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配偶者居住権、特別な貢献評価など ―相続法改正へ

相 続法の改正を審議してきた法制審議会（相

続関係）部会は 1 月 16 日、相続法の改正

要綱案をまとめ、政府はこの改正法案を今

国会に提出することにしています。

　改正の主な内容としては、

　①  被相続人の自宅について、所有権とは別に「配

偶者居住権」の設定を認める。

　②  結婚 20 年以上の夫婦で、自宅を生前贈与されて

いる生存配偶者の持ち戻しの免除

　③ 介護貢献親族の金銭請求を認める

　④  遺産分割前の相続人による預貯金の引出などを

認める「仮払い制度」

　⑤　遺言書作成の柔軟化

などとなっています。核家族化の進行に伴い、子ど

もによる生存配偶者の扶養が困難になってきている

中で、被相続人の死亡による生存配偶者の居住上の

困難を避け、遺産分割における取得分の増加を図る

必要が指摘されてきましたが、今回の改正内容はこ

うした要請に応えるものとしてまとめられました。

_ 配偶者居住権

　改正要綱案によると、「配偶者居住権」は、

　　（ア） 遺産の分割によって配偶者居住権を取得す

るものとされたとき

　　（イ） 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

　　（ウ） 被相続人と配偶者との間に、配偶者に配偶

者居住権を取得させる旨の死因贈与契約が

あるとき

にその居住していた建物の無償使用及び収益をする

権利とされます。この配偶者居住権の存続期間は別

に定めがなければ配偶者の終身の間とされ、配偶者

居住権の効力として、登記請求権、第三者対抗要件、

妨害停止の要求、配偶者による使用収益、第三者に

よる適法な使用収益などがあります。ただこの権利

は譲渡することができず、居住建物の所有者の承諾

を得なければ、改築・増築、第三者の使用・収益は

できないものとされます。

　配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、その

財産的価値に相当する価額を相続するものとして扱

うこととされますが、この価額は配偶者の年齢等か

ら決められ、所有権よりは当然低いものになるので、

配偶者はその差額分について、相続分の算定の上で

従来よりも一般に有利な扱いとなります。

_ 持ち戻し免除の意思表示の推定

　現行民法は、共同相続人中に被相続人から遺贈や

贈与を受けた者がある時は被相続人が相続開始の時

に有した財産の価額と、その贈与の価額を加えて相

続分を算定することとしていますが（持ち戻し）、改

正要綱案は婚姻期間が 20 年以上の夫婦の一方である

被相続人が他の一方に対してその住居又はその敷地

について遺贈又は贈与したときは、この持ち戻し免

除の意思表示があったものと推定するものとしてい

ます。これにより、当該住居は遺産分割の対象とな

る相続財産から除外され、生存配偶者の権利が確定

されることになります。

_ 相続人以外の親族の特別寄与者

　現行民法は、共同相続人中に、被相続人の事業に

関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療

養看護その他の方法により被相続人の財産について

特別の寄与をしたものがある時は、その者の特別寄

与分を加えたものを相続分としていますが、共同相

続人以外にはこれは認められていません。改正要綱

案では、特別な寄与をした被相続人の親族は、相続

開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与分に準じ

た金銭（特別寄与料）の支払いを請求することがで

きるとしています。これにより、子の配偶者などが

療養・看護に尽くした場合などについて、相続人に

その貢献分を請求できることとなります。

　この「特別寄与料」を請求できる者の範囲をどこ

まで広げるかについては議論があったようですが、

「民法上の親族」に限定されました。

　改正要綱案はこのほかに、配偶者短期居住権、相

続財産に属する債務の弁済等のために遺産に属する

預貯金債権の行使が必要となった場合の仮払い、遺

産に属する預貯金債権額の 3 分の 1 に共同相続人の

相続分を乗じた額までについての権利行使、遺産の

一部分割、自筆証書遺言の方式の緩和、自筆証書遺

言の遺言書の保管制度の創設などについて定めてお

り、改正がなされれば、相続法はかなり大幅な改正

となります。
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民事裁判手続き等の IT 化に検討進む、今年度中にまとめへ

