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論的な検討を行ってきた。そこでは社会的包摂と信頼との関連について、
（１）属人的信頼（パーソナルな信頼）が制度的信頼（システム自体への
信頼）へ移行しシステムへのアクセスを保障する（アクセス阻害要因を
除去する）のではないか、（２）権威性に由来する法への忌避意識の存在
を属人的信頼（パーソナルな信頼）は緩和する機能を有しているのでは
ないか、そして（１）および（２）の仮説が成立する前提条件として、（３）
属人的信頼（パーソナルな信頼）を獲得するためには自己に対する信頼

（自己肯定感）の存在が必要不可欠な要素として存在しているのではな
いか、という３点の仮説の検討を行った1。

　前章における一連の理論的枠組みの検討と、その検討から得られた上
記仮説（１）～（３）のいずれにも共通している点として、法的機関の充
実や相談窓口の増設に代表される一連の制度的側面の整備と、当事者自
身による法使用との間には、大きな断層が存在しているという点が指摘
できる。
　とりわけ、社会的排除状態に置かれやすい人々にとっては、①制度の
存在と実際の活用に至るまでのプロセスには大きなギャップが存在して
いる点、さらにそのギャップの背景には、②ただ単に制度を整えたり法
律を制定したりという制度面の整備だけでは解決できない構造、すなわ
ち「内面化された自己疎外」が制度の活用自体を阻害する一因になって
いる点、が示されてきた。
　前章までに行ってきたこれらの指摘は、社会的排除状態にある人々が
抱えやすい司法アクセスへの困難性、すなわち民事法律扶助の拡充や司
法アクセスポイントの増設といった法制度の整備だけでは解決できない
困難性が存在していることを示している。

２．「法拒絶」のリアリティ
　　─生活保護費受給の際に職員の同行を希望するHさんのケース─
　筆者がフィールドワークに行かせていただいている調査先のうち、最
も長期間継続的に通っている団体として、社会福祉士と弁護士との連携

1 拙稿（2015）「社会的排除と法システム（３）」北大法学論集66巻４号参照。
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による出所者支援を行う NPO 法人がある（後述調査先①）。NPO 法人
に通い始めた初期のころ、法システムの存在と、当事者自身が抱える法
イメージとの大きな乖離について痛感する印象的な出来事があったの
で、紹介する。

　当該 NPO 法人事務所で聴き取りを行っている途中、NPO 法人利用
者の H さんから、生活保護費を受給するために区役所へついてきてほ
しいとの連絡が事務所に入った。筆者は以下のことを職員から依頼され
た後に、区役所への同行を許可された。

Hさんは初対面の人がいても大丈夫なタイプです。でも、いきなり
「調査」とか言ってしまうと区役所に来てくれないかもしれません
し、きっと委縮してしまうと思うので、ひとまず、「実習生」とい
うことでお願いします。

　NPO 法人には、社会福祉士を目指す学生たちがしばしば「実習生」と
して研修を受けに来訪している。そのため、法人を利用する当事者たち
も実習生との関わり合いには慣れている側面がある。その一方で、実習
生以外の、一種の権威性を伴う他者には拒否反応があるという。そもそ
も、行政窓口へ行く際に法人職員に同行をお願いすること自体、当事者
が一人だけで行政窓口に行くことに拒否感を抱いていることを意味して
いる。このことは、何かしらの状況が重なり NPO 法人職員の同行が出
来なくなった場合、H さんは行政窓口に行くこと自体を避け、生活保護
受給そのものすら拒否してしまいかねない実態を示唆していた。

　筆者は NPO 法人事務所から歩いて区役所へと向かう道中、NPO 法人
職員に対して、待ち合わせに来ない利用者もいるのかどうかを聞いてみた。
　

やはりいますね。特に（法人を利用するようになった）最初のころは。
だからこそこちらは365日24時間対応できるように専用の携帯を
常に持っている。そうじゃないと（利用者が）つかまらない。あち
らが連絡したいと思ったときにこちらが受け取ることができない
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と、そこでプツっと連絡が途絶えてしまうことがあります。
（括弧内筆者追記）2

　たった一度、利用者がかけた電話がつながらなかったという事実だけ
で、それ以降当事者からの一切の連絡が途絶えてしまった経験を複数
持っているという。現場に携わる法律専門家や福祉専門家は、日々こう
した切迫した状況に直面しているという3。それと同じリアリティが、当
該 NPO 法人においてもまさに存在していた。
　調査に協力してくださった NPO 法人職員も、利用者自身が持つタイ
ミングとのほんのわずかな（筆者にはわずかだと思われる）「ズレ」が、
予想の範囲を超える重大な局面を招き得る危険性について経験的に把握
していた。このような認識があるため、専用の携帯電話を持つことによ
り「365日24時間対応」できる体制を整えているという。非常に細い糸を
懸命につなぎとめようとする現場のリアリティがそこに存在していた。

　筆者はさらに、NPO 法人職員に対し、H さんが受給の現場に同行し
てほしいと願う理由について聞いてみた。

苦手らしいです、役所が。いつも同行しているんですが、雨の日も
暑い日も、（Hさんが）区役所の中で待っていたことはないです。
多分、一人で「区役所」っていう場所に入るのがいやなんだと思い
ます。区役所の中で待ち合わせしたほうが正直私としては楽なんで
すけどね。

　H さんは携帯電話を所持していないため、事務所に同行の依頼が来た
としても、その時に職員が別の用事などで事務所を出てしまっていると
連絡がつかなくなってしまう。H さんから事務所に連絡があり、今回の
ように生活保護費受給の場への付き添い（同行）依頼があり、区役所で
待ち合わせたとしても、区役所へ向かう道中で突発的な出来事があった

2 以下、聴き取りの引用部分における括弧内は筆者追記部分とする。
3 谷口太規（2010）「公益弁護士論」法学セミナー 670号、58-61頁。
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り H さん自身の気が変わったりして区役所に行かない判断をした場合
にも、H さんは携帯電話を所持していないため、それらの状況を職員に
伝える手段を持っていない。そのため、いつも事務所に電話がかかって
きた時点で互いにおおよその到着予定時間をあらかじめ伝え、その上で
区役所に向かい、職員は H さんを区役所の「外」で待っているという。
しかしながら、時間通りに H さんが現れるとは限らない。H さんがな
かなか現れないときは、職員が区役所に入り別の用事を済ませることも
あるそうだが、用事がすんだらすぐに区役所の「外」へ出て H さんを待
つという。
　「待ち合わせ」という一見容易な行為を遂行するために、綱渡りのよ
うな危うさを含みながら、非常に苦労して臨んでいる様子が観察された。
そこには、一度のつまずきによって姿を消してしまいかねないという、
職員の経験に基づいた H さんとの関係性の維持に関する「継続した危機
感」が存在している。同時に、「継続した危機感」について淡々と共存し、
365日24時間で体制を整えている職員たちの「凄み」が存在していた。

　その後 H さんと無事に「区役所の外」で合流することができ、職員と
H さん、そして「実習生」としての筆者が保護費受給の窓口に同行した。
机の前の椅子に H さんと職員が座り、筆者はその斜め後ろに立って様
子を観察していた。
　対応した行政窓口職員と会話をするのは、基本的に NPO 法人の職員
であり、H さんは行政窓口職員や NPO 法人職員が確認のために同意を
求めた際にうなずく程度の反応であった。筆者が斜め後ろから三者のや
り取りを観察していた限り、H さんは一度も行政職員と視線を合わせて
いない。その頑なまでの様子から、H さんが行政職員への「不信感」や
一種の「恐怖心」のようなものを抱いているように思われた。一人で区
役所に入ること自体を嫌がるのも、そうした根強い不信感や一種の恐怖
心が影響しているのだと思われる。
　H さんの生活保護費受給の現場に同行させていただき、NPO 法人職
員と H さん、行政窓口職員とのやり取りを拝見させていただいた一連
の経緯から、社会保障制度の存在と、権利としての生活保護費受給との
間には、実際のところ大きなギャップがあるというリアリティの存在が
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観察された。そして、そのギャップの背景には、当事者自身が持つ行政
への「不信感」あるいは制度活用への「不安感」が存在していた。
　こうした心理的側面に由来するシステム阻害要因が存在していると
き、NPO 法人職員が見せた専門職としての「覚悟」と、当事者をギャッ
プの中に放置せず見放さないための「継続した危機感」、そして根気強
く当事者に寄り添いながらまさに伴走する対応こそが、この場合、当事
者の権利としての制度活用を実質的に保障する架け橋として存在してい
た。NPO 法人職員が行政窓口へ同行するという過程が、H さんが抱い
ている「行政への不信感」や「恐怖心」を軽減させ、生活保護費受給とい
う権利の享受へとどうにかつなげているという状況は、制度が制度とし
て存在しているだけでは実際の活用へと結びつかないというリアリティ
を浮き彫りにしている。

　それでは、こうしたシステム自体や法的存在自体に対する拒絶感（本
論文ではこれを「法拒絶」と呼んでいる）が根深く存在している状況に
おいて、制度の存在と実際の活用との間を埋める要素にはどのようなも
のがあるのだろうか。
　本章ではこうした問題意識に基づき、制度自体に対する拒絶感が根深
く存在している状況において、それを打破する方策についてフィールド
ワークの分析を中心に考察していく。

３�．システムへのアクセスを実質的に可能にする属人的メカニズムの解
明に向けて

　第一章から第五章で考察してきたように、システムへの参加に対する
拒絶反応が生まれるメカニズムを踏まえると、ただ単に「社会を信頼し
て、社会に参加しよう」と啓蒙するだけでは、法システムへのアクセス
を促進することには直結しない。もちろん、そうした啓蒙的取り組みや
法的情報の提供に反応してくれる人々は一定数存在するであろう。法的
情報をキャッチし、必要に応じて活用できる能力は、紛争解決において
非常に重要である。
　問題なのは、そうした法的情報をキャッチできない人々、あるいは法
的情報を知識としては持っていながらも、積極的にそこにコミットしよ
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うと思わない（思えない）人々、そればかりか拒絶反応すら示す人々の
存在である。法システムや教育システム自体への接近を避ける人、法律
専門職や教育専門職といった一種の権威性を持った専門職の「支援」を
拒む人、社会との関わり自体を避ける人々、の存在である。
　このような、法的存在自体に対する拒否感を指して、本論では「法拒絶」
と捉えることにする。この「法拒絶」の背景には、例えば法的情報を知
らないから行動できないという情報過疎の問題とは別の、もっと根本的
な部分での欠乏状態が存在していると思われる。

　司法制度についての知識だけ・・がなければ、つまりいつでも法的情報を
受け取ったり調べたり活用したりできる準備が整っている状態であれ
ば、法的な情報提供をより幅広く行うことで一定の効果は得られるだろ
う。同様に、弁護士等の法律専門家が、ある特定の地域に存在していな
いだけ・・であれば、つまり法律専門家が存在さえすればその地域の法的需
要は満たされるという状態であれば、従来すでに日弁連・法テラスをは
じめとした法曹界の継続した努力により実施されている一連の司法過疎
地対策事業によって状況の改善が期待できよう。
　しかしながら、格差社会や社会的排除状態が顕在化している現代社会
のリアリティをみるとき、従来の法や法制度が想定する状態とのギャッ
プがより際立って存在している。そしてそれは、ただ単に数値上に示さ
れ得るものではなく、たいていの場合データには反映されにくく、複数
の側面にわたる「事情」を複合的に抱えている4。

4 この点に関連して岩田正美氏は、2010年に開催されたシンポジウムにおいて、
司法と福祉の連携を模索しながらアウトリーチの手法により社会的弱者が抱え
る問題を包括的に解決しようとする弁護士や福祉関係者らの活動に有意義性を
見いだしつつも、そのような一連の実践が内包している課題、すなわち社会的
弱者自身がアウトリーチを歓迎しているのか否か、当事者が置かれている心理
的側面を含む排除・疎外状況のリアリティを鑑みると、場合によっては当事者
の眼から見れば権威性をもった弁護士や福祉関係者が「有意義な活動然」とし
て接近することに対して拒否反応を示すこともあり得るのではないかという指
摘を行っていた（「市民と司法の架け橋を目指して」2010年10月５日東京四谷・
主婦会館・法テラス主催、同シンポジウムには司法ソーシャルワークを実践す
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　もちろん、法的情報の提供や法的知識の啓蒙、また法曹界が不断の努
力で行っている一連の司法過疎対策事業、さらには有志の弁護士らがま
さに手弁当で日常業務の狭間に実践しているプロボノ活動などの従来の
取り組みに異議を唱えるものでは全くない。むしろ、そうした一連の取
り組みが確実に実を結んでいる状況を、筆者は身近で見聞きし、草の根
的に生みだしている確かな効果を理解しているつもりである。
　それでもなお、支援の届かない人々、すなわち制度自体に対して拒絶
感を抱いていたり、法制度に対して関心自体を持っていなかったりする
人々が、一定数存在している。そして、しばしばそうした拒絶感や無関
心は、社会的に排除されがちな人々に多く発生している。こうした現実
は、一体どのような問題を内包しているのであろうか。

　本稿における前章までの一連の考察からは、「支援」を受け付けない
状態や拒絶する状況がうまれる背景には、法や法制度がまさに「制度」
であるがゆえに抱えてしまう「構造的ジレンマ」と、当事者自身が持っ
ている法や法制度に対する認識という「心理的ジレンマ」の両面が、複
雑に入り組んで存在している様子が示唆された。すなわち、システム自
体への接近を避ける背景には、上記で挙げた「内面化された自己疎外」や、
前章までで検討してきた「意欲格差」という言葉で表される、心理的要
素に起因する障壁が存在していると考えられる。

　法的情報の提供や法的知識の啓蒙に代表される一連の取り組みが持つ
有用性をしっかりと認めつつも、それでもなお、そうした制度的側面の
整備や法的情報の提供だけではカバーしきれない領域の存在を直視しな

る法テラススタッフ弁護士３名、自治体職員１名、そして岩田正美氏が登壇し
てパネルディスカッションが行われた。指摘はパネルディスカッションにおい
て司法ソーシャルワーク実践の報告を踏まえた上での発言）。この岩田氏の指
摘は、排除状態にある人々への接近がいかに困難を伴うものであるのか、いわ
ゆる「支援者」側に欺瞞はないか、という根源的な問題意識を示したものであ
ると思われる。各種実践や施策を「真に当事者のため」として展開するにあたっ
ては、非常に繊細で複雑な課題が常に内在されているという、問題の根深さと
対応の困難さを示している。
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ければ、法システムがその性質上内包してしまうジレンマを乗り越える
ことはできない。

４．調査目的
　それでは、社会的排除状態にある人々が構造的に抱えやすい問題5、す
なわち司法アクセスにおいて外在的な問題（法制度の充実）のみならず、
内在的な問題（自己疎外に由来する拒絶感）の両面の影響を受けやすい
状況にあるとき、どのようにすれば実質的な司法へのアクセスを確保す
ることができるのか。複合的な困難を抱えている人々がスムースに法シ
ステムの活用を選択するためにはどのような方策が必要とされているの
か。
　本章ではこうした問題意識のもと、社会的排除状態に置かれやすい
人々による法システムへのアクセスに伴う原理的な排除性を克服するメ
カニズムを実証的に解明する。
　具体的には、既存の法律扶助制度や法的救済機関の充実という枠組み
ではとらえきれてこなかった、法システム活用当事者が抱えやすい「法
拒絶」に代表される司法アクセス阻害要因の存在に着目する。法システ
ム自体が原理的に内包する排除性と、当事者自身が抱え込みやすいアク
セス阻害要因（拒否感、拒絶感）との悪循環を克服しうる方策について、
先駆的事例への聴き取り調査を基に分析を行う。

５．調査対象、調査方法
　本章（第六章）では、「内面化された自己疎外」が存在している、ある
いは存在しやすい状況にあると想定される事例に着目し、どのような事
柄が法システムへのアクセス阻害要因の克服に効果的に作用しているの
かを実証的に探究することを目的としている。
　具体的には、（１）当事者に身近に接する職員や専門職たちの関わり

5 もちろん、社会的排除状態にある人々皆が必ずしも司法へのアクセス障碍を
抱えているというわけではない。しかしながら、社会的排除状態にあるという
ことは、複数の社会関係資本からの疎外を意味しており、活用できる社会資源
が十分ではない場合が多いことは事実であろう。
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方が、どのようにして当事者が持つ法に対する拒否感、拒絶感の緩和に
寄与しているのか（法システム作動要因としての属人性）、（２）第三者
による関わりあいは、当事者自身の法存在に対するイメージをどのよう
に変容させたのか（実践者の媒介機能、当事者の法意識の変容）、（３）
法的存在への拒否感・拒絶感を克服しうる要素とは何か、の三点を本章
で解明すべき課題に設定し、考察を進める。

　（１）～（３）の課題を明らかにするために、本章では、①貧困を背景
とした累犯の防止を目指し司法ソーシャルワークを展開している NPO
法人、②少年院経験者の就労支援を行う団体、③社会資源の一つとして
法律専門職を認識し、紛争発生時に相談できる力の涵養を重視した実践
を行っている司法書士を中心とした実践、④主として15歳～ 20歳まで
の子供たちに生活の場を提供している自立援助ホーム、⑤ DV 被害者支
援を行っている団体、への聴き取り調査を実施した。
　具体的には、①’NPO 法人関係者36名（代表者１名、職員４名、利用
者31名）、②’就労支援団体５名（少年院経験者３名、職員２名）、③’司
法書士を中心とした実践５名（司法書士３名、高校教員2名）、④’自立
援助ホーム６名（代表者１名、職員３名、利用者２名）、⑤’DV 被害者
支援団体３名（職員１名、DV 被害者２名）、の総勢55名を対象とした半
構造化インタビュー調査を実施した。調査実施期間は2011年11月から
2018年５月である。聴き取り対象者の了承をいただいた上で会話を録音
し、逐語録を作成した。聴き取ったデータは KJ 法を用いて分類した。

