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災害対策の現状と課題
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《警察政策学会シンポジウム》

災害対策の現状と課題

～東日本大震災及び熊本地震への対応を踏まえた
災害応急対策における今後の課題～

警察政策研究センター

警察政策学会・警察政策研究センターは、平成29年 7 月 5 日、公益財団
法人公共政策調査会の後援により、グランドアーク半蔵門（東京都千代田
区）において、警察政策学会シンポジウム「災害対策の現状と課題～東日
本大震災及び熊本地震への対応を踏まえた災害応急対策における今後の課
題～」を開催した。
平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震を始めとする地震災害の
ほか、豪雨災害、火山災害等、我が国においては様々な自然災害が各地で
発生しており、このような状況の中、国や自治体においては災害対応能力
の向上が持続的に図られているところである。
加えて、従前より南海トラフ地震や首都直下地震等の発生が懸念されて
おり、そのような大規模災害の発生に備えた対応方策の検討を計画的に進
めていく必要がある。例えば、警察においては災害対処能力の向上や態勢
の整備を図っているところであるが、真に効果的な対応という点において
は、各機関による個別の取組では不十分であり、関係省庁や自治体等の関
係機関等の間の連携等を併せて図っていく必要がある。
以上を踏まえ、本シンポジウムにおいては、特に「災害発生直後の応急
対策」に焦点を当て、東日本大震災及び熊本地震における各機関等の対応
を振り返ることにより、今後の課題を提起し、取組の一層の推進につなげ
ることを企図した。

2 《警察政策学会シンポジウム》

進行内容としては、まず、主催者を代表して中村真二警察政策研究セン
ター主任教授（当時）による挨拶、コーディネーターの田中法昌氏（元大
阪府警察本部長、元警察政策研究センター所長）による挨拶の後、 5 名に
よる講演が行われた。講演者及び講演タイトルは次のとおりである。
○ 緒方俊則氏（内閣府大臣官房審議官（防災担当）（当時））
「政府における熊本地震への対応」
○ 白石伸一氏（熊本県知事公室危機管理監）
「熊本地震への対応と課題」
○ 竹内直人氏（元警察大学校長）
「災害対策の課題～東日本大震災を踏まえて～」
○ 栗
 田暢之氏（NPO 法人全国災害ボランティア支援団体ネットワー
ク代表理事）
「災害ボランティア団体の取組～ JVOAD に込めた願い」
○ 児嶋洋平氏（警察庁警備局警備課災害対策室長（当時））
「警察における災害対策」
これらの講演の後のパネルディスカッション（討論）では、田中氏がコ
ーディネーターを務め、連携強化の重要性、避難所の運営・情報共有等に
ついて活発な議論が行われ、盛会のうちに終了した。
本シンポジウムには、大学教授、警察関係者等約210人が出席した。
なお、緒方氏の講演及びディスカッションにおける発言については、本
人より掲載を辞退したいとの意向が示されたことから、当日使用した資料
のみを掲載することとした。
また、各講演に使用した資料については、当日使用したものを掲載して
いる。

政府における熊本地震への対応
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《講演Ⅰ》

政府における熊本地震への対応
緒

方

俊

則

（内閣府大臣官房審議官
）
（防災担当）（当時）

平成２９年７月５日

政府における熊本地震への対応

内閣府大臣官房審議官（防災担当）
緒方 俊則

4 《講演Ⅰ》

平成２８年熊本地震 地震概要
○ ４月１４日２１時２６分の地震以降、震度６弱以上を観測する地震が７回発生、
うち２回は震度７。震度１以上を観測する地震は４,３００回を超えた。
○ 熊本地方及び阿蘇地方における平成２８ 年（２０１６ 年）熊本地震の一連の
地震活動は、全体として引き続き減衰しつつも、活動は継続。
（「２０１７年４月の地震活動の評価」平成２９年５月１２日地震調査研究推進本部地震調査委員会）

震度分布

震度１以上を観測した地震の日別回数

４月１４日２１時２６分の地震
福岡県

5月18日時点で4,329回を観測

大分県

熊本県

４月１６日０１時２５分の地震
宮崎県

福岡県
大分県

熊本県
宮崎県

1

平成２８年熊本地震 被害状況（人的被害、物的被害）
○ 熊本県を中心に、多数の家屋倒壊、土砂災害等により死者２３０名、重軽傷
者２，７７５名の甚大な被害
○ 電気、ガス、水道等のライフラインへの被害のほか、空港、道路、鉄道等の
交通インフラにも甚大な被害が生じ、住民生活や中小企業、農林漁業や観
光業等の経済活動にも大きな支障
○人的被害
（平成２９年６月１３日現在）

人数

死者

重軽傷者

２３０名

２，７７５名

○住家被害（平成２９年６月１３日現在）
住宅被害
非住家被害
都道府県名
全壊
半壊
一部破損 公共建物 その他
熊本県
8,671
34,202 149,388
439
11,121
大分県
9
222
8,062
62
その他
6
295
2
合 計
8,680
34,430 157,745
439
11,185

火災（件）
15
15

○ライフライン被害
電力
ガス
水道

最大戸数
47万7000戸
10万5,000戸
44万5,857戸

復旧状況
4月20日復旧
4月30日復旧
7月28日復旧
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平成２８年熊本地震における政府の体制
○ ４月１４日２１時２６分の地震を受け、同日、災害対策基本法の規定に基づき、
「平成２８年（2016年）熊本県熊本地方を震源とする地震 非常災害対策本部」を設置
○ 翌４月１５日、同本部に、「現地対策本部」を設置
○ ４月１７日、内閣総理大臣決定により、内閣官房副長官を長とする
「平成28年熊本地震被災者生活支援チーム」を設置
内閣総理大臣

（災対法に基づき設置）

非常災害対策本部

（設置決定）

被災者生活支援チーム

（連携）

本 部 長 ： 内閣府特命担当大臣（防災）

チーム長 ： 内閣官房副長官（事務）

本 部 員 ： 関係省庁局長級

構 成 員 ： 各省事務次官

所管区域 ： 平成２８年熊本県熊本地方を
震源とする地震によって被災した
都道府県

目

的 ： 熊本地震による被災者の生活
再建を迅速かつ強力に進める

所掌事務 ： 災害応急対策の総合調整、非
常災害に際し必要な緊急の措置
の実施等
各

省

庁

第1回非常災害対策本部会議（安倍内閣総理大臣出席）

3

平成２８年熊本地震における政府現地対策本部の体制
平成28年（2016年）熊本地震
非常災害対策本部
平成28年（2016年）熊本地震
非常災害現地対策本部
【活動概要】

①

本部長：河野防災担当大臣
（内閣府（東京）に設置）
本部長：副大臣又は政
務官（熊本県庁内に設
置、最大110名体制）

救助・捜索部隊の活動調整会議

⑤

・警察、消防、自衛隊等の各部隊の活動調整
・TEC-FORCEによる安全確保支援

②

物資供給の調整
・プッシュ型支援により食料や生活必需品を提供
・iPad活用を活用した避難所ニーズ把握の仕組み
を構築

③

ライフラインの復旧

厚労省を中心に、ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、
日本赤十字、県健康福祉部間で病院支援、
避難者の健康管理等の調整を実施

⑥

避難所支援
県・市町村とＮＰＯ団体との調整を実施

災害廃棄処理
環境省を中心に生活ごみ、し尿、災害廃棄物
等の処理の調整等を実施

⑦

経産省、国交省、厚労省、県、ライフライン事
業者間で、電気・水道・ガスの迅速な復旧に向け
調整を実施

④

健康管理支援

行政機能の回復
国・県の職員を投入して、
市町村の行政機能回復を
支援
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6 《講演Ⅰ》

平成２８年熊本地震における政府現地対策本部の活動状況
7/28

8/11

最後の行方
不明者発見

5/16

水道復旧

5/13

全学校等
再開

ガス復旧

5/1

国による
物資調達
終了

4/30

南阿蘇
捜索終了

4/20
電気復旧

本震

前震

推 移

月日
4/14
4/16
21：26 1：25

現対本部

4/14 21:31 官邸対策室設置
22:10 非常災害対策本部設置
23:25 情報先遣チーム出発

4/15
10:40 現地対策本部設置

約９０～１１０名の体制で活動

救急救助

～5/1

警察、消防、自衛隊等による
人命救助・捜索活動

物資支援

～4/23

食料・水等の
プッシュ型支援

県においてヘリ、監視カメラ等
による捜索
～5/13 5/14～

被災地ニーズに
応じた物資供給

県において物資調達

被災者支援

避難所運営支援
住まい確保支援

5

熊本地震で見られた様々な避難形態
○今般の熊本地震では、度重なる余震から避難者が屋外に留まるなどの状況が
発生し、その後も指定避難所以外への避難、テント泊、車中泊、在宅避難など
の様々な避難形態が見られた。
○その背景となる要因としては、避難所となった施設への不安（天井や非構造部
材の落下等）や、避難所生活でのストレス、ペット同伴避難、子供が騒ぐと迷惑
をかけるのではないか、などの理由が指摘されている。
【在宅避難】
▸考えられる問題点
・物資や炊き出しなどの支援が
届きにくい
・情報が届きにくい
・家屋倒壊の危険性がある
【車中泊】
▸考えられる問題点
・車上荒らしへの不安
・避難者の健康状態の
把握が困難
・エコノミークラス症候群
・情報が集まりにくい
・排気音を気にして
エアコンをかけづらい

天井の一部が落下し
た体育館

【テント泊】
▸考えられる問題点
・雨による浸水などの懸念
・プライバシ―が確保できる
一方で安否がわかりにくい
・暑さや寒さに弱い
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7

避難所の生活環境の改善について
子どもの
いる家族

一般の
避難者

介助が必要
な避難者の
家族

高齢や持病に
より介助者が
必要な避難者
入
口

パーティションによる
個人空間の確保
（益城町 総合体育館）

洗濯機

ウイングまつばせ（宇城市）

エアコン（室内機）

エアコン（室外機）

7

熊本地震におけるプッシュ型物資支援の状況
○４月１６日の本震後、非対本部事務局に物資調達・輸送班を設置（８号館）。
熊本県からの要望を待たない“プッシュ型”によるものを含め約２７８万食を
調達・供給。
＜物資調達・輸送班＞
設置場所： 中央合同庁舎８号館３階
班 体 制： 内閣府、防衛省、厚生労働省、国土交通省、経済産業省、農林水産省、資源エネルギー庁、消防庁、
ヤマト運輸、日本通運（最大約４０名が８号館に常駐）

8

8 《講演Ⅰ》

熊本地震における支援物資拠点の選定過程について
4/16（本震）
◯ 熊本県の広域物資輸送拠点（グランメッセ熊本）が被災したため、他の物資
輸送拠点の選定を開始

２
３ ４
５
１

◯ 国土交通省が受け入れ可能な民間物資拠点を提示
• 熊本県10箇所、佐賀県3箇所、福岡県15箇所、
大分県6箇所

◯ 施設規模、立地等を考慮の上、現地対策本部にて
①日本通運㈱鳥栖流通センターを選定

①鳥栖流通センター
（食料）
：熊本県庁

4/17

◯ 鳥栖の容量超過に備え、日本通運㈱が②箱崎物流センター・③東部物流センター、ヤマト運輸㈱が④ロジクロス
福岡久山を設置
◯ 福岡市の提案を受け、⑤福岡市中央卸売市場青果市場跡地を追加設置

②箱崎物流センター
(鳥栖の補完)

③東部物流センター
(鳥栖の補完)

④ロジクロス福岡久山
（食料以外）

⑤福岡市中央卸売市場
青果市場跡地（飲料水）

9

物資供給経路（４月２０日以降）
・食糧、食糧以外ともに民間事業者に運営委託。
（民間事業者で輸送困難な地域のみ自衛隊で対応）
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プッシュ型支援を含む国からの支援物資一覧（主要品目）
食料

約２７８万食

（内訳）

肌着・下着・ソックス

約２０万枚

マスク

約２２０万枚

パン・おにぎり・パックご飯

約１２５万食

ハンドソープ

約１３万個

カップ麺

約６０万食

手指消毒液

約３万本

レトルト食品

約３３万食

ウェットティッシュ

約１８万個

ベビーフード

約１万食

ボディーシート

約６万個

介護食品

約１万食

化粧水シート

約２万個

缶詰

約３６万食

ガスコンロ

約０．２万台

栄養補助食品

約１３万食

ガスボンベ

約０．４万本

ビスケット

約９万食

ビニールシート（ブルーシート） 約４万枚

その他食料

土嚢袋

約１７万枚

米

約１２５トン

簡易トイレ（便袋等を含む）

約２０万個

水
清涼飲料水
（うち野菜ジュース

約２４万本
約２１万本
約３万本）

仮設トイレ

約０．１万基

粉ミルク
（アレルギー対応含む）

約２トン

トイレ用アタッチメント（和→洋） 約０．１万個
トイレットペーパー

約７万ロール

等

11

専門的なノウハウなどを有するNPO/NGOの活動について
NPO/NGO等の連携・協働を行うための体制の構築
○ＪＶＯＡＤ準備会※が熊本県域（一部大分県含む）で活動している
NPO/NGO等に対し呼びかけ、連携・協働を行うための会議「熊本地
震・支援団体火の国会議（以下、「火の国会議」）」を４月19日(火)に設
立した。
※ＪＶＯＡＤ：全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
○以降、毎晩19時より、活動地域・活動内容の報告・調整、相互に補完
できる業務の調整を行っている。
参加団体数 221団体(６月５日現在)
※6月14日まで毎日開催。以降毎週火・木の週２回開催に、
別途毎週水曜に地域間の情報共有を図る会議を開催。
○内閣府は、火の国会議の設立及びＮＰＯと県との連携・協働を図るた
め、熊本県と調整した。

火の国会議の様子

一般の個人ボランティアの参加者数
○社会福祉協議会が開設・運営する災害ボランティア
センターに、多数のボランティアが駆け付けている。

ＮＰＯと行政との連携・協働体制
熊本県
○４月19日(火)より、火の国会議に参加するＮＰＯ、国、熊本
県関係課の連携・協働による円滑な被災者支援のため、情
報共有、施策の調整等を行う会議を随時開催。
○上記に県社協を加え「被災者支援に関する関係機関連絡
会議」を設立し、4月28日(木)より週2回（月、木、10時30分）
の定例開催としている。
熊本市
○５月10日(火) 以降、火の国会議に参加するＮＰＯと熊本市
との連携会議を週2回（火、金10時00分～）開催している(適
宜、国も出席)。
益城町
○５月12日(木)に、益城町の地元有志を中心に、火の国会議
に参加するＮＰＯ、国、熊本県、益城町、益城町社協等も参
加する「益城がんばるもん会議」を開催。定例化（月、木17
時00分～）。

5月12日の「益城がんばるもん会議」の様子

○累計参加人数（８月21日時点）：
１１０，４８１人
厚労省調べ
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熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ＷＧ（主なポイント）
１．地方公共団体への支援の充実

４．物資輸送の円滑化

○災害規模に応じた物資供給や人的支援のあり方
◇一般災害
：地方公共団体の要請に基づく「プル型支援」
◇大規模災害 ：地方公共団体の機能低下の懸念を踏まえ「プッシュ型支援」
◇広域大規模災害：十分な「プッシュ型支援」が困難な可能性。住民や企業を
含む備えの重要性について、地方公共団体と認識共有。

○輸送システムの全体最適化
◇国と都道府県が一体となって、民間物流事業者と連携した
調達から避難所までの輸送システムの構築
◇民間の物流事業者が管理する物資拠点を輸送拠点へ活用
◇被災地での作業低減のため、被災地外での拠点設置等

○プッシュ型支援における自己完結の徹底
（人的支援）
◇応援側で、統括者を設置し、自立した支援が可能なチーム派遣
◇国・都道府県等が連携し、被災自治体へ応援職員の派遣仕組み
（物的支援）
◇調達から避難所への配送を含む全体最適の輸送システムの構築
◇地方公共団体に物資の到着予定を知らせる物資輸送管理システムの導入支援

○被災地が混乱しないよう個人や企業によるプッシュ型物資支援を抑制
◇民間企業：自社の輸送手段や社員による自己完結型で、
被災者個人に直接行う支援（炊き出しや日用品配布等）
◇個人 ：義援金等の金銭による支援

○市町村の防災体制強化
・市町村長や幹部職員向けの研修の充実
・市町村における受援を想定した防災体制づくりの強化
・支援人員数等を把握する災害対応支援システムの構築

○個人ニーズを踏まえた物資支援
◇物流や流通の回復状況に応じた支援方法の変更
（プッシュ型 → プル型・現地調達）

○災害対応を円滑に進めるための見直し
・事務委任の活用により、予め指定都市と都道府県の役割分担を明確化
現行法による実施体制や広域調整のあり方についても検討
・港湾の利用調整等の管理業務に関する法的位置づけを国に付与

５．ICTの活用

２．被災者の生活環境の改善
○被災者の速やかな状況把握と支援体制の強化
・保健師や医師、ＮＰＯ等の連携により、避難所外も含め、被災者全体の
情報を集約し、戦略的にケアする仕組みの整備
○避難所における運営力の強化
・避難所の自主運営のために事前の利用計画策定の推進
・乳幼児を抱える世帯や女性等への配慮のための、トレーラーハウス等の活用
・避難所運営を支援するためのアドバイザー制度の創設、ＮＰＯ等との連携
・デイサービス施設等との協定の締結等による福祉避難所の指定促進、
地域住民に対する理解促進

３．応急的な住まいの確保や生活復興支援
○罹災証明書発行の迅速化のための調査方法効率化やシステム活用
○応急仮設住宅のコスト削減やみなし仮設住宅の活用の徹底

○物資輸送情報の共有
◇物資の到着予定情報の共有のための物資輸送管理システムの活用
◇物資のニーズ把握のためのタブレットや携帯端末の活用

○災害時における官民の各機関が有する情報共有・活用の仕組み
○ビッグデータの活用による屋外避難者の把握のための技術開発

６．自助・共助の推進
○家庭内物資を最大限活用する「家庭内循環備蓄」への発想転換
○住民同士の避難時の声かけ・安否確認や避難生活での物資持ち寄りの推進
○災害経験豊富な全国ＮＰＯから地域のＮＰＯへのノウハウ伝授

７．長期的なまちづくりの推進
○被災時の復興の手法に関するケーススタディによる事前準備

８．広域大規模災害を想定した備え
○南海トラフ地震の具体計画等の見直し
○防災拠点となる建物のより高い安全性の確保を推進
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○住宅等の被害に関する各調査の情報共有等による効率化の検討

防災基本計画の修正（H29.4）
背

内閣府

景

（１）熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討WG報告等を踏まえた修正
（２）平成28年台風第10号災害を踏まえた課題と対策の在り方（報告）を踏まえた修正
（３）その他最近の施策の進展等を踏まえた所要の修正

主な修正項目
（１）熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討WG報告等を踏まえた修正

①地方公共団体への支援の充実

④物資輸送の円滑化

②被災者の生活環境の改善

⑤ICTの活用

○首長や幹部職員を対象とする研修による災害対応力の向上
○地域や災害の特性を考慮した派遣職員の選定
○避難行動要支援者名簿情報の適切な管理
○避難所運営に当たり専門家等との定期的な情報交換

③応急的な住まいの確保や生活復興支援

○住家被害認定調査に関する体制の強化
○罹災証明書の交付等を支援するシステムの活用検討

○配送状況やニーズ把握のための情報共有システムの整備
○輸送拠点として活用可能な民間事業者施設の把握
○情報共有･活用に係るルール検討、最新のICTの導入

⑥自助・共助の推進

○生活再建に向けた事前の保険･共済等の普及啓発･加入促進

⑦広域大規模災害を想定した備え

○庁舎･避難所等の耐震化等による安全性の確保

等

（２）平成28年台風第10号災害を踏まえた課題と対策の在り方（報告）等を踏まえた修正
○避難勧告等の対象者の明確化、わかりやすい避難行動の伝達 ○災害時の優先業務の絞り込み、全庁をあげた体制の構築
○避難情報について、「避難指示（緊急）」及び「避難準
○要配慮者利用施設の非常災害に関する具体的計画の作成
備・高齢者等避難開始」へ名称変更
等
○国や都道府県の市町村に対する助言･情報提供

（３）その他最近の施策の進展等を踏まえた所要の修正
○「原子力災害対策マニュアル」の改訂等を踏まえた修正
（現地での具体的な避難等の実施方針の作成・共有 等）

○港湾管理者及び漁港管理者による緊急通行車両の通行確保
○企業における緊急地震速報受信装置の活用
等
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政府における熊本地震への対応
地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン（H29.3）
はじめに
「熊本地震を踏まえた応急対
策・生活支援策の在り方につい
て（報告）」 （H28.12 中央防
災会議 熊本ＷＧ）
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内閣府

【地方公共団体における応援受援の全体イメージ】
受援を想定した体制整備に
ついて検討を進めるべきと
提言

応援・受援の現状
人的・物的応援においては、様々な枠組みによる支援が存在し、全体
像の把握が難しい現状がある
応援の受入れは、災害対策本部の各班・課の業務担当窓口が担ってい
るため、一元的把握に課題がある
都道府県の応援・受援体制がはっきりしない
様々な応援の枠組みの中で多種多様な業務が対象となっており、受援
側が把握しきれていない

応援・受援の体制（被災県・被災市町村）（応援県・応援市
町村）
被災都道府県は、災害対策本部内に「応援・受援本部」を、被災市
町村は、災害対策本部内に「受援班／受援担当」を設置し、役割を
明確化しておく
応援を送り出す県には「応援本部」を、市町村には「応援班／応援
担当」を設置し、役割を明確化しておく
【受援体制の整備とは】

海外からの支援に対する
基本的な考え方

平時からの取組
地方公共団体は、応援・受援計画等の策定に取り組む
「どの業務」に「どのような人的・物的資源が必要か」を資源管
理表に整理しておく
研修や図上訓練等の実施により、応援・受援の実効性を高めてお
くとともに相互に顔の見える関係を構築しておく
など

国からの照会に基づき、
必要があれば国に支援を
要請を行う
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避難所運営に関する様々な先進的な取組を集めた事例集の策定

内閣府

全国の自治体における災害時の避難所の取り組みの現状や、熊本地震における避難所運営に関
する事例や課題をまとめた事例集を策定。（平成２９年４月）

◆避難所の空間配置計画の事前準備

◆要配慮者の確認票

◆食物アレルギー児災害時用ビブス
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12 《講演Ⅰ》
物資調達・輸送等情報共有システム

内閣府

大規模地震発災後、政府に設けられる非常（緊急）災害対策本部事務局、関係省庁及び被災公共団
体等の間で、支援物資の調達・輸送等の調整の効率化を図り、被災地の迅速な供給を支援することを目的
としたシステム（平成２８年１２月より運用開始）
１．システム概要
輸送調整・手配及び報告
関係機関の担当者情報

【共有する情報】
○関係機関の担当者情報
・所属、氏名、連絡先など
○調達物資に係る各種情報
・物資情報（数量・品目）
・拠点情報（納入先・搬出先）
・事業者情報
（供給事業者・輸送事業者）
・進捗ステータス
（到着予定日など）

クラウド上の
物資調整シート
で情報共有

共有
調達物資に係る各種情報

２．システムの運用・習熟
○国、都道府県において運用開始（平成28年12月）
○南海トラフ地震や首都直下地震を想定した政府と地方公共団体との連携による図上訓練にて運用。
（和歌山県 12月22日、静岡県 1月17日、東京都 1月31日）
３．今後の取組み
○平成29年度以降、市町村の物資拠点や避難所までの物資情報を国、都道府県、市町村において共有するよう
システムの拡充を検討。 システム活用にあたっては、タブレット端末による使用も想定。
「災害情報ハブ」推進チーム（座長：松本洋平内閣府副大臣）において検討

国と地方、民間の「災害情報ハブ」の検討（H29.4～）
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内閣府

背景
平成28年熊本地震に係る「初動対応検証レポート」や「応急対策・生活支援策検討WG」等において、被災市町村の状況や避難者の動
向、物資の状況等の把握が困難であったことが指摘されており、ICTの活用等により、これら課題の解決に向けた取り組みが必要。
経団連「大規模災害への対応における官民連携の強化に向けて」において、ICTの積極的な利活用とともに、災害時に必要な情報に関
する官民の相互連携等が提言。

推進チーム構成員
○座 長
松本 洋平

内閣府副大臣（防災担当）

※中央防災会議 防災対策実行会議 災害対策標準化推進WGに設置

○委員
(業界団体・関係機関等)
粟飯原
阿佐美
天野
岩崎
甲斐

勝胤
弘恭
肇
一雄
隆嗣

菅井
賢治
高田
直人
髙橋
丈晴
多田
進一
玉木
良知
永嶋
功
村林
聡
八代
浩久
山本
慎二
吉村 宇一郎

日本防災産業会議情報分科会長
株式会社NTTドコモ代表取締役副社長
特定非営利活動法人ITS Japan専務理事
一般社団法人日本経済団体連合会政治・社会本部長
株式会社日立製作所社会イノベーション
事業推進本部新事業推進本部担当本部長
日本放送協会報道局 災害・気象センター災害担当部長
全日本空輸株式会社取締役執行役員
イオン株式会社 執行役 管理担当 兼 リスクマネジメント管掌
一般社団法人日本ガス協会常務理事
日本貨物鉄道株式会社取締役兼執行役員 経営統括本部長 総務部長
公益社団法人全日本トラック協会常務理事
株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役
電気事業連合会理事･事務局長
日本通運株式会社 業務部長
石油連盟常務理事

(地方公共団体)
鈴木 英敬
立谷 秀清
西村 博則

三重県知事
相馬市長
益城町長

（平成2９年４月１０日現在、敬称略、五十音順）

(大学・研究機関関係者)
臼田 裕一郎 国立研究開発法人防災科学技術研究所
総合防災情報センター長
東京大学空間情報科学研究センター・
生産技術研究所教授
田村 圭子
新潟大学危機管理室教授
林
春男
京都大学防災研究所巨大災害研究ｾﾝﾀｰ教授
国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長
柴崎 亮介

(オブザーバー)
一般社団法人電子情報技術産業協会
一般社団法人日本建設業連合会
関係省庁
□□
運輸

交通
情報

××省

【災害情報ハブ】
以下の各事項を調整・整理
・データ提供主体 ・データ提供手法
・データ提供期間 ・データ提供対象
住民
位置
情報

「災害情報ハブ」のイメージ

（おがた

地方公共
団体

地図
データ
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としのり）

熊本地震への対応と課題
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《講演Ⅱ》

熊本地震への対応と課題
白

石

伸

一

（熊本県知事公室危機管理監）

本日は「熊本地震への対応と課題」についてお話しさせていただく。
まず中身に入る前に、平成28年 4 月の熊本地震に際し、各省庁、全国の
警察の方々、行政機関、ボランティア・民間の方々に多大なる御支援をい
ただいたことについて、感謝とお礼を申し上げたい。おかげさまで、 1 年
3 か月が経過した今、着々と復旧・復興に向けた取組が進んでいる。道半
ばであるが、引き続きしっかりと取り組んで参るので、今後とも御支援賜
りたい。
本日は大きく 3 点、 1 つ目に熊本地震の概要について、 2 つ目に地震の
検証、ここでは評価できる点、課題、今後の方向性ということでまとめて
いる。 3 つ目は、復旧復興の今後の取組の方向性についてお話しさせてい
ただきたい。

1

熊本地震の概要

まず、平成28年熊本地震の発生状況である。熊本県は九州の中央に位置
し、その真ん中辺りに熊本市、その隣に益城町がある。そこで 4 月14日と
16日に 2 度の震度 7 の地震が起きている。布田川断層帯、日奈久断層帯の
地震である。
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平成２８年熊本地震の発生状況
本震

ふたがわ

布田川断層帯

発生日：H28年4月16日（土）
最大震度：７
マグニチュード：７．３

前震
発生日：H28年4月14日（木）
最大震度：７
マグニチュード：６．５
ひなぐ

日奈久断層帯

３

地震の概要としては、前震がマグニチュード6.5で、震度 7 が益城町。
その約28時間後に起きた本震がマグニチュード7.3で、震度 7 が益城町、
西原村。その他、熊本市周辺の都市が震度 6 強という地震である。
平成２８年熊本地震の概要
前震

本震

発生日時

平成28年4月14日
21時26分

平成28年4月16日
1時25分

震央地名

熊本県熊本地方

同左

マグニチュード

６．５

７．３

震度７
震度６弱
以上を観
測した自
治体

震度６強

益城町

益城町、西原村

なし

熊本市、菊池市、宇土市、
宇城市、合志市、大津町、
嘉島町、南阿蘇村

熊本市、玉名市、宇城市、 八代市、玉名市、天草市、
震度６弱 西原村、嘉島町
上天草市、阿蘇市、和水町、
菊陽町、御船町、美里町、
山都町、氷川町
４

主な被害の写真を載せている。左上の写真が益城町で、活断層の横ずれ
で180メートルぐらいの断層ができており、このずれが2.4メートルぐらい
ある。右上は益城町役場周辺の家屋の倒壊の写真である。下の写真は阿蘇
市で、1.5メートルぐらいの道路の段差ができている写真である。

熊本地震への対応と課題
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被災状況写真①

活断層の横ずれ（益城町）

倒壊した家屋（益城町）

路面段差（阿蘇市）

５

次の写真は熊本市から阿蘇に通じる国道57号において、山腹崩壊によっ
て阿蘇大橋が落ちた写真である。JR 豊肥線も通っているが、いまだ復旧
が見込めない状況である。
被災状況写真② （阿蘇大橋）

（被災前写真）国土地理院提供

山腹崩壊により通行不能となった国道57号、落橋した阿蘇大橋

６

次頁の写真が熊本城。左上が飯田丸櫓で、一本足で残っている写真は御
覧になった方も多いと思う。右上は石垣が壊れている写真で、復旧に20年
ぐらいかかるのではないかと言われている。下が国の重要文化財にも指定
されている阿蘇神社の倒壊である。
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被災状況写真③（文化財）

熊本城

７

阿蘇神社

次の写真は、熊本市内の熊本市民病院の天井が落ちている写真である。
右側は、健軍商店街のアーケードが壊れている写真である。
被災状況写真④（病院・商業施設）

熊本市民病院

熊本市健軍商店街

８

県民への影響について表をまとめている。震度 6 弱以上の地震が 7 回、
うち震度 7 が28時間以内に 2 回発生しており、このように短期間に震度 7
の地震が 2 回発生したというのは観測史上初と言われている。震度 6 以上
の大地震に見舞われた県民は83％の148万人。最大避難者数が18.4万人で
あり、これには車中泊等は含まれていないが、それでも県民の10％が避難
をしている。
次に、余震の数は2,959回と書いているが、これは発災から15日間の発
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生回数である。現在は4,000回以上の余震が発生している。余震が多いこ
とも今回の熊本地震の特徴と言われている。
熊本地震の規模、県民への影響
○ 震度６弱以上の地震が７回、うち震度７は２８時間内に２回発生（観測史上初）
○ 震度６弱以上の大地震に見舞われた県民は本県人口の８３％に及び、少なくとも
県民の１０％以上が避難（阪神･淡路大震災の約２倍）

熊本地震の規模、県全体に与える影響は、阪神･淡路大震災級
～余震活動が活発であり、県民生活・経済の早期復旧の大きな足かせ～
地震・被害の規模

※熊本地震の余震は平成２９年３月３１日現在で４,２８４回以上

余震

震度6弱以上

熊本地震

発災から15日間

7回
うち震度７が２回

阪神・淡路大震災
新潟県中越地震

２,９５９回

１回
５回

被災市町村人口
（震度６弱以上）

最大避難者数
※１

約148万人

約18.4万人

（県人口の約83％）

（県人口の10.3％）

２３０回

約232万人

約31.7万人

（同42％）

（同5.7％）

６８０回

約38万人

約10.3万人

（同16％）

（同4.2％）

被害総額
3兆7850億円
（H28.9熊本県推計）
約9兆6千億円
（H7.2 国土庁推計）
約3兆円
（H16.11 新潟県推計）

９

※１ 避難者数は、指定避難所内の人数であり、避難所以外の車中泊等の人数は含まれない。

次に、被害の概要である。直接死は50人だが、関連死が現時点で177人
であり、トータルで200人を超える死者、被害人員では約3,000人、住家被
害も一部損壊まで入れると19万2,000棟であり、大きな被害が出ている。
被害の概要 （H29.6.13時点）
現段階の速報値であって、確定値ではありません。

（１）人的被害
人的被害は、計２，９２８人

（死者の内訳）
○地震による直接死 50人
○いわゆる関連死 177人

（２）住家被害
住家被害は、約１９万２千棟
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2

発災から概ね 3 か月間の対応に関する検証

熊本県では地震の経験を踏まえてその対応を検証し、評価・課題、そし

18 《講演Ⅱ》

て改善の方法を整理している。検証項目としては大きく 7 項目掲げている
が、本日は時間の関係もあるので主なものをピックアップして説明したい。
熊本地震の概ね３カ月間の対応に関する検証
検証の概要

○熊本地震の発災から概ね３カ月間の対応を検証
○応急対応について「評価できる事項」、「課題」及び「改善の方向性」
を整理
検証項目
１
２
３
４
５
６
７

初動対応（救助活動等）
被災者の生活の支援
被災者のすまいの確保
県内市町村、全国自治体等と連携した取組み
自助・共助による対応
施設・設備等の耐災性と復旧対策、業務継続・再開対策
災害対応を行うための庁内体制

※「熊本地震の概ね３か月間の対応に関する検証報告」（平成２９年３月３１日公表）
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19236.html
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⑴ 初動対応
まずは、初動対応、災害対策本部関係である。災害対策本部の迅速な活
動開始ということで、地震が起きてすぐに本部が設置されている。知事も
30分以内に防災センターに駆けつけ、陣頭指揮を執られた。
2 番目に、危機管理部門の OB 職員に対して応援依頼をして初動体制の
確保を行った。 4 月の人事異動直後の地震であったため、慣れない職員が
たくさんいる中で、危機管理部門の OB 名簿に基づき、OB がすぐに応援
に来てもらう体制が取れていたことで初動対応がある程度うまくいったと
考えている。
3 番目に、国、県、市幹部職員による情報共有ということで、発災直後
から、副大臣を始め各省庁から国の職員が現地に入り、現地対策本部が設
置された。本部に県と国の幹部の人たちが集まって、詳細な情報共有をし
ながら対応を検討したことにより、各省庁とも円滑な調整ができたと考え
ている。
一方、課題について、防災センターは10階に配置されているが、国の現
地対策本部がスペースの関係上 2 階に設置せざるを得ず、また、エレベー
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ターも止まっており、さらに、知事室は別館にあるので、行き来が非常に
大変だったという反省点がある。
もう 1 つの課題としては報道機関対応である。情報提供のルール、対応
体制の連携不足があり、市町村が把握している情報、そこから上がってく
る情報、警察の方と連携した情報の出し方、これらの点が一致しなかった
り、時間のずれがあるなどして、マスコミからいろいろクレームが寄せら
れたこともあった。
改善の方向性としては、防災センターの配置の見直し、低層階への移転
等の検討を行っている。また、非常に混乱している状況下における情報発
信の在り方ということで、各機関が何をどこまで発信するかということを
事前にルール化しようという話をしている。
初動対応（災害対策本部運営）
●評価できる事項：災害対策本部の迅速な活動開始

○災害対策本部の迅速な活動開始
○危機管理部門のOB職員への応援依頼による初動体制の確保
○国(K９)、県、熊本市の幹部職員による情報共有と連携

熊本県防災センター（県庁新館10Ｆ）

政府現地対策本部会議・県災害対策本部会議
（県庁新館8Ｆ）

●課題：災害対策本部の運営体制

○防災センターが１０階に配置されており、安全装置が作動しエレベーターが停止。
職員の参集や国の現地対策本部（２階）との連携に支障。
○報道機関への情報提供ルール、対応体制の連携不足
（情報提供の時期や方法、死者・行方不明者の公表基準等）
●改善の方向性

○災害対策本部が設置される防災センターの配置見直し（低層階への配置検討など）
○災害時の情報提供・発信のあり方の検討
（報道官の設置、死者・行方不明者の情報提供基準の策定）
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初動対応の中でも救助活動関係、関係機関と連携した救助活動について
は、警察の方々、消防、自衛隊との連携により、約1,700名を救助するこ
とができた。また、熊本県で防災駐機場を整備しており、そこが応援ヘリ
150機の受入れ拠点として機能した。また、毎朝、救助関係機関の方々に
集まっていただき、各機関で、今日は何をするといった活動調整会議を行
い、連携を図った。
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初動対応（救助活動等①）
●評価できる事項：関係機関と連携した救助活動

○警察、消防、自衛隊等との連携による迅速な救助
活動により約1,700名を救助
○応援ヘリ150機の受入れ拠点として防災駐機場が
機能
○救助活動機関の活動調整会議により活動方針・
分担を明確化
【警察関係】
○警察庁等と連携した迅速な応援派遣要請と
救出救助の実施
・41都府県延べ28,000人の応援部隊の
派遣受けた （H28.4/14～6/29）

南阿蘇村での救助活動

○救出救助活動
・全国各地から救助部隊延べ11,000人の
特別派遣を受け、警察機関で160人を救出
(H28.4/14～4/25)

○交通対策～交通安全対策
・交通機動隊や警察本部員による道路損壊
状況等の調査
防災駐機場（阿蘇くまもと空港）

・全国から広域緊急援助隊及び特別交通部隊
延べ1,050人の特別派遣 (H28.4/14～5/20)
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その下に書いてあるが、警察関係の皆さん方の活動としては、応援派遣
要請に基づいて多くの応援部隊を派遣していただき、救出救助活動、交通
安全対策の活動、犯罪の予防・検挙活動、避難所訪問活動、治安対策等に
当たっていただいた。右の写真はパトロール活動や避難所における女性警
察官の活動の状況である。
初動対応（救助活動等②）
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●評価できる事項

○犯罪の予防・検挙活動
・全国から特別自動車警ら部隊延べ5,400人の特別派遣(H28.4/16～6/29)、
特別機動捜査部隊延べ1,500人(H28.4/18～6/28) の特別派遣を受け、
被災地での特別パトロールの強化、空き巣等の犯罪検挙活動を実施
○避難所訪問活動
・全国から特別生活安全部隊延べ1,800人の特別派遣(H28.4.18～6/1)
を受け、被災者への声かけを実施。
・女性警察官で編成した部隊を避難所に派遣し、安心感を醸成
するとともに防犯指導を実施
●課題

被災地におけるパトロール活動

○救出救助部隊、交通部隊の部隊拠点の確保に苦慮
○部隊の宿泊施設の確保に苦慮
○ボランティア・自治体職員と不審者の見分けが困難
●改善の方向性

○県の地域振興局単位で部隊拠点の確保または整備を行う
○災害時における優先宿泊に関する協定の締結
○ボランティア・自治体職員の一目でわかる識別措置の実施検討

避難者に声かけを行う女性警察官
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様々なところから救助活動等の部隊を派遣していただいているが、課題
としては、それぞれの部隊の活動拠点を迅速に確保できなかったこと。ま
た、支援団体やマスコミも含め、全国から様々な方々が熊本に来られたが、
宿泊場所の確保が難しかったということがあった。また、ボランティア・
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自治体職員と不審者との見分けが難しいということもあった。たくさんの
方が入って来られるので、防犯パトロールをされている警察の方からの話
によると、その辺りの区別を何とかできないかという話があったようであ
る。
こうしたことに対しては、県の出先機関を部隊の拠点にしたらどうかな
ど警察の方々と一緒に検討したり、旅館等と優先宿泊の協定ができないか
という話もしている。また、ボランティア・自治体職員との区別が分かる
ようなビブスを着たりして、区別ができるようにすることも考えている。
⑵

被災者の生活支援
次は被災者の生活支援についてであるが、まずは物資の支援である。国

によるプッシュ型の支援により県民の不安の解消につながった。
一方、課題としては、熊本県で当初予定していた広域の物資集積拠点の
施設が被災したので、大幅に機能が低下し、また、代替施設の確保に苦労
した。さらに、大量の物資が送られてくるので、物資の仕分けのノウハウ、
人が足りないということなどにより、物資が滞留した。
改善の方向性としては、事前に輸送機関との連携体制をしっかり整備し
ておくことや物資の拠点を 1 か所だけではなく幾つか整備しておく必要が
あるといったこと、物資拠点の耐震化・耐災化もしっかりやっていかなけ
ればならないということで改善策を検討している。
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被災者の生活支援（物資支援）
●評価できる事項：国による早期のプッシュ型支援

○被災地の要請を待つことなく、国の判断に
よって、早期に大量の物資が熊本に届けられ、
県民の不安解消に寄与（プッシュ型支援）

プッシュ型支援

●課題： 拠点施設の被災による機能低下、
支援物資の滞留

○熊本市東部地域にある複数の広域防災拠
点施設（消防学校、グランメッセ熊本等）
が被災し、機能低下
○代替施設の確保に苦慮
○物資の仕分け・管理等のノウハウの不足、
人員不足等により、発災当初、市町村の物
資集積拠点に支援物資が滞留。

●改善の方向性

被災した消防学校

滞留する物資

非構造部材が破損した
物資拠点

物資の仕分け作業に
多くの人手が必要

○輸送関係機関等との連携体制整備、マニュアル作成
○物流事業者等に適した物資集積拠点の耐災性の強化と複数選定による多重性の確保を図る
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⑶

被災者の住まいの確保
次に、被災者の住まいの確保について、熊本地震の対応方針の 1 つに被

災者の痛みを最小化するというものがあり、その方針に基づいて熊本型の
応急仮設住宅を建築している。例えば、県産材を活用した「あたたかさ」
と「ゆとり」のある仮設住宅とするため、敷地面積も普通のものよりも
1.5倍ぐらい大きくする、孤独になりがちなので集会所を一定数ごとに配
置する、バリアフリーの仮設住宅を設置するといった取組を進めた。
課題としては、当初予定した土地等に地割れがあったりして仮設住宅が
建てられないといったこともあり、代替地を探すのに少し時間がかかった。
また、熊本市は都市部であり、仮設住宅を造るよりも民間のアパートを活
用するみなし仮設住宅が中心であったが、被災者と不動産所有者と県の三
者で何万件も契約をする必要があり、その際の事前の手続の不備等が課題
として挙げられている。
改善の方向性としては、仮設住宅の候補地を複数考えておく必要があり、
また、その地域の住民の合意形成もあらかじめとっておく必要がある。特
に、都市部についてはみなし仮設住宅に必要な体制・手続について事前に
不動産関係団体としっかり連携しておくということも挙げられる。

熊本地震への対応と課題
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被災者のすまいの確保
●評価できる事項：痛みを最小化する熊本型応急仮設住宅の実現

○県産材を活用した「あたたかさ」と「ゆとり」のある応急仮設住宅の整備（敷地面積及び
隣棟間隔を約1.5倍に拡充）
○温かみのある木造の集会所「みんなの家」の整備等コミュニティの形成を促進
○全国初のバリアフリー対応の仮設住宅を建設

県産材を利用し
た木造仮設住宅

交流の場となる
みんなの家

要配慮者に配慮した
手すり付きの浴室

●課題：被災者に寄り添った応急仮設住宅等の提供に課題

○地震による地割れや浸水想定区域のため、応急仮設住宅の建設用地の確保に苦慮
○発災直後、みなし仮設住宅の制度が未整備で、提供までに時間を要した
●改善の方向性

○様々な災害を想定した応急仮設住宅の建設候補地を定め、住民の合意形成も図る
○みなし仮設住宅の提供に必要な体制・手続等を定め、平時から不動産関係団体と連携。
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⑷

他の自治体と連携した取組
次に、他の自治体と連携した取組である。県外自治体から多数の応援職

員が来ていただいたということで、行政的には九州地方知事会を窓口とし
た派遣の調整、そしてカウンターパート方式、これは特定の自治体が特定
の市町村等を応援するという方法であるが、そうした方法によって多数の
職員を受け入れ、支援をいただいた。また、東日本大震災、新潟県中越沖
地震等の大規模震災を体験した方々、そうした専門知識を持った方々が運
営本部や罹災証明書交付等で活躍していただいた。
課題としては、県や被災市町村において受援計画が策定されていないと
いうこと、受入れの態勢にまだ不備があるということである。確かに被災
した自治体は、被災者に対応するのが精一杯で、どの部署に何人必要なの
かということがなかなか精査できない。そうした状況で派遣されてきても、
全然足りない、あるいは逆に人が余っているところがあるなど、過不足や
不都合が生じた。
こうした点を含め、今後、まず県・市町村においての BCP（業務継続
計画）、いわゆる緊急時・非常時にどのような業務を優先してどのような
業務を中断するのかといった計画を作ることや、国のガイドラインに基づ
いて受援計画を策定することとしている。
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他自治体と連携した取組
●評価できる事項：県外自治体からの多数の応援職員が災害対応に従事

○九州地方知事会を窓口とした派遣調整及びカウンターパート方式の導入により、
全国自治体から多数の職員を受入れ。
○東日本大震災や新潟県中越沖地震など、大規模災害の対応経験を有する応援職員が、
災害対策本部運営や罹災証明書交付等で活躍。

他県から多くの応援職員が支援

災害対応にあたる
応援職員

●課題：県や被災市町村において受援体制が未整備

○被災市町村において受援計画が策定されておらず、また、地震発生後も災害対応に追われ、
応援職員の必要人数や業務内容等を十分に精査できないまま支援要請に踏み切ったため、
現地での人員の過不足が生じた。
●改善の方向性

○県、市町村等は、非常時優先業務の整理を含む業務継続計画（ＢＣＰ）を策定。
○県、市町村は、他の地方自治体等からの応援職員が災害時の応急・復旧業務を円滑に遂行
18
できるよう、国の「災害時受援ガイドライン」等を参考に、受援計画を策定する。

⑸

自助・共助による対応
次に自助・共助による対応について、普段から自主防災組織や消防団活

動が活発な地域においては非常にうまく自主的な避難所運営等の対応がで
きたが、そうでない地域は物資にしても避難所運営にしてもうまくいかな
かった。
課題としては、食料備蓄率や住宅耐震化率が全国平均を下回るなど個人
の備えが不十分だったということである。地震後に行ったアンケートでは、
自分で備蓄をするようにした、家具の固定を始めたといった回答が地震前
と比べて 2 倍ぐらいに増え、防災意識が高まっている状況にある。
改善点としては、平時から自治会・自主防災組織の活動等にしっかり取
り組んで、防災意識の向上を図っていく必要があると考えている。

熊本地震への対応と課題
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自助・共助による対応
●評価できる事項：共助による避難者支援

○普段から自主防災組織や消防団の活動が活発な地域では、住民の相互協力による安否確認や
救助活動、住民等による自主的な避難所運営等の共助の取組みが実施
○地震の前と後の備えの状況（N=3,381）

熊本地震における救出箇所
（西原村提供）

訓練の様子（西原村提供）

●課題：個人の備えや共助による対応が不十分

○個人の備えが不十分
食料備蓄率
27.5%（全国平均：47.4%）
住宅耐震化率 76.0%（全国平均：82.0%）
○声かけや避難誘導、炊出し等の共助の活動が
できなかった地域が存在
●改善の方向性
避難所運営キット

防災ハンドブック

○平時から自治会や自主防災組織等における地域活動を
通じたコミュニティづくりを進めるとともに、市町村とこれらの組織の連携を強化
○防災ハンドブック等を活用した啓発・研修の実施により、県民の防災意識の向上を図る

⑹
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災害対応体制の強化
災害対応体制の強化について、庁舎の耐震化を行っていたところや発電

施設があるところは良かったが、右の写真の宇土市の市庁舎のように、耐
震化ができていないところが 8 町村あり、こうしたところの庁舎は機能し
なくなったり低下したりしている。右下の写真は県の上益城地域を管轄す
る庁舎だが、耐震化していたものの天井等の部材が落ちている。したがっ
て、非構造部材についても耐震化が必要になってくる。
改善の方向性としては、県・市町村の庁舎は災害時の拠点となるので、
耐震化や非構造部材も含めた機能強化を図っていこうとしている。
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災害対応体制の強化
●評価できる事項： 庁舎の耐震化等が行われた自治体では、熊本地震後も行政機能を維持

○庁舎等の耐震化や非常用発電用燃料タンクの増設等、
耐災性が強化された自治体では、地震発生後も災害対
応等の行政活動に円滑に取り組むことができた。

●課題：庁舎の被災等による行政機能の低下

○建物や非構造部材の損壊等により、８市町村に
おいて庁舎等が全部又は一部使用困難となり、
行政機能が低下。
○業務継続計画（ＢＣＰ）の策定が不十分なため、
災害時における継続する業務の整理に時間を要
するとともに、所属間の業務量のバラつきが生
じた。

被災した庁舎

非構造部材の破損により
利用できなくなった庁舎

●改善の方向性

○県・市町村庁舎は、災害応急対策及び災害復旧対策など災害対応の重要な拠点となるため、
大規模災害においてもその機能を維持されるよう、耐震化や機能強化を図る。
○県、市町村等は、大規模災害を想定して、非常時優先業務の整理を含む業務継続計画
（ＢＣＰ）を策定する。
20

⑺

熊本地震デジタルアーカイブ
デジタルアーカイブというものを県で作成している。熊本地震の経験を

他の災害にいかしたり、全国に発信していくということで、写真やデータ、
資料等をホームページに掲載している。今はまだ2,000点ぐらいだが、将
来的には20万点ぐらいを掲載していきたいと思っている。
熊本地震デジタルアーカイブ①
●課題：過去の地震についての伝承が不十分で、地震に対する認識や備えが不足
●改善の方向性：デジタルアーカイブ化の推進

○熊本地震の経験を今後の災害に活かすため、熊本地震関連の資料を記録・整理・蓄積し後世
に遺す取組み。
○被害の実情や復旧・復興の姿がわかる写真や映像、記録等の資料を行政機関や大学・学会、
企業・団体、県民などから幅広く収集。
○収集した資料はデジタル化してデータベース化。
専用のウェブサイト http://www.kumamoto-archive.jp で公開中
○写真、映像等の提供に御協力をお願いします。
行政

地震関連資料を収集

県民

データベース

企業
団体

大学
学会

スマートフォンやタブレッ
トでも利用可能

被害の状況、復興
の姿をウェブサイト
で公開

熊本地震関連資料を一元化
防災教育への活用や観光振興に寄与
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次はその一部であるが、定点撮影資料ということで、被害が大きかった
県内20地点を定点で観測していく。例えば、下の写真は発災前の熊本城、
真ん中が発災後、一番右が現在ということで、定点観測でずっと写真を掲

熊本地震への対応と課題
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載していこうということで写真を集めている。
熊本地震デジタルアーカイブ②
例）定点撮影資料

熊本城

発災前

H29.4

H28.8

22

同様に、阿蘇の草千里の発災後と補修後、下は健軍商店街の発災後と今
の状況であり、こうしたものを作成している。
熊本地震デジタルアーカイブ③
阿蘇草千里

H28.8

H29.3

熊本市健軍商店街

H28.4

3

H29.3

23

復旧・復興に向けた取組

最後に、復旧・復興に向けた取組について少しお話をさせていただきた
い。平成28年 8 月に地震からの復旧・復興プランということで、復旧・復
興の 3 原則、Ⅰ

被災された方々の痛みを最小化する、Ⅱ

単に元あった

28 《講演Ⅱ》

姿に戻すだけでなく、創造的な復興を目指す、Ⅲ 復旧・復興を熊本の更
なる発展につなげるということを掲げた。
平成２８年熊本地震からの復旧・復興プラン ①
復旧・復興の基本方針

平成２８年熊本地震からの復旧・復興プラン
（平成28年8月3日策定）
復旧・復興の３原則

Ⅰ 被災された方々の痛みを最小化する
Ⅱ 単に元あった姿に戻すだけでなく、
創造的な復興を目指す
Ⅲ 復旧・復興を熊本の更なる発展に
つなげる

25

特に、創造的な復興、例えば益城町の 2 車線の道路を 4 車線にして復旧
する、農地もただ復旧するだけではなく大区画に集積した形で復旧するな
どの取組を進めていきたいと思っている。
平成２８年熊本地震からの復旧・復興プラン ②
基本理念

県民の総力を結集し、将来世代にわたる
県民総幸福量を最大化する
熊本の将来像

災害に強く誇れる

たから

資産を次代につなぎ
夢にあふれる
新たな熊本

Hope（夢）
将来が夢にあふれ、希望に満ちている熊本
Safety（安全・安心)
災害に強く、安全・安心に生活できる熊本

Pride（誇り）

熊本の宝が継承され、誇りに満ちた熊本
Economy（経済的安定）
経済的に安定し、躍動する熊本

26

復旧・復興プランの短期的なものは、応急復旧、再建・復旧・再生・回
復であるが、時間が経過するにつれて、例えば暮らしの創造によって創造
的な復興を進めていこうということで、最終的には災害に強い夢にあふれ
る新たな熊本を作っていこうとしている。

熊本地震への対応と課題
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平成２８年熊本地震からの復旧・復興プラン ③
取組みの基本的方向性
痛みの最小化（応急復旧）

創造的な復興（Build Back Better）

道路・鉄道、阿蘇・熊本城、防災拠点
など「くまもと」の基盤を再生

『地域産業の再生』
風評被害対策の実施、観光産業
農林水産業、商工業などを再生

『交流機能の回復』
熊本港、八代港、阿蘇くまもと空港
などの復旧と機能を強化

』

～安心・希望を叶える～

『 未来へつなぐ資産の創造

』

～未来の礎を築く～

『 次代を担う力強い地域産業の創造

～地域の活力と雇用を再生する～ 』

『 世界とつながる新たな熊本の創造
～世界に挑み、世界を拓く～

』

たから

復旧・
復興プラン

『社会基盤の復旧』

『 安心で希望に満ちた暮らしの創造

熊本の
将来像

災害に強く 誇れる資産を次代につなぎ
夢にあふれる新たな熊本

『くらし・生活の再建』
被災者に寄り添い、すまい、医療・福祉、
教育など県民生活を再建

未来の礎の構築

27

また、創造的復興に向けた重点10項目として、「すまい」の再建、阿蘇
へのアクセスルートの回復、熊本城の復旧等を掲げており、こうしたこと
にしっかり取り組んで復旧・復興を加速化していきたいと思っている。
創造的復興に向けた重点１０項目
重点１０項目

平成３１年度末の到達イメージ

1.「すまい」の再建

被災者の意向に沿った「すまい」の再建・確保を完了

2.災害廃棄物の処理

発災後2年以内(H30.4月まで)に災害廃棄物の処理を完了

3.阿蘇へのアクセスルート
の回復

県として最大限の働きかけを行い、国と連携して早期の復旧を
図る

4.熊本城の復旧

2019年の国際スポーツ大会までに、熊本市とともに復興の
シンボルとして天守閣を復旧

5.益城町の復興まちづくり

熊本高森線の4車線化について、平成31年度までにモデル
地区を先行整備～以降順次整備

6.被災企業の事業再建

グループ補助金を活用した施設・設備の復旧等による事業
再建完了

7.被災農家の営農再開

農地及び営農施設の復旧等による営農再開100％完了

8.大空港構想
NextStageの実行
9.八代港のクルーズ拠点
整備

阿蘇くまもと空港の新たな運営者の決定及び国内線別棟ビル
の運営開始

10.国際スポーツ大会の
成功

2つの国際大会(女子ハンド､ラグビー）の成功を通して復興
する熊本を国内外に発信
28

専用岸壁、おもてなしエリアの整備により、年間200隻程度の
大型クルーズ船寄港を実現

最初に申し上げたように復興はまだまだ道半ばではあるが、しっかり取
り組んで参るので、全国の皆さん方に引き続き御支援をお願いしたい。
（しらいし

しんいち）
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災害対策の課題

～東日本大震災を踏まえて～
竹

内

直

人

（元警察大学校長）

熊本地震と違い、東日本大震災は 6 年 4 か月前の話なので、ご記憶の方
も多いでしょうが、改めてご説明したいと思います。当時、私は宮城県の
警察本部長だったわけですが、津波による宮城県の浸水区域面積は山手線
の内側の 5 倍（327平方キロ）であり、そこに33万人余りの人が住んでお
りました。
浸水区域面積327㎢（山手線内側の5倍強）
（岩手58㎢, 福島112㎢）
浸水区域推定人口331,902人
（岩手107,503人, 福島71,292人）

公的な検証と課題・教訓の伝承
東日本大震災に対する警察活動に関する検証については、公的なものと
して、平成24年の「警察白書」があります。また、宮城県警も、平成26年
に「東日本大震災から 3 年：警察活動の記録」を公表しております。この

災害対策の課題
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ほか、警察庁ホームページの政策評価等のところに、
「災害に係る危機管
理体制の再構築」というタイトルの極めて詳細な総合評価があり、東日本
大震災を受けた各種施策の実施状況を取りまとめております。

警察白書 東日本大震災における警察活動
の検証 災害に係る危機管理体制の再構築
東日本大震災から３年：警察活動の記録
（宮城県警察）
県内沿岸部全域に巨大津波が襲来し、県内に
おいては、死者・行方不明者が１万人を超え
るなど未曾有の被害。宮城県警察は、この大
震災に対して全国警察からの支援を受け、組
織の総力を挙げ、正に不眠不休で救出救助、
行方不明者の捜索、検視、遺族支援や被災地
の治安維持活動（交通対策、安全安心対策）
等の災害警備活動を行った。

そうした公的な検証による課題の整理のほかに、私自身は退職後、警察
謝恩伝道士と称して、自分で感じ、自分でまとめた課題・教訓について、
様々なところで講演しております。ちなみに、警察謝恩伝道士のマークは、
商標登録して、経済産業省のお墨つきも得ているものです。真ん中のひも
状のものは、本結び、ヘラクレスノットで、絆の象徴と言われております。

警察謝恩伝道士

とは

警察職員に対し、
お世話になったご
恩への感謝を込め
ながら、一種の使
命として、経験に
基づく知見を伝達
する者（造語）

本結び＝絆の
象徴
今日は、私が感じた警察としての課題について何点か述べます。
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被災情報の混乱
第 1 は被災情報の混乱です。特に初期段階において、どのような被害が
起こっているかについての情報を現場から正確・迅速に集約・報告すると
いうことは非常に大事ですが、例えば、発災初日の夜10時過ぎ、仙台市荒
浜で200～300のご遺体が発見された、しかもこれは現場警察官からの無線
連絡であるという情報が上がってきました。これを直ちにマスコミに対し、
もちろん未確認情報ということで発表し、私も県庁の会議で報告しました。
初日の夜の200～300という数字は結構衝撃的なものだったわけですが、こ
れは全くの誤報でした。
警察だけでなく、様々なところで誤報が飛び交いました。 1 つの例とし
ては、石巻市内に天王橋という大きな橋があるのですが、これが落下した
という情報です。当時これは本当に落下したのかと我々は心配しましたが、
実際のところは揺れの後に国道管理事務所が通行止めにしたところ、車で
移動しようとしている住民の方々が、なぜ橋が通れないのだろう、ひょっ
としたら落ちたのではないか、落ちたらしい、落ちたという、まさに伝言
ゲームのような形で被災情報が伝わってきたことによるものです。実際に、
石巻日日新聞という結構有名になった地元新聞の手書きの 3 月12日版には、
天王橋落下と書いてあり、このように、マスコミも含め、誤った情報が残
念ながら伝播するという課題があります。

被災情報の混乱
「仙台市荒浜で200-300の遺体発見」（現
場警察官情報）→県庁会議（第4回）で報告
他の事例：「石巻市内天王橋（国道45号線；石巻
国道管理事務所）が落下した」との情報
発災後、点検のための一時通行止め→落下の
うわさ→石巻日日新聞（3月12日付手書版）
伝聞情報の再伝達（「伝言ゲーム」）
悲惨な状況を伝えたい（→やや過度な表現）
無線の輻輳（ふくそう）、途切れ
未確認情報も未確認として発信（災害広報）

災害対策の課題
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この背景としては、現場にいる職員もそうだが、関係者全員に、これは
大変なことだ、悲惨なことだ、早く伝えたいという焦りがあることが挙げ
られます。さらに、通信網が輻輳しており、これを使う警察官がプレスト
ークボタンを押しても押してもつながらない。そして、急に自分の番が回
ってきて、焦って「200～300」とか「女川壊滅」といった情緒的な報告を
してしまうということです。
したがって、今後起こる大災害、例えば、首都直下地震、南海トラフ地
震がありますが、このような状況下で、警察として、未確認情報も災害広
報としてしっかり発信はするが、その中でいかに迅速に客観的・的確な情
報を収集して伝達するかが課題になると思います。
関連する話として、私は発災から 3 日目の日曜日に、県庁の会議で「犠
牲者が万人単位になるのは必至である」という発言をしました。もっと大
外れに誤報であれば本当は良かったのですが、これも一種誤報に近いもの
だったかもしれません。実は、当時この数字を述べたかったのではなく、
ご遺体を収容する場所がない、検視する資機材がない、このままだとご遺
体が野ざらしになってしまうかもしれないという危機意識の中で、前提と
してこういう数字を述べたものです。背景には、前日の夜の段階で避難を
している南三陸町の住人は7,500人しかおらず、 1 万人の安否が不明とい
う情報がありました。その当時の状況では、安否不明イコールいわゆる災
害の行方不明、イコールやられてしまったという認識がありましたが、そ
の日までの収容遺体数がまだ244という段階で、万人単位と言わざるを得
なかったというぐらいの混乱状態でした。
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3月13日（日）県庁会議第10回で発言
「犠牲者が万人単位になるのは必至」
趣旨：収容場所、検視資機材（水、毛布、担架、
遺体収容袋、ブルーシート、棺、注射器、注射針、ゴム手袋、
マスク等）、検案医師、搬送車両・ボート、

収容作業要員の絶対的不足を訴える
背景：南三陸町（人口約17,600人）
の避難者7,500人（前日夕）→「1万
人安否不明」（13日地元紙朝刊）
前日までの収容遺体数は244
6

警察官の安全確保
2 つ目の課題が警察官の安全確保です。警察庁の災害対策検討委員会に
おいて、事後的に施策として実施したのが、場所ごとに津波がいつ来るか
という情報をあらかじめ全ての警察官に迅速・確実に伝達するというもの
です。残念ながら 6 年前は危機意識が十分でなく、現場の警察官一人ひと
りの職責意識に基づいて対応したため、あまりにも長く危険な場所にとど
まり過ぎたところです。
現在、宮城県警では、津波到達時刻の10分前には定められた場所から離
脱するという方針を事前広報していますが、他方で、現実に次の大きな災
害があったときに、住民が避難をしてくれなければ本当に10分前に先に警
察官が離脱できるのかという問題があります。

災害対策の課題

35

警察官の安全確保
災害対策検討委員会（警察庁）
津波の到達予想時刻を基に退避までの時間を
速やかに設定
避難誘導に従事するすべての警察官に迅速・
確実に伝達
そのための図上・実動訓練を反復継続
救命胴衣、ヘルメット等の装備資機材の整備
現在の宮城県警：あらかじめ避難誘導箇所を絞
る、津波到達予測の一定時間前（10分前）に職
員の離脱を促す、この方針を事前広報するなど
7

私自身は、いまだに、なぜあの時撤収指令が出せなかったのかという思
いがあります。110番通信指令室の無線交信記録を何度も聞き直しても、
確かに撤収指令を出すタイミング、いとまはなかったというのが現実でし
た。ぎりぎり逃げて帰ることができたが同僚が殉職したある職員は、私に
対し、「かりに撤収指令が出たとしても、目の前に住民がいる限りはやっ
ぱり先には逃げられなかった」と言ってくれました。ものすごく崇高な使
命感でありますが、現実的にこれでいいのかという問題があります。
3.8％という数字があります。河田惠昭さんという災害の研究者が、
2010年の年末、つまり東日本大震災の前に『津波災害―減災社会を築く』
（岩波書店、2010年12月出版）という本の中で、冒頭に、3.8％、こんな数
字では問題だと指摘しています。何が問題かというと、2010年 2 月にチリ
地震の大津波警報が出て、そのときに逃げた人が3.8％しかいない、こん
なことでは大変なことになるということを2010年12月時点でおっしゃって
いました。私自身も残念ながらこの本を読んだのは東日本大震災の後でし
た。私自身がそうであるから、住民の方が本当に逃げるのだという意識を
持っていただいたかどうかは疑問です。
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「かりに撤収指令が出たと
しても、目の前に住民が残
っている限り、先に逃げる
ことはなかった･･･」

3.8％
6.4万人/168万人

河田恵昭「津波災害」

（岩波新書）

避難指示・勧告対象住民中、実際に避難した人（
2010年2月27日チリ沖地震津波：大津波警報）
8

検視・身元確認
次の課題が検視・身元確認です。本当に万人に近い犠牲者が出て、その
検視・身元確認の作業は困難を極めました。どれだけの人数が必要か、ど
れだけの遺体安置所、資機材が必要かは、結局日々上がってくるご遺体の
数を基に推計するしかありませんでした。大規模な体育館を早めに確保し、
手順を簡略化し、早めに身元不明分はご遺族・自治体に迅速に引き渡すと
いうことを行いましたが、やはり検案をする医師が足りないといったこと
や物資の調達に欠ける面があったなど、様々な問題がありました。

検視・身元確認
所要人員、検視・安置場所、資機材
←日々の遺体収容数の推移を基に推計
大規模体育館の確保（2日目夕方）
手順簡略化、身元不明分の迅速な引渡し
検案医・歯科医：配置の偏り、郡部不足
参考:医師法第19条第2項の義務

物資の調達：ホームセンターの協力
受付（洗浄）担当者の指定
身元確認方法の工夫（歯、似顔絵等）

災害対策の課題
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行方不明者対策
もう 1 つの課題は、津波災害に特有のものかもしれませんが、行方不明
者対策です。発災の時から、私は大変な行方不明者が出るだろうというこ
とで、担当の幹部とも相談をし、発災翌日朝から相談ダイヤルを開設しま
した。現実には、その段階で行方不明だと思っていた人の中には、単に携
帯電話がつながらない、いわゆる安否不明の方も多かったのですが、こう
した方々も含め、全ての行方不明者情報を整理し、今後ご遺体と照合する
ことを考えて一人ひとりの身体特徴も全部聞くということをやりました。
そして、連絡のつかない人の氏名をホームページに掲載し、これを見た方
から「私は避難所にいます」という情報が寄せられるなど、最大 7 万
2,000人から一人ひとり減らしていくという作業を行いました。この作業
を通じて、ご遺体との身体特徴照合により200体ぐらいの身元確認ができ
ました。

行方不明者対策

相談ダイヤル（3/12 20回線・54名、
最大50回線・179名、7万2千人）
受理した「連絡のつかない者」の氏名
等を早期にHP掲載
身体特徴の照合（198体確認）

警察組織にとっての教訓
様々な場所で行っている警察謝恩伝道士としての講演においては、次の
4 点を教訓として話をしております。
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警察組織にとっての教訓
～想定外を最小限に～
①広域・激甚な被害への備え（確率ゼ
ロでない事象はいつか必ず起こる）
②迅速・正確な被災情報収集
③避難誘導配置箇所の吟味（＋タイムリ
ミット）、装備品の整備（救命胴衣、ヘル
メット等）

