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少年法の適用年齢引き下げを諮問 ―法制審議会へ―

金 田法務大臣は 2 月 9 日、少年法の適用年

齢を 18 歳未満とすること、非行少年を含

む犯罪者に対する処遇の充実のための実

体法、手続法の整備の在り方などにつき法制審議会

の意見を求める諮問を行いました。

　成人年齢については、憲法改正手続きに関する投

票権と選挙権が 18 歳以上となり、民法の成年年齢に

ついても 18 歳とする改正作業が行われていますが、

こうした動きの中で少年法の適用年齢についても検

討が必要とされたものです。

　諮問に先立ち、法務省は 2015 年 11 月から 16 年 6
月にかけ、省内に「若年者に対する刑事法制のあり

方に関する勉強会」（刑事局、矯正局、保護局で構成）

を設け、関係者や研究者へのヒヤリングや資料調査

を行い、昨年 12 月に報告書をとりまとめています。

_犯罪被害者や支援者に多い引き下げ賛成、
引き下げによる処遇の低下には多くの懸念

　「勉強会」のヒヤリングでは、研究者、弁護士、現

場の経験者（保護施設や警察など）、裁判官経験者、

精神科医、論説委員などから広く意見が寄せられて

います。

　引き下げに賛成する意見としては、民法の成年年

齢が引き下げられるのであれば、刑事責任年齢もこ

れに合わせるのが妥当であるという一般論のほか、

諸外国の多くが 18 歳を成人としていることなどがあ

げられており、犯罪被害者の関係者からは、犯罪抑

止につながるとの意見や、自らの行動には責任がと

もなうことを自覚させるためにも必要、などの意見

があげられて、特に被害者が死亡した事件には少年

法を適用すべきでないとする意見もありました。

　引き下げに反対する意見としては、現行の少年法

制は有効に機能している、非行少年には刑罰による

威嚇で犯罪をとどまらせることはできない、少年法

対象年齢を引き下げると 18 歳、19 歳の被疑者のほ

とんどが起訴猶予、罰金等となり、更生に必要な処

遇が受けられなくなる、などがありました。

　全体として、現行の保護的措置、特に少年院や少

年刑務所での教育や処遇については評価する意見が

多く、少年法の適用年齢を 18 歳にくり下げ、何らの

措置もなく一般の成人と同様に扱うことには強い疑

念が寄せられています。この 10 年で、少年の総人口

に占める犯罪少年の割合は減少していますが、その

背景には地域と警察が一体となった防犯対策や非行

少年への立ち直り支援があることなどの努力がある

ことが指摘されています。また、現在の少年は社会

的経験が乏しく、自立が遅くなっていることなども

指摘されています。

　発達障害を持つ人による重大事件について、障害

の特性を理解しないまま不適切な報道がなされ、国

民の誤解、厳罰化を求める傾向につながっているこ

とも指摘されています。

_「若年者」概念の導入と広範な
刑事政策的措置に言及（「勉強会」報告書）

　「勉強会」の報告書は、少年法の適用年齢引き下げ

についてのこうした意見をまとめるとともに、適用

対象年齢を引き下げるかどうかを検討するにあたっ

て、どのような刑事政策的措置がありうるのかを検

討することは重要であるとし、またこうした措置は

20 歳未満の者のほか、20 歳以上の若年者についても

更生・再犯防止に資するとして次のことなどを検討

すべきとしています。

（1）  受刑者に対する施設内処遇の充実（若年受刑者処

遇の原則の明確化・処遇内容の充実、処遇調査の

充実、自由刑の単一化）

（2）  施設内処遇と社会内処遇との連携強化（施設外の

機関等と連携した矯正処遇等の充実、社会内処遇

に必要な期間の確保、施設内処遇から一貫した社

会内処遇の実施など）

（3）  社会内処遇の充実（刑の全部の執行猶予制度の見

直し、保護観察・社会復帰支援策の充実、社会内

処遇における新たな措置の導入、関連手段の活用）

（4）  罰金・起訴猶予となる人の再犯防止策（罰金の保

護観察付執行猶予、起訴猶予等に伴う再犯防止措

置、少年鑑別所・保護観察所の調査・調整機能の

活用）

（5） 若年者に対する新たな処分の導入

　「勉強会」報告書は、18 歳以上 26 歳未満程度の者

を「若年者」として新たな刑事政策的措置を充実し、
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「共謀罪」国会上程へ
―必要性、規制対象などで懸念寄せられる―

政 府は、重大犯罪を計画段階で処罰する趣旨

を盛り込んだ、組織的犯罪処罰法の改正案

を 3 月にも閣議決定し、国会に提出する

こととしています。

　現行刑法は、犯罪行為の結果発生に至った「既遂」

を原則とし、例外的に、実行行為に着手したが結果

発生に至らなかった「未遂」を処罰することとし、

予備、陰謀についてはわずか数罪を定めるにとどまっ

ていますが、「共謀罪」は一定の重い刑罰を定めた犯

罪を対象にする点で、この原則とも相容れない点が

あるという意見もあり、提出されると大きな論議を

呼ぶものとみられます。

　2000 年に署名され、2003 年に発効した「国際的

な組織犯罪の防止に関する国際連合条約（国際犯罪

防止条約、TOC 条約）は、締約国に重大な犯罪を行

うことの合意の犯罪化を求め、重大な犯罪とは長期

4 年以上の刑が科される犯罪とされていることから、

政府は 2003 年、2004 年、2005 年の 3 回にわたり、

これに対応するための共謀罪法案を国家に提出して

きましたが、いずれも廃案となってきました。今回

政府は罪名を「テロ等準備罪」と呼び、当初 4 年以

上の懲役・禁固に当たる 676 の犯罪すべてを対象と

する案を予定していましたが、公明党など、与党内

の調整の結果、これまでの見解を修正し、91 の法律

で規定した、テロの実行、人身に関する搾取など 277
種類の罪を対象とすることになっています。

　政府は、今回の「テロ等準備罪」は「共謀罪」と

は異なるものとして、

①  処罰の対象は組織的犯罪集団に限定され、一般の

市民には及ばない

② 「共謀」ではなく「計画」を要件とする

③  凶器を買う資金の調達や、犯行現場の下見など、「準

備行為」を法適用の要件とする

などと説明してきました。これらについて、1 月以来

国会で取り上げられ、問題が指摘されて、いくつか

の修正を加えた法案が提出される見込みです。 

_市民の活動規制となるおそれも

　適用対象となる「組織的犯罪集団」とは「結合の

基礎としての共同の目的が別表の罪を実行すること

にあるもの」とされ、政府は当初、「普通の団体、会

社、労働組合、NPO 団体は犯罪主体から除外される」

（1 月 31 日、法務省刑事局長）と説明していましたが、

法務省は「もともと正当な活動をおこなっていた団

体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行する

ことにある団体に一変したと認められる場合には、

組織的犯罪集団になりうる」（2 月 16 日、法務省見解）

と修正し、捜査当局の解釈により一般人も含まれう

る余地を残しています。

　準備行為としては、2 人以上で犯罪を計画し、その

うちの誰かが「資金または物品の手配、関係場所の

下見その他」を行うこととされます。政府はこの「準

備行為」を要件としたことも「共謀罪」との違いだ

としていますが、重大な犯罪を企てるメンバーの一

人が準備行為をすれば、その他の全員を逮捕できる

と説明しており、共謀罪と明確に異なるものではな

いとする見方もあります。

_国際犯罪防止条約との関係で、
必要性に疑問の声も

　政府は今回の「テロ等準備罪」が、国際犯罪防止

条約に加盟するうえで必要なものとし、「国内法の整

これにより少年法適用年齢の引き下げに備えようと

するもののようです。

　ただ、適用年齢の引き下げは、民法上の成年年齢

と同じであることが必要・適切か、という、議論の

出発点とともに、提起されている、「若年者」概念の

有効性、およびこれらに対する刑事政策的措置がど

こまで現実的に可能か（施設人員や予算）、などにつ

いても多くの課題を残すものとみられます。

　法制審議会の審議はこの「勉強会」の成果の上に

なされるものとみられますが、国の将来を決する若

者の処遇は極めて重要であり、慎重な検討が期待さ

れます。
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「インターネット上の検索結果削除で判断基準（最高裁）

