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高齢者・障害者への法的支援強化など―総合法律支援法改正

政 府が昨年 3 月に提出していた総合法律支

援法の改正法が 5 月 27 日の衆議院本会議

で可決され、成立しました。

　法務省は 2014 年、研究者や実務家、福祉関係者等

からなる「充実した総合法律支援を実施するための

方策についての有識者検討会」を実施し、同年 6 月

に報告をまとめていましたが、このたび成立した改

正法は検討会の報告書にまとめられた内容を立法化

したものとなっています。

　この法改正は、超高齢化社会の到来をはじめとす

る社会構造の変化や、東日本大震災をはじめとする

大規模災害の経験のほか、深刻な被害に進展するお

それの大きいストーカー犯罪等の被害者対応の要請

をも背景とした、法による紛争の解決に必要なサー

ビスの多様化の要請に対し、法テラスの業務を一部

拡充することにより、応えようとするものとされて

いました。

　今回改正された内容は次のようなものです。

　（1） 認知機能が不十分な高齢者・障害者の法的支援

　　① 認知機能が充分でないために自己の権利が妨

げられているおそれがある国民等（特定援助

対象者）に対し、近隣に居住する親族がいな

いこと等の理由により弁護士等のサービスを

自発的に求めることができない人に対して、

資力を問わない法律相談を行う。

　　② 認知機能が充分でないために自己の権利の実

現が妨げられているおそれのある場合には、

民事裁判手続きの援助及び追行に限定されて

いる代理援助・書類作成援助の対象行為を、生

活保護給付に係る処分に対する不服申立てな

ど、一定の行政不服申立て手続まで拡大する。

　（2） 大規模災害の被災者の法的支援制度

　　 　一定の大規模災害の被災者に対し、資力を問

わない無料法律相談を行う。

　（3） ストーカー等被害者の法的支援制度

　　 　特定侵害行為（つきまとい、児童虐待及び配

偶者からの暴力）を現に受けている疑いがある

と認められる者に対し、資力を問わず、特定侵

害行為の防止に関して必要な法律相談を行う。

　（4） 職員である弁護士の資質の向上等に関する支

援センターの責務の明確化

_有識者検討会の検討結果を反映

　有識者検討会では、高齢者・障害者に対し弁護士

等がアウトリーチ型の法律相談を積極的に実施でき

るようにすること、および裁判を前提としない生活

環境調整にかかる法律事務に対する弁護士等費用を

立替えの対象とすべきことがまとめられており、今

回の法改正では「認知機能が十分でない者」「弁護士

等のサービスの提供を自発的に求めることが期待で

きない」という要件により援助範囲を定めて対応し

ていますが、生活環境調整にかかる法律事務につい

ては、法文には盛り込まれていません。ただ援助対

象となる手続に行政不服申立手続を加えることによ

り、援助範囲はやや広がっているといえます。

　法テラスでは東日本大震災の際、民事法律扶助の

予定する手続の範囲では限られた援助しかできず、

震災発生の 1 年後に「特例法」により効果的な支援

の実現に至ったという経験があり、それが今回の改

正に反映されています。

　DV・ストーカー等の深刻な被害に発展するおそれ

の強い犯罪被害者については、検討会報告では無料

の法律相談とともに、再被害を防ぐための活動（捜

査機関との交渉、裁判所への申立代理、相手方との

交渉等）に係る弁護士費用の援助制度を設けるべき

ことがまとめられていますが、改正法ではこれは盛

り込まれていません。

_スタッフ弁護士についても規定

　スタッフ弁護士については、現在まで大きな成果

をあげている一方で、スタッフ弁護士の配置や維持

に反対する弁護士会もあり、環境整備が課題となっ

ています。検討会では、「スタッフ弁護士が十全に機

能するためには、その業務活動の有用性・役割を関

係機関との共通認識とし、その任期・配置等につい

て問題があることを認識し、検討することが必要」

とされていますが、改正法では、「支援センターは、

支援センターの職員のうち、他人の法律事務を取り

扱うことについて契約をしている弁護士につき、弁

護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門者

団体との連携の下、地域の関係機関との連絡調整そ

の他の当該弁護士の職務の円滑な遂行に必要な措置
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を講ずるとともに、研修その他の方法による資質の

向上に努めるものとする（第 32 条の 2）と規定しま

した。

　改正法は公布の日（本年 6 月 3 日）から 2 年以内

に施行されることになっていますが、認知機能が十

分でないために自己の権利の実現が妨げられている

おそれがある国民等（「特定援助対象者」）の援助方

法を具体的にどのような手続にするかなど、実施に

はいくつかの問題もあり、慎重な準備が必要になる

ものとみられます。

（業務の範囲）

第 30 条　（一　略）

二　

イ 　次の（1）又は（2）に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ（1）または（2）に定める手続の準備

