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旧 優生保護法（1948 年～ 98）下で不妊手術

を強いられたのは個人の尊厳や幸福追求

権を定めた憲法に違反するとして、東京

都の男性（78 歳）が国に 3,000 万円の損害賠償を求

めた裁判で東京高裁（平田豊裁判長）は 3 月 11 日、

旧法は特定の障害、疾病を有する者を一律に「不良」

と断定する極めて非人道的、差別的な思想に基づき

優生手術を強制するもので、子を産み育てるか否か

の意思決定をする自由を明らかに侵害し、幸福追求

権を保障した憲法 13 条と法の下の平等を定めた憲

法 14 条に反しており違憲とし、不法行為から 20 年

で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を制限、

男性の請求を退けた一審・東京地裁判決を変更し、

国に 1,500 万円の支払いを命じる男性の逆転勝訴判

決を言い渡しました。

　全国 9 か所で起こされた訴訟で賠償が認められた

のは、同じく旧優生保護法を違憲と判断し賠償命令

を出した 2 月 22 日の大阪高裁判決に続いて 2 件目と

なりました。

_ 「除斥期間」の形式的適用は無効

　訴状によると、男性は仙台市で生まれ、14 歳になっ

た 1957 年、入所していた児童施設の職員に病院に連れ

ていかれ、説明の全くないまま不妊手術をされました。

　男性は、2018 年に提訴し、①手術を受けたことで

子どもができなくなった、②精神疾患などがある子の

出生を防ぐといった「優生思想」にもとづき受けた手

術のため差別や偏見を恐れて周囲に秘密にせざるを得

なかった、などと主張し、極めて重大な人権侵害であ

り、除斥期間を適用しないよう求めていました。

　この裁判では、不法行為から 20 年が経過すると

損害賠償請求権が失われるとする民法の「除斥期間」

の適用が争点となり、国は手術日を除斥期間の起算

点とし、損害賠償を求める権利は既になくなってい

ると主張していました。

　一審・東京地裁は、不妊手術の対象であった精神

疾患が男性にはなかったと指摘した上、「強制的な不

妊手術は憲法が保障する私生活の自由を侵害する」

として手術の違憲性は認めたものの、旧優生保護法

そのものが違憲かどうかには言及しませんでした。

そのうえで、除斥期間については適用されると判断

し、障がい者への差別を認める形で旧優生保護法が

改正された 1996 年の時点で提訴することは可能で

あったとして、請求を退けました。

　今回の二審・東京高裁判決は、①違憲の法律に基

づく施策で生じた被害の救済を、憲法より下位規範

の民法の規定（除斥期間）を適用して拒絶するのは

慎重であるべき、②自分の受けた被害が不法行為で

生じたものと認識する以前に、除斥期間の経過によ

り当然に賠償請求権が消滅するのは被害者にとって

極めて酷である、③国は 1996 年の旧優生保護法改正

後も被害の情報を入手し得る制度の整備を怠ってお

り、除斥期間の経過だけで賠償責任を逃れるのは著

しく正義に反する、④優生手術の被害者を救済する

2019 年の「一時金支給法」は 5 年の請求期間を設け

ており、優生手術の賠償請求についても 2019 年から

5 年が経過するまで除斥期間の効果は生じないとする

のが相当、としました。

　平田裁判長は判決の読み上げ後、「控訴人には、自

らの身体のこと、優生手術を受けたこと、本件訴訟

を提起したこと等によって、差別されることなく、

これからも幸せに過ごしてもらいたいと願いますが、

それを可能にする差別のない社会を作っていくのは、

国はもちろん、社会全体の責任であると考えます。

そのためにも、優生手術から長い期間がたった後に

提起された訴訟であっても、その間に提訴できなかっ

た事情が認められる以上、国の責任を不問に付すの

は相当でないと考えました」と所感を述べました。

　判決後の記者会見で、男性は「長い道のりでした。

本当につらかった。感無量です。」「裁判官がわたしに

向き合ってくれたんだと、うれしかった」と述べました。

　弁護団の新里宏二弁護士は「法改正から 26 年。やっ

と司法が被害に向かい合ってくれた。あとは違憲の

法律を作った国会、行政に謝罪を求めて行きたい」

と述べ、高辻庸子弁護士は「除斥期間の壁は厚い。

今回、それを突き破ってくれた裁判官の信念と勇気

を感じた」と話しました。

　東京高裁判決に先立ち、大阪高裁（太田晃詳裁判長）

は 2 月 22 日、同様の強制不妊を巡る損害賠償事件に

おいて、旧法が違憲であるとしたうえ、「原告は社会

的差別や偏見から必要な情報へのアクセスが著しく

旧優生保護法下の強制不妊手術に相次いで賠償命令
—東京高裁など
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ヤジ排除、表現の自由侵害、道に賠償命令（札幌地裁）

2 019 年 7 月、札幌市で演説中の安倍晋三首

相（当時）にヤジを飛ばした男女 2 人が、

北海道警の警察官に違法に排除されたとし

て北海道に損害賠償を求めていた訴訟の判決が 3 月

25 日にあり、札幌地裁（広瀬孝裁判長）は「2 人の

表現の自由などが違法に侵害された」として、道に

88 万円の支払いを命じました。

_ 排除は表現行為の制限

　訴状によると、原告の男性は 19 年 7 月 15 日、札

幌駅前で演説中の安倍元首相に「安倍やめろ」とヤ

ジを飛ばした直後に複数の警官に肩や腕をつかまれ、

後方に移動させられました。その後、近くで「増税

反対」と叫んだ女性も排除されました。二人は政治

批判の声を最高責任者にぶつけるまれな機会を違法

に奪われた、として国家賠償法に基づく慰謝料を請

求しました。道警側は、排除は警察官職務執行法（警

職法）に基づく適法な行為と主張し、原告らが聴衆

に危害を加えられるなどの恐れがあったとしていま

した。裁判では、排除の正当性を示す根拠として、

自分たちに肯定的なネットニュース上の書き込みを

提出し、裁判長から「立証責任は道警側にある」と

指摘される場面もあったといわれます。また、排除

にかかわった警察官らが「（原告の）男性に怒鳴る人

や小突く人がいた」などと発言し、安全確保を排除

理由にあげましたが、その場を撮影した複数の動画

などで事実でなかったことが明らかになりました。

　判決は、怒号が上がるなど騒然とした状態にはなっ

ていなかったと判断、男性が声をあげてから警察官

が男性の肩をつかむまでは 10 秒程度で、そのわずか

な間に小競り合いがあったようにはうかがえないと

し、女性を移動させた行為についても、女性が声を

あげた時点で聴衆が騒然とした状況にあるようには

見えないとし、排除行為は警職法の要件を満たさな

いとしました。

　そのうえで判決は、

　「『安倍やめろ』、『増税反対』などと声をあげてい

た原告は、いささか上品さに欠けるきらいはあるが、

これらはいずれも公共的・政治的事項に関する表現

行為であることは論を待たない。警察官らの行為は、

原告らの表現行為の内容が街頭演説の場にそぐわな

いと判断し、表現行為そのものを制限しようとした

と推認せざるを得ず、原告らの表現の自由を制限し

たというべきである」

としました。

　また判決は徒歩で移動していた原告女性に対して

長時間つきまとい、移動の自由を侵害したとし、こ

うした行為は通行人らに女性が不審者であるとの印

象を与えるもので、女性の社会的評価を低下させ、

名誉権を侵害したと認めました。

　警察官が警職法に基づいて物理的に動作を静止す

るには、人の生命や身体に害が及ぶ恐れが切迫して

いたことを示す客観的な判断の根拠が求められます

が、道警は原告らの保護ではなく、街頭演説の平穏

のために 2 人を拘束・排除したものであることが明

らかになっています。街頭演説では候補者の選挙運

動の自由を保障するうえで警察による警備も求めら

れますが、この事件は警察官の行為により、国民の

表現の自由が侵害される危険を示しています。

　なお道警側は 4 月 1 日付で控訴しています。

（主な参考資料　2022 年 3 月 26 日毎日新聞、朝日新聞）

困難だった」として、除斥期間の起算点を手術時で

はなく、旧法の条項を廃止した母体保護法の施行日

前日とし、提訴に必要な情報などへのアクセスが困

難な状況が解消されてから 6 か月以内は除斥期間は

適用されないとの見解を示し、原告らは 2018 年ごろ

に仙台訴訟や神戸訴訟の存在や内容を知って初めて

手術の違法性を認識し、その 6 か月以内に提訴して

いるとして、請求権は有効と判断、3 名の原告に計

2,750 万円の賠償を国に命じる判決を出しています。

　国は、この大阪高裁判決並びに東京高裁判決に対

し、「除斥期間の法律上の解釈・適用に関し、重要な

問題を含んでいる」などとして、いずれも上告しま

した。

（主な参考資料　2022 年 2 月 23 日、3 月 12 日朝日新聞、同毎

日新聞、同東京新聞、3 月 8 日、3 月 17 日東京新聞）
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東電福島第一原発事故、避難者 3 訴訟で初の確定 ―最高裁

