２０１９年４月１９日（金） 晴
司 会：河村基夫 会場監督補佐
点 鐘：鬼頭秀行 会長
ロータリーソング
「手に手つないで」
会長挨拶

皆様ご存じのようにフランス
パリのノートルダム大聖堂が火災
にあいました。私が驚いたのは石
造りだと思っていたのですが、実
は多くの木材が屋根裏で使用され
ていたことです。世界遺産の貴重
な財産が失われ、修復には相当な
年月が掛かるようです。世界から
の支援を受けて、早い再建がなさ
れることを期待します。
さて４月 14 日に米山記念奨学生
とカウンセラーの対面式が米山梅
吉記念館で行われました。当クラ
ブからはカウンセラーの竹内公一
さんと私が出席しました。今月か
らはマイ クアン リンさんが当ク
ラブの奨学生になりました。お名
前を以前のアンさんと同様にリン
さんと呼ばせて頂きます。
リンさんもベトナム出身です。
静岡大学情報学部３年生で、日本
語は非常に流暢です。英語の成績
も優秀で、3 カ国語を話す優秀な学
生さんです。皆様積極的に声をか
けて頂きたいと思います。後ほど

第１４９１回例会

今日は弁護士、岩田直也さんの
会員卓話です。昔から何か困った
時に頼りになるのは弁護士さんと
言われています。
最近では大人のみならず、子供
たちの領域でも弁護士の必要性が
高まっています。御存知のように
虐待の事例が年々増えて来まし
た。児童相談所では、法律的な面
から弁護士の知識や協力の必要性
が高まり、また学校においても、
スクールロイヤーの必要性が高ま
っています。特に学校と家族の間
の問題では、法律的な解釈や指導
において専門家である弁護士の意
見や指導が期待されています。
今日は岩田さんから興味ある卓
話が聞けることを楽しみにしてい
ます。よろしくお願い致します。

週報 NO. ３７
スマイル

♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
今日は岩田さんの会員卓話です。
有益な話が聞けるものと思います。
また今月から米山奨学生のリンさ
んが出席します。皆様、交流をぜひ
深めてください。
♪竹内公一さん
米山奨学生リンさんのカウンセ
ラーをすることになりました。宜し
くお願いします。
♪長坂伸二さん
当クラブが引き受けた米山奨学
生リンさんをメンバー全員でお世
話しましょう。

幹事報告

・浜松ハーモニーRC の映画例会案
内を回覧します。
・次週は竹山会員の卓話です。ど
うしたら会員増強ができるかとい
う討論も行います。
委員会報告
☆竹内公一 米山カウンセラー
ベトナム出身のリンくんを宜し
くお願いします。

♪ゴルフ会有志 10 名
（眞瀬・木村・竹山・鷹尾・金原・
桒原・齋藤・長坂・鈴木邦・妻鹿）
4 月 14 日、11RC ゴルフコンペで
皆で力を合わせ初の団体優勝をし
ました。次回も頑張ります。

♪眞瀬悦邦さん
4 月 14 日、11RC ゴルフ会でＢＧ
（ベスグロ）賞を頂きました。ス
コアは６バーデーで 75 回でした。
才能は隠すことができませんね。
♪竹山英夫さん
4 月 14 日のゴルフで中 RC が団体
優勝、私個人ではグランドシニア
の部で準優勝しました。楽しい一
日でした。

