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暑中お見舞い
申し上げます。
消費者庁に任期付き公務員として任官していた志部
淳之介弁護士が昨年11月に復帰し、本年1月から三⻆真
理子弁護士が加入し、当事務所は現在弁護士19名で、
各人の幅広い専門分野を活かしつつ、互いに切磋琢磨
して、日々業務に取り組んでいます。
今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
仕事や生活にとどまらず様々な面で大きな影響があり
ました。京都では、いつもこの燦の表紙を飾る祇園祭
の巡行も中止となりました。司法関係でも、4月及び5
月の裁判期日の多くが取り消されるなど、前代未聞の
事態となりました。新型コロナウイルスが大きな要因
となって、私達を取り巻く環境は大きな変革を要求さ
れています。当事務所は、いつどんな状況におきまし
ても、顧客の皆様に最善のリーガルサービスを提供で
きるよう、所員一同一丸となって業務に邁進しており
ます。また、混乱期にある社会のために、より一層フェ
アネスの実現にも努力し、社会貢献していきたいと思っ
ております。今後ともどうぞよろしくお願いします。

御池総合法律事務所
京都市中京区烏丸御池東入 アーバネックス御池ビル東館 6 階
TEL 075‑222‑0011 FAX 075‑222‑0012
E-mail oike ＠ oike-law.gr.jp
URL
http://www.oike-law.gr.jp/
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消費者庁での2年間
弁護士

私は、平成29年11月から2年間、任期付職員として消費

志部

淳之介

臣秘書官と順に決済をとっていきます。場合によっては、

者庁の消費者制度課に赴任しました。消費者庁は、消費

関係省庁に事実確認が必要な場合もあり、その際は、並

者が安心して安全で豊かな消費生活を営める社会の実現

行して他省庁と答弁内容を確認しつつ作業を進めます。

を目指す省庁です。私は、政策企画専門官という役職で、

原則として、1問につき3時間以内を目安として答弁を完

主に法律や政策の立案、国会対応などを担当しました。

成させる必要があります。場合によっては、一人の議員

私が赴任して間もない頃は、いわゆる加計・森友問題
で霞が関が揺れている時期でした。国会議事堂や官邸周

から50問の通告を受けるといったこともあり、全ての質
問で3時間のルールを守るのは至難の業です。

辺をデモ隊が取り巻き、平成30年3月には近畿理財局の

作業は深夜から明け方にかけて続きます。明け方頃に

職員の方が自殺、同月には当時の理財局長だった佐川氏

は、全ての質問と答弁、資料がセットされた巨大な一冊

が国会に参考人招致されるという異例の事態で、財務省

の本が完成します。午前中に法案審議が行われる場合、

には毎日報道陣が詰めかけていました。隣の合同庁舎4

仮眠をとる時間がなく、そのまま国会に臨むこともあり

号館で、昼夜明かりが消えず不夜城と化した財務省を見

ました。審議が連続する日は、この行程が連日繰り返さ

ながら、
私は消費者契約法の改正作業を進めていました。

れます。私が法案を担当した第196回通常国会では、議
論が白熱しました。平成30年6月8日、当初の政府案に新
たな条文が追加修正された形で「消費者契約法の一部を
改正する法律」が成立しました。NHKの国会中継で法
案成立を告げる一言が流れたとき、課室は静寂に包まれ
ていました。嬉しさというより、精魂尽き果てたという
方が近いかもしれません。私は、法律ができるまでのプ
ロセスの中で、様々な利害関係を調整し、万人にとって
の幸せを実現することの難しさを学びました。
私が感銘を受けたのは、徹夜が続くような労働環境で
も日々全力で業務を続けている若手官僚達の姿勢でし

休日の国会議事堂

担当した業務の中で思い入れが深いのは、国会対応で
す。国会の審議が行われる際、議員の質問は、事前に関

た。1、2年目の新人係員でも政策や条文案について積極
的に議論に参加します。消費者庁は小規模な省庁なので、
係員から管理職までの距離が近いこともプラスに作用し
ているのかもしれません。

係省庁に通告されます。これは、なれ合いや談合ではな

今現在もコロナ禍の国会で、どうすれば状況を打開で

く、事前に法律の細かい内容や数値データに対する回答

きるのか、多くの官僚が不眠不休で悪戦苦闘しているの

を準備するためです（これをしないと、
「後日確認の上、

だと思います。全てのひとを幸せにすることはとても難

回答します」という答弁の連続になり、そもそも議論に

しい。けれど、懸命に未来を切り開こうとする彼らにエー

なりません。
）
。

ルを送りたいと思います。

さて、国会審議の前日は、関係部署に「国会待機」と
いう指示が出ます。議員の質問は、国会前日に各省庁の
国会連絡室に入り、そこから担当部署に質問が伝えられ
ます。担当者は、議員の事務所に出向いて説明を受け、
質問内容の趣旨を改めて確認します（問取り）
。ここか
らは、時間との勝負です。答弁案を担当する場合、質問
に対する答えを起案し、庁内で課長、審議官、次長、大

2

消費者庁消費者制度課にて
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テッド・チャン「息吹」の書評

（またはCovid-19による「新しい生活様式」について）
弁護士

1

テッド・チャン
テッド・チャンTed Chiangは、中国系アメリカ人の

テクニカルライター兼SF作家です。

住田

浩史

ています。別の短編集に掲載されていた作品の再読だっ
たのですが、何度読んでも、まるでイスラム美術の精密
な工芸品のような美しい短編です。
次に「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」

中国系というと、
「三体」
（昨年、ついに待望の邦訳が
刊行されましたね。
）でアジア人初のヒューゴー賞を授与

です。これは中編です。ソフトウェアのライフサイクル

された劉慈欣（リウ・ツーシン）
、
「紙の動物園」でネビュ

というと、IT用語的には企画から販売、運用、サービス

ラ賞・ヒューゴー賞・世界幻想文学大賞の三冠を達成し

終了までの一連の工程のことを指しますが、ここでのラ

たケン・リュウKen Liu、
（ハードでもないソフトでもない）

イフサイクルは、子供型ロボットのソフトウェアの人生

ハードSFを煮込んだ「おかゆporridge SF」というSFジャ

を描いています。ロボットやAIに人権を認めるかという

ンルを生み出した夏笳（シア・ジア）などのいわゆる「中

問題は、SFの世界からすでに現実世界のものとなってい

国SF」作家たちが想起されますが、彼（女）らとは違い、

ますが、チャンはその先の世界を豊かに描いています。
そして最後に中編「不安は自由のめまい」
。量子力学

チャンは、中国出身ではありません。
これら中国SFが、どこかしら少しウェットなところ

の多世界解釈をテーマに、発動後に2つに分裂した世界

を残している（特に、大学で同じコンピュータ・サイエ

間での通信ができる「プリズム」というガジェットが出

ンスを学んでいたケン・リュウの文体はかなりウェット

てくるのですが、薬物依存ならぬプリズム依存症（向こ

だと思います。）のに対し、チャンの文章は、徹底して

うの世界では自分はもっとうまくやっているのを知って

冷たく、ドライです。

落ち込む、虚しくなる。）の自助グループがあるという

そして、寡作なのも特徴です。すべて短編または中編

アイデアはとてもリアルですし、そして、最後の仕掛け

なので、すぐに「もう全作品読破したよ。
」ということ

は（ネタバレとなるので言えませんが）うまいなあと思

ができます。

わされます。個人的には、次にチャンの作品が映画化さ
れるとすれば、これではないか、と思っています。人格

2

第二作品集「息吹」
2019年に発行された第二作品集「息吹」は、第一作品

が決断を作るのか、決断が人格を作るのか、という話に
ははっとさせられます。

集の「あなたの人生の物語」
（表題作はArrivalという名
前で映画化もされました。邦題「メッセージ」
）から17
年ぶりに出されたものです。

3

SFとは何か
さて、チャンは純然たるSF作家ですが、SFとは、こ

この「息吹」に通底するテーマは、
「家族」
「育児」で

のように、コンピューターその他のテクノロジーによる

す。先ほど、
文体は「徹底して冷たい」と書きましたが、

社会の変革と、変革によって人々が送る（送らざるを得

これは感傷的なスタイルではない、
という意味であって、

なくなる）日常を描くものです。

そこに感情が存在しないというわけではありません。献

ところで、私がこの原稿を書いているのは、2020年5

辞が「マーシャに」
（マーシャとはチャンのパートナー

月9日なのですが、厚生労働省が発表した「新しい生活

の名前です。）とされていることからも、家族のことを

1
様式」
、この言葉は、まさにSFですよね。発刊される頃

思って書かれたのではないかと考えます。

には、「もっと新しい生活様式」、「最新の生活様式」が

特に印象に残ったものを3篇あげます。

あらわれてくるのではないか、と思っています。

まず、冒頭作の「商人と錬金術師の門」です。これは
アラビアン・ナイトのような体裁をとっていますが、タ

1 厚生労働省Webサイト

イムトラベル物のSFです。ただし、過去も未来も変え

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_

られないという制約があり、その制約が物語を面白くし

newlifestyle.html
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「王とサーカス」とネパール
弁護士

4

野々山

宏

1

ネパールを旅した
現在では海外旅行はままならないが、2019年11月に、
長男に同行してもらい、ネパールのカトマンズ、ポカラ
などを旅した。約30年前、医療援助でネパールに派遣さ
れていた友人の、
「ネパールで、道は本来人が歩くため

みながら、アンナプルナ連峰のたくましいが優しい峰峰
をじっくり眺めていると、念願がかなったことが実感で
きた。
旅行では、ホテルにプールがあれば、泳ぐことにして
いる。ポカラにも屋外プールがあったので泳いでみた。

にあることを実感した。
」との言葉が印象深かったこと
と、
ヒマラヤ山脈をこの目で見てみたかったからである。
ネパールは、多民族、多言語、多宗教国家で、大国の
中国とインドに挟まれた小国だが、長く王国として独立
し、内戦を経て現在は民主共和国となっている。中国の
自治区とされたチベットと違い、ヒマラヤ山脈が盾と

さすがヒマラヤの麓だけあって、水が氷のように冷た
かった。しばらく泳ぐと慣れるだろうと思っていたが、
尋常ではない冷たさに身体が悲鳴をあげ、早々に引き上
げた。滞在中、私以外に誰一人泳ごうとしていなかった。
泳ぐためではなく、ホテルからのインスタ映えする景色
のためにあるプールなのかもしれない。

