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平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

連日の猛暑には閉口するばかりですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今年は、強い東風によって西に向かう海流が強まる「ラニーニャ現象」の影響で、
一説によると1000年に一度の猛暑であったとか。

暑さはまだ暫くは続きそうです。皆様も暑さ対策は万全にくれぐれもご自愛下さい。

当事務所の所員一同、皆様に最良のリーガルサービスをご提供するべく研鑽を重ね
切磋琢磨していく所存でございますので、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。



弁護士  小田 宏之

　去る平成25年7月21日に参議院議員通常選挙が

実施されました。投票率は52.6％とのことであり、

約半数の方が「棄権」されているようです。

　ところで、今回の参議院議員選挙に先立つ本年

5月、選挙権に関する公職選挙法の改正がなされ

ました。その改正とは、従前は選挙権を有しない

とされていた「成年被後見人」について選挙権を有

する旨改正したものです。この「成年被後見人」

とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を

欠く常況にあり、家庭裁判所から「後見開始の審判」

を受けた方を指し、「民法」に定められた制度です。

　この成年被後見人に対する選挙権の制限が公職

選挙法改正により撤廃される大きな契機となった

のが、平成25年3月14日に言い渡された東京地

方裁判所（定塚誠裁判長）の違憲判決です。この

判決は、成年被後見人に対する選挙権の制限が憲

法違反であると判示し、その理由中において、選

挙制度や成年後見制度について、多くの重要な指

摘を行っています。

　以下、上記判決を紹介させて頂いた上で、そこで

指摘された重要な要素を成年被後見人や成年後見

制度の観点から説明させて頂きたいと思います。

1 事案の概要

　上記判決の事案は、以下の通りです。すなわち、

ダウン症の障害を持つ40歳代の原告が、平成19

年に家庭裁判所から後見開始の審判を受け成年被

後見人となったところ、それ以降は、公職選挙法の

制限規定により選挙権を有しないこととされ投票

ができなくなりました。そのため、上記公職選挙法

の規定が憲法違反であり、次回の衆議院議員選挙

及び参議院議員選挙において投票することができ

る地位にあることの確認を求め、平成23年、国

を相手取り、東京地方裁判所へ提訴したものです。

2 判決の要旨

　上記成年被後見人の訴えについて、東京地方裁

判所は、以下の通り判示し、上記公職選挙法の制

限規定が憲法に違反する旨結論付けました。

①選挙権の重要性について

　憲法は、選挙権が、国民主権の原理に基づく議

会制民主主義の根幹と位置付けられるものである

ことから、両議院の議員の選挙において投票をす

ることを国民の固有の権利として保障している。

　それゆえ「やむを得ない」場合、すなわち「そ

のような制限をすることなしには選挙の公正を確

保しつつ選挙を行うことが事実上不能ないし著し

く困難である」と認められる場合以外に選挙権を

制限することは、憲法15条1項（公務員の選定罷

免権）及び3項（普通選挙の保障）、43条1項（衆

参両議院の国民代表機関性）並びに44条ただし書

（選挙人資格における差別の禁止）に違反するとい

うべきである。

②成年後見制度と選挙制度の趣旨目的の差異

　そして、成年後見制度と選挙制度はその趣旨目

的が全く異なるもので、後見開始の審判がされた

からといって、選挙権を行使するに足る能力が欠

けると判断されたことにはならない。そればかり

か、成年被後見人は、その能力を一時回復するこ

とによって一定の法律行為（婚姻・離婚・養子縁組・

認知・遺言）を有効に行う能力が回復することを制

度として予定しているのであるから、成年被後見

人とされた者の中にも、選挙権を行使するに必要

な判断能力を有する者が少なからず含まれている

と解される。

③選挙の公正確保との関係

　また、成年被後見人も、我が国の主権者たる「国

民」であることは明らかであり、自己統治を行う

主体として本来選挙権を行使すべき存在であると

ころ、成年被後見人に選挙権を付与するならば選

挙の公正を害する結果が生じるなど、成年被後見

人から選挙権を剥奪することなしには、選挙の公

正を確保しつつ選挙を行うことが事実上不能ない

し著しく困難であると解すべき事実は認めがたい

上、選挙権を行使するに足る能力を欠く者を選挙

から排除するという目的のために、制度趣旨が異

なる成年後見制度を借用せずに端的にそのような

規定を設けて運用することも可能であると解され

るから、そのような目的のために成年被後見人か

ら選挙権を一律に剥奪する規定を設けることをお

よそ「やむを得ない」として許容することはでき

ないといわざるを得ない。

④成年被後見人の権利擁護等との関係

　そもそも、成年後見制度は、国際的潮流となっ

ている高齢者、知的障害者及び精神障害者等の自

己決定の尊重、残存能力の活用及びノーマライ

ゼーションという新しい理念に基づいて制度化さ

れたものであるから、成年被後見人の選挙権の制

限についても同制度の趣旨に則って考えられるべ

きところ、選挙権を行使するに足る判断能力を有

する成年被後見人から選挙権を奪うことは、成年

後見制度が設けられた上記の趣旨に反するもので

あり、また上記の新しい理念に基づいて各種改正

を進めている内外の動向にも反するものである。

⑤結論

　したがって、成年被後見人は選挙権を有しない

と定めた公職選挙法11条1項1号は、選挙権に対

する「やむを得ない」制限であるということはで

きず、憲法15条1項及び3項、43条1項並びに

44条ただし書に違反する。

　上記判決が指摘するところは、成年後見制度あ

るいは成年被後見人の観点から以下の通りまとめ

られると思います。

1 まず、憲法の基本原理である「民主主義」を平

たく言いますと「自分たちのことは自分たちで決

める」という統治の仕組みです。しかし、成年被

後見人が選挙制度から排除されてしまうと、成年

被後見人の意思が選挙を通じて国政等に反映され

る余地は無くなり、成年被後見人は自分たちのこ

とを他者に決められるがままの客体となってしま

います。このことが、上記民主主義の原理に照ら

して不当であることは明らかであると思います。

2 次に、成年被後見人の選挙権を一律に剥奪し

て成年被後見人を統治の場から排除することは、

成年被後見人（障害者）と健常者が共に暮らして

いく社会の実現にとって、決してプラスには働き

ません。また、障害者の権利擁護や自己決定の尊

重、残存能力の活用を提唱するノーマライゼー

ションの観点に逆行することも明らかです。

東京地方裁判所の違憲判決について

成年後見制度の視点から見た東京地裁判決

はじめに
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～東京地方裁判所の公職選挙法違憲判決を受けて～
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3 更に、成年後見制度において判断されるのは、

