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2019 年度 瀧川ゼミ 

少年法 61 条から考える尊厳 

―将来性と自由権― 

 
担当者：唐戸 匠、波多野 光希、成澤 大貴 

論点 
 我が国の少年法第 61 条は、家庭裁判所の審判に付された少年につき、「氏名、年齢、職業、
住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知できるような記事又は写真を
新聞紙その他の出版物に記載してはならない」と定めている。同法は、20 歳未満の少年の更生
を図るべく設けられたものだが、罪を犯した少年に更生の余地がどれほどあるのかは疑問が残
る。我々市民の知る権利や報道の自由を保障するために、事件の詳細について触れる必要があ
る一方で、少年やその関係者のプライバシーや市民としての尊厳についても最大限の配慮が要
求される。 
このような観点を踏まえ、少年法第 61 条を廃止する、つまり本人であることを推知できる

ように報道することを認めるべきか、あるいは少年らを保護するために残しておくべきか。 
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少年法第 61 条 

  家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏

名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができる

ような記事又は写真を新聞紙その他の 出版物に掲載してはならない。 

 

少年法の基本理念に基づき、少年の更生の可能性を重んじて、将来の社会復帰の妨げとなることがないよ

うに、本人が特定できるような報道を禁じたもの。 

⇒しかし、違反しても罰則はない。 

 
 
[少年法の基本] 

 

○少年法の位置づけ  

 

 少年法を、刑法や刑事訴訟法の特別法と見るだけでは不十分である。少年法は、少年の保護・福祉の一

部門としての役割を果たしてきたからである。 

 非行少年や要保護少年(被虐待・酷使・放任等児童福祉法の福祉措置が必要な少年)等を含めた子どもの

保護・福祉が問題となるのは、個人の尊重に主眼が置かれ始めた近代社会が成立してからである。日本の

場合、明治時代になってから、国では、明治以前から行われていた棄児養育米給与や罪を犯した幼年者に

対する寛大な処置が法制度化され、原則 16 歳未満の少年犯罪者に対する教育的処遇としての懲治場収容が

旧刑法に定められた。民間でも、カトリック教会や篤志家が社会事業を行った。その後、1900 年成立の感

化法で、内務省の管轄化に感化院(非行少年や保護者のいない少年を保護・教育する施設)が整備され、1922

年成立の旧少年法で、日清・日露戦争後の混乱から生じた不良少年・犯罪少年増加の対策として矯正院を

設置した。この二つの法律については、戦後、感化法は児童福祉法(18 未満が対象、厚生労働省管轄)、旧

少年法は少年法(20 未満が対象、法務省管轄)に受け継がれ、現在まで非行少年の対策は司法と福祉がそれ

ぞれ協力して取り組む体制になっている。 

 第一次大戦後は、社会的貧困が注目され、1932 年に 13 未満の貧困児童を対象とする救護法が成立した。

1933 年には、児童虐待防止法が制定され、また、少年教護法が成立して感化院は教護院に変わり、少年鑑

別所が設けられた。さらに、母子保護法が制定され、貧困な母子の救済が図られた。 

 第二次大戦後には、浮浪児、戦災孤児、不良児童・少年の増加の中、1947 年に、児童の福祉増進を目指

す児童福祉法が少年教護法・児童虐待防止法・母子保護法を取り込んで制定され、少年鑑別所の業務は児

童相談所に移された。同時に、旧少年法はアメリカをモデルとして再検討され、1948 年に現行の少年法が

成立した。同法により、家庭裁判所が設置され、矯正院は少年院に変わり、少年鑑別所が少年院の補助機

関として位置付けられた。これが現在の少年法の大枠となり、改正を経ながらも、今までの間、引き継が

れてきた。 
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○少年法の目的は何か？ 

 

第一条「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関

する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」 

  →少年法の基本理念は保護・教育と犯罪対策の二側面がある。 

  ＝少年犯罪者に対し教育による改善・更生の可能性を追求し、成人よりも保護・教育的な修正を付加 

 

・保護・教育的な修正を加える根拠 

①犯罪者と社会的弱者を含めた個人の尊重・保護が行われる近代社会の成立 

→人道・博愛主義等に基づく年少者への配慮(社会の寛容) 

②教育可能性が大きいので、保護・教育的な処分の方が再犯防止に有効 

 

 一方で、少年法は犯罪対策の要請から解放されることはできない。犯罪被害者や社会による報復・処罰

の要求は自然且つ普遍的なものであり、それを無視すれば、少年法制に対する国民の信頼は失われてしま

う。したがって、保護・教育主義と犯罪対策の二つをどう調和させるかが、少年法制の永遠の課題となる。

尚、日本では、諸外国に比べて治安が良かったため、少年法制は保護・教育主義を優先しているとされて

いる。 

 

 

○少年犯罪の審判手続き 

 