なって独立が保たれてきたのだろう。ネパールは、独自
の民族文化と、中国・チベット・インドの文化が融合し

3

ている。料理でも、カレーやダルバート（ネパールの定
食）はインド料理の影響を感じ、モモ（蒸し餃子）、ギャ
コック鍋（寄せ鍋）はチベット・中国の影響を感じた。
老若男女を問わず英語が普通に通じた。カトマンズの
バザールで道に迷ってしまったときにも、私のつたない

とサーカス」を読んだ。2015年末に公表された「このミ
ステリーがすごい」などのミステリー評価ランキングで
国内部門1位を総なめにした作品である。2001年6月にネ
パールの王宮で実際に発生した、国王をはじめとする王
族殺害事件を取り扱っている。米澤穂信は、「さよなら

英語を、皆さん良く理解してくれて助かった。グルカ兵
が英国やインド等英連邦諸国の傭兵になっているなど
の、伝統的な関係が実践的な英会話教育に力を入れてい

妖精」
「リカーシブル」
「満願」など読ませる作品から、
「犬
はどこだ」
「いまさら翼といわれても」など軽いタッチ
の作品まで幅広い。「王とサーカス」は、外国の事件に

る理由だろう。
2 ポカラのプールは氷のようだった
トレッキングコースは別にして、友人の言葉とは裏腹
に、道路には車があふれていた。道路状況は悪い。幹線
道路でも多くは未舗装で、穴だらけだった。自動車は激
しく揺れ、
移動時間にメールチェックをしようとしても、
とてもキーボードを操作できる状態ではなかった。11月
は乾期だったので、土埃が激しく、サングラスとマスク

対する日本のジャーナリストの取材姿勢がテーマとなっ
ており、読ませる作品に属する。ユーゴスラビア紛争を
扱った「さよなら妖精」に登場する高校生が、10年後に
フリージャーナリストとなり、カトマンズで遭遇した王
族殺害事件を取材していくストーリーは、それ自体大変
おもしろいが、それ以上に私が興味深かったのは、カト
マンズの街の描写と、ネパールの人々の外国人に対する
思いの指摘であった。

が必需品だった。幹線道路を外れた裏道を歩く方が快適
で、友人の言葉もその意味だったのかもしれない。
旅行中はずっと晴れていたので、ヒマラヤ山脈はいた
るところから眺めることができた。中でも、小型飛行機

カトマンズの蒸し暑い気候、断水状態、狭い通りの両
側に商店や露天商がつらなる街並み、多くの人でごった
がえすバザール、至る所にあるヒンデュー教の像などの
描写はリアルで、カトマンズの街に戻った気分にさせら

で間近で見たエベレストの頂と、ポカラからのアンナプ
ルナ連峰の眺めはすばらしかった。
エベレスト上空では、
パイロットがコックピットまで招き入れてくれて、エベ
レストの青白く輝く頂を指し示してくれた。今にもぶつ
かりそうなくらい接近して眺めた氷壁は、透明なうすい
ブルーで様々な形で迫ってきた。
ポカラでは、朝昼晩と太陽の光と雲によって様相を変
えるアンナプルナ連峰を満喫した。高原の高台、市内の
ペワ湖のほとりや、ホテルの部屋でネパールビールを飲

れる。また、王族殺害事件の外国人の報道はサーカスの
演し物でありイベントだ、外国人は正義を盾に報道して
結局ネパール人から仕事を奪っている、などの、外国人
によって国民の生活が混乱させられていると感じるネ
パール人の思いがメッセージとして発せられており、考
えさせられた。
ネパール旅行に行くなら「王とサーカス」が、セット
でおすすめである。

帰国してから「王とサーカス」を読んだ
ネパールから帰国してしばらく後に、米澤穂信著の
「王
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秦氏渡来
弁護士

