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夫婦同姓、再び合憲判断（最高裁）

最 高裁は 6 月 23 日、夫婦別姓での婚姻届け

を認めなかった事件について、夫婦同姓を

定めた民法と戸籍法の規定は憲法 24 条の

「婚姻の自由」の規定に反しないとする決定をしまし

た。夫婦同姓を合憲とする 2015 年判決を踏襲したも

ので、15 人の裁判官のうち、合憲とした多数意見は

11 人、違憲としたのは 4 人でした。

_ 2015 年判決を踏襲（多数意見）

　夫婦同姓について 2015 年判決は、「家族の一員と

対外的に知らせる」、「家族と実感できる」という合

理性があるとし、「この種の制度の在り方は国会で論

じられ、判断されるべきもの」としていました。今

回の判決で多数意見はこれを踏襲し、15 年判決以降

に見られる女性の有業率の上昇、管理職に占める女

性の割合の増加、選択的夫婦別姓の導入に賛成する

人の割合の増加などを踏まえても、15 年の大法廷判

決を変更すべきとは認められないとしています。ま

た深山卓也、岡村和美、長嶺安政裁判官の補足意見は、

夫婦同姓を定めた民法と戸籍法の規定が憲法に違反

するかどうかは、夫婦同姓の趣旨などを検討し、個

人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理

性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるかという

観点で判断すべきだとし、「民法と戸籍法の規定が合

理性を欠き立法裁量の範囲を超えると断じることは

困難」として、「夫婦の姓に関する法制度については、

民主主義的なプロセスに委ね、合理的な仕組みの在

り方を幅広く検討して決めることがふさわしい解決

だ」と、問題を国会に委ねています。

_ 夫婦別姓の選択肢なく、違憲（少数意見）

　これに対し、宮崎裕子、宇賀克也裁判官の意見は、

「婚姻しようとする双方が生来の姓を変更することを

希望しない場合、夫婦同姓を婚姻届の受理要件とす

ることは、婚姻の意思決定に対する不当な国家的介

入にあたる。個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚

した法律とはいえず、立法裁量を逸脱している」な

どとして、民法と戸籍法の規定は憲法に違反すると

しました。また草野耕一裁判官は、「選択的夫婦別姓

制度を導入することによって向上する国民の福利（個

人として享受する利益）は、同制度の導入で減少す

る国民の福利よりもはるかに大きいことが明白であ

る。これを導入しないことは個人の尊厳をないがし

ろにし、立法裁量の範囲を超えるほどに合理性を欠

いているといわざるを得ない」として、同じく違憲

としました。なお三浦守裁判官は、法が夫婦別姓の

選択肢を設けず、婚姻の自由を制約している状況は

合理性を欠き、国会がこの選択肢を定める措置をとっ

ていないことは、憲法 24 条の規定に違反するとしま

したが、戸籍制度を見直すという必要な措置が取ら

れていないので、申し立てを却下すべきとした原審

の結論は是認できるとしています。

_ 女性に社会的不利益を課す同姓の要求

　日本では結婚する当事者の 96％が婚姻届の提出に

際して夫の姓をとり、この結果、女性はアイデンティ

ティの喪失や、職業生活上の大きな障害に直面して

います。働く女性の増加とともに、企業では旧姓使

用を認めるところが増え、政府はパスポートやマイ

ナンバーカードで旧姓併記を認めるようになりまし

たが、年金や健康保険、不動産登記などの申請書類

では戸籍名に限られ、金融機関でも旧姓使用の取り

扱いはまちまちです。夫婦同姓を法律上強制する規

定が、女性の社会的地位や権利の行使に大きな不利

益を課していることは明らかです。2021 年 4 月の朝

日新聞社の調査では、選択的夫婦別姓に賛成する人

は 67％に達しています。

_ 夫婦同姓は日本だけ

　現在、世界の中で夫婦同姓をとっている国は日本

だけだとされます。もともとはヨーロッパ諸国でも、

夫の姓に統一する夫婦同姓が一般的であったとされ

ますが、20 世紀後半には、男女平等の考え方などか

ら各国で制度の見直しが進められ、1979 年には国連

で女子差別撤廃条約が採択されて、80 年代にはデン

マーク、スウェーデン、ドイツなどで相次いで選択

的夫婦別姓が導入されました。昨年 11 月の参議院

予算委員会で上川陽子法相は「夫婦の同氏制を採用

している国は、我が国以外には承知しておりません」

と答弁しています。日本でも、1996 年に法務省は法

制審議会の答申をもとに夫婦が別姓を選ぶことがで

きる法改正案をまとめていますが、自民党内の反対
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で国会提出はできませんでした。

　国連の女子差別撤廃委員会からは、民法の規定は

差別に当たるとされ、2016 年には夫婦同姓の法改正

を要請する 3 度目の勧告がなされています。

　1979 年に国連で採択され、日本も 85 年に批准し

た女性差別撤廃条約は、「女子に対するすべての差別

を禁止する適当な立法その他の措置（適当な場合に

は制裁も含む）をとること（第 2 条（b））」を締約国

に求め、また締約国は「夫及び妻の同一の個人的権

利（姓及び職業を選択する権利を含む（第 16 条（g））」
を確保することとしています。この条約の批准から

36 年を経てなお、立法府である国会は改正に動いて

はいません。この状況は、立法の裁量の範囲を逸脱

しているものとはいえないでしょうか。

　また、最高裁が国民の基本的人権（婚姻の自由、

法の下の平等）に疑義がある場合において、その解

決をただ立法府に委ねるのであれば、法の支配の要

としての自らの役割を放棄するに等しいのでは、と

思えます。棚村政行・早稲田大学教授（家族法）は、「問

題をきちんと精査せずに合憲判断としており、残念

な決定だ。人権を守る司法の役割を放棄するに等し

く、時代や社会の変化に逆行した極めて不当な判断」

と批判しています。

（主な参考資料　2021 年 6 月 24 日毎日新聞、同朝日新聞、同

読売新聞）

改正少年法、18・19 歳を「厳罰化」、推知報道も可能に

犯 罪を犯した 18 歳・19 歳の少年を「特定少

年」とし、「厳罰化」する改正少年法が 5
月 21 日に国会で成立しました。

　今回の改正は、18 歳・19 歳の者に公職選挙法によ

り選挙権が付与され、2022 年 4 月施行の民法改正に

より成年となるとされることを受けたものです。

　当初、法務省法制審議会少年法・刑事法部会では

少年法の適用年齢を引き下げ、18 歳・19 歳を少年法

から外すことが検討されていましたが、元少年院長、

元家裁調査官、元裁判官や弁護士などの実務家、子

どもの教育・福祉などの諸団体から「現行少年法は

うまく機能している」「改正に立法事実はない」など、

少年適用年齢の引き下げに対する強い反対が出され

ました。

　それを受けて、2020 年 10 月の法制審の最終答申

では、18 歳・19 歳の者を「類型的に未だ十分に成熟

しておらず、成長発展途上にあって可塑性を有する」

と捉え、少年法の適用年齢の引き下げは見送り、少

年事件の全件を家庭裁判所に送致・鑑別するという

現行少年法の基本的な枠組みは維持するとこととな

りました。

　その一方、法制審は「18 歳・19 歳の者に関しては

18 歳未満とも 20 歳以上とも異なる扱いをすべきで

ある」とし、18 歳・19 歳の者の法的位置や呼称は、

「今後の立法プロセスにおける検討に委ねる」として

いました。

　今回改正された少年法は、法制審答申を受けて、

18 歳・19 歳の者を、少年法の対象である「少年」と

位置づけ、少年法の健全育成目的が適用されること

を明確にし、全件家裁送致を維持しつつ、18 歳・19
歳の者を「特定少年」とし、これに対する特例を定

めて、18 歳未満の者とは異なる扱いをすることとし

ています。

　具体的には、18 歳・19 歳の者について

・  いわゆる「原則検察官送致（逆送）」事件の範囲を、

従来の 16 歳以上の殺人事件などに加え強盗罪や強

制性交等罪も含む短期 1 年以上の懲役禁固の罪の事

件にまで拡大する

・  推知報道（いわゆる「実名報道」）は、家庭裁判所

より検察官に送致され、公判請求された後には解除

する

・  ぐ犯の規定は適用されないものとする

・  保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当の限度を超

えない範囲において決定されなければならないもの

とする

・  検察官送致後に刑事裁判となった場合には不定期刑

の適用がなく、資格制限の特例の適用もないものと

する

などです。
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_ 調査、鑑別の外形化、
保護処分の困難化などの懸念

