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はじめに

　以下では，アメリカ法曹協会（American�Bar�Association，ABA）の定め
る懲戒実施模範規則（Model�Rules�for�Lawyer�Disciplinary�Enforcement）の
試訳を行う。アメリカにおいては，詳細は州ごとに異なるものの，弁護士は各
州の最高裁判所の規律に服しており，多くの場合，懲戒も州最高裁判所または
その委託を受けた州弁護士会が実施している。ABA では，弁護士の規律につ
いて標準化を図るべく様々な模範規則（Model�Rules）を定めており，懲戒実
施模範規則もその一つである。本規則自体は模範に他ならず，そのまま拘束力
を有するわけではないが，多くの州においては ABA の模範規則に沿った形で
弁護士懲戒に関する規則を定めており，アメリカにおける懲戒制度の全体像を
知る上では本規則を参照することが有益である。
　日本と比較したアメリカの懲戒制度の最も重要な特徴としては，主に以下の
二つの点を挙げることができる（1）。第一に，懲戒手続は対審構造となっており，

（１）�　ABA の模範規則を紹介し，我が国の弁護士懲戒制度に対する批判的検討
をしている先行研究として，以下の文献がある。住吉博「現行弁護士懲戒シ
ステムの批判的検討――『ＡＢＡ規準』の例と比較して」判時 1178 号３頁
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非行があったとされる弁護士の懲戒を請求するのは，検察官の如く独立して訴
追を行う懲戒訴追弁護士（Disciplinary�Counsel）の任務である。懲戒訴追弁
護士は，州の弁護士を規律する機関にフルタイムで雇用されており，専ら弁護
士の綱紀粛正に関する仕事を任務としている。懲戒判断は，聴聞委員会（hearing�
committee），懲戒委員会（disciplinary�board），または裁判所が独立の裁定者
としての立場で行う。懲戒手続の多くの規定は州の民事訴訟規則や証拠規則が
準用されており，その手続構造は透明性が高い。
　第二に，その包括的な規律のあり方である。各州において弁護士を規律する
権限を有する機関では，依頼者や一般市民からの弁護士に対する苦情申し立て
や懲戒請求の受理，身心の不調により適格な法律サービスを提供し得なくなっ
た弁護士に対する資格の停止やカウンセリング，弁護士依頼者間の紛争解決，
懲戒手続，そして詐欺などの被害に遭った依頼者の損失を補填する依頼者保護
基金制度までをも包括的に扱うことが想定されており，それぞれの制度が有機
的に機能するように図られている（2）。正式な懲戒に代わる懲戒代替プログラム
（Alternative�to�Discipline�Program）も用意されており，手続の対象となっ
た弁護士に最も適切な選択肢を用いることが期待されている。
　弁護士人口の増加や弁護士業務の多様化に伴い，日本においても弁護士の規
律のあり方を見直す議論がある（3）。既に弁護士人口が多く弁護士業務が多様化
しているアメリカにおいて，弁護士懲戒制度の構造がどのようになっているか
を参照することは，日本の懲戒制度について検討を行う上でも示唆に富むと考
える。

（2002 年）。
（２）�　依頼者保護基金制度および信託口座貸越通知制度のアメリカ法曹協会

（ABA）の模範規則については，比較法学第 48 巻１号において紹介した。
石田京子「ABA 依頼者保護基金模範規則・ABA 信託口座貸越通知模範規
則の試訳」比較法学 48 号１巻 173 頁（2014 年）。

（３）�　2014 年３月 21 日，22 日に，東京大学山上会館にて，日弁連法務研究財団
主催の『弁護士の独立性と弁護士会の指導監督』と題した国際シンポジウム
が開催された。本シンポジウムでは，近年の弁護士による非行事件を受けて，
弁護士会が個々の弁護士に対してどのような指導をすることができるか，ま
た，依頼者を弁護士の非行から守るにはどのような枠組みが必要か，ベルギー
およびアメリカからゲストスピーカーを招いて検討を行った。本シンポジウ
ムの記録は，後日報告書として公表される予定である。
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［翻訳］ABA 懲戒実施模範規則

前文（Preamble）
　この裁判所は，弁護士懲戒制度および弁護士能力審査制度（lawyer�
disability�system）の構造と運営についてこの州内において排他的責任のある
こと，および，適切な専門職行動基準を維持し，人種，教義，肌の色，性別，
性的指向，または国籍によって差別を受けない方法による弁護士懲戒および能
力審査の個別の事件を処理する固有の権限を有することを宣言する。

用語（Terminology）
軽減（Abatement）：第 26 条に基づく懲戒，資格の再取得，または資格復帰
の命令における条件の軽減。
勧告意見（Advisory�Opinion）：書面または口頭による，推定される事実に対
し適用される法の解釈。
インテイク機関（Central�Intake�Office）：弁護士の行為に関する情報および不
服申立の受理，調整，処分について責任を負う，第１条により設立される機関。
末梢（Expunction�or�Expungement）：第４条（Ｂ）（12）に従い，却下によ
り中断された不服申立の存在に関する記録またはその他の証拠を破壊する手
続。
詐欺（Fraud）：単なる過失による不実表示ではない，欺罔の目的を有する行為。
暫定的（Interim）：一時的な。
軽微な非行（Lesser�Misconduct）：第９条（Ｂ）に従い判断される，対象弁護
士の法律事務を行う権利を制約する制裁を当然には伴わない行為。
州弁護士会の当局者（Official�of� the�State�Bar）：州弁護士会の行政機関また
は理事会に選任もしくは指名された者，もしくは州弁護士会によって雇用され
る者。
対象弁護士（Respondent）：苦情申立を受けている弁護士。
深刻な犯罪（Serious�Crime）：重罪または弁護士の正直さ，信頼性もしくはそ
の他の側面における弁護士としての適合性に悪影響を与えるこれより軽い犯
罪，もしくは制定法またはコモンロー上の定義としてその犯罪に必要とされる
要素が，司法行政への干渉，偽証，不実表示，詐欺，欺瞞，賄賂，恐喝，背任，
窃盗を含むもの，またはこれらの犯罪の未遂，共謀，教唆。
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実質的（Substantial）：程度または範囲について用いられる場合には，明白か
つ深刻な重要性の実体的事柄を意味する。

第１章　構造および適用範囲（Structure�and�Scope）

第１条　包括的弁護士規律制度（Comprehensive Lawyer Regulatory System）
Ａ．�構成機関．ここに，包括的な弁護士規律制度を設立する。本制度には，弁

護士懲戒制度，弁護士能力審査制度，依頼者保護基金，報酬の紛争に関す
る強制的仲裁，弁護過誤の主張やその他の紛争に関する任意の仲裁，調停，
弁護士実務支援，弁護士の薬物乱用に関するカウンセリングを含むが，こ
れに限定されない。

Ｂ．�インテイク機関．ここに，インテイク機関を設立する。インテイク機関は，
以下を行う。

（１）　�裁判所が管轄を有する弁護士の行動に関する情報および苦情の受
付。ただし，本規則は他の権限ある機関が手続を行うことを制限す
るために解釈されてはならない。

（２）　�苦情申立者が苦情の申し立てをするための支援。
（３）　��苦情申立者に対する，裁判所規則において可能な救済手段，規則第

１条（Ａ）により裁判所に指定される機関の業務および手続，なら
びに当該苦情申立者が申し立てた苦情の現在の状況に関しての情報
の提供。

（４）　�弁護士の行動に関する苦情またはその他の情報に述べられている事
実が，規則第１条（Ａ）により裁判所に指定される機関による，さ
らなる行動のための根拠を提供しているかどうかを判断し，さらに；
（ａ）　�当該苦情を却下すること。または，
（ｂ）　�適切な機関に，当該苦情を移送すること。

（５）　�苦情が却下されたか，懲戒機関以外の機関に委託された場合に，苦
情申立者に対し，
（ａ）　�苦情が却下されたことについての書面によるガイドライン

のコピーを提供すること。
（ｂ）　�懲戒機関以外の機関に苦情が委託された事実および理由に

ついての簡潔な書面による陳述書を提供すること。
（ｃ）　�規則第 31 条に基づく苦情申立者の不服申し立ての権利につ
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いて，通知を与えること。
（６）　�指定された機関による全ての苦情について，記録し，一つの苦情に

ついて複数の機関が関与する場合には，処理と処分について調整す
ること。

［Ｃ．懲戒地区．州における懲戒の管轄は，以下の地区に分割する。必要な場
合に，州を二つ以上の懲戒地区に区分する条文を設ける。］

第２条　［＊＊州］最高裁判所懲戒委員会（The Disciplinary Board of the 
Supreme Court of [This State]）

Ａ．�機関．ここに，弁護士懲戒制度および弁護士能力審査制度を運営する永続
的な全州の機関を設置する。機関は規則第２条により規定される州全体の
懲戒委員会，第３条に規定される聴聞委員会（hearing�committees），第
４条に規定される懲戒訴追弁護士（disciplinary�counsel），および懲戒委
員会ならびに訴追弁護士によって任命される事務員によって構成される。
機関は単一の法主体である。機関は訴追機能と審判機能の双方を果たす
が，これらの機能は不公正を避けるために可能な限り機関の中において分
離されなければならない。訴追機能は機関によりフルタイムで雇用された
弁護士によって指揮され，可能な限り機関の被雇用者によって実行されな
ければならない。審判機能は弁護士と一般市民である構成員によって行わ
れなければならない。［＊＊州］弁護士会の当局者は，構成員を任命する
権利を有してはならず，その職務上の地位に基づき構成員となってはなら
ない。

Ｂ．�任命．懲戒委員会は，弁護士懲戒制度および弁護士能力審査制度を運営す
るために必要な権限と責任をもって裁判所により任命される。委員会は定
められたそれぞれの任期を務める，「懲戒委員」と呼ばれる［９名］の委
員によって構成され，以下の構成による。

（１）　�最初の３年間につき，州弁護士会の［２名］の構成員と［１名」の
市民構成員（public�member）。

（２）　�最初の２年間につき，州弁護士会の［２名］の構成員と［１名」の
市民構成員。

（３）　�最初の１年間につき，州弁護士会の［２名］の構成員と［１名」の
市民構成員。

これに続く全ての構成員の任期は，３年間とする。３年間の任期を２回を



202 比較法学 48 巻 2 号

超えて続けて務めることはできない。委員会の構成員は，任期中理由のな
い限り裁判所による解任を受けない。

Ｃ．�選挙．委員会の構成員は毎年，議長と副議長を弁護士である構成員から選
出する［または，裁判所は毎年これを指名する］。議長，ならびに議長が
不在の際には副議長が，その職において通常発生する義務を履行し，総会
の全ての会合，全ての申立，意義，証拠調べの判断を指揮する。

Ｄ．�定足数．定足数は［５名］とする。　委員会は，出席者の投票の過半数の
みで足りる行政的事案を除き，委員会全体の過半数の同意によってのみ行
動する。

Ｅ．�報酬および支出．構成員はその任務にあたり，いかなる報酬も受領しない。
ただし，その職務の履行に付随する旅費およびその他の支出については償
還を受けることができる。

Ｆ．�委員会構成員の不参加および欠格；［代替の委員］
（１）　�委員会構成員は，同様の状況における裁判官が不参加を求められる

手続について参加を差し控えなければならない。
（２）　�過去の裁判官または仲裁人に関する弁護士職務規程（弁護士職務模

範規則第１．12 条）の規定に従うことに加えて，委員会の委員であっ
た者は，任期終了後一年間の間，これらの規則によって定められる
手続について弁護士を代理してはならない。

（３）　�［裁判所は，代替の弁護士および市民についての名簿を管理する。
委員会構成員が参加能力を失ったり欠格となったりした場合には，
適切な名簿の次の代替要員がその事件について委員会構成員とな
る。］

Ｇ．権限及び義務．委員会は以下の権限及び義務を有する。
（１）　�裁判所による発布のための弁護士懲戒手続及び弁護士能力審査手続

の規則を提案し，現存の［弁護士職務規程］およびその提案の施行
について意見を述べること。

（２）　�制度の運営について定期的に裁判所と共に検討すること。
（３）　�［それぞれの懲戒地域ごとに］３つ以上の聴聞委員会を任命し，か

つ
（ⅰ）　�正式な聴聞が割り当てられる順番を決定し，
（ⅱ）　�それぞれの委員会の議長を指名し，
（ⅲ）　�議長に対し，順番で，インテイク機関による処分，懲戒事件の
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処分についての訴追弁護士による勧告，規則第３条（Ｅ）（１）
に従い不適格による非現役地位への移動または同地位からの復
帰についての申立ての審査を割り当てること。

（４）　�規則第 18 条（Ｈ）に従い，軽微な非行に関する聴聞における審判
者による事実認定，法的結論および勧告，正式な訴追に関する聴聞
委員会による事実認定，法的結論および勧告，不適格による非現役
地位への移動または同地位からの復帰についての申立て，および資
格復帰の申立てについて審査し，手続の記録とともに聴聞委員会に
提出する自らの結論および勧告を準備し裁判所に送付することを含
む，上訴審査機能を果たすこと。

（５）　�戒告（reprimand）を行うこと。
（６）　�対象弁護士の同意のもとに特定の期間の保護観察を行うこと。
（７）　�委員会の機能を助けるために，訴追担当者は別として，スタッフ（弁

護士を含む）を任命し監督すること。
（８）　�公的懲戒が課された事案，弁護士が不適格による被現役地位への移

動または同地位からの復帰となった事案，または弁護士が資格復帰
もしくは資格を再取得した事案についての処分と制度の存在及び運
営について公に知らせること。

（９）　�行政的または手続的事案について，委員会のために行動する権限を
議長または副議長に裁量で移譲すること。

第３条　聴聞委員会（Hearing Committees）
Ａ．�任命．懲戒委員会は，３つ以上の聴聞委員会を［それぞれの懲戒区域内に］

任命する。それぞれの聴聞委員会は，２名の州弁護士会構成員および１名
の市民によって構成される。各聴聞委員会の弁護士委員の一人が，懲戒委
員会より議長として任命される。州弁護士会の役員は，委員を任命する権
利を有してはならず，その職務上の地位に基づき委員となってはならない。

