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第１ 行刑の基本理念等

１ 基本理念

自由刑の目的についての考え方は多岐に分かれているが、大づかみに言えば、①

応報としての社会からの隔離、②被収容者の社会復帰に向けられていることについ

ては、大筋の合意が得られていると思われる。その目的を達成するためには、人間

としての尊厳の尊重が何よりも重視されなければならない。規律秩序の維持は、上

記の自由刑の目的を達成するために必要な限度に限定され、かつ、人間として尊厳

を侵害しない限度で要請されるものと考える 。*1

また、被害者の被害回復も一つの理念となる。ここでは、被害者の痛みを感じ取

ることのできる処遇を行うことが被害回復につながり、被収容者の社会復帰と再犯

防止に資することが期待される。

２ 行刑におけるコスト計算

行刑は、営利事業ではないから、元々それ自体「採算」があうわけではない。刑

務作業による収入額は年間９２億円程度であり 、受刑者数約５万４０００人 で
*2 *3

、 「 」 、 。除すれば 刑務作業の 売上げ は 受刑者一人あたり年間約１７万円にすぎない
*4

行刑のコスト計算は 「いかに再犯者を出さないか」という尺度で考えるべきで、

ある。出所者が再犯を犯せば、その捜査・裁判コストだけでおそらく２～３００万

円が必要で 、その後矯正施設に収容するとしたら、一人年間約３７０万円の費用
*5

を要する 。そもそも、犯罪被害というマイナス費用を考えれば、被害額２～３万
*6

円の侵入盗でも、被害者の被害感情は大きなものがあるし、殺人など発生すれば、

金額に換算すれば数千万円の社会的損失が生じる。

行刑におけるコスト計算は、このような費目の比較で考えるべきで、このように

、 、 「 」考えれば ５００万円を投じた結果出所者の再犯が一件減れば 十分 元が取れる

のである。

第２ 自由刑、処遇の在り方

１ 刑罰（自由刑）の在り方

刑務作業の本質(1)
刑務作業は、その機能において、受刑者の改善更生及び社会復帰を図るための

重要な処遇の一つである 。しかし、わが国では、刑法１２条２項の規定上、懲*7

役刑は強制的な労働であり、刑務作業は、刑罰の一部であると考えられている。

そのため、わが国の刑務作業の現状は、受刑者の改善更生及び社会復帰を図ると

の見地からみて、甚だ不充分であり、このことが、受刑者を再犯に走らせる重要

な要因となっているものと考えられる。そこで刑務作業を 「罰」としての労働、

ではなく 「社会復帰に資するための労働」であると明確に位置づけ、懲役刑と、

禁固刑の単一化を実現すべきである。

受刑者の処遇の原則(2)
受刑者処遇の原則は、人間の尊厳の尊重、自主性の尊重、社会復帰の能力の函
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養、被害者に対する被害回復への援助及びあらゆる差別の禁止などに置くべきで

ある。そこで、刑務作業においても、受刑者を人間として尊重し、かつ受刑者の

刑務作業が社会復帰に有益なものであることが必要である 。
*8

刑務作業が受刑者の社会復帰のための最も重要な処遇の一つであり、したがっ

て、受刑者に対しても、刑務作業に従事することにより、社会復帰のための意欲

を喚起させるものでなければならないことは、近代行刑の自理である。そのため

には、現行の刑務作業に関する諸規定を抜本的に改革する必要がある。

刑罰の内容である刑務作業から、社会復帰のための刑務作業へ(3)
刑法１２条２項の規定上、懲役刑は強制的な労働であり、刑務作業は、刑罰の

内容の一部であると解釈されているため、同法の規定を改正し、かつ、前述のと

おり、懲役刑と禁錮刑とを単一化すべきである。

西欧諸国においては、刑務作業は、刑罰の内容ではないことは確立された原則

であり、日本においても、立法的にも解決すべきである 。
*9

わが国において、刑務作業を刑罰の内容から切り離し、刑務作業の目的を受刑

者の改善更生及び社会復帰であることを明確にし、同目的にふさわしい刑務作業

制度を確立することが必要である。

まとめ(4)
、 、 、以上のために 刑務作業に関する規定を抜本的に改革し 新たなる行刑法では

刑務作業が刑罰の内容ではないことを明示し、受刑者に対し一定の条件の下に刑

務作業を課すこととし、刑務作業の目的を「受刑者の更生改善及び社会復帰であ

る」旨規定し、同目的に沿うような、刑務作業に関する改革規定を設置すべきで

ある。

２ 分類、集団処遇等

分類制度(1)
現在、収容分類級と処遇分類級による分類が行われているが、特に、処遇分類

、 。 、級については より細かな分類が行われるべきである これらの分類に基づいて

各人別の個別的処遇計画が立案され、各人に対する処遇は、この個別的処遇計画

。 、 、に基づいて実施されなければならない また 実際の処遇の在り方との関係では

警備度に応じた分類も検討されるべきである。

受刑者の性質は、比較的問題の少ない初入受刑者から高齢者、外国人、薬物依

存者、心身障害者及び暴力団員などの処遇に際し様々な配慮が必要な受刑者まで

多岐にわたり、これに与えるべき処遇も、可能な限り多彩なものであるべきであ

る。薬物依存者には治療的作業を導入したり、高齢者に対しては養護的処遇を与

える等 「処遇のメニュー」を可能な限り数多くそろえる必要がある。、

累進処遇令の廃止、個別的処遇の充実(2)
現行の累進処遇は、ただでさえ少ない刑務所内の自由を、さらに４級者におい

て制限し、受刑者において施設の定めた規律を遵守した場合に、一定の年数の経

過とともに進級させていくという制度であって、管理側の「飴と鞭」として使用

されているばかりではなく、画一的、硬直的な運用にならざるを得ず、受刑者の

個性に対応した処遇とは言い難い。

このような累進処遇制度は廃止して、各受刑者の個別的ニーズに合致した処遇

を行うべきである。

担当制の廃止と集団処遇の導入(3)
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現在の担当制は、家父長的な人間関係をもたらし、担当者の恣意的な処遇を招

くおそれがある。

従来の処遇は、担当者と受刑者が１対１で対応する形式で行われ、受刑者がグ

ループを形成することは極度に警戒されていた。受刑者内に上下関係を形成し、

不正行為や保安事故の原因となることが懸念されているのである。しかし、刑事

事件を犯し、刑務所に収容されている者の中には、人間関係の形成がうまくでき

ない者、他人とのトラブルが発生した場合にこれを適切に解決できずに暴力や非

合法的手段で解決してしまう者などが少なからず存在する。これらの者の社会復

帰を考えた場合、現在のような孤立した処遇ではその改善を図ることが困難であ

る。刑務所内での適切な処遇グループを作り、このグループの集団的な処遇によ

って「良好な人間関係を形成する」資質を実践的に身につけるようにすることが

効果的であると考えられる。

このような意味で、例えば、覚せい剤・アルコール依存者、性犯罪者等に対す

る特別のプログラムを策定して、そのプログラムの実施はグループとして行う、

趣味のサークルや演劇・合唱等のグループを作り、これを援助するなどの集団的

処遇を実施すべきである。

また、職員側についても、担当制を廃止し、数名のチーム処遇を行うべきであ

る。このチームにおいて、処遇内容を交流したり、困った問題の解決策を相談し

たりすることによって、例えば、職員による恣意的処遇、特定の職員と特定の受

刑者との不正な関係等の弊害を防止し、集団的英知に基づく良好な処遇を実現す

ることができる。また、このシステムにより、職員が心理的負担を軽減し、スト

レスを解消できるなどの効果も期待できる。

処遇全般への民間人の登用(4)
刑務所での処遇全般についての民間人の関与を、現行制度を拡大・拡充する方

向で発展させるべきである。

現状で、民間人が関与する制度としては、篤志面接委員と教誨師の制度がある

。篤志面接委員や教誨師の行っている活動は、カウンセリングや教育、教養の
*10

分野に限定されている また 篤志面接委員や教誨師は無報酬であり 民間の 善。 、 、 「

意」に期待している制度である。

現在の篤志面接委員と教誨師の制度を拡大させ、より広い分野からの民間の

ボランティアを受け入れることは、すぐにでも実行できることである。ただし、

報酬については、現行の篤志面接委員及び教誨師はまったくの無報酬である。

例えば教育の場面に、ただちに民間の営利教育システムを導入するということ

ではないにせよ、まったくの無報酬では期待すべき協力にも限界がある。ある

程度の報酬は考えて、予算化すべきではないだろうか 。
*11

３ 処遇困難者等

「処遇困難者」の見直し(1)
まず、そもそもの前提として処遇困難者という受刑者群が所与のものとして存

在しているのかについて省みる必要がある。例えば、厳正独居者は集団処遇が不

適であるとして２４時間独居に置かれているが、その数は全国で２０００名にも

上っている。集団処遇に適さないとしてレッテルをはり、施設の片隅で孤独を強

制していることが処遇困難者を生み出していないか。

心理学者・技官、ソーシャルワーカーなどによる詳細かつ精密な分類の実施(2)
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次のような諸施策を検討して、多様な処遇プログラム（薬物常用者に対する治

