
1 はじめに

　2000年10月の発足以来徐々に普及していた
権利保護保険（弁護士保険）だが、2006年ご
ろを境として普及が加速し始め、2013年度に
は協定保険会社による保険の販売件数が2000
万件を突破した。2014年度・2015年度には相
次いで交通事故以外の紛争に適用される新商
品の販売が開始され、これを受けて全国の単
位弁護士会における態勢整備が急務となった。
当会では2017年度に新たに「リーガル・アク

セス・センター（LAC）運営委員会」を設置
して、それまで法律相談センター運営委員会
の所管であったLAC事業を独立の委員会の所
管とした。筆者はこの委員会の立ち上げにか
かわってきたので、そこでの経験等に基づき、
同制度に関する期待や課題等について紹介さ
せていただきたい。なお、本稿において意見
にわたる部分は全て筆者個人の私見であるこ
とを先に述べておく。

2 LACの概要と最近の動き

権利保護保険（弁護士保険）とLAC1

　権利保護保険とは、保険会社や共済協同組
合が販売する保険・共済の契約者が被害事故
その他の紛争に遭遇した際に、弁護士に法律
相談をしたり交渉や訴訟等を委任したりする
場合に発生する弁護士費用を、保険金・共済
金によってカバーするという保険・共済の総
称である（以下では共済も含めて保険と呼
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ぶ。）。日弁連は「権利保護保険」という名称
で商標を取得しているが（第4515653号）、こ
の名称は市民にとってやや分かりづらいとい
うこともあってか、最近では「弁護士費用保
険」や「弁護士保険」などと呼ばれることの
方が多いかもしれない（以下では「弁護士保
険」で統一することとする。）。
　リーガル・アクセス・センター（通称「LAC」）
は、日弁連と保険会社＊1の協定に基づき、弁
護士保険の被保険者に対して弁護士会が弁護
士の紹介を行う制度である。弁護士保険は損
害保険商品の一種であり、その開発・販売に
あたっては必ずしも弁護士会の関与が必要と
なるものではない（現に、日弁連と協定を締
結しないで弁護士保険を販売している保険会
社もある。）。しかし、市民の司法へのアクセ
ス障害を取り除くというこの保険の目的をよ
り実効的に果たしていくためには、単に弁護
士費用を保険で賄うというだけでは足りず、

身近に相談できる弁護士のいない被保険者に
対して適切な弁護士を紹介する仕組みが必要
となる。そのため、日弁連は1970年代にこの
保険の研究が始まった当初から、弁護士保険
は弁護士紹介制度とセットで運営されるべき
であると主張し、こうして2000年10月の保険
販売開始と同時に発足したのがLACである。

「紹介案件」と「選任済み案件」2

　いわゆるLAC案件には、「紹介案件」と「選
任済み案件」の2種類が存在する。
　前述したとおり、弁護士保険は弁護士費用
を保険金で賄う損害保険商品の一種であり、
被保険者がこの保険を利用するにあたっては
必ずしもLACによる弁護士の紹介が必要とな
るわけではない。LACに紹介を頼むまでもな
く弁護士に伝手がある被保険者は、自分で弁
護士を選任した上で、その弁護士に支払う弁