財産管理処分能力の有無程度であって、選挙権を

行使するに足る能力の有無が判断される訳ではあ

りません。それにもかかわらず、国が成年被後見人

の選挙権を一律に剥奪することは「成年被後見人は

総じて選挙権を行使する能力が無い人達なのだ」

という誤解、更には「成年被後見人は総じて何も

出来ない人達なのだ」という偏見や差別に繋がり

かねない危惧を覚えます。たしかに、成年被後見

人の中には、高度の遷延性意識障害（植物状態）

の方など意思表示が全く出来ない方もおられます

が、そのような方ばかりではありません。実際に、

成年被後見人や成年後見制度のことを良く認識理

解した上で、国の施策が語られるべきなのです。

　以上の観点からも、東京地裁判決は、成年被後

見人の立場や視点を踏まえて丁寧に判示した判決

であると思います。

　なお、国は、成年被後見人に選挙権を認めるこ

とで弊害が生じる等と主張しましたが、上記判決

は、それら国の主張に対しても詳細に述べて排斥

しました。

　今回は、選挙権の側面から、成年被後見人や成

年後見制度について記述させて頂きました。

　成年被後見人等判断能力が低下している方々

は、健常者に比べて自ら声を上げることが難しく、

健常者も成年被後見人の声を知らず知らず蔑ろに

してしまっているかも知れません。しかし、それ

では、成年被後見人等の声や思いから離れた所で、

それら声や思いを十分踏まえることなく成年被後

見人のことが勝手に決められて行くこととなりま

す。

　上記東京地裁判決は、私達の社会において成年

被後見人やハンディキャップを負う方々が社会参

加を行うという当然のこと、成年被後見人は「何

も出来ない」方々ではないということを選挙権の

側面から今一度私達に投げ掛け、再認識させてく

れたものと思います。この投げ掛けは、選挙の場

面だけではなく、成年被後見人等が関わる多くの

社会的場面において、我々が意識すべき重要な視

点だと言えます。

まとめ

弁護士  粟野 浩之

「ロードバイクはじめました」

　 2年前にマラソンをはじめたのですが、どうも

故障ばかりするので、クロストレーニングとして

ロードバイクをはじめることにしました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

6月8日 納車前日

　休日、事務所で仕事をしていると、携帯に留守

電が入っているのに気付きました。ロードバイク

を買ったショップから、納車準備ができたとの連

絡でした。仕事が一段落ついてからショップへ行

くと、注文していたロードバイクが奥にありまし

た。半年ほど悩みに悩んで選んだバイクが目の前

にあります。すぐにでも乗って帰りたかったので

すが、納車には少し時間がかかるとのこと。ショッ

プに行った時間が遅かったので納車は翌日になり

ました。

6月9日 納車当日

　午前中、髪を切りに行きました。3年ほど髪を

伸ばしていたのですが、長髪ではヘルメットがか

ぶりにくかったので、ばっさりと切りました。

　午後、ショップに行くと、髪を切って前日と雰

囲気が変わっていたので、一瞬、店員さんにわかっ

てもらえませんでした。使い方の説明やらサドル

位置の調整やらで納車には1時間半ほどかかりま

した。店員さんに見送られて、はじめてロードバ

イクに乗りました。普段乗っている自転車とは

まったく乗り心地がちがい、とても緊張した初乗

りでした。

6月12日 自転車通勤 その1

　朝早めに起きて、ロードバイクで出勤しました。

たくさんの大型トラックが脇を高速で走り抜けて

いきます。このルートを走っているといつか事故

にあうだろうと確信しました。信号にもたくさん

ひっかかり、結局、保管場所までは約1時間半か

かりました。おまけに、この日は、排気ガスのせ

いで、1日中、のどの調子が不調でした。

6月17日 自転車通勤 その2

　前回の教訓を生かして、朝の通勤ルートを主に

木津川サイクリングロードと桂川サイクリング

ロードを走るコースに変更することにしました。

車も通らず、信号もないので、ロードバイクで走

るには安全快適なルートです。距離は約10キロ

長くなりますが、走り終えてみると通勤時間は1

時間半と前回のルートと変わりませんでした。

6月22日 転倒

　ビンディングシューズを購入しました。

　ビンディングシューズとは、自転車に乗る際に、

ペダリング効果を上げるために履く自転車用

シューズのひとつです。ビンディングシューズを

履いて足をペダルに固定することで、引き足を使

えるようになったり、踏み込みの位置が固定され
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て踏み込みやすくなったりと、ペダリング効率を

