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原発事故、国の責任認める（福島地裁）

福 島地裁は、東京電力福島第一原発事故の責

任を問う訴訟について 10 月 10 日、東京

電力とともに国の責任を認め、原告 2,907
人に約 5 億円を支払うことを命じる判決を下しまし

た。

　原発事故の責任を問う訴訟では今年 3 月に前橋地

裁、9 月に千葉地裁で判決があり、このうち前橋地裁

は国の責任を認めたのに対し、千葉地裁は責任を否

認して、判断が分かれていました。

　福島地裁の訴訟では提訴者数も多く、判断が注目

されていましたが、裁判所は事故の防止に積極的な

対応をしなかった国の姿勢を厳しく批判しています。

_ 2002 年末までに津波対策の
命令は可能だった

　原発訴訟で最大の焦点となったのは地震の予見可

能性であり、国と東電は、津波は予見できず、対策

をとったとしても事故は防げなかったと主張してい

ました。これに対し判決は、文科省地震調査研究推

進本部地震調査委員会が 2002 年 7 月に作成した「三

陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」は、

規制権限の行使を義務付ける程度に客観的、合理的

根拠を有する知見であるとし、この長期評価に基づ

きシミュレーションを実施していれば、08 年に東電

が計算したとおり、最大 15.7m の高さの津波を予見

可能だったとしました。そのうえで、経済産業相は

シミュレーションに必要な合理的期間が経過後の 02
年末までに規制権限を行使し、津波対策を東電に命

じていれば、東電はタービン建屋等や重要機器室の

水密化措置をとったであろうから、事故は回避可能

だったとしています。

　判決は、規制権限の不行使は許容限度を逸脱し、

著しく合理性を欠いた。国は賠償責任を負う。東電

は予見可能な津波対策を怠った結果、事故に至った

としています。

_「中間指針等」を超える損害を認定

　判決は、

　「生活の本拠で育ち、なりわいを営み、家族、生

活環境、地域コミュニティーとの関わりで人格を

形成し、幸福を追求していくという平穏生活権を

人は有する。放射性物質による汚染が権利の侵害

となるかどうかは、侵害の程度やその後の経過、

被害防止措置などを総合考慮する。」

として、

　・ 帰還困難区域の旧居住者が受けた損害は、「中間

指針等（国の中間指針と東電の自主賠償基準に

よる賠償額）」を 20 万円超えると認められる。

　・ 一時避難要請区域は、中間指針等による賠償額

を超える損害は 3 万円を認める。子ども、妊婦

には 8 万円を追加する。

などとしました。また自主的避難等対象地域につい

ては、

　「一定の空間線量率が計測され、被ばくや今後の

事故に対する不安から、避難もやむを得ない選択

の一つだった。選択自体も困難を強いられること

であり、避難しないことも容易ではなかった。」

として中間指針等による賠償額を超える損害を認め

ています。

　ただ、原告 40 人が求めた「ふるさと喪失」の損害

については、帰還困難区域で、中間指針等による賠

償額の 1,000 万円を超える損害は認められないとし

ています。

　福島地裁の判決は一部請求を認めない部分もあり

ますが、事故の予見可能性と損害の回避可能性及び

国の責任を正面から認めたものです。
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子の引渡しにルール ―法制審中間試案

法 制審議会の民事執行部会は 9 月 8 日、民

事執行法の改正に関する中間試案をまと

めました。審議会はパブリック・コメント

を経てさらに審議を進め、法務省は法改正を目指す

ことにしています。中間試案は、債務者財産の開示

制度の実効性の向上、不動産競売における暴力団員

の買受け防止の方策、子の引渡しの強制執行に関す

る規律の明確化、債権執行事件の終了をめぐる規律

の見直し、差押債権をめぐる規律の見直しについて

整備の方向を示しています。

_間接強制、親の立会いなどルール化

　離婚した夫婦の子の引渡しについてはこれまで明

確な規定がなく、現場ではケースに応じて判断して

いたといわれますが、中間試案は、概要次のような

方向を示しています。

　・ 子の引渡しの直接的な強制執行の申立ては、間

接強制の決定が確定した日から 2 週間を経過し

た後でなければすることができないものとする

（間接強制の先行）。

　・ 執行官は、子が債務者といる場合に限り、債務

者による子の監護を解くために必要な行為がで

きるものとする（裁判所の判断による特例を認

める）。

　・ 執行官は、債務者による子の監護を解くために

必要な行為として、債務者に対する説得のほか、

子の捜索、債権者らと子・債務者との面会、債

権者らによる、債務者の住居などへの立ち入り

などの行為ができるものとする。

　・ 子の監護を解くために必要な行為をする際、抵

抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、

威力を用い、又は警察の援助を求めることがで

きるものとする。ただし子に対して威力を用い

ることはできない。子以外の者に対して威力を

用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすお

それがある場合にも同様とする。

_子どもの最善の利益を
制度に反映させる必要

　このように、試案では強制的な引渡しの前に猶予

期間を置くとともに、子と同居している親と引渡し

を求める親の間の調整や、執行の際の子の心身への

影響への配慮などを定めています。

　ただ、子の急迫の危険を防止するために必要があ

るときは、間接強制の手続きの前後を問わず強制執

行の申立てができるようにすべきであるとの意見、

間接強制の手続との前後を問わず強制執行の申立て

ができるようにすべきであるとの意見もあることが

注記され、手続についてはさまざまな考え方がある

ことを示しています。

　子どもの引渡しはそれぞれの親の要求以前に子ど

もの最善の利益を考慮した運用が求められており、

引渡しの現場ではどちらの親と暮らすことを好むか

を子どもに聞くことも行われていますが、子どもの

本当の気持ちを汲取ることは難しい問題で、現場で

の運用上の困難はこれからも続くとみられます。

　子どもの引渡しを一般債権の執行と同じ手続とし

て行うことの妥当性に疑問を投げかける声もあり、

引渡しには裁判所が双方の親を呼び出し、子どもの

心の臨床経験のある専門家の関与を得て子どもに説

明し、温和に進めるべきだとする意見もあります。

　中間試案はこのほか、支払に応じない債務者につ

いて、金融機関の情報開示（取扱店舗、預貯金の種

類及び額等）、公的機関の給与に関する情報開示（債

務者の勤務先の名称・所在）を定めています。また不

動産の競売から暴力団を排除するための、暴力団員の

買受けの制限、警察への照会なども定めています。
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アディーレ弁護士法人に業務停止処分（東京弁護士会）

