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アメリカン・ロイヤーとして働いた日々

武田昌則

早いもので、米国カリフォルニア州サンフランシスコで勤務していた法律事

務所の仲間たちに別れを告げて沖縄に戻ってから、もう２年半近くが過ぎた。

その間、時折、「米国での体験について話してもらえないか」と頼まれたこと

もあったかと思うが、余りにも話すことが多岐にわたっていたので、私にとっ

ては短く、要領よくお話することなどできなかった。また、昨今の司法改革の

流れが米国での実務に大きな影響を受けており、それが沖縄を含めた地方都市

にも及んできていることを実感するにつれて、自分が「アメリカン・ロイヤー」

として経験した内容をお伝えすることが、これまでお世話になり、そして現在

もお世話になっている琉球大学の皆さんに何らかの形で役立つことができるか

もしれないとも思うようになった。かくなる次第で、「アメリカン・ロイヤー」

として働いた日々を振り返ってみたい'。

１・ニューヨーク州司法試験への挑戦

帰国後、「先生は米国の弁護士資格も持っているので」と言われることが多

い。米国ではどの州であろうが資格自体を持っている人はたくさんいるので、

資格自体について敬意が払われることは少ないように思われるが、日本では弁

護士資格を取得するには原則として難しい司法試験に合格しなければならない

ことが知れ渡っているので、資格自体について敬意を払うような認識があるの

だろう。それはともかく、企業からの米国等のロースクールに留学する人の数

本稿は、沖縄弁謹士会会報第56号に掲載されたものに若干の改訂を加えたものである。
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が減少したといわれる中でも、日本から米国のロースクールに留学した方々に

とって、ニューヨーク州司法試験の受験というのが、いわば定番のコースのよ

うになっていることは事実であろう。

私の場合、留学する前から、ロースクールの修了後は、少しの間であれば収

入がなくても米国で働く機会があればと考えていたので、ニューヨーク州の司

法試験を受験しようと思っていた。また、留学中に子どもが亡くなり、辛い中

で何とか修了に向けて頑張ったことを形として残したいという一心で、ニュー

ヨーク州の司法試験に合格したいというモチベーションを維持することができ

たように思う。米国のロースクールに留学した人たちの問では良く知られてい

ることだが、ほとんどのロースクール生が、卒業後に受験予備校の司法試験対

策講座（BarReviewCourse）を受講する。私も、受験予備校の中では最大

手のBAR･BRIという予備校の講座を受講することにした。ロースクールの卒

業式で１年間一緒に勉強した仲間との別れを惜しんでからまもなく、講座がス

タートするので、卒業後はヨセミテ国立公園で少しばかりの休息をとった後、

司法試験の受験学習モードに突入することとなった。ニューヨーク州の司法試

験の対策講座は、Manhattanではライブでの受識が可能だが、その他の場所

では、ところどころ、ビデオでの受講ができるようにアレンジされている。

Davisに居住していた私にとって、一番近いビデオでの受講場所はBerkeley

だったが、そこまでは自動車で１時間ほどかかることを覚悟しなければならな

い。思い切って、BAR-BRIにテープでの受講を申し込んでみたところ、すん

なりＯＫが出たので、テープで受講することにした。今から振りかえってみれ

ば、テープを使ったことにより、わからないところを何度も繰り返して聴いた

り、あるいは、わかっているところを飛ばして聴いたりすることができたので、

自分には大変良かった。よく言われることであるが、BARBRIの講義は、ロー

スクールの授業よりもずっと分かりやすい。他方で、理屈は抜きに語呂合わせ

の唄を作ったりしてともかく覚えろ、という部分も多いので、学問的にはロ－
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スクールの授業の方がずっと深い。ニューヨーク州の試験は、多くの州で同日