高めることができます。ただ、シューズとペダル

が固定されているので、うまく外せないと転倒し

てしまいます。早速ビンディングシューズを履い

て練習をはじめたのですが、ものの1分もしない

うちに、見事に転倒してしまいました。

6月某日 パンク修理の練習 その1

　ロードバイクはパンクの修理が素早くできるよ

うにクイックリリースという機構で車輪が簡単に

取り外せるようになっています。長距離の通勤途

中でパンク修理ができないと致命的なので、まず

は、タイヤを取り外す練習をしました。

　前輪は何の問題もなく外せたのですが、後輪は

変速機やスプロケットやらがあってなにやら複雑

そう。なんとか取り外すことはできたものの、今

度は、取り付けることができません。メンテナン

ス本を見てもよくわかりません。ネットで検索し

た動画ですごく簡単そうに取り付けているのを真

似してもだめです。しばらく調べて、ギアの位置

がポイントであることがわかりました。余裕があ

ればチューブの交換練習もと思っていたのです

が、タイヤの取り付けで精一杯で、チューブ交換

の練習はまたの機会にすることにしました。

6月某日 パンク修理の練習 その2

　前回先送りにしていたチューブ交換の練習をし

てみました。まずはタイヤレバーを使ってタイヤ

ビードをリムから外すのですが、なかなか外れま

せん。いきなり手強い。なんとか外れたのであと

は手を使ってタイヤを外し、チューブを取り出し

ました。最後にバルブをリムから抜いて取り出し

完了です。今度は、取り出したチューブを入れて

見ます。取り出すときとは逆に、バルブをリムに

入れて、チューブを入れていきます。左右バラン

スよく入れるのがポイントであるとのこと。

チューブが入ったら次はタイヤを入れていきま

す。メンテナンス本には「最後の難関」の文字。

…入りません…。難関です。爪の間から血を流し

ながら、なんとかチューブ交換の練習を終えまし

た。これは、何回も練習しないといけなさそうです。

7月8日 1か月点検

　購入1か月の点検のため、ショップに自転車を

持って行きました。

　店員さん　　　左にこけませんでした？

　私　　　　　　 1度こけました…。

　店員さん　　　サドル、へしゃげてますよ。

　私　　　　　　？？？？サドル？？？

　店員さん　　　ほら。

　私　　　　　　あ…。

　確かに、後ろからみると、サドルがへしゃげて

ゆがんでいました。サドルは交換しなければなら

ないということで、1回の転倒で高くつきました。

これからは転倒しないように気をつけなくては。

7月13日 雲ヶ畑ヒルクライム

　午前中、桂川・木津川サイクリングロード往復

90㎞を予定していたのですが、午後に予定が

入ったので、急遽、雲ヶ畑ヒルクライムへ変更し

ました。雲ヶ畑ヒルクライムコースは、京都バス

高橋バス停前をスタート位置、京都バス岩屋橋前

をゴール位置とするコースです。

　賀茂川を北上し、普段ランニングで走っている

コースをさらに上って行きます。途中何ヵ所か勾

配のきつい所もありましたが、気持ちよく上れま

した。

7月21日 万灯呂山ヒルクライム

　この日も、桂川・木津川サイクリングロード往

復90㎞を予定していたのですが、何やら暑そう

なので、近所にヒルクライムコースはないか検索

すると、万灯呂山ヒルクライムコースというのが

見つかりました。さっそく出かけます。木津川サ

イクリングロードを山城大橋まで走り、山城大橋

を渡って、スタート地点である山城多賀フルーツ

ラインの看板のある橋に向かいます。スタート位

置で写真を撮っていると、ロードバイクに乗った

男性がやって来て、万灯呂山展望台への道を聞か

れました。その男性が上って行くのを見送って、

しばらくしてからスタート。雲ヶ畑ヒルクライム

コースを楽に上れたことで、ヒルクライムを甘く

みていました。1キロほど上ったところで足をつ

かずにはいられなくなり、バイクを降りて路肩で

座り込んでしまいました。そろそろ行こうかと立

ち上がると立ちくらみがして、目の前が真っ暗に

なりました。いやな汗が出てきてそのまましばら

く立ち上がることができませんでした。誰も通ら

ない山の中で、鳥と虫の声だけを聞いていました。

20分程度休憩して、気を取り直して上り始めま

した。あと3.5キロです。無理せず、一番軽いギ

アで、ゆっくりゆっくり上りました。途中、2台

のロードバイクとすれ違い、がんばれと声をかけ

られました。斜度の変化に合わせてギアを選択し、

たまにはダンシング（立ちこぎ）をして、とうと

うゴールの展望台に到着しました。雲ヶ畑では感

じられなかった達成感がありました。展望台には、

スタート地点で声をかけられた男性がいて、しば

らくバイクやコースの話に花を咲かせました。男

性が出発したあと、ひとりで展望台からの景色を

楽しみました。今度はもっとうまく上れるように

練習しようと思いました。

　後で調べてみると、万灯呂山ヒルクライムコー

スは平均斜度7.2％、最大斜度15％でした。ちな

みに、雲ヶ畑ヒルクライムコースは平均斜度

2.2％、最大斜度7.0％であることがわかりました。

雲ヶ畑ヒルクライムコースの最大斜度より万灯呂

山ヒルクライムコースの平均斜度の方がきついわ

けで、あらかじめ知っていたら挑戦しなかったか

もしれません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

　ロードバイクに乗り始めて1か月、ロードバイ

クにも慣れてきたし、グッズもひととおりそろい

ました。行動範囲も広がり、なかなか良い趣味に

なりそうです。

　ということで、9月には淡路島ロングライド

150に参加してきます。
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弁護士  後藤 隆志

球場での出来事

　私の携帯には、ある動画がいつでも観られるよ

うに登録してある。それはメジャーリーグの一場

面だ。ボストンレッドソックスの本拠地フェン

ウェイ・パーク。といっても試合の模様ではない。

始まる前の国歌斉唱での出来事である。

　ある自閉症（と思われる）の男が、ホームベー

スの近くで、「Oh, say can you see,…」とアメリカ

合衆国国歌を唄い出す。メロディーに乗せるのに

苦心しながら、一小節一小節を区切るように声を

振り絞る。伴奏はない。

　数万の観衆が見守る中、独唱は続く。突如、男

は変調を来す。声は震えだし、歌は途切れはじめ

る。極度の緊張によるものか、震え声は不意に笑

い声に変わる。観客席がざわめく。撮影者の近く

では嘲笑が上がる。歌は行き先を失い、男は立ち

尽くしてしまった。

　その時、観客の誰かが続きを唄い始める。「And 

the rocket's red glare,…」球場のどこからか歌声

は重なり、途方に暮れた男を先導するように、や

がて球場全体を包む大合唱となる。

　もし、舞台が東京ドームであったならばどうだ

ろう？観客は顔を見合わせ、苦笑を浮かべるだけ

ではないだろうか。この場から逃げ出したくなる

ような、いたたまれない感情が広がるだけではな

いだろうか。

　さらに、歌が「君が代」であったならばどうだ

ろう？その荘厳なメロディーは重苦しい雰囲気

に拍車をかけるのではないだろうか。

　「歌うべきか、歌わざるべきか」

　日本では、国歌はときに踏み絵となる。引き返

せない選択を迫る。物事を曖昧にするのが得意な

国民性なのに、こと「君が代」に関しては全部反

対あるいは全部賛成で中間がない。他人との距離

感には極端なまで気を配るのに、「君が代」となる

と上手に距離感をつかめない。

　＜わが君は千代に八千代に

　　　　さゝれ石の巖となりて苔のむすまで＞

　「古今和歌集」にある詠み人知らずの歌。幾千年

もの永きにわたって、小さな石が大きな岩となっ

て、さらに苔が生えるほどに、末永く健やかであ

りますように…と願う歌である。

　「わが君」とは誰をイメージしたのだろう？帝

だろうか。長寿を祝う歌だから身近な年長者かも

知れない。どちらにせよ古代の名も無き歌人は、

自分の詠んだ歌が国歌になるとは夢にも思わな

かったに違いない。

　そしていつしか起句が「わが君」から「君が代」

に変わり、現代の「君が代」につながっていく。

　明治以降、「君が代」は紆余曲折の道をたどる。

詳細は割愛するが、個人個人の「君が代」観は、

なお一致を見ない。政府の公式見解は、「日本国

民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合

の象徴とする我が国の末永い繁栄を祈念した」＊1

歌であり、「君が代」の「君」を価値中立的に国家

の象徴として捉えるものである。一方、明治から

戦前までの経緯を捉えて、「君が代」は天皇礼賛の

歌であり、「過去の日本のアジア侵略と結び付い

ている」＊2と主張する人々もいる。

　「君が代」に関しては、戦後、数多くの裁判が

起こされている。その舞台は、公立学校の入学式

や卒業式である。裁判は、「君が代」の起立・斉唱

の職務命令に従わなかった教員の処分の是非を

巡って、あるいはこのような命令に従う義務のな

いことの確認を求めて争われる。

　「歌うか、歌わないか」、「歌うべきか、歌わざる

べきか」、「歌わすべきか、歌わさざるべきか」と

いう問題の最前線が、学校現場にある。晴れの舞

台であるべき入学式や卒業式、そこに極めてセン

シティブな問題が持ち込まれている。

　一連の「君が代」裁判に独特の重苦しさを感じ

るのは私だけであろうか。

　「君が代」の位置付けは、個人の歴史観や世界

観によるから、思想・良心の自由の範疇の問題

であって、他人が云々するものではない。意に

反して起立・斉唱を強要されるのは、「君が代」

がその人個人の価値観と相容れない限り、思想・

良心の自由を侵害し得る。

　それゆえ、一連の「君が代」裁判で、教員側が

自らの思想・良心の自由が侵害されたと主張す

ることは、その「君が代」観の是非は別として、

理解できるところである。

　しかし、例えば、「『君が代』がアジア侵略で果

たしてきた役割等の正確な歴史的事実を教えず、

子どもらの思想及び良心の自由を実質的に保障す

る措置を執らないまま『君が代』を歌わせるとい

う人権侵害」＊3と主張したり、「本件職務命令は教

職員全員を起立させて国歌を斉唱させるもので、

その結果、生徒も起立せざるを得ない状況を作り

出すものであるから、『日の丸』、『君が代』に対

する嫌悪の情などを有する生徒の思想及び両親の

自由を侵害するものである」＊4と主張して、教育

の自由や子どもらの思想・良心の自由を持ち出す

のには、違和感を覚える。

　多元的な価値観の併存は、教育現場でもっとも

尊重されるべき理念だと思うが、そうであれば、

子どもらもまた多様な「君が代」観を有すること

が当然の前提とされなければならない。中には、

入学式や卒業式で「君が代」を整然と斉唱したい

という希望をもった生徒もあり得るだろう。その

ような生徒にとって、「君が代」を整然と斉唱す

ることは、思想・良心の自由を外部的に行使する

ことに他ならない。とすれば、例えば「君が代」

に反対する教員が生徒に不起立を呼びかけて式

典の進行を妨害するのは、教員みずからの手で、

生徒の思想・良心の自由行使を阻害することにな

らないか。

　世の中には様々な価値観が併存しており、それ

ゆえ中庸を保つことは、教員として心に留めてお

かなければならないことであろう。しかし、こと

「君が代」に関しては、教員個人の「思想・良心」

が先走って、子どもらの思想・良心にまで思いを

致すだけの余裕が感じられない。

　同じ批判は賛成派にもあてはまる。「君が代」

＊1　平11. 7.21、衆議院内閣委員会における小渕内閣総理大臣答弁。
＊2　最高裁平19. 2 .27第三小法廷判決（国歌ピアノ伴奏拒否裁判）における原告主張。
＊3　同上。
＊4　東京地判平19. 6 .20（地位確認等請求事件）における原告主張。
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斉唱の実施が決定された以上、現場の公務員とし