④市町村との連携強化（地域防災計画、共
同訓練）
11

1 つ目は、広域・激甚な被害への備えということで、確率がゼロでない
事象はいつか必ず起こるということです。東日本大震災の前も宮城県沖地
震が30年以内に99％の確率で起こると言われていました。当時の警備部長
の新岡邦良さんが必死に対策を採っていましたが、私自身は残念ながら、
30年ぐらい経つうちに来るのだろうという程度の意識しかありませんでし
た。つまり、明日にでも来てしまう、来週かもしれないという切迫した意
識がなかったのです。しかし、災害の歴史をひもといてみれば、首都直下
地震も南海トラフ地震も富士山大噴火もいずれ来るのだろう。それがいつ
かは分からないが、確率がゼロでない事象はいつか起こるのであるから、
これを想定して事前に準備するしかないということを各県にお話していま
す。
2 つ目は、最初に申し上げた被災情報の収集の点です。
3 つ目は、これは主として警察官の身の安全の話です。避難誘導を、当
時の宮城県警は残念ながら、かなり海岸に近い深いところまで行ってしま
ったところです。本当は交通渋滞が予想される場所のみに配置するなど限
定すべきだったわけですが、こうした点も含め、安全対策が必要です。
4 つ目が、今日のテーマにも関連しますが、市町村との連携強化です。
県庁との間では、県警は県の組織であるから連携を密に取りました。連
日、何回も開催される県庁での災害対策本部会議に私はずっと出席し、そ
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れ以外にも、会議が終わった後に、知事と 1 対 1 で、こういう問題がある、
是非この支援をお願いしたいということで40回近く会談を行いました。

市町村との連携
特に遺体取扱いの面での連携・協力
① 遺体安置所の設置、管理
② 行方不明者の捜索、遺体搬送
③ 検視、検案
④ 資機材の整備･調達
⑤ 引渡し、火葬・埋葬
→地域防災計画への明記
12

しかし、市町村との連携は残念ながら十分ではありませんでした。災害
対策基本法上、あらゆる災害対策の基本は市町村です。特に警察との関係
では、ご遺体に関する連携・協力が重要です。残念ながら、幾つかの市町
村では、そもそも警察がご遺体をとどめおいて検視をする、身元確認のた
めの材料を集めるというプロセス自体を十分理解していただけなかったと
ころです。私は、急遽一人ひとりの首長に、本部長名の手紙を書き、本部
の所属長に行ってもらって説明をして、納得してくれたところも結構あり
ましたが、こうしたことは事前に地域防災計画にしっかり書いておくべき
ではないかと思います。
今は様々な場所に講演に行くたびに、その場所の地域防災計画を見るよ
うにしていますが、本当に進歩しており、最近は様々な指導が行き届いて
いることがよく分かります。
災害対策のサイクル
ここから若干学術的な話をします。この絵の直接の出典はインドの大学
ですが、国連をはじめ、世界的に Disaster Management Cycle という考
え 方 が 重 視 さ れ て い ま す。 発 災 後、Response を し、Recovery を し、
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Mitigation をし、戻って Preparation を行うというものです。中には、
Preparedness と書いてある文献もあります。いずれにせよ、残念ながら
事実上発災がサイクルのスタートポイントになっているのが現状です。も
ちろん、防災計画に必要な事項を書き込む、防災訓練をするなど準備項目
は数多くありますが、結局のところは、発災したものを踏まえて次にどう
するかという実態になっています。

出典：Osmania University（インド）のウェブサイト

しかし、先ほど申し上げたとおり、確率ゼロでない事象はいつか必ず起
こるので、未発生の災害を見据えてサイクルをスタートするということが
本来の Disaster Management Cycle ではないかと最近思うところです。
災害対策基本法の体系自体も実はこの順になっており、現実の対応として
は Preparation が最後になっていますが、そうではなく、まず計画を含め
た諸準備、訓練を行うということです。いずれ発生するわけですから今し
か対応する時期はないわけです。そこから、実際に起こった場合の応急対
策、復旧、教訓の整理、計画の改訂を行うというふうに、サイクルのスタ
ートポイントを Preparation の段階にすべきではないかという点が、退職
して様々な場所で話をして強く思うことです。

災害対策の課題

41

災害対策のサイクル
Disaster Management Cycle

Response 災害対応→Recovery 復
旧・復興→Mitigation 被害抑止
→Preparedness 事前準備
災害予防（計画・準備・訓練）→発災時
の災害応急対策→災害復旧→教訓事項の
整理→計画改訂・訓練実施等
想像力が重要＝DIG（Disaster Imagination
Game）：地図上で災害をイメージ→防災
行動につなげる（住民、自治体等）
この準備の際に一番大事なことは想像力です。自治体や自治会レベルで
は Disaster Imagination Game というゲーム方式の訓練、地図上で災害を
イメージして皆でいろいろ言いながら防災行動につなげるということを行
っています。私自身も幾つかの大学の先生方と DIG と言われているゲー
ムに参加をし、物足りない部分もあるのですが、こうしたところから住民
意識をしっかり高めていく努力が必要だと改めて思っているところです。
「想像と準備」
私の尊敬する米村敏朗先輩がずっと言っておられる言葉に「想像と準
備」というものがあります。米村氏の「想像と準備」というのは、準備し
なければ想像したことにならない、想像は準備があってこそ初めて想像・
想定であるとおっしゃるわけです。まさに警備の大家の米村さんらしい言
葉です。意識が存在を規定する、危機感・危機意識は自ら作るというご主
張で、想像と準備がセットになっています。
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「想像と準備」
by 米村敏朗氏（東京2020チーフ・セキュ
リティ・オフィサー・）

具体的な準備につながらなければ想像
（想定）したことにはならない
意識が存在を規定する（→危機感･危機
意識は自ら創るもの）
それでも、まずは想像することから出
発→その上で準備する
災害図上訓練の必要性・有用性
シナリオ策定（訓練の企画）が課題
私は、先ほどの DIG ではありませんが、まず想像から出発をする。レ
ベルが低いかもしれないが、一つ一つ想像する、想像する癖をつけるとい
うことから始めるべきと考えます。そして、一歩一歩積み重ねていき、富
士山の大噴火など本当に起こるのかと思っているのではなく、起こる、そ
うしたときにどの程度火山灰が降るのかということを一つ一つ想像し、想
像を高めていく、その上で可能な限りの準備をするということが大事では
ないかと思っております。
この点に関連し、図上訓練がいかに重要かということを改めて感じてい
ます。その際に一番大変なことは、シナリオ策定をする、つまり訓練をさ
せる側の準備・企画であると思います。
警察謝恩伝道士として
冒頭から申し上げているように、警察謝恩伝道士として、まずは 6 年前
の反省・教訓を各都道府県警察に対してお伝えするという語り部をやって
おります。こうした話をしていると様々なところから声が掛かるようにな
ってきており、来週も千葉大学に行きます。千葉大学は、看護学博士課程
まであるという特殊なところであり、そこの学生や先生方と、災害時に、
ボランティアも含めてどのようにして連携を取るかということを真剣に考
えています。警察は警察で、独自にやらなければならないことも数多くあ
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りますが、災害対策ということを考えると、視野を広げ、様々なところに
出ていって議論を深め、その上で警察としてやるべきことをやっていくべ
きではないかと思っています。

「警察謝恩伝道士」として
各都道府県警察等における講演（教訓
事項の「語り部」）
千葉大学看護学大学院（災害看護グ
ローバルリーダー養成プログラム）に
おける演習指導（災害時専門職連携）
仙台大学における講義（模擬訓練：町
役場災対本部）
災害図上訓練用カード教材の制作
→想像力を高め、災害に備えよう
（手間や時間をかけずにすぐやれる！）
今、私は拠点が仙台にある関係で、仙台大学でも講義をしております。
この前、学生に模擬訓練をさせました。先ほどの災害図上訓練です。授業
の中で、町役場の災害対策本部を設定して、君は町長、副町長、総務課長
ということで役割を与え、シナリオを作成し、次から次に発生する状況に
どのように対応するのか、このようなことで住民を守れるのかという展開
にする。まだ新入生ですが、やらせてみると意外に一生懸命やっておりま
した。
こうしたことを踏まえ、主に警察署を対象とした災害図上訓練用のカー
ド教材を作りたいと思って、今、自費出版の準備をしております。とにか
く想像力を高める、手間や時間をかけずにすぐやれるということを目標と
しているところです。
今後の大災害を考えて
最後に、今後の大災害を考えると、私は 3 つ課題があると思っています。
1 つ目は行方不明者、 2 つ目は物流、 3 つ目は住民意識です。
1 つ目の行方不明者は、東日本大震災でもいまだに数多くの行方不明者
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がいます。宮城県でも1,200人以上が行方不明です。南海トラフや首都直
下があったときに、その場所にどれだけの人がいるかは、実は分かりませ
ん。 6 年前も、本当にその時に誰がその場所にいて、誰が被災したのかは
神様でなければ実は分からないかもしれないのです。行方不明の届出の数
だけが被災者かというと、そうではないかもしれない。多数の旅行者がい
る。インバウンドで外国人が多数来る。2020年のオリンピックの最中に大
災害が来るかもしれない。その時に誰がその場にいたのか、行方不明とな
っているのは誰なのかをどのように確認するのかということが 1 つ目です。
2 つ目は物流です。熊本地震では、プッシュ型支援の第 1 号ということ
で278万食を支援し、課題があったにしても見事な対応をしたところです。
東日本大震災のときは40日間で主食1,900万食、副食合わせて2,700万食を
何とか調達したという農水省の方の文献を読みましたが、その1,900万食
のうち半分は実は 4 府県から来ている。それは大阪府、愛知県、秋田県、
茨城県であり、それだけ調達に偏りがあったと言えます。この偏りがある
中で必死に集めてやっと1,900万の数字を整えたということです。次の大
災害で物流は大丈夫かということが 2 つ目です。
最後は住民意識です。住民は自助で頑張らなければなりませんが、その
拠点となるべき町内会に、最近は、そもそも加入しない、訓練があると言
っても出てきてくれないという状況があります。自助意識・防災意識を高
めるために自治会・町内会をどのようにてこ入れするかが大きな課題と思
っています。
（たけうち

なおと）
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災害ボランティア団体の取組～ JVOAD に込めた願い
栗

田

暢

之

NPO 法人全国災害ボランティア
（支援団体ネットワーク代表理事
）

私たちの団体は、Japan Voluntary Organizations Active in Disaster、
JVOAD（ジェイボアード）と呼んでいるが、これは2016年11月に NPO
法人化したばかりの団体である。なぜこういうことをしようかと思ったの
か、その背景をまずお話しさせていただく。

1 近年の防災ボランティア活動の被災地でのあゆみ
これは内閣府が作成した資料に私が加筆したものである。1995年の阪
神・淡路大震災以降、様々な災害現場がある。最近も震度 5 弱や 5 強の地
震があったり、今日も水害は大丈夫かなと少し心配している。毎年のよう
に水害が起きているので、毎年のように私どもも支援に出かけている。
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中央共同募金会「ボランティアサポート
募金」を得て活動したボランティアは、
約525万人

平成28年10月 鳥取中部
地震
平成28年4月 熊本地震
（約12万人）

内閣府資料より

⑴

1995年「阪神・淡路大震災」
近年、災害が起きると何千人何万人とボランティアが来てくれる時代に

なった。阪神・淡路大震災をボランティア元年と呼んでいるが、137万人
のボランティアが来てくれた。ただ、これも137万人を誰がカウントした
のかという話になると、避難所の中にボランティアが何人いて避難者が何
人いて、面積を基にして概算で出した数字である。それしか方法がない。
ただ、そのくらい数多くのボランティアがいた。
ただし、支援する側の論理がかなり先行して、受け入れる側の論理、最
近は受援力と呼んでいるが、そういうものがどうだったのかという反省は
かなり残った。しかし、
「がんばろう神戸」という応援する気持ちがこれ
ほど多くの人たちの行動に結び付いたという意味では社会に大きなインパ
クトを与えた。
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1995年「阪神・淡路大震災」
137万人のボランテイア
「ボランティア元年」
受け入れ体制の未整備

⑵

2004年「台風10個上陸・新潟県中越地震」
その後、2004年に台風が10個上陸し、新潟県中越地震が10月23日に発生

した。このときに全国で70か所以上の災害ボランティアセンターが設置さ
れた。阪神・淡路大震災から新潟県中越地震まではボランティアセンター
が立ち上がったり立ち上がらなかったりであったが、今では、災害ボラン
ティアセンターは自治体の社会福祉協議会（以下、
「社協」という）が必
ず立ち上げてくれる。地域防災計画上は別に義務ではなく任意であるが、
東日本大震災、熊本地震といった災害救助法が適用されるような大規模災
害では必ずボランティアセンターが設置される。これは社協の善意による
ものである。こうしたことが確立したのが2004年であり、阪神・淡路大震
災から10年経過していた。
それまで社協は福祉救援ボランティアと位置付け、福祉の分野を扱って
いるので、なぜ災害のことをしなければならないのかという議論があった
が、社協は毛細血管のように全国の市町村に絶対ある。また、復興、街づ
くりまでのことを考えると、被災現場では、この方は福祉的な支援が必要
だから支援するが、こちらの方は一般の被災者だから支援しないというわ
けにいかない。そこで、ボランティア全般のことを社協が扱うと非常に都
合が良いという社会的な期待もあり、社協が頑張ってやっている。
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この頃、小泉政権下において、ボランティアが災害救援の一翼を担って
いるということを発言していただいたので、是非ボランティアの方々を集
めようということになり内閣府が初めて検討会を設置した。これが官民が
出会う最初の場になった。

2004年「台風10個上陸・新潟県中越地震」
全国で70余の災害ボラセン
「福祉救援」から「協働型」へ
内閣府が検討会を設置

⑶

災害ボランティアセンター
2004年以降私たちは様々な災害を経験した。ボランティアセンターは先

ほど申し上げたように全国の社協が主体となって設置するが、ボランティ
アが被災地に行っても不審者と間違えられたり、あまりうろうろしている
と邪魔になったりする。だから、ボランティアはまずボランティアセンタ
ーに行く。被災者のニーズがボランティアセンターに上がってくる。例え
ば、水害であれば畳を上げてほしい、掃除してほしいなど様々なニーズが
上がってくる。
ボランティアセンターでは、ニーズを把握してあなたはここへ行ってく
ださいとボランティアのマッチングをする。活動の安全についても留意事
項が様々あり、こうした機能を果たしていくという仕組みが2004年ぐらい
から始まって、確立したのが最近である。
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災害ボランティアセンター
全国の社会福祉協議会が主体となって設置

被災者の
ニーズ把握

ボランティアの
マッチング
コーディネート

活動の安全

ニーズ

被災者
被災地

派遣・安全管理

地理に不案内
ニーズにたどり着けない
混乱？安全の担保？

⑷

ボランティア

ボランティア
センター
地元の意思
ニーズの拠点
各種案内・資機材
需給の調整

2011年「東日本大震災」
東日本大震災の際も災害ボランティアセンターは立ち上がったが、様々

な限界もあった。岩手県陸前高田市のボランティアセンターも立ち上がっ
たが、残った職員は嘱託の女性 2 人だった。上司は流されて亡くなってい
る。もう私たちは何もできないと泣き叫んでいた。しかし、全国から応援
を受けて、 1 か月後にボランティアセンターが立ち上がることになった。
地元主体で頑張ろうということもあるが、被害が大き過ぎて対応できなか
ったという面もあった。しかし、その代わりに NPO・NGO、企業による
大規模な支援が出てきたのも東日本大震災の特徴だと思う。
ボランティアの数について、検索していただくと、約140万人と出てく
る。これは全国社会福祉協議会がまとめた数である。マスコミは、東日本
大震災の140万人、阪神・淡路大震災の137万人という数字を比べて、東日
本大震災は広範囲に亘っているのにボランティアが少ないのではないかと
書くが、実態を表していない。
実はこの140万人は、ボランティアセンターが立ち上がってそこでボラ
ンティアに行きますと並んで受付をした人の数の合計である。社協は市町
村ごとにあるから、今日のボランティア数は何人ということを県がまとめ
て全国がまとめれば集計が簡単にできる。その数が140万人なのである。
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ところが、NPO・NGO、企業ボランティア等専門性の高いボランティ
アも含めて、ボランティアセンターに並んでいないボランティアも数多く
いる。東日本大震災では赤い羽根共同募金がボランティアサポート募金と
いうものを募集した。義援金は被災者のところに届くが、支援金は支援す
る方のところに届く。全国から企業を中心に40億円集まった。例えば、私
はレスキューストックヤードという愛知県名古屋市にある NPO の代表で
あり、その NPO のレスキューストックヤードが今でも宮城県七ヶ浜町の
支援をしているが、その七ヶ浜町の支援をするために助成金100万円とか
200万円で活動したいと募集する。そして、審査があり、選考されれば後
に採用通知があり、活動を行う。活動後は、報告書の提出が求められるが、
その報告書の数に基づくボランティアの数は合計525万人である。
よって、ボランティアセンターを通した人間は140万人だったが、実際
にはもっと多くのボランティアがいたはずである。ここでボランティアセ
ンターの限界と書いたのはこのような趣旨もある。

2011年「東日本大震災」
戦後最悪の大惨事
災害ボラセンの限界＋NPO・NGO、企業の活躍
長期にわたる復興

全国はもとより
世界各地から
「がんばろう！東日本」

⑸

東日本大震災の課題
東日本大震災では市民セクターによる支援活動がボランティアセンター、

NPO・NGO 等多岐にわたったが、それぞれがバラバラであった。国や被
災都道府県との関係性がその場しのぎであった場合もあった。企業との連
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携は濃淡が顕著で、その場限りもあった。先ほどの話でもあるが、社協の
ボランティアセンターはパンク状態であった。
つまり、ボランティアというジャンルからすると、東日本大震災は一体
誰がどこでどのぐらい活動したのかという集計がほとんどできていない。
全体を俯瞰したコーディネートの機能が不足していたという事実を考えた
ときに、全体を俯瞰した情報が必要ではないか。全体の情報を見ることに
よってセクター間の連携を充実させ、支援の漏れ・抜け・落ち・ムラをな
くしていく必要がある。

東日本大震災の課題
•
•
•
•

市民セクターによる支援活動が「ばらばら」
国や被災都道府県との関係が「その場凌ぎ」
企業との連携は「濃淡が顕著、その場限りも」
社協ボラセンは「パンク状態」
全体を俯瞰したコーディネート機能が不足

セクター間の連携を充実させ、多様性を認め合いなが
ら、支援の「漏れ・抜け・落ち・ムラ」をなくす！
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）
の発足へ

NPO・NGO あるいは社協のボランティアは、それぞれ頑張るが、俯瞰
情報を持っていないので、互いの過不足を補い合うといった横の連携がな
かなか難しい。横の連携は、民民の連携もそうだが、行政対民間あるいは
企業対市民といった横串をどう刺すかが大きな課題としてあったので、こ
うした機能を果たす JVOAD を発足させることにした。
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これまでの災害時の市民セクター
（ボランティア、ＮＰＯ/ＮＧＯ）
連携は？

行政

連携は？

個人ボランティア
（狭義のボランティア）
ボランティア
センタ―
+
支援P

連携は？

災害法制上の「ボランティア」
（≒市民セクター）

阪神・淡路大震災
多くの水害現場

組織＝NPO（広義のNPO）
特定非営利活動法人（狭義のNPO）
国際協力
一般社団法人
分野で活
動する団
公益社団法人
体（緊急
・・・
支援等）
任意団体

企業

受け皿
調整窓口は？

NGO

東日本大震災
社協
ネットワーク

（JVOAD）
都道府県域の連携強化
行政・社協・NPO・関係団体
（できれば平常時から）

今まではボランティアセンターが個人のボランティアに対応してきたが、
NPO に対しては JVOAD が対応するという構図を考えていた矢先に熊本
地震が発生した。この間 JVOAD 準備会として、茨城県常総市の水害の
際にも対応したが、NGO の中間支援団体、民間の団体、日本青年会議所、
日本 NPO センター、全国社会福祉協議会、日本生活協同組合連合会、ま
た、会員として日本赤十字社や中央共同募金会等にも入っていただき、日
本で NPO の世界で災害救援を考えたときに大体こうしたメンバーがやっ
ているなというものが、ボランティア元年と言われた阪神・淡路大震災か
ら20年ぐらいの歴史の中で集合したところである。
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）の理念
～多様なセクターが連携し、支援の漏れ・抜け・落ち・ムラをなくす
理事団体

行政による
被災者支援
（国、都道府県
区市町村）

企業による
被災者支援

JVOAD

災害対応の課題を解決するため、支援者間の
連携促進と支援の調整を実行する

市民セクターによる
被災者支援
（NPO・NGO・ボラン
ティア等）

特定非営利活動法人国際協力NGOセンター
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
震災がつなぐ全国ネットワーク
公益社団法人日本青年会議所
認定特定非営利活動法人日本NPOセンター
社会福祉法人全国社会福祉協議会
日本生活協同組合連合会

会員団体
日本赤十字社・東京災害ボランティアネット
ワーク・チーム中越・カリタスジャパン・クロス
オーバーラボ・情報支援レスキュー隊・難民支
援協会・難民を助ける会・東日本大震災支援全
国ネットワーク・ピースボート災害ボランティア
センター・レスキューストックヤード・日本YMCA
同盟・中央共同募金会・パーソナルサポートセ
ンター・福祉防災コミュニティ協会

2016年11月NPO法人化認証（東京都）
2017年5月26～17日第2回全国フォーラム開催（全国各地から506名参加）
代表理事・栗田／事務局長・明城／事務局スタッフ・小竹・成田・鈴木
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熊本地震におけるボランティアニーズの移り変わり

熊本地震においては、様々な課題はあったが、最初は水、食料、物資が
ないという状況であり、もちろんボランティアで対応した部分もある。こ
のスライドは「観光はいつでも大歓迎だモン！」と書いてあるように熊本
県の方が作ったものであるが、熊本県の我々の御担当の方も、
「当初考え
ていたより、はるかに多岐にわたるボランティアニーズがあった」と言わ
れている。
熊本地震におけるボランティアニーズの移り変わり
＠熊本県作成（タイトルと左端は栗田加筆）

仮設住宅等での
避難
初
コミュニティ形成等
避難所
動
自宅等での避難者
・

地域
再構築

水
心身の健康
・
生活再建支援
食
学習支援
糧
観光はいつでも
ブルーシート
・
物 必要品・思い出の品取出し 大歓迎だモン！
資 居宅等片付け

農業・集落維持

例えば、避難・避難所について、最初は青空避難であり、災害現場では
水だ水だと言うが、寒くて水をたくさん飲む人はいない。必要だったのは
1 杯の温かいお茶だった。本当にそれができたかどうか。
ほかにも、課題があるが、結局、避難の現状を把握することが重要で、
例えば、車中泊の方々に最初にエコノミークラス症候群に気を付けてくだ
さいとチラシを配ったのもボランティアであった。我々は経験値があるの
で、こうした状況に対応できる。また、熊本県益城町の保健センターの例
では、おばあさんが 1 人でいたが、この方に「大丈夫ですか。お元気です
か。」と声を掛ける必要がある。こうしたことを丁寧にやってきたのがボ
ランティアや NPO であると私は思っている。
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また、本震から 5 日後の 4 月21日であるが、その頃には熊本県との連携
体制が徐々に構築し始めていたので、不審者ではないと担保するため、私
どもは熊本県と明記された腕章をいただいて避難所アセスメント（評価）
を行っていたところ、避難所の中を子供たちが走り回っているのである。
普通なら怒りたいが、外へ行って遊んでこいと言っても、グラウンドは車
中泊の車でいっぱいである。公園へ行ってこいと言っても、テントを張っ
た人たちでいっぱいである。どこにも行くところがない。そして、頻繁に
余震があるので、親も子供を近くに置きたい。そうした状況のため、避難
所の中で子供たちが走り回っている。
すると、ある母親が私のスタッフに「私たちはここにはもう住めない」
と泣いて訴えたのである。その母親の娘は20代の重度障害者である。娘が
少しまぶしいだろうと母親が顔にタオルを掛けたところ、避難所の中を走
り回っていた子供たちがこの娘を見つけて、
「死人だ、死人だ」と言った
らしい。何を言っているのだと怒ったが、
「死んでしまえばいいのに」と
まで言ったらしい。こんなことは言ってはいけない。
写真許可をいただいて、当時の様子をお見せしているが、 5 日後だから
パーティションぐらい設置したらどうかと思わないだろうか。小学校は教
室が多くあるので、このように障害を持った方たちの専用の部屋を作った
らどうか。私にとってはここにいた行政の方は何もしていないように見え
た。
災害救助の柱は行政なので、行政が完全にできれば良いと思っているが、
それができないので、支援者との連携が必要である。災害救助法には福祉
避難所を設けることができるようになっているので、そこへ移動させれば
良かったのではないかと思うが、ここにいた行政の方たちはこのことを知
らない。
行政だけでなく、この隣にいる住民の人たちがもう少し動いてはどうな
のかとも思う。住民の中で動ける方は多くいるので、パーティションぐら
い設置してあげることはできるのではないか。住民自身ができることは多
くあるはずで、そこを私たちは支えていきたい。
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避難所はもはや自治体だけでは運営できない→首長・自治体から「ボランティア助けて」の
大合唱→避難形態の多様化、形だけの福祉避難所、上げ膳・据え膳から自主運営へ→
避難所アセス・要援護者対応・サロンの開催・生活不活発病対策等・・・NPOの役割大

3 災害ボランティアセンターの限界と NPO・NGO
こうしてたくさんやるべきことがある中で、ボランティアセンターに並
ぶ個人のボランティアでは先ほどの避難所での対応はかなりハードルが高
いと思う。一般的な居宅の片付けや掃除、トイレ掃除といったことは得意
である。しかし、避難所の在り方、あるいは避難所だけではなく心身の健
康の問題、子供の学習支援の問題と様々あり、こうした問題をボランティ
アという枠組みの中で全部押し込められてしまっている。NPO や NGO
も上手に活用しつつ、支援のすき間を埋めていく必要があると考えている。
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災害ボランティアセンター
の限界とNPO・NGO

被災者

災害ボランティアセンター

ＮＰＯ

ボランティア

ＮＰＯ

11

4

熊本地震における NPO 等の活動

NPO の活動には様々なメニューがある。生活環境改善や足湯をして困
りごとを聞く、もちろん要配慮者あるいはペットへの対応、炊き出し、子
供たちと遊ぶ、ストレスを発散させる、スポーツをする、必要な場所に物
を配布する、物資の拠点を持つ、セコムから提供していただいた AED を
仮設住宅につける、見守り活動をするなど様々である。
熊本地震におけるNPO等の活動
（2017年3月30日現在）
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必要な場所に配布するということも非常に難しい。避難所までは来たと
しても、ラスト 1 マイルが届かないという状況がずっと続いている。熊本
県は農業大国であり、誰が牛に餌をやるのか、誰がスイカに水をやるのか、
こうした状況では避難所に行けないと言って、母屋は壊れても納屋で住ん
でいる方がいる。その方の水がない、食料がないという声を聞いて NPO
の人が食料を届けるようなこともした。
きめの細かさや目配り・気配り・心配り。やり過ぎてもいけないが、こ
うした活動が重要だったと言える。

また、損壊した住宅から貴重品を取り出してほしいというニーズも多く
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ある。今、益城町で 6 割ぐらい公費解体が進んでいるが、公費解体の前に
思い出の物を取り出したい。一番リクエストが多いのは御位牌である。中
には現金がタンスに入っているという人もいる。信頼関係を築くといろい
ろ話してくれるようになり、そこにあるはずだと言われて探していくと本
当に札束が置いてある。
我々は作業員ではないので、被災者とどのように心を合わせて、この人
が何を一番求めているのかを把握する。そして、それを行政に伝えたりす
る役割も我々は持っていると思っている。
逆に、行政が出してくる難しい文書、被災者生活再建支援法、住宅の応
急修理等全然分からないので、
「車座トーク」等を開催して丁寧に、士業
の方々と連携して説明する。私たちには様々な役割がある。

5

熊本地震での対応

熊本地震で地元の NPO くまもとを主体とし、我々外部支援者と連携し
ながら、「熊本地震 支援団体 火の国会議」というものを本震から 3 日後
にスタートした。熊本県と連携の下、こうした会議ができたということが
非常に大きなターニングポイントであったと思う。
そうした状況の中で、合計約300団体が参加した。延べではない。ゴー
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ルデンウイークのときの100団体ぐらいが最もピークであった。その後、
少なくなっていくが、炊き出し・避難所・支援物資等、NPO による支援
といってもジャンルは様々なので、その方々がどういう活動をしているか、
どこで何をしているか、今何が足りないのか、ここは余っているという過
不足の調整をボランティア間で行ったのが火の国会議である。これは現在
でも続けている。地震から 3 か月までは毎晩19時から開催し、現在は週 1
回の全体会議を開催して様々な調整を行っている。
このほかに熊本県・熊本県社協と NPO との間で情報連絡会議を開催し
ている。熊本市は政令指定都市なので、熊本市と熊本市社協とは別の会議
であるが、現在は合同の会議もやっている。また、地方でも連携の場を常
に持つことが必要で、現在までに県と県社協との会議は50回以上開催して
いる。熊本県としてはこのような復興の方針でやっていくが、我々がどの
ようにお手伝いできるか、逆に NPO はこういう情報があるので県は何と
かできないかと、こうした双方向の話し合いの場がようやく整ってきた。

熊本地震での対応

火の国会議

• NPOくまもと・ＪＶＯＡＤが熊本県域（一部
大分県含む）で活動しているNPO・NGO
等に対し呼びかけ、連携・協働を行うため
の会議「熊本地震・支援団体火の国会議」
を４月19日(火)に設立した。
• 以降、地震から3か月までは毎晩19時より、
現在は週1回の全体会議を開催。活動地
域・活動内容の報告・情報交換、相互に補
完できる活動の調整を行っている。参加
団体数約300。105回開催。
• 熊本県・熊本県社協と「情報連携会議」
（熊本市・熊本市社協とも別途開催・現在
は合流）。そのほか、益城町・御船町など
でも行政とNPOとの連携・協働を図るため
の会議を開催。現在までに50回開催。
• 熊本県知事より「感謝状」受領。

熊本県ではくまもと災害ボランティア支援団体ネットワークが設立し、
KVOAD（ケイボアード）という名前がつけられた。これは我々がお願い
し た わ け で は な い が、Kumamoto Voluntary Organizations Active in
Disaster ということで同じような名前である。そこに産官学民の連携組織
をつくり、現在も頑張っている。もちろん我々も、平成28年11月で一度は
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退いたが、今でも定期的に通って火の国会議に出たり、情報共有会議に出
たり様々な支援を継続している。

6

深化に向けた諸課題

ボランティアという言葉は曖昧である。個人のボランティアなのか、ボ
ランティア活動なのか、ボランティア団体なのか、NPO・NGO も含めて
いる。一般的なボランティアと NPO・NGO は少し違うということは御理
解いただけたのではないか。この点は、もう少し整理していく必要がある
だろう。
被災者支援に対する多様性の相互理解も必要である。我々のことを怪し
いと思っているだろうということは分かるが、話してみたら結構連携でき
るのではないかといった実績もこれからも積んでいく必要がある。
また、警察とも連携したいと考えている。避難所の警備は非常に重要で
ある。あるいは我々が被災地に行くときにボランティアではなく NPO・
NGO の代表として行くから通行証が欲しいという要望をどのようにすれ
ば良いのか。近い将来の発生が危惧されている首都直下地震や南海トラフ
巨大地震のときにどのようにするかという計画の中に我々のことも考えて
いただきたいと思う。相互理解をしていくことが重要である。
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我々自身のカバー率も高めていかなければいけないと思う。中には、連
携すること自体を拒む団体もある。そもそもボランティア活動は規制でき
ない、むしろ自由で独立性が高いというのが業界の特徴ではある。しかし、
全体の自浄努力は必要なのだと考えている。
JVOAD は全国を扱うが、広過ぎる。やはり最低限都道府県単位で、行
政・社協・NPO・企業との連携の場づくりを行う必要がある。熊本でも
災害が起きる前からあれば更に連携できたはずなので、今、こうしたこと
を目指して各都道府県との話し合いを進めている最中である。
私どもも阪神・淡路大震災から20年活動させていただいた結果として、
こうした連携が進んでいる状況を報告させていただいた。

深化に向けた諸課題
• 「ボランティア」という言葉のあいまいさ（個人ボランティア、ボ
ランティア活動、ボランティア団体、NPO・NGO等が総称され
ている）
• 被災者支援に対する多様性の相互理解（官民・民民）
• NPO側の連携カバー率の担保（熊本地震・火の国会議へは
約300団体の参加も総数は不明）
• 中間支援組織に対する理解不足（やはり現場に注目が行く、
資金も集まりにくい）
• 都道府県域の行政・社協・NPO・企業等との連携の場づくり
• いわゆる災害救援系以外の市民セクターとの平常時からの
連携が必要（次の巨大地震に向けて）

（くりた

のぶゆき）
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警察における災害対策
児

嶋

洋

平

（警察庁警備局警備課
）
災害対策室長（当時）

警察における災害対策

警察庁警備局警備課災害対策室長

児嶋洋平

本日は、阪神・淡路大震災以降の警察における災害対策を概観した後、
警察の進めている災害対策について、救助の話を中心に説明したい。
ちなみに、現在出ているスライドは、熊本地震において、広域緊急援助
隊が熊本県南阿蘇村の土砂崩れの現場で行方不明者を捜索している状況で
ある。

1

警察組織の概観

まず、警察組織の説明から行う。47都道府県警察に警察官が約26万人い
る。一番大きい警視庁で約 4 万3,500人、大阪府警 2 万人強、神奈川県警
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約 1 万5,000人、小さい県警だと約1,500人から2,000人という規模である。
警察組織内は、複数の部門に分かれている。具体的に言うと、地域部門
は交番のお巡りさん、刑事部門は犯人を逮捕するところ、交通部門は交通
対策を行うところである。生活安全部門はやや説明しづらいが、犯罪をそ
もそも起こさせないという考えのもと、いわゆる防犯対策のほか、DV・
ストーカー対策、少年問題等を取り扱っている。
そして、これらの部門以外に警備部門がある。一口に警備部門といって
も、大きく分けて公安部門と実施部門があり、私は後者のほう、すなわち
実働的な部隊である機動隊や管区機動隊を担当している。機動隊と管区機
動隊の違いが分からない方もいるだろうから、念のため説明すると、機動
隊は部隊活動に専従しており、他方、管区機動隊は警察署員を兼務し、必
要に応じて部隊活動に従事するという差がある。要するに、管区機動隊は、
機動隊にとっての予備自衛官みたいな制度だと思っていただければよい。
全国警察で、機動隊は約8,000人、管区機動隊が約4,000人いる。また、
第二機動隊という制度もあるなど、警察の実働部隊は相当な人数を確保で
き、平素はデモの対応に当たるほか、大規模災害が発生した場合も出動し
ている。
いずれの部門においても、警察は「国民の生命、身体及び財産の保護」
と「公共の安全と秩序の維持」という警察目的のために活動しており、国
民との接点たる警察活動は多岐にわたる。
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2

災害時の警察活動（災害警備活動）

災害時の警察活動（災害警備活動）
被災者の救出救助

安否不明者の捜索

発災
被災情報の収集

緊急交通路の確保、交通規制

検視、身元確認、遺体引渡し

住民の避難誘導

犯罪の予防、取締り

被災者の支援、心のケア

警察では、災害時の警察活動を災害警備活動と呼んでいる。警察の災害
対策とは、基本的に災害警備活動を指す。
具体的には、発災後はまず情報収集に当たる。例えば、今朝は島根県で
大雨特別警報が出たので、私以下の災害対策室員は午前 6 時からずっと情
報収集をしていた。また、先ほどから福岡県で記録的短時間大雨情報が連
続して出ており、警察庁で災害対策室員が一生懸命情報収集しているとこ
ろであろう。なお、言うまでもないことだが、情報収集だけでは救える命
も救えないので、現場では同時並行で住民の避難誘導を行う。
その次の段階では、警察は、被災者の救出救助に当たる。発災直後は
「助けてほしい」という数多くの被災者の救出を行い、しばらくすると、
行方不明者の「おそらくこの辺りにいるであろう」という場所を一生懸命
捜索することになる。これは警備部門が担当する。
また、救出救助だけでなく、警察は、被災地全体の秩序を維持しなけれ
ばならない。そのため、物資を被災地に確実に届かせる緊急交通路の確保
を行うとともに、渋滞する一般道を機能させるための交通規制も行う。こ
れは交通部門が担当する。
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そして、大規模災害になれば亡くなる被災者が数多くいるので、御遺体
の検視、身元確認、遺族に対する引渡しを行う必要がある。これは刑事部
門が担当する。
さらに、被災地に火事場泥棒が現れるので、その抑止のためにパトロー
ルを行う必要があるほか、既に発生した火事場泥棒を逮捕する必要もある。
これらは地域部門や刑事部門が担当する。
ほかには、被災者の支援、心のケアも行う。女性警察官が避難所を中心
に巡回し、被災者から様々な話を聞く。阪神・淡路大震災以降、大規模災
害が発生するたび警察で行っている。これは生活安全部門が担当する。
このような各種活動が、全体として災害警備活動を構成している。

3

災害警備活動の派遣体制の変遷

災害警備活動を行う部門
○住民の避難誘導
○被災情報の収集
○被災者の救出救助、安否不明者の捜索
○緊急交通路の確保、交通規制
○検視、身元確認、遺体引渡し
○犯罪の予防、取締り
○被災者の支援、心のケア

地域部門

警備部門

交通部門
刑事部門
地域、刑事部門
生活安全部門

まず被災地の都道府県警察が活動
なお不足する場合に被災地以外から派遣

今、説明したとおり、災害警備活動は、住民の避難誘導から始まり、情
報収集、救出救助、緊急交通路の確保、検視・身元確認、犯罪の予防・取
締り、被災者の支援・心のケアと多岐にわたり、各部門がそれぞれ担当し
て行う。
しかし、いずれの部門の活動であっても、基本的には、まず被災地の都
道府県警察が行い、それでも不足する場合に被災地以外から要員を派遣す
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る。現在出ているスライドの中で破線で囲っている部分について、大規模
災害では特に緊急の対応が必要となる。そこで、被災地以外から要員を派
遣する場合には、これらの要員を速やかに派遣することとなる。
それでは、これから、災害警備活動を行う体制の変遷を具体的に見てい
きたい。

平成７年１月 阪神・淡路大震災
【課題】
大規模災害発生時に都道府県警察の枠を越えて広域的に即応できること
自活能力と高度の救出救助能力を有すること、交通路を確保できること

平成７年６月、各都道府県警察の機動隊員等により

広域緊急援助隊

を設置

（警備部隊約2,600人、交通部隊約1,500人）
【任務】 ① 被災情報、交通情報等の収集
② 救出救助
③ 緊急交通路の確保、緊急通行車両の先導

警察における災害警備体制の本格的な整備は、阪神・淡路大震災を踏ま
えた広域緊急援助隊の新設から始まった。平成 7 年 1 月の阪神・淡路大震
災においては、全国から機動隊員が派遣されたものの、うまく機能しない
点が多かった。派遣された部隊が救助活動の能力を十分に有していなかっ
たほか、自活する能力を有していないという問題もあった。その結果、派
遣される部隊については、都道府県警察の枠を超えて広域的に即応できる
能力を有すること、自活能力と高度の救出救助能力を有すること、さらに
交通路を確保することが必要と判明した。
そこで、平成 7 年 6 月、全国の機動隊員や交通機動隊員により広域緊急
援助隊が設立された。警備部隊約2,600人、交通部隊約1,500人から構成さ
れており、任務は情報収集、救出救助、緊急交通路の確保・緊急通行車両
の先導等とされた。
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平成１７年４月 ＪＲ福知山線列車事故
【課題】
多数の遺体について的確に対応できる能力を有すること

平成１８年３月、各都道府県警察に

刑事部隊 を設置
（約６００人）
【任務】 ① 検視
② 遺体引渡し、安否情報の提供

これら 2 部隊で構成される広域緊急援助隊に刑事部隊が加わるきっかけ
となった事案が、平成17年 4 月に発生した JR 福知山線の列車事故である。
この事故では、広域緊急援助隊の警備部隊が近隣県から数多く派遣され救
出救助に当たったが、事故で生じた非常に多数の御遺体の検視、身元確認、
遺族への引渡しについては、兵庫県警のみで対応せざるを得ず、結果とし
て非常に多大な負担となった。これにより、多数の御遺体についても対応
できる能力が必要ではないか、という反省点が明らかになった。
そこで、平成18年 3 月、各都道府県警察に広域緊急援助隊の刑事部隊が
設置された。当初は約600人で編成され、その任務は、検視、御遺体の引
渡し、安否情報の提供とされた。
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東日本大震災の災害警備活動
警備部隊

刑事部隊

交通部隊

地域部隊

被災者支援

機動捜査

④ 遺体の検視、身元確認

① 被災者の避難誘導
津波や原発周辺から住民を迅速に避難誘導

② 被災者の救出救助

多数の御遺体を困難な状況の中で身元確認

⑤ 避難所等での被災者支援
女性警察官が避難所を訪問し、相談活動

広域緊急援助隊等が約3,750人を救出

③ 関係道路の交通規制

⑥ 被災地の治安の維持
被災地のパトロールや初動捜査を強化

東北道等の一部を緊急交通路に指定

派遣部隊 最大時約４,８００人、延べ約１３３万人（H28.3現在）

広域緊急援助隊の警備・交通・刑事の 3 部隊が整備された後、しばらく
して東日本大震災が発生した。このとき、警備・刑事・交通の各部隊は、
発災後直ちに活動を開始した。また、しばらくしてから、地域部隊、被災
者支援を行う生活安全部隊、機動捜査を行う刑事部隊も活動を開始した。
最大時では約4,800人、平成28年 3 月までに延べ約133万人が部隊として派
遣された。
東日本大震災では非常に多くの警察職員が長期間にわたって多様な活動
を行っており、大規模災害では、広域緊急援助隊以外にも被災地へ要員を
派遣する事態に備える必要があることが明らかになった。
東日本大震災後の派遣体制
平成２４年５月、即応部隊（最大約１万人）と一般部隊から構成された警察災害派遣隊を編成

警察災害派遣隊
発生直後に派遣（自活が原則）

即 応 部 隊

発生から一定期間経過後に派遣

広域緊急援助隊

増

２,６００

警備部隊
被災者の救出救助

広域警察航空隊

５００

交通部隊

↓600人

特別警備部隊

特別交通部隊

特別自動車警ら部隊

１,５００

１,５００

緊急交通路の確保

一 般 部 隊

最大約１万人

刑事部隊

捜索、警戒警ら

交通整理・規制

パトロール

特別生活安全部隊

特別機動捜査部隊

支援対策部隊

相談対応

初動捜査

補給・受援対策

検視・身元確認等

機動警察通信隊

緊急災害警備隊

１,２００

３,０００

新

被災県警察のニーズに応じて、救出救助、行方不明者の捜索、
警戒警ら等の幅広い業務に従事

身元確認支援部隊

情報通信支援部隊

身元確認の資料収集

通信施設の復旧
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そこで、警察庁では、平成24年 5 月に、広域緊急援助隊を含む各種部隊
を警察災害派遣隊として編成し直した。具体的には、自活能力がある広域
緊急援助隊に加えて、ヘリの部隊である広域警察航空隊、通信環境を確保
するために情報通信職員で構成される機動警察通信隊、警備部隊に準じる
活動を行わせるため新設した緊急災害警備隊をまとめて「即応部隊」とし
て編成した。これら全てを合わせて、全国で約 1 万人が一体となって発災
後速やかに活動できる。
また、発災から一定期間経過した後のニーズに対応できる部隊として、
特別警ら部隊、特別生活安全部隊等から構成される「一般部隊」を編成し
た。
そして、即応部隊と一般部隊の両方を合わせて「警察災害派遣隊」と呼
ぶこととした。

4

熊本地震の災害警備活動

熊本地震の災害警備活動（救出救助）

益城町 倒壊家屋内から救助

南阿蘇村 安否不明者の捜索

熊本県警察
・前震発生後から警察署、機動隊等が救助活動を展開
警察災害派遣隊（即応部隊） ※救出救助関係
・広域緊急援助隊（警備部隊）・緊急災害警備隊を最大時約２,１００名を派遣

南阿蘇村の捜索が終了した４月25日に派遣を終了、11日間で延べ11,059人が活動
合計111か所の現場で要救助者160人を救助（発見時に生存128人、心肺停止32人）

警察災害派遣隊が整備された後に熊本地震が発生した。まず、救出救助
の状況について説明する。
前震発生後直ちに、広域緊急援助隊の警備部隊と緊急災害警備隊が派遣
された。熊本県警察では、発災直後から警察署、機動隊等が救助活動を開
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始していたが、要員が不足していると考えられたことから、即応部隊とし
て警備部隊と緊急災害警備隊が約1,000人派遣され、本震発生後に更に約
1,000人を追加派遣した。結果的に、最大時で2,000人強が現地で救助活動
に当たることになった。
当初は益城町を中心に活動し、それから南阿蘇村の土砂災害現場へと活
動場所を移した。発災から11日間活動し、平成28年 4 月25日をもって救助
部隊の派遣を終了した。活動人数は11日間で延べ 1 万1,059人。熊本県警
察と派遣された救助部隊の両方を合わせて111か所の現場で160人を救助し
た。ただし、160人を救助したと言っても救助時に生存していたのは128人
であり、心肺停止の状態で発見された被災者も32人いる。
熊本地震における警察の救助活動の内容については、
「熊本地震におけ
る警察の救助活動に関する調査分析」という名称で警察庁ホームページ上
にて公開している。興味のある方は御覧いただきたい。
熊本地震の災害警備活動（その他）

益城町 信号滅灯交差点で交通整理

益城町 避難所で被災者支援

警察災害派遣隊（即応部隊） ※救出救助以外
・ 広域緊急援助隊（交通部隊、刑事部隊）、
広域警察航空隊、機動警察通信隊を派遣
警察災害派遣隊（一般部隊）
・ 特別自動車警ら隊、特別生活安全部隊、
特別機動捜査部隊、特別交通部隊を派遣

6月29日で派遣終了、延べ16.877人が活動

南阿蘇村 被災地をパトロール

一方、救助活動以外にも、警察は様々な災害警備活動を展開した。即応
部隊として、広域緊急援助隊から交通部隊、刑事部隊、広域警察航空隊、
機動警察通信隊が派遣され、救助部隊と一体となって活動することができ
た。
ちなみに、熊本地震の災害警備活動で特徴的であったのは、一定期間が
経過した後に派遣されるという位置付けの一般部隊から、特別警ら部隊や
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生活安全部隊が発災直後より派遣された点にある。警察が災害対策で求め
られる要求水準が上がったということかもしれない。
こうした多様な一般部隊の派遣が全て終了したのは平成28年 6 月29日で
あり、述べ 1 万6,877人が活動した。

5

熊本地震への警察の対応に関する自己評価

熊本地震への警察の対応に関する自己評価
熊本地震における警察の災害警備活動は総じて良好であった

・ 政府現地対策本部に警察庁・九州管区警察局から派遣した警察職員が
関係機関との円滑な調整、被災地に関する詳細な情報入手等に活躍
・ 警察災害派遣隊の即応部隊（広域緊急援助隊等）及び一般部隊（特別
自動車警ら隊等）の迅速な派遣を実現
・ 高速道路が一部通行止めとなったが、幅広く収集した情報に基づき、
高速道路と国道にて交通対策を展開し、大きな混乱を抑止
・ インターネット上のデマ情報や地震に便乗した悪質事犯に対して、全国
警察を挙げて早期に注意喚起し、厳しく対処
警察部内における東日本大震災後の危機管理体制の見直しが効果を発揮

警察庁は、熊本地震における警察の対応に関して、発災後 3 か月の時点
で反省・教訓を取りまとめる形で自己評価を行った。結論から言えば、総
じて良好であった。
例えば、政府現地対策本部に警察庁から職員を派遣したことにより、警
察庁と県警との連携はスムーズにいったほか、県、市、現地の関係機関、
内閣府等とも非常にうまく連携をすることができた。加えて、派遣した警
察庁職員を通じて様々な現地情報を得ることができたので、被災地の細か
いニーズに柔軟に対応することができた。
また、警察災害派遣隊については、即応部隊と一般部隊ともに迅速に派
遣することができた。私は東日本大震災の発災時には、現在の特別生活安
全部隊に相当する女性警察官支援部隊の派遣を担当していたが、発災当日
の夜に当時の警察庁災害対策室から「女性警察官の支援部隊を派遣しない

72 《講演Ⅴ》

のか」と問われ、慌てて過去の資料を調べて派遣準備を始めたことがある。
つまり、東日本大震災では指摘を受けるまで担当者が何の準備もしていな
かったのに、熊本地震では発災後すぐに派遣したわけで、東日本大震災の
反省が組織として活かされたと言えよう。
交通対策については、高速道路が通行止めになったので大混乱が起きて
もおかしくなかったところ、初期段階から様々な情報を収集し、国道を迂
回させる各種対策を展開して、道路交通の大混乱を抑止することができた。
ほかにも、東日本大震災の後には、関東大震災であったような「中国人
留学生が強盗をしている」といったデマ情報がインターネット上で数多く
出回ったことから、熊本地震でもデマ情報が絶対に出ると予測し、インタ
ーネットを監視した。また、地震に便乗した詐欺が絶対に出ると予測して
全国警察を挙げて早期に注意喚起した。その結果、デマも、詐欺も、それ
ぞれ事件化するなど厳しく対処することができた。さらに、スライドには
書いてないが、情報通信部門においても、破壊された警察無線の中継所を
迅速に復旧させるなどし、各種部隊は被災地で存分に活動することができ
た。警察部内における東日本大震災後の危機管理体制の見直しは、熊本地
震でも効果を発揮したと言える。
付言すると、私が官邸や内閣府の会議で見聞きした範囲ではあるが、関
係省庁の動きも素早かった。プッシュ型支援が早期に始まったことも含め、
各省庁が東日本大震災での経験をいかして対応し、ボランティアも現地で
広く丁寧に活動されていた。官・民がそれぞれの役割を果たすという意味
では、東日本大震災後に政府を挙げて構築したシステムが機能したと評価
できるのではないか。

警察における災害対策
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熊本地震等への対応を踏まえた今後の課題

熊本地震等への対応を踏まえた今後の課題
【平成２７年３月 「政府の危機管理組織の在り方に係る関係副大臣会合」 最終報告】
米国・連邦緊急事態管理庁（ＦＥＭＡ）のような組織の創設を行うか否かについて
「関係省庁が連携して持てる力を総合的に発揮することが肝要」という結論
「連携の強化」が当面の日本の危機管理対応の大きな方向性

警察の目から見て「連携の強化」に関する一層の議論が必要と考えられる事例
① 実働機関の救助活動について
→ 平成２７年７月の防災基本計画の改正で、「災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の
部隊は、必要に応じて、合同調整所を設置し、（略） 部隊間の相互協力を行う。」と明記
→ 常総市、益城町、岩泉町においては、災害対策本部とは別に部隊間の活動調整は行われたが、
どこに合同調整所を設置する、どのような責任者が出席する、どの程度の広さの被災をカバーする
などのルールが全くないため、現地で自然発生的に活動調整が適宜行われたのが実態
→ 今後の大規模災害で効果的な活動調整が行われる保証なし

② 民間人の救助活動について
→ 実働機関の立場では、二次被害の危険性から、民間人の救助活動は抑制的であることが理想
→ 民間の防災資格の普及、害救助犬団体の増加等により、民間人の救助活動への意欲が高まる状況
→ 実働機関とは別に救助活動を行う民間人による二次被害の懸念あり

様々な「連携の強化」を実現する個々の「調整の仕組み」の具体化が課題

最後に、熊本地震等への対応を踏まえた今後の課題を話したい。といっ
ても、実は、既に結論が出ていると私は思っている。というのは、平成26
年から「政府の危機管理組織の在り方に係る関係副大臣会合」が開かれ、
「アメリカの連邦緊急事態管理庁（FEMA）のような組織が必要ではない
か。日本の危機管理の対応は良くないのではないか」という点について政
府内で 1 年近く議論され、最終的に現状維持という結論になった。すなわ
ち、「現状を変えるほどの問題は生じていない。関係省庁が連携して持て
る力を総合的に発揮することが肝要である」旨の最終報告が出されている。
これは、現在の災害対策基本法の仕組みを維持し、更にブラッシュアップ
していこうという意味である。要するに、日本の危機管理対応の大きな方
向性は「連携の強化」がキーワードなのである。
こうした視点で見ると、次の 2 つの事例が、今後の課題を考えるヒント
になると考える。
第一に、実働機関の救助活動についての事例である。先ほど挙げた副大
臣会合の最終報告を踏まえて防災基本計画が改正され、各実働機関の部隊
は現場で合同調整所を設置して協力を行うことと明記された。しかし、関
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東・東北豪雨の茨城県常総市、熊本地震の益城町、台風10号水害の岩手県
岩泉町において、それぞれ部隊間の活動調整は行われたものの、いつ・ど
こで調整を行うか、どのレベルの責任者が対応するのかといったルールが
全くなく、その都度現場で適宜判断して調整していたのが実状である。今
後、非常に広域な大規模災害が起きたときに現場で各実働機関の責任者が
出会えないおそれがあるなど、確実に活動調整が行われる保証はない。
第二に、民間人の救助活動についての事例である。救出救助に当たる実
働機関の立場で言うと、二次被害を避けるためにも民間人は救助活動に関
わらないでもらいたいのが本音である。他方、現実には、民間における防
災資格の普及、民間救助犬団体の増加など、民間人が救助活動に積極的に
関与する可能性は増えていくと思われ、実働機関の知らぬところで救助活
動を行うボランティアが二次被害を受ける懸念があるのに、それを果たし
て放置したままで良いのかという疑問が残る。
これらの事例を考慮すると、官同士、また官と民の間で連携を強化する
調整の仕組みを更に具体化するべきではないか、防災基本計画の中で「連
携を強化する」と書くだけでは足りないのではないか、と思う。つまり、
連携の強化を制度化すること、より確実・精緻・巧妙に調整できるように
することが、今後の課題だと考える。
ところで、警察庁の災害対策室長としては言い過ぎかもしれないが、最
後に敢えて問題提起したい。というのは、連携の強化とは、本来、プレイ
ヤーの強みをうまく組み合わせるということである。先ほど私が課題とし
て挙げたのは、プレイヤーとしての官と民、つまり公助や共助に関する連
携の強化に過ぎず、プレイヤーとしての住民、つまり自助との連携の強化
も検討する時期に来ているのではないか。
例えば、熊本地震における救助活動の現場では、南阿蘇村の東海大学の
学生寮が壊れた中で地元警察署の警察官が学生と力を合わせて救助活動を
行っていた。警察の知らないところで被災地の住民が自力で救助活動を行
った例も少なからずあるだろう。切り分けさえうまくできれば、救助活動
ですら、公助が自助と連携する余地はあるのかもしれない、と感じること
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がある。
政府の「連携の強化」という大方針の中で、公助はどこまでやるのか、
共助はどこまでやるのか、加えて自助はどこまでやるのか、それらの適切
な組み合わせはどうあるべきか、などという論点を改めて考え直すことが、
本当の今後の課題ではないかと個人的に強く思う次第である。
（こじま

ようへい）
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パネルディスカッション
コーディネーター：田中法昌

大 阪 府 警 察 本 部 長
（元元警察政策研究センター所長
）

田中 連携が災害対策において重要であると皆さん指摘していましたが、
これに関して白石危機管理監に対して質問が 1 つ来ています。熊本地震の
対応において、県の対策本部と政府の連携状況、あるいは県の対策本部と
県警察本部の連携状況はいかがだったのか、評価を聞かせてほしいとのこ
とです。
白石 まず、国の現地対策本部との連携についてですが、国の現地対策本
部が前震の翌日には副大臣をトップに設置されましたが、そのメンバーは、
過去に熊本県で勤務されていた各省庁の方、さらに、緒方審議官のように
熊本出身の方を中心に派遣されていました。県の職員の顔を知っている人
が多く、地の利もある、各部局の幹部も知っているという点で、非常に意
思疎通がうまくいったと思っています。以前に一緒に仕事をしていた人た
ちが現地対策本部のメンバーとしてたくさん来ていただいたことが、我々
としては一番助かった点だと思っています。
また、当県の知事が一番重要視しているのは、顔の見える関係を日頃か
ら作るということです。我々もそれに倣って、各省庁の方だけでなく、警
察の方、自衛隊の方と一緒に会議をしてその後に会食する。知事も自衛隊
等の幹部の方の携帯番号を教えてもらい、直接電話をされたり、そういう
関係を日頃から作ることが非常に重要ということで、現地対策本部の方々
とも非常に良い関係が構築できました。
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課題という面では、熊本市は政令市になっていて一部動きが独立してい
る部分がありますので、そこからの情報が入りにくかったということはあ
りました。途中から副市長に会議のメンバーに入ってもらい、常に情報共
有をするようにしていました。
後段の県対策本部と県警本部の連携状況がどうだったかという点ですが、
知事は県警察本部長とも非常に仲が良かったということもあり、大きな問
題は特にありませんでした。事務的には、死者や行方不明者の情報をどの
ように発信していくかという点で、市町村では、家族等の意向により氏名
や細かい点は公表を控えることもありますが、報道からは、どこで誰が亡
くなったという情報や安否不明の状況を詳細に知りたいという要望があり
ます。そこで、警察や市町村と連携しながら、本部としてどのように情報
を発信していくかという調整が必要になります。
報道は根掘り葉掘り聞いてくるため、県の広報の職員だけでは対応でき
ません。そのときに県警の方にも入っていただいて、一緒に対応していた
だくことでうまく対応できました。
田中

竹内さん、今の点について東日本大震災の際はどうだったでしょう

か。
竹内

熊本地震に関しては、110名規模で政府の現地対策本部が速やかに

設置され、しかも十分に機能したというのは本当に素晴らしいことだと思
います。他方、東日本大震災の際は、初日の夜10時ぐらいに、内閣府の副
大臣・審議官、警察庁からも審議官と災害対策室長、各省庁合わせて20数
名ぐらいの方々が自衛隊のヘリコプターで宮城県に来られて、県庁で対応
協議した記憶があります。当時は全面停電で、来た方々がどこに宿泊する
かということも十分対応できない中で、現地対策本部としての機能が直ち
に発揮できるような状況ではなかったと思います。そういう意味では今回
は大きく進歩していると思います。
また、今後、広域的な災害が起こった場合、例えば南海トラフ地震のよ
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うな時にはどのような形で現地対策本部を設置するのかが課題になります。
というのも、東日本大震災の際は被災 3 県全部に対応する現地対策本部を
宮城県に設置したわけですが、正直、岩手県・福島県への対応には無理が
あったと思います。さらに広域になった場合に、設置する場所や人数につ
いての検討が必要であり、被害想定に基づき、例えば、高知県に土地勘が
ある人をあらかじめリストアップしておくなどの仕組みが必要ではないか
と思います。
田中 過去の経験を基に徐々に改良が加えられてきたということがよく分
かりました。
続いてもう 1 つ質問があります。これは栗田さんに対する質問ですが、
災害ボランティアに関して行政との連携が必要であるということは分かり
ましたが、地域住民との連携の在り方について具体的な方法、基本的な考
え方についてお聞きしたいと思います。
栗田 基本的には、ボランティアの有無に関わらず被災された方々は、初
動対応からしばらく落ち着くまではいろいろなことがあるので、地域力が
問われるということはあると思います。一方で、いくら地域力がある地域
であっても、被災によってその力は低下します。それを元に戻していくお
手伝いを、ボランティアがしているというのが実感です。
もちろんこれは自分たちの問題で、どのように自分たちの課題として解
決していくのかということが基本ですが、そうはいっても時間がある程度
経過しないと頑張れない、家族の状況が違う、被災の状況が違うなどそれ
ぞれ状況が異なっています。私たちは、その方々が本来持っている役割を
どのように取り戻すかが重要であると思っています。
熊本地震でも東日本大震災でもそうですが、日本のお母さんはよく働き
ます。しかし、震災により、何もしない生活になるので、生活不活発病み
たいなことが生じてきます。働ける人は避難所から働きに行くし、学生は
学校が始まると出かけるので、昼間避難所にいる人は、ほとんどお年寄り
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ばかりです。
このような方々は、お弁当をもらってパーティションで区切られた自分
の空間で細々と食べており、このような暮らしではいけないだろうという
ことを思います。熊本地震の際にも、「水戸黄門」が始まる 4 時にはテレ
ビの前に出てくるので、その時間帯をねらって「ちょっとお茶でもどうで
すか」という働きかけをしていきます。そして、そこに来ていない人に声
を掛けて「一緒にお茶でもどうですか」という声掛けまではボランティア
がやります。こうした習慣が定着してくると、次はボランティアが30分ぐ
らい遅れていくようにしますが、そうすると自分たちでお茶を準備するよ
うになります。
やはり、ボランティアが全てやってあげようというのではなく、その
方々が徐々に本来の生活、自分たちの役割を見つけていくために、自分た
ちで考える場面、自分たちで考えるような状況をどのように作り出してい
くかということが、非常に大きなカギだと思っています。
田中

この点について官公庁の発想からしますと、住民、県民、国民は神

様で、全てこちらで段取りしなければならないというプレッシャーがあり
ます。しかし、実際には全部を役所でできるわけではなく、ボランティア
団体といっても数にも限界があり、被災者の方々にも一役買っていただか
なければならない点もあると思いますが、白石さんはその点についていか
がでしょうか。
白石

栗田代表の話にもありましたが、ボランティアの方も一括りではあ

りません。学生がその日に手伝いといって並んでくるボランティア、
NPO で幾つもの災害を経験したボランティアの方々など、そういう人た
ちが一緒に活動する組織という考え方をしっかり整理して認識しないとい
けません。
なぜこのように言うかといいますと、熊本地震の場合には車中泊が非常
に多かったわけですが、行政の側では全然把握ができませんでした。しか
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し、そこに専門のボランティアの方々が把握して物資を運んでくださいま
した。また、ボランティアに限らず自主防災組織の自治会等がしっかりし
ているところは活動がうまくいっていましたが、そうではないところでは
いろいろ問題が発生していました。我々行政としても、自主防災組織や
NPO ボランティアの位置付けも含めこれらの団体の活動をしっかり支援
し、連携していく必要があると再認識したところです。
田中 続いて、事前の準備が非常に重要だということを皆さんの発表を聞
いて感じています。竹内さん、この準備ということについてどのように考
えますか。
竹内 熊本地震での対応をお聞きして、対応が格段に進歩していると感じ
る反面、逆に要求水準が高くなり、自らハードルを上げてしまった面があ
るかもしれないと感じます。こうした対応を更に大きな災害でも行うこと
ができるのだろうかと思います。
先ほど講演の最後で申し上げかけた物流についてですが、サプライチェ
ーンが、電気も止まる、道路も寸断されるという中でどのぐらい維持され
るのかということです。当時、宮城県内に大きなパンの工場があって 1 日
100万食作る能力があったとのことですが、原材料が一体どこから来てい
るのかと考えると、その生産能力が大災害の際にも維持できるかどうかは
分からないという懸念があります。
今は AI の時代なので、災害の規模・場所に応じて、具体的な地点、製
造拠点、物流の拠点、ガソリンの不足といった事柄を予測した上で、何千
万食分も用意するというのはどれだけ困難なことかと思います。もしそれ
を用意するためには、例えば、高知県に物資を送るために北海道の拠点に
どの程度いつ集約するかといったことを一つ一つシミュレーションするよ
うな具体的な準備が必要なのではないかと思います。
また、法的な制度の問題もあります。当時は平成23年 5 月初めに、東日
本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律という

パネルディスカッション

81

140箇条の法制度が比較的すぐにできました。したがって、国会が次の大
災害のときにどうなっているか、そのために憲法に緊急事態条項が必要か
もしれないという議論が一方ではありますが、昔、内閣法制局にいたリベ
ラルな感覚から申し上げると、そのような議論をする前にやるべきメニュ
ーとしては、例えばそのときに議論した140箇条の法律の実例は現にある
わけですから、激甚災害法のように、政令のトリガーでこういう特例を動
かしますということをあらかじめ法律として確立しておけば、憲法を変え
なくても足りるかもしれないなどとも思います。
具体的なメニューをあらかじめ用意しておいて、それを政令 1 本のトリ
ガーで動かせるという仕組みを作っておくということも、広い意味でいう
と準備なのではないかと思います。
田中

質問票の質問については大体お答えしたと思います。これ以外に場

内でこれを聞きたいということはありますか。
安村

警察庁 OB の安村です。県警本部長、また、県警警備部長の際に災

害対策にも携わりました。今日、専門的なお話を伺って非常に参考になり
ました。
災害時の警察としての対策ではありませんが、栗田さんにお聞きします。
東日本大震災の際に、NPO 法人の一部が、災害対応ということで予算を
獲得しましたが、自分のために車を買ったということがあり、結局その代
表は逮捕されています。
我々、官公庁の者からすると、NPO 法人は様々であり、しっかりした
団体と火事場泥棒的な団体が混在しているのは間違いないと思います。そ
の辺りの見分け方、どのように峻別するかを教えていただきたいと思いま
す。
田中

難しい質問かもしれませんが、栗田さんいかがでしょうか。
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栗田 NPO 法人は認証されているだけで約 5 万法人あり、私たちもよく
分かっていないところがあります。NPO も様々であり、これらを全部ま
とめたいと思ったとしてもなかなか難しいです。
今、東日本大震災での事例を挙げていただきましたが、あの団体は私た
ちから見ても怪しいと思いましたので、私たちの仲間が町長とお会いして、
それでいいのかと進言もしましたが、結局はもう取り込んでしまっていて
あのような結果になってしまいました。非常に残念です。彼らが最初から
悪いことをしようと思っていたかどうかは知りませんが、大きなお金をつ
かみ、町が委託を出しているので、NPO の責任と町が委託を出したとい
う責任の両方が問われるのではないかと思っています。
こうしたことを防ぐためには、先ほどの熊本地震の事例とも関連します
が、できるだけ公の場に皆さんに集まっていただいて、公のコーディネー
ション機能の中で、様々な課題を出していただくしかないと思っています。
このような場に来られないような団体は、何か理由があるのだろうと考え
られます。できる限り県と社協と私たちと関係性のあるところの、皆さん
が見える、議事録も取れる公の場でしっかり議論する場を多く持たなけれ
ばなりません。おそらく、あの町の行政と NPO と社協、又は関係する機
関の方々と公に話ができる場があれば、あのようなことはできなかったの
ではないか。この点が盲点ではなかったかと思っています。
また、熊本地震の震災対応で、私たちは熊本県庁に入らせていただきま
したが、初日に緒方審議官がすぐに入られて、その後、私たちの直接の担
当の機関の方が入られて、県庁の国の対策本部で、私たちが2004年から一
歩一歩積み重ねてきた信頼関係を築いた結果として、顔見知りの方がいら
っしゃったので国から県、県から市町村という形でつながりやすかったと
思います。一方では、公の場を作りつつ、また一方で信頼関係の構築をこ
れからも続けていかなければなりません。
加えて、私たちが連携の場を作ることは非常に重要だと申し上げており、
火の国会議とは別に、情報共有会議を国、社協、私たちで行ったというこ
とを御紹介させていただきましたが、是非この場に警察の方も加わってい
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ただくと様々な情報交換ができるのではないかと思います。
女性の警察官の方が避難所を回られるというのは私たちもよく理解をし
ていますが、その方が何をお聞きになって、例えば相談事にどのように対
処されたのか。避難所には医療、保健、福祉、看護の人々がいっぱい入る
ので情報が錯綜してしまいます。避難者の方にとって一番良いケアは何か
を考える際に、女性警察官に何を語ったのかということは非常に大きな情
報です。この情報は、その方のケアを考える重要な材料になっていかなく
てはならないと思います。個人情報の問題等クリアしなければならない課
題もありますが、せっかくこうした場を作った際に、警察の方がいないの
は寂しいと感じました。
田中