近 年の OECD 諸国における Doing Business
のランキングにおいて、日本は契約執行

（裁判所手続き）では 35 か国中 23 番目、

世界の 190 か国の中では 48 番目となっており、特に

裁判の自動化（電子的手段による申立て、電子的手

段による訴状送達、電子的手段による訴訟費用の支

払い、判決の公開）では低い評価となっています。

　政府は民事裁判の IT 化へ検討会を持つこととし、

2017 年 10 月 30 日には、「裁判手続き等の IT 化検討

会」（座長は一ツ橋大学の山本和彦教授）の第 1 回会

合がもたれたのを皮切りに、検討が進んでいます。 

_ 経済界からは強い要望、デジタルデバイド、
秘密保持への配慮の必要指摘も

　検討会の議事要旨によると、第 1 回会合における

最高裁事務総局の説明として、民事訴訟の分野にお

いても一定程度の IT 化は進められており、民事訴訟

では電話会議システム、TV 会議システムが利用され

ているほか、簡易裁判所における簡易な手続きにお

ける東京簡裁でのオンライン申立てでは、平成 28 年

には申立て全体の 27 万 5 千件のうち、約 3 分の 1 に

相当する 9 万件余がオンラインで行われたことが報

告されています。また最高裁では平成 16 年 7 月から

4 年半にわたり、札幌地裁で期日変更の申し立て等、

一部の申し立てをオンラインで可能にするシステム

を運用しましたが、その期間内での利用はわずか 2
件にとどまったとのことです。

　諸外国の裁判手続きの IT 化の状況を考慮すると、

裁判所としても、利用者の利便性の向上と民事訴訟

の効率的な運用に向けて、IT 技術の更なる活用は積

極的に取り組むべき重要課題と考えているとの説明

がありました。  
　経済界からは、遠隔裁判における出張コストの削

減や、e-Filing による利便の向上、時間と費用の節約

が語られ、消費者相談員の団体からは、裁判手続き

が IT 化された場合、消費者にとっては手続きの簡易

化と利便性が高くなる一方、課題としては高齢者や

障害者、日常的に IT 機器を利用していない人の問題

や、セキュリティーの課題が述べられました。

_ 韓国・シンガポール・アメリカなどで進む
手続きの IT化　

　第 2 回会合では、弁護士の業務における IT の活用

状況が報告され、全会員を対象としたアンケート調

査の結果では、弁護士業務ではスケジュール共有ツー

ルや登記情報提供サービスなど様々なツールを用い

ており、「ウェブサイトを通じた裁判所への書面提出」

や「訴訟記録のウェブサイトを通じた閲覧」などに

ついて、7 ～ 8 割程度は「利用してみたい」「どちら

かといえば利用してみたい」という積極的な回答で、

多くの弁護士が裁判手続きの IT 化に期待している

ことがうかがわれるとの説明がありました。その後、

諸外国の裁判手続きの IT 化の状況について報告がな

され、e-Filing、e-Court、E-Case Management など

について韓国、シンガポール、アメリカ、欧州におけ

る IT 化の実情が説明されました。

　韓国では書面や証拠を電子化して裁判所のサイト

にアップロードする形で電子訴訟化が図られ、2015
年では約 60% が電子訴訟になっているとのことで

す。シンガポールでは 1998 年に電子ファイリング・

システムが構築され、2013 年からは第二世代として

電子訴訟システムができて使われているとのことで

す。電子訴訟システムでは、これを使うことにより、

①裁判所と弁護士間でメールの連絡ができる、②

e-Filing ができる、③ e 事件管理ができる、④ビデオ

会議ができる、⑤自動録音ができる、⑥統計データ

がその都度出せるようになる、などの利点があるこ

とが説明されました。

　アメリカでは連邦裁判所が持っている Cm/ECF と

呼ばれる e-Filing のシステム（連邦裁判所に対する

事件の申し立てや書面の提供を電子的に行うシステ

ム）があり、各裁判所でトレーニングなどを受講す

ると弁護士にログインアカウントが作成され、2004
年度からこの利用が弁護士に強制されているとの説

明がありました。また記録の閲覧については PACER
と呼ばれるオンラインで連邦裁判所に係属している

事件の記録が全て閲覧・ダウンロード（有料）でき

るとのことです。
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原発避難による「故郷喪失慰謝料」「帰還困難区域」外にも
―東京地裁判決

東 京地裁は 2 月 7 日、福島県南相馬市の小

高地区などに住んでいた住民が求めてい

た、故郷喪失慰謝料などについて、318 人

に対し合計約 11 億円（1 人当たり 330 万円）の支払

いを命ずる判決をだしました。

_ 帰還困難区域外での「故郷喪失」争点

　国は 2013 年末に、放射線量の高い「帰還困難区域」

の住民ら約 2 万 5 千人に対し、通常の慰謝料に加え 1
人 700 万円を支払うよう東電に指示していましたが、

原告はその対象外となっていました。原告側は 2014
年 12 月、一人あたり 1,000 万円の故郷喪失慰謝料と、

月 10 万円の「避難生活の慰謝料」を月 28 万円に増

額することを求めて提訴していました。

　東京電力は、原発事故の賠償基準である国の「中

間指針」に基づき、一人当たり 850 万円を支払って

いましたが、それ以外の支払いは拒否し、原告が指

摘した「永遠の小高の消失」という事態は生じてい

ないとしてきました。

_ 生活基盤で人間関係を築きながら
生きる権利は人格的権利

　判決は、原告らが生活基盤で人間関係を築きなが

ら生きる権利を、憲法 13 条に基づく人格的権利と認

め、帰還が可能でも生活基盤が変われば人格に対す

る深刻な侵害となると指摘したうえで、支払われた

850 万円に故郷を失った慰謝料など 330 万円を上乗

せして支払うよう命じたものです。判決は国の定め

た賠償基準である「中間指針」は一般的な指針に過

ぎず、裁判所を拘束するものではないとしました。

　中間指針による「故郷喪失慰謝料」の対象から外

れていた被災住民について、前橋地裁や福島地裁は

国の方針をほぼ踏襲していたのに対し、千葉地裁は

帰還困難区域以外の避難者の一部にも、住み慣れた

地域で長年生活できなかった被害を認めていました。

　検討会は第 3 回（12 月 27 日）には裁判手続等の

IT 化の検討に当たって考えられる論点整理、第 4 回

からは民事訴訟の手続段階ごとに見た IT 化の視点と

いうテーマで検討が進んでおり、2 月 7 日までに 5
回の検討会を終えました。

　政府はこうした検討を踏まえて、民事裁判手続き

の IT 化を進めるため、これまで紙媒体での提出・審

理を原則としてきた民事裁判の訴状や準備書面など

の記録をすべて電子化する方針を固めたことが報道

されています。最高裁は電子データやインターネッ

トの活用を進めるための調査費として、2018 年度の

予算案に 4,900 万円の調査費を組み込んでいます。
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原発事故、防げた可能性 ―東電社員が出廷

