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すべての人にアクセス可能な司法制度を目指して
会長　亀井 時子

こ の度、一木剛太郎会長の後任として、

2020 年 12 月に会長に就任いたしました。

よろしくお願いいたします。

　一木会長は、初代の故小堀樹会長、二代目の丹羽

健介会長に続き、2018 年 9 月に会長に就任されまし

たが、2020 年 9 月 11 日、病気のため逝去されました。

ご冥福をお祈り申し上げます。

　一木会長は、法律扶助協会時代から法律扶助の事

業にかかわり、世界の法律扶助制度の視察・研究を

行い、論文を執筆されて、わが国の法律扶助の基本

法制定のためにご活躍されました。

　英語に堪能な一木会長は、オーストラリア・タイ

の視察（1994 年）をはじめ、マレーシアにおける国

際シンポジウム（1995 年）、タイ・バンコクでの国

際会議（1998 年）にも参加され、当時の法律扶助先

進国のイギリス、オランダなどの制度や東南アジア

諸国の制度を紹介されて、民事法律扶助法（2000 年）、

その後の総合法律支援法（2004 年）などの制定に大

きな寄与をされてきました。

　法テラスの設立（2006 年）後は、本部の初代事務

局長として、また東京地方事務所長として、初期の

困難な時期に法テラスの事業の充実及び周知のため

に精力的な活動をされてきました。

　当協会の会長就任後も、司法アクセスの充実のた

めに、グローバルアクセス・トゥ・ジャスティス・

プロジェクトへの参加などの研究活動、論文執筆な

どに取り組んでこられました。

　当協会は、わが国における司法アクセスの充実を

はかり、社会的に弱い立場にある人々が、平等に、

かつ容易に司法にアクセスし、法的救済を受けられ

る制度を構築することを目的としており、そのため

の研究活動、出版活動をしてきました。

　法テラス設立以降すでに 15 年以上が経過し、法テ

ラス関係者や日本弁護士連合会、弁護士会、弁護士、

また司法書士会、司法書士の皆様の献身的な努力に

より、法テラスの活動は国民にかなり周知されてき

ました。近年では、認知機能の不十分な高齢者など

に対する特定援助対象者法律相談援助、DV・ストー

カー・児童虐待の被害者に対する無料法律相談援助

などが開始され、法テラスの業務も多様化しつつあ

ります。

　2020 年はじめから蔓延してきた新型コロナウィル

スは長期化し、収束の見通しどころか、いまだに拡

大しています。法テラスの無料法律相談は、多重債

務、労働問題、外国人の問題、離婚など増加傾向に

あり、急遽業務方法書を改正して、2020 年 5 月から

電話による法律相談を行うことになって、法テラス

にもアクセスしやすくなりました。ところが、電話

を有しない市民が遠方から徒歩で法テラスに駆け付

けるケースもあり、市民の法的救済の対応は、さら

に充実させていかなければと痛感します。オンライ

ンの対応も可能ですが、市民の側にはその対応力が

ないことまで配慮して、法テラスの制度の充実を図

らなければなりません。

　当会の役割は、世界的視野のもとに法律扶助をは

じめとする司法アクセスを発展させていくことにあ

り、法テラスの制度には今後も注目しながら活動し

ていく所存です。

　会員、関係者の皆様と共に、わが国の司法アクセ

スの発展に寄与していきたいと考えております。ご

協力をお願いいたします。 
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新型コロナ感染拡大の中、特例法改正へ

新 型コロナウィルスの感染の広がりに伴い

2020 年 3 月に改正された新型ウィルス対

応の特別措置法と、感染症法の改正作業が

進んでおり、通常国会の補正予算成立後にも改正さ

れる見込みです。焦点は休業や時短営業に応じない

飲食店への罰則や、応じた店舗への財政支援の在り

方とされていますが、入院を拒否した感染者への刑

事罰も検討されています。

_ 1 都 3県対象に再び緊急事態宣言・
急遽法改正検討へ

　2020 年 3 月 13 日、新型コロナウィルスの感染拡

大を防ぐため、新型インフルエンザ等対策特別措置

法が改正され、新型コロナでも、緊急事態宣言が発

出されれば、法的な裏付けのもとで住民への外出自

粛要請、学校、保育所、老人福祉施設などの使用停

止の要請・指示、音楽・スポーツイベントなどの開

催制限の要請・指示、臨時医療施設のための土地・

建物の使用、鉄道・運送会社などへの医薬品の運送

要請・指示、医薬品・食品などの売り渡しの要請・

強制収用などの措置がとれることになりました。緊

急事態宣言は 4 月 7 日に東京都など 7 府県を対象に

発出され、16 日には全国に拡大されたのち、5 月 25
日に最終的に解除されました。この間イベントの自

粛、都道府県をまたぐ移動の自粛、映画館や劇場、

学習塾や商業施設などへの休業などが要請されまし

た。しかし特例法のもとでの規制は基本的には自粛

などの要請にとどまるため、休業や営業時間の短縮

の要請に応じない施設もあり、都道府県からは法規

制の強化を求める声が上がっていました。

　10 月頃から新型コロナウィルスは再び急激な広が

りをみせ、感染者の急増と医療態勢の崩壊的危機の

中で政府は本年 1 月 7 日、東京都と、神奈川、埼玉、

千葉県を対象とする緊急事態宣言を発しました。こ

れらの対象地域の医療提供体制は、最も深刻な「ス

テージⅣ」に達しているものも多くなっています。

今回政府は主な感染防止対策として午後 8 時以降の

外出自粛、飲食店、バー、カラオケなどの営業時間

の短縮（午後 8 時まで）の要請、イベント会場の収

容制限と営業時間短縮などを挙げ、政令を改正して、

対象区域の知事が要請した営業時間の短縮に応じな

い飲食店に時短を指示し、事業者名の公表もできる

ようにするとともに、時短に応じる店への協力金の

上限を 1 日 1 店当たり 6 万円に引き上げています。

　特措法の改正については全国知事会が罰則規定の

整備を含めた法改正を政府に繰り返し求め、12 月 5
日に終わった臨時国会では野党 4 党が特別措置法の

改正案を提出し、休業要請に伴う給付金への国の負

担や知事の権限強化を求めていましたが、政府はこ

れに応じず、国会も閉会していました。感染の爆発

的広がりの中で急遽法改正が図られています。

_ 罰則規定は人権侵害の危険、
権威主義的統治容認の風潮も

　新型コロナのパンデミックに対しては、ドイツや

フランスなどヨーロッパ諸国が店舗の営業禁止や夜

間外出禁止など、罰則を伴う強力な措置により感染

拡大防止を図ってきたのに対し、日本の対策として

は業者などに自粛を要請し、支援金を支払うという

形でこれまで進んできましたが、罰則を伴う法規制

は国民の基本的人権を脅かすものであるとする懸念

も強く寄せられています。特措法は外出規制や営業

の規制など、国民の基本的人権を縛るものです。特

措法はこのことから「…国民の自由と権利に制限が

加えられるときであっても、その制限は当該新型イ

ンフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のも

のでなければならない」（第 5 条）としていますが、

罰則を設けることはこの規定を空洞化するおそれが

あり、慎重な検討が望まれます。また店舗等の営業

の自由に対する規制に対しては適切な補償が求めら

れます。

　新型コロナ対策では、ヨーロッパやアメリカなど

の国々で対応の遅れが見られたのに対し、中国は国

による強圧的規制により感染の防止に成功したこと

を誇示しており、コロナ禍の中で権威主義的統治が

容認される風潮にも警戒が必要です。

（主な参考資料　2021 年 1 月 6 日朝日新聞、読売新聞、1 月 9

日毎日新聞、産経新聞、東京新聞）
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退職金、ボーナスの格差は容認、扶養手当等の格差は「不合理」
―非正規待遇格差で二つの判決―最高裁