1

友人S君のフェイスブックの投稿で、太秦の近くに

坂田

均

ことから、蘇我氏と同族だったともいわれていますので、

「大酒神社」という小さな祠があることを知りました。

この話は想像力を掻き立てます。さらにいうと、葛城に

由来書には「弓月王、372年に百済から民衆1万8670人余

ある高鴨神社の祭神は、大国主神の子の「迦毛大御神（か

りを引連れて帰化した」と太秦を中心に栄えた秦氏の渡

ものおおみかみ）
」であり出雲系の祭神といわれていま

来のことが書かれています。

す（村井康彦著「出雲と大和―古代国家の原像をたずね

372年とはどのような時代だったのでしょうか。聖徳

て」岩波新書26、159、163、165頁参照）。蘇我氏につい

太子が亡くなったのが622年ですから、時代はその250年

ては渡来系説が有力ですので、仮に、このような推論が

前です。天智天皇率いる日本・百済遺民の連合軍の唐・

全て正しいとすると、鴨氏は、渡来系の葛城氏と同族で、

新羅連合軍との白水江の戦いは663年ですから291年前の

しかも出雲系で、大和と山城に一大勢力を有していたと

出来事です。

いうことになります。

このような大規模な人口移動は歴史上稀ですが、百済

4

太秦に話を戻します。考古学的には、秦氏の入植時

で一体何があったのでしょうか。大和政権の協力なしに

期については、太秦を取り囲む嵯峨野地域には、前方後

このような大移動はできないはずですが、政権が受入れ

円墳が築造された5世紀から6世紀代と、洪積台地が集落

た理由は何だったのでしょうか。

として開発される7世紀代の2つの可能性があるとされて

2

います。後者が有力のようです（東洋一・加納敬二著「嵯

4世紀といえば、朝鮮半島には高句麗、百済、新羅

の3国が互いに相争う関係にありました。

峨野における秦氏の到来時期についてー地形から見た嵯

高句麗は、313年に晋を滅ぼし楽浪郡を奪還し、その

峨野の開発過程―」）。この頃に、聖徳太子は、秦河勝に

後勢力を拡大しています。百済は、4世紀前半には朝鮮

命じて葛野大堰の築造をさせていますし、秦河勝は太子

半島の約半分を支配していましたが、高句麗との391年

から譲り受けた仏像のために広隆寺を建立したといわれ

から396年の間の戦いの結果、漢江以北の領土を奪われ

ていますので、おそらく秦氏は7世紀に太秦に定着した

ています。広開土王碑文によると倭国も百済支援のため

とすべきなのでしょう。

391年ころに出兵しているようです。5世紀に入ると高句

秦氏が入植した地域は、太秦以外にも、伏見深草、河

麗の南進政策の圧力は高まり、百済は475年に首都を漢

内讃良郡、摂津豊嶋郡、針間国、阿波国、伊予国など広

城から南の熊津城に遷しています。

範囲に及んでいますが、弓月王はすぐには太秦に入らず

このように390年代の朝鮮半島は、高句麗優位、百済

に、場所的に大和政権に近いところで貢献していたので

劣位の関係にあり、百済は高句麗から大きな圧力を受け

はないでしょうか。

ていたといえます。漢江付近の領土も失っています。

5

372年は391-396年の少し前の時期ですが、両国は戦争状
態にあり、弓月王は諸族を守るため日本に新天地を求め
て渡来したということではないでしょうか。
3

次に、葛城氏のことに触れておきます。葛城氏は4、

問題は、大和政権が弓月王を迎え入れた背景です。
秦氏が技術集団として必要だったというのは説得力が

あります。
しかし、たとえ大和政権主導であったとしても、そう
簡単に1万8670人もの人々を受入れられるものでしょう

5世紀に大和政権で活躍した豪族ですが、興味深いのは

か。当時の日本の人口はおそらく450万人足らずだった

その祭神です。村井康彦氏によると、
葛城氏の籠（この）

と思いますが、住民とのトラブルなどの移民問題はな

神社の祭神は「彦火明命（ひこほあかりのみこと）」で

かったのでしょうか。

すが、これが鴨氏の上賀茂神社の「賀茂別雷神（かもわ

もしかすると、大和政権は朝鮮半島に領土的野心が

けいかずちのかみ）
」と同一異名であるというのです。

あったのかもしれません。それとも、当時日本にはすで

仮に、この解釈が正しければ、鴨氏は、実は葛城氏と同

に多くの渡来人が居住しており、受入れに伴う移民問題

族であるということになります（勿論、反対説もありま

は生じなかったということなのでしょうか。

す）。葛城氏は、蘇我蝦夷が祖廟を葛城の高宮に建てた

想像はとどまることなく広がって行きます。

5
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ｗeb呑み会
弁護士

浩三

これまでの燦に書いた私の趣味をまとめると、私の趣

につながって宴会できるところがすばらしい。前述の小

味は、「宴会と登山とマラソンとボルダリングとトレイ

布施見にマラソンは今年の7月12日午前6時に開催予定

ルラン」だ。この中で一番古い趣味は「宴会」だ。だい

だったが、中止となった。本来なら長野県に集まり、前

たい35年くらいの「キャリア」だ。まあ､ 人と酒を呑ん

夜祭と打ち上げで呑む予定だったメンバーとも会えなく

でいるだけといわれれば、それだけなのであるが、今年

なったが、LINEでweb呑み会をしようということにな

の新型コロナウイルス問題は私のこの一番古い趣味のあ

り、遠隔地各所を結ぶweb呑み会となった。私のいる京

り方にも多大な影響を与えた。

都のほか、大阪、埼玉、千葉、東京、長野にいるメンバー

強力な感染力をもつこのコロナ対策として、いわゆる

も参加した。

三密（密閉、密集、密接）を避けることが求められ、居

web呑み会では、当然のことながら各自が酒とつまみ

酒屋などでの宴会もほとんどできなくなった。飲食店で

を準備する。それぞれ準備した酒やつまみをwebカメラ

のアルコール類の提供は午後7時までとなれば、なおさ

で見せ合い、いろいろ論評していくのもおもしろい。つ

ら外で呑もうということにはならなくなった。しばらく

まみの餃子で盛り上がった

は一人でしらふの家族を相手に家で呑んでいたが、やっ

際には、餃子を4人前（24

ぱり「宴会」がしたくなるものだ。コロナ対策として、

個）次々と焼いていく人が

仕事では対面の面接・会議の代わりにweb会議（webカ

いたり（焼いている際には

メラとマイク・スピーカーで行うインターネット経由の

webカ メ ラ か ら は 姿 を 消

会議）が開催されるようになったが、呑み会もweb呑み

す。）、王将の餃子がやっぱ

会で開催されるようになった。
webの手段としては、LINEやFacebookのMessenger

宴会風景（王将メニュー版）

りうまいとか、王将のスタ
ンプを25個集めると5％割

で画像送信と音声通話ができるのでこれでもできる。

引カードがもらえたなど、よく考えるとつまらないが

LINEでは複数人でつなぐこともできることを確認した。

酔っ払っているのでそれな

実際のweb呑み会（会議）で使うことが多かったのは

りに楽しい会話が楽しめた。

zoomだ。これは主催者がいればアカウントを取得する

zoomで は 画 面 の 背 景 を

必要がなく、主催者から送られてきたURLをクリック

バーチャル背景にすること

するかミーティングIDとパスコードを入力すれば誰で

ができ、これもいろいろこ

も簡単に参加できるのでとても便利だ。Skypeは当初ア

るとおもしろい。私がよく

カウントが必要だったが、web会議にzoomが使われる

使っていたのは高級ウイス

様になると対抗して、アカウント不要で会議に参加でき

キー響のエチケットだ。酒飲みっぽくて気に入っている。

るようになったらしい。
zoom呑み会は、普通の呑み会とあまり変わらない程

バーチャル背景

web呑み会は自宅で呑んでいるので、飲み過ぎること
があるようだ。マスコミでは、際限がなくなり、午前2時、

度自由に会話できる。コンマ数秒のズレを感じることも

3時まで呑んだ人がいた話を聞いた。また、実際、私が

あるが、それも慣れるとあまり気にならない。京都弁護

web呑み会で呑んだ人もワイン1本を一人で呑んでいて

士会マラソン部の面々、事務所のメンバー、小布施見に

酔って寝てしまったという人もいた。帰る必要がないの

マラソンに参加予定だった取引先の面々などと何回か

で、気が緩んでの飲み過ぎに注意である。

web呑み会をやったがとても楽しい。

web呑み会で何とか宴会できているが、やっぱりリア

web呑み会の良いところは、とにかく、コロナ問題で

ル呑み会が恋しいものだ。一刻も早くリアル呑み会がで

実際に会って宴会できない状況のなか、会ったのとあま

きる状況にしないといけないと思う。呑み会を含め、コ

りかわりない状況で宴会ができることだ。これは当然と

ロナ問題は社会のあり方を変えていくように思う（もっ

いえば当然だが、
まずはおさえておかなければならない。

と切実な変化もあるが、呑み会は私にとってそれなりに

次に、普段ならなかなか会えないメンバーともお手軽

6
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切実なのでこの話題を取り上げさせていただいた。
）
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イノチからがら
客員弁護士

大瀬戸

豪志

振り返ってみると、これまでよく無事に生きてこられ

りで、犬に尻をかみつかれそうになりながら、一目散に

たものだと思うほどに大きないくつかの出来事に遭遇し

皆の後を追いました。頭によぎったのは、空襲の焼夷弾

てきました。

から逃げ惑う群衆の映像でした。

なかでも最大の出来事は、2001年9月11日のアメリカ同

そのうち、周りが急に静かになり、警官の大声も犬の

時多発テロ事件との遭遇です。調査旅行でニューヨーク

吠え声も聞こえなくなりました。あたりを見回すと、日

のエンパイアステートビルの近くのホテルに宿泊していた

本人でない外国人ばかり。どうなることかと不安に駆ら

11日の朝、訪問先に行く準備をしながらテレビを見ると、

れながら、徘徊すること数時間、明け方になってやっと、

ワールドトレードセンターの上方から真っ黒な煙が立ち

警官が「爆弾は誤報だったからホテルに戻るように」と

上っているではありませんか。アナウンサーの興奮した口

いってくれました。こん畜生めと思いながら、なんとか

調から、大変なことが起きたのだろうと察しはつきました

ホテルに帰り着いたときはすっかり夜が明けていまし

が、早口の英語で全く聞き取れませんでした。ロビーへ降

た。その日にシアトルへ移動する予定でしたが、飛行機

りていくと、すでに異様な臭いが漂っており、テロだと知っ

は全てストップ。やむなくニューヨークにとどまること

て興奮した人々でごった返していました。急ぎ日本へ連絡

になりましたが、都心部のホテルは危ないということで、

しようと思い、電話ボックスへ行きましたが、すでに長蛇

セントラルパークの近くのホテルに移りました。それか

の列で駄目でした。遅れてきた迎車に乗って訪問先へ赴き、

らおよそ1週間、そのホテルで軟禁状態が続きました。

なんとか用件を終えることができましたが、さあ大変、都

その間、市内の娯楽施設はすべて閉鎖、歩いて行けるメ

心部が封鎖され、ホテルへ戻ることができません。訪問先

トロポリタン美術館やカーネギーホールも例外ではあり

の弁護士のご厚意で自宅に泊めていただくことになりまし

ませんでした。日本行きの飛行機が出るまで、毎日セン

た。文字通りの大邸宅で、広々とした部屋と調度品の豪華

トラルパークの中をグルグル歩き回るだけの日が続きま

さを目の前にして、これがアメリカの弁護士の私生活なの

した。サンフランシスコ経由の飛行機でやっと日本に戻

かと、驚嘆と羨望が入り混じった複雑な感情に見舞われた

ることができました。後で知ったことですが、当時の石

ことが思い出されます。

原慎太郎東京都知事がテロの日の翌日、尾身幸次大臣が

その翌日、封鎖が解かれ、元のホテルへ戻ってからが、

その2～3日後に帰国していたようです。私ども平民はテ

まさに戦争状態でした。夜の10時ころ、突然非常ベルが

ロの日から1週間の足止めをくいました。この差は一体

鳴り響きました。
ビックリしてドアを開けて外を見ると、

何なのでしょう。

誰かが「ボム、ボム」と叫びながら階段を駆け下りてい

このほかにも、31年間過ごした東京から関西へ移住し

くではありませんか。急いでパスポートやお金を入れた

た翌年の1995年1月に阪神淡路大震災にあい、2011年3月

ウエストポーチを手に取り、後に続きました。そのまま

には、東京へ向かう新幹線の名古屋駅を過ぎたあたりで

外に出ると、犬を連れた警官が「爆弾が爆発するかもし

東日本大震災に遭遇しました。とくに、東日本大震災の

れないから、ホテルからできるだけ遠くへ逃げろ」と大

ときは、その後の報道を見て、よくもまあ新幹線が脱線

声を張り上げていました。なぜかその時の英語はちゃん

しなかったものだ、もし脱線していたらとても無事には

と聞き取れました。必死になって、皆の後を追って走り

すまなかっただろうと思い、ゾッとしたものでした。

ました。気が付くと、機内用のスリッパでした。そのま

これだけ大きな出来ごとに遭遇しながら、無事に生き

ましばらく走って歩き始めると、警官が後ろから「もっ

ながらえてこられたのは、奇跡なのか、単に悪運が強かっ

と遠くへ」
と叫びながら、
犬をけしかけてきます。スリッ

ただけなのか、分かりませんが、残された命を今後とも

パなのでそんなに早く走れるわけはありません。しんが

大事にして過ごしていこうと思っています。
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「アングルのヴァイオリン」
客員弁護士

1

フランスに「アングルのヴァイオリン」
“ violon

d’

二本松

利忠

の価値判断が入る。その意味で、裁判官の判断は全人格

Ingres ”という成句がある。19世紀前半に活躍した新

的判断であるといわれることも了解できる。そして、人

古典主義の巨匠ジャン＝オーギュスト・ドミニク・アン

はおのれの分相応のものしか看取し理解することができ

グルは、
「グランド・オダリスク」
（横たわるオダリスク）、

ないから、こちらの器が大きくなると同時に、たくさん

「泉」などの絵画で有名で、ルーブル美術館には「アン

の引出が必要であることになる。
私は、残念ながら多趣味・無芸にとどまり、誇れるよ

グルの部屋」が設けられ、多くの作品が展示されている
（一部はオルセー美術館にもある。
）
。
一方で、
アングルは、

うな域に達したものはないが、羨ましいほどの趣味・芸

ヴァイオリンの名手でもあり、パガニーニと協演できる

事を楽しんでいる裁判官が少なくなかった。私の知ると

ほどの腕前であった。しかし、アングルは、自分の本業

ころでも、書画・写真、日本舞踊等玄人はだしの趣味を

はあくまで画家であるとして、勧められても、入場料金

持っている者、毎年のようにバイロイト音楽祭やイタリ

をとる演奏会への出演は固辞したとのことである。この

ア・オペラ鑑賞に出かける者がおり、鉄道マニアもたく

ような故事から、
「アングルのヴァイオリン」とは、
「（本

さんいる。大のミステリー・ファンで、翻訳ものに飽き

格的な）趣味」あるいは「余技」
「余芸」といった意味

足らず、ペーパー・バックを米国から取り寄せて海外ミ

に使われている。

ステリーの書評集を出版した者もいた。これらの人たち

2

裁判官に任官した当初、司法研修所や配属庁におい

は、何も裁判官の仕事に役立てようと考えてしているの

て、新任判事補研修として先輩裁判官から裁判官の心構

ではなく、好きでしていることがその精神世界を豊かに

えなどについて話を伺う機会が何度かあった。
その中で、

し、結果的に裁判官としての判断の質を高めることに寄

何人かの大先輩に「様々な分野の本をたくさん読め。」

与しているのであろう。

とか「趣味を持て。
」と勧められた。これに対して、私は、

4

仕事をする上で必要な専門書等を読むのは当然として

びと解放し、大いに楽しむと同時に、そのことがまた本

も、それとは別に好きな本を読みたいし、趣味は好きで

業の絵画を豊かにしたのであろう。私も先輩として、若

やるもので、裁判官の仕事に役立てるためにするという

手裁判官に裁判官としての心構えなどについて話をする

なら、それは趣味とはいえないなどと内心で反発してい

立場になったとき、アングルの故事を引き合いにして、

アングルも、本業でない音楽の世界で自分を伸び伸

た。当時の自分は、裁判とは、ケースを論理的に分析し、 「趣味を含めて、裁判以外に自分の好きなことを見つけ
判例を含む法規範を適用して合理的な推論によって結論

たほうがよい。そこでの精神活動が自分という人間にふ

を導くものであるという意識が強かった上、裁判官は裁

くらみを持たせるのであり、趣味を通じた交友関係など

判官の仕事に全身全霊を捧げるべきであるとする精神論

も、人間としての幅を広げることになる。また、裁判官

に息苦しさを感じていたからであった。

の仕事は負担感が重く、ストレスがたまる。仕事以外の

3

しかし、経験を重ねるうちに、上記のような助言を

ところに自分の固有の領域を持っていることは、そこで

された先輩裁判官の真意は、裁判をするに当たっては最

自分を解放することができるし、仕事以外に、自分らし

終的な判断者としての人間的力量が必要であり、そのた

さ、生きがいというものを見出していくことは精神衛生

めに視野を広め、識見を高めていく必要があるというこ

上とてもよいことだ。
」と語ってきた。このことは、裁

とであり、私が皮相的に捉えていたようなことではない

判官に限らず、法曹全般に当てはまるものであると考え、

ことを理解するようになった。世の中には、通り一遍の

法科大学院の授業においても、同様のことを学生に語っ

法解釈や判例を知っているだけでは片付かない問題がた

てきた。目の前の司法試験合格を目指して余裕がない学

くさんある。事実認定に当たっては、幅広い人生経験、

生にどこまで伝わったか心もとないが、こんなことを聞

豊かな一般常識が必要とされる。また、法の適用につい

いたことがあるといつか思い出してもらえることを期待

ては、
適用の前提として「法律の解釈」が必要となるが、

している。

それは実践的・創造的作用であり、その作業には法律外
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私の健康維持法
弁護士

