
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

イギリスの法律専門職養成におけ
るプロボノの位置と役割 －法と市
民をつなぐ方途を探る－

種村, 文孝

種村, 文孝. イギリスの法律専門職養成におけるプロボノの位置と役割
－法と市民をつなぐ方途を探る－. 京都大学大学院教育学研究科紀要
2016, 62: 129-141

2016-03-31

http://hdl.handle.net/2433/209928



 
 

イギリスの法律専門職養成におけるプロボノの位置と役割 

‐法と市民をつなぐ方途を探る‐ 
 

 

種村 文孝 
 

 

 

はじめに 

本稿は、イギリス1の法律専門職養成におけるプロボノの位置づけと役割を考察することによ

り、同社会において、市民社会に貢献する法律専門職がどのように目指され、いかに育成され

ようとしているのかを明らかにするものである。 

 プロボノとは、自身の専門性を活用して社会問題の解決にボランタリーに取組むという理念

及び社会貢献活動を指す。プロボノの語源は、ラテン語の Pro Bono Publico であり、「公共善の

ために」を意味するものである。例えば、ウェブデザイナーが NPO のウェブサイトの制作をし

たり、通訳や翻訳の従事者が、発展途上国で通訳のボランティアを行なう活動などが相当する。

今日では、プロボノの理念の下で、多様な専門職が自らの職業を通じて培った知識や技術を活

用して社会問題の解決に取組む動きが世界各国で広がりを見せている2。 

 プロボノの端緒は、アメリカの法曹協会が 1983 年に採択した職務規範 ABA Model Rules of 

Profession Conduct の中に見られる。同規範では、法曹の職務遂行において社会正義が実現され

ていないと問題視されたことから、法律専門職が目指すべき職業理念としてプロボノを掲げ、

全米の弁護士に年間 50 時間以上のプロボノ活動3を行うことを奨励したという経緯がある。そ

の後、諸外国の法律専門職にもプロボノの理念とプロボノ活動が広がった4。 

 これらの国々のうち、プロボノの理念をアメリカとは異なる文脈で評価してきた点で注目さ

れるのが、イギリスである。同国では、プロボノを専門職養成プロセスの一環に組み込みなが

ら専門職教育のあり方を改革してきており、プロボノの導入を通して、より市民社会に貢献で

きる法律専門職を志向している点が特筆される。アメリカや日本においては、プロボノを実務

者としての法律専門職の義務として位置づけており、養成段階においてプロボノの理念や活動

の導入は限定的であるが、イギリスにおいては養成段階から組織的なプロボノ活動がみられる。

また、イギリスでは、法律専門職以外の専門職が行なう社会貢献活動をスキルベースドボラン

ティア（skill based volunteer）と呼び、法律専門職のプロボノと明確に区別している5。 

 従来、イギリスでは、法廷弁護士に相当するバリスター(barrister6)と、事務弁護士に相当す

るソリシター(solicitor7)の二元制が長い伝統を有し、法曹界は歴史と伝統の影響を色濃く残し

ていた。バリスターとソリシターそれぞれが職能団体を有し、大学ではなく、それぞれの職能

団体における教育機関において法律専門職が養成されてきたのである。しかし、伝統的な法律

専門職のあり方と養成制度が現代社会の実態や市民ニーズに見合わないことが問題視され、諸
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課題が指摘されたことにより8、1970 年代以降に司法改革が進められ、見直されることなった。

具体的には、1971 年に提出された「オームロッド報告」で、職能団体での職業的な教育と、大

学における教養的な教育との接続が模索され、「基礎法学段階」「職業適性段階」「継続教育」と

3 段階に整備される案が出され、今日の養成制度に至る。そして、この養成制度の内外にプロ

ボノが導入され、養成プロセスの一環に位置づけられたことが、イギリスの法律専門職養成の

現代的特徴なのである。また、法律扶助の予算が国家財政を圧迫していたことから、法律専門

職の世界に競争原理を導入する形で、司法改革も進められてきた9。本来、社会的弱者を救済す

るための法律扶助制度であるが、巨額の税金が投入され、法律専門職の報酬となっていること

に対して市民からの反発も大きく、サッチャー政権下で法律扶助の予算削減も行なわれた。こ

の予算削減は法律専門職に大きな衝撃を与え、社会的弱者を救済する代替措置として、また、

法律専門職としての信頼回復を模索する中で、プロボノの必要性が高まってきた。 

 本稿で筆者は、イギリス社会におけるプロボノの位置と役割の考察を通して、法律専門職を

中心とする現代の専門職養成の課題と可能性に、新たな示唆を得たいと考える。1970 年代以降、

法律専門職のあり方が見直され、実践的な教育の重要性が認識される中で、イギリスの法律専

門職と法学生における社会貢献活動が模索されてきた。他方、1990 年代以降、大学教育、法律

専門職、法律事務所が各々大きな変化を遂げる中で、プロボノという呼称の下で、大学や職能

団体、法律事務所が連携し、その社会貢献活動はより大きな広がりを見せている。 

このようなイギリスの法律専門職養成におけるプロボノの役割に関しては、2011 年にケビン

とヴィクトリアによる先行研究がある。かれらは、クリニックと呼ばれる無償の法律相談所に

着目し、臨床法学教育との関係から明らかにしている10。プロボノ活動が知識や技能の育成に

どのように影響しているかが考察されているが、プロボノ活動の多様な実態を把握しきれてい

るとはいえない。また、大学のカリキュラムにプロボノを導入する方法や、法律事務所がプロ

ボノ活動を導入する手法に言及した研究11もあるが、イギリスの法律専門職養成全般において、

プロボノ活動を位置づけて教育的機能に言及している研究は、管見の限り見あたらない。 

 そこで、本研究では、イギリスの法律専門職養成の制度の内外において、多様なプロボノの

実践がどのように位置づけられ、どのような役割を果たしているかを考察する。法律専門職養

成におけるプロボノの位置と役割を明らかにすることは、法律専門職の技能や態度をどのよう

に養成するか、市民に期待される法律専門職をどのように養成することが可能かについての示

唆をもたらすものと考えるためである。 

 