・非行少年の意義 

 非行少年＝犯罪少年、触法少年、虞犯少年 

 犯罪少年＝犯罪行為時に 14~19 歳の少年 

 触法少年＝犯罪行為時に 14 未満の少年 

 虞犯少年＝性格や環境に根深い問題があり犯罪・触法行為をする虞がある少年 

 

 原則、非行少年は、家庭裁判所に送られ少年審判手続きを行うが、14 未満の触法少年、虞犯少年につい

ては児童福祉法の福祉手続きが第一次的に適用される。以下では、犯罪少年に焦点をあてて手続きを見て

いく。 

 

・家庭裁判所に送致されるまで 

 

 14~19 歳の犯罪少年は、捜査の結果、嫌疑が認められれば、警察または検察官から家庭裁判所に送致(被

疑者や関係書類を送り届けること)される。嫌疑のある犯罪少年は、全て家裁に送致される(全件送致主義・

家裁先議主義)。これは、年齢・罪名等に関わりなく、教育可能性の高い少年を家裁に取り扱わせ、少年の
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問題点の早期発見・適切な対応を図るものであり、保護優先的な運用を確保するための原理である。検察

官が刑事手続きか少年手続きを選別できたり(検察官先議主義)、原則刑事手続きに付されたりする諸外国

と比べると、日本は保護・教育をより優先していると言える。 

 尚、少年事件の送致では、適式の送致書及び書類、証拠物等を併せて送ることを要求されているが、膨

大な受理件数(2015 年は約 10 万件)を踏まえて、前歴のある者を除いて、簡易の送致書のみによる送致を

認める。問題が軽微な少年を早期に手続きから解放し、問題が重大な少年に人員を割く意図がある。 

 

・家庭裁判所に送致されてから 

 

 受理された事件については審判が行われるが、その前提として調査がある。調査には、法的調査と社会

調査があり、前者は非行事実の存否と手続き上の問題等を調査するものである。後者は、少年の性格や環

境の問題点を調査するものであり、重大なものついては少年鑑別所に少年を収容して、心身鑑別を行うこ

とになる。調査では、裁判所から命令を受けた調査官が、事件記録を通して事件の経緯・内容を把握した

うえで、被害者等の事件関係者への書面照会または面接、保護者・少年との面接、少年に対する心理テス

ト等を行い、場合によっては少年鑑別所からの通知書を踏まえて、考察を進めて、審判を開くか否かを決

定する。 

 調査の過程で少年や保護者らが問題点に気づき、立ち直る見通しがついた場合、裁判官は審判不開始決

定をする(簡易送致事件及び道路交通法違反事件を除いた一般保護事件の 44.5%、2015 年)。ただし、不開

始決定がされた事件の大半では、誓約書や反省文を書かせる等の教育的措置(保護的措置)がとられる。 

 審判が開始されたとしても、保護処分の必要性が認められなければ、不処分決定がなされる(一般保護事

件の 19.6%、2015 年)。殆どの場合、非行事実の不存在ではなく、審判の過程で教育的措置の効果に基づ

いて不処分決定がなされる点に、注意を要する。 

  

・少年審判 

 審判は、法廷ではなく、家裁にある審判廷で行われる。裁判所側からは、裁判官、書記官、調査官が出席

する。少年本人に出頭義務があり、保護者及び付添人は出頭する権利があるが、来なくても審判は開かれ

る。付添人は、刑事手続における弁護人に近い存在である。他にも、裁判所が許可した者の出席が認めら

れる。少年の監護担当者や少年をよく知る者に、審判までの生活状況を尋ね、今後の監督意欲、受け入れ

環境等を確認するためである。 

 少年審判の目的は、少年の立ち直りにある。そのため、❶少年を晒し者にせず、その情操を保護し、烙印

を押さないようにして、立ち直りの障害を減らすこと、❷少年の心身の問題状況、家庭内の深刻な問題等、

人前では話しづらいことを話しやすくして問題点を正確に把握すると共に、少年に率直的に働きかけられ

るようにすること、といった理由から、審判は非公開とされている。また、少年の個々のプライバシーに

深く関わることが多いので、共犯であった場合でも、原則一人一人に対して審判を行う。 
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・審判後の処分 

  

 審判で非行事実の存在が認定された場合、要保護性の有無・程度に応じて処分が下される。要保護性の

内容は、再非行の可能性・危険性(累非行性)、教育して立ち直る可能性(矯正可能性)、保護処分で対応する

ことの適切さ(保護処分相当性)の 3 つである。 

 要保護性を判断する要素には、❶非行事実に関するものとして、非行の動機・経緯・目的・態様、犯行の

結果、犯行後の行動状況、被害者のその後の状況、❷少年本人に関するものとして、少年の性格・行動傾

向・生活態度、非行・問題行動歴、余罪の有無・内容、反省状況、更生の意欲、❸保護環境に関するものと

して、家庭の状況、少年の生活環境、保護者以外の監督者・協力者の有無等がある。 

 以上の要素とともに、各処分の性質、少年との適合性等を考慮して、不処分、保護処分、児童相談所長等

送致(児童相談所が対象とするのは 18 歳未満の子ども)、検察官送致のいずれかが選択される。 

 

