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第１ 市民参加による透明性の確保と不服申立制度の整備

１ 刑事施設視察委員会（仮称）の新設

（１）改革の理念は「市民参加と情報公開」

２００２年に、名古屋刑務所における受刑者に対する人権侵害事件が起こり、２

名の死者と１名の重傷者に関して、複数の刑務官が特別公務員暴行陵虐致死傷事件

で起訴され、現在、他にも同種の事件が多数の刑務所・拘置所に及んでいることが

明らかになっている。

法務省は、この事件を契機に、有識者からなる「行刑改革会議」を設置し、一切

の聖域をもうけないという立場で、抜本的な行刑改革のための提言づくりが開始さ

れている。

日本の刑務所などの被刑事施設における人権侵害は、その閉鎖性と密室性が大き

、 、「 」 、な要因であり それを打破して 社会に開かれた刑務所 に変えていかなければ

抜本的な改革は不可能である。

人権保障と国民主権を実現する２１世紀にふさわしい改革の理念をうちだし、そ

の理念に基づく改革を行わなければならない。その改革の理念は 「市民参加」と、

「情報公開」である。

（２）諸外国の実践

「市民参加による社会に開かれた刑務所」という行刑の社会化は、国際水準が求

めている方向でもある。

イギリスでは、市民参加の「訪問者委員会 （ 、２００３年４」 Boards of Visitors
月より と改称）が刑務所ごとにつくられて日常的なIndependent Monitoring Boards

。 、 、訪問活動がされている この組織のメンバーは 各刑務所の近くに住む市民であり

日常的な刑務所の運営に関して意見を述べたり、受刑者の苦情の処理などに当たっ

ている。

不服申立てについては 「プリズン・オンブズマン」が審査する。プリズン・オ、

ンブズマン事務所は人権擁護のための専門的スタッフを備えており、不服内容を審

査し、刑務所に具体的な改善措置を勧告することができ、多くの場合、この勧告は

尊重されている。

他に、長い歴史を持つ「刑務所監察官」による刑事施設の査察が行われており、

定期的または臨時の査察によって、刑務所の運営を評価する。査察官には著名な裁

判官などが任命されている。このように、市民の参加のための組織と専門家による

査察の２つの機能が別々の組織となって機能しているのである。

ドイツでは、行刑法１６２条以下に根拠を持つ「施設審議会」と呼ばれる市民か

ら構成される委員会が、各刑事施設ごとに設置され、刑事施設の視察や受刑者と監

視を受けないで面談などを行うことができ、施設の運営や個別のケースについても

改善の勧告を行っている。これに対して、行刑法１０９条以下には裁判所の決定を

請求する訴えの制度があり、この中には取消訴訟や違法確認訴訟だけでなく、義務

。 、 、づけ訴訟や不作為義務確認訴訟なども可能である このように ドイツにおいても

市民参加の組織と外部査察機関とは分けられている。

オランダでは、すべての刑務所に市民と裁判官、弁護士、医師、公務員の専門家

委員の合計１０～１２名で構成される「刑務所監督委員会」が設置され、それぞれ

役割分担をしながら、受刑者との相談や問題解決の調停を担当している。正式の処
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分に対する法的な不服申立ての審査のための組織は 刑務所監督委員会 の中に 特「 」 「

