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民事代理援助はやや増加（法テラス平成 27 年度実績）

法 テラスの平成 27 年度事業についてはすで

に評価委員会の評価もなされ、「法テラス

白書」もまとめられています。本年 10 月

は法テラスが業務を開始してから 10 年となり、雑誌

の特集や記念行事も企画されました。また本年 5 月

には総合法律支援法の改正がなされています。平成

27 年度の業務実績報告書と法テラス白書（平成 27
年度版）から、事業の概要をみてみました。

　平成 27 年度の法テラスの業務実績は、民事法律扶

助の相談援助が 341,177 件、代理援助は 109,484 件

となり、相談、援助とももやや増加となっています。

これに対し、情報提供ではコールセンター問い合わ

せ件数が 318,520 件と、前年度比でやや減、地方事

務所問い合わせ件数は 202,987 件でやや増となって

います。 
  法テラスの援助実績は、国の資金である運営費交付

金の増減にも直結するものですが、その中心となる

代理援助件数は平成 22年度の 110,217件をピークに、

ここ数年同規模の実績にとどまってきました。平成

24 年度からは震災法律援助が開始され、統計ではこ

の実績も民事扶助実績に加えられていますが、震災

援助としては、27 年度では法律相談が 54,575 件、

代理援助が 2,126 件となっています。 

　刑事関係の実績では被疑者国選弁護が 70,393 件、

被告人国選弁護が 59,504 件となり、前年度と同水準

となっています。

_ホームページからのアクセスが主力に
（情報提供業務）

　情報提供のうちサポートダイヤルでは、電話によ

る問い合わせが平成 21 年度に 377,267 件を記録、

その後は緩やかな減少を見せており、27 年度では

295,600件となりました。メールによる問い合わせは、

平成 18 年度ではわずか 790 件であったものが、27
年度では 22,920 件に増加しています。 地方事務所の

実績問い合わせ実績は、平成 21 年度では 247,172 件

を記録しましたが、27 年度では 202,987 件にとどまっ

ています。ここ数年、公的な相談機関では実績の減

少が報告されていますが、IT の普及が法テラスの情

報提供実績にどの程度影響しているのかも気になる

ところです。

　情報提供の認知媒体としては、サポートダイヤル

ではホームページが 37.7% で地方事務所の倍となっ

ているのに対し、地方事務所では自治体で知ったと

するものが多くなっています。

　問い合わせの内容では、サポートダイヤルで金銭

日本司法支援センター業務実績
年　度 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

情報提供業務
   コールセンター問い合わせ件数 339,334 327,759 313,488 330,738 318,520 

   地方事務所問い合わせ件数 198,963 210,432 209,093 198,692 202,987 
民事法律扶助・震災法律援助

   法律相談件数（）内は震災援助
280,389 314,535 322,012 333,911 341,177

（42,981） （48,418） （51,542） （54,575）

   代理援助件数（）内は震災援助
103,751 107,718 106,756 105,016 109,484 

（2,699） （2,267） （1,802） （2,126）

   書類作成件数（）内は震災援助
6,164 5,449 4,633 3,991 4,036 

           （8）          （13）          （9）          （43）
国選弁護関連業務

   被疑者国選弁護受理件数 73,209 73,664 72,118 70,939 70,393 
   被告人国選弁護受理件数 67,374 63,695 60,269 59,816 59,504 
   国選付添事件受理件数 469 419 445 2,955 3,698 

犯罪被害者支援業務
   犯罪被害者ダイヤル受理件数 9,780 11,048 11,321 13,137 13,056 

   地方事務所受付件数 13,096 15,582 14,081 12,695 13,380 
   精通弁護士紹介件数 877 1,013 1,330 1,491 1,603 

   国選被害者弁護士選定件数 282 302 383 451 521 
受託業務 19,826 23,160 25,292 24,096 23,316 

認知度（%） 42.1 42.4 47.3 55.8 50.6 

（平成 27 年度業務実績報告書より作成）
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の借り入れが 27 年度で 13.4% となったのに対し、地

方事務所では 21.4％と、倍近くになっているのが注

目されます。

　サポートダイヤルからの紹介機関としては、法テ

ラスの地方事務所が 36.9% ですが、次いで弁護士会

が 24.6%、司法書士会が 10.2%、市役所が 4.8% な

どとなっています。地方事務所の紹介先は、地方事

務所自体が 53.5%、弁護士会は 24.0%、司法書士会

が 5.2％、市役所が 3.4% などとなっています。地方

事務所の紹介先では、司法書士会への紹介がサポー

トダイヤルの 5 割にとどまっていること、家庭裁判

所への紹介が 1.6% 記録されていることが注目されま

す。

_離婚事件の割合はここ 10 年で倍増
（民事法律扶助・代理援助）

　民事法律扶助では、27 年度は相談援助、代理援助、

書類作成援助とも前年度に比べ実績はやや増となっ

ていますが、代理援助ではここ 10 年間で自己破産事

件が援助に占める割合は激減しているのに対し、離

婚事件の割合は倍増しています。これに伴い全事件

に占める自己破産・債務整理事件の割合は平成 18 年

度の 76.4% から 27 年度では 48.2% になったのに対

し、離婚・家庭事件は 13.9% から 32.3% になってい

ます。ただ、27 年度では自己破産事件は 37,367 件

となり、前年度に比べて 2,769 件増加しています。

なお援助決定にはハーグ条約関係の事件が 15 件あり

ました。

　民事法律扶助事業に要した資金は、法律相談費が

15 億 5,675 万円、代理援助が 155 億 2,650 万円（立

替金、常勤弁護士の援助による負担金を含む）、書類

作成援助が 38 億 5,815 万円などとなっています。こ

れに対し、償還金は 104 億 1,716 万円、償還免除額

は 39 億 3,443 万円、みなし消滅額は 8 億 2,521 万円

となっています。

_国選付添事件の増加続く

　本年 5 月に刑事訴訟法が改正され、身柄を拘束さ

れている全被疑者に国選弁護人がつくことになりま

した。この実施は改正法が公布された本年 6 月 3 日

から 2 年以内とされています。27 年度では被疑者弁

護の受理件数は 70,393 件で、これは勾留状発布件数

（27 年では 111,988 件 ）の 63% 程度になっています。

また被告人国選事件の受理は 27 年度 59,514 件で、

前年度とほぼ同様の水準となっています。 
　平成 26 年 6 月に施行された改正少年法のもとで、

情報提供認知媒体（平成 27年度、割合%）

ホームページ 再利用 地方自治体
家族・友人・

知人
警察

その他の
関係機関

その他

サポートダイヤル 37.7 26.7 5.3 5.4 3.6 3.3 21.3
地方事務所 18.2 21.0 13.5 12.0 4.2 5.8 25.3 

 
情報提供・問い合わせの内容（平成 27年度、割合%）

金銭の借り入れ 男女・夫婦 相続・遺言 労働 民事法律扶助 その他
サポートダイヤル 13.2 15.9 6.6 8.4 6.1 49.8

地方事務所 21.4 20.5 7.2 6.1 3.6 41.2

離婚・家庭事件と自己破産・債務整理事件の代理援助事件に占める割合の推移（%）

平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 平成 22

離婚・家庭 13.9 14.8 15.5 15.9 18.5

自己破産・多重債務 76.4 75.3 73.2 71.8 67.4

平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 平成 27

離婚・家庭 23.8 27.4 30.6 31.8 32.3

自己破産・多重債務 57.9 52.7 48.6 47.1 48.2

離婚事件、自己破産事件の推移（代理援助）
平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 平成 27

