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ローヤリング基礎論覚書について

ローヤリング（ロイヤリング）1）についてのわが国の初の教科書である
名古屋ロイヤリング研究会編「実務

ロイヤリング講義」（民事法研究会、

2004 年）の出版から 15 年が経過した 2）。爾来、全国の法科大学院で様々な
1） 「ローヤリング」の定義については、一般に 2000 年 8 月 5 日付中央教育審議会
「法科大学院の設置基準等について（答申）」における定義（依頼者との面接・相談・
説得の技法や、交渉・調停・仲裁等の ADR（裁判外紛争処理）の理論と実務を、
模擬体験をも取り入れて学ばせ、法律実務の基礎的技能を修得させること）が引
用されることが多い。しかし、本稿では、名古屋ロイヤリング研究会での研究成
果を踏まえて「法律家、就中（なかんずく）弁護士として実務に従事する際に使
用する実務技能のうち、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」と整理して論を進める（佐藤昌巳「ロイヤ
リングの試み」名古屋ロイヤリング研究会編『実務ロイヤリング講義』
（民事法
研究会、第 2 版、2009 年）3 頁参照）。
なお、「ロイヤリング」ではなく、「ローヤリング」の表記を用いる。LAWYER
に動作を意味する ING を組み合わせた造語である “Lawyering” という英語（松浦
好治「ロースクールと『ロイヤリング』
」名古屋ロイヤリング研究会・前掲書 2 頁）
の日本語表記は、こちらの方が落ち着きが良いと考えることによる。
2） 日本の法科大学院における授業内容等については、亀井尚也「『ロイヤリング』
授業の現状と課題」月報司法書士 455 号 7 頁以下（2010 年）参照。
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ローヤリングの授業が行われ、日弁連ローヤリング研究会を中心に授業参
観や授業研究が行われている。本稿ではこれまでの基礎的な議論や研究を
整理してまとめるとともに、筆者なりの新たな考えを提示したい。
先取り的に結論を示すと、現代のローヤリングにとって重要視されるべ
き事柄は①相談者と「協同」して行う②選択肢の「開発」と「選別」作業
であると筆者は考える。
この考え方を、法律相談・面談、事件受任、調査・証拠収集、交渉、
ADR・裁判外紛争解決、事件終了後の処理・報酬などを論じる中で位置
づけて論じる。

第1
1

法律相談・面談 3）

法律相談とは

（1）法律相談の意義 4）
3） 本稿は拙稿「初回面談の基本技術」名古屋ロイヤリング研究会編・前掲注（1）
38 頁以下をベースにその後の議論や知見を踏まえての考察をまとめたものである。
なお、法律相談については「面接」ではなく「面談」の語を用いる。
法律相談について、「面接」と「面談」の語は厳格には区別されてこなかった。
また、法律相談以外の場面では、例えば「医療面接」「臨床心理面接」とは言わ
れるが、「医療面談」「臨床心理面談」の語は必ずしも一般的ではない。
一般に「面接」とは「直接その人と会うこと（新村出「広辞苑」（岩波書店、
第 7 版、2018 年）2893 頁）、「面談」とは「会って直接話すこと」
（同 2894 頁）
と定義される。①「面談」の意味にのみ「会って」「話す」という相互のやり取
りの意味が含まれていること、②法律相談における「相談」と言う語自体にも「相」
という字自体が含まれていること、③ “Legal Interviewing and Counseling” という
語にも “inter” という相互のやり取りを意味する語が含まれていること、④相談者
を単なる「調査対象」とするのではなく、1 人の人として尊重してそのやり取り
の中から協同して選択肢を開発するという本稿における法律相談の再定義（本稿
6「目指すべき「法律相談」
（「法律相談」の再定義）」参照）の趣旨からも「面接」
より「面談」の語がふさわしいことからすれば、「面接」よりも「面談」の語を
用いるべきと考える。
なお、場面は異なるが、従前「
『面接』交渉」と実務上呼称されていたものが、
2011 年の民法 766 条 1 項改正によって「面会及びその他の交流」
（「面会」交流）
との語で明文化されていることも、上記各理由と通底するものがある。
4） 本稿の「法律相談」は、民事に関するものに限定する。
一般に、日本のローヤリングの教科書（例えば、名古屋ロイヤリング研究会編・
前掲注（1）
、田村智幸・札幌弁護士会法科大学院支援委員会編著『実践 ローヤ
リング = クリニック - 臨床系教育への指針』
（法律文化社、2006 年）など）での検
討対象は民事紛争に限られる。中教審の「ローヤリング」の定義（前掲注（1）
）も、
明示こそしないが、民事事件を意識したものであろう（
「接見」等の文言がない）
。
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従来、法律相談は「相談者が特定の法的問題について法的知識・法的判
断を求め、あるいは相手方において相談に応じて法的知識・判断を提供す
る」ものとされてきた 5）。
この点、法律相談を「一般市民に対し廉価に提供する法的サービス」に
限定する考え方もある 6）。しかし、
「法律相談」の名のもとに提供されてい
るのは、このようなものに限られない。諸企業の顧客サービス、団体構成
員の福利を目的としたもの、官公庁の行政目的実現のためのものなど様々
なものが「法律相談」の名のもとに行われている 7）。そこで、本稿では、
一般市民に廉価に提供するものに限らず広く検討の対象とする。
なお、上記定義は、従前の「コンサルテーション型の法律相談」（自律
的な相談者を前提とした知識の切り売り的な法律相談）を前提としている
ものと考えられることから、
「カウンセリング型の法律相談」を目指すべ
き 8）との立場から、再定義を本稿末尾で試みたい。
しかし、実際の法律専門家（弁護士）の実務では刑事の法律相談もある。「離
婚紛争で夫が妻を殴った」など、民・家・刑事混然の法律相談も少なくない。本
稿のように「ローヤリング」を（前掲注（1））のとおり定義するなら尚更、刑事
法律相談も「ローヤリング」に含まれて良い。実際に法科大学院の授業に刑事面
接を取り入れている例もある（宮城哲「第 3 章 ローヤリング教育の現場」「琉
球大学法科大学院」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
『法科大学院におけるローヤリング教育の理論と実践』（民事法研究会、2013 年）
262 頁「第 8 回―刑事ローヤリング」、井藤公量「岡山大学法科大学院におけるロー
ヤリング・クリニックの実際」岡山大学法科大学院臨床法務研究第 6 号 6、11 頁
（2008 年 ））。 ロ ー ヤ リ ン グ の 文 献 で 頻 繁 に 引 用 さ れ る David A.Binder, Paul
Bergman, Susan C. Price. Lawyers as Counselors: A Client-Centered Approach.（West
Publishing Company,1991）も、第 3 版（2012 年）では刑事事件における面談技術
について加筆されている（第 10・22 章）。
刑事事件の面談技術については、拙稿「刑事面接技術の具体的課題〜刑事弁護
人の面談の実情に関する研究−第一審（起訴後）及び控訴審−」ほか加藤克佳編
『刑事弁護のための相談技法の研究』（2012 年）所収の各論文を参照。
5） この定義は、日本弁護士連合会調査室『法律相談の実態− 1975 −』（日本弁護
士連合会調査室、1975 年）7 頁による。
6） 「法律相談」の意義につき、①法令用語研究会編『法律用語辞典』（有斐閣、第
4 版、2012 年）1055 頁は「弁護士、行政職員その他法的な知識を有する者が一般
の消費者などに対して、不法行為の被害の救済等のため、無料または低廉な対価
で法的サービスを提供すること」、②佐藤幸治ほか編『コンサイス法律学用語辞典』
（三省堂、2003 年）1486 頁は「市民が抱える日常的な法律問題について、弁護士
が法的アドバイスを行い、市民が適切な措置を講ずるといった行動をとる誘因と
なる活動。弁護士の基本的業務の一つ」と定義する。
7） 日本弁護士連合会調査室・前掲注（5）7 頁。
8） 菅原郁夫「法律相談における面接技術の意義と目的」菅原郁夫＝岡田悦典編、
日弁連法律相談センター面接技術研究会著『法律相談のための面接技法』
（商事
法務、2004 年）9 頁以下。
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（2）法律相談の要素
以上のように考えるとしても、より立ち入って検討すれば、「法律相談」
は更に細かな様々な要素により分類され得るため、それぞれ異なった特徴
を持つとも考えられる。
例えば、①相談に対する対価の有無（有料相談・無料相談の別）、②相
談者の属性（個人・法人・団体や男女の別）、③相談される者（被相談者）
の属性（弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・税理士など）
、
④相談事項の種類（民事、商事会社関係、家事や刑事、少年などの別）な
どである 9）。
しかし、本稿では、以下のような理由によってこれらの要素を問わず、
以下のとおり、広く法律に関する相談一般を対象とする。
ア

有料相談と無料相談の別

一般に法律相談の中には、①弁護士等の法律専門家が相談者その他の者
から対価を得て行うもの（有料法律相談）と、②これを得ず行うもの（無
料法律相談）とがある 10）11）。そして、
「無料法律相談については、提供する
9） 菅原・前掲注（8）11 頁は、法律相談も、その状況及び相談内容により様々な
分類が必要であることを指摘する。
10）「法律相談を行う合意」を請負契約と評価するなら、法律専門家の助言等を「仕
事」の「完成」と考えることになるが、対価たる報酬の支払は請負契約の成立要
件であり（民法 632 条）
、無料法律相談は請負契約の範疇を超える。しかし、現
代日本では無料法律相談が法律相談の中でも大きな割合を占め（注 14 参照）、こ
れを「法律相談」から除外することは相当でない。以上のようなこともあり、法
律相談を行う旨の合意は準委任契約（民法 656 条）と評価されるのが一般である。
とすれば、
（準）委任契約である以上、法律専門家は特約がない限り報酬を請
求できない（同条、同法 648 条 1 項）から、無料法律相談が原則となる。ただし、
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相当な報酬を斟酌
すべき（最判昭和 37 年 2 月 1 日民集 16 巻 2 号 157 頁）との考え方、②「相談者・
法律専門家間に黙示の特約の存在を認定して法律相談報酬を請求できる」との考
え方等に基づき、報酬が請求できると考えられる場合もある。
11） なお、これはあくまで法律専門家にとっての有料・無料である。相談者は費用
を支払っていない（その意味で無料相談）が、法律専門家は何らかの対価を受け
ている（その意味では有料相談）という類型の相談があるからである。
相談者が
（1）相談料を出捐する （2）相談料を出捐しない
弁護士が

（A）報酬を受領する
有料相談（A1）
（B）報酬を受領しない （観念しにくい）

有料相談（A2）
無料相談

たとえば、
①行政機関の出捐により住民に対して弁護士の法律相談を提供する「無
料法律相談」や②特定の企業・団体（労働組合など）が特定の弁護士と顧問契約
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法律専門家のサービスは通常より低いレベルのもので足りる」という考え
方もあり得る。
しかし、相談者と法律専門家が法律相談を行うことを合意する契約は準
委任契約（民法 656 条）としての性質を有する 12）。受任者たる法律専門家
には有償無償の別を問わず善管注意義務が課されており（同法 644 条。無
償寄託に関する 659 条のような条文が委任には存しない）、有料無料の別
は法律専門家が提供すべきサービスの質・程度を左右しないものと解すべ
きである。よって、本稿でも有料相談と無料相談とで法律専門家の提供す
べきサービスの程度や質を異にせず、同様のサービスを提供すべきである
ことを前提に論を進める 13）。
とりわけ、近時、従前と比べて多くの弁護士や司法書士が無償で法律相
談を行うに至っており 14）、無料法律相談において法律専門家が提供する
を締結して顧問料を払っていることに基づき従業員や組合員の個人的法律相談に無
料で応じることを当該顧問契約の内容としている場合には、相談者は費用を支払わ
ない（その意味で無料相談）が法律専門家（弁護士）は何らかの対価を受けている
（その意味では有料相談）ということとなる。本稿では法律専門家の側から有・無
料を区別しているから、上記のうち（A1）のみならず、
（A2）も有料法律相談に含
めて整理している。しかし、弁護士一般の用語例では、
（A2）のような法律相談は、
相談者が相談料を支払わないという意味で「無料法律相談」と称されている。この
ような相談は相談者の立場からは無料であるが、弁護士は相談料を得ているのであ
るから「無料相談であるから注意義務の程度は低い」との主張はより論拠を欠く。
12） 内田貴『民法Ⅱ』
（東京大学出版会、第 3 版、2011 年）289 頁、我妻榮『債権
各論中巻二』
（岩波書店、1962 年）687 頁参照。なお、加藤雅信『契約法』
（有斐閣、
2007 年）436 頁は委任契約の書式例として弁護士への委任契約書を挙げる。
13） 東京地判昭和 57 年 5 月 10 日判時 1064 号 69 頁・加藤新太郎『弁護士役割論』
（弘
文堂、第 2 版、2000 年）99 頁参照。
14） 弁護士会が直接間接に関わった法律相談に限っても、以下のとおり法律相談数
全体は横ばいか減少傾向であるのに対し無料相談の割合が大きく増加している。
なお、ここでいう無料相談は、相談者から見て有料か無料かを区別しており、
本稿注（11）で述べたとおり、法律専門家にとっての有料無料を意味していない。
件数
有料法律相談
割合（％）
交通事故相談センター（件数）
法テラス（件数）
無料法律相談 弁護士会・その他（件数）
無料相談全体（件数）
割合（％）

法律相談全体（件数）

2007 年度 2010 年度 2013 年度 2016 年度
181,369 111,176
78,748
62,142
27.2%
17.7%
12.9%
10.2%
34,780
38,173
47,665
42,000
147,430 256,719 273,594 298,220
304,293 221,261 208,672 207,051
486,503 516,153 529,931 547,271
72.8%
82.3%
87.1%
89.8%
667,872 627,329 608,679 609,413

（日本弁護士連合会『弁護士白書』2017 年版 187 頁資料 3-5-1-3「弁護士会等にお
ける法律相談件数の推移」より抜粋・計算して作成。）
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サービスの内容や質が厳しく問われる時代に至っていることを法律専門家
は銘記すべきである。
イ

被相談者（法律専門家）の属性

この点についても、弁護士と司法書士、司法書士と行政書士では法律相
談のあり方が異なっても良い（むしろ異なるべき）との考え方もあり得る。
しかし、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士はいずれも法律専
門家として一定の相談を行うことを業務としており 15）、法律相談を法律専
門家として行うことに異なるところはない。また、税理士についても、租
税法律主義（憲法 84 条）の趣旨から考えれば税理士が税務相談において
提供するサービスは一種の法律的な回答であり税理士が行う相談は法律相
談の一種であると位置づけることができる 16）。
以上から、本稿では、弁護士のみならず、司法書士、行政書士、社会保
険労務士、税理士の取り扱う相談も法律相談に含まれるものと考えて論を
進める 17）。
ウ

