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１ 参加者
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今 村 義 幸（長野県）
三 上 孝 孜（大阪）
西 谷 裕 子（大阪）
小 林

修（愛知県）

足 立 修 一（広島）
中 村 有 作（岡山）
黒 原 智 宏（宮崎県）
吉 田 瑞 彦（岩手）
安 西

敦（香川県）

笹 倉 香 奈（甲南大学法学部教授）
(2) スペイン調査（合計 23 人）
海 渡 雄 一（第二東京，団長）
中 村 治 郎（東京）
杉 浦 正 健（第一東京）
加 毛

修（第一東京）

平 岡 秀 夫（第一東京）
小 池 振一郎（第二東京）
青 木 和 子（第二東京）
小川原 優 之（第二東京）
上 本 忠 雄（第二東京）
菊 田 幸 一（第二東京）
小 竹 広 子（第二東京）
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２

日本弁護士連合会「イギリス調査」スケジュール

１

旅程

2016 年 5 月 15 日（日）～5 月 20 日（金）：4 泊 6 日
＊ 現地での調査期間は，5 月 16 日（月）～5 月 18 日（水）。

日にち

訪 問 先

5/15(日)

日本発 → イギリス着（現地時間同日）

5/16(月)

10:00-11:00
○ Briefing and Orientation Meeting
11:15-12:45
○ 在英国日本国大使館訪問
13:00-14:00
○ Meeting with Lord MacDonald（ケン・マクドナルド卿）
15:00-16:00
○ Meeting with Becca Crossier（ベッカ・クロージア氏） (Lead on
European Court of Human Rights, Ministry of Justice), Simon Quinn
（シモン・クイン氏） (Judicial policy, Ministry of Justice) and Alison
Foulds （ ア リ ソ ン ・ フ ォ ー ド 氏 ） (Sentencing policy, Ministry of
Justice)）
16:10-16:30
○ Meeting with Stephen Muers（スティーブン・マラーズ氏） (Director for
Criminal Justice Policy, Ministry of Justice) and Paul Candler（ポー
ル・キャンドラー氏） (Deputy Director for Sentencing Policy, Ministry
of Justice) and Deputy Director for Criminal Cases Review
Commission

5/17(火)

10:00-11:30
○ Prison visit to HMP Belmarsh（ベルマーシュ刑務所）
12:00-13:30
○ Meeting with Addleshaw Goddard（アドルショー・ゴダード）
14:00-16:00
○ Visit to the Judicial Committee of the Privy Council (JCPC) and
Supreme Court（最高裁）
○ Tour of the Supreme Court
16:30-17:30
○ Meeting with Lord Faulks（Minister of State for Justice）（司法副大臣
フォークス卿）
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17:30-18:40
○ Seminar: Focusing on the abolition of the death penalty in the UK, the
ICCPR and international standards and a discussion on public
opinion
18:45○ FCO と日弁連夕食会
5/18（水） 9:30-11:30
○ 副所長裁判官 LORAINE-SMITH（ソール・レーフロインド）氏と面談，意
見交換
夕方
○ スペイン調査団は移動
5/19（木） イギリス発（基本日程の場合）
5/20（金） 日本着（基本日程の場合）

３

日本弁護士連合会「スペイン調査」スケジュール

１

旅程

2016 年 5 月 17 日（火）～5 月 22 日（日）：4 泊 6 日
＊ 現地での調査期間は，5 月 18 日（水）～5 月 20 日（金）。
＊ 5 月 17 日（火）までの調査は，第二東京弁護士会の刑事法制・刑事被拘禁者
の権利に関する委員会として行ったものであるが，本報告書では，特に区別せ
ず，視察全体について報告する。

日にち

訪 問 先

5/17（火） 日本発 → スペイン着（現地時間同日）
午前中
○ Visit to the Proyecto Hombre Guadalajara（プロジェクト・オンブレ・
グアダラハラ）
16:30○ Visit to the Social Insertion Centre of Alcalá de Henares “Melchor
Rodríguez García”（アルカラ・デ・エナレス社会復帰センター）
5/18（水） 11:00-13:30
○ Visit to the Centro Penitenciario Madrid Ⅵ, Aranjuez（マドリッド第 6
刑務所・アランフェス）
○ イギリス調査団合流

－5－

第１章

概

要

5/19（木） 11:00-13:30
○ Visit to the Centro Penitenciario Madrid VII Estremera（マドリッド第 7
刑務所・エストレメーラ）
16:30○ Visit to the Unidad De Madres Jaime Garralda（ハイメ・ガラルダ・マ
ザーズユニット）
19:30○ 在スペイン日本国大使公邸訪問
5/20（金） 10:00-13:10
○ スペイン内務省でのレクチャー
5/21（土） スペイン発（基本日程の場合）
5/22（日） 日本着（基本日程の場合）
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イギリス調査

はじめに
堀

日本弁護士連合会（日弁連）は 2011 年 10

和 幸 調査団長

月7日に行われた第54回人権擁護大会におい
て，死刑のない社会が望ましいことを見据え
て，「罪を犯した人の社会復帰のための施策
の確立を求め，死刑廃止についての全社会的
議論を呼びかける宣言」を採択した。この宣
言を受けて，「日弁連死刑執行停止法制定等
提言・決議実現委員会」は「死刑廃止検討委
員会」に改組・拡大された。
そして，同委員会は 2013 年 2 月，2005 年
に死刑を存置したまま仮釈放のない終身刑
タワーオブロンドン（ロンドン塔遠景）

（LWOP）を導入した米国のテキサス州におい
て，終身刑の導入の経緯・理由等についての
調査を行い，2014 年 3 月には，2012 年に死刑

１ イギリスにおける死刑廃止の歴史

廃止に関する州民投票が行われ，死刑廃止法

イギリスでは，1776 年には死刑適用犯罪は

案が僅差で否決されたカリフォルニア州（サ

220 にも上ったが，19 世紀に入ってその数は

ンフランシスコ）において，州民投票に至っ

減少し，1861 年には，謀殺の他，大逆罪，暴

た経緯，そこで廃止論がかなりの支持を得た

力を伴う海賊行為，海軍施設への放火，スパ

理由等を調査し，さらに，2015 年 3 月，2011

イ活動の五つとなり，実際に平時に死刑が適

年に死刑が廃止されたイリノイ州において，

用されるのは謀殺のみとなった。公開処刑も

同州が死刑廃止に至った経緯，理由等を調査

1868 年が最後で，以降は，法改正により，刑

した（詳細は，各調査についての日弁連調査

務所内で執行されるようになった。
20 世紀に入ると，18 歳未満の者に対する

報告書参照。）。

死刑が禁止される（1933 年）等，死刑の適用

今回は，2016 年に開催される第 59 回人権

が更に制限されるようになった。

擁護大会シンポジウム第 3 分科会のテーマが
「死刑廃止と拘禁刑の改革を考える～寛容と

第二次大戦後，戦争で多くの人命が失われ

共生の社会をめざして～」と決まったため，

たこと，特に，ナチスによる大量虐殺等によ

1965 年に死刑を廃止するとともに，以降，多

り，多くの国会議員が人命の価値を改めて考

様な終身刑（不定期刑）を導入したイギリス

えざるを得なくなり，国会でも死刑の制限あ

を訪問し，イギリスで死刑が廃止され，終身

るいは改善について検討するための委員会で

刑が導入された理由・経緯及び終身刑の実情

あ る 死 刑 に 関 す る 王 室 委 員 会

等を調査することになったものである。

（RoyalCommission on Capital Punishment）

最後に，今回の調査先をアレンジしていた

が設置された。そして，同委員会の答申に基

だいた駐日イギリス大使館，
イギリス外務省，

づき，1957 年に Homicide Act により，死刑

現地で調査に協力していただいた方々，テキ

となる謀殺が一定の重大な類型の謀殺等に限

サス，カリフォルニア，イリノイ州調査に続

定され，その他の謀殺には必ず終身刑（仮釈

き，今回も精力的かつ的確に通訳して頂いた

放の可能性あり）が科されることとなった。

笹倉香奈甲南大学法学部教授に対し，心から

委員会の答申やそれに続く立法は死刑廃止ま

感謝申し上げます。

でには至らなかったが，死刑適用の謀殺類型
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を限定する等して，数多くの謀殺類型を死刑

されたのは 2003 年であるが，
実際に死刑判決

から解放し，死刑廃止への大きな布石となっ

が言い渡されるのは謀殺のみであり，
しかも，

た。

1965 年以降死刑は執行されていなかったた

また，1950 年代には，以下に述べるような

め，イギリスでは 1965 年に（事実上）死刑は

3 件のえん罪（ただし，後者の 2 件は量刑え

廃止されたといって良い。）。

ん罪というべきものである。）について死刑
が執行されてしまった。
まず，ティモシー・エバンス（Timothy

２ イギリスにおける終身刑と仮釈放

Evans）は，娘を殺害したとして死刑判決を受

(1) 終身刑（Life Sentence）

け，1950 年に執行されたが，別に真犯人のい

① 必要的（Mandatory）終身刑

たことが判明し，
えん罪を理由に 1966 年に死

イギリスでは，もともと，謀殺

後恩赦となった。

（murder）に対する刑は死刑のみであっ

デレク・ベントリー（Derek Bentley）は，

たが，その後，1957 年に Homicide Act

夜盗中に，警察官を殺害したとされたが，実

により，死刑となる謀殺が一定の重大な

行犯は共犯の 16 歳の少年であったために死

類型の謀殺等に限定され，その他の謀殺

刑は適用されず，他方，ベントリーは 19 歳で

には必ず終身刑（仮釈放の可能性あり）

死刑が適用されたこと，知的障がいがあった

が科されることとなった。

こと等から，多くの市民が死刑執行に反対し

そして，1965 年に死刑廃止法である

たものの，1953 年に執行された。しかし，1993

Murder （ Abolition

年に死後恩赦となり，1998 年裁判所により有

Penalty）Act が成立し，暫定的に 5 年間

罪は破棄された。

前記の一定の重大な謀殺について死刑

of

the

Death

ルース・エリス（Ruth Ellis）は，愛人を

を廃止することとなった。その結果，謀

嫉妬のため，衝動的に殺害したとして死刑判

殺に対する刑は全て終身刑（仮釈放の可

決決を受けたが，28 歳という年齢，ブロンド

能性あり）となったが，死刑存置派の強

の髪，2 人の子どもの母親，法廷での態度や

い抵抗があったために，終身刑以外の選

愛人から受けた暴力等により，多くの市民が

択を可能とする（裁量的終身刑）のでは

死刑執行に反対したが，1955 年に執行され

なく，必ず終身刑が言い渡される（必要

た。

的終身刑）ことになったのである。

このような状況の中で，1964 年に労働党が

② 裁量的（Discretionary）終身刑

総選挙に勝利したが，ハロルド・ウィルソン

謀殺以外の重大な犯罪（故殺，殺人未

（Harold Wilson）首相は強い死刑廃止論者で

遂，強姦，強盗，放火等）について，公

あった。そして，1965 年，死刑廃止法である

共に重大な危害を及ぼすおそれがある

Murder（Abolition of the Death Penalty）

とされる場合，裁判官の裁量により言い

Act が成立し，暫定的に 5 年間前記の一定の

渡される。

重大な謀殺について死刑が廃止されるととも

③ 自動的（Automatic）終身刑

に，その代替刑として全ての謀殺について必

1997 年に導入され，2 回目の重大な暴

ず終身刑（必要的終身刑）が言い渡されるこ

力あるいは性犯罪の場合，自動的に終身

ととなった。そして，5 年後の 1969 年，死刑

刑が言い渡されることになったが，これ

廃止を恒久化することが国会で決議された

により，終身刑が飛躍的に増加したた

（謀殺以外の全ての犯罪について死刑が廃止

め，後に，後記の IPP に取って代わられ
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伴うもの，子どもの殺人で誘拐，性的あ

④ Imprisonment for Public Protection

るいはサディスティックな行為を伴う

（IPP）

もの，公務執行中の警官，刑務官に対す

2005 年に導入され，終身刑というより

る殺人，政治的，宗教的，人種的な教義

は，不定期刑あるいは公共の保護のため

を推し進めるための殺人，殺人の前科の

の拘束（一種の保安処分）と言えるであ

ある者。

ろう。

② 30 年（犯罪時 18 歳以上)

対象は，10 年以上の刑に相当する犯罪

火器，爆発物を使用した殺人，利欲目

で，公共に重大な危害を及ぼすおそれが

的の殺人（例えば，強盗殺人），刑事司

あるとされた場合に言い渡されるが，仮

法を妨害する殺人(例えば，証人の殺

釈放が可能となるまでの最低拘禁期間

害)，性的あるいはサディスティックな

（Tariff, Minimum ferm）（以下「タリ

行為を伴う殺人，上記①に該当しない 2

フ」という。）は終身刑に比べ短く，釈

人以上に対する殺人，人種，宗教，性的

放後 10 年経過すれば，釈放の条件

傾向等を理由とする殺人，21 歳未満の者

（License）は科せられなくなる（すな

による殺人で 21 歳以上であれば上記①

わち，License に違反しても，再拘束さ

に相当するもの

れることはなくなり，刑は終了する。）。

③ 25 年（犯罪時 18 歳以上)

しかし，IPP により終身刑が飛躍的に

ナイフ等の凶器を用いての殺人

増加し(2005 年の 24 人から，2012 年に

④ 15 年（犯罪時 18 歳以上)

は 6020 人となった。)，軽微な犯罪者（タ

上記①ないし③に該当しない者

リフの短い者）も長期間（終生）拘束さ

⑤ 12 年(犯罪時 17 歳以下)

れる，刑務所人口が過剰で十分な改善更

なお，欧州人権裁判所は 2013 年，終

生ができない等，種々の弊害も生じたた

身服役命令は欧州人権条約 3 条に違反す

め，2012 年に廃止された（遡及効なし）。

るとしたが（ヴィンター（Vinter）事件），

(2) 仮釈放（上記全ての終身刑，不定期刑に

2015 年，これを変更し，3 条違反ではな

ついて）

いとした（ハッチンソン（Hutchinson）

仮釈放が可能となるまでのタリフは審

事件）。

理担当裁判官が公開の法廷で言い渡し，タ

(3) 終身刑受刑者の数

リフ経過後の仮釈放の許否は仮釈放委員

2015 年 3 月現在の終身刑受刑者の総数

会（Parole Board）が，司法的手続によっ

12053 人で，その内，必要的終身刑受刑者

て，公共に対する危険が存在しているか否

は 5288 人，
IPP 受刑者 4614 人，
その他 2151

かという観点から決定する。

人である（内，終身服役命令受刑者は 53

仮 釈 放 が 可 能 と な る 期 間 (Starting

人)。

Point） は，2003 年に制定されたガイドラ
インにより，謀殺については以下のように
定められている。

３

① 終身服役命令（Whole Life Order）（犯
罪時 21 歳以上）

Meeting with Lord MacDonald（ケ
ン・マクドナルド卿）

（報告者：堀和幸，小林修）

2 人以上の謀殺で，計画性，誘拐，性

日 時：2016 年 5 月 16 日(月)13 時～14 時

的あるいはサディスティックな行為を

場 所：Foreign and Commonwealth Office
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対応者：ケ ン ・ マ グ ド ナ ル ド （ Lord

対する死刑を廃止し（注：1957 年成立の

MacDonald）卿

Homicide Act により，死刑の適用は一定の
限定された謀殺のみとなっていた。），1969
年に再審査すること，死刑の代替刑として
必要的終身刑を導入することを決定した。
そして，同年当時の議会では，1965 年当時
よりも死刑廃止賛成派が多く，この結果，
確定的に死刑が廃止された。
ここで重要なことは，1969 年当時，国民
の多く（過半数）は死刑存置に賛成してお
り，死刑廃止後数年間も，国民の過半数は，

マクドナルド卿 外務省にて

死刑は復活すべきだと考えていたことで
ある。しかし，議員は，世論にかかわらず，

(1) 自己紹介

自分たちが正しいと考えることを実行す

バリスターで，公訴局長官（Director of

ることが自分たちの責任であると考えて

Public Prosecutions）を 5 年間努め（2003

いたのである。そして，世論も徐々に変化

– 2008），現在は，上院議員で，オックス

し，現在では，死刑を復活させようとする

フォード大学の学長でもある。

真剣な動きはない。多くの人々にとって，

2 年前（2014 年）に東京へ行き，日本の

死刑を復活させるということは，もはや考

国会議員や当時の法務大臣にも会い，イギ

えられないことになっている。

リスと日本の死刑について興味深い議論

また，死刑廃止を加入の要件としている

をし，また，袴田巌氏（2014 年 3 月 27 日

EU の加盟国としても，死刑を復活させると

釈放）にもお会いした。

いうことは考えられないことである。

(2) イギリスにおける死刑

多くの人は死刑が廃止されれば殺人率

（通常犯罪に対する）死刑は 1965 年に

が上がるという懸念を訴えていたが，実際

（暫定的に廃止され，1969 年に正式に）廃

にはそのようなことは起こらなかった。イ

止された。その経過は以下のとおりであ

ギリスの警察官の多くは武器を携帯して

る。

いないが，殺人率は低い状態が続いてい

第二次世界大戦後，死刑は適切な刑罰で

る。

はないのではないかという懸念が生じ，議

私は弁護士としても，検察官としても死

会の議員の有志が死刑廃止の議員立法を

刑には反対である。その第一の理由は，制

しようとした。その中心は，シドニー・シ

度が誤りやすいものである（誤判の危険

ルバーマン(Sydney Silverman)という人

性）ということである。我々は，無実の人

で，死刑廃止に最も貢献した人として，尊

を処刑してしまったという経験を持って

敬されている（注：1964 年に死刑廃止法案

いるが（注：ティモシー・エバンス（Timothy

を国会に提出した。彼は，1948 年にも 5 年

Evans）事件），このようなリスクは死刑

間死刑の執行を停止する法案を議会に提

が存続する限り存在する。

出し，下院では可決されたが，上院で否決

(3) 1965 年の死刑停止の理由

された。）。

1965 年の暫定的廃止までは，死刑廃止を

1965 年に議会は，5 年間暫定的に謀殺に

主張する多くの市民グループがあった。多
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くの国民が死刑を執行すべきではないと

2015 年のハッチンソン（Hutchinson）事件

考える事件で，死刑が執行されてしまった

では同条に違反しないとした。）以降，終

幾つかの例があったからである（注：ティ

身服役命令の受刑者についても，刑を見直

モシー・エバンス（Timothy Evans）事件

す機会を設けなければならないというこ

等）。

とになり，現在では，5 から 10 年に 1 回，

謀殺には死刑が適用されたが，多くの場

仮釈放委員会による審査が行われている。

合，内務大臣により減軽された。しかし，

タリフの受刑者については，タリフが経

50 年代から 60 年代において，多くの国民

過すれば仮釈放が可能となるが，その場合

が減軽されるべきと考える事件について，

は，仮釈放委員会が当該受刑者の社会に対

減軽がなされなかった（注：デレク・ベン

する危険性が消滅しているか否かを審査

トリー（Derek Bentley），ルース・エリ

することになり，消滅していないというこ

ス（Ruth Ellis）事件等）。

とになれば仮釈放は許されず，また，5 年

また，第二次世界大戦を経験し，ナチス

後に再審査されることになる。すなわち，

によるユダヤ人虐殺を見聞した兵士は，死

タリフが経過すれば自動的に仮釈放され

刑を嫌悪していた。

るというわけではなく，仮釈放されるか否

(4) 終身刑について

かは，必ず，仮釈放委員会の審査によって

終身刑といっても，文字どおり，全ての

決められる。

終身刑が「終身」の刑罰ではない。

(6) 仮釈放とリコール（遵守事項違反による

（原則として仮釈放のない）文字どおり

再収容）

終身刑の受刑者（終身服役命令を言い渡さ

最近リコールが増加したのは，一般市民

れた受刑者）は 40 人から 50 人で，サディ

の懸念から，遵守事項が厳格になったため

スティックな子どもに対する殺人，連続殺

であると思う。以前では，遵守事項違反は

人等の重大犯罪を行った人々である。

あったとしても裁判所はチャンス（リコー

しかし，その他の多くの殺人を犯した人

ルせず社会内での更生できる機会）を与え

は，刑の言渡しの際に裁判所によって決め

るということもあったが，現在ではそうい

られるタリフを経過すれば仮釈放が可能

うことはない。

となるので，「終身」の刑罰ではない。こ

(7) 日本に対するアドバイス

のような人々は，仮釈放後，遵守事項に違

私としては，死刑は，不可逆的な刑罰で

反した場合には，仮釈放が取り消され，再

あり，しかも，誤りを犯すものであるとい

度刑務所に戻り，「終身」刑が執行される

う理由で死刑に反対している。国家は自己

ということになる。

防衛のためでなければ，人を殺すというの

重要なことは，タリフが内務大臣ではな

は許されないのではないか。死刑の抑止力

く，全て裁判所によって定められるという

についての実証的データもない。

ことである。過去には内務大臣が刑に干渉

死刑廃止は，私の信念であり，イギリス

するということが可能であったが，現在は

という国の信念でもあり，一般市民の信念

そういうことはない。

でもある。死刑の復活を主張する新聞，政

(5) 2013 年の欧州人権裁判所の判決について

党や政党はないし，死刑を支持する刑事弁

2013 年の欧州人権裁判所の判決（ヴィン

護人，裁判官も 1 人もいない。

タ－（Vinter）事件，終身服役命令は欧州

(8) 世論が死刑を支持している中で死刑を廃

人権条約 3 条に違反するとした。ただし，

止できた理由
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死刑廃止の当否という問題については，

にとっての正義は，犯人が訴追され，処罰

世論は慎重に扱う必要がある。単純に，死

されるということであり，死刑となること

刑を支持するかと聞いて，イエスという回

ではない。

答があったとしても，その回答をそのまま

(10) 社会に対する危険性の有無についての

受け取るべきではない。死刑についてきち

判断

んと議論をし，誤判の危険性や抑止力のな

仮釈放委員会は，元々の犯罪に関するレ

いことを知れば，多くの人は意見を変え

ポート，刑務所における言動に関するレポ

る。

ート，精神的あるいは心理的レポート，そ

1965 年の段階でも，多くの市民が死刑に

の他，審査に必要な多くの情報を収集す

関する情報を得て，状況が変わったのだと

る。

思う（ティモシー・エバンス事件等により，

一般に，仮釈放委員会は仮釈放について

誤判による死刑執行が現実にあり得るこ

は慎重であり，タリフの経過した最初の審

とを知ったこと等。）。

査で仮釈放が認められることはほとんど

人々は死刑を知れば知るほど，死刑に対

ない。

しては否定的になる。このことは現に，米

(11) 終身服役命令について

国で起こっていることである。多くの州で

終身刑，特に，終身服役命令は厳しい刑

死刑が廃止されつつあるが，これは，人々

罰であり，これは最も残虐な殺人に限定さ

が死刑に関するより多くの情報が得られ

れるべきで考えているが，他方，多くの国

るようになったからである。多くの死刑確

では，終身刑の導入は，死刑廃止について

定者が DNA 鑑定により無罪となった。死刑

の一般市民の理解を得るための第一歩で

が，貧困者や黒人に差別的に適用される，

あるということも理解している。

不公平な制度であることも分かってきた。

死刑か終身服役命令かという選択を迫

1965 年の段階でいうと，議員は一般市民

られれば，後者を選択する。なぜなら，後

より死刑についての多くの情報を持って

者では生きることができ，誤判があれば，

いたので，死刑に反対したのだと思う。現

無罪にして釈放することも可能だからで

在では，一般市民も多くの情報を持ってい

ある。

るので，状況は変わった。

(12) 終身服役命令廃止の可能性について

(9) 犯罪被害者（遺族）感情

ヨーロッパの動向としては，危険性の有

これは非常に重要な問題である。イギリ

無についての審査をできるだけ適正に行

スでも，死刑を廃止した後，残虐な事件が

うという動きはあるが，終身服役命令を廃

起こると，被害者遺族たちは，絞首刑を復

止するという動きはない。

活せよと声高に叫んだ。しかし，現在では，
そういう声はほとんどない。

私見では，終身服役命令の受刑者は刑務
所の中で命を全うするであろう。審査が行

我々の社会では，犯罪被害者が刑罰を決

われたとしても，仮釈放になることはほと

めるということは許されていない。社会の

んどない。しかし，前述のように，終身服

中には，犯罪被害者が刑罰を決める社会も

役命令の受刑者は，子どもに対する殺人，

あるが，それは間違っていると思う。我々

連続殺人等の極めて重大犯罪を行った人

の社会では，（被害者ではなく）社会が，

々に限られる。

情動や感情に流されず，冷静かつ公正に刑

(13) 世論について

罰を決めている。社会から見れば，被害者

死刑廃止を考える場合，世論を重視すべ
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きではない。ただし，これを馬鹿にしても

度による犯罪抑止効果が証明されてい

いけない。前述のシドニー・シルバーマン

ないこと，三つ目は誤判の恐れがあると

も，世論にとらわれることはなかったが，

いうことである。

これに対して敬意は有していた。

欧州全体の文脈でも考える必要があ
る。すなわち 1950 年代に欧州人権条約
を批准して以降，イギリスも欧州として
死刑を廃止するという政策を採ってき

４ Meeting with Ministry of Justice
（司法省）

たという流れに位置付けられる。そして
人権条約と議定書を通して，ヨーロッパ

（報告者：吉田瑞彦，黒原智宏）
日 時：2016 年 5 月 16 日(月)15 時～16 時

は死刑廃止の立場をとっている。そし

場 所：Ministry of Justice

て，三つの理由が EU 及びヨーロッパ評

対応者：

議会が死刑を廃止しなければならない

○ ベ ッ カ ・ ク ロ ー ジ ア （ Ms. Becca

と考えてきた理由である。この三つの理

Crossier）氏（Lead on European Court

由は，どの国にでも関わってくる理由な

of Human Rights, Ministry of Justice）

ので，外向的手段を通じて，死刑廃止を

ヨーロッパの人権関係のディレクター

広めていこうと思う。
イギリスでも死刑制度復活に向けた

をしている。
○アリソン・フォード（Ms. Alison Foulds）

小さい動きはあるが，大きな政党では死

氏 （ Sentencing policy, Ministry of

刑廃止が一貫した政策になっている。個

Justice）量刑を担当している。

々の議員が死刑復活法案を提出するこ

○サイモン・クイン（Mr. Simon Quinn）

と自体はできるが，政党の政策になるこ

氏 （ Judicial policy, Ministry of

とは考えられない。一般市民から死刑を

Justice）裁判官に関するポリシーを統

復活してほしいという意見書を受け取

括している。

ることもあるが，世論としては死刑を復
活しようということにはなっていない。
② 委員からの質問
質問：政府や団体が行っている最近の
世論調査はあるか。
ベッカ氏：個々の新聞で実施したもの
はあるが，政府が実施したものは最近で
はない。
質問：個々の議員等から死刑制度復活

司法省玄関

の提案があるとのことだが，その理由は
何か。

(1) ベッカ・クロージア氏

ベッカ氏：多くの場合，ひどい殺人事

① イギリスがなぜ死刑を廃止できたか。
イギリスは 1960 年代に死刑を廃止し，

件が起こった場合に，これに呼応して死
刑復活の意見書が届くことがある。

その後どんな場合でも死刑に反対する

質問：テロの対策として，死刑復活の

という政策を採ってきた。その理由は，

提案があることがあるか。

一つ目は死刑制度は人間の尊厳を踏み

ベッカ氏：1 回か 2 回は立法的にある

にじる刑罰であること，二つ目は死刑制
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と思うが，組織的に行われたことは自分

優先的に薬物やアルコール依存症に対

の知る限りではない。

する特別の処遇を与えなければならな

(2) アリソン・フォード氏

かったが，これが刑務所の負担を増す結

① IPP について

果となった。仮釈放委員会にとって，こ

IPP とは性暴力犯罪等を起こして特に

れまで終身刑や長期の受刑者の審査を

危険性があるが，終身刑を言い渡せない

することに慣れていたが，短期刑の受刑

人に対する刑罰として創設された制度

者の審査をすることに慣れていなかっ

であり，その対象は，性犯罪，暴力犯罪

たため，仮釈放に消極的な方向で審査を

である。そして，その一定の犯罪類型を

行うこととなり，結果的に仮釈放を受け

犯したことに加えて，裁判所が社会に対

る人が極端に少なくなるという現象が

する危険性を持っているかどうか，再犯

起きた。そこで，2008 年に法改正が行わ

を犯す可能性があるかを判断すること

れ，裁判所は 2 年を最短期にするような

が IPP を課す条件となっていた。

重大犯罪の人にしか IPP を言い渡せない

量刑の有り方としては，現在の終身刑

ようにした。

と同じようなやり方で，判決で最短の刑

しかし，IPP は予想外にはるかに多く

期を決め，独立の仮釈放委員会がその人

の問題があったため，政府は 2012 年に

の社会への危険性を判断して釈放の可

IPP は廃止して，危険な犯罪について新

否を決める制度であった。もし仮釈放委

たな刑罰を作った。

員会が釈放を認めた場合には，彼らには

2012 年以降には，性犯罪や暴力犯罪等

ライセンスという遵守事項が決められ，

危険な犯罪については，延長された定期

社会復帰してから最低 10 年間はこれを

刑を作った。収容期間が決められてい

遵守しなくてはならない。

て，受刑者は収容期間のその 3 分の 2 は

② IPP の廃止と新たな立法

最低でも務めなくてはならない。この最

この IPP は，2005 年 4 月から始まり，

低期間後，収用期間終了の間には仮釈放

2012 年 12 月に廃止された。しかし，廃

があり，仮釈放の可否は仮釈放委員会が

止に伴う遡及効はなかったので，2016 年

判断するという制度が新たにできた。し

3 月 31 日の段階で，IPP を言い渡された

かも，仮釈放の後もライセンスを遵守し

受刑者は 4133 人いる。

なくてはならない期間も延長される。刑

IPP は運用上問題があったので廃止さ

期も遵守期間も普通の受刑者よりも増

れた。裁判所は，予想以上にも多く IPP

えたので，「延長された定期刑」と呼ば

を用いたため，多くの人は最短刑期が短

れている。

いにもかかわらず，IPP を言い渡される

IPP の処遇についてだが，入所の際，

人が多く存在することになった。そのこ

すべての受刑者に対して，量刑プランを

とによって二つの問題が生じた。一つ目

作る。更正の処遇計画に当たるものであ

は，多くの人が刑期がかなり短かったの

る。治療，例えばアンガーマネジメント

で，すぐに仮釈放委員会の審査を受ける

とか薬物治療を含むものである。出所後

ことになったが，刑期が短いために仮釈

に社会に対して脅威の存在とならない

放をすべきかどうかの判断資料がない

ようにすることが処遇の目的である。

という問題が生じた。二つ目は，刑務所

③ 終身服役命令について

側では，IPP 受刑者に他の受刑者よりも

終身服役命令とは，終身刑を言い渡さ
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れた者の中から 21 歳以上の者に課しう

て，そのまま処遇されているということ

るもので，彼らは一生刑務所に入ってい

である。

ることが予定されている。普通の終身刑

質問：仮釈放委員会は，IPP のときと

の人はタリフが決まっている。終身服役

同じであるか。

命令は，仮釈放委員会の審査がない。彼

アリソン氏：仮釈放委員会は，同じで

らは例外的な場合のみ釈放される。裁判

ある。彼らが判断するのは社会に対して

所が終身服役命令を言い渡すのは，重大

危険があるかどうかということである。

な事件だけで，現在 54 人が言い渡され

委員会の構成員は，裁判官や心理学者，

ている。終身服役命令を言い渡すことが

一般市民もいるが，委員長は必ず裁判官

できるのは謀殺の中でも一定のもので，

がなる。

この類型は立法で決められている。例え

質問：明確な基準はないように見える

ば，計画性ある幼児への性犯罪を伴う謀

が，イギリスでは批判はないのか。

殺，サディスティックな殺人，テロ犯罪，
誘拐を伴うような計画殺人等である。

アリソン氏：審査の基準はないが，審
査のメカニズムはある。

④ 欧州人権裁判所の判断

質問：しかし，判断をするのは，仮釈

終身服役命令について，欧州人権裁判

放委員会ではなく，法務大臣ということ

所の判決を受けて変更したのかとの質

だが，実際の判断を担当するのはどなた

問もあった。ヴィンター事件判決では，

か。

どのような場合でも釈放の可能性や審

アリソン氏：犯罪者マネージメントの

査がないといけないとし，この点でイギ

グループや公衆安全グループなどの公

リスの立法はその可能性がないので欧

務員がまずは判断し，最終的には大臣が

州人権条約 3 条違反と判断された。

判断する。

このヴィンター事件判決のあとでイ

質問：裁判所は関わるか。

ギリスの控訴院が幾つかの終身服役命

アリソン氏：法務大臣が仮釈放委員会

令についての解釈を明確化した。温情的

に意見を求めるという手続がある。受刑

な釈放，恩赦のようなものが幾つかの事

者が不治の病に冒されていて時間がな

件で判断が示された。

い特別な場合を除いて，必ず意見を求め

この温情的な釈放が認められるのは，

なくてはならない立法になっている。

例外的な場合である。明確な基準はな

質問：弁護士は関与するか。

く，個々の事情をみて，治る可能性があ

アリソン氏：雇うことができる。

るのか，刑務所でどんな生活をしてきた

質問：仮釈放の例はあるか。

か等を見て，温情的釈放を判断する。判

アリソン氏：まだ申請がないので仮釈

断者は法務大臣である。

放の例はない。2003 年以前は，終身刑を

このような経過を経て，人権裁判所の

言い渡すことができたのは内務大臣で

2015 年のハッチンソン事件判決では，3

司法が関与していなかったが，その後に

条違反ではないと判断された。

法務大臣の権限になった。2003 年の立法

⑤ 委員からの質問

は，終身刑の権限を裁判所に委譲した

質問：IPP の受刑者は元の処遇のまま

が，基準刑を定めた。このときに厳罰化

で継続しているということか。

が進んだ。その結果，終身服役命令の人

アリソン氏：当時の法律にしたがっ

が増えた。多くの人は 30，40 年受刑し
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ていないと申請しても今では仮釈放を

は，終身刑を受けた人は最も危険な人で

認められないので，まだ申請がないので

はなく，再犯率は 2 パーセントぐらいで

ある。

あることである。

質問：なぜ，大臣権限なのか。
アリソン氏：議会がそう決めたことだ
が，行政権限の中に残しておきたかった
ということであろう。2003 年までは全て
の殺人が内務大臣によって決められて
いたが，司法，裁判所に委譲した点で変
わったといえる。
質問：仮釈放委員会は，司法権限と考
えていいか。

司法省職員の皆さん 司法省にて

アリソン氏：政府から独立している点
で，準司法的機関といえる。
質問：恩赦（pardon）とは異なるのか。
アリソン氏：恩赦は刑罰がなくなる。
温情的仮釈放は，刑罰自体がなくなるわ
けではないので，違うといえる。
質問：処遇は，終身刑と通常の受刑者

５ Meeting with Ministry of Justice
and Deputy Director for Criminal
Cases Review Commission（刑事事件
再審委員会）
（報告者：足立委員，小川原事務局長）

とでは違っているか。

日 時：2016 年 5 月 16 日(月)16 時 10 分～

アリソン氏：通常の受刑者は，すぐに

16 時 30 分

社会復帰プログラムがあるが，終身刑で

場 所：Ministry of Justice

は刑期の初めは，一生刑務所にいなけれ

対応者：

ばならないということに向き合わせて

○スティーブン・マラーズ（Mr. Stephen

受け入れさせて，その後に各種プログラ

Muers ） 氏 （ Director for Criminal

ムが開始することになる。心理学者やカ

Justice Policy, Ministry of Justice）

ウンセラーを通じて，前向きなメンタル

○ ポ ー ル ・ キ ャ ン ド ラ ー （ Mr. Paul

を整え，その後自分の犯罪に向き合わせ

Candler ） 氏 （ Deputy Director for

る処遇をしている。

Sentencing

質問：刑務官は特別の訓練を受けるの

Policy,

Ministry

of

Justice）

か。

○ Deputy Director for Criminal Cases

アリソン氏：刑務官は，それぞれの受

Review Commission Deputy Director for

刑者に応じた訓練を受ける。そして社会

Criminal Cases Review Commission（刑

への危険性判断に応じた解放処遇や徐

事事件再審委員会）

々に社会復帰に向けた訓練を受けてい

(1) スティーブン・マラーズ氏

る。

刑事司法政策の分野のディレクターで，

質問：解放処遇を受けている終身刑を

量刑，誤判，証人の対応等を統括する部門

受けている者はいるか。

の長をされている方。

アリソン氏：実際に仮釈放になりそう

(2) はじめに

な人は解放処遇を受けている。重要なの

1960 年代に死刑を廃止して，1964 年に
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象にはならないような事件である。