福 島第一原発事故を巡り、業務上過失致死傷

罪で強制起訴された東京電力会長ら 3 人

の第 2 回公判が 1 月 26 日にあり、東電で

事故調査報告書を取りまとめた社員が証人として出

廷しました。

　社員は調査結果などを踏まえ、事故は防げた可能

性があったと証言しました。

　2017 年 6 月の初公判で、指定弁護士は 180 点以上

の証拠を提出していましたが、この中に 2008 年 4 月

に東電社内で開かれた津波対策会議の議事録があり、

東電はこの会議の直前、子会社から福島原発を襲う

津波（高さ 15.7 メートル）の計算結果や、対策に向

けた防潮堤の図面を受け取っていました。

　出廷した社員は 2008 年 6 月にあった社内の打ち合

わせで、子会社から 15 メートルを超える津波が発生

するとの試算が報告されたと証言し、これがそれま

で想定されていた津波高の 6 メートル前後と比べて

極端に高くなっていたことに違和感を覚えたとして

います。この打ちあわせには被告の元副社長も同席

していたとのことです。事故当時、原発設備管理の

幹部だったこの社員は「防潮壁の設置や、重要機器

の水密化で防げた可能性がある」と説明しています

が、東日本大震災で発生した規模の津波に対する防

潮堤の設置は困難だったとも証言しました。

広島高裁、伊方原発運転禁止の仮処分決定

四 国電力伊方原発 3 号機（愛媛県伊方町）

をめぐり、住民が求めた運転差し止め仮

処分の即時抗告審で、広島高裁は 2017 年

12 月 13 日、広島地裁の決定を覆し、2018 年 9 月 30
日まで運転を禁止する決定をしました。2011 年 3 月

の東京電力福島第一原発事故後、原発の運転を差し

止める司法判断は高裁としてははじめてのものです。

　今回の決定は、原子力規制委員会の定めた火山ガ

イドの評価手順に従い、伊方原発から約 130 キロ離

れた阿蘇山の危険について火山の活動性が十分小さ

いと判断することはできず、噴火規模を推定するこ

ともできないから、過去最大の噴火規模（160 キロ

先に火砕流が到達した約 9 万年前の過去最大の噴火）

を想定すべきで、その場合伊方原発に火砕流が到達

した可能性が十分小さいとは評価することはできな

いから、伊方原発の立地は不適であると判断したも

のです。

　この決定に対しては、「あまりに極端だ。そうした

噴火が起きれは、原発以前に九州全体が灰燼に帰す

るではないか」（産経新聞社説）といった批判もなさ

れていますが、福島第一原発事故は、めったにない

事態であるとして対策を取らなければ、取り返しの

きかない大災害を招くことを示しています。

　最近でも 5000 年ぶりの御嶽山、3000 年ぶりの本

白根山の噴火の例にみられるように、我が国は文字通

り火山列島であるにもかかわらず、その上にいくつも

原発が立地しています。原発は火砕流どころかちょっ

とした噴石であっても、それが原発を直撃すると深刻

な大事故につながるとの専門家の証言（安保法制違

憲訴訟での原告本人尋問での元原発技師渡辺敦男氏発

言）もあります。

　噴火リスクを重視した今回の決定は九州電力川内

原発、同玄海原発など火山近くにある他の原発に対

する今後の司法判断にも影響を与えるものとみられ

ます。
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不妊手術強制で国を提訴 ―旧優性保護法

旧 優性保護法（1948 ～ 96 年）のもとで、

知的障害を理由に同意なく不妊手術を強

制された宮城県の女性が、1 月 30 日、国

を相手に 1,100 万円の損害賠償を求める訴えを宮城

地裁に起こしました。

　原告女性は、幼いころの麻酔治療の後遺症で知的

障害が残り、1975 年、15 才の時に県内の病院で卵

管を縛る手術を受けさせられました。訴状で原告は、

不妊手術を強制する優性保護法について、「出産とい

う自己決定権を侵害し、基本的人権を踏みにじるも

ので違憲」とし、強制不妊手術被害を救済する補償

制度を作ってこなかった点について、国家賠償法上

の責任があると訴えています。

_ 政府、国連の救済措置勧告に応ぜず

　旧優性保護法は 1996 年、障害者差別に当たるとし

て母性保護法に改正されましたが、国連の自由権規

約委員会は政府に「補償を受けるための必要な法的

措置を取るよう」勧告、日弁連も政府に謝罪・補償

を求めていました。2004 年の参議院労働委員会で当

時の厚生大臣も補償の必要性の検討を示唆していま

したが、政府は「当時は適法だった」として謝罪・

補償に応じてきませんでした。

　原告側は、法改訂時から被害の回復が不可欠だっ

たのは明白と指摘し、特に立法に必要な合理的期間

の経過後も、救済しなかった過失があるとしていま

す。

　旧優性保護法のもとで知的障害や精神疾患などを

理由に不妊手術を強制された人は全国で約25,000人、

このうち 16,500 人に対しては強制だったとされ、体

調不良 に長く苦しめられ、結婚の機会を奪われた人

も多いといわれますが、当時の記録が破棄されるな

どのために、実態は判然としない状況が続いていま

した。

　宮城県が昨年開示した資料で、はじめて女性への

手術日や「遺伝性精神薄弱」という理由が確認でき

たということです。宮城県によると、資料には旧優

性保護法に従って手術を受けた 859 人（男性 320 人、

女性 535 人、性別・年齢非公表 4 人）の氏名が記さ

れており、女性の最年少は 9 才が 2 人、男性では 10
才が 4 人となっており、疾患名はいずれも「遺伝性

精神薄弱」とされていました。

_ 強制手術の実態、次第に明らかに
―議員連盟の動きも

　宮城での提訴後、知的障害がある人に不妊手術が

強制された問題をめぐる資料が次第に明らかになっ

ています。国のまとめによると不妊手術を強制され

た人は少なくとも 16,435 人、3 割が男性とされます。

神奈川県の審査会に提出された申請書には「育児能

力がない」という、偏見を根拠に審査した状況が記

されており、朝日新聞社が情報公開などで入手した

文書の中にも、遺伝の根拠が薄いと指摘されながら

遺伝性疾患を認めた例（鳥取）、審査会を開かず手術

の可否を決めた例（福岡）などがあるということです。

同新聞社が1949～96年の厚生省「優性保護統計報告」

などから作成したまとめによると、強制不妊手術は

14,939 件で、うち北海道が最も多い 2,593 件、宮城

県が 1,406 件などとなっています。

　北海道では宮城県での提訴と情報公開請求を受け

たことから保管されている資料の精査に着手しまし

た。その結果、1962 ～ 73 年度の 12 年間で審査会に

申請のあったのは 1,210 件、手術が適当と判断され

たものは 1,129 件とされます。  
　

　国はこれまで補償に消極的で、全国の実態調査に

ついても「損害賠償など救済措置が前提となる」と

慎重な姿勢ですが、この問題では超党派の国会議員

連盟も発足する動きがあり、行方が注目されます。
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安保法制違憲訴訟（東京地裁）、原告本人尋問

　「安保法制違憲訴訟の会」（共同代表は寺井一弘弁

護士他）による、国を相手とする安保法制違憲訴訟は、

2016 年 4 月 26 日の東京地裁への国家賠償請求を皮

切りに全国に広がり、本年 1 月 24 日現在、全国の原

告総数は 7,152 名を数え、全国 21 地裁・24 裁判（東

京地裁 3、福岡地裁 2）に係属され、更に京都で第 2
次提訴が、福岡で第 3 次提訴が予定されて、代理人

弁護士も 1,600 名を超える空前の規模と内容を含む

ものとなっています。

　このうち東京地裁の国賠訴訟は、1 月 26 日の第 6
回期日から立証段階に入り、この日は 7 名の原告本

人尋問が行われました。これは、国側の「証人、原

告のいずれについても尋問実施の必要性は皆無であ

る。速やかに弁論を終結すべき」との主張を斥け、

裁判所がこの期日から原告尋問など実質的審理を開

始することを決めたことによるものです。

　審理は午後 1 時 30 分から開始され、午後 5 時に

終了するまでの間、原告 7 名がそれぞれの立場から、

代理人弁護士の質問に答える形で新安保法制制定に

よる不安、苦痛、手続きの不当性などを訴えました。

　戦争被害者の原告は「空襲などによる恐怖体験が

フラッシュバックする」、障がいを持つ子の親である

原告は「安保法制になり周りの国からも戦争をする

国に見られるようになり、大変不安である。障がい

のある息子は戦争になれば逃げられない」、被爆者で

ある原告は「17 歳で被爆した。地獄図だった。戦後

は平和憲法により安心して生活してきたが、戦争の

危険が格段に高くなった」、横須賀基地周辺の原告は

「横須賀基地は、日米一体の安保法制の中核、昨年 2
月の自衛艦『いずも』による米軍艦船の防護などに

より、戦争に巻き込まれる恐怖感は飛躍的に高まっ

ている」、などと訴えました。

　また元原発技師の原告は「原発は外部からの攻撃

に極めて脆弱であり、安保法制による戦争やテロの

危険と被害の甚大さを考えると夜も眠れない」と指

摘しています。障がい者施設で働く若者は「差別や

貧困をなくそうと活動してきたが、解釈で憲法を変

え、民主主義を否定する政治の在り方が怖くてなら

ない」、教会の牧師である原告は「キリスト者として

平和な世界を作ろうとしてきた。今、日本が戦争を

する国に変わろうとしている胸騒ぎがする」などと

述べています。

　なお、5 月 11 日の第 7 回期日では、今回に引き続

き 3 名（元自衛官、学者、鉄道員）の原告本人尋問

が予定されています。
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現 職の自衛官が国を相手に、「安保関連法は

