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裁判抜きの強制送還は違憲 ―東京高裁

ス リランカ人男性 2 人が難民不認定処分を

受けた後、提訴の意思を示したのに入国管

理局から訴訟を起こす時間を与えられず

に強制送還されたとして、国に対し計 1,000 万円の

損害賠償を求めた訴訟の控訴審において、東京高裁

（平田豊裁判長）は入国在留管理庁の対応は「司法審

査の機会を奪っており、憲法 32 条で保障されている

『裁判を受ける権利』を侵害した」と認め、国に計

60 万円の支払いを命じました。原告弁護団によると、

外国人の送還手続きをめぐって違憲判決が出るのは

全国で初めてで、2 人の請求を棄却した一審東京地裁

を覆す、画期的な原告の逆転勝訴となりました。

　出入国・難民認定法に基づく難民不認定の処分に

対しては、申立人は国に異議（審査）を申立てるこ

とが可能で、申立て中は送還されないルールとなっ

ています。また、申立てが却下されても司法の判断

を求めて訴訟を起こすことができます。

　判決や弁護団の説明によると、原告は50代と60代、

それぞれ 1996 年と 2005 年に短期滞在で入国したも

のの、期限切れで入国管理局に収容されました。そ

の際、「母国で政治的迫害などを受けた」として、難

民認定申請をしましたが、不認定処分を受けました。

その後、収容を一時停止する「仮放免許可」を受け、

出所しましたが、2014 年 12 月、「仮放免」の継続

の許可申請を行うために東京入管局を訪れたところ、

突然仮放免期間延長が不許可とされ、その場で「難

民認定申請の異議申立ての棄却決定」を告知された

ため、提訴に向けて弁護士に連絡したいなどと訴え

ましたが、翌日に強制送還されました。

　2013年以降、入管局はベトナム、中国、バングラディ

シュ、フィリピン、タイなどを対象国にチャーター

機による集団強制送還を繰り返しています。

　自費送還を拒む集団送還者の中には、裁判による

人権救済を望む難民不認定者や未払い賃金などがあ

る元技能実習生、日本に家族がいる非正規滞在者な

どが多数含まれている可能性があります。従来から、

弁護士会や外国人事件を支援する弁護士からは収容・

送還などの手続きに司法審査が組み込まれることの

重要性が指摘されてきました。

　今回のスリランカ男性 2 人のケースも、この集団

送還の中にあり、2014 年 12 月にはベトナム人 6 人

とスリランカ人 26 人が同じ飛行機で送還されまし

た。

　本年 1 月には名古屋高裁で、同じく 2014 年 12 月

に強制送還されたスリランカ人難民認定申請者の国

賠訴訟があり、この時は国の送還手続きの違法性は

認定されましたが、憲法判断には踏み込みませんで

した。

_ 難民認定棄却に司法審査の機会奪う

　東京高裁判決は「国が定めた『難民異議申立取扱

要領』では、申立ての結果は速やかに知らせること

になっていると指摘した上で、2 人に対する棄却決定

は 40 日以上も前にでていたにもかかわらず、『訴訟

の提起前に送還するため、意図的に棄却決定の告知

を送還直前にまで遅らせた』と認めました。

　また、高裁判決は、事前に知らせると逃亡され送

還が妨害される可能性があるとの国の主張に対し、

「抽象的な可能性にとどまる。送還直前の告知に合理

性はない」と退け、更に原告の難民認定手続きが濫

用的だとする国の主張に対しても、「難民認定申請が

濫用的か否かを含めて司法審査の対象とすべきだ」

として退けました。

　その上で、入管局による措置は「訴訟を起こすこ

とを検討する時間的猶予を与えておらず、司法審査

を受ける機会を実質的に奪ったものと評価でき、憲

法 32 条で保障する裁判を受ける権利を侵害し、同

31 条の適正手続きの保障及びこれと結びついた同 13
条、個人の尊厳・幸福追求権に反するもので、国家

賠償法 1 条 1 項の適用上違法になるというべきであ

る」と入管行政の違法を厳しく批判しました。

_ 入管行政の根本的改善必要

　今回の判決は、入管当局のこれまでの実務とその

背景にある人権意識の低さが、司法によって断罪さ

れたものといえます。　

　行政事件訴訟法は、処分や裁決をした場合、6 か月

以内に裁判を起こせると定めています。今回の判決

は、裁判を受ける権利という最も重要な権利を実質

的に奪う行政の姿勢を司法が厳しく断罪したもので

あり、今後行政が手続きの在り方を根本から見直さ
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なければならないことを示したといえます。

　判決後、原告弁護団の児玉晃一弁護士は、「これだ

け明確に憲法違反としたことは画期的だ」とし、「難

民認定申請が濫用であるかどうかという点を含めて

司法審査の機会保障を広く認めた、国際人権法にも

沿った判決」だとして高く評価しました。

　2019 年までの 5 年間で約 4 万人が強制送還されて

います。とりわけ、集団送還の場合には、個々の事

情を見ようとしない、効率的で強引なやり方として

従来から強い批判が出ていました。

　判決が指摘したように、法務省入管局による適正

手続きを無視した、人権無視の行政姿勢の抜本的な

改善が求められています。

（主な参考資料　2021 年 9 月 23 日朝日新聞、同毎日新聞、同

東京新聞、9 月 28 日朝日新聞）

コロナ禍で「シフト制」問題、司法の場へ続々

コ ロナ禍の中、飲食店などでシフト制で働く

非正規労働者が、勤務先の企業に対し休業

手当などの支払いを求め、相次いで労働審

判の申し立てや裁判に踏み切っています。シフト制

労働者は緊急事態宣言などによる休業などで働く時

間が限られ、収入減を余儀なくされていますが、企

業側が「シフト減は休業にはあたらない」などと支

払いを拒む例が相次いでいるためです。

_ あいまいな労働契約

　シフト制労働者への休業補償は企業の義務なのか

否か、コロナ禍で急浮上した問題が司法の場に持ち

込まれるのは、労働契約の内容があいまいな上、政

府も補償義務についての判断指針を明確に示してい

ないためです。

　最近でも、7 月 21 日には大阪府の飲食店チェーン

のフジオフードシステムを提訴したパート女性店員

の契約は、「勤務曜日はシフトによる」「週 20 時間未

満」とあいまいなものとなっています。訴状によると、

原告の女性は 2018 年 6 月、有期雇用で入社し、シフ

ト制で神奈川県の商業施設内で働いていました。

　この商業施設は、コロナの感染拡大と緊急事態宣

言の影響で、20 年 4 月 4、5 日と同 8 日～ 5 月 25 日

に休館し、店も休業しました。

　会社は 4 月のシフトが決まっていた分については

休業補償を支払いましたが、他の期間は補償しませ

んでした。一方、正社員の店長には全期間、補償し

ていました。女性は男性と同様の業務をしていまし

た。女性は、未確定だった期間も勤務実績に応じて

手当が支払われるべきとして、休業手当など約 181

万円の支払いを求めています。

　女性は今もこの会社で働いています。コロナ禍前

は週 4 ～ 5 日、一日 5 時間程度の勤務がありましたが、

現在は週 1 日から 2 日のみ、正社員が優先的にシフ

トに入るためです。2 人の子を育てる生計を維持する

ため、今年5月からは副業を始めているとのことです。

　また、この 8 月 5 日にはかつ丼チェーンの「かつや」

の男性パート店員が、「もともと週平均 5 日間の固定

勤務が続いていたのに、コロナ感染を避けるため欠

勤した後、シフトが減らされ補償もない」として労

働審判の申し立てをしました。男性の場合の契約も

あいまいで、契約書には勤務可能日が「月曜から金曜」

と記され、「シフトにより変動の場合あり」との但し

書きがついているものでした。男性の場合も大幅な

シフト減を余儀なくされ、収入は半減し、生活は苦

しくなっています。

_ 支払い義務の明確化が急務

　シフト制は、一週間や半月など一定期間ごとに作

成される「シフト表」により勤務日・時間が最終的

に確定する働き方です。企業は繁忙に応じて働く人

を増減できるため、飲食・小売業を中心にシフト制

の非正規雇用を増やしてきました。

　しかし、シフト制の場合、契約があいまいなこと

が多く、企業が「シフト減は休業に当たらない」と

して支払いを拒むケースが後を絶ちません。

　民法や労働基準法は、会社側に責任がある理由で

休業した場合には休業手当を支払うよう義務付けて

います。ただし、一般的に自然災害のような不可抗

力の場合には責任がないと解釈されています。コロ
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トヨタ社員自殺は「労災」、遺族側逆転勝訴 ―名古屋高裁