東 京弁護士会は 10 月 10 日、過払い金返還

請求のテレビ CM などで宣伝してきた「弁

護士法人アディーレ法律事務所」に業務

停止 2 月、元代表社員の石丸幸人弁護士に業務停止 3
月の懲戒処分を通知しました。

　アディーレ法律事務所は全国 47 都道府県に 85 支

店を展開し、所属弁護士は 180 人を超える事務所で

すが、消費者金融の多重債務者らの過払い金の返還

請求を集中的に受任して急成長してきました。その

報酬総額は平成 21 年 10 月から 27 年 7 月までで約

268 億円に上るとされます。

　アディーレ法律事務所は、「1 か月間無料」とうたっ

た広告を 5 年近く掲載し続けたことから、これが景

品表示法の有利誤認表示に該当するとされ、消費者

庁から広告禁止の措置命令を受けていました。

_「品位失うべき非行」と判断

　東京弁護士会は、10 月 11 日の会長談話（渕上玲

子会長）で、

　「同弁護士法人の広告表示は、債務整理・過払金

返還請求に係る役務を一般消費者に提供するに当

たり、実際の取引条件よりも有利であると一般消

費者に誤信させ、一般消費者の自主的かつ合理的

な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為

であり、しかも長期間にわたって多数回反復継続

されている組織的な非行と言わざるを得ない」

として強く非難し、景品表示法に違反し、日弁連の

定めた弁護士等の業務広告に関する規制等にも抵触

するもので、弁護士法人として品位を失うべき非行

であるとしています。

　業務停止という処分は、停止期間中、新規受任は

もとより、弁護士としての活動を一切禁止するもの

で、その影響は大きなものがあり、依頼者からは戸

惑いの声があがっていました。このため東京弁護士

会の相談窓口には多くの電話が殺到したということ

です。

　過払い金の返還請求は提訴すれば確実に勝訴でき、

支払いも受けやすいために機械的作業で処理でき、

大量処理できるもので、着手金無料での受任を宣伝

する広告は他にもでていますが、懲戒委員会は「営

利目的での事件の掘り起しを無秩序なままに放置す

ると、違法な広告が氾濫することにならざるを得な

い」としており、厳しい処分となりました。

　一方アディーレ法律事務所では「景表法違反の事

実をもって、事務所の存亡にかかわる業務停止処分

を受けることは行為と処分の均衡を欠く」として、

日弁連に審査請求するとしています。
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いじめ認知件数、4 割を超える増加

学 校でのいじめや教師の「指導」が原因で自

殺する生徒の事件が報道されていますが、

文科省は 10 月 26 日、「児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の

速報値を公表しました。

　これによると、2016 年度に認知されたいじめの

件数は 323,808 件で、前年度の 225,132 件と比べ

98,676 件（44%）も増加して過去最多となって いま

す。

　学校別では小学校が 237,921 件（前年度比 86,229
件増）、中学では 71,309 件（11,807 件の増）、高校は

12,874 件（210 件増）などとなっています。

　今回の調査で子ども 1,000 人あたりのいじめ件数

が前年度より急増した県は青森（38.8 件、4.4 倍）な

どですが、同県では 2016 年 8 月にいじめを受けて

いた女子中学生が自殺したことから、各校に「いじ

め対策」の担当教員を置くなど、いじめに積極的に

対応する態勢を取った結果だと言われます。また文

科省はいじめの認知件数が増加した理由として、け

んかなどを含め積極的にいじめを捉えるよう促した

ことを挙げています。ただ都道府県によるいじめの

把握率は大きく異なり、高いところでは子ども 1,000
人あたりの件数は京都（96.8 件）、宮崎（85.7 件）、

宮城（77.9 件）などとなっているのに対し、低いと

ころでは香川（5.0 件）、佐賀（5.6 件）、広島（7.3 件）

などとなっており、認知件数では実に 19.4 倍の違い

となっています。このことは、何をもっていじめと

みるかという観点が都道府県や学校により異なるの

ではないかという疑いを生じさせ、実態を反映して

いないのではないかともみられます。

　なお調査によると、2016 年度に自殺した子どもは

244 人で過去最高となりました。ただそのうち 132
件について、原因は不明とされ、また警察庁の統計

（348 人）とも異なる結果となっています。

　「いじめ防止対策推進法」に定められた「地方い

じめ防止基本方針」を策定・設置した都道府県は

100%、市町村は 84.2%（2017 年 3 月現在）など、い

じめに対する組織的対応体制は少しずつ進んではいま

すが、効果的な防止策は明らかではないようです。
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学校での「指導死」、今後の課題に

