
國枝 日弁連の日弁連公設事務所・法律相談センターが、ＷＥＢ動画『ハラスメント Ａ面・Ｂ

面』を制作しました。今日は、その制作意図をお聞きしたいと思います。まず『法律相談

センター』にはどんな相談が多いですか。

山村 法律相談で多いのは、離婚、交通事故、相続。あと借金。その四点が、相談の７割ぐらい

を占める印象です。

國枝 なぜ『法律相談センター』のＰＲをしようと思われたのですか？

上椙 アンケートによると『法律相談センター』の認知度は１割、２割ぐらい。司法記者クラブ

の記者の方でさえ、「そんなのあったんですか」というぐらい、ほとんどご存じない。ま

ず、『法律相談センター』が、どういうことをしている所かを知ってもらいたい。そして

10年前のピーク時に比べ、半分ぐらいに落ちている相談件数も増やしたい、という二つが

広報の課題でした。

（写真左から）國枝宏之（＋Marketing 代表）

上椙裕章 （弁護士 日弁連公設事務所・法律相談センター 広報ＰＴ座長）

山村清治 （弁護士 同センター 委員長）

川島永子 （ＣＭディレクター ＷＥＢ動画 企画・演出）

井上みち子（東北新社Suudonn 映像・広告プロデューサ－）

なぜ 弁護士自ら「ＷＥＢムービー」を作ったか。

ハラスメントをＡ面・Ｂ面から考える。

法律相談センター ＷＥＢ動画 「ハラスメント Ａ面・Ｂ面」 座談会
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國枝 制作クリエイターとしては、ハラスメントをどう表現したのでしょうか。

川島 労働問題のなかで、光が当たっていない中間管理職の問題、これは根が深いと井上さんとも

話して。若者は、情報を得て発言する力や、強く言える空気が出てきた気がする。一方、働

き方改革の中で板挟みに苦しむ中間層の人を目の当たりにしていたので、『法律相談センタ

ー』が救えるのでは、と思いました。

國枝 実際、井上さんも中間管理職ですよね？ 上もいるし、下もいる。

井上 会社だと分かりやすいですよね、この構造が。若年層が苦しい、というニュースはどんどん

出ている。でも、そのすぐ上の中間管理職層が楽々と生きているなら、若年層だけがここま

で苦しまないと思います。

日本特有の言いづらさ。ちょっとでも周りに言ったら、生きていけなくなる空気を含め相当、

クローズされた苦しみがある。「クローズされた苦しみ」こそ『法律相談センター』で、弁

護士という相談相手との出会いを描くのに、最適な題材だと考えました。

國枝 動画のテーマは「ハラスメント」。このテーマにした理由は何ですか。

上椙 本音をいうと、川島監督に押しきられた感じです。(笑) 生活の中で、誰にでも起こりそ

うな問題、自分にもあり得る、と共感を得られるテーマを選びました。

山村 今は労働問題。特にパワハラ、セクハラ、ジタハラ、など会社でのハラスメントが、いろ

んな立場で考えてもらえる、と思ったんです。

山村清治
日弁連公設事務所・

法律相談センター 委員長

（千葉県弁護士会所属）

川島永子
ＣＭディレクター

ＷＥＢ動画等 企画・演出

井上みち子
映像・広告プロデューサ－

東北新社 Suudonn
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國枝 ご自身は、弁護士に相談された経験はあるんですか。

井上 知人の女性で「殴られてないから、離婚は無理だ」と思いながらも『法律相談センター』に
電話してみたら「大丈夫ですよ、来てください」と言われた方がいて、一瞬にしてほっとし
たと聞きました。