憲法では、裁判官の給料は減らして
はならないと定められています。こ
れは給料を保障しないと賄賂が横
行する不公正な裁判がまかりとお
る恐れがあるからですね。
鎌倉時代には訴訟制度が急速に
発達しました。裁判は民事訴訟に当
たる処務沙汰（御家人の領地を巡る
訴訟）と雑務沙汰（売買や借金を巡
る訴訟）
、刑事訴訟の検断沙汰の３
つに分類されていました。特に処務
会員卓話「訴訟と文学」
沙汰は幕府の政に関する重大な訴
紹介：木村嘉代子 出席副委員長
訟と考えられていたので，その最終
判断は，幕府のある鎌倉でしかでき
なかったそうです。
この処務沙汰をテーマに「十六夜
日記」という作品を残したのは阿仏
尼（あぶつに）という女流歌人です。
彼女は、歌人・藤原為家の側室とな
りました。為家は、自分が所有して
いる土地を別の側室との間に生ま
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
れた為氏という子に譲ったのです
岩田 直也さん
が、死ぬ間際にそれを取り戻して、
阿仏尼との子どもの一人、為相（た
めすけ）に譲るという遺言を残しま
した。これを「悔返し（くいがえし）
」
というそうです。為家の死後、遺言
を見た為相は為氏に土地をよこせ
と迫りました。しかし為氏は、
「悔
返し」は武家の法であり、藤原家は
公家であるから認められないとい
ご存知のように大企業では今月
って譲りません。為相ママ・阿仏尼
から「働き方改革」に関する改正
はこれに激怒し、処務沙汰として鎌
労働関連法が施行となりました。
倉に打って出ることにしました。そ
今回その話をしようかとも思いま
して、京から鎌倉までの道中、訴訟
したが、まだ勉強不足なので、別
にかける思いや多くの和歌を綴っ
の話をします。
たのが「十六夜日記」です。訴訟は
さて、古典の中で最初に「訴訟」
当事者本人がすべきだと思うので、
という言葉が出てくるのは、聖徳
阿仏尼にあまり共感は持てません。
太子の「17 条の憲法」です。この
ところが、結局、この事件の判決が
憲法は西暦 604 年に制定されたと
下りたのは、阿仏尼の死後 34 年で
いわれているので、今話題の万葉
した。為相本人が鎌倉に行き、無事
集が世に出た頃には既に「訴訟」
に勝訴の判決が下りました。
という言葉があったわけです。
「17
これには驚かれるかもしれせん
条の憲法」は文学ではありません
が、今の我々にとっても他人事では
が、ともかくその第 5 条は「欲を
ありません。現在の民事訴訟は３審
捨てて、公明正大に訴訟事件を判
制で、地裁に係属した事件は、高
断しなさい。農民が提起する訴訟
裁・最高裁へと審理が進みます。し
は一日に千件あり、この頃の訴訟
かし最高裁は１か所です。これによ
の担当者は賄賂を横目に見ながら
る訴訟の遅延が問題となっていて、
人の訴えを聴く…。
」というような
今では上告受理という制度ができ、
内容です。
最高裁が審理するにふさわしい事
驚くのは、奈良時代に裁判が数
件を選別できようになりました。そ
多く起こされていたこと、そして
れでも最高裁の判断は迅速とは言
その頃から役人が賄賂をよこす者
い難く、社会的な関心事としての
を贔屓にしていたことです。現代

「事件」の熱も次第に冷めてしまい
ます。田中角栄の刑事裁判は 17 年
以上もやっているうちにご本人が
亡くなってしまいました。今度のカ
ルロス・ゴーンの裁判は刑事・民事
と何年続くのでしょうか。
「カミソ
リ弘中」と称される弁護人は現在
73 歳、大変な仕事を引き受けられ
たと頭が下がります。
その後江戸時代になると、現在の
司法制度の原型と言えるものが出
てきて大変興味深いです。
しかしこのあたりは省略して、一
気に話を近代に進めます。近代の作
品で「訴訟」という言葉が登場する
有名な詩があります。皆さんもご存
知の宮沢賢治の「雨にも負けず」で
す。この中で賢治は「北に喧嘩や訴
訟があればつまらないからやめろ
といい」と言っています。賢治によ
れば「訴訟」は「喧嘩」と並んでつ
まらないもので、訴訟と生業とする
私には耳が痛いです。全ての訴訟が
つまらないとは思わないし、中には
訴訟で闘わないといけないことも
ありますが、この詩に触れて訴訟を
勧めないこともあります。
世相は大正デモクラシーを経て、
昭和初期の大恐慌に入り、一度凶作
があると小作料の減免等を巡って
小作農家と地主や官憲との間の争
いが絶えませんでした。小作争議を
迅速・円満に解決するために「小作
調停法」を用意したのですが、結局
は地主に有利な調停が強いられる
ことが多かったようです。賢治自身
は裕福な質屋の息子で、小作争議に
関与したかどうかはわかりません。
しかし、貧困に苦しむ農民に接し、
献身的に助ける中で，
「訴訟はつま
らない」というシニカルな訴訟観が
生まれたのかもしれません。
賢治は「世界ぜんたいが幸福にな
らないうちは個人の幸福はありえ
ない」と説いたそうです。戦後、新
憲法が施行され、農地解放を経て小
作調停法はなくなりました。賢治が
望んだ姿に近づいているのかもし
れません。
新憲法後は裁判をテーマにする
作品が増え、今では弁護士が主役の
小説やドラマを頻繁に見かけます。
その一方で、
「表現の自由」の限界
を巡って文学作品が訴訟で取り沙
汰されるケースも出てきました。