療処分等）を用意すべきである。これらのプログラムの用意にあたっては、民間

の協力を幅広く求めるべきである。

①カウンセラー、心理学者等専門家の活用し、分類に即した個別的処遇プログラ

ムの作成
*12

②外部の諸機関との提携（アウトソーシング）

③その他違法な言動（ ）に関するプログラム、集団討議、集団offending behavior
劇、心理劇等

専門的施設の設置等(3)
薬物等により精神に支障を来した者の処遇は医療中心の施設を設けることを検

討すべきである。

薬物依存症者に対しては、精神に支障を来した者以外にも特別のプログラムを

準備し、特に社会との連携を図る。精神疾患に至ったものについて、医療中心の

処遇を行うこと、そのための施設を設けることを検討すべきである。

薬物・アルコール依存症者、性犯罪者、常習的窃盗、暴力団構成員等々のグル

ープに分けたグループ別処遇を行うことを検討すべきである。

社会防衛の見地から(4)
処遇難易度、犯罪性の程度、社会的危険性などを加味して、高度保安施設から

開放施設までランク付けを行い、段階的管理を行う。現状のようなすべての施設

において一様な管理体制を改めるべきである。一様に厳しくあるいは一様に緩和

して処遇するのではなく、分類に基づきメリハリをつけた管理体制を敷くことが

望ましい。

ただし、高度保安施設に収容したからと言って、その受刑者が、改善更生が期

待できないということではないのはもちろんである 「改善更生を期待できない。

者 「期待できる者」の区別は実際上不可能である。その二者に分類することに」

よって処遇の理念を異にすることは、刑罰の基本理念を覆すものであって反対で

ある。

外国人受刑者(5)
受刑者移送条約が締結、批准されている。本人が希望する限り、本国での執

。行を原則とすべきである

これに該当しない外国人受刑者も残る。その者については、外国人としての

特性に配慮した処遇を行うべきである。

４ 刑務作業

刑務作業の内容(1)
ア 刑務作業の中身

刑務作業の理念は 「自給自足」ではなく 「社会復帰のための技術、資質を、 、

身につけること」にある。刑務作業を「効率、収益」の観点のみから考えるの

刑務作業としては、創造的な作業、社会的に意味のある作は相当ではない。

業、出所後有益な作業に従事させることが大切である。

なお、社会的に意味のある作業という見地からは、リサイクル事業や地域

社会の清掃（缶ひろいや河原の清掃）等の、社会としては絶対に必要である

が、営利的には採算のあわない作業を刑務所が引き受けることは、受刑者に

社会貢献意識をもたせるという意味でも、刑務所作業が社会内で重要な役割



- 5 -

を果たすという意味でも、大きな意味のあることである。

前記注４でふれたように、刑務作業による収入は、１９９２（平成４）年

の１５３億円から２００１（平成１３）年の９２億円へ激減している。刑務

所における作業は、単なる営利事業の下請から「社会に有用な事業の役割分

担」への脱皮をはかることを考えるべきである。

イ 刑務作業の時間を短縮する。

「一日８時間労働」にこだわるべきではなく、作業のない時間を認めても

よい。それによって生じた余剰時間を、職業訓練や教育の充実のために使う

ことができる 。
*13

賃金制の採用(2)
刑法１２条２項では 「懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる」旨規、

定している。わが国の実務では、同規定を根拠として、刑務作業は、刑罰の内容

の一つであると考えられており、これに対する対価は支給されず、恩恵としての

作業賞与金が支給されているだけである。作業賞与金は平均して月額約４０００

円にすぎない 。*14

しかし、刑務作業が労働であることは否定できない。労働に対しては、その

対価として賃金が支払われるべきである。それが社会の在り方であり、刑務所

の中もその例外である理由はない。

また、受刑者に適正な報酬（賃金）を支払うことにより、受刑者の社会復帰の

ための資金及び被害者への弁済などの財源を確保することができる。

わが国の刑務作業の性格が欧米諸国と異なり「刑罰の内容である 」とされて。

いても（欧米諸国では、既に刑務作業は刑罰の内容とはなっていない 、労働*15。）

を義務づけているだけで、労働に対する対価の支払を否定しているわけではな

い。懲役は、苦役ではなく、処遇策である。懲役は自由刑であって、財産刑で

はない（刑法の解釈上疑問が残るとするならば、刑法１２条２項を改定するこ

とを考えてもよい ） 。労働に対する適切な対価は支払われるべきである。。
*16

また、適切な対価を伴わない労働は奴隷労働であるという意見もある。

以上のところから、日本の刑務作業についても賃金制を導入すべきである。

、 。賃金制を採用するとしても 市場賃金をそのまま支払うということではない

衣食に要する経費を控除することはできる。現状の低額な作業賞与金を賃金制

を導入して増額化することによって、一部は被害者への弁償に充てることもで

き、家族に送金することもできる。もちろん、出所後の生活の安定に資し、社

会復帰を促し、再犯を防ぐことにもなる。

刑務所収容のコストは刑務作業の収益では絶対に賄えず、その意味では必ず

赤字になる。再犯率５０％という現状は大変な税負担である 。賃金制を導入し
*17

て増額し、それにより社会復帰を促し再犯を防ぐということが、結局は社会的

コストを割安にすることになる。このような視点からすれば、再犯防止のため

の職業訓練や教育について、賃金が支払われることも、合理性があることにな

る 。*18

賃金制という考え方は、社会保険の適用についても有益な役割を果たす。

労災保険の導入(3)
現在 労災の場合に支給されている手当金 は低額であり、国連被拘禁者処、 *19

遇最低基準規則に反する 。に反する。刑務作業も労働であり、労災保険を適用
*20

させるべきである。
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賃金制を導入すれば、労災保険の適用に道を開きやすいが、必ずしも賃金制

を導入しなくても、元請の二次下請などに対する労災責任が認められる考え方

を敷衍すれば、労災保険の適用に道を開くこともできよう。例えば、船員保険

法のような受刑者の保険のための特別法を作るということも考えられる。

５ 職業訓練と教育

職業訓練(1)
そして受刑者に、行刑法に基づき、一定の条件の下に刑務作業を課し、かつ、

刑務作業の選択権を与え、刑務作業には、職業訓練や教育カウンセラーなども含

まれることを確認し、受刑者のカテゴリー（高齢者、薬物依存者、心身障害者な

ど）に応じた刑務作業に就事させる必要がある。

そのためには、各種免許・資格取得のための職業訓練（外部での職業訓練をも

含む）や外部通勤制度の大幅なる拡大が必要であると考える。

教育(2)
ア 受刑者処遇に関する教育の位置づけについて

社会復帰処遇の中において、受刑者に対する教育の占める重要性(a)
受刑者に対する教育はこれまで、ともすれば罪を犯したものの反省、学力

の足りない点のの補充という観点から語られてきた。しかし、今日では、受

刑者の全人格の発展のための教育という捉え方が、国際人権基準における確

立した教育理念となっている。

ここで、受刑者に対する教育の再社会化における機能を分析すれば、社会

復帰の能力の獲得と生活態度の改善の二つの視点から捉えることができる。

前者は職業的能力の獲得、家事を含む生活自立能力の獲得に分けられる。後

者は、被害者の痛みを感じられ、犯罪的生活から立ち直ろうと決意すること

を内容とする。そのためには、人間的な感受性の全般を発展させること、受

刑者同士の、また刑務官による受刑者に対する人間的な励ましが伴わなけれ

ばならない。
*21(b) 日本型の行刑の理念と国際水準

日本的な更生と上記の再社会化はどこがどのように重なり、どこが違うの

だろうか。日本的な矯正概念には「苦痛を与えて再犯の気持ちを絶たせる」

という考えがあるのではないか。ここからは、無為の内に時間を費やさせる

ことこそが最大の苦痛であり、このことを隠れた目的とする意図がないかが

問われなければならない。

このような考え方は受刑中の時間を「意義のある活動」の時間とすること

と根本的に矛盾しており、その見直しが必要である。

イ 「所定の作業」の概念の内容の見直し

教育と作業・職業訓練、カウンセリングなどを統合した「意義のある活動」(a)
概念の有用性

「意義のある活動」とは再犯の防止・減少、受刑者の社会復帰に役に立つ

ことの総称であり、刑法所定の「所定の作業」の内容は刑務作業とその他の

意義のある活動を課すものと再定義するべきである 。
*22

作業と教育に優劣はないはず(b)
受刑者に対する処遇は再犯を減少させ、その社会復帰を促進するためのも

のであり、そのために「意義のある活動」として、作業も教育も優劣はない
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はずである 。
*23

作業量の確保という呪縛から自由になれる(c)
このような解釈が可能であれば、刑務作業をすべての受刑者に一日８時間

提供することにこだわらなくてすむようになる 。*24

刑法１２条の改正も不可能ではない(d)
もし、監獄法の改正によって、受刑者処遇の理念が変更されれば、これに

伴って刑法１２条が改正されるのはむしろ当然のことであり、明治４０年に

制定された刑法にある「定役」の読み替えである「所定の作業」を動かしが

たい前提として今後の行刑の枠組みを議論することは本末転倒である。受刑

者処遇は監獄法で決めるべきものであり、刑法１２条は監獄法の規定を受け

た総則規定に過ぎない 「所定の作業」を「所定の作業・教育その他の社会。

復帰のための活動」と明文で改正することも視野に入れて議論を行うべきで

ある。

具体的な日課時間と教育との関係の提案(e)
すべての教育ではなくても、一部の教育を日課時間内に実施することとす

る 。
*25

ウ 教育内容について

基本的教育(a)
本来、義務教育を終了していないような者には、原則として教育を受けさ

せたいところである。しかし、処遇の謙抑性と結果における納得の面から、

あくまで説得を基調として、教育を受けるように考えを自発的に向けること

が重要である。

なお、このような教育は作業に代替して、日課時間内に実施することとし

て、作業報酬の平均的な額と同程度の教育手当を保障すべきである 。*26

また、このような基本的教育の中に、基本的な掃除、洗濯、食事の用意な

どの家事教育を入れるべきである。男性受刑者の中には、全く自炊能力のな

いものがいる。自炊できることは生活費の節約にもなり、社会復帰の基本と

なる技術である。

労働市場への再統合のための教育(b)
職業訓練は外部資源の大胆な導入を図るべきである。実際の労働市場で役

立つ業務をできるだけ増やす努力が必要である。教育部門をまるごと外注に

していたイギリスの例等からも学ぶべきである。運転免許などの社会的に重

要な資格が維持できるようにすることも再就職に決定的に重要である。社会

復帰後の不安定な生活のもとで再試験を受けることは難しい。施設内で免許

の更新をできるようにするべきである。

創造的、文化的教育(c)
純粋な人間性の回復のための教育こそが、全ての教育の基本でなくてはな

らない。善と美に対する感動、知的な好奇心の満足などが、内省の機会を与

え、人生を生き直そうとするきっかけとなることは珍しくない。刑務所にお

ける教育は人間に勇気を与え、感動を与えるものでなければならない 。*27

体育・スポーツ(d)
健康な肉体に健康な精神が宿るという格言は真実を含んでいる。例えば、

規律違反を繰り返して独居拘禁の対象となっているような受刑者にはストレ

ス解消のためにも十分な運動時間を保障してストレスを解消するようにすれ

ば規律違反の解消にもつながる 。
*28
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社会教育(e)
このような社会教育・人権教育によって、自らの犯した犯罪を、被害者の