別不服委員会」が組織され、その委員長はしばしば裁判官が勤めている。オランダ

では、市民参加組織と不服申立ての処理の機関は同じ機関の中に入れ子状になって

いるが、機能としては分離されている。

（３）国際水準の求める市民参加と外部査察

国連被拘禁者保護原則２９項では 「１ 関係法令の厳密な遵守を監督するため、

に、施設は、定期的に、抑留施設または刑事施設の運営に直接責任を有する機関と

は区別された権限を有する機関により任命され、その機関に責任を負う、資格と経

験を有する者により訪問されるものとする 「２ 抑留された者もしくは拘禁され。」

た者は、１項にしたがって、抑留もしくは拘禁の施設を訪問する者と自由かつ完全

に秘密を保障された状態で、コミュニケートする権利を有する。ただし、施設の安

全と規律を保持するための合理的条件に従うものとする 」と定められている。。

また、ヨーロッパ刑事施設規則５項（ヨーロッパ評議会）でも「被拘禁者の個人

的な権利の保障、特に拘禁措置の合法性は国内法規に準拠して司法当局または被拘

禁者を訪問する権限を合法的に与えられ、かつ中央行刑局に所属しない合法的に組

織された機関による監督によって確保されなくてはならない 」と定めている。。

１９８４年に拷問等禁止条約が採択され、１９９９年に日本政府はこれを批准し

ているが、２００２年１２月に開催された国連総会では、拷問等禁止条約の選択議

定書が採択され、あらゆる刑事施設を定期的および臨時に訪問し改善の勧告などを

行う小委員会を国連の下に設置することを求め、同時に、各国の国内にも同様の査

察機能を持った機関を設けることを定めている。この選択議定書は、わが国の刑事

施設に広範に見られる閉鎖性と人権侵害の救済が困難である状況を改善するうえで

極めて重要な制度的な提案を含んでいる。

（４）市民委員と専門家委員の混成による視察委員会の設置を求める

このように、密室となり人権侵害が起こりやすい刑事施設を社会に開かれたもの

とすることで、人権侵害を抑止し、刑事施設に対する社会の関心を高めることが、

いろいろな工夫をしながら各国で実施されている。

今回の名古屋刑務所事件に端を発した刑務所、拘置所における不審死亡事案など

を検討すると、外部からの目が全くないところの密室性、閉鎖性がその大きな原因

であることがわかる。

今回の行刑改革会議における改革論議においては、小手先の改革に終わるのでは

なく、密室性と閉鎖性を打破し、市民参加による社会に開かれた刑務所を実現する

ことが不可欠である。

その仕組みとして、オランダ型の市民委員と専門家委員の共同による第三者委員

会として、刑事施設（刑務所、拘置所）ごとに「刑事施設視察委員会 （仮称）を」

設置する。

刑事施設視察委員会には、市民が委員として参加するものとし、専門家委員と共

同して役割を果たすこととする。

刑事施設視察委員会には、諸外国の同様の委員会に認められている施設へ立ち入

る権限、職員の監視なく被収容者と面談する権限、書類を閲覧する権限を有し、処

遇や刑務所運営についての意見や勧告を行う権限を有するものとする。

また、刑事施設視察委員会への容易なアクセス手段として、刑事施設内にメール

ボックスを設置し、被収容者はこれに手紙を投函することができることとし、この
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メールボックスは刑事施設視察委員会のみが開けることができることとする。

２ 刑事施設審査会（仮称）の新設

（１）市民参加のための組織と外部査察の機関は分離すべき

市民参加のための組織と外部査察の機関は、その目的も微妙に異なるし、その機

能も異なる。刑事施設における人権侵害の訴えや処遇に関する処分に対する不服申

、 、立てについては 行政不服審査などの部内の手続を充実させることも必要であるが

裁判官や弁護士、人権擁護の専門的知識を有する者、医師など専門的な知識経験を

持った者が、刑務所当局から独立して判断する機関の設立が必要である。

先に見た、イギリス、ドイツ、オランダなどの諸国においても、これらの機能は

分離されていた。

（２）刑事施設審査会は法務省外に設置する必要がある

刑事施設における人権権侵害の訴えや処遇に関する処分に対する不服申立てにつ

いて、現在国会で審議中の人権擁護法案により法務省の外局に設置される人権委員

会に担わせるという意見がある。しかし、この法案では、人権委員会は、法務省の

外局として、法務大臣の所轄の下に置かれるもので、その機関が、同じく法務省の

管轄下にある刑事施設における人権侵害や不服申立てを審査するというのでは、部

内の不服申立てとほとんど異ならない。

（３）査察機能の独立性を求めるパリ原則と拷問等禁止条約選択議定書

１９９３年に国連総会で採択された「国内人権機関の地位に関するパリ原則」に

よると、国内人権機関とは、①人権保障のために機能する既存の国家機関とは別個

の公的機関で、②憲法又は法律に設置根拠を有し、③人権保障に関する法定された

独自の権限を持ち、④如何なる外部勢力からも干渉されない独立性を有する機関で

あるとされている。そして、独立性のメルクマールとして人事と財源の独立性が指

摘されている。

前述のように、拷問等禁止条約選択議定書に基づいて国内査察機関を作ることが

義務づけられている。この選択議定書の１８条は 「締約国は国内防止メカニズム、

。」「 、の機能的独立性及び人員の独立性を保障する 国内防止メカニズムを設置する際

、 （ ）締約国は 人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則 パリ原則

を十分考慮に入れる 」とされている。。

このように、査察機能を持った機関が既存の国家機関とは別個、独立であり、機

能的に独立していることが、国際人権法上、厳しく求められているのである。

（４）結論

そこで、刑事施設における人権侵害の調査や不服申立ての審査を担う外部機関で

ある「刑事施設審査会」を、弁護士、医師、ソーシャルワーカー、人権団体などの

専門性を有する委員により構成し、法務省の所轄外におくことが必要である。そし

て、この機関には、さきの拷問等禁止条約選択議定書が求める査察の機能もあわせ

てもたせることができる。

刑事施設審査会は、刑事施設内における人権侵害の訴えや処遇に関する処分に対

する受刑者の不服申立てについて実情を調査し、人権侵害の有無及び処分の適否に

ついて審査することとする。
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また、刑事施設審査会は、定期的又は臨時的に刑事施設を訪問し、施設へ立ち入

