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――仏独日三か国の例に見る両者の歴史的連関――
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【監訳者はしがき】

以下に訳出したのは、2017年 9月 30日に名古屋大学アジア法交流館で
開催された法制史学会秋季シンポジウムの午前の部に講演さ れたジャン =
ルイ・アルペラン（Jean-Louis HALPERIN）教授のフランス語原稿である。
アルペラン教授は、リヨン大学教授からディジョン大学教授・法学部長

を経て、現在パリ高等師範学校教授で法理論分析センター長でもあり、法
制史のみならず比較法、法哲学の分野でも著名な研究者として知られてい
る。今回の講演のテーマはフランス、ドイツそして日本の弁護士職と人権
擁護との関連如何という問題が取り扱われていて、一見すると「弁護士＝
人権の擁護者にして社会正義の実現者」というイメージが、歴史社会学的
文脈のなかで検証され、たとえばドレフュス事件のときに人権同盟が設立
されたことの背後に、地方弁護士には反ドレフュス派が多かったことやド
レフュスの弁護人にカトリックの法律家がいたことなどが指摘されてい
る。またドイツや日本のケースでも着眼点の鋭さが随所に見られ、ナチス
の入党率や、日本では大逆事件の例が引かれている。ちなみに、2週間後
の 10月 12日には同じ会場で元駐日韓国大使の羅鐘一博士の講演会があっ
たのだが、アルペラン教授の講演にも登場する布施辰治弁護士が日本人と
して最初の大韓民国建国勲章を受け、そのときの韓国大使が講演者の羅鐘
一博士だったことは偶然のことながら、興味深いことと個人的には思われ
た。
講演後の質疑応答はフランスを中心にしたものであったが、講演の内容
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が一段深められるものとなった。たとえば、フランス革命の時期に弁護士
会が他の社団と同様に廃止されたわけであるが、ではアンシャン・レジー
ム期の弁護士会とナポレオンの時代に再建された弁護士会の相違点につい
てはどうかとの質問にたいしては、アンシャン・レジーム下においては弁
護士会はパリやその他の都市のみに存在していたのにたいし、ナポレオン
はそれをフランス全土に広げるのだが、ナポレオンは弁護士に好意的では
なかったこともあり、弁護士を弁護士会に強制的に加入させ、統制しよう
としたやり方が革命前の自律的な社団的性格との断絶といえると指摘され
ていた。また、現在においても弁護士たちがストライキをおこなう精神的
な基盤としての歴史的な経験、より具体的には身分制的なものがあるのか
との質問については、［フランスのデモやストライキの文化といった側面
もあるのだろうが］ドイツの法律家さらには国家公務員の試験制度にたい
してフランスでは二元的な法曹養成制度になっていることを確認され、た
だ以前ほど弁護士が国会議員になる数は少なくなっていると指摘された。
さらに、今回の仏独日の三か国の弁護士の比較史の試みは、たとえば統計
的推移の共通点として、三か国において 1920年代までは弁護士の数が増
加していたのが、1930年代になると減少していくことが析出され、その
原因のひとつとして、弁護士会が弁護士人口の制限を国家に要求したり（ド
イツの場合はそれと引き換えにナチス的な政治要求を容認する傾向）、さ
らに弁護士職のパラリーガルとの差別化の言説（高度な法律専門職）など
が見受けられることなども今後の研究課題になっていくことが考えられよ
う。
今回のアルペラン教授の滞在は 1週間にも満たず、学会翌日には帰国の

途に就かれるという慌ただしさであったが、その間に名古屋大学法学研究
科のサイトから閲覧できるジェニーのサレイユ宛て書簡の現物などを見て
いただくことにも時間を割かれ、また留学生向けに英語での特別講義もし
ていただいた。あらためて、アルペラン教授にお礼申し上げたい。
以下、訳文中の［　　］は訳者が補足したものであることをおことわり

しておきたい。また本講演実施に際しては、本年度の科学研究費補助金基
盤研究（Ｃ）課題番号 16K03259の補助を受けた。ここに記して、謝意を
表したい。
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人権と弁護士職――仏独日三か国の例に見る両者の歴史的連関

今日、当たり前のように弁護士は人権の擁護者であると考えられ、法廷に
おける弁護活動が基本権の擁護と促進に必要不可欠であると考えられること
に、私たちは慣れ親しんでいます。1990年代以降、アメリカのオースティン・
サラとスチュアート・シェインゴールド両教授の研究 1）によって「コーズ・ロー
ヤリング（cause lawyering）」と呼ばれる考え方が弁護士たちによる善き大義
の擁護、とりわけ人権に関する大義の擁護の考えを広めました。この表現 2）の
新しい特徴、さらに言えば、いくつかの国においてこの表現に相当している「民
衆のための」訴訟の特徴（その訴訟は公益の名のもとにおこなわれ、必ずし
も補償請求の原因になる損害の被害者ではない人びとによっても提起される
のですが）に鑑みれば、人権と弁護士職との外見上の結びつきが古くからあっ
たといわれることに対し、私たちは慎重でなければならないでしょう。
弁護士職の歴史研究はここ数十年の間、いくつかの国において一新され

てきました。弁護士たち自身によってなされてきた自己満足的な、デモス
テネスやキケロ以来の「弁護」に関する栄光のエピソードの数々を好意的
に読むことで事足るとすることはできないのです。たとえばフランス弁護
士会の歴史について言えば、デーヴィッド・ベル 3）やエルヴェ・ルヴェー
ル 4）の研究が明らかにしましたように、弁護士会の起源は中世にまで遡る
という弁護士たちの言説に反して、実際には、弁護士会は 17世紀末にパ
リ高

パ ル ル マ ン

等法院付き弁護士グループの懲戒評議会をルイ 14世が容認したとき
に始まります。この例から見ても、国を超えた地理空間における法律専門
職に関する歴史状況を正確に検討するためには、長らくお決まりとされて
きたイメージを一旦遠ざける必要があることがわかります。

1） Ausitin Sarat, Stuart A. Scheingold （eds.）, Cause Lawyering: Political Commitments 
and Professional Responsibilities, Oxford University Press, 1998; Cause Lawyering and 
the State in a Global Era, Oxford University Press, 2001; The World Cause Lawyers 
Make. Structure and Agency in Legal Practice, Stanford University Press, 2005; Cause 
Lawyering and Social Movements, Stanford University Press, 2006; The Cultural Lives of 
Cause Lawyers, Cambridge University Press, 2008.

2） Liora Israël, 《Quelques éclaircissements sur l’invention du cause lawyering. Entretien 
avec Austin Sarat, Stuart Scheingold》, Politix, 2003, 62, p. 31-37.

3） David A Bell, Lawyers and Citizens, Oxford University Press, 1994.
4） Hervé Leuwers, L’invention du Barreau français 1660-1830, éd. de l’EHESS, 2006.
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一般的な弁護権が認められるずっと前から裁判においては種々の弁護形
態が存在していました。とりわけ刑事裁判がそうであり、そこでは自由が
侵害されることが多く、また権力により提起され主導される政治裁判が提
起されがちでした。当時は弁護士として指名されていなくても弁護人が訴
訟に参加することができました。そして弁護士自身はその職業が認められ
組織化される以前から依頼人を補佐することができました。このことは国
家に対し独立した職業集団の形成を導きました。つまり、独立職業集団に
よって権力に「抵抗」することを可能にし、人権を促進することを可能に
するわけでして、その人権には弁護の権利そのものも含まれます。「人権」
の観念は 1789年のフランス大革命の中枢を成すものではありますが、フ
ランスでも他の国々でもそれが「基本権」として規範序列の頂点に位置づ
けられ、憲法上の権利に相当する極めて法的色彩の強い次元を獲得したの
はやっと 20世紀後半になってからでしかないのです。
フランスの例をとって説明しましょう。弁護士たちが教会裁判、次いで