東 京電力福島第一原発事故をめぐり、住民や

各地に避難した人などが国と東京電力を

相手取り、慰謝料なとの損害賠償を求め

ている集団訴訟のうち、福島（生業）、群馬、千葉の

3 件で、最高裁第二小法廷（菅野博之裁判長）は 3 月

2 日、裁判官 4 人全員一致の結論として東電の上告を

退ける決定をしました。これによりこの 3 件の訴訟

において示された二審判決のうち、国の示した中間

指針を上回り原告約 3,600 人に計約 13 億 9,000 万円

の支払いを命じた部分が確定しました。

_ 「中間指針」を超える賠償額確定
（福島、群馬、千葉）

　福島第一原発事故を巡っては、全国で約 30 件の避

難者らによる集団訴訟が提訴されていますが、最高

裁の判断が示されたのは初めてで、これにより東電

の賠償責任と賠償額も初めて確定しました。

　一方、第二小法廷は 3 件の訴訟について国の責任

を巡り国と住民双方の意見を聞く「上告審弁論」を

4 月にそれぞれ開くことを決定しました。各訴訟の二

審判決はいずれも東電の責任を認めましたが、国の

賠償責任については福島、千葉の二審判決が国の賠

償責任を認めたのに対し、群馬の二審判決は請求を

棄却し、判断が分かれています。最高裁は、国の責

任については今年夏にも統一判断を示す見込みであ

り、認められれば国は東電とともに賠償額を負担す

ることになります。

　3 件の訴訟は一審が福島地裁の「生業（なりわい）

訴訟」と千葉地裁の「千葉訴訟」、前橋地裁の「群馬

訴訟」で、各訴訟の二審判決は避難継続による精神

的損害に加え、生活基盤の喪失や変容に伴う慰謝料

を認め、原子力損害賠償審査会の賠償基準「中間指針」

を上回る額の賠償を東電に命じていました。

　

　上告審において東電は中間指針に基づく賠償額で

十分などと主張しましたが、最高裁は賠償額を巡る

各高裁の判断を是認しました。決定理由は示されて

いません。

　勝訴が確定した原告数と金額は福島 3,546 人に約

10 億円、群馬 90 人に約 1 億 2,000 万円、千葉 43 人

に 2 億 7,000 万円となっています。

_ 国の責任は今後審理

　各訴訟の上告審の弁論期日は、千葉訴訟が 4 月 15
日、前橋訴訟が同 22 日、生業訴訟が同 25 日に予定

されています。

　国の責任をめぐっては、一・二審では政府の地震

調査研究推進本部が 2002 年に公表した地震予測「長

期評価」や、国が規制の判断根拠とした土木学会の「津

波評価技術」の信頼性が焦点でした。巨大地震の到

来を予測し、規制権限を用いて防潮堤の設置や原子

炉建屋の浸水防止などの対策を命じていれば事故が

防げたかどうかが問われることになります。

_ 「ふるさと喪失」慰謝料も確定

　続いて、最高裁第三小法廷（林道晴裁判長）は、

同じく東電福島第一原発事故で精神的苦痛を受けた

として、福島県内の住民が東電に損害賠償を求めた 3
件の訴訟につき 3 月 7 日、東電並びに原告の上告を

退ける決定をしました。これにより、原告 500 人超

に総額約 11 億円を支払うように命じた二審判決が確

定しました。裁判官 5 人全員一致の結論で、決定の

詳しい理由は示されていません。3 月 2 日の決定に続

いた今回の最高裁決定で確定した判決は計 6 件とな

りました。

　今回の決定で確定したのは、福島県の帰還困難地

域に住んでいた計約 530 人が「ふるさと喪失」を訴

えて福島地裁いわき支部と東京地裁に起こした 2 件

の訴訟と、福島市など自主避難の対象区域の約 50 人

が放射線被害の不安を訴えて福島地裁に起こした訴

訟です。

　いわき訴訟の二審・仙台高裁は、「ふるさと喪失」

の慰謝料などとして、「中間指針」を 1 人 120 万円～

250 万円上回る賠償を認定し、東京訴訟の二審・東

京高裁判決も 100 万円の上積みを認めましたが、福

島訴訟の二審・仙台高裁は、一人 8 万円という中間

指針を上回る 30 万円の賠償が妥当と判断していまし

た。

　なお、これらの訴訟では、いずれも早期の結論を

得るため、国を被告とはしていませんでした。

　東電は 3 訴訟とも「すでに十分に賠償した」とし

て上告し、一審より賠償額を減額された東京訴訟に
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民事裁判全面 IT 化に向け法制審要綱案まとまる

法 制審議会（法務大臣の諮問機関）は 1 月

28 日、民事裁判の提訴から判決までの手

続の全面的 IT 化に向けた「民事訴訟法改

正要綱案」を取りまとめ、2 月 14 日に法務大臣に答

申しました。

　改正の柱は

①  訴状や準備書面等訴訟関係資料のオンラインでの

提出を可能とする。

②  当事者や代理人が法廷以外の場所からインター

ネットのウェブ会議の仕組みを使って審理に参加

することを可能とする。証人が遠方に住んでいる

場合などに限って実施されている、ウェブを利用

した尋問の要件を緩和する。

③  訴状などの訴訟関係資料を電子データで保管し、

その内容のインターネットでの閲覧、確認を可能

とする。

となっています。

　法務省は、今国会に民事訴訟法の改正案を提出、

成立を目指し、セキュリティ対策を講じた上で 2025
年度の全面実施を目指す方針とのことですが、これ

が実現すれば、紙や対面でのやりとりが中心であっ

た民事裁判の姿が大きく変わり、裁判手続きの実務

はもとより、弁護士業務の在り方にも大きな変更を

伴うものとなります。

　

　今回の改正の動きの背景には、経済界などから我

が国の司法が利便性や迅速さで国際的に大きく後れ

を取っていると指摘され、政府の有識者検討会が民

事裁判の IT 化を強く提言したことがあり、これを受

けて、法務省の「民事裁判等 IT 研究委員会」などで

この間検討が進められてきたものです。

　これに対し、弁護士会などからは、民事裁判手続

きの IT 化の議論では、ともすれば企業、IT 機器を

利用できる者、そして裁判所をはじめとする法曹関

係者の利便性、効率性に重きが置かれ、IT 機器を持

たない、利用が不慣れな「デジタル弱者」を多く含

む社会的、経済的弱者への配慮に欠けるのでは、と

の指摘がなされてきました。

　今回の改正では、この点を踏まえ、オンラインによ

る提訴は弁護士などの士業者には義務付けるものの、

いわゆる「デジタル弱者」が多く含まれる、代理人を

選任しない「本人訴訟」は当面は除外されました。

　ところで、2020 年の司法統計によると、全国の地

裁で原告、被告双方が弁護士をつけなかった事件は

約 51 万件にも上っています。この中に「デジタル弱

者」がどの程度含まれているかは不明ですが、内閣

府の世論調査によると 51% がオンライン提訴の義務

化に反対し、うち 8 割強は「誰もがインターネット

を利用できるとは限らない」と答えています。

　このような状況で開始される民事裁判手続きの IT
化、弁護士などの士業者への IT 義務化は、民事裁判

の空気を一変させ、「デジタル弱者」にとっては、裁

判所が今以上に遠いところ、近づきがたいところと

なる可能性があります。

 
　憲法は裁判所において裁判を受ける権利を保障し

ており、すべての人に司法へのアクセスを保障する

態勢を整えるのは国の義務です。裁判所、弁護士会、

法テラスなどが連携して、従来にもまして相談体制

の強化、本人訴訟へのケアなど国民の不安に応える

対応を強化することが必要となっています。

　「裁判手続等 IT 化検討会」の報告書においても「本

ついては、原告側も上告していたものです。

　今回勝訴が確定した原告の数と金額は、福島訴訟

の約 50 人が計 1,200 万円、福島県南相馬市小高区が

約 310 人、計約 3 億 6,000 万円、南相馬市や楢葉町

などが約 210人、計約 560人、約 7億 3,000万円となっ

ています。

　決定後に都内で記者会見した福島訴訟の原告側代理

人弁護士は、勝訴が確定したことについて、「爆発的

な喜びはなく労力と年月をかけてようやくここまで来

たのかと、ほっとしたのが正直なところどころ。今後

は、国が被害者目線に立ち、中間指針を改定してくれ

ることを望みたい」と記者会見で述べています。

（主な参考資料　2022 年 3 月 5 日、同 3 月 9 日朝日新聞、同毎

日新聞、同読売新聞、同東京新聞）
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法 務省法制審議会は 2 月 14 日、子どもの父

