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残暑お見舞い申し上げます

立秋とはいえ、まだまだ暑い日が続いておりますが、皆様におかれましては益々ご清栄の
こととお慶び申し上げます。

期待に胸を膨らましたFIFAワールドカップでは、残念ながら日本代表は一次リーグ敗退
となりましたが、この悔しさもまた将来の糧になることでしょう。

今年は、メジャーリーグでの日本人投手の活躍ぶりには驚かされます。

田中将大投手はもちろん、ダルビッシュ有、黒田博樹、岩隈久志、上原浩治ら各投手が、
快刀乱麻の投球を繰り広げています。野球の本場で思う存分に実力を発揮する彼らに
精一杯の拍手を送りたいと思います。

当事務所の所員一同、負けないように研鑽をかさね切磋琢磨していく所存でございますので、
今度とも変わらぬご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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弁護士  知花 鷹一朗

　独特のかたちをした、沖縄のお墓を見たことが

あるでしょうか。

　丘などの斜面を掘り込んで墓室を作り、その周

りを石積みなどで囲み、丸みを帯びた屋根が載せ

られ、正面には墓庭と呼ばれる広場が設けられた

お墓です。

　このお墓の屋根が亀の甲羅に似ていることか

ら、「亀甲墓（きっこうばか、かめこうばか）」、沖縄

方言では「カミヌクーバカ」と呼ばれています。

もっとも、このかたちの由来は、「母胎回帰＝人

は死後、産まれた場所に帰る」という思想から、

女性の胎内を模しているのだと伝えられており、

亀の甲羅とは全く関係がありません。

　また、その大きさも特徴の一つですが、沖縄の

お墓が大きいのにも理由があります。

　最近は、沖縄でも火葬が一般的ですが、かつて

は「風葬」と呼ばれる方法で故人を弔っていまし

た。風葬とは、故人の遺体を入れた棺をお墓の中

に置き、風化して白骨となったころに取り出して、

遺骨を海水や泡盛のお酒で洗い清め、蔵骨器（「厨

子甕（ずしがめ、ジーシガーミ）」といいます。）

に納めて、これを再びお墓の中に戻す、というも

のでした。

　この「厨子甕」は、日本で一般的な火葬後の焼

骨を納める骨壺と比べてとても大きく、また棺ご

とお墓の中へ入れることもあって、墓室は一定程

度の広さが必要でした。それで、お墓もかなり大

きなものとなったそうです。

　沖縄は祖先崇拝の文化ですから、お墓をつくる

のも、宗教法人等の運営する霊園ではなく、個人

の所有地にというのが一般的でした。

　ところで、日本には、お墓に関する法律で、「墓

地、埋葬等に関する法律」というのがあります（以

下、「墓埋法」と略します。）。

　この法律によると、お墓＝「墳墓」は、都道府

県知事や市長によって「墓地」として許可をうけ

た区域外での埋葬・焼骨の埋蔵は禁止されていま

す（墓埋法2条5項、4条）。

　余談ですが、法律上、火葬後の遺骨については

「埋葬」とはいわず、「埋蔵」と言う言葉が使われ

ています。それでは「埋葬」とは何を意味するの

か、それは、いわゆる土葬のことなのだそうです。

この原稿を書く上で調べてはじめて知りました。

一つ、勉強になりました。

　閑話休題。話を戻します。

　墓埋法により、「墓地」の経営をするのも都道

府県知事等の許可が必要となります。その経営主

体については、法律では特に規定されてはいませ

んが、各地方公共団体では、条例や規則によって

沖縄の墓文化と実情

沖縄のお墓

墓地埋葬法と沖縄のお墓
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経営主体を地方公共団体、宗教法人、公益法人に

