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_予備試験合格者、394 人に

　法務省は 11 月 5 日、法科大学院を終了せずに司法

試験の受験資格を得られる予備試験の合格者が 394
人となったと発表しました。

　今年の予備試験の受験者は 10,334 人で、2 年続け

て1万人を超え、法科大学院の受験者を上回りました。

　予備試験は、経済的事情で大学院に通えなかった

人や社会人のために設けられたとされていますが、

今回の合格者のうち大学生は 156 人、法科大学院生

は 138 人で、全体の 7 割を超えています。

　司法試験の合格者に占める割合では、予備試験か

らの通過者は 186 人が合格（合格率は 61.79%）となり、

大学院修了者の 21.57% に比べて高くなっています。

　政府は本年 6 月の報告において、「制度創設の趣

旨と現在の利用状況がかい離している」と、試験科

目の見直しや運用面の改善を検討するとしてますが、

予備試験が司法試験へのバイパスとして利用される

傾向は益々強くなっており、司法制度改革の目玉と

して登場した法科大学院における法曹教育の趣旨を

潜脱するものとして懸念されています。

　ただこの予備試験は、学生からは法科大学院の財

政的負担や、将来への不安への対策として肯定的に

受けとめられているとも言われ、いわば法曹養成の

在り方の基本にかかわるものであるだけに、今後も

論議を呼ぶものとみられます。

_現職教員は司法試験の考査委員から除く

　法務省は 10 月 21 日、平成 28 年度の司法試験では

試験問題を作る考査委員から法科大学院の現役教員

を外す方針を明らかにしました。

　司法試験については、憲法の問題作成を担当した

明治大学法科大学院の教授が教え子の 20 代女性に

対して複数回にわたり短答式と論文式の試験問題を

教えて指導したことが明らかになり、法務省は 9 月、

この教授を考査委員から解任するとともに東京地検

に刑事告発していました。

　法律家の質を高めるという目的のもとで法科大学

院がスタートしたのは 2004 年ですが、その 2 年後に

始まった現在の司法試験では、大学院教育との連携

が法律にも定められており、司法試験問題は、日ご

ろから学生を教えている法科大学院の教員が作成す

ることが適切とされてきました。その結果、新司法

試験の始まった 2006 年から 10 年連続で任命されて

きた考査委員は 9 人います。一方、考査委員となっ

た教員の負担も指摘されており、授業や資料の管理

にも気を遣うことは多いという経験を伝える人も

あって、考査委員の選任の方法、委員としての期間

など、検討すべき課題は多々あります。

　法務省は例年 9 月下旬に司法試験の論文式試験の

出題の狙いを科目ごとに解説した「出題の趣旨」を

ホームページで公開してきましたが、今年は漏えい

事件を受けて 9 月下旬に原因究明と再発防止のため

のワーキングチームを設置、考査委員からの聞きと

りなどを進めてきたため、出題の趣旨の公表も遅れ

ているということです。

課題続く司法試験の在り方
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司法ソーシャルワークに向けた体制整備など
―法テラス白書（平成26年度版）

日本司法支援センター（法テラス）は、11 月、

法テラス白書（平成 26 年度版）を発行し

ました。

　平成 26 年度では、同年 4 月からハーグ条約の下で

の民事法律扶助が開始、6 月には国選弁護付添人の対

象範囲の拡大、法テラス震災特例法の延長（平成 30
年 3 月まで）などがあり、また中期計画では「司法ソー

シャルワーク」が第 3 期中期目標における重要な事

業目標として設定されるなどがありました。

　被疑者弁護人の範囲の拡大も第 189 国会に提出さ

れましたが、この国会では審議されませんでした。

　この改正が実現すると、現行の被疑者国選弁護の

対象範囲は勾留状の発布及び請求がなされたすべて

の事件に拡大され、被疑者国選事件は平成 25 年度と

比べ約 34% 程度増加するものとみられています。

_メールによる提供が増加（情報提供）

　情報提供業務は、①裁判その他の法による紛争解

決のための制度の有効な利用に資する情報（法制度

情報）、及び②弁護士、司法書士など隣接法律専門職

種などの業務に関する情報（関係機関・団体情報）

を提供するものですが、法テラスではコールセンター

で行うサポートダイヤルと、地方事務所での情報提

供を実施してきました。

　26 年度ではこのうちサポートダイヤルでの電話に

よる応対実績が 307,756 件（前年度比 3% の増加）

になりました。またメールによるものは 22,982 件で、

前年度比では 57% の増加を示しています。地方事務

所では電話と面談により情報提供を実施しています

が、この合計で 198,692 件となっています。

　情報提供の内容別では、サポートダイヤルでは金

銭の借入れ（13.3%）、男女・夫婦（16.9%）、労働（8.3%）、

相続・遺言（6.6%）などとなっています。これに対

し地方事務所では、金銭の借入れ（20.5%）、男女・

夫婦（20.9%）、労働（6.0%）、相続・遺言（7.3%）

などとなっています。

　サポートダイヤルをどこで知ったか（認知媒体）

では、ホームページが 39.9% となり、この割合は年々

少しづつ増加しています。また再利用は 21.3% にの

ぼりました。地方事務所ではホームページで知った

人は 15.7%、再利用は 20.5% ですが、地方自治体が

13.5%、家族・友人・知人が 12.3% となり、ホームペー

ジ、地方自治体、家族・友人の割合が高くなっています。

　法テラスでは 26 年度から外国語での対応を強化

するために多言語情報提供サービスを本格稼働させ、

スペイン語、ポルトガル語、英語、中国語、韓国語

の 5 か国で対応していますが、26 年度ではその実績

は 908 件となりました。

_法律相談やや増加（民事法律扶助）

　民事法律扶助は、経済的に余裕のない人が法的ト

ラブルにあった時に、無料で法律相談を行い（法律

相談援助）、必要な場合、民事裁判手続きの準備及び

遂行のための弁護士又は司法書士の費用等の立て替

えを行う（代理援助、書類作成援助）ものです。

　法律相談援助の実績は、26 年度では 282,369 件と

なり、前年比では 3.2% の増加となりました。相談の

種類としては、損害賠償その他の金銭に関するもの

が 20.1%、離婚その他の家庭事件が 32.8%、自己破

産（17.4%）・その他の多重債務（15.5%）を合わせ

た事件が 32.9% となっています。

　法律相談援助を受けた人が、どの機関からその利

用を紹介されたかについては、自治体が 40.8% と最

も多くなっています。次いで弁護士会・弁護士事務

所が 11.1%、インターネットが 9.5% となっており、

自治体で知った割合が極めて高くなっているのに対

し、情報提供に比べて、インターネットにより知っ

た割合はやや低くなっています。

　代理援助では、援助開始は 103,214 件（前年度比

1.1% 減）となり、平成 22 年度以降実績は停滞の傾

向を見せています。

　援助を受けた人のうち、生活保護のみの受給者は

23%、生活保護・年金受給を合わせると 27.5% とな

り、この割合は前年度と同様の水準となっています。

収入の全くない人は 35.4% で、これと月収 10 万未満

の人を合わせると 52.8% にのぼります。

　代理援助事件の種類では、損害賠償その他の金銭

に関するものが 12.9%、離婚その他の家庭事件が

31.8%、自己破産（33.5%）・その他の多重債務（13.6%）

を合わせた事件（自己破産等事件）が 47.1% となっ

ています。法律相談援助と代理援助では、家庭事件

の割合は変わりませんが、金銭事件と自己破産等事
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件では、その割合は大きく異なっています。

