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懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書 

平成２８年９月７日 

 

異議申立人 

  香川県弁護士会 弁護士   生 田 暉 雄 

（登録番号○○○○○）           

 

日 本  弁 護 士  連 合 会    御 中 

 

 

                記 

 

 

第一、申立の趣旨第一、申立の趣旨第一、申立の趣旨第一、申立の趣旨    

 

香川県弁護士会が平成２８年８月１６日付で異議申立人に対してなした

懲戒処分を取消し、その効力は異議申立人に対する裁決に至るまで停止する

との決定を求める。 

 

 

第二、申立の原因第二、申立の原因第二、申立の原因第二、申立の原因 

 

 １、申立の原因の目次１、申立の原因の目次１、申立の原因の目次１、申立の原因の目次 

 

 （１）申立の原因総論 

    本件懲戒処分の概要 

 

 （２）申立の原因各論 

    はじめに 

    懲戒請求書、懲戒書、異議申立書の一覧表を掲げる。 

    懲戒書に則って、順次問題点を指摘。 

 

 （３）懲戒事由の総まとめ 
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 （４）懲戒事由と処分の相当性の欠如 

 

 ２、異議申立、効力停止の申立 

 

（１）申立の原因―総論―（１）申立の原因―総論―（１）申立の原因―総論―（１）申立の原因―総論― 

   本件懲戒処分の概要は以下の通りである。 

 

 １、香川県弁護士会は、平成２８年８月１６日午後１時３０分、異議申立

人（弁護士生田暉雄以下「対象弁護士」ともいう。）を業務停止８か月

の懲戒処分（以下「本件処分という。」）にした。 

 

 ２、香川県弁護士会の懲戒委員会の委員が、本件処分を実質的に決定した

委員である。委員は、香川県弁護士会の高松市在住の弁護士３名、丸亀

市在住の弁護士１名、裁判官１名、検察官１名、学者１名の計７名であ

る。 

 

 ３、平成２４年１２月１８日、神戸市在住のＡは、香川県弁護士会に対象

弁護士の懲戒処分を申し立てた。（甲１号証） 

 

 ４、遺言執行途中における懲戒処分の申立て。 

   Ａの懲戒請求の申立は、平成２４年１２月１８日である。本件懲戒書

５頁、２３、２４、２５で明らかなとおり、平成２６年７月１日まで、

遺産の支払についてＢ寺と争っており、遺産の執行が終了したのは平成

２６年７月１日である。 

Ａの懲戒請求は、遺言執行の途中におけるもので、その後、Ｂ寺に対

する３００万円の和解金の支払い（同５頁２３、２４、２５）Ｂ寺との

訴訟における旅費等の支払もあり、遺言執行の途中で遺言執行の費用が

多過ぎるというＡの懲戒請求は、請求自体不適法として、香川弁護士会

においては却下しなければならないものを却下していない不当な取り

扱いをしているのである。 

  

 ５、不当に長くかかる懲戒処分の審査 

本件懲戒処分は、懲戒処分の行使期間徒過ないし行使期間を徒過した
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不作為の違法性、又は、除斥期間の経過後の違法処分である。 

   Ａの本件懲戒処分の申立は平成２４年１２月１８日で、本件懲戒処分

は平成２８年８月１６日である。申立から３年８月近く経過している。

極めて単純簡単な懲戒処分申立の審理に対して、あまりにも遅延した処

分で、不作為の違法ないし除斥期間経過後に懲戒処分をした違法がある。 

   なぜ、こうも長くかかるのか、香川県弁護士会の独自の審査性に疑い

をもたれても仕方がないであろう。 

   懲戒処分の背景にからんで、他の機関からの指示等が疑えなくもない

のである。 

 

 ６、要件の不十分な懲戒処分請求 

―香川弁護士会において、Ａに釈明を求めなければならないのに、釈明

を求めない香川弁護士会―適正手続きの欠如― 

 

（１）Ａの懲戒処分請求は、適正な懲戒事由の記載がない、懲戒処分請求

の体をなさないものである。 

   Ａが指摘する懲戒事由とは、以下の①、②の極めて簡単なものであ

る。このような簡単な懲戒申立の審理に香川県弁護士会は３年８か月

の審理を要した。このこと自体で何か裏事情があると推測することは

不当なのであろうか。 

 

  ① 請求の一つは、Ａは、遺言者に金２,２４３,９６３円の立て替え金

を有するとする。しかしこれは、遺言執行者に立て替え金を請求すれ

ば良いことである。これは、明らかに懲戒処分理由に該当しない。 

 

  ② 請求の二つ目は、原告の遺言執行人としての費用が多過ぎることと、

第三者（(有)Ｇ）に対する不当な支払いがあるという。しかし、Ａは

相続人ではなく、単なる受遺者に過ぎず、遺産の多寡に利害関係はな

く、Ａの請求の理由には、Ａに利害関係がなく、懲戒申立の利益がな

い。まして、Ａの懲戒請求自体、未だ遺言執行が完了（懲戒請求は平

成２４年１２月１８日、完了は、平成２７年７月１日、本懲戒書５頁

２５）していない途中の申立である。 

 

 （２）懲戒処分請求の不十分さに気が付いている香川県弁護士会 



 4 

 

    香川県弁護士会は、Ａの懲戒処分請求が、明らかに理由が存在しな

いことに気が付いていた。Ａは昭和４年○月○○日生まれで、懲戒申

立時８３才、懲戒処分時８７才の高齢者であるばかりでなく、筋萎縮

者で、口もきけず、目は近く、耳は遠く、他人と意思の疎通は出来な

い。かろうじて妻（Ｃ）の「通訳」で他人と意思を交わすことが出来

る状態である。 

    そこで、懲戒処分申立書の不十分性をＡに正すこともせず、Ａの成

年後見人の存否も確かめず、適式な懲戒請求として手続きをすすめ、

申立に無い懲戒事実はすべて香川県弁護士会でデッチ上げることと

した。以下、「デッチ上げ」とは、Ａの懲戒請求書にはない懲戒事由

で、香川県弁護士会が勝手に作り上げたものをいう。勝手に作り上げ

ているので、「デッチ上げ」としか表示の方法が無い。 

 

    しかし、明らかに懲戒請求書に理由が無いことから難渋し、平成２

４年１２月１８日の請求に対し、約３年８月を経た平成２８年８月１

６日、対象弁護士を業務停止８か月の懲戒処分をするに至った。 

    これが、懲戒申立に対して不当に長期間の審理を要した理由である。 

 

（３）懲戒処分の内容・要件は、香川県弁護士会がデッチ上げである。 

Ａの懲戒請求は、懲戒要件を充たしておらず、これに従っても対象

弁護士を懲戒処分できないので、懲戒委員会らは意図的に事実を誤認

して、７つの懲戒事由を作り上げるとともに、別途Ａの懲戒請求につ

いては全く触れていない嫌がらせ訴訟との事実をあらたにデッチ上

げて懲戒事由としたもので、不告不理の大原則に違反した違法な懲戒

処分である。 

 

 

（４）懲戒請求書にはない内容の懲戒書 

甲第２号証の香川県弁護士会作成の本件懲戒書は、意図的な事実の

誤認による請求事由と、その内容の全てがＡの懲戒請求にはない、懲

戒委員会がデッチ上げた懲戒事由である。懲戒委員会がデッチ上げた

懲戒処分の理由書が甲２号証である。 
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（５）（３）、（４）のうちの一つを例に取り上げると、対象弁護士はＡに

遺言執行人として訴えを提起し、和解で解決した。 

    ところが、懲戒委員会は、この訴訟を嫌がらせ訴訟であるとして重

大な懲戒事由になるとする。 

    裁判所において適正な訴えとして８回もの口頭弁論期日を開いて

処理している訴訟を懲戒委員会は嫌がらせ訴訟に該当すると認定

して重大な懲戒事由になるとするのである。 

     これは極めて恣意的で、違法行為以外の何ものでもない。 

    香川県弁護士会は、デッチ上げの事実に窮し、ここまで明らかにデ

ッチ上げとわかる嫌がらせ訴訟性を懲戒事由とせざるを得なかっ

たのである。 

 

