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認 知症で徘徊中の男性が列車にはねられ、死

亡した事件で、最高裁判所の第三小法廷は

3 月 1 日、JR から出されていた遺族（妻

と長男）への損害賠償請求に対し、責任はないこと

を結論づけ、JR の請求を認めない判決を出しました。

　この事件は 2007 年に起き、一審の名古屋地裁は妻

と長男の責任を認めて計 720 万円の賠償を、二審の

名古屋高裁は妻のみの責任を認めて 360 万円の賠償

を命じていました。

　民法 714 条は、責任能力のない者の賠償責任は監

督義務者が負うことを規定していますが、今回最高

裁は夫婦の相互扶助の義務は抽象的なものであると

して妻の監督義務を否定し、長男についても監督義

務者に当たる法的根拠はないとしています。

　そのうえで、最高裁は、日常生活のかかわり方に

よっては家族が監督義務者に準じる立場になり得る

ことを認め、責任を負う場合もあるとしています。

　家族が監督義務を負うかどうかについて、5 人の裁

判官は個別に判断すべきものであるとする点で一致

し、その判断基準として

　・監督する人の生活や心身の状況

　・親族関係の有無や濃淡

　・同居や日常的な接触の程度

　・財産管理への関与

　・認知症の人の状況や日常生活での問題行動

　・介護の実態

などを総合的に考慮して決めるべきとしています。

_監督義務は認め、賠償責任は否定

　岡部喜代子裁判長は、同居はしていなかったもの

の、事故死した男性の介護に深くかかわっていた長

男の家族が、介護のために転居したり、デイサービ

スの利用など、見守り体制を整えてきたことを評価

し、長男が民法上の監督義務者に準じる立場であっ

たと認めながらも、賠償責任は否定しました。

　大谷剛彦裁判官は、個人や資金力のない事業主が

認知症の人の行為で被害者となる可能性もあること

から、「賠償責任をだれが負うかはなるべく客観的に

決めるべき。免責の範囲を広げ、そのことを社会も

受け入れることで調整が図られるべきだ。」と述べま

した。

　木内道祥裁判官は補足意見で、介護施設に入所し

ている場合には施設に監督義務者としての責任が問

われる余地があるとする一方で、認知症の人にとっ

ては行動を制限しないことが必要だとし、介護して

いる個人が監督者として法的責任を問われるように

なると、本人の行動制限につながりかねないとして

います。

　国交省のまとめによると、2014 年度に認知症の人

が起こした交通・輸送トラブルは 28 件で、このうち

22 人が亡くなり、ほかに 3 人が事故で負傷していま

す。

　今回の判決では「監督義務者に準じる立場」にあ

る人の責任が認められていることから、家族や施設

の責任はなお問題となりますが、高齢化社会の急速

な進展の中で、認知症の人々をどう支えていくかは、

こうした徘徊による事故の被害を社会がどのように

分担すべきかという点でも大きな問題です。損害や

トラブルには保険対象の拡大を探る動きもあります。

認知症での徘徊中の事故、家族の責任を認めず―最高裁―
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子どもの貧困から考えるシンポジウム（法テラス）