相談事項の種類

以上のとおり法律相談に共通する特徴を一般的に検討するとしても、家
事・少年事件、労務に関わる事項や税務問題など相談事項の種類によって
一定の異なる配慮が必要な場面はあり得る。よって、本稿ではできるだけ
各法律相談に共通した一般的な特質を抽出して論ずるものとする。
15） ①司法書士法第 3 条第 3 号、第 7 号は一定の「相談に応」ずることを司法書士
の業務と、②行政書士法第 1 条の 3 第 1 項第 4 号は「行政書士が作成することが
できる書類の作成について相談に応ずる」ことを行政書士の業務と、③社会保険
労務士法第 2 条第 3 号は「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応ずる」こと
を社会保険労務士の業務とそれぞれ定めている。
16） 弁護士法 74 条 2 項が法律相談を法律事務の例示として挙げており、同法 72 条
が非弁護士が「報酬を得る目的で」法律事務を取扱うことを禁止しているが、同
法 72 条ただし書きは「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない」
としており、上記注（15）の各規定は「別段の定め」であると考えられる。
17） 司法書士向けに面談技術を論じたものとして、拙稿「法律業務において法律専
門家は何をめざすべきか─依頼者の納得と安心のためのローヤリング─」市民と
法 89 号 20 頁（2014 年）、戸田誠治「リーガル ･ カウンセリングと本人訴訟支援
から考える法律相談と実務の留意点」市民と法 89 号 27 頁（2014 年）、同「リー
ガルカウンセリング」月報司法書士 2010 年 1 月号 24 頁（2010 年）、稲村厚「司
法書士界における『ロイヤリング』の必要性―『相談』の本質への探究から考える」
月報司法書士 2010 年 1 月号 28 頁（2010 年）、同「本人訴訟支援におけるロイヤ
リングの必要性−基本理念としてのクライアント中心アプローチ」市民と法 75
号 53 頁（2012 年）、菅原郁夫「リーガルカウンセリングとは何か」月報司法書士
2003 年 6 月号各参照。
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面談技術の必要性
わが国では 18）、特に 2000 年代に入ってから面談技術の必要性が強調され

るようになった 19）。
今日の法律専門家は、権威的立場から知識の切り売りをする法律相談で
はなく、相談者の立場に立ち、相談者が真に求めるものの十分な理解の上
で解決策を提示する、あるいは、相談者が問題解決のためになすべき判断
形成を援助する技術を身につけるべき必要性に迫られている。その理由と
しては、①法化社会の進展による法律関係の複雑化、②定型化が難しい法
律相談の増加、③離婚・相続・破産等「相談者に対し単に法的情報を与え
るのみでなく、その人間の人生に対する自主的判断とそれによる自立を支
援する側面が強く要請されている」法律相談の増加、④ IT や AI の進展に
より一般市民も法を調べれば相当程度の法知識を得られることから「知識
の切り売り」
では足りず、より高度な法情報の提供が求められるようになっ
ていること、⑤日本弁護士連合会（日弁連）の法律相談センター等による
法律相談センターの普及などが挙げられる 20）。
18） アメリカでは、1970 年代後半からのリーガル・カウンセリングに関する議論を
踏まえて、ABA 法学教育・法曹資格付与部会「マクレイト・レポート」
（1992 年）
の「新人法曹が備えているべき基本的なローヤリング技能（Fundamental Lawyering
Skills）10 項目」で、
「⑤ コミュニケーション（Communication）
」
「⑥ カウンセ
リング（Counseling）
」の 2 項目が明確に定義づけられている（なお、柏木昇「弁
護士の面談技術に関する研究」日弁連法務研究財団「法と実務 vol.3」
（商事法務、
2003 年）12 頁は上記⑤⑥に加えて「④事実調査技術（factual investigation）
」も面接・
助言技術に含まれるとする）
。
マクレイト・レポートについては、竹内淳「第 1 章 総論」
「1 ローヤリングの概念
と具体的内容」
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・前掲注
（4）
2 頁、大坂恵里「米国の状況」同書 344 頁、大坂恵里「アメリカの法学教育改革にお
けるマクレイト・レポートの影響」比較法学 40 巻 2 号 175 頁、190 〜 191 頁各参照。
19） この点で菅原郁夫＝下山晴彦編『21 世紀の法律相談 リーガルカウンセリン
グの試み』（現代のエスプリ 2002 年 2 月号）が果たした役割は大きい。柏木・前
掲注（18）15 頁は同書を「本書は日本における法律相談に関する本格的研究書の
最初のもの」で「法律相談を研究しようとする者にとって必読の書」とする。
20） 以上につき菅原・前掲注（8）9 頁参照。
なお、柏木・前掲注（18）6 頁は弁護士報酬制度との関係を指摘する（訴訟を
弁護士業務の中核にすえ、報酬も時間制（タイムチャージ方式）ではなく、訴訟
物価額ないし依頼者の受ける利益に基づいて計算するシステムのもとでは、面接・
助言も付随的な位置づけを与えられることで足りた、とする。）。タイムチャージ
制が一般的になったとは言い難いが、とりわけ訴訟件数が減少している昨今、訴
訟を中心とした報酬体系に安住し、面談・助言を付随的とみなせばよい時代では
ないことは指摘のとおりである。
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これらに加えて、近時の顕著な傾向としては、⑥司法改革による爆発的
な弁護士人口の増加によって多くの有料無料の法律相談が個々の法律事務
所、とりわけ若手弁護士を中心に行われるようになり、顧客の満足を得る
観点からも面談技術に対する関心が高まっている状況にある 21）こと、⑦司
法改革の進展により、
これまでのように「法律相談を事務所で待っている」
22）
という姿勢から弁護士など法律専門家の更なるアウトリーチ（Outreach）

の姿勢への転換が強調され 23）、法律相談が現場に近くなり、相談の種類内
容が細分化・専門化され 24）、専門家（高齢者であればケアマネージャーや
施設関係者、貧困問題であれば施設関係者など）と協同して行う法律相談
が増えていることから、法律専門家が行う面談の意味やその技術が特に問
い直されるに至っている点を指摘しておきたい。

3

法律相談の理論的基礎

（1）リーガル・カウンセリング（Legal counseling）
1 で述べた通り、法律相談は「相談者が特定の法的問題について法的知
識・法的判断を求め、あるいは相手方において相談に応じて法的知識・判
断を提供する」ことであるとすれば、「法律相談」では、法律専門家が相
談者に対し、法律的な質問について「回答」することが事柄の中心である
21） 愛知県弁護士会法律相談センター運営委員会が毎年菅原郁夫教授を講師として
開催している「弁護士のための面談技術」の講演には多くの若手弁護士が積極的
に参加している。また、近時は、中堅・若手の弁護士による法律相談に関する著
作も多く発表されるようになっている（中村真『若手法律家のための法律相談入
門』（学陽書房、2016 年）、長瀨佑志＝長瀨威志＝母壁明日香『新版 若手弁護士
のための初動対応の実務』（日本能率協会マネジメントセンター、2017 年）、小泉
友＝佐藤正和『悩み多き経営者のためのリーガルカウンセリング』
（SAIOAK、
2017 年）など）。
22） 大阪弁護士会ホームページ「現場へ弁護士が出かけていきます−アウトリーチ
事業のご案内」（https://www.osakaben.or.jp/02-introduce/outreach/）はアウトリーチ
の手法を「法的支援を必要としている現場や法的ニーズが潜んでいる現場へ、弁
護士・弁護士会が積極的に出かけていくアプローチ」と定義する。
23） 濱野亮「司法アクセスに関する論点」立教法学第 98 号 128 頁は、このような
アウトリーチが「弁護士等との人脈のない人々とつながる有力な方法である」と
的確に指摘する。
24） 大阪弁護士会・前掲注（22）では、①高齢者・障がい者の方を対象とした出張
相談、②犯罪被害者の元への弁護士派遣、③貧困・生活困窮者支援相談、④母子
生活支援施設出張相談、⑤少年院での法律講話、⑥シリア難民支援、⑦ひとり親
家庭への法律相談員派遣、⑧弁護士出張授業（法教育）などの諸事業を紹介する。
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と思われる 25）。しかし、この場合一方的な「回答」という用語を前提とし
た「法律的回答」というような用語例は一般的ではなく、一般には「相談」
という相互のやり取りを前提とした呼称が用いられている。
これは極めて示唆的である。これに加えて、特に 1990 年代以降アメリ
カで広く説かれるようになった「リーガル・カウンセリング」の考え方 26）
を併せて考えることにより、
「法律相談」は新たなものとして捉えられる
ようになってきている 27）。
この「リーガル・カウンセリング」の考え方は、法律相談にもカウンセ

25） 菅原郁夫「法曹養成におけるローヤリングの意義と課題」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・前掲注（4）403 頁、樫村志郎『法律相談
制度の可能性』自由と正義 45 巻 2 号 5 頁以下参照。
26） 中村芳彦＝和田仁孝『リーガル・カウンセリングの技法』
（法律文化社、2006 年）
2 頁は、リーガル・カウンセリングを「クライアントのニーズと向き合い、クラ
イアントが納得しエンパワーされるような応答の過程」と捉え、そのような「過
程全体」を対象とすることを強調している。
27） 日本でも、既に 1980 年代から法律専門家がカウンセリングを学ぶことの必要
性が指摘されていた（折田泰宏「リーガル・カウンセリング事始め」法教 41 号
34 頁（1984 年）、塚原英治「法律家の養成と弁護士会の役割」自正 49 巻 1 号 117
頁（1998 年））。
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リングの技法を取り入れて考える 28）ことを基本とする概念であり 29）30）31）、
①
一般的な「カウンセリングの技法」を導入して相談者等と法律専門家との
関係につき対等な関係を想定し、②法律専門家が相談者に接する場合は、
その関係が専門的権威によって基礎づけられるのではなく相談者（依頼者）
を基本とした関係にあるという理念に基づく点に特徴があるとされ、ここ
に「法律学と臨床学の融合を見ることができる」とされる 32）。日本語の「法
律『相談』
（≠回答）
」という用語には、もともとこのような「やりとり」
を行うべき基礎が通底していたと考えることができる。
28） 下山晴彦「カウンセリング的法律相談の可能性」菅原＝下山編・前掲注（19）
59 頁は、「法学も臨床心理学も、実践活動においては人々の問題解決の援助を共
通目的とする」という。
29） 柏木・前掲注（18）8 頁は「リーガル・カウンセリング」を「法律的援助を求
めている人々（クライエント）に対する、法的知識ならびに経験およびコミュニ
ケーションを通じて援助する人間の営み」と定義した上で、
「その際、援助者（弁
護士）は一定の教育を通じて、クライエントとの間に望ましい固有な対人関係を
確立することができるようになる。この関係を梃子にクライエントの真の目的を
探し出し、その法的側面からの解決策の策定のため必要な情報をクライエントか
ら引き出し、クライエントの満足を最大にする問題解決のための選択肢をいくつ
か考え出し、それをクライエントに選択せしめ、クライエントに必要な行動を起
こさせることがより容易にかつ正確にできるようになる」（下線は榎本）という。
30） 中村＝和田・前掲注（26）3 頁は、「リーガル・カウンセリングは」
「弁護士が、
カウンセリングをも併せて行なうことを意味するのでは決してない」という。
同書 26 頁以下はアレン・アイヴィの「マイクロ・カウンセリング」のスキル
についても触れ、
「階層表」
（図 2-1［30 頁］）を示した上（他に「連続表」がある）
で、当該階層表に記載された事項について「それを束ね、
統合する力（技法の統合）
が大切であり、共通の理念のもとで弁護士が自ら面談過程を意味づけられてこそ、
はじめて技法が活きることを忘れてはならない」と指摘する。マイクロ・カウン
セリングは、1960 年代後半に開発提唱された折衷主義（特定の理論・方法・技法
に固執せず、クライエントの問題や面接の状況に応じて対応策に柔軟性を持たせ
るアプローチ）の代表的モデルである。
「マイクロ」の意味は、技法は小分けに
した方が学習・利用しやすいという提言に基づいている（國分康孝「論理療法と
マイクロカウンセリング」水島恵一編著『カウンセリング』
（財団法人放送大学
教育振興会、1996 年）92 頁）。
31） しかし、他方、下山・前掲注（28）58 頁はカウンセリングの理念である「援
助論」
（来談者の主体性を尊重し、その主体的解決を援助する）と「法学におけ
る指導と管理」
（事実認定に基づき社会的権威として秩序に関わる）とは「対立
する側面がある」と指摘するが正当である。この点も、リーガル・カウンセリン
グを考える上で決して忘れてはならない視点である。菅原郁夫「第 1 章 相談の
現実と課題」菅原郁夫＝下山晴彦編「実践 法律相談 面接技法のエッセンス」
（東
京大学出版会、2007 年）7 頁も相談者が「困りごとの解決を求める『相談』が中
心であ」るが、弁護士は「専門知識である『法律』を中心にとらえがちである」
と指摘している。このような認識のずれは、弁護士などの法律専門家が常に自覚
的に意識しなくてはならない。
32） 岡田悦典「アメリカにおけるリーガルカウンセリングの理論−依頼者中心モデ
ルを中心として」菅原＝下山編・前掲注（18）82 頁。
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では、ここでいう「カウンセリングの技法」とは何か。
（2）クライエント中心療法（Client-centered Therapy）
「カウンセリング」は、臨床心理学の基礎的活動である 33）。そして、この
「カウンセリング」には様々な理論があるが、わが国で現在主流となって
おり、また、アメリカで唱えられている「リーガル・カウンセリング」の
考え方を理解する上でも有意義なのはロジャーズ（Rogers,C.R. カール・
ランソム・ロジャーズ 1902-1987）の唱えた「クライエント中心療法
（Client-centered Therapy）」の考え方である 34）。この考え方では、まず出発
点としては問題の所在・問題の定義自体を、その相談者にしてもらう。法
律専門家が法的問題の類型分けをし問題をその中に押し込むことを行わ
ず、何が問題点かは、本人自身が定義づける。同時に、解決方法に関して
も相談者が自分で発見していくようにするといった考え方がとられる（下
線は筆者 35））
。
ロジャーズ以前のカウンセリングは、基本的に「指示的」であった。つ
まり、クライエント（相談者）に対して助言をしたり指示をしたりするこ
とが中心であったのである。しかし、こうした指示はクライエントに受け
入れられるものとなりにくかった 36）。そこで、ロジャーズは、クライエン
33） 下山・前掲注（28）51 頁。カウンセリングの歴史については、水島・前掲注（30）
24 頁以下参照。20 世紀初めのアメリカに起源があること、スタンフォード・ビネー
検査やウイリアムソン（Williamson, E. G.）の『臨床的カウンセリング』等があっ
たが、指導（指示）的カウンセリングとして 20 世紀後半にまで影響を及ぼした
こと、ロジャース（Rogers, C. R.）が非指示的カウンセリングや『クライエント
中心療法』を提唱したこと、とくに日本ではカウンセリング界のほぼ主流をなし
ており、ロジャースの『エンカウンター・グループ』の発想が主流をなしている
と紹介されている。
34） ロジャーズ「クライエント中心療法」については中村・和田・前掲注（26）23
頁、菅原・前掲注（31）8 頁参照。「相談者中心主義」こそが、リーガル・カウン
セリングの基本的な視点であるとされる。
35） この部分は相談者自身に問題解決方法を自ら発見してもらう趣旨であると考え
られる。この点については、筆者は相談者自身の意思は重要であるが、あくまで
法律専門家も一緒に「協同して」選択肢を開発してゆくことが重要であると考え
る。この点については、後述する（後記 5（2）参照）。
なお、一般に「共同」は「2 人以上の者が力を合わせること」
、「協同」は「と
もに心と力を合わせ、助け合って仕事をすること」という意味があるとされてお
り（新村・前掲注（3）768・769 頁）、筆者としては、「心」もあわせて仕事をす
ることに重きを置く趣旨で、ここは「『協』同」の字をあてたい。
36） 菅原・前掲注（31）10 頁は、アメリカでの古典的弁護士像（権威者型モデル）は、
依頼者の自立性・尊厳を奪い、依頼者の求める解決を遠ざけてしまうとの批判を
紹介し、コクランらが、権威者型の弁護士が①「依頼者の事件を変えてしまう」
方法、②「会話の内容や順番、構造を支配して弁護士が慣れ親しんだパターンに
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ト自身の成長や適応力を信頼し、クライエントの主導性に委ね、クライエ
ントが自らの道を見出していくことをその基本として据えたのである。こ
の考え方の前提には、クライエント自身が自分で問題を解決していく能力
を有しているという、人間に対する深い信頼がある。
そして、カウンセラーは、助言や指示を与えるのではなく、ただよく
active-listening（発言者の発言について共感をもって聞き、その内容ばか
りでなくそれに伴う感情も理解すること。
「傾聴 37）」と訳されることが多い
が、本来の日本語としての意味の「傾聴」を一歩進めた概念である。）し、
クライエントの発言や気持ちを受け止め、うなずき、理解を示すことを基
本とすることになる。
よって、ここでいう「カウンセリングの技法」とは、クライエントの感
情を自由に表現させ、受容することであり、それによってクライエントの
否定的な感情も自己受容され、肯定的な感情が生まれるとするのであ
る 38）。
40）
そして一般に、
面接 39）には①専門家がクライエントに「訊く（asking）
」