＊1　�制度上、保険会社、共済協同組合および少額短期保険業者を総称して「協定保険会社等」と定義されている。

弁護士紹介から保険金支払までの流れ図表1
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護士費用について保険金を保険会社に請求す
ることができる。このように、LACに弁護士
紹介を頼むことなく被保険者が自分で弁護士
を選任した案件のことを「選任済み案件」と
呼んでいる。これに対して、LACが弁護士を
紹介する案件は「紹介案件」と呼ばれている。
選任済み案件については紹介案件とは異なる
考慮が必要となるが、この点については4の
7で後述する。
　紹介案件における弁護士の紹介から保険金
支払までの流れは 図表1 のとおりである。
　保険事故に遭った被保険者が保険会社に弁
護士の紹介希望を伝えると（①）、保険会社
は日弁連LACに対して弁護士の紹介を依頼
し（②）、日弁連LACから各地の単位会LACに
紹介依頼が送られる（③）。各単位会LACは、
LAC名簿に登録されている弁護士に配てん連
絡する（④）とともに、保険会社等に弁護士
選任の報告を行う（⑤）。この間の保険会社、
日弁連LAC、各単位会LACの間の連絡（②・
③・⑤）は日弁連LACのオンラインシステム
上で行われる。事件を配てんされた弁護士は
速やかに被保険者に連絡を取り（⑥）、初回法
律相談を行う。担当弁護士は必要であれば交
渉や訴訟手続等を受任し、事件に着手する。
弁護士は進捗に応じて保険会社・被保険者・
各単位会LACに所定の報告を行い、弁護士の
遂行した業務に対して保険会社から弁護士報
酬が支払われる（なお、被保険者が弁護士費
用を支払った上で被保険者から保険会社に対
して保険金を請求するという形態もある。）。

報酬基準について3

　LAC案件で保険会社から弁護士に支払われ
る弁護士報酬は、損害保険の保険金という性
質を有する。その保険金の支払いが円滑に行
われるようにするために、「弁護士保険にお
ける弁護士費用の保険金支払基準」（いわゆ
るLAC基準）が策定されている。ただ、この

LAC基準は、理論的には弁護士報酬そのもの
を算定するための基準というわけではなく、
あくまでも保険金支払いに関して問題がない
範囲の基準を示したものにすぎない。したが
って、個々の弁護士が自己の報酬基準にした
がってこの基準を超える金額の報酬契約を被
保険者と締結することは差し支えないが、基
準を超える部分は被保険者の自己負担となる
可能性が高いため、その点を被保険者に対し
て事前に十分説明するとともに、契約書等に
おいて確認・明記をすることが必要とされて
いる＊2。
　LAC基準は、基本的に日弁連の旧報酬基準
規程（旧「第二東京弁護士会報酬会規」も同内
容）を踏襲した内容となっているが、例えばタ
イムチャージの単価が1時間あたり2万円（消
費税別）に固定されている（旧報酬基準規程で
はタイムチャージは「1時間ごとに1万円以上」
と定められていた。）など、旧報酬基準規程と
は異なる定めがされている部分もある。詳細
は『LACマニュアル』（執筆時現在2017年4月
発行の改訂第四版が最新版）を参照されたい。

販売件数とLAC取扱件数の推移4

　弁護士保険の販売件数とLACの取扱件数の
推移は 図表2 のとおりである。2001年度に
11,488件だった販売件数は、2016年度には日弁
連協定保険会社だけでも2600万件を超え、
LACの取扱件数は34,000件を超えている（選任
済み案件を含む。）。2016年度の全保険会社の弁
護士費用としての保険金支払総額は推定で330
億円に達していると言われており、民事扶助

（年間約160億円）や国選弁護・被疑者弁護（同約
130億円）を上回る事業規模となっている＊3。

新しい保険商品の登場5

　ここ10年ほどの間に急速に普及してきた弁
護士保険であるが、そのほとんどが自動車保

＊2　�「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」序文（『LACマニュアル』改訂第四版12頁）。当会の規則においてもその旨が定められている（第二東京弁護士会リーガル・
アクセス・センター規則第15条）。

＊3　�『自由と正義』2018年2月号43頁
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険の特約（弁護士費用特約）として販売さ
れてきたというのが実態である。そのため、
LACで弁護士に配てんされる事件のほとんど
は交通事故の事案であり、少額物損事件が相
当数を占めていた。「LAC＝交通事故、LAC＝
少額物損」というイメージをお持ちの方も少
なくないのではないだろうか。
　そうした中、2014年度と2015年度に、相次
いで新しい保険商品がリリースされた。プリ
ベント少額短期保険株式会社の弁護士保険