離 婚 3,711 8,271 9,994 12,755 15,779 18,721 21,535 23,703 23,232 24,351 
割 合 % 11.3 12.0 12.4 12.6 14.3 18.0 20.5 22.7 22.5 22.7 
自己破産 19,081 36,038 38,956 47,658 48,196 40,468 38,670 36,291 34,598 37,367 
割 合 % 58.2 52.3 48.4 47.1 43.7 39.0 36.8 34.7 33.5 34.8 

（各年度業務実績報告書より作成、平成 18 年度は 10 月～ 3 月）
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少年付添いの対象が飛躍的に拡大したため、平成 25
年度には 445 件であった国選付添事件の受理実績は

26 年度には 2,955 件と急増しましたが、27 年度で

は 3,698 件となり、これは同年度の監護措置人員の

44.0% になっています。

_司法ソーシャルワークの活動の
先頭に立つ常勤弁護士

　常勤弁護士は法テラスに雇用される弁護士として

発足し、平成 28 年 3 月には 250 人が働いています。

法テラスには全国で 88 か所の法律事務所があり、

222 名の常勤弁護士が配置されており、法テラスの

地方事務所に併設されているものが 44 か所、過疎地

に設置されているものが 35 か所となっています。常

勤弁護士は地域の住民に密着した活動により次第に

その存在基盤を広げてきました。常勤弁護士は近年

では福祉関係機関の職員らと協働して高齢者や障害

者の抱える問題を包括的に解決する、司法ソーシャ

ルワークの中軸として機能し始めています。

_選定請求は全体の 38.7%
（犯罪被害者支援） 

　犯罪被害者の支援については、本年 5 月の法改正

により、つきまとい等の被害を受けている疑いのあ

る人を対象とする法律相談援助が開始されることに

なりました。

　平成 27 年度の犯罪被害者支援では、被害者支援ダ

イヤルで受けたものが 13,056 件、地方事務所で受け

たものが 13,380 件となりました。支援ダイヤルへの

問い合わせの内容では、生命・身体被害（14.0%）、

DV（11.7%）、性被害（8.1%）などとなっています。

また犯罪被害者援助に経験や理解のある弁護士に紹

介した実績は 27 年度では 1,603 件ですが、その内容

としては DV（41.5%）、性被害（26.3%）、生命・身

体被害（20.0%）などとなっています。高齢者虐待や

いじめへの対応もあります。

　国選被害者参加弁護士の選定請求は 27 年度 521 件

を記録しました。平成 27 年に被害者参加を許可され

た件数は 1,377 件で、これに対する同年度の国選被

害者参加弁護士への委託人員は 533 人となり、全体

に占める割合は 38.7% となっています。

_立替金の償還、経費削減を評価（評価委員会）

　平成 27 年度の法テラスの業務実績に対し、法務省

に置かれた評価委員会は、おおむね中期計画におけ

る所期の目的を達成していると認められるとしてい

ます。

　委員会は評価されるべき取組みの例として、民事

法律扶助の対象者が資力の乏しい者に限られている

中で 84.6% という高い償還率を実現したこと、一般

管理費及び事業費の削減が目標を大きく上回ったこ

と等を挙げています。

　援助の充実に向けた活動としては、

　・ 震災法律援助が、原発弁護団との連携および各

種説明会など、ニーズ把握に努めた結果、前年

度よりも代理援助・相談援助を増加させたほか、

機動的な巡回・出張相談等を積極的に実施する

など、被災者支援の充実を図っていること

　・ 高齢者・障害者等に対する援助の充実にむけた

活動は、司法ソーシャルワーク事業計画に基づ

く取組みの初年度として、連携対象となる福祉

機関等のリスト化、出張相談を担当する弁護士

の名簿の整備、福祉機関との連携強化などなど、

実施体制の整備を着実に進めていること

　など、中期計画に沿った活動が全体として順調に

進められていることを評価していますが、常勤弁護

士の配置については、「26 年度と同様、常勤弁護士

が未配置の地域が複数存在する上、支援センターの

業務を遂行するために必要な常勤弁護士の数の検証、

常勤弁護士が事件を受任したことで生じた財政的効

果の把握については、いまだその途上にある。」とし

て改善を求めています。
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日弁連、死刑廃止を決議、2020 年までの廃止を目指す