Ｂ．�任期．議長および他の聴聞委員会の委員は，定められたそれぞれの任期を
務める。一人の委員が，１年の任期，他の一人の委員が，２年の任期，そ
して３人目の委員が３年間の任期で務める。これに続く全ての委員の任期
は，３年間とする。３年間の任期を２回を超えて継続して務めることはで
きない。任期の終了した委員は，その任期終了前に着手した事件について
は継続して担当することができる。３年間の任期を２回続けて務めた委員
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は，二度目の任期満了の１年以上前に再任の指名を受けてはならない。聴
聞委員会の委員は，任期中理由のない限り裁判所による解任を受けない。

Ｃ．�定足数．規則第９条（Ｂ）に定められる軽微な非行が主張され，規則第
18 条（Ｈ）に基づき開かれる聴聞を除いて，定足数は３名とする。　委
員会は，２名の同意によってのみ行動する。懲戒委員会の議長は，本項の
要件を満たすために必要な場合には，聴聞委員会に代替の委員を指名する
ことができる。

Ｄ．�権限及び義務．各聴聞委員会は以下の権限及び義務を有する。
（１）　�事案の配転に従い，非行への正式な訴追，資格復帰または資格の再

取得の請願，不適格による非現役地位への移動または同地位からの
移動の請願についての聴聞を行うこと。

（２）　�懲戒委員会に対し，事実認定，法的結論，および勧告について，聴
聞の記録と共に書面で提出すること。

Ｅ．�聴聞委員会議長の権限及び義務．各聴聞委員会議長は，以下の権限及び義
務を有する。

（１）　�懲戒事件の処分のための調査後のインテイク機関による処分または
懲戒訴追弁護士による勧告，苦情申立者からの再審査請求後の懲戒
訴追弁護士による却下，および不適格による非現役地位への移動ま
たは同地位からの移動の請願について，審査すること。聴聞委員会
の議長は，懲戒訴追弁護士による勧告の承認，修正，不承認ができ，
または事件のさらなる調査を命じることができる。聴聞委員会の議
長が勧告の修正または不承認を行ったか，さらなる調査を命じた場
合には，懲戒訴追弁護士は，懲戒委員会により指定された他の聴聞
委員会議長に対し，不服申し立てを行うことができ，その議長は訴
追弁護士による勧告か，最初の聴聞委員会議長による行動のいずれ
かを承認しなければならない。二番目の聴聞委員会議長による判断
は，機関内での終局的なものとなる。

（２）　�非行についての正式な訴追，資格復帰もしくは再資格取得の請願，
不適格による非現役地位への移動または同地位からの移動の請願に
関する聴聞準備会議を行うこと。

（３）　�再聴聞の申し立てを検討し，判断すること。
Ｆ．聴聞委員の不参加および欠格．

Ａ．�聴聞委員は，同様の状況における裁判官が不参加を求められる手続に
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ついて参加を差し控えなければならない。
Ｂ．�過去の裁判官または仲裁人に関する弁護士職務規程（弁護士職務模範

規則第１．12 条）の規定に従うことに加えて，聴聞委員であった者は，
任期終了後一年間の間，これらの規則によって定められる手続につい
て弁護士を代理してはならない。

第４条　懲戒訴追弁護士（Disciplinary Counsel）
Ａ．�任命．裁判所は，州内で資格を有する弁護士を懲戒訴追弁護士として任命

しなければならない。懲戒訴追局長（chief�disciplinary�counsel）も，フ
ルタイムの懲戒訴追弁護士も，弁護士業務の個人営業に従事してはならな
い。州弁護士会の役員は，懲戒訴追弁護士にも調査員にも着任してはなら
ない。

Ｂ．�権限及び義務．懲戒訴追弁護士は，全ての訴追機能を果たし，かつ以下の
権限及び義務を有する。

（１）　�機関に寄せられる全ての情報について，機関が管轄権を有する弁護
士の非行または不適格に関連するものであるかどうかを判断するた
め，評価すること。

（２）　�それが真実であれば，懲戒事由または不適格による非現役地位への
移行の事由となるであろう，機関に寄せられた全ての情報について
調査し，資格復帰もしくは資格の再取得の請願に関する全ての事実
について調査すること。

（３）　�機関に寄せられた各事件について，棄却するか，保護観察，非公式
の譴責（informal�admonition），手続の停止，正式な訴追の申立て，
もしくは不適格による非現役地位への移行への請願を勧告するこ
と。

（４）　�聴聞委員会，懲戒委員会，および懲戒における懲戒手続，資格復帰
または資格再取得手続，不適格による被現役地位への移行もしくは
同地位からの移行の手続を遂行すること。

（５）　�訴追機能の遂行のために求められる人員を雇い，監督すること。（状
況に応じて必要な場合には，ボランティアの補助的弁護士を任命し，
監督すること。）

（６）　�苦情申立者および対象弁護士への各事件の状況および処分を速やか
に通知すること。これには，苦情申立者に対する以下の提供を含む
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が，これに限定されない。
（ａ）　�対象弁護士に送付されたあらゆる通知，申立または命令の

コピー。
（ｂ）　�不服申し立て者以外の者に対する秘匿特権の対象となる情

報を除き，事件に関連して対象弁護士が懲戒訴追弁護士に
宛てた全ての書面によるコミュニケーションのコピー。

（ｃ）　�聴聞の前に事案が却下された事実と理由についての簡潔な
書面による陳述と，規則４条（Ｂ）（７）に従った書面によ
る却下についてのガイドラインのコピー。ただし，苦情申
立者は苦情が却下される前に対象弁護士の陳述に反駁する
合理的な機会を与えられなければならない。

（ｄ）　�聴聞の日時および場所についての通知。
（７）　�真実であれば懲戒事由を構成するであろう事実の主張を怠ったため

に事案を棄却するという判断を行うために，インテイク機関および
懲戒訴追弁護士が用いる書面によるガイドラインの発行。

（８）　�弁護士が資格を有する各管轄区に対し，本州内で課された，不適格
による非現役地位への移行または同地位からの移行，資格復帰，資
格再取得，もしくは公的懲戒について通知すること。

（９）　�他の管轄区において公的懲戒が課されたことを知らされた際の，本
州における相互的懲戒を求めること。

（10）　�弁護士が本州において（以下で定義される）深刻な犯罪の有罪判決
を受けた際に，当弁護士が資格を有する各管轄区の懲戒当局に対し，
有罪判決の認証謄本を転送すること。

（11）　�規則第４条（Ｂ）（12）の抹消要件に従い，懲戒及び能力審査事件
の恒久的記録を維持し，受理されたすべての不服申立の記録，調査
ファイル，事件手続及び処分の統計的概要，全ての手続記録（もし
くはこれがない場合は報告者によるメモ），懲戒委員会または裁判
所が維持することを求めるその他の記録を含むがこれに限定されな
い，本制度の運営に資するための統計を集めること。統計的概要に
は，少なくとも以下を含めなければならない。
（ａ）　�懲戒関連以外の機能のために費やした時間を含む，事件ま

たは他の業務ごとに追跡可能な，全ての訴追弁護士および
調査員の労働時間記録。
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（ｂ）　�各訴追弁護士および機関全体での，懲戒手続の各過程にお
いて係属中の事件の数。

（ｃ）　�その年に各訴追弁護士に配転される新事件の数及び機関に
おける総数。

（ｄ）　�前年から持ち越した，各訴追弁護士の手持ち事件数および
機関における総数。

（ｅ）　�その年に各訴追弁護士が終結した事件の数および機関にお
ける総数。

（ｆ）　�手続の各過程において特に困難または複雑化した事件の数。
（ｇ）　�職員の離職率。

（12）　�却下または規則第１条（Ｂ）（４）に基づき他の内部機関への委託
により終了した不服申立の全ての記録またはその存在の証拠を［３
年］後に抹消（例えば，破棄）すること。ただし，訴追弁護士の申
請，対象弁護士への通知，および正当な理由の証明により，懲戒委
員会は，訴追弁護士がそれらの記録を［３］年を超えない，更なる
一定期間保持することを認めることができる。

（ⅰ）　�対象弁護士への通知．対象弁護士が不服申立について機関から
接触を受けたか，対象弁護士が不服申立の存在について気づい
ていることを機関が知っている場合には，当該対象弁護士は，
記録の抹消について書面による迅速な通知を受けなければなら
ない。

（ⅱ）　�抹消の効果．ファイルが抹消された後には，当該事案について
の照会を求める問い合わせに対応する機関は，そのような事案
の記録は存在しないと答えなければならない。対象弁護士は，
抹消された案件についての照会に対し，不服申立がなかったと
述べることもできる。

（13）　�規則第 11 条（Ｇ）に従い懲戒代替プログラム（Alternatives�to�
Discipline�Program），インテイク機関，または規則第１条により設
立される弁護士を規律する総合的制度の構成機関に付託すること。

（14）　�懲戒訴追局のための年間予算を組み，これを裁判所の承認のために
提出し，当局の職務遂行のために承認を受けた予算について必要な
支出を行うこと。

Ｃ．�勧告意見の禁止．訴追弁護士は，口頭においても書面においても，勧告意
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見を与えてはならない。
Ｄ．�訴追弁護士との一方当事者によるコミュニケーション．
（１）　�聴聞委員会，懲戒委員会，または裁判所の構成員は，法により明確に

規定されている場合，または本案についての実体的内容もしくは争点
と関係のない日程調整，管理上の目的，もしくは緊急時を除いて，係
属中のもしくはこれから起こる調査または懲戒事件について，訴追弁
護士と一方当事者のみのコミュニケーション（communicate�ex�
parte）をとってはならない。ただし，以下の場合はこの限りでない。
（ａ）　�一方当事者によるコミュニケーションの結果，いずれの当事者

手続的または戦術的利益を得ないと考えるのが合理的であり，
かつ

（ｂ）　�全ての他の当事者に対し，一方当事者によるコミュニケーショ
ンの内容を速やかに知らせ，返答の機会が与えられる場合。

（２）　�本規則の違反は，必要に応じて弁護士懲戒または裁判官懲戒の事由を
構成し，聴聞委員会または懲戒委員会委員からの解任事由となる。

Ｅ．�欠格．継続的政府従業員および民間従業員に関する弁護士職務規程（弁護
士職務模範規則第１．11 条）の規定に従うことに加えて，懲戒訴追弁護
士であった者は，任期終了後一年間の間，これらの規則によって定められ
る手続について弁護士を代理してはならない。

第５条　費用（Expenses）
　懲戒訴追弁護士および事務員の給与および支出は，規則第 8 条の規定に基づ
き徴収された資金から，裁判所が支払う。懲戒委員会委員および聴聞委員会委
員の費用および支出については，規則第８条の規定に基づき徴収された資金か
ら理事会が支払う。懲戒委員会及び懲戒訴追弁護士は，委託されている資金と
その処理につき，毎年公認会計士による独立した監査を受け，監査結果のコピー
を裁判所に提出しなければならない。

第６条　管轄（Jurisdiction）
Ａ．�法律事務を行うことを認められた弁護士．かつて弁護士資格を有していた

者を含む，本管轄区において弁護士資格を有する全ての弁護士は，自発的
資格返却，業務停止，資格剥奪，非現役地位への移行の前に行った行為，
またはその後の行為であって法律事務を構成するもの，またはこれらの規
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則または弁護士職務規程（弁護士職務模範規則）もしくはこれらに代わっ
てその後に裁判所によって採用された規則または規程の違反を構成する行
為について，本裁判所および懲戒委員会の懲戒管轄権に服する。加えて，
特定の手続について本管轄区の裁判所が特別に法律事務を行うことを認め
た弁護士，およびこの管轄区において法的サービスの提供をしたか，これ
を申し出た，本管轄区において資格を有しない弁護士についても同様とす
る。

Ｂ．�かつての裁判官．弁護士の地位を再取得した元裁判官は，弁護士としての
行為についてのみならず，その弁護士が裁判官であった際に生じた非行
で，弁護士懲戒の事由となっていたであろうものについても懲戒委員会の
管轄に服する。ただし，当該非行が裁判官懲戒手続の対象とならないこと
について裁判所の終局判断のあった場合に限る。裁判官の職を去る前に終
局判断のなされなかった裁判官の非行は，弁護士懲戒機関の管轄となる。

Ｃ．�現職の裁判官．現職の裁判官は，当該機関の管轄に服さない。ただし，現
職の裁判官が，裁判官の懲戒手続または能力審査手続によってその職を解
かれることになった場合には，裁判所は最初に，懲戒委員会と当該対象者
に対し，弁護士懲戒が課されるべきか，そして課される場合にはどの程度
かについて，意見を提出する機会を与えなければならない。

D．�推定されない権限．これらの規則は，その手続について監督を維持するた
めに必要な裁判所の権限を否定するために解釈されてはならない。

第７条　弁護士名簿（Roster of Lawyers）
　懲戒訴追弁護士は，懲戒委員会の管轄に服する全ての弁護士について，以下
を含む現在の情報を維持するか，または容易にアクセスできるようにしなけれ
ばならない。

（ａ）　�弁護士が入会を認められまたは実務をすることを認められ
ているすべての氏名。

（ｂ）　�生年月日。
（ｃ）　�現在の事務所の住所および電話番号。
（ｄ）　�現在の住所。
（ｅ）　�州の弁護士資格を取得した日。
（ｆ）　�非現役的地位への移行または同地位からの移行に関する全