に同じ短答式の問題で実施されるＭＢＥ（MultistateBarExam)、ニューヨー

ク州法の短答式試験問題、ニューヨーク州法の論文試験５問、多くの州で使え

るようにいくつかの問題を作成しその中から州が問題を選択するパフォーマン

ステスト（架空の州における事案を設定して、問題を解く手順、適用される可

能性のある法律・判例の概要、事案の概要をまとめたファイルを読み、ファイ

ルの範囲内で指示に従って解答するタイプの試験である｡）のＭＰＴ（Multistate

PerfbrmanceTest）の４つのパートから構成される。試験対策の立て方は各

人様々であるが、私は、ネイティブのように読み書きが出来ない以上、短答式

を重視すべきであると考えて対策を立てた。短答式とはいっても、ＭＢＥでは

合計200問を午前と午後で３時間ずつ、ｌ問あたり1分48秒のペースで解かな

ければならないので、リズム良く解答することができるよう、全米司法試験委

員会（NationalConferenceofBarExaminers）の発表している過去間や予

備校の問題集を解きまくった。

受験者の間ではよく知られていることだが、ニューヨーク州外の居住者は、

ニューヨーク州の州都アルパニー（Albany）で試験を受験するように指定さ

れる。私は、クラスメイトの韓国人学生たちと一緒に飛行機を予約し、試験場

近くのホテルに宿をとった。さて、初日の試験が始まり、試験会場に入ってみ

ると、当たり前のことだが世界各国からの留学生がうようよしている。私の席

も片側のとなりはハンガリー、もう片側はイスラエルからの留学生であった。

午前中のニューヨーク州の短答式問題と論文式試験が済み、不安を抱えつつも

韓国人のクラスメイトのソン・ボンと弁当を食べたのだが、よせばいいのに、

ソン・ボンが午前中に解いた家族法の問題について話し始めたのにつきあって

しまった。１つの問題点についてお互いが全く違った読み方をしていたので、

ついつい言い合いになり、私が間違っていたのかな、などと思いつつ、午後の

試験に臨むことになった。そういう場合はよくあることなのだが、案の上、

(１８３）
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「ちくしよう。午後からの試験で絶対に挽回してやる｡」と思い、ついつい力が

