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謹んで新年のご祝辞を申し上げます

　皆様には、ご清勝にて良き新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　さて、昨年も政治、経済、社会の各分野にて様々な出来事がございました。なかでも記憶に
新しいことと言えば、小惑星探査機「はやぶさ2」をのせたH-ⅡAロケットの打ち上げが成功し、
深遠の宇宙へと飛び立ったことでしょうか。

　かつて数々の ‘世界初 ’で世の中を賑わせた「はやぶさ」で培った経験をもとにして改良された
後継機で、順調にいけば2020年にはそのミッションを終えて地球へ帰還する予定だそうです。

　私ども所員一同も、皆様のご要望にお応えするために、これまでに培ってきた経験を踏まえ、
より一層の研鑽に務める所存でございます。

　皆様におかれましては、今後とも益々のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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弁護士  片山 美紀

　私はそれほど多くの刑事弁護を手がけてきたわ

けではないが、どういうわけか何らかの精神疾患

を抱える被疑者・被告人を担当する割合が比較的

多いように思う。これまで扱ってきた刑事事件の

多くは、公訴事実に争いのない情状弁護事件であ

るが、情状弁護活動の方針に悩むことがある。被

疑者・被告人が精神疾患を抱えるケースは特にそ

うである。

　弁護士に登録したての頃、いわゆる統合失調症

（以前は精神分裂病と言われていたもの）を煩う被

告人を担当したことがある。統合失調症は、特殊

な病気ではなく、およそ100人に1人弱がかかる

頻度の高い病気であり、幻覚や妄想が特徴的な症

状である。特に聴覚についての幻覚、つまり誰も

何も言っていないはずなのに、現実に「声」として

悪口や命令などが聞こえてしまう幻聴や、明らか

に誤った内容であっても信じ込み、そのために行

動が左右されてしまう妄想といった症状が代表的

である。

　それまで統合失調症を煩った人と直接接したこ

とのなかった私は、当初、Aさんが統合失調症だ

とは気付かず、面会時に繰り返されるAさんの主

張を必至で理解しようとしていた。あとからその

メモを見返すと不合理な内容ばかりであった。A

さんに面会に行くと、留置所内でいつも誰かに監

視されている、敵がいるなどと頻りに訴え、何か

に怯えているような素振りを見せることもあっ

た。今思い返すと統合失調症の典型的な症状が現

れており、Aさんは当時すでに現実と非現実との

区別がつかない状態だったのであろう。Aさんの

主張があまりに不合理であったため、理解しがた

いと伝えたところ、Aさんは突然机を叩き出しも

のすごい剣幕で猛抗議したことがあった。接見室

にある1枚の厚いアクリル板に救われた一場面で

ある。Aさんが犯した罪は器物損壊。某所内で担

当者と口論になり、パーティションを殴り損壊し

たというものである。Aさんの接見室内での行動

を目の当たりにし、犯行時の状況が容易に想像で

きた。

　公訴事実に争いはなかったものの、Aさんの現

実離れした妄想・幻聴に基づく発言に振り回され

ることもあり、弁護方針の打合せには難航を極め

た。

　Aさんは本件犯行以前から統合失調症の治療を

受けていたものの、親族いわく犯行当時は通院が

途絶え、薬も飲まなくなり症状が悪化していたよ

うである。幸い、本件ではAさんには病識、つま

り自分は病気であるとの意識が多少なりともあっ

たため、Aさんとの面会を繰り返し、治療の必要

性について理解を得ることができた。さらに、A

さんの親族からは社会復帰後の監督、通院の付添

にも協力するとの申出があった。結果的にAさん

には執行猶予付きの判決が言い渡された。あとは

更生のための刑事弁護
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に努めた。今回のケースではBさん自身が入院を

