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医療観察法「2010年見直し」・改悪を許さず廃止へ！ 

    １／１８通常国会開会日から闘いを開始 

 

  いよいよ２００５年７月施行から５年後の医療観察法「見直し」の年２０１０年を迎えました。

この間にで全国で検察官による申立（昨年４月段階）が１４１５件、そのうちの６２．５７％が入

院決定、１８．５０％が通院決定と、申し立てられた約８１％もの「精神障害者」たちがこの法の

強制医療下におかれ自由を剥奪されています。しかも当事者は生活の場から切り離されたうえに、

鑑定から入院、通院、一般病院と、精神医療にとって も大切な治療の継続性・一貫性さえも認め

られない状況に置かれて言います。この状況下で、１３名（入院中３名、通院中１０名）の方たち

が自殺に追い込まれました。３名の方たちが日弁連に人権救済を申し立てました。これがこの法の

「手厚い医療」の結果です。国がいかにこの法を「医療法」などと言いくるめようとも、施行後の

運用実態は、この法が精神障害者差別の保安処分法であることを明らかにしてきました。また、反

対運動や地域住民の反発で入院施設建設が当初の計画通りに進行しないため、厚生労働省は泥縄式

に告示や省令改悪によって設置施設基準を大幅に緩和してきました。その極めつけは、法では入院

機関として指定できない民間病院を指定可能とする改悪です。この法の唯一の謳い文句「手厚い医

療」という法の基本的枠組みさえ全否定せざるを得なくなっています。現在においても病床数は、 
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当初予定７２０床に対し稼働中４４１床で、ようやく６割をこえるのが現状です。このような法の

破綻状況にあっても、この法の推進者たちは、この法を更に医療法への純化を、また一方で保安処

分法への純化を狙い、今年７月の「見直し」を前にして様々な動きを示しています。 
 特に日弁連の動きを看過するわけにはいきません。日弁連は医療観察法の成立に反対してきまし

た。しかしいま反対を放棄し、刑事法制委員会医療観察法対策部会が起案した「医療観察法の見直

しで精神科医療改善に契機を」という意見書（案）を会長名で全国の弁護士会や関連委員会に意見

照会し、２月までに「日弁連見直し意見書」としてまとめようとしています。この案は医療観察法

を「『医療と社会復帰促進の法』として、運用できるようにするために」見直しをするとしています。

ここにあるのは医療観察法を保安処分法としてではなく、医療法とする立場であり、絶対に認める

ことはできません。ネットワークは昨年１１月、日弁連に対して、結論を出す前に刑事法制委員会

と精神科医や当事者との討論・意見交換の場を設定するように、との申し入れを行い、１月２９日

（金）にはその場が設定されることになっています。 
 また、７月の「見直し」に向けて新政権はどうするのか、まだ明らかにされてはいません。確か

に、現政権の民主党や社民党など当時の野党は法の制定当時は反対でした。しかし、予断は全く許

さない状況にあり、その動向を注視しておかなければならないことはいうまでもありません。 
 私たちは昨年の「１１／２２差別を拘禁の医療観察法の廃止を！全国集会」で「見直し」に向け

ての廃止運動の方向性を確認しあいました。あわせて当面の１～２月の闘いとして、①通常国会開

会日の国会行動、②２月の院内集会、法務・厚生労働省交渉、③廃止の声の拡大（廃止署名やリー

フの配布、ミニ学習会・集会の開催など）を呼びかけました。こうして今年の闘いは通常国会開会

日である１月１８日の国会行動から開始します。まずは廃止に向けて、この春の闘いを全力で闘い、

民主党政権に廃止を迫っていきましょう！ 
 
報告 

 １１／２２差別を拘禁の医療観察法の廃止を！全国集会＆マリオン前リレートーク  

  この１１／２２の取り組みは昨年７／２６全国集会に引き続き、心神喪失者等医療観察法（予防

拘禁法）を許すな！ネットワーク、国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会、心

神喪失者等医療観察法をなくす会、NPO 大阪精神医療人権センターの４者共催です。この日の展

開は東京南部労政会館での屋内集会と併せ、銀座のマリオン前でのリレートークです。マリオン前

リレートークは、法案施行阻止闘争以来、廃止に向けた闘いとしては初めての街頭に出ての闘いと

なりました。 
 まずは集会です。司会は龍眼さん（当事者）

と早川久恵さん（陽和病院労働組合）。 初に山

中雅子さんが基調報告を行いました。医療観察

法の破綻の流れから理念的にも実質的にも破綻

している現状や、「２０１０年見直し」に向けた

動きを確認しながら、廃止運動の方向性を「分

かりやすいキャンペーンで悪法廃止を広く訴え

る」「『目に見える』闘いの執拗な展開で『本気

で潰す』流れを創りだす」を提起しました。な
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くす会の加々見陽子さんのカンパアピールに続いて、主に全国から参加された仲間たちからのリレ

