少年法の適用年齢
引下げを語る前に

日弁連は訴えます
現行少年法は、戦前の少年法の実践とその成果を踏まえ、若年犯罪者につ
いては刑罰より保護処分の方が更生にとって適切かつ効果的との立法政策

なぜ私たちは引下げに反対するのか

に基づいて、対象年齢を18歳未満から20歳未満に引き上げるとともに、少
年事件の全てを家庭裁判所に送致する制度を採用しました。それから65年、
家庭裁判所による人間行動科学に基づく審理と処遇という現行制度の運用
は、現実にその効果を挙げ、わが国は少年犯罪の極めて少ない国として、世
界で高く評価されています。
仮に少年法の適用年齢を18歳に引き下げることになれば、
「子ども・若者
育成支援推進法」
（2010年施行）が困難を抱える子ども・若者の成長発達に
対する国・地方公共団体の支援施策の重要性を確認したばかりであることと
も矛盾、逆行する施策となります。
そして何よりも、これまで少年法の適用を受けてきた若者のうちの50％近
くを、｢自己責任｣の名の下に、家庭裁判所の手続から放出することになり、結
果として、少年の立ち直りと成長支援の機会を阻害し、ひいては再犯者を増
加させ、新たな被害者を生みだす施策になります。
当連合会は、少年法の適用年齢を引き下げることに多くの人々が反対し、
共に声をあげていただくよう呼びかけます。
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少年事件の現状
誤解してませんか？

選挙で投票できる年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを契機に、
「少年法が適用さ
れる年齢も、現在の20歳未満から18歳未満へ引き下げるべきだ」という議論が起きています。
私たちは、そのことを考えるに当たって、次の３つのことを知っておいてほしいと考えています。

各種世論調査では…
2015年3月から7月に実施された報道機関の各種世論調査では、多数が

1 「増加・凶悪化」はしていない

少年法の適用年齢の引下げに賛成だとしています。その理由は、少年事件が

少年法の年齢引下げに関する世論調査によると、反対よりも賛成が多い傾向にあります。その

増加し、凶悪化しているからだといわれます。
2015年7月の内閣府の世論調査では、78.6%が「少年非行が増えてい

背景として、
「少年非行が増加している。凶悪化している。」という認識があるようです。しかし、

る」と答えています。でも、少年事件は、実際に増えたり、凶悪化したりしてい

少年事件の検挙者も、重大事件も、大きく減っています（2ページを参照）。

るのでしょうか。

少年事件が増えずに減少している事実は、責任の重さで罰を決めて終わりにするのではなく、
全件を家庭裁判所で取り扱い、専門家が少年とその成育環境などを調べた結果に基づき、約9割に
何らか教育・指導・監督のための措置を講じる今の少年法の取組が正しいことを証明しています。

2 年齢は目的ごとに！
少年法の適用年齢引下げの理由の一つとして、選挙権年齢が18歳になるのであれば、すべて

1 激減する少年事件 ─統計から

の法律において、成人となる年齢を18歳に統一することが国の法体系として望ましく、分かりや
実際には、少年非行は近年急激に減っており、検挙者数は、1983年のピーク時に比べて

すいということが挙げられています。
しかし、ある法律を何歳から適用し、何歳まで適用するかは、その法律の目的や法律が守ろうと

80.2%も減少しています。少子化の影響があるのではといわれますが、少年人口あたりの発生
数で比べても70.7%減少しています。近年は、12年連続の減少で、この間に73.0%（少年人

