
３．「少年犯罪」について黒岩弁護士との質疑応答 
日時：平成 18 年 11 月 13 日（月） 

１７時～１８時３０分     
会場：中野区役所７階会議室     

 
質問１ 罪を犯した少年で、今まで一番印象が強く残っている少年はどのような人で

したか。 
 回答 先ず、申し上げたいこととして非行（少年犯罪） 

は数としては減っています。強盗
ごうとう

は少し増えてい 
ます。強盗が増えている理由は、以前だと相手を 
脅
おど

かしての犯罪（恐喝
きょうかつ

罪
ざい

）でしたが、今は子ども 
たちが悪くなっている訳ではなく、話すのが苦手 
で脅かす力がなくて強盗してしまうのではないか 
と思います。                    黒岩哲彦弁護士 

印象に残っている事件は３つあります。 
一つ目は、５年前に起きた親との関係の事件です。加害者は、15 歳の中学生

でした。東京で父親と母親と一緒に暮らしていましたが、父親が暴力
ぼうりょく

的であっ

たため、少年と母親は神戸に引っ越しました。しかし、平成７年の阪神大震災
だいしんさい

で

母子
ぼ し

は、住むところに不自由して再
ふたた

び東京に戻って来ました。事件が起きた５

年前、少年は近くのコンビニで、たむろしていました。近くの川原
か わ ら

に行き、朝

方家に帰りました。帰ってきた少年を父親が殴
なぐ

りました。少年はこのまま殴り

続けられたら、死んでしまうと思い、台所にあった包丁で父親の胸を刺しまし

た。 幸
さいわ

い、急所
きゅうしょ

を少しずれたので、命を落とすことはありませんでした。殺

人未遂
み す い

事件です。少年は初等少年院に入りました。この事件は親の虐待
ぎゃくたい

が原因

となったものです。幸いにも事件をきっかけにして、両親は子どものためにと

仲が改善する兆
きざ

しが見られています。 
二つ目は、２年前に担当した事件です。少年は 18 歳でした。父親は現職の

暴力団の組長で母親は行方
ゆ く え

不明
ふ め い

でした。少年は自立支援施設に入っていました。

その施設出身の友人の大切にしていた本を全部売ってしまいました。換金
かんきん

して

５万円でした。少年は少年院に入りました。友人の本を勝手
か っ て

に売ってしまった

ことは悪いことですが、少年院に入るまでの行動ではありません。八王子に住

んでいるおばさんに少年の引き取りをお願いしましたが、父親が組長というこ

とで断
ことわ

られました。施設にも戻れない状況でした。居
い

場所がないために、少年

院に入った訳です。 
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三つ目は、女子高生コンクリート詰め事件です。平成元年に起きた事件です。

世間を震撼
しんかん

させました。40 日間監禁
かんきん

したうえに死亡させました。犯人は 4 人で



す。主犯
しゅはん

格
かく

の少年は、運動部に入っていました。かなり運動能力が高かったよ

うです。それで、先輩に実力をねたまれ、いじめられていたようです。そのこ

とで、女子高生に対するいじめにつながったことが、精神
せいしん

鑑定
かんてい

の結果、分かり

ました。「やられたのだから向こうみたいに強い人間になろう」という「攻撃者
こうげきしゃ

の同一視
どういつし

」というものです。これらの事件が印象に残っています。 
 

質問２ 容疑者
ようぎしゃ

の段階で、新聞や雑誌等で顔や実名 
を出された場合、その後、その少年及び少年 
の家族の生活などはどうなりますか。また、 
実名等の報道を取り締まる法律は何故

な ぜ

ないの 
ですか。 

回答 少年法 61 条で罪を犯した少年の氏名、年齢、 
職業、住所を記事にしてはならないと規定され 
ています。戦前（昭和 20 年）は、61 条に違反    マスコミの報道のありかた 

