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Ⅰ．はじめに

　本稿は、University of California—Berkeley  

School of Law（以下、「UCバークレー・ロー

スクール」という。）の臨床法学教育の重

要 部 分 を 構 成 す るEast Bay Community 

Law Center（EBCLC）（以下、「東部湾岸地

域ローセンター」、または単に「ローセン

ター」という。） の臨床法学教育の活動に

ついて報告する。UCバークレー・ロース

クールは、全米でトップ10に位置付けら

れるロースクールであり、アメリカを代表

するロースクールの一つである。同校はベ

イ・エリアと呼ばれるサンフランシスコ湾

岸地域の東部に位置し、サンフランシスコ

市中心部から海底を横断する地下鉄で結ば

れるバークレー市に所在する。1

　UCバークレー・ロースクールの臨床法

学教育は、2 全米のロースクールの臨床法

1　Official web site of Berkeley, California, https://www.cityofberkeley.info/Home.aspx（last visited Feb. 2, 2020）.
2　カリフォルニア大学バークレー校ロ―スクールの臨床法学教育プログラムについては、日本の法科大学院創設の準備

段階でも、次のような論稿が紹介している。チャールズ・D・ワイセルバーグ（宮澤節生訳）「ロースクール・クリニッ
クの建設――バークレーの経験――」比較法学37巻１号177頁（2003年）、須網隆夫「カリフォルニア大学バークレー・
ロースクール」宮川成雄編著『法科大学院と臨床法学教育』（成文堂、2003年）138頁所収。

3　アメリカのロースクールにおける臨床法学教育の発展については、マーガレット・マーティン、ジョン・C・デュビン、
ピーター・A・ジョイ（道あゆみ、大坂恵里訳、日本弁護士連合会司法制度改革調査室、日本弁護士連合会法曹養成対
策室編）『ロースクール臨床教育の100年史』（現代人文社、2005年）参照。

4　US News & World Report Best Law Schools, https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-law-schools/
university-of-california-berkeley-03016（last visited Feb. 2, 2020）.

5　Policy Advocacy ClinicとInternational Human Rights Law Clinicの活動については、ローレル・E・フレッチャー、ジェ
フリー・セルビン（宮川成雄・橋本和大訳）「アメリカのロースクール・クリニックによる国内法と国際法の改革―カ
リフォルニア大学バークレー校の取組み―」比較法学52巻１号55頁（2018年）で紹介されている。

学教育中では比較的後発のプログラムであ

るが、3 さまざまな先進的取り組みを行っ

ており2020年１月現在、全米第７位にラ

ンクされている。4本稿で取り上げる東部湾

岸地域ローセンターは、UCバークレー・

ロースクールの修了生と学生が中心となっ

て1988年に設立した公益法律事務所であ

る。同ローセンターが提供するリーガル・

クリニックの活動は、同ロースクールと財

政面でも教員面でも密接な連携関係を持っ

ている。UCバークレー・ロースクールの

学 内 ク リ ニ ッ ク に は、Policy Advocacy 

Clinic、International Human Rights Law 

Clinic、5 Death Penalty Cl inic、New 

Bus ines s  Commun i ty  Law  C l i n i c、

Environmental Law Clinic、 お よ びLaw 

and Technology Clinicの６つのクリニック

があり、それぞれ公共政策、国際人権法、

死刑冤罪、新規事業創生、環境法、および
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知的財産法の領域で、専任の臨床教授が担

当して、現実の事案事件の解決と法制度改

革の活動に取り組んでいる。6

　東部湾岸地域ローセンターは、後述の８

つの分野のリーガル・クリニックの教育活

動をUCバークレー・ロースクールの学生

に提供している。7 筆者は同ローセンター

のインターンとして、そのうちの１つのク

リ ニ ッ ク で あ るCommunity Economic 

Justice Clinic（以下、「地域経済正義クリ

ニック」という。）で、2019年１月から８

月までの８か月間、クリニックの指導担当

弁護士のアシスタントとして、ロースクー

ルの学生と同じ研修も受けさせてもらっ

た。その経験を元に、指導を受ける側の学

生に近い目線から自分が実際に感じたこと

を具体的に論じてみたい。また、近年のこ

の地域経済正義クリニックの代表的な取り

組みとして、プロ野球メジャーリーグの

チームであるアスレチックスの球場移転の

事例に焦点を当てて、東部湾岸地域ローセ

ンターの実際の具体的な業務と学生に対す

る臨床法学教育の方法を紹介したい。本稿

の前半ではローセンターの活動の内容を説

明し、後半で学生への教育方法について説

明する。

　
Ⅱ．東部湾岸地域ローセンターとは

１．組織の概要
　東部湾岸地域ローセンターは、地域の貧

困問題に危機感を持ったカリフォルニア大

学バークレー校ロースクールの修了生と学

6　学内の臨床法学教育のプログラムについては、see https://www.law.berkeley.edu/experiential/（last visited Feb. 2, 2020）.
7　東部湾岸地域ロ―センターの臨床教育のプログラムについては、see https://ebclc.org/students/academic-year-clinical-program/ 
（last visited Feb. 2, 2020）.

8　Rent trend data in Berkeley, California, https://www.rentjungle.com/average-rent-in-berkeley-rent-trends/ 
（last visited Feb. 2, 2020）.