ト ヨタ自動車の男性社員がうつ病で自殺し

たのは過重労働や上司のパワーハラスメ

ントが原因だったとして、遺族が労災認定

を国に求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁（古久保

正人裁判長）は 9 月 16 日、労災と認めなかった一審

名古屋地裁判決を取り消し、豊田労働基準監督署長

による遺族補償と葬祭料の不支給決定を取り消す逆

転判決を言い渡しました。2020 年 6 月に施行された

改正労働施策総合推進法（「パワハラ防止法」）によ

る新基準が適用されたものです。

_ 「心理的負荷」の評価変更

　この訴訟では、男性が同僚の前で大声で叱責され

続けたことなどがパワハラにあたるか、過重労働や

パワハラによるストレスがうつ病の原因となったか

が争点でした。

　訴状によると、男性は 1990 年に入社しましたが、

2008 年 4 月から自殺するまでの 2 年弱の間に、相前

後して 3 件の異なるプロジェクトを任され、一時は

そのうち 2 件を並行して担当していました。業務は

遅れがちで、上司二人から週一回以上同僚の面前な

どで「これではだめだ」などと威圧的な叱責を一年

近くにわたって反復、継続的に受けていました。

　昨年 7 月の名古屋地裁判決では、上司からの叱責

は人格を否定するほどではなく、業務内容による心

理的負荷は精神障害を発病させるほどでなかったと

判断し、「男性がうつ病を発症したことと業務に因果

関係は認められない」として、遺族側の請求を棄却

しました。

　今回の高裁判決では、同じ事実への評価を 180 度

変え、パワハラだと認定しました。その根拠となっ

たのは、改正法による厚労省の「業務による心理的

負荷評価表」です。

　改正評価表では、「パワハラ」の項が新設され、具

体例として「必要以上に長時間の激しい叱責」や「他

の労働者の面前での大声かつ威圧的な叱責」など、「社

会的通念で許される範囲を超える精神的攻撃」など

について、心理的負荷が「強」としています。

　今回の判決では、この評価表に沿って、男性が 3
件のプロジェクトを担当するプレッシャーと上司の

激しい叱責による心理的負荷が、評価表の「強」に

あたるとして「精神障害を発病させるほど強い精神

的負荷を受けた」と認定したものです。

　男性の妻によると、男性は自ら命を絶つ前、「自分

はダメな人間だ」と自責の念を告げ、労働組合に相

談したらとの妻のアドバイスに対しても「そんなこ

とをしたら会社にいられなくなる」と拒んだとのこ

とです。

ナ禍が不可抗力かどうかについては意見が分かれて

います。

　厚生労働省は、休業手当の費用を補助する雇用調

整助成金を拡充し、企業に手当の支払いを促しては

います。しかし、シフト未確定部分の手当の支払い

義務など労使で争点になっている点については十分

に踏み込んでおらず、結果として支払いを拒む企業

が続出しています。政府が労働者から直接申請を受

けて支払う「休業支援金」制度も設けられましたが、

企業側の協力が得られないために受給できない労働

者もいると指摘されています。

　コロナ禍でシフトが 5 割以上減ったにもかかわら

ず、休業手当が支給されていないシフト制労働者は、

野村総合研究所の推計によると全国で 146 万人いる

とみられています。うち 103 万人が女性、43 万人

が男性です。労働基準監督署に休業手当の支払いを

指導してもらうよう申告しても、「事前に勤務日がき

まっていないシフト制は、就業日数が確定できない」

などとして是正勧告などを受けられない運用が現在

も続いています。

　労働審判と提訴の代理人を務める川口智也弁護士

は記者会見で、「厚労省が休業手当の支払い義務につ

いて明確な判断基準を示せば、こんなことになって

いない。司法で白黒をつけて、同じような立場にあ

るシフト制労働者の救済につなげたい」と述べてい

ます。

（主な参考資料　2021 年 6 月 30 日毎日新聞、7 月 22 日朝日新

聞、8 月 7 日東京新聞）
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　今回の判決を受けた記者会見で妻は、「この判決を