今年は、新型コロナウイルスの影響により、外出自粛
が求められるなど、いつにもまして健康を維持するのが

茶木

真理子

できます。また、体幹が鍛えられる、姿勢が良くなると
いった効果もあるようです。

難しくなっていると感じます。趣味の山登りも自粛。新
聞やテレビの情報番組では、筋力維持のための体操やス

●麻雀

トレッチといった運動方法が毎日のように紹介されてい

学校休校や外出自粛が続くなか、家の中では時間を持

ますが、飽き性で、体の硬い私には、どれも今一つ。何

て余し、ついついテレビや動画、ゲームばかりになって

とか、身体と心の健康を維持しようと考えた結果、辿り

しまう、何か家族で楽しめるものを、ということで、麻

着いた方法が以下の2つでした。

雀を始めることにしました。
皆さんもご存知のとおり、麻雀は、最近では「健康麻

●縄跳び
以前は、自宅の周りを軽くランニングしていたことも
ありますが、周囲の目が気になったり、ウェアを着替え
るのが面倒だったりで、続いても1か月程度でした。

雀」などと呼ばれ、過去の悪いイメージは払拭されて、
頭や手先を使う、他者と会話ができるといったことから、
高齢者に人気で認知症予防にも有効だとされています。
私は、子供の頃に、親から麻雀を教わりました。ただ、

健康診断で運動不足を指摘されることが続き、何か運

基本的なルールは理解しているものの、なかなか上達し

動をしなければということで、テレビで紹介されていた

ないまま、社会人になってからは時間に追われ、しばら

縄跳びを始めることにしました。

く麻雀から遠ざかっていました。

縄跳びは、小学校の授業の一環で検定試験が毎月行わ

今回、久しぶりに再開したわけですが、記憶力や思考

れており、それに合格するため日々練習をし、難易度の

力に衰えを感じるようになってきた私にとっては、とて

高い技を習得するなど、密かに自信がありました。

も良い頭の体操になっています。良い手で上がることが

テレビでは、まずは前飛び100回を目標にすることが

できると、スカッとしてストレス解消になりますし、何

言われていました。ちなみに、小学生の時は、一年生で

よりも、麻雀をやっていると、時間の経つのがとても早

前飛び1分間を軽くクリアしていましたので、100回ぐら

く（我が家では、いわゆる「半荘（ハンチャン）
」と言

いならば余裕で飛べると考えていました。しかし、いざ

われる1試合あたりで、最低でも2時間はかかります。）、

始めてみると、最初は50回を飛ぶのも、やっと。前飛び

恰好の暇つぶしになります。麻雀を家族でやっていると、

50回ですと、時間にすると30秒程にしかなりません。一

スマホ漬け、ゲーム漬けの子供達を叱る必要もなくなる

番つらいのは、若い時には全く感じなかった足腰への負

ので、私の精神衛生的にも、とても良い健康維持法とい

担です。50回を超えると、足があがらなくなり、飛ぶテ

えます。

ンポもどんどん乱れていきます。ただ、
不思議なもので、
毎日続けていると、どんどん飛べる回数が増えていき、

皆さんも、日頃の健康維持については、様々な工夫さ

それがモチベーションを高めてくれます。今は、1セッ

れているのではないかと思います。機会がありましたら、

ト200回、1日2セットを目標にしています。飛び終わっ

皆さんの健康維持の方法について色々とお話を伺いたい

た後は、軽くランニングをしたぐらいの疲労感がありま

です。そして、そのような機会が早く訪れることを、心

すが、道具はもちろん縄跳びさえあればよいので気軽に

から願っております。
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ベランダ菜園
弁護士

1

我が家には庭がない。戸建だが、割と街中にあり駐

邦晴

していって、切って使っても、次々新芽を出して育つ上、

車場のスペースを確保するのがやっとだった。山奥の農

花も薄紫が可憐で、挿し木で簡単に増やせるという利点

家で育った私の父は、植木を剪定したり植物を育てたり

もある。タイムも同様で、ハーブ系では、コリアンダー

するのが好きな人だったので、一緒に手伝っていた私も

（パクチー）
、パセリ類も、育てやすく十分食べられる。

土いじりは嫌いではなく、
どちらかというと好きな方で、

色目や香り付けに、ちょっとちぎって使うことができる

できれば「土」が欲しいところであった。しかし、都会

というのは便利で、好きな人には勧められる。間違いが

で暮らすには致し方ない。

ないのは山椒で、鉢植でも毎春香り高い木の芽が大量に

それでも、京都は街中でも比較的緑が多い都市である

生えてくるので、採りたてを遠慮無く食することができ

し、人々は密集した街の中であっても、植物を育て、飾

る。他方、ミント類は、強靱で成長が早く最初は楽しい

り、生活に取り入れるのがとてもうまい。狭い場所では

が、地下茎を伸ばして驚異的に繁殖し、使い道も限られ

狭い場所なりに、季節感を演出し、美意識をもって生き

るので、結局それ以来植えていない。失敗したのはセロ

ていくというのが、いかにも京都らしい。

リで、繊維質が硬くなりすぎて食べられなかった。

2

意外と難しい（おいしくならない）のが、
「実」物。

してみると、我が家にも庭はなくともベランダはあ

る。東向、南向で、日当たりはよく、洗濯物を干すだけ

多分、正しい育て方と肥料などによれば、おいしくでき

ではなく、植木鉢やプランターを置くスペースは多少あ

るはずだが、日当たりにまかせて放置して育てるだけで

る。そこでは、基本的に花や観葉植物を育てているが、

は、うまくいかなかった。オクラ、トマト、キュウリ、

最近は、少しずつ食用の植物を試している。育っていく

ゴウヤなどは、育って実はできても、皮が硬い、青臭い、

過程を眺めるのも、できあがったものを食べるのも、な

大きくならない等食用としてはなかなか難しい。イチゴ

んだかうれしいものがあり、結構楽しいものである。

は多くできるが、水分、甘み、大きさなど、そのままと

もちろん、場所も、お金も、手間も、あまりかけたく

いうよりもジャム用かなという感じだった。ただ、唐辛

ないし、実際かけられない。それでも、それなりに楽し

子系は育てやすいし、料理にも使える。鷹の爪は、鑑賞

めるというところや、ステイホームの自粛中でも楽しめ

用にもなり、乾燥させて料理に使っている。

るというのがいいところである。最近は、よく分からな

最近、よく育てているのは、バジル、紫蘇、ルッコラ

くても、ネットで調べれば育て方などの情報に簡単にた

など。強くてどんどん育ち、必要な葉っぱをちぎって使っ

どり着くので、困ったことになってもなんとかなるし、

ても、どんどん増えていく。苗を買って育てた方が簡単

成り行き任せというのもまた面白い。

で確実だが、ルッコラは発芽率が高く種からでも失敗し

ベランダと一口にいっても、向き、広さ、日当たり、

ない（二本松弁護士に勧めてもらった）
。我が家のベラ

通風、素材、屋根の有無などがそれぞれに違い、熱風を

ンダは、真夏は暑くなりすぎて難しくなるが、それまで

吹き出すエアコンの室外機という厄介者もいるので、場

はプランターで育てていて、結構重宝している。

所によって環境が全く違う。思ったより植物に過酷な環

4

境であることも多く、実際試してみないとうまく育つか

ろいろと挑戦して楽しんでいる。知人の中には、ある程

よく分からない。手間暇かけて手入れできる人は別とし

度の広さをもつ菜園を借りている人もあり、そういう生

て、水やり以外に手入れできるのは1週間に1日（それも

活にも憧れがあるが、現状はまだ難しい。今は、そこま

せいぜい数時間）くらいというぐうたら者では、その場

でするのも少し重たいので、失敗しても別にいいやと思

所で放っておいても良い、丈夫で育てやすいものをいか

いながら、うまくいったときのささやかな喜びに期待し

に見つけるかが重要になる。

て、身近なところでちまちまと楽しんでおこうと思って

3

いる。それが性にも合っている。

我が家の場合、最初に植えたのはローズマリー。調

理の風味付けにつかうハーブだが、乾燥に強く幹は木化

10
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フェスの魅力
弁護士

CDが売れなくなったことから、音楽業界では、ライ
ブ等で音楽を直接経験してもらうことで利益を獲得する

北村

幸裕

る。不用意に並んでしまうと、購入する前に最初のライ
ブが始まってしまいかねない。細心の注意が必要である。

方向に舵が切られて久しい。ここ数年、様々なミュージ

飲食のための屋台も出ていて、そこでしか食べられな

シャンが集まってライブをするいわゆるフェスが各地で

いようなおいしい食事をすることもできる。1人前の量

たくさん実施されているのもその表れである。

が少なめなので、あれこれとおいしそうなものを食べる

これを書いているとき（令和2年5月時点）
、新型コロ
ナウイルスの影響で各地のフェスが次々に中止・延期に

ことができる。
子ども連れで来られる方のために、子どもが楽しめる

なっており、私が毎年参加している『京都大作戦』も、

イベント（ワークショップ等）などを実施しているもの

残念ながら今年は中止となった。

もある。一方、立ちっぱなしがしんどい方のために、
座っ

今回は、社会情勢を踏まえつつも、あえて私が考える
フェスの魅力を語ってみたい。
ちなみに、添付の写真は、昨年参加した『京都大作戦』

て見るスペースを用意しているものもある。
つまり、フェスとは、幅広い年代の方が、自由な方法
で、音楽を楽しむことができる素晴らしいイベントなの

のときである。開始直前で、日光、暑さ、寒さ対策は万

である。ライブ初心者でも楽しみやすく、参加しやすい

全となっている。

というのが大きな魅力ではなかろうか。
フェスでは、たくさんのアーティストが参加している
ので、当然、よく知らないアーティストもいる。そのた
め、今まで聞いたことがないアーティストのライブを見
て、ファンになることもある。実際、私が最近好きになっ
たアーティストは、ライブで知ったものが多い。新しく
アーティストを知ることができるというのがフェスの魅
力の一つである。
また、私は、音楽とは、聞くだけのものではなく、全
身で体感するものだと思っている。フェスに限るわけで
はないが、ライブ中は、音楽に合わせて体を揺らしたり、

