
 
 
 
 

未決拘禁者の処遇等に関する有識者会議提言 

についての 

日弁連の意見 

 
 

 

２００６年２月１６日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本弁護士連合会 

 

 



 
 

未決拘禁者の処遇等に関する有識者会議提言についての 

日弁連の意見 

 

－ 目 次 － 

 

第１ 提言がまとめられた経緯について …………………………………………  1 
 
第２ 代用監獄の存廃について ……………………………………………………  1 
 
第３ 未決拘禁者の地位について …………………………………………………  3 
 
第４ 外部交通の在り方について …………………………………………………  3 
 
第５ その他の未決拘禁者の処遇に関して ………………………………………  4 
１ 夜間の単独室収容 ……………………………………………………………  4 
 ２ 懲罰 ……………………………………………………………………………  4 
 ３ 冷暖房設備の整備 ……………………………………………………………  4 
 ４ 健康保険の適用 ………………………………………………………………  5 
 ５ 雇用保険の適用 ………………………………………………………………  5 
６ 法廷における服装 ……………………………………………………………  6 

 
第６ 警察の留置場における処遇の在り方等について …………………………  6 
１ 警察留置場の透明化と不服申立て制度 ……………………………………  6 
 ２ 防声具の使用 …………………………………………………………………  7 
 ３ 医療 ……………………………………………………………………………  7 
４ 勾留場所の移監請求 …………………………………………………………  7 

 
第７ 今後の未決拘禁制度改革の課題について …………………………………  8 



 

第１ 提言がまとめられた経緯について 

 

 ２００６年２月２日，未決拘禁者の処遇等に関する有識者会議（以下「有識者会議」

という。）の提言が公表された。 
日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）は，２００５年５月１８日の「刑事

施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の成立以前から，未決拘禁立法改革に向けた

外部有識者による審議機関の設置を繰り返し求めてきた。しかしながら，有識者会議

が発足したのは同年１２月６日であり，以来わずか２か月足らずの期間，全６回の会

議で提言がとりまとめられるという事態となった。 
百年前に制定された監獄法を改正しようとする歴史的事業であり，とくに，代用監

獄問題は，国内外から厳しい批判に晒されてきた根本問題である以上，本来であれば，

この問題の専門家である刑事訴訟法学者から意見聴取し，行刑改革会議のときのよう

に海外の未決拘禁施設も直接調査するなどして，討議を尽くすべきであった。 

提言には，「治安と人権，その調和と均衡を目指して」というサブタイトルが付け

られている。そもそも治安問題を有識者会議で正面から議論したことはなかったにも

かかわらず，最終回になって突如として持ち込まれ，これが提言全体を貫く基調とさ

れた。しかし，「調和と均衡」とは，言葉を変えれば「人権をどこまで制限できるか」

ということであるが，未決拘禁者の人権という具体的な権利を，「治安（に対する国

民の不安）」という抽象的危険で制限するような手法は一般的に承認されてはいない。

本来治安問題の重要な原因となっている社会政策や教育政策を除外して未決拘禁者処

遇問題のみと「調和と均衡」を論じている。近代刑事司法の基本理念が十分に共有さ

れなかったことは残念といわざるを得ない。 

さらに，国際人権（自由権）規約等の国際基準は，もともと「各国独自の歴史と国

民性」を前提として国際的な普遍的人権を確立したものであるのに，提言は，日本の

歴史と国民性を理由に国際基準を無視している。 

このような問題点は，法務省・警察庁・日弁連の三者が対等の立場で議論に参加で

きるようにすべきであったにもかかわらず，法務省・警察庁と同様の答弁席が用意さ

れず，日弁連による発言の機会が保障されなかったことの反映でもある。日弁連が是

正の申入れをしてようやく最後の２回のみ改善されたが，不公平な審理というそしり

は免れず，極めて遺憾であった。 

 このような状況の下で提言がまとめられた経緯から，将来に多くの課題が残された

ことを，まず指摘しておきたい。 

  

 
第２ 代用監獄の存廃について（提言９～１２頁） 

 

 代用監獄制度の存廃について，有識者会議委員の間に激しい意見の対立があった。 
被疑者の身体拘束が捜査に利用されてはならず，代用監獄は，捜査と拘禁の分離を
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求める国際人権基準に違反し，国際社会から非難を浴びてきた制度である。 
提言は，「昭和５５年以降，警察の捜査部門と留置部門を組織上及び運用上明確に

