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コロナ禍の困難を克服する包括的な法的支援を
―すべての人に司法を届ける社会に―

	 　司法アクセス推進協会　会長　亀井 時子

新 年おめでとうございます。

　令和 2 年 1 月に、国内初の新型コロナ

感染症が確認されて以来、感染の広がりに

伴い、社会生活全体が影響を受けてきました。特に、

コロナ禍を原因とする倒産や解雇により生活の困窮

化は進みました。コロナ禍は、日本社会の安全と豊

かさが、いかにもろいものであったかを、私たちに

改めて認識させました。

　経済的に余裕のない方を対象とする法テラスの現

場も、いろいろな対応を迫られてきました。

　法テラスは、感染防止のために、当初、面談によ

る法律相談を閉鎖せざるを得ませんでしたが、その

後も、法律相談枠を縮小し、利用者にも迷惑をかけ

てしまいました。

　令和 2 年 5 月には、法務大臣の認可を得て業務方

法書を改訂し、電話法律相談（令和 4 年 3 月末まで

実施予定）を開始しました。電話法律相談は、全国

では相談全体の 17％、感染が深刻であった東京では、

約 41％を占める盛況でした。利用者からも、相談す

る弁護士・司法書士からも、繁華街の新宿や上野に

は行きたくないとの声も多く、電話相談の開始にホッ

とした方々も大勢いらっしゃいました。感染者が爆

発的に増加した際には、法テラスから、電話法律相

談に誘導した時期もありました。

　この間も、面談を希望する相談者もおり、また電

話を持っていない、スマホの充電ができないという

方もいらっしゃるので、面談の法律相談は縮小しな

がらも継続してきました。法テラスでは、感染予防

対策を徹底して対応しています。コロナ感染が収ま

りつつある最近は、面談の法律相談枠を増やしてき

ましたが、法律相談数は増えています。

　法テラス東京の電話による情報提供サービスにも、

コロナによる生活の困窮に対する不安を訴える事案

が増え続けています。仙台のコールセンターでは令

和 2 年度には約 35 万件の問い合わせ（電話・メール）

を受けていますが、法テラス東京でも、通常、月約

2,000 件の電話が、令和 2 年 7 月から徐々に増え出し、

令和 3 年には、月平均 2,850 件、感染症が増加して

いた 6 月には 3,310 件と大幅に増えました。平成 18

年の法テラス開業により新設された、誰でもが利用

できる電話による情報提供（司法書士、消費生活セ

ンター相談員、社会福祉士、精神保健士などが対応）

が、市民の困りごとの相談や司法アクセスに役立つ

という成果がありました。

　問い合わせの内容も、倒産や休業による失職、母

子家庭の養育費の支払いストップ、パートの時間短

縮による収入の落ち込み、公的援助の仕組みがわか

らない、どうやって生き延びたらいいのか、など深

刻なものであり、新たな生活困難者の出現と、社会

のひずみを痛感する事態でした。特別定額給付金、

休業支援金、税金等の支払い猶予では追いつかない

貧困が広がっている状況が浮かびあがっています。

　法テラスでは、もともと、多重債務の代理援助が

50％、離婚及びその関連事案の代理援助が 30％程度

でしたが、最近は、この比率がそれぞれ増えつつあ

ります。生存権が脅かされる状況でもあり、自己責

任で済ませられる状況ではなく、コロナ災害を乗り

越えるための適切な公助が望まれます。

　経済的に余裕のない方のさらなる貧困化が進んで

いる状況は、法テラスの活躍する時代でもあります。

しかしながら、悲惨な事件の報道も多く、まだまだ

法テラスにも、司法にも、手が届かない方々がいる

ことを認識せざるを得ません。

　SDGs ゴール 16 は、「持続可能な開発のための平

和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へ

のアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果

的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。」こと

を提唱しています。

　法テラスの業務は、生活苦に困っている方や社会

で弱い立場にある方々の法的解決を目指す SDGs の

一つの手法でもあります。法テラスの使命は法的に

解決できる事案に、法制度を利用することにより、

困難や不安を解消することを支援し、社会のセーフ

ティネットの役割を果たすことにあります。法テラ

スが、SDGs のさらなる具体化を目指しながらも、誰

もが的確な法的サービスを受けられるように、各制

度の周知及び実践を進めていかなければならないこ

とを痛切に感じています。
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児童虐待保護に裁判所の審査	―厚労省

厚 生労働省の有識者会議は 2021 年 12 月 17
日、虐待などを受けた子どもを保護者から

引き離す「一時保護」について、裁判所が

必要性を判断する審査を導入することを柱とする報

告書を取りまとめました。厚労省は、報告書をもと

に児童福祉法改正案をとりまとめ本年 1 月召集の通

常国会に提出する予定です。

_ 手続きの透明性確保に不可欠

　「一時保護」は、児童相談所が自らの判断で虐待を

受けた子どもを保護者から一時的に引き離す制度で

す。2017 年の児童福祉法の改正で、保護者の同意が

ない、2 か月を超える一時保護については家庭裁判所

の承認が必要とされました。ただ、児童相談所の対

応に不信感を募らせた保護者との間でトラブルになる

ケースも少なくなく、また一時保護は親子を分離して

子どもの自由を制限する強制措置であることから、手

続きの透明性を確保するため、司法による審査を原則

化すべきとの声が強く出されていました。国連の子ど

もの権利委員会は 2019 年に、日本も批准している子

どもの権利条約を踏まえ、「親からの分離の決定に関

する義務的な司法による審査」を要請しています。

　今回の報告書は、児童相談所が一時保護を行なう

場合、事前もしくは保護した日から 7 日以内に、裁

判所に対しその必要性を示す資料を付して「一時保

護」を請求し、裁判所が審査の上、必要と判断する

ときは「一時保護状」（仮称）を発付し、却下となれ

ば一時保護は解除される仕組みです。審査の対象は、

保護者が一時保護に同意しないケースなどで、児童

相談所は子どもや保護者の意見を可能な限り聞き

取って資料に記載するとしています。

　また、裁判所が一時保護の請求を却下した場合で

も、子どもに重大な危害が及ぶと見込まれるときは、

3 日以内に児童相談所が不服申し立てを行えるともし

ています。

　なお、一時保護開始の要件について、裁判官が合

理的な審査を行うために、有識者会議の検討などで

は要件をより明確にすべきとの意見があったとされ

ていますが、今のところその具体案は提示されてい

ません。

　有識者会議では、裁判所による審査の導入につい

ては、審査に伴う書類作成などでの児童相談所の業

務負担増などの懸念から、昨年 2 月に示されたとり

まとめ案でも「現実的でない」などとされていました。

ところが、複数の委員から司法による審査の導入見

送りに異論が出されたことに加え、児童養護問題に

取り組む超党派の議員連盟からの働きかけなどによ

り、4 月には一転、審査導入の方向での検討が本格化

し、今回の報告書となったものです。

_ 機能的運用には専門スタッフの研修・
裁判所の体制整備が必要

　全国の児童相談所が児童虐待として対応するケー

スは年々増加し、2020 年度、全国の児童相談所が対

応した虐待の件数は 20 万件を超え、このうち児童相

談所が一時保護した件数はその一割を超えています。

これに伴い児童相談所の業務負担は激増していると

指摘されています。

　今回の改正にあたっては、児童相談所の現場など

から、「一時保護は強制的な措置なので、司法のチェッ

クが加わって客観的なチェックが入るのは心強い。

司法が客観的に判断するため、保護者も納得しやす

くなる効果も期待できる。必要な流れだ」と歓迎す

る声がある一方、

・  審査に関連する業務で、現在でも人手不足の児童

相談所の業務が更にひっ迫するのではないか

・  業務負担の大幅増により、必要な一時保護をため

らう事態が懸念されないか

・  緊急の一時保護が発生したときの裁判所との連携

のイメージが湧かない。十分な証拠を集めようと

して迅速な対応に欠くケースが出ないか

・  裁判所が児童虐待に関する子どもや家庭について

の専門的知識をもって迅速に審査する体制が構築

できるのか

などが指摘されています。

　一方、一部の弁護士などからは

・  児童相談所が審査を受けることに慎重になり、保

護をためらい、救うべき命が守られなくなる事態

も考えられる　

・ 児童相談所に問題に詳しい弁護士を配置するなど

の人材確保が不可欠だ

などの声もあがっています。
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ウェブによる家事調停の試行開始（4家裁で）