福 校井県池田町で 3 月に中学 2 年生の男子

生徒が自殺した問題で、10 月 20 日に公表

された町の調査委員会がまとめた報告は

「教師による強い叱責」が原因と指摘し、学校での教

師による指導をきっかけに生徒が自殺する「指導死」

が改めて問題となっています。昨年 5 月には、中学

1 年の男子生徒が学校に菓子を持ち込んだとして複数

の教員から指導を受けた後、自殺した大田区のケー

スで、区教育委員会は「通常の指導の範囲内」とい

う立場ですが、遺族の要望を受け、指導実態を調べ

る第三者委員会を立ち上げています。

　2012 年に自殺した新潟県の高校生の自殺原因を調

査していた第三者委員会は昨年 7 月、「ネットの書き

込みをめぐる顧問の指導が自殺の重要な契機の一つ

になった」と認める報告書を公表しました。学校で

は当初「動機は不明」と遺族に説明していました。

　このケースでは、自殺した生徒はラグビー部のリー

ダー的存在で、まとまりのない活動への不満を SNS
に書き込んだところ、これが拡散して生徒の一人が

部活を休んだことから、生徒 3 人が顧問に叱責され、

その後も顧問から 1 対 1 で「指導」された生徒が数

日後に自殺したものです。

_一方的な指導が原因

　第三者委員会（委員長は弁護士）は遺族の要請に

県が応えて設置され、2 年にわたる調査ののち、90
ページにわたる詳細な報告をまとめています。

　報告は、SNS の書き込みの削除を求めた指導の際、

生徒の言い分は一切聞かないという姿勢が、学校へ

の強い不信感を形成する結果となったとし、教師の

指導のみが決定的な要因であったとは考えにくいと

しながらも、「一連の生徒指導が最大の要因であった

ことは否定できない」としています。

　また国連子どもの権利条約が「学校の規律が児童

の人間の尊厳に適合する方法」を取って行われるべ

きことを定めていることを引用して、指導のプロセ

スにおいて尊厳を持った人間として子どもをとりあ

つかうことは、指導の実効性を確保するためにも重

要であるとしています。 

_「指導」の名のもとに
暴力・強制の正当化も

　「教員との関係で悩み、自殺した」と学校から報告

がなされた事例は、文科省の調査では 07 年度～ 15
年度で 10 人とされますが、表面化していない「指導

死」も数多くあることとが指摘されています。「指導」

の現場では、教師対生徒という、力関係の圧倒的な

差を背景に、強制や暴行を伴うことも少なくなく、

それらが「指導」という口実のもとに正当化される

ことも指摘されています。また教師にとってはそれ

ほどの意図はなくても、「指導」を受ける生徒にとっ

て深刻な打撃となり、自殺の引き金になることも多

いようです。

　子どもの自殺に対する学校の対応に不満を持つ親

などで 2008 年に立ち上げられた「指導死」親の会に

よると、「指導死」の定義としては、

　・ 不適切な言動や暴力を用いた「指導」を、教員

から受けたり見聞きすることによって、児童生

徒が精神的に追い詰められ死に至ること

　・ 妥当性、教育的配慮を欠く中で、教員から独断的、

場当たり的な制裁が加えられ、結果として児童

生徒が死に至ること

　・ 長時間の身体の拘束や、反省や謝罪、妥当性を

欠いたペナルティーが強要され、その精神的苦

痛により児童生徒が死に至ること

　・ 「暴行罪」や「傷害罪」、児童虐待防止法での「虐

待」に相当する教員の行為により、児童生徒が

死に至ること

とされています。先の新潟の第三者委員会報告書で

はこれを引用しつつも、定義としての厳密性に欠け

るところがあるとしていますが、学校での教師の「指

導」をめぐっては今後様々な角度からその妥当性が

検証されることになるものとみられます。
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大阪府の高校で、生まれつき茶色の髪を黒く

染めるよう教師から何度も強要され、不登

校になった生徒から学校に対して損害賠償

を求める訴訟が起こされて、10 月 27 日に第一回口

頭弁論があり、府側は請求棄却を求めています。

　訴状によると、この生徒は、2015 年 4 月に高校に

入学しました。中学時代に髪の黒染めを強要されて

いたので、高校入学時に母親は学校に対し、同じよ

うなことがないよう求めていましたが、学校側は染

色や脱色を禁ずる「生徒心得」を理由に、入学後 1

～ 2 週間ごとに黒染めを指導し、2 年の 2 学期から

は 4 日ごとに指導、度重なる染色で、生徒の頭皮は

かぶれ、髪はボロボロになったということです。指

導の際には過呼吸で倒れ、救急車で運ばれたり、文

化祭や修学旅行には茶髪を理由に参加させてもらえ

なかったということです。

　この生徒は昨年 9 月、教師から「黒染めしないな

ら学校にくる必要はない」といわれ、それ以降は不

登校になっていました。

髪の黒染め強要で不登校 ―大阪で提訴―

学校でのいじめや暴行、教師による不適切な

指導などが報道されていますが、文部科学

省は平成 30 年度の概算要求に、いじめ防

止対策の一つとして、弁護士を学校に派遣して法律

上の助言をする、スクールロイヤーの試みのために

5,000 万円を予算計上しています。

　スクールロイヤーはアメリカなどでは一般的なも

のといわれますが、日本では大阪などで導入されて

いるにとどまります。大阪では、弁護士会の推薦に

より 9 人の弁護士が学校から年間 100 件ほどの相談

を受けているとのことです。

　2013 年に「いじめ防止対策推進法」が作られ、国

としての対策は一定程度進んではいるものの、2015
年、取手市で中学 3 年生の女生徒が自殺した問題で

は市の教育委員会が十分な調査をしなかったために

遺族の不審を招き、県が調査するなどの事態を招い

ています。いじめの問題は早期の発見が困難である

とともに、教育関係者内部で過少評価されることも

多く、内部だけでは適切な対応ができないことが、

スクールロイヤー推進の背景となっているようです。

　文科省では「いじめの未然防止、早期発見、早期

対応や教育相談体制の整備及びインターネット及び

SNS を通じて行われるいじめへの対応など、地方公

共団体におけるいじめ問題をはじめとする生徒指導

上の諸課題への対応のための支援体制を強化する…」

（「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」）として、

弁護士が学校においていじめの予防教育を行うとと

もに、いじめなどの諸課題の効率的な解決にも資す

る、学校における相談体制の整備に関する調査研究

を行うこととし、平成 30 年度では 10 か所の教育委

員会で事業を進め、効果を調べることにしています

（平成 29 年度では 2 か所 ）。
　文科省がスクールロイヤーに期待することは、一

つ目がいじめの予防教育（事業のモデルの作成や教

材の開発）、二つ目が学校における法律相談、三つ目

が、学校が法律に基づく対応を適切におこなってい

るかを確認することとされます。

　学校では今、いじめだけでなく、教員による体罰、

子どもの事故、保護者からの不当なクレーム、教員

間でのパワハラなど、法律に関係する多くの問題を

かかえていますが、法律の専門家として、弁護士が

こうした問題の解決にどこまで貢献できるかが注目

されます。ただ関係者の中には、弁護士には学校現

場の事情に詳しい人がいないために、こうした制度

の導入は時期尚早ではないかと指摘する声もあり、

学校における弁護士の役割については今後弁護士会

でも検討を深めていくことが期待されます。

「スクールロイヤー」いじめ対策の一つに
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今年７月、122 か国という圧倒的多数の賛成

