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はじめに

は じ め に

　本書は、戦後における弁護士の法的な責任が主として問題になった判例、裁

判例を紹介したものであり、判例時報の2185号から2237号までの連載を基に整

理、加筆したものである。

　筆者がそもそも弁護士の法的な責任（主として民事上の責任を対象としてい

る）をめぐる裁判例等を収集し、紹介しようと思い立ったのは、弁護士になっ

て間もなく、ある講演会で講演した際、先輩の弁護士と弁護過誤の状況が話題

になり、過去の裁判例等を網羅的に紹介した文献がないとの指摘を受けたこと

がきっかけである。当時、筆者は、判例時報において「現代型取引をめぐる裁

判例」の連載を行うことを企画していたところであり、以来、この連載の中で

取り上げることも念頭に裁判例等の収集、検討を行ってきた。

　また、筆者は、裁判官の時期から担当事件等を介して弁護士の言動、責任を

興味をもって観察したり、弁護士の登録をした後は、自ら弁護士の倫理、法的

な責任のリスクを身をもって認識したりしていたが、聖心女子大学の教授から

現職に転職し、実際に弁護士等を目指す学生に民事関係の教科を教え、弁護士

の活動、役割により関心をもつようになり、弁護士の実像をより広く見聞する

機会が増えるとともに、より深い分析をすることができるようになった。

　筆者の認識、分析の内容は、本書を読んでいただきたいが、一口で言えば、

①躊躇することなく問題を生じさせうる言動を行う弁護士もいるし、細心の注

意を払ってリスクを回避する言動を行う弁護士もいること、②弁護士が激増し

（法科大学院の修了生が弁護士に登録し始めてから、全国においても、各地域

の弁護士会においても活動する弁護士数は約２倍に増加しているところであ

り、様々な側面で弁護士の過渡期を迎えている）、経験の浅い弁護士の中には

十分な現場教育、リスク回避の実務教育を受ける機会が少ない弁護士が増加し

ていること、③弁護士の活動において主観的に不正・不当と正当の境界が動揺

し、曖昧になっていること、④依頼者等が弁護士に対してクレームを付ける事

例が増加していること、⑤クレームの中には、懲戒請求、損害賠償等を請求す
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る訴訟の提起もあり、深刻化する事例が増加していること、⑥弁護士の法的な