ートークです。NPO大阪精神医療人権センターの森川敏子さん、京都ユーザーネットワークの坂

根輝吉さん、全国「精神病」者集団の桐原尚之さん、保安処分病棟に反対する連絡会の高見元博さ

ん、広島弁護士会の足立修一さん、北海道のすみれ会の太田隆男さん、全国精労協の有賀譲慶さん、

障害者団体のDPIの三沢了さん、とあわせて８名の方々から思い思いのアピールをいただきました。

精神医療従事者の大賀達雄さんからのまとめと行動提起、

後に、弁護士の池原毅和さんのシュプレヒコールで集

会は締めくくられました。８０名の参加でした。 
  
 集会終了後は有楽町の銀座マリオン前へ移動。この日

はとても寒い日でしたが、参加してくれた仲間は４０名

を越えました。全国の仲間たちをメインにしたリレート

ークと、署名用紙の画板を肩に廃止署名を要請しながら

新しくできたカラーのリーフを配布しての４時から５時

までの情宣活動です。日曜日の銀座を行き交う人々に、

まずは医療観察法という聞き慣れない法律の存在と、廃

止を求める闘いの存在だけでも知ってもらおうとの取り

組みでしたが、リーフの捌けがよかったのは嬉しいこと

でした。 この全国集会の前日の夜にはなくす会の第３

回総会、当日の午前中にはネットワークの第６回総会が

もたれました。２日間のハードな日程でしたが、参加者

の、とりわけ全国から参加した仲間たちの廃止への熱い

思いが伝わってくる２日間の闘いでした。 
（ネットワークＨ） 

 
 

 

 
★ 社民党党首 参議院議員 福島瑞穂さん 
 
「障害者の人権と医療観察法を考える集会」へのメッセージ 
 
 社民党党首の福島みずほです。本日は集会に伺えませんが、お集まりの医療・福祉・法律・人権

などの分野で日々働かれている皆さんに一言メッセージを申し上げます。 
 この間、弱肉強食の政治と経済が幅をきかす中で、雇用や家族・地域社会の絆が断ち切られ、ま

た も声をあげにくい人たちの声がかき消されてきました。誰しもの心の中に、不安と不安定が深

くしみ込んでいるため、そこに排除と隔離の論理はとても滑り込みやすいと感じます。 
 私の事務所には、各地の刑務所で受刑生活を送っている方々から続々と手紙が届きます。その手

紙を拝読すると、犯罪者であれば人権をはく奪しても仕方ないというまなざしが透けて見えます。 

集会に寄せられたメッセージ 
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 危険性を強調することで、さらに障がいをもつ人たちを追いこんでいくのか、それとも、共に生

きる社会を目指して、社会の中に居場所を作り、支えあえる態勢を築いていくのか、大きな選択で

す。皆さんと一緒に共生社会づくりに向けて力を注いでまいります。 
                             ２００９年１１月２０日 
                             社民党党首 参議院議員 
                              福 島 み ず ほ 
 
★ 衆議院議員 石毛えい子さん 
  

091112「障害者の人権と医療観察法を考える集会」に寄せて 
 
 多くの医療・福祉関係者や法律家、そして何よりも大多数の患者・当事者の危惧と反対を押し切

って「医療観察法」が強行・施行されてから来年で５年となります。この法律は精神医療と社会理

解にさらに格差・分断・混乱を持ちこむだけとの立法当初の批判に答えきれる運用がなされている

でしょうか。またかりそめにでも立てられた法の目的を多少なりとも果たしているでしょうか。い

かにつぎはぎで建て増したとしても、その基礎・土台自体が誤っているのならばその建物は存立で

きないのではないでしょうか。 
 周知の通りわが国精神医療の大先達である呉秀三教授は、明治の時代に「我邦十何万ノ精神病者

ハ実に此病ヲ受ケタルノ不幸ノ外ニ、我邦ニ生マレタルノ不幸ヲ重ヌルモノト云フベシ」とわが国

社会に痛烈な批判を行いました。 
 その時から約９０年を経たわが国の現状を前に、私たちはこの大先達への申しわけない気持ちで

いっぱいにならざるを得ません。 
 来年は、この「医療観察法」法附則第４条による施行後５年の国会報告・検討の年に当たります。

この時を一つのエポックとし、本集会にお集まりの皆さんをはじめ多くの医療・福祉関係者、法律

家の皆さん、患者・当事者の皆さんとともに、しっかりとしたこの法律とその運用の評価を蓄積し、

法の目的さらには精神保健福祉施策への徹底した検討を進めて参りたいと大きな自責の念を痛感し

ています。 
 一世紀を経たときにあまりに多くの時を要してしまいましたがようやくここまでたどり着けまし

たと大先達に語りかけることが出来るように。 
 本日の「障害者の人権と医療観察法を考える集会」がご参集された皆さんの熱意によって実り多

き集会となることを心よりご祈念申し上げます。 
                   ２００９年１１月２２日 
                             衆議院議員 石毛えい子 
 