ての日付。
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（ｇ）　�承認された全ての専門分野。
（ｈ）　�その弁護士が資格を認められている他の州および認められ

た日付。
（ｉ）　�依頼者の基金が保持されている場所および口座番号。
（ｊ）　�他の管轄区において受けた懲戒処分の性質，日付および場

所と資格復帰の情報。
（ｋ）　�死亡日。
（ｌ）　�統一弁護士認識番号（裁判所に寄り発行された，管轄区の

認識番号と共に。）

第８条　弁護士による定期的な納付（Periodic Assessment of Lawyers）
Ａ．�要件 ．本裁判所において法律業務を行うことを認められた全ての弁護士

は，本裁判所の書記官［または州弁護士会］に対し，裁判所［または州弁
護士会］によってその時々に定められた［日付］に始まる年会費を毎年支
払わなければならない。年会費は，本規則における懲戒手続の運営及び強
制，裁判所によって定められる他の規則における弁護士を規律する制度，
および裁判所が時々に指定するその他の目的のための支出を支払うために
用いられる。新たに裁判所が命じるまでの間，年会費は以下のとおりとす
る。�
弁護士資格取得から５年以内の者：＊＊ドル�
弁護士資格取得から５年を超える者：＊＊ドル

Ｂ．�裁判官に対する免除．フルタイムの裁判官は，その職務に従事している間，
年会費の支払いを免除される。

Ｃ．�不払いに対する業務停止．懲戒委員会によって定められる手続に従った経
済的困窮の理由による免除の場合を除いて，Ａ項で求められる費用を適時
に支払わなかった弁護士は，自動的に業務停止となる。ただし，業務停止
の少なくとも［30］日前までに，滞納通知が当該弁護士の最新の事務所の
住所宛に，受領証の送付の求められる配達証明付き郵便によって送付され
なければならない。

Ｄ．�支払い後の資格復帰．Ｃ項に基づき業務停止となった弁護士は，不払いに
よる業務停止の有効日の［５］日以内に，すべての滞納金および最後の支
払い日から資格復帰の申請日までに納期であった金額の 20％分の罰金を
支払った場合には，さらなる命令なしに資格復帰となる。不払いによる業
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務停止から５日以内にそのような支払いを完了しなかった弁護士は，裁判
所の裁量により，規則第 25 条に基づく資格復帰の請願を求められる可能
性がある。

Ｅ．�登録の届出．Ａ項に定められる年会費の集金および弁護士の規律を促進す
るために，本規則によって年会費の支払いが義務付けられている弁護士
は，毎年［日付］日またはそれ以前に，本裁判所書記官に対し，本裁判所
により指定される書式に則り，弁護士の住所，営業住所，弁護士資格を有
する他の管轄区，他の管轄区においてこれまでに課された公的制裁や被現
役的地位の移動，および本裁判所がその時々に指定する他の情報について
記入した，登録の届出を行わなければならない。各弁護士は，本裁判所の
書記官に対し，既に登録した内容に変更のあった場合には［30］日以内に
補足の届出を行わなければならない。［日付］以降に本州の裁判所におけ
る弁護士資格を初めて認められた者は，弁護士資格取得の時点において本
規則における届出をしなければならないが，年会費は資格取得日の後に訪
れる［日付］まで支払う必要はない。

Ｆ．�登録の届出を証明する受領書．Ｅ項に従った弁護士による届出または補足
の届出を受領してから［30］日以内に，本裁判所の書記官は，弁護士が必
要に応じてＡ項およびＥ項の要件を満たしていることを証明するために用
いる，裁判所に指定された書式による受領書を発行する。

Ｇ．�登録の届出を怠ったことによる業務停止．Ｅ項に基づく届出または補足の
届出を怠った弁護士は，自動的に業務停止となる。ただし，業務停止の少
なくとも［30］日前までに，滞納通知が当該弁護士の最新の事務所の住所
宛に，受領証の送付の求められる配達証明付き郵便によって送付されなけ
ればならない。当該弁護士は，Ｅ項の遵守が証明されるまで業務停止とな
るが，証明後直ちにさらなる命令なしに資格復帰となる。

Ｈ．�被現役的地位への移行の申請．引退した弁護士，または現在実務を行って
いない弁護士は，本裁判所の書記官に対し，書面によって，弁護士が被現
役的地位となり，弁護士業務の廃業を望んでいることを通知しなければな
らない。通知の提出により，弁護士は弁護士業務を行う資格を失う。引退
したか，被現役的地位にある弁護士は，現役の弁護士に本規則によって課
される年会費の支払いをする義務を負わない。被現役的地位にある弁護士
は，現役である弁護士の名簿から削除され，現役的地位への復帰を弁護士
が希望し，これが認められない限り，当該名簿には再び掲載されない。
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Ｉ．�被現役的地位からの復帰　Ｈ項における被現役的地位にある弁護士は，地
位の移行の有効日から５年以内に申請を行った場合にはさらなる命令なし
に資格復帰する。地位の以降の有効日から５年以内に資格復帰の申請を行
わなかった弁護士は，裁判所の裁量により，規則第 25 条に基づく資格復
帰の請願を求められる可能性がある。�
　他の管轄区において懲戒命令を受けた弁護士は，規則第 25 条に基づく
資格復帰の請願をしなければならない。

第９条　懲戒事由・軽微な非行（Grounds for Discipline/Lesser Misconduct）
Ａ．�懲戒事由．弁護士が以下の行為を行った場合には懲戒事由となる。

（１）　�［州弁護士職務規程］もしくは弁護士の専門職行為に関する本管轄
区におけるその他の規則に違反するか，違反を試みること。

（２）　�適用される他の管轄区における弁護士職務規程に違反する行為を
行ったこと。

（３）　�懲戒を課す裁判所または懲戒委員会の有効な命令に意図的に違反す
ること，規則第 10 条（Ａ）（５）に基づく譴責のために訴追弁護士
のもとに意図的に出頭しないこと，規則第 14 条に基づき有効に発
せられた召喚状に意図的に従わないこと，または懲戒当局からの合
法的要求に意図的に対応しないこと。ただし，本規則は，守秘義務
に関連する適用される規則によって保護される情報の開示を求める
ものではない。

Ｂ．�軽微な非行．軽微な非行とは，対象弁護士の法律事務を取り扱う資格を制
約する制裁を当然には伴わない行為をいう。以下のいずれかの事項が該当
する場合には，その行為は軽微な非行とはみなされない。

（１）　�当該非行が資金の不正使用に関するものである場合。
（２）　�当該非行が依頼者または他の者に実質的な損害を与えるか，与える

可能性のある場合。
（３）　�対象弁護士が，過去３年以内に公的に懲戒を受けている場合。
（４）　�当該非行が，対象弁護士が過去５年以内に懲戒を受けた非行と同質

のものである場合。
（５）　�当該非行が，対象弁護士の不誠実，欺瞞，詐欺，不実表示に関する

ものである場合。
（６）　�当該非行が，規則第 19 条（Ｃ）に定義される「深刻な犯罪」を構
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成する場合。
（７）　�当該非行が，同様の非行の繰り返しの一部である場合。

第 10 条　制裁（Sanctions）
Ａ．制裁の種類．非行は，以下の制裁の一つまたはそれ以上を課す事由となる。

（１）　�裁判所による資格剥奪．
（２）　�裁判所による，３年を超えない適切な一定期間の業務停止．
（３）　�裁判所による２年を超えない保護観察，または懲戒委員会もしくは

訴追弁護士による対象弁護士の同意を得た保護観察．ただし，当該
保護観察は，同意に基づき，または監督の継続的必要性があるかを
判断する聴聞の後，追加的に［２年間］の期間，更新することがで
きる。対象弁護士が，懲戒委員会または訴追弁護士による保護観察
処分に異議を唱えた場合には，当該非行については，正式な訴追ま
たは裁判所により保護観察が課されるべきとの勧告のいずれかがな
される。保護観察の条件は，書面により記載されるべきである。保
護観察は，更生期間に対象弁護士が公衆に害悪をもたらす恐れが少
なく，かつ保護観察の条件が適切に管理されうる場合においてのみ
行われる。保護観察は，対象弁護士による保護観察条件の遵守を証
明する宣誓供述書，および保護観察者による保護観察がもはや必要
でないとの陳述とその陳述の根拠の概要を含む宣誓供述書の提出に
より終了する。

（４）　�裁判所または懲戒委員会による戒告．戒告は書面により，直接また
は配達証明付郵便により対象弁護士に課されなければならない。裁
判所による戒告は，他の弁護士の指導のため，公式報告書に掲載さ
れなければならない。懲戒委員会による戒告は，弁護士会誌および
弁護士が事務所を維持する地区において一般に配布される新聞にお
いて掲載されなければならない。

（５）　�対象弁護士の同意および聴聞委員会議長の承認に基づき懲戒訴追弁
護士により課される譴責．譴責は，正式な訴追が開始された後には
課すことができない。譴責は書面により，対象弁護士に対し送達さ
れる。譴責は，正式な訴追申立の前に課されるものであり，非公開
の懲戒である。依頼者，公衆，法制度，もしくは専門職への損害が
全くもしくは殆ど存在せず，弁護士による非行の繰り返しの可能性



214 比較法学 48 巻 2 号

が殆ど存在しない場合の，軽微な非行においてのみ，譴責は課され
るべきである。譴責がなされた行為の概要は，法律専門職の教育の
ため，弁護士会刊行物において公表することができる。ただし，弁
護士は特定されてはならない。譴責は，後の手続において課される
制裁に関連して，対象弁護士が過去に非行を行ったと認められたと
いう証拠として，用いることができる。

（６）　�裁判所または懲戒委員会の命令，もしくは手続上の合意により，経
済的損害を被った者への補償，弁護士または事務所の報酬の全額ま
たは一部引渡し，および依頼者保証［保護］基金への償還。

（７）　�懲戒が課されたか，不適格による非現役地位への移行が行われた場
合における，裁判所または懲戒委員会の命令，もしくは手続上の合
意により，調査，送達，証人報酬，裁判所速記者の業務の費用を含
む，手続費用の支払い。

（８）　�対象弁護士の将来における実務の性質または範囲の裁判所による制
限。

Ｂ．�条件．譴責または戒告には，書面による条件を付すことができる。付され
た条件の不遵守は，事案の再検討および対象弁護士に対する正式な訴追の
事由となる。

Ｃ．�制裁を課す際の考慮要素．弁護士の非行の認定後，制裁を課すにあたって
は，裁判所または懲戒委員会は，ABA 弁護士制裁適用基準（ABA�
Standards� for�Imposing�Lawyer�Sanctions）に挙げられているように，
以下の要素を考慮しなければならない。

（１）　�弁護士が，依頼者，公衆，法制度，または法律専門職に対して負っ
ている責務に違反したか。

（２）　�弁護士が，意図的に，知りながら，または過失によって行動したか。
（３）　�弁護士の非行による実際の，または可能性のある損害の総額。
（４）　�制裁を加重すべき，または軽減すべき要素の存在。

Ｄ．�制裁の公的性質．弁護士懲戒における処分は，資格剥奪，業務停止，保護
観察，および戒告の事件においては公的なものである。裁判所による公的
な懲戒の全ての事件において，裁判所は，その特定の事件において制裁を
課すことを正当化する書面による意見書を公表しなければならない。
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第２章　懲戒手続�
（Procedure�for�Disciplinary�Proceedings）

第 11 条　一般規則
Ａ．�評価．懲戒訴追弁護士は，自らの下に寄せられた，弁護士の非行または不

適格を主張する不服申し立てまたはその他の情報源からの全ての情報を評
価しなければならない。もしも当該弁護士が裁判所の管轄に服さない場合
には，事案は当該弁護士が資格を有する管轄区における適切な主体に付託
されなければならない。情報が，真実であったならば非行または不適格を
構成しない場合には，事案はインテイク機関もしくは規則第１条によって
設置される弁護士規制の総合的な制度を構成する機関に委託されるか，却
下されるであろう。弁護士が裁判所の管轄に服し，かつ，主張される事実
が真実であるならば飛行もしくは不適格を構成しうる場合には，訴追弁護
士は，調査を行わなければならない。�
　調査の終了に伴い，懲戒訴追弁護士は，以下のいずれかの行動を採るこ
とができる。

（ａ）　�事案の却下。
（ｂ）　�軽微な非行に関する事案の場合には，対象弁護士を第 11 条

（Ｇ）に従い懲戒代替プログラムに付託すること。
（ｃ）　�保護観察，譴責，正式な懲戒訴追の申立，不適格による被

現役的地位への移行の請願，もしくは手続の停止の勧告。
Ｂ．�調査

（１）　�すべての調査は，懲戒訴追弁護士によって行われる。調査の終了後，
懲戒訴追弁護士は以下のいずれかの行動を採ることができる。
（ａ）　�事案の却下。
（ｂ）　�軽微な非行に関する事案の場合には，対象弁護士を第 11 条

（Ｇ）に従い懲戒代替プログラムに付託すること。
（ｃ）　�保護観察，譴責，正式な懲戒訴追の申立，不適格による被

現役的地位への移行の請願，もしくは手続の停止の勧告。
（２）　�対象弁護士への通知．懲戒訴追弁護士は，最初に事案の内容につい

ての対象弁護士への書面による通知および当該対象弁護士の聴聞を
受ける機会を与えない限り，却下または手続の停止以外の処分の勧
告を行ってはならない。通知は，当該対象弁護士の最新の住所に宛
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てれば足りる。
（３）　�懲戒訴追弁護士の勧告した処分は，対象弁護士の再審査請求による