「Mikata」と、損害保険ジャパン日本興亜株式
会社の「弁護のちから」である。前者は自動
車保険等の特約ではなく弁護士費用の補償そ
のものを目的とした単独保険であり、一部の
例外分野を除いて民事事件全般を対象として
いる。後者は、企業等を契約者とする団体契
約で、団体の構成員を被保険者とする傷害保
険及び医療保険の特約として販売され、個人
の日常生活に関する6分野（①被害事故に関す
る紛争、②人格権侵害に関する紛争、③遺産
分割調停に関する紛争、④離婚調停に関する
紛争、⑤借地または借家に関する紛争、⑥労働
に関する紛争（オプション））に補償対象を拡
大している。

　その後も各保険会社において新商品の開発
が続いており、例えば医療機関向けの医療業務
妨害行為対応費用保険が開発されて一部の地
域で販売が開始されているほか、対象業種を
医療機関以外に拡大した業務妨害等対応費用
保険などの販売も始まっている。今後も様々
な保険商品の開発が予想されるところである。

3 弁護士保険の普及の影響

交通事故損害賠償訴訟の増加1

　この保険の普及と軌を一にするように、地
裁と簡裁の交通事故損害賠償訴訟の件数が増
加している（ 図表3 ）。簡裁交通損害賠償訴
訟の弁護士関与率もここ10年で大きく伸びた

（ 図表4 ）。こうした統計は、これまで提訴さ
れなかったような少額物損事故が、弁護士関
与のもとで裁判所に持ち込まれるようになっ
たということを示しており、司法アクセスと
いう意味では、まさにこの保険が司法アクセ
スの拡大に大きく寄与しているということが
言えるだろう。

弁護士費用保険販売件数とLAC取扱件数の推移図表2

弁護士保険
販売件数（件）

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
（年度）

LAC
取扱件数（件）

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

弁護士保険販売件数

LAC取扱件数

2001年度
弁護士保険販売件数
11,488件

LAC取扱件数
3件

（『弁護士白書』2017年版より）

197

【注】 1.弁護士保険販売件数は日弁連協定会社のみ（一部概算）。
 2.LAC取扱件数には、全ての紹介件数と「選任済み（依頼者が自身で弁護士を選任した案件）」の件数が含まれている。
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　他方で、やや気になるデータとして、簡裁交
通損害賠償事件の平均審理期間が長くなって
きているという統計がある。平成17年（2005
年）には4.1か月だったものが、平成27年（2015
年）には5.6か月となっており、審理期間が長期
化している傾向がうかがえる（ 図表5 ）＊4。
もともと物損事故では実況見分調書が作られ
ないため事故態様の認定が困難になりがちと
いう事情などもあるため一概には言えないが、
弁護士関与率が向上しているにもかかわらず
審理が長期化してきているという現象の原因
は考える必要があるだろう。弁護士が関与す
ることによって平均審理期間が延びていると
いうことは、双方の当事者の主張を弁護士が
汲み上げることで丁寧な審理が行われるよう
になってきたということが考えられるが、一
方で、弁護士の訴訟遂行のあり方にこの保険

（特にタイムチャージ制の報酬）の存在が影響
しているという可能性も考えられる。弁護士
にとっては期日を重ねるほどタイムチャージ
が増えるという利益があり、他方、弁護士に
事件を委任している被保険者の側にも、基本
的に30時間（60万円）までなら弁護士にどれ
だけ仕事をさせても自己負担が発生しないた
め「もうこのあたりで十分です」と言って矛
を収めるインセンティブが働きにくい（いわ
ゆるモラルハザード）。

いくつかの新聞報道2

　前述のような簡裁訴訟事件の増加は新聞報
道でも取り上げられ、例えば2016年8月29日の
東京新聞の夕刊では「自動車保険で弁護費 普
及／小さな事故の訴訟急増」という見出しで、

＊4　�こうした状況を受けて裁判所は、平成27年度の司法研究のテーマに『簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究』を取り上げ、その研究成果を記した
書籍を刊行した。この司法研究に携わった裁判官を招いた東京三会研修協議会主催の研修が、2017年と2018年の3月にクレオで開催されている。

交通事故損害賠償請求事件の新受件数の推移（地方裁判所・簡易裁判所）図表3
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 交通事故発生件数は警視庁HP『平成29年警察白書』「交通事故発生状況の推移」による。
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11,302

