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本書は、帝国データバンクの帝国ニュース（九州版）に毎月�回連載している

「弁護士事件簿」の一部を加筆修正して収録したものである。この連載は1992

（平成�）年�月27日を第�回として今日まで続いている。

この連載の150話までの一部を『弁護士だからできること』（リヨン社刊）とし

て、151話〜372話の中から取捨選択した項目を『人を動かす「人間力」の磨き

方』（民事法研究会刊）として、それぞれ出版した。

本書は、先に出版した『人を動かす「人間力」の磨き方』（平成21年�月21日

刊）の中から取捨選択のうえ一部に修正を加え、さらに、帝国ニュースの373話

（平成20年10月）〜577話（平成29年�月）の中から取捨選択して、両者を項目別

に分類したうえで刊行したものである。

帝国ニュースの「弁護士事件簿」は早25年を過ぎても連載が続いているが、テ

ーマを自由に選んでよいということなので、主として私が実際に取り扱った事件

を素材にして登場する人間を中心に描くようになった。とにかく私は、人間の生

き様に興味をもち、事件を通じ自分の依頼者や相手方の生き様を通して人間性を

観察し、かつ、人間の業を考えるようになった。弁護士の仕事は、民事、刑事を

問わず、所¦人間の欲望処理にすぎないのでないかと思うことが多々ある。

しかし、その生き様を見て、私はその人の生まれや育ちが多分に影響を与えて

いるのではないかと痛感している。これは刑事責任論において、故団藤重光先生

（元東京大学教授、最高裁判事）の「人格形成責任論」と類似の構造論でないか、

と思うようになった。

学生時代までは「知識」が幅を利かせているが、社会に出れば「知恵」で勝負

することが多い。知恵者が社会で成功しているのを数多く見てきた。そして「人

間の器」とは何ぞやとの問いも常に考えていると、「義理と人情」、「信用第一」

の�本柱を仕事にも生活にも信念として貫いていけば、失敗はしないと思うよう

になったのである。

私は正に、その「義理と人情」と「信用第一」をモットーにして、弁護士業務

および生活をすることを信条としている。

今日の IT 社会では、ネット情報で法律の解釈論が展開されているが、それが
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どこまで信用できるかは疑問である。依頼者がなぜわざわざ足を運んでお金まで