人権を侵害するものととらえ返すことができるようになる可能性がある。こ

れらの教育には、①男女平等教育、②人権教育、③差別をなくすための教育

次のような内容が含まれるべきである。

高等教育(f)
大学の受験資格の検定試験などを少年刑務所だけでなく、成人刑務所でも

取り組むべきである。Ｂ級施設でも、一部の受刑者が前向きに努力している

ということは全体の雰囲気に必ず良い影響を与えるだろう。

エ 心理学的なプログラム

心理学的プログラムの重要性(a)
再犯を防止するためには、以上のような教育の充実と共に、心理学的なア

プローチも重要である。犯罪につながる心理をもとから変えることが心理学

的アプローチである。このようなプログラムには①性犯罪者に対する特別プ

ログラム、②麻薬など薬物乱用者に対する特別プログラム（非犯罪化 医療

への純化 、③アルコール中毒者に対する特別プログラム、④暴力団構成員）

に対する離脱指導などが含まれるべきである。

リストラティブ・ジャスティス(b)
リストラティブ・ジャスティスにはいくつかの流れがある 。被害者の心

*29

理を理解できるようにする働きかけだけでなく、実際に被害者と加害者が出

会い、調停を通じて和解するというプログラムも、諸外国では実施されはじ

めている。このようなリストラティブ・ジャスティスの導入には一定の意義

が認められるが、その条件は慎重に議論しなければならない。このようなア

プローチは成功すれば大きな成果を上げるが、準備が不十分で失敗した場合

には犯罪者と被害者の双方に取り返しのつかない二次的な心理的外傷を与え

ることとなりかねないからである 。
*30

オ 外部機関との連携

図書館の利用(a)
ボランティアの訪問と古本の寄付を結びつけ、図書館を社会に開かれたも

のとしていくべきである。実用的な書籍と最新のエンターテインメントを利

用可能とし、より魅力的なものとしていく。とりわけ、外国語の本が足りな

いので、領事館や在留者に呼びかけ、その協力も検討するべきである。

外部通学(b)
これまでの各項目でも述べてきたが、職業訓練や高等教育などは刑務所内

で全てをまかなうことは困難である。新しい、外出・外部通勤制度の中に位

置づけ、外部通学を大幅に拡大するべきである。

６ 仮釈放制度の見直し

現状の問題点(1)
現在の仮釈放制度又はその運用には、次のような問題がある。

ア 仮釈放の時期が刑期の後半に集中していること

刑法１２条は、仮釈放の時期について 「有期刑については刑期の３分の１、

を、無期刑については１０年を経過した後」と規定しているが、現実には、

仮釈放が許される場合も、その時期は刑期を半分以上の執行を終えた場合の
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刑期の後半に集中して、規定の趣旨と現実が大きく乖離している 。
*31

イ 受刑者からの申立てがまったく認められていないこと

ウ 仮釈放の許可に刑事施設が決定的な役割を占めていること

仮釈放を判断する地方更生保護委員会自体が、直接受刑者と接しているわ

けではないので、受刑者に関する情報は刑事施設からの提供に頼らざるを得

ず、その情報提供が決定的に重要となり、かつ、受刑者本人からの申請が認

められていないため、なおさら仮釈放の許可の可否には刑事施設が決定的な

役割を占めている 。
*32

このような実態にあることは、刑事施設の担当者も十分承知しており、こ

の担当者を通じて受刑者も理解している。受刑者は、仮釈放を得ようと思え

ば、まず刑事施設の担当者に好印象をもたれなければならないことを知って

いるから、その面前で表面的な取り繕いをすることになる。施設の担当者も

仮釈放をてこにしながら、規律維持をはかったり受刑者に服従を求めること

になる。したがって、本来の制度目的である改悛の情や再犯の可能性とは必

ずしも結びつくものとなっていない。

エ 判断基準として受刑者の努力では限界のある事柄が重視されていること

仮釈放の許可基準の要素として、被害者と示談ができたか否かや、身元引

、受人がいるか否かなど受刑者の努力では左右できない事柄も重視されるので

この点でも制度目的と離れた運用になっている。

オ 仮釈放率が低下し、無期刑受刑者の仮釈放が減少していること

仮釈放率は、戦後の８０％台から、低下の一途を辿りながら、１９８０年

代以降は５０％台となり、１９９４年以降は５６％台から５８％台で推移し

ている。そして、その中にあっても、無期刑の受刑者で仮釈放を許された者

の数は１９８０年代と比較しても激減している。また、無期刑だけでなく長

期受刑者についても、仮釈放が許されても、その在監期間が長期化している

傾向もみられる。このことも今日の過剰収容の一因になっている。

対策(2)
これらの弊害を除去するために、次のような制度の導入、運用及び対策を考え

るべきである。

ア 善時制仮釈放制度

現行の仮釈放制度と並列して、善時制仮釈放制度を導入すべきである。善

時制仮釈放とは、善行保持を奨励する制度であって、法務省令で定める事故

に該当しないで一定期間善行を保持した場合には、予め定めておいた善時日

数の合計数を満期から逆算して控除し、その応答日をもって仮釈放とする制

度である 。日本の現行仮釈放制度には以下に述べるような問題があり、善時
*33

制仮釈放制度を導入することでこうした制度面や運用面の不具合を是正する

ことができる 。
*34

無期刑の仮釈放イ

無期刑の仮釈放者の保護観察期間については、残刑期間主義ではなく、考

試期間主義が考えられるべきである。

現行法は、仮出獄の保護観察期間について、刑期の残りの部分とする残刑

期間主義をとっているため、無期刑の仮釈放者は、恩赦を受けない限り、一

生保護観察に付されることになっている。西欧諸国では、無期懲役仮釈放者

の保護観察期間を一定年限に限定している 。わが国でも、再犯のおそれがな
*35
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く自立した生活ができる無期刑の仮釈放者に対してはこうした制度が望まし

い。

「地方更生保護委員会」の構成と受刑者の仮釈放申請権についてウ

現行法上、地方更生保護委員会は、裁判所からも、刑務所・保護観察所か

らも独立した専門の準司法機関とされているが、同委員会で、職権審理が行

われた例がほとんどなく、その審査・決定が前記のとおり刑事施設に従属的

であるので、これを実質的に機能させるために、例えば、委員構成について

は、矯正・保護の専門家のほか、弁護士を初めとする法律家、被収容者や被

釈放者の援助をするＮＧＯなどの民間人の登用を考えるべきである 。
*36

現行法上は、仮釈放は「恩恵」と考えられており、受刑者には仮釈放の申

請が認められていないが、今日では、職権発動を促すという意味での仮釈放

を申請する権利程度は認めてよいと考えられる 。
*37

最近は無期受刑者についての仮釈放が著しく難しくなってきている傾向が

あり、かつ、検察官通達によるいわゆる丸特の無期受刑者（死刑に近い無期

受刑者）には、更生のための仮釈放は全くないのではないかとさえ思われる

ほど絶望的な状況にある。そこで、無期受刑者についてだけは、職権発動を

促すという意味を超えて、一歩進め、独立して仮釈放を申請できる権利を認

め、かつ、仮釈放の審理に当たっては、対審構造での審理がなされ、もし地

方更生委員会がその裁量権を逸脱して決定を行ったときに限り、不服申立て

としての司法審査の道をひらいてもよいのではないだろうか。

第３ 被収容者の法的地位（職員の権限の明確化）等

１ 職員の職務権限の明記と執行要件の明確化

恣意的な権限行使がなされている現状に鑑み、職務権限の明記、執行要件を明確化

することは必要であるが、同時に、その限界も明確化しなければならない。被収容者

が個人として尊重されるべき存在であり、その人権を侵害してはならないことを明記

しなければ片手落ちである。また、職員の職務権限行使の前提として、職員がどのよ

うな存在でなければならないのかの理念が必要である。

２ 懲罰

古い懲罰制度の整理・変更(1)
ア 懲罰の要件

監獄法は、懲罰の要件につき 「在監者規律ニ違ヒタルトキ （同５９条）の、 」

みと規定するだけで、懲罰の要件を定めていない。そのため、懲罰の対象とな

。 、る行為が施設に白紙委任されているのと同様の結果をもたらしている つまり

懲罰の対象となる行為は、各施設ごとに作成され、しかも原則非公開の「遵守

事項」あるいは「所内生活の心得」に基づく指示に規定される。また、職員へ

の「抗命」が規律違反行為とされることから、質問、要望ないし希望など、些

細な言動の一切が懲罰の対象となり得る。その結果、極めて恣意的な運用がな

される危険性を内包している 。
*38

懲罰は、被収容者の重要な人権を制限するのであるから、その手続は通達で
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はなく、法律の明文に基づくべきであるし、事後的な不服申立制度も整備する