 （６）裁判所が嫌がらせ訴訟と判断した場合、訴えの提起が訴権の濫用

として訴えを却下する。（例えば東京地判平成１２、５、３０、判

タ１０３８号１５４頁、東京高判平成１３、１、３１、判タ１０８

０号２２０頁） 

    受訴裁判所でさえ嫌がらせ訴訟とは理解せず、口頭弁論期日を８

回も開いて審理しているのに、第三者である懲戒委員会が嫌がらせ

訴訟であるとして対象弁護士を懲戒処分できる根拠はあり得ない

はずである。 

    受訴裁判所が嫌がらせ訴訟とは理解せず、（異議申立人が原告と

なった訴訟は、口頭弁論期日を地裁、高裁で４回、異議申立人が被

告となった訴訟は地裁で７回）審理を重ねているＢ寺に対する訴訟

も懲戒委員会は、対象弁護士による嫌がらせ訴訟として懲戒事由に

なるとする。 

 

    Ｂ寺とは、○○○○○○○○系の寺で、普通の寺ではない。不当

な要求も平気でするのが○○○である。本件においても、Ｂ寺は、

平成２５年１１月２９日、いきなり遺産の残額が５００万円を切っ

ているのにそれを大きく越える１５００万円の請求を異議申立人

に対し、紛議調停という形で申し立てた。 

    やむを得ず異議申立人は、遺産防衛のため、逆に１,０００万円を

要求する訴訟を起こして対抗したが、最高裁まで行っても受け入れ

られなかった。最高裁終了後、（平成２７年５月１日）Ｂ寺は、平
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成２６年８月１９日、異議申立人に対し、今度はさらに高額の、２

４４０万円強の不当利得返還の訴訟を起こしてきた。異議申立人は、

やむを得ず、３００万円を支払うことで和解した。（懲戒議決書５

頁２４）これらのＢ寺との訴訟についても、懲戒委員会は、嫌がら

せ訴訟だというのである。（懲戒書１１頁）Ｂ寺を訴えた訴訟ばか

りか、Ｂ寺から訴えられた訴訟も異議申立人の嫌がらせ訴訟という。

懲戒委員会がいかに不正側に与して、不当な懲戒をしているかが明

らかである。 

     

    裁判所において、適正な訴えとして処理している訴訟を懲戒委員

会は嫌がらせ訴訟に該当すると認定して重大な懲戒事由になると

するのである。 

    懲戒委員会の「嫌がらせ訴訟性」は極めて恣意的で違法な行為で

あり、犯罪行為でもある。 

    懲戒委員会は、デッチ上げに窮して、ここまで明らかにデッチ上

げとわかる「嫌がらせ訴訟」を懲戒事由とせざるを得なかったので

ある。 

    また、Ａは、「遺言執行の費用が多過ぎる」ことを懲戒理由に挙

げている。この点も、その内容を具体的にＡに正さなければならな

い。懲戒議決書が勝手に遺言執行の内容を取り上げて「遺産を散逸」

させたとするのであるが、懲戒書にいう「遺産の散逸」がＡの懲戒

請求書にいう「遺言執行の費用が多過ぎる」ことと同一であること

を正さなければ、懲戒委員会によるデッチ上げ以外の何ものでもな

いのである。 

 

 ７、手続的に重大な瑕疵のある適正手続違反の懲戒手続 

 

 （１）懲戒委員会は、Ａに釈明を求めるべきであるのに、釈明を 

   求めず、懲戒事由を懲戒委員会において勝手にデッチ上げて懲戒処分

をした。 

 

 （２）懲戒委員会は、懲戒処分事由として、（Ａ）まず７件の遺産の 

   散逸を挙げる。次に（Ｂ）Ａ、Ｂ寺に対する訴訟を嫌がらせ訴 

訟として懲戒事由になるとする。 



 7 

    適正な手続きであれば、懲戒委員会において、（Ａ）の懲戒委員会 

の挙げる７件の遺産の散逸が、Ａのいう遺言執行人の経費と同一 か

否かを釈明し、Ａに主張させなければならない。 

    その上で、対象弁護士に、６件の遺産の散逸についての認否を求 

   めなければならない。 

 

    次に（Ｂ）の嫌がらせ訴訟の点についても同様に、Ａに釈明を求め、

Ａが嫌がらせ訴訟を主張するかどうかを確かめ、主張するというなら、

Ａに主張の手続をとらなければならない。その上で、対象弁護士に「嫌

がらせ訴訟」についての認否を求める手続を取らなければならない。 

 

 （３）このような、Ａに対する釈明と、対象弁護士に対する認否の手続を、

懲戒委員会の本件懲戒手続では全く採っていない。 

 

 （４）懲戒委員会の本件懲戒手続は、いわば騙し討ちであって、手続的に

重大な瑕疵があり、適正手続違反である。 

 

 （５）なお、本件懲戒事由は、仮に適正手続きが採られたとしても虚偽の

重大な事実誤認である。 

 

８、不告不理の原則違反の懲戒手続違反 

Ａの懲戒請求（甲１号証）と本件懲戒議決書（甲２号証）を比較す

れば、いかに甲２号証が甲１号証から飛躍しているか、換言すれば、

不告不理の原則を全く無視して懲戒事由を懲戒委員会においてデッ

チ上げたかが明らかである。 

    懲戒委員会は、民法７０９条の不法行為を共同でなしたものである。 

 

 ９、二重処罰の禁止違反の懲戒処分 

   本件懲戒書１１頁において、懲戒委員会は、対象弁護士が、懲戒歴６

回を有することを強調する。 

   懲戒前歴は、懲戒処分の内容である業務停止の期間についてのみ考慮

することが許されるべきである。 

   ところが、本件懲戒処分の懲戒事由は、懲戒委員会がデッチ上げた点

をしばらく置いておくとしても、証拠、理由が薄弱である。 



 8 

   そこで、６回もの前歴処分があるので、今回も懲戒事由になるとする

として、懲戒事由の証拠、理由に６回の前歴処分を挙げるとするならば、

不当な二重処罰の禁止違反以外の何ものでもない。 

   念のため、注意的に主張しておきたい。  

 

１０、弁護士会長のテレビ会見でさらにエスカレート 

異議申立人を懲戒処分にした当日（平成２８年８月１６日）、香川

弁護士会会長は、テレビでの記者会見で、懲戒の言い渡しは弁護士会

で非公開でされているので、弁護士会長があえて記者会見をしたこと

が明らかである。香川県弁護士会会長は、異議申立人において適法に、

遺言書の執行として、懲戒申立人に渡した約１５００万円を異議申立

人が不法に遺産を散逸し、あたかも異議申立人において不法領得した

かのごとき発言をし、額が大きいので刑事告訴をするとまで発表した。 

    この点は、遺言執行者の本件遺言の預金通帳を一見すれば明らかに

なることである。 

    ここまで虚偽に虚偽を重ねると、香川県弁護士会会長の犯罪性を明

らかにする必要性さえ考えられる。 

    あえて香川県弁護士会会長長が、進んで記者会見をしたことは、懲

戒委員会が対象弁護士に対して特別の意図をもって懲戒した証左で

ある。 

 

 １１、懲戒の背景にある対象弁護士の最高裁批判。 

懲戒事由をデッチ上げてまで異議申立人を懲戒する動機、背景には、

異議申立人の著作や論文、講演による、最高裁の「ヒラメ裁判官」に

よる裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。 

    本件懲戒処分は、Ａの懲戒請求申立による懲戒処分の形は取ってい

るが、明らかに懲戒委員会の他事考慮による違法な懲戒処分である。 

 

   

（２）申立の原因―各論―（２）申立の原因―各論―（２）申立の原因―各論―（２）申立の原因―各論― 

   懲戒書に則して以下の通り順次問題点を指摘する。 

 