離 婚や相続などのトラブルを扱う家事調停

で、オンラインにより解決を進める試みが

2021 年 12 月 8 日から東京、大阪、名古屋、

福岡の 4 家裁で始まっています。

　家事調停は、家庭の問題について裁判官と家事調

停委員が担当する非公開の手続きですが、これまで

離婚や養育費など年約 13 万件が扱われ、合意内容は

判決と同じ効力があります。家庭内暴力（DV）の当

事者や、子育てや仕事に追われる一人親などの利用

が見込まれていますが、本人確認のむつかしさや情

報漏洩の危険性といった課題もあり、最高裁は試行

の状況を見て、全国に広げるかを検討することにし

ています。

_ 離婚調停の容易化などに期待

　12 月 2 日に行われた模擬調停では、調停委員がウェ

ブ会議システムでつながったパソコンの画面越しに

呼びかけ、法律事務所で待機する申立人の女性が本

人確認の書類として運転免許証を提示し、調停委員

が録音・録画の禁止を女性に告げ、始まりました。

想定では、DV の被害を受けている申立人の女性が状

況を伝えると、調停委員はいったん画面を切断、家

裁内の別室で待つ男性に入室を促し、女性の意見を

伝えたうえで男性の意見に耳を傾けました。

　これまでは、DV が問題となった離婚や、意見の対

立が激しい相続の調停では相手方と顔を合わせるこ

とに不安を覚える人も多く、また一人親は子育てや

仕事のために離婚調停に参加しずらい事情も指摘さ

れてきましたが、ウェブ調停により、手続きを促進

することが期待されています。

_ 外部への漏洩などに不安も

　新型コロナのパンデミックの中で、以前からウェ

ブによる手続きを進めてきたイギリスやオランダ、

オーストラリアなどでは、リモートの審理やウェブ

上の紛争解決が進んでいますが、日本でも家裁の手

続きのウェブ化が成功すれば大きな前進となります。

ただ、実際の手続きでは本人確認の限界や、調停内

容が録音されて外部に残るリスクはあると指摘され

ており、また手続きに不慣れな当事者が弁護士の支

援なしにリモートの手続きを進めることがどの程度

可能なのかも気がかりです。また調停委員や裁判官

からみても、当事者の言葉や外見だけでその真意に

迫ることができるかについても、不安は残ります。

　司法手続きのウェブ化については、民事裁判の IT
化として、2020 年 2 月から争点整理などの非公開審

理がウェブで行われ、全国の地裁に広がっています。

また刑事裁判では、令状請求のオンライン化や証拠

の電子化について、法務省は 21 年 3 月に検討会を設

置して準備を進めています。

（主な参考資料　2021 年 12 月 9 日　毎日新聞、同朝日新聞）

　報告書では、児童相談所が一時保護や、児童養護

施設への委託を行う場合には、子ども本人の意見を

聞くことも義務付けるとしています。また、各自治

体が、子どもの意見を代弁する「意見表明支援員（子

どもアボドケイト）」の体制整備を図ることを努力義

務としています。

　近年、強制的な措置の引き離しに反発する保護者

と児童相談所の対立も目立つようになってきている

と伝えられています。虐待による子どもの悲惨な事

件において、児童相談所が批判にさらされることも

あり、「裁判所に判断して欲しい」と責任回避的に審

査を求める声もあるといわれています。司法チェッ

クは必要なことは疑いようがありませんが、虐待対

応ケースが激増している今日、最も優先すべきは、

児童相談所の職員、弁護士などの専門スタッフの充

実と研修、裁判所の体制整備等の具体策であるとい

えます。

（主な参考資料　2021 年 12 月 17 日朝日新聞、同毎日新聞、同

読売新聞、同東京新聞）
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森友文書改ざん、国が請求認諾で終結	―事実解明に困難加わる

学 校法人森友学園への国有地売却をめぐる

財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強

いられ自死した赤木俊夫さん（近畿財務局

職員）の妻、雅子さんが国に損害賠償を求めていた

訴訟は、2021 年 12 月 15 日、国側が雅子さん側の請

求を受け入れ、終結しました。国側はこれまで請求

の棄却を求めていましたが、一転して賠償責任を認

めたものです。これについて、国は文書改ざんに至

る経緯や改ざんの指示者が明らかになることを恐れ、

決着をはかったものとする批判が続いています。

_ 改ざん強要されストレス、
佐川元理財局長の責任追及

　赤木さんの妻雅子さんは 2020 年 3 月 18 日、赤木

さんは公文書改ざんに加担させられたとして、国と

佐川宣寿元財務省理財局長に対し訴えを起こしてい

ました、訴状によると、赤木さんは国有地売買の担

当部署に所属。2017 年 2 月、近畿財務局の上司に呼

び出され、大阪府豊中市の国有地を森友学園に売却

した取引の経緯を記した公文書から、学園側を優遇

した記載を削除するなどの改ざんを指示され、強く

抵抗しましたが、複数改ざんを強制されました。原

告側は、国有地売却を巡って当時の安部首相が「私

や妻が関係していれば首相も国会議員もやめる」な

どとした国会答弁を受けて、財務省の佐川理財局長

が発案し、主導的立場から改ざんの指示をおこなっ

ていたと主張、改ざんを指示して長時間労働をさせ

たなどとして国に約 1 億 700 万円を請求する一方、

佐川氏の職権乱用は違法性の程度が著しく、公務員

本来の職務ではない個人の不法行為で、退職後も妻

への経緯説明と謝罪を拒否したとして 550 万円の賠

償を求めていました。

　赤木さんは業務のストレスから 17 年 7 月にうつ病

と診断されて仕事を休み、同年 11 月に検察から任意

の取り調べを打診された後、自殺願望を口にするよ

うになり、18 年 3 月に公文書改ざん問題が報道され

た 5 日後、亡くなりました。近畿財務局は 19 年 2 月、

公務災害に認定していました。

_ 人事院、長期にわたり文書開示を拒否

　この訴訟では、赤木さんの公務災害認定に関する

文書について、人事院は 2019 年、死亡直前の業務内

容など文書の大半を黒塗りにし、具体的な理由を挙

げずに不開示としていましたが、雅子さんが審査請

求したところ、総務省の情報公開・個人情報保護審

査会は 21 年 9 月、不開示の根拠の記載が「皆無で違

法」としたため、人事院が決定を取り消していまし

た。開示文書によると、赤木さんは国会からの資料

請求や行政文書の開示請求への対応、上級官庁との

連絡調整や指示事項への対応などに追われ、17 年 7
月にうつ病と診断されました。財務省の調査報告書

によれば、上級官庁の財務省幹部が近畿財務局側に

改ざんを指示していました。ただ、文書開示では公

文書の「改ざん」や「書き換え」といった記載はなく、

雅子さんは「夫は改ざんを苦になくなったのに、改

ざんという言葉は一つもなく、がっかりした。なぜ

改ざんしなければならなかったのか、理由を知りた

い」と話していました。

_ 政治・行政不信を深めた安部体制

　この事件では、当時の安倍首相は、赤木さんの生

前の手記には「私の発言が（改ざんの）きっかけだっ

たという記述はない」と自身の答弁の影響を否定し、

佐川氏が改ざんの方向性を決定づけたことなどが財

務省の報告書に書かれていることを挙げ、赤木さん

の残した遺書や手記と報告書は「趣旨として同じ内

容で両者に齟齬はない」と強調し、再調査を否定。

安部政権を引き継いだ菅前内閣も、再調査には応じ

てきませんでした。しかし、「誰が、いつ、なぜ改ざ

んを命じたのか」という根本的な疑問にはこれまで

政府も、財務省も応えておらず、国がこれまでの対

応から一転して請求認諾したことにより、事実解明

は再び闇に葬られる危険がでています。

（主な参考資料　2021 年 11 月 18 日、12 月 16 日朝日新聞）



司法アクセス・レビュー　第 31 号

6

東 京地裁は、外為法違反容疑で逮捕・勾留

された後、起訴が取り消された精密機械

製造会社「大川原化工機」（横浜市）の大

川原正明社長らが申し立てた刑事補償請求について、

2021 年 12 月 7 日、大川原社長ら 3 人に計 1,130 万

円を支払うことを決定しました。平出喜一裁判長は、

「起訴事実が審理されれば、無罪判決を受ける十分な

理由がある」と判断したものです。決定によると、3
人は生物兵器に転用可能な精密機械を不正輸出した

として、同法違反容疑で警視庁に逮捕され、その後、

起訴されました。大川原社長ら 2 人は 2021 年 2 月

5 日に保釈されるまでの 332 日間、起訴の取り消し

前に死亡した元顧問の男性は、病気を理由に勾留が

停止されて釈放されるまでの 240 日間、それぞれ身

柄拘束されました。刑事補償法は裁判所が公訴を棄

却するなどした場合、拘束日数に応じて 1 日あたり

1,000 ～ 12,500 円を補償すると規定しています。東

京地検は「輸出した製品が規制の対象外だった可能

性を排除できなくなった」として、7 月 30 日に起訴

の取り消しを申し立て、地裁は 8 月 2 日に公訴棄却

を決定していました。

_ 264 回の任意聴取後に 3人を逮捕、
一人は勾留中に死亡

　大川原化工機は、1980 年代から開発・販売する「噴

霧乾燥機」で国内シェアトップ。液体を粉にする機

械で、カップラーメンの粉末スープや粉末コーヒー

の製造工程で活用されています。この機械が捜査の

対象となりました。外為法では性能など一定の要件

を満たす機械は生物兵器の製造に転用できるとして、

輸出には国の許可が必要だとしており、要件の一つ

に「装置の内部の減菌又は殺菌ができること」があ

ります。警視庁はこの噴霧乾燥機に備え付けられて

いるヒーターを使えば内部を 90 度以上に温めて減菌

や殺菌ができると見立て、2018 年 10 月、同社を家

宅捜索しました。会社側は「減菌や殺菌をできる性

能は備えておらず、許可申請の必要はない」と考え

ていました。大河原さんは「何を疑われているのか

さえ分からなかった」と振り返っています。幹部や

社員ら約50人が任意の聴取に計264回応じましたが、

捜索から 1 年 5 か月後に 3 人が逮捕されました。大

河原さんと島田さんは 6 度目の請求で保釈が認めら

れましたが、入院していた相嶋さんの保釈は東京地

裁が認めず、2 人の保釈から 2 日後に亡くなりました。

_ 自白促す「人質司法」続く

　会社は 3 人の逮捕直後から機械の実証実験を繰り

返し、規制の対象外だとする資料を何度も作成、東

京地検に示し続けており、複数の捜査関係者は「こ

ちらの実験が雑だった」と認めましたが、地検は「起

訴を維持して公判を続けるのは 2 人の負担になると

判断した」と説明するにとどまり、同社や遺族への

謝罪はしていませんでした。

　3 人の逮捕後、同社は金融機関から融資を止められ、

年間約 5 億円あった売上は半減しました。亡くなっ

た相嶋さんは逮捕後も一貫して無実を訴えていまし

た。20 年 10 月に拘置所で内視鏡検査を受け、胃が

んと知らされ、精密検査のために拘留停止が 1 日だ

け認められて、医師は「進行がんの疑い」という診

断を示しましたが「勾留中の患者の検査は事前の手

続きが必要」とされ、入院できたのは約 2 週間後、

21 年 2 月に亡くなりました。

　大川さんは、「約 100 人の従業員や家族をいわれの

ない罪で苦しめたのに謝罪もない。法廷で思いを伝

える」としてきました。

　元裁判官で法政大学大学院の水野智幸教授（刑事

法）は今回の勾留について、身体拘束をすることで

自白を迫る「人質司法」だと指摘。「裁判所は毅然と

保釈してもよかった。逮捕前に相当の聴取をしてお

り、逮捕勾留の必要性自体、疑問だ」と話しています。

　起訴の取り消しは高知県香南市が発注した市営団

地の解体工事を巡っても起きており、高知地検は 21
年 12 月 3 日、官製談合防止法違反などの罪で起訴し

た市住宅管財課長の村山敦さん（休職中）の起訴を

取り消したことを発表しました。村山さんの関与を

認めたとされる元市議の供述などを吟味し、有罪の

立証が困難と判断したものとみられます。

　