る権限、職員の監視なく被収容者と面談する権限、書類を閲覧する権限を有してお

り、いつでも刑事施設を査察することができるものとすべきである。

３ 従来の不服申立制度の改善

刑務所長面接、法務大臣への情願制度については、これまで、実際には刑務所長や

法務大臣自身が不服申立ての処理にあたっていなかったことが多いことが今回の名古

屋刑務所事件を契機にあらためて明らかになった。特に刑務所長面接については、不

服を申し立てられた職員自身が、不服申立ての処理にあたるなどという極端なケース

すら報告されているところである。だからこそ、根本的には、既に上記において提言

したように、法務省所轄外に不服申立ての審査機関（刑事施設審査会〔仮称 ）を設〕

置すべきなのであるが、この審査機関への不服申立制度と並立して、簡易な申立て・

、 。 、審査制度として 従来の不服申立制度を維持・改善することに反対はしない しかし

その限界について強く認識することが必要である。また、例えば、名古屋刑務所事件

を受けて、情願については、現在は法務大臣自身が目を通すようにしているとのこと

であるが、今後も、組織上部に不服申立ての情報が届くようにし、かつ上部自身が実

際の処理をするようにすることが必要である。なお、その際 「情願」という名称自、

体が時代錯誤的であるから、改称を検討すべきであろう。

巡閲、巡視も不服申立てや処遇改善に関連する制度であるが、従来、効果的に機能

していたとは到底、評価できない。したがって、やはり上記に提言したとおり「刑事

施設視察委員会(仮称 」における視察こそが重要である。巡閲、巡視制度の維持・改）

善についても反対はしないが、その限界について認識することが必要である。

第２ 市民・地域社会との交流強化と情報公開

１ 運営への市民参加

行刑運営への市民参加としても、刑事施設視察委員会(仮称）による訪問活動を位

置付けることができる。この委員会には、刑事施設の被収容者からのアクセスも確保

されるべきであり、同委員会のみが開けることができるメールボックスを設置し、被

収容者はこのメールボックスに手紙を投函できるようにするべきである。

また、被収容者と市民の間の文化、スポーツなどを通じた交流を強化することで、

市民と被収容者との垣根を低くすることができる。フランスにおける行刑理念は、受

、 、 （ ）刑者についても 市民としての権利を尊重し 塀の中にも市民のサークル Association
などの組織が及ぶような仕組みとなっている。

刑事施設視察委員会などの市民による関与に限らず、広く市民や地域社会と刑務所

内の被収容者との交流が行われるような仕組みも工夫される必要がある。

２ 地域社会との交流の強化

地域社会との交流の強化の具体的論点は、以下のとおりである。

（１）現状

現状、一部の刑務所では、盆踊り大会に地元の民間の人を多数入れる等の地域と
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の交流を行っているところもあるが、民間との交流をまったく行っていない刑務所

の方が多いのではないかと推測される。

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１５００名で、実施回数は約１万５０００回である（法務省資料によ

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。

（２）問題点

現状の、刑務所と地域社会、民間との接点はあまりに少なすぎる。

やがて社会復帰する受刑者に対しては、一般社会に適応して生活して行かれるよ

うな矯正教育がなされるべきである。動作時限や規律に強制された刑務所は、一般

社会とはまったく異なった社会であり、人間関係も狭い。そのような「特殊社会」

でのトレーニングは 「畳の上の水練」でしかない。受刑者には、可能な限り一般、

社会と接触させることが、その社会性の維持・涵養に資するのである。

、 、 、 、また 現在の刑務所は 秘密主義が強く 一般には刑務所がどのようなところか

ほとんど知られていない。民間人を幅広く処遇に関与させることにより、国民一般

の矯正についての理解は深まり、受刑者や出所者の更生へ向けた努力に対する援助

も期待できる。

（３）改善の方向

抜本的には、外部通勤を認める等の施策が考えられるべきであるが、現状でも次

のような形での地域社会との交流が考えられる。

ア 地域から刑務所に向けての交流

( ) 地域の公益団体（ロータリークラブや町内会等）に、可能な限り刑務所の行a
事や矯正教育等の改善に協力してもらう。

( ) 運動会、盆踊りといった行事に、地域社会の協力を求め、参加してもらう。b
民間人と受刑者がふれあえれば理想的だが、場所を仕切ったとしたも、受刑者

にとって大量の民間人に接することの意味、民間人にとって 「本物の刑務所、

に入って本物の受刑者を見た」ことの意味は大きい。

( ) 幅広い範囲のグループの見学を受け入れる（見学場所に配慮すれば、高校生c
くらいの見学は問題ない 。。）

( ) 現在の篤志面接委員と教誨師を拡大させ、より広い分野からの民間のボランd
ティアを受け入れる。

、 。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（例えば、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 ）。

( ) 地域の図書館等の公共施設を、受刑者においてもアクセスできるように連携e
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を広げる。優良な受刑者は、直接図書館を訪問させてもいいし、図書館から地