　これらは、いずれも少年法の本来の理念からする

と、後退ではないかと指摘される内容のもので、「厳

罰化」との評価が報道等でもなされています。

　問題点を列挙すると、

　第一に、「原則逆送」対象事件の拡大についてです。

例えば強盗罪のように犯情の幅が極めて広い犯罪類

型（強盗とされる犯罪でも窃盗に近い事例は少なく

なく、犯行態様にもさまざまあると指摘されていま

す）であることを踏まえ、犯情の軽重のみならず要

保護性についても十分に考慮して逆送の当否を慎重

に判断する運用を強く求める意見が出され、参議院

法務委員会の付帯決議にも明記されました。

　2019 年までの 3 年間で、18 歳・19 歳で原則逆送

事件を起こした 26 人のうち、7 人には逆送以外の処

分がなされているとのことです。家庭裁判所が、個々

の事件を精査し、それぞれの事情に応じた判断をし

てきたことがみてとれます。一方で、日弁連の意見

書によれば、2000 年の少年法改正によって原則逆送

制度が導入されたことにより、家庭裁判所による対

象事件の調査・鑑別が、非行の外形的事実のみを重

視し、要保護性を十分に掘り下げない傾向をもたら

し、社会調査の形骸化をもたらしているとも指摘さ

れています。

　いずれにしても、対象事件の大幅な拡大が家庭裁

判所の調査や鑑別に重大な影響を与えることが懸念

されます。

　第二に、推知報道については、インターネット上

の掲載などによって当該情報が半永久的に閲覧可能

になることや、公判請求後に裁判所の判断で家庭裁

判所に移送され保護処分となる可能性があることも

踏まえる必要があり、報道機関には少年の健全育成

及び更生の妨げにならないような十分な配慮と慎重

な判断が報道が求められています。

　第三に、ぐ犯規定が、例えば罪は犯していないが

犯罪者集団に引き込まれる恐れのある一部の少年の

「セーフティネット」として機能してきたことは間違

いなく、問題を抱える 18 歳・19 歳の者に必要な支

援が届くよう、今後、更生保護事業と福祉的支援策

の連携の一層の強化に向けた具体的施策が打ち出さ

れるべきです。

　第四に、保護処分は犯情の軽重を考慮して相当の

限度を超えないとし、罪に見合った上限が定められ

るため、被害の結果（被害金額）が小さい事案にあっ

ては、仮に少年の要保護性が高い場合であっても、

施設収容処分が選択できない事態を生じさせかねな

いものです。また、これまで少年院などで、少年の

要保護性が高ければ、家庭裁判所が定めた期間を超

えて処分の継続が可能でしたが、その道もふさがれ

ることになりました。

　このように今回の改正により少なからぬ問題点が

あるのは、18・19 歳を少年として「可塑性のある存在」

としつつ、被害者などの声に応えて、一定の事件に

は成人に準ずる折衷的な制度構造になったことに由

来するものといえます。

　2019 年に刑法犯で検挙された 18 歳・19 歳の者は

6,430 人で、この 20 年間で約四分の一に減っていま

す。犯罪被害者などから、少年法は甘く、再犯を防

止出来ていないといった批判がなされることがあり

ますが、この数字を見る限り、家庭裁判所や関係者

が少年の健全育成と更生に力を注いできた成果と評

価すべきといえます。

　改正少年法の国会審議において慎重な運用などを

求めるいくつかの付帯決議がなされましたが、事件

を少年の責任に帰すだけでなく、犯罪被害者の苦し

みに寄り添いつつ、罪を犯した少年をどのように更

生の道を歩ませ、安定した社会を築くのか、多角的

視点から制度の運用を注視していくことが求められ

ています。

（主な参考資料　2021 年 5 月 22 日朝日新聞、同読売新聞、同

毎日新聞、5 月 23 日朝日新聞、5 月 28 日東京新聞）
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赤木ファイル提出、証拠採用へ（大阪地裁）