生によって立ち上げられたNPO法人の地

域法律センターである。バークレー市と隣

接するオークランド市に住む低所得者に対

し完全無償の法的サービスを提供し、地域

社会に根差した活動に従事している。

　経済大国アメリカの貧富の格差は、サン

フランシスコ湾岸地域でも顕在する。シリ

コンバレーを中心とするテックカンパニー

の集中による富裕層の大量の人口流入によ

り、近年のベイエリアでは「ハウジング・

クライシス」と呼ばれる家賃の急激な高騰

が生じ、それが長年その土地に住んできた

低所得者層の立ち退き、それに伴うホーム

レスの増加という深刻な社会問題を引き起

こしている。バークレー市やオークランド

市は、サンフランシスコ郊外であるにも拘

わらず、東京都内の２倍近くにまで賃料が

高騰している。例えば、バークレー市のワ

ンベッドルームの平均家賃が2011年１月

時点で月1371ドルであり、2019年12月

時点では月2521ドルにまで上がっており、

10年足らずの間に約２倍に高騰している

ことがわかる。8 筆者は、ローセンターの

地域経済正義クリニックの活動に取り組む

中で、住宅の立ち退きは、ジェントリフィ

ケーション（gentrification）と呼ばれる社

会現象が原因となっており、単なる一個人

の家賃の未払いの問題ではなく、社会情勢

と深く結びついていることを学んだ。ジェ

ントリフィケーションとは、都市において

比較的貧困層が多く住む中下層地域に、再

開発や新産業の発展などの理由で比較的豊
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かな人々が流入し、地域の経済・社会・住

民の構成が変化する都市再編現象である。

　東部湾岸地域ローセンターは、バーク

レー市やオークランド市などの地域を対象

とするアラメダ地域最大の無料法律支援の

提供主体であり、弁護士職員が35名程度、

それ以外の職員が35名程度所属している。

その他にも常時、ロースクール学生、学部

生などのインターンが多数所属している。

ここで言う職員とは、日本で言ういわゆる

法律事務所事務員ではなく、コミュニ

ティー・オーガナイザー、ファンドレイジ

ング、IT管理、経理、ソーシャルワーカー

など多様な分野の専門家が集まっている。

これらの職員は、30年近いベテランから

新卒の若手まで年齢層が広く、女性の割合

が６割を超え、幅広い人種の構成となって

おり非常に多様性に富んだ職場環境になっ

ている。

　東部湾岸地域ローセンターは、依頼者か

ら一切報酬を受け取っておらず、寄付金や

その基金などで財政を維持している。割合

としては、①カリフォルニア大学バーク

レー校ロースクールの教育受託への報酬、

②全米的および地域社会の各種財団からの

助成金および個人寄付金、③カリフォルニ

ア州政府および地元自治体政府の公共サー

ビスの受託への報酬等が、それぞれ３分の

１ずつである。2018年度の総収入は８億

円程度であり、これは平年のレベルであり、

安定的な財政状況を維持して、組織は日々

拡大成長し続けている。東部湾岸地域ロー

センターの地元地域での評価は非常に高

9　FY2018 Financial Report, https://ebclc.org/wp-content/uploads/2018/12/EBCLC_YnR_Financial.pdf.
10　東部湾岸地域ローセンターの活動理念については、see https://ebclc.org/about/（last visited Feb. 2, 2020）.
11　ジャスミン・アントリン・ポヤオアン、ステファニー・キャンポス-ブイ（白木敦士訳）「民衆による、民衆のための取

り組み―法専門職に対する、コミュニティに根差した訴訟によらないアプロ―チ―」比較法学52巻３号134頁（2019年）。

く、多くの個人寄付金が継続的に集まって

いる。9

２．ローセンターの理念
　ローセンターの理念は、以下の２つのア

プローチにより、社会正義を追求し、より

安全、健康的で、想像力に富み、希望に満

ち溢れたコミュニティーを構築することで

ある。

　第一に、地域の低所得者層のニーズに対

応した無償の法的サービスを提供し、第二

に、知識のみならず、それを運用する技能

と、社会正義に奉仕する信念を持つ弁護士

を育成するために、学生に臨床的な教育の

機会を提供することである。ローセンター

は、将来弁護士になる学生に対し、人種お

よび経済的な不公正と貧困の解消に取り組

むうえで必要な、信念と能力を身に付ける

ための実務的な経験を提供する。10ローセ

ンターの臨床法学教育の実施の理念と現在

の実施状況については、指導担当弁護士で

あるジャスミン・アントリン・ポヤオアン

が、2017年12月に早稲田大学で開催され

たUCバークレー・ロースクールとの共催

シンポジウムで行った報告が翻訳されてい

る。同論稿は、指導担当弁護士の立場から、

東部湾岸地域ローセンターが学生と共に地

域の社会問題に取り組むうえで意識してい

ることなどについて情報を発信している。

また、同ローセンターの組織としての活動

の概要をまとめている。11
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３．ローセンターの８つのクリニックの内
容

　ローセンターでは、８つのクリニックが

活動を行っており、地元地域の低所得者が

抱える法的な問題に対して職員と学生が一

丸となって取り組んでいる。それらは、住

宅法クリニック、消費者クリニック、地域

経済正義クリニック、クリーンスレート・

クリニック（犯罪歴のある者の社会復帰支

援）、教育機会保障クリニック、少年司法

クリニック、移民法クリニック、健康と福

祉法クリニックである。１つのケースが複

数の領域にまたがることもあり、各クリ

ニックが相互に連携をとりながら地元地域

の依頼者のために、総合的かつ抜本的な問

題解決に取り組んでいる。

　ローセンターのクリニックは、主にUC

バークレー校ロースクールの学生を対象に

しているが、夏学期は全米のロースクール

から学生を受け入れて、臨床法学教育の機

会を提供している。また、学部生や法律以

外の専門の学生もインターンとして積極的

に受け入れている。８月末から12月末ま

での秋学期、１月中旬から５月中旬までの

春学期、および５月下旬から８月中旬まで

の夏季の３期間合計で、年間180人程度の

学生を受け入れている。学生は、クリニッ

クを受けるためにロースクール内で実施さ

れるクラス・コンポーネントといわれる必

須のEBCLCセミナーで２単位、それに加え

てそれぞれの学生のクリニック活動の時間

数に合わせてクリニックの単位が与えられ

る（週に16時間で４単位、20時間で５単位、

24時間で６単位）。12

12　Academic Year Clinical Program, https://ebclc.org/students/academic-year-clinical-program/（last visited Feb. 2, 2020）.

