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中 網 栄美子

� はじめに

� 就職状況をめぐる統計分析

１－１ 米国ロー・スクールと日本の法科大学院

１－２ 修了生の就職状況

１－３ 就職率と司法試験合格率

１－４ 修了生の就職先

１－５ 修了生の初任給

� 米国ロー・スクールとキャリア・サービス

２－１ 就職活動の流れ

２－２ キャリア・サービスの内容

２－３ キャリア・サービスの担い手

� おわりに

参考資料

� はじめに

２００４年４月に日本でスタートした法科大学

院は本年３月で完成年度を迎えた。この間、

法科大学院修了者及び新司法試験合格者

（両者は必ずしもイコールの関係にならな

い）の就職問題について様々な議論が交わさ

れるようになった。司法制度改革が推進され

る中、２０１０年頃には法曹人口が年間３，０００人

程度に増加することになっている。これは

１９８９年の５０６人からすれば約６倍、１９９９年の

１，０００人からすれば３倍に相当し、この２０年

あまりの増加が顕著であることが伺える。現

在の増加ペースで、今後２０１８年頃には法曹人

口が５万人規模（２００５年１０月１日の統計では

２６，１８２人１）となる見込みである。

司法制度改革審議会意見書（平成１３年６月

１２日）には、「今後、国民生活の様々な場面

における法曹需要は、量的に増大するととも

に、質的にますます多様化、高度化すること

が予想される」とあり、法曹人口の大幅な増

加は緊急の課題とされていた。他方で、これ

から法曹になろうという法科大学院修了生に

とっては、将来のキャリア・パスに関して切

実な問題が生じてくる。従来であれば、司法

試験合格者の人数は極めて限られていたため、

進路選択は本人の希望に沿って叶えられる方

向にあったが、これからは競争原理が強く働

いてくることになる。人気の高い首都圏の大

手法律事務所を希望するとなれば、それだけ

困難がともなうことになるだろう。

本稿では日本のこのような情勢をうけ、米

国のロー・スクールにおける就職事情につき、

さまざまな角度で検討してみたい。

� 就職状況をめぐる統計分析

１－１ 米国ロー・スクールと日本の法科大

学院

米国には２００６年１２月現在、米国弁護士協会

（以下、ABA）認定のロー・スクールが１９５

校ある２。日本の場合、初年度に６８校、次年

度に６校が新規参入し、現在は７４校で留まっ

ているが、米国の場合、過去１０年を振り返る

１ 『裁判所データブック２００６』（判例調査会）諸外国の法曹人口の比較に依拠。
なお、簡裁判事と副検事の人数は上記に含まない。

２ 内７校は正式認定前の仮（provisionally）認定段階。他に２校２年間の要経過観察に付されているスクールがある。
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修了者数内　女性内　男性新入生の人数スクール数年度

38,87423,36825,44948,8671872003-2004

40,02322,90425,33548,2391882004-2005

42,67322,58225,55048,1321912005-2006

860人大学院の上位コースへ

3,197人無職

1,197人求職中

内 820人非求職中

1,180人司法試験勉強中

35,112人就職

ABA認定ロー・スクール

188校中

42,672人修了生

内39,169人

につき把握

と毎年１校程度新規参入があり、ロー・ス

クールの数も修了生の数もゆるやかな上昇傾

向にある。ABA 提供の統計データによると、

過去３年では毎年４８，０００人が入学し、その９

割弱にあたる４０，０００人が修了していく。

これに対し、日本の法科大学院は現在７４校、

毎年約５，５００人が入学し、仮に９割が修了で

きると仮定すると、約５，０００人が修了してゆ

くことになる。そうしてみると、米国のロー・

スクール修了者数は日本の約８倍にあたる。

修了者数入学者数スクール数年度

*2,1765,784742006

－5,544742005

－5,767682004

【日本 法科大学院の入学者数と修了者数】４

＊２００６年３月の修了者数は既修（２年コース）のみ

参考までに日米の人口比をみてみると、日

本の人口が１億２千８百万人（２００６年９月現

在）、米国の人口が３億１千万人（２００７年３

月現在の推計）５であり、日本の人口は米国の

人口の４割強にあたる。この人口比を加味し

ても米国ロー・スクールの修了者は日本の法

科大学院の推定修了者数より遥かに多いこと

がわかる。

１－２ 修了生の就職状況

前節で紹介した通り、１９５校ものロー・ス

クールがあり、毎年４０，０００人の修了生がいる

となると、彼らは皆無事に就職できているの

か、就職浪人は生じないのか、という素朴な

疑問がわいてくる。米国では NALP（The

Association for Legal Career Profession-

als）という団体が毎年「Jobs & JD’s―Employ-

ment and Salaries of New Law Graduates」

という冊子を発刊し、ロー・スクール修了生

の就職事情につき統計データを集めて分析し

ている。本節では２００５年春に修了した学生

（Class of２００５）を参考にして紹介する。

３ ABA 提供 Legal Education Statistics/Enrollment and Degrees Awarded より抜粋。入学者数と修了者数について
は１９６３年からの統計データが掲載されている。
http : //www.abanet.org/legaled/statistics/charts/enrollmentdegreesawarded.pdf 参照。

４ 法科大学院の入学者数は文部科学省の発表した平成１７年度及び平成１８年度「法科大学院入学者選抜実施状況の概要」
に依拠。２００６年３月の修了者数は朝日新聞調査（２００６年４月４日朝刊掲載）に依拠。

５ 米国の人口については U．S．Census Bureau のデータに依拠。日本の人口については総務省統計局のデータに依拠。

【米国 ロー・スクールの入学者数と修了者数】３

＊入学は年度（academic year）初めの１０月１日を基準。

修了は年度始めの通常５月（大学によって若干異なる）。

【米国ロー・スクール修了生の就職状況】
※「Jobs & JD’s」class of ２００５－Scope of Enployment Date より。
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上記 NALP の調査では、全修了生中９割

