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はしがき

イギリス「2000年刑事司法及び裁判所業務法」

は、2000年11月30日に裁可を得て成立した。正

式名称は、「イングランド及びウェールズ地方の

ための国家プロベーション(保護観察)局と児

童・家庭裁判所助言・支援局を設置し、さらに

児童保護のための規定を定め、さらに罪につい

て嫌疑を受けた者、告発を受けた者又は有罪宣

告を受けた者を取り扱う規定を定め、「1988年道

路交通法」第３章に基づいて得られた情報への

アクセスに関する法律を改正し、並びに関連す

る目的のための法律」で、表題の名称はその略

称である。

本法は４章82か条をもって構成されている。

正式名称中で表明されている２局の目的・職務

等は第１章で規定され、児童の保護については

第２章、犯罪者の取扱いについては第３章、

「1988年道路交通法」に基づく運転者免許記録

へのアクセスその他については第４章で、それ

ぞれ定められている。

近時のイギリスにおける刑事立法の動向を見

た場合、イギリス政府が児童や脆弱者の保護に

向けた取組に力点を置いているとともに、対児

童犯罪者や性犯罪者・暴力犯罪者に対する対応

策にも腐心していることを窺うことができる。

本法においては、児童を対象とする業務への就

業を禁止する資格剥奪命令の発令、コミュニ

ティ命令の追加、「1997年性犯罪者法」の改正等

の規定を設けたことによって、イギリス政府に

よる脆弱被害者対策と加害者への対応の姿勢が

表明されている。

本稿では、まず本法全体を概観し、続けて、

上に示した各事項についての立法上の措置を解

説することとする。

Ⅰ 「2000年刑事司法及び裁判所業務法」の概

要

本法は、第１章「新設の局」第２章「児童の

保護」第３章「犯罪者の取扱い」第４章「通則

及び補則」の４章をもって構成されている。こ

こでは、各章ごとにその内容を概説する。

第１章は、「イングランド及びウェールズ地方

のための国家プロベーション局」と「児童・家

庭裁判所助言・支援局」の２新設局について規

定した。後で述べるコミュニティ刑を有効に執

行して、公衆の保護を改善し、また再犯を減少

させるために、1998年に、裁判所業務とプロベー

ション業務の協力可能な方法についての提案が

示された。協議の結果、内務大臣は、これらの

両業務は統合しないが、共通の目標を達成する

ために相互に補完し合うことによって、別個に

それぞれの主体性を維持すべきであることを決
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定した。「国家プロベーション局」は、告発を受