入ってしまった。午後の試験の１間目は、ニューヨーク州民と、その他の州で

あるＳｔａｔｅＸの州民との間の海難事故に関する問題で、単純に州籍相違

(Diversity）により連邦裁判所の管轄権を認めて、それを前提とする移送手続

(Removal）について論じれば良かったのだが、挽回してやろうと力んでいた

ところに、比較的得意だと思っていた問題が出たと感じた私は、一方当事者が

"StateX，の居住者であることを読み落とし、「海難事故により（州籍相違には

かかわりなく）連邦裁判所が管轄を持つから・・・」という全く違う筋で論じ

てしまった。その日も、ソン・ボンと一緒にホテルに帰ったのだが、「良くで

きた」と錯覚していた私が、ソン・ボンから、「お前は"StateＸ"を読み落と

していただろう｡」と言われて大きなショックを受けたことは言うまでもない。

後から調べてみると、午前中の家族法の問題の読み方はソン・ボンではなく私

の方が正しかったのだから、本当に馬鹿馬鹿しいことであった。やはり、試験

中の答え合わせは絶対にしてはならないのだ。

ともかくも、次の日の短答式試験（MBE）は、「もう落ちた」と思って気が

抜けたからなのか、後からみると比較的良くできていた。ＭＢＥで７割以上正

解すれば他のパートでよほどのミスをしない限りまず落ちないと言われていた

が、何とか７割以上正解し、問題の読み間違いのミスをカバーしてくれたおか

げで、合格することができた。大げさではなく、試験前の１ヶ月間はそれまで

の一生の中で一番というくらいに勉強していたし、てっきり落ちたものとばか

り思っていたので、インターネットの合格発表で自分の名前を見つけた時には

大変喜ぶことができた。

(184）



琉大法学第78号（2007） 124

２．米国での就職内定と米軍海兵隊でのインターンシップ、

そしてカリフォルニア州司法試験への挑戦

ロースクールを修了してニューヨーク州の司法試験の受験を終えると、何と

してもこの経験を活かして働いてみたい、という気持ちが日に日に強まってき

た。日本から留学する弁護士の方々の中には、留学後に１年間米国の法律事務

所で勤務するという人も多いが、その多くは、日本で所属している法律事務所

と関係のある事務所で勤務すると言う場合が多く、何のコネもなく勤務先を見

つけたという人は少ないのではなかろうか。私の場合、帰国後の渉外事務所へ

の就職を条件に１年間米国の法律事務所で勤務してみないかという勧誘等もあっ

たが、ビジネスに特化した法律事務所よりも、刑事事件や一般民事事件も扱い、

もし機会があれば法廷に立つこともできればと思っていたので、ともかくも米

国でそのような形で活動している弁護士に話を聞いてみようと考え、米国西海

岸ベイエリア（サンフランシスコを中心とする北カリフォルニアの一帯をこの

ように呼ぶ｡）のテレホンブックで見かけたマーシャル・鈴木総合法律グルー

プの鈴木淳司弁護士にEmailを送ってみた。返事が来なくても別にいいやと

思いながら書いたメールにすぐ返信をいただき、早速サンフランシスコの事務

所を訪問することにした。鈴木さんやそこで勤務するスタッフの人たちとお会

いしてお話したところ、刑事事件や家事事件、一般民事事件、移民案件等、日

本人が関連する事件を広く手がけ、法廷業務もあるということで私も大変興味

を持ち、先方も、日本での生活を捨てて飛び込んできた私に興味をもってくれ

たのか、働いてみるつもりはないか、というお話になった。今にしてみれば勇

気の要る決断をすぐにしてしまったことになるが、当時の私は、「このままで

は帰れない。何とか環境を変えてやってみたい｡」という一心で米国で働くこ

とを決意し、当時は妻も米国で出産直前に息子を亡くした身体的・精神的なショッ

クから充分に立ち直っていなかったことを考え、日本に一旦帰国して、その翌

年からサンフランシスコでの勤務を開始することとなった。この決断はやはり

(185）
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唐突だったので、妻や友人たちに多大な迷惑を掛けてしまったが、今は、温か

く見守り、決断を尊重してくれたことに深く感謝している。

そうして米国で勤務することを決めて日本に帰国してきたのだが、日本にい

る間の勤務をどうするか、ということで、アネット.Ｍ・エディーキャラゲイ

ン外国法事務弁護士の紹介で、米軍海兵隊のPacificAreaOounsel'sOffIce

(ＰＡＣＯ）でインターンシップをさせてもらうことになった。インターンシッ

プでの仕事は、米軍基地内でアーティストがコンサートを行う際の契約書のレ

ビュー、日本の道路交通法規の英語による説明、米軍基地内での執務規則の日

本人軍雇用員に対する日本語での講義等、多岐にわたっていた。短い間ではあっ

たが、所属部署の一員として暖かく接してもらったことが印象に残っている。

さて、サンフランシスコの法律事務所で働くことが決まった以上、カリフォ

ルニア州の司法試験にも挑戦しなければならない。カリフォルニア州の法律は

独特で司法試験も難しいと言われこともあるが、実態を知り、かつ、統計上の

マジックを読み解けば2、ニューヨーク州の試験ほどには暗記する必要もなく、

実質的な合格率もさほど変わらない。日本人の受験者にとっての大きな違いは、

米国のロースクールで正規の３年間のコース（ＪＤ）を修了していない者の受

験資格が、日本での法曹資格の取得者に限られてしまうことであり、そのため

にニューヨーク州の試験よりも日本人の受験者はかなり少なくなっている。

幸い、ニューヨーク州の試験のために勉強したことがまだ頭に残っていたの

で、ＭＢＥやカリフォルニア州の過去の試験問題等を解き、特に予備校の世話

にはならずに受験の準備を行うことができた。試験期間はニューヨーク州等の

試験より長く３日間、午前・午後３時間ずつというハードなもので、日本から

ｚカリフォルニア州の司法試験の場合、ＡＢＡ（全米法律家協会）の認定を受けていない
ロースクールの修了生でも受験することができるので、それらの受験生も含めた試験
の合格率はニューヨーク州の司法試験よりもかなり低くなるが、ＡＢＡの認定を受けた
ロースクールの修了生の合格率を比較すれば、両者の合格率の間にそれほどの差はな
いと見るのが妥当であろう。

(186）
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現地入りして受験したために時差ぼけにも苦しめられたが、ノートパソコンで

