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ご 挨 拶 

 本年もどうぞよろしくお願い申し上
げます。皆様の１年が健康で楽しいも
のになりますようお祈りいたします。 
 さて、昨年の９月中旬、私は IBA の
年次総会に出席するため、アメリカの
首都であるワシントン D.C.に１週間ほ
ど滞在しました。滞在先のホテルは、
ホワイトハウスの敷地まで歩いて７～
８分のところにあり、また瀟洒なトラ
ンプ・インターナショナルホテルや、

クリントン財
団の巨大な建
物にも近い場
所にありまし
た。 

 その後、トランプショックと言われ
た大統領選挙の結果、様々な分析・議
論が戦わされました。日本においては、
ポピュリズムの勝利だとか、キャラク
ターが勝っていた等という記事を目に
しました。橋下元大阪府知事・大阪市
長は、「民主政治の本質は大衆迎合」で
あり、「民主政治というのはただ１点、
有権者の過半数の満足を得ていくとい
うきわめてシンプルな話」だとコメン
トしていました。 
 しかし、全米の得票総数を比較して
みると、クリントン氏の方が２００万
票以上トランプ氏を上回っています。
アメリカの特殊な選挙人制度において、
勝敗の鍵となる３州でトランプ氏がク
リントン氏にわずかの差で競り勝った
だけなのです（３州での得票差は合計
で約１０万票にすぎません）。 
 専門家や批評家と称する人たちの言
説は、「群盲象を評す」の寓話を思い出
させます。彼らは一面だけを取り上げ
て感想を述べているに過ぎず、信頼す
るに足りないと思うのは私だけではな
いと思います。 

 では、なぜその３州でトランプ氏が
競り勝ったのか。アメリカは２０００
年大統領選のブッシュ・ゴア対決以来、
共和党支持者と民主党支持者の間でせ
めぎあい、分裂の色を濃くしていると
いわれてきました。オバマ大統領（民
主党）政権の８年間、特に錆びた帯（rust 
belt）と呼ばれる工業地帯の製造業を中
心とする層に満足感を与えられなかっ
た。だから、その３州の住民は変革を
求め、民主党ではない共和党の候補者
に投票した。そして共和党の候補者が
たまたまトランプ氏だった、というこ
とだと私は思いま
す（なぜトランプ
氏が共和党の候補
者としてサバイバ
ルできたかは別の
視点からの分析が
必要だと思います
が）。 
  

お母しゃん、花ば 
 
 最近、石牟礼道子の「苦海浄土」を
扱った「ＮＨＫテキスト100分de名著」
を読んだ。そのテキストは、批評家の
若松英輔が、水俣病の問題に長年取り
組んできた石牟礼道子の著作をわかり
やすい言葉で解説してくれている。 
 その中で、「『苦海浄土』という作品
全体を象徴する」という、「花の文（ふ
み）を ̶ 寄る辺なき魂の祈り」（中央
公論 2013 年 1 月号）の一節を紹介し
たい。 
 「きよ子は手も足もよじれてきて、
手足が縄のようによじれて、わが身を
縛っておりましたが、見るのも辛うし
て。 
 それがあなた、死にました年でした
が、桜の花の散ります頃に、私がちょ

っと留守をしとりましたら、縁側に転
げ出て、縁から落ちて、地面に這うと
りましたですよ。たまがって駆け寄り
ましたら、かなわん指で、桜の花びら
ば拾おうとしよりましたです。曲がっ
た指で地面ににじりつけて、肘から血
ぃ出して、 
 『おかしゃん、はなば』ちゅうて、
花びらば指すとですもんね。花もあな
た、かわいそうに、地面ににじりつけ
られて。 
 何の恨みも言わじゃった嫁入り前の
娘が、たった一枚の桜の花びらば拾う
のが、望みでした。それであなたにお
願いですが、文（ふみ）ば、チッソの
方々に、書いて下さいませんか。いや、
世間の方々に。桜の時期に、花びらば
一枚、きよ子のかわりに、拾うてやっ
ては下さいませんでしょうか。花の供
養に」 
 この一文を読み終えたとき、私の目
からなま温かいものが流れ落ちてきた。 
 「語りえない思いを胸に描いたまま、
『たった一枚の桜の花びらば拾うのが、
望みでした』という生涯を送った者の
『声』になること ̶ それが、作家
石牟礼道子の悲願であり、『苦海浄土』
において試みられたことでした。さら
に、『文ば、チッソの方々に、書いて下
さいませんか。いや、世間の方々に』
という願いを胸に受け、石牟礼は今日
もなお、『文』を書き続けているのだと
思います」と若松英輔は解説している。 
 どこまで石牟礼道子に近づくことが
できるだろうか。そんなことを考えな
がら、今、私は
原発事故を起因
とする精神的損
害賠償請求訴訟
の書面を書いて
いる。
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 ｢ブリッジ・オブ・スパイ｣は、東西
冷戦下のアメリカ、ニューヨークで逮
捕･起訴されたソ連のスパイ、ルドル
フ・アベル（マーク・ライランス：ア
カデミー助演男優賞受賞）をトム・ハ
ンクス演じる弁護士（ジム・ドノヴァ
ン、大手法律事務所で保険会社の代理
人を勤めている）が弁護を始めるとこ
ろから物語が流れていく。 
 核戦争の恐怖におびえ、ソ連を敵視
していたアメリカ社会の中で、ドノヴ
ァン弁護士は四面楚歌にさらされる。
それでもドノヴァン弁護士は、憲法の
精神を守るべく、事実を争って陪審裁
判を求め、手続違反も訴えた。しかし、
厳しい現実が待っていた。 
（陪審員による有罪評決が下された後、
拘置所の接見室にて） 
アベル「そういう風に立っているあな
たの姿を見ると、私が子どもの頃よく
私の家に来ていた男を思い出す。私の
父はいつも『この男に注目しろ』と言
っていた。だから、私は彼が来るたび
に注意して見ていた。しかし、一度と
して、彼は注目に値するようなことを
しなかった。」 
ドノヴァン「だから私と彼が似ている
とでも？」 
アベル「その昔、私があなたの息子く
らいの年だった。パルチザン国境警備
隊が私たちの家を踏みにじっていった。
連中は何十人もいた。私の父や母は殴
られ、父の友人だったその男も殴られ
た。私は彼を見ていた。連中が彼を殴
るたびに、彼は再び立ち上がった。さ
らにひどく殴られたが、彼はそれでも
立ち上がった。彼が何度も立ち上がる
ので連中は殴るのをやめ、彼を生かし
たと私は思う。・・『ストイキ･ムジッ
ク』・・連中はそう言っていた・・『ス
トイキ･ムジック』・・その意味は、つ
まり Standing Man（不屈の男）・・
Standing Man」 
 そう言って、アベルはドノヴァンを
見上げた。ドノヴァンもアベルを見た。 
 その後、ドノヴァン弁護士は判事を
訪ね、「アベルを生かしてほしい。将来

