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　情報の海に溺れないために

　～あふれかえる情報から何を受け取るか～

　皆様、新年いかがお過ごしでしょうか。自分も含めてで
すが、世界中を未曽有の不幸が襲う中、苦しい思いをさ
れておられることと、心からお見舞い申し上げます。

　さて、昨年はウイルス騒動に関して飛び交う情報に振
り回されました。「感染者が昨日より〇〇人多い」、とか、
「〇〇日ぶりで、〇〇人を超えた」とか言われても、減って
いるのか、増えているのか、問題はなんなのかさえ分から
なくなる日々でした。落ち着いて考えれば、日本は先進国
には珍しく曜日で感染者数がゆらぎますので（それ自体
問題ですが）、曜日ごとに比べるとか、週平均を出すとか
工夫しないと、正確な情報とは言えません。そもそも、検
査数の母体数が明らかにされなければ、情報の信用性も
ありません。さらには重症者が減ったといっても、回復し
たのならともかく、亡くなられて減ったとなったら、えらい
ことです。結局、これでは大切なことは何もわからないの
です。
　次元は違いますが、最近、法律相談にみえる方で、私た
ち弁護士よりも細かい知識をたくさん知っておられる方
がよくおられます。しかし、そういう方に限って、自分の巻
き込まれているトラブルに何が必要な情報なのかの判
断ができず、逆に必要のない情報に逆に煩わされてしま
っているという事態に陥ってしまっていることが多々あり
ます。これでは頑張って情報収集したにも関わらず、逆に
相当なストレスをためてしまいかねません。

弁護士・空手家・コメンテーターと、

マルチに活躍する松江仁美弁護士

が、「今」伝えたいこととは・・・・・。

　結局、氾濫する不確かな情報の錯綜の中で、私たちにで
きることは、とにかく情報をうのみにせず疑うこと、専門家
の意見を求めて検証をすることしかありません。「疑うこと」、
「検証すること」、これしか方法がないのです。
　もう一つ、不確かな情報は国民の間に分断を招きます。
昨年世界を騒がせたアメリカ大統領選挙がそのいい例で
した。しかし、「自粛」「自粛」という錦の御旗に踊らされた
私たち日本人も人のことは言えません。日本では世界でも
珍しく、ウイルスに感染した人を責める事態が往々にして
起こっています。よくわからない「自粛」というモラルに踊ら
されて、感染した人をモラル破りと見ているとしたら、同じ
被害者であるのに、
悲しい出来事です。
　今年こそ、お互いの
信頼のもと、有益な情
報を共有し、分断では
なく、融和を基調とし
た温かい社会を取り
戻したいですね。

弁護士って、“お堅い”印象ありませんか？DREAMの弁護士も、

もちろん業務上は真剣そのもの。でもでも、事務所内で一緒に過ごしていると、

お茶目で意外（？！）な一面も見えてきます。「どりぃむ倶楽部」は、

そんな弁護士たちの普段とは違う顔をお届けするニュースレターです。

（データ提供：JX 通信社）



布川事件 結審

報道のその先に・・・

　昨年はコロナウィルスが人々の生活をガラリと変えてし
まい、「ステイホーム」が推奨されるようになりました。ご自
宅でテレビや新聞、またはインターネットでニュースを見
る時間が増えた方もいらっしゃると思います。
　さて、そんな日々のニュースでは、世間を揺るがすよう
な刑事事件の裁判や、企業の不祥事による損害賠償の裁
判、はては芸能人の離婚裁判まで、様々な裁判の報道があ
ります。
　その際、訴えられた側が取材で「訴状を見ていないので
コメントできない」と言うのをよく目にします。
これは、一見すると極めて不誠実でいい加減な印象を持
たれるかもしれません。
　しかし、民事裁判の場合、実際に訴えられてから被告に
訴状が行くのは、だいぶ後になります。訴状が提出された
後、まず裁判所で訴状や必要書類をチェックし、第１回目
期日を原告（訴えた側）と調整し、その呼出状も作成して、
はじめて訴状を被告に送ります（しかも最近はコロナの影
響で裁判所の出勤人数も減っているらしく、さらに時間が
かかる場合も増えているようです）。
　つまり、ニュースで取り上げられるのは、多くの場合、訴
えた側（つまり原告）が訴状を提出した直後のタイミング
になるので、まだ被告のもとに訴状が来ておらず、コメン