強く希望していたため、後は入院先の確保、退院

後の通院をいかに継続し薬物依存からの脱却を図

るかがポイントとなった。担当医の協力を得て、

入院先を確保し、担当医からは上申書を提出して

もらうこととなった。また社会復帰後の監督者に

はBさんの昔からの知人に協力を依頼したとこ

ろ、幸いにも快く引き受けて頂き、情状証人とし

て出廷してもらうこととなった。この知人には保

釈請求の際の身元引受人としても協力頂いてい

た。結果的に保釈請求は認められなかったが、身

近に協力者がいなかったBさんにとって精神的な

支えになっていたであろうことは間違いない。

　そして判決期日を迎える。Bさんには執行猶予

付きの判決が言い渡された。

　判決から数日たったある日、Bさんから入院が

決まったとの連絡があった。Bさんの嬉しそうな

声を聞き心底ほっとした。Bさんが逮捕されて以

降、判決が下されるまで約3ヶ月間、Bさんから

毎日のように接見依頼の電話が入り、また送られ

てきた手紙は全部で厚さ約1センチほどの束と

なっていた。

　Bさんは退院後も律儀に何度か電話を掛けてき

てくれた。事件終了後は、元被告人がどのような

生活を送っているのかまではわからないことが多

いが、こうして元気にやっていると現状を報告し

てくれるだけでも案外嬉しかったりする。

　法務省の統計（平成25年度）によると、新受刑

者のうち、知能指数69以下の知的障がいが疑わ

れる人は約20％程度にも達している。被疑者、

被告人に知的障がい、精神障がい等がある場合で

もある程度の意思疎通ができて責任能力が問題と

ならないようなケースでは、障がいがあったとし

てもそれに気付かず、あるいは気付いていたとし

ても特段の考慮をすることなく刑事弁護を進めて

いる現実があるのではなかろうか。いつも通りの

情状立証をして執行猶予を勝ち取ったとしても彼

らをそのまま社会に放り出すのであれば、結局同

じ事を繰り返し再び服役となる可能性が大であ

る。繰り返し服役させるようなことでは彼らが更

生できる道はないに等しい。このようなケースで

は繰り返し服役させるのではなく、治療に専念で

きるよう、あるいは福祉的な支援を受けながら社

会復帰できるよう弁護活動することが何より重要

と考える。

Aさんが宣言通り通院を再開していることを祈る

ばかりである。

　もう1件、あらゆる意味で印象に残った刑事事

件がある。罪名は窃盗。但し、店のレジごと窃取

するというあまりに大胆な犯行であった。窃盗の

事実そのものに何ら争いはなかったが、Bさんは

生活保護受給中であり資力に乏しく、頼りになる

親族、友人もいないらしい。その上、当時、精神

科に通院中であり、重度の薬物依存、摂食障害な

どもあった。弁護人としていかなる情状弁護がで

きるのか。

　初回接見の際、私はとりあえずBさんに権利の

告知、刑事手続の流れなど説明したが、その後、

Bさんは開口一番こう述べた。「家に猫がいるんで

す。餌をやりに行って欲しい」と。これまで扱っ

てきた刑事事件の中で服を差入れて欲しい、現金

を引き出してきてもらいたい等といった要請は受

けたことがあるが、猫に餌といったものは初めて

であった。正直、返答に困った。その日はとりあ

えず他に誰か協力してもらえる人はいないか検討

を依頼し、接見を終了した。

　その後、Bさん担当のケースワーカーにも連絡

をとり、例の餌やりについて協力を打診したが、

やはりお茶を濁されてしまった。餌やりなど純粋

に刑事弁護の範疇とは言い難いが、少なくとも猫

に罪はない。同種前科のあるBさんが早期に釈放

される可能性はゼロに近い。Bさんが逮捕されて

から3日が経とうとしていた。Bさんからの要請

があって以降、猫のことが気になって仕方がない。

案ずるよりも産むが易し。結局、私はBさんの自

宅へ行くことにした。

　Bさんから鍵を預かりBさんの自宅についたの

は夕方だった。部屋はすでに電気が止められてお

り薄暗く、一歩足を踏み入れた途端、異様な雰囲

気が漂っていた。部屋は猫が暴れ回ったせいか物

が散乱しており、足の踏み場もないような状況で

あった。私はとりあえず肝心の猫を探してみた。

すると部屋の中から2匹の猫が足下にすり寄って

きた。私は、何日かは凌げるよういくつかのお皿

に餌と水を入れ、その場を後にした。問題はその

後である。このまま裁判が終わるまで数日置きに

餌をやりに来るなど到底できない。とりあえず猫

の引取先を探さなければ。だが、そう簡単に引取

先が見つかるわけもなく、さらに数日が経過する。

乗りかかった船から降りるわけにもいかず、結局

再び餌をやりに行く羽目になってしまった。とこ

ろが、その日はどこを探しても猫が見当たらない。

猫は死に際を飼い主に見せないなどと言われてい

るが、まさか。

　一抹の不安を感じながらも預かり先を探し続け

ていたところ、後日、警察が家宅捜査の際に猫を

一時保護していた事が判明した。その後、猫を預

かってくれるというNPO法人が見つかり、よう

やく懸念材料の一つが払拭される。

　次に問題となったのは被害弁償。

　Bさんから海外に父がいる、父とは長年別居し

ているが、協力してくれるかもしれないと聞き、

早速接触を試みた。ただ、住所がわからない。唯

一の手がかりであるメールアドレスをもとに何度

かメールを送ってみたところ、ようやく返答が

あった。示談金の一部を援助してもらい、各被害

者との間で何とか示談が成立した。

　最後の難関　社会復帰後の生活をどうするか。

　Bさん自身、入院を切望していた。私は、まず

Bさんの担当医に連絡をした。担当医からBさん

の病状、これまでの治療内容・経過、犯行当時の

症状等を聴き取るなどし、社会復帰後の環境調整
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弁護士  知花 鷹一朗

　みなさまは、“共謀罪” というものを聞いた事が

あるでしょうか。

　2003年から2005年にかけて、共謀罪を創設

する旨の法案が3度にわたり国会に提出され、そ

して全て廃案となりました。

　ところが、3度も廃案となったにもかかわらず、

2013年ころから現在にかけて、共謀罪法案を提出

するしないといった新聞報道がなされております。

　昨今、特定秘密保護法が、国民へ周知される間

もなく、したがってまた充分な議論をする間もなく、

法案提出からあっという間に強行採決により成立

してしまった現政権下での苦い経験を踏まえれ

ば、法案が提出される前に、わたしたちは “共謀罪”

について知り、考えなければならいと思います。

　そこで、今回は、共謀罪について述べたいと思

います。

　かつて国会に提出された法案は、概略以下のよ

うになります。

①長期4年以上の刑を定める犯罪について、

②団体の活動としてその犯罪行為を実行するため

の組織によって行われる

③犯罪遂行の共謀（話し合い、合意）をした場合に

成立し、

④犯罪の実行前に自首した者は減免する。

　共謀罪とは、少し乱暴に言ってしまえば、犯罪

行為が実行されなくとも、罪を犯すことについて

複数人で話し合って合意しただけで処罰されるか

もしれない、ということです。

　現代の我が国の刑法の世界では、犯罪の計画を

考えただけでは罪とならず、実行にうつして初め

て罰せられる、というのが原則です（例外として、

殺人や強盗などの重大犯罪については、実行にう

つさなくとも、その準備をしただけで予備罪とし

て罰せられますが、そのような例外が僅かにある

だけです）。

　共謀罪は、そのような実行行為を必要とせず、

犯罪の計画を話し合い、合意しただけで犯罪とし

て成立してしまうのです。

　

　そうはいっても、犯罪を計画すること自体悪い

事であって、むしろ実行に移されるまえに予防で

きるのだから、いいことなのではないか。そう思

う方もおられるかと思います。

　確かに、その点は一つのメリットとして否定出

来ないでしょう。

　ただ、問題は、本当に実行される計画だったの

かどうか、実行前の段階で区別できるのか、とい

うことです。

　例えば…

こういう会話があったとします。

　決して品の良い会話とはいえません。が、酒の

肴に上司のグチ、なんてのはよく見る風景かと思

います。

　さて、この2人の会話、共謀罪となるのか、なら

ないのか…

　「忍び込んで金を取る」「そのときに顔を踏んづ

ける」、これは強盗の計画に聞こえなくもありま

せん。強盗罪は5年以上の懲役が定められていま

すから（刑法236条1項）、要件①を満たします。

　2人して話し合っていますから、2人でも立派な

団体、そして強盗という重大な罪について話し合っ

ていますから、「その犯罪行為を実行するための

組織」とも言えます。これで要件②を満たします。

　そして、強盗について2人で話し合い、Aも「い

いね～それ」と合意していますから、要件③を満

たすことになります。

　したがって、共謀罪のある世界では、A、Bは

共謀罪で逮捕される可能性がでてきてしまいます。

　はたしてA、Bは本当に部長の寝込みを襲うこ

とを企図していたのでしょうか…

　さて、このような共謀罪が創設されてしまうと、

その捜査方法についても問題がでてきます。

　共謀罪を取り締まるためには、「話し合い」「合

意」という会話が証拠となります。そのために、

捜査機関は、捜査として会話の盗聴が必要となる

でしょう。

　平成26年9月に法務大臣に対してなされた刑

事制度改革についての法制審議会特別部会の答申

では、通信傍受法につき対象犯罪の範囲を拡大し、

傍受の際にNTT事業者等の立会を不要とするな

どの改正法案が盛り込まれました。

　このように、捜査機関において盗聴をしやすい

環境が整いつつある現状において、さらに共謀罪

が成立してしまえば、共謀罪を取り締まる事を目

的として、街なかでの会話だけでなく携帯電話で

の通話やメールについてまで、いつでも捜査機関

に監視される可能性がでてきます。

　さらに、共謀罪についての法案には、④実行前に

自首した者は刑を減免する、という規定があります。

　さて、ここでもう一度、先の居酒屋の2人の会

話を見てみましょう。このときもし、BにAを陥

れる意図があったとしたら… BがAとの会話を録

音し、居酒屋を出てすぐに警察署へ駆け込んで自

首すれば、④の要件により、Bは刑を免れること

になります。つまり嘘の密告で、他人を陥れるこ

とができるということなのです。

　では、Bがおとり捜査の捜査官だったとしたら

どうなるでしょう。

　このように、「共謀罪」は、盗聴、密告、おとり

といった捜査方法を捜査機関が行う事を認め、国

家権力による市民の監視を認めてしまうことにな

るのです。

共謀罪について考える

共謀罪って何？

何が問題？

監視社会への入り口

～ある居酒屋にて～

会社員A：

会社員 B：

会社員 B：

会社員A：

会社員A：

○○部長にまたしかられちゃったよ…

あぁ、あの部長ね。ムカつくんだよなぁ。
あいつ。自分でなにもしねぇくせにこっ
ちがちょっとでもミスしたらすぐ怒鳴
り散らすんだよなぁ

ほんとそうだよな。あれで給料もらって
んの納得いかなくない？　

そうだよな。…夜にあいつんち忍び込
んで金取っちゃう？

いいね～それ（笑）。ついでに寝ている
あいつの顔を踏んづけてやりたいなぁ
（笑）
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　政府は、国連越境組織犯罪防止条約に批准する