て職務命令に従い、式典の円滑な進行に協力すべ

き義務があるとの一般論に反論することは困難で

あろう。しかし、「君が代」を起立・斉唱することが、

すなわち「日本人として自覚を養い、国を愛する

心を育てるとともに、児童、生徒が将来国際社会

において尊敬され、信頼される日本人として成長

していく」＊5とまで言い切るのはどうだろう。や

はり一元的な価値感の押し付けのように思える

し、そういった精神は自然と育まれるべきもので

あり、起立・斉唱といった形式化、儀式化により、

却って廃れてしまうのではないか。口元まで近づ

いて斉唱しているかどうかチェックしたり＊6、学

校ごとに声量調査を実施するところまでいくと＊7、

もはやコントの世界に近い。

　反対派も賛成派も、物言わぬ子どもらを盾に

とって、自分たちの「君が代」観を押しつけてい

るように思えるのだ。ただ自分に酔っているだけ

だと思うのだ。「君が代」が、大人たちの「思想・

良心」というフィルターを通って、ともすれば歪

な形で子どもらに届いていることを自覚していな

いように思えるのだ。

　「教育のため」と言いつつ、価値観の対立をその

まま学校現場に持ち込み、子どもらを混乱させて

いるように思えるのだ。晴れの舞台であるはずの

入学式や卒業式を、陰鬱で重苦しい別の何かに変

えているとさえ思うのだ。

　こういうことを書くと色々な方面から怒られそ

うだが、私は、「君が代」を歌う歌わないが、子ど

もらの教育にとって決定的な要因になるとは思わ

ない。もっと大切なことがあるはずだ。

　冒頭に紹介した場面で、最初に唄った観客は、

愛国心からそうしたのだろうか。嘲笑を浴びて立

ち尽くす男を見て、助けたいと思っただけではな

いだろうか。人々が歌を繋いだのは、ただの斉唱

ではなく、男への応援ではなかったか。やがて球

場全体に広がった大合唱は、ただの国歌ではなく、

その場にいる全員の人生を応援し祝福する歌では

なかったか。

　そこにあるのは、伸びやかな良心の有り様であ

り、しなやかな良心の発露である。スポーツでの

自発的な合唱と厳かな式典での義務的な斉唱を比

べるのは、乱暴かも知れない。しかし、その「良心」

のあり方は、あまりに遠くかけ離れているように

思えるのだ。

＊5　福岡地判平17. 4 .26参照。
＊6　平成25年3月、大阪府岸和田市の府立高校の校長が、卒業式の君が代斉唱の際、教職員の口の動きを見て実際に歌っているか
　　を監視しチェックしていたことが分かった。
＊7　平成16年、福岡県久留米市の教育委員会が、同市立小中学校の全校で、入学式と卒業式の際の君が代斉唱で「声量調査」を実施
　　し、「小」と判断された学校には指導を行っていた。

弁護士  橋本 皇玄

年を重ねて注意したい2つの健康管理

1 私がみやこ法律事務所に入所したのは、勤務

弁護士を経て事務所を独立し、更に8年ほど経過

し中堅弁護士として活動していた頃であった。直

ちに当事務所のパートナーとして仕事を始めたも

のの、当時は、事務所の中の弁護士ではまだ若い

方であった。それからアッという間に18年の時

を経て、今では、当事務所での最高齢となってし

まった（しかし、後期高齢者ではなく初期高齢者

である。）。よくいえば経験豊かではあるが、人格

は伴っていないし体力も低下してきた。

2 大阪の裁判所へ向っているときのこと、ビル

の窓やガラスドアに映った歩いている我が姿を見

たとき、背中を少し丸め歩幅を短くして歩く老人

の姿であった。自分では普通に歩いているつもり

であった。これでは、将来、トボトボと歩く鈍く

さい老人になってしまうと思った。

3 年を取るほど体力は衰え身体も硬くなってく

る。これを防ぐために、年を重ねるにしたがって

身体は動かし関節も大きく可動させなければなら

ない。理屈では分かっていても、年を取るごとに

しんどくなってくるので、自動車に乗ったり駅の

エレベーターに乗ったり、電車では座ったりで身

体を楽にしてしまいがちである。そして、歩く速

度も遅く歩幅も小さくなってしまっていた。この

ままでは、筋力は低下し筋肉は拘縮して身体が硬

くなり、動きが更に鈍り、体力は更に落ちるといっ

た悪循環に陥る。そして怪我もし易くなる。

4 そう考えた私は、歩くときは歩幅を大きくと

るように心掛け始めた（自分としては少し辛い

が）。この様に歩幅を大きくとった上でビルの窓

等で自分の歩いている姿を確認すると普通の人が

歩いている姿が映っていた。今では、少しでも歩

いたり階段を使ったり、エスカレーターでも歩く

ことにしている。たまには無理のない程度にジョ

ギングをすることも心掛けている。もっとも、三

浦雄一郎氏は80歳でもエベレストに登れるまで

身体を鍛えたという。これには頭が下がる思いは

するが、常人がこれを真似るとそれこそ身体をこ

わしてしまうだろう。

5 初期高齢者にとって2番目に大切なことは感染

症予防だと思う。

　高齢になるにつれて免疫力が子供の様に低下

し、病気にかかりやすくなる。流行したインフル

エンザによる死亡者の多くが高齢者か子供である

ことに思いをいたす。また、高齢になると嚥下機

能が低下し嚥下障害や誤嚥により、食べた物に付

着していた細菌が気管・気管支の奧にまで入り（若

い人の場合は免疫力で撃退するが高齢者では）肺

炎を併発してしまうことが多い。高齢者で癌に

なった人の多くは、癌自体で死亡するより癌によ

り更に免疫力が低下し、常在菌による肺炎を併発

して死亡するともいわれている。
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6 だからこそ、高齢になっても免疫力を落とさ

