
序 文

東京弁護士会春秋会は、東京弁護士会に所属する弁護士によって昭和29

（1954）年に設立された政策団体かつ親睦団体であり、令和⚓年10月31日時

点で564名の会員によって構成されています。会員は、日本弁護士連合会や

東京弁護士会等において政策立案や業務研修等に積極的に参加し、日々研鑽

に努めています。

本書は、東京弁護士会春秋会が『会社・経営のリーガルナビ Q&A』（平

成24年⚑月、民事法研究会）に続いて編さんした書籍である「実践訴訟戦

術」シリーズの⚔作目にあたります。民事弁護を扱った⚑作目の『実践訴訟

戦術──弁護士はみんな悩んでいる』（平成26年⚑月、民事法研究会）、刑事

弁護を扱った⚒作目の『実践訴訟戦術［刑事弁護編］──やっぱり弁護士は

悩んでいる』（平成28年⚑月、民事法研究会）、離婚事件を扱った『実践訴訟

戦術［離婚事件編］──弁護士はここで悩んでいる』（平成30年⚓月、民事

法研究会）に続き、本書は、弁護士の実務に潜むヒヤリハットをテーマとし

て取り扱っています。

本書の構成は、これまで好評であった座談会形式を踏襲し、新人、若手、

中堅、ベテランの⚔人が、弁護士であれば誰でもぶつかる可能性のあるテー

マについて、それぞれの視点から意見を交わす構成となっています。実際に

はもっと多くの会員が議論に参加し、忌憚のない意見をぶつけ合い、本書を

つくり上げました。春秋会の中で信頼し合った仲間だからこそ、本書が完成

したものと言って過言ではないと思います。

また、本書では、依頼者への対応、裁判手続、弁護士報酬、事務所の運営

などにおける多岐にわたるヒヤリハット事例を取り扱うものであり、弁護士

の実務全般をカバーするものとなっています。

本書の作成に携わった多数の弁護士が若手やベテランの隔てなく日々の事

件処理の中で実際に疑問を抱き、あるいは悩んだ事柄についておのおのの知

識や経験、ノウハウを踏まえて議論を重ねた結果をまとめた本書は、弁護士
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としての事件処理の経験の有無や多寡を問わずに参考にしていただける内容