限定する旨を定めるところも多くあります。

　沖縄県も例外ではなく、「墓地埋葬法施行細則」

という規則にて、やはり地方公共団体、宗教法人、

公益法人に限定する旨の規定がなされています

（規則2条各号）。しかし、他の地方公共団体と異

なるのは、同条ただし書きにて、「知事が、県民

の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公

共の福祉の見地から支障がないと認める墓地等の

経営」については、例外とする旨の規定がなされ

ています。

　この規定によって、沖縄では上記のように個人の

所有地にお墓をつくることが認められてきました。

　そもそも墓地の経営主体を上記のような法人等

に限定するのは、墓地の管理・運営を永続的に行

うことが出来るからという理由が一番大きいと考

えられます。

　個人での管理を認めると、その人が亡くなった

ときに誰が管理するのかという問題が生じ、やが

て管理者不在の「無縁墓」となってしまいます。

そうなると、誰のお墓かもわからず、撤去するに

も遺骨が埋蔵されているだけにその扱いが難し

く、結局放置されたまま荒れ地となってしまいか

ねません。

　それでも、沖縄では特例として認められてきま

した。なぜなら、いわば「祖先崇拝教」の沖縄に

おいては、お墓は生活の中に身近に存在し、その

管理・運営が子々孫々にわたり受け継がれてきた

からでした。

　沖縄では、4月になると「清明祭（せいめいさい、

シーミー）」という行事が行われます。それは、

親族が祖先のお墓に一同にあつまってごちそうを

持ち寄り、これをお供えして祖先を供養するので

す。しかし、それだけでは終わりません。お供え

をしたあと、お墓の正面にある広間（「墓庭」と

いわれるところです。）で、お供え物を下げ、親

族みんなでこれを食べながら団らんするのです。

　このようにお供え物を下げることを「ウサン

デー」といい、供物のお下がりを食べることで、

祖先も喜ぶ、御加護があたえられると教えられま

した。

　沖縄の人にとって、清明祭でお墓参りをするこ

とは、普段なかなか一同にあつまらない親族同士

の交流の場であり、一年の内でも大きな行事の一

つでした。

　そして、親の代が亡くなれば、その親も祖先の

お墓へと入り、その一族の嫡男がお墓の管理を受

け継ぎ、清明祭を取り仕切るのです。

　このように、毎年お墓にあつまって供養する行

事がいくつかあり、これが子の代へ受け継がれて

いくので、個人の管理によっても「無縁墓」とな

らずにいました。

　しかし近年、核家族化・世帯分化により、親か

ら子へ、清明祭の様式、しきたり等の文化の承継

が途切れつつあり、個人でのお墓管理が難しく

なってきています。

　他方で、個人で墓を作るという風習は依然とし

てあるため、一世代限りの家族の入るお墓＝「家

族墓」が増加してきました。「家族墓」は、一世

代限りのお墓なので、世代を重ねるにつれてお墓

を訪れるものが無くなり、やがては無縁墓となる

可能性が高いのです。

ピクニック気分でお墓参り

沖縄のお墓文化の実情

　さらに、沖縄県内の人口の増加により、墓をつ

くる土地が不足がちになり、ついには市街地のな

かにまでお墓が出現するようになってしまいまし

た。

　かつて特例としてお墓の個人管理を認めてきた

ことが裏目となり、墓埋法や関連法令により許可

が必要であるということを忘れ、無許可でお墓を

つくる人がでてくるようになってしまったのです。

　先に紹介しましたように、沖縄のお墓は大きい

ですからその占める土地も大きく、これが無縁墓

となってしまうことにより、都市計画にも支障が

生じ、また住宅地と墓地が混在する市街地が形成

されるなど、景観への悪影響も懸念される事態と

なってしまいました。

　このような事態に、現在沖縄では、各地方公共

団体が基本方針を打ち出す等その対策に乗り出し

ています。

　例えば那覇市においては、無縁墓を公営墓地や

民間霊園へ移設したり、個人墓禁止区域を設定し

て、個人墓の無秩序な立地を防ぐなどしています。

また、家族墓や個人墓については小規模なお墓を

推奨しているため、現在では新たに亀甲墓をつく

るにはなかなか許可が下りず、難しくなっている

とも聞きます。

　それでもお墓の需要は増えているらしく、各市

町村で連携して墓地の確保を図ったりもしている

ようです。

　以上、地域独自の文化によって、他ではあまり

聞かないような法律上・行政上の問題が顕在化す

ることがあるのだという例として、沖縄の墓文化

とその実情を、多少法律も絡めて紹介してみまし

た。

　私は、ここ京都に暮らし始めてまだ2年足らず

ですが、京都も長い歴史と独自の文化を持ってい

ますから、今回取り上げた沖縄の例のように特殊

な法的問題があるのでしょうね・・・。

　とりとめもなく、無理にまとめた感のある乱文

にお詫びをしつつ、今回はこれにて失礼致します。

おわりに
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弁護士  橋本 皇玄

1 昨年中頃まで、当事務所で仕事を一緒にさせ

て頂いた仲間である藤田先生が本年4月25日

に永眠されました。病死です。私もこの年にな

りますと、よく訃報に接しますが、これだけ身

近で常に接していた人が亡くなったのは、同居

していた叔父と父の死去以来です。病状をお聞

きしました折からもしやとの予感はしていまし

たものの、訃報をお聞きした後は何とも言いし

れない不安と空虚さと人生の儚さを感じまし

た。もとより、病中のご本人及びご家族の心労

はこれに比べるもなく悲痛なものだったでしょ

う。

2 藤田先生は、これまでの検事・弁護士時代を

通じて、非常に真剣かつ多忙な業務に取り組ん

でこられました。これだけ根を詰めて仕事をし

てきたのだから65歳までを目処に業務を縮小

し、それ以降は、余生を気楽に過ごし家族や友

人とともにゆったりと老後を過ごそうと考えて

おられました。したがって、ご依頼者にご迷惑

をおかけしない程度に新件事案は若い先生に任

せ、2年位前から身の回りの仕事を徐々に整理

されていました。それだけに、早すぎた死去に

対するご家族の無念さにはかける言葉もござい

ません。

3 私が当事務所（当時は都総合法律事務所）に

入所しましたのは、勤務弁護士を経て独立して

事務所を構え中堅弁護士としてバリバリと仕事

をしていた頃でした（今はバリっという程度）。

平成7年、これからの法律事務所は複数体制で

なければ等と考えていた折に、藤田先生から

誘って頂いたのが縁です。当時、都総合法律事

務所は藤田先生、國弘先生、大槻先生の3人体

制でしたが、私の入所後は、私を含めて、しば

らく4人体制で活動しておりました。

4 その後、4年位経過してから、若手弁護士を

入れなくてはということで、小田先生らが勤務

弁護士として入所され、その後も客員教授や若

い先生が入所されるなど（入れ替えもありまし

たが）の経過を経て、現在の弁護士法人みやこ

法律事務所となり7人の弁護士にて活動してお

ります。

5 事務所の経営や運営は、当初、前記4人が中