非 正規社員と正社員の待遇格差をめぐる訴

訟で、最高裁は 2020 年 10 月、結論の異

なる判断を示しました。

_ 退職金、ボーナス支給を取り消し
（第三小法廷）

　最高裁第三小法廷は 10 月 13 日、非正規社員に退

職金やボーナス（賞与）を支払わないことが旧労働

契約法 20 条（現パートタイム・有期労働契約法 8 条）

の「不合理な格差」に当たるのかが争われた訴訟に

おいて、東京メトロの子会社の契約社員に退職金を

支払わなかった事件と私立大学のアルバイト秘書に

ボーナスを払わなかった事件についていずれも「不

合理とまではいえない」と判断し、一部の支払いを

認めていた二審（東京高裁、大阪高裁）判決を見直し、

退職金とボーナスに相当する部分の請求を棄却しま

した。

　このうち退職金が争点になった事件では、約 10 年

にわたって駅の売店で働いていた契約社員につき、

判決は正社員とほぼ同様の職務であったことは認め

たものの、正社員には欠勤代替で働く役目や、複数

の店を統括するエリアマネージャーに就くこともあ

るなど仕事や責任に一定の違いがある上、登用制度

で正職員になる道もあったとして格差が「不合理と

までは評価できない」とし、請求を棄却しました。

　正社員とほぼ同じ職務を長く担っていた契約社員

に「少なくとも正社員の退職金の 25% を支払わない

のは違法」とした 2018 年 2 月の二審東京高裁判決を

取り消したものです。林景一裁判長ら 4 人の多数意

見でした。行政法学者出身の宇賀勝也裁判官は「退

職金は継続的な勤務への功労報酬という性質も含み、

契約社員にも当てはまる。仕事内容に大きな差もな

く、労働条件の違いは不合理だ。二審判決をあえて

破棄するには及ばない」との反対意見を述べていま

す。

　ボーナス支給が争点となった事件では、大学で約 2
年余り、フルタイムで教授らの日程管理や来客対応

などに従事していたアルバイト職員につき、正職員

は試薬管理や学術誌の編集などを担当するなど職務

内容や配置転換の範囲に「一定の差」があり、大学

が人員配置を見直していた事情も考慮するとボーナ

スを支給しないのは不合理な格差とはいえないとし

て、第三小法廷（宮崎裕子裁判長）は請求を棄却し

ました。

　ボーナスがほぼ一律の支給率で正職員に支給され

ていることを踏まえ、仕事内容や成績がボーナス支

給率に連動していないなら働いたこと自体がメルク

マールになるとして、フルタイムで働くアルバイト

職員である原告に 60% の支給を認めた 2019 年 2 月

の大阪高裁判決を取り消したものです。

　この判決は、正職員と非正規職員の職務内容が「お

おむね共通する」と認めながら、「一定の差もある」

として訴えを退けたものです。また、判決は退職金

やボーナスの支給目的を「職務を遂行し得る人材の

確保や定着を図るもの」として位置付けており、経

営判断の優先を求める経営者側の主張に沿うもので、

退職金やボーナスは月例賃金の後払い的性格を持っ

ているとする労働者側の主張を退けたものともなっ

ています。

　日本労働弁護団の水野秀樹幹事長は、「高裁は、『正

規と非正規の職務の違いはボーナスや退職金を全く

支給しないことを根拠づけるものでない』としてボー

ナスや退職金の支払いを認めたが、最高裁は、『職務

の違いは大きい』とささいな職務の違いを針小棒大

に判断した。国が同一労働同一賃金を進めている時

代に逆行する」と指摘しています。

_ 扶養手当などの支給は認める
（第一小法廷）

　一方、10 月 15 日、日本郵便の契約社員ら 12 人が

扶養手当など 10 項目について、支給や特別休暇（有

給）などがないのは不合理だとして訴えた三つの裁

判において、最高裁第一小法廷（山口厚裁判長）は、

審理対象となった 5 項目（扶養手当、年末年始勤務

手当、夏期冬期休暇、祝日給、病気休暇）の支給を

認める判決をしました。継続的な勤務が見込まれる

契約社員の労働条件が正社員と異なるのは不合理で

あると判断したものです。裁判官 5 人の全員一致の

意見でした。　

　日本郵便の契約社員らは、正社員と同じ仕事なの

に手当や休暇がないのは不合理だとして、2014 年、
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東京、大阪、佐賀の三地裁に提訴し、高裁段階では

判断が分かれていました。

　第一小法廷は、手当や休暇につき項目ごとに審理

し、扶養手当につき、正社員の継続雇用を確保する

という同社の支給目的を経営判断として尊重しうる

としつつ、半年から 1 年単位で契約更新を繰り返し

てきた原告の契約社員も「継続的な勤務が見込まれ

る」とし、支給しないのは不合理としました。病気

休暇も基本的に同じ理由で認めました。

　年末年始手当は、多くの労働者が休日として過ご

す期間に働くことへの対価であり、契約社員にも違

いがないとしました。

　夏期・冬期休暇は、「心身の回復を図る目的」のも

ので、契約社員にも当てはまるとしました。

　今回の裁判の争点の一つは、扶養手当でした。扶

養手当の支給が争われた一審・大阪地裁は支給を認

めましたが、大阪高裁は「長期雇用を前提とした生

活手当」だとして認めませんでした。これに対し今

回最高裁は、相応に継続的な勤務が見込まれるもの

については、支給すべきと判断したものです。

_ 差別的取り扱いの広がりに懸念

　我が国の企業は、バブル崩壊後の 1990 年代以降、

人件費を抑えるために非正規雇用を拡大してきまし

た。今日、非正規労働者は働く人の約 4 割、2,000 万

人を超えるといわれています。

　正規社員との待遇格差については、2008 年、民主

党政権時代に定められた労働契約法 20 条の「期限の

定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」に

もとづき、この間、多くの待遇格差訴訟が行われて

きました。

　最高裁は、2018 年 6 月の判決で、「賃金総額だけ

を比べるのではなく、手当など賃金項目ごとに趣旨

を考慮したうえで、職務内容の差や企業ごとの事情

を考慮し、不合理な格差か判断すべき」との枠組み

を示しました。

　一方、働き方改革の中核ともいえる「同一労働・

同一賃金」を掲げていた安倍政権は、労働契約法

20 条をパートタイム・有期雇用契約法に移行させ、

2020 年 4 月（中小企業は 21 年）から施行されてい

ます。

　10 月に示された二つの最高裁判決はそのような状

況で示された初めての判断で大変注目されました。

結果は、金額の比較的小さい諸手当については前進

させましたが、支払金額の大きいボーナスや退職金

については、一部の支給を認めた高裁判断から大き

く後退したものとなり、国が進める「同一労働、同

一賃金」には添わないものとなりました。ヨーロッ

パなどでは、同じ業務内容なら、原則として正社員

も非正規社員も待遇は同じとされています。

　新型コロナウィルス感染拡大は、非正規労働者を

直撃しています。昨年の 5 月以降、解雇・雇止めに

あった非正規労働者は国が把握しているだけで 3 万

2 千人に上り、実際は更に多いといわれており、コロ

ナ禍の長期化により更に増加しているといわれてい

ます。

　非正規という理由で、退職金を一切支払わない、

休業手当を支払わない、テレワークを認めないなど

といった差別的取り扱いが、今回の判決を受けて更

に広がるのではと懸念する声が多くの関係者から出

されています。

（主な参考資料　2020 年 12 月 14 日・16 日朝日新聞、同毎日

新聞、同東京新聞）
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夫 婦同姓を定めた民法と戸籍法の規定の合