心待ちにしていました」と喜びを語り、トヨタに対

しては「いろんな気持ちを抱える社員が働きやすい

会社であってほしい」と求め、「自分だけの問題でな

い。そう思って裁判を続けてきたことは無駄でなかっ

た」と述べました。

　なお、妻と長女はトヨタに対し約 1 億 2 千万円の

損害賠償を求める裁判を名古屋地裁に起こしており、

請求棄却を求めるトヨタと争っています。

_ パワハラ防止の対応になお課題

　トヨタでは、2017 年 10 月に自殺した男性社員につ

いて、労働基準監督署が「パワハラが原因」として労

災認定した事例もあります。このケースでは、上司か

ら「バカ、アホ」「こんな説明ができないなら死んだ

ほうがいい」などと繰り返し罵倒されていたものです。

　遺族側は 2019 年 3 月に労災を申請、豊田労働基準

監督署は同年 9 月、パワハラが原因の適応障害を発

症したとして労災を認定しました。

　遺族側はトヨタに対し、損害賠償と再発防止を求

めて交渉しました。トヨタは、上司が監督責任を怠

るなどの安全配慮義務違反があったとし、パワハラ

と死亡の因果関係を認め、解決金の支払いと人事制

度や評価基準の刷新や、本人や家族からパワハラを

相談できる窓口を設けるなどの対策をとっているな

どの姿勢を示し、遺族側はこれを評価して、2021 年

4 月に訴訟に至らずに和解しています。トヨタの豊

田章男社長は、社員の自殺が報道された後の 2019 年

11 月と和解成立時の本年 4 月に遺族と面会し、謝罪

したと伝えられています。

　パワハラなどで精神障害を起こしたとする労災申

請は、2020 年度で約 2,000 件ですが、認定率は約 3
割にとどまっています。

　今回は、国の新基準を適用してパワハラの定義を

広げたものであり、今後の労災認定への影響も予想

されるものとなっています。

　パワハラ防止法の施行後、各企業の取り組みは前

進しつつあります。厚労省の昨年の調査では、調査

対象企業の 8 割近くで相談窓口が設置されたと報告

されています。しかし、一方で窓口担当者の研修や

マニュアルを整備しているのは 4 割程度にとどまり、

いわば形だけの制度という状態の企業も多いと指摘

されています。

　パワハラをなくす近道はなく、経営者が「人を傷

つける言動は許さない」というメッセージを継続的

に発信し、社員に徹底していくことが何より重要で

あるといえます。

（主な参考資料　2021 年 6 月 7 日、9 月 17 日朝日新聞、9 月

17 日東京新聞）

駅で出所者を顔認識の対象に（JR 東日本）

J R 東日本は 7 月から顔認識カメラを使って刑

務所からの出所者と仮出所者の一部を駅構内

で検知する防犯対策を実施していたことがわ

かりました。JR 東日本は 9 月 21 日の読売新聞の報

道を受けて、「社会的なコンセンサスがまだ得られて

いない」として、この措置を取りやめていますが、

今後の対応が注目されます。

　JR 東日本は 7 月 6 日、東京五輪・パランピックな

どのテロ対策などとして、顔認識カメラの導入を発

表し、不審人物や不審な荷物、指名手配中の容疑者

の検知を行うとしてきました。7 月 19 日から運用を

開始し、ホームページや駅構内でも顔認識カメラの

使用を明示してきましたが、出所者と仮出所者を検

知対象に含むことは明らかにしてきませんでした。

　JR 東日本や関係者によると、検知の対象は

　①  過去に JR 東の駅構内などで重大犯罪を犯し、服

役した人（出所者や仮出所者）

　②指名手配中の容疑者

　③  うろつくなどの不審な行動をとった人

とされ、JR 東はこれらの対象者の顔情報をデータベー

スに登録しています。主要 110 駅や変電所にカメラが

設置され、登録された顔情報が自動照合されます。

　JR 東は以前から、事件の被害者や目撃者、現場管

理者らに加害者の出所や仮出所を知らせる「被害者

等通知制度」に基づき、検察庁から情報提供を受け

ています。出所者、仮出所者については、JR 東や乗

客が被害者となるなどした重大犯罪に限って氏名や
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罪名、逮捕時に報道されるなどした顔写真をデータ

