
                                                                         

本日の例会（第１５５３回）  ７／２４（水） 

◆スピーカー  梅村 美知容 幹事 

◆題    名 世界大会に参加して 

次回の例会（第１５５４回）    ７／３１（水） 

◆三浦ガバナー補佐訪問が行われます。 

（例会後、クラブ協議会を行います。） 

第１５５２回例会記録      ７／１７（水）曇 

◆司    会 香田 研二君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1550 回例会 

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  0 名中 

出席会員数  30 名  MAKE UP  0 名 

出 席 率  81.08％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 

会  長  宇都木 寧 

暑い日が続いています。群馬県

館林で 39 度を超し、観測史上最

高の気温を記録したとのことで

す。熱中症により社会科見学中の

中学生が多数倒れ、脱水症状を起

こした生徒は入院したとも報道されています。死亡者も出ているとの

ことですので、決して節電せず、命を大事にお過ごし下さい。私が熱

中症に昨年 8 月 12 日にかかりましたので、その時の症状についてお

話します。対策については、当クラブにはお医者様がみえますので、

相談なさって下さい。 

まず、水をやたら飲んでいました。食欲はほとんどなく、汗が出ま

せん。沢に飛び込み、体を冷やしていました。なんといっても、すさ

まじい眠気です。休めばすぐ眠りにつき、自分のいびきが聞こえまし

た。そして急に意識がなくなり、倒れました。その後気がつき沢に入

り体を冷やし、体力が回復しました。といういきさつです。温度は 30

度、湿度は 60 パーセント以上、無風です。服装は、長袖長ズボンと

いう状況です。庭仕事でも熱中症が起きる可能性は否定できないと思

います。どうぞ熱中症には気をつけてお過ごし下さい。 

 

幹  事  報  告  

1.来る8月 27日(火)は28日(水)の例会を変更して名古屋東急ホテル

にて、名古屋錦ＲＣホストによる 6ＲＣ（名古屋北・守山・錦・葵・

アイリス・名北）合同の田中ガバナー公式訪問になっております。

出欠票を同封致しましたので、7月 26 日(金)迄にご提出下さい。 

2.来る7月31日(水)の三浦ガバナー補佐訪問の出欠票の締め切りは7

月 19 日(金)までとなっておりますので、よろしくお願い致します。 

3.来る 7 月 25 日(木)、親睦活動・会場設営・出席・ニコボックス委員

会の合同懇親会が開催されます。出欠票の締め切りは本日迄となっ

ておりますので、所属委員会の方で未回答の方は早急にご提出下さ

るようお願い致します。 

卓  話 

法から見た日本史 ～お裁き～ 

宇都木 寧 会長 

法律といえば堅い話ばかりです。なんの面白みもないというのが本

音だと思います。法律を勉強する目的は様々ですが、私が大学で法律

を勉強したのは、旧制大学でいう私法科、英米法科になります。ゼミ

が、商法・有価証券法・銀行取引法であることから、金融法務を専攻

したといってもよいでしょう。しかしながら、公務員試験、司法試験

の勉強ばかりしていたわけではありません。多少変な学生でありまし

たので、なんと言うのか山っ気、首を突っ込むのが好きというのか、

何か変わった勉強もしてみたいという気持ちがありました。そこで、3

年時、専門科目の中で面白そうな講座を発見しました。講座名は「日

本法制史」「日本史とは法制史である。法制史を知らなくては日本史

は語れない」なるほど、日本史は得意中の得意、模擬試験でも一番で

あったとの自負がありましたので、それならば「優」の一つも稼いで

やれと考え受講申し込みをしました。これが失敗の始まりでした。週

一回の講座で、4 月の最初の受講者は 4・5 人、大学法学部法律学科

に 1000 人いるのに、こりゃなんかおかしいなと思いました。 

 最初の講義は、なんと古事記から始まりました。なんのことやら、

古事記と法制度と思いきや「天津罪、国津罪の区別が重要である」「天

津罪は須佐乃男尊が高天原を追放された時の所行である。牛の皮を生

きたまま剥ぎ、皮を機織りに投げつけ、機織りを汚した。これが天津
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罪である」「田んぼに糞尿をまき散らす。これも天津罪である」「国