665,157

15,428

12,224

629,033

17,961

13,494

573,842

19,473
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536,899
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15,690

499,201

〔地裁〕交通事故
損害賠償新受件数
交通事故発生件数
（人身事故のみ）
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裁判官の述べた懸念を紹介している（産経新
聞にも同日夕刊に同じ記事があった。）。また、
2013年6月には日本経済新聞に「弁護士保険、
相次ぐトラブル　損保に高額報酬請求」とい
う見出しの記事が掲載されている。

　このように、この保険の普及が司法アクセ
スの拡大に寄与しているというプラスの面だ
けでなく、少額訴訟の長期化や報酬請求のあ
り方が問題視されるという、いわば「副作用」
の懸念も同時に発生している。

交通事故損害賠償請求事件の弁護士選任率の推移（簡易裁判所）図表4

（件）

2003 2008 2013 2016
（年）

（％）
22,000

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

（『弁護士白書』2017年版より）

【注】 1.最高裁から提供を受けた資料をもとに、日弁連が作成したもの。
 2.少額訴訟から通常移行したものを含む。
 3.「弁護士等を付けた割合」とは、双方または一方に弁護士が、「司法書士等を付けた割合」とは、双方または一方に司法書士が付いた割合である。
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簡裁民事訴訟事件（通常）の平均審理期間の推移図表5
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（『簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究』p.4より）
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4 LACの諸課題と弁護士会の取組

総論～制度の信頼を確保するために～1

　懸念も一部で指摘されているところではあ
るが、我が国の弁護士保険が特に交通事故の
分野において司法アクセス拡大に大きく寄与
してきたことは間違いない。今後もこの保険
のプラスの面を交通事故領域だけでなくほか
の領域にも広げて普及させていくためには、
こうした懸念を払拭し、制度に対する信頼を
高めていく不断の努力が不可欠である。
　LACという弁護士紹介システムが広く市民
に受け入れられるためには、何よりも利用者の
満足度が重要となる。ここでいう「利用者」に
は直接の依頼者となる被保険者だけでなく、弁
護士費用の出捐者となる保険会社も含まれる。
被保険者が弁護士の事件処理に不満を抱けば、
その不満は契約保険会社に寄せられる。また、
被保険者本人は不満を感じていなくとも、報酬
請求のあり方に適正さを欠くような場合は保
険会社が不満を抱くことになる。いずれの場合
も「LACに紹介された弁護士に問題があった」
という評価が下されることとなり、このような
ケースが頻発すれば、保険会社がLACへの紹
介依頼を躊躇することになりかねない。
　さて、適用対象を広げた新商品のリリース
を受けて2016年に日弁連が全国の単位会に態
勢強化を呼びかけた際の要請文書には、「日弁
連LAC ／信頼向上対応策～より信頼される制
度にするための改善策～」として以下の5点の
要請事項が記されていた。

　制度の信頼向上のために必要な取組は、ほ
ぼこれらの点に集約されていると言ってよい。
すなわち、LACを通じて紹介される弁護士を

「質」「量」ともに充実させるために、LAC名
簿の登録要件を整備し、研修を充実させ、ク
レームには迅速に対応する。各単位会にその
ための態勢を構築し、協定保険会社とも定期
的に意見交換をしながら相互の信頼関係の深
化に努める。各単位会のLACに求められてい
るのは要するにこういうことであり、その核
となる要素は今後も変わることはないだろう。

名簿の整備2

　LACで紹介される弁護士の質を確保するた
めに最も重要となるのは、紹介候補者名簿の
コントロールである。日弁連LACは上記要請
に際して全国の単位弁護士会にモデル規則を
提供し、各単位会に名簿登録要件の規則化を
求めた。このモデル規則は「ミニマムスタン
ダード」であり、これよりも緩和された要件は
基本的に認めないというスタンスがとられた。
　名簿の登録要件は、利用者の信頼を確保す
るためという目的から、ネガティブ要件とポ
ジティブ要件の2つの要素で考える必要があ
る。前者のネガティブ要件とは、懲戒処分や
苦情多発会員等の問題会員を名簿から排除す
るための要件であり、後者はより質の高い紹
介を可能とするために求める要件である。
　当会では、会内に存在する各種名簿の登録
要件の通則として、2015年度に「各種法律相
談、弁護士紹介等担当者名簿に関する規則」