その疑問、僕が斬ります！

教えて？氏家弁護士
弁護士の氏家大輔です。日常に潜む疑問を、弁護士の視点から
お答えするこのコーナー、今回のテーマはこちらです！

トしようがないのです。結果、訴えた側の意見は大きく取り
上げられる一方で、訴えられた被告側は「訴状を見ていな
いのでコメントできない」などという、判を押したような意
見しか報道されず、あまり良くない印象を残してしまうこと
になります。
　そして、その後の裁判で被告側がどう反論をしたのか、
判決はどうなったのか、ということまで追いかけて報道さ
れることは、よほど大きな事件でない限りほとんどありま
せん。
　このように我々がニュースで初めて触れる情報は極め
て限定的なものですが、これはコロナの問題にも共通して
います。例えば、日々の感染者数について、後日役所のHP
で訂正されたにもかかわらず報道はされないなんてこと
もあります。
　全ての情報を常に追いかけてチェックするのは難しい
ですが、少なくとも、その時目にしたもの、耳で聞いたもの
は物事の一面にしか過ぎないという意識を持つことが、こ
のコロナ禍の時代でより一層重要になってきていると感じ
ます。
　新年早々、固い話となってしまいましたが、今年は、少し
でも良い方向に向かえるよう、皆様のご健勝を心よりお祈
りしております。
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　　　　　　　　　　　　　　　コロナ禍の中、皆様いかがお過ごしでしょうか。家で過ごす時間
　　　　　　　　　　　　　　が増え、パン作りやお菓子作りを楽しむ人が増えたそうです。私も
　　　　　　　　　　　　　　昨年はお休みの日に色々と作ってみました。今回はかわいい桜マ
　　　　　　　　　　　　　　カロンを紹介します。抹茶を使ったマカロンもおいしいですよ！

【 　材料　 】　卵白 60g、砂糖 70g、アーモンドプードル 82g、粉砂糖 64g、色粉 適量、バター  12g、
ホワイトチョコレート 90g 、生クリーム 34g、水あめ 12g、桜リキュール 14g、桜花フレーク 適量
【 　作り方 　】
１　卵白を泡がしっかりするまで泡立てる。
２　砂糖を分けて加えながら更に泡立て、しっかりとしたメレンゲを作る。
３　メレンゲに色粉で色をつけ、仕上げに泡立てる。
４　アーモンドプードルと粉砂糖を合わせてふるったものをメレンゲに加え、軽く混ぜる。
５　生地の泡をカードでつぶすようにしながらさらに混ぜる。
６　口金を付けた絞り袋に生地をつめ、天板に敷いたオーブンシートの上に丸く絞る。
７　絞った生地は空気を抜いて１時間ほど置いて表面を乾かす。
８　ボウルにホワイトチョコレートを入れ湯せんにかけて溶かす。
９　鍋に水あめ、バター、生クリームを入れて火にかけ、バターが溶けたらチョコレー
　　トのボウルに加えて均一に混ぜる。
１０　粗熱がとれたら桜リキュールを入れ、桜花フレークも入れる。
１１　マカロン生地を１４０度のオーブンで１３分焼く。
１２　マカロン生地にクリームを絞り、その上にマカロン生地を重ねる。

涼子の
　良好キッチン　明けましておめでとうございます。

　昨年は新型コロナで一年間振り回され、いまだ出口が見えない状況が続いており、新
年のおめでたい気持ちにはなかなかなれませんが、今年は何とか明るい方向へ世の中
が動いてほしいという願いを込めて新年のご挨拶をしたいと思います。

　昨年暮れに長年弁護団の一員として関わっています布川事件の国賠訴訟の控訴審
の審理が結審となりました。東京高裁の判決は今年の６月２５日言渡し予定となりまし
た。だいぶ先になりましたが東京地裁が出した画期的な証拠開示の判断を維持し、弁
護団が主張している他の論点についても踏み込んだ正当な判断が出ることを期待して
います。