★ 衆議院議員 滝 実さん 
 
 「障害者の人権と医療観察法を考える集会」が実り多きものとなりますことを祈念いたします。 
 来年は医療観察法の見直しの年となりますが、皆様の声をしっかり受け止めて対応して参る所存

でございますので、ご指導、ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。 
                               衆議院議員 滝 実 
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★ 衆議院議員 つじ恵さん 

２００９年１１月２２日 
障害のある人の人権と医療観察法を考える 全国集会参加者一同様 

 
 全国集会の開催を準備された皆様たいへんご苦労様です。 
 だれもが安心して暮らせる社会の実現へ共にがんばりましょう。 
 本集会のご盛会、貴会のご発展、ご参集の皆様のますますのご活躍・ご健勝を心より祈念申し上

げます。 
      民主党大阪府第１７句総支部（堺市西区・中区・南区） 

衆議院議員 つじ恵 
法務委員会理事 消費者特別委員会委員 

官僚支配政治打破！ 老後の不安解消！ 安心して暮らせる堺を！ 応援します 
がんばる堺！ 

 
★ 参議院議員 大島九州男さん 
 
障害ある人の人権と医療観察法を考える全国集会のご開催に対しまして一言ご挨拶を申し上げ

ます 
 本日ご参集の皆様におかれましては、日々の活動に対しまして改めて敬意を表します。 
 誰もが安心して暮らせる社会の実現に向け、障害者自立支援法の廃止をはじめとし、障害につい

ての理解、差別や偏見の解消を訴え、皆様の声を法律や制度に反映させて参る所存でございます。 
 後に、本日ご参集の皆様のご健勝とご多幸を、重ねて皆様のご活躍を心よりお祈り申し上げま

す。 
                           参議院議員 大島九州男 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

はじめに 
 心神喪失者医療観察法をなくす会に参加している人たちは、医療観察法をなくすという点では一

致しているが、その論拠や戦略、さらに、廃止後の精神医療福祉の姿については必ずしも一致して

いるわけではない。もちろん医療観察法をなくす会としてこれらの点についてすべて一致しなけれ 
ば同じ会として協働できないといことではない。しかし、今後、医療観察法をなくすための運動を 
高めていく中で、当然、推進派からたとえば、医療観察法をなくしてしまって、現に医療観察法病 

医療観察法廃止のためのさまざまなアプローチ 
 

弁護士池原毅和 
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棟に入院させている人をどのように処遇すべきことになるのか、それらの人は措置入院になるのか、

医療保護入院になるのか、あるいは、そもそも措置入院や医療保護入院を残しておくことは賛成す

るのかなど、議論の分かれる点を指摘して運動に揺さぶりをかけてくる事態も考えられる。あるい

は、一般の市民に対して、あるべき精神医療福祉の展望を示せれば、医療観察法廃止の議論がどの

ように全体の中に位置づけられるのかがわかりやすく受け入れやすいかもしれない。そのような点

も含めて、私たち自身が医療観察法の廃止というフォーカスを支える理論と現実について、あるい

は、そのフォーカスの背景となる精神医療福祉の全体像についてどのような認識と考え方を持って

いるのかを確認しあうことは重要である。そのために、２００９年１２月２０日に医療観察法をな

くす会として意見交換を行った。また、２０日に参加が難しいメンバーのために１９日に非公式の

準備会を開いて同様に意見交換を行った。 
 

議論の内容 
 医療観察法を検討する大きな視点として、医療観察法が廃止されなければならない理論的および

実質的な理由・論拠は何かという点と医療観察法廃止後の精神医療福祉のビジョンを議論した。 
 理論的な側面の問題としては、第１に、日本の医療制度が全体として「国策医療」であるところ