べきである 。
*39

イ 懲罰の内容・種類

懲罰で、約８割を占める軽屏禁 は 「２月以内」で罰室内に昼夜収容し、*40 、

１日房内の―定の位置（中央が多い）に廊下に向かい安座（または正座）して

謹慎することを強制するもので、性質上運動・入浴・面会と手紙の発信の禁止

を伴うとされ、その上、図書等の閲覧の制限等を併科する のが通常で、精神*41

的・肉体的苦痛が大きく、拘禁性のノイロ―ゼの一因にもなると指摘されてい

る。運動・入浴・図書・ラジオの制限は、人間が人間としてあることを否定す

るに等しく、非人道的である。

、 。特に未決の場合 運動のために外に出られないことは諸外国でも例をみない

また面会・信書の禁止は、それが基本的人権であり、特に訴訟中の受刑者にと

っては必要性が大きいこと、また社会復帰のための処遇上も大きな役割をはた

していることを考えると削除すべきである。

平成１３年９月２５日付内閣の答弁書 によれば 「軽屏禁罰の執行を受け
*42

、

ている者の運動及び入浴については、軽屏禁の趣旨を没却しかねないことから

原則としてこれを行わせないこととしている 「各行刑施設において、保健上」、

必要と認めた場合においては、運動及び入浴を行わせている」旨、明記されて

いる。しかし、運動及び入浴は、人が健康と清潔な身体を維持するという最低

限度の生理的な欲求に根ざす権利の筈であり、懲罰目的でこれを奪うことはで

きないと考えるべきである 「軽屏禁の趣旨」で、運動・入浴を奪うのは、非。

人道的というべきである 。
*43

なお、懲罰の種類について定める監獄法６０条１項は、文書等の３月以内の

禁止（４号 、運動の５目以内の停止（８号）作業賞与金の―部又は全部の削）

除（９号 、７日以内の減食（１０号）の規定を置き、懲罰として過剰ではな）

いかという疑問がある（ただし、重塀禁・減食は現在実施されていないようで

ある 。。）

ウ 懲罰の手続

監獄法には 手続を定めた規定は存在しない そのため 懲罰手続規程 平、 。 、「 」（

） 「 」成４年法務省矯保訓第５８２号大臣訓令 及び 懲罰手続規程の運用について

（平成４年３月２５日付け法務省矯保第５８３号法務省矯正局長依命通達）に

基づいて各施設において達示が制定され、規律違反行為の調査と懲罰決定の手

続が行われている。

懲罰審査会は５人以上で構成され （規程６条 、このうち１名が議長とな*44 ）

り（通常は処遇部長 、分類審議室長、処遇首席、作業首席、統括、主任等が）

指名される （運用通達４、各達示 。教育首席や統括、厚生統括矯正処遇官
*45

）

が補佐人に指名される取り扱いとなっている （規程９条、運用通達１１ 。*46 ）

しかし、審査会開催の以前に補佐人の氏名が容疑者に告知されたり、補佐人が

容疑者と面接したり、証拠書類等を閲覧したり、審査会において補佐人が懲罰

不相当の意見を提出したりした例はほとんどない。容疑者には形式上は弁解の

、 、 、機会が付与されるものの 書類も見れず 証人を呼ぶことも不可能であるため

実効性には乏しい （規程５条 。
*47

）

、 、 。もともと 懲戒権者自身が調査と審査を主宰する以上 手続は糾問的となる

証人の申請も弁護士の出席も認められない。第三者が介在する余地がなく、実

施され、事後的にも不服申立てや救済手続が整備されておらず、事後的な救済
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は国家賠償請求訴訟くらいしかない。これでは、恣意性を排除できず、事後的

救済も極めて困難である。

なお、監獄法施行規則１５８条 に基づく調査手続における「独居拘禁」処
*48

分（取調べ中独居という）は、取調べ自体が１０日以上かかるので事実上の懲

罰として作用しているとの批判がある。さらに、保護房収容あるいは厳正独居

が実際上、懲罰の代替手段として利用されているとの批判は多く、裁判でもし

ばしば問題となっている。これらも懲罰手続に第三者が関与し、透明性・公平

性を確保することで回避できる。

懲罰は、被収容者の重要な人権を制限するのであるから、その手続は通達で

はなく、法律の明文に基づくべきであるし、事後的な不服申立制度も整備する
*49 *50

べきである 。

３ 厳正独居

厳正独居の廃止(1)
２４時間独居、集団行動を一切認めないという現状の厳正独居は廃止するべき

である。

処遇の一環として原則的に２４時間一室に拘禁し、しかも原則６ヶ月、３ヶ月

更新、最長期の定めもないという処遇制度はヨ ロッパ等の先進諸国から姿を消-
している 。国際人権機関も、独居拘禁に対して極めて厳しい対応をとるように*51

なっている。このような国際的動向は、行刑改革会議において十分に斟酌されな

ければならない。

独居拘禁は、人間の社会性に反し、様々な弊害が指摘されている制度である。

「 、 、例えば 長期間の独居拘禁は被収容者の心身の健康を害するおそれがあり また

人間を長期にわたって孤独のうちに処遇することは不自然だからである 昼」 、「
*52

夜間独居が本来社会的存在である人間としての生活の在り方とかけ離れた不自然

な生活を強いるものであり、その継続はそのこと自体過酷であって受刑者の心身

に有害な影響をもたらすだけでなく、行刑の目的の一つである社会生活への適応

( )そのものを阻害するおそれがある」 徳島地判昭和６１年７月２８日（引用？）

と指摘されている 。*53

また、法務省から開示された死亡帳から見ると摂食障害者や心情不安定な者を

厳正独居にして状態を悪化させ死亡させた例もある。これらは医療的アプロ－チ

が必要であったにもかかわらず、独居拘禁が使用された悪しき例である。

厳正独居は、自由権規約７条、１０条や拷問等禁止条約と相容れず、この改革

を機に廃止すべきである。

集団生活、集団処遇が不適な者については、孤独に置くのではなく小人数単位(2)
にて分隔して収容し、処遇困難者と同様に心理学者などにより精密に分類すると

ともに、個別的処遇プログラムを作成、実施する。

中には拘禁反応により集団処遇が不適となっている者もおり、その場合には医

療刑務所か外部病院で治療を行うべきである。

これまで、日弁連は「刑事処遇法案」において、処遇上の昼夜独居拘禁につい(3)
ては、理由を厳格に定め、更新の判断も厳格に行うこと、医師の関与や特別のカ

ウンセリングを行うことなどを条件として限定的に認める見解をとってきた。こ

れは、当時のヨーロッパ諸国においても例外的にこのような処遇が見られたから

である。
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しかし、このような処遇はヨーロッパ諸国においては、近時根本的に見直され

るに至っている 。国際人権法においても同様である 。
*54 *55

日弁連は、このような国際動向を見据えて、日本の行刑当局も全ての受刑者に

他の受刑者と接触できる社会生活を保障するべきであると考えるに至ったもの

である。

４ 革手錠、保護房等

まず、現行の革手錠はあまりに問題が多いので、廃止されるべきである。これにつ

いては、おおかたの合意が形成されていると考えるので、これ以上、論じない。

現行革手錠廃止後も、革手錠代替品、保護房については問題が多いので、次のよう

、 。 、な厳重な規制を行い かつきわめて限定した場合にのみ認めることとする これらを

懲罰の代用として用いてはならないことは当然である。

革手錠代替品（第二種手錠）について(1)
ア 従前の腰ベルト付革手錠よりは、乱用のおそれ、心身に対する悪影響は少な

いと思われる。しかし、使用方法 特に両手後 、食事、用便時における行動制( )
約の程度、心身に対する悪影響の有無、程度について早急に専門家による検証

を実施行うべきである。

また、代替品が導入されても、あえて両手後で使用したり、サイズのあわな

いものを使用するなど、乱用のおそれがなくなることはない。詳細かつ厳格な

使用基準を設ける必要がある。

イ 保護房へ収容した上、加えてなお代替品を使用する必要性は極めて少ないと

考えられる。

自傷他害のおそれが明らかであるなど、代替品を使用する以外に方法がない

場合に限り、使用されるべきである。この状況が止んだ場合は速やかに使用を

中止しなければならない。

ウ 使用開始時、使用中、解錠時の様子はすべてビデオ録画し、出所後３年間は

保管する運用とすべきである。

保護房等使用の要件と手続、監視体制(2)
ア 保護房

要件は、①逃走、②制止に従わず、大声または騒音を発する時、③他害又は(a)
④施設の設備、器具その他の物の損壊するおそれがあり、これらを防止する

手段、方法が他にないときに限定すべきである。

懲罰として使ってはならないことはもちろんである。(b)
収容期間は原則２４時間とし、特に継続の必要ある時は２４時間ごとに２回(c)
まで更新することができるとすべきである。

収容及び継続について医師の同意を要し、同意なきときは収容･継続できな(d)
い。緊急の場合は、速やかな事後審査を要するとすべきである。

イ 戒具

戒具（捕縄、手錠）使用の要件は、①逃走、②自傷、③他害又は④施設の設

、 。備 器具その他の物の損壊するおそれが明らかである場合に限定すべきである

ウ 監視体制

保護房収容の所管を保安部から、厚生労働省管轄の医務へ移管する。戒具使

用開始時、使用中、解錠時及び保護房収容時、収容中、解房時の様子はすべて

ビデオ録画し、出所後３年間は保管する運用とすべきである。
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施設内死亡事案について(3)
施設内の死亡事案については、すべて外部医師による検死を行う。法医学会も