フェスには複数のアーティストが参加する。各アー

アーティストと一緒に歌ったり、合図等に合わせて声を

ティストは短時間（例えば30分）でライブを行い、その

出したりする。音楽のジャンルによっては、リズムに合

後セッティングの時間をはさんで、次のアーティストが

わせて頭を上下に激しく振る、周囲とぶつかるほど暴れ

ライブを行うというスケジュールで進んでいく。複数の

る、大勢でサークル状に回る、人に乗って流れていくと

ステージが設置されて、ステージごとのライブ時間がズ

いうこともある。こうやって全身で音楽を楽しむと、日

レていることも多い。そのため、位置関係上ステージ間

頃のストレスなんてあっという間に吹っ飛んでしまうの

の移動が容易なら、常時誰かのライブを見ることが可能

であり、全身で音楽を体感できるというのもフェス（ラ

である。

イブ）の魅力の一つだろう。

また、単にライブが行われているだけではない。参加
アーティストやフェスのグッズ販売がなされているので、

もちろん、魅力はこれだけで留まるものではないが字

ライブの合間に、物販に行ってグッズを購入することも

数の都合上書き切れない。新型コロナウイルスによる規

できる。最近ではネット販売があるので、事前にグッズ

制が落ち着き、フェスが開催できるようになれば参加し

が買えるが、フェス会場でのみ入手可能な限定グッズが

たい。

売られていることも多く、フェスが始まる前は、お目当

皆さんも一度体験されてはいかがでしょう？

てのアーティストグッズを購入する人の行列ができてい
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子供と楽しむアナログゲーム
弁護士

本稿執筆時点では、新型コロナウイルス感染症に関す

増田

朋記

んが、大人も楽しみながら脳トレになるゲームです。

る緊急事態宣言が延長された状況にあり、私も外出自粛
により、休日はどこへも出かけず、巣ごもりする生活と

（2）ガイスタートレッペ（日本語名：オバケだぞ～）

なっています。今回は、この巣ごもり生活を楽しく乗り

二つ目はガイスタート

越えるべく、私が5歳の子供と一緒に楽しんだアナログ

レッペという双六ゲームで

ゲームについて、ご紹介したいと思います。

す。基本的なルールは、サ

現代ではゲームといえばテレビゲームやスマホゲーム

イコロを振って、階段の絵

などのデジタルゲームをイメージする人が多いと思いま

が書かれたボードを1段ず

すが、ボードゲームやカードゲームといったアナログ

つ進んでいき、最初にゴー

ゲームも根強い人気を持っています。

ルについた人が勝ちというもので、非常にシンプルです。

特に子供に目を向けますと、デジタルゲームについて

ただ、このゲームではサイコロでおばけの目が出ると、

は、香川県でゲームの利用時間のルール作りを促す条例

コマがおばけコマに変身します。さらに全員がおばけコ

が成立するなど、依存症等の悪影響が危ぶまれる社会情

マになった後におばけの目が出ると、2つのおばけコマ

勢にあります。他方で、アナログゲームは、おもちゃ屋

の位置が入れ替わります。おばけコマはどれも同じデザ

さん等で子供達の知育を促進するグッズとして宣伝され

インなので、入れ替わっているうちにどれが自分のコマ

るようになっています。

かわからなくなってしまいます。このゲームはコマや

個人的にはデジタルゲームもアナログゲームも付き合

ボードのデザインが良くて、子供にはとても魅力的なよ

い方次第ではないかと思っていますが、小さい子供と一

うです。子供はなぜかおばけが好きですね。ウチの場合

緒にやるのであればアナログゲームの方が断然楽しいと

は一度やると子供がなかなか飽きないので、何回も繰り

思います。

返しプレイしています。

では早速ご紹介しましょう。
（3）ゴブレットゴブラーズ
（1）ウボンゴ

最後はゴブレットゴブ

一つ目はウボンゴという

ラーズというゲームで、井

早解きパズルゲームです。

の字に組んだ場にコマを置

様々な形が描かれたボード

いて、縦か横、あるいは斜

に、指定されたピースをは

めに自分の色のコマを3つ

め 込 む 早 さ を 競 うゲーム

並べた方が勝ちとなりま

で、まさしく知育という感

す。いわゆる○×ゲームですね。ただし、コマには大・

じです。
アナログゲームの中では有名なもののようです。

中・小の3つのサイズがあり、大きいコマは小さいコマ

1番目にパズルを揃えた人は青い宝石（3点）が、2番目

の上に重ねて置くことができます。さらに一度置いたコ

に揃えた人は黄色い宝石（1点）がもらえるという仕組

マを取って移動させるということもできます。これもな

みですが、パズルを揃えさえすれば、これに加えてラン

かなか頭を使いますが、操作は簡単なので子供も楽しん

ダムに宝石（1点～4点）がもらえるので、運がよければ

でいます。

1番でなくても高い点数がもらえます。
また、ボードは4ピースのものと3ピースのものが選べ

アナログゲームを調べてみると、本当に様々なものが

るので、子供を3ピースにすれば、大人とでも良い勝負

あります。皆様も是非童心に返って遊んでみてはいかが

ができます。1ゲーム9ラウンドで、長丁場で頭を使いま

でしょうか。

すから、1日に何回も繰り返すという感じではありませ
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それは、アベソーリやろ
弁護士

昨年の漫才コンテストで見事優勝された若手漫才コン

長谷川

彰

治家は、隠し事が嫌いな人で、それもオカンが好きな理

ビのネタ帳らしきものを見つけました。中をのぞいてみ

由の一つらしいわ。

ると…

U：隠し事嫌いな政治家っていうなら、アベソーリちゃ

U：はい、ありがとうございます。マスクをいただきま

うなあ。あの人は、隠しておくの大好きやから、周りの

した。
（K、内ポケットへ入れるふり）

人が忖度して、公文書まで隠してしもたくらいやで。

K：あのな、うちのオカンが好きな政治家がいるらしい

K：違うかな。オカンがいうには、その政治家は俳優さ

ねんけど、その人の名前をどうしても思い出せんていう

んとか芸人さんに囲まれて夫婦で写真撮ったはるらしい

ねん。

んやけど。

U：ほな、その人誰なんか僕が一緒に考えてあげるから、

U：それやったらやっぱりアベソーリやろ。あの人は、

その政治家の特徴について、オカンがどう言うてたか聞

アキエ夫人と桜を見る会で、石坂浩二とかイッコーさん

かせてくれるか。

とかたくさん有名人に囲まれて写真撮ってはるから、ア

K：オカンああみえて、国会中継見るの大好きなんや。

ベソーリに間違いないわ。

それで、その政治家は、しょっちゅう国会中継に出て、

K：せやなあ。もう一つ、オカンがその政治家好きな理

いろいろ聞かれるのに答えてるンやて。

由は、嘘つかはらへんとこらしいわ。

U：それひょっとすると、アベソーリちゃうか。

U：それやったら、アベソーリと違うかもしれんな。あ

K：僕もアベソーリかなと思ってオカンにいうたら、い

の人は、福島の原発の汚染水の影響は完全にブロックさ

やそんな名前やないていうねん。

れていますって大見得きって、東京オリンピック誘致し

U：ほな、その政治家の特徴もうちょっと詳しく話して

た人やで。オレは、嘘つくの平気な人やとみてるねん。

くれるか。

K：せやなあ。あと、オカンがいうには、その政治家は、

K：オカンがその政治家好きな理由は、質問に対して、

家庭を大事にする人らしいわ。

真っ正面から答えるところなんやて。

U：ほな、やっぱりアベソーリやで。あの人は、国民が

U：それやったら、アベソーリちゃうなあ。アベソーリ

コロナの感染防止のために休業させられて、明日の生活

は、野党議員の質問に対し、噛み合わんよう、噛み合わ

に困っているときに、家で犬と遊んでる人やで。コロナ

んように答えるのが得意な人やから、質問に真っ正面か

対策の記者会見でも、自分の言いたいことだけ言ったあ

ら答えることなんかないよ。

と、記者が質問していてもさっさと退席しはる。翌日の

K：オカンが言うにはな、その政治家は、最近布製のちっ

新聞で首相動向欄見てたら、そのあと自宅へ帰ってるン

ちゃいマスクをしてるらしいわ。

や。よほどのことがない限り、7時半頃には自宅へ帰っ

U：それやったらアベソーリやないかい。あの人、周り

たはるよ。

にたきつけられて、マスク不足解消のため布製マスクを

K：うーん。オトンにどう思うって聞いたらそれはアソ

一世帯あたり2枚配布するって決めて、自分もずっとそ

ウさんやろ言うねん。

のマスクつけたはるねん。絶対その人アベソーリやわ。

U：確かにあの二人よう似とるけど、それはちゃうやろ。

K：僕もアベソーリやと思て、オカンに言うと、その政

K：もういっぺんオカンに確認してみるわ。
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フルマラソン
弁護士

