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新型コロナウィルス対応で緊急事態宣言

新 型コロナウィルスによる感染の世界的な広

がりの中で、新型コロナウィルスを新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（特措法）

の対象に加える改正法が 3 月 13 日に成立し、安部首

相は 4 月 7 日、特措法に基づき、東京、大阪など 7
都府県を対象に緊急事態宣言を行いました。対象期間

は 5 月 6 日までとなっています。

_ 市民生活への影響甚大

　緊急事態宣言にともない、対象となった都府県知事

は住民の外出自粛や学校、老人福祉施設などの使用停

止、イベントなどの開催制限、医薬品、食品の売り渡

しなどを要請・指示することになり、従わない場合に

は罰則のあるものもあります。

　宣言を出すには、①国民の生命、健康に著しく重

大な被害を与える恐れ、②全国的かつ急速な蔓延で

国民生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れの 2 要件

を満たす必要がありますが、東京都をはじめ感染が

急速に広まっていることから、安部首相はこの要件

を満たすと判断したものです。

　2019 年 12 月、中国の武漢からはじまった新型コロ

ナの感染は 1 月から武漢を含む中国国内に広がり、中

国は武漢を都市封鎖して感染の防止をはかってきまし

たが、流行は韓国、日本、イタリア、フランス、スペ

インなどヨーロッパ諸国やアメリカなど、世界各地に

広がり、死者数も増加しています。各国とも海外から

の入国を厳しく制限するとともに、ヨーロッパの国で

は罰則を含む厳しい外出制限を市民に課しています。

日本では市民の行動自体を罰則を設けて制限する法の

規定はありませんが、緊急事態宣言は国民に厳しい活

動の抑制を求めるため、経済活動に及ぼす影響も深刻

になることから、政府は宣言に至るまで慎重な姿勢を

続けてきたものとみられます。4 月にはいり累積感染

者が 2 倍になるまでの日数が短くなっており、感染源

の不明なものの割合も急激に増加していることから、

宣言にいたったものです。

_ 活動自粛への個別補償焦点

　安部首相は 2 月 26 日には各種イベントの自粛を求

め、27 日には全国の小・中・高校を休校とすること

を要請しました。東京都知事なども都民に夜間や休

日の行動の自粛を呼び掛けてきましたが、「要請」と

はいえ、国民の経済活動を制限することには、これ

に伴う補償が求められます。安部首相は自粛要請に

より個別に生じた損失の補償には消極的な態度を続

けていますが、全国知事会は 4 月 8 日、事業者が休

業やイベントの自粛によって被る損害を補償するこ

とを提言しています。

_ 報道機関への規制も

　特別措置法については、当初野党などが法解釈で

新型コロナを含めることができるとしていたのに対

し、政府は改正の必要を訴えて、一部の野党を除き

賛成多数で改正されたものです。改正を巡る審議の

過程では、首相が必要な措置を指示できる「指定公

共機関」に民放が含まれるかが問題となり、宮下一郎・

内閣府副大臣は「民放は指定しないが、法の枠組み

として『この情報を流してもらわないと困る』と指

示を出せる」と説明し、指定機関には民放も含まれ

るとしていました。これを国会で追及された政府は

過去の国会答弁を踏まえ、「指定しない」としていま

すが、法的には指定できる余地が残るとされます。

_ 人権制約に監視必要

　今回の新型コロナのような感染症の大流行は今世

紀に世界が初めて経験するもので、治療法も、ワク

チンもまだ開発されていないため、いつまで、どの

程度の規模で広がるかも予測が困難です。リスクの

拡大とともに政府による国民の私権制限の余地も広

がることから、野党は緊急事態の宣言に当たっては

国会の事前承認を求めることを求めていましたが、

与党側はこれに応じず、法的拘束力を持たない付帯

決議に事前報告を盛り込むことになりました。

　緊急事態宣言の発出以前に、国民生活は「自粛」

要請や休校措置により大きく制約されてきており、

医療態勢の危機が叫ばれているのをはじめ、公共施

設は閉鎖され、教育や公演などの文化活動、観光・

運輸をはじめとする経済活動も大きな打撃を受けて

います。今回の措置が最終的に経済に及ぼす影響は

膨大なものになることが見込まれます。

　こうした中で、同調圧力の強い日本では、「自粛」

の要請でも心理的には極めて大きい影響を及ぼすもの
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政 府は本年 2 月 7 日で定年退官する予定だっ