強の学生（３９，１６９人）の進路を把握している

が、この約９割が就職をしている。３，１９７人

が無職となるが、この内で実際に求職中の者

は１，１９７人であり、これを実質就職困難者数

とみるならば、対回答者数の３％にしかすぎ

ない。ただし、同調査で把握できなかった

３，５０３名中に相当数の就職困難者が含まれる

とすると、米国ロー・スクールの修了者につ

いても１００％の就職保証があるわけではない

ことが伺える。

別の資料からスクール別に就職状況につい

て検討してみよう。U．S．News が毎年提供

している「America’s Best Graduate Schools

２００７」を参考にする。米国ロー・スクールの

ランキングについては本節で紹介するものも

含め様々なものがあるが、いずれにせよ、政

府による公的のランキングや ABA による公

式のランキングが存在するわけではない。し

たがって今回利用するランキング６もその評

価方法を巡って議論があることに留意した上

で、利用したい。同ランキングは総合得点の

結果であり、就職率は一つの評価項目にすぎ

ない（全体の２０％）。そのためランキングと

就職率とは必ずしも比例していないのである。

例えば、総合ランキングで１位である Yale

でも就職率（修了時）となると７位となり、

逆に総合ランキングでは３７位の George Ma-

son が就職率（同）では５位に上るという現

象がみられる。但し、トップ１０のスクールに

ついていえば就職率の順位が多少入れ替わる

とはいえ９５％を下回ることはない。問題とな

るのは、上位校と下位校の格差である。同ラ

ンキングはトップ１００校、第３グループ（Tier

３）、第４グループ（Tier４）の３グループ

に大別されている。トップ１００校の中でも就

職率トップの Columbia 大学９９．３％と数値が

上げられている中でボトム７の Kansas 大学

５５．１％には大きな隔たりがある。第３グルー

プにランキングされる３６校中では Howard

大学が８０．４％という好成績を保つ一方で、

Idaho 大学の４５．６％のように半数を割るス

クールが出てきている８。第４グループにラ

ンキングされる４４校中では、Campbell 大学

の８２．３％から New England 大学の２７．７％ま

で大きな格差を生んでいる９。

総じてみるならば、トップ１００校に入らな

い第３グループや第４グループの下位校であ

っても就職「率」だけをみるならば、７０％～

８０％を維持しているところがあり、上位校に

引けをとらないスクールも少なくない。ただ

し、全体的な傾向としては、トップ１００校→

第３グループ→第４グループと下るにつれて、

就職率の良いスクールが少なくなり、逆に修

了時の就職率に対して無回答校の数が増えて

くる。したがって、NALP の調査だけをみ

６ U. S. News のロー・スクール評価方法は以下の通り。
�外部評価 Quality Assessment（全体の４０％）

内 教員による得点評価 ２５％／ 弁護士・裁判官による得点評価 １５％
�選抜 Selectivity（全体の２５％）

内 LSAT の中間得点 １２．５％／ 学部の成績（GPA） １０％
入学の競争率 ２．５％

�修了後の成功 Placement Success（全体の２０％）
内 修了生の就職率 １８％（修了時の就職率４％と修了から９ヶ月後の就職率１４％）

司法試験合格率 ２％
�教育環境 Faculty Resources（全体の１５％）

内 諸経費 １１．２５％（教育支援サービス９．７５％とその他経済支援などのサービス１．５％）
学生対教員の割合 ３％／ 図書館リソース ０．７５％

なお、同書はオンラインでも購入可能であり、広く利用されている。
７ トップ１００校の中で、修了時の就職率につき無回答が７校あった。
８ 第３グループの３６校中、修了時の就職率につき無回答が１７校あった。
９ 第４グループの４４校中、修了時の就職率につき無回答が２４校あった。
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るとさほど就職に困ってはいないようにも見

受けられるが、US．News の調査を参照する

と、就職率の悪いスクール（前述の如く下位

校ばかりとは限らない）の修了生が苦労して

いることが伺える。

もっとも、上記は「修了時」の就職率であ

り、これに「修了９ヶ月後」（７月末に司法

試験を受け法曹資格を取得した後）の就職率

を加味して考えると、事態はだいぶ好転する。

すなわち、修了時の就職率が低迷していても

９ヶ月後には８割～９割の就職率にまで上昇

しているスクールがほとんどなのである。例

えば、前述した大学の修了時と９ヶ月後を比

べてみると、Kansas 大学５５．１％→８８．５％、

Idaho 大 学４５．６％→８８．３％、New England

大学２７．７％→８１．１％となっており、いずれも

高い伸びを示している。そうしてみると、下

位校の修了生が苦労するのは確かだが、いつ

までも就職できずにいるという悲観的な状況

にまでは陥っていないことがわかる。

１－３ 就職率と司法試験合格率

最後に司法試験合格率と就職との関係につ

き若干考察する。米国の司法試験（Bar

Exam．）は日本に比べて受かりやすいとい

われるが、果たして本当にそうといえるので

あろうか。NCBE（National Conference of

Bar Examiners）１０が毎年公表している統計

データの内、最新（２００５年）のものを利用し

て以下に概略する。合格率が６５％以下の州と

８０％以上ある州を抜粋したものを次頁図表に

挙げる。最も合格率が低いのがカリフォルニ

ア州で４６％、逆に最も合格率が高いのがユタ

州の８６％となっている。日本人留学生の受験

が多いニュー・ヨーク州は６２％で難度順にい

うならフロリダ州に続いて７位の位置づけと

なる。全体の合格率が６４％と低めなのは、難

度の高いカリフォルニア州やニュー・ヨーク

州の試験を受ける者がそれだけ多いことを意

味する。逆に合格率の高く、かつ、受験者数

も多いという州はほとんどなく、ミズーリ州

（カンザスシティやセントルイスなどがあ

る）が千人を超えているのが例外といえよう。

受験者数でみるならば、１万人以上となる

のはニュー・ヨーク州とカリフォルニア州の

みで、３位以降のフロリダ州やニュー・ジ

ャージー州を大きく引き離している。逆に、

アラスカ、サウス・ダコタ、ヴァーモント、

ワイオミング、ノース・ダコタの各州は受験

者数がきわめて少なく、合格者も年間１００名

に満たない人数しかいない。

併せて、参照したいのが、合格率の中でも

初回受験者の合格率と複数回受験者の合格率

である。表中に挙げたいずれの州をとっても

初回受験者の合格率は平均合格率よりも高く

なっている。逆にいえば、２回目以降の再受

験者の合格率は著しく低い。合格条件は初回

受験者も複数回受験者も同じであり、日本が

平成８年～１５年の間に行ったような合格枠制

（初回受験生に有利）が採られているわけで

はない。にもかかわらず、このように合格率

が低下する理由としては、�試験そのものの

内容が知識重視型（＝回を重ねるほどに有

利）の構造をしていない、とか、�適性の問

題（何度受験しても受からない人は受からな

い）と、言われているが、はっきりとは分か

らない。

上記に加え、スクールごとの合格率につい

て、ニュー・ヨーク州とカリフォルニア州の

試験を例に紹介する。ニュー・ヨーク州の司

法試験を主として受ける２２校１１のうちで、

NYU、Harvard、Michigan 大学などの上位

校はいずれも９０％以上の合格率を誇っている。

ニュー・ヨーク州の司法試験は、初回平均合

１０ １９３１年設立の非営利団体。本部はウィスコンシン州マディソン。機関誌として「The Bar Examiner」（年４回）を
発行。http : //www.ncbex.org/ 参照。
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合格率合格者数受験者数州

