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� はじめに

法曹養成対策室では、２００６年１２月１９日、日

本の法律事務所で短期インターンシップ中の

インド人留学生 Debarupa Banerjee 氏をお

招きし、インドの法曹養成制度についてお話

を伺った。Banerjee 氏は、インドのハイデ

ラバードにある５年制の国立ロースクール

（National Academy of Legal Study and Re-

search University of Law, NALSAR）の最

終学年に在学しており、同校の短期インター

ンシップ・プログラムを利用し、矢部耕三弁

護士（第一東京弁護士会）の下で、日本の知

的財産法・企業法・国際取引法などを学んで

いるところであった。Banerjee 氏は、非常

に要領よく、かつ重要な点は丁寧に説明して

くださり、この短時間のお話からも、とても

優秀な学生であることが伝わってきた。

本稿では、Banerjee 氏に伺ったお話の概

要を紹介する。

� ５年制の Integrated Law School と

３年制の Law College

インドでは、５年制の Integrated Law

School と３年制の Law College という、２

種類の制度が併存している。

５年制の Integrated Law School は、オー

ストラリアやカナダと同様に、学部レベルに

位置づけられていて、入学するために大学卒

業の学位は必要ない。この課程を修了するこ

とにより、B. A.（Bachelor of Arts）と LL.

B. with honors という２つの学位を取得する

ことができる。

３年制の Law College は、大学卒業の学

位を既に取得していることが入学資格となっ

ており、大学院レベルに位置づけられる。

以前のインドでは、法律を学ぶのは大学院

レベルであり、まず学部で３年間学んで B.

A. の学位を取得し、その後にロースクールで

更に３年間学んで法学位を取得するという仕

組みであった。ところが、１９８７年に初めて学

部レベルのロースクールである National

Law School of India University（NLSIU）

が設立され、それ以降、学部レベルの５年制

Integrated Law School と大学院レベルの３

年制 Law College が併存することになった。

今では５年制の課程の方が一般的である。学

部レベルの５年制 Integrated Law School が

作られた理由は、弁護士の質を高め、より多

くの国民が質の高い法的サービスを受けられ

るようにするというものであったが、なかな
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か思うようにはいかず、結局卒業生の多くは

収入の多い企業法務関係の法律事務所などに

就職してしまうというのが実情である。

インドには国立の Integrated Law School

が７校ある。学生数は、それぞれ１学年８０名

で、５学年で４００名となり、さらに LL. M. 等

の学生が加わって、１校あたり約５００名とな

る。したがって、国立の Integrated Law

School だけで合計３５００名程度の学生がいる

ということになる。その上、私立の大学が数

百校もあり、全国で Law School で学ぶ学生

は相当数に上る。但し、一般的に言って、国

立大学の方が私立大学よりも充実した教育を

行っている。私立では、Amity law school、

Symbiosis law college などが有名である。

� インドの法曹資格

インドでは、Integrated Law School 又は

Law College を卒業すれば、弁護士になるこ

とができる。弁護士になるための司法試験と

いったものはない。弁護士登録は必要だが、

Integrated Law School 又は Law College を

卒業して法学位を取得すれば、実際上、皆、

ライセンスをもらうことができる。そのため、

インドには非常に多くの弁護士がいる。正確

な統計は持ち合わせていないが、毎年数万人

が新たに弁護士資格を取得し、現在、インド

全土で、数百万人の弁護士有資格者がいるも

のと思われる（インド法曹評議会〔the Bar

Council of India〕の集計によると、登録弁

護士数は、２００３年３月３１日現在で、８４万７０１５名

である〔http : //barcouncilofindia.nic.in/disk

3/number_of_advocates.pdf〕が、弁護士有

資格者数は最大で６００万人に及ぶとの推計も

あ る〔http : //www.offshore―legal―services.

