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未決 ･ 死刑確定者に関する規定を含む
｢刑事被収容者処遇法｣ が施行 (6 月 1日)

外部交通の取り扱いに見る明らかな後退の是正を求める

監獄人権セ ンター事務局 (海渡雄一/ 中元義明)

はじめに

昨年 6 月 Z 日 に成立、 6 月 8日に公布された 月刊

事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改

正する法律｣ が今年 6 月 1日に施行された。 これに

よっ て、 昨年5 月 24 日に施行された 月刊対軍施設及

び受刑者の処遇等に関する法律｣ (以下 . 旧受刑者処

遇法または新法と呼ぶ) は、 未決拘禁者と死刑確定者

に関する規定及び留置施設に規定を加え、 ｢刑事収

容施設及び被収容者等の処遇に関する法律｣ (以下、

刑事被収容者処遇法または新々 法と呼ぶ) と名を改め

て実施さ れることとなった。

法務省令も ｢被収容者処遇規則｣ に改訂

また、 この新 々法の施行に伴い、 5月 25 日に ｢刑

事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則の

一部を改正する値令｣ が施行され、 昨年 5 月 23日

に施行された ｢刑事施設及び受刑者の処遇等に関す

る法律施行規則｣ (以下、 旧受刑者処遇法施行規則と呼

ぶ) は、 未決拘禁者と死刑確定者に関する規定を加

え、｢刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則｣ (以

下、 被収容者処遇規則または新 々 省令と呼ぶ) と名を

改めて実施されることとなった。

法律の名称中 ｢刑事施設｣ が ｢刑事収、容施設｣ と

改め られたのは、 新々法が法務省所管の 月刊事施設J

(刑務所と拘置所) の他に、 国家公安委員会 ･ 警察

庁所管の ｢留置施設｣、 国土交通省 ･ 海上保安庁所

管の 月毎上保安留置施設｣ の 3 つ について規定して

いるからである。 これに対して新々省令の名称中｢刑

事施設｣ が元のままなのは、 新 々省令が刑事施設の

みを対象と してお り、 ｢留置施設｣ 及び ｢海上保安

留置施設｣ につ いてはそれぞれ国家公安委員会規則、

国土交通省令で別個に規定しているか らである。 ま

た新々省令が 辞去律施行規則｣ ではなく単な る ｢規

則｣ な のも、 新 々省令が刑事被収容者処遇法の施行

細則の一部にすぎないからであろう。 新々 法が ｢被

収容者等｣ なのに新々省令では ｢被収容者｣ と ｢等｣

がな いのは、 法 2条 1号で ｢被収容者｣ を ｢刑事施

設に収容されて い る者を いう。｣ と定義してい る関

係上" 法務省令が対象とする ｢刑事施設｣ には ｢被

収容者｣ しか論理的に存在しえないか らである。

さらに新々法と新 々省令の施行に伴い、 多数の法

務大臣訓令や矯正局長通達が 5 月 30日付で改訂さ

れた。 法務省令や訓令 ･ 通達の改訂は引用された条

文番号を新々法に一致させた り、 ｢受刑者｣ を ｢被

収容者｣ に改める等形式的なもの であるが、 少数な

がら実質的な改訂もある。 特に外部交通につ いて後

退的な改訂が目立つ。 その点を含めて、 以下、 新々

法施行直後の状況を概観する。

新々 法の施行による法律状況の変化

旧受刑者処遇法はん ①拘置所を含む ｢刑事施設｣

に一般的に適用される規定と②受刑者の処遇に関

する規定の二つを主な内容としていた。 ｢刑事施設｣

一般に適用される規定の うち、 われわれの観点か

ら最も重要なものは刑事施設視察委員会に関する規

定で、 これにつ いては新々 法施行以前から拘置所に

も適用されていた。 しか し、 それ以外の未決拘禁者

や死刑確定者の処遇につ いては、 今年 5 月末までは

旧監獄法か ら受刑者に関する規定を削除しただけの

『刑事施設にお け る刑事被告人の収容等に関する法

律｣ 御園略皮告ハ等収容法) が依然と して適用されて

いた。

新々法の施行によ っ て刑事被告人等収容法は廃止

され、 刑事被収容者処遇法が未決拘禁者や死刑確定

者にも適用され ることにな っ た。 外部交通や自弁物

品の使用な どは三者の法的地位によっ て大幅に異な

るものの、 連動、 入浴. 医療、 不服申立て など処遇

の ベース は受刑者処遇法の水準に統一されることに



なっ た。 外部交通などはもともと三者で基準がま っ

たく異なるので、 従来の実情と新々法の適用後の実

情の単純な功罪比較は困難だが、 不服申立制度など

旧受刑者処遇法の前進面が未決拘禁者や死刑確定者

