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リーガルエイド・司法アクセス
2017アジア国際円卓会議への期待

	 会長　丹羽 健介

本 年 9 月に予定されているロー・エイシア

大会を機として、同大会と連続する形で、

9 月 22 日、「リーガルエイド・司法アクセ

ス 2017 アジア国際円卓会議」が開かれることになり

ました。この会議は、法テラス、 JICA（国際協力機

構）、及び日弁連の共催事業として計画され、法務省、

弁護士会その他の後援を得て実施されるものであり、

オーストラリア、韓国、カンボジア、台湾、ネパール、

ベトナム、ラオスからの参加者を迎えて、実り大き

なものになることが期待されます。

　すべての人に司法への平等なアクセスを保障する

ことは、司法制度の基盤となる理念であり、個々の

権利行使の大前提となるとともに、民主主義国家の

基礎を形づくるものですが、その現実の在り方は容

易なものではなく、今日に至るまでその重要性が語

られながらも、制度的な保障としては理想と現実の

大きなギャップを見せてきました。

　司法アクセスの大きな要素を占めるリーガルエイ

ド（法律扶助）は、第二次大戦後、西ヨーロッパや

アメリカ、カナダ、オーストラリアなどで目覚まし

リーガルエイド・司法アクセス　
2017 アジア国際円卓会議

・　日 ・ 時　　2017年 9月22日（金）　午前9時30分～午後6時

・　会　　場　　JICA市ヶ谷ビル2階　国際会議場

・　参加対象　　法曹関係者、研究者、学生、社会人

・　費　　用　　無　料

・　参加申込　　�メールまたはファクスで、　氏名、所属、連絡先（メールアドレスまたは電話番号）を記入して

申し込む（9月15日までに）　

　　　　　　　　　電子メールアドレス　jicasd-gov-legal2@jica.go.jp

　　　　　　　　　ファクス番号　　　　03-3505-0833

・　言　　語　　同時通訳あり

　（プログラム）

　　　　　　　　� 9:00� 開　場

　　　　　　　　0� 9:30～ 10:00� 開会あいさつ

　　　　　　　　� 10:00～ 12:00� セッション1「アジアのリーガルエイドの実情と課題」

� � ・�各国（オーストラリア、韓国、カンボジア、台湾、ベトナム、ネパール、

ラオス、日本）のNational�Report

� � ・�リーガルエイド運営主体をめぐる課題、民事法律扶助の実情と課題に

関する意見交換

　　　　　　　　� 12:00～ 13:00� 昼食

　　　　　　　　� 13:00～ 15:00� �セッション2「民事法律扶助の現代課題をめぐる各国の実情と課題」

� � ・�民事法律扶助の現代課題（高齢者、障がい者、外国人の特別なニーズ、

IT の活用等）に関する意見交換

　　　　　　　　� 15:00～ 15:30� 休憩

　　　　　　　　� 15:30～ 17:30� セッション3「アクセス・トゥ・ジャスティス」

� � ・�司法アクセスを妨げる様々な要因（地方における過疎、都市部での過疎、

情報へのアクセス等）と対応

　　　　　　　　� 17:30～ 18:00� 総括及び閉会挨拶
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い発展がみられ、日本においても 2006 年に法テラス

が作られましたが、グローバル化の進行の下でのニー

ズの増加と資金的制約の中で、先進各国のリーガル

エイドはいずれも運営上の困難に直面しております。

　他方、世界の平和と安定の基礎となる法の支配の

制度的具体化は今や先進諸国だけでなく、すべての

国の最重要課題であるという理解が広がり、2015 年

に策定された国連の「持続可能な開発のためのアジェ

ンダ 2030（SDGs）」は、その 16 番目の目標として

「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進

し、すべ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摂

的な制度を構築する。」とし、司法アクセスは発展途

上国だけでなく、すべての参加国の共通の課題とし

て位置づけられています。そしてこの目標のもとで、

各国はそれぞれ実施指針を定め、政策を推進するこ

ととなっております。

　貧困や差別、ホームレスや暴力に直面している人々、

子どもや高齢者・障がい者、移民や難民など、社会的・

経済的に恵まれない状況にある人々がかかえる不利益

や困難に、社会がどのようにかかわっていくべきかは、

直接的に司法アクセスに関わるものであり、従来は刑

事・民事で明確に区分されていたリーガルエイドにお

いても、受刑者や薬物被害者、人身取引や強制労働の

被害者、犯罪被害者への支援などの領域では刑事・民

事及び行政手続き面での、包括的な法的支援の必要が

指摘されています。そしてこうした課題はそれぞれの

国の国内的課題としてだけでなく、問題の国際的な共

有と共通の対策が求められています。

　司法アクセスとリーガルエイドに中心的な役割を

果たす法律家、特に弁護士の業務的環境が激変する

中で、IT の成果の活用を含む、これらの課題に的確

に応えていくためには、先進国、途上国を問わず、

各国の経験により得られた成果の交流と、効果的手

法の開発が求められています。

　リーガルエイド・司法アクセス 2017 アジア国際円

卓会議は、アジア地域の 8 か国の参加による比較的

小規模な会議ですが、司法アクセスとリーガルエイ

ドに正面から向き合う貴重な機会です。この機会に、

各国の成果を交換するとともに、共に直面する課題

について検討を深めていく機会として期待したいと

思います。

銀行カードローンの急増、消費者被害再燃の懸念

銀 行が無担保で貸付けるカードローンの貸

付金額は、消費者金融を上回り、消費者

の生活苦の再現をもたらす懸念がでてい

ます。日弁連は金融庁に対し、銀行についても消費

者金融と同様に、原則として借入金額が年収の 3 分

の 1 を超えることとなる貸付けを行わないなどの規

制を求めてきましたが、銀行側は「規制を課すこと

は適当でない」（6 月 15 日、全銀協会長）としており、

先行きは不透明になっています。

_年収の 3分の 1上限のない銀行ローン、
消費者金融会社は審査と保証担当

　「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となった

ことから、これを解決するために、出資法の上限金

利を引き下げるとともに、借り過ぎ、貸し過ぎの防

止のために、借入残高が年収の 3 分の 1 を超える場

合には新規の借入れができなくなることなどを定め

る貸金業法等の改正（2006 年 12 月）がなされ、こ

の問題は収息に向かって、法改正以降では 5 社以上

の無担保無保証借入の残高のある人の数は 171 万人

（2007 年 3 月末）から 12 万人（2016 年 3 月末）と、

大幅に減少してきました。

　銀行はこの法改正による総量規制の対象外とされ

ましたが、このところその消費者向け貸付けは急増

し、2016 年度末の残高は前年度比で 9.4% 増の 5 兆

6,024 億円となって、消費者金融をはるかに上回るも

のとなっています。この背景には、貸付金利の低迷

が続いている企業向け融資と比べ、カードローンで

は 100 万円以下で年 12 ～ 14% という高水準の金利

が稼げることから、多くの銀行がカードローンを注

力事業の一つとしていること、貸付けに当たっては

多くの銀行が与信判断を外部に丸投げして、保証会

社の審査に依存していることが指摘されています。

　大手消費者金融会社では、貸付残高に比較して保
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証事業残高が顕著に増加し、たとえば 2016 年 3 月