com/knowledge3.htm〕）。とにかく弁護士が

たくさんいて、競争し、優秀な人が残ること

になる。

他方、裁判官になるためには、７年間の実

務経験が必要で、さらに各州において行われ

る競争試験に合格しなければならない。

� ３年制 Law College のカリキュラム

３年制 Law College の典型的なカリキュ

ラムは次のようなものである（主要な科目の

み）。

１ １年次

基本的な法的能力（Legal Method）、すな

わち法情報調査（Legal Research）、法的推

論（Legal Reasoning）、事実認定（Fact Find-

ing）、弁護士と依頼者との関係（Lawyer Cli-

ent Interaction）といったスキルを学ぶとと

もに、不法行為法（Torts）などの基本的な

法律を学ぶ。

２ ２年次

重要な法律科目を学ぶ。具体的には、憲法

（Constitutional Law）、刑法（Criminal Law）、

財産権法（Property Law）、会社法（Company

Law）入門などを学ぶ。

３ ３年次

会社法（Company Law）、銀行・金融法

（Banking and Finance Law）、国際法（Inter-

national Law）、知 的 財 産 法（Intellectual

Property）、法文書作成（Drafting）などを

学ぶ。知的財産法は、比較的新しい科目であ

る。

自分の専門分野を学ぶという意味で、最も

重要な学年である。

� ５年制 Integrated Law School のカ

リキュラム

５年制 Integrated Law School の典型的な

カリキュラムは次のようなものである（主要

な科目のみ）。

１ １年次

歴史（History）、政治学（Political Science）、

社会学（Sociology）などの一般教養科目（Arts
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Subjects）を学ぶ。法律関連では、３年制 Law

College の１年次で学ぶものと同様のものを、

省略した形で学ぶ。

２ ２年次

経済学（Economics）、貧困と法（Law and

Poverty）、英文学（English Literature）と

いった教養科目を学ぶとともに、財産権法

（Property Law）、刑法（Criminal Law）入

門といった法律科目も学ぶ。

３ ３年次

３年次以降は、法律科目のみを学ぶ。

３年次は、憲法（Constitutional Law）、民

事訴訟法（Code of Civil Procedure）、刑法

（Criminal Law）、行政法（Administrative

Law）、国際法（International Law）を学ぶ。

国民に質の高い法的サービスを提供するため

に５年制 Integrated Law School が作られた

という経緯もあり、刑法は重視されている。

４ ４年次

企業関係法（Corporate Law Subjects）、

すなわち、保険法（Insurance）、会社法（Com-

pany Laws）、銀行・金融法（Banking and

Finance Law）、知 的 財 産 法（Intellectual

Property Laws）を学ぶとともに、リーガル・

クリニック（Legal Clinic）が行われる。リー

ガル・クリニックでは、教授と学生との間で

討論が行われる。模擬討論、シミュレーショ

ン方式で行われ、アメリカのような方式では

なく、実際に裁判所へ行くことはない。

５ ５年次

演習科目（Seminar Law Subjects）を学

ぶ。５ないし８科目から演習を選択する。ど

の演習を選ぶかは、将来の進路との関係で重

要である。例えば、知財弁護士になりたけれ

ば、知的財産法を選択する。そして、自分で

重要なテーマを選んで、論文（Seminar Pa-

per）を３本執筆する。それぞれ５０～７５頁の

オリジナルな研究論文を執筆しなければなら

ない。

他に、消費者保護法（Consumer Protection

Laws）、国 際 私 法（Private International

Law）、国際人権法（International Humanitar-

ian Law）を学ぶ。

さらに、法文書作成（Drafting）を学ぶ。

訴状などの裁判関係書類や契約書などの書式

をすべて覚えて、その書式に合わせて、課題

として与えられた文書を起案する。

【参考文献】

講演の際に引用された文献、及び、邦語に

よるインド法に関する参考文献として、以下

のものがある（前者は、急な講演依頼であっ

たこともあり、容易に入手しうるインターネ

ット上の資源に限定されており、後者は、編

者において補ったものである）。

なお、インドの憲法及び法律の条文は

http : //indiacode.nic.in/において参照するこ

とができ、憲法については、孝忠延夫＝浅野

宜之『インドの憲法―２１世紀「国民国家」の

将来像―』（関西大学出版部、２００６）に邦訳

がある。

１ 司法制度について

インドは２８州及び７連邦直轄領（インド憲

法第一附表参照）から成る連邦国家であるが、

連邦裁判所と州裁判所という二元制ではなく

て、単一制の司法制度を採用している。すな

わち、１の最高裁判所、２１の高等裁判所があ

り、さらに、各州に下位裁判所が存在すると

いう、ピラミッド型の裁判所組織となってい

る。各州に高等裁判所を置くものとされてい

る（インド憲法２１４条）が、州の数と高等裁

判所の数とが一致しないのは、複数の州を管

轄する高等裁判所があるからである。インド

の司法制度については、Navoneel Dayanand,

Overview of Legal Systems in the Asia―Pacific

Region : India, 2004 Cornell Law School LL.