責任を肯定する裁判例が増加していること、⑦裁判例上、弁護士の法的な義務

が拡大し、法的な責任が拡大していることを指摘することができる。弁護士の

法的な責任を分析する場合、弁護士と同様に歴史のある高度の専門職である医

師の法的な責任との違いが参考になるが、従来の裁判例においては、この数十

年の間、医師の法的な責任が厳格化されてきたのに対し、弁護士の法的な責任

は比較的緩いか、一部に厳格に判断する裁判例がみられてきたと評価すること

ができ、近年は、従来と比べると、厳格化されつつあるということができる。

　本書は、弁護士の法的な責任をめぐる裁判例と法理を、「第１部　現代社会

と弁護士をめぐる概況」、「第２部　弁護士の責任をめぐる裁判例」と題して紹

介しているが、これは、本書が、本書を手に取る弁護士諸氏の視点のみから執

筆したものではなく、これとともに弁護士に事件を依頼し、相談する依頼者、

あるいは事件の関係者の視点も踏まえて作成したことによるものである。筆者

の弁護士としての業務において、弁護士の実像がわからない、どのような弁護

士に事件を依頼してよいかわからない、弁護士はどのような責任をとってくれ

るのかなどとの声を聞くことがあったが、実際上、筆者自身もわからないので

ある。本書は、このような視点から、過去の弁護士の法的な責任をめぐる裁判

例の事案の特徴と判断基準、判決の結論等と弁護士の業務の実情を分析し、紹

介することによって弁護士だけでなく、弁護士に関わる方々にも参考に供しよ

うとしたものである。もっとも、本書で紹介する弁護士の実情・実像は弁護士

全体の活動状況からみると、その一部にすぎないが、一部であっても読者諸氏

に参考になる内容・程度のものは紹介することができたとも考えている。

　現在も弁護士の法的な責任を追及するクレームが付けられ、訴訟が提起さ

れ、裁判例として公表されているものもある。事件の内容も従来みられなかっ

た類型のものも登場しているし、従来型の類型の事件を含め事件の内容が変化

することも不可避である。弁護士をめぐる法的な責任の状況については、訴訟

等における将来の動向が注目されるが、今後、弁護士の法的な責任、その判断

基準が緩和される事情はみられず、逆に厳格化の方向に進行し、医師等のよう
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な高度な専門職の法的な責任の程度に厳格化されるものと予想される。筆者の

認識では、弁護士は相当なリスクを伴う専門職であり、そのリスクが現実化す

る可能性が高まっているだけでなく、法的な責任が肯定される可能性も高まっ

ている。弁護士と依頼者、その関係者、事件の相手方、その代理人である弁護

士との関係も従来と比べて変化しており、特に依頼者との関係は大きく変化し

つつあるのが現代社会である。本書が現代社会において弁護士の法的な責任に

関心をもつ様々な立場にある読者諸氏にとって少しでも参考になり、また、弁

護士諸氏にとっては転ばぬ先の杖にでもなれば、本書執筆の意義もある。

　なお、本書の執筆にあたっては、民事法研究会の田口信義・松下寿美子両氏

に大変お世話になったものであり、この機会に感謝申し上げる。

　平成28年10月吉日

� 升田　純
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第 １章　昭和年代の裁判例

１　昭和40年代の裁判例

　本書は、弁護士の法的な責任等が問題になった裁判例をいくつかの基準、分

類によって紹介するものであるが、昭和年代（戦後のものに限る）については、

その数が少ないので、判決が言い渡された年月日を基準として順次紹介した

い。

判　決　 １
債権回収につき委任契約上の債務不履行を認めた事例
〔東京地判昭和40・ 4 ・１7判タ１78号１50頁〕

【事案の概要と判決要旨】
　事案の詳細は明らかではないが、弁護士が依頼者から受任した150万円の金銭債権
回収の事件に関して、債務者と15万円で和解を成立させた場合について、委任契約
上の債務不履行にあたるかが問題になった事案について、この判決は、債務不履行
を肯定し、請求を認容した。
〈判決文〉
　そこで債務不履行に基く損害賠償の主張について判断する。被告が本件債権金150万円の
うち僅か一割の15万円の弁済を受けただけで、残額135万円の債権を放棄する旨の本件和解
をしたことは前示のとおりであるが、凡そ受任者たるものは委任の本旨に従い善良なる管理
者の注意を以て委任事務を処理する義務を負つているものであつて、本件の如く、金銭債権
取立の委任を受けた（和解の権限を含む）者は、特段の事情がない限り全額の回収に努める
べきは勿論、それが困難であるとすれば、債務者の当時の弁済能力及び履行に対する態度債
権者側の意嚮等諸般の事情を斟酌して、具体的な金額を見極めその取立に努力すべきものと
いうべきである。これを本件についてみると、証人佐野のぶ、同野口務の各証言及び被告本
人尋問の結果によれば、当時昭和広告社及び野口両名はともに無資力であつたけれども、昭
和広告社はともかく、野口は読売興業株式会社野球部（プロ野球巨人軍）の嘱託であり、同
時に日本野球連盟の役員でもあつて、相当の地位、収入があつたし、また常時ではないとし
てもスポーツ雑誌に野球に関する記事を書いて、その原稿料を得るなどの収入があつたこ