期、アコム（株）では貸付残高（無担保）が 7,582
億円であるのに対し、保証事業残高は 8,857 億円、

SMBC コンシューマー・ファイナンスでは貸付残高

が約 7,288 億円であるのに対し、保証事業残高は約 1
兆 798 億円となっています。

_日弁連意見書の指摘、
銀行業界は対応せず

　こうした中で、自然人自己破産の新受件数は改正

貸金業法の成立以来一貫して減少を続けてきたもの

が、2015 年には、12 か月中、6 か月において、前年

同月比で 100% を超えるなど、今後、多重債務の再

燃を招く恐れもでてきたことから、日弁連は 2016 年

9 月、「銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書」

をまとめ、

　・ 金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」及

び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」

において、銀行等が貸金業者による保証を付した

消費者向け貸付けを行う際には、改正貸金業法の

趣旨を踏まえて、原則として、借入残高が年収の

3 分の 1 を超えることとなるような貸付けを行わ

ないようにすべきことを明記すべきである。

　・ 銀行等は、貸金業者による保証を付した消費者

向け貸付けを行う際には、貸金業法 13 条の 2 に

規定するいわゆる総量規制など貸金業法の趣旨

を踏まえて、原則として借入残高が年収の 3 分

の 1 を超えることとなるような貸付けを行わな

いようにするなど、銀行等による貸付けが顧客

にとって過剰な借入れとならないように、顧客

の実態を踏まえた審査態勢を構築すべきである。

　・ 国は、貸金業法 13 条の 2 等の規定を改正する等

により、貸金業者が自ら貸付けを行う場合のほ

か、銀行等の行う貸付けに保証を付す場合につ

いても総量規制の対象とすべきである。　

としてきました。

　金融庁も 2016 年 12 月に銀行による過剰な貸出し

や過度な宣伝がないか調査を始め、その結果、カー

ドローンにおいて多くの銀行がカードローンの与信

判断を外部に丸投げしている実態が判明し、全銀協

は本年 5 月に各行の過剰融資の防止策を調査してい

ると発表しました。銀行の中にも、テレビ CM の本

数を減らし、収入証明書なしで貸す上限を 200 万円

から 50 万円に下げるなどの取り組みもなされていま

す。しかし銀行は貸付金額の上限を消費者金融と同

じ「年収の 3 分の 1」に規制することには消極的であ

り、6 月に就任した全銀協の新会長は、上限規制は不

要であるとしています。他方貸金業界からは、上限

規制への不満も強くなっています。

　日弁連が 2016 年に実施したアンケート調査では、

借入れ当時の年収が 356 万円の 40 代女性に対し、銀

行が 433 万円貸し付けたケースなど、過大な貸付事例

なども報告されており、消費者としての借り手の保護

を眼目にした上限規制のない銀行ローンのもとで、再

び過剰貸付けが社会問題となることが懸念されます。

　

「共謀罪」成立、要件の判断は捜査当局に

犯 罪を計画段階から処罰する「共謀罪」の趣

旨を反映した改正組織的犯罪処罰法が、6
月 15 日の早朝、参議院本会議で可決され、

成立しました。この法案の審議に当たっては、参議

院法務委員会における採決が省略されるなど、異例

の措置がなされた反面、未遂や予備を原則不処罰と

してきた刑事法の大前提との関係、立法の必要性、

対象となる人の範囲など、いまだに不明確な部分も

多く、その運用について多くの懸念が寄せられてい

ます。

_予備段階での処罰の一般化の危険

　政府は当初「国際組織犯罪防止条約」（TOC 条約）

の批准のためにはこの法案が不可欠であると説明し、

同条約が規定する 4 年以上の刑を定める 677 の犯罪

を対象としていましたが、公明党との協議の中で、

対象犯罪を 277 に絞って提出しました。しかしそれ

でも対象としては幅広く規定されており、未遂だけ

でなく、予備行為を処罰することで、刑事法の大原

則を損なうおそれがあります。

　政府はこの法案の定める罪を「テロ等準備罪」と
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呼んできましたが、対象となる 277 の犯罪としては、