すると罰
ばっ

せられました。戦後になって、表現の     について質問する後藤翔君 

自由が憲法で保障されていることから、自主規制となりました。ある週刊誌は、

61 条の規定を度々
たびたび

、無視します。私が弁護を担当した「女子高生コンクリート詰

め事件」では、野獣
やじゅう

には人権はないということで、一部の週刊誌は氏名等を掲載

しました。最近の少年事件では、山口県の周南市で起きた事件で、加害少年が死

んだ後に顔写真を掲載した新聞や週刊誌がありました。しかし、我々弁護士は、

死んだ後においても顔写真は載せるべきではないということで抗議しました。各

社、対応がまちまちでした。朝日新聞では顔写真を載せませんでしたが、週刊朝

日は載せました。とても、悩ましい問題であると考えます。 
子どもの権利条約では、プライバシーを守りましょうとうたっています。（第

16 条）新聞や雑誌等で顔写真が載ると、少年の親や兄弟はその地域に 住み続け

ていられなくなります。私たち弁護士は、将来社会に戻って来た時のためにも、

顔写真等を掲載するべきではないと考えています。また、加害者のみならず被害

者側のプライバシーも守る必要があります。雑誌によっては、被害者の家族がプ

ライバシーを守って欲しいと言っていたにも関わらず、顔と氏名を掲載する（し

た）こともしばしばです。私が担当した女子高生コンクリート詰め事件も被害者

家族の意思に反して、顔が掲載
けいさい

されました。「プライバシーの保護と表現の自由の

バランスをとるのは非常に難
むずか

しい」問題です。 
新聞協会の見解では、①連続殺人をしていて逃げているような場合②自殺する

恐れのある場合に限っては、氏名及び顔写真を公表しても良いとなっています。

それ以外は、載せてはいけないのです。 
質問２－１ 顔写真が掲載される前に、取り締まることはできないのですか。 
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 回答 出版を止めようとしたことはたくさんあります。 
 
質問３ 警察庁の「少年非行等の概要

がいよう

」によると、薬物（覚せい剤）使用は女子が男

子の２倍近いという統計が出ていますが、この理由は何かあるのですか。 
回答 薬物の犯罪は以前から女の子が多かったです。人間関係が上手

う ま

く築
きず

けない子ど

もが薬物に走る傾向があります。心理的虐待（無視される等）が原因と考えられ

ます。親子関係が上手くいかなくなり、家出をしてしまいます。家出した女の子

かどうかは、覚せい剤を売っている人には、一目で分かるようです。女の子の心

は投げやりになっていることから暴力団のえじきになってしまいます。そのよう

な状況で注射されます。覚せい剤は歌舞伎町で売っています。ものすごく値段が

高いです。この場合、注射された子どもも罪になります。 
質問３－１ 薬物使用はダイエットのためだと思っていたのですが、違うのですか。 
回答 違います。 

質問３－２ 無理やり注射された場合にも罪になるのですか。 
回答 無理やりですと罪にはなりません。しかし、多くは無理やりではないのです。

むしゃくしゃしている状態なので、（注射されても）構わないと思っています。 
質問３－３ 覚せい剤を使用すること自体、当然に罪になることは分かりますが、覚

せい剤を使用したしたうえでの行為についても犯罪になるのですか。 
回答 なります。私が弁護した少年の事件ですが、当時の合法

ごうほう

ドラッグですすめら

れて吸引して、道に裸で寝ていたところに警察官が来て「何をしているのだ」

と聞かれ、警察官を殴ってしまったとして公務
こ う む

執行
しっこう

妨害
ぼうがい

になりました。本人は

覚えていないのですが、殴っているときには意識があったということで、非行

（罪になる行い）があったということになりました。 
 

質問４ 罪を犯した少年の「権利」とは、どの 
ような権利があるのですか。 

回答 子どもの権利条約と日本の法律（少年 
法）で、少し食い違っているところがあ 
ります。子どもの権利条約 40 条では、 
① 社会に復帰する権利。②弁護人を依頼 
する権利。③少年に対する身柄

み が ら

拘束
こうそく

を最 
短期間にする原則をうたっています。今   聞きたいことはたくさんあります 
まで大人も子どもも、お金を払わないと 
弁護士をつけられませんでした。警察に捕

つか

まった時に弁護士をつけられるしく

みがあることが大事です。そのために、弁護士がお金を出し合って当番 
弁護士制度を設

もう

けています。１回無料で面会に行きます。先月から警察に捕ま

った時から、国選弁護人がつくようになりました。2009 年からすべての事件に
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国選弁護人がつくようになります。 
大人の場合には、裁判になったら国選弁護人がつきます。子どもの事件では、