46%5,88212,863カリフォルニア州1

51%302593コロンビア特別自治区2

54%127235ニュー・ハンプシャー州3

57%149260デラウェア州4

59%463789ネヴァタ州5

60%2,7094,507フロリダ州6

62%8,33413,388ニュー・ヨーク州7

63%83132アラスカ州8

64%214335ウエスト・ヴァージニア州9

64%9181,443ミシガン州9

64%8511,328ノース・カロライナ州9

64%496770アラバマ州9

65%157243ローズ・アイランド州13

65%1,4602,254メリーランド州13

80%452568サウス・カロライナ州42

80%264329アイオワ州42

81%277342ニュー・メキシコ州45

81%9181,128ミズーリ州45

81%766941ミネソタ州45

82%424519オクラホマ州46

83%5465ノース・ダコタ州47

84%159190モンタナ州48

85%339401ミシシッピ州49

86%376436ユタ州50

64%51,95880,557合計

格率が７４％であり、全米の中では難度の高い

試験であるが、それでも上位校については「ほ

とんど全員が合格する」状態であるといえる。

反対に合格率が平均を下回った５校のスクー

ルはいずれも US. News の総合ランキングで

第３グループ、第４グループに位置づけられ

る下位校であった。更に就職率との関係でい

えば、平均を下回ったスクールのほとんどが

修了時の就職率につき無回答のところであり、

かつ、９ヶ月後の就職率も６７％や７４％など不

振が目立った。

カリフォルニア州についても状況は同じで、

全米の中で最も難度の高い（合格率の低い）

試験であるものの、スタンフォード大学

（９１．８％）、UCLA（８６．０％）、UC―Berkeley

（８３．７％）など、やはり上位校修了者のほと

１１ 必ずしもニュー・ヨーク州にあるロー・スクールとは限らない。Yale（コネティカット州）、Harvard（マサチュー
セッツ州）、デューク（ノース・カロライナ州）、ミシガン、ペンシルヴァニアなどのロー・スクール修了生の多くが
ニュー・ヨーク州の司法試験を受ける。

１２ 米国の司法試験は通常２月と７月の年２回実施される。表中の受験者数及び合格者数は２回分の合計数。ただし、
デラウェア州は７月の１回のみ。なお、合計数の中には全米５０州及びコロンビア特別自治区ほか、グアム（準州）、（米
国領）ヴァージン諸島（準州）、北マリアナ諸島（自由連合州）、プエルト・リコ（自由連合州）、パラオ（１９９４年米国
の信託統治下から独立。但し、２０４４年までは米国との間で結ばれた自由連合盟約＝コンパクトが有効。）を含む。

【米国 司法試験合格率 難易度別（抜粋）】１２

NCBE「Bar Admission Statistics」（２００５）より。
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複数回

受験者の

合格率

初回受験

者合格率
合格率合格者数受験者数州

30%74%62%8,33413,388ニュー・ヨーク州1

25%62%46%5,88212,863カリフォルニア州2

23%71%60%2,7094,507フロリダ州3

38%77%70%3,1394,507ニュー・ジャージー州4

44%80%71%2,8453,998テキサス州5

27%75%63%83132アラスカ州47

30%83%72%92128サウス・ダコタ州48

32%80%73%93128ヴァーモント州49

64%80%72%84117ワイオミング州50

57%90%83%5465ノース・ダコタ州51

34%76%64%51,95880,557合計

裁判所 
クラーク 
10.6％ 

企業 
13.3％ 

政府関係 
10.5％ 

公益事業 
4.8％ 

研究職 
1.8％ 

軍関係 
1.2％ 

不明 
2.0％ 

法律事務所 
55.8％ 

法律事務所 

企業 

裁判所クラーク 

政府関係 

公益事業 

研究職 

軍関係 

不明 

んどは合格している。初回の平均合格率６２％

を下回るスクールは５校あったが、第３グ

ループに属するスクールが１校、第４グルー

プに属するスクールが４校といずれも下位校

であり、修了時の就職率も無回答もしくは振

るわないところが多かった。

ニュー・ヨーク州とカリフォルニア州につ

いて見る限り、概ね「修了時の就職率が高い」

＝「司法試験の合格率も高い」という相関が

あるといえる。但し、数は少ないが「修了時

の就職率は低いが司法試験の合格率は高い」１４

あるいは「修了時の就職率は高いが司法試験

の合格率は低い」１５というスクールもあり、就

職率と合格率を厳密に検証するには他の要素

も考慮しなければならないであろう。

１３ １２同様、合格率は２月及び７月の平均。
１４ 例えば、ニュー・ヨーク州で言うならば St. John’s 大学は修了時の就職率が６８．８０％と振るわないが、司法試験合格

率は８６．０％と好成績である。カリフォルニア州で言うならば、California 大学 Hastings 校は修了時の就職率が５７．４０％
と振るわないが、司法試験合格率は８０．７％と好成績である。

１５ この例はニュー・ヨーク州でははっきりとは見られないが、カリフォルニア州で言うならば Southwestern 大学が
修了時の就職率を７９．６０％としているものの、司法試験合格率は５８．４％と振るわない。

【米国司法試験合格率 受験者数別（抜粋）】１３

NCBE「Bar Admission Statistics」（２００５）より。

【就職先内訳】
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研究職
裁判所

クラーク
公益事業政府関係

企業

（非法律職）

企業

（法律職）
法律事務所スクール

2%43%5%3%2%0%45%YaleUniversity

1%30%4%2%5%0%58%StanfordUniversity

1%29%4%3%3%無回答60%HarvardUniversity

1%14%3%4%0%2%77%ColumbiaUniversity

0%14%10%4%3%0%69%NewYorkUniversity

1%21%4%4%1%1%68%UniversityofChicago

1%17%2%1%2%0%76%
Universityof

Pennsylvania

2%16%7%7%2%1%64%
Universityof

California--Berkeley

0%15%5%4%3%0%73%
Universityof

Michigan--AnnArbor

0%15%3%6%0%0%75%UniversityofVirginia

１－４ 修了生の就職先

本節では、米国ロー・スクールの修了生の

就職先につき検討する。毎年４０，０００人もの修

了生の受け皿はどこにあるのか、というマー

ケットの問題であるが、これは日本の法科大

学院修了生の進路を考える上でも興味深い点

である。すなわち、法律事務所で受け入れる

ことのできる人数が限られている以上、修了

生は他のエリアにも目を向ける必要が生じて

くるのである。NALP の調査により把握さ

れている就職者３５，１１２人の内訳は前頁の通り

である。これによると法律事務所に入って弁

護士として働く者は全体の６割に満たないこ

とがわかる。法律事務所以外では、企業や政

府関連及び公益事業、そして裁判所クラーク

としてのキャリアが代表的なものとしてあげ

られる。米国ロー・スクールの修了生の就職

率が全体的に高いのは法律事務所の受け皿が

大きいだけではなく、それ以外のマーケット

も用意されているからだといえるだろう。翻

って日本の法科大学院について考えてみると、

法律事務所以外のマーケットが今後開拓され

ないままの状態が続くと、深刻な就職問題を

生じかねないことになる。

なお、日本にはない制度である裁判所ク

ラーク（Judicial Clerk）について付言して

おく。これは、日本の裁判所書記官とは異な

り、ロー・スクール修了生が１年～２年間裁

判所で裁判官の補佐として働くというもので

ある。報酬の面では、法律事務所勤務に比べ

かなり低いが（後述）、�現場で訴訟手続を

直に学べる、�優れた裁判官から指導が受け

られる、�判決に至る過程で自分もその一端

を担うことができる、といった点で人気のあ

るポストである。連邦最高裁のクラークとも

なると、トップスクールの中でも最優秀の修

了生にのみ許されたポストであり、出世コー

スといえる。この連邦最高裁や巡回裁判所の

クラークを何人輩出するかというのも各ス

クールのランキングを考える上で大事な要素

となっている。

公益事業（Public Interest）への就職も興

味深い点といえる。日本では「法テラス」が

昨年秋にスタートしたことをうけ、民事法律

扶助や国選弁護関連業務など米国の公益事業

に通じるものへの関心が高まってきたように

見受けられる。米国ロー・スクールではキャ

リア・サービスの中に、あるいは独立した部

署として公益事業への就職セクションを設け

ており、この方面に進もうとする学生を支援

【大学別 就職先】（上位１０校について抜粋） ※「America’s Best Graduate Schools ２００７」より。
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$100,001