（主な参考資料　2021年11月5日朝日新聞、12月9日読売新聞）

外為法違反の起訴撤回に刑事補償決定	―東京地裁



司法アクセス・レビュー　第 31 号

7

ジ ャーナリストの伊藤詩織氏が、事実と異な

るイラストをツイッターに投稿され、名誉

を傷つけられたとして投稿者らに賠償を

求めていた訴訟で、東京地裁（小田正二裁判長）は

2021 年 11 月 30 日、名誉棄損を認め、投稿者のはす

みとしこ氏（漫画家）と、この投稿をリツイートし

た二人に賠償を命じました。

_ 投稿に賛同する表現は本人自身の発言

　判決は、はすみ氏が「枕営業大失敗！！」などと

書き添えたイラストを投稿したことについて、「伊藤

さんが虚偽の性被害を訴えていると知らせるもので、

社会的評価を低下させた」と指摘しましたが、男性

二人がコメントをつけずにこの投稿をリツイートし

た行為も「投稿に賛同する表現として本人自身の発

言だと理解するのが相当だ」と認め、3 人に合計 110
万円の賠償を命じました。

　リツイートをめぐっては、20 年 6 月 23 日の大阪

高裁判決が、元大阪府知事の橋本徹氏がフリー記者

を訴えた訴訟で、リツイートは意図や経緯を問わず

法的責任があるとしています。この判決は「・・・

単純リツイートの場合も含めて、ツイッターにおけ

る投稿行為を行う者には、投稿行為に際し、その投

稿内容に含まれる表現が、人の品性、徳行、名声、

信用等の人格的価値について社会から受ける客観的

評価を低下させるものであるか否かについて、相応

の慎重さが求められるものというべきである」とし

ています。被告側は控訴審で、こうしたリツイート

の法的責任を問うことは表現の自由の過度な制約に

当たり、ツイッターでの表現活動に強い萎縮を招く

などとする憲法学者の意見書を提出しましたが、判

決はこれを退けています。

_ 著作権法の侵害、
最高裁も氏名表示権侵害を認定

　リツイートについては、20 年 7 月 21 日の最高裁

判決が、リツイートによって元のツイートに添付さ

れた写真がツイッターのシステム上、自動加工処理

されてリツイート欄に掲示されたことについて、リ

ツイート者が写真の著作者の著作者人格権を侵害す

るものとした判断を示しています。この事件では元

のツイートの投稿者が写真の著作者のウェブサイト

から無断で写真を使用してツイートに添付したもの

ですが、元のツイートには著作者名表示がされてい

たものがツイッターの自動加工処理により、氏名が

落とされており、判決はリツイート者が著作権法上

の氏名表示権を侵害したとしました。

　この判決は「このような画像の表示の仕方は、ツ

イッターのシステムの仕様によるものであるが、他

方で、各リツイート者は、それを認識しているかど

うかにかかわらずそのようなシステムを利用して本

件各リツイートをおこなっており、上記の事態は、

客観的には、その本件各リツイート者の行為によっ

て現実に生ずるに至ったことは明らかである」とし

て、システムを利用して結果を生じさせた以上リツ

イート者が責任を負うものとし、プロバイダ責任制

限法上の責任を認めました。

　この判決については、画像を無断でアップロード

したのは元のツイッターであり、リツイートしたユー

ザーは著作者人格権を侵害したとは評価できないと

する、林景一裁判官の反対意見があります。

　なおツイッターには、ツイートに対して「いいね」

を押す機能がありますが、この「いいね」を押すこ

とが名誉棄損にあたるかが問われた訴訟も、東京地

裁で続いています。

　京都大の毛利透教授（憲法）は、「多くの利用者は

リツイートで法的責任が問われると覚悟して使って

いない。リツイートにも賠償責任を認める判決が定

着していくなら、ツイッター社はリツイートも法的

責任を問われる可能性があると利用者に警告すべき

だ」と話しています。

（主な参考資料　2021年12月1日、2020年6月23日、朝日新聞）

リツイートにも名誉棄損の賠償責任認める	―東京地裁
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住 宅建材大手の「東リ」（兵庫県伊丹市）の

伊丹工場で働いていた労働者 5 人が、就

業実態が違法な「偽装請負」だったとして

地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高

裁（清水響裁判長）は 11 月 4 日、請求を棄却した一審・

神戸地裁判決を取り消し、偽装請負であったことを

全面的に認容して、東リとの直接雇用契約の成立と、

解雇された労働者への 2017 年 4 月以降の賃金の支払

いを命じる判決を示しました。

_ 労働者の地位奪う偽装的手段

　民主党政権時代に労働者保護のため制定されなが

ら、2015 年に施行されて以来一例も適用されずにい

た改正労働者派遣法 40 条の 6「みなし制度」が初め

て適用され、東証一部に上場する大企業による偽装

請負が裁かれたものです。

　偽装請負とは、契約上、形式的には請負契約となっ

ているものの実態としては労働者派遣であるものを

いいます。みなし制度は、実態が派遣労働なのに請

負を装う「偽装請負」などであった場合、違法派遣

を受け入れた企業が「労働者に直接雇用を申し込ん

だ」とみなし、労働者が承諾すれば、直接雇用しな

ければならないとするものです。

　今回の裁判の原告は、東リの伊丹工場で働いてい

た労働者です。大阪市内の請負会社に雇用され、職

場としては東リの工場に勤務するものの、請負会社

の指揮命令に基づき働く契約となっていました。

　しかし、工場における就業実態はこれと大きく異

なるものでした。原材料や機械などはすべて東リが

準備し、制服も東リのものを着用し、具体的な作業

手順を含め東リが日常的かつ継続的に、工場の他工

程の東リ職員と同様に指示や労働時間の管理等を

行っていました。本来の請負なら、製品を納入する

際に品質チェックがなされるはずですが、これも為

されていませんでした。

　原告らは 20 年以上にわたって東リ工場で働いてい

ましたが、2015 年夏に労働組合を結成し、2017 年 3
月、組合執行部が派遣法 40 条の 6（直接雇用の申し

込みみなし規定）に基づく承諾通知を東リに送付し、

直接雇用に関する団体交渉を申し入れました。

　ところが、東リは団体交渉を拒否する一方、請負

「偽装請負」で雇用契約認め、労働者側逆転勝訴	―大阪高裁

会社との契約を解除し、新たに用意した派遣会社か

らの労働者調達に切り替えたのです。この過程で、

新派遣会社が組合員については採用拒否するとの動

きがあり、16 名いた組合員のうち 11 名が組合を脱

退し、この 11 名と元々の非組合員が全員新派遣会社

から採用される一方、組合に残った 5 名全員が不採

用通知を受けました。偽装請負という不正行為をた

だすべく行動した原告ら 5 名は、2017 年 3 月に本社

工場から追放されてしまったものです。

　そこで、原告らは 2017 年 11 月、東リに対し、派

遣法 40 条の 6 に基づく地位確認と未払い賃金を請求

する訴訟を神戸地裁に提起しました。

　神戸地裁は 2020 年 3 月 13 日、原告らの就業実態

は偽装請負ではなかったとして請求棄却の判決を示

しました。この判決に対しては、原告らが就業して

いた製造工程は東リ工場の有機的な一部として組み

込まれ、原告らを他の工程の東リ労働者や派遣労働

者と同様に指揮命令していたとする数々の証拠があ

るのに、それを無視し、また指揮命令に関与してい

た東リ従業員の尋問も行わずになした不当な判決だ

として原告らは直ちに控訴しました。

　大阪高裁は、原告敗訴とした神戸地裁判決を取り

消し、1999 年頃から東リ本社工場で始まった偽装請

負を、製造業への労働者派遣禁止を免れるための「脱

法的行為」だったとし、2004 年の製造業への派遣禁

止解除後も、長年にわたって意図的な偽装請負費を

続けていたと認定し、みなし制度を適用し、東リと

の直接雇用関係の成立を認め、2017 年 4 月以降の賃

金支払いを命じたものです。

　本件の争点であるみなし制度が創設されたのは、

リーマンショックにより起きた 2008 年の大量の派遣

切りがきっかけでした。この制度は、偽装請負など

で搾取される労働者の保護を図り、それにより利益

を受けている就労先に本来の雇用責任を認めさせよ

うとする画期的なものでした。

　しかし、制度が施行された 2015 年以降、安倍政権

のもとで、制度の運用を管理する労働局は偽装案件

か否かの判断において極めて消極的な姿勢に終始し

てきました。行政に頼らず、裁判で争おうとしても、

重い時間的、経済的な負担を伴い、労働者には大変
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厚い壁となって立ちふさがります。派遣労働者など