　書類作成援助の担い手のほとんどは司法書士です

が、26 年度の実績は 3,982 件となり、平成 22 年度

の 7,366 件からは実績を大きく減らしています。

_震災援助、依然多い法律相談

　平成 24 年 4 月から、「東日本大震災の被災者に対

する援助のための日本司法支援センターの業務の特

例に関する法律（法テラス震災特例法）により、震

災当時、被災地に住所や事務所のあった人であれば、

資力を問わず援助を受けられることになり、裁判所

の手続のほかに原発 ADR などが援助の対象となるこ

と、事件の進行中は立替金の償還が猶予されること

など、被災者の利用促進のために、一般の民事法律

扶助と比べて取り扱いは別になっていますが、26 年

度では震災法律相談援助は 51,542 件となり、前年度

と比べて増加しています。これに対して代理援助は

1,802 件（25 年度は 2,267 件）、書類作成援助は 9 件

（同 13 件）にとどまっています。

_国選付添いの件数は 2,955 件（6.6 倍）に

　国選弁護関連業務では、被疑者国選弁護の受理件

数は 26 年度 70,939 件、被告人国選弁護は 59,816 件

と、前年度に比べて減っていますが、国選弁護人の

ついた割合は被疑者事件の 85.2%、被告人事件では

地裁事件の 84.8%、簡裁事件の 94.5% 程度になって

います。

　被疑者弁護事件では、裁判所から選任依頼のあっ

た事件のうち 99.7% が 24 時間以内に指名通知されて

います。

　国選付添関連業務では 26 年 6 月に施行された改正

少年法で国選付添人の選任対象となる罪が、「死刑又

は無期若しくは長期 3 年を超える懲役若しくは禁固

に当たる罪」と改正されたことにより、範囲が拡大

され、国選付添事件は平成 25 年度の 445 件から 2,955
件（6.6 倍）に急増しました。

_司法ソーシャルワークでの活躍期待
―常勤弁護士―

　法テラスには、法律事務所に所属して勤務弁護士

として業務を扱う常勤弁護士が置かれており、平成

27 年度では地方事務所（42 事務所）・支部（7 か所）、

地域事務所（38 か所）に、218 名の常勤弁護士が勤

務しています。常勤弁護士は民事法律扶助、国選弁

護を受任するほか、過疎地では有償事件も受け持っ

ていますが、近年では司法ソーシャルワークに取り

組むなど、地域に密着した活動を展開しています。

司法ソーシャルワークは第三期中期目標の重要課題

とされており、常勤弁護士の今後の活躍が期待され

ます。

　「法テラス白書」は、日本司法支援センター（法テ

ラス）の業務の目的、概要、実績、課題などを網羅

しており、法テラスの一つ一つの業務について詳細

なデータとともに解説がなされています。平成 26 年

度版ではまた犯罪被害者支援における法テラスの任

務をテーマに、関係者の座談会をはじめとして、詳

細な資料が集められています。

　「法テラス白書」は、法テラスのホームページに掲

出されています。

自治体
40.8%

弁護士会・
弁護士事務所
11.1%

インターネット
9.5%

その他
21.1%

知人・友人
7.7%

裁判所　3.4%

法テラス・　　　
サポートダイヤル　2.5%

マスコミ　1.4%

福祉事務所　1.1%

労政事務所　0.6%
電話帳　0.5%
法務局　0.2%

電話ガイド　0.1%

法律相談を受けた人の紹介機関 ( 平成 26 年度 )

法テラス白書平成 26 年度版 72 ページより
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法テラスに対する政府予算の推移
（単位百万円）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

運 営 費 交 付 金 16,554 16,402 12,836 15,507 15,206 

国 選 弁 護 人 確 保 等 委 託 費 14,793 15,445 15,686 16,429 16,110 

合 　 計 31,347 31,847 28,522 31,936 31,316 

対 前 年 度 伸 び 率 0.83% 1.60% △ 10.44% 11.97% △ 1.94%

※平成 25 年度の運営費交付金が大幅に減少したのは、過年度中に使わなかった運営費交付金を 25 年度の収入としたことなどによる。

法テラス白書平成 26 年度版 14 ページより作成

法テラス決算の推移
（単位百万円）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

　収　入

　　　運営費交付金 15,542 16,554 16,147 12,836 15,507 

　　　事業収入（民事法律扶助償還金等） 11,141 11,394 10,853 10,663 10,737 

　　　補助金等収入 149 84 65 79 68 

　　　受託事業収入 16,451 17,150 17,465 17,446 18,079 

　　　その他事業外収入 541 1,342 3,789 5,676 532 

計 43,824 46,525 48,319 46,701 44,923 

　支　出

　　　民事法律扶助等事業経費 19,085 17,987 17,914 17,666 17,815 

　　　受託事業経費（国選弁護人確保事業） 14,786 15,323 15,405 15,200 16,066 

　　　受託事業経費（日本弁護士連合会等委託事業） 1,665 1,827 2,060 2,246 2,012 

　　　その他人件費等経費（受託事業に係るものを除く） 7,120 7,729 7,397 8,083 8,046 

計 42,656 42,866 42,776 43,195 43,939 

法テラス白書平成 26 年度版 14 ページより作成
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問われる日本の難民政策
―シリア難民激増の中で―