た東京高検の黒川弘務検事長の定年を 8
月まで延長する異例の人事を 1 月 31 日の

閣議で決めました。政府関係者によると、これは次

期検事総長に同氏を当てるための措置とみられ、国

会では政治的中立性を厳しく求められる法務・検察

への政府の介入であるとして批判が広がっています。

_ 突然の解釈変更

　政府関係者によると、次期総長の人選は昨年末から

官邸と法務省で検討を開始。複数の中から、官邸側が

黒川氏を就任させる意向を示したということです。

　検察庁法は検事総長を除く検察官の定年を 63 歳と

定めており、黒川氏の定年を延長しなければ、慣例

上 8 月に退任を予定されている稲田検事総長の後任

として同氏を据えることができないため、この異例

の措置になったものとみられます。なお検事総長の

定年は 65 歳のため、検事総長に就任すれば黒川氏の

定年もそうなります。

　森法務大臣は当初、定年延長について定めた国家

公務員法の規定は検察官にも適用されるとしていま

したが、国家公務員の定年延長を盛り込んだ国家公

務員法改正案が審議された 1981 年、人事院が「（延

長は）検察官には適用されない」との解釈を示して

いたことが判明すると、安部首相は 2 月 13 日の衆院

本会議で、延長規定が検察官には適用されないとし

てきた政府の従来の解釈を認めたうえで、安部内閣

として解釈を変えたとし、「検察官も国家公務員で、

今般、検察庁法に定められた特例以外には国家公務

員法が適用される関係にあり、検察官の勤務延長に

国家公務員法の規定が適用されると解釈することと

した」と述べました。　

　この間の国会審議の過程では、2 月 12 日に人事院

の松尾給与局長が 81 年の人事院答弁について「現在

まで同じ解釈を続けている」と答弁したものを、19

日になり、「言い間違えた。『現在』というのは 1 月

22 日」と答弁を撤回し、2 月 25 日には森法務大臣は、

検察官の定年延長を可能だとする法解釈変更につい

て、省内の決裁を口頭で行ったことを明らかにし、「口

頭の決裁もあれば文書の決裁もある。どちらも正式

な決裁だ」と主張しています。このように、行政府

の在り方としては例のない不自然な動きが続いてい

ます。

_ 検察官の政治的中立性に疑義

　今回の事態については、①一検察官の定年を閣議

で延期するほどの必要性はあったか、②検察官の定

年延長は国家公務員法の解釈として可能か、③その

時々の政府が検察庁法の解釈を変更することが許さ

れるか、という 3 つの問題があります。

　森法務大臣は延長の理由について「重大かつ複雑、

困難な事件の捜査・公判に対応するため」と答弁し

ていますが、法務省は昨年 10 月、「（検察官は）公務

の運営に著しい支障が生じることは考え難く、（延長

の）規定を設ける必要はない」とする見解をまとめ

ています。

　検察官の定年延長を国家公務員法の規定に基づき

決定できるかに関しては、森法相は「検察庁法には

特別な規定はない」と説明していますが、定年につ

いて国家公務員法とは特に区別して検察庁法で定め

られている法の趣旨からすると、その延長について

だけ国家公務員法の適用があると解するのは無理が

あります。

　法律の解釈をその時々の政権が変えられるかについ

て、1975 年 2 月の衆議院予算委員会で、当時の吉国

法制局長官は「法律の解釈は、客観的に一義的に正し

く解釈せられるべきものでありまして、行政府がこれ

をみだりに変更することはあり得ないものでございま

す。」と答弁しており、政府による恣意的な法解釈の

変更は法の支配の基盤を脅かすことになります。

高検検事長の定年延長で検察庁法の解釈変更 ―安部内閣

とみられ、夜間や休日の外出自粛に従わない人を強く

攻撃する風潮が広がっています。また欧米と同じよう

な罰則付の規制強化を求める声も出ています。感染拡

大への不安な心理が人権の制約への動きと重なり、国

民の基本的人権を侵害することにならないための監視

が必要です。

（主な参考資料　2020 年 3 月 14 日、4 月 8 日朝日新聞、4 月 4

日東京新聞）
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娘への性的暴力、逆転有罪 ―名古屋高裁

2 017 年に当時 19 歳の実の娘に性的暴力を加

えたとして準強制性交罪に問われた父親の

控訴審判決で、名古屋高裁（堀内満裁判長）

は本年 3 月 13 日、一審名古屋地裁岡崎支部の無罪判

決を破棄し、準強制性交罪の構成要件の一つである

抵抗が著しく困難な「抗拒不能（抵抗が不可能）」の

状態であったと認め、父親に一審の求刑通り懲役 10
年を言い渡しました。

　本件の争点は、被害者である娘が事件当時、身体

的、心理的に抵抗することが著しく困難な「抗拒不能」

の状態であったかでした。一審判決は、加害者たる

父親は娘を小学生のときから虐待し、中学 2 年ころ

から性的虐待を始めたことなどから、娘に性行為へ

の同意はなく、長年の虐待で父親の精神的支配下に

置かれていたことを認めたものの、過去に抵抗して

拒んだ経験やアルバイトをして一人暮らしも考えて

いたなどして、父親に人格を完全に支配され、服従

せざるを得ないような関係だったとまでは言えない

とし、抗拒不能の状態と認定するには合理的な疑い

があるとしました。

_ 一審の「強い支配従属関係」要求を否定

　これに対し、高裁判決では、抗拒不能は「物理的

または心理的に抵抗が著しく困難な状態」であれば

足りると解すべきであり、一審判決が「逆らうこと

が全くできないような強い支配従属関係」といった

抗拒不能の成立範囲を求めたことを批判しました。

　一審判決がいくつかのエピソードをあげ、日常生活

で娘が父親の意に沿わない行動をとったことをもって

抗拒不能を否定する事情としたことに対し、高裁判決

は、性的虐待が行われている一方で普通の日常生活が

展開されているということは虐待家庭では普通にあり

うることであり、娘が日常生活の中で父親の言いなり

に必ずしもなっていなかったことは、娘が抗拒不能で

あったことの否定事情とはなり得ないとしました。

　被害者は、中学 2 年生の頃から父親から性的虐待

を受けるようになり、その後繰り返し虐待を受け続

ける過程で、逃げることや抵抗することへの無力感

を感じるようになり、抵抗への意欲意思をなくして

いったもので、医師の証言でも、親の監督下で生活

する子どもは家から簡単に逃げ出せないため、親か

ら繰り返し性的虐待を受けると無力感を持ち、性的

要求に対し抵抗しなくなる傾向があり、このことは

本件でも当てはまるとしました。

　また、娘が被害に伴う苦痛や怒りを回避するよう

な症状を示したことや、過去に受けた暴行で恐怖心

から能動的対処が強く抑制されていたこと、学費等

に関する金銭的負い目を感じさせられ心理的な圧迫

を受けていたことなど複合的な要因から精神的、心

理的抵抗できない状態であったと認められるとしま

した。

　加害者は親子関係にありながら長年にわたって性

的虐待を繰り返したもので常習性は明らかで、被害

者の強く抵抗できない状態につけこみ、自らの性欲

今回の問題については 2 月 19 日に法務省で開かれた

「検察官会同」でも、このままでは検察への信頼が疑

われるという意見が出されたと伝えられています。

　

　こうしたなか、政府は 3 月 13 日、検察庁法改正

案を含む国家公務員法の改正案を国会に提出しまし

たが、この改正では、全ての検察官の定年を現行の

63 歳から 65 歳に引き上げたうえで、内閣または法

務大臣が「職務の遂行上の特別の事情を勘案し」「公

務の運営に著しい支障がある」と認めるときは、役

職定年を越えて勤務させることができることとして

います。

　日弁連は 4 月 6 日、「検事長の勤務延長に関する閣

議決定の撤回を求め、国家公務員法の一部を改正す

る法律案に反対する会長声明」を出し、今回の勤務

延長に反対するとともに、検察庁法の改正案につい

て、「内閣及び法務大臣の裁量によって検察官の人事

に介入することが可能となり、検察に対する国民の

信頼を失い、さらには、準司法官として職務と責任

の特殊性を有する検察官の政治的中立性や独立性が

脅かされる危険があまりにも大きく、憲法の基本原

理である権力分立に反する」としています。

（主な参考資料　2020年 2月 1日、2月 4日、2月 20日朝日新聞、

2 月 13 日日本経済新聞）
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湖東病院「呼吸器外し」事件で再審無罪判決確定 ―大津地裁