1 イギリスの法律専門職養成の現状 

第 1 節 イギリスの法律専門職の二元制 

 イギリスの法律専門職においては、バリスターとソリシターの二元制が採用されてきた。今

日のバリスターの数は約 15,000名であり12、ソリシターの数が約 128,000名である13のに対して、

規模は小さいが重要な地位を占めてきた。 

 今日のバリスターの職務内容の中心は、法廷活動である。そして、バリスターの特権として、

上級裁判所での弁論権を独占してきた。扱う法領域は、刑事と商事に分かれ、その中で専門分

野を持ち、コモン・ロー、遺言検認および離婚事件などを専門とする14。法廷活動が業務の中
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心であるため、バリスターの大半は法廷が集中しているロンドンに事務所を構えて仕事をして

いる。バリスターは、日本での弁護士、検事、裁判官の法曹三者の業務を担う存在であると位

置づけられる。バリスターは、ソリシターを通してでなければ、市民から直接仕事を受任する

ことができない規定があった。市民がバリスターに依頼する場合には、バリスターとソリシタ

ーの費用が高額になる原因となっており、こうしたバリスターの特権が批判され、今日では廃

止されている。 

 一方、今日のソリシターの職務内容は、市民からの法的トラブルの相談や不動産譲渡手続き

であるが、所属する事務所の規模や特徴によって様々である。ロンドンのシティーにある大事

務所は、300 名ほどの規模であり、特定の法分野における専門化も進んでいる。一方、地方の

ソリシターの業務は、民事から刑事まで幅広い領域を扱っている15。バリスターと異なり、ソ

リシターの多くは、事務所に雇用されて業務を行っている。 

 ソリシターは、市民からの直接の相談窓口であり、ロンドン市内のみならずイギリスの各地

で実務を行っている。多様な相談を何でも受けるような存在であり、日本における弁護士、司

法書士、行政書士、企業内の弁護士などに位置づけられる。同じ専門職の医療専門職で比較す

ると、バリスターが専門的内容に特化した大学病院などの専門医に近く、ソリシターは広く市

民の法的問題に対処する家庭医に近い存在であるといえる。 

第２節 バリスターの養成制度 

 バリスターになるためのプロセスについては、図 1 の通りである16。 

 法律専門職を志す者はまず、基礎法学段階として大学の法学部で 3 年間学び、LLB の法学の

図1　バリスターになる過程 
（”English Legal System – The Fundamentals”を参照して筆者作成）  
　  

Undergraduate law degree 
LLB(Hons)  

インズ・オブ・コートに加入する  

Bar Professional Training 
Course（BPTC）を受ける  

1年間の実務修習  

バリスターの資格取得  

キープ・ターム 
(12 qualifying sessions）  

Undergraduate  degree 
Non-law discipline  

共通専門試験  

バーに召還される 
（call to the bar)  

Undergraduate law degree 
LLB(Hons)  

インズ・オブ・コートに加入する  

Bar Professional Training 
Course（BPTC）を受ける  

1年間の実務修習  

バリスターの資格取得  

キープ・ターム 
(12 qualifying sessions）  

Undergraduate  degree 
Non-law discipline  

共通専門試験  

バーに召還される 
（call to the bar)  
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学位を取得する必要がある。この段階においては、多様な法律の基礎を習得することが求めら

れる。 

 その後、バリスターの団体のインズ・オブ・コートに加入し、キープ・タームという所定回

数の夕食会に出席する。そのキープ・タームと併せて、BPTC で 1 年間学ぶことになる。BPTC

は、イギリス国内で 11 の指定ロースクールに設置されている17。総定員数は約 1,800 名であり、

例年約 3,000 名の志願者がおり、入学にあたっては競争が行われている18。この BPTC の段階で

は、実践が重視されており、法的文書や意見書の作成と同様に、模擬裁判やロールプレイング

が行われている19。 

 その BPTC を終えた後、1 年間の見習い期間となり、先輩バリスターのもとで、実務修習を

行う。この研修を行えないとバリスターの資格取得ができないが、BPTC を修了する者は毎年

1,500 名前後であるのに対して、実際に実務修習を行える者は 500 名程度であり、最大の難関

となっている20。修習先の事務所を見つけられた者は、バリスターのもとで法文書作成や法廷

の見学、簡単な実務を行いながら学び、資格取得となる。実務修習の受け入れ先をめぐる競争

が激化しており、学生の段階から実践力や高い問題意識を身につけることが、受け入れ先の事

務所から求められている。 

第 3 節 ソリシターの養成 

 ソリシターになるためのプロセスは図 2 の通りである21。  

 バリスター同様、ソリシターの資格を取得するには、大学の法学部で 3 年間学び、LLB を取

得する必要がある。法律の基礎的な知識を習得するまでの段階はバリスターと同じである。 

図２　ソリシターになる過程　 
（English Legal System – The Fundamentals“を参照して筆者作成）  

Undergraduate law degree 
LLB(Hons)  

 ロー・ソサイエティに加入する  

Legal Prac ce Course 
（LPC）を受ける  

2年間の実務修習  

ソリシターの資格取得  

修習契約を申込む  

Undergraduate  degree 
Non-law discipline  

共通専門試験  

Undergraduate law degree 
LLB(Hons)  

 ロー・ソサイエティに加入する  

Legal Prac ce Course 
（LPC）を受ける  

2年間の実務修習  

ソリシターの資格取得  

修習契約を 込む  

Undergraduate  degree 
Non-law discipline  

共通専門試験  
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務所から求められている。 

第 3 節 ソリシターの養成 

 ソリシターになるためのプロセスは図 2 の通りである21。  

 バリスター同様、ソリシターの資格を取得するには、大学の法学部で 3 年間学び、LLB を取

得する必要がある。法律の基礎的な知識を習得するまでの段階はバリスターと同じである。 

図２　ソリシターになる過程　 
（English Legal System – The Fundamentals“を参照して筆者作成）  
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 その後、ソリシターの職能団体であるロー・ソサイエティに加入し、LPC という実践的な職