（通称「名簿規則」）が制定されており、この
中で、名簿登録拒否事由として前述のネガテ
ィブ要件が規定されている。例えば次のよう
な事項に該当する会員については、基本的に
名簿への登録が拒否される（名簿規則第6条。
同条に基づく登録拒否を「6条拒否」と呼んで
いる。）。

第1　�信頼性向上のための名簿推薦システムの構築
【要請事項1】

第2　�信頼性向上のためのシステムインフラの確立
　1　�各弁護士会毎のバックアップ組織の構築�

【要請事項2】
　2　�協定保険会社の拠点との定期的ミーティング

【要請事項3】
第3　�研修ツールの充実と活用【要請事項4】
第4　�クレーム情報の集約と情報共有【要請事項5】
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　以上のようなネガティブ要件に加え、LAC
名簿については、指定研修の受講と弁護士賠
償責任保険への加入が名簿登録要件とされて
いる（第二東京弁護士会リーガル・アクセス・
センター規則（以下「LAC規則」）第6条）。ま
た、弁護士登録後3年以上かつ満70歳未満と
いう経験年数・年齢の要件も加重されている

（同第4条）。

専門性の担保～研修の充実～3

　LACでは紹介弁護士の質の確保のために指
定研修の受講が名簿登録の要件とされている。
指定研修は日弁連LACがeラーニングで提供し
ている。今のところ名簿登録要件と紐づいた
指定研修は、弁護士保険とLACの仕組みを解
説した研修のみであり、個々の法分野に関す
る研鑽は弁護士各自に委ねられている。
　LACの適用対象の分野が交通事故以外の分
野に広く拡大されていく将来において、利用
者のニーズにマッチした弁護士紹介を的確に
行うためには、名簿も個々の法分野ごとに編
成することが望ましい。しかし、専門認定制

度が存在しない中で、弁護士会が個々の弁護
士の能力担保をどのように行うかは極めて難
しい問題である。将来的には、対象分野を整
理し、各分野に応じた指定研修のプログラム
を用意して名簿登録要件とリンクさせていく
ことが必要になってくるとは思うが、その研
修プログラムの開発は単位会レベルではなか
なか困難であると思われる。ここは将来に向
けての大きな課題である。

クレーム対応4

　ごく少数ではあるが、残念ながらLACで紹
介した弁護士についてクレームが寄せられる
ことがある。その弁護士を紹介したLACの責
任として、クレームが生じた場合には迅速に対
応してクレームの再発を防止しなければなら
ない。制度への信頼を確保するためには、クレ
ーム対応それ自体の質も問われることになる。
　LACに限らず、所属弁護士に関する苦情に
ついては、当会の場合「市民相談窓口」で苦
情を受け付けている＊5が、LACで紹介された
弁護士についての苦情はほとんど全て保険会
社から寄せられるという特徴がある。これは、
LAC案件の被保険者が弁護士の職務遂行に不
満を抱いた場合には、被保険者はまず弁護士
会ではなく契約保険会社に苦情を伝えるため
である。苦情を受けた保険会社は、協定締結
相手である日弁連LACに苦情を伝達し、日弁
連LACから各単位会にその苦情の内容が伝え
られる。
　LAC案件に関するクレームにはいくつかの
パターンがある。被保険者からのクレームで
多いのは、「弁護士となかなか連絡がとれな
い」、「報告がない」、「動きが遅い」というも
のが代表的であり、保険会社からのクレーム
の代表的なものはやはり報酬の妥当性に関す
るものである。
　前者のようなクレームが寄せられた場合に
は、弁護士会から対象弁護士に直ちに連絡を

