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第3
1

調査・証拠収集 919）

調査・証拠収集の意義

（1）総論
ア

調査・証拠収集の対象

弁護士は「当事者その他関係人」の依頼を受けて法律事務を行う者であ
り（弁護士法 3 条 1 項）、当該「当事者その他関係人」は弁護士にとって「他
人」である。よって、弁護士の業務は「他人」が体験し関係する「事実」
に「法」
（ないし「法律」）を適用して一定の解決を図ることを内容とする。
（ア）「事実」と「証拠」
当該法律事務処理の過程で、「事実」の有無に争いがない場合は良いが、
争いが生じた場合は「証拠」でこれを認定する必要が生ずる。「証拠」に
基づかない「事実」の主張をしても、訴訟手続や相手方との交渉において
は、当該「事実」を前提とした処理は困難となることから、
「証拠」の収
集が必要となる。
（イ）「法」と「証拠」
他方、
「法」の意義は多義的である 920）が、一般には「社会生活を規律す
る準則としての社会規範の一種 921）」などとされる。
「法」の中でも「法令」
とは、憲法や法律、条約、命令などの総称 922）とされるが、
「法律」を取っ
919）調査・証拠収集については、佐藤正巳「調査・証拠収集の基本技術」名古屋ロ
イヤリング研究会編・前掲注 1）101 頁以下。事実認定に関する主な参考文献に
ついては加藤新太郎編『民事事実認定と立証活動 第Ⅰ巻』（判例タイムズ社、
2009）58 頁以下参照。
なお、本稿で調査・証拠収集につき検討するにあたっては、2021 年 1 月開催の
日弁連法科大学院センターローヤリング研究会（竹内淳弁護士・亀井尚也弁護士・
宮城哲弁護士・宇加治恭子弁護士・廣澤努弁護士・内村涼子弁護士・井上壮太郎
弁護士・青野博晃弁護士）での発表や意見も参考にさせていただいた。
証拠「収集」ではなく「採集」という考え方もある。山浦善樹「民事訴訟にお
ける証拠採集」東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会編『民事訴訟代理人の実
務Ⅲ』（青林書院、2012）が、新堂幸司教授が名付けられた「証拠採取」の用語に、
加藤新太郎教授が「昆虫採取」のように証拠を積極的に採ってくるアイディアを
付加されたのは興味深い。
920）佐藤幸治ほか編『コンサイス法律学用語辞典』（三省堂、2003）1456 頁は、
「法」
の定義には「広義から狭義まで、さまざまな意味があ」り「社会規範の一種として、
道徳その他の規範から区別しようとするアプローチからは、外面性説・命令説等
の立場があり」
「規範概念自体を問題にする立場や、定義することの意味に疑問
を提起する立場もある」とする。
921）法令用語研究会『法律用語辞典』（有斐閣、第 4 版、2012）1031 頁。
922）田髙寛貴＝原田昌和＝秋山靖浩『リーガル・リサーチ & リポート』（有斐閣、
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てみても、現在の日本には多数の法律があり 923）、改正も少なくなく、当該
事案に適用されるべき「法律」は何かということを確定するにも、一定の
調査が必要な場合がある。
（ウ）弁護士実務に必要な調査の対象
以上のとおり、弁護士実務に必要となる技能としての「調査」には①事
実の調査、②法 924）の調査及び③①②を裏付ける証拠の有無の調査がある
ことが分かる。
しかし、③の証拠を調査する過程は、結局は事実自体や法律自体を調査
する過程とオーバーラップする部分が多い。とすれば、ローヤリングのポ
イントとしては（A）
「証拠で裏付けることができる事実」の調査（B）
「証
拠で裏付けることができる法」の調査 925）及び（C）①②の証拠の確認ない
第 2 版、2019）186 頁。いしかわまりこ＝藤井康子＝村井のり子『リーガル・リサー
チ』（日本評論社、第 5 版、2016）50 頁は、これ以外に政令・府令・省令・勅令、
行政機関の委員会・衆議院・参議院・最高裁判所が定める規則、条例等を挙げる。
この点、法制執務研究会『新訂 ワークブック法制執務』
（ぎょうせい、第 2 版、
2020）1 頁は法令から条約を除外する。しかし、今日の日本の弁護士実務では条
約が「法」として適用される場面もあり得る。ウィーン売買条約（国際物品売買
契約に関する国連条約（United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods: CISG））第 6 条（売買契約への自動適用）参照。
923）総務省行政管理局行政情報システム企画課提供の e-gov.go.jp は「法律」を「日
本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、『法律』として制定される法」
と定義し、その数を 2,052 とする。毎年 100 以上の法律が国会で成立するが、こ
の程度の数に収まっているのは制定される法律の多くが「〇〇法の一部を改正す
る法律」であり、これらは、いわゆる「改め文」の「溶け込み方式」で元の法律
に溶け込み消えてしまうことによることにつき法制執務用語研究会『条文の読み
方』（有斐閣、2012）2 〜 3 頁参照。
924）一般には法律は「日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て制定され
る国法の形式」
（法令用語研究会『法律用語辞典』
（有斐閣、第 4 版、2012 年）
1052 頁）、
「国会が制定する法規範」
（芦部信喜（高橋和之補訂）
『憲法』
（岩波書店、
第 7 版、305 頁）などと定義される。
しかし、弁護士が「法律事務」を遂行する上で利用する「法」は、
このような「狭
義の法」（法律）に限られず、条例や判例、外国法なども含まれる。
民事訴訟法では、外国法・条例等が証明対象となるかにつき論じられる（中野
貞一郎＝松浦馨＝鈴木正裕編『新民事訴訟法講義』
（有斐閣、第 3 版、2018）311
頁［春日偉知郎］
、新堂・前掲注 723）583 頁、藤田広美『講義 民事訴訟』（東
京大学出版会、第 2 版、2011）254 頁、伊藤眞『民事訴訟法』（有斐閣、第 7 版、
2020）357 頁など参照）
。そして、民事訴訟法 55 条 1 項が弁護士代理の原則を規
定している以上、弁護士の職務にはこのような外国法や条令を含む広い意味での
「法」を調査し、その存在を立証し、その適用結果を主張する業務が含まれる。
このように「法」を広くとらえれば、それが存在する旨の証拠、更に外国法につ
いてはその読み方についての証拠なども探す必要が出てくるので、
「法は六法を
見ればわかる」という単純なものではなくリーガルリサーチ（法情報調査）の重
要性が明らかである。
925）司法研修所「民事弁護における立証活動」（日本弁護士連合会、7 訂増補版、
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し証拠化 926）が次にポイントとなるという形で整理できよう。
イ

調査・証拠収集の意義

（ア）「事実」の調査・証拠収集の意義
a

調査・証拠収集と事実認定
―

弁護士は、どのような方針で事実を調査し、どのような証拠を
集めればよいか。

では、弁護士はどのような事実を調査し、どのような証拠を集めればよ
いか。そもそも、弁護士は調査・証拠収集を何のために、何を目指して行
うのか。
弁護士が、事実の調査や証拠収集を行う場合、それは、究極的には民事
訴訟で裁判官に自己の主張事実を認定させる説得活動に用いるために、こ
れを行うことが多い。
全事件が訴訟に至るわけではなく交渉・ADR で解決する場合もある。
しかし、ADR や交渉と民事訴訟の関係における「正義の総合システム」
論 927）を前提とすれば、ADR や交渉においても常に弁護士は「訴訟になっ
たらどうなるか」「訴訟ではどの事実がどの証拠でどのように認定される
か」という（Robert H.Mnookin and Lewis Kornhauser の「法の影のもとの
交渉 928）」に比して言えば）、
「『裁判手続での事実認定』の影のもと」で交渉・
2019）5 頁は「民事訴訟における立証課題」を①法規②経験則③事実の 3 つに整
理するが、②（経験則）は「事実の認定に当たって裁判官が準拠すべき知識ない
し法則であり、その意味では事実そのものではなく、三段論法における一般法則
の部類に属する」とし、最判昭和 36 年 4 月 28 日民集 15 巻 4 号 1115 頁［53］も「一
般人の常識となっている経験則については鑑定等による証明を要しない」とする。
926）
「証拠化」は刑事実務でよく使われる用語であり、調査（弁護人）
・捜査（捜査
機関）した内容を文書や写真の形で残すことをいう（大阪弁護側立証研究会編『実
践！弁護側立証』（成文堂、2017）5 頁、荒木和男＝合田勝義＝庭山英雄『はじめ
ての刑事弁護 Q&A』
（青林書院、2013）29 頁各参照）。司法研修所編『刑事弁護
実務』（日本弁護士連合会、2017）74 〜 75 頁も、「証拠化」との用語こそ用いな
いものの、接見メモ・供述書・供述録取書等を作成すべきとする。刑訴法では伝
聞証拠（320 条）となるが、伝聞証拠禁止の原則がない（証明力の問題となる）
民事訴訟では特に一定の意義が認められる。
927）小島・前掲注 597）360 頁。なお、本稿（6）ADR・裁判外紛争解決（名法 288
号 103 頁（2020））図 3-1「小島武司『正義の総合システム』」参照。
928）Robert H.Mnookin & Lewis Kornhauser, Bargaining in the Shadow of the Law: The
Case of Divorece, 88 THE YALE LAW JOURNAL 950（1999）. 同 968 頁は「離婚す
る両親は、財産分与や親権について他と何の関りも持たずに根拠もなく交渉して
いるのではない。彼らは法の影のもとで交渉しているのである。 養育費、育児給
付、夫婦の財産や親権に関する法的な諸規範が、夫婦それぞれに対し、もしこの
事件が法廷に行くことになったら何を得られることになるかということに基づく
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ADR 手続を進めている。
とすれば、弁護士の事実調査・証拠収集は、まずは民事訴訟での事実認
定を念頭に行うべきである。「民事訴訟（判決）で正当な事実認定や法的
評価を受けるためにこそ証拠収集や調査を行っている」という点を忘れて
弁護士の証拠収集や調査を論ずることは海図なく航海に出るようなもので
あろう。
（a）民事訴訟における事実認定論とローヤリングにおける事実調査・証
拠収集
Ⅰ . 民事訴訟における事実認定論
以上の観点から、民事訴訟における事実認定論を概観すれば、①大前提
として民事訴訟では職権証拠調べが原則禁止されている 929）中、②事実認
定の対象は、基本的には争点、すなわち争いのある主要事実（法律要件に
該当する具体的事実 930））であり 931）、③直接証拠（主要事実を直接証明す
る 932）証拠）があり成立の真正 933）と信用性が認められれば 934）、
当該主要事実
主張を可能としている」とする（太字は榎本）」。「法の影のもとの交渉」につい
ては、内田貴『契約の時代』（岩波書店、2000）94・102 頁参照。
929）司法研修所『民事訴訟における事実認定』（法曹会、2007）15 頁。だからこそ、
当事者（弁護士）の積極的証拠収集と訴訟への提出に大きな役割がある。
930）司法研修所「増補 民事訴訟における要件事実 第 1 巻」（1986）3 頁。
931）司法研修所・前掲注 925）6 頁。争いがなければ自白が成立し、証拠による事
実認定の必要がない（民事訴訟法 179 条による自白の証明不要効）。
932）司法研修所・前掲注 925）10 頁。他方、菊井維大＝村松俊夫原著、秋山幹男ほ
か著「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ」（日本評論社、第 2 版、2019）7 頁のように
直接証拠は「主要事実の存『否』を証明する証拠」と定義される場合もある。伊藤・
前掲注 924）353 頁は「ある資料が直接に主要事実に関する判断資料となる場合」
を直接証拠と呼び、当該資料が認定を否定する方向に働く証拠も直接証拠の範疇
に含める。
933）具体的には、成立に争いがない場合と挙証者が成立の立証に成功した場合とが
ある。後者では署名押印のある私文書に関する「二段の推定」の理論が重要であ
る（民事訴訟法 326 条（現在の 228 条 4 項）
、最判昭和 39 年 5 月 12 日民集 18 巻
4 号 597 頁参照）が、2020 年コロナ禍以降の「脱印鑑」「脱はんこ」の流れ（2020
年 7 月 8 日付「『書面、押印、対面』を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見
直しに向けた共同宣言」参照）の中、その位置づけは今後変化してゆくものと思
われる。
934）とりわけ、契約書・遺言書等の処分証書が存在する場合、①成立に争いのない
場合や②成立立証成功の場合、特段の事情がない限り、一応、記載通りの事実が
認められる（最判昭和 32 年 10 月 31 日民集 11 巻 10 号 1779 頁参照）。他方、直
接証拠が証言しかない場合、当事者双方から主要事実をめぐる一定の物語性を
持った主張（ストーリー・スジ（注 979 参照））がされ、これを具体的に把握し
当該主要事実の存否認定を行うのがオーソドックスな事実認定の手法とされ（司
法研修所『事例で考える事実認定』
（法曹会、2014）9 頁）、そこでは、証拠上明
らかな事実（動かし難い事実）と証言内容とを対比し、一致・矛盾点を検討する
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の存在を認定することができ（司法研修所『10 訂

民事判決起案の手引き』

（法曹会、補訂版、2020）79 頁が「要証事実である主要事実」「を認める
に足りる直接証拠があるときは、その直接証拠のみを挙げて端的に事実を
認定する」と記載するのはこの趣旨である）、④直接証拠がない場合
は 935）、
（ア）間接証拠（間接事実の存在を推認させる証拠 936））から間接事実
（直接事実の存在を推認させる事実 937））の存在を認定し、それに経験則 938）
を適用して、主要事実の存在を認定したり 939）、（イ）証拠力の高い報告文
書によって主要事実の存在を認定したり 940）、（ウ）間接事実の積み上げに
よって主要事実の存在を推認したり 941）する方法等によって事実認定が行
われる。これら全体については、裁判官の自由な心証によって事実につい
ての主張を真実と認めるべきか否かを判断する自由心証主義（民訴法 247
条）が妥当するが、伝聞証拠・違法収集証拠の取扱いに関する問題 942）等
（同 44 頁。司法研修所・前掲注 929）25 頁以下参照）
。裁判官が証拠を見るとき
には、①「鳥の目」
（証拠の細かな部分に拘泥せず全体構造を大きくとらえる見方）
と「虫の目」（証拠の細かな部分を丁寧に検討する見方）を意識して上手く使い
分け（同 16 頁）、②時系列表を作ったり、③図式化したり、④物語方式で全体の
流れをつかむ等の方法による「全体像の把握」が重要とされる（司法研修所・前
掲注 925）37 〜 41 頁）。時系列表・図式化の例として上掲『事例で考える事実認定』
17・18 頁参照。
935）間接証拠等を検討する場合が、本当に直接証拠がない場合に限られるのかにつ
いては問題があり得る。土屋文昭＝林道晴編『ステップアップ 民事事実認定』
［矢
尾和子］
（有斐閣、2010）40 頁は、本文のような考え方を「直接証拠中心主義」
と呼び、これに対する考え方として「主要事実の認定は間接事実による推認によ
るべきである」とする「間接事実中心主義」（吉川愼一「事実認定の構造と訴訟
運営」自正 50 巻 9 号 62 頁以下（1999）、村田渉「推認による事実認定例と問題点」
判タ 1213 号 42 頁（2006））と対比して検討する。
936）間接証拠の中には（間接事実のみならず）補助事実を立証する証拠も含めて考
えられることがある（伊藤・前掲注 924）353 頁）。
937）ここでも直接証拠での議論（注 932）と同様に、直接事実の存在を否定する方
向の事実も間接事実と言ってよいかという問題がある（伊藤・前掲注 924）363
頁は、ここでも「否定」する方向の事実を排斥しない書きぶりである）。
938）経験則については、司法研修所・前掲注 925）28 頁以下のほか、後藤勇『民事
裁判における経験則―その実証的研究』
（判例タイムズ社、1994）、同『続・民事
裁判における経験則―その実証的研究』（判例タイムズ社、2003）各参照。
939）司法研修所・前掲注 925）13 頁、最判昭和 43 年 2 月 1 日判時 514 号 54 頁参照。
940）司法研修所・前掲注 925）25 頁参照。
941）注 939）参照。
942）刑訴法 320 条により刑事訴訟手続上は証拠能力が原則として否定される伝聞証
拠や一定の要件のもと証拠能力が否定される違法収集証拠（最判昭和 53 年 9 月 7
日刑集 32 巻 6 号 1672 頁）も、民事訴訟手続上は証拠能力は否定されず自由心証
主義の問題と理解されてきたが、近時は伊藤・前掲注 924）374 頁以下のように
国民が民事訴訟に期待する公正さを損ない裁判所が違法行為を是認するとの誤解
を与えかねないことを強調し、違法収集証拠については「原則としてその証拠能
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の例外・限界がある。
Ⅱ . ローヤリングにおける事実調査・証拠収集
（ⅰ）民事訴訟の事実認定論から敷衍される基本的方針
以上の民事訴訟における事実認定論を敷衍すれば、判決での事実認定に
資することを目指して弁護士が事実調査・証拠収集しようとする場合、基
本的方針は以下のとおりとなる。
すなわち、民事訴訟での事実認定は基本的に 943）主要事実の存否の立証
に向けて行われるから、これを立証するための証拠収集の手順としては、
①導きたい法律効果に「あたり」をつけ、②それを導く法律の条文からそ
の要件事実を確定し（法律要件分類説）、③当該要件事実（= 主要事実 944））
を立証する直接証拠を探し、それもできれば処分証書、難しければ信用性
の高い報告文書、それがなければ間接証拠を探索するという方針になる。
（ⅱ）問題点（民事訴訟と弁護士実務（ローヤリング）における事実認
定の意味の違い）
―主要事実以外の「紛争解決に役立つ事実」の重要性
民事訴訟の事実認定に向けての事実調査・証拠収集の基本的方針として
はそれでよいだろう。しかし、弁護士の活動は訴訟活動に止まらない。
ADR や交渉での紛争解決も踏まえた場合、「（要件事実（主要事実）では
ないが）紛争解決のために役立つ事実」というものが、要件事実や主要事
実、間接事実や補助事実とは別にあるのではないか 945）。更に言えば、上記
力を否定すべき」との見解が有力である。
943）もちろん間接事実・補助事実の立証にも証拠収集は必要であるが、その重要性
からすれば主要事実立証のための証拠（直接証拠）こそをまず探索すべきである。
944）争いがあるが、実務的には要件事実と主要事実は同義と考えられている（司
法研修所・前掲注 930）3 頁）。
945）佐藤・前掲注 919）107 頁は「解決手段の選択や交渉等において利害得失を考
量するために検討されるべき事実に関する証拠」の一例として「交渉のテコとな
る相手方の財産状況・支払能力に関する証拠」を挙げ、他方、
「当事者の主張や
基本証拠・類型的証拠である書証からはわからなかった『事件の顔』のようなも
のを浮かび上がらせる証拠」を指摘する点が興味深い。
なお、これらの事実は主要事実や間接事実とは「別の」事実ではあるが、具体
的には特定の間接事実とこの「紛争解決に役立つ事実」が重なり合う、というこ
とはあり得る（相手に資力がない事実が、たまたま何かの主要事実の間接事実で
もある場合など）。その場合は、裁判所には、このような主要事実を認定する過
程で必要な事実の中に、たまたま「紛争解決に役立つ事実」も紛れ込んでいたと
いうことになる。弁護士としては、そこに止まらず、主要事実の認定には不要で
あっても「紛争解決のために役立つ事実」があるならば、そこにスポットを当て
て事実調査と証拠収取を行うべきではないか、という点にポイントがある。
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Ⅰの要件事実が「判決で紛争を解決するために必要な事実」であるとすれ
ば、このローヤリングで必要とされる事実は、
「（上記Ⅰに加えて）裁判上・
裁判外の和解・合意で紛争を解決するために必要な事実」ということがで
きる（下記【図 4】を参照）。
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① 【例 1】「相手方の資力に関する事実」
例えば貸金訴訟で「相手方の資力がどれほどか」という事実は要件事実
ではないが、債権回収の可能性や交渉の進め方・ADR 選択等を検討する
上で重要な「紛争解決のために役立つ事実」である。
② 【例 2】「紛争発生の経緯に関する事実」
また、例えば、境界紛争で「隣同士の人がどういう経過で仲が悪くなっ
ていったか」という事実も要件事実ではない。しかし、紛争解決において
人間の感情のあり方は重要である。交渉や ADR、裁判上の和解を進める
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場合、どの点につき誤解が解け、理解が進めば交渉が進展し、ADR のテー
ブルに相手方がついてくれ、裁判上の和解が成立しやすいかということを
考えるうえで「紛争発生の経緯やきっかけ」は「紛争解決のために役立つ
重要な事実」の一つである。
③ 【例 3】「税務上、当事者に有利な事実」
交渉での選択肢開発の場面で「税負担を考えると新しい選択肢が開発さ
れることが多い」点を検討した 946）。裁判上・裁判外の和解や協議・合意に
おいて当事者双方にどのような課税関係が生じるかを検討し、そのような
課税効果を発生させるため必要な事実（税務上、当事者に有利な事実）947）
を十分に念頭に置き、それを裏付ける証拠を集めることも大切である。
④ 【例 4】「相手方の利益となる事実」
上記③とも共通するが、交渉論では「
『パイの大きさは決まっている』
と考えず、双方に利益になる点を探すのが良い」とされた 948）のをここで
も応用できる。自分自身の利益となる事実は想到しやすいが、「相手方の
利益となる事実」は、その気になって探さないと見つからない。これを十
分に意識して「相手方にも当方にも『双方に利益になる点』（上記③はそ
の典型である）」を見つけ出すことができれば、裁判上・裁判外の和解や
合意は成立しやすくなる。そこで、証拠を探す場面でもこのような「相手
方の利益となる事実」を裏付ける証拠を探すことが考えられる（その証拠
の提出のタイミングは、弁護士が依頼者とよく相談し適切な時機を捉える
ことが肝要である）。
⑤