の非正規労働者が全体の労働者の 3 割以上を占める

今日では、偽装請負だけでなく、「雇用によらない」

働かせ方が大きく広がり、多様化しています。その

中で、雇用責任を潜脱しながら利潤をかすめ取る手

法が中小企業だけでなく、大企業にも存在すること

を、この事件は明らかにしました。

　今回の判決は、法が施行されて以来約 7 年を経て、

初めての司法判断となってしまいました。原告側弁

護団の村田浩治弁護士は「本来は労働局がきちんと

偽装請負を認定し、是正させるべきだ。この判決は

行政に手本を示したともいえる」と語っています。

　東リは、判決を不服とし、最高裁に上告しました。

原告らはこれからも訴訟の継続を余儀なくされてい

ます。

（主な参考資料　2021 年 11 月 5 日朝日新聞、同毎日新聞、12

月 3 日東京新聞）

東 証一部上場の大手不動産会社「フジ住宅」

（大阪）が在日外国人を差別する文書を職

場で配ったことが違法かが争われた訴訟

の控訴審判決が 2021 年 11 月 18 日大阪高裁であり、

清水響裁判長は「職場で差別的言動が生じる温床を

会社側が自ら作り出した」として、一審の大阪地裁

堺支部に続いて違法とし、会社側に文書配布の差し

止めを命じるとともに、損害賠償額を一審の 110 万

円から 132 万円に増額しました。

_ 韓国人や中国人を侮辱する
ネット記事など配布

　高裁判決などによると、「フジ住宅」は 2013 年以

降、韓国人や中国人を侮辱するネット記事や雑誌の

コピーを社員向けに配布しました。02 年からパート

社員として働く在日韓国人女性は「文書の配布で精

神的苦痛を受けた」と訴え、同社と会長に 3,300 万

円の賠償と文書配布の差し止めを求めていました。

　清水裁判長は、文書について、女性個人に対する

差別的言動とはみとめられないが、民族差別的表現

があり、会社側は「職場で民族差別の思想を起こさ

せないようにする義務がある」と指摘。女性の「民

族差別的思想を生み出さない職場で就労する人格的

利益」が侵害されたと判断しました。

　同社は一審判決後も文書配布を続けたほか、裁判

を続ける女性を非難する社員らの意見を載せた資料

職場で民族差別文配布に賠償額増、差し止めも命令	―大阪高裁

を社内で配っていました。判決は、こうした配布に

ついても「女性を職場で孤立させ、訴訟による救済

を抑圧するものだ」として違法と判断。同社が東証

一部上場企業であることを踏まえ、「職場で民族差別

的思想が醸成されない環境づくりに配慮することが

社会的にも期待される立場にもかかわらず、怠った」

とし、一審よりも賠償額を増額しました。

　大企業の「差別」的活動としては、化粧品大手ディー

エイチシー（DHC）が 20 年 11 月、サプリメント市

場で競合する企業に対し、在日韓国・朝鮮人への差

別的な言葉を使った文書を自社サイトに掲載。21 年

4 月にも「人権と企業」をテーマに番組を放送した

NHK について、公式オンラインショップに「NHK
幹部・アナウンサー・社員のほとんどがコリアン系」、

「NHK は日本の敵」などとする吉田嘉明会長の文書

を掲載するなど民族差別的表現活動を行っています。

　

　大企業で続くこうした民族差別的言動は、企業で

働く労働者にとっても、消費者をはじめとする社

会全体にとっても極めて不快で有害なものですが、

SNS の普及やコロナ禍の長期化の中でこうした動き

が広がっていくことに警戒が必要です。　

（主な資料　2021 年 11 月 19 日、4 月 10 日朝日新聞）
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戸 籍の性別変更に「未成年の子がいないこ

と」を要件としている性同一性障害特例法

の規定が、幸福追求権を保障する憲法に反

するか否かが争われた家事審判の特別抗告審で、最

高裁第三小法廷（林道晴裁判長）は 11 月 30 日、「合

憲」との決定を出しました。裁判官 5 人中 4 人の多

数意見で、宇賀克也裁判官は「違憲」とする反対意

見を出しました。

　2004 年施行の性同一性障害特例法は、性別変更の

要件として① 20 歳以上、②婚姻していない、③子が

いない、④性別適合手術を受けている　という要件

を満たし、医師 2 名の診断書を添えて家裁に申し立

てることなどと定めています。このうち、③の要件

は 2008 年に改正され、「未成年の子がいない」に緩

和されました。

　本件の申立人は、前妻との間で 10 歳の娘のいる兵

庫県の会社員（54 歳）です。幼少期から自身の男性

の身体に違和感を持ち、成人した頃からホルモン治

療を始めています。親の勧めで女性と結婚しました

が、娘が産まれた後に離婚し、2019 年には女性への

性別適合手術を受けています。

　申立人は、「未成年の子がいるだけで戸籍上の性別

変更を認めないのは、自己同一性を保持する権利を

侵害するもので、幸福追求権を保障した憲法 13 条や

法の下の平等を定めた憲法 14 条に反する」として神

戸家裁尼崎支部に性別変更の申し立てをしました。

　最高裁は 2007 年に、改正前の規定を巡り、子のい

る場合の性別変更は「家族秩序を混乱させ、子の福

祉の観点からも問題を生じかねない」との判断を示

していますが、一審の神戸地裁尼崎支部、二審の大

阪高裁ともこれを踏まえ、請求を斥けました。

　最高裁の今回の決定の多数意見は、「子がいない」

要件を合憲とした 2007 年の判断を改めて踏襲し、「憲

法に反しないことは判例の趣旨に徴して明らか」と

だけ述べるものとなっています。

性同一性障害、「未成年の子がいない」
戸籍の性別変更要件は合憲	―最高裁

_ 「自己同一性保持」の侵害とする意見も

　一方、違憲とする反対意見を書いた学者出身の宇

賀克也裁判官は、自己同一性を保つことを保障する

必要性は「生来的な女性であれ、医療的な措置で身

体的に女性となった者であれ、基本的に変わらない」

とした上、「未成年だから混乱する」という理由付け

は抽象的なものにすぎず、同様の要件は世界的にも

異例だとし、戸籍を外見に合わせられず就労などで

支障が出れば「かえって子の福祉を害する」と指摘し、

憲法 13 条が保障する「自己同一性を保持する権利」

を侵害すると反対意見を述べています。

　申立人の代理人の仲間しゅん弁護士は、「『未成年

の子がいない』といった要件があるのは、日本だけ

で、間違った決定だ。心と身体を変えても戸籍を変

えられず、苦痛を味わう人がいる。最高裁は実態を

見ていない」と批判した上、「ただ、10 年前ならきっ

と反対意見すら出なかった。少しずつ、環境は変わっ

てきている」と話しています。

　

　司法統計によると、2004 年の特例法施行から性別

変更を求める人は年々増え 2020 年末までに、全国の

家裁で 1 万 301 件が認められています。これに伴い、

特例法の 5 つの要件の妥当性を問う声が強まってい

ます。2019年には、最高裁の小法廷が性別適合手術（卵

巣・精巣摘出手術）を受けるという要件につき、2 人

の裁判官が「違憲の疑い」を指摘し、要件緩和の議

論を促しています。

　家族法に詳しい立命館大学の二宮周平教授は「家

族の混乱を防ぐためという『子なし要件』にはそも

そも合理性がなかった。むしろ、『親には自分らしく

生きてほしい』と願う子どもの声を多く聞く。制度

のひずみは明らかで、国会は現実を見て特例法を変

えるべきだ」と話しています。

（主な参考資料　2021 年 12 月 2 日朝日新聞、同東京新聞）
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新 聞各社は 2021 年 11 月末に、政府が通常