支払って、弁護士に事件を依頼するのか。それは単なる「歩く六法全書」ではな

く、人間味を感じさせる弁護士の言動に魅力を感じるからではないか。

本書は、様々な事件を通して見えてくる赤裸々な人間模様を素材にして、「人

間はいかにあるべきか」、「人間はいかに生きるべきか」について独断と偏見を恐

れずに私の考えを述べたものであるが、若き法曹人やビジネスマンの方々にとっ

て、「人間力」と「交渉力」に磨きをかけてすばらしい人生を送るためのヒント

になれば幸いである。

本書は、『人を動かす「人間力」の磨き方』の在庫がなくなったと民事法研究

会の担当者から聞いたので、新たな本を出版できないかと考えてその後に書きた

めた「弁護士事件簿」シリーズを送付したところ、田口信義社長に非常に乗り気

になっていただき、掲載項目を取捨選択していただいて完成にこぎつけたもので

ある。

田口社長に厚く感謝を申し上げる。

また、25年以上にわたって、「弁護士事件簿」シリーズを帝国ニュース（九州

版）に掲載させていただいている、帝国データバンクにもこの場をお借りして厚

く感謝を申し上げる。

本書が多くの方々に読まれて、いささかなりとも社会のお役に立つことができ

れば、望外の幸せである。

平成29年�月吉日

弁護士 萬 年 浩 雄

はしがき

2





�

常に責任は自分が取るという気概を

もつ

【組織力を高め能力を発揮させるのは人間の器】

なぜ体育会系の就職率がよいのか

大学生の就職では、いつの時も体育会系出身者の就職率がよい。私は若い

頃その現象が不思議でならなかった。予断と偏見をかえりみずに言えば、体

育会系は授業も出ず勉強もせずにスポーツのみ�年間の青春を注ぐ。これで

はたして企業戦士として有能であろうかとの疑問である。

高校の同窓会があった。クラスの友人が同じ大学を卒業して同時に同じ会

社に就職した。�人は大学生活をスポーツ一色で過ごした。もう�人は勉強

に明け暮れて成績抜群の秀才であった。丁度同じ頃に営業課長に昇進した。

�人の課の運営は対照的であった。体育会系は部下にやれやれとハッパをか

け、責任は俺がとるから全力投球してこいのスタイルで、その課は笑いが絶

えない。秀才の課は課長の陣頭指揮で課長が細かく指示をして、課全体で総

力を上げていた。�年目の営業実績は、秀才の課が上だったが、�年目以降

は体育会系出身の課がぐんぐんと営業実績を上げた。

体育会系と秀才はここが違う

ところが、10数年経過して、営業部長になったのは体育会系出身の男だっ

た。私は�人と話をしてはっと気づいた。秀才は、部下の無能力さが鼻につ

いて我慢ができず、部下の間違いを部下に指摘するたびに部下は萎縮し、部

下は自分の考えや企画を主張せず、課長任せになる。他方、体育会系出身は

スポーツは基本的にチームプレイであるから、仲間意識が強く、組織を常に

意識する習慣が身に付いている。そして、集中力を必然に身に付ける。その

差が組織を動かす能力と器の差に連なるのではないかと思い立った。

第�章 「人間力」の伸ばし方
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「よかよか、責任は俺がとる」という器量があるか