の受験が可能だったので3、論文式試験もニューヨーク州の試験よりも楽に対

処することができた。カリフォルニア州の試験の合格発表は、米国での勤務開

始後の2002年５月にあったが、「今回は合格しただろう」と思い、インターネッ

ト受験番号を入力して合格を確認しようとしたところ、何回やっても合格結果

が出てこない。これに落ちると次の試験（毎年、７月と２月に試験があるので、

次の試験は2002年７月になる｡）に合格して資格を得るまで弁護士としての仕

事ができなくなってしまうので、さすがに落ち込み、落ち込みすぎたあまりサ

ンフランシスコの地下鉄の昇り用エスカレーターに逆らってホームに降りよう

としたくらいであったが、家に帰って、受験番号の表にｏをつけて入力すると

合格していたことがわかり、ここでも予想外に大変喜ぶことができた。

３．米国での勤務開始

そうして、2002年２月にカリフォルニア州の司法試験を受験し、ＰＡＣＯの

仲間や帰国中に世話になった方々とも別れを告げて、2002年の５月に、いよい

よアメリカン・ロイヤーとして勤務するために渡米することとなった。既にニュー

ヨーク州の試験には合格していて、５月にニューヨーク州での宣誓式を済ませ

ればニューヨーク州の弁讃士になれることは決まっていたし、カリフォルニア

州の試験はまあまあ手応えがあったので、いよいよアメリカン・ロイヤーとし

て働けるんだな、という、ワクワクした気持ちを胸に飛行機に乗った。

そうして、沖縄復帰の記念日である５月15日に仕事を始め、家族法の案件を

－つ扱うことになり、早速、アメリカ人の会計士に電話で連絡しなければなら

３ノートパソコンで受験するためには、事前に、試験中は他のソフトに一切アクセスで

きない特殊なソフトをダウンロードしたパソコンを用意しなければならず、解答はフ
ロッピーディスクに書き込んで提出することになる。

(187）



アメリカン・口イヤーとして働いた日々（武田昌則）1２１

ないこととなった。米国で働きたいのなら英語で電話するくらい当たり前だろ、

と怒られそうだが、電話での英会話は、相手の表`情が見えない分、面談よりも

さらに難しい。しかも、会計士との会話なので、依頼者の収支のことなど、突っ

込んだことについても意見を交換しなければならず、心の中では「もうちょっ

と慣れてからでないと・・・」などと泣き言を言いたい気分だったが、度胸一

発、相手が戸惑っている様子であっても何とかやりのけた。結局、その後の勤

務でも、英会話は度胸、ということで、ずうずうしくもやりぬいたというのが

正直なところである。

勤務開始前から説明を受けていたので当然のことではあったが、扱う業務の

内容は極めて多岐にわたった。主なものでも、刑事事件、家事事件、一般民事

(交通事故損害賠償事件)、ビジネス案件を幅広く手がけるほか、米国に在住す

る日本人のこれらの案件にはどうしても移民法の関係の問題や税法の関係の問

題がひつついてくる（例えば、米国に在留する外国人が刑事事件を犯したとし

て起訴されれば在留許可を取り消される場合があるし、離婚に伴う財産関係の

処理については双方の確定申告を読み、税務上の問題についてまで配慮しなけ

ればならなくなってくる｡）ので、それらについても－通りのことは答えるこ

とができなければならない。

（１）刑事事件

刑事事件で扱うことが圧倒的に多かったのは、ＤＵＩ（DrivingUnder

lnfluenceの略で、酒気や薬物の影響下での運転のことをいう｡）であった。昨

今は日本でも飲酒運転の厳罰化が進んでいるが、米国では以前からかなりの厳

罰が課せられていた。初回であっても、単に罰金が高いだけでなく、裁判所の

処分のほかに、運転免許省を発行するＤＭＶ（DepartmentofMotorVehicles、

警察とは別組織の国土交通省の管理下にある公安委員会のようなものと考えて

よいかもしれない｡）による処分も科されるが、罰金以外の処分も極めて重い。

(１８８）①
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処分の内容は複雑を極めていたために、思い出すことさえ難しいが、具体的に

は、ＤＭＶの処分として１ヶ月の完全な運転免許の停止、その後の条件付きの

停止処分があり、この条件をクリアして運転するためには、特定の安全運転識

習（当然これも有料となる｡）を継続的に受けなければならないほか、酒気帯

び運転者用の高価な損害保険を購入しなければならない。裁判所での刑事事件

の処理そのものは、初回の出頭（多くの裁判所では、書記官に対し、答弁の内

容（通常、無罪（NotGuilty）と答弁することになる。そうしないと、司法取

引が始まらないからである｡)、刑事手続に関する権利の放棄等`を告げて実際

の出頭を省略することができる｡)、２回目の司法取引のためのカンファレンス、

３回目の司法取引承認のセレモニー、と言う形で極めて定型化されているので、

否認するのでなければ弁謹人をつけなくても手続を続けることはできなくはな

いが、被告人が上記の処分の複雑さを、裁判所からの説明を聞き、ＤＭＶから

配布されるパンフレットを読むだけで理解するのは大変困難であり、弁護人が

その説明者としての役割も果たしていたといえるだろう。もちろん、収入が一

定程度に達しない被告人（学生等もこれに含まれる｡）については公設弁讃人

が付けられることになるが、収入が一定程度に達する被告人はこれを一切利用

できない点が日本とは異なった。

私がアメリカン．ロイヤーとして最初に法廷に出頭したのもこのＤＵＩのケー

スであった。法廷で話すべきことは概ね決まっているので、頭に叩き込んで臨

んだのだが、もちろん大変緊張した。幸い、裁判官が親切だったので何とか無

難にこなし、ほっとして法廷を出たことを鮮明に覚えている。また、刑事事件

以外の民事事件にも共通することだが、法廷業務には色々な暗黙のルールがあ

ることもわかった。この暗黙のルールは、裁判所ごと、いや、裁判官ごとに異

‘合衆国憲法上、迅速な裁判を受ける権利が認められているが、そのとおりにやると普
通には弁護の準備ができないので、多くの場合、この権利を放棄する旨を陳述するこ
となる。