 Ａ、懲戒書の構成 

   懲戒書の理由（同書１頁）の構成は以下のとおりである。 
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   第一 事案の概要 

    １ないし２５項目（１頁から５頁） 

    

   第二 懲戒請求事由 

    １、２ 

    

   第三 対象弁護士の弁明の要旨 

    １，２，３ 

 

   第四 証拠 

    １ないし４ 

 

   第五 当委員会の判断 

    １ （１）ないし（８） 

    ２ 本件訴訟の提起について 

    ３ 結論 

    

   以上である。 

 

 

 Ｂ、第１、事案の概要について 

   以下、懲戒書に従って順次検討する。 

   念のため、Ａ懲戒請求書、香川県弁護士会の懲戒書、異議申立書の一

覧表を末尾に添付しているので参照されたい。 

 

  １ 対象弁護士は、Ｅの平成１１年１２月２７日付の公正証書遺言（以

下「本件遺言」という。）によって、遺言執行者に指定されたとし、

遺言書の詳細は①ないし④とする。 

 

  ２ Ｄの死亡。 

  ３ Ｅの死亡。なお、Ｅの相続人は姉であるＨと、兄である○○の子Ｆ

の２名である。 

    以上の１ないし３については争いがない。 
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  ４ については争いが無い。 

  ５ については争いが無い。 

  ６ については争いが無い。 

    旅費、日当については後述する。特に、訴訟のための出張費用の欠

如。 

  ７ の１０００万円の振り込みは、懲戒請求者が遺言者から預かってい

た金員である。 

  ８ については争いが無い。 

    旅費、日当については後述する。特に、訴訟のための出張費用の欠

如。 

  ９ については争いが無い。 

    (有)Ｇ不動産についての支払は後述する。 

 １０ については争いが無い。 

 １１ 遺産総額を３２６８万９６５４円と見積もったこと、及びその余の

記載もその通りで争いが無い。 

    ただし、Ａに対する遺言による支払い（○○台の土地代金の２分の

１と、マンション）後の遺産の残りは、約１,０００万円で、これか

ら遺言執行の費用を差し引き、その残りを、これをＨとＦ（懲戒書２

頁３）が相続する。 

 １２ ４０万６０００円は、懲戒請求者に対する支払いである。後述する。 

 １３ Ｆに対する５００万円の振り込みは、墓石、永代供養料だけではな

く、Ｆは相続人でもあり（前述の３）相続財産（前述の１１）から懲

戒請求者に遺贈した残りの遺産残額の約半分という意味と、墓石、永

代供養料である。 

    この１３のＦに対する遺産相続を前記３（Ｆは相続人）に反して認

めない懲戒書は事実誤認である。 

    香川県弁護士会の、Ｆが相続人であることを認めながら、遺産承継

については相続人であることを無視するという意図的なこの点の事

実誤認だけでも、本件懲戒書は破棄を免れ難いものである。 

 １４ については争いが無い。後述する。 

 １５ については争いが無い。後述する。 

 １６ については争いが無い。後述する。 

 １７ については争いが無い。 

 １８ については争いが無い。Ｂ寺弁護士に対する大阪弁護士会への旅費
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日当である。 

 １９ については争いが無い。 

 ２０ については争いが無い。後述する。 

 ２１ については争いが無い。後述する。 

 ２２ については争いが無い。 

 ２３ については争いが無い。 

 ２４ については争いが無い。 

 ２５ については争いが無い。 

 

 Ｃ、第２、懲戒請求事由 

  １、第１項は、対象弁護士が善良なる管理・執行をしなかったというも

のである。異議申立人は、これを否認し、全面的に争う。 

    懲戒委員会の懲戒事由は、想像を絶する意図的な事実誤認である。 

 

  ２、第２項は、対象弁護士によるＡに対する本件訴訟は、懲戒請求 

   者に対する嫌がらせであり、懲戒請求に徒に打撃を与えることを目 

   的とする行動で、許されるべきではないとするものである。 

    しかし、嫌がらせの証拠を挙げず、理由も全く示さない。 

    さらに後記の懲戒委員会の判断においては、Ｂ寺に対する訴訟も、

懲戒請求者に対する嫌がらせ訴訟であるとしている。 

そもそも、対象弁護士によるＡに対する本件訴訟は、懲戒請求 者

の挙げる懲戒事由に全く無い事由であり、不告不理の原則に反し、懲

戒委員会がデッチ上げた懲戒事由である。これをデッチ上げといわず

に他に適切な表現がない。 

 

    この懲戒事由のねつ造は、異議申立人が最も重要な異議申立の事由

とするものである。 

 

Ｄ、第３、対象弁護士の弁明の要旨 

 

  １ないし３については争いが無い。 

 

Ｅ、第４、証拠 
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  １ないし４について争いはない。 

  しかし、本件懲戒書に添付されておらず、香川県弁護士会に提出を求め

る。 

 

Ｆ、第５、当委員会の判断 

 

  順次検討する。その都度、異議申立人の意見を挿入する。 

 

 １、本件遺言に係る遺言執行について 

 

 （１）、平成２３年１２月２８日、平成２４年１月２６日に各１００万円

を引き出したこと。 

     

    異議申立人は、これらはいずれも旅費日当であると主張する。 

     

    しかし、懲戒委員会は、遺言執行事務に日当は発生しないとする。 

     

    懲戒委員会は、遠方であれば電話や郵送で関係者とやり取りをすべ

きであるとする。 

 

    異議申立人は、懲戒委員会の見解は不当であると争う。異議申立人

は、懲戒委員会の見解は、遺言執行をした経験のない弁護士の見解で

あり、預金回収、相続人の探索の実状にあまりにも疎い者の机上の見

解であると異議を述べる。 

 

    金融機関は、預金者が死亡したこと、遺言書が存在すること、遺言

執行者が存すること、遺言執行者の身分が弁護士であること、相続人

が存すること、相続人の具体的氏名、全相続人の意向等は全く知らな

い。相続による預金の回収には、遺言執行人が弁護士であっても、身

分の証明から必要書類の提出を求められ、何度も足を運ばされ、簡単

に電話で事が解決するに至る前提としての解決に多大の労力を要す

るのである。懲戒委員会は、このような遺言執行人による預金回収の

実態に全く疎く、実態を全く知らないのである。 

    また、相続人の探索も、相続人Ｈが姫路市の東の加古川市のある老
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人施設に入所していることを探り当て、行ってみると他所に移動して

いるという。施設に移動先を正すと、個人のプライバシーに触れるの

で、本人の同意を得る必要があるということで、一日のうちには要を

得ない。また、電話での聞き合わせには応じられないということで、

再度施設を訪れ、移動先を聞き、移動先へ相続人Ｈを訪ねる。Ｈがさ

らに移動していると同様の手続きを繰り返すことになる。電話や郵便

で解決できる問題では全くない。 

    このような相続人の探索の実状を懲戒委員会は全く知らないので

ある。 

    本件遺言執行にあたり、異議申立人は、預金の回収のため、神戸市

に４回、相続人探索のため姫路市の東の加古川市に４回、遺産防衛の

ため、Ａとの訴訟で神戸地裁に８回、Ｂ寺との訴訟で原告として大阪

地・高裁に４回、被告として大阪地裁に７回、合計２７回大阪、神戸、

加古川市に出張している。新幹線、タクシー代、として一回往復３万

５０００円強は要する（加古川の場合はタクシー代が多くかかる）の

で、少なくとも９４５,０００円以上要する。さらに、日当として一

回４万円要するとして、１０８万円を要する。合計２０２万５０００

円要するのである。この仮払いとして１００万円ずつ２回に分けて預

金を降ろしたのである。２００万円でも不足額が生じているのである。 

 

    以上の実状から、預金回収、相続人の探索、遺産防衛に要する費用

の仮払いの必要性があることは明らかである。 

    懲戒委員会は、ＡやＢ寺との遺産防衛のための訴訟に旅費等を要す

ることを欠落しているのである。 

 