に拡大された意義は少なく ない。

一例を挙げれば、 これま ではん 死刑確定者に対

して外部交通を許可された相手以外から手紙が来て

も、 差し止めの告知はおろか、 手紙が来た事実すら

知らされなかった (受刑者についても昨年までは同

じ)。 しか し、 新々法施行によ っ て差止め を告知し

な ければな らなくなっ た。 これは、 法 157条 1項 8

号で信書の発受の制限が不服中立事由と して明記さ

れたからで、 新法及び新々法によ る不服事立制度確

立の副産物である。 面会の不許可につ いては、 信書

の場合とは異なり不服申立事項ではな いが、 5 月 30

日発の新々省令によっ て原則として告知されるよう

になった (例外的に氏名を告知しな いことができる

点で、 信書の場合よりも弱い)。
未決拘禁者と死刑確定者に対する新々法の運用は

未だ定まっておらず、 外部交通を中心に制限的な運

用も目立つが、 新法の精神に治っ た運用を拘置所に

も拡大浸透させていく ことが、 今後の重要な課題で

ある。

また、 新々法の最大の問題点は. いう までもなく

代用監獄制度の存続であり、 醤寮の ｢留置施設｣ と

海上保安庁の ｢海上保安留置施設｣ が正式の法的存

在と認められた ことである。 しか し、 捜査と拘禁の

分離という 人権保障の大原則に反する代用監獄制度

を いつまでも存続させてよ いはずもない。 日本も批

准して いる拷問禁止条約の実施を監視する拷問禁止

委員会か らも 新 々法によ る個別的規制にもかかわ

らず代用監獄の本質的問題は何ら解消してお らず、

縮小廃止が不可避であることが今年 5 月 に勧告され

ている。 監獄人権セ ンターだけでは手に余る大きな

課題ではあるが、 刑事司法における人権に関わる多

く の人 々 と連携協力して、 代用監獄制度の縮小廃止

に向けて今後も努力していきたい。

死刑確定者と未決拘禁者に対する

新々 法運用の実情

< 死刑確定者>
新々法施行について注目された点の一 つが、 死刑

確定者の外部交通の運用がどれだけ拡大されるかで

あっ た。 旧監獄法は. 9条で外部交通に限らず処遇

全般につ いて、 ｢本法中別段の規定あるも の 樹除く

外刑事被告人に適用す可き規定は… (中路、被引致者、

被監置者など) ･‐死刑の言渡を受けたる者に之を準

用｣ すると規定していたので、 法律上は死刑確定者

の外部交通は未決拘禁者に準じて相手方に制限がな

いことにな っ ていたが、 l963年通達によって実際に

は親族に限られて いた。

新々法では死刑確定者の外部交通の相手方につい

ては、 面会と文通ともに受刑者の面会の相手方に関

する規定とほぼ同様の規定が置かれた。 受刑者の場

合、 親族以外との外部交通につ いて面会と文通に差

をつけてお り、 文通は原則自由 ･ 例外的に制限、 面

会は原則制限 " 例外的に許可であるか ら、 新々法は

死刑確定者の文通に関して明らかに受刑者よりも厳

しい立場をと っ ている。 しかし、 受刑者については、

面会の相手方を比較的緩やかに認める運用がなされ

てきたので、 死刑確定者についても受刑者に準じた

緩やかな運用が期待されて いた。

この点につ いて、 全国的な運用は未だ固ま っ てい

ないが、 死刑確定者の収客数が最も多い東京拘置所

の運用が一つの典型を示している。 東京拘置所では、

死刑確定者本人に親族外で面会 ･ 文通が予想される

相手について、 未決時代に面会 ･ 文通があった者に

限定して 5名だけ申告させ、 このうちほぼ 3名に限

定して面会 h文通を認め るという運用を行っ ている。

しか し、 このような制限には新々法上も根拠がな

いと言わざるを得な い。 面会 ･ 文通が予想され .る相

手にを予め申告させるこ とは新省令で認められてお

り、 受刑者について も行われてい .るが、 これは特に

面会につ いて面会当日の拒否の判断をスムーズに行

うための方策であっ て、 予め申告がなければ面会 ･

文通が認められない ものではない。 この点について

法務省はくり返し明言しており、 実際に受刑者につ

いてはそのように運用されてきた。 また、 面会を認

めるか否かはケースバイ ケース の判断で、 あり、 予

め機械的に 3名に限定する ことにも法律上の根拠は

まったくな い。 できたばかりの法律を無視するこの

ような運用は、 直ちに改めるべきである。

< 未決拘禁者>
未決拘禁者についても、 外部交通を中心に従来の

運用を後退させた ケースが目立つ。 一例を挙げれば、
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東京拘置所では従来 1日 2週認められたいた通常発