_2014 年度の難民認定は 14 人

　シリアからヨーロッパへの難民の流入は今年に

入って 80 万人を超えたといわれ、EU 諸国を中心に

その受け入れは深刻な問題となっています。11 月 13
日に発生したパリの同時多発テロは難民の受け入れ

についても大きな影響をもたらすとみられます。

　安倍晋三首相は 9 月末の国連総会で、シリアなど

の難民支援に今年 1 年間で昨年の約 3 倍に当たる 8
億 1 千万ドル（約 970 億円）を拠出することを表明

しましが、こうした支援と国内の難民政策がどのよ

うな関係に立つのかが改めて問われています。

　日本は 1981 年に難民条約に加盟しました。難民条

約では、難民の定義としては、人種、宗教、特定の

最高裁は夫婦同姓を定めた民法 750 条をめ

ぐって、個人の尊重を定めた憲法 13 条に

反しているとする訴訟と、再婚禁止期間を

定めた民法 733 条が、憲法 14 条に反しているとする

訴訟について、12 月 16 日に判断を示すことになり

ました。

　夫婦同姓と再婚禁止期間はいずれも 1898 年の民法

施行とともに規定され、1948 年の民法改正でも引き

継がれてきた規定です。

_法制審の答申から 20 年近く棚ざらしに

　夫婦は婚姻時にいずれかの姓を選択することとさ

れていますが、日本では夫の姓が選択されるのは

96％となる一方、結婚後も働き続ける女性が増える

中で、改姓により生じる社会的不利益が大きな問題

となってきました。国は 2001 年度から、国家公務員

の職員録や人事異動で旧姓を使えるようにし、民間

企業でも旧姓使用は浸透しています。

　民間の調査機関によると、上場企業など約 3,700
社に行った 2013 年の調査では約 65% の企業が旧姓

使用を認めていると回答しています。1995 年の調

査では旧姓使用を認めていたのは 18% の企業にとど

まっていたので、この 20 年間に旧姓使用の認容に

ついては大きく変わってきています。ただ、都内の

NPO 法人の調べによると、11 の省庁の 101 の国家

資格のうち、医師など約半数で、旧姓使用は認めら

れていなかったということです。

　民間でも、海外業務が多い会社では、パスポート

が原則として戸籍名しか認められていないため、旧

姓使用はさまざまな不都合が生じています。

　このように、夫婦同姓は事実上女性の社会生活上

の支障となっており、状況に応じて旧姓使用が認め

られることも増加してきました。この障壁を回避す

るために婚姻届けを出さない事実婚を選択する人も

多くなっています。このような不都合をもたらして

いる現行民法の規定が維持される必要があるかには

以前から大きな疑問が寄せられており、法制審議会

は 1996 年に民法改正を答申した際、選択的夫婦別姓

（婚姻時に別姓とすることができる）を提案していま

した。11 月 4 日に開かれた口頭弁論で、国は、別姓

は人格的生存に不可欠な権利とは言えず、違憲では

ないとしています。

_国連委員会も撤廃を勧告

　離婚した女性に 6 か月間、再婚を禁ずる再婚禁止

期間については、原告側が、女性の人権を制約し、

憲法上の法の下の平等と、男女の平等に反すると主

張したのに対し、国側は、6 か月間という再婚禁止期

間は今でも合理的で、憲法が保障する権利を侵害し

ていないとしています。ただ、この規定のために法

律上の保護が得られないのは生まれてくる子でもあ

るとみられ、この規定を維持しなければならない必

然性には疑問が残ります。

　国連の女性差別撤廃委員会は 2003 年に夫婦同姓と

再婚禁止期間の規定を撤廃するよう勧告しています。

夫婦別姓、再婚禁止期間で最高裁判断へ
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社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理

由に迫害を受ける恐れがあるという十分な理由のあ

ることとされていますが、その解釈については加入

国に委ねられてきました。日本は難民の定義につい

て条約加盟以来極めて厳格な解釈を続け、欧米諸国

と比べて際立って少ない認定しかしてきませんでし

た。

　その結果、82 年から 84 年のインドシナ難民が多

発した時期を除き、難民として認定された人は極め

て少なく、2014 年ではわずか 14 人にとどまってい

ます。難民認定の申請に対して認められる世界の国々

の平均的割合では、同年で 27% だったのに対して、

日本は 0.3% となっています。今年は 10 月までに難

民認定申請をした外国人は 5,500 人を超え、年末ま

でには 7,000 人に達するとみられます。昨年の申請

は国別ではネパール、トルコ、スリランカ、ミャンマー

の順に多く、この 4か国で申請の 6割を占めています。

_政策転換迫る声、日弁連も意見

　シリアからの難民認定申請は、難民支援協会によ

ると約 60 人あり、このうち難民として認定されたの

はわずか 3 人でした。このように難民認定が少ない

のは、法務省が、本国に帰った場合に迫害を受ける

恐れを極めて狭く解釈していることによります。

　法務省はこのように難民認定の要件を厳しくする

一方、昨年は「人道的配慮」として 100 人あまりの

滞在を認めていますが、こうした人々には難民条約

で認められる難民旅行証明書は発行されず、内国人

と同等の処遇は受けられません。また日本語学習や

職業訓練など、定住のための支援はなされません。

　国内の紛争により、住み慣れた家を追われて国外

に避難する人々はシリア難民を見るまでもなく世界

的な動きになっており、こうした人々への支援はま

さに国際的にも緊急の事態となっています。国連難

民高等弁務官事務所（UNHCR）によると、難民と

いうことばは今日では、政治的な迫害のほか、武力

紛争や人権侵害などを逃れるために国境を越えて他

国に庇護を求めた人々をも指すようになっていると

されます。

　こうした時に、日本が受入国に対する財政支援だ

けを強調し、難民の受け入れについては極めて厳し

い解釈をこれからも続けていくことが是認されるか

には大きな疑問が残ります。

　難民認定制度については、2014 年 12 月 26 日に「難

民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果（報

告）」が公表されましたが、日本弁護士連合会は今後

の改善に関し本年３月に意見書をまとめ、難民該当

性の判断基準と保護対象の明確化、申請者への手続

き保障、手続きの透明性・公平性の確保、審査担当

者の独立性・専門性の向上など６項目について見解

をあきらかにしています。この中では特に、難民該

当性判断の規範的要素を、国際的な文書、先例およ

び学術研究の成果などを参照して可能な限り一般化・

明確化すること、インタビューにはすべての難民認

定申請者について、一次手続きの段階から弁護士の

インタビューへの立会を可能にすべきこと、難民認

定参与員の難民認定意見を、法務大臣が何ら正当な

理由も示さずに覆す事態は、直ちに改めるべきこと

などが提起されています。

　11 月 13 日にパリで起きた IS によるとみられる大

規模なテロ事件の実行者の中に、シリアからの難民

を装って入国したものがいたことなどから、ヨーロッ

パやアメリカでは難民受け入れの見直しを求める動

きもあり、日本でもシリアからの難民受け入れには

慎重な意見もありますが、政府の難民政策は難民条

約加入以来一貫して「難民」としての受け入れを基

本的には拒むものであったともみられ、「人道的見地」

からの受け入れという手法では内国人と同様の保護

は保障できないことも指摘されています。

　NPO である難民支援協会の石井宏明常任理事は、

　 　 　「日本の社会に難民を受け入れる能力はある。

しかし、政府の『沈黙』が障壁となっている。

政府が前向きな姿勢を示せば、民間主体で多く

のアイディアが生まれ、動き出すだろう。」

　と、政府の政策転換を求めています。

　なお、2014 年度、法テラスの受託事業として受付

られた難民法律援助は 979 件で、うち 807 件が東京

で受付けられています。
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近年、各国の調査報告では、リーガルサービ