以上

$75,001～

100,000

$55,001～

75,000

$40,001～

55,000

$40,000

以下
就職先

24.3%12.3%16.7%30.0%16.7%全就職先

7.116.336.440.2研究職

11.118.130.727.212.9企業

0.00.05.358.436.3裁判所クラーク

4.713.956.524.9政府関連

39.017.118.717.77.5法律事務所

1.26.834.957.1公益事業

データ数全国平均値全国中間値就職先

21,817$72,730$60,000全就職先

18448,59545,000研究職

1,91470,41860,000企業

3,10144,82645,000裁判所クラーク

2,65049,04946,158政府関連

12,95687,25085,000法律事務所

96742,03540,000公益事業

している。

日本の従来型の法学教育と大きく異なる点

は、米国ではロー・スクールからより上位の

学位を目指して進学する者や、直接研究職に

就くものが極めて少ないことが挙げられる。

つまり、ロー・スクールを修了して直ちに

助手になり、研究者を目指すというキャリ

ア・パスはほとんど用意されていないのであ

る。また、ロー・スクールの教授になるのに

必ずしも法学博士号（J.D.＝法務博士号とは

異なる）を必要としないため、日本の大学院

のように何年も在籍して修士号、次いで博士

号を取得するというコースは一般的ではない。

前節と同様に NALP の調査に加え、U．S．

News によるスクール別の就職先をみてみる

と、これも総合ランキングと法律事務所への

就職率とは比例していないことがわかる（前

頁図表参照）。

１－５ 修了生の初任給

米国ロー・スクールの修了生が初年度に受

け取る収入はどのくらいか。そして、それは

就職先によってどのくらい違うものなのか。

NALP のデータによれば、全国平均値では、

法律事務所、企業、政府関連、研究職、裁判

所クラーク、公益事業という順で給与に高低

がつく。やはり高収入が期待できる就職先は

法律事務所で、公益事業と比較した場合、２

倍以上違ってくる。

全就職先の全国平均値は７２，７３０ドルだが、

これを上回るのは法律事務所しかない。逆に

言うと、法律事務所における高収入が平均値

を押し上げているということになる。企業の

場合でもやや下回り、それ以外の就職先では

大幅に下回る結果となっている。このような

収入格差は、一面で教育ローンの返済に負わ

れる修了生が最初の就職先として高収入の期

待できる法律事務所を選択する傾向にあると

いう現象を生んでいる。確かに、就職先とし

て上記６分野の内、最も収入の低い公益事業

にしても、中間値で４０，０００ドル、平均値で

４２，０３５ドルとなっており、日本円に換算する

【米国ロー・スクール修了生の就職先別収入（年収）】 ※「Jobs & JD’s」より。
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教育ローンを利用し

ている学生の割合

学生の平均的

教育ローン額
スクール

91%$89,908Yale University

86%$100,687Stanford University

83%$92,573Harvard University

80%$98,066Columbia University

86%$111,850New York University

67%$114,263University of Chicago

84%$101,757University of Pennsylvania

73%$59,620University of California--Berkeley

89%$86,901University of Michigan--AnnArbor

78%$60,000University of Virginia

中央値平均値私立スクール中央値平均値
居住・非居住

公立スクール

学費学費校数年度学費学費校数年度

$28,670$28,9001112005$12,107$13,145居住者
802005

$27,005$26,9521082004$23,506$22,987非居住者

$25,500$25,5741092003$11,012$11,860居住者
802004

$21,458$21,905非居住者

$9,979$10,819居住者
782003

$20,110$20,171非居住者

と５００万円にはなるので、２０代後半に差しか

かったばかりの若者の初任給としては必ずし

も著しく低いとはいえない。ただし、日本と

事情が異なる点としては、第一に学費や生活

費を自己負担している学生が多いこと、第二

にロー・スクールの学費が非常に高額である

ことが挙げられる。第一の点について述べれ

ば、上記の図表に現れるようにスクール間に

違いはあるものの、大半の学生が教育ローン

を利用し、その総額が日本円にして１千万円

を超えることも珍しくない。日本の法科大学

院の学生のどれ位が学費及び生活費を自己負

担し、かつ修了時にどの程度の借金を抱えて

いるのかについては実は全体的な調査がなさ

れていない。したがって、現時点では日米間

でこの点に関し具体的な差異を数字で示すこ

とはできないが、米国の学生の事情が深刻で

あることは上記の図表から伺えるであろう。

第二の点についていえば、日本においても

法科大学院の学費が従来の文系大学院に比べ

て高額であるという点で議論があったが、米

国ロー・スクールの学費はそれをさらに上回

る高額なものとなっていることが挙げられる。

公立（多くは州立）のスクールであり、か

つ、そのエリアの住民であれば、日本の私立

法科大学院とさほど違いはないが、公立でも

非居住者であったり、私立であったりすると

年間３００万円前後を費やすことになる。これ

はほぼ日本の倍額にあたり、日本に比べて奨

学金や教育ローンの制度が各種整備されてい

るとはいえ、米国ロー・スクール修了生の重

い負担をしいていることは疑いない。

次に、スクール別の収入についてみてみる

と、U．S．News の２００４年 調 査 に は１７１校 の

【米国ロー・スクールの教育ローン平均額と利用者割合】
※「America’s Best Graduate Schools ２００７」Web Extras より。

【米国ロー・スクールの学費（年間）】 ※ABA 提供「Legal Education Statistics」より。
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公共部門初任給