であると自負しております。

本書が多くの方々の一助となれば幸いです。

令和⚔年⚒月

令和⚓年度東京弁護士会春秋会幹事長

弁護士 岩 佐 孝 仁
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は し が き

東京弁護士会春秋会ドリーム・プロジェクト委員会はこれまで、「実践訴

訟戦術」シリーズとして、『実践訴訟戦術──弁護士はみんな悩んでいる』

（平成26年⚑月）、『実践訴訟戦術［刑事弁護編］──やっぱり弁護士は悩ん

でいる』（平成28年⚑月）、『実践訴訟戦術［離婚事件編］──弁護士はここ

で悩んでいる』（平成30年⚓月）を刊行し（いずれも民事法研究会）、幸いに

も多くの皆様からご好評をいただきました。本書は「実践訴訟戦術」シリー

ズの⚔作目として、われわれ弁護士が日々実務に携わる中で誰もが一度は経

験するいわゆる「ヒヤリハット事例」を取り上げました。

昭和29年（1954年）に設立された東京弁護士会春秋会は、政策団体である

と同時に、弁護士同士の縦のつながりと横のつながりを深めるための親睦団

体としての性格を有しており、所属事務所の垣根を越え、新人・若手弁護士

がベテラン・中堅の弁護士に業務上の悩みごとを相談し、また同世代の弁護

士同士が情報交換するなどして、互いに切磋し、知識と経験に裏打ちされた

貴重なノウハウを受け継いでいくという良き伝統をもっています。「実践訴

訟戦術」シリーズは、こうした東京弁護士会春秋会の良き伝統を書籍のかた

ちにしたものということができますが、中でも本書［ヒヤリハット編］は、

気心知れた弁護士同士でなければ共有しにくいヒヤリハット事例を取り上げ

た、東京弁護士会春秋会ならではの企画であり、数多く発刊されている実務

の手引きとは一線を画する内容となったものと自負しています。

いわゆる「ハインリッヒの法則」によれば、⚑件の重大事故の背後には29

件の軽微な事故があり、その背景には300件の幸い事故には至らなかった危

険な事象（ヒヤリハット）が存在するといわれます。ヒヤリハット事例を分

析し、その再発を防止することは、軽微な事故、そして重大な事故の予防に

極めて有効であり、リスクマネジメントとして、大変重要な意義をもちます。

弁護士の大幅増員などに起因して、弁護士同士のつながりが希薄になり、法

律学の基本書からは得られない実践的なノウハウが共有され、受け継がれて
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いくことが難しくなっている現在において、個々の弁護士に帰属していた暗

黙知が形式知となり、共有されることの重要性はますます高まっています。

本書がヒヤリハット事例の減少、ひいては重大事故の減少につながり、弁護

士の信頼の維持・向上の一助となることを願っています。

なお、本書で取り上げたヒヤリハット事例はいずれも弁護士が実際に経験

した事実に基づくものですが、弁護士の最も重要かつ基本的な義務である守

秘義務に違反することがないように、出版にあたって、依頼者から受任した

事案の特定のおそれがある要素を排するほか、必要な修正を行っています。

そのため、もし本書で取り上げられた事例が特定の事案に類似していたとし

ても、それは本書作成に協力した弁護士が現に受任した事案ではないことを

ご了承いただきますようお願いいたします。

最後になりましたが、本書刊行にあたっては、株式会社民事法研究会の南

伸太郎氏に多大なご助力を頂戴しました。座談会形式により複数の弁護士が

自由に発言した内容を原稿にまとめるという気の遠くなるような作業を経て

本書刊行の運びとなったのは、偏に同氏のご尽力によるものです。この場を

お借りして、心よりお礼申し上げます。

令和⚔年⚒月

東京弁護士会春秋会

ドリーム・プロジェクト委員会
委員長 中 根 秀 樹
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Ⅰ 高齢の依頼者と意思能力

⚑ 受任後に意思能力が低下するかもしれない

若手 高齢者から依頼を受ける場合に、気をつけるべきことはありますか。

ベテラン 依頼者の意思能力の問題があります。

中堅 89歳の方から相続の相談を受けたときのことですが、面談ではとて

もしっかりとしていたので引き受けたのですが、相続人が15人くらいいた

のです。子どもはいなくて、亡くなった夫のきょうだいが10人近くいて、

その半数はすでに亡くなっていました。しかも、その子どもたち（といっ

ても、みなさん60歳代、70歳代ですが）の居住地が、全国各地に分散して

15人いるという事案です。

若手 依頼の内容はどのようなものなのですか。

中堅 預金が下ろせないから下ろしたいという依頼です。相続法改正前の

ケースですが、銀行から「相続人全員連名の書類がなければ下ろせない」

と言われて、司法書士に相談したけれど、司法書士もお手上げで、こちら

に話がまわってきました。何とかしてあげたいと思って引き受けたのです

が、きちんと法定相続分なども説明して、報酬についても説明して、依頼

者は「それでいいです」と、理解してもらえたと思うのですが、事件が進

行してる間、大丈夫なのかという心配があって。

ベテラン 高齢の相続人が多数いて、かつ、全国各地に分散しているとい

うことなので、手続に相当の期間を要するケースですね。こういうケース

では、手続を進めている途中で依頼者の認知機能が低下する可能性があり

ますね。

中堅 はい。それに加えて、依頼者が亡くなる可能性もあります。依頼者

には預金も現金もあまりないので、着手金も正直もらえず、実費くらいし

かもらえないわけです。それを考慮して報酬を設定していても、もし依頼
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者が亡くなった場合に、子どもがいないので、甥や姪が相続人になったと