(189）



アメリカン・ロイヤーとして働いた日々（武田昌則）119

なるものもあった。共通する暗黙のルールとして、法廷に出る時は必ず自分の

ビジネスカードを書記官に渡しておかなければならない｡書記官はこれを頼り

に出頭した弁護士の名前を記録することになるので、大変重要なのである○私

は-度これを忘れたために、出頭した弁護人の氏名欄に"Hiroshima，'と書かれ

てしまったことがあった。依頼者の処分自体は妥当であったので、「まあ、こ

んなものか」と思って特に問題にはしなかったが、日本人で名前が聞き取れな

かったからといっていくらなんでもひどいじゃないか、とは感じた。事件を呼

び上げる順序の設定は、裁判官ごとに異なるといってよかった。時には出頭し

た弁護士が自分の名前を書き込む表が設けられていて、早く出頭した順に呼ば

れる、ということもあれば、そんなことおかまいなしに、順番に呼上げていく

場合もあった。そんな中でも共通していたのは、弁護人がついている事件だけ

が先に処理され（多くの案件は司法取引によって機械的に処理されていくので、

審理と呼ぶよりも、「処理」といった方が適当であろう｡)、弁護人がついてい

ない事件は後回しにされることであった。たしかに、弁護人のつかない被告人

に対する権利告知の手続は面倒なのでこれを後でいっぺんにやるという合理性

はあるが、他方で、弁護人のつかない被告人はわずか数分の手続のために長時

間待たなければならないわけで、そのような慣行の中にも「刑事事件に巻き込

まれたら弁護人をつけなさいよ｡」という暗黙のメッセージがこめられている

のではないか、とすら思われた。

ＤＵＩの次に扱うことの多いケースが、ＤＶ（DomesticViolence）である。

日本でもＤＶに対する規制が強化されてきたが、私が見た限り、カリフォルニ

ア州での規制は、日本とは比べものにならないくらい徹底している。病院等の

医療機関の従事者は、ＤＶの疑いがあると思料した場合には警察に通報しなけ

ればならないことになっておりこの義務を怠った場合には刑事罰すら科されて

しまうために、被害者の意向如何に拘らず、必ず通報されてしまうのだ。また、

近隣の住人が通報するという場合も多い。そして、警察によりＤＶがあると判
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断されてしまうと、被疑者に対し、配偶者である被害者や、子どもとの面会を

禁じる命令が発せられてしまうことになる。かくなる次第で、被疑者もその配

偶者も、この状況を何とかしてくれということで、弁護士に助けを求めてくる

ことになる。日本から旅行で訪れたカップルが、人通りの多い場所で喧嘩をし

たために通行人から通報され、被疑者になった男性が逮捕されてしまったケー

スもあった。このケースは、幸い起訴される前に捜査官にかけあって釈放して

もらい、帰国することができたものの、他のケースでは、被害者の嘆願にもか

かわらず起訴されてしまい、家族の意向に反して家族どうしが会えなくなって

しまうものも多い。私が経験した限りでは、たとえ被害者が法廷で保護命令を

出さないでくれといっても、そんなことはおかまいなしに保讃命令が出される

ケースも多かった。「そんな馬鹿な」と思われるかもしれないが、ＤＶ案件で

は、被害者が、恐怖や習慣から、性々にして被疑者の意向に沿った供述をして

しまうことがあるという観念が裁判所を支配しているからなのかもしれない。

そのような観点から、ＤＶ案件では被害者の供述は必ずテープに録音され、公

判前に弁謹人に開示されていた。

ＤｍやＤＶは通常、軽罪（Misdemeanor）案件として起訴されるが、その

他に、重罪（Felony）案件を扱うこともあった。当然のことであるが、重罪案

件の方がより厳格な手続にのせられることになる。多くの訴因が掲げられてい

るときは、日本のように併合罪で処理されるのではなく、通常、全て併科され

て刑罰が合算されていくので、争って有罪となったときの罰が極めて高くなる。

冗談ではなく、司法取引に応じていれば２，３年の懲役で済んだかもしれない

ものが、否認を貫いて有罪となったために１０年を超える懲役となる場合もある

のだ。これでは果たして公正な司法取引が成立する条件があるといえるのだろ

うか、との疑問を禁じえないが、そのようなリスクも含めて、システムにおけ

る当事者の自己責任が重く設定されているのかもしれない。

軽罪でも重罪でも、現場の検察官（DistrictAttorneyを略してｎA.と呼ば
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れる゜）が公訴の取消しについて大きな裁量権を与えられている点が日本とは