（中央値）

民間部門初任給

（25％～75％の値）

民間部門初任給

（中央値）
スクール#

$43,100$93,000-$125,000$125,000Boston College1

$43,222$110,000-$125,000$125,000Boston University2

$52,650$125,000-$125,000$125,000Columbia University3

$35,958$35,000-$50,000$40,000Vermont Law School169

$40,000$35,000-$45,000$39,500University of North Dakota170

$40,000$33,000-$47,000$38,000University of South Dakota171

平均値中央値州平均値中央値州

$63,982$70,000ミシシッピ$118,184$125,000ワシントンDC

$65,115$62,000フロリダ$107,246$125,000ニュー ･ヨーク

$57,186$50,000ケンタッキー$99,029$115,000カリフォルニア

$52,996$42,500アイダホ$84,361$90,000ペンシルバニア

$37,250$37,500ノース・ダコタ$78,011$82,250ユタ

データが集められているのでこれを参考にす

る。同データは民間部門（法律事務所や企業

など）と公共部門（裁判所、政府、公益事業

など）にわけて初年度の給与の中央値を挙げ

ている。民間部門につき、最高値は１２５，０００

ドル、最低値は３８，０００ドルと実に８７，０００ドル

もの格差がある。これを中央値でみた場合に

は１０万ドルを超えたスクールが２９校、反対に

５万ドルを下回ったスクールが３０校あり、出

身別にみた給与格差が激しいことがわかる。

これらの５万ドルを下回った３０校についてみ

れば、公共部門との給与差はわずかであり、

民間部門と公共部門のどちらを選択してもさ

ほど変わらないという状況が指摘できる。公

共部門については、最高値６１，２５０ドルと最低

値３３，９７５ドルと２７，０００ドルほどの変動幅が存

在するが、概ね４０，０００ドル台がほとんどであ

り、スクール間の格差は生じていない。

民間部門においてこれほどの格差が生まれ

る理由はなぜか。もとより同じ職場の中で出

身スクール別に格差が設けられるわけではな

い。考えられる要因としては、ロー・スクー

ルの修了者が�どのような地域に多く就職し

ているか（地理的要因）と�どの規模の法律

事務所に多く就職しているか、であろう。一

般的に述べて、過疎地域よりも都市部、小規

模事務所よりも大規模事務所の収入が高いた

め、条件の良い就職先にどれほど修了生を送

りこめるかによって上記のような格差が生じ

てくると考えられる。NALP の調査では法

律事務所の給与につき州別の統計があるので

下記に参照する。中央値が１０万ドルを超える

州はワシントン DC をはじめとしてデラウェ

ア、イリノイ、マサチューセッツ、ニュー・

ヨーク、カリフォルニアの６州あるが、反対

に５万ドルを下回る州としてアーカンソー、

アイオワ、サウス・ダコタ、ワイオミング、

アイダホ、ヴァーモント、モンタナ、ノース・

ダコタの８州があり、大学の所在地と見比べ

ると相関関係が浮かび上がってくる。

次に、法律事務所の規模で比べてみると、

例えばニュー・ヨークとフロリダで、２～１０

人規模、１１～２５人規模、２６～５０人規模、５１人

～１００人規模、１０１～２５０人規模、２５１人以上の

６段階で比較すると下記の通りになる。

どちらの州も法律事務所の規模が大きくな

【米国ロー・スクール 出身別給与格差】 ※「America’s Best Graduate Schools ２００７」Web Extras より。

【法律事務所の初任給に関する州別比較】（抜粋）※「Jobs & JD’s」より。
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26～50人11～25人2～10人

平均値中央値平均値中央値平均値中央値

$68,222$60,000$58,877$55,000$50,851$50,000ニュー ･ヨーク

$63,677$65,000$61,775$60,000$52,668$50,000フロリダ

251人以上101～250人51～100人

平均値中央値平均値中央値平均値中央値

$125,354$125,000$115,530$125,000$83,818$72,000ニュー ･ヨーク

$95,225$95,000$75,534$80,000$72,553$75,000フロリダ

るにつれて給与額は大きくなる。２５人以下の

規模でみるならば、フロリダのほうがニ

ュー・ヨークよりも中央値及び平均値が高く

なっている。これが逆転するのが２６～５０人規

模の法律事務所で、中央値ではフロリダが高

くても平均値で劣るようになってくる。これ

は次の５１～１００人規模でも同様であり、それ

以上となると中央値でも平均値でもニュー・

ヨークのほうが高い値を示している。両州の

２～１０人規模の事務所では中央値は同じだが、

１０１人～２５０人規模で４万ドル、２５１人以上で

３万ドルもの格差を生じている。

スクール別収入ランキングでトップに立つ

Boston College の２００５年度生進路先をみると

全体の半数弱（４５．２％）が１０１人以上の大手

法律事務所に勤務している。地理的にみる修

了生の５０％がボストンを含むニュー・イング

ランド地域に、３０．４％がニュー・ヨーク（市）

を含むミッド・アトランティク地域に就職し

ている。ニュー・イングランド地域は他と比

べてことさら収入が高いエリアとはいえない

が、ミッド・アトランティック地域の初任給

は中央値でみるならば太平洋地域（サンフラ

ンシスコ、ロサンジェルス、シアトルなどの

都市を含む）と並んで７万ドルでトップ、平

均値でみるならば８３，０９３ドルで２位の太平洋

地域８２，２４７ドルよりやや上回って単独トップ

になっている１７。ここでも大都市と大手法律

事務所という組み合わせが収入ランキングに

反映しているのがわかる。

� 米国ロー・スクールとキャリア・

サービス

日本の法科大学院につき情報を得ようとす

ると、まず初めにアクセスするのが各校の

ホームページであろう。設立当初の段階では、

情報量、デザイン（見やすさ）、更新頻度な

ど必ずしも充分とはいえない所も少なくなか

ったが、さすがに完成年度を迎えた今日にあ

っては各校ともユーザーの利便性に考慮して

工夫を凝らすようになり、質・量ともに豊か

なものになりつつある。ただし、時期尚早と

いうべきなのか、米国ロー・スクールであれ

ば必ずといっていいほどある項目の一つが日

本の法科大学院のホームページから落ちてい

る－それが「キャリア・サービス」と呼ばれ

る就職関連情報とそれを担うオフィスの存在

である。前章では米国ロー・スクールの就職

事情につき統計データを用いて検討したが、

本章では米国ロー・スクール学生の就職活動

を全般にわたってサポートしているキャリ

１６ 「Jobs & JD’s」Starting Salaries by State for Full―Time Jobs 法律事務所の規模別データよりニュー・ヨーク州と
フロリダ州を抽出して作表。

なお、報告母数はニュー・ヨーク州が２，１６０、フロリダ州が６４２となっている。
１７ いずれも前述・NALP の Starting Salaries by Region に依拠。

【法律事務所の規模別 初任給 ２州比較】１６
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ア・サービスの役割について紹介する。