　EBCLCセミナーでは、学期の初めの数週

間をかけて、東部湾岸地域ローセンターの

これまでの取り組に関する背景知識や、依

頼者に対応する上で必要な法的スキルを身

に付けるために、集中的なトレーニングを

受ける。そのトレーニングを受けた後は、

実際の業務に従事することになるが、その

間も週に一度継続してトレーニングを受け

る機会を与えられる。これは実務に向き合

い実践をしながらも、一歩引いて理論に立

ち返る機会を与え、自分の行っている業務

がローセンター全体の業務の中で、どのよ

うな位置づけにあるのかを意識させるため

である。また、LGBTQの依頼者に対する

対応など、クリニックの枠を超えてすべて

の学生が受けるべきトレーニングは、全ク

リニック合同で行われる。

　学生は、それぞれの興味のあるクリニッ

クに配属される。それぞれのチームで１人

の指導担当弁護士に対し、２、３人の学生

が付き少人数で密接な業務の指導を受け、

割り振られたプロジェクトに学生が主体と

なって取り組む。依頼者からの相談の電話、

打合せ、公的機関への提出書類の作成、法

的な調査など、担当したケースに必要な業

務を非弁行為にならない範囲で、ほぼすべ

て学生に経験させる機会を与えていた。学

生が中心となって案件を処理していき、指

導担当弁護士は必要な範囲で、方向性を示

し書類の最終的なチェックなどを行う。

　
Ⅲ．地域経済正義クリニックとは

１．クリニックの概要
　私が所属していた地域経済正義クリニッ



74

クは、訴訟によらない方法により、低所得

者地域の再開発など、生活条件に関わる問

題の根本的かつ持続的な解消を目指すこと

を目的としており、ローセンターの中でも

特にユニークなクリニックである。

　このクリニックは、低所得者による事業

に対する法的なアドバイスをしたり、地域

の貧困問題に取り組む企業やNPOの法的

サポートをしたりする。さらに根本的な問

題の解決に向けて、貧困を生み出す原因を

作り出している法規制や公共事業に対する

政策提言など幅広く活動している。このク

リニックの活動は、開発自体に反対するの

ではなく、地域に長年居住してきた低所得

者の立場に立った地域社会の利益と調和の

とれた公正な開発を促進する。以下では、

野球のメジャーリーグのオークランド・ア

スレチックス（以下、「アスレチックス」

という。）の球場移転に伴う公有地の譲渡

に関するプロジェクトなどの具体例に沿っ

て、このクリニックの業務内容と学生のプ

ロジェクトへの関わり合いについて説明し

ていく。

２．コミュニティー・ローヤリング
　コミュニティー・ローヤリングとは、弁

護士が地域コミュニティーの中で地域住民

と共に活動する方法であり、ムーブメント・

ローヤリングともいわれる。そこでの弁護

士の役割は、流動的なものであり、コミュ

ニティーのニーズに合わせて必要な役割を

担っていた。ときには法律の専門家として

法的議論をリードし、必要とされれば組織

全体のコーディーネート役としてリーダー

シップをとる。そのため、このクリニック

には、３人の弁護士とは別にプロジェクト・

マネージャーというポジションが設けられ

ている。そのポジションには、コミュニ

ティー・オーガナイザーとしての経験豊富

な職員が配置されており、様々なコミュニ

ティー・グループを結束させ、市や事業者

と交渉を進める役割を担っていた

　もっとも、それぞれの地域には長く活動

を続けてきた地元のコミュニティー・グ

ループがあり、その中には優秀なリーダー

がいることが多い。そのためこのクリニッ

クが全面的に前に出て指揮を執るというよ

りは、その活動を尊重する形でニーズに合

わせてサポートすることが多いように感じ

た。このクリニックでは「WITH」（共に）

という概念を大切にし、弁護士が上から指

示するのではなく、あくまでもコミュニ

ティー・メンバーを中心に、一緒に流れを

大きくしていくためのサポートに徹してい

た。

　このクリニックに求められる役割は、プ

ロジェクトの内容や場面ごとに多様に変化

し、職員も常に試行錯誤を重ねながらその

都度自分たちの最善の立ち位置を模索して

いる。職員ミーティングの中でもコミュニ

ティー・グループへの対応の仕方という議

題が頻繁に議論されていた。特に、それぞ

れ別々の目標を掲げて長年活動してきたコ

ミュニティー・グループが他のグループと

活動を共にする場合には、確執が起こるこ

とはよくあることで、多くの困難が伴う

ケースが多い。後述するように、このよう

な困難を乗り越える過程に学生が一緒に取

り組めるのは非常に貴重であると感じた。
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Ⅳ．地域経済正義クリニックの取
り組み（オークランド・アスレ
チックスの球場移転と地域再開
発プロジェクト）