ベースに登録することとし、痴漢や窃盗などは対象

外で、9 月初旬時点で登録者はいないということです。

_ 刑期を終えた人を出所後も監視対象に

　すでに刑期を終えた出所者と、仮出所者を顔情報

の検知対象とすることは許されるのか。

　個人情報保護法は、顔特徴データを、アナログの

顔写真と同じ情報として扱い、保護レベルに差を設

けていません。このため、通勤客ら駅利用者の顔の

特徴などの顔認識データを撮影・検知することにつ

いて、個人情報保護委員会は「本人同意は不要」と

判断しています。顔認識データは本人の同意なしの

取得を禁じている「要配慮個人情報」にあたらない

としているからです。

　利用目的の通知または公表は義務づけられてお

り、委員会は 9 月に更新したガイドラインに関する

「Q&A」の中で、顔認識データを利用する際は、カメ

ラの設置場所などにデータの利用目的や問い合わせ

先の明示が必要とする見解を示していますが、JR 東

は 7 月時点で、駅などで通知を出しているので問題

ないとの立場です。

　個人情報保護法は、服役していたという情報は「要

配慮個人情報」にあたり、取得には本人の同意が必

要だが、法令に基づく場合や人の生命、身体、財産

の保護のために必要な場合は同意なしに取得できる

という例外規定があり、委員会は被害者等通知制度

に基づいて JR 東が提供を受ける今回のケースはこの

例外に当たるとしています。

　顔認識は、駅構内に設置した防犯カメラに映ると

自動的に検知する仕組みで、駅の警備員らが声をか

け、必要に応じて手荷物を調べるケースを想定して

いました。これは出所者・仮出所者を犯罪予備軍と

して扱う不当な措置と思われます。こうした措置が

広がっていくことにより、日本社会全体がプライバ

シーのない、監視化社会になっていく恐れがありま

す。

_ 顔情報の保護進む欧米

　顔認識カメラは顔特徴データをキーとして、人と

の接触や移動、購買の履歴などさまざまな情報と紐

づけて網羅的な監視を行うことが可能になります。

適切に使えば治安向上に役立つ反面、被撮影者の権

利侵害の程度も大きく、社会全体を萎縮させる副作

用も懸念されます。このため欧米では顔認識カメラ

に特化したルール整備が進んでおり、欧州連合（EU）

では、日本の個人情報保護法にあたる一般データ保

護規則（GDPR）で、顔特徴データを含む生体情報

を「特別な種類の個人データ」と定め、本人の同意

のない取り扱いを禁じています。カメラに特化した

ガイドラインも作成され、今年 4 月に公表した AI 規
則案でも、公共空間での顔認識カメラ使用を厳しく

制限する提案がなされています。英国の警察は犯罪

多発地域などを対象に、外部の監査組織のチェック

を受けながら運用していましたが、昨年 8 月には一

部の事案で「検知対象者や設置場所が不明確」とし

て違法とする判決がでています。米国の複数の州で

も顔認識カメラ規制が検討され、一部の州法が成立

しています。

　日本の個人情報保護法は、顔特徴データをアナロ

グの顔写真情報と同じ個人情報として扱い、取得す

る場合に本人の同意を得る必要はなく、利用目的を

通知公表すれば足りるとされています。加えて個人

情報保護委員会は防犯カメラの場合、通知公表は不

要とする解釈を示してきましたが、9 月にこの解釈を

変更し、来年 4 月からは顔認識カメラを使用する場

合には利用目的の通知や公表が必要となります。し

かし詳細を公表したり、撮影の同意をとったりする

必要はありません。

　日本の現状は、IT の進展に対する個人情報の保護

が間に合わず、顔認識カメラの規制に関する世界の趨

勢にも逆行していると言えるのではないでしょうか。

（主な参考資料　2021 年 9 月 21 日、22 日読売新聞、9 月 22

日朝日新聞）
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沖 縄の米軍基地反対運動を取り上げた東京

メトロポリタンテレビの情報番組「ニュー

ス女子」で「反対運動を扇動する黒幕」の

ように描かれ名誉を傷つけられたとして、人権団体

「のりこえねっと」共同代表の辛淑玉（シンスゴ）さ

んが、制作した DHC テレビジョンなどに 1,100 万円

の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁（大島洋志裁

判長）は 9 月 1 日、番組に真実性がなく、名誉棄損

があったとして同社側に 550 万円の支払いと謝罪文

の掲載を命じる判決を言い渡しました。

_ 番組の「真実性」を否定

　問題となった番組は、沖縄県東村高江の米軍ヘリ

コプター離着陸帯（ヘリパット）建設運動を取り上げ、

2017 年 1 月、2 回にわたり東京 MX テレビで放送さ

れたもので、抗議運動の現場では暴力や犯罪行為が

横行しているとし、辛さんがそれをあおり、経済的

に支援しているとしていました。「反対の人たちは雇

われている」「反対の黒幕の正体は ?」などとテロッ

プでつなぎ、辛さんとの関係を印象付ける一方的な

内容でした。

　判決は、番組は「暴力や犯罪行為を含む過激な運

動で、在日コリアンの辛さんはそれを裏側からそそ

のかし、操る人物との印象を与えている」との判断

を示し、辛さんが志向しているのは「非暴力による

抵抗運動である」と指摘しました。また、この番組

の制作にあたって辛さんへの裏付け取材が一切行わ

れていないことを挙げ、根拠の乏しい「真実性がない」

番組であったと認定しました。

　放送以降、辛さんは激しい誹謗中傷を受け、身を

守るために一時は海外に生活の場を移さざるを得な

い状況に追い込まれており、人権侵害は明らかなも

のです。

　また、判決は辛さんへの精神的損害は重大だとし

て、番組制作会社に同社のウェブサイトに「番組が

事実に反して辛さんの名誉を傷つけたことを認め、

お詫びする」内容の謝罪文の掲載を命じました。

_ 「ユーチューブ」での配信はなお続く

　一方判決は、動画配信サイト「ユーチューブ」で

の番組配信の停止と削除については「表現の自由を

制限することになる」として認めず、番組司会者の

長谷川幸洋氏に求めた損害賠償については「番組の

企画や制作、編集に関与していない」として請求を

棄却しました。

　この番組は、地上放送時には、放送倫理・番組向

上機構（BPO）が人権侵害があるとして倫理違反を、

放送人権委員会が名誉棄損を認定し、番組は 2021 年

3 月で終了しましたが、番組制作会社 DHC はそれ以

降も動画配信の停止、削除は行っていません。

　判決は、損害賠償や謝罪文掲載により、「相当程度

の被害回復を図ることが可能」などとしましたが、

番組は現在でもインターネットで閲覧することがで

き、今でも拡散し、人権侵害が続いていることを結

果として認めたこととなり、何故公開を止めなかっ

たのか重大な疑問が残ります。

　DHC テレビジョンの親会社の化粧品会社ディーエ

イチシーは、以前会長名で在日コリアンを差別する

内容の文章をウェブサイトに掲載していました。強

い社会的批判を浴び削除したが、その差別的な言動

は看過できないものがあります。今回の判決に対し

ても、DHC テレビジョンは「不当判決」として控訴

するとしています。

　判決後の記者会見で、辛さんは「在日コリアンで

ある私を使って沖縄の平和運動を愚弄する、最も悪

質なフェイクニュース」であり、「問題性を明確に示

した判決」と評価しつつ、長谷川氏に対する請求が

認められなかったことなどに対し、辛さんもまた控

訴すると語りました。

　ネット社会においては、一度流れてしまった差別、

偏見、中傷は、それを目にしたものからまた新しい

差別、偏見が生まれ、再生産される怖さがあります。

　差別を許さない社会を作る、という強い決意と姿

勢をマスコミや企業はもとより社会全体が共有する

ことが求められています。

（主な参考資料　2021 年 9 月 2 日朝日新聞、同琉球新報、9 月

8 日東京新聞）

「ニュース女子」で名誉棄損、番組制作会社に賠償命令
 ―東京地裁
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広 島への原爆投下後、放射性物質を含む「黒

い雨」を浴び、健康被害を受けたのに国の

援助を受けられないのは違法として、住民

84 人（うち 14 人死亡）が広島県と広島市に被爆者

健康手帳の交付を求めた訴訟の控訴審判決で広島高

裁（西井和徒裁判長）は 7 月 14 日、全員を被爆者と

認定した一審判決を支持し、県や市、訴訟に参加し

た国側の控訴を棄却し、交付を命じる判決を示しま

した。国は上告せず、判決は確定しました。

_ 健康被害の認定要件緩やかに認める

　従来県と市は、原爆投下時に広島の「援護区域」

内にいた人などのほかに、援護区域の外側で、北西

約 19 キロ、幅約 11 キロの楕円形の特例区域にいた

人で一定の疾病を発症した人に被爆者手帳の交付を

行ってきました。

　この訴訟の原告は原爆投下後、特例区域外で黒い

雨を浴びたり、汚染された水や作物を摂取して、が

んなどを発症した人々です。2015 年から 2018 年

に被爆者手帳の交付を申請しましたが、却下され、

2015 年以降に県と市を相手に提訴していました。

　2020 年 7 月の広島地裁判決は、原告側が提出した

気象学者や大学教授の調査などから、黒い雨は特例

区域にとどまるものではなく、より広い範囲に降っ

たと認め、その上で黒い雨には放射性微粒子が含ま

れ、直接浴びる外部被ばくのほかに井戸水や食べ物

の摂取での内部被ばくが想定できるとし、原告らの

個別の健康被害の状況を確認の上、全員に請求を認

める判断を示しました。

　この裁判では、被爆者手帳の発行事務を管理する

県と市が被告ですが、実際には被爆者認定の裁量権

を持つ国が訴訟参加し、実質的な被告となっていま

す。

　一審判決後、県と市は当初控訴に難色を示しまし

たが、「一審判決は十分な科学的知見に基づいていな

い」とする国の意向を受けて控訴していたものです。

　今回の二審判決では、「原告らは健康被害を生じさ

せるほどの放射線量を浴びておらず、健康被害が放

射線被爆によると科学的には立証できない限り被爆

者の認定要件を満たさない」とする国の主張は、被

爆者援助法の認定要件を誤って解釈しているとして

「黒い雨」訴訟、全員救済で 2 審判決確定

退け、被爆者認定では、科学的合理性をもって放射

線による健康への影響を立証する必要はなく、影響

を否定できない事情の下に置かれていることで足り

るとし、一審よりも更に原告に寄り添った認識を示

して、黒い雨に打たれた外部被爆もしくは放射性物

質が混入した水や食べ物による内部被爆により健康

被害を受けたとの原告の訴えを全面的に認めました。

また、黒い雨の降雨範囲についても特例区域よりも

広範囲に降ったと推認され、区域外にいた原告らも

黒い雨に遭ったと認められるとし、直接雨に打たれ

ていなくても、内部被爆による健康被害を受ける可

能性があるとの判断を示しました。

　この原告全面勝訴の判決に対し、当初国は上告す

る方針で、厚労省と法務省は県と市の幹部と協議を

開始したと伝えられていました。

　上告期限を間近にした 7 月 26 日、菅首相は上告断

念を表明し、27 日には「今回の原告については、一審・

二審を通じた事実認定を踏まえれば、一定の合理的

根拠に基づいて被爆者と認定することは可能である

と判断しました。」「原告と同じような事情にあった

方々については、訴訟への参加・不参加にかかわらず、

認定し救済できるよう、早急に対応を検討します。」

との首相談話を閣議決定しました。

　なお、首相談話では、「黒い雨や飲食物などによる

内部被爆の健康影響を、科学的な線量推計によらず

広く認めるべきとした二審判決は政府としては容認

できるものではない」との従来からの主張を改めて

付け加えています。

　この首相談話は、新型コロナウィルスが急拡大す

る中、東京五輪・パラリンピックを強行開催し、直

近の世論調査の殆どで内閣支持率が最低を記録し、

「黒い雨」訴訟で高齢化した原告をさらに苦しめる対

応をとれば、世論の反発がさらに強まりかねないこ

とへの政治的配慮があったとみられています。

_ 認定作業にはなお不安も

　原告団では、首相談話で示された内部被爆に対す

る政府の姿勢について、「黒い雨の被爆者は救われて

も、内部被爆について不必要な科学的根拠を持ち出

した国の姿勢は許せない」「内部被爆を認めないので
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あれば、救済範囲を広げたとしても根本的な解決に