ことにより必要な情報を得るための面接（調査面接）と②専門家がクライ
41）
エントの語りに積極的に耳を傾ける「聴く（hearing）
」ための面接（臨

事件を変えてしまう」方法、③「法専門家としての内部情報を駆使する」方法で
相談者をコントロールし、「自分たちが依頼者に代わって問題を解決してやる」
という姿勢が前面に出てきてしまうと批判している点を紹介している。
37）「傾聴」という訳語には、「聴」
「聞」「訊」の三つの「きく」
（注（41）参照）
のうちでも最も耳を傾けて聴くニュアンスがある「聴」という漢字が含まれてい
ることに特別な意味が感じられる。
38） 伊藤美奈子＝市川清文「法律相談の事例研究」菅原＝下山編・前掲注（18）
103 頁参照。
39） 柏木・前掲注（18）8 頁は、佐治守夫＝岡村達也＝保坂亨『カウンセリングを
学ぶ：理論・体験・実習』（東京大学出版会（1998））、下山晴彦・前掲注（27）
を参照して、
「面接」を「助言やその他訴訟等の弁護士活動を行うために必要な
情報収集のための依頼者との面談」と定義し、
「助言」を「集めた事実情報と調
査した法律情報に基づいて、依頼者の問題解決のための面談を行うこと」と各定
義する。
なお、本稿では基本的に「面接」ではなく「面談」の語を用いることについて
注 3 参照。
40） 下山晴彦「第 2 章 面接技法の訓練ポイント」菅原＝下山編・前掲注（31）30
頁同 31 頁（下山・注（28）54 頁も同旨）は「通常、面接は、訊くコミュニケーショ
ンと聴くコミュニケーションを組みあわせて行う。心理カウンセリングや心理療
法などの相談面接では、臨床面接が中心とな」り、「警察・司法領域での尋問や
医学の診断治療のための面接は、基本的には調査面接となっている」という。
41） 菅原郁夫「4 聴くための基本技術」菅原＝岡田編・前掲注（8）75 頁、同「こ
れからの面接技術―リーガルカウンセリングの勧め―」日本弁護士連合会編『日
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床面接）とがあるとされる 42）。今までの法律専門家の面談（面接）は①が
中心であったが、②の観点にも重きを置いていることが重要である。
（3）カウンセラーとしての法律専門家（Lawyers as counselors）モデル
ア

モデルの概要と特徴

このようなカウンセリング・クライエント中心療法の考え方を法律相談
に取り入れようと考えたのがバインダーらの「カウンセラーとしての法律
専門家（Lawyers as counselors）」モデルである 43）。
バインダーはカウンセリング技法におけるクライエント中心療法の概念
に倣って、法律相談におけるクライエント（相談者）中心主義を唱えた。
すなわち、この考え方では、相談者自身の問題解決に対する専門性（そ
の問題の解決に最も利害があるのは他ならぬ相談者自身であり、法律専門
家はどこまで行っても他人でしかない）や相談者自身の感情を重視し、法
律的ではない側面（非法的側面）にも光を当てる必要がある（むしろ、相
談者の関心は、非法的側面（経済的・社会的・心理的・道徳的・政治的・
宗教的結論など）にこそあることが多く、最終的解決には、このような非
法的側面の結論が重要となる）とする。
そして、①相談者の見通しから問題の解決を援助する（法律専門家の見
通しから問題の解決を与えるのではない）、②潜在的に存在する問題を掘
り起こしていく（法律専門家が聞かれた法律的問題の回答を与えるだけで
はない）、③相談者が第 1 の判断者である（法律専門家が判断するのでは
ない）
、④相談者の価値に基づく助言を行う（そのためには法律的な側面
以外に依頼者が何に価値を見出しているのかを知る必要がある）、といっ
た点を強調してゆくのである。

弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題〈平成 15 年版〉』（第一法規株式会社、
2004 年）937 頁は、①「聞く」
（一般的に聞く）
・②「聴く」
（受容的に聴く）
・③「訊
く」（罪を裁き審理するために訊く）の 3 語のニュアンスの違いについて説明す
る（英語の① hearing, ② listening, ③ asking の各語に対応するものと言えよう）。
Activelistening の訳語に「傾聴」と「聴」の字があてられていることは、英語と
日本語の双方を上手く橋渡しした訳語であるとの感がある。
42） 下山・前掲注（28）54 頁。
43） David A.Binder, Paul Bergman, Susan C. Price. Lawyers as Counselors: A ClientCentered Approach. West Publishing Company,1991.
この内容を整理したものとして、岡田・前掲注（24）84 頁以下。本稿の整理も
基本的には同稿に基づくが、一部については上記 Binder らから直接引用した。
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イ 「カウンセラーとしての法律専門家」に要求される技術
このような「カウンセラーとしての法律専門家」として十分な法律相談
を行うために下記のような技術が必要であるとする。
（ア）動機（motivation）の把握
相談者の動機（motivation）の把握が重要である。その際に、下記のよ
うな法律相談の a

阻害要因（inhibitors）と b

促進要因（facilitators）

が存在することを認識して動機を把握することが重要である。
a

阻害要因（inhibitors）44）45）

（a）自尊心（ego threat）
「自尊心を守ろうという本能から事実を話しにくい」という場合である。
例えば、
エリートサラリーマンが極めて単純な詐欺被害にあったケースで、
本人は「こんなにも単純な詐欺に引っかかったのか」と思われること自体
が恥ずかしくて詳細を語りたがらない場合がある。
（b）事件危惧（case threat）
「自分が話すことによって、事件結果が自分に不利になるのではないか」
と危惧して事実を語ろうとしない場合である。例えば、無実の被疑者が、
本当は事件現場に居たのに「それを話すと犯人と疑われてしまうのではな
いか」と考えて、それを話そうとしない場合がある 46）。
47）
（c）役割期待（role expectations）

人間は、
自らが特定の「役割」を期待されていると考えることがある。「法
律専門家は権威であり、相談者はそれに従うものである」という「役割」
を想定する結果、
「法律専門家に何でも話すことはできない」と考えてし
44） 本文に記載した「阻害要因」以外にも、一般に相談場面で「発言してはいけな
い」内容があるとされる。伊藤美奈子「法律相談場面での『トラウマ』の扱い方」
菅原＝岡田編・前掲注（8）98 頁は、1）「頑張ってください（具体策のない単な
る励まし）」「時間が解決する」、2）「あなたの方にも落ち度はないですか？」、3）
「よくあることですね」をあげる。一概に具体的な相談者の個性や事案にもよるが、
このような発言が相談者にどのように受け止められるか十分考えて法律相談に臨
む必要がある。
45） 岡田悦典 = 藤岡淳「3 難しい法律相談への対応」菅原＝岡田編・前掲注（8）
103 頁は、相談者があまり話したがらないような場合、
「①話したがらないことを
無視して、話題について話を進める、②信頼関係が形成されるまで、あるいはそ
の他の状況によって話したがるようになるまで、その話題に触れることをやめる、
③話したがらない理由を述べてもらって、一緒にそれについて考えてみる等、い
くつかの選択肢が考えられる」とする。
46） 他の例をあげるものとして岡田 = 藤岡・前掲注（45）94 頁参照。
47） 他の例をあげるものとして岡田 = 藤岡・前掲注（45）95 頁参照。
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まう場合がある。逆に「何を話すかは相談者が決めるという権利があり、
法律専門家はそれに従う立場にある」という「役割」を想定する結果、
「法
律専門家にすべてを話す必要はない」と考えてしまう場合もある。
（d）エチケット・バリアー（etiquette barrier）
「ある人には良く話すことができるが、他の人には話せない」という情
報を持っている場合の障害である。
たとえば、女性を被害者とするセクハラ被害の詳細は、男性弁護士に話
しにくいという場合がある。
（e）トラウマ（trauma）
人間は、不愉快な感情を引き起こす経験を想起することを避けるため、
話すことを躊躇することがある。
（f）無関係であるとの誤解（perceived irrelevancy）
本当は法律的に重要なことであるのに、相談者が「事件の解決には無関
係で、大切ではない」と思い込んでいて詳細を語らないという場合があ
る 48）。
（g）大きなニーズ（great needs）
相談者にとっては、法律専門家が知りたいことよりも、
「他のことにつ
いて話したい」という希望（ニーズ）の方が大きい場合である。例えば、
「相
手がいかに世間から嫌われているか」ということを話したい相談者の場合、
法律的にはその事実はあまり関係がなくても相談者はそのことばかりを話
してしまい、肝心な事柄については詳細な情報が得られないという場合が
ある。

48） 岡田 = 藤岡・前掲注（45）96 頁は「不適切であるという認識」との訳語をあて、
児童虐待を行った親のケースで、弁護士が「そのような親はあまり対人接触を好
まない人であろう」と想定し、
（対人関係ではなく）親の社会的活動について質
問を続けると、弁護士の質問に対応していこうという気がなくなってしまうとい
うケースを挙げる（これは Binder ら・前掲注（43）39 頁が挙げる例である。同
書は続けて、不動産の売買のケースで、弁護士が「なぜ所有者は不動産を売りた
いのか」と尋ねた場合、弁護士はそれを知ることによって売手と買手双方の利益
を考えることができるのに相談者は、売主の売却動機など大して重要ではないと
考えて通り一遍の説明しかしない例をあげる。後者の方がより分かりやすい例で
ある）。
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b