再度の問題提起
―

弁護士は、どのような方針で事実を調査し、どのような証拠を
集めればよいか。

そして、そのような「紛争解決のために役立つ事実」も証拠に基づき認
946）本稿（5）（交渉）名法 286 号 175 頁（2020）。
947）租税法律主義（憲法 84 条）のもと、これは、課税関係法規に関する一種の「要
件事実」である。ただし、本件事件で判決を導くために必要な要件事実とは必ず
しも一致しない点に注意を要する。
948）本稿（5）
（交渉）名法 286 号 175 頁（2020）
（注 553））。債権者と債務者のゼロ・
サムゲームを、税負担を考えて支払名目を変更したり、同じ金額でも税引後の債
権者の手取りを多くする方法（例えば、慰謝料なら非課税ゆえ全額債権者の手元
に残る［所得税法 9 条 1 項 17 号及び所得税法施行令 30 条 3 号参照］）で債権者
の取り分は増え「ウィン＝ウィン」になり得る。
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定できることには意味がある。例えば、回収可能性がないことが証拠で確
定するなら「訴訟提起は時間と費用と労力の無駄」と（残念なことだが）
自信を持って判断できることになる。
このように要件事実以外に認定すべき事実を広げたとき、私たち弁護士
は何を羅針盤にどのような方針で事実を調査し、証拠を収集すればよいか。
「証拠は多ければ多いほどよい」という面もある。しかし、
インターネッ
ト時代の情報の洪水の中、紛争にあたっての証拠は格段に増えた（メール
やＳＮＳがあり、写真も沢山撮影されており、スマートフォンへの録音も
その他のデータも保存・転送が容易である）
。情報はただ多ければよいと
いうのではなく、一定の方針をもって収集・整理することに大きな価値が
見出される時代になっている。では、情報や証拠の洪水の中にある現代の
弁護士にとって、この「羅針盤」たり得るもの、弁護士実務という大海へ
船を漕ぎ出すため進行の目印たる北極星は何であるべきか。
（b）歴史学の事実認定 949）と民事訴訟の事実認定との比較
この点について、法律実務から目を転じ歴史学での事実認定と比較検討
したい。これは突飛に思われるかもしれないが、歴史学も民事訴訟 950）も
「過
去に発生した事実」を認定するという意味では共通した作業を扱う。
そもそも民事訴訟や紛争での事実認定の困難さは、神でも全能者でもな
い人間が、
「過去に発生した事実」を間違いなく正しく認定することの難
しさに帰着する。この点例えば、日本の 2・26 事件（1936 年）
、フランス
のドレフュス事件（1894 年）など一定の「事件」を歴史的に検証する場
合 951）に民事訴訟の事実認定と親近性があることはもちろんだが、そうで
ない場合も、一般的に「過去の事実を認定する」という点では歴史学も民
事訴訟も同様に困難な作業である。
歴史学において、ローヤリング（法律実務）における「証拠」にあたる
949）以下、渡辺美季「過去の痕跡をどうとらえるのか―歴史学と史料」東京大学教
養学部歴史学部会『歴史学の思考法』
（岩波書店、2020）21 〜 39 頁を参考とした。
950）刑事裁判につき最判昭 23 年 8 月 5 日刑集 2 巻 9 号 1123 頁は「元来訴訟上の証
明は、自然科学者の用いるような実験に基（づ）くいわゆる論理的証明ではなく」
「歴史的証明である。論理的証明は『真実』そのものを目標とする（の）に反し、
歴史的証明は『真実の高度な蓋然性』をもつて満足する。言いかえれば、通常人
なら誰でも疑いを差挾まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができ
たとするものである」と判示する（太字は榎本）。
951）例として、三谷博「事件史と裁判―『蛮社の獄』の場合」東京大学教養学部歴
史学部会編『史料学入門』（岩波書店、2006）109 頁以下参照。
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のは「史料」である。歴史家は「史料」から「歴史的事実」をどのように
認定するのか。
近代歴史学（実証主義歴史学）の父と称されるドイツのランケ 952）
（17951886）は「事実の厳密な記述」を重視し、人々の記録に厳正な史料批判を
加えて「根拠」とすれば、作りごとでない過去の事実を示すことができる
と考えた 953）。ここでは、19 世紀の実証主義的科学観や国民国家形成期ヨー
ロッパの時代背景が前提とされており、
「国民国家の歴史学」として国家
に関わる文書（公文書）のみがもっぱら「史料」とみなされた点などにつ
き後世には批判も加えられる 954）など、
今日まで様々な議論が為されている。
例えば日本への鉄砲伝来時期を特定しようとすること 955）は、
「〇年に日
本に鉄砲が伝来した」との事実を認定することに他ならない。このような
時期・時間の特定作業は、例えば特定の交通事故発生日時を特定・認定す
るように、法律実務上も問題となることが多い。
鉄砲伝来は、日本側史料（南浦文之「鉄炮記」）を根拠に古くから 1543（天
文 12）年とする説が普及していたが、ポルトガル人初来日を 1542 年とす
るヨーロッパ側史料（A・ガルヴァン『新旧発見記』など）に基づき 1542
年が鉄砲伝来の時期であるとする研究は古くからあり、既存の史料の新た
な解釈や関連史料の発見により、これを再評価する説 956）も現れ、他方更
なる異論 957）もあり（中島）、今なお決着を見ていないとされる 958）。また、
952）ランケの弟子（L・リース）が 1887 年明治政府のお雇い外国人として東京帝国
大学史学科教師となり近代歴史学が日本にも移植された（渡辺・前掲注 949）30
頁）。
953）ジョン・H・アーノルド（新広記訳）『歴史』（岩波書店、2003）49 頁はランケ
が「現代の歴史記述の父だとよく言われ」、その歴史哲学は「実際にはどうであっ
たか、それだけを述べよ」との一文に要約されるという。
954）E・H カー（清水幾太郎訳）
『歴史とは何か』
（岩波新書、2010）4 頁「科学と
しての歴史」「を熱心に主張する実証主義者たちは」「この事実崇拝を助長しまし
た。先ず、事実を確かめよ、然る後に、事実から汝の結論を引き出すべし、と実
証主義者たちは申しました。イギリスでは、こういう歴史観は、ロックからバー
トランド・ラッセルに至るイギリス哲学の支配的潮流である経験論の伝統と完全
に調和しました」同 5 頁「オックスフォード中辞典」に「よりますと、事実とは『推
論とは全く違う経験の所与』であると定義され」
「これは、常識的歴史観と呼ぶ
べきもの」で「歴史は、確かめられた事実の集成から成る」「魚が魚屋の店先で
手に入るように、歴史家にとっては、事実は文書や碑文などのうちで手に入れる
ことが出来る」。
955）渡辺・前掲注 949）22 〜 27 頁参照。
956）村井章介「鉄砲伝来再考」東方学会創立 50 周年記念東方学論集（1997）。
957）中島楽章「ポルトガル人日本発来航再論」（史淵 146、2009）。
958）渡辺・前掲注 949）25 頁は、高校生向けの教科書「詳説日本史 B」（山川出版社）

法政論集

290 号（2021）

115

論

説

従前は「ポルトガル人の乗った船が」種子島に漂着し、この時始めて鉄砲
が日本に伝えられたとされていたが、1980 年代以降「国家の枠組み」を
超えた「東アジア海域」全体の歴史像をとらえようとする研究視覚が育ま
れたことにより、現在は「ポルトガル人を載せた中国人倭寇の船が漂着し
た」ものとされている 959）。
このように、歴史上の事実認定では、それを見る者がどのような視点か
らこれを確認しようとするかという点により、その評価や記載内容が大き
く変わってくる 960）。イギリスの歴史家 E・H カーがいう、歴史学とは「現
在と過去との間の尽きることを知らぬ対話」であるとの言は、まさにこの
ような事態を表したものである 961）。そして、上記の倭寇の例からもわかる
ように、どのような証拠を持ってくるかによって事実認定は全く変わって
しまうことがある 962）。
インターネット時代の今日、証拠たり得る過去の情報や痕跡（メールや
ＳＮＳ、インターネットの閲覧履歴など）が爆発的に増えた。その全部を
ランケのように記述して全部出せばよいということにはならず、現在の視
点から解釈の上、これを現在知りたい観点から本当に必要なものだけを検
索して絞り込み、整理して裁判官に提示することこそ大切な時代になった
には 2006 年以降「1542 年とする説もある」と記載されるようになったという。
959）渡辺・前掲注 949）26 頁。このような、これまでとは異なる「研究視点」の生
成は、
「
『事件の顔』のようなものを浮かび上がらせる証拠」（注 945）（佐藤・前
掲注 919）107 頁））が、弁護士がその証拠から「どのような顔の事件か」を真剣
に検討する中でこそ発見されるのと類似する面がある。
960）この点を渡辺・前掲注 949）27 頁は以下のように表現する。「言うまでもない
ことだが、歴史学の営みが行われるのは現在（いま）である。現在を生きる人間が、
その時代の価値観や情勢を背景に、ある問題について関心を持ち、そこから過去
に対する問いを立てるのである」。
この「歴史学の営み」を「裁判における事実認定」と置き換えて見れば、私た
ちが裁判時点において何を知りたいか（要件事実の有無か、それ以外の紛争解決
に役立つ諸事実（相手方の資力等）か）を明確にすることで、
どのような証拠（歴
史学で言えば史料）を集め、どう解釈すべきかが変わってくることがわかる。
961）渡辺・前掲注 949）27 頁。E・H カー・前掲注 954）40 頁。なお、同書の 21 世
紀版と評されるリン・ハント『なぜ歴史を学ぶのか』
（岩波書店、2019）34 頁も
参照。
962）渡辺・前掲注 949）26 頁は「東アジア海洋史研究では、倭寇を単なる『海の荒
くれ者』」「ではなく、国境をまたぐ地域間の交流・商業を担っていたという側面
に目を向け、ポルトガル人の来日もこうした倭寇の活動と連動してとらえるよう
になった（ちなみにかのザビエルも中国人倭寇の船で来日している）
。つまり、
新たな視角による歴史像の再解釈のなかで、今まで注目されていなかった事実（=
ポルトガル人は中国人倭寇の船に乗ってきた）の重要性がクローズアップされた」
という。
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といえよう。
世界には無数の川と橋があり太古の昔から多数の人間がそれを渡って川
を越えてきたであろうが、その中で特に「紀元前 48 年にカエサルがルビ
コン川を渡った」という事実 963）が特に歴史上重要な事実として史料に基
づいて認定されているのは、ローマが共和制から帝政に移行する大きな流
れの中で、ポンペイウスらと三頭政治を行ってきたカエサルが、ガリア遠
征後に、元老院の武装解除命令に反しルビコン川を渡りイタリア半島に侵
入したことで、ポンペイウス・元老院派との内戦の火ぶたが切られ、最終
的に紀元前 46 年の天下統一への大きな分岐点としての意味があったと
「事
実認定をしようとする現代（いま）から見て」評価している（それが過去
と現在の対話である）からであり、
「無数の人が無数のタイミングで川を
渡った事実」という莫大な事実の中から当該事実を切り取るという一種の
「フレーミング（framing）: 枠づけ 964）」を行っているのに等しい。
以上のように考えると、弁護士実務でも、証拠や事実を収集するために
重要なのは、一つには目の前にある証拠や事実を客観的に見て評価するこ
とであるが、他方、事実認定をしようとする現在から考えて「何に価値が
あると考えるか」（それは要件事実（主要事実）であることもあるし、上
記「紛争解決のために役立つ事実」であることもあろう）を明確にするこ
とである。そこが明確になると初めて過去に向けて対話が始まる。「こん
な事実はないか」「こんな証拠があるのではないか」と発想を柔軟にして、
依頼者と協同作業をしてゆくことが大切である。
b