①�当会または日弁連の懲戒委員会で審査中
②�戒告処分から3年を経過していない
③�業務停止明けから5年を経過していない
④�過去20年間に戒告1回以上＋業務停止1回以上、
または過去20年に戒告3回以上
⑤�退会命令または除名の懲戒処分を受けたことがある
⑥�会費免除中（出産・育児を理由とするものを除く）
⑦�過去3年に会費滞納額が6か月分以上に達したこと
がある
⑧�非弁提携の疑いで是正指導を受けてから1年を経
過していない
⑨�会立件により綱紀委員会で調査中
⑩�法テラスの契約締結拒絶期間中
⑪�倫理研修の未履修による措置を受け、措置の期間中
⑫�市民窓口への苦情が一定期間中に一定回数を超
え事情聴取の対象となり、事情聴取の結果名簿へ
の登録拒否が相当と認められた会員

など。

＊5　�なお、当会の法律相談センターで出会った弁護士に対する苦情の場合は法律相談センター運営委員会が苦情相談を担当する。もっとも、対外的な窓口は市民相談窓口の電話1
本であり、そこで受け付けた苦情の対象が法律相談センターで出会った弁護士に対する苦情である場合はセンターに、それ以外の弁護士に対する苦情は市民相談窓口担当へ
と、内部で振り分けが行われている。

特集：弁護士保険とリーガル・アクセス・センター～その期待と課題、今後の展望～
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入れ、そのようなクレームが入っていること
を伝える。担当弁護士がクレーム状態の解消
に動くため、ほとんどのクレームはこれで解
決する。後者の報酬等に関するクレームにつ
いては様々なものがある。中には弁護士の請
求に特に問題があるようには思えないケース
について、弁護士報酬の実態に関する保険会
社側の理解が不足していると思われるケース
もないわけではなく、そのようなクレームに
ついては弁護士会と保険会社との意見交換会
などを通じて認識ギャップを埋める努力をし
ている。なお、後述する報酬の事前審査制

（あっせん手続）を開始したことにより、報酬
をめぐるクレームはかなり減ってきたように
思われる。

報酬の適正化5

　報酬をめぐるクレームを未然に防止するた
め、当会では2017年度から全件について、弁
護士から保険会社への報酬請求をする際に
事前の報酬審査を行っている。当会における
LACの紹介案件については、担当弁護士は保
険会社への報酬請求に先立ち、請求しようと
している報酬の額とその算定根拠について、
当会LAC運営委員会に対して所定の書式の申
請書面を提出して審査を求めることが義務付
けられている（LAC規則第14条、第18条）。
　前述したとおり、弁護士報酬としての保険
金の支払いを円滑化するために、協定保険会
社との協議を経て日弁連LACが策定したLAC
基準が存在する。しかし、個々の案件における
基準の適用にあたって、担当弁護士と保険会
社との間で認識にギャップが生ずることがな
いわけではない。こうした認識のギャップが
クレームに発展してしまうことを可能な限り
防止することを目的として、当該弁護士の報
酬算定がLAC基準の趣旨に照らして相当であ
るかどうか（不相当でないかどうか）を弁護士
会のLAC運営委員会があらかじめ審査すると
いうのが、この報酬審査制度の趣旨である＊6。

　この報酬審査は、当該弁護士の報酬計算が
LAC基準に沿っているかどうかを審査するも
のである。したがって、LAC基準を逸脱して
いないと認められれば、当会LACのあっせ
ん委員は「特段の指摘事項はない」という審
査結果を担当弁護士に通知することになる。
LAC基準との関係で問題がある場合は「不相
当」の意見を理由とともに通知する。不相当
とまでは言えないが留意すべき事項がある場
合については「特記事項」として伝達すると
いう運用にしている。あくまでも筆者の肌感
覚ではあるが、この事前審査の運用開始によ
って、保険会社からのクレームは減ってきて
いるように思われる。
　担当弁護士から弁護士会のLAC担当事務局
に問い合わせが寄せられることがときどきあ
るが、制度の健全な発展という意味では肯定
的に受け止めるべきだろう。担当弁護士が抱
く報酬算定等に関する疑問は日弁連LACに集
約され、統一見解として定着した論点はQ&A
として『LACマニュアル』に掲載されている。