〔表１：調査先一覧〕

番号 所属 インタビュー対象者
① 社会福祉士と弁護士との連携に

よる出所者支援を行っている
NPO 法人

A1 代表。30代。男性。
A2 副代表。20代。女性。
A3 職員。30代。男性。
A4 職員。20代。男性。
A5 職員。20代。男性。
A6
～
A36

利用者、合計31名（※聴き取り対象
者が多数いるため、分析対象とす
る者の発言については別頁にて適
宜抜粋して分析を行う）
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② 少年院経験者の就労支援団体 B1 少年院出院者。20代。男性。
B2 少年院出院者。20代。男性。
B3 少年院出院者。20代。男性。
B4 団体代表。30代。男性。
B5 団体職員。30代。男性。

③ 司法書士を中心とした実践 C1 司法書士。50代。女性。
C2 司法書士。40代。女性。
C3 司法書士。30代。男性。
C4 高校教員。40代。女性。
C5 高校教員。40代。男性。

④ 自立援助ホーム D1 代表。50代。女性。
D2 職員。40代。女性。
D3 職員。40代。女性。
D4 職員。30代。女性。
D5 利用者。20代。女性。
D6 利用者。20代。女性。

⑤ DV 被害者支援団体 E1 職員。40代。女性。
E2 利用者。40代。女性。
E3 利用者。30代。女性。

第二節　法システム活用意欲の発生
　　　　─「情報の把握」から「活用」への経緯─
　当事者に身近に接する職員や専門職たちの関わり方（属人性）が、ど
のようにして当事者が持つ法に対する拒否感、拒絶感の緩和に寄与して
いるのか。この点を探究するために、以下では、社会福祉士と弁護士と
の連携によって当事者の社会復帰を包括的に支援している事例を中心に
分析を行う6。

6 司法と福祉の連携について、とくに社会復帰の際に福祉的支援の必要性を重
視した近年の動向として、東京地方検察庁に社会福祉士が配置されたことが挙
げられる。具体的には、2013年４月１日東京地検に不起訴処分となった人の社
会復帰支援に当たる部署として、「社会復帰支援室」が設置され、社会福祉士
が１名配置された。配置された社会福祉士である松友了氏は、知的障碍者の親
等で構成されている「全日本手をつなぐ育成会」で常務理事を務め長年障碍者
の福祉に関わってきた実績を持つ（福祉新聞2013年４月15日付け記事）。福祉
新聞によると、「社会復帰支援室」が正式に設置される以前の同年１月21日か
ら試行的に東京地検に配置された社会福祉士が２カ月余りで支援に関わったの
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　法システムと実際の法使用行動までの間に存在しているギャップ克服
のためにはどのような方策が有益なのか。本節ではこの点に応答するた
めに、「情報の把握」から支援者・支援団体を「活用する／しないの判断」
までの過程に、当事者に接する専門職達の属人性が看過できない影響を
与えているのではないかという仮説を立て、考察を行う。

１．支援者・支援団
体の情報把握の端緒
（情報の把握）

３�．活用するという
判断理由
（人的信頼からシス
テム信頼へ）

２．当事者の意識の変容
（実践者の媒介機能）➡ ➡

【第二節における仮説イメージ図】

１．支援に関する情報把握の端緒（経路）

〔表２：支援者・支援団体の存在認識の端緒7〕

は40件。そのうち８割は住居が無い人であるという。関連して、2013年3月22
日に最高検が開催したシンポジウム「刑事政策の新しい風」において検事総長

（当時）の小津博司氏は、検事が福祉支援を意識し始めた背景として二つの理
由を述べている。一点目は、従来から法務省が主導で行ってきた犯罪者の社会
復帰支援を通した再犯防止の活動と厚労省が地域生活定着支援センターを中心
として行っている高齢者・障碍者の福祉的支援における取り組みとが連携し緊
密性を高めている点、二点目は刑の一部執行猶予制度の導入により検察官とし
て被告人の社会復帰をより一層意識した判断に迫られる点、があると指摘して
いる。司法分野と福祉分野との緊密な連携は、今日の社会において求められる
場面も多いと思われるが、一方で、「司法」と「福祉」との緊張関係に対する原
理的対立という問題も残されている（この論点に関した近年の著作として、土
井政和・正木祐史・水藤昌彦・森久智江編（2018）『「司法と福祉の連携」の展
開と課題』現代人文社）。
7 全調査先のうち、調査③の司法書士を中心とした取り組みには、「支援者・

上位カテゴ
リー

サブカテゴリー 発言者

専門職 弁護士 A6,A7,A10,A12,A15,A16,A19,A25,A30,D3
社会福祉士 A9,A11,A13,A14,A17,A18,A20,A21,A22,A23,A29
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　当事者が、いつどのように支援者や支援団体についての情報を把握し
たのか。これについて質問したデータをもとに上位カテゴリーとサブカ
テゴリ─に分けて分析したのが上記表２である。
　それによると、司法ソーシャルワークを実践する NPO 法人利用者の
聴き取り（A）からは、弁護士や社会福祉士という専門職から法人の情
報を提示され、その存在を把握したという経路が多数を占めた（聴き取
り対象者31名中20名）。
　後述の考察部分で触れるように、NPO 法人は司法の入口支援・出口
支援を行っているため、当事者が制度的に NPO 法人の活動に触れるの
は、接見の際の弁護士判断によるところが大きい。弁護士が接見した際
に福祉的支援の必要性を感じたときに NPO 法人へ連絡し、社会福祉士
である NPO 法人職員が簡易アセスメントを行うことにより実践が機能
している。NPO 法人が展開する実践の特殊性から、弁護士、社会福祉士、
法務教官といった矯正施設関連の「専門職」経由が過半数を占めている。
それ以外では、別の支援団体に属していた時に、社会福祉協議会から紹
介された事例が１件（A24）、刑務所内の仲間内から NPO 法人の存在を
聞いていたという事例が２件（A26,A27）あった。

支援団体」というカテゴリーは合致しないため、表２の一覧表の掲載対象とは
していない。また、A13,A21,A23の方々に関しては、御本人からの聴き取りで
は判別できなかった点があったため、御本人聴き取り後に職員に確認して情報
把握の経路の出発点（端緒）を聞き整理した。

刑務所職員 A8
法務教官 B1,B2

行政機関 児童養護施設職員 D5
児童相談所職員 D6
社会福祉協議会 A24

情報媒体 テレビニュース E3
新聞記事 A31,E2
パンフレット A28
検索サイト B3

矯正施設内 刑務所内の「仲間」 A26,A27
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　少年院出院者の就労支援を行っている団体を活用している利用者への
聴き取り（B）からは、インタビューを行った３人のうち２人（B1,B2）
はともに法務教官からの紹介で当該団体の存在を知った経緯があった。
　自立援助ホームを利用する当事者（D5）は、児童養護施設で生活して
いた経験があり、その際に職員から当該自立援助ホームの存在を教えて
もらっていた。
　DV 被害者支援団体を利用する当時者（E2,E3）は、もともと新聞記事
で当該支援団体を知っていた場合（E2）とテレビニュースで事前に把握
していたケース（E3）があった。
　全ての調査先（①～⑤）の聴き取り対象者51名から、③の司法書士を
中心とした取り組みでの聴き取り対象者５名を除いた46名のうち、いわ
ゆる「当事者」は38名いる。その38名の対象者の聴き取りから、支援に
関する情報把握の経路の出発点（端緒）としては「専門職」「行政機関」「情
報媒体」「矯正施設内」という４つの上位カテゴリーに分類できた。
　本調査で聴き取りを行った調査対象者たちは、本節でいうところの「活
用の決断」をすでに行っている段階にいる。また、すでに何らかの施設
を経由していたりトラブルの渦中にいたりする人々である。そのため、
すぐに「専門職」や「行政機関」からの情報がダイレクトに入手できる環
境にいるという、ある意味特殊な環境下にいる。いわゆる一般向けの調
査ではない点が留意すべき点である8。

　本節における仮説、すなわち「情報の把握」と「活用の決断」との間に
第三者による何かしらの要素（属人性）が寄与しているのではないかと
いう仮説を検証するために、以下の２．では、とくに当事者の意識の変
容に着目し、「情報の把握」から「活用の決断」に至った背景要因につい
て分析を行う。

２．当事者の意識の変容　─なぜ活用しようと思えたか─
　「専門職」「行政機関」「矯正施設内」からの働きかけで支援者や支援団

8 一般向けの調査の場合、おそらく「専門職」や「行政機関」にたどり着くより
も前の段階ですでに多くの困難性が存在していることが予想される。
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体の存在を把握した当事者たちは、紹介された当時どのような印象を当
該団体に持っていたのか、なぜ活用してみようと思ったのか、それぞれ
の経緯を見ていく。

（１）元受刑者Nさん（A6）のケース
　国の施策や先駆的 NPO 法人の実践の存在は、利用者に周知され活用
されなければ意味を成さない。では NPO 法人の活動を紹介され、実際
に活用してみようと思った背景にはどのような心理的な動きが存在して
いるのだろうか。以下は NPO 法人が行う事業のうち、出所後に帰る場
所のない人に対して住む場所を提供する緊急一時シェルター事業を活用
し、現在は自分で住む場所を確保し就労も成功させた N さん（A6：当
時40代後半）が、初めて法人の存在を知った時の印象についての語りを
もとに分析していく9。

正直なところ、弁護士さんからこの団体（NPO法人）の話を聞いた
ときは、なんだか胡散臭い話だなと。正直、そう思ったよ。怪しい
話だな、とね（笑）。（A6）

　なぜ「胡散臭い」と思っていたのにも関わらず、結果的に活用するこ

9 法律専門家と非専門家における思考の差異について木下麻奈子（2006）は、
2005年に行われた民事紛争全国調査の結果の分析をもとに、「法律の非専門家
である一般の人にとって、裁判制度は、正義を司る専門機関ではある」と認識
しつつも「強い心理的抵抗を持っており、できれば裁判を回避したいと思って
いるようだ」（木下2006:67）と分析した上で、「裁判の潜在的ユーザーが持つ心
理的距離」に着目し、「人びとと法や法制度との間にある心理的な距離を縮め
る」ことが重要であると指摘している（木下麻奈子（2006）「法制度と一般人の
接点─法律の専門家と非専門家の思考の差異」リーガル・エイド研究第12号）。
また藤田政博（2006）は、民事訴訟を経験した当事者が訴訟を提起するに当たっ
てのためらいの有無を分析軸におきどのような要因が訴訟提起の動機と結びつ
いているのかについて論じている（藤田政博（2006）「訴訟利用に伴う費用と時
間」佐藤岩夫・菅原郁夫・山本和彦編『利用者からみた民事訴訟─司法制度改
革審議会「民事訴訟利用者調査」の二次分析』日本評論社、105-123頁）。
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とを決断したのか。決断の根拠について N さんに尋ねてみた。

熱心だったのさ、弁護士が。だから、半分義理みたいな感覚だった
かな。（A6）

　弁護士の言外における態度である属人的要素、この場合は「熱心さ」が、
Ｎさんにシステム活用の意思を固めさせたことがうかがえる。
　具体的に、どのような「熱心さ」であったかをさらに深く質問してみ
たところ以下のように話してくださった。

実は、最初はあまり乗り気じゃなかった。でも弁護士さんが熱心に、
ここ（NPO法人）が紹介されている新聞記事を持ってきてくれて。
その新聞を見て、あぁちゃんとしているところなのかなと思ったよ。
それでお願いすることにした。（A6）

　ここから読み取ることができるのは、NPO 法人をはじめとする「制
度自体」に対する警戒感の存在である。N さんの聴き取りからは、N さ
んが当初法人に対してあまり良い印象を持っていなかったことが読み取
れる。「ちゃんとした」ところ、つまり信頼できる所か否かを判断する
材料として象徴的に「法人が紹介された新聞記事」が登場している。
　「新聞記事」という情報媒体自体に対する信頼が制度利用を促進させ
たのか、あるいは弁護士の「熱心さ」が制度利用への警戒感を緩和させ
たのか、このテープ起こしの文言からは読み取ることができない。しか
しながら、実際の聴き取りの際に、N さんが「熱心に」という言葉を何
度も使い、かつ体を前のめりにしながら身振り手振りを交えて「熱心に」
という言葉を用いていたことから総合的に判断したとき、弁護士が「熱
心に」自分のために言ってくれたということ自体に対して心を動かされ
たのだろうということが推測される。

　弁護士からの「熱心」な働きかけを受け、実際に NPO 法人を活用す
ることになった N さんは、アセスメントを行うために訪問した NPO 法
人職員との初対面時の印象と、自身が NPO 法人を活用することになっ
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た経緯及びその時の率直な気持ちを以下のように表現している。

お世話になることに決めたら、Mさん（法人代表）がやってきた。（職
員と初対面のときは）やけに若い兄ちゃんだなと思ったよ（笑）。で
も、なんだかんだいってお世話になっている。ほんとにラッキーだっ
たなと思うよ。（A6）

　N さんが NPO 法人の活用を決めた経緯を整理すると、最初に弁護士
からの「熱心な」働きかけがあり、つぎに NPO 法人代表である M 氏と
の対面があったことが分かる。NPO 法人代表に会った時の印象を「や
けに若い兄ちゃん」だと表現し、笑っていることから、N さんがイメー
ジしていた「NPO 法人代表」がもっと年配の人物であったということが
推測される。
　ここからは、「自分の予想に反して若い人物が来た」という状況に対
して滑稽さを感じながらも、どこかで「高圧的・権威的な人物ではなく
てホッとした」という N さんの深層心理が見え隠れしているように思わ
れる。

（２）元受刑者Yさん（A8）のケース
　元受刑者 Y さん（A8：当時50代前半）は５回以上の累犯を経験してい
る。Y さんも、上述の N さんと同様、NPO 法人の緊急一時シェルター
事業を活用して現在は自立生活を送っている。
　どのような経緯で NPO 法人を知ることになったのかを尋ねた。

刑務所を出るぞ、という頃になって書類を書きました。
すると刑務所の職員がここ（NPO法人）を紹介してくれました。
（A8）

　刑務所の職員から NPO 法人のことを紹介された際に、NPO 法人自
体についてどのような印象を持ったかを聞いてみた。

いや、実際詳しいことはわからなかった。
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ただ、役所の人間が紹介してくれるんだから、きっと信頼できると
ころだろうと思った。（A8）

　上記 Y さんの反応からは、「役所の人間」（この場合、Y さんにとって
「役所」は刑務所のことを指し、「役所の人間」とは刑務所職員のことを
指していると思われる）が「紹介」するところだから、何をやっている
団体かはよく分からないけれども、きっと「信頼」できるのだろうとい
う心理的経緯をたどっていることが読み取れる。
　ここからは、当事者自身が「信頼」を寄せる第三者が「紹介」してくれ
るところだから「きっと信頼できる」という感覚が発生していることが
分かる。すなわち、その対象がどういう性質を持つものかという実質的
内容ではなく、「自分自身が信頼している他者」がその対象に対して「信
頼」を寄せているか否かが Y さんにとっては重要で、彼自身の判断基準
になっていることがうかがえる。

　聴き取りを進める中で、Y さんが、自身の「信頼」を寄せる判断基準
にしている「信頼できる他者」が、「役所（刑務所）自体」に対する信頼
なのか、あるいは「役所（刑務所）の人間」という「個別の人物」に対し
て持っている信頼なのかをはっきりさせるために、どちらに「信頼」を
置いているのかを聞いてみた。

職員さんのほうだね。
（NPO法人について）詳しいことは知らなかったけど、なんとな
く安心して、この人が紹介してくれるんだからきっと大丈夫だろう
と思ったよ。（A8）

　次に、なぜ「役所（刑務所）の職員」を「なんとなく安心」できると思っ
たのかについて聞いた。

なんでって言ってもね・・うーん。だってちゃんと目を見て話して
くれたし、ちゃんと考えてくれているんだな、と思ったんだよね。
（A8）
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　なぜ自分が刑務所職員を信頼できると判断したのかについては、Y さ
ん自身は自覚的ではない様子であった。しかしながら聴き取りから分析
する範囲においては、「ちゃんと」「目を見て話してくれた」職員の態度
や、「ちゃんと考えてくれている」と Y さんに思わせた職員の言外の様
子が、結果として Y さん自身が刑務所職員や NPO 法人に対する「安心
感」を発生させた要因となっていることが読み取れる。

　次に、なぜ NPO 法人の活用を決断したのかを探るために、初めて
NPO 法人職員と会った時の印象を聞いてみた。

初めて会ったときはね、きちんと社会復帰する意志があるのかを真
剣に聞かれたよ。
だからこっちも真剣に答えた。
その真剣な感じが、なんだか安心したんだよね。（A8）

　Y さんの語りからは、NPO 法人職員の「真剣さ」が「安心感」として
Y さんに届いている様子が分かる。
　刑務所の職員が紹介してくれたという「信頼」に加えて、実際に NPO
法人職員と会った際にも、その NPO 法人職員の「真剣」な様子から、「な
んだか安心」できると感じた心理的経緯が読み取れる。

　Y さんは５回以上累犯をしている。そこで、なぜ今回は NPO 法人と
継続的に関わり自立生活を送るまでになったのかについて、Y さん自身
がどう捉えているのかを聞いてみた。

ここ（NPO法人）の皆さんは、なんていうか、先生みたいな感覚で
もあるし、家族みたいな感覚でもあるんだよね。
相談にも乗ってくれるし、悪いことをしたら怒鳴りつけられること
もある。
自然体でいられるし兄弟以上の信頼感があるって感じかな。（A8）

　NPO 法人にたどり着く以前はどのような過ごし方をしていたのかに
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ついて聞いてみた。

前までは、かなり細かく面接させられた。なんだか嫌になっちゃう
よね。やる気もなかった。あと、嫌味も言われた。
前にいたところは基本的に一人だったから、友達もいなかった。
今はサロンにくればお茶のみができるし、みんな家族みたいに接し
てくれる。自然体でいられるんだよね。前よりもかなり明るくなっ
たなと自分で思うよ。（A8）

　これまで複数回出所を繰り返してきた Y さんが、今回立ち直ること
ができた理由について自己分析していた。それによると、「兄弟以上の
信頼感」や「家族みたいな」と思える職員との日常的な関わり合いが Y
さんにとっては自立生活を支える大きな心理的支柱となって存在してい
る様子がうかがえる。「嫌味」を言われたり、高い頻度で「面接」を強要
されたりする状態から脱し、NPO 法人で過ごす継続した「安心感」が、
Y さんの自立には重要な意味を持っていることが観察できる。