テロの実行（110）、薬物（29）、人身に関する搾取（28）、
その他資金源（101）、司法妨害（9）があり、犯罪の

準備という予備段階の処罰を定めるものとしては極

めて広く及んでいます。

_立法の必要性に疑問も

　TOC 条約は、4 年以上の刑を定める「重大な犯罪」

について、合意を罰する罪（共謀罪）か、犯罪集団

に加わったことを罰する罪（参加罪）を求めており、

参加国はこのいずれかを採用していますが、先進 7
か国の中では日本だけが批准していませんでした。

政府は共謀を罪に問えなければ、日本に潜むテロリ

ストが国内でテロを計画しても逮捕できないケース

があるとして必要性を訴えてきましたが、日弁連は、

条約を結ぶために共謀罪を新たに設ける必要はなく、

条約は経済的な組織犯罪を対象とするもので、テロ

対策とは無関係のものと批判してきました。TOC 条

約の立法ガイドを作成した一人であるアメリカ、ノー

スイースタン大学のニコス・バッサス教授は「条約

の目的はテロ対策ではない」と明言しています。ま

たテロ対策そのものについては、日本はすでにテロ

防止のための 13 本の国際条約を締結しているとする

指摘もあり、政府が例として示したハイジャックの

準備行為などについても、現在の法律で十分対処可

能であるとする指摘もあって、立法の必要性につい

ては疑問が提起されてきました。

_曖昧な構成要件

　政府は、今回の法案は、

　　① 罪に問われる対象は「組織的犯罪集団」である

　　② 罪に問うには「準備行為」が必要である

ことから、過去の「共謀罪」法案とはまったく異な

るものであると説明してきました。

　国会における説明では当初「一般の人は対象にな

らない」と説明していましたが、法務省は「もとも

と正当な活動をしていた団体も、その目的が『犯罪

を実行することにある団体』に一変したと認められ

る場合には、組織的犯罪集団に当たりうる」との見

解を示し、さらに法務大臣は「組織的犯罪集団の構

成員、または関わりのある周辺者でなければ成立し

ない」と、集団の構成員でなくとも処罰対象になる

ことを認めています。この点で、過去の「共謀罪」

の要件と異なるところはなく、市民団体や労組の構

成員も摘発されるおそれがあるのではないか、とす

る批判があります。　

　「準備行為」は、計画に基づき資金または物品の手

配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行

するための準備行為とされていますが、その性質上

明確な指標は捉えにくく、政府は「携帯品や外形的

事情で区別される」、「ビールと弁当をもっていたら

『花見』、地図と双眼鏡をもっていたら『犯行現場の

下見』」（4 月 28 日衆議院法務員会）と答えるなど、

抽象的な説明にとどまっています。その結果、結局

は捜査当局の判断により、事実上広範な捜査権限が

付与され、その限界はとどまることなく広がる危険

があります。

_捜査手法の拡大・強化への懸念

　予備罪の広範な網掛けの結果、捜査手法としても

「共謀」の存在を掴むための通信の盗聴、街頭での顔

面認証カメラや GPS による監視が採用される余地が

広がります。最高裁は先に令状を得ない GPS 捜査を

違法とする判断を示しましたが、こうした監視型捜

査についてはその実態と必要を点検したうえでの立

法的規制が充実されない限り、警察による監視が市

民生活に及ぶ範囲は際限なく広がることになります。

昨年 8 月には、大分で労組の敷地に県警が無断で監

視カメラを設置していた事件が判明し、これについ

ては県警は署員を建造物侵入容疑で送検しましたが、

労組や市民団体の活動にはこれまで以上に日常的監

視が及ぶ危険もあります。さらにこの法律では「実

行前に自首した者はその刑を減軽し、または免除す

る」とする規定がありますが、これにより、うその

供述で他人に罪を着せる「引っ張り込み」の恐れを

生じさせ、冤罪の危険を増すとの指摘もあります。

　「実行に着手したものを罰する。決して思想にまで

立ち入って圧迫するとか研究に干渉するということ

ではない」（1925 年 3 月、治安維持法をめぐる小川

平吉司法相の答弁）

とされた治安維持法が、その後どのように使われた

かが思い起されます。

　数々の疑問や懸念を残したまま、この法律は強行

採決の下で成立しましたが、これにより、民主主義

社会の基礎である自由な言論活動が委縮していくこ

とのないよう、司法の任務は重いといえます。
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1979 年 12 月に鹿児島県大崎町で起きた殺人・

死体遺棄事件で服役した原口アヤ子さん（90
歳）から出されていた再審請求について、鹿

児島地裁は 6 月 28 日、再審開始を認める決定を出し

ました。この事件の再審請求は 3 度目で、1995 年の

最初の請求に対して、再審決定がなされていますが、

高裁宮崎支部は取り消しており、2013 年の二度目の

請求は棄却されています。

　第三次請求では、第二次再審請求の即時抗告審で

認められた義妹の目撃証言の信用性について、「体験

記憶に基づかない情報が含まれている可能性が高い」

とした鑑定について、その合理性を認める一方、元

夫や義弟の自白については、捜査機関の誘導や迎合

で供述が変遷した疑いがあると指摘しています。ま

た、確定判決が認めた、タオルによる絞殺については、

弁護団は「死斑などがなく窒息死の所見が認められ

ない」とする法医学鑑定書を提出し、裁判所は「窒

息死を否定することはできない」としながらも、「確

定判決時の鑑定の証明力は脆弱なものとなった」と

認め、結論として、「自白を裏付ける客観的証拠は存

在せず、共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑い

を否定できない」としました。今回の再審では、元

夫の遺族が申し立てていた再審請求も認められまし

た。

　日弁連はこの決定について、「一定の整合性を持つ

捜査段階の供述は、公判での信用性を覆すのが難し

い。心理学鑑定を有効とした判断は画期的だ」（中本

会長）と、決定を評価しています。

　検察側は 7 月 2 日、この決定に対して即時抗告を

決定しました。

　2 度の再審開始決定がなされたこの事件について、

さらに司法手続きを継続することには、申立人の年

齢を考慮すると強い疑問も残ります。

「大崎事件」で再審決定（鹿児島地裁）

性犯罪厳罰化へ―刑法改正

性 犯罪を厳罰化する刑法改正案が、6 月 16 
日の参議院本会議で可決され、成立しまし

た。

改正の内容は、

　・強姦罪の名称を、「強制性交等罪」に改める

　・ 加害者は男性、被害者は女性としていた部分に

ついて、性別の規定を撤廃する

　・法定刑の下限を懲役 3 年から 5 年に改める

　・ これまで強姦罪や強制わいせつなどに必要だっ

た被害者の告訴を不要にする。

　・ 親などがその影響力を利用して 18 歳未満の子ど

もに性的な行為をした場合に、暴行・脅迫がな

くても処罰する「監護者性交等罪」と「監護者

わいせつ罪」を新設する

などとなっています。

　強姦罪は親告罪であったことから、罪に問われる

ことのないケースも多くみられ、内閣府が 2014 年に

おこなった調査によると、被害の経験のある女性の

うち、どこ（誰）にも相談しなかった人は 67.5% に

上る一方、警察に相談した人は 4.3% にとどまってい

ました。告訴の要件がなくなることにより、こうし

た犯罪の処罰は進むとみられます。ただ、被害者団

体などが撤廃を求めてきた暴行・脅迫という要件は、

監護者性交等罪を除いてはこれまで通り残されてい

ます。暴行・脅迫要件の撤廃が「監護者」にとどまっ

たことは、教育現場での教師やスポーツのコーチに

よる犯罪が非常に多いことへの対策として不十分で

あるとの指摘もあります。
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薬物犯罪など、再犯率の高い罪に問われた被