弁護士が行う「事実」調査・証拠収集の機能

以上のような方針のもと、弁護士が「事実」を調査し証拠を集めてゆく
ことには、以下のような機能がある。
（a）弁護士による事実認定機能
弁護士は、依頼者（当事者）本人が主観的に認識しているものを聴き取
る中で常に「これが訴訟になったらどうなるか」という点を意識する。そ
の結果、
客観的証拠（書証等）や他者の供述と突合したり、
依頼者（当事者）
963）木村靖二ほか編「詳説 世界史研究」（山川出版社、2017）56 頁。
964）フレーミングを再度行うリフレーミング（reframing）は、法律相談（本稿（1）
名法 282 号 108 頁（2019）、ADR（本稿（7）名法 289 号 211 頁（2021））でもテー
マとなった。
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本人の認識そのものの欠落や矛盾を指摘したり、依頼者（当事者）本人の
供述を補ってゆく（下記（b）の依頼者（当事者）本人の主張内容を豊か
にし、誤りを修正する機能も参照）ことによって、より客観的事実に近づ
くことができるから、これによって依頼者（当事者）本人や弁護士は正確
な事実認定に近づいてゆく。このように弁護士による事実の調査は客観的
な事実認定に役立つという事実認定機能を有している。
（b）依頼者（当事者）本人の主張内容を豊かにし、誤りを修正する機能
依頼者（当事者）本人は、当該事件を直接体験し直接の利害関係がある
者であるから、一般的には依頼者（当事者）本人の持つ情報は他者の情報
よりも豊かで正しいことが多いが、逆に当事者自身であるからこそ強い利
害関係のバイアスにより正しい事実認識が欠落したり、誤った思い込みに
陥ることもある。弁護士が事実を調査し、証拠を集めてゆくことによって
依頼者（当事者）本人の主張内容は、更に豊かになることもある 965）し、
依頼者（当事者）本人の誤った認識を正す必要が生ずることもあり得る。
ただし、弁護士が依頼者（当事者）本人の誤解を正面から正してゆくこと
は、依頼者（当事者）本人との面談としては緊張を孕む場面を生じさせる。
証拠の依頼者（当事者）本人への示し方の工夫や、依頼者（当事者）本人
が納得できるように証拠の意味や位置付けを分かりやすく説明することが
重要である。
（c）法律構成形成機能
弁護士による調査により事実が確定していくことによって、法律構成を
形成してゆくことができる。その意味で事実の調査には法律構成形成機能
がある。ただし、そのプロセスは、依頼者（当事者）本人が語る事実をつ
なげば自動的に法律構成が形成されるというような他動的なものではな
い 966）。弁護士は、依頼者（当事者）本人が語る事実を聴き取っていく中で、
965）例えば、客観的証拠を見て「この書類を見て思い出しましたが、相手方はこの
取引の時このような話もしていました」と記憶を喚起する場合などがある。
966）東京弁護士会法友全期会・前掲注 257）54 頁「（5）資料・証拠の収集と法律構
成のフィードバック」は「収集した資料・証拠を検討した結果、別の法律構成が
より適切であると判明する場合がある」から「収集状況に応じ、一つの法律構成
に固執せずに複数の法律構成を視野に入れ、柔軟に対応しなければならない」と
する。
また、第一東京弁護士会新進会編『証拠・資料収集マニュアル』
（新日本法規、
2012）5 頁も、
「検証を重ねた結果、当初考えていたストーリーとは別のストーリー
が現れ、その結果、法律構成が変わるということは十分あり得る」とする。佐藤・
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成立しそうな法律構成に「当たり」をつけ、当該法律構成を完成させるた
めに不足する事実に焦点をあてて当該事実の有無に特に注意を払って事実
を確認・調査してゆくことで、最終的に特定の法律構成が完成するのである。
そして、そのような「当たり」を付けるためには、法律の「要件」より
も「効果」が重要である。弁護士は、依頼者（当事者）本人の話を聞いて
いく中で、依頼者（当事者）本人が求めるものが①金銭支払なのか、②物
の引き渡しなのか、③離婚なのかなど求める法律効果を特定できる場合が
多い 967）。弁護士は、特にこの依頼者（当事者）本人が求める法律「効果」
に着目して、当該効果を発生させるために必要な要件事実を確定し、当該
事実の有無を調査してゆくことが重要である。
他方、上記のような法律構成に関する「当たり」がつけられれば、当該
法律構成から必要な要件事実（主要事実）を確認でき（法律の条文を確認
し、当該条文が求める要件とこれまで調査した内容と証拠の過不足を比較
対照することとなる）、当該事実が直ちに認定できない場合や相手方との
間に争いが生じた場合に必要な証拠や間接事実について検討することがで
きるようになる。このように、弁護士の調査活動は、①依頼者（当事者）
本人からの聴き取りと②考えられる法律構成との間を依頼者（当事者）本
人の納得ないし満足を得るためには何が必要かを考えて行き来していく中
で、徐々に確定してゆく 968）という性質のものである。
これを民事訴訟法の基本的な考え方（訴訟物や弁論主義）や要件事実の
観点から再構成すれば以下のとおりである。すなわち、わが国の民事訴訟
前掲注 919）108 頁「（5）フィードバックの重要性」、同 109 頁【図】「調査、証
拠収集の流れ」の「フィードバック」の記載参照。
山浦・前掲注 919）471 頁以下は「弁護士の仕事には処分権主義・弁論主義の適
用がない」点を強調し、法廷の審理は訴訟物の特定→要件事実→争点→証拠とい
うコースであるのに対し「実際の紛争は、はじめに混沌としたナマの事実（証拠、
間接事実）があり、それを取捨選択し、種々の角度から整理して初めて逆のコース
を辿る」という木川統一郎「主張先行原則（弁論主義）への反省」木川統一郎＝
中村英郎編『民事訴訟法』
（青林書院、新版、1998）399 頁［木川］を引用する。
967）ただし、場合によっては、法律的には何も請求できないが「ただ相手方に立腹
しているので何とかしたい」
「法律的には何ができるか分からないが何か言いた
い」という場合もあるので、常に依頼者（当事者）本人にとって求める法律効果
が自明の事実として分かっているというわけではない。
968）例えば、「離婚をしたい」と本人が言っていても、法律的には離婚請求権と、
婚姻費用分担請求権、財産分与請求権は別個の請求権である。離婚したいという
依頼者（当事者）本人の話の中から、依頼者（当事者）本人が本当に求めている
のは何なのかを推測し、思いやる気持ちが大切である。
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法が採用する訴訟物に関する処分権主義（同法 246・261・267・292・313
条等）との関係では、上記のような法律構成を検討する中で、法律的な効
果・権利を模索しているといえるのであり、弁論主義の第 1 テーゼ（主張
責任ルール）との関係では、依頼者（当事者）本人の話の中から主要事実
を取り出して構成してゆくことが求められている。他方、第 3 テーゼ（証
明責任ルール）との関係では、当該要件事実について争いがある場合に証
拠の提出は依頼者（当事者）本人の権能であり職責でもあるから、そのた
めにも上記のような処分権主義により法律構成を完成させ、要件事実を探
す中で争いがある部分を除外し（弁論主義第 2 テーゼ（自白ルール）
）残っ
た部分に集中して証拠を集めてゆくという、民事訴訟法や要件事実の考え
方を念頭に置いた証拠収集が重要である。この点は、民事訴訟上はもちろ
ん裁判外の交渉・ADR でも重要である。なぜならば、小島武司のいう「正
義の総合システム」（本稿（6）ADR・裁判外紛争解決（第 5

1（2）
）
）

を考えれば、いつも BATNA として民事訴訟手続が用意されていると考え
るべきであり、民事訴訟は上記のような処分権主義・弁論主義と要件事実
の考え方によって成り立っているので、そのルールによる見通しが良いも
のほど高い BATNA を用意することができ、交渉でも有利に立てるという
関係にあるからである。
他方、要件事実ではないが「紛争解決のために役立つ事実」もある（1（1）
イ（ア）a（a）Ⅱ（ⅱ）参照）。たとえば、相手方の支払能力に関する事実、
本件紛争に至った経緯に関する事実、人事訴訟では当事者以外の親族等と
の同居の有無や関係なども紛争解決に役立つ場合もある。このような事実
や証拠も聴取と収集が必要である。
以上全体を【図 3 − 1】小島武司「正義の総合システム 969）」
、
【図 3 − 2】
「
『正義の総合システム』と各手続の『層』の境界線」970）の延長上に整理す
れば下記のとおりとなる。

969）本稿（6）（ADR・裁判外紛争解決）名法 288 号 103 頁（2020）。
970）本稿（7）（同）名法 289 号 202 頁（2021）。
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【図 3 ー 3】小島武司「正義の総合システム」と「紛争解決のために役立つ事実」
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（イ）「法」の調査・証拠収集の意義
民事訴訟法の「法の適用は裁判所の職責」の考え方からは、
「法」の調
査は依頼者（当事者）本人には必要がないようにも思われる。しかし、①
外国法、②経験則（とりわけ特殊な経験則）、③条例や各種のガイドライ
ンなど日本国外や部分社会等を念頭に置いたルールについては、積極的な
調査と証拠収集が必要である。
法科大学院の「ローヤリング」の授業としては、このような「法」の調
査の重要性・意義を踏まえ、リーガルリサーチ（法情報調査）科目と連携
を図って授業を展開できることが望ましい。
（2）各論 971）
弁護士の事実調査・証拠収集の方法には各種のものがある 972）が、本稿で
はこれを ア 裁判外の調査とイ 裁判上の調査とに分けて検討する。そして
「ローヤリング」を、弁護士の技能すべてではなく「法科大学院において
学生に習得させたく、かつ、習得させることが相当程度可能な実務技能」
であると考える本稿の立場 973）から、ア 裁判外の調査については、
（ア）依
頼者（当事者）本人からの聴取・面談 974）（
、イ）事件現場その他現場に出向
いたり現物を確認することによる調査、
（ウ）各種情報の収集 975）
（なかでも、
a 戸籍及び住民票に関する証明書、b 不動産登記・商業登記に関する証明書、
c 固定資産評価証明書、d 弁護士会照会 976）
（弁護士法 23 条の 2）に基づく
971）証拠・データ収集の方法と事実認定に関する参考文献については、加藤編・前
掲注 919）304 頁以下。
972）司法研修所・前掲注 925）213 〜 217 頁「立証資料の収集一覧」参照。
973）佐藤・前掲注 1）3 頁。
974）本来は、依頼者（当事者）本人以外の関係者からの聴取も検討すべきであるが、
これは面談技術としては、法律相談での面談の発展・応用型（第三者とは信頼関
係なく面談が始まる場合もあり、信頼関係がある場合の発展・応用型となる）と
いう性質を持つこともあり、法科大学院生を対象とするローヤリングでは扱わな
いものとした。
975）他にも、近時はインターネット等による調査も十分活用する必要があるし（司
法研修所・前掲注 925）27 頁）、登録印鑑に関する情報（同書 62 〜 67 頁）、裁判
記録の情報収集（民訴法 91 条、刑訴法 53 条、犯罪被害者等の権利利益の保護を
図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 1 条等）、企業の M&A 案件に
関する法務デューデリジェンス（Due Deligence。榎本修「企業間の契約交渉−
M&A の契約締結交渉」日本弁護士連合会法科大学院センターローヤリング研究
会編『法的交渉の技法と実践』（民事法研究会、2016）202 頁以下）も重要な技能
であるが、法科大学院生を対象とするローヤリングでは扱わないものとした。
976）特にこの手法を取り上げるのは「実務と理論の架橋」の観点から、法科大学院
における憲法（プライバシー権等）の授業内容で弁護士会照会に関する重要な判
例（前科照会に関する最判昭和 56 年 4 月 14 日民集 35 巻 3 号 620 頁）の理解を

122

ローヤリング基礎論覚書（8・完）（榎本）

調査の 4 つ）に絞り込み 977）、イ 裁判上の調査については、
（ア）調査嘱託
の申立て（民訴法 186 条）
（
、イ）文書提出命令の申立て（同法 220 条）
（
、ウ）
文書送付嘱託の申立て（同法 226 条）に絞り込んで論ずる 978）。
ア

裁判外の調査・証拠収集

（ア）依頼者（当事者）本人からの聴取・面談
a

依頼者（当事者）本人からの聴取・面談の意義

依頼者（当事者）本人からの聴取・面談は、弁護士が行う調査のスター
ト・出発点である。他方、他の様々な証拠（特に客観的証拠）が集まった
後に再度これを吟味する対象であるという点で、依頼者（当事者）本人か
らの聴取・面談は、弁護士にとってのゴール・目的地でもある。
依頼者（当事者）本人からの聴取・面談から豊かで正確な情報を獲得し
た弁護士は、他の証拠に「当たり」をつけ、調査を展開する上でも、事件
の見通しや「筋 979）」を展望する上でも有利に立つことができる。
b

各種の面談技術との関係

上記のように依頼者（当事者）本人からの聴取・面談でより豊かで正確
な情報を得る技法については、本稿（1）（2）の初回面談の技法技術で論
実務的な手続の中に位置づけて立体的なものにするという意味もある。
977）他にも、提訴前予告通知（民事訴訟法 132 条の 2）に基づく、①当事者照会（同
法 132 条の 3）、②文書送付嘱託・調査嘱託・鑑定嘱託等（同法 132 条の 4）の「訴
えの提起前における証拠収集の処分等」もあるが、発展・応用的手続でありロー
ヤリングでは扱わないものとした。
978）他にも、証拠保全の申立て（民事訴訟法 234 条）、当事者照会（同法 163 条）
なども裁判上の調査の一種であるが、前者は医療事故等の訴訟では重要な役割を
果たしているが発展・応用手続と考えられること、後者は実務上あまり活用され
ていない（志知俊秀「当事者照会と訴えの提起前における照会」門口正人編集代
表『民事証拠法大系 第 5 巻 各論Ⅲ』（青林書院、第 2 版、2005）285 頁）こと
から、いずれもローヤリングでは扱わないものとした。
979）弁護士実務において「筋（スジ）
」は多義的な用語である。勝ち筋・負け筋と
の意味以外に、
「依頼者の筋の良し悪し」との言い方もあり、弁護士が沢山報酬を
得られる事件を「筋の良い事件」と言うこともある。ここでいう「筋」は「事件
の見通し」
（小島武司監修・飯島澄雄＝須藤正彦＝大澤恒夫＝澤田繁夫＝仁木恒夫
『実践 民事弁護の基礎』
（レクシスネクシス、
2008）
14 頁以下
「事件のスジとヨミ」
）
、
「当該事件についてもっとも包括的な法的価値判断の観点」
（
「第 3 章 推論の構
造―事件のスジの内実は」加藤新太郎編『民事事実認定と立証活動 第Ⅱ巻』
（判
例タイムズ社、2009）141 頁以下）などといった意味であり、これに対して「ス
ワリ」は「事件の落ち着き」というような意味で用いられる（上記加藤編・142 頁）
、
加藤新太郎＝田尾桃二＝松村良之＝太田勝造＝岡本浩一「座談会 裁判官の判断
におけるスジとスワリ」判タ 891 号 13 頁、
「松村良之＝太田勝造＝岡本浩一裁判
官の判断におけるスジとスワリ」判タ 911 号（1994）86 頁〜 1004 号（1999）89
頁まで（未完）各参照）
。
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じたことの多くが当てはまる。
例えば、各種面談技術 980）の諸点を十分意識した聴取・面談を行うことは、
調査の観点からも依頼者（当事者）本人とのコミュニケーションを充実さ
せ、ラポールを醸成する上で有益であろう。
しかし、このようなラポール醸成に重い意味がある初回面談と異なり、
事件がある程度進み依頼者（当事者）本人の供述を客観的に吟味しなけれ
ばならない場面では、弁護士は他の証拠に照らして、依頼者（当事者）本
人の実際の認識とは異なる観点からの問い・確認をしたり、依頼者（当事
者）本人の認識・意識の欠落を補ったりしなければならない点も重要であ
る。その意味で、初回面談で強調されるような、リーガル・カウンセリン
グ・カウンセラーとしての法律専門家・クライエント中心療法、傾聴＝ア
クティブ・リスニング、
「語りとしての法援用」重視という考え方とは相反・
衝突する場面があり得ることは事実調査・証拠収集の機能（事実認定機能・
当事者の主張内容を豊かにし、誤りを修正する機能）を確保するためには
一定程度やむを得ない。
しかし、これまでの、弁護士の依頼者（当事者）本人に対する「調査」は、
あまりにも依頼者（当事者）本人を一つの証拠として客観化し、調査の「対
象」とすることが強調され過ぎる場合があるように思われる 981）。あくまで、
依頼者（当事者）本人がその事件の主体であることを出発点とし、弁護士
と一緒に依頼者（当事者）本人も考えてゆく、協同的リーガル・カウンセ
980）本稿（1）（法律相談・面談）名法 282 号 97 〜 116 頁参照。具体的には、面談
場所・事前準備・雰囲気づくり・臨床心理面接・医療面接などで用いられる手法
（反映・反射・（感情の）明確化・支持）・パラフレイジング・リフレイミング・
サマライジング・秘密が保持されていることを相談者に示すこと・非言語的コ
ミュニケーションなど。
981）例えば、司法研修所・前掲注 925）23 頁は依頼者（当事者）本人との面談を「事
情聴取」と呼び、「依頼者が弁護士に対して事実を語るとき」「全ての客観的事実
をさらけ出すと期待してはならない」「依頼者の説明は、意図的に、あるいは、
無意識のうちに、事実をゆがめている可能性が少なくない。その意味で、依頼者
の映し出す鏡は『ゆがんだ鏡』である」とまでいう。これでは一種の取調べであり、
依頼者（当事者）本人は「事情聴取の客体」でしかない。
ただ、他方、依頼者（当事者）本人の主体を尊重するということは「依頼者任
せにする」こととも異なる。山浦・前掲注 919）465 頁「（6）依頼者だけに証拠
の収集・取捨・選択をさせないこと」
（太字は榎本）は、依頼者（当事者）本人
が「証拠はありません」と答えるのは直接証拠を想定しているからであるとし、
「古
い書類ばかりで役に立ちそうなものはない」といわれても「弁護士は必ず生の証
拠にあたること」が大切であると説く。
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リングモデルの考え方 982）が、ここでも重要である。
（イ）事件現場その他現場に出向いたり現物を確認する調査
特に交通事故・労災事故の事件類型などにおいて、事件現場（事故現場）
に直接出向いて現地を確認することの大切さが説かれる 983）。他にも、境界
紛争や日照権の事件などでは現場を見ないと実際の状況を正確に理解する
ことは難しい。
しかし、そのような事件類型に限らず、例えば、不動産賃料増減の調停・
訴訟において当該不動産自体を見分することや、不正競争防止法における
イ号・ロ号の物件 984）を見分することも重要である。また、会社に関する
訴訟や顧問先の係争、会社と労働者の紛争で打ち合わせのために会社に実
際に出向いてみると、会社の雰囲気や従業員同士の人間関係、張り紙やポ
スターから立証や主張のヒントを得ることもある。場合によっては、離婚
訴訟で当事者宅で打ち合わせをしたり 985）、遺産分割調停の件で遺産である
土地や建物を見分することが事件を進めるうえで重要となる場合もある。
これは、初回面談の際に面談の場所を法律事務所と依頼者の自宅・事務
所等にするかを検討した点とも関係する 986）。依頼者（当事者）本人は、自
分の認識の中で「これが事件の解決に大切だ」「これを弁護士に伝えたい」
という事柄を「切り取って」
、言い換えれば「1 つのフレームに入れて」
982）本稿（1）（法律相談・面談）名法第 282 号 95 頁（2019）。
983）山浦・前掲注 919）474 頁「（b）とにかく現場に行くこと」。佐藤・前掲注
919）107 頁は「現場を訪れることによって、手元証拠についてそれまでと異なる
ような理解ができるようになったり、依頼者の主張をよりよく感得でき、その結
果、事実調査・証拠収集が促進されることも稀ではない」とする。
東京弁護士会法友全期会・前掲注 257）53 頁は「現場を見ていなかったことが、
弁護過誤になる危険もある」として、①建物明渡請求訴訟で強制執行時まで現場
に行かなかった事例、②不動産売買の売主として立ち会ったが、対象不動産が契
約書上は農地であったが実際は 3 分の 2 が道路でほとんど農地として使えなかっ
た事例を紹介する。
984）特許等の知財訴訟では、被告側の製品をイ号製品、ロ号製品・・などと呼称す
ることがある（三山峻司＝松村信夫『実務解説 知的財産権訴訟』
（法律文化社、
第 2 版、2005）128 頁）。
985）ただし、まだ別居に至っていない場合、そこで相手方と出くわしトラブルが生
じ得るし、相手方に既に代理人弁護士が選任されている場合には直接交渉につい
ての弁護士倫理上の問題（規程 52 条）もあり、これを避けることが適切な場合
も多い。
986）本稿（1）（法律相談・面談）名法 282 号 98 頁（2019）（（1）面談の場所）参照。
この点は、法律事務所で行う方が、コピー・書類をその場で作成でき、依頼者も
事務所のたたずまいを知り信頼感が増す等の理由で依頼者の自宅等での初回面談
に消極的意見も多かった。
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伝えることしかできない。しかし、依頼者（当事者）本人は毎日の暮らし
の中で当たり前のように感じていることでも他人である弁護士から見ると
「これは大切だ」と感じられることがあり得る。その意味では、現場に出
向いて別の事実を掬い取ってくる作業は、「依頼者（当事者）本人とは別
の「フレーム」に「切り取って」くるものであるから一種の「リフレーミ
ング 987）」である。
また、土地・建物その他の各種の図面を見ても、どうしても現場の雰囲
気をつかむことは難しい。近時は、google earth などの手段により現場の
写真が比較的簡単に入手できる 988）し、依頼者（当事者）本人がスマート
フォンに写真を撮影して持参している場合も少なくないが、どうしても 2
次元の限界がある。やはり、弁護士自身が現場に出向いて 3 次元の雰囲気
を感じることでわかることがあり、現場でしか分からないことがある。
「現
場に神が宿っている」とさえ言われる 989）所以である。
現場に出向くことには、依頼者（当事者）本人の「納得や安心」を得る
観点からも重要である。敗訴判決・敗訴的和解をする結論を受け入れなけ
ればならない場合、仮に「弁護士は現場にも来てくれなかったから、この
結果となった」との非難を受けたとき、弁護士としては反論が難しい面が
ある。これに対して、現場に出向けば事件や依頼者（当事者）本人に対す
る理解が進むだけでなく、「この弁護士は現場（自宅）まで来てくれた」
ということ自体がコミュニケーションを促進したり、
「現場を実際に見に
きてくれて、この弁護士はこの事件をよくわかってくれている」という安
心にもつながりやすい。
そのような意味で、弁護士にとって、現場や自宅に出向くことは、時間
と労力を取られることにはなるが、依頼者（当事者）本人の納得や安心を
得るために重要な意味をもつことが再確認されてよい。
987）本稿（1）（法律相談・面談）名法 282 号 98 頁（2019）（イ リフレイミング）
、
本稿（5）（交渉）名法 286 号 161 頁（2020）、本稿（7）（ADR・裁判外紛争解決）
名法 2389 号 230 頁（2021）（（イ）「リフレーミング」「パラフレージング」の位
置づけについて）各参照。
988）司法研修所・前掲注 925）26 頁「3 現物・現場確認の重要性」
。なお、同書
27 頁は「インターネット上の地図や航空写真、ストリートビュー等を利用して、
現場の状況を確認しながら事情聴取することも重要である」という。
989）中坊公平・松和会『現場に神宿る 千日デパートビル火災／被災テナントの闘
い』（現代人文社、2006）参照。
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（ウ）各種事実の調査・証拠収集
a