けた者または有罪宣告を受けた者について裁判

所による適切な刑の言渡しを支援し、かつこれ

らの者を指導監督し、また社会復帰させるため

に、執行の可能な限りにおいて、主務大臣と地

方プロベーション局に関係する職務を行うこと

とし（第２条）、また「児童・家庭裁判所助言・

支援局」は、児童の福祉に関係する家庭裁判所

の手続において、児童の福祉を保護・促進する

こと、当該裁判所への申立てについて裁判所へ

助言を与えること、児童を代理する規定を定め

ること、児童とその家庭のために情報その他の

支援を提供することを主たる職務とすることと

した（第12条）。

次に第２章では、児童保護のための新たな刑

事司法措置として、次の３点を採用した。

㈠ 資格剥奪命令の導入

対児童保護施策の一環として導入された「資

格剥奪命令」は、児童に対し所定の罪を犯して、

児童に危害を生じさせたことにより、児童を対

象とする業務を行うことが不適切であると認定

された者に対して、裁判所が児童を対象とする

業務を行う資格を剥奪する命令である。本法に

規定する主要事項の一つであり、詳しくは別項

で改めて解説することとする。

㈡ 対児童淫行の罪における対象児童の年齢引

上げによる適用範囲の拡大

「1960年対児童淫行法」第１条は、14歳未満

の児童と重大な品位を欠く行為を行った者、ま

たは14歳未満の児童に対し自己もしくは他人と

の重大な品位を欠く行為を教唆した者は、正式

起訴に基づく有罪宣告の場合にあっては２年以

下の拘禁に処し、略式起訴に基づく有罪宣告の

場合にあっては６か月以下の拘禁もしくは所定

の額の罰金に処し、または両者を併科すること

としていたが、同条中の「14歳」を「16歳」と

読み替えて適用範囲を拡大し、児童の保護をよ

り強化することとした（第39条）。

㈢ 児童を対象とする品位を欠く写真の撮影等

の罪の刑引上げ

「1978年児童保護法」第６条第２項は、16歳

未満の児童を対象とする品位を欠く写真（擬似

写真を含む）の撮影、撮影許可、配布、展示、

配布・展示目的の所持等の罪により、正式起訴

に基づいて有罪宣告を受けた者を３年以下の拘

禁もしくは罰金(単に「罰金」とある場合は5000

ポンド以下［以下同じ］)に処し、または両者を

併科するとしていたが、拘禁期間の上限を「３

年」から「10年」に引き上げた。また「1988年

刑事司法法」第160条に第２項Aを追加して、正

式起訴に基づく児童を対象とする品位を欠く写

真の所持の罪を５年以下の拘禁もしくは罰金に

処し、または両者を併科することとした。いず

れも、児童の保護を強化して、児童搾取の阻止

を図ったものである（第41条）。

第３章では、大部分がコミュニティ刑に関係

する条項で占められている。コミュニティ刑は、

コミュニティ命令を言い渡す刑をいい、コミュ

ニティ命令は、「2000年刑事裁判所権限(量刑)