告について、刑罰に代わる治療プログラム

を導入して立ち直りを目指す、「治療的司

法」の研究センター（センター長は指宿信教授）が

成城大学に設置され、6 月 10 日にはこれを記念する

講演会が開かれました。

_当事者主義の訴訟観に代わる刑事司法観
―治療的司法―

　治療的司法（therapeutic iustice）は、刑事司法制

度を、犯罪を犯した人に対して刑罰を科すプロセス

と見るのではなく、犯罪を犯した人が抱える問題の

解決を導き、結果的に再犯防止を図ろうとする考え

方に基づく司法制度とされます。この考え方は 1980
年代にアメリカの研究者により提唱されて生まれた

ものとされ、欧米ではこうした考え方に立って、犯

罪者が再び犯罪を犯さないようにする介入的で治療

的な裁判所による措置がとられているといわれます。

薬物事犯を専門的に扱うドラッグ・コートや、DV の

加害者を専門的に扱う DV コート、精神障がい者の

問題を扱うメンタルヘルス・コートなどがあり、ド

ラッグ・コートはアメリカでは 2,600 か所以上ある

といわれます。

　治療的司法は、再犯を防止するために法制度その

他の、医療、福祉などの社会的リソースを活用して

いくものとされます。日本では「治療的司法」とい

う言葉は刑事司法制度の中ではほとんど見られませ

んが、家庭裁判所の少年審判など、考え方として似

ているものはあり、近年では知的障がい者の更生プ

ログラムとしても拘置施設の内外で様々な試みがな

されています。「治療的司法」は当事者的対抗主義と

いう英米の伝統的な刑事司法観の修正を求めるもの

で、理論面でも、裁判所の手続きとしても今後研究

されていく余地の大きな領域であるといえます。

　6 月 10 日に開かれた記念講演会では、元厚生労働

省事務次官の村木厚子氏より、郵政不正事件で拘置

された体験を踏まえた講演があり、村木氏は、刑務

所への初入者は減少しているのに再入者の割合は増

加していること、出所者に居場所と出番のあるなし

で、再犯率はまったく異なってくることなどをあげ、

処罰をしないで済む環境整備の必要を訴えました。

　治療的司法に関係する実践例としては、林大悟弁

護士から、クレプトマニア（病的窃盗）の弁護の体

験が報告され、クレプトマニアや摂食障害を抱えた

窃盗常習者の弁護に携わる弁護人は再犯防止のため

に治療環境を整え、依頼者を治療に繋げるところま

で意識的に取り組むべきであるとの指摘がありまし

た。菅原直美弁護士からは、薬物依存症者の回復支

援について弁護の経験が報告されました。

治療的司法研究センターがスタート（成城大学）
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司法アクセス推進協会では 6 月 28 日、「アク

セス・トゥ・ジャスティスと国際協力」と

いうテーマで、この 4 月まで 2 年 4 か月に

わたり JICA の専門家としてコートジボワール共和

国で法整備支援の活動に携わってきた、原若葉弁護

士を迎え研究会を実施しました。

　原弁護士は単身コートジボワールにわたり、司法

アドバイザーとして刑事司法分野の人材育成に関わ

るとともに、司法アクセス改善支援に当たり、同国

のコールセンターの設置をはじめとする情報提供

サービスの構築を推進されました。

_多彩な途上国法整備支援（JICA）

　JICA の法整備支援は、開発途上国の法制度の整

備や運営を支援するもので、約 20 年前からベトナ

ム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、モンゴルな

どのアジア諸国で民法、民事訴訟法の起草支援や、

和解・調停制度、弁護士養成などを進めてきました。

アフリカへの専門家の派遣はなされていませんでし

たが、2013 年に開催された第 3 回アフリカ開発会議

（TICAD）の宣言の中で「平和と安定」が政策の柱の

一つに挙げられたことから、法・司法分野の本格的

な支援が開始され、コートジボワールにおける司法

アドバイザーとして原弁護士が派遣されたものです。

　刑事司法の関係では、2014 年、国連アジア極東犯

罪防止研究所（UNAFEI）を実施機関として、コー

トジボワール、セネガル、マリ等、仏語圏のアフリ

カ 8 か国による JICA 主催の刑事司法研修が始まり、

1 回目と 2 回目の研修は日本で開催されましたが、3
回目からはコートジボワールのアビジャンが開催地

となりました。

_弁護士のアビジャン集中、
アクセス支援はNGOなど中心に

　コートジボワールは西アフリカのギニア湾に面す

るフランス語圏の国で、面積は日本とほぼ同じ、人

口は日本の約 5 分の 1 で、人口の約 2 割近くは政治

経済の中心地であるアビジャンに集中しているとの

ことです。裁判官と検察官は約 700 名で、全国の裁

判所等に配置されている反面、弁護士は約 1,000 名

程度ですが、ほぼ全員がアビジャンに集中していま

す。また、司法アクセス支援のための活動は、弁護

士ではなく、NGO などを中心にしたもので、中でも

女性法律家協会の活動が中心的役割を担っているよ

うです。

　司法アクセスのうち、法律扶助は広報や予算措置

の不備のため、大変遅れていましたが、2013 年以降、

アメリカや EU の支援もあって、年間 100 件程度の

実績があるとのことです。 
　法律相談は EU や国連系機関の支援で 2013 年から

パラージュ（PALAJ）と呼ばれる、無料法律相談を

内容とするプログラムが、当初は全国 6 か所、現在

は 9 か所の法律相談所で進められていますが、EU を

引き継いだフランスの資金的支援も短期的なものな

ので、継続には不安が残るようです。

_住民のニーズ確認し、
情報提供サービス・セットの整備へ

　事前調査の段階からコールセンター設置の要望が

伝えられていたこともあり、2015 年に日本で行われ

た第 2 回刑事司法研修の参加者は、別日程で法テラ

スを視察しました。また、法テラスの第一事業部長

を務めていた原弁護士は、支援の実施に当たり、法

テラスによる震災後のニーズ調査を参考とした住民

の意見聴取を行いました。2015 年 10 月のユプゴン

での聴取では、日常的にある問題、困りごとにはど

のようなものがあるか、その解決方法、なぜ法律家

に相談しないのかなどが調査され、質問リストには

家族の問題、賃金不払いなどの労働問題、不動産、

金銭、賃貸借、暴力、戸籍、相続などが網羅的に挙

げられましたが、こうした問題のすべてが、参加し

た住民の間で現に確認され、それにも拘らず法律家

への相談は殆どなされていないことが判明しました。

このような市民の状況への一助として、司法省が情

報サービスを検討していることを伝えたところ、イ

ンターネットから紙媒体まで、あらゆるメディアを

利用すべきと回答されました。電話による情報提供

であるコールセンターについても、開設されれば利

用するとの回答でした。こうした声も踏まえ、情報

提供サービスはコールセンターだけでなく、パンフ

レットやインターネットも利用した包括的な情報提

供が目指されました。

コールセンター設立、法テラスをモデルに―
コートジボワールにおける法整備支援
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_法テラスの成果をモデルに