若竹

宏諭

元々、サッカー中にボールを追いかけて走ることはそ
れほど苦ではありませんでしたが、ボールがないところ
で走ることは好きではありませんでした。運動不足解消
のために、近所を数キロ走る程度で、長くても10キロ程
度を走って非常に満足していましたし、走ることを継続
できたこともありませんでした。
その私が、マラソン大会に出ないかという弊所長野弁
護士からの一言で人生初のフルマラソンを走ることが決
まったのが、昨年の初夏のことでした。体力作りにつな
がると考えたのと、人生で一度は走っておきたいという
気持ちがどこかにあったのか、それほど悩まずにエント

べきなのかがよく分かりません。42.195キロは未知の世

リーを決定しました。試験と同じで、
参加費を支払って、

界であったため、そもそもどう走っていくのかイメージ

エントリーをすることで逃げ場をなくしてしまえば、否

すらできなかったからです。今までに味わったことがな

応なく練習もするだろうという考えでした。基本的な目

い、なんともいえない気分でした。スタート後、走り始

標は、歩かずに走り続けてゴールすること（完走）に設

めて気付いたのは地元の方からたくさんの声援があった

定しました。

ことです。走る側になって分かったのは、沿道からの応

半年後の本番までに、徐々に走れる距離を長くしてい

援がものすごく力になるということでした。コースそれ

くことにし、本番の1ヶ月前にはフルマラソンと同等の距

自体も、島根県と鳥取県の間にある中海を渡る景色が良

離を走っておくという計画を立てました。まずは、鴨川

いコースで、一定の間隔で設置されたエイドでは、地元

沿いを週1回走ることから始めました。距離も5キロ程度

の名物も食べることができるなど、参加者のための工夫

からにしましたが、夏だったからなのか、体力がなかっ

が感じられました。30キロを過ぎた後には、2箇所の坂

たからなのか、あるいはその両方なのかは分かりません

道があり、本当に歩きたくなりましたが、自分より明ら

が、5キロでもなかなか疲れるもので、このつらい状態が

かに年上の方が走っているのを見て、負けられないと

あと8倍分あるのかと考えると、嫌になりました。真夏の

思ったりしながら、最後まで何とか走り切ることができ

暑さもあり、週1回走ることができなかったこともありま

ました。走る前に設定していた目標タイムは4時間30分

したが、徐々に走る距離を長くしていき、やがては10キ

でしたが、4時間26分でゴールすることができ、なんと

ロを難なく走ることができるようになり、10月には30キ

か目標を達成することができました。

ロ程度を走ることができました。とはいえ、走りながら

大会前に、一度走ってみたらまた走ってみたくなるも

更に10キロも走るのかと考えた時には、本当に完走でき

のだといわれ、走ることが嫌いだった私はそんなことは

るのだろうかと気が遠くなる思いでした。完走できなく

ないんじゃないかと高をくくっていました。しかし、
走っ

てもペナルティーがあるわけではありませんし、競争で

てみると、もう一度走ってみたくなりました。もちろん

もないので、気負う必要など全くなかったのですが。

ゴールによる満足感、達成感もあったと思いますが、そ

結局、フルマラソンと同等の距離を走ることはできず
に、本番当日を迎えました。
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れ以上に、地元の方々の協力があって成立している大会
全体の一体感に魅せられたからだと思います。

コンディション面では、前日の晩に島根の食べ物とお

初めてのマラソン大会への参加を通じて、走ることが

酒を堪能したため、
万全とはいえない状態でした。スター

習慣化されました。健康のためにも、年1回程度はマラ

ト地点に到着してスタートを待っている間も何を考える

ソン大会に参加していければと思います。
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外国語学習について
弁護士

三⻆

真理子

今年の1月に仕事を始めてから、週に1回、英会話レッ

ころから、ロシア語を理解できるようになっていく喜び

スンに参加していました（この原稿を書いている令和2

が散りばめられているところが魅力的でした。作者の作

年5月現在、当面の間レッスンはお休みになっていま

品を読むといつも、外国語学習の先には、その言語を理

す。
）
。数年間、英語にほとんど触れずに生活してきた私

解できる人のみに開かれた、未知の世界が広がっている

は、中学生の頃に知っていた言葉すら出てこず、人間の

と感じられます。

能力は使わなければ衰える一方だと感じています。レッ

この機会に作者の作品を紹介すると、「旅行者の朝食」

スンでは、具体例や自分の考えの理由を交えながら話す

の他にも、
「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」なども印

ようにしており、日本語での日常会話とは少し違うコ

象に残りました。子供時代を、様々な国から来た同級生

ミュニケーションをとっているのですが、慣れないなが

と共に過ごした作者の経験に圧倒されます。

らも一生懸命話すと先生から反応が返ってくるのは嬉し

上記の作品を通じてロシアに興味を持ったため、大学

く、もっと英語で思っていることを伝えたいという気持

生の頃、ロシア語の勉強をしてみたことがあります。し

ちになります。

かし、独学では読み方がわからない上、馴染みのない発

ところで、私が話せるようになってみたいと思ってい

音が多く、舌が回らず発音ができませんでした。もう少

る言語として、英語の他にロシア語があります。私がロ

し続けてみれば良かったのですが、この時は他の勉強が

シア語に興味を持ったのは、元ロシア語通訳者である米

忙しくなり、断念してしまいました。

原万里さんの、「旅行者の朝食」という本を読んだこと

ロシア料理のお店にも行きました。店内にはロシアの

がきっかけです。この本には、主にロシアの食べ物に関

音楽が流れており、歴代の政治家の顔のマトリョーシカ

するエッセイが掲載されています。その中でも、特に作

が飾られていました。実際のロシアはどんなところなの

者の情熱が注がれていると感じられるのが、ハルヴァと

だろうと想像しながら過ごすと、より一層楽しめました。

いうお菓子の話です。作者は小学生の頃、プラハにある
ソビエト学校に通っており、同級生がモスクワのお土産

現在、弁護士としての仕事が始まり、仕事のために勉

に買って来てくれたハルヴァを一口食べ、その味が忘れ

強、経験しなければならないことが山ほどあると実感し

られなくなったのだそうです。しかし、ハルヴァは店頭

ています。依頼者の方の力になるために、より実力を付

に並ぶのが大変珍しいお菓子で、似たお菓子は見つかっ

けなければと思うと、外国語学習に意識を向けることは

ても、子供の頃に食べたハルヴァと同じ味には、なかな

なかなかできないのですが、あと何回ロシア語に挑戦で

か巡り合うことができないのです。ハルヴァとは、ナッ

きるだろうかと思うと、思い立った時に実行するのが良

ツや蜜や香辛料が混ざり合ったお菓子らしく、読んでい

いとも思います。

るうちに、私も一生に一度で良いのでハルヴァに巡り

ロシア語を流暢に話せるようになる日は、私には来な

合ってみたいと思うようになりました。エッセイの中に

いかもしれません。しかし、外国語学習をすること自体

は、本物のハルヴァを求めて作者があらゆる文献を探す

に、未知の世界に近づく喜びを感じ、これから何度でも

過程が綴られています。それだけでも十分面白いのです

ロシア語学習を繰り返していきたいと思います。

が、作品全体に、作者が小学生の頃に異国に移住し、同

英会話のレッスンが再開したときには、外国語学習の魅

級生が話しているロシア語の意味がまるでわからないと

力を思い出し、気持ちを新たにして励みたいと思います。
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男鹿旅行記
弁護士

小原

2019年7月に秋田県男鹿市に旅行に行きました。友人

男鹿なまはげ

が住んでいて、昔から行きたいなと思いつつ、なかなか

ラ イン（JR東 日

機会がなかったのですが、ようやく実現しました。

本男鹿線の愛称）

現地では友人ご家族にお世話になって、色々なところ
に連れて行ってもらいました。
まずは、男鹿と言えばで、
「わるいごはいねが～。」で

路絵

を走る、赤の車
両と青の車両の
二両編成で、な

有名な「なまはげ」を見に行きました。ちょうど2018年

まはげのイラス

になまはげはユネスコの無形文化遺産に登録されたばか

トが描かれた電車にも乗ることができました。なまはげのラ

りです。最初に、
「なまはげ館」で150枚以上のなまはげ

ベルの田沢湖ビールも飲み、なまはげづくしでした。

の面を見ました。面だけの展示ではなく、藁製の蓑状の
衣装を着けたなまはげが、こちらを威嚇するかのように

翌日は、乳頭温泉郷に連れて行ってもらいました。乳

150体以上もずらりと並んでいま

頭温泉郷は7つの温泉があり、10年以上前に秋田市に研

した。
一口になまはげと言っても、

究会で来た際に、一カ所だけ行ったことがあり、今回は、

その面は、男鹿周辺でも、地区に

事前に調べていた乳頭温泉郷の中でも最古という「鶴の

よって違いがあるとのことで、表

湯」をリクエストしました。自力では到底たどりつけな

情や角の形や顔の色など様々でし

いだろうなというような山道を車で進んでいきました。

た。なまはげ館では、面や蓑状の

最近はなかなか行けていないのですが、温泉は大好きで、

衣装を身に着け、包丁を模した小

久々の秘湯に、いやがうえにも期待が高まります。鶴の

道具とともに、なまはげになりき

湯は、茅葺屋根の昔ながらの建物に宿泊もでき、山奥で

ることもできます。

アクセスが良いとはいえない立地にもかかわらず、予約

そして、次は、隣の「男鹿真山伝承館」に行きました。

困難な人気のお宿のようです。温泉は乳白色で、トロッ

男鹿地方の昔ながらの民家で、曲家（まがりや）民家と

とした泉質です。もう一つ、乳頭温泉郷の最奥にある黒

いうそうです。暗くて狭い部屋に通され、なまはげに関

湯にも連れて行ってもらいました。こちらは遠目に、白

する解説を聞いていると、突然ドアをバーンと叩きつけ

く濁った川が見えたため、川に浸かるタイプの温泉かと

る音がして、
「ウォー」という大きな叫び声とともになま

思い、外から丸見えかとドキドキしましたが、ちゃんと

はげが2匹やってきました。赤と青のなまはげが二匹一組

脱衣所の建物と、塀に囲われた温泉がありました。秋田

で行動することが多いようです。部屋には「キャー」と

と言えども、夏場のため、そう長くは湯に浸かっていら

いう叫び声と子どもたちの泣き声が響きます。なまはげ

れないのが残念でしたが、リフレッシュすることができ

達はなかなかの迫力で観光客のところを歩き回った後、

ました。泊まったホテルの横の側溝には湯気の出た水が

家の主に酒等でもてなされ、問答を行います。なまはげ

流れており、さすが乳頭温泉という風情でした。

は大晦日に山から下りてくるそうで、一年間、山の上から、
怠けている人がいないか、なまは

寺、田沢湖、角館などを巡ってもらい、盛沢山・大満足

なまはげは、なまはげ台帳を見な

の男鹿旅行でした。この旅行記も最後になって、ほとん

がら、その家の怠け者について、

ど食べ物の話が出て来ていないことに我ながら驚きまし

色々と指摘します。家の主が、な

たが、もちろん秋田グルメも楽しみました。しかし、や

まはげから指摘された怠け者をか

はり印象深かったのは、なはまげと乳頭温泉郷だったの

ばうという問答はなかなかユーモ

でした。

アがあって面白かったです。
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その他にも、一面に咲いた青いあじさいで有名な雲昌