・保護処分の種類 

 

①保護観察 

 少年を家庭や職場等においたまま、指導監督・補導援護をすることにより、少年の改善・更生を図る。法

務省の機関である保護観察所が担当する。指導監督とは、健全な生活態度保持、呼出・来訪応諾、生活状況

申告等の法定の一般遵守事項に加えて、少年本人の問題に即した特別遵守事項及び生活行動指針を定め、

これらを守るように、その行状を見守り、指示を与え必要な措置をとることを指し、補導援護とは、補導・

教育等の援助、生活環境の改善。調整、生活指導。助言措置等を指す。 

 保護観察は、長くて 2 年間、短くて 3~4 か月で終了する。ただし、保護観察処分を受けても、行状不良

な少年に対しては、保護観察所長が警告し、その後も重大な遵守事項違反がある場合には、少年院送致等

の申請(施設送致申請)ができる。 

 

②児童自立支援施設・児童養護施設送致 

 児童自立支援施設とは、不良行為又はその虞のある児童、家庭環境等が原因で生活指導を要する児童に

対して、必要な指導を行うと共に、退所した児童への相談・指導等を目的とした施設である。児童養護施

設は、保護者のいない児童、被虐待児童、その他養護を要する児童を養護すると共に、退所した児童への

相談・自立援助を行う施設である。 

 福祉的施設における処遇を保護処分として利用するもので、年少少年(14、15 歳)や福祉的対応が必要な

少年には有効である。 

 

③少年院送致 

 最も強力な保護処分である。少年の年齢、特性に応じて、生活訓練・教科教育・職業補導・体育活動・特

別活動指導を通じて内省を深めさせ、社会復帰に役立つ矯正教育を行う。つまり、教育のための収容であ

る。処遇期間は原則 2 年以内だが、それを超過することもある。2007 年の少年法改正により、少年院送致
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の下限が概ね 12 歳となった。 

  

 尚、現実において①～③の保護処分を選択するに当たっては、要保護性以外の観点も含まれている。先

述のように、少年法には犯罪対策の側面があり、その趣旨は保護処分にも影響を及ぼしている。もし、保

護処分の選択にあたり、被害感情等を無視すれば、被害感情等は刑罰によって対応するしかなく、保護処

分よりも刑事手続を選択する方向に進みかねないからである。 

 

 

○少年に対する刑事手続 

 

 少年法の趣旨は、刑事手続にも及んでいる。少年に対する刑事手続は、❶家裁受理前の捜査、❷検察官

送致後の捜査及び公訴提起、❸裁判手続、❹刑罰の執行に大別できる。 

 

・手続全般に共通する特則(少年審判手続にも及ぶ) 

 

①取扱いの分離 

少年は他からの悪影響・感化を受けやすいことに配慮して、成人の共犯者及び少年の共犯者等と分離し

て扱われる。 

 

②氏名非公表の原則 

 審判に付され、起訴された少年には、本人であることを特定・推知させる報道が 61 条で禁止されている

(罰則なし)。少年及びその家族の名誉・プライバシーを守り、少年の更生・社会復帰の妨げになることを防

止し、模倣犯等を防ぐ趣旨がある。 

 

・捜査手続 

 

 捜査機関は、対象が成人の場合と同様に、警察・検察である。法的規範としては、刑事訴訟法と刑事訴訟

規則が基本的に適用され、少年法にある僅かな特則、国家公安委員会の犯罪捜査規範の特則、警察庁の少

年警察活動規則等が特則として適用されている。尚、特則は、捜査の実施時に被疑者が少年である場合に

適用される。家裁が受理する前段階について 3 点指摘しておく。 

 

 

①任意捜査の原則 

逮捕・拘留等の、関係者の意思に反しても行われる強制捜査は、人権侵害に直結するので、成人に対し

ても例外的なものである。情操保護の必要性から、少年に対しては猶更、強制捜査には慎重である。任意

捜査であっても、取調べ等の時期・方法・場所等に配慮する必要がある。 



2019.10.30  2019年度法哲学ゼミ 
 

7 
 

②逮捕 

 逮捕とは、被疑者の身柄を警察の留置場・拘置所等に拘束する処分であり、被疑事実に対する相当な嫌

疑及び逃亡・証拠隠滅の虞が存在する必要がある。逮捕時には、被疑事実に対しての弁解の聴取や弁護人

選任権の告知が警察に義務付けられ、逮捕期間は最大 72 時間である。被影響性が強い少年については、心

身への悪影響を考慮し、逮捕は可及的避けるものとされている。 

  

③拘留 

 拘留とは、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を拘束して捜査を行う必要がある場合に、検察官が裁判官に