１．プロジェクトの背景
　アスレチックスは、現在の本拠地オーク

ランド・コロシアムから北西約10キロの

波止場ハワード・ターミナルに新球場を移

転することを計画している。新設予定地は、

オークランド市とオークランド港の所有地

であり、現在両者は、球団側と新設予定地

の所有権の移転、またはリース契約の締結

を巡って協議中である。現コロシアムは

フィールド部分のみを残して取り壊され、

新たにアスレチックスにより市民のための

野球場、公園、集合住宅が、市の許認可の

下に建設される予定である。新球場建設と

旧球場周辺を合わせた巨大な地域全体の再

開発である。

　オークランド市は、白人27.3%、ヒスパ

ニックまたはラテン系27%、アフリカ系

24.3%、アジア系15.9%とカリフォルニア

の中でもとりわけ人種の混成率が高く、貧

困ライン以下で生活する人々の割合が

18.7% と高く、低所得者が多く住む地域

である（2018年７月１日時点）。13　また、

同市は、全米で犯罪率の非常に高い都市と

して知られており、常に治安の悪い都市の

上位にランク付けされている。14

　新球場の移転が予定されているウェスト

オークランドは、サンフランシスコ市など

13　https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/oaklandboroughnewjersey,oaklandcitycalifornia
　（last visited Dec. 20, 2019）.
14　The 10 Most Dangerous U.S. Cities, https://www.forbes.com/pictures/mlj45jggj/3-oakland/#7e91a32f7d73 ; The Most 

Dangerous Cities in America, https://247wallst.com/special-report/2012/06/11/the-most-dangerous-cities-in-america-2/3/ 
（last visited Feb. 2, 2020）.

へ通勤する高所得者が外部から大量に流入

し、家賃が急騰し、これまで長らく住んで

きた地域の低所得者が家賃を払えなくな

り、地域から追い出されるジェントリフィ

ケーションに今まさに直面している。この

地域は、サンフランシスコ市などに住めな

い低所得の有色人種が追いやられて、この

土地に住み着いたという歴史的背景があ

り、新たな富裕層の大量流入により長年構

築してきた文化やコミュニティーが再び破

壊されるという状況を生み出している。こ

のような土地で、新球場ができれば、さら

に周辺地域の開発が進み地価が跳ね上がる

ため問題が深刻化する。そこで、このよう

な問題に危機感を持った住民が結集し、こ

の問題に様々なアプローチから取り組んで

いる。　

２．地域経済正義クリニックの関わり方
　上記の取り組みの中での最重要課題は、

球団側の移転計画の初期段階での球団側と

のCommunity Benefit Agreement（ 以 下、

「地域公益協定」という。）の早急な締結で

ある。地域公益協定は、地域に大きな影響

をもたらす開発を進める場合に、地域住民

を代表するコミュニティー・グループと不

動産開発事業者との間で締結される協定で

ある。開発事業者側は、地域に配慮した開

発を進めることを約束する代わりに、コ

ミュニティー・グループは、プロジェクト

を支援することを約束する。地域公益協定

を締結するには、高度な法律の専門知識や
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多数林立するコミュニティー・グループを

団結させることが不可欠である。地域経済

正義クリニックは、地域においてこれまで

の実績を評価されおり、オークランド市の

有力なコミュニティー・グループから依頼

を受け、アスレチックスと地域公益協定の

締結に向けた総合的な法的、政策的サポー

トを行うことになった。

　このクリニックは、これまでこの地域に

住んできた住民が中心になって、地域公益

協定に盛り込むべき内容を具体化してい

く。例えば、アスレチックスによる地域の

再開発の条件として、地域の低所得者が継

続して居住できるようにアフォーダブル・

ハウスという低所得者向けの市場価格より

安い賃貸物件の建設を一定程度義務付けた

り、アスレチックスの球場関係事業にその

地域に住む人の雇用を一定割合義務付けた

りするように交渉を進めている。このクリ

ニックは、法律の専門家として立法過程に

関わる役割をも担っている。例えば、球場

の建設についての規制などの条件を定める

州法の立法の過程で、州議会でパブリック

コメントや意見書を提出するなど立法機関

へ働きかけを行う。また、このクリニック

は、市と球団との協議に、コミュニティー・

グループの代表として参加するなど、多角

的なアプローチでこの問題に取り組んでい

る。

　地域公益協定の締結は、球団側の法的義

務ではないが、移転プロジェクトについて

許認可権限をオークランド市が有するた

め、球団側は地域社会との調和を無視する

ことはできず、コミュニティー・グループ

との協議に応じている。球団側にとっては、

地域公益協定の要求に応じることは、コス

トが増大したり、開発手続きが遅れたりす

るというデメリットがある。球団側として

は、地域公益協定を締結したという実績を

残すために、より負担の少ない要求をする

コミュニティー・グループと地域公益協定

を締結しようとする。地域経済正義クリ

ニックとしては、市や球団側が無視するこ

とができないような規模の組織としてコ

ミュニティー・グループの連合体を形成、

維持することにも尽力してきた。

　周辺地域の巨大な再開発を伴うアスレ

チックスの球団移転は、地域社会のあらゆ

る分野に影響を及ぼすことになる。そのた

めオークランド市で、地域の社会問題を解

決するために長年活動をしてきた多種多様

なコミュニティー・グループが結集し、

Oakland United Coalition（以下、「地域連

合」という。）という連合体を形成した。

地域連合には、労働組合、環境NPO、アフ

リカ系アメリカ人のコミュニティー・グ

ループ、アジア系アメリカ人コミュニ

ティー・グループなど、10団体以上が参

加している。この地域連合には、多様なバッ

クグラウンドを持つグループが、オークラ

ンド地域を「誰にとっても住みやすい地域

にする」という目的のもとで１つに団結し

ている。この地域連合は、多様で多数のコ

ミュニティー・メンバーが所属する組織が

集まることにより、球団側や市が軽視でき

ない影響力、発言力を持つものになってい

る。

　地域経済正義クリニックは、このような

巨大な地域連合を組織して、球団側と地域

公益協定の締結を支援していく。地域連合

から球団側に対する要求について、それぞ

れのコミュニティー・グループが、その分
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野の専門家として役割分担をして交渉をま