国会に提出を目指している配偶者暴力防

止・被害者保護法（ドメスティックバイオ

レンス〈DV〉防止法）の素案が明らかになったと報

道しました。

　これによると、改正素案のポイントは、

①  接近禁止などを命じる「保護命令」の対象に精神

的暴力や性的暴力などを追加する

②  保護命令が出された加害者の禁止行為に SNS での

つきまといや、GPS での位置情報の特定を追加す

る

③  保護命令違反の懲役刑を「1 年以下」から「2 年以下」

に厳罰化する

④  接近禁止命令の期間を「6 か月」から「1 年」に延

長する

となっています。

　現行 DV 防止法は 2001 年に制定されました。防

止法では、被害の発見者に対し、支援センターや警

察に通報する努力を求めていますが、条文上の通報

対象は配偶者または配偶者であった者からの「身体

に対する暴力」に限定しています。防止法に基づき、

裁判所が配偶者によるつきまとい禁止や住居からの

退去を命じる「保護命令」の対象も、「身体に対する

暴力」と「生命等に対する脅迫」とされています。

　これは、当時プライバシー保持の観点から公的機

関の介入を最小限にするため、通報などの対象を侵

害する身体的暴力に限定したといわれています。

　このように、現行法が「身体に対する暴力」によ

り「その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ

が大きい」ことを要件としているため、配偶者暴力

の様々な態様からみて対象が狭すぎ被害回復の実効

性に限界があり、他国と比べても著しく低い保護実

績にとどまっているという指摘が関係者からなされ

てきました。

_ 「安全で平穏に生きる権利」保護へ

　2020 年 10 月 20 日には、日本弁護士連合会が「心

理的（精神的）暴力などを対象に明示することを柱

とする DV 防止法の改正」を求める意見書を発表し、

精神的・性的暴力なども保護対象に
―DV防止法改正案素案

21 年 3 月 17 日には、内閣府の男女共同参画会議の

関係委員会が「DV 対策の今後の在り方」を発表し、「非

身体的暴力も保護命令の対象とするよう見直すべき」

と指摘していました。

　DV については、言葉としての認知度は高まってき

ましたが、その本質についての社会的認識は必ずし

も浸透してないのが現状です。

　日弁連意見書では、DV が「社会における性差別に

由来する構造的な問題」であり、「何人も婚姻・家族

との生活において、暴力の恐怖にさらされることな

く安全で平穏に生きる権利がある」ことが DV 防止

法に明記されなければならないとしています。DVが、

個人の尊厳を害する「支配」であるとの理解は、必

ずしも十分には進んでいないのが現状といえます。

　ところで、内閣府によると、20 年度に政府の DV
相談窓口に寄せられた内容のうち、身体的暴力は約

3 割にとどまり、精神的暴力（モラルハラスメント）

が 6 割近くを占めたと報告されています。

　「お前はバカか」「稼いでからモノを言え」などの

パートナーを貶める暴言、人格の否定、無視や監視

や束縛が日常的に繰り返されると、その一つ一つは

小さく見えても、心身に支障をもたらします。心的

外傷後ストレス障害（PTSD）など深刻な被害を受け

ることも少なくありません。

　また、今回の改正には「性的暴力」も対象に加え

られます。性行為の強要はもとより、避妊の拒否や

中絶の強要も性暴力です。性行為が「支配」の関係

でなされるとしたら、それは DV になります。

　政府は、①保護対象に精神的暴力、性暴力を加える、

②保護命令の禁止行為に SNS を使ったつきまといを

加える、③保護命令違反の懲役刑を 2 年以下に厳罰

化する、④接近禁止の期間を 1 年に延長するとの内

容を柱に検討を更に進め、22 年 3 月末までに改正法

案のとりまとめを行う予定としています。

（主な参考資料　2021 年 11 月 29 日読売新聞、11 月 30 日東京

新聞）
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君 が代の起立斉唱についての意向を確認出

来なかったため、再任用しなかったのは

違法・違憲として、大阪府立高校の元教

諭が大阪府に約 550 万円の損害賠償を求めた訴訟の

控訴審判決において、大阪高裁（本多久美子裁判長）

は 12 月 9 日、「再任用しなかった判断は、裁量権の

逸脱であり違法」として、請求を斥けた一審・大阪

地裁判決を変更し、約 315 万円の支払いを命じまし

た。一方、元教諭の「起立斉唱の意向確認は、思想・

良心の自由を侵害する行為で違憲だ」との主張は斥

けました。

　判決などによると、元教諭は 3 月末の定年退職を

前にした 2017 年 1 月、勤務先の校長から国歌の起立

斉唱に従うか確認され、「答えられない」と回答、府

教育委員会は元教諭が過去に 2 回、卒業式での起立

斉唱を拒んで戒告処分を受けていたことを踏まえて、

「職務命令や規範に従う意識が希薄」として再任用し

なかったものです。なお、元被告は起立斉唱にかか

る処分のほかの処分歴はなく、勤務実績などに基づ

く校長の評価は「適」とされていました。　

　本多裁判長は、卒業式などで君が代の起立斉唱を

求める職務命令に従うかどうかの意向確認は、憲法

19 条が定める「思想・良心の自由」には違反せず、

再任用するかどうかは府教委の裁量に委ねられてい

ると認めました。その上で、元教諭より重い懲戒処

分を受けた教諭を再任用しているのに、意向確認を

拒んだことを理由に元教諭を再任用しなかった府教

委の判断は、「客観的合理性や社会的妥当性を著しく

欠く」として、違法であると断じました。

　再任用制度は、公的年金の支給開始が段階的に 65
歳に繰り延べられることを踏まえ、無報酬となって

しまう期間をなくすために設けられたものです。国

は 2013 年に、再任用の希望者を公的年金の受給開始

まで採用するよう求める通知を各自治体に示してい

ます。これを受けて、本件が起こった 2017 年当時は、

再任用制度は全面的に定着し、大阪府の教職員の場

合は希望する 99% 超が再任用されていました。

_ 過重な処分への警告

　高裁はこうした経過を踏まえ、「再任用への期待は

君が代不起立で再任用拒否、元教諭が逆転勝訴	―大阪高裁

法的保護に値するものになっていた」と指摘し、体

罰を繰り返して減給処分を受けた者まで再任用され

ていることにも触れ、「府教委の審査は再任用制度の

平等に反し、客観的合理性や社会的相当性を著しく

欠く」と断じました。

　府は、裁判の中で原告と同じような経歴の元教諭

の再任用をしなかった東京都の措置を是認した過去

の最高裁判決を持ち出し、拒否の正当性を示そうと

しました。しかし、それは希望者のほぼ全員を採用

する運用になっていないころの判断を持ち出したも

ので、制度の趣旨やこの間の社会的変化を無視した

ものでした。

　最高裁はこれまでの君が代訴訟で、起立の職務命

令自体は合憲としつつ、「思想・良心の自由の間接的

な制約となる部分がある」と述べ、命令に従わない

からといって過重な処分をすることを戒めています。

また、別の君が代訴訟において、2012 年には「戒告

より重い減給以上の処分を選択するには、慎重な考

慮が必要だ」とも示しています。

　

　日の丸・君が代との向きあい方は、日の丸・君が

代を掲げて我が国はもとより世界中の人々に甚大な

戦禍をもたらした悲痛な過去があるだけに、軍国主

義・国家主義と結びつける人々がいる一方、国旗・

国家として自然に受け入れる人もいます。一方の考

えを力で抑え込めば、最高裁が指摘するように憲法

の保障する思想・良心の自由を侵すものとなります。

　国家・国旗法の制定は 1999 年ですが、当時の小渕

恵三首相は国会で、「国旗掲揚や国家斉唱の義務づけ

は考えていない」と答弁し、個々人に強制しないと

強調しています。

　府教委をはじめ行政の立場にある者こそこの姿勢

を守らなければならないことを今回の判決は示して

いるといえます。

（主な参考資料　2021 年 12 月 10 日、16 日朝日新聞、

12 月 10 日毎日新聞）
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法 務省の法制審議会は 2021 年 10 月 21 日、

国外逃亡のおそれがある保釈中の被告人

に、GPS（全地球測位システム）端末を

装着させる制度などを盛り込んだ刑事訴訟法改正な

どの要綱案を全会一致で採択しました。法務省は、

早ければ本年の通常国会に改正案を提出する予定と

しています。

　諸外国では、重大犯罪に関する有罪判決を受けた

者に対して GPS を用いた居所監視措置を行う国は多

いものの、保釈中の被告人に対する GPS 端末の装着

を義務づける制度を持つ国は、アメリカ、イギリス、

韓国など一部の国に限られています。

　そのような状況で、今回、法制審が保釈被告人に

まで踏み込んだ直接の要因としては、2019 年に特別

背任罪で起訴された日産自動車元会長カルロス・ゴー

ン被告がレバノンに逃亡した事件があげられます。

また、近年、裁判所は従来に比し保釈を積極的に認

める傾向にありますが、それに伴い、保釈中の被告

人が逃亡した事件が続発したことも議論がはじまっ

た背景となったといわれています。

　要綱案は、裁判所が保釈を許可するにあたり、海

外逃亡を防止するめに必要があると認められるとき

は、被告人に対し GPS 端末の装着を命じることがで

きるとしています。空港や港湾施設などがある一帯

を「所在禁止区域」とし、被告人が立ち入ってない

ことを位置情報で裁判所が常に確認し、入ったとわ

かった場合や被告人が GPS 端末の装着をはずした場

合には、裁判所が保釈の取消、被告人の勾引を行う

ことができる仕組みとなっています。

　要綱案では正当な理由のない所在禁止地域への立

ち入りや GPS 端末の不装着、損壊、電波の遮断があっ

たなどの順守事項違反の場合には、1 年以下の懲役と

することも定めています。一方、プライバシーの保

護の観点から、裁判所は、順守事項違反が検知され

ていないときには被告人の位置を確認することはで

きないとされています。

　装着対象者として、海外に拠点のある外国人や組

織犯罪、金融犯罪などの被告人を想定しています。

　我が国では、かねてから逮捕時から自白を得るま

で被疑者・被告人を長期間にわたって勾留する「人

保釈被告人にGPS装着	―法制審

質司法」といわれる司法のあり様が問題視されてき

ました。

　刑事裁判の原則は推定無罪で、事件の容疑者や被

告人となっても、身体は自由であるのが原則であり、

逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に限り、裁判所の

判断で勾留することができるという建付けとなって

います。しかしながら、今日に至るまで、罪を認め

ない限り、長く勾留が続くのが実態です。このこと

は自白偏重の捜査につながり、冤罪を産む原因とも

なるとして日弁連などから強く批判されてきました。

　ところで、2018 年当時、逮捕から長期の勾留が続

いていたゴーン被告に対して本来、推定無罪が働い

ているはずなのに、「勾留自体が拷問に近い」、「日本

の司法は狂っている」と海外メディアなどが批判を

強めていました。同じ時期に、中国の通信機器大手

のファーウェイの女性役員が逮捕されたケースでは、

GPS 端末を装着することが条件とされましたが、逮

捕から保釈までの期間は 11 日に過ぎなかったことと

の対比も大きな話題になりました。

_ 「人質司法」の改善も急務

　日本では、一審判決までの被告人の保釈率は、50%
台であった 1970 年代から大巾に低下し、2000 年代

には 10% 台までになりました。2009 年に裁判員裁

判が開始され、証拠などを絞り込む事前手続きが定

着 したことなどにより、2019 年には 32% まで増加

しましたが、否認するとその多くが保釈を認められ

ていない傾向は依然として続いています。

　一方、保釈中の裁判所への不出頭や、逃亡したな

どとして保釈を取り消された被告人は、2009 年の 40
人から 2019 年には 219 人に増加しました。2019 年

には神奈川や東京、大阪で計 4 件の保釈された被告

人の逃亡が相次ぎ、年末には 15 億円にも上る保釈保

証金を納付していたゴーン被告が海外に逃亡しまし

た。保証金を担保に逃亡を防ごうとする現在のスキー

ムの限界も浮かび上がり、新たな方策の検討が求め

られていました。

　要綱案を検討した部会では、当初、これらのこと

を背景に、より広い範囲での GPS 装着も検討され

ました。しかし、これに対しては、「生活全般を監

視し得る」と制限の行き過ぎを懸念する声が出され、
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GPS 装着を主として海外逃亡を防止するためのもの