被保険者・保険会社とのコミュニケーション6

　実は保険会社から寄せられる報酬の不満も、
実際の仕事の内容を理解してもらえれば氷解
するというケースが少なくない。多くの弁護
士を見てきている保険会社は、「あの弁護士は
こうだったのに、この弁護士はこうだ」とい
う比較の目線を持っており、弁護士の仕事に
対して「目が肥えている」存在である。LAC
の担当弁護士は、常にこのような比較にさら
されているということを忘れてはならない。
報酬（特にタイムチャージ）についても、日
ごろから当該保険会社の担当者（サービスセ
ンター）とのコミュニケーションが図られて
いれば、「あの弁護士はちゃんとやってくれて
いる」という信頼感が醸成され、「紛争の額に
対して報酬が高すぎる」などという報酬請求
の場面での抵抗感が生まれにくい。重要なの
は被保険者と保険会社の納得感であり、その

＊6　�LAC運営委員会が発足する前のLAC案件については書面による事後審査という制度であったが、LACの拡大に伴って事前審査制が導入された。
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前提となるのが日々の「報告」である。
　そのため、LACでは、タイムチャージ制で
は月1回の報告を義務付け、タイムチャージ制
以外の受任形態においても少なくとも半年ご
との報告を義務付けている。もちろんこれは
ミニマムスタンダードであり、タイムチャー
ジ制以外の形態で受任をしている弁護士も、
通常の弁護士業務と同様、裁判所の期日報告
書を毎回提出する等の当たり前の報告が履行
されることを前提としている。保険会社の理
解を得てスムーズに保険金を支払ってもらう
ためにも、日ごろからの被保険者・保険会社
とのコミュニケーションが重要となる。

選任済み案件の問題7

　制度の信頼確保のために担当弁護士に遵守
していただく種々の定めは、規則上、「名簿
登録者の義務」として設計されている。しか
し、いわゆる「選任済み案件」は「LAC名簿
による紹介」という仕組みの埒外にあり、名
簿登録者以外でも受任が可能なため、名簿登
録者でない場合には「名簿登録者の義務」を
およぼすことができない。弁護士会としては、
個々の弁護士が被保険者及び保険会社に満足
してもらえる仕事をしてくれれば何の問題も
ないし、前述したとおりLAC基準は弁護士報
酬そのものを拘束するものでもない。ただ、
選任済み案件の弁護士がLAC基準を超える報
酬を請求しようとする場合、請求する報酬の
一部が保険金で賄われなければその部分が被
保険者の自己負担となる可能性が高いことに
ついて、あらかじめ被保険者の十分な了解を
得ておく必要がある。この了解がなければ後
日トラブルに発展する可能性が高いことを、
全ての弁護士が認識しておく必要がある。
　我が国における弁護士保険の開発は、日弁
連と制度発足時の保険会社との協働において
実現したものであり、この保険で採用されて
いる報酬基準等のモデルも日弁連の関与なし
には生まれ得なかったものである。その意味
で、我が国で販売されている弁護士保険は全
て日弁連と協定保険会社の努力の上に開発さ

れたシステムであるというべきであり、日弁
連としては今後もこの保険の健全な普及と発
展に努めなければならない。日弁連としては、
紹介案件・選任済み案件を問わず受任の実情
を把握して受任弁護士の質の確保に努めてい
く必要があり、そのため、選任済み案件につ
いても、協定保険会社から日弁連への選任報
告をしてもらうよう依頼している。
　選任済み案件の受任弁護士には当会の規則
で定めるLAC名簿登録者の義務は直接的には
適用されないが、会員諸氏におかれては、こ
の保険の普及発展のため、選任済み案件につ
いても紹介案件と同様の意識で取り組んでい
ただくようお願いしたい。

