効率的刑事司法実現の条件
高崎
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真奈

はじめに
我が国の刑事司法制度を「資源の適正な配分と効果的な刑事政策の実現」

という観点からみる時，犯罪者に対する国として働き掛けがほぼ自己完結的
となっている現状から，地域の多様な営みと連続性を持つ方向に変化するこ
とによって，その改善を図る可能性があると思われる。
近年，我が国では，平成期の犯罪増加傾向から，犯罪被害者施策の整備，
再犯が目立つことの問題としての浮上などを背景に，刑事司法制度に充当さ
れる国の職員及び予算は増加の一途である
の上昇傾向

２

１

。しかし，検挙者中の再犯者率

といったデータをみるに，特に再犯防止という点では，そのこ

との効果が目に見えて生じているかどうか疑問である。
司法機関としての職員や予算の増加が，社会が一般市民を対象に行う対人
サービスの仕組みとは別物として刑事司法制度内で自己完結的な仕組みを構
築することになるのであれば，高コストで低リターンの仕組みになると思わ
れる。むしろ，刑事司法機関の外部に存在する一般の対人サービスの仕組み
と連動する刑事手続きの対象を限らず一般化することによって，低コストで
合理的な刑事司法制度が実現すると思われる。
さらに，刑事処分の適用の際には，刑事処分対象者の問題解決のための主
体性を引き出すことが今の制度には必要であるように思われる。あてがわれ
たものは，身につかないし，生かされないのではないか。犯罪者の主体性に
働きかけることを通じての再犯防止を図ることで，より効率的な刑事司法制
度の運用が可能であると思われる。
本論文出題趣旨の中の「民間等の新たな活力を導入し，より効率的で，か
つ，国民の負託に応え得る刑事司法制度の在り方を検討していく必要がある」
という点は，このような文脈でとらえるべきものと理解している。

２

既存制度との連動の一般化

（１）一般の社会制度に連動した刑事司法制度の例
刑事手続きと福祉制度等現存する一般の社会制度との連動ということは，

現状では，(1)重大な他害行為をした心神喪失者等の医療と観察の施策(以下
「医療観察制度」という。) ３や，(2)高齢障害受刑者の地域生活定着支援の施
策(以下「高齢障害受刑者支援」という。) ４ の施策にみられる。効率的刑事
司法制度を実現するためには，これら二つの施策の場合に「心神喪失等の触
法者」，
「高齢障害者」が対象として限られているところを，対象を拡大して，
可能な限り幅広い犯罪者について，社会復帰に役立つ既存制度につなぐ作用
を刑事司法制度の中で確立していくということが必要であろう。
これら二つの制度についてみると，まず 2005 年施行の「心神喪失等の状態
で重大な他害行為を行った者の医療と観察に関する法律」に基づく医療観察
制度は，対象となる者の医療を指定入院医療機関及び指定通院医療機関によ
って確保するとともに，それらの機関の医療関係者や保護観察所に配置され
た社会復帰調整官が，同法による措置が解除された後も医療が継続するよう
に地域の医療機関関係者に橋渡しの調整をしている

５

。指定医療機関による

治療の範囲であれば，司法機関による自己完結的な措置ということになるが，
「ケア会議」を重ねる中で一般医療機関・保健所等によるサポートが措置終
了後も継続することが追及される。
一方，2009 年，厚生労働省が法務省と協議をして地域生活定着支援事業と
して予算化した高齢障害受刑者支援

６

は全国に設置された地域生活定着支援

センターの職員が，刑務所・少年院と連絡をとり，その施設に対象者が在所
している間に社会内の福祉事務所や福祉施設との間の受入れの調整を進めて，
釈放後ただちに福祉サービスの適用がなされるようにしている。結果として
それらの人の再犯を防止し，刑事司法制度にかかる運営費用を節減すること
につながるものである ７。
犯罪被害のリスクを減少させるということが刑事司法制度の意義の一つで
あるとすれば，高齢障害受刑者よりもより甚大な被害につながる犯罪への対
策など優先度の高い犯罪対策があると思うが，要は，効率的な犯罪対策を進
めるという観点からは，この高齢障害受刑者に導入したような調整制度を幅
広い犯罪者に適用して考える観点が必要であろうということである。
（２）一般制度との連動の条件
では，現存する上述の二つの制度以外に，具体的にどのようなことが可能

であろうか。
国の犯罪対策の中でターゲットとして提示されている性犯罪，薬物犯罪 ８，
量的に多い窃盗 ９などについて考えたい。
性犯罪については，矯正施設や保護観察所において，職員による性犯罪再
犯防止プログラム