日 本弁護士連合会（日弁連）は 10 月 7 日に

福井市で開かれた人権擁護大会で、2020
年までに死刑を廃止する宣言を採択しま

した。

　日弁連では 2011 年にも死刑廃止に向けて社会的な

議論を始めるとする宣言を採択していましたが、7 日

の大会では、参加者の 7 割弱の賛成で 2020 年までに

死刑を廃止し、終身刑の導入を検討することとしま

した。人権大会では、被害者の立場にも十分配慮し

たうえで、死刑廃止を進めることを決議したもので

す。

　アムネスティ・インターナショナルによると、

2015 年末で死刑制度を廃止・停止している国は 198
か国のうち 140 か国で、20 年前より 20 か国増えて

います。OECD の加盟国で死刑を存続させているの

は日本とアメリカ、韓国にとどまっているとされま

すが、日本では死刑制度の存続に賛成する声は強く、

2014 年に実施された内閣府の世論調査では死刑もや

むを得ないとする人は 80.3%、廃止すべきであると

する人は 9.7% となっています。

_廃止・執行停止に向かう世界

　死刑を存続させる根拠とされるのは、犯罪の重さ

に応じた刑罰を適用すべきであるとする応報刑論や、

凶悪犯罪の予防として必要な制度であるとするもの

です。死刑を乱発するのは避けるべきであるとして

も、多くの人を無差別に殺害したような、あまりに

非人道的な犯罪に報いるには死刑をもって臨むべき

であるとするのが、日本の主流のようです。

　これに対し、死刑の廃止を求める意見は、殺人と

いう人権侵害に対して死刑という、権力による人権

侵害で応じるべきでないとする「生命に対する権利」

を重視するものですが、中でも冤罪により死刑が執

行される危険が強く指摘されてきました。

　死刑に関する各国の対応の歴史は異なるものがあ

り、ドイツでは第二次大戦のナチス時代に大量の死

刑が執行されたことの反省から、1949 年の基本法（西

ドイツ）で死刑が廃止されました。イギリスでは第

二次大戦後何度か期間を限って試験的に死刑を廃止

する法案が国会に提出されましたがその都度否決さ

れてきました。しかし 1950 年に死刑執行された男性

が無実であったことが判明し、1969 年に廃止されま

した。フランスは 1981 年、ミッテラン政権のもとで

廃止されました。

　死刑を存続させているアメリカでも 1990 年代から

民間の冤罪救済運動があり、DNA 鑑定により死刑囚

を含む 340 人を超える人の無実が判明し、半数近く

の州で死刑制度の廃止・停止が進んだとされます。

_国連は廃止を勧告

　EU は全ての加盟国が死刑を廃止しており、加盟へ

の条件とするとともに、その政策として死刑制度を

存続させている国には制度を廃止するか、ただちに

モラトリアム（執行停止）を導入するよう求めてい

ます。

　2014年の 12月には国連総会で「死刑執行停止決議」

が 117 か国の賛同により採択されました。

　日本では、2005 年に就任した杉浦法相が執行命令

書に署名しなかったという前例があり、また民主党

政権のもとで就任した千葉法務大臣は死刑執行の実

情を明らかにするよう強く求めましたが、全体とし

ては死刑を求める犯罪被害者の声も強く、現在でも

廃止には強い抵抗があります。

　国連は死刑の廃止を勧告しており、2020 年に世界

の刑事司法関係者が集う国際会議が日本で予定され

ていることから、日弁連ではそれまでに廃止を目指

すという期限を定めています。

_終身刑の導入とも関連

　世論調査で死刑もやむを得ないとした人は 80.3%
にのぼりましたが、終身刑を導入した場合には、「死

刑を廃止しない方がよい」と答えた人は 50.1% にと

どまったのに対し、「廃止する方がよい」とする答え

は 37.7% に増加しています。このように、死刑の廃

止は終身刑の導入とも深く関わり、日弁連は終身刑

の導入の検討も宣言に盛り込んでいます。
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一票の格差、違憲判断は分かれる（参議院選）

昨年 7 月に公選法が改正され、参議院の選

挙区の合区などの措置がなされてから初め

て実施された本年 7 月の参議院議員選挙が

憲法の定める「全国民を代表」するものとして投票

価値の平等を保障したものであったかどうかにつき、

全国 16 の高等裁判所及びその支部の判断が出そろい

ました。

　参議院選の投票価値の格差は、以前は 5 倍前後の

状態が続き、最高裁もこれを合憲としてきましたが、

2010 年の参議院選判決から最高裁は姿勢を転換し、

13 年の判決では「衆議院選より投票価値の平等が後

退してもよい理由はない」として、格差の原因となっ

ている都道府県単位の選挙区を見直すよう求めてい

ました。その結果、鳥取・島根、徳島・高知で合区

をする法改正がなされ、今回の選挙ではこうした改

正により、憲法の定める投票価値の平等が図られた

といえるかが焦点となっていました。1 票の格差とし

ては埼玉が 3.08 倍、新潟が 2.98 倍、東京が 2.83 倍

などとなっていました。

_今後の改善に期待示す
―自民党には都道府県代表への改正指向も

　現在の状態を合憲であるとしたものは高松、東京、

宮崎、那覇、札幌、名古屋で、これに対し違憲状態

にあるとしたのは岡山、金沢、秋田、広島（2）、大阪、

松江、福岡、東京、仙台となっています。訴訟は二

つのグループにより起こされたため、東京と広島で

は 2 つの判決となり、東京の判断は分かれたのに対

し広島はいずれも違憲状態にあるとする判断となっ

ています。

　現在の状態が合憲であるとした判決は、「法改正で

数十年続いた 5 倍前後の格差が縮小した」（東京）、

「今回の改正は不十分だが、違憲状態を緊急に是正す

る立法措置としてやむをえなかった」（高松）、「部分

的にでも合区を導入した法改正が国会の裁量として

不合理とは言えない」（宮崎）などとしており、違憲

状態にあるとした判決は、「都道府県単位の選挙区を

極力維持しようと最小限の合区にしたため、3 倍を超

える格差を残した」（岡山）、参議院選の持つ地域代

表的性格の維持は、3 倍程度の格差を正当化する十

分な理由とは言えない」（秋田）などとしています。

また大阪高裁は、「改正法が抜本的改正の終期とした

2019 年参院選まで今回のような違憲状態が続けば、

国会の裁量の限界を超えたと評価される可能性が高

い」としています。しかながら今回の選挙を無効と

した判決はありません。

　参議院は衆議院に比べて地域代表的性格を強く持

たせるべきだという意見は自民党内に強く、合区に

ついても消極的な姿勢でしたが、今回の選挙が合憲

であるとした判決には、投票価値の平等に向けて国

会が一層の改善努力を続けていくことへの期待もあ

るようです。しかしながら、国会議員を「全国民の

代表」とする憲法 43 条を変えて、参議院に「都道府

県代表」という性格を持たせようとする動きの中で、

国会が 2019 年の参議院議員選挙までにどのような方

向で対処するのかが注目されます。
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私立中高に勤務している女性教諭が同校の運