ための国内法整備に「共謀罪」が必要だと説明し

ています。

　この条例はマフィアによる国際的な組織犯罪を

取り締まる条約であり、国際的な捜査の必要から

批准を求められているものですが、日本政府が作

ろうとしている「共謀罪」は、暴力団・テロ組織の

みを対象とするものではなく、対象犯罪も広く定

めようとしており、条約の目的を超えるものに

なっています。

　また、日本の刑事法には、予備罪があり、犯罪

を実行していない人も共謀共同正犯として処罰で

き、銃刀法で凶器の所持が処罰されるため、新た

に「共謀罪」を創設しなくとも条約を批准できる

とも言われています。

　したがって、条約の批准を理由とするならば、

あえて「共謀罪」を創設する必要性に乏しいのです。

　さて、これまでの内容は、あくまで私の意見を

述べたものにすぎません。賛成の立場からすれば、

日本の刑事司法はそんなに腐っていない、きちん

と法を運用すれば、反対派のおそれている事態な

どありえない、との意見もあるかもしれません。

それもそうかもしれません。私がいいたいのは、

賛成だろうが反対だろうが、わかりやすい意見に

乗っかるのではなく、賛成・反対の意見の対立点

を比べてみて、果たして「共謀罪」の創設が明る

い未来へつながるものなのかどうか、自分でしっ

かり考えなければならないということです。その

きっかけになればと思い、反対派の立場から意見

を述べさせていただきました。

　どうでしょう。あなたは、共謀罪の創設に賛成？

反対？

「共謀罪」の創設は必要？ さいごに

弁護士  金井 健作

暗闇の中に野太い声が響き渡る。「みなさーん、

頑張って下さーい！」。

はるな愛が叫んでいる。

ここは京都の北端、丹後半島は網野町「アミティ

丹後」。

走り出しは真っ暗、朝4時半。

歴史街道丹後100㎞ウルトラマラソンの始まり。

間もなく日本海岸に出て、海岸線のアップダウン

を走る。

暗闇の中、2,085名の足音のみが「ザッザッ」。

ようこんだけ集まるわ。

西へ向かう右手には、暗闇の中、白い波頭が浮かび

上がっている。

七竜峠に差し掛かる。標高約150mの峠。

曲がりながら登る。登りながら曲がる。

折り返してもう一度越えるのが少々疎ましい。

登り切ったら下り、快調、快調。降り切って10㎞。

その後、久美浜湾をぐるり回るコース。ナシを

配ってくれる地元の方。

大きくって囓りにくい。けど美味しい。

夜が明けても気温はそれほど上がらず、有り難い。

久美浜湾をぐるりと回り、東へ向かって温泉街を

抜ける。

再び七竜峠が見えてくる。峠の始まりにて35㎞。

峠を登る。ひたすら登る。歩かないことを目標に。

「ここが頂上やで～！。」とのスタッフの方の声が。

「おっしゃー。」と周囲が応え、自分も応える。

イイ汗が帽子のツバから滴る。

走って登り切った。

そして、下る。

日本海の美しい風景と低い気温、前を走る美女

ガー（後ろ姿）に、抑えるはずのスピードが上がる。

　

休憩地点の朝茂川漁港に到着。ここで45㎞。

うどんを頂き、コーラを頂き、マッサージを受け

ている人達を尻目にリスタート。

フルの距離を超えたが体調はなかなか快調。

しばらく平坦なコースが続く。

左手の日本海には大勢のサーファーが。

自分とどっちがイケてる？あっちか。まぁいいか。

海岸線を離れて内陸へ向い、着替えを届けた「弥

栄」エイドステーションへ。

丹後名物「ばら寿司」、うま～。サバのそぼろ入り

のちらし寿司、ですね。

着替えて気分一新、日焼け止めを塗りたくったら

隣のランナーが自分を二度見。真っ白で幽霊に

見えたよう。

前日泊めて頂いた、藤田先生の家の直ぐ側を通り、

本年のウルトラマラソン記

6 7



去年のサロマではビールが苦かったけど、今回は

美味しい。

前日しっかり寝られたからですね。ご実家に泊

めて頂いた藤田先生に感謝感謝。

幸福の中、お店に車を置かせて貰ってご実家へ

もう一泊。

車の鍵をお店に忘れたのはご愛敬。

ぐっすり眠って。

翌朝はペンギン歩き。足が曲がらない。

温泉街の朝は早い。

早めの蟹を買って、ナシのスパークリング買って、

テレビで紹介されたっていうオイルサーディン

買って、さあ帰ろう。

朝一の客だから、蟹、2杯で3,000円、4杯なら

5,000円ですって。

9歳と3歳のうちの子、蟹は食べるんよね。4杯で！

帰りは縦貫道、足で走るのも良いけど車も良い。

中島みゆきが鳴っている。

蟹、好評。遊んできたお父ちゃんを許して下さい。

完走して良かったなぁ。来年はどこへ行こうか。

怖い登りへと導かれていく。

碇高原が始まる。ここで60㎞。

標高400mの高原を、ひたすら10㎞登るのです。

歩かない目標は碇高原ではタブー。それでも

走って行く人がいる。

大したモンだが付き合わない。

10㎞を、ひたすら登っている自分。どうなんだろ

これ。

「もう少しやで～。」の声。「おっしゃー！」と周囲と

自分。

登り切った！。あとは下るだけ。ひたすら10㎞

下っていく。

高原なので牧場がある。ステーキハウスもあった

よう。

大自然の中を駆け抜けて行く、駆け抜ける喜び。

そこのけ、そこのけ。思考力を失って駆け下る。

下り切って、爽快。80㎞。

3年前に走った徳島フルで、高橋直子さんが

「35㎞からがマラソンだよ！」と言っていた。

ウルトラは80㎞からね。

漁師町間人の町並みらしい。あの高級なタイザ

ガニの間人。

エッチラオッチラ蟹歩き。

遂に足が止まる。走ろうにも走れない。

碇高原の下りで追い越した人々が自分を追い

越していく。

悔しいけど走れない。

足が、膝がやなくって腰から下が全部遺体。いや

痛い。

ウダウダウダウダ。

何しに来てんこんなとこまで。

文句を言っても走れないものは走れない。

そんなこんなで5㎞以上。

　

人間の体は不思議なもので、走れるようになって

しまうんですな。

ゴールまで10㎞。二条城 5周分やないか。

スタートした網野町へ戻って来た。ゴールを

告げる太鼓の音が遠くから聞こえる。

小学生が並んで応援してくれる。

あの角を曲がればゴールよ。はるな愛はもう

いない。全く構わない。

最後、思い切り走って。これが良い。ゴールイン…。

完走、万歳というのとホッとしたのと。

体育館で着替えていると、マラソン部藤永さんと

会う。60㎞にご夫婦で出場し、完走したのだとか。

ケロッとした顔。さっすが。土日とも21㎞走って

はっただけあるわ。

座り込んで動けない。でもやっぱ不思議。休んで

いるとまた歩ける。

車に乗り込み、温泉へ。ナシ汁ぶっしゃー　な

心地良さ。

藤田先生を待つ間、うどんを啜る。ホントはばら

寿司が良かったけど、人気らしく売り切れてた。

今度食べよう。

完走された藤田先生と近所の居酒屋へ。藤田先生

の幼なじみの方々が飲み会中。

100㎞走ったん！て驚かれて、でもこの居酒屋は

恩恵受けてないって。

いやいや、私達がビール飲みまくりますがな。

結構、呑れました。
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弁護士  後藤 隆志

　「じゃあ、仕事に対する誇りは失ってはいない

わけだな。」

　リンゴをかじりながら運転手がきき、同じくか

じりながら車掌がこたえた。

　「もちろんだ。それは絶対に失ってはいない。」

　ホームに上がり、柱の白ボタンを押した。

　発車のベルが鳴り始め、それに続いて、テープ

に吹き込まれたアナウンスが流れてきた。

　『本日はようこそ御来園くださいまして…。』

　「だからこそ、誇りをもっておればこそ、」

　車掌は列車の最後尾に向かいながらつぶやいた。

運転手は先頭車両に乗り込んでいる。

　「わしは、今のこの状態が耐えられんのだ。」

　テープの声がやみ、列車がゆっくりと動きだし

た。サルが運転し、サルが車掌の役を果たす、こ

の遊園地自慢のモンキー・トレインが、今朝もいっ

ぱいの客を乗せて走り始めたのである。

― かんべむさし『車掌の本分』

（以下、引用文は同小説による）

　交通事故の損害賠償請求訴訟が全国の簡易

裁判所で急増し、昨年の提訴件数は10年前

の5倍の1万5428件に上ったことが、最高

裁の調査でわかった。

　任意の自動車保険に弁護士保険を付ける特

約が普及し、被害額の少ない物損事故でも弁

護士を依頼して訴訟で争うケースが多いこと

が原因。弁護士が報酬額を引き上げるために

審理を長引かせているとの指摘も出ており、

日本弁護士連合会は実態把握に乗り出した。

　弁護士保険は2000年、日弁連と損害保険

会社が協力して商品化した。事故の当事者が

示談や訴訟の対応を弁護士に依頼した場合、

その費用が300万円程度まで保険金で賄われ

る。契約数は12年度で約1978万件。重大事

故で保険加入者を保護する目的で導入された

側面があるが、被害が軽微な物損事故で使わ

れているのが実態だ（読売新聞2014年10月

25日より抜粋）。

　