憲性が争われた 3 件の家事審判の特別抗

告審で、最高裁第二小法廷（岡村和美裁判

長）と第三小法廷（林道晴裁判長）は 2020 年 12 月

9 日、いずれもの審理を大法廷（裁判長・大谷直人長

官）に回付しました。

　最高裁大法廷は、2015 年 12 月に夫婦同姓を定め

る民法 750 条の規定を合憲と判断しています。今回

は、同姓で婚姻届を出すことを求めている戸籍法の

規定を含めて改めて合憲性の判断をするものとみら

れます。

　申立人は、東京都内に住む3組の事実婚の夫婦です。

2018 年 2 ～ 3 月に国分寺市、八王子市、世田谷区に

それぞれ婚姻届を提出する際、夫婦別姓とするため

に、婚姻後の名字を記入する項目で「夫」「妻」の両

方にレ印をつけたため不受理とされました。

　3 組は、それぞれの市長や区長に対し婚姻届を受理

するよう求めて東京家裁と東京家裁立川支部に家事

審判の申立てを行い、夫婦同姓を定める民法 750 条

と婚姻届の手続きを定める戸籍法 74 条について、「法

の下の平等を定める憲法 14 条、両性の平等を定める

憲法 24 条に違反する」と訴えました。

　両家裁は 2019 年 3 月、いずれも「家族の姓を一

つに定めることは社会に定着しており合理性がある」

として夫婦同姓を合憲とした 2015 年の最高裁判例を

引用し、多くの夫婦が夫の名字を選ぶ現状について

も「民法が生んだ差別とはいえない」として、民法

及び戸籍法の規定は合憲として訴えを退けました。

　これに対し、3 組の申立人は東京高裁に即時抗告を

行いましたが、東京高裁は、2019 年 11 月、女性の

働き方の変化や夫婦別姓を巡る社会の受け止め方に

は一定の変化や議論の高まりがあることは認めつつ、

夫婦が同姓であるべきとの考え方はなお多数存在す

ると指摘して、それぞれの即時抗告を棄却しました。

　そこで、申立人はそれぞれ最高裁に特別抗告し、

「2015 年の最高裁判決から今日にいたるまでに社会情

勢は変化している」「2020 年 7 月までに、102 の地方

議会が『選択的夫婦別姓制度』の導入や議論を求める

意見書を可決している」ことなどをふまえ、夫婦同姓

を求める規定は違憲と認めるよう求めていました。

　ところで、東京家裁や東京高裁が合憲であるとい

う判断の根拠とした 2015 年 11 月最高裁判決では、

15 人の裁判官のうち、合憲判決を支持したのは 10
人で、5 人は夫婦同姓強制は違憲と判断しました。大

法廷判決がこれほど分かれる例はほとんどなく、中

でも 3 人の女性裁判官は全員が違憲判断をしました。

当時、法曹界への女性進出がもっと進んでいたら逆

転していたのでは、とも指摘されていました。

　合憲意見を書いた寺田逸郎裁判長（長官）は、「こ

の問題は、国民的議論に委ねることで、合理的な仕組

みの在り方を幅広く検討して決めることこそ、問題の

性格にふさわしい」とする補足意見を述べています。

　この意見には、憲法 24 条の「個人の尊厳と両性の

平等」から、夫婦別姓につなげるのは法解釈として

は無理があるといわざるを得ず、このような問題は

裁判所でなく、立法府で解決すべきであると求めて

いるようにみえます。

_ 法制審は選択的夫婦別姓導入を答申
（1996 年）

　我が国で夫婦別姓問題が本格的に俎上に上がった

のは、1991 年に法務大臣が法制審議会に夫婦同姓制

度などの在り方を含む民法改正につき諮問してから

です。約 5 年の検討を経て、1996 年 2 月、審議会は

選択的夫婦別姓制度導入などを盛り込んだ民法改正

案を法務大臣に答申しました。選択的夫婦別姓制度

とは、希望すれば結婚前の姓を名乗ることを認める

制度で、答申後 25 年もの月日を経過していますが、

この改正案は、自民党などの強い反対により、今日

まで陽の目を見ていません。

　政府は、2020 年 12 月 25 日、2021 年度から 5 年

間の目標や政策をまとめた「第5次男女参画基本計画」

を決定しました。この基本計画の策定にあたっては、

2015 年の第 4 次計画に盛りまれていた「選択的夫

婦別氏制度の導入などに関し、司法の判断を踏まえ、

検討を進める」との表現から、その後の社会情勢な

どを踏まえ、どのような内容にするかが大いに議論

されたと伝えられています。

_ 第 5次男女共同参画案では後退

　この間、伝統的家族観を重視する保守層を支持基

夫婦同姓、再び憲法判断へ ―最高裁大法廷に回付
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盤にする安倍前首相は、一貫して選択的夫婦別姓制