営法人に旧姓の使用や損害賠償を求めた訴

訟において、東京地裁は 10 月 11 日、請求

を認めない判決をだしました。この女性は 2003 年か

ら同校に勤務し、2013 年に結婚して、翌年度から時

間割や通知表、生徒指導要録では戸籍姓を名乗って

きましたが、生徒や保護者、同僚からは旧姓で呼ば

れていました。

　判決は、「結婚後の旧姓使用は法律上保護される利

益」としながら、「戸籍姓は戸籍という公証制度に支

えられており、旧姓よりも高い個人の識別機能があ

る」と指摘して、職場という集団の中で戸籍姓の使

用を求める合理性、必要性があると判断しています。

　現行民法のもとでは結婚に際して、夫または妻の

どちらかの姓を称することとされていますが、ほと

んどは夫の姓を称しており、これにより女性が社

会生活の上で被る不利益は大きいものがあります。

1996 年には民法改正案について法制審議会が選択的

夫婦別姓を答申し、2003 年には国連の女性差別撤廃

委員会が夫婦同姓と再婚禁止期間の廃止を勧告して

おり、国は 2001 年から、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てきました。民間の調

査機関の調べによると、上場企業の 65% が旧姓使用

を認めていると回答しています。

　昨年 12 月、最高裁は民間でも広く旧姓使用が認め

られていることなどを理由に、夫婦同姓を定めた民

法の規定が違憲でないと判決しました。この判決で

は女性の裁判官 3 人がすべて反対意見であり、男性

裁判官のこの問題への意識が問われるものでしたが、

今回の東京地裁判決は職場での旧姓使用について「国

や自治体の多くが認め、旧姓使用の範囲が広がる傾

向にある。女性の社会進出に応じて認めるよう配慮

することが望ましい」とする一方、一部の国家資格

が戸籍姓しか認めていないことなどを根拠に、旧姓

使用が社会に根付いているとは言えないとしていま

す。

　昨年 12 月、最高裁はこの問題について

　・ 婚姻の際に「姓の変更を強制されない自由」が

憲法上の権利として保障される人格権の一部で

あるとはいえず、憲法 13 条に違反するものでは

ない。

　・ 姓を改める者がアイデンティティーの喪失感な

どの不利益を受ける場合があることは否定でき

ない。妻となる女性が不利益を受ける場合が多

いと推察できるが、姓の通称使用が広まること

により不利益は一定程度緩和され得る。

などとして、夫婦同姓を合憲としましたが、この多

数意見には 15 人中 5 人が反対し、女性の裁判官 3 人

はいずれも反対意見でした。

　反対意見は、

　・ 姓の変更でアイデンティティーを失ったような

喪失感を持つこともあり得る。そして、支障、

負担はほぼ妻に生じている。女性の社会的、経

済的な立場の弱さなど様々な要因がもたらすも

ので、妻の意思に基づくものであるとしても、

意思決定の過程に現実の不平等と力関係が作用

している。

　・ 多数意見は、婚姻前の姓の通称使用が広まるこ

とで、不利益は一定程度緩和されうるとする。

しかし、だからといって、別の姓を称すること

をまったく認めないことに合理性があるとはい

えない。

　　 　個人の尊厳と両性の本質的平等に照らして合

理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える状

態に至っており、憲法 24 条違反と言わざるをえ

ない。

などとしていました。

職場での旧姓使用認めず（東京地裁）
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衆参両院に設けられている憲法審査会は 11
月 17、18 日に相次いで審議を再開しまし

た。憲法審査会は国会法に規定され、「日

本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制

について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原

案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関

する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会

を設ける」（第 102 条の 6）とされています。

　衆議院では昨年 6 月、閣議決定で集団的自衛権を

限定的に容認した安全保障関連法について、自民党

推薦の学者を含む参考人 3 人がいずれも憲法違反と

述べたことがあり、1 年 5 か月にわたり実質審議は中

断されてきました。また参議院でも、選挙前から審

議が中断してきましたが、7 月の参議院選挙で憲法改

正が必要とする勢力が両議院の 3 分の 2 を超えたこ

とを受け、再開されました。

_異なる各党の立ち位置と
自民党改憲草案への対応

　自民党は平成 24 年に「日本国憲法改正草案」をま

とめていますが、その内容は天皇を元首とすること、

国防軍の保持、国民の権利をめぐり「公益及び公の

秩序に反してはならない」とすることなどを規定し

ており、国民主権と基本的人権の尊重、交戦権の放

棄と戦力の不保持などを規定した現行憲法とは大き

く異なるものです。昨年までの審議では自民党はこ

れを紹介しながら改憲を進める意向を示してきまし

たが、今回はこの草案が党の公式文書であることを

認めたものの、内容に触れることは控えられていま

す。

　衆議院の審査会における各党代表の議員の主張は

次のようなものになっています。

　自民党の中谷議員は、憲法制定から 70 年が経ち、

憲法と社会の実際にずれが生じており、国民の意識

の変化や、テロなどの脅威、科学技術の進歩、大規

模災害や環境問題など、憲法を取り巻く環境は大き

く変化しているとして、基本原理は維持しつつ、改

正の必要性のある項目について合意形成を目指すべ

きだとしています。　

　公明党の北側議員は、憲法の基本原理は維持し、

条項を付け加える「加憲」方式で論議を進めること

がふさわしいとしています。

　維新の足立議員は、教育無償化、統治機構改革、

憲法裁判所の創設の 3 点を改憲上の課題としていま

す。

　民進党の武正議員は、自民党草案が、権力を制限し、

個人の自由や権利を守る、近代立憲主義を脅かすも

のであり、個人より国家が前面に出れば、国民主権

は危うくなる、としています。

　共産党の赤嶺議員は、安倍首相が改憲のベースに

するとした自民党の改憲草案は、平和的生存権を削

除し、基本的人権条項を否定するものであり、安倍

政権が改憲の動きを進めていることは重大で看過で

きないとしています。

　社民党の照屋議員は、安倍内閣のもとで集団的自

衛権の行使容認の解釈改憲と、憲法違反の安保法改

正などが強行されたとして政府を非難し、改憲とい

う名の憲法破壊は平和の破壊であるとして、護憲の

立場を表明しています。

　このように、各党の審査会に対する態度はまちま

ちです。合意形成の重視という点では各党は当面一

致して審議を進めるものとみられますが、改憲勢力

が 3 分の 2 を超えるという環境のなかで、改憲にむ

けた動きは加速するものとみられ、今後の審査会の

動きが注目されます。なお衆議院の審査会委員は 50
人、参議院は 45 人で構成されています。

憲法審査会、審議を再開
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　専門的法律教育は法律プロフェションの在り方と

直接かかわる課題であり、プロフェッションには 20
世紀末から続く司法改革の波、とりわけ弁護士のサー

ビスに対する合理化の要求、多様なニーズに対する

新たな対応、報酬請求の改善などが英米法の国々に

おいて課題とされてきました。イギリスでは 2004 年

のクレメンティ報告のもとで 2007 年法律サービス法

（LSA）が制定され、法曹団体によるサービスの自治

的コントロールに対するリーガルサービス・ボード

（LSB）の規制・監督、法曹以外の者の法律サービス

の運営参加（ABS）が進んでいることが報告されて

います。

　イギリスにおいて 2013 年にまとめられた法律教育

に関する報告は、法的倫理・価値及びプロフェッショ

ナリズム、コミュニケーションスキル、平等性と多

様性のトレーニングと教育、成果とその基準に関す

る評価の標準化、新規参入希望者への情報提供の強

化、異なる法律職間の可動性の拡大と容易化などを

提言しています。

　こうした問題意識は法律教育における共通の国際

的課題とされていますが、弁護士団体が今日まで法

曹教育に支配的な影響力をもってきたアメリカでも、

法律教育の在り方は大きな課題になっています。

　アメリカでは、2014 年はじめに、アメリカ法曹協

会（ABA）の法律教育の将来に関するタスク・フォー

ス（Task Force on the Future of Legal Education ）
が報告と提言をまとめています。

この報告の主たる提言としては、

　① 法学教育のコストとロースクールの財政の改善

　②  法曹資格の認定における基準、とりわけ ABA
の ロ ー ス ク ー ル 認 定 基 準（Standards for 
Approval of Law Schools）の多くの廃止又は改