に根本問題があることが指摘された。国策としての医療は、国が治安や国防や貧困対策などその都

度必要な国策の都合に合わせて医療を提供する医療政策であり、一人ひとりの人間の健康がその人

自身にとってもっている意義や重要性を尊重するものではない。同時に、医療者はこの国策に奉仕

する存在とされ、医療者は患者の命や健康を守ることを役割とするものではなく、むしろ国策の履

行者であり、国策に患者の命と健康を有効に活用することこそ重要な役割となる。従って、欧州で

みられるように医療者と患者のいわば自治的関係を重視して、国家からの干渉や圧力に対して、医

療者は患者の立場に立って対抗する倫理上の義務があるのではなく、むしろ、国策の履行者として

患者と対抗する立場に立つことになる。こうした立場の倒錯は欧州の人権規約では禁止されている

とされる。第２に、障害者権利条約と強制入院との理論的関係も議論となった。障害者権利条約は

障害を理由とした自由の剥奪を禁止している。もしこれを文理どおりに解釈すれば、医療観察法の

強制入院はもちろん、精神保健福祉法による強制入院も許されないのではないか、ということが問

題になる。これについてはさまざまな見解が出され結論はでていない。一つは強制入院については

疾病と障害を区別すべきではないかという考え方である。強制入院は障害を理由としているのでは

なく疾病を理由としているのであると説明すれば、強制入院は医療観察法を含めて障害者権利条約

とは関係がないことになりそうである。これに対して、障害者権利条約が基本とする ICIDH(国際

生活機能分類)は、ICD10（国際疾病分類）は相補的に活用するように定められており、単純に障害

と疾病の区別でこの問題を割り切ることはできないという意見もある。また、条約策定過程の議論

等では条約は当然に精神障害や知的障害のある人に対する強制収容を想定して多議論がされている。

しかし、障害者権利条約が精神障害を理由とした強制入院を否定しているとした場合、一切の強制

入院は許されなくなるのか、それは現実的に可能かという議論がある。むしろ、今後の精神科への

入院は強制入院こそが 後に残る入院であり、任意入院で済むような場合はむしろ通院で治療すべ

きものとの考え方も提示された。強制入院の余地としては緊急避難に相当する場合に限定するとい 
う考え方も提示された。また、障害者権利条約の障害を理由とした自由剥奪の禁止は、他の者との

平等性という観点から検討すべきであることも指摘された。これは医療観察法をなくした後の精神 
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保健福祉の全体像にも関係する問題である。 
 実質的な側面の問題は、医療観察法内部でどのような現実の不都合や不合理が生じているのかと

いう点と医療観察法の存在が精神医療福祉に対してどのような影響を及ぼしているのかという問題

の両面から検討された。医療観察法内部では、医療の即応性と継続性が阻害されていること、医療

観察法では投入されている人と予算、時間に対してそれに見合った効果が出ているとは言えないこ

と、多職種チーム医療は患者に抑圧的に作用する可能性もあることなどが指摘され、より根本的に

は効果の存否を論じる前提としてその基準として何に準拠すべきかを論じなければ、盲目的な議論

になることが指摘された。医療観察法が社会復帰を目的としているならば、その目的に照らして効

果を測定しなければならないが、全体としてみれば医療観察法で鑑定入院が終わるころには精神保

健福祉法で入院した人は８０％以上退院しているのに対して、医療観察法ではそれからいよいよ本

格的な入院となるので、社会復帰は遅れているといえる。医療観察法による烙印や社会資源の乏し

さゆえの社会的入院の発生も社会復帰目的に照らして効果を示せていない点である。しかし、さら

に重要なのは効果があればどんな政策でも採用してよいということにはならない点である。当然に

政策は憲法や各種人権条約の規制の下で許されるものであり、効果があればそれを無視してよいと

いうことにはならない点が指摘された。医療観察法の外部、すなわち、一般の精神医療福祉に対し

ては、公立病院などで医療観察法病棟の建築のために一般病床を削減するなどし、一般の精神医療

福祉にしわ寄せが生じ、また、公立病院の本務がないがしろにされている状況が指摘された。車の

両輪論も、欺瞞であることは当初から知られていたが、この５年間にその欺瞞性が実証されている。 
 

今後の議論の発展 
 今回は非公式な会を含めて６時間程度のぎろんであったから、十分に議論を尽くせてはいない。

しかしながら、こうした議論を将来何回か行いながら、相互に立場の違う点と共通の点を認識し合

って運動を進めていくことが重要であろう。また、こうした会議の持ち方であると、単なる総会を

開くという事務的内容の場合に比べて、多くの参会者があり有益な議論もできた。 
 今後の議論の課題としては、医療観察法の現実の問題点をより鮮明にし、一般の市民でもすぐに

理解できるような問題の指摘ができるような工夫が必要だろう。とりわけ街頭で市民に呼び掛ける

場合、ワンセンテンスで理解と記憶に達するようなメッセージの工夫が必要である。また、医療観

察法をなくした場合、指定入院医療機関をどう使っていくのか、重大犯罪を行っても処罰も入院も

しない者がおり、それは国民感情としては許せないという以前からある論調にどのように分かりや

すくこたえていくのか、なども今後の議論の課題になりえるだろう。 
 今後、院内集会や障害者制度改革推進会議などでも、議論を巻き起こしていく必要がある。また、

夏まえころまでに論点の整理をしていくような会議を持つことができればと思っている。 
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医療観察法は、論争によって「再犯予測の不可能性」を暴かれた結果、医療の仮面をかぶった保

