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2013年10月26日に2013年度稲門法曹会理事会・総会・懇親会、新人稲門法曹歓迎会、司法試験合格
祝賀会が開催され、佐藤 博史弁護士による記念講演も行われました。今号では、その模様を特集いたします。

「梓」 … 法曹分野に従事する早稲田大学校友（稲門法曹）と法務研究科修了生・在学生および早稲田大学法学学術院教員を繋ぐ、法学情報・コミュニケーション誌。

「心」が倫理だとすると「技」は技術で、「倫
理と技術というのは車の両輪」です。特に刑事
裁判では、有罪である人を無罪にすることは本
当に正しいか、という問題に常に直面します。
そういう意味で、刑事弁護における高い技術
は、「心」なしに使うことは危険なことなので
す。また法廷では、尋問や弁論をしますが、舞
台で役者が芝居をするのと同じで、一回きりの
演技です。倫理と技術だけではなく、「体」を
使って表現することも兼ね備えていなければな
りません。「刑事弁護の心・技・体」は、私の
著作（「刑事弁護の技術と倫理」有斐閣、2007
年）のサブタイトルですが、本日は、別の角度
からお話したいと思います。

●弁護士のすすめ

これは決して皆さんに「弁護士になれ」と言
うものではありません。
弁護士にはさまざまなタイプがあり、地方と

東京とでは仕事ぶりがまったく違います。また、
弁護士の仕事というのは目の前に現れた、極め
て限られた事件だけです。検察官や裁判官は非
常に大きく広い仕事を手掛け、その点は弁護士
の比ではありません。さらに日本全国や海外を
めぐることで、広い視野を身に付けることがで
きますし、法律をつくるような、意義深い仕事
に携わることもあります。
前述の車にたとえるなら、快適な走行を担う

のは彼らの役割であり、弁護士はブレーキ役に

すぎないと思います。しかし、ブレーキの無い
車が危険極まりないように、弁護士が「これ
だ！」と言った時、適切に応える存在であって
欲しいと思いますし、少なくとも検察は良きラ
イバル＝好敵手であるべきです。刑事裁判の分
野では、思想的な対立もあり、「検察と裁判所
は仲が良いかもしれないが弁護士は別」とい
うような、55 年体制的な考え方が長い間あり
ました。しかし、裁判員裁判がはじまってから、
画期的に変わろうとしています。これから法曹
を目指す皆さんには、このような新しい日本の
形をつくっていただきたいと思います。
それからもう一つ、弁護士は依頼者とのお金
の話を避けられず、事務所の維持など、常にお
金のことを考えなければならない業態です。ま
た、十分な休息をとることが難しく、自分で健
康に留意しなければならない仕事でもあります。

「刑事弁護の心・技・体」
【講 演 要 旨】

弁護士（新東京総合法律事務所）　佐藤　博史
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しかし、自由にやりたいことができますし、定
年はありません。健康でさえあれば続けられる
ことは大きなメリットです。

●刑事弁護人のすすめ

私が刑事弁護人になったきっかけは、「真昼
の暗黒」という映画です。1956 年に公開され、
1951 年に山口県で起きた「八海事件」という強
盗殺人事件を、裁判の係属中に描いた作品です。
1月 24日深夜、老夫婦が殺害され、妻は鴨居で
首を吊ったような状態で、自殺が偽装されてい
ました。Yという人物が翌日逮捕され、単独犯
を自供しますが、自殺を偽装した点から警察は
共犯者の存在を考え、Yは他 4人の共犯者の名
前を話します。そのうち、Aが主犯とされ、一
審ではAが死刑、残りの 4人は無期懲役になり
ます。その後、控訴審、第一次上告審、第二次
上告審と判決が二転三転し、結局、第三次上告
審は自判をして無罪が確定した事件です。
私は島根県で生まれ、10 才か 11 才の時にこ
の映画を父親に観せられ、刑事裁判で「こうい
うことがあるのだ」と強い衝撃を受けました。
私は子供の頃は「刑事裁判は大変なものだ」と
思っていましたが、「権力を持たない者が真実
を明らかにする場所が刑事法廷なのだ」と改め
て考え、大学に入った時から刑事弁護人になろ
うと決心し、そのまま刑事弁護人になった次第
です。
ここで、今の私の活動について話しますと、