協力する旨決議している 。その結果については、遺族や正当な理由のある関係
*56

者に開示する運用とすべきである。この点については 「刑務所医療の抜本的改、

革と受刑者の死因調査制度の確立を求める日弁連の提言 （２００３年７月１７」

日）も参照されたい。

５ 衣食住

基本的考え方(1)
刑事施設法案１３条では 「被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生、

活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして適正と認められるもの」

とされ、刑事処遇法案２４条では「国民生活の実情に照らして適正と認められる

もの」とされている。刑務所での生活も、国民生活の実情に照らした水準で考え

れば十分で、受刑者であるが故に 「懲罰的に」低い生活水準を強制するべきで、

はない。

所持物品(2)
現状では、受刑者に貸与される物品は画一的であり、受刑者が所内で所持でき

る物品（自弁品）には相当の制限がある。貸与品はもっとバラエティを持たせ、

自弁品の範囲は拡大すべきである。理由は、次のとおりである。

ア 現状及び問題点

そもそも、所持、使用できる物品の選択は、その個人の自己表現の一種であ

って、弊害のない限り広く認められるべきである。刑務所であるが故の制約の

あることは理解できるが、必要以上の制約を課すべきではない。具体的には、

次のとおりである。

貸与、支給される衣料等は、一定の制服である。逃走防止のための目的もあ(a)
るとは理解できるが、画一的である。一般社会においては、服装も自己表現

の一つであり、明るい服装をすることにより気分が高揚できたりする。刑務

所でも、服装の自己表現を認めてもいいのではないか。

、 、 。 、(b) 自弁品の範囲は 別紙１のとおりで かなり限定されている 食事の自弁は

集会時の菓子、ジュースのみ。

差入れ売店の品目と価格については、十分なものといえず、価格も若干高め(c)
である。

イ 改善の方向

施設内の衣服については、受刑者にも、好きな服を着せる自由を与えてもい(a)
。「 」 、 、いのではないか 制服 を着せることは 逃走防止に役立つと思われるが

そのような議論は、やや時代遅れのように思われる。受刑者の自立性・感受

性を養うためには、私服を認めた方が効果的ではないだろうか 。
*57

自弁は、許可することを原則とすべきである。法務省案である刑事施設法案(b)
１４条では、法務省令に定める品目については原則許すものとしている。懲

役刑は、単なる自由の剥奪であり、自弁の原則許可は、基本的に正しい方向

である。自弁を認めることは、経済力の差を刑務所内に持ち込むことになる

かもしれない。しかし、経済力の差は、社会復帰した後もあるのである。こ

のような事実に直面することにより、受刑者が社会性を培うということもあ

り得るのではないだろうか。
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具体的には、食料以外のものについて、等級を問わず、幅広い自弁を許して(c)
もいいのではないだろうか。 また、楽器やコンピュータは、自弁を認めな

*58

いまでも、一定の場所で余暇時間に使用することを認めてもいいのではない

だろうか。

食料については、例えば、瓶詰め（福神漬けや佃煮等）やふりかけ、梅干し(d)
等の自弁を認めてもいいのではないか。また、刑務所の夕食は比較的時間が

早いので、夜間に時間を定めて自弁品の菓子等を喫食させてもいいのではな

いだろうか。

差入売店を充実させるべきである。刑務所に近接して、矯正職員とその家族(e)
が居住しており、職員向け売店との連携させれば、差し入れ売店を充実させ

ることは、ある程度達成可能ではないだろうか。

住環境と戸外運動について(3)
昼間雑居・夜間独居を原則とすべきである。また、１日１時間の運動を認め、

可能な限り 「土の上での野外運動」であることを原則とすべきである。、

６ 規律

現状(1)
現状の刑務所は、過度の規律重視である。この規律維持のため、施設長の権限

により、所内規則等の遵守事項が定められている。別紙２の収容者遵守事項は、

府中刑務所の例である。

法務省の見解 によれば、集団で安心して生活するため、厳正な規律、秩序が*59

必要であるし、また受刑者の多くは社会内で不規則な生活をしており、これらに

対して動作時限に沿った生活を送らせ、規律を守らせることで遵法精神と規則正

しい生活習慣を身につけさせれば、更生にも資することになる。

問題点(2)
刑務所内に一定の規律が必要なことはもちろんで、受刑者が規則正しい生活習

慣を身につけることによる更生効果があることも疑いない。しかし、現状の規則

は、抽象的で、ときに不明確で、ときに受刑者の権利を必要以上に制限し、とき

に管理側の都合をあまりに重視したものになっており、恣意的な運用も可能なも

のになっている 。また、遵守事項違反がそのまま懲罰対象行為 となり、そ
*60*61 *62

、 。のような規範が法や規則でなく 施設長の裁量により定められる点が問題である

そこで、所内規則に定めるべき事項及び懲罰対象事項については、法律上基準を

明確にし 、その上で所内規則を合理的に定めるべきである。
*63

改善の方向(3)
ア 性格の異なる規則の分類・整理

現行の遵守事項は、全体的に懲罰対象行為となるのみならず、内容的に種々

の異なる性格の規定を包括している点で複雑化している。すなわち、①被収容

者の拘禁と施設の安全を確保する要請、及び共同生活を送る上で必要な規律、

、 、 。②受刑者の教化を目的とした規律 ③その他の規律 が渾然一体となっている

矯正に関心のある法律家が見てもそう思うのであるから、受刑者から見れば、

訳がわからないだろう。

したがって、性格の異なる規則は分離して規定しなければ、現場の職員によ



- 16 -

る適正な運用も期待できない。

具体的には、遵守事項と、懲罰の対象となる規律違反とは別個に規定するも

のとし、かつ懲罰対象行為は法又は規則で定め、遵守事項は、上記①のカテゴ

リーに属する行為に限り、被収容者に対する生活指導・訓練等の一環といえる

上記②は、必要最小限の制限を超えるので、遵守事項からは外し、上記①の範

疇に入らない規則も遵守事項からは削除すべきである。

イ 内容の明確化

遵守すべき事項が明確性を欠き、その上でさらに「職員の指示」や「定めら

れたこと」といった形で下位の所内規範に委ねられているので 、これらを明
*64

確にする。

７ 本人訴訟等

本人訴訟等への本人出廷を認め、本人訴訟に限らず、弁護士を代理人に選任してい

る場合であっても、必要な場合には出廷を認めるべきである。

８ 出所後のケア

出所受刑者の資格制限の廃止(1)
出所後の資格制限は、受刑者の社会復帰の障害となるため、原則として廃止す

る方向で、それぞれの内容を個別に検討するべきである。例えば、出資法違反の

受刑者が一定期間金融業を営めないこととすることには合理性がある。

社会保険との連携(2)
受刑者の出所後の生活を確保し、更生を援助するために、次のような社会保険

施策の充実をはかるべきである。

ア 入所前の雇用保険の継続

収監に伴い解雇されるケースが多いが、求職活動ができないために、雇用

保険の給付が受けられない。

それまで保険料を支払ってきたにもかかわらず、いざという肝腎のときに

雇用保険の給付が受けられないというのでは、保険料支払者にとっては、そ

うでない者に比べて、加重の罰金を科されたに等しく、不合理な差別といえ

よう。雇用保険受給権を侵害しているといえる。

解雇された被収容者にとっての求職活動は出所時から始まる。このときに

雇用保険の本来の趣旨が生かされるべきである。即ち、収監され解雇された

労働者に対する給付が開始されるべきである。

そこで、雇用保険の適用に関しては、収監中は雇用保険の期間が停止し、

釈放時から進行するもの、と立法化すべきである。

この立法化だけで、出所者に雇用保険の給付がなされ、余裕をもって求職

活動を行い、再犯を防止することに資する。

イ 年金期間の継続

国民年金については、現行法上も、拘禁中も資格が停止されず、受刑して

掛金が支払えない場合には、掛金の支払免除の申請を行えば年金期間の通算

を受けることができる。１０年以内であれば、さかのぼって掛金を支払うこ

ともできる。

当局は積極的にこの制度の広報を行うべきである。受刑者の高齢化が進む



行刑改革会議の成田豊座長代理は、行刑の目的について 「応報（懲らしめ 、社会からの隔離（国*1 、 ）

民の安全確保 、改善更生・社会復帰である」との見解を示しており、井嶋一友委員は「行刑の目的、）

基本的理念は、受刑者の改善更生と社会復帰の促進という刑事政策的観点を抜きにしてはあり得な

い」旨述べている。

平成１４年版犯罪白書１２０頁*2
平成１４年版犯罪白書１１２頁*3
平成５年版犯罪白書９８頁によると、平成４年は４万５０００人の受刑者で１５３億円の収入があ*4

った。

捜査のための警察、検察庁の人件費コストと実費、勾留のための施設費と人件費コスト、勾留、公*5
判のための裁判所の施設費と人件費コスト、公訴遂行のための検察庁の人件費コスト、弁護人の国選

弁護人報酬と、弁護人のボランティア持出し部分の合計。これらのうち、弁護人のボランティア部分

以外は全部税金でまかなわれている。

現在の行刑予算２０００億円を受刑者数で除すれば、受刑者一人あたり年間約３７０万円が必要で*6
ある。

刑務作業の本質・目的について議論があるとしても 「少なくともそれがその機能の点において、*7 、

受刑者の改善及び社会復帰を図るための重要な処遇の一つであるとすることは、現代行刑理論上ほと

んど争いのないところ （資料・監獄法改正）と考えられている。」

市民的及び政治的権利に関する国際規約では「自由を奪われたすべての者は、人道的にかつ人間の*8
固有の尊厳を尊重して取り扱われる （第１０条第１項）と規定し 「行刑の制度は被拘禁者の矯正及」 、