度の導入には消極的な姿勢をとり続け、前政権の 7
年 8 か月の間、政府内での動きは止まったままでし

たが、菅内閣の登場で流れが変わったかに見えまし

た。菅首相も国会答弁で、かつて選択的夫婦別姓を

推進する立場で議員活動を進めていたことを認め、

「私は政治家としてそうしたことを申し上げてきたこ

とに責任がある」と述べ、一部の大臣も前向きな姿

勢を示しました。

　そうした中、12 月 4 日に内閣府が提示した第 5 次

男女共同政府原案では、「婚姻前の氏を使用できる具

体的な制度のあり方について、（中略）、政府におい

ても必要な対策を進める」と前向きな表現、即ち第 4
次の「検討する」から「必要な対応を進める」との

表現が盛り込まれました。

　ところが、これに危機感を抱いた自民党内反対派

が猛烈に巻き返し、12 月 15 日に自民党が最終的に

了解した案では、「夫婦の氏に関する具体的な制度の

あり方に関し、戸籍制度と一体となった夫婦同氏制

度の歴史を踏まえ、また家族の一体感、子どもへの

影響や最善の利益を考える視点も十分に考慮し、（中

略）更なる検討を進める」となりました。

　第 4 次計画に入っていた「選択的夫婦別氏制度の

導入」が削られ、「夫婦の氏に関する具体的制度のあ

り方」という抽象的な文言に変えられ、「戸籍制度と

一体となった夫婦同氏制度の歴史」という、問題を

固定化するとしか思えない表現が入るなど大幅な後

退となり、これが 12 月 25 日に閣議決定されました。

_ 夫婦同姓の強制は
ジェンダー平等の流れに逆行

　2017 年に実施された内閣府の世論調査では、選択

的夫婦別姓に 42% が賛成し、当事者世代である 18
～ 29 歳、30 歳代では賛成が 50% を超え、姓が異

なっても家族の一体感に影響はないとする人は 64%
に上っています。ジェンダー平等の社会を求める声

は日々高まっており、2020 年の朝日新聞の調査で

は、69% が賛成と答えています。法務省の調査でも、

夫婦同姓を強制する国は日本、インド、タイだけで、

世界的には夫婦同姓強制は圧倒的な少数です。

　2015 年の最高裁判決は、立法府に問題を投げ返し

たものでしたが、5 年を経て政府の状況はむしろ逆行

しているといえます。

　現在の最高裁でも、ジェンダー平等は進まず、女

性裁判官は 2 名であり、2015 年より減っています。

最高裁の審理日程は決まっていませんが、大法廷に

回付されたことで、あるいは違憲判決がと期待する

向きもある一方、民法だけでなく戸籍法も含めて合

憲とされる可能性もあると見られ、今後の動きが注

目されます。

（主な参考資料　2020 年 12 月 10・16・25 日朝日新聞、同東

京新聞、同 10 月 24 日、12 月 16・25 毎日新聞）

第 三者から精子や卵子の提供を受け、生殖

補助医療によって子どもを授かった場合

の親子関係を定める民法特例法が 12 月 4
日成立しました。この特例法は与野党の共同提案に

よる議員立法でなされ、第三者からの卵子提供で子

どもが生まれた場合、出産した女性を母親とするこ

と、夫以外の男性の精子による不妊治療で妻が妊娠

した場合、精子提供に同意した夫を父親とすること

などを定めています。旧厚生省の専門委員会が 2000
年、精子や卵子の提供を認め、条件として法律に明

記することを報告書にまとめましたがその後議論は

「出産女性が母」民法特例法成立

深まらず放置されていました。今回はじめてこの問

題に対処したものですが、03 年に厚労省の部会がま

とめた、子どもが遺伝上の親を知る「出自を知る権利」

については検討課題とされました。また同法案の基

本理念に、「生殖補助医療により生まれる子について

は、心身ともに健やかに生まれるように配慮する」

とされた表現に対しては、障害者団体から「優生思

想につながりかねない」と、条文の削除を求める要

望書が出されましたが、削除はなされませんでした。

（主な参考資料　2020 年 12 月 5 日朝日新聞、読売新聞）
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建 設現場で、建設資材に含まれる石綿（ア

スベスト）を吸って中皮腫や肺がんになっ

たとして、首都圏の元作業員らと遺族ら約

330 人が国と建材メーカー 42 社に計約 120 億円の損

害賠償を求めた裁判で、最高裁第一小法廷（深山卓

也裁判長）は、12 月 14 日、国の上告を受理しない

決定をしました。裁判官5人の全員一致によるもので、

これにより 2018 年 3 月の二審・東京高裁判決のうち

国に約 22 億 8 千万円の支払いを命じた判断が確定し

ました。厚労省によると、建設現場の石綿（アスベ

スト）被害をめぐる訴訟は 22件（2020年 11月末現在）

あり、原告の総数は 1 千人以上で、国への請求額は

約 347 億円となっていますが、これらの「建設石綿（ア

スベスト）訴訟」で国の敗訴が確定したのはこれが

初めてです。この決定により、企業に雇われた労働

者の健康を守ることを目的とした労働安全衛生法が、

個人事業主である「一人親方」にも適用されるとす

る二審東京高裁判決についても確定しました。

　また、最高裁は原告側がメーカーの責任を問うた

主張につき、これを審理することを決め、原被告双

方の意見を聴く弁論を 2 月 27 日に開くことを決め

ました。これは判断を変更する際に必要な手続きで、

メーカーの責任を認めなかった一、二審の判断が見

直される可能性が出ています。

　本件の東京訴訟の一審東京地裁判決（2012 年 12
月）は、「国は 1981 年（吹き付け工は 1974 年）以降、

事業者に罰則付きで防じんマスクを義務付けるべき

だった」と指摘し、国の責任を認め、170 人に約 10
億 6,000 万円を賠償するよう命じました。しかし、「一

人親方」といわれる個人事業主は救済の対象とはし

ませんでした。2012 年～ 2017 年に示された 7 件の

一審判決ではいずれも「一人親方」は救済の対象に

含めませんでした。高裁レベルでも 2017 年 10 月の

東京高裁判決は同様の判断でした。

　流れを変えたのは、2018 年 3 月の東京高裁判決で

す。判決は、「有害物の規制や職場環境の保全という

労働安全衛生法の目的や趣旨は労働者以外でも当て

はまる」とし、「一人親方」も一般の作業員と同様に

実質的には元請け業者から「使用」されている実態

建設石綿（アスベスト）訴訟、国の賠償責任確定、
「一人親方」にも適用 ―最高裁

を踏まえ、国の賠償責任を初めて認めました。これ

により、救済対象は 170 人から 327 人に増え、認定

額も約 22 億 8 千万円に増額されました。

　その後は「一人親方」も救済の対象とする高裁判

決が 4 件続き、今回の決定につながったものとみら

れます。

　今回の決定を出した最高裁第一法廷には他に 3 件

の同種訴訟が継続しており、今後も今回の判断を踏

襲するものと見込まれています。

　

　石綿（アスベスト）は、不燃性や断熱性に優れた

鉱物繊維で、し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、飛散した石綿（アスベスト）を大量に吸うと

細かい繊維が肺に突き刺さり、平均 40 年という長い

潜伏期間を経て治療の困難な中皮腫や肺がんといっ

た重大な健康被害を引き起こす恐れがあります。

　今回の事案は建設現場で働く人の被害ですが、

2014 年には大阪の石綿製造・加工工場での石綿被害

を訴えた「泉南石綿（アスベスト）訴訟」において、

最高裁は国の責任を認める判決を示し、これに基づ

いて、国は一定の条件を満たせば訴訟での和解に応

じて賠償金を支払う方針を示しました。石綿関連疾

患で労災認定を受けた人は 2019 年度までに 1 万 7 千

人を超えています。しかし、国は、建設現場での被

害については作業環境が石綿工場とは異なるとして

争ってきました。

　今回の最高裁判決により建設現場での石綿（アス

ベスト）被害者の救済に漸く道が開かれましたが、

建設石綿（アスベスト）弁護団によると 2008 年の

提訴以来、全国で千人以上が原告に加わったものの、

その 7 割以上が亡くなっているとのことです。

　裁判を起こすことは被害者にとって大きな負担に

なります。弁護団は、訴訟を起こさなくても迅速な

救済を受けられる基金制度の創設を国に強く求めて

います。

（主な参考資料　2020 年 12 月 17 日朝日新聞、同毎日新聞、同

東京新聞、同日本経済新聞）
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関 西電力大飯原発 3、4号機（福井県おおい町）