日本の子どもの相対的貧困率は先進 20 か国

の中でも下から 3 番目に達していること

が報じられていますが、2 月 20 日の午後、

渋谷で、法テラスの主催によるシンポジウム ｢ 支え

あう社会へ―子どもの貧困から考える生活困窮者の

自立支援と司法 ｣ が開かれ、子供の貧困に関わる問

題について意見が交換されました。

_子どもの 6 人に一人が貧困

　はじめに基調講演をした首都大学東京の阿部彩

教授は、日本の子どもの相対的貧困率が 2012 年に

は 16.3%（6 人に 1 人）に達しており、子どもがい

る大人一人の世帯（ひとり親世帯）ではこの割合が

54.6% にまで達していることなど、多くのデータを

挙げて子どもの貧困の状況を説明し、年齢別に見て

も、20 歳から 24 歳の貧困率は老齢の層と同じ程度

に高くなっていることを示すなど、子ども、若者が

直面している貧困の実態を指摘しました。

　子どもの貧困率は 1985 年に 10% を超えてから確

実に増え続けてきていますが、3 世代世帯などでも、

高齢少子化と雇用の不安定化の中で貧困のリスクが

高まっていることも指摘されました。　

　貧困の連鎖は次世代に受け継がれ、親の貧困と子

の学歴、親の職業と子の職業には関連があること、

学力は努力によって向上するものの、その効果は社

会経済的背景を上回ることはないことも指摘され、

また貧困は子どもの自己肯定感にも大きな影響を及

ぼしていることが示されています。　

　阿部教授は、子どもの貧困は家庭の貧困、親の貧

困に起因することから、家庭全体の貧困の解消を進

める政策の必要性を訴え、日本では所得の再分配政

策が機能していないこと、低所得層に対するサービ

スが少ないこと、高い教育費などを指摘しました。

_見えにくい「貧困」の実態と必要な施策

　実践報告では、中核地域支援センター「がじゅまる」

（千葉県）のセンター長、朝比奈ミカ氏が、生活困窮

者自立支援法、児童虐待防止法、老人福祉法などの

もとで人々のくらしにかかわる相談はそれなりに整

備されてきてはいるものの、対象を限定した法律で

は救えない問題もあり、援助対象の認定の厳しさも

あって、救済できないことも少なくないことや、ホー

ムレスなど見えにくい問題もあることを報告しまし

た。またこれまでの福祉政策は医療や老齢年金など、

人生の後半での支援に集中し、高い教育費や非正規

雇用の下で若者や中年世代の困難が深刻になってい

る一方で、現役世代への支援が不十分であることが、

子どもの貧困につながっていることを指摘し、対象

者や問題を問わない総合相談として中核地域生活支

援センターが活動していることを報告しました。実

例報告では虐待を受けてきた 19 歳の女性（児童福祉

法などの保護からは外れる）の事例などが報告され、

人に相談できる状況と、早期に、適切なタイミング

でこれを受け止められる状況が求められていること

が指摘されました。精神疾患やひきこもりなど、社

会の構造の変化とともに、排除されていく人々の状

況は外からはわかりにくく、また混乱の中で生活上

の問題が複合的になっていき、自分ではこうした生

活上の困難に気づかず、解決をあきらめている人も

多いことが報告されました。

　朝比奈氏は、価値観や生活スタイルの多様化の中

で、選択肢が多いために自分では決められない人が

あり、健康な背中を見せる年長者と出会う場が必要

であることや、地域を基盤としたニーズの把握が必

要であることを訴えました。

_法的解決だけでは済まない
貧困家庭の問題連鎖

　法テラス千葉法律事務所の常勤弁護士である野原

郭利氏は、ある家族の事例を紹介し、医療機関のソー

シャルワーカーから法テラス法律事務所に終末医療

の患者（父親）のことで依頼があり、相談に出かけ

たことから、貧困、家族との不和、住居の問題、相

続の放棄、母の債務整理、生活保護申請など、対応

しなければならない問題が次々と現れ、多方面での

支援が必要だったことや、法的支援だけでは済まな

い生活支援の必要性が大きいことから、そのための

相談機関と連携していくことの重要性を訴えました。
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_包括的相談活動目指す
生活困窮者自立支援法

　法テラスの活動紹介を挟んで持たれたパネル・ディ

スカッションでは、平成 27 年 4 月から始まった生

活困窮者自立支援制度について、厚生労働省生活困

窮者自立支援室長の本後健氏から紹介され、生活困

窮者が抱えるニーズを中心に支援方法を考えるとい

うこの制度のデザインや、さまざまな背景を持つ相

談に包括的にこたえ、居住の不安、就労、緊急に必

要な援助、家計の再建など、一人一人の状況に応じ

た支援により、貧困の連鎖を防止する目的のもとで、

学校や家庭での問題解決に向け連携してゆくことの

重要性が指摘されました。

　小野順子弁護士からは、大阪における生活困窮者

自立支援事業と弁護士による連携の取り組みが紹介

され、毎月 1 回担当弁護士が自治体の窓口に出向い

て相談に応じるとともに、職員からの相談にも応じ

ている活動が紹介されました。

　司法書士の稲本信弘氏は貧困の問題に取り組む司

法書士の活動を紹介し、社会が子どもの未来を奪う

ことはできないと訴えました。

　意見交換では、正確な法的知識を理解した上で相

談活動に取り組む必要、法的解決後の継続的生活支

援をどうするか、ニーズを受け止める地域づくりを

どのようにしていくかなどについて、熱のこもった

意見交換がなされました。

　子どもの貧困をテーマに始まったシンポジウムは、

親の貧困、家庭の貧困、そして貧困の連鎖を断ち切

る方策について幅広い問題提起を受け、充実したも

のになりました。
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司法書士法人新宿事務所は貸金業者に払いす