及び追行（民事裁判手続に先立つ和解の交渉で

特に必要と認められるものを含む。）のため代

理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事

務の処理に必要な実費の立替えをすること。

（1） 認知機能が十分でないために自己の権利が妨

げられているおそれがある国民等（以下この

項において「特定援助対象者」という）を援

助する場合　民事裁判等手続又は当該特定援

助対象者が自立した生活を営むために必要と

する公的給付に係る行政不服申立手続

（2） 特定援助対象者以外の国民等を援助する場

合　民事裁判等手続

　　（ロ、ハ、ニ、　略）

ホ 　弁護士法その他の法律により法律相談を取り

扱うことを業とすることができる者による法律

相談（以下この項において単に「法律相談」と

いう）（刑事に関するものを除く。次号及び第

四号において同じ）を実施すること。

三 　特定援助対象者であって、近隣に居住する親

族がいないことその他の理由により、弁護士、

弁護士法人又は隣接法律専門職者のサービスの

提供を自発的に求めることが期待できないもの

を援助するため、自立した日常生活及び社会生

活を営むに当たり必要な法律相談を実施するこ

と。

四 　著しく異常かつ激甚な非常災害であって、そ

の被災地において法律相談を円滑に実施するこ

とが特に必要と認められるものとして政令で指

定するものが発生した日において、民事上の法

律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区

として政令で定めるものに住所、居所、営業所

又は事務所を有していた国民等を援助するた

め、同日から起算して 1 年を超えない範囲内

において総合法律支援の実施体制その他の当該

被災地の実情を勘案して政令で定める期間に限

り、その生活の再建に当たり必要な法律相談を

実施すること。

五 　特定侵害行為（ストーカー行為等の規制に関

する法律（平成 12 年法律第 81 号）第 2 条第

1 項に規定するつきまとい等、児童虐待の防止

等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）第

2 条に規定する児童虐待又は配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成

13 年法律第 31 号）第 1 条第１項に規定する配

偶者からの暴力をいう。以下この号において同

じ。）を現に受けている疑いがあると認められ

る者を援助するため、特定侵害行為による被害

の防止に関して法律相談を実施すること。

（支援センターの職員である弁護士の資質の向上等）

第  32 条の 2  支援センターは、支援センターの職

員のうち、他人の法律事務を取り扱うことに

ついて契約をしている弁護士につき、弁護士

会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門

職者団体との連携の下、地域の関係機関との

連絡調整その他の当該弁護士の職務の円滑な

遂行に必要な措置を講ずるとともに、研修そ

の他の方法による資質の向上に努めるものと

する。 

総合法律支援法の改正の主な内容（平成 16年法律第 74号から）
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取り調べの可視化、司法取引、通信傍受、
被疑者国選弁護の拡大など―刑事司法改革関連法が成立