１
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と、然しその年間収入は100万円以下であり、従つて近い将来150万円全額を回収することは
不可能であること、ただ、長年月を費やしてもその額は兎も角回収の見込みが全くないとは
即断できないこと、そこで佐野としては被告に対し本件和解に際し、総額（一時金及び割賦
金を含め）で100万円前後の回収を期待しており、金15万円のみの弁済を受けただけで残額
金135万円の債権全部を放棄するような内容の和解には到底同意しないことが推測され、被
告としてもそのことは予想できたこと等の事実が認められ、これに反する被告本人尋問の結
果は信用せず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。そこで考えると、以上のような
事実関係の下において受任者である被告が前示のような内容の和解契約を締結することは特
段の事情のない限り委任の本旨に反し、善良なる管理者の注意を以て委任事務を処理しなか
つたものというべきところ、右特段の事情を公認すべき証拠はない。

〈判決の意義と指針〉�
　この事案は、弁護士が依頼者から債権の回収を依頼され、債権額の １割の弁済を
内容とする和解を成立させたため、依頼者が弁護士に対して債務不履行に基づき損
害賠償を請求した事件である。
　この事案の特徴は、
　①　弁護士が債権回収を依頼されたこと
　②　弁護士が債務者と債権額の １割で和解を成立させたこと
　③　債権額の １割の弁済を受け、残債務を放棄したこと
　④�　依頼者が善管注意義務違反を問い、弁護士に対する債務不履行責任を追及し
たこと

があげられる。この事案は、弁護士の依頼者に対する弁護過誤の類型の事件である。
　この判決の特徴は、
　①　弁護士が受任事務の処理につき善管注意義務を負っているとしたこと
　②�　金銭債権取立の委任を受けた（和解の権限を含む）者は、特段の事情がない
限り、全額の回収に努めるべきは勿論、困難であれば、債務者の当時の弁済能
力および履行に対する態度、債権者側の意向等諸般の事情を斟酌して、具体的
な金額を見極め、取立に努力すべきであるとしたこと

　③�　この事案では、依頼者が150万円の債権額のうち100万円前後の回収を期待し
ており、15万円の回収では同意しないことが推測される等したものであり、弁
護士が前記和解をしたことが善管注意義務違反に当たるとしたこと

があげられる。
　この判決は、債権回収を受任した弁護士の善管注意義務違反を肯定した事例判断
として参考になるものであるが、現在の弁護士の事務処理の実務においては、和解
をする場合には、事前に依頼者に説明をし、和解の内容につき同意を得たうえ、和
解契約を締結する等することが通常であり、この事案のような事件の発生は相当程
度防止されている。もっとも、弁護士が事件を受任し、和解を行うにあたって、事
前の説明、同意を得たと理解していても、後日、依頼者が意向を変えたり、不満を
もったりすると、同意の有無、内容をめぐる紛争が発生することがあり、依頼者の
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意向の確認、同意も書面を得ることが重要になっている。