この点に関して、児嶋さん、いかがでしょうか。

児嶋

現在の私は女性警察官による被災者支援の担当者ではないのですが、

栗田様のおっしゃることは非常によく分かります。確かに、女性警察官は
被災者の不安やニーズといった情報を避難所で実際に入手しています。熊
本地震に関して言えば、発災後しばらくして、女性警察官が聞いてきた情
報を共有してほしいという要望があったことから、途中から県警本部が政
府現地対策本部に提供するようになり、政府内では女性警察官の入手した
情報が役立ったとの評価をいただいていました。しかし、その情報がボラ
ンティアの皆さんに還元されているか否かという点について、私は意識す
らしていませんでした。
先ほどの講演で話したとおり、私自身が東日本大震災時にその担当者で
して、当時も、女性警察官に避難所を回らせる意義が警察の中でも明確に
なっていないと感じていました。女性警察官が避難所を回ることが、警察
の目的である「国民の生命、身体及び財産の保護」や「公共の安全と秩序
の維持」に直接関係するとは言い難いからです。とはいえ、国民の不安が
治安を悪化させる遠因だとすると、女性警察官が避難所で被災者の様々な
話を聞いて安心してもらうことが、ひいては被災地の治安維持につながる
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と理解できなくはないので、個人的には「公共の安全と秩序の維持」のた
めの警察活動なのだろうと頭の整理をしていたのですが。
ところで、そもそも何のために災害対策を行うのか、というところまで
話を戻すと、結局は被災者の生活を平時に戻すためだと、私は思います。
例えば、私の知っている警察の救助部隊の大ベテランの方は、部下に「心
を救う救助隊員であること」と指導しています。これは、心までケアする
意識がないと被災者が平時の生活に戻ることができず、結局は災害対策に
従事する意味がないことを経験から実感したからでしょう。およそ災害対
策に従事する者は「被災者の心を助けるところまで力を合わせる」という
高い目的意識を共有しているべきなのに、そうなっていないから、警察は
警察で、ボランティアはボランティアで、それぞれ自分のことだけやり、
その成果を政府内で少し共有するだけでよかれとする現状になっているの
かもしれません。
言い換えれば、
「とりあえず避難所が運営されていれば良い」というレ
ベルにとどまっている現状から一歩進んで、避難所を通じて被災者をどの
ように支援すべきか、という点を政府でもっと真面目に考えていく必要が
あると考えます。そして、その点に関して、女性警察官が入手した情報を
ボランティアの皆さんと直接に共有する形で、警察が避難所運営に関与す
ることも十分可能だと思います。ただ、警察として協力は全面的にしてい
きたいものの、その仕組み作りは警察の仕事ではないので、内閣府を中心
に仕組み作りを進めていただければ有り難いです。
栗田 情報について、私たちが住民に一番近いと言ったら語弊はあります
が、普段、生の声に接しているのは事実です。避難所のみならず集落に入
っていくこともしますが、避難所に行かない方々のケアは注目されておら
ず、役場でも情報を集約できない部分があり、我々がこうした集落の声も
代弁をしてきたということはあると思います。
その中で、自警団を組まないと夜は怖いという声もありますし、避難所
の中でも、常総市の豪雨水害の際、外国人の方が夜勤の仕事をして朝に帰
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って昼間寝ていると、外国人だから怠けていると言われるといったものも
あります。また、朝方帰ってきて救援物資のカップラーメンを食べようと
思って探していたら、後ろから蹴飛ばされて泥棒と言われたというものや
中年の男性が女性をじろじろ見ていたという生の声は数多くあります。
こうした、放置するとトラブルに発展するような事例を我々は聞いてい
ますので、行政や社協の方のみならず、警察の方にもいていただくともっ
と違った良いアドバイスをいただけるのではないかと思います。常に一緒
にいなくても良いですが、私たちが持っている情報を警察にお伝えして、
善処を図っていく、アドバイスをいただくという道筋は是非お願いしたい
です。
田中

現地本部ではなくてもっと現場の中でできないかということでしょ

うか。
栗田

そういうことです。

田中

ほかに質問はありますか。

森

警察 OB の森といいます。災害発生時には警察と消防の連携が一番重

要だと思います。警察機関と消防機関の連携はどのようなものなのでしょ
うか。私は消防とも関係しており、より一層の連携強化を望んでいます。
児嶋

私が関係している救助活動に関しては、連携は大きく進んでいると

言ってよいでしょう。
まず、救助活動という面で、消防は偉大な先達です。平成 7 年に広域緊
急援助隊ができてレスキュー能力を養っていくとき、警察が参考にしたの
は消防のレスキューでしたから。しかし、その後、現場での救助活動の経
験を積みつつ、警察なりに救助能力を上げてきました。警察と消防では組
織の性格が異なりますし、加えて消防は市町村を、警察は県全体をカバー
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するという形で情報力も違うほか、それぞれ得意分野も違うので、結果と
して専門性で異なるところは当然あるものの、警察の救助技能は消防にほ
ぼ並びつつあります。こうした意味で、現在は良いライバルになっている
と思います。
一方、実際にどのような連携をしているのかという話ですが、まず訓練
でよく顔を合わせています。警察が行う訓練に来ていただくこともありま
すし、逆に消防の訓練に警察が行くこともあります。訓練の中では、例え
ば、合同調整所で情報交換しながら、こちらの現場は消防がやる、あちら
の現場は警察がやるというような調整を行ったりしています。このような
訓練を通じて、警察と消防の間で顔を合わす関係を構築するとともに、競
い合いながら関係を深めていこうとしています。
参考ですが、都道府県警レベルの連携のみならず、警察庁と消防庁とい
う霞が関レベルでも連携を徐々に進めています。いずれにしても、消防と
は仲良くやっていきたいです。
田中 時間もいよいよ押し迫ってきましたが、本日の講演者の皆さんには、
短い時間の中でいろいろ話をしていただきました。御質問に答える形で御
発言もいただきましたが、最後に一言というのがもしあれば是非御発言を
いただきたいと思います。栗田さん、どうでしょうか。
栗田

まだまだ話し足りないですが、「おまえ、どうやって食べているの

だ」とよく聞かれます。母体は愛知県にある NPO 法人の代表理事ですの
で、そこから給料をもらっています。私たちは普段、行政や企業の講演会
といった様々な財源を持っていて、例えば自主防災組織の活性化事業や、
災害ボランティアコーディネーター養成講座等世の中の様々なニーズに応
えています。スタッフ20人ぐらいでやっている小さな NPO です。
この NPO を財源としながら、私は JVOAD というところにも関わって
います。JVOAD からはあまりお金をもらっていませんが、JVOAD 自身
は武田薬品工業株式会社から 3 年間で9,000万円の設立パートナーの支援
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金をいただきました。でもこれ以上はいただけないので、 3 年間で使って
しまったら JVOAD が終わってしまいます。この間に資金確保するよう
にという命題を受けながら、今日のようなお話に参加させていただいて皆
さんに御理解いただけると私たちも嬉しいです。私たちの目的はお金もう
けではなく、現場でしっかりと連携する活動の場を作っていくことですの
で、もし御興味があればお話しさせていただく機会を皆様方の地域でもい
ただきたいと思います。
白石

冒頭にも申し上げましたが、熊本県は地震発災以来、全国各地から

様々な応援をいただきました。次は我々が恩返しをする番だと思っていま
す。南海トラフ地震の想定を踏まえて、熊本県では「九州を支える広域防
災拠点構想」を平成26年に策定して、南海トラフ地震の際に様々な県を支
援する体制をハード、ソフトを含めて整えていたのですが、まさか自分の
ところに大地震が来るとは想定していませんでした。
いずれにしても皆さん方からいただいた御支援に対して、全国どこにで
も行って恩返しができればと思っていますので、引き続きよろしくお願い
したいと思います。
竹内

今日はキーワードで、顔の見える関係や連携強化のための個々の調

整の仕組みの具体化といった言葉が聞けたことから、私自身としては嬉し
い思いです。
災害発生時に都道府県や市町村に災害対策本部ができますが、そこに入
るのは役所だけではなく、指定公共機関、指定地方公共機関があります。
将来的には、ボランティア法人であっても、公共機関の位置付けを得られ
れば、発生時の会議だけではなく、事前の図上訓練のときから、スタッフ
同士が顔を突き合わせて議論をすることになるでしょう。そういう仕組み
ができれば良いと思います。
また、情報共有には常に個人情報保護の壁があり、具体の氏名付きでこ
のような人が困っているということをやり取りして良いのかという役所に
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とって永遠の課題があります。公的な機関同士の間では個人情報をやり取
りできる枠組みをあらかじめ作ってしまうとか、あるいは、避難所に入っ
てくる住民からは、避難所での名簿作成時に、包括的に情報シェアの同意
を得たことにするというような様々な工夫をした上で、来る大災害に備え
て連携を強化することが必要ではないかと、一民間人になって改めて思う
ところです。
田中 犯罪に関してですが、アメリカ等では性犯罪防止のため、特定の機
関、例えばプールを運営している方や幼稚園の経営者との間で情報共有で
きるという仕組みがあります。日本でも災害に関して同様のやり方ができ
るのではないかなとも思います。
私は全国防犯協会連合会というところに勤務しています。これは、全国
津々浦々にある防犯協会の連合体ですが、少子高齢化により実働力が低下
し、弱体化しています。
この状況は、防災を行う団体である消防団も同様であります。実は、こ
の 2 つの団体は構成メンバーも相当重なっています。また、財政状況も非
常に悪化しています。公共団体からの補助金が削減、打ち切られたという
事例もあり、運営が困難になっています。
ここにいらっしゃる皆さんも、防災と防犯のボランティアにもう一度目
を向けていただいて、御支援いただくと大変嬉しいです。これは、日本の
社会全体のため、防災・防犯のために申し上げているのであり、よろしく
お願いします。
本日得られた情報を、更なる防災活動に活用していただければと思いま
す。


【閉会】
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社会安全政策論の方法論試論：犯罪事象の記述
堤

和

通

（中央大学総合政策学部教授）

要

旨

刑事司法の新たな関心に応えるアプローチとして提示される社会安全政
策論の展開にとって、重層的で非線形の要因を背景に犯罪事象を記述する
ことが重要である。そのような記述により、社会安全政策論は、近時の犯
罪学の理論と具体的な犯罪政策の動向を反映したものとなり、犯罪機会の
需要に関する因果律の前提を明確にし、刑事司法との接近がみられる保健
衛生からの暴力予防のアプローチとの親和性を示唆するものとなりうる。
保健衛生のアプローチとの親和性は、暴力予防の制度、政策を立てる際の、
法原理的な考察の必要性を示唆する。
キーワード：社会安全政策論、生態学、保健衛生
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1 はじめに
1970年代半ば、米国では、少年裁判所制度の根幹を成すと同時に、成人
受刑者の更生の前提とされた、矯正施設での処遇に関する否定的な評価が
深刻に受け止められた。それ以後、応報と抑止の刑罰論が再興し、犯罪予
防は、社会全体、あるいは潜在的犯行者を名宛人として犯罪機会のコスト
に着目する視点で従来にない理論が展開される。これは、犯罪機会を供給
する状況を変えることに焦点を合わせる点で、供給サイドの犯罪学といえ
るもので、日本をはじめ多くの国の犯罪予防策を基礎づけることとなった
が、同じ頃に、犯罪機会の需要サイドについて新たな視点を提供する研究
が行われていた。その一つが、よく知られているハーシのコントロール理
論であり、加えて、1961年に始まっていた「非行の発達に関する研究」
（Cambridge Study in Development of Delinquency、以下ケンブリッジ・
スタディ）を挙げることができる。日本の少年法制は、19世紀末の米国に
始まる少年裁判所制度をモデルにしているといわれるが、米国では、処遇
悲観論を経てその制度は大きく変わることとなり、その変革の柱の一つが、
発達的犯罪予防策による需要サイドへの対応であった。過去40年近くに及
ぶ、この犯罪予防策の展開は、関連する規範的要求の変化と犯罪事象の記
述方法の変化によるものと考えられ、コントロール理論とケンブリッジ・
スタディはそのうちの後者を提供するという理解が本稿の出発点である。
本稿は、そのような理解から、一定の犯罪事象の記述方法が、1970年代以
降の刑事司法の進展にみられる関心に応えるものであったこと、一定の因
果律の理解にその基礎を見出し得ること、それに、刑事司法の関心との接
近が見受けられる分野――保健衛生――との共通点といえることから「社
会安全政策論」に有用な柱の一つになりうることを示してみたい。
社会安全政策論というのは、渥美東洋博士が警察政策学会の部会長を務
められた部会の名称に始まるが、2000年代前半には、複数の大学、大学院
にてその科目名で授業が設置され、今春には、実務家、研究者から執筆者
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を得て大学の教材となることを目指した書籍の刊行がなされる。社会安全
政策論の統一的な定義が示されるわけではないが 1 ）、同様の動向に関心が
寄せられ、同様の問題提起がなされ、また、同様のアプローチが模索され
ている。本稿はその事情の背景を垣間見ることも意図している。

2

犯罪学の統合理論

ハーシの『非行の原因』2 ）は、なぜ犯罪が行われないのかという問いを
立てた。これは、社会化した個人を前提に、社会化しているはずの者がな
ぜ犯罪を行うのか、を問うのではなくて、そもそも、ヒトはどのようにし
て社会化するのかという問いである。これは、直ちに「性悪説」を意味す
るものではないが、ヒトは自ずと社会化されるという立場ではない点で、
「性善説」は否定されている 3 ）。性善説に立たないのであれば、ヒトはど
のようにして社会化されるのか、という問いは当然のものとなり、およそ
善き生の内実を問わずに誰にとっても社会化が自己の生の課題であり、同
時に、この課題達成に不可欠の「資源」――持続的な安寧への関心である
ケアや、ケアに必要な養育者の収入や心身の健康等――があるとすれば、
その資源は必需という位置づけを占めることとなる。必需とは、共同的営
みの成果を誰が享受するのかという配分正義の基準の一つであり 4 ）、各自
の業績や能力とは別に、必要な水準に達していないすべての者に提供すべ
きものとされる。この視点の意義は 6 で後述するが、刑事司法が犯罪予防
を一つの眼目とするようになり、保健衛生アプローチでの暴力の予防論と
の接点が見出される現在、何――暴力による侵害、あるいは各人の支配領
域等――をどのような考え方で最大化または最小化するのかという問いに
答える理論構成の検討に重要な含意があるといえる。
加えて、ハーシの理論は社会化の資源として提示した社会的絆――愛着、
関与、投資（蓄積）
、正統性の承認の要素から成る――について、その後、
各要素を涵養するプロセスを問うアプローチが示され、それが同時に予防
策の理論仮説になるという展開をみせる。そのアプローチは社会発達モデ
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ルと称され 5 ）、子どもの発達段階ごとに社会化ユニット（家庭、学校、コ
ミュニティ、交友関係）を想定し、一人ひとりの子どもの能力、機会、経
験で左右される選択と行動の見返りを各人が学習することで社会的絆が形
成され、社会的絆を形成した相手に支配的な行動、規範、価値観にしたが
って――逸脱行動の奨励・是認か、それとも、法遵守の奨励・是認、いず
れを表すかにしたがって――各人の行動の（反）社会性が決まるとみる。
社会発達モデルは、このように、各人が持てるもので左右される学習を通
じて社会的絆が形成される相手の行動、規範、価値観を軸とするが、同時
に、社会階層上の地位、本人の特性――認知能力、中枢神経と自律神経の
覚醒レベル、注意欠陥障害等――と、外部規律――公式の制裁と非公式統
制の明瞭性、一貫性と即時性――をモデルの構成要素を媒介して間接的に
影響を与える外生要因として捉える。各人は、それぞれの能力、機会と経
験の面でこのような外生要因の影響を受け、その持つものにしたがって学
習される見返りが変わり、その学習内容にしたがって社会的絆が形成され
（る相手方が決ま）る。さらに、社会的絆は、いずれかの社会化ユニット
で社会性を備えた他者と十分に確立しているか否かで、他のユニットでの
悪影響を凌駕できるかが決まるとされる。
ケンブリッジ・スタディをまとめて提示されたライフ・コース論では、
非行傾向の深化の過程を、欲動の内容、方向づけと、抑制の成果とみる 6 ）。
欲動の内容としては、物質的財の獲得・支配、仲間うちでの地位・評価と
興奮に対する欲望、倦怠、フラストレーション、怒りと、アルコールの費
消が社会化を妨げるものとされ、こうした動機を満たすために社会的に承
認されない方法の選択が習慣になる場合に、社会化が困難さを増し、社会
学習の過程で次第に内面化する考えと態度次第で反社会性が抑制されない
ままとなるといわれる。古典的な犯罪学理論が犯罪事象の背景各層に分析
を加えてきたことを振り返りながら、「個人、家庭、交友関係と近隣地域
それぞれに関する要因は相互に作用するのが原則であろう。
」7 ）とされる。
そのため、非行傾向の深化にも重層的な要因があることが指摘される。欲
動の内容については、生育環境で刺激や興奮が重んじられ、あるいは、退
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屈な時間が無為に過ぎていくように子どもが感じる環境に置かれ、また、
欲求の刹那的な充足に終始せずに済むような長期的な目標を持つことがで
きない場合に、子どもの社会化を妨げる側面が顕著になるとされる。欲動
の方向づけについては、知的刺激を欠く生育環境での学業不振・落第等が
ある場合や、交友関係や近隣に逸脱行動を是認するロール・モデルがいる
場合に、社会的に是認されない方法で動機を満たすように方向づけられる
とされ、欲動の抑制については、反社会性が抑制される場合として、身近
な者の法遵守の態度、養育者の周到な監督、社会的に是認されない行動に
対する愛情ある懲罰、温かい愛情ある親子関係から育まれる共感があるこ
とが挙げられ、反社会性が助長される場合として、本人の強度の衝動性と
知能の低さのために規範の内面化が困難なことが挙げられる。
人間の発達過程での重層的で非線形の諸要因がはたらくことは生態学モ
デルとして提示されてきた 8 ）。そのモデルに倣い、本稿では、本人の日常
的な生活環境をミクロ（・システム）
、本人の日常的な生活場面とはいえ
ないものの、多くの場合には、ミクロに所属する他者を介して、本人とそ
の生活場面に影響を与えることがある、外部の構造的な相互作用の場をエ
クソ、ミクロ相互の作用をメゾ、各ミクロ、エクソを通じて観察できる社
会全体にわたる制度や文化的期待をマクロと称し、さらに、本人の特性、
傾向の層を加えておこう 9 ）。
重層的で非線形に作用する諸要因を提示する別の領域として親密圏の暴
力を挙げておく10）。入れ子・生態学モデル（Nested Ecological Model）に
よると、一方で、同様の社会制度や文化的期待の下で生育、生活し、同様
の職場環境で働き、近隣地域の支援を得て、同様のコンフリクトに家庭の
中で直面しているときに、暴力を用いるか否かに個人間で相違を生む要因
として、個人の特性が挙げられる。個人の特性は、暴力に関する経験――
観察、被害、試行・実行――で本人が学習してきた、コンフリクトやスト
レスへの情動並びに行動上のレパートリーによるものとされる11）。他方で、
個人の特性である学習したレパートリーが実際の行動となって発現するか
否かは、ミクロやエクソの社会的文脈で左右されるとみられる。配偶者に
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対する暴力が用いられる可能性があるのは、個人特性として、異性支配の
強度の欲求、親密な関係に抱く誇大不安、暴力的なロール・モデル、コン
フリクトに対処するときの未熟な社会的スキル等が認められるとき、エク
ソのレベルに、職場でのストレスや失業、あるいは支援グループからの孤
立がみられるとき、ミクロのレベルに、意思疎通上のストレスや勢力争い
等があるとき、マクロのレベルに、男性性を攻撃性として定義づける文化
等があるとき、であるとされる。

3

因果律：エビデンスの概念

犯罪学は元来、犯罪機会を需要する個人の傾向の発現と、そのような傾
向を促進し犯罪行動を生起させるコンテクスト――家庭、地域、交友関係、
制度と文化等――の双方を入れた犯罪事象の描写と説明を試みるものとさ
れるが12）、犯罪事象の動態的な描写とそれを踏まえた理論の提示は、一つ
には、経年的調査が重ねられてきたことと、また、そこでの犯罪事象の描
写から、犯罪事象の背景要因がライフ・コースの諸段階で変わることと、
要因間に相互作用が認められることに着目する説明が求められるようにな
ったことで大きく推進したといわれる13）。
問題事象の描写と処方のうえで、非線形で働く諸要因を捉える手法に疫
学アプローチがある14）。
「疫学とは、特定の人口にみられる健康に関連す
る状態または出来事の分布と決定要因を研究し、その研究を健康問題のコ
ントロールに応用すること」であるとされる。このうち、状態または出来
事の分布は人、時、場所の属性で描写され、決定要因については、分布の
パターンの原因、並びに問題事象が発現するリスクを高める要因に関する
仮説を立てる。このような記述と分析の方法論の前提に因果律のモデルに
三 連 構 造（triad） モ デ ル が あ る。 こ れ は、 図 1 の よ う に、 作 用 因
（agent）、ホスト（host：事象が生じる個体）と環境（environment）の
要素が働いて、ホストへの作用因の伝達を支える環境で作用因と本人が相
互に作用して事象が発生するとみる。ホストには、危険因子といわれる、
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三連構造モデル

CDC 後掲注14）、Figure 1.16 Epidemiologic Triad、 1 ― 52頁より転載

この相互作用を決める多様な要因があると考えられる。危険因子は、作用
因への暴露、作用因に対する脆弱性、作用因への反応に影響を与える。暴
露の有無、程度を決めるものに、性行動等の行動、衛生、その他の選択に
加え年齢や性別が挙げられる。脆弱性と反応を決めるものには、遺伝、栄
養状態、免疫状態、解剖学的構造、疾病若しくは投与薬物の有無、心理的
特性が挙げられる。図 1 の左の図は、三要素に同様の影響力があるとみ
られる場合であり、右の図は、作用因とホストが相互に作用し、さらに、
相互作用が環境に依存している場合である。疫学での因果律には、三連構
造のモデルに加え、複数の作用因がある場合を示すものとして図 2 の
図2

因果のパイ

CDC 後掲注14）、Figure 1.17 Rothman’s Causal Pies、 1 ― 54頁より転
載
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15）
「因果のパイ」
というモデルがある。同じ問題事象について十分条件が

三パターンあり、それぞれで組み合わせが違っている。「Ⅰ」と「Ⅱ」で
は B が必要条件であるが「Ⅲ」ではそうではない。
このような因果律を前提に、分布のパターン並びに問題事象の発現の原
因ついて分析し、とりわけ保健衛生上のインターベンションにとって重要
なエビデンスを実験、または観察――前向きまたは後ろ向きのコホートの
経年観察――によって得るのが疫学調査である。疫学調査では、「生態学
的な（ecologic）
」16）リーズニングに依りながら、保健衛生に重要な「原
因」17）の特定を目標とする。疫学調査は、「因果律の証明に必要なエビデ
18）
ンス」
を獲得するものである。先に挙げた「決定要因」には危険因子が

含まれ、「個人の行動若しくはライフスタイル、環境への暴露、又は遺伝
19）
的特徴であって」
、特定事象の「発生の増加に結び付く側面」
と定義づ

けられる。このような決定要因の捉え方は、決定論の位置づけに関連して
提唱されるに至った EBM――科学的根拠に基づく医療、エビデンスに基
づく医療（Evidence-Based Medicine）――の方法論にとって重要である。
EBM は、「直観（intuition）
、系統的でない臨床経験と病態生理学理論が
臨床の意思決定にとって十分な根拠として強調することから離れ（る）」20）
ものであり、疫学の成果をエビデンスとして臨床に活用する。この展開は、
疾病のメカニズムを明らかにする病態生理学理論が前提とするもの――決
定論――とは異なる因果律の理解に対応するものといえる。決定論は原因
と結果が「玉突きか歯車のように一対一対応で見える」というもので、医
療分野では、「生物においても、無生物におけると同様に、すべての現象
の存在条件は絶対的に決定されている」ということを公理とする実験医学
の前提とされる21）。
「科学的法則は確実なものの上に、また絶対的な決定
論の上に立っているべきであって、確からしさの上に立っているべきもの
ではな（く）
」、実験結果にばらつきがある場合には、ばらつきを生む決定
因子を探すべきであり、平均を求めてばらつきを隠すことはしない、とい
う立場である。
本稿で触れるケンブリッジ・スタディは疫学の方法論である、前向きコ
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ホートの経年的調査によるものであり、ライフ・コース論、社会発達モデ
ルともに危険因子の概念を用いる22）。ライフ・コース論では、先述のよう
に、「個人、家庭、交友関係、近隣地域の諸要因が相互に作用するのが原
則である」とされるが、同様のことがライフ・コース論の関心を反映して
危険因子の概念を用いて述べられる。非行傾向の深化に関心を寄せた経年
調査の中で、非行傾向を深化させるのが一部の少年であり、しかも、複数
の似通った危険因子が見出されることから、各危険因子が「独立して犯行
並びに逸脱行動に及ぼしている影響、相互に作用して及ぼしている影響、
23）
並びに、影響を及ぼした先後の関係を証明するのは困難である」
といわ

れる。また、社会発達モデルでは、発達段階ごとの考察を重ねる中で、
「発達段階ごとの顕著な危険因子並びに保護因子の存在と、因子の相関性
ある変化（共変動，covariation）はある程度証明されているが」
、行動発
生の経路を「具体的に示す理論構築では、因子間の関係に関するもっとも
な競合する仮説の中から選択せざるを得ない。」とされる24）。

4

保健衛生アプローチ

近時の犯罪学が示す犯罪事象の記述に要因の重層性と非線形性があるこ
ととをみたが、これが保健衛生の主要な事象の把握の仕方であることを本
項でみておきたい。
米国の疾病予防管理センター（CDC, Center for Decease Control and
Prevention）は40年以上前に、傷害による死亡と障害をはじめとする暴力
問題に関心を寄せ始め、1992年には、暴力予防のための主導的な連邦機関
として NCIPC（National Center for Injury Prevention and Control）を
設置している25）。DVP（Division of Violence Prevention）は NCIPC の三
部門の一つであり、暴力による傷害と死亡の予防、それも第一次予防をミ
ッションとしている――すなわち、
「再犯」予防ではない。DVP では、暴
力関連の傷害事案のモニタリング、暴力の危険因子と保護因子の調査、予
防プログラムの設計と効果の評価、州並びに地方が予防プログラムを計画、
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実施、評価する支援、予防戦略の効果的な採用と普及に関する調査が行わ
れている。DVP では暴力は社会生態モデルで記述され、保健衛生のアプ
ローチが採られている。この点は、WHO でも同様であるので、その報告
書の概略に併せて述べる。
WHO は2002年に、
「世界の暴力と健康（World Report on Violence and
26）
Health）」
と 題 す る 報 告 書 を 発 表 し た。 当 時 の 事 務 局 長 Gro Harlem

Brundtland の巻頭言では、暴力は、
「家庭とコミュニティに見出される多
元的要因で形成される思考と行動のパターンに関連する複雑な問題」であ
ること、報告書が求めるのは、広範囲のパートナーとの協働と、先手を打
つ、科学的で包括的なアプローチであり、「我われには、結果を生むだけ
のツールと知見――他の健康問題への対処に成功を覚めてきたのと同じツ
ール――がある。（中略）暴力のリスクを高める要因の多くは異なるタイ
プの暴力に共通にみられるものであり、是正可能である」ことが述べられ
ている。この報告書は、世界社会開発サミット（1995年）の「コペンハー
ゲン宣言及び行動計画」27）、国際人口開発会議の「カイロ・コンセンサス」
（1994年）の「行動計画」と第 4 回世界女性会議の「北京宣言」（1995年）
を支持した第49回会議の決議「暴力の予防：保健衛生の重要優先事項」
（決議 WHA49.25）を受けたものであった。WHA49.25は、「暴力が世界規
模の主要な保健衛生問題である」ことを宣言し、事務局長に対して「暴力
問題に対する保健衛生活動を始動し」
、各種暴力の「原因、並びに保健衛
生上の結果を評価」することを事務局長に求める。
WHO の 報 告 書 は、
「 傷 害、 死 亡、 心 理 的 害、 発 達 不 全
（maldevelopment）又ははく奪が生起するか又はその可能性が高い」
「自
身、他者、又は他の集団若しくはコミュニティに対する物理力又は権力の
意図的な行使」及び「意図的な行使の威迫」を暴力と定義づける28）。ここ
で物理力の行使だけでなく、権力の行使を入れるのは、暴力が「脅迫や威
迫を含む、権力関係に起因する行為」を含み、作為だけでなく不作為を含
むことを明確にするものである。この用語法は、
「監護放棄（neglect）
、
並びに、身体に対するもの、性的なもの、心理的なものを含むすべての虐
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待（abuse）
」を含む。定義される暴力の結果は、心理的な害、はく奪、
発達不全に及ぶ広範囲なもので、暴力は、傷害または死亡の結果が発生し
ていない場合でも、
「個人、家族、コミュニティ、ヘルス・ケア・システ
29）
ムに相当大きな負担を負わせる」
という認識を反映している。暴力は、

「公的であるか私的であるか」
、
「
（挑発等以前の出来事に対応した）受動的
なものか（より有利な結果を期した手段のように）能動的なものか」
、ま
た、「犯罪であるか犯罪ではないか」を問わない。報告書は、「暴力は個人、
社会関係、社会、文化、並びに環境の諸要因の複雑な相互作用の結果であ
る」とし、保健衛生のアプローチでそうした要因を理解し暴力予防を進め
るために、生態学モデルを採用する30）。このモデルは、
「個人と背景要因
の関係を探り、複数のレベルで行動が影響を受けた結果として暴力を考え
る」31）。生態学モデルでは、
「各レベル（層）がリスクのレベルを現すと同
時に、インターベンションのための鍵となるポイントであると考えら
れ」32）、個人の危険因子を取り上げて、行動変容の措置を講じること、機
能不全の家族に専門的な援助と支援をするほか、近い個人の関係にはたら
きかけて健全な家族環境を創り上げること、学校、職場、近隣地域をモニ
タリングし、暴力に発展しかねない問題に対処すること、性的不平等、敵
対的な文化的態度と慣行に対処すること、より広範な文化的、社会的、経
済的要因で暴力に寄与するものを取り上げ、貧富の差を埋め、財、サービ
ス、並びに機会への衡平なアクセスを確保することが目論まれる33）。

5

予防プログラム：少年非行、親密圏領域

重層的で非線形の要因を前提にする分かり易い例として少年非行の予防
に関する MST を挙げておく34）。MST は、システム論と社会生態学に依
りながら35）、図 3 のように少年非行を記述する。MST では、インターベ
ンションが家族の社会生態学的環境に見出される強みと必要性から導き出
される点と、子どもを取り巻く複数のシステム内とシステム間で重要な要
因に焦点を当てている点に特徴があるとされ、その例として、衝動的で不
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図3

子どもの反社会的行動の相関
近隣と地域社会の特性：
高い流動性
近隣，教会などからの支援が乏しい
著しい無秩序と犯罪のサブカルチャー
仲間関係：
非行仲間との付き合い
乏しい対人関係スキル
社会性の高い仲間との付き合いが少ない

個々の子どもの特性：
低い言語スキル
反社会的行動を肯定する態度
精神医学的症候
他人に敵意ある意図を読み取る認知的バイアス
反社会的行動：
行為の問題
非行
物資使用

家族の特性：
監督の欠如
だらしなく効果のないしつけ
暖かみのなさ、高い葛藤
両親に薬物乱用，精神疾患の罹患，
犯罪行為のような問題があること

学校の要因：
低い学業成績，退学
教育に対する関心のなさ
弱体化した構造，混沌とした環境など学校側の問題

後掲注34）11頁図1.1より転載

注意で反抗的であると母親が語る14歳の少年で、母親と12歳の妹と暮らし、
7 年生を留年し、反抗的な態度と学級崩壊のために退学の可能性がある男
子について、本人の特性からミクロ、メゾ、マクロにわたる要因が考えら
れる場合を挙げる36）。本人については ADHD の存在、社会的スキルの乏
しさ、関連して、ミクロに当たる交友関係での不良仲間との付き合い、別
のミクロに当たる学校での威圧的な指導スタイルや学級運営、ミクロの相
互作用の場であるメゾとして、学校の指導に対する親の不協力、さらに、
ミクロに影響を与える、本人からは遠いエクソの要因として、しつけに関
する母親とボーイフレンド間の葛藤が、問題事象の背景にある重層的で非
線形の要因の可能性として説明されている37）。
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MST は重層的で非線形の要因の把握が臨床で生かされる場面であるが、
より制度設計が課題となる第一次予防について同様の統合理論に沿ったア
プローチの例に、CDC が連邦基金を運営する DV 予防のプログラムがあ
る。連邦法 Family Violence Prevention and Services Act は1994年の改
正で CCR（Coordinated Community Responses）と称される地方レベル
での DV 対応への支援を連邦政府に授権した38）。CCR は、DV 予防のため
の公式――NPO 等――又は非公式――市民グループ等――の組織的な取
組を指し、法執行、保健衛生、宗教団体等多機関と地域住民が係るのが典
型例である。2002年以降、CDC は公式に連邦基金の運営に当たって、第
一次予防を主眼とするプログラムの実施を進めてきている39）。第一次予防
を主眼とする場合、健全で、他者を尊敬し、暴力に頼らない関係の促進、
危険因子の減少と保護因子の増進と、社会生態のすべての層への取り組み
を目指すべきとされる。社会生態について、CDC は「個人、社会関係、
コミュニティ、並びに社会の各層間の複雑な相互作用を考える」 4 層モデ
ルに立つ。ここでは、 4 層の社会生態モデルに立ちながら、社会規範、制
度、構造に焦点が当てられる40）。社会規範については、
「暴力や社会関係
に関してコミュニティで共有なされている非公式の考え、並びに行動基
準」を変えることが求められる。制度面では、健康に関する社会的決定要
因（social determinants of health）という概念が用いられ、「地球規模、
並びに国と地方のレベルで用意されている財産、権力、並びに資源へのア
クセス次第で決まる」
、
「人々が生まれ、成長し、暮らし、働き、年齢を重
ねるときの諸条件のうち健康で生産的な生活を送る機会に影響を与えるも
の」――社会的決定要因――が決まるという視点にたつ。健康の構造的な
決定要因として、経済政策、社会政策、手続と規範、質の高い、早期の子
ども発達の機会への相応のアクセス、教育、生活ができる賃金での雇用、
健康を維持できる食事、ヘルス・ケア、住宅、近隣の安全、並びに社会的
包摂が挙げられる。
もう一つ、更生の臨床でミクロに対応する場合の要因の重層性を反映さ
せた例として、DV に関するブリティッシュ・コロンビアのモデルを挙げ
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ておこう41）。1990年以降、同地では「共通混合（hybrid）モデル」と称す
るプログラムで更生を図っており、安全、答責性、自覚、共感、スキル向
上、他者尊敬の態度を強調し、認知行動療法にみる認知パターンへの着目、
暴力の否定（力と支配の道具であることの明確化）
、行動結果への応答責
任の明示、合理化と釈明の問い直し、リスク状況の識別訓練、スキル（情
動のマネージメント、対立解決、問題解決、自己主張と相手を尊敬した意
思疎通のスキル）習得が一般的なメニューとなっている。プログラムの効
果が「治療同盟（therapeutic alliance――治療者とクライアントの関係で、
前者が後者を支えるとともに、両者が「我われ」として課題に取り組むと
いうもの）」の成否に大きく左右されると考えられており、クライアント
の尊厳を守りながら、自身または他者の安全を守り健全な関係を維持する
うえで助けにならない行動の変容を促し励ますことが重要であり、
「差別
主義者としての糾弾（vilification of batterer）
」は問題を悪化させるとい
うデータが支持されている。親密圏の暴力では、関連するマクロの要因と
して、性別による役割行動等の文化的期待が挙げられ、そのような意識は、
先の「暴力の否定」でも取り上げられることになるが、入れ子・生態学モ
デルが指摘するように、スキルの訓練のような、クライアントの一般的な
特性に同時に目を向けるのが得策であるとされる42）。

6 刑事司法の動向と保健衛生アプローチの重なり：目的論
刑事司法はかつて将来志向性が限定的であった。応報刑は本来的に過去
回顧的であり、抑止刑論と社会復帰論は将来を志向するが、前者は犯行が
行われたという裁判所の認定、有罪判決が下されて初めてはたらくという
刑罰の一般的な性格を否定するものではなく43）、後者の場合には、
「性格
の矯正」並びに「環境の調整」という機能が期待されるために、犯行が行
われたという認定なしに、
「虞犯事由」があれば犯罪予防を期する処遇の
ための処分が下されることになるが、それでも、1970年代後半以降顕著に
なる犯罪予防策の広がりからみると、19世紀末に始まる少年裁判所制度が
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はたらく範囲は限定されていたといえるであろう。そして、40年を超える
歴史を持つに至った犯罪予防の考え方や政策は、古典近代と新古典に形成
された刑罰制度と処遇制度と同様の理論構成によるものなのか、また、そ
の理論構成が法の理念に照らしてどのように評価されるのかが問われるは
ずである。
刑事法領域が将来志向性を高めていることは、本稿で触れた保健衛生ア
プローチと法領域との接近を示すものであるが、これに加えて、刑事立法
が及ばないところで、安全保護の要求が立法化――親密圏領域の暴力事案
やストーカー事案対処等――され、警察や法執行機関の責務になってきて
いることも、同様の傾向を示す一つの事情であるように思われる。
保健衛生アプローチとの接近により、その知見の活用が法分野でも期待
されることとなるが44）、この傾向は、法の理念の把握と考察に新たな課題
を投げ掛けるものでもある45）。その一つは、現行憲法が示す法の支配の理
念、あるいは、法の支配の理念が反映するリベラリズムからの検討である。
そこでの問いには多くのものがありうるが、本稿では、犯罪学の展開に関
連づけて、目的論の整理の重要性に言及しておきたい。目的論は行為や制
度設計という選択について、それが生み出す成果――通常は社会全体を単
位に達成を見込む成果――の正当性と、併せて、その成果達成のための負
担の引き受けを社会の誰に、どの構成員に求めることができるのかを問う。
社会的絆を説いた犯罪学理論が示唆するように、社会化がニーズ、必需の
位置を占めるのであれば、配分的正義の観点からは、社会全体での負担が
正義の要求となるが46）、配分的正義が「共同の営み」の成果を誰が何を根
拠に享受するのが正しいのかを問うものであるのに対し、目的論は制度
――共同の営み――の目標の正否を問う。配分的正義は、自然的正義――
社会全体の豊かさ、富の水準等共同の営みが何を生んでいるかを問わない
要求――とは対照的な社会的正義の性格を備え、共同の営みが現に生み出
しいてきているもの――所得や富等――にしたがって、その具体的内容、
水準が変わる。これに対し、目的論は制度の目標とそのための手段となる
負担の引き受けを問う。人権思想が政府からの自由を強調するとき、市民

104

間の暴力と不正の禁忌、それと併せて、禁忌の侵害行為が犯罪を構成する
場合には、罰法規の厳格解釈と、公判原理、とりわけ刑罰制度に固有と考
えられる弾劾主義の原則である無罪仮定と政府側立証の証明基準による罪
責の認定が、予見可能性と、とりわけ自由の原理から求められる47）。これ
に対し、保健衛生アプローチでは、暴力を重層的で非線形にはたらく要因
を背景に記述し、暴力を減少させ予防するインターベンションの設計に応
用する。このような設計には目的論上の問いが生じるが、ここで、 2 でみ
た、社会化に関する社会的絆理論の前提を考慮に入れると、人権思想でい
われる「積極的自由」の概念を入れた回答を試みることができる。それは、
社会的絆を形成するのに必要な資源の給付を積極的自由とする48）。
この論点は、犯罪事象の記述が含意する規範的問いがリベラリズムの内
実に係わることから示すこともできる。リベラリズムの立場を特徴づける
ものに中立性原理があり、それは、公的権力が執行するルールの正しさの
基準を善の観念から独立して導くことを求めるといわれる49）。しかし、そ
の主要理論においても正しさの基準との関連が完全に否定されているわけ
ではない。その関連性は、正しさの基準は行為主体の選択に「限界を画す
る（draw the limit）
」が、善の観念はその「限界に意義を見出す」、とい
う Rawls の表現に示唆される50）。Rawls の描く自律的個人は、生来の傾
向やそのときどきの感情による選択を他律と論じる Kantian の理解を継
承して、各人が自らの抱く善の観念を不断に見直す存在であるが、そうで
あるとすると、Rawls 自らが論じた先の論点――善の観念が正の基準が画
する限界にどのように意義を見出し得るのか――に対する回答が得られな
くなるのではないかという問題提起がなされる51）。善の観念を不断に見直
すというのは、一方で、一人ひとりには、社会やコミュニティの歴史、自
身の来歴と、その中で育んできた価値観があると同時に、他方で、その価
値観への根本的な懐疑、批判と価値観の撤回の可能性があるということで
あり、善の観念は薄い（thin）ものとなり、Rawls が導き出した正義の二
原理に善の観念が意義を見出すという議論はあり得るとしても、そのよう
な自律に高い価値を置かない個人やグループの存在を前提にすると、薄い
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善の観念とともに提示される正しさの基準に広く意義が見出されるのか、
という問題提起である52）。リベラリズムの下で、善の観念がより内実のあ
るものとして構成できれば、そのような善の達成を最大化する目的論から
制度設計が基礎づけられ、配分正義とは異なる、理論構成で社会成員が引
き受ける負担が説明されることになる。善の観念に「厚み（thickness）
」
をもたせた場合には、当然ながら、中立性原理の充足が問われることにな
るが、中立性原理が善の観念の薄さ、あるいは、内実を伴う善の観念の説
明の欠如を意味するものではなくて、私人の倫理の場――選択権は私人の
手にある――から公的な義務を課す公権力の場――私人には選択の余地が
ない――に善の構想を移すことを禁止するものであると解せば、
「個人の
善とそれを促進する公共の役割に関する常識的な理解を、多様性を容れ、
圧政に抵抗するというリベラリズムの基本的立場に一致させることが可能
53）
となる」
。近時の保健衛生アプローチでの暴力への関心は、内実を備え

た善の観念――暴力の被害とその虞れへの恐怖から解放された多様な生
――で構想される目的論として暴力の最小化を掲げる可能性を示唆するも
のであろう。そのような目的論が妥当であるならば、暴力の最小化のため
の制度の下で社会成員が広く負担――典型的には、所得分配による費用負
担――を引き受けることを求める根拠になりうる54）。

7

結

び

社会安全政策論は、刑事司法の関心領域の変化、より正確には、法律上
の犯罪を構成しない問題事象への関心の広がりと、19世紀末の処遇・矯正
論の範囲を超えた予防策への新たな関心、犯罪被害者という視点からの新
たな考察、に呼応するものであるといえる55）。関心が及ぶことになった問
題事象――親密圏領域の暴力――、新たな予防策の展開――少年非行――、
それに、犯罪被害者の視点――暴力の被害を論じその予防を説く保健衛生
アプローチ――には、問題事象の記述という点で相通じるものがあるよう
に思われる。それは、犯罪学では、重層的で非線形の要因をその背景に記
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述する統合理論に示され、また、犯罪学（ライフ・コース論と社会発達モ
デル）と保健衛生アプローチが採用する疫学の因果律に示される。
問題事象が重層的で非線形の要因を背景に記述されるとき、臨床では、
非線形の要因の作用に実際的に対応するという意味で多機関での連携が求
められ、制度設計では、問題事象のミクロの状況に影響を与える「社会的
決定要因」が多分野に及ぶため、分野を横断した、社会全体での取組とし
ての評価が求められる56）。
犯罪事象のこのような記述の仕方は、保健衛生アプローチが暴力の予防
に関心を広げるときに、犯罪事象を扱ってきた刑事司法を保健衛生と接近
させる。それぞれが扱う問題は重なっている。保健衛生アプローチが予防
策を提示するとき、原理的な法の要求から、加えて、その要求を見直す可
能性を容れながら、それを評価する作業が求められる。
1）警察政策学会編集で刊行予定の教科書『社会安全政策論』（平成30年 4 月刊行予
定）では、その総論で「『社会安全政策』は、市民が自らの安全と社会生活の上で
必要な生活基盤とを、不法な侵害から守ることを、市民自身がコストを負担し、主
権者として決定するものであ（り）」、「『社会安全政策論』は、市民の社会安全政策
に関する意思決定（手法の選択に関する意思決定）に有益なものを整理して提示し、
市民が理性的な判断をすることに貢献することをめざすものである。」（第 2 章執筆、
田村正博）とされ、また、「犯罪等によって侵害されることのない個人の支配領域
の保障と最大化を目指す制度設計と運用改善を論じる法政策学」（第 1 章拙稿）と
述べられる。
2）T. ハーシ著（森田洋司＝清水新二監訳）『非行の原因：家庭・学校・社会のつな
がりを求めて』（文化書房博文社、1995年）。
3）James Q. Wilson, The Moral Sense, Free Press, p. 243（1993）.
4）Joel Feinberg, Social Philosophy, Prentice-Hall（1973）
.
5）Richard F. Catalano and J. David Hawkins, “The Social Development Model: A
Theory of Antisocial Behavior,” J. David Hawkins ed., Delinquency and Crime:
Current Theories, Cambridge University Press（1996）.
6）David P. Farrington, “The Explanation and Prevention of Youthful Offending,” J.
David Hawkins ed., 前掲注 5 ）なお、ケンブリッジ・スタディは、https://library.
carleton.ca/sites/default/files/find/data/surveys/pdf_files/csdd-uk-61-81-cbk.
pdf 。
7）前掲注 6 ）p. 103。
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8）U・ブロンフェンブレンナー著（磯貝芳郎＝福富護訳）『人間発達の生態学：発達
心理学への挑戦』（川島書店、1996年）参照。
9）Donald G. Dutton, Rethinking Domestic Violence, UBC Press（2006）. 本人の特性
は、親密圏領域での暴力に関する調査研究の中で、人間発達の生態学の 4 層モデル
に加わるものとして提唱される。前掲注 8 ）、p. 19。
10）前掲注 8 ）、p. 21。
11）本人の特性が影響して、子ども虐待の被害が次に親密圏領域での暴力の被害並び
に加害の可能性を高めるといわれる。愛着面のパーソナリティ障害の傾向のある者
が親の暴力に曝され、「安全基地（secure base）
」
（であるはずの親との結びつき）
が脅かされることで誤った自己のセンスを抱き、他者への攻撃によって力を取り戻
すという幻想を抱くというのがそのシナリオである。Ibid., p. 183.
12）Robert J. Bursik, Jr. and Harold G. Grasmick, The Use of Contextual Analysis
in Models of Criminal Behavior, J. David Hawkins, 前掲注 5 ）
13）Terence P. Thornberry, Empirical Support for Interactional Theory: A Review
of The Literature, J. David Hawkins, 前掲注 5 ）なお、コンテクストを入れた犯罪
事象の描写が示されるのには、社会学の動向に関する理解がその下敷きにあった。
その一例として、「社会学理論の中心課題はマクロの理論とミクロの理論の関係、
あるいは社会実態の各層間の関係の研究である」という点で合意が形成されつつあ
るという論稿（1988年）が参照される。Bursik and Grasmick, 前掲注12）p. 237,
note 2. 本稿の統合理論の用語例は、主として Barak による。See, Gregg Barak,
Criminology: An Integrated Approach, Rowman &Littlefield, P. 19（2000）.
14）CDC, Office of Workforce and Career Development, Principles of Epidemiology
in Public Health Practice: An Introduction to Applied Epidemiology and
Biostatistics（3rd ed., 2012）
（https://www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/
ss1978.pdf ）.
15）図 2 の原典は、Rothman KJ. Causes. Am J Epidemiol 1976; 104:587–92.
16）前掲注14）p. 1-13.
17）前掲注14）、p. 1-13.
18）前掲注14）、p. 1-13.
19）Ibid., Glossary Page 17.
20）Evidence-Based Medicine Working Group, “Evidence-based medicine: A new
approach to teaching the practice of medicine”, JAMA. 1992 Nov 4;268（17）:24205.
http://www.cebma.org/wp-content/uploads/ebm-a-new-approach-to-teachingthe-practice-of-medicine.pdf
21）津田敏秀『医学的根拠とは何か』岩波新書（2013年）48頁。引用は同書27頁、24
頁より。クロード・ベルナール著（三浦岱栄訳）
『実験医学序説』岩波文庫（1938
年、1970年改訳）。
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前掲注 1 ）『社会安全政策論』では、小宮信夫教授が「犯罪原因論は、それまで
の 決 定 論 的 な 色 彩 を 薄 め、 確 率 論 的 な『 発 達 的 犯 罪 予 防 論 』
（Developmental
Crime Prevention）へと変容していった。それは、『原因としての決定因子から傾
向としての危険因子へ』という視座の移動である。」ことを説かれている。同書第
3 章。危険因子とは、「肯定的な結果の発生の見通しが低くなることに結び付く条
件又は変数であり、否定的な、又は社会的の望ましくない結果の発生が高くなるこ
と に 結 び 付 く 条 件 又 は 変 数 」 と さ れ る。Richard Jessor, Mark S. Turbin and
Frances M. Costa, “Risk and protection in successful outcomes among
disadvantaged adolescents,” Applied Developmental Science vol.2 no.4 194-208, 195
（1998）.
22）前掲注 5 ）、 6 ）。
23）Farrington, 前掲注 6 ）p.105.
24）Catalano and Hawkins, 前掲注 5 ）p.153.
25）CDC が示す保健衛生問題としての暴力予防の歴史は以下を参照。https://www.
cdc.gov/violenceprevention/overview/timeline.html.
26）Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi and
Rafael Lozano, ed., World Report on Violence and Health（WHO, 2002）. 本稿で参
照する第 1 章は、http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_
report/en/chap1.pdf。
27）
「行動計画」の第 4 章「社会統合」では、「社会におけるあらゆる形態の暴力を防
止するため、女性、児童、高齢者及び障害者に特別な配慮を払いつつ特に家庭内暴
力を防止、撤廃し、暴力の被害者を保護するために具体的な政策、公衆の健康及び
社会サービス・プログラムを導入し、実施しなければならない。」（日本政府非公式
訳、http://www.unic.or.jp/files/summit.pdf）とされる。
28）本稿で取り上げる DV が健康を害する結果として、CDC は、身体傷害の他、慢
性ストレス等による、心血管、胃腸、内分泌、免疫システムへの影響による疾病、
産前ケアの遅れ、早産、低出産体重、死産等の出産関連の結果と、不安、抑うつ、
PTSD、他者不信、親密性への恐怖、情動上の解離睡眠障害等の心理的な結果を挙
げる。See, https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/
consequences.html.
29）前掲注26）p 5.
30）Ibid., p 12. 生態学モデルは1970年代後半に子ども虐待で、その後に青少年暴力で
導入され、現在では、配偶者・パートナー間暴力と高齢者虐待の理解に用いられる。
31）Ibid., p. 12.
32）Ibid., p. 16.
33）Ibid., p. 16.
34）S.W. Henggeler, S.K. Schoenwald, C.M. Borduin, M.D. Rowland, P.B.
Cunningham 著（吉川和男監訳）『児童・青年の反社会的行動に対するマルチシス
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テミックセラピー（MST）』星和書店（2008年）
35）MST はシステム論を「機械論的で線形的な視点から、同時発生的に相互に影響
を及ぼし合って相互に関係する現象の原因を理解」しようとする視点への移行を反
映するものとし、社会生態学については、「個人の生活における広範で無数の環境
からの影響に焦点を置（き）」、「個人と家族あるいは学校との相互関係」を重視す
ると同時に、「複数のシステムや同心円の間の結びつき」を同様に重視するものと
捉える。前掲注34）、Henggeler、14頁、16頁。
36）Henggeler によれば、行為障害、非行、薬物乱用に関係する要因は比較的一定で
ある。前掲注34）、Henggeler、 8 頁。
37）前掲注34）、Henggeler、20頁。
38）Adrienne L. Fernandes-Alcantara, Family Violence Prevention and Services Act
（FVPSA）: Background and Finding（CRS Report, 2014）.
39）DELTA（Domestic Violence Prevention Enhancement and Leadership
Through Alliances） プ ロ グ ラ ム と 称 さ れ、2013年 会 計 年 度 以 降 は、DELTA
FOCUS（https://www.cdc.gov/violenceprevention/deltafocus/）が継承している。
40）See, DELTA FOCUS.
41）Jane Katz and Harry Stefanakis, “The Implementation of Programmes for
Offenders of Intimate Partner Violence in British Columbia”, Visiting Experts’
Papers, the 130th International Training Course, UNAFEI（2006）.http://www.
unafei.or.jp/english/pdf/RS_No69/No69_09VE_Stefanakis.pdf.
42）Dutton, 前掲注 9 ）p. 310.
43）古典的な刑罰の定義に、①苦痛又は通常は不快と考えられるその他の結果を招来
すること、②法的ルールの違反行為を理由とすること、③犯行を行ったか行ったと
思われる者に科されること、④犯行を行ったもの以外の人間が意図的に執行するこ
と、⑤違法行為が行われた法制度が承認する権威が科し、執行すること、とするも
のがある。H. L. A. Hart, Punishment and Responsibility, Oxford University Press
（1968）pp. 4-5.
44）保健衛生アプローチで指摘されることとして、或るタイプの暴力の被害者が別の
タイプの暴力を経験する可能性があること、或るコンテクスト（交友関係等）で暴
力に出る個人は他のコンテクスト（デートの相手）に暴力をふるう傾向がみられる
こと、異なるタイプの暴力が、精神衛生上、情動上、身体上、並びに社会生活上の
問題等生涯にわたって健康に同じ影響を及ぼすこと、こうした結果が各種疾患等慢
性的な健康問題の要因になること、異なるタイプの暴力に共通の危険因子と保護因
子があること、は暴力予防や犯罪予防の制度設計に重要であろう。See, https://
www.cdc.gov/violenceprevention/overview/strategicvision.html.
45）渥美東洋博士は、「犯罪や非行の減少、予防、再犯防止と犯罪や暴力の連鎖又は
犯罪や非行への恐怖の連鎖を断ち切る」ことを構想する犯罪法システムを提示され
る。渥美東洋『全訂刑事訴訟法』有斐閣（2006年）11頁。
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46）拙稿「犯罪法システムの中の犯罪予防：正義の多面性からの整理」井田良＝川出
敏裕＝高橋則夫＝只木誠＝山口厚編『椎橋隆幸先生古稀記念・新時代の刑事法学
（下）』信山社（2016年）参照。
47）渥美東洋『刑事訴訟における自由と正義』有斐閣（1994年）。
48）この点でも、「給付」を入れた財産権概念を説いたライクの「新財産」は重要な
示唆を与える。See, Charles A. Reich, “New Property,” 73 Yale Law Journal 733
（1964）.
49）See, eg., Andrew Altman, Critical Legal Studies: A Liberal Critique, Princeton
University Press（1990）
. 本稿では、認識論上の中立性原理と称されるものを取り
上げる。その一つの理解が、「政治がその関心を及ぼすことが受容される境界を画
するにあたり」、「善についての問いに対するいかなる基本的立場にも立たない命題
に基礎づけること」を求める Ibid., p. 73.
50）John Rawls, “The Priority of Right and Ideas of Good,” 17 Philosophy and
Public Affairs 251（1988）, pp. 251-252. 全文は以下の通り。「正しい制度と市民に期
待される政治的な徳は、そのような制度と徳が、市民が自らをかけて是認できる生
き方を許容するだけでなく、それを支えるようでない場合に、何かの目的に適うこ
と――何かの意味（point）を持つこと――はないことにあるであろう。政治的正
義の概念は、いわば、市民が自らをかけるだけの生き方に十分な空間をその内に用
意しておかなければならない。換言すれば、正義は一線を画し（draws the line）、
善の観念はその一線に意義がある（shows the point）ことを示す。」
。
51）William A. Galston, Liberal Purposes: Goods, virtues, and diversity in the liberal
state, Cambridge University Press（1991）.
52）Galston, ibid., p. 153. 同書では、世俗の虚無主義、信仰上の隠遁主義（世俗生活
の軽視）、一元論（フリーサイズの、誰にでも当てはまるという善の観念）、非理性
主義（恣意的でない意志やその評価基準の否定）、バーバリズム（最少財の意図的
な、又は無頓着によるはく奪）を排斥するという「消去法」を手掛かりに善の観念
の可能性が探られる。Ibid., p. 177.
53）Galston, ibid., p.180.
54）これを支配領域の最大化と表現すれば、リパブリカニズムの刑事司法論に通じる
ものがあることも示唆されよう。See, John Braithwaite and Philip Pettit, Not Just
Deserts: A Republican Theory of Criminal Justice, Oxford University Press
（1990）.
55）前掲注 1 ）第 1 章。
56）WHO の報告書は、WHO に加え、人権、難民、子どもの福祉、女性の健康、人
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いわゆる「子供の性被害防止プラン」の策定について
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内閣官房副長官補付
内 閣 参 事 官
前警察庁少年課長

要

旨

平成28年 3 月29日の閣議決定により、児童の性的搾取等に係る対策に関
する総合調整権限が国家公安委員会に付与された。これは、深刻さを増し
ている児童の性的搾取の問題について、同年 4 月 1 日に施行された内閣機
能見直し法を活用して、政府として責任を持って対応できる体制の構築を
目指したものである。その後、国家公安委員会（警察庁）では、関係府省
庁連絡会議を開催するなど、必要な総合調整を実施し、その成果として、
平成29年 4 月18日、犯罪対策閣僚会議において、いわゆる「子供の性被害
防止プラン」が決定された。同プランは、児童ポルノだけでなく、児童の
性的搾取等全般を対象として、その原因・背景にまで踏み込んだ広範な対
策を規定しており、今後、同プランに基づく対策を推進する中で、被害児
童が相談しやすい環境整備、民間団体との連携深化や国際的な情報発信の
強化が期待される。
キーワード：基本計画、児童の性的搾取、総合調整
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Ⅰ はじめに
平成29年 4 月18日、犯罪対策閣僚会議において、いわゆる「子供の性被
害防止プラン」（正式名称は「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」1 ）。
（以下「基本計画」という。
）2 ））が決定された。基本計画は、児童買春や
児童ポルノの製造を始めとする児童の性的搾取等に関する深刻な情勢を踏
まえ、その撲滅に向けて政府が取り組むべき対策を取りまとめたものであ
る。また、基本計画は、これまで内閣官房において行使していた児童の性
的搾取等に係る対策に関する総合調整権限が平成28年 3 月29日の閣議決定
により国家公安委員会に付与されたことの成果を示すものでもある。
本稿では、基本計画の策定作業に関わった筆者の視点から、策定までの
経緯や基本計画の内容及び意義、さらに今後の課題について記載すること
としたい。なお、本稿中意見にわたる部分は全て私見であることを申し添
える。

Ⅱ
1

基本計画策定までの経緯

児童の性的搾取等に係る対策に関する総合調整権限が国家公安委員
会に付与されるまでの経緯
前述のとおり、平成28年 3 月29日の閣議決定「児童の性的搾取等に係る

対策に関する業務の基本方針について」
（以下「基本方針」という。）によ
り、国家公安委員会に総合調整権限が付与された。
基本方針決定の契機となった国会答弁がある。それは、同年 1 月19日の
参議院予算委員会における山田太郎参議院議員（当時）の質問に対する菅
義偉官房長官の答弁である。質問者は、平成27年10月に訪日した国連の特
別報告者（マオド・ド・ブーア・ブキッキオ氏）の「日本には児童の性的
搾取に対する包括的な戦略が必要である」旨の発言 3 ）に触れつつ、平成
28年 3 月に国連の女子差別撤廃委員会から日本政府に対し当該発言と同趣
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旨の勧告が出されるとの前提に立って、政府の対応方針を質問した。これ
に対し、菅官房長官が、児童の性的搾取の問題は内閣の重要課題の一つで
あり、同年 4 月 1 日に施行予定の内閣機能見直し法 4 ）により特定の内閣
の重要課題についての総合調整権限を閣議決定で各省等に付与できること
を活用して、政府として責任を持って対応できる体制を構築したいとの考
えを表明したものである。
この答弁がなされた背景事情について推測するならば、①少子高齢化の
進む我が国において、その将来を担う子供たちを犯罪、事故、健康問題、
貧困等あらゆる危難・困難から守り、健やかに育てることが社会的な重要
課題となっていること 5 ）、②こうした中で、児童に対する重大な人権侵害
である性的搾取をめぐる情勢が深刻さを増しており、我が国の取組に対し
国際機関から勧告が出されるなどしていること 6 ）、③児童の性的搾取等に
係る対策については、これまで内閣官房において、犯罪対策閣僚会議にお
ける総合的な犯罪対策の取りまとめを通じて総合調整を実施してきたとこ
ろ 7 ） 8 ）、内閣機能見直し法により特定の内閣の重要政策について各省等
（国家公安委員会も含まれる。
）にも総合調整権限を付与できることとなり、
「個別の行政課題により精通した各省等が中心となって政策をより強力か
つきめ細かく推進できる」9 ）ようになったことが挙げられる。
この答弁の後、内閣官房において本件に関する総合調整等が行われた結
果、児童の性的搾取等に係る対策に関する総合調整権限を国家公安委員会
に付与すること10）等を内容とする基本方針の案が策定され、平成28年 3
月17日に開催された国家公安委員会で了承された11）後、閣議決定され
た12）。
基本方針においては、国家公安委員会による総合調整の対象となる「児
童の性的搾取等に係る対策」の定義が規定される13）とともに、
「児童の性
的搾取等に係る対策につき、平成28年 4 月以降においては、国家公安委員
会において、関係府省庁間の必要な総合調整を行うこととする。児童の性
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とともに、児童の性的搾取等を撲滅させるべく、関係府省庁が緊密な連携、
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協力を図り、政府全体で推進することとする」
（傍点筆者）との基本的な
方針が示された。さらに、政府が一体的かつ効率的に対応するための事務
分担として、①国家公安委員会は、関係府省庁による連絡会議を開催する
など、警察法第 5 条第 6 項に基づき、児童の性的搾取等に係る対策に関す
る総合調整等を行うとともに、所掌する事務に当たること、②警察庁は、
警察法第17条に基づき、国家公安委員会が行う総合調整等を補佐するとと
もに、所掌する事務に当たること、③国家公安委員会及び警察庁以外の関
係府省庁は、①及び②の事務の実施に際し、情報又は知見の提供その他の
必要な協力を行うとともに、児童の性的搾取等に係る対策に関して所掌す
る事務に当たることが規定された14）。
2

関係府省庁連絡会議等における議論等
⑴

総合調整を行う体制の整備

内閣機能見直し法及び同法の施行に伴う関係法令の整備に関する政令
による改正後の警察法及び警察庁組織令においては、国家公安委員会が
担う総合調整等についての補佐業務は、警察庁長官官房総務課の所掌事
務とされている（警察法第21条第 5 号及び警察庁組織令第 8 条第 6
号）15）が、内閣機能見直し法の趣旨を踏まえれば、実際の補佐業務は本
件総合調整の対象となる児童の性的搾取等に係る対策について知見を有
する警察庁少年課の職員が担当することが適当と考えられる。そこで、
当該補佐業務を担当する少年課の所要の職員に対し、平成28年 4 月 1 日
付けで長官官房総務課の兼務とする発令が行われた。
⑵

関係府省庁連絡会議の開催決定

児童の性的搾取等に係る対策に含まれる児童ポルノ排除対策について
は、これまで平成21年12月22日付け犯罪対策閣僚会議申合せにより、児
童ポルノを排除するための総合的な対策を検討・推進するため「児童ポ
ルノ排除対策ワーキングチーム」
（議長：内閣府副大臣、構成員：関係
府省庁の局長級）が設置され、その庶務を内閣府が担っていた16）。しか
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しながら、基本方針により、平成28年 4 月以降、国家公安委員会が「関
係府省庁による連絡会議を開催するなど」児童の性的搾取等に係る対策
に関する総合調整を行うこととされたことから、同月 8 日、犯罪対策閣
僚会議において、児童ポルノ排除対策ワーキングチームを廃止し、新た
に国家公安委員会委員長を議長とする「児童の性的搾取等に係る対策に
関する関係府省庁連絡会議」
（以下「連絡会議」という。）を開催するこ
ととする申合せ17）が行われた。
⑶

第 1 回連絡会議の開催～ワーキンググループの設置決定、スケジ
ュール案の説明

平成28年 4 月14日に開催された第 1 回連絡会議では、関係府省庁にお
いて児童の性的搾取等に係る総合的な対策を検討・推進するため、連絡
会議の下に課長級のワーキンググループを設置することなどが決定され
た18）。
また、事務局たる警察庁から当面のスケジュール案について、①これ
まで内閣府が担当してきた「第二次児童ポルノ排除総合対策」の改訂作
業については、内閣府の支援を受けつつ、警察庁において引き継ぎ、次
回開催される犯罪対策閣僚会議において「第三次児童ポルノ排除総合対
策」として決定する方向で作業を進めること、②児童ポルノを含む児童
の性的搾取等全般に係る対策については、第三次児童ポルノ排除総合対
策の内容を吸収して、平成29年 3 月を目途に本連絡会議において対策の
基本計画案を策定し、犯罪対策閣僚会議において決定する方向で作業を
進めること等を説明した。
⑷

第 2 回連絡会議及び犯罪対策閣僚会議の開催～第三次児童ポルノ
排除総合対策の決定
第三次児童ポルノ排除総合対策案については、ワーキンググループの

開催、パブリックコメントの実施19）を経て、平成28年 6 月 2 日に開催
された国家公安委員会において了承された後、同月 8 日に開催された第
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2 回連絡会議において了承された。
同連絡会議では、河野太郎国家公安委員会委員長（当時）から「児童
ポルノを含む児童の性的搾取等に係る対策は、骨太の方針にも新たに盛
り込まれた20）。今後、基本計画の策定に当たり、各府省庁は、これまで
児童の性的搾取に係る対策としては意識してこなかった取組についても
広く検討の俎上に載せていただきたい。児童、保護者、加害者、性的搾
取に用いられるツールや場所等のそれぞれに着目した、総合対策の名に
恥じない多角的なものにしていきたいので、積極的な対応をお願いした
い」旨の発言があった。
同年 7 月12日、犯罪対策閣僚会議が開催され、第三次児童ポルノ排除
総合対策21）が決定された。その際、河野国家公安委員会委員長から
「児童ポルノの製造を含む児童の性的搾取等全般に係る対策については、
本年度末を目途として、本総合対策の内容を反映しつつ、政府の基本計
画を策定する予定です。関係閣僚の皆様方におかれましては、更なる御
理解と御協力をお願い申し上げます」と発言があった。
⑸ 第 3 回連絡会議の開催～基本計画の骨子の決定
児童の性的搾取等については、政府を挙げて撲滅に取り組むべきもの
であることから、児童の性的搾取等全般に係る対策の基本計画は各府省
庁の関係施策を幅広く網羅した包括的かつ多角的な内容となる必要があ
る（第 2 回連絡会議における河野国家公安委員会委員長発言参照。）。
そのため、警察庁では、関係府省庁に対し基本計画に盛り込むべき施
策について幅広く検討するよう要請するとともに、基本計画の骨子とな
り得る事項について意見聴取を行った。
基本計画の骨子とは、基本計画における児童の性的搾取等に対するア
プローチの仕方を整理したもので、各府省庁が実施している具体的施策
をまとめる概念である。
児童の性的搾取等に対するアプローチの仕方については、性的搾取等
の被害が深刻化している現状に鑑みれば、現に生じている児童の性的搾
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取等を早期に検挙し、被害児童を迅速に保護するとともに、新たな被害
を生み出す第一次的要因を除去するための取組（対症療法的取組）が必
要であると考えられる。
一方、児童の性的搾取等を撲滅するためには、その原因・背景の改善
を通じ、被害（再被害を含む）の発生を継続的に抑制するための取組
（根本療法的取組）も必要であると考えられる。
警察庁では、こうした考え方に立ちつつ、 6 項目からなる基本計画の
骨子案を取りまとめ、平成28年 8 月25日に開催された国家公安委員会に
おいて了承を得た。その後、同年 9 月 7 日に開催された第 3 回連絡会議
において、基本計画の骨子が決定された22）。
⑹

