OBA MJ
OBA MJ

OpinionSlice
OpinionSlice

元最高裁判所判事、
元弁護士

鬼 丸かおる

インタビュー日
令和元年10月9日
（水）

さん
2013年に弁護士から最高裁判事に就任され、2019年に退官された鬼丸かおる先生にお話をお聞きしました。
法曹の世界に来て、最初は裁判官

だから」と、裁判官志望をやめる

になりたいと希望を出しました。私

よう説得されました。私は修習中

国家公務員試験に合格しました

はしゃべるよりも書く方が得意で

に子どもが生まれましたので、自

が、
「君、女だからね」という理由

したし、紛争解決に判決という形

由が少しでもきく弁護士になるし

で、行きたい省庁に採用はしても

で終止符を打つことができるとい

かないと悟りました。

らえましたが男性とは別の扱いで

うことに魅力を感じたからです。

― 弁護士になって、
どのような仕

―

弁護士になられた経緯につい
てお聞かせください。

した。司法試験にも合格したので、

ところが、裁判教官たちから「女

事をされていましたか。
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最初は山梨県弁護士会に登録し

育園の送り迎えやお弁当作り、食

研修所に入りました。慣れない教

ました。当時、甲府市では、国体

事の支度など、全て 1 人でこなし

官の仕事をしながら、わずかな休

の誘致や、町の真ん中にある刑務

ていたので、当時は 3 人前働いて

み時間に必死になって電話をかけ

所を移転するという大きな事業が

いる感じでした。遠方に出張した際

たりファックスを流したりして自分

あり、法的な知識が必要というこ

も、保育園のお迎えに間に合わせ

の事件を処理していたので、最初

とでインハウス弁護士を探してい

るために、妊娠中の大きなおなかを

の 1 年はものすごく忙しかったです。

ました。

抱えて駅の階段を飛び上がってい

2 年目になると、教官の仕事に

って新幹線に飛び乗っていました。

も慣れ、教官になる前に受けた弁

がくるぞ」と宣伝されたことや、公

産前産後休暇の適用もなかったた

護士の事件も減って楽になってき

務員試験と司法試験の両方を受験

め、ほとんど休まず、産後も 2 週

て、3 年目になると弁護士本業の

したため行政法と財政学を選択科

間で仕事に復帰しました。当時は

仕事がなくなってくるという感じ

目に選び勉強していたことから、私

寝る暇もなく、歩いている途中で膝

でした。

が採用されました。

がカクッとなり記憶がないというこ

山梨県弁護士会に「女性弁護士

裁判官や検事は教官に専念する

ともありました。寝る時間がない分、

ことができますが、弁護士は教官

り、面白かったです。例えば、印

とにかく食べて体力を維持していま

をしながら自分の事務所も維持し

鑑証明書交付申請の方法を直接証

した。自分でもよく病気にならない

ないといけないので大変です。教

明（自分の実印を押して証明して

ものだと残念に思ったくらいでした

官をしている 3 年間は新件を受け

もらう）から今のような間接証明

が、私は体力がものすごくあったの

られないので、
「懲役 3 年」と言わ

に切り替えたときの問題点を洗い

だろうと思います。

れています。

インハウスの仕事は多岐にわた

出すという仕事もありました。そ

今は、社会的な制度が整備され

3 年は長い懲役ですが、その間

ういう学者的なことをやっていた

ているので、公的なものから私的

に知り合えた修習生は、合わせる

かと思うと、国体や刑務所の土地

なものまでなるべく手を借りて仕

と300人以上いますので、これは何

買収の際の契約書のチェック、議

事を頑張るか、育児期間はいった

にも代えられない宝物です。

会対応、条例のチェックなどもし

ん休んで子どもと一緒に過ごし再

教官時代は、家族や事務員より

ていました。

度仕事に復帰するか、どちらか選

も長い時間、教官たちと一緒に過

んでやっていけばよいのではない

ごしていました。民事弁護の教材

の仕事、もう半分はイソ弁の仕事

でしょうか。

は、司法研修所所付が全国行脚し

をしていました。山梨から東京へ

―

司法研修所の民事弁護教官を

て適切な事案を探して持ち帰って

登録換えしてからも甲府市に通い、

されていたときのご経験につい

きたのを、教官全員で検討して作

合計11年間インハウスの仕事を続

てお聞かせください。

り上げています。講義の準備や起

1 週間のうち半分はインハウス

弁護士会が裁判所関係に人を推

案講評について論議が続き、夜の

インハウス以外では、
「町の弁護

薦するときは、最低でも求められ

11時頃まで教官たちと過ごす時間

士」として小さいことから大きいこ

ている人数の 2 倍を候補者として

が大変長かった記憶です。

とまで色々な仕事をしていました。

推薦します。なので、私は当て馬

弁護教官だけでなく、裁判教官

―

お仕事だけでも大変お忙しか

だと思って名前を使うことを承諾

や検察教官とも一緒にお酒を呑み、

ったと思いますが、家事・育児と

したら、本当に教官になってしま

交流していました。この頃、裁判

の両立はどのようにされていた

い、驚き、かつ戸惑いました。

官の友人がたくさんでき、そうい

けました。

のですか。

私は 3 人の子を育てましたが、保
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終了させきれなかった手持ちの

うところから名前を知られたとい

事件が二十数件残ったまま、司法

うことが、後に私が最高裁判事の
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候補者に名前が挙がった理由の 1
つになっているのかもしれません。
―

最高裁判事の打診を受けたと
きのお気持ちや、最高裁での合議、
個別意見についてのお話は、本号
掲載（54-57頁参照）の男女共同
参画推進本部の連載記事「最高
裁判事から受け継いだバトンを
繋ぐ」で紹介されていますので、
そちらに譲ることにして、実際に
最高裁に入って感じた最高裁の
印象についてお聞かせください。