ぎた過払い金の返還請求事件で、日本司法

書士会連合会（日司連）が 2011 年に定め

た報酬指針から逸脱した高額な報酬をとっていたこ

とが報道されています。

　貸金業者の悪質な取り立てや高利を禁じた改正貸

金業法、出資法、利息制限法の制定ののちに、制限

金利を超えた支払利息の返還を求める、過払い金の

返還請求が全国的に進められ、弁護士と司法書士の

業務となってきましたが、不当に高い報酬をとって

いるという報道などがあり、2011 年、日司連は指針

を作って報酬に上限を設けました。

　これによると、適正な利息にひきなおしただけで、

借入金額が減った分を貸金業者が認めた場合には報

酬を受け取れないこととなっていますが、新宿事務

所は適正な金利に引き直しただけの場合にも減額分

の 26.9％にあたる報酬を受け取っていました。また

同事務所では、支払われた過払い利息の返還分につい

て、指針の上限を超えた 26.9％（上限は訴訟によら

ずに回収した場合は 20％、訴訟により回収した場合

は 25％）にあたる報酬金を受け取っていました。

　新宿事務所は貸金業界の調べでは 2014 年度で過払

い金請求業務が全国の弁護士・司法書士事務所の中で

約 2 割を占めていますが、朝日新聞社の調べによると、

同事務所が減額した金額は大手 11 社の集計で約 70
億円で、同事務所はその 26.9％にあたる約 18 億円を、

指針に逸脱して受け取っていたことになります。

_「指針はガイドライン」と事務所側

　これについて、日司連では、指針の目的から大き

くはずれており、遺憾だとしていますが、新宿事務

所側は、「指針は会員の執務を直接拘束する規範では

ない。参考とすべきガイドラインではあっても、契

約自由の原則のもと、各司法書士法人が独自の報酬

体系を定め、指針とは異なる契約を締結することも

許される。」などと回答しています。

　最高裁が 2006 年、利息制限法の上限金利を超え、

出資法の上限金利 29.2％までの「グレーゾーン金利」

を原則無効としてから、過払い金を業者から取り戻す

動きは全国に広がり「過払い金バブル」とまでいわれ

てきましたが、過払い金専門の弁護士や司法書士の中

には不当に高額な報酬をとる者があり、日弁連と日司

連は 2011 年にそれぞれ報酬の上限を定めました。

　日司連は平成 23 年 5 月 26 日理事会決定で「債務

整理事件における報酬に関する指針」を定め、その

第 1 条で、

　「この指針は、債務整理事件を処理する司法書士（司

法書士法人を含む。以下同じ。）の一部が不適正かつ

不当な額の報酬を請求し、又は受領しているとの批判

があることから、臨時の措置として、主として過払金

返還請求事件における司法書士報酬の額を適正化する

ことによって、依頼者の利益の保護を図るとともに、

司法書士に対する信頼を確保することを目的とする。」

と定め、第 6 条では、

　「減額報酬を請求し、又は受領するときは、減額さ

れ、又は免れた債務の金額を経済的利益として、そ

の経済的利益に 10 パーセントの割合を乗じた金額を

超える金額を減額報酬として請求し、又は受領して

はならない。

　2　引き直し計算によって算出された金額を債権者

が認めた場合（その金額を債権者が積極的に争わな

い場合を含む。）は、その算出された金額から減額さ

れ、または免れた債務の金額を経済的利益として前

項を適用する。」としています。

_試される自治的機能

　この規定からみると、新宿事務所の報酬金は明ら

かにこの趣旨に反しています。

　日本司法書士会連合会は自治権を持つ団体ではあ

りませんが、理事会で定めた規定が頭から無視され

るとなると、業界団体としての統制機能は働かなく

なります。またこのような指針があるにも関わらず、

司法書士事務所が相手方に説明することもなく報酬

を取得していたことは、情報の非対称という点から

も大きな疑問があります。今回の問題は、法律家の

規制原理がルール重視で足りるのか、コンプライア

ンス重視でいかなければならないのかという、極め

て根本的な問題を提起しているといえます。

　なお日本弁護士連合会も、「債務整理事件処理の規

律を定める規程」（平成 23年 2月 9日会規第 93号）で、

債務整理事件の取り扱いと報酬に関する規制をして

います。

過払い金に指針超える報酬額（司法書士事務所）
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司法アクセス学会の第 9 回学術大会が 12 月