滋 賀県の湖東記念病院で 2003 年 5 月、入院

中の男性患者（72 歳）の人工呼吸器チュー

ブを外して殺害したとして殺人罪に問わ

れ、2007 年 6 月懲役 12 年が確定し、17 年 8 月満期

出所した元看護助手西山美香さんの再審公判で、大

津地裁（大西直樹裁判長）は本年 3 月 31 日、無罪判

決を言い渡しました。

　西山さんは、事件発生 1 年 2 か月後の 2004 年 7
月に大津県警の取り調べで「人工呼吸器チューブを

外して殺害した」と自白し、大津地検により殺人罪

で起訴されました。西山さんは、同年 10 月の第二回

公判から犯行を否認、自白は好意をもった警察官に

迎合し、誘導されたものであるとして、以降一貫し

て無実を主張してきたものです。しかし、2005 年 11
月に大津地裁が自白の信用性等を認め懲役 12 年の判

決を下し、大阪高裁、最高裁も支持し、2007 年 6 月

確定しました。

　西山さんは、服役中の 10 年 9 月に大津地裁に再審

請求（第一次）をしましたが棄却され、大阪高裁へ

の即時抗告、最高裁への特別抗告も認められません

でした。12 年 9 月には大津地裁に再度再審請求（第

二次）をしましたが 15 年 5 月に棄却され、大阪高裁

に即時抗告しました。

　2017 年 12 月大阪高裁（後藤真理子裁判長）は、

弁護側からの医師の意見書などから、死因が致死性

の不整脈による自然死であるとの合理的な疑いがあ

るとし、自白についても警察官の誘導による虚偽で

ある可能性があるとして再審開始を決定し、19 年 3
月最高裁で再審開始が確定していました。

　2020 年 2 月の大津地裁での再審公判で、弁護側は

改めて男性は自然死だったこと、確定判決で有罪の

根拠とした「チューブを外した」との西山さんの捜

査段階の自白は、軽い知的障害と発達障害のある西

山さんからの好意を警察官が利用し、誘導したもの

であると批判し、西山さんは無実であり、「司法関係

者全員において、冤罪原因を究明し、再発防止策を

講じる必要がある」と訴えていました。

_ 警察・検察の捜査手法を強く批判

　逮捕されてから 15 年 8 か月を経たこの日、大西裁

判長は無罪判決の理由として、死因については、「解

剖医による判断は『呼吸器の管が外れていた』とい

う真偽の疑わしい前提でなされたもので信用できず、

複数の専門家の意見書などから致死性の不整脈か、

のはけ口とした卑劣な犯行であり、被害者が受けた

肉体的、精神的苦痛は加害者が実の父親であるから

しても極めて甚大かつ深刻で、結果は重大だとし、

被害者が厳重な処罰を望んでいるとして、一審の求

刑通り懲役 10 年の判決を下しました。

_ 現行の性犯罪要件改正検討へ、
裁判官の意識にも問題

　昨年 3 月、本件を含め性暴力への無罪判決が立て

続けに 4 件示されたことから、これに抗議する「フ

ラワーデモ」が翌月の 4 月から東京で開始され、今

では名古屋など全国で毎月、デモ行進が行われてい

ます。参加者は「不当な判決で被害者が泣かなくて

済むように」と訴え続けています。

　刑法の性犯罪規定は 2017 年に大幅な改正があった

ものの、強制性交罪には「暴行または脅迫」によっ

て被害者が抵抗することが著しく困難な状態での性

交、準強制性交罪には「心神喪失または抗拒不能」

に乗じての性交という構成要件は維持されました。

　近年ではイギリス、ドイツ、スウェーデンなど、「不

同意性交」を犯罪とする国が増えており、性暴力に

は声を上げる運動が高まっています。犯罪成立に「抗

拒不能」を要件とする現行法はこの点で抜本的な検

討を要するとみられ、法務省は 3 月 31 日、「性犯罪

に関する刑事法検討会」を立ち上げました。

　なお性犯罪の審理では、裁判官らの法曹関係者が、

性犯罪における被害者と加害者の心理的な関係性に

ついての正しい理解を欠くケースがあると指摘され

ています。この事件の一審判決はそうした裁判官の

理解の不十分さを反映しているとみられ、法改正と

裁判官の意識改革が求められています。

（主な参考資料　2020 年 3 月 13 日朝日新聞、同東京新聞、

2020 年 3 月 31 日東京新聞夕刊）



司法アクセス・レビュー　第 24 号

6

2 020 年 3 月、東京電力福島第一原発事故避

難者が「ふるさと」を奪われたなどとして、

東京電力に損害賠償を求めた訴訟の控訴審

判決が仙台と東京で相次いで出されました。

　仙台高裁（小林久起裁判長）は 3 月 12 日、原発事

故で避難指示を受けた福島県の住民が東電に対し約

18 億 8,000 万円の損害賠償を求めた訴訟で、一審福

島地裁いわき支部より約 1 億 2,000 万円多い総額 7
億 3,350 万円の支払いを命じました。

　この訴訟の原告は、避難指示区域の住民 195 人と

旧緊急時避難準備地域 21 人の計 216 人です。住民

側は、原発事故でふるさとの生活を奪われ、長引く

避難生活で精神的苦痛を受けたとして、東電から受

けた 850 万円～ 1,450 万円の精神的慰謝料では補え

ないとして、ふるさと喪失慰謝料として一人当たり

500 万円、避難生活に伴う損害（一人月 5 万円）を

分けて請求しましたが、東電は賠償基準を定めた国

の指針に従って支払っているとして、それ以上の賠

償を拒否していました。この訴訟では、早期の解決

を図るため、国を被告とはしませんでした。東電は、

一審判決の取り消しを求めていました。

　一審判決は 2018 年 3 月、原発事故による国の指針

に基づく賠償額に加え、原告一人当たり 70 万～ 150
万円、計約 6 億 1,000 万円を支払うよう命じ、原発

の津波対策については、慰謝料増額をするほどの重

過失は東電にはないとしていました。

　小林裁判長は二審の判決理由で、「政府機関が

2002 年に発表した地震予測の長期評価などを根拠に

東電は遅くとも 2008 年 4 月頃には、想定津波と同程

度の津波が到来して福島第一原発が浸水により電源

福島原発事故避難者訴訟、高裁で判断分かれる 
―仙台高裁、東京高裁

痰吸引がなされなかったことによる低酸素状態が死

因である可能性がある。」とし、「そもそも事件性が

ない」と断じました。

　自白供述については、取り調べの警察官が軽度の

知的障害のある西山さんの特性や西山さんの恋愛感

情を利用して、供述をコントロールしたものであり、

被告人の防御権を侵害し、不当な捜査手続きによっ

て誘導された疑いが強いものであるとして、警察・

検察の捜査手法を強く批判しました。

　大西裁判長は、判決言い渡しの後、「これまでの手

続きが一つでも適切に行われていれば、西山さんが

このような経過をたどることはなかった」と述べた

後、「裁判官のひとりとして責任を重く受け止めてい

る」とし、「捜査や裁判の在り方を含め、刑事司法に

携わる全員が自分の問題として考えるべきだ」と指

摘し、「西山さんが逮捕され、今日に至るまでの 15
年という歳月を無駄にせず、刑事司法を改革してい

くという原動力にしていかなければならない」と述

べました。裁判官が判決の後、このように説諭する

のは極めて異例です。

_ 裁判所による事実認定に大きな課題

　本件は、自白に頼る警察・検察の捜査手法の問題

性とともに、裁判所にも大きな課題をつきつけてい

ます。この事件では、最初の裁判所から数えて七つ

の裁判体が有罪判決や再審請求棄却を続け、八つ目

の大阪高裁がようやく再審決定をしたものです。冤

罪を生む主な原因としては、裁判所が専門家の鑑定

（本件では解剖医）に安易に依存することや、自白の

信用性への判断が甘いことが従来から指摘されてい

ます。いったん下された判決に忖度するような訴訟

指揮はなかったのか、裁判所における真摯な検証が

必要といえます。

　冤罪は人の一生を奪う重大な人権侵害です。その

素地である不当な取り調べを防ぐには、弁護士の立

会いが不可欠といえます。とりわけ、今回被告とさ

れた西山さんは軽度の知的障害があり、判決も認め

ている自らを守る力の弱い「供述弱者」でした。

　欧州連合（EU）は、捜査段階からの弁護士の立会

いを求める権利を加盟国に義務づけています。アメ

リカ合衆国では、弁護士を呼ぶ権利を被疑者に告げ

ずに得た供述は裁判の証拠にできないとするルール

が確立されています。

　我が国でも、弁護士の立会いを認める制度づくり

の必要が改めて確認されたといえます。

（主な参考資料　2020 年 4 月 1 日朝日新聞、同東京新聞、

2019 年 3 月 22 日読売新聞）
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広 島高裁（森一岳裁判長）は 1 月 17 日、山

口県内の住民 3 名による四国電力伊方原

発 3 号機の運転差止仮処分申立の即時抗

告審で、運転を差し止める決定をしました。運転禁

止の期間は、山口地裁岩国支部で係争中の差止訴訟

の判決言い渡しまでの間です。

　伊方原発は、2017 年 12 月にも岡山、愛媛県の住

民 4 名による運転差止仮処分申立の広島高裁即時抗

告審で運転差止仮処分が出されていましたが、2018
年 9 月に同高裁により同決定が取り消され、同年 10

伊方原発運転禁止仮処分決定 ―広島高裁

月に再稼働を開始していました。現在は定期検査の

ため運転を停止中で、本年 4 月 27 日から運転を開始

する予定でしたが、運転再開に先駆けて 2 度目の運

転差止仮処分決定がなされたものです。

　福島第一原発事故後、原発の安全確保に問題があ

るとして差し止めを認めた事例は 5 件ありますが、

本決定は、地震・活断層の影響評価及び火山噴火規

模の可能性の双方に関する争点について、高裁では

初めてその危険性を認めたものであり、その意義は

大きいといえます。

喪失する可能性を認識していたのに、具体的な対策

工事の計画または実施をしてこなかった」と事実上

過失のあったことを認めた上、「被害者の立場から率

直に見れば、対応の不十分さは誠に痛恨の極みと言

わざるを得ず、慰謝料算定の重要な考慮事情とすべ

き」としました。

　一審判決は、住み慣れた土地での暮らしや人間関

係を奪われた「ふるさと喪失」慰謝料を認めたものの、

ふるさと喪失と避難を総合評価して慰謝料を算定し

ましたが、小林裁判長は、「突然避難を余儀なくされ

て、帰還しても地域自体が大きく変容した」として、

独立に慰謝料を算定すべきとしました。その上で、

避難の発生、継続に関する慰謝料と合わせて計算し、

東電が既に支払った賠償に加えて、ふるさと喪失慰

謝料として、居住制限区域と避難指示解除準備区域

の住民 125 人には一人当たり、一審より 100 万円多

い 250 万円、緊急時避難準備区域の住民 21 人には

50 万円多い 120 万円を支払うよう命じ、帰還困難区

域の住民には、一審判決の賠償で十分として上乗せ

の対象とはしませんでした。

　