業適性段階に進む。このコースはロー・ソサイエティが認定した大学で行われ、ニューユニバ

ーシティーを中心に 32 校に設置されている。「オームロッド報告」による改革で、大学と職能

団体における教育が接合された結果である。総定員数は 15,000 名程度であるのに対し、申込者

は 6,000 名ほどであり、入学要件を満たしていれば、入学自体は難しくはない22。LPC の期間は、

フルタイムで 1 年、パートタイムで 2 年間である。 

 LPC のカリキュラムには、必修科目としてビジネス法と実務、財産法と実務、訴訟手続きと

弁護実務が位置づけられ、法的調査、法文書作成、法律相談、代弁などの技能習得のための科

目が多く設定されている23。 

 ソリシターの実務修習は 2 年間であり、ソリシター事務所と修習契約を結んで行われる。こ

の修習がソリシターの資格取得の条件とされている。つまり、LPC を修了しても、自身を雇用

するソリシター事務所がなければ、実務修習の要件を満たすことができず、ソリシターの資格

を得ることができない。近年では、ソリシター志望者が多くなっており、バリスター同様に修

習契約を結ぶのが困難になっていることが、養成上の課題である。事務所側も、実務をこなす

力がある学生との契約締結を望み、BPTC や LPC の段階から実践的な力が求められている。 

 

２ プロボノの制度的位置づけ 

第１節 法律専門職のカリキュラムとの位置づけ 

 バリスターやソリシターの養成において、基礎法学段階と職業適性段階、継続教育のそれぞ

れの段階で、大学内外で、法律事務所、職能団体、外部団体との連携が見られる。法学教育改

革において、教養に偏っていた大学と実務的な教育に偏っていた職能団体の教育機関との接続

が模索されてきたためである。そして、実践的な知識や技術を基礎法学段階や職業適性段階で

身につけることが求められてきた。その流れの中で、大学では、様々な学生組織や職員の組織

がプロボノの活動を担い、多くの大学にプロボノに関する組織が置かれるようになっている。 

 プロボノ活動は、基本的には学生や法律専門職が自発的に行う活動であり、養成制度内で必

修カリキュラムとされてはいない。しかし、実践的な教育を志向する臨床法学教育や、大学に

おける地域への貢献、学生が地域社会の諸課題を解決するために行う活動を通して市民的責任

や社会的役割を学ぶことを志向するサービス・ラーニング等への注目から、各段階において多

様な活動がみられる。 

 ソリシターとバリスターの共通の養成段階である基礎法学段階においては、大学の法学部の

学生が法律事務所と提携して無償の法律相談を市民に対して行う活動が見られる。また、学生

がプロボノ活動を推進するための組織をつくり、大学の職員や教員、法律専門職とともにチャ

リティー活動も行われている。これらの多くはカリキュラムには組み込まれずに実施されてい

ることが多い。 

 職業適性段階である BPTC や LPC になると、教育内容に実務的な内容や実践的な内容が含ま

れるため、プロボノ活動もより、専門的な技術や知識を伴う法律相談活動や法廷での活動が多

く見られる。ロースクールによっては、カリキュラム内にプロボノ活動を位置づけ、評価対象

としているところもある。従来から行われているクリニックでの法律相談を用いた臨床法学教
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育から発展させて導入したり、外部団体での実務や法廷での実務などをカリキュラム内に選択

科目として位置づけているロースクールがみられる24。 

第２節 法律専門職の養成制度外のプロボノ支援体制 

 イギリス全体のプロボノ活動を支える団体としては、ナショナルプロボノセンター（National 

Pro Bono Centre25）が挙げられる。この団体は、イギリス内の各プロボノ団体をまとめる役割を

果たしており、プロボノの推進を担っている。当団体は、バリスターのプロボノ支援団体のバ

ープロボノユニット（Bar Pro Bono Unit26）、ソリシターのプロボノ支援団体のローワークス

（LawWorks27）、チャリティーやファンドレイジングを行っている団体のサイレックスプロボ

ノトラスト（CILEx Pro Bono Trust28）などから構成されており、プロボノ全体の実態調査や資

金集めの支援をしている。The Pro Bono Yearbook of England and Wales という報告書の発行や、

優れたプロボノ活動の表彰も行っている。 

 バープロボノユニットは、約 2,400 名のバリスターが登録しており、公的基金も得られずに

費用を支払うことができない者に対して、無償の法律相談の提供や、社会的弱者のための政策

提言の実施を支援している。バリスターへのプロボノ活動の機会提供を担っている。 

 ローワークスは、法律扶助を受けられない個人や団体に対して、ソリシターによる無償の法

律相談を支援している。1 年間でサービスを提供する規模は約 40,000 人の人々と約 350 の組織

に対してであり、規模が大きい。ローワークスはソリシターとソリシターを志す学生で構成さ

れており、大学と提携して無償の法律相談を提供する場所を設けている。大学にソリシターを

紹介して学生のプロボノ活動を支援している。また、ソリシターや学生のプロボノ実施におけ

る訓練なども担っている。 

 他にも、チャリティー活動やファンドレイジングを担う団体が多数存在し、それらが学生や

法律専門職、市民と協力しながらプロボノの推進を行っている。例えば、ロンドンリーガルサ

ポートトラスト（The London Legal Support Trust29）が 2004 年から毎年開催しているリーガルウ

ォークというチャリティーイベントでは、バリスターやソリシターが学生や市民とともに街を

歩き、プロボノへの資金援助を訴える活動をしている。2014 年には、8,200 人以上の人が参加

し、約 55 万ポンドの資金を集めることに成功している。このように、様々な団体や大学、法律

専門職が協力しながら、社会正義の実現を担っているのがイギリスのプロボノ活動の特徴であ

る。アメリカや日本においては、各法律専門職や法律事務所が、個人で無償の法律相談や国選

弁護人といったプロボノ活動を行なうのに対し、イギリスにおいては、市民とともに社会問題

の解決を志向する活動やチャリティー活動を支援する組織が多数存在する。 

 