49）50）51）
促進要因（facilitators）

（a）共感的理解（empathic understanding）
相手の気持ちを、相手のものとして、あるがままに感じ取り 52）、話し手
の考え方、感情を聴き、理解することであり、これによって情報の提供が
円滑化する。
重要なのは、
「相手を理解していること」と「自分が相手のことを理解
していることを相手にわかってもらうこと」は別のレベルの事実であると
いう点である。とすれば、単に「理解している」だけではなく、「理解し
ていることを相手にわかってもらえるような言葉・態度を示す」ことが重
要である。
49） 柏木・前掲注（18）は、これらの促進要因が「隠された情報」（依頼者が語り
たがらない事実。ここにこそ、しばしば重要な事実が潜んでいる）の聞き出し方
として有効であり、依頼者が触れたがらないことについても、助言に必要なかぎ
り、踏み込んで聞く（鬼手仏心）ことが大切という（49-50 頁）。「弁護士は依頼
者が不利な事実を隠していることを見抜けなければ」ならず、相手方の主張、関
連資料（契約書・領収書・登記簿謄本等）
、時系列表の作成により、全体像（あ
るいは弁護士を誘導する依頼者のストーリーのぼろ）がわかるので、矛盾点等を
指摘して事実を聴取せよといい（76-77 頁）
、依頼者の嘘を少なくするために、注
（52）のトピック・アボイダンス等の手法を説明する（同書 77-78 頁）。
同書は相当信頼関係がある顧問先等のビジネス的な法律相談を主として念頭に
置いていると思われるが、一般的には初回面談でラポールが不十分なところで、
ここまで矛盾点を追及すると法律相談は円滑に進まない危険があるので注意も必
要である。
50） 岡田 = 藤岡・前掲注（45）120 頁は、これ以外の促進要因として①間接的に対
応する（弁護士自身が混乱していることを指摘し、明確に話してもらうように相
談者に頼んでみる等）、②第三者を持ち出す（例えば、相手方弁護士であれば、
こういうふうに反論してくるかもしれないが、その場合にはあなたならどう答え
ますかと持ち出す）、③沈黙・アイコンタクト・表情を出すこと等、④直接、「相
談者の語っているストーリーが信用できない」と述べ、なぜ信用できないのか、
その理由を明らかにするなどの方法を挙げる。④は、信頼関係を損ねることにも
なりかねないので、確信のもてる場合にのみ使用すべきという。
①〜③も持ち出し方によっては喧嘩になりかねない。特に初回相談ではその採
否を慎重に検討すべきである。
51） 医療面接からの示唆として飯島克己「医療面接技法 Medical Interview―診療の
全課程に織りこまれた医療の基本技法―」精神科臨床サービス 1 巻 1 号（2001 年）
13 頁 は、 ① 発 散 Assertion、 ② 支 持 療 法、 支 持 的 精 神 療 法 Supportive（psycho）
therapy、③プラセボ効果 Placebo effec を説明する。
②は上記の「支持療法」と通じるところがあるが、①発散や③プラセボ効果は
独自のものと言える。確かに法律相談でも①発散自体によって相談者が納得する
ことも体験するところであり、このような心情も決して無視すべきではない（飯
島克己『外来でのコミュニケーション技法【診療に生かしたい問診・面接のコツ】
〔第 2 版〕』（日本医事新報社、2006 年）207 頁「1 感情の発散―医師はうっ積し
た感情のじょうずな受け手です」参照）。
52） これが「共感」であるとされる。水島・前掲注（30）45 頁。
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「あなたは怒っているのですね」という言い方もあるが、共感を示すな
らば「そんなことがあると、怒れてしまいますよね」というような表現の
方が望ましいと思われる。
他方、法律専門家が共感的理解を示そうと思っても、共感が難しい相談
者・相談というものもある。個々の法律専門家の考え方や相談者との相性
もあるが、多くの法律専門家にとって難しい相談者（依頼者）である場合
もあるし、相談者自身が精神的な障がいを持っている場合もある 53）。この
ような「難しい相談者」の場合 54）は、状況によっては精神医療の専門家等
とも十分連携を取りながら 55）適切な対応を採らなければならない 56）。
53） 森脇志郎「第 6 章 法的対応が難しい場合」菅原＝下山編・前掲注（31）205
頁は、
「法的対応が難しい場合」として①相談者が過剰な請求を主張する場合、
②相談者の予想される行動から慎重に回答すべき場合、③相談者の性格にかたよ
りがあり、現実から遊離した強い思いこみをもっている場合を挙げる。
54） 岡田裕子編著『難しい依頼者と出会った法律家へ―パーソナリティ障害の理解
と支援―』（日本加除出版株式会社、2018 年）は、このような「『難しい依頼者』
こそ、弁護士の援助を必要として」おり「彼らの難しさは弁護士だけが感じるも
のではなく、家族、友人、上司や同僚、隣人など、周りの人が一様に感じている
可能性が高い」「彼らの人生は、身近な他者との愛憎のもつれ、対立、別離の繰
り返しであり、その一部が法的紛争化して弁護士のもとに来ている」
「しかも弁
護士にすら愛想をつかされ、
『この弁護士で〇人目』と弁護士を渡り歩いている
ことも少なく」ないといい（ⅱ頁）
、「弁護士の地位が相対的に低下したことが、
弁護士と依頼者との力関係のバランスの変化を帰結し」「難しい依頼者の増加に
関連している」（7 頁）という。
55） 岡田裕子編著・前掲注（54）は、
「パーソナリティ障害」につき「思考のあり方、
感情の表し方、そして行動パターンに著しい偏りがあるため、対人関係及び学業
や職業などの社会生活に支障を来している状態」
（14 頁）とし（倫理観・良心に
欠けているとの偏見を避けるため「人格障害」との呼称を避けている）
、更にこれ
を①情緒不安定な当事者（境界性パーソナリティ障害）、②高飛車な態度をとる
依頼者（自己愛性パーソナリティ障害）
、③他者を欺き利用する依頼者（反社会
性パーソナリティ障害）
、④魅惑的だが不可解な依頼者（演技性パーソナリティ
障害）
、⑤猜疑心の強い依頼者（妄想性パーソナリティ障害）
、⑥ひとりでは何も
できない依頼者（依存性パーソナリティ障害）に分けて論じている（ⅹ頁）
。そし
て、
「人のパーソナリティの発達は、生物学的要因（遺伝的要因）と環境的要因と
の相互作用の結果として理解されて」おり、
「かつては、パーソナリティ障害の原
因として、生物学的要因よりも環境的要因のほうが重大だと捉えられてい」たが、
「次第に、生物学的要因、気質や神経生理学的特徴の要因についての実証的研究
も積み重ねられており、それらの影響も重視されてきている」
（22 頁）とする。
56） 森脇・前掲注（53）206 頁は「弁護士は、相談者が回答を誤って受けとめるこ
とによって違法・不当な行動に出ることのないようにしなければならない」とし、
「『あなたのおっしゃることはわかりますが、裁判所の説得のためには証拠がいる
ので、今度は証拠をもって相談にきてください』などというスタンスで対処する
とよい」という。岡田編著・前掲注（54）は、パーソナリティー障害の相談者に
対する対応法の共通原則として、（1）同じ距離感を保つこと、（2）関係を構造化
すること（①医師がどのような時間的・場所的枠組みで患者に対応するのかを明
確に決めること。弁護士であれば、依頼者と会う場所は、事務所または裁判所内
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（b）期待の充足（fulfilling expectations）
人は、交流している人の期待を認識すると、その期待を満足させようと
する傾向にある。
「このことをもう少し詳しく聞かせてくれませんか」と
いうように、その期待を言語的あるいは非言語的に伝えることが、円滑な
面談の触媒になることがある。
（c）相談者を「認める」こと（recognition57））
相談者を人として認めること、「自分が重要と感じられているな」とい
う気持ちを持たせること（重要感を持たせること）により情報の収集が容
易になる場合である。
「あなたが情報を提供してくれると本当に助かりま
す」といった認識を提供することによって、相談者はより協力的になる場
合がある。
（d）利他への訴え（altruistic appeals）
人は、しばしば自分の直接の利益以上に他者に利益を与えることによっ
て高い価値を確認することがある。たとえば、犯罪の目撃者に「あなたが
本当のことを話してくれることによって真実が明らかになることは、私た
ちの町がより安全になるという点でもよいことです」といった話をするこ
とによって、相手からより多くの情報を聞き出せる場合がある 58）。
と決める（依頼者の求めに応じた面談場所の変更は慎重にする）
、②依頼者から
の電話を受ける時間は、オフィス・アワーに限る（9 時から 17 時までなど）、③メー
ルの返信には一定のタイムラグ（2、3 日程度）があることをあらかじめ伝える、
④面談時間は、最初に『〇時間』と伝え、それを超えないようにする、
（3） 複
数人でのチーム対応を原則とする、（4）問題行動には毅然とした管理的対応をと
る」ほか、精神科医・心理カウンセラーとの連携、コンサルテーションを受ける
等の方法を挙げている（189 頁以下）。
57） 岡田＝藤岡・前掲注（45）100 頁は、「③話している内容の重要性を伝える―
―認知」の訳語をあて、
「『こういうことで騙される事例は非常に多いのですが、
これは新手の手口です。他にもこういった例がないか確認したいので、詳しく聞
かせてください』」という例を挙げるが、この例はどちらかと言うと後述する「外
的な報酬」の例にあてはまるように思われる。Binder ら・前掲注（43）43 頁も
“RECOGNITION” の項で「人間というものは自分以外の親しい人の集まりや家族
や友達から注意や関心を集めたいとしばしば思うものである。自分が重要だと感
じ る こ と や 他 人 か ら 注 意 や 関 心 を 引 く よ う に 求 め る も の だ 」「 相 談 者 に
“RECOGNITION” を与えることは、相談者をより協力的かつオープンにするよう
動機付ける」とする。
58） 岡田＝藤岡・前掲注（47）100 頁は「利他的な訴え」の例として「他にも同じ
会社の件で相談を受けているのですが、なかなか詳しい情報がなくて、困ってい
ます。あなたの情報はあなただけでなく、他の人の処理についても役立つ可能性
があります」を挙げるが、このような例は利益相反（弁護士職務基本規程 28 条 2
号）や守秘義務（刑法 134 条、弁護士法 23 条、弁護士職務基本規程 23 条）の関
係で問題があり得るように思われる。守秘義務に直接は反しないとしても、
「こ
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（e）外的な報酬（extrinsic reward59））
人は、自分の行動の意味や、それによって得られる利益がわかると、そ
の行為をするように動機付けられることがある。たとえば「もう少しあな
たの資産の内容を話して下されば、かかる税金のより少ない信託契約の原
稿を作ることができるのですが…」といった場合である。
ここで「外的」
（extrinsic）と言っているのは、心理的なニーズの「外」
にある利益（つまり、自分自身が意識していない利益）に訴えかけるとい
う意味である。
（イ）傾聴＝アクティブ・リスニング（Active listening）
バインダーらは、発言者の発言を共感をもって聞き、その内容ばかりで
はなく、それに伴う感情も理解せよとする趣旨でアクティブ・リスニン
グ 60）
（Active listening「傾聴」
［（2）参照］）を勧める。これは、
「共感」と「理
解」を示しつつ（よって「相槌」や「アイコンタクト」が重要な要素となっ
てくる）
「非判断的受容 61）」
、
（non-judgmental acceptance）という共感的考え
方を伴う聴き方である。
この点は、シェイファーらが「アクティブ・リスニング（傾聴）は、『想
像力を働かせた』聴取法である。アクティブ・リスナー（傾聴ができる人）
は、相談者が話した世界に自分自身を置くことができる。
」とし、このよ
うなアクティブ・リスニングは「技術（skill）であり、テクニックであり、
特には芸術（art）でさえある」と説明している 62）のが参考となる。
同人らは、アクティブ・リスニング訓練の方法の一つとして「人間関係
（relationship）に注意を払うこと」をあげる。「コミュニケーション 63）が言
の人は他の人にも『他にも同じ会社の件で相談を受けている』と話すのだな」と
理解されるおそれがあり、少なくとも「秘密が保持されていることを相談者に示
すこと」（後記 4（6）参照）との関係では議論があり得るように思われる。
59） 岡田＝藤岡・前掲注（45）100 頁は、離婚のケースで、
「細かい些細な出来事
の積み重ねが重要であ」り「それが問題をさらによく解決する」と説明すれば、
相談者が積極的に不満な事項を述べてくることがあるという例を挙げる。
60） 柏木・前掲注（18）49 頁は、アクティブ・リスニングを「別の言葉で言えば、
感情移入的（共感的）聴き方（empathetic understanding）であるとする。
61） 一般にこのように訳されるが judgmental という用語が「批判的な」という意味
も持っていることを考えると「非批判的受容」
（批判することなくただ受け容れる）
という日本語訳の方が適切ではなかろうか。
62） Shaffer, T. L. & Elins, J.R.“Legal Interviewing and Counseling in a Nutshell”（West
Group,3rd ed.,1997）p180．
63） コミュニケーションの重要性について、医療面接につき、飯島・前掲注（51）
7 頁は、「良好なコミュニケーションには癒しの効果があります」として Michael
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葉に代替することを知っていること 64）（言葉の行間を読むこと）
」「話を聴
くこと自体に喜びを感じること」「相談者自身や相談者の世界を表す隠喩
（メタファー）やイメージを探そうとすること」などの「一そろいの技能（a
set of skills）
」によってプロとして相談者との人間関係を広げられるもの
であるという 65）。
ここで「話を聴くこと自体に喜びを感じること」との指摘が重要である。
これは言い換えれば、目の前に座る相談者自身や事件についての「好奇心」
（curiosity）を持つことである 66）。「この人はどのような人なのだろう」
「ど
んな事件なのだろう」それを知りたい、という気持ちが聴く姿勢に自然と
現れ、相談者がより話しやすい雰囲気になることができる。
このような、
「傾聴」
（active-listening）は法律相談が成功するか否かの
重要なカギである。
（4）
「語りとしての法援用」重視の必要性
この相談者中心主義の考え方を更に推し進めていくと、「相談者はなぜ、
法律専門家のもとに相談に来ているのだろうか」という問題に突き当た
る 67）。
すなわち、およそ人が「他人に相談したい」と考えた場合、法律相談以
Balint : The Doctor, His Patient and the Illness. Churchill Livingstone, London, 1957. が
「診療においては、医師という薬（doctor as drug）が最もしばしば処方されている」
「薬理学についてはまだよくわかっていない」と述べるのを引用する。
64） 樫村・前掲注（25）6 頁「法律相談のコミュニケーション的特徴」は「弁護士
により、相談へのアプローチの仕方ないし回答の仕方は多様性をもつ」として、
「こ
のことは集団としての弁護士自体の多様性の表れであるが、相談者の側の期待と
の適合性は問題になりうる」という。
65） Shaffer, T. L. & Elins, J.R.・前掲注（62）181 頁。
66） ADR のコラボレーティブ・プラクティス（Collaborative Practice。CP）におけ
る相談者からの最初の聞き取りにおいても、そのようなことが強調される。筆者
はこの “curiosity” の語が同プラクティスのセミナー
（2018 年 11 月に名古屋で開催）
の中でカナダの JanitaC.Gallant 弁護士が強調されていた点が、特に心に残った。
ちなみに CP とは、離婚紛争の解決手段として、2000 年前後から登場してきた
手法である。研修を受けることで手法を身に付けた弁護士が、裁判所の介入に頼
らず、同じくコラボラティブ・プラクティスの手法を身に付けた臨床心理士、社
会福祉士等の心理の専門家、ファイナンシャル・プランナー等の会計・金融の専
門家と職域を超えてコラボレーション（協同）をする ADR の一種とされる（コ
ラボラティブ プラクティス トレーニング実行委員会（責任者：水野多栄子弁護士、
今里恵子弁護士）の説明文を要約した）。
67） 下山・前掲注（28）58 頁はカウンセリングの理念たる「援助論」（来談者の主
体性を尊重し、これを援助する）と「法学における指導と管理」
（事実認定に基
づき社会的権威として秩序に関わる）とは「対立する側面がある」と指摘する。
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外にも様々な相談がある。たとえば、家族や友人に対して行う人生相談、
学生が教師に対して行う進路相談、地域住民が行政機関に行う困りごと相
談などである。このような他の相談と比べたとき、法律相談の持つ特質や
意義はどこにあるのだろうか。
ア 「語りとしての法援用」とは
この点につき、棚瀬孝雄が論ずる「語りとしての法援用」が示唆的であ
る 68）。曰く、法律専門家は相談者が「事実」を語っているように考えてき
たが、例えば「A が B を殴ったのを見た」という供述も本当は単に事実
を語っているのではなく、一種の物語を述べているというのである。すな
わち、本当は「A の腕が空中を弧を描いて B の顔面に衝突した」という
陳述も、「その前後の A あるいは B の一連の行動が全体として関連性のあ
るまとまりとして把握され、その中でこの特定の A の腕の運動を殴ると
いう行為として意味づけることが行われて」いる。つまり「B がかねてか
ら A を冷たくあしらっていて、そのことを A は根に持っていた」という
ように、「いくつかの出来事を一つの筋でつなげて、全体として整合的な
物語として語ることと同一である」69）。そして、
「一般に、依頼者が法の援
用を考慮するのは、現在ある状況が満足のいくものではないからであり、
状況打開のために法が有効であると考えるからであ 70）」る。そして、
「依頼
者が事件の内容として語る、またそこに法が援用されることによって事件
がどのように好ましい形に変容していくのかについて希望的観測として語
るその物語を、依頼者が自ら住まう世界のその理解を更新していく過程と
して捉え、弁護士の役割をこの過程を促すものとして位置づける 71）」もの
68） 棚瀬孝雄「語りとしての法援用」民商法雑誌 111 巻 6 号 31 頁（1995 年）［『権
利の言説 共同体に生きる自由の法』所収、127 頁以下（勁草書房、2002 年）］。
下山・前掲注（28）58 頁以下は、上記で棚瀬が「（依頼者は、）どこかで自分の
見ているものが、自己の固有のパースペクティヴに制約されたものであることを
痛みをもって感じられる、そうした感受性を（弁護士）に求めている」点を引用し、
「弁護士は依頼者のニーズに対して一層の関心を寄せるべきであることを主張し
ている」点を指摘している。
69） 棚瀬・前掲注（68）156 〜 157 頁。
70） 棚瀬・前掲注（68）166 頁。
71） 棚瀬・前掲注（68）166 頁。
棚瀬・前掲注（68）180 頁は、依頼者（相談者）の物語が弁護士（法律専門家）
の実務としてある程度行われている例として廣田尚久の「当事者（依頼者）の語
る言葉の中から紛争の中心を掴まえ、出口に持って行く方法を提示する」方法を
廣田の「紛争解決学」（信山社、1993 年）を引用して紹介する。すなわち「その
紛争の中で語られる当事者の言葉は決して平板な言葉ではなく、廣田の言葉を借
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であるというのである 72）。
なお、以上は法律相談について論じられているものであるが、医療面接
についても患者は患者なりの病気についてのストーリー（健康問題物語）
を持っており、それを医師が勝手に切り刻んではいけないとの指摘が為さ
れており 73）、根本的な考え方は共通するものがあるように思われる。
イ