最 高裁は 1 月 31 日、検察サイトに約 5 年前

の逮捕歴が表示されている男性が、その削

除を求めた仮処分事件で、訴えを退ける決

定をしました。この事件は、児童買春で罰金刑を受

けた男性が、「グーグルで自分の名前を検索すると犯

罪歴が分かってしまう」として検索結果の削除を求

めていたものです。

　この事件で最高裁は、「検索結果の提供は事業者自

身による表現行為という側面を持つ」とし、社会イ

ンフラとしての検索サイトの意義を重視して、検索

結果の削除を認めない決定を出したものです。

_「表現の自由」よりも
プライバシーが優先される場合―削除の判断

　決定は、検索結果を公表されない法的利益が優越

することが明らかな場合には、検索事業者に対し、

URL などの情報を検索結果から削除することを求め

ることができるとする判断を示し、削除については、

「児童買春は今なお公共の利害に関する事項」として、

認めませんでした。

　検索結果の削除をめぐる裁判所の判断はこれまで

分かれており、事件により逮捕歴の削除を認めたも

のと認めなかったかったものがありますが、最高裁

の決定は「表現行為の側面を持つ」検索結果の削除

に慎重な姿勢を示したものです。

　大手検索機関のグーグルはこれまで削除要請の件

数や、実際に削除した件数は公表していませんが、

日本の利用者向けホームページでは、口座番号など

機密性が高い個人情報や、個人を特定できるヌード

写真などを削除する可能性のある内容として挙げ、

備と条約の締結ができなければ東京五輪を開けない

と言っても過言ではない」（安倍首相）などとしてき

ました。外務省によると、経済協力開発機構（OECD）

加盟の 35 か国のうち、締結のために共謀罪か参加罪

を新設した国はノルウェーやニュージーランドなど 4
か国で、英国や米国などでは、もともとあった共謀

罪で対応しています。

　日本でも、「予備」「陰謀」「準備」などを処罰する

立法は相当程度存在しており、殺人、強盗、身代金

目的略取、営利目的等略取及び誘拐、いわゆるハイ

ジャックなどをはじめ、放火、激発物破裂、けん銃

等や核物質の輸入、麻薬・覚せい剤等の輸出入など

が「予備」の対象となっています。こうした、既に

なされている個別的な措置に加えて、一定の刑罰に

該当する犯罪を対象に「共謀罪」を設ける必要がど

こまであるのかについて、疑問を示す意見も強くあ

ります。

　日本弁護士連合会は、2 月 17 日、

・ 共謀罪は現行刑法の体系を根底から変容させる

ものとなる

・ 共謀罪法案においても、犯罪を共同して実行し

ようとする意思を処罰の対象とする基本的性格

は変わらない

・ 罪名を「テロ等準備罪」と改めても、監視社会

を招くおそれがある

などとしてこの法案の基本的問題点を指摘し、条約

との関係でも、

・ 「予備」「陰謀」「準備」の段階の処罰立法は既に

なされている

・ テロ対策のための立法がなされている

・ 条約の一部留保を行う余地がある　

・ テロ等対策の必要性があれば、個別・具体的な

立法で対応すべきである

と指摘し、

「政府・与党が検討・提案していたような広範な共

謀罪の新設が必要なわけではなく、テロ対策や組

織犯罪対策のために新たな立法が必要であるとし

ても、政府は個別の立法事実を明らかにしたうえ

で、個別に、未遂以前の行為の処罰をすることが

必要なのか、それが国民の権利自由を侵害するお

それがないかという点を踏まえて、それに対応す

る個別立法の可否を検討すべき」

　として、「共謀罪」を創設する法案の国会上程に反

対する意見書を採択しています。
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犯罪歴などは各国の法や裁判所の命令に従って削除