学 校法人「森友学園」への国有地売却をめぐ

る財務省の決済文書改ざんの過程で作成

された、当時の近畿財務局職員の赤木俊夫

さん（2018 年 3 月自殺）が残した、改ざんの経緯を

詳細に示した記録である「赤木ファイル」が提出され、

財務省をあげての改ざん作業が明らかになっていま

す。

　赤木さんの遺族は 2020 年 3 月、国と佐川宣寿理財

局長（改ざん当時）を相手とする損害賠償請求の訴

えを起こし、「赤木ファイル」の開示を求めてきまし

た。国はファイルの存否すら明らかにしない態度を

続けてきましたが、大阪地裁の提出要請に対し本年

5 月、提出方針に転じ、6 月 22 日、提出されました。

大阪地裁は 23 日、これを証拠として採用しました。

　財務省はこの改ざん事件について 2018 年 6 月、佐

川局長が改ざんの方向性を決めたとする報告書をま

とめていますが、国は赤木ファイルについて国会で

は「訴訟に影響する」として野党の開示要求を拒む

一方、裁判所に対しては「ファイルは裁判に関係が

なく、存否について答える必要がない」としてきま

した。今回、国はファイル中、幹部職員以外の氏名

をマスキングして処理し、財務省側のメール差出人

の氏名を伏せています。

_ 首相答弁に合わせ決済文書改ざん

　決済文書の改ざんは、17 年 2 月、安部首相（当時）

が、「私や妻が取引に関与していれば首相も国会議員

もやめる」と答弁した直後から始まり、森友学園と

の契約関係文書が書き換えられました。赤木さんは 3
月 7 日、すでに決済済みの調書を修正することはお

こなうべきではないと、本部理財局の国有財産管理

室に抗議していました。

　改ざんの経過は概要次のとおりです。2 月 26 日、

国有財産管理室が交渉経過をまとめた決済文書の経

緯部分が削除され、近畿財務局が作成した文書も同

様の書き換えが求められて、赤木さんは指示に従い

修正版を管財部に送りました。その後、3 月 7 日には

佐川局長を含む議論があり、8 日、契約の経緯の記述

を全て削除するなど更なる書き換え案が示されまし

たが、近畿財務局職員は強く反発したため、作業に

関与させないこととなりました。

　3 月 8 日、赤木さんから国有財産審理室に送られた

メールでは、会計検査院の検査受験を受ける当局と

して、すでに意思決定した調書を修正することには

疑問が残るとする記述もあります。

　その後 3 月 20 日、理財局からは、佐川局長の指示

により調書はそれまでの国会答弁を踏まえた上で作

成されるよう指示され、野党の要求や会計検査院の

検査に対応できるものに改ざんされた経緯が示され

ています。改ざん後の文書では、安部首相の妻明恵

氏や政治家の名前、「本件の特殊性」などの記述が削

除されました。

_ 疑惑はいまだ解明されず

　森友学園への国有地売却では、きわめて低額な売

買価格や、安部首相夫人が名誉校長となっていた経

緯などから安部首相の関与が疑われ、首相は関与を

否定していましたが、同首相の国会答弁に合わせ、

決済文書の改ざんがおこなわれました。またこれに

関連して佐川局長の国会答弁にあわせるため、交渉

記録が意図的に廃棄されていた事実も明らかになっ

ています。財務省は 18 年 6 月の報告書で佐川氏が改

ざんにかかわっていたことを認めましたが、何を根

拠に佐川氏を「廃棄や改ざんの方向性を決定づけた」

と認定したかや、改ざんの動機については何も明ら

かにされていません。また大阪地検特捜部は同年 5
月 31 日、改ざんによる有印虚偽公文書作成などすべ

ての告発容疑について財務省幹部ら 38 人を不起訴

とし、刑事責任も追及されませんでした。その結果、

森友疑惑と改ざん疑惑の核心部分はいまだに未解明

となっています。

　

（主な参考資料　2021 年 6 月 23 日朝日新聞、同毎日新聞）
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コロナ禍、生活保護申請 11 年ぶり増加 ―厚労省