に限定することで決着したものです。日弁連の意見

書も、あくまで人質司法の解消を前提に、身体拘束

の代替として必要最小限とすべきとしていました。

　長期間の勾留が常態化している日本の現状からす

れば、身体を拘束されるより GPS 装着による情報

監視の方がマシだという判断だったと思われますが、

本来保釈されるべき被告人に対してまで装着の必要

はないし、当然のことながら装着した場合のプライ

バシー侵害も十分に考慮されなければなりません。

GPS 装着による所在の行動の把握にどのような課題

があり、勾留に代わる手段としてどこまで有効か、

GPS 装着で新たな人権問題が発生しないよう、慎重

な検討の継続が必要といえます。GPS の装着によっ

て比較的早い時期の保釈が実現する可能性はありま

すが、本来保釈されるべき被告人に安易に装着が認

められるようなことはあってはなりません。

　勾留は逃亡や証拠隠滅の恐れのある場合に限られ

るべきであり、裁判所には拘留の必要性について厳

格な判断が求められています。過剰ともいえるほど

身体拘束を続けるわが国の司法の現状こそが問われ

ています。なお、要綱案には、保釈時に定められた

住居に帰らない「制限住居離脱罪」や、正当な理由

がないのに公判に出頭しない「不出頭罪」を設け、

違反者には 2 年以下の懲役を科す制度や、保釈や一

時的な釈放の際に、裁判所が被告人の監督者を選任

する制度の創設も盛り込まれました。監督者は、自

身の資産や被告人との関係を踏まえて監督保証金を

納付し、被告人が逃亡した場合に没収されることも

あるとされています。

　

（主な参考資料　2021 年 10 月 9 日読売新聞、同朝日新聞、同

毎日新聞、10 月 27 日朝日新聞、11 月 17 日東京新聞）

居 酒屋チェーン「庄屋」などを展開する大庄

（東京都）の調理師だった男性（62）が脳

内出血になり後遺症が残ったことの労災

認定を巡り、残業時間が平均月 80 時間などの過労

死ラインに達していないとして、いったんは労災認

定を退けられたケースで、そののち一転して労災と

認定されていることになりました。厚労省によると、

労災を認めない決定が取り消され、新基準でみとめ

られたのは全国ではじめてとのことです。

_ 深夜勤務考慮し認定

　この男性は 2008 年に調理師として採用され、15
年 2 月から千葉県柏市内の庄屋で勤務。翌 16 年 1 月

の勤務中に脳内出血を発症して緊急搬送されました。

男性は同年 3 月に労災申請しましたが、柏労基署は

残業時間が過労死ラインに足りないことから労災と

認定しませんでした。

　過労死ラインは、労災認定の際、長時間労働が発

症の原因といえるかを判断する目安とされます。①

直近 1 か月で残業 100 時間、②直近 2 ～ 6 か月で残

業が 80 時間などとされますが、過酷な労働実態が反

過労死ライン未満でも労災認定へ（柏労基署）

映されずに不認定となるケースが頻発し、脳・心臓゜

疾患の労災認定は近年低下傾向にあり、残業が月 80
時間未満で労災認定されたケースは 20 年度では認定

された案件の 1 割にも満たなかったとのことです。

　労働問題に詳しい弁護士らによると、過労で倒れ

た本人や遺族らが、過酷な労働実態から労災に当た

るはずだと考えても、残業と時間が過労死ラインに

わずかに足りないために、労災申請自体をためらう

例が少なくなかったということです。

　厚生省は 21 年 9 月、残業時間が過労死ラインに近

ければ、休日のない連続勤務や深夜勤務の多さ、身

体的負荷などを総合的に考慮し、労災を認定できる

と基準に明記しました。この基準で、労災認定の件

数が増えると期待されています。

　柏労基署は 21 年 12 月 6 日、この新基準を受け、

男性の残業時間の平均が直近 2 ～ 6 か月では最大 75
時間半だったとしたうえで「改訂認定基準により評

価しなおした結果、加重業務による負荷が認められ

る」と判断。6 年越しに労災を認めました。

（主な参考資料　2021 年 12 月 21 日朝日新聞、22 日毎日新聞）
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日 本司法支援センター（法テラス）は 2021
年 10 月、「法テラス白書令和 2 年度版」を

公表しました。令和 2 年度では、新型コロ

ナウィルスの流行のために通常業務に大きな困難があ

りましたが、法テラスでは刑事弁護関係の業務を維持

するとともに、面接による法律相談の代替として電話

等による法律相談を開設して対応しました。

　令和 2 年度では新型コロナの感染リスクを避ける

ため、面談による法律相談援助を縮小せざるを得な

い状況が続いたことから、1 年間の実績は過去 5 年

間で最も少ない結果となりましたが、5 月からの電話

法律相談援助の開始により、各地のニーズに対応し、

感染者の多い地域の東京、神奈川、沖縄では年間相

談実績の3割を超えています。法テラスではこのほか、

償還金の猶予や減額、ホームページによる感染症関

係の各種支援制度の情報提供などおこないました。

　令和 2 年度では日本で暮らす外国人のために、「外

国人在留支援センター（FRESC/ フレスク）に法テ

ラスの国際室を設け（2020 年 7 月）、Web 会議シス

テム等を利用した多言語法律相談サービス業務の開

電話法律相談を開始	―法テラス、令和2年度白書

始（2021 年 2 月）などの活動を充実させています。

_ 震災法律援助では多様な活動展開

　2021 年 10 月は、法テラスが事業を開始してから

15 周年となりましたが、「白書」では特に東日本大震

災被災者への援助活動を特集しています。2011 年 3
月 11 日に発生した東日本大震災と東電の原発事故に

より、家族の死亡、家屋の喪失など被災者は甚大な

被害を受けましたが、法テラスでは当初の情報提供、

相談活動に加え、岩手、宮城、福島県内の 7 か所に

被災地出張所を設け、2012 年 3 月には「法テラス震

災特例法」が成立、資力要件を求めない援助により、

多くの被災者を援助してきました。被災地出張所で

は移動車両「法テラス号」を利用した機動的な相談

や広報がなされ、仮設住宅に住む人々などに対して

多様な広報活動が展開されました。こうした活動で

は被災地出張所の職員の目覚ましい活動が報告され

ています。なお 2021 年 3 月の「法テラス特例法」の

失効にともない、被災地出張所は気仙（岩手）、ふた

ば（福島）を残して閉鎖されました。

法テラス・主な業務の概況

業　務 2015（H27） 2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2020（R2）

情報提供
サポートダイヤル問合せ（件） 318,520 349,599 339,344 362,709 395,100 349,533 

地方事務所問い合わせ件数（件） 202,987 204,837 196,135 206,269 200,333 202,211 

民事法律扶助

法律相談（件） 286,602 298,220 302,410 314,614 315,085 290,860 

代理援助（件） 107,358 108,583 114,770 115,830 112,237 105,630 

書類作成援助（件） 3,993 3,877 4,278 3,522 3,309 3,476 

国選弁護関連業務

被疑者国選受理（件） 70,393 66,579 63,839 78,780 80,145 76,073 

被告人国選受理（件） 59,504 56,388 53,655 53,862 53,010 50,076 

国選付添人受理（件） 3,698 3,427 3,417 3,489 3,325 2,941 

司法過疎対策・
常勤弁護士に関する業務

常勤弁護士配置数（人） 250 232 215 196 201 194 

司法過疎地域事務所設置（数） 35 35 35 35 34 34 

犯罪被害者支援業務

被害者支援ダイヤル受電（件） 13,056 12,014 13,461 15,145 15,343 14,309 

地方事務所受付（件） 13,380 13,825 12,717 14,035 11,262 10,768 

精通弁護士紹介（件） 1,603 1,677 1,705 1,795 1,355 1,252 

被害者参加等請求（件） 2,594 2,912 2,685 3,111 2,818 2,758 

国選被害者弁護士選定請求（件） 521 511 561 635 595 691 

震災法律援助

法律相談援助（件） 54,575 52,995 53,433 54,765 50,944 47,101 

代理援助（件） 2,126 471 219 216 100 678 

書類作成援助（件） 43 31 29 0 36 4 

受託業務 日弁連委託業務申込（件） 22,316 22,444 22,206 15,158 12,374 10,688 
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2012年 LASPO以来の包括的復活提案

　イギリス（イングランド・ウェィルズ）の法律扶

助は、2012 年の法律改正（Legal Aid, Sentencing 
and Punishment of Offenders Act 2012, LASPO）に