するか判断しているとのことです。

　国内最大手のヤフーは、削除要請について、表現

の自由とプライバシー保護のバランスから、「事案ご

とに慎重に対応する」との方針を公表しており、同

社への削除要請は昨年 4 月～ 8 月の 5 か月間で 2,581
件あったとのことです。また削除する範囲は情報に

より異なり、住所や病歴、犯罪歴などは検索結果の

うち該当部分のみ削除し、ホームページへ移動する

「リンク」自体は残すのが原則だということです。た

だ、生命や身体に危険を及ぼす情報や「リベンジポ

ルノ」などは検索できなくする場合もあるとしてい

ます。

　最高裁が判断基準を示した結果、削除を求められ

る場合が示されたものの、過去の犯罪履歴などは削

除されにくくなるのではないかという見方もあり、

削除を求める側にとっては極めて高いハードルが科

せられたとする見方もあります。

_「忘れられる権利」今後の課題か

　検索結果の削除については、2014 年、EU 裁判所

がスペイン人男性の過去の違法行為に関する新聞記

事のリンクについて、「掲載時の目的や時間の経過」

と比べて情報が「不適切で、もはや関連性がない、

または、過度であるとみなされる場合」には削除を

求められると判決し、「忘れられる権利」についての

議論が深まって、2016年 4月、欧州議会では「一般デー

タ保護規則」（General Data Protection Regulation）
が可決されて「忘れられる権利」は明文化されました。

日本でも、埼玉地裁で「知る権利」を認定した例が

ありますが、今回の最高裁の決定はこの「忘れられ

る権利」には触れらておらず、削除を認める具体的

な基準は示されていないこともあって、今後も裁判

所の判断を求めるケースは続くものとみられます。

令状得ない GPS 捜査は違法―最高裁が初の判断

最高裁大法廷は 3 月 15 日、裁判所の令状な

しに捜査対象の車両などに GPS( 全地球測

位システム ) 端末を取り付ける捜査が違法

かどうかが争われていた事件で、これを違法とする

判決をだしました。

　GPS を用いた捜査の違法性については近年これを

違法とする判決がでていましたが、この事件では一審

の大阪地裁が「令状なく実施したのは違法」として証

拠の一部を排除したのに対し、控訴審では令状の要否

を明確にしないまま有罪判決を出していました。

　判決に先立つ 2 月 22 日の弁論で弁護側は、GPS
捜査により、幅広い個人情報が分かり、プライバシー

を大きく侵害する、捜査機関による乱用のおそれも

大きく、監視社会に繋がりかねないと主張したのに

対し、検察側は、分かるのは車の位置だけで、道路

と不特定多数が出入りできる場所に限られ、尾行や

張り込みと比べてもプライバシー侵害は大きくない

とし、組織的な窃盗や薬物密売の捜査で車の追尾は

不可欠で、GPS 捜査のニーズは高いとしていました。

　判決は、

・  GPS 捜査は個人の行動を継続的、網羅的に把握す

ることを必然的に伴い、個人のプライバシーを侵

害しうる。またそうした侵害を可能にしうる機器

を、個人の所持品にひそかに取り付けて行う点で、

公道上の所在を肉眼で確認したり、カメラで撮影

する手法と異なる

・  プライバシーの侵害を可能とする機器をひそかに

所持品に付け、個人の意思に反してその私的領域

に侵入する GPS 捜査は、憲法が保障する重要な法

的利益を侵害する。刑事訴訟法の強制捜査に当た

り、令状なしには行えない

として、「任意捜査」としてきた警察のこれまでの運

用を否定しました。

　その上で、仮に裁判所から令状がでた捜査だとし

ても、

・  GPS 端末を取り付けてしまえば、容疑事実とは関

係なく、使用者の行動を過剰にまで把握すること

を抑制できない
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銃おとり捜査、再審で無罪に

1997 年、けん銃を所持していたとして銃刀法

違反で逮捕され、服役したロシア人が求めて

いた再審の公判が 2 月 22 日札幌地裁で開か

れ、検察側は有罪立証を求めず、裁判所は 3 月 7 日

に無罪判決をだしました。

　再審を申し立てたロシア人は船員だったナバショ

－ラフさんで、97 年 10 月、小樽市の小樽港でけん

銃を所持していたとして逮捕され、98 年に懲役 2 年

の判決を受けて服役したのち、帰国していました。

　弁護団は 2013 年、捜査を担当した元道警警部の証

言などを新証拠とし、道警の捜査協力者であった中

古車業者がけん銃と中古車の交換を持ちかけたおと

り捜査だったとして再審請求したものです。

　札幌地裁は昨年 3 月、再審開始を認め、検察の即

時抗告を受けた札幌高裁は、捜査報告書に捜査協力

者の存在を隠すなどの虚偽記載があったことから、

再審開始を決定していました。

　ナバショーラフさんは再審でも起訴内容を認めま

したが、弁護側はけん銃を持ち込む意思がなかったの

に、北海道警がロシアから持ち込むように誘導したお

とり捜査であったとして無罪を主張していました。

　当時の捜査員は「組織的で違法な捜査だった」と

して、犯意を誘発した違法なおとり捜査であったこ

とを認めていました。

・  GPS 捜査は容疑者らに知らせず、ひそかに行われ

ないと意味がないから、法が求める事前の令状提

示ができない

として問題を指摘し、GPS 捜査が今後も広く用いら

れる有力な手法ならば、その特質に着目し、憲法と

刑事訴訟法の原則にあった立法措置が望ましいとし

ています。

_「任意捜査」は認められないことを明示

　警察庁は 2006 年 6 月に出した「移動追跡装置運用

要領」で、GPS 捜査を裁判所の令状なしでも実施で

きる任意捜査と位置付け、具体的な運用方法では、

・  捜査書類には、移動追跡装置の存在を推知させる

ような記載はしない

・  被疑者の取り調べでは、移動追跡装置を用いたこ

とを明らかにしない

・  事件広報の際には、移動追跡装置を使って捜査し

たことを公にしない

などとして GPS 捜査をしてきました。最高裁はこう

した運用を否認し、GPS 捜査は裁判所の令状によら

なければならないことを示し、また令状を出す場合

についても裁判官は様々な条件を付ける必要がある

と指摘しています。これにより、警察の捜査手法は

変更を迫られています。
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2015 年 9 月に集団的自衛権の行使を合憲とす

る解釈のもとで一連の安保法制が改正され、

2016 年 3 月に施行されていますが、内閣総

理大臣による自衛隊の出動の差し止め、防衛大臣に

よる後方支援の差し止めと損害賠償を求める訴訟が

全国に広がっています。

　2 月 25 日に開かれた全国経験交流会では、違憲訴

訟は東京、福島、高知、長崎、大阪、岡山、埼玉、長野、

神奈川、広島、福岡、京都、山口、大分、札幌の 15
地方裁判所で 19 の訴訟が提起され（東京は国賠、差

止、女の会による訴訟の 3 訴訟）、原告は延べ 5,196 人、

代理人弁護士は 1,426 人となっていることが報告さ

れました。宮崎、群馬、鹿児島などの訴訟提起を予

定している地域、訴訟準備をしている地域を合わせ

ると、全国 26 の裁判所で訴訟が提起される見通しと

なっています。

　2 月 25 日交流会では、はじめに共同代表である寺

井一弘弁護士が、

「違憲訴訟は平和憲法を死守して日本を二度と再び

戦争をさせないことと、我が国の立憲主義と知性

を取り戻すための、狼煙である」

　とあいさつし、続いて名古屋学院大学の飯島滋明

教授が「安保法制違憲訴訟の意義と課題」として基

調報告をおこないました。教授は「安保法制は憲法

違反の倉庫のようなもの」と語り、国連でも平和へ

の権利が採択されたことを紹介する中で、この訴訟

に学者の協力や紛争の現地で活動する NPO などにも

かかわってもらうことの意義を示唆しました。

　続いて各地の参加者から訴訟の進行状況が報告さ

れ、「支える会」の組織状況や、自衛官やその家族など、

自衛隊の海外派遣によって直接脅威を受ける人々、

基地周辺に住んでいる人々、戦争により大きな被害

を受けた人々などとの交流の状況などが報告されま

した。

_違法性は認否をせず、「平和的生存権」の
権利性は否認（被告国側）

　安保法制に関する論議の中心である集団的自衛権

については、2015 年 6 月に衆議院の憲法審査会で意

見を述べた 3 人の憲法学者がすべて違憲とし、元最

高裁長官や判事経験者も違憲性を指摘していました

が、同年 9 月には混乱のうちに参議院での採決がな

されて新安保法制法が成立しました。

　東京の訴訟で、原告側は、憲法解釈の変更という

かたちで憲法規範の実質的変更をおこなった手続き

自体を含む、改正法の違法性を指摘し、新安保法制は、

時の政権が憲法の基本原理である平和主義を侵害し、

立憲主義をも覆して、これまでの憲法秩序の連続性

を破砕したクーデターであり、「一見きわめて明白に

違憲無効」な立法であるとしています。

　また、「平和的生存権」は、核時代の自然権の本質

を持つ基本的人権であり、憲法前文、9 条及び 13 条

をはじめとする憲法第 3 章の諸条項が複合して保障

している憲法上の基本的条項の基底的権利として、

裁判所に対して保護・救済を求め、法的強制措置の

発動を請求しうる具体的権利性・裁判規範性が肯定

されるべきものとしています。原告側はこの平和的

生存権とともに、人格権、憲法制定・改正権が侵害

されているとして、安保法制の差止めと賠償を求め

ています。また被害の実情としては、東京大空襲被

害者、長崎原爆被害者、子どもや孫を持つ者、海外

での運輸業務に携わる者、信念や生き方を害された

者として、被害が現実のものであることを訴えてい

ます。法廷ではこれまでに空襲の被害者、基地周辺

に住む人、原爆の被害者、自衛官の家族などの多彩

な原告がその内容を語ってきました。

　これに対し被告国側は、新安保法制の違憲性の主

張に対しては、集団的自衛権の行使に関しても、後

方支援活動・協力支援活動についても、事実の主張

ではなく、争点とも関連しないとして、認否をせず、

原告側の権利・利益の侵害という主張については「原

告らに国賠法上保護された権利ないし法的利益の侵

害があるとはいえない」として、請求の棄却を求め

ています。

　安保違憲訴訟は、2015 年 5 月の閣議決定と、その

後になされた一連の法改正が集団的自衛権を否認し

てきた政府のこれまでの憲法解釈を覆したことに端

を発しています。憲法学者の大多数が集団的自衛権

を違憲としている中でなされた一連の「解釈改憲」は、

憲法の定める平和主義と、憲法の前提である立憲主

義の内実を問うものとなっています。

安保法制違憲訴訟、15 裁判所で 19 の訴訟に
―「平和的生存権」など主張
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司法アクセス学会が昨年 11 月 26 日に開いた