正

　③  ロースクールのイノベーションの促進を拒んで

いる基準の撤廃

　④  クライアントにサービスを提供する学生の、法

律専門家としてのスキルのトレーニング、経験

的学習及び実務の準備のための機会の増進

　⑤  法律サービスへのアクセスのより広範な提供

などがまとめられています。この提言は多くの点で、

イギリスの 2013 年報告と共通する内容を持っていま

すが、弁護士団体である ABA の内部から提言されて

いる改革として注目されます。そこでその内容を概

観し、日本における専門的法律教育の在り方を考え

たいと思います。　　

_授業料の高額化への批判広がる

　アメリカの法律教育は、近年各方面からさまざま

な批判を受けてきました。

　ロースクールの学長（Deans）は、授業料を高額

なものにし、あるいは後援者の財政的支援を得るこ

とに失敗してきたとされました。教授陣はロースクー

ルにとって疑問のある目標を掲げてきたとされ、大

学は、ロースクールを収益センターとする圧力をか

けた、などとされています。またリーガル・プロフェッ

ションは、ロースクールとその卒業生への支援が十

分でなく、教育上の責任と負担をロースクールに転

化していると批判されています。

　こうした批判はロースクールの在り方の根本的な

見直しを迫るものですが、その背景はより詳細に検

討される必要があります。

　アメリカでは、弁護士の数は 1890 年から 1950 年

に至る 60 年間に、ニューディールと第二次大戦をは

さみ、ほとんど変わらなかったといわれ、1960 年代

では 30 年代と同じであったとされますが、その後の

20 年間で 3 倍に増えたとされます。その背景には、

高等教育の民主化に対応する女性の法学生の増加が

あり、1969 年には約 5,000 人であった女性の法学生

は1986年には10倍の50,000人に増加していました。

　アメリカの学生の多くは 60 年代に始まる権利革命

に刺激を受け、民主的権利と反戦運動、フェミニズム、

消費者主権、貧困撲滅戦争などのなかで弁護士の活

動分野も広がっていきました。1982 年に 100 人以上

の大事務所に採用された新規参入者は全体の 15% で

あったものが 2008 年には 40% に達したといわれま

す。ところがその後、経済危機の進展のなかで法人

のクライアントは新しい弁護士をトレーニングする

ための高額な時間報酬を拒絶してインハウス・ロー

ヤーへの依存を高め、法律事務所はパートナーシッ

プによる経営から、契約弁護士、法律事務のアウト

試練に立つロースクール
ーアメリカ ABA タスクフォース報告に見る状況
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ソーシング（インドなどへ）、パラ・プロフェッショ