6 日に開かれ、これからの司法アクセスを

担う人材をどのように養成していくべきか

について多方面からの検討がなされました。

　今回の企画は、司法試験合格者数を 1,500 人以下

程度とした昨年 6 月の法曹養成制度推進会議の報告

や、法科大学院に対する補助の差別化などの中で、

日本において将来求められる法律専門家にはどのよ

うな資質や能力が求められ、そのためにはどのよう

な養成システムが求められるのかを模索するもので

す。

_資格者の増大と多様化、
情報開示と情報共有必要

　はじめに基調報告をした政策研究大学院教授の福

井秀夫氏は、資格制度のもとでの業務独占は、資格

制度の目的である情報の非対称対策として不十分で

あるだけでなく、供給制限やカルテルの元凶となる

ものであり、国の役割は情報開示の奨励と、虚偽の

情報に対する規制にとどまり、専門家の養成は民間

の教育機関に任せるべきものであるとしたうえで、

さしあたり司法アクセスの担い手の増大と能力の陶

冶が必要であることを指摘しました。

　具体的には、資格者の増大（司法試験合格者はさ

しあたり年間 3 千人、本来は 1 万人程度にしてもよ

い）、関連資格者団体・学会による協力関係・協業体

制の確立、資格者法人設立促進と業務の多様化・大

規模化、資格者の専門的知識経験・業務実績の開示

促進、紛争解決に必要な知見と手順についての共有

とシステム化、専門家による不断の勉強と研究、「専

門家は独立して糧を得るべきもの」というテーゼか

らの自由、自らの業務領域を狭めてでも平易明快な

立法へ努力すべきことなどが指摘されました。

　福井教授は、現在の法律家の養成は法解釈学の教

育重視であることから、裁判官や行政官は判決や行

政処分がもたらす社会的・経済的影響への洞察に欠

け、適切でない結果をもたらすことが多いことを指

摘し、かつての借家法の明け渡しを求める際の解釈

基準とされた「正当事由」が日本の住宅政策にもた

らしたマイナスの影響や、民法 396 条の短期賃貸借

の規定が暴力団などの反社会的勢力の資金源として

しか利用されなかったことを挙げ、社会科学的な素

養を持った法律家による裁判や立法活動の必要を述

べました。

　福井教授への質疑応答では、最高裁判例を裁判外

での解決の基準とする場合の、私的自治原則との関

係、判断能力によるアクセス障害と救済、公共財と

しての訴訟の成果物などが語られましたが、中でも

裁判官の役割については、裁判官の法創造的役割を

巡って意見の対立が見られました。

_国際化に対応できる
多様な法律家養成の必要

　パネル・ディスカッションの冒頭で報告した弁護

士の久保利英明氏（桐蔭法科大学院教授）は、現在

の司法研修所は経済的な保障なしに裁判官教育を強

いるもので、研修所を出れば 9 割が弁護士となる実

情にマッチしたものとはいえないこと、国際化・グ

ローバル化が進む中で、日本の弁護士だけが「法廷

出入り業者」として裁判手続きへの関わりだけにと

どまっていることは許されないこと、法科大学院が

法曹教育として失敗だったする見解があるが、多様

な法曹の養成という点では大きな役割をもっている

こと、今後も弁護士が裁判所内の実務だけに従事す

ることにとどまるならば、司法書士、行政書士など

の隣接法律職種にある人々により、国際的取引分野

などを含む司法アクセスの拡大を図っていくべきこ

とを訴えました。久保利氏はまた、これまで関わっ

てきた一票訴訟の経験に触れながら、明らかに違憲

と判断した事実があるのに、事情判決などにより憲

法上の無効を宣言しない最高裁判所の態度を厳しく

批判し、法律家として明快な態度をとるべきことを

迫りました。

_司法書士・行政書士の養成に
地方のロースクール活用

　司法書士の山本一宏氏は、司法書士がこれまで弁

護士の少ない地方を中心に全国的展開を見せてきた

ものが、近年では不在地域もでてきたことを述べた

のち、登記から始まった司法書士の業務が近年では

企業法務、少額訴訟、人権侵犯事件、ADR、過疎地

の司法アクセスなど多方面に広がっていることを報

司法アクセスの担い手とその養成
―司法アクセス学会第9回大会から
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告しました。

　そのうえで、司法書士には開業後に体系的法的知

識の習得など、専門家としての研修の充実が求めら

れていることを指摘し、法科大学院の活用による研

修の充実を示唆しました。

　行政書士の伊藤浩氏も、行政書士の業務分野は近

年「許認可コンサルタント」として展開してきており、

市民法務分野や国際分野、行政不服審査などの法的

紛争領域に広がってきていることを報告しました。

行政書士に対しては、平成 6 年の入国管理法施行規

則により、日本に在住する外国人のための在留資格

に関する代理申請（申請取次行政書士）が認められ、

また平成 26 年には行政不服審査の手続において本人

を代理する権限が付与される（特定行政書士）など、

業務領域の拡張が進んでいることが報告され、これ

に伴う研修の強化の必要が語られました。行政書士

会では、研修、インターンシップ、マイスター制など、

専門家としての資質向上のための取組がなされてい

ます。

　報告に続く意見交換では、司法書士会や行政書士

会が取り組んでいる対話促進型調停の有効性、異業

種の共同事務所におけるワンストップサービス、多

様性が求められる法律家、法律専門職の生活基盤、

不祥事多発の原因、解釈論の任務と立法論への関わ

りなど、多方面からの提言が続きましたが、地方の

ロースクールを司法書士・行政書士の研修に活用し

ていくことには、研究者からも熱い視線が注がれて

います。
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　アメリカでは、民事法律扶助は憲法上の権利とし

ては認められていないとされています。事実、1981
年の連邦最高裁判決（Lassiter v. Department of 
Social Services）は、5 対 4 の僅差で、親権の終了に