判　決　 ２
訴訟活動上の名誉毀損を認めた事例
〔千葉地館山支判昭和43・ １ ・２5判時5２9号65頁〕

【事案の概要と判決要旨】
　弁護士Ｘは、数件の訴訟において弁護士Ｙが相手方代理人となったが、口頭弁論、
証拠調べ、答弁書、準備書面において、ＹがＸについて人格が零であるとか、証拠
を偽造したとか、刑事訴追を受けたとか、刑事事件で告訴され、近く何らかの処置
が取られるとか、高度の法律知識を使い、法律の裏をかくあらゆる途を講ずる処置
をしている等の発言等したため、ＸらがＹらに対して不法行為に基づき損害賠償を
請求した（X、Y以外の者はそれぞれの依頼者であるが、省略）。
　この判決は、名誉毀損を認め、請求を認容した（慰謝料として 5万円、 ３万３３３３
円の合計 ８万３３３３円の損害を認めた）。
〈判決文〉
⑷　当事者主義、弁論主義を採る我が国の民事訴訟においては、当事者は互に自由に主張を
尽し、攻撃防禦の方法を尽させる必要がある。従って、かなり強い表現をし、場合によっ
ては相手方の名誉を侵害するような主張、陳述も已むを得ない場合もある。即ち、その訴
訟において争われる権利又は事実関係の成否を決するような重要な争点に関し、名誉を侵
害するような主張も、その内容が真実である限りは違法性を阻却するものと考えられる。
しかし、相手方本人又は代理人について、虚偽の事実や、その訴訟に関係のない事実を、
悪意をもって述べ、それらの名誉を侵害すれば、それは違法性を阻却せず、不法行為とな
るものと解するのが相当である。本件について、前記認定事実によれば、被告山本は、訴
訟毎にその訴訟に直接関係のない原告木村の以前の刑事々件を殊更繰返し述べ、今回の告
訴事件について検察庁も以前の刑事事件の関係もありまだ処置していない等と殊更以前の
刑事々件と関連させて述べているし、又千葉地方裁判所高野元一対小川健太事件におい
て、訴訟は本人がしているではなく、その代理人である原告木村が自分の利益のためや、
別件訴訟を有利に導くためにしているものであると述べ、更にその訴訟に直接関係のない
ことであるのに、原告木村等を不動産窃盗、器物毀棄等で告訴したが、近く処置される段
階に来ていると述べ、（この告訴は結局嫌疑不十分で不起訴となった）、又東京高等裁判所
青木きみ外 ７名対小川健太事件において、原告木村は、訴訟において、或いは訴訟前の段
階で、法律知識を悪用し素人を指揮し、法律の裏をかくあらゆる途を講じていると述べて
いる。これらは、被告山本の準備書面の全体からみても、その訴訟において争われる権利
又は事実関係の成否を決するような重要な争点には関係のない事実を述べたり、原告木村
を誹謗したりしたものであり、弁護士としての原告木村をいかにもあくどい弁護士として
印象づけようとしているものであり、原告木村の名誉を侵害しているものであると認めら
れる。従って、これらの被告山本の陳述の内容により原告木村が精神的苦痛を受けたであ
ろうことは推認できる。このようなその訴訟に関係ないことを述べたり、相手方代理人を
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誹謗することにより、名誉を侵害する場合は、仮令民事訴訟の法廷において述べたもので
あっても違法性を阻却しないし、又被告山本の行為が、公共の利益に関する事実にかゝ
り、専ら公益を図る目的に出た場合であって、且つその摘示された事実が真実であること
の証明もないのであるから違法性は阻却されないものと認められる。弁護士はその職務上
特に社会的信用を重んずるものであり、その職務上関連の深い裁判官に対して前記のよう
なことを述べることは違法性が強いと云わなければならない。そして、右のような名誉侵
害の陳述には少なくとも被告山本に過失のあったことが認められる。よって、被告山本の
原告木村の名誉侵害は不法行為となるものと認められる。

〈判決の意義と指針〉�
　この事案は、二人の弁護士が数件の訴訟においてそれぞれ双方の代理人となり、
訴訟活動を行ったところ、一方の弁護士が他方の弁護士に対して、口頭弁論、証拠
調べ、答弁書、準備書面による名誉毀損を主張し、損害賠償を請求した事件である。
この事案は、弁護士の訴訟活動における相手方の弁護士に対する名誉毀損の類型の
事件である。
　この事案の特徴は、
　①�　二人の弁護士が対立する数件の当事者のためにそれぞれ訴訟代理人となった
こと

　②�　一方の弁護士の訴訟活動が他方の弁護士につき人格が零であるとか、証拠を
偽造したとか、刑事訴追を受けたとか、刑事事件で告訴され、近く何らかの処
置が取られるとか、高度の法律知識を使い、法律の裏をかくあらゆる途を講ず
る処置をしている等の内容の批判をしたこと