　一方、東電福島第一原発事故で避難指示区域となっ

た福島県南相馬市小高区の住民 305 人が、ふるさと

の暮らしを奪われて精神的苦痛を受けたとして、東

電に慰謝料などの損害賠償を求めた事件の控訴審判

決で、東京高裁（村田渉裁判長）は 3 月 18 日、一審

東京地裁判決より約 7 億 8,000 万円少ない総額約 3
億 6,000 万円の支払いを命じました。

　この訴訟の第一審の東京地裁判決は 2018 年 7 月に

出され、総額 11 億円弱の損害が認定されましたが、

原告側、東電側の双方が控訴し、原告側は控訴審で

は一人当たり約 1,800 万円の賠償を求めていました。

　同種の訴訟は現在、全国で約 30 あり、控訴審判決

としては 3 月 12 日の仙台高裁に次いで 2 例目のもの

です。

　仙台高裁では一審から賠償額を増額しましたが、

東京高裁は一審では一人当たり原則 330 万円だった

賠償額を 110 万円に減額しました。

　村田裁判長は、判決理由で東電が原告を含む避難

者に既に支払った一人当たり 850 万円を「相当」と

して、一審で認められていた上乗せを「理由がない」

として退けました。

　一方、原告らが避難慰謝料としてとは別に求めて

いた「ふるさと喪失」の慰謝料は、一審に続いて認

定したものの、賠償額は「原告全員に共通する慰謝

料を認める以上、精神的損害の少ない避難者の水準

に合わせざるを得ない」とし、一律 110 万円としま

した。

　避難指示の解除から 3 年 8 か月を経ても、小高地

区の人口は事故前の 3 割弱に過ぎない状態が続いて

います。今回の判決に対し、原告側からは「判決に

は被災地の現状が反映されていない。」「判決は原告

全員の共通部分しか被害でないという理屈で賠償額

を減額しており、被害の実態を無視した判決だ」と

の強い反発が示されています。

（主な参考資料　2020 年 3 月 13 日朝日新聞、同毎日新聞、同

東京新聞、2020 年 3 月 18 日朝日新聞、同毎日新聞、同東京新聞）
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_ 活断層の可能性否定できず、
規制委員会の判断を批判

　今回の運転差止仮処分申立は、佐多岬の付け根に

ある伊方原発から 50 キロ圏内にある瀬戸内海の島の

住民が伊方原発には地震、噴火等に関する安全性に

欠けているところがあるとし、昨年 3 月に山口地裁

岩国支部に申立てたものです。

　一審の山口地裁岩国支部は、「海上音波探査を行い、

伊方原発敷地沿岸部には活断層がないことを確認し

ている」との四国電力の主張を受け入れ、申し立て

を却下しました。

　しかし、広島高裁は、国の中央構造線長期評価第 2
版（2017 年 12 月）において、（原発の立地する）佐

多岬半島沿岸部に存在する中央構造線について、「現

在までのところ探査がなされていないため活断層と

認定されていない。今後の詳細な調査が求められる」

としていることを踏まえ、これは「海上音波探査で

は不十分であることを前提にしたものと認められる」

とし、四国電力の主張を退けました。

　活断層の存在については、長期評価における中央

構造線そのものの活動に伴う断層についての検討を

踏まえ、伊方原発の至近距離にある「中央構造体自

体が正断層成分を含む横ずれ断層である可能性は否

定できない」としました。

　その上で、四国電力は、「十分な調査をしないまま

活断層は存在しないとして原子炉設置変更許可等の

申請を行い、規制委員会はこれを問題ないと判断し

たものであるから、このような規制委員会の判断に

は、その過程に過誤ないし欠落があったといわざる

を得ない」と断じました。

　また、阿蘇山の巨大噴火の影響評価については、

破局的噴火については、原発以外の分野で特に対策

がとられていないことを理由に「社会通念上、容認

されている」としたうえ、それに至らない程度の最

大規模の噴火（噴出量数十㎦）の噴火規模は考慮す

べきとし、その噴出量を 20 ～ 30 ㎦としても、四国

電力が想定した噴出量の約 3 ～ 5 倍に上ることから、

四国電力の降下火災物や大気濃度の想定は過少であ

り、これを前提とした四国電力の原子炉設置変更許

可等の申請や規制委員会の判断は不合理であるとし

ました。

　なお、この決定に対し、四国電力は 2 月 19 日に広

島高裁に異議の申し立てをしました。

　今後、広島高裁で別の裁判官により、審理が行わ

れます。

　日弁連は 2014 年の人権大会で、原発の再稼働問題

などを受けて、行政庁が前提としない科学的・経験

的合理性をもった見解も司法判断の前提とすること

等を求める宣言を採択しています。

　今回の決定に対し、日弁連は「ある問題について

専門家の間で見解が対立している場合は、支配的・

通説的な見解があるという理由で保守的でない設定

を安易に採用することがあってはならないと判示し

た点が重要である」とし、今回の決定は、この考え

方を踏まえ、裁判所は「伊方原発の近傍にある中央

構造線断層帯について、事業者が想定するより近い

位置に存在する可能性があるという専門家の見解が

あることを踏まえ、より慎重な評価が求められるの

に、これを行っていない」「火山についても、巨大噴

火の可能性を否定できないという複数の専門家の見

解があることを踏まえ、少なくとも巨大噴火に至ら

ない規模の噴火を考慮しなければならないところ、

これを行っていない」としたもので、このような考

え方は日弁連の従来からの基本的認識と共通するも

のであり、評価できるとの会長声明を本年 1 月 20 日

に出しています。

　日本は地震列島であり、いつ、どこで、どのよう

な地震が起きても不思議ではありません。たびたび

新たな活断層が発見されたり、2018 年 9 月の北海道

地震のように、近くを走る断層帯との関連が定かで

ないような地震もあります。

　地震の予知、活断層の存否、噴火の可能性など専

門家の知見や意見が分かれがちです。リスクについ

ての意見や知見が分かれる場合には、安全を最優先

して慎重な判断をすることが求められるといえます。

（主な参考資料　2020 年 1 月 17 日朝日新聞、同毎日新聞、1

月 21 日東京新聞、2 月 19 日東京新聞）
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沖 縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめ

ぐり、国土交通相が沖縄県による埋め立て

承認の撤回を取り消した裁決は違法だと

して県が国を訴えた訴訟の上告審で、最高裁第一小

法廷（深山卓也裁判長）は本年 3 月 26 日、訴え自体

を不適法として却下した福岡高裁那覇支部判決を支

持し、県の上告を棄却、県の敗訴が確定しました。

　辺野古での新基地建設問題は、日米両政府が 1996
年、米軍普天間飛行場の返還で合意し、日本政府が

99 年に移転先を名護市辺野古沿岸域とする閣議決定

したことにはじまります。辺野古埋め立てをめぐっ

ては 2013 年 3 月、当時の仲井真弘多知事が行った

埋め立て承認を、2014 年の知事選で建設阻止を掲げ

た翁長雄志前知事が仲井真氏を大差で破って当選し、

翁長前知事が死去した直後の 18 年 8 月、権限を委任

された謝花喜一郎副知事が撤回しました。これに対

し、防衛省が行政不服審査を請求し、埋め立て事業

を所管する国交相が 19 年 4 月、県の撤回を取り消す

裁決をしました。

_ 防衛省の不服審査請求認める裁決を容認

　行政不服審査法は、国の機関が一般私人ではない

「固有の資格」で受けた処分について審査請求できな

いと定めています。県は埋め立ての承認や撤回は防

衛省が「固有の資格」で受けた処分であり、防衛省

は審査請求の権限を有さず、国交相による撤回取り

消しは、「違法な国の関与」にあたるとして、裁決の

取り消しを求めていました。

　一審の福岡高裁那覇支部は 19 年 10 月、埋め立て

事業には知事の許認可が必要で、これについては「一

般私人も国の機関でも立場に実質的な差はない」と

して、「固有の資格」に当たらないとし、防衛省の審

査請求は可能であり、国交相の裁決も適法だとし、

違法な国の関与でなければ訴訟にならないとして、

県の訴えを却下しました。

　今回の最高裁の判決は、この福岡高裁那覇支部の

判断を全面的に支持したものです。

　深山裁判長は判決理由で、公有水面埋立法では埋

め立て事業を県知事が許認可する際に「国の機関も

一般私人も同様に扱われている」とし、県による埋

め立て承認の撤回処分について「国の機関として固

辺野古基地埋め立て承認撤回訴訟、県敗訴確定 ―最高裁

有の資格で受けたとは言えず、審査請求の対象とな

る」と判断したものです。

　県は国交相の裁決の取り消しを求めていましたが、

適法な審査請求に対する裁決の是非は訴訟の対象に

ならないとして、福岡高裁那覇支部と同様に県によ

る取り消しの訴えを退けました。

　