　コールセンターは司法省民刑事局の中に設置され、

オペレータ―2 人、スーパーバイザー 1 人の構成で

開始されました。コールセンターの位置づけとして

は、法律的な困りごとがあるが、どこに行って誰に

相談していいかわからない一般市民に法律や手続き

の初歩と裁判所や弁護士会などの連絡先を教える電

話サービスとし、オペレーターにはあえて法律のバッ

クグラウンドを持たない者を選び、スーパーバイザー

には裁判所の書記官経験者が起用されました。また

法律分野における「よくある質問」をカバーする

Q&A も 700 問にわたって準備され、この素案の作成

には女性法律家協会など市民向け法律相談の経験の

ある NGO が協力し、司法省による検討委員会で推敲

されました。コールセンター向けに準備された Q&A
や関係機関リストはそのまま法律情報コンテンツと

して、司法省のウェブサイトなどでも公開されて、

パソコンやスマホから 24 時間アクセス可能になるこ

とが期待されています。

　パンフレットも、家族、土地、労働、裁判所、犯

罪被害者、法律扶助、コールセンターの使い方など 8
種類について、各 5,000 部づつ作成され、PALAJ の

法律相談サイトなどで提供されています。作成にあ

たっては、法テラスの三つ折りパンフを参考に、ビ

ジュアル的にコートジボアールの市民の好みを反映

する工夫がなされました。

　コールセンターとパンフレットを中心とする情報

提供の構築は全面的に法テラスの方式が参考にされ

ています。

　コールセンターは 2016 年 12 月から運用が開始さ

れ、2017 年 5 月では、月 378 件の実績となっていま

す。事案の内容は刑事を含む法律問題の幅広い分野

にわたっています。なお、前述したニーズ確認の意

見聴取に協力した住民との間では、2017年 3月にコー

ルセンターの開設を報告するフォローアップ会合が

もたれ、集まった 12 人の住民のうち、その場でコー

ルセンターに電話して困りごとの解決方法を確認し

た 3 名はコールセンターの機能を絶賛し、皆が家族

や知人友人に伝えると約束してコールセンターのポ

スターなどを持ち帰ったとのことです。

_現地の事情に応じた支援体制の必要

　コートジボワールの司法アクセス支援は短期間に

大きな進歩がみられるものの、問題も山積していま

す。

　その一つは、弁護士の不足と偏在、日本にあるよ

うな弁護士中心のアクセス支援が根付いていないこ

と、財政的問題もあって、法律扶助の本格的構築に

は大きな障壁があることです。

　司法省は、EU などの支援を背景に、新たに司法ア

クセス法案を作成しており、日本が支援しているコー

ルセンターも、司法アクセス法の成立後は同法の定

める司法支援本部におかれることになる予定ですが、

情報提供から法律扶助に至る支援プログラムの円滑

な実施には不透明な要素が残っています。司法アク

セスの国際協力には、支援国・途上国間の理解と協

力とともに、支援国間の協力も求められています。

また現地における交通網・通信網などのインフラや

人的関係、生活基盤（停電や断水など）の不安定さ

などにも十分配慮した支援が必要なようです。

コト―ジボワールの法整備支援報告
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　2017 年 6 月 2 日午前 9 時 30 分、私は東京地裁の

前で開かれた「安保法制違憲訴訟の会」の集会に加

わった。この日、原告団として意見陳述をされる方

の挨拶や弁護団からの報告に数十名が耳を傾け、本

訴訟の意義や経過などについての意思確認がなされ

ていた。

　午前 10 時、傍聴席数を超える希望者がいたため抽

選がなされが、幸い私は傍聴する事ができた（因み

に 3 月 3 日の期日には落選した）。

　安部政権による集団的自衛権を合憲とする一方的

な解釈変更に基づいて、2015 年 9 月 19 日に多くの

国民の抗議の声の中、極めて強引な手続きで採択さ

れた安保法制は、2016 年 3 月 29 日に施行され、今

日に至っている。

　この間、南スーダン PKO における駆けつけ警護を

めぐる一触即発の事態や北朝鮮のミサイル発射等に

対する自衛隊の護衛艦による米軍艦船の武器等警護

などの事態が発生しており、私たちがかつて経験し

たことのないような戦争とその被害、加害への危険

にさらされているのは紛れもない事実となっている。

広範な市民が支える訴訟

　安保法制違憲訴訟の会は、立憲主義を守り、平和

憲法を守り抜き、安保法制による自衛隊の出動など

に対する「差し止め訴訟」と平和的生存権と人格権

侵害などに対して「国家賠償請求訴訟」を提起する

ために立ち上げられた組織であり、寺井一弘弁護士

（元日弁連事務総長、元法テラス理事長）ら 9 名の弁

護士を共同代表としつつ、戦争体験者、戦争被害者、

基地被害にあっている人など、今回の違憲立法によっ

て苦しんでいる広範な市民によって担われている。

　従来の大型違憲訴訟が革新政党や労働組合などの

組織的、財政的支援によって支えられていたのと異

なり全くの草の根運動となっているところに大きな

特徴がある。

　提訴は 2016 年 4 月 26 日に東京地裁に対してなさ

れたのを皮切りに全国に広がり、2017 年 6 月 12 日

現在、原告総数は 6,229 名、19 地裁で 23 裁判が進

行中である。

　このうち、東京地裁では、国賠、差し止め、女の

会による 3 訴訟が進行中であるが、本年 6 月までに

安保法制違憲訴訟を傍聴して（1）
	 佐川 孝志（常務理事）

国賠訴訟は 4 回、差し止め訴訟については 3 回の口

頭弁論が開かれている。

　今回の提訴については事件性や統治行為論などに

より門前払いとなることも一部で危惧されたが、現

時点では原告側の平和的生存権、人格権、憲法制定・

改正権などに関する丁寧な主張の積み重ねにより、

訴訟としては、主張から本格的な立証段階に入って

きているものである。

「平和的生存権」の現実性

　6 月 2 日の第 4 回口頭弁論では、本訴訟の共同代

表でもある代理人弁護士の伊藤真、角田由紀子、福

田護の各氏から要旨次のような陳述がなされた。

　伊藤弁護士は、本年 3 月 3 日に提出された被告（国）

側答弁書及び準備書面について全面的に反論し、①

国賠法上の違法性の判断基準については、いわゆる

「相関関係論」が採用されるべきであり、とりわけ有

識者から違憲と指摘されているような法律を制定す

る際には、当該立法が憲法違反にならないことを国

民に説得的に説明する法的義務が生じていること、

②国は、原告の「平和的生存権」の主張が抽象的・

不明確であり、権利救済の対象とならないとするが、

これは戦争や武力行使の現実を直視しない態度から

生じており、平和的生存権の権利性を正確に認識す

るには、まずは具体的事実例に真摯に向き合うこと

が必要であること、③国は、原告の主張する「人格権」

については、「漠然とした不安感を抱いたという域を

出るものでない」とするが、新安保法の成立により、

基地周辺や大都市、原発周辺の住民、自衛官、海外

にいる外国人、NGO 関係者などの生命や安全が危険

にさらされている。こうした状況は「人格権」の侵

害と言わざるを得ないこと、④国は、原告の「憲法

改正・決定権」の主張について憲法の国民主権の原理・

意義を言い換えたものに過ぎないとするが、その一

方国政選挙における選挙権に関しては「国家賠償法

上保護された権利」と認めているのであり、憲法改正・

決定権が問題となる投票の場合には、国政選挙以上

に国家賠償法上保護された権利が存在すると考える

ことができることなどを理路整然と陳述した。

　続いて、角田由紀子弁護士は「人格権」と呼ばれ

る権利が今日学説上、判例上疑問の余地なく認めら
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れ権利となっていることを最近の動向を踏まえ陳述