法」（以下「2000年法」と略称する)第４章にお

いて８種類が規定されている。本章では、これ

らのコミュニティ命令のうち、３種類について

名称変更を行い、さらに２種類のコミュニティ

命令を追加した。コミュニティ命令については、

別に項を設けて詳述することとする。

本章では、ほかに、次のような事項について

も規定している。

・警察署以外の適切な場所においても少年犯罪

者に譴責や警告を与えることができることと

する旨の、少年犯罪者に対する譴責・警告（第

56条）

・警察留置中の者の体内にA級薬物が存在す

るか否かを確認するための尿等の標本を採取

イギリスにおける対児童犯罪・少年犯罪・性犯罪に対する最近の立法措置

外国の立法 218（2003.11) 35



する警察権限（第57条）

・保釈の許可に当たって、裁判所に対し被告人

による薬物乱用を考慮する旨の要求（第58条）

・終身刑言渡しの基準、少年犯罪者施設への収

容刑・終身拘束刑等（第59条・第60条）

・受刑者の釈放、釈放後の指導監督等（第61条

―第65条）

・「1997年性犯罪者法」の改正（第66条）

・多数機関による公衆保護の取決め（第67条・

第68条）その他

これらのうち、本稿では、「1997年性犯罪者法」

の改正と多数機関による公衆保護の取決めにつ

いて解説することとする。

第４章は、通則と補則を規定する。通則では、

警察による使用のために、主務大臣が運転者免

許記録を作成すること（第71条）、「1996年教育

法」を改正して、児童を正当な理由なくして就

学させなかった親権者を所定の刑に処すること

（第72条）、「1998年犯罪及び秩序違反法」によ

る親権者命令(養育命令)に基づいて責任オフィ

サー(担当官)として業務を行う者の中に、教育

オフィサーの長を加えること（第73条）を規定

した。運転者免許記録には、免許証保有者の氏

名・住所・性別・出生日・出生国、車両番号、

保有免許証の種類、車種、運転資格の重要な制

限、反則点数、免許証の発効日と満了日、さら

には電子写真と電子署名等の記録が含まれ、こ

れらの情報が「ポリス・ナショナル・コンピュー

タ」へ転送されることになる。またこれまで、

責任オフィサーは、1998年法第8条により、プロ

ベーションオフィサー(保護観察官)、地方自治

体社会福祉事業部門のソーシャルワーカー、少

年犯罪対策チーム構成員に限られていたが、本

法第73条により、地方教育当局の職員が責任オ

フィサーの業務に就くことが可能となった。補

則では、本法の下位の法令を定める権限、本法

の施行・適用範囲・略称等を定めている（第76

条―第82条）。

Ⅱ 資格剥奪命令

資格剥奪命令は、「対児童犯罪」（offence
 

against a child）により児童に危害を生じさせ

た者に対し、所定の条件を満たした場合におい

て、法律上、児童を対象とする業務に就く資格

を剥奪する命令である。これに違反して、これ

らの者が、規制対象となっている職において、

関係業務を申し込み、提供し、または受け入れ

る等の行為を行ったときは、所定の刑に処せら

れる。

本法とは別に、「1999年児童保護法」により児

童を対象とする業務に就くことが不適任とされ

た者、「1988年教育改革法」により、教師不適任

という理由をもって教師として雇用されること

が禁止または制限された者、「1996年教育法」に

より児童を対象とする業務に就くことが不適切

とされた者も、関係業務に就く資格が剥奪され

る（第35条）

次に、資格剥奪命令の各要件と効果を検討す

る。

㈠ 対児童犯罪

資格剥奪命令は、対児童犯罪を行った者に言

い渡される。対児童犯罪に当たる罪は、本法附

則4で、次のように列挙されている（第26条）。

⑴ 次に掲げる罪

１ 児童に対する虐待（「1933年児童及び少年

法」第１条）

２ 嬰児殺（「1938年嬰児殺法」第１条）

３ 13歳未満の女子との性交（「1956年性犯罪

法」第５条）

４ 16歳未満の女子との性交（同第６条）

５ 18歳未満または16歳未満の女子の誘拐

（同第19条・第20条）

６ 13歳未満または13歳以上16歳未満の女子

に対する、性交目的のための場所の使用

の許可（同第25条・第26条）

７ 16歳未満の女子の売春、当該女子との性
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交または当該女子に対する品位を欠く暴

行（同第28条）

８ 児童に対する品位を欠く行為（「1960年対

児童淫行法」第１条）

９ 16歳未満の女子に対する近親相姦の教唆

（「1977年刑事法律法」第54条）

10 児童を対象とする品位を欠く写真の撮影

等（「1978年児童保護法」第１条）

11 親権者による児童の誘拐（「1984年児童誘

拐法」第１条）

12 児童を対象とする品位を欠く写真の所持

（「1988年刑事司法法」第160条）

13 18歳未満の者に対し信用ある地位にある

者による、信用の乱用（「2000年性犯罪（改

正）法」第３条）

⑵ 児童に対する次に掲げる罪

１ 謀殺

２ 故殺

３ 拐取

４ 不法監禁

５ 傷害および重傷害（「1861年対人犯罪法」

第18条・第20条）

６ 暴行致死（同第47条）

７ 強姦（「1956年性犯罪法」第１条）

８ 女性に対する、脅迫・虚偽の口実による

売春周旋（同第２条・第３条）

９ 女性に対する、性交目的または性交を容

易にする目的のための薬物投与（同第４

条）

10 男性または女性に対する品位を欠く暴行

（同第14条・第15条）

11 反自然的性交目的の暴行（同第16条）

12 結婚または性交目的での、強制による、

または財産目当ての女性誘拐（同第17条）

13 売春施設その他の場所への女性の拘禁

（同第24条）

⑶ 児童に関係する次に掲げる罪

１ 児童殺害の脅迫（「1861年対人犯罪法」第

16条）

２ 心身障害の女子児童との性交（「1956年性

犯罪法」第７条）

３ 心身障害の女子児童との性交の周旋（同

第９条）

４ 男性による近親の女子児童との相姦（同

第10条）

５ 女性による近親の男子児童との相姦（同

第11条）

６ 16歳未満の女子児童との反自然的性交

（同第12条）

７ 男性と男子児童との重大な品位を欠く行

為（同第13条）

８ 心身障害の女子児童に対する、性交目的

の、親権者または後見人からの誘拐（同

第21条）

９ 女子児童に対する売春周旋（同第22条）

10 女子児童に対する、第三者との売春周旋

（同第23条）

11 性交目的のための場所の所有者・管理者

が、心身障害の女子児童に対し当該場所

へ集まるように誘導して、当該場所の使

用を許可する行為（同第27条）

12 心身障害の女子児童に対する売春の勧誘

（同第29条）

13 男性が女子児童の売春によって得た収入

により生活する罪（同第30条）

14 女性が女子児童売春者を管理する罪（同

第31条）

15 精神障害の女子児童患者との性交(「1959

年精神保健法」第128条)

16 児童に対する同性愛行為の周旋（「1967年

性犯罪法」第４条）

17 男子児童の売春によって得た収入により

生活する罪（同第５条）

18 児童を強姦する目的の建物への不法侵入

(「1968年盗罪法」第91条第１項 a号)