親を決める「嫡出推定」などを見直す民法

改正要綱を古川禎久法務大臣に答申しま

した。女性だけに課されている再婚制限の撤廃も盛

り込まれました。法務省は答申をもとに民法改正案

を策定し、早期の国会提出を目指す予定です。

_ 無国籍問題の解決も期待

　嫡出推定制度見直し案のポイントは

①離婚後 300 日以内に生まれた子どもを「前夫の子」

とする現行の規定を維持しつつ、女性が出産時に

再婚していれば「現夫の子」とする例外を加える

②女性の 100 日間の再婚禁止期間を撤廃する

③夫にのみ認められていた嫡出否認の権利を子と母

にも認める

④否認の訴えができる期間を原則 3 年（一定の要件

を満たす場合は子が 21 歳まで）に延長する

というものです。

　嫡出推定の規定は、結婚に基礎を置いた制度であ

り、「結婚した女性から生まれた子は、夫の子であろ

う」と推定し、「嫡出否認」の手続きがとられない限

りは父子関係が確定します。嫡出否認の訴えを起こ

せるのは、夫のみで、期間も出生を知ってからわず

か 1 年と厳格に制限されています。

　母子関係と異なり、父子関係を証明するのは難し

く、嫡出推定制度には早期に子の立場を定め、安定

的な養育環境を整えるとの狙いがあったといわれて

います。

　しかし、施行から一世紀を超え、親子、結婚を取

り巻く状況は大きく様変わりしました。今では、夫

婦の 3 組に 1 組が離婚する状況となっています。夫

の暴力や不倫などにより、離婚より先に別居が始ま

ることも珍しくなくなっています。離婚のための協

議が長引く間に他の男性の子を妊娠し、離婚後 300
日以内に出産すると、子は「前夫の子」と推定され

ます。このため、出生届を出せずに子が無戸籍とな

る事態が問題化しました。

　今回の改正が実現すると、「妊娠から出産までの間

に複数の婚姻をしていた場合は出生直近の婚姻の子」

と推定することが可能となります。

嫡出推定の見直し、親権者の懲戒権削除を答申 ―法制審

人訴訟の割合が相当高い我が国の現状を踏まえると、

国民の裁判を受ける権利の実質的保障の観点から、

IT 化に伴い、国民の司法アクセスも一層向上させて

いく観点も重要」としてきました。「デジタル弱者」

や本人訴訟を置き去りにして改革を進めることは、

司法アクセスをかえって後退してしまう結果をもた

らします。

　我が国の本人訴訟率が高い要因は種々あげられて

いますが、最大の原因の一つは法律扶助制度の対象

者が生活保護者など狭い範囲に限定され、援助内容

が費用の立替に過ぎず全額償還原則となっているな

ど制度内容の貧困があげられます。

　民事裁判の IT 化の推進と民事法律扶助の制度内容

の改善、拡充は車の両輪とすべきものです。

　改正案による弁論のウェブ化についても、懸念の

声が上がっています。ウェブ方式が直接主義、口頭

主義、公開主義といった訴訟原則の長所を減殺する

部分があることは否めないからです。裁判所には、

当事者の意向を踏まえながら、IT を使う利便性と、

それによって失われるものとを見極め的確に審理を

進めていく力が求められることになります。

　要綱には、当事者双方が合意すれば裁判を 7 か月

以内に終える制度の創設も盛り込まれました。この

背景には、判決までの期間を明確にして経営の効率

を上げたいという経済界の要望があったと指摘され

ています。これについては、消費者・労働団体など

の強い反対により消費者契約や労働問題をめぐる裁

判は対象外とされましたが、期限ありきで不十分な

審理のまま判断することになれば、司法への信頼は

大きく傷つくことになります。

　民事裁判の IT 化は結論ありきではなく、司法アク

セスの拡充につながる総合的で慎重な議論と検討が

望まれるところです。

（主な参考資料　2022 年 1 月 25 日読売新聞、同 1 月 29 日朝

日新聞）
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　法務省が 2020 年に実施した調査では、離婚後

300 日以内に生まれて無国籍になった子の母のうち、

35.8％が 300 日以内に再婚し、その後、子を出産し

ていました。改正が実現すればこのようなケースも

再婚後の子と推定されるため、無国籍化の回避が期

待できます。

　嫡出否認も見直され、母や子にも否認権が拡大さ

れます。夫の協力を得られなくても否認権の行使が

可能になれば、無国籍問題の解決に向けてのひとつ

の手立てになると期待されています。

　ところで、今回の改正が実現しても、母が再婚し

ていなければ、前夫の子と推定され、DV 被害者など

夫・前夫と接触することが困難な人など救済からこ

ぼれ落ちる人がでてくるものとみられ、改正と並行

して、相談窓口や訴訟のサポート態勢の強化も進め

る必要があります。

_ 懲戒権の削除、子どもの虐待防止に

　一方、法制審議会の親子法制部会は 2 月 1 日、親

権者が子どもを戒める「懲戒権」（民法 822 条）を削

除し、体罰禁止などを明記した条文を加える民法改

正の要綱案を取りまとめました。今回の改正は、「し

つけ」を口実に虐待が正当化されているとの指摘を

受けた見直しで、法務省は今秋の臨時国会以降に改

正案上程を目指すとしています。

　懲戒権見直しのポイントは、

①民法の懲戒権の規定を削除し、子どもの虐待防止

のため、監護・教育の際に親権者が守るべきこと

を明記する

②体罰と、心身の健全な発達に有害な影響のある言

動の禁止を明記する

③子どもの人格尊重、年齢と発達の程度に配慮する

義務があることを明記する

となっています。

　児童相談所が把握した虐待ケースは 1990 年代から

増加し続けています。懲戒権が児童虐待を正当化す

る口実となっているとの指摘を受け、民法は 2011 年

に改正され、懲戒は「必要な範囲で」から、「子の利

益のため」「監護及び教育に必要な範囲で」許される

と改められました。

　しかし、その後も東京目黒の 5 歳女児虐待死や千

葉県野田市の小四女児虐待死など多くの痛ましい事

件で、「しつけ」と称した暴力、虐待が続いています。

　2021 年に全国の警察が摘発した 18 歳未満の子ども

の虐待事件は、前年に比較し 41 件増の 2,174 件で過

去最多でした。虐待の疑いで児童相談所に通告した子

どもは 1,068 人増の 10 万 8,059 人にのぼり、警察庁

の担当者は「新型コロナウィルス禍で外部の目が届か

ず、潜在化している恐れがある」と話しています。

　児童虐待の摘発人数は 2,199 人に上り、被害者と

の関係は実父が 1,039 人と最も多く、実母、養父・

継父が続いています。

　このような状況にあっては、民法を改正し、懲戒

権を削除することが、体罰を決して認めないという

強いメッセージになるのではと期待されます。

　日本では、まだ子どもを親などの従属物とみるよ

うな傾向があります。しかし、子どもは、人格を備え、

大人と同様の権利を持つと考えることが必要不可欠

であり、そのことを踏まえた関係法整備が焦眉の課

題となっています。

（主な参考資料　2022 年 2 月 2 日、同 2 月 15 日朝日新聞、同

2 月 15 日毎日新聞、同 2 月 2 日、2 月 8 日、2 月 10 日、3 月

8 日東京新聞）
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土 地取引を巡って 21 億円を横領したとして

逮捕・起訴され、無罪が確定した不動産

会社の前社長が、大阪地検特捜部の検事 2
人が取り調べで事件の関係者を脅迫するなどして事

実と異なる供述を引き出した疑いがあるとして 3 月

29 日、最高検察庁に告発しました。前社長は、検察

の描いたストーリーに沿うよう違法な取り調べが行

われたと訴えています。

_ 脅迫による取り調べで共謀の供述引き出す

　刑事告発をしたのは大阪に本社のある東証 1 部上

場の不動産会社の社長だった山岸忍さんです。山岸

さんは大阪の学校法人明浄学院の土地を買い取った

際、法人の元理事長や会社の自分の部下らと共謀し

て 21 億円を横領したとして逮捕・起訴されました。

山岸さんが一貫して関与を否定したのに対し、検察

は山岸さんとの共謀を認めた部下の供述を立証の柱

としていましたが、大阪地裁は 2021 年 10 月、「部下

の供述は信用できない」として無罪を言い渡し、判

決は確定していました。

　山岸さんの弁護団が取り調べの録音・録画を詳しく

分析したところ、映像には検事が自らの発言について、

検察内で「誘導している」、「供述を強いている」など

の指摘があったことを明かす場面があったといい、「違

法な取り調べをいとわずに暴走した」とされます。

無罪事件で大阪地検検事 2 人を告発

　検事の一人は山岸さんの部下に対し、山岸さんと

共謀があったという前提で執拗に責め、「あなたは会

社の評判を貶めた大罪人だ。会社が被った損害は 10
億や 20 億では済まず、それを背負う覚悟で話してい

るのか」などと追及し、部下はその後一転して共謀

を認めました。また別の検事は、別の不動産会社の

元社長に対し、山岸さんが事件に共謀したと認めな

いのであれば情状的にかなり悪くなり、明浄学院の

元理事長（業務上横領で有罪確定）と同罪になるな

どと脅迫して、山岸さんが共謀していたとする供述

をさせていました。

　山岸さんは、特捜部がみずから描いたストーリーに

沿うよう脅すなど、違法な取り調べで組織的に冤罪を

作り出したとする声明文を公表、2020 年の証拠改ざん

事件を念頭に、「検察組織は全く変わっていない」と批

判し、検事 2 人を証人威迫の疑いなどで告発しました。

　山岸さんは 248 日間にわたって勾留され、一代で

築き上げた会社を守るために株を安値で売却して経

営権を手放さざるをえなかったとして、同日国に 7
億円余りの賠償を求める訴えも起こしています。

　地検は「適切に対応したい」とのコメントを出し

ています。

（主な参考資料　2022 年 3 月 30 日朝日新聞、毎日新聞、3 月

26 日 NHK NEWS WEB）

1 995 年、大阪市東住吉区で小学 6 年生が焼

死した火災で殺人罪などで起訴され、再審

無罪になった母親の青木恵子さんが国と大

阪府に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁（本田能

久裁判長）は 3 月 15 日、府に約 1,220 万円の賠償を

命じました。

_ 「母親としての情愛を巧みに利用」

　青木さんは府警と検察の不当な捜査で約 20 年間の

拘束を強いられたと主張し、国と府はいずれも「違

自白強要で大阪府に賠償命令（大阪地裁）

法な捜査はなかった」としてきました。地裁は双方

に和解を勧告しましたが、国側は協議に一度も出席

せず、判決にいたりました。

　判決によると、青木さんは内縁の夫だった男性と

ともに 95 年 9 月、保険金目的で長女めぐみさんを

焼死させたとする疑いで逮捕されました。青木さん

は関与を否定しましたが、担当の取調官に「なんで

娘を助けられなかったんや」「人の心、母の心を失っ

たらあかん」などと責め続けられました。取調官は、

吐き気や悪寒を訴える青木さんにめぐみさんの写真
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を見せながら、大声で取り調べを長時間続けること