6 月 2 日、厚労省は 2020 年度の生活保護申請

件数が 22 万 8,081 件（速報値）にのぼり、

前年度から 5,039 件（2.3%）増加、新しく

受給を始めた世帯数も同じく前年度に比し 2.1% 増加

したとの統計を発表しました。これは新型コロナウィ

ルスの感染拡大が長引き、雇用情勢や収入減などが

生活困窮世帯を直撃していることによるものとみら

れます。上昇に転じたのは、リーマンショック後の

2009 年度に過去最多の 34 万 9,223 件となって以来

11 年ぶりのものです。

　生活保護申請件数は長らく減少傾向が続き、2019
年度は 22 万 3,042 件でしたが、昨年 4 月には新型

コロナウィルスの感染拡大により、緊急事態宣言

が初めて発令されて、同月の申請件数は前年同月比

24.9% と大幅に増えました。

　厚労省は、本年 3 月の生活保護申請件数も併せて

発表しており、これによると申請件数は 2 万 2,839
件となり、前年同月に比べて 8.6% 増加しています。

前年同月との比較では、7 か月連続の増加となってお

り、増加幅も次第に大きくなっています。

　一方、生活保護を受けている受給世帯数は、母子

世帯や障がい者世帯を除く 64 歳以下のいわゆる現役

世代の受給世帯数は 24 万 7,682 世帯となり、前年同

月と比較し 2.7% 増となっています。現役世代の受給

世帯数はコロナ感染前は減少傾向が続いていました

が、コロナ禍による雇用情勢の悪化などにより昨年 3
月の 24 万 1,161 世帯から 12 か月連続の増加となっ

ています。

　また、65 歳以上の高齢者がいる受給世帯は 91 万

1,167 世帯で過去最多を更新し、このうち 92.0% が

単身世帯となっています。

　生活保護法は、憲法 25 条が定める「健康で文化的

な最低限度の生活」の保障を具体化するものであり、

同法は、国は生活に困窮するすべての国民に対し、

その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う義務があ

るとしています。生活保護は社会のセーフティネッ

トであり、国民の最後の安全網です。

_ 今後も増加見込まれる

　緊急事態宣言の中で、国は昨年一律一人 10 万円の

特別定額給付金を支給し、持続化給付金などの各種

の援助策がなされたことにより、昨年 5 月から 8 月

までの間、生活保護申請は前年同月比で下回ってい

ました。しかし、それ以降、コロナ禍の長期化の中

で反転し、次第に増加のペースを速めています。本

年 4 月以降は三度目の緊急事態宣言の影響も反映さ

れ始めるため、厚労省の担当者は「今後の動向を注

視する必要がある」と述べています。

　ところで本年 4 月、生活保護申請に対して行う「扶

養照会（三親等までの親族に対する金銭的援助など

の可能性を福祉事務所が照会する制度）の運用の見

直しがなされ、申請者が照会を拒んでいる場合には、

その理由について「丁寧な聞き取りを行う」運用を

スタートさせました。

　従来から扶養照会は生活保護申請の大きな壁に

なっていると関係者から指摘されていましたが、運

用とはいえひとつ穴が開いたといえます。この運用

が適切に申請者に周知され、利用されれば更に生活

保護申請件数は確実に増加すると思われます。

　一方、ワクチン接種の遅れ、感染力の強いデルタ

株のまん延の始まりや、未だに国民の 4 割以上が開

催に反対しているオリンピックが開催されることな

どを考えると、コロナ禍の更なる長期化はほとんど

避けて通れないものとなりつつあり、いまでさえ綻

びつつあるセーフティネットが破綻する恐れさえ出

てきています。

　パンデミックといういわば非常時に、弱者の暮ら

しを公的にどう支えるのか、セーフティネットの破

綻を防止する具体的措置が、財源確保を含め早急に

整備することが求められています。

（主な参考資料　2021 年 6 月 3 日朝日新聞、同読売新聞、同東

京新聞）
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自 衛隊基地の周辺や国境離島などの土地の

利用を監視する土地規制法が 6 月 16 日成

立しました。この法律は外国資本が防衛施

設などの周辺の土地を取得することによる防衛上の

リスクに対応するものとされますが、その対象範囲

や、具体的にどのような規制がなされるかにつき明

らかでなく、国民の権利を不当に制約するおそれが

指摘されています。

_ 対象地域、調査範囲、
処罰対象行為などは不明確

　小此木八郎・領土問題担当相はこの法律の立法理

由を「土地の利用、取得により、安全保障上重要な

施設の機能阻害行為が行われるリスクに対応するこ

とを目的として取りまとめた。土地の利用実態を十

分に把握する法的枠組みがなく、取返しがつかない

事態となるおそれがある」と述べており、一定の規

制の必要については多くの与野党が認めていますが、

その中身についてはいくつかの危惧が表明されてい

ます。

　まず、規制の対象地域があります。法は「重要施

設」の周囲 1 キロや国境離島を「注視区域」に指定し、

建物の利用状況を調べ、持ち主を特定できます。ま

た特に重要な地域は「特別注視地区」とし、一定面

積以上の土地や建物を売買する際、事前に氏名や利

用目的の届け出が義務になりますが、政府は検討し

ている対象地域のリストの開示を拒み、どこに住む

市民が調査の対象になるかを明らかにしていません。

原子力発電所や自衛隊が共有する空港などを想定す

る重要インフラ施設については、内閣審議官は「柔

軟かつ迅速に検討を続ける」とし、鉄道や放送局な

どへの拡大もありうるとされます。

　第二に調査の範囲もあいまいで、具体的な内容は

政府が政令で定めることとされます。小此木氏は「思

想・信条による情報収集は想定していない」と説明

しましたが、内閣官房審議官は「条文の規定では排

除されない」としています。

　第三に、同法では重要施設の機能を妨害するよう

な違反があれば、勧告や命令が出され、従わなけれ

ば懲役を含む刑事罰が科されますが、どのような行

為が「機能阻害行為」となるかは例示されず、政府

が閣議決定する基本方針で示されることとなってい

ます。更に問題なのは、具体的な「機能を阻害する

行為」だけでなく、実行には至っていない「明らか

な恐れ」の段階でも勧告・命令の対象になることです。

　このようにあいまいな点について、参議院の質疑

では与党推薦の参考人までもが「条文案を読むだけ

ではさまざまな憶測が広がる恐れがあると痛感した」

と発言し、3 人の参考人がそろって懸念を示していま

す。

_ 基地周辺住民の監視強化の懸念 

　土地規制法はとりわけ基地周辺の住民に大きな影

響を与えています。沖縄平和運動センターの試算で

は、嘉手納基地周辺 1 キロの範囲内に約 9 万人、普

天間飛行場なら 10 万人が住んでいます。同センター

は「基地被害を受ける住民が、救済を受けるどころ

か監視対象になる」と廃案を求めてきました。沖縄

の地元紙である琉球新報は、「法案は、外国人が土

地を所有すること自体は規制せず、基地周辺で暮ら

す自国民を監視対象にすり替わってしまった」とし、

名護市辺野古で続く反対運動も妨害行為とみなされ

かねないとしています。日弁連は「思想・良心の自

由や財産権などを侵害するおそれが極めて大きい」

とする反対声明を出しています。

　法律が成立した今、こうしたあいまいな要件や範

囲によって、国民の基本権が際限なく侵害されるこ

とのないよう、この法律の運用に具体的な歯止めを

設けていくことが求められます。

（主な参考資料　2021 年 6 月 17 日朝日新聞）

土地規制法が成立 ―防衛施設周辺などの土地取引を監視
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文 化庁所管の独立行政法人日本芸術文化振

興会（「芸文振」）が、映画「宮本から君へ」

への助成金の交付を出演者の逮捕や有罪

確定などを理由に取りやめたのは違法だとして、映

画を製作した「スターサンズ」が不交付決定の取り

消しを求めた裁判で、東京地裁（清水千恵子裁判長）

は 6 月 21 日、「裁量権を逸脱または乱用した処分だ」

として、決定を取り消す判決を言い渡しました。

_ 「補助金不交付は表現活動妨げるおそれ」

　映画「宮本から君へ」に出演していた俳優ピエー

ル滝さんは2019年3月に麻薬取締法違反で逮捕され、

その後、有罪が確定しました。これを受け芸文振は

同年 7 月、「公益性」を理由に内定していた助成金 1
千万円の不交付を決定しましたが、製作者は、不交

付決定は憲法が保障する表現の自由の侵害に当たる

などとして同年 12 月に提訴していたものです。

　判決は、まず芸文振による援助について「芸術団

体が社会の無理解や政治的圧力によってその自由な

表現活動を妨げられることがあった」という「歴史

的経緯」に触れた上で「芸術団体の自主性に配慮し、

専門家の評価は尊重することが求められる」とし、

そのうえで、多義的な概念である公益性を理由に不

交付決定をすることは「運用次第では特定の芸術団

体に不当な不利益を与え、自由な表現活動の妨げを

もたらすおそれをはらむものであることは否定でき

ない」と指摘しました。

_ 不支給決定は裁量権の逸脱

　芸文振側は裁判の中で、助成金を交付すれば「国

は薬物乱用に対し寛容である」という誤ったメッセー

映画「宮本から君へ」の助成金不交付は違法（東京地裁）

ジを観客が受け取ると主張しましたが、判決は「助

成金交付は創作性・芸術性の高さに着目して行われ、

麻薬取締法違反を行った者や関係者に利益を与える

ことを直ちに意味するものではない」としてこれを

退けました。

　そのうえで、滝さんの逮捕後に芸文振が製作者に

映画の再編集などを求めていたことに触れ、「助成金

を受けるために意に沿わない再撮影をすることにな

れば、芸術団体の自主性が損なわれる」とし、また、

不交付により新たな資金調達が必要とされたことな

どから、製作側が被る不利益は、表現要素の自主性

確保の面でも、資金調達の面でも小さいものとはい

えないとして、不支給決定は裁量権の逸脱または乱

用にあたると結論付けました。なお、不交付が違憲

かどうかの判断は示しませんでした。

　判決後、原告弁護団は記者会見において、「芸術

の自主性、表現の自由の価値に重きを置いた画期的

な判決」と高く評価したうえ、「（原告が政権の闇に

立ち向かう女性記者らを描いた映画「新聞記者」を

手掛けた製作会社であることから）、芸文振の不交付

決定は政府への忖度があったものだ。芸文振は、不

交付後に交付要綱に加えた『公益性』を外すべきだ」

と訴え、「文化芸術の分野で、世間や政治への忖度は

無用だ。判決はコロナ禍で苦しむ文化芸術活動に携

わる人々に勇気を与えた。あなたたちは堂々と、文

化芸術をすればいいんだというメッセージだ」と述

べました。

（主な参考資料　2021 年 6 月 22 日朝日新聞、同東京新聞）
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コ ロナ禍の長期化による巣ごもり生活が続