域循環の貸し出すバスを刑務所にも運行させるとか、レファレンスへの電子ア

クセスによって本の借出しを認める等、方法は様々である。

イ 刑務所から地域への働きかけ

( ) 受刑者を、刑務所外の公共的奉仕活動（道路掃除、草むしりから始まって、a
老人・身体障害者の介護等まで受刑者側、社会側の事情に応じて様々な可能性

がある ）に従事させる。例えば、河原の缶拾いをして、きれいになった河原。

を見て満足感を得て、さらに近隣住民に感謝される、というだけで、受刑者に

、 。対する教育効果 地域に対する感銘力は相当なものがあるのではないだろうか

現在の社会では、介護事業のように、人手が多数必要であってなかなか採算

にのりにくい事業や、リサイクル事業のように初めから採算を度外視しなけれ

ばならない事業について、どのように運営しなければならないかが社会的課題

となっている（リサイクル事業などは、ほとんど補助金という名前の税金でま

かなわれている 。このような、不採算部門こそ、刑務所労働力を投入するこ。）

とが考慮されるべきであり、これにより、①社会性のある不採算事業が軌道に

のり、②刑務所は一定の作業を確保でき、③受刑者は、社会貢献の自覚ができ

るという、一石三鳥の効果が期待できる。

( ) 刑務所施設（例えば、図書館や、あいている時間の運動場）を、民間に開放b
する。

３ 情報公開

行刑運営への市民参加を実現し、刑務所への市民の関心を高めるには、情報公開は

不可欠で、刑事施設の処遇や運営に関する事項の情報公開が積極的に行われるべきで

ある。

、 、 、 、 、とりわけ 従来 取扱注意として 開示されていなかった処遇に関する規則 通達

達示などの法規は、情報公開請求による開示を待つまでもなく、公表されるべきもの

である。

また、日本の刑務所では過去１０年間に全国の刑務所、拘置所で１５９２名の被収

、 、 、 。容者が死亡しており そのうち 十数名は その死因に不審な点が残ったままである

イギリスでは、刑務所内での受刑者死亡事案については、検視官により公開の陪審法

廷で死因を特定することとされている。

わが国においても、刑事施設内において死亡したり、重大な傷害を負った事案が発

生したときは、その事実と原因を公表することは不可欠である。

情報公開の具体的課題は、以下のとおりである。

（１）通達類

現在 「実務六法矯正編」が作成されているが、一般には入手できないものとさ、

れている。これを改善し、例えば、政府刊行物センター等において一般人も購入で

きるようにする。また、インターネット上でも公開すべきである。現に、警察庁の

ホームページでは一部の通達が公開されている。

（２ 「所内生活の心得 （ 所内生活のしおり 「遵守事項」） 」「 」）、

現在でも、情報公開法の手続を経ることによって入手することができる。このよ

うな手続を経なくとも国民が知ることができるよう、具体的な方策を検討すべきで
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ある。例えば、インターネット上の公開、刑務所での閲覧謄写の受付等である。ま

た、既に日弁連が提唱している「刑事施設視察委員会 （仮称）が実現した場合に」

は、これに寄託し、ここでも一般人の謄写閲覧を受け付けるものとすべきである。

（３ 「保安情報」）

法務省矯正局では 「保安情報」という冊子が作成され、部内にのみ配布されて、

いる。ここには、刑事施設におけるいわゆる「保安事故」の内容やこれに対する対

策等が掲載されているとのことである。事柄の性質上、同種事案の発生を助長する

ような方法での公表は避けられなければならないであろう。しかし、表現の内容等

を配慮する形で作成された冊子を外部に対しても公開すべきである。

（４）死亡・重大傷害事案

刑事施設内における死亡事案について、刑務所から独立した機関においてその原

因を確定、記録する制度を新設すべきである。その機関において、外部医師（法医

学者を含む）と法律家を検死官とする検死手続を行い、検死記録を作成すべきであ

る。その結果については、死亡者の遺族にその概要を報告することを義務づけると

共に、遺族が閲覧謄写できるようにする。また刑事施設視察委員会（仮称）からの

求めがあった場合、刑事施設審査会（仮称）への調査申立て、弁護士会への人権救

済申立てがあった場合には、これを公開する扱いとすべきである。

さらに、すべての死亡事案、重大傷害事案について、インターネットに公開する

こととし、マスコミに公表すべきである。

（５）死刑

日弁連は、２００２年１１月２２日に公表した「死刑制度問題に関する提言」の

中で、死刑制度の存廃につき国民的論議を尽くすべきであり、その前提として、死

刑制度に関する情報公開が不可欠であるとして、死刑に関するあらゆる情報をすみ

やかに国民に提供するよう提言している。

「国民に開かれた行刑」の実現を期すべき今回の行刑改革の理念に照らしても、

以下のような方法が提供、公表されるべきである。すなわち、まず、現行の死刑制

度が適正な手続をもって行われているか否かを判断するため、執行決定の理由とそ

の資料、死刑確定者の最終意思、健康状態、執行状況等についての情報が、執行を

受けた者の代理人、遺族、弁護士会や研究者等の一定の範囲の者に対して提供され

ることが必要である。

また、現在の死刑執行方法が現在の科学・社会状況に照らして適切といえるのか

否かを判断するため、具体的な執行場所の構造・しくみ、執行方法、執行直前から

執行終了までの心身の状況等の情報が上記の者に対して提供されることが必要であ

る。

さらに、死刑制度自体の存続・廃止を検討するためには、各国における死刑制度

の動向、死刑制度存続・廃止の経緯や状況、被害者へのケアの内容などについての

情報も提供されなければならない。

これらの事実提供・公表について、提供・公表すべき事実の範囲や方法に関して

は、死刑執行を受けた者等のプライバシーの保護との調整等が必要であることは言

うまでもない。その詳細は、今後の検討に委ねられなければならないところもある

が、死刑制度に関わる一般的情報はインターネット等によって広く公開されるべき

であり、執行の事実については、インターネットで公表し、マスコミに公表すべき
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である。また、死刑執行を受けた者の代理人、遺族等一定の者に対しては、より具