取り調べの録音・録画を一部義務続ける刑事

司法改革の関連法が 5 月 24 日の衆議院本

会議で可決・成立しました。

　この改正法のもとで、新たに導入されることになっ

たことがらは、

　・ 録音・録画の義務化（可視化）…裁判員裁判対

象事件と検察の独自捜査事件について、逮捕後

の取り調べの全過程で義務化。

　・ 協議・合意による司法取引の導入…被疑者・被

告人による他人の犯罪事実の供述により、検察

官は起訴内容の軽減などをすること（司法取引）。

　・ 刑事免責制度の導入…自身がかかわった犯罪行

為について、罪に問われないことを条件に、共

犯者の裁判で証言する（刑事免責）。

　・ 通信傍受の対象となる犯罪の拡大…薬物や銃器

などに加え、組織的な詐欺や窃盗、殺人、傷害、

児童ポルノの製造・提供など9つの範囲拡大など。

　・ 刑事被疑者弁護の拡大…すべての勾留事件に拡

大。

　・ 証拠リスト開示制度の導入…被告側の求めによ

り、証拠一覧の提示を検察官に義務付け。

　・ ビデオリンクによる証人尋問の拡充…被告人の

審理を行う裁判所と別の場所での、モニターを

通じた証人尋問の拡充。

　・ 証人に関する情報の保護…証人等に危害を加え

られる恐れある時などに氏名及び住所を伏せる。

などとなっています。

_可視化の対象は裁判員裁判対象事件と
検察の独自捜査事件に

　今回の改正は、2010 年に明らかになった、郵政不

正事件における大阪地検検事による証拠改ざん事件

（フロッピーディスクの改ざん）を契機として、「法

制審議会新時代の刑事司法制度特別部会」において

再発防止策などの検討を進めた結果なされたもので、

2009 年に虚偽有印公文書作成で逮捕された当時の厚

労省村木厚子局長が 5 か月にわたり拘留されたのち、

2010 年 9 月、大阪地裁はこの事件について無罪判決

を出しました。この事件の証拠改ざんでは、改ざん

にかかわった特捜検事、特捜部長らが逮捕・起訴され、

検事総長が辞任するなど、検察への信頼は大きく損

なわれました。

　特別部会では、取調手続の可視化が大きな論点と

なり、可視化は 3 年以内に義務化されます。ただ今

回の改正では、可視化の対象となる事件は逮捕・勾

留事件の 3% 程度にとどまっているほか、任意の取り

調べには適用されないこと、捜査側の有罪立証の大

きな武器になりかねないなどの問題があります。

_被疑者国選弁護は身柄拘束の全事件に

　被疑者に対する公費による弁護人の援助はこれま

で死刑又は無期もしくは長期 3 年を超える懲役もし

くは禁錮事件が対象となっていましたが、法改正に

より身体を拘束されたすべての事件（勾留事件）に

適用されることとなりました。

_司法取引には冤罪の危険指摘する声も

　他人の犯罪をあきらかにすることで、自らの刑事

処分を軽くする司法取引については、冤罪を生む危

険を指摘する研究者や実務家も少なくありません。

取引には弁護人の同意が必要で、協議の全過程に弁

護人が立ち会うこととされていますが、村木さんの

ケースのように、実際には犯罪に関係のない第三者

の関与について、被疑者が供述したために無実の人

が起訴される危険はあり、罪を免れたり、責任転嫁

のためにうその供述がされて冤罪が生まれるおそれ

が指摘されています。

　通信傍受については、対象となる犯罪の拡大とと

もに、これまで必要とされた通信会社員などの立ち

合いも不要になります。

　なお通信傍受について、日本雑誌協会と日本書籍

出版協会は反対声明を出しています。通信傍受の対

象となる犯罪には児童ポルノの製造・提供も含まれ

ていますが、「児童ポルノ」の定義があいまいで、出

版に関わる全ての通信が傍受されるおそれがあると

しています。
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昨年 9 月 19 日、安倍内閣の下で武力攻撃事

態法など、一連の安保法制の改正がなされ、

本年 3 月 29 日に施行されましたが、集団

的自衛権を前提にした安保関連法は憲法違反である

として、「存立危機事態」における防衛出動の差止め

や、国家賠償を求める訴えが 4 月 26 日、東京地裁に

起こされました。差止訴訟の原告は、原爆や空襲の

被害者、基地周辺住民など 52 名、国家賠償の原告は

戦争被害者や基地周辺の住民のほか、学者、ジャー

ナリストなどをはじめ 457 名で、この訴訟の準備を

進めてきた「安保法制違憲訴訟の会」（寺井一弘弁護

士、伊藤真弁護士など 10 人が共同代表）によると、

この訴訟の原告となることを希望する人は 2,000 人

を超えており、様々な形で追加の訴訟が準備されて

いるとのことです。この訴訟の原告の代理人は 621
人で、訴訟を支援する「安保法制違憲訴訟を支える会」

が作られています。なお安保法制を違憲として国家

賠償を求める訴訟は福島、高知などでも起こされて

おり、全国に広がっています。

　東京での差し止め訴訟における請求の趣旨は、

　① 内閣総理大臣の自衛隊法 76 条 1 項 2 号に基づく

命令による自衛隊の出動の差止め

　② 防衛大臣による重要影響事態法 6 条 1 項又は 2
項に基づく同法 3 条 1 項 2 号に定める後方支援

活動の差止め

　③ 防衛大臣による国際平和支援法 7 条 1 項又は 2
項に基づく同法 3 条 1 項に定める協力支援活動

の実施等の差止め

で、これとともに一人 10 万円の損害賠償が求められ

ています。

　請求の原因としては、新安保法制が憲法 9 条によ

り認められていない集団的自衛権の行使などによっ

て、原告らの平和的生存権、人格権及び憲法改正・

決定権が侵害されたものとされています。 

_憲法解釈を変えた安部政権

　現憲法の制定以来、歴代の内閣は、集団的自衛権

の行使は現憲法のもとではできないという解釈を

守ってきました。安倍内閣は 2014 年 7 月の閣議決定

でこの解釈を変更し、日本と密接な関係にある他国

が武力攻撃され、日本の存立が脅かされる明白な危

険がある事態（存立危機事態）など 3 つの要件を満

たせば集団的自衛権の行使は憲法上可能であるとし

て、安保法制の改正に踏み切りました。

　昨年 6 月 4 日の衆議院憲法審査会では、自民党推

薦の長谷部恭男早大教授など 3 人の憲法学者はいず

れも法案を違憲と指摘していましたが、政府はその

後砂川事件判決などを根拠にこれを退け、法案を強

行可決させていました。

_違憲判決には厳しい壁

　憲法 81 条は、法律が憲法に適合するか否かの最終

的判断は最高裁判所にあるものとしていますが、こ

の判断は具体的な権利の侵害や紛争がなければでき

ないものと解釈されてきました。「安保法は憲法 9 条

に反し、無効である。」と訴えただけでは、具体的な

審理に入る前に却下されてきました。今回の提訴で

は、原告団は平和的生存権の侵害などを柱に請求を

組み立てており、それに対する裁判所の判断が注目

されます。

　また安保条約の違憲性が争われた砂川事件では、

最高裁は「一見極めて明白に違憲無効であると認め

られない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のも

のである」と判示しています。今回の安保法制の改

正は憲法学者の多くがその違憲性を指摘しており、

この点でも裁判所の判断が注目されます。

安保法制違憲訴訟広がる
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２016 年 6 月 7 日から 10 日までの 4 日間、