企業は組織プレーである。�人の能力では、いかに優秀でも物理的限界が

ある。組織の力はいかに組織を一丸と動かし、かつ組織メンバーの知恵と能

力を発揮させるかにかかっている。私は体育会系出身の友人がいつも笑顔で、

親分肌で部下が失敗しても、「よかよか、責任は俺がとる、今後は気をつけ

ろ」と言って部下を飲みに連れて行っている姿を見聞きすると、体育会活動

でそういう人間の器が形成されたのかと思った。企業は体育会系出身を、組

織のメンバーの視点から人事採用の基準にしていたのかと思い当たったので

ある。

管理職になれば、いかに部下の能力を発揮させて、組織全体の力を集約さ

せるかが問われる。体育会系出身者は毎日のようにそういう訓練をしていた

のだから、企業という組織の中で能力を発揮できるようになる。社会では学

歴、学校の成績は関係ない。社会で問われているのは、まさに人間の器であ

る。人間の器がいかなる要因で形成されるのかを垣間見た思いであった。

そもそも企業の経営とは何か。経営力とは組織をいかに活性化させ、機能

化させることに尽きるのではないか。会社の歴史的発展の経緯をみれば判明

する。

個人の営業の限界を打破するために、企業が成立した。企業は個人の働き

の限界を打破するために、個人の集合体以上の力量を発揮するために、組織

力に懸けたのである。組織を動かす要諦は、チームプレーと組織人の発想と

言動をいかに組織力にするかに尽きる。

●視点・論点●

・企業経営の浮沈は、上に立つ人間がそれを自覚して組織を運営するか

にかかる

・上に立つ人間の器が正に問われる

� 常に責任は自分が取るという気概をもつ
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44

和解交渉で弁護士の力量が問われる

【
弁護士の能力の優劣は依頼者の利益の最大化

だけではない 】

勝ち筋の事件でこそ弁護士の力量が問われる

和解は双方が互譲して円満解決を図るのを目的とする。私は、民事事件は

基本的に和解で解決すべきであると思っている。民事事件では双方に言い分

がある。たとえそれが法律的主張として無理であっても、感情的な主張とし

ては理解できることも多い。そこで問題は、和解に臨んで法律家としての司

法哲学あるいは品位が問われることである。特に勝ち筋事件の時の代理人の

言動が問われる。

たとえば、貸金請求事件では原告としては満額回収するのがベストである

が、被告には、手元不如意などで満額を支払えない事情がある。特に金融機

関などでは金融庁の監視の下、元本カットになかなか応じないケースがある。

その場合に判決をもらって強制執行しても、はたして満額回収できるかが問

題となる。裁判で勝訴しても、債権回収できなければ、判決は単なる紙切れ

となる。

だから、私は依頼者に必ず相手方に資力はあるかと聞く。「相手に資力が

なければ、私は着手金をもらうが貴方は単なる紙切れをもらって、弁護士丸

�けで貴方は損をする。そうすると貴方と私の喧嘩になるよ」と忠告するこ

とにしている。損金処理のうえで債務名義が必要な場合は、着手金を低額に

して提訴することにしている。

要するに、債権回収というものは、いくら回収するかが問われるのだ。そ

こで金融機関等ではよく和解条項で請求の趣旨を認めたうえで、一部支払っ

たらその余は債権放棄するという和解をすることが多い。被告に約束した金

第�章 「交渉力」、「営業力」の伸ばし方
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員を支払えば債権の一部免除の利益で和解を完全履行する利益を与えるのだ。