の耐震性を巡り、新規制基準に適合する

とした原子力規制委員会の判断は誤りで

あるとして、近畿 6 府県や福井県などの住民 130 人

が国に対し、原発設置許可の取り消しを求めた訴訟

の判決で、12 月 4 日、大阪地裁（森健一裁判長）は、

「規制委員会の判断は地震規模の想定において必要な

検討をせず、看過し難い過誤、欠落がある」として、

原発の設置許可を取り消しました。

　今回の判決は、東京電力福島第一原発事故を踏ま

えて策定された新基準規制下での原発設置許可を取

り消す初めての司法判断です。大飯原発 3、4 号機は、

現在定期点検中ですが、この訴訟に利害関係人とし

て参加していた関西電力は、「極めて遺憾であり、到

底承服できない」として、控訴しました。仮処分と

異なり、控訴すれば判決の効力は直ちに生じません

が、住民側勝訴が確定した場合、より厳格な耐震基

準で評価し直し、改めて許可を得るまで、稼働でき

ない可能性があります。

　原発の安全性の根幹をゆるがす今回の判決は、同

じく再稼働を目指している高浜原発 1、2 号機、美浜

原発に大きな影響をもたらすだけでなく、新規制基

準下で許可を受け再稼働したり、再稼働を準備して

いる他の原発にも大きな影響を与えるものです。

_ 「基準値振動」の検討の懈怠を指摘

　今回の主な争点は、関電が設定した最大の地震の

揺れの想定「基準値震動」の値が適切か、これを基

に設置を許可した規制委員会の判断が妥当かどうか

でした。基準値震動は各電力会社が決め、規制委員

会が内規である「審査ガイド」に従って審査します。

今回、関電は大飯原発 3、4 号機の基準値震動は最大

856 ガルとし、規制委員会はこれを適正と判断して

設置許可し、関電は安全対策を行いました。

　これに対し判決は、基準値震動の設定で重要な要

素となる地震規模は、過去の地震データを基にした

平均値より実際は大きい方向に外れる「ばらつき」

が生じる可能性があり、「審査ガイド」もその考慮を

求めているが、関電はそれをなさず、規制委員会も

自らが定めた「審査ガイド」に基づく数値の上乗せ

につきその検討自体をしておらず、こうした判断過

大飯原発、設置許可取り消し ―大阪地裁

程には看過し難い過誤、欠落があったとして許可を

違法と認定し、設置許可を取り消しました。

　国側は、関電の基準値震動は実際の断層面積より

広く決めており、あえて「ばらつき」を考慮する必

要はないと反論していましたが、判決は、計算式で

算出される地震規模を「ばらつきを考慮して検証す

る」のが 2011 年の東日本大震災を踏まえた現在の「審

査ガイド」の考え方だとしてこれを退けたものです。

　東電福島第一原発事故では、津波想定の甘さが深

刻な事態を招きました。事故の後に設置された規制

委員会は、この悲惨な経験を踏まえ、「想定外」によ

る事故を二度と繰り返してはならないとして設立さ

れた機関です。

　今回の訴訟においては、2016 年、規制委員長代理

を務めた地震学の権威、島崎邦彦東大名誉教授が、

法廷で「大震災での想定される地震の揺れでの評価

においては『ばらつき』を考慮すべき」、「関電の計

算式、基準値震動は過少評価している恐れがある」

と証言しています。

_ 原発の維持には疑問強まる　

　今回の判決は、新規制基準や「審査ガイド」自体

の見直しを迫ったものでありません。これまでも、

規制委員会の審査を否定する司法判断は何度もあり

ましたが、上級審で覆ってきました。そのような経

過から、関係者の中には、「まだ一審のレベル、最高

裁で判決が確定したわけではない」と述べる人もい

ますが、この間、高浜原発や伊方原発など 7 か所も

の地・高裁で原発の運転停止など原告の主張を認め

た司法判断が繰り返されています。

　菅政権は、2020 年 10 月に「50 年に温室効果ガス

の排出をゼロにする」との新たな温暖化対策目標を

表明しましたが、石炭火力と原子力をフェードアウ

トする EU などと異なり、再生可能エネルギーとと

もに原発も活用するとの方針を維持しています。

　かつて、クリーンで安価なエネルギーといわれた

原発は、今やいくら対策をほどこしても危険性を除

去できず、膨大にコストを生み出す負の巨大装置と

認識されつつあります。加えて、日本は世界有数の

地震国、火山国であり、想定を上回る規模の災害が
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ゲ イ（男性の同性愛者）であることを同級生

の男性に暴露（アウティング）され、一橋

大学の校舎から転落死した同大法科大学

院の男子学生の遺族が、適切な対応を取らなかった

として大学に損害賠償などを求めた控訴審で、東京

高裁（村上正敏裁判長）は、男子学生の転落死は予

見できず、大学が安全配慮義務を怠ったとはいえな

いとする第一審（東京地裁）判決を支持し、遺族の

請求を棄却しました。

　一方、一審判決では言及のなかったアウティング

行為（好きになる相手の「性的指向」や、自分の認

識する性別「性自認」を、本人に了解なく第三者に

暴露すること）を「人格権ないしプライバシー権な

どを著しく侵害するものであり、許されない行為で

あることは明らか」と判示しました。なお、原告遺

族と同級生男性とは一審の途中に和解が成立してい

ます。

　判決によると、男子学生と同級生は、一橋大学法

科大学院において共に司法試験の受験を目指してい

ましたが、2015 年 6 月、男子学生から恋愛感情を伝

えられた同級生が本人の同意を得ず、LINE のグルー

ブに実名をあげて「おまえがゲイであることを隠し

ておくのはムリ」と投稿され、ゲイであることを暴

露されました。これを機に男子学生は心身に不調を

きたし、心療内科への通院を始め、一橋大学のハラ

スメント相談室や教授などにも「同級生を見ると、

吐き気がしたり動悸が生じる」と被害を相談してい

ました。

　2015 年 8 月、男子学生は授業中にパニック発作を

起こし、大学の保健センターで投薬などの処置をう

けたものの、校舎 6 階ベランダから転落して死亡し

ました。

　原告遺族は、男子学生がアウティングの被害を申

一橋大学転落死事件、「アウティング」は不法行為 ―東京高裁

請した後、大学側がクラス替えなど適切な対応を取

らなかったとし、大学側に 8,600 万円の損害賠償を

請求、大学側は男子学生の転落死は突発的なもので

予見できず、対応に落ち度はなかったと主張しまし

た。

　2019 年 2 月に、東京地裁（鈴木正紀裁判長）は、

転落死は予見できず、大学側の対応は安全配慮義務

に違反するものではないとし、請求を棄却しました。

これに対し、遺族側は、一審判決がアウティングと

いう行為の重大性について全く触れていないことに

強く抗議し、控訴していたものです。

　今回の高裁判決は、相談を受けていた教授などが

アウティングをした同級生と接触しなくても済むよ

うに工夫することが望ましい行動であったとしても、

安全配慮義務に反する違法なものだとまではいうこ

とは困難として、大学の対応に違法性はないと結論

付けたものです。

　判決の後、記者会見で遺族側は、大学側と再発防

止など前向きな話し合いが出来なかったのは残念と

しつつ、「アウティングが許されない行為であると認

められたことだけで大変うれしく思っている」と述

べ、原告代理人は「ご遺族が控訴審で強く望んでい

たのは、『アウティングが不法行為である』と裁判所

に認めてほしいということであった。それを明示し

たことは高く評価したい」「アウティングの違法性に

言及した判決は全国で初めて」と述べました。

　この事件は、アウティングという言葉を社会に広

く知らせる契機となり、この 5 年間で、アウティン

グをめぐる状況も大きく変わりつつあります。

　2018 年には、一橋大学のある国立市が、アウティ

ング禁止を盛り込んだ条例を施行しました。その後、

同様の条例は、東京都豊島区、港区、岡山県総社市、

三重県いなべ市へと広がり、三重県が都道府県とし

て初めて、条例でアウティング禁止をもりこむこと

襲ってくる恐れが常にあります。再生可能エネルギー

が世界各国の主要電源になりつつある今日、住民の

不安に目をつぶり、安全対策に無限ともいうべき投

資を続けてまで原発の維持をはかることにどのよう

な合理性があるのかとする疑問が高まっています。

　今回の判決は、国の原発政策そのものに大きな問

題提起を投げかけています。

（主な参考資料　2020 年 12 月 5 日朝日新聞、同毎日新聞、同

読売新聞、同東京新聞）
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を検討していると伝えられています。

