（1）

2010年 4 月号

岡義博法律事務所報

第38号

高松市丸の内７番20号 丸の内ファイブビル５階
ＴＥＬ （087）821−１３００
ＦＡＸ （087）821−１８３３
ＭＡＩＬ
oka-law@kln.ne.jp
Ｈ Ｐ
http://www.kln.ne.jp/oka-law/

ロースクール

所

長

弁護士

岡

義

博

ロースクールは平成16年 4 月からスタート

クールの設置を望み、文部科学省も申請のあ

しました。私もスタートの年から四国ロース

った大学は全て認めてきました。そこで、ロ

クール（正式名称、香川大学大学院香川大学

ースクールは過剰状態になり、学生（受験者）

愛媛大学連合法務研究科）の教員として務め
てきました。今年の 3 月で 2 期 6 年の勤務を

の数も過剰となり、司法試験受験対策に力を

無事終えることができました。私の担当は刑
事系の実務基礎科目というもので、 3 年コー

験対策に力を入れ、司法試験合格者を多数出

入れるロースクールも出てきました。否、試
すロースクールに学生が集まるという現象が

ス生の 2 年生、 3 年生を担当してきました。

出てきました。こうなるのは、目に見えてい

自分の担当した学生が司法試験に合格するの

たことです。実績のある所には当然人気が集

はやはり嬉しいものです。また、研究者の先

まるものです。逆に、合格実績の少ない所に

生との交流も貴重な経験となりました。

は、学生が来ないものです。こうした自然淘

ところで、一方では、ロースクールという

汰にまかせようとしたのでしょうが、試験対

制度そのものの先き行きが不透明なものにな
っています。制度発足から 6 年しかたってい

策に力を入れたロースクールが生き残るので

ないのに、見直し議論が出ています。

ます。司法試験の合格者数を重視するやり方

そもそも、ロースクールが生まれたのは、
従来の司法試験受験者が予備校を頼りにし、

は、当初の理念とは逆の結果となってしまい
は、ロースクール設置の理念に逆行するもの
でしょう。

受験勉強対策だけで合格する者がかなりいた

しかし、文科省はこの 4 月からロースクー

ため、法曹養成制度を改めるべきだという議

ルの設置基準の中に、司法試験の合格者数や、

論から生まれたものです。大学教育の中で、

入学生の倍率などを加える改正をしました。

法曹にふさわしい人間を養成していこうとい

ますます理念に逆行するばかりです。各ロー

うものです。受験対策をしなくても、ロース

スクールにおかれては、逆行する現実に立ち

クールの法曹教育の中で実力をつけさせよう

向かい、教育機関としての真価を発揮して頂

としたものです。

きたいと願うばかりです。

しかし、法学部のある大学の多くがロース

法の女神・テミス
この像は、ギリシャ神話の「法の女神」テミス
（Themis …ギリシャ語で、「掟」「習慣」「法」「正義」
を意味します）を形どったものです。
右手に掲げるはかりは、公平を象徴するとともに、
悪の重さをはかり、剣は力による貫徹を象徴し、目隠
しは無私をあらわすものといわれています。
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消費者契約法は、消費者の利益の保護をは

身
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かり、消費者契約にかかるトラブルの防止を
はかるための法律で、平成13年 4 月から施行
されています。
定義規定が置かれています。まず、「消費
者」とは個人をさします。但し、事業として
又は事業のために契約の当事者となる場合は
消費者ではないとされています。ここで「事
業として」とは、同種の行為を反復継続して
行うことをいいます。また「事業のために」
とは事業の用に供するため行うものをいいま
す。「事業者」とは、法人その他の団体及び
事業として又は事業のために契約の当事者と
なる場合における個人をいいます。「消費者
契約」とは、消費者と事業者との間で締結さ
れる契約をいいます。ややこしいですが、以

た場合（不実告知）で、消費者がそれを事実
と誤認した場合には、消費者はその契約を取
消すことができるとされました。民法におけ
る錯誤や詐欺の要件を緩和したものと言われ
ています。「重要事項」とは、物品、権利、
役務その他の契約の目的となるものの質、用
途その他の内容、対価その他の取引条件で、
契約を締結するか否かの判断に通常影響を及
ぼすべきものをいうとされています。一般的、
平均的な消費者を基準に考えることになるで
しょう。
誤認をさせる行為では、不利益な事実を告
げない場合（不利益事実の不告知）も取消し
の対象となります。勧誘に際して重要事項あ
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るいは重要事項に関連する事項について、消
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る事実を故意に告げなかった場合で、消費者

上に述べた消費者と事業者の間で交わされる
契約について、この消費者契約法の適用があ
るということです。
消費者契約法には、消費者保護のため、民
法の規定を 1 歩進めた制度がいくつも定めら
れています。
まず、消費者を誤認させるような行為につ
いて。契約を勧誘するに際して、事業者が、
重要事項について、事実と異なることを告げ