信が 1適に制限され、 特に緊急の用件の場合に通常

発信を超えて認め られて いた特別発信もほとんど認

め られなくなった。 これは、 新々法 136条で、 受刑

者の発信道教の最低限を ｢一月 につ き四通｣ と規定

した法 130条 Z項を未決拘禁者につ いて読み替える

に当たり、｢一目につき一通｣ として いるためである。

しかし、 一読して明らかなよう に l日 1通はあくま

で最低限の保障であって、 従来 2適認めていたもの

を 1通に後退させる必然性は何もない。 また、 この

日亜から除外される のは弁護人あて の信書だけで、

弁護人以外に訴訟準備のために発する信薔が除外さ

れていないの も問題である。 2年後の裁判員法施行

によ り集中審理が本格化すれば、 弁護人あてだけで

は訴訟準備もままならない局面も予想される。 未決

被拘禁者の防御権保障に具体的な支障をもたらしか

ねない制限であり、 速やかな改善を求めたい。

多くの未決拘禁者にと っ ては、 訴訟準備用を除い

た通常の信書は平均すれば 1日 l江頭で足りるかも し

れないが、 実は ｢平均｣ はあまり意味を持たない。

必要な ときに必要な通数発信できない不自由は相当

な苦痛である。 それが刑罰ならいざ知らず、 無罪を

推定される未決拘禁者がその苦痛を甘受させられる

いわれはな い。 従来の 1日 Z通る汝それを避けるため

の余裕という意味もある。

新々 法と新々省令における

外部交通拡大に対する反動

大きい法律レベルの改訂は、 信書の発信の形式上

の制限に関する法 130条である。 旧受刑者処遇法 97

条 1項では ｢受刑者が発する信書の作成要領及び通

数並びに受刑者の信書発受の方法につ いて ｣ 法務省

令で制限できる にすぎな か っ た。 これが新々 法 130

条 l項では ｢受刑者が発する信書の作成要領、 その

発信の申請の日及び時間帯、 受刑者が発信を申請す

る信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法につ

いて｣ と改め られて いる。 この規定は、 未決拘禁者

と死刑確定者にも準用される。 特に申請日の制限が

明記されたこと、 実際に発信する通数ではなく ｢発

信を申請する週数｣ の制限が認められたことの 2点

が重要である。 新々省令にお ける主な改訂も、 この

発信日と発信申請に関する規定に尽 きている。

新々 法と新々省令のこの規定を受けて、 実際の運

用と しては、 発信の申請日を週 2回に限定し、 これ

を逃すと月の発信通数がまだ残っ ていても事実上発

信させな い扱いを している施設が多い。 また、 信書

の内容や相手方によって不許可とされた発信も ｢申

請数｣ としてカウントされ、 受刑者は発信回数が減

少するリスクをおか したくなければ相手方や内容に

つ いて自主規制をせざるをえなく なる。 これによっ

て、 施設側の検閲作業や発送作業は合理化されるで

あろ うが、 被収容者に と っ て は事実上発信通数を

制限されたの と同様の結果になる。 発信通数の制限

は、 面会の時間 ･ 回数と は異なり法 89条の優遇措

置の法定の要素では なく、 省令 52条によ っ て優遇

措置の要素に組み入れられて いるにすぎない。 反則

行為によ る優遇区分の変動と無関係に発信回数が減

少するような運用は、 受刑者の不信感を生む。 規則

78条の発信日外の緊急発信を柔軟に運用するなど

して、 優遇区分によ っ て制限された発信通数が形式

的な理由で減少することのないよ う運用すべ きであ

る。

新々 通達における死刑確定者の面会 ･ 信書の