有識者ヒアリング及びパブリックコメントの実施

ア

有識者ヒアリングの実施

基本計画の骨子が決定された後、警察庁では、同骨子に基づいて基
本計画に盛り込むべき具体的な施策について関係府省庁に対する照会
を実施するとともに、 9 月及び10月の 2 回にわたり、課長級のワーキ
ンググループにおいて、児童の性的搾取等に係る対策について専門的
な知見を有する外部の有識者の方々からのヒアリングを実施した。
有識者の方々は、国際人権法、国際的な児童の人権擁護活動、児童
の相談対応、児童福祉、児童の医療支援、インターネット上の違法・
有害情報対策、性モラル教育、性犯罪者の更生といった各分野の専門
家であり、ヒアリングにおいて、基本計画案を取りまとめる上で有益
な御意見等をいただいた。
イ

パブリックコメントの実施

関係府省庁では、有識者ヒアリングでの御意見等を踏まえつつ、基
本計画に盛り込むべき具体的な施策について更に検討を進め、12月上
旬には、ワーキンググループにおいて、基本計画の案を取りまとめた。
警察庁では、この基本計画の案について、12月16日から29日までの間、
パブリックコメント手続を実施した23）。
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合計35件の意見が寄せられたが、その中で、
・

児童の性的搾取等の対象の具体的な例を明示することが大切であ

る。
・

4 番目の骨子として掲げた「被害児童の迅速な保護と被害からの

立ち直り支援」について、
「立ち直り」の用語を、より長期的・包
括的で子供の権利の観点からも適切な「回復」に修正すべきである。
また、被害児童を非行・ぐ犯扱いせず、被害者であることを明確に
する観点からも「立ち直り」ではなく「回復」の用語を用いるべき
である。
との意見があった。
各意見を踏まえ検討した結果、基本計画の案の冒頭に児童の性的搾
取等の定義を記載するとともに、 4 番目の骨子の趣旨（性的搾取等の
被害を受けた児童の保護及び支援のための施策をまとめたもの）を一
層明確にする観点から、
「被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推
進」と修正することとした。
⑺ 第 4 回連絡会議及び犯罪対策閣僚会議の開催～基本計画の決定
警察庁では、基本計画の最終案を作成し、ワーキンググループで了承
を得た後、与党への説明を行った。同最終案は、平成29年 3 月23日に開
催された国家公安委員会において了承された後、同月29日に開催された
第 4 回連絡会議において了承された。
同年 4 月18日、犯罪対策閣僚会議が開催され、基本計画が決定された。
議決に先立ち、松本純国家公安委員会委員長（当時）から基本計画の最
終案について説明がなされるとともに、「本基本計画策定後は、関係府
省庁が連携して各施策を強力に推進することとしておりますので、関係
閣僚の皆様方におかれましては、更なる御理解と御協力をお願い申し上
げます」と発言があった。基本計画の決定後、会議の締め括りでは、安
倍晋三内閣総理大臣から「児童の性的搾取は、決して許されない。本日
決定した基本計画に基づき、未然防止、取締り、被害に遭った児童に対
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する支援等、あらゆる対策に強力に取り組み、児童の安全確保に全力で
取り組んでいただきたい」旨の指示があった。

Ⅲ
1

基本計画の内容及び意義

基本計画の内容
⑴

構

成

基本計画は、Ⅰ「「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」の策定
に当たって」、Ⅱ「基本計画のアプローチ及び概要」及びⅢ「基本計画
の具体的施策」という 3 部構成になっている。
Ⅰは、我が国における児童の性的搾取等に関する現状、課題、求めら
れるアプローチの仕方及び目指すべき目標といった基本計画の策定に当
たっての基本的考え方を記載した部分である。Ⅱは、基本計画の趣旨、
同計画に基づく施策の推進方針及び基本計画の骨子の解説を記載した部
分である。Ⅲは、Ⅱに記載した骨子ごとに具体的施策をまとめて記載し
ており、いわば児童の性的搾取等に係る施策のカタログ部分である。
⑵

基本計画策定に当たっての基本的考え方
Ⅰでは、まず、
「次世代を担う子供たち一人一人」が「健やかに成長」

できる「社会を創り上げていくこと」は「我々が等しく共有する課題で
ある」、
「児童の性的搾取等は、児童の心身に有害な影響を及ぼし」、「そ
の人権を著しく侵害する極めて悪質な行為であり、断じて許されるもの
ではない」と述べ、基本計画全体を貫く最も基本的な価値観を明らかに
している。
次に、我が国における児童の性的搾取等の現状について述べるととも
に、我が国を取り巻く国際社会の情勢について、「児童の性的搾取等の
撲滅」は「国際社会の共通課題であり」
、十分な取組と丁寧な情報発信
がなければ、
「国際社会からも厳しい指摘を受けることとなる」と述べ
ている。
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続いて、我が国の抱える課題について、
「2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の開催に向け」て「「世界一安全な国、日本」
の創造に取り組んでいる」中で、
「我が国が児童の性的搾取等に厳格に
対処する、児童にとっても世界一安全な国であることを内外に示してい
かなければならない」と述べている。
この課題に対するアプローチの仕方については、
「対症療法的な取組
にとどまらず、児童の性的搾取等が発生する要因・背景にまで踏み込ん
だ対策」
、「児童の性的搾取等を許さない国民意識の向上はもとより、児
童、児童の保護者、加害者、性的搾取等に用いられるツールや場所等の
それぞれに着目した多角的かつ包括的な対策」を総合的に進める必要が
あるとしている。
最後に、目指すべき目標について、
「家庭、職域、地域等あらゆる場
面において性的搾取等から児童が守られる社会の実現」と述べている。
⑶ 基本計画のアプローチ及び概要
ア

基本計画の趣旨及び施策の推進方針
Ⅱの冒頭で、
「本基本計画は、Ⅰに述べた認識の下、2020年東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会までを視野に、現行法を前提と
して、児童の性的搾取等の撲滅に向けて政府が取り組むべき施策を取
りまとめたもの」であることを明らかにしている。続いて、「本基本
計画に基づき、国民各層、民間事業者及び関係機関・団体と連携する
ことはもとより、国際社会とも連携を図り、国家公安委員会による総
合調整の下、取組の状況を適宜検証しつつ、各府省庁において施策を
推進していく」と述べている。
イ

基本計画の骨子の解説

・「 1

児童の性的搾取等の撲滅に向けた国民意識の向上及び国民運

動の展開並びに国際社会との連携の強化」
児童の性的搾取等は、被害が潜在化する蓋然性が高いため、これを
早期に発見するには、被害児童からの申告・相談をしやすくする環境
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整備に加え、一般国民からの匿名等による通報の促進が有効と考えら
れる。一方で、児童を性的に搾取しようとする加害者の存在が問題で
あるので、児童の性的搾取等は絶対に許さないという国民世論を喚起
することが不可欠である。
また、この問題に関しては、国際社会と連携した取組を推進すると
ともに、我が国の取組に対する国際社会の理解を促進する観点から、
情報発信を強化する必要がある。
・「 2

児童が性的搾取等の被害に遭うことなく健やかに成長するた

めの児童及び家庭の支援」
インターネット上のコミュニティサイト等の利用に起因して児童が
性的搾取等の被害に遭うケースの増加に鑑みれば、児童やその保護者
が、インターネット利用に潜む危険性やフィルタリング等の有効性を
理解し、適切な措置を講じることが必要である。
また、性的被害に遭った児童は、様々な理由から家庭や学校に居場
所がないことや経済的な事情から、自らインターネット上に出会いを
求めたり、児童の性に着目した営業に従事したりするケースも見受け
られる。児童の被害を防止するためには、こうしたリスクを抱える児
童やその家庭を関係機関・団体が連携しつつ支援することが必要であ
る。
・「 3

児童の性的搾取等に使用されるツール等に着目した被害の予

防・拡大防止対策の推進」
加害者と被害児童との接触を媒介するスマートフォンや SNS 等の
ツールの普及、多様化及び高機能化が進んでいる一方で、フィルタリ
ングの利用率が低下し、児童が悪意のある者と接触して被害に遭うお
それが高くなっているなどの状況が見られるため、これらのツール等
に着目した被害の予防・拡大防止対策を講じる必要がある。
・
「4

被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推進」

性的搾取の被害児童には、様々な事情があり、被害が潜在化する蓋
然性が高いとされる。また、被害児童の保護及び支援については、初
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期段階における一時保護にとどまらず、精神面も含めて継続的に行う
必要性が高い上、家庭環境の調整、家族関係の再構築など、中長期的
に進めていくことが必要となる場合もある。
こうした課題に的確に対応するには、関係する行政機関及び民間団
体の連携が重要である。
・
「5

被害情勢に即した取締りの強化と加害者の更生」

コミュニティサイト等の利用に起因する児童の性的被害の増加や、
いわゆる「JK ビジネス」等児童の性に着目した営業での稼働に起因
する児童の性的被害の発生など、被害実態に即して取締りを強化する
とともに、自らが悪質・卑劣な行為を行っているという意識が希薄で、
再犯のおそれが高い加害者に対しては、新たな被害防止の観点から必
要な措置を講じていくことが必要である。
・「 6

児童が性的搾取等の被害に遭わない社会の実現のための基盤

の強化」
基本計画に規定する各施策を着実かつ適切に実施するため、児童の
性的搾取等に係る対策に携わる職員の研修や体制の強化等に取り組む
必要がある。
2

基本計画の意義
以下では、筆者の考える基本計画の意義 4 点について述べてみたい。
第 1 に、これまで「第三次児童ポルノ排除総合対策」等において対象と

されていた児童ポルノだけでなく、児童の性的搾取等全般を対象とした具
体的施策24）を規定できたことである。コミュニティサイト等の利用に起
因した性的被害の増加傾向25）やいわゆる「JK ビジネス」での稼働に起因
した性的被害の発生などは、もはや看過できない問題となっており、海外
から注目されている26）ことも考慮すれば、時宜を得た対応といえる27）。
第 2 に、「これまで児童の性的搾取に係る対策としては意識してこなか
った取組についても広く検討の俎上に載せ」たことにより「対症療法的な
取組にとどまらず、児童の性的搾取等が発生する要因・背景にまで踏み込
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んだ対策」を規定することができ、児童の性的搾取等を撲滅するための施
策パッケージをある程度の一覧性を持って提示できたのではないかと考え
ている。犯罪の取締りだけでなく、
「犯罪が発生する原因及び社会的背景
を踏まえて、犯罪を起こさせないためのより広範な政策を総合的かつ持続
的に講じていく」とのアプローチは、
「犯罪に強い社会の実現のための行
動計画2008」において明確に打ち出されたものであり28）、基本計画はかか
る路線を踏襲したにすぎない。しかし、基本計画において「第三次児童ポ
ルノ排除総合対策」には規定していなかった「ひとり親家庭に対する支
援」等性的被害に遭うリスクを抱える児童及びその家庭の福祉的支援施策
や「刑事施設における性犯罪再犯防止指導の実施」等加害者の更生に向け
た施策が盛り込まれたことは、真に児童の性的搾取等の撲滅を目指す上で
大変意義あることと捉えている29）。
第 3 に、有識者ヒアリング及び国家公安委員会において、被害が潜在化
しやすい児童の性的搾取に対しては被害児童が相談等をしやすい環境整備
が重要である旨の指摘がなされたことを踏まえ、基本計画では、
「フリー
ダイヤルの導入」
、
「電子メール等による夜間・休日における相談受付等を
進める」、
「匿名での相談が可能である旨を積極的に周知する」などの具体
的な施策例を記載したほか、性犯罪被害等の実態把握に関する施策も盛り
込んでいる。
また、児童の性的搾取の実態を十分に把握するとともに、多様な背景を
持つ児童や保護者のニーズに応じた対策を進めるには、この問題に取り組
むボランティアや NPO 等の民間団体との連携が重要であると考えられた
ことから、この点についても基本計画の内容に反映させている。民間団体
との連携はこれまでも推進してきたが、基本計画を契機とした連携の深化
を期待したい。
第 4 に、基本計画の策定に当たっては、決定後は英訳し30）、国際的な情
報発信に活用することを念頭に置きながら、内容を検討してきたところで
あり、これまで我が国が国際機関等から受けてきた勧告等の内容に十分対
応できているとまでは言い難いものの、少なくとも我が国における対策の
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一定の進捗を示すものとして、今後の国際的な情報発信の一助になるので
はないかと考えている。

Ⅳ

今後の課題

最後に、今後の課題について述べてみたい。それは、児童の性的搾取等
に係る対策に関する総合調整権限を国家公安委員会に付与することにより
期待された成果、すなわち国家公安委員会が中心となって策定した基本計
画に基づき、諸対策を「より強力かつきめ細かく推進」し、児童の性的搾
取等を撲滅に導けるかという観点から、都道府県警察及び警察庁が抱える
課題である。
1

都道府県警察の課題
まず、基本計画には、都道府県警察が担当すべき施策が数多く規定され

ており、これらの施策を着実に実施することが期待される。特に、被害児
童からの相談対応や支援に関する民間団体との連携（前掲）については、
各都道府県の実情に応じて、積極的に対応する必要があると考える31）。
他方、基本計画に規定された警察担当施策以外の施策については、各府
省の出先機関、都道府県・市町村の各機関において推進されることになる。
都道府県警察は、これら関係機関の施策の実施について、基本方針により
調整等の権限を付与されたわけではないが、基本計画に規定された施策が
全体として調和的に推進され、所期の効果が上がるよう32）、警察担当施策
に関連する施策については積極的に連携を図るとともに、それ以外の施策
の実施についても必要な情報交換を図ってもらいたい。
2

警察庁の課題
次に、警察庁、特に、少年課の抱える課題については、都道府県警察に

対する指導のほか、①基本計画のフォローアップ、②被害実態等の変化に
応じた対策の追加・見直し、③これらの前提となる総合調整能力（特に、
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その基礎となる関連情報の集約能力）の向上が挙げられる。
特に、③については、
「各省庁で経験豊かな課長級である」「20人あまり
の内閣参事官が」
「各省庁の事務全般を考慮しながら、犯罪対策に関連し
て実行可能なことを犯罪対策のメニューに取り入れて進めることができ
33）
る」
内閣官房（副長官補室）と比較すれば全く事情が異なる。警察庁少

年課では、連絡会議やワーキンググループを通じた各省庁の関連施策の把
握が中心となるが、さらに警察庁内関係各課が保有する関連情報の集約や
官民協議会を構成する民間団体等との情報交換を進めることにより、総合
調整能力を高めていく必要がある。
他方、基本方針により国家公安委員会に付与された総合調整権限は、
「内閣官房が最終・最高の調整機能（最終的な内閣の統一保持の機能）を
有することを前提に、その前段階において、一次的な」総合調整を担うも
のであり34）、引き続き内閣官房と緊密に連携をとる必要がある。内閣官房
では、犯罪対策閣僚会議における犯罪対策全般に関する総合的計画の取り
まとめを担当する内閣審議官及び内閣参事官がそれぞれ連絡会議及びワー
キンググループの構成員となっており、彼らとの緊密な連携を保持しつつ、
国家公安委員会（警察庁）として総合調整機能が十分に発揮できるよう努
める必要がある。
1 ）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/170428jidou/honbun.pdf 参 照。
なお、犯罪対策閣僚会議における決定事項や議事録については、同会議のウェブサ
イト（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/）に掲載されている。
2 ）児童の性的搾取を撲滅するためには、これを許さない国民意識を向上させること
が必要不可欠であるが、「児童の性的搾取」という用語は、現時点において国民一
般になじみが薄いことから、平成29年 5 月24日、関係府省庁連絡会議（後注17）参
照）において申合せを行い、今後は、基本計画について広報啓発を行う場合はもと
より、政府部内で取り上げる場合にも「子供の性被害防止プラン」という名称を用
いることとした。しかし、本稿は、筆者が個人の資格で作成したものであるので、
「児童の性的搾取」という用語を用いている。
3 ）平成27年10月26日に日本記者クラブで行われた会見での発言とされる。
4 ）内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法
等の一部を改正する法律（平成27年法律第66号）
。本法は、内閣の重要政策に関す
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る総合調整等に関する機能を強化するため、内閣府に加えて、各省等（国家公安委
員会も含まれる。）についても、その任務に関連する特定の内閣の重要政策に関す
る内閣の事務を助けることをその任務とし、当該重要政策に関して行政各部の施策
の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をその所
掌事務とするとともに、各省大臣（国家公安委員会も含まれる。）について、内閣
府に置かれる特命担当大臣と同じく、総合調整等の事務の遂行のため必要な関係行
政機関の長に対する勧告権等を付与するよう、国家行政組織法、各省設置法等を改
正するものである。警察法についても、国家公安委員会の任務及び所掌事務に関す
る規定（同法第 5 条）が改正されたほか、国家公安委員会が担う総合調整等の事務
について警察庁が補佐できるよう警察庁の所掌事務に関する規定（同法第17条）等
が改正された。
なお、内閣機能見直し法案の提出に至る経緯や国会審議の状況については山本仁
「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法
等の一部を改正する法律（内閣機能見直し法）の背景と今後の課題について」警察
学論集第69巻第 5 号（2016年） 1 頁以下、同法による警察法改正関係部分について
は小林雅哉「国家公安委員会に対する内閣の重要政策に関する総合調整権限の付与
等について」同20頁以下参照。
5）
「子供・若者育成支援推進大綱」（平成28年 2 月子ども・若者育成支援推進本部決
定）、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策
に関する基本的な計画（第 3 次）」（平成27年 7 月同推進本部決定）、「すくすくサポ
ート・プロジェクト」（平成27年12月子どもの貧困対策会議決定）ほか
6 ）児童の権利委員会／児童の権利に関する条約日本の第 3 回定期報告に関する最終
見解（2010月 6 月20日）
、児童の権利委員会／児童の売買、児童買春及び児童ポル
ノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書日本の第 1 回報告書に関する最終
見解（2010年 6 月22日）ほか
7 ）内閣官房は、犯罪対策閣僚会議の庶務を担当するとともに、同会議等で決定され
た、政府の犯罪対策全般に関する総合的計画である「犯罪に強い社会の実現のため
の行動計画」（平成15年12月同会議決定）、「犯罪に強い社会の実現のための行動計
画2008」（平成20年12月同会議決定）及び「「世界一安全な日本」創造戦略」（平成
25年12月閣議決定）の案を取りまとめた。児童ポルノを始めとする児童の性的搾取
等に係る対策についても、「行動計画」等に取り入れられている。なお、「行動計
画」等の策定等については、鈴木基久「犯罪対策閣僚会議における「犯罪に強い社
会の実現のための行動計画」の策定について―「世界一安全な国、日本」の復活を
目指して―」警察学論集第57巻第 3 号（2004年）、荻野徹「内閣の重要課題として
の犯罪対策」警察学論集第59巻第10号（2006年）、河合潔「犯罪に強い社会の実現
のための行動計画2008の推進」『警察政策第11巻』、河合潔「政府「行動計画」によ
る犯罪対策の実施と課題―規範意識の向上と地域の絆の再生」刑法雑誌第54巻第 3
号（2015年）参照。
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8 ）「行動計画」等とは異なり、「児童ポルノ排除総合対策」等（後注16）参照）につ
いては、内閣府が案の取りまとめを行ったが、最終的には犯罪対策閣僚会議におい
て決定されており、これらの決定に当たっても内閣官房の総合調整機能が発揮され
たといえる。
9 ）平成27年 6 月17日衆議院内閣委員会における有村治子国務大臣（当時）による内
閣機能見直し法案の提案理由説明から抜粋。
10）児童の性的搾取等に係る対策に関する総合調整権限を国家公安委員会に付与する
こととされた理由については、総合調整の対象となる児童の性的搾取等に係る対策
（後注13）参照）が、警察の担当している児童買春、児童ポルノの製造等の犯罪の
取締り、被害の防止、被害児童の保護その他の対策と相当程度関連していることな
どを勘案しつつ、「どこが（中略）一番行政機能を効率化させることができるか、
効果をとれるか」
（平成27年 7 月 1 日衆議院内閣委員会

升田世喜男衆議院議員

（当時）の質疑に対する有村国務大臣の答弁から抜粋）といった観点から、国家公
安委員会に付与することが適当と判断されたものと推測する。
11）国家公安委員会の議事概要は、国家公安委員会のウェブサイト（https://www.
npsc.go.jp/）に掲載されている。
12）閣議の議事録は、首相官邸のウェブサイト（http://www.kantei.go.jp/）に掲載
されている。なお、本件閣議において、これまで内閣官房において担当していた児
童虐待防止対策に関する総合調整権限を厚生労働省に付与すること等を内容とする
「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針について」も決定されている。
13）「児童の性的搾取」とは、児童（18歳に満たない者をいう。）に対し、自己の性的
好奇心を満たす目的又は自己若しくは第三者の利益を図る目的で、児童買春（児童
買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
（以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。）第 2 条第 2 項に規定する児童買春
をいう。）、児童ポルノ（同法第 2 条第 3 項に規定する児童ポルノをいう。）の製造
その他の児童に性的な被害を与える犯罪行為をすること及び児童の性に着目した形
態の営業を行うことにより児童福祉法第60条に該当する行為をすること並びにこれ
らに類する行為をすることをいうものとされた。これらの行為にその助長行為（児
童買春の周旋、児童買春等目的の人身売買、児童の性に着目した形態の営業のため
の場所の提供及び児童ポルノの提供を目的としたウェブサイトの開設等をいう。）
を含めて「児童の性的搾取等」というものとされ、児童の性的搾取等に係る予防、
取締り、撲滅に向けた啓発及び被害児童の保護等の対策を「児童の性的搾取等に係
る対策」というものとされた。
14）基本方針決定当日の官房長官記者会見において、菅官房長官から「本日の閣議に
おいて、児童の性的搾取等対策については国家公安委員会に、児童虐待防止対策に
ついては厚生労働省に、それぞれ総合調整権を付与することとし、内閣官房からこ
れらの業務を移管することを決定いたしました。
（中略）子供は、社会のかけがえ
のない宝であります。子供たちが安心して過ごせる社会の構築に向けて、今後は国
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家公安委員会、厚生労働省が中心となって、政府を挙げて各種対策に強力に取り組
んでまいります」と発言があった。
15）長官官房の所掌事務とされた理由については、小林・前掲注 4 ）29頁・30頁参照。
16）我が国における児童ポルノ事件は、児童買春・児童ポルノ禁止法が施行された平
成11年以降増加傾向にあり、児童ポルノ排除対策ワーキングチームが設置された平
成21年には検挙件数、被害児童数とも過去最多となっていた。国際的にも、平成19
年以来 3 年続けて、G 8 司法・内務大臣会議の総括宣言において、各国連携による
児童ポルノ対策の推進の必要性に関する記述が盛り込まれるなど、児童ポルノ対策
の推進が求められていた。こうした中で、児童ポルノの蔓延を食い止め、排除を進
めていくためには、警察による取締りだけでは十分ではなく、国民の理解と協力を
得ながら、児童ポルノ被害の防止、被害児童の保護・支援の充実等を図っていくこ
とが急務であった。こうしたことを踏まえ、児童ポルノ排除対策ワーキングチーム
において、現行法を前提に、政府として 3 年間を目途に早急に行うべき施策を取り
まとめ、平成22年 7 月27日の犯罪対策閣僚会議において「児童ポルノ排除総合対
策」として決定された。 3 年後の平成25年には、同総合対策を改訂した「第二次児
童ポルノ排除総合対策」が決定された。
17）「児童の性的搾取等に係る対策に関する関係府省庁連絡会議の開催について」。
https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/sakusyu/pdf/mousiawase.pdf 参照。
18）「児童の性的搾取等に係る対策に関するワーキンググループの設置について」。
https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/sakusyu/pdf/workinggroup.pdf 参照。
連絡会議の議事概要は、警察庁のウェブサイト（https://www.npa.go.jp/）内の
「子供の性被害対策」のコーナーに掲載されている。
19）パブリックコメントの結果については、警察庁ウェブサイト内パブリックコメン
ト（https://www.npa.go.jp/news/consultation/index.html）からのリンク先に掲
載されている。
20）平成28年 6 月 2 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2016」（い
わゆる「骨太の方針」）において、「良好な治安を確保するため、「『世界一安全な日
0 0

0

0

0

0

0

本』創造戦略」に基づき、（中略）人身取引対策、児童の性的搾取、児童虐待、（中
略）等への対策（中略）を引き続き講ずる。」（傍点筆者）と規定された。
21）https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/cp-taisaku/index.html 参照。本
総合対策は、児童ポルノに係る情勢が深刻さを増していることを踏まえ、①フィル
タリングの普及や情報リテラシーの向上等によるインターネット関連事犯の被害防
止対策の推進、②児童ポルノ画像等の削除や ISP 等によるブロッキングの導入促
進等によるインターネット上の流通・閲覧防止対策の推進、③悪質な事犯の取締り
の強化と被害児童の保護対策の推進の 3 点を特に留意すべき課題として、これらに
対応した取組を強力に推進するための政府の新たな行動計画として策定された。
22）決定された基本計画の骨子は、次のとおり。
骨子 1

児童の性的搾取等の撲滅に向けた国民意識の向上及び国民運動の展開並び
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に国際社会との連携の強化
骨子 2

児童が性的搾取等の被害に遭うことなく健やかに成長するための児童及び

骨子 3

児童の性的搾取等に使用されるツール等に着目した被害の予防・拡大防止

家庭の支援
対策の推進
骨子 4

被害児童の迅速な保護と被害からの立ち直り支援

骨子 5

被害情勢に即した取締りの強化と加害者の更生

骨子 6

児童が性的搾取等の被害に遭わない社会の実現のための基盤の強化

23）基本計画は、その性格上行政手続法第 6 章のパブリックコメント手続が義務付け
られるものではないが、①児童の性的搾取等を撲滅するため国民意識の向上を図る
こととするなど国民一般に関連し、かつ関心を持ってもらいたい内容を規定してい
ること、②被害児童の保護、支援等に携わる民間団体等の活動に関連した内容を規
定していることなどから、事前に国民から広く意見を募集し、その内容を反映させ
るため、パブリックコメント手続に付すことが適当であると考えられた。
24）掲載された施策の項目数だけで比較できるわけではないが、「第三次児童ポルノ
排除総合対策」に掲載された施策が 6 本柱40項目であったのに対し、基本計画は 6
本柱88項目である。
25）警察庁ウェブサイト内サイバーポリスエージェンシー内の「平成28年におけるコ
ミュニティサイト等に起因する事犯の現状と対策について」http://www.npa.
go.jp/cyber/statics/h28/h28_community.pdf 参照。
26）米国務省の人身取引報告書（2017）には、我が国について、「様々な「JK ビジネ
ス」が引き続き日本人児童の性的搾取目的の人身取引を助長している」旨が記載さ
れている。また、2016年 3 月に公表された国連特別報告者の訪日報告書（本稿Ⅱ 1
第 2 パラグラフ参照）では、「JK ビジネス」等児童の性的搾取を促進する、あるい
はそれに繋がる商業的活動を禁止することが勧告されている。
27）いわゆる「JK ビジネス」の営業に関する施策（実態調査、当該営業に関与する
児童の補導の推進、当該営業の禁止等に関する条例制定の支援）など、これまで規
定していなかった施策のみならず、これまで規定していた、被害防止のための広
報・啓発施策や被害児童の保護・支援施策などについても、その対象に児童買春等
児童ポルノ以外の性的搾取等が含まれることが明確になったことが意義深いと考え
る。
28）河合・前掲注 7 ）「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008の推進」65頁、
69頁、71頁参照。
29）「極めて幅の広い社会政策一般を犯罪対策として考えて推進するということでな
く、問題に応じ、犯罪対策として効果的である限りにおいて、犯罪対策としても取
り込む」ということに「注意しなければならない」との指摘（河合・前掲注 7 ）
「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008の推進」72頁）には十分留意する必
要がある。
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30）https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/sakusyu/pdf/basic_plan.pdf 参照。
31）民間団体と警察とでは、被害児童に関する見方や対応の仕方に違いがあることに
十分留意する必要がある。民間団体の立場で警察の対応の問題点等を指摘した論考
として、仁藤夢乃「元難民高校生が警察に望むこと」季刊現代警察第153号（2017
年）がある。
32）河合潔「「治安再生に向けた 7 つの重点」について―警察政策のマニフェスト化
の流れ」警察学論集第59巻第11号（2006年）92頁では、政府レベルの犯罪対策と警
察の政策プログラムの関係について、警察は治安対策の実施推進に中心的な役割を
果たすべき者として、政府レベルの「行動計画」に掲げられた施策の一層推進を図
るため、警察の政策プログラムを策定・実施する関係にあり、両者の相乗・補完効
果により、治安改善、国民の不安感の解消に向かって大きな力となる旨が述べられ
ている。
33）河合・前掲注 7 ）「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008の推進」52頁 ―
53頁参照。こうした体制があるからこそ、内閣官房では政府の犯罪対策全般の総合
的計画である「行動計画」等の取りまとめをすることができる。
34）小林・前掲注 4 ）25頁参照。

（こにし

やすひろ）
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渥美東洋教授の警察行政への示唆とその展開
松

尾

庄

一

（元近畿管区警察局長）

要

旨

平成25年 5 月の『交番制度と米英諸国の community-policing の異同』
と題する講演において、渥美教授は、
「国民のための警察の確立」の趣旨
に沿う形で、治安維持責任を警察が引き受ける意味と、その方法として住
民ニーズへの対応（ニーズ・レスポンシブネス）の重要性について指摘し
た。また、それを実践するに当たり、教授は、問題解決型アプローチの一
環である地域における多機関連携と交番制度が大きな効果を果たしている
と評価している。
そこで、多機関連携については、疫学的手法にヒントを得たアプローチ
と「エビデンスに基づくアプローチ」等、交番制度については、地域共同
体に根ざした警察活動と住民ニーズへの対応等に関する教授の理論的分析
に基づく実務への示唆と、実務の立場から見た展開の可能性について論じ
るものである。
また、以上の言説の背景にあると思われる教授の「犯罪と正義」観及び
治安維持での国家の役割について、著作での言説の要約を試みた。
キーワード：国民のための警察、問題解決型アプローチ、地域共同体に根
ざした警察活動
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はじめに
本稿は、平成25年 5 月の警察政策学会管理運用研究部会での故渥美東洋
教授 1 ）（以下、
「教授」という。
）の『交番制度と米英諸国の communitypolicing の異同』と題する講演から警察行政に与える示唆を抽出し、合わ
せて実務家 OB の立場でその展開の糸口を論じるものである。なお、講演
の参照に当たっては、
『警察の体制及び運用に関する諸考察』（警察政策学
会資料第76号）をテキストにし、その頁番号を本文に括弧書きで記すこと
にした。

第1章

国民のための警察

教授は、日本の交番制度の理論と実践について述べる中で、住民の生活
の平穏維持（以下、
「治安維持」という。
）の責任を警察が引き受けること
の意味と、その方法として住民ニーズへの対応（ニーズ・レスポンシブネ
ス）の重要性について指摘している。これは、警察改革要綱における指針
の一つの「国民のための警察の確立」の方策である「国民の身近な不安を
解消する警察活動の強化」と「国民の要望・意見の把握と誠実な対応」に
通じるものがあるように思われる。
ところで、「国民のための警察」という言葉は、戦後、新たな警察が誕
生したときに、戦前の「政府ないし政権のための警察」から脱却するため
に打ち出されたもので、警察が国民を指向し、その意図どおりに活動する
ことを宣言したものである。平成においてそれを再確認したのが警察改革
要綱である。
そこで、「国民のための警察」確立の観点から、国民の身近な犯罪を解
決する責任について、教授の考えを整理することにする。なお、住民ニー
ズへの対応についての教授の考えは、第 3 章で詳しく触れる。

渥美東洋教授の警察行政への示唆とその展開

1

133

国民の身近な犯罪を解決する責任
国民が感じる不安の最たるものは身近で発生する犯罪であるが、それを

解決することは、警察法第 2 条にあるように警察の責務である。警察は、
国民のために犯罪を解決する責任を引き受けているのである。
教授は、その責任の起源について江戸時代にまで遡り、住民の安全に基
本的に責任を負ったのは、村や町等の伝統的な地域共同体であり（ 2 - 3
頁）、そこでの治安維持活動は、住民のニーズに従って対応し、それをル

ール化して制度にしたという点で「ルール・オブ・ロー」によるものとい
えると述べる（15頁）。ところが、明治維新の結果、明治国家は、
「国家と
個人との間に介在してきた」地域共同体を「古い社会の支配形態」として
否定し、「または、ほとんどその役割を果たさないように、法や社会の理
論を組立て」、さらに、
「国家の合理的基準が社会の全レベルの集団や共同
体に浸透すること」を「近代化」と称したと教授は主張する 2 ）。
警察制度をみても、警察目的を効率的に実現するため、終戦まで内務大
臣が指揮する国家警察の体制をとり、その建前を貫徹するために、お手本
にしたプロイセンでは住民に身近な事案の警察権は市町村にあったにもか
かわらず、東京市や大阪市のような大都市であっても市町村には警察権は
一部であっても法令上認めず 3 ）、協力関係で不都合を補った。念のために
付言すると、都道府県は現在のような地方自治体ではなく、国の地方行政
区画であり、都道府県知事は国家の官吏としての地方長官であった。
他方、制度としての市町村は「行政村」
、江戸時代の村や町等の伝統的
な非公式の地域共同体は「自然村」と呼ばれ、両者は近代化後も併存した。
しかも、地域共同体による国民の身近な犯罪を解決する力は、大いに機能
した。警察も地域共同体のこのような力に着目し、駐在所や派出所を地域
共同体単位に配置したり、また、そのメンバーとの協働に配意したりした。
戦後の警察改革により、制度面では、全国一体の国家警察から、旧警察
法における国家地方警察と市町村単位の自治体警察の二本立て体制を経て、
現行警察法における国の警察機関（国家公安委員会及び警察庁）と、都道
府県警察（教授は、自治体警察の範疇に入れる 4 ）。
）の二元体制へと抜本
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的に変わった。しかし、制度面での変化はあったものの、教授は、国民の
生活レベルでは、戦後の混乱期も、伝統的な地域共同体の治安維持の力は
残ったとする 5 ）。ところが、昭和40年代以降、経済発展を機に地域共同体
の機能が弱くなると、住民が治安維持に関する自らの役割と責任を忘れ、
不安の解消の要求を一方的に警察に向け、警察だけが非行や犯罪に責任を
負うことになってしまったと指摘している 6 ）。
この背景に、伝統的な地域共同体の治安維持の力は、
「個人干渉と受け
取られやす」く、
「近隣のインフォーマルな安全体制を「うっとうしい」
と感ずる人々が出て」きて、
「むしろ、接触の薄い公式の制度を利用した
いときだけ利用する傾向が、経済の発展と都市化の中で生まれ」たことが
あるとしている 7 ）。
なお、地域共同体の意義について、教授は講演でも、また、他の著作で
も英米の「ネイバーフッド」
（近隣共同体）という言葉をよく使っている。
日本においては、これに近い言葉として地方自治法第260条の 2 で規定さ
れる「地縁による団体」がある。
「地縁による団体」とは、法律では、「市
町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」
と定義されているが、具体的には、現在でも一部地名表示に残り、30年程
前にはかなり一般的であった「大字」8 ）、
「区」等で表されるコミュニティ
のことである。以下、これをイメージして論を進めることにする。
2

犯罪と正義
これまでの教授の言説の背景には、講演では言及されていないが、
「犯

罪と正義」についての教授の考え方があるように思われる。そして、それ
は、第 2 章「多機関連携」及び第 3 章「交番制度」での教授の言説を理解
する上で大いに参考になると思われるので、
『罪と罰を考える』等の著作
から要約して紹介したい。
まず、人が生活するに当たって、個人が各自の価値や目標を追求すると
いう自己実現を根幹的なものとした上で、個人の自己実現を追求し、他方、
他人の自己実現を害し、妨げないことを正義、逆に、他人の自己実現を害
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し、妨げることを不正とする。また、不正の内、国家が科刑をしてその行
為への非難をはかるものが犯罪であり、それを有効にする制度として法律
や裁判があるとする 9 ）。
また、自己実現同士が衝突した場合の国家の役割について教授は次のよ
うに指摘している。
国家は、異なった生き方をする個々人…の衝突が相互又は一方の生
き方を大きく損なう場合には、そこに割って入って干渉しなければな
マ

マ

らない。このように最終的に責任をとり、自己表現を可能にする秩序
を維持するのに力のある人又は機関が欠ければ、人間の協力・協同の
基礎は全くといってよいほど崩れ去ってしまうからである。…そこで、
他人の生き方を害し、妨げる行為をした者を処罰する権限を持ち、そ
れを引き受けることは正義に適った国家の役割をはたすことになる10）。
次に、犯罪については、教授の著書を通読すると、①重大な個人法益を
害するもの、②公共の利益を害するもの、③相対的に軽微であるが、地域
共同体とその成員に危惧や脅威を与えるものの 3 類型に分けているように
思われる。
そして、第 1 類型及び第 2 類型の犯罪には、専門的能力と知識を持つ警
察が適確かつ迅速に対処するという意味で捜査とそのための体制の整備を
行う必要があるとする。具体的には、第 1 類型の犯罪は、未解決の場合に
国民に与える不安が特に大きいにもかかわらず、捜査環境の悪化等のため
に捜査の困難さは増していることから、早期の解決に向けて警察のリソー
スを集中させて捜査を行うようにすべきだとする。第 2 類型の犯罪は、政
治、経済、行政等における社会の仕組みやインフラを悪用し、これらの健
全性を損なうもので、潜在化して認知することが難しく、また、これらに
対する捜査には長時間を要するのが通例であるから、
「この種の公共に対
する犯罪、企業や権力の犯罪を効果的に摘発、解明する体制を刑事警察が
整えられるように切望する」と述べている11）。
前二者とは異なり、第 3 類型の犯罪には地域共同体が対応するとした上
で、「その統一性を保つために」
「応急措置を行い、一時の不便・困難を和
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らげるのに手助け」することを交番・駐在所等の地域警察の任務にするこ
とを提唱し、12）その理由として次を挙げている。
（第 3 類型の犯罪に対して）摘発・処罰という…外的な不正行為への
反応的対応だけで…人々の社会化のルールを内面的に受容する態度を育
むことができる、とみるのは、あまりにも皮相的であり、…非公式の社
会、倫理制度の中で、科刑ではない、反社会的行為への叱責や諭し、つ
まり、処罰ではない「躾」を通して、社会性を身に付けていく過程が前
提にあってこそ、法を通す治安維持があるはずだからである13）。
（丸括
弧内筆者加筆）
3

問題解決型アプローチ
教授は、治安維持の基本的な手法として、講演でも問題解決型アプロー

チを提唱している。具体的には、国民の身近な犯罪に関しては、犯罪への
対応という事後措置ではなく、犯罪のリスクに着目して犯罪を予防すると
いう事前措置を重視する。
その起源についても、江戸時代にまで遡り、
「幕府や藩も大きな問題に
ついては責任を負ったけれども」
「社会で生じるアノミーは」、地域共同体
のリーダーである「地主や家主の責任で、住民の要求を上手く満たす方法
で解決」したとする（ 4 頁）。これに関し、歴史家深谷克己氏は、
「幕藩領
主は、社会の実勢の上に支配を行おうとし、共同体の解決力と領主の支配
力を組み合わせようとした。その表れとして争い合う者同士の間に「扱い
人」が入って解決し、領主がそれを追認して解決する「内済」（和議・示
談）という方式が浮上した」という14）。
教授は、現在、警察を含めた社会全体が、社会問題となっている犯罪や
少年非行を解決する方策を策定し、それに従って行動し、結果を出す問題
解決型アプローチが強く求められているとした15）上で、それに有効な方
策の一つが多機関連携であり16）、他の一つが交番制度である17）と主張し
ており、以下で詳しく論じることとする。
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多機関連携

前章で述べたように、教授は、身近な犯罪や少年非行については検挙の
ような対症療法では不十分で、予防的対応が必要だとする。そこで、身近
な犯罪や少年非行の予防の理念とその方策について教授の考えを紹介する
こととしたい。
1

身近な犯罪の予防
始めに犯罪の予防についての教授の考えのポイントを押さえておくと、

社会問題としての犯罪の減少と予防には、問題解決型ポリシング18）、その
中でも特に警察と「人間の成長、社会化と深く関係する」多くの社会の機
関、住民と連携した共働対応が重要だ19）ということになる。
具体的には、人々に適切な教育をして犯罪を行わない心を養う、あるい
は、犯罪には厳罰を科して人々が悪い心を起こすのを抑制するという既存
の犯罪予防策では不十分であり、犯罪について、犯罪者や被害者、また、
潜在的被害者たる一般国民が、それぞれの地域でどのような生活目標・意
識を持ち、どのような生活環境の中で、どのような日常生活を送っている
かを具体的、かつ、円環的に観察し、どのような犯罪が起きているのか、
どういう手段を採れば深刻な犯罪が発生しないか、さらには犯罪全体をど
うやって抑止するのか、という発想で活動することである20）。
このような発想を教授は、講演では「グランドセオリーからマイクロ・
クリミノロジーへ」と表した（11頁）。平たく言えば、「論より証拠」とい
うことになろうか。もちろん、ここで排除されるべき「論」は机上論であ
るが。それはともかくとして、犯罪対策立案に当たって、グランドセオリ
ー（大きな理論）から演繹的に施策を打ち出すのではなく、社会の実態に
基づき、思いつきでない、科学的な原理・原則を見出し、そこから有効な
施策を求めるという基本スタンスに立ち、現場で役立つ実証的、実務的な
分析、すなわち、マイクロ・クリミノロジーを評価した（12頁）。
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その中でも、教授は、ディヴィッド・ファーリントンによる研究と実践
を高く評価した。ファーリントンの研究は、個別の非行少年や犯罪者の特
徴だけでなく、特定の地域の状況や犯罪情勢について幅広く観察したり、
多数の人々を10年単位の長期間にわたり追跡調査したりして、様々な保護
要因（犯罪を防ぐ原因要素）とリスク要因（犯罪を生んだり、生みやすく
したりする原因要素）を抽出し、解明していく。そして、保護要因を増進
し、リスク要因を抑える効果的な施策を、無作為抽出実験という方法で証
明するというものである21）。その上で、ファーリントンはその研究の成果
を、犯罪予防の具体的なプログラムに反映し、また、当局者に協力して実
施したのである（12頁）。
2

多機関連携アプローチとエビデンスに基づくアプローチ
このような考えに立った具体的なアプローチの一つが疫学的手法にヒン

トを得た多機関連携アプローチであるが、以下、これに関連する「エビデ
ンスに基づくアプローチ」と合わせて紹介する。
まず、講演における多機関連携アプローチについての教授の考えを要約
すると次のとおりである。
米国では少年事件を中心にして、エティオロジィ（原因論）に基づき、
保護要因を増進し、リスク要因を抑える疫学的手法を犯罪予防に応用して、
地域、家庭、個人について、統計学の理論を使い、対策の対象となった地
域と対象外の地域とを比較しながら、小さな非行が深刻な犯罪にならない
か、また、どうしたら当該地域から犯罪を減らせるかなどに関するプログ
ラムやガイドラインを作っている。その際、犯罪・非行の要因は様々で、
一つの機関ではそれらに対応することが難しいことから、多機関が連携し
て、役割分担をして諸対策を進めていくための管理システム（マルチ・シ
ステミック・セラピー）を用いている（11頁）。
それに対して、日本では、少年事件を例にとると、事実上、警察を中心
にして、学校、保護観察所、鑑別所、保健所等の行政機関や各種ボランテ
ィア団体が連携して、
「人のつながり」を重視する伝統的な考えに基づく
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チームワークにより問題を解決する方法、いわゆる多機関連携アプローチ
が採られている（13頁）。
このような多機関連携アプローチは、多様な主体と多様な客体が複雑に
関係する現代社会において、警察等の行政機関や各種団体、地域住民が協
働して身近な犯罪や少年非行を予防するために効果的な方策の一つと思わ
れる。
ところが、日本の多機関連携アプローチは、試行錯誤による実際の経験
に基づく方策であり（16頁）、制度面では、住民のニーズの反映、住民の協
力、住民と行政機関との間の情報共有を行う仕組みが十分にできていると
はいえないので、上手く動く新しい制度を作るべきだと教授は述べている
（14頁）
。また、運用面では、異なる組織同士での活動の困難を克服するた

めに、「連携活動をより責任のあるものにし、一定の計画に基づいて活動
を展開するには、一定の目的を定めた、多機関、多団体間の契約、協定を
具体的に締結」し、
「全体を通した、一貫した、しかも重複しない連携活
動が要求される」と提唱しており22）、参考にすべき見解と思われる。
また、多機関連携を推進していくに当たり他に考慮すべきこととして教
授は次のように述べている。
多機関連携では成功の理由や失敗の理由を探ることが必要で、そのため
には、ファーリントンらの科学的、実証的研究を応用して、「上手くいっ
ているものと、成功していないものを対比し、それを検証し、とりわけ経
年的研究と統計学の手法を用いて、どの方策、仕組みを採用した方が…役
立つかの実証研究を重ねるのがよい」（16頁）し、さらに、経年的研究と統
計学の定量分析手法によって得られたエビデンスに基づいた犯罪予防プロ
グラムに警察も「その重要な一端を担うのがよい」と指摘している23）。
また、英米では、各種の社会政策で、実際に行われる施策の実施対象と
非実施対象を同時に観察し、その相違によって当該施策の効果を評価する
ことが多い。なお、施策の実施対象等の選定については、恣意的でなく選
定するために無作為抽出（ランダムサンプリング）を行うことが必須とさ
れている。この方法は、近代科学に基づく実証方法といえよう24）。これら
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は「エビデンスに基づくアプローチ」と呼ばれている。
3

多機関連携等に関する教授の示唆の展開
多機関連携等に関する教授の示唆を警察行政で展開する際の課題等につ

いて論じることにする。
まず、実践面での他機関連携を一歩進めて、政策レベルでの多機関連携
（協調）を行うことについて考察してみたい。
教授は、著書『罪と罰を考える』で、
「見えざる手」だけに委ねる社会や経済政策が挫折したのは、もう
過去のことである。競争原理を「維持」するための政策、種々の生活
環境を保全する政策…を人為的に展開する必要は今では十分に社会に
受け容れられている。これらの政策に基づく諸方策を欠いては、今日
の社会の活動は無秩序と混乱に陥るといわれている。
と述べ、警察として実務上採るべき方策を具体的に提唱している25）。
これについては、
「政策を人為的に展開する必要」は治安維持政策にも
あてはまる。むしろ、それを欠けば社会の「無秩序と混乱に陥る」おそれ
は、競争政策等よりも大きいかもしれない。ところが、治安維持政策の実
効化のためには、競争政策や環境政策と同じように、政策が多くの行政機
関に分掌されているという問題がある。この解決方策の一つとして、単に
個別事案での組織同士の連携だけでなく、競争政策や環境政策で行われて
いる26）ように、警察と他の機関との政策的連携や協調が有効と思われる。
例えば、暴力団対策では、組織同士の現場の連携を一歩進めて、警察の
治安維持政策と他の機関の政策との連携が、国全体の治安を考えると重要
になるであろう。また、道路における交通安全を確保する政策についても
同様である。道路交通安全を所掌する主な機関として、警察庁交通局と国
土交通省道路局及び自動車局があるが、それぞれ固有の目的のための道路
交通政策、道路政策ないしは自動車交通政策を推進し、過去には三者間の
権限争いも散見された。ところが、内閣主導の「交通事故死者数半減」と
いう高次の目的を掲げ、三者の政策的連携を強めることで、高次の目的だ
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けでなく、それぞれの政策の目的がよりよく達成されていることは、政策
の多機関連携（協調）の効果的事例であろう。
次に、長期の経年的研究とランダムサンプリングを特徴とする、英米で
行われているような「エビデンスに基づくアプローチ」を導入することに
ついてである。
サイバー犯罪、人身安全事案のように次々と形態が変わっていく犯罪へ
の先手を打つ対策の場合に、無作為抽出を行ってから実施する方法だと検
証が実態に追いつかず、臨機応変の対応には間に合わない。そもそも、統
計的検証によって真実が発見できるのはシステムが長期に安定している場
合に限られるから、犯罪者の本能的行動、あるいは発達過程で共通にみら
れる問題の分析には一定の効果があるものの、家庭の機能、生活の仕方等
の社会構造に関する施策だと、何年後に変化の方向性が見えてくるか事前
には分からないので、統計的検証の持つ意義が限られるという原理的な問
題があり27）、その導入には、一定の限界があると思われる。
これに対して、無差別抽出ほど厳格なサンプリングではないが、既存の
犯罪統計データを用いて、地域の犯罪情勢の特徴を抽出し、また、短期の
変化ではなく、数年以上の長期の変化をとらえ、さらには、対前年比のよ
うな静態的、便宜的な変化だけではなく、急速に増加している犯罪の抽出
等、動態的、実質的な変化に着目する方策は、犯罪対策の効果的なアプロ
ーチになると思われる。
統計データを用いた業務管理としては、ニューヨーク市警察が採用した
コムスタット（CompStat）が有名であるが、これは、統計データを高度
に用いるという点で、
「エビデンスに基づくアプローチ」に準ずる手法で
ある。ただし、これ自身は好ましい手法だが、残念なことに一時期、運用
において短期間の実績を競い合う件数主義に陥り、厳罰主義との批判を招
いてしまった。
続いて、
「ブランドをジェネリックに」という考えについてである。
教授は、交番制度の海外への普及に当たり、
「ブランドネームをジェネ
リックモデルにして、それを地域の環境にあった形で展開する」という考
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えを述べている。この考えの元になった施策は、英米における「いくつか
のブランドネームをもった」多機関連携アプローチである。ブランドを広
く他の地域や地域共同体で使われるように、基本的な要素はそのままにし
て実施要領等を受け入れ先に合うように、いわば「ジェネリック（構成要
素がほぼ同じで広く用いられること）モデル」にして普及することがしば
しば行われている（11頁）。
次章で述べる交番制度の海外への普及に当たっても、ブランドである日
本の制度をそっくりそのまま移植するのではなく、受入国の環境において、
ジェネリックモデルをそれぞれの国にあった仕方で、住民と警察が連携し
て安全を維持する仕組みに展開する（16頁）というわけである。
ここで述べられているように、日本の交番制度そのものを押し付けるの
ではなく、ジェネリックモデルを作り、それを受入国の環境にあったもの
に改良することは、当該国のオーナーシップ（主体性）を発揮させること
になり、一過性ではなく持続性のあるものにするためにも重要であると思
われる。
このような考えは、一般的に、国内において警察庁が作成した通達やプ
ログラムモデルを都道府県警察が適用する際にも、また、都道府県警察本
部が作成した通達等を警察署が適用する際にも役に立つ考え方であろう。
なぜならば、置かれた環境等に応じて変更しないで、上から来た通達等を
丸写ししたものを発出する例が散見されるからである。

第3章 交 番 制 度
本章でも交番制度についての教授の基本的な考えを押さえておきたい。
まず、コミュニティ・ポリシングを「地域共同体での秩序、平和維持活
動（以下、「治安維持活動」という。
）
」と定義している（17頁）ことから分
かるように、コミュニティ・ポリシングはコミュニティのポリシングであ
り、実定法上の「地域警察活動」とは別の概念だということである。また、
交番と駐在所を中心とした地域警察活動（以下、
「交番制度」という。）を、
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「住民のニーズを中心に活動する治安維持活動」と定義している（16頁）。
つまり、教授は、コミュニティ・ポリシングと交番制度は、『交番制度と
米英諸国の community-policing の異同』という講演タイトルに表れてい
るように、密接に関連するものの別の概念ととらえているのである。
周知のように、日本の交番制度は、ディヴィッド・ベイリー教授が日本
流のコミュニティ・ポリシングとして著書28）で取り上げたことで、1980
年代に世界的に知られるようになった。しかしながら、教授は、当時から
「欧米のコミュニティ・ポリシングに先行して、交番制度は発達してきた」
と述べていた29）。講演でも、
「米国で成功しているコミュニティ・ポリシ
ングは日本の交番制度と似ており、成功していない…ものは日本のものと
は全く違ってい」ると述べている（16頁）。
1

交番制度と地域共同体の関係
地域共同体での治安維持活動について、教授は、
「健全な日常生活を保

障する平穏な共同体の存在こそが、法執行の前提である」と主張してい
る30）。このような考えの背景には、治安を含む生活の課題解決を公的部門
だけに任せるのでなく、地域共同体を構成する市民自身が行うという「共
同体主義（コミュニタリアニズム）」があると思われる。しかしながら、
「交番制度」は、伝統的に「交番・駐在所が中心となって、地域の住民、
家庭、学校等がみんな一緒になって連携しながら自治を築き、住民協力の
中で安全を確保する仕組み」（ 9 頁）、すなわち、地域共同体に根ざした警
察の活動とも述べており、共同体主義だけでは説明できないと思われる。
交番制度の内容については、教授が『罪と罰を考える』で述べている31）
ことを要約して紹介する。
まず、
「小規模、多数の警察施設の配置と」、駐在所に居住し、交番で休
憩・仮眠するなどの警察官の運用により、住民と日常的に接触し、交流し
ていることで、
「具体的な治安情報を住民に伝達し、住民から種々の近隣
社会の情報を入手し、住民の日常生活上の不便や不安に有効に対処」して
いる。加えて、地域共同体の平穏を維持する方策を考えることを住民が
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「公式、非公式に許され」、場合によれば、「篤志家の住民まで加えて、多
くの力を柔軟に、必要に応じて集めて」いるなど、いってみれば、近隣社
会の平穏活動への住民参加が実現している。
また、このような考えに至ったと思われる経験を講演で述べている（ 9
頁）ので、これも要約して紹介したい。

中学生のころ、近所に札付きの「悪餓鬼」がいた。駐在所警察官に「あ
いつ、ちゃんと上に上げて処罰すればよいじゃないですか。
」と言ったと
ころ、警察官から「そんなことしない方がよい。毎日、みんながちゃんと
諭して面倒を見てやればよい。
」と言われた。その後、外では警察官から、
学校では先生から、家へ帰れば家族から、そして子供たちからも諭され、
態度はどんどん直っていった。警察官は、周りの人たちが自分たちで立ち
直らせることができるのであれば、正規の処分手続きに乗せない方がよい
と考えたのだろう。
このような経験も踏まえ、交番制度のあるべき姿として教授は「駐在巡
査は堅苦しい役人というよりも…住民と役人との間に立つゴー・ビトゥィ
ン（仲介者）として活動する」ものと見ている（ 9 頁）。つまり、交番や駐
在所を通して、近隣住民が結び付き、そして平穏への安心感を生む役割を
住民に一番近いところで働く警察官が演じ、そして、住民ニーズを中心に
して、地域共同体の問題解決に役立つ作業を積み上げることを理想と考え
ている32）と思われる。
教授のこのような考えの根底には、親密圏内事案と親密圏外事案につい
ての次のような社会観があると思われる。
個人の生き方に全面的に責任をもつ、きわめて近しい関係（親密
圏）にある者の間では、…「根元的価値」を…確認をして連帯するこ
とが求められてよいが…遠い協力関係（非親密圏）にある者、とりわ
け政府や公の機関…は、個々人の拠って立つ「根元的価値」を問うた
り、覗き見してはいけない33）。
（丸括弧内はいずれも筆者加筆）
他方、社会化に有害な問題行動は改めなければならず、親密圏内にある
者は「手当」
（セラピー）
、
「お節介」
（インターベンション）が必要になる
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（18頁）が、親密圏の一つである地域共同体の問題解決力が落ちている現在、

地域共同体における問題解決に当たっては、
「健全な日常生活を保障する
平穏な地域共同体の存在」を前提として、
「住民の日常生活に脅威を与え
るような状況を解消し、住民が自ら相互に責任感をもって、平凡な日常生
活を維持できる社会環境を作ることに、警察が介入したり、干渉したりせ
ずに側面から援助すること…が模索されるべきだ」とする34）。
なお、ストーカー事案や家庭内暴力（DV）事案等について十数年前に
次のように述べている。
警察は、…近い人間関係にある者の軋轢から生ずる深刻な社会問題
についても、「犯罪」捜査の責に任ずることを求められるようになっ
てきているし、…このような深刻な事態に真正面から、社会全体が向
かわなければならないのは確かなことである35）。
このような考え方で行われるべきだと思うのが、学校におけるいじめ対
策であろう。いじめが深刻になっているクラスは、多くの生徒たちが見て
見ぬふりをするなど、傍観者的態度に終始し、逆に、いじめが起きていな
いクラスではそのような傍観者的態度を採る生徒が少なく、その場でやめ
させたり、やめさせようとクラスメートに働きかけたり、教師に報告する
ような行動を採る傾向がある36）。このことから、生徒の目の前で行われて
いるいじめを解決するために、注意するなど直接的な行動を採ることと合
わせて、深刻なものについては教師に相談したり、助けを求めたりできる
環境を作り、教師はそれに対して迅速に介入することが大事だとする主張
がある37）。
クラスにおける教師と生徒の関係を、地域共同体における警察官と住民
の関係と同一視することはできないが、地域共同体における問題解決に関
する上述の教授の言説は、住民たちの努力を側面から援助するという意味
でいじめ対策の教師の役割を警察官が地域共同体で担うと解することがで
きるであろう。

146 《論

2

説》

住民ニーズへの適切な対応
講演で教授は、「国民の身近な犯罪を解決するには、住民のニーズに適

切に対応することが重要で、交番制度の中核は、ニーズ・レスポンシブネ
ス、すなわち、住民ニーズへの的確な対応である」と言葉を変えながら繰
り返し述べている。以下、これについて検討を加えたい。
地域共同体における問題を解決するため、教授は、
「住民のニーズを汲
み上げて」、
「住民のニーズを中心に活動」すればよいとする（16頁）。
具体的には、住民ニーズに従って、住民が犯罪の不安を持たなくなる状
態を生むのにどうしたらいいかという視点をもって、住民ニーズにどう従
うか、つまり、ニーズ・レスポンシブネスを活動の中心に置くことと、
「警察と住民が相互に、その地域の情報を共有して、住民の安全と安心に
資する方針を協同決定」し、協働することである。そのためには、「日常
レベルのポリシングを通した住民のニーズの確認をし、住民がその警察活
動の「意味」を理解していなくてはならない」とする（21頁）。
教授のいうニーズは、住民が地域について十分な知識を持たず、また、
他の住民の害になることを考えずに行う我欲（自分勝手な期待）ではなく
て、「共通の要求」である38）。また、共通の要求とは、「地域共同体全体の
要求」であり、その要求を社会がもっともなものと見ているかどうかを基
準として判断される39）。我欲と共通の要求の具体的な違いについて、教授
は、我欲は「自分勝手な期待」であり、共通の要求は「法律上保護できる
利益」としている40）。そして、
「期待がもっともなもの、合理的なもの、
適法なものかの客観的な裏付けがなければ、その期待を法律上保護できる
利益と承認することはできない」としている41）。
かつては、ことさらに住民ニーズへの対応や住民との連携といわなくて
も、交番制度の下で勤務警察官が住民と日常的に交流することから生まれ
た互いの信頼関係があり、そのため、住民のニーズは日常活動を通じて無
理なく警察署に入ってくる仕組みになっていたことから、住民ニーズへの
対応はかなりの程度順調に行われていた。
住民ニーズの情報源は、地域警察官を中心とする警察官であるし、防犯
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協会や交通安全協会等の外郭団体、さらには、町内会等の地域共同体であ
った。しかし、地域警察官の中には、例えば、「住民のニーズに応じてい
ても実績にならないし、面倒だ」と考える者もおり、また、町内会に出席
しても、一方的に話をしたら帰っていくケースが多く、相談を受けても紋
切り型の回答が多くなっているといわれている。
また、外郭団体との連携の実際は、教授によると、地域住民のニーズを
汲み上げ、それに基づいて「ポリシングにみんなが協力して支えていく
形」ではなく、
「上で警察が考えた活動が下に降りていく」傾向が強くな
っており（14 - 15頁）、
「警察による防犯協会、交通安全協会を通した…民
間との協力体制が敷かれ」42）ている。
以上のことを踏まえ、教授は、現在は、地域共同体の治安維持に当たり、
警察が住民のニーズを汲み上げ、住民とともに対策を講じる仕組みが弱く
なり、また、「住民のニーズがどういう形で…反映され」ているか、「住民
と警察とで情報が共有されているか」について課題があるとする（14頁）。
3

交番制度に関する教授の示唆の展開
このように、警察組織が住民ニーズを十分汲み上げることが困難になっ

ているのは確かな中で「ではどうやってニーズを汲み上げるか」というこ
とが課題になるが、教授は、住民のニーズを汲み上げるためには、
昔あった、しかも成功していた地域共同体の紐帯等の仕組みを使え
ばよいのではないか、駐在所や交番の周りにいた人達を使えばよいの
ではないかというのが私の意見です。田舎や下町に行くとまだ残って
いるはずです。今使わないとなくなってしまうでしょう。
と述べる（25頁）。
住民ニーズを汲み上げるための教授の主張を警察行政に展開する場合、
地域共同体の再生という大きな問題が横たわっている。これを警察だけで
解決しようとしても無理であり、したがって、地方公共団体や住民ととも
に時間をかけて努力しなければならないと思われるので、ここでは、当面、
採るべき方策について考察してみたい。
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一つには、警察改革の結果、全警察署に設置された警察署協議会を有効
に活用することである。警察署協議会について教授は、
「上で警察が考え
た活動が下に降りていくという形になっている」が、
「住民全員のニーズ
を吸い上げるかたちにしなくてはうまく動かない」（15頁）と述べている。
警察署協議会を有効に活用するためには、協議会委員人選の多様化、自主
的な協議会運営等を推進していく必要があろう。
合わせて多くの地域のオピニオンリーダーをメンバーとしている交通安
全協会や防犯協会等の外郭団体の再活用も検討すべきである。また、地方
議会での議論、マスコミの報道もそれぞれ住民の声を反映しているのであ
るから耳を傾けることも必要であろう。そして、何よりも、住民のニーズ
には誠実に対応するという姿勢で、住民のニーズに指向した警察活動を行
うように警察官の意識を変えていくことが重要である。
ニーズについては、汲み上げ機能の低下の他に、
「警察で対応できない
ものを持ち込まれても警察の仕事の負担が過剰になるだけ」という実務的
に大きな課題がある。
これについて、教授は、米国の当初のコミュニティ・ポリシングでは、
警察は、自分たちだけで住民の訴えを何でも引き受け、失敗に終わった反
省を踏まえて、警察が関与はするものの、何でも引き受けるのではなく、
地域共同体の成員や訴えに関わるボランティアや行政機関等との連携を進
めることになったと指摘する43）。
日本ではどうすればよいかについて、以下、総論的な私見を述べること
にする。
日本でも警察には日常的に数多くの住民からの要望が入ってくる。これ
らの要望の中には、警察を利用する目的の相談・告訴、憂さ晴らしのため
の相談、イデオロギーや党派性を背景にした抗議・苦情、その他、何らか
の原因による誹謗中傷が認められる訴え等も含まれている。これらに対し
ては、毅然とした態度で臨むべきである。
また、他の行政機関が対応すべき要望や、もっぱら地域共同体で対応す
べき要望もある。これらに対しては、適当な行政機関を教示し、または、
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自らで解決するよう誘導することを考えるべきである。
しかし、他の多くの要望は、警察の活動を非難する部分があっても程度
の差はあれ、地域共同体の安全と安心を求め、また、地域共同体の治安状
態の改善を求めるものである。これを門前払いすることなく汲み上げ、警
察改革要綱にあるように誠実に対応する必要があろう。
それでも、その数は多く、内容も様々である。そこで重点を置く必要が
生じる。それに資するのが昭和40年代以降、CR 活動44）の一環として実践
されてきた「一所管区一事案解決」の考え方である。これは、交番等の所
管区ごとに地域の抱える問題点を一つずつ取り上げ、解決するというもの
である。これを発展させ、所管区ごとに重点を置くべき問題を住民の声を
真摯に聞きながら抽出し、それに対し、住民の代表からなる交番・駐在所
連絡協議会等を通じて計画的に既存の人的・物的リソースを活用したり、
地域住民の力を動員したりして解決を試みるのである。
また、発想を変えて、現象事案の処理に忙殺されている地域警察官の代
わりに警察署の内勤の警察官が分担して管内の町内会のリエゾンを務める
ことや、所管区の枠を越えて問題解決を行うことができ、一般的に社会的
経験もより豊富な警視、警部や交番所長が地域共同体との調整・連携を行
ったりするような仕組みを考えることも有効かもしれない。

おわりに
警察活動への渥美東洋教授の示唆について、多機関連携と交番制度を中
心に論じてきたが、講演では、これら以外に「ルール・オブ・ロー」（法
の支配）について示唆に富む発言を多くされている45）。これについては、
一部を第 1 章「国民のための警察」に取り込んだが、紙幅の関係で十分紹
介できなかったことをお断りして筆を擱くことにする。
1 ）教授は、講演の翌年、平成26年 1 月に逝去された。
2 ）渥美東洋『罪と罰を考える』（有斐閣、1993年） 6 頁
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3）
「警察協会雑誌第173号」等によると、大正時代には、例えば、犯罪対策の決め手
とされていた救貧対策等の社会事業は、主として東京市、大阪市、神戸市等の 6 大
都市によって行われ、警察との連携はほとんどなかった。
4 ）渥美・前掲注 2 ）193頁
5 ）渥美東洋編『犯罪予防の法理』（成文堂、2008年）10頁
6 ）渥美東洋「コミュニティと犯罪予防と警察活動」警察政策第 6 巻（2004年）13頁
7 ）渥美・前掲注 5 ）16頁
8 ）大字は多くの場合、「明治の大合併」で合併される以前の「村」の範囲と一致し
ており、しばしば江戸時代の村の範囲とも一致する。松沢裕作『町村合併から生ま
れた日本近代

明治の経験』（講談社選書メチエ、2013年）12頁

9 ）渥美・前掲注 2 ）345頁
10）渥美・前掲注 2 ）186頁
11）渥美・前掲注 2 ）179頁
12）渥美・前掲注 2 ）66頁
13）渥美・前掲注 5 ）12頁
14）深谷克己『大系日本の歴史 9