び社会復帰を基本的な目的とする処遇を含む （第１０条第３項）と規定している。」

横田尤幸法務省矯正局長は 「誰にも共通する認識があるはずです。それは、矯正はこのままであ*9 、

ってはならない、変わらなければならない、ということであるはずです 「私たちは、自分自身が厳。」

しい目をもって矯正全般を見直し、変えるべきものと変えてはならないものをしっかりと見極めなけ

ればなりません （平成１５年６月の刑政１１４巻６号）と述べている。。」

篤志面接委員は全国で約１２００名で、実施回数は約１万５０００回である。教誨師は全国で約*10
１５００名で、実施回数は約１万５０００回である（平成１４年版犯罪白書１２４頁）

現行の篤志面接委員、教誨師に実施１回あたり４０００円の日当を支払うと、前記のとおり実施*11
回数が合計約３万回であるから、年間１億２０００万円の予算が必要になり、民間との協力を拡大し

てこれが倍になれば、予算も倍になるが、それほど過大な額ではないのではないだろうか。

イギリスでは地域の大学に入札させて教育プログラムを委託していた。*12
イギリスでは、作業時間は午前のみ、あるいは午後のみといった形で、時間短縮と仕分けがなさ*13

れている。

平成１４年版犯罪白書１２０頁*14
*15 12第２回行刑改革会議において法務省が提出した資料「我が国及び諸外国の行刑事情について （」

頁）によれば 「刑務作業の性格」として、日本は「刑罰の内容である 」と記述されており、アメリ、 。

カの刑務作業の性格は「刑罰の内容ではない （連邦規則によれば、身体的及び精神的に可能な既決被。

収容者は、作業に割当てられるものとされている 、イギリスも「刑罰の内容ではない （行刑法令。）」 。

上、既決被収容者に対しては、作業に就くよう要求しなければならないこととされている 、フラン。）」

スも「刑罰の内容ではない （ 刑務作業が義務化されていない」との口頭説明あり 、ドイツも「刑。」「 ）

罰の内容ではない （行刑法令上、受刑者は、作業又は労作を行う義務を負うとされている 、スウ。 。）」

ェーデンも「刑罰の内容ではない 」と記述されている。。

そこで、オーストリアでは刑務作業に賃金制を明確に導入しており、他のヨーロッパ諸国でも賃金
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中で、老後の生活の助けになるであろう。

（受刑者処遇に関する日弁連と法務省矯正局との勉強会第［別紙１］ 自弁品一覧

７回ワーキンググループ会議における法務省提出資料による）

［別紙２］ 収容者遵守事項（府中刑務所）



数年前に、日本の懲役刑が強制労働として国際社会で問題視されたことがあった（労働の対価を*16
支払わないのは奴隷労働である）が、そのような批判を避けるためにも、改定した方が望ましいとも

いえよう。この際、懲役刑と禁固刑を単一の制度にすれば、問題はクリアーされる。

仮に一人の再犯者に対して、１０００万円の国庫負担が必要だとすると、現在の受刑者５万４０*17
００人の半数の２万７０００人が再犯を犯すと、２兆７０００億円が必要になる。

オーストリアでは、職業訓練や教育の受講にも賃金が支給されている。オランダでは、職業訓練*18
の費用は労働省が支出している（受刑者処遇に関する日弁連と法務省矯正局との勉強会第４回ワーキ

ンググループ会議 。）

監獄法２８条*19
、*20国連被拘禁者処遇最低基準規則７４条２項：受刑者が、職業病を含む労働災害を蒙った場合には

法律により自由な労働者に認められているところを下らない条件の補償がなされなるような規定が制

定されなければならない。

１）受刑者教育に関する国際人権基準*21
教育を受ける権利は、世界人権宣言２６条、自由権規約１０条３項が刑事拘禁の目的を社会復帰の

ためのものとしていることも、教育を実施することを国の責務としたものと見られる。社会権規約１

３，１４条によって保障されている。受刑者の教育に関連する国際人権基準としては、被拘禁者最低

基準規則７７がある。

１９９０年国連犯罪防止会議勧告は、受刑者に対する教育について次のような包括的な勧告を行っ

ている（抄訳 翻訳 海渡雄一 。）

「２項

加盟国は

ａ 犯罪を防止し、受刑者を再社会化し、再犯を減少させるうえで、大きく貢献できる様々なタイ

プの教育を提供しなければならない。

ｂ 拘禁に代わる代替措置と受刑者の社会的なリセツルメントの手段の使用を増大させることを考

慮しなければならない。

３項

加盟国は教育政策を発展させるにあたって、以下の原則に留意しなければならない

ａ 刑務所における教育は受刑者の全人格の発展を目的とするものでなければならない。

ｂ すべての受刑者は次のような教育に対するアクセスを持たなければならない。

読み書き・基礎的な教育・職業教育・創造的、宗教的、文化的教育・体育、スポーツ・社会教

育・高等教育・図書施設の利用

ｃ 受刑者が刑務所における教育のあらゆる側面に活発に参加することを奨励するようにあらゆる

努力がなされなければならない。

ｄ 刑務所内の行政と管理に当たるすべての人々は可能な限り教育を推し進め又は支持しなければ

ならない。

ｅ 教育は刑務所体制における欠くことのできない要素である。教育活動に参加する受刑者に対す

る不利益な取り扱いは避けなければならない。

ｆ 職業教育は個人の発展を目的とするものでなければならず、また、労働市場におけるトレンド

に敏感なものでなければならない。

ｇ 創造的文化的活動に重要な役割が与えられなければならない。なぜなら、これらの活動には彼

ら自身を発展させ、表現できるようにする特別な潜在力が認められるからである。

ｈ 可能なところではどこでも、受刑者は刑務所外の教育に参加することを認められなければなら

ない。

ｉ 教育が刑務所内で実施される場合には、外部の地域社会は可能な限り全面的にこの活動に参加

しなければならない。
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制もしくはそれに近い性格を付与している。

、フランスは刑務作業が義務的であるという原則が緩和され、義務的でない慣行ができつつあったが

１９８７年法が刑務作業の義務的･強制的性格を撤廃した。もはや、労働を制裁の一内容とする考え方

はない。むしろ、仕事がなかなかなく、全員には与えられず、半分程度の受刑者しか働けない状況に

ある。刑務作業による収入は市場賃金の６割程度であり、収入の約１割が天引きされ、約１割が出所

時までの蓄えとされ、約１割が被害者への弁償とされている。



矯正保護審議会の提言では２１世紀の矯正処遇の基本理念について 「受刑者にあっては、刑務作*22 、

業と教育活動の調和を図りつつ、その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生意欲の喚

起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨とする処遇を行うこと （６頁）とされている。」

矯正保護審議会の提言は「刑務作業と教育の調和を図りつつ」としており、その間に優劣を設け*23
ていない。

単調な単純作業に一日の大半を過ごさせるよりも、教育や心理的な働きかけが必要な受刑者も多*24
いはずである。

現状も教科教育など一部は作業時間内に実施しているというが、このような活動をもっと増やす*25
必要がある。さしあたり職業教育、高等教育を除く教科教育、生活自立のための家庭科的な教育と心

理的なカウンセリングは日課時間内として良いと思われる。スポーツや図書館の利用なども日課時間

内に実施して良いと考えるが、これらの時間は一日１～２時間程度とし、また手当ての支給などは考

えなくて良いと考える。

このような扱いをしている例にオーストリアの例がある。*26
①音楽*27
刑務所でのカラオケ大会はどこも活発のようである。台湾に行った際に施設内でロックバンドの練

習をしていた。音楽も人間に表現力を与えてくれる。バンドぐらい認めてもよいのではないか。

②俳句和歌

句誌などへの投稿の自由を認めるべきである。朝日新聞の短歌欄にアメリカの監獄で拘禁されてい

る日本人である「郷隼人」という雅号の歌人がいて、毎回のように選ばれ、短歌の世界ではかなり有

。名な存在となっている。日本の受刑者にも新聞の短歌・俳句欄への投稿ぐらい認めてやるべきである

③絵画

絵の具使用を自由化するべきである。イギリスには監獄内の絵画に賞を与えることを活動の内容と

しているケスラー財団という組織もある。インターネットで賞を取った絵画が紹介されている。受刑

者の絵画賞は日本でも実施されているようであるが、インターネットで公開すれば、受刑者にも励み

となるだろう。

④演劇

演劇のもつカタルシスと演劇実現のための共同作業のもつ劇的な改善効果が世界的に注目されてい

る。施設外からの参加者の招待などもされ、社会的に認められることの充実感もあって、受刑者に対

する評判は非常によい。

⑤園芸・ガーデニング

たとえば、薬物犯受刑者などで自暴自棄となっているような者には、まず、生きる力を与えること

が必要であり、園芸や陶芸など自然と交流する創造的な教育が極めて重要な局面があるはずである。

園芸において植物の生命を慈しみ、育てる中から人間性を回復する効果があることはイギリスの実

際の経験からも裏付けられている。この実践は２０００年にグリーンフィンガーという劇映画にもな
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ｊ 受刑者が適切な教育を受けることができるよう、必要な財源、装置、教育スタッフが利用可能

でなければならない 」。

２ イギリスにおける受刑者に対する「意義のある活動 （ ）と判決管理・計画」 purposeful activity
（ ）sentence management and plannning
１）判決計画の背景

ウルフレポートを受けた改正で、導入された。必要（ ）を重視し、矯正と保護を統合した計needs
画であるが、１９９４、９５年の見直しによって再犯リスクの評価が主要な問題とされた。