体的な事実が開示・提供されるべきである。

第３ 外部交通の在り方

１ 外部交通の権利性

（１）外部交通の原則禁止から出発している現状

、 （ ） 、現行の面会 信書の発受 外部交通 は原則として家族とのあいだに限定され

認められる回数も少ない。このように外部交通を厳しく制限することによって、

従来の悪環境から離脱させることの助けとなることもありうるが、逆に従来の生

活環境からまったく離脱してしまうことで、帰るべきところがなくなってしまっ

ているなど、出所後に社会適応を困難にする原因となることも多い。

家族、友人などを含む、外部の人と交流することへの欲求はそもそも人の本性

に根ざすものであるといえるから、その制限にあたっては特に配慮が必要となる

、 、 。し 更生 改善の見地からも適切な外部交通を確保することは極めて重要である

国連被拘禁者処遇最低基準規則３７項は、被収容者が 「自己の家族及び信頼、

できる友人と通信及び面会」することを許さなければならない、としている。こ

れは、悪環境からの離脱の必要性を認めつつ、被収容者と外部との関係を維持す

ることの重要性を確認したものである。

現在の実務は、外部交通を禁止することから出発し、例外的に外部交通を許す

場合でも厳しい制限を設けて、例えば１面会につき１人の看守が立ちあったり、

すべての外国語文書を翻訳・検閲するなど、制限の維持に大きなコストをかけて

いる。逆にそのようなコストから逆算し、コストを維持できる限りでしか外部交

通を許さない。

（２）外部交通の権利性を認め、制限の緩和を

発想を転換させ、外部交通の権利性を認め、外部交通の制限を緩和するべきで

ある。基本的に外部交通についての監視の目的は、不正物品の授受のチェックに

限定すべきであり、例えば、面会については「監視するが、聴取しない」程度、

信書の授受についてもこれに準じる程度の検査をすれば足りるというべきであ

る。具体的には面会については１面会１立会方式を廃して一斉面会方式、信書の

発受についても全信書の検閲(翻訳）を廃して不正物品の封入をチェックするこ

とに限定する方式の採用を検討すべきである。

なお、現在の実務でも、例えば、いわゆる交通刑務所である市原刑務所では外

部交通についてかなり緩和した取扱いをしているにもかかわらず、深刻な問題は

発生していないことも参考となる。他の先進諸国でも概ね日本よりも緩和した取

扱いがなされているが、緩和自体を理由として大きな問題は発生していないはず

である。

２ 既決被収容者の外部交通

（１）面会

現行の面会の相手方は原則、家族に限定され、認められる回数も累進処遇によっ
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て定まるうえ、そもそも回数自体が少ない。面会の時間、回数についての取扱いも

硬直的で、面会者が遠方からきた場合でも、近隣の場合でも、規定上、面会時間は

一律である。

まず、例えば、被収容者の希望があれば振り替えを認めて、後日の面会回数を削

減するかわりに、遠方からの面会者との面会については時間を長くするなどの柔軟

な取扱いを認めるべきである。

家族に限らず 「信頼できる友人 、さらに一定の 職員との面会を認めるべ、 」 NGO
きである。原則と例外を入れかえる必要があり 「個別的処遇計画の実施に支障が、