（３）元ホームレス I さん（A10）のケース
　I さんは、起訴猶予を受け、弁護士からの紹介で NPO 法人のことを
紹介された経緯を持つ。以前はホームレスをしていたという。現在は就
職し自立生活を送っている。
　NPO 法人にたどり着く経緯について以下のように説明してくださっ
た。

弁護士さんに紹介された。だからMさん（NPO法人代表）のこと
を知った。
いきなりだと警戒するけど、弁護士さんからの紹介だから安心して
会った。（A10）

　なぜいきなりだと「警戒」するのか、その理由を聞いた。

ホームレスっていうのは警戒心が強いのよ。
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だって変な人に声かけられてホイホイついていったら寄場送りだか
らね（笑）。（A10）

　では、今回のような「弁護士」の紹介だとなぜ「安心」できると判断し
たのか、その理由を聞いた。

その弁護士さんとはね、熱い絆で結ばれているのよ（笑）。
弁護士さん、昔ヤンチャしていたらしくてね。話が合ったのよ。
そして、ちゃんと就職して立ち直るという約束をした。弁護士さん、
「裏切ったら殺しに来るからな」と言っていたよ。それを聞いてな
んだか嬉しくてね（笑）。
それで、俺のほうからもお願いしますってことで、NPO法人を紹
介してもらった。（A10）

周りの人からは色眼鏡で見られていたからね、ホームレスってこと
で。でも俺はほかのホームレスとは違う。
奴らは上に上がる意志がないからホームレスやっているけど、俺は
違う。上に上がる意志がある。だから、「就職して立ち直る意志が
あるのか」って聞かれたときに、グッと来たんだよね、ほんとに。
（A10）

　これらの語りからは、I さんが単に「弁護士からの紹介」というだけ
で NPO 法人のことを信頼したわけではないことが読み取れる。すなわ
ち、実際に会った「弁護士」が昔「ヤンチャ」をしていたことがあった経
験から「話が合った」という印象になった経緯が語られている。弁護士
という肩書自体に対して反応したわけではなく、弁護士自身の経歴に由
来する要素が、I さんの警戒心を解く第一段階として作用している。
　加えて、「ほかのホームレスとは違う」という I さん自身の強い自意
識の存在と、弁護士が発したとされる「就職して立ち直る意志があるの
か」「裏切ったら殺しに来る」という一見過激な表現とが相乗効果を生み
出し、I さんの働く意欲にダイレクトに働きかけた様子が語られた。弁
護士の属人的な要素に由来する事柄が、結果的に I さんにとっては
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NPO 法人を活用しようという動機につながったという心理的経緯を読
み取ることができる。

　さらに、弁護士の属人的な魅力が、直接的に NPO 法人に対する信頼
に影響したのかを聞いてみた。

そりゃ影響するよ。やっぱり話ができる人間かどうかってのは、か
なり重要だよね。
昔ヤンチャしてたってだけで話が分かる部分もあるし（笑）。
あとは趣味が合ったんだよね。山登りとか本とか歴史とか。
俺にとっては、趣味の話なんか、他人とこれまで話したことなかっ
た。だから趣味の話ができたってことは、かなりでかかったよ。
（A10）

　ここからは、弁護士に対する属人的な魅力が、直ちに NPO 法人全体
に対する信頼を発生させることになったのか否かについては、明確な応
えは得られていない。しかしながら、I さん自身が、これまで他者と話
したことがなかったという「趣味」の話を弁護士と話せたという事実が、
弁護士に対する「信頼」を生む一つの背景として存在し、大きな信頼を
寄せる弁護士からの紹介だったからこそ、NPO 法人のこともある程度
信頼して代表に会った、という経緯が読み取れる。
　先述した弁護士自身の過去の経歴に由来する要素に加えて、プライ
ベートな話をするという、I さんにとって非常に重要な意味を持つ「趣
味」の話をできたことが、弁護士自身に対する「信頼」をより強固なも
のにした様子がうかがえる。

（４）少年院出院者Kさん（B1）、I さん（B2）のケース
　少年院出院者インタビューを行った方のうち２名（B1,B2）は、とも
に法務教官から就労支援団体を紹介してもらった経緯を持つ。
　K さん（B1）と I さん（B2）は、支援団体を紹介してもらった際の印
象を以下のように述べた。
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ほとんど選択肢はないですよ（笑）。とにかく出た後は就職しなきゃ
と思っていたから。切羽詰まっていた。先生（法務教官）から紹介
されたんだし、行ってみようかと思ったという流れ。（B1）

ただ単に、紹介されたから来てみようと思ったって感じです。未経
験者でもOKだったし、飲食店での経験は役に立ちそうだと思って。
（B2）

　紹介されたときに支援団体に抱いた感情を聞いてみたところ、以下の
ように答えてくれた。

そりゃ、不安もありましたよ。でも、先生が紹介してくれるところ
だから、まぁ大丈夫かなって。とにかく行くしかないっていう感じ
かな。（B1）

まぁ、自分としては結構乗り気でした。飲食店自体に興味もあった
んで。（B2）

　K さん（B1）に対して、当初抱いていた不安が、就労支援団体を利用
する中でどのように変化したのか質問した。

最初にCさん（代表）の人が色々と説明してくれて。俺らみたいな
人もちゃんと働けてるっていうし。きちんとしたところなんだな、
という印象を持ちました。その辺りで、不安っていう感情はなくなっ
ていったのかもしれません。Cさんとは割と年齢も近かったし。
（B1）

　C さんだから不安感が払拭されたのか、C さん以外の人からの説明で
も不安感が払拭されたと思うか、を尋ねた。

うーん、難しいですね。
Cさんだから、かな。でも、もしかしたら説明自体を聞いて安心し
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たのかも。
ちょっと区別は難しいです。
でも、基本的に自分は人を信用しないところがあるんですけど、C
さんとは打ち解けていると思います。（B1）

　「打ち解けた」のがどの段階からかを聞いてみた。

正直、最初は警戒していた（笑）。本当に信頼できる奴なのかなって。
ただ、とにかく就職しなくちゃと思っていたから。
もう必死です。変なところに引っかからなくて、今では良かったと
思いますよ、ほんと。（B1）

　これらからは、就労支援団体を紹介されて受動的に関わることになっ
た様子がわかる。特に、K さん（B1）は当初、団体との関りに対し不安
感を持っていたようである。その不安感は、代表が団体の説明をしたこ
とをきっかけに軽減したと述べている。K さん（B1）、I さん（B2）とも
に法務教官からの紹介ということもあり、ある程度団体に対して肯定的
な感覚（「先生が紹介してくれるところだから、まぁ大丈夫かなって」

（B1））を持っていたようである。ただ、K さん（B1）にとっては、最初
のステップとしての法務教官由来の安心感だけでは「不安感」の軽減に
は不十分であり、次のステップである団体代表とのリアルな接触（代表
C さんによる説明）を通して「安心感」へと変化していった経緯があった。

（５）サロン利用者 Tさん（A17）、I さん（A20）のケース
　社会的居場所の確保について、実際に法人を活用している人々がどの
ように客観視しているのかについて知るために、サロン10に集っていた
方々に話をうかがった。
　調査訪問時に NPO 法人事務所内に併設されているサロンに集い談笑

10 出所者支援を行っている団体（調査一覧①）には、利用者や地域住民に開か
れたサロンを併設している。自由にふらりときておしゃべりをできる場を提供
している。月に一度は食事会を開催。季節のイベントも開催している。
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していた人々の内訳は、男性が６名、女性が１名であった。女性は地域
の住民、男性６名は全員 NPO 法人の支援を受け住居を確保した経験の
ある刑務所経験者である。そのうち働く場所を確保している人々が２人、
ハローワークに通っているが４人であった。
　「サロン」は実際の利用者たちにどのように受け止められているので
あろうか。
　筆者が北海道から来訪したことに共感と感心を示してくれた T さん

（求職中）は、自身にとってのサロンの意義を以下のように説明してく
れた。

こういう風になんとなく集まれる「場所」があるっていうのは結構
重要ですよ。
ここ（サロン）が無いと僕らはハローワーク以外行く場所が無いで
すから（笑）。ここがあるからこうやって空いた時間にちょっと寄
ることができる。他愛のない話をしてお茶を飲むってのは案外いい
もんですよ。（A17）

　北海道の刑務所にもいたという話をしてくれた I さん（求職中）もサ
ロンの意義を以下のように付け足した。

こういう場がないと暇なときはよからぬことを考えちゃう（笑）。
ここにいるとみんながいるし、仕事を確保しようというモチベー
ションがあがってくる。「平和な空気」っていうのは大事だよ。結
局みんな「平和な空気」のあるところに集いたいんだよ。（A20）

　I さんがいうところの「平和な空気」について聞いてみると、以下の
ように説明してくれた。

要するに、変な仲間とつるまずに居られるってこと。こういう「平
和な」というか「健全な」感じのする立ち寄り先がある、っていう
のは、（各地を転々としていて）根っこが無い僕らみたいな人にとっ
ては重要な場所なのよ。ホッとするというかね。みんな似た者同士
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だから変に飾る必要もないしね（笑）。（A17）

　NPO 法人内の併設サロンのため、利用者である彼らが法人スタッフ
の気配を気遣って肯定的な評価を行っている側面もあると思われる。
　しかしながら、聴き取り時に在席していた６名がほぼ毎日くる常連で
あり、なおかつ話を伺っている最中にも２～３人のサロン利用者がふら
りと立ち寄ったことを考えると、「平和な空気」のあるサロンに集うこ
とは、彼らの精神的基盤、すなわち心理的な居場所を確保することにつ
ながり、その結果精神的な安定を確保し得る機能をサロンが有している
様子が観察できた。
　さらに、Ｉさんが語る「みんな似たもの同士」ということに由来する
安心感は、同じ境遇にいる者、あるいは過去に同じような境遇にあった
者同士が相互理解を深めることによる効果の有用性がうまく機能してい
る様子を示している。
　こうした点からは、自己概念の再定位、すなわちアイデンティティラ
ベルの貼り直しを可能にすることができるという効果11が示されている
と捉えることができよう。

（６）自立援助ホーム利用者Aさん（D5）、Yさん（D6）のケース12

　自立援助ホームを利用している A さん（D5）は、「児童養護施設」の
職員から紹介され自立援助ホームを利用することになった。Y さん（D6）
は、「児童相談所」の職員に紹介されたという。

養護施設を出るときに、いくつか選べたんですけど、その中の一つ
にここ（自立援助ホーム）があった。なんか説明を聞いていると家

11 関連して、薬物依存経験者たちのセルフケアグループ活動を通して薬物か
ら解放され社会生活を営む為の民間薬物依存症リハビリ施設として、ダルク

（Drug	Addiction	Rehabilitation	Center）がある。ダルクでは、同じ経験を共有
する者同士のピアサポートカウンセリングがなされている。
12 自立援助ホームを利用している A さん、Y さんともに、複雑な事情を抱え
ているため、成果の公表に当たっては匿名化を厳守するように指示されている。
そのため、記述が断片的になってしまう部分がある。
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庭的な感じがしたし、そういうのって大事かなと思ってここにした。
（D5）

私の場合は、いろいろとやらかしちゃって（笑）。で、（児童相談所の）
職員さんに空きがあるからって紹介された。今思えば、ラッキーっ
て感じ（笑）。それからはちゃんと生活するようにしている。（D6）

　なぜ紹介された当該団体を利用してみようと思ったのかを聞いてみた。

なぜっていうか・・イメージかな。感覚。職員もいいところだよっ
て言っていたし。そういう感じの説明も受けたんで。（D5）

ここの職員に対しては、安心感っていうのはある。（D5）
最初はなかったけど、生活していくうちに。（D5）

ここのスタッフさんにはほんとお世話になっている。お姉さんって
感じ。前もお誕生日会をしてくれた。ケーキとか。（D6）

　個別に一時間程度ずつ聴き取りを行ったが、両者ともに様々な事情を
複雑に抱えているため、ここでは許可された断片的な部分の開示に留ま
らざるを得ない。開示が許可された上記聴き取りからは、団体利用のきっ
かけとして団体を紹介した第三者（児童養護施設職員、児童相談所職員）
の影響はある程度ありそうではあるが、どの程度の影響力を持っている
のかについては分析することができなかった。

（７）DV被害者支援団体利用者Hさん（E2）、Sさん（E3）のケース13

　DV 被害者支援団体を利用している H さん（E2）と S さん（E3）が支
援団体の情報を入手した発端は「新聞記事」（E2）と「テレビニュース」

13 DV 被害者支援団体を利用する H さん、S さんの場合も、事柄の性質上、匿
名性が高く求められるため、聴き取り内容の開示は許可された限定的な部分に
留まる。
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（E3）であった。

結構前だけど、新聞記事でここ（DV被害者支援団体）のことが紹
介されている記事を読んだことがあったので。それであまり抵抗な
く頼ることができました。（E2）

夕方のテレビニュースで紹介していたのを観ていたから、だからこ
こに来ようとおもったという流れですね。（E3）

　H さん（E2）、S さん（E3）ともに、上述の（１）～（６）までの事例と
は異なり、情報の入手経路は専門職経由でも行政機関経由でもなく、「当
事者自身が収集した情報」である。そのため、専門職への信頼が制度の
活用へとつながった、という本論の仮説には必ずしも合致しない。しか
しながら、お二人は聴き取り当時、離婚訴訟を係争中であり、訴訟の提
起をする／しないという決断の場面で、DV 被害者支援団体の職員や、
職員が紹介してくれた弁護士に対する信頼が訴訟の提起を後押しした状
況にある。

とにかく最初は逃げるのに必死だったから。そんな先のことまで考
えられない。だけど、ここの職員さんが親身になって相談に乗って
くれて。だから裁判のことも考えることができるようになった。多
分、私一人だったら何もしていないと思う。（E2）

私も似たような状況です。どっちかっていうと、何もしたくないっ
ていうのが最初の頃の気持ちだったような気がします。だけども、
それではいけないということで、職員さんたちには背中を押しても
らいました。怖い思いっていうのも、区切りをつけないと。そう思
えたのは、私にとってはかなり大きな進歩です（笑）。（E3）

　「情報の把握」から「活用の決断」に至った背景要因として、この DV
被害者支援団体を利用している H さん、S さんの場合、団体の職員に
よる親身なサポートが、「何もしたくない」という消極的な状態や、「先
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のことまで考えられない」という状態を打破し、法システムの活用（こ
の場合は訴訟の提起）という段階へと後押しした様子が示されている。

３．仮説の検証　─活用するという決断理由─
　本節では、法システムと実際の法使用行動までの間に存在している
ギャップ克服のためにはどのような方策が有益なのかを検証するため
に、「情報の把握」から支援者・支援団体を「活用する／しないの判断」
までの過程に当事者に接する専門職達の属人性が看過できない影響を与
えているのではないかという仮説を立てている。
　以下では、上記２．（１）～（７）で抜粋した当事者からの聴き取りを
基に、本節で設定した仮説の検証を行う。

３－１．出所者支援NPO法人の事例から
　（１）～（３）、（５）で挙げた事例は、いずれも調査一覧①の司法ソー
シャルワーク実践を行う NPO 法人を利用している当事者からの聴き取
りである。
　当該 NPO 法人は、社会福祉士と弁護士との連携を「司法と福祉の連
携によるリーガル・ソーシャルワーク」と位置づけ、貧困を背景とした
累犯を防止するための活動を展開している14。具体的には、いわゆる司
法の入口（被疑者・被告人段階）と出口（出所後）の両面における支援を
行っており、2018年７月現在で700人の受け入れ実績がある。とりわけ、
従来の更生保護の対象は主に司法の出口から支援がスタートする場合が
ほとんどであったのに対し、当該 NPO 法人では司法の入口からの支援
も行っている点が特徴の一つとして挙げられる。
　法務省の司法統計によると、2009年の満期釈放者15,324人のうち、帰
る先のない者は6715人に上り、全体の約44％を占めている。とりわけ、

14 福祉専門職者と法律専門職者の連携による取り組みは、近年司法ソーシャ
ルワークとして注目を集めている。司法ソーシャルワークの定義や対象者を丁
寧に分析した上で、弁護士をはじめとする法律専門職がどのように総合的支援
に関わり得るかについて論じたものに、濱野亮（2016）「司法ソーシャルワーク
による総合的支援」立教法学93号、155-194頁。
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2004年～ 2008年に刑務所に再入所した者で、前回の出所時に適切な帰
る先がなかった者のうち、56.6％が１年未満で再犯をしている。仮釈放
は、そもそも引受人と帰住予定地がなければ認められない、という現状
を考慮に入れると、受け入れ先が無いという状況自体が結果として彼ら
を「満期釈放受刑者」にしている一因であるとも言えよう15。
　近年はこうした状況を踏まえ、治療的司法や修復的司法、福祉的支援
が必要なケース等、従来の刑事処罰の枠組みに捉われない形の実践が展
開されている16。

　上記第二節２の（１）～（３）及び（５）では、「情報の把握」から「活
用の決断」までの経緯には、当事者に身近に接する第三者（弁護士、社
会福祉士）がきっかけとなって当事者が NPO 法人に抱いている不安感