ナルへの委託などを進め、弁護士人口の過剰が言わ

れるようになりました。

　アメリカの大法律事務所は、2008 年には 8,462 名

のロースクール新規卒業者を雇用していましたが、

3 年後には 4,757 名と、約半数に減っていました。

2012 年にはそのピーク時には 1,400 人以上の弁護士

を擁していた大事務所（Deway & LeBoeuf）が倒産し、

最も繁栄しているとされた事務所（Weil, Gotshal & 
Manges）ではアソシエイト弁護士 60 人、弁護士

でないメンバー 110 人をレイオフし、パートナーの

10% について報酬をカットするなどの措置にでたこ

とが報じられています。またこれと同時期に、弁護

士の活動に対する批判が広がり、弁護士が自分たち

に都合よく事件を作っているとする“訴訟の危機”や、

“競争文化”などが語られていました。

　ロースクールの授業料は一般の物価上昇のスピー

ド以上に高額化し、ロースクールの適性試験（Law 
School Aptitude Test, LSAT）の応募者は 2013 年に

は前年よりも 11% 減、2009 年度に比べると 45% の

減となりました。

　公立大学に対する連邦の補助金は減額され、大学

は国や企業との契約による研究や同窓生の寄付金に

財政を依存する事態になりました。またロースクー

ルの学生は多額のローンを抱えながら卒業後にこれ

を返済することのできる職に就くこともできないと

いう事態が生じました。こうした状況のなかで、ロー

スクールを中心とする法学教育の在り方を見直そう

とする機運が生まれ、ABA のタスク・フォースが設

けられました。タスクフォースは約 1 年間という短

期間に、アメリカの法律教育の問題点を整理し、ロー

スクールと法律教育に関係する機関（ABA、州最高裁、

州弁護士会など） への提言をまとめました。

_公的利益と私的利益の衝突
―法律教育の性格づけ―

　タスク・フォースはまず、社会の効果的機能を実

現するうえで中心的役割を果たす弁護士のトレーニ

ングは公的な利益であり、社会は弁護士をトレーニ

ングするシステムにも深い利害を持つことを指摘し、

他方で法的スキル、知識及び信用により生計を立て

ようとする人々に必要なトレーニングを提供するこ

とも法律教育の任務であるとし、この公的・私的利

害の対立が、さまざまな問題を考えるうえで異なる

対応をもたらしており、奨学金の役割や、ロースクー

ルの教育期間をめぐる問題に影響していることを指

摘しています。そこでタスク・フォースは、

　① 法律教育のシステムは、リーガルサービスを提

供する知識と能力を持つ人への社会的ニーズに

応えるべきである。

　② 法律教育は集権的ではなく、また民間と政府の

当局者を含むべきである。

　③ 法律教育のシステムは、リーガルサービスの職

を求め、その能力のある人々への障害を最小限

のものにすべきである。

　④ ロースクールなど、法律教育を提供する組織は、

公共の利益としての適切な法律教育を提供する

責任がある。

　⑤ ロースクールなど、法律教育を提供する組織は、

私的な利益としての適切な法律教育を提供する

責任がある。

　⑥ 公的利益としての法律教育を弁護士に提供する

責任は、ロースクールだけにあるのではない。

という 6 つを、問題に取り組む原則としています。

_消費者の声の高まりと
ロースクールのファイナンス

　アメリカでは高等教育の位置づけとして、個人的

発展のための手段とする見方と、仕事やキャリアの

ための手段とする見方があり、ロースクール自身は

長期にわたり前者の立場をとってきたのに対し、近

年では後者の要求が高まり、カリキュラム、学生へ

のサービス及びビジネスとしての法律教育の再編が

迫られています。またロースクールのランキングは

志願者、ロースクール及び雇用者に強い影響を与え

ますが、ランキングの手法として、部分的には学生

一人当たりのロースクールの支出額の算定を基礎に

しているため、ロースクールのなかにはその提供す

る価値や教育的成果を参照することなく、ランキン

グを上げるために支出を増加しているものがあると

されます。ロースクールの運営財源として学生の授

業料の占める割合は極めて高いものですが、ロース

クールのなかには J.D. プログラム（弁護士の資格の

前提となる博士の学位取得のプログラム）のランキ

ングを上げるために、高額な授業料を設定したうえ

で、一部の優秀な学生のために奨学金を提供する形

で多額のディスカウントを行い、そのために一般の

学生は自身が教育を受けるためのコストに加え、優

秀な学生の授業料をも負担する結果になるとしてい

ます。
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　多額の奨学金を受けない普通の学生は教育費を

ローンにより支払いますが、卒業・就職後の初期に

は収入は少なく、その返済は重い負担になるととも

に、ローンの支払いは仕事やキャリアの選択にも影

響を与え、大ビジネスへの指向が強くなる一方で、

収入の低い公共サービスや低所得のコミュニティー

に入っていく可能性を弱めることが指摘され、弁護

士の供給は経済セクターのある分野では需要を超え

ているのに対し、たとえば田舎では弁護士は少なく、

新たな弁護士の開業は投資に対する低いリターンと

なり、困難になっています。特に貧困者や低所得者

へのサービスは政府や後援者の補助を得なければ困

難になっています。

　一方、ロースクール自体は、近年の要求に応えて

提供するサービスを増加させ、クリニカル・エデュ

ケーション、キャリア・サービス、学問的支援、弁

護士への準備などを強化しており、それらはコスト

の増加要因となっています。

_J.D（法学博士）プログラムの
認定上の問題

　アメリカでは、ABA のロースクール認定基準（the 
ABA Standard for Approval of Law Schools）に基づ

きロースクールにおける弁護士のトレーニングのた

めの法律教育プログラムが提供されています。この

認定基準がロースクールの実際の活動にどの程度の

影響を与えているかについては見方の違いもあるよ

うですが、報告は認定基準がロ－・スクールのイノ

ベーションや実験及びコスト削減を抑制していると

指摘しています。

　また ABA の基準が促進すべきものは“法律教育の

品質”であるとされていますが、この概念は抽象的

であり、その進歩や成果に関する客観的な計測基準

はないために、具体的なゴール、コストに対する利

益の評価、あるいは市場の考え方と結びついていな

いことが指摘され、その結果、D.J. 教育のコスト増

加につながっていることが指摘されています。

_法律サービスと経済的環境の変化

　法律サービスに関係する経済の変動は、雇用の減

少、とりわけ大事務所への新たな弁護士の雇用や、

政府の実務に関わる弁護士の利用の減少という形で

伝統的なリーガルサービスに影響を及ぼしています。

また生産性向上のための契約弁護士の利用とテクノ

ロジー依存はロースクール卒業性の就職機会に大き

な影響を及ぼしています。さらにリーガルサービス

のユーザーによる価格への敏感な対応はサービス提

供の価格競争とイノベーションをもたらし、プロ

フェッションはクライアントからの「あつらえ」型

の代理から、商品化されたリーガルサービス（たと

えば Legal Zoom）へのシフトを経験しているとされ

ます。

　弁護士のサービスのコストが比較的高額なことは、

J.D. の資格を持たない人による低額のサービスの活

用（及び活用の提案）を促進し、ビジネスでは認定

された弁護士以外の人々の活用、たとえばコンプラ

イアンスやヒューマン・リソースの分野での活用が

進んでいます。

_ロースクールの目的に対する
認識の不一致

　報告は、弁護士のトレーニングというロースクー

ルの目的が何を意味するかについては、コンセンサ

スはないとしています。すなわち、弁護士は単に（あ

るいは主として）一定の技術やスキルを要する技術

的サービスの提供者であるとみるのか、あるいは広

範な問題を解決する者であり、社会的リーダーであ

るのか、という対立があります。ロースクールのプ

ログラムは後者の見地から学問的に方向づけられ、

主としてフルタイムの専門教員により教授されてき

ました。これによりロースクールは消費者の需要と

ビジネス上の競争に対してそのプログラムや活動を

適合させる圧力から逃避してきました。しかしなが

ら今日の市場圧力は現在の法律学の教授陣や経営者

が経験したことのない、ドラスチックな変革を求め

ています。

　ロースクールは教育サービスを提供するビジネス

ですが、サービスの顧客（学生）に良いサービスを

提供することと、財政的に持続できる経営を行うこ

とには緊張関係があり、これは解決不可能な対立と

さえ見られています。

_すべての関係者への改善提案

　報告書はこうした現状を改革していく提案として、

法律教育に関係するすべてのセクターに対する提言

と、個々のセクターに対する個別的提言をしていま

す。すべての関係者に対する提言の内容を大まかに

まとめると次のようなものになります。 
1　法律教育のファイナンスの再構築

　 　大学は名目的な授業料のレートをアナウンスし、
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しかる後に奨学金の提供や授業料のディスカウン