安処分法として強行制定され、施行されている。既に同法の対象者は０９年４月で１４１５人を数

え、著しい精神障害者差別と人権侵害を引き起こしている。この癌細胞が日本列島を蝕むことをこ

れ以上許すわけにはいかない。ここでは、「１０年見直し」に向けた攻防の現局面を報告し、悪法廃

止へ共に闘われるよう訴えたい。 
 
１．厚生労働省・法務省の策動 
１２月１５日、鳩山政権が「障がい者制度改革推進本部」を設置して障害者政策全般を見直す論

議をスタートさせた。障害者自立支援法廃止後の新制度検討と障害者権利条約批准のためである。

しかし、民主党「障がい者制度改革推進法案」は「精神保健福祉法に定める保護者制度、措置入院

制度を見直す」としているが、医療観察法についてはまったく触れていない。“再犯防止”をマニュ

フェストに掲げる民主党が医療観察法をどうするのかは、本年、改めて試される。こうした中で、

法務省・厚生労働省・日弁連などが法「見直し」に向けた様々な策動を開始し、いよいよ本格的な

廃止攻防の季節が到来している。 
法務省の「見直し」方針はまだ明らかにされていない。しかし“医療観察法廃止抜きでの障害者

権利条約批准”論をとる法務省周辺の御用学者の中では“医療観察法では不十分、破綻している、

本格的保安処分法を整備すべき”との見解が強くなってきている。治療可能性要件を捨てて人格障

害者に対象者を拡大する、病院を重度別に機能分化する、通院処遇の危機介入制度を作っていつで

も再入院できるようにする、などと主張しているのだ。 
一方、“精神障害者危険”論を振りまき重警備の拘禁施設建設を強行してきた厚生労働省は、こ

の間、地域住民からの反発によって施設建設が当初計画の約７割にとどまるという異常な事態に直

面してきた。対象者の入院待機すら起きている。厚労省がこの危機を、省令（設置基準切り下げ）・

「緊急整備のお願い」濫発（利益誘導）でしのいできたが、今度は更に独立行政法人化の波が揺さ

ぶり始めている。医療観察法入院施設は、法１６条で国立・県立など公務員型にすると定められて

いる（「手厚い医療」の保障）が、非公務員型に変更せざるをえなくなっているのである。厚労省が、

国会報告による「見直し」を夏以降に先送りする一方で、非公務員型への転換に向けた政令や法の

改悪策動を今春早々にも開始すること必至である。中軸の国立精神・神経センターが４月から非公

務員型独立行政法人となるからだ。制度の破綻を覆い隠そうとする姑息な策動を打ち砕き、医療観

察法廃止への足がかりをつけよう。 
 
２．日弁連の危険な動き 
「見直し」を見すえ、医療観察法に反対してきた日本弁護士連合会が危ない動きを始めている。日

弁連医療観察法部会が起草し単位弁護士会で意見集約中の「医療観察法の見直しで精神医療改善に

契機を」案（０９年１０月３０日）は、今までの日弁連の反対見解を放棄し、医療観察法護持にま 

「２０１０年見直し」に向け、動き始めた医療観察法廃止攻防にご注目を 

 
石橋新一(刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会) 
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わるという驚くべき文書である。同案は「自由の制限と強制医療という人権制約を不可避的に含む
．．．．．．．

医療観察法」を「医療と社会復帰促進の法」として運用できるようにする
．．．．．．．．．．

ため」の検討案とされる。

そこでは①医療観察法は保安処分法ではなく、基本的に医療法であり、その純化をめざす、②付添

人の努力の結果、保安処分的運用を阻止しており、医療観察法は保安処分の防破堤などと、本質的

な点で医療観察法を積極的に肯定しており、これを何と、反対を表明してきた日弁連の会長見解と

して公表しようというのだ。 
しかし同案は、自由の剥奪が強行されているという根本問題を真剣に検討していない。

日弁連内には従来から “再犯防止ではなく初犯から防止すべき⇒精神医療底上げを”“精

神障害者は治療の
．．．

対象
．．

である” とする考えが潜在していたが、それが医療観察法の目的修

正(再犯防止⇒同様の行為を行なうことのない社会復帰)に幻惑され、全面開花してしまった

のだ。しかし、目的の日弁連的解釈の当否は脇におくとしても、目的の修正がなんら制度 
的変更に繋がらなかったという厳然たる事実は直視しなければならない。入院処遇の入口

と出口に検察・裁判所が関与するシステムには何の変更もなかったし、その結果、指定医

療機関の医者が退院ＯＫだといっても裁判所が拒否するという異常なシステムになってい

るのだ。この一事をとっても、医療観察法が医療法ではなく、差別と拘禁目的の悪法であ

ることは明らかであり、制度を運用によって変えることなど出来るわけもない。 

また日弁連が持ち上げる「手厚い医療」は、１３名もの自殺者を生みだし、精神医療で

もっとも大切な医療の継続性を鑑定病院⇒指定病院⇒通院処遇病院⇒一般病院とぶつ切り

にしている。「手厚い」のは人の数と箱物だけであり、独立法人化はこれすら危うくする

だろう。日弁連のなかには“公正な裁判所”“医療は善、対象者の利益”との、検証され

ていない感覚が流れている。医療の専門家でもない日弁連が、裁判所関与による人権侵害

を問題にせず、その内容すら明らかにできないのに“一般精神医療改善”を唱えてこと足

れりとするのは論外であろう。 

地獄への道は善意によって敷きつめられている。厚労省ですら制度破綻をいう状況のな

かで、日弁連が果たすべき役割は、医療観察法護持の旗振りではなく、廃止運動の一翼を

担うことであろう。 

 

