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ちの言い分を通そうとしているのであろう。
彼らは、テロという形を通してしか自分たち
の言い分を言う場がないのかもしれない。
そうであるなら、彼らの言い分を聞き、彼

らの言い分が正当かどうか議論する場を設け
ることによって、解決に一歩、歩み出すこと
ができるかもしれない。仮に、イラクでのテ
ロ組織の言い分が、アメリカはイラクから出
て行け、イラクはイラク人の手で統治すると
いうことだとすると、これに対してアメリカ
はイラク人による暫定統治機構が設置され基
本法の制定もされており、イラク人による統
治は行なわれていると反論するのだろうか。
しかし、このアメリカの言い分に対しては、
アメリカのかいらい政権であって真の意味の
イラク人による統治ではないと再反論が来る
かもしれない。どこまで行っても言い分は平
行線かもしれない。背後には世界観、宗教観
の対立があるかもしれない。話し合いによる
解決は無理なのか。
ここまで書いてきて、イスラエルがイスラ

ム原理主義組織ハマスの指導者ヤシン師を殺
害したというニュースが入ってきた。パレス
チナ側は全面的報復を宣言した。世界の平和
は遠のくばかりである。
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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。

法の女神・テミス

2004年４月号

スペインで列車が爆破され、死者が200人
を超えるテロがあった。アメリカがイラクを
攻撃したのは１年前。フセイン政権はあっけ
なく倒れ、フセインは雲がくれした。イラク
に自由と平和が回復される日は近いと思われ
たが、一向に平穏な日々は訪れない。アメリ
カの占領に対する反発は日増しに増えテロが
頻発するようになった。フセイン元大統領が
捕まってもテロは一向にやみそうにない。テ
ロの波はイラク国内だけでなく､他国にも広
がってきた。テロ組織は様々で旧フセイン軍
の残党ばかりでないようだが、反アメリカと
いう点では共通しているように思われる。
他方、アメリカがテロを許せないとしてい

るのも、また正当な考えである。何の関係も
ない一般市民を巻き込み、殺害するテロを許
せないのは当然である。アメリカが強硬な姿
勢でテロに臨み一歩も譲歩しないというのも
正当である。
しかし、何故テロが起きるのかという根本

に遡って考えないと真の解決は得られないの
ではないだろうか。テロをする人間も好き好
んで無関係の人を殺害したいわけではないだ
ろう。何か言い分があり、自分たちの声を聞
かないとテロを起こすぞとの態度で、自分た
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「こんぴらふねふねおいけにほかけて　
しゅらしゅしゅしゅ」

子供のころから歌が大好きだった私は、聞
きかじりで、この歌を覚えて歌っていた。
琴平に行った時の事。懐かしくてこの歌を

口ずさんでいたら、主人に指摘された。「お
い、その歌間違ってるぞ。お池じゃなくて、
それは追い手だ」「うっそー・・」何故か私
はこんな事が数知れない。自分の持っている
薄学？な知識の表れだろう（トホホ）。
少し前、ある会の打ち上げの声がかかった。

「がぶりぎょうざ」という会場だとのこと。
え－餃子？むつごいな－と思ったのだが、そ
こは素直な私。出席の返事をしてしまった。
当日、疲れていたので、餃子は食べられそ

うにない。「それにしても打ち上げに餃子？
名前（がぶり）からして、餃子の食べ放題？
焼きめしとのセットかな？こりゃビール
だ！」
と色々考えながら、胸焼けになりそうな気持
ちで、教えられたビルに到着。
ところが餃子屋がどこにも見当たらない。
どうしようとキョロキョロしていたら、連絡
をくれた幹事の人が「ここよ－」と言って近
づいてきた。「あれー、餃子屋さんはどこ？」
「なにいいよんな－。誰が餃子屋言うたん
な－。そこよ、そこ！カプリチョーザ！」そ
こはなんと、おしゃれなイタリアンレストラ
ンだった。あーあ。思い込みに年季が入って
きた－！！
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今回は会社の業務執行について。