19 児童に対するA級薬物の提供、提供申
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出、提供の関与、提供申出の関与(「1971

年薬物乱用法」第４条第３項)

20 対児童犯罪の幇助・教唆・助言・周旋・

扇動、同共同謀議・未遂

㈡ 資格剥奪命令の条件

行為者が成年(18歳以上)の場合と未成年(18

歳未満)の場合とで、資格剥奪命令の条件の取扱

いを異にしていることが重要である。

成年については、対児童犯罪により有罪宣告

を受けて、上級裁判所(刑事法院、控訴院等)が

適格な刑(12か月以上の拘禁刑・拘束刑・少年犯

罪者施設への収容刑・収容及び訓練命令等)を科

したか、または対児童犯罪により告発を受けて、

上級裁判所が関係命令（入院命令か後見人命令）

を下した場合において、すべての状況を考慮し

て、再度対児童犯罪を行うおそれがない、と確

信したときは、裁判所は、資格剥奪命令を下し

てはならず、裁判所は、命令を下さなかった理

由を表明し、その理由を記録中に記載させなけ

ればならない(第28条・第30条)。

未成年については、対児童犯罪により有罪宣

告を受けて、上級裁判所が適格な刑を科した場

合か、または対児童犯罪により告発を受けて、

上級裁判所が関係命令を下した場合において、

すべての状況を考慮して、再度対児童犯罪を行

うおそれがある、と確信したときは、裁判所は、

資格剥奪命令を下さなければならず、裁判所は、

命令を下した理由を表明し、その理由を記録中

に記載させなければならない(第29条・第30条)。

所定の条件を満たした場合において、成人に

ついては、対児童犯罪を行うおそれがないと確

信したときは、資格剥奪命令を下してはならな

いのに対し、未成年については、対児童犯罪を

行うおそれがあると確信したときは、資格剥奪

命令を下さなければならないとされることに注

目しなければならない。

㈢ 違反・刑・抗弁等

資格剥奪命令に違反して、規制対象となって

いる職（児童の収容のための施設、児童の受入

れと治療のための病院、教育施設等の業務・デ

イケア施設の業務・児童の養護その他が通常の

義務に含まれている職）において、児童を対象

とする業務を申し込み、提供し、受け入れ、ま

たは行った者、これらの者に規制対象となって

いる職において当該業務を提供し、または周旋

した者、これらの者を当該業務から排除しな

かった者には、正式起訴に基づく有罪宣告の場

合にあっては、５年以下の拘禁もしくは罰金に

処し、または両者を併科し、略式起訴に基づく

有罪宣告の場合にあっては６か月以下の拘禁も

しくは法定上限（5000ポンド［以下同じ］）以下

の罰金に処し、または両者を併科することとし

た(第35条・第36条)。これらの者には、資格が

剥奪されたことを知らず、かつそれを知ること

ができなかったことを立証する抗弁、上訴、資

格剥奪命令の再審査の道が開かれている(第31

条・第32条・第35条)。

Ⅲ コミュニティ命令

コミュニティ命令は、法律に量刑の定めのあ

る罪を除く罪について、また累犯によって18歳

以上の者に拘束刑が科せられることになってい

る特定の罪、即ち２回目の重大な罪により終身

拘禁刑が科せられることになっている罪［刑事

裁判所権限(量刑)法第109条第２項］と３回目の

住居不法侵入の罪により下限３年の拘束刑が科

せられることになっている罪［同法第111条第2

項］を除く罪について、裁判所が言い渡すこと

ができる(同第34条)。

2000年法は、第４章において、適用対象者別

に８種類のコミュニティ命令を列挙している。

これらのコミュニティ命令のうち、３種類につ

いて、本法は、理解を容易にするという目的で

名称を変更し、さらに２種類のコミュニティ命
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令を追加した。その結果、現在、併せて次の10

種類のコミュニティ命令が存在する。

・外出禁止命令

・排除命令(追加)

・コミュニティ社会復帰命令(旧名称：プロ

ベーション命令)

・コミュニティ処罰命令(旧名称：コミュニ

ティ奉仕命令)