より大幅に縮小し、残余的制度と評されるなど、低

迷を続けてきましたが、新型コロナ・ウィルスのパ

ンデミックの中でなされた、議会議員で構成する、「法

律扶助に関するウェストミンスター・コミッション」

による調査結果が 2021 年 10 月に公表され、再生へ

の提言がなされています。

　ウェストミンスター・コミッションは、「法

律扶助に関する全党派議会グループ（All-Party 
Parliamentary Group on Legal Aid, APPG） に よ

り、コロナ・パンデミックが法律扶助セクターに及

ぼした影響を調査するために組織されました。コ

ミッションは 2010 年 10 月から 2011 年 3 月にか

けて刑事・家庭・民事法律扶助の実務家やクライア

ントなどの関係者から口頭による証言を受けるとと

もに資料の調査を行い、「法律扶助セクターの持続

可能性と回復に関する調査（INQUIRY INTO THE 
SUSTAINABILITY AND THE RECOVERY OF 
THE LEGAL AID）」と題する報告をまとめました。

この報告は、新型コロナのパンデミックによりもた

らされている法律扶助の利用者とサービス提供者の

苦境が、過去 20 年前から続く法律扶助の削減政策に

より増幅されており、法的援助を必要とする人々が

適切な援助を得ることができるとともに、法律扶助

サービスの提供部門が今後持続的・充足的な司法部

門として残っていくためには、法律扶助の対象範囲、

受給資格、受任報酬、運営組織などの全面的改善が

必要であることを勧告しています。

LASPOがもたらした民事法律扶助の
大幅縮小とコロナ・パンデミック

　2012 年 LASPO と、これに続く一連の制度改革は、

1999 年法のもとで労働党政権によりなされた多くの

支出の制約（オープン・エンドの廃止、コントラク

トの義務化、民事法律扶助の固定報酬化など）をは

るかに超える、法律扶助を必要とする人々に大きな

打撃を与えるものでした。

　1949 年に発足したイギリスの法律扶助は、貧困者

だけでなく、法的困難を抱えるすべての人に司法へ

のアクセスを保障するという理念のもとで設計され、

1974 年、88 年、99 年の法改革を経ながらも、一部

のサービス（遺言やビジネスなど）を除き、民事・

家庭法のすべてを援助対象とし、1984 年、86 年には

刑事についてもマジストレート・コートと警察署に

おける当番弁護士を加えるなど、世界の法律扶助を

リードする発展を遂げてきました。

　LASPO は、それまで民事法律扶助の対象とされ

てきた事件と、除外する事件を逆転させ、法の別表

（Schedule1）に記載されたもの以外は援助対象とし

ないものとしました。これにより、たとえば債務事

件は住居を失うリスクのある場合を除いては範囲外、

労働事件は全面的に範囲外、家庭事件はドメスティッ

ク・ヴァイオレンス（DV）や児童虐待の証拠があ

る場合に限る、住宅事件はホームレスと住居を失う

リスクのある場合に限る、福祉受給事件のほとんど

も範囲外とするなど、対象範囲の全面的な削減がな

され、受給資格も、リーガル・ヘルプ（助言・援助）

にいたるまで資産査定が導入されました。イギリス

では受給資格のある人口の割合は時代により変動し、

1980 年には 80% であったものが 1998 年には 52%、

2007 年には 29％に低下したことが指摘されています

が、LASPO のもとでは受給資格はより厳しいものに

なりました。また受任報酬も削減されました。援助

の削減の影響に対応するとされた「例外的事件援助

（Exceptional Case Funding, ECF）」では、政府は初

年度に年間 5,000 ～ 7,000 件を見込んでいたものが、

受付けられた件数は 1,520 件、許可はわずか 69 件と

なり、2020 ～ 21 年度でも受付は 3,338 件、許可さ

れたものは 2,437 件にとどまっています。LASPO の

もとで、それ以前のリーガルサービス・コミッショ

ン（LSC）に代わって法律扶助の運営組織となった

リーガルエイド・エージェンシー（LAA）は司法省

の一部門として行政の内部に置かれ、LAA は官僚

再生なるか、イギリス法律扶助
―ウェストミンスター・コミッションの勧告より

	 　大石 哲夫
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的・抑制的事業管理を行って、複雑な事件やポーダ