分離することにより，被疑者の処遇の適正を図る制度的な保障がなされるに至ったこ

と」（１１頁）などを「積極的に評価すべきである」（１２頁）としているが，１９

８０年（昭和５５年）通達による警察組織内部の分離では，捜査が留置に優先する実

態に変わりはなく，２００５年５月，死刑求刑から一転無罪判決が出された佐賀の北

方事件や，２００３年に起きた鹿児島事件など，代用監獄での自白強要，人権侵害な

どの弊害事例は後を絶たない。代用監獄廃止の必要性は何ら変わることがないのであ

る。 
１９８０年法制審議会は，「関係当局は，将来，できる限り被勾留者の必要に応じ

ることができるよう，刑事施設の増設及び収容能力の増強に努めて，被勾留者を刑事

留置場に収容する例を漸次少なくすること」という答申を全会一致で採択した。これ

が代用監獄に関する論議の到達点である。その後，死刑確定囚再審事件で出された４

件の無罪判決は，虚偽の自白による冤罪の恐怖とその自白を生み出した代用監獄の問

題を浮かび上がらせた。上記の通り，１９８０年通達後も代用監獄の弊害は解消され

ず，国際人権（自由権）規約委員会による２度にわたる代用監獄の廃止を含む改善勧

告（１９９３年，１９９８年）は，法制審答申後のことである。警察の意に沿う被疑

者には便宜を与え，否認している者には，いつ食事にありつけるかわからない，いつ

房に戻って眠れるか分からないという不安にさせるなど，捜査当局が身体拘束・収容

を自白強要の手段として利用する誘惑に駆られる代用監獄の弊害の本質に何ら変わり

はないのである。 
有識者会議に求められたのは，１９８０年法制審答申で確認された漸減条項の内容

を再確認し，さらに一歩進めることであった。 
ところが，提言は，１９８０年法制審答申とは反対に，拘置所を増設せずに留置場

を増設し続けた現状を無批判的に肯定するだけで，代用監獄廃止に道筋を付けるどこ

ろか，その漸減の方向性すら明示しなかった。極めて遺憾といわざるを得ない。 
今回の未決拘禁法立法化に際しては，少なくとも，１９８０年法制審で漸減条項が

全会一致で答申された歴史的経緯を踏まえ，それを発展させる形で，直ちに，代用監

獄の漸減に向けての検討を開始すべきことを宣明すべきである。 
ちなみに，代用監獄の漸減に向けての具体的，現実的な対応策は既にある。予算等

の条件を許す限り拘置所を増設することは勿論であるが，効果的なのは，現在進めら

れている大規模独立留置場（原宿，立川など）を拘置所に移管することである。監獄

法が警察留置場を代用監獄として認めていたのは，個々の「警察官署ニ附属スル」（同

法第１条第３項）施設だからであった。ところが，これら大規模独立留置場は，警察

署に附属した施設とはいえず，監獄法に反するものである。 
したがって，「大規模独立留置場は，独立した拘禁施設そのものであり，本来法務

省が管理すべき未決拘禁施設にふさわしいので，これらの大規模独立留置場からまず

法務省所管に移して代用監獄の漸減を実現していくべきであり，自治体の施設を国の
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施設に替え，もしくは借用するなど，その移行形態の工夫は十分可能であるとの意見」

（１１頁）について，早急に検討を開始すべきである。 
 なお，「提言」は，代用監獄を廃止すると，未決拘禁者の身柄が警察署から離れて

しまって捜査に支障を来たすとの意見を重視しているが，現に存在している大規模独

立留置場の多くは警察署から身柄が離れているのであるから，「捜査に支障を来たす」

との意見は代用監獄廃止に反対する理由にはならないと考える。 
 

 
第３ 未決拘禁者の地位について（提言２～３頁） 

 

 未決拘禁者の処遇の在り方を考えるに当たっては，無罪推定を受ける者にふさわし

い処遇がなされなければならないという国際的な原則が，意見として示されるにとど

まった。各論においても，両論併記にとどまる部分が少なからずあるが，その最大の

要因は，未決拘禁者処遇の在り方に関する基本的な考え方が十分に議論されず，共有

されなかった点にあるといってよい。 

 

 