 （２）(有)Ｇ不動産に対する支払いについて。 

    支払金及びその理由について争いは無い。 

    そもそも、本件公正証書遺言は、後に後述するように、異議申立人

が関与した公証人に対する原稿（平成１１年１２月２４日）と、その

３日後の平成１１年１２月２７日付の異議申立人は関与せず、Ａの圧

力で作られた訂正した原稿があり、後の１２月２７日の原稿が公正証

書に生かされたものである。 

 

    遺言者は、パーキンソン病で苦しんでいるところへ、懲戒申立人で
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あるＡから種々の申立や圧力を受けて、さらに苦しんでいた。既にで

きていた遺言書の第一原案をＡが変えた第二原案に従って遺言を作

成したことから、異議申立人は、遺言書作成当時から、Ａの不当なや

り方をうすうす理解していた。 

    そして、○○台の土地の売買が遺言書作成前日である平成１１年１

２月２６日であることが、遺言執行に当たって判明した。 

    そこで、遺言者（Ｅ）の死亡は平成２３年７月１日（本件懲戒書２

頁、３）で、１２年も過去に遡るので、○○台の土地の売買に関する

資料も存在しなかったが、○○台の土地の売買を仲介した(有)Ｇ不動

産に無理を言って復元してもらった。 

    その復元の資料を使って、懲戒申立人Ａを被告として訴訟を起こし

た。 

    その復元の手続に要した礼の金が４５万円であり、４５万円の根拠

は、遺言執行者としての自由裁量によるもので、(有)Ｇの労力に相当

すると判断したものである。 

 

 （３）４９５万円の引き出し。 

    金額そのものに争いは無い。 

    この金額中、Ａに対する訴訟の和解金９２万円（本懲戒書４頁２１）

及びＢ寺との訴訟の和解金３００万円（同頁２３、２４、２５）の合

計金３９２万円に使用し、手元に残った金額は１０３万円である。 

    懲戒委員会は、４９５万円を丸ごと異議申立人が取得していると誤

解しているのである。なによりも極度に緻密さを欠く懲戒書である。

このような緻密さを欠く懲戒書で、業務停止８か月も命じて良いもの

であろうか。 

    遺産の散逸と認定する以上、散逸の具体性を懲戒委員会は認定すべ

きである。 

     

    なお、神戸家庭裁判所に対して報酬付与審判の申立は必ず実行する

予定で準備中である。この点は後述する。 

 

 （４）平成２４年５月３１日、４０万６０００円を引き下ろす。 

    懲戒書は、遺言執行人において、使途不明にしたとする。 

    しかし、本件遺言執行は、遺産の総額は遺言執行の預金通帳で明ら
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かであり、関係者も限られており、使用金の使途も明らかであって、

使途不明ということ自体発生しない。 

    ４０万６０００円はＡに支払われたものである。 

 

    Ａは、懲戒請求書の懲戒事由の説明③で、立て替え金１,４９９,９

６３円と、金７４４,０００円合計金２,２４３,９６３円を有すると主

張する。１円の単位まで明白に主張している細かい人である。 

    このＡが、５０万円と４２万円（懲戒議決書２１の①と③）の９２

万円で、つまり、１,３２３,９６３円も不足してどうして和解したか。

つまり、本訴訟を通じてＡは、１００万円（懲戒議決書３頁４）と４

０万６０００円（懲戒議決書３頁１２、８頁（４））の１４０万６０

００円を既に受け取っていたことを理解した。従って、１４０万６０

００円＋９２万円の２,３２６,０００円受け取ったので、立て替え金

よりも８２,０３７円多く受け取っていることが分かったので、９２

万円で和解したのである。 

    つまり、４０万６０００円は使途不明ではなく、Ａに支払われてい

るのである。 

    事実の経過を少し注意して検討すれば明らかになることである。 

     

    懲戒委員会の遺言執行者において使途不明にしたとの点は、懲戒委

員会の意図的な、悪意の事実誤認である。 

 

 （５）Ｆに対する墓石、永代供養料として５００万円の支払。 

    これは、祭祀に関する事項の遺言が無いので、遺言執行者の権限外

の行為で、相続財産を不当に散逸させるものであると懲戒書はいう。

（同９頁） 

     

    しかし、これも甚だしく悪意に満ちた事実誤認である。 

    このＦに対する一事だけでも本件懲戒議決書は破棄を免れ難いも

のである。 

    

    Ｆは、懲戒委員会の懲戒議決書２頁３によっても相続人である。 

    そして、本件Ｅ（遺言者）の遺産は総額３２６８万９６５８円と見

積もられている（懲戒議決書３頁１１）。これにはＡに遺贈された○



 16 

○台の土地の売買代金、Ａに遺贈されたマンション代も含まれ、Ａに

対する遺贈分を除くと、遺産は約１,０００万円である。これから遺

言執行の費用も差し引かれる。 

    相続人は、ＨとＦである。（懲戒議決書２頁３） 

   Ｈの受遺者はＢ寺（懲戒議決書５頁２３）であるが、Ｈは、遺産から

２９８万８５２８円受領している。（懲戒議決書４頁１９）そして、

それに加えて、Ｂ寺は、和解金３００万円を受け取っている。（懲戒

議決書５頁２４）Ｈ関係で、合計５９８万８５２８円受け取っている

のである。 

   

    Ｆに対する５００万円の振り込みは、懲戒議決書にいうように、墓

石と永代供養料だけでなく主たるものは、遺産約１,０００万円の２

人の相続人（ＨとＦ）の１人分としての相続分である。 

    Ｆに対する５００万円の相続分を抜きにして、墓石と永代供養料だ

けと認定した上、遺言執行人の権限外の行為と恣意的に認定する懲戒

委員会の懲戒議決書は、懲戒議決書自体で（２頁３）Ｆを相続人であ

ると認定しながら、相続分に関しては相続関係を認定しない悪意に満

ちた恣意的な甚だしい事実誤認である。 

    なぜここまで矛盾した事実誤認が可能になるのか、この意図的な事

実認定だけでも、本件懲戒処分は破棄を免れ難いものである。 

 

 （６）懲戒請求者に対する１００万円の支払。 

    懲戒書は、相続財産の不当散逸に該当するとする。 

    しかし、懲戒請求者の懲戒事由（２の③）にもあるように、懲戒事

由ではないとしても、金２,２４３,９６３円の立て替え金（懲戒事由

の説明・③・ア）の存在に極度にこだわっており、本件訴訟により和

解金９２万円を取得して、はじめて納得しているのである。１００万

円は立て替え金の一部の支払のためであり、遺言執行者に許された裁

量行為の範囲内の行動である。 

    この１００万円と前記（４）の４０万６０００円の合計１４０万６

０００円を受領していたことを、訴訟を通じてＡは理解したうえ、９

２万円の和解金で訴訟を終了したのである。 

    １００万円は、Ａに対する有用な支払である。（なお後述する。）  
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 （７）本件遺言書の原稿が、異議申立人が関与して作った平成１１年１２

月２４日の原稿からわずか３日後の平成１１年１２月２７日に懲戒

請求者Ａの関与で変更されていること。 

    Ａの立替金支払い請求額が不当に多額の金２,２４３,９６３円であ

ることなどに鑑み、遺言者の真意つまり、Ａへの支払を警戒していた

ことを推測して○○台の土地の売買代金の約半額を、遺言書の記載が

遺言書と生前行為との間に矛盾があると考え、異議申立人は、Ａに対

して訴訟を提起した。○○台の土地の売買代金の半額の点については、

最終的には訴えの目的を達しなかったが、立て替え金の点については、

約半額の９２万円（５０万円と４２万円）で和解に達して訴訟の目的

を達した。なお、後記の２及び１８頁の（７）参照。 

    Ａは、頭書に記載したように、他人と意思の疎通が困難な状況にあ

り、訴訟を抜きにして話し合いができる状況ではなく、訴えの提起は、

Ａに関する限り必要不可欠なのであり、これに要する費用も遺言執行

の必要経費であって、極めて有用な訴訟であったのであり、嫌がらせ

訴訟という懲戒議決書の認定は悪意に満ちた意図的な事実誤認であ

る。 

 