大きく異なる。これに関連した独特の制度として、被害者との間で民事上の和

解（CivilCompromise）が成立した場合、被告人側は公訴の棄却（Dismissal）

を求めることができるのだが、その際、裁判官の前で、被害者との間で民事上

の和解が成立したことを証する書面を提出し、担当の検察官に公訴を取り下げ

てもらったこともあった。

保釈（BailOut）は正式な起訴の前も可能であり、重罪であっても保釈金さ

え納めれば保釈してもらうことができる。刑事裁判を扱ったハリウッド映画で

たまに出てくるが、保釈金は結構高いので自前で調達できないことも多いのだ

が、そんなときは保釈金を扱う専門業者に保証してもらって保釈金を調達する

ことになる。彼らはもし被疑者が逃げれば多額の債務を負うと言うリスクを負

うが、その代わり、保釈金の数パーセント、ときには10パーセントの手数料を

取って収益をあげるのだ。業者は拘置所の近くにもたくさんあるが、刑事弁護

人としてもこの業者と親しくなっておくと何かと便利で、夜間の保釈のアレン

ジ等も手伝ってもらった。

（２）離婚事件

カリフォルニア州だけでなく米国の各州での離婚は裁判手続を経る必要があ

り、両当事者間に争いのない事件については、弁護士の力を借りずに手続を済

ませるシステムが発達しているものの、子どもの親権や面接交渉のあり方、あ

るいは財産分与につき争いのある場合には、結局のところこれを裁判手続で解

決せざるを得ないために、弁護士が関与する場面がどうしても出てくる。日本

との違いは、まず親権や面接交渉の場面で顕著に現れる。米国の各州で離婚後

も共同親権が認められているのは良く知られているところであるが、いかに子

どもが小さくとも、ＤＶ等の特別の事情が無い限り、両方の親と接触させるこ

とこそが子どもの福祉に資するという考え方が浸透しているために、面接交渉
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は、父親が望めばかなりの日数を確保できることになる。実際にも面接交渉に

関する取り決めは極めて細かいところまでなされる。例えば、偶数年のクリス

マスは母親、奇数年のクリスマスは父親、サンクスギビングはその逆、夏休み

はまたその逆、面接交渉の場に子どもを送り届けるのはどちらの親の仕事で、

その費用はどちらが持つのか、といったことまで詳しく決めるのは、全然珍し

い話ではなく、むしろ通常のことである。親権や面接交渉についての取り決め

も、日本と同様に調停のような手続に付せられるが、その際、合意できないと

双方が専門家の意見を求めるというのもまた珍しくない。財産分与については、

CommunityPropertyというカリフォルニア州等のいくつかの州が採用して

いる制度を理解しておかなければならない。大雑把に言うと、夫婦は１つのパー

トナーシップ（組合）を運営しており、そこに帰属する収益（一方のみが働い

ている場合にその一方が得る給料等を含む｡）は当然共有されるべきもの、と

言う考え方である。お互いが有している財産の開示に関する制度の整備も徹底

しており、財産の開示に関する権利を放棄したことをきちんと書面に書いてお

かないと、裁判上の和解でもひっくり返されてしまったケースがあった。離婚

事件に限ったことではないが、当事者の良心に期待する部分を極力少なくし、

制度のあちこちに不正を働いた当事者への制裁が用意するという発想が徹底さ

れているように思われた。

ちなみに、初めて１人で法廷で弁論をして決定を勝ち取ったのは家族法の案

件であった。日本人の夫婦が、離婚後、米国に留学している分かれた妻と同居

している子との面接交渉を求めて、日本での調停調書の執行を求めて訴えてき

た事案であった。結局、子の常居所が日本であって日本の裁判所が管轄を持つ

べき事項であるとして訴えは退けられたが、妻の方を代理した私は、たった１

人で法廷で弁論しなければならない緊張のせいか、その前日は一睡もできなかっ

た。法廷では、事務所の他のスタッフの協力を得て準備したメモをもとに弁論

し、とにかく聞き取ってもらうようにゆっくりと話すように務め、裁判官も辛
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抱強く頷きながら聞いてくれたので、何とかやりきることができた。この事件