で採択された核兵器禁止条約は、9 月 22
日の署名開始日に 50 か国が署名し、条約

は発効に向け大きく前進しました。この条約は 50 か

国以上が批准してから 90 日後に発効することとなっ

ており、この条約の制定にかかわってきた非政府組

織（NGO）の関係者は、来年末までには発効するの

ではないかとの期待を表明しています。

　この条約は核兵器の使用や保有などを法的に禁止

するもので、核兵器が非人道的で違法なものである

と明示し、加盟国に核兵器の開発、保有、実験、使

用とともに、核兵器を使用すると威嚇する行為も禁

じています。

　この条約のきっかけは、2007 年に国際 NGO「核

兵器廃絶キャンペーン」（ICAN）が結成されたこと

です。核不拡散条約（NPT）の会合では軍縮の議論

は後回しになってきた中、ICAN は核を禁じる法的

枠組みの必要性を訴え、そのことが核軍縮を進めな

い核保有国に不満を持つ非保有国の、制定に向けた

活動につながっています。

　条約は今年 3 月からニューヨークの国連本部で制

定に向けた交渉が開始され、交渉に参加した 124 か

国中 122 か国の賛成で採択されていました。この条

約には 100 か国以上が加盟する見通しですが、条約

交渉に参加しなかった核保有国の英、米、仏は署名

の意思がないことを表明し、アメリカの同盟国であ

る日本も同調する姿勢を示していました。

　9 月 22 日に行われた署名式典には、条約制定を主

導してきたオーストラリア、メキシコ、ブラジルな

ど 42 か国が署名したのち、同日午後には 8 か国が加

わって 50 か国に達しています。

　一方、国連総会に出席していた河野外相は、「各廃

絶という想いは共有するが、日本政府のアプローチ

とは違う。核保有国、非保有国の橋渡しをして究極

的な核廃絶に向けて前進したい」と、従来通りの方

針を強調しました。

核兵器禁止条約発効へ前進、日本は不参加
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リーガルエイドと司法アクセスに関する円卓

会議が、9 月 22 日、JICA の国際会議場で

開かれ、日本を含むアジアの 8 つの国・地

域から 120 人が参加しました。

　この会議は、ロー・エイシアの大会が東京で持た

れた機会に、これに引き続き企画されたもので、法

テラス、日弁連、JICA の共催により、実行委員会の

もとで実施されました。

　法律扶助に関する国際会議は近年台湾と韓国で数

回開かれていますが、法テラスの発足後の日本では

初めて実施されものです。資金や日程の関係から、

今回参加した国・地域はオーストラリア、韓国、台湾、

ベトナム、ネパール、ラオス、カンボジア、日本に

とどまり、国際会議としては小規模のものですが、

会議に先立って各国からは詳細なナショナル・レポー

トが寄せられるなど、情報交換の貴重な機会となり

ました。なおロー・エイシア大会では 9 月 21 日の午

前中に「アジアのリーガルエイドの発展と将来課題

～持続的発展のためのロードマップ」というセッショ

ンが持たれています。

_発展段階の違いで課題もさまざま

　円卓会議は 3 つのセッションで構成され、セッショ

ン 1 では参加者からそれぞれの地域のリーガルエイ

ド実施の実情が報告されました。

　参加国の中で最も早い時期から制度の整備を進め

てきたオーストラリアからは、ここ数十年の連邦資

金の抑制政策の中で多くの市民がサービスを受給で

きなくなっている一方、新たなニーズの高まりの中

で弁護士会（ロー・カウンシル）は「ジャスティス・

プロジェクト」として、社会的・経済的に不利な立

場にある人々への法的援助の充実を図っていること

が報告されました。

　1987 年の法律救助法の制定後、アジアの国の中で

は早くからリーガルエイドの整備を進めてきた韓国

（大韓法律救助公団）では、すべての人に無料の法律

相談が実施されていること、事件の受任はスタッフ

弁護士と公益法務官によりなされていること、法関

係教育センターによる法普及活動、MOU による政府

機関や弁護士会との協力や新たな財源プランが立て

られていることが報告されました。

　 2004 年 1 月に制定された法律扶助法により設立さ

れた台湾法律扶助基金会（LAF）では、事件の受任

の多くは一般の弁護士によりながらも、社会的に重

大な懸念をもたらす事件（クラス・アクションや特

別のプログラム）ではスタッフ弁護士による対応が

なされていることなどが報告されました。

　長期の内戦を経験したカンボジアでは、1995 年に

弁護士の制度が再構築され、以後弁護士の数も少し

づづ増えてはいますが、憲法が保障する法定手続き

と運用の間には大きな差があり、リーガルエイドの

整備はこれからの課題のようです。ラオス、ネパー

ルを含め、発展途上国では人々に対する法的支援は

国際的組織に依存しており、国連や先進国からのサー

ビスと財政援助の割合が高いことが報告されていま

す。またこれらの国ではリーガルエイドは刑事中心

で、2012 年に国連で採択された「刑事手続きにおけ

るリーガルエイドへのアクセスに関する国連の原則

とガイドライン」を指標とした整備が目標とされて

いるようです。

_高齢者・障がい者には
各国とも積極的取り組み

　セッション 2 では、前半で高齢者・障がい者に対

する援助、後半では犯罪被害者に対する援助の在り

方が検討されました。

　高齢者・障がい者への支援では、日本から司法ソー

シャルワークへの取組みが紹介され、各国の関心を

呼びました。オーストラリアでも高齢者が受ける虐

待や不利益は大きな問題であるにも関わらず、リー

ガルエイドを求める人の声は外に出にくいことや、

高齢者・障がい者のためには医療・福祉関係者と法

律家の協力のもとで総合的対応が求められることが

指摘されています。ベトナムの報告者からは、高齢

者・障がい者の間にはリーガルサービスの存在が知

られていないこと、サービス提供者の方にも、高齢者・

障がい者の社会的・心理的状況を理解した特別のス

キルに欠けていることが指摘されています。

各国の経験交流、ネットワーク形成など検討
リーガルエイド・司法アクセス 2017 アジア国際円卓会議
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_被害者弁護士（victims attorney 
system）では受任システムを併用（韓国）