もありました。判決はこの取り調べが虚偽の自白を

強要したと認定、「母親としての情愛を巧みに利用し、

体調悪化にも対処せず、社会通念上相当と認められ

る方法や限度を超えている」と批判し、取り調べの

違法性を認めました。

_ 検察に疑問示すも責任は認めず

　判決は、青木さんを起訴した検察の対応について

は、当時の証拠資料などを考慮すると「違法とまで

は断定できない」としました。ただ判決は捜査段階

の証拠を早く開示すれば真相究明が早まった可能性

にも言及し、「種々の疑問がある」としました。検察

側は再審請求時になって府警の取り調べの状況を残

した日誌を初めて開示していました。

　この訴訟では証人として出廷した当時の取調官が

「今でも（青木さんを）犯人だと思う」と証言し、本

田裁判長はこの発言にも触れ、「再審無罪判決を正し

く理解しない根拠のない中傷を招きかねない」と指

弾し、慰謝料の算定要素に加えました。

　青木さんは刑事裁判で一貫して無罪を訴えましたが、

捜査段階の一時的な自白が重視され、2006 年に無期懲

役が確定。大阪地裁の再審で 16 年 8 月、火災は自然

発火の可能性があるとして無罪判決を受けました。再

審判決も自白が誘導された疑いを指摘していました。

　青木さんは 15 日大阪市内で記者会見し、「取り調

べを違法としたのはいいが、国の責任が認められず

本当に許せない。裁判所に傷つけられた」として、

大阪高裁に控訴することを明らかにしました。青木

さんは、同じ過ちを繰り返さないためには原因究明

が必要だとして裁判を起こしましたが、再審判決後

も大阪府警や検察から謝罪の言葉はなく、判決が捜

査当局の姿勢を正すきっかけになると思っていただ

けに落胆させられたとしています。

　水谷規夫・大阪大法科大学院教授（刑事訴訟法）は、

「検察は警察の捜査内容を精査し、起訴の可否を決め

る大きな権限がある。再審無罪の事案で検察官を不問

にすれば冤罪はなくならず、裁判所はもう少し踏み込

んだ判断を示すべきではないか」と指摘しました。

（主な参考資料　2020 年 2 月 16 日毎日新聞、同朝日新聞、同

読売新聞）

　政府は 3 月 8 日の閣議で侮辱罪の法定刑を引き上げ

る刑法改正案を決定しました。これは SNS による誹

謗中傷に対処するものとされ、改正案ではこれまで拘

留または科料だった法定刑を「1 年以下の懲役もしく

は禁固」と「30 万円以下の罰金」を追加して厳罰化し、

公訴時効は現在の 1 年から 3 年に延ばしています。

　SNS による誹謗中傷の被害は世界的に増加してい

ますが、一昨年 5 月にはテレビのリアリティー番組

に出演していたプロレスラーの木村花さんが、会員

交流サイトで「きもい」などと投稿される被害にあい、

自ら命を絶つ悲劇がありました。木村さんのツイッ

ターに「生きている価値あるのかね」「いつ死ぬの」

などと書き込んだ二人に対しては科料 9 千円の略式

命令が出されましたが、これについては「軽すぎる」

とする批判が多く出されていました。総務省の「違法・

有害情報相談センター」への名誉棄損などの相談件

数は、2020 年に 5,407 件と、10 年間で 4 倍に増え

ています。昨年 4 月には匿名の加害者を特定しやす

ネット中傷に侮辱罪法定刑の厳罰化、抑止効果は未知数

くするプロバイダー責任制限法の改正があり、これ

によりサイト管理者に投稿者の IP アドレスの開示を

求める手続きと通信会社に契約情報の開示を求める

手続きは 1 回の裁判でできることになり、今回侮辱

罪の法定刑の厳罰化がなされれば、誹謗中傷への抑

止力として機能することが期待されています。

　ただ、民事訴訟で被害を申し立てる側には、可能

性のある接続先 IP アドレスの特定などに大きな負担

があり、被害の救済までにはなお困難な手続きを要

することになります。欧州では SNS 企業に規制をか

ける動きが加速しており、ドイツでは 17 年成立の法

律で、明らかに違法な投稿などの削除を企業に義務

づけています。欧州連合は今年 1 月、違法コンテン

ツの解除などを企業に厳しく義務付ける法律を可決

し、英国も規制を進めています。ネット中傷への取

り組みを自発的に促すだけでは不十分とし、法規制

を求める声があがっています。

（主な参考資料　2022 年 3 月 8 日毎日新聞、2 月 27 日朝日新聞）
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岐 阜県大垣市で風力発電所の建設に反対す

る住民の個人情報を岐阜県警が収集し、中

部電力の子会社に提供したのは違法だと

して、住民男女 4 人が県に計 440 万円の損害賠償を

求めた訴訟で、岐阜地裁（鳥居俊一裁判長）は 2 月

21 日、「個人の思想信条や私生活など保護する必要の

高い情報を、積極的、意図的、継続的に提供した態

様は悪質と言わざるを得ない」とし、計 220 万円の

支払いを命じました。一方で、情報収集の必要は認め、

個人情報の抹消請求は却下しました。

　判決によると、2013 年 8 月から 14 年 6 月にかけて、

大垣署警備課の警察官 3 人が 4 回にわたって、大垣

市で風力発電施設を計画していた中部電力の子会社

「シーテック」の社員と警察署で情報交換をし、その

際、大垣署が収集していた風力発電の勉強会の参加

者の氏名、経歴、病歴、市民運動の参加歴などを社

員に伝え、社員らはその内容を議事録にまとめまし

た。そこには住民運動を敵視するような大垣署幹部

の発言や、原告らの人物評なども記されていました。

　裁判で、原告側は、明らかに違法な個人情報の提

供であると主張し、県側は提供した情報の多くは原

告らが自ら公開しているものだと主張しました。

　判決は県側の主張を退け、当時の公共の安全など

の状況についても「原告らの活動は勉強会にすぎず、

原告らの行動によって公共の安全や秩序維持に危害

を及ぶ危険性は生じていなかった」と指摘しました。

　裁判では、情報の収集・抹消の当否も争われました。

原告側は警察等による情報収集の「法的根拠がない」

と訴え、一方、県側は「警職法に基づいている」と

主張しました。

　判決は、収集の必要性は高くなかったとしつつ、

運動の広がり次第では「抽象的には、公共の安全を

害する事態に発展する危険性がないとはいえない」

として収集の違法性は認めませんでした。また、国

と県に対する個人情報の抹消請求も「対象となる情

報の特定性を欠く」として却下しました。

　この判決に対し、原告弁護団は、「裁判所が警察の

公安活動を一部ではあれ違法とするのは極めてまれ

で、賠償額についても想定より高額だった」とし、「国

民の権利を守る正当な判断」と評価しました。

　個人情報の問題に詳しい清水勉弁護士は、「警察が

警察による個人情報提供は違法（岐阜地裁）

会社側に提供した個人情報の内容で差をつけず、原

告全員に対し一律で同額の賠償を命じた。情報を外

部に提供すること自体を問題視しており、公安警察

活動の在り方に一石を投じた画期的な判決だといえ

る」と述べています。

　一方、原告弁護団は、判決が情報の収集・保有に

関し違法性を認めず、原告が切望する個人情報の抹

消請求について却下したことは、きわめて重大な問

題だと指摘し、「公安警察の情報収集・保有は、国

民の政府に対する市民活動や表現活動を委縮させる。

公安警察が特定の個人に着目して情報を収集する法

的根拠は存在しないのであり、判決は、この観点か

らの判断が不十分だ」と批判しました。

　清水弁護士は、「情報収集の違法性を全く認めな

かったのは残念だ。現在、公安警察の活動に明確な

ルールはなく、いつどこでどんな情報を集め、外部

に出しているか組織内でもはっきりしないのではな

いか。これでは、犯罪やテロの抑止に向けた行為だ

としても、適正かどうかチェックできない」と指摘

しています。

_ 無罪男性のDNAデータなど、
国に抹消命令（名古屋地裁）

　この判決に先立ち、1 月 18 日、マンション建設中

の反対運動中に暴行容疑で逮捕され、刑事裁判で無

罪が確定した名古屋市の男性が、捜査時に採取され

た DNA などを警察庁のデータベースから削除する

よう国に求めた裁判で名古屋地裁（西村修裁判長）

は、「男性の余罪や再犯可能性を認めるのは困難で、

保管の必要はなくなった。」とし、国に対し、男性の

DNA 型と指紋、顔写真のデータの抹消を命じました。

　判決では、犯罪捜査の効率性、実効性の観点から

データベース化の意義は認めたものの、データベー

スの「運用の根拠は脆弱であいまい」と批判しました。

欧米などでは、対象犯罪や抹消条件を法律で定めて

いますが、我が国は国家公安委員会の規則に基づく

運用に任されているのが実情で、識者からは早急な

立法を求める声が出ています。

（主な参考資料　2022 年 1 月 19 日、2 月 22 日、24 日朝日新聞、

同 2 月 19 日中日新聞、同 2 月 22 日東京新聞）
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政 府は 3 月 4 日、インターネット利用者の