　③�　批判の内容が訴訟の重要な争点に関係のない事柄であったこと
　④　弁護士の弁護士に対する名誉毀損が問題になったこと
　⑤　弁護士の不法行為責任が追及されたこと
があげられる。この事案は、弁護士の訴訟活動に伴う名誉毀損という弁護士の業務
に付随的な事件である。
　この判決の特徴は、
　①�　当事者主義、弁論主義をとる民事訴訟においては、当事者は互いに自由に主
張を尽くし、攻撃防御の方法を尽くさせる必要があるから、かなり強い表現を
し、場合によっては相手方の名誉を侵害するような主張、陳述もやむを得ない
場合もあるとしたこと

　②�　係属中の訴訟において争われる権利または事実関係の成否を決するような重
要な争点に関し、名誉を侵害するような主張も、その内容が真実である限りは
違法性を阻却するとしたこと

　③�　相手方本人または代理人について、虚偽の事実や、その訴訟に関係のない事
実を、悪意をもって述べ、それらの名誉を侵害する場合には、違法性は阻却さ
れず、不法行為となるとしたこと

　④�　この事案では、訴訟の重要な争点に関係なく、相手方の代理人である弁護士
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〔第２部〕第１章　昭和年代の裁判例

を誹謗するものである等とし、名誉毀損を認めたこと
に特徴がある。この判決は、訴訟代理人である弁護士の活動の範囲を比較的広く認
めたうえ、訴訟活動につき弁護士の相手方の弁護士に対する名誉毀損を肯定した事
例判断として参考になる。なお、この判決は、歴史的にみて早い時期における訴訟
活動による弁護士の名誉毀損を肯定した事例である。
　訴訟活動は、法廷内における闘いであるとの側面があり、相手方を挑発したり、
挑発に乗ったりする事例を見かけることがあるところ（法廷におけるルールとして
だけでなく、社会常識に照らしても常識に従った冷静な対応が常に必要であり、重
要であることはいうまでもない。法廷内における闘いであるといっても、単なるジャ
ングルの闘いに堕することがなくはなく、実際に、社会常識を欠き、弁護士として
の品位・品格のない訴訟活動を見かけることがある）、批判の内容、方法が訴訟の内
容、主張・立証の範囲を逸脱した場合には、名誉毀損、プライバシーの侵害、人格
権の侵害、人格的利益の侵害として不法行為が成立する可能性がある。訴訟実務を
見聞していると、訴訟の争点に関係のない事項を主張・立証したり（もっとも、背
景事情として主張等することがあり得るため、その範囲、限界が問題になることが
ある）、ことさらに社会常識に照らして行き過ぎた表現をとったり、根拠のない事項
を主張・立証したりする事例があるが、事案によっては前記の法的な根拠に基づく
不法行為が問題になるおそれがあり、十分に注意をする必要がある。
　この事案と同様な事件は、依頼者から依頼され、相手方の当事者、その代理人を
誹謗等する準備書面を作成したり、陳述書を作成したり、弁論、尋問において発言
をしたりすることによって生じることがあり、当事者である依頼者の不法行為とと
もに、弁護士の不法行為が問題になることもある。訴訟活動は、基本的には法廷に
おける闘いの側面があるものの、その準備活動は、法廷外で行われ、訴訟の当事者
は双方が長年にわたって紛争が継続し、相手方の当事者、弁護士にあれこれ批判さ
れ続けたりしていることから、常に反駁したいとの気持を強く抱いていることが少
なくないから、前記のような訴訟に付随し、派生的に名誉毀損等の不法行為をめぐ
る紛争が発生しやすい状況にあることに留意することが賢明である。

判　決　 3
控訴につき不法行為を認めた事例
〔東京地判昭和46・ 6 ・２9判時645号89頁〕

【事案の概要と判決要旨】
　弁護士が訴訟の被告となった依頼者から訴訟の追行を依頼され、敗訴判決を受け、
送達を受けたものの、依頼者が帰省中で不在であり、報告をしないままに控訴期間
が徒過した事案について、この判決は、委任契約上の義務違反による不法行為を認
め（慰謝料として20万円の損害賠償を認めた）、請求を認容した。
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1　昭和40年代の裁判例