きにどうなるのか。報酬はもらえるのだろうか、相続人から「不当な契約

だ」などと言われないかと心配しました。

ベテラン そうですね。

中堅 とはいえ、依頼者の希望を叶えるためには、とにかくやるしかない

のです。証拠のために一応、電話の会話は録音してあるのですが。

新人 ご自身で録音したのですか。

中堅 そうです。電話で打合せの日程を確認する際の会話などを録音して

いました。後で事務員にも聞いてもらい、「89歳の方がしゃべってると思

える？」って訊いたら、「思えません」という返事でした。依頼者はしっ

かり応答しているのです。

若手 要介護や要支援の認定は受けていないのですか。

中堅 全くありません。とはいえ、現在、依頼者は⚑人で暮らしているの

で、意思能力があるかどうかを判断することが難しいのです。私が訪問し

たら、「先生、帰りのタクシー呼びますね」と言って、自分でタクシー会

社に電話してタクシーを呼んでくれるのです。「先生、タクシー代です」

と、1000円くれて。そのようなやりとりはしっかりしているのです。

ベテラン 65歳以上の高齢者については、地域包括支援センターを利用す

れば、いろいろなサポートを受けられますね。認知症が進行して、身近に

後見等開始の審判申立てを行う親族がいない場合などには、市区町村長が

後見等開始の審判申立てをすることもできますね。

中堅 そうですね。身近に友人もいないケースも多いでしょう。

⚒ 遺言作成後に遺言能力が争われるかもしれない

新人 意思能力に疑いがあって、本人から直接受任することを回避するの

はどのような場合でしょうか。微妙なケースがすごく多いように思います。

若手 依頼者の年齢だけで判断することは難しいでしょうね。90歳過ぎて

も驚くほどしっかりされてる人も多いですね。
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新人 たくさんいると思います。

中堅 私も90歳代の方の遺言を作成したことがあるのですが、遺言を書い

た途端に安心して、認知症が進行したのではないかと心配することがあり

ます。

若手 遺言作成後すぐに依頼者の認知症が進行した場合には、遺言作成時

点での遺言能力に疑義が生じるのではないかと心配になることもあるんじ

ゃないですか。

中堅 そうですね。依頼者が遺言を作成してから⚒か月後に亡くなったこ

とがありました。その依頼者も90歳代とは思えないくらい元気だったのに。

風邪をひいたので、家族みんなから「病院に行ったほうがいいよ」と勧め

られたのに、「俺は元気だから大丈夫だ。乾布摩擦してるから健康だ」と

言っていたところ、そのまま肺炎になってしまったようです。

若手 依頼者が高齢だったこともあって、容態が急変してしまったのかも

しれないですね。

中堅 このケースでは、依頼者の死後に遺言能力で揉めることはなかった

のですが、遺言作成時に録音や録画はしていなかったのです。公正証書遺

言だったのですが、その作成時、公証人も「すごい、90歳代で、本当に立

派ですね」とか言って特段問題視していませんでした。とはいえ、もっと

注意しておいたほうがよかったと反省しました。

ベテラン 遺言で遺言執行者に指定されていましたか。

中堅 遺言執行者に指定されていました。「遺留分の問題が残りますけど、

大丈夫ですか」と公証人が聞くと、「それは大丈夫だ。詳しい弁護士に相

談することになっている」と依頼者は答えていたので、全部理解していた

のですよ。

若手 なるほど。依頼者は十分理解していますね。

中堅 このケースでは、依頼者の息子さんが先に亡くなっていたという事

情もあり、相続の相談をずっと受けていました。私の事務所に電話やファ

ックスがくることはもちろん、自分で戸籍を取得したり、お中元やお歳暮
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を送ってきてくれたりしていました。でも、遺言を作成し終わって、すご