し、最後に福田護弁護士が新安保法制が施行されて 1
年余の間に発生した二つのケース、南スーダン PKO
における「駆けつけ警護」という新任務の付与と、

自衛隊の護衛艦による米軍艦船の武器等警護は、憲

法９条に違反して自衛隊が武力の行使に至る危険を

実感させるものであり、原告らの平和的生存権、人

格権、憲法改正制定権を深く侵害するものとなって

いることなどを陳述した。

　この日の裁判は、この後、牧師の方、戦中に満州

で産まれた方など３名の原告が意見陳述をし、最後

に寺井一弘弁護士が次回（9 月 28 日）にさらに 3 通

の準備書面、学者意見書、立証計画を提出すると表

明し、約１時間で終了した。

立憲主義と平和憲法を守る運動の拠点に

　私は、昨年 4 月の提訴以来、国賠訴訟、差し止め

訴訟のいずれをも事情の許す範囲で傍聴してきた。

安保法制違憲訴訟については、内閣及びそれを承認

した国会の政治的ないし自由裁量的判断を優先し、

純司法的機能を使命とする裁判所の審査にはなじま

ないとする判決が早々となされることさえ当初危惧

していた。従来の我が国の消極司法といわれる現状

では、与党側の推薦を含む 3 人の憲法学者が違憲と

断じ、最高裁長官や判事経験者も違憲性を指摘して

いた集団的自衛権を前提とする立法を、司法はチェッ

クできないのではないかと深く懸念していたのであ

る。

　しかし、この日堂々たる原告団の主張を法廷で耳

にして、今や 1,200 名を超える全国の有志弁護士と

6,000 名を超える原告団の立憲主義と平和憲法を守ろ

うとする不屈の闘志が日本の司法に新たな力と変革

のきざしを与えつつあるのを感じている。安保法制

違憲訴訟は、今や全国各地で連日のように提訴、裁

判が続いており、その規模、内容において戦後最大

の憲法訴訟となっているのは疑いようもない。

　折しも、トランプ大統領の登場による安倍政権と

のきな臭い同盟は、挑発的な北朝鮮の対応もあり、

日本を戦争に巻き込む危険を従来とは比較にならな

いほど増している。　　

　一方、集団的自衛権を前提とし、自衛隊を軍隊と

して明文化する憲法改正を安部政権は目論んでいる。

これらの動きを駆り立てているのは、先の集団的自

衛権を合憲とする前提でなされた安保法制の制定が

違憲と司法判断される可能性を感じた安倍政権の焦

りの産物であるとも思われる。

　戦後の日本の平和を支えたのは憲法 9 条であると

の確信をもって本訴訟の今後に引き続き注目してい

きたい。

裁判所前で集会を持つ違憲訴訟の会
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　グローバル化の進展の中で、第二次大戦後、欧米

諸国を中心に整備が進められてきた法律扶助は、先

進国における財政緊縮化の流れの中で、支出の削減、

代替的支援ヘの模索がはかられるなど厳しい状況に

直面し、普遍的制度としての内実の確保には多くの

困難を迎えています。他方、貧困や飢餓、差別や暴

力に直面する社会の改善と発展のために不可欠な手

段としての司法アクセスが改めてとりあげられるよ

うになり、2015 年 9 月、国連サミットで採択され、

2016 年 1 月から実施されている「持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ（2030 アジェンダ）では、

司法アクセスは「持続可能な開発目標（Sustainable 
Development Goals, SDGs）」の中でも重要な課題と

されて、各国はその実現の方策と評価手法の確立に

動いています。

目標 16 に司法アクセス

　SDGs は、2001 年に定められた「ミレニアム開発

目標（MDGs）」を引き継ぐ国際的な遂行目標であり、 
2030 アジェンダは、17 の目標と 169 のターゲット

から作られています。

　国連では、2000 年、貧困の撲滅と開発途上国の債

務問題に取り組む国連ミレニアム宣言が採択され、

MDGs が作られました。MDGs は極度の貧困と飢餓

の撲滅、普遍的初等教育の達成、ジェンダーの平等

と女性の地位向上など 8 つの目標を掲げ、極度の貧

困の中で暮らす人の半減、マラリア、結核、HIV な

どの感染の減少などの成果をあげましたが、15 年後

を迎えるにあたっては気候温暖化の進展、海洋資源

の危機、格差の拡大など、新たな課題が浮上し、そ

れらは開発途上国だけでなく、先進諸国でも深刻な

問題になっています。たとえば日本では、所得が中

央の人の半分に満たない人の割合を示す相対的貧困

率が上昇し、OECD 加盟国の平均値を上回るように

なっています。

　そこで、2015 年 9 月の国連サミットでは、「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」が採択され、SDGs は MDGs が掲げた 8
つの目標を引き継ぎながら、安全なエネルギーへの

アクセス、包括的、持続的な経済成長とすべての人

の雇用の確保、国内及び国家間の不平等の是正、持

続可能な都市など、先進国の課題にも深くかかわる

課題への挑戦として提起されました。

　SDGs は目標 17 として、持続可能な開発のための

実施手段の強化を定め、資金、技術、能力構築など

での国際的な協力と支援を求めています。また実施

手段とグローバル・パートナーシップの必要性、フォ

ローアップとレビューの重要性にも言及し、地方、国、

地域、全世界レベルでの定期的かつ包摂的なレビュー

の実施に取り組むこととしています。

　目標 16 では、「平和で包摂的な社会の実現、すべ

ての人への司法アクセスの提供、効果的で説明責任

のある包摂的な制度」があげられています。すなわ

ち目標 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、すべ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

包摂的な制度を構築する」

とし、またそのターゲットとしては

　 「国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、す

べ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。

　2030アジェンダは目指すべき世界像の一つとして、

人権、人の尊厳、法の支配、平等及び差別のないこ

とに普遍的な尊重を思い描くとし、貧困と飢餓の終

結、国内的・国際的な不平等との戦い、平和で包摂

的な社会、人権の保護とジェンダーの平等、地球と

天然資源の保護・確保、包摂的・持続的経済成長と

雇用など、取り組むべき課題などの達成のための前

提的課題として、司法アクセスを掲げています。

SDGs に先立つアメリカの検討
―民事法律扶助ワークショップから 

　2030 アジェンダは 2 年以上にわたる公開のコンサ

ルテーションなどの作業を経て作られましたが、ア

メリカでは 2015 年 5 月に、目標 16 のための実施指

標に向けた民事法律扶助に関するワークショップが

持たれ、40 人以上に及ぶ内外の研究者や専門家によ

る検討を経て、実施のための提言が作られています。

このワークショップは、司法省の司法アクセス部な

持続可能な開発目標（SDGs）と司法アクセス
	 大石 哲夫（理事）
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どの主催により、2 日にわたって開かれ、

