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いま警察に対する批判が高まっている。少
し前には神奈川県警で本部長ぐるみで警察官
の覚せい剤事件を隠ぺいしようとしたことが
記憶に新しい。
いまは新潟県警である。監禁されていた女

性が９年２ヶ月ぶりに保護された事件に関し
て、次々と警察の不祥事が表に出てきた。ま
ず、警察発表に嘘があった。病院で警察が女
性を保護したと発表していたが、実は、保健
所職員が監禁男の自宅で女性を保護してい
た。この嘘の警察発表は県警本部長も了解し
ていたのであるが、それだけではなく、この
本部長は９年２ヶ月ぶりに女性保護という重
大事件発覚後も、温泉でマージャンを続けて
いた。それも、管区警察局から特別監察に来
ていた管区警察局長と共にマージャンをして
いたというのであるから国民は驚かされるば
かり。さらに、この管区局長が監察は部下に
まかせて自分は１時間ほどで切り上げ温泉に
行き、マージャンをしていたこともわかり、
国民は２度ビックリ。
この件に関して「怠慢」という言葉が飛び

交うようになったが、まさに、関係者のこれ
らの行為は怠慢という外ない。
しかし、新潟県警の怠慢はこれだけではな

かった。９年２ヶ月前に女性が誘拐され監禁
される１年ほど前に、この監禁男は県下で同
じように下校途中の小学生を誘拐しようとし
て検挙されていた。この１年前の事件を警察
は、登録し忘れていた。コンピュータにこの
手口を入力していれば、本件女性（当時小学
生）が行方不明になった時に、捜査の対象と
してこの監禁男が浮かびあがったはずである。

また、４年ほど前には、監禁男の母親が、
この息子のことで警察に相談に行ったことが
ある。この折の警察の対応も適切さを欠いて
いた。警察は保健所に相談に行けと行っただ
けで取りあおうとしなかったという。これら
も県警の怠慢といえるのではなかろうか。
しかし、本件の怠慢は県警レベルにとどま
らず、さらに大きな波紋を呼ぶことになった。
県警本部長や管区警察局長に対する警察庁の
処分が甘く、国民感情との大きなズレを感じ
させ、批判を招くことになった。そして、挙
句は国家公安委員会にまで批判が及ぶことに
なった。本来警察庁を監督すべき公安委員会
が警察庁の甘い処分を是認したためである。
とうとう国家公安委員会のあり方や、警察官
僚のキャリアシステムにまで批判が及ぶこと
になった。これらも、関係者の不適切な対応
という怠慢が生んだ結果といえよう。
「怠慢」とは怠けおこたること、おろそか
にすることを言うが、犯罪の手口を登録しな
かった警察官や女性保護の情報に接しなが
ら、警察本部に帰らなかった本部長などは、
まさに怠けおこたっていたといえるであろ
う。また、警察幹部に対する甘い処分をした
長官や、これを是認した公安委員会は、本来
の職務をおろそかにしたという意味で、これ
も怠慢であろう。
怠慢は職業意識の欠如、責任感の欠如から
生まれると思われるが、これは警察に限った
ことではない。どのような職業においても生
じることであって、自分たちも含めて自戒す
べきことを教えられた事件である。
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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。
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民法には、これまで、精神上の障害により
判断能力が欠ける者、あるいは判断能力が不
十分な者のために、禁治産制度、準禁治産制
度が設けられていた。此度高齢化社会が進む
ことに対応して、これら成年の後見に関する
制度が改正されると共に、後見される者が自
身で後見人を選ぶ制度（任意後見制度）も新
設されることになった。
改正の大きな柱の１つは禁治産制度、準禁

治産制度の改正である。禁治産、準禁治産と
いう名称をなくし、それぞれ「後見」「保佐」
という名称に改めた。それと共に、「補助」
という制度を新設した。
「後見」は従来の禁治産制度に対応するも

ので、「保佐」は従来の準禁治産制度に対応
するものである。此度の改正によって、制度
の内容が変わったが、細かな点については次
号以下でふれることとする。
新設された「補助」の制度は、精神上の障

害により判断能力が不十分な者のうち軽度の
状態にある者について利用される制度であ
る。「後見」や「保佐」に比べて判断能力の
低下が少ない場合である。いわゆる痴呆性老
人を対象としているが、これに限るわけでは
ない。年齢による制限はない。右のような状

態にある者について、一定の範囲の親族など
から家庭裁判所に対して、補助開始の申立を
する。申立を受けた家庭裁判所は審理の上、
補助の要件があると判断すれば、補助開始の
審判をすることになる。
補助開始の審判によって「補助人」が選任

されることになる。裁判所はこの審判と共に、
申立により、一定の重要な法律行為について
は、補助人に代理権や同意権を与える。一定
の重要な法律行為とは、借金、不動産売買、
贈与、相続の承認・放棄、遺産分割、新築、
改築などである。これらは重要な財産を失う
おそれがあるので、補助人に代理権、同意権
を与えたわけである。
これら一定の重要な法律行為について、本