日本の大学では全学を対象にして「就職

課」をおき、卒業する学生のために就職支援

を行うのが一般的であった。それは、各学部

や大学院の中に独自のキャリア・サポート部

署を設け、そこに人件費を割くということが

あまり行われていなかったということを意味

する。しかも、「はじめに」でも触れたよう

に、旧司法試験の下では、就職活動は試験合

格後、司法研修所での研修を経る過程で行わ

れるのが一般的で、そこに大学が「機関」と

して積極的に関わることは（OB や OG つな

がりというのはあるとしても）ほとんどなか

ったといえる。しかし、新司法試験になり合

格率、合格者数ともに大幅にアップするよう

になると、法科大学院修了生の側としては、

東京の大手法律事務所など競争率の高い所に

就職するためには早めに情報を入手し人脈を

作っていきたいという希望が出てくるし、新

人弁護士を雇う側の事務所にしても、大勢の

中から可能な限り優れた人材を迅速に確保し

たいという希望が出てくる。そうしてみると、

今後法科大学院の中にも米国ロー・スクール

にあるようなキャリア・サービス・オフィス

を設置する必要が生じてくるかもしれない。

２－１ 就職活動の流れ

米国ロー・スクールの学生はいつどのよう

にして就職先を決めるのか。その過程に各ス

クールのキャリア・サービス・オフィス（Of-

fice of Career Services と呼ばれることが多

いため、以下 OCS と略す）がどのように関

わってくるのか。１－２ですでに述べたよう

にロー・スクール修了時には大半の学生が就

職先を決定している。これは就職活動が在学

中に行われ、かつ、司法試験受験前（法曹資

格取得前）に雇用者側が内定を与えているこ

とを意味している。本節では NALP のガイ

ドラインや Yale が一般公開している就職用

ガイドブック（参考資料に記載）などを参考

に就職活動に関するスケジュール例を取り上

げる。

１Ｌ ８月下旬に新入生向けのオリエン

テーションが始まり、９月初めに授業（秋学

期）開始される。いかに気の早い学生でも入

学当初から就職活動に動くことは許されてい

ない。前述 NALP は「Principles and Stan-

dards for Law Placement and Recruitment

Activities」というリクルート用ガイドライ

ンを設けており、これによると１１月１日にな

るまでロー・スクールは新入生に対してキャ

リア・サービスを提供してはならないとされ

ている１８。この解釈によると、１１月１日にな

るまでは OCS に足を踏み入れてはならない

というほど厳格なものではなく、例えば「法

曹界とはどんなところか」や「法曹としての

責任とは」、「就職活動の一般的な流れ」等オ

リエンテーション的なプログラムであれば参

加可能としている。他方で、就職先を探す上

で必要となるレジュメの書き方や面接スキル

などに関するプログラムは１１月１日になるま

では提供してはならないとしている。

１年生が最初のサマー・ジョブ獲得に向け

て雇用者側とコンタクトを取り、面接するこ

とが許されるのは１２月１日以降のことである。

したがって、雇用者側も１２月１日になるまで

はオファーをしてはならないとしている。１

年目の最初の学期中は極力勉学に専念すべき、

という見解が背景にあり、多くのロー・ス

クールでは予め雇用者側に対し、先走りして

申し込みをしてくる学生について報告するよ

う求めている。

１２月１日以降１年生はサマー・ジョブ希望

先に直接コンタクトを取ることで就業先を探

す。通常、法律事務所や非営利団体、政府機

関などは１２月中の申込を期待している。それ

１８ NALP Principles and Standards, Part V. D.
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以外には、スクールが２月初めに行う春季面

接プログラムを利用するという方法もある。

最初のサマー・ジョブ Yale 学生の場合、

多くが最初の就職体験の場所として選択する

のが政府機関や公益事業などの公共部門であ

る。全体の３分の１位が法律事務所で働き、

少数ではあるが教授を手伝ってリサーチをし

たり、裁判所でエクスターンをしたりする者

もいる。

２Ｌ 大手法律事務所勤務を希望する学生

にとってハイライトとなるのは９月末から１０

月初めにかけて校内で開催される秋季面接プ

ログラムである。このプログラムでは、雇用

者側が自らスクールに赴き学生と面談をする。

このプログラムが重要なのは単に２回目のサ

マー・ジョブ先を見つけるというだけでなく、

それがそのまま修了後の就職先につながる

ケースが多いという点である。雇用者側はま

ず同プログラム等を利用して学生と面談し

（スクリーニング・インタビュー）、その後、

期待する学生に対して二次面接（コールバッ

ク・インタビュー）を実施する。二次面接は

通常、学生を事務所に呼んで行う。校内で行

われる最初の面接は数も多いため通常一人２５

分程度のものだが、二次になると半日にも及

び複数の弁護士と面接するという、かなり学

生にとってハードなものとなる。この二度に

わたる面接をパスするため学生は OCS を活

用してレジュメの書き方や面接スキルを磨い

たり、希望就職先の情報収集をするのである。

２度目のサマー・ジョブ Yale の場合、

７５％が法律事務所で働き、その他が政府機関、

公益事業、研究機関、企業などで働く。長い

夏期休業期間を利用して勤務先を２つに分け

る（各６～８週間）場合もある。Yale は最

初のサマー・ジョブについては最初の実務経

験であり時間をかけて職場環境に慣れ、リ

サーチ能力を磨き、職場の仲間との付き合い

方を学ぶべきであるから、１箇所に絞ること

が望ましいとしている。これに対して、２度

目のサマー・ジョブについては、将来の就職

先につながることが多いため、どちらか片方

に決めかねる時は両方行くのもよしとしてい

る。

３Ｌ NALP のスタンダードでは学生側に

時期別にオファーの受け入れ留保をしていい

上限数を定めたり、雇用者側に学生になした

オファーに対し撤回できない期間を定めたり

している。

前者については、学生が複数のオファーを

抱えたままの状態にあり、雇用者側や他の（待

ちリストに載っている）学生をいつまでも不

安定な状態におかないよう、詳細な規定が設

けられている。同スタンダードの一般規定（V，

A General Provisions）４条（抜粋）によれ

ば、次の期間の定めがある。

４．学生は９月１５日以降、雇用者側から提

示されたオファーを５つ以上同時に留保

してはならない。１０月１日以降は、４つ

以上同時に留保してはならない。１０月１５

日以降は、３つ以上同時に留保してはな

らない。このオファーには以前のサ

マー・ジョブ雇用の結果として得たもの

も含まれる

トップスクールの優秀な学生であれば数多

くのオファーが来るが、上記の規定により、

９月１５日までにまず５つに絞る必要があり、

以降、半月ごとに一つずつ落としてゆくとい

う必要が生じてくる。他方、雇用者側は待ち

リストを作成することが許されており、もし

も先に与えたオファーから十分な人数が確保

できない場合は随時同リストから新たなオフ

ァーを出すことができる。

後者については次の３つの規定（抜粋）が

ある。

１．雇用者側が以前に（サマー・ジョブな
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どで）雇用したことのない学生につき、