どれくらい，日本の参考になるかは良く分

刑事再審委員会が審査して，見直しの必

からない。

要があると判断した事件については，控訴

1980 年代から，全体的な犯罪の認知件数

院に対して，この事件については，再審す

が下がっている。非常に重大な犯罪につい

るべきだと勧告する。そのように勧告され

ては，一定の数で安定的な状態である。た

た控訴院の裁判官が実際に再審を行うか

だ，性犯罪については，少し増えつつある

どうかを決めることになっている。

という状態である。それはなぜかという

刑事再審委員会にとって重要なのは，ど

と，警察の捜査能力が上がったことが原因

ういう事件について勧告を行うのかとい

ではないかと思う。

う点，すなわち，重大事件だけにするのか，

(3) 終身服役命令について

小さい事件を含めて，全ての事件について

まず，終身服役命令を受けた者は，約 60

するのかであるが，現在は限定をせずに，

人いる。

全ての事件について勧告をするというこ

終身服役命令がどのような者にふさわ

とになっている。

しいか。

最近，刑事再審委員会の権限を強める法

それは，何回か殺人を犯した人，殺人が

律が成立した。

2 回目の判決の人，非常に重大な罪を犯し

その法律は，刑事再審委員会が調査をす

た人ということになる。

る権限を，私企業，公的な官庁と契約をし

最近我々は，基準刑として，警察官を殺

ている私企業についても，調査の結果，公

した場合には，終身服役命令を言い渡せる

開されるべき対象として，広げることがで

という法改正も行った。

きることになった。

それから，注意しなければいけないの
は，実際に仮釈放を申請しても認められな
いという受刑者がいる。終身服役命令以外

６ Prison visit to HMP Belmarsh（ベ
ルマーシュ刑務所）

の終身刑受刑者でも，仮釈放委員会で危険
性があると判断すれば，仮釈放が認められ

（報告者：海渡双葉，西谷裕子）

ないので，その場合は，一生，刑務所に居

日 時：2016 年 5 月 17 日(火)10 時～11 時

続けることになる。絶対的な終身刑が実質

30 分

的には実現してしまうことになる。

場 所：HMP Belmarsh

(4) 刑事再審委員会（CCRC）について

対応者：ジョージ・ピュー（George Pugh）

1980 年代，1990 年代の幾つかのテロ事

氏（Head of Reducing Reoffending）

件にまつわる誤判事件をきっかけに刑事
再審委員会は作られた。
これは，独立の機構で，政府の推薦した
人を女王が任命するという形で作られる。
弁護士，法律家はもとより，元警察官と
か，元報道機関の記者等が刑事再審委員会
の委員になる。
大体，1 年間に 2000 件ぐらいの申込みが
ベルマーシュ刑務所

あり，そのほとんどは，実際には審査の対
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上にはヘリコプター避けの鉄線が張ら
(1) 施設の概要

れている。

ベ ル マ ー シ ュ 刑 務 所 （ HM Prison

最初に入場した建物はレセプション

Belmarsh）は，イギリスの首都ロンドン郊

（受付）と呼ばれる区画で，その内には，

外にある最重警備の刑務所であり，終身服

真ん中に透明なボードで仕切られた部

役命令を受けた受刑者も収容している。テ

屋があり，4 人ほど座って待機していた。

ロリストや連続殺人犯を含む最も危険な

その者たちは，裁判所への移送を待つ収

囚人も収容する刑務所であり，「刑務所の

容者とのことであった。裁判所への出廷

中の刑務所」，「グァンタナモのイギリス

等，施設内外を行き来する場合は，この

版」等とも言われる，最も高いセキュリテ

部屋を通ってセキュリティー・チェック

ィーを備えた刑務所であるが，同時に一般

を受ける。同刑務所では，未決囚も収容

の犯罪者も多数収容している。首都ロンド

しており，収容者の約 30％が未決とのこ

ンが近いため，外国人収容者も多い。1991

とであった。分類もこの部署で行ってい

年 4 月に開設された。外観は茶色いレンガ

るとのことであり，リスクアセスメント

造りの建物である。

を実施して，雑居でよいのか，個室が必

(2) 同刑務所見学におけるセキュリティー・

要なのか等を判別しているとのことで

チェック

あった。

案内役を務めてくれたのは，再犯防止部

レセプション区画を通過すると花や

長（Head of Reducing Reoffending）のジ

木々が植えられた広い中庭がある。見学

ョージ・ピュー氏であった。

者の目には十分整えられ，美しく見えた

カメラ，デジタルレコーダー，携帯電話，

が，ピュー氏の説明によると，この刑務

財布及び現金等一切が持込禁止で，刑務所

所では A 区分の者も収容しているため，

の出入口の前で集合写真を撮影すること

B 区分以下の者も含めて受刑者を中庭に

のみ許可された。

出せず，ガーデニングの仕事をさせるこ

パスポートを預けた後，セキュリティ

とができないため，植物が伸び放題だと

ー・チェックを受ける。ジャケット，靴も

のことであった。その先に，病院棟，隔

脱いで，荷物かごに入れ，空港でのセキュ

離棟及び受刑者の収容棟等があった。

リティー・チェックと同じく，金属探知機

② 受刑者の収容区分と職員数

を通過する。その後，さらに，金属探知棒

受刑者は，警備の必要性に応じて，A

による検査と触診による二重の検査を受

区分から D 区分まで四つの区分に分けら

けた。女性の見学者に対しては，女性職員

れている。

が触診による検査を行った。荷物は X 線検

A 区分は，逃亡の危険があり，かつ，

査装置を通過する。ベルマーシュ刑務所

逃亡した場合の公衆への危険性も高く，

が，最重警備の刑務所であることを改めて

絶対に逃走を阻止する必要性のある受

感じた。

刑者であり，現在 60 人を収容している。

(3) 施設見学

A 区分の者は，バンかヘリコプターで移

① 施設内の入場部分

送されてくるとのことであった。

施設内の扉はすべて電子扉になって

B 区分は，警備の加重がなされている

おり，後ろの扉を閉めなければ，前の扉

受刑者，C 区分は，警備に特別の配慮を

が開かない仕組みになっている。広場の

要しない受刑者，D 区分は，解放処遇が
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なされる受刑者である。D 区分の者は，

相談に乗る「リスナー」，イ 薬物依存

許可を得れば，週末に家族や友人宅に外

症者に対応する「パスウェイ」，ウ ギ

泊することができる。

ャングメンバー同士の調整を図る「ワン

ベルマーシュ刑務所では，すべての区

ポストコード」等がいるとのことであっ

分の受刑者を収容しており，現在の収容

た。（なお，ワンポストコードとは，ギ

人数は 850 人とのことであった。

ャングが地域ごとにまとまって，他地域

職員は 650 人が直接雇用されており，

とは反発し合っている様子を郵便番号

うち 200 人が女性である。メンテナンス

にたとえ，パストコード（郵便番号）が

やヘルスケア部門については，民間企業

違うギャング同士は仲が悪いことに由

が入っており，最近では，危険性の低い

来する言葉である。）。

受刑者に関するプロベーションも民間

ベルマーシュ刑務所では，101 人の終

が担当している。

身刑受刑者がいるが（ただし，終身服役

③ 隔離棟

命令の終身刑受刑者はいない。），オー

隔離には 3 種類あり，ア 懲罰による

ダリーの中にも終身刑の者がいるとの

隔離（最大 21 日間），イ 他の収容者

ことであった。オーダリーは自身も長期

からの攻撃を避けるための隔離，ウ 秩

間服役しているため，他の収容者の面倒

序を乱す収容者の隔離がある。最大 16

をみることに生きがいを感じていると

人の収容が可能であり，見学当日は 6 人

いう。

を収容しているとのことであった。

職員の待機所のそばには郵便ポスト

④ 「オーダリー」という受刑者の存在

があり，手紙も出せるが，誰に出せるか

受刑者の収容棟に入ると，青と白で彩

は決まっている。また，電話もかけるこ

られた鉄格子のある通路の横に居室が

とができるが，全て録音されていて，刑

並んでおり，部屋の扉は木でできてい

務所側は危険な会話を中断させること

た。天井が吹き抜けのため，建物内は明

ができる。

るい。受刑者らは廊下に出て自由に歩い

⑤ 収容棟の居室内の様子

ている様子であった。通路と階段を通っ

個室は余り広くはなく，ベッド，トイ

て奥へ行くと，職員の待機所があり，そ

レ，プラスチック製の椅子，洗面台及び

こに受刑者と思われる人物等も数人，立

テレビ等が備えつけてある。電源があ

ち働いていた。その中で，グリーンのズ

り，優良者はプレイステーションを使用

ボンをはいている受刑者は，「オーダリ

したり，DVD を購入したりして視聴する

ー（Orderly）」と呼ばれる存在であり，

こともできる。雑居部屋は 3 人部屋であ

長期間服役している優良な受刑者で，新

る。

入りをはじめとする他の受刑者の面倒

居室内に絵や写真を飾ることは許さ

をみる立場にある者をいう（Orderly に

れているが，時々取り除いて，下の壁を

は，
「規律を守る」という意味がある。）。

チェックする。テレビのチャンネルは，

ちょうど昨日収容されてきた受刑者

外と同じチャンネルが四つ，映画放送の

に対して，オーダリーがオリエンテーシ

チャンネルが一つである。

ョンをしている様子も見学できた。

⑥ 教育施設と学習環境

何種類かのオーダリーがいて，ア 自

2 階建てになった青い壁の教育施設の

殺願望のある受刑者等から，話を聞いて

区画に入ると，中央にはオフィスルーム
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があり，周囲には図書室や教室等があっ

て，仕事は少ないらしく，450 人分の仕

た。12 の科目を行う 12 の教室があり，

事があり，半分の人が午前に働き，半分

基本的な学科を教えている。40％の受刑

の人が午後に働く。あとは自由時間に充

者は読み書きができないため，英語と算

てられるとのことであった。

数を教えているとのことであった。ま

基本的に，作業は義務とされており，

た，ロンドンが近いベルマーシュ刑務所

対価として給与が支払われる（1 日 2 ポ

では外国人受刑者も多く，40％から 45％

ンド 50 セント，1 週間で 15 ポンド）。

が外国人であるため，外国人のための英

しかし，働く意欲があっても仕事がない

語教室もあるという。現在 100 人程度が

場合もあるため，その場合も，少額では

受講している。

あるが給与がもらえるとのことであっ

中央のオフィス附近にはボードがあ

た（1 週間で 2 ポンド 50 セント）。これ

り，数字が書いてあった。これは，受刑

に対して，作業を拒否すれば，当然対価

者数を示しており，GPS はないが，誰が

の支払はなく，テレビや DVD 視聴等の特

今どこで何をしているか，常に把握して

典を失うことになる。

いるという。なお，このボードから，見

イギリスでの最低賃金は，時給 7 ポン

学当日に，A 区分の受刑者が 2 人，この

ドであるが（1 ポンド 150 円で換算して，

教育施設で教育を受けていることも分

1 時間 1050 円程度），刑務所内での作業

かった。

は，1 日 2 ポンド 50 セントであり，（同

刑務所内で大学卒業レベルの教育を

じ換算で 1 日 375 円程度），社会に比較

受けることができ，政府からの返済義務

して，かなり安い様子がうかがわれた。

のない奨学金を得て，大学へ進学するこ

しかし，D 区分者で外部通勤者の場合

ともできるが，希望者は少ないとのこと

は，時給は 7 ポンド 50 セントとなる。

であった。

ベルマーシュ刑務所には D 区分受刑者は

⑦ 炊事場と食事

余りいないが，鉄道作業があるブリッグ

食費の経費は，1 人あたり 1 日 2 ポン

ストン刑務所等では，D 区分で外部通勤

ド 2 セントである。全ての食事を施設内

をしている受刑者は，
年収約 4 万ポンド，

の炊事場で調理している。昼，夜ともに，

日本円にして，年 600 万円程度の給与が

4，5 種類のメニューの中から選ぶことが

もらえるとのことであった。

できる。

給与を被害弁償に充てたり，慈善団体

炊事場では A から D 全ての区分の受刑

に寄付したりすることは可能であり，D

者が働いている。終身刑受刑者も含まれ

区分の外部通勤者については，給与の

ている。炊事場の仕事は人気があるとの

50％を慈善団体に寄付することが義務

ことであった。

付けられている。

⑧ 受刑者の作業と報奨金

給与と外部からの差し入れ金（等級に

施設内には七つの工場があるが，稼働

よって上限の金額が決まっている）によ

しているのは五つである。基本的な作業

って，テレビ利用の代金等を支払ったり

が多く，例えば，他の刑務所に送る朝食

する。タバコも許可されており，刑務所

のシリアルパックを詰める作業，トナー

内で買うことができるとのことであっ

カートリッジの交換作業及び家具製作

た。

の作業等があるという。受刑者数に比し

⑨
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ないとのことであった。

刑罰の目的は，社会復帰（更生）のた

この区画に入っている受刑者は一人

めにある。刑務所内の作業も社会復帰の

で運動するが，運動場はかなり広いグラ

ためにあるとの説明を受けた。

ウンドであった。上部には，ドローンや

なお，修復的司法の希望があれば，職

ヘリコプターが下りてくるのを防ぐた

員がアレンジするが，被害者が拒否する

め，二重の鉄網が張られている。多数の

ことが多いという。修復的司法が成功す

監視カメラが設置されているが，そのカ

れば，再犯可能性は大幅に低くなるが，

メラ設置のための鉄柱にもワイヤーが

そもそも修復的司法を希望する受刑者

張られている。

は，更生が達成できている傾向にあると

「刑務所の中の刑務所」と言われてい

いう。

る区画のため，居室以外にも，運動場及

現在，イギリスでは，厳罰化，刑の長

び面会室，ジム等を備えており，生活の

期化の傾向があり，受刑者が高齢化して

全てがこの中だけで完結するように作

いるという。

られている。医療については，症状が重

⑩ 運動場及び運動

いときは医師を呼ぶとのことであった。

1 日 30 分間の運動が行われる。見学時

職員数も多く割り当てられており，被

にも，運動場で，様々な服装で運動する

収容者との関係も良好に保たれている

受刑者たちがいた。逃亡の可能性が高い

ため，他の収容区画よりも，この区画の

受刑者については，青と黄色のベスト型

方が問題は少ない。受刑者と親しくなり

ジャケットを着せられている。その他，

すぎることは危険であるため，チェッ

スポーツクラブやジム等もある。

ク・メカニズムが設けられており，受刑

⑪ 最重警備収容区画

者と職員が親しくなりすぎないように

A 区分受刑者のうち，具体的な逃走手

配慮がなされている。

段を有している最も危険な収容者を収

職員が携行する武器としては，警棒の

容する最重警備区画についても見学す

みで，銃は所持していない。催涙ガスや

る機会を得た。収容されているのは，テ

光爆弾等もあるが，使用したことはな

ロリストや連続殺人犯等であり，30 年以

く，警棒の使用も昨年は 4 回だけであっ

上の刑期が残っている受刑者である。

た。見学者のうち数名が警棒を持たせて

収容区画の広場は，ヘリコプター等が

もらったところ，警棒は振ると伸びる方

下りてこないように，逃走防止のための

式のもので，ずっしりと重く，殺傷能力

鉄線が張られている。鍵はなく，全て電

はあると感じた。

子錠となっている。三つのロックを抜け

ユニット内で，12 人のレスポンス・チ

て中に入ると入所の手続をするボック

ームによる暴動制圧訓練のためのデモ

ス室がある。

ンストレーションを見学することがで

収容ユニットは四つあり，うち一つの

きた。居室内で，被収容者 2 人が，他の

ユニットに入った。青い床に白い扉があ

収容者 1 人を人質に取って立てこもった

る。1 ユニットに 12 人を収容でき，ユニ

というシナリオのもと，デモンストレー

ットごとに 3 人の職員が担当している。

ションが行われた。チームリーダーの指

監視棟にも 1 人の職員がいる。定員は 50

示のもと，交渉役の 2 人がドアの前に立

人であるが，現在は 8 人しか収容してい

って交渉しながら，犯人の位置関係や動
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きを後ろの控えているチームメンバー

つつ，ハイセキュリティーであることを示

に伝える。チームメンバーは密かに居室

し続けること自体が目的であるという印

の扉のネジを開けて，突入できる用意を

象を受けた。

調え，合図とともに突入して，立てこも

むしろ，大多数の受刑者は，B 区分以下

っていた 2 人を制圧した。

の受刑者であり，逃走防止への配慮はなさ

なお，見学者等の存在に配慮して，今

れているものの，通常の処遇がなされてい

回は使用しなかったが，実際には居室内

る。厳罰化のため，刑務所内で高齢化が進

に光爆弾を投げ込むと，9 回の爆発が起

んでいる点や，収容者の教育水準が低く，

こり，強烈な光と催涙ガスが発射され

英語と算数教育を実施し，外国人受刑者へ

る。犯人らがその衝撃に反射的に身体を

の教育等にも対応せねばならなくなって

丸めた瞬間に室内に入り，犯人らを制圧

いるところは，日本と事情を同じくするの

する。

ではないかと感じられた。

チームメンバーは，犯人が刃物を所持

作業に対する対価が「給与」という形で

している場合に備え，防御ベストを着て

支払われている点は，やや先進的であると

いる。チェーンソー等の様々な機械類も

感じたものの，その給与水準はイギリス社

備えつけられていた。このように，万が

会の最低賃金の高さに比較すれば，かなり

一，暴動が起きたときのための制圧チー

低いと言わざるをえず，日本の作業褒賞金

ムが存在し，常時，訓練を行っている。

と余り変わらないのでないかという印象

⑫ 教会室

も受けた。

最後に教会室を訪れた。日曜日にはキ

ただ，刑罰の目的については，明確に「社

リスト教の礼拝が行われ，金曜日は，ム

会復帰のため」ととらえており，オーダリ

スリムの礼拝が行われているとのこと

ーと呼ばれる長期優良受刑者による受刑

であった。

者の指導等は，日本における薬物回復支援

(4) 小括

団体の自助の仕組みにも似て，見習うべき

イギリスの最重警備施設だけあり，セキ

点があるように感じられた。服装等もある

ュリティー・チェックは非常に厳しく，天

程度自由であることがうかがわれ，区分に

井に張られた鉄網等特別警備が敷かれて

もよるであろうが，居室附近の廊下を歩く

いる様子を見学することができた。ただ，

程度の自由はあるのではないかと思われ

A 区分に分類されている者であっても，最

た。

重警備区域に収容されている者は，現実に

以上のとおり，内部的な事情は日本との

逃走手段を有する 8 人のみとのことであ

共通性が高く，画期的な面が少ないのでは

り，かつては暴動等もあったものの，現在

ないかと感じた刑務所見学であったが，逆

では，閉鎖的な空間内での少数の受刑者と

に言えば，このように共通部分が大きい

多数の職員との関係性の構築等により，平

中，イギリスでは死刑は 1969 年に全て廃

穏な状態が保たれており，激しい緊張状態

止されており，現在では，死刑廃止から既

は余り感じられなかった。暴動への訓練等

に約 50 年が経過していながら，最重装備

も怠りなくなされているものの，実際に暴

の刑務所であっても，このような形で秩序

動制圧に出動するためというよりは，訓練

が保たれているのであるから，日本が現在

のためのデモンストレーションを継続し

直ちに死刑を廃止したからといって，収容

続けることによって，万が一の事態に備え

上特段の問題を生じないのではないかと
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いう印象を受けた。
日本が，突如として，スペインのような
処遇に切り替わることには困難を伴い，一
定の期間を要するかもしれないが，イギリ
スの最重警備施設の処遇と同じ程度の処
遇をすることは，十分可能であろう。報告
者の，岐阜刑務所，旭川刑務所及び徳島刑
務所等，日本の LB 指標施設を見学した時
の印象に照らして，イギリスとの差はさほ

アドルショー・ゴダード法律事務所
ミーティングルーム

ど大きくないと感じた。そして，イギリス
は世界をリードする死刑廃止国なのであ
るから，日本も死刑を廃止できないはずは

(1) イギリスで死刑が廃止された経緯

ないのである。日本の刑事施設，刑務官た

イギリスでは 20 世紀に国会で死刑廃止

ちは，極めて優秀なのであり，イギリスを

についての議論がされるようになったが，

追随して，死刑廃止後の収容に対応するこ

この議論は 19 世紀に奴隷を廃止する際の

とは十分可能といえよう。日本の死刑廃止

議論に似ていた。死刑は，奴隷制と同様に，

の現実的可能性を強く感じた視察であっ

人道的，人権尊重の観点からなされたから

た。

である。
しかし，同じような背景を持ちつつも，
死刑の廃止には 100 年を要した。
1929 年，死刑の執行を停止し，廃止する
かどうかを検討する委員会が立ちあがり，
報告書を作成した。
その報告書を基に，翌 1930 年，死刑の
執行を 5 年間停止する法案が提出された
が，このときは可決されなかった。
そこから 35 年が経過した 1965 年，死刑
廃止を訴えるシルバーマン議員が時限立
ベルマーシュ刑務所 同玄関

法としての死刑廃止法案を提出したとこ
ろ，その法案が支持され，試行的に死刑を

７ Meeting with Addleshaw Goddard

停止することになった。

（報告者：中村有作委員，今村事務局次長）
日 時：2016 年 5 月 17 日(火)12 時～13 時

その後の 1969 年，一般的な犯罪におい
て死刑が廃止された。

30 分

イギリスで死刑が廃止されたのは，国民

場 所：Addleshaw Goddard

が死刑に賛成しつつも，えん罪事件が明ら

対応者：○スティーブン・ケイズ（Mr. Steven

かとなり，「人間は常に誤りがあり，裁判

Kays）氏

官ですらそれは同じである」ということを
理解したからである。しかも，裁判官自身
も誤判があることを認めたことが追い風
となった。
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えん罪となった事件として主に三つの

① 日本では，議員が死刑の廃止を訴える

事件があるが，ここで二つの事件を紹介し

と落選するので，議員は死刑廃止を主張

たい。

することを控える傾向にある。イギリス

それは，ティモシー・エヴァンス事件で

ではそういった傾向はないのか。

ある。

死刑については選挙の争点にはなら

彼は，1949 年，自宅で妻と娘を殺害した

ないので，そういった傾向はない。

として，1950 年に死刑が確定し，死刑が執

②

イギリスにおいて，保守党は死刑維

行されたのだが，執行された 3 年後，彼の

持，労働党は死刑廃止という立場である

上階に住むクリスティーが 6 人を殺害して

という理解でよいのか。

いることが分かり，その 6 人の中にティモ

死刑の問題と支持政党とは関係がな

シーの妻と娘も含まれていたことが判明

い。

した。誤判であることが明らかになったた

③ 先ほどの説明によると，今でも世論は

め，女王は，死後の恩赦を言い渡した。

死刑の賛成派が多いということである

もう一つのえん罪事件を紹介する。

が，死刑が復活することはないのか。

1952 年，当時 16 歳であった少年と 18 歳

死刑に賛否の問題と死刑を存置する

であったベントレーの 2 人が強盗の計画を

か否かの問題は別の問題である。死刑の

立てていた。2 人とも学がないが，ベント

危険性を理解しているからこそ，たとえ

レーは知能が低くく，読み書きはもちろ

賛成だったとしても，死刑が復活するこ

ん，自分の名前ですら正確に書くことがで

とはない。

きなかった。
16 歳の少年が警官を射殺するのである
が，現に人を殺した 16 歳の少年が終身刑

８ Tour of the Supreme Court（最高裁）

となったのに対して，銃を持ってさえいな

（報告者：黒原智宏，今村義幸）

かったベントレーは死刑を宣告された。

日 時：2016 年 5 月 17 日(火)15 時～16 時

このような判断に対して，不公平だとし

場 所：The Supreme Court

た声があり，やがて市民運動にまで発展し
た。しかし，その声は届くことなく，1953
年，ベントレーは絞首刑に処された。
しかも，警察が証拠をねつ造していたこ
とも判明した。
こうして，死刑にもえん罪があることが
きっかけに死刑廃止の議論が高まった。
1969 年に死刑が廃止されたが，他方で，
国家反逆罪や海賊に関する罪は女王の専
権事項であったので，女王の特権を剥奪し
ない限り，死刑を廃止することはできなか
最高裁玄関

った。その後，女王の特権をはく奪し，全
ての犯罪において死刑が廃止された。1998
年であった。

(1) 最高裁判所の概要

(2) 質疑応答

かつて最高位である上訴裁判所の裁判
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官は，ほとんどが控訴院の上訴裁判官であ

2004 年 7 月 14 日，第一審（High Court of

るとともに，貴族院の議員でもあった。

Trinidad and Tobago）で死刑を言い渡さ

議員の立場として法律制定の投票権を

れた。控訴審（Court of Appeal of Trinidad

有しているものの，実際に投票権を行使す

and Tobago）でも一審の死刑判決が維持さ

ることはなかったが，議会への参加そのも

れた。しかし，2008 年 3 月 3 日，枢密院

のは裁判官としての立場と矛盾するもの

（Privy Council）は，被告人の知能指数

と感じられていた。

が低いという新証拠が見つかったとして，

「三権分立」の徹底を求める EU や国内

被告人の供述を再検討させるため，控訴審

の声が高まり，2003 年，上院の「現代化」

（ Court of Appeal of Trinidad and

を唱える当時のブレア首相が改革に着手

Tobago）に差し戻した。同控訴審では，2009

し，2005 年，裁判官を議会からなるべく明

年 7 月から 2010 年 3 月にかけて，5 回の期

確に独立する権力分立を目的として，憲法

日が開かれたが，判決は 2013 年 12 月 18

が改正され最高裁判所が設置された。

日まで延びた。同控訴審は，死刑判決を破

こうして設置された最高裁判所は，かつ

棄した上で，被告人を懲役 40 年以上とす

ての貴族院上訴裁判部門で行われた業務

る無期懲役としたが，判決の中では被告人

を引き継ぎ，イギリス法の発展や重要な公

が死刑となることは相当であると述べら

共問題を解決するための重要な役割を果

れていた。被告人は 40 年以上の無期懲役

たし，イギリス社会を支えている。

は重過ぎるとして，最高裁判所に上告し

最高裁判所が扱う事件としては，イング

た。

ランド，ウェールズ，北アイルランド及び

最高裁判所の法廷は長円形のテーブル

スコットランドの民事事件，イングラン

に 5 人の裁判官と当事者が相対して座り，

ド，ウェールズ及び北アイルランドの刑事

法廷の後方に傍聴席がある。傍聴人に対し

事件のほか，イギリス連邦加盟国の事件も

てだけ裁判を公開しているだけでなく，2

扱うことがある。

台のカメラがインターネットで中継され

なお，最高裁判所の建物は，国会議事堂

ており，パソコンからでも法廷の様子が見

とウエストミンスター寺院の向かいにあ

られるようになっている。

る 1913 年に建築された建造物を利用して

審理は，段差のない法廷の中で，9 人の

いるが，2007 年に改装されている。大法廷

裁判官を交え，議論が交わされていた（日

の絨毯には，イングランド，ウェールズ，

本の最高裁判事が弁護人や検察官とあの

スコットランド及び北アイルランドの各

ような長い間やり取りすることは見たこ

国の国花が描かれていた。

とがない。）。

(2) 傍聴

なお，ここでの判決は言渡しによって直

前述のとおり最高裁判所が扱う事件と

ちに効力が発生するものではなく，判決が

しては，イギリスの事件だけでなく，イギ

効力を有するためには，トリニダード・ト

リス連邦加盟国の事件も扱うことがあり，

バコがここでの判決を受け入れることが

実際に傍聴した事件は，イギリス連邦加盟

必要であり，判決を受け入れるか否かはト

国の一つであるトリニダード・トバコ（死

リニダード・トバコの判断による。

刑存置国）の刑事事件である。
事件の概要は次のとおりである。被告人
が共同で事業を営む者を殺害したとして，
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終身刑が言い渡される。
仮釈放は可能であるが，いずれにしても
長期収容されることになるので，その様な
人は社会復帰は難しい（社会の変化に対応
できない。）が，できるだけ，社会復帰が
できるよう援助していきたいと考えてい
る。
(3) 質疑応答
質問

最高裁法廷

イギリスで死刑が廃止できた理由は
何か。
回答

９ Meeting with Lord Faulks（フォー
ク ス 卿 ） (Minister of State for
Justice)

イギリスと日本は，国として共通する
ものが多くあるが，死刑に対するものの
考え方については異なっている。イギリ

（報告者：堀和幸）

スでは議会が主導権をにぎっており，死

日 時：2016 年 5 月 17 日(火)16 時 30 分～

刑廃止についても議員，議会が社会をリ

17 時 30 分
場 所：Ministry of Justice Office

ードした。勇気と決断力，そして選挙で

対応者：司 法 副 大 臣 フ ォ ー ク ス 卿 （ Lord

支持を失うかもしれないがやり抜く気
力が必要である。

Faulks）

国際社会では死刑廃止の傾向が高ま
っており，日本でもその方向に向かって
行くのではないか。
質問
イギリス政府から日本政府に死刑廃
止を働きかけることは可能か。
回答
とても政治的にデリケートなことだ。
質問
政治問題というのではなく，人権問題

(1) 死刑制度について

という共通の問題ととらえるべきと思

イギリスの国会議員で死刑に賛成し，こ
れを復活させるべきであると考える者は

うが。

ほとんどいないし，裁判官の中にも死刑制

回答
その意見も分かるが政府間では，内政

度を支持する者はいない。その最も大きな
理由はティモシー・エヴァンス事件に象徴

干渉と受けとられかねない。

されるえん罪の危険性である。

質問
日本では，世論調査で 80％以上が死刑

(2) 終身刑について
謀殺については，全て終身刑が言い渡さ

存置に賛成し，国会議員でも死刑廃止を

れる。謀殺以外でも，例外的に犯罪を何度

表明する人は極めて少数である。日本で

か繰り返す様な重大犯罪人にも裁量的に

死刑廃止実現のために乗り越える壁は
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とても高い。一方で，この 2 年間，ティ

ければ，平和の祭典であるオリンピック

ム・ヒッチンズ駐日イギリス大使，ジュ

に参加を控える可能性もあると伝えれ

リア・ロングボトム駐日イギリス公使の

ば，安倍首相も直ちに死刑廃止に向けて

大きなサポートがあった。日弁連主催の

少なくとも真剣に考えることになるの

シンポジウムでの大使のスピーチ，日弁

ではと思っている。

連機関誌での大使の EU での現状やイギ

回答

リスでの死刑廃止までの歴史等を記述

これは最も大きなプレッシャーで，ス

したエッセイ文の発表等，イギリス大使

トレスになりそうだが，気持ちは良く理

館は死刑廃止を最大の政治的課題の一

解した。

つと位置付け，我々を常にサポートして
くれている。
死刑を廃止するために，法律を変える
必要があるので，そのためには，まず日
本の弁護士を動かし，続いて，立法に携
る国会議員を動かす必要があると大使，
公使に説明した。
その結果，ティム・ヒッチンズ大使に
は 10 人位の日本の国会議員とも面談を
して頂いた。今回の調査も駐日イギリス
大使館と本国の外務省及びイギリス法
務省のスタッフの多くの方々の強い支
援があって，貴職と面談する機会を得る
ことができた。我々が死刑廃止に向けて

10 Seminar: Focusing on the abolition
of the death penalty in the UK, the
ICCPR and international standards
and a discussion on public opinion

今後も尽力し続けていくためにも，ティ
ム・ヒッチンズ駐日イギリス大使，ジュ
リア・ロングボトム駐日イギリス公使だ
けでなく貴職も含めた貴国の助けが必

（報告者：堀和幸，足立修一）

要だ（それほど，死刑廃止への壁は高

日 時：2016 年 5 月 17 日(火)17 時 30 分～

い。）と思っている。

18 時 40 分

回答

場 所：Foreign and Commonwealth Office

話は良く分かった。しかし，とてもデ

対応者：バロネス・ヴィヴィアン・スターン

リケートな問題だと思う。しかし，大き

（The Baroness Vivien Stern CBE）

な問題であることも理解できたので，我

氏，ジュリアン・ノウルズ（Julian

々が具体的にどうするかは今後良く考

Knowles QC）氏，マーティン・バロ

えていきたい。

ー（Martin Barrow）氏，ソール・

質問

レ・フロインド（Saul Lehrfreund

一つのアイディアであり，ジョークで

MBE）氏，佐藤舞（Mai Sato）氏

はあるが，4 年後，東京でオリンピック
が開かれることになっている。その際，
EU 及びイギリスが，日本が死刑廃止しな
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ロンドンで刑事弁護人をしている。ま
た，世界各国，例えば，カリブ海の諸国
における死刑事件の弁護も行っている。
昨年，イギリスで，死刑を廃止して，50
周年を迎えたので，報告書を作成した。
そこで，なぜ，イギリスで死刑を廃止す
ることができたのか，しかも，なお，そ
れが今でも重要な問題なのかというこ
とについて書いた。
バロネス・スターン 貴族院議員等

② イギリスでどのようにして 51 年前に
死刑を廃止することができたか
我々がなぜ死刑を廃止できたのか，そ

(1) バロネス・ヴィヴィアン・スターン

の本当の理由について話す。

（Baroness Vivien Stern CBE）氏

戦争のような特殊な状況以外におい

① 自己紹介

ては，イギリスにおいて，死刑が執行さ

上院議員を代表し，また，死刑に関す

れた犯罪は，謀殺のみであった。

る全議員連の代表としてきた。
私たちの議会では，たくさんのグルー

死刑は，必要的に与えられる刑罰であ

プ，委員会がありまして，その中では，

った。介護殺人のような場合，子どもを

上院下院を問わず，そして，政党を問わ

かわいそうな状態で殺したような場合

ず，様々な人たちが委員として，たくさ

についても，死刑が言い渡されていた。

ん参加している。死刑に関する全議員連

そして，死刑を言い渡された人で，死

については，既に，6 年間議長を務めて

刑を実際に執行された人は，全体の 50％

きた。

くらいだった。残りの 50％は，その後，

②

恩赦を言い渡された。1950 年代までは，

死刑に関する全議員連の活動につい

年間死刑を執行される人は 6 人程度であ

て

った。

イギリスの国会では，現在この国の死

1950 年代には既に議会の中で死刑廃

刑については，全く議論が行われていな

止派は相当程度いた。

い。

その理由というのは，幾つかのものが

現在，上院に 800 人の議員がいて，600
人の議員が下院にいる。1400 人全員が死

あった。

刑廃止を支持している。イギリス国内で

ア 一つ目は死刑に対する懸念である。

の死刑の廃止は達成されているので，他

その当時，議員だった人の多くは，第

の国での死刑が廃止に向かうように運

二次世界大戦を経験した人であった。

動している。そのため，海外に出かけて

1945 年の戦争終了後に議員になって

いき，その死刑存置国の議会の議員と面

きた人々は伝統的になってきた人よ

談し，特に死刑廃止に賛成する議員に会

りもかなり若い世代の人々であった。

うという活動をしている。

そして，彼らの第二次世界大戦中の経
験というのが，国家が人命を奪うこと

(2) ジュリアン・ノウルズ（Julian Knowles
QC）氏

についての疑問を彼らの中に生じさ

① 自己紹介

せた。そして，1948 年に，下院が死刑
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廃止を可決した。しかし，可決するた