」 （ ）、生ずることが明らか なような場合を除き 日弁連・刑事処遇法案１１９条参照

原則、面会を自由化すべきである。具体的には暴力団関係者が関係維持のために面

会を求めるような場合などが「支障が生ずることが明らか」な場合である。

このように面会を自由化することにつき、現行の制度運用で最大の壁になってい

るのが、面会にかける刑事施設側のコストの問題である。１面会に１職員を必ず張

りつける運用になっている結果、面会を自由化するには職員数が足りない、逆に、

職員数の許容する限りでのみ面会が許される、という運用が行われてきた。

面会にかける刑事施設側のコスト削減の見地から、職員の立会いは面会内容の聴

取は行わず、監視の目的に限定すべきであ。また、そもそも身体の拘束以外の自由

の制限は最小限度にとどめるべきであるという点からも、面会内容の聴取は積極的

に禁止されるべきである。刑事施設の安全を害する行為がないかを監視することは

。 、 。許容される 同様の見地から 遮蔽板のない部屋での面会をより拡大すべきである

面会中の監視に加え、面会後に身体検査をすることで不正な物の授受を規制するこ

とができる。

結局、問題は、面会において規制されるべき行為は何か、ということと、刑事施

設の安全を害する行為は物理的な援助行為はそうだが、口頭の援助行為はそうでな

い、といえるかどうか、ということである。面会において主として規制されるべき

行為は、刑事施設の安全を害する行為であり、また脱走用の道具を渡すような行為

は禁止されるべきであるが、口頭の援助行為だけでは通常、刑事施設の安全を害す

る行為とはいえないというべきである。

弁護士や国・地方公共団体の職員、外国の領事館等の職員との面会については、

刑事施設の安全を害する行為をする蓋然性がそもそも極めて小さい以上、監視を行

う必要はない。特に弁護士等、不服申立ての相談、調査に関与する者との面会につ

いては、その人権救済に関わる重要性、特殊性に鑑み、職員の立会いを禁止し、時

間制限を廃すべき必要性が特に大きい。日弁連は、人権救済にあたる弁護士の面会

立会い、承認との面会拒否について個別事件を支援するなど、全力で取り組んでき

た。このことは不服申立制度の実効性の確保に直結することに留意すべきである。

家族の面会の重要性にも特に配慮すべきである。諸外国には、夫婦の特別面会制

度がある国もある。

一斉面会方式をとる関係上も、あえて面会での外国語使用を禁止したり、通訳を

付する必要はない。現行法では、監獄法施行規則(法務省令）によって、面会には

外国語を原則使用できず、所長の許可があって初めて使用できる旨、規定されてい

るが、家族と母語を使用して面会することすら原則、禁止するというのは極めて問

題である。

（２）信書の発受

現行の信書の発受は発受先が原則、家族に限定され、認められる回数も累進処遇
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によって定まり、回数自体も少ない。このような厳しい制限も、基本的には検閲に

かかるコストから逆算して、それが許す限度でのみ信書の発受を許していることに

よる。思いきって発想を転換し、施設の安全を害する物や、法禁物が封入されてい

ないかどうかだけを検査する方式に転換すべきである。外部の者との信書の発受は

奨励されるべきものであるし、そもそも身体の拘束以外の自由の制限は最小限度に

。 、 。留めるべきものである これらの基本原則によると 検閲の廃止こそが自然である

さらに、信書の発受の相手方についても、同様の要請から制限を廃すことを検討す

べきである。

検閲の廃止によって、信書の記載内容が他の刑罰法規に触れるような場合、例え

、 、ば 脅迫や名誉毀損にあたる信書を被収容者が出すことも考えられることになるが

この場合はそもそも捜査当局の捜査に委ねられるべき事柄である。

、 。検閲を廃する以上 刑事施設側の信書の発受に関するコストはさほど大きくない

この点は、面会については、面会のために一定のスペースを確保し、監視要員であ

るとしても一定数の職員を要することになることとは異なる。信書の発信の回数、

字数については現状より緩和することが可能となるし、緩和すべきである。発信の

回数については、 か月１０回程度を最低保障すべきであり、かつ、これを法律で1
定めるべきである。受信については、刑事施設側のコストもほとんどなく、被収容

者の処遇計画にも支障をきたさないのであるから、受信回数の制限を廃すべきであ

る。

弁護士等、不服申立ての相談、調査に関与する者との信書の発受については、そ

の重要性、特殊性に鑑み、検閲を禁止すべき必要性が特に大きい。このことは不服

申立制度の実効性の確保に直結することに留意すべきである。これらの者と発受さ

れる信書には法禁物等が封入されている蓋然性も極めて少ないから、内容物検査も

するべきでない。

未決被拘禁者については、シリアル番号を付したシールを弁護士会が発行し、そ

れを弁護人等とのあいだの信書に貼付する方式を日弁連が提案しているところであ

るが、このような方式を取るなら、弁護士等との文書とそれ以外の文書を区別する

ことができる。

信書への検閲を廃止する関係上も、外国人被収容者の信書についても全部の信書

について翻訳をする必要はなくなるし、したがって、翻訳の必要を理由とする信書

の発受の制限を認める必要はない。

現行法上は、監獄法施行規則（法務省令）によって検閲のための翻訳費用は外国

人被収容者負担とすることができると定められている。実際の運用では、外国人被

収容者負担とされていない例もあると思われるが、法文上、このような規定になっ

ていること自体が問題である。また、刑事施設側に翻訳者がいないような言語の場

合は、実際に１枚あたり数千円の翻訳費用を求められたりしたうえに、翻訳に時間

がかかるとして発信までに数週間もかかったなどという例が報告されている。さら

、 、に例えばスペイン語のような現在被収容者が多い言語でも 警察管理の刑事施設で

被収容者の増加による翻訳業務の多忙を理由として、高額な翻訳費用の負担を事前

に求められたため、発信を断念した、などという事例が近時、報告されている。

（３）電話、ファクシミリ

そもそも外部交通を認めながら、電話、ファクシミリによる外部交通のみを禁止

する必要性は乏しい。現行監獄法に電話、ファクシミリによる外部交通に関する規

定がないのは、現行法制定時には電話、ファクシミリによる外部交通が一般的でな
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かった（ないしは、そもそも機器自体がなかった）ことによるにすぎない。特に、