３ プロボノ活動の実態  ロンドン市内の事例から  

 本章ではロンドン市内のプロボノ活動の実態を詳しく見る。ロンドン市は、イギリス国内の

司法の中心地である。そのため、バリスターとソリシターの両者の養成が行なわれ、プロボノ

活動に関して双方の関与が見られる点が特徴的である。また、多数のプロボノ支援団体も存在

している30。 

 なお、筆者は、2014 年 8 月と 2015 年 5 月 6 月にかけてロンドン、ケンブリッジ、オックス

フォードを訪問し、資料収集やインタビュー調査を行った。以下では、ロンドン市内において
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育から発展させて導入したり、外部団体での実務や法廷での実務などをカリキュラム内に選択

科目として位置づけているロースクールがみられる24。 

第２節 法律専門職の養成制度外のプロボノ支援体制 

 イギリス全体のプロボノ活動を支える団体としては、ナショナルプロボノセンター（National 

Pro Bono Centre25）が挙げられる。この団体は、イギリス内の各プロボノ団体をまとめる役割を

果たしており、プロボノの推進を担っている。当団体は、バリスターのプロボノ支援団体のバ

ープロボノユニット（Bar Pro Bono Unit26）、ソリシターのプロボノ支援団体のローワークス

（LawWorks27）、チャリティーやファンドレイジングを行っている団体のサイレックスプロボ

ノトラスト（CILEx Pro Bono Trust28）などから構成されており、プロボノ全体の実態調査や資

金集めの支援をしている。The Pro Bono Yearbook of England and Wales という報告書の発行や、

優れたプロボノ活動の表彰も行っている。 

 バープロボノユニットは、約 2,400 名のバリスターが登録しており、公的基金も得られずに

費用を支払うことができない者に対して、無償の法律相談の提供や、社会的弱者のための政策

提言の実施を支援している。バリスターへのプロボノ活動の機会提供を担っている。 

 ローワークスは、法律扶助を受けられない個人や団体に対して、ソリシターによる無償の法

律相談を支援している。1 年間でサービスを提供する規模は約 40,000 人の人々と約 350 の組織

に対してであり、規模が大きい。ローワークスはソリシターとソリシターを志す学生で構成さ

れており、大学と提携して無償の法律相談を提供する場所を設けている。大学にソリシターを

紹介して学生のプロボノ活動を支援している。また、ソリシターや学生のプロボノ実施におけ

る訓練なども担っている。 

 他にも、チャリティー活動やファンドレイジングを担う団体が多数存在し、それらが学生や

法律専門職、市民と協力しながらプロボノの推進を行っている。例えば、ロンドンリーガルサ

ポートトラスト（The London Legal Support Trust29）が 2004 年から毎年開催しているリーガルウ

ォークというチャリティーイベントでは、バリスターやソリシターが学生や市民とともに街を

歩き、プロボノへの資金援助を訴える活動をしている。2014 年には、8,200 人以上の人が参加

し、約 55 万ポンドの資金を集めることに成功している。このように、様々な団体や大学、法律

専門職が協力しながら、社会正義の実現を担っているのがイギリスのプロボノ活動の特徴であ

る。アメリカや日本においては、各法律専門職や法律事務所が、個人で無償の法律相談や国選

弁護人といったプロボノ活動を行なうのに対し、イギリスにおいては、市民とともに社会問題

の解決を志向する活動やチャリティー活動を支援する組織が多数存在する。 

 

３ プロボノ活動の実態  ロンドン市内の事例から  

 本章ではロンドン市内のプロボノ活動の実態を詳しく見る。ロンドン市は、イギリス国内の

司法の中心地である。そのため、バリスターとソリシターの両者の養成が行なわれ、プロボノ

活動に関して双方の関与が見られる点が特徴的である。また、多数のプロボノ支援団体も存在

している30。 

 なお、筆者は、2014 年 8 月と 2015 年 5 月 6 月にかけてロンドン、ケンブリッジ、オックス

フォードを訪問し、資料収集やインタビュー調査を行った。以下では、ロンドン市内において

 
 