ロー・スクール修了後のフル・タイム職

をオファーする場合、少なくとも１２月１

日まではこれを撤回してはならない。

２．雇用者側が以前に雇用したことのある

学生につき、ロー・スクール修了後のフ

ル・タイム職を第３学年の９月１５日より

前にオファーする場合、少なくとも１１月

１日まではこれを撤回してはならない。

学生からの要請があれば、雇用者側はこ

の期間を１２月１日まで延長しなくてはな

らない。学生は延長期間中、他に一つし

かオファーを留保していないことを確約

しなければならない。

３．雇用者が以前に雇用したことのある学

生につき、ロー・スクール終了時のフ

ル・タイム職を第３学年の９月１５日以後

にオファーする場合、少なくとも１２月１

日までこれを撤回してはならない。（Part

V，B１～３）

上記規定によれば、雇用者側が実際に雇え

る人数を超えてオファーを乱発することのな

いよう制限を設けるとともに、複数のオフ

ァーを受けた学生が一番良い選択をできるよ

う時間的猶予を与えることと、待ち状態にあ

る学生の救済というバランスが図られている。

政府機関や公益事業に就職を希望する場合

で問題となるのが、これらのオファーが出る

時期が通常、法律事務所のオファーより遅い

ことである。そうすると学生は先に法律事務

所からオファーをもらっていた場合、これを

いつまで留保できるかが問題となる。この点、

一般規定（V, A General Provisions）５条で

は、雇用者側の同意があれば１２月１日以降で

も留保が可能であるとなっているが、逆にい

えばこの「いつまで」という決定が雇用者側

に委ねられていることになる。NALP は雇

用者側に学生の側の事情を考慮し、可能な限

り留保機関を延長するよう求めている。ス

クールの中には公益事業に就こうとしている

学生が法律事務所からもらったオファーを留

保しようとする時、それに応じるよう雇用者

側に強く要求する所もある。

２－２ キャリア・サービスの内容

前節で述べたように、特に法律事務所への

勤務を希望する場合、校内で行われる最初の

面接が重要である。これをアレンジすること

も、OCS の重要な役割であるが、そればか

りではなく、就職関係全般につき細やかなサ

ポートを行っている。本節では、OCS では

具体的にどのようなサービスを行っているか

について紹介する。併せて、優れたサービス

をどのような組織が担っているか、人的側面

からも検討を加えたい。

最初に Duke が提供している２００９年修了生

向け（２００６年秋入学）キャリア・プランニン

グ・マニュアルを手がかりに、キャリア・

サービスの内容についてまとめみる。

◆（１年生向け）就職オリエンテーション

◆（１年生向け）オンライン求職データ

ベース１９の紹介

◆（１年生向け）サマー・ジョブに関する

上級生との懇談会

◆カウンセリング

◆就職活動支援のためのプログラム（履歴

書の書き方、面接スキルなど）

◆ゲストを招いての教育プログラム（講演

会など）

◆修了生を招いての模擬面接プログラム

◆春季（２月）オンキャンパス面接プログ

ラム

◆秋季（８月～９月）オンキャンパス面接

１９ 多くのロー・スクールで利用している Simplicity というシステムがある。ID とパスワードで管理されており、通常
在学生しか利用できないようになっている。
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プログラム