相談者の「法援用」と「つなぐ」作業の重要性

確かに、法律専門家に相談しようとする相談者は、
「自分なりに法律を
適用すると有利な結果が得られる」と考えて法律相談に赴くことが少なく
ない。法律専門家は、このような場合、法律の非専門家である相談者の法
援用を軽視しがちであり、注意が必要である。相談者の法援用のあり方が
理解できないと、相談者は法律専門家のところへ相談に来た目的や意義を
見失ってしまい、
「どうして自分の場合はこのような結論になってしまう
のだろうか」ということが納得できないであろう。そして、目の前にいる
法律専門家に不信感を抱くか、およそ法というものに対して理解できない
ものであるという感想を抱くといった結果を招きかねない。その意味で、
法律専門家は相談者が行おうとする法援用を辛抱強く聞き、その援用の意
味を理解し、その法援用を的確に評価した上で、法律専門家としての見解
りれば、
『紛争解決の中心にあって、エネルギーを帯同し、素粒子のように動き回っ
ている』言葉である。これに対し、法律は『物質の世界における木やや石のよう
なものであって、すでに固められているものである』
」との廣田の見解を踏まえ
て「この木や石に固められる以前の、紛争がそこから発生するエネルギーの層を
直接掴まえていくことによって、解決も可能となるというのである」という。
棚瀬が抽出した、この廣田の認識は、実務家が実際に感じるところとして非常
に共感できるものがある。
72） 中村＝和田・前掲注（26）24 頁が、
「『真実』
『客観性』といった概念を廃し、我々
が見ている「現実（リアリティ）」を「ナラティヴ（語り、物語）」によって相互
作用の中で紡ぎ出される可変的なものと見る」ことを基本とする「ナラティブ・
セラピー」の見方が「弁護士の業務においても」「適合的である」とするのは、
このような「語りとしての法援用」の発想と通底する。伊藤博「相談面接の基礎」
加藤新太郎編『リーガル・コミュニケーション』
（弘文堂、2004 年）75 頁の「『物
語（ストーリー）』を読む」「見立ての重要性」も同様である。
73） 飯島・前掲（51）38 頁以下は「患者さんが心身の不調を自覚してから作り上
げる、この不調についての話（ストーリー）
」を「健康問題物語」と呼び（38 頁）、
「健康問題物語を身体医学の鋏でバラバラにしていませんか？」と問いかける（39
頁）。そして、健康問題物語を聴くことの意義は、①患者さんの人格、個別性、
主体的参加を尊重する関係が始まること、②患者さんの診断学・治療学がわかる
こと、③患者さんのニーズ、要求がわかることにある（42 頁以下）という。
法律専門家も、「語りとしての法援用」を条文・判例学説の「法律学」の鋏で
バラバラにしていないか、自戒させられる。
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を分かりやすく、納得できるまで相談者に説明することによって、相談者
の行った法援用と実際の法との間を「つなぐ」作業が極めて重要である。
ウ 「つなぐ」作業の具体例
例えば、「請求書を毎月送り続ければ消滅時効にはかからない」と同業
者から言われ、
請求書を送付し続けている飲食店経営者の場合、
「それでは、
消滅時効を中断できません」「その債権は時効にかかってしまっています
よ」と法律専門家に言われるだけでは納得できない。法律専門家としては
「一般に、よくそのようなことが言われているのは私もよく知っています
し、そのように言って相談に来られる方もよくありますが、それは法律的
には誤りなのです。請求書は『裁判外の催告』に過ぎないので、時効完成
の直前に 1 回だけ、6 カ月に限って、しかも訴訟提起などを実際に行わな
いと中断しないのですよ。民法 153 条という条文がありましてね…」と丁
寧に説明し、相談者が考えている「法」と実際の「法」の間をつなぐ（埋
める）ことが必要である。
とりわけ、近時ではインターネットによって得た情報をもとに「自分な
りの法意識」
を持って法律相談に臨む相談者が少なくない。このようなネッ
ト上の情報は玉石混交であるが、相談者はその情報を正しいと思い込んで
いる場合も少なくないし、特に自分が心理的に追い込まれている場合には
「藁をもつかむ」思いで信じ込んでいる場合もある。法律専門家としては、
相談者に共感を示しつつも、実際の法との違いを上手に「つなぐ」ことが
重要である。そのような場合は、相談者がネットの相談ページのプリント
や画面を手元に持っていることも多い。実際にそのページを相談者と一緒
に見ながら、どこが相談者のケースと違うのか、もしくはそのページの記
載自体が間違っているのかという点を一つ一つ確認し丁寧に説明してゆく
ことが良い。
他の例としては、①テレビの法律相談番組やタレントの離婚事件などの
ケースを見て「あの番組では慰謝料を取れると言っていたのに…」という
場合（相談者のケースとテレビ番組のケースでは前提事実が異なる場合も
多い）
、②知人が「私は離婚したときに慰謝料を○万円とった」と聞いて
いるのに「なぜ自分は×万円なのだろう…」と不満に思う場合（この場合
「知人」は実際より大きな金額を言いがちである。また「慰謝料」と呼ん
でいるものが財産分与を含むものである場合もある）。
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このような場合、法律専門家から全く別の「規範」を持ち出されると相
談者の中では「2 つの規範」が併存して混乱する。また「事実と規範を相
談者と法律専門家が共有して、協力して問題の解決方法を考える」という
次の作業もできなくなってしまう。ここで「2 つの『法』」を「つなぐ」
ことができるか否かということが、
「語りとしての法援用」を活かして、
相談者と協同して「選択肢を開発する」作業に進めるか否かの大きな分か
れ目（分岐点）となるのである。
（5）協同的リーガル・カウンセリング（Collaborative Decision-Making）
モデル
従前の「権威的なモデル」は法律専門家が物事を決め過ぎる 74）。しかし、
「依頼者が物事の全てを決める」という上記（2）「クライエント中心療法」
（3）
「カウンセラーとしての法律専門家」モデルにも問題があるのではな
いか、との批判から近時提唱されているのが、この「協同的リーガル・カ
ウンセリング」
（Collaborative Decision-Making）モデルである 75）。
Cochran らは、上記（2）の理論を以下の点から批判する。
①「クライエント中心」というモデルでは、全ての意思決定が単に相談者
の視点のみから為されることになる。しかし、法律専門家は相談者の意思
決定によって相談者のどのような利益が害される可能性があるのかを専門
家として提起し議論すべきである。
② あまりにも「万能で、どんな場合でもうまくいく」（one-size-fits-all）ア
プローチに過ぎる。相談者としては、相談者の代わりに法律専門家に意思
決定をしてもらいたいという場合もあり得る 76）。
74） 伊藤・前掲注（72）64 頁は「専門家は」
「プロとして一般人とひと味違うとこ
ろに存在意義があり」
「専門的知識や情報が豊富であることに加え、その判断や助
言が的確であることが期待され、一般の人からはその道の権威者として遇される」
から、
「法務専門家が援助者として、法務相談面接に当たる場合には、好むと好ま
ざるとにかかわらず、自ら権威を備えてしまうことは避けられない」という。
75） 岡田悦典「協同的リーガル・カウンセリング・モデル」菅原＝岡田編・前掲注
（8）190 頁。 Robert F.Cochran,Jr.= John M.A.,DiPippa=Martha,M.Peters （
“ The
Counselor-at-Law: A Collaborative Approach to Client Interviewing and Counseling
LesisNesis, 3rd edition 2014）” 5 頁。
76） 馬場隆紀＝菅原郁夫＝柏木昇＝下山晴彦＝那須弘平＝市原健司「講演及びパネ
ルディスカッション 依頼者との面接技術について」日本弁護士連合会編『日弁
連研修叢書 現代法律実務の諸問題〈平成 17 年度研修版〉
』（第一法規株式会社、
2006 年）1028 頁〔柏木発言〕は、日本人が、アメリカ人・中国人などと比べて、
決定できない人が多く、そのような人ほど、弁護士の判断に頼ろうとした上で、
弁護士の意見が間違ったときに弁護士を非難しがちであるとする。
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③

そもそも法律専門家が提供すべき最も中心的な事柄である “Practical

wisdom（実践知・実用的な知恵）” を提供することに失敗している。相談
者は法律専門家に「意思決定することを援助して欲しい」と思っているか
らこそ、法律専門家のところに来ているのであり、そのことを忘れるべき
でない、というのである。
そして、「権威主義的な法律相談モデルは相談者の役割を過小評価し過
ぎており、クライエント中心主義的な法律相談モデルは弁護士の役割を過
小評価し過ぎている 77）。相談者と弁護士が法律事務所で協同的な意思決定
をする時にこそ相談者はもっと満足するのである」として、
「協同的リー
ガル・カウンセリング」
（Collaborative Decision-Making）モデルを主張する。
「このモデルでは、どのような決定をするかについて支配権を有するのは
相談者であるが、法律専門家がその手続（プロセス）について枠組みを与
え、良い意思決定に至るように助言を提供する」というのである。
このような「協同的リーガル・カウンセリング」（Collaborative DecisionMaking）モデルは、「相談者中心モデルを更に発展させたもの」とも評価
されているが、上記の「語りとしての法援用」の考え方も踏まえて考えた
とき、依頼者の「法援用を踏まえた適切な意思決定」を専門家として援助
するという「権威者モデル」と「依頼者中心モデル」を止揚する実践的な
モデルとして、
更に積極的な評価が為されるべきであると考える。そして、
法情報が氾濫する中で上記の「意思決定」に対する「援助」の中心は、相
談者と法律専門家が協同して行う「選択肢の開発」であると私は考えてい
る。この点は、5（1）で詳述する。
（6）日本の法律相談における相談者中心主義の現在
1990 年代からアメリカで強調されるようになったこのような相談者中
心主義の考え方は、2000 年代に入って日本にも広く紹介されてゆき 78）、同
77） 柏木・前掲注（18）29-33 頁は、「弁護士が説得まで踏み込む場合」として、⑴
すべての意思決定をする権利をもつのは依頼者という考え、⑵敗訴する確率の高
い訴訟、⑶違法行為をやめさせる説得、⑷依頼者の満足と非合理、⑸和解の説得
の正当性、⑹依頼者の利益より紛争の効率的解決を求めるやり方、⑺依頼者の判
断根拠または過程の誤りの 7 点をあげる。
そして、
「欧米のカウンセリング論では、説得の問題は論じられていない」が「重
要な観点である。説得を意識させないで、相手の意見を変えるのがカウンセリン
グであるともいえる」とする。このような「説得」は、完全な「相談者中心主義」
からは当然には導かれない。
78） 特に大きな役割を果たしたのは、菅原＝岡田・前掲注（8）、菅原＝下山・前掲
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時に 2001 年代にスタート 79）した司法制度改革による法曹人口（とりわけ
弁護士人口）の飛躍的な増加、各弁護士会や日本弁護士連合会による法律
相談センター活動の拡大、各法律事務所での法律相談機会の増加を背景と
して、弁護士など法律専門家の従来の法律相談のあり方は、大きな変容を
迫られた。今、日本では、弁護士など法律専門家中心の法律相談から相談
者中心の法律相談への革命が起こりつつあると言ってよい。
2（面談技術の必要性）で述べたとおり、現代日本の法律相談では更に
一層、面談技術の必要性が求められている。とすれば、上記の様々な知見
を踏まえて面談技術が開発され、実際に多数の法律専門家によってより良
きプラクティスが積み重ねられるべきである。
そして、下記（4（5））でも ADR（調停）での技法を面談技術の一つと
して紹介しているとおり、面談技術は ADR においても必要となるし、交
渉技法とも関係するところがある。その意味において、ローヤリング全体
において面談や交渉、人と人とのやり取りをより良くしてゆくことが法律
専門家の仕事全体を円滑かつて適切に行うことの基礎となるものである。
そして、上記のとおり上記各場面（法律相談、交渉、調停など）において
面談技術は共通する部分があるから、面談技術で得た知見や技能を他の場
面（交渉や調停）でも活かすことができるし、その逆もあり得る。その意
味でこれらの各場面での技術は、相互影響的に改善される可能性があり、
その意味では一つの場面で磨かれた面談技術により交渉や調停も格段に進
歩する（もしくはその逆）という可能性をも秘めていることに留意する必
要がある。この意味においても、面談技術は非常に重要である。

4

面談を十分に行うために重要な技法（面談技術）
以上のとおり、上記のどのモデルを取るとしても、面談を十分に行うこ

とが前提である。このような面談を行う際に必要な技法として論じられて
いるものについて以下で検討を加える 80）。
注（19）、中村＝和田・前掲注（26）、菅原＝下山・前掲注（31）の 4 文献である。
79） 2001 年 6 月 12 日「司法制度改革審議会意見書− 21 世紀の日本を支える司法
制度−」に基づく諸改革。法曹人口との関係では 2004 年の法科大学院の開校と
2006 年に始まった新司法試験の影響が大きい。
80） 柏木・前掲注（18）5 頁は「面談・助言の技術のうち、事前準備の段取り、質
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（1）面談の場所
面談は、一般には法律専門家の事務所（法律事務所）で行なうことが多
い 81）。柏木昇は、
「普段使用する会議室で落ち着いて会話ができることで効
率もあがるし、依頼者も事務所のたたずまいを知ることで信頼感を増す。
コピーや簡単な文書をその場で作成するにも便利である。また、法例、判
例、文献等とその場で参照する必要があることも少なくないが、その場合
も弁護士事務所で面接・助言を行うことが便宜である 82）」とする。確かに
そのような面は大きいが、これらはどちらかというと法律専門家（弁護士）
側の便宜である。相談者の生活現場や相談企業の実際の状況を見て初めて
実態がわかることもあるし、
「アウトリーチ 83）」の考え方からすれば、法律
専門家は法律事務所からもっと外へ出て積極的に現場で面談することも試
みられてよい 84）。ただし、他方、守秘義務の問題もあるので、どのような
場合でも法律専門家であることを明らかにして現場に臨むわけにもいかな
い。これら種々の事情を勘案して柔軟かつ合理的に相談の場所を設定する
ことが重要である。いつも同じ場所でなく、一回は法律事務所で、次は相
談者のところでというような行き来があるということもあり得る。
相談室ではプライバシーが保護されていることが必要である。空調や消
防の関係で完全に天井まで仕切れない場合もあるが、できるだけ遮断され
ていることが望ましい。事務局や他の法律専門家も話がある程度聞こえて
いた方が様々な対処がしやすいという場合もあるが、そのような状況の場
合、逆に事務局が電話を取った内容も相談者に聞こえてしまうということ
になり、後述の「秘密が保持されていることを示すこと」という点でも望
ましいとは考えられない。
問の仕方、使用時間、面接場所の選定、メモの取り方等の周辺部分の技術につい
ては、言葉に表現してマニュアルをまとめることが可能である。」とする。
なお、これらの技術について本稿では、「面接」ではなく「面談」の語を用い
るべきとの考え（注 3 参照）から、「面談技術」と呼び「面接技術」の語は用い
ない。
81） 奥野滋「1 法律相談の環境」菅原＝岡田・前掲注（8）18 頁は、「法律相談の
環境に関する基本的コンセプト」として「①入りやすさ」をあげる。
82） 柏木・前掲注（18）42 頁。
83） 注 22 参照。
84） 柏木・前掲注（18）も、取引相談の場合、取引自体の理解のために工場に出か
けて説明を聞いたり、依頼者のもとにある関係書類を見たり、製造物責任紛争に
ついて工場・事故現場に出かけるなど、現場をみて正確な事実を理解することが
できることがあり、現場を実際にみる労を厭うてはならないと説く。
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他方、締め切った場合に相談者には閉塞感が生じるという考え方もあ
る 85）。相談者の様子を見て希望も聞きながら、バランスを取って考えるこ
とが重要である。
（2）事前準備
今回受ける法律相談について、予め問題の所在が分かっている場合には、
当該分野についての法律の条文や判例・文献などに目を通して事前準備を
しておくことは有益である。
また、利益相反（弁護士法 25 条、弁護士職務基本規程 27・28 条参照）
等の関係がないか等も事前にチェックし 86）、問題があるなら事前に断り、
他の弁護士を紹介するなど適宜の措置を取ることが望ましい。
今回の案件としては初回であるが、以前に来訪したことがある相談者の
場合、前に扱った事件の相談記録や訴訟記録を再度見ておくことがよ
い 87）。また、可能であれば、相手方からの主張や手紙も含めて関係があり
そうな資料（特に近時はメールや SNS（これは、離婚などの家事事件に
多い）など関係しそうなデータの資料も多いことがある）は一切持参して
欲しいと相談者に事前に伝えておくことが望ましい 88）。