相手方に関する厳しい制限

5月 ぬ 自発の新々訓令では外部交通について大き

な変化はな いが、 同日発の新 々通達にお いては、 受

刑者の面会の相手方のうち親族以外の ｢重要用務者｣

と ｢知人 ･ 友人 ｣ につ いて、 より細かく チ ェ ッ クす

る規定が追加された。 また、 新設された死刑確定者

の面会 ･ 信書の相手方に関する規定では、 ｢重要用

務者｣ について受刑者の面会の相手方に関する上記

の新規定が準用される と と も に、 ｢知人 ･ 友人 ｣ に

ついて受刑者以上に厳しい制限が規定され、 再審弁

護人を含む弁護士の面会に対する立会いを積極化す

るような規定まで設けれらて いる。

新々通達の l (l) では. 受刑者の面会の相手方を

重要用務者と認めるための基準として、 新た に面会

の目的、 利害の重大ア性、 用務処理にとっ ての面会の

必要性を要求して い る。 こ の規定は、 24 (l) で死

刑確定者の面会 ･ 信書の相手方である重要用務者に

ついて準用されている。

この点について、 新礦収容者処遇法は ｢心情の安

定｣ という文言そのものを、 法文に入れるべきでは

ないと、 日弁連等から有力な主張がなされた。 最終

的に、 文言自体は盛り込まれることとな っ たが、 強



い懸念の声に応える形で、 立法過程で は、 ｢′LY情の

安定｣ に関する再定義が行われた。

すなわち、 ｢心情の安定｣ とは、 あくまで死刑に

直面するという特殊かつ困難な状況にある死刑確定

者に対し、 その主体的な思いを尊重しつつ、 側面か

ら援助して いくための概念であり、 従来、 法務当局

によ り展開されてきた ｢心情の安定｣ 刻ま異なる内

容である ことが明確にされた。 4 月 14 日の保坂展

人議員の質問に対して、 小貫芳信矯正局長は、 ｢J心

情の安定は、 こちらが主体的な確定者の思いに援助

をしていく、 こういう ことで考えてお りまして、 こ

れを制限根拠規定にしよ う というような考えはござ

いません。｣ と答弁して い る。 また、 衆 ･ 蓼両院の

法務委員会における附帯決議では、 雷心情の安定』

は、 死刑に直面する者に対する配慮のための原理で

あり、 これを死刑確定者の権利を制限する原理であ

ると考えてはな らない｣ との内容が盛り込まれた。

これによ り、 死刑確定者本人の希望を無視して、

拘置所長が一方的に指定する ｢心情の安定｣ を死刑

確定者に押しつ け、 その標準形から逸脱した場合に

は ｢心情の安定｣ がないものとみなすような取扱い

は、 到底許されないことが明らかとなっ た。

刑事被収容者処遇法では、 ｢心情の安定｣ と いう

概念が、 処遇の原則 ･ 態様の ほか面会 ･ 信書の規定

で使用されている。 しかし、 これらは いずれも、 い

ずれにつ いても、 死刑確定者本人が求め る ｢心情の

安定J であると いう のが法務省の説明であり、 その

ような説明を踏まえた解釈がなされなければならな

い o

ところが、新々通達の 1 (5) では受刑者の ｢知人 ･

友人 ｣ に面会を認め る基準と して、 ｢継続的な交際

の事実J (これは従来も大差な い) だけでなく、 ｢客

観的にその事実が確認できる｣ ことを補足的に明記

した。 死刑確定者の面会 ･ 信書の相手方の ｢知人 ･

友人｣ につ いては、 これを準用せず、 さらに厳しい

個別的な考慮事項を列挙し、 その考慮事項の一つ と

して ｢死刑確定者の心情に与える影響｣ を明記する

こと によ っ て、 新々法では否定された はずの 63年