情報を保護する新たな規制を盛り込んだ

電気通信事業法の改正案を閣議決定しま

した。この法案が成立すれば、ネットの閲覧利益が

残る「クッキー」など、個人の特定につながらない

情報を第三者に提供することに対する国内で初めて

の規制になります。

　日本では、法律で保護される個人情報の範囲が狭

く、氏名などにつながらない閲覧履歴などは一般に

保護対象となっていません。このためこうした情報

を事業者が無断で広告会社などに提供し、個人の関

心にあわせた「ターゲティング広告」に使われてき

ました。

　改正案は、オンライン・サービスの事業者に対し、

　・  利用者の閲覧履歴などを広告会社などの第三者

に提供する場合には、①本人に通知・公表する、

②本人から同意を取得する、③あとから拒否で

きる「オプト・アウト」の仕組みを入れる、の

いずれかを義務づける

　・  大規模な SNS や検索サービスの運営事業者に利

用者情報の管理強化を義務付け、社内ルールの

作成や統括管理者の選任・届け出を求める。違

反には 200 万円以下の罰金を科す

　・  サイバー攻撃などを受けた後だけでなく、攻撃

の予兆があった段階から報告を求める制度を整

備する

　・  光ファイバーなどの有線ブロードバンドのユニ

バーサルサービス化。事業者から負担金を集め、

不採算地域での維持費を交付金で支援する

などとなっています。

_ 経済界の反発で大幅に後退、
世界からとり残される危機感も

　ネットの利用者情報を保護する動きは世界的に強

まっています。2016 年のアメリカ大統領選ではイギ

リスのデータ分析会社がフェイスブックの利用者情

報を使って世論誘導を図った問題が明るみにでるな

ど、欧米では利用者情報の取り扱いに対する危機感

が広く共有され、法整備も進んでいます。EU では閲

覧履歴を第三者に送る際の同意取得を義務づける一

般データ保護規則（GDPR）に違反すると、世界売

ネットの閲覧履歴に初の規制

上高の 4％か 2 千万ユーロ（約 26 億円）の高額な方

の罰金を科し、アメリカ、カリフォルニア州でも同

様の州法を整備済みとされます。

　日本では無料通信アプリ「LINE」の個人情報が中

国の業務委託先からアクセス可能になっていた情報

管理問題が 21 年 3 月に発覚したことを受けて総務省

に検討会が設けられ、11 月中旬までに 11 回の会合を

開いて方向性をまとめ、①クッキーや端末の識別番

号などのネット閲覧履歴の第三者提供には本人から

の同意取得を原則とする、②すべての電気通信事業

者に閲覧履歴などの利用者情報の強化を求める、③

検索サービスや SNS などの大規模な事業者にはサー

バー設置国などの公表も義務付ける、などとしまし

た。ところがこうした規制にはシステム改修や人員

の負担を伴うため、経済界に「どこまでの企業が対

象になるのか」という不安が広がり、12 月 17 日に

は楽天グループの三木谷浩史会長が代表を務める「新

経済連盟」が懸念を表明。総務省は最終報告案を急

遽撤回し、経団連など 3 団体から意見を聴き、年明

けに案を修正しました。修正案では保護の対象を契

約・登録者の情報に絞ったほか、閲覧履歴を第三者

に提供する際の同意取得の原則化も見送り、通知・

公表のみも認めています。また情報管理の厳格化の

対象も大量の情報を扱う SNS や検索サービスの事業

者に限定しました。利用者 1 千万人以上を基準にす

る想定ですが、具体的な条件は今後官民の協議で決

めるといいます。

　総務省の担当幹部は「骨抜きにされた、との指摘

もあるが、ネットの信頼性を高める一歩としたい」

と話していますが、検討にかかわった委員の一人は

「日本だけ弱い規制が続けば世界から取り残されてし

まう」としています。一橋大大学院の生貝直人准教

授（情報法・政策）は、「『通知・公表』の方法をど

う限定するかといった運用次第で実効性が変わり、

今後の具体的なルール作りを注視していくべきだ。

技術が進歩するなか、法律自体も不断の見直しをし

ていく必要がある」と指摘しています。

（主な参考資料　2022 年 3 月 4 日 NHK NEWS WEB、3 月５

日朝日新聞、読売新聞）　
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東 京地裁（武藤貴明裁判長）は、3 月 25 日、「安

保違憲訴訟・女の会」の元教員や大学の研

究者ら 121 人が、集団的自衛権の行使を

可能にする安全保障関連法は平和的生存権や人格権

を保障する憲法に違反するとして起こしていた損害

賠償の訴えを棄却しました。武藤裁判長は、原告が

主張した平和的生存権について「個々の国民に対し

て、法律上保護された利益が保証されると解せない」

とし、女性に対する暴力や差別が強化されるという

主張に対しても「原告が否定的な感情を抱いたとし

ても、社会通念上受忍すべきものと言わざるを得な

い」などとしています。

_ 突然の審理中断、裁判所に制服警官導入

　この訴訟では、1 月 28 日、証人申請の採否につい

て代理人が発言しようとしたところ、武藤裁判長は

これを遮り、陪席裁判官と目配せし、突然法廷から

出ていったということです。弁護団は書記官を通じ、

裁判長が法廷に戻るよう求めましたが書記官は「閉

廷した」と繰り返すだけでした。また法廷外の玄関

ロビーへの廊下には鉄柵が作られ、数十人の職員が

人垣を作り、監視する警察官もいました。これにつ

いて原告弁護団は 3 月 14 日、地裁に対し抗議及び要

請書を提出し、25 日の判決予定の撤回を求めていま

した。

　通常の民事訴訟において、事前に制服・警棒所持

の警察官を裁判所に入れて原告団と傍聴者を規制し

ようとした裁判所の態度は、安保違憲訴訟を恐れる

国側の意向に迎合した、極めて不当なものと思われ

ます。

_ 戦争への危険現実のものに、
求められる違憲立法審査

　2015 年、安倍内閣による憲法解釈の変更により、

戦後初めて集団的自衛権の行使を可能とした安全保

障法制を違憲とする訴訟は全国 22 の地裁に 25 件提

訴されていますが、原告側は、集団的自衛権の行使

容認により、日本が戦争当事者となったり、テロ攻

撃の対象となる恐れが増大したと主張し、平和的生

存権や人格権が侵害されたとして、安保法制の差し

止めや、損害賠償を求めてきました。これに対し、

安保法制違憲訴訟「女の会」原告の訴え棄却（東京地裁）

2021 年 1 月までに出された判決では、結審時までに

他国から武力行使の対象となっていないことなどを

理由としていずれも原告敗訴としてきました。

　ウクライナへのロシアの侵攻の中で、アメリカと

の間で同盟関係にある日本が戦争に巻き込まれる危

険は現実のものとなっています。政治家の一部から

は、中国が台湾に侵攻した場合、集団的自衛権の行

使を可能とする安保法の「存立危機事態」として対

処すべきだという見解も示されています。こうした

事態の中で、憲法学者のほとんどが否定する集団的

自衛権の違憲性を判断することなく、戦争に巻き込

まれる危険性はないものとして原告の請求を棄却す

る裁判所の態度は現実認識を欠き、安保体制につい

て司法的判断を回避することにより、「司法の安全」

を図るものと映ります。

　3 月 17 日の横浜地裁判決でも、原告は安保法制に

基づく自衛隊の後方支援活動や、駆け付け警護など

の差し止めを求めたのに対し、自衛隊活動の差し止

めについては、口頭弁論終結時点で日本が他国など

から武力行使を受け、駆け付け警護などが実施され

る具体的な恐れはないとし、差し止めを認めません

でした。ただこの判決では、「存立危機事態が想定す

る範囲が明らかとはいえない」と指摘し、国民の理

解が不十分なまま自衛隊が後方支援活動を行うこと

は望ましくないとし、「行政府による説明や立法府に

よる議論が尽くされ」「国の平和と国民の安全を守る

ために適切に機能する制度として整備されることが

望まれる」としています。この判決は混乱の中で強

行採決された安保法制の制定経過を暗に批判してい

るといえます。

　