　・ 全米司法機関（NIJ）が、利用できる資金の中で

民事法律扶助の研究を行うことを可能にする

　・ ホワイトハウス・法律扶助関係機関ラウンドテー

ブル（WH-LAIR）に、公共の安全・刑事司法と

関連する民事法律扶助の有効性を伝える　

　・ 国連の、司法アクセスの発展と反貧困目標の策

定要請への国内的活動の開始（2030 アジェンダ、

特に目標 16 の達成のための行程と指標の設定）

を目的として開かれ、

　① 民事的側面での司法アクセスの計測

　② 刑事施設からの出所者などへの民事法律扶助

　③ 人身取引と法律扶助

　④ 消費者保護と法律扶助

　⑤ 高齢者虐待と法律扶助

　⑥ ドメスティック・バイオレンス（DV）と法律扶助

の 6 つの課題について、報告、討論がなされたのち、

提言がまとめられています。いずれも司法アクセス

の課題として国際的観点からも重要なものなので、

その概略をまとめてみました。

民事的側面での司法アクセスの計測
　アメリカでは 1982 年にリーガルサービス協会

（LSC）の研究部門が資金不足のため閉鎖されてから、

研究は草の根ルートで進められてきましたが、イリ

ノイ大学の Rebecca Sandefer 教授の報告では、

　・ 3 分の 2 の人々が法的な問題を抱えているが、ア

クセスは少ない。人々が支援機関などにアクセ

スしないもっとも大きな原因は、法的問題であ

ることを認識していないことにある

　・ アメリカの法律扶助は、西側諸国でも最低の水

準にある

ことなどが報告され、インターナショナル・リーガ

ルエイド・グループ（ILAG）の Alan Paterson 教授

からは、エビデンス・ペースの研究の重要性が指摘

されました。教授は法的問題を抱える人への早期介

入の重要性とともに、テクノロジーの活用、ピアレ

ビューについても報告しました。

　司法アクセスの進展度を示す指標については、司

法アクセスのための全米センター（NCAJ）が行って

いるジャスティス・インデクス（Justice Index）が

紹介されました。これは 4 つのカテゴリーからアメ

リカ各州の司法アクセスの進展度を評価しようとす

る試みで、その指標としては、民事法律扶助弁護士

の数、本人訴訟の援助システム、英語の能力の不十

分な人への援助システム、及び障がい者への援助シ

ステムがあげられています。

　採択が予定された国連の持続可能な開発目標

（SDGs）と、司法アクセスに関する目標 16 について

は、アメリカにおける具体的な指標として、NCAJ
のジャスティス・インデクス、法の支配に関するワー

ルド・ジャスティス・プロジェクトの活用や、貧困

者へのエンパワメントなどが語られる一方、目標に

対する成果の計測の困難性や統計的整備の必要が語

られました。

　その結果、提言として

　・ 持続可能な開発目標（SDGs）への信頼できる指

標の確立

　・ 代理されない人につていてのデータ収集とセン

サスの実施

　・ 連邦が資金を出し、または実施している民事法

律扶助研究の現存するリストの作成

　・ 民事法律扶助の早期介入による利益の研究への

資金提供

　・ サービス提供における弁護士以外の者の活用の

研究

　・ 研究者と法律扶助提供者の協力の促進

　・ 全体的サービスの強化

　・ ロースクールにおける実践的教育の支援

　・ 全米のセルフヘルプ・ポータル

がまとめられました。

出所者等の社会復帰への障害と民事法律扶助
　アメリカでは年間 65 万人近い人が州や連邦の刑事

施設から出所し、120 万人近い人が地方の留置施設

に犯罪記録（criminal record）を残されているとさ

れます。収監者の社会復帰にとって、犯罪記録の存

在は仕事、住宅、教育の継続などのバリヤーとなる

ことが報告され、こうしたバリヤーに直面する人々

に対する援助として、犯罪記録の削除・封印、不正

確な犯罪記録の訂正、ドライバー免許の回復、子の

監護命令の修正と現実的な支払を求める活動が報告

されています。またパブリック・ディフェンダーと

して活動する弁護士が直面する同様の問題が報告さ

れました。こうした報告と討論の結果、社会復帰に

関するルール・規則・実務の点検、犯罪記録の秘匿

と削除の効果に関する研究、民事・刑事リーガルサー

ビスの統合などが提言されました。
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人身取引と民事法律扶助
　人身取引（human trafficking）には、強制労働