ない（むしろ高める）ということが必要である。

とは言うものの、私のように日常ストレスにまみ

れ、睡眠不足といった不摂生を常態化させていて

は免疫機能を高めるなど困難である。そこで感染

症対策が重要となってくる。

（1）地味であるが簡単なものとして手洗いがある。

これは重要だと考えている。若いときは面倒

くさいと思い、インフルエンザが流行した時

くらいしか真面目に手洗いをしていなかった。

しかし、インフルエンザ予防に手洗いの重要

性が指摘されているように、感染症予防の基

本である。

（2）指先や手のひらは、あらゆるものを触り、見

た目はきれいでも種々の細菌・ウィルスが付

着している。屋外では、電車のつり革、ドア

ノブ（トイレで手洗いした後でもドアに触ら

ないと出られないトイレもある。）、手すり、

勤務先でもいろんな人が触った書類、第三者

から送られてきた書類、コンビニや薬局に置

いてある品物入れの籠などである。なお、病

院は保菌者が多く出入りしているので、保菌

者が触った物が多く、通院したり見舞いに行っ

た帰りには必ず手洗いをする（病院へ行くと

きはマスクも使用する）。大げさにいえば、指

先や手のひらは感染ルートのルーツである。

（3）もっとも、手先が汚れていたからといっても

そう簡単に感染しないと思われるかもしれな

い。確かに、手先をなめる人はいないであろう。

しかし、話したり笑ったりする時に手を口に

当てたり、サンスクリーンや化粧水を塗った

とき（特に女性）、ひげを剃るとき（男性）、

考え事をしているとき、歯を磨くときなど唇

に指先が触れたりする。目をこすっても眼球

の周辺は粘膜があり感染する。だから手洗い

をまめにするだけでも感染のリスクは大分違

う。なお、若い人はあまり神経質になる必要

はなく、インフルエンザとか新型○○とかが

流行した場合に注意すれば十分だと思う。

（4）よく、院内感染で病院内で死者が出たりして

問題となる黄色ブドウ球菌なんて菌は、人の

鼻腔や喉、傷口等にも常在するありふれた菌

なので、通常は感染しても免疫機能によって

撃退され発症しない。しかし、病院には高齢

者や糖尿病患者、大きな手術をした術後患者

など免疫機能が低下した患者がいるので、生

体内にて一気に増殖し、更 に他の患者に感染

していく。そして、黄色ブドウ球菌の中には、

昔よく効いていたペニシリンやメチシリン等

の抗生物質に対する耐性を有する耐性菌

（MRSA）に変化したものが出てきて、抗生物

質が効きにくくなり、感染者が敗血症など併

発して死亡する等いろいろ問題となっている。

（5）洗面所等に消毒用アルコールが置いてある施

設がある。当事務所の洗面所には置いてある。

大津の裁判所のロビーや地下にも置いてある。

手洗いの後に少し手にかけておくとよいので

よく利用している。多忙でまめに手洗いする

のは大変だとか面倒くさいと思う人は（特に

私）、携帯容器に消毒用アルコールを入れて持

ち歩くと手洗いの数を減らしてもよいと思う。

電車のつり革やドアノブを触った程度ではこ

れだけで十分だと思う。自宅以外の施設でト

イレを使用する場合など便座に噴霧すること

もできて便利なときもある。

（6）口の中も清潔にしておこう。不潔にしている

と細菌が気管から肺へ移動したり、歯周病菌

が腫れた歯肉から血管内に侵入し身体全体へ

拡散し、血管内にプラーク（粥状の脂肪性沈

着物）を形成させて、動脈硬化、心筋梗塞、

脳梗塞等の生活習慣病の基にもなるといわれ

ているからである。

7 初期高齢者が健康に生きていくためには、や

ることが沢山あるのだろうが、あれもこれもやっ

ている暇はなく、いろいろやれば反って疲れる。

私たちの仕事は、相当なストレスを避けることは

出来ない。ストレスにより多量の活性酸素を発生

させ身体を酸化（サビ）させて老化を促進し、そ

の結果、動脈硬化も進み血圧も上がり……といっ

た具合に拾い上げればきりがない。しかし、初期

高齢者としては、体力の衰えを防止することと感

染症予防の2つだけは注意しておこうと考えてい

る。

8 話は変わるが、中国から風に乗って黄砂とと

もにやって来るPM2.5については、肺がんや呼

吸器系疾患の原因物質と言われている。ところで、

粉じんを多量に吸った被害者のじん肺訴訟は有名

であるが、更にアスベスト（石綿）も粉じんの一

種だと指摘されて肺がんや呼吸器系疾患の原因物

質だとされ始めた。私は、それなら黄砂も石の微

粒子なのであるから、こんな物質が気管支の奥に

まで入り込むのであれば、PM2.5だけでなく黄砂

自体も肺がんや呼吸器系疾患発症のリスクを有し

ているのではないかと思うようになった。はなは

だ迷惑な話である。

9 近時、送電線下の電磁波による健康被害が叫

ばれ、更に最近では LEDに関してまでマウスによ

る実験で網膜に障害をもたらすとの新聞報道が出

た。今やネット社会といわれる様に、私達のまわ

りには世界中の膨大な情報が、パソコン、スマホ、

国家レベルのスーパーコンピューター等の目には

見えない電波に乗って行き来している。素人的に

考えても心臓とか脳に悪いのではないかと心配に

思ってしまう。話は脱線しまくりであるが、これ

から年を重ねていくのであるから、気をつけられ

るところだけでも注意していきたいと思う今日こ

の頃である。
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弁護士  金井 健作

サロマ湖に行ってきました。

　 6月30日（日）午前2時、隣のベッドでO先生

がゴソゴソしている。

　部屋は寒くて、暖房が要るほど。

　ベッドに入ったのが前夜8時半、京都から飲み

の誘いの電話が入ったのが前夜10時、これで覚

醒したまま午前2時を迎えた。

　普段ならばベッドに入る丑三つ時、我々3000

名は起きだした。

　私は初参加、大会としては28回目を数える、

日本陸連が唯一公認する100㎞レース、「サロマ

湖100㎞ウルトラマラソン大会」の開幕である。

　制限時間は、おそらくウルトラマラソンの中で

最も厳しい13時間。

　マラソンが趣味であると公言するには、一説で

は月間200㎞を走らねばならないらしい。同行し

たO先生はこれを毎月実践しているそうだ。おか

げで彼は完全にアスリートな体型を備えている。

むしろ修行僧か。

　私は自分に甘いため、はたまた仕事のためか、

月間200㎞など及びもつかない。スーツのベルト

に何かが乗っている。

　しかしウルトラマラソンは怖い。怖すぎる。

　というわけで、1ヶ月前からようやくそれなり

の練習を始め、この1ヶ月で176㎞を走り、エア

ロバイク30㎞を漕いだ。

　サロマ湖はどこにあるかというと、右手の人差

し指と親指とで直角をつくり、左手も同じように

直角をつくり、人差し指同士の先端と、親指同士

の先端を合わせると菱形ができる。これが北海道。

　この菱形の、右の人差し指の付け根に、サロマ

湖がある。

　汽水湖（海水と淡水の混合湖）で、名物はホタ

テ…ホタテって、インパクトに欠けませんか。京

都から1200㎞離れたこの湖、大会が無ければ訪

れることはおそらく無かった。

　現地へは2泊3日の弾丸ツアー。妻子と仕事を

置いておける日数はこれが限度。前日朝7時30

分に家を出て、関空から女満別空港への直行便に

乗り、サロマ湖北西岸のスタート会場、湧別総合

体育館でエントリーを済ませ、チェックインが午

後4時。遠かった。

　付近に、サロマ湖以外の観光スポットは無く、

近くの道の駅まで歩いてホタテとビールを頂き、

サロマ湖畔の露天風呂に浸かり、ベッドに入った。

　ほとんど寝られずに午前2時にベッドを出る。

　…えらいこっちゃ。そうか、遠方の100㎞マラ

ソンで前日入りは厳しいんや、と今さら認識しつ

つもう走るしかない。

　中間の休憩地点ともなる我がホテルが準備して

くれた朝食を食べ、バスでスタート会場へ。

　コース取りは「Ω（オメガ）」を逆さまにした

「

Ω

」がピッタリ来る。この左上からスタート、直

進し切り返してグルッとサロマ湖を包むように走

り、その後切り返して直進、ゴールに至る。

　早朝の空は澄み渡り、湿気の少ない新鮮な空気

が周囲を満たしている。

　が、これから始まる果てしのない旅に、憂鬱も

感じるスタートラインであった。

　周囲からは、昨年はどうだった、私3回目です

が5回目凄いですね、といった声が。リピーター

である。10回完走で「サロマンブルー」、20回完

走で「グランドブルー」の称号が得られるそうな。

情熱にも色々ある。

　ついに号砲が鳴り、ゆっくりとスタート。

　まずは「

Ω

」の左上の折り返し、20㎞地点を目

指す。

　周囲が緑ばかりなのは私の生まれた長野県と同

じだが、山が無く、地平線が見えそうなくらい広

い。

　6月末の真夏、快晴ではあるが、乾燥し涼しい

風が吹いている。京都での、ネットリ湿った空気

の肌触りとはかけ離れている。

　寝ていないが幸い体調は快調、時速10㎞・キ

ロ6分よりも少し速いペースを守り、流れに乗っ

て走る。

　10時間切りを目指すO先生は直ぐ見えなく

なった。頑張ってね。

　20㎞地点の折り返しでは、応援の和太鼓が鳴

らされていた。折り返し付近は往路と復路のラン

ナーで混み合っている。

　春麗とタイガーマスクが走っている。100㎞で

もコスプレランナーがいるのね。そういえば昨年

のしまなみ海道100㎞では、下駄を履いた武士風

の兄さんがいたな。あちらの方が奮っているが、

下駄では13時間は切れないだろう。

　陸連公認である本大会はレース的要素が強く、

水は2.5㎞、スポーツドリンクは5㎞毎と頻繁に

設置されている。

　飲み過ぎないように気を付けつつ、5㎞毎に水

分を摂取する。

　「

Ω

」左上の折り返しを過ぎ、30㎞付近で、車

両通行規制のない国道に出る。左端を1列に連

なって走る。

　いわゆるランナーズ・ハイの状態になると、半

分眠ったような心地よい気分になる。これと、そ

うでない通常の状態とが、緩やかな波のように、

深い睡眠と浅い睡眠が交互におとずれるように

やってくる。

　前も後ろも、ランナーの列。

　35㎞地点付近に差し掛かると、急激に脚に疲

労が来た。太腿の付け根、大腿前面の筋肉、膝と

疲労が上から下へ広がっていく。ひどく重い。

　昨年の徳島マラソンで、高橋尚子選手が「ここ

からがフルマラソン！頑張って～」と励ましてく

れた35㎞地点。

　今回は100㎞なのに、ひどく脚が重い。ビビっ

てくる。

　それなのに、サロマ湖岸のアップダウンが始

まった。

　最大高低差40mと僅かなはずが、走ってみる

とそうでもない。上って下って、また上って。

　上りで歩いている人もいる。私は、できれば完

走、70㎞までは歩かないと決めているので、ゆ

く～りではあるが走って上る。

　エイドステーションに「ぶっかけ水」がある。

頭からカブれるよう、大きなバケツに水が張られ、

1枚氷がドンッと入っている。

　自分はこれを脚にかけ、疲れを洗い流したこと

にしてまた走る。
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　40㎞を過ぎて、ついに50㎞。半分来た！