している利益などによって決められるべきです。
選挙権年齢は、若者の政治参加の保障という観点から考えるのに対し、少年法の適用年齢は、

口あたりの発生数でも68.6%）も減っています。図1
また、少年の重大・凶悪な事件も減少しています。例えば、殺人（未遂を含む）と傷害致死の合

少年の立ち直りや再犯防止に有効であるかどうかという観点から考えるべきものです。
「国法上の

計は、1961年のピーク時に比べると89.7％（少年人口あたりの発生数でも83.8%）も減少し

統一」とか「分かりやすさ」という基準で安易に決められてはならないはずです。

ています。18･19歳の少年に関しても傾向は同じです。 図2

3 年齢引下げによって大半が教育的働きかけの対象外に

図1 〈少年の一般刑法犯の推移と少年の人口比〉

現在、家庭裁判所で扱われる少年の約5割
を18・19歳が占めています（右の円グラフ参照）。
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※少年事件の年齢構成は2015年検察統計統計表15-00-25をもとに，
嫌疑ありとされたものに
関する起訴猶予･起訴の率は2015年検察統計統計表15-00-06,10をもとに，
処分の割合は平
成27年司法統計年報刑事事件編第14,21,22表をもとに算出した終局区分の割合を起訴率に
乗じて算出
※グラフ内の数値は四捨五入をしているため，
合計が１００％にはなりません。
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誤解してませんか？

18･19歳の少年が起こす
その他の特別法犯

至ったような重 大 事 件や 凶 悪
な事件はごく一部です。それ以
外の大部分の事件に少年法が
適用されなくなることの弊害に
ついて考える必要があります。

1 刑事手続よりも実は「厳しい」少年手続

その他

3% 9%
傷害
3%

おりです。被害者が死亡するに

遺失物等横領

•殺人（未遂を含む）
…………… 0.04%
•傷害致死… 0.02%
•放火………………
•強盗（致死傷含む）…
•危険運転致死……
•危険運転致傷……
•自動車運転による
過失致死…………

少年審判ってどんな手続？

少年事件の現状

1

少年審判ってどんな手続？

2 殺人･傷害致死は0.05%
事件の内訳は右のグラフのと

1

自動車運転に
よる過失致傷

5%

39%

窃盗

15%

0.04％
0.41％
0.01％
0.08％

家庭裁判所への「全件送致」の意味
成人の犯罪では、検察官が、捜査の結果を踏まえて事件を裁判所に起訴するかどうか決めます。
起訴される事件は、全体の約3分の1です。これに対し、少年事件については、原則としてすべて
の事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。

道交法違反

26%
成人の場合

少年の場合

0.20％
2015年検察統計統計表15-00-27をもとに作成

警

察

検察庁

3 重大事件は裁判員裁判に
検察庁

少年法20条2項は、故意の犯罪行為によって被害者が死亡するという重大な結果が生じた場

公判請求

略式命令請求

（正式裁判）

（罰金・過料）

起訴猶予

合について、少年であっても原則として成人と同じように地方裁判所での刑事裁判で刑罰を科す
と規定しています。これらの事件は、すべて裁判員裁判の対象事件ですから、一般市民も参加し

全件送致

て審理します。
また、被害者が死亡に至らないような事件についても、家庭裁判所は、成人と同様に刑罰を科

100%

なお、家裁での
罰金・過料はない

家庭裁判所

すべきだと考えれば、刑事裁判を受けさせるようにすることができます。

9%

27% 64%

地方裁判所・
簡易裁判所
捜査機関が嫌疑ありと判断した場合の割合

4 裁判員から見て「少年院が適切」ということも

全体の3分の2は
起訴されない
2015年検察統計統計表15-00-06,10をもとに算出

成人も少年もただ罰を与えさえすれば、自動的に改善･更生するものではありません。特に、少
年は成長過程にあり、未成熟で、少年犯罪・非行の多くは、少年の資質や能力と生まれ育った環境
に大きく帰因しています。そのため、指導の余地も大きく、変化が期待できる20歳ころまでは、適

家庭裁判所の判断で成人と同じように地方裁判所での裁判員裁判に付された事件について
も、刑罰を科すのではなく少年院で教育すべきと判断されることがあります。裁判員を務める一
般市民の皆さんも、個別の事件の背景や少年の実際の生育状況を詳しく知ると、
「少年院での矯
正教育の方が適切だ」と思う場合もあるのです。