人が補助人の同意を得ずに勝手に行った場合
は、本人または補助人から取消すことができ
る。これによって能力の不十分な者を保護す
るわけである。この場合は、行為をした本人
自身も取消すことができるのである。但し、
本人が自分は制限のない通常の能力者である
と欺していた場合には取消しをすることはで
きない。これも当然のことであり、取引の相
手方を保護する必要があるからである。
後見制度、保佐制度については次号に。
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事務局　　岡　　　悦　子

時は数ヶ月前にさかのぼる。主人に、「我
が家で、オーストラリアからのホームステイ
の子を受け入れる事になったから頼む」と突
然言われた。実を言うと、私は超ー外人コン
プレックス。言葉は？生活状況は？お食事
は？考えるだけでパニック状態。
６週間の高松滞在を３家族で２週間ずつ預

かるらしく、渋々準備。英語の先生をしてい
た友人に頼み、子供と共に、にわか英語レッ
スンの開始。しかし“I am  a Girl.”のお稽古
ではもう間に合わない。「日本の英語教育が
悪い！」と人のせいにして、得意の愚痴。
とうとう彼女が来日。高松駅にみんなでお

迎え。目の前に、17歳の青い目の彼女がいる。
通訳の人と彼女の会話は、予想通り全く理解
不可能。彼女の家は農業で自分の農場を一周
するのに２時間位かかるらしく、その上牛と
豚を合わせると何千頭。日本とは感覚が違う。
それでもお金持ちではないとの答えが返って
きて「うそー」と言いたくなった。
その日は１番目のホストファミリーが彼女

を連れて帰り、やれやれ。ところが「彼女は
日本語がほとんど解からないらしい」事が判
明。私の不安は頂点に達し、夜も眠れない？

２週間が過ぎ、さあ我が家の番だ。「日本の
風習を教える」なんてそんな高尚なものではな
い。とにかく身振り手振り（＋辞書）で彼女
（サラ）との会話が始まった。
友人に協力してもらったり（持つべきは友）

一緒にビデオを観ながら泣いたり笑ったり、
（もちろん私は字幕スーパー）。近所の子供達は
興味津々で何度も遊びに来た。
夜になると楽しいティータイム。主人と三人

で冗談を言い合い、話が通じて、とても盛り上
がり「大事なのはハート！」と一人で感激して
いた。しかし、サラいわく。「私が賢いから、
ママの変な英語がわかるのよ。」
（とても陽気で、楽しい女の子だった）
そんな何日目かの出来事。前々から計画して

いた某所へ、サラを連れていくことにした。サ
ラが「どこへ行くの？」と聞くので、私は必死
で説明したが通じない。しょうがない。「とに
かくレッツゴー！」ということにした。その会
話を聞いていた近所のガキ大将が一言。「おば
ちゃーん“ぐるぐる回る回転寿司”ってぜんぶ
日本語やでー。そんなんサラに通じるわけない
やろー。」
右のページはそのサラの日本滞在記です。
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事務局　　隅　田　仁　美

「Young Man」というカクテルがあるよう
です。
－レシピ－
ブランデー2/3
ドライベルモット（ベルモット）1/3
ホワイトキュラソー（オレンジリキュール）2dash
アンゴスチュラビターズ（アロマビターズ）1dash
レッドチェリー（マラスキーノチェリー、チェリー）１個
＊1dash＝１振り（1�）
ステア（かき混ぜる）してカクテルグラスに
注ぎ、グラスの縁にチェリーを飾って出来上
がり。

「ブランデーとベルモットをミックスさせ
た都会的なカクテル。味は中口で、ヤングか
らオールドまで、青春時代の甘酸っぱさ、ほ
ろ苦さを感じさせてく
れます。名前とは逆に
古くから飲まれている
カクテル」
…と、説明がありまし
た。若い頃を思い出し
ながら機会があれば是
非召し上がってみて下
さい（20歳未満の方は御遠慮下さい）。
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机に向かって、いざ、自分の感じた日本の印
象について書き始めようとしたら、それは信じ
られないくらい難しいことだということに気づ
きました。あまりにも書くことが多すぎて何か
ら書き始めたらよいかわからなくなって…。簡
潔に書いてしまうと、美しい国、そして刺激的
な街々で、私は日本での日々を過ごせたという
ことなのですが、それは、ホストファミリーの
方々が望んでいる感想ではないと思うのです。
私の旅は、１番目のホストマザーと地方の国

民宿舎に旅行に出かけた時に始まりました。こ
の旅で私は大衆浴場に「ハマっちゃう！！」こ
とを覚えました。初めてスシを食べたこともそ
うです。スシについて１つわかったことは、食
べれば食べる程もっと食べることが楽しくなる
ことです。
他にも、日本のシャワートイレ。便座が温か

い事には驚きました。あと、日本人の夜の過ご
し方は、他では見たことがありません。夜にた
くさんの人が出歩いていて、多くの自転車が走
っている！私は、出かける前には、「きっと何
か事件が起こるんじゃないか」と思っていました。
私が滞在している間、幸運にも、京都南座の