憲法 9 条に違反する」として、法が定め

る「存立危機事態」になっても、防衛出動

の命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の

控訴審判決で、東京高裁（杉原則彦裁判長）は 1 月

31 日、訴えは適法として一審の東京地裁判決を取り

消し、審理を東京地裁に差し戻しました。

　この裁判で一審の東京地裁（吉田徹裁判長）は、

国の主張を認め、「現時点で原告に出動命令が出る具

体的可能性はなく、原告の権利や地位に危険や不安

が存在するとは認められない」として、訴えの利益

を認めず、事実上の「門前払い」の判決 (2017 年 3
月 23 日 ) をしていました。

　これに対し杉原裁判長は、安保法制が制定された

ことを踏まえ、存立危機事態が生じたり、防衛出動

命令が発令する可能性を認めた上で、その場合全て

の自衛官が命令の対象となる可能性が非常に高いと

し、この命令に従わない場合には「社会的非難を受

けたり、懲戒処分や刑事罰を受けることになる」と

指摘し、「重大な損害を予防するための提訴は適法」

と結論づけました。

　この訴訟は、現職の自衛官が原告となっているだ

けに注目をあびていましたが、差し戻し審では安保

法制の違憲性が直接問われる可能性が高まり、今後

更に注目されることとなります。

現職自衛官の安保法制違憲訴訟、
東京高裁、「訴えの利益」を認める

オ ウム真理教による地下鉄サリン事件など

で殺人罪に問われた元信者高橋克也被告

の上告審で、最高裁は 2018 年 1 月 18 日、

被告側の上告を棄却する決定をし、同月 25 日付で上

告棄却に対する異議申し立てを退ける決定をしまし

た。

　一連の事件での死亡者は 29 名、負傷者は 6 千人を

数える犯罪史上空前のものでしたが、これによりオ

ウム真理教をめぐる一連の刑事事件は 1995 年 7 月の

開始から 22 年 6 か月で終結を迎えることとなりまし

た。この事件により起訴されたものは 192 名、裁判

の結果、麻原彰晃教祖など 13 名の死刑、高橋被告な

ど 6 名の無期懲役などが確定したものです。

　一連の事件の首謀者とされる麻原教祖は一審の公

判において「私は完全な無罪です。無実です」と述

べましたが、途中からは沈黙に終始し、その後の公

判は事実上被告本人が不在のまま、死刑が確定した

ものです。現在は、東京拘置所に収容され、第 4 次

再審請求中とのことです。

　長かったオウム真理教裁判の間に、日本の刑事裁

判の状況も大きく変わりました。2004 年 5 月に成立

した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に

より裁判員制度が導入されるとともに刑事訴訟法が

改正され、①公判前整理手続きの創設、②証拠開示

の拡充、③被疑者に対する国選弁護人制度の導入な

どが定められました。③については、2006 年 4 月に

設立された法テラスが担うこととなりました。

　また、この事件などを契機に 2008 年 12 月から刑

事事件の犯罪被害者やその委託を受けた弁護士が刑

事訴訟に参加する被害者参加制度が導入され、貧困

な被害者のための国選被害者参加弁護士制度が導入

され、これも法テラスがその業務の一部を担うこと

となりました。

　死刑確定囚であっても共犯者の公判が継続中の場

合は、刑の執行がなされることはありませんが、オ

ウム関連全裁判が終結したことにより、法務省は今

後死刑執行の検討を本格化するとみられています。

_ 死刑廃止は国際社会の大勢

　ところで、日本弁護士連合会は 2016 年 10 月、第

59 回人権擁護大会で「死刑廃止を含む刑罰制度全体

の改革を求める宣言」を採択し、政府に対し、日本

で国連犯罪防止刑事司法会議が開催される 2020 年ま

でに死刑制度の廃止を目指すべきことを求めました。

オウム真理教裁判終結と死刑制度
佐川 孝志
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そして、2017 年 12 月になされた 2 名の死刑囚の死