プロボノ活動を幅広く展開しているロンドン大学クイーンマリー校（Queen Mary of London 

University）とロンドン大学シティーロースクール（the City Law School of London）の事例を主

に取り上げる31。プロボノ活動については、3 つの柱である、法律相談活動、チャリティー活動、

法的教育活動がどのように展開されているかに焦点をあてて検討する。 

第 1 節 クイーンマリー校におけるプロボノ活動 

 クイーンマリー校はロンドン東部にキャンバスを有する。2004 年に設立された学生団体の組

織であるクイーンマリープロボノソサイエティ（Queen Mary Pro Bono Society 以下略称：

QMPBS を用いる）と、2006 年に設立された大学職員による組織のリーガルアドバイスセンタ

ー（Legal Advice Centre 以下略称：LAC を用いる）が協力して、法律専門職や学生のプロボ

ノ活動を支援している。 

 QMPBS はイギリス内で最大の学生団体であり、法学部の学生の約 85％が当団体の提供する

プロボノ活動に参加している32。団体の組織は、代表、副代表のもとに、約 10 部署33から構成

されている。部署ごとに様々な活動が展開されており、多様性を有している。また、LAC では、

プロボノ活動として無償の法律相談に特化している。職員は 3 名であり、外部のソリシターの

事務所と連携して、学生と法律専門職にプロボノ活動の機会提供をしている。基礎法学段階の

法学部の学生が関わり、多様なプログラムが多様な実践者を巻き込んでいるが、ここでの活動

はカリキュラム外であり、成績評価の対象とされてはいない。あくまで自主的な活動、自発的

な活動として展開されている。 

 クイーンマリー校のプロボノ活動には、法律相談活動として、学生がソリシターの事務所に

赴き、ソリシターが市民に対して法律相談を行うのを無償で支援するプレイスメンツがある。

これは、ソリシターの 4 大事務所34と提携して行なわれている。受入先の法律事務所数に制限

があり、参加希望の学生間では、参加するために競争が激化している。また、大学が関与する

活動として、LAC が学内にクリニックを設置し、外部のソリシターやバリスターの監督下で市

民に対して法律相談活動を行う場もある。LAC の職員が市民からの相談依頼を受け付け、プロ

ボノとして協力するソリシターやバリスター、学生を紹介する形で法律相談が行われている。 

 チャリティー活動としては、多様なプログラムが用意されている。例えば、ホームレスプロ

ジェクトチャリティーは、学生がソリシターや外部団体の職員と一緒に、地域のホームレスを

支援する活動であり、朝食や衣類の支援やホームレスのための雇用の権利主張などを行う。ク

イーンマリー校では、ホワイトチャペルミッションとして、学生が東ロンドン周辺のホームレ

スのコミュニティ支援を行う活動がみられる。学生が、ホームレスのための朝食支援や衣類の

寄付を行なう活動である。チャリティー活動の多くは、地域コミュニティ団体と連携して行な

われているが、このような活動にも法律専門職の参加が見られる。 

 市民への法的教育活動も様々な試みがなされている。例えば、コモンウェルスインターナシ

ョナルは、学生が海外でインターンシップを行うもので、現地の弁護士やソリシターと協力し

て、発展途上国の市民に法的情報を提供したり、囚人の人権保障などの活動を行うものである。

また、 グリーンローは、環境法に理解を示す法律事務所や外部団体でインターンシップを行っ

たり、学生に資源利用の規則を伝えたりする活動を行う。他にもメンバー開発として、法律専

門職を大学に招いてキャリアイベントを開催し、学問や職業に関することを学生が考えられる
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ような活動もしている。 

第 2 節 シティーロースクールにおけるプロボノ活動 

 続いて、シティーロースクールでのプロボノの活動を整理する。シティーロースクールは、

バリスターの教育機関であるインズ・オブ・コートのロースクールを母体とし、なおかつ、周

囲にバリスターの事務所が多いのが特徴的である。シティーロースクールのプロボノは、1990

年代半ばから 2000 年頃に始まり、2010 年頃に多様な活動が見られるようになった35。大学教員

がプロボノディレクターとして配置されており、学部生から LPC、BPTC の学生までのすべて

のプロボノの仕事を扱い、責任を負っている36。 

 まず、学部段階で参加できる法律相談活動としては、①ゴールデンレーンクリニック（Golden 

Lane Clinic）において、学生が弁護士やアドバイザーともに市民に法的助言を行う活動がなさ

れている。また、②スクールエクスクルージョンズプロジェクト（School Exclusions Project）

では、学校を追い出された子どもたちや両親のために、バリスターの事務所と一緒に助言や支

援、抗議を行っている。③イシュリントン市民相談事務局（Islington Citizen’s Advice Bureau）

は、その職員の訓練を受けて、市民の様々な問題に対して triage advisers(選別のアドバイザー)

として働く活動である。市民への法的教育活動としては、④ストリートロープロジェクツ（Street 

Law Projects）がある。地域の施設や学校などで若者に法教育を行う活動である。 

 シティーロースクールでは、バリスターの育成機関を母体としているため、学部の段階から、

法的助言を行う活動やバリスターと共に行うプロボノ活動がみられる。学部段階からの活動で

も法律相談活動が多く、チャリティー活動が少ないのが特徴的である。 

 次に、シティーロースクールの職業適性段階で参加できるプロボノ活動を整理する。ここで

は 17 ものプログラムがあり、学部段階よりも多くの活動がある。 

 法律相談活動としては、大学内やロンドン市内にクリニックを設けて、ソリシターとともに

市民に法的助言を与える活動以外にも、外部の団体や法廷での活動もみられる。①NCDV と選

択科目（National Centre for Domestic Violence and Option Subject）、②FRU と選択科目（FRU and 

Option Subject）は、NCDV や FRU と恊働して裁判に必要な準備を行うものや、法廷で陳情を

行う活動である。これらは、BPTC において、選択科目としてカリキュラム内に位置づけられ

ており、評価対象とすることが可能な活動である点が特徴的である。 

 法的教育活動としては、海外での活動として、③南アフリカインターンシッププログラム

（South African Ubuntu Internship Programme）37、④南アフリカ女性の法律センター（South African 

Women’s Legal Centre）がある。これらは、それぞれ毎年２名の学生を、南アフリカの弁護士

事務所やアドバイスセンターに派遣し、現地の弁護士と協働して人権問題や法教育の問題に取

り組む活動である。海外での問題や、法的状況を理解することで、広い視野を得られるという

側面もある。派遣できる人数には限りがあり、毎年選抜が行われている。 

 チャリティー活動としては、⑤プロボノフェア（Pro Bono Fair）がある。これは、ボランテ

ィアを求めている団体を招待して、学生に団体の活動を紹介するイベントを行なうことで、法

律事務所以外にも、各団体が取り組んでいる社会課題を認識する機会になっている。 
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ような活動もしている。 

第 2 節 シティーロースクールにおけるプロボノ活動 

 続いて、シティーロースクールでのプロボノの活動を整理する。シティーロースクールは、

バリスターの教育機関であるインズ・オブ・コートのロースクールを母体とし、なおかつ、周

囲にバリスターの事務所が多いのが特徴的である。シティーロースクールのプロボノは、1990

年代半ばから 2000 年頃に始まり、2010 年頃に多様な活動が見られるようになった35。大学教員

がプロボノディレクターとして配置されており、学部生から LPC、BPTC の学生までのすべて

のプロボノの仕事を扱い、責任を負っている36。 

 まず、学部段階で参加できる法律相談活動としては、①ゴールデンレーンクリニック（Golden 

Lane Clinic）において、学生が弁護士やアドバイザーともに市民に法的助言を行う活動がなさ

れている。また、②スクールエクスクルージョンズプロジェクト（School Exclusions Project）

では、学校を追い出された子どもたちや両親のために、バリスターの事務所と一緒に助言や支
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として働く活動である。市民への法的教育活動としては、④ストリートロープロジェクツ（Street 

Law Projects）がある。地域の施設や学校などで若者に法教育を行う活動である。 

 シティーロースクールでは、バリスターの育成機関を母体としているため、学部の段階から、
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行う活動である。これらは、BPTC において、選択科目としてカリキュラム内に位置づけられ