心となって決めてまいりました。しかし、今で

は、國弘先生は弁護士登録を抹消され、大槻先

生もそろそろ小さな事務所で気楽にといって当

事務所を退所され、今回、藤田先生も逝かれ、

中心人物であった4人は私1人となってしまい

ました。これを機に代表社員の地位も若手に譲

り、現在、私は、当事務所の非正規社員となっ

ております。4人体制のとき、威張っていまし

たが、今は独りになってしまい、知力・体力も

衰え、若手にすがっていくしかありません（-_-;）

6 しかし、藤田先生は、私とは違い、ご自分の

部下をしっかり指導され、私達4人の中でも「事

務所はこうあるべき」との筋の通った考えを

持っておられ、竹を割ったような性格で明快で

した。私が1人でキャパを超えていた保険会社

の仕事を藤田先生にご紹介しお手伝いして頂き

ましたが、その処理に保険会社の担当者からも

親しみと厚い信頼を受け、今の若手弁護士が保険

事故の処理に精通する石杖になったと思います。

7 私は、藤田先生とは最も気が合い、時折2人

だけで居酒屋へ飲みに行き、事務所のあり方や

弁護士の仕事のこと、日常生活のこと等話し

合ったのを思い出します。

8 藤田先生の病状は、事務所以外は伏せており、

先生の意思により、亡くなられた日も家族葬に

よることとし、同業者はおろか親しい友人にも

知らせず、ただ、事務所の所員は参加させて頂

きました。関係者には全てが終わってからのご

連絡ということでした。もともと目立ったこと

がお嫌いで、他の方を煩わせることも望まれず、

そういった故人の意思でしたのでご容赦頂きた

くお願い申し上げます。

9 今回の私の大文字の原稿も、相変わらず、頭

に浮かんだことを書き下ろしていますが、今回

は、事務所報のテーマの何かを書こうという気

分にはなれませんでしたので、藤田先生のこと

を書かせてもらいました。ここに、謹んでご冥

福をお祈り申し上げ、先生のご生前のご厚情に

感謝いたします。

藤田先生の思い出
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弁護士  小田 宏之

　日々の弁護士業務においては、多くの法律相談

をお請けします。そして、それら相談の中には、

もう少し早く法律相談にお越し頂いていれば相談

者は救済されていたであろう大変残念なケース

や、逆に、法的トラブルに遭遇し諦めかけ「念の

ため」と思い法律相談にお越しになっていたもの

の、「諦めるのはまだ早い」ことが明らかになる

ケースが、数多くあります。

　すなわち、法的知識が十分ではない場合、交渉

相手方に対して正当な権利・利益を主張すること

が出来ず、権利・利益を害してしまうことが、往々

にしてあるということです。

　そこで、本稿では「諦める前の法律学」と題して、

救済法理等の紹介をさせて頂いた後に、法的トラ

ブルに遭遇した場合にどう対処すべきかを解説し

てみたいと思います。

1 相続放棄を巡る救済理論

　親が多額の借金を残して死去したような場合、

その子（相続人）は、家庭裁判所において「相続

放棄」の手続を採ることにより、初めから相続人

とならなかったものとみなされ、故人の借金を引

き継がなくても済みます。しかし、相続人が、故

人に多額の借金が有ったことを知らない場合に

は、わざわざ相続放棄の手続を採る必要性を感じ

ませんし、何らの手続も採らない中で時が経過し

てしまいます。ところが、この「相続放棄」の手

続を採ることが出来る期間について、民法は「自

己のために相続の開始があったことを知った時か

ら3箇月以内」と規定しています（民法915条1

項）。

　そのため、債権者の中には、借主が死去しても

3箇月間は借金の事実を伏せておき、死去から半

年や一年が経過した後に、借主の相続人に対して

借金の返済を迫る者もいます。そして、その債権

者は借主の相続人に対して「あなたが相続開始を

知った時から3箇月が経過しているので、相続放

棄は出来ませんよ。」と申し向けてくるのです。

　この場合、民法915条1項を文字通り読めば、

借主の相続人は諦めざるを得ず、もはや相続放棄

が出来ず借金返済に応じなければならないように

思えます。

　しかし、これには救済される途が残されている

のです。すなわち、判例上、その相続人が相続財

産や相続債務の全部又は一部の存在を認識し得た

時から3箇月以内であれば相続放棄が出来ること

とされているのです。そのため、例えば、親が何

の資産も負債も残さず死去したと思っていたとこ

ろ、死去から1年後に突然、債権者が亡き親の借

金返済を迫ってきた場合、相続人はその時から3

箇月以内であれば相続放棄が出来ることになりま

す。

　これは、相続人に落ち度がなく財産調査をしき

れなかった場合にまで法律の原則を貫くことはそ

の相続人に酷であり、そのような相続人を救済す

べきという趣旨なのです。

2 信頼関係理論による救済

　借家の契約書の中には、例えば「家賃の支払を

1ヶ月でも滞納したときは催告無しに借家契約を

解除できる」とか「家主の承諾を得ることなく借

家を転貸したときは催告無しに借家契約を解除で

きる」といった記載が有るものもあります。

　そのため、これら契約条項（特約）に従えば、

理由はともかくとして、一度でも家賃不払があっ

たり、他人に転貸（又貸し）した場合には、借家

契約が解除され借主は退去せざるを得なくなりそ

うです。

　家賃不払あるいは無断転貸を行った借主として

も、自分が署名押印した契約に自ら違反したのだ

から、退去を求められてもやむを得ないと諦めて

しまいそうです。

　しかし、これらの場合にも、救済理論があるの

です。すなわち、形式的には特約違反のため退去

を余儀なくされそうな場合でも、判例上、違反行

為が「背信的」とまでは言えない場合には、催告

無しに解除することは出来ないこととなっていま

す。前者の家賃不払ケースでも、例えば、今まで

一度も家賃不払は無く今回が初めてであるとか、

支払期限を数日徒過しただけの場合、また、後者

の無断転貸ケースでも、例えば、火事で自宅を焼

け出された親族に対して借家内の一室のみをごく

短期間転貸したという場合や、事業用借家を営業

のため共同経営者に転貸した場合、何れも「背信

的」とまでは言えず、特約違反にも拘わらず契約

解除・退去までは強いられません。

　結局、借家契約など継続的契約においては、当

事者としては相当期間の継続的関係を当然予定し

ていることから、その中で生じる多少の「過ち」

であれば目を瞑ることとして、信頼関係の破壊に

至らない限りは契約解除まで認められないことと

したのです。

3 上記のほかにも、法律の原則や当事者間の契

約内容が、特別法（消費者契約法・借地借家法・

労働法など）や判例によって修正され具体的妥当

性が保たれているケースは、無数に存在すると

言っても過言ではありません。

　以上、具体的事例における救済理論等を紹介し

てきましたが、これら事例から分かるように、法

的トラブルに遭遇した際、先ずは、弁護士による

法律相談を利用して頂き、正しい法的知識を確認

し、相手方に対してどのような対応が可能なのか