通達以来の ｢心情の安定』 という制限事由を、 法律

も省令も大臣訓令さえを飛び越して、 矯正局長通達

レベ ルで裏から復活させているのである。 国会答弁

における約束にも反する背信というほかない。

弁護士と死刑確定者との面会立ち会いについて

法 豆 1条は、 刑事施設長は、 死刑確定者の面会に

は職員の立会又 は録音、 録画をさせるが、 但し、 死

刑確定者の訴訟の準備その他正当の利益保護のため

適当且つ相当である場合には、 立会等をさせない旨

を定めて いる。 そ して、 同法制定過程における衆議

院法務委員会において、 当時の杉浦正健法務大臣は、

この但書につ いて、 ｢再審請求などの代理人である

弁護土と面会する場合は、 通常これに該当すると老･

えております。｣ と答弁していた。

と ころが、 弁護士と死刑確定者の面会の立会いに

つ い ては、 24 (4) で処遇に関して職務を遂行する

弁護士や再審弁護人を例示して立会い省略するのに

｢適当｣ と しつ つ も、 それだけでは足りずさらに立

会い の省略を r相当｣ と認め る ことが必要だと し、

そのための考慮事項の一つとして ｢死刑確定者の心

情を把握するために立会い等の措置を執ることがこ

とが必要かどうか｣ を挙げて いる。 こ こでも新々法

で否定された ｢心情の安定｣ 論が通達レベ ルでこ っ

そり復活されてい るのである。

新法施行後、 この通達に基づいて面会に立ち会う

事例が数多く報告されて いるが、 名張事件などで秘

密面会が実現したとの報告も寄せられて いる。 同法

121条但書の解釈として、 国会で答弁されたとおり

に通達自体を改正することを強く求めたい。 そして、

死刑確定者である再審請求人と弁護人との接見は、

原則として職員を立会させないよう に運用されるよ

うにしなければならない。

受刑者の友人面会の基準についても

制限が強化されている

新法に基づく通達では、

丹去第 = 1条第 2項の規定により面会を許すこ

とがで きる場合と しては , 面会の串田を した者

が受刑者の友人や知人ハ 学生時代の恩師、 会社

関係者等であることその他の事情によ り面会の

必要が認められ、 かつ、 次のアからウまでのよ

うな事情が認め られるときなどが考えられるこ

と。

なお、 上記の場合以外の場合であっ ても、 刑

事施設の長が適当と認め るときは , 面会を許し

て差し支えないこと。
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ア 身元が明らかであること。

イ 未決収容時の外部交通の状況その他の事

情か ら、 受刑者と良好な交友関係にあり、 その

関係を維持することで改善更生及び円滑な社会

復帰に支障を及ぼすおそれがないこと。｣

とされ、 このイの規定に基づいて未決時に信書や

面会の事実が認められる場合には、 比較的広範に友

人 ･ 知人の面会が認められてきた。

ところが、 この点について新新法に基づく通達で

は、 イ の項目が全面的に以下のように書き換えられ

た。

｢知人 ･ 友人との交友関係を維持するため の面

会は, 受刑者が知人 ･ 友人 と継続的に交際を

行って きたことが認め られる場合に許すことが

できること。 したがっ て、 このような知人 ･ 友

人との継続的な交際の事実があるこ との確認が

できていない場合にあっ ては、 受刑者又は面会

の相手方の主観的な届出等の内容は ともかく と

して、 客観的にその事実の確認ができるまでは ,

必ずしも面会を許すことにはならないこと。 面

会を許す場合には、 これに加えて、 その関係を