M. Papers Series, http : //lsr.nellco.org/cgi/

viewcontent.cgi?article=1001&context=cor-

nell/lps、香川孝三「インドの法制度」山崎
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利男＝安田信之編『アジア諸国の法制度』（ア

ジア経済研究所・経済協力調査資料９７号、改

訂版、１９８２）２６５頁、山崎利男「インドの裁

判所制度」大内穂編『インド憲法の基本問題』

（アジア経済研究所・研究参考資料２６３、

１９７８）２０７頁、塚本重頼「インドの裁判制度」

法の支配６２号９９頁（１９８５）〔同『裁判制度の

国際比較』（中央大学出版部、１９８９）５９頁所

収〕を参照されたい。

２ 法曹資格について

インド最高裁判所は長官及び２５名以下の裁

判官によって構成される（インド憲法１２４条

１項、最高裁判所裁判官定員法（the Supreme

Court（Number of Judges）Act, １９５６）２

条）。最高裁判所裁判官は、５年以上高等裁

判所の裁判官であった者、１０年以上高等裁判

所の弁護士であった者又は大統領が卓越した

法学者と認める者の中から、大統領が任命す

る（インド憲法１２４条２項、３項）。高等裁判

所裁判官は、１０年以上司法官又は高等裁判所

弁護士であった者の中から、大統領が任命す

る（同２１７条）。地方裁判所裁判官は、連邦又

は州の司法職にある者、又は、７年以上の弁

護士経験があって高等裁判所に推薦された者

の中から、各州の知事が任命する（同２３３条）。

詳細は、安田信之「インドの下位裁判所―裁

判官の任命・昇任を中心にして―�１～�３」ア

ジア経済１８巻５号２頁、８号４７頁、９号５８頁

（１９７７）、稲正樹「インド最高裁長官任命事

件」北大法学論集３６巻３号７１１頁（１９８５）、ジ

ョージ・Ｈ・ガドボア・ジュニア（黒木三郎

＝大野秀夫訳）「インド最高裁判所裁判官の

人選・基礎環境的諸特色及び意見表明行動；

１９５０―１９５９年」比較法学２１巻２号２６０頁（１９８８）

を参照。

弁護士の資格要件については、１９６１年イン

ド弁護士法（the Advocates Act，１９６１）が

規定している。インド公民であること（ただ

し、外国人については、相互主義（Reciproc-

ity）により弁護士資格が認められることが

ありうる（同法４７条）。）、２１歳以上であるこ

と等が必要であり（同法２４条）、一定の犯罪

者等は欠格者とされる（同法２４条Ａ）が、最

も重要な要件は、インド法曹評議会（the Bar

Council of India）の認定を受けた大学にお

いて一定の法学位を取得していること（同法

２４条）である。インド法曹評議会とは、法務

総裁（the Attorney―General of India）及び

法務次長（the Solicitor―General of India）

並びに各州法曹評議会から１名ずつ選出され

る代表によって構成される公法人であって

（同法４条）、法曹養成の基準策定及び法科

大学の認定は、その重要な機能である（同法

７条）。

なお、インド法曹評議会の認定を受けた法

科大学の一覧は、http : //barcouncilofindia.

nic.in/disk1/Listoflawcolleges.doc に 掲 げ ら

れている。インドの弁護士制度については、

大坪憲三「インドの弁護士」自由と正義３０巻

９号１５１頁（１９７９）〔同『アジア諸国の弁護士

制度』（アジア法律研究所、１９８４）６１頁所収〕

が詳細であり、最近の事情について紹介した

ものとして、�谷知佐子「天竺の弁護士―イ

ンド法曹事情」自由と正 義５３巻４号１３頁

（２００２）がある。

３ 法曹養成制度及びカリキュラムについて

インドの法曹養成制度については、N. L.