がその事実が存在しないと誤認して契約した
場合は、契約を取消すことができるのです。
「不利益となる事実」というのは、そのよう
な事実が存在しないと消費者が通常考えるべ
きものに限られます。「利益となる旨」の利
益とは、財産上の利益に限られません。
以下次号。
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数ヶ月前、飛行機に乗った。搭乗手続きが遅かっ
たため、通路側、横は男性。周辺はやたら密集して
いる。
ふと見渡すと、前方で空いている席（足元も広い）
があった。これはいいと思い、スチュワーデスさん
を呼ぶ。「すみませんが、あの空いている席へ移動
してもいいですか？」「いいですよ」と快く受け入
れてくれた。移動開始。
席へ着いて「やれやれ」と思っていたら、黄色い
紙を渡された。そこには「非常口座席をご利用のお
客様へ」と題して、長々と説明が書いてあった。
内容は「非常口座席にお座りのお客様には万一
の場合、緊急脱出時の援助をお願いします」という
ことで、まとめると、非常口開放までの間、他の客
を制止・脱出の誘導・援助…最後の客の安全を確認
して、脱出すること。 要するに最後まで逃げられ
ない。

費者の利益となる旨を告げ、かつ不利益とな
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「エー！」って顔をしていたのだろうか、スチュ
アーデスさんに声をかけられた。
「これをお読みになって、他の席をまたお探ししま
すか」もう一度移動？それでなくても背中でみんな
の視線を感じている「あいつ何やってんだー」
「いえ結構です」
。覚悟を決めた。
しかし、更に声をかけられた。
「この座席では手荷物
も一切持てませんので、上のＢＯＸへお願いします」
不運な事に、この日たまたま、めっちゃ大金（私
にとって）をバックに入れていた。だからひしと抱
いていたかった。内心でまた「エー！
！」「お客様の
目に見える場所にお入れしますか
らー」…って言われても。不安。
目を上に釣り上げたまま、緊張
の 1 時間半のフライトであった。
帰路、通の顔で非常口座席に座
ってやった。
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前号で八十八ヶ所巡りを書いたところ、大変
な反響でした。大変ですね。どうした心境の変

ようやく焼山寺の門にたどりついた。標高約
1000ｍの 8 合目にある焼山寺。66番雲辺寺に次

化ですか？いまどこを回っているんですか等々。

いで 2 番目に高い場所にある札所だ。

八十八ヶ所巡りを始めたのは大層な気持ではあ
りません。半分は遊び心です。そして、実は前
号を発刊した時点（平成21年10月）には、既に
八十八ヶ所全てを巡り終えていました。そして、
この号が出る頃には高野山のお参りも済んでい
ることでしょう。皆様ご心配をおかけしました。
今年は 2 回目の八十八ヶ所巡りにチャレンジす
る予定です。
そして、 1 回目の八十八ヶ所巡りの様子を、
何回かに分けてお伝えします。お寺を 1 つ 1 つ

手順を尽くしてお参りをする。時間をかけて

紹介してゆくと、88回連載になってしまうので、

きたので、有難味も増す。御利益がたくさんあ

印象に残ったお寺を飛ばしながら紹介します。
しょうざん じ
今回は12番札所 焼 山 寺。徳島県にある。 1 番

るような気がする。お参りをすませ、駐車場で
おにぎりの昼食。 3 月下旬の車外は寒い。車内

から11番までが、わりと平坦な場所にあるのに

での昼食となった。昼食を終え、再び山道を下

比べ、焼山寺は山の上にある。11番藤井寺を出

る。平地まで降りた所で、また歩き遍路に出会

て、車はひたすら田舎の県道を走る。12番へ向

う。歩く方向からみて、焼山寺のお参りを終え

かって歩くお遍路さんがいる。思わず手を合わ

て13番大日寺に向かうようだ。また、思わず手

せる。やがて、山道になる。山道をくねくねと
上ってゆく。道は細い。普通車では対向するの

を合わせる。
焼山寺は 1 泊 2 日の日程で出かけた 2 日目だ。

に往生するような狭い所もある。つづら折りの

この 2 日目は、11番と12番をお参りしただけで

山道を抜けた所に駐車場があった。11番札所を
出て 2 時間近くかかった。しかし、駐車場から

終わり。高松へと向かった。
（Ｙ．Ｏ）

お寺まではまだ距離がある。歩くこと10分。
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小学校の生活指導部係としてスクールガード・リー
ダーの講習会に参加することになった。
2001年に起きた大阪教育大学付属池田小学校の児
童殺害事件、被害者父親の生々しい話に、会場のあ
ちこちからすすり泣きが起こった。事件当日、正門
は閉まっていたがたまたま工事のため東門が開いて
いた。犯人は門が閉まっていたら諦めたと証言した
とか。また、この学校の場合、地域性が無い県境に
あった事も原因の一つ。そういういくつかの要因が
重なり犯罪が起きるのだそうだ。
不審者にスキを与えないよう、先ず出来ることが、
地域で子供達を守ること。
そこで、通学路の巡回や警備などに取り組む地域
ボランティアの活動で、その地域が防犯意識の高い
地域であると犯罪者に思わせることが大事なのだ。