15 例えば浜井（2011）は、高齢受刑者の社会復帰について、年齢層別仮釈放率
の推移をデータで示しつつ、年齢が高くなるにつれて仮釈放の重要な要件の一
つである引受人と帰住予定地の確保が困難になるため仮釈放になりにくい実態
を指摘している（浜井2011:101-103）。同時に、中高年の初犯者の再犯率に顕著
な上昇が見られることを分析し、「社会的に孤立した高齢者が万引きなどを繰
り返し、社会的に孤立しているがゆえに被害弁償もできず、引受人もいないた
め実刑となり、社会的に孤立しているがゆえに満期釈放となり、再犯をし、再
び刑務所に戻っている」として、構造的要因を明らかにするとともに、諸外国
の中で受刑者の高齢者比が10％を超過しているのは日本だけであるデータを示
しつつ、こうした日本の現状について「日本では、一度、犯罪者として刑事司
法機関が関わると、福祉との関係が切れてしまい、福祉的な支援が必要な対象
者であっても犯罪者としてのみ扱われるため、刑務所以外の行き場がなくなる」
と指摘している（浜井浩一（2011）『実証的刑事政策論』岩波書店106頁）。また、
社会的排除と犯罪との関連性について網羅的に論じたものとして、細井洋子・
鴨志田康弘（2011）『犯罪と社会』学文社、第12章187-202頁。
16 知的障碍や精神障碍、また広汎性発達障碍などを抱える人々の刑事弁護に
ついて、彼ら彼女らを刑務所に入れるのではなく福祉的支援との連携により包
括的に支援していこうとする各地の弁護士達の具体的取り組みを紹介したもの
として、季刊刑事弁護（2012:67-86）第70号における特集「障がい者を刑務所に
入れないための弁護」がある。各論考においてはとりわけ障がいのある人の弁
護においては再犯予防のためにも周囲の環境整備、とくに福祉的側面における
環境整備が重要事項として浮かび上がっている。
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や不信感を軽減している状況が共通していた。
　具体的に、それぞれのケースについてみていく。

３－１－１．出所者支援NPO法人利用者のケースにおける考察
（１）Nさん（A6）のケースから
　N さんの聴き取りからは、N さんが NPO 法人を活用しようと思える
ようになったきっかけとして、二つの心理的ステップが存在していたこ
とを読み取ることができる。
　１つ目のステップとして作用しているのは、新聞記事を切り抜いて N
さんに持って行った担当弁護士の「熱心さ」である。「誰かが熱心にかつ
親身に自分のことを考え行動してくれている」という状況が、N さんが
NPO 法人に対して当初思っていた「胡散臭さ」という根強い警戒心を緩
めることにつながり、システムの活用へとつながる大きな一歩として機
能していた様子が観察された17。
　２つ目のステップとして、「やけに若い兄ちゃん」（社会福祉士・NPO
法人代表）が、実際に「親身」になって N さんの今後の福祉的支援の必
要性と生活再建のために尽力した点である。予想していたよりも若くか
つ親しみやすい人物だったという N さん自身による社会福祉士に対す

17 担当弁護士や関わった社会福祉士の「熱心さ」が、疎外状況にありシステム
活用に対して心理的障壁が高く存在していると思われる当事者の警戒心を緩め
たことに関連して、前掲浜井（2011）は、女性の暴力被害者の調査を分析する
ボニタ・ベイジーの論考（Veysey2008）から示唆を受けた上で、「犯罪者が立
ち直るためには、その人を立ち直らせたいという思いを強く持った人との出会
いや関係性が重要」であり、その関係性を通じて「自分が社会にとって役に立
つ人間であるという自己イメージを持つことができたときに、人は立ち直るこ
とができる」と指摘している（浜井2011:107-108）。この指摘はまさに本調査に
おいても当てはまる。つまり、本調査で見てきた過程は、弁護士や社会福祉士
が「熱心」に働き掛けることにより当事者の自己肯定感が回復され、他者に熱
心に関わりを求められている自分という自己イメージを再定位している過程で
あると捉える事ができよう。この自己イメージの再定位の過程は、前章で導き
出した結論、すなわち弁護士や社会福祉士という存在に対して属人的信頼を涵
養するためにはその土壌として自分自身に対する肯定的認識が必要不可欠な要
素として求められるという結論を支持するものであると言えよう。
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る評価が、初対面以前に N さんが無意識のうちに抱いていたであろう
「年上」で「高圧的」かもしれないという職員像を崩し、ある種の緊張感
を緩和させることにつながったと思われる。
　上記２つのステップから読み取れる重要な点は、N さんが NPO 法人
の存在を知り、実際に活用しよう（「お世話になろう」）と決断するまで
の間に、心理的障壁を自ら克服していくという経過である。
　N さんは当初、NPO 法人自体に対して「胡散臭い」というネガティブ
な感情を抱いていたが、実際に第三者（この場合は「熱心な弁護士」「法
人代表」）が自らのために動いてくれていることや、熱意を傾けてくれ
ているという一連の状況が NPO 法人自体に対する警戒感を緩和させて
いた。これらの属人的な要素（熱心さや親しみやすさ）が、N さんの場
合は法システムへの参加意欲や制度自体に対する拒絶感を緩和させる重
要なきっかけとして機能していた。
　N さんの聴き取りの分析からは、N さんに身近に接してきた専門職た
ちによる、当事者に接する際の態度や熱意といった個々の専門職たちの
属人的な魅力に由来する側面が、システム活用を促進する機能を果たし
ていたというリアリティを読み取ることができる。

（２）Yさん（A8）のケースから
　Y さんの聴き取りからは、Y さんが「役所（刑務所）自体」ではなく、
実際に対応した「職員」に対して「信頼」を寄せていた様子が把握できた。
Y さんは、比較的身近に接する第三者を信頼できているという意味で、

「高信頼者」に当たると思われる18。Y さんが他者に対する信頼が高いと
いう「高信頼者」であることは、拙稿（2015（３））第五章で見てきたよ
うに、NPO 法人の活用につながったという意味で「機会コスト」を高め
ることに成功していると言えよう。
　加えて、「ちゃんと目を見て話してくれた」「ちゃんと考えてくれてい
ると思った」という Y さんの言葉からは、逆説的に Y さんがこれまで

「ちゃんと」扱われてこなかった可能性を示唆している。NPO 法人を利
用し始めてからは累犯をしていないことからも、Y さん自身の語りから

18 「信頼」をめぐる議論については、拙稿第五章（北大法学論集66巻４号）参照。
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も、「嫌味」を言われることもなく、過度に干渉されることもなく、「家族」
みたいな職員や仲間がいる現在の生活が居心地がよく、「自然体」でい
られるのだという言葉につながったと思われる。心身ともに「安心」で
きる場所を確保できたときに初めて累犯の連鎖から脱却できたことが推
測される。
　Y さんのケースからは、継続的な社会復帰にとって「安心感」や「信頼」
という当事者自身が持つ心理的側面が重要な意味を持つことが示されて
いる。

　なお、Y さんが NPO 法人を活用する契機となった刑務所職員への「信
頼」がどのように発生したのかについては、Y さん自身は自覚的ではな
かった。
　しかしながら、調査終了後、最寄り駅まで NPO 法人の職員（A2）と
一緒に帰路についたとき、興味深い話をしてくれた。職員によると、受
刑者の間で NPO 法人の情報が出回っているという。受刑者の間で情報
が出回っているということに驚く筆者に対して、職員は、「彼らのネッ
トワークはすごいものがありますよ。」「弁護士さんや刑務所職員さんか
らの紹介もあると思うけど、そういったものに加えて、受刑者同士の仲
間からの情報が「信頼」を生み出す力としては強いと思う。」という話を
してくださった。NPO 法人を活用するという判断を行った元受刑者た
ちによる動機づけは、弁護士や刑務所職員、NPO 法人職員という専門
職たちに対する「信頼」や「安心感」からくるであろうことが N さんや
Y さんの聴き取りから読み取ることができたが、職員が話してくださっ
た内容からは、元受刑者たちは自らと似たような境遇にある他者（受刑
者）とのネットワークに由来する情報を「信頼」できるものとして捉え
ているというリアリティの存在が示された。

（３）I さん（A10）のケースから
　I さんへの聴き取りからは、I さんが NPO 法人を活用しようと思った
背景として、NPO 法人を紹介した「弁護士自身」に対する圧倒的な信頼
感が存在していたことが分かる。聴き取りの途中で何度か「NPO 法人
自体」に対する信頼が生まれた背景についても聞き取ろうとしたが、
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「NPO 法人さんにも感謝している」と言いつつ、すぐに弁護士の話に戻っ
てしまった。I さんが弁護士をそこまで「信頼」した心理的背景として、
１つ目に弁護士自身が昔「ヤンチャ」であったという個人的経歴、２つ
目に I さんにとっては他者と語ったことのなかった、それだけに重要な
意味づけを持っていた「趣味」の話で弁護士と意気投合できたという、
２つのステップが、弁護士への「信頼」を確固たるものとした様子が観
察された。弁護士個人の属人性に由来する確固たる信頼があったからこ
そ、NPO 法人を紹介されたときに、この弁護士からの紹介であれば大
丈夫だ、という第三者機関への信頼につながったことが示されたと言え
よう。
　I さんの場合は、「弁護士」という肩書をもった人物からの紹介だから
NPO 法人に安心してアクセスできたというわけではなく、あくまでも
弁護士「個人」の属人的な魅力に起因する信頼があったからこそ、NPO
法人へのアクセスを受け入れたという経緯がある。
　また、I さんはホームレス状態にあったが、必ずしも他のホームレス
に対して共感を示したり同情的な感情を持っていたりするわけではな
く、むしろ「上に上がる意志がない奴ら」として批判的に捉えている。
他のホームレスたちについて語る当日の聴き取り時における I さんの
苦々しい表情からは、他のホームレスたちを軽蔑すらしている様子が読
み取ることができた。それら一連の様子からは、I さん自身による自己
認識、すなわち「俺はほかのホームレスとは違う」という強烈な自己認
識があると言えよう。
　システムを活用しようと思う心理的背景には、他者に対する「信頼」
や「安心」という要素が重要な位置づけを持つとともに、I さんの聴き
取りからは、それらに加えて、自分自身に対する認識、すなわち「こう
ありたい自分」という「理想の自己像」が、システムを活用する際の肯
定的かつ強い動機づけとして作用している様子が観察された。

３－２．少年院出院者に対する就労支援を行う団体の事例から
　上記２．（４）は、少年院出院者に対する就労支援を行う団体を利用
する当事者が、団体の存在を把握するまでの認知経路を尋ねた部分の抜
粋である。
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　少年 K さん（B1）、I さん（B2）はともに法務教官からの紹介で当該団
体を知ることになるが、「先生（法務教官）が紹介してくれるところだか
ら大丈夫だろう」という思考回路が語られている。とくに当初 K さん

（B1）は、I さん（B2）よりも強い警戒感を団体に対して抱いている様子
を語っているが、その警戒感は、団体代表 C の登場と説明により軽減
した旨を述べている。
　これらのことから、信頼している第三者（この場合は法務教官）経由
の紹介団体だからこそアクセスしてみようと思えたという点に加え、団
体の代表自身が持つ属人的な魅力に由来する信頼が相乗効果を生み、団
体への信頼が発生するきっかけとなった様子が示された。
　「情報の把握」から「活用の決断」に至った背景要因としては、紹介者
自身に対する信頼と、団体代表に対する信頼との、２段階における信頼
が、警戒感を打破し活用の決断へと結びついたと言えよう。

３－３．小括
　　　　─システム作動要因としての属人性（パーソナリティ）の内訳─
　本節では、「情報の把握」から支援者・支援団体を「活用する／しない
の判断」までの過程に、当事者に接する専門職達の属人性が看過できな
い影響を与えているのではないかという仮説を立てて分析を行ってき
た。この仮説に基づき、上記２．で行った聴き取り調査の検証について
小括を行う。

○出所者支援を行うNPO法人の取り組みから
　NPO 法人が展開する活動の心理的側面における最大の特徴は、制度
が想定している人間像と、現実社会のリアリティとの大きなギャップに
着目して実践を展開している点である。
　情報提供、制度構築、法的知識の啓蒙というハード面の充実は、それ
を「活用できる力」を持っている人々にとっては有効に作動し得るが、

「活用する力」を持っていない人々にとっては、絵に描いた餅となって
いる。そしてそこには、自らに必要である制度を知らないというリテラ
シーの観点における問題と、情報を知っていようと知っていまいとに関
係なく、制度自体への接近を拒むというシステム自体に対する拒絶感と
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いう問題の、二つの側面における問題が存在していることが、本論文全
体に通底しているテーマである。
　本節における分析結果から、本論文全体でいうところの「制度メカニ
ズム」と「包摂メカニズム」との間にあるギャップを埋め、架け橋とな
り得る属人的関わり合い、すなわち本節でいうところの属人性（パーソ
ナリティ）の具体的内容と、システム信頼を発生させる心理的動きが示
された。

　まず一点目は、弁護士や社会福祉士が当事者へ関わる際に見せる「熱
心さ」である。事例によると緊急一時シェルター事業を利用した N さん

（A6）は、当初法人の存在自体に根本的な「不信感」を持っていたが、
弁護士が「新聞記事」を持参するなどして「熱心」に働き掛け、N さんの

「不信感」を払拭していった経緯がある。単なる制度の説明や、形式的
な紹介だけでは実際の活用には結びついていなかったと言えよう。Y さ
ん（A8）に対して行った聴き取りからは、Y さんが「役所（刑務所）の
人間」の言外の態度を見て「なんだか安心できる」と感じたことが語ら
れていた。その契機として「ちゃんと目を見て話してくれる」「ちゃんと
考えてくれている」という Y さん自身による「役所（刑務所）の人間」へ
の評価が存在していた。
　ハンディが複数蓄積した状況にある人々は、ただでさえ制度自体に対
する「不信感」が根強い。それを揺り動かせるだけの関係者の「熱意」や、

「安心できる」と思われるだけの言外の態度が総合的に作用して、よう
やく、システムの活用へと結びついている様子が観察された。当事者の
心理的な躊躇を打破し得る属人性への信頼が、実際のところ制度への信
頼を担保し、その活用を促しているという実態が明らかにされた。

　二点目は、当事者たちが、「自らと似た境遇にある他者」を信頼する
傾向にある、という点である。Y さんは自覚的ではなかったが、調査後
の NPO 法人職員との話からも推測されるように、おそらく刑務所内に
おける NPO 法人の評判をどこからともなく耳にしていた可能性が高
い。そうしたベースがあったからこそ、その NPO 法人を紹介してくれ
た「役所（刑務所）の人間」を「信頼」できると判断したのだと予想される。
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　I さん（A10）への聴き取りからは、I さんに NPO 法人を紹介した弁
護士自身が、過去に「ヤンチャ」であったことから、I さんがその弁護
士を同じ匂いのする人間として捉えていた可能性が高い。過去に自らと
似たような経験を持っていたであろうことが、弁護士に対する I さんの
信頼をより強固にしていったと思われる。I さんのケースからは、そう
した他者に由来する属人性とともに、自分自身に対する認識（「こうあ
りたいと思う自分」）が、I さん自身の立ち直りに大きな意味を持ってい
たことも観察された。

　三点目は、とりわけ伴走型支援を行っている社会福祉士の専門職性に
依拠した「継続した危機感」と「凄み」の保持である。当事者たちの心理
的背景を専門職として熟知している社会福祉士たちは、支援を必要とす
る彼ら彼女らと社会とをつなぐ糸が非常に脆いことを経験的に知ってい
る（第一節参照）。当事者が支援を求めてかけてきた電話に一度出るこ
とができなかっただけで、あるいはたまたま当事者の来訪時に事務所に
職員が在席しておらず出払っていたというだけで、当事者たちと社会と
を結びつける糸がプツンと切れてしまうことがある。こうした現場のリ
アリティを痛感している職員たちは、365日24時間対応できる携帯電話
を常に持参していたし、少ない人員をやりくりして事務所には常時職員
を在席させる体制を整えていた。さらに事務所内にサロンを併設するこ
とにより、当事者たちに居心地の良い居場所の提供を実践していた。こ
れら一連の活動および活動を支えている背景から読み取れることは、社
会福祉士としてセーフティ・ネットの一端を担っているという専門性へ
の自負とともに、何かあった時に迅速にかつ的確に行動できるよう自ら
を備える「継続した危機感」の存在と、膨大な量の業務に加え突発的な
事態にも慌てず騒がず淡々と活動に邁進する職員たちの「凄み」の存在
である。

　四点目は、サロン利用者の聴き取りから得られた、「みんな似たもの
同士」ということに由来する安心感の存在である。同じ境遇にいる者、
あるいは過去に同じような境遇にあった者同士が相互理解を深めること
による効果の有用性がうまく機能している様子が聴き取りから示され
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た。サロンに参加することにより得られる「似た者同士」であるという
安心感は、自己概念の再定位、すなわちアイデンティティラベルの貼り
直しという機能がサロンには存在していると捉えることができる。

　この点に関して、修復的司法（Restorative	Justice）19の思想の根拠と
して援用されているものに、ジョン・ブレイスウェストにより提唱され

19 修復的司法の定義付けについて高橋則夫は、「当該犯罪に関係するすべての
当事者が一堂に会し、犯罪の影響とその将来への関わりをいかに取り扱うかを
集団的に解決するプロセスである」と定義するモデルを「純粋モデル」、「犯罪
によって生じた害を修復することによって司法（正義）の実現を志向する一切
の活動」であると定義するモデルを「最大化モデル」であると議論を敷衍し、
両者の異なる重要点は「矯正の問題とコミュニティの問題」であると指摘した
上で（高橋2003:86,92）、「純粋モデルを最終目標としつつも、害（harm）を修復
する（restore）ことすべてが修復的司法であると解することが、理論的にも、
政策的にも妥当である」と主張している（高橋則夫（2003）『修復的司法の探求』
成文堂86-96頁）。「害」に着目して刑罰の目的を述べた古典としてチェザーレ・
ベッカリーア（2011）小谷眞男訳『犯罪と刑罰』東京大学出版会がある。ベッ
カリーアは刑罰の目的について「その犯罪者が仲間の市民たちに対してふたた
び害を与えるのを阻止するということ、そして誰か他の者が同じことをしな
いように図るということ」として、「害」に着目して述べている（ベッカリーア
2011:41）。また、修復的司法を具現化する方法として注目される VOM（Victim	
Offender	Mediation）に着目し様々な角度から論じた論考をまとめたものに藤
岡淳子（2005）『被害者と加害者の対話による回復を求めて』誠信書房がある。
藤岡（2005）は VOM を「被害者加害者対話」であるとして、犯罪の被害者と加
害者が事件について話し合うことに期待される結果として、両者がともに「犯
罪体験に一区切りをつけ、そこから解放されて新たな第一歩を踏み出す」こと、

「被害者が加害者から現実的な償いを受ける」ことを VOM の望ましい結果と
して示している（藤岡2005:25）。関連して、少年法制度の分析の中で修復的司
法と再統合的恥付けの関連性について論じたものに、渥美東洋・宮島里史（2000）