はならない」とし、このような国の対応は、長崎を

含めて被爆者援護の対象の広がりを恐れ、さらには

東電福島原発事故の被害認定に波及することを恐れ

ているのではと指摘しています。

　厚労省や関係自治体は今後、首相談話を踏まえ、

原告と同じ状況に置かれた人々に救済を広げる作業

を急ぐことになりますが、救済の指針など国と関係

自治体でこれから調整して決める課題もあり、迅速

な救済につながるかは不透明な部分もあります。

　広島県の湯沢英彦知事は 27 日、「すべての黒い雨

を受けた方々を救済する内容でありがたい」と首相

談話を評価し、県や市が黒い雨が降ったと推計する

範囲で生存する約 1 万 3 千人が救済対象となるべき

との認識を示し、「県と市と国でエリアをどうするか

決める」と述べました。

　一方、厚労省は、被爆者援護法の被爆者要件の一

つである「身体に原子爆弾の影響を受けるような事

情の下にあった者」に当たるかどうかを一人一人、

個別に判断していくことを想定しており、その前提

として、関係自治体とともに、被爆者に当たるかど

うかの指針の見直しが必要となったとし、首相談話

では「早急に検討する」としていますが、田村厚労

相は「これから自治体と相談する」と語るにとどまり、

具体的な救済の時期は示していません。

　このように今回の首相談話は、近づく総選挙を意

識したもので、国の姿勢の全面的な変化というには

遠いものがあります。

　広島裁判は確定したものの指針の見直しには長崎

県・市も参加することが予定されており、今後の動

向が注目されます。

（主な参考資料　2021 年 7 月 15 日、7 月 28 日朝日新聞、同毎

日新聞、同東京新聞）

被 差別部落の地名リストをウェブサイトに

掲載し、書籍化するのはプライバシーの侵

害だとして、部落解放同盟と被差別部落出

身者約 230 人が出版社「示現舎」側に削除と 1 人当

たり 110 万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東

京地裁（成田晋司裁判長）は 9 月 27 日、大半の地名

リストについて「公開が公益目的でないことは明白

だ」と違法性を認め、リストを掲載した部分の出版

禁止とネット上の削除、計 488 万円の損害賠償支払

いを命じました。

　訴状によると、被告出版社は 2016 年 2 月、戦前に

作成された、5,360 以上の被差別部落の地名や世帯数

が一覧となっている政府機関の内部報告書「全国部

落調査」を入手し、これを電子情報化したものをウェ

ブサイトで公開し、「復刻版」と銘打って出版しよう

としたほか、解放同盟役職者などの住所や電話番号

などの一覧もサイトに掲載しました。

　これに対し、解放同盟側は、これらの行為は部落

出身者の身元調査に利用されるなど差別を助長し、

原告らのプライバシー権や差別されない権利など人

格権を侵害するとして、ネット公表の差し止めと出

版の差し止めなどを求めていたものです。

被差別部落の地名リスト公開「違法」―東京地裁

　この裁判は、同年 3～ 4月横浜地裁が出版差し止め、

同地裁相模原支部がサイトの記事削除を命じる仮処

分決定をした後、東京地裁に提訴されていたもので

す。

_ なお根強く残る差別

　部落問題は、行政用語では同和問題と呼ばれてい

ます。政府は 1965 年の同和対策審議会答申で、同和

問題を「日本社会に形成されてきた身分階層構造に

基づく差別により、日本国民の一部の人々が基本的

人権を侵害されている社会問題」と定義し、「身分の

賤称による侮蔑、偏見や嫌悪により交際を拒み婚約

を破棄するなどの行為、就職・教育の機会均等が実

質的に保障されない」ことを差別の具体例として示

し、その廃絶を求めてきました。

　しかし、1970 年代に地名リストの図書「全国部落

地名総覧」が販売された事件により、婚約を破談に

したり、採用を不採用にする目的で、被差別部落出

身者の身元を調べる問題が表面化し、法務省が当該

出版物を回収し、焼却処分とした経過があります。

その後も身元調査の問題が相次いだ教訓から、本人

以外の戸籍閲覧を制限し、職業安定法を改正して差
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イ ンターネット上の誹謗中傷の被害を防ぐ

ため、公然と人を中傷した場合に適用され

る侮辱罪を厳罰化する刑法改正について、

上川陽子法務大臣は 9 月 16 日、法制審議会に諮問し

ました。

　侮辱罪の現行の法定刑は拘留（1 日以上 30 日未満）

か科料（1 万円未満）と定められていますが、これに

1 年以下の懲役・禁固または 30 万円以下の罰金を追

加し、公訴時効も現行の 1 年から 3 年に延ばすこと

が主な論点です。

「ネット中傷」に懲役刑、侮辱罪の厳罰化などを検討
―法務省法制審

_ 深刻な被害広がる

　上川法相は、14 日の記者会見で「インターネット

上の中傷は同様の書き込みを次々と誘発し、取返し

のつかない重大な人権侵害につながる」と指摘し、

「ネット上の誹謗中傷に対する非難が高まっている。

厳正に対処すべき犯罪だ」とし、「厳罰化によってこ

れを抑止することの検討が必要」と諮問の理由を述

べました。法務省は、法制審議会からの答申を受け、

来年の通常国会に改正案を提案する予定としていま

す。

別につながる個人情報の収集を制限するなどの取り

組みがされてきました。

　この事件をきっかけに 2016 年 12 月には、部落差

別解消法が国会で成立し、同法 1 条では「現在もな

お部落差別が存在する」との認識が示され、この法

律が制定された背景として、被告示現舎による地名

リストのネット掲載などを踏まえて「特定の地域を

同和地区であったと摘示する情報が掲出されるなど、

インターネット上の差別書込みなどの差別事象が発

生し、部落差別に関する状況の変化が生じていると

記されました。

_ リスト掲載部分の出版禁止、 
ネット上の削除など命じる

　今回の東京地裁判決は、地名リストの掲載による

損失は「結婚、就職などにおいて差別的な取り扱い

を受けるなど深刻で重大である。回復を図ることは

著しく困難」とし、出版会社の「地名公開が禁止さ

れれば学問や表現の自由が侵害される」とする主張

に対し、「地名公開は社会的に正当な関心事とは言い

難い」として退けました。判決は、

　①  被差別部落の地名リスト掲載は、プライバシー

を違法に侵害

　②  出版社代表らにウェブサイトのリスト削除と出

版禁止、計 488 万円の賠償を命令

　③部落解放同盟幹部らの個人情報の掲載も違法

　④  住所や本籍がリストと異なる場合、個人情報を

自ら公にしているケースはプライバシー侵害に

当たらない

という内容となっています。

　この判決に対し、原告側は「一部サイトの削除と

出版禁止などを認めたことは評価できる」としつつ、

認容の内容はあくまでもプライバシー権の侵害にと

どまり、原告側が裁判を通じて求めた「差別されな

い権利」については「内実が不明」として認めず、

また被差別部落出身と自ら公にしている人を救済の

対象外とした点も不十分として、控訴するとしてい

ます。

　差別問題に詳しい師岡康子弁護士は、「現行法では、

プライバシーの暴露を止めるには当事者が名前を出

して裁判を戦わざるを得ない。今回の判決はそのよ

うな人に二次被害など過大な負担を強いるものであ

り、当事者が訴え出なくても差別を止める「差別禁

止法」のような新たな仕組みが必要だ」と提言して

います。

　また、ネット上では既に類似情報が拡散していま

す。これに対し、罰則付きの規制を求める声もあり

ますが、表現の自由との関係で難しいとの指摘もあ

り、今回の事件を契機にネット事業者に削除のため

の自主的なルール作りを早急に求める声が上がって

います。

（主な参考資料　2021 年 9 月 28 日朝日新聞、同毎日新聞、同

東京新聞）
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　ネット社会の定着と広がりの中で、中傷被害も多