世俗裁判に登場してくる以前の中世でも、訴訟人は「前口上人（avant 
parliers）」によって弁護を受けることができました。弁護士資格を得るた
め法学士の学位を要求されることに始まるこの職業に関する規制はフラン
ソワ 1世［1494-1547］の治世に端を発するものであります。ただ一方で、
16世紀からはじまり 1670年刑事王令で頂点に達する糾問主義訴訟手続の
発展において重罪裁判では被告人に弁護士をつけることが禁止されていま
した。先に述べましたようにパリで弁護士会が組織されたのは 17世紀末
のことであり、王国の全土とはいかずともフランスにこの同業組合モデル
が広まったのは 18世紀のことでした。その際、大法官ダゲソーが 1693年
の有名な演説で語りましたように 5）、弁護士たちは高等法院司法官たちと
連携し集団行動をとることにより、［権力に対する］自らの独立性を強化
することができたのです。そして、［糾問主義訴訟手続では認められてい
なかった］弁護の権利が称揚され刑事分野にも拡大されたのは、「人の、
および市民の権利宣言」が出された 1789年の大革命のときでした。1789

5） Œuvres de D’Aguesseau, Paris, Napoléon, 1865, vol. II, 《L’indépendance de l’avocat》, 
p. 3-15. この演説は、弁護士会が（18世紀にまだ設立途上であったにもかかわらず）
「裁判官と同じくらい古い職業団体」であり、「奴隷となることなく公共に自らを
捧げる」ものと明言する。
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年 10月 8日 - 9日の法律によれば、「人の主要な権利のひとつは弁護の権利、
すなわち人が刑事訴追の逆境に立たされたとき、犯罪行為への罰を要請す
る社会の利益と両立しうるような、自己弁護のための自由と安全を十全に
享受できる権利である」としたのです。この同じ憲法制定国民議会では、
裁判官より少なかったものの弁護士集団がかなりの数を占めていました
が、それから 1年も経たずして制定された 1790年 9月 2日 - 11日の法律
によって議会は「これまで弁護士と呼ばれてきた法律家（hommes de loi）」
はいかなる職業団体も社団も形成すべきではないと決定しました。このよ
うに、弁護権の確立は弁護人を選ぶ完全な自由に加え、弁護士業の「脱専
門化」を伴っていましたが、［この時期は長くは続かず、］ナポレオン・ボ
ナパルトの統領政府期最終年の 1804年に裁判所付き弁護士名簿が復活し、
帝政末期の 1810年に弁護士会が再建され全国に広がります 6）。

1995年に出版された書物のなかで 7）、リュシアン・カルピは、フランス
における弁護士会がアンシャン・レジーム末期からすでに世論の代弁者で
あったと考え、19世紀には自由を擁護する仲介者となったと捉える説［つ
まり、弁護士＝人権の擁護者という説］を展開しました。この考え方は他
国でも広がり 8）、と同時にその一般化に対しては異論が寄せられました。
とくにくり返し指摘されたことは、権威主義的又は全体主義的体制によっ
て人権が侵害される状況では、弁護士らは保守的で既存権力を重んじるよ
うな立場を、弁護士集団として取り得たのではないかという点です 9）。し
ばしば政治エリートの一員たる弁護士が非常に抑圧的な国家に対し、お
べっかを使い荷担さえしていたというエピソードの数々によって、弁護士
のお決まりのイメージ、すなわち中世における「寡婦と孤児」の擁護者と
しての弁護士、そしてこれが現代では一挙に人権の擁護者としての弁護士
に変わるわけですが、そのお決まりのイメージに少なくとも含みをもたせ

6） Jean-Louis Halpérin, 《Droits de défense et droits des défenseurs en France de 1789 à 
1914》, in L’Assistance dans la résolution des conflits, Recueils de la Société Jean Bodin, 
vol. LXIV, Bruxelles, De Boeck, 1997, p. 99-122.

7） Lucien Karpik, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché, XIIIe-XXe siècle, Paris, 
Gallimard, 《Bibliothèque des Histoires》, 1995.

8） Terence Halliday, Lucien Karpik （eds.）, Lawyers and the Rise of Werstern Political 
Liberalism, Oxford, Clarendon Press, 1997; Terence Halliday, Lucien Karpik, Malcolm 
Feeley （eds.）, Fighting fort Political Freeedom. Comparative Studies of Legal 
Complexand Political Change, Oxford, Hart, 2008.

9） Liora Israël, L’Arme du droit, Paris, Presses de Sciences-Po, 2009.
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ることになりましょう。同様に、混同しないよう注意しなければならない
ことがあります。つまり「弁護権」の促進はとりわけ民事事件においては
商業的・金銭的利益と切り離すことができませんから、この促進を主に
20世紀に発展した人権イデオロギーに依拠して行われた反体制の主張と
混同してはなりません。
イギリス法の例をとりましょう。刑事陪審法廷あるいは例外裁判所（大

多数の場合エクイティに属します）において、被告人に弁護士がつくこと
は長い間禁止されていたことを想起しなければなりません。人身保護法
（1679年）や権利章典（1689年）は弁護人の助言を得る権利については沈
黙していました。したがって、反逆罪の裁判で被告人に弁護人の立会いが
認められるようになったのは、ようやく 1696年に反逆罪法（Treason Act）
が制定されるときを待たねばならなかったのです。16世紀と 17世紀の多
くの政治裁判では、訴追は王冠の名のもとにおこなわれていました。政治
犯ではなく普通犯についてはやっと 1730年代以降に、極めてゆっくりと
した歩みで発展し、被告人がバリスタ（法廷弁護士）による補佐を受ける
ことができるようになります。全ての巡回裁判（circuits d’assises）におい
て弁護人を遠ざけていた規則を廃止したのは 1836年でした 10）。陪審制の創
設は当事者主義（adversarial system）の発展より数世紀も先行していますが、
このイギリスの例はアメリカが 1791年に合衆国憲法の修正第 6条で陪審
審理と弁護権の承認にいたったのとは同様の歩みをとってはいません。と
はいえ、北米の場合においても、1960年代のウォーレン・コートの判例
によって修正条項が州法に対抗しうることを認められて、ようやく弁護権
が尊重されたといえるのです。
このように弁護士が人権の当然の擁護者であるという、時代を超えての

型にはまったイメージには注意が必要でありますが、そのことでもって、
弁護士という職業の発展と国家に対する人権擁護の主張との関連に関する
法制史研究に水を差してはならないと思います。2世紀以上にわたる［弁
護士職と人権擁護という］複線的歴史においては次の要因が多様な立場を
説明しており、これらを注意深く検討することが重要でしょう。すなわち、
法律および憲法の構造、職業裁判官の役割と地位、刑事手続とりわけ政治

10） John Langbein, 《The Criminal Trial before the Lawyers》, The University of Chicago 
Law Review, 1978, 45, p. 263-316. 
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犯の裁判手続における陪審制の採用、弁護士の社会的地位と彼らの国家か
らの独立、弁護士会の職業的組織により展開されてきたイデオロギー、一
部の弁護士による反体制の立場への個別ないし集団での関与、弁護士を統
制し黙らせるための権威主義政府による対応、少数者の地位（女性、少数
宗教に属する人びと、いくつかの国における共産主義運動家など）といっ
た要因です。これらの研究をおこなう際には、恐れることなく、法制史研
究の取り扱う時代を 20世紀後半まで延ばして、現代のコーズ・ローヤリ
ングと 19世紀ないし 20世紀前半の古い法実務との相違点および接点を明
らかにすべきでしょう。
ここでは、フランス、ドイツ、日本という三か国における弁護士と人権