「Australia と New	Zealand における少年法制度の研究」警察学論集53巻10号。
また、修復的司法研究の理論化に大きな役割を果たしたものとして、H.	Zehr	
(1990)	Changing	Lenses:	A	New	Focus	for	Crime	and	Justice,	Herald	Press.	が
ある。その邦語訳として西村春夫・細井洋子・高橋則夫（2003）『修復的司法と
は何か─応報から関係修復へ』新泉社がある。
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た「再統合恥付け理論（reintegrative	shaming）」がある20。これは、加害
者に恥（shame）をかかせることにより犯罪行為を非難し犯罪者の社会
復帰を促すものであるが、重要なのは、ブレイスウェストが恥付けを二
種類のものに分類している点である21。すなわち、１つ目はコミュニティ
から排除し加害者を蔑視の対象としてのみ扱うという恥付けであり、こ
れはスティグマ付与（stigmatization）として位置づけられている22。二つ
目は再びコミュニティに迎え入れるために加害者が行った行為を否認す
る再統合的恥付けであり、これは犯罪者を自らの社会に包摂するための
ラベルの貼り直しという役割を担っているものである。ブレイスウェス
トによると、スティグマの付与は尊厳を伴わない恥付けであり、加害者
は悪人として扱われ位置づけられるのに対し、再統合的恥付けは、加害
者に対する尊厳を保ちつつその枠内で非難を加えることにより赦しを認
められ、新たなラベルの貼り直しが可能となるものであると規定されて
いる23。

20 ブレイスウエイトによる再統合恥付け理論は J.	Braithwaite	 (1989)	Crime,	
Shame,	and	Reintegration,	Cambridge	University	Press,	J.	Braithwaite	 (2000)	
Shame	and	Criminal	Justice,	Canadian	Journal	of	Criminology.	参照。
21 Braithwaite の主張のうち、とくに恥の理論について敷衍したものに藤本哲
也（2010）『刑事政策研究』中央大学出版部、213-225頁。藤本（2010）は、オー
ストラリアにおける知的障碍を持つ犯罪者について、犯罪者の家族や関係者20
人にインタビュー調査を行い、刑事司法過程における犯罪者処遇について聴き
取りを行った上で、初期の段階から法的資格を持つ支援者が関与することの重
要性を指摘している（藤本2010:249-272）。
22 船山（2011）は、更生を阻害する外部的要因として①刑罰を受けることに伴
うもの、②制度の運用が不当ないし不十分な場合、③社会的制裁の問題の三類
型があると分析している（船山2011:459）。とくに①に分類されるもののうち、

「刑罰を受けた事が社会の偏見の契機となる」として、満期釈放で社会復帰し
たものに向けられる「刑務所帰り」「前科者」といったレッテルや差別的扱いが、
当事者の「やり直したい」という気持ちを削ぐと指摘している（船山泰範（2011）

「更生をめざす刑罰」町野朔・岩瀬徹・日高義博・安部哲夫・山本輝之・渡辺
一弘編『刑法・刑事政策と福祉─岩井宣子先生古稀祝賀論文集』尚学社457-472
頁）。
23 前掲 Braithwaite	(2000:282)
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　NPO 法人内にあるサロンは、「刑務所経験者」という共通の境遇を持
つもの同士が、境遇を理解し合っているからこそ生まれる安心感を基礎
にした心理的居場所の提供を実現していると言えよう。他者の眼に自分
がどのように映っているかを意識することにより、人々はアイデンティ
ティを形成する。とりわけ犯罪を行った当事者にとってのアイデンティ
ティ形成は、単に犯罪者としてのスティグマ付与に留まるものなのか、
あるいは Maruna	（2001）や Braithwaite（2000）の指摘するように、赦
しの語りや再統合的恥付けを行うことによるアイデンティティの再解釈
を含んだものなのかによって、その後の立ち直りに大きく影響を及ぼす
ものである24。
　NPO 法人のサロンが、前章（第五章）25でみた齋藤純一の言う親密圏
の一形態、すなわち「同じような否定的な経験にさらされやすい人々が、
孤立のうちに困難を抱え続けなければならなにという苦境を打開するた
めに形成する集団」として機能していると捉えるならば、サロンへの参
加は親密圏における身近な他者との信頼醸成と自己肯定感の涵養につな
がり、ひいてはシステム自体への不信の払拭につながることが期待され
る。このように考えたとき、NPO 法人におけるサロンは、親密圏にお
ける信頼と公共圏に対する信頼とを結びつける中間的役割として機能し
ていると考察できる。

24 浜井は、アメリカの犯罪学者であるボニタ・ベイジーの研究を踏まえた上
で、犯罪者に限らず社会から排除された人々の回復プロセスに必要な点は、犯
罪の原因や排除の原因を取り除くことだけに限定されるのではなく、未来に向
かった関係性や将来への見通し（希望）を持てること、さらには社会に役立っ
ていると思える新しいアイデンティティ（自尊心の高まり）を身に付けること
であると述べ、そうした関係性やアイデンティティの変化を生み出す環境を整
えることが重要であると主張している。（第61回“社会を明るくする運動”～犯
罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～「更生保護・福祉連携シ
ンポジウム─福祉的視点から犯罪者の立ち直りを考える─」2011年９月３日文
京学院大学仁愛ホールで行われたシンポジウムでの発言より。なお当日配布の
レジュメ８頁にも同様の主旨が書かれている。筆者はこのシンポジウムに傍聴
者として参加した。）
25 拙稿（2015）「社会的排除と法システム（３）」北大法学論集66巻４号参照。
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　以上、システムを実際に作動させる際の阻害要因として、当事者たち
が根強く持つ行政窓口への「不信感」や「恐怖感」が存在しているとき、
その阻害要因を払拭し制度存在と活用との間にある心理的ギャップを埋
める架け橋となっているのは、当事者に直接かかわる人間が持つ「熱心
さ」「危機感」「凄み」に代表される「属人的要素」であることが明らかに
なった。

○�少年院出院者の就労支援団体、自立援助ホーム、DV被害者支援団体
の事例から

　少年院出院者の就労支援団体利用者の聴き取りから本節の仮説を検証
すると、当該団体を紹介してくれた第三者（法務教官）に対する信頼感
が団体との未接触時点においては唯一の安心材料として機能しており、
当該団体へのアクセスに一定程度の効果を発揮したと言えよう。また、

「俺らみたいな人も働けてるっていうし」という K さん（B1）による発
言からは、似たような境遇にある他者をロールモデルとして認識するこ
とにより、団体への警戒感が軽減されたという経緯も発見された。
　自立援助ホーム利用当事者の聴き取りからは、開示を許可してくれた
部分が非常に限定的であるため、仮説の検証を十分に行うことは困難で
あると言わざるを得ない。
　DV 被害者支援団体利用当事者の聴き取りでは、当事者がすでに自主
的に当該団体についての情報を入手していた。したがって、第三者の媒
介機能というよりはむしろ、「新聞記事」や「テレビニュース」に対する
信頼が、当該団体へのアクセスを後押しした、と言える。「当事者に接
する専門職たちの属人性」という部分では十分なデータが得られなかっ
たが、法的問題への気づきと情報の入手、実際の行動への移行という一
連の過程を下支えする一つの因子として、マスコミが発する情報に対す
る信頼という側面が有効に機能している可能性が示唆された。

第三節　人的信頼とシステム信頼との関連
はじめに
　本章第二節では、「情報の把握」から支援者・支援団体を「活用する／
しないの判断」までの過程に、当事者に接する専門職達の属人性が看過
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できない影響を与えているのではないかという仮説を立てて分析を行っ
てきた。その結果、特に社会福祉士と弁護士との連携による出所者支援
を行う NPO 法人の事例において、専門職の属人的な要素に由来する信
頼が制度自体への信頼へと結びついている様子が観察された。
　しかしながら、その「信頼」が、個人を超えてシステム全体に対して
広がっているのか否かについての検証は行われていない。属人的信頼は、
属人的であるからこそ当事者の法拒絶を克服し得る可能性を内包してい
るが、同時に、属人的であるがゆえに信頼の継続性や普遍性に欠けると
いう原理的な課題を抱えている。当事者が、長い目で見て社会とのコミッ
トメントをうまくとり、法システムを含めた各機能システムとの接点を
持てるようにするためには、属人的な信頼から、システム全体への信頼
へと移行していくことが理想的であると言えよう。

　では、実際のところ、属人的信頼とシステムに対する信頼との関係は
どのようになっているのだろうか。

　この点を検討するために、以下の第三節では、NPO 法人を活用する
ことを通して構築できた NPO 法人職員との属人的信頼関係が、その後、
当事者自身の中でどのように変容しているのか／していないのか、属人
的信頼関係をベースに社会システム全般に対する信頼をも獲得できてい
るのか否か、に着目して考察を行う。具体的には、属人的信頼が身近な
団体への信頼へとつながり、それが法システム全体への信頼へとつな
がっているのではないか、という仮説を立て当該 NPO 法人への聴き取
りを基に検証していく。

属人的信頼

法システム全体への
信頼
（社会全般に対する
前向きな捉え方）

身近な団体への信頼
（身近なコミュニティ
への前向きな捉え方）

➡ ➡

【第三節における仮説イメージ図】

１．属人的信頼とシステム信頼　─人的信頼からシステム信頼へ？─
　本章第二節の検証から、属人的信頼がシステム活用の決断に大きな影
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響を与えていることは分かったが、それは果たして普遍的なものなのか。
本章第一節で示した「法拒絶」の克服に応答可能なのか。本節（第三節）
では上記仮説を検証するために、調査で聴き取る内容を以下の点に絞り、
半構造化面接を実施した。

〔主たる質問項目〕
・	NPO 法人に関わる前には、役所の窓口や相談窓口に一人で行くこと

ができたか
・NPO 法人に関わった後の変化は
・その理由は
・社会に関わる意欲は NPO 法人に関わる前と後とで変化したか

〔表３：システム信頼の発生に関するインタビュー対象者一覧〕

インタビュー対象者
A28 W さん。50代後半。男性。 窃盗累犯、養育手帳申請中
A29 T さん。50代前半。男性。 元暴力団員、薬物、傷害、

アルコール依存
A30 H さん。60代後半。男性。 窃盗累犯
A31 N さん。70代前半。男性。 窃盗、傷害

（１）信頼発生の端緒とその対象について

上位カテゴリー サブカテゴリ─（発言者）
信頼の発生（属人的） M さん（法人代表）だったら信頼できると思った

（A29）
信頼を寄せる弁護士が紹介してくれた NPO 法人
だから頼ることにした（A30）

信頼の発生（制度的）
　NPO 法人自体に対する信頼

弁護士が持ってきたパンフレットを見て信頼し
た（A28）
新聞記事に NPO 法人が紹介されていたから信頼
した（A31）

① Tさん（A29）の場合
　T さん（A29）は、NPO 法人代表の M さんとの接見時に、M さん個
人の属人性に対して信頼を持てたことが契機となり、NPO 法人の活用
を決断した。
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ここ（NPO法人）に来る前は、別の団体にいたんだけど、そこで喧
嘩を起こしてまた刑務所にお世話になっちゃった（笑）。だから、
出所する時も、もうどうでもいいやと思っていた。（A29）

正直、こういうの（いわゆる支援団体）には関わりたくないなって。
そう思ってた。
で、弁護士からここのことを紹介されて。そのままにしていたら、
Mさん（NPO法人代表）が登場したんだよ。こっちももう自暴自
棄だから、かなりひどい口の利き方したし、挑んでかかったんだけ
ど、Mさんはビクともしなかったんだよね。ガッと目を見て淡々
と話してた。こりゃ骨のある人だな、と思ったよ。（A29）

Mさんから、NPO法人で引き取れるけどどうする？って聞かれて。
それで、お願いしますって。頼むわ、って。そういう流れ。要する
に、Mさんがいるところなら行ってみてもいいかな、って。そう思っ
たんだろうね、俺は。（A29）

　T さん（A29）は当初、支援団体自体に対してネガティブな捉え方を
していた様子が語られている。以前関わっていた支援団体で傷害事件を
起こし、刑務所に入ることになったという T さんの経験が、支援団体
全体に対する拒絶感につながっていることが推測される。弁護士に紹介
された当該 NPO 法人に対しても「そのままにしていた」ということで、
自暴自棄になり自ら進んで何らかのアクションを起こしたり意思表示を
したりするという行動自体を放棄していた様子が語られている。傷害事
件を起こしたという当時の状況を何度か聞こうとしたものの、そのたび
に話を逸らされてしまい、実際にどういう状況を経験したのかの詳細に
ついては聴き取ることができなかった。話を逸らし語ろうとしない様子
が、むしろ T さんにとってその出来事がいまだにトラウマのようなも
のとして残っているように思えた。
　そのような、いわゆる支援団体全体に対する拒絶感が強いと思われる
状況において、不可抗力的に現在活用している NPO 法人の代表に会う
ことになり、M さんの「ビクともしない」「淡々としている」という様子
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に「骨のある人だ」という印象を抱き、「M さんがいるところなら行っ
てみてもいいかな」という気持ちになるという経緯をたどっている。
NPO 法人代表を試すような行動（「ひどい口の利き方」「挑んでかかっ
た」）をとりつつ、そこに乗ってこないで「淡々と」過ごす様子の M さ
ん（NPO 法人代表）を見て、T さん（A29）なりの独自の基準で M さん
は信頼できる人だ、という判断をしたことが推測される。
　それら一連の経緯からは、T さん（A29）が M さん（NPO 法人代表）
のふるまいに何らかの感銘を受け、NPO 法人活用に向けた動機を発生
させていることが分かる。属人的な要素が制度の活用に対する動機へと
転換していると言えよう。

②Hさん（A30）の場合
　H さん（A30）は、拘留所に接見にきた弁護士が同郷（秋田出身）だっ
たこともあり、その弁護士に信頼を寄せていた。

最初はスキーの話。次に地元の話。同郷の話をするうちに、この人
（弁護士）には難でも話したほうがいいな、と思った。頼りにでき
る人だなって思ってたし、実際に頼りにもしていた。（A30）

で、その人がここ（NPO法人）を紹介してくれた。Mさん（NPO
法人代表）は、やーさんには見えなかったから（笑）。俺は、ほんと
は、あまり行政っぽいのには関わりたくないなって思ってたのよ？
でもまぁ、出た後のことに困っていたのはほんとだし。頼りにして
る弁護士さんも紹介してくれているし。それでまぁ、ここはいっちょ
身を寄せてみるかって思った。（A30）

　H さん（A30）が語る「行政っぽいのには関わりたくないなって思っ
てた」という部分は、おそらく NPO 法人をはじめとする支援団体のこ
とを指していると思われる。H さんの語りからは、彼から見れば「行政っ
ぽい」雰囲気を持っている組織、すなわち公的存在だと思っている存在
に対する拒否感がにじみ出ている。そうした公的存在に対する拒否感を
打破する一つのきっかけとして、「頼りにしてる弁護士さんも紹介して
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くれている」という、H さん自身が信頼を寄せている第三者（この場合
弁護士）が紹介してくれるところだから利用してみようかという前向き
な気持ちが発生している様子が示されている。
　H さん（A30）の場合は、NPO 法人代表の M さんに対する属人的な
信頼ではなく、最初に同郷ということでまず弁護士と意気投合し、信頼
を寄せていた。そして、信頼を寄せる弁護士が紹介してくれるというこ
とで NPO 法人に対する興味を持った経緯が語られている。ここからは、
公的存在（「行政っぽい」））に対して抱いていた拒否感を打破するきっか
けとして、「自分自身が信頼を寄せる第三者が紹介してくれたところで
ある」、という要素が大きく影響を与えている。弁護士と H さんとの間
にある信頼関係が、NPO 法人の活用動機として強く影響していたと言
えよう。

　一方、W さん（A28）と N さん（A31）は、当初 NPO 法人に対しては
懐疑的であった。

③Wさん（A28）の場合
　W さん（A28）の場合は、NPO 法人代表の M さんに対する信頼でも
なく、担当弁護士に対する信頼でもなく、担当弁護士が持参した NPO
法人の「パンフレット」があったからこそ NPO 法人について「信頼して
もよいかな」と思えた、という経緯が語られている。

Kさん（担当弁護士）がここ（NPO法人）を紹介してくれた。でも
最初は正直あまり乗り気じゃなかったね。（A28）

弁護士さんがここのパンフレットを持ってきたのよ。それでまぁ
会ってみてもいいかなって。で、Mさん（NPO法人代表）にも会っ
てみたんだけど。なんていうか、ちょっと生意気な感じだな、と思っ
たよ（笑）。（A28）

子どもみたいな齢のMさんと話しているうちに、こういう感じだっ
たら、なんていうか、、フラットな関係？みたいなのをつくれるか
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な、って思ったの。（A28）

　W さん（A28）の語りからは、実際に NPO 法人代表に会ったのちも、
T さん（A29）や H さん（A30）とは違って、代表の属人的魅力に影響を
受けたわけではなく、あくまでも「フラットな関係」を築けそうだと思っ
たという点に、法人活用の動機の一端が表れている。

④Nさん（A31）の場合
　N さん（A31）の場合は、当初は露骨に NPO 法人に対する警戒感を示
していた。

弁護士さんにここを紹介してもらったんだけど、「変なとこ紹介す
るんじゃないの？」って思っていたよ（笑）。出所しても、困ったら
もう一度刑務所に入るから、別にいいよって。一度は弁護士さんの
紹介を断ったんだよ。「俺には要らないよ」ってね。（A31）

でも、何度目かのときに、弁護士さんが新聞記事を持ってきて。そ
れで、お？って思ったね。会ってみるかってなったよ、それで。
（A31）

　N さん（A31）の場合も、③の H さん（A30）同様、弁護士や NPO 法
人代表といった「人に対する信頼」が NPO 法人活用に向けた動機となっ
ていたわけではなく、あくまでも「新聞記事」の存在が NPO 法人活用
の契機となっていた経緯が語られた。
　N さん（A31）の場合にも、本稿でいうところの「属人的信頼」が制度
活用の動機としては機能していないリアリティが発見できた。