　どうか本年がコロナを乗り越えた明るい年
になりますよう、マスクを外して生活できる日
々が訪れるよう祈念しまして、新年のご挨拶と
させていただきます。

今回ご紹介するのは、今最も熱いこちらっ！

『 リングフィットアドベンチャー 』

　今回ご紹介するのは、「アップルウォッチ」です。
アップルウォッチが初めて発売されたのは２０１５年、も
う５年も前になります。新しいモノ好きとしては発売当初
よりずっと欲しいと思っていたのですが、電池持ちが悪い
とか、いまいち何に使うのかよくわからない等、結局買わ
ずじまいでした。とはいえいい加減買ってみよう！というこ
とで今回アップルウォッチ６をゲットしたので、こちらのレ
ビューをしたいと思います。
　結論から言えばアップルウォッチ、買ってよかった！

　まず軽いです。時計に関しては他にちゃんとしたものを
持っていますが、重くて疲れるので着けていないことの方
が多かったんですね。それがアップルウォッチは軽いので、
就寝中も含め、一日中着けていても全く気になりません。
重さは材質にもよりますが、一番安いアルミが一番軽いで
す。一日中着けているといっても充電が必要なので、どこ

かで外す必要が出てきます。最新モデルは充電も早く毎日
入浴時３０分ほどの充電でフル充電できるので、バッテリ
ー切れで困ったことは今のところありません。
　用途に関しては、通知やアップルペイ等いろいろ便利な
ものがありますが、一番役に立っているのはアラーム関係
ですね。音を鳴らさずに振動で起こしてもらえるので、寝て
いる家族を起こさずに済みますし、振動が強いのでぐっす
り寝ていてもちゃんと気付けます。お勧めのアプリは
「Auto Sleep」というアプリです。
特別設定をしなくても脈拍から
睡眠時間を正確に記録してくれ、
脈拍から睡眠が浅いタイミング
を見計らって朝起こしてくれます。
　まだ持っていない人は是非試
してみてください！おすすめです！

今これが 熱いっ!!!
知識の豊富さは法律分野にとどまらず、
非常に多岐にわたる。
そのアンテナの広さを活かし、
今イチオシの情報を皆様にお届け！

DREAMイチの旅行好きで知られる。
その好奇心旺盛さと、豊富な知識を
元に、話題のテーマを解説！



布川事件 結審

報道のその先に・・・

　昨年はコロナウィルスが人々の生活をガラリと変えてし
まい、「ステイホーム」が推奨されるようになりました。ご自
宅でテレビや新聞、またはインターネットでニュースを見
る時間が増えた方もいらっしゃると思います。
　さて、そんな日々のニュースでは、世間を揺るがすよう
な刑事事件の裁判や、企業の不祥事による損害賠償の裁
判、はては芸能人の離婚裁判まで、様々な裁判の報道があ
ります。
　その際、訴えられた側が取材で「訴状を見ていないので
コメントできない」と言うのをよく目にします。
これは、一見すると極めて不誠実でいい加減な印象を持
たれるかもしれません。
　しかし、民事裁判の場合、実際に訴えられてから被告に
訴状が行くのは、だいぶ後になります。訴状が提出された
後、まず裁判所で訴状や必要書類をチェックし、第１回目
期日を原告（訴えた側）と調整し、その呼出状も作成して、
はじめて訴状を被告に送ります（しかも最近はコロナの影
響で裁判所の出勤人数も減っているらしく、さらに時間が
かかる場合も増えているようです）。
　つまり、ニュースで取り上げられるのは、多くの場合、訴
えた側（つまり原告）が訴状を提出した直後のタイミング
になるので、まだ被告のもとに訴状が来ておらず、コメン