３．廃止への闘いは始まっている 

私たちは、保護観察強化などの本格的保安処分体制構築を阻止すると共に、必ずソフトな装いを

こらした保安処分法＝医療観察法を廃止する。既に全国の当事者・精神医療従事者・弁護士・研究

者・労働者市民の「廃止一点での共闘」は進んでいる。廃止署名運動や精神医療従事者団体・人権

団体・労働組合声明など悪法廃止の声を広げよう。 
【署名用紙は http://nagano.dee.cc/haisisyomei2.doc】 
院内集会継続と法務省・厚生労働省交渉で国会内に廃止の声を創りだそう。大衆運動の力で、民

主党政権に廃止を迫ろう。共に歴史的転換期を闘い抜こう。 
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去年５月から裁判員裁判が始まっています。その中で、責任能力が争点になるケースも出てきて

います。 
 裁判員制度が実際に始まる前に、各地の裁判所で模擬裁判が行われました。殺意の有無が争点に

なるケースや量刑が問題になるケースなど、事件ごとにテーマを決めて、同じ一つの事件を各地の

裁判所で、一般市民に裁判員として参加してもらって実際の裁判と同じ手続でやってみるというも

のです。そのテーマの一つとして、責任能力が争点になる事件の模擬裁判も各地で行われました。 
 
統合失調症の人が妄想の中で被害者を殺してしまったという事件です。 
 各地の模擬裁判の結果は、心神喪失で無罪になる裁判所もあれば、心神耗弱で懲役刑を言い渡す

裁判所もありました。検察官の求刑は、おそらく全国的に懲役１０年だったと思うのですが、判決

では懲役５年から１４年までの大きな開きがありました。これまでの裁判官による裁判であれば、

心神耗弱だとしても懲役６～８年くらいの判決だっただろうと思います。同じ事件を題材にしてい

るのに、これほどまでに大きな差が出るというのはとても怖いことだと思いました。 
 実は、懲役１４年という判決は、京都でのものです。そして、その模擬裁判の弁護人の一人は私

です。ですので、弁護人の能力がなかったのだと言われればそれまでなのですが、でも、それだけ

が問題なのだろうかと思っています。実際、鑑定人尋問はわかりやすかったと裁判員には好評でし

た（私の担当ではありませんが）。その鑑定人は、心神喪失であるという鑑定をしていました。にも

かかわらず、結論は心神耗弱、しかも求刑を上回る懲役１４年という、これまでであればあり得な

い判決。 
 模擬裁判では、一通り審理が終わった後の評議（裁判官と裁判員の協議）の一部始終も録画され

ており、私たち弁護人もそれを見ることが出来ました。それを見ていると、まじめに議論はなされ

ているのですが、「（周りから攻撃されている状況という）本人の妄想の世界を前提とすれば、殺そ

うとしたことも了解不可能ではない」から責任能力はあるとか、検察官も主張していないような議

論がなされていました。「了解不可能ではない」というのは、一見すると共感的な姿勢にも見えます

が、そうであれば主観的には攻撃されて大変しんどい状況にあった本人への共感や同情があってし

かるべきだと思われるのに、それはないのです。ただ、「そういう状況なら殺そうとする人もいるだ

ろうが、自分ならやらない。この人はあえてやったのだから悪い人」という評価でしかなかったよ

うに見えます。妄想自体が客観的には存在しないものを確信してしまう異常体験で、病気のせいで

普通ではない状態にあるという当たり前のことが無視されているようで、そこでは、病気ゆえに自

分自身がままならない苦しさとかいったことは想像もされていなかったように思います。評議の様

子を見ていると、その場に行って「そうじゃなくて、こういうことなんですよ」と説明したくなる

ような場面が何度もありました。「わかりやすかった」といわれているのに、こんなにも伝わってい

ないのかと愕然としました。そのような評議を経て心神耗弱という結論になりました。 
 その上で、刑をどうするのかという段階で、これまでの裁判の量刑相場の資料や検察官の求刑に 

地域からの便り 
 

京都 大杉光子（弁護士） 
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合わせるべきなのかという裁判員の質問に対して、「みなさんの感覚で判断して下さい」と裁判官が

促したところ、「人を殺したのだから、本来は死刑か無期懲役。心神耗弱だからそれを下げたとして

も・・・」という発想で、求刑や量刑相場にとらわれない極端な重罰化判断になっていきました。

その「人を殺した」は、「何の落ち度のない被害者を、まともな理由もなしに殺したのだから、同情

の余地はない」ということなのだろうと思います。私からすれば、被害者に落ち度がないのはその

通りですが、「まともな理由もなしに」ではなく、「病気ゆえに殺さなければならないと思い込んで

しまっており、本人の主観の中ではやむにやまれぬ苦しさがあった」と思うのですが、そこは「心

神耗弱」という言葉だけで素通りしてしまっています。 
 この模擬裁判の裁判員たちは、感情的感傷的に結論を出していたわけではなく、「良識

的な一般市民」としてまじめに議論をしていました。模擬裁判であって生身の人間を裁く

わけではなかったという事情もあったかもしれません。模擬裁判終了後の感想の中では、

裁判員が加わることによってこれまでの裁判よりも刑が重くなって良いのだろうかという 
素直な疑問を発言した裁判員もいました。そのような人たちとの間に、これほどのギャッ

