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私たちが今、生活している社会には、
ク
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ラブという名の付く
「人の集まる場」が、

ー

無数にあります。その中で社会貢献を
目的に組織された無数のクラブ・会員
制組織の社交クラブや、慈善奉仕活動

次週4月29日
（木）の例会は休会
です。

を旨にしたクラブ＝ライオンズクラブ・
ソロプチミスト・キワニスクラブなど、
そ

5月6日（木）は、
コロナ感染拡大
防止対策として休会いたします。
次回例会は5月13日
（木）開催予
定といたします。
（4/22現在）

れに社団法人・公益法人やNPO法人
格をもっての活動をしている団体など、
あなたが、
「 その組織の主旨に賛同し
て奉仕活動をしたい！」
という志に協力する機会は、常にあなたの側
にあります。
ところで、それら諸クラブとわれわれのロータリークラブ
の活動が目指すところの根本的な違いがあることに会員諸兄は気付
いておられるでしょうか？
それは、
『職業奉仕』
を第一義の目的にしたクラブであるということです。
職業奉仕を原語では、
「Vocational Service」
といわれることから、
「職
業的な奉仕」
という考えと思われます。RIは、職業奉仕の根本的なあ
り方として、
「職業的なスキルを奉仕活動に生かす」
と論じています。
日本語にその原語を訳したときに、原語自体が持つ意味通りに当て
はまる言葉が見当たらず日本での
『奉仕』
の意味が醸すニャンスと合

う制度により構成されていることは、職域のサービス
が要求されるのと表裏一体の関係なのです。
クラブを構成する会員一人ひとりが、
一業種一人＝そ
の業界の代表であるという自負をもってVocational
Serviceを根幹とする団体は他に存在しません。
しかしながら、創立当初の思いから、設立後100年を
超える内に、一大サービス・クラブとなり、奉仕活動分
野が拡がるにつれ、1927年ベルギーのオステンドで
開かれた国際大会で、奉仕部門を四大奉仕、すなわ
ち、
クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕に分
けることが決定され、当初、
ロータリーの基本理念と
致しないので分かりづらいとも言われています。

して一般奉仕概念と呼ばれていたものに職業奉仕と

そもそも、
ロータリーはその創立当初、仕事は会員に

いう呼び名を正式に与えました。
その後のロータリー

頼もう！といういわゆる
『相互扶助』をすることにより
お互いの信頼関係の上に立った職業の確立を目指
したということと、私は理解していくのが必要と思っ

の奉仕活動は、
これらの四大奉仕部門を中心に行わ
れることになりましたが、職業奉仕という概念がロー
タリーの基本理念に係るものであるということを忘れ

ています。

てはならないと思います。

創立当初のそのことに賛同した人たちの輪が、その

その2010年規定審議会で、第五奉仕部門として、

後のロータリーの拡大発展に著しい効果をもたらし、

『青少年奉仕』が加えられ現在に至っています。

社会において確固たる地位を確立し、
「ロータリーの

私は、
ロータリー活動の根幹は、
『職業奉仕』
であると

目的は有益な企業の根底にサービスの理想を培うに

いうことをないがしろにするならば、
ロータリー活動

いたる」
と明記している所以です。

の存続はあり得ないと確信します。

その証左にロータリークラブの会員が職業分類とい

その活動の原点を毎週開催の例会が、担っています。

悪魔の証明

満村 和宏 会員
迫ることです。要するに、
「 証明が到底不可能な事
柄」のこと、
およびそのような証明不可能な事柄に
ついて
「証明しろ」
と迫る態度や言動のことです。
2．離婚の原因の第1位
離婚原因の第1位は、皆さんもご存じのように、不
貞行為です。不貞とは、
貞操義務違反という法律上
の概念ですが、昨今では不倫といわれています。
不貞を疑われた場合、認めて謝るか、断固として否
定するかは悩みどころです。弁護士は、主観的真実
義務があるので、
「やった」
と聞かされたら、虚偽の
1．悪魔の証明について
悪魔の証明とは、
「《この世には悪魔など存在しな
い》
と主張するのなら、それを証明してみせろ」
と

主張をすることは出来ないので、
「正直に謝るべき
です」
と答えるのが教科書的です。虚偽主張をさせ
て、後で夫婦が元の鞘に収まって、例えば妻が「あ
のときなんで「やっていない」
と言ったのか。」
と夫