に限ったことではないが、英語がネイティブのように堪能ではなくても頑張っ

ている様子を応援してくれるように感じたことがあった反面、英語が完全に出

来ない部分があることを悟られると露骨にバカにされ、それを利用されている

ように感じたこともあった。

（３）交通事故損害賠償事件

その他に、交通事故損害賠償事件の原告代理人としての仕事も多かった。日

本でも同じかもしれないが、比較的定型化されていて法律事務職の人でもこな

せる部分が多いことや、完全な成功報酬制が一般化していて、大きな事件で原

告側に有利な判決や和解が得られれば報酬も莫大となるため、原告側として仕

事をしていることを宣伝している弁護士も多い。米国では日本よりもかなり以

前に弁護士の広告が解禁されているが、報酬の多い案件（必然的に、重大な事

故の被害者の案件ということになってしまう｡）を得ようとして、趣味の悪い

広告5が多くなされているのもこの分野であるといえよう。この完全な成功報

酬制というのは、依頼者に負わせる負担を少なくさせるというメリットがある

反面、受任する側としては、どうしても小さな事故の案件よりも大きな事故の

案件を有難く思ってしまうところがあり、倫理的にはあまり良い制度ではない

のかもしれないということを実感させられた。

このような完全な成功報酬制が機能しているのは、被告側が保険に入ってお

り、保険会社が賠償金を支払うシステムが確立されているからであるが、私の

見たところ、米国の保険会社の冷酷さ？Iま、日本の保険会社の比ではなかった。

原告側代理人向けの研修を受けた際に聴いた話であるが、「100万ドル以上の賠
０

‘米国の電話会社が発行しているイエローページを見た人ならご存知かもしれないが、
原告側弁護士の広告中に、ＩＣＵで治療を受けている交通事故被害者の写真をアップで
掲げているものも多い。
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償金の支払を命じられる案件を防御するよりも、細かい事件で１ドルずつでも

節約し、それを100万件積み重ねれば結局は同じことなのだから、少しでも節

約しろ｡」という指示すら出ているそうである。実際、原告側が本当は陪審裁

判での正式審理を望んでいないと知ると、なかなかまともな和解案を出してこ

ないし、中立である調停者の出した調停案すら平気で受諾を拒否してくる。も

ちろん、時効で支払義務を免れることに対する罪悪感など全くない。日本で仕

事をしていたときは、たとえ保険会社側に立って仕事をしていたときでも「も

う少し被害者のことを考えたほうがよいのではないか？」と思ったこともあっ

たのだが、米国の保険会社の態度をみて、日本の保険会社の方がその点ではよっ

ぽどましではないかと思うようになった６

交通事故等の損害賠償事件の原告側代理人として多く経験するのが、裁判上

の証拠開示手続の1つである証言録取手続（Depo8ition）である。そこでは通

常、被告代理人が、原告本人を被告代理人の事務所に呼び、訴訟に関連する事

項について、多くの質問が行われる。訴訟に関連する事項であれば質問が許さ

れるので、内容は対象者の生育歴にも及ぶ。また、法廷では原則として証拠と

することのできない伝聞供述となるべき事項についての質問も許される。供述

内容については、Depositionの場に立ち会うReporter（裁判所の認証を受け

た記録員のような人たちである｡）により詳細な調書が作成され、両当事者が

これを購入することになる。原告本人のDepositionの場合、被告代理人側が

質問を準備するので、原告代理人として行うべきことは余りないが、

Depositionに呼ばれて緊張している原告本人にその内容を説明し、その場に立

会い、何を聞いているのか分からない質問については時に釈明を求めるといっ

た役割を担当することになる。Depositionが終われば示談の話し合いが本格化

する場合も多いが、原告代理人を手がける事務所が多くなり保険会社側も強硬

化している状況にあることから、示談の成立が正式な審理の直前まで伸びるこ

とも多くなっているのではないかと感じられた。
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（４）遺産管理