・コミュニティ処罰及び社会復帰命令(旧名

称：組合せ命令)

・薬物治療及び検査命令

・薬物禁絶命令(追加)

・アテンダンスセンター通所命令

・指導監督命令

・行動計画命令

本稿では、本法で追加された２命令を含むす

べての命令について解説することとする。

㈠ すべての犯罪者を対象とするコミュニティ

命令

１ 外出禁止命令

外出禁止命令は、命令中に定める期間中、所

定の場所からの外出を禁止するように要求する

命令である。期間は６か月以下、ただし16歳未

満の犯罪者については３か月以下とし、１日に

２時間未満の外出禁止または12時間を超える外

出禁止を定めることができない。期間中は、監

視責任者によって所在を監視させることがで

き、電子監視を要求することもできる。外出禁

止命令を下すに先立って、犯罪者の在宅強制に

よって影響を受けるおそれのある者の態度に関

係する情報を含めて、命令中に定めるように提

案された場所についての情報を得て、これを考

査するものとし、犯罪者が16歳未満であったと

きは、命令を下すに先立って、この者の家族状

況とこの命令の当該状況に及ぼす可能性のある

影響についての情報を得て、これを考査するも

のとする（刑事裁判所権限(量刑)法第37条―第

40条）。

２ 排除命令

排除命令は、外出禁止命令と類似しているが、

外出禁止命令が犯罪者に一定期間の在宅を強制

して、外出を禁止するのに対し、排除命令は、

一定期間中、所定の場所への立入りを禁止する

命令である。立入り禁止期間は２年以下とし、

16歳未満の犯罪者については３か月以下とす

る。外出禁止命令の場合と同様に、立入り禁止

期間中、監視責任者によって所在を監視させる

ことができ、16歳未満の犯罪者についは、その

家族状況とこの命令の当該状況に及ぼす可能性

のある影響についての情報を得て、これを考査

するものとし、電子監視を要求することもでき

る（刑事司法及び裁判所業務法第46条）。

㈡ 16歳以上の犯罪者を対象とするコミュニ

ティ命令

３ コミュニティ社会復帰命令

コミュニティ社会復帰命令は、犯罪者の社会

復帰、犯罪者による危害からの公衆の保護、犯

罪者による他の犯行の予防のいずれかのため

に、この者を指導監督することが望ましいとの

見解に至った場合に、５か月以上３年以下の命

令中に定める期間中、この者を所定の者の指導

監督の下に置くように要求する命令である。犯

罪者が18歳以上であるときはプロベーションオ

フィサー、18歳未満であるときはプロベーショ

ンオフィサーか少年犯罪対策チーム構成員の指

導監督の下に置かれることが要求される。コ

ミュニティ社会復帰命令には、事件の状況を考

慮して、裁判所が適切な要求を追加することが

できることになっている。2000年法附則２には、

次のような要求が列挙されている。

・住居に関する要求。事前に犯罪者の家庭環境

を考慮することが必要である。

・所定の日時・場所において、命令中に定める
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者の許に出頭し、所定の活動に参加する要求