士農工商の世』（小学館、1988年）66頁

15）渥美・前掲注 6 ） 3 頁
16）渥美・前掲注 6 ）16 - 17頁
17）渥美・前掲注 6 ）13 - 14頁
18）渥美・前掲注 5 ）21頁
19）渥美・前掲注 6 ）16 - 17頁
20）四方光「警察行政における公私協働」警察政策学会資料第79号（2014年） 5 頁
21）四方光『社会安全政策のシステム論的展開』（成文堂、2007年）145 - 146頁
22）渥美・前掲注 5 ）44頁
23）渥美・前掲注 6 ）25頁
24）四方光「社会安全政策におけるエビデンス・ベイスト・ポリシーの意義」犯罪社
会学研究第30号（2005年）34 - 35頁
25）渥美・前掲注 2 ）97頁
26）例えば、中小企業の取引条件の改善に向けて、公正取引委員会は、中小企業庁は
もとより国土交通省、厚労省等と緊密な連携を進めた。中島秀夫「公正取引委員会
事務総局の課題」公正取引 No.795（2017年） 4 頁
27）四方・前掲注24）39 - 40頁。なお、著者は、社会構造に関する施策は「 1 年後の
時点で効果なしとされた施策が 5 年後、10年後になって大きな効果をもたらすこ
と」があり得るとする。
28）ディヴィッド・ベイリー『ニッポンの警察

そのユニークな交番活動』（サイマ

ル出版会、1977年）
29）渥美東洋とディヴィッド・ベイリーの対談「コミュニティ・ポリースィングにつ
いて」警察学論集第47巻 9 号（1994年）
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30）渥美・前掲注 2 ）41頁
31）渥美・前掲注 2 ）70 - 72頁
32）なお、現在では、警察官の個人プレーに過度に期待するのではなく、責任の中心
には交番所長ないし警察署長がいるようにすべきだとも述べている（16頁）。
33）渥美・前掲注 2 ）245頁
34）渥美・前掲注 2 ）41頁
35）渥美・前掲注 6 ） 3 頁
36）正高信男『いじめを許す心理』（岩波書店、1998年）58頁
37）山岸俊男 = 長谷川眞理子共著『きずなと思いやりが日本をダメにする

最新進

化学が解き明かす「心と社会」』（集英社インターナショナル、2016年）160 - 161頁
38）渥美・前掲注 2 ）345頁
39）渥美・前掲注 2 ）30頁
40）渥美・前掲注 2 ）29 - 30頁
41）渥美・前掲注 2 ）30 - 31頁
42）渥美・前掲注 5 ）16頁
43）渥美・前掲注 6 ）13 - 15頁
44）警察と地域社会の相互理解を深め、血の通った暖かい関係を作るための施策や活
動をいう。昭和51年警察白書35頁
45）例えば、現在の日本の法の支配の考え方は、米国流のルール・オブ・ローの考え
方とドイツ流の法治国家（レヒツ・スタート）の考え方を「アマルガム」にしたも
のとの指摘がある（ 6 頁）

（まつお

しょういち）
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成果主義から rule of law へ

1）

―警察活動を支援するもう一つの視点―
橋

本

裕

藏

（千葉科学大学准教授）

要

旨

組織が成果主義を採ればその構成員は結果志向型の活動に向かう 2 ）。市
場原理が働く領域ではそれが多く採用されているが、種々の訓練を十分受
けたものが指揮を執るのでなければ必然的に不幸な事態に至る。
こうした危険をはらむ成果主義を警察が採用するとどうなるのだろうか。
警察活動には市場原理は働かない。したがって、もともと成果主義が入る
素地が乏しいとみてよい。それにもかかわらず成果主義を入れれば現場が
難しい事態に直面するとの危惧がある。だが、種々の理由から成果主義が
捨てられることは難しい。成果主義の危険性を認識し健全な警察活動の原
理として rule of law を採る意義は小さくない。この点を、 1 ．法と法律と
の関係―統治の仕組みと法執行の原理から―、 2 ．justice コンセプトによ
る警察活動の規律、 3 ．
rule of law ポリーシングによる人材育成―組織意
識の変革の必要性―、 4 ．
残された問、に分けて若干愚考してみたい。
キーワード：成果主義、rule of law、justice
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法と法律との関係

統治の仕組みと法律の有様
rule of law について考えるに当たり、その論理的前提としてまず法と

法律との関係について一定の認識を共有しておく必要があろう。
我が国では法（law/Recht）と法律（statute/Gesetz）を同じものだと
する認識が、一部の研究者と、とりわけ実務の中に見える 3 ）。
だが、この認識が妥当なものであるか否か、少なくとも日本国憲法の下
でこの認識が正しいものであるか否かがまず問われなければならない。
この問を考えるには統治の仕組みと法執行 4 ）の原理に関する検討が不
可欠となろう。
いわゆる大陸型訴訟制度と英米型訴訟制度の比較検討を行ったダマシュ
カ教授の研究 5 ）によれば統治の仕組みは、階層型の統治形態では上意下
達の政策実現型または政策徹底型（policy-implementing justice）6 ）とな
り司法は議会が選択した価値を実現する機関の一つと位置付けられる 7 ）。
し た が っ て、 こ の 形 態 の 刑 事 裁 判 で は 裁 判 所 に よ る 法 発 見（law
finding ／ Rechtsfindung）という観念は登場し難い。これに対して、非
階層型（同等型）の統治形態では外形的かつ事務処理的には一見、上意下
達の仕組みがみられるが各機関は平面的であり、各機関には「議会が選択
した価値」を実現するという狭い役割が期待されるのではなく、法律の執
行に当たり具体的妥当性の追及が期待される。したがって、裁判の仕組み
は紛争解決型（conflict-solving justice）8 ）となる。
前者において、議会制定法は完全でかつ立法に当たり瑕疵が無いこと
（Lückenlosigkeit）が求められるので憲法との整合性は立法に先立って検
討される（政府の活動についても同様である。）。したがって、成立した法
律には違憲の疑いは生じない。この形態に属する国の一つがドイツである。
周知の通り、ドイツには Bundesverfassungsgericht という、邦訳すれば
連邦憲法裁判所となる機関がある。だが米国型の、そして日本国憲法第81
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条型の違憲法令審査権は無い 9 ）。
これに対して、後者では立法に際しドイツ型の憲法審査は無い。議会制
定法は完全で瑕疵が無いという前提には立たない。もっとも、この認識に
は前者に比し十分な現実的かつ合理的根拠があるとみてよい。なぜならば、
選挙権年齢と選挙区及び選挙区毎の定数を法律で定める選挙制度の下では
国民の現実の要求や価値観をそのまま吸い上げることはできない。さらに、
様々な利害が絡む議会において過半数の賛成があれば成立する法律が憲法
の理念や理想を十二分に反映しているなどと考えるのはあまりにも牧歌的
であり非現実的である。もっとも、国民の意見が反映されやすくするため
として選出区を細分化し多数の代表者により議会を構成すれば、事実上、
審議は形骸化し代表民主制の衣をまとった独裁政府が出現する。したがっ
て、応分の審議が可能な程度の議会が構成されることで人は妥協せざるを
得ない。そして、そこでは、いわゆる功利主義10）が働いてよい。そうで
なければ法律は制定できないからである。だが、このとき人はその法律が
完全ではないということを認識していなければならない11）。この形態に属
する国の一つが米国であり、日本もまたその一つなのである。日本国憲法
に違憲法令審査権があるのがその証左である。
⑵

法の有様
これに対して、法は社会規範として普遍的かつ厳然として存在しなけれ

ばならない。だが、法が法律とは異なるものとして観念されるならば、そ
の場合の法とは如何なるものなのかということが問われなければならない
であろう12）。
既に述べたように、議会の立法過程はいわゆる功利主義が指導原理とな
ってよい。したがって、必然的に細部にわたる配慮は欠落する。いわゆる
法階層はそのためにあると言ってよい。だが、議会から遠く、日常に近く
なるほど人々は権威を意識しなくなり、一方で遵守の要請を蔑ろにし、他
方で法律の不完全性を忘れる危険が高まる。前者の卑近な例を飲酒運転に、
後者のそれは合理的根拠を欠く職務質問にそれぞれみることができる。そ
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こで、法律を扱うものは一団の法令13）を全体として眺めその意義と目的
及び狙い（ratio legis）を摑む必要がある14）。つまり、法は法律を手掛か
りに発見されるものであり、この限度で法律は法を文字化したものである
という認識を再確認すべきではなかろうか。このことは抽象的な規範領域
だけのことではない。例えば、かつて論じた職務質問に伴う任意の所持品
検査の事例15）においても事件化の方向と非事件化の方向があったはずで
ある。法と法律を同じものと認識し法律を文字通りに適用することが警察
活動だと認識すれば不幸な事態に発展する。しかし、関係する種々の法令
を全体として眺めその意義と目的及び狙いを摑むことができたならば、ま
たそのような意識があったならば不幸な事態に発展することは避けられる。
しかし、この意識が欠落する危険を回避することは頗る困難である。なぜ
ならば、警察活動に限らず全ての行政活動は実定法（positive law）たる
議会制定法、すなわち法律から出発しているからである。したがって、実
定化される以前の法の概念、いわば negative concept of law を意識する
ことが議会の外で行われる行政活動たる警察活動には不可欠であると言っ
てよい。

2

justice コンセプトによる警察活動の規律

前章で法と法律の関係について一応の認識を共有できたこととし、次に
法の内実として認識すべき justice について若干愚考してみたい16）。
本章冒頭に、
「法の内実として認識すべき justice」との文字列を置いた
がこの点にも異論があるかもしれない。だが、以下 justice について愚考
する中で一定の認識を共有できるのではないだろうか。
とはいえ、justice の概念も系譜は古くここでその詳細を論じることは
できない。そこで、筆者の浅薄な認識に従って論述を進めることをお許し
頂きたい。
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Justice is a negative concept. という認識
法が negative concept であることは前章で若干触れた。しかし、この

ことは基礎的な法学の訓練を受けたものならば誰もが共有している認識で
ある。不作為犯に対する正当防衛が認められていることがその象徴的な例
であろう。大摑みに表現すれば、
「法はそれが侵害されたときに初めてそ
の存在が認識可能となる」ということである。したがって、法を積極的に
定義づけることはむしろその射程を自ら狭める危険があるので避けること
が賢明であると言えよう。
justice の観念についても同様のことが言える。そこで、ここでは複数
の例を挙げ難解とされる justice の概念を本稿に引き寄せてみたい17）。
事例を挙げて考えてみたい。一つは「締切厳守事件」（①）、もう一つは
「消しゴム事件」
（②）である。
① 「締切厳守事件」は実際にあった出来事である。筆者は学生諸氏か
ら講義レポートの提出を受けるとき必ず締切日時を学生諸氏に決めて
いただく。ところが、しばしばこの締切日時を徒過するものが出てく
る。しかし、 1 秒でも締切時刻を徒過した場合、そのレポートは受理
しない18）。そして、学生諸氏には、前記締切日時を決めていただくと
きこの事例を示し考えていただく。ご賢察の通り、 1 秒でも徒過した
もののレポートを受理すれば事実上締切期限は無くなり、当初の締切
日時を遵守したものは「正直に締切日時を守って損をした。」と感じ
る こ と に な る。 締 切 日 時 を 徒 過 し た も の を 許 す 仕 方 は justice as
fairness（「公正としての正義」
）に反すると言わざるを得ない。締切
日時を守るべき人はこれを設定した人、すなわち、ここでは教員なの
である。
② 「消しゴム事件」もまた実際にあった出来事である。小学校 1 年生
の A は教諭の指導に従い常時鉛筆と消しゴムを準備して授業に臨ん
でいた。ある日、隣席の B が「消しゴムを貸してほしい。」と A に言
った。A は、自分の消しゴムは自己の使用に供しているのでこの依
頼を拒絶した。このやり取りを担当教諭は私語だと見咎めた。すると
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B は挙手の上、
「先生、消しゴムを忘れたので A に貸してほしいと言
ったのですが貸してくれません。
」と発言した。この発言を受けてこ
の教諭は、さて、どうしただろうか。
第一例とも共通することだが、こちらもまた、いわゆる教育の場で
起きた出来事である。教育の場であることからしばしば人は寛容にな
り合理的な根拠無く教育的配慮と称して教育を受ける側に有利な扱い
をする。しかし、このことが実は人の規範意識の覚醒及び成長に大き
な負の影を落としていることに人は気付かない。
消しゴム事件で B の借用要求を知った教諭は A に対し「意地悪を
しないで貸してあげなさい。
」と言った。この日から A は自分用と貸
出用の二個の消しゴムを準備して登校するようになり、B は常時 A
の消しゴムを使用するようになった。B はフリーライダーであり、A
は B の手段として遇されるようになった。A は B の理不尽な要求で
教諭から意地悪とレッテルを張られ、クラスでは意地悪者となった。
「正直に消しゴムを用意してきて損をした。」と感じた。
⑵ 「正直者が馬鹿をみない仕組み」という観念
justice を正邪の実体として眺めるとその概念内容を見極めることが非
常に困難になる。もともと正邪の実体は環境と状況によって動く評価だか
らである。そこで、一つの象徴として筆者は「正直者が馬鹿をみない仕組
み」という物差を持つことにしている。もっとも、
「正直とは何か」とい
う問が直ちに提起されよう。しかし、ここでは当面、いわゆる order に従
うことと認識しておきたい。order の主が誰であるかはここでは問わない。
どうしても拘るのであれば規範設定者とでもしておこう。規範は他者が定
めるときもあり自己が定めるときもある。いずれにせよ客観的に規範だと
認識できるものがありそれに従いうる環境と条件があるならばそれを
order と言っておきたい。
さて、ここで law との接点に戻ることにしよう。もとより、law は正を
支持し邪を排し、善を奨励し悪を排斥する order であることに疑いはな
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い19）。そうであれば law は justice を実現する形式であると表現すること
ができる。したがって、law は「正直者が馬鹿をみない仕組み」20）を実現
する形式であると表現することもできる。
このような性質の law を以て rule of law を理解することが出発点とな
らなければならない21）。
⑶

rule of law による警察活動の支援
今、日本の警察官は権力者が選択した価値を臣民に伝達しこれを強制す

る servants ではない。そうではなく、国民が安心して日常生活を送るこ
とができるように安全な環境を維持する役割を担う law enforcement
officers であることに異論は無かろう。
しかし、ここを出発点としながらもその後微妙な分岐が生じるのはやは
り冒頭で記した成果主義がその文化として浸透しているからではないだろ
うか22）。「結果を出せば国民は警察を信頼する。
」という趣旨の言辞がしば
しば警察幹部の口から洩れる事実を知らないものはいない。そうであれば
結果を出そうと努力するのは人の常である。しかし、ここでいう結果とは
如何なるものか、立ち止まって考えてみたい。例えば、それがもし検挙数
であるならば、事件数が 0 ならば検挙数も 0 だ。しかし、現実には事件数
が 0 ということは考え難い。だが、他方、事件数が 0 ということも結果と
言ってよい。ところが、正しく事件数が 0 という事実の背後に現場警察官
の不断の努力があったとしても「運が良かった。
」とか「偶々そうだっ
た。
」という評価が下れば現場警察官の努力は報われない。
これに対して、実績たる結果を要求しない rule of law を指導原理とし
た場合、法実現、すなわち、平穏な住民生活の確保が適正に実現されてい
ればその地域の警察活動は適切であったと高く評価されるべきである。一
例を挙げよう。ある小規模な市で起きた出来事である。市警察はストーカ
ーに悩む人から相談を受けた。そこで担当警察官はストーカー行為等の規
制等に関する法律第 4 条に従い「警告の申出」をするよう伝えた。ところ
が、これとは別に、事情に通じかつその地域に地縁のある駐在警察官は本
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件ストーカー行為者に影響力のある地元の有力者に連絡をとり相談をした。
その後、ほどなくしてその有力者から当該駐在警察官に、
「ストーカーは
させない。大丈夫だ。」との連絡があり、同駐在警察官はこの旨を市警察
署の担当者に伝え、本件は事実上最終決着を見た23）。筆者にはこの駐在警
察官の処理に rule of law による法執行が見える。「『事実上最終決着を見
た』ことこそ成果であるから成果主義が効果を得た事例だ。
」と理解する
ものもいよう。しかし、そうではない。ストーカーの危険性に目を向けれ
ば法律に基づく成果主義では不十分であることが見えてくる。
ストーカー事案の対応は非常に難しい。そもそも、ストーカー行為等の
規制等に関する法律の「建て付け」自体が異常であると法律家であれば誰
でも感じるはずである。したがって、運用それ自体が非常に難しい。度重
なる改正がこの法律の不完全さを象徴していると言ってよい。だが、さら
に、いわゆるストーカー行為に出る程感情の高ぶりがある人にはこの法律
の仕組みは無力ではないかとの危惧がある。この状況はストーカー問題に
ついて先進性のある米国でも同じである。ちなみに、某学会で「相手を殺
して自殺するストーカー行為者は日本に特有の現象で海外には例を見な
い。」という報告を耳にしたことがある。だが、FBI の報告では、裁判所
が安全だと判断して身柄の拘束を解いたストーカー加害者がそれから 5 日
後に、隠しておいた盗品である拳銃で被害者を殺害し自殺したという事例
が紹介され、類似の悲劇が毎年数百件に上るとしている24）。
ストーカー対応で最も重要なことはストーカー行為者の自覚を促すこと
とその後の監視である。前掲某市の例で地元の有力者がしたことはこの両
者を含んでいた。確かに小規模の共同体であるからできたことだとも言え
る。だが、そう言ってしまえば事例に学ぶことはできない。ここで注目し
たいのは非公式の治安維持機能に駐在警察官が事件を委ねた点である。非
公式であるから事件として処理されることはない。他方、これとは正反対
に本件ストーカー行為者について情報を持つ地元の有力者が然るべき措置
を講じたことは事態の根本的な解決に至る軌道上にある。小規模共同体で
あれば「人の目」がある。ストーカー対策として最良であったと評価して
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よい。
この事例は、いわゆるコミュニティーポリーシングを象徴しているもの
だと言ってよい。もちろん、地域住民と警察が連携して防犯活動や見守り
活動をするという現在行われている種々のものも重要であり、筆者も参加
している。だが、その仕組みを支える policy というか哲学を確認してお
く必要性は小さくない。人にとって最も関心があることは生命、身体、自
由、及び財産の安全である。この関心から人は警察に種々の要求を示し、
様々な期待を抱く。この要求や期待が law と justice の関心対象であるこ
とは言うまでもない。したがって、警察が justice を意識し law による活
動を意識するとき、初めて住民や一般市民との有効な連携が始まるのでは
ないだろうか。法律を法と同視し法律にさえ従っていれば良好な治安を維
持することができると素朴に考える一方でその業務が成果主義で指導され
れば事件と非事件との境界に位置する出来事は事件化されがちとなる。し
かし、その結末が住民や市民が認識する規範25）の適用と異なるものであ
ったとしたならば住民や市民の気持ちは警察から離れる。したがって、こ
の rule に目を向け、住民の要求に耳を傾ける、いわゆるニーズ・レスポ
ンスネス26）な警察活動こそが大切なのではないか。

3 rule of law ポリーシングによる人材育成―組織意識の変革の必要性―
いわゆる警察官の不祥事が報じられることが少なくない。その都度、然
るべき人が綱紀粛正を口にする。だが、識者の多くはもはや綱紀粛正では
対応できないことを自覚しているであろう27）。
他方、警察官の不祥事が報じられることで広く国民の規範意識の低下が
危惧される。
「『警察官』の不祥事」という文字列で報じられることは、そ
の前提に「警察官は不祥事を起こさない。
」という期待と信頼があるから
であろう。したがって、警察官の不祥事対策は国の治安維持対策と表裏の
関係にあると言ってよい。だが、いわゆる、綱紀粛正だけではその対応は
難しい28）。そこで次に考えられるのが rule of law ポリーシングポリシー
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による「脱タフ警察官」構想である29）。ここでは成果主義は採らない。し
たがって、ノルマに追われることは無い。その代わり rule of law につい
て学習と経験を積むことが強く求められる30）。経験豊かな現職から経験知
を継承し科学化し法実現に役立てなければならない。
他方、これに伴い、組織も意識の変革が求められるであろう。警察社会
に未だ濃く染まっていない新規採用警察官が正鵠を射た発言をした。
「マ
ッチョ主義では警察官はつとまらない。
」と31）。
警察も一つの組織である。したがって、組織内に一定の共通かつ共有さ
れた価値観や文化（subculture）が醸成されることは否定できない。筆者
は警察関係者ではないので日本の警察官を対象とする調査はできない。仮
にできたとしても本音を聞き出すことはできないであろう。
これに対して、米国ではこの種の調査と論考が少なくない。そのうちの
一つに興味深いものがあるので紹介しておこう。以下はその拙訳概要であ
る。
「警察官は民主主義社会において rule of law と due process に従い社
会秩序の維持に従事する崇高な存在でありエリートである。だが、その
現場は厳しく命の危険と背中合わせだ。ところが、現場指導担当警察官
の中には新任警察官に対して自己の完成された知見と技能を伝えようと
するあまり「現場は厳しい。生き抜くには『現実の』警察活動を体得す
べきだ。警察学校で習ったことは忘れろ。」というものもいる32）。しか
し、新任警察官は初めて見るご遺体に強いショックを受けトラウマとな
る。だが、心的外傷に適切に対処する慣行は乏しい。次第に新任警察官
は、上司には当然のこと、仲間にも心の痛みを打ち明けなくなり、それ
が警察文化（police subculture）だと教え込まれていたためそのように
して「強い警察官」を演じ続けることになる。だが、それでも、例えば、
子供虐待事案を扱った後に取り乱したりするとある同僚はこの
subculture を前面に押し出し「涙をふくならティッシュが要るか。」と
その新任警察官を皮肉たっぷりにあざ笑うのである。しかし、こうした
subculture は警察官に深刻な害をもたらしそれが種々の自殺や市民と
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の間に生じる訴訟につながり警察への信頼に影を落とすのである。痛み
を訴えれば「弱い」とみなされるので管理者も現場警察官も痛みを口に
出せず悪循環がさらに新任警察官に継承されていく。したがって、管理
者はこの悪循環を断ち切る努力をしなければならない。警察官も人
（humans）であるからトラウマティック・イヴェントから生じる情緒
的かつ精神的影響（emotional and mental repercussions）に免疫を持
ち続けることはできない。現場警察官はこの種の警察文化に寛容である
必要はない。そして、起こるべき重要な変化のために勇気ある管理者は
指導者として問題を明らかにしなければならず、その問題に対処するた
めに必要な新たな政策を確立し、全体として心身ともに健康な状態を維
33）
持包含する新たな組織文化を推進しなければならない。」
。

我が国にはこのような警察文化は存在しないであろう。だが、初めてご
遺体に接した新任警察官に「そのうち慣れる。
」と言葉をかけたという警
察幹部もいる。前掲 Malmin 論文が指摘する環境で、もし成果主義が採ら
れたならば新任警察官ばかりでなく経験を積んだ警察官でも深刻に疲弊す
ることは想像に難くない。成果主義では必然的に競争原理が働くので相談
したり弱音を吐いたりしたい仲間がいわば競争相手となり弱みは見せたく
ない弱く見られたくないという意識が働くことは必至である。ここに法発
見を志向した学習に加え警察官の心の支援の必要性が顕在化するのである。
「帰宅したら寝るだけ。
」というところまで心身ともに疲弊した警察官には
叱咤激励ではなく心の支援が必要なのである。広狭を問わず内部の競争が
生じがちな成果主義を見直し、さらに警察が住民とつながりを持ちやすい
rule of law ポリーシングに目を向けることで個々の警察官が落ち着いて
本来業務に専念できる環境が整うのではないだろうか。ストレスは小さい
うちに解消し蓄積を回避すれば、少なくとも、ストレスによる不祥事は相
当程度回避できる。
さらに、警察業務の実態は地方と都市とでは異なるが、匿名性と流動性
の高い都市であればこそ住民の要求に応えるという仕方で連携を強化すれ
ば普段と異なる状況を早期に覚知することも可能となる。また、併せて早
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期の情報提供を受けられるだけの信頼関係を構築するにも各共同体の rule
を含むインスティテューションに精通した警察活動が推奨されてよい。そ
の上で警察官は当該地域の治安維持のファシリテイター（facilitator）で
あることを自認してよいのではないか。

4

残された問

実務家と研究者との溝は深く広い。一方で事件対応に追われるあまり研
究者の論考を「机上の空論」だと一蹴し、他方で現場指導の警察活動では
法原理が蔑ろにされ国民の支持を得られなくなると嘆く。
刑事法の領域では創設後一世紀に至ろうとする学会もあるがそれでも実
務と研究の溝は深く広い。だが、その狭間で割を食うのは一般国民である。
海外の警察に学ぶことを嫌うものもいるが本稿が参考とした米国の哲学
はその実務を追認するものではない。そうであるからこそ法について、正
義について、権利について論考が豊富なのだろう。
他方、rule of law によるポリーシングに懐疑的な立場もある。だが、
米国においては、若干近時揺らいでいるようだが、価値の多様性を認め
「多様性の中の統一」
（E PLURIBUS UNUM）のために rule of nation/
race でもなく、rule of ethics でもなく、rule of belief/religion でもなく
rule of the people でもなく rule of law を選択した経緯には学ぶべきもの
が多い。周知のごとく、我が国では治安状態が良好な理由を確たる根拠な
く homogeneous society に求める傾向が散見される。だが、この認識は
heterogeneous society を治安悪化の原因とみる過激思想につながる危険
がある。他方、日本人の中でも既に価値の多様性は顕著であるから価値対
立や意識対立の解決には誰もが納得できる合理的規範に対する啓発とその
伝播が欠かせない。したがって、現場警察官にはインスティテューション
と rule を学びつつこうした規範の啓発と伝播に尽力してほしい。
成果主義は警察官の士気の高揚と維持に役立つとの見方もある。だが、
士気の高揚には科学的知見が先行しなければならない34）。士気の高揚ばか
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りでは効果的で負担の少ない合理的な警察活動は望めない。冒頭に「警察
活動には市場原理は働かない。」と述べた。だが、ここで少々修正が必要
になった。優秀な人材を確保するという意味では警察にも市場原理が働く。
労働環境が良好で仕事に誇りとやりがいを持てることができ、所属する組
織に愛着を感じる職場でなければ優秀な人材は集まらない。優秀な人材が
集まらなければ良好な社会環境は維持できない。清浄な空気や水と同じよ
うに警察官は誰もが皆安心していつでもどこでも自由に活動できる安全な
社会に不可欠な存在なのである。そして、警察官と警察組織にこそ向けら
れた息の長い支援と意識改革の努力が不可欠である。課題は山積している。
「残された問」と付す所以である。
甚だ雑駁至極ながら、ようやく冒頭に置いた渥美先生のご講演録を読む
基礎的準備ができたことにしたい。常に思うことだが文字表現には限界が
ある。意を尽くせない。ここを始めとし、大方のご叱正を賜ることができ
れば幸甚の至りである。
（合掌）
1 ）本稿は警察政策学会管理運用部会で筆者がした口頭報告を基調としこれを端緒と
して愚考したものである。部会では本会の元会長である渥美東洋先生のご講演録で
ある「交番制度と米英諸国の community-policing の異同」（警察政策学会資料第76
号所載）を教材に若干名の現職、元幹部、及び研究者が学習した。言うに及ばず渥
美先生の見識は広く深い。他のご業績と同様、一文字一文字の含意を摑むのは容易
ではなくかつその文字がその脈絡に置かれた意味を探るには長時間を要しそれでも
核心に迫ることは難しい。このような経験をした人は筆者ばかりではあるまい。尤
も、文字面を眺め読者に既知の知識でこれを理解しようとすればそれは難儀なこと
ではない。しかし、それはそれを読んだ者の認識でしかなく渥美先生の含意を感得
することにはならない。したがって、それをそのまま渥美先生のご認識として他者
に伝えれば誤謬を犯す虞がある。このように難解なご講演録を輪読する中で筆者に
は rule of law に関する部分の解釈が割り当てられた。尋常な事態ではない。そこ
で、過去40年程のノートや資料を引っ張り出し文字の意味を探り文脈を追った。そ
うして行った報告ではそれなりの責めを果たすことができた。だが、実務家の認識
と研究者のそれとの僅かだが確実にある隔たりを思うとき限られた時間で意を尽く
すことは筆者の能力からして困難であった。今回、「成果主義から rule of law へ」
と題して愚考卑見を曝す所以である。
2 ）ここでは、渥美東洋『複雑社会で法をどう活かすか―相互尊敬と心の平穏の回復
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に向かって―』（立花書房、1998年） 4 頁以下の結果主義の抬頭とその欠点につい
て想起したい。
3 ）いわゆる武蔵野市長給水拒否事件に係る最二決平成元年11月 8 日最高裁判所判例
集刑事253号399頁とその第一審判決である東京地裁八王子支部判昭和59年 2 月24日
刑事裁判月報16巻 1 ・ 2 号136頁、判例時報1114号10頁及び最一判平成 5 年 2 月18
日最高裁判所民事判例集47巻 2 号574頁はその典型例であると言ってよい。なお、
前掲最二判の評釈として拙稿「一

市の宅地開発指導要綱を遵守させるため給水契

約の締結を留保したことが水道法一五条一項にいう拒んだ行為に当たるとされた事
例、二

水道法一五条一項にいう「正当の理由」が認められないとされた事例」

（法学新報第102巻第 2 号（1995年）159頁以下所収）がある。また、本件第一審判
決の評釈として、渥美東洋「武蔵野市給水拒否刑事判決の批判的検討」（後藤喜八
郎編『都市づくり要綱裁判』（日本評論社、1985年）113頁以下所収）がある。
4 ）日本では「法執行とは何か。」という疑問が素朴にかつ深刻に示されることがあ
る。 意 義 深 い こ と だ。 い わ ゆ る、Anglo-American legal system に お け る law
enforcement という概念がこれに当たる。なお、本稿の核心に触れることなので詳
細は本文に譲るが実定法の文字に厳格に従うことで妥当な解決を逸する活動を法律
執行と呼び法執行とは区別したい。
5 ）Mirjan R. Damaška, The Faces of Justice and State Authority. A Comparative
Approach to the Legal Process. Yale University Press.1986. なお、本書の紹介とし
て、中野目善則「ミルジャン・ダマシュカ『裁判と国家の権威の諸様相―法過程へ
の比較によるアプローチ』」（法学新報第97巻 5 号（1991年）177頁以下所収）、山本
和

彦「Mirjan R. Damaška, The Faces of Justice and State Authority. A

Comparative Approach to the Legal Process Yale University Press,pp.xi+247」
（アメリカ法1988 I

36頁以下所収）がある。

6 ）Damaška・前掲注 5 ）87頁以下。
7 ）警察活動を論点とする本稿で統治の仕組みや裁判の機能について言及するのは迂
遠ではないかとの疑問もあろう。だが、被疑者または被告人の異議が出発点となり
最高裁判所が憲法に照らして判断をせざるを得ない事態が生じるのは街頭での人と
警察官との出会いからであることが少なくない。警察官はその警察活動が、ときに
は最終的に最高裁判所の判断をまたなければ決着しないほど深刻で難儀な法執行過
程の出発点であることを認識しなければならないであろう。https://www.law.
cornell.edu/wex/exclusionary_rule 参照
8 ）Damaška・前掲注 5 ）
9 ）http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Das-Gericht/Aufgaben/
aufgaben_node.html
10）ここでは、当面、いわゆる the greatest happiness for the greatest numbers と
いう文字列で象徴的に認識されている功利主義を念頭に置く。ただし、これをその
まま実務に適用すれば少数者の不利益が無視されるので議会の外ではこの哲学は制
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限的とみるべきであろう。utilitarianism は、周知のごとく、act utilitarianism と
rule utilitarianism と に 分 け て 理 解 さ れ て い る。 こ こ で は 後 者 の そ れ に 従 う。
http://www.iep.utm.edu/util-a-r/
11）もともと不十分な代表民主制という統治制度の下で過半数以上の賛成多数で可決
成立した法律を執行することは、その価値観とは異なる意識を持つ人々に、議会が
選択した価値を押し付けることになるということを認識しなければならない。この
点でも法と法律は同じものであり法律は完全で確実に執行されなければならないと
いう認識には疑問がある。
12）このような立論をした以上、「法とは何か」という問を渉猟可能な限度で、ある
いは Plato（Laws）や Aristotle（Nicomachean Ethics、Nikomachische Ethik,
Politics）にまで遡って考究するのが筆者の当然の責務であることは承知している。
しかし、もとよりその能力は無くかつここでそれを行う余裕もない。したがって、
本稿に関係する限度で鳥瞰することでご容赦願いたい。ここではもっぱら、H.L.A.
Hart, The Concept of Law 2nd ed.（Clarendon Press・Oxford）、及び同 3rd
ed.（Clarendon Law Series）（Edited by PAUL CRAIG）OUP Oxford. Kindle 版、
H. L. A. ハート著（長谷部恭男訳）『法の概念〔第 3 版〕
（筑摩書房、2014年）並び
に佐藤幸治『日本国憲法と「法の支配」』（有斐閣、2002年）を参照した。
13）法律、命令、規則ほか制定手続の異なるものを総じて「一団の法令」と呼ぶこと
にする。
14）この作業には困難が伴う。そのため、法律執行機関では種々の細則を置き現場対
応に当たることになる。だが、そうなるとこの細則の墨守が職務に忠実であるとの
誤解が生じ、とりわけ職務に熱心な人ではその危険が高まるとみてよい。
15）拙稿「法律執行と法実現―安全で安心できる社会を実現するひとつの知恵―」法
学新報「椎橋隆幸先生退職記念論文集」第123巻第 9 ＝10号（2017年）537頁以下所
収。本文の理解を助ける限度で当該事案の概要を示しておこう。巡回中であった警
察官 2 名は、23時頃、歩道を原付バイクが走行していると認識し職務質問の態勢に
入った。しかし、実際は高照度の前照灯を装着した自転車であった。本件警察官ら
は本人確認及び自転車の所有者確認を完了した後、その人が所持していたバッグに
ついて内容確認を求めた。任意による検査の途中でその人から小形のナイフ（肥後
守）の任意提示があった。そのナイフはその人が仕事（高校の化学実験助手）で使
用するものであり合理的理由があった。だが、本件警察官は銃刀法違反または軽犯
罪法違反容疑で事件処理に入った。なお、本件警察官が山田英雄元警察庁長官が
「検挙猶予」と名付けた哲学（同著『ひと・組織・こころ』（啓正社、2009年）75頁
以下、特に77頁以下参照）を知っていたら、そして、十分学習し刑法第35条に思い
が至っていたならば不幸な事態は回避できたであろう。
16）ここでは、John Rawls. A Theory of Justice Revised Edition, The Belknap Press
of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1999. 及びジョン・ロー
ルズ著（川本隆史＝福間聡＝神島裕子訳）
『正義論（改訂版）』（紀伊國屋書店、
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2010年 ）、Sandel, Michael J.. Justice: What’s the Right Thing to Do?. PENGUIN
BOOKS（2010）及び同 Farrar, Straus and Giroux. Kindle 版。並びにマイケル・
サンデル著（鬼澤忍訳）『これからの「正義」の話をしよう』（早川書房、2010年）
を参照した。
17）なお、我が国では justice を正義と訳し、一部に「正義と言っても世界観が異な
れば正義の中身も変わる。」という議論がまことしやかに展開され justice の議論が
蔑ろにされて来たとの印象が筆者には強い。本稿では justice の概念が邦語の正義
の概念とは同心円で重なることがないので justice の文字をそのまま使う。ちなみ
に、この種の議論から距離を置く趣旨かと思われるが、justice に公正という訳を
あてる研究者もいる。だが、justice as fairness という概念をやむを得ず日本語に
置き換えるとき窮するのでこれも採用し難い。
18）この時、筆者は締切時刻を徒過した学生の指導教員から「 1 秒遅れただけで受理
しないのは厳しすぎる。」と厳しい抗議を受けた。そこで次のように説明した。「 1
秒遅れたもののレポートを受理した場合、さらに 1 秒遅れてきたもののレポートは
受理できるか。当初の締切日時を某日17時00分だとしたら、最初に遅参したものの
レポートを受理したことで締切日時は17時00分01秒になったことになる。ところが、
さらにそれから 1 秒遅れて提出に来たものがいた場合、当初の締切日時から 1 秒遅
れたもののレポートを受理しておきながら17時00分01秒になった締切日時から 1 秒
遅れたもののレポートを受理しないのは平等原則に反するという理屈が成り立つ。
したがって、17時00分02秒に提出に来たもののレポートも受理しなければならない
ことになる。そして、この時点で締切日時は17時00分02秒になったことになる。し
たがって、結局、締切期限は無くなってしまうことになる。」と。justice の要請が
平等原則に先行することを示す適例でもある。
19）但し、law を主権者の命令だと考える説にことさら与するものではない。
20）一例を挙げれば、自首等の任意的減軽（刑法第42条）は正義の要請とみてよい。
21）前掲注 3 ）武蔵野市長給水拒否事件を手掛かりにさらに「正直者が馬鹿をみない
仕組み」について若干補足しておきたい。本件は市の宅地開発等指導要綱（以下
「本件要綱」という。）に従わないマンション建設業者（以下「業者」という。）に
対しその遵守を求めて水道の供給を一時拒否したことが水道法に違反するとされた
刑事事件だが、本件の核心は本件要綱の規範性であることに疑いはない。業者は建
築基準法には違反していないと主張し当該要綱に従わないままマンションの建設を
続け完成させた。しかし、業者が依拠した建築基準法は法律である。本文に述べる
ように我が国は法と法律を同一とみる法体系を採用してはいない。したがって、裁
判所は法律を手掛かりに法を発見しなければならない。他方、地方自治体の行政は
当該法律の運用に当たり立法府の目の届かない法外要素をこれに組み入れて法執行
をしなければならない。それが本件要綱であったとみることができる。つまり、こ
こにおいて法とは建築基準法それ自体ではなく建築基準法に基づく本件要綱なので
ある。しかしながら、法と法律を同一視する裁判所はこの点を認識するには至らな
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かった。なお、法階層から眺めれば要綱よりさらに下位に位置するいわゆる建築協
定についても類似の問題が生じる危険がある。マンション建設という大規模ではな
い建物の建設であるだけに軽視されがちであるが建築協定に違反する建物が乱立す
ると住宅地の住環境が害されるばかりでなく町全体の美観を損ね、さらに家が接近
すれば防災上も危険を増す虞がある。しかし、多くの建設業者は「建築基準法には
違反していない。」と施主に説明し利益を得るのである。正直者が馬鹿を見る一例
である。
22）成果主義は必然的に競争を生む。例えば、拳銃の摘発強化の指示があれば現場は
その方向に力を注ぎ、いわば摘発競争が始まる。それが不幸な事態に至ることは周
知のことであろう。
23）しかしながら、最終決着を得られず本文掲記の米国の事例のように数日後に最悪
の事態に至った場合、警察に対する責任追及は深刻なものになるとの見方もある。
だが、これは組織防衛の観点であり法執行の観点とは次元が異なる。このあたりの
切り分けが伝統的に難しく解決し難い問題を残してきたと言ってよい。
24）Expert Testimony and Risk Assessment in Stalking Cases,by Eugene Rugala,
James McNamara,and George Wattendorf, FBI Law Enforcement Bulletin,
Nov.2004,p.9.
25）注 1 ）に掲げた渥美先生のご講演録で頻繁に出てくる rule とはこういうものだ
と筆者は認識している。
26）前掲注 1 ）渥美先生ご講演録 4 頁参照
27）近年、ワークライフバランスということが警察現場でも注目されてきた。だが、
ワークライフバランスという表現で考慮されるものが勤務時間と非勤務時間との調
整を通じて職員の負担を軽減しようという趣旨であれば本文に示した「警察官の心
の支援」とは異なる。いわば前者は物理的支援だが後者は精神的支援である。勤務
時間が長く質的にも重いときでも心の支援が充実していれば職員は心身ともに健全
さを維持できる。だが、そうでない場合、職員は「孤独（helplessness）」を感じ
るのである。
28）この点について、日本警察では「職務倫理で対応している」という見方もあろう。
だが一般に職務倫理と言われるものは職務上の倫理的遵守事項であり、いわば内向
きの規範である。これに対して「rule of law に基づく法執行」は、法実現に向け
た、いわば目的因（telos）であり、それを支える思考枠組みである。上の比喩に
添わせるならば外向きの規範ということになる。もとより、倫理とは法外要素に基
づく行為規範であって国家の強制力で実現することまでは予定していないものなの
で、こうした倫理規範を警察官に示し、その遵守を求めることはそれ自体意味のあ
ることだが法執行の場面で顧慮すべき rule of law とは一線を画すものだと言えよ
う。このあたりの線引きが曖昧だとどれほど現場警察官に職務倫理の遵守を求めて
も不幸な事態は回避できない。
29）拙稿「警察官の心の支援―基礎研究と米国調査旅行中間報告―」警察政策学会編
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『警察政策』第14巻（立花書房、2012年）105頁以下所収、同「警察官その他の法執
行官とその家族の心の支援―新規採用時教育の意義と今後の課題及び若干の考察
（米国調査旅行最終報告に代えて）―」警察政策学会編『警察政策』第15巻（立花
書房、2013年）292頁以下所収参照
30）経験の長い現役警察官や幹部警察官はこの発想を「生ぬるい」とか「現場はそん
なものじゃない。」と一蹴するだろうか。しかし、人の心に安寧が無ければその人
の集合体である組織や共同体そして社会の安寧は期待できない。凄惨を極める大規
模犯罪も反社会的勢力による犯罪も、そしてその人的資源の供給も所詮全て人の所
業である。鎮圧という事後対応に意識を集中することは大切だ。だが、被害者を出
さない政策はそれ以上に顧慮されてよい。それはすでに推進されているとのご叱正
もあろう。だが、組織が成果主義をとり、法執行ではなく極端な法律実証主義に基
づく法律執行を続ける限り難しい状況に改善の兆しは見え難いとは言えないか。な
ぜならば、法発見を志向しない法律執行は多数者の価値観を少数者へ強制すること
に他ならないからである。また、これとは別に警察官の不正確な知識が人々の混乱
を招く場合もある。一例を挙げよう。一時期我が国の犯罪対策論を席捲したかのよ
うに見えた Broken Windows（James Q.Wilson & George L. Kelling, the Atrantic,
March 1982）について「割られた一枚の窓ガラスを放置すると全部が割られる。
犯罪も軽微なものを放置すると重大事件に発展する。」との誤った認識が蔓延した。
その後、Fixing Broken Windows: Restoring Order And Reducing Crime In Our
Communities（1998）が出版され、その日本語版（G. L. クリング＝ C. M. コール
ズ著（小宮信夫監訳）『割れ窓理論による犯罪防止―コミュニティの安全をどう確
保するか―』（文化書房博文社、2004年））でようやくこの認識が誤りであることが
指摘された（同304頁）
。Broken Windows はフットパトロールを象徴として住民
のニーズを警察官が感じ取ることの重要性を説いたものだと筆者は承知している。
実務の指導書ではなく警察哲学の提示であったと言えよう。この点も成果主義から
生じた不幸なのではないだろうか。「小さな犯罪も見逃さない」という理解は成果
主義に馴染む。しかし、rule of law ポリーシングを背景に眺めれば素直に法発見
の哲学だと気付くのである。なお、蛇足だが、当初浸透した「分かりやすい」誤解
が未だに抜けていない状況が散見されるところ、何をどこでどう間違えたのか、某
市で開催された交通安全講習会で事故の危険度の説明で用いられるハインリッヒの
法則について「いわゆる『割れ窓理論』ですね。」と二度までも紹介した警察官が
いた。お諌めしたがご理解の無いまま異動した。ここでは「割れ窓理論」という言
葉だけがひとり歩きをしていた。この警察官が現場指導担当警察官であればその指
導を受ける新任警察官も同じ間違いをするだろう。また、素朴な市民は警察官の言
辞を信用する。警察官にはタフである前に知的であってほしい。
31）筆者が担当した某県警察学校の過去のある年度の授業アンケートにあった感想で
ある。
32）憲法や法律の規定とは異なる慣習や慣行が組織を支配する場合がある。通称ロー
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カルルールと呼ばれるものだろうか。新規採用職員やそのルールで長い期間業務に
携わったものはその違法性に気付かない。だが、それはいわば人治であり許されな
い。
33）Mark Malmin. Changing Police Subculture, FBI Law Enforcement Bulletin,
April 2012
https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/changing-police-subculture
34）拙稿・前掲注15）550頁以下参照
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関する近時の研究成果を踏まえて～

（

江

崎

治

朗

板

垣

勝

彦

）

広 島 大 学 大 学 院
医歯薬保健学研究科法医学研究室

浜国立大学大学院
（横国際社会科学研究院准教授
）

要

旨

薬物乱用者や統合失調症患者の場合、興奮錯乱状態で身体を拘束された
際に心肺停止をきたし、解剖によっても死因となる所見を認めることがで
きないケースが一定程度存在する。このような医学的状態を、Excited
Delirium Syndrome（EDS）という。EDS と考えられる症例の記載は、
19世紀まで遡ることができるものの、その医学的メカニズムはいまだに十
分に解明されていない。EDS を呈する者は、身体拘束に際して急死する
ため、死亡との因果関係の有無が法医学的に争点となりうる。たとえば、
徳島地判平成18年 3 月24日判例地方自治291号100頁のように、警察官によ
る制圧行為が行き過ぎであるとして、国家賠償が請求される事案は少なく
ない。本稿においては、EDS に関する国内外の最新の研究成果や裁判例
を踏まえつつ、EDS を呈する者を取り押さえる際の法的論点と留意点に
ついて、現場の警察官の制圧行為の実務運用に資するよう、医学と法学の
学際的視点から考察した。
キーワード：興奮型せん妄症候群、Excited Delirium Syndrome、ドパミ
ン仮説
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1

序

説

近年、興奮型せん妄症候群 Excited Delirium Syndrome（EDS）と呼ば
れる状況が、医学界において受け入れられつつある 1 ）2 ）。EDS は、一般に、
薬物乱用や精神疾患の既往をもつ者が、興奮錯乱状態となり、警察官等か
ら取り押さえられた際に、急に心肺停止をきたし、死亡するという状況を
さす。EDS をきたした事例では、解剖によっても、急死の原因となる解
剖所見（急性心筋梗塞、脳出血、薬物中毒、外傷、窒息等）を認めないの
が特徴である。このため、死亡の原因が警察官等による制圧行為にあった
のではないかとの疑義が生じ、警察官による制圧行為が行き過ぎであると
評価される事案が少なくない。
EDS に関する正確な医学的知見を共有することは、警察官職務執行法
（以下「警職法」とする。
）に基づいて現場の警察官が職務を遂行するに際
しての注意義務の程度・範囲について、少なからず影響を及ぼすと考えら
れる 3 ）。すなわち、警職法第 3 条第 1 項は、異常な挙動その他周囲の事情
から合理的に判断して、精神錯乱や泥酔のため自傷他害のおそれがある者
について、その事由に該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を
要すると信ずるに足りる相当の理由のある者を発見したときは、取りあえ
ず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において保護しなければならな
いと定めている。そして、この保護措置の適法性については、とりわけ警
察比例の原則の視点から、国家賠償訴訟で争われる事例が後を絶たない 4 ）。
例えば、仙台高判平成23年11月 8 日判例時報2139号23頁は、相手方が猿
ぐつわにより窒息状態となって心肺停止に至り、後遺障害が残った事案に
おいて、警察官の保護措置が相当性を欠くものであり、違法であったと認
定した。これに対して、徳島地判平成18年 3 月24日判例地方自治291号100
頁では、警察官が精神錯乱者に対して制圧行為を行ったところ、その後搬
送中に意識不明となり死亡したという事案において、制圧行為の必要性・
相当性を認めた上で死亡との因果関係が否定されている 5 ）。この徳島地判
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平成18年 3 月24日に関しては、EDS であった可能性がある。
従来、制圧行為の相手方が急死したような事案では、警察官による取り
押さえ方に問題があったのではないかという見方が広く報道され、事実認
定において証拠に基づく高度の蓋然性の心証が求められる民事裁判（国家
賠償訴訟）においても、そういった見方が、裁判官の心証の形成に有形・
無形の影響を与えてきたことが推察される。ところが、司法解剖の結果、
EDS であったことが立証されれば、警察官がいかに気をつけていたとし
ても、相手方の死亡を防ぐことは不可能であった可能性があることになり、
過失ないし相当因果関係（結果回避可能性）は否定される。この事理は、
民事裁判のみならず、合理的な疑いを差し挟まない程度の心証が必要とさ
れる刑事裁判において、特別公務員暴行陵虐等致死傷罪（刑法第196条）
が問われた場合にも基本的に同様に妥当するから、自傷他害のおそれのあ
る相手方の取り押さえをめぐる警察実務に与える影響は、極めて大きいと
考えられる。本稿は、こうした問題意識から、わが国でまだほとんど知ら
れていない EDS について紹介するものである。

2

EDS の歴史

EDS が社会的に注目されるようになったのは、1990年代に入ってから
であるが、EDS と思われる疾病の報告は、19世紀前半のイギリス、フラ
ンス、アメリカに遡る 2 ）。
EDS の記載は、1832年、フランスの精神科医ルイス・カルメイユ氏
（Louis-Florentin Calmeil, 1798-1895）が、著しい過活動性、恐怖、昏迷を
特徴とする、極めて稀な致死的な精神状態を、
“Delirious mania（せん妄
を呈する躁病）
”として医学事典に掲載したことにはじまる 6 ）。この記載
に つ い て は、1867年 に イ ギ リ ス の 精 神 科 医 ヘ ン リ ー・ マ ド ス レ ー 氏
（Henry Maudsley, 1835-1918）が引用し、暴力的な躁状態、頻脈、体温上
昇、極度の疲労を特徴とする疾病として紹介されている 7 ）。一方、米国に
お い て は、1849年 に 精 神 科 医、 ル ー サ ー・ ベ ル 氏（Luther Vose Bell,
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1806-1862）が、急性の躁症状、せん妄、幻覚、過活動性、発熱をきたす
疾病を報告し、その致死率が75% に達することを明らかとした（Bell 氏
病）8 ）。
その後、1934年にはドイツの精神科医カール・スタウダー氏（Karl
Heinz Stauder, 1905-1969）が、突発的な精神運動興奮を呈した若年者27
例を“lethal catatonia（致死性緊張病）
”として報告した 9 ）。いずれも、
近代的な精神病治療薬が登場する以前であり、重篤化した精神疾患をもつ
患者に認められる症例であった 9 ）。しかし、1950年代以降、神経弛緩薬ソ
ラジン（主成分 クロルプロマジン）が出現し、未治療の統合失調症患者
が少なくなったことにより、これら症例報告も、それから30年あまり姿を
消すこととなる 2 ）。
1980年代に入ると、米国を中心にコカインの乱用が蔓延し、再び Bell
氏病と似た症例報告が相次ぐようになった 2 ）10）11）。これらの症例の多くは、
キューバのバハマからのコカインの密輸先である米国フロリダ州のマイア
ミ・デイト郡監察医事務所から「コカイン関連性興奮型せん妄」として報
告されたものである 2 ）。1985年には、コカイン乱用者が興奮状態を呈し突
然死する状態をさして、
“Drug-related excited delirium（薬物関連性興奮
型せん妄）
”という概念が確立された12）。死亡例の多くは、コカインを乱
用している若年男性であり、極度の興奮状態、暴力的な行動、高体温を呈
した後、突然の心肺停止をきたし、急死するという経過をたどる点で共通
する12）。彼らは極度の興奮状態、暴力的な行動を呈するため、通報により
駆けつけた警察官が拘束を行う際には、警棒で殴打したり、催涙スプレー
を使用することがあるところ、その後、心肺停止に至るというのである。
ところが、死後に解剖を行っても、急死の原因となる剖検所見（急性心筋
梗塞、脳出血、薬物中毒、外傷、窒息等）を認めない。このような状況を
呈するのが、EDS の特徴である12）。
EDS の致死率は高く、直ちに輸液とともに鎮静薬を投与し、体温冷却
を行い、集中治療を開始しなければ救命が難しいと考えられている13）。
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EDS のメカニズム

ドパミン仮説
このように、EDS であることを窺わせる症例報告は、古く19世紀まで

遡るものの、解剖によって死亡の原因となる異常な所見を認めないために、
EDS のメカニズムはベールに包まれてきた。
EDS のメカニズムについては、これまで「逮捕時に使用するスタンガ
ンが致死的不整脈を誘発するとする説」や「Prone maximal restraint
position（PMRP、腹這いにし背面で手と足をつなぐ方法）が体位性窒息
positional asphyxia をきたすのではないかとする説」などが提唱されてき
たが、いずれも健常者を対象とした実験で、これらの説を支持する研究結
果は得られなかった14）15）。
しかし、近年、米国の研究グループを中心に、新たな仮説が提唱され、
注目を集めている。この仮説は、EDS の発症前の状態、発症の誘因、発
症時の臨床像、随伴症状に着目し、EDS のメカニズムが神経伝達物質ド
パミンの異常にあるとするものである（EDS ドパミン仮説）2 ）16）。
⑵

EDS の臨床像
EDS を発症する人には、一般的に、精神刺激薬（コカイン、メタンフ

ェタミン、MDMA、α PVP、メチロン、エフェドリン）の乱用歴の既往
が認められる 2 ）。これらの患者は、死亡前数日間にわたって、多量のコカ
インやメタンフェタミンを摂取している（いわゆる過摂取パターン binge
pattern）ことが多い 2 ）16）17）18）。
ただし、EDS では、薬物乱用の既往を認めないこともある 2 ）。EDS の
死亡例（90例）を分析した研究においては、その多くにおいてコカインの
検出が試みられていたが、 4 例では違法薬物が検出されていない 2 ）。この
ような事例では、精神病薬の服用を守っていなかったり、突然に服用を中
止したりしていることが多い 2 ）16）19）。
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EDS 発症時には、数時間ないし数日持続する極度の興奮や暴力性を認
め、その程度は増強したり減弱したり、強直性や麻痺が出現する 2 ）。また、
体温上昇、横紋筋融解、自律神経の不安定化の持続（微弱な頻脈と血圧低
下）を伴っている 2 ）20）。EDS 例90例を調べた研究では、体温が平均40.7℃
であり、高体温が EDS 死亡の最大の特徴であることが知られている 2 ）。
EDS においては、このような数時間ないし数日の興奮、暴力的行動の
後、突然に心肺停止をきたして死亡する 2 ）。EDS 例について、発症時か
ら死亡までの心電図所見を記録した症例としては、心室頻拍を認めた事例
1 例が報告されている21）。
⑶

コカイン等によるドパミントランスポーター（DAT）の代償的増加
ドパミンは報酬や快楽を司るニューロンの神経伝達物質である 2 ）。ドパ

ミンニューロンの、シナプス前終末には、ドパミントランスポーター
（DAT）が発現しており、DAT がドパミンの再取り込みを制御し、シナ
プス間のドパミン量を一定に保っている（図 1 、図 2 a）22）23）。
統合失調症をはじめとした精神病、躁病、せん妄は、いずれもシナプス
間のドパミンの過剰状態と関連していると考えられている24）。また、コカ
インは、DAT をブロックすることにより、シナプス間のドパミン濃度を
上昇させ、躁病と似た快楽状態を起こさせる25）26）（図 2 b）。メタンフェタ
ミン、メチレンジオキシメタンフェタミン（MDMA）
、 1 - フェニル - 2 （ 1 - ピロリジニル）- 1 - ペンタノン（α PVP）
、メチロン、エフェドリン
等、コカイン以外の精神刺激薬も、コカインと同様に DAT に作用して、
シナプス間ドパミン濃度を上昇させる16）19）22）27）。
また、司法解剖時の脳を対象とした研究においては、持続的なコカイン
使用者では、代償的な DAT の数の増加と機能の増強が認められることが
17）
28）
29）
報告されている（図 2 b）
。
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ドパミン作動性ニューロンとシナプスの構造
神経細胞
(ニューロン)

シナプスの構造

シナプス前

シナプス間

シナプス後
ドパミンシグナル

ドパミン
神経細胞
(ニューロン)

ドパミン小胞

ドパミン受容体
ドパミントランスポーター (DAT)

神経細胞（ニューロン）同士の接続部分を「シナプス」といい、神経伝達物質に
よりシグナルが伝達される。シナプスは、シナプス前、シナプス間、シナプス後か
らなる。シナプス前で合成された神経伝達物質はシナプス小胞に蓄えられており、
シグナルが到達した際に、一斉にシナプス間に放出される（開口分泌）。シナプス
後には、神経伝達物質を受け止める「受容体」が存在し、シナプス間に放出された
神経伝達物質が結合すると、新たなシグナルが発生する。
神経伝達物質には、ノルアドレナリン、セロトニン、ドパミン等がある。神経伝
達物質ニューロンごとに異なる。ドパミンを神経伝達物質とするニューロンを「ド
パミン作動性ニューロン」という。ドパミンをはじめとした神経伝達物質は貴重で
あるため、ドパミントランスポーター（DAT）によりシナプス前に再取り込みされ、
再利用される。

⑷

EDS 症例における DAT の減少と「ドパミン過剰状態」
このように、持続的なコカイン中毒者では、シナプス間のドパミン濃度

が上昇するものの、代償的な DAT の増加によるシナプス前へのドパミン
の再取り込みの亢進により、シナプス間のドパミンは高いながらも一定に
保たれている（代償的な DAT の増加、図 2 b）2 ）。
しかし、EDS や重症躁病を呈した90例の脳を剖検した研究では、持続
的なコカイン中毒者にみられるような代償的な DAT の増加はみられず、
む し ろ DAT は 減 少 し て い る（ 図 2 c）2 ）16）17）28）29）。 す な わ ち、 代 償 的 に
DAT を増加させる仕組みが「何らかの原因」で破綻すると、DAT を介
したドパミンのシナプス前への再取り込みができなくなり、それにもかか
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図2
図2

EDS におけるドパミントランスポーター

a

ドパミン小胞

ドパミンシグナル

ドパミンシグナル

ドパミンシグナル

ドパミン

c

b

ドパミン受容体
ドパミントランスポーター (DAT)

コカイン
コカインによりブロックされたDAT

a. 通常者：シナプス間に放出されたドパミンは、ドパミントランスポーター（DAT）に
よってシナプス前に再取り込みされ、シナプス間のドパミン濃度は適切な状態に保たれて
いる。
b. 持続的なコカイン使用者：コカインが DAT をブロックすることにより、DAT による
シナプス前への再取り込みが低下し、シナプス間のドパミン濃度が上昇する。しかし、代
償的に DAT の発現が増加するため、シナプス間のドパミン濃度は高いながらも一定に保
たれている。
c. EDS を発症時：代償的に DAT を増加させる仕組みが「何らかの原因」で破綻し、
DAT を介したドパミンのシナプス前への再取り込みが急激に低下する。それにもかかわ
らず、シナプス間へのドパミンの放出が持続するために、シナプス間のドパミン濃度が急
上昇し、異常なドパミンシグナルが発生する。

わらず、シナプス間へのドパミンの放出が持続するために、シナプス間の
ドパミン濃度が急激に上昇し、EDS でみられる極度の興奮や暴力性の原
因となっている可能性がある（ドパミン仮説、図 2 c）2 ）。また、ドパミン
を過剰分泌するような動物モデルで、EDS でみられるような興奮状態を
示すことも、ドパミン仮説を支持するものである30）。
そして、ドパミンは、体温中枢にも関わっていることが知られ、EDS
の最大の特徴である高体温もシナプス間のドパミンの過剰状態により説明
しうる 2 ）31）。EDS 例では、高体温で発現が増強する heat shock protein
（HSPA1B）の発現が、正常の1.8 ― 4.0倍に増加していた16）。さらに、高体
温と高活動性はいずれも横紋筋融解と関連している32）33）。
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死の機転
ドパミン過剰状態が、どのようなメカニズムで突然の心肺停止をきたす

のかについては、いまだ十分に明らかにされていない 2 ）。
中脳の腹側被蓋野から島皮質、帯状回皮質へ投射する神経線維は、ドパ
ミンを神経伝達物質とするニューロンであり、ドパミン過剰状態によって
大脳島皮質、帯状回皮質が刺激されると考えられる 2 ）。また、精神的スト
レスは、自律神経を制御する大脳の島皮質・帯状回、無意識下での脅威の
認知に関与している扁桃体を刺激することが知られている 2 ）34）。これらの
ことを勘案すると、急激なドパミンの過剰状態や精神的ストレスが大脳島
皮質等を刺激して、心臓へ投射する自律神経を刺激して、致死的な不整脈
をきたすのではないかと考えられている（図 3 ）2 ）16）17）28）29）。

図3
図3

EDS において致死性不整脈をきたすメカニズム
脳

帯状回皮質
中脳
腹側被蓋野

島皮質

心臓

自律神経
シグナルの方向

致死性不整脈

急激なドパミンの過剰状態や精神的ストレスが大脳島皮質等を刺激して、
心臓へ投射する自律神経を刺激して、致死的な不整脈をきたす。

なお、同様のメカニズムによる疾患として、てんかん患者における予期
せぬ突然死 Sudden unexpected death in epilepsy（SUDEP）が知られて
いるが、SUDEP では、島皮質等の領域を焦点とする発作が、自律神経を
介して心臓突然死をきたすことが示唆されている35）36）37）。
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4
⑴

考

察

EDS の診断の実際
EDS のドパミン仮説は、概ね次のような説である。コカイン等の乱用

者、統合失調症・躁病等の者では、シナプス間へのドパミン分泌が多くな
っているが、代償的に DAT の発現が増加しているため、シナプス前への
再取り込み機能が亢進し、シナプス間のドパミン濃度は高いながらも一定
に保たれている。しかし、何らかの原因でこの代償機能が失われ、ドパミ
ン再取り込みが著しく低下するため、シナプス間のドパミン濃度が急激に
上昇し、過剰状態が極度の興奮や暴力性をきたす（EDS の発症）（図 2 ac）。さらに、シナプス間における急激なドパミンの過剰状態や精神的スト
レスが自律神経を介して致死性不整脈をきたし、突然死するというもので
ある（図 3 ）
。したがって、EDS をきたした事例で解剖を行っても、急死
の原因となる所見（急性心筋梗塞、脳出血、薬物中毒、外傷、窒息等）を
認めない 2 ）。
EDS であったことを示すバイオマーカーとしては、脳組織における
DAT の減少や HSPA1B の増加を検出する方法の有効性を示唆する報告
があるものの、いまだ研究段階であり、どの程度の確実性があるかは未知
数である16）。現時点では、EDS は、①死亡に至る経過が EDS の臨床像を
呈しており、かつ、②急死の原因となる所見を認めないことにより診断さ
れる。
しかし、わが国では、いまだ EDS の概念が医師、捜査・司法関係者の
間で知られていないこともあり、警察官による制圧行為の手法が過剰であ
り、警察比例の原則に違反するという主張がなされる事例が後を絶たない。
⑵ 警察比例の原則と EDS
「警察比例の原則」とは、警察作用には市民の自由を脅かす危険性があ
ることから、その発動を抑制するために構成された原則である。すなわち、
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警察のとる手段には、警察違反の状態を排除するために必要な場合であり
（必要性の原則）
、かつ目的と手段が比例していること（過剰規制の禁止）
が要求される 4 ）。警職法第 1 条第 2 項が「この法律に規定する手段は、前
項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いや
しくもその濫用にわたるようなことがあってはならない。
」と定めている
のは、この趣旨を具体化したものと理解されている 3 ）。
そこで、警察官が暴れている人（以下では「相手」ということがある。）
を発見した場合には、相手に EDS が生じる可能性があることを配慮した
上で、致死的な不整脈の原因となりうるような「刺激」を与えないで取り
押さえを行うことが要求されるのであり、相手が警察官による制圧行為の
際に EDS で死亡するようなことがあると、警察比例の原則への違反が問
われるのではないかとも考えられる。
しかし、警察官には、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断し
て、精神錯乱又は泥酔のため、自傷他害のおそれがある者については、取
りあえず警察署や病院等において、これを保護する法的義務が課せられて
いる（警職法第 3 条第 1 項）3 ）。この点、EDS では、①救急搬送しなけれ
ば致死的な状態になり得ることが知られており、自傷他害を防止するため
にやむを得ず相手を制圧する行為には、法令上の高度の必要性が認められ
る。また、②果たしてどの程度の刺激を加えれば致死性の不整脈が惹起さ
れるのかについてはいまだ明らかでなく、③暴れている相手に対してこれ
を取り押さえる等の「刺激」を一切与えることなく救急搬送を行うことは
不可能であることを踏まえると、救急搬送を行うのに必要不可欠な限度の
制圧行為は目的と手段が比例しており、警察比例の原則には違反しないも
のと評価されよう。
したがって、EDS をきたした相手の制圧行為の妥当性については、事
例ごとに、個別具体的に考える必要があるものの、警察官が暴れている者
を制圧する機会を利用して、積極的に暴行を加えたというような特段の事
情（積極的加害意思）が認定されない限り、警察比例の原則に違反するこ
とはないと考えられる。
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⑶

制圧時の留意点
とはいえ、EDS という症例があり得る以上は、実務的には EDS が生じ

る可能性に留意した上で制圧行為を行うことが懸案事項となり得よう。そ
こで最後に、EDS が生じる可能性がある相手を制圧する際の実務上の留
意点について述べる。
第一に、「直ちに救急搬送を行い、相手に速やかな適切な治療を受けさ
せること」である。繰り返すが、自傷他害のおそれのある相手を保護する
ことは警察官に課せられた法的義務である以上、救急搬送に必要な限度で
相手の身体を拘束することはやむを得ないことである。むろん、医療従事
者や救急隊員の中には、EDS の概念を知らない者がいる可能性があり、
EDS について平素から周知を図ることが急務となろう。また、具体的な
救急搬送が行われる際には、相手の制圧当時の状況等を、詳細に説明しな
ければならない。なお、統合失調症や薬物乱用で錯乱状態にある者の身体
拘束では EDS が生じる可能性があるが、飲酒酩酊のために暴れている者
の場合には EDS は生じないため、統合失調症や薬物乱用で錯乱状態にあ
る者と飲酒酩酊のために暴れている者の区別は大切である。両者の区別は
困難な場合もあるが、呼気に酒の匂いがするなどの状況から区別を試みて
頂きたい。
第二に、「相手を制圧した際の臨床像を正確に記録すること」である。
EDS の医学的診断に、臨床像は必須である。相手がいつから、どのよう
に暴れていたのか、警察官はどのような方法で制圧したのかといった態様
のほか、相手の既往歴、薬物乱用歴、体温等を収集し、記録しておかなけ
ればならない。
第三に、
「相手が死亡した場合は、必ず解剖を実施し、急死の原因とな
る所見（急性心筋梗塞、脳出血、薬物中毒、外傷、窒息等）を認めないこ
とを確認すること」である。EDS の診断は「除外診断」であり、死亡の
原因となる所見がないことが、重要な所見である。急性心筋梗塞、脳出血、
薬物中毒、外傷、窒息等、急死の原因となる所見を認めた場合は、それら
の所見が当該事例で死因となりうるのか、解剖執刀医から聴取することが
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必要となる。特に、身体拘束が窒息の原因となっている可能性がないかに
ついては十分に留意する必要がある。また、解剖時に採取された血液等か
ら薬物が検出された場合は、その薬物が EDS の原因となりうるかについ
て解剖執刀医に確認する必要がある。

5

結

語

EDS のメカニズムとしては、ドパミン仮説が有力視されているが、い
まだ医学的に解明されていない部分が多い。国内外で EDS に関する研究
が進められることとともに、現場の警察官、救急隊員、医療従事者におい
て、EDS の概念が認知され、事前に対策を練っておくことが、最も重要
である。そして、警察官、救急隊員、医療従事者が、日頃から情報を共有
し、裁判において証拠となり得る記録を仔細に収集・保全しておくことが
求められる。
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我が国における今後のテロ対策の展望