第 10 回学術大会は、「司法アクセス―ニー

ズへの多角的アプローチ」をテーマに、理

論と実務の両面から興味深い報告がなされ、検討さ

れました。そこでその概要を振り返ってみました。

_伝統的モデルの変容と
「司法ソーシャルワーク」

　理論編の報告で、立教大学の浜野亮教授は、「司法

アクセスにおけるモデル・チェンジ―司法ソーシャ

ルワークからの示唆を中心として」と題して、近年

法務省や法テラスにより取り上げられている「司法

ソーシャルワーク」の法的サービスにおける位置づ

けと、今後の実務に取り入れられることが可能な手

法などを示唆しました。

　教授ははじめに、日本の弁護士業務の伝統的モデ

ルが弁護士数の抑制、競争の制限のもとで小規模、

未分化、訴訟代理中心という特徴をもってきたのに

対し、2001 年以降、司法改革の結果としての弁護士

数の急増、市場メカニズムの一定の作用の中でのモ

デル・チェンジへの試行錯誤が続いており、司法試

験合格者数抑制政策の再登場のもとで、再び縮小均

衡に向かうのか、あるいは潜在的ニーズの顕在化、

新たなモデルの構築に向かうのかが当面のポイント

になるだろうと語り、弁護士法人の増大、全国的ネッ

トワークの形成、組織に雇用される弁護士の増大が

みられること、特に広告、インターネットによる顧

客流入経路の拡大があることを指摘しました。

　こうした状況の中で、弁護士の伝統的なプラクティ

スに対する変化を促進する可能性を持つ実務の一つ

として「司法ソーシャルワーク」が紹介されました。

　「司法ソーシャルワーク」は、新しい市場としての

福祉分野の開拓、潜在的ニーズの顕在化、アウトリー

チや多職種連携という、プラクティスの新機軸をも

たらすものであり、その定義としては、

① 高齢者、障碍者、生活困窮者、外国人、DV ストー

カー被害者・虐待されている子どもなどに対し

て

② 福祉・医療関係者ないし関係機関・その他の支

援者との連携を、弁護士等が強化して、あるい

は新たに構築して、

③ 全体として総合的な生活支援を継続的に行って

いく手法

とするのが適切ではないかとされました。

　そののち、法テラス東京事務所が 2012 年 10 月か

ら 13 年 6 月の 9 か月間にわたって実施した活動が紹

介され、取り扱った 61 のケースでは、9 割が無職で

あり、多くが高齢者、8 割が健康問題を抱え、生活保

護の受給・申請中の人は 6 割を超えるなど、さまざ

まな障害を持つ人が多いという特徴が示されました。

　東京事務所では「ホットライン」と呼ばれる、福

祉関係者や関係機関から直接情報提供を受けるス

キームを持ち、本人が法テラスに来訪できる場合は

そうしてもらい、それが困難である場合にはただち

にスタッフが出かける（アウトリーチ）ことにして

いますが、これによる情報経路の 69% は自治体の福

祉関係者からとなっています。

　連携機関等とともになされた活動としては、金銭

管理の改善、債務整理、住居の確保・喪失の防止、

生活保護・年金給付、民事訴訟提起など、多岐にわたっ

ています。また弁護士はケース会議にも足を運んで

います。

　教授は、「司法ソーシャルワーク」という言葉につ

いては、法律家がソーシャルワークに関わる必要性

を示すものではあるが、ソーシャルワーカーから異

論が出る可能性もあることを指摘し、法律家の多く

はソーシャルワークのトレーニングを受けていない

こともあり、またソーシャルワーカーとの間では職

域問題も生じかねないことを指摘して、

・ チーム全体が総合的支援を提供できればよく、法

律家自身に直接ソーシャルワークを求める必要は

ない。

・ （法律家の役割としては）狭い意味での法的支援で

も十分要請に応えられる

として、その点では、サービスの名称としてもソー

シャル・リーガルサービスなどとするのが適切では

ないかと指摘しました。また、膨大な潜在ニーズが

推定されるこの分野でニーズに対応していくために、

スタッフ弁護士と一般の弁護士の役割分担などにつ

いても協議していく必要が指摘されました。

　

リーガルサービスの再構築へ多角的検討
―司法アクセス学会 10 回大会
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_司法サービスの新しいモデルとしての
「司法ソーシャルワーク」