　犯罪被害者への支援は韓国でも積極的に取組まれ、

韓国では 2012 年に性的暴行の被害者と子どもの虐待

被害者を支援する被害者弁護士の制度が導入されま

した。これは警察署などからの通報により、検察が

リストの中から被害者のための弁護人を選任する制

度で、2017 年にはその数は 591 人となりました。ま

た 2013 年に開始されたスタッフの被害者弁護士は現

在 17 人で、被害者弁護士全体の 3% となっています。

スタッフの被害者弁護士は年間 1 人 192 件を受け持

つことが求められ、被害者事件の 17% を受任してい

るとのことです。

　この被害者弁護士による援助を受けた人からは、

精神的に安定したと評価されています。

_公益事件の国際的ネットワーク求める声

　セッション 3 は、アクセス・トゥ・ジャスティス

全体の課題について検討するものとなり、主として

外国人に対する援助が検討されました。

　日本からは、法テラスによる情報提供活動と日弁

連による外国人への支援の実情が紹介されるととも

に、弁護士会の支援のもとで設立された東京パブリッ

ク法律事務所による外国人へのサービスが詳細に報

告されました。また法テラスの多言語情報提供サー

ビスのデモンストレーション（ベトナム人労働者か

らの問い合わせに対する対応）もなされるなど、日

本でも多彩な援助活動がなされていることが紹介さ

れました。

　台湾からは、移民労働者への労働搾取の被害に対

する法的支援の事例が紹介されるなど、外国人労働

者への法的支援が国際的にも大きな課題となってい

ることが確認されました。

　参加者からは、ハーグ条約事件や人身取引など、

クロスボーダー・ケースでは国内の弁護士だけでは

対応が困難になることが指摘され、公益事件や人権

事件を扱う国際的ネットワークの構築の必要が指摘

されて、日弁連により積極的な努力を求める声もあ

りました。

　セッション 3 ではこのほかに、過疎地における高

齢者支援の問題の一つとして自殺防止が課題である

こと、IT を活用した援助の拡大、大災害と司法アク

セスなど、広範な問題提起がなされています。

　会議のまとめをした首都大学東京の我妻教授は、

この会議が法テラス設立後、初めての国際会議であ

ることに触れ、この会議がアクセス・トゥ・ジャスティ

スを向上させていくネットワーク形成の第一歩とな

ることを呼び掛けました。

2017 アジア国際円卓会議では、多方面から法律扶助・司法アクセスの課題が示された。
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　国際連合は 2015 年 9 月、「我々の世界を変革する : 
持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」を採択し、

その中で、「持続可能な開発のための平和で包摂的な

社会を促進し、全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

ある包括的な制度を構築する」ことを 16 番目の目標

としました。

　加盟国はこのアジェンダの実施に向け、実務的な

対応を求められていますが、司法アクセスとの関係

では、2016 年 10 月、国連麻薬・犯罪事務所（United 
Nations Office on Drugs and Crime, UNODC）によ

り、「法律扶助に関するグローバル・スタディ」の報

告がまとめられています。

　「グローバル・スタディ」報告は、2014 年、国連開

発計画（United Nations Development Programme, 
UNDP）と UNODC により開始された加盟国と、そ

れぞれの加盟国の専門家に対する質問への回答の集

計を含む膨大なもので、法律扶助に関する世界的規

模の調査としてははじめてのものです。

司法アクセスへの国際的な取り組みと
「国連一般原則・ガイドライン」

　司法アクセスへの国際的な取り組みは、国連人権

宣言（1948 年）、市民的・政治的権利に関する国際規

約（ICCPR, 1965 年）、ヨーロッパ人権条約（ECPHR, 
1950 年）などを中心に、第二次大戦後整備され、特

に ICCPR の 14 条（3）と ECPHR の 6 条（3）は刑

事訴追に直面した人の弁護人への権利の保障として

重要な役割を果たしてきました。

　その後、国連では、女性差別撤廃条約（1979 年）、

子どもの権利条約（1989 年）、障がい者の権利条約

（2007 年）などの条約に、司法へのアクセスの保障

が盛り込まれ、国際基準としても、弁護士の役割に

関する基本原則（1990 年）などの努力が重ねられ

ました。その一つとして、2012 年 12 月、国連総会

で採択された、「刑事司法制度における法律扶助へ

のアクセスに関する国連の一般原則及びガイドライ

ン（United Nations Principles and Guidelines on 
Access to  Legal Aid in Criminal Justice Systems，

以下「一般原則・ガイドライン」、一般原則とガイド

ラインが個別に取り上げられる場合はそれぞれ「原

則」、「ガイドライン」と略します ）」があります。

法律扶助の包括的な捉え方と具体的整備への
示唆 :「一般原則・ガイドライン」

　「一般原則・ガイドライン」は、

　 「この原則及びガイドラインは、主として国際法に

より認められている法的援助についての権利とは

区別される、法律扶助を受ける権利に関するもの

である。この原則及びガイドラインに掲げる権利

は、市民的・政治的権利に関する国際規約、子ど

もの権利条約、女性に対するあらゆる形態の差別

の撤廃に関する条約、及びすべての移民労働者と

その家族の権利保護に関する国際条約に定められ、

司法の運営に適用される、現存の法や規則および

国際的、地域的な保護の程度を下回るものである

と解釈されるべきではないが、またこれらに限定

されるものではない・・・・」

としたうえで、法律扶助の定義としては、

　 　「“法律扶助”という用語は、抑留、逮捕又は拘

禁された者、犯罪の容疑者、被疑者又は被告人、

刑事司法プロセスにおける被害者および証人で、

十分な資力を有しない者のための、又は司法の利

益が求める場合における、法的助言、援助及び代

理を含む。さらに“法律扶助”は、法教育、法的

情報へのアクセス及び代替的紛争解決へのメカニ

ズム及び修復的司法プロセスにおけるその他の

サービスを含むものとする。」

と、広範な活動を含むものとしています。

　　