く中で、インターネットを利用した消費が

拡大し、2021 年消費者白書によると、イ

ンターネットを利用した支出額は全年齢層で増加し

ています。

　これに伴って、インターネットを利用した通信販

売のトラブルも増加しています。初回は無料や格安

で商品を提供するように紹介しながら、定期購入の

手続きを結ばせるといった手口が横行しており、こ

うしたトラブルに巻き込まれた消費者からの相談が

急増しています。国民生活センターによれば、イン

ターネット通販に関する相談が 2020 年は 26 万件を

超え、前年同期と比べると 30% 近く増加していると

のことです。

　そうした中、悪質な定期購入商法の規制の強化な

どを盛り込んだ改正特定商取引法と改正預託法が 6
月 9 日、参議院本会議で与党などの賛成多数で、可

決成立しました。

　改正の対象となったのは、訪問販売、電話勧誘販売、

マルチ商法、預託商法（飼育・栽培などを専門業者

に委託して、その売り上げを分配することを名目と

して出資者を募る商法、和牛預託商法が代表的）な

どで、これらの取引では過去にトラブルが多発した

ことから、消費者保護の観点から契約を結ぶ際には

内容やクーリングオフについて記された書面を紙で

渡すことが義務付けられています。

_ 「送り付け商法」の規制、
「販売委託商法」は原則禁止

　今回の改正で、特定商取引法においては、インター

ネット通販で問題視される不正な定期購入契約、いわ

ゆる「送り付け商法」に対応するため、従来の 2 週間

の保管不使用義務を撤廃し、一方的に送り付けられた

商品を直ちに処分することが可能となり、事業者から

金銭請求されても応じる義務はなくなりました。

　また、事業者に対しては、事業者に最終的な金額

などの表示も義務付け、画面に不適正な内容を表示

して契約させた事業者には行政処分を経ずに罰金を

科し、解約を妨害する行為を禁じました。

　一方、改正預託法においては、ジャパンライフな

どの大規模な消費者被害を起こした販売預託商法を

契約書面の交付デジタル化へ、消費者保護機能喪失のおそれ
―特定商取引法改正

原則禁止とし、消費者庁の審査を経ずに無許可営業

をした個人は、5 年以下の懲役か 500 万円以下の罰

金が科せられることとなりました。

　これらは、いずれも消費者保護の観点からは前進

といえるものです。

_ 高齢者が悪徳商法の標的になる恐れ
（契約書面デジタル化）

　ところで、今回の改正では、紙での交付が義務付

けられていた契約書面を、メールなどで電子交付す

ることも可能とする条項も盛り込まれました。

　これまで消費者庁は、経済界が契約書の電子化を

求めても、消費者保護の後退となるとして消極的で

あったといわれています。

　ところが、デジタル化推進の旗を掲げる菅政権が

発足し、オンライン英会話学校の要望を受けた政府

の規制改革推進会議が消費者庁に検討を求めると、

同庁の検討会等での議論を経ないまま、一転して電

子化容認に転換し、さらに「法的整合性」を理由に、

販売方法を問わず、契約書面の電子交付を特定商法

などの改正法に盛り込みました。

　これに対しては、消費者団体や労働団体、弁護士

会などから、契約書面の紙での交付が果たしていた

消費者保護機能が失われる恐れがあるとの強い反対

の声が上がりました。

　特に消費者団体などは、パソコンやスマートフォ

ンなどの電子機器に不慣れな高齢者が、悪徳業者の

標的になりかねないとの強い批判を寄せています。

メールを送られても見落としたり、うっかり削除し

たりする可能性があるとし、スマートフォンの画面

や電子化された書面が小さく確認しにくいことや改

ざんや漏洩、機器のトラブルによる消失の可能性も

指摘しています。

　これに対し、消費者庁は、電子化の承諾を消費者

から「書面」で得るとしていますが、具体的な対応

策はこれから政省令で定めるとして明らかにしてい

ません。

　国会論戦でも、電子化にあたってその承諾を紙で

得ようとするのなら、最初から契約書を書面で渡せ

ばいいのではないかとの意見が出されていました。

「書面交付」義務を「書面承諾取得」義務に切り替え
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ることに何の意味があるのでしょうか。

　このような中途半端な結果になったのは、菅政権

の拙速なデジタル推進政策を消費者庁が忖度して、

何のためにする電子化なのかという、その本来の目

的が見えなくなっていることにあると思えます。

　消費者庁が消費者保護という本来の目的に沿って

施策を実施することが望まれます。

（主な参考資料　2021 年 5 月 31 日朝日新聞、6 月 10 日本経済

新聞、同東京新聞）

戸 籍上は男性だが、性同一性障害で女性と

して働く経産省職員が、職場の女性用ト

イレの自由な使用などを求めた訴訟の控

訴審判決で、東京高裁（北沢純一裁判長）は 5 月 27
日、使用制限を違法とした一審東京地裁判決を変更

し、「注意義務を尽くさなかったとは認めがたい」と

し、原告職員に逆転敗訴の判決を言い渡しました。

_ 「適切な職場環境構築の責任」理由

　北沢裁判長は、性自認に基づいた性別で生活するこ

とは法律上保護された利益であるとしつつ、経産省は、

他の職員の性的羞恥心や性的不安なども考慮して適切

な職場環境を構築する責任を負うと指摘し、「トイレ

使用制限はその責任を果たすための判断であり、裁量

を超えるとはいえない」と判断の理由を述べています。

　判決によると、原告職員は、入省後、専門医から

性同一性障害として診断されたものの、健康上の理

由で性別適合手術は受けず、2010 年以降は同僚への

説明会を経て女性の服を着用しての勤務が認められ

ていました。しかし、経産省が「抵抗を感じる同僚

がいる」として、本人が勤務するフロアと上下 1 階

ずつの女性用のトイレの使用を認めなかったため、

2015 年に職場での差別的な取り扱いの解消を求めて

提訴していたものです。

　提訴後約 4 年の審理を経て、2019 年 12 月、東京

地裁は使用制限を違法と判断し、国に 132 万円の損

害金の支払いを命じました。

　それから約 1 年半後、東京高裁は、違法性はないと

し、上司が面談で「性別適合手術をしないのなら、も

う男にもどったらどうか」とした点については違法性

を認めたものの 11 万円の支払いに大幅減額しました。

　一審・二審とも自認する性別で社会生活を送ること

が重要とした点では共通していますが、一審ではそこ

から、原告が他の女性に性的危害を加える可能性は低

「性同一性障害者のトイレ使用制限、違法でない」（東京高裁）

く、女性とみられる度合いも高いとし、女性用トイレ

の使用を認める民間企業の例から、社会意識が変化し

ているとして差別的取り扱いを違法と判断しました。

　一方、二審では、経産省が使用制限を決める際に

原告や原告の主治医の意見に加え、ほかの職員の意

見を聴く説明会を 2 回開いたことなどを「積極的に

検討、調整して決めた」と評価し、使用制限は「ほ

かの職員が持つ性的不安なども考慮し、全職員にとっ

て適切な職場環境を作る責任」を果たすためのもの

だったとしました。また、トイレの使用を認めた民

間企業・学校の対応は、「事業主の判断で先進的な取

り組みがしやすい」先駆的なものであるとし、経産

省の対応を擁護しました。

　この二審の判断には、疑問が残ります。性同一性

障害者への処遇は、まぎれもなく人権問題です。公

の機関であるからこそ、私的利益が前面に出がちな

民間と異なり、人権をより重んじ、民間の先を行く

対応が本来は求められるはずです。

　原告職員はホルモン投与を受けていて、外見も女

性です。二審判決は、他の職員が「性的不安」を抱

かないようにする必要があるとしていますが、そう

した不安を示す具体的な証拠は示されていません。

この点、「経産省が懸念するトラブルの可能性は抽象

的なものにとどまる」と指摘し、人々の意識の変化

や世界の潮流にも目を配って使用制限を違法とした

一審判決のほうが、事実に即していると思えます。

　原告側弁護士は判決後の記者会見で、「マイノリ

ティの権利を保障する議論はたくさんあるなか、極

めてひどい判決だ。人権を守るべき行政機関が取り

組みづらいとの理由で人権侵害をすることはあって

はならない」と訴え、上告する方針を示しました。

　原告職員は、「まさにちゃぶ台返しの判決だ。長年

ホルモン療法をうけていることや、外見的に女性とし

て見られることが多いなど個別の事情を高裁は考えて
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建 設現場で石綿（アスベスト）を吸って肺が