くほっとしたんだと思います。そのとき、一抹の不安は感じました。

新人 遺言をつくるときに、録画はしていますか。中途半端な写真だと、

本当に本人が書いているのかの判断ができない気がするので、動画を残し

ておくほうがよい気がするのですが。

若手 遺言能力で争われることになったときには、写真は証拠としてほと

んど意味がないと思いますから、録音か録画をするのがよいように思いま

す。

新人 知り合いの弁護士は、後日遺言能力で争われるおそれがある場合に

は、公正証書遺言を作成するときであっても毎回打合せの際に録画すると

言っています。

中堅 確かに、公正証書遺言でも無効になってしまう例がありますよね。

若手 公証人も公正証書遺言を作成するときに遺言能力の有無を判断して

いますが、公正証書遺言でも結構無効とされる事例があります。事案によ

っては、録画しておく必要があると思います。

新人 公証人によって、本人への確認が緩い場合と厳しい場合があるよう

にも思います。

中堅 動画の撮影は依頼者に失礼な感じもしますから、私は動画の撮影は

やっていません。でも結構すべての事案について動画を残しておくという

人もいるので、場合によっては必要なのかなとも思います。いざトラブル

になったら、録画しておけばよかったと後悔するかもしれないですね。

ベテラン 公正証書遺言作成で、公証人を臨場させたところ、公証人が

「駄目です（意思能力がないです）」と諦めたというケースがありました。

中堅 遺言の口授自体ができなかったのですか。

ベテラン そうでした。それなりに受け答えはするのだけれど、日にちを

明確に言えなかったり、息子の名前を言えなかったりしたので、そのよう

に判断されたのだと思います。

新人 自筆証書遺言はつくったのですか。
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ベテラン そこまでもいかなかったですね。

新人 いかなかったというのは、どういう意味ですか。

ベテラン 依頼者の息子が来て、「親の不動産を全部自分に」という内容の

遺言をつくるために司法書士事務所に集まったところ、その息子は、「父

はしっかりしてるから」と言うんだけど、本人と話したら全然駄目でした。

司法書士と私は、「これは、無理ですね」と意見が一致したので、結局、

遺言の作成をやめました。公証人と証人⚒人がしっかりしていれば、リス

クは防ぐことができると思うので、遺言を書いている様子を録画するとい

うことまでは考えたことがなかったです。

中堅 でも現実に公正証書遺言が無効とされた事例は結構ありますから、

やっぱり公証人がいようが証人がいようが、リスクは変わらないのではあ

りませんか。

ベテラン 証人は弁護士⚒人にします。一般の方に証人になってもらうこ

とはありませんね。

中堅 私も、そのようにしています。

若手 私は、遺言能力が争われるかもしれないと感じたら、診断書を作成

してもらっています。

中堅 それがセオリーですね。私も診断書だけは取得しておいてください

とお願いしています。

新人 ただ認知症という診断があっても、逆に勝てるケースもあるはあり

ますね。「まだら認知症」だからということで。

ベテラン それはあります。

若手 本人の筆跡というか字を見るだけで、そうだなと感じることがあり

ます。

新人 字が汚いだけの人かもしれないじゃないですか（笑）。

中堅 もちろんそれだけでは判断できないですね。
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（五十音順）
浅見 雄輔（あさみ ゆうすけ）
あさみ法律事務所
〒102-0082 東京都千代田区一番町8-15 一番町MYビル301号
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荒井 春奈（あらい はるな）
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所
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TEL 03-5157-5456

石森 博行（いしもり ひろゆき）
石森法律事務所
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小林・福井法律事務所
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TEL 03-3343-6088

伊藤 献（いとう すすむ）
東京ブライト法律事務所
〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-5-2 はごろもビル⚔階
TEL 03-5566-6371

岩佐 孝仁（いわさ たかひと）
橋爪・岩佐・大胡法律事務所
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-1 平河町コート303
TEL 03-5211-6866



研究会参加者一覧

210

臼井 一廣（うすい かずひろ）
臼井綜合法律事務所
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-9-6 十全ビル605
TEL 03-6206-6585

宇田川寛史（うだがわ ひろふみ）
宇田川法律事務所
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル⚒階
TEL 03-3503-8763

榎本 晃太（えのもと こうた）
あぽろ法律事務所
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-8-4 吹田屋ビル⚗階
TEL 03-3526-8722

大谷 隼夫（おおたに はやお）
東京エクセル法律事務所
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-3 磯村ビル⚕階
TEL 03-3503-0921

大山 雄健（おおやま ゆうけん）
福家総合法律事務所
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