　「一般原則・ガイドライン」は、その範囲を刑事司

法手続きに限ってはいるものの、14 の原則と、18 の

ガイドラインを設け、制度の構築と具体的な実施に

ついて、各国の包括的整備を促しており、法律扶助

についての幅広い概念規定、国の責任、女性・子ども・

障がい者など、特別なニーズを持つ弱い立場の人々

への援助の必要の強調、証人と犯罪被害者への援助、

国の制度に対する民間組織の役割、サービスの質の

包括的法律扶助への取り組み
―法律扶助のグローバル・スタディ報告から

 理事　大石 哲夫
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向上、コミュニティー・パラリーガルの役割など、

多彩な内容を持つものです。

刑事・民事・行政手続きにおける実施状況の点検

　・ 「グルジャのトビリシでは、25 歳の青年が自分に

関わりない犯罪で不当に起訴され、1 年間拘禁さ

れた後に、リーガルエイド・サービスの助力に

より釈放された・・・」

　・ 「ガザのキャンプでは、リーガルエイド・クリニッ

クの助けにより、暴力的な結婚から逃れ、子ど

もの監護をすることができた・・・」

　・ 「コンゴでは、性的暴行被害者を支援するリーガ

ルエイド・センターの助力により、10 歳の少女

が性的暴行から逃れ、4 か月後に学校に戻ること

ができた・・・」

　

　グローバル・スタディを指導した専門家の委員会

（Steering Committee）は、報告の冒頭でこうした事

例を紹介し、法律扶助が貧困をなくすために個人と

コミュニティーをエンパワーし、人権を守ることを

強調しています。

　このように、グローバル・スタディは、「一般原則・

ガイドライン」の世界的な実施状況の点検作業とし

ても初めての試みですが、その対象は刑事に限られ

ることなく、民事・行政手続きを含む、法律扶助の

全体的な鳥瞰図として多くの情報を提供しています。

　報告では、68 か国からの回答と、89 か国（121 人）

の専門家からの回答を中心としたグローバル・レポー

ト、8 か国の法律扶助改革やサービス提供を紹介した

ケース・スタディ、および 49 か国の参加国と専門家

の、法律扶助の実施状況についての回答の概要をま

とめたカントリー・プロファイルの三部から構成さ

れており、第一部のグローバル・レポートでは、法

律扶助に関する国際的枠組み、国際基準、世界の各

地域における実施状況、これまで行われてきたサー

ビス提供方法（パブリック・ディフェンター、指名

/ パネル弁護士、コントラクト）の紹介などがなさ

れたのちに、「一般原則・ガイドライン」の各条項に

対応する形で地域的差異と経済的状況（発展途上国、

高所得国等）による差異を含む現状の分析がなされ

ています。

権利としての法律扶助の整備状況

　原則 1 は、

　 「 法律扶助は法の支配に基づき、適切に機能する

刑事司法制度の不可欠な要素であり、公正な審理

への権利を含む他の諸権利を享受する基礎であり、

刑事司法プロセスの基本的公正と人々の信頼を確

保する重要なセイフガードとして不可欠なもので

あるという認識に基づき、国は可能な限り法律扶

助の権利を、憲法を含む国法上もっとも高いレベ

ルで保障すべきである。」

としています。

　法律扶助に関しては、憲法に加え、71% の国で個

別の法律（separate law) を持っていることが報告

され、刑事については 67% の国が刑事手続法で、民

事については 42% の国が民事手続法でその権利を規

定しているとされています。またサービスの内容で

は、すべての回答国が検察官、裁判所または審判所

（tribunal）の刑事事件での法的代理を含むとしてい

るのに対し、民事手続きではその割合は 84% にとど

まっています。地域的には、民事代理の保障は東ヨー

ロッパ（94%）が最も高く、中東・北アフリカ（50%）

が最も低くなっています。

　また原則 10 は、女性、子ども及び特別のニーズを

持つ高齢者、マイノリテイー、障がい者、精神病者、

HIV の感染その他の重い伝染性疾患の中で暮らして

いる人、薬物使用者、現地人及びアボリジナルの人々、

無国籍者、庇護を求める人々、外国市民、移民及び

移民労働者、難民及び国内避難民に対しては、法律

扶助への実質的なアクセスを保障する特別な施策が

講ぜられるべきであるとしています。

　これについては、回答国は子ども（57%）、障がい

者（43%）、難民・庇護を求める人・国籍のない人

（stateless person）（38%）、女性（37%）などへの法

律扶助の提供を報告しています。

知られない制度

　ガイドライン 9 は、特に女性の司法アクセスを保

障するための、ジェンダーの見地をとり入れた積極

的な政策等の導入、可能な場合には女性の被告、被

疑者及び被害者に女性の弁護士を代理人とすること、

暴行された女性の被害者に対し、すべての法的手続

きにおいて法律扶助、助言および裁判所における支

援のサービスを提供することを求めています。

　これについて、女性の暴行被害者への助言と裁判

所におけるサービスを設けていると回答した国は

61% にとどまり、高所得国では 68% であるのに対し、

低開発国では 50% と低くなっています。専門家は、

女性のための特別な援助の欠如、法律扶助では少な
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い費用や無料で援助を受けられることを女性が知ら