拘留の請求をし、事由があると裁判官が判断すれば、被疑者を警察の留置施設か刑事施設に拘束する処分

である。「事由がある」とは、❶住居不定、❷罪証隠滅の虞、❸逃亡の虞、の何れかに該当することを言う。

期間は原則 10 日間だが、検察官の請求により、最大 15 日間延長することができる。 

 少年の拘留は、「やむを得ない」場合に限定されている。身柄拘束が必要でも、拘留に代わる観護措置(少

年鑑別所への 10 日間の収容)で足りるなら、これに拠るべきとされる。しかし、現実には、警察の留置施設

への拘留もそれなりに行われている。その理由には、⑴少年鑑別所の収容定員、⑵年長少年(18、19 歳)で

非行歴が多く、情操保護の必要性が小さい、(3)重大・凶悪な犯罪、(4)重大・複雑な事件で拘留延長が必要、

等がある。つまり、少年の情操保護と捜査の必要性の 2 つの観点から、拘留の可否を決めている。 

 

・刑罰とその特則 

 

 少年審判で刑事処分が選択されると、少年事件を検察官に送り(検察官送致。検送、逆送と略される)、検

察官は再捜査した上で起訴して、刑事裁判を経て少年に刑罰が科されることになる。少年に対しては、思

慮分別が未熟で社会経験が乏しいことによる責任の減少・社会的非難の欠如、苛酷な刑罰を避ける人道的

見地、高い教育・改善更生の可能性を考慮して、以下の特則が認められている。 

 犯行時 18 未満の少年には、死刑が禁止され(死刑相当なら無期刑)、無期刑相当なら短期 10 年長期 20 年

の定期刑となる。判決時に少年である者に対して実刑判決を下す場合には、懲役・禁錮刑は短期と長期を

定めた不定期刑となる。つまり、10 年以上 15 年以下の有期刑である。 

 一定条件を課した保護観察下で刑事施設から一時的に釈放される仮釈放についても、仮釈放ができる最

短期間は、無期刑で 7 年、不定期刑では実務上は長期の 3 分の 1 であり、仮釈放の期間は、無期刑は 10 年

間、それ以外の刑は定められた期間である。無期刑以外の刑の場合、仮釈放期間中に仮釈放取消事由がな

ければ、仮釈放期間終了時に刑期は満了したとされ、保護観察も終了する。 

  前科があると一定の職業に就けない等の資格制限についても特則がある。成人は刑終了後も一定期間

制限があるが、少年については刑終了までであり、執行猶予期間中は制限を受けない。 
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・検察官送致の要件 

  

 検送の要件は、❶禁錮以上の刑が定められていること、❷非行事実の相当程度の嫌疑があること、❸刑

罰が最適と判断されること、である。 

❶については、禁錮刑が選択的にも含まれていればよいので、検送後に罰金刑となることもある。その

ため、道路交通法違反事件は罰金を見込んで多くが検送されている。 

 ❸の刑事処分相当性については注意点がある。一般的に保護処分よりも刑罰の方が重いが、実務上は一

概には重いとは言えない点である。刑事裁判になっても少年に科される刑罰の多くは、罰金であり、懲役・

禁錮が科されたとしても執行猶予が付くことが多い。一方で、少年院送致であれば、一定期間収容される

ことになる。つまり、処分の内容が、少年の非行の軽重をそのまま反映しているわけではなく、適切性も

考慮して処分が選択されていることになる。また、刑事処分相当性には、被害感情、社会の正義感情・処罰

要求等も考慮されることがある。というのも、国民の理解・支持をなくして、少年法制は成り立たないか

らである。 

 

・刑事手続についてのその他の指摘事項 

 

①裁判の公開 

 少年審判手続、刑事手続の両方において氏名非公表の原則が適用され、刑事裁判でも氏名が公表される

ことはない。しかし、刑事裁判自体は原則公開であり、少年の顔も見える状態にある。ただし、本人である

と特定・推知できるような報道は禁止されているので、少年の顔を報道することはこの規定に反するとさ

れる。 

 

②55 条移送 

刑事事件を担当する裁判所が、刑罰よりも保護処分が妥当と認めたとき、当該事件を家裁に移送するこ

とが認められている。刑事裁判所は、犯罪事実を認定し、社会記録(当該少年の事件に関する家裁での調査

結果の記録)を取り寄せて検討し、保護処分相当性が認められた場合に、55 条移送を決定する。 

保護処分相当性は、予定される刑罰と移送後の保護処分を比較検討して後者がその少年の更生により有

効であるか(保護処分有効性)、保護処分の選択が被害感情・社会の不安・処罰感情・正義観念に照らして許

容されるか(保護処分許容性)、ということからなる。 

    

○被害者等への配慮 

 

 繰り返すが、少年法制には、保護教育の側面と犯罪対策の側面がある。後者の代表例が、被害者等の感

情である。彼らが事件に対して強い感情を抱くのは当然のことであり、その事実を無視して、少年法制が

国民の信頼を確保することは有り得ない。被害者等に配慮した仕組みにいかなるものがあるか、以下に述

べる。 
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①被害者等からの意見聴取 

 被害者等の申し出により、裁判官または調査官が、審判中に、少年犯罪の被害に関する心情、事件に関

する意見を調査する。申し出ができるのは、被害者・その法定代理人、被害者死亡または被害者の心身に

重大な故障がある場合は、加えて、配偶者、直系親族、兄弟姉妹である。 

 