スを求める消費者が、より低価格で、よ

り質の高い、かつより迅速なサービスを

求めて市場の開放を迫ってきていることが指摘され

てきました。一方、ここ 20 年ほどの IT の発展は、

伝統的な弁護士のサービス提供モデルを大きく変え

ることとなって、リーガルサービスは、あつらえ

（bespoke）から標準化（standerdised）、システム化

（systemised）、パッケージ化（packaged）、商品化

（commodinised）をたどることにより、サービス提

供の方法に破壊的な影響を及ぼしていると指摘され

ています。

　こうした中で、将来の弁護士の在り方を探る動き

が本格化し、カナダでは、カナダ弁護士協会（CBA）

が 2012 年から大規模な調査を進めて、2014 年 8 月

に、「将来―カナダにおけるリーガルサービスの提供

方法の変革（FUTURES: TRANSFORMING THE 
DELIVERY OF LEGAL SERVICES IN CANADA）

と題する報告をまとめています。アメリカでも、全

米法曹協会（ABA）が現在調査を進めており、報告

がまとめられることになっています。そこで今回は

カナダの報告について、その概要をみてみました。

　報告は、リーガル・ニーズと将来の弁護士、変化

する環境、イノベーション、規制、法曹教育につい

て調査結果に考察を加え、既になされている多くの

取組を紹介しながら、改革を提言しています。

_リーガルサービスの
独占者ではなくなった弁護士

　報告書は全体として、近年の弁護士を巡る環境の

変化に大きな危機意識を持ち、変化する環境の中で、

他の人々では提供できないサービスを提供すること

で―他の人々を市場から排除することではなく―生

き残るべきことを指摘しています。

　報告はまず、弁護士はこの社会においてリーガル

サービスを提供する唯一の存在ではなく、これまで

伝統的に弁護士のものとされてきた多くの分野で他

の提供者が情報と助言を提供しているとし、人々は

刑事、家事、遺言書の作成、弁護士の力及び不動産

については基本的に弁護士に相談しているが、法的

な問題（justiciable problem）でカナダ市民が弁護

士に助言を求めるのはわずか 11.7% に過ぎないとし

て、会計士、フィナンシャル・プランナー、ヒュー

マンリソース・コンサルタントなどが、クライアン

トの権利と資格について助言していると指摘してい

ます。また標準化、システム化され、あるいはルー

ティン化されたリーガルサービスを提供するアウト

ソーサーが増加していることを挙げています。さら

に国際的には、クライアント・サービスについての

期待は代替的ビジネス組織（alternative business 
structure, ABS）に寄せられ、そこでは弁護士で

ない者のリーガルサービスへの投資と所有が認め

られるとともに、多専門実務（〈multi-disciplinary 
practice, MDP〉、リーガルサービスと他の専門的サー

ビスの結合）、ケースワーカー、特別な助言者による

サービスの提供も認められていることを明らかにし

ています。

　報告は、人々が弁護士に低コストと予見可能性、

訴訟手続と、他のテクノロジー・手続の利用につい

ての明確な情報、結果、訴訟への参加、権威的でな

い関係を求め、スピード、利便性、個々的なリーガ

ル・タスクやサービスを求めているが、これらの多

くは現代的なテクノロジーを必要とするとしていま

す。そのうえで報告は、重要で複雑、あるいは個人

的な関係に関する仕事は社会的にも重要であり、伝

統的な方法によるサービスの提供はこれからも必要

であるが、IT に基礎を置く、新たなリーガルサービ

スでは、伝統的な方法が求められる仕事は減ると指

摘し、最も複雑とされる訴訟でも、クライアントは

標準的な方法でのサービス提供を求めるようになる

とし、弁護士の新たな仕事の領域として、ナリッジ・

エンジニア（オンラインによる助言システムや書類

作成システムの設計）、リーガルプロセス・アナリス

ト（法律事務を分解し、多様な提供者に外注するな

どして、法律事務所の仕事を推進する）、リーガルプ

ロジェクト・マネジャー（訴訟手続きの遂行や苦情

について規律する）など、伝統的な業務に加え数種

の新たな領域をあげています。

弁護士業務のイノベーションの提言
―カナダ弁護士協会の報告より―
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_グローバリゼーション、テクノロジー、ク
ライアントの変化、アクセスの欠如の拡大 : 

変化をもたらしているもの

　グローバリゼーションは外国に基礎を置くリーガ

ルサービス、ABS、多専門実務（MDP）などにより

新たな、かつコストの低いサービスをもたらしてい

ます。またテクノロジーは、資料の自動的な集積、

間断のない接続、電子市場などにより、さまざまな

変革をもたらし、それはリーガルサービスの生産と

提供だけでなく、法曹教育やプロフェッションへの

規制の在り方にも影響しており、グローバリゼーショ

ンとテクノロジーは市場の自由化を呼んで、クライ

アントの行動を変えています。

　こうした変化に対して、多くの弁護士はその専門

性と規律を守るために、現在の実務を守ることが重

要であると考え、弁護士や法律事務所は現在成功し

ているために、改革には消極的になっていることが

指摘されています。

_「イノベーション」キーワードに
変革訴える

　報告は、「イノベーション（刷新）」をキーワード

に掲げ、リーガルサービス提供の新たな形（ABS な

ど）、他の弁護士および弁護士以外の提供者とともに

提供するサービス（MDP など）、クライアントへの

新たなサービス、報酬請求の新たな在り方など、プ

ロフェッションがその自主性のもとでイノベーショ

ンに取り組み、プロフェッション全体がその経験を

共有し、ともに変化に備えること、弁護士の活動へ

の規制を緩和するとともに、新たなサービス組織

（ABS など） のサービスを規律するために、これらの

組織への規則を作ることなどを提案し、これまでの

ルール重視から、コンプライアンス重視の規制を強

化することを提案しています。また法曹教育の在り

方としても、ロー・スクールへの入学基準とカリキュ

ラムの構成、授業料と学生の負う債務、卒業後、弁

護士登録までの実務修習、登録後の継続的トレーニ

ングなど、全面的な検討を求めています。とりわけ

高額な学費と学生が負う債務は、プロフェッション

の多様性を阻害するとともに、サービスを受けにく

いコミュニティーや貧しい人々のために活動するこ

とを困難にするために、授業料免除のシステムなど

も導入し、現在ではリーガルサービスを受けられな

い人々のニーズにもこたえなければならないとして

います。

　報告書は全体として弁護士の自主性とプロフェッ

ション全体の取り組みを通じて変化に対応すること

を求め、さまざまな活動の過程で、誤りや失敗が生

じることも認めながら対応していくことを訴え、変

化に対応するための 22 の対策を提案しています。

　リーガルサービスをめぐる環境の変化やテクノロ

ジーへの対策としての法曹教育の在り方について

は、イギリスでは 2010 年、法曹の 3 組織（the Bar 
Standard Board, ILEX Professional Standards、
the Solicitors Regulation Authority ）のもとで大が