１０

が行われている。それをどの社会制度にどうつないでい

くかということである。ＤＳＭ・Ⅳ １１による性嗜好異常Paraphiliasと診断さ
れれば，精神科医療の対象となるであろうし，習癖性がある人の民間回復施
設や，自助グルーブ(ＳＡ １２ )につなぐという方向性もある。しかし，実際に
は，そのような機関団体にアクセスできる地域は首都圏などごく限られてい
るようである(各団体のホームページによる)。その結果，嗜癖的傾向を抱えて
刑務所を釈放された人であれば，刑務所でも仮釈放の指導によってもそれを
ぬぐい切れず，指導の枠を解かれた段階で再犯をする可能性が高まる。とす
れば対処を行う医療機関や支援団体の取組みを行政が促してであっても，司
法から医療的な対応へと橋渡しをする作用が必要である。このことは，同じ
Ｄ Ｓ Ｍ ・ Ⅳ に み る 窃 盗 癖 Kleptomania ， 放 火 癖 Pyromania ， 病 的 賭 博
Pathological Gamblingと診断される人についても同様であろう。
薬物事犯者については，矯正施設，保護観察所でも覚せい剤再乱用防止プ
ログラム

１３

がとられている。一般制度においても，薬物依存を治療対象とす

る医療機関は，ダルク

１４

，ＮＡ １５などの自助組織とともに各地に存在する。

司法機関としての働き掛けが，そうした一般制度の中での回復支援の取組み
につながっていく形が大切である。
アメリカでは，ドラッグ・コートなどの問題解決型裁判所

１６

が多様に設立

され，治療的関与が必要な被告に対しては，適切なプログラムが受けること
を刑罰との比較の中で選択させる運用が広がっている。そこには，その仕組
みの背景にある刑事司法制度のあり方に関わる価値観を学ぶべきである。我
が国においても必ずしもそのような制度としてではなくとも背景にある基本
的に同様の規範を確立することが，効率的司法には必要であると思う。
以上から刑事司法制度と一般社会制度との連動のための条件をまとめると
次のようになる。
ア

刑事司法手続きに再犯防止(特別予防)の観点を明確化し，処罰に加え，一

般制度への橋渡しを中心として再犯防止のための道筋に向かうことを促す
働きと，刑事司法制度の作用として必須のものとする規範を制度の中に確
立することである。
イ

アを実現するためには，一般制度(民間団体の活動を含む。)の中に，犯罪
前歴者の問題に対応するための機関，団体が豊富に存在していることが条
件となる。十分でない場合に，省庁が連携してその増設，振興策を講じる
ことを義務化することが必要である。

ウ

一般制度(医療機関・自助組織)に橋渡しする際にも，薬物事犯者への対応
の場合に矯正施設・保護観察所で行われている覚せい剤乱用防止プログラ
ムなどの実施は必要であろうということである。内科疾患と異なり，症状
に応じた治療への動機付けは高くなく，性犯罪治療の社会資源への橋渡し
するためには性犯罪防止プログラムを，窃盗癖治療の社会資源に橋渡しす
るためには窃盗再犯防止プログラムを，刑事司法(矯正・保護)機関の側自ら
においても実施していることが重要であるように思う。

３

犯罪者の主体的問題解決を促す制度
我が国の刑事裁判では，被告人側は犯罪の事実関係と背景について述べる

のみで，どのように償いをしていくかの選択は基本的には与えられていない。
処罰する側の判断で一方的に指導がなされ，
「矯正」や「保護」を受ける。犯
罪者の側の自発性を除外したところでの指導関係では，指導する方，受ける
方の双方に負担が大きい上，効果も得づらいのではないだろうか。
津富［2011］は，犯罪者処遇において，
「本人がそもそも持っている善き側
面(長所・資源)を手がかりに立ち直りへの道筋をつける」こと，そして犯罪者
を「自らの問題を解決する『主体』として位置づけ」るという「長所基盤モ
デル」が，「実証研究をみる限り，・・・おそらく，相当に有効である」とし
ている

１７

。

しかし，そのような主体的問題解決を促すあり方はどのように可能であろ
うか。
一つの方法は，前記津富［2011］にあるように，順法的で主体的なアイデ
ンティティを得るよう促すということであろう。

現在，国会で審議されている社会貢献活動の導入については，犯罪者の主
体性を喚起する用具とし得る可能性がある。しかし，それが単なる社会内懲
役となってしまっては，意味をなさない。主体的アイデンティティの獲得に
役立つような社会貢献活動が取り入れられるべきである。そのために，受刑
者側等の提案を受け入れるような仕組みを作ることも一法であると思う。
論点 1 の一般制度への連動という面でも，犯罪者本人が，主体的に社会の
制度を受け入れるのでなくては円滑にはいかないであろう。矯正施設などで
の働き掛けにおいてもその点での配慮が必要である。

４

結語

社会の諸制度を活用して，刑事司法の仕組みとしては最低限の関与を行う
ことが人道的見地からは望ましく，なおかつ効率的な司法の実現につながる
ことになる。刑務所の中に高齢者や再犯者が増加しているという現状を聞く
につけ，このことの重要性は増大しているものと思われる。
社会の制度へのつなぎを意図すること，社会に犯罪者の更生のための要素
を増大させる働きかけをすること，そして犯罪者の社会復帰に向けての主体
性を促すこと，これらの作用が刑事司法制度の運用の上では必要不可欠であ
るという考え方を確立し，その基盤の上に立って各機関が機能することによ
って，効率的な司法が実現するものと思う。
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