ており、評価対象とすることが可能な活動である点が特徴的である。 

 法的教育活動としては、海外での活動として、③南アフリカインターンシッププログラム

（South African Ubuntu Internship Programme）37、④南アフリカ女性の法律センター（South African 

Women’s Legal Centre）がある。これらは、それぞれ毎年２名の学生を、南アフリカの弁護士

事務所やアドバイスセンターに派遣し、現地の弁護士と協働して人権問題や法教育の問題に取

り組む活動である。海外での問題や、法的状況を理解することで、広い視野を得られるという

側面もある。派遣できる人数には限りがあり、毎年選抜が行われている。 

 チャリティー活動としては、⑤プロボノフェア（Pro Bono Fair）がある。これは、ボランテ

ィアを求めている団体を招待して、学生に団体の活動を紹介するイベントを行なうことで、法

律事務所以外にも、各団体が取り組んでいる社会課題を認識する機会になっている。 

 

  

 
 

4.養成制度内外でプロボノが果たしている役割 

第 1 節 養成段階における役割 

 養成段階にある学生がプロボノ活動から得られるものとしては、市民と接する経験、法律専

門職と接する経験が大きいと考えられる。特に法律相談活動は、法律専門職の支援下で市民に

対して法律相談を行なうため、その特徴が顕著に現れている。これは、プロボノ導入以前から

もクリニックにおける実践的な教育として注目されてきた。イギリスの伝統的な法律専門職養

成においては、大学では教養に内容が偏っており、実践的な法知識や法技能を習得する機会が

欠如していた。職能団体や法律専門職が、プロボノ活動という形で大学や法学生に関わること

により、学生に生の法や生の市民と接する機会と、実務に関する能力育成を行なっている。 

 さらに、プロボノ活動においては、法律事務所での法律相談以外にもチャリティー活動や法

的教育活動など多様な活動がみられるのが特徴であった。これらのプロボノ活動もまた、市民

が抱える課題を考える機会であり、法律専門職と接する機会を提供している。学生がプロボノ

活動に参加する動機は、実践経験の獲得、プロジェクトマネジメントの経験、法律専門職との

人脈形成、社会貢献のためなど多様である。ある学生は、キャリアのためと、ボランティアの

ためという動機が半分ずつであると述べている38。その背景には、BPTC や LPC の修了後に、

法律事務所と訓練契約を締結する競争が激化しているために、ソリシターやバリスターとの人

脈形成を図るという思惑もある。プロボノ活動の経験は履歴書に書けるので、就職時にも有利

になる。法律事務所での法律相談活動の機会が限られている中、チャリティー活動や法的教育

活動のプロボノ活動を通して、法律専門職との人脈形成がなされているのである。 

 プロボノ活動の特徴は、人脈形成や就職のため、ボランティアをしたいからという多様な動

機で参加が促され、多様な活動が用意され、多様な関わりが許容されている点である。そして

市民や法律専門職とともに活動を行い、対話を行なう中で、法律専門職や法が果たす役割につ

いて考える機会になっている。そして、人脈形成や就職のためという参加動機や意識であった

学生も、プロボノの理念や法律専門職のあり方について省察する機会を有していると考えられ

る。例えば、クイーンマリー校で行なわれているグリーンローという環境法に関する法教育活

動では、学生が法律専門職とともに、環境問題の解決を目指している市民とともに活動を行う。

この活動に参加することにより、刑法や商法などにしか興味がなかった学生が、社会の中にお

ける法領域の広さと法律専門職が果たす役割についての自覚が促されている。 

 専門性を有しないボランティア活動と異なる点は、職能団体、大学、法律事務所の支援下で

プロボノ活動が行なわれ、学生が法律専門職の一員になっていく機能を有している点である。

法律専門職のあり方、市民から求められる司法に関して、市民や法律専門職と対話しながら考

える機会が、養成段階から用意されているといえる。サービス・ラーニングにおける考え方と

同様に市民的責任を感じとるとともに、法律専門職としての役割についても自覚を促す。これ

は、単に法律事務所での実務経験を通して、法的知識や法的技術を身につけるだけの機会では

ない。法律事務所での相談活動やチャリティー活動まで包含し、多様な活動が行なわれている

からこそ、市民が置かれている状況に対して視野が開かれていく機会になると考察される。 

第 2 節 法律専門職の継続教育における役割 

 法律専門職が、通常の仕事と異なり、このプロボノ活動で得ている経験というのは、法律専
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門職を目指す学生を支援する経験と相談料を支払えない社会的弱者である市民に接する経験が

挙げられる。法律専門職は、プロボノとしての法律相談活動において、学生が法的助言を行う

際の内容確認や、レターの添削、教育を担っている。それは、自分自身の知識や経験をわかり

やすく学生に伝える経験でもあり、学生理解とクライアント理解の双方の視点が求められる。

また、法律専門職を目指す学生に向けて、法律専門職のあり方や仕事の意義、プロボノの理念

を伝えることにもなり、自分の法律専門職としてのあり方を見直し、専門職性を省察する経験

にもなると考えられる。また、社会的弱者である市民に触れる経験は、これまで司法にアクセ

スできていなかった市民を理解する経験でもある。 

 チャリティー活動や法的教育活動においても同様であるが、市民から寄せられる依頼に応え

るだけではなく、法律専門職の側から法的課題を解決していく経験をもたらしている点にも注

目したい。市民や様々な団体と恊働し、ホームレス支援や環境問題の解決、人権問題への対処

を行なうなど、多岐にわたる領域で活動している。市民が抱える課題解決に向けて、市民とと

もに課題解決を担う役割を果し、そこに学生を巻き込んでいく機会をプロボノ活動がもたらし

ていると考えられる。技術革新やグローバル化の影響で、社会の問題は多様化、複雑化してお

り、法律専門職になった後も、様々な社会問題に対処していくことが求められている。それは、

従来のように、法廷や大企業の中だけで、閉ざされた専門性を身につけていけばすむことでは

ない。法廷での弁論技術や、不動産譲渡取引における専門的知識だけではなく、市民が抱える

課題を理解し、市民と対話をしながら問題解決を担える法律専門職が求められているのである。

法律専門職が、チャリティー活動や法教育活動などに携わり、発展途上国の人権問題や環境法

の問題に関しても、学生とともにプロボノ活動を通して学んでいくことが、今後の継続教育の

一つのあり方として考えられる。 

 