を把握すべきこととなります。

　私の所属する京都弁護士会も「きっとある、あ

なたを支える法と智恵」というキャッチフレーズ

を用いていますが、先ずは諦めずに『きっとある』

とお考え頂くこと、そして、ご自身で判断なさら

ずに法律専門家のアドバイスを受けて頂くことを

切に願います。

　なお、昨今は、インターネット等において法律

関連の情報に対して容易にアクセス出来ますが、

その中には、誤った法律解釈や、誤解を招きかね

ない法律体験記が掲載されていることもあります

ので、その旨、ご留意頂ければと思います。

諦める前の法律学
～救済法理等による解決策～

初めに ～法律相談業務を通じて思うこと～

具体的事例にみる救済理論等

諦める前にすべきこと
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弁護士  粟野 浩之

　去る6月15日、島根県の隠岐の島で開催され

た隠岐の島ウルトラマラソン100キロの部に挑戦

しました。隠岐諸島の島後を一周するコースで、

制限時間は14時間30分です。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

　3年前にマラソンをはじめて、なんとかフルマ

ラソンを完走できるようになり、いつかは100キ

ロマラソンに挑戦したいと思っていました。

　100キロマラソンについて書かれた本などを

こっそり読んでいたのですが、そこにはF2.7の

公式なるものが書かれていました。100キロマラ

ソンのタイムはフルマラソンのタイムの2.7倍を

目安とすべしというものでした。なお、100キロ

マラソン初参加でとりあえず完走を目標とする場

合は、フルマラソンのタイムの3倍のタイムを目

安とすべし（F3.0）とも書かれていました。

　今年1月、隠岐の島ウルトラマラソンのエント

リーが始まりました。そのころのフルマラソンの

自己ベストは5時間強。F3.0だと100キロに15時

間以上かかる計算になり、隠岐の島100キロの完

走は明らかに無理でした。当初は50キロの部への

エントリーを考えていたのですが、所属するマラ

ソンチームから4人が100キロの部にエントリー

したこともあり、制限時間内の完走は無理でも、

今の自分でどこまで走れるのか試してみようと、

思い切って100キロの部にエントリーしました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

　100キロマラソンの本には100キロ完走のため

の練習メニューも書かれていました。F3.0を目指

すなら大会3か月前のフルマラソン完走を起点に

以下のメニューをこなすべしというものでした。

　　月曜　休養

　　火曜　30分ジョグ

　　水曜　15キロビルドアップ走

　　木曜　休養

　　金曜　60分ジョグ

　　土曜　休養

　　日曜　ロング走

　ビルドアップ走は少しゆっくりめのペースで走

りはじめ、5キロ毎に少しずつペースを上げてい

くといった練習です。

　ロング走には2種類の練習があります。ひとつ

は2時間路上、3時間路上、6時間路上といった

ように、走っても歩いてもいいからとりあえず一定

時間路上で行動する練習。もうひとつはF3.0の

公式から導かれたペース（レースペース）で20キ

ロから45キロを走る練習（レースペース走）です。

　ジョグはメインの練習のいわば「つなぎ」の練

習で、キロ6分のペースで気持ちよく走ることで

練習しつつメインの練習の疲労を抜く効果がある

とのことでした。

　メニューどおりこなせば月間走行距離は月200

キロ以上になります。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

　ちょうど3月上旬の篠山マラソンにエントリー

していましたので、篠山マラソン完走を隠岐の島

100キロのための練習の起点にすることとしました。

　ところが、2月上旬に出場した木津川ハーフで

両膝を傷めてしまいました。

　1週間足を休めてから走ってみたのですが2キ

ロも走れません。このままでは篠山マラソンは完

走どころか棄権も考えなければなりません。そこ

で、試しに膝に直接テーピングをしてみることに

しました。それまでは膝のサポート機能があるタ

イツをはいていたのですが、いつも走っているう

ちにずれてしまい、膝のサポートが十分でないと

感じていました。テーピングであれば走っている

うちにずれる心配もありません。早速、翌日、テー

ピングをして走ってみました。すると痛みなく5

キロ走れるではないですか。翌週には10キロ、

15キロと距離を伸ばせるようになりました。

　そして迎えた篠山マラソン、膝にテーピングを

して臨み、練習不足であったにもかかわらず、自

己ベストの4時間44分11秒で完走することがで

きました。

　F3.0の公式にあてはめてみると100キロの想

定タイムは14時間12分33秒。隠岐の島ウルト

ラ100キロを制限時間内に完走することができる

タイムでした。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

　篠山フルの結果を受けて、本腰を入れて100キ

ロマラソンのための練習をすることにしました。

　

　平日は仕事を終えた後、夜遅くに二条城周回の

ジョグとビルドアップ走、休日はロング走でできる

だけ距離を稼ぐ練習をするように心懸けました。

　4月中旬には、ロング走の一環として京都一周

トレイルラン東山コースに出場しました。コース

は、山科の毘沙門堂→大文字山頂→銀閣寺→

比叡山→延暦寺→奥比叡→大原の約30キロで、

制限時間は7時間です。

　ところが、この大会で不覚にも足首を捻挫して

しまいました。銀閣寺までは調子よく走れたので

すが、比叡山に上る途中、沢に降りる斜面で足を

踏み外し、足首を思いっきりひねってしまいまし

た。自分の体から「ばちん！」という音がするのを

聞いたのは生まれてはじめてでした。嫌な想像が

頭に浮かびました。時間を少し巻き戻したいと本

気で思いました。しばらく動けずにいたのですが、

山の中なのでその場でリタイアすることもできま

せん。持っていたロキソニンを飲んでとりあえず

前に進むことにしました。結局、ロキソニンの効

果で痛みがおさまり、リタイアせずに6時間で完

走してしまいました。完走後おそるおそる足首を

見ると、くるぶしがなくなるくらいに足首が腫れ

上がってしまいました。全治1か月の捻挫で、2

週間は走るのを禁止されました。

　以後、4月はまったく走れず、4月の月間走行

距離は138キロ止まりとなりました。

　5月になっても足首の痛みと腫れは引きません

でした。5月中旬には鯖街道ウルトラマラソンB

コース、いわゆる半鯖が控えていましたが、参加

は絶望的と思われました。それでもなんとか主治

医の許しを得、足首にテーピングをして練習を再

「100キロマラソンに挑戦しました。」
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開しました。膝のテーピングといい、足首のテー