切な処遇による改善効果も高いのです。つまり、診断（原因分析）をして処方箋を書く
（処遇を決
める）ことが、きわめて大事なのです。
家庭裁判所の任務は、非行の結果の重大性で画一的に処遇を決めるのではなく、少年の非行の
原因と背景を解明して、少年の立ち直りにとって最も適切な処遇を探ることとされています。
その結果、例えば、覚せい剤を自分で使った場合のように、成人であれば、初犯なら執行猶予付
きの判決で服役しないような事案でも、少年の場合には、少年院に送致されることが少なくありま
せん。

5 現状でも18歳で死刑も

このように、刑事手続よりもむしろ少年手続の方が「厳しい」場合もあるのです。

よく誤解があるところですが、18・19歳の少年に対しては、18歳未満と違って、死刑を禁じた
り、減軽したりする特別な規定はありません。実際に、行為時に少年だった被告人について死刑
判決が出て、確定した事例もあります。
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少年審判ってどんな手続？

少年審判ってどんな手続？

1

2 再犯防止に結果を出している少年手続

少年に対する綿密な「鑑別」
・
「調査」
家庭裁判所は、少年審判のため、必要があると判断した少年については、少年鑑別所に送致し

減少を続ける少年事件

ます。少年鑑別所では、鑑別技官が検査や少年との面接を実施し、
「鑑別結果通知書」にまとめま
す。これは、家庭裁判所での審判の重要な資料となり、少年院や保護観察所における処遇の資料

少年非行は、2ページのとおり、凶悪犯も含めて大幅に減少しています。

になります。

また、自動車運転関係の事件を除く少年の非行は、15歳をピークに減少し、18･19歳では、

家庭裁判所の調査官は、少年との面接のほか、保護者・学校・職場・被害者から情報を得て、少
年の成育歴や心身の状況、家族・交友関係や生活状況、更には被害の状況などを調査し、
「少年
調査票」にまとめます。

15歳の３分の1以下になります。つまり、多くの非行少年が年齢とともに徐々に立ち直っているの
です。
現行少年法は、このような年代の少年たちに、科学的な調査を踏まえた教育的な働きかけに
よって対処し、着実に効果を挙げてきたのです。

非行事実の認定

捜査
記録

検察庁・警察

各種研究報告・統計
要保護性

資料を踏まえ
処分を選択

科学的知見

家庭裁判所／調査官
心理学・教育学などを修得

少年
調査票

少年への面接
被害者への照会
学校･職場への照会
会
保護者への面接

アメリカでの調査結果
検察官送致＝刑事処分へ
少年院送致
保護観察
不処分（教育的措置を実施）

裁判官

アメリカ司法省の機関の紀要 ※では、刑事裁判所に送致された少年は、少年裁判所に送致され
た場合より、より高い再犯リスクがあるという6つの研究が報告されています。例えば、2つの州
にまたがる都市圏のため、環境や犯罪の発生傾向は同じだが、少年として扱われる年齢が異なる
地域で、強盗・侵入盗・加重暴行事件を起こした同年齢の者について追跡調査をしたところ、刑事
裁判所で扱われた者の粗暴犯の発生率は、少年裁判所で扱われた者の2倍、財産犯の発生率は
1.47倍だったとされています。

少年鑑別所／鑑別技官
心理学などの専門家

少年への面接
知能検査
性格検査

鑑別
結果
通知書

※R.E.Redding Juvenile Transfer Laws: An Eﬀective Deterrent to Delinquwncy? Juvenile Justice Bulletin. OJJDP June 2010