②被害者等による記録の閲覧・謄写 

 社会記録を除いた保護事件の記録全体の閲覧及び謄写が認められている。申し出ができるのは、①に挙

げた者に加えて、被害者の心身に重大な故障がある場合の配偶者・直系親族・兄弟姉妹・依頼を受けた弁

護士である。尚、閲覧・謄写をした者は、正当な理由がないのに、知り得た少年の氏名等少年の身上に関す

る事項を漏らしてはならず、且つ、知り得た情報を乱用して少年の健全育成を妨げ、関係人の名誉・生活

の平穏を害し、調査・審判に支障を生じさせてはならないとされている。 

 

③被害者等への審判結果の通知 

少年とその法定代理人の氏名、住居、最終決定の年月日、主文及び理由の要旨が通知される。申し出が

できるのは、②と同様である。 

 

④少年審判の傍聴 

 被害者等の申し出がある場合に、家裁が許可すれば、審判を傍聴できるようになった。少年に立ち直り

に資する、国民の信頼の確保につながる等の理由に拠る。 

 一方で、少年が委縮して弁解がしにくくなる、プライバシーに関わることを取り上げにくくなる、審判

廷が狭い等の懸念から、特則が設けられた。一つは、傍聴の対象となる事件が、❶故意の犯罪・触法行為に

よる被害者死傷、❷重過失致死傷等、❸過失運転致死傷等で傷害が生命に重大な危険を生じさせたもの、

に限定したことである。他にも、家裁が、少年の健全育成を妨げる虞がないことを考慮すること、傍聴の

許可にあたり付添人の意見を聞くこと、被害者等や職員の位置等を定めること、被害者等の年齢・心身の

状況により不安・緊張等がある場合に付添を認めることができること、傍聴した被害者等と付添人にも閲

覧・謄写の場合と同様の守秘義務・注意義務が課すこと等の特則がある。 

 

⑤審判状況の説明 

 被害者等の申し出を受けて家裁が行う。内容は、審判の日時・場所、審判経過、少年・保護者の等の供述

要旨、処分の結果等である。説明を受けた者にも守秘義務・注意義務が課される。 

 
 
 
 
 



2019.10.30  2019年度法哲学ゼミ 
 

10 
 

[少年犯罪の現状] 
 
〇平成 30 年犯罪白書 

 

成人、少年それぞれ 10 万人あたりの犯罪件数（折れ線グラフ）と、それぞれの検挙総数（棒グラフ）を示

したグラフ 

検挙数は成人の方が多いが、少年 10 万人あたりの刑法犯での検挙数は 307.2 人 

⇒成人と比べ、やや罪を犯しやすい傾向があると言える。 

また、近年少年の検挙数は減少傾向にある。 

 

 

出生年別の非行少年率の、年齢による変化を示すグラフ 

おおむね 15,16 歳の少年の検挙率が高い 



2019.10.30  2019年度法哲学ゼミ 
 

11 
 

 
非行少年の処遇の決定に至る過程を示した図 
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男女別の家庭状況の割合を示すグラフ 

いわゆる「両親のいる」入院者の割合が比較的少ない。比較的少数である一人親家庭の影響を無視する

ことはできないのでは。 

 

 

 
入院した者のうち、過去に受けていた虐待等の内訳  

特に女子はなんらかの問題のある扱いを受けたことのある者が多い 

⇒そのような経験はその後の素行に影響を及ぼすか？ 

 

 恵まれない教育環境が少年の犯罪行為に結びついているとすれば、傷ついた少年は社会で守っていくべ

き対象である。そして、その失敗は必ずしも彼（彼女）ひとりに帰責できるものではないとも考えられる。 

⇒もっとも、重大な犯罪に関しては、家裁から検察へ「逆送」されることがある。 
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逆送された案件の数およびその後の状況と、逆送事件の罪名の内訳 

 

・更生の可能性 

 
少年の検挙人員と、再非行少年の数とその占める割合変化を表したグラフ 

「更生」の名のもとに保護されている非行少年だが、およそ 3 人に 1 人は再び検挙されている。 
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少年院入院者の過去の経歴の内訳を示したグラフ 

入院者のうちとくに男子は、過去に何らかの処分を受けていた者が多い。 

 

 

 
少年院を出た者のうち、再び少年院や刑事施設に入った者の割合の変化を示す 

少年院を出ても、5 人に 1 人は再び少年院か、より厳しい刑事施設へ送られるような行為を行っている。 

 

少年法第 61 条は、更生、社会復帰の妨げとならないように、本人を推知できるような報道を禁止した

ものである。しかしながら、現在の少年法がどれだけ更生に寄与しているかについては疑問が残る。 
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処分終了時点での就学・就労状況別の再処分率 