5 「弁護士保険ＡＤＲ」の開始
　この保険の信頼向上策の一環として、2018
年1月1日から「弁護士保険ADR」がスタート
した。このADRは、保険金で支払われる弁護
士報酬の額や免責事由の有無等に関する紛争
を対象とする裁判外紛争解決機関であり、日
弁連に新設された「弁護士保険ADR運営委員
会」が所管している。保険金で支払われる弁
護士報酬の額などについて折り合いがつかな
いときに中立公平な第三者機関の関与によっ
て紛争解決を目指す手続である。協定保険会
社、保険契約者・被保険者、受任弁護士がこ
の手続を利用することができる。
　手続の概略は 図表6 のとおりである。裁定
委員を交えて話し合いを行う「和解あっせん
手続」が原則的な形態であるが、裁定委員の
提示する裁定書を当事者が受諾する「裁定手
続」もある。この2つの手続で解決に至らなか
った場合には、当事者の申立てにより「見解
表明手続」に移行することもできる。見解表
明手続で発行される見解書は、裁判等の別の
紛争解決手続に利用することができる。
　2018年4月の時点で既に数件の申立てがあ
る。そもそも弁護士報酬等をめぐる紛争が生
じた場面で利用される手続であるため、利用
件数があまり多くなるというのも考え物では
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あるが、保険会社と弁護士との協働関係を維
持するために、双方の認識の齟齬を解消して
円満な解決を図ることは必要不可欠であり、
この手続が果たす役割は決して小さくはない。
　この手続を通じた解決事例や見解書の蓄積
によって、この保険にまつわる弁護士費用算
定の考え方がさらに明確になっていくことが
期待される。

6 おわりに

　弁護士保険は、既存保険商品の特約という
枠を超え、弁護士費用の補償それ自体を目的
とした単独保険も開発され、さらには企業や

団体向けの新商品も開発されるなど、新たな
展開を迎えている。適用対象も交通事故以外
の領域にも広がりを見せており、今後、様々
な保険商品があらゆる分野の弁護士費用をカ
バーする時代がやってくるかもしれない。そ
のときに、弁護士会のLACが世間の期待に応
えることができるか、そもそも期待される存
在であり続けられるかは、今日この瞬間に対
象案件の処理にあたっている会員一人ひとり
の仕事の質にかかっている。今後も会員各位
のご理解とご協力を賜りたい。 

弁護士保険ADRの流れ図表6

和解あっせんの場合

和解あっせんや裁定手続で解決できなかった…。

（申立書の審査）

（受理可否の確認）

移行も可能移行も可能
（相手方応諾意思の確認）

・非公開
・当事者全員での口頭審理（通信システムを利用しての参加も可）
・原則3回以内で終了

見解表明手数料：申立人2万円（税別）
＊ただし、申立人が裁定手続手数料を支払っている場合は不要です。

裁定手続の場合

（相手方応諾意思・裁定同意の確認）

＊相手方でも同様に受諾するか否かの決定を行います。

裁
定
手
続

審
理・調
査

申立手数料：申立人1万円（税別）
＊裁定の申立ての場合には、別に裁定手数料として
  2万円（税別）が必要となります。

・非公開
・原則書面審理
・原則1か月以内

・非公開
・原則書面審理

各申立書の作成・提出

各申立手数料の支払

和解あっせん期日

裁定書を受諾するか否かの決定

見解表明申立書の作成・提出、見解表明手数料の支払い

解　　 　　決

見解書の受領
（日本弁護士連合会�弁護士保険ADR案内チラシ
「日弁連�弁護士保険ＡＤＲ」より）
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刑事贖罪寄付・篤志家寄付は第二東京弁護士会へ

〜刑事贖罪寄付等は二弁へ〜

　「東京三会は、日弁連と共同して、法律援助事業を実施しています。法律援助事業
は、市民の方への法的サービスを目的として、人権救済の観点から、犯罪被害者、難
民、子ども等、弁護士による法律援助を必要とされる方々のために行っております。」

　当会会員の紹介による刑事贖罪寄付や篤志家寄付もまた、日弁連と当会とが共同し
て受け入れております。弁護士会館9階の第二東京弁護士会事務局人権課（TEL：03-
3581-2257）にて手続をお願いします。日弁連と当会連名の、寄付を受けた証明書を
発行いたします。なお、振込による入金も可能ですので、お問い合わせください。

お問い合わせ先：事務局人権課（TEL：03-3581-2257）