　行政不服審査法は、行政から不当な処分を受けた私

人の救済を本来の目的としています。今回のケースは

県の埋め立て承認撤回に対し、国の機関である防衛省

が同じく国の国交相に審査請求したものです。請求側

と審査側がいわば身内同士で、請求を認めることが事

実上前提となった手続きであり国民目線からみると

甚だ不公正であり、国による一種の脱法行為であり、

これを司法が承認したといわざるを得ません。

　今回のことが許されるならば、埋め立て事業の権

限を持つ知事の判断を国が思いのままに覆せること

になり、国と地方自治体は対等とする地方自治法の

原則からも逸脱するものです。

　今回の判決で辺野古沿岸域への土砂投入が法的に

は正当化され、続行されることになりました。

　判決があった 3 月 26 日、沖縄県の設置した有識者

会議「万国津梁会議」（委員長柳沢協二元内閣官房長

官補）は、普天間基地の名護市辺野古移設について、「埋

め立て予定海域で軟弱地盤が見つかり、技術的、財政

的に困難である」と指摘したうえ、「普天間基地の危

険性除去のため、海兵隊を県外の自衛隊基地やアジア

太平洋区域に分散移転したりローテーション配備した

りすることで運用停止につなげ、普天間基地の返還を

目指すべき」とする提言をまとめています。

　沖縄県民は、埋め立ての賛否を問う県民投票で

70％以上の圧倒的多数で埋め立て反対の意思表示を

しています。

　軟弱地盤の改良工事によって工期が大幅に延び、

今後移転実現には最低でも 12 年かかることが発表さ

れています。普天間基地の危険性除去という本来の

目的が忘れ去られ、新基地建設が自己目的化してお

り、今回の判決は破綻しつつある国の計画を司法が

追認するものという指摘もあります。

（主な参考資料　2020 年 3 月 27 日東京新聞、同沖縄タイムス）
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ハ ンセン病患者とされた男性が 1952 年に熊

本県で起きた事件で療養所に設置された

「特別法廷」で死刑判決を受けた「菊池事件」

をめぐり、もとハンセン病患者 6 人が国に慰謝料を求

めた国家賠償訴訟で、本年 2 月 26 日熊本地裁（小野

寺優子裁判長）は「特別法廷」での審理は違憲である

との判決を下しました。

　この事件は、ハンセン病への入所を勧告されていた

男性が熊本県内の元村職員を殺害したとして殺人罪に

問われ、国立療養所菊池恵楓園に設置された「特別法

廷」で審理され、男性は無罪を主張しましたが、1957
年に死刑が確定し、62 年に死刑が執行されたものです。

　「特別法廷」は、裁判所法に基づき最高裁が必要と

認めた場合に裁判所外で法廷が開くことができるも

ので、ハンセン病患者の裁判では、隔離先の療養所

や専用の刑事施設に設けられ、1948 年から 1972 年

に 95 件が開かれました。

　2013 年、全国ハンセン病療養所協議会等が「特別法

廷」において基本的人権を著しく侵害する不合理な差

別的な取り扱いがあったとして検証を求めたことに対

し、最高裁は 2016 年に「特別法廷」がハンセン病と

いう理由のみで定型的に指定されていたとして、裁判

所以外での開廷は真にやむを得ない場合に限られると

する裁判所法に違反するものであったと認め、「ハンセ

ン病患者に対する偏見、差別の助長につながった」と

して謝罪しました。しかし、その対象は 1960 年以降

の 27 件のみで、それ以前については判断せず、「特別

法廷」の違憲性について言及していなかったものです。

_ 人格権の保障、法の下の平等に違反、
「特別法廷」は裁判の公開の原則に違反

　「特別法廷」はハンセン病診療所等の隔離施設とい

う、閉鎖性の高い場所で行われたのみならず、その

実態も極めて異常なものでした。「菊池事件」では裁

判官や検察官は予防衣を着用して証拠物を手袋と火

箸で取り扱うなど被告人に極めて非人間的な取り扱

いがなされ、被告が無実を訴えていたにもかかわら

ず、第一審の弁護人は検察官提出書類に全て同意し、

1953 年に死刑判決が下され、第 3 次再審の請求棄却

の翌日に死刑が執行されました。凶器とされた短刀

に血痕が付いていなかったなど、判決には多くの疑

「ハンセン病特別法廷は違憲」 ―熊本地裁

問点が指摘されていましたが、男性の親族が差別を

恐れ、更なる再審請求に慎重だったため、元患者ら

が検察に再審請求するよう求めましたが拒否されて

いたものです。

　そこで、元患者らは、この「特別法廷」の違憲性

の確認、検察による再審請求を求め、検察が再審請

求をしないのは違法だとして 10 万円の国家賠償事件

を 2017 年 7 月に提訴しました。

　小野寺裁判長は判決において、「特別法廷」での審

理は、当時のハンセン病に関する科学的知見（ハン

セン病は感染し発症するおそれが低く、特効薬によ

り治癒しうること、既に世界的に隔離政策の問題点

が指摘されていたこと）に照らせば患者に対する不

合理な偏見や差別があったとして、人格権を保障し

た憲法 13 条と、法の下の平等を定めた憲法 14 条に

違反した不当なものであると断じました。また、「特

別法廷」は裁判の公開の原則などを定める憲法 37 条、

82 条に違反した疑いがあるともしました。

　一方、検察官の再審請求権行使については、一定

の裁量権が認められ、限度を逸脱して著しく合理性

を欠くと認められない限り、不行使は国家賠償法の

適用上、違法の評価を受けるものでなく、また、審

理に違憲の疑いがあるとしても、これらは刑事裁判

の事実認定に影響を及ぼす手続き違反ということは

できず、このことから直ちに再審事由があるとはい

えないとしました。その上で、原告らが菊池事件の

手続きの瑕疵を取り上げ、個別に国家損害賠償を請

求することは国家賠償法の規定及び解釈上、認める

余地がないと言わざるを得ないとしました。

　今回の判決は、最高裁が裁判官の独立を根拠に触

れなかった個別事件の審理の評価を行い、人格権の

尊重や法の下の平等といった憲法の基本的な定めに

違反したと判断した初めてのものであり、また隔離

政策が明白に違憲となる時期が「遅くとも 1960 年」

（2001 年熊本地裁）とされていたものを、1952 年の

審理も違憲だとした点でも注目されるものです。

（主な参考資料　2020 年 2 月 26 日朝日新聞、同 2 月 27 日東

京新聞、同 3 月 11 日毎日新聞、3 月 12 日朝日新聞）
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2015 年 9 月 19 日に強行採決され、翌年 3 月

29 日に施行された新安保法制法に対し、これ

を違憲とする新安保法制違憲訴訟は、20 年 3
月 4 日現在、全国 22 地域・25 裁判で原告総数が 7,704
名というかつてない規模の裁判となっています。