～「市民生活の自由と安全」研究会の議論を踏まえて～
辻

貴

則

（警察政策研究センター教授）

要

旨

近年のテロ情勢は一段と厳しさを増しており、我が国においてもテロの
脅威は現実のものとなっているが、警察政策研究センターでは慶應義塾大
学教授等とテロ研の場において外国のテロ対策・法制等について共同研究
を実施している。
共同研究の結果、米国においては軍事委員会の設置や標的殺害制度、欧
州においてはテロリストに対する行政拘束や出国禁止、電子足環の装着等
の強制的な手法も採られていることが分かったが、他方、我が国において
は、立法措置も含んだ様々な対策が採られているものの多くは任意措置で
ある。
我が国においては、憲法の理念等も踏まえて考えると、人権制限の余地
を小さく留める方策を模索することが必要であり、政策の検討に当たって
は、テロ研等を有効活用しつつ、社会全体のコンセンサスを得ながら進め
ていく必要がある。
キーワード：テロ研、テロ対策、国際比較

188

Ⅰ はじめに
平成13年の9.11米国同時多発テロ事件（以下「9.11テロ事件」という。）
の発生によって世界のテロ情勢は一変したが、近年においても、平成27年
11月のフランス・パリにおける同時多発テロ事件（
「ISIL フランス」によ
る犯行声明）や平成28年 3 月のベルギー・ブリュッセルにおける連続テロ
事件（
「ISIL ベルギー」による犯行声明）等のテロ事件が欧州を中心に世
界各地で発生するなど情勢は一段と厳しさを増している。
中でも、平成27年 1 月・ 2 月のシリアにおける邦人殺害テロ事件や平成
28年 7 月のバングラデシュ・ダッカにおけるレストラン襲撃テロ事件では
日本人が犠牲となっていることに加え、我が国をテロの標的としている旨
の声明文が度々 ISIL 等のテロ組織から公表され、国内においても ISIL 関
係者と連絡を取っていると称する者やインターネット上で ISIL への支持
を表明する者が存在するなど、我が国にとってもテロの脅威は正に現実の
ものとなっている。
以上のような状況を踏まえ、我が国においても各種テロ対策が講じられ
ているところであるが、警察政策研究センターでは、平成15年 4 月から慶
應義塾大学大学院法学研究科に設けられた「
「市民生活の自由と安全」研
究会」
（以下「テロ研」という。
）に参加する形で、同大学出身の憲法研究
者等とともに諸外国のテロ対策・法制等に関する共同研究を実施しており、
その成果を本の出版やフォーラムの開催等の形で社会に還元しているとこ
ろである。
本稿においては、テロ研における研究の現状に触れつつ、我が国の今後
のテロ対策の展望について検討する。
なお、本稿中意見にわたる部分については、筆者の属する組織としての
見解ではなく、私見であることをあらかじめお断りしておく。
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テロ研における研究の現状等

テロ研について
テロ研は、大沢秀介慶應義塾大学法学部教授を中心とし、平成15年 4 月

に同大学大学院法学研究科のプロジェクト科目（当時の名称は「自由と安
全に関する比較憲法研究会」
）としてスタートし、同大学教授や同大学出
身の若手研究者、公共政策調査会板橋功研究センター長、そして、当セン
ター所長等のセンター職員等がメンバーとなっている 1 ）。
テロ研では、我が国におけるテロ対策の在り方について憲法学的考察を
加えるとともに、諸外国のテロ対策・法制の研究を実施しており、それ以
外にも自由と安全のバランスの確保という観点から治安問題一般について
広く研究を重ねている 2 ）。
月 1 回程度の定例研究会においては、メンバーによる発表以外にも、部
外の研究者 3 ）等を講師として招いての研究も実施している。
定例研究会以外にも年 1 回のペースで視察を実施しており、例えば、平
成28年度は、愛知県警察を訪問し、「愛知県における外国人集住地域総合
対策の取組状況」について説明を受けた後、ブラジル人等の外国人が多く
住む名古屋市港区の九番団地を視察し、外国人集住地域の実態について学
んだ。平成29年度は、広島県警察を訪問し、サミット外務大臣会合、サミ
ット終了後のオバマ米国大統領広島訪問対応について説明を受けた後、外
務大臣会合が行われたグランドプリンスホテル広島やオバマ大統領が訪れ
た平和記念公園等の視察を行った 4 ）。
テロ研における研究の成果物としては、平成28年度までに 4 冊の本を出
版しているが 5 ）、その内容は各国のテロ法制やその運用状況・課題に始ま
り、グローバルな人の移動や情報の流れを踏まえた上での治安対策、安全
のための情報の利活用等多岐にわたっており、警察庁職員も数多く執筆し
ている。平成29年10月には、 5 冊目の成果物となる『変容するテロリズム
と法

各国における〈自由と安全〉法制の動向』が出版されたところであ
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り、本職も執筆している 6 ）。
本の出版に加えて、当センターとの共催によるフォーラムも実施してお
り 7 ）、最近では平成27年 9 月18日に「変容する国際テロ情勢への対応～
「伊勢志摩サミット」に向けて～」を実施した。同フォーラムでは、メン
バーである板橋功研究センター長、大林啓吾准教授に講演者を、新井誠教
授、横大道聡准教授にパネリストを務めていただいた。
テロ研における研究等によって得られる知見が有益であることは当然と
して、それ以外にも共同研究を通じて構築される各メンバー等との深い人
間関係や知見の共有・相互理解も共同研究の成果の 1 つである。メンバー
の中には、テロ研の発足当初は大学院生であったが、現在では学会をリー
ドする若手研究者となっている者もいる。各方面の有識者と長期間にわた
って共同研究を実施することにより、専門家等の知見を活用した政策立案
等が可能となることに加えて、当該専門家等の方々にも警察実務の現状を
理解していただき 8 ）、理論、実務、社会理解が乖離することなく、社会全
体として有効な治安対策が講じられるように、今後もテロ研での共同研究
を積極的に推進していくことが適当である。
2

共同研究の内容
前述のとおり、テロ研においてはテロ対策のみならず、治安問題一般に

わたる幅広いテーマを取り扱っているが、本稿においては、平成28年度か
ら29年度にかけてテロ研で発表された各国のテロ対策法制について詳述し
ていく。
⑴

米

国9）

① 9.11テロ事件以前10）
米国のテロ対策は国内でのテロ事件の発生件数が少なかったこともあ
り、それほど強力な措置は採られていなかったが、1983年11）にベイル
ートで発生した米海兵隊司令部に対するテロ攻撃により241人が死亡す
る事件が発生したことを受けて、1984年、レーガン政権下において
「1984年 国 際 テ ロ 対 策 法（Act to Combat International Terrorism of
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1984）
」が制定された。
その後、1995年に発生したオクラホマ・シティの連邦ビル爆破事件12）
を 受 け て、1996年 に「1996年 反 テ ロ リ ズ ム・ 効 果 的 死 刑 法
（Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996）」が制定され
た。同法は、
「テロ活動を阻止し、犠牲者に正義を行い、効果的な死刑
を与える」ことを目的としている。
こうして、テロ対策法制の整備は徐々に進められていったが、連邦議
会内におけるリベラル派議員の反対もあり、強力な措置が採られること
がないまま9.11テロ事件を迎えることとなる。
②

9.11テロ事件以降

ア

組

織

9.11テ ロ 事 件 を 受 け て、
「2002年 国 土 安 全 保 障 法（Homeland
Security Act of 2002）
」に基づき設立された国土安全保障省がテロ対
策に大きな役割を果たしている。これまでは、テロ対策に関係する政
府機関が100以上に分散していた状況であったが、新たな脅威への対
応のために新しい政府構造を構築する必要性から柔軟な単一かつ統合
した国土安全保障構造を要するとして創設された。
また、インテリジェンス・コミュニティ13）についても、諜報機関
の組織及び運営の不十分さにより9.11テロ事件が防げなかったとする
指 摘 等 を 踏 ま え、
「2004年 諜 報 改 革 及 び テ ロ リ ズ ム 防 止 法
（Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004）」によ
り、インテリジェンス・コミュニティの長として国家情報長官が創設
された。国家情報長官は、国家安全保障会議や国土安全保障会議に対
して国家安全保障に関する諜報事項についての首席顧問として行動す
るなどの役割を担っている。
イ

対策の概要

○

愛国者法（USA Patriot Act14））
愛国者法の制定により法執行機関と諜報機関の壁がなくなり、融

合したことが9.11テロ事件後のテロ対策立法のうち最も大きな成果
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であると言われている。例えば、法執行機関の職員が通信傍受等に
より入手した外国諜報情報を他の機関の職員に対して開示可能とな
り、法執行機関と諜報機関との情報共有を容認する規定が設けられ
たこと、また、通信機ごとの令状ではなく、ある被疑者に着目し、
その者が使用し得る通信機全ての通信傍受を認めるとの規定等が設
けられたことなどが挙げられる。
○

2006年 軍 事 委 員 会 法（Military Commission Act of 2006）、

2009年軍事委員会法（Military Commission Act of 2009）
アルカーイダのメンバー、合衆国や国民等に対してテロ行為の陰
謀を企てたりその準備をした者等を裁くため、軍事委員会が9.11テ
ロ事件後設置されている。これは、アメリカ市民以外の者を裁くた
めに設けられた通常の裁判所よりも弱い手続的保障しか与えられな
い排他的管轄権を有する特別裁判所であり、軍人により構成されて
いる。
こうした性格から、軍事委員会は合憲性が疑問視され、連邦最高
裁判決においては違法と判断されたことから、
「2006年軍事委員会
法」の制定により、法的根拠を付与することとした。また、その後、
「2009年軍事委員会法」の制定により、拷問等を通じて得た証拠利
用の禁止等手続的保障をある程度充実させるなどした上で現在も継
続されている。
○ 標的殺害
米国では標的殺害が認められている。この合法性や法的根拠につ
いては、これまでに様々な議論が行われてきているが、現状法的に
は問題ないとされており、実際にオバマ政権下においても多用され
ていた。また、標的殺害の基準、手順についてもオバマ政権下の
2013年に規定されており、
「攻撃対象のテロリストの存在がほぼ確
実、非戦闘員が死傷しないことがほぼ確実、捕獲が作戦実行時に実
行可能でないと判断され、作戦が計画されている国の政府が米国民
への脅威を是正することができない、もしくは効果的に行えないと
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き、米国民への脅威を効果的に是正する妥当な代替方法がないと判
断されるとき」といった条件の下で行われるものとされている。
○

グアンタナモ基地への収容

敵戦闘員であると認められた者については、国内の軍事施設やキ
ューバ国内の租借地であるグアンタナモ基地への収容が認められて
いる。オバマ政権においてテロとの戦いに逆効果であるとして閉鎖
計画が公表されたところであるが、合衆国内に移送された場合には
移送先がテロの標的となる恐れが、外国移送された場合にはその後
再びテロ行為に従事する危険性への懸念が示されるなどしており、
現在まで閉鎖に至っていない。そして、2017年 1 月に発足したトラ
ンプ政権下では、グアンタナモ基地の継続的使用の方針が示されて
おり、収容施設の閉鎖に向けた動きは見られない。
⑵
①

英

国

9.11テロ事件以前
英国においては、北アイルランド問題を抱えていたこともあり、9.11

テロ事件以前から広範な権限を付与するテロ対策法が制定されていた。
この中でも注目されるのは、9.11テロ事件の前年に制定された「2000年
テロ対策法（Terrorism Act 2000）
」である。同法におけるテロの定義
は、サイバーテロも含まれるような広範なものとなっており、先んじた
対策を採っていたと言える。また、国際テロ組織として21の団体を指定
して国内での活動を禁止したほか、指定を受けた団体への加盟、支援、
資金調達が違法とされることとなった。
②

9.11テロ事件以降
ア

組

織15）

政府におけるテロ対策の中心機構は内務省の安全保障・テロ対策局
である。この組織が、テロ対策戦略の責任を有し、政府の諸機関の調
整を行う。
また、情報機関としては、安全保障の脅威から英国を保護する目的
を持つ保安部（MI5）が挙げられる。毎月数百の情報が警察、保安部
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による通信傍受、人的情報源、一般公衆等から寄せられている。
そして、警察においては、テロ対策ネットワークがテロ対策に当た
っている。ネットワークの中には全国のテロ対策を指導するテロ対策
司令部、捜査員・情報分析員・MI5と協働する職員が配置されるテロ
対策部隊、情報収集を行うテロ対策情報部隊が設けられている。
イ

対策の概要

○

2001年 反 テ ロ・ 犯 罪・ 安 全 確 保 法（Anti-Terrorism, Crime
and Security Act 2001）
まず、9.11テロ事件を受けて、「2001年反テロ・犯罪・安全確保

法」が制定されている。同法により、テロリストの資金の遮断、身
元確認を拒否する容疑者に対する身元確認の捜査・指紋採取・写真
撮影等の権限の警察等への付与、外国籍かつ国際テロリストの疑い
のある者等で現に国外退去が不可能である者を裁判所の関与なしに
抑留する権限の内務大臣への付与等が行われた。
◯

2005年テロ防止法（Prevention of Terrorism Act 2005）
新たなテロ対策手法として管理命令制度（Control Order）が規

定されているが、この命令を発する対象としては、テロとの関連を
持つ人物であるとの合理的な疑いがある者、テロの危険から社会を
守るために管理命令を出すことが必要であると考えられる者が挙げ
られる。命令が発せられると、夜間外出禁止や外部接触禁止、電子
タグの装着等の制限が課せられることとなる16）。
◯

2006年テロリズム法（Terrorism Act 2006）

「2006年テロリズム法」は、前年の 7 月 7 日に発生したロンドン
同時多発テロ事件を受けて制定されている。同法により、令状なし
に逮捕・勾留することができる期間が14日から28日に延長されてい
る。なお、同法は法案提出時においては、90日間の勾留を提案して
いたが、議会に否決され、結果として28日になったという経緯を有
し て い る17）。 ま た、2012年 自 由 保 護 法（Protection of Freedom
Act 2012）によりその期間は14日に短縮されている。
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2011年 テ ロ 防 止 調 査 措 置 法（Terrorism Prevention and

Investigation Measures Act 2011）
2005年法により導入された管理命令制度が廃止され、2011年法に
より新たにテロ防止調査措置制度が導入されている。この制度は管
理命令制度と比較すると穏やかな制度となっている。例えば、テロ
リストと合理的に信じられる者について措置がなされ、新たなテロ
リズム関与の証拠が生じない限り、 2 年の有効期限の後更新が不可
であるなどとされている18）。
◯

2015年テロ対策安全保障法（Counter-Terrorism and Security

Act 2015）
2010年総選挙の結果、保守党と自由民主党の連立政権が誕生し、
テロ対策権限を緩和する方向で法律の制定等がなされていたが、そ
の後、外国人戦闘員が自国に戻ってテロを起こすなどの問題が生じ
たことを受け、権限は再び強化される方向に動いている。こうして
制定された2015年法においては、テロ関連目的での出国が疑われる
者に対するパスポート等の押収を認めたり、テロリズム目的で渡航
した者に対する一時排除命令の制度が導入されたりしている。
⑶ フ ラ ン ス19）
①

9.11テロ事件以前
9.11テロ事件以前の法律として注目されるのが、「テロリズムとの戦

い及び国家安全の侵害に関する1986年 9 月 9 日法律」である。これまで
テロについて明確な定義を持たなかったが、同法により初めて法律内に
定義された。そして、テロ行為を犯した疑義のある者について留置の延
長を可能とし、捜索・住居立入・押収に関してもより容易にできるよう
にするなどの権限が与えられた。
また、1994年の「新刑法典」の施行によって、通常では懲役30年とな
るような犯罪がテロ犯罪に関しては無期懲役となり、同じく通常懲役20
年となるような犯罪がテロ犯罪に関しては30年となるなどの加重刑罰が
設けられた。
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② 9.11テロ事件以降
ア

組

織20）

まず、情報収集を行う組織について、従前、国外情報は内務省国家
警察総局の国土監視局が、国内情報は総合情報局が担当していたが、
2008年 7 月に統合され、対内情報中央局が新設されている。また、
2014年 5 月には対内安全総局という内務大臣直轄の組織に格上げされ
ている。
続いて、実際に捜査するなどの警察力を行使する機関としては、内
務省の国家警察と国防省の国家憲兵隊がある。また、両組織の調整機
関として内務大臣の主宰するテロ対策省庁間会議が置かれている。
イ
○

対策の概要
日常の安全に関する2001年11月15日法律
この法律は、若者犯罪対策を中心として9.11テロ事件以前に既に

国民議会に上程され、議論されていたものの、9.11テロ事件の発生
を受けてテロ対策法制の強化も同法案の中に取り込み、単なる国内
の治安対策立法からテロ対策も含む治安対策立法へと展開していっ
たのである。具体的な内容としては、車両内の強制捜査（職務質問
権限の強化）
、所有者の同意なしでの家宅捜索・物件の押収、テロ
資金供与罪の新設等が挙げられる。
○

テロ対策及び治安・国境管制をめぐる諸規定に関する2006年 1
月23日法律
同法は、ロンドン同時多発テロ事件を受けて制定されたものであ

るが、街頭や公共交通機関におけるビデオ撮影の強化等が規定され
ている。
◯

2014年11月13日法律
同法により、
「テロリストの活動への参加を目的とする外国への

移動」や「テロリストグループの作戦展開地域があり、（フランス
を）出国した人がフランス領土に戻ってきた際に公共の安全にとっ
て害をもたらす疑いのある状況の場合についての、外国への移動」
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を計画すると考えられる重大な理由がある人物については、出国禁
止を命じることができるとされた。ちょうどこの頃、過激化防止が
政府の優先事項となっており、過激化している者についての情報提
供を行うフリーダイヤルの設置等がなされていた21）が、こうした
対策の一環として同法は制定されたものとみられる。また、前述の
とおり英国においても同時期にテロ関連目的での出国を制限する法
律が制定されていたことから、欧州において外国人戦闘員問題が深
刻化していたことがうかがえる。
◯

緊急事態法

2015年11月13日に発生したパリ同時多発テロ事件以降は、緊急事
態法制の在り方について多くの議論がなされている。
まず、テロ事件発生の翌日午前 0 時には、緊急事態法に基づく緊
急事態が発効されている。緊急事態は当初 1 週間の予定であったが、
延長に次ぐ延長がなされパリ同時多発テロ事件から約 2 年となる
2017年11月 1 日にようやく解除された。英国においては、2017年 5
月22日のマンチェスターのコンサート会場におけるテロ事件を受け
て、テロ警戒レベルを 5 段階中最高度の「危機的（Critical）
」に引
き上げたが、 4 日後には「深刻（Severe）
」に引き下げられており、
フランスにおける対応とは対照的である。
また、こうした緊急事態法制を憲法条項化しようとする動きもあ
ったが、結果として頓挫している。
◯

2015年11月20日法律

同法は、パリ同時多発テロ事件を受けて制定されたものであるが、
テロ団体以外にも公的秩序に重大な侵害を及ぼす行為を行うための
集まりに参加したり、あるいはその活動が同集まりを幇助しあるい
は同集まりにそそのかしをしたりするような結社又は事実上の集団
は大臣会議デクレ（政令）により解散されることとなった。また、
こうした者は指定された居住場所に指定された時間帯に留まること
が義務付けられるなど居住地における制限等が課されることとなっ
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た。
⑷

ド イ

ツ22）

① 9.11テロ事件以前
9.11テロ事件以前は、刑法典の改正によるテロ犯罪の取締りの強化が
中心であった。例えば、1971年には航空機・船舶のハイジャックの罪が、
1976年にはテロ団体結成の罪が、また、1992年には資金洗浄罪がそれぞ
れ新設されている。
② 9.11テロ事件以降
ア

組

織

テロ防止のための情報収集の権限を有する組織は、州警察・連邦刑
事庁・連邦警察といった警察機関と連邦憲法擁護庁・州の憲法擁護官
庁・軍事防諜局・連邦情報庁23）といった情報機関である。そして、
テロ犯罪の捜査は検察が行っている。
また、国内治安は警察の任務、対外的な防衛は連邦軍の任務とされ
ており、連邦軍は国内のテロ対策を行わないこととなっている。
イ
○

対策の概要
第 2 次テロ対策法
9.11テロ事件以降は、テロを防止するための法改正が中心となっ

ており、従来ドイツでは、個人情報の取扱いには神経質になってい
たが、法改正により関係機関に対して情報収集の権限が与えられて
いる。
同法は、2002年に制定され、民間の通信事業者や金融機関、航空
会社から国際テロ防止のために必要な個人情報を収集する権限を情
報機関に対して与えている。
○

連邦及び州の警察並びに情報機関の共同データベースを設置す
る法律
2006年に制定された同法により、警察と情報機関が共同で運用す

るテロ対策データベースが設置された。従来、ナチスの反省も踏ま
え、ドイツでは警察と情報機関の分離の原則があっただけに、この
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法律は画期的であると言える。
◯

連邦刑事庁法

2009年に改正され、住居内の録音・録画や通信傍受等の権限も与
えられている。
◯

10項目のテロ対策

2015年にドイツは90万人の難民を受け入れているが、難民とテロ
の間の関係は非常に弱い24）ものの国民は不安感を抱いている状況
である。また、これまでドイツにおいては他の欧州諸国と異なり大
きなテロ事件は発生していなかったが、2016年12月19日にベルリン
のクリスマス市において車両使用テロ事件が発生するなどしており、
深刻なテロ情勢となってきていることは間違いない。
こうした状況を受けて2017年 1 月には、10項目のテロ対策を発表
している。主なものとしては、テロ危険人物に対する電子足環の装
着、出国義務の強化、公共の場所におけるビデオカメラの増設等が
挙げられる。
まず、電子足環の装着についてであるが、刑務所出所者の中でも
性犯罪等を理由として電子足環の装着が可能であったが、その要件
とされる犯罪の範囲にテロ資金収集、テロ団体支援等が加えられた。
また、近い将来、具体的な方法で国際テロを犯すであろうとの旨が
具体的な事実に基づき推定されるなどの危険人物について、電子足
環の装着が認められたが、異論も多いところである。
次に、出国義務の強化について、難民認定申請が却下された者は
出国義務を負うこととなるが、こうした者に対する勾留施設への収
容や移動の自由の制限等について新たに規定された。
また、前述の10項目には記載されていないが、データ保護規制の
厳しさからこれまではビデオカメラの設置について厳しい要件が課
されていたが、今般の改正により人が集まる施設におけるビデオカ
メラの設置が容易になる。しかし、未だに市民の基本権への侵害が
強まるとの意見もあるところであり、ドイツにおける関係機関への
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権限付与は慎重に行われていると言える。
⑸

オーストラリア25）

最後にオーストラリアの法制について見ていく。オーストラリアについ
ては、多くの文献はなく、我が国でもそれほど取り上げられていないのが
現状であるが、警察機関や情報機関に対して様々な権限が付与されており、
我が国の法制を考える上で参考となる部分は大きい。
オーストラリアにおいても、9.11テロ事件を受けて、テロ対策法制が進
展した面もあるが、オーストラリア国民の犠牲者の数26）から考えるとそ
の翌年に発生したバリ島クラブ爆破事件のほうが大きな影響を与えたと言
える27）。そして、この両事件の後、テロ対策の重点は未然防止に向けられ
ている。本稿においては、9.11テロ事件以降の対策について見ていくこと
とする。
ア

組

織

首相は、政府における対テロ政策調整の主導的役割を担う。また、司
法長官は、国家安全保障問題の実施調整の責任を負うこととされており、
この司法長官がテロ対策の核となっている。
情報機関としては、安全保障情報局（ASIO）が司法長官の下に置か
れており、オーストラリアの安全保障上の脅威となる活動・状況につい
て情報収集を行っており、対テロ・防諜活動を担っている。
また、通常、州政府の権限が強いが、テロ対策については連邦政府が
主導している。連邦警察は、国内のテロ犯罪の捜査、外国公館や政府機
関に対する警衛、主要空港における対テロの初動対応等を行っている。
イ

対策の概要
◯ 連邦刑法
連邦刑法では、テロリズムに関係する活動が広範に刑罰の対象とな
っており、 5 つのカテゴリーに分けることができる。
1 つは「テロ行為となる犯罪」である。
2 つはテロ行為に対する予備罪であり、例えば、テロ行為に結び付
く訓練の提供・参加、物品の取得等である。
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3 つは人的・金銭的資源がテロ組織に流れないようにするために設
けられた犯罪類型である。テロ組織の構成員への直接の活動の指示や
訓練の提供、構成員の勧誘といったことが犯罪となる。
4 つはテロ資金規制に関するものである。
5 つは治安妨害罪を暴力の煽動についてのテロ犯罪として適用する
ものであるが、これには様々議論がなされているところである。
◯

1979年通信通話法、2005年対テロ法
警察機関に対しては、9.11テロ事件以前から特に重大犯罪に関して、

広範な権限が与えられていた。例えば、
「1979年通信通話法」により
重大なテロ犯罪について、通信傍受令状が被疑者だけでなく、その者
に通話しそうな者についても同様に発行し得るとされていた。また、
「2005年対テロ法」により公共の場所に所在する者がテロ行為に関与
したであろう、関与しているであろう、又は関与するであろうと警察
官が合理的に疑う場合等一定の条件について令状なしでその者、財産、
車の捜査をすることができるとされている。
◯

2003年 ASIO 法改正法
情報機関が持つ権限については「ASIO 法」により認められている。

例えば、裁判官が発行した令状により、最大連続 7 日間の勾留を行う
ことができる。また、令状の対象となっている者に対しては、令状の
許す範囲での質問に答えなければならないこと、令状の有効期間内に
は許可なく他人に対して、ASIO による取調べ等を受けていることを
伝えてはいけないことなどの義務が課される。
このほか、テロ攻撃を防ぐために実質的な助けになる場合等には行
政統制命令の対象となり得る。加えて、差し迫ったテロ攻撃の恐れが
あるか、テロ攻撃が起きた直後に限り予防拘束を行うことができると
されている。
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Ⅲ
1

現

状

⑴

組

織

我が国におけるテロ対策の展望等

◯ 情報機関
我が国では、インテリジェンス・コミュニティの構成等に関する法令
上の明確な定義は存在していない。しかし、内閣の情報機能強化検討会
議が決定した「官邸における情報機能の強化の方針」によると、インテ
リジェンス・コミュニティは、主要メンバー 5 組織（内閣情報調査室、
外務省、警察庁、防衛省、公安調査庁）と拡大メンバー 4 組織（金融庁、
財務省、経済産業省、海上保安庁）から構成されるとされている28）。そ
して、これらの組織のメンバーが定期的に会合を行い29）、各種情報共有
や官邸から情報関心の伝達が行われている。
また、平成27年12月には、官邸を司令塔として、政府が一丸となって
情報収集を含む国際テロ対策の強化に関する取組を推進するため、外務
省内に「国際テロ情報収集ユニット」を設置した。拠点となる在外公館
に、国際テロ情勢、現地事情や語学に精通する適任者を配置することと
している。また、官邸やインテリジェンス・コミュニティの情報関心を
踏まえた情報収集が行われるようにするため、情報関心の呈示等も行う
こととする30）。こうした取組を通してテロ対策に資する更なる情報の収
集が期待される。
◯ 各種対策を行う機関
重要施設等に対する警戒警備やテロ発生時に対応を行う銃器対策部隊
の対処能力強化といったことは警察が行う。しかし、テロ対策は多岐に
わたることが多く、警察のみで取組が完結するものではない。例えば、
水際対策の強化であれば法務省入国管理局や財務省税関が、ボディース
キャナーの導入等空港保安検査の高度化であれば国土交通省がそれぞれ
携わる必要がある。このほか、海外における邦人の安全確保であれば外
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務省、テロ資金対策では金融庁がそれぞれ携わる必要があり、警察のみ
ならず関係省庁が連携して取り組むことは極めて重要である。
また、民間の力も欠かせない。爆発物の原料となり得る化学物質等の
管理強化であれば薬局・ホームセンター等の力が欠かせないし、外国人
宿泊者の身元確認であればホテル・旅館等の取組が必要である。こうし
た官民一体の「日本型テロ対策」の推進も極めて重要である。
⑵

対策の概要
①

テロ資金対策法制
テロ資金提供処罰法31）

◯

テロリストへの資金提供や資金収集は、平成14年に制定されたテロ
資金提供処罰法により処罰の対象となっている。また、平成26年には
FATF の指摘を受けて同法が改正され、資金に加えて、土地・建
物・物品・役務等を提供・収集した場合も処罰の対象となっている。
加えて、従来はテロ企図者による資金の収集行為及び一次協力者によ
るテロ企図者に対する資金提供行為のみが処罰の対象とされていたが、
同改正によりテロ行為の実行を容易にする目的で、一次協力者に対し
資金等を提供する行為及び一次協力者がその提供を受ける行為等につ
いても処罰の対象となっている。
◯

外為法32）、国際テロリスト財産凍結法33）

資産凍結措置については、平成14年の外為法の改正により、非居住
者であるテロリスト等との資本取引を許可制にすることで実質的に資
産を凍結することが可能である34）。そして、この当時は国内居住者間
の取引については、資産凍結措置ができなかったが、平成26年の国際
テロリスト財産凍結法の制定によりこれも可能となっている。
②

情報収集関連法制
◯

本人確認法35）、組織的犯罪処罰法36）、犯罪収益移転防止法37）
前述したテロ資金対策法制の整備によりテロ資金の流れを押さえる

ことが可能となり、これによりテロ組織やテロリストの情報収集に資
する面があると言えるが38）、各種手続の際の本人確認も極めて重要で
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あると言える。
平成14年には、本人確認法が制定され、預貯金口座開設時等におけ
る顧客の本人確認やその記録の作成・保存の義務付けなどが行われた。
また、平成11年の組織的犯罪処罰法や平成19年の犯罪収益移転防止法
の制定により、疑わしい取引の届出義務が課されることとなっている。
◯

出入国管理及び難民認定法

平成19年の出入国管理及び難民認定法の改正により、16歳以上の外
国人に対して入国審査時に指紋・顔写真の提供の義務化が行われてい
る。また、同じく平成19年から我が国に入る航空機又は船舶の長に対
して乗員・乗客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号等の報告が
義務付けられており、平成27年からは航空機の乗客の予約日、発行場
所、支払方法、座席、同行者等の情報についても提供が義務付けられ
ている。外国から来るテロリストへの対策という点では、こうした活
動は極めて重要である。
◯

通信傍受法39）

通信傍受については、通信傍受法において規定されており、別表第
1 及び第 2 に掲げられた罪が犯され又は犯されると疑うに足りる十分
な理由がある場合であって（高度の嫌疑の要件）、当該犯罪が数人の
共謀によるものであると疑うに足りる状況がある場合において（数人
共謀の要件）
、犯罪関連通信が行われると疑うに足りる状況があり
（蓋然性の要件）
、かつ、他の方法によっては、犯人の特定等が著しく
困難であるとき（補充性の要件）という厳格な条件の下で認められて
いる40）。また、欧米各国では認められている会話傍受41）や仮装身分
捜査42）については認められていない。
2

3 種類のモデル
テロ対策に関して松本光弘氏が示している 3 種類のモデル43）について

は、本職の論文44）でも紹介しているが、本稿においても再度簡単に紹介
したい。
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1 つ目は、「犯罪取締りモデル」である。テロ行為に対して、犯罪の捜
査や刑事訴追という枠組みで対処するものである。我が国を始めとする多
くの国において採用されている考え方であり、米国においても、9.11テロ
事件以前はこの考え方を取り入れていたが、9.11テロ事件により犯罪取締
りモデルが破綻したと考えられている。
2 つ目は、「対テロ戦争モデル」である。テロを自由な民主主義への災
厄、文明への脅威と捉え、国家の敵であるテロと戦い、自衛するために、
国家は国家理性を発動し、先制攻撃を含め広範な措置を採れるとするとい
う考え方である。そして、敵に対する致命的武力行使は正当化され、刑事
司法システムにおける手続保障や人権保護は認められないこととなる。米
国においては、9.11テロ事件以降、こちらのモデルにシフトしている。
3 つ目は、「拡張取締りモデル」である。テロへの対処手段としては、
犯罪取締りと戦争遂行の中間となるものであり、正に両モデルの中間に位
置するものである。伝統的な刑事司法手続に則った犯罪取締りのみでは対
処できない面があるのは事実であり、通常の治安維持の権限に加え、監視
の強化等といったプラスアルファの権限をどこまで付与するのか各国の課
題となっているところである。
さて、これまで見てきた各国の制度が、 3 種類のモデルのいずれに該当
するのか見ていきたいと思うが、まず、我が国について考えると、前述の
とおり、刑事司法手続に則して対策が行われていることから「犯罪取締り
モデル」であることは明らかであろう。
また、米国においては、標的殺害や国内の軍事施設、グアンタナモ基地
への収容が認められていることからも、正に「対テロ戦争モデル」に該当
していると言える。
一方、欧州諸国については判断が難しい。欧州諸国の中でも、英国のよ
うに管理命令や令状なしでの逮捕・勾留が認められている国もあれば、ド
イツのように個人情報の取扱いに神経質になっており情報収集の権限を与
えることに慎重になっている国もある。また、フランスでは団体の解散や
居住地指定等が行われる緊急事態が常態化45）しており、こうした点では、
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米国の「対テロ戦争モデル」に近づいていると言える。以上の点から欧州
諸国の制度が明確にどのモデルに該当すると言い切るのは難しいが、我が
国と米国の中間に位置することは間違いない。
3

我が国におけるテロ対策の展望
前述のとおり、我が国に対するテロの脅威は正に現実のものとなってき

ているが、今やテロ組織は ISIL を見ても分かるように国際ネットワーク
を構築して活動していることから、国際連携の下、テロ対策を講じていく
必要がある。
また、これまで見てきたように我が国においては、テロ資金法制・情報
収集関連法制の整備を行ってきており、最近では、組織的犯罪処罰法につ
いてテロ等準備罪を新設する改正を行うなど「テロ対策」の目的の下、
数々の立法措置、対策が講じられている。この意味において、我が国の制
度は純粋な「犯罪取締りモデル」ではなく、
「拡張取締りモデル」に近づ
きつつあるのかもしれない。
他方、我が国では、米国でみられる標的殺害や英国・オーストラリアで
みられる行政拘束・予防拘束といった既存の法令の枠を大きく外れる強制
処分は未だ認められておらず、テロ対策名目で成立した立法についてもそ
の運用は厳しく監視されている。また、爆発物原料対策46）等の官民連
携47）を始めとする既に講じている対策の殆どが任意措置である。つまり、
強制処分による人権を制限し得る程度は維持したまま、
「テロ対策」とい
う新たなジャンルの対策を講じている状況にあると言える。そして、目的
が達成されるのであれば、人権制限の余地は可能な限り小さいほうが良い
のは憲法の理念等に照らしても当然である。
我が国としては、テロ対策という目的の下、諸外国との連携を図る一方、
可能な限り人権制限の余地を小さく留める方策を模索し、なおかつ今後の
政策検討に当たっては、テロ研等の場を有効活用しつつ、社会全体のコン
センサスを得ながら策を講じていく必要がある。
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1 ）現在のメンバーは、以下のとおり（当センター職員は除く）。
大沢秀介

慶應義塾大学法学部教授

小山剛

慶應義塾大学法学部教授

横大道聡

慶應義塾大学大学院法務研究科准教授

板橋功

公共政策調査会研究センター長

山根弘

公共政策調査会研究センター主任研究員

渡井理佳子

慶應義塾大学大学院法務研究科教授

岡部正勝

慶應義塾大学総合政策学部教授

小谷順子

静岡大学人文社会学部教授

新井誠

広島大学大学院法務研究科教授

岡田順太

白鷗大学法学部教授

大林啓吾

千葉大学法科大学院准教授

岩切大地

立正大学法学部教授

上代庸平

武蔵野大学法学部准教授

手塚崇聡

中京大学国際教養学部准教授

堀口悟郎

九州産業大学経済学部専任講師

小林祐紀

朝日大学法学部専任講師

石塚壮太郎

北九州市立大学法学部専任講師

2 ）「〈警察政策フォーラム〉市民生活の自由と安全・理論と実務の架橋」警察学論集
61巻 8 号64頁（2008年）参照
なお、平成29年度の研究テーマは、「「生活安全」をめぐる法制の展開と変容」で
あり、テロ対策以外のものを扱っている。
3 ）平成29年度においては、情報セキュリティ大学院大学の湯淺墾道教授による「セ
キュリティ・インシデント通知義務をめぐる動向」等の発表がなされている。
4 ）過去には、東日本大震災の被災地（宮城県）
、警視庁捜査支援分析センター等の
視察を実施している。
5 ）大沢秀介・小山剛編『市民生活の自由と安全―各国のテロ対策法制』（成文堂、
2006年（以下「市民生活の自由と安全」という。））、大沢秀介・小山剛編『自由と
安全―各国の理論と実務』（尚学社、2009年（以下「自由と安全」という。））、大沢
秀介編『フラット化社会における自由と安全』（尚学社、2014年（以下「フラット
化社会における自由と安全」という。））、大沢秀介監修『入門・安全と情報』（成文
堂、2015年）の 4 冊である。
6 ）拙著「わが国のテロ対策の現状と今後の展開」（大沢秀介・新井誠・横大道聡編
著『変容するテロリズムと法

各国における〈自由と安全〉法制の動向』（弘文堂、

2017年）所収（以下「変容するテロリズムと法」という。）395 ― 414頁参照
7 ）平成27年の他に、平成25年の「ICT 社会の自由と安全～通信の秘密を考える～」
等これまでに 6 回実施している。
8 ）警察実務家による発表として、平成28年度には警察庁伊勢志摩サミット担当理事
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官による「伊勢志摩サミットにおける諸対策について」が、平成29年度には警察庁
国際捜査管理官による「来日外国人犯罪対策」が行われた。
9 ）平成28年11月の定例研究会における横大道聡准教授による発表及び横大道聡「ア
メリカにおけるテロ対策法制とその変容」（変容するテロリズムと法） 3 ― 24頁参
照
10）9.11テロ事件以前の対策については大沢秀介「アメリカ合衆国におけるテロ対策
法制―憲法を中心として―」（市民生活の自由と安全） 1 ― 5 頁参照
11）諸外国の法制部分については西暦を用いる。
12）100名以上の死傷者を出している。
13）レーガン政権下の1981年に規定。合衆国の国家安全の保障のために必要な諜報活
動を行う機関横断的な合衆国の執行機関及び団体の連合。現在、17の機関から構成
されており、軍、法執行機関、諜報機関も加わっている。
14） 正 式 名 称 は「Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate
Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001」である。
15）テロ対策組織については、岩切大地「テロ対策権限に対する新たな統制方法？―
イギリスにおける独立審査官制度」（変容するテロリズムと法）280 ― 281頁参照
16）2000年テロ対策法、2001年反テロ・犯罪・安全確保法、2005年テロ防止法の各法
律については、渡井理佳子「イギリスにおけるテロ対策法制」（市民生活の自由と
安全）82 ― 86頁参照。また、2005年テロ防止法については、岩切大地「イギリスの
DWA（外交的保証付きの国外退去）政策について―安全保障・出入国管理・外交
と絶対的人権との間に」（フラット化社会における自由と安全）255頁参照。なお、
「Control Order」について、渡井論文においては「取締命令」、岩切論文において
は「管理命令」との訳語を使用しているが、課される制限の性質から鑑みるに命令
対象者を「管理」する側面が強いと考えるため、本稿においては、「管理命令」と
の訳語を使用する。
17）2006年テロリズム法については、岩切大地「イギリスにおけるテロ対策立法と司
法審査―2005年テロ防止法を中心に―」（自由と安全）312 ― 313頁参照
18）2011年テロ防止調査措置法、2015年テロ対策安全保障法については、岩切大地
「イギリスにおけるテロ対策法制とその変容」（変容するテロリズムと法） 257 ―
274頁参照
19）平成28年11月の定例研究会における新井誠教授による発表及び新井誠「フランス
におけるテロ対策法制とその変容」（変容するテロリズムと法）93 ― 110頁参照。な
お、2006年（平成18年）までの状況については、新井誠「フランスにおけるテロ対
策法制」（市民生活の自由と安全）128 ― 136頁も参照。
20）組織については、新井誠「フランスにおけるテロ対策法制」（変容するテロリズ
ムと法）125 ― 126頁、警察庁「平成28年警察白書」32頁参照
21）フランソワ・デュー「フランスにおけるテロ対策」警察学論集69巻 1 号25頁
（2016年）参照
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22）平成28年12月の定例研究会における国立国会図書館の渡辺富久子氏の発表及び渡
辺富久子「ドイツにおけるテロ対策法制とその変容」（変容するテロリズムと法）
143 ― 160頁参照
23）連邦憲法擁護庁は自由で民主主義的な憲法秩序に反する組織の監視を、州の憲法
擁護官庁は各州の官庁であり同様の任務を、軍事防諜局は軍隊内の防諜活動を、連
邦情報庁は安全保障上重要な外国情報収集をそれぞれ行う機関である。
24）平成29年 2 月23日に実施された警察政策フォーラム「国際化の進展への対応」に
おいて講演を行ったフィリップ・デ・ブリュッカー教授も同様の指摘をしている。
詳細は、「欧州における EU の移民施策と難民庇護施策―EU はどのような危機に
直面しているのか―」警察学論集70巻 8 号35頁（2017年）参照
25）平成28年10月の定例研究会における岡田順太教授の発表及び岡田順太「オースト
ラリアにおけるテロ対策法制とその変容」（変容するテロリズムと法）341 ― 358頁
参照
26）9.11テロ事件によるオーストラリア国民の犠牲者数は11人であるが、バリ島事件
では88名である。
27）片山善雄『テロリズムと現代の安全保障

テロ対策と民主主義』（亜紀書房、

2016年所収）238 ― 239頁参照
28）小林良樹「インテリジェンスと警察」（『講座警察法 3 巻』（立花書房、2014年）
所収）546頁参照
29）内閣官房長官が議長を務め、内閣情報官、内閣官房副長官、内閣危機管理監、関
係省庁の事務次官級が出席する内閣情報会議や内閣官房副長官が議長を務め、内閣
情報官、関係省庁の局長級が出席する合同情報会議が定期的に実施されている。詳
細は、「我が国の情報機能について」（「国家安全保障会議の創設に関する有識者会
議」第 3 回会合説明資料）参照
30）平成27年12月 4 日国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部決定「パリにおける連
続テロ事案等を受けたテロ対策の強化・加速化等について」参照
31）正式名称は「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する
法律」（平成14年法律第67号）
32）正式名称は「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律」（平成14年法律第
34号）
33）正式名称は、「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国
が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」（平成26年法律第
124号）
34）河村憲明「日本におけるテロ対策法制」（市民生活の自由と安全）301頁参照
35）正式名称は「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」（平成14年法
律第32号）
36）正式名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」（平成11
年法律第136号）
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37）正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
（平成19年法律第22号）
38）大沢秀介「日本におけるテロ法制とその変容」（変容するテロリズムと法） 386
頁参照
39）正式名称は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」
（平成11年法律第137号）
40）鷦鷯昌二「刑事訴訟法等の一部を改正する法律の規定による通信傍受法の改正に
ついて」警察学論集69巻 8 号95頁（2016年）参照。なお、別表第 2 には、殺傷犯関
係の罪、逮捕・監禁、略取・誘拐関係の罪、窃盗・強盗、詐欺・恐喝関係の罪、児
童ポルノ関係の罪が掲げられている。また、平成28年の通信傍受法改正により追加
された犯罪については、「当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分
担に従って行動する人の結合体により行われるもの」であると疑うに足りる状況が
あることを要するとされている。
41）令状を得るなどした上で、捜査対象者が管理する住居等に傍受装置を設置して、
捜査対象者の言動を傍受・記録して証拠化する捜査手法のこと（警察庁「平成26年
警察白書」37頁参照）
42）捜査員が仮装の身分を使用して捜査対象者と接触するなどして、情報・証拠の収
集を行う捜査手法のこと（警察庁「平成26年警察白書」37頁参照）
43）松本光弘「国際テロ対策の手法と組織―テロ攻撃の阻止とテロリストの監視―」
（
『講座警察法 3 巻』（立花書房、2014年）所収）595 ― 599頁参照
44）前掲注 6 ）論文398 ― 399頁参照
45）前述のとおり、パリ同時多発テロ事件翌日の平成27年11月14日から平成29年11月
1 日までの 2 年弱にわたって緊急事態宣言下にあった。
46）爆発物原料対策については、平成19年に失業した会社員が朝のラッシュ時に西武
線で TATP（過酸化アセトン）による爆弾の使用を計画した事案において、有効
に機能し未然防止に成功した事案もある。
47）官民連携の例としては、爆発物原料対策の他に、関係機関や民間事業者と連携し
て、テロに対する危機意識の共有や大規模テロ発生時における協働対処体制の整備
等を推進することを目的として発足させたテロ対策パートナーシップも挙げられる。
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テロ敢行手段としてのドローンの脅威と対処方策
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）

澤田雅之技術士事務所所長
元警察大学校警察情報
通信研究センター所長

要

旨

ドローンは、様々な産業分野への活用が進みつつある。これに伴い、ド
ローンの飛行性能面では、飛行速度、航続距離及びペイロード搭載量が長
足の進歩発展を遂げつつある。また、ドローンの飛行制御面では、GPS
による長距離自律航行の他、ドローン搭載カメラのライブ映像に基づく精
密な遠隔制御も可能となっている。このように進歩発展が著しいドローン
は、重要防護施設への物理的なテロ手段としても巧みに悪用され得るため、
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、警備
実施上の大きな脅威となりかねないものである。このようなドローンの脅
威に対処するには、ドローンの飛来を早期に探知して、重要防護施設への
ドローンの突入を阻止する手段を直ちに発動する仕組みが必要となる。そ
こで、ドローンの飛行性能、飛行制御、飛来探知方法、突入阻止方法等に
ついて、具体的に論説する。
キーワード：ドローンの飛行方法、テロ攻撃、ドローンの探知方法
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はじめに
重要防護施設への物理的なテロ手段については、我が国ではこれまで長
年にわたって、射程が数 km に及ぶ時限式の飛翔弾発射が主であった。し
かし、今日ではドローンの進歩発展が著しいことから、ドローンを用いた
重要防護施設への物理的なテロ攻撃を最も警戒しなければならない。
もしも、重要警戒エリアの遥か彼方から夜の闇に紛れて飛来した大型の
ドローンが、精密に誘導されて高速で要所・要人目掛けて突入してきたな
らば、正に警備実施上の悪夢と言う他に無い。しかし、今日における無線
技術の進歩発展は、このようなドローンによる夜間長距離攻撃の悪夢を現
実化し、その脅威を一層増大しつつある。
これに対処するには、都心部等の重要防護施設に夜間に高速で飛来する
大型のドローンに対して、突入阻止手段の発動に要する時間の余裕を持っ
てその飛来を探知できる手段を整えるとともに、効果的な突入阻止手段を
適切に発動できる体制を整えることが肝要である。また、飛来探知手段及
び突入阻止手段については、ドローンの進歩発展に後れを取らないよう、
不断の見直しも欠かせないところである。

1

ドローンを用いた 3 種類のテロ攻撃

ドローンを用いたテロ攻撃は、ターゲットまでドローンを誘導する方法
の違いにより、直視による無線操縦による攻撃、FPV による無線操縦に
よる攻撃及び GPS を用いた自律航行による攻撃の 3 種類に大別される。
各攻撃方法の概要とターゲットまでの射程距離は、以下のとおりである。
⑴

直視による無線操縦による攻撃（近距離攻撃）
攻撃者がドローンの飛行状況を直視し、無線操縦装置を用いてドローン

を遠隔操作することにより、ターゲットを攻撃する方法である。直視によ
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る無線操縦には、ドローンの機首の向きを見分けられることが欠かせない。
このため、攻撃者はドローンとともにターゲットまで数百 m 以内の距離
に接近しなければ、効果的な攻撃ができない。
⑵

FPV による無線操縦による攻撃（中距離攻撃）
FPV とは、First Person View の略であり、一人称視点と訳される。ド

ローンにおける FPV とは、ドローンに搭載したビデオカメラが撮影した
ライブ映像を指す。このため、FPV による無線操縦による攻撃とは、攻
撃者がドローンから送られてくるライブ映像を見ながら、ドローンに搭乗
しているかのようなパイロットの視点で、無線操縦装置を用いて、ドロー
ンを遠隔操作することによりターゲットを攻撃する方法である。
ドローンと攻撃者との間に電波を遮る建物等が無く見通せる状態であれ
ば、 3 の⑵のア項に記載する無人移動体画像伝送システム専用電波（平成
28年 8 月に新規に割り当てられた電波）の使用により、都心部でも 5 km
以上遠方からの攻撃が可能である。
また、移動するターゲットに対しても効果的な攻撃方法であることから、
屋外での要人警護等では注意を要する。
⑶

GPS を用いた自律航行による攻撃（遠距離攻撃）
GPS とは、Global Positioning System の略であり、カーナビ等に用い

られている地球規模の測位システムである。このため、GPS を用いた自
律航行による攻撃とは、攻撃者がターゲットの位置情報（緯度・経度・高
度）をドローンにセットして発進させることにより、GPS 衛星から受信
する測位信号に基づき、ターゲットまで自動的に飛行・到達させて攻撃す
る方法である。
ドローンの航続距離にほぼ等しい数十 km 以上遠方からの攻撃が可能で
あるが、移動するターゲットには適さず、施設等の固定されたターゲット
に対して効果的な攻撃方法である。
なお、 3 の⑶項に記載する我が国の準天頂衛星システム「みちびき」が
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平成30年中に本格稼働すれば、自律航行によるドローンの到達精度が現在
の m 単位から cm 単位に飛躍的に向上するため、重要防護施設の特定の
窓ガラスを狙うなど、精密な攻撃が可能となる点に注意を要する。

2
⑴

ドローンとは？

従来型の無線操縦ヘリコプターとの違い
本論説におけるドローンとは、 4 個以上の偶数個のローター（プロペ

ラ）を備え、ローターの回転により揚力と推力を生み出し、無線操縦によ
り飛行するマルチコプターを指す。
2 個のローターを備える従来型の無線操縦ヘリコプターと似ているよう
に見えるが、決定的に異なる点は、ドローンが高度なフライトコントロー
ラーを備えていることである。フライトコントローラーは、機体に内蔵さ
れたジャイロ（角速度）センサー、加速度センサー、気圧センサー、超音
波センサー、赤外線センサー、イメージセンサー等からのデータや、GPS
衛星から送信される測位信号、操縦者の無線操縦装置から送信される操縦
信号等を一元的に処理して、各ローターの回転数を調整する。このように
してドローンは、高度な飛行性能を実現しているのである。具体的には、
安定したホバリング機能、障害物回避機能及びフェイルセーフ機能を備え
ることにより、操縦者がドローンを「意のままに」操縦できるようにして
いる。次項以下に、ドローンの高度な飛行性能の概要を記載する。
⑵

安定したホバリング機能
従来型の無線操縦ヘリコプターでは、ホバリングして空中の一点に留ま

り続けるには、風に流されないよう、操縦者は無線操縦装置のスティック
（操縦桿）を指で前後左右に小刻みに動かして操縦し続けなければならな
い。
しかし、ドローンでは、何もしなければホバリングして空中の一点に留
まり続ける。言い換えれば、操縦者が無線操縦装置のスティックから指を
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離しさえすれば、フライトコントローラーの働きにより、ドローンは風に
流されることなく空中の一点に留まり続ける。フライトコントローラーは、
ジャイロセンサー、加速度センサー、気圧センサー、GPS 測位信号等の
データに基づき、機体の傾きや動き、空中における現在位置を判断して、
風に流されないようにドローンを自動操縦するのである。このため、操縦
者は、ドローンを飛行させる際に風向や風速を考慮する必要が無いため、
操縦が容易である。
⑶

障害物回避機能
従来型の無線操縦ヘリコプターには、障害物回避機能は無い。
しかし、ドローンでは、超音波センサー、赤外線センサー、イメージセ

ンサー等からのデータをドローンのフライトコントローラーが処理するこ
とにより、高度な障害物回避機能を実現している。具体的には、発進地点
に自動帰還中のドローンが、進路前方に建物や樹木等の障害物を探知した
場合には、進行を一旦中断して、ホバリングしながら上昇することにより
障害物を回避した上で、進行を再開することができる。他にも、自動着陸
しようとする地点が着陸に適さないとフライトコントローラーが判断した
場合には、着陸を中断して一定高度でのホバリングに移行することができ
る。あるいは、屋内で飛行させる場合には、天井や壁、柱等への衝突を自
動的に回避することができる。
⑷

フェイルセーフ機能
ドローンは、操縦用電波の受信不能やバッテリー残量の著しい減少など、

飛行の継続に支障を来す不具合が生じた場合には、フライトコントローラ
ーに設定されたフェイルセーフモードを自動的に実行する。このモードは
発進地点に自動的に帰還するモードが一般的であるが、他にも、ホバリン
グしながら徐々に下降して着陸するモードなどがある。
また、フライトコントローラーの働きにより、ロータートラブルへの耐
性も向上している。ローターが 4 個のドローンでは、 1 個のロータートラ
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ブルが致命傷となり、機体のバランスを保てずに墜落する。しかし、ロー
ターが 6 個以上あるドローンでは、一部のローターがトラブルに見舞われ
ても、残ったローターをフライトコントローラーが緻密に制御して機体の
バランスを保つので、飛行を継続することができる。
このようなフェイルセーフ機能は、ドローンの墜落事故防止に大きく貢
献する。しかし、ドローンがテロ攻撃に用いられた場合には、フェイルセ
ーフ機能がテロリストに有利に働く結果として、飛来したドローンを飛行
不能とする防護手段を講ずることが難しくなる。
⑸

ドローンの操縦は難しくない
ドローンの操縦には、 2 本のスティック（操縦桿）と複数個の機能ボタ

ンを備えた専用の無線操縦装置を用いるのが一般的である。小型のドロー
ンでは、スティック機能とボタン機能を画面表示したスマートフォンが、
無線操縦装置として用いられる。
ドローンを飛び立たせるには、発進準備を整えてから「自動離陸」ボタ
ンを押せばよい。ドローンは垂直に上昇して、一定の高度でホバリングす
る。ドローンの操縦は、 2 本のスティックで行う。スティックの上下方向
及び左右方向の操作には、前進と後退、左右への進行、上昇と下降、左右
への機首の回転が割り当てられているので、スティックの操作方向と操作
量に応じて、ドローンを自在に操縦することができる。飛行を終えるには、
「発進地点に帰還」ボタンを押せばよい。ドローンは発進地点まで自動的
に帰還して着陸する。
ここで、 2 本のスティックに割り当てられた 4 種類の操作と、ローター
制御によるドローンの応答動作の概要について、以下に記載する。
ア 前進と後退（右スティックを上下に倒す）
右スティックを上に倒せば、前方のローターの回転数が減少して後方
のローターの回転数が増加することにより、ドローンは前のめりになっ
て前進する。
右スティックを下に倒せば、前方のローターの回転数が増加して後方
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のローターの回転数が減少することにより、ドローンは後部を下げて後
退する。
イ

左右への進行（右スティックを左右に倒す）

右スティックを左に倒せば、左側のローターの回転数が減少して右側
のローターの回転数が増加することにより、ドローンは右側を上げて左
方向に進行する。
右スティックを右に倒せば、右側のローターの回転数が減少して左側
のローターの回転数が増加することにより、ドローンは左側を上げて右
方向に進行する。
ウ

上昇と下降（左スティックを上下に倒す）

左スティックを上に倒せば、全てのローターの回転数が一律に増加す
ることにより、ドローンは垂直に上昇する。
左スティックを下に倒せば、全てのローターの回転数が一律に減少す
ることにより、ドローンは垂直に下降する。
エ

左右への機首の回転（左スティックを左右に倒す）

左スティックを左に倒せば、左に回転するローターを減速し、右に回
転するローターを加速するので、その反力によりドローンの機首は左に
回転する。
左スティックを右に倒せば、右に回転するローターを減速し、左に回
転するローターを加速するので、その反力によりドローンの機首は右に
回転する。
このようなスティックを備えた無線操縦装置を、一般にはプロポと称す
る。プロポとは、プロポーショナル制御（比例制御）を意味しており、ス
ティックを動かした度合いに応じた制御ができるものである。ドローンで
は高度なフライトコントローラーが常に働いているので、右スティックを
操作して前後・左右へ移動させる際にはドローンの高度は一定に保たれ、
左スティックを操作して上昇・下降や左右への機首の回転をさせる際には
ドローンはその場を離れない。このため、ドローンでは、思い描いたとお
りの飛行を容易に実現できる。このことは、ドローンがテロ攻撃に用いら
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れた場合には、テロリストが思い描いたとおりの攻撃を容易に実現できる
ことを意味する。

3

ドローンを飛行させる方法

従来型の無線操縦ヘリコプターや無線操縦飛行機には、フライトコント
ローラーが無い。このため、飛行させる方法は「直視による無線操縦」に
限られ、目の届かない遠方まで飛行させることはできない。
他方、ドローンにはフライトコントローラーがある。このため、飛行さ
せる方法としては、
「直視による無線操縦」の他に、目の届かない遠方ま
で飛行させることが可能な「FPV による無線操縦」と「GPS を用いた自
律航行」の 2 つの方法がある。
目の届かない遠方を飛行できるドローンは、テレメトリ情報を操縦者の
無線操縦装置に無線伝送する。テレメトリ情報とは、ドローンの現在位置
（緯度・経度・高度）やバッテリーの残量、操縦用電波や GPS 測位用電波
の受信強度等、ドローンの飛行状態に関する情報である。テレメトリ情報
を受信した無線操縦装置の画面上では、操縦者からドローンまでの距離や
方位、ドローンの高度や水平・垂直方向の速度等として表示される。
ここで、ドローンを飛行させる 3 通りの方法の詳細について、以下に記
載する。
⑴

直視による無線操縦
ドローンの機首の向きを目で確認しながら、 2 の⑸項に記載した無線操

縦装置を用いてドローンを遠隔操作する。
我が国では、ドローンの無線操縦には、2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz）
の広い周波数帯域を他と共用する周波数ホッピング技術や OFDM 方式の
Wi-Fi 技術を用いるのが一般的である。送信出力の上限については、周波
数ホッピング技術を用いる場合には3mW/1MHz であり、OFDM 方式の
Wi-Fi 技術を用いる場合には10mW/1MHz である。
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いずれも低出力であるが、2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz）の操縦用電
波は、電波干渉や電波を遮る物が無い郊外では、 2 の⑸項に記載した専用
の無線操縦装置を用いて数 km 離れたドローンを遠隔操作可能である。し
かし、都心部では、同じ周波数の2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz）を共用
する他の Wi-Fi や Bluetooth 等と干渉するため、専用の無線操縦装置を用
いても遠隔操作可能な距離は 1 km に満たない。また、無線操縦装置とし
てスマートフォンを用いた場合には、専用の無線操縦装置と比べて電波が
届きにくいため、都心部での遠隔操作可能な距離は100m に満たない。
⑵

FPV による無線操縦
ドローンに搭載したビデオカメラから無線伝送されるライブ映像を、操

縦者側で受信してモニター画面やゴーグルで見ることにより、 2 の⑸項に
記載した無線操縦装置を用いてドローンを遠隔操作する。
ドローンの無線操縦に用いる電波や遠隔操作可能な距離は、後述する無
人移動体画像伝送システム専用電波を利用する場合を除き、前記の⑴項と
同じである。
ドローンから操縦者にライブ映像を無線伝送する方式には、
「比較的狭
い周波数帯域を占用する方式」と、
「広い周波数帯域を他と共用する方式」
がある。以下に、それぞれの方式について記載する。
ア

比較的狭い周波数帯域を占用する方式

この方式では、次の各帯域のチャネルの中からあらかじめ選択した 1
チャネルを占用して、FM 方式によるアナログ伝送を行う。これらのチ
ャネルを使用するには、無線局免許と無線従事者資格が必要である。
ア

1.2GHz 帯（1281.5MHz、占有帯域幅 6 MHz、最大出力 1 W、利

用できるのは 1 チャネルのみ）
イ

5 GHz ア マ チ ュ ア 無 線 帯（5650～5850MHz、 出 力 数 百 mW、

20MHz 帯域幅の複数チャネルが同時利用可能）
ウ

2.4GHz 帯無人移動体画像伝送システム（2483.5～2494MHz、最

大出力 1 W、5/10MHz 帯域幅、10MHz 帯域幅であれば利用できる
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のは 1 チャネルのみ）
エ 5.7GHz 帯無人移動体画像伝送システム（5650～5755MHz、最大
出力 1 W、5/10/20MHz 帯域幅、20MHz 帯域幅であれば 5 チャネ
ルが同時利用可能）
ここで、無人移動体画像伝送システム専用電波について説明する。無
人移動体画像伝送システムとは、ドローンやロボットからの高精細な映
像を 5 km 以上の長距離にわたって無線伝送可能とするシステムである。
平成28年 8 月31日に、電波法における無線設備規則等が改正され、この
システム専用の電波が新たに割り当てられた。具体的には、上記の
2.4GHz 帯（2483.5～2494MHz）と5.7GHz 帯（5650～5755MHz）に加え
て、 バ ッ ク ア ッ プ 用 と し て169MHz 帯（169.05～169.3975MHz 及 び
169.8075～170MHz、100/200/300kHz 帯域幅、最大出力は地上 1 W で
上空10mW）が利用可能となった。いずれも他と混信しないように運用
調整した上で一定の帯域を占用して、映像伝送、無線操縦及びテレメト
リ伝送に用いることができる。
イ 広い周波数帯域を他と共用する方式
この方式では、2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz）を使用して、広い周
波数帯域内で他と混信しないように最大10mW/1MHz の出力で20MHz
帯域幅を確保し、OFDM 方式によるデジタル伝送を行う。2.4GHz 帯
（2400～2483.5MHz）を使用した映像伝送は、電波干渉や電波を遮る物
が無い郊外では、ドローンから数 km 離れた地点の操縦者まで届く。し
かし、都心部では、同じ周波数の2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz）を共
用する他の Wi-Fi や Bluetooth 等と干渉するため、映像伝送できる距離
は 1 km に満たない。
⑶

GPS を用いた自律航行
ドローンのフライトコントローラーに、経由地や目的地の情報（緯度・

経度・高度）を入力して、ドローンを発進させる。ドローンは、GPS 衛
星が送信する測位信号を受信して、現在の位置（緯度・経度・高度）を瞬
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時に割り出すことにより、予定された経路を辿って目的地まで自動的に飛
行する。
GPS 衛星からの測位信号に基づく自律航行では、10m 程度の誤差が生
じる。誤差の主な原因は、測位信号を受信できる衛星数が少ない（ 8 基以
上が理想であるが、開けた場所でも 6 基前後であり、都市部や山間部の空
があまり開けていない場所では更に少なくなる。
）ことと、電離層が原因
となる信号電波の遅延である。ドローンでは、GPS 衛星数の不足を補う
ため、ロシアの GLONASS 衛星や中国の BeiDou 衛星も利用することに
より、測位誤差を 1 ～ 2 m 程度に抑えている場合が多い。
なお、我が国の準天頂衛星システム「みちびき」が 4 基体制となって平
成30年中に本格稼働すれば、GPS の測位誤差が格段に減少する。すなわち、
測位信号を受信できる GPS 衛星数の増加に加えて、
「みちびき」が GPS
測位信号とは別の周波数（このため、GPS 受信機とは別の専用受信機が
必要となる。）で送信する「センチメータ級測位補強信号」の利用により、
GPS の測位誤差は cm の単位に激減する。

4
⑴

ドローンの飛行に関する法規制

航空法の改正法（平成27年12月10日施行）
無人航空機（ドローン、無線操縦ヘリコプター等）の飛行を規制するが、

模型飛行機（ドローン、無線操縦ヘリコプター等）は、規制の対象外であ
る。ここでの模型飛行機とは、取り外し可能なアタッチメントを除き、機
体本体とバッテリーを合わせた機体重量が200g 未満のドローン、無線操
縦ヘリコプター等である。プロペラガードや FPV 用ビデオカメラ等につ
いても、取り外しが可能なアタッチメントであれば機体本体には含めない。
航空法の改正法による無人航空機の飛行に関する規制内容は、以下の 2
点である。
ア

飛行禁止空域

無人航空機の飛行は、以下の空域では禁止されている。
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ア

空港等の周辺

イ

地上から150m 以上の上空

ウ

人家の密集地域

なお、飛行禁止空域で飛行させたい場合は、国土交通大臣の許可が必
要である。
イ 飛行の方法
無人航空機を飛行させる場合には、以下の方法によらなければならな
い。
ア

日中に飛行させること

イ

目視の範囲内で常時監視して飛行させること

ウ

他の人や物から30m 以上離して飛行させること

エ

催し場所では飛行させないこと

オ

危険物を輸送しないこと

カ

物を投下しないこと

なお、これらの方法によらずに飛行させたい場合は、国土交通大臣の
承認が必要である。
⑵

小型無人機等飛行禁止法（平成28年 4 月 7 日施行）
小型無人機等飛行禁止法とは、
「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他

の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空にお
ける小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」を指す。この法律における
小型無人機等には、有人のハンググライダーや、航空法の改正法における
模型飛行機も含まれる。
小型無人機等の飛行を禁止する施設の敷地内及び敷地境界から概ね
300m の範囲内が、飛行禁止区域として官報で告示される。この飛行禁止
区域内に飛来したドローンを発見した警察官は、退去を命じても従わない
場合や退去を命ずる暇が無い場合には、危険防止に必要な限度内で当該ド
ローンの妨害や破損ができる。
このような妨害や破損を適正に執行するには、飛行禁止区域内外の見極
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めと効果的な執行手段の確保が欠かせないところである。
⑶

都道府県の条例による規制
東京都等では、大規模な公園や庭園へのドローンの持ち込みと飛行を、

条例により禁止している。この場合のドローンには、航空法の改正法にお
ける模型飛行機に該当するドローンも含まれる。

5

ドローンの弱点

ドローンの弱点は、風雨に弱いことと飛行時間が短いことである。以下
に具体的に記載する。
⑴

風雨に弱いドローン
ドローンの機体が大きく重くなるほど、風への耐性は高まる。しかし、

機体の対角径（対向するローターの軸間距離）が 1 m 超で機体の重量が
10kg 超の比較的に大型のドローンでも、10m/s を超える風速の中を安定
して飛行することは難しい。機体の対角径が10cm に満たない超小型のド
ローンは、センサー機能が乏しいために風に煽られたり流されやすいこと
から、屋外での安定した飛行は難しい。
また、防水措置を施した大型の特殊なドローンでない限り、雨の中を飛
行することはできない。
⑵

飛行時間が短いドローン
ドローンの機体が大きいほど、バッテリーを相対的に多く搭載できるた

め、飛行時間は長くなる傾向にある。しかし、機体の対角径が 1 m 超の
比較的に大型のドローンでも、飛行時間は最大で30～40分程度であり、全
速で飛行すれば飛行時間は更に短くなる。機体の対角径が10cm に満たな
い超小型のドローンでは、飛行時間は最大で 5 ～ 6 分程度であり、全速で
飛行すれば飛行時間は更に短くなる。
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6
⑴

飛来したドローンを探知するには

多様な飛行方法への対応が必要
従来型の無線操縦ヘリコプターや無線操縦飛行機を飛行させる方法は、

直視による無線操縦のみであり、遠隔操作が可能な距離は数百 m が限界
である。このため、従来型の無線操縦ヘリコプターや無線操縦飛行機の飛
来を自動的に探知するには、無線操縦装置から送信される操縦用電波を検
出する方法が簡便かつ効果的である。
しかし、ドローンを飛行させる方法には、直視による無線操縦のほか、
FPV による無線操縦及び GPS を用いた自律航行がある。中でも、GPS を
用いた自律航行により飛来するドローンに対しては、操縦用電波を検出す
る試みは無意味である。
このように多様な飛行方法により飛来するドローンを自動的に探知する
には、レーダーでドローンの機影を捉える方法、音響センサーでドローン
の飛行音を捉える方法、ドローンの飛行制御に用いる電波（テレメトリ伝
送用電波・操縦用電波・映像伝送用電波）を検出する方法がある。それぞ
れの特徴や長所・短所を、次項以下に記載する。
⑵