ピングといい、まるで体育会系の部活をしている

中高生のようでした。

　テーピングのおかげでなんとか15キロなら走

れるようにはなったのですが、あきらかに練習不

足のまま半鯖に挑戦しました。ちなみに鯖街道ウ

ルトラマラソンは福井県小浜から京都の出町柳ま

で旧鯖街道を走るマラソンで、これがAコース、

いわゆる本鯖です。今回挑戦したBコースは中間

地点からスタートするので半鯖と呼ばれており、

距離は約40キロ、制限時間は8時間です。

　半鯖ではきついアップダウンに苦しめられまし

たが、足首は思ったより平気で、結果、8時間の

制限時間を7時間強で完走、捻挫からの復帰を果

たすことができました。

　もっとも、半鯖後は太ももの筋肉痛と足の甲の

痛みから1週間走れず、5月の月間走行距離は

102キロ止まりとなりました。

　結局、100キロマラソンのための練習メニュー

を完璧にはこなせないまま、隠岐の島へ向かうこ

とになりました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

　今回、隠岐の島100キロに一緒に参加したのは

京都弁護士会マラソン部「ゆざるんち」のK弁護

士、F弁護士、O弁護士、そして私の4人です。

　隠岐の島には前日入りし、エントリーを済ませ、

前夜祭を楽しみました。

　大会当日、早めの朝食をとってスタート会場に

向かうと、すでに大勢のランナーが集まっていま

した。48.5キロのレストステーションとゴールと

に運んでおいてもらう荷物を預け、ストレッチを

しながらスタート時刻を待ちました。

　そして、午前5時。ついに隠岐の島ウルトラ

100キロがスタートしました。

　とりあえずレストステーションまで6時間を目

標に走ることにしました。スタート直後、10時

間台での完走を目指すO弁護士はあっという間に

見えなくなりました。しばらくF弁護士の少し後

ろを走っていたのですが、どんどん離されて行き

ます。しかし、あせりは禁物。今回は制限時間内

での完走が目標なので、マイペースでゆっくり走

ります。緩やかな上り坂にさしかかり、体力温存

のため歩いていると、少し前を歩いているF弁護

士を発見。F弁護士も上りは歩くとのこと。しば

らく一緒に歩いていましたが、下りであっという

間にF弁護士に置いていかれました。その後、ひ

とりで走っていると前方にK弁護士の姿が見えま

した。K弁護士は肩を負傷しながらの参加です。

以後、ゴールまで、だいたいK弁護士と一緒に走

ることになりました。

　沿道には隠岐の島の住民総動員かと思えるほど

の応援、しかも名前とゼッケンのリストが配られ

ているらしく、ランナーを名前で応援してくれま

す。

　集落を離れるとさすがに応援は少なくなります

が、きれいな景色のなかを気持ちよく走ることが

できます。

　気持ちよくゆるゆる走っていると、コースに

42.195キロの距離表示がありました。フルマラ

ソンの距離まであっという間でした。たまたま近

くを走っていたランナーと、「これでゴールやっ

たらおいしくビールが飲めるんですけどね。」な

どと話しながら、42.195キロ地点を通過しまし

た。

　レストステーションには11時過ぎに到着。こ

こまで約6時間で、一応目標としているペースで

走れています。レストステーションではF弁護士

が補給中。私も補給していると、K弁護士が到着。

しばらく3人で写真をとったりしていましたが、

F弁護士が、川内選手に抜かれに行くと一足先に

レストステーションを飛び出しました。50キロ

の部には、例年、公務員ランナーの川内選手が招

待選手として出場しており、100キロ出走者は、

50キロのスタート時間である11時30分より前

に50キロ地点を通過すると、川内選手に抜かれ

るという特典がもれなくついてくるのです。私も

できれば川内選手に抜かれたかったのですが、こ

こで無理すると絶対に後半だめになると思ったの

で断念しました。

　レストステーションで着替えて、後半スタート。

10キロほど走ると、前方に足が痛そうに歩くラ

ンナーの姿が見えました。F弁護士でした。どう

やら両膝を傷めたらしく、リタイアするとのこと。

しばらくしてK弁護士も合流、K弁護士から膝の

サポーター、私から禁断のロキソニンをプレゼン

トして、私とK弁護士は先に行くことにしました。

　しばらくゆるゆると走っていると、後ろから軽

快に走る音が。振り向くとF弁護士。どうやらロ

キソニンが効いた様子で、あっというまに追い抜

かれてしまいました。K弁護士と私はあっけにと

られていました。

　その後も気持ちよく走り続け、90キロ地点ま

でくると、前日、空港からのバスで見た西郷大橋

が見えました。あと少しだという実感がわいてき

ました。

　誰からともなく、「完走できそうですね。」と声

を掛け合いながら、ひたすら進みます。ウルトラ

を何回も完走したという70代の男性がいました。

足が痛くて泣きそうになりながら「どうしても完

走したいんです。」と言っていた女性もいました。

　最後の関門を越えました。

　もう完走は間違いありません。

　西郷大橋を渡ると、応援が「がんばれ！」から

「お帰り！」に変わりました。島一周、100キロを

走って帰ってきたことをあらためて実感し、鳥肌

が立ちました。ゴールまでとぎれなく続く沿道の

応援のなか、ゴール会場まで走り、スタートから

14時間18分53秒、ゴールテープを切りました。

午後7時をまわり、あたりは暗くなり始めていま

した。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

　第9回大会では、100キロの部出走者433人中

348人が完走、完走率は80.4％でした。ちなみに

私は317位でした。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

　完走直後は、興奮からか、あまり疲労感はあり

ませんでした。しかし、しばらくするとかなり疲

れていることに気づき、1週間は疲労感が抜けま

せんでした。あたりまえのことですが、100キロ

走るということは、体にとって相当な負担である

ことを実感しました。

　1週間休養して、秋からのマラソンシーズンに

向けた練習を始めました。100キロを走ったこと

で、心なしか走力がアップしたように思えます。

　隠岐の島100キロは来年が第10回記念大会。

来年の大会が楽しみです。
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弁護士  後藤 隆志

　私の仕事上の信条として、反対尋問が執拗な弁

護士とは友達にならない、最終準備書面を後出し

する弁護士とは飲みに行かない、など全部で100

個くらいあるのだが、そのうちの一つに、法律事

務所はすべからく事務所報を出すべしというのが

ある。

　毎年、多くの事務所から暑中見舞いや年賀状を

いただくが、時候の挨拶が印刷されているだけで

面白みに欠ける。どうせなら事務所報や事務所便

りという形で、近況報告が書いてあれば人となり

が分かって親しみを覚えるし、法律や判例が紹介

されていれば勉強にもなる。

　季節ごとの挨拶状にしてしまえば経費の節約に

もなる。年2回、盆と正月に「大文字」を出して

いるのは、残暑見舞いと年賀状を兼ねてのことで、