と性的人身取引があり、それは現代の奴隷制である

とともに、急速に成長しつつあるといわれます。そ

の犠牲者は、高額の報酬という甘言に騙されて買春

や強制労働を強要されています。強制労働の犠牲者

の多くがアジアやラテン・アメリカからのものであ

るのに対し、性的取引の被害者はアメリカ国内の女

性、子どもなどであるという違いはあるものの、そ

の存在が社会の中で秘匿され、人身取引の犠牲者で

あることを自分では知らないという点では同じであ

り、被害者自身も法的規制に対する警戒心をもって

いることが報告されました。また人身取引の指標と

しては威圧的労働環境、リクルート、移民などがあ

げられました。アメリカでは人身取引犠牲者保護法

をはじめ、犠牲者を守る法律もありますが、州によっ

ては未成年の犠牲者を買春の罪で起訴することもな

されており、また移民としての救済、民事保護命令、

氏名の変更などの法的措置の必要が報告されました。

討論では、人身取引の発見の困難性、国際的協力の

必要、被害者援助の経験のある弁護士の確保などが

指摘され、提言では人身取引の犠牲者へのリーガル

サービスとその結果の調査、アウトリーチの改善な

どが指摘されています。

消費者保護と法律扶助
　アメリカでは毎年 2,500 万人が消費者詐欺の犠牲

になっていることが報告されています。消費者に対

する詐欺的手法による攻撃は、住宅抵当、個人認証

の窃取、略奪的貸付（predatory lending scheme）など、

多様な形態をとっており、低・中所得者をターゲッ

トにしていますが、特に高齢者は認知能力の減退に

より、退職時の資金や住宅を失う結果ももたらして

います。

　法律扶助弁護士は略奪的貸付やサブプライム・ロー

ンについて以前から警告していていますが、今日で

は増大する債務問題が最も大きなものになっていま

す。ノースカロライナにおける調査では、債権取り

立ての濫用に対して消費者が抵抗しない理由として、

刑事手続きと民事手続きが混同されているために、

債権者から起訴や収監の脅しを受けた債務者が対応

をあきらめてしまうことが報告されています。また

テキサス州の調査として、訴訟ではほとんどのケー

スで債権者が勝訴していましたが、債務者が出廷し

たケースではその勝訴率は 33% に下がり、さらに弁

護士がついたケースでは 5% 未満になったことが報告

されています。

　検討では、債権取り立てに関する情報を政策当局

に伝えるうえで民事法律扶助の持つ役割や、債務事

件における裁判所の役割の見直しなどが指摘されま

した。また消費者教育、セルフヘルプ・センター、

裁判所提出書類作成の支援ソフトウェアなどによる

支援とともに、トレーニングを受けた、弁護士でな

い者の援助の必要も指摘されています。

　提言は、消費者保護のための連邦の研究機関とデー

タベースの整備、消費者保護のための弁護活動に対

する連邦機関の資金的措置、債権回収事案に対する

州裁判所の能力向上などを取りまとめています。

発見されにくい高齢者虐待と法律扶助の有効性
　高齢者虐待は死期を早めたり入院をもたらし、被

害者に重い苦痛を与えるものですが、トレーニング

なしでは高齢者虐待のサインは見逃されやすいこと

が課題となっています。

　法律扶助は、虐待を招く抵当流れ（foreclosure）
の予防、全体的なインテイクによる被害者の身体的

安全の確保、経済的詐欺や収奪の予防に努めて来ま

したが、隠れた虐待被害者をどのようにして発見す

るか、限られたスタッフと財源の中でどのように対

処していくべきかは大きな課題とされています。

　高齢者虐待の研究には、倫理的懸念（抑制と介入）、

同意を得ること、発見、関係機関を繋ぐ協力など、

多くの課題があることが報告されましたが、ニュー

ヨークのプログラムでは、虐待とネグレクトの抑制

のために、同一の機関に雇用されるソーシャルワー

カーと弁護士が統合的に活動し、依頼者が法的措置

を求めなければソーシャルワーカーがセイフティ・

プランを作成し、法的措置を求める場合には弁護士

が対応する活動が報告されています。

　法律扶助と医療を繋げることにより病院や医療提

供機関がコミュニティーの保健により良好にアクセ

スできることが報告され、民事法律扶助の実施モデ

ルにおける医療・法律パートナーシップ（Medical-
Legal Pertnership, MLP）も紹介されました。イリ

ノイ州で 2003 年に開始されたプログラムでは 750
ケースのうち 500 ケースが高齢者のものであったこ

とが紹介されています。

　討論では高齢者虐待へのスクリーニング・ツール

の開発、需要をえり分けるための手法の研究の必要、

グローバル・ゴールにおける高齢者虐待の指標をど



司法アクセス・レビュー　第 15 号

15

のように設定すべきかなどが議論され、提言では保

健に関わる法律扶助の影響力の調査への支援、高齢

者虐待の犠牲者への法律扶助資金の増加と提供者の

多様化、アウトリーチ能力の強化などが指摘されて

います。

家庭内暴力（DV）への有効性
　アメリカでは女性の 4 人に一人が DV を経験し、

700 万人の子どもがひどい暴力の中で暮らしている

とされ、DV による医療関係コストは毎年 58 億ドル

を超えているということです。またパートナーの暴

力による所得の減少は毎年 32,000 人のフルタイムの

仕事に相当するとされます。

　法律扶助は、裁判所における保護命令（protective 
order）の取得・更新・執行や、加害者の収監を含む

救済、子の監護命令の取得などにより、加害者から

安全に逃れ、また加害者による財産的侵害から守っ

てきました。

　部族社会の中で DV 被害者を守ることの困難性と

ソーシャルワーカーなどとの協力の必要（アラスカ）、

シェルターとの協力による被害者への援助の実情（メ

キシコ）などが報告され、限られた財源の中で被害

者に対してどのようなレベルの支援を提供すること

が適切かについての研究報告もなされています。

　検討では、DV 被害者への援助の有効性を測るため

には、被害者の満足度よりもピア・レビューが適切

ではないかとの指摘や、研究者とサービス提供者の

協力の必要（研究者がサービス提供の現場に関わる

こと）などが指摘され、提言としては、家族の問題

を裁判所から他の代替的プロセスに移すことの検討、

介入方法の調整と影響（impact）、効果指標の検討な

どがあげられています

総合法律支援の充実が具体的施策に

　持続可能な開発目標（SDGs）は、MDGs を引き継

いで、司法アクセスなど新たな目標やターゲットを

定めるとともに、開発の遅れた地域だけでなく、先

進国を含むすべての国がそれぞれ実施策を定めて定

期的に点検していくことを求めています。

　日本はこの SDGs の策定に早くから関わるととも

に、策定後には 2016 年 5 月に内閣総理大臣を本部長

とする推進本部を設置し、「実施指針」及び「具体的

施策」を定めて対応しています。具体的施策のうち、

目標 16（平和と安全・安心社会の実現）としては、

人身取引対策の推進や児童虐待防止対策の推進とと

もに、総合法律支援の充実を定め、施策概要として

は「日本司法支援センターにおいて全国で情報提供

業務・民事法律扶助業務・国選弁護等関連業務・司

法過疎対策業務・犯罪被害者支援業務を行い、総合

法律支援の充実に取り組む」としています。

　総合法律支援は、SDGs の理念と根本目的に対応し

た、司法アクセスの充実に直接つながる施策として

充実される必要があり、それはアメリカでも検討さ

れたように、日本社会のゆがみをただし、恵まれな

い環境にある人々の助力となる具体的なものにして

いく必要があります。その意味で、その活動は日本

社会が直面している高齢者・障がい者の貧困と孤立、

子どもの貧困、学校でのいじめ、職場での過労死や

パワハラ・超長時間労働などの改善に具体的につな

がるものとして、指標を定めていく必要があるとい

えます。

【参考資料】

　・ 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダと日本の取組」

（2017 年 3 月 31 日、外務省国際協力局）　　

　・ U.S.Department of Justice’s National Institute of 
Justice and Office for Access to Justice with the National 
Science Foundation, White House Legal Aid Research 
Workshop Report（February 2016） 
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇�　リーガルエイドと司法アクセスのあり方は、それぞれの国の歴史を反映した独自のものです
が、抱えている課題には共通の要素があり、互いに学び合う実益は大きなものがあります。国連
のSDGs が司法アクセスをその目標に織り込んだ意義は重いものがあります。リーガルエイド・
司法アクセス2017アジア円卓会議の成果が待たれます。

◇�　自己破産と多重債務の事件は今日でも法テラスの民事法律扶助の最多の件数を占めています。
銀行カードローンの加熱がかつてのローン地獄を再燃させることのないことを願うばかりです。

◇�　改正組織犯罪処罰法をめぐる国会の審議は、法務大臣の要領を得ない答弁をはじめとして、慎
重な審議とはほど遠いものに見えました。立法府の機能低下が案じられます。

◇�　JICA によるコートジボワールの法整備支援では、コールセンター設置において法テラスがモ
デルとなったという報告がありました。法テラスの事業の骨格は、外からみても大きな可能性を
秘めていると思われます。

◇�　安保法制違憲訴訟原告は全国で 6,296 名、代理人弁護士は 1,614 名となっています。北朝
鮮のミサイル・核をめぐる最近の緊張を見るにつけても、平和のうちに生活できる権利という主
張にはリアリティーを感じます。

◇�　森友問題や、加計学園をめぐる問題には、首相に近い経営者への私的な利益供与の疑いが持た
れています。国会の参考人招致や証人喚問に応じてこなかった政府・与党や、一方的に疑惑を否
定する関係者の姿は、疑惑に拍車をかけるものです。

◇�　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。