発化、深刻化しています。昨年 5 月には、テレビの

リアリティ番組に出演していたプロレスラーの木村

花さん（当時 22 歳）が、会員制交流サイト（SNS）
で「死ねやくそがき」「きもい」などと投稿される被

害に遭い、自ら命を絶つという悲劇がありました。

今春、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」などと書き込んだ大阪府の

20 代男性と福井県の 30 代男性に対し、科料 9 千円

の略式命令が出されましたが、「軽すぎる」との批判

が多く出されていました。

　木村さんの母響子さんは、昨年 5 月に花さんが亡

くなった後、インターネット上の誹謗中傷の根絶に

向けて関係各方面への働きかけや署名運動を続けて

きましたが、この略式命令のニュースを見て、これ

では「言ったもの勝ちが続く」と愕然とした思いを

語っています。

　「不正を働いた」など具体的事例を示して他人の名

誉を傷つけた場合に適用される名誉棄損罪の法定刑

が「3 年以下の懲役・禁固か 50 万円以下の罰金」で

あるのに対し、「バカ」「死ね」といった具体的事例

を示さない暴言を浴びせる行為を侮辱罪として処罰

する法定刑は、30 日未満の拘留か 1 万円未満の科料

であり、1907 年の刑法制定時から変更されていませ

ん。そこで、木村響子さんをはじめ関係者から、瞬

時に情報が拡散され、被害が拡大、深刻化する今の

時代にあっていないとの指摘がなされていました。

また、ネット上に匿名で発信された場合には、利用

した端末、プロバイダーなどから発信者を絞り込ん

で行く捜査に相当な時間がかかるのに公訴時効が短

いとの指摘もなされていました。

_ ネット社会に対応遅れる法整備

　ネット社会の到来で、総務省の「違法・有害情報

センター」に寄せられたネット上の被害相談は 2020
年度、5,407 件に達し、10 年前の 1,337 件から約 4
倍に達しています。

　木村響子さんは、「SNS 全盛の世の中で、ネット上

には誹謗中傷があふれている。明治時代に制定され、

口頭での悪口を想定していた現行法は、今の時代に

合わない。刑罰が軽いという実情が知られていない

のも問題だ」とし、本年 4 月、侮辱罪の厳罰化を求

め署名活動を開始しました。響子さんの要望を受け、

自民党の小委員会は罰則強化を柱とする緊急提言を

まとめていたものです。

　今年 4 月には、匿名の加害者を特定しやすくする

新たな裁判手続きを定めた改正プロバイダー責任制

限法が成立しました。これにより、時間のかかる訴

訟手続きを経なくても裁判所が加害者の情報開示を

SNS などの事業者に命じられる制度ができ、来年末

までに施行される予定となっています。しかし、情

報開示の手続きには多額の費用がかかるなど、ネッ

ト中傷をめぐる課題は依然として多いと指摘されて

います。

　侮辱罪の厳罰化の動きを聞いた響子さんは、「迅速

に対策が進んだ。追加案の罰則ではまだ軽いと感じ

るが、抑止力にはなると思う」「ネット中傷を受け

た被害者は、心がえぐられ日常生活すらままならな

くなる。お金のない若者でも救いを求められるよう、

救済の窓口を全国に作ってもらいたい」と訴えてい

ます。

_ 性犯罪罰処罰範囲の拡大も諮問

　16 日の法制審議会で上川法相は、性犯罪を適切に

処罰するための処罰範囲の拡大についても諮問しま

した。性交罪が成立する要件の拡大や公訴時効の延

長のほか、性行為が一律に処罰対象になる被害者の

年齢を 13 歳未満から引き上げるかや、性的な姿や行

為を盗撮して流通させるのを処罰する規定を設ける

かなどです。法務省では 5 月、有識者らによる「性

犯罪に関する刑事検討会」の報告がまとめられ、今

回の諮問はこれに基づくものです。検討会の報告書

では、「暴行・脅迫」という手段や、被害者が「心神

喪失、抗絶不能」の状態であることを必要とする性

交罪の要件に、「威迫」を用いたり、「睡眠」や「酩酊」

につけこんだりする行為を追加して例示する意見が

示されました。また時効期間の延長や時効の進行の

開始時についても検討課題とされています。

（主な参考資料　2021年9月15日朝日新聞、9月17日東京新聞）
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51 億人がジャスティス・ニーズを抱える

　ワールド・ジャスティス・プロジェクト（WJP）は、

ジャスティス・ギャップのカテゴリーとして、

・  日常の民事・行政・刑事の問題で、ジャスティス

を得られない

・  法が提供する機会から除外されている

・  極めて不正な条件のもとで暮らしている

の 3 つを挙げ、これを計測する 10 の設問に対応す

るデータにより、ジャスティス・ニーズを算出しま

したが、この設問に関する個々のニーズを合計する

と約 85 億に上ります。これは世界の総人口を超える

ものとなり、WJP のジャスティス・ギャップの定義

である、‘権利を守り、あるいは実現できず、または

正当な解決を得られない人々の数’とは一致しない

ものになるので、WJP では一人の人が複数のニーズ

を持っている場合には、その一つだけを数えるなど、

ダブル・カウンティングの調整をしたうえで、約 51
億人の人々（グローバルな人口の約 3 分の 2）が、少

なくとも 1 つのジャスティスの問題を抱えていると

しました。またカテゴリー別のニーズとしては、

・  日常の民事・行政・刑事の問題で、ジャスティス

を得られない人は約 15 億人

・  法が提供する機会から除外されている人は約 45
億人

・  極めて不正な条件のもとで暮らしている人は約

2 億 5,300 万人

と算出し、人々の多くが複数の問題を抱えていると

しています。

ジャスティス・ギャップのクラスター

　WJP はまた、それぞれの国におけるニーズの分布

を理解するためにはより掘り下げた調査が必要であ

るとし、調査の 10 の設問に対するデータを全てそろ

えていた国は 21 にとどまるなど、国別のデータには

大きなギャップがあることから、比較分析は困難で

あることを認めていますが、21 の国のデータによる

クラスター分析の結果として、日常の司法的問題と

法的保護に関する共通の課題を持つものとして、次

の 3 つの国別のクラスターを挙げています。

・民事・行政的ジャスティス・ニーズが高い国々…

これには西ヨーロッパ、北アメリカの高所得の

国があり、アンメット・ニーズを持つ人々の大部

分は主として消費者と住宅に関する紛争にかかる

ニーズを持つとされます。

・雇用と土地 /住宅保有に関する法的保護が十分で

ない国々…これには地域的にはすべてにわたる中

所得の国々がありますが、東アジア、西ヨーロッ

パ、南アフリカのいくつかの高所得の国も含むと

されます。こうした国々の人々は、主として非正

規の経済のもとで雇用され、あるいは土地、住宅

を保有していないためにジャスティス・ギャップ

にあるとされます。

・刑事的なアンメット・ニードが高く、法的保護が

不十分な国々…アフリカやラテン・アメリカの低

所得、もしくは準低所得の国々で、これらの国の

人々は暴力的・非暴力的犯罪が報告されず、また

は非正規の経済のもとで雇用され、もしくは法的

アイデンティティや土地 / 住居の保有を欠くため

に、ジャスティス・ギャップにあるとされます。

リーガル・エンパワメントへの関心と
ニーズ調査の広がり

　1990 年代の末にヘーゼル・ゲン教授は、イング

ランド・ウェィルズの法的ニーズ調査を行い、問

題に直面している人に認識されていたか、またその

処理のためにとられた行動が法制度を含むものであ

るかどうかにかかわらず、司法的に解決しうる問題

（justiciable problems）を調査の対象とし、法律家や

裁判制度の視点からではなく、人々の日々経験する

問題という視点から把握し、これに対する人々の行

動（不行動）、助言を求める行動とその障害、問題解

決のプロセス、結果などを検証しました。 
　それ以前の法的ニーズへの関心が、サービス提供

者である弁護士や裁判・トライビューナルなど、公

式な司法制度を中心とするものであり、弁護士の利

ジャスティス・ギャップ調査の成果と課題（2）
 　大石 哲夫
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用の有無などを主たる問題意識においていたのに対