審査の対象とはならない。懲戒訴追弁護士の勧告した処分で，却下
または懲戒代替プログラムへの付託以外のものについては，懲戒委
員会が作成した名簿から選ばれた聴聞委員会の議長によって審査さ
れなければならない。苦情申立者は，調査後の事案の処分について
通知を受けなければならない。苦情申立者は，規則第４条（Ｂ）（６）

（ｃ）に基づき，処分の通知の受領から［30］日以内に，懲戒訴追
弁護士の処分についての再審査を書面によって請求することができ
る。懲戒訴追弁護士の処分は，苦情申立者の再審査請求により，議
長の審査を受けなければならない。議長は，勧告または不服申し立
てを受けた却下について，承認，不承認，もしくは修正をすること
ができる。懲戒訴追弁護士は，懲戒委員会の名簿から選ばれた第二
の聴聞委員会議長によって，その勧告を不承認または修正する判断
について不服申立をすることができ，その第二の議長は，訴追弁護
士の勧告または最初の再審査者の判断のいずれかを承認することが
できる。ただし，二番目の審査を行った議長の判断に対しては不服
申し立てすることはできない。議長が懲戒訴追弁護士の勧告の再審
査を行った懲戒委員会については，当該事案についてのさらなる検
討に参加する資格を有さない。

Ｃ．�譴責または保護観察処分．
（１）　�事案が譴責または保護観察処分で終結することを勧告する場合に

は，懲戒訴追弁護士は，書面により提案する処分について対象弁護
士に通知し，［14］日以内に書面で要請することにより，事案が正
式な訴追手続によって処分されることを求める権利のあることを通
知しなければならない。提案される譴責または保護観察処分の書面
による通知後［14］日以内に，対象弁護士がそのような要求を行わ
なかった場合には，譴責または保護観察処分に同意したものとみな
す。

（２）　�対象弁護士が［14］日以内に正式な手続を求めた場合には，正式な
懲戒請求手続が開始される。

Ｄ．�正式な懲戒訴追．事案が正式な訴追手続により解決されるべきものである
場合には，懲戒訴追弁護士は，主張される非行の本質について公正かつ十
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分な通知を与える書面によって，正式な訴追の準備をしなければならない。
（１）　�懲戒訴追弁護士は，懲戒委員会に対し，訴追の申し立てを行わなけ

ればならない。
（２）　�懲戒訴追弁護士は，正式な訴追申立書のコピーを対象弁護士に送達

し，懲戒委員会に送達の証明を提出しなければならない。
（３）　�対象弁護士は，訴追申立書の送達から［20］日以内に，懲戒委員会

に対し，書面による答弁書を提出し，このコピーを懲戒訴追弁護士
に対し送達しなければならない。ただし，聴聞委員会の議長により，
この期間が延長された場合にはこの限りでない。対象弁護士が前述
の期間内に答弁書の提出を怠った場合，規則第 33 条（Ａ）の規定
に従い，主張されている事実を認めたものとみなされる。

（４）　�訴答書面によって重大な事実上の争点が現れた場合，または対象弁
護士が制裁の軽減のために聴聞を受ける機会を求めた場合，［聴聞
委員会］［懲戒委員会］は，懲戒訴追弁護士と対象弁護士に対し，
少なくとも［25］日前に聴聞の期日と場所を記載した聴聞の通知を
送達しなければならない。聴聞の通知は，対象弁護士に対し，弁護
士によって代理される権利のあること，証人を反対尋問する権利の
あること，証拠を提出する権利のあることを助言しなければならな
い。苦情申立者がいる場合には，苦情申立者は，［聴聞委員会］［懲
戒委員会］に対し，主張される対象弁護士の非行および当該非行が
苦情申立者に与えた影響について陳述する機会を有しなければなら
ない。聴聞は記録されなければならない。［聴聞委員会］［懲戒委員
会］は，事実認定と却下または制裁についての判断を含む報告書を
速やかに［懲戒委員会］［裁判所］に提出し，懲戒訴追弁護士と対
象弁護士に対し，当該報告書を送達しなければならない。

（５）　�対象弁護士の過去の懲戒に関する情報は，非行について判断がなさ
れるまで聴聞委員会に開示してはならない。ただし，当該情報が現
在の事案において未解決となっている争点の証拠となる場合にはこ
の限りでない。

Ｅ．�懲戒委員会による審査．懲戒委員会による審査は，聴聞委員会からの報告
書およびこれに付随する記録に限定される。懲戒委員会は，以下の場合を
除いて事案を審査してはならない。（ａ）　対象弁護士または懲戒訴追弁護
士が報告書の送達の日から［20］日以内に懲戒委員会に対し異議申立を行っ
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た場合，または（ｂ）　懲戒委員会全体の過半数が，報告書の提出後最初
の会議において，事案についての審査に投票した場合。懲戒委員会が事案
を審査せず，聴聞委員会が事案を却下と判断していた場合には，事案は却
下されなければならない。懲戒委員会が事案を審査せず，聴聞委員会の勧
告する制裁が資格剥奪または業務停止ではない場合，懲戒委員会は対象弁
護士に対し，勧告された制裁を課さなければならない。懲戒委員会が事案
を審査せず，聴聞委員会の勧告する制裁が資格剥奪または業務停止である
場合，懲戒委員会は，両当事者が異議申立を放棄し，懲戒委員会も事案の
審査をしなかったことを述べた陳述書を添付して聴聞委員会の報告書を裁
判所に送付しなければならない。事案が懲戒委員会によって審査される場
合には，対象弁護士と懲戒訴追弁護士は，審査中に書面を提出し，口頭弁
論を行う機会を与えられなければならない。懲戒委員会は，書面の提出と
口頭弁論の実施のための予定表および手続を設定する規則を定めなければ
ならない。

（１）　�懲戒委員会による判断．審査の後，懲戒委員会は聴聞委員会の勧告
を承認，修正，または不承認とすることができる。懲戒委員会は，
事実認定と却下または制裁についての判断を含む報告書を作成しな
ければならない。報告書のコピーが速やかに裁判所に提出され，懲
戒訴追弁護士と対象弁護士に送達されなければならない。懲戒委員
会が事案は却下されるべきである，または資格剥奪もしくは業務停
止以外の制裁が課されるべきであると判断し，かつ，裁判所が投票
により事案を審査すると判断しなかった場合，懲戒委員会は事案を
却下するか，対象弁護士に対し当該制裁を課さなければならない。

（２）　�審査中，懲戒委員会は，対象弁護士および懲戒訴追弁護士への通知
があり返答の機会が与えられた場合を除いて，聴聞委員会に対して
提出されなかった証拠を受領しまたは検討してはならない。聴聞委
員会は，事実についての第一審であり，懲戒委員会は上訴審査機能
を果たすものである。手続を再開すべき新たな証拠が発見された場
合には，事案は聴聞委員会に差し戻されなければならない。

Ｆ．�裁判所による審査．裁判所は，その裁量で，対象弁護士または懲戒訴追弁
護士が懲戒委員会の報告書に異議を申し立てた場合，または異議申立期間
内に裁判所の過半数が事案の審理に投票した場合には，事案を審査するこ
とができる。裁判所が事案を審査せず，懲戒委員会による制裁または聴聞
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委員会による判断で懲戒委員会が審査をしなかった制裁が業務停止または
資格剥奪の場合，裁判所は当該制裁を課さなければならない。

（１）　�対象弁護士および懲戒訴追弁護士は，送達後［20］日以内に懲戒委
員会による報告書に対し異議を申し立てることができる。裁判所が
審査を実施することを認めてから［60］日以内に，対象弁護士およ
び訴追弁護士は適用される民事訴訟の上訴の規定に従い，書面を提
出し口頭弁論を行うことができる。手続の終結後，裁判所は速やか
に適切な命令を下さなければならない。裁判所の判断は，書面によ
り，その理由が示されなければならない。手続のあらゆる段階にお
いて最終的な処分が出された場合には直ちに，その書面による認定
を適切な雑誌または判例集において公表しなければならず，またそ
のコピーが対象弁護士，苦情申立者，および ABA 全国懲戒データ
バンクに送付されなければならない。

（２）　�審査中，裁判所は，対象弁護士および懲戒訴追弁護士への通知があ
り返答の機会が与えられた場合を除いて，聴聞委員会に対して提出
されなかった証拠を受領しまたは検討してはならない。

（３）　�手続を再開すべき新たな証拠が発見された場合には，事案は聴聞委
員会に差し戻されなければならない。

Ｇ．�懲戒代替プログラム．
（１）　�プログラムへの付託．規則第９条（Ｂ）に定義される軽微な非行を

含む事案においては，正式な訴追の申立前に，懲戒訴追弁護士は対
象弁護士を懲戒代替プログラムに付託することができる。懲戒代替
プログラムは，報酬の仲裁，仲裁，調停，法律事務所マネジメント，
弁護士支援プログラム，心理カウンセリング，継続的法教育プログ
ラム，弁護士倫理の受講，または裁判所が認めたその他のプログラ
ムを含む。

（２）　�苦情申立者への通知．規則第４条（Ｂ）（６）に従い，苦情申立者は，
対象弁護士が懲戒代替プログラムに付託される判断について通知を
受け，対象弁護士について新たな情報を提供する陳述書を提出する
合理的機会を与えられなければならない。この陳述書は，記録の一
部を構成する。

（３）　�要因．対象弁護士を懲戒代替プログラムに付託するか否かを判断す
るにあたり，以下の要因が考慮されなければならない。
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（ａ）　�苦情に記載されている違反についての ABA 弁護士制裁基
準（Standards� for�Imposing�Lawyer�Sanctions）に基づく
推定される制裁が，戒告または譴責よりも深刻なものとな
らなそうか。

（ｂ）　�プログラムへの参加が，対象弁護士に効果を与え，同プロ
グラムに設定された目標を達成するものであるか。

（ｃ）　�対象弁護士への制裁に対する加重要素または軽減要素が存
在するか。

（ｄ）　�ダイヴァージョン（diversion）が既に試みられたか。
（４）　�契約．懲戒訴追弁護士と対象弁護士は，契約について交渉しなけれ

ばならず，その文言は個々の状況に適合したものでなければならな
い。その都度，契約書は対象弁護士と懲戒訴追弁護士によって署名
されなければならない。契約は，対象弁護士について計画の諸条件
を定めるものでなければならず，適切な場合には，実践の監視者や
回復の監視者，および監視者の責任について明記しなければならな
い。契約は契約条件の履行の監視について規定しなければならない。
監視には，全ての契約違反らしき事項についての懲戒訴追弁護士へ
の通報が含まれる。契約はまた，契約に関連して発生する全ての費
用を対象弁護士が支払うことについて規定しなければならない。契
約は，契約条件の重大な違反によって，当初の懲戒請求に関するプ
ログラムへの対象弁護士の参加が無効となりうることについての明
確な承認を含めなければならない。契約は対象弁護士と懲戒訴追弁
護士の合意によって修正することができる。回復監視者が指名され
た場合には，当該監視者が契約上の義務を履行するために必要な情
報開示を行うことができるよう，対象弁護士の機密保持の放棄も含
めなければならない。

（５）　�プログラムへの不参加の効果．対象弁護士は，懲戒代替プログラム
に参加しない権利を有する。対象弁護士が参加しなかった場合，事
案はプログラムへの付託がなかったものとして扱われなければなら
ない。

（６）　�苦情の状況．合意に達した後，懲戒における苦情申立は，契約の条
件が成功裏に満たされるまで一時停止［却下］されなければならな
い。
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（７）　�終了．
（ａ）　�契約の履行：契約の条件が満たされたときに，当該契約は

自動的に終了する。契約の成功裏の終了により，弁護士会
は同一の主張に基づくさらなる懲戒手続を進めることがで
きる。

（ｂ）　�重大な違反：契約の重大な違反は，プログラムへの対象弁
護士の参加の終了事由となる。重大な違反の後，懲戒手続
は再開または再設置することができる。

第 12 条　免責（Immunity）
Ａ．�民事訴訟からの免責．弁護士の非行または不適格に関する懲戒委員会，聴

聞委員会，または懲戒訴追弁護士とのコミュニケーション，および手続に
おける証言は，完全に免責され，これに基づいた苦情申立者または証人に
対する訴訟は提起してはならない。懲戒委員会の委員，聴聞委員会の委員，
懲戒訴追弁護士，監視者（monitor），もしくはこれらの者のために行動す
る人，および従業員はその業務上の職務の過程における行動に対する訴訟
から免責される。

Ｂ．�刑事訴追からの免責．懲戒訴追弁護士による申請および［適切な訴追当局
への］通知に基づき，裁判所は，懲戒手続または適格性認定手続において
証言者に対し刑事訴追からの免責を認めることができる。

第 13 条　送達（Service）
Ａ．�請願（petition）の送達．懲戒手続または適格性審査手続の請願の対象弁

護士への送達は，交付送達，懲戒委員会の議長の認めた者による送達，も
しくは規則第７条に従い対象弁護士によって提出された名簿における現在
の情報による住所または最新の知られている住所への書留郵便または内容
証明郵便によらなければならない。

Ｂ．�他の書面の送達．本規則によって求められる他の書面または通知の送達
は，対象弁護士または対象弁護士の代理人に対してなすことができ，本規
則によって別段の定めのある場合を除いて，［州の民事訴訟規則］の規則
にしたがって行われなければならない。
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第 14 条　罰則付召喚令状を発行する権限（Subpoena Power）
Ａ．�宣誓．懲戒委員会または聴聞委員会の委員は担当する事案について，懲戒

訴追弁護士は自ら調査する事案について，および法によって権限を与えら
れた者は，宣誓および宣誓に代わる確約（affirmation）を執り行うことが
できる。

Ｂ．�調査における罰則付召喚令状．正式な懲戒訴追が申し立てられる前に，懲
戒訴追弁護士は，聴聞委員会の議長の承認を得て，［適切な州の民事訴訟
規則］に従い，罰則付召喚令状をもって，証人の出廷および関連性のある
書籍，書面，文書の提出を強制することができる。