とを一対の連関として捉え、若干の考察を提示したいと思います。19世
紀から 20世紀にかけて、これら三か国の法制度に密接な繋がりがあった
ことは周知の通りです。しかし、各国の状況は異なっていました。たとえ
ば弁護士職の組織がそうですし、またとりわけ刑事分野における弁護権の
承認もそうです。そして基本権（Grundrechte）の憲法における確立につい
ても異なる状況を呈しています。フランスでは 17世紀末以降の設立から
革命期の廃止を経て 1810年のナポレオンによる弁護士会の再建、ドイツ
では 1878 年になってようやく勝ち取られる「自由法曹団（Freie 
Advokatur）」の運動、日本では明治時代の 1870年代および 1880年代以降
の弁護士職の歴史がそうです。また、これら三か国の政治裁判では弁護権
がまったく認められなかったところもあれば、抑制されただけのところも
ありました。これらの国はとりわけ 1930年代から 1940年代に多少なりと
も長きにわたり権威主義的ないし全体主義的体制を経ています。一部の弁
護士が日本では軍事政権に、ドイツではナチス体制に、そしてフランスで
はヴィシー政権に荷担した一方、対照的に、弁護士の中にはこれらの体制
によって迫害された人々の側について活動した者もいたのです。さらに、
19世末から 1960年代 1970年代までの「左寄り」の弁護士たちの活動も、
今日、部分的に忘れられている歴史ではありますが、コーズ・ローヤリン
グの概念に照らして再評価されるにふさわしいものといえます。そこで以
下では、フランスからはじめドイツそして日本の順に三か国に目を向け、
それぞれ時系列をたどりながら現在の歴史的状況も突き合せて検討してみ
ましょう。
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Ⅰ　フランスのケース
―弁護の権利化は歴史的に早くからあったが、弁護士たちの
人権への関心は遅々としていた―

18世紀の時点ですでに、フランスの弁護士たちを「弁護の権利」促進
運動に結びつける要因がいくつもありました。パリ高等法院付き弁護士会
が誕生したとき、弁護士の独立に関する大法官ダゲソーの有名な演説は、
弱者および不幸な人への弁護に関連して抑圧または暴力を暗示することは
していましたが、それを除いては、訴訟人の権利を弁護することについて
何も語ってはいません 11）。ダゲソーは、このような［権利重視の］主観主
義傾向に、直接的ではありませんでしたが、弁護士たちの知識や雄弁がい
かに社会や法廷に奉仕しているかを力説したのでした。弁護士たちは、「法
律の奴隷」であることを受け入れて（しかるに、それは他の「さもしい利
害」のような影響に屈するということではないのですが）、依頼人の感情
のしもべとなるのではなく、司法官に対する「尊敬」の証を示すかのよう
に、真実の探求に協力するというのです。この演説から 20年後、1713年、
ローマ教皇による「ウニゲニトゥス」勅書がジャンセニストを断罪するの
ですが、多くのパリの弁護士たちは、法服貴族の法曹界（司法官およびダ
ゲソー大法官の子どもたちの一部もいました）と連携しまして、ジャンセ
ニストたちを支えました。言ってみれば、それは最初のコーズ・ローヤリ
ング、つまり王権に反対して「大義」のために闘う、弁護士たちの集団闘
争となっていったのです。これはさらに、1730年から 1731年に「弁護士
事件」と呼ばれるものになりました。すなわち、ルイ 15世下の大臣であ
るフルーリー枢機卿に対して、20名ほどの弁護士たちがジャンセニスト
を支持する訴訟趣意書（弁護士作成の訴訟趣意書は制度上検閲を免れてい
ました）に署名し、直接対決することになりました。弁護士たちはストラ
イキを断行します。枢機卿は、当初、「団体」でしかなかった弁護士たちの、
いわば「まさしく小さな独立国家」を解体することを夢見ていたのですが、

11） Œuvres de d’Aguesseau précédée d’une étude biographique par M. E. Falconet, Paris, 
1865, chez Napoléon Chaix, vol. II, 《L’indépendance de l’avocat》, p. 10.  
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弁護士たちのストにたじろぎます 12）。それに続く数十年間、ジャンセニス
トの弁護士たち、とりわけルページュは、高等法院の建言書の起草にも参
画し、「世論という裁判審級」に訴えかけ、法院内の異議申立派の主要当
事者となっていくのです 13）。大法官モプーの改革（1771年～ 1774年）の
とき、モルトロやメイのような弁護士は、国民の権利を引き合いに出して
闘う反対派の前衛となります。このジャンセニスト問題の範囲で、訴訟趣
意書や中傷文書に訴えることが、弁護士たちの武器となって利用されたわ
けですが、それよりも存在感のある訴訟趣意書の例は、カラス事件（1762
年）のような冤罪事件に立ち上がったヴォルテールなどの啓蒙思想家たち
や、いく人かの法律家たちによる訴訟趣意書のほうでした。

1789年、［全国三部会を引き継いだ］憲法制定国民議会議員のなかの第
三身分選出議員の約 600人のうち、弁護士は 151人でしたが、多くは地方
の弁護士たちでして、パリの高等法院付き弁護士会からは［思想的にも］
遠く離れていました。さらに数の上で、裁判官検察官の司法官グループの
ほうが 218人と、弁護士より多かったのです 14）。したがって、弁護士たち
によって司法改革がなされたと考えるべきではなく、また人権の擁護とい
う方向に弁護士職が重きをなしたと信じるべきではないでしょう。周知の
ように、1790年 8月 16日 - 24日の司法制度に関する法律は、市民に「自
分自身で訴訟事件を、口頭でなされるにしろ、書面でなされるにしろ、弁
護する権利」を認めました。それから数週間後の 1790年 9月 2日 - 11日
の法律は、弁護士会という同業組合の廃止を決めたのです。つまり弁護は
自由となり、民事事件で求められる代訴士を有利にするような独占権はな
くなったのです。ですから、同時に、代訴士は当事者を弁護することもで
きるようになり、結局、訴訟当事者は民事において、自分自身で自己の弁
護をすることもでき、あるいは 1791年 1月 29日 - 3月 20日の法律第 3
条が「非公式弁護人」と呼ぶ者に弁護してもらうこともできたのです。弁
護士は法廷から追い出されたというわけではないのですが（ただし、［調

12） David A. Bell, 《Des stratégies d’opposition sous Louis XV : l’affaire des avocats 1730-
1731》, Histoire, économie et société 1990, vol. 9/4, p. 567-590.

13） Catherine Maire, De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIIIe 
siècle, Paris, Gallimard, coll. 《Bibliothèque des histoires》, 1998, p. 413-420.

14） Jean-Louis Halpérin, L’impossible Code civil, Paris, PUF, coll. 《Histoires》, 1992, p. 
78.
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停前置主義がとられた関係で］治安判事の案件では弁護士の出頭自体が認
められませんでした）、弁護士たちが人権の普及者として立ち現れうるよ
うな態勢にはなかったのです。1791年 9月 16日の法律および 1791年の
憲法は、すべての被告人に弁護の助言を保障しましたが、これはただ刑事
事案、つまり陪審にかけられる重罪に関してのみでした。もちろん、1670
年刑事王令は「重大犯罪」手続では被告人に弁護の助言が禁じられていま
したから、アンシャン・レジームとは大違いです。このことはさらに、手
続の規定違反を理由に破棄裁判所に申し立てることができましたから、実
質的に弁護の権利が（重罪陪審と結びつけられて）憲法上保障された最初
のことでもありました。こうして重罪裁判所の大部分の被告人は、職権で
指名されたのであれ、自らの選任であれ、弁護人によって補佐されました。
たとえアンシャン・レジーム期に弁護士だった者のうち陪審員の前であえ
て弁護する者が少数だったとしても、です。陪審法廷での弁論はいわば法
よりも事実に基礎を置いた、単純なレトリックを用いるほうが効果的だっ
たのです。非公式弁護人は［革命が激化する時期の］革命裁判所の法廷に
もいましたし、その中にはショヴォー =ラガルドやラヴォーのような元
高等法院付き弁護士もおりました。ただし、このような弁護人の存在に関
しては、1794年 3月から同年の 7月の間、すなわち、共和 2年プレリア
ル法とテルミドール 9日クーデターの期間、革命裁判所での弁護そのもの
が認められなくなります。そして、非常にまれないくつかの場合にしか、
弁護で無罪に導くことはできませんでした。［シレーの判例集で知られる］
元神父のジャン =バティスト・シレー（彼はようやく 1800年に代訴士と
なるのですが）によれば、革命裁判所は「裁判所などではなく、圧政の道
具たる特別法廷」であったと、辛辣に非難しております。
［テルミドールのクーデター後の］統領政府、帝政、とくに 1804年の弁
護士名簿復活から 1810年 12月 14日の弁護士会と弁護士懲戒に関するデ
クレ［法令］にいたる、弁護士職再編成のプロセスで特徴的なのは、政府
に反対するような弁護人たちの存在に対して、ナポレオンが予防策を講じ
ていたことでしょう。その意味で、1810年のデクレは、自由を擁護する
弁護士たちの不測の行動に対する堅固な防壁を築くようなものでした。も
ちろん、政府によって危険と見なされた人物は裁判なしで投獄されえたわ
けですから、この 1810年に築かれた国家監獄体制を考えると、弁護士た