学生は再非行に走る割合が低い一方、無職の者は再非行に至りやすい。 
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〇少年法 61 条の改正を求める動き（廃止論ではないが、少年の実名報道を求める点で参考となる） 

 ネット署名サイト上での反対を求める動き⇒1337 人分の署名が集まる 

◆なぜ少年法 61 条改正が必要なのか 

 

・過激な報道合戦で被害者の家族のプライバシーが暴かれ加害者より被害者叩きが始まるという理不尽さ

を減らすため 

・ネットで加害者探しや情報撹乱工作が横行して無関係の人間が被害にあう可能性を防ぐため 

・加害者親の責任や教育姿勢があまり問題にされず子供を犯罪者に育てた加害者親への罰とならない＆元

凶がうやむやになるため・国民目線で事件の原因追及や記録が出来ないと、再発や犯罪を防ぐ方法を詳し

く議論したり資料として残せないため 

・就職や結婚できる年齢にもなって「子供」扱いでは社会の一員として責任感のある国民が育たないため 

・話し合われている「18 歳から選挙権」との整合性を図るため 

等の理由で「少年法 61 条、未成年規定年齢の引き下げ」と他の成人年齢に関連する法改正をこの署名で

要望いたします。 

※「罰則は無いから今のままでいい」とか、「TV は自主規制」との意見もありますが 

少年法 61 条がある事で報道自粛は当たり前のような拡大解釈をされて報道されない事が問題です。 

 

◆未成年犯罪者の親への罰則化はなぜ必要なのか 

 

・少年法の年齢改正するだけでは凶悪犯罪を防げません 

・子供にまともな道徳教育をしない親の意識を改善し、子供の犯罪や再犯を減らすため。 

親にも罰があると周知されれば教育放棄する親や、犯罪行為しようとする子への抑止力が増し 

犯罪を未然に防げる可能性が高まります。 

万引き等の軽犯罪でも親に罰を与え、指導を徹底し、教育者の家庭環境から改善し、犯罪の芽を摘まなけ

れば 

子供の凶悪犯罪は無くせません 

・児童虐待・ネグレクト(育児放棄)な親は手遅れになる前に監視しておく事が大切です 

・警察の捜査費用に無駄な税金がかかるので罰金はしっかりと取るべきです 

 

軽犯罪の場合は交通違反程度の罰金刑と謝罪文提出、親子で数時間の講習、程度の罰でも良いので 

未成年犯罪者の親には何らかの罰則制度を作って行く事をこの署名で要望いたします。 

（change.org「少年法改正『少年法 61 条、未成年規定年齢の引き下げ』と『未成年犯罪者の親への罰則

化』を要望します」より） 
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〇裁判所の 61 条の位置づけ―いわゆる“堺市通り魔事件” 

・事件の概要 

1998 年（平成 10 年）1 月 8 日 8 時 50 分ごろ、大阪府堺市の路上で上半身裸になった 19 歳の無職の男 

が、登校中だった女子高校 1 年生（15 歳）の服をつかみ、背中など 4 か所を所持していた包丁で刺し 

た。男は逃亡する女子高生を追いかけ、現場から約 100ｍ離れた路上で幼稚園の送迎バスを待っていた女 

児（5 歳）と母親の背中を刺した。女児は死亡、女子高生と母親は重傷を負った。大阪府堺南警察署は、 

現場近くの空き地にいた男を、殺人未遂容疑で緊急逮捕した。 

男はシンナー中毒であり、事件当日も吸引して幻覚状態に陥っていた。1997 年（平成 9 年）11 月には家 

の中で暴れて、家族の申し出で堺南署が保護したことがあった。 

・判決 

男はシンナーによる幻覚状態であったとして、刑事裁判では心神喪失を理由に無罪を主張したが、2000 

年（平成 12 年）2 月 24 日、大阪地方裁判所堺支部は、犯行当時の精神状態を心神耗弱と判断し、懲役 

18 年（求刑無期懲役）を言い渡した[2]。加害少年は心神喪失を主張し、控訴・上告したが、いずれも棄 

却された。2002 年（平成 14 年）2 月 14 日、加害少年に懲役 18 年の判決が確定した。 

（Wikipedia「堺市通り魔事件」） 

この事件につき、加害者＝19 歳＝少年の加害行為に対する、刑事的な処分は既に決定しており、刑事訴

訟とは別に、月刊誌『新潮 45』が少年の顔写真等の本人が特定できるような報道を行ったことにつき、少

年が「プライバシー権、氏名肖像権、名誉権等の人格権ないし実名で報道されない権利が侵害されたとし

て、右記事の執筆者、雑誌の編集長及び発行所に対し、不法行為による損害賠償と謝罪広告を求め」（強調

は引用者による）て民事訴訟を起こした。 

第一審は大阪地裁で行われ、判決内容は、出版社側に少年に対して 250 万円の支払い（請求は 2000 万

円）を命じ、訴訟費用はその一割について出版社側で負担し、残りは少年の負担とした。また、謝罪広告の

掲載については棄却した。この判決を不服として、出版社側が控訴した。以下、大阪高裁による判断であ

る。 

 