 （８）以上の（１）ないし（７）のとおり、懲戒委員会の懲戒議決書は、

甚だしい事実誤認にもとづくもので、異議申立人に弁護士としての品

位を失うべき非行はない。 

 

 ２、本件訴訟の提起について。 

 

   Ａに対する本件訴訟の目的は、前述したように、○○台の土地の売買

代金の約半額の遺贈が生前行為と矛盾して無効であることと、Ａの主張

する立て替え金の額が金２,２４３,９６３円と多額にすぎること、Ａは、

他人と意思の疎通が困難な状況にあり、話し合いでは不可能で、訴訟に

よらざるを得ないこと、によるものである。 

   本件訴訟で、○○台の土地の売買代金に関しては、訴訟の目的は達せ

られなかったが、立て替え金については、金２,２４３,９６３円請求の

約半額以下の９２万円の和解で目的を達したこと。 

   これによれば、懲戒委員会の言う「嫌がらせ訴訟」では全くない。懲

戒委員会は、甚だしい事実誤認である。 
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   また、Ｈの受遺者、Ｂ寺と訴訟をしていることは懲戒議決書も認めて

いる。 

   Ｂ寺というのは、単なる普通の寺ではなく、○○○○○○○○○○○

○系の寺で、当方が強く争わない限り強引に不当要求を追及してくる相

手である。異議申立人は、他の多くの別訴で何度も○○○○を相手にし

ており、その手口は理解している。 

   異議申立人において、当初、平成２５年１１月２９日、Ｂ寺の遺産額

（Ａに対する遺贈を執行した残額、約１,０００万円）を超える１,５０

０万円という紛議調停による請求を受けて、これに対して遺産防衛のた

め、損害額１,０００万円の訴えを提起して最高裁まで争った。 

   最高裁の判決が終了した後、今度はＢ寺から、平成２６年８月１９日

に、遺産額を大きく超える２,４４０万１６３１円請求の訴えを提起さ

れ、異議申立人は厳しく争い、検察庁、警察に対する告訴、大阪弁護士

会への懲戒申立等、訴訟以外にもあらゆる手段を使い、最終的に３００

万円で和解した。（懲戒議決書５頁２４）先に最高裁まで争った訴訟が

あったので、３００万円の和解に止まった。 

 

   そもそも、Ｂ寺との訴訟は、Ｂ寺からいきなり遺産を超える１,５０

０万円も紛議調停による支払いを申立てられたことに対し、その対応と

して異議申立人は、Ｂ寺に対して厳しく訴訟を提起し、最高裁まで争っ

たのである。 

   ところが、最高裁で訴訟が終了すると、すぐさまＢ寺から２,４４０

万１６３１円請求の訴えを提起されたのである。 

   異議申立人による最初の最高裁までの訴訟があることから、最終的に

３００万円の和解（懲戒書５頁２４）で終了した。２,４４０万１６３

１円の訴訟に対し、遺産を防衛するため３００万円で和解をしたのであ

る。 

   このＢ寺に対する訴訟を懲戒委員会は、嫌がらせ訴訟であるというの

である。Ｂ寺の紛議調停の申立や、Ｂ寺からの訴訟をＢ寺による嫌がら

せ訴訟というなら解からないでもない。ところが、懲戒委員会は、異議

申立人の遺産防衛のための対抗訴訟を嫌がらせ訴訟だというのである。

懲戒委員会が社会の不正側に味方して懲戒処分をしていることが明ら

かである。 
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   懲戒委員会は、Ｂ寺側に立ってＢ寺の不当な紛議調停や、不当な訴訟

に加担し、異議申立人の獅子奮迅の遺産防衛のための訴訟を嫌がらせ訴

訟として不正側に味方するのである。これでも弁護士会といえるのであ

ろうか。 

 

   異議申立人としては、Ｈの受遺者であるＢ寺（懲戒議決書４頁２０）

に先にＨの遺言執行者に２９８万８５２８円を振り込んでいる（懲戒議

決書４頁１９）で残りのＨの遺産の取分で、相続人の１人であるＦには

合計５００万円を渡している（懲戒議決書３頁１３、８頁（５）いずれ

も遺産、墓石、永代供養料）ので、それと大きく違わないよう、５００

万円を超えないよう努力したが、最終的に３００万円の範囲の支払に到

った。（合計金５９８万８５２８円） 

   このようにして遺産を防衛したのである。 

   

   訴訟上、嫌がらせ訴訟の場合は、訴権の濫用があるとして、口頭弁論

期日を開くまでもなく、訴え自体が却下される。（東京地判平成１２、

５、３０判タ１０３８号１５４頁、東京地判平成１３、１、３１判タ１

０８０号２２０頁） 

   Ａの裁判（口頭弁論８回）、Ｂ寺の２つの裁判（異議申立人提訴、口

頭弁論４回、Ｂ寺提訴、口頭弁論７回）は、いずれも受訴裁判所は、嫌

がらせ訴訟とは認定せず、口頭弁論期日を多数回開いている。 

   これを第三者に過ぎない懲戒委員会がどうして嫌がらせ訴訟と証拠

も挙げず、さしたる理由も付せずに断ずることができるのか。 

   嫌がらせ訴訟との認定は、懲戒委員会の異議申立人に対する偏見を通

り越した異常な為にする事実誤認の認定である。 

 

 ３、懲戒書「結論」の項について。 

 

   遺言執行者が善管注意義務に違反したとする懲戒委員会の懲戒理由

（懲戒議決書６頁ないし１０頁に記載されている（１）ないし（８）の

理由）は、いずれも事実誤認によるもので、理由の無いことが明らかと

なった。 

   さらに附言すると以下の通りである。 
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（１）懲戒議決書６頁の（１）は、意図的に預金の回収、相続人の探索の

費用だけを取り上げ、懲戒事由としては、Ａ、Ｂ寺に対する遺産防衛

の訴訟を遺言執行者としては、するべきではない、不当な嫌がらせ訴

訟であると認定したうえ、要した費用は認定しない。預金の回収、相

続人の探索費だけなら不当にかかり過ぎるとするのである。 

    遺産防衛に要している訴訟費用は意図的に外すという、極めて姑息

な手段を用いているのである。遺言執行者としての預金回収、相続人

探索、遺産防衛の費用を客観的に認定すれば、不足こそあれ、過大な

請求ではないことが明らかである。 

 

 （２）懲戒議決書７頁の（２）は、(有)Ｇ不動産の労力に対する遺 

   言執行者として認められた自由裁量に基づく費用の支払である。     

    自由裁量を認めない懲戒委員会の異常性が明らかである。 

 

 （３）懲戒議決書８頁の（３）は、平成２４年５月３１日の段階では、遺

言執行報酬という名目を取って口座から引き出しているが、その使途

は、Ａとの和解金９２万円、Ｂ寺との和解金３００万円が中心で、４

９５万円中３９２万円をこれらに当てており、残金は１０３万円であ

る。 

 

 （４）懲戒議決書８頁の（５）は、４０万６０００円を使途不明にしたと

いう言いがかりである。 

    Ａが懲戒請求までして主張する２,２４３,９６３円の立て替え金の

請求に、なぜ９２万円の和解金で訴訟を終了させたかを注意して検討

すれば、４０万６０００円の支払と、１００万円の支払があったので、

９２万円の和解金に応じたことが明らかになる。 

    極めて杜撰な検討しかせずに、使途不明金として責任を異議申立人

に転嫁することは、弁護士会にはあるまじき行動であるというべきで

ある。 

 

 （５）懲戒議決書８頁の（５）は、Ｆは、弁護士会の認定でも相続人であ

る。（懲戒議決書２頁３）。ところが、Ｅの遺産のＦの受取については、

相続財産の受取人であることを意図的に除いて、墓石代、永代供養料
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とだけ認定し、祭祀に関する遺言が無いので、遺言執行者の権限外の