家庭裁判所に行ってしまうと国選弁護人のしくみがありません。警察にいる時

までは弁護されているのに、大事な裁判になると弁護人がつかなくなってしま

っています。家庭裁判所での審判
しんぱん

でも弁護人をつけることが我々、弁護士の悲願
ひ が ん

です。 
③の少年に対する身柄拘束を最短期間にすることについて、お話します。身

柄拘束の日数を短くすることです。子どもも大人と同様、最大 23 日間となっ

ています。その日数を短くするように申し入れています。 
質問４－１ 少年法の適用年齢が厳

きび

しくなったことに伴い、守られるべきプライバシ

ーの年齢も引き下げられていることについて、どのようにお考えですか。 
回答 ５年前の 2001 年４月に少年法が改正されて、触法

しょくほう

少年（刑法の適用を受け

ること）の年齢が 16 歳未満から 14 歳未満になりました。これは、神戸の連続

幼女殺害事件が改正のきっかけでした。この改正で 1６歳及び 15 歳の少年が人

を殺した時は原則、刑事裁判を受け刑務所に行くようになりました。 
奈良の自分の家を燃やして弟と母親を殺してしまった事件は、改正された少

年法からすれば、刑事裁判になってもしかたなかったのですが、ならなくて良

かったと考えます。少年院で再教育することになりました。今の国会で少年法

が改正されるかも知れません。その内容は、14 歳未満の子どもをどうするかと

いうものです。国会での審議結果で、少年院に行くことになるかも知れません。

この見直しのきっかけは、長崎や佐世保の小学生が加害者となった事件です。 
また、審議の結果で将来、罪を犯すかも知れない少年（ぐ犯少年）について、

事件を未然に防ぐという理屈で警察が調べても良いことになるかも知れません。

十分にプライバシーが守られるようにしてもらいたいところです。 

質問５ 触法少年の年齢は何歳が妥当
だ と う

だと思いますか。 

回答 少年法は、罪を犯した少年を１４歳以上２０歳未満としています。また、１

４歳未満の少年を触法少年としています。 
  触法少年の年齢は、諸外国などとも比較して 14 歳くらいが妥当であると考え

ます。罪を重くすることだけではよくないと考えます。犯罪をする時に、罪が

重くなったからといって思い止
とど

まれるものではありません。 
犯罪少年については、今は２０歳未満となっていますが、１８歳未満に下げ

るべきだとの意見があります。１８歳と１９歳の人は大人と同じように責任を

とるべきだというのです。私は、選挙権の年齢を２０歳から１８歳に引き下げ

ることと一緒ならば、少年法の年齢を１８歳に引き下げることには賛成です。 
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質問６ 路上等で警察官に氏名等を聞かれても答えなくてもよいですか。 
回答 普通は、答えなくてもよいはずです。 
 

質問７ いじめは、いじめられる側にも問題があると言う人がいます。いじめはだれ

が悪いとお考えですか。 
回答 自殺した子は必ずしも弱くはありません。クラスでのリーダー格であったり、

クラブ活動に一生懸命励
はげ

んでいる子どもも多いです。頑張っていて明るい子は、 
ストレスがたまって逃げ場がなくなり自殺に追いやられてしまいます。弱い子

は、すぐ不登校になり非難でき命が守られます。いじめられたら学校を休んだ

方が良いです。 
 

質問８ 死刑についてどのようにお考えですか。 
回答 私自身は、以前は死刑廃止

は い し

論者
ろんじゃ

でした。国が人の命を奪うことは人権尊重に

反します。また、裁判所が、本当は無実なのに死刑判決を出して死刑が執行
しっこう

さ

れたら取り返しがつきません。世界的にも死刑制度を廃止する国が圧倒的に多

数です。ただ、私自身は、池袋の無差別殺傷
さっしょう

事件の被害者の遺族からの話を伺

ってから、廃止という考えは変わりました。被害者にあわれた方のご遺族・ご

家族の苦しみは大変なものです。 
我々弁護士の間でも、死刑については色々な意見があります。日本弁護士連

合会は死刑制度については、冷静
れいせい

に議論を深めるために、「死刑執行停止」法案

を提唱
ていしょう

しています。これは、裁判所が死刑判決を出したとしても、死刑執行の

停止をするということです。韓国で、このような法律が制定されました。死刑

について私たちが冷静に議論を深めるために、死刑制度賛成論者の方も死刑制

度反対論者の方も、一致できるのではないかと思います。 
 
むすび 

私たち弁護士は「加害者にも権利はある」という考えで弁護をしています。他方
た ほ う

で、「犯罪被害者の権利をどう守っていくか」はみなさんも考えていただきたい。 
法律制度も様々

さまざま

な意見・要求が渦巻
う ず ま

く中で生まれ、運用
うんよう

されていくものだと感

じています。私の今日のお話しも、ひとりの弁護士の意見です。皆さんには、様々

な立場の意見を聞いて、柔軟
じゅうなん

に、ご自分の意見を考えていただくと良いと思いま

す。  
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