遺産（Estate）の管理に関する案件も、弁護士が扱う案件としては日本より

もはるかにポピュラーである。基本的に、遺産の管理・分配については、少額

のものを除いて裁判所の監督下でProbate（検認と訳されることもあるが、単

なる遺言検認ではなく、遺産の管理に関する裁判所の手続全般を指すと考えた

方がよい｡）の手続を経なければならない。この手続自体、遺産を１つの法人

(Ａという人の遺産案件であれば、“EstateofAl，ということになる｡）とみて、

裁判所から任命されるその法人の管理者が遺産の管理・分配を進めると考えて

もらった方がわかりやすいであろうか。Probateの手続は以前よりも随分簡素

化されたとはいえ、やはり裁判所の監督下で行われる手続であるので、

Probateを経る必要のないスキームが多数利用されることになる。単純なもの

から複雑なものまで色々あるが、そのうち最も特徴的なものが、遺言信託

(LivingTrust）である。この遺言信託は、一定以上の遺産のある人にとって

は相続税の節税のスキームとしても利用されることがあるが、Probateを回避

するスキームとしては極めて広く利用されており、この点は日本とはかなり異

なる（日本では、公正証書遺言がこの機能を果たしているといって良いかもし

れない｡)。遺言信託のほか、本人が植物状態等に陥った場合等に医療や財産に

関する決定権を特定の者に委任しておく手続も日本よりはかなり利用しやすく

なっており、これらの点は、今後の日本の高齢者・障害者に関する法制にも影

響を与えていくのではないか、と思われる。

（５）小規模ビジネスのスタートアップ案件

日本人が米国内で事業をしたいということで、小規模のビジネスのスタート

アップを支援するという案件も比較的多かった。2006年５月１日より施行され

た会社法により、日本でも、持分会社の’形態として合同会社という形態が認

められることになったが6、米国ではかなり以前から有限責任の法人としては
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LLCとCorporationの２つが認められていたので、スタートアップにあたり

ＩＬＣとCorporationのどちらを選択するか、といった点についても、弁護士

がアドバイスすることになる。もちろん、こういった依頼者の中には就労ビザ

の取得等を考えている人も多いので、その場合には移民法に関する助言（どの

ような事業計画を作れば就労ビザが得られるのかといったことがその一つであ

る｡）も必要となってくる。刑事事件のところでも述べたが、日本人を含めた

外国人の案件については、いたるところで移民法の問題がからんでくるのであ

る。

（６）その他の印象的なこと

以上、米国で経験した事件の種類ごとに感じたことを述べてみたが、多くの

案件に共通するものとして、民事にせよ刑事にせよ、最終的には陪審裁判での

決着が用意されていることは、陪審裁判を実際に行うかどうかに拘らず、弁護

士たちが常に意識しているところであることが強く感じられた。陪審により決

着するということは、最終的には、法律的に素人である集団により事件の行方

が決せられるということになる。そこでの結果は、法律のプロによる裁判官の

判断による決着に比べて、予測しえないことが起こるリスクが強まると同時に、

その印象に重きを置いた準備が必要となることを意味する。例えば、刑事事件

のＤＶ案件で、被害者の女性が被疑者となっている夫の暴行について夫に決定

的に不利な供述をしており、公判では、それが真実に反することを供述しなけ

ればならない場合、供述の変遷の理由につき、他に合理的な理由を見出し難い

とすれば、被疑者となっている夫が浮気をしていて、そのことに対する憤りか

ら捜査官の前では夫に不利な供述をしてしまったということを陪審の前で説明

‘日本の合同会社は米国のＬＬＣをモデルにしたものとされているが、米国のＬＬＣは組

合としての課税（パス・スルー課税）を選択することが認められている点で、日本の
合同会社とはかなり異なるといってよい面も存する。
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することは別に構わないのではないか（というより、そういわないと供述の変

遷理由が説明できないのではないか）と考えていたところ、陪審裁判の経験の

豊富な別の弁護士からは、「そのようなことをすれば陪審の印象が悪くなるの

で止めたほうがいい｡」と言われたこともあった。こういった側面は、裁判員

制度が導入される日本の刑事事件でも現れてくるかもしれない。極端な言い方

かもしれないが、陪審裁判の技術とは、証拠法等により禁止されている規制を

かいぐぐって、「自分の依頼者は良い人だが、相手方は悪い奴」という印象を

いかに陪審に抱かせるか、を競い合っている１つの芸術なのではないか、とも

感じられた。

その他、最近は日本でもそういった傾向が出てきているのかもしれないが、

顧客穫得のための競争の激しさ、その露骨さも、日本では経験できなかったこ

との１つである。事件を受任中に、他の法律事務所の弁護士が、「もっと同じ

ような事件を多く経験したことのある弁護士に依頼した方がよい」という形で

依頼者に助言をして事件を奪われたことも少なくなかった。日本でも法曹人口

が増えて競争が激しくなると、このような状況になるのだろうか、などと考え

させられたところである。

４．以上、アメリカン・ロイヤーとして体験した内容をつれづれなるままに

述べてみたが、私の表現力が足りないせいか、こうして書面にしてみても、と

ても言い尽くせるものではないことをあらためて強く感じるとともに、若気の

至りもあったのかもしれないが、言葉の問題も含めて色々なハンディがある中

でよくこんなことにチャレンジしたものだ、と半ばあきれる気持ちも沸いてく

る。もっとも、私にとっては、アメリカン・ロイヤーとして勤務した経験は、

大切な思い出ということを超えて、弁護士としての生き方や心構えを考え直す

良い機会ともなった貴重な経験であった。一個人の断片的な経験に過ぎないの

(198）
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で、不正確な内容も含まれているかもしれないし、又、現在では変わっている

部分もあるかもしれないが、何らかの形で、琉球大学の皆さんの参考になれば

望外の幸せである。

(199）