プがあるということ自体がゆゆしき事態なのだと思います。 
 実際の裁判では、評議の中身は公開されません。どのような議論を経て結論が出されたのか、検

証不可能です。誤解があっても解く機会もありません。しかも、「わかりやすいこと」が強調されま

すが、「わかりやすいこと」と「必要なことが伝わること」とは別なのです。もっといえば、病気の

有無に関係なく、人間という存在自体がわかりやすいものではない上に、犯罪というのは本人自身

もうまく説明できなかったりするくらいに奇妙でわかりやすいものではないのです。それなのに、

わかりやすくしようとすればいろいろなことをそぎ落とさざるを得なくなっていき、肝心なことは

ますます伝わらなくなっていくのではないかという気さえしてきます。 
 裁判員が裁判に加わることによって、これまでよりも刑事裁判が良くなると期待する人たちもい

ます。確かに、素人の目が入るということで、司法関係者に緊張感をもたらしている面はあると思

います。裁判員裁判で量刑の幅が大きくなるということは、弁護側に有利に働く可能性もあり得な

いわけではないとは思います。しかし、私は悲観的になってしまいます。陪審制ではなく裁判員裁

判制度であることの問題もありますが、陪審制であったとしても、「一般市民の常識を反映させる」

ということは、社会の中にある偏見や無理解がそのまま反映されるということでもあります。困難

ではあっても、その「一般市民の常識」自体を変えていかなければならないのだろうなと思ってい

ます。 
 

 
 

 
 
 

幼い二人の姉妹がほぼ同時に発病して、チッソ付属病院（細川一院長）に入院してきたのが、 
１９５６年５月１日だった。それを診た医師たちが伝染病の疑いで水俣市保健所に届けたことから

水俣病は発見された。それから半世紀以上の歳月が流れてしまった。「水俣病の全面解決」などとい

うことはスローガンとしては存在しても、今日となっては現実にはあり得ないのである。この５０ 

水俣病特措法の欺瞞的内容              

原田正純（熊本学園大学） 
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余年に、多くの重症患者は未認定のまま、すでにこの世には居ない。辛うじて生きながらえた人々