その疑問、僕が斬ります！

教えて？氏家弁護士
弁護士の氏家大輔です。日常に潜む疑問を、弁護士の視点から
お答えするこのコーナー、今回のテーマはこちらです！

トしようがないのです。結果、訴えた側の意見は大きく取り
上げられる一方で、訴えられた被告側は「訴状を見ていな
いのでコメントできない」などという、判を押したような意
見しか報道されず、あまり良くない印象を残してしまうこと
になります。
　そして、その後の裁判で被告側がどう反論をしたのか、
判決はどうなったのか、ということまで追いかけて報道さ
れることは、よほど大きな事件でない限りほとんどありま
せん。
　このように我々がニュースで初めて触れる情報は極め
て限定的なものですが、これはコロナの問題にも共通して
います。例えば、日々の感染者数について、後日役所のHP
で訂正されたにもかかわらず報道はされないなんてこと
もあります。
　全ての情報を常に追いかけてチェックするのは難しい
ですが、少なくとも、その時目にしたもの、耳で聞いたもの
は物事の一面にしか過ぎないという意識を持つことが、こ
のコロナ禍の時代でより一層重要になってきていると感じ
ます。
　新年早々、固い話となってしまいましたが、今年は、少し
でも良い方向に向かえるよう、皆様のご健勝を心よりお祈
りしております。

9

　　　　　　　　　　　　　　　コロナ禍の中、皆様いかがお過ごしでしょうか。家で過ごす時間
　　　　　　　　　　　　　　が増え、パン作りやお菓子作りを楽しむ人が増えたそうです。私も
　　　　　　　　　　　　　　昨年はお休みの日に色々と作ってみました。今回はかわいい桜マ
　　　　　　　　　　　　　　カロンを紹介します。抹茶を使ったマカロンもおいしいですよ！

【 　材料　 】　卵白 60g、砂糖 70g、アーモンドプードル 82g、粉砂糖 64g、色粉 適量、バター  12g、
ホワイトチョコレート 90g 、生クリーム 34g、水あめ 12g、桜リキュール 14g、桜花フレーク 適量
【 　作り方 　】
１　卵白を泡がしっかりするまで泡立てる。
２　砂糖を分けて加えながら更に泡立て、しっかりとしたメレンゲを作る。
３　メレンゲに色粉で色をつけ、仕上げに泡立てる。
４　アーモンドプードルと粉砂糖を合わせてふるったものをメレンゲに加え、軽く混ぜる。
５　生地の泡をカードでつぶすようにしながらさらに混ぜる。
６　口金を付けた絞り袋に生地をつめ、天板に敷いたオーブンシートの上に丸く絞る。
７　絞った生地は空気を抜いて１時間ほど置いて表面を乾かす。
８　ボウルにホワイトチョコレートを入れ湯せんにかけて溶かす。
９　鍋に水あめ、バター、生クリームを入れて火にかけ、バターが溶けたらチョコレー
　　トのボウルに加えて均一に混ぜる。
１０　粗熱がとれたら桜リキュールを入れ、桜花フレークも入れる。
１１　マカロン生地を１４０度のオーブンで１３分焼く。
１２　マカロン生地にクリームを絞り、その上にマカロン生地を重ねる。

涼子の
　良好キッチン　明けましておめでとうございます。

　昨年は新型コロナで一年間振り回され、いまだ出口が見えない状況が続いており、新
年のおめでたい気持ちにはなかなかなれませんが、今年は何とか明るい方向へ世の中
が動いてほしいという願いを込めて新年のご挨拶をしたいと思います。

　昨年暮れに長年弁護団の一員として関わっています布川事件の国賠訴訟の控訴審
の審理が結審となりました。東京高裁の判決は今年の６月２５日言渡し予定となりまし
た。だいぶ先になりましたが東京地裁が出した画期的な証拠開示の判断を維持し、弁
護団が主張している他の論点についても踏み込んだ正当な判断が出ることを期待して
います。