直面している貧困な親に弁護士の代理を認めること

を否認しました。しかしながら、アメリカでも、未

成年者の権利や DV のケースなどでは、州法や判例

のもとで、公の負担により弁護士を付ける権利が認

められる場合があり、最近では刑事事件における公

的弁護と同様、民事事件についても弁護士による代

理を受ける権利を認めるべきとする「民事ギデオン」

を求める動きも目立ってきました。

　また、1960 年代に貧困撲滅プログラムの一つとし

て設立され、法改革をはじめ大きな成果をもたらし

たリーガルサービス運動は、1974年にはリーガルサー

ビス・コーポレーション（LSC）として再編され、

LSC は今日においても単独の資金提供者としては最

大の規模を誇っていますが、アメリカ全体の民事法

律扶助の資金規模は約 13 憶ドル（1 ドル 120 円とし

て 1,560 億円） となり、LSC のほかに、州、裁判所、

弁護士会などの法曹団体、弁護士信託資金（IOLTA）

など、多方面からの資金が投入され、特に各州や裁

判所では近年法的な問題を持って困難に直面する貧

困な人々のための多様な支援に乗り出しています。

そこで、改めて LSC、LSC 以外のリーガルサービス

運動の現状、および民亊事件の代理を受ける権利に

かかわる新たな動きを見ていきたいと思います。

_ IT による 100%のニーズ充足はかる（LSC）

　オバマ政権は LSC のリーガルサービスに支持を寄

せていますが、LSC への連邦資金は 2010 年の 4 億

2 千万ドルをピークにその後削減され、2015 年度に

は 3 億 7 千万ドルとなっています。LSC は同年度で

134 のプログラムに資金を提供しているほか、移民

とネイティブ・アメリカンのためにも資金を提供し

ています。

　オバマ政権は 2016 年度の LSC 予算を 4 億 5,200
万ドルとするよう議会に求めるとともに、1996 年に

議会によって課された、資金を受けるプログラムの

活動への制約（クラスアクション活動の全面的禁止）

を緩和することを求めています。他方で、リーガル

サービスは連邦ではなく、州の責任において実施す

べきものであるという主張のもとで、LSC の廃止を

図る動きもあります。

　LSC の資金によるリーガルサービスを受けること

のできる人の資力的な資格は、連邦貧困基準の 125%
以下の収入の人、4 人家族では年収 30,313 ドル以下

とされています。この基準の下で、各プログラムは

援助対象を定め、スタッフ弁護士によるサービスを

中心に実施していますが、LSC の資金によるサービ

スは福祉受給や、借家人の権利に関する低所得者の

支援組織にも提供されています。

　LSC の資金を受けたプログラムは、2013 年には

758,689 件の援助をしました。援助の形態としては、

カウンセリングと助言が 60.4%、簡易なサービスが

16.1%、行政機関の決定にかかるものが 3.4%、裁判

所の手続にかかるものが 12.9% となっています。援

助の内容では、家庭事件が 32.9%、次いで住宅の事

件が 27.4%、所得の維持が 12.1%、消費者の問題が

11.0% となっています。

　ところで、法律上の問題がありながら、リーガル

サービスを受けられた人は全体の 2 割程度であるこ

とが示され、LSC は弁護士による援助を受けられな

いニーズに 100% 対応するためのテクノロジー開発

に乗りだしています。これは次のような 5 つの分野

にわたるものです。

　・ セルフ・ヘルプのサポートと、限定された代理

のための、自動的なフォームと文書の作成

　・ より多くの人に効率的に届く機動的テクノロジー

の開発

　・ すべての司法アクセス活動をできる限り効率的

に提供するための業務分析

　・ 弁護士その他のサービス提供者のための ｢ 専門

的システム」の開発

　・ 自動的な選別プロセスを用いて人々に最適な法

的支援を届けるとともに、手続きのガイドをす

る、州の統一的な「リーガルポータル」の創設

　2014 年度には、LSC は 38 のプロジェクトにテ

クノロジー・イニシアチブ援助（TIG）を提供し、

法律扶助の多彩な担い手
―アメリカ法律扶助（リーガルサービス）の現状
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2000 年度からの合計では TIG からは 570 のプロジェ