請求の趣旨が和解条件だという弁護士に驚く

サービサーから貸金請求事件を起こされた。私は被告代理人として、これ

は和解事案と判断し、金融機関の債権譲渡書類等も証拠上問題ないと回答し、

早急に和解手続に入るよう請求した。サービサーは、譲受債権額を額面額で

購入することはない。安価に買ってその上乗せ金額がサービサーの利益とな

るのである。そういうわけで、私は双方の痛み分けで残元本の半額を一括支

払いという和解条件を出した。

ところが驚いたことにサービサーの代理人は、請求の趣旨が和解条件だと

いう。私は思わず、「それは和解ではなく、認諾じゃないか� 弁護士とし

て依頼者の言いなりになるのでなく、もう少し弁護士としての見識をもって

和解条件を出せ」と怒鳴った。サービサーは金融機関の不良債権を購入して

金融機関を救済するシステムにすぎないのに、満額回収しようとするその姿

勢に、私は思わず、この弁護士の司法哲学は何かと疑問をもったのである。

私は駆け引きを望まない。駆け引きをするのもされるのも不快極まるのだ。

その弁護士が負け筋の事件を受任したときどういう反応と対応をするのか見

ものだ。

弁護士は、依頼者の利益の最大化を図るだけが能ではない。やはり、紛争

解決は常識的解決が問われる。

●視点・論点●

・サービサーの目的・機能は、①金融機関の無税損金処理、②債務者の

再生のいずれも協力する、ことにある

・安価に債権を購入して、債権を満額回収するのは暴利行為にも等しい

・サービサー（今やファンドも）は、債権取得額にいくらかの利益を上

乗せした金額を取得すれば満足するべし

・事件解決の内容を見ると、代理人たる弁護士の司法哲学と品格が正に

問われる

44 和解交渉で弁護士の力量が問われる
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57

法律家であれば司法哲学に磨きを

かけるべし

【
紛争解決の本質が理解できない裁判官が

多い 】

「被告」とは業界用語で「あなた」というにすぎません

人間は考える葦といわれている。つまり、人間は哲学的人間であるべきで

ある。とりわけ法律家は、自己の司法哲学をもっていないと悪しき法学の輩

と批判される。裁判至上主義がその悪しき典型である。まずは話し合いをし

て、それが決裂した場合に裁判の手続をすればよいのに、いきなり裁判をす

れば、解決すべき事案も解決しなくなる。法律は紛争解決の道具にすぎない

のだから、自ら紛争解決の手段、場をも同時に配慮しなければならない。

日本人に裁判アレルギーがあるのは否めない。そのため、「被告」呼ばわ

りされただけでも反発が強い。

特に大正時代の抵当権登記が残っている場合、これをどう処理するかは問

題である。法律的にいえば抵当権自体の消滅時効の援用で、その登記は不実

な登記で無効となる。

本来ならば、抵当権者の相続人が任意に抹消登記に応ずるなら問題はない

が、比較的楽な措置としては、抵当権者の相続人全員を被告として、抵当権

抹消登記手続請求訴訟を提起して裁判するのが一番手っ取り早い。しかし、

相続人は、「私を被告呼ばわりした。これで娘は結婚できない」と怒り、法

律相談に来る。私は「『被告』は、裁判用語で『あなた』と同じ意味ですよ」

と説明しても、刑事被告人と同じであるとの誤解を解くのにひと苦労する。

この場合も、事前に相続人たちに、「こういう次第で提訴しますが、あな

たには金銭的負担は一切させないし、また、応訴されてもあなたが敗訴しま

第�章 弁護士の役割とは何か
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すから、裁判に出頭されなくても結構です」と、一筆手紙を書いておけば無

用な混乱と反発は生じないのである。

紛争解決の本質が見えない裁判官

また、現在の裁判官が多忙を極めて記録もよく検討せずに判決を書く傾向

が強いので、私の回りではなるべく裁判にかけずに、自分の手で紛争解決す

る手続をとる弁護士が増えてきた。裁判無用論、裁判官不信感の現れである。

裁判官の判決に納得できないケースが増加してきた。判決書では一応論理

的展開はしているものの、本当の紛争の実体を直視せずに、表面上の論理構

成で終始し、結局、紛争の根本的解決策を考えていない。この判決で、本当

に紛争解決するのかという疑問がどうしても払拭できないのである。とかく

エリート意識の強い裁判官ほどそういう判決をする傾向が強い。

裁判官の訴訟指揮をみても、本当に紛争の根本的解決を考えているか、い

ないかは如実にわかる。判決一本書いて一件落着とする裁判官の訴訟指揮を

みると、この裁判官には私の依頼者の紛争解決を任せられない。これは自分

の手法と哲学で解決するしかないとの思いがますます強くなる。

法律家は所ù、紛争解決のための代理人と判定者にすぎないのであるから、

各人の司法哲学がますます問われる時代となったのである。単に法律の条文

を適用するのであるなら、今日の IT 社会では、コンピューターが解決して

くれるであろう。しかし、コンピューターははたして人間の感情を理解でき

まい。

紛争の本質を十分に洞察して、己の司法哲学をもって解決手段を講じるべ

きであろう。そのためには、法律家は、単に法律解釈に長じるだけではなく、

文学、映画、経済、哲学等を総合して、己の司法哲学を磨いていくしかない。

●視点・論点●

・法律家に問われるのは、司法哲学である

・法律家たるもの紛争の本質は何か、当事者の感情問題をどのように処

理したら当事者は納得するのかを模索しなければならない

57 法律家であれば司法哲学に磨きをかけるべし
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80

依頼者と一心同体になることが大切

【弁護士はどこまで依頼者の心情に添うべきか】

依頼者の心情に添った活動こそ弁護士の役割

弁護士と依頼者の関係で最も問題となるのは、弁護士はどこまで依頼者の

心情に添うべきかということである。裁判官や研究者的発想で純客観的に法

律判断して「それはあなたの敗けです」と宣告したら、依頼者は誰もその弁

護士には依頼しない。依頼者は弁護士にお金を払って事件の解決を依頼し、

しかも依頼者にとってその事件は一生のうち一度あるかないか、そして人生

の一大事の事件である。

弁護士はあくまで代理人に過ぎないので、依頼者と感情を一体化すればそ

れは代理人ではなく、当事者と同一である。

よく聞く税理士の悪評で、依頼者が手数料を支払っているのに税理士が税

務署と同じように税金を支払えと強調するので、「お前はどっちに顔を向け

ているのか」と批判されるのと同様な事態は避けなければならない。それ故

弁護士は裁判官と同様に客観的判断をもつと同時に依頼者の心情に添った活

動をしなければ、依頼者の信頼は得ることができない。

ときには相手方の言動に立腹して、依頼者を横において相手方に激怒して、

徹底的に相手をやっつけなければ許せないと依頼者以上に感情的になること

もある。私の場合は、刑事事件で捜査機関のやり方が汚いときは、被疑者、

被告人以上に激怒して法廷闘争をすることもある。民事事件では、あまりに

も基本的人権や社会正義を無視する相手方の言動に立腹して、着手金は少し

もらっておいて後は俺に一任せよと言って闘う場合もある。

依頼者と一心同体になれない事件は受任しない

問題は弁護士は依頼者の心情にどこまで寄り添うかである。弁護士は本件

第�章 弁護士の役割とは何か
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問題は裁判官だったらどう判断するのであろうかということを念頭において、