んなどの健康被害を受けた元作業員や遺

族ら計約 500 人が国と建材メーカーに賠

償を求めた四件の裁判で、最高裁第一小法廷（深山

卓也裁判長）は 5 月 17 日、①個人事業主であるいわ

ゆる「一人親方」などに対する国の責任と、②建材メー

カーの責任を認める判決を出しました。

_ 使用禁止の遅れが大きな被害に

　建設現場で働いていた元作業員たちが、建材に含

まれる石綿を吸い込み、肺がんや中皮腫などの病気

になったとして、国や建材メーカーに賠償を求めた

集団訴訟は、2008年から全国 33の裁判所で起こされ、

原告は 1,200 人を超えています。

　今回、判決が出たのは神奈川、東京、京都、大阪

の 4 訴訟で、①と②の争点について、国とメーカー

の責任を認めた一部の高裁判決については上告を受

理せず確定させ、認めなかった部分については弁論

を開き、責任を認める判断を示したものです。

　石綿は、不燃性や断熱性に優れた鉱物繊維で、し

建設石綿、国の不作為は違法（最高裁）

かも安価であったため耐火性が強く求められる建材

などの原材料として 2006 年に使用が全面禁止となる

まで幅広く利用されてきました。しかし、呼吸障害

を引き起こす石綿肺や中皮腫、肺がんなどの健康被

害をもたらす原因物質でもありました。

　1972 年に世界保健機構などが発がん性を指摘し、

欧米では段階的に使用禁止になっていましたが、日

本では、1974 年には輸入がピークに達し、被害も拡

大しました。石綿の製造・使用が全面的に禁止され

たのは、2004 年になってからでした。

　最高裁は判決理由で、国は石綿の吹き付け作業を

禁じた 1975 年には肺がんや中皮腫の危険性を認識

していたと指摘し、建設事業者に作業員への粉じん

マスク着用を義務付けたり、建材に危険物などと表

示するようメーカーを指導することを怠ったとして、

国が石綿使用を全面禁止した 2004 年までの 29 年間

を違法と判断しました。

　労働法令で労働者としてみなされない個人事業主

の「一人親方」についても、「人体への危険は労働者

であってもなくても変わらない」とし、労働者と同

くれなかった」と述べ、生まれた時の性別と異なる性

別で生きるトランスジェンダーについては、「職場で

正当に扱われないことがある。自認する性で勤務する

ことが当たり前になってほしい」と訴えました。

_ LGBT 法案は見送り

　折しも、与野党の実務者間で合意していた LGBT
など性的少数者に対する「理解増進」法案が 5月 28日、

自民党の一部の強い異論により国会提出が見送られ

ることとなりました。

　自民党内に性的指向・性自認に関する特命委員会

ができたのは 2016 年です。理解増進法案はその当時

も保守派の抵抗を受け、党内手続きが進みませんで

した。しかし、性的指向による雇用差別を禁じる法

律は 80 か国以上ありますが、日本にはありません。

今回は「性的指向による差別」を禁じる五輪憲章に

沿うものとして、五輪前の成立が目指されていまし

たが、国会上程の直前になって、与野党協議により

法律の目的と基本理念に「性的指向および性自認を

理由とする差別は許さないとの認識の下に」との記

述が加えられたことに対し、自民党内の保守派が「差

別の範囲が明確でなく、訴訟が乱発しかねない」と

強硬に反発し、更には、閣僚経験者から「身体は男

なのに女子トイレに入れろとか、ばかげたことが起

きている」などと誤解と偏見による発言も飛び出す

始末で、結局上程は見送られました。

　職場研修などを行う認定 NPO 法人「虹色ダイバー

シティ」の村木真紀代表は、「この 5 年で企業や自治

体の LGPT 施策は進んだ一方、国の動きは周回遅れ

だ」と指摘し、自民党議員から出された差別発言に

ついて「ヘイトスピーチで眠れなくなった人もいる。

法律も出来ず、傷つけられ損だ」と述べています。

　個人を尊重し、共に生きるための新たな規範を作

る、そのための努力を立法、行政、司法のそれぞれ

の立場から担っていくことが望まれます。

（主な参考資料　2021 年 5 月日朝日新聞、同毎日新聞、同東京

新聞、5 月 29 日東京新聞、6 月 2 日朝日新聞）
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様に保護されるべきとして救済対象に含めました。

　また、メーカーが警告表示なしに建材を販売し、

元作業員らに石綿を吸わせる結果になった点も違法

と認定し、作業員は複数の現場で作業するため、ど

のメーカーの建材が病気の原因になったか特定する

ことは難しいが、販売量や期間などから推認し、メー

カーはその寄与の範囲で連帯責任を負うとしました。

しかし、メーカーごとの責任の範囲や賠償額につい

ては、高裁で審理し直すよう命じ、この部分につい

ての裁判はさらに継続することになりました。

　一方で、主に屋外で作業をしていた元作業員への責

任は「屋外の作業は、風などで換気され、粉じんの濃

度が薄められる」とし、国やメーカーが危険性を認識

できたとはいえないとして、認めませんでした。

_ 国と原告団は和解合意

　建設石綿訴訟で、最高裁が国の責任を認める初の統

一的な判断を示したことを受け、5 月 18 日、田村憲

久厚生労働大臣と原告団・弁護団は、和解に関する基

本合意書に調印しました。国は健康被害の病態に応じ

一人当たり 550 万円～ 1,300 万円の和解金を支払う

ほか、長期間の訴訟対応の負担を考慮して、総額 30
億円の和解金を支払うとの内容となっています。

　菅義偉首相は、同日、原告団・弁護団と官邸で面

会し、「首相として責任を痛感し、真摯に反省し、政

府を代表して心よりお詫び申し上げます」と謝罪し

ました。国との和解は今後、原告が提訴した各高裁

で成立する見通しとなっています。

　6 月 9 日、建設石綿での健康被害を受けた元労働者

や遺族のうち、国などに損害賠償を起こしていない

人を対象とした給付金制度を創設する建設石綿被害

者救済法が、参議院本会議で、全会一致で可決、成

立しました。

　この救済法により、和解内容と同じく健康被害の

程度に応じ一人当たり 550 万円～ 1,300 万円が支払

われることなりました。これにより、有症者や療養

中の者の給付額は病態に応じ、550 万円から 1,150
万円、亡くなった人には、病状により 1,200 万円～

1,300 万円が支払われます。受給後に病状が悪化した

場合、進行後の病態で得られる給付額との差額を追

加で受けられます。

　本制度は来年度に運用が開始される予定で、申請は

各地の労働基準監督署が受け付け、厚生労働省が被害

を審査、認定し、同省所管の独立行政法人「労働者健

康安全機構」が支給する仕組みが予定されています。

　

（主な参考資料　2021 年 5 月 18 日朝日新聞、同毎日新聞、同

東京新聞、5 月 19 日・6 月 10 日東京新聞）

東 北電力女川原発 2 号機（宮城県女川町）

の再稼働をめぐり、石巻市の住民が 5 月

28 日、東北電力による女川原発再稼働の

差止めを求める訴えを起こしました。

　これまでの原発の運転をめぐる裁判では、地震や

津波といった自然災害への想定やそれへの対策など

を主な争点とするものが大半でしたが、今回の提訴

においては、本年 3 月 18 日に水戸地裁が示した避

難計画の不備を理由とした東海第二原発運転差し止

めを認めた判決を踏まえ、差し止めを求める理由を、

重大事故を想定した広域避難計画の実効性に絞って

います。弁護団によると、避難計画に焦点を当てた

差止め訴訟は全国で初めてとのことです。

　原告は女川原発から 16 ～ 25 キロの緊急防護措置

区域に住む男女 17 名です。原告らは、2019 年 11 月、

女川原発再稼働差止め提訴、避難計画の不備理由（仙台地裁）

再稼働の事実上の前提となる県と市の地元同意の差

止めを求める仮処分を仙台地裁に申立てましたが、

仙台地裁は 2020 年 7 月にこれを却下し、仙台高裁は

同年 10 月に、地元同意と再稼働による人格権の侵害

には直接的な関係は認められないとして、即時抗告

を却下しました。

　女川原発は東日本大震災以降、全 3 基が停止して

いますが、2 号機は 2020 年 2 月に原子力規制委員会

の新規制基準適合性審査に合格しました。村井嘉浩

宮城県知事らは同年11月に再稼働への同意を表明し、

これを受けて東北電力は安全対策工事を終える 2022
年以降の再稼働を目指しており、今回の提訴はこれ

を止めようとするものです。

　国は、東京電力福島第一原発事故の教訓を踏まえ、

原発から半径 30 キロ圏内の自治体に重大事故発生時に
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おける 30 キロ圏外への避難先や経路などを定める広域