私はずっと弁護士をしていたの
で、最高裁の判例は天の上から降
ってくる大切にしないといけない
ものとしか思っていませんでした。
判決書の後ろに裁判官の名前が書
いてありますが、雲の上にいるよ
うな人で実際に生きているとは思
えず、生身の人間が書いていると
いう実感がありませんでした。し
かし、だんだんと知り合いが最高
裁に入っていくようになり、生き
ている人が書いているんだなと思
うようになりました。
実際に最高裁に入ってみると、

ています。また、別の会社で取締

どんな働きをしているのか等調べ

初めは緊張して怖くてガタガタ震

役候補という立場でアドバイザーを

ることになるので責任重大です。

えましたが、裁判官 1 人 1 人は知

しており、もう 1 つ、監査役をやる

入手したい資料については自分か

識も豊富で頭の回転も良い普通の

かもしれないという話があります。

ら事務方に求めますし、インハウ
スの人とお話もしています。

方々で、経験も異なっているし、そ

役員をするためにはその会社の

れぞれ人間性も豊かなことを知り

ことを知らなければならないので、

ました。皆さん、何十年も先まで

自分から情報をもらいに動いてい

性のニーズが大きいと感じていま

通用する判決を書かねばならない

ます。なので、毎日忙しく過ごし

すが、会社としてはある程度の報

との使命感を持っておられるとの

ています。

酬を払うわけですから、女性であ

社外取締役については、特に女

指名委員会、報酬委員会、監査

ればいいというわけではなく、あ

最高裁判事を退官されてから

委員会などは社外取締役が多く、

る程度知識のある人が求められて

は、弁護士に戻られたのですか。

その社外の人が取締役を選び、社

いますので、一部の人ばかりに集

弁護士登録はしていません。今

長の給料を決めるわけですから、ど

中する結果になりがちなところが

は、とある会社の社外取締役をし

ういう根拠があるのか、どの人が

あります。

印象を持ちました。
―
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― 最高裁判事の経験から、我々弁

理由不備、理由齟齬というのは、判

護士にアドバイスいただけるこ

決の中で整理された当事者の主張

とがあれば教えてください。

のところ、それから判決の理由の

最高裁には、上告あるいは上告

ところを比べてみて、その判決書

受理などを含めて、年間 1 万1000

の主文が判決中の理由からは導か

件、各小法廷に3400件ずつくらい

れない不備や齟齬があるというだ

の事件がくるのですが、不必要に

けであって、当事者の言っている

長く、一見しただけでこれは「上

ことと比べることはありません。そ

告理由にならない」とわかる書面

こが意識されていないので書面が

が結構多いんです。

長くなってしまうのです。長い書

どうしてなのかなと考えると、皆

面こそ民訴法の予定した上告理由

さん上訴のことを習ってないし、勉

や受理申立理由とは離れてしまう

強していないからだと思い当たり

理由の 1 つです。

ました。

もう 1 つ、経験則違反という主

当事者から上告したいと言われ

張も非常に多いのですが、残念な

て慌てて六法を見て、理由不備や

がら今まで経験則違反を正面から

理由齟齬なら当事者の主張する理

最高裁判所が認めたことは 1 回も

いうのは、一審のときから上告審

由と判決の結論を導く理由は異な

ありません。

を念頭に憲法違反、判例違反とい
う主張がはっきり書いてあります。

るから、なんとかなりそうだと努

自分の経験と裁判官の経験が違

力して書いていらっしゃる。しか

うから経験則違反だというのでは

皆さんこの事実をご存知なく結

し、長々とお書きになっているも

なく、A というものがあったとき

論だけ見て最高裁が認めたとおっ

のほど、当事者の主張と判決理由

には B というのを推定するのが一

しゃるけれど、実は弁護士が一審

を比較して、当事者の主張を基本

般通常人の常識だということを、本

から最高裁をにらんで一生懸命や

において書いていらっしゃるので、 などの証拠に基づいて一審のとき

っていた積み上げの結果なのです。

民訴法の予定するところとは離れ

から争っておかないと最高裁の取

これは最高裁判事という立場にな

てしまいます。

り上げる経験則違反にはなり得ま

って初めてわかったことです。

刑事事件の場合は、実刑か執行

せん。私も教官をしているときは

この上告理由書はすごい、この

猶予か、有期あるいは無期の懲役

こんなことはわかりませんでした

まま判決に使いたい位だという書

か死刑か、有罪か無罪か、この 3

が、最高裁に行って初めて気付き

面を出してこられる弁護士もいら

つに引っかかりがあると、主張の

ました。

して、ちゃんと研究している人は

方法如何にかかわらず、正義の観

弁護士さんに是非訴えたいのは、 しているということだと思います。

点から裁判官は一審の証拠から見

絶対に勝ちたいなら、一審のとき

忙しいから、習っていないからと

直します。

から三審を見据えて憲法違反や判

いうのは言い訳にならないことを、

刑事事件と同様に考えて、民事

例違反を念頭に置いてやって欲し

自分自身の反省も込めて強く感じ

事件でも事実を見てくれるだろう

いということです。訴状の中で、そ

ました。

と思って、理由不備、理由齟齬と

れらしきことを書いておく、そし

― 貴重なアドバイス、
ありがとう

いうことをおっしゃる方がものす

て上訴の書面でも書いておくとい

ごく多いのですが、民事事件では

うことが大事です。

改めて事実は見ることはしません。
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上告審で勝っている民事事件と

ございました。

（ 写 真 撮 影：高 広 信 之 ）
インタビュアー：宮 下 幾 久 子