 

・少年の実名報道されない権利について 

 少年法 61 条は本人を推知できる報道を禁止している 

＝少年の健全な育成、非行少年の矯正を目的とする少年法の目的に沿った規定 

 「少年の将来性」への配慮 

⇒目的を鑑みると、公表しない方が公益や社会復帰にとって効果的との「刑事政策的配慮」によるもの 

⇒少年が特別に保護すべき対象だとしても、同条は「配慮」にすぎず、「実名で報道されない権利を付与し

ているとは解することはできない」 

 ＝権利性の否定 

   罰則がないことを鑑みると、あくまで出版社に自主規制を求めたものと解される 

   同時に、受け手側にも同条の趣旨に反する記事に対して厳しい批判を求められる 
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・プライバシー権、氏名肖像権、名誉権等の人格権について 

「社会の正当な関心事」であり、「その表現内容・方法が不当なものでない」場合には、違法性を欠く 

⇒「スムーズな社会復帰」のためには匿名が望ましいとしつつ… 

 社会一般の意識において、「右報道における被疑者等の特定は、犯罪ニュースの基本的要素であって犯罪

事実と並んで重要な関心事であると解される」として、社会の正当な関心事であるとした。 

 

・少年の将来の更生を阻害しないか？ 

 確かに、「犯罪報道により「非行少年」又は「犯罪者」であるとのレッテルを貼られると、更生の妨げに

なることがあり得る」。 

⇒しかしながら、地域住民は報道を待たずにその実名を知っている可能性が高いうえ上、「地域住民以外の

一般市民は、本件記事によって被控訴人の実名を知ったと思われるが、仮にそうであるとしても、被控

訴人を知らない一般市民が被控訴人の実名を永遠に記憶しているとも思えないし、仮に一部の市民が被

控訴人の名前を記憶していたとしても、そのことによって直ちに被控訴人の更生が妨げられることにな

るとは考え難い」とした。 

※1998 年当時は、インターネット・SNS はあまり普及していなかったが、90％近い普及率に至った現代に

おいてこの論理が妥当するだろうか？ 

 ひとたびネット上に流れた情報は消すことができないし、瞬く間に拡散されていく。このような状況で

は、仮に誰も少年の名を記憶していなかったとしても、過去の記事を目にするかもしれないあらゆる住

民が、その少年の名に犯罪者のレッテルを張る可能性がある。 

 

・本件関係各所の対応 

「法務省が、人権侵害に当たることは明白であるとして、発行元の控訴人会社に対し、再発防止のために

適切な処置を採るとともに関係者への謝罪などの措置を講じるように勧告しているところである」 

⇒これに対し、同社は勧告に応じない方針を表明した。 

＝一国内で、人権侵害であるとの判断と、違法でないとの相反する判断が両立している。 
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[少年犯罪の 3 つの事例] 

 

北海道南幌町殺人事件 （被害者が加害者に対し虐待を行っていた場合） 

 2014 年１０月１日午前０時半。当時高校２年生だった三女（１７）は自宅で就寝中の母（当時４７）と

祖母（当時７１）を台所にあった包丁で刺して殺害した。二人の遺体には多数の刺し傷があった。三女は

殺害後、家を荒らし、強盗による犯行に見せかけていた。北海道警栗山署によると、祖母は２階、母親は１

階の寝室で数か所を刺されていた。９月３０日深夜から１日未明の間に死亡したとみられ、１日午前２時

半ごろ、仕事から帰宅した長女（２３）が１１０番通報した。殺害を認めたのは三女Ａ子だった。凶器の包

丁も供述通り、近くの公園で発見された。「しつけが厳しかった。今の状況から逃れたかった」と動機を供

述している。虐待の主導者は祖母であった。約１８年前に祖母、母親、父親、長女、次女、三女Ａ子の２世

帯生活が始まるが、２年たたず母親が離婚した。庭の手入れや掃除、雪かきは、すべて父親がこなしてい

た。しかし、祖母は「うちの婿は本当に気が使えない」等と罵っていた。離婚原因は義母の仕打ちに父親が

耐えきれなかったことのようだ。Ａ子は最初、肉体的虐待を受けていたようだ。Ａ子が１０歳になったこ

ろ、父親の雑務を引き継がされた。「草むしり、掃除、雪かき、犬の散歩、すべてＡ子がやらされていた。

朝５時から登校前に雪かきしていた」と近隣住民は語る。祖母が「しつけ」と称する重労働は約７年も続

いた。家の中からもＡ子を叱る罵声が、たびたび聞こえてきたという。自宅は母屋と、隣に３畳の広さの

離れがある。Ａ子は一人で、離れで寝起きしていた。近所の女性は「家事以外は家に入ることも許されな

かった。玄関に近づくのもダメで、わざわざ母屋の裏庭に遠回りして離れに出入りしていた」と語る。家

計を握っていたのは祖母だった。「リュックを背負って通学していたＡ子が、風呂敷に勉強道具を入れて首

から巻いていたことがある。おばあちゃんから『リュックは私が買ったものだから使うなって言われた』

と話していた」いつも制服かジャージー姿だったＡ子に対し、祖母はブランド物を好み、ロングスカート

にブラウス、ストールを巻き「短髪をオールバックにして朝からバッチリ化粧していた」。ある冬の日には

大雪が吹き荒れる中、自宅の車庫前に立つＡ子がいた。正午に祖母と母親が買い物から帰るのを「外で待

て」と指示されたという。コートも着ずに「おばあちゃんが雪に当たるから、私がシャッター開けるの」

と、寒さに背を丸めて言っていた。近所の人が「家の中で待ってれば？」と声をかけても、弱々しく首を振

るだけだった。 

 

