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ご 挨 拶 

 今年は戌年。私にとって５回目の戌
年です。弁護士登録してから３０年の
年でもあります。いつの間にやらここ
まで来たのかと、様々な思いが頭を巡
ります。 
 これまで多くの人に支えられてここ
まで来ました。本当にありがとうござ
います。 
 昭和を３０年、平成も３０年生きて
きたわけですから、新しい年号におい
ても３０年は生きるつもりで頑張りま
す。 
 皆様にとりまして、今年もよい年で
ありますよう、お祈り申し上げます。 

 

 

 

 
 
 昨年のノーベル文学賞は、日本生ま
れのカズオ・イシグロが受賞した。 
 私がカズオ・イシグロを知ったのは、
サー・アンソニー・ホプキンスとエマ・
トンプソン出演の１９９４年公開の映
画｢日の名残り｣（Remains of the Day）
であった（人気が出る前のヒュー・グ
ラントや、怪我をする前のクリストフ
ァー・リーヴも好演している）。 
 その年の夏には私が英国遊学を計画
していたせいで、予めイギリスでの暮
らしぶりを知っておきたいという気持
ちもあった。しかし、貴族の館で住み
込みの仕事をしている執事が主人公で、
庶民の生活とは全く別の世界の物語で
あった。 

 映画を見終わって、長崎
生まれのカズオ・イシグロ

氏が、なぜイギリスの中でも貴族的な、
そして古い伝統のひとつである執事の
ストーリーを書くことができたのか、
謎に包まれたままだった。 
 その後、「わたしを離さないで」
（Never let me go）を読み、映画も観
た。逃れられない運命を抱えていると
いう意味で悲しい物語ではあるが、人
の一生そのものだと私は思った。｢日の
名残り｣との共通性があるとは全く考
えなかった。 
 私は、もっとカズオ・イシグロの作
品を読みたいと思い、あれこれと買い
集めていた。そのうちに私はカズオ・
イシグロのファンになっていった。 
 ノーベル文学賞受賞を知ったのは、
私がスーパーで買い物をしている最中。
スマートフォンアプリで速報が入って
きた。私は予想していなかった受賞に
驚くとともに、思わず「やった！」と
小さく叫んでいた。 
 その後新聞記事などで、カズオ・イ
シグロのテーマのひとつが、｢記憶｣で
あると解説されていた。その解説を読
んで初めて、私がカズオ・イシグロに
惹き付けられてきた理由がはっきりし
た。 
 Remains of the Day では、執事であ
る主人公のスティーブンスが主人から
暇をもらい、車を貸してもらって、West 
Country（イギリスの西部）を旅しなが
ら、日ごとに、現在と過去の回想を織
り交ぜながら物語が展開されていく。
仕事仲間であったミス・ケントン（昔
の女中頭）との日々の想い出を抱きな
がら、彼女に会うために車を進めてい
く。 
 Never let me go では、自分の臓器を
提供してやがて死んでいく運命にある
若者を Caretaker（看護者）の視点から
描いている。 
 記憶、そして忘却。人間として生ま

れてきて現在を感じるのは、記憶があ
るからだ。死ねば記憶はなくなり、究
極の忘却となる。 
 いや、果たしてそうなのか。忘却を
超越する記憶というものがあるのでは
ないか。記憶が歴史を作り、歴史が記
憶をよみがえらせる。記憶を書き留め
る文学にはそんな力がある。 
 そう、カズオ・イシグロが訴えかけ
ているような気がする。 
 思えば、私が｢新千年紀｣という題で
事務所報を発行し始めた理由も、「忘
却」に対する抵抗、そして「記憶」へ
の願望があったからだ。カズオ・イシ
グロには及ぶべくもないが、これから
も記憶を書き留めていきたいと思う。 

MY ベストショット 

 昨年のゴールデンウィークに中国杭州西
湖で撮った写真。沖を進む船からのさざ波で、

蓮の葉の上にたまった水が、水晶玉のように

なって揺れていました。 

 
 
 昨年９月に IBA 大会でシドニーに行きま

した。オープニング・パーティーが終了し、

会場から船に乗ってオペラハウスが見える

港へ。月の光が水面に映っていました。 
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 スター・ウォーズ/最後のジェダイが
公開中である。私は、封切り直後の土
曜日に息子とその映画を見に行った。
今回の作品は、制作がディズニーに移
行してから２作目である。ルーク・ス
カイウォーカー役のマーク・ハミルや
ヨーダなどの出演、ミレニアム・ファ
ルコン号での戦闘シーンなどもあり、
いわゆる先祖返りしたようなシーンが
多く、楽しい映画だった。 
 １９７８年にスター・ウォーズが日
本で最初に公開されたとき、私は大学
２年生。大きな衝撃と感動を覚えて、
以後４０年経過した。 
 先日、毎日新聞夕刊で、歌舞伎俳優
の尾上松也さん、精神科医の名越康文
さん、禅僧の枡野俊明さんが、それぞ
れ「私とスターウォーズ」という題で
語っていた。その中で、名越康文さん
のお話に共感したので、引用して紹介
したい。 