２）判決計画と「意義のある活動」

判決計画の目的は再犯その他のリスクの評価とされ、判決計画の優先事項は、より安全な釈放を

準備し、犯罪者の時間を最善のやり方で使用することとされている。この中身が意義のある活動で

ある。

３）判決計画の中核をなす意義のある活動イギリスでは刑務所における職業訓練、教育、犯罪的行動

（ ）に対するプログラムなどを総合した「有益な活動」という概念が受Offending Behaviour Program
刑者に対する処遇のもっとも基礎となる概念として提唱されるようになっている。ここでは犯罪を

減少させることに役立つ活動を「有益な活動」として位置づけているのである。

重要な業務指標として、被収容者が有益な活動に費やす時間を少なくとも週２４時間以上とする

ことが各機関に指示されている。実際には２２時間程度で未達成であるが。



工場に出役して、工場で十分身体を使っている者は広い運動場で、ソフトボールを楽しむことが*28
できるのに、一日の大半を独房で過ごす独居拘禁者に鶏小屋のような狭い運動場で週に２、３回しか

戸外運動の機会を与えないのは、全く不合理な処遇であり、独居拘禁者に対して、より多くの時間の

運動時間を保障することが国連最低基準規則からも要請されている。

ニュージーランドのように伝統的なマオリの司法から学んでこれを現代に生かそうとするもの、*29
アメリカのアミティが取り組んでいるように、セラピーによって家族内の葛藤の解決を通じて、暴力

と疎外を克服していくもの等が代表的である。

既に、国連でリストラティブジャスティスの導入のためのガイドラインが制定されており、我が*30
国でも両当事者の同意、適切な媒介者の選定、周到な準備といった条件を満たしながら、パイロット

的な企画を試みてみてはどうだろうか。

犯罪白書（平成１４年版）によると、刑期の８０％以上の執行を終えて仮釈放が許された者が約*31
６割（５８．７％）であり、７０％以上を含めれば、実に９割以上（９１．４％）にも及んでいる。

非累犯者でさえ、９割（８７．５％）が７０％以上の刑の執行を終えていないと仮釈放が認められな

い制度となっている。また、無期刑の受刑者については、仮出獄は、原則として２０年を超えないと

認められない傾向が顕著になっている。

仮釈放の許可基準として、 悔悟の情が認められること、 更生意欲が認められること、 再犯*32 (i) (ii) (iii)
のおそれがないと認められること、 社会感情が仮釈放を是認すると認められること、の４つがある(iv)
が、いずれも客観的なものではなく、解釈の余地を広範に残すものであるから、日常的に接している

刑事施設の担当者の意見が、一層重視されることになる。

参考：日弁連の刑事処遇法案第８５条では、善時日数は１月につき５日とし、１年を超えて善行*33
を続けた場合は１年につき１日をもともとの善時日数である５日に加えて６日とし、善時日数が１月

につき１０日になるまで、この逓増が毎年継続するとしている。無期刑の受刑者については刑期を２

０年とみなし、１月を３０日とみなして計算している。

国連被拘禁者最低基準規則第７０条は「受刑者の善行を奨励し、責任感を向上させ、処遇に際し*34
て関心と協力とを確保するため、各施設で、受刑者の各グループ及び処遇の各方法に適した優遇制度

が設けられなければならない 」と規定しており、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージー。

ランド、カナダ等の英米法系諸国のほか、ヨーロッパでも、ベルギー、ギリシャ、スペイン等で善時

制仮釈放制度が採用されている。

ドイツ、イタリア、スイス等で は、終身刑の場合のパロール期間を５年としているし、フラン*35
スでは５～１０年の幅をもったパロールを実施するとともに、１９８６年以来、パロールに先だって

１～３年間、半自由施設で過ごせる工夫もしている。

刑事立法研究会の２００２年改訂版の刑事拘禁法要綱案第１２８の註参照*36
、*37諸外国では、徐々に、仮釈放は恩恵ではなく、受刑者の権利だとする考え方が台頭してきており

イギリス、イタリア、オランダ等では現実にも権利としての仮釈放が実践されている。なお、刑事法

学者がまとめた刑事立法研究会の刑事拘禁法要綱案は受刑者からの仮釈放申請を認めている（前掲２

００２年改訂版刑事拘禁法要綱案第１３０参照 。）

平成１３年９月２５日付内閣の答弁書（内閣参質１５１号第３３号）によれば 「各種規律違反行*38 、

為にどの懲罰を適用するかについての選択基準 、作業賞与金計算高の減削について、減削すべき金額」

の決定の統一的な基準 「軽屏禁罰について，執行期間決定に当たっての基準」についての質問に対」、

して 「行刑施設の長が規律違反者に対しいかなる種類内容の懲罰を科するかを決定するに当たっての、

基準は，存在しない」と回答している。これでは、裁量権の適正な運用を担保する手段は、事後的な
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って、世界に紹介された。

この映画のパンフレットに杉井明美さんというＮＨＫの趣味の園芸にも出ておられる園芸家の方が

「ガーデナーは日常の幸せを見つける名人」というタイトルの一文を寄せられている。その中に次の

ようなくだりがある。

「人を信じることさえできない囚人たちが、最初は植物なんて信じられるわけはなかったのでしょ

う。自分の撒いた種が、芽を出して花を咲かせるなんてね。それが最初に自分で植えた植物が花を咲

かせたことはすごい感動だったと思います。それで心が動いて植物に対する愛情・信頼が生まれ、い

ままであきらめていたことや投げていたことに対しても気持ちが変わり、人間に対する信頼や愛情も

生まれていったのでしょう。実際にあったことが下敷きになっている映画ですし、大きな心の問題を

抱えている登場人物の心が浄化されていくのはこの映画の素敵なところです 」。



国際準則*39
◎被拘禁者保護原則３０

２ 抑留または拘禁された者は、懲罰が執行される前に聴聞を受ける権利を有する。懲罰を受けた

者は、上級機関に審査のための申立をする権利を有するものとする。

監獄法６０条１項１１号、同２項*40
同３項*41
内閣参質１５１号第３３号*42
国際準則*43
◎最低基準規則３１

体罰、暗室拘禁および全ての残虐な、非人道的または品位を傷つける取り扱い又は懲罰は、規律違

反に対する懲罰としては、絶対に禁止されなければならない。

規程６条*44
運用通達４、各達示*45
規程９条、運用通達１１*46
規程５条*47
懲罰事犯ニ付キ取調中ノ者ハ之ヲ独居拘禁ニ付シ又ハ夜間独居監房ニ拘禁ス可シ*48
国際準則*49
◎被拘禁者保護原則３０

２ 抑留または拘禁された者は、懲罰が執行される前に聴聞を受ける権利を有する。懲罰を受けた

者は、上級機関に審査のための申立をする権利を有するものとする。

諸外国の実例*50
①イギリスの場合

１９８３年のオルバニー刑務所暴動の後、懲罰手続に弁護士の関与が可能になり、法律扶助の適

用もされている。また、プリズン・オンブズマンが９４年１０月から実施。但し、全国で一人。是

正権限を持つ（ イギリス刑事司法・監獄調査報告書」１５、６１頁。東京三会合同代用監獄調査「

委員会 。）

②オランダの場合

行刑法が詳細な懲罰に関する規定を設けており、懲罰には以下の種別がある。

最長２週間の屏禁（独居処遇）－刑務作業・レクリエーション活動への参加停止。１日１時間a.
の戸外運動、郵便物の収受、面会は可能。

最長４週間の面会禁止－違反行為が面会に関する場合b.
最長２週間の居室内謹慎－刑務作業・レクリエーション活動への参加停止。テ レビの撤去。c.
帰休不許可、取消、制限－帰休から戻る際の遅刻、飲酒等d.
刑務作業２週間分の制裁金e.
なお、以上の懲罰とは別に 「保安措置」と呼ばれる制度がある。これは、秩序と安全が問題、

になる場合に最長２週間（２週間延長可）の独居拘禁や諸活動への参加停止が下されるという

ものである。

すべての刑務所には、刑務所監督委員会があり、不服申立ができる（ 行刑におけるオランダ「

モデル」１１頁、４０頁。東京三会拘禁施設調査委員会）

③フランスの場合

重大性に応じて３つの段階に分類されている（ フラ懲罰の要件は、詳しく法定されており、 「

ンス刑事施設における規律問題と反則規定について」法学新報１０８巻３号 。）

懲罰の手続では、近時の改革で弁護士の立ち会いが認められた（ フランス刑事施設におけるa. 「

懲罰手続の現在」高岡法学１３巻１・２合併号 。）

懲罰の内容では、我が国の軽屏禁に似た「規律房収容」があるが、両者は本質的に異なり、b.
「規律房収容」は、受刑者の市民的な権利の剥奪として構成されており、房内での姿勢の強

要のような「謹慎」措置はその内容となっていない（ フランス刑事施設における懲罰の内容「

とその執行方法の検討」矯正講座２３巻 。）

１９９９年５月の拷問禁止委員会の審査にてルクセンブルグの独居拘禁の最長期間が６ヶ月また*51
は再犯者の場合は１２ヶ月にも及ぶことが批判された。これを受けて同国の司法大臣は作業委員会を
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司法救済しか存在しないこととなる。



研修教材行刑法、法務省矯正研修所編*52
特に、厳正独居者を２年間に亘って実際に追試した結果として 「いわゆる神経症的収縮を示して*53 、

いる。全体像としてはしだいに分裂病者の示す像に近い反応を示しているようである。そしてわれわ

、れはこの２年間という間隔にもかかわらず、その全体像が、特にそれほどの変化を示していないのは

彼等がこの期間、あたかも冬眠に似た状態で、時間をすごしたものと想像している」 矯正医学第１１(
巻、昭和３７・１２特別号 との報告はきわめてショッキングなものである。)
弁護士会が最近訪問したオランダでは、全国に２４人定員の重警備刑務所が設置されているが、*54