　2020 年 6 月に施行された改正労働政策総合推進法

（通称「パワハラ防止法」）でも、アウティング防止

策を講じることが事業者に義務付けられました。こ

れにはもちろん大学も含まれています。しかし、未

だ多くの大学においては、必ずしもアウティングを

含むハラスメント対応が十分に進んでいないことか

ら昨年 11 月に文部省が全国の大学に適切な対応を進

めるよう通知を出しています。

　今回の事件は、アウティングを危険な不法行為で

あることを明確に示しました。LGBT の当事者団体

の調査によると、職場でのアウティング被害を調査

したところ、同性愛者の 27％、トランスジェンダー

の約 38％が経験していたとのことです。

　今年 6 月には、豊島区職場の上司からアウティン

グを受けた 20 代の男性が豊島区条例に基づく申し立

てをし、10 月に会社がアウティング被害を全面的に

認め、謝罪と解決金の支払いなどの和解が成立した

ことが伝えられています。また、この他にも大阪の

病院における過去の性別変更が同僚からアウティン

グされ、現在係争中と伝えられています。

　当事者団体は、アウティングを未然に防ぐために

なすべきことは実は非常にシンプルであるとし、何

より「本人に確認する」こととしています。伝えて

よいのか、伝えてはならないのか、どの範囲にまで

伝えているのかなど本人にきちんと確認することが

何より重要としています。

　そして、万一、アウティングが起きてしまった場

合は、まず本人への説明と謝罪、伝えたしまった人

への事情説明とそれ以上広がらないような対処が必

要不可欠としています。

　今回の事件の男子学生は、死亡する 2 週間前に大

学の相談窓口に提出した書類の希望する措置の具体

的内容欄には、「謝罪」と記入していました。

（主な参考資料　2020 年 11 月 26 日朝日新聞、11 月 20 日・同

26 日東京新聞）

沖 縄の米軍普天間基地の名護市辺野古沖へ

の移設に向けた埋め立てを巡り、工事を進

める根拠となっている国の裁決の取り消

しを沖縄県が求めた裁判で、11 月 27 日那覇地裁（山

口和宏裁判長）は「裁判の対象とはならない」とし

て訴えを却下しました。

　辺野古埋め立てを巡っては、2013 年 3 月「基地

建設反対」を掲げて当選した当時の仲井真弘知事は

一転埋め立て工事を承認しました。ところが、その

後の国のボーリング調査で軟弱基盤の存在が発覚し

たため、2018 年 8 月沖縄県は承認を撤回しました。

県が承認撤回の理由としたのは、辺野古海域での軟

弱地盤の発見や不十分な環境保全策、全体の実施設

計協議が行われていないなど、工事の前提条件の相

次ぐ変化や約束違反でした。これに対し、埋め立て

事業を所管する防衛相は行政不服審査を請求して、

同じ内閣の一員である埋め立て事業を所管する国交

相に「救済」を求め、国交相は軟弱地盤があること

を踏まえても工事を行うことは可能として、2019
年 4 月、沖縄県の承認撤回を取り消す裁決をして、

辺野古基地建設で再び県の訴え却下 ―沖縄地裁

国の機関が一般私人の資格でない固有の資格で受け

た処分については審査請求できないとした県の訴え

は退けられ 2020 年 3 月、最高裁の上告棄却により

確定しています。

　今回、那覇地裁は辺野古埋め立て工事に関する沖

縄県の主張の中身には踏み込まず、「訴えは、県がみ

ずからの具体的な権利や利益の保護救済を求めたも

のといえず、裁判の対象とならない」などとして県

の訴えを退けたものです。この判決は、「自治体は条

例や規則に従わせるための訴訟は起こせない」とす

る 2002 年の最高裁判例を根拠にしていますが、この

判例は、兵庫県宝塚市が条例に基づきパチンコ店の

建築中止を求めた裁判において市の訴えを却下した

際のもので、国の主張に沿うものです。

　辺野古埋め立て工事については、本件のほかに、

先に述べた国交相の裁決に対し埋め立て予定地周辺

の住民が取消しを求め那覇地裁に提訴中です。また、

県は昨年 7 月、に辺野古沖のサンゴ移植の許可をめ

ぐって新たに提訴しています。
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日 本司法支援センター（法テラス）は 2020
年 11 月、令和元年度の「法テラス白書」

を公表しました。令和元年度では、情報提

供業務で電話、メールによるサポートダイヤルへの

問い合わせがいずれも増加し、395,100 件（前年度比

8.9% の増加）となり、事務所問い合わせは 200,333
件で前年度並みとなっています。民事法律扶助では

相談援助が 315,085 件でやや増加しましたが、代理

援助は 112,237 件、書類作成援助が 3,309 件と、い

ずれも前年度をやや下回りました。

　国選弁護では被疑者国選事件の受理が80,145件（前

年比 1.7% の増加）、被告人国選は 53,010 件、国選付

添事件は 3,325 件となっています。犯罪被害者支援

情報提供件数が増加（法テラス令和元年度）

では、支援ダイヤル受電が 15,343 件、地方事務所受

付は 11,262 件、精通弁護士紹介は 1,355 件となりま

した。

　震災法律援助では、相談が 50,944 件、代理援助は

100 件、書類作成援助は 36 件となりました。また日

弁連からの受託事業は 12,374 件でした。

　なお新型コロナウィルスの流行に対処するため、

法テラスは昨年 5 月から業務方法書を改正し、テレ

ビ電話や電話による法律相談を開始しています。

 法テラスに係る政府予算としては、運営費交付金が

157 億 1,200 万円、国選弁護人確保業務等委託費が

170 億 4,200 万円となっています。

_ 司法の実体判断迫られる

　沖縄防衛局は、2020 年 4 月、軟弱地盤がみつかっ

たことによる設計の変更を県に申請していますが、

県の対応によってはこれも訴訟となる可能性が高い

といわれています。辺野古基地建設については、こ

の他にも想定外のことが次々に起こっており、国が

工事を続けるなら今後も裁判に発展することが少な

くないだろうといわれています。

　辺野古基地工事は、当初の杜撰な調査と強引な手

続きにもとづき、何度も計画を見直す中で強行され

続け、今ではいつ完了するのか、どの程度の国費が

かかるのか、どのように利用されるのか、政府関係

者の誰もが的確に答えられない状態になっています。

このようなとき、司法がどのような役割を果たすべ

きかが今後も問われ続けていくものとみられます。

（主な参考資料　2020 年 11 月 28 日朝日新聞、同東京新聞、同

沖縄タイムズ）

法テラス・主な業務の概況

業　務 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年

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

民事法律扶助
法律相談（件） 286,602 298,220 302,410 314,614 315,085 
代理援助（件） 107,358 108,583 114,770 115,830 112,237 
書類作成援助（件） 3,993 3,877 4,278 3,522 3,309 

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 
被告人国選受理（件） 59,504 56,388 53,655 53,862 53,010 
国選付添人受理（件） 3,698 3,427 3,417 3,489 3,325 