　「司法ソーシャルワーク」は、

① 従来はプロボノなど、少数の弁護士によってい

たサービスを、法律扶助のもとで拡充するとと

もに、有償のニーズにも対応可能性がある（福

祉分野への本格的進出）

② 事務所を訪れる顧客を待つのではなく、ニーズ

が存在する場所に出かけていくことで、アクセ

スが困難な人にも対応できる。これにより、潜

在的ニーズの顕在化として、サービスの入り口

を拡充するとともに、福祉関係者と現場での信

頼関係を構築できる（アウトリーチ）

③ 企業法務が公認会計士や税理士と連携しているよ

うに、「司法ソーシャルワーク」は福祉関係者、医

療関係者などとの連携構築により、ニーズの顕

在化を果たせるとともに、司法サービスの高度

化や、問題に対する総合的アプローチ（holistic 
approach）を推進するきっかけになる（多職種連携）

など、司法サービス全体の向上をもたらす可能性が

あるとされましたが、特に多職種連携に関しては、

専門職のマインドセット、専門職の倫理上の葛藤、

力関係の不均衡、法律家と福祉関係者の法的関係、

依頼者との関係（誰が依頼者か）など、解決すべき

課題のあることが指摘されました。

　「司法ソーシャルワーク」をビジネスモデルとして

構築していく構想も提起されました。教授はこれを 2
段階に分け、第一ステージとしては寄付やプロボノ

活動を中心とし、自治体などの施設の利用を含めた

パブリックな活動（公共モデル）として形成してい

くこととして、これを呼び水として法律扶助の対象

でない方々に対するビジネスモデルとしていくこと

の可能性を示唆しました。

　アウトリーチ、多職種連携、総合的アプローチな

どの手法は、社会福祉以外の分野にも適用され、ビ

ジネスモデルとして、リスクを取りながら潜在的ニー

ズを引出し、顧客満足を高める可能性が示唆される

とともに、こうした手法は弁護士の役割モデルとし

て個々のケースにおいても追求されうることが示唆

されています。

_ジェンダー不均衡社会の反映
―利用者と提供者のアクセス―

新潟大学の玉木帝子教授は、リーガルサービスの利

用者にはサービス利用の点で、アクセスのしやすさ、

問題の種類や解決手段の選択（誰に相談するか）な

どでの男女差があること、サービスのプロバイダー

としても、法律専門職（法曹三者）において女性は

全体の 2 割程度にとどまるのに対し、非法律専門家

（アクセスの仲介者としての、公的相談機関の相談員・

民政委員・NPO 法人・自助グループ）では多くの女

性が活動していることを指摘し、弁護士会の上位職

への就任の少なさ、所得や処遇にも格差のあること

などを挙げました。ユーザーとプロバイダーのジェ

ンダーの問題は、従来からのジェンダー不均衡社会

の構造的な要因に基づいていると述べ、そのうえで、

誰にとっても「平等な」アクセスを実現するうえでは、

・「男性」「女性」という視点から、「個人」という

視点を確保していくこと

・ジェンダー（性別）にとどまらない、様々な属性

のアクセスしにくい弱者（貧困＋障がい＋外国

人）など複合的な要因を持つ当事者や、ニーズ

の因果パターン（非正規雇用→ひとり親→低所

得→貧困）の存在、「男女」の二分カテゴリーに

当てはまらない LGBT や SOGI の問題の存在へ

の理解

・多様なユーザー / プロバイダーと多様なニーズの

あることを認識した、社会的包摂に向けた施策

の重要性を指摘しました。

_サービス提供者間の協力体制の構築への視点

　実践編では「法実践におけるサーヴィス・モデル

とジェンダーの在るべき方向―多元的アクセス・ルー

トの開発」をテーマに、前回大会に続き、弁護士（秋

山清人氏）・司法書士（山本一宏氏）・行政書士（伊

藤浩氏、依田花蓮氏）の方々から報告がなされました。

　報告では、まず弁護士の実務の傾向として、以前

には法律事務所は紹介者のいない飛び込みの依頼者

の事件は受けないとする事務所が普通であり、それ

を前提として弁護士会の法律相談がなされていたの

に対し、現在では多くの事務所がホームページを備

えて紹介者のない事件も受任することを表示してお

り、新興事務所や若手の弁護士ではインターネット

で顧客誘引につとめている例が目立つとともに、大

事務所は益々規模を拡大しているという変化がある

ことが報告されました。こうした業態の変化の背景

にインターネット社会の進展があることは否定でき

ず、また弁護士業務広告の解禁の結果、誇大・誤導

広告も見られるようになり、消費者庁の措置命令（不
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当表示）や、懲戒事例の増加を招いていることも指

摘され、安心できる弁護士へのアクセスを確保する

うえでは、専門性の担保、格付け機関の導入の検討

とともに、安心できる弁護士紹介ルートの開発の必

要が示唆されました。また他士業との連携ネットワー

クの構築の必要性も指摘されました。

_ LGBT のニーズの指摘も

　司法書士では、女性の占める割合の増加（平

成 28 年 11 月には会員 22,551 人のうち 3,693 人、

16.67%）、法務局・裁判所職員経験者の特例許可の減

少などがある中で、近年では金融機関からの借り換

えに伴う抵当権等の設定・抹消の増加、成年後見な

どの業務の増加がみられることが報告され、相続相

談センターにおける相談や、DV・犯罪被害者センター

における告訴・告発・示談交渉なども試みられてい

ることが報告されました。

　行政書士会は近年「街の法律家」として、市民の

生活拠点の活動の場を強化する試みを強めています

が、特に地方においては農業や大工の傍ら行政書士

としての業務を行っている例が紹介され、銀行、公

務員、建設業など、出身の幅が非常に広いことが、

それぞれの行政書士の専門領域につながっているこ

とや、保護司や民生委員、外国人のネットワークを

通じた勉強会などによる紹介や依頼もあることが報

告されました。またショーダンサーとしての仕事と

ともに入管・特定風俗営業などの仕事に関わる行政

書士の方からは、LGBT の方々は人口の 5% 程度を

占めるとみられ、渋谷区と世田谷区などではパート

ナーシップ条例を策定しているという流れのなかで、

パートナーシップ契約書や性別変更の相談など、こ

の面でも多くの法的需要があることが報告されまし

た。

　質疑応答では、これまでに進められてきた士業間

の協力・連携の中で、代理人として活動する弁護士と、

コンサルタント的な活動も行う司法書士や行政書士

の間での職業倫理が異なることによる問題はないの

かや、平等な司法アクセスを保障していくうえで考

えられる具体的な施策についてなどが語られました。

　総括報告で、小島会長は司法アクセス学会の設立

の背景として、1960 年代におけるアメリカのリーガ

ルサービス運動や、ヨーロッパにおけるプロジェク

トを振り返り、日本においても司法制度改革の流れ

の中での法律扶助への公的資金の充実と法テラスの

設立があったことを挙げ、研究者と実務家による共

同の研究の場としての司法アクセス学会の重要性と

今後の活動の課題を訴えました。小島会長はこの大

会をもって退任し、後任として太田勝造教授（東京

大学）が就任しました。
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イギリスのサスキンド教授は 2008 年、｢ 弁