歌舞伎を観に行くことができました。そこは、
今まで訪れた中で１番いい劇場でした。劇中の
台詞はよくわからなかったけど、すごく見ごた
えがありました。
クリスマスにはアイススケートをしました。

とても楽しかったけど疲れてしまいました。
大晦日から元旦にかけては、２番目のホスト

ファミリーと一緒に伝統
的な新年の行事にたくさ
ん参加しました。おもち
を作ったり、大掃除をし
たりしました。
私はラッキーなこと

に、336B地区のライオン
ズクラブからスノースキ
ーに招待されました。３番目のホストファミリ
ーは、雪で滑る前に最初はグラススキーで練習
する必要があるだろうと判断しましたが、これ
が、予期しない日に変わってしまいました。も
ちろんスキーはすごくよかったけれど、ホスト
ファザーが腕を折ってしまったのです。その１
週間後に私は雪景色を見ました。これは素晴ら
しい冒険でした。というのは、私は世界中から
の他の留学生、そして初めての雪に出会えたか
らです。
これらは、私の経験、印象の中のほんの２、

３のものです。全てのことを書いていたら全然
紙が足りないくらい…。
私が滞在している間、３家庭のステキなホス

トファミリーと出会えて、今あなた方に会えな
くてさみしいです。そして、私と出会った多く
の人々のことも決して忘れることはないでしょう。
日本での経験を決して一生忘れません。いろ

いろお世話をして下さった素敵なホストファミ
リーの皆様には感謝の念で一杯です。ありがと
うございました。ホストの皆様からのお返事が
くるのを楽しみにしています。

サラ・ヴァンダーヘルド
日本の思い出
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修習生の氏原隆弘です。
私は、昨年の10月から３ヶ月間、岡先生の
事務所で、岡先生の指導の下、修習をさせて
いただきました。
私は、香川大学卒業なので、香川はもう５
年目になるのですが、修習生として香川に来
てからここ１年で、新しい香川の一面を見る
ことが出来たような気がします。
その中でも、特に印象深いのは、瀬戸内海
の美しさです。先日、瀬戸内海のある島へ行
き、少し高台になった所から瀬戸内の海を眺
め、青い空、白い雲、波に太陽が反射し煌め
く海、その中に点々と浮かぶ島々の景色を見
て、大変感動しました。
もちろん、香川といえば讃岐うどんも忘れ
てはいません。大学時代は、「うどんなんて
…」と、あまりうどんは食べていなかったの
ですが、卒業後再び香川に来て、うどんを食
べてびっくりしました。それ以来、田舎の方
までうどんの有名どころを訪ねて行ったりも
しました。香川では、どの店に行っても美味
しくて、私は今年の秋から東京で働くことが
決まっているのですが、もう東京ではうどん
は食べられないな、と感じている今日この頃

であります。
その他にも、香川には歴史があるとか、魚

が美味しいとか、魅力はたくさんあり、また、
生活もしやすく、大変良い所だなと思ってい
ます。
大学を卒業して、香川に来た時には、高松

駅が仮駅舎になっているとか、琴電そごうや
夢タウンが完成していたとか、学生時代と比
べて町並みは随分と変わっていました。そし
て、現在は高松駅付近の開発が進み、数年後
には、また、がらっと高松の雰囲気は変わっ
ていることだろうと思います。
香川は、少し言い過ぎかもしれませんが、

私にとっては第二の故郷みたいなものです。
数年後、またここを訪れた時、瀬戸内の風景
の美しさや、うどんの美味しさなどは変わら
ずに、そのままであって欲しいと思っていま
す（さらに、交通マナーが良くなっていれば、
もっと良いのですが…）。
最後に、私は香川で生活し、修習すること

を通じて、岡先生を初め、多くの方に指導し
ていただき、たくさんのことを勉強させても
らいました。紙面を借りてお礼を述べさせて
いただきます。大変ありがとうございました。

香川（高松）に思うこと
第53期司法修習生　氏原　隆弘

エ ト セ ト ラ
事務局　　入谷　多延子

３月13日にシドニーオリンピックのマラソ
ン日本代表が決定しました。42.195�を男女
差はありますが、２時間30分以内で走ってし
まうなんて、すごいことだと思いませんか？
その上、２時間も走り続けているにも関わら
ず、ゴールが近づくとスピードを上げたり、
勝負がゴール手前まで持ち込まれると更にそ
のスピードがアップされたりします。一体、
どこにそんな力があるのでしょうか？専門的
なことは分かりませんが、走ること（運動全
般）が苦手な私には想像すらできません。マ
ラソンを見る度に、運動不足で、皮下脂肪及
び体脂肪が付き放題の私の体にムチ打って、

何か運動をしようと思うのです。が、とりあ
えず、今年はオリンピックの応援に専念する
ことにしました。
さて、９年前に

始めた「テミス」
も、そろそろ10年
目になります。そ
の間に、オリンピ
ックも「バルセロ
ナ」「アトランタ」
と２回ありまし
た。今年の「シドニー」は、どんなオリンピ
ックになるのか楽しみです。
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