　54.5㎞に、中間休憩地点の我がホテル。

　脚が限界。足が、ふくらはぎが、膝が痛い…ヨ

タヨタと辿り着いた。

　おにぎり、アミノサプリ、オレンジ、レモン他

を口に放り込み、準備していたTシャツに着替え、

しばらく座っていると、体が固まっていく。

　あ、いけない、走れなくなる…と思い、出発。

　固まった脚では直ぐに走れず、早歩きで慣らし

ながら、誤魔化しながら、徐々に走り出す。

　 1㎞が長い。キロ7分以下にペースが落ちる。

脚が痛い、痛い、痛い…。

　左に望めるはずのサロマ湖岸が見えず、高い木

が生い茂り、風が無いために暑さが際立つ。

　止めようかなぁ。でもこんな場所まで走るため

だけに来て、棄権もなぁ。

　葛藤しながら、制限時間に尻を押されながら足

を前に出していると、不思議なもので、限界かと

思った痛みが少しづつ和らいでくる。

　「

Ω

」の右下、60㎞を過ぎる。

　昨年初めて挑戦した100㎞では、80㎞地点で

途方に暮れた。そこで2回目の今年は、早めに70

㎞で歩いてセーブし、80㎞以降にチャレンジし

ようと考えていた。

　70㎞に辿り着き、1㎞ごと区切って、300m歩

いて700m走る、を繰り返す。歩けるのが嬉しい。

でも歩いていると抜かれる。

　人が多すぎるねん、あんなトボトボ走りに抜か

れるなんて嫌や、あ、俺もあんなトボトボしてる

んか…。

　ま、ともかく、結構歩いて75㎞まで。

　あと25㎞、走れるかも。そのために歩いたん

やし。歩いて良い区間を80㎞まで設けるつもり

が、少し無理をし、75㎞で走り出した。

　良いペース、このままゴールまで行けるかもと

思いきや、「

Ω

」の右上に仕掛けが。

　「ワッカ原生林」の広がる全長20㎞の砂州が待

ち構えていた。「ワッカ」とはアイヌ語の「ワッカ・

オ・イ（＝水が・ある・ところ）」に由来するそうだ

（ウィキペディアより）。

　北海道の北東に広がるオホーツク海と、サロマ

湖とを隔てるこの砂州上の道は、クネクネと曲が

りくねり、上りと下りのみから構成されていた。

　最後の20㎞にこれを持ってくる。誰や、こん

なコース考えたの。

　砂州の序盤で、先端から折り返して来たO先生

とすれ違う。

　自分も回れ右をしたい。いや、ダメでしょう。

　砂州の中間、85㎞地点手前で足が止まった。

　脚全体の激痛で、走ろうにも走れない。トボト

ボ歩く。トボトボ、トボトボ。

　先ほど抜いた人達が、トボトボ走りで横を通過

していく。

　トボトボ走りに抜かれるトボトボ歩き。しかし

走ろうにも走れない。

　心底嫌になる。全然進まない。気は焦るが走ろ

うにも走れないのよぅ。

　砂州の先端、90㎞。

　あと10㎞！奮い立たせようと思うが、奮い立

たない。相変わらずのトボトボ歩きで2～3㎞。

　情けなくて何だか泣けて来た…ような気がした。

　すると、何故か、少しづつ走れるようになって

きた。アドレナリンを絞り出したのか？不思議な

ものだ。

　ワッカ原生林の中のクネクネ道を帰っていく。

　周りのランナーもトボトボ走り、自分もトボト

ボ走り。

　ワッカ原生林の砂州がとうとう終わり、ゴール

まで3㎞の表示。うわー。

　腕を振るため肩が凝り凝り、脚は激痛、でもあ

と3㎞。

　傍目にどうかは分からないが、望ましいフォー

ムを意識して走る。

　あと1㎞、直線路に入った。

　沿道で応援してくれる地元の人達。ありがと～。

あなたも走ってみれば。

　最後に右へ折れて、北見市常呂町スポーツセン

ター内の、ゴールアーチが見えた。

　10m先に一人のランナーが。

　ゴール手前で追い越すのはマナー違反？でも最

後くらいは思い切り走りたい。すみませんが抜か

せて頂き、ゴーーール。

　午後4時11分、締めて11時間11分でのゴー

ルだった。

　O先生は10時間25分。凄い。

　私は11時間11分。良か良か。出し切った感が

あるので。

　ゴールしたら生ビール10杯飲んでやる、と意

気込んでいたが、ビールが苦い。疲れ過ぎてビー

ルが美味くない経験は初めてかも。

　ホテルに戻り、風呂に入り、眠り、朝起きてホ

テルを出て、女満別空港。

　北海の幸に僅かでもありつこうと、お寿司のあ

る食堂へ。キンキ、知床牛、タラバの内子（卵巣）

の寿司を頂き、小満足。

　イバラガニ（タラバ蟹の希少種だそうな）を土

産に買い、関空を経て6時頃に帰宅。

　昨年のしまなみ海道100㎞で得た教訓を生かし

て塗ったワセリンのおかげで、今回は股ズレが起

こらなかったのが有り難かった。

　脚の筋肉痛も1週間以内にとれた。ただ、少々

ヘルペスを発症、数週間引き摺ったのが来年の教

訓。ワセリンは効かないか。

　果てしない距離ではあるがマラソンには必ず

ゴールがある。仕事では自分なりに都度のゴール

を設定するところが違うが、ペースを掴んでの地

道なチャレンジが求められる点は共通しているよ

うに思う。

　ウルトラマラソンは年に1度の厄落とし、でき

れば来年もチャレンジしたい。

16 17



弁護士  片山 美紀

弁護士倫理

1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義の

実現をその使命としますが（弁護士法1条）、近年、

預かっていた現金を着服するなど、弁護士による

不祥事が全国で相次いでいます。個々の弁護士の

モラル欠如が深刻なのは言うまでもないですが、

異例の事態というほかありません。

2 そもそも弁護士は、弁護士法や所属弁護士会・

日弁連の規則に違反をしたり、所属弁護士会の秩

序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず

品位を失うべき非行があったときに、懲戒を受け

ることとされています。そして、弁護士を懲戒す

ることができるのは、当該弁護士の所属する弁護

士会又は日本弁護士連合会（日弁連）のみですが、

懲戒請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者

に限らず、何人もこれをすることができます。そ

して、懲戒請求を受けた弁護士会は、必ず調査の

上、結論を出さなければならず、綱紀委員会に調

査を命じなければなりません。綱紀委員会による

調査の結果、「懲戒相当」と判断されれば懲戒委

員会（弁護士だけでなく裁判官、検察官その他の

学識経験者によって構成される機関）の審査にか

かり、この懲戒委員会が懲戒するか否か、懲戒す

る場合にはどのような懲戒処分を課すかも決定し

ます。

　懲戒処分を受けた弁護士は、日弁連に不服申立

をでき、その結果に不満な場合には処分の取消を

求める訴訟を提起できます。一方、懲戒請求をし

た人は、弁護士会での処分に不服があれば、日弁

連に異議の申出ができます。

3 弁護士に対する懲戒の種類は、①戒告（弁護

士に反省を求め、戒める処分）、② 2年以内の業務

停止（弁護士業務を行うことを禁止する処分）、③

退会命令（弁護士たる身分を失い、弁護士として

の活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は

失いません）、④除名（弁護士たる身分を失い、弁

護士としての活動ができなくなるだけでなく、3

年間は弁護士となる資格も失います）の4つです。

4 弁護士が懲戒請求を受けるのは、何か不正を

行ったいわゆる悪徳弁護士と思われるかもしれま

せんが、懲戒請求の中には、事件を有利に進める

ために相手方弁護士に対する嫌がらせ目的で行わ

れるものもありますし、依頼した事件の結果が自

分の思い通りにならなかったことを理由に依頼さ

れていた弁護士が犠牲になることもあります。弁

護士は他人の紛争に関わる職業であるため、時には

恨みを買うこともあるので、ある程度経験を積ん

だ弁護士であれば一度くらいは懲戒請求を受けた

ことがあるという弁護士が意外と多いものです。

　冒頭に述べた弁護士による犯罪にも該当する様

な不祥事は、決して許されるものではありません

が、その他の懲戒事例を見てみますと、ちょっと

した注意不足が思わぬ懲戒請求を呼び寄せること

もあります。

5 例えば、自力救済の問題です。依頼者に正当

な権利がある場合、弁護士としてその権利を実現

したいと考えるのは当然ですが、実体法上権利が

認められるからといって、どんな手段をとっても

いいわけではありません。

　自力救済、すなわち、何らかの権利を侵害され

た者が司法手続によらず、実力行使により権利回

復をはかることは原則として許されません。

　この点、判例上、「私力の行使は、原則として

法の禁止することころであるが、法律に定める手

続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対

抗して現状を維持することが不可能又は著しく困

難であると認められる緊急やむを得ない特別の事

情が存する場合においてのみ、その必要の限度を

超えない範囲内で、例外的に許されるものと解す

ることを妨げない。」とされ（最判昭和40年12

月7日）、一定の厳格な要件の下でのみ適法とさ

れています。また、日弁連でも、自力救済が例外

的に許される要件として、①国家権力による救済

を待ついとまがないこと、②ただちに私力を行使

しないと、訴訟等の法的手段を通じての権利実現

が全く不可能となり、または著しく困難となるお

それのあること、③緊急な危険を防止するのに必

要な限度をこえないことといった厳格な判断基準