かりな調査が実施され、その結果は 2013 年 5 月、「法

教育・トレーニング・レビュー（LETR REPORT）」

として公表されていますが、プロフェッションが明

確な形で変化に対応すべき方向を明らかにしたもの

として、カナダ弁護士会の報告は注目に値すると思

われます。 
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_法律扶助の有効性
―社会的・経済的達成度からの視点

　各国の財政環境が厳しさを増すとともに、法律扶

助への予算についても厳しい目が向けられています。

2012 年法律扶助改革法（LASPO 法）によって、援

助の対象、資力、サービスの提供者などに極めて大

きな制限が課されたイギリスの例は極端ですが、オ

ランダ、オーストラリアなど、リーガルエイドの整

備された国でも、IT の活用をはじめとするサービス

の効率的提供によって資金の抑制を図る動きが続い

ています。

　社会福祉とともに国民生活に不可欠のものとして

整備されてきた法律扶助は、その提供方法、品質、

価格、受益者の満足度など、市場経済におけるサー

ビスとの比較の中でも、その有効性が試されようと

しています。

　リーガル・エイドが開業弁護士によって担われる

場合には、個々の依頼者に対するサービス提供の効

果は社会的評価の対象とはなりにくい傾向がありま

す。イギリスの法律扶助の初期には（1888 年まで）、

法律扶助は弁護士の団体であるロー・ソサエティー

によって運営され、運営が独立の法人に移された以

降も弁護士団体の強い関与のもとにありましたが、

その社会的・経済的有効性について論じられること

はあまりなかったといってもよく、1999 年にヘーゼ

ル・ゲン教授によりニーズ研究の成果が報告されて

以降、リーガルサービスを求める人々の持っている

問題とサービスの関係への考察が深められてきまし

た。

　この動きは、リーガル・ニーズを孤立した法的サー

ビスへのニーズではなく、人々が直面する生活上の

困難との関係で分析する手法を生んできましたが、

それとともに、法律扶助が達成しようとする社会的

インパクトの計測への関心も芽生えています。

　どちらかといえば開業弁護士のサービスを軸に、

アクセス・トゥ・ジャスティスの普遍的保障という

理念をバックボーンとして発展してきたヨーロッパ

の動きに対して、1964 年以降のアメリカのリーガル

サービスははじめから貧困者を対象に、貧困の原因

を撲滅するという強烈な問題意識と使命感に支えら

れたものであり、ヨーロッパ型の動きとは異なるも

のでした。もっともイギリスでも、アメリカのリー

ガルサービス運動はロー・センター運動という形で

伝えられるとともに、法律扶助を裁判援助からそれ

以前の広範な助言サービスに広げるきっかけになり

ました。

　今日では、多くの国で開業弁護士のサービスと雇

用された給与弁護士のサービスを組み合わせる形が

とりいれられ、サービスの提供形態として比較・結

合されがちですが、アメリカのリーガルサービスは

社会変革運動の一環としての側面を強く持つととも

に、そのサービスの社会的インパクトを重視する戦

略的モデルとして、効果の計測としても強く意識さ

れています。

_貧困者のための社会改革目指した
60 年代の活動

　アメリカのリーガルサービスにおける初期の理論

家であるジーン・カーンとエドガー・カーンは、そ

のゼミナールにおける論文の中で、アメリカにおけ

る貧困は単に物資の欠乏や教育、仕事の欠如による

のではなく、ある種の救いのなさ、敗北主義、尊厳

と自尊心の欠如によるものであるとし、貧困者を解

放し、彼らを代理し、その声を代弁するための方法

として、近隣法律事務所を提案しました。リーガル

サービスの強力な支持者であったサージャント・シュ

ライバーは 1965 年、経済機会局（OEO）の中にリー

ガルサービス・プログラム（LSP）を設立し、司法

省と OEO の共催のもとで開かれた全国会議では“屈

辱的で出し惜しみをする公的援助機関”　に対決する

弁護士の役割が強調され、LSP の初代のディレクター

であるクリント・バンバーガーは全米法律扶助・弁

護人協会の大会で、

　 “弁護士は社会に貢献する活動家でなければならな

い。法は規制以上のものであり、社会改革の手段

である。OEO プログラムの役割は、法と法律家が

民主的手続きの中で貧困につながれている人々の

束縛を解き、貧困の原因及びその結果と戦うため

リーガルサービスと有効性の計測
アメリカの試みから
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に法の強制力を導くことにある。”