し、この手法は人々の問題経験という視点から法に

関係する問題をとらえ、人々の経験と行動に中立的

なスタンスをとった点で画期的なものとされます。

その後この手法による調査はイングランド・ウェィ

ルズ、スコットランド、オーストラリア、ニュージー

ランド、カナダなど英米法諸国を中心に展開され、

オランダ、日本でも同様の手法による大規模な調査

が展開されてきました。こうした調査では、弱い人々

（vulnerable people）に多くの問題が見られること、

ある問題が他の問題と関連性を持つクラスターを形

成していること、問題に対して対応しなかった人は

かなりの数に上り、その背景には、問題の種類・内

容とその重要性の認識、援助に対する認識や理解が

なかったことや、関係の悪化・報復への懸念があっ

たこと、問題解決には助言の追求から公式な司法制

度の利用に至る以前の多様な支援の追求（家族・友

人、独立した助言機関など）がなされることなどが

指摘され、問題経験から公式な司法制度による解決

に至る道筋が示されました。助言を求める過程では、

適切な助言先にたどりつけない助言の迷路（referral 
fatigue）が発生すること、解決のための行動には問

題の内容により大きな差があり（家庭、住宅、人身

被害などでは弁護士や公式な司法制度の利用率が高

く、消費者問題では低いなど）、また弁護士や司法制

度の利用は教育や制度の利用経験により異なるなど、

興味深い事実が明らかにされました。

ニーズ調査の広がりと視点の広がり

　法的ニーズ調査はその後も各国・地域に広がり、

2019 年にまとめられたオープン・ソサエティと

OECD の報告は 1993 年から 2018 年までの、56 の

調査を挙げています。この報告では、調査の資金と

して、法律扶助機関や補助金によるものも挙げられ

ていますが、2010 年代にはいるとワールド・バンク

とオープン・ソサエティによるものが増え、紹介さ

れている事例では 2010 年以降に報告された 34 件の

うちワールド・バンクが 3、オープン・ソサエティ

によるものが 10 にのぼっています。そしてその対象

地域も、コロンビア、ヨルダン、ケニヤ（ワールド・

バンク）、ウクライナ、モルディバ、ジョージア、キ

ルギスタン、シェラレオネ、ネパール（オープン・

ソサエティ）など、途上国が多くを占めています。

　その背景には、2008 年にまとめられた国連のリー

ガル・エンパワメント委員会報告（40 億人の人が法

の支配の枠外にあるとした）など、国際機関による

途上国・紛争経験国への開発援助の指針としてアク

ニーズが満たされていない人々の数概要

質　問 データ・ソース 概　算

民事・行政・刑事の司法問題（jusyice problems）で救済（justice）を得られない人々の数

民事・行政上の司法ニーズが充足されていな
い人々の数

WJP, Global Insights on Access to Justice ;Hill, Justice Needs and 
Satisfaction

14 億人

非暴力的犯罪被害者で当局に被害が報告され
ていない人々の数

NSO crime victimization survey data available on UNODC-INEGI's 
Atlas on Victimization Surveys and in UNICRI's Criminal Victimization 
in International Perspective; UNODC crime data

11 億人

暴力的犯罪被害者で当局に被害が報告されて
いない人々の数

NSO crime victimization survey data available on UNODC-INEGI's 
Atlas on victimization Surveys and in UNICRI's Criminal Victimization 
in International Perspective; UNODC crime data

2 億 3,500 万人

死に至る暴力の被害者の数 Small Arms Survey, Global Violent Death 2017 56 万人

法が提供する機会から排除された人々の数

法的アイデンティティーを持たない人々の数 World Bank, Identification for Development(ID4D) 11 億人

非正規の経済で雇用されている人の数
ILO, Women and Men in the Informal Economy: Astatistical Picture 
2018

21 億人

住宅・土地の保有証明を持っていなかった
人々の数

WJP, Population Poll 2018 23 億人

極めて不正な状態の下で暮らしていた人々の数

国籍を持たない人々の数 UNHCR Population Statstics 1,200 万人

現代的奴隷状態（modern slavery）にある
人々の数

Walk Free Foundation, Gloval Slavery Index 2018 4,000 万人

治安が悪く、法の支配のない国で暮らしてい
る人々の数

OECD, States of Fragility 2018 2 億 300 万人

 （World Justice Project; Measuring the Justice Gap 2019 P22 Table 2 より）
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セス・トゥ・ジャスティスの整備を進める必要から、

開発支援の一環である法的・司法的制度整備の前提

としてのニーズを測ろうとする目的があるようです。

　「アクセス・トゥ・ジャスティスは、貧困を駆逐し、

紛争を予防、解決するうえで欠かせない手段である

とともに、基本的人権である」（2004 年、UNDP）
　「法的・司法的サービスの多くは断片的、調整不足、

未発達であり、司法セクターの生産性、耐久性、ヴァ

リュー・フォア・マネーを限界づけている」（2016 年、

OECD）

　などと語られ、途上国の社会的・経済的開発のた

めの視点から、ニーズ調査がとりあけられているこ

とを示しています。

　こうした動きは、パス・トゥ・ジャスティスの手

法による以前の調査がどちらかといえば高所得、中

所得の、司法制度の整備された国と地域で実施され

てきたのに対し、途上国では保健、公的サービスなど、

司法を超えた領域にわたる法制度整備をも視野に置

くものとして実施されていることを示しています。

　途上国における調査でも、多くの問題は先進国の

調査と同様の結果を示していますが、国によっては

先進国では報告されなかった、土地の収用・収奪な

どの土地問題（マリ、ウガンダ、モンゴルなど）が

ある反面、消費者問題は少ないことなどが報告され

ています。女性の社会参加が少なく、問題経験率も

低いこと（ヨルダンでは男性の問題経験率が 75%）

や、経験する問題の違い（マリでは男性が雇用、土地、

公的サービス、女性が家族、子ども、隣人、社会セー

フティ・ネット）も示されています。

　問題解決の手段として裁判・トライビューナルな

ど、公式な司法制度の利用は英米法諸国でも 2 割程

度にとどまっていますが、途上国では、公式な制度

へのアクセスを嫌う傾向や家族問題における結果へ

の恐れ（マリ）や、公的機関に頼ることはまれであ

る（ブルガリヤ）ことが報告されています。

　問題解決における弁護士の利用も、裁判所の利用

と重なっていますが、ウガンダでは 2％と極端に低く

なっています。

　報告は、ニーズ調査が先進国では非営利サービス

と市場サービスの提供における人々の司法ニーズへ

の理解を変えたとされるのに対し、途上国では法の

活用への政策的視点から、サービス・インフラの適

正な構築と、より広い社会的・経済的課題をつなげ、

SDG アジェンダにつながる作業としており、調査の

方法に関する統一的枠組みを示しています。

ジャスティス・ギャップ総数のダブル・カウンティングの調整

アンメット・ジャスティスニード
のカテゴリー

計測のための質問
データ・ソースに

よる合計
ジャスティス・

ギャップ間の調整
カテゴリーの
ための調整

民事・行政・刑事の
司法問題（justice problems）
でジャスティスを
得られない人々の数

致死的暴力の被害者の数 559,590 559,590

1,464,139,158

民事・行政上のジャスティス・ニーズが
満たされない人の数

1,425,382,394 

4,885,154,755

非暴力的犯罪被害者で当局に被害が
報告されなかった人の数

1,061,133,776

暴力的犯罪被害者で当局に被害が
報告されなかった人の数

235,027,895

法の提供する機会から
排除されている人々の数

法的アイデンティティーを持たない人の数 1,100,369,677

4,465,806,535  
非正規の経済で雇用されている人の数 2,113,236,000 

住宅・土地の保有証明を
持っていない人の数

2,339,131,903

極めて不正な状態の下で
暮らしている人々の数

国籍を持たなかった人々の数 12,046,327 11,511,395 

253,172,937
現代的奴隷状態（modern slavery）に
ある人の数

40,289,000 38,173,000

治安が悪く、法の支配のない国で
暮らしている人の数

203,488,542 203,488,542

注　端数調整のため、この表に示される数は、総数には正確に合計されない ジャスティス・ギャップ 5,138,887,282 

 （World Justice Project; Measuring the Justice Gap 2019 P27 Table 6 より）
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グローバルな視点と、求められる具体的施策