上椙 そこなんですよね。殴られたり、浮気されないと、弁護士の所に行っちゃいけないという
意識を変えたいという思いが、まさにあります。

川島 友達が今、３時間ぐらい夫に罵倒され続けてるっていう相談を受けまして。

山村 それもハラスメント。モラハラだね。

上椙 場合によっては、殴られるより、きついかもしれない。

國枝 ムービーの中で、板挟みで体を壊すほど悩む香坂課長を通して、何を表現しましたか。

川島 見る人が、心を投影できるニュートラルな存在であるために、キャスト選びで

「人は良さそう、根は良さそう」な方を意識しました。あの人は悪くないだろうって

感じるのが、大事だと思いました。

國枝 悪くないけれども・・・

川島 会社のシステムのせいなのか。少し強く言ってしまった、ちょっと間違えちゃったのが

許されない状況になっていく。なんかこれ、自分にも起こるかもっていう、気がしてくる。

井上 今の日本は、お金も人も足りない状況。その中で諦めていた、自分を苦しめるシステム

は、当たり前ではないんじゃないか。この仕事に就いちゃったから。例えば、自分はコン

ビニの店長だから、耐えなきゃ、と思わなくていい。

『法律相談センター』には被害者じゃなくても「相談者」として行ける。そう気づき、考え

る時間をこの動画を見ながら持ってもらいたい。

上椙裕章
日弁連公設事務所・

法律相談センター 広報ＰＴ座長

（広島弁護士会所属）
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國枝 香坂課長も加害者のように見えるけれど、その裏側で被害者でもある。それが、Ａ面・

Ｂ面というタイトルであり、「ハラスメント」を両面から描こうとされたわけですよね。

川島 部下の浜木さんの人物設定は、最初は悪者に仕立てると分かりやすいと、思ったんです。

課長に強く言えて、人事に相談して、課長に処罰を求める悪いやつと。けれども、そう

じゃないという、弁護士の皆さんからのアドバイスがあった。

國枝 弁護士側からは、この人はあくまでも被害者ですよ、ってかなり討論がありました。

山村 現に、会社のシステムの中で時短勤務の人にはちゃんとした仕事が与えられていないの

ではないか。ある意味、公然と差別、区別されてるわけです。そういったものに対する

警鐘って意味では、僕は浜木さんは最初から最後まで被害者で考えてる。

國枝宏之
＋Marketing 代表

日弁連公設事務所・法律相談セ

ンター外部アドバイザー

上椙 まさに立場によって違う。会社側から相談を受けたり、その会社でハラスメントの研修

講師をするときには、「いる意味は」って存在意義自体を否定するような発言は駄目で

すって言うだろう。 「この言葉は絶対に言っちゃいけない言葉」という形で説明をする

と思うんです。ですが、浜木さんから相談を受けたときに「これ違法ですか」って言われ

ると「微妙だね」って答えると思うんです。万一、「死ね」とか言われたら、その言葉一

つで違法だと言いきれると思いますけど、今回は極めて難しいところです。

山村 家庭生活に置き換えて、パートナーに「君、ここにいる意味は？」って言ったら離婚です

よ。これは絶対に駄目です、家庭は全人格的に受け入れることを約束して夫婦になってる

わけですから。

会社の場合には、与えられた仕事があって、仕事を拒否してるっていう意味では、「いる

意味は」って言っても、アウトの度合いが違うってことです。だから、損害賠償請求どう

こうっていう話まではなかなか、いかないかもしれない。

國枝 香坂課長は、最終的に降格しましたよね。弁護士に相談したら、それは不当な降格と

言えますか？

上椙 これまで全く香坂課長が良好な成績だったとして、あの発言一つをもって降格できる

かといったら、それは無理、違法だと思うんです。

Ａ面は 被害者、Ｂ面は ・・・？
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國枝 このムービー、『ハラスメント Ａ面・Ｂ面』を、どんな人に見てもらいたいですか？