85） 奥野・前掲（84）19 頁。
86） 柏木・前掲注（18）40 頁。とりわけ共同事務所の場合、弁護士職務基本規程
57 条の利益相反に注意を要する。松本篤周＝蜂須賀太郎「民事における依頼者弁
護士関係（1）」森際康友編『法曹の倫理』（名古屋大学出版会、第 2.1 版、2015 年）
68 頁も、特に紹介案件でない場合の法律相談の際には利益相反に特に注意しなけ
ればならないことを指摘する。法律相談時の利益相反（弁護士法 25 条・30 条の
17、弁護士職務基本規程 27・63・65 条。なお、途中で知った場合につき同規程
58・67 条）の具体的な内容については、蜂須賀太郎「利益相反」同書 19 頁以下
参照。
87） ABA（日弁連弁護士業務対策委員会訳）“Flying Solo-A Survibal Guide For Solo
Lawyers”（1986 年）28 頁は「親しさを印象づけるために有効な手段は、依頼者
が新しい事件について面談のために事務所に来る前に、その依頼者の古いファイ
ルを見ておくことである。面談の間に、弁護士は、過去の案件がどのような結果
になったかを尋ね、それによって個人的な関心を依頼者の心に強く示すことがで
きる」とする。
88） 馬場＝菅原＝柏木＝下山＝那平＝市原・前掲注（76）1027 頁〔柏木発言〕は、
相手方からすべての通信記録やクレームレター等を見ると相手方の主張が全部そ
れで分かり貴重なので、全部取り寄せて丹念に読むことが必要だという。
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（3）雰囲気づくり 89）（ice-breaking,relationship-behaviors）
あいさつ 90）、適度な相づち 91）、アイコンタクト、聞き取りやすい声の大き
さ 92）、適切な間 93）などが大切である。
ア

94）
話の切り出し方（ice-breaking）

いきなり本題に入るのではなく、雑談（chit-chat）も大切である。話の
切り出し方（ice-breaking）としては、例えば「駐車場は見つかりましたか？」
「まだ雨が降っていますか？」などがある。紹介者がいる場合には、紹介
者に関する話題は共通の話題となり 95）、アイス・ブレイキングとして適し
ている。例えば、
「○○さんの御紹介でしたよね。私も○○さんとは久し
く会っていないのですが、お元気ですかね」などである。
89） 菅原＝岡田編・前掲注（8）34 頁。なお「かかわり行動」
（relationship behaviors）
は、アイビーの「マイクロソフトカウンセリング」の用語であり「文化的に適合
した視線の位置、言語追跡、身体言語、声の質」などがあげられる。水島・前掲
注（30）93 頁「マイクロ技法の階層表」参照。
90） 自己紹介も大切である。医療面接について、飯島・前掲注（51）26 頁は「長年、
限定された地域の中で活動している開業医の場合などには」「地域の人々はすで
に医師をよく知っているので、医師が自己紹介をするのは不自然」だが、
「初対
面の患者さんが受診した場合には原則的に自己紹介をすべき」という。
91） 医療面接について、飯島・前掲注（51）46 頁は、
「話を聴くために、上手な『合
いの手』を入れてみる」ことが大切と指摘する。相づちは、人が話を聞いてくれ
ていることの確認手段として重要である。逆に法律家も、相談者が相づちを返し
てくれるかどうか、よく観察しながら法律相談を進めるのが良い。
92） 中村芳彦「第 3 章 ローヤリング教育の現場」
「法政大学法科大学院」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・前掲注（4）108 頁は「弁
護士の声が小さければ相談者に情報やアドバイスはうまく伝わらない。こうした
相談内容以前の弁護士の振る舞いの形そのものについての気づきから始めなけれ
ば、相談過程は充実したものとはならないはずである。この点がまずは基本」と
いう。
愛知県弁護士会法科大学院委員会「入門法科大学院」
（2012 年、弘文堂）444
頁では、そのようなことを法科大学院の教育の中でも感じて欲しいとの趣旨で「充
実した授業を実現する 7 つのポイント」
「≪ポイント 1 ≫大きな声でハッキリ話す」
「皆さんが依頼者だとして、小さな声でボソボソ話す弁護士に依頼したいですか？
それともハッキリ大きな声で話す人に依頼したいですか？」と指摘している。
医療面接の例でも、飯島・前掲注（51）60 頁は「準言語的コミュニケーション」
として、①声の高さ・大きさ、②話す速さ、③抑揚、④語尾の変化（たとえば『わ
かりました』と言う場合、『わかりました！』と語尾を強調すれば『いちいちう
るさいな。何回も言うなよ』という意味となって相手に伝わる例など）を挙げる。
93） 中村・前掲注（21）34 頁以下は「『常に口調は穏やかに』というのは実は言う
ほど簡単ではなく、それなりの忍耐力と自己統制が求められ」るものであり、
「相
談者のわかる言葉、伝わりやすい表現で説明することも心掛ける必要がある」と
いう。
94） 菅原・前掲注（41）940 頁。Binder らの挙げる ice-breaking は、ローカルニュー
スやスポーツイベント、前に会った時の話などである（86 頁）。
95） 柏木・前掲注（18）40 頁。
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イ

飲み物などを勧めることの大切さ

事務所での相談の場合、お茶・コーヒーなどの飲物を勧めることも、相
談者の緊張をときほぐすために大切な事柄である 96）。
ウ

机など

机の上を整頓しておくことも大切であるとされる 97）。柏木昇は「古典的
日本の弁護士事務所にみられる書類が山積して乱雑な事務所と、メラミン
の机、折り畳みの椅子、あるいは擦り切れたカバーのついたソファ、事務
員の机とついたてで仕切られた打ち合わせ場所は依頼者の心を沈ませる。
信頼も揺らぐ。適度にきれいで機能的な会議室は弁護士事務所の必需施設
である 98）」という。
近時はパソコンが相談する部屋の机の上にあることも多いが、パソコン
の画面ばかり見ていると相談者は心を開くことができないであろう 99）。
また、普通は向かい合って座ることが多いであろうが、敢えて 90 度の
位置に座ったり、できるだけ丸いテーブル（ラウンドテーブル）を使った
りするなどの方法も考えられる 100）。
エ

相談する際の態度や身なりなど

相談する際の態度 101）や身なりなども、相談者は注意深く見ていること
96） ABA・前掲注（87）138 頁は「依頼者にコーヒーその他の飲物を勧めなさい。“ ま
ず食べようではないか。話はその後だ ” という古くからの格言は、依頼者とあな
たの垣根を取り払い、あなたと依頼者の間に絆を作ることに役立つものだ」
「依
頼者と一緒に、何か食物をとることは、基本的欲求を満たし、依頼者をくつろがせ、
コミュニケーションをする上で明らかに助けとなる」とする。
97） ABA・前掲注（87）22 頁は「整頓された机をはさんで面談することによって、
弁護士は依頼者の問題に注意を集中しているという印象を与える。弁護士が、当
該依頼者に関係のある書類―例えば、依頼者のファイル、契約、保険証書―だけ
を机の上に面談を行えば、努力、関心、サービスを強く示していることになる」「弁
護士が他の依頼者のファイルや書類を前にして面談をすれば、依頼者は、自分が
別の依頼者―余り重要でない依頼者かもしれない―と同列の者に過ぎないと感じ
る」とする。
98） 柏木・前掲注（18）42 頁。
99） 医療面接の分野では、電子カルテの導入でコンピュータを目の前に診察をする
ことが多くなっている。
「医師がコンピュータの画面ばかりを見ていて、私のほ
うをちっとも向いてくれない」との患者の不満について、加藤眞三「
『医師は冷
淡だ｣ と感じるのには理由がある』患者は感情をどこにぶつければいいのか？」
https://toyokeizai.net/articles/-/158933。
100）途中や最後に座り方を変える方法もある。
日米の文化の違いもあるが、Robert F. Cochran, Jr ら・前掲注（75）145 頁は、
最終的な相談者の意思決定（Decision Making）の場面では、弁護士と相談者が横
に並んで座る方法もあり得ると指摘する。
101）菅原郁夫・前掲注（41）940 頁は、相談を聞く姿勢として「ふんぞり返って聞
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が多い。相談者の立場に立って注意を払わなければならない 102）。
オ

相談中は相談者に集中すること

相談中に他の依頼者や相手方、裁判所などから電話がかかってきたとし
ても、原則としては電話をつながないことが望ましい 103）。目の前にいる相
談者（依頼者）を大切にすべきだからである。
ここからは法律専門家の考え方にもよるが、筆者はこれまで弁護士から
の電話についてはつないでもらうことにしてきた。弁護士は、一度電話で
話すチャンスを逃すと、その後、なかなかつかまらないからである。しか
し、近時はどの弁護士も携帯電話を持っており、最悪の場合は事務所に折
り返すなどして「どうしても必要な場合」には掴まえることができるよう
になった。そこで、今後は法律専門家からの電話も後から折り返すことに
したいと考えている 104）。

かない。少し前のめりになって聞く、あるいは腕組みをしないといったこと」が
指摘され（問題とされ）ているという。
102）ABA・前掲注（87）138 頁は「防御的な物腰（組んだ手、組んだ足、口を覆う手）
や防御的な服装（暗い色の服、濃い色のメガネ）は不信感を与え、なぜあなたが
そのように防御的なのだろうかと依頼者に訝らせる。あなた自身、人をおどかす
ような外見の人に助言を求めるか、回答を信頼できるか、考えてみなさい」という。
医療面接の例でも、飯島・前掲注（66）28 頁は、銀行の役員である患者が「申し
訳ありませんが、他の先生に替わってはもらえないでしょうか？」と言った例（男
性医師は髪はぼさぼさしていて無精ヒゲも目立ちます。白衣はよれよれで、血液
と思われるシミとそれ以外にも黒いシミが…）を挙げる。
103）ABA・前掲注（87）137 頁は「依頼者に捧げられる時間は依頼者にとって独占
的でなければならない。依頼者との面談中の電話や邪魔は、依頼者の自尊心を損
なうものである。それは依頼者に電話の相手やロビーで待つ人の方が自分よりも
大切なのだと思わせる」
「少なくとも依頼者があなたの面前にいる間は、依頼者
にはあなたが時間とエネルギーのすべてを自分に捧げていると信じ込ませなけれ
ばならない（あなたがたとえ他に 400 件も現に取り組んでいても）」とする。同
趣旨の指摘として、長岡壽一「姿勢と態度」菅原＝岡田編・前掲注（8）69 頁。
104）拙稿・前掲注（3）56 頁の説を改める。
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（4）臨床心理面接・医療面接などで用いられる手法 105）から
法律相談に用いることができる技法には、3（3）で触れた以外にも、以
下のようなものがある。
ア

臨床心理面接等で用いられる技法 106）

（ア）
「反映」
「反射」（reflection）
相手の語った発言を気持ちの流れに沿って繰り返す 107）108）。
105）柏木・前掲注（18）9 頁は、医学・心理学上のカウンセリングの技術と弁護士
の面接・助言技術の共通点として、①面接・助言に応じる者が、専門的技術を有し、
その知識の適用として行うこと、②面接・助言を受ける側が問題をかかえている
非専門家で、両者の知識量・力関係に顕著な格差が存在すること、③専門家には
高度の守秘義務が課せられていること、④対面での情報収集活動を前提としてい
ること、⑤当事者間の信頼関係を前提としていること、⑥法律問題でも一定範囲
では心理的問題を内包していること、⑦弁護士の主観的評価に関しては心理的側
面への配慮が必要であることをあげる。
他方、両者の違いとしては、弁護士の面接・助言で改善すべき対象が、
（A）相
談者の心理的障害というよりは、その相談者の背後に存する社会的・経済的問題
であること、
（B）対象者は多くの場合精神的な適応の問題は発生していないこと、
（C）精神医学のカウンセリングは主として相談者個人の内面の問題を扱うが、ほ
とんどの法律相談にあっては、相談者の問題解決のためには紛争の相手方やその
代理人あるいは裁判官に働きかけ、彼ら関係者を相談者の問題解決にプラスにな
るように動かさなければならないことをあげている。
ただし、上記（A）については、法律専門家の面接（面談）であっても事案の
種類（例えば離婚等）や当事者のパーソナリティーによっては、社会的・経済的
問題よりも相談者の心理的側面に大きな問題が存する事案もある。
パーソナリティー障害の依頼者への対応について岡田・前掲注（54）参照。
106）柏木・前掲注（18）11 頁は、
（カウンセリング的法律相談についてあげた上で、）
「法律カウンセリングに臨床心理学的カウンセリング手法を適用する場合には、
臨床心理学的カウンセリングを適用するのに適切な問題なのかどうか、慎重に検
討する必要がある。
」とし、同 41 頁は「心理カウンセリングと異なり、法律面助
言においては、依頼者と弁護士の信頼関係の形成は、事情聴取がはじまった後も
弁護士と依頼者とのやりとりや言葉、態度等を通じて、徐々に形成されていく。
一問一答形式で面接が進む場合、的確な質問を積み重ねることで、依頼者に信頼
感をもたせることも可能である」から、「弁護士の面接・助言の場合には、心理
カウンセリングと異なり、ラポール形成を主目的としたやりとりに多くの時間を
割く必要性は薄い」という。
しかし、法律相談にも様々な種類のものがあり、特に一般市民に対する初回相
談ではラポール形成が特に重要であると考えられる。
107）菅原＝岡田編・前掲注（8）34 頁。菅原・前掲注（12）938 頁。
108）医療面接の例として、飯島・前掲注（51）10 頁は「反映 Reflection」を「医師が、
彼の心に患者の感情が届いたこと、そしてその感情をそのまま理解し、しっかり
と受け止めたことをまず言葉で、そして態度で明確に示す行動」と定義づけ、会
社に退職しろと言われたという患者に対する医師の『そうだったのですか！さぞ、
悔しい思いをされたことでしょうね ･･･（ゆっくりと静かに）
』という対応をあげ
る。飯島はこのような「反射」を①促し Facilitation ②相槌 Continuer ③妥当化
Legitimation とともに「共感的な技法」の一つと捉え、
『確かに聴きました』とい
う確認のメッセージを返すことが大切である」としている。
ここでいう「妥当化 Legitimation（あるいは正当化 Validation）」とは、
「医師が
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例：
「〜なんですね」「〜というお気持ちなんですね」
（イ）
「
（感情の）明確化」109）（Clarification of feeling）
相手の語った内容を要約し、語りの要点を明確化する。語ろ うと意図
していたと推測されることも伝える。
例：「お話しされようとしたことは〜なんですね」
（ウ）
「支持」110）（support）
相手の発言に対し、必要に応じて励ましやいたわりを述べる。
例：
「あなたのおっしゃることは、もっともだと思いますよ」111）
イ