行為をしたと認定する。 

    このような恣意的な、いわば馬鹿げた認定を弁護士会がすることで

あろうか。 

    異議申立人としては、Ａに遺贈した遺産の残りは約１,０００万円

とし、これから遺言執行の費用も差し引かれるので、相続人２人（本

懲戒書２頁３）に渡す一人分としては多過ぎるが、遺産に加えて墓石、

永代供養料も含めて５００万円としている。この遺言執行者の苦労の

自由裁量が全く解かっていない懲戒委員会である。 

 

 （６）懲戒議決書９頁の（６）は、Ａに対する１００万円の支払について、

Ａは、懲戒請求事由として立て替え金２,２４３,９６３円を有するこ

とを強調している。 

    この立て替え金の主なものは、遺贈されるマンションの修繕費であ

る。 

    遺言執行人としては、修繕費を仮に立て替え払いしているとしても、

だからこそマンションごと遺贈されたという理由で当初は拒否して

いた。 

    しかし、修繕費の立て替え払いの時期が問題で、遺言者も修繕によ

る恩恵に浴していたとも考え直し、遺言執行者の自由裁量で、内金１

００万円についてだけ支払った。決して恣意的な支払いではない。 

    このような自由裁量を、懲戒委員会は認めず、１００万円について

は、相続財産の散逸であるとする。 

    しかし、相続人の構成が、相続人の遺産で生活している直系尊属、

卑属の場合はともかく、笑う相続人に近い本件の相続人の構成におい

て、遺産の修繕に要したそして、遺言者Ｅもその恩恵に浴している費

用の支払について、遺言執行人には、合理的な裁量は許されると解さ

れ、その裁量の範囲内の妥当な支払いである。 

 

 （７）懲戒議決書９頁の（７）について、 

    本件Ｅの遺言書は、平成１１年１２月２４日案（第一案）と、同月

２７日案（第二案）の２通りあり、２７日案がほぼ最終的な平成１１

年１２月２７日の公正証書遺言となった。 

    ２４日案と２７日案の大きな違いは、２４日案では、Ｅの姉、弟に
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それぞれ相続をさせるように、姉弟に目配りがされた上、Ａの遺贈分

は○○台の経費を除いた売却代金の４分の１と、マンションそして、

すべての遺言執行の経費を除いて残金は遺言執行者弁護士生田暉雄

の執行にゆだねる、となっており、弁護士生田暉雄も一種の受遺者で

あった。 

    ところが、２７日案（本件公正証書遺言とほぼ同じ）はＥの姉弟へ

の目配りは全く無く、遺産の遺贈がＡに集約されていて、○○台売却

代金の経費を除いた２分の１をＡ、さらにマンションがＡの遺贈分と

なり、弁護士生田暉雄は単なる遺言執行人になった。 

    ２４日案に対し、パーキンソン病で健康に苦しむ遺言者ＥにＡにお

いて圧力をかけ、自己の受遺分を増加して、２７日案（本件公正証書

遺言とほぼ同じ）となった経緯を異議申立人は知っていた。 

    そして、２４日案、２７日案では○○台の件について、「○○台の

土地の売却代金のうち、経費を差し引いた残額の」となっているのに、

公正証書遺言では、「別紙物件目録（一）記載の土地」つまり○○台

の土地「を他に売却し、その代金から経費を控除した」という表現に

なっており、遺言者Ｅが、○○台の土地売却代金のＡへの遺贈に抵抗

していたのではないか、と疑うに至った。 

    さらに、ＥがＡへの遺贈に抵抗しているのではと疑われる点は、当

然に考えられるマンションの敷地について遺贈していない点もある

ことである。 

    そして、「○○台の土地の売却代金」（２４日案、２７日案）と記載

すれば済むものを、「土地を他に売却し、その代金の中から」という

表現にしているのは、公正証書遺言が平成１１年１２月２７日に作成

されているのに、○○台の土地の売却は、それより一日前の平成１１

年１２月２６日に売却されているので、公正証書遺言と矛盾する生前

行為が既にあったとして、○○台に関するＡへの遺贈は無効であると

することが、遺言者Ｅの真意であると推測し、Ａの立て替え金払いの

請求が多過ぎるとして、異議申立人は、Ａに対して訴訟を提起したの

である。 

 

    訴訟は、８回の口頭弁論を経て和解で終了した。（懲戒議決書４頁

２１）○○台の土地代金の遺贈の無効の点は、○○台の土地代金の支

払いが遺言後であると裁判所は認定し、遺言と異なる生前行為は無い
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として、訴訟の目的を達しなかったが、立て替え金の点については、

訴訟の目的は達した。 

    Ａに対する訴訟は、上記のような遺言書作成の経緯を含む複雑なも

のであり、懲戒委員会が断ずるような簡単なものではない。 

    公正証書遺言の作成は、それが作成されるまでには、事案によって

は、遺言者（Ｅ）と受遺者（Ａ）との間に複雑な力関係があり、遺言

書の表現に両者の力関係が凝縮されているものもあるのである。この

凝縮をどのように解き明かして、遺言書の真意を実現するか、という

ことも遺言執行者の任務である。 

 

    Ａに関する訴訟は、遺言執行者に課せられた任務に従った訴訟で、

「嫌がらせ訴訟」などではなく、遺言執行者としては、必要不可欠の

訴訟であったのであり、これに要する費用は、当然に遺言執行の必要

経費となるのである。 

    懲戒委員会の嫌がらせ訴訟との見解は明らかな事実誤認である。 

 

 （８）以上の詳述のとおり、異議申立人には、遺言執行者として遺産の善

管注意義務に反する遺言の執行をしていない。 

    預り金の保管に関する規定の違反行為も全く無い。弁護士としての

品位を失うべき非行は全く無い。 

    懲戒委員会は、不告不理の大原則に、弁護士会ともあろうことに違

反し、懲戒請求書にはない嫌がらせ訴訟という懲戒事由を種々デッチ

上げて、異議申立人を業務停止８か月の懲戒処分にしたが、懲戒委員

会が懲戒事由として挙げる事由が、全て事実誤認であることを完全に

論破した。 

    懲戒を受けるべきは、むしろ懲戒委員会であることが明らかとなっ

た。 

 

    異議及び懲戒の業務停止８か月の執行停止を強く求める。 

    

    また、異議申立人がした訴訟は、いずれも意味のあるもので、有意

義に終了しているにもかかわらず、懲戒委員会は証拠も挙げず、理由

も付さず嫌がらせ訴訟であるとする。 

    嫌がらせ訴訟との認定は、懲戒請求書にも記載されていない懲戒事
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由で、不告不理の原則違反である。 

    嫌がらせ訴訟による本件懲戒自体、デッチ上げの懲戒であることを

明々白々に証する証左である。 

 

 （９）本件訴訟の提起について。 

    香川県弁護士会は、本件訴訟を嫌がらせ訴訟だとする。 

    何よりも懲戒事由として重要なことは、Ａは本件訴訟を嫌がらせ訴

訟として懲戒事由に挙げていないということである。 

    本件訴訟を嫌がらせ訴訟として懲戒事由とするのは、不告不理の原

則違反であり、香川県弁護士会のデッチ上げである。 

 

    さて、本件訴訟は、香川県弁護士会が言うほど単純なものではない。 

    本件公正証書遺言は、平成１１年１２月２７日に作成された。これ

には原案が２通あった。まず、第一の原案は、異議申立人が遺言者（Ｅ）

の希望を遺言書形式にしたもので、これが平成１１年１２月２４日で

ある。この案は、Ｅの姉Ｈや、弟Ｄに対する遺産を渡すべく、姉弟に

種々の配慮をした上、Ａに○○台の売却代金（これから経費を差し引

いた）の４分の１とマンションを遺贈し、姉弟、Ａに遺贈した後、遺

言執行費用を差し引いた残りは遺言執行人弁護士生田暉雄の執行に

委ねるというもので、弁護士生田暉雄も一種の受遺者であった。 

    ところが、第一原案を知ったＡが、当時パーキンソン病で、健康を

害して苦しんでいたＥに圧力をかけ、Ｅの姉弟に対する配慮の事項、

弁護士生田暉雄に対する残額を委ねる内容をすべて無くし、Ａの取分

を増やし、Ａの遺贈に集約化された第二案を、平成１１年１２月２７

日に作成し、これがほぼ最終的な公正証書遺言となった。 

    Ａの取分の増加した点は、○○台の土地の売却代金について、第一

原案では４分の１となっていたのを第二案では２分の１としたこと

であった。 

 