Ｃ．�証言録取または聴聞のための罰則付召喚令状．正式な懲戒訴追が申し立て
られた後，懲戒訴追弁護士または対象弁護士は，［適切な州の民事訴訟規
則］に従い，規則に基づく証言録取または聴聞において，罰則付召喚令状
をもって，証人の出廷および関連性のある書籍，書面，文書の提出を強制
することができる。

Ｄ．�罰則付召喚令状の強制．出廷または証拠提出が求められている［巡回区，
郡，または市の適切な一般管轄裁判所］は，適切な申し立てに基づき，罰
則付召喚令状の出された証人の出廷および証言，および文書の提出を強制
することができる。

Ｅ．�罰則付召喚令状の却下．発行された罰則付召喚令状の合法性に関する攻撃
は，事案の係属している聴聞委員会の議長または罰則付召喚令状の強制が
求められている裁判所によって審理され，判断される。結果として出され
る命令は，手続における最終的な命令が出されるまで，不服申し立てする
ことはできない。

Ｆ．�証人および費用．罰則付召喚令状および証人の費用と飛行距離の計算は，
［適切な州の一般管轄裁判所］における手続きについて定められるものと
同一とする。

Ｇ．�他の管轄区の法に基づく罰則付召喚令状．弁護士の懲戒手続または適格性
審査手続において用いるために，他の管轄区の法に基づいて本州において
罰則付召喚令状が求められ，かつ，罰則付召喚令状の発行が他の管轄区の
法に基づいて正当に認められている場合には，懲戒委員会の議長は，正当
な理由についての請願を受けた後，証人が居住し，または雇用されている
郡もしくは証人が合意した場所において，証人の出廷および文書提出を強
制するために本条に規定される通りに罰則付召喚令状を発行することがで
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きる。この罰則付召喚令状についての送達，強制，不服申立は，本規則に
規定される通りとする。

第 15 条　証拠収集手続（Discovery）
Ａ．�適用範囲．答弁書の提出後［20 日］以内に，懲戒訴追弁護士および対象

弁護士は，関連する事実について知識を有する全ての人物の氏名および住
所を交換しなければならない。答弁書の提出後［60 日］以内に，懲戒訴
追弁護士および対象弁護士は，［適切な州の民事訴訟規則］に従い，証言
録取を取得することができ，かつ，（１）請求または対象弁護士に関連す
る秘匿特権によって保護されない情報及び証拠，および（２）聴聞委員会
［または理事会］の議長に正当な理由が示されたその他の資料に対する合
理的な要求に応じなければならない。

Ｂ．�紛争の解決．証拠収集に関する紛争は，事件が継続している聴聞委員会［ま
たは理事会］の議長が判断する。議長による全ての証拠収集命令は中間的
なものであり，終局的な命令の発令前には不服申立することはできない。

Ｃ．�民事訴訟規則の不適用．本規則における手続は，証言録取書および罰則付
召喚令状に関するものを除き，証拠収集については［州の民事訴訟規則］
の適用を受けない。

第 16 条　 懲 戒 に 関 す る 情 報 へ の ア ク セ ス（Access to Disciplinary 
Information）

Ａ．�情報の入手可能性．懲戒訴追弁護士，聴聞委員会，または懲戒委員会のワー
ク・プロダクトを除いて，機関の全ての情報は，非行が発生したと考える
相当の理由があると判断され，かつ正式な懲戒訴追の申し立ておよび訴追
がなされた後，一般に利用可能なものとなる。ただし，特定の証言，文書，
または記録について，不服申立者または対象弁護士が保護命令を得ている
場合には，この限りではない。

Ｂ．�機密性．懲戒事案について正式な懲戒訴追の申立および送達がなされる前
には，手続は機関内における機密である。ただし，懲戒訴追弁護士は，以
下の場合においては，調査の係属，対象および状況について公開すること
ができる。

（１）　�対象弁護士が秘密性を放棄した場合．
（２）　�手続が，犯罪の有罪判決または相互の懲戒を含む主張に基づくもの
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である場合．
（３）　�手続が既に公衆に一般に知られている主張に基づくものである場

合．
（４）　�公衆，司法行政，または法律専門職を保護するために，依頼者保護

基金を含む他の人や組織に対し，通知を行う必要性のある場合．
Ｃ．�公開の手続．非行が発生したと考える相当の理由があると判断され，かつ

正式な懲戒訴追の申し立ておよび訴追，または資格復帰の請願の申立がな
された後，以下を除き手続は公開となる。

（１）　�聴聞委員会，懲戒委員会，または裁判所の審議．
（２）　�聴聞委員会が保護命令を発行したものに関する情報．

Ｄ．�不適格性を主張する手続．不適格による被現役的地位への移行，および同
地位からの移行のための手続は，内密に行われる。弁護士を不適格により
被現役的地位に移行する命令，および同地位から現役的地位へと移行する
命令は，公開される。

Ｅ．�保護命令．不服申立者，証人，第三者，または対象弁護士の利益を守るた
め，［事案を担当する聴聞委員会］［懲戒委員会］は，申立および正当な理
由の証明によって，秘匿特権または守秘義務によって保護される特定の情
報の開示を禁ずる保護命令を発行することができ，かつ申請の対象となっ
ている情報の機密性を保護できるような方法による聴聞の実施を求めるこ
とを含めて，保護命令を実行する手続の実施を指示することができる。

Ｆ．�非公開の情報についての要求．（Ｂ）項に基づき公開が認められるものを
除いて，非公開の情報に対する要求は，却下されなければならない。ただ
し，その要求が以下の機関からのものによる場合を除く。

（１）　�［弁護士資格付与のために資格要件の調査を行う権限のある機関の
名前］

（２）　�弁護士懲戒強制機関
（３）　�［裁判所の指名する，その他の機関］

Ｇ．�弁護士への通知．Ｈ項に規定される場合を除いて，懲戒委員会または訴追
弁護士が要求された非公開の情報の提供を決め，かつ弁護士がその要求す
る機関が非公開の情報を得ることを認める放棄の署名をしていない場合に
は，当該弁護士は，文書で，要求機関に対し開示することが提案されてい
る情報のコピーとともに，問題となっている情報が要求されていることに
ついて，その最新の住所宛に通知を受けなければならない。当該通知は，
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当該弁護士に対して，当該弁護士による開示への異議申立のない限り，通
知の投函後［21］日後に，情報が開示されることを勧告しなければならな
い。当該弁護士が適時に開示に対する異議申立をした場合には，要求して
いる機関がその開示を求める裁判所命令を得ない限り，当該情報は非公開
となる。

Ｈ．�通知なしに行われる公開．情報を求めている機関が，非公開の情報につい
て弁護士から放棄を得ておらず，かつ当該弁護士への通知なしに情報が開
示されることを求めている場合には，要求機関は，以下を証明しなければ
ならない。

（１）　�当該要求が，弁護士の非行についての現在進行中の調査の促進のた
めに行われていること。

（２）　�求めている情報が，当該調査のために不可欠であること。
（３）　�弁護士に対する調査の存在を開示することが，当該調査の深刻な妨

げとなること。
Ｉ．�全国弁護士規制データバンクへの通知．懲戒委員会は，弁護士に対して課

された全ての公的懲戒，不適格による被現役的地位への移行もしくは同地
位からの移行，および資格復帰の通知を，アメリカ法曹協会によって維持
される全国弁護士規制データバンクに送付しなければならない。

Ｊ．�機関の当局者および従業員の義務．本規則に基づく手続における機関の当
局者および従業員は，本条において義務付けられる守秘義務を維持するよ
うに行動しなければならない。

第 17 条　懲戒情報の普及
Ａ．�懲戒機関への通知．懲戒訴追弁護士は，対象弁護士が弁護士資格を有する

全ての管轄区の懲戒執行機関に対し，公的懲戒，不適格による非現役地位
への移行または同地位からの移行，資格復帰，資格の再取得の通知，およ
び有罪判決の認証謄本を送付しなければならない。

Ｂ．�課された懲戒についての公示．懲戒訴追弁護士は，業務停止，資格剥奪，
資格復帰，資格の再取得，不適格による非現役地位への移行または同地位
からの移行の通知が，州弁護士会の雑誌および弁護士が実務のための事務
所を維持している各司法地区において一般に普及している新聞において公
表されるようにしなければならない。

Ｃ．�裁判所への通知．懲戒訴追弁護士は，業務停止，資格剥奪，資格復帰，資



226 比較法学 48 巻 2 号

格の再取得，不適格による非現役地位への移行または同地位からの移行に
関する命令の認証謄本を，速やかに本州の全ての裁判所に対し送信しなけ
ればならない。加えて，懲戒訴追弁護士は，対象弁護士が不適格による被
現役的地位へと移行された司法地区，または規則第２７条の要件を満たす
ことができなくなる弁護士業務のための事務所のある司法地区の裁判所の
裁判長に対し，規則第２８条の規定において対象弁護士および対象弁護士
の依頼者を保護するために言及されている行動を採るように求めなければ
ならない。

第 18 条　手続の追加的規則（Additional Rules of Procedure）
Ａ．�手続の本質．懲戒手続は，民事手続でも刑事手続でもない，独自の手続で

ある。
Ｂ．�民事訴訟規則および証拠規則によって規律される手続．本規則によって別

段の定めのある場合を除いて，［州民事訴訟規則］および［民事の非陪審
事案における州証拠規則］が懲戒事件および適格性審査事件において適用
される。

Ｃ．�証明の基準．非行の正式な懲戒訴追，軽微な非行，資格復帰および資格再
取得のための請願，不適格による被現役的地位への移行および同地位から
の移行は，明白かつ確信を抱くに足る証拠により証明される。

Ｄ．�証明責任．懲戒または不適格による非現役的地位の移行を求める手続にお
ける証明責任は，懲戒訴追弁護士にある。資格復帰，資格の再取得，不適
格による非現役的地位から現役的地位への移行を求める手続きにおいて
は，証明責任は対象弁護士にある。

Ｅ．�聴聞前協議（prehearing�conference）．［聴聞委員会］［懲戒委員会］の裁
量または一方当事者からの要望により，自白を得たり，その他申立てにお
いて提示された争点の整理を行うために，協議を実施することができる。
協議は［聴聞委員会］［懲戒委員会］の議長または議長によって指名され
た［聴聞委員会］［懲戒委員会］の委員の面前で行われなければならない。

Ｆ．�聴聞の録音．聴聞は録音されなければならない。要求により，懲戒委員会
は聴聞の録音を利用できるようにしなければならない。

Ｇ．�関連する係属中の訴訟．懲戒委員会への正当な理由の証明によって，係属
中の懲戒事案の手続は，係属中の刑事または民事訴訟もしくは懲戒手続に
おける実体的主張との実質的類似性を理由に停止することができる。



227ABA 弁護士懲戒実施模範規則の紹介と試訳

Ｈ．�軽微な非行についての聴聞．規則第９条（Ｂ）に定義される軽微な非行の
主張される正式な懲戒請求を判断するための聴聞は，以下を除き本規則に
基づいて実施される。

（１）　�聴聞は，弁護士である単独の裁定者［聴聞委員会の委員］によって
実施され，書面による事実認定および法的結論を出し，以下のいず
れかの判断をしなければならない。
（ａ）　�事案の却下
（ｂ）　�戒告，費用の支払い，原状回復，一年を超えない保護観察，

もしくはこれらの組み合わせ以外の制裁を課さないことの
勧告。

（ｃ）　�非行が規則第９条（Ｂ）に定義される軽微な非行に該当し
ない場合には，聴聞委員会への差し戻し。

（２）　�聴聞前協議の開催は不要．聴聞前協議が開催されない場合，聴聞委
員が指名された数［30］日以内に聴聞を開始しなければならない。

（３）　�対象弁護士，苦情申立者，懲戒訴追弁護士は，懲戒委員会の３名の
合議体による判断の審査を求める権利を有する。その合議体では，
一人の裁定者による判断を採用するか，または書面による認定を行
わなければならない。合議体は，事案を却下するか，対象弁護士の
弁護士業務を行う権利を制約しない制裁を課さなければならない。

（４）　�不服申立を審査する裁定者の判断は，対象弁護士，苦情申立者，ま
たは懲戒訴追弁護士による申し立てにより，裁判所がその裁量に
よって審査することができる。裁判所は，重大な法律上の論点を含
む事件または裁量の濫用にあたる判断の証明のあった事件のみ，審
査を認めなければならない。裁判所は，不服申立のあった判断を採
用するか，これを拒絶しなければならない。裁判所が判断を拒絶す
る場合，書面による認定を行い，事件を却下するか，または対象弁
護士の弁護士業務を行う権利を制約しない制裁を課さなければなら
ない。

（５）　�事件の最終的な処分がなされると，最終裁定者による書面による認
定および結論は適切な雑誌または判例集において公表しなければな
らず，またそのコピーが対象弁護士，苦情申立者，および ABA 全
国懲戒データバンクに送付されなければならない。

Ｉ．�苦情申立者を原因とする手続の遅延．苦情への署名または懲戒請求，もし
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くは苦情申立者と弁護士との間の和解または譲歩，弁護士による原状回復
に対する，苦情申立者の渋りや懈怠は，それ自体では，いかなる苦情の処
理の中断も正当化しない。

Ｊ．�時間的制約の効果．本規則において別段の定めのある場合を除いて，時間
は指示的なものであり，司法権による強制的なものではない。定められた
期間の不遵守は，違反者に対する制裁を課すことになるかもしれないが，
懲戒または適格性認定における調査や手続の中止を正当化しない。