医療面接での技法 112）など

医学部では、臨床実習開始前に共用試験 OSCE に合格しなければなら
ず 113）、そこでは医療面接（例えば「精神科面接（統合失調症患者への医療
面接）
」
）がステーション構成に取り入れられている 114）。
（ア）各種技法についての法律相談での面談との位置づけの違い
菅原郁夫は、
医療面接に関する論文で「傾聴」
「共感」
「反映」
「支持」
「正
患者の感情体験やこれに基づく態度に敬意を払い、これを正当なものとして受け
入れること」であるとするが、医療面接と法律相談の面談（面接）の違いから、
簡単には「正当なもの」とは受け入れられない場合もあるように思われる（相談
者が心から思っていることが法律上は明らかに違法な場合など）。
109）菅原＝岡田編・前掲注（8）34 頁。
110）菅原＝岡田編・前掲注（8）113 頁。
111）菅原＝岡田編・前掲注（8）71 頁。ただし、同書は同時に「安易な支持の言葉は、
無責任な印象を与えかねない」とし、
「真に話しを聞いた上で、必要に応じて行
う必要がある」とする。また、法律相談の場合に安易に肯定すると、「不法な要
求さえも肯定したかのような間違った印象を与えることにもなりかねない」ので、
注意を要することから、
「多くは法的結論部分というよりも、相談者の相談動機等、
心情的な部分を聞く際に用いることになろう」とする。
112）柏木・前掲（18）10 頁は、精神医学のカウンセリングと法律相談の違いにつ
いて、①時間の掛け方（精神医学のカウンセリングでは、相談者の心理状況を改
善させることで目的も達成されるから、必要な時間をたっぷりかけることにも合
理性があるが法律相談では「多くの時間をかけることは必ずしも合理的とはいえ
ない場合がある」
）②相談者は弱者かどうか（精神医学のカウンセリングでは、
カウンセリングを受ける者は患者であるから常に弱者であるが、法律相談の場合
は必ずしもそうとは言えない）とする。
113）福島統「他分野の専門教育からの示唆」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・前掲注（4）355 頁。亀井尚也「司法修習や弁護士会での
研修との連携のあり方」同書 396 頁は「わが国の司法試験においても、このよう
なパフォーマンス・テストの導入は大いに検討に値する。医学における OSCE」
は「実技試験を含むものとして、近いうちに医師国家試験に導入することが検討
されているが、法曹においても、ペーパー試験によるパフォーマンス・テストだ
けでなく、模擬依頼者等を使った口頭の実技試験を行うことも考えてよい」と提
言する。
114）福島・前掲注（113）358 頁。
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当化」
「持続的協力関係の形成」などをあげる 115）が、このうち前 4 者はど
の心理カウンセリングの教科書にも出てくる技法であると指摘する 116）。
ただし、精神医療の分野においては、面接に関して、情報収集としての
側面がより強調され、カウンセリング的な側面はより薄くなってきており、
法律専門家が目指そうとしているところと逆を言っているのではないかと
の指摘もある 117）。
また、下記のモデル（5）のように、ある程度最初に聞く内容を特定し
ておいて、
それに面接者の裁量部分を一定程度組み合わせることによる「半
構造化面接 118）」という概念も、法律相談に示唆を与える。
そして更に、このような法律相談における「構造化」を更に押し進める
と、どのような法律相談についてどのようなことを聞きとらなければなら
ないかということを倫理規範として定立してしまうという考え方もあり得
る 119）。この点、ABA が電話での法律相談業務について倫理規範を定め
（ABA、2001）
、①相談のクオリティ・コントロールのために相談内容の
記録作成とそのチェック体制を確立すべきこと、②相談サービスに対する
苦情処理制度の実効化、③相談担当者が適切な専門知識・分析力などの能
力 に 欠 け る 場 合 に は、 弁 護 士 倫 理 に お け る「 十 分 な 能 力 の 保 障
（Competence）
」
（ABA、Model rele1.1）にしたがって、より適切な者へと
転送する義務を現実化している 120）ことは参考になる。
しかし、AI 等による対応と違って人間である法律専門家が法律相談に
あたる場合には、相談者の感情に対する反応も含めた状況に応じた対応と
半構造化面接において相談担当者側に残された専門家裁量の適正な行使こ
115）飯島・前掲注（53）9 頁以下。
116）菅原郁夫「法律相談における面接技術研究の試みとその意義」菅原＝下山編・
前掲注（19）37 頁。
117）座談会「法律相談の現在と未来」菅原＝下山編・前掲注（19）12 頁［島悟発言］。
118）島悟「面接技術訓練の可能性と課題―精神医学における経験を中心として」菅
原＝下山編・前掲注（19）62 頁は、診断基準作成と連動して、診断に至る最初の
プロセスである情報収集過程としての面接法が論議の俎上に載せられ、標準化さ
れた面接法としての構造化面接が開発されたとするが、①「その他」カテゴリー
の問題（いくら精緻な基準を作成しても、いずれにも当てはまらないケースが少
なくない）、②重複診断の問題があると指摘する。
119）日弁連が 2011 年に制定した「債務整理事件処理の規律を定める規定」第 3 条
第 1 項が債務整理事件について弁護士が聴取すべき事項を規定しているのは、こ
のような規範の一種と考えることができる。
120）山田文「リーガルカウンセリングと弁護士倫理」菅原＝下山編・前掲注（19）
75 頁。
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そ相談者が納得できるための重要な要素である。とすれば、すべてを構造
化して倫理規範化することは不可能であるばかりか適切であるとも言えな
い。上記 ABA のモデルルールも、記録作成や苦情処理制度、客観的な能
力不足による担当者の変更など基本的には相談の外形的側面への規制に留
まっており、相談内容のあり方にまでは当然には介入しないことにより、
各専門家の専門的裁量を尊重していると評価することができる。このよう
なあり方が適切であると思われる。
（イ）インテイク（受入れ）面接
医療面接では、面接初期の情報収集の重要性に鑑み、「インテイク（受
入れ）面接」といった段階を設ける場合がある 121）。ここで想定されている
のは、例えば、教育を受けた相談受付担当者を専門家自身以外に別に置き、
事後的には、適宜スーパーバイズ（監督・指導）する方法である。例えば、
「精神医学においては精神医学的病態の診断、予後予測、治療方針等を決
定するために行われる。
法律相談においては、第一に法律相談の範疇であるのか、第二に、そう
であるとすれば、どのようなカテゴリーに分類されるのか、そしてどのよ
うな対応が最も適切であるのかを判断するための基本情報を得ることにな
ろう」とされる。近時、法律事務所でもそのようなインテイク面接を用い
ている場合がある（特に債務整理事件や離婚事件など）。
この方法は専門家による相談を重要な部分に絞り込み、効率化を図ると
ともに、重要な部分の相談内容を充実するという点で優れている。しかし、
初回面談の重要性に鑑みたとき、非専門家に最初の相談に委ねることの問
題点は大きいように思われる。最初の大切な「自由に話してもらう」とい
うところや「語りとしての法援用」は直接専門家が直接聴けないことになっ
てしまう。ある程度定型的な聞き取り（例えば、消費者被害の集団訴訟に
おける被害者の聞き取りが大量に必要な事案等）について、ある程度イン
テイク面接を設定することなどは考えられると思われるが、一般的には、
このようなインテイク面接を行うことには筆者は現時点では否定的である。
（5）調停の技法から
以下のような調停の技法は、ADR（仲裁・調停）の際に仲裁人（調停人）
121）島悟「第 2 章 資料 法律相談の構造化−インテイク面接の可能性」菅原＝岡
田編・前掲注（8）40 頁。
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が当事者から話を聴く技術として発達してきたものであるが、
「他人から
話を聴く」という面談技術としては共通するので参考になる 122）。
ア

パラフレイジング（paraphrasing）

言い換えのこと。翻訳のように聞いた発言を違った言葉で言いかえるこ
と。これによって、相談者は自分が話を聴いてもらっていることによる満
足を得て、かつ、自己を客観的に見つめなおすのに役立つとされる 123）。上
記の「反映」
「反射」の方法により、ただ「ミラーリング」（話を繰り返す）
を行うだけだと、
「私の話を本当に聞いているのか？」と訝しがられる可
能性もある。しかし、この方法であれば言い換えを行うので、そのような
ことは避けられる。
①言葉の角を取り、②感情的でなく客観的な表現に直すこと、③誰それと
いった特定の名前をできるだけ一般の名前に言いかえるのが基本とされる。
他方、「正確さ」が最も重要で、相談者から示された重要な点や感情、
考えを含んでいなければならないものともされる 124）。
例えば、アメリカの弁護士の法律相談の例では以下のようなものがあ
る 125）。
相談者：私は、白人がするような、こんな challenging な（困難だがや
りがいのある）仕事をさせられたことはなかったんです。
パラフレイジング 1：あなたはこれまで良い仕事を与えられなかったの
ですね。
パラフレイジング 2：あなたはこれまで challenging な仕事をすること
が許されなかったのですね。
パラフレイジング 3：彼らは最も良い仕事は白人に与えてきたのですね。
パラフレイジング 4：彼らはあなたを他の労働者と平等に扱わなかった
のですね。
パラフレイジング 5：彼らはあなたを白人の労働者とは違った扱いで遇
したのですね。
122）レビン小林久子『調停者ハンドブック−調停の理念と技法』（信山社、1998 年）
73、160 頁。
123）Robert F. Cochran, Jr. ら・前掲注（75）38 頁。
124）同書 39 頁。
125）同書 39 頁。
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これらは全て、相談者の発言を間違って言い換えてはいない。その意味
では「正確」である。そして、「これらの 5 つのフレーズは、仕事の割当
てに関する相談者の発言の異なる側面をそれぞれ強調している」。しかし、
パラフレイジング 1 は「仕事の割当てに関する人種的な偏見を敢えて省い
ている」（これが、上記で言う「①言葉の角を取る」ことの意味である）。
このように、
これらのパラフレイジングは厳密には「正確」とは言えない。
それは、ある意味仕方がないことである。言葉はひとつひとつ意味を持っ
ている。少しでも変えてしまえば、意味や取り方が変わってくることは避
けられない。とすれば、これらのパラフレイジングは相談者の主張の本質
を掴まえているので法律的若しくは相談者の感情を表すうえでは「正確」
であるともいえる。むしろ大切なのは、そのようなパラフレイジングを行
うことによって、
「聴いてもらっている」という実感を相談者に持っても
らい、相談者にもっと話し続けようと考えてもらう 126）ことである。試行
錯誤（トライ & エラー）を繰り返しながら、法律専門家の持つ情報をよ
り正確かつ豊かなものにすることによって、相談者と法律専門家が事実認
識を共有できることにすることこそに意味がある 127）。
イ

リフレイミング（reflaming）

言い換えの一種である。re（再度）＋ flame（枠づける）という単語か
ら分かるように、事実を別の形で枠づけるものである 128）。
そもそも、相談者が直面している「事実」は無限である。すべてを法律
専門家に伝えることはできない。相談者は、そのような事実の「一部」を
相談者が思う形で「切り取って」法律専門家に伝えることしかできない。
126）それは、①「そのとおりです。実はこんなことがありましてね…」と法律専門
家の発言と同方向で話し続けようとする場合もあるし、②「いやいや違います。
私に能力がないのではなく、彼らは肌の色だけを見て仕事を割り当てていたんで
すよ。例えば、こんなことがあったのですが…」というように法律専門家の発言
とは反対方向に発言し、法律専門家の理解や表現の足らないところを補い修正す
る機能を有する場合もある。いずれの場合も相談者や事案に関する法律専門家の
持つ情報を豊かにし、事実認識をより正しくする機能を有する。
127）以上全体につき、Robert F. Cochran, Jr. ら・前掲注（75）39 頁参照。同書も「パ
ラフレイジングは、弁護士の理解をより明確にし、相談者が話し続けようとする
気持ちを促す」とする。
128）レビン小林久子『調停への誘い』
（日本加除出版、2004 年）67 頁はコップに水
が半分入った絵を示す。
「あと半分しかない」と考えている人を「まだ半分もある」
とリフレイムすることができるという趣旨であろう。同書 66 頁には「もう 60 歳−
まだ 60 歳」という例が挙げられており分かりやすい。
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その切り取り方が変わると事実が全く異なって見えてくるということは私
たちがよく体験する事柄である。
このような別の枠組みを示すことによって、相談者が納得したり、相談
者の悩みとは別の異なる世界が開けるようになって相談者の中で問題が解
決する場合もある。
ウ