戸籍・住民票

（a）戸籍
戸籍は、離婚事件や遺産分割事件など身分関係・相続による権利承継が
関係する事件では調査が必要となる。
戸籍は、市町村役場にその正本が備えられる（戸籍法 8 条 2 項）。戸籍
謄本とは、戸籍の記載の全部を転写したもの、戸籍抄本とは、戸籍の一部
を抜粋転写したものをいう 990）。戸籍謄本等は、人事訴訟事件において訴状
の必要的添付書類である（人事訴訟規則 12 条）ほか、家事審判申立時に
添付が必要な「証拠書類」（家事事件手続規則 37 条 2 項）
、家庭裁判所が
申立人に対し提出を求めることができる「身分関係についての資料」
（同
条 3 項）の典型例でもある。
現在戸籍だけでは身分関係が判明しない場合、除籍 991）や改製原戸籍 992）
を調査する必要がある。実務上は、当該市町村役場に戸籍謄本（または戸
籍記載事項の証明書 993））をもとに事実を認定したり、これを裁判所に提出
することが多い。プライバシー・個人情報保護の観点から、当該戸籍謄本
等を請求できるのは原則として「戸籍に記載されている者」
（本人）等に
990）司法研修所・前掲注 925）30 頁。電子情報処理による戸籍事務の取扱対象とし
て法務大臣が指定した市町村については、戸籍謄本に代えて戸籍全部事項証明書
（同書 31 頁）、戸籍抄本に代えて戸籍一部事項証明書が発行される（戸籍法 120 条）。
991）一戸籍内の全員が戸籍から除かれたとき、その戸籍を戸籍簿から除き別に綴っ
た帳簿（戸籍法 12 条）。司法研修所・前掲注 925）29 頁（実際の除籍謄本の記載
例は 37 頁）。
992）戸籍の様式の改正により新様式の戸籍に書き換えられた従前の戸籍の帳簿（司
法研修所・前掲注 925）30 頁、実際の改製原戸籍の記載例は 33・35 頁）。「かい
せいげんこせき」と読むが、
実務上「かいせいはらこせき」
「はらこせき」
「はらこ」
などとも呼ばれる。現在の実務上よく遭遇するのは、①コンピュータ化（平成 6
年法務省令 51 号）による改製［平成の改製］であるが、次に多いのは②日本国
憲法制定に伴う民法（親族篇）
・戸籍法の改正による昭和 32 年改製［昭和の改製］
である。群馬県弁護士会編「立証の実務」（ぎょうせい、改訂版、2016）325 頁、
永石一恵「第 2 章 職務上請求」民事証拠収集実務研究会編『民事証拠収集』
（勁
草書房、2019）38 頁参照。
993）戸籍が電子化されている場合、謄本（ないし抄本）でなく全部事項証明書（又は
一部事項証明書）を請求することになるが（戸籍法 120 条）実務上はこのような証
明書も含めて「戸籍謄本」と呼称されることがある（例えば、東京家裁の家事調停
申 立 書 記 載 例（ 最 高 裁 HPhttps://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/
index.html（2021 年 3 月 2 日閲覧）では添付書類につき「戸籍謄本（全部事項証明書）
」
と表示する）
。
戸籍法も戸籍謄本と証明書をあわせ「戸籍謄本等」と略称する（10 条 1 項）。

法政論集

290 号（2021）

127

論

説

限られ 994）
（同法 10 条 1 項）、弁護士・弁護士法人 995）は「受任している事件
又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」
（同法 10 条の 2
第 3 項）
「裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理
の手続についての代理業務」「を遂行するために必要がある場合」（同法
10 条の 2 第 4 項）に限られる（職務上請求）
。弁護士の職務遂行のため戸
籍謄本等取得の必要性が高い一方、記載内容はプライバシー性が高いため、
弁護士という職業に対する信頼の下、法定の要件に該当する場合に限り本
人の委任状無く取得できるものとした趣旨とされる 996）。具体的手続は弁護
士会から入手する「職務上請求書」に基づいて行う 997）が、戸籍謄本等を
私的利用したり業者へ流用することは勿論、依頼者（当事者）本人に交付
することについても事案によっては懲戒の対象となることがある 998）ので
留意する必要がある。
戸籍の附票とは、戸籍と住民票との間を連絡・媒介して戸籍と住民票の共
通記載事項の内容を一致させ、住民基本台帳の記録の正確性を確保するた
めの帳票をいう（住民基本台帳法 16 条）
。本籍が分かれば戸籍の附票を調査
することにより住民票上の住所を調査できる点が実務上は重要である 999）。
（b）住民票
住民票は、相手方と交渉する場合の手紙の送付先、訴訟を提起したり調
停を申し立てたりする場合の管轄 1000）の確認などで重要である。住民票と
は、個々の住民につき、その住民に関する住所・氏名等を記載する帳票を
いい（住民基本台帳法 7 条）、住民票の写し（住民基本台帳法 12 条）とは

994）従前、戸籍法は戸籍公開を原則としていたが、プライバシー保護のため昭和
51 年改正（谷口友平『戸籍法』
（有斐閣、第 3 版、1986）33 頁）、平成 19 年改正
戸籍法により「戸籍公開制度の見直し」が行われ、請求理由を明らかにせず戸籍
謄本等を請求できるのは本人等（配偶者、直系尊属及び直系卑属）に限られるこ
ととなった。
995）他にも、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事
代理士、行政書士及びこれらの士業法人にも同趣旨の請求が認められている（同
法 10 条の 2 第 3 項・第 4 項）。なお、弁護士は民事事件以外でも、刑事事件の弁
護人、少年の保護事件・医療観察法の付添人等の業務の遂行のためにも戸籍謄本
等の請求ができる（同条第 5 項）。
996）永石・前掲注 992）38 頁。
997）戸籍謄本等職務上請求書の日弁連統一書式は司法研修所・前掲注 925）
47 頁参照。
998）東京弁護士会法友全期会・前掲注 257）57 頁参照。
999）以上につき、司法研修所・前掲注 925）42 頁。
1000）民事訴訟法 4 条 2 項「住所」
（民法 22 条）、民事調停法 3 条 1 項「住所」参照。
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市町村が保有する住民票の原本の謄本をいう 1001）。
住民票も本人及び関係者
のプライバシーを保護するため、その写しを請求できるのは原則として本
人その他関係者に限られているが（同法 12 条 1 項）
、弁護士等の特定事務
受任者に対しては、住民票の写しを請求することを認めている（職務上請
求。同法 12 条の 3）趣旨や職務上請求書について論じた点は、戸籍につ
いて論じたこと（上記（a））と同様である。
b

不動産登記・商業登記

（a）不動産登記
不動産登記とは、不動産の所在、種類、面積、所有者の住所及び氏名、
権利変動等を記録し一般公開することで不動産の登記情報や権利関係を公
示するものである 1002）。土地は、①所在、②地番、③地目、④地積の 4 点で
特定し、建物は①所在、②家屋番号、③種類、④構造、⑤床面積の 5 点で
特定する。
「不動産に関する事件」の訴状に不動産登記の登記事項証明
書 1003）の添付が法律上義務付けられている（民訴規則 55 条 1 項 1 号）など、
この 4 点（5 点）は、不動産訴訟の訴状起案で重要なポイントとなるので、
ローヤリングとしては「民事訴訟実務の基礎」
「民事模擬裁判」などの他
の実務基礎科目との関係を考えても、ローヤリングの授業対象として取り
上げるべき事柄である。
（b）商業登記
商業登記は会社等に関する重要な一定事項を商業登記簿
（磁気ディスク）
に記録し一般に公示するものである 1004）。
法人が当事者となる事件の訴状の
添付書類 1005）、
会社内部の紛争等における会社の取締役等の構成を証する証
拠等として訴訟・商事非訟等の手続等で用いられる。「民事訴訟実務の基
礎」
「民事模擬裁判」などの科目で法人が当事者となる事案を取り扱う可
能性も高いことから、これもローヤリングの授業対象として取り上げるべ
1001）住民票のフォトコピーではない（司法研修所・前掲注 925）39 頁。住民票の
写しの実物例は同書 40 頁。）ので注意が必要である。よって、
「住民票の写し」
のコピーを添付する場合、正確な呼称は「『住民票の写し』の写し」となる。
1002）司法研修所・前掲注 925）49 頁以下。実際の不動産登記全部事項証明書の例
は同書 224 頁資料【5】、佐藤・前掲注 919）90 〜 94 頁。
1003）不動産登記法 119 条。誰でも手数料を支払って登記官に交付を請求できる。
1004）司法研修所・前掲注 925）61 頁。
1005）訴訟の当事者が法人の場合、特定の者が当該法人の代表権を有することを証
明する書類（代表者事項証明書等）を提出しなければならない（民訴規則 18 条
の準用する 15 条）。
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きである。
商業登記には、例えば株式会社では、商号、本店所在地、役員の氏名、
代表取締役の氏名及び住所等が登記すべき事項とされており、これらの登
記内容を①登記事項証明書等 1006）の交付請求 1007）②一般財団法人民事法務協
会運営の登記情報 1008）提供サービスによって確認することができる。
c

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは固定資産評価基準（地方税法 388 条）に基づき
評価した価格を市町村等が決定し、固定資産課税台帳（同法 380 条以下）
に登録したものにつき、市町村長等が証明書を発行したもの（同法 382 条
の 3）である。
本来、固定資産評価は固定資産税（地方税法 341 条以下）及び都市計画
税（同 702 条以下）を課税するため為されるものであるが、弁護士の実務
では不動産価格評価の一基準として使われることが多い。特に①訴状・調
停申立書の添付書類として必要となる場合、②不動産の評価が争点となる
訴訟・交渉・ADR（調停等）等で問題となる場合が典型的である 1009）。
（a）訴訟提起・調停申立の添付書類として用いられる場合
固定資産評価証明書は、不動産に関する訴訟提起・調停申立にあたって
は、訴訟提起の手数料（貼用印紙額）の算定の基礎たる訴訟の目的の価額
の根拠となるため、訴状・調停申立書の添付書類として用いられる。
（b）不動産の価格が争点の訴訟・交渉・ADR 等で用いられる場合
弁護士業務では、遺産分割（民法 907 条）や離婚の際の財産分与（民法

1006）①現在事項証明書（現に効力を有する記載内容等を証明。商業登記規則 30 条
1 項 1 号）、②履歴事項全部証明書（約 3 年間の履歴を証明。同規則 30 条 1 項 2 号。
実例は、司法研修所・前掲注 925）230 頁資料【11】）、③閉鎖事項証明書（同規
則 30 条 1 項 3 号）、④代表者事項証明書（同規則 30 条 1 項 4 号）など。
1007）これらの登記事項証明書等は、誰でも手数料を納付して登記官に交付を請求
することができる（商業登記法 10 条）。
1008）登記情報の実例については、司法研修所・前掲注 925）231 頁資料【12】。
1009）第一東京弁護士会新進会「証拠・資料収集マニュアル」
（新日本法規、2012）
306 頁。ただし、当該固定資産評価証明書を（依頼者の委任状なく）弁護士が取
得できるとは限らないことに注意を要する（地方税法 382 条の 3、同施行令 52 条
の 15）（永石一恵「第 3 章 固定資産評価証明書の交付申請」民事証拠収集実務
研究会編・前掲注 992）59 頁参照）。この点の解決法としては①当事者本人に取
得してもらう（平日は市役所等に出向けないとの当事者も多いが夜間・土日開庁
サービスや郵送取寄を案内する）②市町村からの通知（地方税法 393 条）添付の
明細等で代替する等の方法が考えられる。
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768 条）などで不動産価格が争点となることは多い 1010）。そして、不動産の
評価は①不動産鑑定士による鑑定（不動産の鑑定評価に関する法律 3 条）
による評価が一番精度が高いが、他にも②地価公示等による評価（地価公
示法 2 条以下）、③相続税評価額による評価（相続税法 22 条、財産評価基
本通達第 2 章第 2 節 14）、④本稿で論ずる固定資産評価などの評価がある。
同じ不動産であるのに様々な評価がある 1011）のは不思議に思われるが、も
ともと不動産評価をする主体や目的が異なる。
すなわち、①不動産鑑定では「不動産の鑑定評価」とは、
「不動産」
「の
経済価値を判定し、その結果を価額に表示する」
（不動産の鑑定評価に関
する法律第 2 条第 1 項）ために個々の不動産鑑定士（同法 3 条）ないし不
動産鑑定業者（同法 22 条）が行うものであるが、②地価公示等は、土地
取引価格の指標、公共事業での補償金の額の算定等に資し、もつて適正地
価形成に寄与するため（地価公示法 1 条）に国交省に置かれた土地鑑定委
員会により行われるものであり、③相続税評価額は相続税等の算定のため
に国税庁長官が定めた相続税財産評価に関する基本通達をもとに評価する
ものであり、④固定資産評価は、地方税としての固定資産税・都市計画税
の算定のため（地方税法 341・702 条以下）総務大臣が定めた固定資産評
価基準（同法 388 条）に基づいて各市町村等が評価するものであるから、
それぞれ評価の主体と目的が異なる 1012）。
また、①の鑑定評価には、費用と時間がかかり、全事件にこれを要求す
るのは現実的でなく、また弁護士としては、裁判所で鑑定評価を行ったと
き結果が必ずしも予測できないという問題もある。②は精度が高いが、代
表的な地点でしか行われていない。③は、地価変動を詳細に反映し当事者