Ｋ．�懲戒機関構成員に対する苦情．懲戒訴追弁護士またはそのスタッフ，聴聞
委員会委員，または懲戒委員会の委員に対する苦情が申し立てられた場合
には，事案は以下の点を除いて，本規則に従って処理されなければならな
い。

（１）　�対象弁護士が懲戒訴追弁護士またはそのスタッフの一員であった場
合，懲戒委員会は，本事件を扱う特別の弁護士を指名しなければな
らない。

（２）　�対象弁護士が聴聞委員会の委員であった場合には，懲戒委員会の議
長は，本事件のための特別の聴聞委員会を指名しなければならない。

（３）　�対象弁護士が懲戒委員会の委員であった場合には，州最高裁判所長
官は，本事件について特別の懲戒委員会を指名しなければならない。

第 19 条　有罪判決を受けた弁護士（Lawyers Found Guilty of a Crime）
Ａ．�事実審裁判所書記官による有罪性判断の証明の通達．弁護士が有罪と認定

された本州の裁判所の書記官は，有罪判決後［10］日以内に，有罪認定を
証明する認証謄本を当該弁護士が弁護士資格を有するすべての州の弁護士
懲戒機関の訴追弁護士宛に通達しなければならない。

Ｂ．�「深刻な犯罪」の判断．本裁判所の懲戒権に服する弁護士が有罪判決を受
けたと知らされた後，懲戒訴追弁護士は，当該犯罪が即時の暫定的業務停
止を認める「深刻な犯罪」を構成するか否か，判断しなければならない。
当該犯罪が「深刻な犯罪」である場合，懲戒訴追弁護士は，暫定的業務停
止命令の準備をし，これを裁判所および対象弁護士に対し，有罪認定の証
明を付して回付しなければならない。加えて，懲戒訴追弁護士は，有罪認
定から推定される対象弁護士に対する正式な懲戒請求を申し立てなければ
ならない。暫定的業務停止命令の申し立てのための期日またはこれ以前
に，対象弁護士は，当該犯罪が「深刻な犯罪」を構成しない，または当該
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弁護士は有罪認定を受けた個人ではないなど，業務停止が正式に命じられ
てはならないことを立証する管轄上の瑕疵を主張することができる。当該
犯罪が「深刻な犯罪」ではない場合，懲戒訴追弁護士は懲戒期間に寄せら
れるその他の情報と同じ方法によって事案を処理しなければならない。

Ｃ．�「深刻な犯罪」の定義．「深刻な犯罪」は，弁護士の誠実さ，信頼性，また
はその他の側面における弁護士としての適正さに悪影響を与える重罪また
はこれより軽い犯罪，または制定法またはコモンロー上の犯罪の定義によ
り判断されるところの，その犯罪の必要的要素が，司法行政への干渉，虚
偽の宣誓，不実表示，詐欺，賄賂，恐喝，背任，詐欺，欺瞞を含むもの，
もしくは「深刻な犯罪」を犯すことの未遂，共同謀議，または教唆を含む。

Ｄ．�即時の暫定的業務停止．裁判所は弁護士を暫定的業務停止とする排他的権
限を有する。

（１）　�強制．裁判所は，弁護士が深刻な犯罪について有罪と認定された証
明をもって，不服申し立てが係属しているか否かに関わらず，直ち
に当該弁護士を暫定的業務停止とすることができる。

（２）　�終了．裁判所は，暫定的業務停止を終了する排他的権限を有する。
司法の利益のために，裁判所は，特別な状況についての立証のあっ
た場合には，懲戒訴追弁護士に通知をし，聴問の機会を与えた後に，
暫定的業務停止を終了することができる。

Ｅ．�確定証拠としての有罪判決．有罪認定の結果として申し立てられる正式な
懲戒請求の聴聞においては，有罪判決の認証謄本は当該弁護士が罪を犯し
たことの確定証拠となり，そのような聴聞における唯一の争点は，課され
る懲戒の性質および程度に限られる。

Ｆ．�有罪認定または有罪判決の破棄による暫定的業務停止からの自動的資格復
帰．専ら（Ｄ）項の規定に基づいて業務停止となった弁護士が，その根拠
となっている有罪の認定または有罪判決が破棄または取消となったことを
示した場合には，暫定的業務停止命令は取り消され，当該弁護士は現役的
地位に置かれる。暫定的業務停止の取り消しは，当該弁護士についての正
式な手続を自動的に終了させるものではなく，その処分は聴聞委員会およ
び懲戒委員会によって，有罪認定または有罪判決以外の利用可能な証拠に
基づいて判断される。

Ｇ．�暫定的業務停止についての依頼者および他者への通知．本規則に基づく暫
定的業務停止は，規則第 27 条の目的における弁護士の業務停止を構成す
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る。

第 20 条　 公 共 へ の 害 悪 の 恐 れ に 基 づ く 暫 定 的 業 務 停 止（Interim 
Suspension for Threat of Harm）

Ａ．�証拠の送付．本裁判所の懲戒権に服する弁護士が［州弁護士職務規則］に
違反し，または以下に定義される不適格に相当し，かつ当該弁護士が公共
への深刻な害悪をもたらす実質的な恐れのあることを証明する十分な証拠
を受領した際には，懲戒訴追弁護士は，

（ⅰ）　�提案する暫定的業務停止命令と共に裁判所に証拠を送付し，
（ⅱ）　�同時に，即時の暫定的業務停止命令の提案が裁判所に送付されたこ

とについて，当該弁護士に通知を与える合理的な試みをしなければ
ならない。通知は，電話による通知を含む。

Ｂ．�即時の暫定的業務停止．懲戒訴追弁護士によって裁判所に送られた証拠お
よび当該弁護士から裁判所の判断の前に送られたこれに対する反駁の証拠
の検討の後，裁判所は，害悪の原因となっている行為に対する懲戒手続き
の最終処分が下されるまで当該弁護士を直ちに業務停止とする命令を出す
こと，または裁判所が適切と考えるその他の行動を採ることができる。業
務停止命令を出す場合，裁判所は規則第２８条に従い，依頼者の利益を保
護する受託者を指名することができる。

Ｃ．�依頼者への通知．Ｂ項によって業務停止となった弁護士は，規則第２７条
における通知の要件を遵守しなければならない。

Ｄ．�暫定的業務停止の取消しのための監視．懲戒訴追弁護士への［２］日前の
通知をもって，Ｂ項に従い業務停止となった弁護士は，裁判所に出廷し，
業務停止命令の取消しまたは修正を申し立てることができる。その際に
は，正義の求める迅速性をもって申し立ては審理され判断されなければな
らない。

第 21 条　同意に基づく懲戒（Discipline by Consent）
Ａ．�自白の提供の懲戒委員会による承認．正式な懲戒請求を受けた弁護士は，

懲戒訴追弁護士に対し，記載されている懲戒の形態に対する見返りとし
て，当該請求またはその特定の裁判所への条件付き自白を申し出ることが
できる。提供されている条件付き自白は，懲戒委員会によって［事案が既
に聴聞を受けているときは，聴聞委員会の勧告を考慮に入れて］承認また
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は拒絶される。ただし，規則第 11 条（Ｆ）に従い，記載されている懲戒
の形態が資格剥奪，業務停止，または不適格による被現役的地位への移行
の場合には，裁判所による最終的な承認または拒絶に従うものとする。記
載されている懲戒の形態が［審判期間］［懲戒委員会］によって拒絶され
た場合，自白は撤回され，その後のいかなる手続においても対象弁護士に
対して利用されてはならない。

Ｂ．�同意による懲戒の審査．課される懲戒の程度は，審査の対象となる。正式
な懲戒請求の申立前に，譴責または保護観察を定める合意が形成された場
合，当該合意は聴聞委員会［懲戒委員会］の議長による承認を得なければ
ならない。

Ｃ．�管轄の断絶．提案された懲戒の懲戒委員会および必要な場合には裁判所に
よる承認は，聴聞委員会のさらなる管轄権を剥奪し，かつそのような事件
においては報告書を作成する必要はない。懲戒の最終的な命令は，請願お
よび申し立てられた条件付きの自白を根拠としなければならない。

Ｄ．�同意の宣誓供述書．記載された懲戒の形態に同意した弁護士は，当該弁護
士が懲戒に同意していること，および以下を述べた宣誓供述書を懲戒委員
会に提出しなければならない。

（１）　�同意は自由かつ自発的に申し立てられた。弁護士は強制や強要に服
していない。弁護士は同意を提出することの意味を十分に理解して
いる。

（２）　�当該弁護士は，現在係属中の調査または懲戒手続があり，懲戒事由
が存在するという主張があり，その懲戒の本質についても具体的に
記載されていることを知っている。

（３）　�弁護士は，主張されている具体的な事実が真実であると認めている。
（４）　�弁護士は，調査中の事案を基礎として懲戒請求が申し立てられれば，

または継続中の手続が進行すれば，弁護士はこれに対して成功裏に
防御することはできないことを知っており，それ故に同意した。

Ｅ．�懲戒の命令．懲戒委員会は，裁判所に宣誓供述書を提出しなければならな
い。同意による懲戒が戒告である場合には，懲戒委員会はこれを命じなけ
ればならない。その他の場合であって，提案された懲戒が承認された場合
には，裁判所は，同意により当該弁護士を懲戒する命令を下さなければな
らない。制裁が公表されるか否かは，規則第 10 条（Ｄ）によって規律さ
れる。
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第 22 条　懲戒およ び不適格 による被 現役地位 の交互性（Reciprocal 
Discipline and Reciprocal Disability Inactive Status）

Ａ．�他の管轄区から懲戒命令または不適格による非現役的地位への移行命令に
ついて情報を得る懲戒訴追弁護士の義務．懲戒されたか，不適格による非
現役的地位への移行された時には，この管轄区において弁護士資格を有す
る弁護士は直ちに懲戒訴追弁護士に対し，当該懲戒または地位の移転につ
いて知らせなければならない。管轄区内の弁護士が，他の管轄区において
懲戒されたかまたは不適格による非現役的地位への移行されたことを知ら
された時には，懲戒訴追弁護士は懲戒命令の認証謄本を得て，これを懲戒
委員会および裁判所に提出しなければならない。

Ｂ．�対象弁護士に送達される通知．管轄区において弁護士資格を有する弁護士
が，他の管轄区において懲戒されたか，不適格による非現役的地位への移
行されたことを証明する命令の認証謄本を受領したときは，裁判所は，直
ちに当該弁護士および懲戒訴追弁護士に対し，以下を含む通知を発行しな
ければならない。

（１）　�他の管轄区における命令のコピー。
（２）　�弁護士または懲戒訴追弁護士に対して，通知の送達後［30］日以内

に，Ｄ項に記載される事由の根拠となる主張，本管轄区における同
一の懲戒または不適格性による非現役的地位は認められないとする
主張，およびその主張の理由を知らせることを命じる命令。

Ｃ．�他の管轄区における停止の効果．他の管轄区において課された懲戒または
地位の移行が停止となった場合，本管轄区において相互的に課された懲戒
または地位の移転は，停止が終了するまで猶予されなければならない。

Ｄ．�課される懲戒．Ｂ項の規定に従った通知の送達から［30］日が経過した後，
懲戒訴追弁護士または対象弁護士が他の立証をするか，または以下のこと
が懲戒の記録から明らかであると認められない限り，裁判所は，同一の懲
戒または不適格による非現役的地位を課さなければならない。

（１）　�手続が，適正手続を奪う程に聴聞の通知または機会について欠陥の
あること。

（２）　�非行の証明に，裁判所がその義務と矛盾なく，決定的かつ最終的な
ものと受け入れることのできないものであると明確な確信を生じさ
せる欠陥があること。
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（３）　�課された懲戒が，重大な不当な不正または管轄区における公序を乱
すものであること。

（４）　�不適格による非現役的への地位の移動の原因となった理由がもはや
存在しないこと。�
　裁判所が上記のいずれかの要素が存在すると判断した場合には，
本裁判所は，自ら適切と考える命令を下さなければならない。異な
る懲戒を求める当事者が，本管轄区において，同一の懲戒を課すこ
とが適切でないことについて立証責任を負う。

Ｅ．�他の管轄区における裁定の確定性．他の側面においては，他の管轄区にお
ける，その管轄区において弁護士資格を有するか否かに関わらず，弁護士
が非行を犯した，または不適格により非現役的地位に移行すべきとの最終
的な裁定は，本管轄区における懲戒または適格性認定手続において非行の
存在または不適格性を最終的に証明する。

第 23 条　弁護士が不適格であると宣言または主張される手続（Proceedings 
in Which Lawyer Is Declared to Be Incompetent or Alleged to Be 
Incapacitated）

Ａ．�不適格事由への不本意の関与または裁定．弁護士が，裁判所により不適格
と宣言された場合，または無能力もしくは不適格を認める事由に不本意に
関与した場合，裁判所は，事実についての適切な証明の後，さらなる裁判
所の命令があるまで無期限に，当該弁護士を不適格による非現役的地位に
即時に以降する命令を発しなければならない。裁判所の指示する方法に
よって，命令のコピーが当該弁護士，その後見人，または当該弁護士が問
題を犯した機関の長に送達されなければならない。

Ｂ．�適切な防御ができない場合．対象弁護士が，懲戒手続の過程において，精
神的または身体的無能力により防御を行うことができないと主張した場合
には，裁判所は，無能力についての判断が出るまでの間，当該弁護士を直
ちに不適格による非現役的地位に移行しなければならない。

（１）　�裁判所が，防御ができないという主張が正しいと判断した場合，懲
戒手続は延期しなければならず，対象弁護士は，裁判所がその後に
現役的地位への復帰を求める請願を検討するまで，不適格による非
現役的地位に留まらなければならない。現役的地位への復帰のため
の請願を検討する裁判所が，当該請願が認められるべきと判断した
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場合には，裁判所はさらに，中断した懲戒手続における処分につい
て判断しなければならない。