    遺言執行にあたり、○○台の土地売却代金についての表現が、第二

案とも異なる複雑な表現に変わっていること、そして、当然考えられ

るマンションの敷地の遺贈が無いことから、遺言者Ｅが抵抗して、○

○台の土地代金はＡに渡したくないのではないかと推測した。○○台

の土地が売却されたのが、公正証書遺言の作成された１日前であった
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ことから、生前行為と矛盾する遺言であって、○○台の土地売却代金

のＡへの遺贈は無効であることを理由にして、本件訴訟を提起した。

８回の口頭弁論を経て、裁判所は、売買代金の授受が遺言後であるこ

とを理由に、遺言と矛盾する生前行為は無いとの見解で、それを前提

にＡの立て替え金を中心に和解が進み、９２万円を異議申立人がＡに

支払うことで和解が終了した。 

 

    このような訴訟のいきさつ、口頭弁論の経過によって明らかなとお

り、本件訴訟は懲戒委員会がいう嫌がらせ訴訟では全くない。懲戒委

員会は、Ａも懲戒請求の事由に挙げていない嫌がらせ訴訟を、不告不

理の大原則を犯してデッチ上げた全く虚偽の懲戒事由である。 

    懲戒委員会は、○○○○系のＢ寺からの遺産１,０００万円を大き

く超える１,５００万円の紛議調停による請求や、２,４４０万円強の

訴訟による請求に対して、遺産防衛の観点からの対応も嫌がらせ訴訟

で、懲戒事由になるという。 

    ここまで無茶苦茶なことを理由もなく断じる懲戒委員会なのであ

る。 

 

第３、処分の相当性について第３、処分の相当性について第３、処分の相当性について第３、処分の相当性について 

 

 １、業務停止８か月に相当する懲戒事由が全く存在しないこと。 

 

 （１）以上詳述してきたように、懲戒委員会が挙げる預り金の保管義務に

違反する善管義務違反は全く無い。 

    懲戒委員会は、意図的に悪意に満ちた遺産の散逸を７点に分けて挙

げるが、全て散逸には該当しない合理性のある使途であることを立証

した。 

 

 （２）懲戒委員会は、懲戒請求者Ａ自身が挙げない懲戒事由である嫌がら

せ訴訟を、不告不理の大原則を犯してデッチ上げたが、Ａに対する訴

訟、Ｂ寺に対する訴訟は、受訴裁判所自体が適正な訴訟と扱っていて、

嫌がらせ訴訟ではなく、いずれも遺産防衛の必要性の理由のある訴訟

であることが明らかである。 

    懲戒委員会の懲戒事由は、全く虚偽のデッチ上げであることが明ら
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かとなった。 

 

 （３）懲戒委員会は、異議申立人の懲戒歴が６回あることを今回の懲戒事

由にしていることが感じられる。 

    仮に懲戒歴が６回あることで、今回の懲戒事由が不十分であっても

懲戒に値すると考えているならば、これは、不当、違法な二重処罰で

ある。６回については、いずれも懲戒済みで、２度懲戒を受ける理由

はない。 

 

 （４）今回の懲戒で明らかなように、異議申立人に対して懲戒委員会は、

予断と偏見をもって懲戒に臨んでいることが明らかで、従前の６回も

異議申立人は今回同様の不当な懲戒であると思っている。 

    異議申立人は、従前は、懲戒委員会は、平気で虚偽を述べることと、

一カ月程度の業務停止であれば、業務停止の執行停止を日弁連に申立

てても、期間的に十分な審議を受けられない。そこで、本気で懲戒委

員会と争うことを避けてきた。但し、三カ月の業務停止には、本格的

に争い、香川県弁護士会の懲戒処分を日弁連において取消の処置を受

けた。今回も８か月の業務停止であるので、本格的に争う異議申立で

ある。 

 

 （５）香川弁護士会懲戒委員会の本件懲戒処分の問題点として、本件懲戒

請求書が、Ａの真意によってなされたのかどうかを正していないとい

う点がある。 

   ア まず、Ａの懲戒請求書の筆跡をみると、「Ａ」という名前がしっ

かりとした若々しい字で書かれている。 

     Ａは、懲戒請求書当時、８３歳と高齢で、しかも、筋萎縮症であ

るにもかかわらずである。通常であれば、字に震え、筆圧の弱さが

みられてもおかしくない状況にあるにもかかわらず、本件懲戒請求

書の「Ａ」の名前はしっかりとした若々しい字で書かれている。 

     これは、Ａが誰かに代筆させたか、あるいはＡの名を騙り、他の

者が書いた可能性がある。 

     それも多くの人に見てもらうと、Ａの署名は、これは女性の文字

で、男性の文字ではないという。 

     いずれにせよ、高齢者で、筋萎縮症のＡがしっかりした字で名前
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を書いていることに違和感がある。 

     したがって、本件懲戒請求書が、Ａの真意に基づいて作成された

のか、香川弁護士会としてＡに正すべきだったのにしなかったこと

に問題がある。 

 

   イ また、懲戒請求時と、懲戒処分時において、Ａの本件遺産の状況

が異なっているから、香川弁護士会としては、懲戒処分時に再度、

Ａの懲戒請求の維持の真意を正すべきであったと考える。 

     つまり、懲戒請求時には、Ａは遺言者に対し、立て替え金債権を

有している状態であったのが、和解金９２万円の和解により、立て

替え金を回収し、懲戒請求における主な目的をＡは懲戒処分時にお

いては達成しているからである。 

     懲戒請求の主な目的が達成されている以上、懲戒処分をする必要

性はないとＡは考えていることが推認される。 

     それでもなお懲戒処分を下すならば、懲戒請求者に真意を正すこ

とが、８か月の業務停止という重い処分を下す以上当然の行為であ

ると考える。 

 （６）何よりも、Ａは筋萎縮症により、他人との意思疎通が十分に出 

   来ない。日弁連においては、Ａの真意を確認する手続きを十分に 

   取られることを切に希望する。 

 

 （７）今回の懲戒事由は全く無く、異議申立を速やかに容認されるととも

に、効力の執行停止をされたく、切に望むものである。 

 

 ２、適正手続きを履行していないこと 

   香川県弁護士会の本件懲戒処分は、懲戒処分に当たって、何よりも重

視されるべき適正手続きを履行していない。 

   遺産の善管注意義務に関して、懲戒委員会が掲げる６つの事由、嫌が

らせ訴訟として掲げる、Ａ、Ｂ寺との訴訟について、いずれも懲戒委員

会は、Ａにそれを懲戒事由とする意思の有無を確認した上で、さらに、

対象弁護士に認否を問う適正手続きをとるべきである。そのような適正

手続きをとっておれば、懲戒委員会は、このような重大な事実誤認は犯

していないのである。 
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 ３、遺言執行者報酬付与の家庭裁判の審判申立（民法１０１８条） 

 

 （１）異議申立人は、報酬付与審判申立の意思を有する。 

 

 （２）Ａとの和解調書（平成２６年２月２０日、懲戒書４頁２１、２２）

で報酬付与審判に関する条項がある。 

    しかし、この当時、遺言執行は終わっていないので報酬付与審判の

申立はできない。Ｂ寺との訴訟中である。Ｂ寺との訴訟が終了したの

は、平成２７年７月１日である。（懲戒書５頁２５） 

 

 （３）Ａの今回の合理的な理由のない懲戒請求から更なる言いがかりがな

される予感があり、報酬付与審判請求を逡巡していたところ、やはり、

更なる申立がなされた。 

 

 （４）新たな遺言執行の続行事案の出現 

 