ブラジルのリオデジャネイロ公設弁護事

務所の公設弁護人 2 名（Cleber Alves 氏、

Diogo Esteves 氏）が来日し、法テラス（本部、地

方事務所、法律事務所）、日弁連、法科大学院、ブラ

ジル大使館等を訪問し、日本の法律扶助の調査を行

うとともに、率直な意見交換と将来課題の共有が行

われました。ブラジル法律扶助関係者の訪日調査は、

おそらく今回が初めてのことであると思われます。

　1960 年代から 1980 代にかけて軍政下にあったブ

ラジルは、1985 年に民政に移行しましたが、かつて

の暗黒時代に戻るまいとの強い決意から、自由、平等、

社会的公正の視点が徹底され、市民の権利擁護の担

い手として、憲法において公設弁護人の強固な身分

が保障されており、立法権、行政権、司法権の三権

に並ぶ第四権としての確固たる地位を獲得していま

す。ブラジルでは今日、約 6,000 人の公設弁護人が、

ブラジル全土で貧困者にリーガルサービスを提供し

ています。公設弁護人の数としては、ブラジルはア

メリカに次ぎます。ブラジル公設事務所の予算規模

は約 1,000 億円に達しています。サービスはすべて

無料です。

　膨大な貧困層に対して、約 6,000 名のパブリック

ディフェンダーが、個別ケースへの対応だけでなく、

スラム街に対するアウトリーチ活動や法教育、クラ

スアクション、法改革活動を通じて、少ない資源で

最大の成果を上げ、社会の貧困層にインパクトを与

えるという戦略的視点から活動を展開しています。

個々のケース対応に関しても、取扱件数は膨大であ

り、たとえば Diogo 公設弁護人は、1 日に 200 名の

クライエント対応をします。もちろん Diogo 氏個人

がすべて対応するのではなく（対応できるものでは

なく）、20 名の部下とともにチームを編成し、チー

ムとして膨大な件数に取り組んでいるとのことです。

（なお、さすがに Diogo 氏の取扱件数は非常に多く、

これを他の公設弁護人に一般化することはできない

とのことです。）

　ブラジル公設弁護事務所は、（欧米諸国が今日緊縮

財政を強めているのに対し）予算の増加率において

も、公設弁護人の増加率においても、現時点に至る

まで好調と言ってよいでしょう。

　そのブラジル公設弁護人が日本調査を実施したの

は、彼らもまた成長には限界があることを自覚して

おり、ポスト成長期のブラジル法律扶助の在り方を

模索しているからです。今回、ブラジル公設弁護人

は、法テラスの資力審査の仕組みと実際の運用、償

還制度および免除制度の仕組みと実際の運用につい

て、強い関心を示し、熱心に質問を重ねていました。

　ブラジルの公設弁護サービスは、資力審査も緩や

かで現在すべて無料となっておりますが、将来に一

定の資力審査や負担金を課す時代が到来する可能性

を念頭に置き、日本の制度を調査していたとも考え

られるところです。

　ブラジル公設弁護人のダイナミックな活動と、法

テラスの精緻な活動と、両者は対照を示しておりま

すが、いずれ将来に交差の視点が生まれてくるかも

しれません。

ブラジル公設弁護人の来日調査
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　日本では、ロースクールの在り方や司法試験の合