391法政論集　278号（2018）

人権と弁護士職（ジャン =ルイ・アルペラン・石井・河嶋・松本）

ちが擁護しようとした自由など、皇帝政府によってしばしば愚弄されたも
同然ではありました。すなわち、弁護士の宣誓の文言は「法律、規則、善
良な習俗、国家の安全、公共の平穏に反することを何も言わない」という
ものでした。裁判所は弁護士が犯した法廷侮辱罪を直ちに処罰することが
できました。また、弁護士たちが自分の県以外でも弁論するためには司法
大臣の許可が必要だったのです。
王政復古、百日天下および第二次王政復古と続く期間、司法制度にも変

化がみられますが、特筆できることとしましては、政治裁判における被告
人の弁護を担う役割が弁護士会に与えられたことでしょう。1815年、デュ
パンは『被告人の弁護の自由について』の初版を公刊します。これは版を
重ねて『弁護士の職業』に組み込まれます。そこで初めて「当然に弁護さ
れるべき権利」15）が弁護士職の本質的な側面として紹介され、刑事裁判手
続の枠組みの中で正義の尊重が謳われたのです。一か月後、ネー元帥が、
百日天下の間、ルイ 18世を裏切ったとして、貴族院で裁かれました。ネー
元帥はピエール =ニコラ・ベリエ（1757-1841年）およびデュパン（1783-1865
年）によって弁護されました。ベリエは 1780年（まだデュパンは生まれ
ていません）には高等法院付き弁護士でした。彼は世間に知られた王党派
であり、ナポレオン下の弁護士職再編時に弁護士となったデュパンを秘書
役としました。ベリエはネー元帥のために 3時間弁護し、［王党派が］パ
リの降伏時にはナポレオンの支援者に大赦を出すと約束した、かつての同
盟軍と結んだ条約を引き合いに出そうと考えました。貴族院は、この議論
について弁護士たちの主張を認めませんで、これはネー元帥の（デュパン
によって準備された）抗議を引き起こすのですが、結局、弁護は不可能に
なったと判断されました 16）。このような戦略的なかけひきがなされたので
すが、結局、ネー元帥には死刑の判決が出されて、死刑の執行を阻止でき
ませんでした。とはいえ、このような戦略は、裁判官たちの政治的な先入
観を告発する「関係断絶［妥協交渉拒否］の弁護法（défense de rupture）」
の初期の例と見なすこともできるでしょう。

15） André-Marie-Jean-Jacques Dupin, De la libre défense des accusés, Paris, Warée, 2e éd. 
1824, p. 59.

16） André-Marie-Jean-Jacques Dupin, Mémoires, Paris, Plon, 1855, vol. I, p. 40.
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リュシアン・カルピが分析したように 17）、1815年から 1848年までの制
限選挙制をとる王政時代［復古王政と七月王政］は、「弁護士会の政治化」
の飛躍的な発展にとりわけ好都合な時期にあたっていまして、権力によっ
て訴えられた反対派を擁護し、公衆を代弁することを自分の任とするよう
になったのです。帝政が終わると、弁護士たちの圧倒的多数が王党派であ
り、保守派であることはそうだとしましても、パリ弁護士会のリーダーた
ちはためらうことなくナポレオン信奉者や共和主義者を弁護しました。つ
まり、彼らの権利といえども白色テロの危険に対して守られるべきである
と考えたからですし、刑事裁判手続におけるナポレオン期の法典化が積み
上げてきた成果に立ち返るとそうなるのです。ベリエ弁護士親子（息子の
ほうはカンブロンヌ将軍の弁護人でして 1816年に無罪を勝ち取りまし
た）、デュパン、自由派弁護士のオディロン・バロー、ペルシルあるいは
パルカンたちの連携協力は、七月王政下でも、また王政復古期でもよく機
能しました。すなわち、復古王政期ですと 1820年代の超王党派によって
主導された政治裁判がそうですし、つぎの七月王政期ですと 1830年代の
ルイ =フィリップ下の政府により主導された政治的な訴訟、たとえば、先
の国王シャルル 10世の元大臣たちの訴訟を気遣うのは当然でした。1819
年以降を考えてみて、陪審にかかる事案は時に応じて広がりを見せ、出版
犯罪の訴訟事案ですと、弁護士自身が、たとえば 1826年の『裁判所新報』
の記事でのイザンベール弁護士のように訴追されることもありましたか
ら、こういうことも意見の自由のために闘う弁護士の口頭弁論が多くなる
ことを促進するような要因だったのです。それに付け加えられるべきこと
としては破棄申立の役割です。そこでは「破棄院およびコンセイユ・デタ
付弁護士」という弁護士たち、たとえばイザンベールやオディロン・バロー
たちが、権利擁護のあらゆる前線で活発に活動しました。すなわち、反政
府的新聞を擁護する闘い、刑法典に規定されていた結社集会の制限に反対
する闘い、少数信者の信仰の自由のための闘い、さらに奴隷制廃止や初期
労働運動の立場を支持する闘いなどです。もちろん、このような活動への
弁護士会の支援を考える際に、弁護している諸権利を尊重するための戦闘
的特徴を過度に評価すべきではありません。たとえば、1815年に、パリ

17） Lucien Karpik, op. cit., p. 173-189.
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弁護士会はエクス弁護士会に登録されていた、リベラル派弁護士ジャック
=アントワーヌ・マニュエルの移籍を拒否しましたし、また 1823年に彼
が下院から除名されたときに、なにか一斉に反対するようなことはしませ
んでした。弁護士たちは彼らの固有の利害を追及していたと考えることが
できます。たとえば、1830年には弁護士たちの代表団選出の権利を獲得
しましたし、七月王政下で司法官のポストのいくつかを受諾し、ブルジョ
ワ階級の権利を擁護していました。1851年 12月 2日のクーデターによっ
て第二共和政が崩壊したあと、200人以上の弁護士が合同委員会に召喚さ
れますが、そこではいかなる弁護も認められませんでした。改めて、弁護
権の行使に好意的な法規定の維持、1851年以降、司法扶助を進める初期
の運動そして第二帝政に反対する会派の結合（たとえば、印刷工の労働者
を弁護した王朝正統派弁護士のベリエから共和派弁護士のジュール・ファ
ヴールやガンベッタまで）などが、自由の擁護者たる弁護士像を定着させ
るようにし、今回はパリ弁護士会の支援も受けていまして、自由派弁護士
（べスモン、リウヴィル、グレヴィ）も弁護士会長に選出されたのです。
政治裁判訴訟における被告人弁護の定着例としてはヴェルサイユのアル
ベール・ジョリ弁護士（1844年‐ 1880年）をあげることができます。彼
は、第二帝政末期には体制を批判する若き研修生でして、その後、パリ・
コミューンに立ち上がった何人もの人たちのために弁論をおこない、無罪
を勝ち取りました。残念ながら、ロセル士官については銃殺での死刑が宣
告されることになったのですが、その軍法会議でのジョリ弁護士の口頭弁
論は、難しい状況のなかで、ためらうことなく、1848年［憲法］以来、
政治犯に関しては死刑を廃止していた法的な考察を頼みとして、また「熱
狂的愛国派」18）に向けて寛大な刑を訴え出るものでした。
弁護士が多数を占めていた共和派が 1879年に政権に就いたことは、あ
る意味で、政治的少数者や社会的少数者の権利を擁護する弁護士たちの［裁
判への］関与を減ずることになりました。それでも、出版に関する 1881
年の、そして結社に関する 1884年の自由主義的法律は、弁護の権利行使
にプラスの時代状況をつくりました。他方で、多くの地方弁護士会には、
1880年代に共和主義者によって司法官職を追われた、教会寄りで王党派