クトに対し 4,600 万ドルの援助が提供されています。

これにより、各プログラムはアクセスの容易なオン

ライン・フォーム、サービス提供のためのビデオ技術、

プロボノ弁護士のための支援など、ウェブサイトの

ネットワークを構築しています。LSC はそのデータ・

コレクションと報告のメカニズムの改善にも力を入

れ、ケースマネージメント・システムを開発して各

プログラムの成果と課題の把握に努めています。

　LSC は 2014 年 9 月にはワシントンで LSC 創設

40 周年を記念する会合を持ち、バイデン副大統領、

前国務長官で LSC の元理事長のヒラリー・クリント

ン氏や、連邦最高裁の裁判官なども出席して 100 以

上 のスピーチがなされました。2015 年 4 月には第 4
回目となる司法アクセスに関するホワイトハウス会

議がもたれ、公民のパートナーシップに関するパネ

ル・ディスカッションなどが開かれました。

アメリカ法律扶助の多彩な展開

_プロボノ弁護士の参加と実績

　アメリカでは、LSC のほかにもリーガルサービス

を推進する動きが盛んです。

　アメリカ法曹協会（ABA）の委員会は 2013 年、民間、

法人事務所、政府機関などで働く、2,876 人の弁護

士を対象とするプロボノ活動に関する調査の集計結

果をまとめましたが、これによると 63% の回答者が

貧困な人々の日常の法的問題に関わり、36% は ABA
が設定したプロボノ活動基準（年間 50 時間）に合

致していました。LSC は 1981 年以来こうしたプロ

ボノへの支援をしており、LSC の資金を受けるプロ

グラムはその 12.5% をスタッフでない弁護士の活動

に充てなければなりませんが、2013 年に終了した

768,689 件のうち 96,427 件はこうした弁護士による

もので、うち 79,517 件はプロボノ、16,910 件は一般

の弁護士によるものでした。LSC の創立 40 周年記念

式典では、サンドマン会長はプロボノのためのイノ

ベーション基金を 11 の組織に提供することを発表し

ました。議会は 2014 年度には 2,500 万ドルの予算を

これらのプログラムに供与することを認めています。

_医療・法律パートナーシップ
（Medical Legal Partnership, MLP）

　MLP は、問題を抱えた患者のために弁護士へのア

クセスを推進するもので、38 州で 282 の病院がこの

MLP をもっています。MLP は低所得の患者などが

抱える福祉受給、食事の不安、雇用の不安定、移民

問題、家庭問題など、個人や地域の保健と関係する

問題に取組むとともに、健康を損なう法律問題を発

見するクリニシャンやヘルスケア・メンバーのトレー

ニングをおこなっています。ABA は 2008 年に、こ

の MLP を支援するプロボノのナショナル・センター

を設けています。

_裁判所の主導による法律扶助の充実

　アメリカでは裁判所が主導するリーガルサービスも

重要です。ニューヨーク州最高裁のリップマン首席

裁判官は、ニューヨーク州の司法アクセス改善のリー

ダーとしてここ 4 年間に 1 億 5 千万ドルを支出しま

した。リップマン首席裁判官は 2015 年の報告（State 
of the Judiciary）の中で次のように述べています。

　 　「アクセス・トゥ・ジャスティスとは、訴訟当事

者の自由や生活上の必要がある場合に意味のある代

理を提供することをいう。アクセス・トゥ・ジャス

ティスは、市民が司法システムを理解するために

闘っているのに、司法プロセスがその視野から隠さ

れている時の問題である。アクセス・トゥ・ジャス

ティスはまた、富者も貧者も、恵まれた地位にある

ものも不利益な立場にいる者も、裁判所においては

平等にふるまうことを求めるという問題であり、被

害者が絶望の中で援助を求めて裁判所のホールに来

た時に何が必要か、という最初の、中心的な問題で

ある。そしてアクセス・トゥ・ジャスティスは、平

等な司法を促進するという、我々の憲法上の任務に

対応するために必要な資源を確保するという、裁判

所の決定の背後にある推進策である。

　 　アクセス・トゥ・ジャスティスとは、すべての

者が―人種、民族、指向性にかかわらず、また貧

富の差や地位の強弱にかかわらず―それぞれ、す

べて、裁判所において活動できることである。

　 　我々の社会を規定する平等な司法とは、司法の

規定が適切なバランスを保っている場合に、すべ

ての人々が裁判所と司法制度へのアクセスを持つ

ことである。」

_司法アクセス・イニシアチブ（ATJ）
―連邦政府の取り組み

　司法省は 2010 年、すべての人に公正でアクセス

の容易な成果を効果的に提供して司法アクセスを助

けることを目的として司法アクセス・イニシアチブ
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（Access to Jusice Initiative）を設立し、スタッフは