げ台帳に記録しているそうです。
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１

感染症法及び新型インフルエンザ等
対策特別措置法の改正について
弁護士

1

はじめに

谷山

智光

経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的と

今年に入って新型コロナウイルス感染症1が世界的に

する法律です（1条）。令和2年3月、暫定措置として、
「新

拡大し、日本でも同感染症の患者が増加しました。これ

型コロナウイルス感染症」を同法2条1号に規定する「新

に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

型インフルエンザ等」とみなして同法及び同法に基づく

関する法律（以下「感染症法」といいます。
）及び新型

命令の規定を適用することとする改正がなされました

インフルエンザ等対策特別措置法が改正されました。
2

感染症法
感染症法は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延

の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図るこ
とを目的とする法律です（1条）
。令和2年1月、新型コロ
ナウイルス感染症が、同法の指定感染症（6条8項）と定

（附則1条の2）。
これにより、新型コロナウイルス感染症についても、
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、例えば、
以下のような措置が講じられる可能性があります。
・緊急事態宣言（32条）
新型コロナウイルス感染症が国内で発生し、その全

められました
（令和2年2月7日から令和3年2月6日まで。）。

国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に

これにより、新型コロナウイルス感染症についても、

甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとし

感染症法に基づき、例えば、以下のような措置が講じら

て政令で定める要件に該当する事態（感染経路が特定

れる可能性があります。

できない場合又は感染が拡大していると疑うに足りる

・感染症の発生の状況、動向及び原因の調査（15条）

正当な理由のある場合）が発生したと認めるときに、

・情報の公表（16条）

政府対策本部長（内閣総理大臣）が、実施期間、実施

上記調査により収集した感染症の発生の状況、動向及
び原因に関する情報等が新聞、放送、インターネット等
で公表されます（1項）
。なお、公表するに当たっては、

区域を特定して緊急事態宣言をします。
・感染を防止するための協力要請等（45条）
緊急事態宣言がなされると、実施区域の都道府県知

個人情報の保護に留意しなければならないとされていま

事は、当該都道府県の住民に対し、生活の維持に必要

す（2項）
。

な場合を除きみだりに居宅等から外出しないことその

・健康診断（17条）

他の新型コロナウイルス感染症の感染の防止に必要な

・就業制限（18条）

協力を要請することができます（1項）。

・入院（19条及び20条）
・感染症の病原体に汚染された場所の消毒（27条）

また、多数の者が利用する施設を管理する者又は当
該施設を使用して催物を開催する者に対し、当該施設

都道府県知事は、感染症の患者がいる場所又はいた場

の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若し

所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染

くは停止を要請することができ（2項）
、正当な理由が

された疑いがある場所について、当該患者又はその場所

ないのに要請に応じないときは、当該要請に係る措置

の管理をする者等に対し、消毒すべきことを命ずること

を講ずべきことを指示することができます（3項）。か

ができます（1項）
。

かる要請又は指示をしたときは、その旨が公表されま

・物件に係る措置（29条）

す（4項）
。なお、かかる要請又は指示に応じた場合の

・質問及び調査（35条）

損失補償の規定はありません（62条参照）。

3

新型インフルエンザ等対策特別措置法
新型インフルエンザ等対策特別措置法は、感染症法等

と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化
を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において
国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民

以上の要請又は指示に反した場合の罰則はありません。
1 法律上は、「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイル
ス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、
人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）
であるもの」とされています。
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２

パワーハラスメント防止指針
弁護士

弘二

｢女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等

られ、基本的には個別具体的な事案ごとの検討が必要と

の一部を改正する法律案｣（令和元年5月29日成立・同年

なりますが、大枠としては、問題となる行為の目的が正

6月5日公布）により、｢労働施策の総合的な推進並びに

当なものか否か（いじめなどの意図がないかどうか等）
、

労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

その行為の態様が相当か否か（不必要に萎縮させるよう

｣（労働施策総合推進法・旧雇用対策法）が改正され、

な言動でないか等）
、という観点から社会通念に照らし

パワーハラスメント防止についての規定が新設されまし

て判断されることになります。③の労働者の就業環境が

た（同法30条の2）
。これに基づき、厚生労働省は、令和

害されることとは、労働者の能力の発揮が妨げられるよ

2年1月15日付けで ｢パワーハラスメント防止のための指

うな状況となることであり、これは ｢平均的な労働者の

針｣ を公表しました。労働施策総合推進法では、パワー

感じ方｣ を基準として判断されるとされています。指針

ハラスメントを定義すると共に、事業者は ｢雇用管理上

では、パワーハラスメント該当性について、いくつかの

の措置｣をしなければならないこと
（同法30条の2第1項）、

例を挙げて解説していますので、参考にしてください。

相談等をした労働者に対して不利益取扱をしてはならな
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指針では、事業者が行う ｢雇用管理上の措置｣ として、

いこと（同法30条の2第2項）
、厚生労働大臣は、｢雇用管

①事業主の方針等の明確化とその周知、啓発、②相談窓

理上の措置｣ に関して指針を定めること（同法30条の2

口の設置とその旨の周知、相談に対する適切な対応体制

第3項）
、パワーハラスメントに関する紛争についての労

の整備、③事案が生じた際に迅速、適切な対応を行うこと、

働局における調停等の手続（同法30条の5～8）が規定さ

④相談者のプライバシー保護への配慮と不利益取扱をし

れており、今般の指針は、30条の2第3項に基づくものと

ないこと等とこれらの周知、などが規定されています。

なります。施行期日は令和2年6月1日です（一定の要件

また、望ましい措置として、セクシャルハラスメント

を満たした中小事業者の ｢雇用管理上の措置義務｣ など

やマタニティハラスメント等と一元的に対応できる体制

については、令和4年3月31日までは努力義務）
。

とすること、職場でのコミュニケーションの活性化・円

労働施策総合推進法では、パワーハラスメントを、①

滑化のための研修等の実施や適切な業務目標の設定等を

優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要

行い、これらには労働者の意見もふまえつつ整備してい

かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環

くこと、取引先の従業員や個人事業主などについても、

境が害されることと定義しており、指針では、これを敷

同様にハラスメント防止を心がけること、他社の従業員

衍して説明しています。①の優越的関係とは、通常、職

からのハラスメントが生じた場合の対応体制を整備する

場における上下関係を指しますが、同僚、後輩であって

ことなどが規定されています。

も当該業務の専門知識が豊富な場合や、部下が多数で上

そして、パワーハラスメントに関する上記の指針にあ

司と折衝するような場合などには優越関係が生じ得ると

わせて、それまでのセクシャルハラスメント防止に関す

されています。②の業務上必要かつ相当な範囲を超えた

る指針、マタニティハラスメント防止に関する指針等も

ものとの要件該当性が最も問題となる場面が多いと考え

一部改正されています。
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不合理な待遇差の禁止について
弁護士

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（い

森貞

涼介

実際には、正社員と非正社員が、「事業主との雇用関

わゆる「パートタイム労働法」
）は、2020年4月1日より、

係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及

法の対象をパートタイム労働者だけでなく、有期雇用労

び配置が正社員と同一の範囲で変更されることが見込ま

働者にも拡大し、
「短時間労働者及び有期雇用労働者の

れる」ケースは稀であり、実務上よく問題となるのは、

雇用管理の改善等に関する法律」
（いわゆる「パートタ

均衡待遇の規制でしょう。

イム・有期雇用労働法」
）に改称して施行されています。

近年、
「同一労働同一賃金」という言葉をよく聞くよ

これは、政府の進める「働き方改革」の一環であり、

うになりました。しかし、正社員と非正社員の仕事内容

この法律の主な改正事項は、①正社員と非正社員の不合

が全く同じである場合に、待遇差があっても、直ちに法

理な待遇差を禁じる規定が整備されたこと（同法8条及

に違反するとは言えません。なぜなら、その待遇差が、

び9条）
、②事業主に対し、正社員と非正社員の待遇差の

職務内容や配置転換の範囲等を考慮して、合理的だと言

内容と理由についての説明義務が課されたこと、③行政

える場合には、均衡待遇に違反しないからです。

による事業主への助言・指導等や行政ADRの整備がさ
れたことの3点です。
※中小事業主への適用は2021年4月1日からです。
（1）不合理な待遇差の禁止
不合理な待遇差の禁止規制には2種類あります。
1つ目は、①業務の内容及び当該業務に伴う責任の程

より具体的に言いますと、正社員と非正社員は同じ仕
事に従事していても、正社員の方は将来にわたって、勤
務地の変更や業務内容の変更を命じられる可能性がある
場合は、それらの点を合理的な範囲で待遇差に反映させ
ることは許されています。
（2）事業主の説明義務の強化

度（「職務の内容」
）
、②当該職務の内容及び配置の変更

事業主は、非正社員から求めがあった場合には、待遇

の範囲、③その他の事情を考慮して、基本給、賞与その

差の内容と理由を説明する義務を負います（同法14条2

他の待遇について、不合理な相違を設けてはならないと

項）。説明の内容は、裁判等の手続時になった場合には、

いう、
「均衡待遇」の規制です（同法8条）
。

証拠として提出され、説明内容の合理性が事後的に検証

2つ目は、当該事業所における慣行その他の事情から

されるであろうことに留意しておく必要があります。

みて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間

また、事業主は、非正社員が上記の説明を求めたこと

において、その職務の内容及び配置が正社員と同一の範

を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはいけ

囲で変更されることが見込まれる場合には、基本給、賞

ません（同条3項）。

与その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならな
い、という「均等待遇」の規制です（同法9条）
。
均衡待遇は、待遇差につき、職務の内容等の相違に対
応した合理性を求めるものであるのに対し、
均等待遇は、