Mitra, Legal Education in India, http : //www.

aals.org/2000international/english/India.htm

が詳細に論じている。これによれば、かつて

の３年制法科大学の多くは、フルタイムの教

員がいない、満足な図書館もないなど、人的

物的設備が貧弱であるのに、１クラスに数百

人もの学生を詰め込んでいた。こうした状況

のもと、法曹養成の標準化を試みるべく、モ

デルロースクールとしてインド法曹評議会の

主導により１９８７年に設立されたのが、Na-

tional Law School of India University
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（NLSIU）という５年制大学であった。

NLSIU 設立の経緯については、同大学のウ

ェブサイト http : //www.nls.ac.in/about_his-

tory.html 参照（なお、http : //www.nls.ac.in

/resources/NLSIU_Act.pdf に お い て The

National Law School of India Act,１９８６（Kar-

nataka Act No．２２ of １９８６）を参照しうる）。

前述のとおり、弁護士資格付与のための法

学位の認定と法曹教育の基準の設定は、イン

ド法曹評議会の役割である。現在の規則 The

Bar Council of India Rules, PART IV Stan-

dards of Legal Education and Recognition of

Degrees in Law for admission as advocates,

http : //lawmin.nic . in/la/subord/bcipart4.

htm には、法科大学には学長以外に少なく

とも４名のフルタイム教員を要すること、学

生数は１クラス８０名（１学年３２０名）を上限

とすべきこと、教員対学生の比率は少なくと

も１対４０とすること、図書館は平日８時間以

上開館すべきこと等が定められているほか、

カリキュラムについても極めて詳細に規定さ

れている。すなわち、�必修科目として、法

理学、契約法、不法行為法及び消費者保護法、

家族法、刑法、刑事訴訟法、憲法、財産権法、

証拠法、民事訴訟法、英語、行政法、会社法、

人権及び国際法、仲裁・調停及び ADR シス

テム、環境法、労働法、法律の解釈並びに土

地法を、�選択科目として、国際経済法、倒

産法、租税法、比較法・法史学、保険法、抵

触法、銀行法、投資・証券法、信託法、犯罪

学、空法・宇宙法、法医学、女性と法・児童

関係法・貧困と法及び開発法学、知的財産法

並びに海事法の中から３科目以上を教育すべ

きこととされており、更に、�６か月間の実

務訓練（模擬裁判・法文書作成・法曹倫理・

公益活動）をすべきこととされている。各大

学の具体的なカリキュラムは、NALSAR に

ついては、http : //www.nalsarlawuniv.ac.in

/academic―programes.html に、NLSIU につ

い て は、http : //www.nls.ac.in/academic_

programmes_ undergraduate _ courses . html

に、それぞれ掲載されている（後者は年３学

期制を採用している）。

４ オーストラリアの法曹養成制度について

３年制と５年制の課程が併存していること

など、インドの法曹養成制度はオーストラリ

アのそれと類似している点があるが、同国の

法曹養成制度について紹介したものとして、

札幌弁護士会司法改革推進本部法曹養成制度

検討部会『Legal Education in New South

Wales 法曹になれるチャンスを全ての人に―

オーストラリアの法曹養成制度に学ぶ』（札

幌弁護士会司法改革ブックレット Vol．１）

（２００２）、日司連オーストラリア法曹養成・

研修制度視察団「オーストラリアにおける法

曹養成・研修制度の視察報告書」http : //

www.shiho―shoshi.or.jp/web/publish/think/

think_099_03.pdf（２００１）、リチャード・グラ

ディング「オーストラリアの法曹教育」島大

法学４５巻１号７５頁（２００１）、三木浩一ほか「２１

世紀の法務研修・第二回・オーストラリアモ

デルは使えるか」判例タイムズ１００３号１７頁

（１９９９）等がある。

なお、わが国における法曹養成にコモンウ

ェルス・モデルを導入すべきことを説くもの

として、齋藤隆広「『米国式』法科大学院構

想の失敗と原因―司法試験と受験予備校が改

革に果たした役割と、コモンウェルス・モデ

ルの提唱―」政教研紀要（国士舘大学日本政

教研究所）２８号１頁（２００６）がある。

（以 上）
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