刑執行に対しては、「死刑執行に強く抗議し、改めて

2020 年までに死刑制度の廃止を目指すべきであるこ

とを求める」旨の会長声明を発表しました。

　2015 年現在、法律上及び事実上の死刑廃止国は

140 か国に達し、世界の国の 3 分の 2 を占めています。

OECD 加盟国で死刑制度を持つ国は韓国、アメリカ、

日本のみであり、このうち韓国は 18 年以上執行を停

止しています。アメリカでも 50 州のうち死刑廃止の

州が 18 州、執行停止の州が 3 州となっており、国全

体として死刑を執行しているのは日本だけとなって

います。また、この間死刑制度に犯罪抑止効果がな

いことが明らかにされてきており、誤判・冤罪のリ

スクも拭いされないことも指摘されています（団藤

重光「死刑廃止論」、日弁連前記「宣言」など）。

　政府は、国際機関からの死刑の執行停止を求める

意見に対して、2014 年世論調査で国民の 80.3% が

「死刑はやむを得ない」としており世論に支持されて

いるとしていますが、同じ調査で「状況が変われば

廃止」が 40.5%、「終身刑導入なら廃止」という回答

が 37.7% に上っています。国際的な死刑制度の状況

や死刑の執行等に関する情報発信、情報公開が十分

になされ、終身刑など代替刑の導入が想定されれば

世論も変わりうるのではと考えられます。

　もっとも、本質的には死刑の問題は人権の問題で

あり、多数の意思かどうかで存否を決めるべきもの

ではないと思います。私が死刑制度に反対するのは、

死刑が国家による人間の殺害であり、重大かつ深刻

な人権侵害であり、残酷で取り返しのつかない刑罰

であるからです。このようなことをいうと被害者の

人権を考えていないという声が出てきそうですが、

加害者への人権への配慮は被害者や遺族の人権を損

なうことと必ずしも同義ではないと思っています。

残虐な加害者への被害者遺族の憤りは厳粛に受けと

めなければなりませんが、依然として不十分なもの

となっている被害者遺族への物心両面にわたる支援

の一層の充実こそ重要だと思います。

_ オウム事件の徹底的検証と
死刑制度の是非検討を

　不特定多数を狙い、多数の死傷者を出したオウム

真理教事件は、自分や家族もその被害者となったか

もしれないという危機意識を国民全体に及ぼし、結

果として日本の刑事司法を変えたものがあります。

　「オウム真理教の教団による東京の地下鉄サリン事

件が起こりまして、全都がちょっと恐慌状態に陥っ

たような感じになりました。毎日のように捜査の模

様が報道され、世の中でも、『けしからん連中だ、あ

あいうのは死刑にしてしまえ』というわけで『今ご

ろ死刑廃止論などというのはとんでもないことだ』

という風潮が世の中に急速に高まってきました」（団

藤重光「死刑廃止論」より）という状況が出現し、

その後日本の刑事司法は厳罰化の傾向を強めていき

ました。また、そのような風潮に応えるように地下

鉄サリン事件直後の 1995 年 5 月には 3 名の死刑執行

がなされ、その後も、冤罪の可能性が指摘されてい

ながら死刑確定後僅か 2 年で死刑執行された飯塚事

件をはじめ例年のように再審申請中のものを含め死

刑執行が繰り返されています。

　そのような状況の契機となったオウム真理教事件

の全裁判が終結しました。現在、13 名の死刑囚の大

半が再審請求中ですが、最後に死刑が確定したもの

でも確定後 6 年以上経っており、今後、麻原教組を

含め死刑執行が具体的に検討されていくとみられて

います。

　しかし、この長い裁判を通じ事件の真相は果たし

て解明されたのでしょうか。また、事件の再発防止

は果たして図られているのでしょうか。後継団体「ア

レフ」は今も「麻原信仰」を強め、入信者を増やし

ています。麻原教組の死刑執行は神格化を強めるだ

けという指摘さえもあります。

　オウム真理教事件は、日本全体を震撼させた類を

見ない凶悪事件でした。しかし、これを起こした麻

原教組達を処刑して一件落着となるのでしょうか。

私には、オウム真理教事件の徹底的検証と日本の死

刑制度の是非が今こそ問われていると思えてなりま

せん。

（さがわ　たかし　常務理事）
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　2017 年 9 月 22 日に開かれた、リーガルエイド・