と、貧困撲滅戦争における LSP の任務を訴えていま

す。LSP の二代目のディレクターであるアール・ジョ

ンソンも、多くの人は貧困が国家の全体としての富

への公平な参加の失敗であるとみており、単に財や

サービスの欠如としてみているのではないと指摘し

ています。

　貧困撲滅戦争の期間中、LSP のスタッフ弁護士

達は個々の貧困な人々の法的問題を支援するケース

ワークと、貧困者に不利に作用する制定法、規則及

び政策に対して地域・州及び連邦レベルでの大規模

なクラス・アクションの組み合わせをもって貧困に

挑戦しました。初期においては多くの事務所で個々

のケースワークが大半を占めたといわれますが、や

がて活動の中心は法改革（law reform）になり、60
年代の終わりには OEO は連邦と州のバックアップ・

センター、貧困法の発展を記述するための全国的な

出版（クリアリングハウス・レビューなど）、レジナ

ルド・ハーバースミス奨学金などを推進し、法改革

プログラムの大きな成果を準備しました。

　その中で連邦最高裁の判決としては

　・ 福祉手当は、たまたま代理をする父親ができた

だけで打ち切ることはできない（King v. Smith, 
1968）

　・ 公的援助の要件として一定期間の居住を求める

ことは違憲（Shapio v. Thompson, 1969）
　・ 福祉給付の打ち切りの前に、福祉機関は“公正

な聴聞”を実施しなければならない（Goldberg v. 
Kelly, 1970）

などがあります。この 3 つの訴訟は公的機関の援助

やサービスを拒否されていた多くの人々に希望を与

え、ある研究者はこれにより年間 400 万ドル～ 500
万ドルの公的機関による支払の増加があったとして

います。

　スーザン・ローレンス教授は 1966 年から 74 年に

かけて LSP の弁護士により連邦最高裁にもちこまれ

た事件は 110 件で、うち 62% は勝訴し、これは合衆

国ソリシター・ゼネラルに次ぐものであったとして

います。

　しかしながら、貧困撲滅戦争において貧困者のた

めに制度の改革をもたらしたのはこれらの著名な連

邦最高裁判決だけではありません。LSP の弁護士は、

貧困者のプライバシーと自由、あるいは賃金、収入、

福祉給付に大きな影響をおよぼしましたが、それら

の中には次のようなものがあります。

　・ 1967 年、カリフォルニア・ルーラル・リーガル

アシスタンス（CRLA）は、作物の収穫のために

外国人労働者の入国を求めた連邦政府に訴えを

起こし、勝訴した。これにより国内農業労働者

が得た利益は 200 万ドル以上になると見込まれ

ている。

　・ ニューヨークのフードリサーチ・アクションセ

ンターは 1970 年代のはじめに一連の訴訟を起こ

し、その結果、すべての州は生活物資配布プロ

グラムか、フードスタンプ・プログラムを求め

られることになり、連邦政府は婦人・幼児栄養

プログラムに資金を提供した。

　・ カリフォルニアでは、裕福な学校区域と貧困な

学校区域には資金の提供は平等にすることを実

現した。

_受け継がれる貧困との戦い

　LSP の弁護士は、公共福祉部門が法律と規則に従っ

て活動しなければならないことを知らしめ、シカゴ

では市の福祉当局がさまざまなタイプの福祉給付を

遅滞させていることを訴えましたが、判決の執行に

際しては、州と連邦の公的扶助が権利であることを

確認するための手続きの確立のために協力しました。

　貧困撲滅戦争の終結とともに、LSP は再編の時

を迎え、関係者の努力により、1974 年にはリーガ

ルサービス・コーポレーション法（Legal Services 
Corporation Act 1974） のもとでプログラムは再編さ

れます。

　ただ、LSP のもとでさまざまな政策上の挫折を味

わった政治勢力にとって、新たに作られたリーガル

サービス・コーポレーション（LSC）の下でのスタッ

フ弁護士の活動は決して放置できるものとは映りま

せんでした。

　ニクソン大統領は連邦資金を受けたプログラムの

弁護士がロビイングや政治活動にかかわることを禁

じ、当時のカリフォルニア州知事のレーガンは連邦

資金によりクラス・アクションや法制定活動を行う

ことに抵抗しました。のちに大統領となったレーガ

ンは LSC 資金の大幅なカットをはかり、長期にわた

り LSC の活動を圧迫していきます。そして 1996 年、

ギングリッチの議会は連邦資金を受けるプログラム

が他の機関から資金を得て法改革活動を行うことす

ら禁じ、多くの法律扶助組織が資金を得られなくな

るとともに、法律扶助組織は貧困との戦いよりもア
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クセス・トゥ・ジャスティスを表看板に掲げるよう

になっていきます。LSC の資金自体、1994 ～ 95 年

の 4 億ドルをピークに停滞を続け、2013 年度では約

3 億 2 千万ドルにとどまっています。 　
　しかしながら、各地のプログラムはその任務とし

て貧困を終わらせ、あるいはそれが実現できないと

しても、これと対決し、貧困を抑止することができ

るという理念を持ち続けています。たとえば北カリ

フォルニア・リーガルサービスは、貧困の原因と結

果を認識し、コミュニティーの中にあるすべての活

用できる資源を用いてこれを打ち破るための質の高

いリーガルサービスを提供することを目的とすると

しています。またコロンビア・リーガルサービスは、

不公正と貧困に直面している人々を弁護し、政策の

改革、訴訟及び革新的なパートナーシップにより、

すべての人々にとっての社会的、経済的公正を実現

することを使命とするとしています。　

　2012 年、ホワイトハウスの国内政策協議会と司法

省は、連邦政府におけるリーガルサービスの必要性

の認識を高めるために法律扶助関係機関のラウンド

テーブルを開始しました。ラウンドテーブルの活動

を検討する文書には、

　“ラウンドテーブルの仕事は、アメリカ市民が貧困

から脱出するためのステップを提供するために、リー

ガルサービスの力を活用することを前提としている”