ないこと、どこに法的支援を求めたらいいのかを知

らないことなどが大きな障害になっていると指摘し

ています。女性は男性の法律扶助提供者とは事件に

関する緊密な情報共有がしにくいことを挙げる専門

家も多くなっています。

　また、原則 8 は 刑事司法プロセスの間における諸

権利と、法律扶助サービスが無償で提供され、アク

セスできるものであることが告げられることを保証

すべきこと（制度の告知）を求めていますが、専門

家はやはり法律扶助が知られていないこと、どこに

行けば援助が得られるかを知らないことなどが、利

用を妨げているとしており、周知活動の欠如が明ら

かになっています。

実施組織とサービスの提供

　ガイドライン 11 は、全国的に効果的な法律扶助を

実施するための、実施、運営、調整、モニタリング

を行う組織の設置を求めています。

　法律扶助の運営に主たる責任を負う組織としては、

司法省など、司法行政官庁（43%）が多くなってい

ますが、その外に弁護士会（25%）、独立の実施機関

（19%）、パブリック・ディフェンダー（16%）、法律

扶助委員会（11%）などが報告されています。またサー

ビス提供の方法としては、パブリック・ディフェン

ダー、法律扶助委員会その他の公的組織によるもの、

登録されたパネルからの指名・プロボノ・弁護士会

など、民間組織・個人による提供、その組み合わせ

によるものに分類され、刑事事件では公的組織によ

るものが 26%、民間組織によるものが 29% となって

いるのに対し、民事事件では公的組織によるものは

16%、民間組織・個人によるものが 37% となり、民

間組織の比重が高くなっています。

　民事法律扶助について権利が規定されていない、

あるいは国の資金による援助義務がない低開発地域

では、民間や国際機関の資金による援助が実績の多

くを占めているとする専門家が多くなっています。

国により大きく異なる予算規模

　ガイドライン 12 は、刑事司法プロセスにおける持

続的資金提供のメカニズムを含む、そのニーズに比

例した法律扶助サービスのための十分かつ特別の予

算措置を求めています。

　2013 年における一人当たりの国の法律扶助（刑事・

民事）予算については 25 の国の比較表が作られてい

ますが、オランダでは 34.16 ドル、オーストラリア

で 23.78 ドル、カナダで 21.65 ドルなどとなってい

るもの対し、ネパールでは 0.01 ドルとなるなど、国

による大きな違いがあり、高所得の国では、国の司

法予算の中で法律扶助予算として区別して取り扱わ

れている国が 61% であるのに対し、低開発国では区

別された予算を持つ国は 14% にとどまっています。

女性・子ども・障がい者など、特別なグループのた

めに政府が予算をもっている国は、専門家の報告に

よると高所得国では 43% であるのに対し低開発国で

は 13% で、低開発国では国際的な資金提供者による

活動が多くなっています。

パラリーガルの活用

　メンバー国の半数（48%）は法律扶助への全国的

なアクセスへのもっとも大きな問題として、都市地

域外の弁護士数に不足があることを認めています。

これを解決するために、ガイドライン 14 は

　 「 弁護士へのアクセスが限られている場合には、国

は法に従い、適切な場合法律扶助サービスを提供

するうえでパラリーガルまたはそれと同様のサー

ビス提供者が果たしている役割を認めるべきであ

る。」

とし、パラリーガルのための標準的なトレーニング・

カリキュラムと認定スキームの開発、資格のある弁

護士のもとで働くこと、提供できるサービスのタイ

プの特定などを提言していますが、民間組織で働く

弁護士やパラリーガルを法律扶助の提供者として認

めている国は 36% にとどまっています。しかし専門

家への調査では、低開発国では非政府機関の弁護士

とパラリーガルの法律扶助サービスの提供を認めて

いる割合は 68% で、高所得国（36%）の倍近くになっ

ています。その背景には、民間の資金で提供される

法律扶助の割合が低開発国では高い比率を占めてい

ることがあります。専門家への調査では、パラリー

ガルが認められているリーガルサービスは、司法制

度へのナビゲート（31%）、1 ～ 2 回程度の助言（26%）、

警察や拘禁施設における情報提供（14%）となって

おり。裁判所における代理ができるとした専門家は

11% にとどまっています。

初期の無料サービス、
低開発国では民間組織に依存

　原則 3 は、

　　 「 自らのもとに出頭した者が弁護士を依頼する資
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力を持たず、及び / 又は弱い立場にある場合に、