護士の終焉 ?（“The End of Lawyers?"）」
を著し、弁護士のサービスは伝統的な ｢ あ

つらえ“bespoke”」から、標準化、システム化、パッ

ケージ化を経て商品化（commodinized）に向かうこ

とを指摘して、IT 化の下での弁護士業務の多様化を

論じました。IT の飛躍的な進展の中で、英米法の国

では、2014 年にはカナダ弁護士会、2016 年 1 月に

はイギリスのロー・ソサエティの委員会 がそれぞれ

リーガルサービスの将来に関する報告をまとめてい

ますが、2016 年 8 月にまとめられたアメリカ法曹協

会（ABA）のリーガルサービスの将来に関する委員

会報告（Report on the Future of Legal Services in 
the United States）は、こうした試みの一環として

位置付けることができます。

　ただこの報告は、リーガルサービスの課題は弁護

士だけでなく裁判所、連邦、州がともに担うものと

して、改革に向けたイノベーションを呼び掛けてい

る点で、大きな特徴をもっています。

　ABA は 2014 年 8 月、弁護士、判事、研究者およ

び他のプロフェッションを含む委員会のもとで、コ

ミュニティーを基盤とするミーティング、ナショナ

ル・サミット（2015 年 5 月、スタンフォード大学

との共催）、コメントによる情報の収集、内部のワー

キング・グループによる新たなモデルの評価などを

重ねてきました。その結果、弁護士の業務に限らず、

アメリカ司法の全体を問うものとして、広範な提言

を内容とする報告書がまとめられました。

_司法機能の現状への大きな危機感

　報告ははじめに、

・ リーガル・プロフェッションは、将来のリーガル

サービスの在り方を決定する新たな条件に対応す

べき、重大な時点に立っている。

・ 購入できるリーガルサービスへのアクセスは、法

の支配に基づく社会にとって不可欠なものである。

しかしながらリーガルサービスはより高価で時間

がかかる、複雑なものになっており、大多数のア

メリカ人の手の届かないものになっている。

・ 司法制度の執事たるリーガル・プロフェッション

は転換点に立っている。大きな変革なしには、プ

ロフェッションは司法制度がすべての人に奉仕し、

法の支配が守られることを実現することはできな

い。イノベイティブで、月並みでない思考が求め

られている。

・ 司法制度には、手ごわい挑戦に対する新鮮な思考

が立ち遅れている。こうした挑戦に対するリーガ

ル・プロフェッションの努力は、テクノロジーの

変化その他のイノベーションへの抵抗のために妨

げられてきた。今や裁判所とリーガル・プロフェッ

ションがどのようにして人々に奉仕すべきかを考

え直す時である。

　など、プロフェッションと裁判所の現状への厳し

い認識を表明しています。

　また、

・ プロフェッションは司法制度の中核的機能のため

に十分に資金を求めることを追求し続けなければ

ならない。

・ 裁判所は、より容易なアクセスのために近代化さ

れなければならない。

・ プロフェッションは人々のリーガルニーズ、とり

わけそのサービスを受けていない人々のニーズに

対応するテクノロジーその他のイノベーションを

強化しなければならない。

・ プロフェッションは、弁護士以外の人々が多くの

場合にリーガルサービスの実施とアクセスの上で

助力することができ、改善しているという認識を

共有しなければならない。

などと指摘し、司法制度全般の包括的なイノベーショ

ンを呼び掛けています。

_アンメット・ニーズ
―貧困者の大多数、中流所得層の多くが
リーガルサービスを受けていない

　1974 年に設立されたリーガルサービス協会（LSC）

の援助は、貧困ラインの 125% までの収入の人を対

象とし、最近のデータではサービスを受ける資格の

ある人は 6,300 万人と推定されています。LSC は全

米の 134 のプログラムに資金を提供していますが、

地区によっては 80% もの資格のある訴訟当事者が代

理されてはいません。またシェルター、生計の維持、

健康、子の監護、雇用、住宅、破産、消費者金融、移民、

リーガルサービスの将来 ―ABA 委員会報告から
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教育などの問題を抱える人の大多数は専門家の援助

を受けられない状態にあるといわれます。たとえば

ユタ州では債務の事件では原告の 96％が代理されて

いるのに対し、被告の 98% が代理されず、明け渡し

の事件では被告の 97% は本人訴訟となっていること

などが報告されています。LSC に対する連邦資金は

2010 年度では 4 億 2000 万ドルであったのに対し、

2014 年度では 3 億 6500 万ドルに減っており、弁護

士信託基金（IOLTA）からの資金も急激な減少をみ

せています。

　充足されないニーズは貧困者に限らず、中流所得

層にも共通するものです。ABA のリストにはコー

ヒーハウス、裁判所などでの、特定のニーズへのプ

ログラムが 100 近くあり、立ち退き、医療、遺言な

どで大きなニーズのあることが確認されていますが、

2014 年の調査では、問題に対して本人で対応した人

は 46%、何もしなかった人が 16%、友人・家族の援

助が 16％で、弁護士の正式な援助を求めた人は 15%
となっています。

　問題が法的問題であると認識しないことが、解決

方法を知らないことにつながると指摘されています。

　中流所得層では、多くのサービスが購入可能であ

るというデータがあるにも関わらず、2015 年の調査

では、最大のアクセス障害要因としては財政的コス

トが挙げられています。このコストには直接の訴訟

費用だけでなく、仕事ができなくなることや、子の

監護のための特別な措置も含まれますが、フォーカ

ス・グループの回答では、法的手続きの遅さや、説

明のつかない遅れも指摘されています。

　一方、充足されない膨大なニーズの反面、多くの

弁護士、とりわけ新規参入の弁護士の就職の困難も

指摘されています。2013 年にはロースクール卒業生

の 43% が、卒業後 9 か月も長期・フルタイムの仕事

につくことができないことが報道される（ニューヨー

ク・タイムズ）など、多くのロースクール卒業生が

就職の機会を得ることができないことが報告され、

他のカテゴリーの仕事とくらべても法科卒業生の失

業率は高いとされています。

　こうした状況を踏まえ、報告は弁護士を持てない

人々に対して ABA や弁護士会及びリーガル・プロ

フェッションのメンバーが、重要な民事的ニーズに

効果的な支援を提供する 100% のアクセス支援を行

うという高い目標を支持し、各地のアクセス・トゥ・

ジャスティス委員会などと協力して、現実的で計測

できる成果の実現に向けたプランを作ることを呼び

掛けています。

　ABA は 2006 年に、弁護士によるサービスを受け

ていない人々のための州による民事法律扶助の提供

原則（Principles of a State System for the Delivery 
of Civil Legal Aid）を探択し、シェルター、生計維持、

安全、健康、子の監護などの基礎的な人権にかかる

ニーズ（basic human needs）については、権利とし

ての公的な支出が提供されるべきものとしています

が、報告はこれとともに裁判所の手続きへのアクセ

スの容易化、統一的でわかりやすい手続き、全ての

訴訟当事者への裁判所の効果的な支援、代理人を持

たない当事者のためのテクノロジーの採用などを提

言し、LSC がまとめた、「司法アクセス拡充のための

テクノロジーの活用に関するするサミット報告」で

提言されている、リーガル・ポータルの創設、文書

作成アプリやモバイル・テクノロジーの効果的活用、

ビジネス／プロセス分析、弁護士などのサービス提

供者のための専門システムの開発などを呼び掛けて

います。

_ニーズに対応する裁判所
－弁護士以外のサービス提供者認定への動き

　アメリカでは弁護士によるサービスを購入するこ

とのできない人々に対しては各地の裁判所による支

援活動がなされています。裁判所から離れた地域に

居住する人々のための文書の提出、期日の調査、文

書作成等のためのテクノロジーが採用されており、

また本人訴訟をする人々のためのセルフヘルプ・セ

ンターが 500 か所以上設けられています。

　中でも注目されるのは、弁護士を依頼できない人々

の裁判手続き支援のためのサービス提供者の活用で

す。ABA は以前から弁護士の資格を持たない人によ

る法的サービスの提供を厳しく抑制してきましたが、

裁判所において弁護士のサービスを受けることの困

難な人々に対して支援するサービス提供者は次第に

増加してきています。連邦裁判所と政府機関により

認められたプロバイダー（LSP）としては、破産裁

判所、国土安全保障省、雇用機会平等委員会などが

紹介されていますが、裁判所の規則や決定によるサー

ビス提供者も増加しています。

　たとえばニューヨークでは 2014 年に「裁判所ナビ

ゲーター」が設けられ、法学生その他適切とみられ

る者により、代理人を持たない人の賃料不払い、債

務などの事件で支援がなされています。ナビゲーター
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には法的助言は認められませんが、法的情報の提供