サマライジング（summarizing）

要約のことである。そのように言ってしまえば非常に簡単な事柄のよう
に聞こえるが、これは、相当に困難な作業である。
相談者が一定の時間をかけて話した悩みや相談を「簡潔でありながら包
括的に」まとめたものでなければならない 129）。
例えば、
「そうすると、お話しを要約させていただきますと、『今回、先
方から損害賠償請求がされているけれども、あなたは相手が結婚している
ことは知らなかったのだから、そのような責任はない』ということでよい
ですか」というような要約が考えられる。
このようなサマライジング（要約）の目的や機能には様々なものがある。
例えば、①事案の主題（テーマ）を特定することができる。②頻繁に要約
することによって法律専門家は自分が相談者からそれまで得た情報の正確
性を都度確認することができる。③効果的な要約によって、法律相談に小
休止（breather）を挟むこととなり、法律相談のペースが速くなりすぎる
ことになるのを防ぐことができる。④要約することによって話の変わり目
をハッキリさせることができる（例えば、
「上司に『私の仕事の割当てが
多過ぎます』と話をした後に、
「より仕事の割当てが多くなったというこ
とですね。じゃあ、上司にお話しをされた後に何が起こったのか教えてく
れますか」と続ける）
。⑤要約することによって、相談者の話を凝縮
（condense）することができ、それにより「あたかも、シェフが調味料を
濃縮させることによって風味を引き立てるのと同じように」相談者の話を
より豊かな味わい深いものにすることができる 130）、といった目的や機能で
ある。
そして、効果的な要約をするためには、①相談者の話の重要なポイント
をよく整理（organize）し、②（冷たい調子ではなく）適切な声色で、③
129）Robert F. Cochran,Jr. ら・前掲注（75）42 頁。
130）同書 42 頁。
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適切な時期を捉えて行うことが重要である 131）。
（6）秘密が保持されていることを相談者に示すこと 132）
法律相談で相談者が語る内容について、法律専門家の中でも例えば弁護
士には守秘義務がある（刑法 134 条 1 項、弁護士法 23 条、弁護士職務基
本規程 23 条）。しかし、そのような守秘義務が課されているという事実が
あれば当然に、相談者が「秘密は守られているのだな」という気持ちにな
るわけではない。①「守秘義務があることを法律専門家が分かっているこ
と」と②「守秘義務があることを法律専門家が分かっていることを相手（相
談者）に示すこと」
（もっと言えば③「法律専門家が守秘義務があること
を分かっていることを相手（相談者）に分かってもらうこと」
）は別のレ
ベルの話であって、ここで特に強調したいのは②の点である。
相談者が、
「秘密は守られているな」と思わない場合、相談者は様々な
事柄を法律専門家に話す気持ちを起こさないことになり、その意味ではコ
ミュニケーション阻害要因となる。
その点について不安に思っているようであれば、「私たちには守秘義務
があって、秘密は守りますので大丈夫です」と言葉に出して説明した方が
良い場合もある。
他方、相談内容と類似の例について、当該法律専門家が取り扱ったケー
スを例にして説明することは問題である。このような説明は「相談者に対
し、この弁護士によって、他で同様に伝えられてしまうのではないかとい
う疑念を抱かせかねない 133）」とされる。また、法律相談の紹介者に対する
対応も注意が必要である。紹介者は実際の法律相談に同道しない場合もあ
る。他方、相談後に紹介者と別の場面で法律専門家が会った場合、
「先日
紹介したあの件は、どうなりましたか？」と特に悪気無く紹介者が尋ねて
くる場合がある。ここでも守秘義務を遵守しなければならないのは当然で
あるが、それ以前の問題として、相談の場面でも「紹介者にも内容は話し
ませんよ」
ということを相談者に十分理解してもらう必要がある。そして、
相談後に紹介者に尋ねられて困らないようにするには、相談後に、「もし
131）同書 42 頁。③では、具体的には「相談者が自分自身の目的を達してから（相
談者が話したいことを話し終わってから）
」にしないと、相談者の物語を遮るリ
スクを冒すことになる、とする。
132）伊藤・前掲注（72）73 頁参照。
133）坂下裕一「法律相談の基本技術」菅原＝岡田編・前掲注（8）67 頁以下。
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可能なら、紹介者の人にも一言連絡しておいてもらってよいですか」と依
頼することが考えられる。ただし、それが相談者にとって難しそうなケー
スであれば、それ自体も避けなければならない。
（7）非言語的コミュニケーション（non-verbal communication）134）
以上は、言語でのコミュニケーションを中心に検討してきたが、実際の
法律相談では、言葉ではない「非言語的コミュニケーション」（non-verbal
communication）も重要である。特に、日本人が言葉に出すのが得意では
ない性質を有することもあり、その中でも法律相談という特別な場面で法
律専門家という「権威者」に対して話すことは容易ではないことも想定さ
れる。よって、このような「非言語的コミュニケーション」は相当重要で
あり、法律専門家はこの点にも十分注意を払わなければならない。
医療面接においても「通常 2 人の間でのコミュニケーションのうちの 3
分の 1 は言語的コミュニケーションによって行われており、残りの 3 分の
2 は非言語的コミュニケーションによって行われている」と言われてい
る 135）。例えば、下記のような患者のセリフでカッコ内の部分が非言語的コ
ミュニケーションにあたる。そして、医師は患者の非言語的コミュニケー
ションを自然に受け止めているのが一般であるが、
「残念なことに非言語
的コミュニケーションは、しばしば無視されているのです」とも言われて
いる 136）。
（医療面接の例）
患者：「（全体的に弱々しい小さな声でゆっくりと話す）胃の調子が悪
いんです。
（うつむく。少し間をおいて）近くの A 先生と B 先生、そ
れに C 市立病院でも診てもらいました。それなのに相変わらず食欲が
なく、胃のあたりが重苦しいんです（余計暗い顔になる）。血液検査、
胃カメラ、超音波、CT ですっかり調べてもらいましたが、―慢性胃炎
以外に異常がないと言われました（溜め息をつく）」
134）菅原・前掲注（41）939 頁。弁護士が興味のないことについて説明を聞いてい
るとき、もっともそうにきいているが、だんだん姿勢が後ろにのけ反っていった
例、その後、弁護士の関心があることに話が移ると、すぐさま姿勢を改め、メモ
を取り始めた例を挙げ「言葉で言っていないのですが、体が示している」とする。
135）飯島・前掲注（51）63 頁が引用する Rakel RE : Textbook of Family Practice. 4th
edition, WB Saunders, Philadelphia, 1990, pp307-323.
136）同書 63 頁。
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また、逆に医師側の「興味がないときにボールペンをもて遊ぶ」
「相手
の話が長いなと思うと時計とちらりを見る」といった当人が意識していな
い動作が医師自身の一種の「身体言語」となっている場合があるとの指摘
もある 137）。これも一種の非言語的コミュニケーションである。
法律相談においても、
「非言語的コミュニケーションは、相談者が面接
を肯定的に評価する上で言語的コミュニケーションと同様に重要であ
る 138）」とされる。
シェイファーらは、
非言語的コミュニケーションの重要性を指摘するが、
そのような技術を身につけるためには以下のような方法があるという。す
なわち、
①まず、
相談者が自分自身を表現しているところをよく「観察」し、
広い観点から特徴づけること、②特定の行動の「特徴」
（緊張している様子、
固い姿勢、握りしめ立て（拳骨）
、顔の表情 139））を掴むこと、③相談者は
自分に対してどのような態度で臨んでいるか（葬儀屋を見るような目で見
ているか、学校の校長を見ているかのようか、父親か、友達か？）、そして、
そのような非言語的コミュニケーションを最もよく理解するには、④自分
自身の非言語的な表現によく注意して、それが相手にどのように受け取ら
れる可能性があるかをよく考えることである 140）という。
上記の医療面接についてのコメントに示唆されているように、①法律専
門家が相談者をよく見る（観察する）こと（その際には上記 3（3）のと
おり「好奇心」を持って見ることが重要である）
、②相談者が法律専門家
をどう見ているか（どう見られているか）を常に自覚している必要がある。
抽象的には以上のとおりにまとめることができるが、実際の法律相談で
どのような仕草や態度がどのように受け止められるのかについては、実際
の法律相談を実証的かつ統計的に分析して、研究してゆくことが必要であ
るように思われる。
137）斉藤清二『はじめての医療面接−コミュニケーション技法とその学び方』（医
学書院、2000 年）26 頁。
138）島悟「法律相談の環境と準備」菅原＝岡田編・前掲注（8）42 頁。なお、非言
語的要素を「感情的表現」と「言語的説明の補助手段」に分けて説明するものと
して、長岡壽一「非言語的要素への対応」菅原＝岡田編前掲・注（8）101 頁。
139）大沢恒夫「第 3 章 ローヤリング教育の現場」
「桐蔭法科大学院」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・前掲注（4）185 頁の「『能面ロー
ルプレイ』とナラティブ・アプローチ」はこのような「顔の表情」の意を学ぶ上で、
大変興味深い授業内容である。
140）岡田・前掲注（24）86 頁。Shaffer, T. L ら・前掲注（62）187 頁。
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（8）バイステックの 7 原則
面談技術について「バイステックの 7 原則」が挙げられることがあ
る 141）。
こ れ は、F・P バ イ ス テ ッ ク が 1957 年 に 刊 行 し た「The Casework
Relationship142）」に記されているもので、
「援助関係を形成する 7 つの原則」
では、「援助関係」を形成する基本原則・「援助関係」におけるケースワー
カーの行動原理を提示している。
援助関係を形成する諸原則（バイステックの 7 原則）
原則 1

クライエントを個人として捉える（indibidualization）。

原則 2

クライエントの感情表現を大切にする
（purposeful expression feelings）
。

原則 3

援助者は自分の感情を自覚して吟味する
（controlled emotional involvement）
。

原則 4

受けとめる（acceptance）
。

原則 5 クライエントを一方的に非難しない（the nonjudgemental attitude）
。
原則 6

クライエントの自己決定を促して尊重する
（client self-determination143））。

原則 7

秘密を保持して信頼感を醸成する（confidentiality）。

これらの原則は、法務相談面接における基本的な手法としてそのまま妥
当し必要不可欠であるという見解 144）もあるが、法律相談の場合には、問
題と相談者自身の関係が希薄な場合もあり（例えば、会社の問題を担当者
が相談にくる場合など）、その場合は原則 1・2 がそのままにはあてはまら
141）竹内淳「法律相談における『バイステックの 7 原則』の適用」菅原＝岡田編・
前掲注（8）81 頁、伊藤・前掲注（75）75 頁。坂下・前掲注（133）65 頁以下は、
バイステックの 7 原則にも適宜触れながら法律相談を受けるにあたっての基本的
態度・手法を論じている。
142）F.P.Biestek “The Casework Relationship”（8th ed. 1973）. 日本語訳は、尾崎新・福田
俊子・原田和幸訳『ケースワークの原則』（誠信書房、1996 年）参照。
143）伊藤・前掲注（75）73 頁「6 被面接者の自己決定を促して尊重する」は「面
接者の役割は、被面接者がその問題に関して、よりよい洞察を得て、自助の能力
をつけるために、被面接者がもっと容易に呼吸し、いっそう明白にみることがで
きるように、部屋の窓とドアを開け、空気と陽の光をなかに入れることである」
という。
144）同書 70 頁。
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ないなど、ケースワークと比較して法律相談固有の特徴を踏まえて整理す
べきであるとの見解もある 145）。具体的には竹内淳は、①原則 2（クライエ
ントの感情表現を大切にする）および原則 3（援助者は自分の感情を自覚
して吟味する）は、あらゆる法律相談に妥当する原則とまではいえないこ
と、②原則 2 および 3 は、特に離婚・相続等、個人的な問題に関する法律
相談に関して、原則 4（受けとめる）または原則 5（クライエントを一方
的に非難しない）の一要素として構成しなおすのが適当であること、③原
則 4 については、「クライエントを価値ある人間として受けとめる」とい
うことにとどまらず、ひろく「相談者の立場や見解・感情等を、そのまま
の姿で理解する」とするのがより適当であること、④原則 6（クライエン
トの自己決定を促して尊重する）のうち、最終的に相談者の自己決定を尊
重するという点は法律相談にもそのまま妥当するが、法律相談は、ケース
ワークの場合に比べ、「自己決定を促す」過程において、例えば違法な解
決方法や相談者の望む結果が得られないことがほぼ確実な手段を選択する
こと等を回避するべく、法律専門家である弁護士による方向付けがより強
調されることになることなどをあげる 146）。
このうち②については、離婚・相続等についてもクライエントの感情表
現を大切にする（原則 2）こと自体には一つの価値があるとも考えられる。
特に、相談者自身に対して好奇心（curiosity）を持つこと自体が「傾聴」
の重要な要素であると考え（上記 3（3））、非言語的コミュニケーション
がコミュニケーションの重要性を強調する（4（7））本稿の立場からは、
相談者自身が具体的にどのような感情表現を採っているのかということ
は、それ自体に一定の観察をする価値がある。
また、原則 3（援助者は自分の感情を自覚して吟味する）についても、
離婚・相続等の家事事件で感情が大きく関係する事案であるからこそ、自
分の感情を自覚する必要が大きい場合もあるように思われる。例えば、法
律専門家が自分自身両親と同居していない場合、相談者が「両親と同居し
てその世話をしていない相手方は非難に値する」旨の言動をする場合に、
そのような言動自体に冷淡になりがちであり、かような場合にこそ自分自
身の感情を自覚・吟味する必要がある。原則 5（クライエントを一方的に
145）竹内・前掲注（141）78 頁。
146）同書 78 頁。
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非難しない）は、そのような自覚・吟味の結果、そのような方法を採った
方がよいということであって、まずは法律専門家自身がそのような感情を
持っていることを自覚することが大切である。そうでなければ、表面的に
「相談者を非難しないようにしなければならない」という対応に留まって
しまい、根本的な非難の原因や当該非難が合理的なのかどうかについての
考えに立ち至らない点で問題があるように思われる。
（9）初回面談に特有の技法
ア

依頼者の確定 147）

目の前にいる相談者と、実際に事件になった場合の「依頼者」が異なる
場合がある。初回面談では、特に依頼者が実際には誰なのか分からないと
いう場合も少なくない 148）。例えば、子どもの代わりに親が、親の代わりに
子どもが相談に来るような場合がある。依頼者本人の話を聞かなければ事
実が不正確である可能性があるし、本稿のように相談者と一緒に考え、選
択肢を開発・提示し、最終的に相談者に選択肢を選択してもらおうと考え
ると、相談に来るのは依頼者自身でなければ十分な法律相談を行うことは
難しい。
柏木昇は、企業の相談の場合に依頼者が会社なのか実際に相談に来てい
る担当者個人なのかという問題を提起する 149）。例えば、①相談にきている
会社の部長が出世のために法律的にハイリスクの取引をローリスクにみせ
かけて取引を実行しようとする場合、②価格協定（カルテル）事件に関し
て会社を代表して弁護士に相談にきた者が価格協定会議の参加者であった
場合などを挙げて、両者の利益相反 150）を指摘する。このような利益相反
は相談の最初の段階では明確にはならない場合も多いが、ある程度事実関
係と法律の適用が明らかとなったところで、相談を打ち切ったり、やり方
を変えたりする必要が生じることがあり得る。
147）榎本・前掲注（2）60 頁。この点は、溝呂木雄浩「相談者が複数の場合」菅原＝
下山編・前掲注（31）175 頁のいう①代理相談の場合、②代表相談の場合に特に問
題となる。
148）柏木・前掲注（18）83-84 頁は、本人老齢の場合「子供のいいなりになっており、
会って話をしてもあまり役に立たない場合もあるが、必ず本人の確認を得ながら
事件を処理していく」ことを指摘する（本人の意思能力の確認も必要）
。親の代
わりにきて自分に有利な遺言を書かせようとする場合、本人は子供の手前本心を
いわない場合がある、必ず単独で話を聞く場面をつくるべきという。
149）柏木・前掲注（18）22 〜 23 頁。
150）弁護士職務基本規程 28 条 2 号（顧問弁護士の場合）、3 号の問題がある。
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また、そもそも相談者が単数ではなく複数で来所するという場合もあ
る 151）。両者の間の利益相反に注意することも重要であるが、その他にも相
手方との利益相反（弁護士職務基本規程 27・28 条）・守秘義務（刑法 134
条 1 項、弁護士法 23 条、弁護士職務基本規程 23 条）
、そもそも「相談者
中心主義」
「相談者との『協同』」を言うならば、複数のうちだれを「中心」
とし、誰と「協同」すればよいのかなど様々な問題がある 152）。
イ

依頼の趣旨の確定 153）

法律専門家は、相談者自身が依頼の趣旨を十分に理解していると考えが
ちである。しかし、法律問題の渦中にあり混乱している相談者は自分自身
の依頼の趣旨を十分確定できずに法律相談に来ている場合もある。例えば、
相談者が「離婚したい」と言葉では繰り返していても、本当は相手が謝っ
てくれればよりを戻しても良いと考えている場合もある。その場合の依頼
の趣旨は「離婚請求」ではなく、
「相手方の謝罪」である。弁護士職務基
本規程 22 条も実際に委任を受けるにあたっては、「委任の趣旨に関する依
頼者の意思」を尊重して職務を行わなければならないと規定している。弁
護士倫理の観点からも依頼の趣旨の確定が重要である。
（次稿につづく）

151）柏木・前掲注（18）43 頁は、面接（面談）の人数につき「原則として相談を
する当の依頼者 1 人だけに絞って行う」とする。理由としては、複数だと①発言
者の区分けが難しく、②直接経験事実と伝聞事実の区別が困難となり、③同席者
に聞かれることをおそれて真実を語らない危険性がある（付き添ってきた親族・
知人を気遣ったり、企業関係の相談で部下が上司を気遣ったりするなど）という
点を挙げる。
152）溝呂木・前掲注（147）131 頁は、相談者が複数いる場合を、⒜家族等関係者
全員に影響する一つの問題として複数人が訪れる場合（借金の相続問題や近隣騒
音等）
、⒝同様の問題をもっている者が複数集まって訪れる場合（例えば、消費
者被害等、被害者が数名集まる場合等）、⒞相談者本人と付添人が訪れる場合（例
えば、子どもへの親の付添いや、部下の問題について上司が付き添う場合等、⒟
両当事者に関係する問題であるが、利害対立が生じる可能性のある場合（借金の
主債務者と保証人等が訪れる場合）、⒠問題の対立当事者が訪れる場合等の区分
をあげる。
153）榎本・前掲注（3）61 頁。
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