　以上、A28 ～ A31の信頼発生の端緒について見てきた。
　A29、A30に関しては、信頼を寄せる対象に違いはあるが、それぞれ
に信頼を寄せる第三者が代表を務める、あるいは紹介してくれたから
NPO 法人の活用を判断したという部分において共通している。第三者
への属人的な信頼が、身近な団体への信頼あるいは活用へとつながって
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いる様子が示された。
　一方で、A28、A31の聴き取りからは、システム作動要因として属人
的信頼は必ずしも必要ではない、という新たな視点も発見できた。

　本章では基本的に、システムの存在と実際の活用との間には大きな
ギャップがあるという認識に立ち、そのギャップを克服し得る要素とし
て属人的な信頼が有効に機能しているのではないかという仮説を基にこ
れまで分析を進めてきた。しかしながら、W さん（A28）や N さん（A31）
の場合、少なくとも NPO 法人を利用してみようかという活用動機の発
生の場面においては、「属人的な信頼」という要素は影響を及ぼしてい
ないことが分かった。二人の動機に影響を及ぼしたのは、「属人的な信
頼」ではなく、強いて言えば「パンフレット」や「新聞記事」といった客
観的な情報発信媒体に対する信用26であると言えよう。

（２）身近な団体への信頼
　　　─身近なコミュニティへの前向きな捉え方─
　（１）の分析から、信頼の発生とその対象に関しては、当事者それぞ
れに違いがあることが判明した。W さん（A28）と、T さん（A29）・H
さん（A30）とでは、信頼を寄せる対象に違いがあったが、いずれの場
合も現在は NPO 法人とその職員に対して大きな信頼を寄せている点で
は共通している。

人生で信頼できる人って４～５人いるんだけど、そのほとんどがこ
こ（NPO法人）の人（笑）。ホームレスって、ネットワークを持っ
ていて、こういう中間施設に入りたがらない人も多いのよ。でも、
俺の場合はここにきて、平和になった。「巣」があるっていう感じ
になった。周りに対する警戒感も薄くなった。これは確実。（A29）

26 パンフレットや新聞記事が NPO 法人活用のきっかけとなった点は間違いな
いが、それらは直ちに「信頼」といえるほど強い意思を伴ったものではないと
考えたため、ここでは「信用」という言葉を用いた。
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困ったら相談できる。友達みたいな感覚でもある。フラットな関係。
貴重な存在。（A28）

ここにいると「巣」がある感じ。ホームレスの時に比べて警戒感が
薄れた。スタッフに対する信頼がある。これからのことについての
意欲が湧いてきた感じ。（A29）

人を信用しちゃだめだ、と思っていた。けど、徐々に変化していっ
た。ここの皆さんは本当に優しい。そして厳しい（笑）。だからこ
そ信じることができる。（A30）

　上記のように、W さん（A28）、T さん（A29）、H さん（A30）がいず
れも、（１）でみた「信頼できる第三者」や「NPO 法人代表自体に対する
信頼」、あるいは「パンフレット」に対する信用が動機で NPO 法人を活
用するようになり、その流れのままに NPO 法人職員や NPO 法人が開
いているサロンに対しても前向きな意見を述べている。特に T さん

（A29）と H さん（A30）の場合は、①信頼を寄せた人がいる（接見時に
NPO 法人代表に信頼を寄せた T さん（A29））、もしくは②信頼を寄せ
た人が信頼している団体である（H さん（A30））という点で NPO 法人
利用を決めており、属人的な信頼が NPO 法人への利用へと繋がり、身
近な団体（この場合は NPO 法人）自体に対する肯定的な認識が発生し
ている。

　一方で、N さん（A31）は、A28 ～ A30とは全く違った反応を示して
いる。

俺は礼節っていうものを知っている。表面的にはうまく付き合って
いるけど、正直なところ、こいつらとは一緒になりたくない。一緒
の空気を吸っていたくない、って思っていた。（A31）

サロンにいても、なんていうか、最初はサロンをみて「おぞましい」っ
て思ったよ。なんだこれはって。空気っていうか臭いっていうか。
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そういう雰囲気みたいなもの。これが俺は嫌だった。（A31）

　N さん（A31）は、以前不動産会社を経営していた経験を持つ。

バブルの時代だったからね。何かとうまくいった。自分で金を稼い
でやる、そう思って頑張ったね。宅建の資格も取ったし。12年頑張っ
た。（A31）

万引きと暴力でお勤めすることになった。で、バツ３。お金が面白
いように無くなっていった。そのあとは温泉旅館とかいろんなとこ
ろで勤めた。でも失業して。それで自棄になって意図的に万引きを
した。パン一個とおにぎり二個、ペットボトル一本。（A31）

よく「境遇が同じ」って言われるけど、そうじゃない。あいつらと
はゴルフの話もできないし、車の話もできない。そういう話を、こ
このスタッフさんは聞いてくれる。スタッフさんとはいい。信頼し
ている。話もできる。けど、他の利用者とは・・正直話が合わない。
（A31）

　N さん（A31）の語りからは、N さんが NPO 法人の他の利用者に対し
て強い拒絶感を抱いていることが分かる。「こいつらとは一緒になりた
くない」「おぞましい」という強い表現から、不動産会社を経営していた
自分と、そういう経歴を持っていない他の利用者とを明確に区別しよう
とする意志が感じられる。

　現在は、他の利用者とも普通に接することが出来るようになったとい
う N さんに、その理由について尋ねた。

ここのスタッフさんのおかげで、今では他の人たちともうまくやっ
ているんだよ（笑）。俺はここに来て以来、自分の気持ちと向き合
うためにノートに気持ちを書いている。それをアドバイスしてくれ
たのはここのスタッフさん。事務所がハブ的な役割を果たしてくれ
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ている。事務所を通して、俺は他人との距離を測っている。（A31）

　NPO 法人に来た当初は、「おぞましい」「一緒の空気を吸いたくない」
とまで言っていた N さんだが、NPO 法人スタッフとの信頼関係をきっ
かけにして、他の利用者との関係性について前向きに捉えることができ
るようになっている。
　N さん（A31）の語りからは、NPO 法人スタッフとの信頼関係の存在
が、身近なコミュニティ（この場合は NPO 法人）に対して前向きに捉
えることができる契機となって作用していることが分かった。

（３）システム全般への信頼
　A28 ～ A31は、少なくとも筆者が聴き取りを行った時点においては、
NPO 法人代表や弁護士、NPO 法人スタッフに対する信頼を持っていた。
信頼のタイミングや信頼を寄せる対象は異なっているが、いずれの場合
も支援団体に対する拒絶感を打破する一つのきっかけとして、属人的な
信頼や情報媒体に対する信頼が有効に作用していた。そして、それらに
対する信頼を契機として活用することになった身近なコミュニティに対
しても、前向きな捉え方をするに至っている。
　これら（１）及び（２）の分析からは、属人的または情報媒体に対する
信頼が、当事者が属している身近なコミュニティ自体や身近な他者に対
する肯定的な認識を発生させていることが分かった。
　それでは、このようにして発生した身近なコミュニティや身近な他者
に対する前向きな捉え方は、当事者たちがかつて語っていた「公的な存
在」に対する拒絶感の緩和には何らかの影響を与えているのだろうか。

　それを探るために、NPO 法人の利用の前と後とで、「公的な存在」に
対する認識が変わったか否かを尋ねた。

① Tさん（A29）の場合
　T さん（A29）は、NPO 法人代表の属人性に信頼を寄せ、当初抱いて
いた支援団体全体に対する「拒絶感」を克服した経緯を持つ。
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俺はあんな事件を起こしちゃったから、公的なにおいのするところ
には敏感だったよ。でもここにきて、そういうむやみな感情は薄れ
ていった。今はほかのところにもお世話になっているし、公的なに
おいがするところにも特に抵抗はなくなっているよ。（A29）

　T さん（A29）は、支援団体を「公的なにおいのするところ」と捉えて
いる。
　（１）の分析でも触れたが、T さんは以前に利用していた支援団体で
傷害事件を起こした経験から、支援団体そのものに対して拒絶感を抱い
ていた。T さんは現在、当該 NPO 法人以外にも、アルコール依存症改
善を目指すグループにも関わりを持っている。T さんの場合は、当該
NPO 法人に関わるようになってから、T さんが言うところの「公的な
においのする」支援団体に対しても抵抗感がなくなっている様子が示さ
れている。

②Hさん（A30）の場合
　H さん（A30）は、担当弁護士に信頼を寄せており、その弁護士が紹
介してくれるところだからという理由で NPO 法人へとたどり着いた経
緯を持つ。H さんにも「公的な存在」に対する認識が変わったか否かを
尋ねた。

警察とかはやっぱり嫌いだね（笑）。どうしても、ぐっと構えちゃう。
でも行政窓口に行くときには、なんていうかここに来るようになっ
てからは、どしっと構えられるようになった気はするね。不安な気
持ちがあったんだけど、そういうのがなくなっていったっていうか。
（A30）

俺はもともとホームレスだったから、そのときの不安感っていうの
は結構残っていたよ。でも徐々に変化していった。今から思えば、
ホームレスのころは「人を信用しちゃだめだ」って思っていた。10
年間。でも今は、前向きに、明るくなったよ、ほんと。そういう変
化はあったと思う。（A30）
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　H さん（A30）の語りからは、NPO 法人に来るようになってから、行
政窓口に行く際の不安感が払拭されていった経緯が語られている。ホー
ムレス時代にはなかった自分の居場所を確保することを通して身近な他
者と関わる機会を得、そのことで自身の将来を前向きに考えることが出
来たという。この一連の変化は、当初弁護士に寄せていた属人的な信頼
が、身近なコミュニティや身近な他者との関わりあいを通して、結果と
して自身の将来に対する前向きな見通しを持つことへとつながったと捉
えることができる。

③Wさん（A28）、Nさん（A31）の場合
いや、特に変わっていないよ。俺は最初から行政窓口にもひとりで
行けたし。ま、警察に対する不信感は最初から今までずっと持って
るしね（笑）。ここ（NPO法人）に来たから何かが変わったって感
じではないな。（A28）

福祉課のおばさんはほんとに冷たいよ。300円払うから他の町に
行ってくれって。でも、それは別に最初からだから、ここ（NPO
法人）に来たから行けるようになったってわけではない。（A28）

俺はむしろ、ここ（NPO法人）に入ることによって、そのことを言
えば窓口の人の対応が変わるから、そういう意味では変わったって
言えるかな。単独だと門前払いだけど、ここに入ると対応が違った。
（A28）

困ったときに頼れる存在ができた。そういうのは変わったところか
もしれない。普通にここにきて相談できるし、弁護士に連絡もでき
る。それは変わった。（A28）

俺は別に公的な存在に対する抵抗感はないよ。役所にも一人でいけ
るし。（A31）

　W さん（A28）や N さん（A31）は、（１）での分析からも分かるように、
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当初からいわゆる「公的存在」に対する拒否感はあまり持っていなかっ
た。そのため、今までもこれからも特に変わりなく公的存在に対して必
要に応じてコミットしていくことができるベースを持っていると言えよ
う。むしろ、W さん（A28）の場合は、NPO 法人に関わることにより、
行政窓口の対応が違うという点を指摘していた。これらの語りからは、
W さん（A28）は NPO 法人との関わりを戦略的に捉えていることがう
かがえる。

２．小括
　以上、本節では、NPO 法人を活用することを通して構築できた NPO
法人職員との属人的信頼関係が、その後、当事者自身の中でどのように
変容しているのか／していないのか、属人的信頼関係をベースに社会シ
ステム全般に対する信頼をも獲得できているのか否か、に着目して考察
を行ってきた。属人的信頼が身近なコミュニティへの信頼へとつながり、
それがシステム全体への信頼へとつながっているのではないか、という
仮説を立て、当該 NPO 法人への聴き取りを基に検証してきた。

１．属人的信頼

３．法システム全体
への信頼
（社会全般に対する
前向きな捉え方）

２．身近な団体への信頼
（身近なコミュニティへ
の前向きな捉え方）

➡ ➡

【第三節における仮説イメージ図（再掲）】

　（１）～（３）の分析からは、以下の点が指摘できる。
　一点目に、属人的な信頼の発生は、その信頼を寄せている人物の属す
る団体や、信頼を寄せる人が紹介する団体自体に対する警戒感を緩和さ
せること。
　二点目は、安心できる居場所の存在は、自らの将来を前向きに捉える
きっかけとなり得ること。
　三点目は、属人的な信頼は、必ずしもシステム全体への信頼とは結び
ついていないことである。
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　（１）及び（２）の分析からは、属人的信頼の発生に起因する一連の効果、
すなわち属人的信頼の発生、ラポールの形成、自己肯定感の高まり、身
近なコミュニティへのポジティブな認識、という一連の効果の発生が明
らかになった。属人的な信頼は、身近なコミュニティや身近な他者に対
する肯定的な捉え方につながっている。上記図の「１」から「２」にかけ
ての関連性は存在していることが分かった。
　しかしながら、（３）の分析からは、上記図の「１→２→３」あるいは「１
→３」とは直ちにならないという結果が明らかになった。本節の仮説で
ある「属人的信頼とシステムに対する信頼との関連性」という観点にお
いては、仮説を支持する結果とはならなかったと言えよう。
　本節における分析により、属人的信頼は身近なコミュニティや身近な
他者に対する認識を変え、自身の今後に対して前向きな気持ちにつなが
る可能性を持っているが、属人的な信頼が発生しているからと言って、
それが直ちに社会全般に対する前向きな捉え方につながったり、システ
ム全体に対する信頼に結びついたりするわけではない、ということが明
らかになった。

第四節　社会資源の一つとしての法律専門職認識
　　　　─実践者の媒介機能─
　第一節から第三節において、法システム活用意欲の発生、人的信頼か
らシステム信頼への広がり、という論点において仮説を設定し、聴き取
り結果を基に分析を行ってきた。
　第二節における分析からは、「情報の把握」と「活用の決断」との間に
は、第三者による信頼の発生が不可欠である点が示された。一方で、第
三節における分析からは、属人的信頼は必ずしもシステム信頼へとつな
がらないという点が示された。
　第二節及び第三節のいずれの分析においても共通していた点として
は、当事者に関わる人間には程度の差はあるが、一定の媒介機能がある
という点である。
　そこで、第四節では、実践者の媒介機能に焦点を絞り、司法書士を中
心とした取り組みに着目した考察を行う。
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１．全国青年司法書士協議会による児童養護施設における「法教育」活動
　すでに本稿第三章27において、消費者教育が基点におく消費者法分野
と国家の役割とを巡って残されている議論を敷衍してきた。具体的には、
国家と市民社会との関係性についての重要な論点の存在について、日本
司法書士会連合会が推進する「法教育としての消費者教育」が内包する
課題やイギリス市民性教育導入経緯の分析をもとに検討してきた。
　これら一連の考察を踏まえた上で、法教育活動が法的存在に対する肯
定的認識を涵養し得る可能性を探究するために、以下では従来の法教育
とは別の視点からの取り組みを展開している全国青年司法書士協議会

（以下、全青司）の活動を概観する。
　全青司では児童養護施設における法教育実践を通して法律専門家を社
会資源の一つとして認識してもらうことにより、子どもたち自身がもつ
法的存在に対する警戒心を緩和することに成功している。この実践は、
制度活用当事者が制度自体に対して抱く心理的障壁の存在を、自らアウ
トリーチし社会資源の一つだとして法律専門家を位置付けるという一連
の試みを通して払拭している事例であると捉えることができる。

（１）取り組みの概要
　全国青年司法書士協議会は、全国の若手を中心とした約3,000人の司
法書士で構成され、2005年から児童養護施設を訪問し法律教室を開催し
ている。
　児童養護施設は全国に575か所存在し現在も３万人を超える子どもた
ちが生活している28。児童福祉法第41条には、「児童養護施設は、保護者
のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所
させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立
のための援助を目的とする施設とする」と定義しており、「養護を要す
る児童」には、親の死亡や入院、離婚や経済的理由、あるいは拘禁など
の事情により家庭での養育が困難な場合を指している。
　児童養護施設は様々な事情により保護者と生活を共にすることができ

27 橋場典子（2015）「社会的排除と法システム（２）」北大法学論集66巻３号。
28 全国児童養護施設協議会調べ。2009年７月末現在。
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ない子どもたちの生活拠点となる児童福祉施設であるが、家庭基盤が揺
らぎ施設に入所することになった子どもたちについて、特に退所後の生
活の困難さを追跡調査したものとして、東京都社会福祉協議会（2004:29）
の追跡調査がある。それによると，2001年度に東京都の施設を退所し就
労自立した145人のうち2002年10月の時点で退所時に決まった職場での
定着率は77人（53.1％）にとどまり、61人（42.0％）が転職していること
が分析の結果明らかにされている。様々な要因が考えられるが、退所後
の生活基盤を安定したものにするためには、単なる就労自立に終始しな
い、子どもたちの急かされた「自立」を継続的に支え得る様々な角度か
らのアプローチが求められている29。

　従来から日本司法書士連合会では、市民向けに行う法律相談会の開催
や、「法教育としての消費者教育」の蓄積がある（第三章参照）。本節で
取り上げる全青司が行っている実践も基本的にはこれに沿う形で行われ
ているが、大きな特徴点としては、法教育実践を行う場所を「学校以外」
に設定している点が挙げられる。
　本稿第四章において30、学校を中心に展開されているこれまでの法教
育実践については、教科間連携やディベート型実践などの新しい試みが
蓄積されている一方で、教育システムから排除状態にある場合について
はフォローする術を持っておらず、法的ニーズの存在と法情報の伝達と
言う点においてギャップが存在していることを指摘してきた。全青司の
取り組みはこうした教育システムからの排除状態にある子どもたちを視
野に入れて実践を展開している点で、排除状態に陥りがちな場合への
フォローをしていると捉える事ができよう。

29 例えば石井・外山・金城（2010）は、退所後は施設長の親権代行権が行使で
きなくなり、結果として成人までの間子どもたちの親権行使者が実質的にいな
いという異常な状況が発生することが多く、退所後の包括的支援が喫緊の課題
であると指摘している（石井寛昭・外山玲那・金城仁史（2010）「児童養護施設
で暮らす子どもたち」市民と法第63巻53-61頁）。
30 拙稿（2015）「社会的排除と法システム（２）」北大法学論集66巻３号参照。
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（２）児童養護施設の実態
　先述した通り、児童養護施設は様々な理由により親等と生活を送るこ
とが困難になった子ども達を受け入れる居住型の児童福祉施設であり