第４ 外部交通の在り方について（提言３～６頁） 
 

 日弁連は，夜間・休日における接見や，電話（テレビ電話を含む。）・ファックス

による外部交通を強く求めてきた。 

提言は，弁護人等との接見について，「防御権の行使をより実質的に保障するため，

夜間・休日における実施が必要」との立場を明確にし，特に，裁判員制度が始まると，

「拘置所における夜間・休日接見（裁判所の構内における接見設備での開廷前後の接

見を含む。）を実施する必要が高まる」との認識を示し，法務省に対して，「接見を

実施する日及び時間帯について見直し」を迫っている（４頁）。 
また，弁護人等以外の者との休日の接見についても，「できる限り接見の機会を設

けるという観点から，接見を実施しない平日の日を設け，その代わりに，休日の接見

を認めるなど…検討すべき」との意見を示している（４頁）。 
また，提言は，「弁護人等との電話による外部交通について検討すべきである」と

し，「簡易迅速な連絡手段としてのファックスの有用性は否定し難く，…未決拘禁者

から弁護人等への連絡方法としてファックスを認める方向で真剣に検討すべきであ

る」と指摘する（５頁）。 
これらは現行実務を改善する方向を示しており，高く評価できる（もっとも，一般

人との電話の実施を「現状では困難」とした点は，残念である）。 
問題は，これらがごく限られた運用にとどまるか否かである。２００９年の裁判員

制度の開始，被疑者国選事件の対象事件拡大を控え，電話（テレビ電話を含む）・フ

ァックスによる外部交通の全国的実施と夜間・休日接見（裁判所の構内における接見
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接見を含む。）の充実は必須である。日本司法支援センター及び弁護士会館がその利

用拠点として位置づけられることも望ましい。こうして，これらの外部交通が真に充

実したものとして拡充されることを強く求める。 
ところで，提言は，日弁連が強く求めてきた弁護人と未決拘禁者との秘密交通の一

環である信書の不検閲や，接見時における書類等の授受，録音機等の使用については，

両論併記にとどまっている。 
提言は，「現行の実務においても，…録音機の使用による記録自体は禁じていると

ころではなく，…文書等の直接の授受の可否の問題とは，やや性質を異にしている」

と指摘するが（６頁），さらに一歩踏み込んだ提言がほしかったところである。 
とりわけ外部交通については，国際水準から見て，かなり遅れている。提言は，代

用監獄についてではあるが，「国際的に要求される水準を実質的に充たした被疑者の

処遇がより確実に行われるような具体的な仕組みを考えるべきであ」ると指摘してい

る（１１頁）。この指摘が，拘置所を含めて，未決拘禁制度全体の改革の視点となる

べきである。 

  

 
第５ その他の未決拘禁者の処遇に関して 
 

１ 夜間の単独室収容（提言７頁） 
提言が，「拘置所においては，未決拘禁者のプライバシーの確保等の観点から，予

算の制約の範囲内で，可能な限り，単独室の整備に努めていくべきである」とした点

は，評価できる。 
 
２ 懲罰（提言７～８頁） 
無罪の推定を受ける未決拘禁者は，可能な限り市民生活に近い処遇がなされなけれ

ばならず，基本的には，懲罰が行われるべきでない。とりわけ，現に懲罰がまったく

行われていない警察留置場に新たに懲罰を導入することには，代用監獄での自白強要

の危険性をさらに高めるものだとする有識者委員の強い反対意見があった。 
ところが，提言は，警察留置場における懲罰を否定するものとはなっていない。日

弁連としては，警察留置場に新たに懲罰を導入することには反対であることを改めて

強調しておく。 
 

３ 冷暖房設備の整備（提言８頁） 

冷暖房設備の設置は，現代日本社会において人間が生きていくための最低条件であ

り，その整備なくしては行刑改革会議提言のいう「人間的処遇」は画餅と帰してしま

う。 
 有識者会議において，当局は，「居室の暖房設備については，増改築の際に導入す

るようにしている」と回答し，提言でも，「暖房設備については，今後とも順次拡大
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していくべきである」と明記されている点は評価するが，設備ができても稼動しなけ