奥さんと子どもを殺したのだという

めには，上院も通過しなければならな

ことが判明した。それが，大きな地

いが，そのときは，通過できなかった。

殻変動をもたらした。

したがって，死刑は存置されることに

なぜなら，それまでイギリスで

なった。しかし，その当時もう既に方

は，
自分たちの司法制度においては，

向性は決まっていた。死刑廃止に向け

いろいろな保障機能があるので，誤

た流れは作られていた。つまり，1 番

判が起こるなんて，イギリスの人は

目の死刑廃止に向けた理由というの

思ってもいなかった。まず，陪審が

は，1950 年代の近代的な考え方であっ

間違うなんて思ってもいなかった。

た。つまり，国家が人命を奪うのはど

もし，陪審が間違ったとしても，控

ういう場合だったらできるのか，ま

訴院がそれを正すことできる。控訴

た，どういう場合だったらできないの

院が誤ったとしても，次には恩赦の

かということに関する考え方が生ま

手続がある。しかし，エバンズ事件

れたこと，それが第 1 の理由である。

が示したのは，幾ら誤りをしないよ

イ そして，二つ目の理由であるが，多

うに保障するような制度があったと

くの議員たち，そして，また，後には，

しても，我々は，人間であって，人

公衆，市民の人たちが死刑を廃止する

間は誤りを犯すということがあから

べきだというに至った理由は，1950 年

さまになった。

代に起こった著名な三つの誤判事件

ｂ 二つ目の事件は，デレック・ベン

であった。そして，この誤判事件が

トリー事件である。彼は，死刑を執

1960 年に起きた廃止の議論に大きな

行されたが，彼は，その事件におい

影響力を与えた。

て，彼は，確かに，犯行現場にいた

ａ 一つ目の事件は，大体ここ（イギ

が，実行犯ではなかった。彼は，も

リス外務省）から 4 キロから 8 キロ

う 1 人の共犯と強盗事件を犯して，

くらい離れたところの西ロンドンに

その事件の間に，共犯者が，警察官

住んでいるティモシー・エバンズが

1 人を殺した事件だった。実際に警

誤判の犠牲者であった。彼の奥さん

察官を殺したのは，ベントリーでは

とお嬢さんが彼の家の中で死んで発

なく，16 歳の男性だった。その当時，

見された。そのお嬢さんの方につい

死刑の執行については，18 歳以上の

てだけ，有罪判決を言い渡され死刑

者にしか言渡しができず，その 16

を執行された。それが，1950 年のこ

歳の男性には死刑が言い渡されなか

とである。その後，1953 年に，その

った。つまり，実行犯の方は死刑を

家の庭で，何人もの女性の遺体が庭

執行されなかったが，ベントリーの

に埋められているのが発見された。

方は，当時 19 歳だったので，死刑を

この女性たちは誰に殺されたかとい

言い渡されてしまった。社会の多く

うと，その家の大家さんであり，し

の人々は，16 歳の実行犯は死刑にな

かも，同じ家に住んでいたジョン・

らなかったので，ベントリーはおそ

クリスティーが犯人だった。
そして，

らく死刑にならないだろうと考えて

後に，何人目かの事件の捜査で，ジ

いた。しかし，内務大臣は警察を守

ョン・クリスティーが，エバンズの

るためには，やはり，ベントリーは
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執行されるべきだと考えた。この事

正しいことをするという信念に突き動

件が示したのは，誰が生き残って，

かされて，彼らは行動した。実質的に

誰が殺されるのか，執行されるかと

死刑は 5 年間モラトリアムの状態に置

いうことが非常に恣意的に決められ

かれた。1960 年以降，非常に重大な罪

ているということであった。

を犯した人は死刑ではなくて，終身刑

ｃ 最後の事件，三つ目の事件は，ル

を言い渡されることになった。
そして，

ース・エリスの事件である。彼女は，

1969 年，モラトリアムではなくて，永

イギリスで最後に処刑された女性で

久に死刑を廃止する法案が議会を通過

もあった。1955 年に，彼氏を殺した

した。つまり，イギリスだけではなく

として，死刑を執行された。それが，

て，どの国にも言えることであるが，

1955 年のことである。これは，情動

一旦死刑を停止することにすると，も

犯，情動的に起こされた犯罪だった

う死刑を執行する状態には戻れないと

ので，社会の人は，彼女も死刑を執

いうことである。だから，1969 年に議

行されるべきではないという意見だ

員をしていた多くの議員たちは，もう

った。そもそも，1950 年代には，死

以前の状態には戻れないと考え，その

刑が執行されることはレアなケース

年に死刑が廃止された。

だった。しかも，女性が執行される

その後 25 年間，
何度も死刑を復活す

ことは，更にレアケースだった。だ

る法案というのが議会で議論された

から，社会の多くの人々は，彼女は

が，結局それが可決されることはなか

執行されないであろうと考えてい

った。後に。死刑を復活する法案が議

た。しかし，なぜか分からないが，

論されたのは，1995 年のことであっ

彼女の死刑は執行された。
彼女には，

た。だから，この国で，死刑が復活す

子どももいたし，この男性に激しい

ることは絶対にないと思う。

DV も受けていた。そういうふうに，

(3) マーティン・バロー（Martin Barrow）氏

非常に同情するべき事情はあった

最後にイギリスに返還される前の香港

が，1955 年に処刑された。

の議員で，香港の死刑を廃止するために働

ウ 1960 年代には，イギリスは，社会的

いた。

には非常にリベラルな社会になって

重要なアドバイスを二つだけしたいと

いた。例えば，離婚は認められるよう

思う。日本の人々がなぜ死刑を廃止しなけ

になったし，人工妊娠中絶も認められ

ればいけないか分かるように，1 頁のもの

るようになった。その一つの課題が，

に，5 個くらいの論点を書いた，そういう

死刑の廃止だった。多くの議員が死刑

分かりやすいものを作ることをおすすめ

廃止法案に賛成した。それは，もう倫

する。例えば，一番目に死刑には抑止力が

理的に道徳的に間違っていることだ

ない。自民党の政治家の人たちに死刑を廃

と考えたからである。

止することがどのくらい重要なのかを説

選挙民の多くは，死刑を支持してい

得する必要があるかと思う。特に人権問題

ると知っていたにもかかわらず，彼ら

について，お隣の国と同じになる，差を付

は，あえて，死刑を廃止することに同

けるためには，死刑を廃止する必要があ

調した。

る，等。

つまり，議員個人の良心に従って，

(4) ソ ー ル ・ レ ー フ ロ イ ン ド （ Saul
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Lehrfruend）氏（The Death Penalty Project

り，国際人権法を遵守しなければいけな

Co-executive Director）

いという義務が生じる。私たち弁護人

国際人権規約の下で，日本が持っている

が，法廷でどのような弁論をしていたか

義務について，お話したい。

というと，まず，様々な国際的な条約を

①

示し，その国際的な条約に関する国際人

国際法上求められている水準と日本

の実務のギャップ

権裁判所等の判断を説明し，それに基づ

2013 年に Death Penalty Project と日

いて，各国の国内法を解釈する場合に，

本の監獄人権センターと一緒に，日本の

どのように解釈しなければいけないの

死刑が国際人権規約（自由権規約），そ

かについて，裁判所を説得しようとし

の他の国際的な規約に照らすと，どうみ

た。

られるかについて報告書を作成した。つ

例えば，自由権規約は，恩赦の権利を

まり，この報告書の目的は，日本は，1979

与えている。恩赦の権利があるというと

年に国際人権規約について批准してい

いうだけでは足りなくて，実際に恩赦を

るが，国際法上求められている水準と日

申請するための手続や恩赦を認められ

本の実務のギャップを示すことにあっ

るための適正な手続が保障されていな

た。

ければならないことを意味する。

死刑を存置すること自体は，国際人権

我々が参照した先例というのは，国際

規約に違反していない。それは，自由権

人権規約，国際人権法，それと，国内法

規約の 6 条に書かれている。自由権規約

を調和させるためにどのように判断し

によれば，政治家たちが廃止に向けた動

なければいけないのか，ということを示

きをしなければいけないということで

した一連の判例であった。

ある。そして，また，自由権規約は，各

それから，もう一つは，適正な手続を

国が自分たちの刑事手続の対象となる

受ける権利である。国際人権上は，特に，

人たちにきちんと手続保障をしなけれ

死刑事件については，スーパー・デュ

ばならない，あるいは，権利保障を与え

ー・プロセスが保障されなければいけな

なければいけないことを義務として課

い。つまり，より高い高度な適正手続と

している。

いうのが，死刑事件には保障されなけれ

② 最高裁でのトリニダード・トバゴ事件

ばいけないということを意味する。

で問題になっていたこと

③ 日本の法律が，国際人権法に適合して

最高裁でのトリニダード・トバゴ事件

いない，七つの分野

では，トリニダード・トバゴも自由権規

日本の法律が，国際人権法に適合して

約を批准しているので，批准国として，

いない，七つの分野について，簡単に指

どのような義務が生じるのか，その憲法

摘する。

を解釈するときに，どのように解釈しな

まず，公判前に，検察官によって，そ

ければいけないのかが問題になってい

の事件が死刑事件なのかどうかが告知

た。我々法律家としては，国内法の前に

されないことである。日本では，求刑の

国際法についての解釈を示している。な

ときに，初めて死刑が求刑されるかどう

ぜなら，国際法は，国内法の解釈をする

かが，明らかになる。

ための指針となるものであるからであ

二つ目は，公判手続が 2 分されていな

る。国内の裁判所にとっては，可能な限

いことである。つまり，量刑手続が分離
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されていない。情状について，十分な審

組まないといけない。

理がなされないまま判断されている事

誤判は重要な課題だと思うが，日本で

件が多いということである。

は，世論の問題，被害者の問題が重要な

三つ目は，被害者，被害者遺族から厳

問題であり，日本の死刑廃止の運動が，

罰を求める主張が，事実認定手続を汚染

弁護士会を含めて，非常に困難な課題を

するという状況もある。

抱えていることをお知らせしたい。

四つ目は，永山基準が非常に不明確で

回答

ある。それは，一定の要素を提示するだ

全ての国において，人権が守られてい

けである。

ない状況がある。しかし，我々は，議会

五つ目は，死刑事件において，裁判員

で人権が守られるようにするために，働

がどのように設定されるのかについて

き掛けることで自由に議論することが

も懸念がある。

できる。

六つ目は，死刑の評決について，特別

② 質問

多数決制というか，全員一致制が裁判員

死刑廃止に当たって，被害者遺族に対

制度で取られておらず，多数決制が取ら

する対応はどのようになされたのか。

れている。米国では，フロリダ州を除い

回答

て，全員一致制が取られていて，最近，

まず，死刑を廃止したときに，終身刑

フロリダ州でもそれは，違憲であるとい

と置き換えた。そういう場合には，最大

う判断が，下級審裁判所でなされた。米

限の刑が裁判所から言い渡される。その

国でも特殊となっている多数決制が日

タリフ（最低拘禁期間）が経過した後は，

本で取られている。

リスクがないと判断されたときに，仮釈

七つ目は，自動上訴制が取られていな

放される。大体そういうふうなやり方が

いこと。それから，上訴が取り下げられ

行われている。

て，死刑が執行されてしまった事案とい

我々の社会においても，犯罪被害者も

うのが，幾つかある。

不適切にも非常に無視されてきた。1970

つまり，日本では，死刑を廃止してい

年代まで，犯罪被害者の声は刑事司法に

ないとしても，死刑の手続を国際人権法

おいて，反映されてこなかった。

に沿うように改正する必要がある。

要するに，犯罪被害者の声だけによっ

(5) 質疑応答

て，死刑が廃止されるかどうかが決まる

① 質問

わけではない。確かに，それは，重要な

日本は，法治国家であるが，法の支配

ファクターであるかもしれないが，我々

にある国ではない。イギリスでは，仮釈

はシャリア法を持っているわけではな

放について，受刑者に申請権があること

く，犯罪被害者の声によって，死刑廃止

をお聞きしたが，日本には，受刑者に仮

が決まるわけではない。

釈放の申請権はない。日本では，仮釈放

補足説明

すら，国が恩恵として，いつ仮釈放する

犯罪被害者支援のビクティムサポー

かを決めるという状態である。日本で死

トというのは，単に犯罪被害者のサポー

刑廃止を目指すが，世論，被害者，誤判

トではなく，ビクティムサポートという

の問題をいずれも取り組まなければな

チャリティが 1972 年に設定され，この

らない課題である。丁寧に説明して取り

チャリティは今でも続いていて，政府か
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らも結構多額の助成金を毎年もらって
運営しているチャリティである。どうい
うサポートをしているかというと，ビク
ティムインパクトステートメントのよ
うな，裁判所で被害者が裁判に参加する
ようなサポートだけではなく，このビク
ティムサポートというのは，被害者が裁
判所に行くのに，付き添ったり，後は，
外務省ミーティングルーム

カウンセリングのサポートを提供した
り，裁判に参加というだけではない，他
の幅広い，被害者に対するサポートを行
っている。

11 総括

③ 質問

イギリスにおける死刑廃止の直接的な理

終身服役命令について，司法省の方々

由はえん罪であったが，その背景として，第

や大臣から，仮釈放できるんだというと

二次大戦の経験から学んだ人命の尊重，政治

聞いてきたが，皆さん方から見てどう

家（労働党）のリーダーシップ，欧州（EU）

か。

諸国との協調等であり，今回の調査でお聞き

回答

した限り，（仮に，EU を脱退したとしても）

廃止派の人たちが，非常に受け入れ難

死刑復活はあり得ないであろう。

い刑罰を，でも，死刑廃止のためには，

他方，政府は，死刑廃止とともに，謀殺に

導入しなければいけないという誘惑に

ついては必ず終身刑が言い渡されるものとし

駆られることは分かる。しかし，死刑に

（必要的終身刑），その後，裁量的終身刑や

反対するというのなら，その人を一生閉

IPP 等，多様な終身刑（不定期刑）を創設す

じ込めておくことに同意することはで

るとともに（IPP についてはその後廃止），

きないのではないか。それは，非論理的

仮釈放の最低服役期間についても，事実上仮

なことではないか。死刑の廃止を求める

釈放の認められない終身服役命令から 30 年

のは，全ての人が尊厳を持っている。そ

ないし 12 年の期間までの多様な基準を設け

の人が何をしたかに関わらず，尊重され

ている。このような多様な終身刑，仮釈放制

なければならないということがある。そ

度の存在は，死刑廃止による治安の悪化に対

して，その人間の姿勢を大事にすべきな

する国民の不安を解消することの困難さと，

んだという議論から，その人がいつか変

これに取り組む政府の苦難を象徴していると

わるだろうという可能性を否定するこ

言えるであろう。

とはできない。その可能性を否定せず

ところで，イギリスにおける死刑廃止の理

に，そのドアについては，開けておく必

由の内，戦争とえん罪は日本とも共通する。

要があるのではないか。

死刑に代わる最高刑の議論もなされている
（仮釈放なき終身刑の導入等）。死刑廃止実
現のために戦争やえん罪から何を学ぶのか，
また，死刑に替わる最高刑をどのようにすべ
きか，イギリスから学ぶことは多い。
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和 幸 調査団長
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受刑者は，文化的な機会及び全般的な人格形

スペインの刑罰制度改革に学ぶ
本年 5 月に，スペインの刑務所・関連施設

成の機会に対するアクセスとともに，有償の

を訪問し，刑事司法を管轄する内務省幹部と

雇用及び適切な社会保障給付に対する権利を

意見交換をすることができた。この場を借り

有するものとする。」。この短い憲法の条項

て，この調査の実現のために御尽力いただい

の中に，我々が目指すべき刑罰制度の改革の

た在日スペイン大使館のみなさまとスペイン

方向が，明確に示されている。そして，強制

内務省の関係者に，心から感謝したい。

労働の廃止と賃金制，社会保障の権利までも

私たちは，数年前からスペインの調査を企

が憲法レベルで受刑者に保障されていること

画し，資料を集めていたが，今回の視察は，

は大きな驚きだ。労働した者にはそれほど高

日弁連の今秋10月6日に福井で開く人権擁護

くはないが，賃金が支払われている。また，

大会シンポジウム「死刑廃止と拘禁刑の改革

雇用保険や医療保険の対象とされている。こ

を考える～寛容と共生の社会をめざして～」

れらの制度は，刑を終えた受刑者が仕事に就

と同大会宣言の準備のためであった。とりわ

くことができず再犯に陥ることを防ぐ防波堤

け私たちの大きな目的は死刑を廃止した後

となっている。
そして，スペイン刑法は，1975 年のフラン

に，深刻な罪を犯した者をどのように処遇し

コ独裁政権終了から 20 年の討議の結果，
1995

たら良いかを学ぶことであった。
スペインは第二次世界大戦後も，フランコ

年に全面的に改正され，刑罰は自由刑と身体

政権による独裁が続き，
死刑制度も存続した。

の拘束を伴わない刑が設定され，死刑は戦時

フランコ政権末期の死刑制度の不合理を描い

を含め，完全に廃止された。自由刑は，単一

たスペイン映画に「サルバドールの朝」
（2006

で，6 か月未満の短期自由刑は，廃止され，1

年）がある。最後の処刑は，1974 年に執行さ

年以下，例外的には 2 年以下の刑は，執行猶

れたが，1978 年に生命の権利を規定する新憲

予可能であるとされた。2 年以下の自由刑は，

法 15 条により死刑は廃止された。
スペインの

週末拘禁等に代替可能とされた。もともと，

市民にとって死刑はフランコの圧政の記憶と

スペインには無期刑・終身刑はなく，死刑廃

ともにあり，フランコ独裁の終了は死刑の廃

止のときにも無期刑・終身刑は導入されなか

止をもたらした。ナチスの崩壊とともに死刑

った。つまり，スペインではどのような罪を

が廃止された西ドイツの例に近い。スペイン

犯したとしても，最高刑は単一の事件では 20

憲法25条2項並びに一般刑事施設法及び同規

年，
複数の事件については 40 年までとされて

則がスペインの刑事拘禁制度の基本的な法的

いる。2015 年には，テロ犯罪等極めて重大な

枠組みを提供している。スペインの刑事施設

罪について，
刑の執行開始後 25 年経過時に更

関連法規は全て欧州刑務所規則とこれに基づ

生が進んでいない場合，裁判所の決定で 40

いてなされた勧告に準拠している。

年を更に数年間延長できるという制度が導入

スペイン憲法 25 条 2 項は次のように規定

された。この制度には，国会内でも強い反対

している。
「拘禁及び保安措置を伴う刑罰は，

があったとのことであり，言い渡した例もな

更生と社会への再統合をねらいとすべきであ

く，定着するかどうかは未知数である。
薬物犯罪については，「プロジェクト・オ

り，強制労働により成り立つものであっては
ならない。受刑者は，その拘禁中，刑の条件，

ンブレ」という私営の自助施設が刑事司法制

刑罰の目的及び刑事法により明示的に制限さ

度の中に位置付けられている。我々が訪問し

れたものを除き，本章に定められた基本的権

た施設の長は，キリスト教の聖職をされてい

利を享有するものとする。いずれにしても，

る方であった。日本で言えば，薬物対策の精
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神科医療やダルク等が，刑事司法の一翼を担

る限り環境を整え，できる限り長く母親の元

う制度として運用されているのである。

に置くことを認めるべきであり，そのことに

さらに，我々が訪問した重罪犯刑務所であ

障壁があるのであれば，それを取り除くよう

るマドリッド第 7 刑務所には，「尊重のモジ

に努力すべきであろう。そのことが，子ども

ュール」という興味深い区画があった。ここ

の最善の利益であるし，当該母親の社会復帰

には，重大な罪を犯した受刑者に対しても，

にも大きな動機付けになるはずである。この

志願によって，自立性の高い生活を保障して

点について日本の矯正局は明らかに努力不足

いる。実際に，受刑者同士，受刑者と職員が

ではないだろうか。

互いを尊重する関係の中で，少し前まで，も

このように，人権を保障することが更生の

っとも厳しいセキュリティ区画に収容されて

可能性を高めるのだという確信によって，ス

いた受刑者が，劇的に変わる姿を実際に見る

ペインの刑罰制度は貫かれている。1995 年の

ことができた。尊重されることによって，人

刑法改正から始まってまだ 20 年しか経過し

は，自己改革をし，変わることができるのだ

ていないが，フランコ政権の崩壊の後，新し

という，社会復帰のための処遇の成功例とい

い刑罰制度のデザインを一からやり直すこと

える。

ができたという利点はあるにせよ，これを実

スペインでは，重罪犯の受刑者であって

現させたスペインの官民の努力に，強い感銘

も，外泊が認められる者が多く，認められな

を受けた。

い場合も，配偶者や恋人との性交渉の可能な

2020 年に日本で国際連合の犯罪防止刑事

親密な面会（conjugal visit）が例外なく認

司法会議（コングレス）が開催されることが

められていた。スカンジナビア諸国では，定

決まった。この会議は 5 年ごとに開催され，

期的な外泊が認められない受刑者に対する代

世界中から官民の刑事司法の専門家が一堂に

償措置として夫婦面会制度が認められてき

会する大会議である。コングレスの日本開催

た。同様の制度はブラジル，カナダ，ドイツ，

は，日本の刑事司法への世界の関心を高め，

イギリス，イスラエル，メキシコ等広く認め

刑罰制度を改革するための大きなチャンスで

られている。性的な接触も人権だと考えられ

ある。日本でも国民全体で議論し，スペイン

るようになってきている。

の経験も参考に，罪を犯した者の立ち直りと

スペインでもう一つ大きな印象に残った

社会復帰を社会全体が支えられるような制度

ことが，母と子が一緒に暮らし，育児をする

へと改革を図ってゆきたい。

機会を保障することに大きな労力が割かれて
いたことである。郊外の刑務所にも，母子が

スペイン調査

一緒に過ごせるユニット，さらには父母が共

海 渡 雄 一 調査団長

に受刑者の場合は，家族で暮らせる家族ユニ
ットが運営されていた。しかし，施設内の環
境は閉鎖的で，子どもを育てる環境として理

第１ Proyecto Hombre Guadalajara（プ
ロジェクト・オンブレ・グアダラハ
ラ）

想的とは言い難い。そこで，スペインでは，
子どもを育てる女性受刑者を街中の普通の集
合住宅のような施設に収容し，その施設から
保育施設に通わせることを認める母子ユニッ

１ はじめに

トが運営されていた。

プロジェクト・オンブレは，現在，スペイ

子どもたちの利益を第 1 に考えれば，でき

ン全土に広く普及している薬物・アルコール
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依存のリハビリテーション・プログラムであ

所型のセンターである。そのほか，カスティ

る。「プロジェクト・オンブレ」とは，日本

ーリャ・ラ・マンチャ州の全ての刑務所にプ

語に直訳すると「人間計画」となる。このプ

ロジェクト・オンブレが指導を委託されたモ

ロジェクトは，「1984 年，ヨーロッパの治療

ジュールがあり，週に 1 回程度，スタッフが

共同体の経験と，アメリカの治療共同体デイ

刑務所を訪問して，モジュール内で指導を行

トップ・ビレッジの構造を融合し，家族プロ

っている。

グラムを加えたイタリアの若者プログラム

グアダラハラ支部の設立者であるモデス

Progett Homo をスペイン風にアレンジしたプ

ト・サグラド（Modesto Salgado）氏は，支部

ログラムである」（平成 22 年度「スペインに

長として各センターを統括しているが，もと

おける青少年の薬物乱用対策に関する企画分

もとは司祭である。薬物依存の息子を抱えて

析報告書」内閣府）。治療共同体（Therapeutic

困り果てた母親から相談を受けた教会の司教

Community）とは，「ある個人の直接的な環境

が，プロジェクト・オンブレの存在を知って，

あるいは生活環境を変えることで，その環境

当時の部下（司祭）であったモデスト氏に相

の圧力とそこに生活している個人の欲求との

談を持ちかけ，モデスト氏が奔走してグアダ

相互関係を組織的・意図的に組み合わせるこ

ラハラ支部は設立された。当時のカスティー

とにより，そこで生活している個人の行動そ

リャ・ラ・マンチャ州の知事の理解を得るこ

のものを変えることを目的とする組織をい

とができ，州政府からの財政的な援助も受け

う」（平成 23 年度「アメリカにおける青少年

ている。モデスト氏は，支部設立にあたって

の薬物乱用対策に関する企画分析報告書」内

は，事前にマドリッドで 1 年間，イタリアで

閣府）。

半年間，プロジェクト・オンブレの研修を受

日本では，薬物依存症の元受刑者らのため

け，2 人の臨床心理士の協力も得て，1992 年

の組織として，「ダルク」が有名であるが，

に支部設立に至ったとのことであった。

日本では刑事司法手続に組み込まれた組織と
しての社会内の治療共同体はまだ存在せず，
僅かに刑事施設である島根あさひ社会復帰促
進センター内に米国の治療共同体アミティの
手法を取り入れた回復共同体ユニットが活動
している程度である。
プロジェクト・オンブレは，1984 年の設立
後，現在ではスペイン全土に 27 支部を持つ，
スペイン国内では広く知られた治療共同体で
ある。そのうちの一つ，グアダラハラ
（Guadalajara）センターは，マドリッド中心

きれいに整備された中庭

部から北東方向に電車で約 1 時間のグアダラ
２ 施設の概況，定員

ハラ駅近郊にある，カスティーリャ・ラ・マ
ンチャ（Castilla La Mancha）支部が運営す

グアダラハラ・センターは，もともと地元

る宿泊型の施設である。このカスティーリ

の有力な農家が持つ農場であったところ，所

ャ・ラ・マンチャ州には，プロジェクト・オ

有者が州政府に「社会のために役立てて欲し

ンブレのセンターが五つあり，そのうちグア

い」と遺言で提供したことから，プロジェク

ダラハラを含む 2 か所が宿泊型，3 か所が通

ト・オンブレが州政府から 50 年間の無償貸与
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を受けて運営されている。このセンターは，

期間やその他の個人的な事情の困難度に

薬物依存症に特化した宿泊型のセンターであ

応じて決定する。

り，利用者のうち，50 人が宿泊，20 人が通所

(2) 退所後のデイサービスによるサポート

している。

入所期間は 1 年間を基本として，本人の

約 10 万㎡の敷地に，山羊小屋を改装した

状態を見て具体的な退所時期は決定され

本部棟の他，サッカー場，バスケットボール

る。刑事処遇として入所したユーザーにつ

場，放牧場，厩舎，畑等が拡がっている。本

いては，退所後，デイサービスに 10 か月

部棟は 2 階建てで，1 階に事務室，会議室，

間通うことが必要とされている。そのう

食堂，キッチン，洗濯場，図書室等があり，2

ち，当初の 6 か月間は週に 1 回，その後は

階に入所者の居室が配置されている。飼育し

月 2 回の通所となるが，いずれも入所・通

ている馬は，合計 20 頭，そのうちには，貴重

所ともに刑罰の一部であり，義務とされて

なスペイン原産種も含まれているとのことで

いる。

ある。

当初からデイサービス型とされた場合，
通所の頻度は行刑裁判官が決定する。裁判
官によっては，直接センターにユーザーの
状況を確認しに来ることもある。また，2
か月～3 か月に一度は，ユーザーの様子を
センターから担当裁判官に報告する。
ユーザーが社会復帰した後，家族や職場
等，社会内で様々な問題・トラブルに直面
することになるので，元ユーザーをサポー
トできるよう，センターとのつながりを保
ちながら，徐々にセンターの援助を受けな
いですむようにしていくことが重要であ

広大な牧場

る。
(3) 運営経費

３ 入所，退所，経費

カスティーリャ・ラ・マンチャ州にある

(1) 入所のルート

五つの施設合計で，年間 150 万ユーロの運

入所者（ユーザー）がセンターに入所し
てくるルートとしては，①裁判所から直接

営予算を要するが，
そのうち 7 割を州政府，

に，社会内処遇として入所するよう判決を

3 割を EU，地元自治体が負担している。今

受けた人，②刑務所を出た後，行刑裁判官

年度は EU の助成金が 2 割となっている。

に入所を命じられた人，③家族や行政・病
院からの相談で任意に入所する人という，

４ 生活の仕組み

三つのタイプがある。そのうち，刑事処遇

(1) 役割と責任が段階的に増すステージ制

として入所する①②の場合には，ユーザー

ユーザーは，入所時から徐々に集団生活

の刑事記録を含めて各種の情報がセンタ

に慣れるための工夫とともに，その役割と

ーにも提供されて共有される。③の任意に

責任が増大するように，階級式に身分・役

入所する場合には，宿泊型とするか，通所

割が設けられている。

型（デイサービス型）とするかは，家族か

① モチベーション（Motivacion) 入所

らのサポートの有無，薬物を利用していた

後 3 か月間は，共同体への参加の動機付
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(2) プログラムの概要

と呼ばれる先輩格のユーザーが 1 対 1 で

実施されるプログラムは，グループミー

寄り添う。「兄弟」は入所者に共同体で

ティングを基本としている。通常，7 人～9

の生活の仕方，ルール，振る舞い方を教

人程度でグループを構成し，基本的にメン

え，大きな変化を和らげ，共同体に溶け

バーは退所時まで不変で，ミーティングで

込めるよう援助する。このステージにい

話された内容は，グループ外には漏らさな

る間は外出時には，他のメンバーや家族

いことがルールである。グループセッショ

が同行することが必要で，単独での外出

ンのテーマは，アルコールの経験や，子ど

は禁止されている。週末に一時帰宅する

も時代の家族関係，重要な他者との関係，

ためには家族の送迎が必要で，また，携

性体験，とりわけ麻薬と性体験との関わり

帯電話も所持できない。

や，将来の生活等と多肢に渡る。過去の体

② 労働者（Trabajador) モチベーショ

験を自らの言葉にして話し，自分が受けた

ンを終えた最初の役割。ユーザーのスキ

心理的ダメージや痛みを薬物に依存して，

ルに応じて各部署（セクター）に分かれ，

薬物を利用して一時的な快楽に触れるこ

日々の共同体の運営の一部分を担う。セ

とで癒やしていたことに気付かせ，体験を

クターについては，後述する。

グループ内で共有し，共感しあうことを通

③ 責任者（Responsable） 各セクター

じて，徐々に人間性を回復していくことを

内での仕事の責任者。2 か月間程度。

目指している。刑務所内の治療共同体で

④ スーパーバイザー（Supervisor) 各

は，話せる内容に限界があり，徹底したセ

セクター内での仕事とメンバーの監督

ッションができないが，社会内の治療共同

を行う。各メンバーの目的を管理し，問

体でプログラムを継続することによって，

題を共有し，解決のために共同体やグル

刑務所内でのプログラムを補完する。

ープを導く。

グループのセッションには，必ず 1 人の

⑤ コーディネーター（Coordinador) セ

認定セラピストが立ち会う。認定セラピス

ラピストを補佐し，共同体内の出来事の

トの経歴は様々で，カウンセラー，ソーシ

コーディネートを担当する。

ャルワーカー，あるいは，退所者が後に認

⑥ オペレーター（Operador) オペレー

定セラピストになった場合もある（視察時

ター（セラピスト）全体の統括をする。

では，7 人の認定セラピスト中 1 人が当事

⑦ 長老（Anciano） 社会復帰段階目前

者出身）。様々な経歴・バックグラウンド

の者（約 1 か月間）。特に定められた役

を持つ人がセラピストとなることで，豊か

割・任務はなく，他の仲間のサポートに

なチーム構成が可能になっている。

従事する（以上，近藤京子「プロジェク

具体的に実施されるプログラムは，認定

ト・オンブレ・マラガより（2）」から

セラピストが作成する。この認定セラピス

一部抜粋）。

トになるためには，マドリッドにあるプロ

視察の際に，視察団一行への説明役にな

ジェクト・オンブレ協会の研修センターで

った 2 人のユーザーは，既に入所以来 10

240 時間の講義を受けて，センターで働き

か月を経過しており，スーパーバイザーと

ながら 960 時間の実地研修を行い，認定試

なっていた。ステージの変更は，毎朝実施

験に合格する必要がある。心理士やカウン

しているセラピストのミーティングで決

セラーの学歴があっても，プロジェクト・

定する。

オンブレで働くためには，別途プロジェク
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ト・オンブレ独自の研修を受けて，認定試

この施設内での共同生活に必要な，料

験に合格しなければならない。なお，研修

理，洗濯・アイロンかけ，掃除，畑・庭作

費用は，自治政府が負担している。

業や飼育する馬の世話，運転手等の諸々の

(3) 効果

作業は，全てユーザーが各セクター（班）

ユーザーのうちで，プログラムを全部終

に別れて分担して担当する仕組みになっ

えて，退所までたどり着けるのは約 5 割程

ている。各セクターへの配置は，入所者の

度。プロジェクト・オンブレ全体では，ユ

特性や職歴等に応じて決められる。そのう

ーザーのうち，9 割は男性，残る 1 割が女

ち，馬の世話をするセクターは男性にとて

性。このセンターには，母子棟があり，子

も人気があり，そのセクターから外すこと

どもを持った母親も受け入れているので，

はペナルティになり得るとのことであっ

女性の割合が多少高く，2 割弱程度。現在

た。なお，馬の世話をすることは，入所者

の入所者のうち，女性は 13 人，そのうち

の精神の解放に非常に役立ち，情操の安定

母親が 3 人（その 3 人の子どもは 5 人）。

にも効果的だとのことである。

効果検証は，退所した後に，10 か月間の
デイサービス期間が終わってから 6 か月～
10 か月後に卒業生の集まりをやって確認
している。それ以上の長期間の追跡調査は
実施していない。退所後のデイサービス期
間を最後まで終わった者の 8 割は薬物との
関係を絶った状態を保っている。
仮釈放期間中の人が問題を起こして退
所することになった場合には，刑務所に戻
ることになる。仮釈放中のユーザーについ
ては，週末毎に刑務所に生活状況を報告し

牡馬の厩舎

ている。何か問題を起こして 1 週間程度の
一時退所になった場合は，その期間は刑務

セクターは，次のとおりであるが，入所

所に戻るが，1 週間経ったらまた戻って来

期間中を通じて固定しているわけではな

ることができる。刑務所とは情報連携を密

く，できるだけ全員が全部のセクターを体

にしている。また，本人がここでの共同生

験できるように異動することとされてい

活を拒否する場合には，刑務所に戻ること

る。
Medico（医療）医薬品・タバコの管理等

もできる。

Despensa（食物倉庫）食物倉庫の管理

ユーザー同士が退所後にも友人関係を
持つこともあるが，施設側では，社会内で

Cocia（調理）調理担当

の新たな交友関係を持つように奨励して

Lavanderia（ランドリー）衣服・寝具等
の洗濯・アイロンがけ

いる。社会内でセンターの出身者とではな

Mantenimiento（修繕）建物その他各種

い，新たな友人・知人との良好な間関係を

備品等の修理

作って行くことが望ましい。プロジェク

Jardines（庭園）敷地内・畑等の管理

ト・オンブレはそのための練習の場だとい
う位置付けである。
(4) 共同生活の分担作業はセクター制
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現金の所持と所内での性行為は禁止さ
れている。入所者同士で恋愛関係に陥る場
合もあるが，その場合でもセラピストを介
在させて，所内での関係を管理する。
部屋の整理整頓は，徹底して要求され
る。施設内で徹底していると，退所時には
普通程度の整理整頓はできるようになる。
各自の予定は図案化された木札で表示

相互に各部屋を 2，3 人で点検する。不十
分な場合には，問題を抱えていることが多

(5) 一日のスケジュールとルール

く，グループで対象者の気持ち等を話し合

朝，7 時に起床・掃除。朝食後は，各セ

うこともある。1 年間続けていると，自ら，

クターに分かれて作業。

その時々の気持ちに気付き理解できるよ

11 時半から，グループミーティング。ま

うになる

ず今日の目標を発表し，目下の問題を共有

食事は，3 食ともに食堂で，入所者・ス

する。各グループで話し合われるテーマ

タッフの全員が集まってとる。視察時に

は，曜日毎に変えている。

は，昼食を一緒にとったが，食事を始める

月－週末の体験・出来事

前に，4，5 人のユーザーが思い思いに，そ

火－グループ内部の問題

の日に思ったこと，気付いたこと等を話し

水－過去について（両親との関係）

ていた。そのうちの一人は，午前中のグル

木－過去について（両親以外の人との関

ープセッションで自分の体験を発表した

係）

感想を涙ぐみながら話し，他のユーザーか

金－自分の歴史

ら共感の大きな拍手を受けていたのが印

他に性体験，飲酒癖についても話し合わ

象的であった。

れる。1 週間に 1 度は共同体全体のことに

スポーツ等のクラブ活動も盛んで，食堂

ついて話す，全体ミーティングを持ってい

には，サッカーの治療共同体国際リーグの

る。

チャンピオントロフィー等多数のトロフ

施設内では，タバコは 1 日 20 本までは

ィーが飾ってある。

喫煙可能とされているが，酒は持ち込み
も，飲酒も禁止されている。週末の帰宅時
には，飲酒も許可されるが，施設に戻って
くる日には禁止されている。施設に飲酒の
影響下にある者を立ち入らせないという
姿勢は，徹底している。飲酒した場合，自
発的に職員に告白する者が多い。飲酒が発
覚すると，3 日間の内省期間（一切の会話
を禁止）を命じられる。
当然のことながら，一切の薬物と暴力・
暴言は厳禁されている。薬物を利用してし
まった場合には，1 週間の一時退所若しく
は完全な退所となる。

