
近頃、家庭内での暴力が深刻化しているよ
うに思われる。親が幼い子に暴力を振るった
り、食事を与えないなど虐待を繰り返す。逆
に、子どもが親を殺すというニュースもよく
聞くようになった。親殺しは中学生レベルま
での低年齢化している。中学生が同級生に自
分の母親殺しを依頼したという事件もあっ
た。依頼された中学生がそれを実行したとい
うから鳥肌が立つ思いである。
このような社会になった背景については、

これまでも色々議論がされている。暴力を肯
定するテレビ番組やテレビゲームが世の中に
溢れているとの指摘がある。また、家庭内に
おいて幼い頃からの善悪の躾が行き届いてい
ないという家庭の教育機能の低下を挙げる人
もいる。十分な教育を受けてない親が子ども
を育てるため、段々と家庭における教育がな
されなくなったというのである。
学校での道徳面における教育の低下という

者もある。学校では命の大切さを教えている
が、長年にわたって知識重視の教育を続けて
きたことも確かである。地域の教育力の低下
も挙げられる。子どものいたずらを近所の人
が注意することによって、地域全体で子ども
を教育するという社会があった。それがプラ
イバシーとか個人の自由とかいう考え方には
ねつけられ、他人の子どもに口だしすること
がはばかられる雰囲気となってきた。都会だ
けでなく今や田舎においても同じである。
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多くの人が指摘するこれらの要因が背景とな
って、親も子も未成熟のまま社会を構成して
いるのが今の日本である。
では解決策はあるのか。要因はこれまで多

くの人が指摘してきたところにあるのは間違
いないだろう。従って、その個々の要因を取
り除いていけば良いということである。
しかし、その実現は困難である。どの要因

をとっても具体的な解決策は見い出せない。
害悪を流す根源を断つことは事実上不可能で
ある。広い影響力を持つ伝達機関はマスコミ
というよりインターネットになっているので
ある。
また、表現の自由という問題もからんでく

るからである。家庭については、両親が共働
きしなければ生活できないような社会実態が
あるため子どもの教育に専念することは多く
の家庭で困難である。また、頼りない親を教
育する場というのは具体的には思いつかない。
学校では、心の教育に力を入れているが、

いかんせん学校で過ごす時間はせいぜい 1日
の時間の 1／ 3～ 1／ 4である。学校の教育
力にも限界がある。地域でのコミュニティー
は崩壊しかかっている。他人に口出しできる
社会の再構築についての具体策は見い出せな
い。役所主導ではどうにもならないであろう。
結局、一人一人が良心を持って各人の立場

で改善に取り組んでいくしかないのである。

暴　　力
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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

2006年10月号
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法テラスというのは、この（平成18年）秋、
オープンした日本司法支援センターの愛称で
す。支援センターの本部は東京にあり、全国
50ヶ所に地方事務所が設けられるので、各県
に 1ヶ所は必ずあります。この支援センター
の主な業務内容は 3つあります。

1つは法律情報の提供です。紛争解決に役
立つ法制度を紹介してくれますが、最も役立
つのは法律相談が行われている機関を教えて
くれることでしょう。例えば、弁護士会での
相談日は何曜日の何時で、場所はどこにある
とか、有料か無料かということなどです。も
ちろん、弁護士会での相談に限らず、県とか
市でやっている法律相談などあらゆる法律相
談を網羅して、その情報を提供していこうと
いうものです。
この情報提供は無料で行われますが、問い

合わせした人に最もふさわしい法律相談の場
を提供してあげるためには、受付窓口の職員
の能力が鍵になると思われます。アクセスは
インターネットでもできますので、うまくい
けば広く国民一般が法律相談を受けられる機
会が大幅に増加することになるでしょう。

2つ目は、民事事件の法律扶助です。法律

扶助というのは、お金がないために弁護士を
頼んで裁判ができない人のために、弁護士費
用や裁判費用を立て替えてくれる制度です。
法律扶助の制度は長い歴史があり、これまで
は財団法人法律扶助協会がその役割を担って
いました。扶助協会は弁護士が中心となって
運営していました。法テラスになってからも
弁護士はもちろん関与しますが、法務省の管
轄なので、今後お役所仕事のような硬直した
運営にならないよう、役人の天下り先になら
ないよう願うばかりです。
扶助の手続ですが、必要な書類をそろえて

申込をすると、弁護士による調査があり、そ
の後審査会があります。審査会で要件を審査
し、ＯＫが出れば扶助決定がなされます。審
査を通る条件としては勝訴の見込が必要で
す。勝訴の見込といっても絶対勝てるという
高いハードルではありません。見込みという
ことで大丈夫です。支援センターから受任す
る弁護士にお金が支払われた後、申込んだ人
は分割でセンターに返済することになりま
す。分割金はだいたい月 1万円です。
３つ目の業務は国選弁護制度の運営です