れば意味がない。 
１５年前に名古屋拘置所が名古屋の中心街に新設されたとき，冷暖房完備と喧伝さ

れたが，未だに全く作動していない｡全国で一律に作動するまで歩調を合わせるのか，

それとも，作動する予算がもらえないのか，わからないが，悪しき平等主義は排除し

て，この程度の予算は最低限度の人間的予算として，実行すべきである。 
 
４ 健康保険の適用（提言９頁） 

提言は，健康保険については，「その適用の要否について結論を出すことは適当で

はない」として，検討を避けた。 
被収容者の健康保持と疾病の治療は拘禁を行う国の責任であって，被収容者の医療

に係る費用は，原則として国費で負担すべきであるという思想自体には異論がないが，

国費で負担すべきだからといって，健康保険の適用は妥当ではないと断じることには

疑問がある。国費で負担すべきということと健康保険の適用は，理論的に矛盾するも

のではない。 
健康保険の適用は，未決拘禁者に対する適切な医療水準を維持する上で有効である

のみならず，現状では施設が強いられている高額な医療費の負担（１０割負担）を相

当程度軽減できる効果がある。 
歯の治療についても，歯科補填治療がほとんど行われず，痛み止めと抜歯だけとい

う不十分な治療によって，逆に受刑者の消化器官関係の健康を悪化させ，医療費全体

を押し上げている。 
 法務省予算で医療費を支払う場合には，医療の水準は刑務所予算によって規定され

てしまう。一つの刑務所で重病の患者が続けば，予算がないといって，必要な薬品の

使用や検査も控え，治療も不十分にならざるを得ない実情にあることは，行刑施設に

勤務する医師に対するアンケート結果にも示されている。 
社会内では保険が使えて適切な治療を受けられた者が，無罪が推定されるはずの未

決拘禁施設内では保険料を支払っていたのに保険治療が受けられないという二重の処

罰を受けることになる。 
所管の問題があるとはいえ，この問題は，有識者会議において積極的に検討すべき

であった。 
 
５ 雇用保険の適用（提言９頁） 
収監に伴い解雇されるケースが多いが，収監されているために求職活動ができず，

雇用保険の給付が受けられない。拘禁期間中に雇用保険の申請期間が徒過して雇用保

険を受けられないという実態がある。 
 それまで保険料を支払ってきたにもかかわらず，いざというときに雇用保険の給付

が受けられないということは，保険料の事実上の没収に等しく，二重の処罰を受ける

ことになる。 
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 解雇された被収容者にとっての求職活動は，釈放時から始まる。このときから収監

され解雇された労働者に対する雇用保険の給付が開始されるべきである。 
 この点について提言は，「刑事施設に収容されている者が労働に就かない状態は，

雇用保険法の給付の対象となる『失業』には当たらないと解されている」というが，

現行法の解釈を述べているに過ぎず，制度を改革しようとする視点がない。 
 このように制度を改正して不都合が生じるとは思えない。出所者に雇用保険の給付

がなされれば，余裕をもって求職活動することができ，円滑な社会復帰，ひいては再

犯の防止に資する。これこそ，雇用保険の本来の趣旨である。 

提言が，「本会議において，その適用の要否について結論を出すことは適当ではな

い」として，検討を避けたのは残念である。 
 
６ 法廷における服装（提言９頁） 
提言は，「裁判員裁判の実施を控え，裁判員が服装により被告人に対して偏見を抱

くことを避けるためにも，法廷における服装を自由とすべきであり，また，入廷時に

手錠・捕縄を取り外すべきであるという意見」について，「可能な限り服装にも配慮

することを検討すべきである」とした点は評価される。 
 
 
第６ 警察の留置場における処遇の在り方等について 
 

１ 警察留置場の透明化と不服申立て制度（提言１３頁） 

 日弁連は，代用監獄が廃止されるまでの経過措置として，警察留置場における視察

委員会や，不服申立ての審査にあたっては第三者機関たる不服申立審査機関の設置を

強く求めてきた。 

 提言が「留置場についても，都道府県ごとに，刑事施設におかれる刑事施設視察委

員会と同様の留置施設視察委員会を設け，施設運営の透明化を図ることは，適正な施

設運営を確保する点から有意義であ」るとして，その設置の検討を求めたことは，高

く評価できる。 
 今後，視察委員会の委員の選任に当たっては弁護士会推薦の弁護士委員を必ず選任

するなど，適切な人選に配慮すべきであり，その旨を法律に明記すべきである。 

また，提言が，不服申立審査機関について，「留置場についても，未決拘禁者の人

権救済のための制度として，…刑事施設に導入される不服申立て制度と均衡のとれた

制度を設けることを検討すべき」としたことは評価できるが，都道府県公安委員会を

「都道府県警察を管理する第三者機関」として位置づけている点は疑問が残る。 
警察庁は，都道府県公安委員会を不服申立審査機関とする構想のようであるが，問

題が多いことを指摘せざるを得ない。３～５人の公安委員で，警察行政全般を監督し，

警察にまつわる住民からのあらゆる不服や申立てを受理して処理する公安委員会が，

被拘禁者からの不服申立てを取り扱うことになっても，十分に機能しないおそれが強
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い。特に，代用監獄での勾留期間は相対的に短いので，不服申立ては迅速に処理され