その分の経費を浮かせているのだ。

　しかし、これらの利点をはるかに越える欠点が

ある。「面倒くさい」のである。どうせ、ちゃっちゃ

と書いて間に合わせたような原稿になるのだが、

いざ取りかかるとなると、これが何というか非常

に面倒くさい。

　弁護士は数多く事件を抱えているが、どれも同

じ熱意と頻度で取りかかる訳ではない。さくさく

と片づく仕事を優先して、気が重たい仕事はでき

るだけ後回しにしてしまう。そういう習性を強く

有する。私がそうだし、これを読んでいる貴方も

そのはずだ。もし一般の方が読まれていれば、貴

方が依頼されている弁護士もきっとそうです。

　訴状や準備書面は〆切を過ぎると、時効にか

かったり敗訴したりするのでとてもまずいことに

なるが、事務所報の原稿はそうではない。「あぁ

俺は書いたのにこの人は書かなかった」と内輪の

人間関係に薄いひびが入るだけだ。必然、優先順

位はいちばん低くなる。そのしわ寄せはどこにい

くか。それは何と言っても編集担当者だ。つまり

私だ。

　事務所報の編集を担当すると、弁護士というの

は、もう本当に〆切を守らない人たちなのだと実

感する。作業の第一歩として、印刷会社からスケ

ジュールをいただく。初校が6月○○日とあるの

で、皆にそのことを伝えるが反応はない。当然、

原稿も提出されない。仕方がないので〆切を10

日後に延ばす。やはり原稿は出てこない。

　「どうなりましたか？」と訊いて回ると、反対に

「本当の〆切はいつ？」と尋ねてくる。〆切に嘘

も本当もない、何を言っているんだと叱責するが、

私も出していないので薄笑いを返される。

　そして7月を迎える。ようやく2、3本が提出

される。残りはあくまで出さない。私もまた、新

聞をめくって時事ネタを探したり、過去の事務所

報を眺めて流用できそうな記事を探したり、イン

ターネットで適当に検索して、このブログとこの

ブログを繋ぎ合わせて文章をいじればそれっぽい

ものが出来上がるんじゃないかと、だんだん意識

が朦朧としてくる。それでも編集者の責任は果た

そうと、他の原稿は絶対に集める所存で探りを入

れる。

　この時期になると「書いた？」の一言でだいた

い伝わる。「何が？」ととぼける者もいるが分かっ

ているはずだ。さらに印刷会社とも折衝に入る。

印刷に取りかかるのを1日でも延ばしてもらうた

めだ。「だいたい集まりました。あと数本、何とか

数日中に提出させます」と約束するが、そう言う

私がまだ出していないので薄笑いを浮かべられる。

　ここまで要するに何を言いたいかというと、法

律事務所は事務所報を出すべしというのは冒頭に

述べたが、さらに事務所報の編集担当は買ってで

もするべしということだ。原稿を巡ってぎりぎり

の駆け引きが一年に二度も経験できる。それは貴

方の弁護士スキル向上にきっと役立つはずだ。

　こんな私も過去に一度、あまりに原稿が集まら

ない惨状に鋭く問題提起をしたことがある。その

ころはベテラン連中の原稿が揃わないことが続い

ていた。月に一度開かれる会議の席で、「大文字

（事務所報）のことだが、最近、原稿の集まりが

よくない。全員の分が揃わないまま発行してし

まっている。特にベテランの先生方の原稿が集ま

らない。それを平気に思っているふしがある。事

務所報の原稿を書かないというのは、つまり事務

所のことはどうでもいいということだ。今、そん

な大げさなとつぶやきが聞こえたが誰だ。とにか

く最近は口癖のように、もうリタイアする、あと

は若手に任せたなどと言っているがそれでもいい

のか。だったら今すぐ引退してください」という

趣旨のことをオブラートに包んで発言した。

　事務所報を口実に不満をぶつけただけで、今は

反省しているのだが、それなりにこたえたようで、

この時期からは全員の原稿が揃うようになった

し、会議での議論もずいぶん風通しがよくなった

気がする。事務所報には「雨降って地固まる」効

果もあるのだ。

　そして今、ようやく自分の原稿に取りかかった

私は思うのだ。もう藤田先生から原稿をいただく

ことはないんだなあと。修習生時代、イソ弁時代

と長年指導をいただいて、パートナーになった後

も何かと相談に乗ってもらっていた人だ。しばし

感慨にふけってしまう。

　頭を切り替えて机に向かうが、何も思い浮かば

ない。仕方なく新聞をめくってネタを探す。理化

学研究所がSTAP細胞の検証実験を行うそうだ。

最近、来る日も来る日もこの関連のニュースばか

りだ。

　STAP細胞はあるのか？ないのか？

　小保方さんによれば、脳や筋肉や皮膚へといっ

たんは分化した細胞に刺激を与えると、記憶が消

去されて初期の状態に戻り、再びいろいろな細胞

へ分化できるのだという。ES細胞やiPS細胞とは

違って、ただ刺激を与えるだけでの簡単なやり方

で、あら不思議、もとに戻って今度は別の細胞に

変化します… 魔法のような大発見は、しかし、

いまや風前の灯である。

　文系の私にはさっぱり分からないが、それでも

STAP細胞はあってはならない存在だと感じる。

それは細胞の一生を巻き戻すようなもので、生命

が持つ「流れ」に反するからだ。

　生命とは何か？何が生物と物質を分けるのか？

　「生命とは自己複製するシステムである」。DNAを

発見した20世紀の生命科学が出した一つの答え

である。だが、ある生物学者は、生命とはもっと

動的な何かだという。少し紹介しよう。

事務所報のすゝめ
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　生命体をつくる組織や細胞の分子は、砂粒を運

び去った波がまた新たな砂粒を運んでくるよう

に、絶えず入れ替わっている。体内に取り入れら

れた分子は、瞬く間に全身に散らばり、一時、緩

くそこにとどまるが、次の瞬間には身体から抜け

出ていく。分子の次元でいえば、半年前の私と今

の私は、すっかり中身が入れ替わった別物なの

だ。

　中身だけではない。容れ物である私たちの身体

もまた、通り過ぎつつある分子が一時的に形作っ

た「淀み」にすぎない。そうすると生命とは絶え

間のない一方通行の流れにあり、流れそのものと

いうことになる。

　しかも、この流れはすこぶる不安定だ。片づい

た部屋が気がつけば散らかっているように、万物

の法則として、分子の動きは秩序から無秩序へと

乱雑さを増していく。私たちは、分子のレベルで

分解、再構築を繰り返して、このエントロピー増

大の法則と折り合いをつけながら、かろうじて一

定の状態を保っている。この動的な平衡状態こそ

が生物を生物たらしめているのだという。

　社会や家庭のどこかで生まれた争いは、色々な

道をたどって弁護士の元へ流れ着く。争いを拾い

上げては言い分を聴き、事実を確認したり法律や

判例を調べたりして解決への途を示す。相手と交

渉をして、ときには裁判までして争いを終わらせ

る。このサイクルをただひたすらに繰り返す。弁

護士もまた絶え間のない流れの中にあるのだろう

か。

　次から次へと入れ替わる争いの中で、自分が何を

しているのか分からなくなることがある。どこに

向かっているのか見えなくなることがある。流れ

にのまれて平衡を保てなくなることがある。そん

なとき、どうしても藤田先生のことを考えてしま

う。あの人だったらこんな時どうするだろうかと。

　