・プロベーションセンターへ通所する要求

・犯罪者の精神状況を改善するために、登録開

業医・免許臨床心理医の指示による治療に従

う旨の要求

・犯罪者の薬物・アルコールの依存性を低減・

除去するために、必要な資格・経験を有する

者の指示による治療に従う旨の要求

・外出禁止要求

・排除要求

（刑事裁判所権限(量刑)法第41条―第45条・同

附則２、刑事司法及び裁判所業務法第43条）

４ コミュニティ処罰命令

コミュニティ処罰命令は、拘禁をもって処罰

することができる犯罪者に、合算して40時間以

上240時間以下の無報酬の作業を要求する命令

である。犯罪者が18歳以上であるときはプロ

ベーションオフィサーかソーシャルワーカー、

18歳未満であるときはプロベーションオフィ

サー、ソーシャルワーカー、少年犯罪対策チー

ム構成員のいずれかの意見を聞いて、犯罪者が

作業に適していない、と裁判所が確信したとき

は、当該命令を下してはならない。当該命令に

服している者は、責任オフィサーの教示に従っ

て、オフィサーと接触し、オフィサーへ住所変

更を通知し、オフィサーの教示する作業を行う

ものとする（刑事裁判所権限(量刑)法第46条

―第50条、刑事司法及び裁判所業務法第44条）。

５ コミュニティ処罰及び社会復帰命令

コミュニティ処罰及び社会復帰命令は、拘禁

をもって処罰することができる犯罪者につい

て、裁判所がコミュニティ社会復帰命令を下す

べき要件を具備しているとの見解に至った場合

において、12か月以上３年以下の命令中に定め

る期間中、この者を責任オフィサーの指導監督

の下に置き、併せてこの者に、合計40時間以上

100時間以下の無報酬の作業を要求する命令で

ある。指導監督の下に置く要求を課する場合に

は、コミュニティ社会復帰命令に関する規定が

適用され、無報酬の作業を要求する場合には、

コミュニティ処罰命令に関する規定が適用され

る（刑事裁判所権限(量刑)法第51条、刑事司法

及び裁判所業務法第45条）。

６ 薬物治療及び検査命令

薬物治療及び検査命令は、犯罪者が薬物に依

存しているか、薬物を乱用する性癖を有してお

り、かつその依存性または性癖が治療を必要と

し、かつ治療の余地がある、と裁判所が確信し

た場合に、６か月以上３年以下の命令中に定め

る治療・検査期間中、治療提供者の指示に従っ

て、犯罪者に治療を受けるように要求し、併せ

て当該期間中、この者を責任プロベーションオ

フィサーの指導監督の下に置く命令である。命

令には、治療・検査期間中、体内に薬物を蔵し

ているか否かを確認するために、犯罪者に標本

の提供を要求することができることも含まれ

る。プロベーションオフィサーの指導監督は、

犯罪者の発達経過に関して裁判所へ報告するた

め、命令要求の不遵守を裁判所へ報告すること

を可能にするため、そして命令の撤回・変更を

裁判所へ申し立てるべき状況にあるか否かをオ

フィサーが決定するために必要な範囲で行われ

る。犯罪者は、責任オフィサーの与える教示に

従って当該オフィサーと接触し、当該オフィ

サーに住所変更を通知する。当該オフィサーに

は、犯罪者が提供した標本の検査結果が伝達さ

れる。

薬物治療及び検査命令には、次のような事項

が規定される。

・所定の間隔を置いて、定期的に命令の再審査

を行うこと

・裁判所の再審査審問に犯罪者が出席すること

・再審査に先立って、責任オフィサーが犯罪者
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の発達経過報告書を提出すること