少年院を出院した18･19歳の少年の矯正施設再入率は低い
18・19歳の少年が少年院を出て2年以内に
矯正施設（少年院・刑務所）に再び入る率は、

少年審判で言い渡される処分

近年11〜12％で、成人が刑務所を出所して

鑑別・調査の結果を踏まえ、家庭裁判所の審判で、処分が言い渡されます。

再び入る率（18〜19％）よりも相当低くなって

保護観察や少年院送致などの保護処分は、刑罰とは異なり、少年の未成熟性に着目した教育的

います。

〈２年以内矯正施設再入率〉
20
15
10

な働きかけによって、少年に自らの行為の意味を理解させ、社会的不適応の原因を除くことが処

5

遇の基本に置かれます。自らの行為や過去の生活態度と向き合わせ、更に被害者の苦しみにも直

0

院送致があります。刑務所では日中の時間が刑務作業に充

面の自己変革を要求していきます。その意味では、少年院

刑事施設
入所率

18.6%

刑事施設
出所者

〈１８･１９歳の処分〉
（自動車運転関係の事件を除く）

てられ、夕食後は自分の時間が与えられるのに対し、少年
院では教官が就寝時刻まで少年を監督・指導し、少年の内

0.9%

11.0%

18・19歳の
少年院出院者

面させるなどしながら、少年の再非行を防ぎ、立ち直りを目指すことになります。
保護処分の1つに、少年を施設に収容して処遇する少年

刑事施設
入所率

少年院
再入率

その他
事案軽微に
よる審判
不開始

0.8%

は少年にとって刑務所より「厳しい」ともいえるでしょう。

8.6%

教育的措置

49.8%

また、審判不開始や不処分となる事件のほとんどでは、
教育的措置（保護的措置）が採られています。調査の過程
保護観察

において、調査官が少年や保護者に非行の要因を理解さ
せて指導や訓戒などを行うもので、再非行防止に重要な意
義を持っています。

指導･監督が
施される範囲

29.0%
刑事処分

1.2%

少年院10.6%
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3
･ 歳はこんな時期

非行を犯した少年はどんな子ですか？

2

18

2

3

非行を犯した少年は
どんな子ですか？

発達心理学者、社会学者、精神科医等は、
「今の若者は、

19

18･19歳はこんな時期

1

身体的には早熟傾向にあるが、心理的・精神的成熟度、社会

高卒者に占める就職者の割合は年々低下しています。
卒業後に就職する者もい

的成熟度は遅れている。コミュニケーション能力、対人関係

多くの18歳は

ますが、少子化と高学歴化

形成能力が育っていない若者が多い。」と指摘しています。

社会的に

により、近 年の高 卒の就 職

なかでも、非行を犯した少年のほとんどは、自尊感情に乏
しく、劣等感を抱いています。また、共感性が十分でない場
合もあります。これは、非行を犯した少年は、成長過程で、

WHAT?

自立していない

一般的な少年よりも多くのハンディを抱えているからと考え
られます。
各種調査でもこの事実が明らかになっています。

率は低下し、18歳になって
も多くは親に扶 養されるな

（%） 高校卒業者に占める就職者の割合

60
50
40

ど、真に自立した社 会 人に

30

なっているとはいえません。

20

15･16歳で非行に走り、

10

17.8％

65

いまだ立ち直れていない18

75

85

95

05

15

文部科学省学校基本調査年次統計表総括表５をもとに作成

･19歳もいます。

非行少年･保護者と一般高校生との比較アンケート（日弁連 2001年）

18歳は高校を卒業する年齢です。

2

小学校・中学校から高校までは、一応勉強をやったり、部活動を

一般高校生と比べ、非行少年は虐待された経験を持つ者が多い。

不安定な

やったりと、
「レール」に乗って何とかやってきた子も、高校を卒業す

親は｢厳しくしつけた｣と回答し、子どもは｢虐待を受けた｣と回答しているグループ
に、最も非行が多く発生。

生活と

ると、それまでと違い、自分で判断しなければいけない機会が増えま

学校との関係では、｢学業についていけない｣ことと非行との関連性が強い。

心の揺れ

て初めてつまずき、上手くいかない状況に

古文

地域との関係では、非行少年ほど｢近所の噂でイヤな思いをした｣と回答。

す。そこで「敷かれていたレール」がなくなっ
ISH

ENGL

陥って非行に至ることがあります。
また、同年代が高校を卒業して仕事

少年による殺人･傷害致死事件の分析 （家庭裁判所調査官研修所 2001年）

して大人っぽく振る舞って捕まる少年

① 自殺未遂又は自殺願望が多くみられる
② 現実的問題解決能力が乏しい
③ 快・不快といった未熟な感情しか自覚できておらず、共感性に極端に乏しい
④「自分はだめな人間」という観念と劣等感が強い