格者、試験の運営など、法曹養成について重い課題

が前面にでてきていますが、法律プロフェッション

は今国際的にも、かつて経験しなかった試練のなか

にあるようです。グローバル化の進展、法律家団体

による業務の独占に対する消費者の批判、新自由主

義イデオロギーの下での規制緩和などが法律プロ

フェッションへの挑戦となっており、特に英米法諸

国では法曹教育の改革をはじめとする試みが続けら

れています。そこで、これまで世界の司法制度をリー

ドしてきた国の一つであるイギリスにおいて 2011 年

から 13 年に実施された法曹教育のレビュー（Legal 
Education and Training Review, LETR ）をふりか

えり、日本における専門的法教育の今後の在り方を

考えてみたいと思います。

_2013 年に LETRレポート

　イギリスでは 2011 年、バリスタ―の規制機関

である BSB （the Bar Standards Board）、ソリシ

ターの規制機関である SRA （Solicitors Regulation 
Authority）、及びリーガル・エグゼクティブと呼ばれ

る法律職の規制機関である IPS（ILEX Professional 
Standards）の委託により、法律プロフェッションの

教育とトレーニングに関する大規模な調査がなされ、

2013 年にその結果がまとめられました。委託元の各

機関は、2007 年のリーガルサービス法（LSA）のも

とで、各プロフェッションの規制機関として作られ

たものであり、こうした規制機関はこれを監督する

リーガルサービスボード（LSB）と各プロフェッショ

ンの中間に位置し、プロフェッションの活動に対す

る規制機能を持っています。

　この調査は、政策的文書や規程類の分析、研究者・

実務家・学生など、307 のフォーカスグループへのイ

ンタビュー、プロフェッションや研究者など 1128 人

からの回答を得たオンライン調査、遺言作成士（will-
writers）やキャリア・アドバイザーへのオンライン調

査、特定の仕事やスキルについてのソリシターの時

間の使い方など、質的・量的に充実した手法により

進められ、LSB によって集められたリーガルサービ

スに関する消費者のデータも検討されました。また

調査にはエキスパートのコンサルタントとしてサス

キンド教授（リーガルサービスとコンピュータに関

する研究の第一人者）など二人の研究者があたりま

した。BSB、IPS、SRA からの調査担当者（Review 
Exectives）に対しては、コンサルテーション・パネ

ルにより助言がなされました。

　調査報告は、各規制機関と LSB への提言としてな

されており、それぞれの関係機関はこれについて政

策的対応を検討することになっています。　

_LETRの背景―グローバル化、2007 年
リーガルサービス法、法学教育の国際化

　この LETR の中心メンバーの一人であったウェブ

教授（Warwick 大学）は、法曹教育とトレーニング

に影響する主たる傾向として、新たなリーガルサー

ビスの動向、コマーシャル・ローへの傾斜と社会的

司法への弁護士の不足、そして ABS（代替的ビジネ

ス組織）をあげています。

　第一に、法律サービスの大口の需要者である法人

をはじめとして、迅速で廉価なサービスを求める消

費者の圧力は、サービス提供者にイノベーションを

求め、提供者である弁護士はより柔軟で透明な報酬

請求、ナリッジ・マネジメント、アウトソーシング、

本人による解決の促進（部分的サービスの導入）、可

能な限りの自動化などを迫られてきました。その中

で、不況期におけるソリシター、バリスター志望者

のトレーニングの受け入れ数の減少は不況の回復後

も変化を見せず、法律事務所は多くの雇用弁護士に

代えてアウトソーシングや、契約弁護士・パラリー

ガルによるサービスを採用していきました。他方で、

新しいサービスによるマーケットの未開拓分野への

進出もあり、規制されているプロフェッションはさ

まざまなビジネス・スキルや IT の知識を求められて

います。

　第二に、リーガルエイドの縮減、コマーシャル・

プラクティスの報酬の高さ、大学における授業料の

高騰などは、法曹志望者をコマーシャルな分野に向

かわせ、福祉分野のニーズには応えられないという

状況がでてきました。

　第三に、ABS は、弁護士の資格を持たないメンバー

イギリスにおける法曹教育の再検討
―2013 年の報告から
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にリーガルビジネスへの参入を認めたもので、2013
年の終わりには SRA は 241 の申請を許可していまし