トをしているが、特にロースクールでは LSAT や

GPA で高得点を得た学生を求めるためにそうした

特典を置いている。こうした求めに貢献できない

学生はディスカウントの利益を受けられないばか

りか、成績のよい学生を援助するために膨大な借

り入れを負担しなければならない。ロースクール

が推進している教育のための財政メカニズムとそ

の価格付けは変革されるべきであり、法律教育に

対する公的な信頼はその変革にかかっている。

2　ロースクール間の異質性の増進

　 　ABA に認定されたロースクールは長い間同一性

の高いものであった。いくつかのロースクールは

近年異質性を増しており、例えば基礎的な教育の

枠組みに特定の法分野の組織的な重視をとりいれ

ている。他に法律教育の機会の得られない人々に

機会を提供し、弁論その他の実務スキルの開発を

重視し、あるいはキャンパスの支部や集合を通じ

た総合的システムの開発をはかっている、こうし

た異質化と実験的試みを精力的に促進すべきであ

る。

　 　多様性を育てるカルチュアはプログラムやサー

ビスのイノベーションを促進し、学生にとって教

育上の選択を増し、ステイタスの競争を減らし、

変化する市場や他の外的条件に対応する援助を提

供する。

3　法律関係教育を提供するプログラムの異質性の増進

　 　今日のアメリカの法律教育は単一の学位、すな

わち J.D. を認定するプログラムとして作られてお

り、一般に 7 年間の高等教育を求める、費用のか

かるものである。プロフェッショナルなジェネラ

リストのニーズは今後もあるだろうし、そうある

べきであるが、また将来においては

a　 弁護士の監督なしに限られた法律関係サービ

スを提供する人々

b　 そうしたサービスを提供する能力を持つ人々

に資格を与えるシステム

c　 そうした限定的サービスを提供する人々をト

レーニングするための教育プログラム

　が必要になっている。

4　�ロースクールとそのプログラムに対する法律関係

教育の価値を学生に提供する

　 　公的利益を重視する法律教育は、その質を追求

することを重視してきたが、それはまたコスト増

加の大きな要因となってきた。この傾向は学生一

人当たりのコストを高い品質の指標とするロース

クールのランキングにより更に強められてきた。

他方、消費者の視点の強化は価格の下落を促した

が、価格低下の圧力は学生自身の成果と法律教育

システムの長期的な持続可能性と成功に影響する

ものであった。

　 　ロースクールがその価値と教育により細心の注

意を払うことは、持続可能性を高め、品質と価格

双方への正当な関心に応えるだけでなく、学問と

ビジネス、及び教授陣と運営の間の広範なギャッ

プに橋渡しをすることになる。各ロースクールは、

提供できると考える独自の価値を評価し、その共

有と提供を行うべきである。　

5.　�ロースクールは法関係サービスを提供する人々

への教育のために存在する

　 　卒業生が法関係サービスにおいて一連の能力を

持つことはどのようなプログラムにとっても不可

欠の成果である。教育プログラムを通じてどのよ

うな能力を授けるかは学校が決めることであるが、

（a）ロースクールに通う学生のほとんどは法の実

務を求めていること、（b）雇用者が求める能力や

長期的成功を保障すると考えられている教育を提

供すること、（c）それぞれの学校のミッションと

強み、を考慮すべきである。

　 　卒業生に能力をつけさせることはロースクール

だけでなく、弁護士会、法律事務所及びリーガル・

プロフェッション全体の責務である。こうした人々

や組織は、学生が提供されるべき能力を知ること

を助け、その重要性を継続的に評価するとともに

教育を提供し、スキルと能力を発揮するための機

会を提供し、学生に弁護士のカルチュアと価値を

教え、弁護士としてやっていくうえで不可欠であ

る。

6.　�ロースクールと法律関係プログラムのイノベー

ションの推進

　 　法律教育にはイノベーションが必要であり、そ

の多くは途上にある。“イノベーション”という概

念は柔軟なものであるが、その根底に必要とされ、

求められるべきは

a　 ロースクールと、法律教育を提供する他の機

関における実験と、リスクを取ることについ

てのより強い意思 
b　 法律教育にある他の参加者による、実験とリ

スク受容への支援

　である。
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　 　インセンティブ、資源および激励はイノベーショ

ンの強力な支援であり、これらはシステムのなか

の多くの参加者によりなされることができる。

　 　ABA の法律教育セクションは、実験やリスクを

取ることを抑制している基準を修正・廃止するこ

とにより、イノベーションを支援することができ

る。

7　教授陣のカルチュアと仕事の構造的変化

　ロースクールにおける一般的な教授陣のカルチュ

アと構成は、ロースクールのモデルを主として学問

的営為をなし、公益を提供するものとしている。し

かしながら他のモデルを選択しようとするロース

クールにとっては、それを支えるために教授陣のカ

ルチュアとその役割を変えなければならない。こう

した変革は、成果への責任、内部的・外部的サービス、

学問研究への責任、キャリアへの期待、報酬の在り方、

“教授陣”というカテゴリーの範囲及びその内部の区

分その他多くの要素にかかわっている。

　大学は、ロースクールが変化する法律教育の環境

に対応した選択をすることを支えるべきである。

8　�リーガルサービスの可動性と多様性を支える規制

と資格付与

　 　法律教育の多くの部分は、州において実務を認

められる弁護士を育てることに向けられており、

州における弁護士の規制と資格付与の改善は、法

律教育の改善を促進あるいは可能にする。例えば

州最高裁、州弁護士会及び弁護士の資格付与機関

は、次のような工夫により標準よりも少ない時間

で資格を付与する道を設けることができる。

（a） 合同学位（joint degree）を持つ卒業生の申

請者は、ロースクールで標準的に求められ

るトレーニングよりも少ない時間で申請を

認められる。

（b） ロースクールにおける 2 年間の単位取得に

加え、ロースクールの内部で、あるいは外

部で、周到に準備された、1 年間のスキル

ベースの実務経験のある申請者を認める。

　 　ロースクールと法律教育サービスの提供者は、

公的・私的利益を促進する統合的システムを発展

させるために、法律サービスの規制者と協働して

いかなければなららない。

9　改革・改善の過程の組織化

　 　今日の状況をもたらした圧力や要素の多くは永

続的な、もしくは回帰的なものであり、法律教育

はこうした要素に対して組織的・継続的に対応し

なければならない。

　 　先ず、弁護士の教育を公的利益と考えるか、私

的利益と考えるかという基本的な緊張関係が構造

的なものとしてあるが、それは常に調整されてい

かなければならない。その他のストレス、困難及

び変革を要する事柄としては、ロースクールの財

政、リーガルサービスの市場における急激な進展、

資格付与基準の機能と価値、法律教育における、

ロースクール以外の関係者の役割、法律教育の役

割と人々との間のコミュニケーションを促進する

上でのメディアの役割がある。

_個々の当事者への提言

　タスク・フォース報告はまた法律教育に関係する

各当事者に対して個別的な提言をおこなっており、

その内容は次のようなものになっています。

ABA（アメリカ法曹協会）に対して

　 　ロースクールにおける価格と財政の検証と改革

のためのタスク・フォースの立ち上げ。改善のプ

ロセスの組織化。法律教育のシステム改善に関す

る情報を集めるシステムの確立。入学準備の助言

者（prelaw-advisor）のトレーニングと継続的プロ

グラムの確立

ABA 法律教育・弁護士資格認定セクションに対して

　 　ロースクールは質の高い教育に貢献すべきであ

るという目的に貢献することなく J.D. 教育の付与

のためのコストを上昇させている基準、その解釈

及びルールの改訂。イノベーションを促進するた

めの、異質性に関する手続きの改訂及び適切な評

価。学生となることが予定される人々に対して、

これまでなされたものに加え、消費者情報を提供

すること。J.D. プログラム以外の法律教育プログ

ラムの認定基準を定めること

州最高裁、州弁護士会及び弁護士の実務に関する規

則の制定者に対して

　 　弁護士試験の受験あるいは実務を行うことを許

可されるために求められる法律の学習量を減らす

ための提案とその評価、在学生の学習量の削減。

J.D. を持つ弁護士以外の限定されたリーガルサー

ビスを行う者への適切な教育、トレーニング及び

監督を通じたライセンスシステムの確立など。弁

護士実務の全米の統一基準を設けること。弁護士

試験における学理科目を減らし、スキルのテスト

を増加すること。弁護士実務の資格付与のために

ABA のロースクール認定基準で求められる以上の
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要求を課すことを避けること