とめていくこともある。例えば、現地雇用

の要求については労働組合などが中心に

なって取り組み、アフォーダブル・ハウス

については立ち退き訴訟の代理を多数受け

ている東部湾岸地域ローセンターが中心に

なっている。また、周辺環境への対策につ

いては環境NPOが中心になって要求を固

める活動を行う。それぞれのコミュニ

ティー・グループの活動を受けて、必要に

応じて全体の会議を開催し、優先順位やバ

ランスなどを考えたうえで地域連合の全体

の要求として、地域公益協定を１つにまと

めて行く。それぞれのグループは、各分野

の問題に長年取り組んできているため、要

求は非常に具体的で地域のニーズを端的に

反映したものとなっている。地域連合は全

体の電話会議を毎週のように実施してお

り、全体会議は隔週ごとに開き、全体の要

求のバランス、一貫性を維持するように努

めている。

３．地域フォーラムの開催
　筆者は、このような巨大な組織を迅速に

組織し、その運営をサポートしていく上で

心がけていることを、地域経済正義クリ

ニックの指導担当弁護士に質問したことが

ある。「それぞれの専門性や組織としての

バックグラウンドに最大の敬意を示すこ

と、このようなプロジェクトが生じる以前

から他の地域組織と連帯を深めて信頼関係

を深めておくこと、地元のメンバーを実際

に巻き込んで常にコミュニティーの現場の

声を代弁すること」であると説明してくれ

た。このクリニックは、その活動の一環と

して、上記の点を実践するために地域公益

協定交渉のタイトなスケジュールの中で

あっても、地域連合が地元の住民に今回の

プロジェクトの現状を伝えるフォーラムを

開催していた。

　地域フォーラムの中では、コミュニ

ティー・メンバーが主体となって、アスレ

チックスとの交渉の進め方、要求の優先事

項などについて50人以上の参加者にそれ

ぞれグループ討論をしてもらい、発表して

もらうという方式をとっていた。そのこと

により、現場の生の声を吸い上げるとこと

ができ、実際にそこで出た意見をその後の

交渉に反映していた。例えば、若い参加者

から、アスレチックスの「A’s」のロゴを

模した「CBA’s」（地域公益協定）のプラカー

ドを持って、試合会場でアスレチックスの

試合を観に来た人に、新球場の開発の現状

を知ってもらうという案が出された。この

案は、このクリニックが開催したアスレ

チックスのウォーキングツアーの中で翌週

には実現した。その状況がテレビで放映さ

れ、これまでこの問題を知らなかった人た

ちへの情報発信に繋がった。また、フォト

ブースを設置するなどソーシャルメディア

を駆使して、ウォーキングツアーの参加者

によって、より広いコミュニティー情報の

拡散を促進していた。

　この地域フォーラムでは、それぞれのコ

ミュニティー・グループがブースを出して、

自分たちの活動や取り組む課題を紹介した

上で、自分たちがアスレチックスと交渉す

るならどのように交渉に臨むか、模擬の交

渉の実演を行った。観客の中からボラン

ティアを募りそれぞれに演じてもらい、そ

れ以外の観客が劇を一時ストップしなが

ら、どこを直すべきかを参加者自らが考え
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ていくというものであった。参加者が主体

的に模擬の交渉に取り組んでいる姿から、

コミュニティー・メンバーがその地域の開

発を主導できることを実感しているのが伝

わってきた。

４．ロビーイング
　地域連合の結束が強まり要求内容がある

程度固まった段階で、建設の許認可権限を

有するオークランド市の市議会議員にロ

ビーイングを頻繁に行う。クリニックの学

生は、個別に議員に面会する時間を設定し、

自分たちがどのような活動に取り組んでい

るか、現状の問題点の説明をし、その問題

について議員と意見交換を行い、今後とる

べき政策について提言を行う。ロビーイン

グの作業は、事前調査⇒戦略会議⇒議員へ

の働きかけ⇒議員からのフィードバック⇒

戦略会議⇒議員への働きかけ、という一連

の活動の繰り返しとなる。

　ロビーイングは、解決すべき問題をどの

議員に働きかけるべきかの選定から始ま

る。クリニックの学生は、それぞれの議員

の関心分野、過去の発言、支持組織などの

バックグラウンドについて徹底的に調査す

る。その資料を基に議員にいかに働きかけ

るかの戦略を立てる。横軸を問題に対する

影響力の強さ、縦軸をその問題に対する関

心の高さを評価し、それぞれの議員をグラ

フ上に位置付けていく。そして、影響力が

大きく、かつ関心の高い議員を中心として、

個別にどの議員にどのような働きかけが有

効で、どのような協力を求めていくかとい

う戦略を立てていく。その際に注目するの

は、議員の支持基盤にどのような組織があ

るか、過去の経歴や関心分野などである。

　クリニックの学生は、各議員に30分程

度ミーティングの時間を作ってもらい、各

組織の代表と共に議員とのミーティングを

行う。30分という限られた時間をいかに

効率的に使うかを念入りに事前に協議をし

ておく。議題を分単位で設定して、議員の

反応に応じた対応も予めある程度想定して

おく。それぞれの組織代表が自分の能力を

最大限発揮できるところで発言するように

事前に役割を決めておく。議員の過去の発

言や活動から協力を得られる分野を探しだ

し、議員との協力関係の構築を模索する。

　アスレチックスの開発許可についてロ

ビーイングをした議員の中には、非常に協

力的な態度を示す議員がおり、これまでの

リサーチの結果を追加文書で報告して欲し

いとの要望があり今後情報交換を強化して

いくことになった。また、議員からは、議

会の内部での力関係や関心分野などの情報

を得て、今後のロビーイング戦略を立てる

際の参考にした。その情報に基づいて、次

にどの議員と会うか、どのような切り口で

話を進めていくかを翌日の会議で話し合う

という流れで進めていく。

　このようなロビーイングの作業を繰り返

し、コミュティー・グループの声が議員を

通じて市議会で影響力を持つように戦略的

に活動することになる。

　
Ⅴ．学生への取り組ませ方

１．主体性
　上述のアスレチックスのプロジェクト

は、電話会議、地域フォーラムの開催、

ウォーキングツアーなど、すべての段階に

おいて地域経済正義クリニックの学生が、

地域公益協定の締結を支援する主体となっ
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て活動をしている。例えば、学生は市長や