面会、信書による外部交通に対する立会い、検閲の程度を緩和するなら、電話、フ

ァクシミリによる外部交通のみを全面的に禁止することはなおさら権衡を欠くこと

になる。

電話、ファクシミリの利用を認めた上で、適切な利用方法について議論する方が

建設的である。

、 、 、具体的な方式としては 面会 信書の発受に完全に準じて自由化する方式のほか

発受信のうち、被収容者からの発信を認め、電話・ファクシミリをかける先は事前

に登録させる、電話・ファクシミリの内容は全部録音・記録し、抜き打ち的に会話

内容の検査をする、もし違反が見つかったときには、懲罰（爾後の電話、ファック

シミリ利用の一定期間の停止などを含む ）の対象とする方式などを検討すること。

ができる。また利用の頻度に関連しては、私物のテレフォンカードを利用させる方

式（ドイツなど）のほか、毎月、一定の枚数のテレフォンカードを施設側から供与

し、それを使いきったなら、その月の使用は終了する方式（イギリスなど 、週１）

０分間の通話を認めているオランダ方式などが考えられる。

（４）外出、外泊、外部通勤

刑事施設外への外出、外泊、外部通勤をより一般的な態様として認め、その利用

方法について議論する方が建設的である。

執行猶予という態様をそもそも認めて、例えば懲役刑等を受けながら、収容され

ない態様もある以上、一定の時間を収容し、一定の時間の外出等を認める、という

（ 、態様を認めることも本来は理論的にそう過激なことではないはずである かえって

外部通勤等が広く認められることによって、従来なら執行猶予となる事案が実刑と

なり、ただし外部通勤等の利用が裁判官によって想定されている、というケースが

出現する可能性もある 。。）

外部通勤等は、国際原則の要請でもある。国連被拘禁者処遇最低基準規則６０項

（２）は 「受刑者を徐々に社会生活に立ち帰らせるようにするため、刑期の終了、

以前に必要な手段をとることが望ましい。この目的は、場合によって、同一施設若

しくは他の適当な施設に設けられた釈放準備制度又はある種の監督の下に試験的に

行われる釈放により達成することができる ・・・」とし、ヨーロッパ刑事施設規。

則４３項（２）は 「外部との接触を奨励するために、この規則の第４部に規定す、

る処遇目的と両立する出獄許可の制度を導入する者とする 、同規則６６項（３）。」

は 「被拘禁者は、開放的性格の施設に、又は、外部社会と接触する充分な機会を、

与えられる施設に収容されるよう、最大限の努力がなされなければならない 」と。

している。

外部との関係維持、必要な職業訓練を受けるためなど、刑事施設外への外出を認

めることによって達成できることは多い。

外部通勤等については諸外国においてより広く利用されている外、日本の現在の

実務でもいわゆる交通刑務所などにおいて実施されており、大きな問題は発生して

いない。外部通勤等の利用になじむ受刑者は交通事案に限定されないはずであるか

ら、対象の拡大を検討すべきである。この際、仮釈放期間の経過などの過重な要件

を要求すると、制度の柔軟な運用を困難とするから、実施については基本的に施設

長の裁量に委ねるべきである。

３ 未決被収容者の外部交通



- 12 -

（１）一般面会（弁護人等以外の者との接見）

現状の一般面会の接見時間の平均は概ね５分から１０分程度しか認められていな

。 、いと思われる 面会者が遠方から来てもこの程度の面会時間というのは酷であるし

例えば被収容者が自らの勤務先の者と自分の仕事の状況について打ち合わせをする

ことも困難となる。未決被収容者には無罪の推定がなされる以上、身体の拘束以外

の自由の制限をしない要請は大きい。

現在、面会は、１つの面会につき、１つの部屋があてられ、それぞれの面会につ

き１人の職員が立ち会い、その職員が面会の内容を聴取するという形式で行われ、

刑事施設側は面会の実施について多大のコストをかけている。このコストから逆算

して、上記のような短時間の面会時間しか許されていない。必要性がある特段の場

合を除き、基本的には大部屋での一斉面会方式を採用し、また職員も監視は行うが

聴取までは行わない形式に改めるべきである。未決被収容者には無罪の推定がなさ

れ、また防御権が保障されていることからしても、聴取は積極的に禁止されるべき

である。証拠の隠滅のおそれについては、そのようなおそれがあると裁判所が判断

するときには、裁判所は面会の禁止等を命ずることができるのであるから（刑事訴

訟法８１条 。この問題は刑事施設ではなく、裁判所が判断すべき問題であるはず）

である。

休日面会を可能にすること、被収容者に利益な方向での柔軟な取扱い、家族の面

会の重要性につき配慮すべきこと、国等の職員との面会に特段の配慮を行うことな

どは、既決被収容者と同様である。

取材関係者との取材目的の面会は認められないのが一般的な実務のようである。

しかし、メディアへアクセスする権利が制限できるのは極めて限定的な場合に限ら

、 、れると考えるべきであるし 取材目的であっても信書によるやりとりの場合は特段

制限されていないことなどと対比しても不合理であり、取材目的の面会も認められ

るべきである。

監視するが聴取しない方式を採用する関係上、外国人被収容者の外国語による面

会についてもあえて面会での外国語使用を禁止したり、通訳を付する必要はない。

（２）信書の発受

検査のコストを下げるべきであり、全信書の検閲（外国語文書のときは翻訳も）

はやめ、不正物の封入の有無の検査など、面会における「監視するが聴取しない」