サッカー大会のトロフィー
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６ 感想

(6) 母子棟
メインの建物から中庭を挟んで母子棟

まず，グアダラハラ駅に車で迎えに来てく

があり，子どもを持つ母親が入所してい

れた所長のモデスト氏，スタッフのフーリエ

る。母子棟には遊具がそろった裏庭と，屋

氏の暖かく親切な人柄に癒やされた。到着す

内のプレイルームも備わっており，専任の

ると広大な敷地に人なつこい馬が遊び，果物

保育士が配置されている。居室は，それぞ

がなっているという風景。建物は古く決して

れかわいらしい飾り付けがされており，で

立派ではないが暖かみがあり，きれいに整備

きるだけ，子どもに普通の生活に近い生活

された花園のような中庭，保育園のような居

をさせることに配慮がされている。

心地良い母子棟等，全てが人に優しい施設だ

子どもは保育園などに通い，母親はプロ

った。実際のグループミーティングは見学で

グラムを受ける。午後からは母親と子ども

きなかったが，自らの過去を話して，他者と

が一緒に過ごす。現在，3 人の母親と 5 人

共有することによって自分が抱えてきた問題

の子どもが入所中である。

に気付いてゆく，自分の気持ちに自分で気付
けるようになる，また，それぞれの能力と適
性に応じた役割を得て，段階を追って，責任
と役割とが与えられていくという治療共同体
の機能が，十全に発揮されていることが見て
とれた。
また刑務所や行刑裁判官と密に連絡を取
り合い，退所後に社会とのあつれきで問題を
抱えやすいことから 10 か月間のデイサービ
ス通所を行っていることは，社会へのソフト
ランディングを実現する非常に良いモデルだ
と感じた。

母子棟の多目的ルーム

（参考文献）

５ スタッフ

近藤京子「プロジェクト・オンブレ・マラ

スタッフは全部で 11 人，そのうちセラピ

ガより」(1)～(3)

ストが 7 人，教育者が 3 人，保育士 1 人

http://www.yakkaren.com/project_onbre
/kondou.kenshuuki.pdf
http://www.yakkaren.com/project_onbre
/kondou.kenshuki2.pdf
http://www.yakkaren.com/project_onbre
/kondou.kenshuki3.pdf
https://www.flickr.com/photos/imagene
naccion/sets/72157633382304479/
平成 22 年度「スペインにおける青少年の
薬物乱用対策に関する企画分析報告書」内閣
府

スタッフとユーザー（左端が所長）

平成 23 年度「アメリカにおける青少年の
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薬物乱用対策に関する企画分析報告書」内閣

し，夜間は施設内に戻ってくることが許され

府

るなどの特別の処遇がされている。
各県には刑務所が設置されており，マドリ
ッド県にも複数の刑務所が設置されている。
この施設に隣接している第 1，第 2 の各刑務

第２ Social Insertion Centre of
Alcalá de Henares“Melchor
Rodríguez García”.
アルカラ・デ・エナレス社会復帰セ
ンター

所は 2 級に対応した刑務所である。この施設
は，3 級に対応した施設であり，既に 2 級の
施設での拘禁を経由した受刑者や，軽い罪を
犯して判決時点からこの施設に直接に収容さ
れる受刑者もいる。
現在は，刑罰に変わる代替刑の制度があ

１ はじめに
アルカラ・デ・エナーレスは，マドリッド

り，DV や飲酒運転等の軽い刑罰が適用される

中心部から約 30 ㎞西側に位置する，
州マドリ

犯罪に対して，拘禁刑の代わりに特定のプロ

ッド県内の人口 20 万人の地方都市である。
ド

グラムへの参加や，
コミュニティサービス
（い

ン・キホーテの作者セルバンテスの生家が残

わゆる，社会奉仕命令）の実施等を監督する

され，そこからほど近くにあるセルバンテス

機能も有している。

の名前が付けられた広場一帯は観光名所とな

約 7 年ほど前からは，代替刑の言渡しが増

っているほか，
広場近くには 15 世紀に開設さ

加しており，この施設に収容される人員数も

れ，世界最古の大学とされているアルカラ大

大幅に減少している。
なお，2 級の刑務所では，受刑者一人当た

学があり，その周辺の歴史地区は，世界遺産

り 1 日 50 ユーロの経費を必要とする。一方，

に登録されている。

この施設から昼間，
外出して仕事に就く者は，

この市内中心部から，車で約 15 分の郊外
にアルカラ・デ・エナレス社会復帰センター

電子監視用のブレスレットを付けているが，

がある。名称に付されたメルチョル・ロドリ

電子監視の経費は 1 日 4 ユーロで済む。
刑の 4 分の 3 の刑期を終えて，仮釈放にな

ゲス・ガルシアとは，スペイン内戦時にマド
リッド市長，
刑務所長等を努めた人物である。
隣接して，
マドリッド第 2 刑務所
（男性用）
，

った者のフォローも対象にしており，その数
は現在，250 人である。仮釈放になった者は，

マドリッド第 1 刑務所（女性用）が設置され

定期的に施設に出頭して監督を受ける事が必

ており，近隣には軍事刑務所も設置されてい

要であり，
その期間中に罪を犯した場合には，

る。

2 級の刑務所に戻される。仮釈放期間中は，
個別に定められたプログラムを受講すること
が必要。

２ フアン・リポル・プハルテ（Juan Ripoll

代替刑の執行を受ける者は，約 300 人。期

Pujalte）所長の概況説明
受刑者は三つの等級に分類される。1 級は，

間中，定期的に施設に出頭して定められたプ

凶暴性の高い，いわゆる処遇困難者を収容す

ログラムを受講することが命じられている。

る閉鎖刑務所であり，2 級はほとんどの受刑

プログラムは裁判官と一緒に定めるもの。

者が指定される通常の刑務所，拘禁期間が短

現在は，275 人が外部通勤しており，その

い者や，優良な受刑者は 3 級に分類される。

うち，電子監視の対象者が 32 人存在してお
り，その対象者は施設外に居住している。

3 級では，普通の日常生活に近い生活を送

被収容者のうち，女性が 30 人，245 人が男

ることが許されており，昼間は施設外で就労
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性であり，スタッフは，合計 70 人である。
３ 施設見学の概要
被収容者や外部からの訪問者が施設内に
入るには，金属探知機のゲートを通る必要が
あり，係官によってゲートの開閉がコントロ
ールされている。ゲートを通ると，公衆電話
や飲み物の自動販売機，各国通貨の両替機が
設置された小さなホールを経て，中庭に出る
ことができる。

作り付けの棚

事務棟を出ると，バスケットコートにもな
る中庭を挟んで，右側に男性用と女性用に分

各フロアには 1 部屋の障がい者用の居室も

かれた収容棟が 2 棟並んでおり，左側に食堂

設置されている。各居室は，それほど多くの

や各種のワークショップ用の部屋が設置され

私物であふれているという感じではなく，ま

た処遇棟がある。居室棟以外は男女兼用であ

た，整理整頓もされてはいるが，徹底されて

り，通常の刑務所のように男女が厳格に区分

いるという感じでもなく，いわば，「比較的

されてはいない。

にきれいにされている普通の部屋」という印
象である。

居室は，作り付けの 2 段ベッドが設置され
た部屋と通常のベッドが設置された部屋とが
あり，いずれも居室内にトイレとシャワーは
あるがテレビはない。壁面には，作り付けの
棚があり，洋服等の私物が置かれている。

障がい者用居室のバスルーム

処遇棟 1 階の食堂では，壁面に被収容者の
番号を記載した小さな棚が設置されており，
個人用のカップ等が収容されている。4 人掛

二段ベッド

けのテーブルと椅子が合計 20 ほど配置され，
個人用の棚とは反対側に配膳用のカウンター
が設置されている。所長の説明では，食事は
この施設では調理は行わず，隣接する刑務所
で調理して運んでくるとのことであった。食
事のメニューは 2 週間（14 日間）のサイクル
となっており，一般食，ベジタリアン，イス
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ラム教徒，ユダヤ教徒用の食事のほか，復活

多様なアクティビティーを提供して，「飽き

祭等の行事用のメニューとがある。

させない」「退屈させない」ことを目的にし
ているとのことであった。

食堂
図書室

被収容者は，日中は外部に就労に出かける
４ 補足

が，施設内部の営繕作業を行う者もおり，そ
のような被収容者についても社会保険に加入

この施設が対象とする 3 級の処遇を受ける

できる。経費は，一切要しない。内部の作業

者とは，要するに，開放処遇の対象者という

に従事する被収容者への報酬は，スペインの

ことになる。2 級（通常の処遇）でも，刑期

最低賃金の半分程度であり，刑務所のワーク

の 4 分の 1 を終えて，刑事施設処遇委員会

ショップで働く受刑者よりも低い。

（Prison Treatment Board）により承認され，

処遇棟には，売店も設置されており，タバ

行 刑 裁 判 官 （ Penitentiary Surveillance

コ，コーヒー，アイスクリーム，スナック等

Judge）
の許可を得て外泊することが許される

が購入可能であり，訪問時にはコーヒーを求

が，3 級ではそれよりも進んで，日常的に外

める被収容者の列ができていた。施設内では

部通勤を利用することが可能で，社会復帰の

喫煙は許されているが，飲酒は厳禁とされて

準備過程と位置付けられる。なお，1 級は閉

いる。

鎖処遇を受ける者とされている。

2 階には，多目的に利用できるレクリエー

社会復帰センターでは，開放処遇（open

ション室，図書室，コンピューター室，木工

regime）を受ける者のほか，条件付き執行猶

室，タイル加工，ジム室等があり，多様なプ

予，収容を伴わない代替措置を受ける者，仮

ログラムが実施されている。これらのプログ

釈放者の監督を行う。
開放処遇を受ける者については，施設は居

ラムは，男女一緒に実施されている。図書室
では，
大型のジグソーパズルの制作中であり，

住場所として機能するほか，執行猶予者に課

机上や書架に図書が置いてあるが，図書の数

される特定の介入プログラム（intervention

は被収容者の数から見れば少ない。
木工室は，

program)や刑の代替措置としての各種の処遇

中学校の工作室のような感じで，被収容者の

プログラム（DV 対策，アルコール依存症対策

作品が棚に収められていたが，その作品は日

等）の実施や，社会奉仕命令（Community

本の刑務所で製作されている，商品として販

Service)の実施等の多様な機能を併せ持って

売できる木工製品のレベルではなく，趣味の

いる。なお，社会奉仕命令は，道路上の安全

木工工作というレベルのもので，被収容者に

の確保等のほかに，損害の回復，被害者に対
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する支援・援助，性犯罪に関するワークショ

近い。犯罪を犯した者を社会に再統合すると

ップや再教育・訓練プログラムへの参加等，

いう思想は，Centro de Inserción Social（英

いわゆる公共サービスの提供以外の非営利目

文表記では Social Insertion Center） とい

的での公益活動全般を含む概念とされてい

う名称にもよく示されている。直訳すれば，

る。

「社会投入センター」となろうか。
さほど，経済的な状況が良くはないスペイ
ンで，既にこのような制度が実現して，根付
いているという事実は，再犯率の抑止を国家
目標とする我が国における刑事拘禁制度の改
革の方向性を示していると思う。

木工室

５ 感想
刑罰として科される内容が拘禁刑や罰金
刑以外にも，多種多様な代替刑及び措置
パソコン教室

(alternative sentences and measures)が刑
罰制度の中に組み込まれており，そのため，
できるだけ刑務所に収容しないで処遇すると
いう精神が徹底しているように思えた。施設
内は，
居室だけが男女別になっているだけで，
その他の場所は全て男女共用であり，処遇プ

第３ Unidad De Madres Jaime Garralda
（ハイメ・ガラルダ・マザーズユニ
ット）

ログラムも男女が共同で参加するなど，一般
１ はじめに

社会とほぼ同様に処遇されている。この施設
に収容される者は，ほとんどが収容されるま

Unidad De Madres Jaime Garralda（ハイ

でに外部に職を探してから移ってくるとのこ

メ・ガラルダ・マザーズユニット）は，2011

とであり，外部通勤が基本的なスタイルとな

年に設立された，ビクトリアケント社会復帰

っている。そのため，社会との接触が保たれ

センター所属のマザーズユニットである。マ

ており，社会保険・雇用保険に加入できるこ

ドリッド市内の住宅地にあり，居室は 33 室

ともあって，出所した時点で収入と住居を同

で，視察当時は，母親が 17 人，子どもが 18

時に失うということがない。

人入所していた。敷地は三角形，建物は 4 階
まであり，各フロアは色分けされている。

民間のボランティアの活用も進んでおり，
一部の保安職員を除いて，多くの職員が私服

スペインでは，子どもを持つ母親の受刑者

姿で勤務していることもあって，刑務所とい

は，子どもが 3 歳になるまでは子どもと一緒

うよりも，合宿制の訓練所というイメージが

に過ごす権利が保障されている。このマザー
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母親の活動は，まず，子どもを幼稚園に連

刑務所外の独立したマザーズユニットは，セ

れて行き，その後，仕事を探したり職業訓練

ビリア，マジョルカとマドリッドの 3 か所に

を受けたりする。午後になると子どもを迎え

設置されている。入所者は，犯罪内容，刑，

に行き，子どもと過ごす。おやつをあげたり，

依存症の有無，家族のサポートの有無，社会

風呂に入れたり，簡単な夕食を居室でとり，

内での適応性等について事前に調査を受け

一緒に寝る。子どもは，刑務所にいるとは感

る。入所期間は平均 3 年程度である。子供が

じないであろう。

3 歳になっても刑期が残っている場合，仮釈

幼稚園も病院も，外部の施設を利用する。

放で対応することが多いが，刑期の残りが僅

外出は許可制であるが，外出の際には，スタ

かな場合や，幼稚園の卒業まであと少しとい

ッフは誰も付き添わない。電子監視用のブレ

う場合には，検察官（fiscalia）の許可を得

スレット（telematico）もつけていない。信

て，子どもが 3 歳を超えて在所することも可

頼を基盤とした半自由な生活である。

能である。内務省は，このマザーズユニット

受刑者の情報を第三者に提供することを

を，ヨーロッパでも先駆的な試みと自負して

禁止する法律があるため，
幼稚園に対しては，

いる。

（間にソーシャルワーカーを介在させるなど
して）親がマザーズユニットにいることは伏

２ 概要説明

せている。また，スペインでは，以前は法律

最優先は子どもの利益であり，子どもが順

上，6 歳まで刑務所で子供を育てられること

調に育つことが目的である。そのため，子ど

になっていたが，1979 年の刑事施設基本法

もが，刑務所に閉じ込められていると感じな

で，3 歳を過ぎると自分の置かれている環境

いように工夫されている。建物は刑務所とは

が理解できるようになることから，施設内で

思えないユニークな外観で，スタッフもユニ

の養育は 3 歳までとなった。

フォームを着ない。監視カメラも目立たない
よう工夫されており，コントロールのやり方

３ 施設の構造

もカムフラージュされている。敷地は三角形

(1) 居室

で，中庭も普通の住宅の遊び場のように，小

居室は 33 部屋あり，ダブルの居室や障

さなプールやブランコ，滑り台，木馬等が配

がい者用の居室も用意されている。ドアに

置されている。なお，入所者の一日当たりの

は細長い監視窓があり，廊下から居室内が

経費は，60 ユーロ程度である。

見えるようになっているが，監視カメラは
ない。
各居室は，二部屋からなり，居室のドア
を開けると居間にあたる部屋があり，ソフ
ァー冷蔵庫，電子レンジとシンク，棚等が
あり，子ども用のおもちゃや思い思いの飾
り付けがされている。おもちゃは，家族か
らの差し入れのほか，NGO から提供される
ものもある。なお，おもちゃは，危険防止
のために金属部品を用いたものは，禁止さ
れている。居間に続く部屋が母子の寝室と
なっており，大人用と子ども用のベッド，

ユニークな外観
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バス・トイレが設備されている。

NGO 等に買い取ってもらい，その売上金

(2) 洗濯室

は材料費に充てられる。

洗濯係がシーツ等を洗う大型洗濯室が

② 美容講習室･･･美容師になるための実

一つと，各フロアに個人が必要の都度，使

習が行える部屋。資格も取得でき，資格

用する小型の洗濯室がある。大型洗濯室に

証にはどこで資格を取得したかは記載

は，洗濯機と乾燥機とアイロンがあり，洗

されない。

濯係やアイロン係がシーツ等の大きなも

③ PC ルーム･･･PC の使い方を学ぶための

のの洗濯やアイロンがけを行う。シーツ等

部屋。インターネットは使用制限があ

は入所時に支給され，退所時に返還する

る。

（支給品リストにサインする。）。

④ 図書室･･･蔵書数は，さほど多くはな

小型の洗濯室にも洗濯機と乾燥機があ

い。図書室と言うよりも，読書室という

り，定められた時間内に，子どもの服や身

感じである。

の回りの物等を自由に洗濯できる。

⑤ ジム･･･ランニングマシンや数台のジ

(3) 食堂

ム機器が設置されているが，利用率はさ

母親用の食堂がある。夏休み等子どもが

ほど高くはないようである。

幼稚園に行かないときには，子どもと一緒

⑥ 医務室･･･擦り傷等の簡易な治療が可

に食事をとることもある。ここでは調理し

能な簡素な設備で，基本的には外部の病

ておらず，マドリッド第 3 刑務所と委託契

院等で治療を受けさせている。医師・看

約をして調理をしてもらっている。朝は，

護師は常駐していない。

配膳されたものを部屋に持って行き，親子

(7) 面会室

で食事をとる。

家族用の面会室には，冷蔵庫，丸テーブ

(4) 売店

ル，レンジ，シンク等があり，監視カメラ

コーヒーやスナック等を買うことがで

が 1 台ある。一回につき，20 分の利用が可

きる。売店で働く母親もいる。ただし，こ

能だが，収容者は基本的に外出が可能であ

のユニットは子どもと過ごすためのもの

るため，面会室はほとんど使用されない。

なので，もっと働きたい人については，ほ

弁護士面会室はアクリル板で仕切られ

かの社会復帰センターに行くことになる。

た面会室であり，友人との面会もここで行

(5) 集会場

う。裁判官用の面会室もある。

問題や提案の話合いをする場所。ここで

外に出られない人のために，月 1 回 3 時

は，自主性を養うためにできるだけ被収容

間までの親密な面会も認められているが，

者同士の自治が尊重されており，被収容者

相手は，夫又は 6 か月以上の内縁関係のあ

間のもめ事等を解決する委員会や新入者

る者に限られる。

を受け入れる委員会等がある。集会場の奥
には子どもの遊び場があり，母親らが集会

４ 感想

をしている時や，雨天時等に利用されてい

「一番大切なのは子供の健やかな成長」と

る。

言う所長の言葉と笑顔が印象的であった。刑

(6) その他の部屋

事施設とは思えないポップな外観に，白を基

① 裁縫室･･･ミシン等があり，手芸や裁

調に薄いパステルカラーを配した明るい内

縫の練習をすることができる部屋。製作

装。建物だけを見ても，そこに暮らす母子へ

された人形等が並べられていた。作品は

の愛が感じられる。また，各居室の間取りは
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全て同じであるにもかかわらず，飾り付けは

２ ホセ・アントニオ・ガルジア・リソ（Jose

個性にあふれており，母子がのびのびと生活

Antonio Garcia Liso）所長による説明

している様子がうかがわれた。

(1) はじめに

マザーズユニットは，母子での生活を通し

この施設では，毎年 30 件程の訪問を受

て社会復帰へのモチベーションを高め，再犯

け入れているが，日本からの来訪者は，初

防止につなげることのできるシステムである

めてである。日本人の入所者もいない。

ことを実感できた。

(2) モデル施設
1990 年代から，スペイン全国でモデル施

参考資料：

設を建設するようになり，この刑務所もモ

http://www.institucionpenitenciaria.e

デル施設として建設された。安全上の理由

s/web/portal/centrosPenitenciarios/unida

と，経済上の理由から，街の中から離れた

desMadres.html

ところに建設されている。

http://www.institucionpenitenciaria.e

(3) 組織

s/web/export/sites/default/datos/descarg

所長，処遇担当，庶務担当，安全（警備）

ables/folletos/Folleto_UM_MADRID.pdf

担当，医務担当，管理部門のスタッフがお
り，毎朝，スタッフが集まって，庶務，安
全上の話合いをしている。これらのメンバ
ーを含めた委員会で，処遇の見直し，分類

第４ Centro Penitenciario Madrid Ⅵ,
Aranjuez（マドリッド第 6 刑務所・
アランフェス）

（等級）の見直しを行っている。これらの
判断については，重要な判断になるので，
1 人が判断を下すのではなく，8 人の構成
メンバーで議論し，決定している。

１ 内務省担当者（イサベル氏）の事前説明

(4) 被収容者

(1) モデル施設
スペインでは，マドリッド第 5 刑務所を

現在は，被収容者数は，1100 人程度であ

最初のモデル施設として設立し，その後，

るが，5，6 年前には，1800 人ほどであっ

この第 6 刑務所，第 7 刑務所も同じコンセ

た。初めて，経済的に厳しい状況であるの

プトで設立してきた。

に，受刑者数は減った。
(5) 等級

(2) 家族ユニット
第 6 刑務所には，
子どもの利益を考えて，

スペインの刑務所の受刑者は，三つの等

一定の要件のもとで父母と 3 歳までの子ど

級に分かれている。2 級の受刑者が 90％以

もが入れる施設がある。

上で，この刑務所は 2 級の受刑者を収容し
ている。1 級の受刑者は，もっと厳しい拘
束を受けることになり，他の刑務所に入れ
られる。
(6) 分類
通常の刑事事件，暴力的組織に関わる事
件等，いろいろな罪を犯した人が入ってき
ており，分類をして特徴にあったグループ
分けをしている。既決か未決か，男性か女
性か（後記のとおり例外あり），若年（21

事務棟正面
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歳まで）か否か，前科の有無等で分類をし

る。緊急のときは救急車を呼ぶ。施設内で

ている。施設の建物は，分類にあったモジ

対応できない専門科に関しては，マドリッ

ュール方式をとっており，精度の高いシス

ドの病院内に受刑者用の部屋が確保して

テムになっているため，刑務所の中で問題

あり，受刑者がそこで治療を受ける場合に

が発生することは非常に少なく，発生して

は，国家警察が監視をすることになってい

も軽い問題である。

る。

(7) 処遇プログラム・教育
刑務所の中の安全を保障するための最

３ 施設見学（ハビエル・フエルテス・ミゲ

も良い方法は，多くのアクティビティーを

ル・ペール（Jawer Fuertes MiguePer）処

用意することである。受刑者の教育も徹底

遇部長による説明（途中から所長も合流）

して行い，350 人以上が，毎日，施設内の

(1) 処遇原則

学校に通っている。大学生用のモジュール

処遇担当の責任者は，法律専門家か精神

もある。労務活動のワークショップもあ

科の専門家がなることとされており，受刑

る。最終的な目標は，受刑者が出所すると

者の再教育と社会復帰に向けての全ての

きに，入ってきたときより悪くならないよ

プログラムをコーディネートすることを

うにということであり，そのために専門的

その専門的仕事としている。

な処遇プログラムを実施している。例えば

スペインにおける処遇の在り方の原則

DV に関する特別プログラム，薬物に関する

は，任意であること（強制でない），個別

特別プログラム，65 歳以上の受刑者のため

のものであること及び（人としての）権利

のプログラム，メンタルな問題を抱えてい

を尊重することである。個々人の危険度を

る受刑者のためのプログラム等がある。

考慮して処遇を行う。出所する頃には変わ

メンタルな問題を抱えている受刑者に

っていくことを目指している。各受刑者ご

ついては，この施設でも最も問題である

とに，その個性を客観的に調査して，各受

し，スペイン全体でも重要な課題となって

刑者ごとに教育内容を決定する。受刑者の

いる。

社会復帰のために何が足りないのかをま

(8) 受刑者の生活を支えるスタッフ，設備

ず調査し，読み書きができない受刑者は，

500 人以上のスタッフが働いている。医

最初に継続的に施設内の学校に通わせ，そ

師，法律関係，ソーシャルワーカー，警備

のあと，手に職をつけることを行う。また，

担当者等である。スポーツ施設，プール（た

犯罪内容（例えば，性犯罪）にあわせた教

だし，後記のとおり使用していない。），

育も行い，そのあとに，仕事を与える。さ

劇場（舞台を備えたホール）等もある。受

らに，もっと時間がある受刑者は，大学の

刑者が必要とする食事，衣類，衛生，医療

学業につくこともできる。

に関わることや，アクティビティーは，全

(2) 施設への入所と新入時の調査

て無料である。

施設に入所する受刑者は，判決書を持っ

(9) 医療

て自ら出頭してくる者と警察に連れられ

この施設には，24 時間対応の医師，看護

てくる者がおり，前者は白いドアから，後

師がいる。施設には診療所があって，医師

者は青いドアから入ってくることになっ

7 人，看護師 10 人，看護助手 9 人が所属し

ている。受刑者が入所してくると，まず，

ている。小児科医は，週に 2 回来る。精神

医師，心理学の専門家，教育者，ソーシャ

科医 1 人，歯科医 1 人，理学療法士等がい

ルワーカー等の専門家が 5 日間受刑者の分
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類調査を行い，適切なモジュールを決定す

ついては，通信教育を利用し，週に 1 回サ

ることになる。

ポートをする時間がある。教室は，普通の

(3) コントロールタワー

学校の教室そのものという感じで，黒板が

施設に入ってすぐのところに，ソーシャ

あり，クリーム色の机が配置されている。

ルワーカー，教育者，カウンセラー等がい

処遇担当者としては，授業への欠席率が高

る管理事務所があり，管理事務所の上にコ

いので，受刑者が授業に欠席しないよう

ントロールタワーがある。コントロールタ

に，受刑者のモチベーションを高めるよう

ワーからは，施設のどこでも見ることがで

努力している。施設内には図書館があっ

きるようになっていて，問題が生じたとき

て，15 日間の貸出期限に 2 冊の本を借りら

は，録画をすることもできる。監視をする

れることになっている。学校には，この図

職員はユニフォームを着ているが，処遇を

書館とは別に，図書室がある。

行う専門家は，ユニフォームを着ていな

(6) 外国人

い。

この施設の外国人受刑者の割合は約

(4) 村や町のような構造

40％で，そのうちの約 80％をスペイン語圏

施設の中に，救急車や消防車等の大きな

の者が占めている。国籍は約 60 か国に及

車が通れるような作りになっている。壁に

ぶが，受刑者の中に占める割合は多い方か

は受刑者によって絵が描かれている。施設

ら，（もちろん）スペイン，コロンビア，

内は，一つの村や町のような形になってお

モロッコ，ルーマニア，ベネズエラ，ドミ

り，真ん中に大きな中央通りがあり，向か

ニカ，エクアドルで，このほかは少ない。

って右側に文化施設，スポーツ施設，学校

(7) スポーツ・スポーツ施設

等があり，左側には医療施設がある。中央

モジュールごとに小さな体育館やジム

通り沿いには，バラの花が植えられてい

があるが，それとは別に大きい体育館や，

て，建物の壁はクリーム色で，柔らかい雰

屋外のサッカー場，ジムがある。大きい体

囲気である。

育館は，サッカーができる程度の広さがあ
るようだった。スポーツを専門とするスタ
ッフが 2 人いて，10 以上のスポーツを組織
している。
施設では，全ての受刑者がスポーツを行
うことを優先的課題としている。スポーツ
は，健康に良い習慣であり，ストレス解消
の効果もあるので，出所後のためにも大切
である。受刑者にやる気を出させるため
に，スポーツの全てか一つでも行えば，報
奨がある。報奨の内容は，主に分類をする

受刑者作成の壁画
スペイン国立通信教育大学（UNED）のホームページから

際のポイント加算だが，懲罰が帳消しにな
るとか，経済的な利益を伴うものとか，家
族と特別に面会できるなどもある。1 年を

(5) 学校（教室）・図書館
施設内の学校には，11 人の教員がいる。

通して，サッカーの試合を企画し，他の刑

1 クラス 27 人の生徒がいて，義務教育の全

務所との間での対抗試合もある。スポーツ

ての科目を教えている。それ以降の教育に

は，1 週間に一人当たり 6 時間～9 時間で
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きることになっている。プールもあり，4

得の証明書は，刑務所で資格をとったこと

年前までは使用していたが，経済的事情で

は書かれず，刑務所での取得であることが

現在は使用していない。また使えるように

分からないようになっている。

したいと思っているとのことだった。プー

(10) 懲罰

ルサイドにも，受刑者が描いた海とヤシの

受刑者は懲罰を受けることがある。懲罰

木の絵が描かれていた。

は，散歩に出られない，個室にいなければ

(8) 劇場

ならないなどである。

施設内には，舞台を備えたホール（劇場）
もあり，演劇，映画，コンサート（外部の

(11) 面会
① 通常の面会

協力してくれる人を呼ぶ。）等を行ってい

通常の面会は，一週間に 1 回，40 分認

る。受刑者もワークショップ活動の一つと

められている。通常の面会室は，集団面

して，演劇等を行っている。演劇のワーク

会室ではなく我が国の一般の面会室と

ショップも専門の人が指導している。女性

同様のもので，アクリル板で仕切られて

たちは，演劇をして普通の人になれると言

いる。

われている。演劇を地域の人等外部の人に

裁判所からの許可がない限り，会話を

見せるわけではないが，例外的に，家族に

モニターすることはない。

見せたりすることはある（他の施設では，

② 家族面会

街に出て公演を行っているところもあ

家族との面会は，通常の面会とは別

る。）。ここで，宗教的活動も行う。写真

に，原則として月に 1 回，1 時間 30 分と

では分かりにくいが，客席はなだらかに傾

なっている。外国人で家族が外国から来

斜がついている。視察当日は，劇場は使用

る等，遠いところから来るような場合に

されておらず，舞台には演劇のセットが置

は，時間を増やすこともあるし，子ども

いてあった。

がいる場合には，子どもとの接触は大事
なので，回数を増やしている。家族面会
室は，トイレ，洗面所が併設された個室
で，仕切りなどはなく，部屋の壁には専
門家によるスタイリッシュな絵が描か
れている。一回に家族 4 人までと面会で
きることになっていて，テーブルと，受
刑者の分を含めて 5 脚の椅子が置かれて
いる。職員による立会いはなく，何か必

スペイン国立通信教育大学（UNED）のホームページから
（写真は，劇場のイメージを伝えるために引用したもの
であり，視察の際の様子ではない。）

要なことがあった場合は，インターホン

(9) ペインティング等のワークショップ・資

際に指紋をスキャナーで読み込み，施設

で職員に連絡をとる。面会に来る家族に
ついては，身分証明のために施設に入る
から出る際にも再度指紋を確認して，入

格の取得
前記の壁の絵やプールサイドの絵等は，

れ替わりを防いでいる。この方法であれ

絵画のワークショップで描かれたもので

ば，双子であっても入れ替わることはで

ある。左官，ガーデニング等も行われ，塗

きない。このシステムのおかげで，入れ

装の資格をとることも可能である。資格取

替わり等の事故はない。
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レスレットによる電子監視を用いて，自宅

夫や妻，恋人等（認定方法については，

に帰ってコントロールを受けるというケ

別項参照。）親密な関係のある者との間

ースもある。しかし，そのようなことがで

で，特別の面会室で月に 1 回 1 時間，面

きず，母親が施設を出ることができない場

会をすることができる。この面会は，権

合は，まず，母親以外の親族に子どもを預

利としては，全員に認められている。こ

けることになるが，親族がいない場合や，

の面会のための面会室も個室で，シャワ

親族がいても子どもとの関係で不適切な

ー室が併設され，ダブルサイズのベッド

親族の場合には，子どもを管轄する行政部

と椅子が置かれている。ここにも家族面

門が設置した施設に預けることになる。そ

会室と同様，壁には絵が描かれている。

のようなことになってしまう子どもも，10

ベッドの上にはシーツと，病気の感染を

件に 1 件ぐらいの割合でいる。

防ぐために，コンドーム 1 個がセットさ

(13) 父母と 3 歳までの子の家族のための制

れている。このような面会は，受刑者に

度

とって，良い結果を産んでいるとのこと

この施設には，3 歳までの子の父母であ

であった。

るカップルと 3 歳までの子が入るモジュー

(12) 3 歳までの子どもがいる母親である受刑

ル（ファミリーユニット）がある。このモ

者についての制度

ジュールに入る前に，少なくとも 3 か月の

子どもがいる母親が受刑者となった場

調査が行われる。DV や性犯罪者等は，入る

合，子どもが 3 歳になるまで，子どもと一

ことを認められない。罪名としては，窃盗

緒にいることができるようになっている。

や薬物の取引の軽微なものが多い。父親

そのために，当初は刑務所施設内にマザー

（夫）は，今後の生活費を稼ぐために，な

ズユニットをつくり，マドリッド第 6 刑務

るべく長い時間仕事をすることとされて

所内にもマザーズユニットがあるが，現在

いる。特別のプログラムがあって，特別に

は，刑務所内のマザーズユニットは，全国

義務が課されているため，入所にあたって

で 3 か所しかない。6 年前に，子どもにで

は誓約書に署名を求めている。現在，10 組

きるだけ社会に近い環境で暮らせるよう

のカップルが入っている。夫と妻が一緒に

に，通常の刑務所とは別に，外部にマザー

入所してくることもあれば，別々に入って

ズユニットを作るようになった。30 人の母

くる場合もある。子どもの両親であること

親がこの施設のマザーズユニットに入っ

が要件である。父親が先に出所する場合，

ていて，子どもも 30 人ほどいる（複数の

3 歳までの子どもは母親と施設に残ること

子のいる母親もいる。）。マザーズユニッ

が多い。一方，母親が先に出所する場合，

トを刑務所の外につくるようになった 6 年

子どもも一緒に施設から出ることが多い。

前の半数ぐらいに減っている。母親が子ど

(14) ファミリーユニットの居室等

もと一緒にいることができるのは 3 歳まで

ファミリーユニットの部屋は 35 部屋あ

だが，母親が刑務所内できちんとやってい

り，通常のモジュールの半数で，面積は，

る場合には，なるべく母親と子どもを引き

通常のモジュールの 2 倍ある。通常のモジ

離さないですむような方法を考える。例え

ュールより規制が穏やかなものになって

ば，アパートを準備して，そこで刑を全う

いるが，メタリックな持ち物はダメという

させたり，NGO の組織で教育者がいるよう

ような規制はある。部屋には，夫婦用のダ

な施設にお願いしたりする。あるいは，ブ

ブルベッド，子ども用のベッド，ソファー
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等があり，トイレ，バスタブのついた浴室

た服を着ていても，皆が同じ服を着てい

も各部屋に併設されている。各家族用の個

るということはない。子どものためのお

室の部屋のほか，マザーズユニットと共用

もちゃは，購入することもできるし，年

の食堂があり，公衆電話が設置されてい

に 2 回～3 回，子どもはプレゼント（刑

た。午前中の視察時は，食堂で，何組もの

務所にマッチするものという要件をか

乳児と母親がくつろいでいた。乳幼児用の

なえたもの。）を受け取れる機会もある。

バギーが 14 台ずらっと並び，母子が談笑

③ 母親・子どものための支援

している光景は，到底，刑務所内とは思え

社会内で母親が受けられる支援は，施

ないものだった。1 人父親であろうと思わ

設に入っても受けられる。監視をする職

れる人を確認できたほかは，父親と思われ

員を含めて，職員の選び方も他のモジュ

る人はその場にはおらず，別の場所で仕事

ールとは異なっており，母親や子どもの

をしているようであった。

問題に対応できる職員を選ぶようにし

(15) 3 歳までの子及びその親
（主として母親）

ている。監視を担当するユニフォームを

のためにとられている方策

着た職員も，赤ちゃんを抱っこしたりす

① 幼稚園（ESCUELA INFANTIL）等

る。母親や子どもへのサポートは，NGO

スペインでは，3 歳になると小学校に

のボランティアや，サポート役の受刑者

附属する幼稚園に通うようになる。施設

も担っている。NGO のボランティアの人

から所内の幼稚園に通うことも，所外の

が，毎週末に子どもを動物園や遊園地に

幼稚園に通うこともでき，施設にいる 30

連れていってくれたり，子どもの誕生日

人ほどの子どものうち，12 人が施設内の

には，家族一緒に祝うというようなこと

幼稚園に通っており，残りはアランフェ

を行ってくれている。ボランティアの人

スの幼稚園に通っている。所内の幼稚園

が持っていた写真には，子どもが大きな

の保育士は 5 人いる。幼稚園には園庭も

バースデイケーキと一緒に写っていた。

あり，園庭にはプールもあって，こちら

無償で子どもたちを外に連れて行って

のプールは使用している。子ども用の車

くれるなどしており，子どもたちの思い

や三輪車等の遊具を備えたプレイルー

出作りに役立ので，本当に有り難いとの

ムも施設内にあるが，母親たちは，自分

ことであった。このようにボランティア

達のおしゃべりに夢中になっていて，子

の人が子どもたちを外に連れて行って

どもをここで遊ばせることは少なく，あ

くれる際，入所している母親や父親は一

まり利用されていない。

緒に行くことはできないが，年 2 回，外

② 食事・衣類・備品等

出の許可が出され，その際には，子ども

子どもの食事については，他の受刑者

と一緒に出かけることができる。女性に

の食事とは別の担当者が準備をする。調

対する暴力被害を受けていることに対

理をするのは受刑者だが，調理の専門家

するプログラムもある。受刑者の中に

が指導・管理し，子どもについての専門

は，その被害に気付いていない人もい

家である栄養士が献立を作成している。

る。良い母親もいれば，子どもにとって

哺乳瓶等，必要なものは支給される。衣

あまり良くない母親もいる。母親である

類は，家族が差入れすることもあるが，

受刑者の重要な課題として，子どもの成

寄付からの貸与もある。皆同じものを貸

長を大事にするということがあり，子ど

与するということはないので，貸与され

もの教育の仕方について，教育するよう
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にしている。この施設は，危険な若年者