維持することで改善更生及び円滑な社会復帰に

支障を及ぼすおそれがないことが明らかである

こと。｣

これは、 明らかに原則と例外を入れ替えた通達で

あるといわなければならな い。

こ の通達は法自体が ｢但し、 その許否の判断に

当た っ ては適正な外部交通によ り、 知人 ･ 友人との

交友関係を維持することが改善更生及び円滑な社会

復帰に資する もの であることに留意しなければなら

ないi Q去 110 条) とした趣旨にも明らか に反して い

る。 前通達に速やかに戻すことを求め る。

結 論

以上の新々 通達の特徴を要約すれば、 死刑確定者

の外部交通の制限を目的と した新法の下における通

達 ･ 運用 レベ ルでの前進的な新々法の運用 の全面的

な見直しであり、 死刑確定者の外部交通の制限と整

合性を持たせるため に受刑者の面会権をも後退させ

ているのである。

これらの通達は、 受刑者処遇法と未決拘禁法制定

時の国会答弁や法務省幹部らの雑誌論文などにおけ

る解釈にも反するきわめて不当なものである。 現在、

日弁連はこのような取り扱いに強く抗議し、 通達の

改正を含む速やか な対応を求めてい る と こ ろであ

る。 法務省の前向きの対応を期待したい。

lNFORnATION

国連 拷問禁止委員会日本審査の全記録が 11月刊行予定 !

日本弁護士連合会編 『日本におけ る被拘禁者の人権状況 ~ 2007 年拷問等禁止条約第 1回政府報告滋審査 ~』 (働
く現代人文社 . 2007年 11月刊行予定、 予価 2800 円 十税)
2 日間の報告書審査の全記録を収録した、 現地での審査の様子が手に取るようにわかる 1冊。 刑事拘禁問題 . 代用監獄問

題を含めた弁護士 ･ 研究者による解説や N G O の動きもあわせて収録 (秋察者 洋短波雄一. 今井直ほか) した決定版です。

日本弁護士連合会セミナー ｢国連拷問禁止委員会勧告J
- - 勧告を踏まえ、 rft用監獄｣ 廃止と刑事司法改革のために、 何をすべきか 一一

日時 " 都留 年 館月 2 白 く火) 粥 ; 00 ~ 20 : 00 場所 " 弁護士会館 “ 階 i701会議室 (東京都千代田区織が関 1‐1‐3)
参加費 : 無料 参加対象者 : となたでもと参加いただけます ,

申込方法 : 日弁連のホームページから申込用紙を印刷し 記入の上、 fAX にて日弁連法制第二日案までお申し込み下さ い。

主催 : 日本弁護士連合会 隣合せ先 " 日本弁護士連合会 法制部法制第二諜 (1EE 03‐3680‐9844 / FAX : 03‐3580‐9920)
詳細野は瓢範“w w w m d 1ibe m e n o riP“n/e v enソ○フ1002 htm l

書き損じはがきを集めています C P R 会計より

監獄人権セ ンターでは 2 年前より書き損じはがきを集めて いますが、 2006 年は 120 枚. 2007 年は l00 枚ほど集まりました。

皆様からいただいた書き損じ-まがきは切手に換えて監獄人権セ ンターの活動に使わせていただいています。

引き続き集めていますのでよろしくお願いします。

獄中医療問題特集号を企画中 C P R 編集部より

獄中から寄せられる様々な訴えの中でも 医療に 関する問題は. 深刻でありながら 私たちがア ドバイ ス できることも限

られており、 ｢何とかしてくれ = と、 私たちも叫びたく なるほどです。
『新法下の獄中医療問題｣ というテーマで近く 特

集を組みたいと考えています。 関連情報の提供をお願いします。
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