　WJP の調査報告（Measuring the Justice Gap）は、

こうしたニーズ調査の延長にあるものでもあります

が、ニーズのとらえ方としては「問題に直面した人

がそれを認識していたかどうか、またとられた行動

が法的システムを含んでいたかどうかにかかわらず、

法的係争をもたらす問題（justiciable problems）」へ

の対応の欠如とみられるのに対し、ジャスティスの

意味としては従来の公式・非公式な司法システムの

枠にとどまらない「正義」へと広げられています。

その背景には、OECD や世界銀行などにより進めら

れてきた開発にともなうアクセス・トゥ・ジャスティ

スの広範な活動、UNDP や UNODC などの国連機関

の活動、そしてその経験をもとに作られた SDGs に

おけるアクセス・トゥ・ジャスティス（SDG16.3）
の課題への問題意識があります。アクセス・トゥ・ジャ

スティスは公式・非公式な「司法」制度にとどまらず、

立法・行政を含む国の機関や民間コミュニティの活

動を求める課題であり、各国内での検討とともに、

グローバルな観点からの課題の発見・整理へのステッ

プとしようとするものです。

　ただ、「ジャスティス・ギャップ」の範囲を、刑

事手続きを含むものだけでなく、法が提供する機会

から除外されている人々や、極めて不正な条件のも

とでくらしている人々にまで広げることは、これま

での「司法」がかかわるべき範囲との関係で検討す

べき問題を提起します。すなわち、「ジャスティス・

ギャップ」の範囲が、人々が出会う社会・経済的問

題や、政治的不安定のもとで発生する難民・移民な

どの問題一般に広げられることにより、「司法」が直

接かかわるべき範囲を超え、立法的、政策的な課題

設定となることにより、狭い意味での「司法」と法

律専門家の役割を軽視する傾向をもたらすのではな

いかという懸念です。

　たとえば、アメリカの法律サービス協会（Legal 
Services Corporation,LSC）が 2017 年にまとめた

「ジャスティス・ギャップ・レポート」では、ジャスティ

ス・ギャップを「2017 年における低所得のアメリカ

人の民事的な法的ニーズと、こうしたニーズに対応

するために利用できたリソースの相違」とし、「低所

得のアメリカ人により報告された民事の法律問題の

86％は不十分な法的援助を受けたか、援助を全く得

られなかった」と報告していますが、同じ「ジャスティ

ス・ギャップ」という言葉を用いても、LSC と WJP
の対象範囲は大きく異なります。

　アメリカのような「先進国」においてさえ、公的

リーガルサービスの貧困はつとに指摘されてきてお

り、アメリカの裁判所の多くは本人訴訟を援助する

ための施策の充実を測っています。途上国における

裁判所と弁護士の果たしている役割は小さく、その

ために、アクセス・トゥ・ジャスティス活動には裁

判所や弁護士制度の強化よりもリーガル・エンパワ

メントや立法的・政策的改善により、弱い立場の人々

が抱える困難の解決を目指してゆこうとする傾向が

見られますが、アクセス・トゥ・ジャスティスの核

心部分はやはり「法の支配」の不可欠な制度である、

裁判所を中心とする「司法」にあると思われます。 
　この報告は、人々が権利を守り、あるいは実現で

きず、または正当な解決を得られない、広範な問題

を対象としていますが、そのギャップを埋める努力

はまさに SDGs 全体にかかる膨大な行動として計画・

実施されなければならないものです。この調査では

そのデータ・ソースとして WJP 自身のニーズ調査結

果（Global Insight on Access to Justice 2019）をは

じめ、Hiil や国連機関などのデータが用いられ、デー

タのない国については同格の収入の国から推計する

など、方法上も従来のニーズ調査とは異なりますが、

それらを含め、この調査が指摘したニーズについて

は今後とも検証が必要です。

（おおいし　てつお　理事）

【参考資料】　OECD Open Society Foundations, Legal 
Needs Surveys and Access to Justice
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇　入管による外国人の処遇は、スリランカ女性ウィシュマ・サンダマリさんの死亡への対応をはじめ、
人間の尊厳への配慮を欠くものになっています。入管行政への司法の介入は遅すぎたとはいえ、その深
い闇を切り開くものになることを期待します。

◇　新型コロナ・ウィルスの猛威の中で、末端労働者への不当な処遇が続いています。「シフト制」のも
とで日々の暮らしを支える人々の保護に、行政も強くかかわるべきです。

◇　トヨタ、三菱、郵政など、日本の大企業でこのところ不祥事が続きます。コンプライアンスの欠如は
日本の企業の劣化の現れではないのか、その原因を根本から見つめることが必要です。

◇　新型コロナ・ウィルスのパンデミックの中で、IT の急速な進化がもたらされ、個人の人権が危機に瀕
していることが痛感されます。知らない、気づかないうちに権力や大資本にプライバシーを奪われかね
ない社会の到来です。デジタル庁の活動にも監視が必要です。

◇　教員の「無給」残業について、埼玉地裁（石垣陽介裁判長）は10月 1日、残業代を払わない代わ
りに月給4%分を一律に支給するとした教職員給与特措法はもはや教育現場の実情に適合していない
のではないかと指摘しました。校長の指揮命令のもとでの際限のない時間外労働は、教職への意欲を削
ぐ要因にもなっています。早急な改善が望まれます。

◇　法制審義会の部会は10月 8日、海外逃亡の恐れがある被告を保釈する場合に、全地球測位システ
ム（GPS）を装着して逃亡を防止する制度を導入する答申案をまとめました。GPSが保釈の要件とし
て無制限に拡大されることが懸念されます。

◇　「公害の原点」といわれる水俣病の公式確認から65年。最高裁は2004年、被害の拡大を放置した
国と熊本県の責任を認め、2013年には「複数の症状がなくても認定する余地はある」と判決しまし
たが、国はいまだに健康調査を始めず、被害の全体像は明らかになっていません。この事態の責任を誰
がとるのでしょうか。

◇　コロナ禍の中で強行されたオリンピック、パラリンピックがようやく終わりました。選手や大会を支
えた方々は大変でしたが、国民の健康に大きな脅威を与えたこの大会は、やはりしてはならなかったと
思います。それにしても、残された膨大な負債は誰に責任があり、誰が負担するのでしょうか。

◇　岸田文雄首相のもとで、新内閣が出発しました。議会と国民への説明を避け続け、逃れ続けた、安部・
菅政権の「負の遺産」の精算が必要です。森友、桜、学術会議、総務省など、疑惑の解明を期待します。

◇　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。