（児童福祉法41条）、原則として２歳から18歳までの子どもが対象として
いる。そのため、18歳以降は就職するか進学するか等の「急かされた自立」
が要求されている。したがって、中学校卒業後に就労する子どもたちは
15歳で児童養護施設を退所し自立した生活を送ることになっている。同
様に、高等学校卒業後に就労する場合でも、原則18歳には施設を退所す
ることが余儀なくされる背景がある。
　施設に入る以前には虐待経験を持っている割合も高く、親からの育児
放棄や虐待、貧困などが背景にある場合が多い31。その背景には、貧困
を背景とした家庭環境の荒廃実態が存在している場合がほとんどであ
る。北海道のある児童養護施設の話によると、被虐待経験のある子ども
達の割合は８割に迫り、うち貧困状態にある家庭も全体の８割を占めて
いるという。この数値は、全国平均を２割ほども上回っている。見えて
いないだけで、水面下にはさらに多くの虐待被害があると想像できる。
　1998年の児童福祉法の改正以後、虐待を受けた子どもの受け皿となっ
ている児童福祉施設は、その役割を「発達の保障」と「自立支援」に置い
ている。しかしながら、福祉分野の研究蓄積や現場の職員からの指摘に
より明らかにされているように32、職員の人員配置問題、施設設置の基
準の低さ、また職員の待遇改善の必要性など、受け皿となるべき施設や
職員に対しての支援整備も同様に喫緊に必要とされているという状態に
あるのが現状である。
　とりわけ、全国養護施設協議会の調査によると、入所児童の87.7％は

31 児童養護施設で育った子ども達の声を集約したものとして、施設で育った
子ども達の語り編集委員会編（2012）『施設で育った子ども達の語り』明石書店。
また、大久保真紀（2011）『児童養護施設の子どもたち』高文研。
32 児童養護施設で働く職員の眼から見た問題点として、職員配置の少なさや
入所児童が抱える課題の多重化を指摘したものに、山田勝美（2002）「児童養護
施設における虐待を受けた子どもへの自立支援─施設職員にとっての「自立」
と「自立支援」─」村井美紀・小林英義編著『虐待を受けた子どもへの自立支援』
中央法規、43-69頁。
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高校進学を果たしているが、一般児童が97.6％であるのと比較すると、
入所児童の高校進学率は低いことが分かる。同様に、中学卒業で就職し
た割合は、一般児童は0.6％であるのに対し、入所児童は9.3％と、およ
そ10倍となっている（全国養護施設協議会2006:12-15）。
　高校進学後も困難が続く。高校中退率を比較したデータによると、一
般児童が2.1％であるのに対して入所児童は7.6％となっている。こうし
たギャップの背景には、入所児童の学力の問題と、国が施設の子ども達
の進学のために出す「特別育成費」33の対象及び額の不足などに代表され
る制度上の不備の両方が存在しており、その背景には適切な養育環境を
得られなかったこと、養育者からの虐待による自尊感情の欠如、学習意
欲の低下、大人や社会に対する不信感などが複合的に関連していると思
われる。
　子どもの虐待を巡る議論は、それぞれの福祉機関間の連携問題にはじ
まり、法的介入の射程問題に至るまで、非常に幅広く根深い問題を抱え
ている。児童福祉施設の関係者によると、虐待経験のある子どもは、ア
イデンティティを肯定的に捉える事が困難であり、他者との信頼関係を
築くことが苦手であることが指摘されている。本来であれば自己肯定感
を高め他者との協調性を育む愛着形成期に、その形成を最初に支える養
育者との関係性が破綻している場合、子ども期を終えても社会生活を他
者と関わり合いながらスムースに営むことに困難が生じる傾向にあると
いう。

　この傾向は、システムにアクセスする際に、構造的要因とともに心理
的要因、すなわちシステムへの信頼が必要であるという本稿の主旨と共
通する論点でもある。前号までの考察で先述した若者の司法利用率の低

33 国が児童養護施設の子ども達の進学機会を保障する目的で1974年に「特別育
成費」が創設された。創立当時（1974年）の高校進学率は、一般児童が90％以
上であったのに対し入所児童30％であった。その後1989年には特別育成費の支
出対象に私立高校も含まれるようになった。しかしながら、実態に見合う額に
はなっておらず、自治体の補助金頼みになっている。なお、東京都は私立高校
への進学分に対しても実費分を補助している。
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さに象徴されるように、「知っていること」と「活用すること」の間には
大きなギャップが存在している。

　以下ではとくに、「知識」と「活用」とのギャップに架け橋をかけ得る
ものとして、全青司が行う法教育活動における「実践者の媒介機能」に
着目する。法システムを社会的資源の一つとして認識するためには身近
な他者に対する信頼（パーソナルな信頼）が重要であり、パーソナルな
信頼が法システム自体への信頼へと転化し、結果としてシステム活用の
阻害要因となっている心理的障壁の除去が達成されるのではないかとい
う仮説を立て、当事者に身近に接する第三者がもつ媒介機能について分
析していく。

（３）実践者の媒介機能
　全青司は、児童養護施設における法教育実践を通して、アクセス阻害
要因の一つである専門職の権威性を払拭し、具体的に活用できる社会資
源の１つとして法律専門家を位置づけるという認識の転換を目指す取り
組みを展開している。
　当初は、児童養護施設にいる子どもたちの実態に沿った実践、すなわ
ち急かされた自立により十分な社会関係資本を獲得できないまま、早い
段階で社会生活を自らの力で組み立てることを余儀なくされている現状
を前にして、消費者教育的要素の強い実践が展開されてきた。具体的に
はクレジットカードの使い方、借金の恐ろしさ、保証人にならないこと
など、実生活を強く意識した予防法的な側面を重視した実践が行われて
いた。しかしながら、こうした法的知識の啓蒙、あるいはトラブルを事
前に回避するという予防的な知識の提供という従来の枠組みを超えた効
果が認められつつあるという。それは、退所後の子ども達を支える存在
としての法律専門家の位置づけである。

　児童養護施設にいる子ども達は、貧困や被虐待の経験がある場合が多
く、そのような背景が学歴形成や他者との人間関係構築に支障となって
いる実態が存在している。つまり、人的な資本も、文化的な資本も、経
済的資本も極めて脆弱な状態で、実社会へと参加しなくてはいけない状



社会的排除と法システム（４）

［92］北法69（4・171）1223

況に直面している。
　もちろん、こうした状況に対しては、施設卒園後の受け皿を確保すべ
きであるとの主旨から2008年には児童福祉法改正が行われ、その中でも
とりわけ「年長児の自立支援策の見直し」の中で、児童自立生活援助事
業の対象について義務教育修了後（18歳未満）のほか、20歳未満の子ど
もに対しても支援の対象が拡げられることになった。
　しかしながら、20歳以上の子どもは法律の対象外である。年齢を問わ
ず、施設を出た後の子供たちが困難を複合的に抱え込みやすいという実
態は変わらないが、少なくとも法律上は20歳以上の者に対する体系的支
援は乏しいと言わざるを得ない。
　20歳以上の者に対する支援としては、例えば自らも施設での生活経験
を持つ OB や OG たちが主体となって運営している居場所作りを目的と
した NPO 法人や、仲間作りの会合等がその役割を担っている。こうし
た団体や仲間内での会合が、実質的には退所児童の社会的居場所となっ
ている場合が多いが、問題なのはそうした集まりに自主的にアクセスで
きない場合である。自主的なアクセスができない場合は、法的支援の対
象から外れた途端に社会的に孤立することにつながる。
　こうした実態に接し、石井（2010）は、クレジットカードの使い方や
契約の際の注意点を教える技術的な法的知識の啓蒙という当初の目的を
超えて、児童養護施設で法教育実践をすることに別の意味合いを見いだ
している34。
　それは、「社会資源の１つとして、法律家を認識してもらうこと」で
ある。そこには、「自立」するということは、決して「一人で抱え込むこ
とではない」ということ、また、困った時には「相談でき、頼れる人間
関係を身に付けること」、またそれは「社会資源とつながる力を持つこと」
であるという考えがある。石井は、児童養護施設に暮らす高校生達の交
流会（３日間の合宿形式）へ参加し、その中で身近にある規則の妥当性
を模擬裁判という形で企画したり、ワークショップでルール作りを体験
してもらったりという活動も展開している。こうした活動を通して、石
井は「社会資源の１つとして、さまざまなかかわりを通して子どもたち

34 前掲（2010）石井・外山・金城。
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との間に関係性を構築し、安心して相談できる存在にならなければなら
ない」として、法律家を社会資源の１つとして認識してもらうことに法
教育活動の新たな意味合いを見いだしている。

（４）信頼できる他者としての存在
　こうした石井の指摘は、本稿の問題意識に照らしても非常に重要であ
る。ただでさえ人的にも経済的にも十分な支援を得られない子どもたち
は、社会的に孤立しやすい状況にある。若年層の司法アクセスが7.7％
であることを考慮に入れると35、施設にいる子ども達にはより一層法シ
ステムへのアクセスが遠いであろうことは想像に難くない。
　石井（2010）の指摘を踏まえた上で、筆者は児童養護施設において「法
教育」活動をすることに伴う副次的効果として、実践者が第三者の大人
として位置づけられ実践が展開されていることに重要な意味づけが存在
すると考えている。
　すなわち、人間関係の拡がりが限定される傾向にある児童養護施設の
子どもたちにとって、学校関係者でもなく施設の職員でもない第三者の
大人である法律専門家が来訪するということ自体が、子どもたちの法的
存在に対する認識に変化を促すことにつながり、将来的な人間関係を新
たに拡げるための契機になることが予測される。施設の生活は規則正し
く、食事も提供され、もちろん暴力もふるわれない。しかしながら、児
童養護施設の性質上、昼夜を問わず常に複数人の同年代の子ども達と生
活を共にし、長時間にわたり同じ空間に同じメンバーが顔を合わせるこ
とで職員や子ども達との関係性が非常に濃密になりやすい環境にある。
このように人間関係が固定されがちな状況の中で、当事者でもなく、職
員でもない、「第三者の大人」が関わることは、固定されがちな人間関
係に新しい風をもたらすという、ささやかかもしれないが、しかしなが
ら重要な副次的効果が期待されるのではないかと考える。
　さらに言えば、親からの虐待や家庭環境の不安定さなどの要因により、
身近に将来の参考となり得るロールモデルの存在が不足している状況に
ある子どもたちにとっては、法律専門家との関わり合いやボランティア

35 拙稿（2015）「社会的排除と法システム（１）」北大法学論集第66巻第２号、70頁。
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との関わり合いは、「職業教育」としての側面も持ち得ていると言えよ
う。ロールモデルの提示は人生を見通し統一した自己概念のもとで過ご
していこうとする意欲につながっていることが、犯罪社会学の分野で実
証的に明らかにされている36。破綻した環境で一時期を過ごしていたと
思われる子どもたちにとっては、「第三者の（信頼できる）大人の登場」
は、新たな大人像の発見にもつながり得ると思われる。

（５）全青司法教育実践の影響及び効果
　これまでの分析（拙稿（2015：（1）～（3））では、社会からバカにされ
たという経験、ないがしろにされたという絶望感、それらが自己存在へ
の危機感を煽り、自己の存在価値を守るための防衛策として社会への参
加を拒み、権威性に裏付けされた司法へのアクセスを拒絶しているとい
うリアリティの存在を明らかにしてきた。構造的な問題に起因する自己
疎外は、しばしば自らの意思・・・・・であると捉えられ、加速度的に社会資源へ
のつながりからフェードアウトしていく状況にある。一度周縁部に行っ
てしまうと、より一層社会や司法へのアクセスは困難さを増し、地域社
会においても居場所がなくなってしまうという悪循環に陥る傾向が強
い。表出化した事象だけを捉えて個人の責任に帰着しやすい傾向のある
社会においては、表出現象の背景に対する配慮がなされることは多くな
く、自己肯定感の低さに由来する社会的居場所の欠如は「個人の選択の
結果」として放置される傾向にある。
　このように考えるならば、〈法教育〉が「市民性の向上」を目指し、そ
の「市民性」は最終的には包摂を意図していると捉えるとき、自ら問題
を解決する能力の涵養も一方で大切ではあるが、自尊感情を取り戻し、
躊躇なく各機能システムへつながる力の涵養をもう一方の側面として捉
えることが重要であると言えよう。
　全青司が展開する法教育実践に期待される効果として、第一に信頼で
きる第三者の大人との関わりあい（この場合は法律専門家）が挙げられ

36 もちろん、犯罪社会学における検討分野と本節における検討分野は異なっ
てはいるが、身近な他者を通じたロールモデルの提示とそこから得られる人生
の見通しについての論点は共通点が多くあると思われる。
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る。第二に、法律専門家との身近な接触を通して、法律専門家自体に対
する肯定的な認識が形成され得る点が挙げられる。この場合、社会資源
の一つとして法律専門家を認識することを通して、法制度自体に対する
一定の信頼が涵養されることが期待されると思われる。少なくとも、拒
絶ではない反応が期待できる。前章までの考察を踏まえるならば、児童
養護施設という急かされた自立を求められつつも、彼ら彼女らが持つ社
会基盤及び社会資源が脆弱であるという実態を前にしたとき、全青司が
展開している法教育実践は彼ら彼女らに対して法律専門家への信頼を育
み、それが結果として広い意味での法制度全般に対する信頼へと結びつ
き、自己疎外に由来する複数の機能システムへのアクセス拒絶を克服す
る可能性を大いに含んでいると言えよう。
　退所後の支援との関連で言うならば、退所後にトラブルに巻き込まれ
そうになった時に、同年代の仲間以外に頼れる大人を「知っている」と
いうことが、被害拡大を防ぐ大きな防波堤となると思われる。もちろん、
子どもたちの中には、親の離婚問題や親権問題の際に接した法律家への
イメージとして好ましくないイメージを持っている場合もあると思われ
るが、少なくとも、法教育活動を通して困った時に具体的に頼れる橋渡
しとなる法律家を知っているか知らないかは大きな違いであろう。全青
司が取り組む法教育活動が、社会資源の一つとしての法律家イメージに
一役買っているならば、それは法的知識の啓蒙という従来の側面を超え
た、新たな側面の可能性を示唆していると捉える事ができる。

　以上、全青司による児童養護施設での法教育実践を分析してきた。
　そこからは、実践当初の目標であった社会生活上のトラブルを事前に
回避するという消費者教育としての側面の存在のほかに、法律専門家が
児童養護施設に立ち入って職員との連携の基に実践を展開するというこ
とがもたらす副次的効果として、人間関係の固定化がされがちな空間に
新しい拡張作用をもたらしていること、さらには、それらの活動で紹介
した知識を単なる法的知識としてではなく実際に困った時に頼れる存在
として法律専門家を認識してもらうこと、法律専門家個人に対する信頼
が広い意味での法制度全般に対する信頼につながりうることが明らかに
なった。こうした取り組みは、排除状況からの脱却を探る意味でも重要
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な示唆を与えている。

２�．「相談できる力」「社会資源の一つとしての法律専門家観」に着目し
た司法書士による法教育実践

　上記１．では、全青司が展開する児童養護施設における法教育実践の
可能性について考察してきた。そこでは法律専門家が登場することに伴
う副次的効果、すなわち信頼できる第三者としての役割が示唆された。
以下の２．では、法律専門家に対する認識と実際の法使用行動との関連
性を探索するために、社会資源として法律専門家を認識することがトラ
ブルを抱えた当事者にとってどのような意味を持つのかに焦点を絞り検
討していく。
　この課題に応答するために、筆者は「社会資源の１つとしての法律専
門家認識の涵養」の重要性を指摘している司法書士への聴き取り調査を
実施した。以下では、社会資源の一つとして法律専門家を認識してもら
うことう主眼におく司法書士法教育ネットワーク事務局長である小牧美
江氏へインタビューを行った37。

（１�）「社会資源の一つとしての法律専門家観」「相談できる力」への着
目と実践

　小牧氏は、司法書士法教育ネットワークの事務局長としての役割を果
たしながら、事務所を構える大阪において教員、弁護士、司法書士との
連携による法教育勉強会を開催している38。小牧氏は、司法書士法教育

37 司法書士法教育ネットワークは2007年４月８日に発足した。2011年度末時点
で正会員（司法書士）が95名、賛助個人会員（教員、社会保険労務士、学生等）
が19名、賛助団体会員（司法書士会、青年司法書士会、全国青年司法書士協議
会等）10団体がある。司法書士法教育ネットワークの概要を紹介したものとし
て、西脇正博（2010）「司法書士法教育ネットワークの現在、そしてこれから─
司法書士の果たすべき役割とは─」市民と司法63号、64-68頁。西脇正博（2009）

「司法書士の法教育の実践とネットワーク」月報司法書士448号、34-38頁。筆者
は最初のインタビュー調査を2012年９月に行った。
38 2005年４月に高校教員の呼びかけによりスタートした勉強会。当初は司法
書士と教員が労働をテーマとした法教育の授業を考えることから出発したが、
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ネットワークの活動と、大阪で行っている法教育勉強会への参加を通し
て、法教育実践を行う上では多様な専門職（教員、司法書士、弁護士、
社会保険労務士等）がそれぞれの立場から異なる視点に基づいて問題意
識を出し合うことが重要であると指摘している。

勉強会に参加してよく思うことは、それぞれの専門家によって見て
いる世界が違うんだなということですね。例えば学校の先生からは
今の高校生や中学生の実態というものをリアルに教えてもらうこと
ができる。司法書士をやっていると、学生さんの年頃の人たちとは
あまり関わる機会がないので。

　さらに、勉強会において労働関連の授業案を作成した際の教員と法律
専門家との関わり合いの有意義性について以下のように述べている。

逆に、私たち司法書士や弁護士たちは、例えば労働基準法違反のは
たらき方についての法的な観点を持っている。こういう教員と法律
専門家の「相互作用」みたいなものがあるから、勉強会で授業を作っ
ていても地に足がついているという感じがするのかもしれませんね。