おわりに 

 市民社会に貢献する法律専門職がどのように目指され、いかに育成されようとしているのか

を、プロボノの位置と役割に注目して検討してきた。法律専門職と市民との乖離、司法が市民

から遠い存在になっているという現状を顧みるに、法律専門職が市民とともに、市民が抱える

問題解決を行なうことが重要である。プロボノの活動は、多様な活動があり、多様な参加動機

で学生と法律専門職を巻き込みながら学習機会を提供しているといえる。それは、社会貢献意

欲だけではなく、法律事務所の義務や CSR のため、就職のため、人脈形成のためという理由ま

で含みながら、活動が拡大してきている。 

 法律専門職養成においては、大学、職能団体、法律事務所の接続の役割も果たし、学生と法

律専門職が実践の中で法知識や法技術の習得を行ない、法律専門職のあり方についても省察す

る機会となっていると考察された。様々に変化する現代的課題に対する活動が生み出され、そ

れらが教育機会にも位置づけられている。カリキュラムとして位置づけられる活動もあるが、

その多くは、養成段階のカリキュラム外での自発的な実践である。 

 このような自発的な実践において、教育機会としてどのような実践が効果的か、教育者や法

律専門職という学習支援者の適切な関わりがどのようなものかなどの検討は、十分にできてお

らず今後の課題である。また、プロボノ活動が含む矛盾についても更なる検討が必要である。

－ �138 －

京都大学大学院教育学研究科紀要　第62号　2016



 
 

門職を目指す学生を支援する経験と相談料を支払えない社会的弱者である市民に接する経験が

挙げられる。法律専門職は、プロボノとしての法律相談活動において、学生が法的助言を行う

際の内容確認や、レターの添削、教育を担っている。それは、自分自身の知識や経験をわかり

やすく学生に伝える経験でもあり、学生理解とクライアント理解の双方の視点が求められる。

また、法律専門職を目指す学生に向けて、法律専門職のあり方や仕事の意義、プロボノの理念

を伝えることにもなり、自分の法律専門職としてのあり方を見直し、専門職性を省察する経験

にもなると考えられる。また、社会的弱者である市民に触れる経験は、これまで司法にアクセ

スできていなかった市民を理解する経験でもある。 

 チャリティー活動や法的教育活動においても同様であるが、市民から寄せられる依頼に応え

るだけではなく、法律専門職の側から法的課題を解決していく経験をもたらしている点にも注

目したい。市民や様々な団体と恊働し、ホームレス支援や環境問題の解決、人権問題への対処

を行なうなど、多岐にわたる領域で活動している。市民が抱える課題解決に向けて、市民とと

もに課題解決を担う役割を果し、そこに学生を巻き込んでいく機会をプロボノ活動がもたらし

ていると考えられる。技術革新やグローバル化の影響で、社会の問題は多様化、複雑化してお

り、法律専門職になった後も、様々な社会問題に対処していくことが求められている。それは、

従来のように、法廷や大企業の中だけで、閉ざされた専門性を身につけていけばすむことでは

ない。法廷での弁論技術や、不動産譲渡取引における専門的知識だけではなく、市民が抱える

課題を理解し、市民と対話をしながら問題解決を担える法律専門職が求められているのである。

法律専門職が、チャリティー活動や法教育活動などに携わり、発展途上国の人権問題や環境法

の問題に関しても、学生とともにプロボノ活動を通して学んでいくことが、今後の継続教育の

一つのあり方として考えられる。 

 

おわりに 

 市民社会に貢献する法律専門職がどのように目指され、いかに育成されようとしているのか

を、プロボノの位置と役割に注目して検討してきた。法律専門職と市民との乖離、司法が市民

から遠い存在になっているという現状を顧みるに、法律専門職が市民とともに、市民が抱える

問題解決を行なうことが重要である。プロボノの活動は、多様な活動があり、多様な参加動機

で学生と法律専門職を巻き込みながら学習機会を提供しているといえる。それは、社会貢献意

欲だけではなく、法律事務所の義務や CSR のため、就職のため、人脈形成のためという理由ま

で含みながら、活動が拡大してきている。 

 法律専門職養成においては、大学、職能団体、法律事務所の接続の役割も果たし、学生と法

律専門職が実践の中で法知識や法技術の習得を行ない、法律専門職のあり方についても省察す

る機会となっていると考察された。様々に変化する現代的課題に対する活動が生み出され、そ

れらが教育機会にも位置づけられている。カリキュラムとして位置づけられる活動もあるが、

その多くは、養成段階のカリキュラム外での自発的な実践である。 

 このような自発的な実践において、教育機会としてどのような実践が効果的か、教育者や法

律専門職という学習支援者の適切な関わりがどのようなものかなどの検討は、十分にできてお

らず今後の課題である。また、プロボノ活動が含む矛盾についても更なる検討が必要である。

 
 

法律扶助に関する国家予算圧迫の解決のために発展してきたのがプロボノ活動であった。それ

は、市民のための法律専門職、司法アクセスの問題解決の取り組みであるが、大都市でプロボ

ノ活動が組織されているのと対照的に、地方でのプロボノ活動の展開は多くの課題を残してい

る。大都市の大規模な法律事務所や大学はプロボノ活動を展開する資金と人的リソースの余力

があるが、地方の小規模な事務所や大学にその余力はない。プロボノの理念を法律専門職が身

につけ、地方での司法アクセスの問題を改善できるのかは更なる検討が必要である。 

 長い伝統を有するイギリスの法律専門職の養成が、プロボノを導入し、養成制度内外で市民

と協働しながら問題解決を行ない、現代的な法律専門職のあり方と養成のあり方を模索してい

る点は、まだ発展途上であり今後の動向にも注目していきたい。 

 
 
1 イングランドとウェールズのことを指す。スコットランドとアイルランドは別個の弁護士制

度を持っており、法律専門職の制度も育成も異なるためである。 
2 多様なプロボノ活動の実態については、拙稿「Professional Volunteers(‘Pro Bono’)in global 
knowledge-based Society」『京都大学大学院教育学研究科 北京師範大学教育学部 日中教育学

系学術交流シンポジウム 2013 報告書 附：日中教育学系学術交流シンポジウム 2013 論文集』、

京都大学教育学研究科 教育実践コラボレーション・センター、pp.139-147、2014 年参照。 
3 プロボノは、無償で専門性の高い社会貢献活動を行うという理念、専門性を活かした社会貢