司法省、連邦機関、州の機関、州地裁、地区の司法

関係者などと、法的援助へのアクセス推進をはかっ

ています、

　そのもっとも大きな成果は法律扶助統合ラウンド

テーブル（Legal Aid Integrary Roundtable, LAIR）

で、リーガルエイドの提供者を連邦セーフティ・ネッ

トワークに統合することにより、連邦のリーガルエ

イド・プログラムの有効性を最大にすることを目的

として、保健、住宅、教育、雇用、家庭の安定、コミュ

ニティー向上などにかかる連邦の 17 の機関が参加し

ています。

　 LAIR の活動としては、次のようなものがあります。

　・退役軍人のホームレスの防止

　・ 保健のためのメディケア、メディケイドの受給

資格のある人への支援

　・移民の認定のための支援活動

　・ 受刑歴のある人のコミュニティーへの復帰を助

ける（刑事記録の削除と訂正、職業上の資格、

ドライバー免許など、職業上の競争力の支援）

　・医療・法律パートナーシップの支援

　・ 消費者被害の予防（法律扶助の弁護士が詐欺か

ら消費者を守るための連邦のツールを知ること

のできるウェブなど）

_司法アクセス・コミッション
ー州による取り組み

　各州では、司法アクセス・コミッションが作られ、

LSCの資金を受ける機関、LSCの資金を受けないサー

ビス提供機関、プロボノ・プログラムの関係者、ロー

スクール・クリニック、弁護士会、州の司法システ

ムの代表者により構成されています。このコミッショ

ンは、低所得者にとって容易なアクセスポイント、

すべての関係機関・提供者の調整、すべての低所得

者のための代理などを目的とし、州の弁護士会の請

願により、州最高裁判所の規則や命令により作られ

ています。このコミッションは現在 38 の州で設置さ

れ、権利行使のための適切なインフォーメーション、

権利行使の申請のための助力、アピールのためのイ

ンフォーメーションなど、クライアント・サービス

と問題解決のためのすべての手続きを対象として活

動しています。

_民事事件で弁護士を付ける権利

　ABA の委員会は 2010 年、民事法律扶助の充実の

ための立法活動に乗り出し、2013 年、アメリカ国内

における、弁護士を付ける権利の保障について調査

した結果をまとめました。この報告は膨大なもので

すが、移民手続きにおける未成年者、養子、相手方

から起こされた親権の放棄を求める手続き、子の後

見、未成年の難民など、州によっては弁護士を付け

る権利を認めているものもありました。またニュー

ヨーク州では住宅の賃貸借手続き（明け渡し）にお

ける弁護士を付ける権利を認めています。先のリッ

プマン裁判官は、

　 　「生活上の必要に直面しているニューヨーク市民

は、民事訴訟において効果的な支援を受ける権利

がある」

と述べ、刑事事件における弁護人と並んで、民事に

おいても代理人を付ける制度を権利として保障する

必要を主張しています（民事ギデオン）。

　ワシントンでは、民事ギデオン・住宅プロジェク

ト（Civil Gideon and Housing Project）がホームレ

スとホームレスの危険のある人々のために、裁判所

で弁護士をつける活動を展開し、公的住宅、公的に

補助された住宅に住むすべての訴訟当事者に弁護士

を付けることとしています。また弁護士会のプロボ

ノ・プログラムとのパートナーシップにより、壊れ

たシェルターの修理など、首都に住むすべての住民

が安全で耐久性の高い住宅に住めるための活動をお

こなっています。

　カリフォルニアでは、2009 年の法律のもとでカリ

フォルニア司法カウンシルが設置され、州内の 7 つ

の郡で住宅、DV、子の監護、遺言後見などの民事事

件における弁護士を付ける 10 のプロジェクトが進ん

でいます。カリフォルニア弁護士会は 2013 年 11 月、

民事司法戦略タスクフォースを設け、借家、家族、

DV、移民について弁護士を付けるパイロット・プロ

ジェクトを援助し、その効果を計測しています。

_本人訴訟の援助

　アメリカでは、交通、住宅、少額裁判所の手続き

は主として本人訴訟により進められ、近年では家庭

の問題でも本人訴訟によることが多くなっています。

そこでここ 12 年ほどの間に、本人訴訟ネットワーク

（Self-Represented Litgation 〈SRL〉Netwark）が本

人訴訟を行う人々のためにも司法システムが適切に

機能するための活動を繰り広げています。

　ABA は 2014 年 8 月に弁護士が本人訴訟を支援す

るための体制に関するホワイトペーパーをまとめま
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したが、そこでは、代理の範囲の明確化、代理人と