避難計画の策定を義務付けました。石巻市を含む女川

原発周辺の7市町は2017年3月までに避難計画を策定、

公表しています。これによると住民約 20 万人が自家用

車やバスなどで県内 31 市町村に避難するとの内容と

なっています。この避難計画は、内閣府や県などで作

る「女川地域原子力防災協議会」で確認され、2020 年

6 月に政府の原子力防災会議で了承されています。

　訴状によると、住民らは「女川地域原子力防災協議

会は避難計画の実効性を調査、確認していない」とし、

「交通渋滞で 30 キロ圏内を脱出できない」「病院や、

高齢者・障がい者施設の入院患者や入所者は避難が困

難」として、広域避難計画の問題点を列挙し、計画の

実効可能性や実施体制を疑問視し、「住民らの生命や

身体を侵害する具体的危険性がある」としています。

　計画では、半径 30 キロ圏の石巻市など 7 市町村

の 19 万 8,946 人が仙台市など宮城県内 31 市町村に

移動する大規模なもので、渋滞対策、高齢者用バス

の確保、東日本大震災のような複合災害への対応な

ど課題は多岐にわたっています。宮城県の試算でも、

30 キロ圏内の住民が県外に避難先に到着するまで最

長 3 日弱かかるとしていますが、現状の渋滞対策で

は 5 日以上かかるとの指摘もなされています。

　提訴後、原告弁護団の小野寺信一弁護士は記者会

見において、「実効性のない避難計画が第三者の審査

を受けないままで再稼働に突き進むのは危険。裁判

所による審査を受けてほしい」と述べています。

（主な参考資料　2021 年 5 月 29 日河北新報）

五 輪開会式報道、PV 中止報道に雑誌の回収

や記事の削除を求めたり、ワクチン集団接

種予約システムの欠陥を指摘した報道に

抗議する、報道への干渉が目立っています。

　東京五輪の開会式の演出案を報じた 4 月 1 日発売の

週刊誌報道について、東京五輪・パラリンピック組織

委員会は週刊文春に抗議し、掲載誌の回収を求めまし

た。記事の内容は、五輪開会式の演出の実質的な責任

者であった MIKIKO さんのチームが IOC 側に示した

企画案の内部資料をもとに、開会式の内容を報じたも

のですが、組織委員会はこれに抗議、4 月 1 日発売の

週刊文春を直ちに回収し、発売を中止し、3 月 31 日

配信のネット記事を削除、内部資料を廃棄し、今後一

切公表しないとするよう要求しました。

　組織委員会にとって、開会式の演出内容は本番ま

での「秘中の秘」とされますが、記事には IOC への

プレゼン資料とみられる画像が複数枚掲載されてい

ます。抗議に対し文春編集部は「巨額の税金が浪費

された疑いがある開会式の内情を報じることは高い

公共性がある」と反論するコメントを発表していま

す。組織委員会は「文春が著作権法に違反している」

と主張していますが、知的財産権に詳しい上野達弘・

早稲田大教授は「文春の報道記事本文は著作権を侵

害しているとはいえない」と指摘しています。著作

コロナ禍の中、報道への干渉強まる

権法は報道目的であれば著作物を正当な範囲内で利

用することを認めており、雑誌販売の中止までも求

めた組織委員会の要求は異常なものに映ります。

　五輪・パラリンピックのパブリック・ビューイン

グ（PV）については、6 月 10 日、時事通信が都の主

催する都内での全会場の PV について「中止する方向

で検討に入った。複数の関係者が明らかにした」と

配信したのに対し、都は「重大な事実誤認」として

記事の削除や訂正を求め、小池都知事も「これはファ

クトではない」と述べていましたが、19 日には時事

通信の報道どおり都の全 PV 会場を中止すると明らか

にしました。時事通信は「記事は確かな取材に基づ

いて報じた。この記事に関して東京都が抗議文をだ

したことは遺憾だ」とコメントしています。

　このほか、政府が東京と大阪に設置した新型コロ

ナウィルスワクチンの「自衛隊大規模接種センター」

の予約システムの欠陥をめぐり、架空の情報でも予

約ができると指摘した朝日新聞出版と毎日新聞社に、

防衛省は抗議文を送っています。

　コロナ禍が長引く中、報道に対する抗議や干渉が

続き、報道機関の活動の萎縮を招く危険が指摘され

ています。

（主な参考資料　2021 年 4 月 3 日、6 月 20 日、30 日　朝日新聞）
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　2015 年 9 月の国連総会決議は、17 の持続可能な

開発のための目標（SDGs）を採択しました。SDGs
は目標 16 として、「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」と宣言し、