が次回に。（Ｙ．Ｏ）
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しばらくすると、耳が痛くなってきたが、我慢、
我慢と、口をあけたり鼻をつまんだり…、とうと
う耳がきーんとなり、「痛い！」。気圧をがくんと
落としてもらう。やれやれ～。
それからは、ちっともリラックス出来なくなり
体は緊張。目はランラン。
途中でやめるのはもったいない。最後まで頑張
って、やっと50分が経過。
袋から出てみると、やはり首をねじっていて、

耳は気圧が抜けないまま痛い。場所は接骨院。首
の治療をしてもらって帰宅。治療用のウオーター
ベットが一番気持ち良かった。
Ｔさんに電話したら、「安いじゃないの～治療

込みで3100円なんて～」
疲労回復？行く前は、元気

はつらつだったのに！「究極
の若返り」も断念。
数日後、五色台の山に登っ

て、森林浴!!
高松には無料の酸素カプセ

ルがあっちこっちにありました。
都会の方は、お金を出して

酸素カプセルへどうぞ！

今うわさの高気圧酸素セラピー、酸素カプセル
をご存じですか。
先日東京在住の新しいもの好きのＴさんがすご
く良かったよと勧めてくれた。「インターネット
で酸素カプセル高松ってひくとあるよ」というの
で調べる。何カ所かありました。
「疲労回復、究極の若返り法」おためしキャン
ペーン実施中。行かないはずがありません。選ん
だのは○○接骨院。
受付をすませ、先生と面談。先生曰く「気圧が
上がっていくとき、耳がきーんとしてきます。飛
行機に乗った時の状況ですね。痛くなっても、少
し我慢していたら大丈夫。一度やめると二度と挑
戦出来なくなりますから頑張って」と言われる。
少し不安になる。実は昔から耳の気圧を上手に
抜けないんです。
さてスタート。ボンベのような、寝袋のような
筒のチャックを開けて、中に寝る。しゃがんで頭
を入れる時、首をぎくっとねじってしまったよう
だ。寝ているとすーっと清々しい空気が入ってく
る。「フムフム、快適」うとうとしていたら、「大丈
夫ですか」。のぞき窓から様子を見て、声をかけ
てくれるが、何度も来るので、もっと不安になる。

Oka3
長方形

Oka3
タイプライターテキスト
Ｅ・Ｏ



（3）

今から25年ほど前、押し迫った年の暮れ、得
意先の袋物の材料屋さんが憂鬱な顔つきで、事
務所に夕方頃やってきた。
販売先の手袋メーカーが手形を落としかね、

ジャンプを懇願された。長い付き合いがある、
伸ばしてあげるべきかどうか判断に迷っている、
とのこと。
その会社の決算書はと尋ねると、貰ってい

る。と、前年の貸借対照表と損益計算書を示
した。
しばらく診て、次の判断をした。
この会社の経営者は、えらく派手な人ですな、
大きな含み損を抱えている、倒産は必ず 1・2年
内に起きますよと診断した。
“先生よく解りますな、白鳥界隈で派手な人で
有名、最近つぶれるのでないかと噂が飛んでい
ます”“なんで判りますか？”
簡単です。まず交際費が異常に多額だ。つぎ

に、固定資産の車両運搬具の金額が機械設備よ
り大きい。少額の機械設備は殆ど償却済み機械
である。
車両運搬具には、派手な人だから外車の購入

が含まれている。投資有価証券の金額が張るの
は、有名ゴルフ会員権の購入があるはずだ。
外車・ゴルフ会員権の購入のほか、社長への

貸付金（子供の結婚費用）が大きい、これら事
業経営に不必要な資金は、すべて銀行融資によ
り調達されている。この営業外の投資による利
益がない以上、資金繰りの悪いのは当然だ。
損益計算書の上では、多少の利益は計上され

ているが、期末の売掛金、製品、仕掛品の数値
が異常に高い。

決算日が年末なら、寒い季節に何か月分の手
袋の商品と、仕掛品があるはずはない。
特に売掛金が月商の 6ヶ月の計上は不自然だ。

以上勘案して推定利益を算定した。
後日この会社は倒産した。
推定した貸借対照表および損益計算書の利益

は想像したとおりであった。
別に私の神通力で、決算書を透視したわけで

ない。簿記会計は日々、人間の金銭の活動を忠
実に分類し記録する。架空の数値を混入すると、
必ず経営の法則から外れた数字が決算書に表示
し、不正が発覚する仕組みになっている。
それは、中小企業の決算書だから、簡単に分