アメリカのスパイがソ連で捕まるかも
しれない。その時のスパイ交換要員と
して保険をかけるべき。」と訴えたので
ある（陪審制では、刑罰の量刑は判事
が決めるため）。 
 「Woman in Gold (邦題：黄金のア
ディーレ、名画の帰還)」もクリムトの
名画をかつて所有していた女性相続人
の代理人として、最後まで
あきらめないで戦う弁護
士の物語である。 
 だから私は映画が好きだ。 
     （弁護士 野村吉太郎） 

 海外送金サービスはもともと銀行し
か取り扱えなかったのですが、平成 22
年から銀行以外の事業者も資金移動業
登録をすれば取り扱えるようになりま
した。銀行の送金手数料が高いことや、
外国人留学生・出稼ぎ労働者らの増加
を受け、平成 22 年から 5年間で海外送
金依頼件数は 130 倍に増えています
（平成 27 年 2600 万件）。ただ、登録
には財産的基盤と相当の労力を要する
ため、まだ 40 社しか登録していません
（大企業が多いです）。 
 シンガポールの送金サービス業者か
ら依頼を受けて、日本法人の資金移動
業登録手続を行いましたが、当局との
やりとりには１年以上を要し、昨年よ
うやく登録となりました。登録のハー
ドルは高いですが、40 社で 2600 万件
分の依頼を独占している状態は、海外
の事業者から見ても魅力的に見えるよ
うです。 
※今年６月開催予定の東京弁護士会研
修講座「食品企業コンプライアンスの
実務・最前線 後編」の講師を担当し
ます（前編は２月に実施予定）。食品に
関する不祥事事例の検討、行政対応、
食品企業のコンプライアンスなどを取
り上げる予定です。 
        （弁護士 堤世浩） 

 2016年も、人のご縁に恵まれ、多く
の案件をご依頼いただき、忙しく充実
した一年間でした。 

 新たな案件を受任する
ときは、私でお役に立て
るのか、毎回緊張します

が、2017 年も一つひとつの案件に全力
で丁寧に取り組んで、一定の結果を出
していきたいと思います。 
         （弁護士 藤井希） 

 ２０１５年１２月から本事務所にて
弁護士として活動を開始し、おかげさ
まで１年が経ちました。１年目ながら、
中通り原発事故訴訟や広野町集団ＡＤ
Ｒ申立など複雑な事件について、わか
らないことばかりの中、自分なりに力
を尽くしました。 
 まだ未熟ですが、これからも一つ一
つの事件と向き合い精進して参りたい
と思います。  （弁護士 秋葉俊孝） 
	

 

 2008 年から始まったふるさと納税。 
数年前から行ってみたいと思っていた
山形県の銀山温泉の宿泊補助券が返礼
品となっていることを知り、早速納税
をして、昨年 10 月、
念願の銀山温泉に行
ってきました。 
 ふるさと納税自体が、都会と地方の
格差是正や地方の活性化などを目的に
創設された制度ですが、今後も多いに
活用したいと思います。昨年は、地震
で大きな被害に遭われた熊本にも納税
しました。       （小坂由美） 

 昨年も気がつけばあっという間に過
ぎ、年々時間の経過の早まりを感じて
います。日々マンネリと過ごしている
からと反省しきりです。今年は、なに
か１つ新しいことにチャレンジして、

生活に刺激を与えて、有
意義な1年を過ごしたい
と思います。 
    （藤井留奈） 

 
 

 昨年の11月、都心で雪が降りました。
実に 54 年ぶりの降雪だったそうです。
急に寒くなったため、数年ぶりに風邪
をひいてしまいましたが、年末の忙し
さは気合いで乗り切りました。 
 新年は１月５日（木）より業務開始
いたします。 