　そうした認識の上で、法律専門家が社会において果たすべき役割とし
て、小牧氏は法律専門家が持っている現状認識を外部に向けて発信する
ことと、多職種の連携構築を行うことを指摘する。

法律専門家はただデーンと座っているだけでは駄目。勉強会を通じ
て他の専門家の方たちと接していると、いかに私たち法律専門家の
見ている世界が特殊で限定的かということがよく分かります。だか
らせめて、法律専門家が見ている世界を外部に発信することが大切
なんだと思います。きっとそうすることによって、勉強会みたいに

徐々に参加者の多様性を確保していくようになる。正式名称は、法律家と教師
で育てる法教育勉強会。会では活動の成果として『“はたらく”を学ぶ』という
冊子を公刊している。2012年９月現在、Vol.1 ～ Vol.3までが発行されている。
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いろんな専門家が集まる場所では互いの職能について理解が進む
し、特長を最大限に活かした活動ができることにつながっているん
だと思いますよ。

　上記聴き取りからは、勉強会への参加を通して他の専門職の特色につ
いての相互理解が進んでいる様子が分かる。こうした専門家同士の相互
理解の進行は、実は「社会資源の１つとしての専門家」という理解を一
般に拡げる際に最初に必要とされる事柄であると言えよう。すなわち、
専門家同士が互いの職能について正確に理解し、それぞれをうまく活用
して１つの問題を解決しているというモデルが、依頼者のニーズが多様
化し複雑化している今日において求められている専門家像であると捉え
る事ができる。
　さて、小牧氏が「社会資源の１つ」として法律専門家を認識してもら
うことを提唱している背景には、「困った時に相談できる力」を培う必
要性を実務の中で敏感に捉えていることが背景にある。

何か困ったことが発生したとしても、相談として持ち込まれない限
り、なかなか察知するのは難しい。だからこそ、まず、誰かに「相
談する」ということができる力を身に付けないといけないと思いま
す。

　とりわけ「相談できる力」について、小牧氏は以下のような図を用い
て説明している。

　「相談する」という行動力を育成する必要性に着目している小牧氏は、
勉強会のメンバーであり高校の教員である田丸美紀氏と共に作成した授
業「それってＤＶなんじゃない？」39を示しながら、ＤＶ被害者がひどい

39 司法書士である小牧氏と大阪府の高校教員（当時）である田丸氏は、総合的
学習の時間を使って高校三年生のクラスを対象に① DV についての基本的な
知識の獲得、②実際の DV 被害について話を聞き DV の実際を知ること、③
DV 被害に遭ったときに相談する機関を知りアクセスできるようにすること、
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【出典】小牧（2012:49）図１を参考に筆者作成。

【出典】小牧（2012:49）の図２を参考に、筆者作成。
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状況にありながらも逃げ出すことができない心理状態を解説した上で、
「相談」に行ったり声をあげたりすることができない場合があることを
生徒に伝えるよう努力している。
　インタビュー時にこの授業案の意図について伺ったところ以下のよう
に説明してくださった。

当事者として相談できる力を培うことはもちろんですが、自分の身
近にいるかもしれない相談できない人や相談できない状況に気付い
てもらう意図もありました。自分自身が主体的に相談することはも
ちろんですが、被害者が相談できるように支援することができる力
を持ってもらうことも、広く言えば市民性の育成ということにつな
がるのかしら、とも思っています。

　小牧氏が指摘する「相談できる力の育成」とはすなわち、司法アクセ
スを具体的に拡張するために法律専門家が果たすべき役割についての指
摘であると捉えることができよう。「社会資源としての法律専門家の位
置付け」を涵養するためにはまず、当事者が法律専門家を気軽に活用で
きるための「相談する力」を獲得する必要がある。同時に、「相談できな
い状態」にある人々についての理解を促し、周りに相談できない状態に
ある人がいた場合には、社会資源の活用として法律専門家へつなげる役
目を担うことも、小牧氏が目指す「法教育」の目的に据えられている。

（２）考察
　　　─新たな法律専門家像の創出、権利主体としての自己認識─
　こうした「社会資源としての法律専門家の位置付け」という新しい法
律専門家観の涵養への必要性は、司法へのアクセスが阻害されている
人々に対する着目から発生している。
　従来の先行研究においても、法律専門家観の変化については、とくに

を授業の狙いに据えて授業を全８回に分けて組み立てている。田丸美紀（2012）
「それってＤＶなんじゃない？」『“はたらく”を学ぶ Vol. Ⅲ─教師と法律家の
協働による授業実践集─』法律家と教師で育てる法教育勉強会、23-32頁。
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法社会学の分野において弁護士役割論の議論の蓄積がなされてきた。す
なわち、在野法曹モデル、プロフェッションモデル、リーガルサービス
モデルの提唱がなされてきたが40、当事者のニーズの変化や、新たなニー
ズの発見（福祉分野における弁護士の役割への期待等）、また紛争解決
方法の多様化（ADR、リーガルカウンセリングなど）に伴い、こうした
従来の弁護士像について別の角度からの役割の付与が必要とされている
と言えよう。
　このような理解に立った時、小牧氏の指摘するところの「社会資源の
１つとしての法律専門家」という位置づけは、新たな法律専門家像の創
出を示しているものと思われる。すなわち、法的知識や法のルール的側
面を固定化されたものとして伝えるのではなく、身近に存在する社会資
源の一つとして法律専門家を位置付け、それを主体的に活用していくこ
とを含めて伝えることは、所与の前提としての法認識ではなく、必要が
あれば法を変えたり新しく作ったりすることもできるという柔軟な法認
識の涵養にも寄与するものであると言えよう。

第五節　一般性と属人性の相克
１．本章のまとめ
　これまで、本章（第六章）では第一節から第三節において、司法ソーシャ
ルワークを実践する NPO 法人をはじめとするいくつかの事例をもとに
分析を行ってきた。そこからは、支援対象者の枠組みを設けることが、

「支援の対象」に当てはまらない人々を結果として排除してしまう点や、
法的情報の提供と実際の活用との間には大きなギャップが存在している
点を実証的に明らかにした。こうしたシステムが持つ排除性を克服する
ための１つの契機として、専門的観点に基づく具体的支援策の提供や、
実際に足を運んで根気強く当事者と関わろうとする一人ひとりの職員達

40 宮川光治（1992）「あすの弁護士─その理念・人口・要請のシステム─」宮川
光治、小山稔、那須弘平、久保利英明編『変革の中の弁護士─その理念と実践

（上）』有斐閣、1-37頁。しかしながら、1960年代の行動経済成長期を経て、権
力と闘うことを前面に押し出した在野法曹モデルはもはや弁護士業務の一側面
しか捉えられていないという指摘もある（宮川1992:3-5）。
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の熱心な働きかけなどに代表される、パーソナルな行動に由来する要素
（属人性）の存在が不可欠であることが観察された。
　第四節においては、児童養護施設における法教育実践と、「社会資源
の１つとしての法律専門家」という位置づけに着目した法教育実践を見
てきた。児童養護施設における法教育実践の事例では、法的知識の啓蒙
という枠組みを超え、「法」そのものに対するイメージの緩和（柔らかい
法認識）と、法律専門家を身近な存在として認識する態度の涵養につな
がっている側面が観察できた。この論点は、これまでの法教育実践には
欠けていた点であり、法が持つ社会的機能の可能性の一端を担っている
と捉える事ができよう。本稿の問題意識に引き付けるならば、人間関係
が限定されがちで進路選択の幅が狭くなりがちな状況にある子どもたち
にとって、法システムをはじめとする複数の機能システムに対する認識
を肯定的に転換し得る機能の萌芽を内包していると思われる。
　人々が持つシステム自体に対する忌避意識や拒絶反応、さらにインタ
ビューで触れられていたＤＶ被害者が声を挙げられない状況の両方に共
通しているのは、法が持つ権威性についての躊躇と、抑圧された自己疎
外状況である。こうした状況を前にした時、市民と専門家の間にあるア
クセス阻害要因（アクセスバリア）を除去し、適切な支援の場へつなぐ
役割を果たすのは、当事者の身近にいる他者であるというリアリティ、
そして法律専門家を社会資源の一つとして捉えることの重要性が示唆さ
れた。

　こうした、属人性（パーソナリティ）の内訳を見てみると、１つ目に
は専門的かつ経験的な知識の蓄積が挙げられる。今回本章で主として取
り上げた事例では、社会福祉士の活躍と弁護士との連携による相乗効果
が、システムを有効に作動させるために中心的な役割を果たしているこ
とが分かったが、社会福祉士や弁護士達に共通していたのは、専門的知
識に基づく的確な判断である。加えて、当事者の状況に応じて臨機応変
に対応を変えることのできる支援者の豊富な経験の存在である。した
がって、属人性（パーソナリティ）を形成する１つの要素は、「専門的知
識と経験の蓄積」であると指摘できる。
　２つ目には、それぞれの専門職間における役割分担の明確化に代表さ
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れる、専門職同士が抱く互いへの意識という側面が挙げられる。これは
フィールドワーク時の聴き取りから明らかになった点でもあるが、ケー
ス会議や公式・非公式での打合せや懇親会等で接する機会が増えていく
につれて、各専門職同士が互いに抱いていた警戒意識や役割分担への不
安感というものが軽減されたという主旨のことを複数の職員が指摘して
いた。専門職同士も、これまでそれぞれの領域でしか活動を展開してこ
なかったために、他の専門職をどのように位置づけて活用すればよいの
か分からずに戸惑っていた様子が見て取れる。この点から読み取れるこ
とは、システム融合を目指す際に最初にクリアすべき点が、実は専門職
間の警戒意識や縄張り意識であるということであろう。属人性（パーソ
ナリティ）を発揮する前提条件として、専門職間の垣根を取り除き、互
いを有効に活用する術を獲得できたときに初めて実質性を伴った「連携」
が可能になるものと思われる。したがって、属人性（パーソナリティ）
を有効に機能させる２つ目の要素には、「専門職間の的確な役割認識」
が挙げられると言えよう。

　本稿全体の仮説、すなわち「疎外メカニズムと包摂メカニズムをつな
ぐ役割を果たすものに属人的（パーソナルな）要素が関連しているので
はないか」という点に関しては、本章における事例分析を通して、属人
的なアプローチの有効性を実証的に示すことができた。属人性を発揮す
る主体となる専門職間同士の警戒意識を取り除き、彼ら自身がまず互い
を社会資源の１つとして活用してこうとする意識を持つことにより、縦
割りの弊害やタコつぼ化を克服していくことが、システム作動要因とし
ての属人性（パーソナリティ）を有効に機能させる上で重要であるとい
う点が示された。

２．「属人性」への依拠が内包する課題　─支援者支援の必要性─
　これまで、システムの存在と活用との間にあるギャップに着目し、そ
のギャップを埋め架け橋になる重要な要素として、事例検討を通し「属
人的要素」の抽出を行ってきた。しかしながら、「属人的要素」が持つ有
用性がある一方で、「属人的」であるがゆえに内包してしまう課題も存
在している。
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　課題の１つには、「属人性」が持つ偶発性の問題である。本節でも見
てきたように、当事者がシステムを活用しようと決断するとき、すなわ
ち当事者の主体的判断に基づくシステム作動の背景には、関わった弁護
士や社会福祉士らがもつ属人的（パーソナルな）関わり合いが大きな役
割を果たしていた。出所後に NPO 法人を活用して自立に結びついた N
さん（A6）は、当初は法人の活用に消極的であったが、担当弁護士の熱
心な働き掛けにより活用へと結びついたことを「ラッキーだった」と回
顧している。確かに意欲の高い弁護士にあたった N さんは幸運であっ
ただろう。たまたま司法と福祉の連携に熱心な弁護士会がある地域にい
たという点も N さんにとって非常に有利に働いた。
　I さん（A10）の事例からも、たまたま I さんに NPO 法人を紹介した
弁護士が、過去に「ヤンチャ」であったこと、I さんにとって重要な位
置づけを持つ「趣味」の話ができたことという、いわば偶然の一致により、
弁護士に対する I さんの「信頼」が強固になっていったという経緯がある。
　しかしながら、そうした「幸運」や「偶然の一致」、そして「地理的優
位性」に依存する現在の状況は、普遍的な存在であるシステムへの接近
が、「属人的要素」や「地理的優位性」といった不安定要素に大きく依存
しなければ有効に機能することができていない状況を示している。
　換言すれば、システムが持つ硬直性やシステム自体への拒否反応を打
破する有意義な要素として「属人性」の有効性が指摘できるものの、そ
の「属人性」はある種の「幸運」に左右されており、システムの存立基盤
である普遍性・一般性と根本から対立しているというジレンマが発生し
ている状況にある。

　課題の２つ目は、「属人性」をうみだす個人、すなわち「不信感」や「警
戒感」、「不安感」というものに代表される、当事者がシステム自体に持
つ心理的阻害要因を払拭する働きをしているキーパーソンへの過度な依
存がもたらす弊害である。
　事例からも読み取れるように、社会福祉士たちは筆者が見る限り非常
に緊張した毎日を、まさにほとんど24時間強いられているようにも感じ
られた。このようなキーパーソンへの過度な依存は、個人の疲弊を致命
的で重大なものにするばかりか、イレギュラーな特殊事例として注目さ
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れるだけに留まり、システム作動要因としての属人性が持つ有用性を広
く一般に応用可能なものとして作動する事を妨げてしまう可能性がある。
　すなわち、「あの人だから」「あの団体だから」うまく機能していると
いう評価付けの固定化は、なぜそこで上手く機能しているのかについて
の分析と分析結果の汎用性を高めることを阻害している。
　「素晴らしい事例」として注目されつつも、そうした素晴らしい事例
を可能にしている背景を分析し、共有する努力を継続し、普遍的なもの
として全国各地で実現しない限り、いつまで経っても特殊事例としての
位置付けから脱却できず、キーパーソンへの依存も半永久的に継続され
ることになる。キーパーソン依存傾向は、その依存が強ければ強いほど、
その本人が倒れたり異動などによりその地域からいなくなってしまった
りすると途端にシステムがうまく機能しなくなるという危うさを含んで
いる。こうした、個人＝キーパーソンの重大な疲弊の上に成立するメカ
ニズムは、道義的にはもちろんのこと、システムの安定性という根幹部
分に関わる重要な課題であると言えよう41。

３．一般性と属人性の相克
　本章で取り上げた事例で見てきたように、セーフティ・ネットの欠陥
を補填しうる可能性を多く含む先駆的な取り組みを展開している NPO

41 この点に関連して菅冨美枝（2010）は、自発的支援行為を行っている団体な
どを国が側面支援するという方法について言及している。すなわち、菅はイ
ギリスの成年後見制度を基礎づけている2005年の意思決定能力法（the	mental	
Capacity	Act	2005）が、「支援を自発的に行いたいと望む人々が過剰な法的責
任に委縮することなく、積極的に任意の利他的支援活動に従事できるための法
的基盤を整備することによって、自発的な支援行為を側面支援している」とし
て、この構図を、支援者を支援しようとする「二重の支援構造」であると分析
している（菅2010:51-52）。こうした「二重の支援構造」は、キーパーソンへの
過度の依存や疲弊を予防するだけではなく、任意の支援者を管理ではなく「支
援」することにより、先駆的事例のエッセンスを共有し、社会全体における支
援体制の構築を可能にする構造であると言えよう（菅冨美枝（2010）「判断能力
の不十分な「市民」を包摂する「市民社会」の法制度─イギリスの成年後見制度
を手掛かりとして」法哲学年報2010年号有斐閣、47-60頁）。
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法人や、「属人的魅力」に基づいた個別ケアを実践している個人・団体
の取り組みは、当事者一人ひとりに寄り添った心理的側面における支援
が不可欠となっていることを示している。システムへのアクセス阻害要
因の根幹部分に存在していると思われる心理的側面に働き掛けるこれら
の取り組みは、当事者がシステムに参加しようと思える意欲の喚起を呼
び起こしているという点において、これまでの「表面的な」啓蒙とは一
線を画していると言えよう。
　しかしながら、２．で指摘したように、まさに「個々人への支援」で
あるがゆえに、責任の所在を「個人」に求めることへの危険性を常に内
包している。もちろん、観察したいくつかの事例では非常に慎重かつ思
慮深い実践が行われていたが、実践の目指すところを見失わないために
も折に触れ注意する必要があると思われる。

　本章では、システムの作動要因として属人的要素が大きな影響力を及
ぼしているという実態を明らかにしたが、一方で、こうした「属人性」
に依拠したシステムの作動は、まさに「属人的」であるがゆえに、シス
テムとしての安定性に欠けるというジレンマの存在を顕在化させた。
　一連の分析から、システムが原理的に抱え込んでしまう硬直性を緩和
し、システムが実際に作動する際の重要なポイントとして「属人的要素」
が不可欠であるのは明らかであると思われるが、一方で属人的要素に依
拠しすぎるとシステムとしての安定性に欠けるという相克が生じている
点も同時に明らかになった42。
　属人的（パーソナルな）信頼がシステムへの信頼につながり、それが
システム阻害要因の一つである心理的要因の除去に寄与するという仮説

42 これまで熱心に法教育活動をしていた学校教員が、異動先の赴任校では生
徒の学力や職場環境の理解等が十分ではなく実践を展開することができないと
いう指摘を複数の高校教員から伺った。また、公益弁護活動に注力している東
京弁護士会所属の複数弁護士から、司法ソーシャルワーク実践は重要であるも
のの、人材不足や経験不足により成功事例はいわば特殊事例として存在してい
る側面もあるという指摘をいただいた。その上で、成功事例で蓄積された経験
をマニュアル化して後継に引き継ごうとする動きもあることを、公益的活動を
展開している複数の弁護士から伺った。
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を、具体的に可能なものとして機能させるためには、有志の取り組みを
下支えする仕組みの構築が不可欠であると思われる43。

　第七章及び終章は、紙幅の関係上、次号に掲載する。

	 〔次号に続く〕
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　本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「社会的排除と法シス
テム─システム作動要因としての属人性─」（2014年３月25日学位授与）
に加筆・修正したものである。執筆にあたって、日本学術振興会特別研
究員奨励費（2011 ～ 2012年度）（課題番号 :11J56023）およびクラーク記
念財団研究助成（2013年度）の交付を受けた。
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