大学及び他の高等教育機関に対して

　 　限定的なリーガルサービスを行うための、弁護

士以外の者をトレーニングするプログラムの開発

ロースクールに対して

　 　J.D. 教育のコスト削減プランの開発・実施及び

継続的な評価。教授陣の学問的活動への財源の投

入を管理するプランの開発、実施及びその成功度

の継続的評価。ロースクールが提供できる価値に

関する報告の作成・提供。卒業生の職業的な成功

を促進するプランの作成。学生のための包括的な

経済的カウンセリングのプログラムの作成評価

　報告はこのほか教授メンバー、法律教育に関する

情報提供者に対しても、タスクフォースの一般的提

言に沿った対応を行うことを求めています。

_プロフェッションの主導による改革提言

　ABA タスクフォースの法律教育改革の提言は、ア

メリカの高等教育全般に対する批判の中で作られた

ものであり、提言の中身としても学生の経済的負担

の軽減を特に重視したものになっていますが、法律

教育改善の責任はロースクールだけにあるものでは

なく、ABA 自身、州最高裁・州弁護士会などの関係

機関の責任も大きいものであることを指摘し、学生

の経済的負担軽減だけでなく、ロースクールの多様

性と、これに支えられた弁護士の多様性の育成の必

要、弁護士以外の限定的リーガルサービス提供者の

育成など、イギリスなど他の英米法諸国とも共通す

る提言がなされています。

　リーガルプロフェッションの在り方に対して向け

られている挑戦がこれまでにないものであるとする

視点から、法律教育についてもこうした挑戦に応え

られる包括的な対応の必要を指摘している点でこの

報告は日本の法律教育に対しても示唆に富むものと

思われます。

（大石哲夫）

【参考文献】

American Bar Association Task Force on the Future of Legal 
Education, Report and Recommendations（January 2014）
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇	　アメリカ大統領選の結果は大方の予想を覆すものでしたが、アメリカが直面している深刻な格
差社会の現実を示すものでした。1%の国民に国内の富の 20%が集中しているという社会の在
り方が、問題の根源の一つではないでしょうか。

◇	　憲法審査会が再開されました。審査会の議論のなかには立憲主義や国民主権を覆えそうとする
ものも見えます。改正を主張する意見には、現行憲法では何が、どのように国民生活にとって不
都合なのかについて、説得力のある、丁寧な説明を求めたいと思います。

◇	　天皇の生前退位に関して、政府は特例法を構想し、識者の意見を求めています。言うまでもな
いことですが、これは憲法に関わる極めて難しい問題であることを忘れてはならないでしょう。

◇	　法務省が11月 11日に公表した犯罪白書によると、児童虐待の検挙件数は前年より92人多
い 811人で、白書に統計のある 1999年以降で最多となりました。自分では身を守るすべの
ない子どもへの肉体的・精神的暴力は何とも痛ましく、予防のための一層の対策が必要です。司
法関与の仕組みによって救える子どもがいることも指摘されています。

◇	　広告大手の電通に勤務していた女性新入社員が昨年末に自殺したのは長時間の加重労働が原因
だったとして労災が認められました。電通では1991年に入社 2年目の男性社員が、長時間労
働が原因で自殺し、遺族の起こした裁判で最高裁は会社側の責任を認めています。今回の事態を
受けて、東京労働局は労働基準法違反の疑いで強制捜査にはいっていますが、日本の最大手の広
告会社が「ブラック」であったとは、言葉もありません。

◇	　今年の司法試験の合格率は 22.95%でしたが、法科大学院修了者は 1,348 人が合格し、合
格率は 20.68%であったのに対し、法科大学院を経ずに受験資格を得た予備試験通過者は過去
最多の 235人で、合格率は 61.52％でした。最大 74校あった法科大学院は、合格率の低さ
などから32校が廃止か募集停止を公表しています。日本の専門的法律教育の在り方は根本的な
改善を迫られています。

◇	　法テラスの業務開始から10年が経ちました。この10年で司法アクセスがなし得たもの、果
たせなかったものをふりかえり、次の10年の課題としてゆきたいと思います。

◇	　「法テラスの10年	―司法アクセスの歴史と展望―」が、多くの関係者に読まれることを願っ
ております。

◇	　司法アクセス推進協会へのお問合せやご意見は、shihouaccess.suishin@gmail.com にお寄せく
ださい。
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　司法アクセス推進協会では、法テラスの業務開始 10 周年に際して、「法テラスの 10 年 ―司法アクセスの歴史と

展望―」と題する書籍を出版しました。

　日本では、民事法律扶助事業は 1952 年に日本弁護士連合会が設立した財団法人法律扶助協会によって運営さ

れ、国（法務省）が事業費に補助金を交付する形で長年にわたり運営されてきましたが、2000 年に成立した民事

法律扶助法により協会は指定法人となり、約 6 年間にわたり活動を続けたのち、2004 年の総合法律支援法により、

2006 年に設立された日本司法支援センター（法テラス）に業務を移管しました。法テラスはこの民事法律扶助事

業を法律扶助協会から引き継ぎ、刑事国選弁護関連の業務を裁判所から引き継ぐとともに被疑者国選弁護の業務

を開始し、更に新たに情報提供業務と犯罪被害者支援、過疎地での法律サービスの提供を行う、独立行政法人通

則法の適用を受ける法人として事業を行ってきました。法テラスは常勤弁護士を軸とする司法過疎地でのサービ

ス提供や東日本大震災被災者への支援、高齢者・障害者に対する支援など、多岐にわたる公的法律サービスに取

り組んでいます。

　法律扶助協会の下での 50 年以上にわたる事業と、法テラスの下での 10 年にわたる事業の歴史はそのまま日本

の司法アクセスの歴史です。本書はその軌跡をたどることにより、日本における公的法律支援の事業が到達した

地平と残された課題、新たに生まれた課題を探る試みとして製作されました。

　本書が司法アクセスにかかわる多くの方々に今後のヒントを提供できることを願っております。

　「法テラスの 10 年 ―司法アクセスの歴史と展望―」は、A5 判 268 頁、定価 2500 円＋税で、販売されています。

またアマゾンその他のネット書店でも注文できます。

　出版社に直接注文する場合は、下記へ。

 〒 100-0013　東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館地下 1 階

 弁護士会ブックセンター出版部 LABO　ファクス 03-5512-1085
  電話 03-5157-5227 

（推薦のことば）　　法テラス元理事長　寺井 一弘 氏（弁護士）

　明治以来の大改革といわれた今次の司法制度改革が産み落とした「法テラス」。本書は、我が国の法律

扶助の歴史と国際的動向を踏まえながら、この 10 年の「法テラス」の軌跡を総括し、アクセス・トゥ・ジャ

スティスの理想の実現を目指す「法テラス」の課題と展望を鋭く提起している。本書の執筆者は、我が

国の法律扶助を長年にわたって支え、今日の法律扶助の礎を築いてきた方々である。「法テラス」は何処

から生まれ、何を築き上げたのか。その設立理念の実現に向けた今後の課題は何か、法務省、弁護士会

はどのような役割を果たしてきたのかなどを根底から問いかけている本書は、「法テラス」の関係者はも

とより、司法アクセスに関わるすべての者の必読書である。

（目次）　

 第 1 章　司法アクセスの歴史と現状

 第 2 章　法律扶助協会の歴史とその成果

 第３章　法テラスの 10 年

 第 4 章　法テラスの抱える課題

 第 5 章　司法アクセスの将来

「法テラスの 10 年 ―司法アクセスの歴史と展望― 」を出版