司法アクセス 2017 アジア国際円卓会議は、参加した

国と地域としてはオーストラリア、カンボジア、韓

国、ラオス、ネパール、台湾、ベトナム、日本の 8
か国・地域にとどまり、東アジアだけに限っても中国、

フィリピン、インドネシアなどの国々の参加は得ら

れなかったという点で、規模としては大きなもので

はありませんでしたが、円卓会議には近時の司法ア

クセスの動向や各国・地域の対応、直面する課題な

ど、貴重な情報が寄せられ、多角的な検討がなされ

ました。この会議に先立って、2017 年 6 月には南ア

フリカで国際法律扶助グループ（ILAG）の会議が開

かれ、また北京では 4 回目の中国・EU 法律扶助政策

対話（China-EU Legal Aid Policy Dialogue）がなさ

れたことが報告されています。法律扶助と司法アク

セスの再評価と再構築を目指す動きはかつての先進

国中心の制度整備に代わる世界的アジェンダとなっ

ており、円卓会議においても多くの注目すべき発言

が見られました。そこで、この会議において示され

た法律扶助と司法アクセスの現況を振り返り、今後

の方向を考えてみたいと思います。

1．持続可能な開発目標（SDGs）の 
影響と各国の対応

　2015 年 9 月に国連サミットで採択された「持続可

能な開発のためのアジェンダ 30」では、17 のゴール

と 169 のターゲットが設けられ、その 16 番目のゴー

ルは「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

る包括的な制度を構築する」とされています。また

ターゲットとしては、

　・ 子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる

形態の暴力及び拷問の撲滅

　・ 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

すること

　・ あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のあ

る透明性の高い公共機関を発展させること

　・ あらゆるレベルにおいて対応的、包摂的、参加

型及び代表的な意思決定を確保すること

　・ 持続可能な開発のための非差別的な法規及び政

策を推進し、実施すること

など、12 項目が列挙されています。すなわちすべ

ての人に司法アクセスを保障することは、暴力と差

別、汚職や透明性に欠ける政府の対応などを抑止す

ることにより、基本的自由の保障と開かれたコミュ

ニティーへの基盤を構築するための不可欠な要件と

されています。

　このことは、裏返せば今日の国際社会が差別と抑

圧、暴力と虐待、権利の無視と為政者の恣意的政策

に蝕まれていることを認め、その改善に向けた武器

として、司法アクセスの保障を実現していこうとす

る決意の表れであるとも言えます。

　持続可能な開発目標は、その実現に向けた国家的・

国際的な努力を迫っており、先進国においても、発

展途上国においても等しく取り組まなければならな

い課題となっています。その意味で、この SDGs は、

2012 年 12 月に国連で採択された「刑事司法制度にお

ける法律扶助へのアクセスに関する原則及びガイドラ

イン」とともに、各国の司法アクセスに関する法と政

策の推進を強く求めるツールともなっています。

2．共通の困難 ―資金確保の課題

　第二次大戦後、世界の法律扶助をリードしてきた

イギリスと旧英連邦諸国では、イギリスの 2012 年法

律扶助改革法（LASPO）にみられるように、法律扶

助の深刻な後退をみせています。イギリスでは家庭

私法事件、住宅事件、福祉給付、移民関係事件など

が原則として法律扶助の対象から除外され、救済措

置として設けられた「例外的援助」の規定も、実施

初年度では申請に対してわずか数 % しか認められな

いなど、厳しい制度運用のもとで、本人訴訟の激増、

相談先を失った福祉給付の申請者、子ども・若者の

権利の形骸化、身体の拘束を受けても法的助言が得

られない移民など、深刻な事態が報告されています。

オーストラリアでも連邦政府は 2017 年度からの法律

扶助への資金カットを計画し、弁護士会の強い反対

グローバル化の中の法律扶助の課題
―リーガルエイド・司法アクセス 2017 アジア国際円卓会議が残したもの

 　大石 哲夫
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のもとで撤回されたことが報告されました。

　貧困な人々への法的支援は、医療や教育と同様の

国政上のプライオリティーを持つものではないとす

る位置づけのもとで、民事法律扶助への資金カット

が進められており、これに対抗するためには、法律

扶助が、問題を抱えた人々にとってさらに深刻な結

果を招くことを防ぎ、コミュニティーの発展と安定

に寄与するものであるとする、エビデンス・ベース

での説得的な主張が求められています。　

　先進諸国の資金カットの動きに対して、発展途上

国では法律扶助のための統一的施策や資金供与が立

ち遅れ、カンボジアやラオスでは法律扶助の実施は

ほとんど弁護士会に委ねられていることや、国際

NPO の活動に大きく依存していることが報告されて

います。途上国では、法律扶助は刑事中心となる傾

向が強く、NPO の活動も刑事事件に傾くようですが、

女性や子ども、障がい者などへの人権・民事事件の

援助としても、ネパール、ラオス、カンボジアでは

国際 NPO が法律扶助の実施の上で動かし難い影響力

を持っていることが報告されています。ただそれだ

けに、援助の持続性が国際的な支援に依存し、常に

打ち切りの不安を抱えていることが示されています。 

3．広がるサービス領域 ―韓国、台湾、日本

　韓国、台湾、そして日本は、国が責任を持つ法律

扶助としては、欧米先進国からは周回遅れで出発し

た過去を持っていますが（韓国は 1987 年法律救助法、

台湾は 2004 年法律扶助法、日本は 2006 年総合法律

支援法）これらの国では短期間に制度の整備を進め、

韓国では大韓法律救助公団（KLAC）、台湾では法律

扶助基金会（LAF）、日本では日本司法支援センター

（法テラス）などの法律扶助実施組織のもとで幅広い

活動が展開されています。

　韓国ではすべての人々を対象とする、資力要件の

ない法律相談が職員により提供され、台湾でも、資

力を要件としない法的助言が導入されました。また

韓国では兵役の代わりに法的サービスを提供する公

益法務官がスタッフ弁護士とともに広範なサービス

を提供しています。さらに韓国では大規模災害への

支援事務所、移動相談バスによる障がい者施設など

への訪問、住宅リース紛争仲裁委員会など、注目す

べき施策がみられ、近年では弁護士会やプロボノセ

ンターとの間での MOU の締結による協力が進んで

いることが報告されています。

法律扶助の実施規模（4つの国と地域の中心的な組織　2015 年度）

オーストラリア
リーガルエイド・
コミッション（LAC）

韓国
大韓法律救助公団
（KLAC）

台湾
台湾法律扶助基金会

（LAF）

日本
日本司法支援センター

援助実施件数

　代　理 141,407 178,990 34,463 173,207 

　助言援助 381,555 1,486,795 90,641 345,213 

　当番弁護士等 454,838 ー 2,761 70,393 

　情報提供 1,214,801 ー ー 547,943 

　その他 7,906 ー 9,144 24,919 

　合　計 2,200,507 1,665,785 137,009 1,161,675 

資　金    　　 （1 万 AUD） 　　（100 万ウォン） （1000 台湾ドル）

　　　政　府 56,110 37,834 960,406 

 476 億 9350 万円 　37 億 8340 万円 　　35 億 548 万円  324 億 3600 万円

　　　その他 11,010 45,514 74,560 

　 93 億 5850 万円 　45 億 5140 万円 　　2 億 7214 万円  120 億 9000 万円

　　　計 67,120 83,348 1,034,966 

 570 億 5200 万円 　83 億 3480 万円 　37 億 7762 万円  445 億 2600 万円

注 1. 円換算レートは、1AUD ＝ 85 円、1 ウォン＝ 0.1 円、1 台湾ドル＝ 3.65 円とした。 
2.  代理は家庭、民事、刑事、少年事件等を含む。当番弁護士等には初回取り調べ立会（台湾）、被疑者弁護援助（日本）を含む。

3.  オーストラリアは 2017 年 6 月の国際法律扶助会議におけるナショナル・レポート、他は円卓会議におけるナショナル・レポートのデータか

ら作成。

4. 政府資金以外では、韓国は償還金（383 億 7800 万ウォン≒ 38 億 3700 万円）、日本は償還金等（109 億 5800 万円）が主なものである。

5.  オーストラリアの連邦政府資金は、LAC に対する 2 億 1520 万 AUD のほかに、 コミュニティー・リーガルセンターにに 4002 万 AUD、アボ

リジナル・トーレス海峡島民リーガルサービスに 7239 万 AUD、家庭暴力予防リーガルサービスに 2320 万 AUD が提供されている。
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　台湾でも、法律扶助サービスの大半は民間弁護士

に委ねるという、日本と同様のシステムが採用され

ていますが、労働省などの行政委託によるプロジェ

クトや、大災害の被災者には資力要件のない援助が

提供されるなど、援助内容の多様化と資力要件の弾

力化がはかられています。

　伝統的な代理援助（裁判所における援助）から、

援助の対象となる事件は訴訟外の援助と代理前の助

言・援助へと広がり、さらに法的情報の提供と法教

育が事業に取り入れられています。韓国では 2011 年

6 月に KLAC に法関係教育センターが開設され、地

域住民の日常の暮らしに関わる問題（相続・リース

など）のレクチュアがなされています。

4．特別なニーズを持つ人々への援助

　伝統的な法律扶助は、すべての人に司法手続きへ

の平等なアクセスを保障するという普遍的理念のも

とで発展してきましたが、グローバル化と 80 年代末

からの構造的不況・財政的困難の中で、法律扶助の

世界では

　・何のために、誰を援助の対象とすべきか

　・ 援助の方法としては、どのようなものを採用す

るか

　・ サービスの質をどのように確保していくか

が深刻に検討され、イギリスでは援助対象のプライ

オリティーの設定やターゲット化が図られてきまし

た。法律扶助の対象としては従来からの貧困者のほ

かに、子ども、女性、高齢者や、特別なニーズを持

つ人々への援助の必要が強調されてきています。特

別なニーズを持つ人々として、例えば刑事法律扶助

へのアクセスに関する国連の一般原則とガイドライ

ンでは、女性、子どもとともに高齢者、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、

現地住民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、移民労働者、難民及び国

内避難民が挙げられており、こうした人々には法律

扶助への実質的なアクセスを保障する特別な措置が

講ぜられるべきであるとされています（原則 10　法

律扶助へのアクセスの公平性）。

　円卓会議では高齢者、障がい者、犯罪被害者及び

ファミリー・バイオレンスについて検討されました。

（1）�福祉機関、医療機関との連携必要�―高齢者・
障がい者への法的支援

　高齢者・障がい者に対する法律扶助では、はじめ

に日本の「司法ソーシャルワーク」の取組が紹介さ

れ、法的問題を抱えていることに気が付かなかった

り、意思疎通が困難であるなどの理由で自分では法

的サービスを求めることが困難な高齢者、障がい者

に対して、福祉機関等と連携した、問題の総合的解

決が図られていることが報告されました。スタッフ

弁護士による福祉機関との連携として、佐渡におけ

る成年後見センターと市民後見人の養成プログラム

の試み、埼玉における福祉事務所での相談（自治体・

弁護士会との協定）が紹介され、高齢者・障がい者

への法的な支援強化策として、総合法律支援法の改

正により、認知機能が十分でない人への資力要件の

ない法律相談と、公的給付に対する行政不服申立て

の代理が導入されたことが紹介されました。

　オーストラリアからは、高齢化の進行の中で、ネ

グレクト、身体的・精神的・財政的な虐待や社会的

困難があること、障がいをもっている人への差別は

職場や居住地域に広がっているのに対して、法律扶

助は障がい者が直面する多くの民事的問題に対応し

ていないことが指摘され、専門家としての実務の発

展と、保健サービスなどとの統一的なサービスの導

入によるギャップへの対応の必要が指摘されました。

ベトナムでも 2010 年の法改正により、高齢者・障が

い者に対する法律扶助が規定されたことが報告され

ました。

（2）専門的援助活動の充実が必要�―犯罪被害者
　犯罪被害者への弁護制度としては、韓国から、

2012 年に導入された性犯罪被害者と児童虐待の被害

者への援助を定める法律のもとで、スタッフとジュ

ディケアを併用した被害者弁護士制度が実施されて

いることが報告されました。スタッフ被害者弁護士

は現在 17 人いますが、国が指定する弁護士として被

害者のためにだけ活動し、それぞれ月 16 件を取り扱

うことを求められています。2017 年には登録されて

いる被害者弁護士は 591 人ですが、その 3% に当た

るスタッフ被害者弁護士は全体の 17% のケースを受

け持っているとのことです。

　日本からは、犯罪被害者を支援する弁護士の活動

は被害届や告訴状の提出から始まる多岐にわたるも

のであること、刑事訴訟手続きにおいては被害者参

加制度が導入されたこと及びこの制度における弁護
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人のサポート内容が紹介されました。韓国では犯罪