　ウクライナ危機の中で、「核共有」を主張したり、

敵基地攻撃能力を求めるなど、戦争への道に直結す

る言動がなされています。2014 年の解釈改憲とこれ

に続く安保法制の改編は憲法第 9 条の形骸化を一層

進めるものであり、憲法が司法部に与えた違憲立法

審査権の意味が今こそ問われているのではないかと

思われます。

（主な参考資料　2022 年 3 月 25 日東京新聞夕刊、26 日朝日新

聞）
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ツ イッターなど SNS による「つぶやき」で

殺人事件の被害者遺族などを傷つけたなど

として訴追された岡口其一仙台高裁判事（職

務停止中）を罷免するかどうかを決める弾劾裁判が 3
月 2 日、裁判官弾劾裁判所（裁判長は船田元衆議院議

員から松山政司参議院議員へ交代）で始まりました。

　裁判の冒頭、岡口氏は訴追状の認否を問われました

が、直接答えず「私の表現行為の中に不適当なものも

あり、裁判に至ったことについては深くお詫びしたい」

と謝罪し、その後、弁護団から裁判官を辞めさせる罷

免にはあたらないとの主張がなされました。

　弾劾裁判は裁判官役を国会議員 14 人が務め、別の

国会議員らによる裁判官訴追委員会から訴追された

裁判官について「裁判官としての威信を著しく失う

非行」があったかどうかを審理します。

　審理は公開で行われ、関わった議員のうち 3 分の

2 以上が罷免に賛成すれば裁判官の職だけでなく、法

曹資格も失わせ、裁判官としての退職金も支給され

なくなります。

　訴追状によると、岡口氏は 2017 年から 2019 年に

かけてツイッターにおいて東京都江戸川区で女子高

校生が殺害された事件に関し「首を絞められて苦し

む女性に性的興奮を覚える男。そんな男に無残にも

殺されてしまった 17 歳の女性」などと投稿し、犬の

所有権をめぐる民事訴訟について「え ? あなた ? この

犬を捨てたんでしょ ?」などと、自身のブログや会員

制交流サイト（SNS）で遺族や訴訟当事者等を傷つ

けるコメントを計 13 回投稿し、裁判官の威信を著し

く失わせたとしています。

　一方、弁護側は、岡口裁判官の投稿について「不適

切な表現も含まれるが、（遺族らを）侮辱したり、社

会的評価を貶めるものでない」とし、投稿は裁判官弾

劾法が罷免事由と定める「裁判官としての威信を著し

く失うべき非行」には該当しないと主張しています。

　裁判官の弾劾は、裁判官の身分を奪う重大な処分

であり、憲法は裁判官の身分保障を通じて司法権の

独立を図るため、「公の弾劾によらなければ、裁判官

は心身の故障で執務できない場合を除き、罷免され

ない」（憲法 78 条）とし、弾劾に関する事項を定め

た裁判官弾劾法第 2 条は、弾劾事由として、①職務

上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠っ

判事の「つぶやき」、異例の弾劾裁判はじまる　

たとき、②その他職務の内外を問わず、裁判官とし

ての威信を著しく失うべき非行があったとき、と定

めています。

　過去に 9 件の弾劾裁判が開かれていますが、いず

れも関係者からの利益供与などの不正や盗撮、児童

買春などの刑法違反であるのに対し、今回は SNS 上

の投稿をめぐってであり、従来のものとは性格を異

にしています。

　この間、最高裁は 2018 年と 2020 年の二度にわたっ

て岡口裁判官に戒告処分を決定しています。その一

方、遺族らの訴追請求を受けて、訴追委員会は昨年 6
月、岡口裁判官を訴追し、弾劾裁判所は同年 7 月岡

口裁判官の職務を停止する決定を出しています。

　被害者遺族は、岡口裁判官が東京高裁から厳重注

意を受けた際、「この件に関する一切の投稿や書き込

みはしないことをお約束する」と述べたにもかかわら

ず、その後も止まらず、2019 年には「（被害者家族は）

東京高裁事務局に洗脳された」などと書き込むなど被

害者遺族の感情を踏みにじる書き込みを続けていると

し、「こんな人が裁判官でいいのか」と語っています。

　このような中、弁護側は 2 日の裁判後の記者会見

で「表現行為で法曹資格まで奪われるのは、明らか

に行き過ぎだ」とし、「不当な訴追から岡口其一裁判

官を守る会」の亀石倫子弁護士は「国会の司法への

過剰な介入が続けば、裁判官は権力者の顔色ばかり

うかがうようになる。国民が公平な裁判を受ける権

利を損なうことになる」との懸念を表明しています。

　「守る会」への賛同者は弁護士や憲法学者、元裁判

官など三千人を超え、各地の弁護士会からも、罷免

反対や慎重な審理を求める声が相次いでいます。

　これに対し、拡散しやすい SNS での「暴言」「誹

謗中傷」には厳しい判断もやむをえないとの声もあ

ります。拡散しやすい SNS による誹謗中傷による被

害の深刻化を受け、「侮辱罪」を厳格化する刑法改正

の動きも伝えられています。

　公正な裁判を求められる裁判官の職務の高度の公共

性・公益性と、SNS への投稿という私人としての権利

保護をどう考えるべきか、慎重な検討が求められます。

（主な参考資料　2022 年 3 月 3 日朝日新聞、同毎日新聞、同東

京新聞）
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「一 票の格差」が最大 2.08 倍であった昨

年 10 月の衆院選は投票価値の平等を

求める憲法に違反するとして二つの弁

護士グループが全国 14 の高裁・高裁支部に起こした

合計 16 件の高裁・高裁支部判決が 3 月 9 日の広島高

裁判決をもって出そろいました。

　一連の訴訟で最後となった 9 日の広島高裁判決は

合憲と判断し、16 件の判決は「違憲状態が 7 件、合

憲が 9 件と判断が分かれるものとなりました。

　一連の訴訟では 2 月 1 日高松高裁が「昨年 10 月の

衆院選は格差が 2 倍以上になる選挙区が 29 に上り、

『違憲状態』であったと認めるのが相当」とする最初

の判断を示しました。一方、最後となった 3 月 9 日

の広島高裁は「格差が 2 倍を僅かに超える状態で投

票価値の平等に反するとはいえない」とし、合憲と

しました。

　

　「一票の格差」に関し最高裁は 2018 年に、最大格

差が 2 倍を超えた、2009 年、12 年、14 年の衆院選

につき、都道府県にまず 1 議席を割り振る「一人別

枠方式」の問題点などを指摘した上、「違憲状態」と

判断しました。これに対し格差が 1.98 倍になった 17
年の衆院選については、国会が 2016 年に、都道府県

の人口比を基にした「アダムス」方式の導入を決め

たことなどを考慮して「合憲」としました。

　しかし、今回の衆院選ではアダムス方式の導入は

間に合わす、格差は 2.08 倍に広がりました。

　今回の訴訟で、「違憲状態」との判断を示した大阪

高裁、札幌高裁などは、「最高裁が合憲と判断した

2017 年の衆院選（最大格差 1.98 倍）では選挙区割

りを見直したことで 2 倍を超えた選挙区が存在しな

かったのに対し、同じ区割りで実施された昨年の衆

院選では 29 もの選挙区で 2 倍を超えており、この間

の人口の増減により投票価値の平等に反する状態で

あった」としました。

　そのうえで、格差がどの程度まで広がったかを認

識できたのは、国勢調査の公表があった選挙当日の

約 4 か月前だったとして、区割りを是正することは

「事実上、不可能だった」とし、区割りが合理的な期

昨年 10 月衆院選「一票の格差」、高裁判断分かれる

間内に是正されなかったとは言えず、憲法違反には

当たらないとしました。

　一方、合憲判断を示した東京高裁、広島高裁など

は「2017 年の衆院選で 1.98 倍だった格差が 2 倍強

となったのは想定を超える人口移動があったためで、

国会はアダムス方式導入を決めるとともに、定数を「0
増 6 減」と微調整するなど一連の取り組みを行なう

など、漸進的な是正を行っており、違憲の問題が生

じる著しい不平等状態にはない」としました。

　

　この一連の「一票の格差」訴訟においては、国会

には投票価値の平等以外のことも考慮して決める一

定の裁量があり、格差の大きさだけですぐに違憲と

せず、「近く是正する」という国会の姿勢を斟酌する

ことが多くみられます。

　その中で違憲状態だとした高松高裁判決が、着目

すべきは選挙当日の格差であって、国会が「アダム

ス方式」の導入を予定していることは考慮すべきで

ないと指摘したことは当然とはいえ特筆に値します。

　原告弁護団の升永弁護士は、「1976 年の最高裁判

決は『投票日』を基準にしている。2018 年最高裁判

決は、その意味で、不当な判例変更であった。今回

の判決は基準時を選挙日として将来の是正を考慮し

ない立場をとり、判決文にも明確に記した。これま

での高裁や最高裁判決には記されたものでないはず

で画期的」と評価しています。

　違法判断の基準時において、学説では「選挙投票日」

であることに争いはないとされています。先に示し

た 76 年の最高裁大法廷判決は、前年の法改正で格差

が 4.83 倍から 2.9 倍に縮小したものの、選挙当日の

72 年 12 月においては明確に「違法」であるとの判

断を示しています。

　毛利透京大教授は、「合憲性判断の一要素として、

選挙後の国会の取り組みを含めている。これは非常

に奇妙な理由づけである。後から是正に努力したか

らといって、選挙時の格差が正当化されるわけでは

ない」と指摘しています。　

（主な参考資料　2022 年 2 月 2・4・8・15 日、3 月 10 日朝日新聞、

同毎日新聞、同読売新聞、2 月 2・4・8・16、3 月 10 日東京新聞）
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司法制度改革の成果 ―法テラス

　法テラスは、2001 年 6 月にまとめられた司法制度

改革審議会意見書の提言に基づき、改革推進本部に

おける検討を経て 2006 年 4 月に設立されました。審

議会意見書では、裁判所改革、法曹養成改革、国民

の司法参加などをはじめ、司法制度全般にわたる検

討結果が示されていますが、「国民の期待に応える司

法制度」の一環として、

・民事法律扶助制度については、対象事件・対象者

の範囲、利用者負担の在り方、運営主体の在り方

等について、更に総合的・体系的な検討を加えた

上で、一層充実すべきである。

・司法の利用相談窓口（アクセスポイント）を裁判所、

弁護士会、地方公共団体等において充実させ、ホー

ムページ等を活用したネットワークの促進により、

各種の裁判外紛争解決手段（ADR）、法律相談、法

律扶助制度を含む司法に関する総合的な情報提供

を強化すべきである。

・被疑者に対する公的弁護制度を導入し、被疑者段

階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備

すべきである。

などと提言しました。こうした提言に基づき、改革

推進本部では「司法ネット構想」を打ち出し、この

構想をもとに総合法律支援法が作られました。

　総合法律支援法は、裁判その他の法による紛争の

解決のための制度の利用をより容易にすることと、

弁護士、司法書士その他の法律専門者のサービスを

より身近に受けられるようにするための総合的な支

援（総合法律支援）の実施体制の整備について定め

るものとし、法テラスはこの総合法律支援を迅速・

適切に行うこととされて、情報提供、民事法律扶助（裁

判費用等の立替え）、国選弁護関連業務、司法過疎対

策、犯罪被災者支援の 5 つを主たる事業とするほか、

委託を受けて事業を行うことができることを規定し、

現在は日本弁護士連合会から委託を受けた事業が実

施されています。

　法テラスは独立行政法人通則法が準用され、主務

法テラス 15 年の成果と課題
 　大石 哲夫

　日本司法支援センター（法テラス）は、2021 年 10 月に事業開始から 15 周年を迎え、法テラス白書の令和 2年
度版では「グラフでみる法テラスの 15 年」などが紹介されています。そこで、法テラスの事業の成果と課題を考
えたいと思います。