まず、株式会社から。業務執行の決定は取

締役会がします。そして、執行自体は代表取

締役が行ないます。皆さん、ご存知の通りで

す。取締役の人数が３名以上必要であること

も、ご承知の通り。取締役の選任は株主総会

で行ないます。任期は２年であり、再任は可

能です。解任も株主総会です。解任には、３

分の２以上の多数の議決が必要となります。

取締役会の権限は広範で、業務執行の広い

範囲に及びますが、詳しくは商法に列挙され

ています。重要な財産の得喪、多額の借財な

どは取締役に決定させることはできず取締役

会が決すべきものとされています。取締役は

会社に対して忠実義務を負っています。そこ

で、取締役が会社の営業の部類に属する取引

をするには取締役会の承認が必要です（競業

避止義務）。また、会社との財産の譲渡、譲

受や会社から金銭の貸付を受けるなどについ

ても取締役会の承認が必要です。

取締役の報酬は定款で定めるか株主総会で

決定すべきものとされています。退職慰労金

や弔慰金についても、在職中における職務執

行の対価として支給されるものであれば報酬

に含まれると考えられます。

取締役は会社に対して、広範な責任を負っ

ています。責任についても商法に多数列挙さ

れています。損害賠償の責任など民事上の責

任を問われる事がありますが、場合によって

は特別背任や利益供与など刑事処罰を受ける

こともあります。取締役は辞任することもで

きます。辞任した結果、取締役に欠員が生じ

た場合、後任が就任するまで取締役の職務に

とどまらなければなりません。

有限会社の取締役も基本的には株式会社の

取締役と同じです。

但し、取締役の人数は１名でもかまいませ

ん。複数人いる場合、業務執行の決定は過半

数で行ないます。会社の代表は各取締役がで

きますが、代表取締役を決めれば代表取締役

がすることになります。

その他、選任や解任、競業避止義務、利益

相反行為なども株式会社と同じです。刑事処

罰を受ける場合があるのも株式会社と同じで

すから、会社の利益を危うくするような行為

は厳禁です。
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大阪のある食肉センターを訪問したとき、駐
車場でふと気付いた。いつもはここの上空には
カラスが群れている。臭いが彼らを引き寄せて
いるのだろう。しかし今日はいない。そうか､
一週間ほど前から、彼らも捕獲の対象なんだ。
鶏と卵から始まった鳥インフルエンザ騒ぎは､

野鳥によって感染が拡大したかもしれないとい
うことで、各自治体は捕獲用の網の手配に追わ
れているとか。しかし少し前まで、空を自由に
飛ぶ鳥をお役所の方々が網で捕獲する光景を誰
が想像しただろうか。
さて、この食肉センターの中には衛生試験所が
ある。ここではＢＳＥ全頭検査をしている。解体
した牛の延髄の一部を取り、数時間かけて特殊
な方法で異常プリオン検出の検査をしている。
また思い出した。ＳＡＲＳウイルスはハクビ

シン説が有力だ。
最近話題になった食にまつわる新しい感染症

は、すべて動物がらみだ。しかし元来ヒトイン
フルエンザも鳥からの変異でヒトに感染するよ
うになったようだ。人が生きるために動物を育
て、食らい、あげくにその彼らが持つウイルス
などによって人間は新しい恐怖を抱え込む。と
ころが同じ動物でもペットと生まれれば、人に
大切に可愛がられ、死ねばお葬式をしてもらい、
お墓に入る。また家畜として生まれれば、人間
とともにそれなりの生活をして一生を終える。
乳を搾られたり、田畑で働いたり、卵を産んで
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暮らしたり。
ところが最初から食べられるためだけに生ま

れてくる動物は果てしなく虚しい。その彼らの
しっぺ返しが来ているような気もする。
また食料の６割を輸入に頼っている日本だけ

ではどうにもできない問題も新しく噴出した。
アメリカとの牛肉輸入問題はどんな決着を迎え
るのだろうか。
今の時代、ハンバーガーが根付き、牛丼が開

発され、ステーキが安く食べられる時代になっ
た。卵や牛乳も昔よりも確かに安い。動物性蛋
白質の摂取過多による脂肪肝の人も多いみたい
だ。
人間が動物達を愛玩したり、家畜として飼っ

たり、そして食べたり、あまりにも身勝手な扱
いに対するささやかな逆襲が始まったようにす
ら思える。
直接的なウイルスの増殖や変異はその対抗手

段を英知な人間はすぐにみつけるだろう。しか
し、そんなことを繰り返しても彼らの気持ちは
静まらないような気がする。生あるものへの慈
しみ。そして最小限の殺生。そんなことを子供
達にも教えないと、人間界の弱者に対する残忍
な事件も続くような気もする。
この食肉センターの正面玄関に、牛のために

