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ご 挨 拶 

 １９９５年１２月に独立開業し、本
格的に事務所が起ち上がったのは１９
９６年でした。今年で満２０周年、２
１年目を迎えることとなります。２月
からは新人弁護士も新たに事務所に加
わる予定です。 
 本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。皆様にとって、本年が良い年で
ありますよう、お祈り申し上げます。 

 
 

社会と「私」 

 私は、一昨年の３月から、福島市な
どの福島県中通りといわれる地域の人
たち（６０代、７０代の女性中心）を
原告とする、東京電力に対する慰謝料
請求訴訟の準備をしている。提訴まで
に時間がかかっている理由は、原発事
故以後の原告の気持ちを書いた「陳述
書」を、ご本人に何度も書き直しても
らっているからだ。 
 「陳述書」の添削をしていて、文章
に主語がないものが多いことに私は気
がついた。子供が、孫が、夫がどうし
たこうした、ということは沢山書いて
いる。しかし、肝心の「私」がないの
である。「無私」という奉仕の精神は讃
えられるべきことなのだが、「私」が損
害賠償請求するための「陳述書」にも
かかわらず、「私の被害」「私に対する
権利侵害」が書けていない。 
 幽霊には「人権」はありませんから、
幽霊は損害賠償請求できません、と私
が何度も説明しても、もうひとつ理解
が深まっていかないようだった。原告
のほとんどの人が、何十年間も作文な

ど書いたことのないことからすれば、
書く訓練が不十分ということは明らか
だが、理由はそれだけではないだろう。 
 そもそも、日本語の文章は、主語を
明確にしないという歴史的特徴がある。
小説や、特にエッセイを読むと、著名
な作家の文章にも「私」などの主語が
明示されていないものが極めて多い。 
 日本人は昔から自分を含めた人間と
自然とを一体のものと見る傾向があり、
文章も人間と自然とが混然融和したも
のが美しいと考えられてきたことに原
因がありそうだ。 
 それに引き換え、「陳述書」は、損害
賠償請求権の存在を基礎づける証拠で
ある。したがって、損害賠償という「法
律効果」を導くための「法律要件」で
ある被害の事実を明確に書かなければ
ならない。そのためには、被害を受け
損害賠償請求する主体（原告＝私）を
明示することが必要となる。 
 「我思う。故に我あり。」というデカ
ルトの言葉がある。これは、西洋にお
ける人間と自然との区別（決別）を示
したものだと考えられる。別の観点か
らは、西洋的な権利義務の前提として、
まず「私」という主体があるという意
味にも解釈できるであろう。 
 これに対し、日本における伝統的メ
ンタリティーは全く異なる。強いて表
現すれば、「我はない。他が我を見ると
き、我があるかもしれない。」というあ
いまいで埋没的なものではなかろうか。 
 ここまで考えて、ふと「社会契約」
という言葉が私の頭をよぎった。「社会
契約」とは、ルソーによって唱えられ
た概念で、国家の正当性の契機を契約
ないし市民の同意に求めるものである。
「契約」が成立するためには、当然契
約の主体すなわち国家と国民（市民）
＝「私」が必要だ。そうすると、「私」
のない日本に「社会契約」は本当に成

立するのだろうかと疑問が沸いてきた。 
 昨年末に発表された今年の漢字は
「安」だった。安全保障関連法案の国
会審議やデモが話題になったこと等が
理由だという。社会契約といっても、
私たちは国会議員に白紙委任した訳で
はないはずだ。 
 国会議員に対して言いたいことは山
ほどあるが、その前に私たち自身を振
り返って、主体的に行動することが大
事だと私は思った。 
 
 

 昨年のノーベル文学賞は、
村上春樹氏が受賞を逃した
ことは話題になった。しかし、
受賞したベラルーシの作家スベトラー
ナ・アレクシエービッチ氏のことは、
ごく簡単に報道されるだけだった。同
氏は、チェルノブイリ原発事故で被害
を受けた人々の証言を集めたノンフィ
クション作品『チェルノブイリの祈り』
などを書いている。不覚にも同氏のこ
とを知らなかった私は、同書の、特に
冒頭の消防士の妻のエピソード（聞き
取り書き）を読んで、圧倒的な雰囲気
に呑み込まれた。書き留める人によっ
てこれほどまでに迫真性や悲しみを表
現できるのかと感心した。私が業務上
作成している「陳述書」も聞き取り書
きをしているが、同氏のようにまとめ