がいます。家出をした少年が、繁華街

△△△△

「単独で重大事件を起こした少年」の特徴

○○○

を始めると、自分も焦ったり、背伸びを

で客引きの仕事をして条例違反で捕
まったりします。

「集団で重大な事件を起こした少年」の特徴
① 仲間はずれになることを恐れて集団の動きに過度に同調する
② いじめられ体験といじめ体験の両方を経験し、学業不振や運動部で活躍できない
ことなどが原因となって、学校生活に意欲を失っている
③ 地域社会とのつながりも喪失している

少年院在院者に対する被害経験アンケート（法務総合研究所 2001年）
70％以上の少年に、家族以外の者及び家族からの加害行為で被害を受けた経験

京都大学医学部精神科教授の調査結果 （家庭裁判月報 2006年）
少年院入所者の5〜8割に発達障害的特徴（なお、非行は周囲の大人の無理解や適切な
援助の欠如が子どもを困難な状況に追い込んだ結果で、障害に直接起因するもので
はない）

7

3

18歳になると、自動車の運転免許が取れます。

自動車の

しかし、中には試験にこそ合格したものの、非常に軽い気持ちで
交通違反をする少年がおり、大事故につながりかねません。成人で

運転免許を

あれば、罰金で済んでしまいます。家庭裁判所で

取ったが

は、交通事故の遺族の講話など外部の協
力も得ながら講習を行い、教育的効果
を見た上で、裁判官が事件類型に合
わせて具体的な訓戒を行うなどして

ドッカーン

遵法意識の向上を図っています。
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4

関係者の声

関係者の声

4

関係者の声

研究者から
〜「少年法適用対象年齢の
引下げに反対する刑事法研究者の声明」〜

少年司法・
矯正の
現場から

家庭裁判所の現場（調査官）から

全国の裁判所職員で組織する全司法労働組合が行った、家裁現場アンケート
刑事法研究者114人の声明（2015年8月1日）では、現在の年齢引下げ論の

では、回答した家庭裁判所調査官の約95％が、少年の未熟さを「よく感じる」又

背景にある「国法上の統一」について、歴史的にそのような統一が図られた事実

は「感じる時がある」ことがわかりました。そして、年長少年の立ち直りの可能性

がなく、海外の法制でもそのようになっておらず理由がないこと、年長少年の「凶

（可塑性）を実感したことが「ある」との回答も、約90％にものぼっており、付添

悪」犯罪が深刻化している事実もないことが指摘されています。
そして、少年法適用年齢の引下げは、犯罪予防の見地からも、責任非難の点か
らも、深刻な問題をもたらすとともに、歴史的事実と国際的潮流にも反していると

人や調査官の熱心な働きかけによって「心を開いて態度が変わる」
「少年が自ら
の至らない点を自覚する」、
「少年院での職業訓練によって退院後就労した」な
ど、18・19歳の少年たちの立ち直りの例が数多く報告されています。

して、少年法適用年齢の引下げに強く反対しています。

少年司法・
矯正の
現場から

親たちの声
少年院長･少年鑑別所長経験者から
〜2015年6月24日開催のプレスセミナーで〜

日弁連主催のプレスセミナーでは、非行少年たちと長く接してきた少年院長・少
年鑑別所長の経験者4人から、少年非行や少年法の実情について次のような指摘
がありました。
非行少年は、常に悪いことをしているわけではなく、まともな世界と非行の世界
の間で、漂流している状態なので、健全な世界へ抱き込むことが必要。
非行少年たちは、家庭環境が非常に悪く、学校や家庭や社会といった大人の側
が、彼らに適切な環境を与えなかった結果の非行という側面がある。
社会の有為な一員として社会復帰させなければならないが、刑罰によって犯罪
者だと烙印を押しては社会復帰を難しくさせる。
子どもたちの社会性、精神性の成熟は、個人ごとに相当違い、1人の中でも側面