インにある事件には消極的な対応をみせ、‘拒否の文

化’とさえ、いわれているとされます。コントラク

トを通じた、リーガル・ヘルプにおける新規事件援

助（matter start）の制限や、厳しいコスト・リミッ

トにも疑問が上がっています。また、固定報酬の低

さは度々取り上げられています。

　刑事については、援助対象範囲には変化はなかっ

たものの、負担金が導入されるとともに、2014 年に

は受任報酬は 8.75% カットされました。

　一連の削減策によって、2012 年度では約 25 億ポ

ンドであった法律扶助支出は 20 年 3 月までに約 17
億ポンドまで削減されたとされます。その中でたと

えば住宅事件のリーガル・ヘルプでは支出は 1,850
万ボンドから 650 万ポンドに、代理では 2,500 万ポ

ンドから 1,500 万ポンドに減少、債務のリーガル・

ヘルプでは 1,700 万ポンドからわずか 1 万ポンドに、

代理では 100 万ポンドから 11 万ポンドに減少、福祉

給付の事件では支出は毎年 1,800 万ポンドの減少と

なったとされます。労働事件は援助範囲から除外さ

れたため、支出は 500 万ポンドからほとんどゼロに

なっているとされます。

　法律扶助の対象範囲、対象者の制限、受任報酬の削

減に対しては多方面から批判が寄せられ、司法省は

2017 年、LASPO の実施検証（Post Implementation 
Review）を行って、19 年 2 月、その報告を公表する

とともに「Legal Support: The Way Ahead」と題す

るアクション・プランをまとめていますが、そのほ

とんどはまだ具体化されていません。

　コロナ・パンデミックでは、イギリスは 20 年 3 月

から最初のロックダウンに入るなどの対策をとり、

民事・刑事の法律扶助受任者はキャッシュフローの

クラッシュや仕事の減少、リモートワークに伴う事

務所や機器の負担などで大きな経済的困難を迎えま

した。裁判所はリモートの審理を促進しましたが、

裁判所設備や人員不足のために事件の滞留に悩まさ

れています。司法省は、テクノロジーの強化による

特に遠隔地の人々への司法アクセスの維持を検討し

ていますが、基本的なデジタル・テクノロジーを欠

く成人は国内で 1,100 万人に上るといわれ、機器を

買えない人、住居の不安定な人、病院や介護施設の

入所者には IT 機器によるリモート・アクセスは困難

です。また障がい者にとってはリモートでの助言は

コミュニケ―ションと問題への理解を妨げ、信頼関

係の構築や、DV など暴行の被害の覚知は困難である

ことも指摘されました。リモートでの審理がサービ

ス提供者に与える負担やプライバシーの侵害も指摘

されています。コロナの発生以来 18 か月間にわたっ

てテクノロジーは司法を支え、オンライン・ヒヤリ

ング、クライアント・ミーティング、オンライン・

アドバイスは今日問題解決に不可欠になっています

が、報告はオンラインへの全面的シフトは不可能で

あり、対面でのフロントライン・サービスの充実を

求めています。

包括的な復活求める勧告

　法律扶助の持続可能性と充足性を改善するための勧

告の概要は次のとおりです（・以下は筆者のまとめ）。

勧告 A-C　法律扶助の報酬

A．  インフレーションに対応し、法律扶助報酬を増額

する

　・  増加したコストを反映する、インフレに対応し

た報酬の増加を図り、実務家が法律扶助の仕事

に戻ることを促進する。

B．刑事法律扶助報酬を 8.75% カットから回復させる

C．独立した法律扶助報酬審議パネルを創設する

　・  独立したパネルを設立し、コストを正確に反映

した報酬水準を確保する

勧告 D　リクルートと維持

D．  司法省は法律扶助事務所と非営利プロバイダー、

公的チャンバーにおけるトレーニングと資格取得

者の配置のために資金を提供すべきである

勧告 E-H　民事法律扶助の対象範囲を拡大し、ニー

ズに合致させる

E．  民事法律扶助の対象範囲を再検討し、その範囲を

法的ニーズに関する独立した調査とリンクさせる

F．  司法アクセスを増進するための、法律扶助の対象

範囲の早急な変革

　・  全体的サービスへのクライアントのニードと提

供者の実行可能性に対応するものとする

F1.   法律扶助の初期的な助言を LASPO 以前の状態

に回復させる

　・  すべての社会福祉法分野（債務、雇用、福祉給付、

移民、住宅など）の初期的助言を LASPO 以前

に戻す

　・  家族法と受刑者の適切な事件について早期の助

言を回復させる



司法アクセス・レビュー　第 31 号

18

　・  社会福祉的な問題はクラスターとして発生する

ので、全体的な観点からみるべきであり、弁護

士は対象範囲内の問題だけでなく、こうしたす

べての問題に助言できるようにすべきである

F2. 補修されない住宅の事件に資金提供を再開する

F3.   家庭内暴力（domestic abuse）からの保護を求

める人々とその家族の法的助言と代理への障害

を取り除く

　・  資力要件を求めない法的助言へのアクセス

　・  援助を受けるための現在の証拠要件（gateway 
evidence）は、抑圧的、統制的行為に対しても

経済的虐待と同様に被害者が代理援助を受けら

れるよう拡大が必要である

F4.   家族私法と紛争の両当事者のための法律扶助を

復活させる

　・  当事者双方への援助は、調停を増加させ、訴訟

前の解決を促進する

　・訴訟になっても、双方への援助は有益である

F5. 死因審問における、遺族への法律扶助の拡大

G．  現在対象範囲内にある事件のサービス提供者の対

応力をいかにして増強するかにつき、更なる調査

を実施する

　・  住宅、コミュニティ・ケア、特別な教育問題、

差別の事件では、「助言の砂漠」が生じている。

援助の範囲、コントラクト、コンプライアンス、

監査などの官僚的統制が、提供者の実行可能性

をどの程度阻害しているかの検討が必要である。

H．  法的ニード計測のための強固なメカニズムを開発

し、サービスの実施をこの調査とリンクさせる

　・  法律扶助の定期的モニタリングと人々のニーズを

計測するために、法律実務を行う外部の専門家、

法 / 社会・経済分野の研究部門の人々と協力する

勧告 I　司法審査

I．  すべての司法審査について（事件の結果に拘わら

ず）法律扶助からの支払いがなされるようにする

勧告 J. 例外的事件への資金提供

J．  例外的事件への資金提供はオーバーホールする

勧告 K　資力テスト

K．  法律扶助の資力テストが、資力のない人が司法に

アクセスすることを妨げないようにする　

　・  収入・資産の基準は、より多くの人々が民事・

刑事の法律扶助にアクセスできるようにする

　・  他の政府部門のように、資力の査定を標準化する。

これにより、クライアント、実務家、LAA の運

営上の負担を減らす

　・  法律扶助を受けるうえで、費用の支払いに使え

ない資産は、資産査定から除外する

　・  特に弱い立場にある人に深刻な結果をもたらす

事件の場合、資力テストなしに援助すべきかを

検討する

　・  クライアントの可処分収入を査定する場合には、

費用の支払いや負担金の負担が実際にできる、

公正な額を反映させる

　・  負担金を課す場合の、負担を開始させる金額、

負担額、負担を求める人について検証する

　・  資力、特に低収入や不規則な収入のクライアン

トの収入を査定する場合には、それに対応した、

目的に適う方法とする

　この勧告は、LASPO 以前の状態に法律扶助のレベ

ルを戻すべきであるという、コミッションの強い意

志を反映しています。

充足的制度への要請	―人々の視点から

　報告は、充足的制度への要件として、

・  人々のニードに対応し、変化するニーズにあわせ、

目的に適合すること

・    それぞれのローカル・コミュニティにおいて、必

要な場合、適時に援助にアクセスできること

　を挙げ、1945 年にラシュクリフ委員会が創った法

律扶助は、法制度に公正かつ効果的に導くために求

められる助言と代理であるとして、LASPO 以後の制

度が狭い対象範囲と実務的障害に出会っていること

を指摘するとともに、LASPO のもとでの資力テスト

が以前の有資格者を対象外とし、特に障がい者や恵

まれない人々に影響していることを指摘しています。

また問題を抱える人々はその一部について法律扶助

を受けられても他の問題では受けられず、生活を変

えるような問題に対する支援へのアクセスを拒まれ

ているとしています。報告は、現在の中流の収入と

生活費を考慮した、より簡明で一般的なスキームを

導入すべきとしています。

　地域に助言者がいない、「助言の砂漠」もしくは助

言者はいても新たな事件に対応できない、「助言の干

ばつ地帯」が生まれており、特に地方の非営利セク

ターでは 2013/14 年度では 94 の非営利助言機関が法

律扶助を提供していたものが 2019/20 年度では 47 に

減少しています。サービス提供者の減少は民事・家
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事の分野で顕著で、福祉給付、医療過誤、コミュニ

ティ・ケアなどで大きな影響がでています。こうし

た「助言の砂漠」ではまた女性の DV 被害者なども

影響を受けているとされます。

　対象事件の狭隘化、資力要件の厳格化と提供者の

不足は本人訴訟の増加をもたらしており、2020 年

では家庭私法事件で少なくとも一方が代理されない

ケースは 75％（LASPO 前より 15% 増加）、双方と

もに代理されないケースは LASPO 前の 18％から

38% に増加しました。法律扶助の削減は本人訴訟の

増加をもたらし、その結果、審理の困難化、遅延な

どにより司法制度運営に困難をもたらしています。

また調停事件も、2012 年度では 15,357 件であった

ものが、19/20 年度では 7,562 件に減少しています。

「持続可能な法律扶助サービス」の視点から

　報告は「持続可能」な法律扶助サービスが含むべ

きものとして、

・    相応のスキルと熟練、妥当なビジネス・リターン

を可能にする収入、非営利組織においては Charity 
Commission のガイダンスを十分に充たす余裕の

ある運営を確保する

・  他の補助金を必要としない、サービスのコストを

カバーする

・    リーガルサービスのマーケットで競争できるサラ

リーを保障し、被雇用者には合理的な生活水準を

提供する

・    新たな弁護士を組織にリクルートし、広範な社会・

経済的なバックグラウンドからの卒業生に魅力あ

るものとする

・    現実的なキャリアの昇進により、こうした弁護士

を事務所、少なくともこのセクターに保持する

・    経済的に存立でき、将来を予見できること

を挙げ、こうした観点から関係者の経験を聞いてい

ます、その結果、

・    fat cat lawyer という神話とは反対に、法律扶助の

報酬はここ 20 年間増加しておらず、固定報酬と対

象範囲のカットは法律扶助ではやっていけない状

況をもたらしており、提供者は他の補助金や私的

な仕事で不足分を補充している。

・    法律扶助はスタッフの確保、キャリアの昇進、経

済的実行可能性に乏しい。コミュニティ・ケアな

どでは、弱い人々は行政上の決定に異議を申し立

てる能力は持たず、提供者には異なる行政当局に

申請するための法的義務に関する包括的知識と力

が求められるが、それらは現在の報酬ではカバー

されない時間を要する

・  リーガル・ヘルプのもとでなされる仕事には、資

料のリーディング、クライアントとの面会（普通

はその家で）、法的問題の確認、相手方との対応、

法的論点の準備などがあるが、それらは 266 ポン

ドの固定報酬でなされなければならない

・    コストが固定報酬額の 3 倍を超えると時間レート

で支払われる制度があるが（‘escape fee’と呼ば

れています）、ほとんどの仕事は固定報酬額を超え、

かつこの制度には届かない

・  報酬は 1990 年以来増加していない。民事報酬は

2011 年に 10% のカット、刑事報酬は 2014 年に

8.75％のカットがなされ、この間にインフレが進

んだために、報酬は実質的には 46％から 52％の減

額となっている

　などが挙げられています。また法律扶助セクター

では提供者の高齢化が進み、若い弁護士を迎えるこ

となしには存続の危機を迎えることが指摘されてい

ます。

法律扶助提供者の減少

コントラクト保持者数

年－３月 民事コントラクト 刑事コントラクト

2012-13 2,129 1,652 

2021 1,401 1,080 

法律扶助業務を完了した事務所数

年－３月 民事 刑事

2012-13 3,242 2,318 

2013-14 3,133 2,258 

2014-15 2,944 2,142 

2015-16 2,931 2,040 

2016-17 2,769 1,969 

2017-18 2,609 1,981 

2018-19 2,369 1,913 

2019-20 2,536 1,802 

2020-21 2,439 1,717

 （「調査報告」34 ページより）

普遍的制度への復活・改善要求

　イギリスでは労働党政権の時代から、法律扶助支

出の増加がこれにかかわる弁護士の不当に高額な報

酬によるものであるとする宣伝がなされ（‘fat cat 
lawyer’や‘gravy train’など）、LASPO はこうし

た風潮のもとで特に民事法律扶助の対象を狭い範囲

に変えてしまいました。
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇　児童虐待の司法による審査の導入に伴い、弁護士の活動強化を含む司法側の体制強化が求められます。

◇　ウェブによる家事調停の試行で、日本でも司法へのリモート・アクセスが始まりますが、弱い立場に

ある人々が不利益を被ることのないよう、慎重な運用が必要です。

◇　政府は森友文書改ざんにかかる賠償請求訴訟を請求認諾により終結させました。しかし誰がなぜ、ど

のようにして改ざんをはかったのかはいまだ明らかではありません。

◇　国の基幹統計である「建設工事受注動態統計」が書き換え（改ざん）られていた問題は、国家として

の内外の信用にかかる重大事態ですが、誰も責任を明らかにしようとしていません。この国の先行きが

大変不安です。

◇　日本大学の理事長らの不祥事に端を発した「ガバナンス強化」策の報告の報道では、「学問の自由」、「大

学の自治」といった言葉は出てきません。改革論議が発端から間違った発想から出発しているとみるの

は古い見方なのでしょうか。

◇　トランプ大統領の支持者らの連邦議会占拠に始まり、「一国二制度」の事実上の終焉を迎えた香港立

法議会選挙で 2021 年は暮れました。コロナ・パンデミックの中で暴力的・威嚇的権力が広がってい

ます。

◇　2022 年は、オミクロン株の出現による新型コロナウィルスの何度目かの広がりとともに明けました。

出会いと語り合いの平凡な日常が戻ることを切に祈ります。 

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

　ウェストミンスター・コミッションの報告は、永

年にわたるサービス提供者への批判に反論し、法律

扶助制度の普遍性（すべての人々が平等な司法アク

セスを保障されるべきこと）の維持には、対象範囲

の復活、資力要件の再緩和、受任報酬の抜本的改革

が必要であることを訴えたものであり、今後の制度

検討に一石を投じています

　コロナ・パンデミックの継続、LASPO を導入した

政府の体質などから、コミッションの提案がどこま

で受け入れられるかはわかりませんが、戦後、世界

の法律扶助を永年にわたり牽引してきたイギリスで

制度の再生がなされるかは大変注目されるところで

す。

（おおいし　てつお・理事）

【 参 考 資 料 】　The Westminster Commission on Legal Aid

（2021.10） INQUIRY INTO THE SUSTAINABILITY AND 

RECOVERY OF THE LEGAL AID 