　記事は「弁護士、報酬が目的」、「支払い増、損保

悲鳴」と見出しが少々刺激的だ。抜粋以外の本文

を読むと「弁護士が訴訟を長引かせようと和解を

拒んで証人尋問を求めたり、勝訴の見込みがない

のに控訴したりする事例が多くみられる。」、「弁

護士が報酬目的で訴訟を引きのばしているのでは

ないか？」といった裁判所の声が紹介されている。

　この記事に書いてあることは本当だろうか？

　まず、交通事故の訴訟が急増しているのは間違

いない。事件の総数は減っているのに交通事故訴

訟だけが急激に件数を伸ばしている。特に簡易裁

判所でその傾向が顕著で、ここ数年、毎日のよう

に物損事故の裁判が開かれている。「被害額の少

ない物損事故でも弁護士を依頼して訴訟で争う

ケースが多い」という指摘もそのとおり。弁護士

保険が普及したのが原因というのも正解だ。

　弁護士保険（弁護士費用特約）とは、損害保険

などの加入者が交通事故や日常の損害賠償など法

的なトラブルに遭遇した際に、保険金で弁護士費

用を賄うことのできる特約である。保険料は年間

数千円程度で、保険金を請求してもアップしない。

　加入者は訴訟費用や弁護士費用の心配をしなく

てもよい。弁護士も少額の事件で依頼者に報酬を

請求するのは気が引けるが、保険会社であればそ

れほど抵抗を感じなくて済む。保険会社としても、

提訴件数が増えたとはいえ契約件数の0.1％にも

満たないので、今のところは黒字の優良商品だろ

う。弁護士保険が流行るのも必然といえる。

　では、弁護士が事件を漁り、報酬目的で訴訟を

引きのばしているのか？紹介した記事からはそう

いったニュアンスが読み取れる。

　かつては、軽微な物損事故では提訴をしても弁

護士費用の方が高くなるため、示談で済ますこと

が多かった。それは反面、保険会社が提示する示

談金や過失割合に納得できなくても、大半は飲ま

ざるを得なかったということだ。弁護士保険を利

用すれば費用負担の壁はなくなる。少額の物損事

故でも適用されるので、例えばミラーに擦り傷が

付いた程度でも利用できる。

　これまでは示談で済んでいた軽微な物損事故

が、弁護士保険の普及で法的な問題として次々と

顕在化した。かつての過払金返還訴訟がそうだっ

たように、事件が増えると訴訟も増えるのは当た

り前だ。これを減らさねばならないというのであ

れば、それは弁護士固有の問題ではなく、むしろ

保険約款をどうするかの問題になる。各損害保険

会社が約款を改正して、弁護士保険の対象を死亡

事故や重篤な後遺障害事案に限定する以外ない。

　訴訟が長期化しているとの指摘はどうか？軽微

な物損事故訴訟では、過失割合が争われるのがほ

とんどだ。過失割合が争点になると和解が難しく、

控訴率も高くなるのは事実だ。

　私は、経験に照らして、次のような要因がある

からだと思う。

　第1に、過失割合を妥協できない人はとても多

い。交通事故は一瞬で日常を非日常へと変えてし

まう。当事者の脳裏には事故の瞬間が強烈に焼き

付けられる。そのため自分の記憶は絶対に正しい、

そう信じる傾向が強い。さらに相手の心ない一言

に傷ついたり、保険会社の対応に不満を持つなど

の要因が重なれば、安易に妥協を許さない感情が

熟成される。

　第2に、提訴の時点で交渉が行き詰まっている

ことが多い。お互いが相手の非を主張して譲らな

いため、保険会社の示談担当者が匙を投げてしま

い、弁護士保険の利用を勧められる。多くはそう

いう経過をたどるので、受任の時点では妥協の余

地はほとんどなくなっている。提訴にまで至ると、

なおさら譲歩ができなくなる。ここまで来ると当

事者はハッキリと白黒つけて欲しい気持ちに傾い

ている。

　第3に、軽微な物損事故では経済的な合理性が

度外視されてしまう。弁護士保険はその傾向に拍

車をかける。例えば、お互いの物損が10万円ず

つとすれば、過失割合が1割違っても差額は2万

円にとどまる。当事者はこの2万円が欲しいから

弁護士に依頼するのではない。自分の主張を通し

て欲しい、感情や道義の上で納得したいという気

持ちで依頼するのだ。そうすると弁護士も安易な

妥協は許されない。少額の差ならさっさと和解す

ればよいではないか、そうではない。少額の差だ

からこそ軽々と和解できないのである。

　第4に、物損事故は証拠が乏しい。人身事故と

違って警察は現場の実況見分を行わない。ドライブ

弁護士保険がもたらすもの
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ブレコーダーが搭載されていることも少ない。事