1010）澤野順彦『不動産評価の法律実務』
（住宅新報社、1996）「11 訴訟上の鑑定
評価」38 頁は、①借地借家関係の紛争（立退料、借地権価格、借家権価格等）、
②各種の損害賠償請求（日照権・眺望権の侵害等）
、③相続などの家事紛争（相
続財産、寄与分、離婚に伴う財産分与）等の各紛争内容に応じ鑑定評価が必要と
する。
1011）増井聰彦「公的価格」塩崎勤＝澤野順彦編『不動産鑑定訴訟法Ⅰ』
（青林書院、
2002）83 頁参照。このように土地に複数の評価がされる事態は「1 物 4 価」
「1 物
5 価」（「時価」ないし「実勢価格」が 5 番目の価格である）などと評される。
1012）一般には、公示価格と基準地価格はほぼ同一であり、その 80％が路線価、
70％が固定資産評価額であるとされてきた。澤野・前掲注 1010）31 頁「8 公的
価格体系」参照。
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の納得が比較的得られやすいと言われている 1013）が、全土地について路線
価が付されているわけではなく「市街地的形態を形成する地域」以外にあ
る土地は倍率方式によることになる。④は全ての不動産について何らかの
評価が為されている可能性が高く汎用性があるが、一般には時価よりも相
当低い価格となるとされてきた 1014）。
以上のように、各価格の評価方法はそれぞれ一長一短があり、ローヤリ
ング技術としては依頼者（当事者）本人から事情をよく聞き、その意向を
確認しつつ、幅広い調査に努め事案に応じて適切な評価方法を採ってその
結果獲得できた証拠を提示できるように準備することが良い。同じ不動産
の価格でもこのように複数の価格を提示できることは一種の「選択肢の開
発」でもあり、そのような複数の価格を検討すること自体で新たに全体的
な解決案に関する別の選択肢が開発できる場合もある。
d

弁護士会照会 1015）
（弁護士法 23 条の 2）

弁護士会照会とは、①弁護士・弁護士法人が、受任事件につき、所属弁
護士会に対し申し出た場合、②当該弁護士会が、公務所・公私の団体に照
会し、必要事項の報告を求める制度である 1016）
（弁護士法 23 条の 2、30 条
の 21）
。弁護士法 23 条の 2 は、1951 年の弁護士法改正で設けられ、その
趣旨は、弁護士が受任事件につき訴訟資料を収集し事実を調査する等その
職務活動を円滑に執行処理する点にあるとされ 1017）、基本的人権の擁護、社
会正義の実現という「弁護士の職務の公共性」を根拠とし、真実発見と公
正な判断に寄与し、その職務活動を円滑に処理するため、各単位弁護士会
に与えられたものと解されている 1018）。

1013）片岡武＝菅野眞一『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』
（日本加除
出版、第 3 版、2017）219 頁。
1014）固定資産税務研究会編『固定資産評価基準解説（土地篇）
』（地方財務協会、
2018）300 頁参照。
1015）司法研修所・前掲注 925）78 頁以下。なお、「弁護士照会」と略称される場合
もある（インターネットで検索すると「弁護士照会」でも一定数ヒットする）が、
各弁護士は弁護士「会」に対し照会の「申出」をするに過ぎず、弁護士「会」が
照会の主体であるから、「弁護士『会』照会」と呼称することが正確である。
1016）民事証拠収集実務研究会編「民事証拠収集」（勁草書房、2019）2 頁。第一東
京弁護士会新進会「証拠・資料収集マニュアル」（新日本法規、2012）7 頁。
1017）大阪高判昭和 51 年 12 月 21 日判時 839 号 55 頁。日本弁護士連合会調査室『条
解 弁護士法』（弘文堂、第 5 版、2019）172 頁。
1018）司法研修所・前掲注 925）78 頁。
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照会申出の方式は、各単位弁護士会で定める手続規則 1019）による。一般
には①照会先、②照会事項、③照会を求める理由、④照会申出人である弁
護士等の住所氏名等を記載して申し出る 1020）。
照会を受けた者には一般的抽
象的報告義務があると解されている 1021）が、プライバシー権等他の利益と
の比較衡量も重要であると解され 1022）、
前科や犯罪歴に関する弁護士会照会
について行った回答につきプライバシー侵害を認めた最判昭和 56 年 4 月
14 日民集 35 巻 3 号 620 頁 1023）等にも十分注意を払う必要がある。
調査嘱託・文書送付嘱託との比較 1024）では、自己に有利な証拠を選択し
て提出の可否を検討することができる点が弁護士会照会の長所であるが、
裁判上の手続である調査嘱託・文書送付嘱託よりは回答拒絶される例が多
い点が問題である（後記イ（ア）（ウ）参照）。
イ

裁判上の調査・証拠収集

（ア）調査嘱託の申立て 1025）（民訴法 186 条）
調査嘱託とは、受訴裁判所が公私の団体に必要な調査を嘱託し、事実や
知識の報告を求めるものである 1026）。調査事項の具体例としては、①気象台
に対する特定の日時地域の天候、②取引所に対する相場価格、③銀行に対
する特定預金者の届出印影、④商工会議所に対する特定地域における商慣

1019）愛知県弁護士会の場合「弁護士会照会手続規則」である。愛知県弁護士会編『事
件類型別 弁護士会照会』（日本評論社、第 2 版、2020）1241 頁。
1020）実際の弁護士会照会申出書の例は、司法研修所・前掲注 925）240 頁【20】。
愛知県弁護士会の場合の書式例は、愛知県弁護士会・前掲注 1019）248 頁。
1021）しかし、これは一般的抽象的義務に留まるとされ、最判平成 28 年 10 月 18 日
民集 70 巻 7 号 1725 頁［19］は、照会先（郵便事業株式会社）の回答拒絶につき
当該弁護士会に対する不法行為（民法 709 条）の成立を認めず、最判平成 30 年
12 月 21 日民集 72 巻 6 号 1368 頁は弁護士会に対する報告義務確認訴訟につき、
当該確認では当事者間の紛争を終局的に解決できず訴えの利益を欠くとし、これ
を却下した。
1022）個人情報保護法との関係についても問題がある。司法研修所・前掲注 925）80
頁は「照会先は、個人情報保護法を理由として一律に報告を拒絶することは許さ
れない」とするが、照会先で相談された弁護士には難しい利益衡量が必要となる。
1023）当判例は、法科大学院の授業の憲法（プライバシー権）で取り扱うべき重要
判例である。これをローヤリングの授業の中でも敢えて重ねて取り上げることが
憲法・プライバシー権の立体的理解に資するもので、実務と理論の架橋の点から
も適切である。
1024）菊井＝村松・前掲注 927）138 〜 139 頁参照。
1025）伊藤・前掲注 924）394 頁（注 275））。なお、本項の記載には日弁連法科大学
院センターローヤリング研究会（注 919））竹内淳弁護士報告に多く示唆を得た。
1026）司法研修所・前掲注 925）86 頁以下。
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習の存否等がある 1027）。嘱託に対する回答は書面で為されるのが通常であ
る。事実の報告は証人または書証に代わるものであり、知識の報告は鑑定
に代わるものであるという調査嘱託の性質から、当該書面を書証とする必
要はなく当然に証拠となる 1028）が、当事者が意見を述べる機会を保障する
ために、裁判所は、必ず当該書証を口頭弁論に顕出しなければならな
い 1029）。調査を受けた公私の団体は、それに回答すべき公的義務を負うもの
と一般には解され 1030）、
契約等に定められた守秘義務が当然に回答を否定す
る根拠とはならないものとされる 1031）。弁護士としては、
調査の選択肢の一
つとして裁判外で行う弁護士会照会（弁護士法 23 条の 2。上記ア（ウ）d）
との利害得失を検討することがある。①弁護士会照会には躊躇する照会先
も調査嘱託ならば回答をすることが期待できる場合がある 1032）こと、②調
査嘱託は嘱託先に嘱託事項について原被告等当事者の意見を調整したうえ
で行われることが通常であるなど弁護士会照会より事案に応じた的確な回
答が得られる可能性があるといった長所があるが、③弁護士会照会は文書
の有利不利を判断して書証として提出するかどうかを検討できるが、調査
嘱託は上記の通り当然に口頭弁論に顕出される短所もあり、その利害得失
を検討すべきである。
（イ）文書提出命令の申立て（同法 220 条）
文書提出命令とは、訴訟の相手方当事者又は第三者が特定文書等 1033）を
所持し、かつ当該文書の所持者が文書提出義務を負う場合に、当該文書の
1027）裁判所職員総合研修所監修『民事実務講義案Ⅰ』
（司法協会、5 訂版、2016）
188 頁。実際の調査嘱託申立書の書式は司法研修所・前掲注 925）252 頁【25】参照。
1028）証拠資料とするためには書証の規定に従うべきとする反対説もある（裁判所
職員総合研究所・前掲注 1010）87 頁参照）。
1029）最判昭和 45 年 3 月 26 日民集 24 巻 3 号 165 頁。
1030）伊藤・前掲注 924）395 頁。
1031）東京高判平成 24 年 10 月 24 日判時 2168 号 65 頁。
1032）名古屋地方裁判所民事プラクティス検討委員会第 3 分科会「被相続人の生前
に引き出された預貯金等を巡る訴訟について」判タ 1414 号 84 頁（2015）は預貯
金払戻請求書につき弁護士会照会で黒塗り回答だった被相続人の免許証番号が調
査嘱託では黒塗りなく回答がされる等「金融機関によっては、弁護士会照会によ
る場合と調査嘱託による場合とで、開示の範囲を異にしている例があるようであ
る」とする。
1033）図面・写真・録音テープ・ビデオテープ等の準文書も文書提出命令の対象と
なる（民訴法 231 条）。磁気テープ・ディスク・フラッシュメモリ等のコンピュー
タ用の種々の電磁的記憶媒体も含まれると解されることについて、菊井＝村松原
著、秋山ほか・前掲注 927）564 頁、571 〜 576 頁。
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所持者に対し、当該文書の全部または一部の提出を命ずる裁判所の決定で
ある 1034）
（民訴法 219 〜 225 条）。文書所有者の意思に反しても裁判所が提
出を求める制度である点で、下記の文書送付嘱託（（ウ））と異なる 1035）。
命令が出されるための要件は、①文書等の存在と所持、②要証事実（立
証事項）との関係での証拠調べの必要性（同法 181 条）、③提出義務の存
在（同法 220 条）、④（同法 221 条 4 号を原因とする場合）文章提出命令
により当該文書等を入手する必要性の存在であるが、実務上最も問題とな
るのは③の提出義務の存否である 1036）。
平成 8 年改正民事訴訟法は、文書提出義務を一般化した（220 条 4 号）
。
すなわち、
①引用 1037）文書（同条 1 号）、②引渡・閲覧請求権 1038）ある文書（同
条 2 号）、③利益文書 1039）（同条 3 号前段）、④法律関係文書 1040）（同条 3 号後
段）
に加えて、
⑤各種除外事由 1041）のない文書一般を提出義務の対象とし
（同
条 4 号 1042））、訴訟に協力する国民一般の義務として、証言義務と同一の性
1034）司法研修所・前掲注 925）91 頁以下。
1035）文書提出義務の存否・範囲が熾烈に争われることもあり、決定への即時抗告（民
訴法 223 条 7 項）がされると記録が高裁に移り進行が事実上停止するため、文書
提出命令は最終手段として用いられることにつき司法研修所・前掲注 925）91 頁。
また、裁判所が任意の提出を促す実務につき加藤編・前掲（919）283 頁。
1036）司法研修所・前掲注 925）91 頁。
1037）ここでいう「引用」とは、
「自己の主張を基礎づけるために文書の存在及び内
容に言及すれば足りる」ものと解釈されている（菊井＝村松原著、秋山ほか・前
掲（927）399 頁）から、準備書面で証拠文書に言及しようとするときは、文書全
体の内容を十分に吟味し他の部分を根拠とする反論がされ得ることを十分念頭に
置いた検討が必要である。
1038）債権証書返還請求権（民法 487 条）、株主総会議事録（会社法 318 条 4 項）、
会社における計算書類（同法 442 条 3 項）など。
1039）例えば、挙証者を受遺者とする遺言書、挙証者の弁済を証する領収書等である。
1040）例えば、挙証者を当事者とする契約書、契約時に授受された印鑑証明書等。
1041）除外事由はイ刑事訴追のおそれ等証言拒絶事由（民事訴訟法 196 条）相当の
事由ある場合、ロ公務秘密文書、ハ医師・弁護士等職業上の秘密の証言拒絶事由
相当事由ある場合、ニ専ら文書の所持者の利用に供するための文書、ホ刑事事件
関係書類等であるが、実務上も理論上も問題となるのはニの自己使用文書である。
自己使用文書に該当して提出義務が否定された例としては、銀行の貸出稟議書
（最決平成 11 年 11 月 12 日民集 53 巻 8 号 1787 頁［33］）等があり、逆に、自己
使用文書にあたらないものとしては、㋐内部利用目的が欠けるもの、㋑不利益性
が欠けるもの、㋒特段の事情があるもの（ゲーム開発のやり取りを記載したチャッ
トログ［知財高決平成 28 年 8 月 8 日（平成 28 年（ウ）第 10038 号）］など）な
どの事例がある。
1042）ただし、同号の一般義務に基づいて文書提出命令を申し立てることができる
のは、公刊書籍・登記事項証明書等対象文書を容易に入手する方法がある場合以
外の場合に限られる（民訴法 221 条 2 項）。
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格を有する文書提出義務を負うものとした 1043）。
文書提出命令の申立ては、民事訴訟法 221 条 1 項の各事項（①文書の表
示（1 号）
、②文書の趣旨（2 号）、③文書の所持者（3 号）、④証明すべき
事実（4 号）、⑤文書提出義務の原因（5 号）を明らかにしてする必要があ
る 1044）が、実務上しばしば困難を生ずるのは、①の文書の表示である。相
手方や第三者の手元に文書が存することからその具体的特定が難しい場合
があるため、文書特定のための手続（同法 222 条）が設けられている。
また、法 220 条 4 項の秘密記載事項等を判断させるため裁判所のみに文
書提示を求めるインカメラ手続（同法 223 条 6 項）が認められている。文
書提出命令は決定により行われ（同法 223 条 1 項）
、これに対しては即時
抗告できる（同法 223 条 7 項）。確定した命令に反し当事者が文書を提出
しない場合は「当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めること
ができる」（同法 224 条 1 項）ものとされ、第三者が不提出とした場合は
決定で過料の制裁が科される（民訴法 225 条 1 項）
。
なお、実務上は文書提出命令に基づき提出された書類について、当事者
が提出すべき文書を選択し改めて書証提出を行う 1045）。
この実務慣行には理
論的批判がある 1046）が、ローヤリング技術としては、証拠を通じた裁判所
への説得活動として、特に必要な書類を整理して提出することに意義があ
り、その後の準備書面への引用や判決書への引用も容易となることから、
積極的に書証として提出すべきであると考える。
（ウ）文書送付嘱託の申立て 1047）
（同法 226 条）
文書送付嘱託とは、書証の申出のうち、①手元にあるものを提出する方
法（民事訴訟法 219 条）、②相手方・第三者が所持するものの提出命令を
申し立てる方法（同法 219 〜 225 条）以外の③第三の方法として認められ
るものであり、裁判所が文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを

1043）司法研修所・前掲注 925）94 頁。
1044）実際の文書提出命令申立書の書式は司法研修所・前掲注 925）256 〜 258 頁【28】
【29】参照。
1045）司法研修所・前掲注 925）103 頁。
1046）伊藤・前掲注 924）438 頁は、法文が文書提出方法として文書提出命令申立と
書証申出を併記する以上この慣行には疑問があるとする。理論的にはそのとおり
であろう。
1047）司法研修所・前掲注 925）89 頁以下。
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求めるものである 1048）
（同法 226 条）。具体例としては、①法務局に対する
不動産登記申請書・附属書類、②病院の診療記録（カルテ）等を取り寄せ
る場合等がある 1049）。提出義務ある所持者に提出の協力が期待できると
き 1050）は、文書提出命令によるより、この文書送付嘱託による方法が穏当
とされる 1051）。
申立てには、民事訴訟法 221 条 1 項 1 〜 4 号が類推されるが、文書の特
定・要証事実との関係は文書提出命令の場合に比べて緩やかに解されてい
る 1052）。官公署には、
郵便法 8 条など秘密保持義務がある場合を除いて裁判
所の文書送付嘱託に応じる公法上の義務があると解されているが、その他
の場合には「嘱託」であり命令ではないので文書の所持者はこれを拒絶す
ることができ、その場合は文書提出命令の申立て（上記（イ））を検討す
ることになる 1053）。送付された文書は、当然に証拠となるのではなく、挙証
者はそのうち必要なものを書証として提出し、その書証の証拠調べが行わ
れることとなる 1054）。
弁護士会照会は本来、調査嘱託に対応するものであるが、回答に代えて
文書が送付されることも多い 1055）。そのような場合、
弁護士会照会と文書送
付嘱託の利害得失を検討して選択肢を検討すべき点は調査嘱託
（上記（ア））
で論じた点と同様である。

1048）司法研修所・前掲注 925）89 頁以下・門口正人編集代表『民事証拠法大系
第 4 巻 各論Ⅱ書証』（青林書院、2003）74 頁参照。
1049）民事証拠収集実務研究会・前掲注 992）183 頁参照［林康弘］。実際の文書送
付嘱託申立書の書式は司法研修所・前掲注 925）254 頁【26】参照。
1050）とりわけ、官公署は原則として裁判所の文書送付嘱託に応じる公法上の一般
的義務があると解されることから、文書送付嘱託は主として官公署の保存文書に
有効とされていることについて、司法研修所・前掲注 925）89 頁。
1051）司法研修所・前掲注 925）89 頁。なお、同書は、そのことの裏返しとして、
文書送付嘱託等他の手段で書証の申出が可能となる場合には、あえて文書提出命
令の申立てを認める必要（民訴法 221 条 2 項）はないとする。
1052）司法研修所・前掲注 925）89 頁。伊藤・前掲注 924）468 頁は調査嘱託に関す
るのと同様の理論的疑問を呈する（注 1044）参照）が、これに対するローヤリン
グとしての考え方については調査嘱託に関する本稿本文を参照のこと。
1053）司法研修所・前掲注 925）89 頁。
1054）司法研修所・前掲注 925）90 頁、門口・前掲注 1048）74 頁参照。
1055）司法研修所・前掲注 925）80 頁「（5）報告の利用方法」参照。
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調査・証拠収集と弁護士倫理 1056）