アスレチックスの経営陣との会議にもコ

ミュニティー・グループの代弁者としての

立場で参加し、その意見を述べる機会が与

えられていた。もちろん、経験の浅い学生

が地域連合のような巨大な組織の中で活動

する中では、戸惑うことやうまく対応でき

ないことが多々起きる。しかし、その場合

であっても指導担当弁護士は、学生に対応

の仕方を教えるというよりは、前に進む方

法を一緒に悩み考えるというスタンスを一

貫していた。学生が、単なる補助者ではな

く、チームメンバーとして活動を行えるよ

うに様々な工夫がなされていた。　

２．コミュニケーション
　東部湾岸地域ローセンターが提供するク

リニック教育では、学生はクリニックを履

修する前から面接を通じて、関心分野やク

リニックでどのようなことを学びたいかを

指導担当弁護士と話し合う。学期の初期の

段階でラーニング・ゴール・メモを提出し、

学生は、どのようなプロジェクトに関わり

たいか、またそのプロジェクトへの参加を

通じてどのような能力を身に付けたいかと

いう目標を自ら主体的に設定する。その希

望に応じてローセンターの複数のクリニッ

クの中から、最適なプロジェクトが割り振

られる。学生は１つのクリニックに配属さ

れるが、希望があれば他のクリニックの

ミーティングや、提携関係のある他の組織

のミーティングなどにも参加する機会が与

えられる。

　クリニックの学修効果を高めるために、

上記のラーニング・ゴール・メモに基づい

て、日々の業務について、指導担当弁護士

と頻繁にチェックインズという進捗状況の

確認作業が行われる。更に学期の中盤では

中間メモを提出し、ラーニング・ゴール・

メモで設定した目標をどの程度達成するこ

とができたかを自己評価することが求めら

れる。その内容により後半のクリニック活

動の方向性を修正したり、新たな目標を設

定したりする。

　これらの作業は、指導担当弁護士が学生

一人ずつと面談の機会を設け、学生と課題

を共有し、それに対して指導担当弁護士が

フィードバックを行う形で行われる。この

ような学生と指導担当弁護士の入念なコ

ミュニケーションにより、難解なプロジェ

クトに対し学生が自分の頭で考え主体的に

活動することが可能になっている。　

３．情報の共有
⑴　情報共有フォルダー（縦の繋がり）
　ローセンターでは、クリニックごとに学

生と指導担当弁護士がアクセスできる共有

フォルダーがある。これを閲覧することに

より、学生は歴代の学生や指導担当弁護士

がこれまで行ってきたプロジェクトの内容

を把握することができる。学生に自分の頭

で考えさせるといっても学生が対応に行き

詰まることもあり、そのような場合には過

去の学生の残した資料からプロジェクトに

取り組む方法や注意点などを学んでいた。

　クリニックに配属された学生は、複数の

学期にまたがる長期のプロジェクトに関わ

ることもしばしばある。学生は、そのプロ

ジェクトに関わる上で、注意した点や未解

決の課題などを最終報告書としてまとめ次

の学生に問題意識を引き継ぐ。学生は、プ

ロジェクトの一部を担う場合でも、これま
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での経緯を見渡せるようにして、全体のプ