献活動、社会貢献活動を行う者まで含み多義的な概念である。それは、ボランティアが理念、

活動、実践者まで意味するのと同様である。本稿では、プロボノの具体的な実践に焦点を当て
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1 月 1 日）。 
13 2013 年 6 月 31 日時点の数である。The Law Society のウェブサイトより。

http://www.lawsociety.org.uk/policy-campaigns/research-trends/annual-statistical-reports/（最終参照

日：2015 年 1 月 3 日）。 
14 吉川精一、前掲書、p.48。 
15 同、pp.74-78。  
16 Jo Boylan-Kemp, English Legal System The Fundamentals, Sweet & Maxwell, 2011, pp.125-141. 
17 1997 年までインズ・オブ・コートにおけるロースクールが唯一の提供機関であった。その後、

カレッジ・オブ・ロー・ロンドン、カレッジ・オブ・ロー・バーミンガム、カーディフロース

クール等にも設置されるようになった。ケンブリッジ大学やオックスフォード大学のような伝

統的な大学には設置されていない。 
18 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『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、p.333。 
19 The Bar Council のウェブサイトより。

http://www.barcouncil.org.uk/becoming-a-barrister/how-to-become-a-barrister/vocational-training/（最

終参照日、2015 年 1 月４日）。 
20 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、前掲書、pp.336-338。 
21 Ibid, pp.117-125. 
22 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、前掲書、p.339。 
23 http://www.sra.org.uk/lpc/（最終参照日、2015 年、1 月４日）。 
24 例えば、ロンドン大学シティーロースクール（the City Law School of London）では、プロボ

ノの名がついた科目が、選択科目として単位が認定される仕組みになっている。 
25 http://www.nationalprobonocentre.org.uk/（最終参照日、2014 年 11 月 20 日）。 
26 http://www.barprobono.org.uk/（最終参照日、2014 年 11 月 20 日）。 
27 http://www.lawworks.org.uk/（最終参照日、2014 年 11 月 20 日）。 
28 https://cilexprobono.wordpress.com/（最終参照日、2015 年 1 月４日）。 
29 http://londonlegalsupporttrust.org.uk/（最終参照日、2015 年 1 月４日）。 
30 ロンドン市のような大都市と地方では、プロボノ活動の実態は大きく異なる。大都市には大

規模な法律事務所があり、人員に余裕がある事務所が積極的にプロボノ活動を支援するという

ことが見られるが、地方では多様な組織が連携して実施することができていない。 
31 クイーンマリー校では、プロボノを推進する学生団体の代表と大学組織の職員にインタビュ

ー調査を実施した。また、シティーロースクールでは、プロボノの推進を担当する大学教員に

対してインタビュー調査を実施した。 
32 QMPBS の学生代表への 2014 年 5 月のインタビューより。 
33 10 部署の名称は以下の通りである。①プレイスメンツ（Placements）、②ホームレスプロジェ

クトチャリティー（Homeless Project Charity）、③コモンウェルスインターナショナル（Common 
Wealth International）、④ストリートロー（Street Law）、⑤グリーンロー（Green Law）、⑥カル

マコーヒー（Karma Kaffee）、⑦ブックセル（Book Sell）、⑧オールドフェダマ（Old Fedama）、
⑨メンバー開発（Member Development）、⑩アドボケイト（Advocate）。ただし、インタビュー

を行なった 2013 年 8 月時点のものである。 
34 4 代事務所とは、BERWIN LEIGHTON PAISNER, DENTONS, CLIFFORD CHANCE ,ReedSmith
である。（QMPBS の学生代表への 2013 年 8 月のインタビューより）。 
35 City Law School のプロボノディレクターへの 2014 年 6 月のインタビューより。 
36仕事の 50％が大学教員としての教育であり、残りの 50％がプロボノの仕事である。City Law 
School のプロボノディレクターへの 2014 年 6 月のインタビューより。 
37 Ubuntu とはアフリカのズールー語で、他者への思いやりを意味する。 
38 QMPBS の学生代表への 2013 年８月のインタビューより。 

（生涯教育学講座 博士後期課程 1 回生） 

（受稿 2015 年 9 月 1 日、改稿 2015 年 11 月 4 日、受理 2015 年 12 月 24 日） 
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イギリスの法律専門職養成におけるプロボノの位置と役割 

―法と市民をつなぐ方途を探る― 

種村 文孝 

本稿は、イギリスの法律専門職養成におけるプロボノの位置づけと役割を考察することにより、

同社会において、市民社会に貢献する法律専門職がどのように目指され、いかに育成されよう

としているのかを明らかにするものである。プロボノとは、多様な専門職が、自らの職業を通

じて培った知識や技術を活用して、社会問題の解決にボランタリーに取り組むという社会貢献

活動を指す。イギリスの法律専門職養成においては、大学教育、法律専門職、法律事務所が

各々大きな変化を遂げる中で、プロボノの活動が、大学や職能団体、法律事務所と連携し

つつ、より大きな広がりを見せている。市民への法律相談活動、チャリティー活動、法的

教育活動といったプロボノ活動の具体的な実態を整理し、学生と法律専門職にいかなる経

験を提供し、養成制度の内外でどのような役割を果たしているかを検討する。 

 

 

Pro Bono Legal Profession Education in the United Kingdom:  
Connecting the Law and Citizens 

TANEMURA Fumitaka 

The purpose of this paper is to explore the role of Pro Bono in legal profession education in the UK. Pro 

Bono is a social contribution performed by professionals from a diverse range of disciplines. These 

professionals work in volunteer capacity to solve social problems with the use of expert skills and 
knowledge that they have gained in their occupations. In legal profession education of UK, 

higher education, the role of the legal profession and the work of law firms have each undergone major 

changes. Among these changes, there has been an expansion of Pro Bono activities carried out by 

cooperation between universities, professional associations, and law firms. This paper clarifies 1) how 

the Pro Bono activities of the legal profession are organized, 2) what experiences students and the law 

profession obtain by participation in Pro Bono activities, and 3) what roles Pro Bono plays in and 

outside of the training system. 
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