独居拘禁になっていない。重警備の区画は単位が５房になっている。この区画に４人を収容する。一

つ余裕があるのは、房内の検査の際などに使うためである。中に入るのにいくつもの扉を通過して、

時間がかかる。被拘禁者は４人のグループ内は相互に交流することができる。家族面会も仕切りを通

して行うのが原則であるが、月に一度は仕切のないところで認めている。弁護人接見も仕切りを通し

てとなる。たまにこの区画から外に出ることもあるが、その際は収容者１人について３人のスタッフ

。がつく。完全に孤独（孤立）の処遇ではなく、スポーツや作業、図書館で他の収容者と交流ができる

普通の被拘禁者についてはプログラムの時間はあらかじめ決まっている。しかしここの被拘禁者につ

いてはプログラムの時間を本人に教えない。逃走などの事故を防ぐためである。週７８時間の活動を

法律が定めている。週２０時間の作業、スポ－ツの時間、面会の時間、礼拝の時間、１日１時間の屋

外散歩など、内容は普通の収容者もここの収容者も同じにしなければならない。スポーツのためのジ

ムなども設備されている。スポ－ツはインストラクタ－はガラスの壁を隔てて指導する。医師等の診

療の間にも必ずガラスの壁を通じてか看守が立会うこととなる。礼拝や学習の時も同様である。面会

内容もテ－プ録音する。しかし 弁護士、ソ－シャルワ－カ－については法の規則により録音できな

い。週２時間の屋内スポ－ツの時間がある。しかし、収容者は居房にいることを好むようだ。特に問

題なければ、面会は１か月に１回ガラスの壁も立会もなしで行なわれる。そこには、ベッドとシャワ

－もあるし、イスや机もある。ドラッグの問題があると、このような面会は許されない。このような

面会の後は尿検査する取り扱いとなっている（東京三弁護士会拘禁施設調査委員会「行刑におけるオ

ランダモデル」３２－３３ページ 。）

、イギリスにおいても、テロ犯罪などの受刑者用の重警備刑務所があるが、独房には収容しておらず

４人のユニットの中で社会生活が営める工夫がなされており、教育なども実施されている。

１９９８年１１月の日本政府報告書審査における最終見解はその２７項において 「委員会は、*55 、

規約２条３項（ａ 、同７条、及び同１０条の適用について深刻な問題が生じている日本の刑務所制度）

の諸側面に関し、深い懸念を抱いている 」として、６項の具体的な問題点を取り上げているが、その。

ｂ項では「厳正独居の頻繁な使用を含む苛酷な懲罰手段の使用」が指摘されている。

ヨーロッパ拷問防止委員会は各年度の年次報告書にまとめてきた、拘禁に関する「実質的な」部分

をまとめて、１９９９年に出版した。この報告書中の、独房拘禁に関する見解を示すパラグラフを以

下に引用する。

「ＣＰＴは、その理由を問わず（懲罰目的 「危険行動 「問題行動 、刑事捜査の利益のため、本人、 」 」

の要請によるなど 、独房に類似した状況にある刑事被拘禁者に特別の注意を払っている。）

本人に非常に有害な結果に至るステップである独房型の拘禁は、その必要性と実施の間の衡量の原

則が必要である。独房拘禁は、場合によっては非人道的または品位を傷つける取り扱いとなる。いず

れの場合においても、あらゆる形態の独房拘禁はできるかぎり短期間としなければならない。

かかる方法が本人の意思に反して実施され、あるいは本人の要請により実施された場合の基本的な

安全保護は本人または本人に代わって監獄職員が医師の診察を要請したときは遅滞なく医師による刑

事被拘禁者の診察を受けられるようにしておくことである。刑事被拘禁者の身体的、精神的状況も含

め、必要がある場合には、独房拘禁において予見可能な結果を記述して管轄当局に提出しなければな

らない 」。

ここでも、独房拘禁が被拘禁者にとって有害であること、必要性とのバランスが必要であること、

できる限り短期間としなければならないこと、遅滞なく医師の診察を受けられること、などが要請さ

れており、懲罰による短期の独居を除いて、認めない方向が明らかになっている。

平成１５年８月１４日付朝日新聞*56
たとえば、服装は、原則として国から支給・貸与されるものとしつつ、被収容者が希望する場合*57
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設け「独居拘禁の最長期間を３ないし４ヶ月」とすべく検討中であると回答したが、なお懸念を表明

されている。



幅広い自弁を検討していいものとして、複製画、私物ポスター、カレンダー、花、花瓶、小鳥、*58
金魚、婚約者や恋人の写真、ラジオ（暴力団抗争がすぐに伝わるという弊害があるという説明がある

が、そのような情報は、ラジオがなくとも、同じような速度で伝わるのではないか 、ラジカセ、ウ。）

ォークマン（及び音楽テープ、ＣＤ 、ゲームボーイ、絵具等の絵を描く道具等があげられる。）

第１１回受刑者処遇に関する日弁連と法務省矯正局との勉強会ＷＧにおける富山調査官説明（議*59
事録未成）

府中刑務所の遵守事項を例に問題点を指摘する。*60
①「許可なく指定された場所又は席を離れてはならない （２項）」

勝手な行動を許さないことは、刑務所における集団生活上必要なルールであるが、規定の仕方が

広汎にすぎ、本項は工場内での無断離席の他、居房内での着座位置の指定の根拠となり、これは職

員による動静視察の便宜をあまりに重視しすぎた不必要な制約である。

②「使用を制限されている物品を本来の目的とは異なる用途に用い、又は定められた用法に反して

用いてはならない。所持又は使用を許されていない物品を所持し、使用し、又はこれの入手を企図

してはならない （１６項）。」

目的外使用であっても、それが施設の安全を害するような危険なもの、集団の秩序を著しく害す

るものでない限り、日常生活の中での工夫として認められるべきである。まして、懲罰を科するべ

きではない。

③「入墨をし、又は髪、眉毛等を特異な形に整えてはいけない （２６項）」

髪型等の自由の制限は、集団生活上必ずしも必要な制限とは言えない。他の受刑者に威圧感を与

えるようなものに限定すべきである。懲罰の対象とすべきかも疑問である。

④「安全管理上定められたこと又は作業上指導されたことに違反して作業してはならない （２９」

項）

「指導されたこと」では抽象的にすぎ、作業中の細かく非必要な動作要領も含まれてしまう。最

低限「作業を安全適切に行うため必要な指導に従うこと」等とすべきであるが、法令・規則に基づ

く職員の一般的な原則に含まれると考えれば不要である。かつ、この違反のみを持って懲罰の対象

とされるべきではない。

、⑤「交談を禁じられている場所又は時においては、正当な理由なく話をしてはならない（注により

職員が規律維持又は教化目的達成に必要があると認めて交談禁止を指示した場合も含まれる （３）」

３項）

交談を禁じるときと場所が多すぎる。人とのコミュニケーションは自然なものであり、安全を害

する場合や特に制限の必要があるでなければ、原則として自由であるべきである。

⑥「残飯、ゴミなどは所定の場所以外の場所に投棄してはならない （３４項）」

共同生活上のルールであるが、むしろ社会常識の範囲に属する。小鳥に餌をやる行為をも禁止す

るもので、遵守事項からははずすべき。

⑦「許可なく定められた方法以外の方法で衣類を洗濯し、又は体を洗ってはならない （３５項）」

節水につとめ、又は水飲み場で洗濯したり体を洗わないように指導すれば足り、不必要である。

まして懲罰を科するようなことではない。

⑧「出願は定められた方法で行い、定められた方法以外の方法でこれを繰り返し、又は定められた

方法であっても強要にわたってはならない （３８項）」

出願を何度も繰り返すと「強要」とされ、懲罰を科される事例が現実にある 「訴訟狂」的な受刑。

者がいるであろうことは理解できるが、これを禁じ、さらには懲罰を科するべきではない。

⑨「職員の職務上の指示、命令に対し抗弁、無視などの方法により職員の職務を妨害してはならな

い （３９項）。」

受刑者のあらゆる反応が「抗弁」と評価される余地がある。単に「職員の法令に基づく指示には

従うこと」と規定すれば足りる。

⑩「法令、所内規則及び所内規則の心得に基づく職員の指示、命令に背いてはならない （４１項）」

所内規則はさらに広汎で生活指導的な内容も含む。このようなまったくの白紙委任であるルール

により受刑者の行動が規制され、懲罰の根拠となるというのは、きわめて問題である。
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には自弁を認めてもいいのではないだろうか。その場合、たとえば著しく不体裁のものは不許可にす

るとか、一定の範囲内から選択できるというような方式にすれば、問題は少ないのではないはずであ

る。
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国際準則からいえば、最低基準規則２７は、規則秩序の維持は、身柄の拘束及び秩序ある共同生*61
活のための最低限の規制であることを要求している。しかし、現状の所内規則は、必要最小限のもの

とは言い難い。また、最低基準規則２９は、規律違反となる行為とそれに対する制裁は、法律又は規

則によって定められるべきであるとしている。しかし、現状は、法や規則ではなく施設長により定め

られる遵守事項違反がそのまま懲罰対象行為となっている。

監獄法５９条：在監者規律に違いたるときは懲罰に処す*62
刑事処遇法案５９条では、施設長は、①逃走その他刑事施設の安産を害する行為、②自傷行為、*63

③怠業行為、④器物損壊行為、⑤喧嘩等、⑥禁止物の製作、所持等、⑦動作時限不遵守について遵守

事項を定めることができるとされ、懲罰については、同１７５条で別途定めている（①刑罰法令違反

行為、②禁止物の所持、③刑事施設内の平穏を乱す行為、④怠業、⑤職員の職務執行の妨害）

たとえば、府中刑務所遵守事項２９「安全管理上定められたこと又は作業上指導されたことに違*64
反して作業してはならない」