井上 いつ何時、この立場になるか分からないっていう意味では、全員、みなさんに見てもらい

たいですね。もうちょっと法律的な視点を持てたら、助かるっていう常識が、われわれ

大多数にないですから。

川島 若い方もお年を召した方も全てがあてはまる。意外な落とし穴に気づくためにも、見てい

ただきたい。

國枝 どうですか、弁護士側は。

山村 職場で「不公平だな。ちょっと扱いがおかしい」って思ってる人は、もちろん見てもら

いたい。それから中間管理職の人で、会社の方針にしたがって、望まぬ言動をしてし

まっている人。

今回、私、自分の妻と娘に動画を見てもらって、妻に感想を聞いたら、「香坂さんの奥

さんは絶対にこんなの許せないと思う。夫が２０年も滅私奉公してきたのに、おかしい

じゃない。」って。つまり悩んでいる方の家族にも、この動画を見て、動いてもらいたい。

弁護士として、もうちょっと言わせてもらいます。

もし弁護士が適切な助言を早い段階でしたら、私はこの会社を変えていけると思う。あな

たの敵は本当は見えない会社のシステムなんだよ、と伝えたい。会社の中のそれぞれの立

場で、ずれちゃってる。齟齬（そご）が生じている関係があるので、弁護士に相談するこ

とで、風通しのいい、やりがいのある会社になっていくのではないか。そういう意味で、

弁護士を頼ってもらいたいと思いました。

山村 しかも、今回の場合は会社のある意味、システムエラーですよね。いろいろ矛盾が生じ

て、調整面として中間管理職が動かざるを得なかった。そのはざまで発した言葉を、それ

だけを取り上げて降格っていうのは、僕はかなり問題がある、戦えると思います。

國枝 つまり、浜木さんの視点で、弱者をちゃんと守ることもできる。もう一つの香坂課長の側

から見ると、会社が行ったことに対しては争っていくことも可能だと？

山村 もちろんです。
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山村 助言をするだけでも法律相談として意味がある。やれますよ。本当に改めるべきはどこだ

と、弁護士が考え、手を打つことで、会社だけじゃなくて社会も変えていける。そんな気

がするんです。大きな話になっちゃいました。

國枝 素晴らしいです。上椙さん、いかがでしょう。

上椙 辞めた後、みなさん、言うんです。あんなことあった、こんなことあった。その前の段階

でみなさんにはちゃんと権利があって、きちんと正当な評価を受けるべき。その意識を

持ってもらうと全然、違ってくるので、自分たちの権利、義務に意識を持ってくれるとい

いなと思います。

國枝 大事件になっちゃう前にいろいろな兆しがあって、そのタイミングで弁護士の助言があれ

ば、何かしら解決ができる場所が『法律相談センター』だということですね。

山村 しかも、両方に弁護士が付く。代理人・助言者という存在ができる。1人で考えちゃうと、

落ち着いた冷静な判断ができないかもしれないです。

井上 そういう続きが描きたくなります。パート２が。

川島 ホームページに今のお話が、書いてあってもいいなと思いました。素晴らしいです。

弁護士が会社を変える
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國枝 どうですか、日本弁護士連合会というクライアントは。通常のクライアントとどこか