 「作品では、善の中
にも悪があり、悪の中
でも善があることが
常に示されます。フォ
ースは、人間の善悪の
判断を超えた世界が

あることを示しているのです。僕にと
って『スター・ウォーズ』は共に大人
になってきたという感覚です。時々出
会い、人間とはどういうものか、生命
や宇宙とは何かを考え続けている友人
のような存在。作品を観ることで、お
互いに追究してきた答えを突き合わせ
ているのです。」 
     （弁護士 野村吉太郎） 

  
 昨年の事務所報でもお知らせしまし
たが、６月に東京弁護士会の弁護士向
けセミナー「食品企業コンプライアン
スの実務」の講師を務めました。 
 食品不祥事の代表格といえば「異物
混入」と「表示偽装・誤表示」です。
これらが発覚した場合、企業は、被害
を受けた消費者への対応はもちろんの
こと、一般消費者対応（公表・商品回

収）、マスコミ対応、行政対応、場合に
よっては刑事対応まで短期間に一気に
求められます。 
 たとえば、虫、髪、爪、ビニール片
などの異物混入が発覚した場合、混入
物・経路の特定、健康危害の有無・程
度が初動対応を決める際の重要なファ
クターとなります。しかし、我が国の
消費者・マスコミは食品不祥事に大変
厳しいので、食の安心へのフォローも
考えなければなりません。法令に従っ
た対応さえしていれば足りるわけでは
ないことが悩ましいところです。 
 具体名は控えま
すが、まずい対応
をして大ダメージ
を受けた企業がい
る一方、うまく対
応したことでかえってファンを増やし
た企業もいます。隠蔽して後手後手の
対応になるくらいならば、ピンチをチ
ャンスに変えてやろうという前向きな
意識で臨むほうが最終的には良い結果
をもたらすのではないでしょうか。 
        （弁護士 堤世浩） 
 
「専門は何ですか？」というご質問

をよく受けますが、もっとも多く携わ
ってきたのは労働事件です。「労働事
件」と聞くと、集団で大きな声で抗議
活動をしている姿を思い浮かべる方も
いらっしゃるようです。そのような場
面を目にすることもありますが、私の
依頼者は、声高に主張することが苦手
な個人の方が多く、今後も、そのよう
な方々が、安心してご自身の職場で働
けるよう尽力していきたいと考えてお
ります。 
 なお、2017 年は、「新労働事件実務
マニュアル」（共著）及び「M&Aにお
ける労働法務 DDのポイント」（同）と
いう２冊の書籍を執筆させていただき
ました。いずれも読みやすい内容です
ので、書店等でお見かけになりました
ら、ぜひ、お手にとっていただきたい
と思います。 
 （弁護士 藤井希） 
	

	

	

 昨年６月、上野動物園に赤ちゃんパ
ンダが誕生しました。テレビやインタ
ーネットで、赤ちゃんパ
ンダの成長が流れる度に、
つい動画に見入ってしま
う自分がいました。どん
な名前になるんだろうと思っていまし
たが、これまで上野動物園のパンダは
同じ音を繰り返す名前だったため、今
度も同じ音の繰り返しになるのかな、
とぼんやり考えていました。赤ちゃん

パンダの名前が「香 香
シャンシャン

」と発表され
た時、かわいい女の子らしい名前だな
ぁと感じ、今しか見られない赤ちゃん
の様子を見に行きたい！と思うように
なりました。 
 ところが、いざ、観覧券の申込みが
始まると、チケットぴあに一向にアク
セスできず、結局観覧券を手にするこ
とはできませんでした･･･。 
 和歌山県の知事さんがおっしゃって
いました。「和歌山にもいるんですけど

ね」と。私は、和歌山の結浜
ゆいひん

と、今年
赤ちゃんパンダが生まれることに期待
します！      （小坂由美） 
 
 昨年の春から定期的にボルダリング
に通っています。ロープクライミング
と違って他人から登っている姿を見ら
れるボルダリングは苦手だったのです

が、見られている分ア
ドバイスを受けるこ
とも多く、そこから友
達の輪が広がりまし

た。年齢を重ねるごとに、新しいこと
に挑戦することが億劫となってきてい
ましたが、年齢に関係なく新しいチャ
レンジが自分の世界を広げるものだな
と改めて感じました。来年も、自分の
世界に閉じこもらずに、門戸を広げて
いきたいと思います。 
            （藤井留奈） 
 
 
 新年は１月５日（金）より業務開始
いたします。今年もよろしくお願いい
たします。 