被害者には法律救助公団により、セラピー・コンサ

ルタントを含むサービスが提供されていることが報

告されています。

（3）国際的協力が必要な外国人への援助

　外国人労働者や難民などの特別なニーズは法律扶

助よりもより広い司法アクセスの問題として取り上

げられ、日本からは東京パブリック法律事務所の外

国人・国際部門の活動や、法テラスの多言語情報サー

ビスが紹介されました。日本の課題としては、裁判

所における多言語サービス（パンフレット・書式など）

の整備、人身取引など、クロスボーダーな事件に対

応する弁護士の育成、人権問題や公益活動の分野で

外国人の弁護士と協力していくネットワークの構築

の必要が指摘されました。

　台湾では雇用サービス法の下で入国した人（特定

の国からの家事使用人、工場労働者など）には資力

テストなしの援助が提供されていることが報告され、

フィリピンからの労働者に対する組織的な搾取の例

が紹介されました。

　日本でも台湾でも、外国人の問題として滞在資格

とその期限の問題があり、司法手続きの途中で滞在

期限が切れるという問題も指摘されています。

　特別なニーズを持つ人々への法的援助は、問題の

多様性・専門性とともに、貧困な人々への個々的な

援助という古典的な法律扶助の把握とは異なる、社

会的包摂の角度からの取組、ニーズを持つ人々への

提供者側からのアプローチ、サービス提供者の確保、

他の専門領域との協力など、多くの課題があること

が示されています。また同時に、こうした包括的・

全体的アプローチにおいて、法律家の受け持つべき

活動領域の限界と責任という問題も掘り下げられる

必要があります。

5．円卓会議が提起した課題

（1）�法律扶助サービスの提供者―ジュディケア・
スタッフを超える課題

　法律扶助サービスの提供形態として、民間弁護士

によるサービス提供（いわゆるジュディケア）と援

助実施機関に雇用された弁護士のサービス（スタッ

フ弁護士制）のどちらがより適切にニーズに対応で

きるかという問題は古くから論ぜられてきました。

一般にはその二つの混合形態が妥当なものとされて

今日に至っていますが、その内容は国により大きく

異なっています。韓国では KLAC の扶助サービスは

スタッフ弁護士と、司法省から派遣される公益法務

官によりなされているのに対し、台湾では一般の事

件は民間弁護士に委ねられ、スタッフ弁護士は公益

性の高い事件と社会的懸念のある事件や、外国人労

働者、人身取引の被害者、クレジットカードの債務者、

死刑判決を受けた人、マイノリティーなどの事件を

扱うものとされ、有機溶剤事件やダイオキシン公害、

台風災害などに活躍しています。2012 年には北部ス

タッフ弁護士センターが設立され、スタッフ弁護士

を 1 か所に集中させて、スタッフ弁護士がより専門

的で効率的に活動する試みが広がっています。

　日本ではスタッフ事務所は公益事件や特別なニー

ズへの戦略的課題に応えるというよりは、サービス

の内容は民間弁護士と同じものとして設計されて発

展し、地域によっては民間弁護士の市場を侵食する

ものとして強い警戒感がもたれています。

　台湾では、スタッフ弁護士は民間弁護士や事務所

が取り扱うには困難のある事件を扱うものとされ、

マイノリティーの事件などの経験は民間弁護士に教

育とトレーニングをするうえで役立っていることが

報告されていますが、スタッフ弁護士が弁護士の世

界のトップランナーとして有益な知識と経験を提供

し、弁護士のサービスのイノベーションに貢献する

という評価は、日本では低いようです。

　サービス提供者として次に問題となるのは韓国に

おける公益法務官、ベトナムにおけるリーガルエイ

ド・オフィサーなどの、弁護士ではない法律扶助サー

ビス提供者の存在です。韓国では援助実績に比較し

て運営費支出は少なくなっていますが、これには公

益法務官（156 人）の存在が大きいとされています。

ベトナムのリーガルエイド・オフィサーも、国の予

算で給与を支払われ、法律扶助サービス提供者とし

ては弁護士に優先して位置づけられています。ただ、

国に直接雇用され、あるいは兵役の代わりとして任

命された法務担当者は、刑事事件や国を相手とする

ことのある法律扶助事件を権力から真に独立した、

公正なサービスとして扱えるだろうか、という問題

があります。

　サービス提供者をめぐる三番目の問題は、法曹資

格を持たない人々が法律サービスを提供する、代替

的提供者の問題です。韓国では職員が法律相談を担
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当し、スタッフ弁護士がこれを監督するという方法

で膨大な相談実績をあげています。膨大なニーズが

ありながら、法曹資格を持つサービス提供者が不足

している状況は世界各国で指摘され、とりわけアフ

リカ、アジアの途上国では弁護士の大都市集中が報

告されています。刑事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、そのガイドライ

ン 14 で「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、標準的なトレーニング・カリキュラム

と適切な選考・審査を含む認定スキーム、パラリー

ガルによって提供されることのできる法的サービス

のタイプと、弁護士によって独占的に提供されなけ

ればならない法的サービスのタイプの特定、弁護士

がいない場合にパラリーガルが裁判所の手続きに参

加し、被疑者に助言を提供することなどを提言して

います。弁護士の法律事務独占が破られることへの

弁護士の警戒感は国際的にも共通していますが、市

民にとって最良の法律扶助サービスを確保するため

の弁護士とパラリーガルの協働システムを作ること

も、法律扶助の喫緊の課題となっています。

　