18） Louis Rossel, Mémoires, Procès et Correspondance, Paris, Pauvert, 1960, p. 348-360. 
アルベール・ジョリの弁論は別個に出版された。
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の元裁判官たちを受け入れておりました。この種の弁護士たちは、強制退
去のデクレに対して教会修道会を弁護せんとするためにしばしば動員され
たのです。1890年代には、共和派の世論鎮静化政策が功を奏して、異議
申立てをする弁護士の数は目に見えて減少しました。このような現象を背
景に、アナキストたちの弁護への関与が少なかったことの説明が理解でき
ます。ちなみに無政府主義者のテロは法律家によって激しく非難されるの
です。また、同じく、ドレフュス事件の初期にドレフュス支持の弁護士の
関与は少なかったことも説明がつきます。ドレフュスの弁護人たちのプロ
フィールは、むしろ非典型的なものでした。すなわち、エドアール・ドマ
ンジュはカトリックの法律家で、パリの弁護士会役員メンバーでして、彼
が弁護したのは、反ユダヤ主義者の攻撃を受けた犠牲者たちでした。フェ
ルナン・ラボリは無政府主義者を弁護しましたが、それは国選弁護人とし
て指名されたのでした 19）。ルイ・ル・ブロワは、ゾラが訴えられた裁判で
陸軍を攻撃したとしてパリ弁護士会から 6か月の停職を余儀なくされまし
た。弁護士の大部分はドレフュス事件に関与してはおりませんで、多くの
地方弁護士会メンバーに反ドレフュス派がいたのです 20）。1898年、ドレフュ
ス事件の機会に、「人権同盟」が弁護士にして元老院議員のトラリューに
よって設立されますが、このことをもって、あらゆる人権の擁護のために
大勢のフランス人弁護士たちが結集したと見るべきではありません。「人
権同盟」のメンバーであろうとなかろうと、弁護士たちが、組合活動家を
守り、女性の権利を守り、1920年以後は共産主義者を守り 21）、ドイツ軍占
領下のレジスタンス・メンバーを守り（弁護士たちの中にもレジスタンス

19） Thierry Lévy, Jean-Pierre Royer, Labori. Pour Zola, pour Dreyfus, contre la terre 
entière, un avocat, Paris, Louis Audibert, 2006, p. 55-61は無政府主義者たちの弁護に
ついての論文であるが、肝心の無政府主義者たちは政治犯罪という概念を拒否し
ていた。

20） Christophe Charle, 《Le déclin de la République des avocats》, in Pierre Birnbaum, La 
France de l’Affaire Dreyfus, Paris, Gallimard, coll. 《Bibliothèque des histoires》, 1994, p. 
56-86.

21） Frédéric Genevée, Le PCF et la justice des origines aux années 1950. Organisation, 
conceptions, militants et avocats communistes face aux normes de droit, Presses 
Universitaires de Clermont-Ferrand, 2006 は、共産主義者を弁護した小さな弁護士グ
ループの分析をする。これらの弁護士はしばしば共産党員であり 1920年の党派
主義の後退から 1932年以降のフランス人民戦線まで、及び占領期にわたる懲罰
の対象となった。
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運動に身を投じた者がいました 22））、アルジェリア戦争期の民族解放戦線
メンバーを守る 23）ようになっていくには数十年の歩みが必要でした。ヴィ
シー体制下の反ユダヤ主義立法に対して、弁護士会の反応はなく、戦後の
1961年に［アルジェリア民族解放戦線メンバーを弁護した］ジャック・ヴェ
ルジェス弁護士が 1年間の職務停止を受けたことは、1980年代までは人
権侵害に直面しても、位階的秩序の権威に対しては、せいぜいのところ、
おどおどした反応しかできないことを示しているのです。フランスにおけ
る弁護士と人権の関係の歴史は、直線的に進展してきたどころか、幾度も
基本的人権の侵害に直面させられた民主主義の政治的文脈に結びつく布置
状況の継起という歩みだったのです。

Ⅱ　ドイツのケース
―弁護士たちと基本権促進の多難で遅々とした結びつき―

同じ時代のドイツの事例と比較しますと、どのような政治的要因が弁護
士たちを人権のために関与させる上で決定的なものたりえたのかを一層
はっきりさせることができます。フランスの弁護士たちに比べてドイツの
弁護士たちは国家による監視から自由になるためにはるかに多くの時間を
要しました。19世紀初めのプロイセンの弁護士たちは司法補助職
（Justizkommissar）の地位に下げられておりまして、裁判所の修習生とし
て数年にわたる研修を課され、政府による合格証書（Zulassung）を得な
ければならず、弁護士会のような職能団体組織は何もありませんでした。
ただ例外はライン川地域であり、そこではナポレオン時代にフランス式の
弁護士会モデルが導入されていました。ドイツが統一される以前の他のラ
ントにおいても同様で、弁護士たちはいつも裁判所の規律統制下に置かれ
ていたのであり、採用定員は限られた少数で裁判官に対して弱い立場にあ
りました。ライン川地域はまた、ドイツにおいて唯一刑事陪審制をとって
いました。他の所ではどこも口頭弁論主義や公開性は未だ許容されていま
せんでした。

22） Liora Israël, Robes noires, années sombres, Paris, Fayard, 2005.
23） Sylvie Thénaut, Une drôle de justice. Les avocats pendant la Guerre d’Algérie, Paris, 

La Découverte, 2001.
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初めて自由主義的な運動が出現したのは 1830年代から 1840年代の南ド
イツでして、多少なりとも秘密裡に行われた集会においてのことでした。
何人かの弁護士たちが裁判官や大学教授たちとともに集会に参加し、その
うちのいく人かの弁護士たちは裁判にかけられることになりました 24）。1843
年以降、ドイツ全土の弁護士が結集しようと試み、政府による禁止の標的
となっていましたが、1846年には 85名がハンブルクに集結することに成
功し、ハイデルベルクでは機関誌「弁護士新聞（Anwalt-Zeitung）」の創刊
にこぎつけました。1848年にフランクフルト国民議会において約 200名の
法律家が選出されますが、弁護士の数はおよそ 70名強で裁判官に次ぐ第
二のグループを形成しました。フランクフルト国民議会はドイツ全土に妥
当する憲法案を起草して基本権（Grundrechte）を明記しますが、そこには
被告人の弁護の自由を認めるには至らないものの、口頭弁論、公開手続な
らびに重罪および政治犯罪における陪審制が含まれていました。革命の失
敗はしばしば容赦のない弾圧を招きますが、弁護士たちも一定数がその被
害者となりました 25）。とはいえ、陪審制が創設され政治裁判における公開の
口頭弁論が容認されたことにより（たとえば、ライン川地域におけるカー
ル・マルクスの友人の場合がそうでしたが）、はじめて弁護士たちに演説
する機会を与えることとなり、いく人かはそこで自由主義思想を擁護した
のです。消極的な姿勢を強いられはしましたが、弁護士たちは 1850年代
から 1860年代に地方弁護士会として再結集するようになり、一部のラン
ト政府によって規律懲戒担当の組合としての弁護士会（Anwaltkammer）が
承認され、また弁護士人数の制限廃止を勝ち取ったのです。さらに 1871
年に全国的なドイツ弁護士連合会（Deutscher Anwalteverein）が創設され、
訴訟法典が議決されたことによりフランスと同様の弁護権が承認され、
1878年には弁護士職の組織に関する法規（Rechtsanwaltsordnung）が制定
されて、統一ドイツにおいて自由専門職としての弁護士職が優勢になって
いったのです。

1871年から 1918年のドイツ第二帝政においては、弁護士たちは裁判所

24） Jean-Louis Halpérin, Histoire de l’état des juristes. Allemagne XIXe-XXe siècles, Paris, 
Garnier, 2015, p. 92.