〜非行と向き合う親たちの会より〜
私自身の息子も、中学3年生と18歳のときの、2回少年院送致となりました。
中学3年生のときは、まだ感情のまま後先考えずに行動しており、少年院から
帰ってきてすぐ、元の非行状態に戻ってしまいましたが、18歳のときには、大分
周りも見えるようになり、少年院での働きかけを通じて、自分の今後について考
え、立ち直ることができました。
今も18・19歳で捕まった少年の親から相談を受けることもありますが、地方裁
判所に起訴されて、刑務所に行ってしまう少年も少なくありません。
しかし、今の子どもたちは20歳を超えていても、大人として扱うのはまだ早す
ぎると感じる子が多くいます。その中で、年齢による教育的効果の差を実感する
と、やはり18・19歳くらいの年齢の子どもたちこそ、教育的な見地から関わるこ
とが大事なのではないかと痛感し、むしろ少年法の年齢を引き上げてもいいので
はないか、と思っています。

ごとにデコボコしていて、18歳で一律に成熟しているとはいえない。
18･19歳は、児童福祉法の対象外なので、少年法による支援がセーフティネッ
トとして機能している。
その上で、
「少年法の議論は、非行の現状をきちんと把握した上で、少年の健全
育成はどうあるべきかを考えてなされるべきだ」
「今まで作ってきた体制の価値は、
決して見過ごされるべきではない」
「少年法の年齢引下げは、刑事政策上、将来に
大きな禍根を残すものである」として少年法の適用年齢引下げに反対する意見が
出されました。
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立ち直った元少年たち 〜

5

5

立ち直った元少年たち
〜18･19歳の非行事例〜

あの時、少年法の適用がなかったら…
私は、18歳のとき覚せい剤で逮捕されました。少年院を仮退院中の再犯でした。でも、
審判で試験観察となり、調査官の監督の下で、社会で生活を送ることになりました。あの
時、少年法の適用がなかったら、私は刑務所行きか、執行猶予になり、何の支援も得られ
ずに社会で暮らしていたのだと思います。
罰を与えられるのではなく、放置されるのでもなく、試験観察という形で調査官が私に
向き合ってくださったことは、とても大きかったと思っています。18･19歳は身体だけ大人
で心は子どもだと思います。考える時間、自分を見つめなおす時間、心を満たす時間が
あったことがよかった。自分のことを振り返るとき、私にはあの時の審判があったから今
の自分があるのだと思います。

Ｎ．
Ｓさん 39歳 学童保育勤務

6

Q&A

Q1
A

選挙権も民法も全部
18歳で大人って決めればいいのでは？

法律ごとに決めるべき

民法の中でさえいろいろ

ある法律を、何歳から適用するか、何歳まで適用するかは、その法律の目的や法

律が守ろうとしている利益などによって決められます。ですから、一律でなければ

ならないものではありません。むしろ、本来、一律ではあり得ないのです。
飲酒・喫煙年齢の18歳への引下げについては、医師会を中心に、健康にもたら
す影響や非行防止などの観点から強い反対意見があります。
さらに、例えば民法の中でも、契約は20歳ですが、遺言や養子縁組の承諾は15
歳からできることになっています。

教育によって初めて人として生きることを知りました。
水道屋で独立し、ダンススクールでブレイクダンスの講師をしています。

選挙権年齢引下げの目的

電気やガスが何日も止められるような貧しい家庭で、悔しさや惨めさから暴力を振る

選挙制度では、多様な意見を政治に反映させるため、選挙権者もできる限り広く

うようになり、人を傷つけて警察に捕まって高校を退学になりました。紹介された仕事で

認めるべきです。しかも、選挙権は、一般的な権利義務とは異なり、1人の権利行使

暴力団の人と知り合うようにもなりました。その後とうとう少年院に入りました。18歳か
ら1年です。この先、ヤクザになるしかないのかな、内心そんなことも考えました。そん
なときに、私たちと一緒に、腕立てやスクワットを何百回とかグランド何周とかやって
くれた教官の本気の指導は大きな衝撃でした。今の自分の生きる糧になっています。
教育によって初めて人として生きることを知りました。
生意気をいっても18･19歳は未熟です。特に環境に恵まれなかった者はそこで初めてや
り直すことができるのです。凶悪な事件は検察官送致があります。しかし、軽い事件を犯
した18･19歳を教育を施さず社会に戻す危険さ、あるいは刑務所で成人受刑者と共に生
活させる危険さは、当時の自分に照らせば本当に不安です。