（2）サービスの質の確保と監督の問題
　1970 年代における法律扶助の充実以来、イギリス

では民間弁護士のサービスの水準をどのようにして

維持するかが検討され、契約弁護士制（コントラク

ト）、執務基準に基づく事件ファイルの点検と評価、

弁護士によるピア・レビューなどが試みられてきて

います。スタッフ弁護士の利点の一つとしても、そ

のサービスの内容を実施者が監視・点検できること

が挙げられています。

　台湾では、2015 年から 2 年間にわたり、労働事件、

家庭事件など 3 つのカテゴリーの事件について専門

の弁護士に委任する、専門弁護士委任プログラムを

試み、これらの事件については専門でない弁護士は

例外的に受任を認められるようにしました。これは

かつてイギリスで取られたフランチャイズ制やコン

トラクトに近い、専門化によるサービスの質の維持

策とみられますが、今後、多様化する包括的サービ

スのニーズに対応する上でも、ジュディケアにおけ

る専門弁護士化は進むとみられます。

（3）制度の運営と国・弁護士会の責任分担
　当初、弁護士と弁護士会による慈善的サービスと

して位置づけられてはじまった法律扶助は、刑事に

ついては比較的早くから裁判所のもとでの弁護人と

して制度化され、また民事についても国が運営に責

任を持つものとなりつつあります。司法アクセスの

保障という重要な機能を負担する法律扶助の運営へ

の国による恣意的な介入を防止するために、各国は

事業の運営を行政（司法省など）から切り離して独

立性を持たせること、運営について裁判所の関与を

制度化し、行政による予算統制や業務指導により独

立性が侵されないようにするなどの措置が考えられ、

台湾（法律扶助基金会）と日本（日本司支援センター）

がほぼこのあり方を実現しています。

　法律扶助は、効率性を求めればそれだけ管理的色

彩を強め、行政の介入の度合いを濃くしていく傾向

がありますが、それにより、法律扶助の生命線とも

いえる、事業運営の独立性がおびやかされる事態が

あってはならないと思われます。

　他方、初期において法律扶助の実施に圧倒的な地

位を占めていた弁護士会と弁護士は、事業の公的性

が強まり、予算統制をはじめとする種々の規制（サー

ビスの質を含む）の強化につれ、サービス提供者と

しての利害（事件の受任機会、報酬の水準、報告義

務など）だけを関心の中心に置く傾向があります。

民間弁護士の関与をはじめから除外して出発した韓

国は別としても、法律扶助の運営をめぐっては今後

とも国と弁護士会の立場の相違からくる軋轢はやま

ないものと思われます。法律扶助をめぐる議論の中

心が常にニーズを持つ人々の利益であるような検討

が望まれています。

　

（4）持続可能な研究体制の構築へ
　韓国、台湾、日本の、国が責任を持つ法律扶助、

特に民事法律扶助は、1970 年～ 80 年代に国家的拡

充を図ったヨーロッパの先進国に対してかなり遅れ

て制度の整備がなされたにも関わらず、今日では実

施規模の国際的比較としても、ラインアップされて

いるサービスとしても相当程度のレベルに達してい

るといえると思われます。代理を中心として助言・

援助、法的情報の提供、法教育、特別なニーズを持

つ人々への支援（高齢者、障がい者、犯罪被害者、

外国人など）をサービス・メニューに揃え、また刑

事でも日本と台湾は被疑者段階の援助を実施してい

ます。公害や大規模な自然災害による集団的ニーズ
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に対しても、3 つの国はそれぞれ機動的な法的援助の

スキームを開発しており、法律扶助のメニューはか

なり近いものになっています。そうした発展をもた

らした背景にはやはり法律扶助の在り方に対する旺

盛な研究・調査があり、例えば台湾の北部スタッフ

弁護士センターは法律扶助の国際会議や他の国の施

設の訪問による情報や検証を経た結果であることが

報告されています。

　グローバル化にともない、移民・難民などの問題

が各国にとって深刻な社会問題となり、人身取引や

雇用でも国際的な施策が求められています。高齢者、

障がい者、女性、子ども、薬物常習者などの問題は

各国の共通課題となっています。このような環境の

中で、何が市民にとってベストで、効果的・効率的

な施策となりうるのかという問い直しは常になされ

る必要があります。この点で韓国 KLAC の中にリー

ガルエイド・政策部が置かれ、法律扶助のシステム

と KLAC のマネジメントについての調査・研究がな

されていることは大きな注目に値します。

　制度に関する調査や研究は即自的な効果が期待で

きないものであり、とかく不要不急のものとして無

視されたり、予算では真先にカットされやすい性質

をもっています。しかしながら世界は従来の速度と

は比較にならないほどの変容を続けており、IT や AI
はいうまでもなく、援助のニーズ、とるべき施策、

手法、効果測定などについての全面的な日常的調査・

研究は必須のものです。

　リーガルエイド・司法アクセス 2017 アジア国際円

卓会議は、わずか 1 日の日程ではありましたが、日

本の法律扶助と司法アクセスの在り方の検討にも大

きな刺激を提供してくれました。今後とも、こうし

た機会が定期的に持たれ、国際交流を重ねながら制

度の発展を実現していくことが期待されます。

（おおいし　てつお　理事）
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇	　高齢化と一人暮らしの高齢者の増加の中で、相続法の改正により生存配偶者の安定に配慮した
「配偶者居住権」が導入されようとしていますが、それとともに、孤独な余生や孤独死ではなく、
コミュニティーの中で安全かつ充実した毎日が過ごせる社会にしていきたいものです。

◇	　政府は、民事裁判の IT 化を進めるため、これまで紙媒体での提出・審理を原則としてきた訴状
や準備書面などの記録をすべて電子化する方針を固めたことが報道されています。これが経済界
の要請に応えたコスト削減だけでなく、司法へのより良いアクセスにつながることが望まれます。

◇	　旧優性保護法のもとで不妊手術を強制された人は 9才、10才の子どもを含め、1万 6千人
以上にのぼっています。補償措置への政党の動きもあるようですが、優性保護の名目のもとで個
人の自由をはく奪してきた歴史がほんの20年前まであったことに慄然とします。役に立たない
ものは排除するという発想が再び社会を覆うことのないよう、監視が必要です。

◇	　東日本大震災と福島原発事故から 7年、原発再稼働の動きが次々と進んでいます。あの教訓
は何だったのかが、改めて問われています。

◇	　北朝鮮の核開発の動きの中で、憲法改正に向けた動きが進んでいます。軍事的手段による世界
支配という無謀な国家戦略に人々が巻き込まれることのないよう、憲法の役割を改めて掘り下げ
て考えたいと思います。

◇	　安部政権は長年の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する安保法を成立させました
が、自衛官が起こした違憲訴訟で国は存立危機事態の発生は想定できないとの立場をとり続けま
した。国会と裁判所とで最も重要な政策について正反対の主張を行う「国」の姿勢が問われます。

◇	　裁量労働制について厚労省の作成した、裁量労働者と一般労働者の労働時間の比較データが、
本来比較の根拠を欠いたものであることが分かり、首相は謝罪と撤回に追い込まれました。この
データが不適切なものであることは小学生でもわかるということですが、結論が先にあり、それ
に合わせた資料作りをしたことが疑われます。これも「忖度政治」の表れでしょうか。

◇	　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。