た。ABS が弁護士の規制ルールにどの程度影響を及

ぼすかは不分明でしたが、ABS が競争とイノベーショ

ンを促進することは明らかで、業界と弁護士のトレー

ニングに影響を与えることは必至でした。

_2007 年法によるプロフェッションの規制

　イギリスでは 1688 年の名誉革命がバーを含む多く

のプロフェッション団体や地方団体の自治を確認し、

法の支配と維持のために、独立したリーガル・プロ

フェションは独立した司法に劣らない重要性がある

とされ、もう一つの法律プフェッションであるソリ

シターも、19 世紀の資本主義の発展のなかで、バー

とともに尊敬をかち得てきました。

　しかしながら法律家団体の業務独占に対しては特

に 1980 年代から疑問や批判が強くなり、1987 年に

はソリシターが独占していたコンペイヤンシング（不

動産に関する移転証書の作成などの業務）は資格を

得たコンベシヤンサーにも認められるようになり、

1990 年の裁判所・リーガルサービス法はそれまでバ

リスタ―が独占してきた上位裁判所における弁論権

をソリシターにも開放しました。

　2004 年のクレメンティ報告を受けて制定された

2007 年リーガルサービス法は、その目的として、公

益の保護・増進、憲法上の権利である法の支配の原

理のサポート、アクセス・トゥ・ジャスティスの改

善、消費者の権利の保全の推進、リーガルサービス

の提供における競争の推進、独立・強固・多様かつ

効果的なリーガル・プロフェッションの推進、市民

の法的権利と義務に対する理解の促進、（資格を有す

る人々の）職業的原則の固持、を挙げていますが、

大きな狙いとしては、プロフェッション団体による

参入規制や業務上の規制を取り払ってリーガルサー

ビスを市場に開放し、消費者と公共の利益を促進す

ることにあったといえます。法はそのために、プロ

フェッションが設けた規制機関を LSB が監督するも

のとし、リーガルプロフェッションを公的コントロー

ルのもとに置くとともに、消費者と公共の利益とい

う観点から競争の促進を図りました。ここでは規制

組織によって課されるサービスの品質・能力と個人

の関係（職業的な継続的能力と、職場における監督

の関係、品質に関する規制機関のトレーニングの責

任など）が問題となり、また従来の、ルールを基礎

とする規制（rule-based regulation）から、原則を

基礎とする規制（principle-based regulation）が求

められることになりました。

_ 法学教育のグローバリゼーションと商品化

　大学教育の分野では、高等教育を知的財産以上の

経済的・私的な財産とみる傾向が促進され、教育が

市場化され、商品化されることにより、教育の計測・

評価、目標設定、監査など、ニュー・パブリック・

マネジメントの手法が法学教育にも及んできました。

また法学教育の大衆化、国際化、アメリカ化が進み、

法学教育の量的拡大は学校経営者にとって魅力的な

ものとなりましたが、その過程で、伝統的な大学と

高等技術学校の区分はあいまいになり、大学が職業

教育をどこまで果たすべきかが問われてきました。

学生の国際化、スタッフの国際化の一方で、伝統的

なプロフェッションの法カリキュラムは国内法に傾

斜したものであり、資格付与についても他国の学生

には道を閉ざす傾向がありました。またアメリカの

プロフェッショナル・スクール・モデルはカナダ、オー

ストラリア、日本に採り入れられ、法学教育の分野

におけるイギリスの優位性は崩されようとしていま

した。

　こうした、さまざまな要因が、初期の法律教育

と、プロフェッション団体による継続的な教育・ト

レーニングの再検討の必要を顕在化させ、2011 年の

LETR に結びついたものです。

　LETR では、エビデンス・ベースで進められ、可

能な限りの透明性を持つための工夫がなされたとい

うことです。また調査の主たる対象は、規制された

リーガルサービス・セクター（バリスタ―やソリシ

ターなど）でしたが、規制されないサービス（パラリー

ガルなど）についても一定の検討がなされています。

_ 教育・トレーニングの成果の品質、
プロフェッションの倫理などに問題

　調査は、現在の法律サービスの教育・トレーニン

グ（LSET）システムは、規制されたプロフェション

の実務において求められる中核的な知識とスキルの

発展を保証する、良好な教育とトレーニングのスタ

ンダードを、大局的には提供しているが、LSET の

品質、アクセスの可能性及び柔軟性（flexibility）は

将来のニーズに適合するためのシステムを維持する

上で多くの課題を残していることを確認したとして

います。

　調査によって明らかにされた、現在欠けている、
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あるいは検討課題となる問題点と、システムの将来