仕事がなくても，6 か月間は失業保険を受

用のプロトコールを持っている。子ども

けることができる。医療保険は，全員が有

の世話をしていないことをキャッチし

していて，それによる医療を受けることが

たら，母親に必要なことを再教育するプ

できる。

ログラムを実施し，それでも態度を変え
ない場合には，子どもにリスクが生じか

参考資料：

ねないとして，当局に報告することにな

http://portal.uned.es/portal/page?_pa

る。裁縫等のワークショップもある。裁

geid=93,25120233&_dad=portal&_schema=POR

縫のワークショップでは，ボランティア

TAL

の人や，受刑者で母親の支援役となって

https://www.acaip.es/fr/prisons/madri

いる人の指導のもとで，母親が縫い物を

d/scie-a-madrid

していた。出産を控えた，若い女性が，
「HIJOS SOIS MI VIDA」（子どもは私の
命）などと刺繍したクッションを制作中

第５ Centro Penitenciario Madrid VII
Estremera（マドリッド第 7 刑務所・
エストレメーラ）

だった。同じような文言は，ファミリー
ユニットの居室の中にもいくつか書か
れていた。出産までの検診は近くの病院
で受け，出産はマドリッドの病院でする

１ 施設の概要

ことになるが，特に経産婦の場合，間に

マドリッド第 7 刑務所は，スペインの首都

合わなくて施設内で出産し，一般医に診

マドリッドの市内にある刑務所の中で，首都

てもらうことも年に 1 回ぐらいはあると

中心部から最も離れたところに位置し，首都

のことであった。家族計画についても，

中心部から約 80 キロメートルのところにあ

重要であるので，教えているとのことで

る。周囲は平原が広がり，周りに住んでいる

あった。

職員は少なく，首都中心部等から通勤してい
る。同刑務所は，2008 年にできたばかりのモ

４ 質疑応答（所長による回答）

デル刑務所であり，このようなモデル刑務所

(1) 経済状態が余り良くないのに受刑者が減

は，現在，スペイン国内に 30 か所ほど設置さ

った要因について

れている。

個人的意見だが，経済状態が余り良くな
くなったために，
外国人が 100 万人近く
（犯
罪者についての数字ではなく，帰国した全
数）が本国に帰ったことと，新しい外国人
に関する法律で，刑の執行は，本国で行う
ことになったことが影響していると思う。
(2) 施設内で仕事をした場合の賃金
ワークショップの賃金は，例えば調理だ
と，一日手取り 20 ユーロ程度になる。
(3) 失業保険・健康保険
入所中，仕事をしていなくても，一定期

コントロールタワー

間（6 か月）以上いれば，出所後，すぐに
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同刑務所に着いて，一番最初に目につくの

ある。受刑者は三つの等級に分類される。

は，中央部にそびえ立つコントロール・タワ

1 級は，不適切で挙動異常な行動をした者，

ー（監視棟）である。このタワーは，約 45

逃亡のおそれがある者，職員に対する暴力

メートル（15 階建くらい）の高さで，白，緑，

等の問題行動をする者で，同刑務所では現

赤，青で縞状に塗られており，どこか愛嬌を

在 45 人いる。1 級のうち，①挙動異常であ

感じさせる。所内には，約 330 個ものカメラ

るが，逃亡等のおそれがない者は 35 人，

が設置されているほか，監視塔からも目視で

②他の受刑者を殺害したり暴動を起こし

監視している。また，建物を見ると，屋根，

た等の，非常に重い問題行動があった者は

壁等に緑色が多用されているのが特徴的であ

5 人，③分類待ちが 5 人である。1 級の受

る。

刑者は，中庭に出るときも少数に限定さ
れ，一度に最大 5 人までしか中庭に出るこ
とが許されない。2 級は，大多数の受刑者
であり，現在 1155 人である。3 級は，まも
なく社会復帰を予定している受刑者であ
り，基本的に社会復帰センターに移るた
め，当刑務所では現在 0 人である。受刑者
の等級は変動することがある。
(3) 閉鎖区画について
閉鎖区画（Regimen Cerrado）は，刑務
所の中の刑務所と言える。1 級の受刑者が
駐車場入口から見た事務棟

収容されているほか，2 級の受刑者が懲罰
（最大 14 日間）を受ける際にも収容され
る。

２ 同刑務所に関する説明

(4) 受刑者処遇について

所長のエンリケ・バルディビエソ氏から，
同刑務所に関する説明を受けた。同席した副

再犯のリスクは，なくすことはできな

所長のアンドレア氏は，安全体制の担当で，

い。刑期が過ぎたら釈放せざるを得ない。

法律の専門家でもある。同じく同席したホビ

しかし，同刑務所での処置の期間は長く，

ータ氏は，処遇課長で，心理学の専門家でも

専門家が総合的に関与する。医師，教育者，

あり，分類や仮釈放等を担当している。

ソーシャルワーカー，外部の NGO 等が，毎

(1) 受刑者の入所時の手続

日のように受刑者に接触する。

受刑者は，入所時に，履歴書を作成する。
処遇の履歴や，医療の経過等を記録するた
めである。判決の経緯等も全て記載され
る。三つのコントロールを通過して，収容
区画に入る。各区画は，後ろの扉を閉めな
いと次の扉が開かない仕組みになってい
る。
(2) 受刑者の収容状況と職員数
現在の収容人員は，1200 人である。職員
は，医師や教育者等も含めて，約 540 人で

収容区画のエントランス部分
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はグループで管理・運営をし，グループ

5 年前から，
「万能モジュール」
（Módulo

は毎日評価を受ける。1 週間に 1 回，共

Polivalentes）という分類処遇を採用し

同室で総会を開く。見学したモジュール

ている。4 種類の万能モジュールがあり，

では，七つのグループがあり，各 9 人ず

分類に応じた特別な処遇をしている。そ

ついる。総会では，清掃場所の担当を決

れぞれのモジュールに，各 144 人が収容

めたりする。グループごとに点数評価制

できる。

になっていて，点数の良いグループは先

万能第 1 モジュールは，薬物，アルコ

に清掃場所を選べる。また，受刑者たち

ール等の依存症の人を収容している。万

が受入委員会を作っており，モジュール

能第 2 モジュールは，知的障がいがある

に新人受刑者が入ってくると，受入委員

人を収容している。こうした人たちは，

会の委員がルールを教える。衛生委員会

これまで社会で，経済的に差別された

等もあり，リサイクルの仕方を管理して

り，性的に虐待されたりしてきたため，

いる。

対人関係で攻撃的反応を示すことが多

さらに，受刑者間で問題が生じた場

い。こうした問題を理解して接する必要

合，その解決も受刑者たちが自ら行う。

がある。万能第 3 モジュールは，教育を

受刑者自身の自主性と自己管理を重視

受ける者を収容している。大学教育を受

している。まず委員会で対応し，それで

けている者もいる。万能第 4 モジュール

も対処できなければ総会にかける。専門

は，元警察官や裁判所関係者等，元公務

家は，受刑者自身による解決を見守り，

員を収容している。これは 1988 年の内

それが困難と判断した場合に初めて介

務省の勅令によって設置されているも

入していく。約 300 人が作業場で働いて

ので，彼らを肉体的な攻撃から守ること

おり，賃金を得ている。

が目的である。こうした経歴の人々は，
その経歴ゆえに，他の受刑者から攻撃さ

３ 施設見学

れるおそれがある。万能モジュールを用

(1) 収容区画の様子

いて，薬物等の依存症だった人や，攻撃

刑務所の収容区画全体が，大きな村のよ

的だった人が，3 級に移ったこともある。

うになっており，文化会館，スポーツセン

何より，これまで万能モジュールでは一

ター，診療所，炊事，パン屋，売店，そし

度も紛争が生じたことがないことが誇

て生産セクションがある。受刑者は，職員

りであり，万能モジュールは宝物と考え

と一緒に区画を出歩いている。

ている。

(2) 「尊重のモジュール」内の様子

② 「尊重のモジュール」について

① 尊重のモジュールの構造

10 年前から，「尊重のモジュール」

モジュールは四つあり，すべて同じ構

（Módulos de Respeto）がスペインで導

造の施設である。まず，モジュールに入

入された。新しい共同生活の形態であ

るとすぐに処遇事務室があり，カウンセ

り，受刑者が自己管理をし，活動を活発

ラー，ソーシャルワーカー等もいて，受

に行うことが求められる。尊重のモジュ

刑者の家族とも連絡のやり取りをして

ールに入るためには，本人が申請をし，

いる。その隣が診療室で，さらに奥に配

モジュール内のルールを遵守する誓約

膳室があり，受刑者のうち優秀な者が配

書にサインする必要がある。モジュール

膳を担当している。配膳係は，シフト制
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で，月 34 時間ほど働き，月 200 ユーロ

るし，勉強になるとのことであった。こ

ほどの賃金を受け取る。三食ともに食事

の男性は，実は 1 年間は 1 級に分類され

は提供されるが，売店もあり，受刑者は

ていたが，「自分の将来と家族のためを

スナック菓子やコーヒー，タバコ等が買

考えて，変われた。」と言って笑顔を見

える。現金は使えず，写真入りの ID カ

せた。

ードがプリペイド・カードの機能を備え

③ 2 階の作業所など

ており，これで支払う。受刑者が月に使

モジュールの 2 階には製本の作業所が

えるのは 200 ユーロまでと決まってお

あり，訓練として製本している。基本的

り，カードは ID カードを兼ねているた

に販売はしておらず，NGO 活動でバザー

め，いつ，誰が，いくら，何に使ったか

があるとき等に出品し，販売代金は材料

を管理できる。売店の担当者も受刑者で

費の購入費用等に宛てている。その隣に

ある。なお，売店にはノン・アルコール

は図書館があり，年配の受刑者が 1 人黙

ビールもおいてあった。

々と本を読んでいた。

モジュールの 1 階には，広い共同室，

更に隣には，手芸の作業所があり，ブ

中庭，ジム，美容室，ワークショップ等

ロック折り紙（三角に折った折り紙を，

がある。美容室では，受刑者自身が他者

積み木のように組み上げる。）の白鳥や，

の髪を切って，美容師としての研修の資

細糸を紙に貼った細工のディズニーの

格を取ることができる。

キャラクター等が飾られていた。

② ワークショップの様子
ワークショップには，木製の風車，ダ
ビンチの考案した装置の模型，木製の大
砲の模型等が飾られていたほか，ディズ
ニーのキャラクター等の絵が飾られて
いた。ここでの活動は，生産活動ではな
いため，賃金は支払われないが，様々な
教育的活動を通じて，健康的な余暇の過
ごし方や，何かをやり始めたら最後まで

ブロック折紙の白鳥

やり遂げることを自然な形で身につけ
④ 受刑者の居室

るための，健康的な余暇の時間となって

3 階以上は各人の居室であり，1 フロ

いる。

ア 36 室ある。
1 室に 2 人を収容できるが，

ワークショップ責任者のマルセリア
ーノ氏から許可を得て，その場で模型を

なるべく 1 室 1 人にするようにしてい

作る作業をしていた受刑者のうちの 1 人

る。居室の扉は基本的に開いており，受

（青年男性）に声をかけて聴き取りをし

刑者はモジュール内を自由に歩き回っ

た。この男性は，最近，このモジュール

ていた。夜には，扉を半分だけ開けた形

に移ってきたそうで，ここは静かで穏和

にするという。居室内には，シャワー，

で，活動も多く，楽しいし，社会に出る

トイレ，二段又は一段のベッド，部屋に

一歩手前という感じがすると話してい

作り付けの机がある。インターホンもあ

た。このワークショップを出ると大工に

り，刑務官を呼べる。カミソリも居室内

なれる上，一日ずっと何かに従事してい

で使える。テレビは刑務所が設置してい
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(3) 隔離棟

るのではなく，受刑者が売店を通じて買
うことになっており，他人に貸すことは

1 級の受刑者を収容する隔離棟は 10 個の

認められていない。受刑者は居室内を整

区画があり，診療室，学校，面会室（アク

理整頓しなければならない。見学した居

リル板あり）等も，隔離棟内にあるため，

室内には，サッカーボールや運動靴等が

この中で独立・完結している。隔離棟に入

並べられており，受刑者が一定の私物を

るときには身分確認をし，身体検査をす

所持できて，個性や好みが尊重されてい

る。最低限の物しか持って入れず，私服も

る様子がうかがわれた。

許されない。
監視カメラは 360 度撮影でき，
常時監視している。面会は，家族の場合は
1 週間に 1 回，40 分間まで可能とされてい
る。隔離棟の面会では，アクリル板ごしに
受話器を通じて話すため，モニターが可能
であり，受刑者もモニターされることを承
知している。ただし，弁護士面会はモニタ
ーが禁止されている。隔離棟内でも特に危
険な人が入っている居室は 4 室だけで，こ
の 4 室のみは，中庭に出られるのは 4 時間
に制限され，共同スペースにいられるのも
4 時間までである。中庭には上にネットが
張ってあり，外部からナイフ等が投げ入れ
られても入らないようになっている。逃走
防止としての意味もある。懲罰房は，居室
の扉の内側に，格子がはまっており，食事
を出し入れするための窓が付いている。懲

居室フロアの廊下

罰房に入る者は興奮状態にあることが多
く，居室の窓から外にゴミ等を捨てるた
め，見学時にもゴミが投げ捨ててあった。
裁判所とのテレビ会議が可能な部屋もあ
り，予審の調査等，刑事手続を所内で行う
ことが可能である。その利用には，本人の
希望と，裁判所の許可が必要である。遠い
裁判所への移送をしないで済むため，経費
節減になるし，「身柄」確保の関係でも良
いとのことであった。

居室内の様子
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親密なコミュニケーションのための面会室。簡素な作り
でダブルベッドとシャワールームが設置されている。

(5) 炊事場
見学時はちょうど炊事場で昼食を作っ
懲罰房

ており，お米入りの赤豆スープや，サン・
ハコボ（San Jacobo）というチーズ入りハ

(4) 面会について

ムカツが調理されていた。ムスリム用の食

刑事施設基本法 45 条に基づいて，家族

事もあるとのことであった。隣にある売店

は最大 4 人で面会できる。「親密なコミュ

には，チョコ菓子やスナック菓子等が買え

ニケーションのための面会」では，ダブル

る。缶入りの食事も売られているが，缶自

ベッドのある部屋で，受刑者と面会者が 2

体を渡すのではなく，中身を皿に出して渡

人きりで会い，性交渉を行うことができ

す。この刑務所では，居室と中庭でタバコ

る。コンドームが置いてあるほか，毛布，

を吸うことができるため，売店でライター

タオル，シャワー，トイレもある。この面

を売っている。この売店で働いている受刑

会方法は月に 1 回可能で，面会時間は法律

者は，2 級で，月 500 ユーロほどの賃金を

上は 3 時間以内とされており，この刑務所

もらっている。1 か月に使えるのは 100 ユ

では 1 時間半とされていた。面会者は，そ

ーロまでとされている。

の受刑者の必ずしも法律婚の相手方に限
られず，結婚していなくても良く，事実婚

４ 小括

や，恋人でも良いが，受刑生活を通じて 1

強制的労働ではなく，任意での労働であ

人に限定される。ただし，娼婦等を除外す

り，賃金水準は必ずしも高くないものの，賃

るため，6 か月間，普通面会に通った面会

金制が定着していた。特に，受刑者は所内で

者ではないと，この親密なコミュニケーシ

プリペイド・カードを使って売店等で自由に

ョンの面会をすることができない。

買い物をしているため，賃金制の下で働くこ
とのインセンティブにもなるのではないかと
感じた。尊重のモジュールにおいて，自発的
な活動を推進し，しかも，総会や委員会など
を通じて自力で問題解決していく能力を身に
着けていくという実践をしている点が，非常
に印象的であった。また，社会復帰に向けた
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健全な余暇の習慣を作るという意味で，ワー

いることを知って，少なからぬカルチャー

クショップや作業所は有意義であると感じ

ショックを受けたのだった。

た。
また，1 級の受刑者が収容されている隔離
棟においても，居室内に収容したままにする

第６ 内務省でのレクチャー（スペイン
の刑罰について）

のではなく，制限付きではあるものの，居室
外での活動が保証されているなど，人道的な
処遇を目指していることが分かった。家族面

１ 概要

会や，親密なコミュニケーションのための面

視察最終日，内務省において，刑事拘禁施

会も可能であり，家族等との関係を維持し，

設関連の処遇担当者，刑罰担当者等から，ス

ひいては社会復帰の際の「帰る場所」を作る

ペインにおける刑の執行と代替刑等に関する

取組が徹底されていることを実感した。

プレゼンテーションが行われ，質疑応答の時
間が設けられた。概要は，下記のとおりであ
る。

所感：「独房」で煙草が吸える（杉浦正健）

記

我が国では少数派に転落した喫煙派であ

(1) 日時 2016 年 5 月 20 日（金）10 時～13

る私だから気付いたのだろうが，マドリッ

時 10 分

ド第７刑務所の「尊重のモジュール」の個

(2) 場所 スペイン内務省内 会議室

室（独房）に灰皿が置かれていた。運動広

(3) スペイン内務省参加者

場を兼ねた中庭の片隅にも灰皿があり，施

・ロサ・ロドリゲス（Rosa Rodriguez）氏

設内で喫煙が可能であった。

（組織間協力及び地域調整部

今回のイギリス・スペインの調査では，

拘禁施

設関連局 課長）

宿泊したホテルは，全て全館禁煙で，喫煙

・ミリアム・タピア・オルティス（Myriam

ができる場所を見付けるのに苦労した私と

Tapia Ortiz）氏（代替刑及び代替措置

しては，信じられないような発見だった。

部門担当者）

本報告書に詳しく述べられていることで

・アンヘル・フアン・ニエト・ガルシア

あるが，個室の壁には，カレンダーや装飾

（Ángel Juan Nieto García）氏（刑事

品がかけられ，シャワーもあり，テレビで

施設における処遇管理部門担当者）

は，全てのチャンネルが見られるとのこと。

・フリオ・カサド・ゲレロ（Julio Casado

受刑者の服装は，自由で（ある程度制約は

Guerrero）氏（刑事視察査察部門法律サ

あるのだろうが），日本とは逆に監督にあ

ービス部門担当者）

たる職員が制服を着用している。
所長の話では，「セル（個室）は，彼らの

２ スペインにおける刑の執行について

ホームである。所内の彼らの生活は，一般

アンヘル・フアン・ニエト（Angel Juan

社会から遮断しているだけで，可能な限り，

Nieto）氏

社会での生活に近いよう配慮している」と

(1) 刑罰の目的

のこと。処遇の原則は「受刑者の再教育と，

① 処遇に関する基本法の制定

円滑な社会復帰」であり，そのため医師，

1979 年，フランコによる独裁体制から

教育者，ソーシャルワーカー，NGO 等多く

民主化への過渡期に，刑事施設基本法

の専門家が参与した手厚い支援が行われて

（General Penitentiary Law）が制定さ
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れ，刑罰の執行の目的が明確にされた。

“Psiquiatricos Penitenciarios”

この基本法は，1978 年に制定された憲

(Penitentiary Psychiatric Hospit

法 25 条 2 項の精神を反映するものであ

als)は，精神病院の機能を有する特別

り，全ての処遇の基本になっているとと

刑事施設であり，保安処分を命じられ

もに，他国のためのモデルとしても機能

た対象者を収容して治療するための施

している（※スペイン内務省作成の THE

設である。アリカンテ(Alicante）とセ

SPANISH PRISON SYSTEM 中で引用されて

ビリャ(Sevilla）の 2 か所に設置され

いる，スペイン憲法 25 条 2 項，刑事施

ている。

設基本法前文等参照）。

これらの施設では，医療が優先課題

刑罰の目的は，①「身柄」の確保・拘

とされ，精神科医，心理学者，一般開

束と，②リハビリテーション及び社会復

業医，看護師，ソーシャルワーカー，

帰にある。

教育者及び作業療法士で構成される複

「身柄」を確保するだけでなく，施設

数の領域をカバーするチームが，入所

に入所してきた時よりも良い状態にし

者の更生プロセスをサポートする。

て社会に戻す責任があると考えており，

② 上記 3 種類のケースが，刑事施設に入

受刑者の社会復帰を主な目的としてい

所する通常の場合である。まれに，逮捕

る。

された者が 24 時間，刑務所で拘留され

裁判が確定する前の未決勾留者の勾

ることがあるが，それはごくまれであ

留についても，適切なものとなるように

り，通常，逮捕された者は，警察の留置

務めている。

所に拘留される（※なお，スペインの刑

(2) 刑事施設への入所から釈放まで

事手続においては，警察署での正式な調

① 刑事施設に入所するのは，3 種類ある。
ア 未決勾留（Remanded）の場合

書が作成されるまでは，警察署の留置所
に留置されるが，逮捕から 72 時間(未成

この場合，対象者は無罪推定を受け

年の場合は 24 時間）以内に，予審裁判

るが，判決を受けた受刑者と同様の権

官のもとに引致されるか，釈放され

利を有し，施設内で教育や訓練を受け

る。）。

ることができる。

③ また，刑事施設への入所を命ずる判決

イ 判決確定（Sentenced）による刑の

を持参の上，任意に刑務所に出頭してく

執行として，刑務所等の刑事施設に入

る者もいる。この場合，24 時間以内に，

所する場合

裁判所との間で連絡をとり，「出頭して

ウ

判決により，安全のための措置

きた人が，本当に刑を全うしなくてはい

（Security Measures・以下「保安処

けない人なのか」を確認した上で対応す

分」という。）がとられて，通常の刑

る。

事施設以外の施設に入所する場合

④ 釈放には，3 タイプある（①刑期を終

精神疾患・精神異常等のために，犯

えて釈放される場合，②一時的釈放の場

罪を行ったことの意味
（犯罪の違法性）

合，③条件付き仮釈放（後述）の場合）。

を自分で理解できない者等，一定の者

(3) 刑の執行のための刑事施設

については，通常の刑事施設に入所さ

① 入所者の等級の分類

せるのではなく，判決で原因に対する

ア 入所者は，危険性等に応じて三つの

対策をとるための措置が命じられる。

等級に分類される。
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ログラムが，本人が刑務所を出た時に

険性が高く，適合性が低い者。

も機能しているか，確認することがで

2 級（一般処遇）：社会から離れて

きる。本人の改善・更生が進捗してい

暮らすことで起こり得る弊害を可能な

ることを確認する，というのが外出許

限り避けるべく，ほとんどの者は，こ

可制度の主な目的である。

のグレードに分類される。

イ

外出許可には，通常の許可

3 級（開放処遇）：施設内での行い

（Ordinary permissions）のほか，特

が良く，高い評価と信頼を得て，社会

別 な 場 合 の 許 可 （ Extraordinary

復帰の準備を進めている者。

permissions・家族の死去，本人の子

イ 拘禁刑の宣告を受けてから 2 か月以

供が産まれた場合，親戚の病気等の事

内に，刑務所長が委員長を務め，複数

情がある場合に，特別に認められるも

の分野にわたる専門技術チームが含

の。）がある。必要な場合，警察又は

まれる処遇委員会（Treatment Board）

職員が同行することもある。

が，入所段階において，個々の受刑者

③ 計画外出（Programmed outings）

をどの等級に分類するか提言し，刑事

文化的・社会的教育を目的として計画

局に承認を求める（裁判官の監督があ

された外出。例えば，東洋の文化に興味

る。）。

を持ち，施設内で熱心に勉強を続けてき

等級を分類する際に，本人の生活本

た者に対し，外の美術館での展示を見さ

拠地や家族等を考慮し，どの施設に入

せて理解を深めさせたりするものであ

るのが最も望ましいかについても検

る。

討・決定される。できるだけ，本人の

施設外の自由な人たちと同様に扱う

生活本拠地から離れないよう，社会と

ことにより，文化や教育へのアクセスを

の接点がなくならないように配慮され

確保している。

る。
ウ

④ 他の施設への移動（Transfers）

本人が，等級の変更を希望する場

様々なタイプの施設があるため，本人

合，刑事裁判官に対し，不服申立てを

の等級が変われば，他の施設に移動する

することができる。

こともある。また，必要に応じ，裁判所，

エ 進級制度

病院への移動も生じる。

等級は，6 か月ごとに見直される。

※スペイン全土に，通常の刑務所

全ての受刑者は，その行動や各種活

（Centro Penitenciario）が 68 か所，

動への参加の度合い，外泊許可の利用

開放処遇や保護観察・代替刑執行を行う

（leave）等，受刑者自身の更生の進捗

社 会 復 帰 統 合 セ ン タ ー （ Centro de

状況に関する評価及び服役期間によ

Insercion Social）が 32 か所，マザー

り，3 級に進級するチャンスを与えら

ズユニット（Unidad de Madres）が 3 か

れている。評価を下げる行為があった

所，精神疾患者用の施設（Psiquiatricos

場合，降格されたり，日常生活上の規

Penitenciarios）が 2 か所ある（The

則がより制限されたりすることもある

Spanish Prison 参照)。

（The Spanish Prison 参照）。

(4) 処遇プログラム

② 外出許可（Permissions）について

① 施設内の処遇プログラムには，次の 4

ア 外出を許可することにより，処遇プ

タイプがある。
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ア 再犯防止を目的としたプログラム

gamblig）

イ 本人の個人的状況，メンタル面を考

タ インターネット上の未成年者に対

慮したプログラム
ウ

する性的罪のための治療プログラ

共同生活をきちんと行えるように

ム（Intervention Program against

するためのプログラム（例えば，マド

sexual crimes with minors on the

リッド第 7 刑務所の「尊重のユニッ

Internet）

ト」）
エ

社会的適用性を養うためのプログ

３ 代替刑について（Myriam Tapia Ortiz）

ラム（たばこ，アルコール，ドラッグ

(1) 背景事情等

等への依存症や DV の治療等）

① 1995 年の改正刑法により，自由を拘束

② 実際に行われているプログラム，処遇

する拘禁刑以外に，身体の拘束を伴わな

の一例は，以下のとおり。

い（自由を奪わない）刑罰が制定され，

ア 自 殺 防 止 プ ロ グ ラ ム （ Suicide

特に 2000 年以降，積極的に活用されて

Prevention）

いる。

イ 性的攻撃性コントロールプログラ

他国からも，高い評価を受けており，

ム（Sexual Aggression Control）

自国の制度に採用しようとする国もあ

ウ 性的暴力防止プログラム（Gender

る。例えば，内務省では，最近 15 か月

Violence）

間ほど，クロアチアにおける代替刑の構

エ 閉鎖区画（Closed Regime）

築プロジェクトに協力してきている。

オ 外国人入所者への対応（Foreign

② 内務省内に，刑の代替措置のための部

Inmates）

門が設立された。もちろん，自由の拘束

カ 障がい者への対応（Disabled）

を伴う刑が相応しい場合もある。しか

キ 若 年 入 所 者 へ の 対 応 （Young

し，21 世紀の刑法であることを考える

Inmates）

と，重大な犯罪に対する刑罰でない限

ク セラピー療法（Therapeutic Units）

り，社会の中で刑を執行していくこと

ケ 尊 重 の ユ ニ ッ ト （Respect

が，あるべき方向性であるものと信じて

Departments）

いる。

コ 対話による衝突解決（Dialogued

③ 刑の代替措置のための部門は，三つの

Conflict Resolution）

権限を有する。これらを異なるユニット

サ アニマルセラピー（TACA= Therapies

を通じて行っている。

with Animals）

ア 代替刑（刑務所に収容しない刑）の

シ 女 性 の た め の プ ロ グ ラ ム （ Ser

執行

Mujeres）

イ 条件付きの保護観察

ス 外出許可の準備プログラム

ウ

（Preparation for permissions）

刑を受けている人に対する社会的

支援（刑事施設との連携による。）

セ アルコール依存症のためのプログ

④

上記部門における行刑ユニット

ラム（Alcohol）

（Penitentiary Administrative Units）

たばこ依存症者向けプログラム

の役割は，以下のとおり。

（Smoking）

ア 代替刑に関する管理サービス

ソ 病的ギャンブル依存症（Pathologic

イ 社会福祉部門（保護観察を担当。ソ
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ア 執行猶予は，拘禁刑を伴う判決を受

ウ 刑務所・社会復帰統合センターにお

けた者に対し，本人の性質，犯罪の性

ける支援（各施設と連携）

質等により，裁判所の裁量によって，

(2) 代替刑の執行

直ちに刑務所に収容されるかわりに，

① 代替刑とは，罰金，コミュニティサー

一定の処遇プログラムを受けること

ビス（社会奉仕。刑罰としての権利に対

により，一定の期間（2 年間から 5 年

する制約であって，一定の時間を社会的

間），刑の執行を猶予するものである。

なサービスに提供しなければならな

拘禁を伴わない刑罰である代替刑と

い。）によって拘禁刑を代替するもので

は異なる。

あり，一定の場合には，電子監視による

イ 代替刑は，刑の言渡しを受けた者の

代替も可能である。コミュニティサービ

特殊な性質又は状況に応じ，拘禁を伴

スには，様々な種類がある。代替刑，執

わない刑罰を執行するものである。刑

行猶予は，拘禁を伴わない。

事施設当局が実施する，特定の介入プ

代替刑の言渡しを受けた者は，事案に

ログラム（intervention program）の

より，特定の制約，条件，義務等を課せ

履行が追加されたり，代替された刑

られるものの，身体の自由を保ったまま

に，コミュニティサービスが含まれた

の状態で刑に服する。

りする場合もある。

② コミュニティサービスについて

ウ 執行猶予期間中のプログラムや，代

ア 権利の制限を定める判決であり，一

替刑としてのプログラムは，強制的な

般社会に貢献するためのタスク（社会

ものであり，遵守義務違反が認められ

奉仕）を伴う。職業訓練，就職，文化

ると刑務所に収容されることになる。

的ワークショップへの参加を命じら

プログラムは，仕事に関するもの，家

れることもある。本人の同意を要す

族に関するもの，社会生活に関するも

る。

の等様々である。

イ 社会奉仕に費やすべき時間は，裁判

途中で刑を一時的に停止したり，他

官が判決で定める。

の刑罰に変更したりすることについて

内容は，本人の犯罪の内容を考慮し

も，裁判官の監督を受ける。

て決められ，例えば，損害の回復，被

④

害者に対する支援又は援助，
道の掃除，

代替刑の執行に関する管理サービス

部門（SGPMA）

雇用・文化・交通安全等に関する教育

コミュニティサービス，条件付き執行

的ワークショップへの参加，各種処遇

猶予等，拘禁を伴わない代替刑の執行

プログラムの受講等，様々なものがあ

は，SGPMA（Servicio de Gestion de Penas

る。

y Medidas Alternativas=代替刑の執行

ウ

コミュニティサービスの遵守状況

に関する管理サービス部門）が担当し，

は，職員が現場で直接に確認する。他

刑務所や社会復帰統合センターとの連

の機関との間で協定を結んで，現場で

携のもとで行われる。現時点において，

の確認は実施している。

スペイン全土に，
55 か所の SGPMA がある。

エ 代替刑の執行のためには，司法の関

心理学専門家やソーシャルワーカーと

与が必須である。

の協力のもと，執行を管理する。

③ 執行猶予・代替刑

（※今回の視察において訪問した
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Alcala de Henares のような社会復帰統

他機関との契約によって確保されたポ

合センターは，3 級の対象者の開放処遇

スト数は，1998 年には 1583 件であった

のみでなく，代替刑執行や執行猶予中の

が，徐々に増加し，2008 年には 11404 件

者の監督等，SGPMA としての役割も果た

となり，2015 年には 32471 のポストが確

している。）

保されている。

(3) 条件付き仮釈放（Conditional Release）

② 1 年間に，4 人～5 人程度の受刑者が，

① 刑法改正によって新設された，執行猶

一つのポストにつくことができるため，

予の一形態である。刑期の途中の段階で

こうしたポストの確保は，多くの代替執

あっても，対象者が，再犯を犯すことな

行に役立っている。

く社会に復帰できると判断される状態
に至った時には，一定の行動規範を遵守

４ 質疑応答

することを条件に，満期前に釈放され

(1) 保安処分について

る。行刑局の管理を受け，定期的な出頭

① 刑法 95 条以下に定められた保安処分

を命じられる。
②

（Security Measures）とは，精神異常

仮釈放時に定められた遵守事項を守

等のために責任能力がない者（刑法 20

り，何事もなく期間を終了すれば，その

条に定められた者）に対し，その者が重

まま刑を終えたことになるが，遵守事項

罪に当たる罪を犯し，かつ，犯行と本人

違反があったり，再犯をした場合，条件

の状況により，将来再び重罪を犯す可能

付き仮釈放は失効し，刑務所に再収容さ

性が高いと考えられる時，特別の精神病

れ，残りの期間全部を刑務所内で服役し

院の機能を有する施設（薬物離脱センタ

なければならない（その場合，仮釈放中

ー，特別教育センターを含む。）に収容

の期間は，刑期に算入されない。）。

するものである。

(4) 統計

拘禁を伴わない保安処分（一定の職業

① 2015 年に命じられた代替刑に関する

への就業禁止，保護観察，一定の権利の

統計

剥奪等）もある。

ア 代替刑を命じられた件数

82178 件

② 「本人の危険性がなくなるまで，際限

イ 執行した件数

87335 件

なく施設に入れておく」というものでは

ウ 2015 年 12 月 31 日現在，執行中の件

なく，入所期間は，通常の受刑期間と同

数

52957 件

エ 以上イとウの合計

じである。

140292 件

③ 刑期を終えても，精神異常が完治して

② 2015 年 12 月 31 日現在の条件付き釈放

いな場合についての懸念については，

の数

「橋渡しプログラム」というプログラム

ア 男性

6380 人

イ 女性

834 人

ウ 合計

7214 人

により，本人の社会復帰をサポートする
ことで対応している。
(2) 拘禁刑の最長期間・死刑の廃止について

(5) 代替刑執行における他機関との契約

① 拘禁刑は，原則として，3 か月以上 20

① 代替刑のうち，コミュニティサービス

年以内とされる（刑法 36 条 1 項）。た

を命ずるに際しては，サービスを受け入

だし，二つ以上の重罪について有罪とさ

れる他機関の協力が必要である。

れ，そのうち少なくとも二つの法定刑が

コミュニティサービス執行のために

20 年を超える拘禁刑の場合や，二つ以上
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＝専制政治」
というイメージが根強い。