　私は、2016 年 4 月 26 日全国で最初に提起された

東京地裁国賠訴訟と同差止訴訟を可能な限り傍聴し

てきました。

　このうち国賠訴訟については、19 年 11 月 7 日、

東京地裁第一部（前澤達朗裁判長）は原告の請求を

棄却する判決を下し、注目されていた憲法判断につ

いては、「具体的事件の結論を出すにあたって必要な

場合にその都度の限度で行われるという『付随的違

憲審査制』の下では、本件について憲法判断をする

理由がない」として判断を回避しました。

　一方、差止訴訟は 19 年 10 月 30 日、第 12 回口頭

弁論をもって結審となり、本年 3 月 14 日が判決言い

渡しとして指定されました。この日も傍聴していた私

は、前橋地裁・横浜地裁における宮崎礼壹元内閣法制

局長官らの「安保法制は一見明白な違憲立法である」

と断じた証言が本訴訟でも書証として提出され、判決

まで比較的長い期間が設定されたこともあり淡い？期

待をもって、3 月 14 日の期日に臨みました。

_ 1 分の判決言渡しで閉廷―東京地裁

　午後 2 時、法廷に登場した森英明裁判長は、着席

してまもなく「防衛出動命令の差止請求は却下する。

国家賠償請求は棄却する」と言い渡し、開廷後一分

も経たないうちに他の 2 名の裁判官と共に退席しま

した。約 4 年、12 回の口頭弁論、800 ページに及ぶ

原告側最終準備書面を通じて原告が主張した、違憲

立法により戦争の危険が差し迫り、平和的生存権、

人格権、憲法改正決定権が脅かされているとの切実

な声を一顧だにしない判決でした。

　この判決に先立つ大阪地裁差止・国賠訴訟では、

同じく請求却下・棄却という判決でしたが判決に続

いて判決理由が説明されました。この日はそれさえ

なされなかったのです。この訴訟では、原爆被災者

ら 13 名が本人尋問に立ち、直接に裁判官に訴えたに

もかかわらず、裁判官は一言も判決理由を語りませ

んでした。

安保法制違憲訴訟を傍聴して（3）
佐川 孝志

　当然のことですが、原告団・傍聴席からは、「不当

判決」「ナンセンス」といった抗議の声が巻き起こり

ました。私は、裁判は結論も重要ですが、それを導

いた理由が重要であり、特に請求を棄却するときは、

裁判官はその理由を丁寧に直接原告に語る説明責任

があると思っています。それだけに、これではまる

で税金泥棒だと思ってしまいました。

　

　本件訴訟は、自衛隊の防衛出動命令等の差止等行

政事件法の差止の訴えを 提起していました。

これに対し、判決は、

① 内閣総理大臣等の存立危機事態における防衛出

動等（集団的自衛権の行使）は、国民に何らか

の不利益な効果の受忍を直接に義務付けるもの

ではない。また、原告らは防衛出動等が武力攻

撃やテロ等の危険を招き原告らの平和的生存権

や人格権等を脅かすと主張するが、防衛出動等

は原告らに直接的にそのような効果が生じるも

のではないことにより、本件差止請求は処分性

や原告適格を欠き不適法である。

② 憲法前文、9 条、13 条の「平和的生存権」は、

理念ないし目的としての抽象的概念であり、具

体的権利として保障されているものではない。

③ 安保法制やそれによる防衛出動等により、戦争

やテロのおそれが切迫し、原告らの人格権が侵

害される具体的な危険が発生したとは認めがた

く、漠然かつ抽象的な不安感にとどまるといわ

ざるを得ない。

　原告らは国民投票の機会が与えられないまま

に実質的改憲が行われ、主権者として最も重要

な憲法改正・決定権等を侵害されたと主張する

が、憲法 96 条 1 項は個々の国民に何らかの権利

又は法的利益を保障するものでなく、これを「主

権者としてないがしろにされない権利」として

人格権と構成しても具体的権利性を認めること

はできない。などとし、原告の主張を全面的に

退ける内容となっています。

_ 安保法制の違憲性判断示さず

　この判決の特徴は、原告側が最大の争点として掲

げた新安保法制の違憲性の判断が全く示されなかっ
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たことです。すべての審理を通じ、原告は新安保法

制の違憲性、それに基づく違法な防衛出動等の差止

め、違憲立法による平和的生存権、人格権、憲法改正・

決定権の侵害の事実を主張し、被告たる国も、安保

法制が合憲であることを前提として抗弁していたに

もかかわらず、判決は「原告らの法律上保護された

利益が侵害されたと認めることはできない」とした

後、「その余の点について判断するまでもなく、本件

各行為が国賠法上違法であるということはできない」

とまるで木で鼻をくくったような言い方で、憲法判

断を行わない理由すら示さなかったのです。

　この判決に先立つ札幌地裁国賠・差止判決（2019
年 4 月 22 日）、東京地裁国賠判決（2019 年）では、『付

随的違憲立法審査制』を持ち出しましたが、東京地

裁差止・国賠訴訟ではそれすら示さなかったのです。

これは、裁判官の全くの任務放棄であるといって過

言でないと思います。

　安倍首相は、安保法制の国会審議で、3 名の憲法学

者が違憲だと指摘したとき、「安保法制が違憲かどう

か最終的に判断するのは、学者ではなく最高裁であ

る」と衆議院法務委員会などで繰り返し発言してい

ました。憲法 81 条は裁判所の違憲立法審査権を認め

ています。憲法は、三権分立を前提に司法による他

の権力のコントロールを本来的に求めています。

　立法や行政が、平和主義という憲法の根幹的価値

への違背の行為をしたときに、それをチェックでき

るのは司法しかないのは自明です。横浜地裁国賠訴

訟の証人尋問で青井美帆学習院大学教授は、「政治が

司法を乗り越えることに対して、司法がどう対応す

るかが今問われている」と証言されています。

　『付随的違憲立法審査制』を理由に憲法判断をしな

い理由を一切述べないことは、政治に対する司法の

責任放棄といえると思います。

_ 「武力攻撃を受けなければ
『具体的な危険』はない」

　次に指摘したいのは、本判決が示す司法の情勢判断

の甘さです。原告らは、審理を通じ実にさまざまな角

度から新安保法制がもたらす戦争への危険とそれによ

る精神的苦痛を訴えましたが、判決は「新安保法制制

定後、本件の口頭弁論終結時までの間、防衛出動命令、

後方支援活動としての物品の提供等、駆け付け警護等、

武器等防護が実施され、これに起因して日本が他国、

過激派組織等から具体的な武力の行使を受けた事実を

認めることはできないから、客観的にみて、原告らの

主張する戦争やテロのおそれが切迫し、原告らの生命、

身体等の安全が侵害されると具体的な危険が発生した

ものとは認めがたい」と退けました。

　これは要するに、現実に日本が武力攻撃やテロを

受けなければ、裁判所は救済の対象としないといっ

ているのと同義です。勿論、実際に攻撃を受けてか

ら裁判所に訴えても後の祭りです。

　東日本大震災が起きるまで、全国の原発稼働に反

対する訴訟において、裁判所は消極的態度を取り続

けました。今回の判決は、現実に事故が起きるまで

は何の救済に出ようともしなかった裁判所の情勢判

断の甘さが依然として続いていることを示している

といえます。

判決後の記者会見で、弁護団は　

① 極めて明白な憲法違反が問われているにもかか

わらず、違憲判断をしないのは司法の役割を放

棄したものである

② 違憲立法により平和的生存権等が侵害された等

の訴えを「法律上保護された具体的権利でない」

として退けているのは極めて不当である。

③ 差止訴訟における処分性や原告適格の意味を不

当に狭く解釈することで実体判断・憲法判断を

避けており、積極的に実体判断をしようとする

今日の最高裁の傾向にすら反するものである。

④ 証人尋問は行わず、昨年末以降の自衛隊の中東

派遣などの状況の変化に基づく弁論再開の申立

てにも応じない漫然とした判決であり、裁判所

の職務を果たしていない

　等とする抗議の声明を発表しています。

　全国の安保法制訴訟は、4 月 16 日には那覇地裁で、

5 月 27 日には前橋地裁で判決が予定されています。

また、長崎地裁で朝長万左男長崎大学教授、札幌高

裁では半田滋東京新聞論説委員と濱田邦夫元最高裁

判事の証人尋問が予定され、釧路、長野、山口、宮崎、

大分などの各地裁でも証人採用の可能性が出てきて

いると伝えられています。

　今年は、安保法制違憲訴訟のターニングポイント

になる一年になることが確実になってきています。

（さがわ　たかし　常務理事）
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SDGs とリーガル・エンパワメント

