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第８　依頼者のためを思えばこそ…真実尊重・誠実義務 

結婚詐欺？実は妄想！
通院していた病院で知り合った女性と結婚の約束をしてお金ま

で渡したのに、他の男と結婚してしまった。許せない！ 損害賠

償請求を行いたいとの事件を受任。

まずは、請求書を送りましょうということになったが、新婚家

庭に請求書を送れば一騒動になるだろうな…と発送直前で一抹の

不安。そこで、イレギュラーですが郵送先を女性の実家に切り替

えたところ、その女性から電話があり、「精神科の待合コーナー

で話したことはあるが結婚の約束もお金を渡されたこともない。」

とのこと。実は、依頼者の妄想だったのです！

新婚家庭に弁護士名で結婚詐欺による損害賠償の請求書を送っ

てしまっていたら、事実調査不足で懲戒申立てや損害賠償請求を

されても仕方なかった…。虫の知らせに救われました！

『攻め言葉、程度過ぎれば　名誉毀損』
『権利主張、程度過ぎれば　恐喝罪』

裁判ではなく交渉で紛争を解決することは、時間と費用を節約して

早期に円満に解決できる場合もあり、弁護士の重要な業務となってき

ています。

交渉の場面では、裁判官のような中立的な裁断者が存在しないため、

弁護士は、客観的な事実と基準に基づいて規範秩序を回復しようとす

る態度が必要となり、冷静な観点から法的基準に基づく評価を行って

交渉し、その交渉を公正な結果に導くことが期待されています。その

◆ロースクールで10年間弁護士倫理の講義を務め、実務
家・経営者としても経験豊富な著者が“実務に活かせる弁
護士倫理”を教えます！実務のうえで必須の資料も多数
収録！

◆より良い仕事をするために大切な弁護士倫理のポイント
を、ユニークな格言や著者の経験に基づく具体例で丁寧
に解説した、読み物としても楽しめる一冊！
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『将来の、利益相反 要注意！』
『何事も、大切なのは 別れ方！』
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“実務で役立つ弁護士倫理”がよくわかる！
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