しかしながら依頼者の心情はこうであり、相手方の言動は許せないと®藤す

るのである。気になって夜も眠れない状態に陥ることもある。他方では代理

人としては一歩下がって当事者の感情と一体化していないかと考えることも

ある。その瀬踏みが難しいのである。依頼者にとっては、自分と一心同体に

なってくれる弁護士が好ましいであろう。私は基本的にはそういう思いで事

件を受任している。

もし、依頼者と一心同体になれない場合は「筋悪事件」として事件を極力

受任しないようにしている。事件を受任した後に筋悪事件と判明したときに、

どう事件を落ち着かせるかである。それは和解でまとめるしかない。問題は

依頼者が私の提案する和解案に同意しない場合である。その時には基本的に

敗訴判決をもらうよと宣告して依頼者に添うしかなかろう。場合によっては

その時点で辞任するかである。

しかし、今時の弁護士は依頼者の心情に寄り添う姿勢が薄れているのでは

ないかと思うことが多くなった。もっと弁護士は依頼者の心情に寄り添えと

言いたい。

他方では、依頼者の心情に寄り添う弁護士になりますと断言する弁護士が

いる。その時私は、「依頼者はわがままで無理筋の解決を求めることもある。

その場合でも、貴方は依頼者の心情に寄り添うか。弁護士の基本的職務であ

る基本的人権の擁護と社会正義の実現の見地から、貴方はどう対応するか」

と反問する。

●視点・論点●

・弁護士は、依頼者と感情を一体にするのではなく、依頼者の心情に寄

り添うのである

・もし「筋悪事件」を受任したら、和解を落としどころとするのも手で

ある

80 依頼者と一心同体になることが大切
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【高い志と信念がないと必ず堕落する】

若者には高い志と強い信念が求められる

NHKの大河ドラマ「花燃ゆ」を見て「志」の意味を考えていた。

特に吉田松陰の「松下村塾」で、師弟ともども議論し、互いの志の高揚に

努力している場面が好きだった。それは、私の青春時代、学生運動で仲間と

激論を交わしていた場面とよく似ている。

世の中を変革するという志は同一であるとしても、その戦略戦術論で議論

が分かれ、セクトが発生し、内ゲバにまで進展した。私は組織が嫌いでセク

トに加入せず、ノンセクトラジカルで一貫してきたが、激論は徹底的にやっ

た。皆あの頃は志があり、自己の信念を貫こうと努力してきた。運動がだん

だんと過激になってくると必然的に脱落者も増してきたが、それは志と信念

との闘いだった。

学生運動の敗北感で司法試験の勉強をし、弁護士になったが、司法研修所

に入所すると私と似た経歴の連中が多数いた。司法試験合格者500人のうち、

学生運動挫折者が約350人、内逮捕歴のある者が70人位であった。全セクト

のヘルメットがそろっていた。

当然の如く、皆は学生運動の敗北感から法曹人として志を持って仕事をし

ようと思い、秘かに己の志を実現するよう努力してきた。心ではいい生活を

したいと思っていても、誰も「弁護士で金Àけしよう」とは口が裂けても言

わなかった。「基本的人権の擁護と社会正義の実現」のために弁護士活動を

するのは当然の前提であった。ところが、この10年位前から「君はなぜ弁護

士になりたいのか」と尋ねると、平気で「金Àけするために弁護士になりた

い」と言われるようになった。それを聞くと私は激怒して「おまえは帰れ」

第�章 弁護士の矜持を考える
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と言って追い返すことにしている。