を示しています。

　このように自力救済は原則として許されないこ

とから、弁護士が自力救済に関与してしまったよ

うな場合、非行と判断され懲戒処分になるケース

があります。例えば、賃料を支払わない賃借人の

家の鍵を勝手に取り替える、管理料を支払わない

賃借人の家に対し、管理組合が電気やガスを止め

る、勝手に塀などをつくって通行妨害をするなど

ということを弁護士がアドバイスしてしまう事例

です。

　もっとも、自力救済の事例は、職務熱心な弁護

士が依頼者のためを思うあまりの行動であること

が多く、問題がある行為であるとはいえ、これを

直ちに非行とまで言い切れるのかは判断が難しい

ところです。

6 その他、弁護士にとってより深刻なのは、依

頼者からの懲戒請求です。例えば、不誠実な処理、

報告・説明がない、預り金の精算未了、過大な報

酬請求、態度が悪い等、その理由は様々です。 

　もっとも、依頼者からの懲戒請求を回避するに

は、ごく当たり前のことではありますが、依頼者

に対する十分な説明とこまめな経過報告により、

依頼人の意識との間に齟齬が生じないよう留意

し、いかに依頼者との間の信頼関係を築いていく

かということに尽きると思われます。

7 いずれにせよ弁護士にとっては、仮に濫用的

な懲戒請求であっても、懲戒請求を受けること自

体、時間的、精神的負担は相当なものとなります。

そういう事態を回避する為には、普段から個々の

弁護士が自らの責務の重さを改めて肝に銘じ、職

務を遂行していかなければなりません。かく言う

私も日々目の前の業務に追われるあまり、当たり

前の説明や報告が疎かにならないよう、自分の職

業がこのような厳しいものであるという自覚のも

と仕事をしたいと思います。
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弁護士  藤田 昌徳

法律相談（相続・遺産分割と生命保険金）

　昨年10月夫が亡くなりました。相続人は、妻

である私と、夫が先妻との間でもうけた長男の2

人です。遺産は、自宅不動産（時価評価額2000

万円）だけで負債はありません。ただ、夫は私を

受取人とする生命保険（死亡保険金3000万円）

に加入していました。夫の死後に長男と遺産分割

について話し合ったのですが、長男は、生命保険

金も遺産だから分割して欲しいと言ってきまし

た。長男の要求に応じなければならないのでしょ

うか？

1 相続・遺産分割と生命保険金

　遺産分割するには、その前提として分割の対象

となる遺産つまり相続財産の範囲を確定する必要

がありますが、その点で、まず長男が主張するよ

うに生命保険金が相続財産に含まれるかどうかが

問題となります。

　ご承知のとおり生命保険金は相続税との関係で

はみなし相続財産として相続税の課税対象とされ

ていますので、長男は、遺産分割においても相続税

と同じように遺産分割の対象になると考えている

のかもしれません。しかし、実質課税の観点から生

命保険金を課税対象とする相続税法上の考え方と

民法上の遺産分割における考え方は異なります。

　本件のような生命保険は、民法上の契約法理で

言えば、被相続人が自己以外の特定人を受取人と

して指定したものであることから、被相続人（夫）

は他人（妻）のために生命保険契約を締結したも

のと考えられます。そして、この生命保険契約の

効果として被相続人（夫）の死亡時に生命保険金

請求権が発生し、指定された受取人（妻）がその

固有の権利として生命保険金請求権を取得するこ

とになります。

　裁判所は「死亡保険金請求権は、指定された保

険金受取人が自己の固有の権利として取得するの

であって、保険契約者又は被保険者から承継取得

するものではなく、これらの者の相続財産を構成

するものではない（最高裁昭和40年2月2日等判

決）」と判示し本件のような生命保険金が相続財産

に含まれないことを明らかにしています。

2 特別受益と生命保険金

　ところで、共同相続人の中に結婚の際の持参金

や不動産の贈与などの相続分の前渡しと見られる

生前贈与や遺贈（以下、これを特別受益と言いま

す）を受けた者がある場合、これを相続財産に加

えずに相続分を計算すると、相続分の前渡しを受

けた相続人は二重の利得をすることになり相続人

間に不公平が生じます。そこで、民法903条1項

は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、

又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の

資本として贈与を受けた者があるときは、被相続

回答（法的検討）

相談内容（事案）

人が相続開始の時に有した財産の価格にその贈与

の価格を加えたものを相続財産とみなし、前三条

の規定により算定した相続分の中からその遺贈又

は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相

続分とする」と規定し、特別受益となる贈与の価

格（遺贈については相続財産に含まれています）

を相続財産とみなして持ち戻し相続分を算定し、

共同相続人間の実質的公平を図ろうとしていま

す。

　そして、本件のように受取人が共同相続人の1

人に指定された生命保険においては、その保険料

を支払った被相続人の死亡により受取人に死亡保

険金が支払われることから、生命保険金の受取人

となった相続人とそうでない相続人との間で実質

的な不公平が生じているのではないか、それは民

法903条が規定する特別受益と同様の不公平では

ないかということが問題となります。

　それで、かねてから、このような生命保険金は

生前贈与や遺贈と同様に民法903条の特別受益な

いしはこれに準じる財産として遺産分割に当たっ

ては相続財産とみなして（持ち戻して）相続分を

計算すべきであるとの学説が有力となり家庭裁判

所においても特別受益として持ち戻しの対象とす

べきとする審判例が出るなど、学説判例とも肯定

説と否定説に別れ対立していました。

3 最高裁決定

　最高裁は、平成16年10月29日付け決定でこ

の問題に関する判断を下しました。即ち、最高裁

は、本決定において、上記のとおり生命保険金は

指定された保険金受取人が自己の固有の権利とし

て取得するものであり保険契約者又は被保険者か

ら承継取得するものではなくその相続財産を構成

するものではないとした上で、「養老保険契約に

基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死

亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡

保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈

与に係る財産には当たらないと解するのが相当で

ある」として、生命保険金は相続財産ではないの

はもとより特別受益にも当たらないと判示しまし

たが、続いて「もっとも、上記死亡保険金請求権

の取得のための費用である保険料は、被相続人が

生前保険者に支払ったものであり、保険契約者で

ある被相続人の死亡により保険金受取人である相

続人に被保険者が死亡した時に死亡保険金請求権

が発生することなどにかんがみると、保険金受取

人である相続人とその他の共同相続人との間に生

じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認

することができないほどに著しいものであると評

価すべき『特段の事情』が存する場合には、同条

の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別

受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが

相当である」と述べ、生命保険金については特別

受益に準じて持ち戻しの対象となる場合があるこ

とを判示しました。

　問題は，最高裁の示した「他の共同相続人との

間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到

底是認することができないほどに著しいものであ

ると評価すべき『特段の事情』が存する場合」とは

具体的にいかなる場合を言うのかですが、最高裁

は、『特段の事情』の有無については、「保険金の額、

この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の

有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いな

どの保険金受取人である相続人及び他の共同相続

人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の

諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」と

の判断基準を示しました。

　そこで、今後は具体的な事案にこの判断基準が

適用され『特段の事情』の有無が判断されること

になり、同種判例の集積により『特段の事情』の

具体的内容が次第に明らかになってくると思いま

すが、最高裁としては、「保険金の額、この額の遺
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産の総額に対する比率のほか」と述べているよう