法律扶助へのアクセスを提供するのは警察官、

検察官及び裁判官の責任である。」

　としています。調査では、刑事ではメンバー国の

大部分（81%）が、要件を備えた人には無料の法律

扶助が提供され、半数（48%）が、国の資金の全額

負担で援助されるとしていますが、その割合は高所

得国では30%にとどまっています。民事ではメンバー

国全体では 32% が全額国の資金でなされるとしてい

ますが、低開発国ではその割合は 63% であるのに対

し、高所得国では 17% に下がっています。高所得国

では所要費用に応じた支払い、事件のタイプごとに

決められた負担金の支払い、資力に応じた負担金の

支払いなどの措置により制度の利用が図られていま

す。

　低開発国では、初期的なサービスを求める人は民

間組織（CSOs）の支援を求めなければならない（メ

ンバー国の 75%）のに対し、高所得の国では弁護士

会（47%）が初期の無料サービスの主たる提供者と

なっています。

報酬の支払いに国の機関の証明求める
―弁護の独立性に影響するとの声も

　原則 12 は、法律扶助提供者の独立と保護に関し

　 「 国は、法律扶助提供者が効果的に、自由に、かつ

独立して活動を遂行できることを保証すべきであ

る。特に国は、法律扶助提供者が脅迫、妨害、い

やがらせおよび不当な干渉なしに専門家としての

活動を遂行できるようにすべきである・・・」

としていますが、専門家の 4 分の 1 が、人々は法律

扶助の弁護士は警察、検察官や司法機関に雇われた

国の役人と見ていることが多いとしています。

　また、メンバー国の 43% は給与弁護士を雇用して

いますが、民間の指名弁護士の割合も高く、時間制で、

あるいは 1 件ごとに固定した金額の支払いを受けて

います。一方、報酬の支払いのために、場合により

国の機関からの証明（裁判所への出廷、捜査段階で

の代理、公判前の保釈、検証その他）を求める国は

メンバー国の 5 分の 1 近くに達し、このことは受任

者が依頼人の相手方からの証明を求めなければなら

ない結果をもたらして、利害の衝突を引き起こすこ

とが指摘されています。

　専門家は、サービス提供者の独立性を確保す方策

として、弁護士会により規定された倫理規定を守る

こと、利益相反が生じた場合には辞任を認めること

などをあげています。

　グローバル・レポートはこのほかにも、弁護士の

指名、サービスの質の確保、刑事・民事の具体的援助、

法律扶助の需要と対応、裁判所以外の手続きにおけ

る援助、制度運用のモニタリングと調査などにつき、

興味深い調査結果を示しており、とりわけ法律扶助

を受ける資格のある人々に対する実際の対応状況や、

法律扶助の需要に対する対応状況については、メン

バー国の回答の集計と専門家の回答には興味深い違

いもみられます。またこのレポートでは、アフリカ・

アジア諸国における女性の暴力被害者への医療・ソー

シャルサービスと結合した包括的サービス、ラテン・

アメリカのパブリック・ディフェンダー、パレスチ

ナの法律扶助ネットワークやイラク北部の国内難民

への法的支援など、各地域での多彩な活動が紹介さ

れています。さらに情報テクノロジーの活用につい

ては、SMS を利用した情報提供、バーチャルな相談、

法律情報のインターネット・ポータル、オンライン

ベースでの紛争解決の試みなども紹介されています。

リポートは、そのまとめの提言として

　1 ．データ・コレクション

　　・ 業務データ（実績、フルタイムの弁護士数、

パラリーガル、ADR、サービスの質に関する

ものなど）の充実

　　・ニーズ調査の実施

　　・グローバル・データ・コレクションへのサポート

　　・ グッド・プラクティス、リーガルサービスか

らの教訓の認識

　2．法的枠組み

　　・ルールや規則を含む法律扶助法の発展

　　・ 法律扶助に関するナショナル・ポリシー、プ

ラン、方法の開発

　3．法律扶助サービスの実施

　　・ 民事・行政事件の法律扶助へのアクセスの充

実

　　・ 刑事事件の法律扶助のアクセスの充実

　　・ 地方（rural areas）における法律扶助サービ

スの質の向上

　　・人々の認知度の改善と法教育

　　・民間組織とのパートナーシップの増進

　4．特別な法律扶助

　　・ 特別な法律扶助への支援

　　・ 女性のアクセスの増進
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　5．法律扶助サービスの質

　　・法律扶助サービスの質の向上

　　・パラリーガルの質の改善

　6．法律扶助の持続可能性

　　・需要に十分に合致する資金の確保

　7．経験の共有

　　・ 法律扶助提供者に特化されたネットワークの

開発への支援

を挙げています。　　　

グローバル・リーガルエイド構築への貴重な試み

　UNDP と UNDOC によって実施され、まとめら

れた「法律扶助のグローバル・スタディ」は、実施

の経緯からすると「刑事手続きにおける法律扶助へ

のアクセスに関する国連の一般原則・ガイドライン」

の各地域における状況を観察する視点も強いという

点で、刑事法律扶助が中心であり、また SDGs の開

発目標とも対応する、アフリカ、アジアの開発途上

地域で最も大きな法的問題の一つである女性や子ど

も、障がい者など、特別なニーズを持つ弱い立場の

人々の法律扶助へのアクセスを強く意識した調査で、

従来のイギリスをはじめとする法律扶助先進諸国の

普遍的アプローチとはかなり異なる印象を与えるも

のとなっています。しかしながらこれまでほとんど

報告されてこなかったアフリカ、東ヨーロッパ、ア

ジアなどの途上国における実際の法律扶助活動が、

その法的建前と実情のギャップも含め、詳細にまと

められたことは、法律扶助研究の歴史の上でも画期

的な成果といえます。

　この調査では、対象となった 197 の国連加盟国の

うち、105 か国（53%）からの回答が寄せられたにと

どまり、また回答が寄せられた国の割合は地域によ

りかなり異なっていて、たとえば東アジアだけをとっ

ても、韓国、インドネシア、マレーシアなどは含ま

れていません。さらに国と専門家（研究者）の双方

から回答が寄せられた国は 50 にとどまっています。

しかしながらこうした限定はあっても、これまでの

研究成果を反映させながら報告書が取りまとめられ

たことは、今後の国連の活動にも、法律扶助の充実

をはかる各国の政策にも大きな示唆を与えるものと

みられます。

【参考資料】

　・ United Nations Office on Drugs and Crime, Global 
Study on Legal Aid, Global Report , 2016.
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇	　福島地裁は原発事故に対する国の責任を明確に認める判決をだしました。事故により失われた
ものは戻っては来ませんが、事故直後に我々の誰しもが思った「二度と繰り返してはならない」
という決意を、今後の政策に反映しなければ、と思います。

◇	　法制審議会の民事執行部会が民事執行法改正の中間試案をまとめ、子どもの引渡し等の規定化
を図っています。子どもの引渡しに関する執行の手続きは極めて難しい、さまざまな配慮を要す
るものであると思います。「子どもの権利条約」に定める「子どもの最善の利益」を常に念頭に
運用することが必要です。

◇	　アディーレ法律事務所への弁護士会の懲戒措置は、法規範の遵守を求める地位にある弁護士に
特に求められる配慮を怠ったものとして、深刻に受け取る必要があるかと思います。これととも
に、弁護士の法律事務に関する広告の在り方が、改めて問われています。

◇	　学校における暴力行為、いじめなどの問題に対して、「スクール・ロイヤー」の果たすべき役
割の深化が今必要になっているのではないかと思います。

◇	　核兵器禁止条約を推進した ICAN は、2017 年度のノーベル平和賞を受賞しましたが、この
条約に日本は参加していません。様々な現実的な問題はあるでしょうが、唯一の被爆国として、
こうした条約こそ、日本が最も推進すべきものだと思います。

◇	　リーガルエイド・司法アクセス 2017アジア国際円卓会議は、その前日のロー・エイシアで
のセッションとあわせ、大きな成果をあげました。こうした国際的な情報交換と相互の協力を、
よりたくましいものに育てていただきたいと思います。

◇	　刑事法律扶助における法律扶助へのアクセスに関する国連の原則及びガイドラインは、刑事手
続きに限るとはいえ、民事を含む法律扶助の原則的な要請を網羅した初めてのものです。昨年
10月にまとめられたグローバルスタディは、いままで伝えられてこなかったアフリカ・アジア
の途上国、東ヨーロッパ諸国、南米諸国の法律扶助の現状についても多くの情報を提供してくれ
ます。

◇	　東芝、日産、神戸製鋼など、日本を代表する企業で、あってはならない不祥事が続いています。
責任感覚の欠如した経営者と、上からの命令に抵抗できない中間・下層労働者、そして全体とし
て組織内部の都合をコンプライアンスよりも優先する体質が日本を覆っているとするのは言い過
ぎでしょうか。

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