（3）行政による助言・指導等と行政ADR
今回の改正によって、有期雇用労働者について、行政
による助言・指導等の根拠規定が新設され、行政ADR（裁
判外紛争解決手続）も利用できるようになりました。

同一条件下では同一の待遇を求めるものです。
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民事執行法が改正されました
弁護士

1

民事執行法の利用場面
民事執行法の一部を改正する法律（令和2年5月17日法

美登利

等で完全な弁済を得ることができなかったときか、②知れ
ている財産に強制執行を実施しても完全な弁済を得られ

律第2号）が一部の規定を除いて2020年4月1日から施行

ないことの疎明がされていることが必要です（197条1項）
。

されています。

3

民事執行法とは、例えば、お金を100万円貸したのに

第三者からの情報取得手続
執行力のある債務名義を有する債権者の申立により、

返してくれないので、裁判をして「金100万円を支払え」

裁判所が債務者の財産について情報を有する第三者に対

という勝訴判決を得たにもかかわらず、100万円を払っ

して、情報提供を命じる制度が新設されました。

てもらえないという場合に、どうやってこの100万円を
回収するか、という際に必要となる法律です。

（1） 金融機関に対して：預貯金、振替社債等
銀行、信用金庫や金融商品取引業者等の金融機関に対

例えば、相手方である債務者の預貯金や不動産があれ

しては、債務者名義の預貯金債権、国債、振替社債等の

ば、そこから強制執行により回収することを試みます。

情報を回答するよう命じる手続が新設されました（207

しかし、その場合は、執行力のある確定判決等（「債務

条1項）。

名義」）に基づいて、強制執行の対象とする預貯金や不
動産等の財産を具体的に特定して、裁判所に対して申立
をする必要があります。
ところが、債務者がどのような財産を持っているかを

但し、この制度を用いるには、財産開示手続と同様に、
①強制執行等で完全な弁済が得られなかったこと又は②
完全な弁済を得られないことの疎明が必要です。
（2） 登記所に対して：不動産

具体的に特定することは非常に難しく、せっかく債務名

登記所に対しては、債務者が所有権の登記名義人であ

義を得ても回収ができないという問題が生じることがあ

る土地・建物についての所在地、地番等の情報の提供を

ります。

命じる手続が新設されました（205条1項1号）。

これまでも、債務者を裁判所に呼んで、債務者自身に

但し、この制度の利用にも、（1）と同様①又は②があ

自らの財産に関する情報を開示させる財産開示手続が民

ることに加え、財産開示手続を先行させ、財産開示期日

事執行法に定められていましたが、実効性が低く利用率

から3年以内に申立をする必要があります。

は低調でした。
今回の民事執行法の改正は、こうした財産調査の方法
を強化するもので、紙幅の関係から手続等の詳細は省略
しますが、概要は以下のとおりです。
2

財産開示手続における罰則の強化
従来は、債務者が呼出しを受けても正当な理由なく出

頭しなかった場合や虚偽の陳述をした場合等も30万円以
下の過料の罰則しかありませんでした。しかし、今回の

また、本制度は2020年4月1日に施行されず2019年5月
17日の公布から2年以内の施行予定です（令和元年5月17
日法律第2号附則5条）。
（3） 市町村や日本年金機構等に対して：給与等
申立権者は、養育費や婚姻費用等の扶養義務に係る請
求権又は人の生命身体の侵害による損害賠償請求権につ
いての執行力ある債務名義を有する債権者に限られます
（206条1項）。

改正により、これらの場合等は6カ月以下の懲役又は50

市町村、日本年金機構又は厚生年金保険の実施機関等

万円以下の罰金に処せられる定めとなり、罰則が強化さ

に対し、債務者の給与や賞与等の支払いをする者の氏名・

れました（213条1項5号6号）
。

名称・住所等の情報の提供を命じる手続が新設されたも

また、財産開示手続の申立権者も拡大され、強制執行
が可能な公正証書や仮執行宣言付判決等を得た債権者も
申立てが可能となりました（197条1項）
。
但し、財産開示手続を利用するためには、①強制執行
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のです。
但し、この制度の利用にも、（2）と同様、①又は②に
加え、財産開示期日から3年以内の申立が必要です。
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三⻆弁護士インタビュー
今回、今年の1月に入所し、現在北村弁護士のもとでアソシエイトをしている、三⻆真理子
弁護士に、インタビューしました。

インタビュアー（以下「Ｉ」
）
：まず、ご出身と経歴を教
えてください。
三⻆弁護士（以下「M」
）
：大学に進学するまでは、熊本
市です。立命館大学に進学して京都に来ました。その後、
大阪大学のロースクールに進みました。
Ｉ：京都へは大学で来られたのですね？熊本と比べてい
かがですか？
Ｍ：京都へは修学旅行で来たこともあり、憧れもありま
した。熊本市もそれほど田舎とは思っていませんでした
が、お店などなんでも揃っているという印象ですね。
Ｉ：立命館大学ではなんのゼミでしたか？
Ｍ：中山布紗先生の民法のゼミです。私がゼミに入ると
きに赴任されてきた先生で、民法で判例ならなんでも
やっていいよというゼミでした。私は卒論で「医師の説
明義務違反」について書きました。
Ｉ：ゼミ以外では、大学でどんな事をされていましたか？
Ｍ：法律討論サークルに入っていました。与えられた問
題に対してチームで話し合って発表した内容を、弁護士
や大学教授が審査し、その結果を他の大学と競うという
大会が年に数回あるのですが、その大会に向けた活動を
中心にしていました。関西で勝てば全国に行けるのです
が、全国大会にも出場したこともありました。
Ｉ：法学部に進もうと思われたきっかけはなんですか？
Ｍ：高校の時、OBである宇都宮健児先生（元日弁連会
長）が講演に来られました。その時、サラ金で困ってい
る人を救済した話などを聞き、
「弁護士って人の役に立
てる仕事なのかなぁ」と思いました。また、地元が熊本
ということもあり、水俣病の記事などを目にして、この
ような被害者救済の分野でも弁護士ができることってあ
るんだなと思っていたこともあり、大学進学の際は、ま
だはっきり弁護士になりたいという感じではなかったの
ですが、法学部に進むことにしました。
Ｉ：その後、具体的に弁護士を目指されてロースクール
に進まれたと思うのですが、ロースクールはいかがでし
たか？
Ｍ：毎日、勉強ばかりで大変でした（笑い）
。特にロース
クールの1年目は家とロースクールの往復だけで辛かった
です。2年目に、妹が関西の大学に入学したので、そこか
ら2人で一緒に住むようになり、一緒に美味しいものを食
べたり話したりして過ごせる相手ができてありがたかっ
たです。あと、ロースクール時代に、小学校受験向けの
塾でアルバイトをしていましたが、アシスタントとして
お子さんのトイレに付き添ったりする仕事で、週一回小
さなお子さんと触れ合えるのがすごく癒しでした。

Ｉ： 趣 味 は 何 で す
か？
Ｍ：旅行が結構好き
で、司法試験の受験
が終わった後は、北
海道に行きました。
北海道は好きで、4
富良野旅行中の三⻆弁護士
回ほど行きました
が、特に富良野が好きです。「北の国から」を全部見て
いて、「五郎の石の家」（富良野市）にも行きました。
Ｉ：三⻆弁護士が、フラダンスをされていると聞きまし
たが？
Ｍ：身体を動かして気分転換をしたいと思い、習い始め
ました。インターネットで調べて、ハワイで修行された
日本人の先生がされているフラスタジオに行っていま
す。先生がハワイの優しい雰囲気を伝えてくださるとこ
ろが気に入っています。まだ1年くらいしか通っていま
せんが、残念ながら新型コロナウイルスの影響でレッス
ンがストップしてしまっています…（インタビュー時4
月上旬）。
Ｉ：仕事のリフレッシュ方法はありますか？
Ｍ：週末に部屋を全部きれいに掃除して、何日か分の料
理を作り置きすると、平日の乱れがリセットされてスッ
キリします。その後でビールを飲むのが好きです（笑い）
。
あとは、華道を習っていたので、たまに花を買ってきて
家に飾ると気分があがります。
Ｉ：入所前と後の御池総合法律事務所の印象はいかがで
すか？
Ｍ：入る前からそれぞれ別の分野で熱心に取り組んでい
る弁護士が多いのだなという印象でしたが、入ってみる
と、一人の弁護士が一つだけではなく複数の専門の分野
を持っている事を知り、それが事務所の特徴になってい
るのだなと感じています。
Ｉ：実際に仕事を始めて如何ですか？
Ｍ：人の役に立てる仕事だと思って、この仕事を目指し
たのですが、実際は目の前の人の役に立つというのは本
当に大変なんだなと痛感しています。法律相談に行くと、
弱い立場にいる人がたくさんいるのだなということを実
感し、その方々の役に立てるようになりたいなと思いま
す。
Ｉ：今後はどのような弁護士を目指していますか？
Ｍ：色々な経験を積みたいと思っていますが、特に女性
や子どもの権利を守れるような弁護士になりたいと思っ
ています。
Ｉ：頑張ってください。ありがとうございました。
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新たに当事務所に加入した三⻆弁護士について、皆様
へのご紹介を兼ね、インタビュー記事を掲載しておりま
す。今年はいつも燦に掲載している事務所の小旅行も見
送ることになり、各人の原稿でも新型コロナウイルスに

関して触れているものが多くなりました。影響を受けら
れた方には心よりお見舞い申し上げるとともに、本稿作
成時点（令和2年5月）では、未だ終息の兆しが見えませ
んが、少しでも早い終息を祈願いたします。

「燦」の由来
弁護士バッジの「ひまわり」は正義のシンボルであ
る太陽を常に指向することを表しています。
「燦」は光り輝いて遠くからもはっきりみえるとい
う意味がありますが、その音は SUN（太陽）にも通じ
ると考え、事務所報のタイトルといたしました。
今後とも、いろいろなトラブルの闇の中に解決の光
至大阪梅田

京都河原町駅

を照らすことを業務遂行の指針として参りたいと考え
（創刊号巻頭言より）

ております。

発行人
京都市市営地下鉄「烏丸御池駅」下車。
北側改札を出て、3‑1 番出口より階段を上がってすぐ
（3‑2 番出口からはエレベーターでも上がれます）
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