北
和 代
Ｋ・Ｋ

息子の小学校でも下校時間に合わせて、地域の防
犯ボランティアのオッチャン達が、黄色い蛍光色の
帽子にベスト姿でいつもの場所で待っている。「今
日は、学校で何があったんや。○○君！」と友達の
ように声を掛けてくれ、暫く会話を楽しんでいる。
こんなほのぼのとした姿を見かけると、ほっとする。
香川は、有り難いことに災害が少ないので、防災
意識も低いそうだが、防犯にも防災にもいざという
時、助け合える人間関係
を築いておきたい。
ちなみに、今年度は子
供会会長の役が舞い込ん
だ。自治会と子供達との
地域活動にも積極的に参
加していきたい。
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月 の 砂 漠
「砂丘がみたいー」との娘たちの希望で、鳥取
へ出かけることになった。
♪つきのさばくを〜は〜る〜ばると〜♪
ついこの歌を口ずさんでしまう。
しかし「娘たちよ、期待しすぎるなよー」（鳥
取の方には悪いが）。
最近、二通りのタイプの人がいるように思うこ
とがある。例えば、旅行するとき、細かく旅行日
程を組み企画をして出発するタイプ。逆に、適当
な段取りで出発して平気なタイプ。
我が家の女性陣は後者のタイプ。
「おまえらどうするんだー」と数日前から同行
しない主人は気が気ではない。
唯一決まっていたのは、ホテル。これさえ押さ
えていたら安心。ところが、ＪＴＢから電話がかか
ってきた。「ご予約されていたホテルが食中毒で、
この日は営業停止になりまして」違うホテルを進
められた。「いいかげん人生のたたりじゃ〜」と
主人の声。
ってな感じで無事？出発。つい先日成人式だっ
た次女と長女の大人 3 人旅（ 3 姉妹は無理か？）
高速道路を使い、ひたすら日本海へ向かって 4 時
間（ぺーパードライバーの娘たちは役立たず）。
車中いまどきの音楽で盛り上がる。ようやく鳥取
砂丘にたどり着く。
♪は〜る〜ばると〜♪ だった砂丘も「思った
よりせまいね」と娘たち。
馬のななちゃんの馬車に乗せてもらって観光。
馬の目がすごくかわいかった。
みやげ売場で砂の
入ったみやげを探す
こと30分。
「いい加減にして！」
と適当母もさすがに
怒り。この時すでに
2 時半なのにお昼ご
飯がまだ。「海鮮丼がたべたーい」とのリクエス
トにお答えして、日本海を走ることさらに30分。

とても美味しい海鮮丼・海鮮サラダａｎｄ蕎麦を
ゲット。そこには、因幡の白ウサギの神社があっ
た（横目で通過）。
次は子供たちの大好きな「コナン」の場所へ。
名探偵コナンの博物館（本当は作者の記念館）満
足の様子。私は車内でお昼寝。
コースが非常にスムースだった。子供たちは
「私たちってタイミングいいよねー」と自画自賛
（無計画なわりにはだろ！）。
倉吉市内を通過して、宿泊地の三朝温泉の宿へ。
期待していなかったが、変更によるＪＴＢの取り
計らいか、広くてすごく良い部屋。お風呂も良か
った。 2 階のある露天風呂。次女は風呂を 1 時間
半満喫。夕食も豪華。
翌朝、部屋からは天
神川が一望。遠くで裸
の男性が川の中の露天
風呂に入っている。の
んびり〜。適当親子は、
ゆっくり出発。いざ蒜
山高原へ。
着いた〜。広々としていて、すがすがしい。
「んー？」何かおかしい。人が少ない。よーくみ
ると店も開いていない。冬期休館中「……」。「人
がいなくてのどかでいいねー。はい、ポーズ」
一路蒜山インターへ。途中、そば屋で昼食（以
前行った時、行列で入れなかった店）。「絶対ここ
がいい」と私。こしがあって美味しかった。
以下そばやでの会話。
私「今回、美味しい物巡りの旅になったね」
娘 1 「最初からそのつもりだったけど」
娘 2 「うんうん」 私「…ま、いいか」
高速に乗ってすぐ、ちょっと寄り道。蒜山Ｐへ。
娘が抱えてきたソフトクリームには、カラメルソ
ース・チョコ色々トッピングが。これもまたとて
も美味。
大人になった娘たちとの満足の二日間でした。
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何かと話題のTwitter（ツイッター。さえずる、ペ
チャクチャしゃべる、クスクス笑うという意味の英
語（動詞））。ツイッターに登録して、パソコンや携
帯電話から画面に書き込みをして利用します。例え
ば「行ってきます」と書き込むと、「いってらっし
ゃい」と誰かから返事があるわけです。会話をして
いるように手軽に利用できることや、事件が発生す

子

入
谷 多 延 子
Ｔ・Ｉ

るとニュース速報より早く情報を得られることもあ
り、色々な人が色々な目的で利用しています。そん
なツイッターが縁で結婚したカップルもいて、これ
を「ツイ婚」というそうです。このカップルは結婚
が目的でツイッターを始めたわけではなかったよう
ですが、そういう手があったのか…。
と考え中です。