レーダーでドローンの機影を捉える方法
電波を照射してその反射波を捉えるレーダーは、飛行物体の方位・高

度・距離を精密かつ即座に計測できる。高出力レーダーでは、数 km 先を
飛行する対角径が数十 cm のドローンを探知できるが、より大きな対角径
のドローンであれば、より遠方でも探知できる。しかし、レーダーの出力
が低くなるほど、探知可能な距離は減少する。このため、無線局免許を必
要としない低出力レーダーでは、対角径が数十 cm のドローンを探知可能
な距離は100m 程度である。
なお、レーダー画面上では、探知した飛行物体がドローンであるか否か
を確認できない。そこで、レーダーが探知した飛行物体の方位・高度・距
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離のデータに基づき、サーマルカメラ（あらゆる物体が赤外線として放射
する熱を捉えて映像化するカメラ）等を自動的かつ速やかに振り向けるこ
とにより、飛行物体を映像として捉えて、ドローンの機影であるか否かを
目で確認する必要がある。
⑶

音響センサーでドローンの飛行音を捉える方法
複数のマイクロフォンを組み合わせた音響センサーを用いる方法と、無

指向性のマイクロフォン 1 個のみを用いる方法がある。いずれの方法も、
設置して運用する上での法的規制が無いため、場所を選ばずに使用できる。
それぞれの特徴や長所・短所を、以下に記載する。
ア

複数のマイクロフォンを組み合わせた音響センサーを用いる方法

この方法では、ドローンの飛行音を探知するとともにその到来方向を
判別できる。しかし、方位・高度・距離の判別精度と判別速度は、レー
ダーに劣る。
比較的に静かな環境であれば数百 m 先を飛行する対角径が数十 cm
のドローンを探知できる。より大きな飛行音を発するより大型のドロー
ンであれば、より遠方でも探知できる。しかし、都心部等で周囲の雑音
が多くなるほど、探知可能な距離は減少する。
ドローンの飛行音の探知やその到来方向の判別は、複数のマイクロフ
ォンそれぞれの受信音の波形パターン解析により行っているため、飛行
音の受信からその到来方向の判別までには、やや時間を要する。
探知した音の正体がドローンか否かを確認するには、音の到来方向に
サーマルカメラ等を自動的かつ速やかに振り向けることにより、音の到
来方向を捉えた映像の中にドローンの機影があるか否かを目で調べる必
要がある。
イ

無指向性のマイクロフォン 1 個のみを用いる方法
この方法では、比較的に静かな環境であれば百 m 程度の距離に接近

してきた対角径が数十 cm のドローンを探知できる。より大きな飛行音
を発するより大型のドローンであれば、より遠方でも探知できる。しか
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し、都心部等で周囲の雑音が多くなるほど、探知可能な距離は減少する。
無指向性のマイクロフォンが 1 個のみであるため、音の到来方向を判
別することはできないが、受信音の波形を詳細にパターン解析して、ド
ローンの機種ごとに異なる飛行音の特徴を検出することができる。
⑷

ドローンの飛行制御に用いる電波を検出する方法
ドローンは、GPS を用いた自律航行を含めて、電波により飛行制御を

行う。ドローンが送信する電波には、テレメトリ伝送用電波と映像伝送用
電波がある。ドローンが受信する電波には、操縦用電波と GPS 測位用電
波がある。GPS 測位用電波を除き、テレメトリ伝送用電波、映像伝送用
電波及び操縦用電波については、送信中の電波を検出することによりドロ
ーンの飛来を探知可能である。そこで、それぞれを検出する具体的な方法
を以下に記載する。
ア テレメトリ伝送用電波を検出する方法
操縦者から数十 m の範囲内で飛行させる超小型のドローンを除き、
GPS による自律航行中のドローンを含めて、ドローンは、その飛行中
にテレメトリ情報を操縦者の無線操縦装置に無線伝送するのが一般的で
ある。そこで、ドローンがテレメトリ伝送のために送信中の電波を検出
すれば、ドローンの飛来を探知することができる。
ド ロ ー ン か ら の テ レ メ ト リ 伝 送 に は、 主 に920MHz 帯（920.6～
928MHz）又は2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz）が用いられる。いずれも、
広い帯域内を他と混信しないように共用する。そこで、ドローンからの
テレメトリ伝送用電波を検出するには、探知対象とするドローンのリバ
ースエンジニアリングを行って、ドローンの機種ごとに異なるテレメト
リ伝送用受信機の特性を把握することにより、ソフトウェア無線の技術
でその受信機特性を再現する方法が効果的である。
ドローンが送信中の電波が920MHz 帯（920.6～928MHz）で、かつ、
ドローンとの間に電波を遮る物が無ければ、都心部でも数 km 先のドロ
ーンを探知可能である。
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ドローンが送信中の電波が2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz）であれば、
都心部では、同じ周波数帯を共用する Wi-Fi や Bluetooth 等との干渉の
ため、ドローンとの間に電波を遮る物が無い場合でも、探知可能な距離
は 1 km に満たない。
イ

操縦用電波を検出する方法
ドローンの無線操縦には、2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz）を用いる

のが一般的である。周波数ホッピング技術や OFDM 方式の Wi-Fi 技術
を用いて、広い帯域内を他と混信しないように共用する。920MHz 帯
（920.6～928MHz）は連続送信ができないため、ドローンの無線操縦に
は用いられない。
ドローンの操縦用電波を検出するには、探知対象とするドローンのリ
バースエンジニアリングを行って、ドローンの機種ごとに異なる無線操
縦用受信機の特性を把握することにより、ソフトウェア無線の技術でそ
の受信機特性を再現する方法が効果的である。
2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz） の 電 波 は、 都 心 部 で は Wi-Fi や
Bluetooth 等と干渉する。このため、操縦者の無線操縦装置との間に電
波を遮る物が無い場合でも、探知可能な距離は 1 km に満たない。
ウ

映像伝送用電波を検出する方法

ドローンの主用途は、空撮である。このため、飛行中のドローンは、
操縦者に向けて映像伝送用電波を送信している場合が多い。
ドローンからの映像伝送には、比較的狭い周波数帯域を占用する方式
と、広い周波数帯域を他と共用する方式がある。それぞれの方式ごとに、
映像伝送用電波を検出する方法を以下に記載する。
ア

比較的狭い周波数帯域を占用する方式
この方式では、高所に設置した高利得アンテナで受信して、スペク

トラムアナライザーで電波の有無を確認する方法が簡便かつ効果的で
ある。映像伝送用電波を 1 W の出力で送信しているドローンであれ
ば、高利得アンテナとドローンとの間に電波を遮る物が無ければ、
5 km 以上遠方を飛行するドローンを探知できる。

228 《論

説》

このような遠方では、サーマルカメラ等を最大限にズームアップし
ても、ドローンの機影を捉えて目視確認することは難しい。しかし、
スペクトラムアナライザーで受信電波の強度変化を監視することによ
り、ドローンの接近の有無を調べることは可能である。
イ

広い周波数帯域を他と共用する方式
この方式では、2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz）を用いるのが一般

的である。広い帯域内で他と混信しないように20MHz 帯域幅を確保
して、OFDM 方式によるデジタル伝送を行う。
この方式による映像伝送用電波を検出するには、探知対象とするド
ローンのリバースエンジニアリングを行って、ドローンの機種ごとに
異なる映像伝送用受信機の特性を把握することにより、ソフトウェア
無線の技術でその受信機特性を再現する方法が効果的である。
なお、2.4GHz 帯（2400～2483.5MHz）の電波は、都心部では他の
Wi-Fi や Bluetooth 等と干渉する。このため、ドローンとの間に電波
を遮る物が無い場合でも、探知可能な距離は 1 km に満たない。

7
⑴

飛来したドローンに対処するには

ドローンを墜落させることは困難
ドローンは、フライトコントローラーの働きにより飛行の安定性に優れ

ている。
従来型の無線操縦ヘリコプターや無線操縦飛行機であれば、操縦用電波
が混信・途絶した途端にコントロールを失い、操縦用電波が速やかに回復
しない限り墜落する。しかし、ドローンでは、操縦用電波を受信不能に陥
らせても、一定時間経過後には自動的にフェイルセーフモードとなる。そ
のモードとして「発進地点に帰還」が設定してあれば発進地点に向けて飛
び去ってしまうため、墜落させることは容易ではない。
また、ローター数が 6 個以上のドローンでは、銃で狙撃して一部のロー
ターを破壊しても、残ったローターをフライトコントローラーが緻密に制
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御して飛び続けることができるため、墜落させることは容易ではない。
⑵

ネットでの捕獲が肝要
墜落させることが困難なドローンが重要防護施設に突如飛来した場合、

そのリスクを完全に除去するには、ドローンをネットで捕獲して飛行不能
とすることが肝要である。これには、射程距離、機動性、即応性の観点か
ら、以下の 3 方式を使い分ける必要がある。
ア

ネットガン
ハンドヘルドタイプであり、炭酸ガスの膨張力で数 m 四方のネット

を発射する。最大射程距離は約20m で、装置の重量は 1 kg 程度、装置
の全長は30cm 程度である。極めて局所的な運用となるが、ドローンに
向けてボタンを押せばネットを発射できるため、即応性に優れる。
高度20m までの低空を低速で飛行するドローンや、フェイルセーフ
モードに陥ってゆっくりと下降してきたドローンに対して有効である。
また、屋外等における要人警護時に、突如飛来したドローンに対処する
「最後の砦」として活用できる。
イ

ネット砲

バズーカ砲のように肩に担いで使用するタイプであり、圧縮空気の膨
張力で、ネットを収めた「砲弾」を発射する。最大射程距離は約100m
で、装置の重量は10kg 強、装置の全長は 1 m 強である。照準時にレー
ザーで測定したドローンまでの距離を「砲弾」に入力してから発射する
ため、ドローンの直前でネットを展開することができる。また、ネット
で捕獲したドローンは、パラシュートで降下させることができる。
高度100m までの上空を低速で飛行するドローンや、フェイルセーフ
モードに陥って上空に滞留したドローンに対して有効である。
ウ

ドローン捕獲ドローン

機体に吊り下げた捕獲用ネットでターゲットのドローンを捕獲するタ
イプや、複数のネットガンを装備した機体でターゲットのドローンを追
尾し、FPV で照準を合わせてネットガンを発射するタイプがある。
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ネットガンやネット砲と較べて、対応可能な高度に制限は無く、現場
での機動性にも優れるために守備範囲は格段に広い。しかし、高速で飛
行するドローンへの対処が容易ではなく、また、発進してから現場に駆
けつけるまでに時間を要するため、即応性には難がある。
⑶

電波対策でドローンを立ち往生
本項で記載する対策は、いずれも電波を送出する仕組みを必要とするも

のである。このような仕組みの構築と運用には、電波法に違反しないよう
にする算段が欠かせないことを、ここであらかじめお断りしておく。
さて、進歩発展が著しいドローンは、飛行速度が年を追うごとに高速化
している。今日では、インターネットで誰でも購入できる汎用的なドロー
ンでも、最高速度が時速100km に迫る。このようなドローンは加速力に
ついても、空中に静止した状態から 5 秒弱で時速80km に達するなど、極
めて俊敏である。
このように高速かつ俊敏なドローンに対して、ネットガン、ネット砲及
びドローン捕獲ドローンによるネット捕獲の試みは、いずれも殆ど無力で
ある。
このため、ネットで確実に捕獲するには、ドローンの高速かつ俊敏な動
きを封じる対策が欠かせない。このような対策の 1 つは、高速かつ俊敏な
動きを支えている電波信号を受信不能とすることである。もう 1 つは、ド
ローンを着陸させる電波信号を送信することである。それぞれの対策の詳
細について、以下に記載する。
ア 電波信号を受信不能とする対策
3 項に記載のとおり、ドローンを飛行させるには、直視による無線操
縦、FPV による無線操縦、GPS を用いた自律航行、の 3 種類の方法が
ある。以下に、それぞれの方法ごとに電波信号を受信不能とする対策に
ついて記載する。
ア

直視による無線操縦への対策

直視による無線操縦の場合には、操縦用電波を受信不能とすれば、
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ドローンは一定時間経過後に自動的にフェイルセーフモードとなる。
「発進地点に帰還するモード」が一般的であることから、フェイルセ
ーフモードとなった途端に殆どのドローンは発進地点に向けて飛び去
ってしまうため、ネット捕獲には支障を来す。
この問題を解決する鍵は GPS である。ドローンが発進地点に自動
的に帰還するには、GPS による現在地点の把握が欠かせない。この
ため、GPS 測位用電波を受信不能とすれば、ドローンは現在地点を
見失うので発進地点への帰還ができなくなり、立ち往生する。
この結果、フライトコントローラーの働きにより墜落しないように
空中の一点に留まり続ける、もしくは、ゆっくりと下降して着陸する
ので、ネット捕獲が容易になる。
イ

FPV による無線操縦への対策

FPV による無線操縦の場合には、ドローンから操縦者に送信する
映像伝送用電波を受信不能とすれば、操縦者はライブ映像が見えなく
なって操縦不能となり、ドローンは立ち往生する。しかし、操縦者が
無線操縦装置を操作して、ドローンに対して「発進地点への帰還」を
指示すれば、ドローンは発進地点に向けて飛び去ってしまうため、ネ
ット捕獲には支障を来す。
そこで、上記ア項と同様に GPS 測位用電波を受信不能とすれば、
ドローンは現在地点を見失うので発進地点への帰還ができなくなり、
立ち往生したままとなる。
この結果、上記ア項と同様にネット捕獲が容易になる
ウ

GPS による自律航行への対策

GPS による自律航行の場合には、GPS 測位用電波を受信不能とす
ればドローンは現在地点を見失うので、目的地への飛行を継続できな
くなるとともに、フェイルセーフモードによる発進地点への自動帰還
もできなくなり、立ち往生する。
この結果、前記ア項と同様に、ネット捕獲が容易になる。
以上が、ドローンの 3 種類の飛行方法ごとに電波信号を受信不能とす
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る対策である。しかし、実際に対策を実施する際には、飛来したドロー
ンが、直視による無線操縦による飛行か、FPV による無線操縦による
飛行か、あるいは、GPS を用いた自律航行による飛行か、を判断する
ことは難しい。
そこで、実際に対策を実施する際には、映像伝送用電波を検出した場
合とそれ以外の場合に分けて、下記①及び②の対策を講じることが効果
的である。このような対策は、脅威の度合いが特に大きいと考えられる
FPV による中距離攻撃及び GPS を用いた遠距離攻撃に対して、大きな
効果が期待できる。また、2.4GHz 帯域（2400～2483.5MHz）を用いて
いる他の Wi-Fi や Bluetooth 等に及ぼす影響を、極力小さくすることが
できる対策である。
①

映像伝送用電波を検出した場合には、当該電波と GPS 測位用電

波を受信不能とする。
②

①以外の場合には、GPS 測位用電波を受信不能とする。それで

もなお、ドローンが飛行し続ける場合には、2.4GHz 帯域（2400～
2483.5MHz）の電波を受信不能とする。
イ 着陸させる電波信号を送信する対策
重要防護施設に突如飛来したドローンに対して、
「ゆっくりと下降し
て着陸」の指示を当該ドローンの操縦用電波で送信することにより、他
の通信には全く影響を及ぼすことなく、当該ドローンを着陸に導くこと
ができる対策である。
6 の⑷のイ項に記載したリバースエンジニアリングの手法を駆使して、
「ゆっくりと下降して着陸」をドローンに指示するコマンドを見出すこ
とにより実現できる。このため、飛来したドローンの操縦用電波の送信
を検出してドローンの機種を割り出せることが、この対策を実施できる
必要条件である。
⑷

夜間対策が重要
夜間に飛来を探知したドローンの確認には、飛来方向の夜空にサーマル
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カメラ等を速やかに振り向けて、その映像の中からドローンの機影を確認
できる仕組みを整えることが効果的である。
問題は、重要防護施設に夜間に侵入したドローンのネット捕獲である。
夜空を飛び回るドローンを裸眼で見つけ出すことは、容易ではない。この
点からも、重要防護施設に侵入したドローンを、前記⑶項の電波対策によ
り立ち往生させることは非常に重要である。立ち往生しているドローンで
あれば、強力な懐中電灯で探し出すことも難しくはなく、懐中電灯で照ら
し出されたドローンであれば、ネットガン、ネット砲、あるいは、ドロー
ン捕獲ドローンによるネット捕獲も難しくはなくなる。

8 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて
⑴

あらゆるドローンへの一律の対処は困難
ドローンは、機体の対角径が 2 m 近く重量が数十 kg の大型から、機体

の対角径が10cm に満たず重量も数十 g の超小型まで、千差万別である。
前者のドローンは、高速飛行が可能で滞空時間も比較的に長く、数 km ～
数十 km の遠方からの FPV による無線操縦や GPS を用いた自律航行も可
能である。しかし、後者のドローンは、飛行速度が遅く滞空時間も短く、
操縦者から数十 m の範囲内における直視による無線操縦しかできない。
したがって、大きなドローンほど、テロ攻撃に用いられた場合の脅威が
増大するのであり、小さなドローンほど、飛来を自動的に探知することが
難しくなるのである。このため、ドローンの大小を問わずに一律のテロ対
策を講ずることは、非常に困難であるとともに効果的ではない。
そこで、ドローンによるテロ攻撃を近距離攻撃と長距離攻撃に分けて、
それぞれに適した対策を講ずることが効果的である。ここでの近距離攻撃
とは、ドローンの発進地点からターゲットまでの距離が数百 m 程度の攻
撃であり、攻撃方法としては、直視による無線操縦による攻撃の他、都心
部では「広い周波数帯域を他と共用する方式」に基づく FPV による無線
操縦による攻撃（以下、
「近距離 FPV 攻撃」と称する。）が含まれる。ま
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た、ここでの長距離攻撃とは、ドローンの発進地点からターゲットまでの
距離が数 km 以上の攻撃であり、攻撃方法としては、
「比較的狭い周波数
帯域を占用する方式」に基づく FPV による無線操縦による攻撃（以下、
「長距離 FPV 攻撃」と称する。
）及び GPS を用いた自律航行による攻撃が
ある。
⑵

近距離攻撃は人海戦術で抑止
近距離攻撃を行うには、直視による無線操縦による攻撃及び近距離

FPV 攻撃のいずれについても、攻撃者の無線操縦装置から送信される操
縦用電波が、建物等に遮られることなくドローンに届く必要がある。この
ため、ターゲットまで数百 m の範囲内にあってターゲットまで見通せる
建物（屋上とは限らず窓越しもあり得る。）や高台等から、攻撃者はドロ
ーンを無線操縦する可能性が高い。また、ドローンの発進は、攻撃者から
見通せる場所であれば、別の建物の屋上等からでも可能である。
このような近距離攻撃は、人海戦術で抑止するのが効果的である。すな
わち、ターゲットの周辺エリアには警戒要員を密に配置するとともに、高
所警戒体制を充実強化するのである。夜間の攻撃には特に注意を要すると
ころであるが、ハンディタイプのサーマルカメラ（あらゆる物体が赤外線
として放射する熱を捉えて映像化するカメラ）を高所警戒要員の一部に配
備すれば、大きな効果が期待できる。
⑶

長距離攻撃を失敗に終わらせる対策の重要性
長距離 FPV 攻撃を行うには、ドローンと攻撃者との間に電波を遮る建

物等が無く、ドローンからの映像伝送用電波が攻撃者まで届くことと、攻
撃者からの操縦用電波がドローンまで届くことが必要である。これらの条
件さえ満たせば、長距離 FPV 攻撃を行うドローンを、ターゲットまで見
通すことができない場所からでも発進させることができる。例えば、ター
ゲットまでの飛行コースの途中にある高層ビルの窓越しにドローンの発進
地点とターゲットの双方を見通すことができれば、攻撃者はそこから
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FPV によりドローンを無線操縦してターゲットまで誘導することができ
る。
GPS を用いた自律航行による攻撃を行う場合には、攻撃者はドローン
を無線操縦する必要が無いため、ドローンと攻撃者との間に電波を遮る建
物等があったとしても攻撃そのものに支障は無い。攻撃者が攻撃の進行状
況を把握するには、ドローンが送信する映像伝送用電波やテレメトリ伝送
用電波を受信すれば足りるのであり、ドローンの飛行ルートを見渡せる場
所であればどこでも可能である。
このような長距離 FPV 攻撃及び GPS を用いた自律航行による攻撃に対
して、人海戦術による抑止は困難である。このため、ドローンによる長距
離攻撃が敢行された場合に備えて、攻撃を失敗に終わらせる対策が非常に
重要になる。具体的な対策は、次項以下に記載する。
⑷

飛行禁止区域への対策
小型無人機等飛行禁止法に基づき官報で告示された飛行禁止区域内では、

ドローンの飛来を発見した警察官は、危険防止に必要な限度内で当該ドロ
ーンの妨害や破損ができる。この飛行禁止区域はインターネット等で公表
されているが、現地には表示が無い。このため、現地で特に分かりにくい
のが、対象とする施設の敷地境界から概ね300m の範囲として告示された
飛行禁止区域である。
飛行禁止区域外では、航空法の改正法による規制を受けない模型飛行機
に該当するドローンは、いつでも自由に飛行させることができる。また、
同法による規制を受ける無人航空機に該当するドローンであっても、国土
交通大臣の許可・承認を得れば飛行させることができる。しかし、飛行禁
止区域内では、あらゆるドローンが飛行禁止である。このように、飛行禁
止区域の内外を示す境界線は、警察官の法執行上、極めて大きな意味を持
つ。
そこで、このような場合に真価を発揮するのが、 6 の⑵項に記載したレ
ーダーである。高所に設置したレーダーで飛行禁止区域周辺を探知するこ
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とにより、飛行物体が飛行禁止区域に飛び込んだ瞬間に警報を自動的に発
することができる。また、レーダーでは、飛行物体の方位・高度・距離を
精密かつ瞬時に計測できるので、夜間の警戒監視に適したサーマルカメラ
等を自動的に振り向けて飛行物体をズームアップし、ピントを合わせるこ
とができる。このため、飛行物体を映像として捉えて、ドローンであるか
否かを目で確認することが容易となる。
映像によりドローンであることが確認できた場合には、 7 の⑶項に記載
した電波対策を直ちに実行してドローンを立ち往生させ、 7 の⑵項に記載
したネット捕獲を行うことが肝要である。
⑸

ソフトターゲットへの対策
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、長期間にわたっ

て広範なエリアで開催される。このため、飛行禁止区域には該当しない
「ソフトターゲット」についても、ドローンによるテロ攻撃から守り抜か
なければならない。
問題は、飛行禁止区域ではないことから、前記⑷項と同様なレーダー等
を用いた「固定警戒態勢」が執りにくいことである。そこで、ソフトター
ゲットについては、
「流動警戒態勢」が効果的となる。具体的には、 7 の
⑶項に記載した電波対策をハンドヘルドで行える機器を携えた警戒要員と
ネットガンを携えた警戒要員がペアとなり、ソフトターゲットをパトロー
ルするのである。飛来したドローンによる危険を察知した場合には、電波
対策機器を直ちに操作して当該ドローンを立ち往生させ、ネットガンで捕
獲するのである。投入する警戒要員数やパトロール頻度の増減により、ソ
フトターゲットの危険度に応じた臨機応変な対応が可能となる。
また、危険度の高いソフトターゲットについては、近傍に高所警戒要員
を配置して 6 項に記載したドローン探知システムを運用すれば、抑止効果
が向上する。ドローン探知システムには各種の方式があり、それぞれに一
長一短がある。そこで、複数の方式を異なる場所で秘匿運用すれば、攻撃
者が「付け入る隙」を見つけにくくなる効果も期待できる。
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おわりに
今日における無線技術の進歩発展は、ドローンによるテロ攻撃の脅威を
著しく増大している。特に、無人移動体画像伝送システム専用電波の実現
（平成28年 8 月）と、準天頂衛星システム「みちびき」の本格稼働（平成
30年中）は、ドローンによる長距離攻撃の飛躍的な精度向上に悪用され得
るものである。このため、大型で高速なドローンが、重要警戒エリアの遥
か彼方から精密に無線誘導され、夜の闇に紛れて要所・要人目掛けて突入
してくるテロ攻撃は、既に現実の脅威となっている。
平成27年 4 月に発生した首相官邸へのドローン落下事件を契機として、
航空法の改正法（平成27年12月10日施行）及び小型無人機等飛行禁止法
（平成28年 4 月 7 日施行）により、ドローンによるテロ攻撃の抑止等に向
けた法規制の枠組みは整えられた。
残る課題は、ドローンによるテロ攻撃が敢行された場合に、その攻撃を
失敗に終わらせる対策を講じることである。具体的には、ドローンの突入
阻止手段の発動に要する時間の余裕を持ってドローンの飛来を探知できる
手段を整えるとともに、効果的な突入阻止手段を適切に発動できる体制を
整えることである。
そこで、飛来探知手段としては、レーダーでドローンの機影を捉える方
法、音響センサーでドローンの飛行音を捉える方法及びドローンの飛行制
御に用いる電波を検出する方法について、それぞれの概要や長所・短所を
論説した。
また、突入阻止手段としては、ネットガン、ネット砲及びドローン捕獲
ドローンについて、それぞれの概要や長所・短所を論説するとともに、効
果的なネット捕獲には電波対策や夜間対策が欠かせないことを論説した。
このように、ドローンによるテロ攻撃を失敗に終わらせる対策には、多
くの選択肢がある。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催に向けて、重要防護施設のみならず、いわゆる「ソフトターゲット」
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についても、それぞれの地理的・空間的特性に適合する飛来探知手段及び
突入阻止手段を選択して配備することにより、ドローンによるテロ攻撃か
ら守り抜くことが大いに期待されるところである。
【参考文献】
総務省 電波利用ホームページ「ドローン等に用いられる無線設備について」
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（http://www.rck.or.jp/contents/rc_denpa/rc_denpa0110.html）
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（http://jdri.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/12f55db748cefc8f8c0b0bb83
f7b1666.pdf）
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ム運用調整」
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総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課「ロボットにおける電波利用の高度
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要

旨

大量破壊兵器のテロ組織への拡散について国際連合安全保障理事会は対
象を特定の国家や団体ではなく、一般的な概念である「テロリズム」とす
る国連安保理決議1540を採択し、運用している。本決議1540は主として対
テロ不拡散のための国内法等の整備（主として輸出管理）を加盟国に義務
付けるものである。
他方、この決議の採択は安保理がそもそも保持する権能を踰越している
のではないか、とする議論も生起させている。テロ組織への大量破壊兵器
不拡散を目的とする安保理決議の採択はいかなる条件でその権限の範囲内
にあるのだろうか。本稿は国際法的視点から本決議の正当性を導出すると
ともに、併せて国連主導の対テロ不拡散を構想するに当たり、実体面での
正当性確保に何が求められているのかといった点について考察を行うもの
である。
キーワード：不拡散、テロリズム、国連安全保障理事会
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はじめに
近年、大量破壊兵器（以下、
「WMD」とする）のテロ組織等への拡散
が懸念されている。国際社会は主として冷戦期において、国家間での不拡
散努力を核拡散防止条約（NPT）などの WMD 関連条約及びレジームに
よって維持してきた。しかし、他方で東西対立後のテロリズムの伸長と
WMD 拡散との結びつきに関しては国際法上効果的かつ迅速な措置を講じ
ることに限界が見られるようになってきた。
このような事態に対処するために、国連は対象を特定の国家や団体では
なく、一般的な概念としての「テロリズム」とした国連安全保障理事会決
議（以後、「安保理決議」とする）を用いることとなり、本稿の主題であ
る、2004年採択の安保理決議1540はこの系譜に属する。
WMD 不拡散では各国が関連物資の流出を防ぐため、厳正な輸出管理に
よる対応が求められ、国際社会が緊急性をもって対処すべき懸念事項とし
て急速に注目され始めてきた。なお、本稿では輸出管理の定義を「WMD
関連に使用される機微な技術や物資等の輸出に対する管理を強化し、これ
らが好ましくない国やグループにわたる可能性を減じようとする手段」と
する 1 ）。決議1540は、WMD 不拡散における国内法整備を義務付けること
が主たる目的であり、輸出管理の実施（法規制と実施体制の両面）を全加
盟国に義務付けている。
しかし、テロリズムに対抗するための一連の安保理決議の採択は、既存
の条約では対処し難い国際社会の要請でありながらも、採択後に少なから
ぬ議論を生起させている。こうした議論の中心論点となるのは、戦争など
の行為といった特定事象や国家のみならず、
「テロリズム」という一般的
な概念を安保理決議の規制対象とすることが、安保理の機能として踰越し
ているのではないか、という問題である。このため WMD 規制において、
主権国家を規律するために全加盟国を拘束する安保理決議を用いるのは、
その決定過程（常任理事国の「拒否権」の存在や理事国数）を鑑みると慎
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重であるべきだ、とする意見がある 2 ）。
それでは、安保理によるこうした WMD 規制のための規範創設は、い
かなる条件でその権限の範囲内であるのだろうか。本論文ではこうした問
題関心のもと、安保理決議1540の正当性について導出する。
また、最近の決議1540に関連した動きとして、昨年末（2016年末）に国
連は決議1540の総括報告を行っており、本稿では併せてこの報告の紹介も
行い、実体的側面から見た国連主導の WMD 不拡散に関する今後の展望
についても考察したい。

1

従来型 WMD 規制手段の限界

WMD 規制におけるオーソドックスな手法は、これら兵器がそもそも国
家の管理下に置かれていたという現状を踏まえれば、各国が自発的に参画
し、規制の枠組みを構築する条約及びレジームの形成がまず当てはまる。
本稿では第二次世界大戦後のこれら WMD 関連条約及びレジームに関す
る個別の解説は割愛するが、一般的傾向として以下の特徴を認めることが
できよう。
⑴

国際的規範の醸成
まず、WMD 不拡散のための条約及びレジームは、WMD 拡散懸念国や

保有国による関連物資等の輸出や技術移転といった活動を実施困難にする、
あるいは実行を断念させる効果を生み出してきたといえる。
例えば、既にこうした条約及びレジームに加盟している国家が規定に違
反して WMD の開発を進めた場合、条約加盟国はもとより国際社会によ
る当該国への経済的規制を含めた制裁が実施される可能性が高い。黒崎
（2015）が指摘する、冷戦期の我が国や西ドイツ（当時）の事例はこれに
よく当てはまるといえよう 3 ）。このため、WMD 開発能力を有する国家で
ありながら、制裁に伴う相対的不利益が大きいと判断させる点において、
WMD 関連条約やレジームは不拡散の国際的規範醸成に貢献していると考
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えることができる。
ただし、こうした効果は国家の存立を確保するために国際社会の規範を
遵守しなければならないと判断する国家によく当てはまる一方で、当初か
ら国際レジームに対抗する意図が明白である北朝鮮などといった拡散懸念
国や、インドやパキスタンといった特定の国家間問題でいかなる手段を用
いても相手国より優位に立とうとする国があるように、多少のリスクを冒
しても WMD 開発・保有に踏み切る事例も見られることから、国際的規
範醸成という側面が不拡散に絶対的な効果をもたらしているとは言い切れ
ない。
⑵

非国家主体に対する有効な規制手段の不在
さらに、WMD 関連条約及びレジームのほとんどは、そもそも国家によ

る拡散の防止を目的として創設されたものであり、あらかじめテロリズム
への WMD 拡散防止を目的としているものは少ない 4 ）。
なぜならば、これらの条約やレジームが主に創設された冷戦期において、
テロ組織が独自に WMD を開発することは不可能と考えられていたため
である。もともと WMD 開発では、非国家主体が調達することの難しい
大量の関連物資や技術、大規模施設等の導入が必要であり、テロ組織はお
ろか、国家レベルで実行することでさえ、多くの困難が想定されたからで
ある。
しかし、冷戦終結後における混乱状況の旧ソ連諸国で多くの WMD 関
連物資や技術者の流出が相次ぎ、これらが一部の拡散懸念国やテロ組織に
いきわたるおそれがにわかに生じた 5 ）。加えて、これまで高度な技術や特
殊な物資を必要としていた WMD 開発が、情報通信技術の進展によりイ
ンターネットを介して世界中で開発手法の入手が容易となり、かつ民生の
汎用機材からも開発が可能な状態が現出したことも大きく影響している 6 ）。
1995年 3 月20日のオウム真理教による地下鉄サリン事件は、複数の科学的
知見を有するテロリストと資機材が揃えば WMD テロが実際に行われる
ことを示した事例であるといえよう 7 ）。

安保理決議1540と大量破壊兵器不拡散構築

⑶

243

拡散懸念国に対する拘束力の不足
条約及びレジームによる規制の最も大きな問題点は、これらの不拡散体

制を実行する上で普遍的な実効性を伴っていない点にある。
例えば、NPT では第10条で自国の利益を危うくする場合に条約を脱退
する権利が与えられている。これは、国際原子力機関（IAEA）を有しな
がらも諸国による条約脱退と核拡散の潜在的可能性を留保しているとみる
ことができよう 8 ）。また、生物兵器禁止条約（BWC）では、その運用状
況として、締約国の生物兵器廃棄状況について審査する検証機関が未設置
である点が注目される 9 ）。化学兵器禁止条約（CWC）は、こうした意味
では、検証機関として化学兵器禁止機関（OPCW）があることから、独
自の検証手段を有してはいるものの、強制力を伴う申立て査察がいまだに
実施されていないことから、義務不履行国に対して十分な実効性が確保さ
れているとはいえない10）。
レジームにおいても、その設立趣旨はいわば有志の紳士協定によるもの
であって、実際の規制に関するガイドラインを示す一方で、輸出管理の実
施については各国の自己裁量に委ねられていることが特徴である。このた
め、参加国間の輸出管理政策に懸隔が生じ、拡散懸念国やテロ集団がこれ
を WMD 開発に利用する危険性を生み出しているものともみることがで
きる11）。

2

安保理決議1540を通じた WMD 規制の新規性

本章では先に示した既存の条約及びレジームの抱える問題点を踏まえ、
WMD 関連物資・技術の輸出管理の新たな手法として2004年に採択された
安保理決議1540について、その経緯と特徴を述べてみたい。
⑴

従来型安保理決議の特性とその変化
そもそも、安保理とは、国連憲章第 1 条第 1 項に示す「国際の平和及び

安全を維持する」目的を遂行するための「執行組織」であり、加盟国は国
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連憲章第25条に基づき、安保理の決定（＝安保理決議の採択）を受諾しか
つ履行することに同意しなければならない12）。安保理のとる措置は国際情
勢を反映するために多様ではあるが、紛争の平和的解決においては第 7 章
に基づく武力行使容認などの強力な措置を講じることができるのが最大の
特徴である。しかし、こうした措置を講じる上での採決に当たり、憲章第
27条第 3 項の安保理常任理事国が有する拒否権の存在によって、必然的に
常任理事国の 5 大国（米英仏露中）が決議の採択過程に優越的な役割を有
することは言うまでもない。
しばしば東西冷戦期に 5 大国間の対立構造を色濃く反映させてきた安保
理 に お い て、 冷 戦 後 に わ か に 安 保 理 機 能 の 変 化 が 生 じ 始 め た。 浅 田
（2009）によれば、この機能変化の特徴は大きく分けて 2 つあり、「司法的
機能」及び「立法的機能」を挙げることができる13）。
「司法的機能」とは、特定かつ具体的な事態に対し現行国際法の適用を
用い、終局的かつ法的拘束力のある決定を行うことを指し、他方の「立法
的機能」とは、一般的な内容を持ち、基本的に永続的な性格を有し法的拘
束力のある規範を新たに創設することをいう14）。具体的には、前者の「司
法的機能」では国際司法裁判所（ICJ）が勧告的意見を発出したナミビア
事件や、英国上空でパンアメリカン航空機が爆破された事件の容疑者引渡
しを求める仮保全措置命令を ICJ が出したロッカビー事件が代表的であ
る15）。
後者の性質を有するのが、まさに本稿で取り扱う決議1540である。ただ、
安保理は決議1540採択前に同様の性質を有する決議を採択しており、決議
1267と1373の採択が代表的である。これらの決議はテロ集団の拡散といっ
た懸念事項に対抗するために設けられた措置であるとともに、決議1540以
前における国連安保理の機能変化を代表するものであった。
決議1267の最大の特徴は対象を国家ではなく、アフガニスタンを支配す
る武装勢力であるタリバンに限定している点もさることながら、タリバン
に対する制裁措置を監視する組織として「アルカイダ・タリバン制裁委員
会（ATSC）」が設置されたことにある。ただ、上記のように対象をタリ
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バンとしていることで、従来型決議の特色を有するマージナルな措置であ
ったといえよう。
この意味で初の立法的機能を行使したとされる事例は、2001年 9 月11日
の米国同時多発テロ事件間もない 9 月28日に全会一致で採択された安保理
決議1373である。本決議の最大の特徴は、決議の対象を特定の国家等に限
定せずにテロリストとし、テロ集団の資金規制の強化を企図している点に
ある。そのため、本決議に掲げる措置は、各国にテロ集団への資金規制を
求めるとともに、第 3 項では「要請」として、情報交換及びテロ攻撃防止
に対する協力ならびにテロ資金供与防止条約を含めたテロ関連条約への早
期加入を促している。
上記のように、一般的な対象を規律する安保理の立法的機能の発揮は決
議1540採択以前の段階で漸進的に進められてきたとみることができよう。
⑵

決議1540の採択
米国同時多発テロ事件後の国際社会の最大の懸念事項がテロリズムと

WMD が結びつく脅威であることは既に述べた。
例えば、核兵器管理についてみれば、ソ連崩壊直後の管理が緩んだ核物
質（Loose Nukes）について、IAEA が1995年から2007年末までに1,000件
を超える不正取引があったことを報告しているように、冷戦後四半世紀を
経て WMD がテロ集団はおろか、個人のレベルでも入手しやすい環境が
醸成されていることが容易に理解できよう16）。また、こうした WMD の
ずさんな管理といった受動的要因のみならず、パキスタンの「核開発の
父」とされるアヴドゥル・カディール・カーン博士が世界規模で構築した
「核の闇市場」といわれる地下ネットワークに代表されるように、通常の
貿易を装って核関連物資及び機材の取引が、北朝鮮やイラン等を相手に頻
繁に行われていたという実態も見逃すことができない17）。こうした闇取引
は拡散懸念国のみならず、テロリストが以前よりも容易かつ隠密裏に
WMD を開発ないし保有する可能性を示したのである。地下鉄サリン事件
等から想起しても明らかなように、テロ集団が WMD を使用し破滅的な

246 《論

説》

事態を生起させる可能性がこれまで以上に飛躍的に高まったといえよう。
とはいえ、現在では WMD テロの脅威と同様に、不特定多数の市民殺傷
を目的とし、自動車や刃物など一般に容易に入手できる資機材を用いる
「ソフトターゲット」型のテロが横行していることも注意すべきではあ
る18）。
拡散状態を高める要因として挙げられたのが、各国の輸出管理体制の不
備であり、この事態に対処するためには一国のみならず、国際社会全体と
して取り組む必要性がある。このような懸念のもと、WMD 関連物資の拡
散を阻止する上で有効と考えられるのが世界規模での WMD 関連物資の
輸出管理の徹底である。
この輸出管理について、2003年 9 月にジョージ・W・ブッシュ米大統領
（当時）は国連総会において、WMD 拡散の犯罪化と国際的な標準の下で
輸出管理の法整備を行い、機微な物質の防護を図る「反拡散」決議を国連
安保理へ要請すると述べ、同年10月には米国の主導によって決議案が安保
理常任理事国で協議され、2004年 3 月下旬より安保理理事国全体で議論が
開始された19）。採択に至るまでは、安保理のみならず、加盟国への意見表
明の機会が与えられるなど、加盟国全体を規律する決議案である特性から
広範な支持を得るための配慮が見られたことは注目すべきであろう20）。こ
うした議論ののち、2004年 4 月28日に安保理決議1540は全会一致で採択さ
れた。
本決議の目的はテロ集団が WMD を入手することを防ぐために、輸出
管理に関して、国連加盟国に対し国内法整備を義務付けるものである。
より具体的な特徴としては、第一に国連安保理がテロリストという一般
的な対象を規制する、国際立法的要素を有する点にある。確かに、これま
での決議1267や1373もテロリズムを対象としていたものの、決議1267はあ
くまでもアフガニスタンを支配するタリバン及びその関係する私人に限定
しており、対象は一般的であるとはいえない。また、決議1373は実効的な
テロ資金規制を図るためにテロ資金供与防止条約の締約国となることを求
めていることからも、純粋かつ本格的な国際立法の性質を有するのは1540
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が初めてであるといえよう。
第二に、この決議の目的を果たすために、安保理の補助機関として1540
委員会が創設されたという点がある。1540委員会は主として各国が提出す
る報告の分析及び検討を行い、適切な輸出管理が実施できるために各国を
技術的及び法制的に支援する役目を担っている。これは、テロと WMD
の結びつきが喫緊の脅威であっても、輸出管理の徹底を果たす義務を負う
主体は依然として加盟国に負うところが大きいことを示すものであるとい
えよう21）。
本決議において具体的な輸出管理義務について示している項目は第 3 項
（c）及び（d）であり、
（c）では WMD 関連物資の不正取引及び不正仲介
や探知、抑止、防止及び対処のための適切で効果的な国境管理及び法執行
の努力を策定し維持することを示している。
（d）では輸出、通貨、積換
え及び再輸出に関する法令の整備や、これらの管理、そして関連物資の最
終需要者管理の確立に関する国内体制の整備を挙げ、法令違反に対する刑
事及び民事上の罰則の確立と執行を求めている。
このことからもわかるように、本決議は国連加盟国に対して輸出管理全
般にわたる国内実施体制の広範かつ多様な整備を求めている。
ゆえに、本決議履行のために加盟国が国内法整備等の義務を十分に果た
しているか否かによって WMD 不拡散体制そのものが大きく変動すると
いえよう。しかし、その義務の履行については輸出管理が国際貿易と密接
に関連するという特性上、非常に広範かつ多様な分野に対応する必要があ
り、特に途上国などでは十分な体制整備が早急に行き届かないことは容易
に想定される。このため、1540委員会といった、加盟国の履行状況につい
て監視し、決議履行を実現するための国連独自の手段が必要となるのであ
る22）。
1540委員会の主たる任務は、決議第 6 項に示すように、本決議採択から
6 か月以内に各国から提出される報告について検討及び指導を行い、安保
理へ決議の履行状況を定期的に報告するとともに、決議の実施支援のため
に加盟国への支援を提供することであった。さらに、1540委員会は各国か
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ら提出される報告の検討や分析とともに、それらの情報の「クリアリング
ハウス」としての役割を持ち、同時に IAEA や OPCW などの検証機関に
よる専門的な分野における支援を受けている23）。
また、他の WMD 関連条約や国際機関との関連については、第 5 項に
おいて、既存の軍縮及び不拡散条約における権利や義務は変更されないこ
とが明記されているが、これは当初米国が構想していた輸出管理の国際標
準化の下での強力な輸出管理体制とは異なる、消極的な性質のものとなっ
たことには注意を要する24）。
実施主体である各国の報告書の提出状況は、当初の期限である2004年10
月28日当時で59か国にとどまっていた25）。これは、全ての未提出国が本決
議を意図的に履行していないということではなく、安保理決議によって突
然課された義務の履行において、その実施のための国内体制が十分でなか
った国家（特に途上国）があることを示している26）。ただ、2016年 4 月24
日現在では、報告の提出はほぼ全ての加盟国で完了（176か国、 1 国際機
関：EU）しており、未提出国は、北朝鮮、マリ、ソマリアなど17か国の
みとなっている27）。1540委員会は未提出国への報告を促すとともに、既に
提出した国へも追加的な報告を求めている。追加報告を求めるのは、既に
委員会へ報告を提出している加盟国であっても、アラブ首長国連邦のよう
に隣国リビアとの関係から、核密輸の中継地点と指摘されながら具体的な
措置について言及していない事例や、自国の経済権益を優先させるために
非協力的な態度をとるマレーシアなど、決議を反映した措置が十分に伴っ
ていないケースも散見されるからである28）。
本決議は他の決議と同様に時間的制約を有している。1540委員会につい
ても設置期限が第 4 項において設けられており、当初採択より 2 年間とな
っていたが、後に決議1673（2006年 4 月27日）
、1810（2008年 4 月25日）、
1977（2011年 4 月20日）がそれぞれ採択され、2017年現在で2021年 4 月20
日まで延長されている。
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安保理機能から見た問題点
このように、本決議は従来型安保理決議よりも一般的な規範の実現を目

指していることがわかる。これは、WMD 不拡散の上で歓迎すべきではあ
るが、他方で安保理が国連憲章第 7 章の下で「国際立法」的措置を生み出
すことに多くの問題が生じることも無視できない。
この安保理による国際立法について、浅田（2009）は現行国際法及び
WMD 関連レジームによって規制することができなかった新たな事態に対
して、安保理決議によって国際立法を行うことが必要であるとしながらも、
全ての国連加盟国に対して一般的抽象的に一定の行為を、条約のような通
常の交渉過程を全て省略して行うことから、安保理の正当性を確保するた
めにはより慎重さを持って取り組むべきであると指摘する29）。
他方、坂本（2006）は浅田と同様に国際立法についてはより慎重な姿勢
を求めつつ、合法性については懐疑的であると主張する30）。この主張では、
国際立法の内在的制約として、国連憲章第39条の「平和に対する脅威」を
挙げ、テロリズムなどの一般的な対象について安保理決議を適用するなら
ば、達成すべき目標が不明確となり安保理の措置の均衡性が失われると述
べている31）。このような制約に加え、国連に加入する国家が一般的な義務
を安保理決議により強制されることが国連憲章第 2 条第 1 項の主権平等の
原則に反する、とも指摘している32）。
また、青木（2006）は国際立法の正当性の存否について、①「平和に対
する脅威」の決定を言い得る事態、②決定された強制措置の内容、③不遵
守に対する制裁可能性、といった 3 点について安保理がどこまで自制をす
ることができるかにかかっているとの考察を示している33）。
以上のような問いを踏まえ、次章でその正当性の所在について考察して
みたい。
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3
⑴

安保理決議1540の正当性の所在

国連憲章解釈における 2 つの議論：黙示的権限と特定権限
まず、安保理の権限の射程について、本稿では森（1994）が指摘する

「黙示的一般権限」と「特定権限」という 2 つの国連憲章の権限に関する
解釈があることから、それぞれの権限の解釈を踏まえた上で安保理決議
1540の正当性を検証することとしたい。
安保理決議の決定における権限を、国家に対する義務付け権限であると
するならば、解釈上その権限の分類として大きく「黙示的一般権限」と
「特定権限」の 2 つに分類することができる34）。前者の「黙示的一般権限」
とは国連憲章に明示されていなくとも、国連には任務遂行において不可欠
な権限が付与されているとする黙示的一般権限法理に基づいている35）。こ
れが最初に言及されたのは1949年に国際司法裁判所が下した「国連の役務
中に被った損害に対する賠償」事件への勧告的意見であった。
この「黙示的一般権限」による解釈は、国連憲章に明示されていないも
のの、冷戦後急速に活発化した国際平和維持活動（PKO）の正当性を得
る上での大きな法的背景を構成している。
他方、「特定権限」とは、国連憲章に明示的に記されている活動こそが
正当性を有する国連の活動である、とする解釈形式である36）。先の黙示的
一般権限法理とは対照的な関係にあるといえる。これは、特定権限があく
まで国連憲章第24条第 2 項に示す「
（前文略）安全保障理事会は、国際連
合の目的及び原則に従って行動しなければならない。
」ことを基調とし、
その行動のために安全保障理事会に付与される特定権限は、「第 6 章、第
7 章、第 8 章及び第12章」であるとしている37）。
⑵

特定権限としての安保理決議1540の正当性
本稿では、結論として先の項で示した国連憲章解釈における 2 つの解釈

を安保理決議1540の事例に当てはめて検討して、その正当性を検証する。
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そもそも決議1540は国連憲章第 7 章に基づき採択されていることから、
これは先項⑴の議論における後者にあたる、
「特定権限」に基づくもので
あるということが理解できよう。しかし、本決議は国連憲章に定められた
特定権限の行使でありながら、従前のように「一般的概念」を対象に掲げ
る「国際立法」的措置であるため、安保理の権能の踰越として問題提起さ
れることがある。
これについて、浅田（2009）は①決議が国連憲章第 7 章に基づき強制力
をもって各国に履行を求め、②その決議が一般的規範の実現を目的とし、
③採択過程が安保理理事国15か国に限定されている点、の 3 点に分けて問
題点を具体化している38）。
①の全加盟国への強制力という点については、そもそも全ての安保理決
議自体が国連憲章第25条により「国際連合加盟国は、安全保障理事会の決
定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。
」と定められ
ていることに注意する必要がある。つまり、決議1540のみが拘束力に関し
て、他の決議と異なった性質を有するわけではないとみなすことができる
のである。
ここで問題とするならば、本決議を採択するに当たって、条約の定立な
どといった措置では対応できないほどの「緊急性」が存在しているか否か
を問うべきであると浅田は指摘する39）。
②の論点としての国際立法的性質に関しては、既存条約の「欠缺」を補
うという機能を有している点に新規性がある。
阿部（2011）は、この点に関して本決議第 5 項に示す「この決議に規定
するいかなる義務も、
（中略）化学兵器禁止条約（CWC）及び生物兵器禁
止条約（BWC）の締結国の権利及び義務と抵触するもしくはこれらを変
更 す る も の と し て 解 し て は な ら ず、 又 は（ 中 略 ） 化 学 兵 器 禁 止 機 関
（OPCW）の責任を変更するものとして解してはならないことを決定す
る」を引用し、本決議の既存条約等の補完的な性格を有しているものと指
摘する40）。すなわち、本決議は国際立法であるが、その目的は既存の条約
に優位するというものではなく、法的拘束力のある形式によって既存の条
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約の欠缺を埋め合わせるものであると位置付けられるのである41）。
これを踏まえれば、本決議が国際立法として、既存の条約を含めた国際
法体系とは全く異なる、新たな措置として生まれたのではなく、あくまで
既存の条約ではできなかった分野に対する補助的機能を果たしていると認
識すべきであるとみることができる。ただし、第一の問題点でも言及した
ように、ここでも既存の条約成立過程で対処できないという前提に立ち、
「緊急性」が採択の要件となることは注目すべきであろう。
③の問題点については、確かに全加盟国を拘束する決議の採択に15か国
しか関与せず、しかもそのうち拒否権を有するのは常任理事国 5 か国のみ
であるということから、手続と構成の両面において問題を有すると考える
ことができる42）。また、常任理事国についても、国連創設の背景からその
構成が必ずしも現在の国際情勢を反映せず、なおかつ地理的な配分も公平
であるとは言い難い43）。こうした安保理の構成をめぐる問題は国連憲章の
改定等を含め、中長期的には抜本的な改革が求められよう。ただし、そも
そも安保理を含め国連自体が国際政治における各国の力関係を反映する傾
向にあるため、安保理の枠組み自体を早急に解決することは極めて困難で
ある。
したがって、既存の機構と手続で正当性を得るためには、採択過程にお
ける「全会一致」が求められる。事実、安保理決議1540をはじめ、テロ対
策関連の国際立法としての決議は「全会一致」で採択されており、特に決
議1540採択過程においては、国連憲章で規定されたものではないものの、
理事国以外の36か国へ意見表明の機会を与えるなど公式・非公式の意見交
換が加盟国間で行われコンセンサスを得ることができたのは特徴的であ
る44）。今後のテロ対策決議においても、このような形式による採択過程は
望ましいものであると考えることができる。
ただし、坂本（2006）は、こうした現状では今後の国際立法の実効性維
持に疑問が生じるとして、より一般的な意思の反映を確認することができ
る、総会決議との連関性や、国際司法裁判所による司法審査の必要性につ
いても指摘している45）。安保理があくまで「国際社会の平和と安定を維持
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する」目的に立脚して構成されている、いわば「政治的な機関」であるこ
とから、坂本の指摘は安保理の立法行為に対し国際司法裁判所がその審査
を行うことにより、本来独立国家の有している三権分立の機能を国際機関
に取り入れ、権限のバランスを確保するということと見受けられる。
以上の 3 つの論点から本決議の正当性を検討してきた。国連安保理によ
る国際立法という手段を用いた国際社会への新たな規範の定立は、確かに
当初想定されていなかった事柄である。それゆえに正当性の確保という点
では、現状による構成と手続によって問題を完全に解決できるとはいえな
い。
けれども、本決議に限っていうならば、あくまでその採択の目的がテロ
リズムと WMD の結びつきを早急に阻止しなければならないという緊急
性が高い課題で、なおかつ既存の条約等で対処し難い性質であることを国
際社会が広く認識しているということが大きなインセンティブであったこ
とは間違いない。本決議のマンデート決議案が継続して全会一致によって
採択され、ほとんどの加盟国が1540委員会へ最低 1 回以上報告を提出して
いることは、国際社会における決議1540への一般的受容の何よりの証拠で
あるとみなすことができる。
以上を踏まえて、本決議は現在の国際社会の一般的意思と国際安全保障
上の危機への対処という 2 つの懸案事項のバランスを十分に配慮して採択
された正当性を有するものであるということができる。
ただし、浅田が指摘するように、これは国際立法そのものが一般に受容
されたと見るべきではなく、むしろ安保理決議の実効性を継続して維持す
るためには、あくまで条約交渉による取組を基本とすべきであることには
留意すべきである。さらには、坂本が指摘するように、本決議の影響を踏
まえて、安保理決議の将来的な正当性を確保するためには、国家の三権分
立に疑似した機能として、国際司法裁判所による「司法審査」的機能も今
後長期的に考慮する必要があろう。
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4

決議1540総括報告と今後の展望

これまで国際法的側面から本決議の正当性を検証してきたが、他方で決
議履行における実体的側面の評価は正当性確保の上で不可欠である。
最後に、簡略ではあるがその実体的側面評価のモノグラフとして2016年
末に発表された国連総括報告を概観するとともに、今後の WMD 拡散防
止推進のための展望を見出したい。
⑴

国連安保理決議1540総括報告
本報告では、各国の履行状況をおおむね肯定的に評価しつつも、他方で

これまでの問題点を踏まえ、リコメンドとしていくつかの指摘がなされて
いる46）。紙幅の関係上全てを網羅的に紹介することはできないが、 4 つに
分類されたカテゴリの中で注目すべき事項として以下のものがある47）。
①「履行（Implementation）
」
・加盟国及び地域における効果的な能力強化のために机上演習などと
いった活動を推進する。
・協力ベースで1540委員会が執行手法に関する情報提供を各国に促す。
②「補助（Assistance）
」
・より特定の補助を求める加盟国を支援するために、1540委員会は加
盟国からの要請に基づく各国訪問及びそれらの国において履行の精
度を高める必要がある場合には、各国が設定する履行行動計画の任
意の発展支援を継続すべきである。
③「協力（Cooperation）
」
・1540委員会は関連する国際機関とともに本決議の履行状況を見積も
る た め、 委 員 会 の 能 力 を 強 化 す る こ と が で き る 情 報 の 共 有
（sharing information）を検討すべきである。
④「透明性（Transparency）
」
・1540委員会は必要な時と場所によって、決議の履行のために援助を

安保理決議1540と大量破壊兵器不拡散構築

255

行う加盟国内の産業界や学界を含めた市民社会との関与を（彼らの
求めに応じて）継続すべきである。
上記のようにリコメンドが述べられているが、①～④のいずれにおいて
も、やはり実行の主体が加盟国各々の努力に依拠することには変わりない
ことがわかる。この点、総括報告では地域的国際機関等の連携による能力
構築に言及しているのは、地域が包括的に能力向上を図ることで、個々の
加盟国規制の高度化・平準化を目指し、テロ集団等が「抜け穴」として利
用する可能性のある各国規制の懸隔を減らそうと配慮する意図がうかがえ
る。また、既存の対テロ安保理決議及びレジーム等との連携にも着眼が置
かれており、1540委員会が他の国際的規制措置とのいわば「ハブ的」役割
を一定程度果たしているものとみなすこともできる。
ただ、あくまでこのような枠組みは協力ベースであり、いまだに WMD
不拡散における一元的かつ強力な構造になっていない点には留意が必要で
ある。こうした「分業化」の理由としては、WMD 拡散防止における規制
が一般国際貿易と大きく関連し、なおかつこれらの規制には広範な知見が
求められることによるものと考えることができる。
けれども、このような中で「テロリズムによる WMD 獲得」という一
般的概念化した脅威に対抗するために1540委員会のような「場」が提供さ
れていることは、これら分業化した規制のよりシームレスな連携を深める
上で見逃すことができない措置であろう。今後は、後述するインテリジェ
ンス・シェアリングの推進や各国の規制検証のための専門家パネル増員な
ど、テクニカルな分野での発展により、漸進的に国連主体の WMD 不拡
散体制強化が望まれる。
⑵

現状を踏まえた今後の展望

決議1540を踏まえた各国の輸出管理体制は、実際のところ必ずしもテロ
集団、拡散懸念国それぞれで区分して行うわけではない。これは先述のよ
うな WMD 取引の実情を見れば明らかであろう。例えば、我が国では外
国為替及び外国貿易法（外為法）に基づき、特定の国家からの輸出入や物
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資規制をリスト化した政令等によって、経済産業大臣がその輸出入の許可
等の可否を審査することで実施されており、第一義的には経済産業省の所
管事項である48）。ただ、不正輸出に際しては取締りや機微な情報収集を警
察庁（及び都道府県警察）や公安調査庁が担っており、さらに本決議や条
約・レジームといった国家間調整は外務省が担当するなど、その実務面で
のアクターは必ずしも一様ではない49）。
我が国をはじめ、このような各国の規制措置は現在のほぼシームレスな
物流環境を鑑みれば、完全な WMD 拡散の阻止を図ることには大きな困
難が伴い、当然のことながら規制の「抜け穴」を狙った関連物質の取引が
行われる可能性があることには留意しなければならない。また、テロ組織
による WMD 関連物質取引は拡散懸念国を経由して実行される可能性も
あり、規制実施に当たってはこれらの諸国の事情も十分に踏まえる必要が
あるだろう。
ここで注目すべきは、輸出管理における治安当局等によるインテリジェ
ンス活動の多国間協力推進ではなかろうか。テロリズム規制における第一
の手段は彼らの意図を早期に見出し、事前予防を図ることであり、WMD
拡散防止においてもこの概念は大いに当てはまる。
我が国においては最近でも北朝鮮、イラン等による WMD 関連物資の
取引事案が確認、検挙されていることから、当局（警察及び公安調査庁
等）には当該事案調査のノウハウが相当程度に蓄積されているといえよ
う50）。今般の欧州におけるテロ事案を踏まえ、各国治安機関がインテリジ
ェンス・シェアリングを進めている中で、WMD 拡散防止の分野において
もこのような協力体制の構築は急務である51）。ただ、インテリジェンス活
動自体が各国において秘匿性が高い性質を有するため、その体制構築には
多くの課題も伴うことは明白である。ゆえに、国連を介したインテリジェ
ンス・シェアリングを構想するならば、既存の決議パネル（決議1267等）
との連携を図り、中長期的には各国の当局専門家が参画する非公開モニタ
リングチームを設置するなどといった加盟国による漸進的な協力を促すこ
とが現実的であろう。

安保理決議1540と大量破壊兵器不拡散構築

257

加えて、こうした枠組みの実効性ある形成のためには、やはり総括報告
でも指摘がなされた地域機関との連携は見逃せない。各国の輸出管理規制
の関心は隣接する諸国との協力体制に焦点が当てられる傾向にあり、これ
らと密接な関係にある地域治安機関（欧州の EUROPOL 等）や恒常的な
連絡協議の場は有効に活用しうる。ただし、東アジアや中東のように恒常
的な地域的治安機関が存在しない地域でのインテリジェンス・シェアリン
グには困難が予想される。この場合は米国主体のコアリッション（有志連
合）方式によるシェアリングとなり、既存の枠組みとして運用されている、
拡散に対する安全保障イニシアチブ（PSI）のインテリジェンス面での拡
充といった形式になろう。
いずれにしても、国連安保理が WMD 不拡散のインテリジェンス面に
おいて総括的役割を果たすためには、一から新組織等を設置するよりも既
存の地域機関や米国をはじめとする有志国の協力が円滑に得られる体制づ
くりの推進が必須であると考えることができる。その上で、多くの先進技
術開発のポテンシャルを有し、地下鉄サリン事件等の CBRN テロ対処を
も経験した我が国が当該分野の協力体制構築の核心になることは自明であ
ろうし、こうした分野での積極的な参加が国際公序の安定に寄与する大き
な機会になるものと思料する。

おわりに
21世紀に入り、継続的に増長するテロリズムや WMD 拡散といったト
ランスナショナルな脅威は、もはや主権国家のみで対処することが困難な
懸念要素となったのは本論文で繰り返し強調してきたところである。これ
に対処する方策として、国連憲章第 7 章で国際安全保障を管掌することが
規定された国連安保理がその機能を発揮することは非常に歓迎されるべき
ことではある。ただし、安保理の無分別な国際立法行為は、国際社会にお
いて独立して権力を行使するアクターである主権国家の存在をないがしろ
にすることに直結し、さらにはいたずらに国連安保理の実効性の喪失や、
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現代国際法秩序の破綻を招くおそれもある。
また、前章末において示したように、いかに決議の内容がテロと不拡散
の阻止を高邁に掲げていても、各国による地道な輸出管理の努力がなけれ
ば WMD テロ等の早期防圧を図ることは困難である。輸出管理の要諦は
各種の立法措置や輸出入検査体制はもとより、ヒューミント等のインテリ
ジェンス活動の側面を見逃すことはできない。各国情報機関におけるシー
ムレスなリエゾン活動の推進などまだ開拓すべき分野が残っていることに
留意すべきであろう。
ただ、21世紀の国際安全保障において、主権国家の活動以上に国連がト
ランスナショナルな脅威に関与する機会は今後とも増えることは間違いの
ないように見える。このことからも、国際社会への規範形成面で安保理が
どのように機能変化を遂げ、各国がそれに応じて実効性ある履行をどれだ
け推進できるのかといった問題は誠に注目すべきである。
1 ）戸﨑洋史＝宮坂直史＝村山裕三＝石川卓「第 7 章

大量破壊兵器の不拡散」黒沢

満編著『軍縮問題入門（新版）』（東信堂、2005年）156頁。
2 ）坂本一也「国連安全保障理事会による国際法の『立法』――安保理決議1373及び
1540を手懸りとして――」世界法年報第25号（2006年）153 ― 154頁。
3 ）黒崎輝「日本核武装研究（一九六八年）とは何だったか」国際政治第182号
（2015年）125 ― 139頁。
4 ）確かに、締約国に「引渡しか、処罰か」といった罰則適用を義務付ける、「テロ
リストによる爆弾使用の防止に関する国際条約（爆弾テロ防止条約）」のように、
一般的な概念としてテロリズムを規定する条約は存在するが、WMD 取引全般にわ
たる規制を行う枠組みは決議1540以前において策定されていなかった。
5 ）NHK 広島「核テロ」取材班『核テロリズムの時代』
（NHK 出版、2003年）108
― 180頁。
6 ）鈴木一人「新しい安全保障と技術管理」外交第40号（2016年）74 ― 79頁。
7 ）宮坂直史『日本はテロを防げるのか』（ちくま新書、2004年）115 ― 118頁。
8 ）戸﨑＝宮坂＝村山＝石川・前掲注 1 ）49頁。
9 ）ゆえに、生物兵器に関する検証措置はレジームであるオーストラリア・グループ
（AG）によって担われるところが大きい。
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明治維新と近代警察制度
鈴

木

康

夫

（元神奈川県青葉警察署長）

要

旨

本稿では、明治維新150年を機に公文書による客観的な史実を掘り起こ
し、維新直後の京都に始まる捕亡・府兵制度及び近代警察邏卒の創設から
行政警察規則の制定までの軌跡を明らかにしたい。
その際、これら警察制度創設及び整備に向けた維新政府首脳の功績等に
加え、これまであまり触れられてこなかった、
① 統一警察制度以前の府県で区々であった警察制度について、維新の
地京都、開国の地神奈川、新首都東京の状況を描写すること。
② 内国事務科から始まり会計官、民部省等と変遷する警察制度の所管
官庁を明らかにすること。
③ 近代警察の整備は、治外法権を認めた不平等条約改正の条件の一つ
でもあったこと。
という側面にも焦点を当てたい。
キーワード：警察は治国の要務、全国統一の警察制度、不平等条約の改正
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はじめに
明治初年の警察制度について『内務省史』は、要旨「明治元年 4 月政体
書により、太政官に七官を置き、軍務官をして地方の治安維持権を、刑法
官をして犯罪捜査権等を管轄させた。廃藩置県により兵部省から司法省へ
警察管轄が移る。」1 ）とあるが、史実とは乖離している。
七官制における地方の治安維持権所管は、内国事務局を引き継いだ会計
官「民政司」であり、民部省から後の内務省へとつながる。軍務官は治安
維持権を所管しておらず、太政官命令・東京府の委任による一時的所管を
誤解したのではないか。また、犯罪捜査権は、地方官の捕亡、目付等も有
しており、さらに、司法省への警察所管の移管は、民部省と合併の大蔵省
からであり兵部省ではない。
＊ 『内務省史』第一巻序文の、
「この内務省史が官庁の統計や発表資料
を継ぎ合わせたものではなく、かっての当局者が、その当時の心持を
回想しながら執筆した。やがては国家の手によって編纂されねばなら
ぬ内務省の正史や、学者の研究によって補正されることを望む（以下
略）」及び「明治初期は、空白期間であり……今後の研究に俟つ……」
（内務省史第三巻899頁）を参考に掲げたい。
従来、不明確であった明治初期の警察制度の概要は、本論において述べ
るが、
「明治警察の創設については、西郷、大久保、木戸の維新の三傑、
それを引き継いだ伊藤博文、山形有朋らの世代が何を考え、何を目標にし
たのかを文献上後づけるのも大きなテーマだと思う。
」との加藤晶（警察
政策学会資料第77号『警察協会雑誌にみる警察の歴史』47頁）の意見を紹
介したい。
また、『内務省史』等は外交関係に触れていないが、神奈川県邏卒は、
岩倉具視の英・仏駐屯軍撤退交渉の担保として創設されたものであり、東
京府邏卒は、英人襲撃事件による撤退交渉等への影響を危惧した岩倉、大
久保利通、西郷隆盛により設置された。いずれも、条約改正への条件の一
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つ（外国人の安全の確保）であり、岩倉使節団ロンドン交渉においても
「邏卒の設置」が提示されている。
さらに、行政警察規則等の条文には、目的条項は仏警察規則の「国家の
安寧」が、実務条項は英系上海邏卒規則の「邏卒勤方ノ事」が、規律条項
は西郷隆盛の「自守規則」が採用されている。
本稿は、慶応 3 （1867）年から明治 8 （1875）年を中心として、民部省
履歴を包含する『明治前期財政経済史資料集成第二巻大蔵省沿革志上・同
第三巻同下』
（大蔵省（農商務省、会計検査院）編纂、明治文献資料刊行
会版、1932年）及び『法規分類大全』
（警察門、兵制門）を基軸に公文書、
日記、書簡により史実の掘り起こしに努めたが、当時の諸規則等を読むと
近代制度導入前においても、精緻な軍と警察の区分、警察活動の理論、外
国規則の適切な咀嚼、導入が見られ、明治の先賢の叡智に敬服するのみで
ある。