故状況を示す証拠がほとんどない。そうすると水

掛け論になってしまって、和解の糸口を見つけに

くい。

　第5に、依頼者の説得が難しい。依頼者と同化

して最後まで突っ走る弁護士もいないことはな

い。ただ、依頼者の主張を通すべく最大限の努力

をした上で、裁判所から和解案が示され、それが

妥当なものならば、まずは依頼者の説得にあたる

のが通常だろう。しかしこれが難しい。理由は既

に述べた要因にある。依頼者との信頼関係を維持

しつつ和解に向けた説得を行うのは、ある程度の

熟練が必要になる。

　上に挙げた要因だけでなく、他にも色々あるだ

ろう。だが弁護士が報酬目的で訴訟を引きのばし

ているという指摘は違うと思う。自己弁護ではな

く素直な本心だ。訴額が低くても弁護士がする仕

事に変わりはない。事情聴取、示談交渉、書類作成、

現場調査、証人尋問といった手順に変わりはない。

そうすると次々と早期に事件を解決していく方が

経営上は好ましい。仮にタイムチャージで報酬を

いただくとしても、証人尋問をすれば、陳述書を

作成して証人テストを行うなど細かな作業が必要

になる。控訴をすれば、詳細な控訴理由書を作成

しなければならない。

　訴訟が長期化すればするほど割に合わない仕事

になってしまう。示談ができるなら示談で済ませ

たいし、和解ができるのなら和解で終わりたいし、

判決が出たら控訴しないに越したことはない。そ

れが偽りのない本音だ。もちろん徹底的に争うべ

き事件もあるが、本稿の主題からは外れるので触

れない。

　記事の本文にある「裁判所の声」は、こういった

実情を理解していないように思う。実際の裁判官

は、少額の物損事故とはいえ丁寧に審理をしよう

とする人がほとんどで、そのような実感とも一致

しない。ただ全国紙にこのようなコメントが載る

ということは、裁判所の総意なのだろう。そうだ

とすれば異議を申し立てたくなる。

　和解をせよというならば、まずは物損事故に特

有の当事者の心情や、提訴に至る背景に思いをい

たすべきだ。控訴をするなというならば、当事者

が納得できるだけの判決理由を示すべきだ。弁護

士保険は、損害保険会社が顧客満足を追及し、日

弁連が「司法制度改革」の流れに適応しようと試

行錯誤を重ねた結果である。それなのに、受け皿

となる裁判所が人員や設備の拡充を怠り、交通事

故訴訟の急増に追いつけないとただ嘆くのは少し

情けない。

　弁護士保険は司法へのアクセス障害を除去し

た。その長所や利点を十分に理解しながらも、経

営的にその恩恵を受けながらも、あえて申し述べ

ると、弁護士保険は良くも悪くも司法制度改革を

映す鏡ということだ。かつて溢れていた過払金返

還の広告宣伝は、弁護士保険を見込んで、交通事

故に軸足を移したようにみえる。そのうち弁護士

が救急車の後を追いかける漫画の世界が現実化す

るかもしれない。

　弁護士保険の普及は、これまで眠っていた法的

需要を新しく掘り起こし、まさしく改革の成果で

あると言い切るのもよいだろう。日弁連が考えて

いるように、保険の対象分野を交通事故や日常の

損害賠償の場面に限らず、様々な法的紛争にまで

拡大していくのも一つの方策だろう。将来的には、

医療における健康保険制度のように、弁護士保険

も皆保険が達成されるべきというのも無邪気で素

敵な考えだ。

　しかし、私は弁護士保険のこれ以上の拡大には、

細心の注意を払ったハンドリングが必要だと思

う。現状、弁護士保険をめぐる議論は、司法への

アクセス障害の解消に重きを置きすぎ、少しバラ

ンスを失しているようにも思えるからだ。特に日

常の些細な法的トラブルにまで弁護士保険を拡大

させるのは慎重であるべきだ。

　一つは、社会経済全体のバランスシートの問題

である。

　紛争解決によって当事者や社会公共が受ける利

益と、紛争解決に要する全体の費用を比べたとき

に、後者が圧倒的に大きい訴訟ばかりが増加して

しまうことの是非である。

　例えば、軽微な物損事故訴訟が一審、二審と続

けば、最終的な解決までに1年以上を費やすこと

になる。当初に提示された過失割合に納得できず、

双方が弁護士保険を利用したが、判決の結果も変

わらなかったとしよう。それぞれの保険会社が支

払う弁護士費用は、結局のところ修理費の総額よ

りも高くつくだろう。弁護士としても費やした時

間や労力に報酬が釣り合うとも限らない。他方、

当事者がこの訴訟で得る利益は両方とも0だ。せ

めて納得感だけでもと思うのだが、残るのは徒労

感の方ではないか。こういった訴訟ばかりが増え

ていくのは社会経済全体にとって利益になるのだ

ろうか？

　もう一つは、弁護士の本分の問題である。

　恩恵を受ける弁護士がいうのは口幅ったいとこ

ろはあるが、弁護士保険の歯止めのない拡大は、

自由、独立、在野といった従来の弁護士像を不可

逆的に変えてしまわないだろうか。　

　司法制度改革は、後先を考えない大量増員に

よって、弁護士の経済的基盤を破壊した。「基本

的人権を擁護し、社会正義を実現すること」が弁

護士の専売特許とは思わないが、それを高らかに

謳うことが許されていたのは、最低限の経済的な

担保があったからこそだろう。改革によって食べ

ていくための競争が激化し、これまで手弁当でし

てきた奉仕活動の場は失われつつある。ほぼすべ

てのロースクールで定員割れが起こり、募集を停

止するところも現れるなど、人材の供給も枯渇し

てしまった。数は増えたものの、弁護士は個人と

しても組織としても弱くなってしまった。

　そこに弁護士保険の普及だ。それは一つの確固

たるシステムを構築した。

　弁護士保険が一般に浸透し、対象が生活全般の

問題にまで拡大する。加入者は保険料の見返りに、

どんな些細なトラブルでも弁護士に依頼ができ

る。弁護士費用は保険金で賄われ、そのコストは

加入者全体へと分散、転嫁される。

　この巨大な循環に弁護士が組み込まれる。弁護

士が「商品」の一部となる。そのことに不安を覚

えるのは私だけだろうか。皮膚感覚に近いものな

ので、うまく言葉にできないのだが。

　「しかし、一つだけ我慢のできんことがある。

車掌としての誇りにかけて、どうしても辛抱ので

きないことがある。」

　後ろを振り向いて、首を振った。

　「運転手がわしの後ろにいる。これはどう考え

ても、わしに対する侮辱としか思えん。」

　一周百五十メートルの円周路線。そこに一両四

メートル半の車両を三十両つないで走らせている

ため、彼の後方わずか十五メートルの所に、先頭

の車両が来てしまっているのだった。

　彼は顔を元に向け直し、胸を張ってみた。

　「こうして列車の最後尾から車内をまっすぐに

見つめている。何か事故はないか、客に病人でも

出やしないか、そう注意を払ってまっすぐ前を見て

胸を張っている。それが車掌の本分というものだ。」

　列車はゆっくりと走り続けている。もう何も考

12 13



えなくてもできるようになった操作をきちんきち

んと片づけながら、彼は思った。

　「つまり車掌とは、いわば運転手の背中を見て

いるべき存在なのだ。なのに今は、」

　もう一度振り向き、舌打ちをした。

　「あいつがおれの背中を見続けている。」

　弁護士保険が司法制度改革の成果とするなら

ば、「被害額の少ない物損事故でも訴訟で争う」

弁護士は、社会や市場が期待した姿そのものなの

だろう。

　ただこういった事件を次々とこなしていると、

だまし絵の螺旋階段を永遠にのぼり続けているよ

うな感覚をおぼえる。本分を尽くそうとすればす

るほど、もう一人の自分に背中を見つめられてい

るような気がするのだ。

　弁護士の本分をどこに見出すか。それすらも難

しい時代に入ったのかも知れない。

　問題は、もっと本質的なことなのだ―。

　「もしアフリカの草原に長い長い直線コースを

つくってもらえれば、」

　彼はそこを疾駆する列車を想像して考えた。

　「わしは死ぬまで本分を尽くすだろう…。」

弁護士  粟野 浩之

　先輩弁護士からKさんを紹介されたのは、弁護

士になって2年目の初夏だった。転倒して頭を打

ち、病院に入院したが、身寄りがなく、近所の幼

なじみの方が事実上お金の管理をされているの

で、弁護士による財産管理や成年後見の申立てが

必要と思われるとのことであった。

　以前から成年後見や高齢者の財産管理に興味を

もっていた私は、関係者と会うことを迷わず承諾

した。福祉事務所の担当者、地域包括支援センター

の担当者、近所の幼なじみの方に事務所に来ても

らい、簡単な事情の説明を受けたが、とりあえず

ご本人に会ってみないことにはわからないので、

関係者と一緒に病院でKさんと会うことになった。

　病院ではじめて会ったKさんは、背が高く、男

前で穏やかな顔をしておられた。身体の調子を聞

いたり、あたりさわりのない話をしつつ、お金の

管理をどうしたいかなどを聞くと、Kさん自身、

誰かにお金の管理をしてもらわなければならない

と思っている様子がうかがえた。会話はスムーズ

には進まなかったが、粘り強く会話を続け、私が

財産を管理することについて了承してもらうこと

ができた。

　

　病院からは、長期の入院は受け入れられないの

で、早期に施設に入所するか、長期入院を受け入

れてくれる病院に転院するように告げられた。

　高齢者が入所する施設について特別詳しいわけ

でもなかったことから、病院の協力を得ながら、

Kさんに適した施設を探すことにした。

　平行して、後見開始の審判申立ての準備を進め

る必要もあった。

　まず問題となったのは、誰が申立人になるかで

あった。後見開始の審判申立ては、本人、配偶者、

四親等内の親族などがすることができるが、Kさ

んには配偶者も子供もいない。一応四親等の親族

である従兄弟ならいるらしいが、Kさんが従兄弟

と連絡を取ることを拒んでおり、申立費用の問題

もあるので、従兄弟に申立人になってもらうこと

は難しそうであった。

　条文上は本人が申立人になることができるが、

はたして、後見開始の審判を受けようとしている

当の本人から弁護士が委任を受けて代理人として

申立てすることに問題はないのか。その場合、申

立人代理人の弁護士を後見人候補者とすることに

問題はないのか。

　あれこれ考えた結果、Kさんの場合、自分では

財産を管理できず誰かに財産を管理してもらう必

要があると思っていることから、少なくとも、自

分の財産を管理してくれる人を家庭裁判所に選ん

でもらう手続きであるところの後見開始の審判申

立てについてKさんから委任を受けることは問題

ないと考えた。また、Kさんは私に財産管理を依

頼する気持ちはあるので、私を後見人候補者とし

て申立てをすることにも問題はないと考えた。

はじめての成年後見
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　Kさんが亡くなったことを家庭裁判所に報告し