今週は、月曜日は仙台で公判前整理手続、火曜
日は札幌に行き再審事件の証人尋問を行いまし
た。水曜日は鹿児島に飛び、別の再審事件の証
人尋問の打合せをした後、夕方東京に戻り別の
事件の弁護団会議。木曜日はまた仙台で被告人
と接見をし、金曜日は PC遠隔操作事件の公判
前整理手続に出た後、記者会見をしました。そ
の他、東京高裁に控訴している事件もあります。
すべて本格的な否認事件ですが、よくこれだけ
のことをやっているなと自分でも思います。
弁護士が一旦「無実」と確信した人を弁護す

ることは一生ものです。検察官や裁判官は、事
件に最初から最後まで何十年も取り組むことは、
およそあり得ませんが、弁護士は違います。今
担当している事件の一部はボランティアでやっ

ているものもありますが、「やがて花開くに違
いない」と思いやっています。もちろん、全部
が全部そうなるはずはないので、ドーンと突き
落とされるようなことも覚悟しなければできま
せん。そういう意味でも刑事弁護というのは、
決意がいるということです。
民事裁判には和解がありますが、刑事裁判に
はなく、常に勝ち負けが伴います。判決がどう
なるかわからないので、そこを刑事弁護人は技
術で補うわけですが、その中でも私が大事だ
と思っているのは「接見の技術」と、法廷で
の「反対尋問の技術」です。警察官や検察官へ
の反対尋問は、最も困難な尋問ではありますが、
そこで鍛え上げれば、民事裁判の証人尋問は極
めて簡単なものに映ります。私は刑事弁護のメ
リットとして、「技術を身に付ければ民事弁護
で間違いなく報われ、お金も儲けられる」と
ずっと言っています。本物の民事弁護士になる
ためには、本物の刑事弁護人にならなければな
らないのです。

●ゴルフのすすめ

既におわかりのように「体」と関係があるわ
けですが、ゴルフはよく考えられたスポーツだ
と思います。体の動きの大・小があり、時に繊
細な神経を使い、時に大きな筋肉を使わなけれ
ばなりません。仕事関係者とのコミュニケー
ションツールにもなるし、健康管理のバロメー
ターとしても有効ではないかと思います。
実は、「早稲田ロースクールゴルフコンペ」
があり、これまで 3 回開催され、1、2 回目は
私が優勝しました。OBと現役と教職員が参加
できますので、是非皆さんも参加してください。
参加を希望される方は下記幹事まで、ご連絡く
ださい。

道垣内正人  dogauchi@waseda.jp
鳥巣　正憲  masanori_tosu@noandt.com

弁護士にとって健康維持はすべての基礎です。
弁護士には定年がありません。私自身、あと何
年、刑事弁護ができるかわかりませんが、これ
からも未知の領域の事件に取り組んでいきたい
と思っています。
どうか、私を追い抜いてください。
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稲門法曹会 稲門祭への出店報告
2013 年 10 月 20日（日）（早稲田大学ホームカミングデー当日）に、稲門法曹会として初めて、
稲門祭へ出店参加いたしました。当日は、悪天候の中ではありましたが、当会が実施した無料法
律相談ブースでは、数名の相談者の方にお越しいただけた他、稲門法曹会員の方との親睦をはか

ることができました。
初めての出店ということもあり、反省点・課題

も残りましたが、次年度の出店イメージを具体
化させることもでき、当会の理念の一つでもある
「会員間の親睦」の場を創り上げるべく、意欲を
新たにいたしました。
会員のみなさま、次回出店の際には、是非お

立ち寄りください。

■ 早稲田ロースクール稲門会　新会長就任挨拶
早稲田ロースクール稲門会　会長　伊藤　良太

諸先輩方、また教職員の皆様には、格別のご高配を賜り、ありがとうございます。当会は、全て
のロースクール修了生を会員とする同窓会として、在学生に実り豊かなロースクール生活を、という
修了生の想いから、奨励賞の表彰や書籍の寄付、就職情報の提供等の活動を行ってきました。
本年度は、会員の想いや在学生の希望を受け、積極的な活動を継続していくとともに、早稲田ロー

スクール創設 10 周年を機に、大規模な同窓会の開催等も検討しております。
法科大学院を取り巻く状況は混沌としておりますが、このような時こそ、修了生・在学生共に、
絆を強め、各々の挑戦を続けなければなりません。当会がその一助となれるよう、鋭意取り組んで
参ります。