　2015 年 9 月、第 70 回国連総会で採択された「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」は、「我々は、極端な貧困を含む、あらゆ

る形態と側面の貧困を撲滅することが最大の地球規模

の課題であり、持続可能な開発のための不可欠な必要

条件であると認識する」という前文のもとに、17 の

持続可能な開発のための目標（SDGs）と 169 のター

ゲットを示しています。そしてその目標 16 は「持続

可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、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、全ての人々に司法

への平等なアクセスを提供する」としています。

　こうした使命の達成のために、各国政府は国、地域、

世界レベルでのフォローアップとレビューの第一義

的な責任を有するものとされていますが、目標 16 の

達成との関係で、国連の機関をはじめとする関係機

関の間では「リーガル・エンパワメント」という言

葉が頻繁につかわれています。この「リーガル・エ

ンパワメント」はどのような内容を持つものであり、

開発目標の実施のうえでどのような影響力をもって

いるのか、そして今日までにどのような成果をもた

らしているのかについてみてみたいと思います。

リーガル・エンパワメント
―従来の手法との違い

　第二次大戦後、独立を果たしたアジアやアフリカ

の国々への開発のための援助は、世界銀行（ワールド・

バンク、WB）をはじめとする各種の開発銀行、国連

開発計画（United Nations Development Program、

UNDP）、フォード財団などにより精力的に取り組ま

れてきましたが、開発援助は法の支配（the rule of 
law）のもとでなされるべきものとされてきました。

こうした開発は、最終的に人々の貧困を減少し、安

全な環境のもとでの生活を実現しうるものとされ、

事実その成果は幼児死亡率の低減、平均寿命の改善、

流行性疾患の減少などとして実現されていますが、

途上国の法改革は貧困者の福利を目的としてなされ

る場合にも、権力者と貧困者の間には力の不均衡が

あることなどから、改革は期待された成果を上げて

いないという指摘があり、援助の手法に対する疑問

が寄せられてきました。その結果、20 世紀末から 21
世紀のはじめにかけて、開発の在り方として人権を

基礎とする手法（Human Rights Based Approach、
HRBA）が提起されましたが、これととともに、リー

ガル・エンパワメントの手法が次第に強く主張され

るようになりました。

　アジア開発銀行やフォード財団による援助にかか

わった経験があり、早くからリーガル・エンパワメン

トの有効性を主張してきた一人であるステファン・ゴ

ルブ（Stephen Golub）は、2003 年の著作で、多く

の開発銀行がビジネス・フレンドリーな法制度と貧困

の減少に向けたトップダウンの、国に対する法改革と

法制度、特に司法制度を中心とする援助を行ってきた

ことについて、こうした援助の目的よりは、その手法

に問題があるとしました。すなわち従来の国際的な法

と開発の分野では、その施策が法と法律家（lawyer）、
および国の制度にあまりに強く向けられ、貧困者と民

間社会には向けられてこなかったとしました。

　ゴルブはこうした従来の手法に対し、リーガル・エ

ンパワメントは、リーガルサービスとこれに関係す

る開発活動を不利な立場にある人 （々disadvantaged）
がその生活をコントロールできるものにする、より

バランスのとれた手法であるとし、この手法はコミュ

ニティーと人権を基礎とし、発展途上国の多くで、

紙の上では貧困者に利益となる法があっても、貧困

者やその支持者がそのために活動しなければ実施さ

れない状況を変えるものであるとしました。

　ゴルブは、リーガル・エンパワメントが従来の開

発手法とは異なる点として、

① 弁護士は、専門家として貧困者を上から見るの

ではなく、パートナーとして支える

② 優先事項（priority）の設定に当たっては、政府

の役人や資金提供者（donner）の職員が指示す

るのではなく、不利な立場にある人々が役割を

担う

リーガル・エンパワメントの展開と課題（1）
 　大石 哲夫
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③ こうした優先課題への取組みは、法制度や司法

部門、制度構築という狭い概念を越える、非法

律的な手法を含む

④ 法の活用は、開発のための他の活動を含む、統

合的な手段の一部としてなされる 
ことを挙げています。

貧困者のリーガル・エンパワメント委員会
（CLEP）の設立とその報告

　貧困者に対するリーガル・エンパワメント（LEP)
のアプローチは、2005 年、カナダ、デンマーク、エ

ジプト、フィンランド、グァテマラ、アイスランド、

インド、ノルウェー、スウェーデン、南アフリカ、

タンザニア及び英国など、開発途上国と先進国の支

援のもとで、国連開発計画（UNDP）が主催した、

貧困者のリーガル・エンパワメント委員会（CLEP）
が設立されたときに国際的注目を集めました。この

委員会は各国の元元首や閣僚、法律家、経済学者、

政治家など 21 人で構成され、3 年間にわたる多彩な

検討ののちに、2008 年に、「法をすべての人に役立

つものに」（Making the Law Work for Everyone）
という文書をまとめました。　

　ここではその概要（Executive Summary）を中心に、

報告の骨格をまとめるとともに、その課題をみてみ

たいと思います。

40 億人の人々が「法の支配」の外に

　報告はまず、世界には法の支配から除外されてい

るために、生活をより向上させ、貧困から逃れる機

会を奪われている 40 億人の人々がいることを指摘

し、貧困ラインの下か、わずかに上かにかかわら

ず、こうした人々は法がもたらす保護と権利を欠い

ているとします。そしてそれは、彼らに守るべき資

産や労働力がないためだけではなく、そうした資

産や労働力が安全でなく、保護されず、またあるべ

き状態からははるかに非生産的なものであることに

よるからであるとしています。また土地固有の人々

（indigenous people）のコミュニティーは政治的な声

を奪われ、人権を侵害されており、女性は財産相続

の権利を奪われていることを指摘しています。

　豊かな国では、人々は労働者、事業者、資産所有

者として、アクセス・トゥ・ジャスティスその他の

権利を享受しています。豊かな国における近時の膨

大な富はこうした法的保護、規範や制度に負ってお

り、こうした保護や制度は多くの開発途上国におい

ても存在するにもかかわらず、大多数の人々はこれ

にアクセスすることができません。報告はその原因

として、従来の開発アプローチと経済理論が非公式

な経済（informal economy）のもとで発生する事柄

にはほとんど関心を示すことなく、開発計画の多く

が地方レベルよりも国レベルにおける公式な経済、

公式な法と制度に向けられてきたことを挙げていま

す。途上国のほとんどの人々は法の保護のもとで暮

らすことなく、非公式な地方の規範や制度に支配さ

れており、公式な法制度から除外されていない場合

でも、それにより束縛されていることが多いとし、

非公式な制度のもとでは貧困者は認められた権利を

欠くために、権力者による差別、賄賂の要求、競争

経済からの妨害、土地の取り上げなどで脆弱な立場

にあるとしています。報告はまた、非公式な制度の

出現は公式な法、制度や統治の失敗の結果であり、

改革は非公式な制度から公式な制度への転換ととも

に、公式な制度自体を開かれた、アクセスの容易で

正当なのにしてゆくことを求めているとしています。

リーガル・エンパワメントの 4 つの柱
－アクセス・トゥジャスティスと法の支配、

財産権、労働権、ビジネスの権利

　こうした認識をもとに、委員会はリーガル・エンパ

ワメントを ‘貧困者と排除された人々が、その市民及

び経済的活動者としての権利と利益を守り、発展させ

るために、法・法制度及び法的サービスを利用できる

ようにする組織的改革のプロセス’ と定義しました。

　リーガル・エンパワメントのための中心的な条件

となるのは、‘アイデンティティー（identity）’と ‘声

（voice）’ の二つとされます。たとえば、‘貧困者はそ

の市民、財産保有者、労働者、事業家としてその市

民的・経済的機能に対応する、承認された認識（の

証明）を必要とする’とし、‘貧しい人々のための声

なくしては、法的エンパワメントのプロセスは存在

しえず’、また‘この声は一方においては情報と教育

に、他方においては組織と代理に基づくことを必要

とする’としています。

　貧困者の生活にとってエンパワメントを要する領

域としては財産権、労働の権利、及び‘ビジネスの

権利’の3つが特に重要であるとされ、アクセス・トゥ・

ジャスティスと法の支配はこうした権利の実現を支

える基本的な枠組みであるとされて、リーガル・エ
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ら守るために、集合的な、土地保有の、及び慣習的