25） たとえば、15名のバーデン地方の弁護士たちは、同ラントの憲法制定議会の
会議に参加したことで、プロイセンの軍法会議による弾圧を受けて、亡命を余儀
なくされた。
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修習生としての長い社会的選抜のプロセスに服し、且つ最古参の名望家た
ちが率いる弁護士会の規律に服していたため、帝政に対し順応的で忠実で
した。彼らは自分の地位を示すような称号、たとえばプロイセンやバイエ
ルンの政府から授与される法律顧問官（Justizrat）や枢密法律顧問官
（Geheimer Justizrat）のような称号を得ようとしたのでした。しかしながら、
弁護士数が急増したこと（1880年に 4,000人であったのが、1911年には
10,000人となり、裁判官の数を超えました）、若い弁護士が下級裁判所の
区裁判所（Amtsgerichte）に配置され上級裁判所への同時登用が制限され
たためいわば従属的身分となってしまったこと、そしてジャーナリストや
労働組合運動家や社会主義者（1878年から 1890年のビスマルクによる反
社会主義者法により打ち負かされましたが）を巻き込んだ政治的性格を有
する訴訟がおこなわれたこと、これらのおかげで小さな集団ではありまし
たが、新しい権利を促進するために弁護活動を利用する弁護士集団が誕生
することとなりました。このようなベルリンの弁護士のうちで最も名前が
知られているのがカール・リープクネヒトでして、彼の父親もユダヤ人で
社会主義者の弁護士でした。彼はジャーナリストや労働者たちを弁護し、
しばしば無罪放免を勝ち取り、階級的な司法を告発し、彼自身が 1907年
に反軍国主義的著作を出版したことで訴追され有罪判決を受けました。に
もかかわらず、ベルリン弁護士会は彼を弁護士会から除名することを拒否
しました。第一次世界大戦前には法廷における弁護が人権保障のための闘
争の場となります。帝政崩壊後、新しいワイマール共和国においては、弁
護士たちは更に重要な役割を担うことができるようになりました。このこ
とは 1919年の憲法制定議会の議員に弁護士たちが多数を占めていたこと
からわかります。すなわち、69名の法律家の議員のうち弁護士が最多数
の 35名であり、左派政党を含む様々な政党に所属していました。名前を
あげれば、社民党議員のハーゼ、ハイネ、ランズベルク、ゼンガー、ヤス
パー、ジンツハイマー、独立社会党議員としてローゼンフェルトとコーン
がいました。ただし、リープクネヒトが 1919年 1月の弾圧の際に他の
150名のスパルタクス団員とともに虐殺されましたので、共産党（KPD）
を支持する弁護士は非常に少数でした 26）。［ナチスが政権を取る］1933年

26） たとえば、ローザ・ルクセンブルクの弁護士であったポール・レヴィ（1893-
1930）。
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まで、左派弁護士、およびより広く弁護士会における共和主義者 27）は少数
派でした。これらの弁護士が極左活動家（極右活動家に比べますと極左活
動家のほうが多く訴追され処罰されましたが、もっとも 1919年と 1920年
代初頭の 350件の政治的殺害の大多数 28）は極右活動家によるものでした）
および平和主義者 29）を弁護しようとしていた一方、ナチス党に近い弁護士
たちも登場しはじめるのであり、たとえば 1928年にドイツ国家社会主義
法曹同盟を創設するハンス・フランクの名前を最初に挙げることができま
しょう。ナチス政権下においては、弁護士会からのユダヤ人弁護士の除籍
（1938年に完了します 30））と「反国家主義」分子の抹消後、急速に、弁護
士たちが権力に抵抗してまともに人権を擁護することは不可能になってし
まいました。ドイツの弁護士たちは第三帝国弁護士会による統制に服し、
ドイツ国家社会主義法曹同盟に加盟せざるをえず、すくなくとも 20％の
弁護士がナチス党に入党しました（いくつかの弁護士会における入党率は
これより大きく上回っていました）。この時期、弁護士の業務活動がもは
や人権擁護と結びつくことはなかったわけですが、この時期を経て、冷戦
時代以降の状況は東ドイツと西ドイツでまるで異なっていました。戦後の
東ドイツにおいては、弁護士の数は少なく（1990年の再統合の時点で 600
名であり、その 70％がドイツ社会主義統一党党員でした）、弁護士が改め
て官製組織 31）への入会を義務付けられ、実際上、政治裁判で依頼人を弁護
する余地はまったくなかったのです。西ドイツでは、弁護士会が極めて軽
い非ナチ化後、1959年の新たな法律規定（BRAO）による自由主義的秩序
を基礎にして再編されました。フランスと比べますと、1970年代までは
反体制派弁護士の数はまだ限定的でして、共産主義者の弁護士は極めて少
なく、またドイツ共産党（KDP）は 1956年に禁止され共産主義者の弁護

27） 裁判官より多い約 200名の弁護士が共和主義を支持する目的で 1922年に司法
大臣ラートブルフにより創設されたドイツ裁判官連盟（Deutscher Richterbund）に
加入している。

28） ハーゼ弁護士自身、1919年に起こった殺害の犠牲者となった。
29） たとえば、アルズベルク・アプフェルとアルフレッド・アプフェルにより弁護
されたカール・フォン・オシエツキー。Les dessous de la justice allemande, Paris, 
1934, p. 142.

30） エルンスト・フランケルの場合、退役軍人として 1933年に弁護士身分を維持
され職業組合の擁護に努めたが、1938年には亡命を余儀なくされた。

31） Vereinigung demokratischen Juristen.
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に身を投じるような弁護士グループもごく小規模なものでした 32）。このよ
うな状況は、1975年以降の西ドイツ赤軍によるテロ活動に関する訴訟に
伴い変化し進展していきます。左派弁護士は緊迫した情勢のなかで人権侵
害を非難し、関係断絶［妥協交渉拒否］の弁護法をとりました。こうして、
およそ 50名の弁護士が刑事訴訟法の規則を適用され法廷への入廷を禁止
されました。またクラウス・クロワサン弁護士はテロの共犯者として起訴
され、弁護士を除名される処罰を受けましたが、この処罰は憲法裁判所に
も承認されます。それでも 1979年に左派弁護士の結社である共和主義弁
護士協会（Republikanischer Anwältinnen und Anwalteverein）が創設され、同
会によれば（後に首相となるゲアハルト・シュレーダーも含む）800名の
会員を擁したとされています。このことはドイツ弁護士会が基本権に賛同
していたことを示しており、とりわけカールスルーエにある憲法裁判所の
［裁判］活動により基本権が保障されているのです。