〈判決文〉
２ 　ところで、訴訟当事者から訴訟委任を受けた弁護士は、委任者に不利益な第 １審判決が
なされその判決正本の送達を受けたときは、遅滞なくこれを委任者に通知して、控訴期間
内に控訴するか否かを判断し適切の処置をとる機会を与え、出張等により不在となるとき
は、不在中に判決正本の送達がなされても委任者に対する連絡ができるよう事務員等に対
し適切な指示を与え、また万一控訴期間内に連絡をとる方法がない場合には、控訴申立に
対する特別授権がある限りは、取り敢えず控訴を申立てその後において委任者に控訴を維
持するかどうかを謀る等、委任者をして控訴期間を徒過して控訴の機会を失わしめること
のないよう適切な処置をとることが、委任者たる弁護士の当然なすべき委任契約上の義務
であることは多言を要しない。
３　〈略〉
４　よって、次に原告が蒙った損害ならびに被告の賠償義務の範囲の点について判断する。
　㈠　まず、原告が前記判決に対し控訴した場合における勝訴の見込みの有無について考え
るに、成立に争のない甲第 １号証（判決正本）によると、前記判決は、本訴原告（反訴
被告）である和田急太郎及びその訴訟承継人である和田正夫（以下両名を通じて和田と
いう）が賃貸借契約の解除原因として原告の賃料延滞を主張し、これに対して原告が、
本件建物は地代家賃統制令第23条第 ２ 項但書にいう併用住宅であって賃料の統制があ
り、原告が従前支払った賃料のうち統制額を超える部分は和田が不当に利得したもので
あって、その返還請求権をもってする未払いの賃料との相殺により、賃料の遅滞はない
と主張したのに対し、本件建物は右の併用住宅にはあたらないとの認定の下に、原告の
抗弁を排斥して契約解除による賃貸借の終了を認め、原告による増築部分については合
意による和田の所有権取得を認定して、和田の原告に対する本訴請求を損害金の請求の
一部を除いて認容し、また原告の和田に対する反訴については、本件建物は地代家賃統
制令の適用がないとの理由により、原告が支払った権利金42万円に相当する損害金ない
し不当利得金の請求を棄却したものであるが、〈証拠略〉はたやすく信用し難く、他に
右判決の事実認定を覆すに足りる証拠はなく、また甲第一号証を仔細に検討しても、右
判決の法律判断は正当であって理由にかけるところはなく、要するに原告が右判決に対
し控訴した場合に勝訴の見込があったことを認めるに足りる資料はない。

　㈡　してみれば、原告はもともと賃貸借契約の解除後は本件建物を占有使用する権原な
く、和田正夫に対して右判決の命ずるとおり本件建物を明渡しかつ賃料及び賃料相当の
損害金を支払う義務があり、また同人に対し42万円の債権を有しないものと認められ、
右判決の確定によって右義務を負担し右権利を喪失したものとは解せられないから、こ
れによって原告に損害が発生したとは認められない。

　㈢　原告は、この点に関し、弁護士が控訴期間を徒過し敗訴判決を確定せしめた場合に賠
償すべき損害の範囲は、適法に控訴すれば当事者が得られる可能性のあった利益の全部
に及ぶ旨、勝訴の見込の有無を問わず損害が発生するとするような主張をするけれど
も、右の見解は採用できない。

　㈣　もっとも、もしも原告が前記判決に対し控訴しかつ仮執行につき停止の裁判を得たと
きには、少なくとも控訴審の判決がなされるまでは前記判決に基き本件建物の明渡を強
制されることはないこというまでもないところ、〈証拠略〉によると、原告は昭和41年
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