な権利についての‘想像的法的思考（imaginative 
legal thinking）’の必要性を強調し、そのための直

接的な社会的介入を求めています。

　具体的な政策としては、公式な経済への統合と容

易なアクセスのための効果的な施策、アクセスの容

易で透明性の高い、責任のある機能的な市場の形成、

住宅、低金利のローンなどの公的政策を通じた、土

地保有を含む財産権の拡張などが示されています。

労働の権利

　報告は、経済の正当性は労働基本権の上に成り立

ち、労働権、社会権の継続的な改善は機能的な市場

経済に基づくものであるとし、具体的施策としては

結社の権利の保護と推進、雇用機会の創出、労働市

場に関する法制と機能の改善、ショックから労働者

を守るための社会的保護メカニズムの効果的な実施

（例、医療保護、健康保険及び年金）、非公式なセク

ターにおける労働者の核心的権利の付与、ジェンダー

の平等の保護と、ILO 基準に関する国の義務の充足

などが示されています。

貧困者とビジネスの権利

　報告は、貧困者が労働だけでなく、ビジネスを行

う権利を持つことは自明であり、起業のための基礎

的な金融サービスへのアクセスは不可欠であるとし、

契約上の義務の当事者となり、あるいは取引を行う

こと、出資、保証及び他の方法を通じて投下資本の

増加を図ること、財産の保護及び有限責任により個

人的な財政的リスクを抑制すること、財産の所有を

ある世代から次世代へ承継することなどの施策を挙

げています。こうした機会は特に女性を対象としな

ければならず、彼女らの市場へのアクセスを促進す

る重要性が強調されています。

　具体的には販売、職場、及び必要なインフラとサー

ビス（シェルター、電気、水、公衆衛生）へのアク

セスなどの基本的なビジネス権の保障、ビジネスの

開始と運営、市場へのアクセスのための効果的な経

済的施策、包摂的な金融サービス、新たなビジネス

へのアクセスの拡張などが示されています。

開発支援の中心的な手法に

　貧困者の法的エンパワメント委員会の報告の記述

が、ケニヤのナイロビとインドのデリーにおける露

店商が経験した、立ち退きや賄賂、土地の強制的な

ンパワメントはこの 4 つの柱のもとで進められると

しています。そしてリーガルエンパワメントのゴー

ルは、貧困な人々を不正義―違法な立ち退き、収用、

搾取―から守り、地域的、国家的、国際的市場への

平等なアクセスを提供することとされます。

リーガルサービスへのアクセスの充実

　これらの枠組みのうち、第一の柱としてアクセス・

トゥ・ジャスティスと法の支配が置かれ、これは開発

活動全体にかかわる保護を提供するものとされます。

　報告は、貧困な人々が良好に機能する司法制度へ

のアクセスを拒絶されるならばリーガル・エンパワ

メントは不可能であるとし、公正な法が社会におい

て権利と義務を尊重し、執行されるならば、全ての

人々、とりわけ貧困者にとっての利益は計り知れな

いにも関わらず、これを実現するのは困難であり、

たとえ法制度が技術的に包摂的で公正であっても、

司法への平等なアクセスは国と公的制度のコミット

メントによってのみ実現されるとしています。

　第一の柱のエンパワメントの施策として報告は、

・ 法的アイデンティティー（legal identity）への権

利（たとえば出生時の登録）の保障

・ 差別的な法の廃止又は修正

・ 排除されている人のための利益となるパラリー

ガ ル を 含 む、 国 と 民 間 の 組 織（civil society 
organizations）の創設と提携の促進

・ 効果的で公正な警察など、国の適正な執行制度、

・ 貧困者がすでになじんでいる慣習的、非公式な法

的手続きの認知と統合により、公式な司法制度、

土地管理制度、関係する制度をよりアクセスの容

易なものにすること、

・ 裁判所が貧困者の利益を考慮するようにすること

・ 代替的紛争解決のメカニズムの支援

・ 貧困者が法を知り、それを有効に用いるための

リーガルサービスへのアクセスの促進と制度化

・ 女性、難民、その土地固有の人々、及び内国難民

（internally displaced persons）などの特別なグ

ループの法的エンパワメントを中心とすること

　を挙げています。

財産権の公式化と保障

　第二の柱として報告は、‘個人の、又は他と共同

の財産の所有は人権である’とし、女性と、その土

地固有の人々が財産を所有し、相続し、管理するこ

とへの差別を防止し、貧困者を恣意的な立ち退きか
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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が世界中に広がり、日常生活を大きく脅かしています。このような厄災の影響は
社会的に最も弱い立場にある人々により重くなります。個々人の関係性を引き裂くウィルスの攻撃の中
で、高齢者・障がい者・独居者・外国人居住者などへの配慮を忘れないように心がけたいものです。オ
リンピックは1年延期となりましたが、地球上のどこかで感染が続いていれば、開催の困難は続くでしょ
う。非難の応酬や医療器具・マスクの奪い合いではなく、国際的な情報交換とウィルス制御への協力と
医療態勢の未整備な国への支援を含む、ウィルス克服に向けた各国政府のグローバルな対応が求められ
ています。

◇　コロナ禍の拡大の中で、首相や都知事はこれまで国民・都民に「自粛」を呼び掛けながら、個々の補
償には触れてきませんでした。労働者や自営業者が自由意志でその業務や勤務を止め得るかのような呼
びかけには強い違和感を覚えます。

◇　「口頭による決済」「言い間違い」など、高検検事長の定年延長問題を巡っては信じられないような国
会答弁が続いています。こうした不自然な対応が検事総長人事への内閣の政治的介入を隠ぺいするため
の方便でないことを祈ります。

◇　娘への性的虐待への名古屋高裁判決は今日の社会常識からも当然のものとして受け入れられると思わ
れます。法務省による、性犯罪の要件の再検討に期待します。

◇　湖東病院「呼吸器外し」事件再審の無罪判決は、捜査と裁判に関わった関係者の責任を強く指摘して
います。捜査側が主張する事実に安易に依拠した判断をしないよう、裁判所には細心の注意を求めたい
と思います。

◇　嘉手納基地から辺野古基地への米軍の移転は、沖縄県民の意思に反するだけでなく、戦略的な観点か
らも見直される時期に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。

取り上げなどの困難の紹介から始まっているように、

リーガル・エンパワメントは発展途上国の多くの人々

が市民としてのリーガル・アイデンテイティー（出

生証明など）を持たず、非公式な経済に閉じ込めら

れているためにその権利を主張できず、財産権の活

用を妨げられているという認識から出発し、制度改

革を通じて貧困者を取り巻く非公式な経済を公式な

経済（市場）と国の制度に取り込むことによって、

貧困を減らし、特に女性と土地固有の人々の権利を

増進し、それにより国を活性化し、経済発展を実現

できるという展望に立っています。　

　リーガル・エンパワメントの考え方は、OECD や

国連開発計画（UNDP）をはじめとする公的な国際

機関の開発活動や、オープン・ソサエティなどの国

際的民間援助組織の活動に採り入れられ、今日では

途上国や紛争後の国々への開発支援の中心的な手法

として紹介されるに至っています。

（おおいし　てつお　理事）
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