1
⑴

王政復古と新政府の治安維持政策

維新直後の治安維持施策と外国人殺傷事件への対応
ア

内国事務としての諸藩兵による取締

王政復古の大号令が慶応 3 （1867）年12月 9 日に行われ、神武創業期
に復し摂政、関白、幕府を廃絶し、総裁・議定・参与の三職が設置され
る。廃職となった将軍職、京都守護職、町奉行、新選組等の撤退した同
年12月12日、新政府は参与役所（岩下方平、西郷隆盛、大久保利通等14
人）を設置する。翌13日には、亀山等火消三藩に太政官から京都市中取
締が命令され 2 ）、三藩は、祇園会の警備等の役職である雑色の詰所を仮
役所とした。
翌日、平戸等六藩も投入、市中取締役所（後の京都裁判所、京都府）
を設置、田宮如雲を市尹総管とする。新選組等の蝟集から市民が逃げ出
した伏見へと田宮が向かい 3 ）、その後、鳥羽伏見の戦いとなる。
七科制の内国事務科が、明治元（1868）年 1 月17日に設置され、参与
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大久保利通・田宮如雲 4 ）らが、取締事務を所管する。新政府がその威
信を示すには、支配地における治安の回復が第一で庶民が安心して生産
的諸活動に従事できることであった 5 ）。
また、同年 2 月末各国公使の天皇謁見に際し、太政官命令により、諸
藩兵を「警衛」せしむといった警察業務の概念、用語が創出されてい
る 6 ）。
イ 外国人殺傷事件への対応と旧幕府の治安政策
維新前の慶応 3 年 8 月には、長崎でイギリス船員 2 人が殺害されたイ
カルス号事件が発生、坂本龍馬の海援隊等が疑われ、土佐まで英公使パ
ークスが押しかけたが、翌年に黒田藩士が犯人であったとわかり濡れ衣
であることが判明した。
維新直後の明治元年 1 月に神戸事件、同年 3 月京都英公使パークス参
内襲撃事件、同年 3 月堺港仏水兵11人殺害事件の続発に対し、新政府は、
迅速な処理、犯人処罰（切腹11人、処刑 2 人）を行い外国の評価を得る
が、これも幕府の失敗に鑑みたものである。
＊

元年 3 月23日京都四条における公使パークス参内襲撃事件では、

ロンドン警視庁から選抜され横浜に赴任した［Legation Mounted
Escort］Inspector Peter Peacok 以下12人（横浜開港資料館「THE
Japan directory1869」
）が警護していたが、襲撃犯 2 人により 9 人
が負傷、いずれも後疵で狼狽ぶりがわかる。重傷の 2 人は、本国送
還となった 7 ）。
政府には大変な衝撃であったが、随行していた外国事務局後藤象
二郎と中井弘が一人の襲撃犯を切り倒し、英女王の褒賞の剣を授与
され、かろうじてメンツを保った事件であった。
旧幕府の治安維持政策は、元和元（1615）年の元和偃武、武家諸法度
などの枠内において各藩主等の土地人民、政事刑法の自治権を認め、住
民自治の五人組制度は手配者の逮捕権まで認めていた。
このため、奉行所の与力、同心は少数で広域体制は幕末の関東取締出
役（12人）程度であり、攘夷運動による外国人殺傷事件（幕末から維新
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まで31件発生、死者15人、傷者32人余 8 ））の犯人捜査も進まず、予防も
出来ず、外国側の不信を招き、居留民保護名目の英・仏軍隊の横浜駐屯
を認めざるを得なかった。一方、京都では維新の志士取締に、新選組、
見廻組が投入されていた。
⑵

府藩県三治制と新たな警察制度「捕亡と府・県兵」

政体書（明治元（1868）年 4 月21日）により、新政府直轄の府・県（計
800万石、旧幕府領）及び各藩（計2,200万石、272藩）となる 9 ）。
警察所管は、内国事務局から引き継いだ会計官の民政司であり「会計官
達元年10月関東地方強盗博徒取締方」等を発出、江戸鎮将府は同年 8 月に
民政裁判所を改め、会計局10）であった。
＊

会計官所掌事務11）
：出納、用度、駅逓、営繕、税銀、貨幣、民政

ア

府・県
ア

捕亡の設置

① 「政体書」明治元（1868）年 4 月21日の刑法官所掌「掌総判執法
守律監察糺弾捕亡断獄」により中央制度の捕亡が設置される。
同年、 7 月 8 日、公家・武士は刑法官が、府民は京都府と担当が区
分される12）。
②

同年 7 月10日「京都府職制」の捕亡が、旧与力・同心を採用し設
置された。
「京都府捕亡手職制」13）（ 4 年 7 月）は、司法のみならず
行政を含む下記の幅広い活動であり、明治警察制度の源流と言える。
後に刑の執行、裁判は、司法省へ移管される。
一神事出役、一処々警固、一昼夜市中巡邏、一捕亡探索、一宿直、
一出火の節出役、一死刑者の執刀並びに刑人途、中護衛、一筈、
杖執行、一白州を固む、一囚人牢獄等
＊

③

一神事出役は、祇園会警備等の雑色の継承である。

明治元年12月23日太政官達「県官職制及び定員14）」により、石額
10万石以上捕亡10人とされる。
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府・県兵の設置

「政体書」の知府（県）事の任務「掌繁育人民富殖生産敦教化収租
税督賦役知賞刑（制郷兵）兼監府兵15）」により、京都府は旧与力・同
心を中心に府兵を編成し、兵制による警察兼務で平安隊16）（明治元年
7 月）と称した。
大阪府は、当初、薩摩、長州等四藩兵により治安維持を図り、元年
6 月、旧与力・同心による府兵（80人）を設置、元年 8 月浪花隊と称
した17）。
神奈川県は旧幕府の出役・足軽による神奈川警衛隊（元年 4 月、約
540人）を、同年11月には神奈川県兵へと改編している18）。
東京府下では、彰義隊の反乱など大混乱し、鎮将府（参与大久保利
通、判事江藤新平）は旧幕臣重役に取締を命ずるも効果が出ず、また、
捕亡は設置されたものの41人19）の弱小で、旧幕兵や東北戦争を終え
た官軍が、府下で略奪を行う。
このため、明治元年10月27日大久保利通から議定岩倉具視宛てに
「市中取締の事、東京府幷軍務に御沙汰相成度奉存候20）」（以下、諸通
達類は、現代仮名遣いとした。
）が報告される。同年12月27日東京府
へ太政官達「東京市中取締方軍務官と協議せしむ」が発出され、明治
2 年 1 月 8 日「東京市中取締諸藩進退を軍務官に委任す21）」と諸藩の
取締要員の指揮、運用、取締権が東京府から軍務官に委任される。
＊

軍務官の所掌は、管二局四司で海軍局、陸軍局、築造司、兵船
司、兵器司、馬政司22）であり、治安維持権は無い。

＊

市中取締権は、地方民政としての知事の職掌である。

また、明治 2 （1868）年 1 月の東京府達には、「兵士故障有之召捕
る節は其隊長に掛合べき、但し大金を奪取又は抜刀等にて……は吟味
の上軍務官に引渡すこと。
」とされ官軍兵士の乱れがわかる。
なお、東京の築地居留地には、旧外国人警衛別手組が同 2 年に再編
され、外国人警衛に従事したが、同 5 年の邏卒制により廃止された。
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各藩の旧制度と藩兵の継続

藩治職制が明治元年10月に定められ、目付、監察等の旧制度と藩兵に
よる治安維制度が継続され、政府との連絡役管長（触頭）が設けられた。
また、官軍を擬する強盗などが各地で頻発し、明治元年 4 月 5 日諸藩
へ達「地方の暴徒は所在の諸藩をして兵威に籍り鎮圧せしむ」23）と「兵
制」として達せられ、諸藩の治安維持は武門政治の延長であった。
ウ

暗殺禁止令

明治元年 3 月 1 日新政府は、暗殺禁止令を出すが士族の不安定要素な
どもからみ、容易には収まらなかった。
＊

2 年 2 月 5 日徴士横井小楠、同年 9 月 4 日兵部大輔大村益次郎、
同年12月24日未遂中辨江藤新平、 4 年 1 月 9 日参議廣澤真臣、 7 年
1 月14日未遂右大臣岩倉具視、11年 5 月14日内務卿大久保利通

⑶

版籍奉還による兵制廃止と警察専務化
ア

府・県兵廃止による警察専務「警固方」等への改編

廃藩置県への前座ともいえる明治 2 （1869）年 1 月の、版（土地）籍
（人民）奉還による藩主の官僚化と共に、明治 2 年 4 月 8 日「布告」府
県兵規則一定まで新設を申禁す24）及び同 2 年 7 月27日「府県職務章程」
（民部省）第十私に兵隊を設備するはこれを厳に之を禁止す25）により
府・県兵廃止となる。
京都府は、同 2 年 7 月 3 日府兵を警察専務の警固方（市中廻番捕亡専
務750人）へと改編、組織・活動は府兵規則に準じていた26）。
大阪府は、浪花隊を明治 3 年 8 月解散、同年 9 月に捕亡掛、後に番卒
を設置する。
神奈川県は、明治 3 年 1 月に巡整吏卒（横浜ポリス118人）を創設す
るが、居留地関門及び関門外を担当の神奈川県兵は同 3 年 2 月兵部省達
「藩県の常備兵制」27）により継続される。
東京府は、明治 2 年11月15日達「諸藩士を以て府兵の姿に組立約束号
令賞罰……東京府に委任す28）」と軍務官から警察権運用が戻され、同年
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12月には警察専務の「府兵規則29）」により「持場区中は昼夜無懈怠巡
邏」となり、明治 3 （1870）年 4 月には「府県廰分課定例30）」（民部・
大蔵省連署稟議）が制定され、
「府兵課は警衛巡邏の事務」と追認され
る。
イ

藩の改革

版籍奉還により藩主は知藩事として官僚となり、減禄など制度改革も
行われた。小田原藩では、従来の地方同心が民政任部さらに捕亡と改称
され、 5 年には捕亡吏10人、邏卒25人、牢番 2 人、下番 4 人とされ、 9
年の神奈川県合併時は、11屯所が整備されていた31）。
ウ

弾正台の設置

弾正台が 2 年 6 月設置され、幕末以来多発の一揆反乱対策につき諸藩
監察掛へ「地方の非常異変は其の近傍諸藩より弾正台に申報せしむ」を
達する32）。
⑷ 兵制廃止伺等にみる警察業務の明確な理論
ア

神奈川県の兵部省宛、兵制廃止伺33）には、①武備の必要性②兼務

制③軍との差異④従事する警察官の要件が明確に示されている。
明治 3 年10月日欠
当県兵隊の儀は去る辰年御一新の際①兵馬騒擾の折柄武備無之ては開
港場内外人民保護難出来に付人選銃隊取建②人民保護は勿論衛関部内巡
邏捕亡密商諸取締等兼務申付有之處先般御制度御確定③兵部省被差遣
追々兵制相立候に付文武判然不相分ては夫不都合に付此度右県兵の儀は
すべ

都て相廃し衛関巡邏其余人員相応相入れ且④外国人情態港内諸規則遊猟

遊歩規程の類迄熟知の者に無之ては取締不都合候間可廃兵隊の内外国人
情態熟知の者官員に振向（以下略）（注：丸数字、下線は著者）
イ

明治 4 （1871）年 7 月東京の皇居警衛について、兵部省は「巡邏
いえど

兵規則」を制定、兵と雖も巡邏は警察業務であり『太政類典目録』上保
民警察284頁に登載される。
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駐屯軍撤退交渉と近代警察「邏卒」の創設

撤退交渉
横浜居留地における英・仏軍約800人の駐屯は、独立国の不名誉として

明治 2 （1869）年 4 月、内戦終了と共に権大納言岩倉具視が、意見書「外
交の事」で「目今乃如く外国の兵隊の我が港内に上陸せしめ、又居留洋人
の我が国法を犯すものあるも彼が国の官人をして之を処置せしむる等は、
尤も我が皇国の恥辱甚きものと謂うべし。
」と万国対峙を示し、駐屯軍撤
退交渉を始める。
これに対し、英公使パークスは、
「御門の政府が、居留民の安全を確保
できれば撤兵する。
」と恫喝するが岩倉は一歩も引かなかった。後に、パ
ークスは、外国軍駐屯が不名誉と感じる日本人がいることが嬉しかったと
述べている34）。
また、同居留地では、慶応 3 （1867）年11月から不平等条約「横浜外国
人居留地取締規則」により外国人ポリス23人（英・仏駐屯軍）、シナ人10
人、日本人取締役84人が、Director of Land and Police（M・Dohmen 元
英領事館員、明治元年 5 月からは米人 E.S Benson）に指揮され、警察権、
土地管理・課税権が外国人に支配されていた35）。
⑵

近代警察「邏卒」の創設
ア 「巡整吏卒」及び「取締員」の創設
岩倉具視の撤退交渉に基づき、神奈川県知事寺島宗則（薩士、後の外
務卿）は、英公使パークスの英式警察制度の教示、要請を受け36）、明治
3 年 1 月「巡整吏卒」
（横浜ポリス）を居留地内担当として創設する。
次いで明治 4 年 8 月 9 日、兵制を全廃、居留地の関門外を含めて「取締
員」に一本化を図り、上記の条約第 2 条「神奈川奉行支配の取締役」の
規定を根拠に知事の支配強化を図る。
これに対し領事団は、知事と領事による「ポリス共同管理案」を投げ
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かけ、対立していた。
イ 「邏卒」の創設
新任の陸奥宗光知事（明治 4 年 8 月12日着任、元海援隊副隊長格）は、
万国公法理論と居留民の警察費負担の逆提案で干渉をはねのけ、犯罪予
防、個人の権利保護を理念とした英式規則、階級制度、服制等を全面導
入した「邏卒」（249人）を創設、明治 4 年12月大蔵省に認可される37）。
＊ 『陸奥宗光伯』霞関会小伝では、
「神奈川在任中は多少県制改革等
の事もありたれども茲に特記するほどのこと無し」としている。
かなりの部分は、権知事大江卓（元陸援隊、土佐士族）が海援隊
仲間の中島信行とともに上海遊行時の租界警察との出会経験を活か
したとみられ、半年後には上海等への調査派遣を行うことになる。
ウ

モデル制度、語源
ア

英ヴィクトリア女王朝の内務卿ロバート・ピールが1829年に創設
したポリスの特徴

①

ビート制パトロール、持区の24時間20マイルのパトロールによる
犯罪予防、住民・財産保護。
＊

横浜居留地の関門は、明治 4 年 9 月に従来の朝 6 時から夕 6

時の開門を24時間制とし、付属の番所もパトロール拠点の交番
所となり「交番」の語源となった。
②

服制、木棒、表彰、懲罰、公務災害補償、協力援助者給付、広報、
水上警察、消防など幅広い制度。

イ

邏卒の語源

諸説あるが最有力は、条約改正絡みの西周著『萬国公法』第四巻第
四章外交特権の条項である。
第十節「（前略）糾官の邏卒突入査索するを得ざる（後略）」（大久
保利謙編『西周全集』宗高書房、1960年）
エ

邏卒教科書の出版
明治 5 （1872）年春には英国の教科書「大築拙蔵訳述（神奈川県訳

官）
『邏卒勤方問答』が、
「何幸五郎訳（同）
『香港巡邏章程』（1862年英
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国新律）が同時期に、いずれも横浜活版社から出版された。また、明治
14年当時の警視庁教養史料として『邏卒勤方問答』、川路利良＝佐和正
＝植松直久『警察手眼』
（警視局、1879年）が使われた38）。
⑶

神戸・大阪居留地の特権地域化

兵庫県は、明治 4 年 3 月横浜ポリスに倣って巡整組を設置するが、居留
地参事会は条約「兵庫・大阪規定書39）」に基づき日本側警察権を拒否、特
権地域（Extra Territoriality）となり、居留地は、我が国の主権から切り
離された40）。
また、明治 6 （1873）年 6 月日本初の近代裁判マリア・ルス号事件（前
記大江卓が裁判長、清国人奴隷230人を解放）により派生した横浜居留地
条約の改正と無条約国への日本側裁判権の成立に起因し、大阪居留地も同
様にイギリス主導で特権地域となる。
なお、本項の詳細は、
『横浜外国人居留地における近代警察の創設』（警
察政策学会資料第86号）を参照されたい。

3
⑴

東京府における西洋ポリスの設置

外国人殺傷事件再発の衝撃と初の警察基本規則の制定
明治 3 （1870）年11月 3 日、東京神田において大学南校の英人教師 2 名

への傷害事件が発生し、駐屯軍撤退、条約改正交渉の中心国である英公使
パークスの厳しい抗議がなされ、政府に大きな衝撃を与えた。
『木戸孝允日記』には「11月23日英人暗殺の者探索尤も厳なり。欧州各
41）
国の法に従いポリス等を起こすの説紛々あり。」
と記され、明治 3 年12

月24日太政官から初の警察基本規則「三府並開港場取締心得」及び「粗暴
42）
士族の帯刀禁止」
が布告され、三府等においては外国人保護が最重点と

なる。
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東京府西洋ポリス設置の上申
東京府は、明治 2 年12月に「府兵規則」
（昼夜無懈怠巡邏等の警察規則）

を定め、諸藩兵の派遣を受けていた。しかし、「白昼盗賊が跋扈するなど
劣悪な治安環境から府兵制度を続けていたが、効果が出なかったことから
明治 3 年10月、福沢諭吉にポリス制度の調査を依頼した。福沢は「取締の
法」と題する報告書を提出した。
」
（松尾庄一「実務から見た警察の歴史」
季刊現代警察、第142号、2015年）
府兵は、旧来の姿で、また、府としての体裁もあり、西洋ポリスの規則
に準じて取締規則を制定していたところ、上記、英人襲撃事件が発生し、
また、兵部省から「旧徳川家の献兵士族」移管43）の連絡を受け 3 年12月
44）
八大区4,474名「西洋ポリス設置案」
を上申する。

そして、大納言岩倉具視、民部省御用掛大久保利通が主導し、廃藩置県
への薩、長、土三藩の再協力による新政府直轄軍「御親兵」と併せて、近
代ポリス設置も同様な三藩による編成への転換を企図する。
当時、ヨーロッパ視察（明治 2 年 6 月～ 3 年 7 月）から帰国しパリ警察
等の見聞を兄西郷隆盛に報告45）した陸軍少輔西郷従道を通じて、帰藩中
の西郷への上京と御親兵、ポリス設置の協力を依頼する。
そして、勅使岩倉具視と大久保利通は、明治 3 年12月24日鹿児島におい
て知藩事島津久光、大参事西郷隆盛と会談、兵とポリス差出の了解を得る。
以後、西郷隆盛も同行し、長州（明治 4 年 1 月 7 日）、土佐（同年 1 月
19日）において諮るが、兵は了解するもののポリスは、山口藩、参議木戸
孝允、土佐藩、大参事板垣退助が「土地熟知に有らずでは不都合」を理由
に賛成せず、したがって、薩2,000人、他1,000人となり46）、後に政府を悩
ませる薩閥問題の原因ともなる。
⑶ 『大久保利通日記』の記録
明治 4 （1871）年 2 月 8 日、三条実美邸にて大久保利通、西郷隆盛、木
戸孝允、板垣退助が会合し、兵隊、ポリスの差出が正式決定され、御沙汰
等が『大久保利通日記』に記録されている47）。
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参 朝今日三藩へ兵隊被召出候御

今夕小西郷入来

4 年 2 月14日

九時参

朝今ポリス人員差出候様鹿児島へ御達有之

4 年 2 月15日

今日西郷氏就発途上相訪候

十時参

朝退出し岩倉公へ

参上
⑷

西郷隆盛による東京府ポリスの設置
ア

取締組の設置

西郷隆盛は、明治 4 年 4 月15日、藩知事島津久光とともに上京し、兵
4 個大隊も21日東京着、同年 7 月近衛都督就任、併せてポリス設置に関
与する。
『江藤新平伝』によると「江藤が 4 年 2 月東京警固卒取調御用掛を命
じられて間もなくの 7 月参議西郷隆盛が東京の府兵を廃し……邏卒を置
いての提議をした48）。
」とある。江藤は 7 月18日制度局から文部大輔へ、
さらに 8 月には左院副議長に栄転している。
廃藩置県後の明治 4 年 8 月 5 日大久保は岩倉とポリス設置を談じ、 8
月17日には鹿児島県へ警固卒至急上京の達が出されている。
明治 4 年10月23日太政官達「東京府下ニ邏卒ヲ配置ス」（取締組が正
式名、東京府の原案は 8 区（当時の区域は山手線内側程度）であったが、
西郷の関与で 6 区となったようである。）により、府知事由利公正、大
参事黒田清綱の下、安藤則命、国分友諒、川路利良、坂本純熈（以上薩
摩藩）桑原譲（土佐藩）田辺良顕（福井藩）の 6 人が各六区の取締組総
長に任命される。
＊

三岡丈夫編『由利公正傳』
（光融館、1916年）「福井からは田辺良
顕一人で、薩摩から多くの人が来たがこれは全く黒田清綱（薩士、
東京府大参事、元弾正台）の骨折りによった。」
規則は「取締組大體法則」であり、西郷の命名であろうことは

「西郷隆盛文書」の「與人大體」
（295頁、幹部心得）と「間切横目
大體」（298頁、警察官心得）からも推測でき、附属の「自守規則16
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条」は警視庁章程及び行政警察規則にも採用される。
＊

警察史研究の泰斗武藤誠は、
「警察手眼の重要部分と西郷の「間
切横目大體」が極めて類似しており、精神としてはまったく一致し
ている。」と述べている49）。
『警察手眼』は、川路の訓示を下僚が纏めたものだがその意味で

は西郷隆盛の思想を体現したものであろう。
なお、加藤晶（警察政策学会警察史研究部会前会長）は、「私は、
武藤誠さんの「警察精神の源流をたどる」
（現代警察122号）等に書
かれているように、明治警察の創設に当たっては西郷隆盛の功績を
もっと評価してもいいのではないかと思う。 3 年に西郷は弟の従道
からパリのポリスの話を聞き、興味を持ち、御親兵を創るために上
京した折 4 年 7 月に政府要人と協議してパリのようなポリスを（以
下略）」と述べている（警察政策学会資料第77号『警察協会雑誌に
みる警察の歴史』47頁）
。
イ 「邏卒」の導入と増員
大久保利通の岩倉使節団派遣（明治 4 （1871）年11月12日横浜出港）
に伴い、明治 4 年10月23日達「東京府下に邏卒を配置す」の同日、盟友
西郷隆盛が大蔵省御用掛（事務総督）に任命され、筆頭参議として留守
政府を任される50）。
西郷から東京府のポリス責任者大参事黒田清綱（嘉納）
（後の枢密顧
問官）への 7 通の書翰に、下記の様な精細・的確な増員要求、幹部の選
定、不祥事案予防等が示され、戦略家、気配の人の面目躍如である51）。
「ポリス一條につき正院と議論……人数不足に付……人民戸数何十
軒に幾人との取締組を充て……小区に組子30人に小頭 1 人と整え（以
下略）
」（明治 5 年 3 月15日付［53］
）
そして、明治 5 （1872）年 3 月29日達「自今東京府下邏卒勤方神奈川
県邏卒の方法に準拠せしむ52）」と邏卒制度の導入が指示され、併せて西
郷の計画通り1,000人増員計4,000人となり、同年 5 月13日東京府邏卒と
なる。

明治維新と近代警察制度

277

導入に先立ち、 5 年 2 月19日付東京府典事桑原譲から神奈川県権令大
江卓への研修依頼の書簡「此度尊県邏卒に模し本府取締改正致したく
……組頭永田佐平……両人差立申候間何卒十日計御県下邏卒同様為見
習」が出され、組頭 2 名が10日間派遣され横浜において研修が行われ
た53）。
ウ

西郷の功績について
さて、このような西郷の功績は、
『警視庁史稿』等には記されていな

い。もっとも、同史稿が明治26（1893）年 3 月に書かれ、当時は保安条
例の施行と自由民権運動家の追放などに続く世情騒然たる時代である。
また、序文が警視総監園田安賢により述べられていることを思えば、当
時は西南戦争の余韻が残り、園田総監自身も戦った相手を、警視庁史に
記すことは大変難しかったであろうことは理解できよう。しかし、西郷
は、明治23年復権しており、警察史での復権も必要ではないか。
明治維新は、士族層の消滅が最大の特徴であるが、特に薩摩は士族層
が25％と多かった。西郷隆盛は、
「廃藩に付生計の道を失い無禄の窮士
は空しく路頭に立候」と強く憂えて「廃藩につき士族救助方願書」
（前
掲「西郷隆盛文書」
［96］
）を提出している。
また、山縣有朋から依頼の廃職の長州藩元隊長 2 人の採用について、
東京府黒田大参事宛の丁寧な書簡に人情味あふれる人柄が感じられる。
故にここに至ったのであろうか。

4

近代化への「邏卒」の導入と「捕亡」の整備

廃藩置県（明治 4 （1871）年 7 月14日）は、王政復古の号令に次ぐ、第
二の維新とも言われ国家の基本骨格の中央集権化が行われ、それまでの二
元構造から統一国家（ 3 府、72県、 1 使（ 4 年末）合計3,000万石）へと
歩みだした。大蔵省（戸籍寮）は、神奈川県邏卒を近代化モデルとしてま
ず、三府・開港場への導入を進め、併せて廃藩後の新県へ捕亡を整備する。
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近代化への邏卒の全国導入
ア 「大蔵省事務章程」
民部省から警察所管を引き継いだ大蔵省の所掌は、
「大蔵は理財会計
に関する一切の事務を統理し、全国人民の分限、地方の警邏、駅逓、郵
54）
便等の事を総監し（以下略）
。
」
（明治 4 年 8 月19日）と広範な権限で

あった。
イ

近代警察制度の要請
同省、戸籍寮の事務章程（第 1 ~15）における警察事務の規程は、

「戸籍寮事務章程

第 5 其の要務は奸匪を途絶し資産を保護するに在り、

故に地方警察法の提理を要する者有らは其の方法を審按具状して一般の
法則を定立す55）。」
（明治 4 年 8 月19日）とある。

ウ

＊

公文書における最古の「警察」用語と認められる。

＊

戸籍寮ハ全国戸数、人員、族屬及ヒ神社、寺院ノ事務ヲ掌管ス。

＊

頭は、田中光顯（土佐、元陸援隊士）56）。

邏卒の近代化モデル認可と全国導入

陸奥神奈川県知事の上申により明治 4 年10月12日、大蔵卿大久保利通、
大輔井上馨が「取締員」を、同年12月には「邏卒」を井上馨が認可し57）、
近代化モデルとなる。
邏卒制度は、三府・開港場を中心に導入され、 4 年12月新潟、 5 年 1
月大阪府、 5 年 4 月愛知、 5 年 5 月東京、 5 年 7 月広島、 5 年 8 月函館、
5 年10月京都と拡がる58）。
⑵

捕亡の整備と予算制度による暫定的統一
明治 4 年 2 月欠日、太政官から大蔵、民部両省へ、捕亡の幹部の設置な

ど「諸県捕亡吏設置の準則」が指令される。さらに、明治 4 年12月22日大
蔵省達「諸県捕亡吏撰用方を定む」（三府、五港を除く）により、国費予
算化が図られ、警察費が府・県の負担大の問題や捕亡、番卒、警固方、邏
卒等の制度の不統一を予算制度による暫定的統一が図られた59）。
具体的には、三府五港を除き、給料旅費諸費用とも40万石までは10万石
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に付金700両、41万石以上は10万石に付金350両増を定額とし、適宜の人員
を選用することとされた。
また、廃藩置県に伴い兵制を廃止した大、中藩は、明治 5 年 1 月10日残
置の常備兵 1 個小隊（60人）を捕亡とすることが大蔵省から布告された60）
が、多くの藩は人員不足で独自に増員している。同年 6 月、三府及び開港
場府県庁宛、 4 年12月の達による捕亡設置が達せられる61）。
⑶ 「県治条例」の施行
同条例（明治 4 年11月27日大蔵省制定）は、各県の統一基準として聴訟
課「管轄内人民ノ訴訟ヲ審理シ、曲サニ其ノ情ヲ盡サシメテコレヲ長官ニ
具状シ、及ヒ管轄内ヲ提警シ、罪囚ヲ処断シ、匪徒ヲ緯捕ス」とし、「県
治事務章程、上款第16地方警邏ノ創設若シクハ変更、下款第 6 市街村落ノ
警備方法ノ施設、第 8 犯罪者ノ逮捕」
（裁判は省略）が定められた62）。な
お、神奈川県は、同年12月 2 日独自に邏卒課を設置し、裁判制度との分離
を図った。
⑷

弾正台廃止と一揆反乱対策

幕末以来続く農民一揆がさらに頻発し、明治 3 年に豊後日田、信州松代、
奥州胆沢で、同 4 年には福島で発生し、捕亡の出張、諸藩兵による鎮圧、
民部省の巡察、隠密探偵の派遣などが行われる63）。
明治 4 年 7 月、弾正台が廃止され、国事犯、一揆反乱対策は、政府（正
院監部）、各府県、鎮台（明治 4 年 8 月仙台、東京、大阪、熊本）の連携
となり64）、不十分な地方の警察力を補う中央の警察力強化が求められた。

5
⑴

警保寮の設置と外国規則の導入

内務省設置案の凍結と警察所管の司法省への移管等
廃藩置県に伴う民部省廃止、大蔵省への合併による過大権限問題から、

近代化策予算等をめぐり省庁間の対立が再激化する。大蔵卿大久保利通は、
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伊藤博文と共に条約改正全権委任状問題で、在米国の岩倉使節団から一時
帰国（明治 5 年 3 月24日～同年 5 月17日）する。
『大久保利通傳』によれ
ば、
「到底大蔵省の事務を分割せざるべからざることを看取した。」とある
が、「西郷等の書信によって、内地の形勢、鹿児島の状況等を聞知し、深
く憂慮するところありて帰朝したるもの」とされている。従って、大久保
の一時帰国は委任状問題のみではなく大蔵省問題も含めてのものであった
ことが理解されよう65）。
この当時、左院儀制課長宮島誠一郎が「新設内務省の儀」を明治 5 年 4
月 3 日に具申、留守政府筆頭参与西郷隆盛、左院議長後藤象二郎、副議長
江藤新平、東京府権参事三島通庸、陸軍少輔西郷従道等が賛成し、大西郷
は具申案について機密を指示した。その後、明治 6 年 4 月末には正院にお
いて、内務省設置が正式議題となったが流案となっている66）。
なるたけ

また、岩倉使節団派遣に伴う大臣参議及各省大輔約定書により「成丈新
規の改正を要す可らず」の縛りもあり、大久保も外国内務省を調査中のた
め「帰朝の日迄見合呉候67）」と明治 5 年 5 月13日ごろに宮島に伝え建議は
凍結となる68）。しかし、前後関係からは、留守政府との以下のような暫定
合意があったと考えるのが妥当ではないか。
①

大蔵省から警察所管を削り、明治元年以来、司法限定の「捕亡事
務」を所管し、下記の事務調整（条約改正への司法近代化）がされた
司法省へ移管（暫定）する。
ⅰ 明治 4 年 8 月、東京府所管の聴訟断獄事務の司法省移管と東京裁
判所の設置、司法省の捕亡・囚獄事務の地方官への委任69）。

ⅱ

同年 9 月大蔵省の聴訟事務を司法省へ移管、聴訟課を設置70）。
同年11月の県治条例による府県聴訟課（裁判、警察所管）の聴訟

（裁判）事務は、地方裁判所が設置され次第、裁判所へ移管し、司
法・行政の分離を進めることとなる。
②

警察所管を局級の警保寮に昇格し、東京府邏卒を付置し国事犯担当
の中央警察力とする。
ⅰ

ブスケ、宮島、江藤、伊地知の内務省案は、全て局級警保寮であ
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る71）。
ⅱ

従来は、一揆、反乱対策への地方（旧藩）警察力が不十分で藩兵
を用いていたが、藩兵を廃止（ただし、 5 年 1 月までは 1 個小隊60
名余を残した。
）したため、中央の警察力強化が必要であった。

③

内務省設置時は、司法省から警保寮を移管し、国事犯所管の首都警
察を設置する。
ⅰ

宮島の建議（ 5 年 4 月初旬）は、
「山林土木勧農戸籍警保駅逓等
土地人民に属するものは……大蔵省之掌るべきものに非す、これを
管理するは内務なり」としていた72）。

ⅱ

ヂュ・ブスケの「仏国国内省之事」
（ 4 年11月左院雇）第七には、

「……取締知事に委属する巴里府取締官員を除く外……国中の取締
官員は皆国内卿の配下」と警視庁モデルが示されている73）。
ⅲ

6 年11月の伊地知正治の内務省職制私考案には警保寮と明示され
ている74）。

なお、勝田正治は、「行政警察を司法省警保寮管轄としたことは、内務
省凍結後という政治状況の産物であった。」と述べている（勝田政治『内
務省と明治国家形成』吉川弘文館、2002年、79頁）。
⑵

警察所管の司法省移管と警保寮の設置

明治 5 （1872）年 4 月、江藤新平が初代司法卿となり、同年 8 月 3 日、
司法省職制章程、地方邏卒兼逮部職制、捕亡職制等が制定される。
地方邏卒逮部職制では邏卒長が、検事を兼ね、また、令状主義の擬制に
より逮捕状の判断なども行うことで、多忙、過重負担の声が出ることにな
る。なお、捕亡章程第35条は「捕亡の職務は罪犯を探索するに始め捕縛し
て裁判官に付するに終わる」と司法分野に限定していた。
同 5 年 8 月23日、東京府邏卒を司法省へ移管、同 8 月28日局級の警保寮
（二等）が設置され、警察所管が大蔵省から司法省へ移管、同 9 月 2 日、
警保頭を司法大丞兼大検事正島本仲道が兼務する75）。
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外国規則の導入
当時の政策課題は、外国人保護が最重点でもあり、近代化は外国規則の

導入が近道であった。
ア 石田英吉らの上海等調査派遣と太政官建議
神奈川県邏卒権総長石田英吉（元海援隊）76）、邏卒検官粟野和平（長
洲士族）77）らが、上海等へ調査派遣（明治 5 （1872）年 5 月28日～同年
9 月15日）78）、帰国後、重ねての警保寮職制、番人規則への必要による
至急報告指示を受けて同年10月18日、太政官への137頁余の報告と建
議79）を行う。
建議は、「臣英吉等、伏して惟うにポリスホールスは治国の要具」
（Police force）とあり、伊藤博文の 3 年10月大蔵省設置建議「臣伏して
80）
惟に……治国の要務」
及び後述の大久保利通の 8 年 5 月「警察は治国

の要務」と同形式である。
＊ なお、邏卒制度に関係したのは、上記、石田英吉及び前記、神奈
川県知事陸奥宗光、同大江卓、同中島信行（後記）及び戸籍寮頭田
中光顕いずれも、海援隊、陸援隊である。
慶応 3 年11月15日に暗殺された坂本龍馬、中岡慎太郎の仇討ちに、
同年12月 7 日京都油小路天満屋にて新選組に匿われていた、いろは
丸事件関係者の紀州藩公用人三浦安を討ちに行った16人の仲間でも
ある。しかし、真犯人は、鳥羽、伏見の戦いで死んだ見廻組佐々木
唯三郎、桂早之助らであり（京都、霊山歴史館）、誤認事件であっ
た。三浦は軽傷で後に第13代東京府知事となる。
イ 「上海邏卒規則」条文の導入
明確な例は、明治 7 年の警視庁巡査規則（29条）及び行政警察規則第
二章邏卒勤方之事（25条、章名も同一である。
）への導入であり、下記
例のように和訳の各24箇条がほぼ同一である81）。なお、「東京番人規則」
にも引用されたが、翌年に同規則廃止により省略する。
〇

上海邏卒規則「邏卒勤方ノ事」
1

邏卒ハ持場中ノ往来筋町名諸官廰等ヲ残ラス承知ノ事
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なるたけ

2

若シ行人ニ事ヲ問ワルル時ハ成丈ヶ手間ヲ取ラザル様丁寧ニ之
ヲ示シ（以下略）

〇

警視廰「巡査規則」
1

第4条

持区内ノ大小往来筋及ヒ諸官廰等ヲ藎ク承知スヘシ

2

第16条 行人ニ道路ソノ他ノ事ヲ尋問セラルル時ハ丁寧ニ教遣
スへシ

〇

行政警察規則「邏卒勤方之事」
1

第 4 条 持区内ノ大小往来筋及ヒ市街村落ノ位置區長戸長ノ宅
等ヲ承知スヘシ

2

第13条 若シ行人ニ道路ソノ他ノ事ヲ尋問セラルル時ハ丁寧ニ
教示スヘシ
＊

現行「地域警察運営規則」第17条（所管区活動）
「地形、地
物及び交通の状況、住民の居住実態、困りごと、意見及び要望
……実態の掌握（以下略）
」

ウ

仏警察規則条文の導入

「警保寮職制及び章程」が、明治 5 （1872）年10月19日制定され、第
2 条「警保寮を置く趣意は国中を安静ならしめ人民の健康を保護する」
と仏警察規則条文が導入される82）。仏規則は、国家の安寧と国事犯が特
徴であり、前記「警保寮章程、警視庁職制幷諸章程」の目的条項に導入
される。また、内務省設置時の「内務省警保寮事務章程」について、中
原英典は、「ヂュ・ブスケの『行政警察、司法警察ノ事』を抜きにして
は考えられない。
」と述べている（中原英典著 = 警察大学校編纂『明治
警察史論集』良書普及会、1980年、10頁）
。
第一条

警保寮ハ人民ノ凶害ヲ予防シ、健康ヲ看護シテ、営業ニ安ン
シ、生命ヲ保全セシムル等行政警察ニ関スル一切ノ事務ヲ管
理スル所ナリ

第三条

国事犯ヲ隠密中ニ探索警防（以下略）

なお、昭和の敗戦により、仏式「国家安寧」等が削除され、現行警察
法は個人の権利保護及び公安委員会管理の英米系となるが、上海邏卒規
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則から導入の「邏卒勤方ノ事」は現在も地域警察の基本として「交番」
と共に息づいている。
⑷

番人制度の混乱
邏卒移管の穴埋めとして、江藤新平司法卿により明治 6 （1873）年 1 月

に東京府番人制度（約1,180人）が創られ83）、また、 6 年 6 月邏卒、取締組、
捕吏の名称が「番人」名称に統一される84）。しかし、神奈川県からの「旧
称邏卒を続けたい」との申請に対し、司法省法制課は「御国邏卒の本源に
して次に東京府邏卒を置く」として例外を認め、太政官の認可達も出され
るなど混乱する85）。また、番人名称は、元士族のプライドにも関わり大不
評で、翌年 2 月に廃止される。
明治 5 年11月から明治 6 年 4 月西郷参議が、再帰藩したためその間の混
乱の一つであろう。江藤は、征韓派、反薩長閥として明治 6 年10月25日下
野、佐賀の乱となり、明治 7 年 4 月 2 日江藤他 9 人が司法省の全国手配
書86）により高知県甲浦にて捕縛、同月13日旧例により梟首される。
⑸

川路利良の建言
司法省調査団の一員として、ヨーロッパ派遣された警保助川路利良は、

征韓論沸騰中の明治 6 年 9 月 6 日帰国、同 9 月島本仲道警保頭宛、10月某
日正院宛、建言を提出する。
学説（由井正臣

大日向純夫『官僚制

警察』岩波書店、1990年）は、

「近代日本の警察制度成立にあたって決定的な位置を占めるが、提出正本、
草稿とも現存せず、警視庁史稿の草案と正院宛正本の写しのみ87）」とする
が、決定的な位置の具体的根拠は示されていない。
事実、公式記録はなく、また、草案、正本写しの記述にかなりの違い
（警保寮宛は、「隠密警察等正院監部の職掌を移して警保寮に委任」
、正院
宛は、「隠密に警察等の事を警察官の外に正院監部の如き別段の官吏ある
べし」との全く異なる記述や政策批判の差異）もあるなど論点も多い。
最近における歴史学研究は、一次史料（公文書、日記、書簡）の重視、
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見直しが進められているが、この「川路利良の建言」は内務省設置との関
係において重要な研究材料と言える。また、内務省設置についても、同様
に公的記録がなく、初期の記録は関東大震災で失われ、現在の内務省史は、
戦後の解体後に内務省出身者が急遽まとめたという経緯である。
警視庁史稿、内務省史等の記述を、時系列で述べれば下記のようである。
① 1893年（明治26年）
『警視庁史稿』では、要旨「……所管官省に存蔵
するものなし乃ち其嗣子利恭氏から草案を得た。……其の大意を求むる
に……往々当時の實蹟と符合する所あり……内務省、警視庁の設置は其
の意見の行なわれたるを見る」と評価している。
1959年の『警視庁史』明治編47頁において、
「この建議が内務省及び
警視庁の創設される動機となる。
」と史稿評価を踏襲している。
そして、1971年の『内務省史』第一巻72頁では、
「警保寮の内務省移
管には、川路利良大警視の建議によるところが大きい。」と内務省、警
視庁の設置ではなく、
「警保寮の移管」に限定した評価となる。
②

大久保利通文書や宮島誠一郎の「新設内務省儀」に関する研究が進ん
だ1980年の『内務省史』第三巻第六章内務省機構決定の経緯においては、

「明治 5 年 4 月の政府首脳による内務省設置の合意……大久保の要請に
よる凍結……いくつかの内務省設置案の提議……大久保の西洋各国制度
の調査・研究により設置される。
」と全体像が描かれる。
そして、第六章十では、
「内務省の機構については、ヂュ・ブスケの
「仏国内務省之事」
、伊地知正治の「内務省職制私考草案」あたりを素案
として立案されたと思える……。」と川路建言以外の要素が明らかとさ
れる。
③

さらに、2002年の勝田政治『内務省と明治国家形成』吉川弘文館77～
78頁において「従来の研究では、内務省に警保寮が移管されて行政警察
が重視されたことについて、73年 9 月の川路利良建議と征韓論政変によ
る不平士族の反政府運動という、73年10月の治安状況から説明するのが
一般的である。しかし、行政警察は征韓論政変以前から新政府反対一揆
対策として重視されており、江藤によって73年 5 月にはその担当官庁と
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して内務省が構想されていた。
」との消極的評価となる。
④

縷々述べたが、重要な論点として川路建言が公式記録されなかった理
由として、以下を考慮すべきはではないか。
ⅰ

川路渡航前に、明治 5 年 4 月の政府首脳による内務省設置の合意

等一連の動きがあったこと。また、明治 6 年 3 月末にはパリ滞在中
の大久保を中心に、大山巌等16人の鹿児島県人会が行われ、川路も
参加していたこと（勝田孫弥著『大久保利通傳』下巻57頁）。
これらからは、川路は、警保助（次官級）として、内務省設置問
題の大久保の意向や調査の進展状況等について知り得ていたと考え
るのが自然ではないか。
ⅱ

したがって、建言（正院宛）の重点は、内務省問題よりも「まと

め」に書いている「建言する大意は、総て警保権限を分明にし、番
人を廃し邏卒を用い、民費（番人費用の意）を省き……」及び本文
の「卑弱の番人・武士を用いず失政の極み」との20行に渡る記述に
見られる強い政策批判に着目すべきではないか。
ⅲ

川路の帰国（ 9 月 6 日）当時は、政府が二分される征韓論争が燃

え盛っており、同じ 6 日、大久保は、宮島に内務省設置の決意を告
げるが、 9 月13日帰国の岩倉、木戸を加えた参議会議で征韓につい
ての激論が続く。10月18日の三条太政大臣の脳病により、岩倉がそ
の代理となり、遣使の無期延期を奏上、10月24日明治天皇がこれを
容れ、同日から西郷ら五参議が辞職するといった緊迫の状況にあっ
た。
西郷の征韓論は武士救済策でもあり、番人（町民）批判も同じ意
味と言える。
しかし、番人は大不評ではあったが、征韓派の江藤司法卿が主導
し、征韓論派の留守政府が制定したものでもあり、これへの批判は
征韓論争の火に油を注ぐことになり兼ねない微妙なものとして、宛
先も、太政官ではなく、警保寮、正院、そして、机の下処分とされ
た可能性があるのではないか。
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いずれにせよ、大久保の欧米各国の調査結果「御取調書」が、発
見されれば史実はより明らかになると言えよう。

6
⑴

内務省の設置

維新後の警察所管省の変遷
警察事務は、
「民政・地方事務」の一部として内国事務科所管に始まる

が、民政・地方事務と財政の一体化が制度改革に有効なことから民部省と
大蔵省の離合による変遷となる。通達類の暦年分析等により、初めて明ら
かとなった変遷の概要は、次の通りである。
慶応 3 年12月12日

参与役所設置88）

慶応 3 年12月13日

亀山等三藩に市中取締命令・取締役所設置（後の京
都裁判所、京都府）

89）
明治元年 1 月17日 「七官制」内国事務科・内国事務掛

→元年 2 月 3

日内国事務局
明治元年 4 月21日 「政体書」会計官・民政90）
91）
明治 2 年 4 月 8 日 （新設）民部官・聴訟司

→ 2 年 7 月 8 日民部省・

戸籍司92）
明治 2 年 8 月12日 （合併）大蔵省・監督司93）
明治 3 年 7 月10日 （分離）民部省・聴訟掛94）
明治 4 年 7 月27日 （民部省廃止）大蔵省・戸籍司→同年

8 月10日戸籍
寮95）
明治 5 年 8 月28日 （移管）司法省・
（新設）警保寮（二等）
明治 7 年 1 月15日 （移管）
（新設）内務省・警保寮（一等）
＊
⑵

監督司は未確定

大久保利通の警察制度設計の功績
本研究を通じて明らかになったことは、大久保利通は、慶応 3 年参与、

明治元年内国事務掛、同年10月東京府警察権の軍務官委任、 2 年内務省構
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想、 4 年東京ポリス設置への三藩からの徴募、邏卒認可、捕亡の全国整備、
5 年内務省設置の凍結、 6 ・ 7 年内務省設置、 8 年行政警察規則制定・全
国整備の建議など、維新直後から一貫して治安維持制度確立に重要な役割
を果たしていることである。
松尾庄一は、「大久保内務卿は、警察を治国の要務とした上で 7 年には
内務省を新設して警保寮を司法省から移管し、また、首都警察として警視
庁を創設し、警察の概念、責務、第一線の警察体制を規定する警視庁職制
章程を制定した。翌 8 年には全国に向けて警察の概念、責務等を規定する
行政警察規則を制定した。
」と内務省設置以降の役割について的確に述べ
ている（松尾庄一『実務から見た警察の歴史』季刊現代警察、第142号、
2015年）。
⑶

内務省の新設
明治 4 年 7 月に大久保利通は民部省と合併した大蔵卿となり、岩倉使節

団での米欧訪問中、明治 2 年来構想の内務省96）について各国の実態を詳
細に調査、また、外務省の西徳次郎他 3 人に調査研究を依頼、下僚吉田清
成に纏めを依頼していた97）。
明治 5 （1872）年12月12日、ロンドンにおいて大久保は、木戸孝允と共
に警察裁判所（Police Court）を、翌日は市内のポリス会所で逮捕者の措
置等を視察している98）。
＊

警察裁判所は、 6 年に神奈川県が初めて制定した違式条例違反の無

灯火の馬車等の軽易な罪の裁判所モデル。
大久保は、明治 6 （1873）年 5 月26日帰国したが、同年 8 月 6 日に続き、
同年 9 月 6 日（川路帰国の日）に左院宮島誠一郎を招き「大噴発屹度擔当
御評議に可及旨」99）と内務省設置の決意を伝えている。
征韓論爆発の明治 6 年10月24日に西郷隆盛らが下野する。以降、岩倉具
視が新たな英国警察資料を提供するなど政府一体となって取り組み100）、
同年11月 2 日参議会議上程、同月10日内務省の設置布告となる。
明治 7 （1874）年 1 月10日内務省が設置され、大久保が初代の卿となる。
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条約改正への国内治安「警保寮」と殖産興業「勧業寮」による富国強兵の
近代国家づくりは、フランス、プロシア内務省をモデルとしたと言われる
が、必ずしもその模倣追従ではなく、我が国に即した独自の体系と言える。
維新直後の京都における「新政府がその威信を示すには、支配地におけ
る治安の回復が第一で庶民が安心して生産的諸活動に従事できること」と
同じ思想と言えよう。
同 7 年 1 月15日大久保は東京警視庁を創設し、大警視には 4 か月前ヨー
ロッパから帰国の川路利良を任命する。
「川路は維新で乱れた風紀は治安
の根幹を損なうと考え、 8 年、風俗警察の命令制定権を東京府から警視庁
に移すように強硬に主張した。その後も行政警察に属する命令制定権を移
管して行政警察の範囲を明らかにした。
」
（前掲松尾庄一『実務から見た警
察の歴史』現代警察第142号）

7
⑴

行政警察規則の制定と警察制度の統一・整備

行政警察規則の制定と邏卒制度による統一
明治 8 （1875）年 3 月 7 日、昭和まで続く基本法「行政警察規則」の制

定により、捕亡、取締組、番人等を邏卒に統一し101）、同年10月には巡査
と改称された。また、地方警察職制により府県に警部を置き、知事・令の
命を受けて巡査を督し、管下各出張所に分派させた。
同規則の第一章第 1 条は「行政警察ノ趣意タル民ノ凶害ヲ予防シ安寧ヲ
保全スルニアリ」とその理念を明らかにし、第 3 条職務の第二健康、第三
放蕩、第四国事犯は仏規則から、第二章「邏卒勤方之事」25箇条は上海邏
卒規則から24箇条を、第三章「邏卒心得ノ事」は西郷隆盛の「取締組自守
規則」16箇条が、巧みに融合されている。
同規則制定と期を合わせるかのように佐賀の乱で延期されていた英・仏
駐屯軍が明治 8 年 3 月 1 日撤退し、同年 9 月、安政 6 年（1859）以来の長
崎の居留地自治警察も解消する。しかし、幕末の慶応 3 年（1867） 4 月13
日締結された「兵庫・大阪規定書」による神戸・大阪の特権居留地の解消
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は条約改正を待たなければならかった102）。
⑵

大久保利通の警察制度確立への建議
明治 8 年 4 月には「各地方警察設置方法を調査せしむ103）」により全国

の実態調査が行なわれる（当時の警邏人員16,037人

701屯所（日本地誌

提要）
）
。その結果を踏まえて 5 月に、全国警察の 3 年間の整備計画、巡査
への改称等の太政官建議となる。建議の形式は、前記の伊藤博文及び石田
英吉と同様で、かつ、別紙規則等附属の重厚な建議である。
そ

ゆるがせ

「夫れ警察は治国の要務、一日も 忽 にすべからず。故に欧米各国体
いえ

裁一ならずと雖ども皆勉て此に従事し、其方法至て厳密なりと云ふ可し。
しょ

維新後凡百の政緒に就くと雖ども、警察の事務に至ては尚創定に属す。
そもそも

抑 辛未年初めて捕亡金額を定められ、各地方をして適宜吏員を置き取
よ

締を致さしむ。然れども捕亡・番人の数僅少にて其地方の取締を能くす
るを得ず。
（以下略）
」104）
なお、文中の「辛未年初めて捕亡金額を定められ」は、前記 4 ⑵「捕亡
の整備と予算制度による暫定的統一」において述べた明治 4 年12月22日大
蔵省達「諸県捕亡吏撰用方を定む」をいう。
また、大久保の建議は警察制度のみならず国政全般に渡っており、上記
建議の前後でも、立憲政体に関する意見（ 6 年11月）、殖産興業に関する
建議（ 7 年 5 月）、行政改革の建議（ 9 年12月）など国政上極めて重要な
ものが出されている。
⑶

巡査への改称及び警察担当課の設置
明治 8 年 6 月第一回地方官会議が木戸孝允議長で開催、開明派の神奈川

県知事中島信行（元海援隊）らが活躍、邏卒設置基準、採用条件等105）が
討議され、巡査への改称、聴訟課の廃止と単独課制（第四課）などの整備
が進む。
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条約改正と警察権等の回復

不平等条約と警察権
ア

警察権への影響等

維新は倒幕と条約改正を目標としたが、不平等条約が、主権、特に警
察権にどのような影響を与えていたのか。
まず、「安政の五か国条約」は、領事裁判権とポリス 2 人程度の軽度
な居留地自治権（長崎の例）を認めていたが、領事裁判権により、現行
犯以外の逮捕・捜索等は、全て、外国領事の審判を経るため、捜査権へ
の影響が極めて大きかった。
また、慶応 3 （1867）年 4 月23日締結の「兵庫・大阪規定書」により、
警察権を始め日本の主権を否定する居留地自治権が強化され、維新後に
神戸・大阪居留地で特権地域（Extra Territoriality）を成立させること
になる。
＊

文久 2 （1862）年に上海の実態を見て日本の植民地化を強く危惧

していた勤皇の志士高杉晋作は、上記 4 月23日に他界している。
さらに、維新直前の慶応 3 年11月締結の「横浜外国人居留地取締規
則」では、Foreign Director により、居留地の警察権、課税権が支配さ
れる。
慶応 2 年 6 月の兵庫沖演習の威喝によって結ばれた「改税約書」は、
輸出入関税を 5 ％とし、この結果、英の繊維製品などが多量に輸入、我
が国に多大な不利益をもたらした。
イ

外務省警察の海外進出

横浜居留地で近代警察創設に関与した外務省は、アジア諸国の領事館
において明治13（1880）年から敗戦まで最大3,500人余の外務省警察（在
留邦人保護と特高警察機能）を運営したことは、荻野富士夫『外務省警
察史』
（校倉書房、2005年）に詳しい。
歴史家 E・H・ノーマンは、
「日本が自国から外国の不平等条約を払
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い落とす前に中国で同じ特権を獲得したという驚くべき事実が之を如実
に示している。」と述べている（
『日本における近代国家の成立』岩波文
庫、1993年、304頁）
。
⑵

条約改正交渉
明治 5 （1872）年11月27日、岩倉使節団のロンドン交渉において、駐日

英公使パークスは、
「領事裁判権を保持したままでの日本国内の旅行自由
化」等の要求と共に「居留地の自治行政府の確立が是非必要である106）」
と告知して神戸特権地域問題を当然のこととし、真向から対立となる。
これに対し、駐英公使寺島宗則（元神奈川県知事）が、「外国水夫の乱
暴は邏卒制度の整備で問題はないが、銃猟規則その他日本側の法権に服さ
ない例が多い」と持ち出すが、パークスは「日本の法律は不開化にして罰
が過酷であり、ヨーロッパ人は服せない」とし、英外相も同調する107）。
このため、治外法権撤廃問題等は全く進展せず、代表団に大きな失望を
与えた108）。
そして、「一旦外国に譲り渡した権利の回復がいかに至難の業か」との
教訓を得るが、これを機に日英の対立が深まる109）。
寺島宗則外務卿の後任井上馨は、明治14年に行政権、警察権の回復を重
点とする条約改正方針案を示すが、英公使パークスは、案に逮捕権が含ま
れているため日本の近代法制度不備を理由に強く反対した110）。
明治17（1884）年 5 月全国警部長詢問会で井上外務卿は、「今や将に警
察上一層の改良を加えざるべからず、何となれば諸外国との条約改正の一
義これなり」と述べ、会議後全員に完成早々の鹿鳴館を見学させている111）。
⑶

主権たる警察権の回復
社会科学者マックス・ヴェーバーによれば、「近代国家とは、ある一定

の領域の内部で、正当な物理的暴力行使の独占を要求する人間共同体であ
る。」112）と定理している。
この「正当な物理的暴力行使の独占」は、警察権・刑罰権等の治安維持
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に関する権限と言えるが、明治 4 年の廃藩置県等により国内権限はほぼ日
本政府に収束される。
しかし、条約国の領事裁判権による日本側警察権への制限、侵害等は、
人権保障にからむ近代法・裁判・警察制度が日本には不備であったことを
主因とするため、これらを整備する努力が全力で続けられる。
明治 8 年には行政警察規則が、13年には刑法、治罪法、22年に明治憲法
が発布され、翌年、裁判所構成法、刑事訴訟法、民法、商法、民事訴訟法
が公布、条約改正の準備が整えられた。
そして、極東におけるロシアの進出がイギリスの対日外交を変化させ、
明治27（1894）年 7 月陸奥外務大臣の対英交渉よる「日英通商航海条約」
が調印され、明治32（1899）年 7 月に施行された。
条文の要点
第 3 条第 2 項

両締盟国ノ一方ノ臣民ハ他ノ一方ノ版図内何レニ於テ

モ……内国臣民ト同様其ノ国ノ法律、警察規則及税関規則ヲ遵守ス
ルヲ要ス
を視れば、治外法権問題の中心課題であった外国人に対する警察権の制
限・喪失が完全に回復され、警察権等が日本国家の「独占」となったこと
が理解される。そして、外国人居留地及び特権地域は消滅、関税権を除き、
主権は回復された。
ここにおいて、維新目標のひとつであった「条約改正」とヴェーバーの
いう「近代国家」の成立が見事に符合する。
⑷

居留地警察署長の国際協調
第14代加賀町警察署長警視碇山晋（祖父は薩摩藩家老職）は、高島英語

学校で学んだ流暢な英語と抜群の交際能力により、治外法権などから対立
関係にあった横浜居留地で条約改正後の国際協調を進めた。英国皇太子来
日時の国内警護、皇族警衛、外国要人上陸時の接待、警護、居留外国人保
護等により、明治31年 7 月から大正12年 2 月退職までの24年 8 か月の在任
の間に大ブリテン「メンバー・フォアス・ヴィクトリア勲章」など 5 か国
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（ロシア 2 清国 1 プロシア 1 大ブリテン 2 支那共和国 1 ）合計 7 個を受章
している。

おわりに
幕藩体制は、国家の諸権限を分散、分与しており、平時はともかく非常
時は統一的対応が困難であった。このため、幕府は、外国人殺傷事件への
対応に失敗し、横浜での英仏駐屯軍上陸を認めざるを得なかった。
また、幕府権力回復への外国公使接見等の代償として、安政条約の居留
地自治権では認めなかった土地管理権、課税権を与え、新たな不平等条約
「兵庫・大阪規定書」を結んだ。この条約により、神戸・大阪居留地は、
維新後に我が国警察官の立ち入れない特権居留地（Extra Territoriality）
となる。
一方、幕府は、首都における特別治安組織として、京都守護職、見廻組、
新撰組を設置するが、目的が幕府権力の維持であり、維新政府の「内外人
民の保護」とは全く異なっていたため、人々の支持は得られなかった。
これらに鑑みて、維新政府は、
「治安の回復が第一で庶民が安心して生
産的諸活動に従事できること」を第一の政策として、捕亡及び平安隊とい
った一般警察組織を設置する。また、外国人殺傷事件予防を主とした「内
外人民の保護」の思想による近代的警察制度の創設を進め、巡整吏卒（横
浜ポリス）に始まるイギリス警察制度に倣った邏卒として完成させ、まず、
開港場、三府への導入を進める。
そして、邏卒による全国制度統一と国内治安の確保を図り、殖産興業に
よる富国強兵策の礎とし、明治国家の建設を進め、幕府の失地回復（上陸
軍撤退、警察権回復、裁判権回復、税権回復、特権居留地廃止）を図った
のである。
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1

理事、監事の選任
理事（11名）
、監事（ 2 名）の任期（ 2 年。再任可。ただし、引き続き 4 年を

超えることはできない）が満了することから、理事選挙規程に基づき、平成29年
6 月 6 日を選挙期日として「理事会推薦候補者15名」及び「平成29年 3 月31日現
在の正会員名簿（被選挙権者名簿）登載者」について、正会員による投票を行っ
た。
その結果、得票上位 8 名の方々が理事に当選された。また、平成29年度第 1 回
理事会（ 7 月 5 日）において 7 名の方々が理事に、さらに 2 名の方が監事に選任
された。選挙によって選任された 8 名と理事会で選任された 7 名の併せて15名の
理事は以下の通りである（会長、副会長、専務理事以外は五十音順）
。
なお、会長、副会長、専務理事は理事の互選により選任された。
会

長

中野目

善則

（前会長）

副 会 長

野田

健

（前副会長）

副 会 長

柳川

重規

☆（元理事）

専務理事

岩橋

修

☆

理

事

五十嵐

理

事

尾田

清貴

理

事

金山

泰介

理

事

熊﨑

義純

☆〈特別調査研究担当〉

理

事

中村

公司

☆〈部会担当〉

理

事

野口

貴公美

☆（元監事）

理

事

原田

一明

理

事

星

理

事

松田

理

事

峰

理

事

宮越

極

監

事

折橋

洋介

監

事

三枝

守

邦雄

〈総務・国際担当〉
☆
〈機関誌担当〉

周一郎

〈機関誌担当〉

正一
ひろみ

〈ホームページ担当〉
☆
☆〈会員担当〉

※ 理事は再任 7 名、新任 8 名（☆印）、監事は再任 2 名
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2

平成29年の通常総会の状況
平成29年の通常総会は、 7 月 5 日（水）午後、グランドアーク半蔵門において

開催された。議案審議に先立ち、事務局から、選挙によって選任された 8 名の理
事と理事会で選任された 7 名の理事、併せて15名の理事と、理事会で選任された
2 名の監事の紹介が行われた。
通常総会では、下記 4 議案について原案通り議決承認した。
平成28年度事業報告書の件

第 2 号議案

平成28年度収支決算書の件

第 3 号議案

平成29年度事業計画書の件

第 4 号議案

平成29年度収支予算書の件

3

第 1 号議案

平成29年の理事会の状況
平成29年の理事会は、 3 回開催された。
3 月29日（平成28年度第 3 回）
7 月 5 日（平成29年度第 1 回）
11月10日（平成29年度第 2 回・書面）
平成28年度第 3 回理事会では、次期理事の理事会推薦候補者15名（再任 7 名、

新任 8 名）を人選した。さらに通常総会に付議すべき事項として平成29年度の事
業計画書、収支予算書を議決するなど、下記 8 議案について原案通り議決承認し
た。
第 1 号議案

平成29年度事業計画書の件

第 2 号議案

平成29年度収支予算書の件

第 3 号議案

新入会員の承認の件

第 4 号議案

次期理事選挙管理委員会委員長・委員の選任、選挙の日程及び
次期理事の理事会推薦候補者の件

第 5 号議案

次期監事の候補者の件

第 6 号議案

部会設置申請書の件

第 7 号議案

平成29年度部会活動計画書の件

第 8 号議案

平成29年度部会活動補助金の件

平成29年度第 1 回理事会では、選挙によって選任された 8 名の理事以外に 7 名
の理事と監事 2 名を選任した。また、通常総会に付議すべき事項として平成28年
度事業報告書、収支決算書を議決するなど、下記 6 議案について原案通り議決承
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認した。
第 1 号議案 平成28年度事業報告書の件
第 2 号議案 平成28年度収支決算書の件
第 3 号議案 新入会員の承認の件
第 4 号議案 理事選挙の結果並びに理事及び監事の選任の件
〈以後は、新理事により審議〉
第 5 号議案 会長、副会長及び専務理事の互選の件
第 6 号議案 理事の職務分担の件
平成29年度第 2 回理事会（書面）では、下記議案について原案通り議決承認し
た。
第 1 号議案 新入会員の承認の件
4

平成29年におけるシンポジウム及びフォーラムの開催
7 月の通常総会に引き続きシンポジウムを開催し、
「災害対策の現状と課題～

東日本大震災及び熊本地震への対応を踏まえた災害応急対策における今後の課題
～」をメインテーマに、本誌に掲載のとおり、 5 本の講演と討論を行った。
また、関係部会主催により、
2 月14日 「国際テロ対策の推進～フランスにおけるテロ対策に学ぶ～」

5 月23日 「プライヴァシーへの干渉を伴う捜査・行政活動の法的規制について
―GPS を利用した捜査活動に関する最高裁判決を契機に―
9 月 7 日 「アメリカでの被害者支援の経験より～警察とフォレンジック看護の

連携」
をテーマにフォーラムを開催した。
5

平成29年における学会資料の発行
関係部会により、 6 件の学会資料を発行した。
第92号（ 2 月）若者を惹きつける暴力団文化（少年問題研究部会）
第93号（ 5 月）サイバー補導の推進に向けて（少年問題研究部会）
第94号（ 6 月）米国における行政傍受の法体系と解釈運用（テロ・安保問題
研究部会）
第95号（ 7 月）プライヴァシーへの干渉を伴う警察の事実行為に対する法的
規制に関する諸考察（管理運用研究部会）
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第96号（ 8 月）米国の治安と警察活動（外国制度研究部会）
第97号（12月）アメリカでの被害者支援の経験より～警察とフォレンジック
看護の連携～（市民生活と地域の安全創造研究部会）
6

会員
平成29年12月末現在、正会員は598名、賛助会員は39団体である。

7

部会
学会に設置されている部会は、平成29年12月末現在、以下の17部会である。
〈五十音順〉
ITS 研究部会
管理運用研究部会
外国制度研究部会
警察史研究部会
警察法令研究部会
刑事警察研究部会
警備業研究部会
ゲーミング政策研究部会
交通政策研究部会
市民生活と地域の安全創造研究部会
社会安全政策教育研究部会
少年問題研究部会
情報技術犯罪対策研究部会
情報通信研究部会
大都市治安（安全安心）研究部会
テロ・安保問題研究部会
犯罪統計研究部会

8

役員（理事・監事）、顧問 〈敬称略、五十音順〉
※役員の任期 : 平成29年 7 月～平成31年 7 月


会

長

中野目

善則 （中央大学法学部教授）

副 会 長

野田

健

（原子力損害賠償・廃炉等支援機構副理事長）

副 会 長

柳川

重規

（中央大学法学部教授）

専務理事

岩橋

修

（（公財）警察協会専務理事）
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理

事

五十嵐

理

事

尾田

清貴

邦雄 （（株）サン綜合管理代表取締役社長）
（日本大学法学部教授）

理

事

金山

泰介

（日本大学危機管理学部教授）

理

事

熊﨑

義純

（株式会社セノン顧問）

理

事

中村

公司

（日本国際警察協会会長）

理

事

野口

貴公美 （一橋大学大学院法学研究科教授）

理

事

原田

一明

理

事

星

理

事

松田

理

事

峰

理

事

宮越

極

（日本生命保険相互会社顧問）

監

事

折橋

洋介

（広島大学法学部准教授）

監

事

三枝

守

（（株）サン綜合管理専務取締役）

顧

問

山田

英雄

（（一財）JP 生きがい振興財団顧問）

顧

問

磯部

力

（東京都立大学名誉教授）

顧

問

椎橋

隆幸

（中央大学名誉教授）

顧

問

前田

雅英

（日本大学大学院法務研究科教授）

周一郎
正一
ひろみ

（立教大学法学部教授）
（首都大学東京都市教養学部法学系教授）
（（一財）保安通信協会専務理事）
（首都大学東京法科大学院教授）

※その他参考
警察政策学会連絡先
〒102―0093
東京都千代田区平河町 1 ― 5 ― 5 後藤ビル 2 F
電話：03―3230―2918・7520
FAX：03―3230―7007
E メール：info@asss.jp
asss2@lake.ocn.ne.jp （担当・藤田）
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