法テラス（日本司法支援センター）の歩み（概要）

2004. 6 総合法律支援法公布

2006. 4 法テラス（日本司法支援センター）設立（本部・東京）

 10 業務開始

2009. 5 被疑者国選弁護制度対象事件の拡大

2011. 3 東日本大震災

 10 被災地出張所「法テラス南三陸」開所、以後計７か所に被災地出張所設置

2012. 4 法テラス震災特例法（資力を要件としない援助）

2013. 3 多言語情報提供サービス開始（2021. ３には 10 言語に）

 12 被害者参加旅費等支給業務の開始

2016. 7   被災者法律相談援助開始（総合法律支援法の改正による）、以後熊本地震、西日本豪雨、令和元年台風第 19 号、令

和 2 年 7 月豪雨被災者に適用  

2018. 1 「特定援助対象者法律相談援助」「DV 等被害者法律相談援助」開始（総合法律支援法の改正による）

 6 被疑者国選弁護の対象が全勾留事件に拡大

2020. 5 新型コロナ感染症への対策として「電話等による法律相談援助」開始

 7 「国際室」が業務開始、外国人に対する法的支援業務

（法テラス白書令和 2 年度版 P16 〜 17 より作成）



司法アクセス・レビュー　第 32 号

16

官庁を法務省とする法人ですが、司法に関する業務

の特性からその運用には常に配慮しなければならな

いとされるとともに、中期目標、中期計画、理事長・

監事の任免、業務方法書等の重要事項についてはあ

らかじめ最高裁判所の意見を聴くものとされます。

順調な事業展開

　法テラスの事業は、発足以来比較的順調に実績を

重ねてきたといえます。

　民事法律扶助事業は、法律扶助協会から円滑に引

き継がれ、その実績は近年では協会の最終年度であ

る平成 17 年度と比べ法律相談数で約 3 倍、代理援助

は約 2 倍となっています。被疑者段階の国選弁護と

いう画期的制度改革のもとで裁判所から引き継がれ

た国選弁護の業務は、2 度にわたる被疑者弁護の対

象範囲の拡大に伴う業務の増加によく対応し、迅速・

確実な指名通知を確保してきました。

　新たに開始された情報提供業務では、発足当初、

コールセンターと地方事務所の役割分担などをめぐ

る混乱も見られたようですが、コールセンターの移

転と自主運営化のもとで、件数を伸ばしています。

日本に在留する外国人のためには多言語情報サービ

スによる対応がなされ、2020 年には 10 言語に拡大

されました。犯罪被害者支援では、被害者参加請求

などの新たな業務も加わっています。

　

常勤弁護士の活躍 ―あらたな弁護活動の形

　法テラスの発足とともに設けられた常勤弁護士の

制度は、当初被疑者国選弁護への対応と過疎地対策

などとして位置づけられ、具体的な活動は各地の事

務所に配置された常勤弁護士に委ねられた面もあ

り、また一般の弁護士と比較した効率性ばかりが重

視される傾向もありましたが、発足当初の常勤弁護

士は多数の法律相談と代理援助を引き受けるととも

に、高齢者の抱える法律問題への包括的解決のため

の取り組み、ホームレスへの支援、多重債務者が抱

える多様な法的問題の整理や悪徳商法被害からの救

出など、多彩な活動を展開してきました。それは今

日まで引き継がれ、個々の依頼者の援助だけでなく、

成年後見人の養成や多重債務防止のための活動など、

地域の向上を図る活動も試みられています。常勤弁

護士の活動はこれまで弁護士が出会うことのほとん

どなかった高齢者・障がい者のかかえる問題などを

明らかにし、社会福祉関係機関や自治体との連携・

協力のもとで高齢者・障がい者の抱える問題の総合

的解決をはかる「司法ソーシャルワーク」は、今で

は法テラスの重要な業務の一つとなっています。

東日本大震災と被災地出張所の活動

　2011 年 3 月に発生した東日本大震災と、東京電力

第一原発の事故は、被災地の人々に大きな困難をも

たらし、その爪痕は今でも消えていません。法テラ

スはその直後から被災者に対する法律相談を開始し、

7 か所に被災地出張所を設けて機動的な援助を提供す

るとともに、2012 年に成立した特例法のもとで、資

力を要件としない援助をおこなってきました。被災

地出張所では移動相談車両を使った相談活動や広報

活動がなされ、仮設住宅への広報や FM ラジオへの

出演、広報誌の発行、地元の行事への参加など、機

動的な活動が展開されて、相談にためらいがちな被

災者を勇気づけてきました。この活動には地元採用

の職員によりさまざまな工夫がなされ、成果をあげ

ていきました。法テラス白書の令和 2 年度版は、こ

うした活動を振り返る特集を組んでいます。　

　司法ソーシャルワークや、東日本大震災被災者へ

の法律援助の経験から、2016 年には総合法律支援法

の一部が改正され、高齢者・障害者などで認知機能

の十分でない人のための「特定援助対象者援助」、大

規模災害の被災者に対する法律相談、DV 等被害者法

律相談が新たに開始されています。

民事法律扶助実績は近年停滞

　ただ、法テラスの事業の中心的位置を占める民事

法律扶助の実績は近年法律相談、代理援助、書類作

成援助の件数ともに停滞しています。2020 年度は新

型コロナの影響で事業は大きな困難を迎えましたが、

この影響を考慮しても、近年の停滞は否定できませ

ん。また代理援助の事件の種類は、債務整理・自己

破産事件が全体の半分以上、離婚事件が 2 割程度で、

この割合は法テラス発足以来ほとんど変わっていま

せん。2008 年のニーズ調査では弁護士への相談がな

された問題の上位にあった職場での問題や近隣関係

の問題、さらに学校関係の問題（いじめ、セクハラ、

事故など）は、代理援助の実績にはほとんど反映さ

れていないようです。

　こうした実績の停滞はどのような事情を反映して



司法アクセス・レビュー　第 32 号

17

いるのでしょうか。

「立替金償原則」の改善が必要

　まず考えられるのは、現在の代理援助が裁判費用

の「立替え」にとどまり、弁護士費用など、受給者

のために支出された支出は全額償還が原則とされて

いることです。これにより、日本の制度は世界に例

を見ない、無利息のローンとなり、legal aid と言え

るのかさえ怪しいものになってきました。1958 年度

から法務省補助金の交付が開始された際に導入され

たこの償還制は、当初は法務省の担当者からも「償

還金について、あまり大きな期待をかけるのは無理

ではないかと考える」とされていました。それにも

かかわらず、導入された償還制度のもとで年毎に償

還実績の向上だけが強調され、法律扶助が社会福祉

を本質とするものであることは等閑視されていきま

した。こうした風潮の背景には、法律扶助が資力の

乏しい人に法的サービスを提供する福祉制度ではな

く、単にサービスの購入に必要な資金を一時的に援

助する制度であるとする理解があり、そうした理解

が今日まで引き継がれています。「全額償還」原則は

援助を要する人々に利用上のバリヤーを設けるだけ

でなく、事業の運営自体を「償還至上主義」へと歪

曲する危険を持つものです。

　法律扶助協会では早い時期からこの制度の改善を

求めてきましたが、2000 年の民事法律扶助法制定時

にも法務省はこれを改善することなく、全額償還原

則は法テラスに引き継がれ、近年ではかつての運用

以上に厳しい取り立てを行うなど、償還実績の向上

に拍車がかかっています。相手方から支払いを受け

た子どもの養育費からも償還を優先させるようなあ

り方は、資金の効率的運用に名を借りた制度目的の

形骸化であり、「扶助」の内実を損なうものです。法

務省は、弁護士費用を含む訴訟費用の敗訴者負担制

が日本で採用されていないことを償還制継続の根拠

としてきましたが、その前提としての訴訟当事者間

の対等という理念は現在の事件内容を見る限り説得

力のないものになっています。経済的に対等な当事

者間の事件は激減し、事件が終結すれば相手方から

支払いがなされるであろうと考えられた金銭事件・

不動産事件は、1960 年度には 64％を占めていたのに

対し、2020 年度では 11% にとどまっている反面、は

じめから相手方からの支払いが見込めない債務整理・

自己破産事件は立替金の 52％にのぼっています。か

つて 1988 年に法務省が 5 年間で補助金を倍増する計

画を立てるまでの約 20 年間にわたり、法務省補助金

は 7 千万円程度の水準を超えませんでしたが、この

停滞をもたらしたのは、償還金が伸びないのは扶助

協会の怠慢にあるとする法務省・大蔵省の基本認識

法テラス・主な業務の実績推移

業　務 2007（H19） 2010（H22） 2015（H27） 2020（R2）

情報提供
サポートダイヤル問合せ（件） 220,727 370,124 318,520 349,533 

地方事務所問い合わせ件数（件） ー 234,614 202,987 202,211 

民事法律扶助

法律相談（件） 147,430 256,719 286,602 290,860 

代理援助（件） 68,910 110,217 107,358 106,630 

書類作成援助（件） 4,197 7,366 3,993 3,476 

国選弁護関連業務

被疑者国選受理（件） 6,775 70,917 70,393 76,073 

被告人国選受理（件） 71,305 69,634 59,504 50,076 

国選付添人受理（件） 210 423 3,698 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） 96 217 250 194 

司法過疎地域事務所設置（数） 15 29 35 34 

犯罪被害者支援業務

被害者支援ダイヤル受電（件） 6,296 10,482 13,056 14,309 

地方事務所受付（件） 8,301 14,089 13,380 10,768 

精通弁護士紹介（件） 590 929 1,603 1,252 

被害者参加等請求（件） ー ー 2,594 2,758 

国選被害者弁護士選定請求（件） ー 231 521 691 

震災法律援助

法律相談援助（件） ー ー 54,575 47,101 

代理援助（件） ー ー 2,126 678 

書類作成援助（件） ー ー 43 4 

受託業務 日弁連委託業務申込（件） 7,194 17,587 22,316 10,688 

（法テラス白書平成 27 年度版 P16 〜 17、令和 2 年度版 P13 より作成）
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でした。そして今日、この歴史が繰り返されようと

しているように見られます。全額償還原則は、日本

の制度の初期になされた制度設計上の大きなミスで

あり、法テラスは法律扶助制度の目的に立ち返って

この償還至上主義の改善を図る必要があります。

　法テラスでは法改正により、高齢者・障がい者、

災害被災者、DV 被害者などに対する、資力要件のな

い法律相談援助が開始されましたが、それに続くべ

き弁護士の継続的な支援が「費用の立替え」にとど

まるのであれば負担を懸念する人は増え、援助は途

絶する惧れが大きくなります。法律扶助の本旨は法

的サービスの無償給付にあり、一定の負担能力を持

つ層にのみ負担金を課しているヨーロッパ諸国の例

に倣う必要があります。

資力要件の弾力的見直しも必要

　東日本大震災における法律相談援助が開始された

当初、家族を亡くした人への資力確認に、「なぜそん

なことを確認するのか」と、被災者からの反発を招

いたことが報告されています。その後、災害被災者

の援助では資力要件を問わない相談が規定されまし

たが、法的問題を抱えて相談に訪れる人は、家族の

不和や隣人とのトラブル、債務による心理的圧迫な

ど重い負担を抱えていることが多くあり、そうした

人々から法律問題の存否とその態様を聞き出すには、

インテークとして一定の時間と熟練が必要です。法

テラスの地方事務所では、こうした配慮のための情

報提供がなされていると思われますが、相談におい

ても、相談のはじめから厳格な資力要件を適用する

ことには疑問が残ります。弁護士において一応の事

情を聴いたのちに、相談者の生活環境を確認しなが

ら資力を問い、有資力者には有料の相談を紹介する

ような制度運用が望まれます。また高齢者、障がい

者、未成年者などには一般に弁護士を依頼する資力

は期待できないことから、事件の種類や相談者によっ

ては相談の段階では資力を問わないことも検討に値

します。法テラスを訪れる人は他に相談のあてのな

い人々であり、ていねいな応対だけでなく、資力判

断には現場での弾力的対応が不可欠です。

新たなニーズへの対応は ?　