稲門法曹会　ホームカミングデーのご報告

2013 年度稲門法曹会理事会・総会・
懇親会、新人稲門法曹歓迎会、司法試験
合格祝賀会の同日に、稲門法曹会ホーム
カミングデーが開催されました。
当日は対象修習期の皆様の記念撮影を

行い、早稲田で学び、司法研修所に同じ
修習期として入所した仲間が母校で再
会・交流し、親睦を深めていただく機会
となりました。
来年度につきましては、2014 年 10 月 25 日（土）を開催予定としておりますので、対象修習期

の皆様はお声掛けのうえ奮ってご参加ください。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

2014 年度対象修習期
21 期、26 期、31 期、36 期、41 期、46 期、51 期、56 期、61 期、66 期

2013 年度稲門法曹会ホームカミングデー対象修習期の皆様
（20期、25期、30期、35期、40期、45期、50期、55期、60期、65期）
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■ 「つなぐ企画」 の設立について
 弁護士（東京駿河台法律事務所）　白木　敦士

この度、在学生と教員及び修了生との懇親を一
段と深めることを目的とした団体、「つなぐ企画」
を、有志の在学生及び修了生と共に設立しました。
法曹を目指す道として、ロースクール制度と予

備試験制度が併存する状況の中で、本研究科の魅
力を積極的に学生に提供することが、これまで以
上に求められていると感じます。つなぐ企画は、「本
研究科を選択したからこそ得られる財産、それは、
共に学んだ友人、先輩修了生、教員との人的つな
がりである」との考えのもと、教員と在学生との
ランチミーティング、及び年数回の多人数参加型
の交流会を始め、様々な交流を企画していきます。
第 1回目として、2013 年 10 月 26 日（土）にハ

ロウィン交流会を実施したところ、石田眞法務研
究科長を始めとし 10 名の先生方を含む約 100 名の
方にご参加いただき、盛会のうちに終わりました。
今後もつなぐ企画は、早稲田に海外のプロフェッ

ショナルスクール同様の交流文化を根付かせるべ
く精力的に活動を行う予定です。今後の活動にご
期待いただければ幸いです。

■ エクスターンシップ報告
 大学院法務研究科　2年　大久保　希美

短い実習期間をより密度の濃いものにしたい思
いから、学部時代よりご縁のある先生の下でご指
導頂くことにしました。受入先の法律事務所は主
に企業の顧問や一般民事事件を扱っており、仕事
内容に対する興味もありました。私の能力や個性
をとても良く理解してくださっていた分、より踏
み込んだ意見交換ができ、能力や課題に合った案
件を選定して頂けたので、とてもチャレンジング
で刺激的な 2週間を過ごせました。
実習を通して、法律の知識や実務を学べたのは

もちろんのこと、同時に、先生方の法律家として
の心得、信念、正義などに大きく感銘を受けました。
時には理想と現実とのギャップに直面し戸惑うこ
ともありましたが、一方で先生方が、人と人との
つながりをとても大切に、真実を曲げることなく、
法律家としての正義を淡々と実現する姿を拝見し、
弁護士としての使命感を間近で感じ取ることがで
きました。先生方のように、社会正義のため、自
分の正義のために法律を駆使し、「正義に反する仕
事は断る」、その選択肢が常にある弁護士を目指す
ためにも、より一層勉学に励み、自分の能力を社
会のために役立てたい気持ちが高まりました。
最後に、法律事務所の先生方をはじめ、事務

員の方々、クライアントの方々、その他お会いし
た全ての方々が、寛大な心で受け入れてくださり、
法律家としてだけではなく、社会で働く先輩とし
て、貴重な時間を惜しげもなく割いてご指導して
くださいました。本当に有難うございました。

■ 平成 25 （2013） 年　司法試験結果

受験者 479 名
（既修 166 名／未修 313 名）

合格者 184 名
（既修   96 名／未修   88 名）

本研究科の合格者数が全国で 3 位となりまし
た。合格率は38.4％でした。昨年の合格者数155名、
合格率 32.8％に比較して、合格者数で 29 名、合格
率で 5.6％上昇しました。

■ 「稲門法曹奨学金」 寄付のお願い

別紙「稲門法曹奨学金寄付のお願い」をご高覧
の上、募金の趣旨をご理解いただき、何卒ご支援
とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。なお、同紙は全会員に同封しております
ので、既にご支援賜っている場合は、何卒ご容赦
願います。
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ハロウィン交流会での一幕

実習先における意見交換の一コマ