Ⅲ　日本のケース　
―人権派弁護士の活動は早かったが、やや忘れられがちである―

三つ目の比較対象国として取り上げるのは日本です。日本において弁護
士職の近代的な組織化と人権擁護との結びつきは比較的新しく、1868年
に明治時代に入ってからのことでしかありません。日本に西洋法モデルが
大量に移植されたことにより、まず代言人（daigennin）と呼ばれる弁護人
の地位が 1872年に暫定的に定められましたが、1876年の試験に合格した
のはわずか 56名でした。続いて 1880年に試験制度が強化され、各地方裁
判所に代言人協会が創設されたのでした。「弁護士」という職業は 1893年
の法律で整備され、この法律によって弁護士は法学士の学位または試験合
格を要求され、弁護士は検察の監督下に置かれることになります 33）。

32） ハインリッヒ・ハノーヴァーのケースは稀な例外の一つであり、彼は以下で経験を
語っている 。 Die Republik vor Gericht. Erinnerungen eines unbequemen Rechtsanwalts, 
1954-1974, Berlin, Prospero Verlag, vol. I, 2012. フランスでは、レジスタンスに参加した
共産主義者の弁護士たちは、1945年以降、弁護士会でより重要な地位を得ることが
できた。

33） Richard W. Rabinowitz, 《The Historical Development of the Japanese Bar》, Harvard 
Law Review, 1956, p. 61-79. 弁護士に関し、帝国大学の法学の学位を有する者に対
する試験免除は 1923年まで維持された。



400

翻　　訳

ボワソナードによって主導された最初期の刑事司法改革の一環として、
拷問廃止や 1880年旧刑法の制定とならんで、弁護人の立会が日本最初の
刑事訴訟法である 1882年治罪法で認められました。このことと並行して、
権利（kenri）の観念や個人ないし人の権利（jinken）の観念が日本語に導
入されることになります 34）。これらと弁護士職の伸長との結びつきは 1880
年代末から進み、1887年には大阪弁護士会が刑務所における警察実務を批
判しています 35）。たしかに弁護士は数において比較的小さく 1890年で 1345
名でしたし、また東京の弁護士会間の対立により分断されており、さらに
裁判官よりも一段下に見られていました。裁判官のほうは 1896年の例の
大津事件、すなわち訪日中のロシア皇太子襲撃事件の際の政府の圧力に抵
抗したことでもって、とくに権力から独立していると考えられるようになっ
ておりましたから、それに比べ弁護士の評判は良くなかったのです。しか
しながら、すでに 1900年代から弁護士たちは人権侵害の被害者を弁護し
ています。この 1900年代は、1893年の法律に規制された出版法違反に関
する初期の裁判や 1900年の治安警察法上の公共の秩序の紊乱に関する事
件にしるしづけられた時期でした。たとえば、足尾銅山によって引き起こ
された汚染の被害者である農民たちは衆議院議員の田中正造という代弁者
を得ましたし、また何十名もの弁護士から無償で善意による弁護を受けて
います 36）。1910年の大逆事件は、弁護士たちが政治犯の弁護に肩入れする
ことを決断した局面となりました。幸徳秋水とその他の共同被告人たちは
隔離されて秘密裡に捕えられていたにもかかわらず、たった一か月で（裁
判で弁護人を選ぶための期限がたった一か月だったのです）献身的な弁護
士たちを見つけることができました。彼らは 1911年 1月に大審院の特別法
廷において非公開でおこなわれた裁判中、被告人たちを救おうと奮闘する
ことになります。この弁護士たちは 24の有罪判決と 12名の絞首刑執行を
回避することはできませんでしたが、今村力三郎と平出修は、森鴎外など
文筆家との交友関係の中で、不正義に対する人権擁護のための術を磨いて

34） Richard H. Mitchell, Justice in Japan: the Notorious Teijin Scandal, Honolulu, 
University Hawai’i Press, 2002, p.10-11.

35） Ibid., p.12.
36） Richard H. Mitchell, Janus-faced Justice: political crimes in Imperial Japan, Honolulu, 

University Hawai’i, Press, 1992, p.31.
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いきます 37）。国会では、1912年に検察官による警察権限の大規模な暴力的
行使が告発され、1914年には被告人が尋問過程で弁護士の助けを受けるこ
とを認める議員提出法案が出されます 38）。第一次世界大戦に先立つ年には、
人権擁護の関心は、立憲政友会と 1897年に創設された日本弁護士協会に
よって支持されていた陪審制導入を目指す運動に向けられます 39）。
第一次世界大戦の直後、日本弁護士協会は人権侵害に関する二つの調査

委員会 40）を設置します。そして数千人の逮捕者をもたらした米騒動（1918
年）と神戸ストライキを背景として、布施辰治をはじめとする弁護士が公
の秩序の紊乱の罪で起訴された人びとの弁護を専門とするようになり、
1921年に自由保護のための結社［自由法曹団］を創設しました。

1923年に陪審法が制定されますが、同時期の 1920年代半ばに弁護士の
数が 3,000名から 5,000名以上へと著しく増加したことは、大正期におけ
る人権擁護の発展に好都合な要因であったといえましょう。とりわけ
1922年に結成された共産党員に対する訴訟は政治にコミットする弁護士
と政府司法当局との衝突を如実に物語るものでした。早くも 1925年に、
布施はたとえば関東大震災後の暴動の被害者だった朝鮮人たちの側に立
ち、また起訴された共産主義活動家の側につきました 41）。しかし、治安維
持に関する 1925年の新法は国体（kokutai）の変革［に関する罪］のよう
にまさに思想そのものを処罰する法律であったことや、1929年には政治
犯罪が陪審制度の適用から除外されたことによって、弁護活動はさらに困
難を極めていきます。1931年から 1932年に行われた共産主義者に対する
大規模な訴訟においては、二つの弁護士グループが被告人側につきました。
ひとつは布施のように、共産主義活動のメンバーではないにしてもシンパ
であって、しばしば少数派の宗教に改宗するようなより急進的な弁護士た
ちです。もうひとつは今村や海野普吉といったより保守的な弁護士たちで
す 42）。これらの弁護士たちの活躍があったとはいえ、権威主義的で軍国主

37） Makaso Gavin, Ben Middleton （eds.）, Japan and the High Treason Incident, 
Abingdon, Routledge, 2013, p. 2, 58, 121, 201.

38） Richard H. Mitchell, Janus-faced Justice, op. cit., p. 31. 
39） Dimitri Vanoverbeke, Juries in the Japanese legal System, The continuing struggle for 

citizen participation and democracy, Abingdon, Routledge, 2015, p. 62-63.
40） Richard H. Mitchell, Justice in Japan: the Notorious Teijin Scandal, op. cit., p.15.
41） Richard H. Mitchell, Janus-faced Justice, op. cit., p. 48.
42） Ibid., p.71.
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義的な政治体制の進展を食い止めるには至りませんでした。布施は懲戒処
分を受け、1932年の大審院判決［大審院懲戒裁判所での除名判決］で弁
護士会から除名され、［この間の新聞紙法違反で］数か月間投獄されました。
しかし、これらの弁護士は 1940年代まで政治裁判で弁護を続け、とりわ
け 1935年から 1937年にかけては、今村力三郎を含む 50人余りの弁護士
が動員された帝人事件をはじめとする汚職事件において活躍しました。こ
の事件の例は弁護士たちが少なくとも政治エリートの弁護のために結集し
続けていたことを示しています。
職業集団としての弁護士会の形成から 20年余りの後、一部の弁護士の
中で急速に出現したこの種の闘争形態はやや忘れられがちであるように思
われます。また、法律家たちの軍国主義に対する立場や見解、そして戦争
に対する立場や見解については、非常に厳しい検閲があったのですが、さ
らなる研究が求められるべきでしょう。1945年以降、布施のような弁護
士たちは既成秩序に異議を唱える人たちの擁護を継承しました。しかし他
方で、ドイツやフランスにおいてと同様、日本でも大多数の弁護士は立憲
民主主義さえあれば人権の保障に十分であると考えがちです。したがいま
して、「異端の」弁護士の人物像を前面に出してみることが重要であり、
そうすることで、どの時代、どの国についても、弁護士と人権との連関に
対する安直な見通しのワナにかからないようにすることができるのです。
ご清聴、ありがとうございました。