のいずれかの法定刑が 20 年を超える拘

イ 日本では，国民の 80％～85％程度

禁刑の場合など，一定の場合，上限は 40

が，死刑存置に賛成というが，スペイ

年とされる（同法 76 条 1 項）。

ンでは，死刑に対する世論調査はない

② 「恒常的刑の見直しの可能性」の制度

ものの，世論調査を実施した場合に

について

は，おそらく日本とは反対の結果にな

ア テロリスト，幼児虐待等，例外的に

るのではないかと考える。

危険性が高い場合につき，刑期の終了

ウ スペイン憲法 25 条は，「刑罰は更

前（ある一定の期間＝25 年間経過後）

生と社会への再統合を目的とする」旨

に，刑期について見直しをすることが

定めており，人は，変わることができ

できる（更に延長することができる。）

ることを前提とする。死刑に処してし

とする法律が 2015 年 7 月 1 日に成立

まえば，その機会を奪ってしまうこと

した。

になるから，死刑は，憲法に反する。

イ ただし，終身刑を認めるものではな

また，死刑は，社会が殺人を行うも

い。「刑罰の目的は社会復帰にある」

のではないか，という意見もある。

旨定めている憲法に違反することは

(3) 刑事施設において被収容者が置かれてい

できない。

る状況，被収容者の権利等について

ウ この「刑の見直し可能性」の制度に

① 刑務所における規則，本人に関する情

ついては，弁護士等から反対の意見が

報について

上がっており，廃止を主張する政党も

ア 刑務所における取扱い

あり，今後の政治状況如何によって，

個々の施設の刑務所長ではなく，全

施行の見通しは不明である。

国の刑務所を管轄する刑事局におい

③ 言渡刑について

て，刑務所における規則を定める。し

非常に多くの重罪を犯している場合，

たがって，どの施設でも，規則は同じ

言渡しの刑は，（法定刑に従って，機械

である。

的に計算された数字により）80 年，100

イ 本人に関する情報（犯罪の内容，生

年，400 年といった年数になることもあ

育環境，家族関係，医療関係等）の管

る。ただし，「言渡しの刑が，言渡し可

理

能な上限を上回った場合，上限を超える

本人が他の施設に移動する際には引

部分については，消滅が宣言される」
（刑

き継がれる。これらの情報はコンピュ

法 76 条 1 項）ため，実際の上限は，40

ーターで管理している。

年となる。

② 教育，処遇について

④ 終身刑・死刑について

ア

ア スペインでは，フランコ独裁体制時

刑務所内における教育や処遇に関

し，世間の反対は特にない。これらの

代に，死刑はあったものの，もともと，

措置は，教育や訓練によって受刑者が

終身刑というものはなかった。

きちんと社会復帰できる状態にする

死刑廃止のきっかけとなったのは，

ための，最低限のものであり，結果的

1974 年の Salvador 氏（最後に死刑執

に社会を安全にすることに寄与する

行を受けた人）に対する死刑執行であ

ものである。この点につき，国民の理

った。スペイン国民の間では，「死刑

解を得られているのではないかと思
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う。

え，この他に，刑務作業及び職業訓練

イ カウンセラー，学者等の専門家によ

の た め の 国 家 組 織 （ State Entity

る，きちんとした処遇プログラムが組

Penitentiary Labour and Vocational

まれている。その分，コストはかかる

Training）において，445 人のスタッ

が，予算はしっかり確保している。社

フを有する（The Spanish Prison 参

会の意識は変わってきており，特に反

照)。

対の声は聞かない。

④ 刑事施設内における労働による報酬

ウ 処遇プログラムについては，大学の

ア

刑事施設内での作業についての対

機関により，効果測定を行っているた

価は，通常の最低賃金よりも低い基準

め，客観的な評価が可能となってい

により，定められている（一日当たり

る。結果は，内務省のウェブサイトに

の就労時間は 7 時間）。また，施設内

て公開されている（下記参照）。

で働いた場合，社会保険にも加入する

・内務省のウェブサイト

ことができる。

http://www.institucionpenitencia

イ

ria.es/web/portal/index.html

受領した報酬を被害者に対する賠

償に充てる制度がある。被害者に対す

・内務省のウェブサイト中の刊行物紹

る賠償を行うと，ポイント制の下での

介のページ（スペイン語）

評価の対象となり，仮釈放審査におけ

http://www.institucionpenitencia

る評価対象ともなる。

ria.es/web/portal/documentos/pub

⑤ 刑事施設における社会保険・医療につ

licaciones.html

いて

・上記ページに掲載された，暴力的な

ア 全員が，医療に関する社会保険に加

人に対する介入プログラムの効果検

入している。6 か月以上，刑務所で過

証に関する出版物「Evaluacion del

ごした人は，出所後，6 か月間の失業

programa “ Violencia de Genero:

保険を受給することができる。

programa de intervencion para

イ 受刑者の有する健康保険により，施

agresores”，en medidas alternati

設内での応急措置，施設外の専門医に

vas」（スペイン語）

よる治療を受けることができる。代替

http://www.institucionpenitencia

刑執行中で，社会で就労している人に

ria.es/web/export/sites/default/

ついては，内務省が社会保険を負担し

datos/descargables/descargas/VDG

ている。

_EVALUACION_AUTONOMA_NIPO.pdf

⑥ 受刑者の選挙権について

③ 職員について

受刑者の選挙権は，現在は，基本的に

ア 刑事施設における職員のうち，70％

認められている（例外的に，刑罰として，

～80％は，制服着用の保安職員であ

権利の剥奪を受ける場合がある。）。

る。それ以外は，カウンセラー等の専

⑦ マザーズユニットにいる母親の情報，

門家である。

個人情報について

イ 刑 事 施 設 事 務 局 （ General

ア

母親がマザーズユニットにいる場

secretariat of Penitentiary Institu

合，その子どもは外部の幼稚園に通う

tions）は，2013 年 12 月時点で，公務

が，施設側から幼稚園側に対しては，

員及び契約スタッフ合計 24470 人を抱

受刑者情報の第三者への開示を禁止
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する法律の規定に基づき，母親がマザ

される。ただし，被害者は，本人の刑を

ーズユニットに収容されていること

軽減・減刑するために意見を述べること

等の情報は伝えていない。ただ，母親

が多い。

は，毎日幼稚園に子どもの送り迎えに
行くので，幼稚園側も，母親と常にコ
ンタクトがとれる状況にあるため，母
親の住所や連絡先等は，あまり問題に
ならない。刑務所内にマザーズユニッ
トがある場合，母親自身は，送り迎え
はできないが，ソーシャルワーカーを
通して，幼稚園と連絡をとっている。
イ 施設は，コミュニティに完全に受け
入れられており，子どもたちは，何の
問題もなく，外部の幼稚園に通うこと
ができている。地域の反対運動が起こ
ることがあるのは，薬物関連の治療施
設の建設に際してであって，マザーズ
ユニットに関しては，そのような問題
はない。
ウ 施設は，ソーシャルワーカーとの連
携により，子どもの母親が刑事施設に
いるということが第三者に知られな
いよう，最大限配慮している。
エ 本人が病院に行く場合等にも，同様
に，本人が受刑中であることができる
だけ分からないように，配慮してい
る。
(4) 被害者との関係について
① 被害者にコンタクトをとり，被害者と
受刑者が連絡をとれるような方法を考
え，両者間の調停，本人から被害者に対
する謝罪が行われることもある。
実際に，テロ事件などにより 30 年～
40 年の刑に服した者が，出所後又は受刑
中に，被害者に謝罪し，和解したケース
もある。
② 2015 年の刑法改正により，被害者の意
見を重視する制度が導入された。受刑者
の出所や，等級の変更に際しても，被害
者の意見は（拘束力はないものの）尊重
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この寄稿は，日弁連及び第 59 回人権擁護大会シンポジウム第 3 分科会実行委員会の意見で
はなく，個人としての意見である。

寄

稿

問題について質問したところ，同大使は，死

第１ 日弁連がイギリスに調査団を派遣
した経緯及び理由について

刑廃止はとても重要な問題であり，日本の死
刑制度は国際的に批判の対象となっているた

弁護士 加 毛

め，日本において死刑廃止の問題について，

修

自らアピールしたいとの意向を示した。
イギリスにおける今回の調査内容につい

当委員会は，外立弁護士からの情報に基づ

ては，別稿において詳細に報告されているの

き，日弁連主催で「死刑問題に関するシンポ

で，同内容を参照されたい。

ジウム」を開催し，ヒッチンズ大使に基調報

この稿では，死刑廃止検討委員会（以下「当

告の講演を依頼することとし，外立弁護士を

委員会」という。）が，駐日イギリス大使館

通じて，ヒッチンズ大使に確認したところ，

と友好関係を築いた経緯及びイギリスに調査

快諾をしてくれた。

団を派遣した理由等について報告する。
１ ヒッチンズ大使の「死刑問題に関する」

香川県高松市で開催された第 54 回人権擁
護大会（2011 年 10 月）において，「死刑廃

基調報告

止について，全社会的議論を呼びかける」と

日弁連は，2014 年 3 月 12 日，弁護士会館

の宣言に基づき，その一環として，当委員会

2 階クレオにおいてシンポジウム「死刑を廃

は，EU に加盟する主要国との間で，死刑廃止

止した EU からのメッセージ～駐日英国大

問題について協力を求める必要があると考え

使・EU 公使をお招きして～」を開催し，ヒッ

た。私の親友である外立憲治弁護士（第一東

チンズ大使がイギリスにおける死刑制度を廃

京弁護士会）が，渉外弁護士として活躍し，

止した経緯や理由等を説明し，死刑制度の問

英国法曹協会や駐日イギリス大使館との間で

題点を強くアピールする講演を行った。

信頼関係を築いていた。
２ 駐日イギリス公使の「死刑廃止を考える

彼は，2007 年 4 月に，第一東京弁護士会（以
下「一弁」という。）の副会長に就任後，国

日」の講演

際交流委員会を設置し，同年 10 月 3 日には，

日弁連は，2014 年 11 月 15 日に青山学院大

一弁会長の代理としてロンドンを訪れ，一弁

学において，「死刑廃止を考える日」のゲス

と英国法曹協会との間で友好協定を締結し

トとして，ジュリア・ロングボトム駐日イギ

た。そして，その後，ゲートキーパー問題や

リス公使（以下「ロングボトム公使」という。）

法律扶助制度等両国の共通問題について，シ

をお招きした。同公使は，「英国でも，死刑

ンポジウム等をロンドン又は東京で開催し

廃止法案は幾度も廃案になり，死刑廃止まで

て，現在に至るまで交流を続けている。

に年月を超えた粘り強い取組によって死刑を

そこで，私は，2013 年秋頃，外立弁護士に

廃止できた。死刑廃止は世界の潮流であり，

対し，駐日イギリス大使館との間で，死刑問

日本国民に対し死刑に関するいろいろな情報

題について協議したい旨相談した。

を提供することが重要であり，私たちはその
力になりたい。」との意向を示された。

外立弁護士は，死刑問題について全く無関
心であり，死刑制度について賛成であるなど

３ ヒッチンズ大使の「自由と正義」への寄

と言い，私の依頼について消極的であった。

稿

ところが，その後間もなく外立弁護士は，
ティム・ヒッチンズ駐日イギリス大使（以下

ヒッチンズ大使は，「自由と正義」（2015

「ヒッチンズ大使」という。）に対し，死刑

年 8 月号）に「死刑制度に関する真剣な議論
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に向けて」との題名の下，死刑廃止に至るま

５ イギリス司法副大臣との面談

での英国の経緯や死刑制度の撤廃が世界的な

イギリス調査団が，2016 年 5 月 17 日イギ

動向であること等を踏まえて，欧州からの日

リス外務省において，司法副大臣フォークス

本に対するメッセージとして「私たちは，あ

卿と懇談した際，調査団からのイギリス政府

らゆる事例において死刑の執行に反対しま

と日本政府との外交問題として死刑問題をテ

す。私たちは，死刑が人間の尊厳を損なうも

ーマとして取り上げることは可能かとの質問

のであり，
犯罪を抑止するという証拠もなく，

に対し，同司法副大臣は，とてもデリケート

そしてどんな過ちも不可逆であると信じてい

な問題であると回答した。

ます。」，「日本が欧州及び米国の死刑撤廃

そこで，ある委員から司法副大臣に対しジ

州の友好国ではなく，減少しつつある死刑執

ョークではあるがと前置きをして，一つのア

行国に，それも弱い根拠に基づいて加わって

イデアとして，2020 年に平和の祭典のオリン

しまうおそれがあります。」，「英国と欧州

ピックが東京で開催されるが，EU 所属の国々

諸国は，この重要な問題に関する広い見聞に

から日本に死刑制度があることを理由として

基づく議論を支援するため，日本と協力して

参加を控える可能性があることを安倍首相に

まいりたい」と結んでいる。

伝えるのはどうかとの質問に対し「大きなプ
レッシャーで，ストレスになりそうだが，気

４ イギリス調査団の派遣

持ちは良く理解した。」等との会話がなされ

福井市で開催される第 59 回人権擁護大会

た。

シンポジウム第 3 分科会において「死刑廃止
と拘禁刑の改革を考える～寛容と共生の社会

６ 第 59 回人権擁護大会シンポジウムに，
駐

をめざして～」が開催されることになり，海

日イギリス大使館の新公使が出席の見通し

外の視察先の一つとしてイギリスを訪問する

外立弁護士が，ヒッチンズ大使，ロングボ

ことにした。

トム公使に，福井で開催される人権擁護大会

その理由は，イギリスは死刑廃止国であ

シンポジウムに出席することの御案内をした

り，仮釈放なき終身刑制度を導入し，行刑制

ところ，ヒッチンズ大使は，先約のため出席

度においても，ヨーロッパにおける標準的な

できず，ロングボトム氏は，本年 8 月にイギ

水準を保っているからである。

リスに帰国するため，出席できないが，新公

そこで，同シンポジウム第 3 分科会実行委

使がヒッチンズ大使のメッセージを持参し，

員会は，外立弁護士を通じてイギリス調査の

死刑問題に関するスピーチをすることが可能

ために，駐日イギリス大使館に協力を依頼す

であるとの回答を得た。

ることとし，同弁護士がヒッチンズ大使やロ

以上のとおり，駐日イギリス大使館は，イ

ングボトム公使にその旨依頼したところ，全

ギリス外務省及び司法省を含めて，我々の死

面的に協力することを約束してくれた。

刑廃止の問題を真摯に受け止めて，日弁連と

駐日イギリス大使館は，イギリス外務省を

友好的協力関係を築いている。

通じて，視察先，専門家，政府関係者，法曹
等，面談希望者等につき，全面的な協力をし

７ 私は，約 30 年近く前から，拘禁二法案防

てくれたことにより，別稿の通り，イギリス

止と監獄法改正作業の過程において，多く

における死刑廃止や終身刑を含む刑罰制度の

のヨーロッパ先進国の方々と意見交換を行

調査について大きな成果を得ることができ

っているが，ヨーロッパの市民の多くは，

た。

日本が現在でも死刑制度や強制労働制度
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が存在している事実を知らない。
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る。

日本は，ヨーロッパにおいて，アジアの先

我々は，ヒッチンズ大使，ロングボトム公

進国であり，民主的・文化的な国であるとの

使を始めとする駐日イギリス大使館関係者，

イメージが定着しているものと考えられてい

イギリス外務省，イギリス法務省の方々に対

るが，日本における死刑制度や強制労働が日

し，これまでの御協力に心から感謝申し上げ

常的に市民の間で議論されることはほとんど

ます。

ない。
さらに，ヨーロッパから日本に留学に来て
いる学生や，就業のために滞在している人た

第２ 死刑廃止―どう対処すべきか

ちも，日本に死刑や懲役制度が存在すること
を知らず，来日してからこれらの制度が存在

明治大学名誉教授・弁護士 菊田幸一

することを知り，強い驚きの反応を示すこと
もある。

死刑廃止検討委員会(以下「当委員会」とい

そのため，2020 年春に開催予定の国連犯罪

う。)委員として，この数年内に大韓民国，米国

防止刑事司法会議において，死刑制度や懲役

のテキサス州，カリフォニア州，ロンドン及び

制度が存置され，その改革の見通しがつかな

マドリードの各刑務所等を訪問した。その目的

い場合には，世界各国から強く指弾されるこ

は，日本の死刑廃止実現のため，とりわけ死刑

とが予想される。

代替刑としての終身刑採用に関する先進国の実

ヒッチンズ大使は，前述の自由と正義にお

情を調査し，
本年 10 月 7 日に福井市で開催され

いて，「日本が欧州及び米国の死刑撤廃州の

る日弁連人権擁護大会での宣言の実現に資する

友好国ではなく，減少しつつある死刑執行国

ことが範疇におかれている。

に，それも弱い根拠に基づいて加わってしま

同宣言では，2020 年のオリンピック・パラリ

うおそれがある」
と指摘していることに対し，

ンピック東京大会までに死刑廃止を実現する期

我々は，明確にその答えを出す必要がある。

限付きのものとした。本稿は，日弁連が先導し

日本がオリンピック・パラリンピック東京

つつ 2020 年までに廃止若しくはモラトリアム

大会の開催時までに，少なくとも死刑廃止や

実現に向け，
どう対処すべきかの私見を述べる。

懲役刑の廃止に対する方向性を打ち出せない
場合には，世界の多くの市民から日本が，民

１ 「法治国家」であっても「法の支配」の

主的で文化的な国でないことを理由として，

ない日本。

オリンピック・パラリンピック東京大会のた

死刑廃止には，その国の民主主義，法の支配，

めに訪日をすることをためらう人々が続出す

基本的人権の原理がどこまで定着しているかが

ることも考えられ，日本は世界において「名

問われる。むろん世界の死刑廃止国には，こう

誉ある地位を占め続けること」等到底できな

した原理とは関係なく死刑を廃止している国も

いことになる。

あり，死刑の存廃が，いわゆる先進国であるか

死刑の問題は，単に死刑制度を廃止するか

否かに直接の関係はない。むしろ，欧州連合(以

否かの制度の問題だけではなく，「国は全て

下「EU」という。)のごとく政治的枠組みという

の人間を人間として尊重することにより人間

制約のなかで自動的に廃止した国もある。
また，

の尊厳を確保するという普遍の理念」を，日

米国の各州での死刑廃止に至る要因には，死刑

本が死刑廃止を求めている国々と共有するこ

制度維持の経済的理由，あるいは誤判事件の発

とができるのかとの問題に行きつくのであ

生といった背景もあり，死刑廃止の要因は単一
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ではなく偶然の出来事が廃止に結び付くことも

自由・秩序に協力する「すべての人民」の保護

ある。

を約束するとしていることにある。これを受け

しかし，いずれの要因にしても，その根底に

て刑事施設刑事法（1979 年発効）は，その前文

あるのは，「人間の尊厳」という人類の普遍原

で，「自由を剥奪する刑務所は今後も長期にわ

理にあることは言うまでもない。たとえば，経

たり存在するにしても，刑罰の更生目的を擁護

済的理由優先
（死刑廃止が EU との経済的連携協

するため，法は，受刑者に対し自由な世界，そ

定締結の条件）からの死刑廃止にしても，その

して社会的文脈のなかで可能な限り最善の場所

協定に加入することの動機いかんに関係なく，

へ釈放するための準備をさせることをねらいと

死刑廃止それ自体が殺人犯も国家は「人間の尊

し，・・・彼らを社会から排除することを避け

厳」から殺さないことを約束するものであり，

ようとするものである」としている。言うまで

それ自体が人類の普遍原理を享受している国で

もなく「すべての人民」は殺人者も人民であり，

ある。

この例外ではない。あえて死刑廃止を特記する

死刑を存置している日本はどうか。法治国家

必要はないのである。

であることを一応は認めるにしても，この国に

日本国憲法はどうか。前文では「国民主権」

は「法の支配」がないと筆者は考える。結論か

を宣言し，これは人類普遍の原理であると

ら言えば，死刑制度が存続する国には「法の支

し，・・これに反する一切の憲法，法令及び詔

配」を語る資格がない。そもそも国が殺人者を

勅を排除する，としている。一見すれば，スペ

死刑にすること自体が「法の支配」に背くもの

イン憲法と何ら異なるものではない。

である。殺人者も人間であり，その人間の生命

ところが，憲法 13 条「個人の尊重」では，
「生

を剥奪する「法」なるものは｢人間の尊厳｣その

命，自由及び幸福追求に対する国民の権利につ

ものを排除している。法の支配の原理は，死刑

いては，公共の福祉に反しない限り，立法その

存置と両立するものではない。

他の国政の上で，最大の尊重を必要とする」と

日本における受刑者処遇は，国際的に最低の

ある。ここでの「公共の福祉に反しない限り」

ランクにあると筆者は思うが，その根拠の一つ

は，個人の尊厳を「公共の福祉」の下位におく

は，死刑囚のいる国での犯罪者処遇が「人間の

ものであり，日本国憲法は，絶対的国家思想を

尊厳」を語る資格がないからである。この点に

基本原理としたものであることが明らである。

関する具体的な検討については後述する。

日本が「法治国家」であるとしても「法の支配」
がないとの主張は，このことを意味する。

２ スペイン憲法と日本国憲法
３ スペインと日本の犯罪者処遇

2016 年 5 月 18 日から 20 日に行われたスペイ
ン視察から得た印象を「法の支配」の観点から

スペインの犯罪者処遇の実際を筆者が視察し

述べておきたい。

たのは初めであり，文字どおりの短期間の視察

スペインでは，フランコ軍事独裁体制が崩れ

ではあった。通常であればこれでは「多くを語

た 1977 年に民主化による総選挙が実施され，

る資格がない」との表現が妥当であろうが，筆

1978 年新憲法が成立した。その憲法前文では，

者にとっては必要にして充分の期間であったと

「スペイン国家」は正義・自由・秩序を確立す

言いたい。その理由は，犯罪者処遇自体が憲法

ることを望み，これに協力するすべての人民の

の基本理念に基づき徹底していることの実務を

保護を約束する，とし，「法による統治（法治

実感したことにある。

主義）を徹底する」と宣言した（4 項目の第 2）。

具体的例として，死刑についての質問につき

ここで注目すべきは，スペイン国家は，正義・

スペイン憲法 25 条から「人は，変わることがで
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きることを前提とする。
死刑に処してしまえば，

きる法案が 2014 年に成立している（同シ

その機会を奪ってしまうことになるから，死刑

ンポの資料による）。ただし，この見直し

は憲法に反する」，「終身刑は認めない。『刑

既定は，本年選挙後の新政府が廃止するだ

罰の目的は社会復帰にある』と定めている憲法

ろう，と言われている（スペイン内務省で

に違反するからである」，等の回答である(スペ

聴取）。

イン調査報告資料 平成28年7月 第二東京弁

死刑のない国で上限 40 年の刑は，事実

護士会 刑事法制・刑事拘禁者の権利に関する

上の終身刑である。その点での論議を欠き

委員会 参照)。

「死刑も終身刑のない国」の言葉だけで
「すばらしい報告だ」との印象を持たせる

ここでは，受刑者に選挙権があるのか，受刑

には問題がある。

者には資格制限が付くか，等の質問自体が恥を

この関連で今回視察したイギリスでも，

欠くような愚問である。
スペインの犯罪者処遇の実際から，これを日

1965 年に仮釈放のない終身刑（WLO）を代

本の犯罪者処遇にどのように反映させ得るかに

替刑とし死刑を廃止した。ただし，5 年か

ある。筆者は，率直に言って，わが国の行刑は

ら 10 年ごとの仮釈放審査がなされている

今なおドストエフスキーの「死の家の記録」

が，事実上仮釈放はほとんどなく，終身刑

（1862 年刊）が語るほぼ 150 年前の刑務所の状

は存在している。

況だと認識している（菊田幸一「日本の刑務所」

(2) 犯罪者処遇の原理

（岩波新書 新赤版，2010 年）参照）。スペイ

スペイン，イギリスの 2 か国の視察から

ンの犯罪者処遇は日本にとって残念ながら夢の

筆者が日本の行刑との関連で特記してお

世界である

きたいことは，いずれの国も「受刑者を社

こうした印象をもったのが筆者だけであった

会から排除するのではなく，可能な限り一

か否かは重要ではない。視察目的は，来る人権

般社会への再統合を目指す」ことでは当然

擁護大会で「死刑廃止と刑罰制度改革」を柱と

ながら共通している。

したため，海外の①死刑に代替する終身刑，②

ところで問題は，どのようにして彼らの

犯罪者処遇の実態を中心として上記各国の処遇

社会復帰を支援するかにある。結論から言

の実際を視察するものであった。

えば，スペインやイギリスの実際から学ぶ
べきことは，刑務所拘禁は，止むを得ない

本稿執筆中までに得た断片的な情報から私見
を述べておきたい。

ことではあるとしても，刑務所の存在は犯

(1) 終身刑について

罪者の自由を拘束するだけにある。いみじ

帰国後の 2016 年 7 月 4 日「死刑も終身

くも日本での「自由刑」も同じ原理とであ

刑もない国スペインの閨閥制度にまなぶ」

るとは言える。しかし，その形式的趣旨が

とするプレシンポジウムが弁護士会館で

共通していても内実には完全な齟齬があ

開かれた（筆者は欠席）。その場でどのよ

る。

うな質疑応答がなされたかは不知である

そもそも日本の行刑は，一口に言えば旧

が，スペインが「終身刑もない国」との表

監獄法における「特別権力関係論」に与す

現にはいささかの疑問がある。確かに，終

る包括的支配服従関係を基本とした。この

身刑（Life Sentence）の刑種はないが，

原理は戦後はもとより新法（刑事収容施設

凶悪犯罪の併合罪では上限 40 年の刑があ

法）下においても払拭されていない。例え

る。さらに，テロリスト等の危険性が高い

ば，新法 1 条は「刑事収容施設の適正な管

凶悪犯には 25 年の経過後に，更に延長で

理運営」が「収容者の人権の尊重」に優先
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している。のみならず新法において「法務

のような現実を前提としての更生支援，社

省令で定めるところにより」とし，法によ

会復帰への政策は，受刑者にとっては悪し

らざる単なる命令による規制が 40 か所も

き，迷惑な支援であり，納得と了解を得る

ある。それだけではない，刑務所長による

類ではない。

「所内遵守事項」の類が事実上の受刑者の
４ 死刑廃止を含む刑罰制度全体の改革を求

生活のすべてを支配している。

める宣言

イギリス，スペインを視察した委員の中
には，被収容者への社会復帰支援の実情

当初の「死刑廃止宣言」実現から，「刑罰制

を，「日本でもこの種の方策に向かってい

度全体の改革」が付加された点について，ここ

る」と安易な感想を漏らす者もいたが，こ

では必要以外はあえて触れない。その意味する

の感想は，日本における処遇の現状認識に

ところを宣言案（2016 年 6 月現在案）に基づき

あまりにも欠けている，と筆者は思う。

整理しておく。

(1) 刑罰制度の改革について

行刑における用語として積極行刑と消
極行刑の言葉がある。受刑者の更生のため

①自由刑の単一化，強制労働の廃止と賃

管理者側が積極的に関与することが必ず

金制の採用等，②社会内処遇の拡大や社会

しも効果的でないことの反省から，こんに

奉仕命令等の導入，③再度の執行猶予，累

ちでは国際的に，単に自由を拘束すること

犯の改善等を挙げている。

のみの消極行刑に傾いている。しかし，イ

いずれも長年の課題であり，これについ

ギリスやスペインでの，一見するところの

ての個別的な反論をするものではない。し

積極行刑は，実質は消極行刑に徹している

かし，上述した日本の刑務所の実態・本質

ことにある。つまり，被収容者自らの更生

を踏まえての諸問題について，ここでは一

意欲，労働する意思を確認し，その意思を

切触れていない。この点についてもあえて

支援する手立てを準備することが管理者

割愛する。
問題は，これらの刑罰改革が死刑廃止と

のあるべき姿勢であり，それは施設法の理

どのように関連するかが不明である。

念であり，憲法の理念に沿っているのであ

この原案作成者は，委員会の席で「行刑

る。
日本ではどうか。たとえ被収容者の更生

改革先行なくして死刑廃止はない」との趣

を支援するとの施策であったとしても，そ

旨を強調している。筆者は逆に「死刑制度

れは被収容者にとっての真実の自らの更

が存在するが故に日本の犯罪者処遇は劣

生と社会復帰に連動していない。そもそも

悪なままである」と主張している。どちら

犯罪者の収容は，一般市民としての生きる

が正当であるかについては，ここでは留保

権利である市民権，政治的，社会的権利の

する。

ことごとくを剥奪することから始まる。住

仮に前者の主張が正当であるとすれば，

民票の抹消，労働災害補償保険，国民健康

上述の 3 点の改革が実現することを前提と

保険，年金保険，失業保険あるいは生活浦

し死刑廃止が可能なのか，刑罰制度の改革

議御保険のことごとくが刑務所入所によ

を主張する過程で同時に死刑廃止を主張

り剥奪もしくは停止され，そのうえ所持し

するのかも明らかでない。いずれにしても

ていたもろもろの資格がことごとく剥奪

日本の刑罰制度の改革は，この 3 点の改革

される。そのうえ，いわゆる家族刑が自由

だけで達成するものではない。死刑廃止と

刑に付加される（離婚や家族崩壊等）。こ

の連動そのものが不明確である。
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身刑は，死刑の誤判回避，被害者家族から

①直ちに死刑執行を停止し，2020 年まで

は終身刑により二度と殺人を物理的に犯

に死刑制度の廃止を目指すべきこと。②代

さないなら，あえて死刑を求めない，との

替刑としての終身刑採用を検討すること。

主として犯罪被害者側からの意見もある。

ただし，終身刑を設けるにしても仮釈放や

2015 年の世論調査では，終身刑を採用すれ

恩赦の適用の設計が検討されるべきこと

ば死刑廃止に賛成する数が増加した。世論

等が挙げられている。ここでは代替刑とし

調査の終身刑採用は，宣言案のような終身

ての終身刑採用について述べておく。

刑を想定しているわけではない。

当委員会が，死刑廃止実現のための準備

人権擁護大会では，宣言での合言葉に

段階として海外視察を実施した主たる目

「人は変わり得る」を標語とするとの声が

的の一つが死刑に代替する終身刑の実際

聞かれる。現に死刑執行がなされ，少年に

を視察することにあったことは前述した。

すら死刑判決が出ている現状のなかで「人

当委員会は，終身刑採用で一致していると

は変わり得る」との標語が死刑廃止への標

理解している。しかし，宣言案では，終身

語としてどう位置付けられるのか。

刑を「・・採用するにしても」との表現と

日弁連に限らず国民の多数が死刑存置

なって仮定のレベル表現となり，さらに仮

派で占められている日本から死刑廃止に

釈放の可能性が検討されるべきである，と

一歩でも近付くためには，きびしい現実を

している。

踏まえ，存置派（あるいは犯罪被害者）等

再度確認すれば，死刑代替刑としての終

の感情を逆なぜするような表現は避ける

身刑採用を提議するのではなく，「採用し

べきであろう。死刑のない国での標語を安

た場合は」，その場合でも「仮釈放適用」

易にここで使うべきではない。

を検討すべきである，という他人まかせの
５ 当委員会の今後の在り方

提議である。このような根本課題の変容に
ついて委員会内での議論はなかった。これ

人権擁護大会で，仮に宣言案が成立しても残

までの海外視察が何であったかに疑問が

念ながら 2020 年までの死刑廃止実現は困難で

出てもよいが，ここでは問題点の指摘にと

あろう。そもそも「目指す」のであり具体的構

どめる。

想はないと言ってよい。しかし当委員会が今後

筆者は，「死刑に限りなく近い終身刑の

も死刑廃止を先導すべき立場にあることは間違

採用」を長年主張しているが，この点につ

いない。だとすれば今後においての具体的道筋

いても私見の確認は割愛する。提言では，

はどうあるべきか。

「終身刑を採用する」だけに留めておくべ

具体的には両議院内等において審議会なるも

きである。なぜなら終身刑の採用を契機に

のを設置し，法案審議となるであろう。死刑代

死刑執行停止あるいは死刑廃止が実現し

替刑たる終身刑を日弁連が提議するにしても，

た暁には終身刑の仮釈放について議論し

どのような終身刑を法案に取り入れるかは，そ

ても遅くはない。これまでに述べたごとく

の段階の論議に任せるしかない。

諸外国では，絶対的終身刑を使用し，死刑

筆者個人としては，上述のごとく絶対的終身

施行停止もしくは死刑廃止が実現した後

刑の採用を主張しているが，それは別とし，終

で終身刑の緩和策を検討している。

身刑を採用しても死刑が残存し，重刑罰化に手

ところが宣言案では，終身刑採用の時点

を貸すとの反対論に配慮し(筆者はそうは思わ

からの仮釈放の可能性を提議している。終

ないが。)，審議会での法案実現の段階で事実上
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の死刑執行停止が相当期間経過すれば，その段
階で具体的な終身刑のありようを議論しても遅
くはない。死刑が存在する段階では，そのよう
な刑種も刑の在り方として止むを得ない。
更に付言すれば法案審議では，死刑判決は裁
判員および裁判官の全員一致制をとるべきであ
ること，全員一致でない場会は終身刑とするこ
との実現は今後の課題として求めるべきであ
る。

あとがき
米国カリフォルニア州では死刑廃止法案の住
民投票が本年 10 月に予定されておりその可決
が見込まれている。全米第 1 の人口を擁する同
州で同法案が成立すれば米国はこの数年内の国
としての死刑廃止も夢ではないと言われてい
る。
一方，EU 諸国は，日本等の死刑存置国への自
由貿易協定締結の働きかけで死刑廃止を迫って
いる。また，テロ頻発の世界情勢のなかで多国
間の犯罪人引渡条約締結が急がれている。
これらの状況から見て，死刑廃止は「法の支
配」つまり「人間の尊厳の尊重」を超え，この
地球上で人類がどう共存するかの必然的な中心
課題にかかわっている。
死刑廃止は，2020 年のオリンピック・パラリ
ンピック東京大会，国連犯罪防止刑事司法会議
の日本開催とともに，おおげさではなく，理論
ではなく地球上での人類の存亡にかかわる課題
となるであろう。
2020 年に向け，当委員会には，近く予想され
る死刑廃止への，いわば外的契機を見据え，現
在のところ非公式ながら働きかけがなされてい
る与党議員らとの協議会を通じ，法案審議のた
めの実質的な受け皿役を果たせる役割を意識し
た活動に期待したい。
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われることを保証することも，法の目的であ

１ スペインの刑事拘禁制度

る。

（THE SPANISH PRISON SYSTEM）

前者，すなわち，刑罰の更生目的を擁護す

（スペイン政府（内務省）発行の英文パ

るため，法は，受刑者に対し，自由な世界，

ンフレット）

そして社会的背景の中で可能な限り最善の場
所へ釈放するための準備をさせることをねら

スペイン憲法 25 条 2 項
拘禁及び保安処分を伴う刑罰は，更生と社

いとし，また，法は，受刑者を，過去の反社

会への再統合をねらいとすべきであり，強制

会的な行動の帰結として特定の管理体制下に

労働により成り立つものであってはならな

おかれているとしてもなお社会の活動的な一

い。

員であり続ける者としてとらえ，彼らを社会

受刑者は，その拘禁中，刑の条件，刑罰の
目的及び刑事法により明示的に制限されたも

から排除することを避けようとするものであ
る。

のを除き，本章に定められた基本的権利を享
有するものとする。いずれにしても，受刑者

項目（括弧内は原文の頁数）

は，文化的な機会及び全般的な人格形成の機

はじめに（Presentation, 11）

会に対するアクセスとともに，有償の雇用及

法的枠組み（Legal framework, 12）

び適切な社会保障給付に対する権利を有する

目 的 と 基 本 原 則 （ Objectives and
principles, 14）

ものとする。

組 織 と 管 理 体 制 （ Organization and
刑事施設基本法（General Penitentiary Law）

administrative structure, 16）
人的資源（Human resources, 18）

1979 年／前文
刑務所は必要悪であるものの，自由の剥奪
は今後も長期にわたって存在し続けると思わ
れる手段である。社会構造や政治制度の変化
は，犯罪の概念やその社会学的な現実に対し
て，また犯罪の予防と刑罰に向けられた法的
措置に対して，間違いなく，重大な修正をも
たらすであろう。しかしながら，拘禁に内在
する弊害を避けつつ，それと同等の又はより

様々な種類の施設（Different kinds of
facilities, 22）
刑事施設の人口（The prison population,
28）
受刑者の権利及び義務（Rights and duties
of prisoners, 30）
刑事施設における処遇プログラム
（Treatment programs in prisons, 32）

よい水準で社会を保護することにつながる異

刑務作業及び職場への復帰・参入（Prison

なる性質の他の措置が，現在全ての国の刑事

work and Workplace insertion, 34）

法で主要素をなす自由の剥奪に取って代わる

職業訓練（Vocational training, 36）

ような未来を想像することは困難である。

正規の教育（Formal Education, 38）

拘禁制度を規制する法の基本的な目的は，

トレーニング，職業・文化プログラム

有罪判決を受けた者の更生と社会への再統合

（Training, occupational and cultural

と定義される，いわゆる特別予防にある。同

programmes, 39）

時に，最も基本的な正義感に基づいて要請さ

スポーツプログラム（Sport programs, 41）

れる，行われた犯罪の重大性との関係におい

医療（Health, 42）

ての刑罰の均衡性と，一般予防が要請する警

代 替 刑 及 び 代 替 措 置 （ Alternative

告と威嚇という意図に対し，適切な注意が払
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ボランティア（Social volunteering, 49）