・報告書には、標本の検査結果と治療提供者の

所見が記載されること

裁判所は、報告書を考査した後に、当該命令

の要求や規定を変更することができる（刑事裁

判所権限(量刑)法第52条―第58条）。

㈢ 18歳以上の犯罪者を対象とするコミュニ

ティ命令

７ 薬物禁絶命令

薬物禁絶命令は、犯罪者がコカイン・モルヒ

ネ等のA級薬物に依存しているか、当該薬物を

乱用する性癖を有しており、かつ当該薬物の乱

用が誘発犯罪に当たる関係犯罪を招いたか、そ

の起因となった、との見解に裁判所が至った場

合に、６か月以上３年以下の命令中に定める期

間中、犯罪者にA級薬物乱用の禁絶と、体内に

当該薬物を蔵しているか否かを確認するための

標本の提供を要求し、併せて当該期間中、この

者を責任オフィサーの指導監督の下に置く命令

である。誘発犯罪に当たる罪には、「1971年薬物

乱用法」第４条の「規制薬物の製造・供給の制

限」、同第５条第２項の 規制薬物の所持」、同第

３項の「供給目的の規制薬物の所持」の罪が挙

げられている（刑事司法及び裁判所業務法第47

条・同附則６）。

㈣ 21歳未満の拘禁をもって処罰することがで

きる犯罪者または21歳以上25歳未満の金銭滞

納者を対象とするコミュニティ命令

８ アテンダンスセンター通所命令

アテンダンスセンター通所命令は、21歳未満

の拘禁をもって処罰することができる犯罪者ま

たは21歳以上25歳未満の金銭滞納者に対し、指

導監督に基づいて適切な職業または教示を与え

るために、アテンダンスセンターへの通所を要

求する命令である。通所時間は12時間以上とし、

犯罪者が16歳未満のときは24時間以下、16歳以

上21歳未満または金銭滞納者のときは36時間以

下とする。通所回数は１日１回で、３時間とす

る。

金銭滞納者に対する通所命令は、金額の全額

支払によって失効し、一部金額の支払により、

全額に占める割合で、通所時間が縮減される（刑

事裁判所権限(量刑)法第60条―第62条）。

㈤ 18歳未満の犯罪者を対象とするコミュニ

ティ命令

９ 指導監督命令

指導監督命令は、未成年犯罪者を地方自治

体・プロベーションオフィサー・少年犯罪対策

チーム構成員のいずれかの指導監督の下に置い

て、未成年犯罪者にこれらの者の助言・支援・

世話を受けるように要求する命令である。命令

の有効期間は発令日から３年とする。指導監督

命令には、2000年法附則６に定める、次のよう

な要求を含めることができる。

・指名された者と居住する旨の要求

・指導監督者の指示を遵守して、所定の場所で

生活すること、所定の者の許へ出頭すること、

所定の活動に参加することの要求。指示の遵

守を要求する全日数は90日以下

・指導監督命令により、所定の場所で生活する

こと、所定の者の許へ出頭すること、所定の

活動に参加すること、所定の者やコミュニ

ティ全体に賠償を行うこと、午後６時から午

前６時までの所定の時間に所定の場所に居る

こと等の要求。要求に従う全日数は90日以下

・地方自治体が提供する収容施設で、所定の期

間生活する旨の要求。期間の上限は６か月

・指導監督命令により、命令中に定める期間中

精神状態の治療に従う旨の要求

・指導監督命令により、義務教育年齢の犯罪者

に対し教育のための取決めを遵守させる旨の

要求

（刑事裁判所権限(量刑)法第63条―第68条・同
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附則６）