さえ「認定基準に合致しない」などという理由で救済の枠外におかれている。水俣病が１９６０年

に政治的に終焉させられ、長い沈黙の時期が続いた。そして、１９６８年には公害病正式確認（政

府の公害病認定）とされたが、名乗り出る患者はほとんどなく密かに亡くなって行った。この患者

たちは永久に歴史の闇の中にあるが、その家族たちの現在の症状をみると同じ魚貝類を食し亡くな

った水俣病患者たちは数知れぬことがうかがえる。自ら水俣病を疑い、勇気をもって自ら手を挙げ

ないと水俣病の検診さえ受けられなかった制度にもよるが、偏見差別のために手を挙げられなかっ

た者もいた。患者は病院を訪れていたのであるから行政の責任はもちろん、わたしたち医師の責任

も大きいのである。 
すでに余りにも時間が経ち過ぎたが、原爆被害者の裁判の例でも分かるように、この国では解決

には途方もない時間と被害者の血の出るようなエネルギーが必要なようである。問題の解決に時期

がかかり過ぎるのは、問題の解決が困難なのではなく、解決しようとしてこなかったチッソの無責

任と行政の懈怠にあるのである。 
 水俣病特別措置法が昨年（２００９年）の７月に衆参両院を通過成立した。患者団体の期待を他

所にその内容には何の進展も見えてこない。当然である、この特措法はもともと加害者（チッソ）

救済法であって、被害者救済法ではない。３年をめどに水俣病の原因企業のチッソをチッソの本体

から切り離して、別会社にしようと言うものである。ところが、この切り離されたチッソの株が値

下がりしたり、破産したりした場合に一体、患者補償はどうなるのであろうか。不安が残るのは当

然である。この問題はすでに認定されている、あるいは医療費や医療手当を受けている患者たちの

問題であって、今からの新しい認定や救済の対象となる患者たちの問題ではない。すなわち、新し

く認定される患者たちの補償については何も決まっていない、一体、今後の補償は何処が交渉相手

となるのだろうか。また、切り離したチッソの株が仮に好利潤をあげている時はいいとしても、株

価が下がったら責任はどこがとるのであろうか。いずれにしても、事実上、チッソが泥沼の補償か

ら逃亡を許す法律である。 
 チッソ救済策が主なる目的だとしても、医学的な問題も見てみなければならない。水俣病の認定

基準に四肢の感覚障害に加えて口周囲の感覚障害、全身の感覚障害、視野狭窄、二点識別覚の四条

件を加えるというものである。従来の判断条件に、あたかも四つの条件が加わり認定基準が拡大し

たかのようにみせている。患者のある者たちは認定の規準が四倍になったと思い込んで、喜んだ。

テレビで感謝の意を表す患者もいたし、マスコミも規準が拡大されたことを評価するものさえあっ

た。もし、実態を知ってこのような基準を作ったとしたら、極めて悪質であり、知らずに賛成した

とすれば無知、無責任である。口周囲も全身性の感覚障害もほとんど四肢の感覚障害と重複してい

るのが実態であり、基準が拡大されたことにほとんどならない。視野狭窄が単独で出現することは

水俣病では極めて稀であり、二点識別覚に至っては水俣病の検診項目にさえ入っていないので、行

なわれていない。行なわれていない検査項目を基準に入れることは、基準の拡大どころか、これ程

欺瞞に満ちた認定基準の拡大など他に例をみない。 
 案の定、あれから半年たっても何の進展もない。実は、進展の仕様がないのである。ひとりチッ

ソの分社化だけがすすめられていくのであろうか。 
 わたしたちは９月２０日、２１日、全国から集まった約１００人の医師で約１０００人の水俣病

に関する自主検診を行なった。その結果、当然のことながら対象の９０％以上が水俣病ないし疑い

とされた。その中でマスコミが注目したのは、水俣病指定地区以外にも患者がいたという点と、特 
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措法が年齢制限している１９６８年以降生まれた人にもメチル水銀の影響があったとした点であっ

た。マスコミは大々的に取り上げたがごく、当たり前のことでしかない。海は続いているのであり、

魚の回遊は常識であり、どうして島の東側を指定し、西側を非汚染地区としていたのか、呆れても

のが言えない。さらに、１９６８年にチッソが水銀の排出を止めたということであって不知火海の

魚貝類から水銀が突然なくなることではないことは常識ではないのか。 
自主検診のボランテアの医師団としては「このような現実をどうするのか」と行政に問題を投げか

けたのである。次は、この現実に行政がどう応えるのか今年は正念場である。 
 昨年、暮れも押し迫って環境省の副大臣が患者団体との説明に水俣を訪れている。正直言って内

容は全くない。左記のごまかしの判断条件の中での地域線引きは引っ込めて、指定地区も拡大する 
ことを言明したようだ。そして、本年５月までに結論を出すと約束していったが、またしても、判

断基準や誰が検診するのかとか、補償の内容とかは何も具体的なものは言明しなかった。単なる引

き伸ばしに見えたのはわたしだけであろうあろうか。 
 何時になったら患者たちに光がみえるのであろうか。裁判で水俣病と認められた患者が県に認定

を求め、チッソに補償協定並みの補償を求める裁判、胎児性世代が新たな認定基準を求める裁判、

加えて水俣病の認定を求める約５００人の第三次不知火訴訟、さらに約２万人を超す医療手帳請求

者など水俣病は現在進行中であり、終わっていない。 
 

 
 
 
 

心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワーク、医療観察法をなくす会 
国立武蔵病院（精神） 強制・隔離入院施設問題を考える会、NPO大阪精神医療人権センター 

 
私たちは医療観察法の廃止を求めます 

 医療観察法が施行されて４年を経過しましたが、予想されたようにさまざまな問題が起こってい

ます。この法律は、医療と社会復帰を目指すものだとの装いのもとに、精神障害者を危険なものと

見なして、隔離し、その地域生活を妨げています。そればかりでなく著しい人権侵害を引き起こし

ています。医療観察法は既に破綻しています。部分的「手直し」ではその基本的欠陥を正すことは

できません。 
 
署名用紙は、こちらからダウンロードできます 
http://nagano.dee.cc/haisisyomei2.doc 

 

 

 
 

 
（表）http://nagano.dee.cc/kuraha1.pdf   （裏）http://nagano.dee.cc/kurahraB.pdf 

共同声明への賛同  引き続きよろしくお願いします 

医療観察法廃止のリーフレット 
下記よりダウンロードできます 
ご活用ください 
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２０１０年の医療観察法の「見直し」を目前に控えた今年、ネットワークは差別と予防拘禁の医

療観察法の廃止に向けて更に闘いを強化していきたく、ニュース発行もこれまでの年３回から更に

数を増やしてきました。 そのためにも、会員拡大による収入増は今後の闘いにとって不可欠です。 
多くの皆さんがネットワークの会員になってくださり、会費を納入してくださること、またはカン

パをお寄せくださることを、切に要請致します。（財政担当 長谷川） 
 

お知らせ １月２９日（金）１２：３０～ 日弁連医療観察法部会との話し合い 

１２時に、弁護士会館１階ロビーに集合して下さい。参加される方は、連絡ください（石橋、長谷

川）。 

ネットワークの会員になってくだ

さい 

心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワークからのお願

い 
「ネットワークニュース」をメールで受け取れる人は、ご連絡を下さい 
連絡先は ｋyodou-owner@egroups.co.jp 