なければならないが，この要請に応えられるとは到底思えない。さらに，不服申立て

の事務は警察部局が担当することにはなろうが，それでは独立性が問題となる。 
公安委員会に対する再審査申請の審理に当たっては，「刑事施設の被収容者の不服

審査に関する調査検討会」と同様の，公安委員会とは別の，被拘禁者からの不服申立

ての処理に特化した，公安委員会から独立した第三者機関を設置すべきである。 

 

２ 防声具の使用（提言１２～１３頁） 

防声具は，死亡の危険のある戒具であり，既に拘置所では廃止されている。 
２００４年に和歌山東警察署で死亡事件が発生してからは，警察留置場でも使用さ

れてこなかった。 
警察留置場では，防声具は取調べにおける自白強要のために拷問的に使用されるお

それもあるので，廃止されるべきである。 
 提言が，防声具の廃止を打ち出さなかった点は遺憾である。しかしながら，保護室

の「整備を早期に進めることが必要である」とし，「防声具を使用した状況について

ビデオ録画するよう努めるなど，適正な使用に万全を期した上で，保護室が整備され

ていない留置場に限り，必要とされる場合にこれを使用すること」と，防声具の抑制

的な使用を求める多数意見としたことは，それなりに評価される。 
防声具の使用をやむを得ず認めるとしても，保護室が整備されるまでの暫定的措置

とすべきであり，今後，保護室の「整備を早期に進め」，防声具をできるだけ早く廃

止すべきである。 
また，防声具の使用中の状況をビデオ録画することを規則レベルで明確化すべきで

ある。 
 

３ 医療（提言１３頁） 

提言は，「未決拘禁者の健康管理に十分な配慮がなされている」としているが，警

察留置場には，常勤医師が全くいない以上，医療体制が整っているとは到底言えない。 
ただ，提言が，「留置場における医療に関する責任が都道府県警察にあることを法

律上明確化すべきとの指摘もあることから，この点について検討すべきである」とし

たのは，評価できる。 
また，提言の，「未決拘禁者にとって，被疑者として受ける心理的負担は非常に大

きいものと考えられることから，その精神的な面についても十分に配慮する旨の要望

が出された」と指摘している。それをさらに一歩進めた検討を求めてほしかった。 
医療体制の整備は依然として大きな課題であるといわざるを得ない。 

 

４ 勾留場所の移監請求（提言１３～１４頁） 

 勾留場所については，裁判官の裁量により決定されるべきものとしている。 

しかし，重大事件，否認・黙秘事件など自白強要のおそれの高い事件等については，
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代用監獄の弊害が予想されるため，拘置所への収容を原則とすべきである。勾留場所

の決定について裁判官の裁量を羈束することを法律上規定することは，可能であり望

ましい。 

 

 

第７ 今後の未決拘禁制度改革の課題について 
 

提言では，「今回の未決拘禁者の処遇等に関する法整備に当たっては，代用刑事施

設制度を存続させることを前提としつつ」（１１頁）とされ，さしあたり「今回」の

法整備に際しては代用監獄を存続することが示された。そして，「代用刑事施設制度

は将来的には廃止すべきとする強い意見もあることや，刑事司法制度全体が大きな変

革の時代を迎えていることなどを考えると，今後，刑事司法制度の在り方を検討する

際には，取調べを含む捜査の在り方に加え，代用刑事施設制度の在り方についても，

刑事手続全体との関連の中で，検討を怠ってはならない」（１２頁）とされた。 

このように，提言は，今後，代用監獄制度の存廃を含めた検討が必要であることを

認めており，この点は評価できる。 
２００９年には裁判員制度が実現する。調書裁判から公判中心の口頭主義，直接主

義への転換が迫られている。 
すでに，未決段階の身体拘束の在り方，保釈制度の在り方，未決拘禁の代替措置の

在り方等に関して，刑事司法手続上の検討作業が法務省内部で始まっている。 
次なる課題として，代用監獄の存廃や「取調べを含む捜査の在り方」（取調べの可

視化，取調べの時間制限など），過剰拘禁対策，勾留・保釈要件の見直し，起訴前保

釈制度の導入，未決拘禁の代替手段の導入など，「刑事手続全体」の総合的改革に直

ちに取り組むことを強く求めるものである。 
                                 以 上 
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