と示されています。

　そこで、民事法律扶助はどのようにして、どのよ

うな状況のもとで貧困を減少させることができるか、

が問題となります。

_求められる実績の評価手法

　これまでのところ、そうした問題意識に応える研

究成果やデータ・セットはほとんど存在していませ

んが、コミュニティーサービス分析（Community 
Services Analysis ）などを通じて、法律扶助への投

資に対する成果が図られるとともに、各地からの報

告により法律扶助が貧困の減少に役立っていること

も示されています。そこで、法律扶助がかかわる各

種の分野でリーガルサービスがどのような影響を及

ぼしているかを見てみたいと思います。

_住　宅

　住宅はリーガルサービス中で最も研究されている

分野で、LSC の事件の 27.4%（2013 年度）を占め

ています。サン・マテオでは 2009 年、明け渡しを求

められた事件について、全面代理、部分代理、代理

なしのテナントを比較しました。その結果、法律扶

助を受けなかったテナントでは住宅を保持できたの

は 14% であったのに対し、部分的（unbundle）な援

助を受けた人は 18% が、完全な代理を受けた人では

55% が、住宅を保持できたとしています。また住宅

を保持できなかった人でも、完全な代理を受けた人

が得た明け渡しまでの期間は、援助を受けなかった

人に比べて倍であったとしています。家主から金銭

的補償を得た割合では、援助を受けなかったテナン

トでは 11% であったのに対し、全面的代理を得たテ

ナントは 55% が補償を得ていました。

　マサチューセッツでは、明け渡しを求められた人

のうち、全面代理を得ていた人は 3 分の 2 が住宅を

保持したのに対し、部分的援助では保持できたのは 3
分の 1 でした。

_ドメスティック・バイオレンス（DM）

　DM 被害への援助は LSC 事件の 32.9% を占める

家庭事件の中でも多く、5.7%（43,699 件）を占めて

います。1990 年代における DV 被害者に対するリー

ガルサービスの提供は近親者の DV を減らした 3 つ

の原因の一つとされています。リーガルサービスは

保護命令、扶養、子の支援などにより、女性に対し

長期間にわたり関係性に代替するものを提供します。

ある機関の調べでは、DV は毎年 800 万日分の収益

労働に匹敵する損失を生み、これは 3 万 2,000 人のフ

ルタイムの労働、家計の 560 万日分に相当するとさ

れ、DV へのリーガルサービスは女性の収入の増加に

も貢献するものとされています。司法省の担当者は、

それぞれの援助が傷害や住居の喪失を防いでおり、

犯罪や負傷、ホームレス、他の家族・コミュニティー

の財政的損失や社会的・情緒的損失を減少させると

ともに、連邦の支出も減少させているとしています。

_福祉給付、収入のサポート

　福祉給付、収入のサポートは LSC 資金の 12.1% で、

フードスタンプ、失業保険給付、障害者保障給付

（SADI）、補足給付（SSI）などがその内容になって

います。2007 年から 2010 年にかけて、SSDI の認容

率は 36 ～ 37%、SSI は 32 ～ 34% でしたが、代理さ

れた事件では 60 ～ 64% でした。また初期の申請で

認容されなかった SSDI のアピール（administrative 
law judge）では、代理人がついた場合、77% の認容
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率でした（2013 年度）。

_消費者保護

　消費者保護のケースは、LSC 事件の 11% を占め、

債権等の回収、破産・債務者保護、契約・保証など

のケースにサービスが提供されています。2013 年、

メリーランド州では、本人訴訟の場合、請求棄却・

勝訴の割合は 23% だったのに対し、代理がついたも

のは 71% が請求棄却・勝訴となっています。

_保　健

　保健問題への援助には、LSC 事件の 3.6% を占め、

メディケイド、メディケアに使われています。法律

的援助と医療の公式なつながりは 1992 年、ボストン・

メディカルセンターの小児科に始まるとされ、過去

20 年間にヘルスセンターはそれぞれメディカル・リー

ガルパートナーシップを確立して、患者のリーガ

ルニーズに対応するために直接弁護士を頼むように

なったということです。弁護士は政府の補助につな

げたり、患者のリーガルニーズに対応しています。

　サン・マティオのリーガルエイド・ソサエティー

では、患者とその家族に対する無料のトレーニング

サービスとソーシャルサービスの紹介をし、ヘルス・

ケア提供者のトレーニング（低所得の家族のリーガ

ルニーズの発見と適切な対処）がなされるとともに、

患者にはリーガルサービスが紹介され、資力基準に

合う場合には援助の対象とされました。またペニン

シュラのプログラムでは、政府による健康保険の打

ち切り・拒否、フードスタンプ、福祉、家族法、特

別な教育へのアクセス、住宅など、多様な活動がな

され、特別な教育や後見の必要なケースではプロボ

ノに紹介されるということです。プログラムによる

活動は健康保険、政府の福祉受給、移民などとなっ

ています。

　このほか、子どもの福祉、監護、移民などの分野で、

各地のプログラムは貧困の撲滅・減少の努力を続け

でいます。

_個々の援助と制度改革の結合による
多様な活動

　各地のプログラムの弁護士は、

　・ クライアントが貧困から脱するための手当、サー

ビス、雇用を助ける

　・ クライアントが貧困に落ち入ったり、貧困を増

大させるような出費を避けることを助ける

　・ 貧困から脱出するための生活の安定を助ける

　・ 行政システムに縛られ、受給資格のある手当や

サービスを受けることを阻害されているクライ

アントを助ける

という 4 つの活動として、個々のクライアントの援

助だけでなく、地域の支援組織と協力する多様な支

援をしています。

　たとえば 2014 年には、カリフォルニアで、UI 手
当の違法な打ち切りに対する訴訟、 未成年者の監護に

関する低所得者の代理人依頼権、一般援助（General 
Assistance）から医療費を控除することの不当性、

当局の住居提供義務の懈怠、SSI を拒否された人に

自動的に一般の福祉給付（General Assistance）を停

止することの不当などを訴える訴訟がおこされてい

ます。またこれととともに、低所得の市民のための

住宅、セイフティ・ネットなどの法案の共同提案など、

市や州との連携のもとで貧困者の状況を改善するた

めの試みも続けられています。

　アメリカの法律扶助の現状は常に資金の障壁と戦

いながらも、その活動の多様性、展開力には目を見

張るものがあります。

_成果の計測

　法律扶助がさまざまな形で貧困者の暮らしを改善

していく活動はこのように多様なものがありますが、

その成果をどのようにして示すのかも、プログラム

にとっては大きな課題になっています。

　アメリカではそれぞれのプログラムの活動がどの

ような成果を上げたかについて、報告がなされ、そ

の活動が社会にとっていかに有効なものかが説明さ

れています。たとえば、コロラドでは、2012 年、住

宅問題への支援の直接的効果として 2,097,340 ドル、

長期的財政効果として 3,892,343 ドルという成果が

報告されています。

　こうした成果の算定は、投資に対する社会的リター

ン（Social Return on Investment, SROI） と し て

1960 年代から取り入れられてきましたが、21 世紀に

入って多くの分野で開発、採用されています。ここ

では、アイオワ州の報告に基づいて、法律扶助への

投資がもたらした成果を見てみます。

_直接の成果と、長期的成果

　アイオワ州では 2011 年度、リーガルエイドの経済

的成果として合計 28,729,291.29 ドルの成果があっ
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たことが報告されています。