た。相続人がいれば相続人に財産を引き渡すこと

になるが、Kさんには相続人がいないので、相続

財産管理人選任の申立てをする必要があった。申

立てを済ませ、相続財産管理人に財産を引き継げ

ば、私はお役ご免となるはずであった。

　申立て後、しばらくして家庭裁判所から連絡が

あった。Kさんの相続財産管理人就任の打診で

あった。後見人であった私が相続財産管理人に選

任されることはないものと思いこんでいたが、家

庭裁判所によるとケースバイケースであるとのこ

とだった。

　Kさんがお母さんと暮らしていた借家は解約し

ないままであり、お墓やお骨のことも気がかりで

あった。最後の最後まで責任を持ってKさんの人

生を締めくくらせてもらうため、相続財産管理人

への就任を承諾した。

　Kさんは私にとって、はじめて後見申立てをし

た人で、はじめて後見人になった人で、はじめて

施設入所のお世話をした人で、はじめて葬儀をさ

せてもらった人になった。

　弁護士という仕事をしていると、人の人生を借

りて色々な経験をさせてもらっていると感じるこ

とがしばしばあるが、成年後見は、将来自分の親

や自分自身が辿るかもしれない道を、先に辿らせ

てもらう、そんな経験ができる仕事である。

　一応、このような結論に達したものの、念のため

家庭裁判所に事情を説明して確認すると、Kさん

のケースでは本人申立てをしても問題ないだろう

とのことであった。

　そうこうしているうちに、入院先の病院から、

年末には別の病院に移ってもらう必要があると告

げられた。もう次の病院も決まっているとのことで

あった。すでに12月中旬であった。急な話だとは

思ったが、あまり無理も言えなさそうな様子だった

ので病院に荷造りをお願いし、雪の降る中、Kさん

とふたり、タクシーで転院先の病院に向かった。

　転院後しばらくして後見開始の審判申立てをし

た。Kさんが家庭裁判所に行くのは困難だったの

で、家裁調査官に病院まできてもらった。家裁調

査官はKさんの様子を確認し、財産を管理してく

れる人物を家庭裁判所に選んでもらいたいかと

か、弁護士に財産管理してもらうのでよいかなど、

Kさんでもわかるように質問していた。

　申立てから1ヶ月ほどで、無事、私が成年後見

人に選任された。

　成年後見人に選任されたことを受け、入所する

施設の選定を具体的に始めた。Kさんには相当額

の年金収入があり、また蓄えも十分にあったので、

早期に入所可能な有料老人ホームの中から選ぶこ

ととし、まずは、入院先の病院に紹介してもらっ

た有料老人ホームに見学に行って、Kさんの反応

を見てみることにした。病院から郊外にある有料

老人ホームに行くのに、はじめて介護タクシーと

いうものを利用した。老人ホームには、たくさん

のお年寄りがいたが、施設の担当者や他のお年寄

りに囲まれて、楽しそうに過ごされていた。Kさ

んは、見学先の施設が特に気に入った様子はな

かったが、私が、ここで暮らしますかと尋ねると、

拒むわけでもなかった。これ以上の入院は好まし

くないと思っていたこともあり、入所を決めるこ

とにした。

　施設では、Kさんはたいてい個室から出ていて、

共同スペースでテレビを見ていた。他のお年寄り

と楽しそうに会話している様子は見たことはな

かった。施設の職員からは、Kさんは気むずかし

いところがあると言われていた。私が声をかけて

も、コミュニケーションをとるのが面倒な様子で、

会話は長く続かなかった。それでも帰り際に、「ま

た来ますね。」と言って握手をすると決まって手

加減なく強く握り返してきた。そんな施設訪問が

しばらく続いた。

　しかし、次第に施設を訪問してもKさんは寝て

おり、部屋で声をかけるが起きてくれないので、

しばらく待って帰るということが多くなった。た

まに起きていても、以前ほどには私の声かけに反

応してくれなくなった。握手をしても、強く握り

返してくることはなくなった。

　数ヶ月前、夜中に携帯電話にたくさんの着信が

あったことに、朝になって気付いた。留守電を聞

くと、施設の担当者からで、Kさんが危ないとの

ことだった。急いで施設に連絡したが、Kさんは

すでに亡くなったとのことだった。午前中の予定

が終わり次第、施設に行くことにした。施設から

紹介してもらった葬儀社に連絡し、施設で葬儀の

打ち合わせをすることになった。また、Kさんの

ご先祖のお墓があるお寺に連絡して、お墓やKさ

んのお骨をどうすればよいか相談した。お骨はし

ばらく葬儀社に預かってもらえることになった。

　葬儀は私と私の担当事務職員だけで執り行っ

た。中央斎場へは私だけが行った。最後に見たK

さんの顔は、初めて会ったときと変わらず男前で

穏やかな顔であった。
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弁護士  橋本 皇玄

1 二次会でカラオケに行っても、今は、みんな

結構上手に歌っている。しかし、まれに、バッ

ク演奏のキーとかリズムとか全く合ってなく

て、最後まで歌い終わる人がいる。音程もリズ

ムも全く合わせられない人である。音感（音程

を正確に把握し発声する）とかリズム感（テン

ポを正確に把握しこれを合わせる。）とかは、あ

る程度、訓練でこれを伸ばせるが、もともとの

資質によるところが多い。従って、こういう人

は、他の能力は優れていても、こと音感・リズ

ム感はかなり劣っているのだろう。普通、キー

やリズムを少しずらせて歌おうとしても、結局、

キーやリズムは合ってしまう。なかなか難しい

ものである。だから、こういう人は俗に言う音

痴だということになる。

2 ところが、自分にも、これに勝るとも劣らな

い音痴といわれる部分がある。比類なき「方向

音痴」である。子供のころは、自分が方向音痴

だとは分かっていなかった。しかし、十代の後

半くらいから自分が方向音痴だと思うようにな

り、社会人になってくると「他に比類なき方向

音痴」であることを理解した。従って、友達と

行動をともにするとき、「俺は方向音痴なんだ。」

と告げるようにしている。しかし、方向音痴だ

と告げても、その程度を知る人は少ない。

3 その程度といえば、初めていく場所だと簡単

な場所でも道筋を全部暗記しないとたどり着け

ない。一旦覚えても道筋の一部でも忘れたらた

どり着けない。簡単でない場所なら、曲がり角

の建物等の目印を全て覚えてはじめて到着でき

る。何度も何度も同じ場所へ行くと（例えば、

自宅と学校、事務所、病院、駅、役所等）さすが

に身体が覚えている。しかし、考え事している

と間違えることがある。また、何度も行った場

所でも、他の人の運転する車に乗せてもらって

行ったり、他の人と会話をしながら連れても

らった場所は、何回行こうが全く覚えられない。

何度も行ってるのだから当然場所は知っている

との前提で、連れの人から、○○へ先に行って、

とか○○で待ち合わせようと言われて困ること

がよくある。また、店に入って次に外に出たと

き、右左のどちらへ向かえばよいのか分からな

いときもある。

4 京都は便利である。道が碁盤の目になってい

て東西南北さえ把握していれば頭の中で地図が

描ける。従って、基点・基点の有名な建物や看

板を覚えていれば、それを基点に右左を判断す

ればよいので道筋が覚えやすい。まるで携帯電

話の基地局である。しばらく、受験のために東

京で生活していたことがある。道が碁盤の目に

なっていなくて、緩やかな曲線の道が多く、北

へ真っ直ぐ向かっているつもりがいつの間にか

東へ向いている場合も多い。頭の中で地図が描

けない。碁盤の目でないので道筋を完全に覚え

るのに苦労した。新宿の地下に降りたらもう何

処にいるかは全く分からない。地上に上がって

も現在地は不明である。JRの駅等の場所を人に

聞いて聞いて家にたどり着く。

5 弁護士になって、示談交渉のために、初めて

の指定場所に行くことが多くなった。特に、こ

ちらが加害者の事案などでは、相手方（被害者）

の自宅へ行かなければならない場合も多い。こ

のときは、縮尺～拡大までの三段階の地図を用

意し、最後は住宅地図を頼りに移動し到着する。

地図は正確でありほとんどミスなく到着でき

た。ただ、当時は、パソコンやヤフーの地図は

なく、また携帯電話もなかったので、地図等の

準備は周到に行い到着までに時間を要した。今

は、地図の縮尺・拡大はパソコンで何段階にも

でき、大凡の現場から携帯電話で連絡できるの

で大分楽になった。

6 最近、この方向音痴を冷静に分析してみたと

ころ、次のようなことが判明した。成果も少し

あった。まず、人は自宅や職場のようにズーと

いる場所の東西南北は分かっているらしい。私

は、昔から自宅や職場内で東西南北を聞かれて

も、一旦、外に出たり窓から外を覗かないと分

からなかった。もっとも、私の実家や最初に独

立した事務所（1階）では、実家や事務所の現在

地の東西南北は分かっていた。しかし、自宅が

マンションになったり、勤務弁護士の頃の6階

の事務所及び現在の8階の事務所では、移転し

てから数年間は建物内の東西南北が分かってい

なかった。ここにヒントがあった。

7 つまり、エレベーターである。例えば、エレ

ベーターに乗るときに東に向いて乗るとする。

障害者の車椅子用のエレベーターの様に、その

まま前のドアが開いて降りるのであれば現在地

の認識は狂わない。しかし、通常のエレベーター

では東に向いて乗っても、降りるまでに身体を

クルリと回転して西向きになる。ところが、私

の頭の中の地図では、降りた後も乗ったときと

同じ、つまり、東に向いている感覚が残ってい

る。降りた後の現状と頭の中の地図の齟齬が

残ったままであり、結局、東西南北不明となる。

もっとも、今は東に向いて乗ったのであるから、

降りるときは身体は西に向いていると強く意識

し、頭の中の地図を書き換えれば何とかなる。

また、エレベーターに背を向けて待ち、エレベー

ターが来たら後ろ歩きで乗り、着いたら前向き

で降りるという具合に、身体を回転させないで

乗り降りすれば大丈夫である。しかし、エレベー

ターの乗り降りでいちいちそんなことはしてい

られない。

8 駅の出口から逆方向に歩き出すという失態を

よくするが、これも同じ仕組みである。電車を

降り、駅の階段の踊り場の方向転換と頭の地図

との整合性がないのが原因であった。階段の踊

り場で曲がるときゆっくり頭の地図を修正する

と、駅から出て逆方向に歩くこともなくなった。

但し、急いでいるときはそういう作業はできず

逆走することもあった。

9 以上により、方向音痴かどうかは自分が方向

転換したとき、無意識かつ自然に現状と頭の中

の地図が整合できるかにかかっているといって

よい。方向感覚の優れた人は、初めての場所で

も、最初に一定の方向（例えば北）に向かいな

がら、場所を探すのに道をくるくる回っても、

北の方向とのズレは自然に認識し、目当ての場

所にどんどん近づいていく、また、目当ての場

他に比類なき方向音痴
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所が分からなくても元の場所に戻ってくるので 