2

（1）調査・証拠収集のあり方について
ア

事実の調査・証拠収集について

事実の調査については弁護士職務基本規程（以下、
「規程」という。
）37
条 2 項が「必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める」と規定す
る。文言通りこれは努力義務であると解される 1057）が、調査が不十分であ
ること自体が委任契約上の債務不履行であると評価されて弁護士が損害賠
償責任を負う旨判示された事例 1058）があることに注意を要する。この限り
においては、事実調査は努力義務でなく法律上の義務となっており、かか
る法律上の義務を果たさない場合は規程 5 条の誠実義務をも果たしていな
いと評価される可能性があり、弁護士倫理上の問題が生ずる。
イ

法の調査について

これに対し、法（令）の調査について規程 37 条 1 項は「弁護士は、事
件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない」と規定し、事
実の調査よりも高度の義務があるかのような文言で規定する。これは、弁
護士法 2 条で法令精通義務が定められていることを踏まえて規定されたも
のである 1059）。
ウ

その他弁護士倫理上、問題となる点について

他に調査や証拠収集にあたって特に問題となり得る弁護士職務基本規程
1056）森際・前掲注 251）86 〜 90 頁［北川ひろみ］参照。弁護士の調査のあり方に
つき問題となった具体例として、飯島澄雄＝飯島純子『弁護士心得帖』（レクセ
スネクシス・ジャパン、2013）167 〜 182 頁に詳細な例が掲載されている（「自由
と正義」掲載の懲戒事例を整理したもの）。
1057）規程 82 条 2 項。日本弁護士連合会「解説 弁護士職務基本規程」（第 3 版）
120 頁。しかし、本来の心構えとしては「義務」ではなく、
積極的に証拠を「採取」
する心構えを弁護士は持ちたいものである（山浦・前掲注 919）参照。同書 458
頁以下は「証拠採取の心構え」として（1）事件を好きになる（2）依頼者を好き
になる・依頼者に好かれるようになる（3）裁判官を好きになる・裁判官に好か
れるようになるの 3 点を挙げる）。このような積極的な姿勢が、事実調査・証拠
収集の「選択肢の開発」
（本稿（第 3 3）「調査・証拠収集と『選択肢の開発と絞
込み』」）につながる。
1058）一審から上告審まで依頼者からの聴取・依頼者への報告を直接には一度もせ
ず依頼者を敗訴させた事例につき東京地判昭和 54 年 5 月 30 日判タ 394 号 93 頁、
請負契約の事実関係等につき十分調査を尽くさず第三者に損害を生じさせた場合
につき東京地判平成 7 年 10 月 9 日判時 1575 号 81 頁。
1059）刑事に関するものであるが、刑訴法 237 条を確認せず起訴後も告訴の取下げ
ができるとの誤った助言をして示談を成立させた事例（戒告。日弁連懲戒委員会
平成 23 年 2 月 14 日議決例集 14 集 80 頁）につき髙中正彦ほか編著『弁護士の失
敗学』（ぎょうせい、2014）164 頁。
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の条文は、①真実を尊重しなければならない（真実義務）とする 5 条 1060）、
②調査にあたって調査対象者等の名誉や信用を重んじなければならないと
する 6 条 1061）、
③調査や証拠収集に違法不正な行為を利用してはならないと
する 14 条 1062）、④弁護士自身が自由かつ独立の立場を保持するように努め
て調査や証拠収集を行わなければならないとする 20 条、⑤調査収集した
証拠を裁判手続で利用するときも裁判の公正・適正手続の実現に努めなけ
ればならないとする 74 条や、⑤偽証・虚偽陳述の教唆や「虚偽と知りな
がらその証拠を提出」することを禁ずる 75 条 1063）などがある。
3

調査・証拠収集と「選択肢の開発と絞込み」
以上のような調査・証拠収集の過程においても、弁護士は選択肢を開発

し、それを適切な数に絞り込んでゆくことが重要である。例えば、裁判外
の調査（弁護士会照会）と裁判上の調査（調査嘱託・文書送付嘱託）の 2
つ以上の選択肢を提案し、
その長短（上記 1（2）ア（ウ）d、 1（2）イ（ア）
（ウ）各参照）を依頼者に説明すると同時に事案に応じた適切なものに絞
り込んでゆくことが「依頼者の納得と安心」を獲得するために重要である。
なお、調査・証拠収集と選択肢の開発の関係では以下の 3 点を指摘して
おきたい。
（1）調査・証拠収集すること自体が選択肢開発の契機になることがある。
情報が豊かになればなるほど、紛争自体の最終的な解決にあたり様々な選
択肢を案出しやすくなる。法律相談で依頼者（当事者）本人の物語を聴き、
相手方の主張を聞いた後で証拠を客観的に見ることにより第三の光が当て
られ、それが選択肢を開発する契機となる場合もある。
（2）調査・証拠収集により情報が豊かになることで、各選択肢の長短が
1060）日本弁護士連合会・前掲注 1057）10 頁以下。
1061）相手方弁護士（弁護士法人等含む）に対する名誉については 70 条。
1062）東京弁護士会法友全期会・前掲注 257）55 頁は①原告代理人が被告が共同経
営する飲食店内で被告の承諾を得ず店内の造作・被告及び客等を撮影した事例（戒
告。自正 47 巻 12 号 186 頁）②建物収去土地明渡請求訴訟で原告代理人が、事務
員に指示し被告に無断で被告不在の建物に侵入写真撮影させた事例（戒告。自正
52 巻 5 号 194 頁）③家事調停で、調停委員会の許可を得ず録音禁止の調停室内に
録音状態の IC レコーダーを持ち込み調停内容を録音しようとした事例（業務停
止 3 か月。自正 68 巻 6 号 126 頁）を紹介する。
1063）日本弁護士連合会・前掲注 1057）209 頁は、ここでいう「虚偽」とは「客観
的事実に反すること」をいい、
「弁護士が当該証拠を主観的に虚偽であると思っ
ていても、客観的事実に合致していた場合には本条違反にならない」という。

法政論集

290 号（2021）

139

論

説

より明らかになり選択肢の絞り込みの精度と質を向上させることができる。
（3）インターネットによる情報化社会となり、調査・証拠収集により
集められる情報の量は格段に増えた。その意味では、調査・証拠収集が容
易になったが、他方、ジャンクな情報も増え、証拠を収集して整理するこ
と自体が大切だった時代から、検索し取り出すことにこそ意味がある時代
となり 1064）、意味ある情報に如何にアクセスするかという検索（retrieval）
技法に大きな意味がある時代となった。とすれば、これからの弁護士は、
Google その他の手法によって検索ができるかということにより大きな関
心を払ってゆく必要があるといえよう。

第6
1

委任終了後の処理・報酬金 1065）

委任終了の意義

（1）委任終了とは
本稿の「受任」においては、「事件受任」とは、法律専門家が依頼者と
の間で委任契約を締結すること（民法 643 条）と定義した 1066）。本稿でいう
委任終了とは、このように法律専門家と依頼者との間で締結された委任契
約 1067）が終了することをいう。
（2）委任の終了形態
このような委任契約の終了形態には様々なものがある。一般には、事件
（訴訟事件・調停事件・交渉など）が終了して 1068）委任契約が終了する場合
が多いが、依頼者・弁護士間で意見・方針・進め方等につき考え方の違い
が生じる等の理由により事件途中で委任契約が終了する場合もある。弁護
士による辞任、依頼者による解任という一方的意思表示による終了もあ
1064）野口悠紀雄「『超』AI 整理法」（KADOKAWA、2019）Kindle 位置 No.52/2553
は「デジタル情報について重要なことは『いらないものを捨てる』という努力を
やめて、『必要なものを検索する』という方針に転換すること」だという。
1065）事件終了後の措置については、榎本修「委任終了後の措置」名古屋ロイヤリ
ング研究会編・前掲注 1）300 頁以下参照。
1066）本稿（3）（事件受任）名法 284 号 93 頁（2019）。
1067）準委任契約との混合契約である。
1068）ここでいう「事件」の単位の考え方について、依頼者と弁護士で齟齬が生じ
やすい（例えば、離婚事件と、養育費請求事件、面会交流事件を一つの事件と考
えるか否か等）点について本稿（3）（事件受任）名法 284 号 101 頁（2019）「b
事件数の数え方」参照。
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る 1069）し、弁護士と依頼者との合意による委任契約の終了（合意解約）も
あり得る。他方、委任契約が履行不能によって終了する場合もあり得る
（民
法 648 条 3 項 1 号参照）。
（3）委任の終了形態と「依頼者の納得と安心」
一般には、事件終了により委任契約の目的を達した上で委任契約が終了
する場合は比較的問題が少ないが、事件は終了したが満足いく結果が得ら
れなかった場合には依頼者には不満が残っていることが多い。
「依頼者の
納得と安心」というローヤリングの目的との関係では、①事件終了による
委任の終了より②事件途中での委任の終了の方が問題が大きい。更には、
事件終了に至る前の事件途中での終了は合意解約による場合でも相当の緊
張関係に立つことになるし、辞任・解任等の一方的意思表示による途中終
了の場合にはさらに強い緊張関係に立つことになる。
すなわち、
②事件途中の終了のなかでも、②（ア）合意解約よりも②（イ）
辞任・解任等の一方的意思表示による委任の終了の方が問題が大きく、辞
任と解任を比べれば②（イ）a 依頼者からの解任による委任の終了よりも
②（イ）b 弁護士からの辞任による委任の終了の方が問題が大きく 1070）、
ト
ラブルになりやすい。
以上いずれの場合であっても、事件途中の委任契約の終了は、依頼者と
のトラブルや懲戒申立、場合によっては損害賠償請求等の紛争に発展する
リスクもあり、弁護士倫理との関係でも十分な配慮が必要である。
紛争解決後も依頼者との関係が直ちに終わるわけではない。民法の委任
契約の性質に基づく余後効 1071）にあたる義務（民法 654 条の委任契約終了
1069）民法 651 条 1 項によって、いずれも一方的に解約できる。その趣旨は、委任が
信任関係を基礎とするものである点にあるとされ、弁護士につき特に当てはまる。
1070）ただし、ここでいう「辞任」とは依頼者からの一方的な委任契約の終了の意
思表示に対比するものとして、弁護士からの一方的な委任契約終了の意思表示を
指している。実務上、「代理人辞任届」のように裁判所や相手方に対して委任契
約が終了した場合一般（それが合意解約によるとそれ以外のものによるとを問わ
ない）を指す場合もあるが、ここでいう「辞任」は、それとは異なる概念である。
例えば、依頼者と弁護士の合意により委任契約を終了させ（合意解約）、裁判所
に代理人の辞任届を提出するということは実務上よく見られることである。
1071）内田・前掲注 12）21 頁の図を参照。同書は「契約のライフサイクルをイメー
ジで示すと、時間軸の串に貫かれたイモのようなものである」とするが、この契
約終了後の効力である余後効は、時間軸を X 軸とすればれば終了時点（X₁）〜
余後の効力の消滅する時点（Xn）までの間のイモの右側の切れ端のような形をし
ていることになる。
余後効はドイツ法学の用語にならったものであるとされる（同書 110 頁）
。こ
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【図 5】委任契約の終了事由と「依頼者の『納得と安心』」

後の受任者の善処義務など）が弁護士に生ずる場合もある。
2

委任終了時の基本的技能

（1）依頼者の意思の十分な確認
紛争が生じやすい事件途中の委任終了の場合は勿論であるが、事件終了
による委任終了の場合であっても、終了前の事前の十分な打合せが重要で
あり、例えば事件終了による委任終了の場合であっても、裁判上の和解の
場合の裁判所への依頼者の同行など依頼者の意思を十分に尊重・確認する
ことが重要である。
筆者は、裁判上の和解が成立しそうな場合、その後の予定を十分あけて
おき、和解成立後に喫茶店などに依頼者を誘い 30 分〜 1 時間は時間をか
けて「この和解が成立してどれだけ良かったか」を十分説明して納得が得
られるように繰り返し話すことを心掛けている。和解は「互譲」
（民法
695 条）が要件である 1072）から、その成立にあたって当事者は必ず何らか
の「譲歩」を強いられている。しかも（同席ではなく）別席調停（≒コー
カス）が基本の我が国の和解・調停手続 1073）では、相手方が裁判所から譲
の余後効とローヤリングの関係につき、榎本修「実務基礎科目『ロイヤリング』
の現状と課題」判タ 1224 号 16 頁（2007）「（10）民法理論等との関係」参照。
1072）互譲が要件となっているのは「お互いに不利益を忍ぶ場合であってはじめて、
たとい真実に反しても合意に従うべき義務を認めることができるから」であると
される（我妻榮『債権各論中巻二』（岩波書店、1962）872 頁）。
1073）本項（7）（ADR・裁判外紛争解決）名法 289 号 204 頁（2021）。
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歩を求められている場面を直接見ることは基本的にはないため、常に自分
ばかりが譲歩を強いられたような気持になる場合も少なくない。そのよう
な中で最終的に和解が成立しても、依頼者は「もっと主張できた」「譲歩
し過ぎた」「こんな言い方をすればよかった」という納得しきれない気持
ちを持つことがむしろ通常である。しかし、一旦、本人同意のもとで和解
が正式に成立した以上、弁護士としては、その和解の良い点を十分に依頼
者に理解してもらい、この手続に「納得と安心」を感じてもらうことが重
要であり、そのためには、ここでこの和解の意義を分かりやすい言葉で粘
り強く強調することに意味がある。
（2）合意書・和解書の作成 1074）
裁判外の和解の場合、和解契約は無方式の契約であるから口頭でも成立
するが、後日の立証のことも考え必ず合意書・和解書 1075）などの書面を作
成すべきである。
裁判上の和解や調停の成立の場合、和解調書・調停調書が裁判所書記官
により作成され、債務名義となる（民事執行法 22 条 7 号）ので、執行で
きない条項で調書が作成されないよう注意しなければならない。裁判所書
記官向けの書籍が多く出版されているので、これらを参照して十分な検討
をし、極めて単純な事案の場合を除き事前に和解条項案・調停条項案を十
分に検討し、裁判所や相手方ともファクシミリその他の書面でやりとりを
して成立前に確認しておくのが良い。その場合、交渉のところで述べ
た 1076）とおり、条項案を（相手方や裁判所ではなく）できるだけ自分で起
案することが重要である。
（3）合意内容の確実な履行
給付条項の場合、一番確実な履行は、席上払い・席上の引渡しや引換給
付であるが、それが難しい場合、確実な履行が受けられるよう書面の内容
に事前に十分留意しなければならない。
他方義務を履行する側の代理人となった場合、本来の受任義務の範囲は、
1074）名古屋ロイヤリング研究会・前掲注 1）221 頁以下「第 9 章 合意文書の作成」
［深井靖博］参照。
1075）裁判外での和解成立を証する書面には、合意書・和解書・協議書・覚書・確
認書・念書など様々なタイトルが付されることがあるが、その効力には基本的に
違いがない。名古屋ロイヤリング研究会・前掲注 1）226 頁参照。
1076）本稿（5）（交渉）286 号 150 頁（ヌ）交渉文書草案作成（draftsman）。
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合意の成立（事件の終了）までであるともいえるが、履行について全く関
知しないという立場を取ることは、状況によっては民法 654 条の委任終了
後の応急処分義務の観点から問題となり得る。同条に言う「急迫の事情」
がない場合であっても、相手方に弁護士が選任されている場合には他の弁
護士との信義（規程 70 条）という観点からも、義務の履行についても合
意書通りの履行を行ったか等について一定程度確認する、少なくとも先方
から問い合わせがあった場合に確認する等の配慮をすべきであろう。この
点も上記（1（3）
）で論じた委任契約の余後効 1077）の一種であるともいえる。
3

委任終了後の処理

（1）報酬金 1078）の受領
事件終了は、弁護士が依頼者から報酬金を受け取る機会である 1079）。ここ
では、前提として報酬金受領に関する弁護士と依頼者の立場について論じ
た上で（ア）、具体論として、①いつ（どのようなタイミングで（イ（ア））
）
、
②いくら（どのように報酬金を算定するか（イ（イ））
）報酬金を受領する
のが良いのかという点について検討する。
ア