の有効性を確保するための指摘としては次のような

ものがあります。

　・ 成果の品質の一貫性と、評価の基準の保証の不

十分性。特に教育とトレーニングが半ば自治的

なプロバイダーによりなされるプロフェッショ

ンにおけるもの。

　・ トレーニングの効用に不必要な影響を与え、イ

ノベーションを禁じ、あるいは競争を制限する

プロフェッションのトレーニング、特に職業的

及び継続的実務の段階の限界。

　・ 法的価値とプロフェッションとしての倫理、コ

ミュニケーション、マネジメント・スキル、平

等と多様性の認識に関する知識とスキルの

ギャップ。

　・ 市場がより流動的になってくる中で重要性を増

している、垂直的・水平的な移動可能性の制約。

　・ 増大する費用のバリヤーが学問的、職業的及び

職場でのトレーニング、とりわけ商業的でない

実務に取り組むソリシターとバリスタ―に及ぼ

す影響。

　・ 調査と情報の不足により、LSET における一貫

したエビデンス・ベースの政策に限界があるこ

と。

そこで、改善提言の主たる内容は次のようなものと

なっています。

品　質　

　・ 法的倫理、価値及びプロフェッショナリズム、

マネジメントスキル、コミュニケーションスキ

ル及び平等性と多様性の教育とトレーニングの

要件を強化する。

　・ 教育・トレーニングの成果とその基準について

のより強固なシステムと評価の標準化を増進す

ることにより一貫性を持たせる。

　・ 実務家に対し、より積極的に継続的学習を計画し、

継続的教育の価値を示すことを求める、専門家と

しての持続的発展のシステムを通じて、リーガル

サービス提供者の持続的能力の保証を増進する。

　・ 規制機関に対し、インフォーメーション・ギャッ

プをなくして新規参入者、消費者、被雇用者の

態度決定（decision-making）を支援し、LSET
市場における効果的な調査を増進することを求

める。

アクセスと可動性

　・ インターンシップと活動経験に関する、専門家

としての基準を確立する。

　・ 規制機関（BSB, SRA など ）と代表機関（バー・

カウンシル、ロー・ソサエティなど ）が、パラリー

ガルに関する共通の成果と基準に基づく単一の

任意的認定 / 資格システムを開発して、パラリー

ガルの活動のキャリアの発展の機会と可動性を

増進することを奨励する。

　・ 法律職としてのキャリアと、リーガルサービス

の仕事の市場に関するより高度でアクセスの容

易な情報を提供する。

　・ 規制されたセクターへの、（大学）非卒業者の経

路として、レベル 6‐7 のより高度な実務研修の

開発を支援し、モニターする。

柔軟性

　・ 等質のベースラインとしての基準を確保するた

めに、規制機関が LSET の成果基準の設定に協

力することを期待する。

　・ プロフェッショナルとなるための事前の認定と、

プロフェッショナルの間の移動のシステムを明

確にし、それらが不必要なバリヤーを生まない

ようにする。

　・ より効果的なクラスの統合や、現場での研修な

どを含む、資格付与のためのイノベイティブで

フレキシブルな経路の開発を不必要に制限する、

トレーニングの規制要件を除去する。

_ 教育、トレーニングの欠陥を正面から認める

　報告は、

　 　「現在の LSET のシステムは、求められる能力の

レベルが信頼できるものとして表示されることを

一貫して達成するものになってはいない。このシ

ステムの主たる弱点は、能力について、浅く、曖

昧または狭い概念に依拠していること、継続的能

力の基礎として、最初の資格付与に頼りすぎてい

ること、登録の時点における基準の明確さと一貫

性が不十分であること、一般に評価のための強力

な基準となるメカニズムがなく、規制されている

資格の間の移行と除外に関しての一貫性が欠如し

ていることである。」

と、現行 LETR の欠陥を正面から認め、プロフェッ

ション間の調整により、能力の発揮に関する信頼性

と一貫性を高めることを求めています。

　また、現在の教育が求められるニーズに対応して

いないことについても、

　 　「現在までに LSET により開発された知識、スキ
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ル及び特性には多くのギャップと欠陥のあること