　生命が絶え間のない流れにあるのなら、流れを

止めた人はどこに行くのだろう。生命が一方通行

の時間軸にあるのなら、途中下車した人は置き去

りにされるのか。走り出した列車から私たちがど

れだけ手をのばしても、その人にはもう届かない

のか。その姿はどんどんと小さくなり、やがて消

えてしまうのか。流れはどこまでも不可逆なのか。

　それでも私たちは時間軸を遡る。細胞は入れ替

わっても、記憶は連続している。身体は一時の淀み

に過ぎないとしても、記憶は固定できる。生命が不

可逆の流れであっても、記憶は巻き戻せるからだ。

　記憶は十数年前に遡る。夏の終わりの深夜、木

屋町の中華屋を出てタクシーを拾うまでの道すが

ら。進路を決めようともしない私を見かねて、う

ちに来たらいいと誘ってくれた。返事はいつでも

いいからと、タクシーに乗り込む姿を見送った。

　最後の記憶はエレベーターの前だ。引き継いだ

事件の報告をした後、病状の経過をきいて、もう

手術が無理なことを知った。足早にエレベータに

乗り込み、閉まろうとするドアの向こうで、少し

だけ手を挙げて、少しだけ笑いながら別れを告げ

る姿だった。私は何を声かければよいのか分から

ず、曖昧な表情を浮かべてただ立っていた。ドア

は閉まって階数の表示が変わっていくのをしばら

く眺めていた。

　そういえば、いつもさっといなくなる人だった。

だから私はこのときも、いつもみたいにまた会え

るんじゃないかと錯覚してしまった。

　「ずっと仕事に生きてきた父でした。ようやく

リタイアできて、やっと家族とゆっくり過ごせる

と思っていました」…告別式でのご長男の言葉が

胸に刺さった。事務所に残された本棚に「定年か

らの旅行術」という本が挟まってあるのを見つけ

てしまった。

　「もう引退するよ」。そう言われる度に、私は必

死で引きとめた。冗談をよそおった言葉のどこか

に切実さを見つけても、気づかない振りをしてし

まった。

　もし時間を遡って途中下車できるのなら、本当

の気持ちを押し殺して、私はもう一度伝えるのだ。

飲みに行った帰りでもいい。下のコンビニで偶然

見かけたときでもいい。もちろん会議の席でもい

い。「今すぐ引退してください」と。

　今度は上手く言葉を続けられるような気がす

る。「あとは私たちに任せてください」、「だから

ご家族とゆっくり過ごしてください」と。

　人は記憶を消去しない。たとえそれが後悔を運

んできたとしてもだ。いろいろな人が分子のよう

に通り過ぎていった。それでも藤田先生が静かに

支えてくれたから、私たちは平衡を保っていられ

た。だから私たちの中にある彼の記憶が流れ去る

ことはない。

　故人を思い浮かべることがいちばんの供養になる

という。原稿を書き終えた私は、あらためて藤田

先生の思い出を振り返ることができたように思う。

事務所報にはそんな効用もあるのだ。
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弁護士  片山 美紀