その一つは「四畳半襖の下張」
事件です。永井荷風の作とされる
この作品は、作者が買った家の四
畳半の襖の下張から見つけた春本
を清書して読者に紹介するという
内容です。全体に性的描写の多い
この作品を野坂昭如が自分の雑誌
に掲載したため、わいせつ文書販
売罪として警察に摘発され大裁判
となりました。被告人側の証人に
は五木寛之、井上ひさし、吉行淳
之介、開高健…と錚々たる面々が
並びました。
何をもって「猥褻」というか、
最高裁は 3 つの基準を示しました
が難解で、今、改めて読んでみて
も何を言いたいのか、私にはよく
わかりません。それはともかく、
よくわからない定義の元、結果は
有罪で、野坂さんに対する罰金 10
万円の刑が確定しました。そして
「四畳半襖」はお上のお墨付きの
春本と公認されました。
「表現の自由」を巡るもう一つ
の裁判が三島由紀夫の「宴のあと」
事件です。
この作品「宴のあと」は都知事
を目指す夫を支える妻がヒロイン
で、夫のためなら選挙違反も裏切
りもやってのける愛情と情熱が、
夫の政治思想よりも現実を動かす
様子やその末の夫婦の破局を描い
た作品です。いわゆるモデル小説
の走りと言われています。
そのモデルとなった有田八郎さ
んがプライバシーの侵害だと怒っ
て、三島さんと出版社を訴えたの
が「宴のあと」事件です。昭和 36
年の事で、この時に「プライバシ
ーの侵害」という言葉が流行った
そうですね。
被告の三島さんが東京大学法学
部出身であることは有名で、団藤
重光という刑事法の大先生の授業
の受講生でした。団藤先生も三島
学生の非凡な文才に気づいていた
ようです。三島さんは「宴のあと」
事件に相当の自信を持っていたよ
うですが、この裁判の一審判決は
三島さんの敗訴（後に控訴審で和
解）
。晩年の三島さんは、これによ
って裁判というものを信じなくな
ったと語ったそうです。
「プライバシー」という観念は
戦前には聞かれないもので、新憲
法の価値観があってこれが訴訟に

な っ た と も 言 え な くもあ り ま せ
ん。そしてそれが、新憲法下の国
家そのものへの不信へとして三島
さんの晩年の国家観や行動に影響
したのかもしれません。
どうしてこんな話をしようと思
いついたかと申しますと、先日私
が中央大学の法科大学院の学生の
エクスターンシップを引きうけた
ことがきっかけです。この学生は
「宴のあと」事件は知っているの
に三島由紀夫を知らないというの
で驚きました。
法律や判例というのは，その時
代 ご と の 世 相 に 応 じて変 化 し ま
す。冒頭の「働き方改革」は，高
度経済成長期と異なり、少子高齢
化によって雇用の確保が困難にな
ってきたからなされた改革です。
先程の「四畳半襖」にしても、こ
の事件以来、文章だけの作品がわ
いせつ物として摘発されるケース
はなくなったと言われており、後
に野坂さんはこれの現代語訳版を
週刊誌に載せたのですがお咎めな
しでした。
一方で，聖徳太子の時代から訴
訟は１日千件、最終的な判断を下
す裁判所は１箇所というのは鎌倉
時代も現在も変わっていません。
人と人との争いを国が裁くという
作用の抱えるジレンマというのは
どうやら不変のようです。宮沢賢
治がいうように訴訟が「つまらな
い」のも今も昔も同じかもしれま
せん。三島由紀夫のように訴訟で
辛い思いをして「つまらない」と
いう悟った人も数え切れないでし
ょう。
このように，法を取り巻く価値
観や訴訟は、時代によって変わっ
たり替わらなかったりし、その背
景に様々な人の歩みと人同士の考
えの違いがあってそれに至るわけ
です。ここに法律学の面白さがあ
る。
「生きた法律学」というのは，
判例集や法律の教科書を読んでも
分からない。様々な先達や事物と
接して，はじめてその醍醐味を知
ることができるわけです。
私自身、これからも先輩ロータ
リアンの皆様から自分が知らない
ことを色々教わりながらより教養
を深めたいと考えております。

米山奨学金贈呈
マイ クアン リンさん

これから 1 年半宜しくお願いし
ます。
≪出席報告≫
木村嘉代子 副出席委員長
会員数
５０名
出席者数
３２名
出席算定会員数
４４名
出席率
７２.７３％
前々回出席者
４１名
前々回出席率 ９３．１８％

静岡第 5 グループＲＣ
親睦ゴルフ大会
日時 4 月 14 日（日）
場所 浜名湖カントリークラブ
：＊：＊:：＊：＊：＊：＊：＊：

☆団体の部

優勝

☆個人の部
2 位 鷹尾政夫さん
6 位 竹山英夫さん
≪シニアの部 準優勝≫
11 位 長坂伸二さん
14 位 眞瀬悦邦さん
≪ベスグロ賞≫
22 位 妻鹿政光さん