 

埼玉県川口市高齢夫婦殺人事件 （加害者が親に虐待を受けていて、他人を殺害した場合） 

2014 年 3 月、埼玉県川口市で 17 歳の少年が祖父母を殺害した上、キャッシュカードなどを奪う事件が

起きた。少年は強盗殺人容疑で逮捕され、裁判で懲役 15 年の判決が出た。少年は埼玉県内で生まれ、10 歳

のときに両親が離婚し母親に引き取られた。毎日のようにホストクラブに通った母親は、ホストを追って

家を出たきり 1 か月間帰ってこないこともあった。少年は実母と養父から身体的・性的虐待を受けていた。

小学 5 年生から学校にも通わせてもらえず、各地を転々とし、時に野宿生活を強いられていた。働こうと

しない母親に代わり、少年は後に殺害してしまう祖父母を含む親戚に借金しまくり、生活費の工面をして

きた。年の離れた妹を親代わりに少年が育てていた。少年自身が食べるものに困る中、13 歳離れた妹のた
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めに食料を調達したり、移動時は抱っこしたり、まるで親のように愛情を注いでいた。少年は学習意欲も

高かったようで、断続的に通うことができた学校やフリースクールで勉強しようとしていた。同情を禁じ

得ない少年の生育環境や言動に対し、母親の態度はひどいものだった。彼女は自分の両親や親戚、子ども

や内縁の夫の勤務先など、あらゆるところからお金を借りては、ホテル宿泊費やゲーム代に使用していた。

金策のため子どもを使いに行かせつつ、自分は周囲の人に何と言われても働かなかった。見かねた行政が

一家の生活を立て直すべく、住居や生活保護を提供した時期もあったが、母親は指示されることを嫌って

逃げ出す。自分だけ、もしくは自分とパートナーだけで逃げれば良いのですが、少年と小さな妹を連れ回

した。少年は母親との関係に閉ざされ、他の大人と信頼を築くことができない状況であった。母親は強盗

のみで立件された。少年が祖父母殺害まで追い込まれたのは、生活費調達の責任を負わされ続けたこと、

働いて稼いでも母親が使ってしまったこと、祖父母から借金し続けたために断られるようになったこと、

がある。少年の証言からは、事件当日、母親から、殺してでもお金を持ってくるように示唆されたことが、

事件の引き金になっているように考えられる。母親は少年に殺人を指示したことを否定し証拠もなかった

ため、強盗罪のみで裁かれた。少年の母親は 2014 年 9 月に懲役 4 年 6 カ月の判決を受けた。 

 

 

神奈川県川崎市中１殺人事件 （加害者が虐待を受けていないが、他人を殺害した場合） 

2015 年 2 月 20 日に神奈川県川崎市川崎区港町の多摩川河川敷で中学１年生の上村遼太君（１３）の遺

体が見つかった殺人、死体遺棄事件で、上村君の遺体に刃物による傷のほかに、複数のあざがあった。河

川敷には結束バンドが数本見つかり、一部は遺体のすぐそばにあった。殺害される前に手足を縛られ、激

しい暴行を受けていた。上村君の死因は、首を傷つけられたことによる出血性ショックで深い刺し傷があ

り、複数の刃物が使われた疑いがある。上村君を殺害した容疑で逮捕されたのは、１７～１８歳の少年３

人だった。この 3 人は上村君を含む１０人ほどのグループのメンバーで、ゲームセンターに行ったり、公

園で語り合ったり、夜通し遊ぶこともあった。主犯格の少年（18）はキレると歯止めがきかなくなると言

われていた。少年は上村君をたびたび「生意気だ」と土下座させ、殴る蹴るの暴行を繰り返していたとい

う。「電話に出ない」「メールの返信が遅い」などが理由で暴力を振るっていた。少年は動機について「頬を

数回切り付けた後、中途半端なまま帰すと逮捕されたり報復されたりすると思い、殺害を決めた。」と供述

している。 

 

以上のように、少年事件といっても、一概に語ることは難しく、それぞれ加害者側にも同情すべき問題を

抱えている場合もある。しかしながら、どれを実名/匿名の選択を報道機関の裁量に任せることは、「第四

の権力」ともいわれるメディアに、社会的制裁の対象を選別させることにならないか。 
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