　この成果は、

①　連邦からの収入 3,421,362.36 ドル

②　依頼者にもたらされた、連邦による利益

 1,854,311.47 ドル

③　連邦からの収入の波及的効果 1,318,918.46 ドル

④　間接的利益（近親パートナーによる DV の予防）

 18,882,699.00 ドル

⑤　間接的利益（ホームレスの予防）

 3,252,000.00 ドル

　　合　　　計 28,729,291.29 ドル

とされ、アイオワ・リーガルエイド（Iowa Legal 
Aid, ILA）はこれにより 1 ドルの投下資金あたりの

リターンは 6.71 ドルとなるので、経済的効果として

も良好なものであるとしています。

　次にそれぞれの算出根拠を見てみましょう。

①　 アイオア州の経済に与えた効果という問題意識

からは、州外からの投資、すなわち LSC からの

資金として 2,592,467 ドル、保健と法プロジェク

トへの資金として 211,119 ドル、その他のプロ

ジェクト（AmeriCorps project）として 145,146
ドルがあげられています。

②　 活動によって依頼者にもたらされた直接の利益

として、社会保険給付、医療扶助給付（Medicare, 
Medicaid）、税の還付支払があげられています。

これらの利益はスタッフ弁護士により記録され

ます（他の州の非公式な調査では、さまざまな

理由からこれが記録されないケースもあるとの

ことです）。

③　 連邦からもたらされる資金の乗数効果として、

アイオワ州では 25% ～ 40% が付加されるという

分析に基づき、低い方の 25% が、連邦からの資

金に加えられました。

④　 ILA の事件のうち、家庭事件は全体の 32% を

占めますが、家庭事件の中でも近親パートナー

（夫）による DV は社会的な負担としても深刻な

結果をもたらしています。2010 年に実施された

全米近親パートナー・セクシャルバイオレンス

サーベイ（The National Intimate Partner and 
Sexual Violence Survey）は、DV が大きな健康

問題を引き起こしており、全米では少なくとも

毎年 5,800 万ドルの損失をもたらしているとし

ました。調査によると、援助により回避される

損失は 1 回の DV あたりでは約 3,000 ドル（刑

事手続き費用を除く）とされ、ILA では援助の

結果 5,899 件の DV が予防され、1 件当たり 3,201
ドルとして、18,882,699 ドルを回避されたコス

トとされました。

⑤　 2011 年度において、アイオワでは 6,676 件の住

宅事件が終結しました。これらはスタッフ弁護

士の事件の約 30% を占め、連邦の補助による住

宅、民間の賃貸借、フォークロージャー（担保

権の実行による住宅の喪失）などの問題があり

ました。マサチューセッツ州の調査によると、

ホームレスのための緊急のシェルターの費用は

月額 1 家族では 3,000 ドル、1 人あたり 1,000 ド

ルを要し、ペンシルバニアではホームレスの予

防により回避された緊急シェルターの平均コス

トは11,550ドルとされました。アイオアではホー

ムレスを予防した件数は個人として 136 件、世

帯として 316 件の、合計 452 件とされ、援助に

より回避されたコストは 3,252,000 ドル（フォー

クロージャーのケースを除く）とされました。

　ILA は、こうした算定はもっとも保守的な前提に

もとづくものであり、最低額としてみるべきものと

アイオワ・リーガルエイドにおける経済的影響と利益
利益のタイプ 金額（ドル）

連邦からの収入 3,421,362.36 

クライアントにもたらされた連邦による福利 1,854,311.47 

連邦からの収入等の波及的効果 1,318,918.46 

間接的利益（近親パートナーによる DV の予防） 18,882,699.00 

間接的利益（ホームレスの予防） 3,352,000.00 

合　計 28,729,291.29 
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しています。アイオア州のほか、こうした試算はコ

ロラド州などでもなされています。

_成果計測の手法開発が必要に

　事業の成果を量的にも目に見えるものにしていく

べきものとする要請は近時ますます強調されるよう

になっており、国の事業部門、地方自治体、独立行

政法人の事業評価の重要な課題となっています。

　これまで、法律扶助についてはヨーロッパにおい

てもアメリカにおいても、そうしたトータルな成果

と影響の検証という問題意識に基づく作業はあまり

なされてきませんでした。その根底には、リーガル

サービスが専門家の提供する、半ばボランティアと

してのサービスであり、その成果についても外部か

らの評価を予定しなかったことが挙げられます。

　しかしながら、公的な資金を用いてなされる事業

には常にその成果を計測し、これを国民に伝え、事

業の必要性を説得力を持って訴えていく作業が不可

欠であり、法律扶助の世界もその枠外にとどまるこ

とはできなくなっています。

受給者のために確保された直接の利益又は救済
事件のタイプ 連邦による利益（ドル） 連邦以外による利益（ドル）

破　産 ― 2,879,271.24

取り立て ― 501,800.84

税 357,436.41 ―

監護／面接 ― 139,136.40

離　婚 ― 711.341.08

家庭暴力（domestic abuse） ― 131,360.39

扶養（Support, 家族法） ― 427,892.78

メディケア・メディケイド 508,740.64 ―

連邦補助住宅 ― 114,599.44

持家・不動産（フォークロージャー除く） ― 735,494.78

民間賃貸借（private landlord ／ tenant） ― 124,749.54

モルゲージ・フォークロージャー ― 8,184,365.09

SSDI/SSI（障害者給付／補足給付） 988,134.42 ―

失業手当 ― 895,610.07

その他（misllaneous） ― 425,234.39

小　計 1,854,311.47 15,270,856.04

総　計 17,125,167.51

　近年アメリカでなされている評価は、その発想と

しても、手法としても、にわかに納得しがたい面も

あり、関係者が認めるようにデータとしても極めて

限られたものですが、これからの法律扶助事業を構

築していくうえでは、量的分析を含む成果の包括的

検証はニーズ調査とともに欠くことのできない作業

になるものと思われます。その意味で、貧困の撲滅

という強烈な使命感に支えられたアメリカの法律扶

助は、OEOのプログラム発足後50年を経た今日でも、

なお新鮮なインパクトを保っているといえます。

（大石哲夫）

【参考文献】

THE ANTI-POVERTY EFFECTS OF CIVIL LEGAL AID
October 30. 2014 
Prepared by Alan Houseman, President Consortium for the 
National Equal Justice Library
Elsa Minoff, Assistant Professor of History University of 
South Florida, St.Petersburg



編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇	　現行憲法が集団的自衛権を認めているという解釈のもとで一連の「平和安全法制」が成立しま
した。憲法学者の大多数が違憲としている中で進められた政策でした。10月には、野党議員か
ら求められた臨時国会の開催要求に対して、政府はこれに応じることなく、通常国会の前倒しで
対応しようとしています。「いずれかの議員の４分の１以上の要求があれば。内閣は、その召集
を決定しなければならない」（第53条）という規定を、政府にはどのように理解しているのでしょ
うか。

◇	　日本司法支援センターは来年発足 10周年を迎えます。「法テラス白書」は、センターの設立
目的、活動の概要と実績などを詳細に示しており、事業の課題を探るうえで貴重な資料となって
います。これを踏まえて、日本における公的支援の対象とすべきリーガルニーズや、現行のサー
ビスの在り方を探り、政府機関をはじめ制度の充実の必要を広く訴えていくことが、関係者の課
題だと思います。

◇	　法曹養成制度の問題は、法曹になろうとする人々がその職業に魅力を感じることができるかど
うかが大きな要素になると思います。また法曹でなくても、法を有効に活用し、日々の活動や暮
らしに生かしていくことも、「法の支配」には大切なことだと思われます。リーガルサービスを
得ることができない人々を含め、クライアントがどのようなリーガルサービスを求めているかを、
これからの制度設計の根幹に据えていく必要があります。

◇	　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。