16.3 では、「国家及び国際的なレベルでの法の支配を

促進し、すべての人々に司法への平等なアクセスを

提供する」としました。

　決議は、‘誰一人とり残さないアクセス’を掲げま

したが、ワールド・ジャスティス・プロジェクト（WJP）
は 2019 年、この施策に沿った支援を目的とする‘ジャ

スティス・ギャップ’の調査結果を、‘ジャスティス・

ギャップを計測する（Measuring Justice Gap）’と

いう報告にまとめました

　この調査は、司法的に解決可能な問題（justiciable 
problem）について、ニーズがあるにもかかわらず、

権利を守り、あるいは実現することができず、また

は正当な解決を得られない人々の数を‘ジャスティ

ス・ギャップ’と呼び、グローバルな量的検証を試

みたものです。

　WJP はその内容を次の 3 つの態様として定義しま

した。

1．日常の民事・行政・刑事の問題で、ジャスティス

を得られない…このカテゴリーは、人々が日常生

活の問題で適正な解決を得られているか、にかか

りますが、司法制度が機能しているかどうかにか

かわらず、人々は法的能力（legal capability）の

低さ、援助にアクセスする上での障害、紛争解決

プロセスの貧困などにより解決を得られないとさ

れます。

2．法が提供する機会から除外されている…出生証

明、土地・建物の権利保有の証明、正式な就労の

ための取り決めなどの法的ツールを持たない人々

―2008 年のリーガル・エンパワメント委員会報

告が取り上げた人々―で、生活をコントロールし、

貧困の減少を支える基本的な法的制度へのアクセ

スを持っているか、を問うものであり、より広い

開発の視点からは、人々の資産と労働への法的保

護は、貧困者の生活を守るうえで不可欠とされて

います。法的枠組みと保護から除外された人々は、

権力の濫用と権利侵害に特に脆弱で、保健、教育、

金融サービス、公的保護などの基幹的サービスに

アクセスする上での障害に直面し、このダイナミ

ズムは強いリーガル・ニーズを形成するものとさ

れます。

3．極めて不正な条件のもとで暮らしている…こうし

た人には、国籍を持たない人々、現代的奴隷制

（modern slavery）の被害者、治安レベルの低い、

不安定で脆弱な国に住む人々が含まれ、こうした

人々は自由、移動、人身の安全など、最も基本的

な人権を拒まれ、あるいはジャスティス・メカニ

ズムにアクセスし、苦難を取り除くことをほとん

ど不可能にする、制度の組織的破綻の中で暮らし

ているとされます。

　アンメット・ニードに関するこうしたカテゴリーは、

平和、公正・包摂的な社会のための調査と政策の中心

に制度ではなく人々を置き、人々を中心とする枠組み

を提供するものとされます。またアンメット・ニード

のこうした理解は、ニーズを民事紛争解決と犯罪に関

する公正な決定にかかるものとしてきたこれまでの理

解にとどまらず、ジャスティスの包括的視点を取り入

れるものとされ、この枠組みは、法的保護へのアクセ

スや公正な解決への能力の欠如とともに、平和、個人

的安全、人権尊重の欠如など、人々の暮らしの基本問

題を含むものであるとされます。

ジャスティス・ギャップの調査と評価

　WJP は、ジャスティス・ギャップを評価する計測

フレームは予防、保護（protection）、問題解決を含

む全体的観点をとり、SDGs の目標 16.3 の効果的実

施のためのプライオリティの決定に関する理解を増

進するフォーマットによるジャスティス・ニーズの

データを示すようにデザインされることを要するも

のとし、その第一のステップとして、3 つのアンメッ

ト・ニードを一定の設問とこれに対応するデータに

ジャスティス・ギャップ調査の成果と課題（1）
 　大石 哲夫



司法アクセス・レビュー　第 29 号

15

より計測することとして、10 項目の質問を設けまし

た 。そのうえで、これに対応する 600 以上のデータ・

ソースが検討され、

1.   できる限りグローバルなデータ・ソースを用いる

2.   公式に認定されているデータを用いる

3.   国レベルにおける評価を行い、データのない国

については地域、収入において同格の国から計

算される推定を行う

という手法のもとで、それぞれの計測フレームに該

当する人々の数を計測しました。

　WJP はこうした調査フレームが人々を中心とし、

SDG16 のグローバル・レベルにおける効果的な実

施のためのプライオリティを明らかにするとともに、

人々が直面している多様で重なり合う不正義を明ら

かにするものとしています。またこのフレームは人々

が問題を解決し、権利を主張し、深刻な苦難から守

られる能力に関する包括的な観点を採り入れたもの

であるとしています。

　WJP はこの調査が、人々を分析の単位としてお

り、制度の調査としてデザインされたものではない

こと、ジャスティス・ギャップ評価のための概念と

調査フレームは包括的ではあっても、識字、教育、

収入、健康、障害など、人々の発展の鍵となる、よ

り広いジャスティスの概念を明確にするものではな

いこと、データのない国については推定し、データ

のない問題では代理指標（proxy indicators）を用

いていること、アンメット・ニーズについて、量的

な計測はしていても、それぞれの問題の深刻さを表

してはいないことなどの限界を挙げながらも、この

調査がより深い分析の出発点となることを期待して

いるとしています。

　こうした手法により、次のような結果が示されま

した。

①民事・行政上のアンメット・ジャスティス・ニー

ズを持つ人は 14 億人

　過去 2 年間に少なくとも一つのアンメット・ニー

ドをもっていたにもかかわらず充足されなかった

人々で、リーガル・ニードの定義としては、「法的

能力（legal capability）の欠如により、司法的解

決の可能な問題を適切に扱うための法的支援の必

要性」とされました。

②非暴力的犯罪の被害者のうち、11 億人は被害を報

告していない

　過去 12 か月以内に当局（competent authority）
に窃盗または強盗の被害を報告しなかった人です。

これらの被害者は経済的困難を経験し、安全を脅

かされているにもかかわらず、報復への恐れ、ス

ティグマ、費用や距離、司法制度への信頼の欠如

などから報告しませんでした。またそれが犯罪で

あるのか、救済が得られるのかを知らない場合も

あったとされます。

③暴力犯罪の被害者のうち、2億 3,500 万人は被害を

報告しなかった

　過去 12 か月以内に暴行を受けた被害者のうち、

当局に報告しなかった人です。暴行被害は肉体的、

精神的ダメージをもたらし、経済的困難や安全へ

の危惧ももたらしますが、より広くは国の投資環

境や経済的発展にも影響するにもかかわらず、多

くの人は被害を報告せず、被害を見えなくしてい

ます。報告しない理由は非暴力的犯罪とほぼ同様

となっています。

④致死的暴力の被害者は 56 万人

　殺人、故意のない殺人（unintentional homicides）
などにより測られる致死的暴力の被害者です。

⑤リーガル・アイデンティティを持たない人は 11

億人

　出生証明、選挙人登録、国籍などの基本的認証

の書類を持たない人々で、リーガル・アイデンティ

ティは経済的機会、公的サービス、あるいは法的

保護による利益へのアクセスを可能にする基本権

であり、これを持たない人々はヘルスケアや教育

にアクセスし、婚姻許可を得、資産を購入し、雇

用を確保し、ビジネスに従事するなどの上で困難

に直面します。司法的な面ではアイデンティティ

の欠如は保護や権利の執行のための司法制度や

リーガルサ―ビスを阻害します。特に障がい者、

高齢者、先住民、子どもなどの弱い人々はアイデ

ンティティを欠くことが多く、はく奪を深められ

ることになります。  
⑥ 21 億人が非正規の経済のもとで雇用されている

　労働者を保護する法の外の、非正規セクターで

働く人はグローバルな労働人口の多数を占めてお

り、正式な労働契約を欠く結果、労働基本権を守

る労働法の外に置かれています。さらに労働時間、

条件、保険給付などの権利を欠くことにより、非

公式セクターの労働者はより貧困な状態に置かれ

ます。法的な面では、非正規労働者は職場におい

て日々発生する問題に対処するのに必要な法的装

備を提供されず、搾取や酷使されることになりま

す。
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇　夫婦同姓について、最高裁は再び合憲としました。最高裁は本当に女性の立場に立ってこの問題を考
えているのか疑問です。

◇　「赤木ファイル」がようやく提出されましたが、前代未聞の決済文書改ざんと政治のつながりはまだ
明らかになっていません。「加計」「桜を見る会」と並び、深い闇が残ります。

◇　長引くコロナ禍のもとで、倒産や休業が続き、働く人々の危機がますます深まっています。生活保護
はもとより、機動的な支援策の充実が急務です。

◇　オリンピック・パラリンピックの強行開催は、国民の生命・健康とエンターテインメントを秤にかけ
る誤った政策だと思われます。誰のための、何のためのオリ・パラなのか、改めて考える時です。

◇　4度目の緊急事態宣言を前に、休業要請に協力しない飲食店に対し、金融機関や酒卸業者を使った規
制が語られています。場当たり的なコロナ対策の失敗のツケを零細飲食店に転嫁する、強権的・高圧的
な政治姿勢です。

◇　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。

⑦住居・土地の保有の証明を持たない人は 23 億人

　住居・土地の保有証明は経済的安定、経済機会、

公的サービスへのアクセス上不可欠であり、これ

を欠くと、ローンを得たり土地強奪者からの防御

が困難になります。司法的には住宅関係の問題、

隣人との紛争、コミュニテイの問題ともかかわり

ますが、国家的資源や食物の確保などへのコミュ

ニティのアクセスにも関係します。

⑧国籍を持たない人は 1,200 万人

　無国籍は宗教グループへの差別、ジェンダー差

別、新たな国の発生や領土の変更、国籍法の変更

などにより発生しますが、無国籍は保険、雇用、

移動の自由などの権利行使を困難にするとともに、

家族の分断、新たな無国籍世代の問題を引き起こ

し、社会・職業生活の権利も狭め、アイデンティティ

を欠くために拘留や追立てを繰り返されることに

なります。なお報告は、難民、避難民、国内難民

を加えると、こうした人は 7,000 万人に達すると

しています。

⑨現代的奴隷状態（modernslavery）にある人は 4,000

万人

　強制労働、債務奴隷、強制結婚、奴隷的・準奴

隷的な業務、人身取引の被害者などがこれに該当

します。現代的奴隷状態は法律では定義されてい

ませんが、脅迫、暴力、強制（威圧）、欺罔または

虐待により、搾取から免れない状態として理解さ

れ、その 70％は女性とされます。 
⑩ 2 億 300 万人の人々は治安レベルの低い、法の支

配のない国に住んでいる

　これは OECD の State Fragility 2008 report に
より‘きわめて脆弱’と分類された国に住む人々

の数であり、13 の指標が用いられて、アフガニス

タン、イラク、リビア、ソマリヤ、南スーダン、

シリア、イエメンが該当するとされ、こうした国

の政府は領土への最小限のコントロール能力しか

持たず、人々は最も高いリスクに直面し、最も基

本的な人権をしばしば否定され、機能する司法制

度へのアクセスを欠いているとされます。

（おおいし　てつお　理事）

【参考資料】　World Justice Project , Measuring the 
Justice Gap （2019）  A People-Centered Assessment 
of Unmet Justice Needs Around the World 