◆各種ガイドブックやリーフレットの発行

◆各種ガイドブックや図書・雑誌の収集と

公開

日本の法科大学院でも学外から各方面のゲ

ストを招き講演会を行うことはあるが、キャ

リア・サービスをメインとしたものはほとん

どない（少なくとも表向きは行われていない）。

米国ロー・スクールの OCS では人気の就職

先からゲストを招き講演してもらうのだが、

生の職場模様を話してもらうことで、その仕

事がどういうものかという具体的イメージを

学生にもたせることに重点を置いたものが多

い。ゲストの勤務先がスクールから離れた場

所にあったり、スケジュールが多忙で直接来

校できなかったりする場合には、サテライト

を用いてのビデオ会議を行う場合もある。

履歴書やカバー・レター（送付状）の書き

方指導や面接のためのスキルアップについて

のサポートもしっかり行っている。社会人経

験のある場合は別として、大半の学生にとっ

て正式な履歴書やカバー・レターを書くとい

うのは初めての経験であり、書式やスタイル

など細かな所でまごつくことも多い。OCS

は学生の履歴書やカバー・レターにつき書き

方指導をするだけでなく、記載例を示したり、

個別添削を行ったりしている。Georgetown

のキャリア・プランニング・マニュアル（参

考資料に記載）には履歴書作成にあたって以

下のような注意書きがある。

◆（志望先と）関連する研究及び職務経験

につき強調すること

◆上記に加えて特筆すべきスキルや業績、

個人的資質について明示すること

◆きちんと整理し、簡潔かつ注目されるよ

うな方法で記載すること

◆あなたの（高い）能力を示せるよう、上

手に書き、詳細に最新の注意を払うこと

この他に、例えば「用紙は８．５×１１インチ

（レターサイズ）を使って印刷すること）」「ホ

ワイトもしくはオフ・ホワイトの厚手上質紙

（ボンド紙）を使うこと」「フォントは Times

New Roman または Garamond で、サイズは

１１または１２ポイントで印刷すること」などな

どスタイルについても細かな指示が与えられ

ている。

面接についても同様で正しい服装や言葉遣

いを確認し、自己アピールのスキルなどを磨

くことが重要となる。ロー・スクールの学生

であり、それも就職のための面接ともなれば、

一般常識や一般教養は当然身についていると

考えるべきであろうが、幾つかのマニュアル

を参照する限り、この点に関しても事細かな

注意が与えられている。例えば、前述した

Yale のマニュアルには下記のような記載が

ある。

◆女性の服装・身だしなみについて（抜

粋）

「スカート・スーツが無難。」「パンスト

は伝線していないこと、肌色であること、

デザインや模様入りは避けること。」「メ

イクは控えめに。香水はつけないこと。」

◆男性の服装・身だしなみについて（抜

粋）

シルクの品のよいネクタイを着用するこ

と。大柄なものやキャラクターものは避

けること。」「シンプルな時計や結婚指輪

は身につけてもよいが、イヤリングや鼻

リングは禁止。」

日本から眺めると冗談かと思われるような

注意事項があえて記載されているのは、異な

る文化・民族が複合して混在する米国ならで

はの事情があるからなのかもしれない。日本

以上に TPO の使い分けがはっきりしている

ようで、普段はかなりカジュアルな服装をし

ている学生であっても面接の時ばかりは白い

シャツにダーク・スーツというフォーマルな

スタイルできめてくる。やや問題ありの学生

については OCS の事前チェックが入るので

ある。
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面接スキルについても、簡潔で的を射た自

己紹介方法、よく聞かれる質問例、好ましい

回答例、学生からの質問例などを紹介してい

る。就職面接の場合、授業（ローヤリングや

クリニックなど）の一環として行われるクラ

イアントとの面接とは全く趣きを異にするの

で、独自の対策が必要となる。大抵は本面接

の前に模擬面接のプログラムが組まれており、

OCS のアドバイザーが個別に対応して学生

のスキルアップを図っている。

２－３ キャリア・サービスの担い手

OCS にはアドバイザーやカウンセラーと

呼ばれる専任職員が置かれている。ロー・ス

クールの「職員」には違いないが、特筆すべ

きは、その多くがロー・スクールを修了して

（勤務先のスクールとは限らない）法曹資格

を取得し、実務経験を積んだ者であることで

ある。OCS の事務を担うスタッフは別にい

るのが通常である。本年３月に Harvard 大

学を訪問する機会を得たので OCS のアドバ

イザーのお一人である Stockfleet 氏にインタ

ビューをお願いした２０。初めに、どのような

人が OCS でアドバイザーになるのかを尋ね

たところ、求められる資質として、

�ロー・スクールを修了し法曹資格を取得

していること

�数年程度実務経験（法律事務所や公益活

動など）を積んでいること

�コミュニケーション能力やカウンセリン

グ能力に優れていること

を挙げていた。さらに、（報酬が高い）法

律事務所勤務よりも OCS のアドバイザーと

いうポストを選ぶ理由は何か、どのような魅

力があるのか、という質問をしたところ、「確

かに報酬面では劣るが、法律事務所で激務に

身を置き、利益追求することを好む人ばかり

ではない。ロー・スクールの教育に関心を持

ち、職場として大学の環境が気に入って、こ

のポストに就くのでは」という回答があった。

スクールの規模にもよるが、OCS でカウ

ンセリングを担当する人は通常複数名おり、

しかも得意分野で担当が分かれている。Har-

vard の場合、アドバイザーが７人おり（客

員１名を含む）、裁判所クラークシップ担当、

国際プログラム及び研究職担当、在学生担当、

卒業生担当、といった形で担当が分かれてい

る。このアドバイザー６名のほかに事務職と

して４名のスタッフを抱えており、全体とし

て１０名で OCS を構成している。キャリア・

サービスにかけるマン・パワーの大きさが伺

える。

他のロー・スクールについても若干触れる

と、Yale では公開情報からはキャリア・サー

ビス全体の規模は分からないが、３名のカウ

ンセラーをおいており、公益活動、裁判所ク

ラーク、法律事務所の３分野で担当がわかれ

ている。いずれも弁護士であり、かつ、プロ

フィールを見る限り、トップロースクール出

身でキャリア的にも成功している人物がこの

ポストに就いている。Columbia の場合はキ

ャリア・サービスと公益活動のオフィスを分

けており、パートタイムを含めるといずれも

１０名以上のスタッフを充てている。

オフィスの規模が大きいのは NYU で、

OCS が次の６部門にわかれ、総勢２１名（内

弁護士１０名）を抱えている。

�キャリア・サービスとマネッジメント部門

３名

�J. D. 対象キャリア・カウンセリング部門

４名（内弁護士３名）

�スクール内外のリクルートとマーケティング

部門 ５名（内弁護士１名）

�LL．M．対象キャリア・カウンセリング部門

２０ ご多忙のところ快くインタビューに応じてくださり、お時間を割いてくださった Harvard Law School，OCS の April
R. Stockfleet 氏に心より謝意を表する。
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２名

�修了生対象キャリア・サービス部門

１名

�キャリア・カウンセリング・コンサルタント

６名（内弁護士６名）

幾つかのスクールの OCS を概観して気づ

いたのは、アドバイザーのポストに占める女

性の割合が高いことである。例えば、イェー

ルのカウンセラー３名は全員女性であるし、

ハーバードのアドバイザー７名中６名が女性

である。スタンフォードも OCS スタッフ７

名全員が女性である。その理由としては、こ

のようなポストに求められるカウンセリング

能力やコミュニケーション能力（必ずしも弁

護士実務の中での交渉能力とは一致しない）

に優れた人物に女性が多いことが挙げられる

かもしれない。また、家庭や育児との関係で

大手法律事務所の過酷な勤務形態を何年も続

けることを好まない女性が多いことも挙げら

れるかもしれない。

� おわりに

以上、米国ロー・スクールの就職事情につ

き、最初に現況データを用いて様々な角度か

ら分析し、次に各スクールのキャリア・サー

ビスの存在について例を挙げて紹介した。日

本の法科大学院になぞらえて幾つかの点を考

慮する必要があるように思われる。第一に、

法曹人口の拡大にともない、その受け皿を従

来の法曹三者－ことに法律事務所－にのみ求

めることには無理があるのではないだろうか。

米国のような裁判所クラークの仕組みがない

以上、これを論じるとこはできないが、その

他の職種、すなわち、企業や政府機関、公益

活動に新人弁護士がリクルートされる機会を

増やし、そのための条件や環境を整備してゆ

く必要が生じてくるだろう。公益活動に関し

ては、併せて、教育ローンを抱えた修了生に

対して行う返済猶予や免除等のプログラムを

考える必要がある。

第二に、就職競争が激しくなることが予想

される以上、日本の法科大学院においても米

国のキャリア・サービスに順ずるようなオフ

ィスを何かしら設ける必要があるのはないだ

ろうか。修了生の就職率と就職先というもの

はスクールの評価を決する上での重要な指標

の一つとなるため、米国ではどのスクールも

OCS にかなりの人的・物的資源を投入して

いる。日本の法科大学院で同じ規模の OCS

を設けることは現実には厳しいであろう。し

かし、このようなサービスを全く設けないと

すると、それだけその法科大学院の在学生及

び修了生は不利な条件で就職活動を強いられ

ることになる。まずは大学本体にある就職課

と提携したり修了生の協力を募ったりするな

どして、できるところから始めてゆくべきで

はないだろうか。更には、就職問題につき、

司法研修所や各弁護士会、企業などが話し合

う場を設ける必要も生じてくるであろう。

最後に今後、法科大学院の修了生につき、

キャリア関係のデータをどのように収集・分

析し、公開してゆくのか、という問題につい

て指摘したい。修了生の人数、司法試験合格

者数、就職率、就職先、就職地の地理的分布、

平均初任給など、米国ロー・スクールであれ

ば収集できる情報が日本の法科大学院では容

易に収集できない。キャリア関係のデータは

センシティブな内容を含んでおり、公開する

ことをためらう法科大学院もあるかもしれな

い。しかし、法科大学院にこれから入学しよ

うとする学生にとって、キャリア関係のデー

タは志望校を選択する上で重要なファクター

の一つである。各法科大学院は「都合の悪い

データは隠す」という後ろ向きの姿勢ではな

く、むしろ積極的に状況を把握し、これを公

開してゆくべきではないかと考える。

以上
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参考資料

［キャリア関連全般］

�イェール大学ロー・スクール提供

Career Development Office

１６のオンライン・ガイドが Web 上にアップ

され、内１２が一般用として公開されている。

中でも Introduction to Career Development

（９０頁）がキャリア・サービス全般につきわ

かりやすく紹介しており、便利である。

http : //www.law.yale.edu/documents/pdf/

CDO_Public/cdo―06introguide.pdf 参照

�ジョージタウン大学ロー・センター提供

The Office of Career Services（OCS）＆ the

Office of Public Interest and Community

Service （OPICS）の２つのオフィスで出版。

公益活動を含めたキャリア・パス全体にわた

るガイド「２００６―２００７Career Planning Man-

ual」（１３６頁）などがある。

http : //www.law.georgetown.edu/career/

documents/CPM_Final.pdf 参照

�George Washington 大学ロー・スクール

提供

Informational Handouts

http : //www.law.gwu.edu/CDO/Informa-

tion+for+Students/Informational+Handouts.

htm 参照。

レジュメやカバー・レターの書き方、初回面

接や二次面接のための助言、公益活動や政府

関係の就職に際してのスケジュールなど。

［参考文献リスト］

�Michigan 大学ロー・スクール提供

「Office of Careers Services，Career Serv-

ices Library Resources」（１３頁）

http : / /www . law . umich . edu / currentstu-

dents/CareerServices/pdf/ libraryhandout .

pdf 参照。

［レジュメやカバー・レターの書き方など］

�Cornell 大 学 ロ ー・ス ク ー ル Career

Services Office 提供

「Drafting Resumes」

http : //www.lawschool.cornell.edu/careers/

students/apply_ job/resumes/index.cfm 参

照。

レジュメの書き方全般につき解説。レジュメ

に記すべき項目や好まれる表現語句、デザイ

ン等についても項目がある。１Ｌ～３Ｌ及び

JD―Master（同時取得のコース）の各学年に

応じたレジュメのサンプルも公開されている。

�Southern California 大学ロー・スクール提

供

レジュメのサンプル http : //law.usc.edu/

career/students/resumes.cfm 参照。

カバー・レターのサンプル http : //law.usc.

edu/career/students/coverletters.cfm 参照。

以上
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