最近は志と品位の低い弁護士が目立つ

司法改革の一環でロースクール、そして司法試験の合格率の高さから容易

に法律家になれる時代になったせいか、志の低い弁護士が増加してきたよう

に思える。自分はなぜ法律家になったのかは常に原点として考え続けていか

ねばならないと思う。

確かに弁護士が倍増したにもかかわらず、事件数の減少で事務所経営が厳

しくなったのは事実であるが、志と違う事件処理や金銭への執着の強さに唖

然とすることが多くなった。手数料稼ぎとしか思えない申立てなどが増加し

た。しかも依頼者の無知に付け込んだ高額な手数料の請求等、聞いていても

絶句するケースも増した。これも志の原点を忘れた言動であろう。弁護士の

不祥事の増加も弁護士の志の低下のせいと思う。

「武士は食わねど高楊枝」の精神で、弁護士は、昔は一切営業活動をする

べきではないとされてきたが、この頃はネット社会故か広告宣伝がはびこり、

弁護士の品位の低下を招いている。実に嘆かわしい時代になった。志の原点

を忘れまい。

●視点・論点●

・己の志を実現するよう努力してきた者たちは、簡単に、品位を落とす

言動はしない

・弁護士増加に影響される風潮に流されず、弁護士の存在意義を見直す

べし

98 武士は食わねど高楊枝の精神が大切

203



著者略歴

312

〔著者略歴〕

萬年浩雄（まんねん ひろお）

［略歴］

1946年 福岡県生まれ

慶應義塾大学法学部法律学科卒業

九州大学大学院法学研究科修了、修士取得（修士論文─

「当番弁護士 いま何が問題か」）

1982年 弁護士登録

1984年 萬年法律事務所を福岡市に設立

2001年 山口雅司法律事務所と合併し「萬年・山口法律事務所」

と名称変更

2010年 小林、益本、原の各弁護士をパートナーにして「萬年総

合法律事務所」に名称変更（現在、パートナー弁護士�

人、アソシエイト弁護士�人、秘書10人）

福岡県弁護士会業務事務局長、副会長を歴任。

法律は常識であり、義理と人情および信用第一をモットーにした

紛争の解決策を模索して弁護士業務に励んでいる。

趣味は読書と音楽鑑賞。

ヘビースモーカーで家族と事務所で煙たがられている。

［著書］

『弁護士だからできること』（リヨン社）

『当番弁護士 いま何が問題か』（福岡県弁護士会）

『ロータリー例会会長挨拶集 例会でのひとこと』

『人を動かす「人間力」の磨き方』（民事法研究会）

『熱血弁護士の事件ファイルⅠ 企業再生編』（三和書籍）

［事務所所在地］

〒810-0042 福岡市中央区赤坂�丁目15番33号

ダイアビル福岡赤坂�階

萬年総合法律事務所

TEL（092）751-5006（代表）

FAX（092）715-3493

E-Mail mannen@hh.iij4u.or.jp



落丁・乱丁はおとりかえします。 ISBN978-4-86556-177-7 C2032 Y−3000E

カバーデザイン：袴田峯男

発行所 株式会社 民事法研究会
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-7-16

〔営業〕TEL 03（5798）7257 FAX 03（5798）7258

〔編集〕TEL 03（5798）7277 FAX 03（5798）7278

http://www.minjiho.com/ info＠minjiho.com

平成29年�月�日 第�刷発行

定価 本体3,000円＋税

著 者 萬年 浩雄

発 行 株式会社 民事法研究会

印 刷 株式会社 太平印刷社

弁護士事件簿から学ぶ「人間力」の伸ばし方

─志は高く、まなざしは優しく、義理人情に厚く─


	#001-002 ningen_hashi_03
	004-005 ningen01s_08
	090-091 ningen02s_08
	118-119 ningen03s_08
	164-165 ningen03s_08
	202-203 ningen04s_07
	312-313 ningen_oku_05
	空白ページ