に「保険金の額」と「この額の遺産の総額に対する

比率」を重視しているものと思われます。

　ちなみに、この平成16年決定の事案は、問題

となる「保険金の額」は約 574万円、被相続人

の「遺産の総額」は本決定以前の協議等で分割さ

れたものを含めて約6400万円です。「保険金の額

の遺産の総額に対する比率」について、保険金額が

この遺産の総額に含まれないとして計算すれば約

9％、保険金額を遺産の総額に含めてその割合を

計算すれば約 8％強ですから、保険金の額も比率

も相当低いものと思われます。それ故、本決定は「保

険金受取人である相続人とその他の共同相続人と

の間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし

到底是認することができないほどに著しいもので

あると評価すべき」場合ではなく『特段の事情』は

認められないと判断したものと解されます。

4 本件生命保険と遺産分割について

　この最高裁決定に照らして本件の生命保険金に

ついて見ますと、まず、生命保険金は受取人であ

る妻の固有の財産であり相続財産に含まれず民法

903条1項の特別受益にも当たりません。次に、

本件の生命保険金について、「保険金受取人であ

る相続人とその他の共同相続人との間に生じる不

公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認するこ

とができないほどに著しいものであると評価すべ

き『特段の事情』が存する場合」であるかどうかの

問題ですが、「保険金の額」が3000万円であり、

「遺産の総額」は2000万円、従って、「この額の

遺産の総額に対する比率」は（保険金額がこの遺

産の総額に含まれないとして計算すれば）150％、

（保険金額を遺産の総額に含めてその割合を計算

すれば）60％です。最高裁決定と比較すれば明ら

かに「保険金の額」も「この額の遺産の総額に対す

る比率」も高く、保険金受取人である妻とその他

の共同相続人である長男との間に生じる不公平も

相当のものがあります。

　そこで、この「不公平」を「民法903条の趣旨

に照らし到底是認することができないほどに著し

いもの」ものと評価すれば、『特段の事情』を認め

て本件生命保険金は相続財産へ持ち戻しの対象と

すべきであるとの考え方になりますが、ただ当方

としては、『特段の事情』の認定は「保険金受取人

である相続人とその他の共同相続人との間に生じ

る不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認す

ることができないほどに著しいものであると評価

すべき」例外的で限定的なものであると思われる

こと、妻を受取人に指定した被相続人の意思や妻

には被相続人と同居しその介護等に対する貢献が

認められるなどの事情も併せ考えるべきであるこ

とから、本件では「特段の事情」は認められず、従っ

て本件生命保険金に民法903条の類推適用はなく

特別受益に準じた持ち戻しの対象ともならず、妻

は生命保険金全額を取得できるもの考えます。

　そうすると、生命保険金は受取人である妻の固

有財産として相続財産に加える必要は無く遺産分

割する必要はありません。本件生命保険金が特別

受益とならず相続財産に加算されないので相続財

産の評価額は2000万円となり、妻と長男の法定

相続分（民法900条）は各2分の1ですから両名の

相続分は各1000万円となります。

　ちなみに、妻も長男も相続財産（自宅不動産）

から各1000万円の分割を受けることができるこ

とになります。自宅不動産を現物分割するのは困

難ですから、この場合の現実的な遺産分割方法と

しては、妻が代償金として1000万円を長男に支

払い、自宅不動産を全部取得するという代償分割

（債務負担分割）が相当であると考えられます。

5 生命保険金が相続財産に持ち戻しとなる場合の

遺産分割の問題点

（1）裁判所の判断の予測

　しかし、裁判所が本件に対し当方と同じ判断を

下すかどうかわかりません。最高裁の示した『特

段の事情』の判断基準はまだまだ抽象的であり、

今後の同種判例により『特段の事情』の具体的内

容が明らかになって来ないことには、裁判所の判

断の予測は難しいと言うほかありません。そこで、

本件について裁判所が『特段の事情』を認める場

合も考えられますので、念のため検討します。

（2）持戻額（特別受益額）

　本件につき『特段の事情』が認められる場合、

民法903条の類推適用により、当該生命保険金（請

求権）は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる

と解されますが、持戻額をどのように算定するか

については考え方が別れ、保険金額説、保険金額

修正説、保険料説（被相続人の支払った保険料の

総額が特別受益であるとする説）、解約価格説な

どあります。本件最高裁決定においては判断され

ていませんが、『特段の事情』について「保険金

の額」と「この額の遺産の総額に対する比率」を重

視している最高裁決定の考え方からすると、保険

金額を基本として考えることになるのではないか

と思われます。

（3）具体的相続分額

　そこで、ここでは保険金額を基本として考える

ことにして、民法903条の類推適用により、妻は

生命保険金3000万円を特別受益たる生前贈与に

準じて相続財産に持ち戻す必要があることになり

ます。つまり、生命保険金3000万円を相続財産

2000万円に加えてその合計額5000万円をもっ

て遺産分割をする上での基礎となる相続財産とみ

なして、これに、法定相続分（妻と長男は各2分

の1）を乗じて、各相続人が本来取得すべき相続

分を算出することになります。本件では、各2500

万円となり、長男については現実の相続財産（自

宅不動産）2000万円全部を取得するとしても不

足額500万円が発生します。他方、特別受益者と

なる妻については、この相続分（2500万円）から

特別受益額に準じて生命保険金額（3000万円）

を控除した残額が現実に受けるべき相続分となり

ますが、生命保険金額は相続分（2500万円）を

500万円超過していますので、妻の受けるべき相

続分はないということになります（民法903条2

項）。

（4）超過額（不足額）

　なお、この妻の超過額（長男の不足額）500万

円について妻は長男に返還する必要はありませ

ん。民法903条の特別受益制度は共同相続人間に

生前贈与や遺贈を受けた者と受けていない者があ

る場合に、受けていない者が残った相続財産から

より多くの取り分を確保できるようにすることで

共同相続人間の公平を図ろうとする制度であり、

生前贈与や遺贈の効力を否認したり返還をさせた

りする制度ではないからです（民法903条2項）。

（5）遺留分減殺請求権

　もっとも長男の遺留分を侵害するような場合、

長男は遺留分減殺の制度によって返還請求ができ

る場合があります（1031条）。

　本件ではどうか検討するところ、まず長男の遺

留分の額を計算するため遺留分算定の基礎財産を

確定する必要がありますが、本件の生命保険金が

その基礎財産に含まれるかどうかが問題となりま

す。本件の生命保険金につき上記の『特段の事情』

が認められる場合、民法903条の類推適用により

特別受益たる生前贈与に準じて相続財産に加えら

れ（持ち戻され）ますが、同時に民法1044条によ

り903条が準用されることから、遺留分算定の基

礎となる財産にも加えられるものと解されます。
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そうすると、遺留分算定の基礎財産は5000万円

となりますから、長男の遺留分額は、この基礎財

産（5000万円）に遺留分率（1028条により2分の

1）と法定相続分2分の1を乗じて算定しますか

ら、5000万円×2分の1×2分の1＝1250万円と

なります。

　そして、遺留分の侵害額は、遺留分額から遺留

分権利者が相続によって得た財産額を控除して算

定することから、長男の遺留分額1250万円から

長男が相続によって最終的に取得することになる

自宅不動産2000万円を控除すると－（マイナス）

750万円となり、遺留分の侵害は生じていません。

従って、長男に遺留分減殺請求権はありません。
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