させることに，相当の労力を費やしてきた。

刑事施設の活動に対する統制（Control of
prison activity, 50）

原文 12 頁
法的枠組み（LEGAL FRAMEWORK）
スペイン憲法 25 条 2 項並びに刑事施設基

原文 11 頁

本法及び同規則は，スペイン刑事拘禁制度の

はじめに（PRESENTATION）
この刊行物は，刑事拘禁体制の一般的な概

基本的な法的枠組みを提供している。スペイ

要をつかみ，刑務所の機能の背後にある精神

ンの刑事施設関連法規は，全て欧州刑務所規

と所内での活動について知りたいと望む全て

則 に よ り 確 立 さ れ て い る 勧 告

の者に対して，スペインの刑事拘禁制度につ

（recommendations）
を捕捉し，
支持している。

いて説明することをねらいとする。

スペイン憲法 25 条 2 項は次のように規定

最近の数十年にわたり，スペイン社会の進

している。
「拘禁及び保安処分を伴う刑罰は，

化と並行して，スペインの刑事拘禁制度はそ

更生と社会への再統合をねらいとすべきであ

の方向性と概念において根本的に変化した。

り，強制労働により成り立つものであっては

この転換の契機となったのが，1978 年に制定

ならない。受刑者は，その拘禁中，刑の条件，

されたスペイン刑法であり，これにより，刑

刑罰の目的，及び刑事法により明示的に制限

法，受刑者の処遇及び刑務所の状況に甚大な

されたものを除き，本章に定められた基本的

変化がもたらされた。

権利を享有するものとする。
いずれにしても，

新たな施設を建設したり，使用中の施設の

受刑者は，文化的な機会及び全般的な人格形

改修を行ったり，また，人材の効率化を達成

成の機会に対するアクセスとともに，有償の

するために作業を整理し直したりするなど，

雇用及び適切な社会保障給付に対する権利を

制度に特有の欠点を緩和するため，近年にお

有するものとする。」

いてかなりの労力が必要とされた。

さらには，1979 年 9 月の刑事施設基本法の

この刊行物のねらいは，刑務所を受刑者の

可決は，刑事司法のこのセクターに自律性

個人としての成長を促すことが可能な生活ス

（autonomy）を与え，刑事施設法制を刑法や

ペースに変えていくことに関わっている機関

手続法と同じ水準に位置付けることとなり，

や団体と，これらの経験を共有することにあ

重要な転換点となった。

る。この冊子は，刑務所のドアを開放して所

刑事施設規則は，国際連合と欧州評議会の

内の日常生活を開示するとともに，職員と受

勧告がその着想の源となっている最低基準の

刑者自身の努力による，現在の試験的転換に

規定，人権に関する国際条約及びスペイン憲

おける肯定的なビジョンを提示しようとする

法に基づいている。

ものである。

（刑事施設基本法）前文 1 条は，以下のと

問題点や達成事項に焦点を当てることは，

おり規定している。

裁判所から公正な刑罰を与えられるに値する

「この法律により規定される刑事施設の

犯罪を行った男女を，社会に統合された市民

主たる目的は，被収容者，未決勾留者，受刑

に変えていくという，複雑ながら刺激的な仕

者の身体の確保に加え，拘禁刑や拘禁措置を

事に対する，より深い理解をもたらす。

受けた者の再教育と社会への再統合にある。

写真（省略）：最近の数十年にわたり，ス

刑事施設はまた，受刑者及び条件付き釈放

ペインの刑事拘禁制度は，目標の焦点を絞り

を受けた者に対する支援とケアについても責

直すこと及び新たな目的のために施設を適応

任を負う。」
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前文 3 条は以下のとおり規定している。

産的な若しくは治療的効果をもたらす

「刑事施設での活動は，いかなる場合で

習慣をつけ維持する，トレーニングの性

も，人種，政治的意見，信仰，社会的地位又

質を備えるものとする。

はこれらに類するその他いかなる事由によっ

d) 刑務所の体制及び保安と両立できる限

ても区別されることはなく，刑罰によって影

りにおいて，受刑者の職業上の目標に合

響を受けることのない，受刑者の権利及び法

致させるべく，技能や専門的資格を考慮

的利益並びに人格を尊重して行われる。」

して構成し計画されるものとする。

それゆえ，

e) 当局によって提供されるものとする。

「1．受刑者は，拘禁目的又は刑の執行と相い

f) 社会保障に関する既存の法制により規

れない場合を除き，投票権も含め，市民

制されるものとする。

的，政治的，社会的，経済的及び文化的

g) 当局の経済的利益追求のためであって

権利を行使できるものとする。

はならない。」

2．受刑者とその家族が，受刑者の入所前
に獲得した社会保障給付に対する権利
を確実に保有し続けるための措置が講

55 条は，受刑者の教育と訓練に関する基本
原則を規定している。

じられるものとする。

「1．各施設には，特に読み書きのできな

3．いかなる場合においても，受刑者が新
規の訴訟を提起すること及び入所時点

い受刑者と若年層の受刑者の教育を行う学校
を設置する。

で既に係属していた手続きを続行する
ことを妨げてはならない。

2．刑務所での授業は，可能な限り，職業
教育及び訓練に関する既存の法制度に準拠し

4．刑事施設当局（Prison Administration）

たものとする。」

は，受刑者の生命，身体の安全及び健康
を保障するものとする。

新刑法が施行されその後数回改正された
結果，1996 年 2 月 9 日国王令 190 号により，

5．受刑者には自らの氏名で呼ばれる権利
がある。」

刑事施設規則（Prison Regulations, PR）が
成立した。PR は刑事施設基本法（General

6 条は「いかなる受刑者も，言葉又は行動
による虐待にさらされてはならない」と規定

Penitentiary Law, LOGP）を発展させ刑事施
設法（prison law）の変更点を含む。

している。

2011 年国王令 840 号は，
刑の執行猶予の他，
特定の保安処分（security measures），コミ
原文 13 頁

ュニティサービス，継続的監視（Permanent

26 条は労働の権利とその諸条件を規定し

Location）の刑の執行の特徴を詳しく説明し

ている。「労働は，処遇の基本的な要素で，

ている。

受刑者の権利であり義務とする。

1995 年刑法の改正以降，議会はこのルート

労働条件は，以下のとおりとする。

を通じて，特に開放処遇及びコミュニティ環

a) 苦痛をもたらすものであってはなら

境における新しい制裁の定義又は執行の形態

ず，懲罰として用いられてはならない。

との関係で，また刑務所での福利厚生に関す

b) 受刑者の尊厳を脅かすものであっては

る法規又は刑期の上限・下限との関係で，刑

ならない。

事施設法制の修正を導入してきた。

c) 受刑者を自由な世界での通常の労働条

これらは全て，基本的には，判例法及び刑

件に備えさせるため，勤労の若しくは生

事施設事務局による指示を通じて発展，改変
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されてきた，刑事施設における活動を規制す

て，本人の処遇上の分類を決定する。

る法的枠組みの下にある。
この枠組みにより，スペインの刑事施設制

進級：スペインの刑事拘禁制度は進歩的で

度のベンチマークである，憲法上の社会再統

柔軟である。受刑者は，下位の等級を必ずし

合モデルを発展させつつ，包括的な一連の刑

も経ることなく，仮釈放以外の高位の等級に

罰及び一部の開放的で柔軟な執行方法と手段

分類されることもある。これが意味するとこ

が可能になっている。

ろは，全ての受刑者が，服役した期間，受刑
者自身の進捗状況に対する評価，その行動や
原文 14 頁

活動への参加の度合い，外泊許可（leave）の

目的と基本原則
（OBJECTIVES AND PRINCIPLES）

利用等によっては，3 級すなわち開放処遇に

スペイン憲法と刑事施設基本法が刑事拘

進級できるということである。
しかしながら，

禁制度に対して割り当てた基本的役割は，受

マイナスの行動が見られる場合は，日常生活

刑者の収容を確保し，その身体の安全を保護

上の規則がより制限され，下位の等級に降格

しつつ，裁判官によって課せられた刑の執行

されることもある。

を確実にすることである。

拘禁刑の宣告を受けてから 2 か月以内に，

しかし，この役割は，更生に焦点をおいた

刑務所長が長を務め，複数分野にわたった専

ものでなければ，完了せず，実効性も有しな

門技術チームを含む処遇委員会（Treatment

い。目的は，過去のように，拘禁を犯罪者の

Board）が，初期の段階での受刑者の等級に関

学校として機能させるのではなく，社会規範

し，提言する。

の尊重や遵法精神がいきわたっている自由な
生活に向けた準備に役立てることにある。

ほとんどの場合において，受刑者は，社会
から離れて暮らすことで起こり得る弊害を更

取組の焦点は，何よりも，釈放された時に
待ち受けている新しい人生にうまく移行する

生への過程で可能な限り避けるべく，2 級す
なわち一般処遇に分類される。

手助けとなるよう，必要な雇用と教育のため

受刑者が明らかに非適応的あるいは暴力

の手段を受刑者に提供することに当てられて

的な行動を見せる場合，例外的に，その受刑

いる。

者は 1 級すなわち閉鎖処遇に分類されること

刑事拘禁制度における全組織体制と利用

がある。

可能な物的資源が，これらの目的を有効に達

写真（省略）：制度の目的は，刑の執行と

成するために設計されている。これを達成す

受刑者の収容に社会的更生を組み合わせるこ

るため，以下の基本原則に合致する行動がと

とである。

られている。
原文 15 頁
個別化：受刑者を新入者のためのユニット

受刑者の自由な生活への移行が緩やかに

に迎え入れることで，可能な限り，入所とい

なるよう，3 級すなわち開放処遇は，学習の

うトラウマを負うような出来事に対する衝撃

ためのプロセスとして使用される。努力がよ

を軽減することが意図されている。この期間

り良い処遇によって報いられることが見てと

中，新入者は医療チームによる診察を受け，

れるので，受刑者にとって更生の際の刺激と

受刑者の評価を行う専門技術チームによる面

もなる。このような処遇は，受刑者の進化の

接を受ける。このチームは，受刑者の性格や

評価と，プロセスの終了段階における回復の

犯罪歴を考慮して分離・分類判断基準に従っ

度合いの評価を可能にする。
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いかなる分類も確定的なものではなく，す
べての等級は 6 か月ごとに見直される。

級の処遇に分類された受刑者は，定期的な外
泊の許可を得ることができる。外泊は，刑事
施設処遇委員会により承認され，刑事施設監

施設内の処遇：施設内で組織される活動の

視裁判官
（Penitentiary Surveillance Judge）

全ては，受刑者の治療的な回復又はケアのみ

により許可されるもので，そのためには受刑

ならず，主に，社会的及び職業上の技能を向

者は刑期の少なくとも 4 分の 1 を完了してい

上させ，社会への再統合を促進することにも

る必要があり，また服役態度も良好でなけれ

焦点を当てている。訓練プログラム及び文

ばならない。

化・娯楽・スポーツ活動は，受刑者の個人的

加えて，近親者の死亡や病気，又は出産な

なまた社会における成長に資するものであ

ど，特別な状況が生じた場合，受刑者は，各

り，自尊心を育て，規範を尊重する態度を身

事案において要請される必要な保安措置のも

につけることの動機付けとなる。スペインの

と，特別外泊の許可を得ることができる場合

刑事拘禁制度の基本である，このような介入

がある。

（intervention）の概念は，再犯を回避する
最良の方法であるということが実証されてい
る。

原文 16 頁
組 織 と 管 理 体 制 （ ORGANIZATION AND
ADMINISTRATIVE STRUCTURE）

受刑者が社会的な結び付きを持っている

刑事拘禁政策の管理は，内務省の管轄下に

場所での刑の執行：スペインの刑事施設は全

あり，刑事施設事務局を通して実行される。

国に散在している。これにより，受刑者は，

場合によっては，これらの権限は，スペイ

可能な範囲で地元に近い施設で服役すること

ン国の政治的・行政地域的な区画である自治

ができ，家族や地域社会から引き離されるこ

州によって担われている。
これまでのところ，

とを回避することができる。

カタルーニャ自治州が，国からこれらの権限
の移行を受けた唯一の自治州となっている。

外部との接触：受刑者と外の世界との交通

刑事拘禁制度の一体性と協力を確保するた

は，社会復帰のための好ましい手段であり，

め，両当局は，合同委員会を通して調整を行

二つの方法で実現されている。

っている。
刑事施設当局は，作業を遂行するため，刑

外部交通: 刑事施設規則（Prison Rules）

務所と社会復帰センターに加え，異なる事務

は，手紙及び電話又は所内にこの目的のため

レベルの技術的・機能的な部署に分かれてい

設けられた施設での面会による受刑者の外部

る。

交通を規定している。受刑者は，週 1 回，家

スペインの刑事拘禁制度の基本的な組織

族や友人と，面会室で面会できる。月 1 回，

体制上の特徴は，刑事拘禁政策の計画と設計

特別な部屋で，パートナーや家族と，物理的

における強力な中央集権化と，その業務の実

な遮蔽措置なしに面会することができる。加

施における十分な分権化である。

えて，10 歳未満の子どもがいる場合，子ども
とパートナーと一緒に，親密な面会
（conviviality visit）をすることができる。

写真（省略）：制度には全国に分散した施
設の広範なネットワークがある。

外泊:釈放に向けた準備として，2 級又は 3
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原文 17 頁
組織図，省略

Deputy Directorate）
人事（Human Resources Deputy Directorate）

（役職名か部署名か判明しないものは，名

労働及び生産（Labour and Production Deputy

称の一部のみ暫定的に和訳）

Directorate）

本部（HEAD OFFICE SERVICES）

社会復帰センター
（SOCIAL INSERTION CENTRE）

刑事施設事務局（General Secretariat of

センター長（Director）

Penitentiary Institutions）

処遇（Treatment Deputy Directorate）

刑務作業及び職業訓練のための公法上の国家

医療（Health Deputy）

組 織 （ State Entity of Public Law for

資源（Resources Directorate）

Prison Work and Vocational Training）

刑事施設管理（Prison Management Deputy

機 関 関 係 及 び 管 轄 区 調 整 （ Deputy
Directorate General of Institutional

Directorate）
保安及び監視（Security and Surveillance

Relations and Territorial Coordination）
処遇及び刑事施設管理（Deputy Directorate
General

of

Treatment

and

Deputy Directorate）
人事（Human Resources Deputy Directorate）

Prison

労 働 及 び 生 産 （ Labour and Production

Management）

Deputy Directorate）

代替刑及び代替措置（Deputy Directorate

代替刑及び代替措置（Alternative Sentences

General of Alternative Sentences and

and Measures Deputy Directorate）

Measures）
刑事施設査察（Deputy Directorate General
of Penitentiary Inspection）

原文 18 頁
人的資源（HUMAN RESOURCES）
刑事施設内で勤務するスタッフは，各刑事

刑 事 施 設 医 療 調 整 （ Deputy Directorate
General

of

Penitentiary

Health

施設の方針の策定及び受刑者の更生プログラ
ムの実施において，決定的な役割を果たす。

Coordination）

社会への再統合を目的とした刑事拘禁制

人事（Deputy Directorate General of Human

度においては，深く関与する有資格の専門職

Resources）
刑事施設業務（Deputy Directorate General

のチームに頼ることが必須である。仕事の成
否は，かなりの部分，彼らの手にかかってい

of Prison Services）

る。したがって，刑事施設を魅力的な職場に
変えていくことが必要である。

刑務所（PRISON）

公務員のトレーニングは，刑事施設当局の
施設長（Director）

改革戦略の中で，重要な要素である。刑事拘

処遇（Treatment Deputy Directorate）

禁制度における新たな挑戦と技術的な進展

医療（Health Deputy）

は，継続的な，知識のアップデート及びスタ

資源（Resources Directorate）

ッフのトレーニングを必要とする。人事部門

刑事施設管理（Prison Management Deputy

の研修部がこの仕事を担当している。この部

Directorate）

署が負う責任には，新人スタッフのためのト

保安及び監視（Security and Surveillance

レーニングプログラム開発が含まれる。一方
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で，この部署では，矯正プロセスに関わって

する採用試験の公的な発表を通して公的部門

いる様々な専門職のチームや様々なカテゴリ

の採用募集に基づき，スタッフの選定は行わ

ーのスタッフの専門性を高め，知識のアップ

れる。

デートも担当している。研修部はまた，モチ

刑事施設は，契約と公務員としての地位に

ベーションを上げ関与の度合いを高める重要

規律される専門スタッフも抱えている。団体

な要因となる，スタッフの昇進に必要なトレ

の機関や専門職のカテゴリーを通じ，専門領

ーニングや専門職の知識アップデートのため

域の専門家を網羅することを制度が保証して

のコースを提供することについても責任を負

いる。専門領域としては，刑法，心理学，社

っている。

会学，教育学，医学，看護，ソーシャルワー
ク，監視と収容，財務及び事務管理，生産ワ

刑事施設の国家公務員（State Employees）
部署（Departments）

ある。

管理（Management）

384

刑事施設の公務員は，矯正関係職員に分類

1,358

される。彼らの法的地位は主には 2007 年 4

949

月 12 日法 7 号及び公務員基本法に規定されて

15,422

いる。他に，国家公務員法（64 年 2 月 7 日国

4,260

王令 315 号及び 84 年公務員改革法（84 年 8

処遇（Treatment）
医療（Health）
監視（Surveillance）
事務（Administration）
公務員

22,373

契約スタッフ
合計

ークショップ管理，職業訓練，就職指導等が

月 2 日法 30 号）の規律も受けている。

2,097

刑事施設のスタッフは，医療と介入

24,470

（intervention）の領域で職務を行う契約ス

国家組織 TPFE からのスタッフ

タッフにより補完されている。契約スタッフ

（Staff from the State Entity TPFE）

の雇用は，一般国家行政契約スタッフ単一団

公務員

401

体協約 III（一般労働指導決議，2009 年 11

44

月 3 日，2009 年 11 月 12 日付け官報）及び労

契約スタッフ
合計
人員数合計

445

働法令に規定されている。

24,915

医療と教育のサービスは，自治州により管

（2013 年 12 月 31 日 現在）

理される公的な標準制度又はネットワークに
統合され又はされつつある。

原文 19 頁
刑事施設事務局は，その職務を遂行するた

写真（省略）：刑事施設は，制度の目的に

め，2013 年 12 月時点で，公務員と契約スタ

共感するレベルの高い専門職のチームを擁し

ッフ合わせて 24,470 人を抱えている。
このス

ている。

タッフに，刑務作業及び職業訓練のための行
政組織（TPFE）で働いている 445 人を加えな

原文 20 頁

ければならない。

各刑事施設は，数多くの実務家が職務にあ

近代化のプロセスと刑事施設当局のイン

たる，それ自体で完全な自立した村として建

フラ計画により，
かなりの人員拡大に至った。

設されている。実務家は，監視，介入

過去 5 年で合計 1，
772 の新規の職が提供され

（intervention），医療サービス，維持管理

た。

などのような職務領域のグループに分かれて

平等，実力，能力，公開の基本原則を保証

いる。
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刑事拘禁制度は，以下のような複数分野に
わたった実務家のチームを重視している。

るようにする。ソーシャルワーカーは，受刑
者が社会とのつながりを再構築できるよう，
傷つき，
失われた家族の絆の修復を仲介する。

刑 事 拘 禁 の 専 門 弁 護 士 （ Penitentiary

戻るべき家庭等がない場合，徐々に社会復帰

lawyers）：各受刑者の犯罪・手続・刑事拘禁

できるようにするため，代替的な社会的支援

に関する全ての情報を検討し，受刑者が受け

リソースを探す。社会的環境及び就労環境へ

る処遇プログラムを決める，受刑者の分類の

アクセスできる状況にある受刑者の就職を促

ための法的評価を行うことを担当している。

進することにも責任を負う。これら全てに加

処遇委員会が行う決定を書面によって根拠付

え，仮釈放された者又は代替的な措置に服し

け，また，司法当局及び刑事施設当局のため

ている者の支援とモニタリングという仕事も

の報告書を作成する。刑事施設法務サービス

ないがしろにすることなく行っている。

（prison legal services）は，受刑者に対し
て法的助言及び受刑者の手続・犯罪・拘禁に

写真（省略）：法律家，心理学者，教育者，

関する状況についての最新情報を提供する。

ソーシャルワーカー，医療従事者，社会学者，

そうすることで，受刑者は，中長期的な将来

刑務官から成る異なる領域の専門職がチーム

について現実的な期待を持つことができる。

として働く。

心理学者：受刑者の行動を決定付ける不確

原文 21 頁

定要素について検討し，報告書を起案し，個

医療スタッフ：刑事施設内での医療の発展

別化された介入モデルと処遇プログラムを割

のため，治療計画を練ることに責任を負って

り当てるにあたって考慮されなければならな

いる。診断及び治療のための自前の及び外部

い受刑者のニーズや不足部分を特定する。処

のリソースの合理的かつ効率的な利用によ

遇プログラムの実施を担当する。

り，質の高いヘルスケアを保証しなければな
らない。重要なフォローアップを行い，専門

教育者：彼らの仕事は，情報を収集し，担
当する受刑者に対して拘禁に関することやそ

医への紹介が必要な患者について，紹介の判
断基準を決定する。

れ以外に関することについて助言し，情報を

刑事施設管理部門又は医務当局により設

提供することである。
受刑者の行動を観察し，

定された医療プログラムが適切に実施される

それに対応する報告書を発行する。この報告

ことを確実にすることについても責任を負っ

書はフォローアップフォルダに含まれる。担

ている。医療に関する全ての記録が完備され

当する受刑者が参加する治療的介入プログラ

ており，刑事施設管理部門と公的医療機関が

ム及び文化・スポーツ活動を立案する。

利用可能な状態であることに責任を負う。

ソーシャルワーカー：更生のための介入を

社会学者：専門分野に関する事項について

始める前に，ソーシャルワーカーによる支援

助言をする一方で，刑事施設当局から要求さ

はまず，服役するに至った社会的な及び家族

れる研究や調査を行う。受刑者のための介入

に関する問題を解決することに焦点を当て

プログラムの計画，立案，評価にも参加する。

る。特に，社会福祉サービスについての情報
や助言を提供し，受刑者が補助金，住宅，教

監視スタッフ（Surveillance staff）：こ

育，奨学金，交付金等に対してアクセスでき

のグループは人員の大多数を占め，刑事施設
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内で多種多様な機能を果たす。秩序の維持を

刑者は与えられた日常生活上の規則に従って

確保することに加え，このグループは教育的

生活することができ，開放処遇の場合は，効

な仕事や受刑者の更生にも直接関わってい

果的である。

る。受刑者と直接接触しているので，受刑者

刑務所には複数のかつ多様な問題を抱え

の行動について生の情報を持っており，異な

た人々が集まる。これら全てに前向きな回答

るプログラムを展開する中で，受刑者の進化

を提供するためには，措置を多様化し個別化

を特権的に観察できる立場にある。刑事施設

することが必要である。これがスペインの刑

内の教育・治療チームとの緊密な連携のもと

事拘禁制度の精神である。この目標を達成す

に彼らの仕事は行われ，彼らの貢献は，受刑

るため，様々な種類の施設を活用しており，

者の社会復帰の過程における必須の要素であ

受刑者は個人の性格や刑事上の身分に応じて

る。

適切な施設に収容される。
原文 22 頁

通常刑務所（Regular prisons）
裁判官により科された刑の執行は，多くの

様 々 な 種 類 の 施 設 （ DIFFERENT KINDS OF
FACILITIES）

場合，犯罪者を閉鎖的な環境に継続的に拘禁

2014 年現在，スペイン政府（カタルーニャ

することを要する。同様のことは，裁判を受

を除く）は，通常刑務所 68 か所，精神医学セ

けるために勾留されている被収容者について

ンター2 か所，社会復帰センター32 か所，マ

も妥当する。いくぶん長い期間，これらの者

ザーズユニット 3 か所，ディペンデント・ユ

は，その人生の一部を刑事施設の壁に囲まれ

ニット 14 か所を設置している。
これらが近代

て過ごすことになる。このような場合，イン

的で機能的な刑事施設の全体像を構成してお

フラの機能的な設計と充分なリソースは不可

り，刑事施設は，それ自体で完全な自立した

欠である。

村と言える。

新規施設の設計，計画，施工を担当する刑

近年，刑事施設の設計は進化してきた。コ

事施設インフラ設備部門（SIEPSA）は，近代

ンセプトが改善され，新しい機能の実装が，

的な施設の建設の基準となる刑事施設のモデ

新たな目標である受刑者の更生とトレーニン

ルを構築した。

グへの刑事施設の適応を可能にしてきた。

この新しい設計では，ワークショップ及び

今日，刑事施設は，日常生活を滞りなく維

教室として使う十分なスペースの共用多目的

持するためのスペースを作り出すことを可能

エリアに加え，居住用と共通の一般サービス

にするモジュール方式で設計・建築され，収

用の建物を用意している医療用及び家族との

容の場所と更生を奨励する場所という二つの

コミュニケーションのためのスペースも用意

機能に対応している。すなわち，安全と刑の

されている。

執行を確実にしながら，受刑者の教育と更生

刑事施設は，充分な機能を提供するために

のための有効な手段となるよう構想されてい

必要なサービスを全て備えた，それ自体で完

る。

全な，小規模の町のような役割を果たす。受

国の各行政区画における刑事拘禁の需要

刑者は，訓練を受け，生産ワークショップの

に合わせて，新しい施設は地理的に配置され

形態のもとで，パン作り，洗濯，売店，清掃

る。これにより，受刑者は，出生地に最も近

サービス等の担当作業を割り当てられる。

い施設で服役することができる。全ての刑務

居住用，設備機器用，作業用及び周辺的な

所には充分な設備が備えられているので，受

エリアを区別することによって，高水準の安
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全と効率性が確保されている。また，文化・

技術の進歩により，受刑者の移動を遠隔監

教育・スポーツ・就労活動を通じての受刑者

視（電子監視装置による監視）する選択肢が

の全体的な発展のため，可能な限り最良の居

与えられる。したがって，保安に関する社会

住環境を提供している。

的要請を満たしながら，より高い自由度と社
会への再統合を組み合わせることが可能にな

写真（省略）：刑務所にはサービス提供シ

る。

ステム及び再生可能エネルギーに加え，高度
なセキュリティ技術が備えられている。

受刑者を電子監視するために利用可能な
手段の一例としては，電話器に接続されたブ
レスレット若しくはアンクレット，GPS を利

原文 23 頁
センター設備基本型

用した個人用位置探知器，顔ビューアー付き
アルコール検知器又は個人識別音声検出器等

（Prototype Centre Plant ）

がある。これらの電子モニタリングシステム

模式図（省略）

は，個別のケースにより，社会復帰と公衆の
安全をサポートするために適切と考えられる
原文 24 頁

社 会 復 帰 セ ン タ ー （ Social Integration

場合には，対象者の移動制限と併用すること
も可能である。

Centres）(CIS)
これらのセンター（CIS）は，開放処遇を
受けている者又は社会復帰に向けてより進ん

原文 25 頁
マザーズユニット（Mothers Units）

だ過程にある受刑者のためのものである。
CIS

2014 年初頭現在，スペインの受刑者の

は，コミュニティサービスを含む，収容を伴

7.78％は女性であり，その一部は子どものい

わない代替的措置，条件付き執行猶予，継続

る母親である。スペインの法制では，服役中

的監視の対象者も管理している。CIS はまた，

の母親に対してその子どもが 3 歳になるまで

条件付き仮釈放の監視も行う。

は刑務所内で養育する権利を認めている。こ

CIS は，可能な限り，受刑者になじみのあ

のため，200 人以上の子どもが，服役中の母

る社会的環境に隣接している都市部又は準都

親とともに刑務所内で生活している。
しかし，

市部に設置されている。そうすることで，受

刑務所は，当然のことながら，幼少期の子ど

刑者が釈放された際に，家族の近くでかつ通

もが初期の数年間を過ごす場所としては最適

常の環境で生活を立て直し，自由な社会への

な場所ではない。
マザーズユニットは，セビリャ（Seville），

復帰が促進されるようにするためである。
開放処遇を受けるには，受刑者が任意に同

マリョルカ（Majorca），マドリッド（Madrid）

意することが必要であり，開放処遇は信頼の

の 3 か所に設置されている。さらに 2 か所が

原則に基づいている。センター外で仕事を完

開設される予定である。これらの施設での生

遂し，処遇プログラムを受ける自由が受刑者

活は，子どものスケジュールとニーズに合わ

に与えられることになるからである。

せてあり，一般社会内の子どもの生活と類似

CIS は基本的な居住場所として機能する
が，介入や処遇プログラムによる活動，ソー

している。子どもは母親と一緒に寝て朝食を
とり，学校に通うなどする。
施設内には，幼児教育のための教室，食堂，

シャルワークや生産ワークショップの提供も
する。また，すべての CIS に柔軟なセキュリ

屋外で遊ぶための園庭があり，他のあらゆる

ティシステムが備わっている。

子どもの施設同様，プログラムを作成する常
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駐のスタッフによりサービスが提供されてい

機能とされ，精神科医，心理学者，一般開業

る。

医，看護師，ソーシャルワーカー，教育者及

この施設は，欧州で草分け的な存在で，そ

び作業療法士から成る複数領域をカバーする

のねらいは，母親の社会復帰を促進する一方

チームによって調整されている。彼らは，生

で，センターに滞在しなければならない期間

物心理学的な介入モデルのもと，対象者の更

中，子どもの情緒的・教育的発達に適切な環

生プロセスを保証することに責任を負う。

境を提供することにある。

これらの精神病院には，通常の刑事施設に

これらの新施設の創設は，一般の刑務所と

あるような，処遇のための等級分類システム

の役割分担を確立し，これらの施設を一般の

はない。これらの病院の主な目的は，収容を

刑務所から独立させて，完全な自治を与える

伴う保安処分の潜在的な代替措置としてのコ

ことで，マザーズユニットを刑務所から恒久

ミ ュ ニ テ ィ 内 外 来 処 遇 （ ambulatory

的に分離することを意図している。魅力的な

treatment in the Community）に向けた最初

外装から教育施設の完備，家族のプライバシ

のステップとして，患者の精神病理学的な安

ーのための小さな居室から目立たない監視装

定化と危険性の低減である。

置にいたるまで，一つ一つの設備が，子ども

この目的を達成するためには，精神学的・

のバランスの取れた発達と適切な母子関係を

心理学的な支援，作業療法，教育・訓練活動，

促進するために設計されている。

スポーツ，屋外への治療的な遠出，家族に対

マドリッド第 6 刑務所には，夫婦双方が収

する支援等の更生のための活動を含む広範な

容されている場合のためのファミリーユニッ

プログラムが必要である。さらに，地域社会

トもある。この施設では，要求される安全面

で治療を継続し，精神疾患をモニタリングす

を満たし，子どもの充分な世話を保証するこ

ることに責任を負う，公的なネットワークの

とを条件に，3 歳未満の子どもと両親が共に

一部である，医療・社会施設との連携も必要

ユニット内で生活することができる。

である。
また，刑事施設内精神病院での患者の収容

写真（省略）：先駆的試みであるマザーズ
ユニット（Mothers Units）... 3 歳未満なの

は，いかなる場合も，科された刑の上限を超
えることはできない。

で子どもの発達に適した環境で服役できるよ
うにする。

刑事施設事務局は，アリカンテ（Alicante）
とセビリャ（Seville）の 2 か所に，このよう
な刑事施設内精神病院を設置している。

原文 26 頁
刑 事 施 設 内 精 神 病 院 （ Penitentiary
Psychiatric Hospitals）

写真（省略）：受刑者の多様な個人的状況
に対応するため，複数のタイプのセンターが

刑事施設内精神病院は，精神疾患があると

ある。

診断された受刑者の収容による保安処分を執
行するための施設である。裁判官がこれらの

原文 27 頁

病院への収容を命じる対象は，精神異常又は

ディペンデント・ユニット（Dependent Units）

精神疾患，特に重篤な精神障害のような症状

一部の受刑者の特性と個々人の状況次第

を呈しているため，犯罪の違法性を理解でき

では，刑事施設当局は，ディペンデント・ユ

ず，刑事責任なしとされた者である。

ニットとして知られる施設における特定の形

これらの施設においては，医療が優先的な

態の刑の執行を認めることができる。
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ディペンデント・ユニットは，社会復帰セ

現在（2014 年 1 月）の人口 10 万人当たり

ンター（CISS）とともに，開放的な環境での

の拘禁率（人口当たりの被収容者数）の推計

刑の執行のために刑事施設当局が利用するリ

値は，約 143 人で，欧州諸国の中でも，フィ

ソースの一つである。

ンランド，ノルウェー，デンマークのような

ディペンデント・ユニットは，刑事施設の

60 人～70 人の諸国と，
バルト諸国の 250 人～

外に設置された，都市部にある居住施設であ

300 人，ポーランドやチェコ共和国の 200 人

り，一種の刑事施設であることを示す標識も

以上の間という，低い方の半分に位置付けら

ないので，地域社会で目立つことがない。こ

れる。
ロシア連邦の数字がもっと高いことは，

れにより，入居者に自由の意識と地域社会と

言うまでもない。スペインの拘禁率は，イギ

の一体感をもたらす。地域社会内のリソース

リスと同程度で，イタリア，ポルトガル，フ

の活用も促進される。

ランス，ドイツよりも高い。

ディペンデント・ユニットには二つの機能

2014 年 2 月時点でのスペインの刑事施設の

がある。一方で，個人としての成長と責任感，

人口は 66,706 人で，
この数字に代替的措置に

共存の価値観を促進するための活動を伴うこ

服している者の数を加算する必要がある。

とにより，刑事施設で開始された更生のため

受刑者の大半の人物像は，ほとんど教育を

の努力を補完する。他方，受刑者が日常的に

受けておらず，専門的な資格や社会的なスキ

開放的な環境にいるので，場合によっては失

ルもない，悲惨な環境で過ごしてきた者であ

われていた家族とのつながりや勤労習慣を獲

る。かなりの割合の者は，読み書きができな

得又は強化する。受刑者は教育やトレーニン

い者であり，またそれ以外の者の多くが，初

グを受けるほか，必要な場合には，医療及び

等教育を受けておらず，
又は修了していない。

心理学的な治療を受けることもできる。これ
らの施設は主に，子どものいる母親及び家族

スペインの受刑者（Inmates in Spain）

とのつながりがない者を対象としている。

全国（カタルーニャ自治州以外）

56,294

カタルーニャ自治州

9,782

ディペンデント・ユニットは，刑事施設当
局の監督のもと，協力 NGO 等により優先的

合計

（preferentially）・直接的に管理されてい

（2014 年 2 月 7 日現在）

66,706

る。
スペイン語の能力がなく，あるいはその能
原文 28 頁
刑事施設の人口（THE PRISON POPULATION）

力が劣る外国人受刑者の数も多い。受刑者の
もう一つの顕著な特徴としては，薬物乱用者

スペインの刑務所人口は 2013 年の 1 年間，

の比率の高さが挙げられる。

減少し続けた。2013 年 12 月 31 日現在で，減
少率は年率 2.3％に達している。このデータ

41 歳から 60 歳までの者が集団として一番
大きく，受刑者の 35．5％に上る。

は，被拘禁者数につき，数年間顕著に増加し，

2014 年 2 月時点では，女性は受刑者の 7．

1990 年の数字の倍にまで達した後，安定的か

6％を占めていた。この中には，違法薬物の取

つ適度に減少している，という人口動態的シ

引によって長期の刑に服している外国人女性

ナリオを示唆する。この増加現象は，一部，

が多数いる。欧州諸国の女性受刑者の平均的

刑法の連続した改革，特に，ドメスティック

な比率は，4％から 6％である。

バイオレンス及び交通事案の刑が引き上げら
れたことにより説明がつく。

男性の場合，犯罪の大半は財産犯（窃盗）
に関連しており，女性の場合は，公衆衛生（違
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法薬物取引）に関連した犯罪が多い。

を確実にする責任を負う。

受刑者のプロファイルを把握することは，
スペインの刑事拘禁制度が直面している問題

権利

点を正確に診断し，そのことによって受刑者

刑事施設規則 4 条

の更生という問題に効果的に対処するための

刑事拘禁中の活動は，裁判所の命令により
刑事拘禁制度に委ねられた者の人格を尊重し

適切な戦略を描くことを可能にする。

つつ，加えて，刑罰によって影響を受けない
原文 29 頁

受刑者の正当な権利と利益を尊重し，人種，

スペインの刑事施設人口の推移（Evolution

性別，宗教，意見，国籍，その他いかなる条

of Spain prison population）

件又は個人的若しくは社会的状況によるいか

表は省略

なる差別もなく実行されるものとする。
したがって，受刑者は以下の権利を有す

拘禁率（Prison population rate）

る。

（人口 10 万人当たりの被拘禁者数）
(per 100.000 of national population)

a) いかなる状況下においても，
規則の実施に

表は省略

際して，拷問，言語若しくは肉体的虐待，
又は不必要に規則の厳格な適用を受ける

出展:エセックス大学のパートナーICPS
(International

Centre

for

ことなく，生命，身体の安全，健康に対す

Prisons

る権利が刑事施設当局により保障される

Studies)。（www.prisonstudies.org）による
人口は 2013 年 7 月 1 日現在の暫定値:

こと。
b) 受刑者の尊厳とプライバシーに対する権

46,609,652 人

利は，所内の規律・秩序維持のための措置

他の諸国のデータは 2012 年 1 月から 2014

を損なうことなく保護されること。この意

年 1 月の間のもの

味で，受刑者は，自らの氏名で呼ばれる権
利及び自らの置かれている状況を第三者
原文 30 頁

受刑者の権利及び義務（RIGHTS AND DUTIES OF

に知られない権利を有する。
c) 逮捕の目的及び刑の執行と相容れない場

PRISONERS）

合を除き，市民的，政治的，社会的，経済

1978 年スペイン憲法は，西洋の民主制にお

的及び文化的権利を行使する権利。信教と

いて理解されている法の支配を，スペインの

信仰の自由は，主要な宗教との間で取り交

法制度に広く浸透させる基本原則を完全に統

わした協約により保証される。

合するものである。

d) 拘禁中の処遇と，
その目的達成を確実にす

スペインの法制度は，秩序を維持すること

るための適切に計画された措置に対する

について厳格であり，
個人の権利を保障する。
一般的枠組みとして参照される憲法と，刑

権利。
e) 法が予定している外部交通を維持する権

事施設基本法により，スペインの制度におけ

利。これは以下の形態をとり得る。

る法規制のネットワークが構成され，
そこに，

・必要な条件に準拠した，口頭，電話，又

受刑者の権利と義務が列挙されている。刑事

はビデオ会議システムによるコミュニ

施設当局は，刑罰の影響を直接受けない部分

ケーション。

について，受刑者の権利が侵害されないこと
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ュニケーション

e)

f) 刑事施設当局が提供可能な範囲内での有

刑事施設の設備及び受刑者が自由に

使える物的資源は適切に利用しなけれ

給雇用に対する権利。

ばならない。
f)
原文 31 頁

健康と衛生の水準を守り，清潔を保

ち，適切な衣服を身につけなければなら

g) 刑事施設での労働により支払われる保険

ない。

料から得られる失業給付を含め，該当し得

g)

る公的な補助金を受領する権利。

刑事施設当局により命じられた指

示・命令を遂行しなければならない。

h) 法が予定する，
拘禁中に受けられる便益に

h) 釈放に向けた準備として，受刑者のニ

対する権利。

ーズに対応するために計画されたトレ

i) 刑事施設内の活動に参加する権利。

ーニング，教育，雇用に関する活動に参

j) 関係当局に接触すること及び自らの権利

加しなければならない。

と利益を擁護するため必要な手段を利用
することに加え，刑事施設当局，司法機関，

原文 32 頁

オンブズマン及び検察官に，要望を提出

刑事施設の処遇プログラム

し，苦情を申し立てる権利。

（TREATMENT PROGRAMS IN PRISONS）

k) 手続的状況及び拘禁に関する状況につい

刑事施設での処遇は，各受刑者の不足して

て，最新の個人的な情報を受け取る権利。

いる部分とニーズを考慮しつつ，受刑者の再
教育と社会復帰を確実にすることを直接の目
的とした，一連の活動から構成されている。

義務
刑事施設規則 5 条

各受刑者に対して，犯罪活動に結びついた服

裁判所の命令により刑事施設当局に委ね

役以前の状況よりも良い状態で服役後に社会

られた者は，自らの義務を果たす際，拘禁状

に戻れるよう，単一で継続的かつ動的な介入

況又は刑罰の内容を踏まえ，
積極的に協働し，

（intervention）を提供することが意図され

協力的な行動をとることを要請され得る。

ている。

したがって，受刑者は，

行われている処遇プログラムの中で，具体

a) 服役期間中，執行の条件に従い，積極

的な関連性のあるものを概説する。

的に協働しなければならない。
b)

施設内での秩序ある共存を達成する

DV プログラム：ドメスティックバイオレン

ために努力し，刑事施設内外で，当局，

スの犯罪を行った受刑者を対象にした，集中

職員，スタッフ，協力者，他の受刑者，

的で要求水準の高い治療プログラムである。

その他の者に対して配慮を示し，他者へ

グループで行い，治療は通常 1 年間続く。

の尊重の態度を保たなければならない。
c)

権限の正当な行使として刑事施設ス

性犯罪プログラム：女性又は未成年の性的

タッフから受け得る命令や内部規則を

自由に対する罪を犯した受刑者を対象にして

遵守しなければならない。

いる。心理療法的な介入は，2 年間続く。

d)

司法当局の裁量によって釈放される

まで，指定された施設に滞在し，又は，

外国人プログラム：このプログラムは，3

科された拘禁刑に服しなければならな

つの主要な領域に介入する。正規教育，言語

い。

スキル，職業訓練及び保健教育を含む教育。
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法に関する基本的知識，我が国の社会文化的
性質及び異文化間の活動を含む，
多文化教育。

写真（省略）：処遇プログラムは，個人の

そして価値観や認知スキルに関する教育であ

性格や犯罪の性質に応じて，個別に受刑者に

る。

割り当てられる。

自殺予防プログラム：受刑者の生命と身体

原文 33 頁

の安全を確実にする義務に基づき，刑事施設

紛争解決：他者との協調性に欠ける受刑者

当局は，介入を通して予防的に，全ての刑事

を対象にしており，仲介者（mediator）のサ

施設においてこのプログラムを一般化してい

ポートを得て，他者とのトラブルを平和的に

る。

解決するよう教えている。

障がい者プログラム：このプログラムは，

暴力防止プログラム：女性受刑者向けの暴

身心障がい者を対象者として，障がいの早期

力防止プログラムである。ジェンダーに基づ

発見，
バリアフリーの部門又は施設への配属，

く暴力の防止をねらいとしており，この被害

障がいに関する公的証明書の処理が含まれ

に遭ってより高度な介入を必要とする受刑者

る。知的障がいを持つ受刑者に対しての介入

の処遇も含まれている。

は，一定水準の個人の自律性を獲得できるよ
う，基本的スキルのトレーニングを目標に行

精神病者のための包括的なケア：精神異常

われる。このプログラムは，知的障がい者支

を抱えている受刑者に介入するために，精神

援組織連盟(FEAPS)との協働のもと実施され

疾患に注目した包括的なプログラムが設定さ

ている。

れた。このプログラムを介して，作業や治療
活動に特別な重点をおいた，専門特化したケ

閉鎖処遇：このプログラムは，閉鎖区画を

アのパターンが確立されている。

有しているセンターで行われる。追求する主
な目的は，他者との共存という通常の体制へ

外泊準備プログラム：外泊許可が与えられ

受刑者を徐々に統合していくことである。治

る前に，受刑者に最初の外出の準備をさせる

療・教育・レジャー・スポーツ活動から構成

複数の介入行動が行われる。これらの介入行

される。

動は，自由な生活と刑務所への帰還への準備
として計画された目的の達成に焦点を当てた

若年受刑者に対する介入：若年受刑者に対

ものになっている。

する包括的介入である。教育及び職業訓練を
含む。レジャー，文化・スポーツ，保健衛生，
社会や家族に関する側面にも対応している。

禁煙プログラム：喫煙に関する情報及び意
識向上のための活動の強化が，タバコへの依
存症に対する教育的，心理社会的，行動学的

動物セラピー：不安定で衝動的な行動をす

アプローチを伴った介入の決め手となる。

る受刑者や，情緒・思考の統制プロセスを欠
いた受刑者を対象にしている。自尊心，自己

アルコール依存症プログラム：依存症への

管理能力，共感力を高めること及び社会的戦

介入の範疇に位置付けられ，事前のプロセス

略（social strategy）を描けるようになるこ

である情報と動機付け，
及びその後の依存症，

とを目指している。

欲求管理，逆戻り予防に必要なスキルのため
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のトレーニングを含む，複数領域にまたがる

施設内での生産的な作業と職業訓練である。

プログラムとなっている。

刑事施設法に定められたとおり，作業は受
刑者の権利であり義務であるとされている。

尊重のユニット：尊重という考え方を中心

また，服役後，より良い再就職のために受刑

にした，プラスの価値観についての教育プロ

者が準備する，社会復帰のための基本的な手

グラムで，受刑者に対し，その実践を促す。

段となる。

このユニットに配属されることは，信頼と連

刑事施設事務局の指揮の下，刑務作業及び

帯感に基づいた新しいライフスタイル及び平

職業訓練のための行政組織(TPFE)が受刑者に

和的なトラブルの解決を受け容れることを意

必要なリソースを提供し，雇用のトレーニン

味する。刑務所内で支配的な，再犯につなが

グを向上することに責任を負っている。

るサブカルチャーの価値観が定着するのを防

TRFE は，業務に相応しい独自の法人格を有

止し，社会的に許容される態度や習慣を養い

し，その定款（Statute）には法人の機能とし

強化させることを狙いとしている。衛生，保

て，刑事施設内の生産的な作業と適切な報酬

健，健康的な習慣，対人関係，責任感の向上

の用意，ワークショップその他の訓練設備の

及び積極的な参加といった側面にも対応して

維持，受刑者の雇用が明記されている。

いる。
生産的作業（Productive work）
治療ユニット：薬物による影響から自由な

全ての刑事施設には，受刑者が有給の生産

空間である。後に様々な治療共同体での治療

的な作業を行うことのできるワークショップ

を継続できるよう，受刑者の習慣や態度を変

がある。この活動は，労働者法（1980 年 3 月

えることを目的としている。

10 日法 8 号）により特別な雇用関係とされて

これらのユニットを担当するチームは，異

いる。

なる地域の刑事施設に所属する専門家によっ

全ての雇用されている受刑者は，欧州刑務

て編成される場合もあれば，協力組織及び

所規則（26 条 17 項）に規定されているとお

NGO に所属する専門家によって編成される場

り，社会保障の一般的制度に組み込まれる。
近年では，毎月 12,300 人近くの受刑者が

合もある。

刑事施設の生産ワークショップで働いてい
原文 34 頁

る。これは，仕事が可能な受刑者のおよそ

刑務作業及び職場への復帰・参入

40％がこれらのワークショップで働いている

（PRISON WORK AND WORKPLACE INSERTION）

ことを意味する。
刑事施設のワークショップでの生産活動

服役は，裁判所が下す刑の執行を意味する

は，国家の一般予算の補助を受けていないと

他に，社会の周縁に追いやられ排除されてき

いう限りにおいて自主財源によって賄われて

た人生を歩んできた者にとっては，良い機会

いる。これは，行われている活動の経済的実

ともなり得る。服役中に，社会に統合され犯

行可能性を競争力のある形で保証しなければ

罪の世界から抜け出すことができるよう，就

ならないこと，したがって，ビジネス上の最

職に役立つ技能を獲得する機会が与えられ

低限の基準によっていることを意味する。

る。
この目標を達成するために，刑事施設当局

写真（省略）：作業は，釈放された際の労

は二つの基本的な要素を重視している。刑事

働市場への統合のために必須の手段を提供す
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る，受刑者の更生にとって基本的な要素であ

保守及び補助的サービス（清掃，洗濯，庭仕

る。

事，ゴミ処理，図書室等）のようなサービス
提供型ワークショップも管理している。これ
原文 35 頁

らの作業は，事前に一定期間トレーニングを

生産ワークショップ（Productive Workshops）

受けた後に契約により採用された受刑者によ

専門分野（Specialities）

って行われている。

農業（Farming）
グラフィックアート（Graphic Arts）

原文 36 頁

工芸品及び窯業（Crafts and Ceramics）

職業訓練（VOCATIONAL TRAINING）
刑務作業及び職業訓練は，刑務所及び社会

業務用衣服（Industrial clothing）
木工（Woodwork）

復帰センターに対し，受刑者を社会復帰と労

機械操作（Manipulative Work）

働市場への復帰に方向付けるために必要な職

金属細工（Metalwork）

業訓練と担当者への支援を提供する。
そのために，TRFE は，刑務所及び社会復帰

サービス（Services）
キッチン（Kitchen）

センターにおける，職業訓練プラン，トレー

売店（Prison Shop）

ニング及び就業オリエンテーションプラン

保守（Maintenance）

（FOL プログラム），外部での職業訓練プラ

製パン（Bakery）

ン，コミュニティサービス（再編入プログラ

補助的活動（Auxiliary Activities）

ム）及び労働市場参入・復帰に付随するプロ
グラム（SAL Program）の計画立案を行う。

刑事施設のワークショップでは，生産的作
業の組織的・技術的要件に慣れることができ

職業訓練の目的は，刑務所及び社会復帰セ

るよう，受刑者は外部の職場環境と類似した

ンター内の職業訓練コースを通じ，社会復帰

状況で作業に従事する。

を促進するため，専門的資質を向上させ，受

ワークショップの管理は二重に行われて

刑者の訓練不足に対応することにある。

いる。TRFE を介して直接又はビジネス上の判
これらの活動の資金は，主には二つのルー

断基準に基づき生産的な活動を展開する民間
企業との協働を介して行われる。
この方式は，

トにより賄われている。雇用のための公益国

民間企業との協定を通して実施される。刑事

家事業との協力協定と，欧州社会基金の 2007

施設内のワークショップでの生産工程が，ス

年から 2013 年の事業プログラム，
「差別との

ペイン産業界の大手企業によって組織されて

戦い」である。

いる事実が，この仕事が新欧州刑務所規則 26
年間で平均 700 コースが提供され，13,000

条 2 項で要求されているとおり，「有用かつ

人以上が参加している。これらの活動のかな

十分」であることを示している。
伝統的な生産プロセスに加え，外部の労働

りの部分は，受刑者をその後，刑事施設内の

市場においてすばらしい将来性を秘める環境

生産ワークショップで受け入れるため訓練す

関連分野の新たな作業も行われている。廃棄

ることを目的としている。そうすることで，

物のリサイクル，エネルギー利用，再生可能

勤労習慣を身につけ又は強化することができ

エネルギー，
電子機器のリサイクル等である。

るようにするためである。

TRFE は，キッチン，製パン，売店，洗濯，
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この訓練と共に，TRFE は，横断的能力訓練
コースを提供している。技術的な訓練を，環

ラム受講者の積極的な職探しと雇用の維持に
付き添うことである。

境に対する意識，機会均等，危険防止及び情

これらのプログラムは 2 年間続き，10 の県

報通信技術等の横断的能力によって補完する

からの受刑者 2,500 人以上が関わっている。

ためである。

同じ目的で，行政当局は，協力協定をカセ
レス（Caceres）とアルバセテ（Albacete）の

2007 年から 2013 年の事業プログラム，
「差

地方自治体と締結しており，これにより当局

別との戦い」を通して欧州社会基金からも資

は労働アドバイザーの採用を資金援助してい

金提供を受けている「トレーニング及び就業

る。これにより，これらの県内の刑務所及び

オリエンテーションプラン」（FOL プログラ

社会復帰センターで年間約 200 名の労働アド

ム）は，90 時間のモジュールで構成されてお

バイザーが採用されている。

り，早期に労働市場に再参入する受刑者を対
象にしている。

加えて，ECOEMBES や Tomillo 財団のよう
な協力団体との労働市場への参入・復帰のた

その目的は，労働環境で確立される様々な

めのプロジェクトも開始された。これらの組

関係性に加え，危険防止，雇用関係から派生

織のスタッフによる高度の関与の下，協力団

する権利と義務，雇用の受け皿，職探しの方

体の経験を取り入れ，受刑者の採用に関する

法論とテクニックについて，参加者に情報提

企業の意識を喚起することにより，恩恵を受

供することにある。

けている。

年間で，平均 92 モジュール設定され，
1,3000 人の受刑者が関わっている。

写真（省略）：刑務作業及び職業訓練が，
受刑者の職業訓練と職探しの指南を担当して

原文 37 頁

いる。

刑事施設当局と la Caixa 財団との間で締
結された協力協定の下，「外部職業訓練及び
コミュニティサービス計画」が策定されてい

原文 36 頁
正規の教育（FORMAL EDUCATION）

る。これは，外部のセンターでの職業訓練，

教育は，スペインの刑事拘禁制度にとって

職業上必要な事項の訓練，コミュニティサー

のもう一つの優先事項である。2006 年教育法

ビス，及び積極的な職探しの支援等を含む，

は，成人教育，継続教育，生涯を通じての研

労働市場への参入・復帰のための行程表実施

修機会を重視している（5 条）。受刑者との

により構成されている。

関係では，同法は，成人教育に対するアクセ

年間で，社会復帰センターの受刑者 1,300

スを保証しなければならないと規定している
（66 条 6 項）。近年，教育を振興させるため

人以上がこれらの行程に参加する。
社会復帰センターで刑の執行の最終段階

の大きな取組がなされてきた。教員数の拡大

にいる人々のため，欧州社会基金からの資金

を各自治州の教育当局に要請し，モチベーシ

提供も受け，「エンプロイアビリティー（雇

ョンのより低い受刑者の採用計画を実施して

用される能力）開発プログラム」が設定され

きた。2013 年末時点で，700 人近くの教職の

た。

専門家，中学・高校の教員，職業訓練の教員，

これらのプログラムの目標は，社会的に排

国立通信教育大学（National University of

除されるリスクを抱える集団を採用させるべ

Distance Education：UNED)の教員が含まれ

く企業の意識向上を促進する一方で，プログ

る。これらの教員が，刑事施設で教え，個別
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指導を行い，アドバイスを与えた。

25 歳及び 45 歳を超える学生のための直接

各刑務所には，教員がいる教室があり，対

アクセス

面の成人教育の授業を受講することができ

公的資格

る。近年，高校教育の対面の授業も強化され

博士課程

た。同様に，他の通常の（国によって統制さ

その他の教育 1,320 人

れた）教育コースも，高校教育及び職業訓練

語学，メンタリング教室， PCP，プレアク

も含め，受講することができる。

セス

受刑者教育の調整とモニタリングは，自治

全受講者数

18,385 人

州政府教育省との協力協定のもと，刑事施設
内では双方の管理部門により実施される。

原文 39 頁

国立通信教育大学（UNED）との協定により，

トレーニング，職業・文化プログラム

受刑者は，大学レベルの様々な教育を UNED

（ TRAINING, OCCUPATIONAL AND CULTURAL

のカリキュラムから選択して受けることがで

PROGRAMS）

きる。刑事施設内での大学教育の展開は，他

受刑者の更生と社会復帰のための刑事施

のいかなる大学生の場合とも同様である。学

設での介入は，刑務所で行われる職業・文化

生は，必要なメンター制度，遠隔サポート，

プログラムで提供される，必要な能力やスキ

トレーニング教材に加えて，12 の UNED の教

ル，価値観の獲得も念頭においている。

室で行われるカウンセリングに対してアクセ

この意味で，刑事施設当局は，受刑者の創

スすることができる。これらの個別の授業用

造性を引き出すことに焦点を当てた職業訓練

の教室から，学士号の受講生は備え付けのコ

の幅広い活動，受刑者の知識を最新のものに

ンピューターを利用し，UNED のプラットフォ

し，認知的・社会的・情緒的スキルを発展さ

ームにアクセスすることができる。

せるための職業訓練や教育コース，そして，
地域の文化的ネットワークと結び付くことが
できるよう，幅広く芸術的表現を楽しむこと

(表）

ができるような文化的活動を実施するのに十

正規の教育の各段階

分なインフラや必要な人的・物的資源を提供
するために，多大な努力をしてきた。

非大学教育

受刑者は，刑務所内で行われる諸活動の計

基礎教育 11,318 人
レベル I：識字，外国人のための識字，

画において，彼らの興味関心は，決定的な要

外国人のためのスペイン語
レベル II ：知識強化：第 1，第 2（基本
的な手段としてのスキル）

画・立案において積極的な役割を果たす。企
素である。最も需要の高いコースは，自己啓
発，保健教育，コンピューター，運転技術，
タイピングに焦点を当てたものである。職業

包括的学校教育 4,705 人

の分野で最も多いのは，
音楽ワークショップ，

第 1 ステージ

演劇，服飾，絵画，デッサンと木工であるが，

第 2 ステージ

より革新的なものもある。リサイクリング，

中等学校

オーディオ・ビジュアル，プレス加工，エナ

中級ステージ

メル細工，無線等である。これらのワークシ

上級ステージ 公式語学学校

ョップで制作された作品は，刑務作業及び職

大学

1,042 人

業訓練のための行政組織が管理する「アソン
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ブラ」・プロジェクトを介してインターネッ

ピューター教室が設置され，受刑者がコンピ

ト上で販売される。最後に，文化的な観点か

ューターの使い方についてトレーニングを受

ら，演劇の上演や音楽の演奏，映画の上映，

けている。

会議や展示会が刑務所内外の企画により頻繁
に実施されている。

原文 41 頁

図書館は，刑事施設の文化の活性化におい

スポーツプログラム（SPORT PROGRAMS）

て基本的な要素である。図書館の施設は機能

刑務所内でのスポーツは，受刑者に対する

的で十分な資金を持ち，ほとんど全てのジャ

処遇介入において基本的な柱の一つである。

ンルや主題を網羅する平均 10,800 冊を超え

このような集団にとって，普段の運動の実践

る蔵書を有している。読書を推進するため，

が身体的な利点や健康の増進をもたらすから

ほとんどのセンターには訓練を受けた専門家

だけでなく，仲間意識，協力，長所の追求，

が率いる読書推進チームがある。記念イベン

対戦相手の尊重，ルールの遵守等，スポーツ

トや著名な作家による講演，キャンペーン，

を通して得ることのできる価値観があるから

文献の配布等の幅広い活動が行われている。

でもある。この分野における刑事施設当局の

最後に，その特殊な性質により，刑事施設

優先事項の一つは，レジャーと自由時間の改

当局が特別に推進の対象としている刑務所に

善の手段としてだけでなく，質の高いスポー

おけるいくつかのトレーニングや介入プログ

ツを受刑者に幅広く提供することである。こ

ラムを紹介する。

れを達成するために，二つの側面で努力を重
ねてきた。
原文 40 頁

一般的な運転と路上の安全意識向上キャ

1 スポーツのインフラの改善

ンペーン：公道の使用に公民的価値観を適用

実質的には全ての刑務所で，幅広い種目の

することを受刑者に内在化させ，無謀運転に

実践のための設備を備えることに加え，スポ

よる帰結を理解させるとともに，外では普通

ーツ器具も提供すること。

に運転していたにもかかわらず多くの受刑者

2 スポーツの練習のモニタリングを刑事施設

が持っていない運転免許を取得させることを

当局のスタッフ及びプロスポーツ連盟やスポ

目的としている。

ーツクラブにより行うこと。このような考え
方により，スポーツスクールが設置された。

刑務所内の男女平等計画：男性と比較し，

この中で，受刑者は，特定のスポーツのテク

女性受刑者を劣った又は傷つけられた状況に

ニック，戦術，戦略を学ぶほか，身体的な活

おく，全ての状況を是正することを目的とし

動が，その誤用によって望ましくない効果を

ている。ジェンダーに基づく暴力についての

もたらさないことを保証される。

意識向上プログラムの拡充，被害者の援助・

最も需要の高いスポーツは，フットサル，

支援措置の実施，家族の社会的サポートの模

卓球，ボディビルディング，体操，ハイ・ア

索等，介入を改善するために女性と協働して

ライ（訳者注・バスク地方発祥の伝統スポー

いる複数の機関や組織，NGO の間で研究・調

ツ。スカッシュに似た球技。Fronton），陸上

整活動が行われている。

競技である。様々なスポーツの試合は定期的
に刑務所内で行われ，また時には，刑務所間

新しいテクノロジーのトレーニング：

での試合が行われる。加えて，地元の試合に

Caixa 財団との協働で，複数の刑務所にコン

参加する連合チームを有する刑務所もある。
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スポーツプログラムは，受刑者の職業訓練

業医，看護師，助手がいる。

を目的にしたトレーニング活動も含む。審判
養成コースやコーチ・トレーナー養成コース
等である。

原文 43 頁
病院内収容施設（Hospital Custody Units）
前述のとおり，刑務所には医療施設があ

原文 42 頁

り，医療スタッフが，公的医療制度により提
供されるプライマリーヘルスケアと同等の医

医療（HEALTH）
受刑者の生命と健康に対する権利は，当局

療支援を提供している。患者に専門的なケア

が担保すべき義務である。医療（ヘルスケア）

が必要になった場合，そのケアは，自治州の

は，刑務所における基本的な活動である。受

医療部門から提供される。

刑者の特性と特定の病気の罹患率により，そ
の健康状態は特別な意義を持つ。

入院が必要な場合は，刑事施設当局は，公
的医療ネットワークに属する一般病院の中に

医療は，受刑者の包括的なケアという概念

ある収容施設（Custody Units）を活用する。

の一部であり，その基本はプライマリーヘル
スケア（第一次的医療）である。

これらの収容施設は，スタッフや他の利用
者の安全を損なうことなく，最低限の社会的

全ての刑務所には，効果的に作業を遂行す

コストで患者に適切なケアを提供できるよう

るために必要な技術的手段の整った医務室が

になっている。これらの医療施設は，収容に

ある。医務室の責任者は，医療専門職，すな

必要な保安措置を確実にする一方で，受刑者

わち，医師，看護師，看護助手から構成され

の専門的ケアを提供できるよう適合させられ

るプライマリーヘルスケアチームであり，全

ている。

ての受刑者に対して無料の医療を確実に提供
することに責任を負っている。

各刑務所には，収容施設を提供する担当の
公立病院が割り当てられている。2013 年に

定期的な，又は緊急の診察に加え，医療専

は，43 の病院内収容施設が機能していた。

門職の活動は，保健教育を推進し，受刑者に
予防的措置を与えることに焦点が当たってい
る。

原文 44 頁
代替刑及び代替措置

刑務所のプログラム及び保健教育活動の

（ALTERNATIVE SENTENCES AND MEASURES）

中には，世界保健機構から優秀賞を授与され

この種の刑罰は，有罪とされた者を自らの

たものが複数ある。刑事施設当局は，自治州

地域社会の環境においたまま執行される。す

に従属する公的医療部門との協定を結ぶこと

なわち，刑の言渡しを受けた者は，個別事案

により，専門病院における入院・外来による

により，特定の制約，条件，義務を課せられ

ケアが受けられるようにもしている。遠隔医

るものの，自由の身であり，自由な状態で刑

療による診断サービスも実施されている。サ

罰に服する。

ービスを向上させるため，需要の高い専門医

これらには，コミュニティサービス，執行

による診察を刑事施設で受けられるように協

猶予，代替刑，保安処分（security measures）

定を結んだ。これにより，受刑者の移送を不

が含まれる。

要にしている。
コミュニティサービス
写真（省略）：刑事施設には，保健教育プ

刑の言渡しを受けた者の同意なしに，非営

ログラムを保証し提供する医療スタッフ－開

利目的で特定の公益活動に協力するよう強制
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し，これを刑罰として執行することはできな

分の執行に責任を負う。2011 年 7 月 17 日国

い。公益活動とは，刑の言渡しを受けた者が

王令 840 号により，コミュニティサービス及

犯した罪と同様の性質の罪との関係で構成さ

び刑事施設内での継続的監視，特定の保安処

れる場合がある。例えば，損害の回復，被害

分並びに収容を伴う刑の執行猶予，刑の代替

者に対する支援又は援助，雇用，文化，交通

のための執行の体制が確立された。しかし，

安全，性（犯罪）に関するワークショップ又

前述の国王令の施行前に関しては，刑事施設

は再教育・訓練プログラムへの参加がある。

当局が，収容を伴わない保安処分が終了する
までの間，その執行（収容を伴わない保安処

執行猶予

分の執行）をも担う。統計的な情報はこれら

刑の言渡しを受けた者の特定の性質及び

に関するものである。

犯罪の種類に基づいて，
裁判所の裁量により，
与えられる，収容を伴う刑の不執行から構成

原文 45 頁

される。特定期間（2 年から 5 年），刑の言

（グラフ）

渡しを受けた者が新たな罪を犯さないことが

数字で見る代替刑と代替措置

必要で，加えて，刑事施設当局が実施する特

（Alternative Sentences and Measures in

定の介入プログラムの履行が求められる。

numbers）
（グラフは省略，見出しのみ）
年間の代替刑と代替措置の件数の推移年

刑の代替
刑の言渡しを受けた者の特定の特殊な性

間のコミュニティサービスの刑の件数の推移

質又は状況に応じた，刑罰に内包された収容
を伴う刑罰に代え，異なる制裁を執行するも

原文 46 頁

のである。刑事施設当局が実施する特定の介

（グラフ）

入プログラムの履行が追加的に関わる場合が

年間の執行猶予及び刑の代替の件数の推

ある。

移

同様に，代替刑がコミュニティサービスを

（ Evolution of the annual flow of

含む場合もある。コミュニティサービスも刑

sentence

事施設当局の権限に含まれる。

substitution）

suspension

and

sentence

（グラフは省略，見出しのみ）
保安処分（Security Measures）
保安処分とは，犯罪により実現化又は外面

代替刑及び代替措置における処遇プログラム

化された対象者の危険性に基づく，犯罪抑制

（ Treatment

Programs

のための手段である。特定の病気又は刑事責

Sentences and Measures）

in

Alternative

任を修正すべきような状況が同時に存在する

刑事施設当局は，これらのプログラムの適

際（刑事責任能力がない者若しくは部分的に

切な履行の管理につき責任を負っている。そ

しかない者）に又は特に適格とされた犯罪に

のため，治療的介入に特化した内外のスタッ

科せられる。後者の場合，観察付きの釈放措

フの助力を得ている。

置（monitored freedom）という特定の種類の

実施されている主なプログラムは：

保安処分が講じられる。

・加害者への介入プログラム

刑事施設当局は，刑務所又は刑事施設内の
精神病施設で講じられる，収容を伴う保安処
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・薬物依存介入プログラム

援及び援助を彼らに提供しなければならな
い。

2013 年 12 月 31 日時点の継続的プログラム
及び準備中プログラム 24,865 件

原文 48 頁
刑の言渡しを受けた者が特定の仕事を提

写真（省略）：刑事拘禁制度は，裁判官に

案することもできる。このような提案は，刑

よって科されるこれらの代替刑を十分に実施

事施設当局により，刑法と国王令の要件を充

することにも責任を負っている。

足しているかどうかを確認するために検討さ
れ，刑事施設監視裁判官に伝えられる。
原文 47 頁

加えて，いかなる協定も介さず，正式なも

代替刑及び代替措置管理部門

のとされていない，刑事施設当局が自由に利

（ Alternative Sentences and Measures

用できる作業がある。

Management Services）
この部門は，代替刑及び代替措置の執行を

2013 年 12 月時点

担当する部署である。
組織的にも機能的にも，

協定による作業

刑務所又は社会復帰センターに属している。

行政 組織数 1,093

これらの部署に配属されるスタッフは，心理

NGO 及びその他の組織 組織数 452

学者，教育者，技術者，オフィススタッフ及

作業数 10,529
作業数 4,105

びソーシャルワーカーである。部門長により

合計 組織数 1,545

指揮され，
分野横断的なチームで働いている。

協定のない作業

現在，55 の部署が存在する。

行政 組織数 3,048

(地図）

作業数 14,634
作業数 5,273

NGO 及びその他の組織 組織数 2,532

代替刑及び代替措置の管理部門の所在地

作業数 4,128

（地図は省略）

合計組織数 5,580

作業数 9,401

コミュニティサービス履行のために締結され
た協定の推移と利用可能な役職の数

同じ意味で，刑事施設当局はこのような種

2011 年国王令 840 号は，他の刑罰に加え，
コミュニティサービスを規制するものである

類の刑罰の履行のために利用可能な作業も有
している。

が，コミュニティサービスは，国，地域又は
地方行政府によって推進されると規定してい

(表）

る。

刑事施設当局内の役職

この目的のため，異なる行政組織間で，又
は公益活動を担っている公的若しくは民間組

刑務所，社会復帰センター，SGPMA 組織数
134

作業数 5,427

織との間で，必要な協定が締結される。これ
らの行政組織等は，活動又は所管する地域に

以上により，合計 7,259 の団体，30,937 の

おいてコミュニティサービスのために提供可

作業が提供されていることととなる。平均す

能な作業（ポスト）を毎月リストアップして

ると，一つの作業あたり刑の言渡しを受けた

送らなければならない。

者 3 人をカバーしている計算となる。

この意味で，刑事施設当局は，これらの組
織等の活動の監督を任されており，必要な支
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原文 49 頁
ボランティア（SOCIAL VOLUNTEERING）

する司法による統制を，刑事施設監視裁判所
という単一の形態によりかなり強化してい

NGO とボランティアは，スペインの刑事拘

る。

禁制度において重要な役割を担い，受刑者の

これらの裁判所には，刑罰の執行という分

社会復帰を達成するために実施されているも

野で起こり得る，あらゆる問題の解決に関す

ののうち，最も重要な特徴の一つを形作って

る権限があり，（このような裁判所がなかっ

いる。

たとしたら）刑の言渡しをする裁判所が担う

この協働は，刑務所内外で，開放施設にお

であろう機能を有している。

いて，
あるいは刑の代替措置の実施を通して，

彼らの管轄は，刑の執行の統制と刑事施設

十分かつ価値ある方法で行われている。2012

当局に委ねられた者の権利保護に及ぶ。刑事

年から 2013 年の 2 年間で，
799 の組織が 1048

施設の組織や管理及び処遇についても提案が

の介入プログラムの実施に参加した。
これは，

できる。

雇用市場への統合準備，社会復帰，特別な集

刑事施設監視裁判所には，検察官が割当て

団への対応，医療及び依存症の治療，又は教

られ，検察官は，刑罰の執行の適法性を確保

育及びトレーニングのコースの開発のために

する責任を負っているほか，市民の権利と公

刑事施設内に立ち入った 8，
499 人の協力者が

益の保護についても責任を持つ。

1,803 のアクションを通じて実現したもので
ある。

オンブズマン

これら全ての仕事は，刑事施設事務局に属

オンブズマンは，刑事施設の受刑者の基本

する諮問機関である刑事施設社会協議会と，

的権利の保証人である。行政における基本的

刑務所や社会復帰センターに割当てられてい

権利と市民的自由の擁護のための議会の高等

る地方刑事施設社会協議会によって調整され

弁務官として，刑事施設での活動に対する基

ている。

本的な統制を実行する。
オンブズマンは，職権で又は要請により行

写真（省略）：受刑者の社会復帰を達成す

動することができる。この要請は，刑事施設

るため，6,000 人以上のボランティアが定期

の活動により影響を受けた者が基本的な権利

的に矯正施設（Correctional Institution）

が侵害されたときに申し立てる苦情による。

と協働している。

オンブズマンは，刑事施設にアクセスし，面
談を実施し，文書を審査することができ，刑
原文 50 頁

事施設は，オンブズマンに対して協力し，彼
らを補助することが法的に求められる。

刑事施設の活動に対する統制
（CONTROL OF THE PRISON ACTIVITY）

毎年，オンブズマンは議会に報告書を提出

刑事施設当局の活動は，刑事施設監視裁判

し，その中で刑事施設の活動を評価する。

官，オンブズマン及び議会による統制に服し
ている。加えて，行政の他の全ての部門とも

政治部門による統制（Political control）
内務省に割当てられた直接管理手段を持

同様に，政府による直接の統制にも服してい

つ公的機関として，国家の公的な刑事拘禁制

る。

度は，行政を統制する政府及び他の行政手続
の監督と統制の下にある。

司法部門による統制
スペイン法は，刑事施設における活動に対
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刑事施設の活動は，刑罰制度及び公衆の安
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全にとって本質的な要素であり，それゆえ，
その機能は，議会の統制及び関連国際機関の
統制に服する。
原文 50 頁
（カタルーニャ自治州にあるものを除き）
全ての刑事施設の住所と電話番号に関する情
報は，
以下のホームページで検索可能である。
http://www.institucionpenitenciaria.e
s/web/portal/centrosPenitenciarios
同様に，ホームページ www.institucionpen
itenciaria.es でスペインの刑事拘禁制度
（Spanish Penitentiary System）の様々な側
面について，より詳細な情報を得ることがで
きる。
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マドリッド第 7 刑務所

尊重のモジュールにおける誓約書（訳文）

マドリッド第７刑務所
尊重のモジュールにおける誓約書（訳文）

受刑者：
ＮＩＳ：
私は，自分の意思で，尊重のモジュールに入ることに同意し，次のことを約束
します。
１ 与えられた共同生活における規範を遵守します。
２ 私のＰＩＴにおいて確立されたアクティヴィティや課題を達成します。
３ 尊重のモジュールの組織や一般的機能において実施されている方法に参
加・関与します。
４ 常に，身体的暴力，言語的暴力，身振りのいずれかを問わず，暴力を避け，
同僚，職員，処遇チーム，尊重のモジュールを訪問するスタッフらとの間で，
思いやりのある，礼儀正しい関係を保ちます。
５ いかなる薬物（毒物）も使用，所持せず，必要に応じ，薬物使用コントロ
ールの分析を受けます。

上記の重要な部分のいずれかを達成できない場合，プログラムに関連する恩恵
を失うことになり，一時的又は永久に，モジュールから追放されることもあり
ます。

エストレメラ

受刑者

，２０

処遇部長
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（住所）
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３

マドリッド第 7 刑務所

尊重のモジュールにおける誓約書（原文）
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