ある。道を捜している内に、現在地が分からな

くなったとしてまた地図を見る人は、私ほどで

なくても、方向音痴の部類に属する。旅先では

その差は歴然となる。グループで旅行に行った

折、みんなが迷いだしても、ただ1人だけ、地

図を一度見て、こっちこっちと誘導してくれる

人がいる。こういう人は方向感覚に優れた人で、

私とは対極的立場にあるということになる。

10 例えば、カーナビでは、一般の人は、車両の

方向を上向きの矢印に固定して設定し、ハンド

ルを切ると東西南北の画面がその都度クルクル

変わるように設定している。しかし、方向感覚

の良い人の多くは、東西南北の画面は固定した

ままで使用している。その方が分かりやすいと

いう。これに比べて、一般の人がそうしないの

は、運転席から見える道路の動きと矢印を中心

とした道路の動きとが同じで分かりやすいから

であろう（私もそうである。）。画面を固定する

と、例えば、画面上矢印が左（西）に向かって

いるときに、カーナビが下へ道案内したとき、

カーナビの矢印を車両進行と反対側の下に向か

わせるようハンドルを切らなければならず、ど

ちらへハンドルを切ればよいのか、一瞬、迷っ

てしまう。しかし、方向感覚の良い人は、常時、

頭の中の東西南北の地図と現状との整合性がと

れているから、カーナビが下へ行けと指示すれば、

一瞬の間も置かず即時に現在地から左（南）へ方

向転換できるのである。私の場合、身体の向き

が変わるごとに、一瞬どころか、エーと……、

と考えながらの作業を余儀なくされているのだ

から、車両の方向は上向き矢印に固定する方が

走りやすい。その代わり、現在地の東西南北は

分かっていない場合が多い。

11 京都の裁判所は、新しく立て替えられてから

は、建物内の部屋も通路も全て均一で同じ模様

が続いている。従って、私は、未だに北の正門 

へ向かうのに南門入り口の方向へ向かったり、

その逆になったりもする。法廷や弁護士控室へ

依頼者と同行する際、裁判所内でウロウロする

ときもある。依頼者から、裁判所に慣れていな

い、つまり法廷経験の少ない頼りない弁護士と

思われているのではないかと思うときもある。

12 今年、中学校の同窓会があった。そこで、偶々、

集合場所に遅れてきた某同窓生から「自分は方

向音痴で……」といった話が出た。酒の勢いも

あってか、意味もなく、俺の方向音痴の方がす

ごいぞといって、エレベーターの話をした。す

ると彼も、エレベーターで全く同じ経験をして

いるとのことであった。彼は、中学時代、私と

違って秀才で某有名私立校へ進学し、現在、医

師をしている。異常な方向音痴でも知的能力は

別なんだなと少し安心した。

13 話は変わるが、この同窓会の催しに出ること

になっていた私のバンドのメンバーのうち、出

演するついでにと校歌の伴奏をキーボードの彼

女とギターの私が引き受けることになった。幹

事から校歌のCDを預かり、私はコード（和音）

を採りメロディーも弾ける状態にして、CDを

キーボードの彼女に送信し、適当に伴奏をよろ

しく、と伝えた。ところが、彼女から、「この

CDではコードが採れず、メロディーも弾けな

い。このCDの元はテープを再録したものでは

ないか？正式な譜面を出してetc……。」との返

事がきた。しかし、校歌の譜面などない。

14 彼女は、メロディーが分かれば、その場で音

符が分かり譜面も作れる。即興もできるし、コー

ドも付けられる。つまり、音感はずば抜けて良

い。私ですら、簡単にメロディーとコードが採

れる曲なのに、彼女は何を言っているのかなと

思っていた。しかし、よく考えてみると、この

CDは40年くらい前の録音テープが音源となっ

ていた。録音テープはCDと異なり、古くなる

とテープが伸びて音程に半音の半音以下の範囲

でムラが生じる。40年も経っていればテープ

伸び・ムラがあって当然だ。結局、私は冒頭で、

音感やリズム感につき、バック演奏のキーやリ

ズムとずれたまま最後まで歌い終える人は音痴

だといったが、彼女から言わせれば、テープ伸

びの不正確な音程にメロディーとコードが付け

られる私も音痴だということになる。音感の繊

細な人は音程の不正確な音階は音符を書けない

のだろう。

15 せめて、仕事の方は音痴と言われないように

コツコツと頑張っていきたいと思う。さて、後

で読み返すと大して面白くもない内容になって

いるが、その原因は、いつも事務所報の原稿を

早く出せと鬼のように迫ってくる編集担当の若

手弁護士の所為でもある。
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弁護士  小田 宏之

　皆さんは「人権」という言葉を聞いてどのように

お感じになるでしょうか。聞き慣れない言葉では

なく、辞書には「人間が人間として生まれながら

に持っている権利」（広辞苑）などと紹介されてい

ます。

　日頃身近に感じることも無く何となく抽象的で

ぼんやりとしたイメージをお持ちの方もおられる

かも知れません。しかし、実際に人権侵害に遭遇

し、計り知れない苦痛や不利益を受けている方々

も少なくありません。

　本稿では、この「人権」をテーマとして、主な

人権課題の概要を紹介し、次に、法務省人権擁護

機関の活動について触れさせて頂こうと思います。

　私たちの日常身近なところで生じている人権課

題について、それら概要を以下ご説明したいと思

います（法務省人権擁護局・平成26年度版「人権

の擁護」から引用）。

1 女性の人権

　男女平等の理念は、日本国憲法に明記されてお

り、法制上も男女雇用機会均等法等によって、男

女平等の原則が確立されています。しかし、現実

には今なお男女の役割を固定的に捉える意識が社

会に根強く残っており、このことが家庭や職場に

おいて様々な男女差別を生む原因となっていま

す。また、性犯罪等の女性に対する暴力、夫・パー

トナーからの暴力や職場におけるセクシャル・ハ

ラスメント等の問題も、女性の人権に関する重大

な問題の一つです。

2 子供の人権

（1）いじめ

　最近の子供のいじめは、多様化が進み、情報通

信機器の介在により、いじめが一層見えにくく

なっている実態も見られます。また、いじめはさ

さいな行為から危険を伴う行為へとつながること

も少なくないことから、人権の観点からも重視す

べき課題となっています。

（2）体罰

　教育職員による体罰については、法令で明確に

禁止されているところですが、体罰による人権侵

犯事件は依然として後を絶たない状況にありま

す。体罰は、児童・生徒の心身に深刻な悪影響を

与え、力による解決の指向を助長し、いじめや暴

力行為等の土壌を生むおそれがあります。

（3）児童虐待・児童売春・児童ポルノ問題

　昨今、幼児や児童を、親などが虐待し、中には

死に至らしめるという痛ましい事件が多発してい

ます。また、性的虐待の問題や児童売春、インター

ネット上における児童ポルノの氾濫等、児童を性

的に商売の道具にする商業的性的搾取の問題が世