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 
司法過疎地域事務所設置（件） 35 35 35 35 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 
地方事務所受付（件） 13,380 13,825 12,717 14,035 11,262 
精通弁護士紹介（件） 1,603 1,677 1,705 1,795 1,355 
被害者参加等請求（件） 2,594 2,912 2,685 3,111 2,818 
国選被害者弁護士選定請求（件） 4,449 4,709 5,038 5,250 5,440 

震災法律援助
法律相談援助（件） 54,575 52,995 53,433 54,765 50,944 
代理援助（件） 2,126 471 219 216 100 
書類作成援助（件） 43 31 29 0 36 

受託業務 日弁連委託業務申込（件） 22,316 22,444 22,206 15,158 12,374 
（法テラス白書令和元年度版 13 ページより）
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法 務省は 11 月 24 日、令和 2 年（2020 年）

版の犯罪白書を公表しました。これによる

と、令和元年（2019 年）の刑法犯認知件

数は 74 万 8,559 件（前年比 8.4％減）で、2002 年の

285 万 4,061 件をピークに 17 年連続で減少し、戦後

最少を更新しました。また、検挙者数も 2013 年から

戦後最少を更新し続け、昨年は 19万 2,607人（同 6.5％
減）でした。

　このうち 65 歳以上の高齢者はここ数年減少傾向

にあり、昨年は 4 万 2,463 人（同 5.1％減）でした

が、全体に占める高齢者の比率は年々上昇して昨年

は過去最高の 22.0％となりました。このうち、70 歳

以上が 72.4％を占めています。少年による刑法犯は、

2004 年以降減少しつづけており、昨年の検挙者数は

2 万 6,076 人（同 14.4％減）となっています。

　罪種別では、窃盗が 53 万 2,565 件（同 8.5％減）で、

2003 年以降減少し続け戦後最少を更新しました。高

齢者犯罪は全年齢層に比べ窃盗の割合が 7 割以上と

高く、特に女性は約 9 割となっており、その大半が

万引きとなっています。

　詐欺の認知件数は 3 万 2,207 件（同 16.4％減）で

2018 年をピークにこれも減少していますが、特殊詐

欺は 1 万 6,851 件（同 5.6％減）と高止まりし、うち

キャッシュカード詐欺盗難は 3,777 件と急増し前年

の 1.8 倍となっています。

　犯罪白書によると、2019 年の再犯者は 9 万 3,967
人と刑法犯全検挙者数の 48.8％（同 0.03 ポイント減）

を占め、その割合は 1996 年の 27.7％から続いた再

犯率上昇の高止まりを示しています。このような状

況を受け、今回の白書では、特に再犯率の高い薬物

事件を特集しています。

　薬物の中のうち覚せい剤事件の検挙者数そのもの

は 2001 年から減少傾向で昨年は 8,730 人（同 13.0％
減）と 44 年ぶりに 1 万人を下回りました。その一方

大麻事件は 4,570 人（同 21.5％増）と急増し、初め

て 4 千人を超えました。

特殊詐欺は高止まり、大麻事件は急増 
―令和 2 年（2020 年）犯罪白書 

　薬物のなかでも覚せい剤事件の成人による再犯率

は 66.9％にも上っています。一方、大麻事件は検挙

者の約 6 割が 20 歳代以下で、学生（中学～大学）の

摘発も増えています。白書では、大麻について「よ

り効果の強い薬物の使用に移行するおそれが高い」

と指摘しています。

　