析できるが、上場している会社の場合はどうか
疑問の声もあるだろう。
今年の 5月より会社法が改正され、計算規定

も精緻を極めることになった。
その立場は、貸借対照表の数値→資産は可能

な限り時価、負債は漏れなく計上、その差額は
純資産（従来は資本の部と表示）として表示する。
上場会社の株価に、株式数を乗じた合計額と、

純資産の額と比較して、会社を評価する仕組み
が今や確立した。
もし上場株価の總合計金額が純資産より多き

いときは、市場は会社の将来性を評価して株価
が先行しており、反対の場合は会社を悲観的に
判断している。
いまや、貸借対照表は嘘をついてはいけない

ことになっている。
嘘をついた貸借対照表を、妥当と判断した監

査法人が処罰されるのは、市場の信頼を裏切る
ことだから当然だ。

嘘のつけない賃借対照表
公認会計士　　二　見　　豊

事務局　　隅　田　仁　美

マドンナが13年ぶりにワールドツアーで来日
していた。自家用ジェット 3機で。さすがセレ
ブ。コンサートのSS席もセレブ価格で、定価で
5万円！その席が破格で手に入ったので、見に
行ってきました。

2億4000万円のスワロフスキー製クリスタル
でできたミラーボールから出てきたマドンナ。

隣の席の中国人の女の子達は感動のあまりおい
おいと泣き崩れ、反対隣のオカマちゃん達は
「マダァンナ！！マダァンナ！！！」と、最初か
ら最後まで絶叫。

48歳という年齢にもかかわらず、ハイレグな
レオタードで踊るマドンナ。美と若さを保てる
秘訣を教えてもらいたいものです。。

��
ＹＯＵＮＧ－ＭＡＮ ！ 
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ても、なかなか自分の欲しい情報に辿り着くこ
とができなくなりました。例えばブログに「京
都旅行」という文字が掲載されていれば、「京都」
「旅行」と検索をした時に旅行会社のHPだけで
はなく、この言葉が掲載されているブログも検
索にかかってくるのです。旅行に関して言えば、
思いもかけない情報を得られることもあります
が、検索方法も勉強しないと、延々と検索を繰
り返すことになります。ちなみに「京都」「旅行」
で検索するとヤフーでは「28,300,000件」ありま
した。

最近「ブログ」という言葉をよく耳にします
が、自分のブログを持っている方はいらっしゃ
いますか？
その前に「ブログ」って何？って思いますよ

ね。ブログは「Web」と「log」（日誌）を一緒に
綴った「Weblog（ウェブログ）」が略されてブ
ログと呼ばれるようになったもので、主に日記
形式で利用されています。ホームページより簡
単に作れるので、個人利用が急激に増加してい
ます。
そのせいかインターネットを使って検索をし

事務局　　入　谷　多 延 子エ ト セ ト ラ

北海道へはもう何度も行きましたが（昔の
フォークソングの調子でどうぞ）、道東へは1

度きり。それも20年以上前のこと。おぼろげ
な記憶を辿る。季節は夏、旭川から出発して
いざ東へ。北海道の旅は車がないと話しにな
らない。道は広くて車が少ないので快適な走
行。上川町から北見、美幌をぬけて最初の目
的地屈斜路湖、摩周湖へ。霧の摩周湖として
有名だが、やはり霧。何も見えず。夏場は最
も霧が多いという。残念。

そこで、阿寒湖へ転進。阿寒湖はマリモで
有名。当然おみやげにマリモを買う。小ビン
に入ったマリモで、水を変えなくても生きて
ゆけるそうな。マリモはその後、ずっと鮮や
かな緑色を見せていたが、ある時気づくと小
ビンはどこかへ行ってしまっていた。マリモ
も行方不明。小さい物は年が立つとどこかへ
まぎれてしまうものです。マリモさんの無事
を祈ります。阿寒湖は霧がなく、湖の観光船
の風も心地良い。阿寒湖の帰りに再度摩周湖
にチャレンジ。やっぱり霧で玉砕。
気を取り直して網走へ。網走の観光名所は
網走刑務所（名所と言うんかい）。

確かに、刑務所の看板の前で観光客が記念
写真を撮っている。私たちも当然記念に1枚。
この情景は今でも変わっていないでしょう。

網走から東へ向かえば知床半島。途中、小
清水、斜里という町を通る。小清水にオホー
ツク海沿いに走る道があり、原生花園がある。
原生花園は野生の草花が咲き誇っている場所
で、釧路湿原のものが有名である。小清水の
ものも立派らしいが、この時は花が少なく
少々残念。しかし、見渡す限りの海と大地で
気持ちが良い。心は雄大になる。
この後さらに知床半島へ向かう。知床の最

初の見ものはオシンコシンの滝。いわば知床
の入口のようなものである。国道沿いにある
ので手軽（？）に見ることができるが、仲々迫
力がある。知床は知床五湖の散策のほか最近
では温泉も人気がある。観光船から見る景色
も絶景らしい。というところで、丁度時間と
なりました（浪花節の調子で）。湿原と観光船
は未体験なので、もう一度知床を訪れ、再レ
ポートをしたいと思います（いつのことか約
束はできません）。（Ｙ．Ｏ）

道 東 の 旅
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