界的に深刻になっています。

3 高齢者の人権

　我が国では、平均寿命の大幅な伸びや少子化等

を背景として、人口のほぼ4人に1人が65歳以上

の高齢者となっています。こうした状況の中、高

齢者に対する就職差別、介護施設等における身体

的・心理的虐待、あるいは高齢者の家族等による

経済的虐待などといった高齢者に対する人権侵害

が大きな社会問題となっています。

4 障害のある人の人権

　障害のある人が車椅子での乗車を拒否された

り、アパートの入居を拒否される事案が発生する

など、障害のある人に対する理解や配慮はいまだ

十分とはいえず、その結果として障害のある人の

自立と社会参加が阻まれており、共生社会は十分

に実現されているとはいえない状態にあります。

5 同和問題について

　同和問題は、日本社会の歴史的過程で形づくら

れた身分差別により、日本国民の一部の人々が、

長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置

かれることを強いられ、今なお、結婚差別や、差

別発言など日常生活の上で様々な差別を受けるな

どの人権問題が生じています。

6 外国人の人権

　今日、我が国においては、言語、宗教、習慣等

の違いから、外国人をめぐって様々な人権問題が

発生しています。また、近時、特定の国籍の外国

人を排斥する趣旨の言動が公然と行われているこ

とがヘイトスピーチであるとして取り上げられ、

こうした行為が差別意識を生じさせることにつな

がりかねないとして、社会的な関心を集めていま

す。

7 HIV感染者等の人権

　エイズウィルスやハンセン病等の感染症に対す

る正しい知識と理解がいまだ不十分な状況である

ため、これらの感染症にかかった患者・回復者や

その家族が、周囲の人々の誤った知識や偏見等に

よって、日常生活、職場、医療現場等で差別やプ

ライバシー侵害等を受ける問題が起きています。

8 刑を終えて出所した人の人権

　刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見

差別は根強く、就職に際しての差別や住居の確保

の困難等、社会復帰を目指す人たちにとって、現

実は極めて厳しい状況にあります。

9 犯罪被害者等の人権

　近時、犯罪被害者やその家族の人権問題に対す

る社会的関心が大きな高まりを見せています。犯

罪被害者等は、犯罪そのものやその後遺症によっ

て精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわらず、

追い打ちを掛けるように、興味本位のうわさや心

ない中傷等により名誉が傷つけられたり、私生活

の平穏が脅かされるなどの問題が指摘されていま

す。

10 インターネットによる人権侵害

　インターネットの普及に伴い、その匿名性、情

報発信の容易さから、個人の名誉を侵害したり、

差別を助長する表現等、人権に関わる様々な問題

が発生しています。また、小・中学生等の青少年

の利用が年々増加している一方、学校裏サイト等

における誹謗中傷の書き込み等、子どもが加害者

や被害者になり、トラブルに巻き込まれる事案も

増えています。

みんなの人権を護るために
～法務省人権擁護機関の活動について～

初めに

主な人権課題について
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11 ホームレスの人権

　自立の意思がありながら、やむを得ない事情で

ホームレスとなり、健康で文化的な生活ができな

い人々が多数存在し、嫌がらせや暴行を受けるな

ど、ホームレスに対する人権侵害の問題が起こっ

ています。

12 性的指向と人権

　同性愛者、両性愛者の人々は、少数派であるが

ために正常と思われず、場合によっては職場を追

われることさえ有ります。このような性的指向を

理由とする差別的取扱いについては、現在では、

不当なことであるという認識が広がっています

が、いまだ偏見や差別が起きているのが現状です。

13 性同一性障害者の人権

　性同一性障害とは、生物学的な性と性の自己意

識が一致しないため、社会生活に支障がある状態

をいいます。性同一性障害の人々は、社会の中で

偏見の目にさらされ、昇進を妨げられたりするな

どの差別を受けてきました。

14 人身取引（トラフィッキング）について

　人身取引（トラフィッキング）は、重大な犯罪

であり、基本的人権を侵害する深刻な問題です。

性的搾取、強制労働等を目的とした事案が発生し

ています。

　上記において紹介させて頂いた様々な人権課題

については、日本弁護士連合会（弁護士）による

救済活動や裁判所における法的解決も図られてい

るところですが、本稿では、法務省人権擁護機関

の活動に触れてみたいと思います。

1 人権侵犯事件の調査救済

　人権侵害の疑いのある事件（人権侵犯事件）に

ついて、被害者からの救済の申出や、新聞・雑誌

等からの情報認知により、救済手続を開始します。

そして、救済手続の中で、人権侵害の有無を確認

するための調査を行い、侵犯事実が有ると判断し

た場合には、援助・調整・説示・勧告などの適切

な救済措置を講じます。

　ちなみに、平成25年に新規救済手続開始を行っ

た人権侵犯事件数は2万2400件余りに上ってい

ます。

2 人権相談

　法務省の人権擁護機関では、法務局職員や人権

擁護委員が人権に関する相談（人権相談）を受けて

います。法務局等において面談で行う相談のほか

電話による相談、女性の人権に関する電話相談を

専門に扱う「女性の人権ホットライン」や子ども

の人権に関する電話相談を専門に扱う「子どもの

人権110番」も開設し、子どもからの手紙による

相談（子どもの人権SOSミニレター）も行ってお

り、さらに「外国人のための人権相談所」や「イン

ターネット人権相談受付窓口」もあります。

　なお、これら人権相談は、人権侵犯事件の調査

救済の端緒にもなっています。

3 人権啓発

　シンポジウム・講演会・座談会・討論会等の各

種イベントの開催、人権教室等の各種研修の実施

等といった人権啓発活動を行っています。これら

人権啓発活動は、人権侵害を未然に防ぐために必

要不可欠なものです。

　以上の次第ですが、私自身、弁護士であると同

時に人権擁護委員（法務大臣委嘱）という立場から、

人権課題や法務省人権擁護機関の活動に触れてき

ました。

　私たち、あるいは、その家族や身近な人たちが、

いつどのようなきっかけで人権侵害に遭遇するか

は分かりません。

　もし、そのような人権侵害に遭遇したら、問題

や苦痛が増大し深刻化する前に、ひとりで悩まず

先ずは気軽に関係機関（弁護士会・法務局など）に

相談して頂きたいと思います。解決の道筋は、何

れ必ず見つかりますので、気軽に御相談頂くこと

が、問題解決の第一歩となります。

法務省の人権擁護機関の活動について

まとめ
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