立派な鎮魂碑がある。思わず手を合わせて瞑想
しながらそんなことを考えた。

生あるもの
在阪薬品商社勤務　
相　野　　　正

んだ友だちもいるほど、危ない！すごい！面白
い！作品でした。
今や日本だけでなく、世界23カ国の映画祭で

上映され大絶賛を獲得し、
様々な賞を受賞した
作品です。
機会があれば、
是非ご覧に
なってみて
下さい。
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2006年冬季オリンピック・トリノ大会。
テレビ実況アナウンサーの熱の入った実況。雪
が静かに降る中、始まる競技は『スキージャン
プ・ラージヒル・ペア』（１組（２人）のペアの
選手が１組のスキー板を前後に並んで装着して
行う）。各国のペア選手たちがウルトラＺ級の技
で戦いを繰り広る。そして奇跡の大技を成功さ
せ、逆転の金メダルを勝ちとったのは日本！
実はこれ、人気爆発したＤＶＤ。すべてコ
コンピューターグラッフィックで作られた映
像なのですが、「あぶない！あぶない！！」と叫
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「ブーム」という言葉を辞書で引いてみると、
｢ある事が爆発的に流行すること。急激に盛ん
になること。（三省堂大辞林第二版より）」とあ
りました。そこで、今ブームと言えば「豆乳」
と「にがり」ではないでしょうか？元々豆腐は
高蛋白質、低カロリーということで健康食品の
１つとして人気がありましたが、現在では豆腐
になる前の豆乳とにがりが美容食品としてそれ
ぞれブームになっているのです。特に豆乳には
イソフラボン等（肌質改善、骨粗しょう症防止
など）の女性にうれしい栄養素がたっぷりです。

ドラッグストアには豆乳石鹸や豆乳ローション、
豆乳入浴剤など豆乳に関する商品がいっぱいで、
にがりもたくさんの種類が出まわっています。
美肌になる、痩せると聞けば放ってはおけませ
ん。豆腐は苦手な私ですが、早速、豆乳とにが
りを購入しました。｢良薬は口ににがし｣。私に
は両方とも美味しいものではありませんでした。
これでは続くかどうかが問題ですが、続けなけ
れば効果は期待できません。｢続けること｣。こ
れが一番の課題になりそうです。

白川郷といえば合掌造りの民家で有名です。
ユネスコの世界遺産にも登録されていることは
ご存知の通り。そんな白川郷を訪れたのは４年
ほど前の初夏。白川郷は岐阜県にあります。中
部地方の方は、そんな事はわかっていると言う
でしょうが、ほかの地方の人には地理的な関係
がわかりにくい。とにかく岐阜県の北の方なの
です。これは、つまり四国から行くには非常に
遠いということです。名古屋まで出て、そこか
らまず高山本線で飛騨の高山まで行くことにな
ります。高山といえばカラクリ人形が有名で、
春と秋の高山祭にはカラクリの屋台が出ます。
私共が行ったのは祭シーズンではないので屋台
は出ていませんでした。しかし、カラクリ人形
を見せる獅子会館などがあり、けっこう楽しめ
ます。カラクリが運ぶお茶を頂きました。

白川郷へ行くには、ここ高山か下呂温泉に一
泊してから出かけるのがいいでしょう。高山駅
前からは定期観光バスが出ており便利です。高
山から白川郷まで２時間かかりますが、途中で
御母衣ダムを通ります。このダムは土や岩を積
み上げたロックフィル式というダムで堤防の幅
（厚み）が、大変厚いダムです。
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このダムを造るときに水没する桜を救うために
多くの人が尽力して古い桜を植えかえたのは有
名な話です。荘川桜と言われ樹齢450年といわれ
ています。ＮＨＫのプロジェクトＸで荘川桜の
紹介がされたことがあります。
そうこうしているうちに、白川郷に到着。

合掌造りの古い民家が100軒余りあるそうです。
冬の雪景色がきれいな事はテレビなどで知られ
ていますが、冬場にここまでたどりつくのは大
変でしょう。古い萱葺き屋根の民家がたくさん
集まっている所は圧巻で、昔の日本を感じさせ
ます。但し、電気も通っているし、車もありま
す（あたり前か）。観光バスも来ており、観光客
も多いです（自分もその中の１人だった）。和田
家という家がたいそう立派で、中を拝見するこ
とができます（拝観料が必要）。萱葺き屋根の葺
きかえの様子が数年前のＮＨＫの特集で放送さ
れていたので覚えている方もおられるでしょう。
遠い所ですが、１度は行ってみたいと思う所

です。今回は観光案内とＮＨＫの宣伝になって
しまいました。冬場にもう１度行こうかな（寒
そう）。 （Y.O）

白　川　郷

エ ト セ ト ラ 事務局　　入谷　多延子

岡義博法律事務所
長方形

岡義博法律事務所
タイプライターテキスト
Ｔ・Ｉ