に準じた方式のみにすべきである。そして、未決被収容者が無罪の推定を受け、で

きる限り、通常の権利を保障すべきであることから、発受回数、字数の制限を撤廃

すべきである。コストを下げることによりこれは可能となるはずである。さらに、

同様の見地から信書の開封検査を原則、禁止すべきである。ただし、裁判所が検閲

を命ずる場合（刑事訴訟法８１条 、刑事施設の安全を害する物や法禁物が封入さ）

れていると疑われる場合には開封検査を許すべきである。検閲をしないことによっ

て証拠隠滅のおそれが増すようにも感じられるが、これは裁判所が刑事訴訟法８１

条によって対処すべきであるし、対処することができる問題である。

国等の職員との信書の発受に特段の配慮を行うことなどは、既決被収容者と同様

である。

信書への検閲を廃止する関係上も、外国人被収容者の信書についても全部の信書

について翻訳をする必要はなくなるし、したがって翻訳の必要を理由とする信書の

発受の制限を認める必要はない。
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現行法上は、監獄法施行規則（法務省令）によって検閲のための翻訳費用は外国

人被収容者負担とすることができる、と定められている。実際の運用では、外国人

被収容者負担とされていないこともあると思われるが、法文上、このような規定に

なっていること自体が問題である。また刑事施設側に翻訳者がいないような言語の

、 。 、場合は 実際に１枚あたり数千円の翻訳費用を求められたりした例がある さらに

例えばスペイン語のような被収容者が多い言語でも、警察管理の刑事施設で、被収

容者の増加による翻訳業務の多忙を理由として、高額な翻訳費用の負担を事前に求

められ、発信を断念した、などという事例が近時、報告されている。

（３）電話、ファクシミリ

そもそも外部交通を認めながら、電話、ファックシミリによる外部交通のみを禁

止する必要性に乏しい。現行監獄法に電話、ファクシミリによる外部交通に関する

規定がないのは、現行法制定時には電話、ファクシミリによる外部交通が一般的で

（ 、 ） 。 、なかった ないしは そもそも機器自体がなかった ことによるにすぎない 特に

面会、信書による外部交通に対する立会い、検閲の程度を緩和するなら、電話、フ

ァクシミリによる外部交通のみを全面的に禁止することはなおさら権衡を欠くこと

になる。

電話、ファクシミリの利用を認めた上で、適切な利用方法について議論する方が

建設的である。

具体的な方式としては、面会、信書の発受にまったく準ずる方式のほか、発受信

のうち、被収容者からの発信を認め、電話・ファクシミリをかける先は事前に登録

させる、電話・ファクシミリの内容は全部録音・記録し、抜き打ち的に会話内容の

検査をする、もし違反が見つかったときには、懲罰（爾後の電話、ファクシミリ利

。） 。用の一定期間の停止などを含む の対象とする方式などを検討することができる

（４）弁護人等との間の面会、信書の発受

人手不足を理由に弁護人等との間の面会についても取扱時刻が短く（概ね午前９

時ころから午後４時ころまで 、休日の面会も、翌週に裁判期日があるときに限っ）

てできるに過ぎず、かつそれも土曜日の午前中にだけ可能とされている。さらに、

土曜面会ができるときでも事前に面会の申込みが必要とされている。警察管理の刑

事施設では、例えば夜の９時くらいまでは問題なく面会でき、必要なら真夜中の面

、 。会も実施されていること 休日の面会も制限なくできることと比べて見劣っている

弁護人等との面会権の重要性に鑑み、少なくとも警察管理の刑事施設と同程度に拡

大すべきである。

弁護人等以外の者との信書の発受について検閲を原則、禁止する以上、秘密交通

権を保障されるべき弁護人等との間の信書の発受について検閲をすることは許され

ないのはいうまでもない。証拠隠滅のおそれを理由に弁護人等との間の信書の発受

を規制しても、弁護人等は、面会については現在の運用でも完全な秘密交通権を保

障されているのであり、悪意があれば、面会を使って隠滅を行うことができること

になる。結局、規制をするなら、面会をも規制すべきなのであり、信書の発受のみ

を規制しても不十分である。秘密交通権を保障する趣旨からは、信書の発受につい

ても秘密交通を徹底すべきであり、悪意ある弁護人等については弁護士会の懲戒な

どで対処すべきである。なお、シリアル番号を付したシールを弁護士会が発行し、

それを弁護人等とのあいだの信書に貼付する方式を日弁連は提案しており、この方

式を取れば弁護人等との文書とそれ以外の文書を区別することができる。
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弁護人等との間の電話、ファクシミリを全面的に禁止することも、弁護人等側、

施設側、双方のコストを増やしているだけである。電話、ファクシミリの授受を認

めることで、例えば弁護人等側もわざわざ面会に行く必要がなくなり、刑事施設側

も面会のための労力を他に振り向けることができる。

そもそも弁護人等は秘密交通権を保障されているのであり、証拠隠滅の可能性な

どを理由に電話、ファクシミリの利用を禁止することは筋違いである。弁護人等と

の間の電話、ファクシミリであるかについての確認は、弁護人等の事務所の電話番

号を登録することなど、確認の方法はある。また、電話、ファクシミリを不正に利

用した弁護人等の問題も、やはり弁護士会による懲戒で対処できるし、対処すべき

問題である。