Ｏ．
Ｉさん 36歳 自営業

が何らかの具体的な義務の負担や不利益には直結しませんから、仮に民法上の未
成年者であっても、選挙権を与えることに不都合はありません。成年被後見人にも
同様の理由で選挙権が認められました。

少年法の目的
少年法は、非行を犯した者に対して、刑事処分とは異なり単に刑罰を与えるので
はなく、教育的な処分を行うことによって、健全に成長し、再び犯罪を起こさないよ
うにすることを目的としています。この観点から、対象年齢を考えるべきです。
少年法は、戦後、対象年齢を20歳未満と定め、その適切な運用により十分な犯
罪防止効果をあげてきました。選挙権年齢を引き下げても、少年法の適用年齢を
引き下げる必要は全くありません。
ドイツでは選挙権年齢と民法の成年年齢を18
歳に引き下げた後も、少年裁判所法の適用年齢は21歳未満を維持しています。

起訴猶予か罰金で終わってしまっていたら…
19歳の時、キャバクラのキャッチ（客引き）をして条例違反で捕まりました。事件の半年

また、少年法は、年齢に応じた教育効果などに着目しているため、非行時ではな

前に、一緒に暮らしていたおばあちゃんのところから家出し、家を借りるお金などをキャバ

く、家庭裁判所による審判時の年齢で判断しています。少年法の適用年齢を18歳

クラの人に借りたのですが、その借金を返すために店のキャッチをさせられていました。

未満に引き下げると、17歳までの非行でも、18歳を過ぎて検挙されたり、家庭裁判

僕が捕まって、警察、鑑別所にいる間は、おばあちゃんの家に借金の取り立てに来てい
ました。審判の直前に、付添人の弁護士がついてくれることになり、審判では試験観察に

所の手続中に１8歳となった場合、家庭裁判所の審判の対象外となります。結局、少
年法の適用年齢を１8歳にしても「分かりやすく統一される」ことにはなりません。

なりました。キャバクラの人は、家裁の前で僕が出てくるのを待っていました。付添人の弁
護士は、家まで追いかけてきたキャバクラの人を、借金は返す必要がないと交渉して追い
返してくれました。その後、キャバクラとは縁が切れ、試験観察、保護観察を終え、真面目
に働いています。
付添人からは、もし僕が大人だったら、起訴猶予か罰金ですぐに家に帰れたはずだと聞
きました。でも、そのまますぐに家に帰っていたら、キャバクラとの関係も切れず、また事
件を起こしていたと思います。
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Q2
A

海外は18歳が基準だと聞きますが？

欧米の実情
罪を犯した者を、成人とは異なる特別の手続により処理する年齢は、多くの国で
18歳を基準としています。

Q3
A

実名報道の禁止など、
少年は守られすぎでは？

実名報道の禁止と被害者の保護は両立しうるもの
少年法61条は、非行を犯した少年の氏名、住所など本人を推知できるような情
報を報道することを禁止しています。これは、未熟な少年の立ち直り、社会復帰の