は主任裁判官の許可を得てなされるほか、裁判所内

のコンピュータを使って調査、書類の収集、裁判所

からの問い合わせなどに対応しています。2014 年に

は、301 人のナビゲーターが 1300 人以上の民事事

件で援助したことが報告されています。こうした成

果を経て、新たなプランとして、住宅裁判所代理者

（advocate）及び消費者裁判所代理者が計画されて

います。これは連邦貧困基準の 200% 未満の収入の

人に裁判所の監督のもとで助言、相談その他の援助、

欠席判決の取り消し、理由開示命令の準備、相手方

弁護士との交渉などの活動を行うものです。また裁

判所の外では、「リーガル・ハンド（Legal Hand）」
と呼ばれる、ボランティア・スタッフによる低所得

者への無料の情報、援助、紹介の試行がはじまって

おり、住宅、家族、離婚、福祉などで、訴訟事件に

なることを予防する活動がなされています。

　弁護士の資格を持たない人によるこうしたサービ

スは、アリゾナ、カリフォルニア、ワシントン州な

どでも採用され、ワシントン州の認定リーガル・テ

クニシャン（Limited Licensed Legal Technician ）は、

合衆国で初めて認められたパラ・プロフェッショナ

ルとされています。

　報告は、裁判所と弁護士会に対しては、リーガル

サービスの提供に関する ABA モデル規制目標（ABA 
Model Regulatory Objectives for the Provision of 
Legal Services, 2016 年 2 月に ABA 代議員会で採択）

を検討するよう推奨し、リーガルサービスに関する

必要なガイダンスを提供するとともに、弁護士以外

のサービス提供者にも、これによる規制を行うこと

を求めています。リーガルサービス・プロバイダー

は弁護士に代替するものではなく、弁護士とニーズ

との間にあるギャップを埋めるものであるとし、裁

判所は人々の司法アクセス増進のためにこうした実

験と経験を重ねるべきであるとしています。

_リーガルサービスの新たな形と新たな提供者

　IT の進行の中で、法律事務所の仕事も大きく変わっ

ています。1 対 1 のサービスと時間報酬を中心になさ

れてきた以前の業務に対しては、業務処理の改善（業

務のアウトソーシングや広告など）、報酬請求の改善

（フラット・フィー、成果報酬の採用など）などがな

され、日常的に用いられる法的文書の自動的作成（遺

言、リース、契約）、パラリーガルのサービスを含

むルーティンの仕事やコンプライアンス、調査など

の仕事の外注化がなされていますが、これとともに、

“リーガル・スタートアップ” と呼ばれる新たなサー

ビスが出現しています。これは「リーガルサービス

の改善のために新たに出現した、イノベイティブな

生産物またはサービス」とされ、ビジネス→消費者 
（弁護士を見つける、書類作成支援など）、ビジネス

→ビジネス（サプライチェーンのマネジメント、報

酬請求データの分析、アウトソーシングなど）、ビジ

ネス→弁護士・法律事務所（弁護士のマーケティン

グ、法的調査、トレーニングなど）などで、弁護士

業務の在り方を大きく変えています。また人工知能

（artificial inteligence）も、マシーン・ラーニングや

AI リーガル・リサーチャーとして導入されています。

　オンラインによるリーガルサービス業の爆発的展

開（バーチャル・ローファーム、リーガルサービス・

カンパニーなど）が報告され、ある調査によると

2014年にはこうした業界の市場は 41億ドルにのぼっ

ており、2019 年には 59 億ドルになると推定されて

います。

　IT の進展に伴うこうした変化は旅行、銀行、証券

取引などの分野の業務に大きな変革をもたらしてき

ましたが、弁護士業務にも根本的な変化を迫ってい

ます。

　報告は、以前にはなかったこうしたサービスが、

より安価なサービスへのアクセスを高めるものであ

る一方で、消費者に究極的に役立つための必要な規

制もあることを認め、その検討の指標としては ABA
のモデル規制目標を指標にすべきてあるとし、また

リーガル・プロフェッションはテクノロジーの発展

に対して適切に対応していくことを提言しています。

　変化に対応したプロバイダーの形としては、

・ セカンド・ファーム・・・弁護士は一時的又は

アルバイト的にはたらく

・ 一般ビジネス・アドバイスと法的アドバイスの結

合（マネジメント・コンサルティング・ファーム）

・ アコーディオン・カンパニー・・・法律事務所

の短期的需要に応える、訓練を受けた、経験の

ある弁護士のネットワークを提供する

・ バーチャル・ロー・プラクティス・カンパニー・・・

弁護士は自宅ではたらく

・ 独自の報酬と提供モデルによる特別なサービス

などが紹介されています。
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_サービス提供者の多様性の確保、
偏見・差別からの脱却