ロジェクトの中で自分がどのような役割を

担うべきかを考えさせられる。

⑵　他のクリニックとの情報共有（横の繋
がり）

　学生が自身の所属するクリニック以外の

取り組みについても学べるように、それぞ

れの専門の指導担当弁護士が、当該クリ

ニックを受講していない学生を対象に、

ローセンター全体の取り組みについて学べ

る講義を実施する。すべてのクリニックの

講義を受講することによって、ローセン

ター全体がどのようなプロジェクトに取り

組んでいるのかを理解でき、また、講義内

でのグループワークを通じて、他のクリ

ニックの学生や指導担当弁護士、さらには

専門職員との交流を深めることを促進して

いる。ローセンターのクライアントの中に

は相談内容が、住宅、医療、教育など複数

のクリック分野にまたがり、それぞれのク

リニックが連携してサポートを行うことも

しばしばある。そのため学生にもローセン

ター全体での役割や連携の取り方などを学

べるように工夫されている。　

４．自己の行動を振り返り自己反省する
（Reflective Practice）

⑴　ケースラウンドの概要（Case Rounds）
　週に一度、同じクリニックに所属する指

導担当弁護士と学生が全員集まるケースラ

ウンドというミーティングがある。ケース

ラウンドの狙いは、チーム内で問題意識を

共有した上で、自分たちの対応を振り返り、

学生同士で議論を深め自分たちの頭で解決

策を考え抜くことである。

　ケースラウンドでは、最初にプロジェク

トを担当する学生が、その案件の概要、案

件に取り組むうえで一番困っていることを

説明する（５分間）。そして、他の学生が、

プロジェクトに関するバックグラウンドや

これまでの活動の経緯などについて質問す

る（５分間）。その案件について、学生同

士で自由に議論をする（10分）。以上の議

論を踏まえて、各学生が一人ずつ案件担当

の学生に対しアドバイスをする。（10分）。

そのアドバイスを踏まえて、担当者が他の

学生を依頼者と仮定してロールプレイを行

い、学んだことをその場で実践してみる（５

分）。最後に指導担当弁護士が議論の総括

をする（５分）。

　ケースラウンドは、学生が何をどのよう

に考えたのかについて振り返る機会を与え

自己分析をさせ、それに対してフィード

バック与える。このプロセスは “Reflective 

Practice”というローセンターのクリニック

教育が大切にしている指導方針の実践であ

る。ケースラウンドにより学生は、自分が

扱っていない事件について考える機会を与

えられ、ケースラウンド以外の場でも学生

同士がそれぞれの案件について活発に議論

をするようになる。また、ロールプレイを

通してクライアントと対応する能力を訓練

する。このケースラウンドは、ローセンター

の職員全体の会議でも取り入れられてお

り、専門や経験年数の異なる職員同士で問

題を共有し、相互にアドバイスをし合うと

いう文化が職場に根付いている。このよう

に、学生に対する教育方法で有効なものは、

オフィス全体でも採用し実践していた。

⑵　ケースラウンドの実例
　筆者自身が、実際に担当したケースラウ

ンドを例に挙げて説明する。私は、アスレ
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チックスとの交渉について、地域連合とい

う巨大な組織内でのミーティングの進め方

についての質問をした。私たちのチームは、

パブリックコメントや意見書を提出する期

限が迫っているアスレチックスの球場移転

の特例を認める州法について、地域連合の

ミーティングでの議論を準備していた。し

かし、実際のミーティングでは、前述の地

域フォーラムの開催についての議論に時間

がかかり、意見提出の期限が迫る州法につ

いてほとんど議論する時間が無かった。私

は、それぞれ関心分野が異なるコミュニ

ティー・グループが集まり地域連合を結成

している時に、どのような方法で他の組織

を尊重しつつ、優先順位の高い議題を議論

する機会を確保できるか、という質問を

ケースラウンドでした。

　この質問に対して、本案件を担当してい

ないチームメンバーから「法律の議論は専

門性が高く、時間が限られる地域連合の全

体ミーティングの中では、その場で情報を

共有し議論することが困難な場合が多い。

そこで全体ミーティングでは中心的な事項

に議題を絞り、詳細についてはメーリング

リストで随時報告していく方法が良いので

はないか」というアドバイスがあった。ま

た、「その際に、チームがバラバラになら

にように全体像を常に共有できるように配

慮すべきである」というアドバイスもあっ

た。これらのアドバイスは、他のプロジェ

クトで実際に行われた成功例に基づくもの

であり、法律家として非法律家が構成する

コミュニティー・グループとの会議の持ち

方として非常に参考になり、その後の対応

に反映させることができた。　

５．居心地の良い職場環境づくり、チーム
ワークの醸成

⑴　アイスブレーク
　ケースラウンドなどのミーティングを行

う際には、最初の10分間を使ってアイス

ブレークというアクティビティーを行って

いた。１つの例としては、二人一組でお互

いの専門分野以外の関心事、趣味、意外な

一面などについて５分間プレゼンをし、そ

の内容をパートナーがチーム全体に紹介す

るというアクティビティーを行っていた。

その目的は、チームのメンバーがそれぞれ

のバックグラウンドを知り、業務を共同で

進めていく際の円滑なコミュニケーション

を促進することにある。

⑵　アファメーション（認め合い）
　トレーニングや学期の最後のミーティン

グでは、チームが集まりチームメンバー同

士がそれぞれの長所を指摘しあうアファ

メーションというアクティビティーをす

る。クリニック開始当初からの関係を思い

出すことになり、チームの中での自分の成

長を振り返り、今後の課題を検討する機会

となる。面と向かって相手と長所を伝え合

うことは、普段あまり経験することがない

ことから気恥ずかしさも感じるが、チーム

の中での自分の役割を明確に意識する貴重

な機会である。

　クリニック全体が、単に業務の体験をさ

せるのではなく、チームの一員として働く

上で必要なスキルを身に付けることに重点

を置いていると感じた。このような経験は、

プロフェッショナルとしてチームで働くこ

との達成感を学生に与えている。　
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６．現状の制度に挑戦する姿勢
　ローセンターの職員、学生、クライアン