ですが、詳細に各国の制度を見ていくとそれほど単純ではありません。

妨げになる情報を制限することで、少年が社会から排除され、再犯に至るようなこ

ドイツでは、18歳未満を少年としていますが、18〜20歳を「若年成人」と位置

とがないようにするためのものです。制裁的意味で実名を暴いて責任をとらせると

づけ、その者の成熟度や事件の種類により少年裁判所法を適用できることにして

いうのは、私的制裁にほかならず、成人であっても許されるものではありません。

います。

少年の実名報道禁止は、被害者の実名報道とのバランスを欠いているとの批判

また、スウェーデン、オランダ、オーストリアなどでも、21歳未満について少年と

があります。しかし、犯罪被害者とその遺族のプライバシーや名誉が尊重されるの

同様に扱うことができる、とされています。

は当然であり、これを侵害するような報道が当然のようにされている現状こそが問

アメリカでは、大半の州が18歳を基準としています。いくつかの州では16歳、

題です。

17歳に引き下げましたが、その後、元に戻す州が出てきています。これは、刑事裁

被害者のプライバシー保護と少年法61条の趣旨は相反するものではなく、共に

判所に送致された少年は、少年裁判所に送致された少年より再犯のリスクが高い

実現されるべきものです。

という実証的研究が積み重ねられたこと、脳科学の研究の進展で25歳程度までは
脳が発達を続けていることが判明したことなどが理由とされています。

名前が出ないから非行に走るわけじゃない
少年の実名が報道されないから非行に走るのではないか、という意見もありま
す。しかし、少年たちは、精神的に未成熟で社会的経験も乏しいため、自己の行為

日本の誇る充実した制度！
外国と同じにする必要はない

の結果を的確に予測し、それに基づいて行動をコントロールするといったことが困
難で、予想外に重大な結果を発生させるということが少なくありません。少年たち

わが国の少年法制は、全件を家庭裁判所

は、
「実名が出ないからやってしまおう」とか、
「処分されないからやってしまおう」

に送致して、充実した家裁調査官、少年鑑別

というように計算ずくで、犯罪を行っているわけではありません。

所による科学的調査を踏まえた保護処分を
決定し、その後に、少年院送致、保護観察等
の保護処分により少年の立ち直りを支援し、
再犯を防止するという点で、諸外国にない充
実した制度です。他国と比べても、十分な効
果を発揮してきました。
したがって、諸外国の多くが18歳を基準と
しているところが多いからといって、これにな
らう必要はありません。

国連子どもの権利委員会でも評価されている

Q4
A

被害者･遺族が加害少年に関する事実を知る
ために、年齢を引き下げるべきではないか？

成人の刑事事件と違って少年審判は非公開であることから、被害者は真実を知る
ことができないのではないか、という意見があるかもしれません。しかし、被害者に
配慮するという観点から、2000年以降、少年法が改正されてきています。
現在は、

子どもの権利条約の少年司法に関する条文の適用対象も18歳未満です。

①少年審判記録の閲覧・謄写

②被害者の意見の聴取

しかし、国連子どもの権利委員会の一般的意見10号（2007年）では、
「少年司

③被害者に対する審判結果の通知

④審判の状況の説明

法の諸規則を18歳以上の者に対して適用することを認めていることについて、評

といった制度が整えられ、被害者は、少年事件についても事件の内容を知ることが

価」するとしています。

できるようになっています。
⑤一定の事件については審判を直接傍聴することも可能です。
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少年法の適用年齢
引下げを語る前に

日弁連は訴えます
現行少年法は、戦前の少年法の実践とその成果を踏まえ、若年犯罪者につ
いては刑罰より保護処分の方が更生にとって適切かつ効果的との立法政策

なぜ私たちは引下げに反対するのか

に基づいて、対象年齢を18歳未満から20歳未満に引き上げるとともに、少
年事件の全てを家庭裁判所に送致する制度を採用しました。それから65年、
家庭裁判所による人間行動科学に基づく審理と処遇という現行制度の運用
は、現実にその効果を挙げ、わが国は少年犯罪の極めて少ない国として、世
界で高く評価されています。
仮に少年法の適用年齢を18歳に引き下げることになれば、
「子ども・若者
育成支援推進法」
（2010年施行）が困難を抱える子ども・若者の成長発達に
対する国・地方公共団体の支援施策の重要性を確認したばかりであることと
も矛盾、逆行する施策となります。
そして何よりも、これまで少年法の適用を受けてきた若者のうちの50％近
くを、｢自己責任｣の名の下に、家庭裁判所の手続から放出することになり、結
果として、少年の立ち直りと成長支援の機会を阻害し、ひいては再犯者を増
加させ、新たな被害者を生みだす施策になります。
当連合会は、少年法の適用年齢を引き下げることに多くの人々が反対し、
共に声をあげていただくよう呼びかけます。
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