　ABA はそのミッションの一つとしてプロフェショ

ンと司法制度全体における全般的かつ平等な参加を

かかげていますが（Goal Ⅲ）、2015 年に合衆国で

弁護士の資格を持つ人は 1,330,715 人で、65% は男

性、35% は女性であり、88% は白人、12% はマイ

ノリティーでした。これに対し、人口構成は全人口

321,418,820 人のうち、77% は白人、23% はマイノ

リティーで、障害者は 13% でした。資格を持つマイ

ノリティーの弁護士の割合は、人口比では半分にと

どまっており、また障害を持つ弁護士は事務所の弁

護士の 1.5% となっています。

　法学生の割合では、女性が 48%、マイノリテイー

は 28% であるのに対し、弁護士構成の割合はかな

り低くなっており、このことから報告は女性とマイ

ノリティーの多くの法学生が法律職に就くことから

去って行っているとしています。また事務所のパー

トナー弁護士では 92% が白人で、女性は 19%、マ

イノリティーはわずか 7% 強でした。女性の裁判官

は、連邦控訴裁判所では 35%、地方裁判所では 33%
ですが、女性裁判官のいない地方裁判所も 6 か所

あることが報告されています。そこで報告は、リー

ガル・プロフェッションはアメリカ社会の多様性

（diversity）を反映すべきであり、ロースクール・弁

護士・裁判所はそのためのパイプライン・プログラ

ムや多様性確保に向けた施策を確立すべきとしてい

ます。またプロフェッションにも、人種、エスニシ

ティ、性、障害者などにつていての意識的、無意識

的な偏見や差別意識があることが指摘され、司法制

度のすべての部門はこうした偏見から解放されるべ

きであり、そのために無意識的な偏見の除去と多様

性確保のためのトレーニングを行うことを呼び掛け

ています。

　さらに、司法制度の複雑さと裁判所ごとに取扱い

が異なること（たとえば家族の氏名の変更の費用や

争いのない離婚における必要書類など）が、人々の

訴訟に関する知識の欠如と結びついて制度への信頼

を妨げていることが指摘され、裁判所ごとに異なっ

ている手続の統一化、裁判所における用語の簡易化

と手続きの簡素化（特に家庭・移民・消費者の債務

事件など）、本人訴訟当事者の尊重などが呼び掛けら

れています。

_刑事手続きの改善
―拘禁依存と人種的差別・偏見からの脱却呼びかけ
　刑事司法制度は法の支配や司法の運営に対する

人々の受け取り方に大きな影響をもっています。

1963 年のギデオン事件判決（Gideon v. Wainwright）

は全ての州と地方管区に対し、弁護士を依頼できな

い刑事被告人に代理を提供することを義務付け、こ

れにより各州はパブリック・ディフェンダー事務所

の整備など、大きな改革を遂行してきましたが、報

告はいまだに改革が十分ではないことを指摘してい

ます。たとえばルイジアナは被拘禁者がもっとも多

い州ですが、資金不足のためにパブリック・ディフェ

ンダーはサービスを制限し、そのために手続きは遅

延していることが報告されています。2013 年にルイ

ジアナでは 93,384 件の成人の重罪事件と 109,175 件

の軽罪事件を扱い、その 85% はパブリック・ディフェ

ンダー事務所による弁護を受けたものでした。

　アメリカでは、他の国と比べ、拘置施設や刑務所

に拘禁されている人の割合は極めて高くなっており、

そのことが貧しいコミュニティーに過度の負担をも

たらし、拘禁されてきた人々の社会復帰を阻害して

いることが指摘されています。

　必要的最少刑（mandatory minimum sentences）
のもとで、長期の拘禁がなされていますが、これは

自治体の財政負担も増加させ、拘置施設運営の財源

を罰金に依存することをもたらしていることが指摘

されています。

　また、2015 年には ABA と有色人種地位向上委員

会（NAACP）は刑事司法制度から差別主義の残滓を

取り除くための協議を行い、ミシシッピーのファーガ

ソンにおける警察による停止・捜索・召喚・逮捕な

どの行使の比率には白人と黒人（African-American）
の間に劇的な違いがあることを確認し、これは白人

と黒人の法律違反の割合からは説明できないもので

あるとしています。

　委員会はこうした状況を踏まえ、必要的最少刑の

廃止と拘禁に依存する司法の改革、犯罪と犯罪者の

性質を考慮した刑の裁量、人種差別的取扱いの改善、

貧困への配慮のない罰金の不払いによる拘禁をしな

いことと、罰金に代わる代替的手法の検討、被拘禁

者のコミュニティーへの復帰のための新たな手法の

開発、軽度の犯罪の非刑罰化、パブリック・ディフェ

ンダー事務所への十分な資金の供給を呼び掛けてい

ます。
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_危機の現状を率直に認め、改善の道を探る

　ABA の報告は、IT の進展の中でここ数十年各国が

採用してきたリーガルサービス改善への方向をまと

めたものということもでき、個々の施策としてはと

りたてて新しいものにも見えませんが、弁護士の団

体の内部から、司法制度全体の根本的な変革を提起

している点で、大きな特徴を持っています。

　報告は最後に、「ある人はコミッションの提言は過

度に論争を呼ぶものとみるだろうし、ある人は大胆

さを欠くとみるかもしれない。しかし、報告に収め

られた提言を実行するにはすべての利害関係者の努

力が求められる」として、弁護士だけでなく、裁判所、

州、そして弁護士以外のサービス提供者が協力して

問題の解決に向かうことを呼び掛けています。

　前述のとおり、ABAの代議員会は 2016年 2月、リー

ガルサービスの提供に関するモデル規制目標を採択

しました。モデル規制目標は、①弁護士等への規制

とその範囲を明確に定める　②特定の規則により影

響を受ける人のために、規制の目的とその理由を明

らかにする　③個々の規則の機能と目的が透明性を

持つことを助ける　④規制の範囲を明らかにするこ

とにより、提案される規則の検討に寄与する　⑤政

府機関・非政府機関との間で法律実務に影響を及ぼ

す交渉を行う場合に役立つ　などと評されています

が、報告は弁護士でないサービス提供者の実務の規

制についても、裁判所がこの規制目標によることを

求めています。これは裁判所や州政府に対する ABA
の影響力の大きさを示しているといえます。  
   　
　委員会は検討の過程で 16 のホワイトペーパーを

示して改革に関する関係者からの意見を求めました

が、これらの中で大きく意見が分かれたのは、弁護

士以外のサービス提供者の法律実務を認めること

と、弁護士以外の者が法律事務所の経営に参加する

こと（ABS）の是非であったようです。寄せられた

意見にはこれらの問題について、弁護士の価値（core 
values）を損なうものであるとの強い批判もありま

したが、これらのいずれについても、委員会はその

利便性とリスクなどにつき、証拠やデータを整備・

評価してゆくとともに、裁判所に対しては弁護士以

外のサービス提供者がリーガルアクセスを提供する

うえで適切で利便性があると認められる場合には、

ルールと手続きを導入すべきであるとしています。

　報告は、「プロフェッションの抵抗が、イノベーショ

ンを妨げている」として、「リーガル・プロフェッショ

ンは危機や不確実性に直面した時に内向きになった

り、後ろ向きになる傾向がある」（2013, James E. 
Moriterno）という指摘を引用し、アメリカのリーガ

ル・プロフェッションが変化に抵抗してきたことを

挙げています。また「少なくとも 2008 年不況の開始

以来、法律事務所の顧客は自分の購入するリーガル

サービスがより効率的で予測可能かつ費用効果的に

提供されることを求めてきた。しかし法律事務所はこ

れに応えることが遅く、顧客の指摘する特定の問題

には対応してきたが、顧客の懸念全体に本当に対応

するための積極的な変化を開始することはなかった」

（2016. Georgetown Law Center の報告）という指摘

を引用して、プロフェッションの間にある変化への

抵抗を述べていますが、反面でこうした深い反省に

基づく大胆な提案を ABA の委員会自体がしているこ

とにも、ABA の責任感のようなものが感じられます。

　グローバル化の下での行政需要の急激な増加の中

で、司法制度もまた根本的な改革を迫られています。

ABA の報告は、これからのプロフェッションの在り

方を考えるうえで、日本の制度にも大きな示唆を提

供していると思われます。

（大石哲夫） 
【参考資料】

Commission on the Future of Legal Services, 
American Bar Association, Report on the Future of 

Legal Services in United States.
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇	　アメリカではトランプ大統領が選挙中から虚偽や根拠のない発言を繰り返し、虚偽を指摘され
ても自省どころかメディアを敵視して攻撃しています。報道の自由や取材源の秘匿が攻撃され、
人類が営々として築いてきた憲法規範や民主主義の価値が損なわれる危険が増大しています。歴
史の歯車が何回転か戻ったような日々です。

◇	　ワシントン州の司法長官は中東・アフリカ 7か国の市民の入国を一時禁止した大統領令を憲
法違反に当たるとして連邦地裁に提訴し、地裁は大統領令を一時的に差し止め、控訴裁判所もこ
れを支持しました。司法長官は「大統領といえども、法律を超えることはできない」と語り、行
政府の暴走を抑止する司法の在り方を示唆しています。

◇	　少年法の適用年齢を引き下げる動きが始まっています。国の将来を担う若い人々が理解でき、
納得できる結論を探ることが重要では、と思います。

◇	　「共謀罪」の国会上程が迫っています。今回で4回目ですが、これまでに示されてきた懸念は
どこまで払拭されたのかは気になるところです。

◇	　インターネットの検索結果をめぐって、最高裁の初の判断がなされました。「忘れられる権利」
についても、今後深められていくことが望まれます。

◇	　東日本大震災と福島第一原発事故から 6年が経過しました。岩手、宮城、福島の被災者は今
も12万 3,000 人が全国に散らばって避難しています。また福島県民への世論調査では、半数
が「もとのような暮らしができるのは今から20年より先」と答えており、福島県民であること
で差別されていると感じることがあると答えた人は30%に上っています。こうした事態を前に、
原発の再稼働への動きが続いています。

◇	　LGBT など、性的少数者の問題がクローズアップされてきています。「男性」「女性」という視
点から、「個人」という視点を確保していくことは平凡に見えますが、社会が多様性を保持しな
がら向上していくうえでの重要な課題だと思われます。

◇	　司法アクセス推進協会へのお問合せやご意見は、shihouaccess.suishin@gmail.com にお寄せく
ださい。