当事者とのコミュニケーション、弁護士の支援の開

示を含む、裁判所に提出する文書の準備の基準、限

定された代理にかかる出廷と代理の取り消し、限定

された代理における利害相反チェックの除外などに

ついて提言しています。

　SRL ネットワークは全米のユーザーが容易に利用

できるセルフヘルプ・センターと書式の目録をまと

めていますが、それには情報と資源だけでなく、本

人訴訟の当事者が最良のイノベーションにアクセス

できる手段の開発が含まれています。 
　ABA の委員会は 2014 年 8 月にセルフヘルプ・セ

ンター・センサスをまとめましたが、これには 500
のセンターのうち、222 が回答しています。この結果、

　・ 年間 370 万人がセルフヘルプ・センターを利用

している。

　・ 多くのセンターが 5 人以下のフルタイムに相当

するメンバーで構成され、センターの半数は弁

護士、パラリーガル、学生などによるボランティ

アによっている。

　・ 資金は裁判所、州、郡から出され、補完的に弁

護士会、補助（市、郡、連邦）、個人の寄付、ワー

クショップの収入によっている。 
　・ ほとんどのセンターが対人サービス、書類準備

の支援、ウェブによる情報提供をしている。

　・ ほとんどのセンターは資力に乏しい人を対象に

している。

　・ 回答者のほとんどは、依頼者のために支援でき

たとしているが、事案が複雑なためにセンター

では対応できなかったものもある。

　・ ほとんどの回答者は、限定された代理は依頼者

の利益になるだろうとしているが、これに関す

る情報を提供しているのは 38%、限定された弁

護士のサービスのためのパネルをもっているの

は 15% にとどまる。

ことが明らかになっています。

　カリフォルニア州は 80 に上るセルフヘルプ・セン

ターにより大規模なネットワークを展開しています。

これには 1,120 万ドルの州裁判所資金が提供され、

これは家庭事件において子のサポートと親子の事件

にかかわるファシリテーターを補完するものとなっ

ています。

　ミシガン州では、2015 年 1 月にはミシガン・リー

ガルヘルプ・プログラム（MLHP）が離婚事件でお

こなっているウェブサイトによる支援の評価報告が

公開されました。MLHP は、州規模の相互的ウェブ

サイトと、加入するセルフヘルプ・センターが簡単

な民事事件で本人訴訟を支援するためのウェブサイ

トを持ち、オンラインによるインタビューで当事者

に簡単な質問をして、訴訟遂行のために州裁判所の

認める書式を作成することができます。

　このウェブサイトは 2012 年 9 月に作られ、最初の

4 つのセンターが同年秋に発足しました。LSC はこ

のウェブサイトが自分で訴訟を行う離婚事件の当事

者のためにどの程度役立っているかの調査のための

資金を提供しましたが、調査の結果では、

　・ MLH を利用した本人訴訟当事者の 74% が離婚

判決を得ていたが、これは利用しなかった本人

訴訟当事者および弁護士のついた当事者の割合

と変わらなかった。

　・ ミシガン州では離婚事件の 48％が本人訴訟の原

告から提起されているが、当事者の一方または

双方が本人訴訟の割合は 68％で、双方ともに弁

護士の関与のない割合は 42％だった。

　・ 本人訴訟の当事者は弁護士のついた手続きより

も短い期間で判決を得、MLH を利用した当事者

はしなかった当事者よりも少し短い期間で判決

を得ていた。

などが報告されています。

_書類作成の援助（document assembly）

　セルフヘルプ・センター、裁判所その他の機関で

は訴訟当事者が裁判所に提出する書類を容易に準備

するソフトウェアを持っています。ニューヨーク州

の裁判所システムは、DIY フォームとして知られる、

インターネットによる書類作成にかかわってきまし

た。これは A21Auther と、HotDogs と呼ばれるソ

フトウェアを使って裁判所提出書類を本人が作成す

ることを助けるものです。2012 年には本人による裁

判所提出書類の 4 分の 1 がこれにより作成されたと

いうことです。これらのソフトウェアを使って、ロー

ヘルプ・インターアクティブ（LawHelp Interactive, 
LHI または NPADO として知られています）が、法

律扶助機関とプロボノ、および裁判所の司法アクセ

ス・プログラムが容易に、かつ廉価で書類作成を支

援するために開発されました。

　ロスアンゼルスでは、HotDogs を用いて、毎月

100 のワークショップが開かれ、5,000 人がこれらの

プログラムにより援助されていることが報告されて

ます。
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_限定的代理による支援
（アンバンドリング）、限定的支援者

　ABA は 2013 年 2 月、司法アクセス増進の手段と

して適切な場合には限定された代理を認めることと

し、各地の弁護士会が会員にプロフェッショナルと

しての責任について理解させることを求めました。

　ワシントン州では、一定の分野で、限定的認定法

テ ク ニ シ ャ ン（Limited License Legal Tecnician, 
LLLT）の資格を認め、LLLT は実務の準備、書式の

完成、法的調査、文書の起案などを独立して行える

ようにしています。テクニシャンになるには関係す

るレベルの学位を持ち、ABA の 45 時間の研修を受

けることをはじめ、弁護士の監督のもとでの 3,000
時間の法的実務訓練など、重い訓練を経る必要があ

ります。

　ニューヨークでは弁護士でない者に住宅と消費者

信用に関する裁判外の援助を提供するパイロットを

しています。ナビゲーターと呼ばれるこのプログラ

ムは 2014 年 2 月のリップマン主席裁判官の表明を受

けて 3 月から実施されています。

　

　格差の拡大と不況の中で、法律扶助のニーズは確

実に増えていることが認識され、アメリカではこれ

に対する多様な対応が進んでいます。IT を活用した

情報提供と本人による裁判手続きの支援や、法的サー

ビスの提供者として弁護士以外の人を活用していく

動きも進んでいます。

　憲法による裏付けは持たないとされているアメリ

カで、LSC、連邦、州、そして裁判所により進めら

れている多様な法的サービスの姿は、これからの日

本の法律扶助を考える上でも大きな示唆を提供して

います。 （大石哲夫）

【参　考】

　 Alan W. Houseman, Civil Legal Aid in the United States 
:An Update for 2015.

編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇	　認知症の高齢者を抱えた家族などの負担は大きなものがあり、社会で支える体制の整備が急が
れているなか、徘徊により鉄道事故で亡くなった高齢者について、最高裁は3月 1日、JRが遺
族に求めていた損害賠償を認めない判決をだしました。ただこの判決は、本人の家族や施設が責
任を問われることがあることも認め、個々の事情を判断していくこととしていることから、認知
症の高齢者を抱える家族や施設の不安は消えるものではなく、必要な介護活動にはじめから関わ
らない態度を生んだり、本人の行動の制限などが強まることが懸念されます。

◇	　子どもの貧困をテーマにしたシンポジウムは、家庭の貧困、若者の貧困、そして貧困の連鎖を
問い直すものになっていきました。関係者や関係機関の連携・協力の重要性が言われていますが、
地域コミュニティーの崩壊や形骸化を阻止するための有効な方策はどのようなものでしょうか。

◇	　日本司法書士会連合会の定めた過払い事件の報酬指針に違反する大手司法書士事務所が報道さ
れています。世論の批判の中で作られた規制が公然と無視される状況は、士業への信頼を根底か
ら損なう、危機的事態と言えないでしょうか。

◇	　司法アクセスの在り方と法曹養成の在り方は、法曹三者の枠を超えて、法的実務にかかわる関
係者が社会に果たすべき責任の問題として語られつつあります。司法コミュニティーの中心を占
める弁護士と弁護士会の対応が注目されます。

◇	　法律扶助の今後を考えるうえで、アメリカにおける多様な取り組みを今一度検証することが有
益だと思われます。司法ソーシャルワークは、アメリカにおける取組の一つと同様のものとして、
戦略的観点から進められる必要があると思われます。

◇	　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。