トの中には、LGBTQの人たちもいる。そ

のため、その人たちが不快な思いをしない

ようにジェンダーフリーのトイレなどの環

境が整えられていた。また、LGBTQのク

ライアントに対する対応についても学生全

員が参加するジェンダーセミナーの中で

しっかりと話し合う。

　人によっては「He」または「She」と呼

ばれることに抵抗を感じる人がいる。その

ため、ローセンターでは、ミーティングが

始まる前にすべての参加者にどのように呼

ばれることを希望するかジェンダー・プロ

ナウンを確認する。「He」、「She」 を好ま

ない人は、その代わりに単数形としての

「They」を使う。会議におけるジェンダー・

プロナウン確認作業の取り組みは、カル

フォルニアでもあまり普及していない取り

組みだが、ローセンターではオフィス全体

でこのような現状の制度に挑戦し、学生に

もこの問題について考える機会を提供して

いる。

　
Ⅵ．考察

　地域連合のプロジェクトを通して、コ

ミュニティー・ローヤリングの実践を学ん

だ。多数のコミュニティー・グループによ

る連合の中で、弁護士がどのような役割を

果たすべきかということを実際に現場で悩

みながら学んだ。長年活動してきたコミュ

ニティー・グループの中で、地域経済正義

クリニックがいかに信頼関係を築いていく

かというプロセスに立ち会うことができ

た。

　上記のプロセスは、説明の便宜上、一連

の流れとして説明してきた。実際には、ア

スレチックスの球場開発プロジェクトなど

の大型のケースは、開発が急ピッチで進め

られるため、地域公益協定の締結なども迅

速に対応する必要がある。そのため、上記

のプロセスを多面的に同時進行で進めてい

く必要があり、効率的な役割分担が求めら

れる。

　地域経済正義クリニックは、このプロ

ジェクトにおいて、クライアントのニーズ

を満たすことに成功している。例えば、多

くの組織が、直近の地域フォーラムの開催

に関心を集中させているとき、このクリ

ニックは法律の専門家としてその後に導入

される法案について、一歩先を見越して迅

速にリサーチを進めてきた。このクリニッ

クには、経験豊富な職員の指導の下、常時

リサーチに従事できる学生が多数配属され

ているため、他の組織が対応することがで

きない急な法律リサーチなどの業務を一手

に引き受けることができた。法情報調査の

能力の高い学生が多数いるということが、

このクリニックの組織の強みになってい

る。リーガル・クリニックの活動は、単に

学生に学びの機会であるだけではなく、東

部湾岸地域ローセンターの組織全体に刺激

と活力を与えるという形で、相互にメリッ

トを生み出すモデルとして成功している。

今回の実績により、地域経済正義クリニッ

クは、別の病院跡地の再開発プロジェクト

についても地域公益協定の交渉役、および

全体の取りまとめ役としての依頼を受け

た。このクリニックの活動は地域にしっか

りと根差すものであり、必要とされるもの

になっているといえる。

　日本には司法修習制度があり実務の現状
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を「見習う」ことが実務訓練のモデルとさ

れている。これに対しアメリカのロース

クールの臨床法学教育は、法専門職が社会

制度の改善改革にどのように取り組むこと

ができるかを追究するものであり、日本の

司法修習とは全く質の異なる法専門職教育

である。ロースクールでのリーガル・クリ

ニックやエクスターンシップの経験は、司

法試験の受験前の教育課程に組み込まれて

いるゆえに、法専門職として必要な法律知

識や理論の学修の動機付けとなり、また理

解の定着を促進する重要な機会となってい

る。そこでの経験は将来の進路選択と法専

門職としての活動の幅を広げるという大き

な影響を与えている。リーガル・クリニッ

クの活動を通じて社会的な要請に応える法

専門職のあり方を経験することは、将来の

選択肢を検討しているロースクールの学生

にとって大きな意義があるといえる。実際

に、東部湾岸地域ローセンターで学んだ学

生の多くが、卒業に必要な単位とは関係な

く、また別の機会に同センターのリーガル・

クリニックを再履修したり、学生インター

ンという形で業務をしたりする。また、彼

等は同センターやそれに類似する公益活動

を行う組織を就職先として希望したり、プ

ロボノ活動として公益活動に関与し続けた

りする者も多い。

　日本の司法修習は、訴訟業務を中心に法

曹三者の業務全体を概観することに主眼を

置いている。他方、東部湾岸地域ローセン

ターのリーガル・クリニックは、ロースクー

ルの設置されている地域社会の問題に対し

て、学生の関心を喚起して学生が主体的に

法実務に取り組む機会を与え、自分たちで

悩みながら解決策を考えさせることに主眼

がおかれている。学生に「自分が担当する

案件」という責任感を持って取り組ませ、

実社会で起きている問題を自分たちで解決

することができるという自信を持たせるこ

とが狙いである。同センターでは、クリニッ

クの履修前、履修時、履修後に学生に対し

詳細なアンケートをとり、常に学生の声を

反映させてクリニックの教育内容の改善に

努めている。

　日本とアメリカは、歴史的、文化的なバッ

クグランドを異にし、学生と指導担当者の

コミュニケーションの取り方一つをとって

も大きな違いがある。そのため、東部湾岸

地域ローセンターでの臨床法学教育の方法

を、そのまま日本の法科大学院教育に取り

入れることは困難であろう。また、ローセ

ンターのモデルは、人種差別、経済格差に

起因する問題に、長年地域で活動するコ

ミュニティー・グループと共に総合的な解

決を目指すという点で、日本の法曹養成制

度や社会的問題への取り組み方と異なる点

も多いといえる。

　しかし、今後日本社会がさらにグローバ

ル化し、外国人労働者の割合が増え、人種

や民族の多様化が進行する中で、人種差別、

経済格差、地域社会の分断など東部湾岸地

域ローセンターが取り組んでいる諸問題と

共通する社会的課題が深刻化することが大

いに予想される。そうなれば、これまでの

個別の案件を訴訟の場で解決するというモ

デルで法曹養成にアプローチするだけで

は、法曹養成に根本的に必要な要素が欠落

するということが明らかになるであろう。

　法科大学院制度を生み出した21世紀初

頭の司法制度改革は、司法過疎、低所得者

の法的サービスへのアクセスの向上、法曹
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三者に限らない隣接法専門職の活動範囲の

拡大など、「社会生活上の医師」としての

法専門職の養成を目指してきた。社会にお

いて必要な法的サポートをあまねく提供す

ること、そのために未曾有の社会問題に挑

戦する法専門職を育成していくことは、

21世紀の中盤を迎える現在も急務である

ことに変わりはない。この現状を前提に、

日本の法科大学院教育が転換期を迎えてい

る今、司法修習とは異なる視点から今後の

臨床法学教育の在り方を考えていく必要性

が求められる。その際には、困難な地域社

会の問題解決を目指して、UCバークレー・

ロースクールの修了生・学生が自ら立ち上

げた東部湾岸地域ローセンターの教育方法

は、参考になる点が少なくないと私は考え

る。ロースクールが所在する地域社会に密

着して、教育課程にある学生の目線を生か

す、アメリカの臨床法学教育の展開を今後

とも注目していきたい。

写真は東部湾岸地域ローセンターでのケースラウンドの様子
（写真中央が筆者）