1 飲食店を経営するため店舗を借りていた賃借

人が、古くなったカウンターを修理した場合など、

建物の賃借人が賃貸借契約期間中に費用を支出し

て賃借物を改装したり、改良したりした場合、賃

貸借契約終了時に、賃借人から賃貸人に対し、賃

借人が支出した費用の償還請求がなされることが

あるが、賃貸人の償還義務の有無や、その金額を

めぐって紛争が生じることがよくある。

　そこで、このような紛争を避けるため、賃貸借

契約を締結する際、予め賃借人に有益費償還請求

権を放棄させる旨の特約を付けることが広く行わ

れている。

　ところが、実際の契約書を見てみると、有益費

償還請求に関する特約の内容は一義的ではなく、

特約の解釈をめぐって争いとなったり、また現実

に賃借人が行った改装・改良工事は様々であるた

め、特約の適用の有無をめぐり争いとなったりす

るケースがある。

　本稿では、どのような場合に有益費償還請求が

認められるか、有益費償還請求権の排除特約の有

効性などについて以下述べたいと思う。

2 有益費償還請求権とは

　民法では、賃借人が賃借物について有益費を支

出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了時に、そ

の価格の増加が現存する場合に限り、その支出し

た金額または増加額を償還しなければならないと

規定している（民法608条2項）。

　有益費とは、「賃貸借契約の目的から客観的に

判断して目的物の価値を増加させる費用」をいう。

目的物の客観的価値を増加させるものであれば、

目的物自体に加えられることを必要とせず、目的

物以外に加えられた改良であっても有益費となる。

　法が賃借人に有益費償還請求権を認める趣旨

は、賃借人の支出によって賃貸人が客観的に利得

したことに対し、その不当利得を返還させるとい

う点にある。そのため、目的物の価値の客観的な

増加が認められない場合はもちろんのこと、目的

物の価値を増加させる改良費用であっても賃借人

の嗜好によるものについては賃借人からの償還請

求権が認められないと解されている。

　有益費の具体例としては、賃借店舗における表

入口の改装工事費、カウンターの改造、流し台の

改良費用、装飾棚の設置費用等の他、トイレの温

水洗浄便座への変更についても利便性が向上し建

物の客観的価値が上がるといえるため、有益費に

あたると考えられる。また、賃貸建物の道路に面

した電灯設備の費用などのように、賃借物以外に

加えた改良であっても、それにより賃借物自体の

価値を増加させるものは有益費として認められ

る。

　なお、電気、ガス、水道設備の修理費用、手摺

りや雨漏り箇所の修繕等、賃借物の原状維持・原

状回復や約定の目的に従った使用収益をするため

に必要な費用は必要費として償還請求が可能とな

る。

3 必要費、造作との違い

　有益費の他、賃借人には、必要費の償還請求も

認められているが、有益費償還請求権は、費用の

支出による価格の増加が現存しなければならず、

支出時ではなく賃貸借契約終了時に初めて償還請

求を行うことができ、賃貸人の請求により裁判所

がその支払いに期限を許与することも可能である

こと、支出した費用の全額ではなく、支出額か現

存増加額のいずれか低い方のみ請求することがで

きる点において、必要費償還請求権と相違してい

る。

　また、有益費と似た概念として借地借家法上の

造作がある。賃貸借契約期間中に賃借人が建物に

付加した造作については、賃貸借契約了時に、賃

借人に造作買取請求権が認められるが（借地借家

法33条）、対象物が賃借物の構成部分とならず独

立性を有し賃借人の所有に属する場合には造作と

され、賃借物の構成部分となってその所有権が賃

貸人にある場合には有益費であると解されてい

る。

4 賃借物が譲渡された場合

　有益費を支出した後、賃借物が第三者に譲渡さ

れた場合、賃貸人の地位もそれに伴って移転する

とされており、旧賃貸人と新賃貸人のいずれに対

して償還請求すべきかが問題となる。この点、裁

判例では、特段の事情がない限り新賃貸人は旧賃

貸人の権利義務一切を承継するため、新賃貸人が

有益費の償還義務を負うとされている（最判昭和

46年2月19日）。

5 有益費償還請求権を放棄することは可能か

　賃借人に有益費償還請求権が認められるのは、

前述の通り、貸主の不当利得を防ぐとの考慮に基

づくところ、民法608条は任意規定であるから、

特約によって賃貸人の有益費償還義務を免除ある

いは軽減することは可能であると解されている。

　この点、旧借家法下では、造作買取請求権が強

行規定とされていたこと（旧借家法5条）との均

衡から、有益費償還請求権についても強行法規化

しているとみる見解も存在した。

　しかし、旧借家法制定時に造作の典型とされて

いた畳や建具等は、現在では賃借物件に既に付加

されているのが一般的であり、また営業目的の建

物賃貸借では、例えば造作が大型の空調設備や調

理台などであれば、それを必要としない賃貸人に

とっては買い取りを強制するのは酷であり、造作

の付加に同意しない賃貸人も出てきた｡さらに機

能面では同質といえる有益費償還請求権が任意規

定とされていることとのバランスを欠くとも批判

されていたことなどを踏まえ、平成4年8月1日

に施行された借地借家法では、造作買取請求権は

有益費償還請求権と同様に任意規定とされた。

　このように造作買取請求権も任意規定とされる

現行法下においては、有益費償還請求権を放棄す

る特約はより有効と解されやすくなったというこ

とができる。

　この点、裁判例（大阪高判昭和63年9月14日、

東京地判昭和61年11月18日等）の多くは、有

益費償還請求権をあらかじめ放棄する特約も有効

であるとの立場をとっている。なお、消費者契約

法の適用がある事業者・個人間の賃貸借契約にお

いては、上記有益費償還請求権放棄特約も全部あ

るいは一部が無効であるとされる余地がある。

　そして、前述のとおり、賃借人に有益費償還請

求権を認める趣旨が賃貸人の不当利得を防ぐとい

う点にあり、当該規定が任意規定と解される以上、

賃借人が放棄する内容に限定はなく、支出した有

益費の内容や金額の多寡にかかわらず、有益費償

還請求権の全部を放棄することも可能と考えられ

る。このように有益費償還請求権の全部を放棄す

賃借人による有益費償還請求について
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る特約も有効とすると、賃借人に酷ともいえそう

である。しかし、有益費は、建物の客観的価値を

増すものとはいえ、必要費のように建物の通常の

使用に不可欠なものではないことから、契約当事

者の意思に委ねたものと考えられる。

　以上のとおり、有益費償還請求権の放棄特約も

基本的には有効と解される以上、賃貸借契約の際

には、特約の有無・内容を十分確認した上で締結

する必要があろう。
弁護士  金井 健作

　京都駅にて滋賀方面の列車に飛び乗ったところ、

琵琶湖線と湖西線とを取り違え、泣きを見た経験

のある方は多いはずである。

　ところがこの日は、琵琶湖線へ飛び乗ったはずが、

大阪府高槻市に着いてしまった。

　東へ行くはずの列車がおもむろに西へ発車した

瞬間の脱力感には切ないものがある。しかも新快

速だ。

　こんな間違いをしたのは初めてだった。

　この日、平成 26年 4月 27日（日）は、前々日

4月25日に逝去された当事務所代表弁護士、藤田

昌徳先生の告別式であった。

　体調を崩されて平成25年冬に引退された後、

余りに間もない知らせを聞いた時には、驚きとや

りきれない思いに胸を突かれた。

　高槻市から滋賀県へとって返し、草津市での告

別式にて先生に対面させて頂いた。先生は、洒落

たボタンダウンシャツを着こなしておられ、颯爽

とした生前の雰囲気そのままであられた。

　藤田先生は、平成16年に、私が第58期司法修

習生として弁護士になろうと当事務所に面接して

頂いた後、私の採用を積極的に進めて下さった方

であった。

　当初1名の採用を考えていたところ、先に同期

の長谷川亮輔弁護士の採用が決まったが、もう1

名、私がいても良いだろうと仰って頂いたそうで

ある。つまり、弁護士への扉を開いて下さった方

ということになる。

　正式に採用して頂ける旨は、初めて足を踏み入

れる京都ホテルオークラ・中華料理「桃李」にお

誘い頂き、仰って頂いた。兄弁となるべき後藤先

生と、事務局長の小泉さんが同席された。

　職に就いた今では仕事の辛さも感じる訳である

が、弁護士への扉を開いて頂いたこの時、未来へ

の大きな希望に満たされたものであった。

　当事務所における執務形態としては、私の直属

のボスが橋本皇玄先生、同期の長谷川弁護士の直

属のボスが藤田先生という形態となった。

　そのため、藤田先生と共に事件を取り扱わせて

頂く機会はそう多くは無かったが、交通事故事件、

行政関係事件、企業法務等、取り扱われる事件の

幅が広い一方、事件解決の方針や経過を緻密なメ

モに残され、依頼者への書面での報告を丁寧に

行っておられたのが強く印象に残っている。

　依頼者の方への対応に関して、いわゆる「昔な

がらの弁護士」的なルーズさの無い方だった。

　私自身は、事件処理のプロセスの緻密化・記録

化や、依頼者への報告の在りようについて藤田先

生に近付きたいと思いつつ、ノンベンダラリを捨

てられずにいる訳であるが…。

　藤田先生の当事務所における執務スペースは、

相談室を別フロアーとし、事務員と弁護士スペー

大いなる紳士
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スを1フロアーにまとめた事務所内の1番奥、南

西角であった。

　私が土曜日の昼頃に休日出勤すると、決まって

先に来ておられ、パーテーションで区切られたご

自身のスペースで仕事をしておられた。電話の無

い休日が集中できるのだと仰っていた。

　深夜に及ぶことがほとんどであったという検察

官時代の激務についてお伺いしたことがあるが、

弁護士になられた後も、同様の厳しさをご自身に

課しておられたように思う。

　藤田先生はお酒がお好きであった。毎月1度の

事務所会議の後の食事会では、通常「1杯目はビー

ル」のところ、先生のお声掛けで1杯目はシャン

パンが恒例であった。といっても、深酒をされた

ところは見たことがない。男の前では酔わないと

決めておられたのかも知れない。女性の前でのこ

とは存じ上げない。

　お忙しい合間を縫って、ゴルフや旅行にも行っ

ておられたようである。旅行先は、直属の後藤先

生や長谷川弁護士にも知らせなかったようだ。仮

に地球の裏側辺りまで行っておられても、それを

事務所の誰も知らない。ミステリアスな話しであ

るが、仕事とプライベートの線引きを徹底すると

の美学を持っておられたように思う。

　事務所会議では、リーダーシップをとって議論

をまとめておられた。弁護士は、万事を自分の、

時には自分「独自の」ペースで進める傾向が顕著

だというのが業界の通説で、当事務所もその傾向

に漏れず、議論は盛り上がるも迷走するのだが、

これを声を荒げるでもなく取り纏め、軟着陸させ

ておられた。

　失礼を承知で藤田先生を形容するならば、先生

は「紳士」であった。颯爽としたオーラを身に纏っ

ておられた。私も、時にその立ち居振る舞いをな

ぞれるよう願う。

当事務所の代表社員でありました藤田昌徳弁護士が、病気療養中のところ
去る4月25日に永眠されました。所員一同、いまだに深い哀しみに茫然と
しております。ご遺族様には心よりお悔やみ申し上げるとともに、ここに
先生のご生前のご遺徳を偲び、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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