　法テラスのコールセンターにおける情報提供（サ

ポートダイヤル）の問い合わせでは、「金銭の借り入

れ」、「男女・夫婦」などとともに、「いじめ・いやが

らせ」、「子ども」、「インターネット取引」、「生活福祉」

などが上位 30 位に入っており、こうした問題は最近

ほとんど毎日のように報道されていますが、代理援

助の実績としては明らかにされてはいません。その

原因の一つとして、法律事務所における相談ではこ

うした問題にかかわる機会が少ないのでは、と推察

されます。法律相談における法律事務所の件数の割

合は、この制度に対する弁護士会の姿勢を反映して

か、地方によりかなりの違いがあるものの、全体で

は 2010 年度は 51% であったものが 2020 年度では

69％と高くなっています。法律事務所の相談受付は、

扶助窓口の多様化をはかるために導入されたもので

すが、資力に乏しい人々など、社会の底辺で暮らす

人々が法律事務所に新たなニーズを持ち込むことに

は困難があるようです。その反面、司法ソーシャル

ワークなど、福祉関係機関や自治体などとの協力に

よる活動を推進してきた常勤弁護士からは、法律事

務所では経験しなかった問題と出会い、格闘した報

法律相談援助 代理援助 書類作成援助
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告が寄せられています。こうしたことから、法テラ

スは今後常勤弁護士の活動を一層充実し、地方事務

所における相談受け入れを強化して、新たなニーズ

に対応した援助を開発していくことが求められます。

常勤弁護士の数は 2014 年度には 252 人であったも

のが 2020 年度では 194 人と伸び悩んでいますが、常

勤弁護士制度の充実には勤務条件や昇進などの面で

もより魅力的な将来が見込めるものにしていく必要

があります。

若年層が利用しやすい制度に

　2008 年のニーズ調査では、問題を抱えた人が弁護

士等に相談した割合は他の年齢層では 24.8 ～ 37.3％
であったのに対し、若年層ではわずか 7.7％にとど

まっていました。成人年齢の引き下げなどにより、

若い人々が法的トラブルを抱えるリスクは高まって

おり、そうした場合、ためらいなく相談できる公的

施設として、法テラスが機能することが重要です。

資力要件の適用の可否を含め、若年層のニーズに応

える方策が必要です。

　司法ソーシャルワークや震災被災者援助の功績の

一つは、法テラスや法律事務所に出向いて相談する

ことができない人々にアウトリーチのサービスを提

供したことであり、その中心は現場で働く弁護士や

職員でした。法テラスはこの現場での問題把握力と、

それをもとにした活動の構築を強化すべきです。法

テラスの組織は法務省による国家公務員型の発想が

強く反映され、常勤弁護士や正職員には定期的な移

動が前提とされてきましたが、コミュニティに密着

し、そのニーズを吸い上げるという総合法律支援の

理念からは、こうした運営も再検討される必要があ

ります。

「中間的援助」の充実を

　相談と代理援助の間に中間的な援助を整備してい

くことも必要と思われます。かつては弁護士の事件

の大半を占めた裁判所の事件は、民事第一審通常訴

訟における弁護士 1 人あたり平均受任件数が 2009 年

では 8.2 件、2019 年では 3.2 件となるなど、大きく

減少しており、受任事件は裁判事件から裁判前の事

件にシフトしているのではないかとみられます。現

在の代理援助は 70 年前の弁護士の活動モデルを前提

に作られたものであり、これからの法テラスは、近

年大きく変わった弁護士の業務環境を踏まえたもの

にしていく必要があります。その点で、相談はして

も訴訟には至らない事件（経過観察や定期的点検を

要するケース）も適切にカバーする報酬体系の見直

しが必要と思われます。

「司法ネット」の理念からの問い直し

　総合法律支援法の立法過程においては「司法ネッ

ト」構想が打ち出されましたが、この「司法ネット」

構想では各地の相談窓口、裁判所、ADR 等の間で連

携関係を築いて問題に直面する人々を支え、運営主

体はそのネットワークの構築・発展を担うものと位

置付けられていました。この点で、法テラスには二

つの任務があると思われます。その一つは文字通り

司法と行政の垣根を超える濃密な連携を構築するこ

とであり、それにより、ニーズのクラスターを抱え

る人々に解決と満足を提供することです。「司法ソー

シャルワーク」はその一歩を切り拓くものですが、

地方事務所がこうした横断的かつ平等な協力関係を

どこまで築いているのか、地域コミュニティの後退

という環境の中でニーズを吸い上げる「顔のみえる」

関係ができているかが問われています。もう一つは、

法テラスの行うすべての事業は「法律扶助」すなわ

ち法的問題を抱える人々に必要な情報と支援を提供

するものであり、「裁判費用の立替え」にとどまるも

のではありません。この点で、情報提供から法律相

談に回付された件数、法律相談から弁護士等の援助

が提供された件数、犯罪被害者への援助の有効性、

刑事被疑者・被告人の民事的課題などの具体的分析

とともに、現場が抱える課題、弁護士・司法書士が

抱える課題（「法律扶助」の実績はなぜ停滞している

のか）について掘り下げた検討が必要と思われます。

新たな法的ニーズを吸い上げる、
活力ある事業体に

　コロナのパンデミックの中で、法テラスも電話に

よる法律相談を実施して困難に対応してきましたが、

コロナにより司法運営に困難を生じた各国では、テ

クノロジーを駆使した司法アクセスの維持・改善に

大きく動いており、一部では手続きの種類により審

理をすべてオンラインで行う国もでてきています。

ウェブの普及は人々の行動様式や生活スタイルを根

本的に変えつつあり、法律サービスも大きな変化の
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇　2 月 24 日、ロシア軍はウクライナに侵入し、市民多数の虐殺が明らかになりつつあります。殺戮か

ら目をそむけたくなる日々が続きますが、「戦争犯罪」はもとより、戦争は国家による犯罪であること

を忘れてはならないと思います。

◇　ウクライナへのロシア軍の侵略で、世界の安全が極めて脆弱な基盤の上にあることが実感されます。

ただ、「敵基地攻撃能力」や「核の共有」などを軽々に持ち出すことは却って戦争への危険を増幅させ

るものです。国の基本は憲法であり、裁判所は一連の安保法制の合憲性について判断をしなければなら

ないと思います。

◇　街頭演説中にヤジをとばした人を排除した北海道警察の行為が違法と判断されました。ロシアの現状

をみるまでもなく、表現の自由、言論の自由、報道の自由はかけがいのない社会的財産であることを改

めて感じます。

◇　民事裁判の IT 化について、法制審議会の答申がなされました。「オンライン・コート」は、伝統的な

裁判所の実務を根本的に変えるものであり、実体的・手続き的正義、透明性、アクセスの容易性と理解

可能性、比例的正義など、多方面からの慎重な検討と制度設計が必要です。

◇　無罪確定事件における違法な捜査が明らかになっています。現行憲法の施行 75 周年を迎えようとす

る今日でも、被疑者の人権を無視した強圧的・脅迫的な取り調べがなされています。

◇　ツイッターによる根拠のない誹謗中傷、うわさの流布など、SNS による個人攻撃があとを絶ちません。

侮辱罪の適用と罰則の強化がなされようとしていますが、被害の早急な救済をはかるとともに、孤立化

社会の病理として問題をとらえ、対策を探ることも必要と思われます。

◇　3 月 25 日、福岡高裁は諫早湾の堤防排水門の開門を事実上認めない判決を示しましたが確定判決が

無力化される「司法」には深い疑問が残ります。

◇　21 世紀における「この国の形」を問うた司法制度改革審議会意見書から 21 年が経とうとしています。

裁判所改革や法曹養成、国民の司法参加とともに、法テラスの事業も改めて点検する時が来ているので

はないでしょうか。 

◇　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。

中にあります。法的困難に直面した人々が迅速・容

易に支援を受けられる社会は、法テラスが目指す社

会そのものですが、今そのサービスは激変する環

境の中で全面的な点検を迫られているといえます。

ODA の手法を取り入れた紛争の予防や抑止も、世

界ではさまざまな形で試みられています。法テラス

は、多様な方法による新たな法的ニーズの計測、ニー

ズに即応できる機動的なサービスの提供と事業運営、

事業成果の包括的な点検、サービス利用者の視点に

立った制度設計など、組織的な改編期を迎えつつあ

るように思われます。

（おおいし　てつお・理事）

【参考資料】　日本司法支援センター（法テラス）編著　法テラ

ス白書令和 2 年度版

日本弁護士連合会編著　弁護士白書 2020 年度版 