　特集では、2017 年夏に実施した薬物事件の経験が

あると申告した受刑者の男女 699 人（平均年齢 43.5
人）を対象にしたアンケートをまとめています。

　それによると、薬物事件による受刑は 7 割が 2 回

以上で、5 回以上も 17.5％となっています。何らか

の薬物を使い始めた年齢は平均 18.7 歳で、覚せい剤

では 9 割以上の者が 5 年以上の使用経験をもってい

ます。重症の薬物依存として集中治療の対象の目安

となる群に属する者も 5 割近くとなっています。

　また、薬物を入手するために窃盗などの犯罪を経

験した者が 23.5％、薬物の影響下で傷害などの犯

罪（交通事故を除く）を犯した者が 6.5％に上って

います。

　白書は、覚せい剤使用の引き金になった場面が、

男性では「セックスをするとき」「手元にお金がある

とき」が「クスリ仲間と会ったり、連絡が来たとき」

などに次いで高く、女性では「誰かとけんかをした

あと」「自分の体形が気になるとき」などの項目が男

性を大幅に上回っているのが特徴的としています。

　男性が快楽を得る目的の回答が目立つ半面、女性

では 4 割強が過食、自傷行為などを経験し、DV 被害

を受けた人が 7 割を超えていることも大きな特徴で

す。精神疾患の割合も 40.2％で、男性の 8.6％に比し、

著しく高くなっています。

　これらのことから、白書は薬物乱用者に対しては、

早い段階からの適切な介入と、男女差に着目した、

多角的な指導・支援の必要があるとしています。

（主な参考資料　2020 年 11 月 26 日読売新聞、同朝日新聞、同

毎日新聞）
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財産権の重視から包括的な制度改革へ

　リーガル・エンパワメントの考え方の基本は、法

の支配の及ばない領域で貧困に直面している人々に

アイデンティを付与し、その資産（土地所有権等）

を法的に登録し、市場に開放することで、資本とし

ての活用を促すことにより、貧困を克服することに

ありました。2008 年の「委員会報告」の 4 つの柱も、

その第一の「アクセス・トゥ・ジャスティスと法の

支配」は人々に公的な制度における平等な地位と権

利を保障するとする包括的なものですが、他の 3 つ

の柱―財産権、労働の権利、ビジネス権―はいずれ

も権利の公式化により、貧困者の経済的地位の向上

をめざすものです。しかしながら、こうした権利の

公式化、とりわけ土地に関する権利を登録させ、市

場における資本として土地の活用を進めることにつ

いては、報告書の公表以来、さまざまな疑問や批判

が寄せられてきました。

　委員会の共同議長の一人である、ヘルナンド・

デ・ソトの、‘資本のミステリー（The Mystery of 
Capital）’という著作（2000 年）の主張は、非公式

な経済制度のもとにある人々は資産をもっていない

のではなく、資産の公式化（登録）がなされないた

めに、その資産を資本として金融を得るための担保

や事業に活用することができず、そのために貧困を

余儀なくされているとするものであり、財産権の公

式化が進めば人々は狭いコミュニティだけでなく、

資本市場を通じた大きな経済的機会を提供されるで

あろう、というものです。この考え方は途上国とと

もに、投資する先進国にとっても歓迎されるもので

した。この考え方は公式な法の支配のおよばない地

域の人々を潜在的起業家としてとらえ、起業家化を

進めることが途上国の経済全体を発展させるもので

あるとするものでした。しかしながら、ささやかな

土地保有者を小資本家として位置づけ、資産を市場

化することは市場におけるリスクを負わせることで

もあり、運用の結果いかんでは更に厳しい貧困を招

くことにもなりかねません。途上国における貧困者

の支援としては、アイデンティティはもちろんです

が、健康、教育、社会福祉などの施策とバランスの

とれた支援が必要です。こうした懸念を意識してか、

報告書は支配層による権限濫用の防止、資産の登録

のための時間と費用の改善など、財産権にかかわる

ことだけでなく、世界人権宣言や国際人権規約、ILO
条約などの国際規範に盛り込まれた基本権を重視す

るものになっており、特に女性と土地固有の人々の

権利の改善を訴えるものになっています。

弁護士の活動参加への課題

　エンパワメントの考え方の魅力は何といっても下

からの改革手法にありますが、コミュニティ、地域

レベルでの成果を法制度や政策レベルの改革につな

げるためには、弁護士などの法専門家の介入が不可

欠です。Namati の報告でも、国家の政策の転換には、

公益訴訟、アドボカシー、オンブズマン事務所など

が用いられていることが示されていますが、伝統的・

慣習的司法から公式な法の支配への転換に当たって

は、裁判制度の整備と利用の容易化とともに、弁護

士などの専門家の参加をどのように確保していくか

が課題になります。エンパワメントの報告では地域

コミュニティに基礎を置くパラリーガルの活動が重

視されており、支援プログラムとコミュニティの仲

介役としても活躍していますが、エンパワメントの

究極的目標である法改革や政策の転換には政府機関

とともに弁護士の役割は大きなものであり、援助機

関の弁護士ではない、その国の持続的改革に継続的

にかかわることのできる弁護士の確保が不可欠です。

報告書は改革におけるアクセス・トゥ・ジャスティ

スに関する情報交換や法律扶助の提供者の選抜、法

教育など、法改革のサポートとしての弁護士組織の

役割を語っていますが、草の根レベルにおける法律

扶助の提供から司法制度全体の改革にかかる弁護士

の役割の重要性と、途上国における改革運動への弁

護士の参加の促進にもより深い位置づけが必要と思

われます。

きめ細かい継続的支援が必要

　支援プログラムには終期があり、その後も改革の

リーガル・エンパワメントの展開と課題（4）
 　大石 哲夫
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成果を持続させ、発展させていくには、国の司法制

度を軸とする法の支配の充実・強化が不可欠です。

援助的介入といっても、それにより利益を享受でき

る人々と、既存の利益を失う、もしくは 失うのでは

ないかと考える人々は常に存在します。人権を基礎

とする開発手法（HRBA）が、義務負担者としての

国の政策的対応を厳しく求めるのに対し、リーガル・

エンパワメントは民間レベルでの活動支援から出発

するために、途上国のリーダーにも受け入れられや

すい要素があると思われますが、貧困者の向上のた

めの政策的転換は、それまでの社会の在り方を変え

るものであり、政治的指導者だけでなく、コミュニ

ティや地域における抵抗や反発を受けることは他の

手法と変わらないと思われます。法の支配を経済的

開発のための技術的手段として受け止めるのならと

もかく、差別と貧困を克服する活動として実り多い

ものにするためには、その国の歴史や、置かれた環

境への洞察を通じた、きめの細かい継続的支援が求

められるでしょう。

日本の法整備支援もアジアの多くの国に

　リーガル・エンパワメントと位置づけられるかは

別として、アジア地域をはじめとする国々への「法

制度支援」活動としては日本も長期的に取り組んで

きました。国際協力機構（JICA）は 1996 年からベ

トナムにおける法整備支援を本格的に開始したのを

はじめ、カンボジア、ラオス、中国、ウズベキスタン、

モンゴル、東チモール、ネパール、ミャンマーへの

法整備支援を続けてきました。JICA では援助対象国

の文化、慣習、既存の制度を踏まえた、相手国の主

体性を尊重した支援を標榜しており、専門家の派遣、

アドバイザリーグループの派遣、同業者同士の協力、

日本自身の法整備の経験・知見の活用などを通じた

支援をおこなってきました。法務省も 1994 年からア

ジアの国々への支援を開始してきましたが、2001 年

には法務総合研究所内に法整備支援に専従する部署

として国際協力部を設置し、開発途上国や市場経済

への移行を進める国などに対する法制度整備支援を

行い、基本法令の起草支援、制定された法令を運用

する司法関係機関の制度整備支援、検察官、裁判官

等法曹実務家等の人材育成支援をしています。法務

省も、支援に際しては相手国の立法、司法関係者と

対話しながら、相手国の実情に沿った法律や制度を

共に考える手法を採っているということです。

差別と貧困克服はグローバルな課題

　1990 年代から急速に進展したグローバル化は、資

本と人の交流を強め、国の枠を超えた経済的発展と

富の構築をもたらす一方で、経済的・社会的格差の

拡大を強めています。

　グローバル化の進展は、途上国や紛争経験国だけ

でなく、先進国といわれ、援助を提供する国におい

ても深刻な問題をもたらしています。若年者の就労

機会の困難、人種差別と分断の激化、ジェンダーに

よる差別、内戦の激化と難民の激増などは今日世界

共通の解決すべき課題となっています。新型コロナ

ウィルスのパンデミックは究極の脅威であり、世界

の英知を集めた取り組みを要するものです。パンデ

ミックによって、SDGs の目標達成の困難が伝えら

れる今、人々が貧困を免れ、平和のうちに日を送る

事のできる国際的な取り組みの一層の強化が求めら

れています。（完）

（おおいし　てつお　理事）

【参考資料】

Dan Banik, The legal empowerment of the poor, in Christfer 

May and Adam Winchester（eds）, Handbook on the 

rule of law（2018）.

Hernando de Soto, The Mystery of Capital（2000）.　
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇　新型コロナウィルスの流行で今や医療崩壊の危機に至っていますが、特例法改正の動きの裏で国民の
権利を侵害する権威主義的な風潮が高まることのないよう警戒が必要です。

◇　コロナのパンデミックは止まることなく世界中を覆っています。そうした中で、アメリカでは根拠も
示すことなく大統領選挙の不正を訴え続けたトランプ大統領の支持者が１月６日、連邦議会の議事堂に
乱入する事態が起きました。同日「一国二制度」の看板のもとに自由な言論を維持してきた香港では、
国家安全維持法違反の容疑により、立法会の元議員ら53人が逮捕されました。コロナのもとで「法の
支配」の根幹が脅かされています。

◇　非正規雇用を巡る最高裁の二つの判決は一見すると、大きな格差を放置して小さな格差改善に言及し
たもののようにも映ります。また労働条件の平等の要求が全体として不利益な条件への誘導にならない
よう、警戒が必要です。

◇　夫婦同姓をめぐるこの間の自民党内の検討過程を見ると、ジェンダー・ギャップ順位121位という
日本の現状が浮き彫りになるようです。今更ですが、「家」ではなく、「人」を大切にする最高裁判決を
期待します。

◇　原発が国民生活に大きなリスクをもたらすばかりでなく、際限のない財政的負担をもたらすものであ
ることを、大飯原発判決を機に考えなければ、と思います。

◇　「桜を見る会」前日の夕食会で、安部晋三前首相の後援会が費用の一部を負担してきた問題では、安
部前首相は118回にわたり、国会で事実と異なる答弁をしてきたことが判明しました。森友問題では
事実と違う答弁は139回あったことが確認されています。立法府に対する虚偽答弁の積み重ねが日常
化しています。

◇　学術会議が推薦した105人の会員候補に対し、6人の任命を拒否した菅首相。任命拒否の理由を示
すことも、任命拒否の撤回もなく、これを機として学術会議自体の改組に進む政権のもとで、「学問の
自由」の根本が問われています。

◇　当会の新会長として、亀井時子弁護士が就任しました。亀井弁護士は法律扶助協会の時代から民事法
律扶助の第一線で活動してきた、経験豊かな弁護士です。ご支援よろしくお願いいたします。

◇　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。