（２）　�裁判所が，防御ができないとの主張が正当でないと判断した場合，
懲戒手続は再開されなければならず，対象弁護士は当該懲戒事案の
最終的処分が決定するまで，直ちに暫定的業務停止処分に服しなけ
ればならない。

Ｃ．�無能力を判断する手続．弁護士業務を行う能力に不利益に影響を与える，
弁護士の身体的または精神的状況に関する情報は，調査されなければなら
ず，そして正当性が認められる場合には，当該弁護士が不適格による非現
役的地位に移行されるべきかを判断するための正式な手続の対象となる。
聴問は，懲戒手続と同様の方法によって実施される。ただし，当該手続は
内密に行われなければならない。裁判所は，手続について適切かつ妥当で
あると考える通知を対象弁護士に対し提供しなければならず，また，対象
弁護士が十分な表明ができない場合には，当該対象弁護士を代理する弁護
士を任命することができる。裁判所は，裁判所が指名する資格を有する医
療専門者による対象弁護士の検査を含む，対象弁護士がどれ程能力を有し
ていないのかを判断するために必要または適切な，あらゆる行動を実施ま
たは指示することができる。十分な事案の検討の後，裁判所が対象弁護士
について弁護士業務を継続する能力を欠くと判断した場合，裁判所は，さ
らなる命令が出るまでの間無期限に，対象弁護士を不適格による非現役的
地位に移行する命令を発しなければならない。対象弁護士に対するいかな
る係属中の懲戒手続も停止しなければならない。

Ｄ．�非現役的地位への移行の公表．懲戒委員会は，不適格による非現役的地位
の移行の通知を，弁護士会の雑誌および当該弁護士が弁護士業務のための
事務所を維持している各司法地区において一般に普及している新聞におい
て公表しなければならない。

Ｅ．�不適格による非現役的地位からの資格復帰．
（１）　�通則．不適格による非現役的地位に移行したいかなる対象弁護士も，

本裁判所の命令に寄らない限り，現役的地位には復帰できない。
（２）　�請願．不適格による非現役的地位に移行した対象弁護士は，一年に

一度，または対象弁護士を非現役的地位に移行する命令またはその
修正において裁判所が指示したより短い期間に一度，現役的地位へ
の移行を求める請願をする権利を有する。



235ABA 弁護士懲戒実施模範規則の紹介と試訳

（３）　�検査．現役的地位への移行を求める請願の提出があった場合には，
裁判所は，裁判所により指名された資格を有する医療専門家による
対象弁護士の検査の指示を含む，不適格性が無くなったか否かを判
断するために必要または適切と思われるあらゆる行動を実施または
指示することができる。裁判所は，その裁量において，当該検査の
費用を対象弁護士が支払うよう指示することができる。

（４）　�医師と患者間の秘匿特権の放棄．現役的地位への復帰を求める請願
の提出によって，対象弁護士は，不適格による非現役的地位への移
行後に検査または治療を受けた，精神科医，心理学者，医師，病院
またはその他の機関の名前を開示しなければならない。対象弁護士
は，裁判所または裁判所の任命する医療専門家による求めのあった
場合には，不適格性に関連する情報および記録を開示することにつ
いて，書面による同意を裁判所に提出しなければならない。

（５）　�法律の学習，司法試験．裁判所はまた，対象弁護士が能力を有し法
律の学修をしていることを証明するように指示することができる。
その証明には，弁護士資格を付与するための試験を成功裏に終えた
ことについての司法試験主催者からの証明を含む。

（６）　�現役的地位への移行を求める請願の承認．不適格性が除去されたこ
とについて明白かつ確信を抱くに足る証拠による証明があった場合
には，裁判所は，現役的地位への移行を求める請願を認めなければ
ならない。

（７）　�適格性についての司法的宣言．裁判所が不適格と判断したことによ
り非現役的地位に移行された対象弁護士が，適格性を有すると裁判
所によって宣言を受けた場合には，裁判所は，不適格性が除去され
たことについてのさらなる証拠の提出を免除し，適切かつ望ましい
と考えられる条項によって，現役的地位への復帰をただちに指示す
ることができる。

第 24 条　６ヶ月以内の業務停止処分からの地位の復帰（Reinstatement 
Following a Suspension of Six Months or Less）

　懲戒手続によって６ヶ月以内の業務停止となった弁護士は，業務停止命令に
おける要求を完全に満たし，要求される費用および支出を支払ったことを述べ
る宣誓供述書を裁判所に提出し懲戒訴追弁護士に送達することによって，業務
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停止期間の最終日に資格復帰となる。

第 25 条　６ヶ月を超える業務停止処分からの地位の復帰および資格の再取
得（Reinstatement after Suspension for More Than Six Months and 
Readmission）

Ａ．�総則．６ヶ月を超える業務停止処分または資格剥奪となった弁護士は，裁
判所の命令によってのみ資格復帰または資格の再取得をすることができ
る。いずれの弁護士も，業務停止期間を過ぎる［６ヶ月］前までは，資格
復帰の請願をしてはならない。いずれの弁護士も，資格剥奪の有効日から
［５］年を超えるまでは，資格の再取得のための請願をしてはならない。
暫定的業務停止処分となり，その後暫定的業務停止処分の事由となったも
のと同一の非行に基づいて資格剥奪となった弁護士は，暫定的業務停止の
有効日から［５］年経過した時点で，資格の再取得の請願をすることがで
きる。

Ｂ．�請願．資格復帰または資格の再取得を求める請願は，偽りの場合には偽証
罪に問われることを条件とした宣誓または確約によらなければならず，当
該弁護士がＥ項に特定される各基準を満たす具体的な方法，またそうでな
い場合には，資格復帰または資格の再取得を認める正当かつ十分な理由の
あることを明示しなければならない。［規則第２６条によって減額されな
い限り，］請願は，手続について見込まれる費用としてその時々に懲戒委
員会が指定する金額の事前の納付とともになされなければならない。

Ｃ．�請願の送達．弁護士は，懲戒訴追弁護士に請願のコピーを提出しなければ
ならず，懲戒訴追弁護士は，業務停止処分または資格剥奪となった懲戒手
続における各苦情申立者に対し，請願のコピーを送達しなければならない。

Ｄ．�請願の公表．資格復帰または資格の再取得を求める請願の申し立てと同時
に，弁護士は，請願の通知を弁護士会の雑誌および当該弁護士が業務停止
または資格剥奪となった時に弁護士業務のための事務所を維持していた各
司法地区において一般に普及している新聞において公表しなければならな
い。通知は，弁護士会会員および市民一般に対して，資格復帰または資格
の復帰の申し立てのあったことを知らせるものでなければならず，いかな
る個人も当該申し立てに対する反対または賛成の通知を懲戒委員会に
［60］日以内に提出できることを知らせなければならない。加えて，当該
弁護士は，業務停止または資格剥奪となった懲戒手続における苦情申立者
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に対し，当該弁護士が資格復帰または資格の再取得を申し立てていること
を通知し，各苦情申立者に対し，当該弁護士の請願に対する反対または賛
同の意見を［60］日いないに提出できることを知らせなければならない。

Ｅ．�資格復帰および資格の再取得のための基準．弁護士は，以下に掲げる各基
準を満たす場合に限り，資格復帰または資格の再取得をすることができ，
そうでない場合には，それでもなお当該弁護士が資格復帰または資格の再
取得を認められるべき正当かつ十分な理由を提出しなければならない。

（１）　�弁護士が，規則第 26 条に基づいて軽減されたものを除いて，かつ
ての全ての懲戒命令における諸条件を十分に遵守したこと。

（２）　�弁護士が，業務停止または資格剥奪の間，非弁活動に従事せず，ま
た従事しようとしなかったこと。

（３）　�弁護士が業務停止または資格剥奪処分の際に，アルコールその他の
薬物乱用を含む，身体的または精神的障害または疾患のあった場合
には，当該障害または疾患がなくなったこと。アルコールまたはそ
の他の薬物乱用が弁護士の非行の原因要素であった場合には，当該
弁護士は以下の場合を除いて資格復帰または資格の再取得を行って
はならない。
（ａ）　弁護士が適切なリハビリテーション用の治療を受けたこと。
（ｂ）　弁護士が少なくとも［１年］の間，アルコールまたはその
他の薬物の利用を控えていること。
（ｃ）　弁護士がアルコールまたはその他の薬物の利用を今後も控
え続けるであろうこと。

（４）　�弁護士が，業務停止または資格剥奪をもたらした非行の悪質性およ
び深刻性を認識していること。

（５）　�弁護士が，業務停止または資格剥奪となって以来，その他の専門職
上の非行を犯してはいないこと。

（６）　�懲戒を受けた行為にも関わらず，弁護士が弁護士業務に求められる
正直さおよび廉潔性を具備していること。

（７）　�弁護士が，最近の法律について情報を得ており，弁護士業務を行う
能力を有していること。

（８）　�加えて，資格剥奪を受けた弁護士は，司法試験および性格適性試験
に合格しなければならない。

Ｆ．�請願の審査．資格復帰または資格の再取得を求める弁護士の請願を受けた
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日から［９０］日以内に，懲戒訴追弁護士は以下のいずれかの行動を採ら
なければならない。

（１）　�当該弁護士および［懲戒委員会］裁判所に対し，懲戒訴追弁護士が
当該弁護士の資格復帰または資格の再取得に合意すること。

（２）　�当該弁護士および［懲戒委員会］裁判所に対し，懲戒訴追弁護士が
当該弁護士の資格復帰または資格の再取得に反対し，［懲戒委員会］
裁判所に聴聞の設定を求めること。

Ｇ．�聴聞，報告．懲戒訴追弁護士の聴聞の要求を受けた後，［懲戒委員会］裁
判所は速やかに当該事案を聴聞委員会に付託しなければならない。要求の
あった日から［90］日以内に，聴聞委員会は聴聞を実施しなければならず，
この聴聞において当該弁護士はＥ項に特定される各基準を満たしているこ
と，またそうでない場合には，それでもなお当該弁護士が資格復帰または
資格の再取得を認められるべき正当かつ十分な理由について，明白かつ確
信を抱くに足る証拠をもって証明する責任を負う。聴聞委員会は事実認定
および勧告を含む報告書を，［懲戒委員会］裁判所に提出しなければなら
ない。［懲戒委員会は速やかに聴聞委員会の報告書および記録を審査し，
自らの事実認定および勧告を裁判所に提出しなければならない。］

Ｈ．�資格復帰または資格の再取得に関する判断．裁判所は，［聴聞委員会］［懲
戒委員会］によって提出された報告書，または弁護士と懲戒訴追弁護士に
よって締結された合意書を審査しなければならない。裁判所が，弁護士が
Ｅ項の基準を満たしていると認めた場合，または遵守できなかったことに
ついての正当かつ十分な理由を提出したと認めた場合，裁判所は，当該弁
護士の資格復帰または資格の再取得を認めなければならない。裁判所が弁
護士の資格復帰または資格の再取得を認める場合には，裁判所はその判断
の理由を述べた書面による意見書を公表しなければならない。裁判所が資
格復帰または資格の再取得を認めない場合，裁判所はその判断の理由を述
べた書面による意見そを公表し，当該弁護士が再申請することができる時
期を明らかにしなければならない。一般に，資格復帰または資格の再取得
を求める請願に対する不利益な判断のあった後，一年間は，弁護士は資格
復帰または資格の再取得について再申請することができない。

Ｉ．�資格復帰または資格の再取得の条件．裁判所は，弁護士の資格復帰または
資格の再取得について，条件を課すことができる。弁護士が資格復帰また
は資格の再取得を正当化する立証責任を果たしているものの，一般市民を
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保護するためにさらなる予防措置が必要であると裁判所が合理的に信じる
場合においては，条件が課されるであろう。�
裁判所は，当該弁護士の業務停止または資格剥奪の事由に合理的に関連す
る条件，または資格復帰または資格の再取得のための基準を満たすことが
できなかったことについて聴聞において弁護士から提出された証拠に関連
する条件を課すことができる。司法試験および性格適性試験に合格するこ
とは，資格剥奪後の資格の再取得についての条件となるであろう。また，
条件には以下の者が含まれる。業務の制限（一定の法分野，または経験の
ある監督弁護士との連携，継続的法教育への参加，弁護士の業務の監視（信
託口座規則，会計手続，事務所のマネジメント手続の遵守について），薬
物またはアルコールの利用を控えること，アルコール中毒者更生会または
その他のアルコールもしくは薬物リハビリテーションプログラムへの積極
的な参加，他の命令への弁護士の遵守の監視（アルコールまたは薬物を控
えること，またはアルコールもしくは薬物リハビリテーションプログラム
への参加など）。監視役弁護士が，資格復帰または資格の再取得を果たし
た弁護士の条件遵守の状況が不十分であり，一般市民に害悪を与える可能
性があると判断した場合には，当該監視役弁護士は裁判所に通知しなけれ
ばならず，一般市民を保護するために必要な場合には，当該弁護士は規則
第 20 条（Ｂ）に基づき業務停止処分となり得る。

Ｊ．�交互的な資格復帰または資格の再取得．裁判所が専ら他の管轄区における
懲戒処分を理由として業務停止または資格剥奪を課した場合であって，当
該弁護士が，他の管轄区において資格復帰または資格の再取得を果たした
ことを裁判所に通知した場合には，裁判所は，当該弁護士に資格復帰また
は資格の再取得させるべきかを判断しなければならない。懲戒訴追弁護士
が他の管轄区の手続における手続上の不正を証明する証拠，または他の公
の利益に関する事由を提出しない限り，裁判所は，非行の発生した管轄区
において資格復帰または資格の再取得をした弁護士の資格復帰または資格
の再取得を認めなければならない。