総論：報酬金受領に関する弁護士と依頼者の立場

弁護士と依頼者は、初回の法律相談から事件受任、紛争・事件の解決に
向かって、相手方の主張に協働して反論を加え、協力して証拠を集めたり
調査して当該反論の裏付け作業を行うなど、
「共に戦う仲間」だったはず
であるが、この最後の報酬金請求の場面になると両者の間に利害の対立が
生じる。事件受任時にも着手金の額やタイムチャージのあり方、最終的な
1077）注 1071）参照。債権法改正前の民法 171 条の「弁護士の」
「事件終了」とは「当
該弁護士に依頼した訴訟終了の時という意味である」とされてきた（川島武宜編
『注釈民法（5）』（有斐閣、1967）［平井宜雄］352 頁）。とすれば、合意や和解が
成立した時点を「事件終了」「委任契約の終了」と考えられるから、それ以上何
らかの義務を換言するのは余後効の問題となる。
1078）ここでは「報酬」を着手金・報酬金を含めた「弁護士報酬」
（規程 24 条）全
体と考え、
「報酬金」を「事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功が
あるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価」
（旧日
弁連報酬基準規程第 3 条第 2 項）として区別している。
1079）旧日弁連報酬基準規程によれば、解決による経済的利益がなかった場合（敗
訴判決など）に報酬金は受け取れない（第 3 条第 2 項で報酬金は「その成功の程
度に応じて受ける委任事務処理の対価」とされていることから）し、勝訴しても
相手方が上訴して確定しない場合は報酬金は受領できない（同規程第 5 条が「た
だし、第三章第一節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報
酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける」と規定し
ているため）。
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報酬金の計算方法など弁護士報酬を取り決めるタイミングはある（規程
24 条・30 条、弁護士の報酬に関する規程 1080）第 5 条によれば、むしろ着手
時に明確に決めなければならない）から、その時点でも依頼者は着手金が
少ない方が良く、弁護士は多い方が良いという一定の利害の対立はある。
しかし、①事件着手時には、これから事件を解決していく場面であるので
双方とも各自が求める「理想的な最終的解決」に向かって考え方が前向き
であるのに対し事件終了時は、これまでの事件経過を振り返るという回顧
的・後ろ向きの評価をした上での金額決定になること、②多くの事件が和
解で終わる 1081）が、和解の成立には、必ず相互の「譲歩」（民法 695 条）が
あり、依頼者には一定の不満がある状況で事件が終了することもあり、気
持ちはより後ろ向きになりやすい 1082） こと、③事件受任時には抽象的で
あった最終的に依頼者が得られる経済的利益が事件終了の段階では具体的
になっており、金銭等を受領する側で解決する場合には実際に手にする具
体的金額、支払う側で解決する場合には実際に手元から支払わなければな
らない具体的金額が明確な中で具体的報酬金額を確定することになるこ
と、④事件受任時には依頼者・弁護士とも、これから一緒に事件を処理し
ていかなければならないので協調関係を保ちたいという人間関係維持の動
機や遠慮が働きやすいのに対し、事件終了時には、そのような解決のため
の人間関係維持の動機や遠慮は期待できない場合があること、⑤依頼者に
とって、そこで支払う報酬金の具体的意味が事件受任時より相当程度具体
的になっていることから、利害対立が事件受任時よりも先鋭的になりやす
い状況にあると言える。
根本的に、報酬の多寡については、依頼者は少なく（できれば分割等に
よりゆっくり 1083））、弁護士は多く（できればすぐに全額）という利害対立
がある。したがって、
（ア）どのようなタイミングで（イ）いくらの報酬
1080）日本弁護士連合会平成 16 年 2 月 26 日会規第 68 号。
1081）注 725）参照。
1082）依頼者と弁護士は、同じ紛争を紛争発生から解決まで共に見ていても、見て
いる立場が違う（当事者と第三者、非専門家と専門家）ので見方や評価が異なり
得る。また、依頼者も弁護士も個々の人間であるから、その個性や考え方・人生
観によって、全く同じものを見ていても見方や評価は異なり得る。
1083）他方、依頼者によっては、
「この事件のことは早く忘れたいから、一刻も早く
弁護士さんへの報酬金も全額支払いすっきりしたい」と早期支払を希望する場合
もある。
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を請求するか 1084）というのは非常に難しい問題なのである 1085）。
イ

各論

（ア）報酬の請求時期・タイミング
a

具体的報酬金額の算定・明示時期

弁護士と依頼者の契約は委任契約であるから、当事者間に特約がない場
合には、そもそも報酬の請求ができない 1086）し（民法 648 条 1 項）
、報酬を
支払う旨の特約がある場合でも「委任事務を履行した後」でなければ報酬
は請求できない（同条 2 項、委任事務の先履行）
。そのような状況で、例
えば、相手方から 3000 万円の支払いを受けるという場合、そこから弁護
士報酬（報酬金）がいくら引かれるかによって、依頼者の「手取り」は変
わってくる。従って、和解が成立しそうな場合には、弁護士としては、事
前に「ここで解決した場合には、報酬金はいくらになります。だから、あ
なたの手取り（または支出総額）は全部でいくらになります」と具体的な
報酬金額を説明できるようになっていなければならない 1087）。
このような弁護士報酬（報酬金）自体が解決のバッファ（緩衝装置）の
役割を果たす場合もある。例えば、依頼者が 5000 万円の支払いを請求し
ている訴訟で、相手方が 3000 万円の支払いであれば納得しているが、依
頼者側は悩んでいるというケースを考える。受任時の委任契約に、廃止前
1084）本来、受任時の委任契約で、①報酬金の金額や②支払時期は定まっているは
ずである（支払時期は特約なき限り民法 648 条 2 項により委任事務終了時点にな
（ア）
る）。にもかかわらず、事件終了時に具体的金額や請求時期が問題となるのは、
委任契約時の報酬の定め方は抽象的な場合がある（例えば「得られた経済的利益
の 16％」など）こと（イ）委任契約で定めた通り機械的に請求すると、和解を通
じ譲歩している依頼者には不満が残る場合も考えられること（ウ）金銭授受を伴
う和解の場合、当該債務自体の履行時期と報酬金支払時期（例えば、受領側の場
合には預り金口座に振り込ませて報酬金を相殺することとし、別に請求しない方
法によることなど）と大きく関係してくることによる。
1085）報酬につき、依頼者と紛争になってしまった場合には、所属弁護士会の紛議
調停（弁護士法 41 条）で解決するよう努めなければならない（規程 26 条）。
1086）他方、①「弁護士報酬につき特段の定めがなくても諸般の事情を斟酌して相
当な報酬を斟酌すべき」とする最判昭和 37 年 2 月 1 日民集 16 巻 2 号 157 頁及び
②弁護士−依頼者間に黙示の特約があるとされる場合があること等につき注 10）
参照。
1087）東京弁護士会編『弁護士業務マニュアル』
（ぎょうせい、第 4 版、2012）223
頁「和解と報酬」は、
「裁判が和解で決着する時には」
「依頼者は『この和解金は
すべて自分に入る。
』」と考えがちなので、弁護士は自分の報酬金の計算を持ち出
すのは「気が引ける」が、和解成立後に別に弁護士報酬（報酬金）の話を切り出
すと「エーッ！」と言われることが起こりがちなので、
「和解金の中に弁護士報
酬もしっかり組み込んでおく」ことを指摘する。
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の日弁連報酬基準規程によって計算すると約条してある 1088）場合、報酬金
の標準は 318 万 0000 円 1089）及び消費税 1090）となる。依頼者からすると、
3000
万円で応諾するということは依頼者自身の手取りは 30,000,000 円（和解金）
-3,180,000 円（報酬金）=26,820,000 円（依頼者手取り）しかない。他方、
弁護士としては「ここまできた以上、何とかここでまとめた方が良い」と
考えた場合、例えば「私の報酬金も 200 万円で結構です。あなたも、この
案に納得がいかない点があると思うけれども、全体的にはここでまとめた
方が良いと思う。手取りとしては 2800 万円になるけれども、どうでしょ
うか」という言い方で、報酬金を明示し依頼者の手取り金額を明確にして
説得する方法がある 1091）。逆に、依頼者が報酬金分のみが気になっている場
合（依頼者としては、自分の弁護士費用は相手方に支払ってもらいたいと
いう心情を持つことも多々ある 1092））
、相手方と再交渉し「300 万円上積み
してくれれば解決できます」と再検討を依頼して解決を図る方法もある。
いずれの場合も、和解については、成立してからではなく成立する前に
報酬金の具体的金額を明示することが、和解成立促進のために肝要である。
ここで報酬金の明示を怠るとトラブルが生じやすい。つまり、
上記の場合、
依頼者は譲歩して当該金額で妥協している 1093）。その後に、
報酬金の話を切
り出されると、その譲歩を受け入れた時の辛い気持ちや（相手方弁護士で
はなく）自分自身が依頼した弁護士から説得されたことのみが頭に残り、
「弁護士は私を説得することばかりして、相手方を説得してくれなかった」
という不満を持たれることがあり、その場合に報酬金を納得して払っても
らうことは難しい。他方、弁護士としては依頼者の説得に苦労した案件で
あればあるほど労力がかかっており、一定の報酬金を請求したくなる。そ
こに、両者の意識のずれが生じて紛争が生じやすいのである。
b

報酬金の実際の請求時期

事件が終了したら、速やかに実際の報酬金を請求すべきである。事件終
1088）本稿（3）（事件受任）名法 284 号 99 頁（2019）参照。
1089）得られた経済的利益である 30,000,000 円×10％ +180,000 円 =3,180,000 円。
1090）以下、消費税は捨象して検討する。
1091）このように説明すると依頼者の考え方は整理されるのか、
「スッキリした」
「納
得した」という態度で和解に臨む依頼者が多い。
1092）弁護士報酬の敗訴者負担問題については注 284）参照。
1093）和解が互譲を要素とする（民法 695 条）以上、必ず譲歩の要素は含まれている。
注 1072）参照。
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了時には様々な細かい事務手続が立て込むことも多く（調書・合意書等の
原本の取扱いや諸事務（送金・登記の移転・引渡し、離婚であれば離婚届
や婚氏続称届出（民法 767 条 2 項、戸籍法 77 条の 2 など）
）
）
、また、実費
も一緒に請求することからその算定も煩瑣であったり上記の諸事務が終わ
らないと具体的な金額が算定しづらく、実際の報酬の請求時期は遅くなる
ことも少なくない。しかし、依頼者に気持ちよく報酬を支払ってもらうた
めには一定の期限がある。ABA（日弁連弁護士業務対策委員会訳）『個人
法律事務所の実務』“Flying Solo-A Survival Guide For Solo Lawyers”237 頁の
満足度グラフ（149 頁の【図 6】）は非常に興味深い。
（イ）報酬金の算定
規程 30 条によれば、弁護士は受任時に報酬金の金額ないし算定方法を
定めた委任契約書を依頼者との間で締結していることが原則である。とす
れば、事件終了時に報酬金は当該契約の定めにより機械的に定まるように
も思われるが、ここには様々な問題がある。
具体的な説例をもとに検討しよう（以下では、①甲弁護士の所属する法
律事務所の報酬基準規程は、旧日弁連報酬基準規程に準じて定められてお
り、②委任契約書では報酬金については「当法律事務所の報酬基準規程に
よる」とのみ定められており、③消費税は考慮しないという前提でそれぞ
れ検討する）。
a

離婚訴訟で和解したケース

【例 1】A 女は、夫である B 男が C 女と不貞行為をしたことを原因とす
る離婚訴訟で離婚請求及び財産分与請求をし更に慰謝料 500 万円を B・
C に請求する訴訟を提起した（人訴法 17 条の関連請求）が、証拠調べ
等を経て裁判所から和解が勧告された結果、①離婚が成立し② A 女は
本件解決金として金 300 万円を受領し他に債権債務がないことを確認
する旨の裁判上の和解が成立した。甲弁護士は訴訟提起段階から A 女
の委任を受け和解成立まで関与した。
（a）報酬金の計算
離婚が成立したことについて報酬金は 30 〜 60 万円までの範囲の額 1094）、慰
1094）旧日弁連報酬基準規程 22 条。この範囲内で各単位弁護士会が具体的金額を定
めている場合もあり、名古屋弁護士会（現在の愛知県弁護士会）の報酬基準規程

148

ローヤリング基礎論覚書（8・完）（榎本）
ˠˠɻޮश྅ࣆޛແॶͶΖ
ʰ͍͵ͪͺࢴΝ͚ͱͮٻΗͪɽ
ՁͳླޜΝͪͮݶΔΓ͏͖Κ͖Δ͵͏͚Δ͏ͫɽʱ

අࠄঋ݀

̏ೖޛ

ʰଠਕͶͺ

ʰร͕Ͷ͵ͮͪɽʱ

Ͳ͘͵͖ͮͪͫΘ͑ʱ
̏ुؔޛ
ʰ൶ΔͶͺঋͯࠒݡΊͺ͵͖ͮͪɽʱ

ਜ਼ࣞࣆࣰ৻ཀྵघକޛ
ʰ͍͵ͪͺͪ͏Ξ͵ࣆΝ
͢ͱ͚Ηͱ͏Ήͤɽʱ

υΡηΩώϨʖ࣯ॽޛ
ʰৃͶͺࣰͶ͚ͪ͠Ξ
घକ͗චགྷͲͤɽʱ

ৃणཀྵޛ
ʰܙཤͲͤɽ
ʹ͑ͤΗͻΓ͏Ͳ͢Β͑ɽʱ

௪ຮଏౕϪϗϩ

݆̏ޛ
ˠɻ࠹ॵ

ʰֺ͵ࣆͫͮͪɽ
ࣙͲͲͪ͘ɽʱ

ɻʰ͓ΔΗͪΔഃ໕Ͳͤɽʱ

࣎อ࢞ޤͶు

Ξ͟ΘͶ੧ٽ

ʰͤ͛Ͷճͮͱ͚ͫ͠͏ɽʱ

ʰͲ͢Β͑ɽʱ

ฯݧճऀͶు
ʰฯͲݧͺΩώʖ͠Η͵͏Ͳͤͮͱɽʱ

ࢩಞଇ
ʰͳΞͲ͵͏ɽʱ

खཱིৃ
ʰ͞ѳಛอ࢞ޤΌɽʱ

کࣧߨ
ʰ͞౬ਕ͞ͳΝֆͶ
͏ݶΔ͢ͱΏΖɽʱ
ˠๅृࢩܘ༁ͳघۜफणͶΓ͏࣎غ
ˠˠৼཀྵదͶ࠹श੧ٽΝड़ͤ΄࣎͘غ



【図 6】満足度グラフ（ABA "Flying Solo" 232 頁より引用）
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謝料請求について認められた部分について報酬金は 48 万円（=3,000,000 ×
16％）となる。
（b）検討すべき問題点
離婚と金銭請求は旧日弁連報酬基準規程上別個のカテゴリーとして規定
されている 1095）ため重ならないようにも見えるが、同規程 22 条 4 項は財産
給付の実質的な経済的利益の額を基準として通常の報酬金の額以下の適正
妥当な額を加算請求できるとするため、上記計算となることが考えられる。
なお、A 女の金銭的状況等による減額が必要と判断したときは、同条 5 項
の規定 1096）を活用する。本件解決金 300 万円を B と C の共同不法行為によ
る損害賠償請求（民法 719 条）であると考えると、両者の債務は不真正連
帯債務となる 1097）。「本件解決金」が全て不法行為に基づく損害賠償請求権
と言い切れるのかが問題で、実際上は、財産分与（民法 768 条）の趣旨が
含まれていることも多い。とすれば、財産分与についての報酬金とな
る 1098）のではないかという点も問題となる。
b

売買代金請求事件で分割払いの和解をしたケース

【例 2】A 社は、B 社に納入した商品売買代金 5000 万円を請求する訴
訟を提起したが、B 社は商品の契約不適合等を主張して支払いを拒絶
し、審理を経たところで裁判所から和解勧告があり、金 5000 万円の支
払義務は認めるが、内金 3000 万円を 10 回分割で毎月 300 万円ずつ支
払い、期限の利益を失うことなく支払えば残余は免除する旨の裁判上
の和解が成立した。甲弁護士は、訴訟提起の段階から A 社の委任を受
けて、和解成立まで関与した。
（a）報酬金の計算
得られた経済的利益 3000 万円について 318 万円（＝30,000,000×10％＋
180,000）となる。

では離婚の報酬金は 40 万円と定められていた。
1095）「民事事件」（17 条）、「離婚事件」（22 条）。
1096）同条 5 項は依頼者の経済的資力等により報酬を「適正妥当な範囲内で増減額
することができる」とする。
1097）最判昭和 57 年 3 月 4 日集民 135 号 269 頁。
1098）旧日弁連報酬基準規程 22 条 4 項参照。
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（b）検討すべき問題点
この和解は「実際の紛争に適合し当事者の心情にも沿う良い解決となる
ことが多い」という理由で実務上よく用いられる「一部完済後免除型」1099）
である。この場合、債務の存在は全額について確認する点を強調すれば経
済的利益は 5000 万円とも考えられる。しかし、期限の利益を失わずに
3000 万円が支払われた場合には 2000 万円は免除されるし、実際に期限の
利益が失われた場合、債務名義たる和解調書（民事執行法 22 条 7 号）上
の債務を不履行とするほど相手方の財政状態は危殆に瀕している可能性が
高く、実際上はこの 2000 万円を回収することは困難な可能性も高い。以
上から、このような場合得られた経済的利益は認めた債務全額でなく内金
3000 万円部分に限定することが適切である。
c

貸金請求事件で分割払いの和解をしたケース

【例 3】A 社は、B に対し金 1000 万円を貸し付け、同額を求める訴訟
を提起したが、B は裁判に出頭せず、全額請求認容の判決がなされた。
しかし、B には目ぼしい資産がなく回収可能性がない。甲弁護士は、
訴訟提起の段階から A 社の委任を受けて、判決取得まで関与した。
（a）報酬金の計算
118 万円（＝10,000,000×10％＋180,000）となる。
（b）検討すべき問題点
依頼者が実際には全く金銭を回収できない可能性が相当大きいことを考
えると本当にこれを「得られた経済的利益」と言ってよいのかどうか疑問
も残る 1100）。訴訟提起の段階で回収可能性がないことは十分検討したのか、
そもそも訴訟提起が適切であったのかという問題もあろう。先方が出頭も
しなかったということで弁護士が費やした労力や時間も少ない。旧日弁連
報酬基準規程第 15 条が「前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実
態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の
実態に相応するまで、減額しなければならない」と規定していることを踏
まえて、報酬金を減額することも検討すべきケースである。
1099）注 776）参照。
1100）「経済的利益」の算定方法につき、吉原＝片岡・前掲注 249）26 頁［石井芳光・
片岡義広］。
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（ウ）報酬金の説明方法
a

前提：事件受任の段階での十分な検討と依頼者への説明

そもそも、弁護士は、受任時に報酬について十分に説明し（規程 29 条）
、
依頼者の納得を得ておかなければならない。事件は生き物であり、多くの場
合相手方があるから、受任段階で事件の見通しが完全に立っていることは
稀である。とすれば、法律の専門家ではない依頼者にとっては、なおのこと、
受任時の段階で事件終了時の報酬金の説明をされても具体的なイメージを
持つことには困難を伴う。それでも、というより、だからこそ事件受任の段
階でわかる限り明確に事件終了時の報酬金を弁護士が想像力をもってイ
メージして検討し、具体的に分かりやすく説明しておくことが重要である。
b