   ① 平成２８年４月２８日に、Ａの代理人弁護士Ｊから、遺贈された

マンションの敷地の持ち分について、所有権移転の手続きが未了で

あること、マンションの遺贈の意思には当然にその敷地の遺贈の意

思も含まれているので、遺言書に敷地の遺贈が無くても、異議申立

人において遺言執行者として職権で、敷地の所有権移転登記手続を

速やかに行っていただきたい旨の通知を受けた。 

 

   ② Ａは、異議申立人に対して懲戒申立をしておきながら虫の良い申

し出である。 

     その旨Ｊ弁護士に連絡すると、Ｊは、懲戒申立の件はＡがやって

いるので知らないという。しかし、Ｊは、香川県弁護士会と懲戒に

ついて連絡を取り合っている等不明朗な事がある。 

     香川弁護士会において、真にＡにおいて本当に自分の意思で懲戒

請求をしているのかを確認しておくべきであったことが、ここに来

て矛盾した敷地の移転登記請求という形で、再度問題として浮上し

てきたのである。 

 

   ③ いずれにしても、異議申立人の遺言執行者としての任務は未だ完
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了していない。 

     神戸法務局との交渉及び移転登記手続きのため、日時及び労力、

諸費用を要する。 

 

 （４）マンション敷地の移転登記が終了してはじめて、遺言執行事務は終

了し、報酬付与審判の申立もできることとなる。 

 

 ４、本件遺言執行によって、遺言執行人即ち異議申立人は現在いくらの実

質上報酬を取得しているか。 

 

 （１）懲戒書１頁の第１事案の概要による異議申立人の金員の取得は次の

通りであり、概要の限度で異議申立人にも争いは無いのでそれによる。 

 

   ① ２頁６の１００万円引き出し、旅費日当。 

   ② ２頁８の１００万円引き出し、旅費日当。 

   ③ ３頁１１の４９５万円の引き出し。 

   ④ ３頁１２の４０万６０００円の引き出し。 

   ⑤ ３頁１５の８７万円。８万円印紙代。 

   ⑥ ４頁１８の１０万円、旅費日当。 

 

 （２）上記（１）の①～⑥の使途 

  

   ア、①、②については、預金回収、相続人Ｈの探索、遺産防衛のため

の、Ａとの訴訟、Ｂ寺との原告・被告での訴訟により、２７回加古

川、神戸、大阪に出張し、旅費・日当として費消したことは既述の

通りである。 

 

   イ、③については、４９５万円からＡに対する和解金９２万円の支払、

Ｂ寺に対する和解金３００万円の支払を要したので、残金は１０３

万円である。これが遺産の残りである。 

 

   ウ、④については、Ａへの支払であることは先に詳述した。 

 

   エ、⑤については、８７万円と印紙代８万円であるが、そのうち印紙



 30 

代の８万円については、Ａに対する１,５００万円強の請求の訴訟

により、印紙代６万８０００円と郵券代２万円で８万円を費消した。

（８,０００円不足） 

     ８７万円中、Ｂ寺に対する１,０００万円の訴訟の印紙代として、

地裁５万円、高裁７万５０００円、最高裁の１０万円と郵券代９万

円の３１万５０００円を費消し、残金５６万円のところ、Ａのマン

ションの敷地の遺贈について、神戸法務局との交渉の旅費、敷地遺

贈の登記の印紙代、司法書士に対する費用等でほぼ全額消費する予

定である。 

 

   オ、⑥の１０万円については、Ｂ寺の訴訟代理人の弁護士に対する大

阪弁護士会に対する懲戒申立のための、旅費日当ですべて費消した。 

 

 （３）以上の通りで、③の１０３万円が異議申立人の手元に報酬に当てる

べき遺産の残額として残っている。 

 

 （４）仮に、神戸家裁で報酬付与の審判で、１０３万円以上の決定がでて

も、異議申立人が現実に受け取ることが出来る報酬の額は１０３万円

に限定される。１０３万円以上遺産は残っていないからである。 

 

 （５）かなり困難、複雑、長期の遺言執行の結果がこの程度の報酬で終わ

ることになったのか。 

    本件遺言執行の問題点を全面的に洗いなおす必要性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 ５、本件遺言執行は、なぜこれほど難航したか。 

    

   最後に自戒の念も込めて解明しておきたい。 

 

 （１）Ａが只者ではなかったこと。 

    遺言書第一原案（平成１１年１２月２４日案）が、わずか３日でＡ
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の圧力で第二原案（平成１１年１２月２７日案）に替えられ、遺言者

Ｅに更に深く真意を正すことをせずに、公正証書遺言の作成を急ぐあ

まり簡単に第二原案を基本として、公正証書遺言を作成してしまった

のが間違いの始めであった。 

    公証人のＫ氏は、異議申立人の司法修習生当時の民事の裁判官教官

であるばかりか、○○高裁の民事の裁判長として指導を受けた関係に

あり、遺言書の作成を依頼した以上、迅速に依頼を完了したい思いが

あった。 

    遺言者は、受遺者に対して財産を贈るので優位な立場にあるとの固

定概念に捕らわれ、遺言者が受遺者に半ば脅し取られている被害者の

立場にある場合も有り、そのため、公正証書遺言にし、見ず知らずの

異議申立人を世間的な名前だけで遺言執行者に選んでいる遺言者の

真意を計ることに柔軟な思考に欠ける点がなかったか、十分に反省の

要がある。 

 

 （２）目的のためには、手段を選ばないとさえウワサされている○○○○

を相手にせざるを得なかったこと。 

 

 （３）遺言者Ｅは、只者ではないＡ、Ｈの関係で○○○○が関係すること

を知っていて、そのため公正証書遺言及び遺言執行者を選定していた

こと。さらには、遺言書第一原案では遺言執行者も受遺者にしている

ほど本件遺言執行は難航することを予見していたこと、第二原案もそ

の通り公正証書遺言になったのではなく、さらに複雑にしてその上、

当然考えられるマンションの敷地の遺贈をしていないこと等遺言者

はＡに好意を抱かず、むしろ警戒していると考えられるのに、Ｅの考

えを深く知ることなく簡単に遺言執行者に就任してしまったことが、

後々に苦労する原因になったことである。 

 

 （４）何よりも、遺言書を作成するという場合は、場合によっては深い事

情が存し、その背景に十分な留意が必要な場合も有るということに気

を付けるべきであった。 

 

 （５）以上のように、異議申立人は、本件公正証書遺言の作成過程にさら

なる配慮をすべき点があるのに、これを客観的に怠った落ち度が全く
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無かったとは言い難い。 

    しかし、このことと、異議申立人が懲戒を受けることとは全く次元

を異にし、まして、懲戒委員会が懲戒事由として挙げる７項目全てが

明らかな意図的な事実誤認であり、さらに、懲戒請求書にも記されて

いない「嫌がらせ訴訟」という不告不理の大原則を犯すデッチ上げの

懲戒理由で懲戒を受けることとは全く別の事である。 

 

 （６）そして、懲戒手続において、適正手続きを履行しないことが重大な

事実誤認をし、重大な誤犯の懲戒事件となったのである。 

 

第四、総結論第四、総結論第四、総結論第四、総結論 

 

    本件懲戒処分の異議申立及び懲戒処分の効力の執行停止を速やか

に容認されたく、切にお願い申し上げます。 

 

第五、添付書類第五、添付書類第五、添付書類第五、添付書類 

  

１、懲戒請求書、懲戒書、異議申立書の関係表 

 

別添 

 

 ２、懲戒請求書（Ａ作成） 

 ３、懲戒書（香川県弁護士会作成） 

 ４、住民票（Ａ和治の住民票） 

 ５、公正証書遺言 

 ６、遺言書（案）（平成１１年１２月２４日） 

 ７、遺言書（案）（平成１１年１２月２７日） 

 ８、Ｊ英夫弁護士からのマンション敷地の移転登記依頼書 

  

以上 

 

                             

                 異議申立人 生田 暉雄 

 