津罪は『殺人』『近親相姦』等である。『ケガレ』という概念から国

津罪はできている」何となく神主様みたいな講義です。罰は、当時刑

務所もなく貨幣もありませんので、追放か死刑。大変な制度です。取

り調べ方法も中々のものです。文字の普及率も少なくなかったとのこ

とですので、取り調べは煮えたお湯に突っ込むという「盟神探湯（く

がたち）」という神様頼みの証拠調べです。神様が判断されることで

すから、当然冤罪はないことになり、大変都合がいい裁判です。これ

が聖徳太子の頃から推古天皇の頃まで続いたとのことですから、飛鳥

の景色を思い出しますと、ニューギニアの未開拓地区の魔術師と酋長

と推古朝の役人が重なって見えてしまいます。推古天皇の頃、文明と

は到底いえないのではないでしょうか。 

 そのうち、この講座は何の役に立つのか、先輩に相談しました。先

輩は、現在は某裁判所の部長をしている大変尊敬できる先輩です。先

輩宣わく「こりゃ宇都木、おまえはだめ！脳味噌がおかしい」「どう

してですか」「あの講座は不可しか取れない」もう大変と思っていた

ところ、すでに時期遅しであります。前期は進み、講座担当の教授は、

ある日、講義に出席している残り少ない 2・3 人の学生に、こう切り

出しました。「少なくなってよかった。これから本格的講義ができる」

「律令の勉強をしよう」と、プリントを渡されました。大宝律令全文

漢文であります。もう真っ青です。「英米法の法がよくわかる」そし

て、試験問題で、事例が出ました。 

＜問題＞ 

場所「東大寺二月堂、時は天平、寺男 Y（僧職ではありません）か

ら東大寺に訴えがありました。二月堂の寺僧 X が仏様のお供えものの

米 3 斗を盗んだ」という事件です。 

 X を調べたところ「仏様がご存じ」と沈黙。その後、Y 宅から米 2

斗が発見され、Y「人からもらったものであり、その人の名前は明かさ

ない」と証言、この寺男は近所の畑の作物を盗むということで、評判

がよくない人物である。東大寺から依頼を受けた官吏として、どのよ

うな裁き、どのような刑を科すか、答えよというものです。 

 さて大変、1 時間で回答しなくてはなりません。回答を申し上げま

す。まず、東大寺での不祥事はあってはならないことであり、あった

以上事件解決をしないといけません。 

 本事案の回答は、①僧侶は仏に仕える身であり、真実しか語らない。

②庶民は支配する対象であり、厳しく対処しなくてはならない。③朝

廷の権威のため事件は必ず解決せよ。よって Y を何らかの方法、竹を

使ってよいから、自分が盗んだと自白させよ。 

 そして、当時の律による取り調べ方法によります。官吏様は何でも

お見通しです。①弁聴 ②色聴 ③気聴 ④耳聴 ⑤目聴 の五聴です。ま

ず、弁明書の提出、顔色を見ます。③鼻息を聞き、④話方を見る、⑤

眼を見る。さらに、多少竹を用いておしりと背中に衝撃を与え自白を

とります。自白が無くては罪にできませんし、調書もできません。そ

の努力が官吏の仕事です。努力が報われ、「Y はお供えものの米を盗

んだ。坊様が憎いので讒訴した」と正直に自白しました。 

 これから刑罰です。窃盗最高徒 3 年です。米 3斗は和同開珎 1 枚か

米 6 升ですから 5枚です。まあ 1 年くらいの徒というところが相場で

す。讒訴の罪は、讒訴の対象となった窃盗と同等ですので、倍になり

ます。よって、最高刑の 3 年になります。当然、当時大仏を制作中で

すので、3 年は働いてもらうことになります。さて、これだけではあ

りません。X の処断が律の上残っています。僧侶官吏という上位の者

が犯罪を犯したと疑われるだけで罪となります。これを「擬罪」とい

い、償銅、すなわち罰金を支払わなくてはなりません。しかし、当時

僧侶は、貴族の出身ですから問題ありません。 

 さて話が長くなりましたが、この律令が意外なところで、どうして

こうなるのかという場面があります。昨年の大河ドラマ「清盛」です

が、保元の乱で崇徳上皇側の源為義以下は、斬死刑、平治の乱の時は、

源義朝は惨殺されましたが、嫡子の源頼朝は流罪です。小説等には、

清盛の義理の母の池の禅尼が「命乞い」をしたからと言われています

が、律からは、頼朝は死刑にはできません。保元の乱の為義は、崇徳

上皇という天皇に反逆した側の人物です。当然八虐の最たる大逆の罪

で斬、その子も斬、義朝についても斬ってもよいのですが、罪に問わ

れるのが当然であります。恩賞はあてにしてはいけないのです。清盛

は、直系血族が上皇側、つまり叛乱軍にいないことから、律から何の

とがめもなし、恩賞はおもいのままです。ところが、義朝が死んだ平

治の乱については、天皇の地位を巡っての争いではなく、源氏と平家

との集団のケンカ、まあ内戦です。律でいう叛乱であり、首謀者の義

朝は縛り首であり、その子は流罪と、規定上なっています。当時、権

力の中枢にあった清盛としては、律を守らなくてはならず、頼朝の首

は、はねれません。後の結果は、歴史のとおりです。 

 法律の律は、律令の律からできた和製の造語です。律令の思想は、

明治になっても大逆罪。尊属殺人罪として生きていきました。なんと、

八世紀から我が国は法治国家であります。なお、試験は満点でありま

した。教授から「惜しいな。奈良時代ならば官吏採用間違いなし」と

太鼓判を押されました。時代を間違えたと思いました。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

宇都木 寧君  本日卓話をさせていただきます。 

梅村美知容さん 昨日は錦 RCに宇都木会長と行って来ました。 

【宇都木会長、卓話よろしくお願い致します。】 

足立陽一郎君 半泊  與則君 岩田  滿治君 古川  康司君 

香田  研二君 横井    登君 尾関  正一君 加藤あつこさん 

北村紀子さん 梅田    渉君 渡邉  泰彬君 柴山  利彌君 

遠藤  友彦君 横井  尚啓君 石黒    勉君 尾關實津成君 

松岡  三明君 

小關  敏光君 

近藤    朗君 

藤原  研一君 

西脇  多吉君 

加藤  昌之君 

阿部  美男君 

横田  徳久君 

 

入江由希子さん 

木村  雅一君 

 