　どうか本年がコロナを乗り越えた明るい年
になりますよう、マスクを外して生活できる日
々が訪れるよう祈念しまして、新年のご挨拶と
させていただきます。

今回ご紹介するのは、今最も熱いこちらっ！

『 リングフィットアドベンチャー 』

　今回ご紹介するのは、「アップルウォッチ」です。
アップルウォッチが初めて発売されたのは２０１５年、も
う５年も前になります。新しいモノ好きとしては発売当初
よりずっと欲しいと思っていたのですが、電池持ちが悪い
とか、いまいち何に使うのかよくわからない等、結局買わ
ずじまいでした。とはいえいい加減買ってみよう！というこ
とで今回アップルウォッチ６をゲットしたので、こちらのレ
ビューをしたいと思います。
　結論から言えばアップルウォッチ、買ってよかった！

　まず軽いです。時計に関しては他にちゃんとしたものを
持っていますが、重くて疲れるので着けていないことの方
が多かったんですね。それがアップルウォッチは軽いので、
就寝中も含め、一日中着けていても全く気になりません。
重さは材質にもよりますが、一番安いアルミが一番軽いで
す。一日中着けているといっても充電が必要なので、どこ

かで外す必要が出てきます。最新モデルは充電も早く毎日
入浴時３０分ほどの充電でフル充電できるので、バッテリ
ー切れで困ったことは今のところありません。
　用途に関しては、通知やアップルペイ等いろいろ便利な
ものがありますが、一番役に立っているのはアラーム関係
ですね。音を鳴らさずに振動で起こしてもらえるので、寝て
いる家族を起こさずに済みますし、振動が強いのでぐっす
り寝ていてもちゃんと気付けます。お勧めのアプリは
「Auto Sleep」というアプリです。
特別設定をしなくても脈拍から
睡眠時間を正確に記録してくれ、
脈拍から睡眠が浅いタイミング
を見計らって朝起こしてくれます。
　まだ持っていない人は是非試
してみてください！おすすめです！

今これが 熱いっ!!!
知識の豊富さは法律分野にとどまらず、
非常に多岐にわたる。
そのアンテナの広さを活かし、
今イチオシの情報を皆様にお届け！

DREAMイチの旅行好きで知られる。
その好奇心旺盛さと、豊富な知識を
元に、話題のテーマを解説！



弁護士法人DREAM
〒１０１-００５４　東京都千代田区神田錦町2-1-5　マストライフ神田錦町2階
受付時間 ： 平日 9:00~20:00    TEL : 03-3525-8010

身近に法的な問題でお困りの方はいらっしゃいませんか？

弁護士法人DREAMをぜひご紹介ください

個人の方・・・
　・離婚したいが、相手が納得してくれない
　・配偶者が不貞をしたので、慰謝料請求をしたい
　・子どもたちがもめないように、遺言書を作成したい
　・親が亡くなって、家族間で遺産分割でもめている
　・交通事故後、保険会社の提示額に納得がいかない

法人の方・・・
　・債権回収
　・契約トラブル
　・従業員から残業代の請求をされた（労働問題）
　・トラブルが起きない法務体制作りをしたい
　・いつでも気軽に相談できる弁護士がほしい

日頃は格別のお引き立てを賜り、深く感謝いたします。
当事務所では、皆様からのご紹介を承っております。
トラブルが起きる前に専門家に相談することで、早期解決につながります。

「 まだ弁護士に相談するには早いかな？ 」 とお悩みの方にも、
　　　　　解決に向けたアドバイスをさせていただきます。ぜひお気軽にご紹介くださいませ。

弁護士入社のご案内
　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。この度、弁護士法人DREAMの弁
護士として入社いたしました柳沼俊宏と申します。
　私は、司法試験受験生時代、勉強方法を模索し、息抜きもかねてよく脳科学者、心理
学者の本を読んでいました。そこで、人の心の構造はどうなっているのだろうかと興味
を持ちました。司法試験に合格したら人の感情を理解し、不安や辛い思いをしている依
頼者に寄り添いたいという思いを胸に、日々受験勉強に精進しました。
弁護士になった現在も、その思いは日々増しています。
　もちろん弁護士の使命は、法律的な争いを解決することですので、弁護士としてのス
キルの習得も不可欠ですが、お客様の感情に寄り添うことを大事にしていきたいと思っ
ております。
　事件の大小にかかわらず、少しでも皆様のお役に立てるよう努力して参ります。
今後とも、皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 弁護士　柳沼 俊宏
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