違いますか。

井上 そもそも、なんで弁護士の方が自ら、ＷＥＢ動画の企画をやろうとしてるのか。すご

く不思議で。(笑) 依頼をいただいた時は、最初だけクライアントから話を聞くんだ

と思ったら、企画、撮影、編集と、ずっとコンテの1カット1カットまで、一緒に討議

しようとなさるから、おやや？と思って。

上椙 あれは弁護士の習性でしょうね。

山村 細かいですよ。

井上 納得するまで食い付いてくるんです。こんなに打合せ回数の多い仕事はないです。

川島 よくいうと、言葉を大切にしているというか。

Ａ面・Ｂ面から1コマを見るみたいな。

日弁連がクライアントだったばっかりに・・・

井上 弁護士って、すごく人間らしい。これはマルで、バツでって言うのかと思ったら、

こういう気持ちだとどうなるとか、ものすごい、しつこく追求。

山村 「このカットも念のために撮ってください！」みたいな、わがままばっかり。

國枝 日弁連として、このセリフは変えてもらいたいっていうことは、ありましたか。

山村 ちょこちょこありました。

國枝 法律的に、こう表現しなければ誤解が生じるということでしょうか。

山村 それは大きいと思います。

上椙「お昼休みを返上してがんばる」というセリフ、これは絶対に駄目だと。返上してたら

違法です。それを会社が黙認してるっていうのは許さない。間違ったメッセージを

伝えるのは、駄目だという意見がたくさん出ました。それと香坂課長を擁護する視点

に感じられる部分は、日弁連内で異論が強かったです。 7



國枝 日弁連が、ハラスメントをしている人間を擁護していると見られるんじゃないかと。

上椙 その危惧を持つ弁護士がいました。

國枝 それはどうやってジャンプしたんですか、そこの部分は。

山村 そこは誠意をもって議論した。ちゃんとＡ面だけじゃなくてＢ面からも見せる。

そうじゃないと、社会の実相は描けませんよって。

上椙 よく言ってたんです。この日弁連の委員会の中で、誰が香坂課長なのか。

井上 香坂課長の取り合いですよね。

上椙 そう。みんなが、俺が香坂課長だと言い張る。

國枝 つらい中間管理職。一方、上司の総務部長と人事部長。

絶対に彼らはミスしないんですよね。

山村 いますよ、うまくやってる人。本人はそんなに邪悪な心を持ってやってるわけじゃない。

でも、無意識のうちに結構、他人を追い詰めるようなことをやってたりする。
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國枝 『法律相談センター』を利用された人へのアンケートで、「安心できました」「心の整理

ができて、不安が減りました」というような感想がすごく多くて。「親身に相談に乗って

くださいました」「問題の整理をする考え方を、アドバイスをされました」。「次のス

テップに行く方法もアドバイスいただきました」っていう。法律の相談なんだけれども、

ステップ・バイ・ステップの整理をしてもらえる。『法律相談センター』のムービーをご覧

になる方、悩みを抱える方々に対して、メッセージをお願いできますか。

風邪ぎみだったら、弁護士のところへ！

上椙 ささいなことでも、あれ？と思ったら相談に来てほしいというのが、多くの弁護士の実感で

す。相談に来た結果、日常は変わらなくても、法律的にはこう考えるんだ。適正な評価はこ

うなんだ。これは違法なんだっていう知識をきちんと身に付けた上で、また明日から仕事に臨

めば絶対に違うはずです。そこが大事だと僕たちは思っていて、そのために『法律相談セン

ター』に来てもらえればなと思っています。

山村 弁護士に必要な能力って、実は一番大きいのは心理療法士的な心のケア。心のひだを一枚

一枚、きちっと整理する。相談したら、話を聞くだけで、先が明るくなったような気がする。

弁護士会では、そういった弁護士を、安心して御紹介できるようにしています。

日本全国に５２の弁護士会があり、それぞれが運営する『法律相談センター』が全国に300カ

所以上あります。そこでは弁護士が、相談に来た人たちをどうやったら幸せにできるのか、

元気にできるのか。一生懸命考えていますから、ぜひご利用ください。

川島 弁護士さん、本当に優しいので、カジュアルに門をたたいて予約してください。『法律相談

センター』に来る人が増えたら、世の中が良くなる。世界平和につながる。

上椙 頑張らなきゃいけないです、われわれ。

井上 今や大っぴらにセクハラする人は減ったと思います。それは「♯Ｍe Too 」の存在が大きい。

「♯Ｍe Too 」に書かれたら大変だっていう、抑止力がある。

『ハラスメント Ａ面・Ｂ面』もＷＥＢ動画として、間口を広げたい。「ハラスメントしたら

『法律相談センター』に行きますよ。私」ぐらいみんなが言える空気に持っていきたい。

『法律相談センター』が心の支え、身近な存在になることを願って、動画を制作しました。

ぜひ、まわりの方にも見ていただいて下さい。

上椙 よく比喩的に、「風邪気味だったら病院、行くだろう」と。ちょっと風邪気味だなと思うと

きに弁護士に相談に行くぐらいの意識をみんなが持ってくれるといいなと、思ってます。

國枝 風邪気味だったら病院行くだろう、法律も同じだぜ、ってことですね。

（了）

【本件に関する問合せ先】日本弁護士連合会業務部業務第二課 饒平名（のひな）、森崎 TEL 03-3580-9841
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