質疑応答

フロアからの質問：弁護士個人の活動と弁護士会の活動をお話になりまし
た。私の質問は、このうち、フランスの弁護士会の活動についてです。講
演の最初の方で、フランスではすでにアンシャン・レジーム期に弁護士の
組織があり、革命時に他の社団と同様に廃止されたものの、ナポレオンの
時代に改めて活動し始めるというお話がございました。革命前の弁護士会
と革命後の弁護士会との共通性と相違についてお教えください。私の研究
がドイツの近世・中世ですので、そのような関心から大革命を挟んだ弁護
士会の活動という点について、もう少しご説明頂きたいと存じました。
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アルペラン教授：ご質問をありがとうございます。アンシャン・レジーム
末期、すなわち 1780年代から革命期まで、さらにナポレオン期のそれぞ
れにおいてフランスの弁護士たちは弁護士会に加わりました。弁護士会が
これらの時期に共通して存在していたということですが、しかし、弁護士
会をとりまく状況は異なっていました。革命前においては、一部の地域、
とりわけパリの弁護士は弁護士会によりまとめられていましたが、地方の
弁護士は弁護士会の外におりましたのでより自由に活動を行うことができ
ました。大革命下においては、弁護士会は廃止されます。一部の弁護士は
大革命に我慢できず弁護士活動をやめてしまいますが、他の弁護士は困難
な状況にありながら大革命を支持します。そして、ナポレオン治世下にお
いて徐々に弁護士会再建が準備されていくのです。この時期については、
弁護士業の高いスタンダードと高貴な職業という性格を維持しようとする
弁護士の闘いがあったことが説明されますが、それはいささか単純な見方
と言えます。なぜなら、弁護士たちはさまざまな意見を持っており、統一
性を欠いて分断されていたからです。ナポレオンのもとに弁護士会が再建
された時期は非常に専制的でしたので、弁護士会はアンシャン・レジーム
下の弁護士会からはかけ離れたものになったのです。

フロアからの質問：革命前にはパリや一部の地域に弁護士会が存在してお
り、大革命を経て、ナポレオン以降は弁護士会がより全国的なものになっ
たという理解でよろしいでしょうか。ナポレオンによる弁護士会再建の出
発当初は専制的な創設がなされて、政府の意向がはたらくような形で再興
されたということでよろしいでしょうか。

アルペラン教授：確かにアンシャン・レジーム下においては、弁護士会は
（論争になっているところではありますが）パリやその他の都市のみに存
在し全国的組織ではなかったのであり、ナポレオンがそれをフランス全土
に一般化します。この国全体への普及はナポレオンの政治との整合性があ
ります。当初、ナポレオンは弁護士に好意的ではなかったのですが、この
ことは全ての弁護士を弁護士会に強制的に加入させ、統制しようとしたや
り方に現れています。このことはまた、ナポレオン体制が崩壊した後、フ
ランス全土で弁護士会が解体された要因でもあります。しかし、19世紀
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フランスにおける弁護士会が人権運動を行っていたと考えるべきではあり
ません。なぜなら弁護士会は古参の、しばしば保守的な弁護士らによって
率いられており、人権保護のために反対意見を述べる弁護士に対して時お
り懲戒処分を課していたからです。

フロアからの質問：非常に刺激的なご報告をいただきまして、ありがとう
ございました。ドイツの場合は、裁判官・検察官・弁護士、さらに上級国
家公務員は司法試験を受けます。これに対してフランスの場合は、かつて
非常に多様な形の弁護士がおり、且つ裁判官・検察官をあわせて司法官を
形成していました。また、弁護士会はギルド的な組織として嫌われており
ましたが、ナポレオンによって復活されたということでございました。同
時に、非常に難しいのですが、18世紀アンシャン・レジームにおいては、
法律専門職で売官制があり、官職をお金で買うことができるだけでなく、
相続をすることもできたことがフランス的特徴でした。一部の職種につい
ては、弁護士を含めて職株を相続する場合でないと弁護士になれませんで
した。それは身分制社会において一種の自律の基礎になり、官職が所有財
産のような地位にあったということかと思います。したがって、官職をもっ
ている者がそれを基盤にして政府に抵抗することができたと理解していま
す。18世紀においては、弁護士たちは身分制的な基盤、すなわち財産と
教養と名誉によって絶対主義に対抗でき、弁護士が自律することができた
と思うのです。それが現在においても、弁護士がストライキを行うなどし
て抵抗をする精神的な基礎になっているのではないかと考えています。こ
の点について、アルペラン先生のご意見をいつか伺いたいと思っていたも
のですから、この機会に教えて頂ければ、非常にありがたく思います。

アルペラン先生：ご質問をありがとうございます。まずドイツに関するご
質問について、おっしゃる通りだと思います。19世紀のドイツにおける
職業組織の在り方は、今日にも影響を及ぼしています。弁護士や裁判官の
非常に厳しい、社会的選抜があると言えます。
フランスに関しては、確かにアンシャン・レジーム期から異なる社会層

があったと説明することができます。すなわち、法曹貴族から生まれたり
役職を買ったりする裁判官がいる一方で弁護士たちは裁判官になることは
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できない、という社会層の違いがあったのです。このような社会的地位は
政治的軋轢を生むこともありましょう。しかし、アンシャン・レジームと
19世紀期については、このことをあまりに強調してはならないと考えま
す。
現代のフランスの弁護士についても、弁護士がたとえばストライキ等を

行うことによって抵抗することができるか、という点に言及されました。
一つは、多くの国で見られることですが、裁判官の数に対して弁護士の数
の増加が顕著である点が注目されます。したがって、数量的な点のみをもっ
ても、フランスの弁護士の社会的職業グループが大きく、弁護士が力をつ
けています。もう一点は、公務員である裁判官に比べ、弁護士は当然なが
らより大きな自由を有しています。フランスではすでに何十年も前から弁
護士組合がありますし、1990年には選挙によって選ばれた代表からなる
全国弁護士評議会が設立され大きな影響力を有しています。反対に、昔と
比べて国会に議席を有する弁護士は少なくなりましたので、立法における
弁護士の影響力は比較的小さくなっています。

司会：あともう一つくらい質問をいただきたいと思います。

フロアからの質問：人権と弁護士の歴史転換を見る時に、刑事弁護と弁護
士会の関係が大切だということに同意します。その上で、それ以外の可能
性はないでしょうか。たとえば、足尾銅山のように「民衆訴訟」のような
形で積極的にある種の人権の擁護を目指す、その主体が弁護士ないし弁護
士会である、という事例はフランスやドイツにおいては、資料的にないの
でしょうか。

アルペラン先生：皆様からのご提案を受け、弁護士と人権の連関を政治裁
判と刑事裁判を取り上げてお話することにしましたのは、かつてと現在の
状況の違いをお示しするためでした。今日、複数の国で見られる、いわゆ
る「コーズ・ローヤリング」又は「民衆訴訟」は、私の考えでは歴史的に
みて前例がありません。フランスにおいては、アンシャン・レジーム下に
も 19世紀にもありません。訴訟は訴訟当事者、人権擁護者、又は被害者
から提起されるからです。ただ、一つだけ民衆訴訟に近いことがあります。
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フランスでは、アンシャン・レジームに遡る伝統ですが、刑事裁判におけ
る被害者が私訴原告人を組織し弁護士による弁護をうけることができま
す。口頭弁論の歴史をみると、19世紀の政治裁判における口頭弁論も含
めて、被告人を擁護する弁護士はもちろんのこと私訴原告人を擁護する弁
護士もいるのです。それは弁護士にとって政治的弁論を繰り広げる機会で
もあります。
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