報酬金請求前の振り返り

その意味において、報酬金を機械的に請求する前に「自分は、受任時に
報酬についてどれだけの見通しをもって、どう説明をしていたか」を振り
返ることが重要である。このような振り返りが、実際の請求時に依頼者と
弁護士との間のイメージのギャップを埋めるのに役立つ。また、その時点
になって「ああ、こういうことがあるなら、受任時にこう説明しておくべ
きだった」
「別の算定方法で説明し合意しておくべきだった」と気が付く
こともある。大切なのは、この気づきができた場合、当該事件についての
報酬金は、そのまま無理やり報酬金を請求するのではなく、受任時の自分
自身の説明から合理的に導くことができる報酬金額に抑えた請求に留め、
むしろ次回の同種事件、他の事件での受任時の委任契約の内容やその説明
の改善に活かすことである。これにより、弁護士はより洗練された委任契
約の内容を提案することができ、依頼者の納得を得られやすくなる。
c

報酬金の具体的な説明方法

以下では、いくつかの例に基づいて報酬金の具体的説明方法について検
討する。
（a）和解により終結しそうなケース
和解成立前に、報酬金の具体的な金額を明確に説明しておくのが良い。
受任時には不明確であったとしても、和解成立が視野に入ってくれば具体
的な報酬金額を計算できる場合がほとんどであろう。ここで和解成立前に
事前にきちんと報酬金を説明しておくことは重要である。依頼者も、最後
に支払う報酬金について気になっている場合が多い。金銭支払をすること
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による解決の場合は、弁護士費用も含めて幾ら用意する必要があるのか、
逆に金銭を受領する場合には弁護士費用を差し引いた自分の手取りが幾ら
になるのか、ということは依頼者にとって重大な関心事である。その意味
で、最終的に自分が依頼している弁護士から幾ら報酬金を請求されるのか
という点は和解を成立させるか否かを検討するにあたり重要な情報の一つ
であり、和解諾否の一要素であることを弁護士自身が十分理解する必要が
ある。依頼者が、相当高額の弁護士費用を覚悟していたり、漠然と高額な
弁護士費用を心配しているため和解に踏み切れないというケースは意外と
多い。そのような誤解を解いて和解成立を促進する趣旨でも、弁護士費用
を和解成立前に明確に説明することには意義がある 1101）。
（b）判決により終結しそうなケース
（a）とも関係するが、和解を受諾するかどうかというときに、弁護士
は「委任契約書で定めた約条によれば判決であれば報酬金は A 円だが、
今、
和解成立により解決するならば B 円で結構です」という説明の仕方をす
る場合がある。執行は訴訟と別に弁護士費用がもらえることも多く 1102）、
上
訴審ではまた別に弁護士費用がもらえる場合もあり 1103）、弁護士にとって
は和解で終わる方が費用がもらえるチャンスが少なくなるともいえる。し
かし、判決で勝ったのに別に執行について弁護士費用を請求することは実
際には簡単ではなく、弁護士としても上訴審まで行かず早期に解決するこ
とには意味がある場合も多い。和解で解決する場合には判決と比べて相手
方の履行の可能性も高いことや、上訴されて事件が長引くこともなく、こ
のような報酬金についての説明を併せて依頼者にすることによって和解で
の解決を図っていくということが考えられる。
（c）敗訴しそうなケース
敗訴した場合には報酬金は受領できないという弁護士報酬基準規程を定
めている弁護士が多い 1104）。そういうことを考えれば、
弁護士から見て敗訴
1101）日本弁護士連合会弁護士業務対策委員会編『法律事務所経営ガイド』
（弘文堂、
1995）426 頁［吉川晋平］は「和解を成立させるときに報酬金額を説明し、この
金額を織り込んで和解を成立させるか否かを判断すべきである」とする。
1102）旧日弁連報酬基準規程 26 条 3 項参照。
1103）旧日弁連報酬基準規程 5 条は「弁護士報酬は、1 件ごとに定めるものとし、裁
判上の事件は審級ごとに」「一件とする」と規定していた（太字は榎本）。
1104）旧日弁連報酬基準規程 3 条 2 項によれば「報酬金」は「その成功の程度に応
じて受ける」ものである以上、敗訴の場合には受け取れないことにつき注 1079）
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の可能性が濃厚である場合には、和解できた場合の報酬も標準的な金額か
らは相当減額することも考えられる 1105）。
（エ）報酬金の受領方法
相手方から和解金を受領することよって事件を終了する場合、受領した
金員から報酬金を差し引いて（相殺）返還する方法を取る場合がある。委
任契約書上でその旨が記載されている場合もある 1106）し、同様の規定が旧
日本弁護士連合会報酬基準規程には存在した 1107）。また、
かような契約ない
し規程が存在しない場合であっても、民法 505 条に基づく相殺として法律
上は当然に許容されるものである。
しかし、弁護士によっては、かような方法は紛議のもとである 1108）とし
て敢えて全額を返還して、改めて請求書を出して振り込んでもらうという
方法を採っている者もある。「差し引きますよ」と言われた依頼者には「高
すぎる」といった疑義も差しはさみにくい。他方、依頼者の中には、弁護
士のサービスを十分受けながら報酬金支払いの段になるとこれを渋る者も
極めて例外的ではあるが存在する。こういった点を考えて必ず相殺するこ
とにしているという弁護士もある。
より紛議を生じにくくするには、報酬金を明記し、預かり金額から当該
報酬金を差し引いた残額を振込してほしい旨の振込指図書を作成し依頼者
の署名押印をもらう方法がある。この方法によれば、後から「同意を得ず
に勝手に相殺された」との紛議は生じにくい。
（2）記録の保存・保管
改正前の民法 171 条によれば、弁護士は事件終了の時から 3 年で受け取っ
参照。
1105）敗訴濃厚事案では依頼者が獲得できる利益自体が相当減っていることもある
ので、それを基準に算定した報酬金額から更に減額するのは困難を伴うこともあ
り得るが、全体的な見地からの検討が必要である。
1106）司法研修所編『民事弁護の手引』（日本弁護士連合会、8 訂増補版、2019）195
頁の委任契約書書式例（第 6 条）。
1107）旧日弁連報酬基準規程 46 条は「依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わ
ないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保
管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる」と定めて
いた。
1108）委任契約書を作成せず依頼者の了解を得ることなく預かり金から弁護士報酬
を差し引いたこと等が品位を失うべき非行であるとされた事例（業務停止 1 月。
日弁連懲戒委員会平成 23 年 1 月 13 日議決例集 12 集 18 頁）につき、髙中ほか編・
前掲注 1059）191 頁以下。
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た「書類」について責任を免れるものとされていた 1109）が、債権法改正に
より同条が削除され 1110）、また「書類以外の証拠物等」の保管義務について
は旧民法 171 条の文理からは外れ「確たる見解はないから、各弁護士によ
り異なるのが実情である」とされる。委任契約は終了しているが、その後
にも効力が持続するという講学上「余後効 1111）」と呼ばれる委任契約の効力
の一種であると評価することができる。
法的義務はないとしても、後日の依頼者からの問合せや事後対応、他の
事件の処理における参考資料、後進弁護士の研修資料、不意に要求を受け
た場合の自己防衛にもなる点では多くの情報を保管しておくことが便宜で
あるが、紙資料の厖大化により保管場所の費用や管理、データ保管とした
場合のセキュリティや抹消事故への対策等の問題もあり、全ての情報を保
管し続けることは実際上は困難である 1112）。
紙・データを破棄する場合には、
守秘義務（刑法 134 条、弁護士法 23 条、規程 23 条）に十分注意して、許
可ある産業廃棄物業者に溶解等の作業を行うことが推奨されている 1113）。
4

委任終了後の処理・報酬金と弁護士倫理 1114）
上述（1（3）
）のとおり、委任の終了には、事件自体が終了する場合と、

事件途中で委任が終了する場合とがあるほか、後者の中でも合意による終
了の場合以外に、依頼者からの解任や弁護士からの辞任があり、一般に前
者より後者の方が依頼者と弁護士との間に緊張が高まる。
（1）辞任に関する問題点
上記各種の委任終了事由の中でも、辞任は「最初の法律相談から訴訟提
起、その後の途中経過など事件処理全般の問題点が噴出する場面」
「
『日頃
の事件処理』のあり方が鏡のように映し出される場面」1115）であり、
弁護士
倫理上の問題が生ずることも多い。弁護士が事件処理途中で辞任すること
1109）他方、弁護士報酬請求権の時効は事件終了後 2 年とされていた（改正前民法
172 条）が、2020 年施行の債権法改正により民法 166 条の規定に服する（権利行
使可能であることを知った時から 5 年、権利行使可能時から 10 年）こととなる。
東京弁護士会法友全期会・前掲注 257）326 頁
1110）これによれば、注 1095）と同様、民法 166 条の規定に服するものと解される。
1111）注 1071）参照。
1112）東京弁護士会法友全期会・前掲注 257）326 〜 327 頁参照。
1113）東京弁護士会・前掲注 269）173 頁。
1114）この点については榎本修＝宇賀治恭子「民事における依頼者弁護士関係（3）辞任・紛議」森際編・前掲注 251）103 〜 121 頁参照。
1115）榎本＝宇賀治・前掲注 1114）120 頁。
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は、本来は例外的な事態であり、相手方から見れば弁護士・依頼者間に処
理方針等につき見解の相違があったことを推測させ、事件解決にあたって
も依頼者に不利益となることがある 1116）。
これまで日本の弁護士は、民法 651 条 1 項の規定などを前提に辞任は自
由であると考えてきたが、①辞任の時期等によっては損害賠償の原因とな
ることがある（民法 651 条 2 項）こと、②辞任後の処置を誤ると依頼者の
権利を不当に害するおそれがあり、このことは委任契約の余後効（上記 1
（3）
）や応急処分義務（民法 654 条）、規程 44 条（事件結果の報告 1117））
、
同 45 条（金銭の清算と預り金品の返還 1118））も十分に念頭に置いて対処す
ることが必要であること 1119）、といった点に十分留意する必要がある。
（2）委任の終了と報酬金
民法 648 条 2 項は「委任事務を履行した後でなければ」報酬を請求でき
ない旨規定し委任事務が先履行であることを規定している。事件途中の合
意解約・解任・辞任による終了の場合は、同条 3 項 2 号により「既にした
履行の割合に応じて」報酬を請求することができる（なお、履行不能によ
り終了した場合には同項 1 号によることになる）。特約は可能であるが、
消費者契約法の規制を受ける可能性があることに注意が必要である。
なお、
みなし報酬約条による諸問題については事件受任の項で詳述した 1120）。
（3）後日の第三者（特に紹介者）からの問合せについて
事件終了後も、弁護士の守秘義務（刑法 134 条、弁護士法 23 条、規程
23 条）は継続するから事件終了後といえども第三者からの問合せに安易
に応じることは厳に慎まなければならない。
ここでいう「第三者」には、この事件を弁護士に紹介した「紹介者」も
1116）榎本＝宇賀治・前掲注 1114）109 頁。
1117）同条と民法 645 条後段の顛末報告義務の関係につき、榎本＝宇賀治・前掲注
1114）119 頁。
1118）①遅滞の場合、債務不履行となり、刑法上業務上横領罪となることもあり得
るので十分注意が必要なこと、②金品返還の相手方に十分注意が必要なこと、③
報酬不払を理由に金品精算を拒絶することを旧日弁連報酬基準規程が認めていた
が紛議のもとであり回避すべきこと等につき榎本＝宇賀治・前掲注 1114）117 〜
118 頁。
1119）『新基本法コンメンタール民事訴訟法Ⅰ』（日本評論社、2018）186 頁［加藤新
太郎］は「訴訟代理人が辞任した場合、本人又は新しい代理人が訴訟遂行できる
ようになるまで、本人を代理する義務（民法 654 条）がある」とする。
1120）本稿（3）（事件受任）名法 284 号 110 頁以下（2019）参照。
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含まれるので注意を要する。紹介者は悪気なく、また自分が紹介した事件
が順調に進捗しているかが気になる等の理由により弁護士に対して、紹介
された者の事件のその後の進捗等を質問することも少なくない。そのよう
な状況への対処法 1121）としては、以下のようなものがある。すなわち、①
一つは日ごろから依頼者本人に対して「紹介してくれた〇〇さんにも、状
況について説明しておいてもらっても良いですか」と依頼者から紹介者に
直接説明してもらっておく方法である。依頼者が弁護士のそこまでの事件
の進捗方法について納得・満足等してくれている場合には、紹介者に対し
てその点も伝えてくれることがあり、弁護士としては紹介者の理解も得ら
れ更なる他の事件の紹介につながることもあり得る。②他には、「弁護士
がペラペラ話すのもよくないと思うので、〇〇さんから直接話してもらう
ように言っておきますね」と言って、やはり依頼者から紹介者に直接状況
を説明してもらうよう依頼する方法があり得る。
（4）その他
その他事件終了時に問題となる弁護士倫理としては、①処理結果の説
明 1122）
（規程 44 条）、②書類等の返還 1123）（同 45 条）
、③預かり金・立替金等
の精算（同 45 条）などがある。
5

委任終了後の処理・報酬金と「選択肢の開発と絞込み」
以上で検討してきたように事件が終了する場面においても、その事件の

終了の仕方（判決か和解か）
、終了の内容（判決内容や和解条項・調停条項・
交渉結果の合意内容もしくは交渉の決裂や債権放棄など）
、当該事件の終
了時の報酬金の提示や請求のタイミングや報酬金の具体的内容や支払い方
について様々な選択肢があることが分かる。その中でも報酬金に関する点
については弁護士と依頼者で利益が対立する部分もある。しかし、その中
1121）ただし、このような対処が可能なのは、いずれも事前に依頼者自身の十分な
理解と承諾が得られることが前提である。これが得られない場合には、原則に戻っ
て、守秘義務を遵守し「申し訳ないが、弁護士には守秘義務があり説明できない」
と答えるべきであろう。ただし、その場合、杓子定規に答えると「何か隠してい
る大きな問題があるのか」と紹介者に不要な推測をされることもあり得るので、
相手方の顔を見ながら誤解の生じないように説明することが重要である。
1122）東京弁護士会法友全期会・前掲注 257）324 頁が「弁護士が解任された場合」
「弁
護士が辞任した場合にも、依頼者に対する処理結果の説明義務を負うことには留
意すべき」と日本弁護士連合会・前掲注 1052）130 頁を引用して指摘する点は重
要である。
1123）東京弁護士会法友全期会・前掲注 257）324 〜 325 頁参照。
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でも例えば報酬金の支払方法について幾つか選択肢を示せるならば（例え
ば、分割払いとしたり、他には、一部を顧問料で受領する方法 1124）も検討
するなど）
、そのような選択肢を開発することが望ましく、しかもそれが
多数に亘らない中から選択できるのであれば、より依頼者の納得や安心に
資するであろう。
事件終了の場面での選択肢の開発と検討は、事件全体に対する依頼者の
納得や安心を大きく左右する重大な作業である。判決と和解の比較はその
典型であり、単に勝つか負けるかだけではなく、例えば債権回収の場合で
あれば回収可能性、和解によるその後の相手方等との人間関係のあり方、
例えば離婚事件で言えばその後の当人や子どもとの人生のあり方などにつ
いて様々な選択肢を開発・提示し、その中から依頼者が自発的に特定の選
択肢を選ぶことができるように弁護士が援助することが十分できれば、法
的紛争を弁護士に依頼した依頼者の納得や安心の程度は、そうでない場合
より大きく高まると言えるだろう。

第7

結語

以上、初回相談（法律相談）
・事件受任・調査・交渉・ADR・委任終了
の順に、弁護士の事件処理の時系列に沿って、ローヤリングのあり方につ
いて検討してきた。
まとめてみると、「依頼者の納得と安心」という全体の目標に向かって
各種の技術・技法が駆使されているが、その多くは関連して発展してきて
いる（例えば、傾聴・パラフレイジング・リフレイミングなどはどの段階
においても必要な技法である）
。他方、どの部分でも弁護士が業務を遂行
するためには弁護士倫理と無縁ではあり得ない。ローヤリングについて検
討する上でも、弁護士倫理を常に念頭に置いた思考方法が必要であるとい
える。
そして、全体を通じて「選択肢の開発と絞り込み」が重要であることを
明らかにすることができたと考える。とりわけ現在の日本の弁護士実務に
欠けているのは、
「選択肢の開発」であり、
「選択の困難」
「選択肢のパラドッ
1124）本稿（3）（事件受任）名法 284 号 100 頁（2019）参照。
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クス 1125）」
に至るほどの十分な選択肢の開発に至っていないというのが筆者
自身の弁護士実務に対する自戒を込めた現状の感想である。
弁護士が、相談者や依頼者、社会の期待に応えていけるか否かは、この
ような様々な創造的な姿勢・活動により、内容が豊かで多くの人が共感で
きる選択肢を工夫・開発できるかに関わる。
法律家はどちらかというと、教条主義、前例主義に陥りがちな職種であ
る。そこを打ち破って、各人個々の希望や要望、幸福や夢に沿うような選
択肢をどのように開発できるかという点に弁護士という職業の今後のあり
方がかかっていると筆者は考えている。
（了）
※

本稿の調査・証拠収集（とりわけ、民事訴訟における事実認定論）
の項については、判事補の弁護士職務経験制度に基づき、ひかり弁護
士法人アイリス法律事務所で執務中の馬場梨代弁護士に貴重なご意見
をいただいた。記して謝意を表する。

1125）本稿（2）（法律相談）名法 283 号 126 頁（2019）。特に注 205）の「ジャムの
研究」参照。
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