に聞いたところ、夫は「弁護士がそう言えと言っ
た。」
と言うことになって、虚偽主張をさせたことが

可能性が極めて高くなっています。
「それでも私はやっていない」
という映画がありま

明るみに出て懲戒されたケースもあります。

したが、相当な努力をして、妻の協力も得て目撃証

ところで、弁護士が知っているかどうかは別にして、

人まで探して、潔白を晴らすというストーリーだっ

離婚の裁判の場面で、不貞の事実がどのように扱

たと思います。

われるか、
どう思いますか？

しかし、刑事事件の立証責任は、捜査機関にある

妻が、夫の不貞を根拠に離婚請求をしてきたとき、

のです。
「やったこと」の立証をするのは、
自白が無

「やっていない」
ことを証明しなければならないで

ければなかなか難しいのです。実際に痴漢で無罪

しょうか？

判決は結構出ています。

存在しない事実、つまり消極的事実を立証するこ

つまり、刑事事件では、悪魔の証明を強いられるこ

とは到底不可能です。

とはないのです。
自白しないかぎり。

つまり、
「悪魔の証明」
といわれるものです。
3．
なぜ「悪魔の証明」
が証明困難なのか

4．裁判制度上の正義
近代裁判においては、
「ないことの証明」
を強い

もし対象が存在するならば、対象を見つける
（物的

ることは、法の正義に反するので、あることの証明

証拠を提示する）
ことによって存在を証明できます。

をしなければならないというのが基本です。

しかし、存在しないこと
（消極的事実）
を証明すると

「悪魔の証明」
は、
現代的には
「ないことの証明を

なると、
「存在することの証拠がない」
というだけで

強いられない」
という近代裁判のルールなのです。

は存在を否定することにはならない。悪魔が存在

もっとも、検察官が、被害者証言などにより、
「痴漢

することの証明が無い」からと言って、悪魔が存在

した」
という事実の証明に一先ず成功したといえる

しないことの証明は出来たことにはならないので

場合には、今度は、被告人側で、
「痴漢した」
という

す。単に未発見（未確認）
であるだけかもしれない

立証を崩すために、反対立証として、
「 痴漢してい

からです。つまり、消極的事実の証明は、到底不可

ないこと」
の立証をする必要に迫られます。
これは、

能なのです。

あくまで第一義的に検察官が「痴漢した」
という立

離婚事件の説明の前に、身近な刑事事案で説

証に成功した後に防御のために、反対立証をする

明します。

もので、最初から、被告人側に
「痴漢していない」
こ

例えば、電車の中で痴漢に間違われたとき、被害

との証明責任があるわけではありません。

者の女性が「この人にお尻を触られた」
と言って腕

仮に、最初から、被告人側で
「痴漢していない」
こ

をつかんできました。回りの人も協力してその人を

との立証が必要だとすると、
まさに悪魔の証明に

車掌に引き渡し、車掌は警察に連絡して事情聴取

成功しない限り、有罪にされるという不当な結論と

を受けます。

なりますが、反対立証としての
「痴漢していない」
こ

状況証拠的にはなかなか分が悪い。警察には、今

との立証方法としては、物理的な状況として痴漢

日は帰れないかも知れない等と脅されます。48時

行為をなし得ないことや被害者証言の矛盾・不合

間逮捕ですね。そうなると、会社員の場合、会社に

理性を追求することが可能です。

不名誉な説明をしなければならない。その場を逃

言い換えると、
「痴漢していない」
ことそのものを

れる為にも
「遣りました」
と自白する。その結果、身

被告人側で立証することまでは必要でなく、
「痴漢

柄を解放され、ひと安心というところでしょうが、
そ

した」
という検察官側の立証をぐらつかせる程度に

の後、強制わいせつ、或いは迷惑防止条例違反で

崩せれば十分とされています。

起訴されます。その段階で、
くだんの会社員は、有

但し、
ぐらつかせる程度に崩すことが出来るかどう

罪になれ会社を辞めさせられることにもなりかね

かは、
目撃証言の信頼度に影響されるので、やはり

ないので、否認をすることになります。
しかし、捜査段階で自白しているので、供述の変遷
を合理的に説明できなければ、有罪判決を受ける

「悪魔の証明」
は生きてくることもあり得ます。
5．
さて、話を離婚事件に戻しますが、
「やったこと」
の

証明をするのが離婚を求める側です。例えば、遣った
と疑われた側は、否認すれば足ります。

いたところ、交通事故に遭遇し、気が動転してホテ
ルに休憩しに入った。
しかし、30分で出た。
という

しかし、ホテルに女性と入っていくところと出て

弁明をしてきたことがありました。偶々、そのホテ

きたところを探偵にバッチリ写真（ビデオ）
にとられ

ルは、妻とも行っていたところで、会員証を持って

たら、
「休憩しただけで何もしていない」
という言い

いたのです。それを妻が別居前に確保していたの

訳は絶対通りません。
「何もしていない」
ことの証明

で、
これを使って、そのホテルのコンピューターで

は、悪魔の証明です。
しかし、
ホテルに入ったことは

利用履歴を出したところ、2時間以上滞在していた

「有ること」の証明です。悪魔の証明ではないので
す。後は推定です。事実評価です。

ことが分かりました。
天網恢々疎にして漏らさず。
お粗末でした。

過去に扱った事案で、夫が車で女性とドライブして

2021-22年度RI会長
シェカール・メータ
（Shekhar Mehta）
2020-21年度会長エレクト
Calcutta-Mahanagarロータリークラブ所属
インド
（西ベンガル州）
会計士であり、
自身が設立した不動産開発会社「Skyline Group」の会長。
カ
ナダを本拠とする
「Operation Eyesight Universal (India)」
のディレクター。
災害救援に熱心に携わり、
シェルターボックス
（英国）の管理委員も務める。
2004年のインド洋大津波の際には、被災した家族のために500戸近い家屋
の建築を支援。
南アジアで1,500件以上の心臓外科手術を提供したプログラムを立ち上げる。
インド全土での識字率向上をはか
る
「TEACHプログラム」
の創設にもかかわり、
このプログラムを通じて何千もの学校に支援を提供。
1984年にロータリークラブ入会。RI理事、各種委員会の委員と委員長、
ゾーンコーディネーター、研修リーダー、
ロータリー財団専門家グループメンバー、地区ガバナーを歴任。
ロータリー財団（インド）
の理事長も務める。
超我の奉仕賞、
ロータリー財団功労表彰状と特別功労賞を受賞。
ラシ夫人と共にメジャードナー、遺贈友の会会員としてロータリー財団を支援。

2021-22年度RIテーマ
●奉仕とは、自分がこの地上に占める空間に対
して支払う家賃である
●奉仕を定義するのは、奉仕の規模だけでなく、
奉仕に対する姿勢（心）
である
●私たちは、
自分よりも先に人のことを考える心
構えがありますか？
●人々のために奉仕し、その人生を豊かにする

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

ために援助を惜しまないで欲しい
「私たちには、奉仕し、みんなの人生を豊かにす
る力（パワー）
と魔法があります」