［第 26 条　懲戒，地位の復帰，または資格の再取得における条件の 
除去または修正（Abatement or Modification of Conditions of Discipline, 
Reinstatement, or Readmission）］

懲戒命令または資格復帰もしくは資格の再取得命令において，裁判所が条
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を課した場合，弁護士は裁判所に対し，条件を満たす義務を免除するか，
または条件を修正する，軽減命令を求めることができる。弁護士は，資格
復帰または資格の再取得についての請願の前に，またはその一部として，
そのような供給をすることができる。

　裁判所は，弁護士が条件を遵守するために適時の，かつ誠実な努力を果たし
たものの，その遵守が不可能であることを明白かつ確信を抱くに足る証拠を
もって証明した場合には，要求を認めることができる。

第 27 条　依頼者，相手方および相手方弁護士に対する通知（Notice to 
Clients, Adverse Parties, and Other Counsel）

Ａ．�通知の受領者，内容．裁判所が懲戒または不適格による非現役的地位への
移行の命令を発した日から［10］日以内に，資格剥奪，非現役的地位への
移行，暫定的業務停止，または［６か月］以内の業務停止となった対象弁
護士は，以下の者に対し，裁判所の命令およびこれによって当該弁護士が
命令の発行日より後，弁護士として行動する資格を欠くことについて，受
領証の返送を求める書留郵便または配達証明郵便によって，通知または通
知が届くように手配しなければならない。

（１）　�未解決の事案において代理されている全ての依頼者。
（２）　�未解決の事案における全ての共同代理人。
（３）　�未解決の事案における相手方代理人，または相手方代理人がいない

場合には，相手方当事者。
　相手方代理人，または相手方代理人がいない場合の相手方当事者に対し
て与えられる通知は，対象弁護士の依頼者の居住地を記載しなければなら
ない。

Ｂ．�特別な通知．裁判所は，依頼者の利益またはその他公共の利益を保護する
ために必要と思われる，金融機関またはその他の者に宛てた通知を発行す
るよう命じることができる。

Ｃ．�記録保持義務．対象弁護士は，Ａ項およびＢ項の要件を満たすために講じ
た措置について記録し，これを保持しなければならず，求めのあったとき
には懲戒訴追弁護士がその記録を利用できるようにしなければならない。

Ｄ．�依頼者の所有物の返還．対象弁護士は，未解決の事案について代理されて
いる全ての依頼者に，当該依頼者が権利を有するすべての文書および財産
を引き渡さなければならず，かつ，当該依頼者および代理人に対し，文書
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または他の財産を得る緊急性について注意喚起しながら，当該文書および
財産を取得する適切な時間および場所を通知しなければならない。

Ｅ．�命令の有効期日，報酬の返還．資格剥奪，業務停止，または不適格による
非現役的地位への移行は，裁判所が即時の資格剥奪または業務停止が国民
を保護するために必要と認める場合を除いて，命令の期日から［15］日後
に効力を発する。対象弁護士は，命令を受けた日から［10］日以内に，既
に支払いを受けた，未履行分の報酬について返還をしなければならない。

Ｆ．�代理からの辞任．資格剥奪または業務停止の有効日前に依頼者がほかの弁
護士を依頼しなかった場合には，対象弁護士が，手続の係属している裁判
所または機関に対して辞任の許可を申し立てる責任を負う。そのような場
合には，対象弁護士は，手続が係属している裁判所，機関または審判所に
対し，相手方代理人または相手方当事者への通知のコピーを提出しなけれ
ばならない。

Ｇ．�新たな代理の禁止．即時発効のものでない場合，命令の発効日前に，対象
弁護士は，命令の送達から懲戒の発効日までの間に新たな事件を受任しな
いことを合意しなければならない。命令の発効日には，対象弁護士は弁護
士業務を行う事務所においてその存在を維持したり，その場を占有してい
てはならない。対象弁護士は，弁護士を想起させる，弁護士（counselor�
at� law），リーガル・アシスタント，ロー・クラークその他同様の肩書を
除去するために必要な行動を採らなければならない。

Ｈ．�裁判所への宣誓供述書の提出．資格剥奪または業務停止命令，または不適
格による非現役的地位への移行命令の発効日から［10］日以内に，対象弁
護士は以下を示す宣誓供述書を提出しなければならない。

（１）　�命令の条項および本規則への遵守。
（２）　�弁護士資格を有する他の州，連邦，または行政上の管轄区。
（３）　�今後の連絡を宛てる居住地またはその他の住所。
（４）　�当該宣誓供述書のコピーの懲戒訴追弁護士への送達。

第 28 条　弁護士が不適格による非現役地位への移動，業務停止，資格剥奪，
行方不明または死亡した際の依頼者の利益を守るための代理人の指名
（Appointment of Counsel to Protect Clients' Interests When Respondent 
Is Transferred to Disability Inactive Status, Suspended, Disbarred, 
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Disappears, or Dies）
Ａ．�弁護士ファイルの目録作成．対象弁護士が不適格により非現役地位に移動

したか，行方不明または死亡したか，または業務停止もしくは資格剥奪と
なり，当該弁護士が規則第２７条を遵守しておらず，対象弁護士の事件に
ついて業務を行うことのできるパートナー弁護士，遺言執行者，またはそ
の他の責任のある当事者の存在が確認されていない場合，対象弁護士が業
務を行っていた司法地区の裁判長は，適切な事実の証明の後，対象弁護士
の事件ファイルの目録の作成し，対象弁護士とその依頼者の利益を保護す
るために必要と見られる行動をとる弁護士（複数の弁護士の場合を含む）
を指名することができる。

Ｂ．�目録作成における記録の保護．指名された弁護士は，目録を作成したファ
イルに含まれる情報について，当該ファイルに関連する依頼者の同意なし
に開示してはならない。ただし，目録を作成する弁護士を指名した裁判所
の命令を実行する上で必要な場合にはこの限りでない。

第 29 条　 承 認 さ れ た 金 融 機 関 に お け る 信 託 基 金 の 維 持： 貸 越 通 知
（Maintenance of Trust Funds in Approved Financial Institutions; 
Overdraft Notification）

Ａ．�承認された金融機関における明確に特定される信託口座が求められる．
（１）　�［本州］において法律業務を行う弁護士は，［弁護士職務模範規則第

１．15 条（ａ）に従い］この管轄区で保管するすべての資金を，
ここで「信託口座」と呼ばれる「信託」または「エスクロー」口座
として明確に特定される口座に預金しなければならず，かつ，口座
の目的と正体について預金機関に知らせるため，必要なすべての措
置を講じなければならない。保管する資金には，破産管財人，代理
人，成年後見人，遺言執行人その他に関わらず，代理との関係にお
いて受任者的資格によって保持する資金を含む。弁護士信託口座は，
裁判所［懲戒委員会］の承認を得た金融機関においてのみ維持する
ことができる。

（２）　�［本州］において法律業務を行う弁護士は，信託資金に関連して依
頼者または他者に対して提供された，小切手帳，支払い済み小切手，
小切手の控え，割引券，台帳，日誌，取引明細書，決算書またはそ
の他の支払いの明細を含む口座に関する記録，または依頼者の資金
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もしくはその他の財産に関する，すべての受領，引出し，交付，支
払についての，日付，金額，支出先，説明を明確に明示的に反映さ
せた同様の記録を，受任した事件の最終的な処分の後，少なくとも
５年間維持保管しなければならない。

Ｂ．�貸越通知への合意が求められる．金融機関は，手形が引き受けられたか否
かに関わらず，預金額が不十分である弁護士信託口座に対して適切に支払
われるべき手形が呈示された場合に，懲戒当局に対して報告することにつ
いての，裁判所［懲戒委員会］から提供された書式において合意書を提出
することによって弁護士信託口座の受託者として承認される。裁判所［懲
戒委員会］は，金融機関の承認および承認された地位の終了に関する規則
を制定しなければならず，承認を受けた金融機関のリストを毎年公表しな
ければならない。そのような報告に合意しない金融機関は，信託口座を維
持してはならない。そのような合意は，当該金融機関の全ての支店に適用
され，裁判所［懲戒委員会］に対し，書面によって［30］日前の通知をな
さない限り，解除できない。

Ｃ．�貸越の報告．貸越通知合意書は，金融機関による全ての報告は以下の形式
によらなければならないことを規定しなければならない。

（１）　�不渡手形の場合には，報告は，預金者に対し慣習的に転送される貸
越通知書と同一のものでなければならず，不渡手形のコピーが預金
者に通常提供される場合には，そのようなコピーも含めなければな
らない。

（２）　�不十分な資金に対して手形が呈示されたものの，これが引き受けら
れた場合には，報告書は，当該金融機関，当該弁護士または法律事
務所，口座番号，支払いのための呈示のあった期日，支払った日，
これにより生じた貸越の金額を明らかにするものでなければならな
い。

Ｄ．�報告の時期．Ｃ項における報告は，不渡通知についての法がある場合には，
これに規定される機関と同一の期間内に一度になされなければならない。
不十分な資金に対して呈示された手形が引き受けられた場合には，報告
は，支払いのための呈示のあった期日から［５］営業日以内になされなけ
ればならない。

Ｅ．�弁護士による同意．本管轄区において弁護士業務を行うか，または弁護士
資格を有する全ての弁護士は，その条件として，本規則によって求められ
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る報告および提出の要件について，包括的に同意したものとみなされる。
Ｆ．�費用．本規則は，本規則の求めによって行った報告および記録の合理的費

用について，金融機関が特定の弁護士または法律事務所に対し請求を行う
ことを妨げない。

Ｇ．�定義．本規則の目的においては，
（１）　�「金融機関」には，銀行，貯蓄貸付組合（Ｓ＆Ｌ），信用組合，貯蓄

銀行，その他弁護士が神託によって管理する資金を預金として受け
入れるあらゆる業者または人を含む。

（２）　�「適切に支払われるべき」とは，通常の取引過程において呈示され
たならば，本管轄区の法の下で支払いが要求される形式における手
形を意味する。

（３）　�「不渡通知」とは，金融機関が，本管轄区の法の下で当該機関が不
渡りとした手形の呈示についてなすことを義務付けられている通知
を意味する。

第 30 条　銀行口座の証明（Verification of Bank Accounts）
Ａ．�総則．懲戒訴追弁護士が，依頼者に属する資金を有しているか，有してい

るはずであるか，または有していた弁護士の銀行口座が適切に保持されて
いないか，または資金が適切に扱われていないと信じる相当な理由を有す
るときには，当該訴追弁護士は，弁護士の管理する全ての銀行口座につい
て正確性と高潔性を検証する目的で調査を開始することについて，懲戒委
員会の作成した名簿から選ばれた聴聞委員会議長の承認を求めなければな
らない。審査にあたったものが承認を拒否した場合には，訴追弁護士は，
懲戒委員会の作成した名簿に基づく他の聴聞委員会議長に承認を求めるこ
とができる。

Ｂ．�機密性．調査，検討，および検証は，本規則と弁護士依頼者間の秘匿特権
と矛盾しない限りにおいて，弁護士の記録の私的性質および機密性を保持
するように行われなければならない。

第 31 条　苦情申立者からの不服申立（Appeal by Complainant）
Ａ．�インテイク機関による処分からの不服申立．インテイク機関による事件の

処分に不満のある苦情申立者は，規則第１条（Ｂ）（５）条による通知の
受領から［30 日］以内に，聴聞委員会の委員長に不服申立をすることが
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できる。聴聞委員会委員長は，却下の処分の承認，修正，または不承認，
もしくは事案を懲戒訴追弁護士に調査させるよう指示することができる。

Ｂ．�懲戒機関による処分からの不服申立．規則第 18 条（Ｈ）（３）および（４）
に規律される軽微な非行に関するものを除いて，調査および審理後の懲戒
委員会委員長による事案の処分に不満のある苦情申立者は，規則第４条
（Ｂ）（６）に基づく委員長による処分の通知の受領から［30 日］以内に，
理事会のパネルに不服申し立てをすることができる。理事会は，処分の承
認，修正または不承認をすることができ，もしくは，事案をさらに調査す
るように命じることができる。理事会の判断は，裁判所への不服申立の許
可を求める請願の対象となるが，理事会が独断的，気まぐれ，不合理にふ
るまったことを苦情申立者が立証しない限り，許可は認められない。

第 32 条　出訴期限（Statute of Limitations）
　本規則に基づく手続は，いかなる出訴期限の規律の適用も受けない。

第 33 条　回答を怠ること／出頭を怠ること（Failure to Answer/ Failure to 
Appear）

Ａ．�回答を怠ること．申し立てられた請求に対し回答を怠った場合には，事実
に関する主張につき，認めたものとみなす。

Ｂ．�出頭を怠ること．委員会または理事会により，具体的に出頭を命じられた
期日に出頭を怠った場合には，対象弁護士は，その出頭の目的であった事
実上の主張，およびその出頭において検討されるはずであった申立に対す
る譲歩や勧告について，認めたものと見なされる。委員会または理事会は，
正当な事由のない限り，対象弁護士が出頭を怠ったことによる手続の継続
や遅延を行ってはならない。

第 34 条　資力のない対象弁護士のための代理人（Counsel for Indigent 
Respondent）

　対象弁護士が困窮状態であることの十分な証明を受領したときは，理事会
は，正義と衡平が求める期間と条件のもとに，対象弁護士の代理人として弁護
士を依頼することができる。対象弁護士は，代理人を依頼することが経済的に
不可能であることを示す宣誓供述書を理事会に提出しなければならない。困窮
についての理事会の判断は，対象弁護士の経済的状況の審査に基づかなければ
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ならない。理事会は，対象弁護士が困窮性の証明に必要な証拠の提出を拒絶し
た場合には，代理人の依頼について検討してはならない。