ることは到底で
きそうにない。
同氏は、今春福
島を訪ねるそう
なので、できれ
ばお会いしたい
ものだと考えて
いる。 

 ↑ノーベル賞授賞式ではありません。 

  IBA ウイーン⼤会 Closing Party にて 
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私は文学部生です 
 昨年１２月に、私は沖縄県の宮古島
からさらにプロペラ機で約２０分の距
離にある多良間島に仕事で出かけた。
島に住む人に島内を案内してもらった
のだが、その中で多良間島特有の掘り
込み式の墓が特に印象に残った。 
 石灰岩の岸壁のある地形に掘り込ん
だ横穴が墓室となっており、そこに棺
に入ったご遺体（ご神体）が納められ
ている。多良間島には火葬場がないた
め、基本的に棺に入れたご神体の風化
を待つ風葬式だという。墓室の入り口
には祠のような石造りの小さな屋根と
祭壇がある。その前には庭のような空
間がある。庭に石灰岩のアーチ型中門
があるものもある。墓室の大きさはい
ろいろだが、新しく棺を納めるときに
スペースが足りない場合は、奥の棺を
壊して骨を
骨壷に入れ、
奥に安置し
て場所を作
るそうだ。 
 地元の人の話を聞きながら、私はき
れいな海とサトウキビに囲まれた多良
間島で生まれて育ち、やがて死んでこ
の墓の中で朽ちていく、まさに自然と
一体となっていく人の姿を想像してみ
た。そのとき一瞬、私の体も多良間島
の自然と一体となったような気がした。 
 「死ぬとわかっていてなぜ人は生き
ていけるのか。その根源的な理由を考
えるのが、文学部というところです。」
（大宅映子）昨年末に朝日新聞の「折々
のことば」で紹介されていた文章を読
んで、私は多良間島での体験を思い出
した。 
 私は文学部出身ではないが、これか
らも「文学部の学生」として生きてい
くのだろう。 （弁護士 野村吉太郎） 
 
 東京弁護士会の食品安全法制研究部
会の立ち上げに参加しました。 
 食品のパッケージには、原材料、原
産地、消費期限などが表示されていま
す。食物アレルギーを持つ方などは特
に意識しているでしょう。従来、この

表示ルール（食品表示基準）は複数の
法律に跨って定め
られており、それぞ
れ管轄省庁も分か
れ、大変分かりにく
いものでした。 

 そこで、昨年４月、食品表示基準を
一本化すべく食品表示法が施行されま
した。さらに、管轄省庁が消費者庁に
なったこともあり、消費者にとってよ
り分かりやすい表示とするための諸改
正も加わりました。しかしながら、ま
だ整理不十分な点は少なくないです。
それに、特に事業者側の観点からする
と課題も多いです。今後更なる見直し
が予想されます。 
 これまで食品表示を含む食品安全法
制に関する研究はあまり行われず、参
考文献も極めて少ないです。そのため、
本研究部会では、米、魚、果物などの
食品ごとに、流通経路、食品安全・食
品表示法制の現状・課題等を一から研
究しています。私も果物について調査
するため、大田市場の仲卸業者から話
を伺うなどし、我が国で市場を経由す
る果物は３割程度しかないことなど
（野菜は７割程度）意外な発見もあり
ました。    （弁護士 堤世浩） 
 
 2015 年は、労働事件、相続や離婚な
どの家事事件、企業法務、NPOの支援
業務、刑事事件などを受任しましたが、
英語を使う案件を予想以上に多くご依
頼いただきました。英文契約書に関す
る書籍を買い込んだり、先輩法曹にご

協力をお願いしたりし
て、右往左往しながらも、
各案件を無事に終える
ことができました。 

 今後も、国境をまたぐ取引が増え、
また、日本語を母国語としない居住者
も増えていくと思われますので、弁護
士として、外国語を使う案件にも対応
できるようにしなければと感じる日々
です。 
 スペイン出張のご依頼もいただいて
おり、2016 年は、弁護士実務だけでな
く、英語とスペイン語の勉強にも励み
たいと思います。 （弁護士 藤井希） 

	

 
 ＜ルーティーン＞ ラグビー日本代
表の五郎丸歩選手が毎回キックの前に
両手を合わせる動作をすることが話題
になり、テレビなどでも他のスポーツ
選手や様々な職業の方のルーティーン
が取り上げられました。 
 大辞林では、「きまりきった仕事」
「日々の作業」と表現され、職場にお
いては、「ルーチンワーク」という言葉
が用いられ、一定の決まった作業で、
特に創意工夫などが必要とされない作
業のため、とかく流れ作業のような扱
いを受けがちです。確かに、同じ作業
を繰り返し行うために、気を抜いてし
まうことがあるかもしれませんが、そ
ういう作業にこそミスも発生しやすい
ものではないでしょうか。 
 ２１年目を迎えるに当たり、日常の

簡単な作業であっても
気を抜かず、常に緊張
感をもって仕事に取り
組みたいと「褌を締め
てかかる」所存です。 

          （小坂由美） 
 
 最近、けがをしたり、風邪をひくこ
とが多くなりました。しかも以前より
も明らかに回復が遅くなっていて、だ
んだん無理が利かなくなってきたなと
思う今日この頃です。 
 これまで以上に健康に留意して、間
近にせまった１０
０名山完登目指し
つつ、今年も日本
全国魅力的な山と
温泉巡りを楽しみ
たいと思います。 

（藤井留奈） 
 

 
 
 昨年末は、数年ぶりの暖冬となり各
地のスキー場が開業延期を余儀なくさ
れていました。新年には、本格営業で
きる程の降雪があるといいのですが。 
 新年は１月６日（水）より業務開始
いたします。 