が確認された。・・・」

　 　「商業的知識、リーガルリサーチのスキル及びコ

ミュニケーションのスキルギャップ―特に書面作

成、起案及びある面では弁論においても―が、ト

レーニングの初期においてあることが確認され

た。」

と指摘し、LSET のスキームは、専門家としての倫理、

リーガルリサーチ及び文書・口頭でのコミュニケー

ション・スキルを示すことについて、適切な学習の

成果（learning outcomes）を含むべきことや、資格

取得後においても、専門家としての品行及びガバナ

ンス、マネジメント・スキル、平等と多様性につい

て成果を上げていくべきことを提言しています。更

に、厳しさを増すリーガルサービスの市場のなかで、

パラレーガルの養成に言及するなど、規制されてい

ない法律職についても検討の視野にいれており、こ

れまでにあまり問われなかった、法律サービスセク

ターとしての視点がみられるなど、内容のある報告

となっています。

　ただ、報告は法曹倫理をアカデミック・ステージ

での基礎的な課題として提言することは避け、ま

たリーガルサービス消費者パネル（Legal Services 
Consumer Panel）やサービスの購入者としてのイ

ンハウスの弁護士など、消費者の視点からの検証は

LSTR の継続的な課題とされています。更に規制さ

れていないセクター（パラリーガルなど）に関する検

討もあまり深められたものとはなっていません。イギ

リスではバリスタ―・ソリシターなどへの参入は厳し

くなっており、今後はこうした規制されていないサー

ビス分野に向かう学生も多くなると見込まれますが、

この点では検討は不十分なものとされています。

_ マルチモデル・アプローチと
「サイロ化」の防止

　今回の調査では、これまでの伝統的な「指令と規制」

（command and control）によるヒエラルヒー的な手

法や、市場における競争を超えた、コミュニティー

とデザインを基礎とした改革へのアプローチが採用

されているとされます。それは、単なる自治への回

帰ではなく、慎重な手続きとステークホルダーの参

加を求め、組織構造、ツール、テクノロジーによる

目的達成を目指す、マルチモデル・アプローチとさ

れています。ただ報告は、柔軟性と費用・効率性を

コントロールするため、一定の指令と規制、市場化

もとり入れています。

　しかし、多数の関係機関が関わる現在の LERT
において、それぞれの機関がセクター間のシステム

を顧慮することなくそれぞれのトレーニングを検討

することは、「サイロの中にサイロを作る」ことに

なり、

　・ トレーニングの費用を直接・間接に支払う学生

や一般市民の犠牲においてプロバイダーの利益

を図る。

　・ プロバイダーがその教育ツールや資源を私的な

財産とみることを促進し、開かれた教育資源を

制約することになる。

　・ 規制の行き過ぎた複雑化を招き、品質の増進よ

りも最低の基準（minimum standard） に向かわ

せる。

　・ トップダウンの規制は、プロバイダーや教員自

身の教育的実践やプロフェッショナリズムに対

する責任感を減殺する結果、短期的な成果が自

己目的となる。

という問題を生じさせ、公的利益や消費者にも、独立・

効果的かつ多様なプロフェッションにも利益をもた

らさないリスクがあります。

　そこで、LERT 報告の中心的な目的は、新たな規

則の制定やその詳細化よりも、システムに存在する

困難に対してより協力的で共同規制的な方法で長期

的に対応する、一連の組織と関係を目指すものとさ

れました。

　この方法は、報告に次のように反映されていると

されます。

　第一に、成果主義の導入は、規制システムの複雑

化とコンプライアンスの文化を弱め、イノベーショ

ンへの道を開いたこと。

　第二に、成果主義への移行、学習経路の再検討、

プロフェッション間の移動及び CPD（継続的な専門

家としての発展）の柔軟化も、現在の LSET に潜む「サ

イロ化」的傾向を減少させること。

　第三に、報告は規則の主たる機能は法教育に‘共

通のスペース’を設けることであるとしており、そ

れはコミュニティーの構築、規範の強化及び文化交

流的な実務とされていること。そこで LSET のガバ

ナンスは、市場とともに‘協調的なモラル・コミュ

ニティーと共通の資源の蓄積（negotiated moral 
communities and common pool resources）’を求め

ていること。
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_ 改革への情報の共有を訴え

　報告はまた、

　 　「ABS の出現、パラリーガルの雇用の傾向、最近

の法律扶助の変容の影響および大学の授業料の影

響の長期的な結果を予測するのは困難である。

　 　規制機関がエビデンス・ベースによりその規制

と政策形成の継続を望むのであれば、継続した調

査と質の高い情報が必要である。短期的・中期的

な変化のペースは決して緩やかなものではない。

それはすなわち大がかりで感覚のあいた LSET の

レビューではもはや時代遅れであり、より継続的

で内容の濃いアプローチにとってかわられるべき

ことを示している。これまで述べられた成果主義

と標準化は、これからの継続的なレビューにおい

ても、セクター間の協力の必要が大きくなつてい

ることを示している。その結果として、多くの提

言には情報の共有、コラボレーションおよび試行

のツールと環境が作られることが必要である。」

と訴え、法曹教育の提供者にはその専門または職

業コース、法学士の資格 付与（Qualifying Law 
Degrees）、法学部卒業証書（Graduate Diplomas in 
Law）およびそれと同等の資格に関する多様なデー

タを公開することを求めるとともに、LSET の検証

を継続し、認定された規制機関に LSET の規制と効

果的な実務のために助言する組織として、法律教育

評議会（Legal Education Council）が作られるべき

ことを提言し、この評議会が、データの保管（多様

な試みと多様なモニターおよび評価を含む）、助言の

ためのショップ（キャリアの情報提供）、法律研究機

関（共同研究と開発を支える）、クリアリング・ハウ

ス（業務経験の広報、資格転換および争いのある資

格転換の検証のための助言）などの業務を行うとと

もに、法的な情報の資源と活動のコラボレイティブ

なハブを監督すべきである、としています。

　法律プロフェッションがいくつかに分かれ、法律

家の養成と資格付与が各プロフェションに委ねられ

てきたことから、イギリスの法曹養成に関する取組

が直ちに日本の制度的検討の参考になるとは言えな

いでしょうが、どちらかといえば保守的で、変化を

拒み続けてきたイギリスのプロフェッションを含む、

法曹教育の包括的検討がなされたことは、変化に対

する柔軟な対応を示すものであり、今後の動向が注

目されます。

（大石哲夫）
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（Re）view’  in Hilary Sommerlad, Sonia Harris-Short, 

Steven Vaughan and Richard Young（eds）,The Futures 
of Legal Education and the Legal Profession（Hart 
Publishing, 2015）  
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇	　国会への法案提出から 1年余にわたり、成立が遅れていた総合法律支援法が、5月 27日の
衆議院本会議で可決・成立しました。高齢者・障害者、災害被災者、DV・ストーカーの被害者
に対して、主として無料の法律相談を援助するという内容ですが、ここ10年の法テラスの経験
も反映されており、充実した総合法律支援への制度整備です。今後も、法的問題を抱えて困難の
なかにある弱い立場の人々への効果的な援助のために、更に検討を進めていくことが期待されま
す。

◇	　刑事司法改革関連法の改正が 5月 24日成立し、可視化をはじめとする大きな制度的変更が
なされています。その一つとして、勾留されたすべての被疑者に弁護人を保障するという改正が
なされていますが、これは日本の刑事司法の歴史のうえで最大の成果の一つに数えられるものだ
と思われます。他方、新たに導入された司法取引が冤罪を生む危険も指摘されています。その運
用には厳しいモニタリングが必要です。

◇	　集団的自衛権が憲法上許されるという解釈のもとで昨年 9月 19日に改正された安保法制を
違憲とし、緊急事態での自衛隊の出動の差し止めと国家賠償を求める訴訟が起こされています。
大多数の研究者や実務家が集団的自衛権は憲法上認められないとしている中で、具体的な権利侵
害がなければ門前払いになるという司法のありかたも、法の素人である国民にとっては違和感が
あります。憲法の予定する秩序と現実の政治運営に齟齬が生じたとき、国民は司法的手段では意
思を反映できないのでしょうか。

◇	　オリンピックを前にブラジルの動向が報道されることが多くなっていますが、ブラジルからの
視察団の報告も興味深いものがあります。

◇	　本年 10月をもって、日本司法支援センター（法テラス）は業務開始から 10年を迎えます。
司法アクセス推進協会では、この 10年	の法テラスの活動を中心に、司法アクセスをめぐる国
際的な動向と、日本の法律扶助が歩んできた過程を振り返る出版を計画しています。

◇	　司法アクセス推進協会へのお問い合わせやご意見は、	oishi227@train.ocn.ne.jp	にお寄せくだ
さい。