10 行動計画命令

行動計画命令は、犯罪者の社会復帰または犯

罪者による他の犯行を予防するために、犯罪者

に対し、発令日から３か月の期間中、行動計画、

即ち犯罪者の行動と所在についての一連の要求

を遵守するように要求し、併せて犯罪者を責任

オフィサー(プロベーションオフィサー、ソー

シャルワーカー、少年犯罪対策チーム構成員の

いずれか)の指導監督の下に置き、この者に対

し、当該計画の実施のために当該オフィサーが

与える指示を遵守するように要求する命令であ

る。裁判所は、行動計画命令を下すに先立って、

責任オフィサーが提案した要求、当該要求に

よって達成しようとする犯罪者の利益、提案要

求に対する犯罪者の親権者や後見人の態度を示

した報告書および犯罪者が16歳未満である場合

における犯罪者の家族状況とこの命令の当該状

況に及ぼす可能性のある影響についての情報を

得て、これを考査しなければならない。

行動計画命令と責任オフィサーの指示による

要求には、次のような事項を含めることができ

る。

・所定の日時における活動への参加

・所定の日時・場所における、所定の者の許へ

の出頭

・所定の期間中のアテンダンスセンターへの通

所

・所定の場所への接近禁止

・犯罪者の教育のための取決めの遵守

・所定の者またはコミュニティ全体への賠償

裁判所は、行動計画命令を下した後21日以内

に、命令の再審査を定めることができるととも

に、責任オフィサーに対し命令の有効性と実施

範囲に関して報告するように指示することがで

きる。また裁判所は、当該報告書を考査するも

のとし、責任オフィサーや犯罪者の申立てによ

り、命令を変更することができる（刑事裁判所

権限(量刑)法第69条―第72条）。

㈥ コミュニティ命令に共通する条件

コミュニティ命令の中には、いくつかの共通

する条件が規定されている。ここでは、その条

件をまとめて提示することとする。

まず、外出禁止命令、排除命令、コミュニティ

処罰命令、コミュニティ処罰及び社会復帰命令

には、①犯罪者の宗教的信条との衝突や犯罪者

が服する可能性のある他のコミュニティ命令の

要求との衝突と犯罪者の通常作業時間や学校そ

の他の教育施設へ通学する時間の妨害を回避し

なければならないこと、および②裁判所が当該

命令を下すに先立って、通常の言語を用いて、

命令の効力、命令の要求を遵守しなかった場合

に生ずるおそれのある結果、犯罪者や責任オ

フィサーの申立てによって、裁判所が命令を再

審査する権限を有する旨を説明しなければなら

ないことの両者が義務づけられている。

そして、コミュニティ社会復帰命令、薬物治

療及び検査命令、薬物禁絶命令には②の条件が

義務づけられ、またアテンダンスセンター通所

命令には①の条件が義務づけられている。

Ⅳ 「1997年性犯罪者法」の改正

本法第３章中に規定された重要事項の一つ

に、「1997年性犯罪者法」の改正がある。2000年

法第66条は、性犯罪者法における氏名・住所の

届出要求に服している者について、同法附則５

で定めるように、届出要求を変更するための規

定、刑を加重するための規定、裁判所が規制命

令を定めることができるための規定等を置くよ

うに性犯罪者法を改正することとした。附則５

中に定めるこれら３点についての改正事項は、

次のとおりである。

㈠ 届出要求の変更
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性犯罪者法は、同法にいう性犯罪を行った者

に対し、自己の氏名と住所を有罪宣告の日・事

実認定の日・注意のあった日から14日以内に警

察へ届け出ることを要求していた（第２条第１

項）。これに対し、政府は、届出までの期間中は

犯罪者の所在を知ることができないことにな

り、14日の期間は受容し難いとして、３日以内

に短縮することを提案し、これが採用された（刑

事司法及び裁判所業務法附則５第２条）。

届出方法については、警察署へ出頭し、警察

官へ口頭で届け出ることとしていたが（第２条

第５項）、これについては、警察署へ届出書を郵

送する方法でもよいとした（刑事司法及び裁判

所業務法附則５第２条）。

また、性犯罪者が最初に届出を行ったときは、

本人の同一性を確認するために、本人の指紋の

採取と写真の撮影が行われるが、政府は、この

権限をすべての届出に採用することを提案し

た。この提案要求が採用されて、性犯罪者法第

２条第６項の後に第６項Aから第６項 Cまで

の３項が追加され、届出要求に服している者は、

警察官の要請があった場合において、本人の指

紋の採取と写真の撮影またはそのいずれかを認

めること、指紋採取の権限は、警察官がアクセ

スした指紋を他の指紋と照合して、本人の同一

性を確認するために行使するものとすることと

した（刑事司法及び裁判所業務法附則５第３

条）。

加えて、現行の届出要求は、連合王国内の性

犯罪により有罪宣告を受けた犯罪者のみに適用

されるが、国内の性犯罪により有罪宣告を受け

た者であると、国外の性犯罪により有罪宣告を

受けた者であるとを問わず、性犯罪者として認

知されている国内のすべての者を追跡すること

ができるということが重要であるとして、政府

は、本人が連合王国へ帰国した場合において同

一の届出要求に服させるように要求した。この

提案を採用して、性犯罪者法第２条に、第６項

Dから第６項 Fまでの３項が追加され、届出要

求に服している者が連合王国を出国するとき

は、出国に先立って、出国日、移住国(移住国が

２以上あるときは最初の移住国)、到着地、国外

に居る間の出国・帰国・移動に関して出国者が

有しているその他の情報を告知すること、また

これらの者が連合王国へ帰国するときは、帰国

に関する情報を告知することを義務づけること

とした（刑事司法及び裁判所業務法附則５第４

条）。

㈡ 刑の変更

性犯罪者法は、届出要求に違反した場合につ

いて、略式起訴に基づく有罪宣告により、６か

月以下の拘禁もしくは基準等級表のレベル５

（5000ポンド）以下の罰金に処し、または両者

を併科することとしていたが（第３条第１項）、

同条項を改めて、正式起訴に基づく有罪宣告の

場合にあっては５年以下の拘禁もしくは罰金ま

たは両者の併科とし、略式起訴に基づく有罪宣

告の場合にあっては６か月以下の拘禁もしくは

法定上限以下の罰金または両者の併科とする、

と大幅に刑の引上げを行い、さらに新設された

指紋採取・写真撮影と出国者・帰国者の情報告

知義務の拒否・違反についても、同様の刑に処

することとした（刑事司法及び裁判所業務法附

則５第５条）。

㈢ 規制命令

重大な暴力犯罪により有罪宣告を受けた者に

ついて、重大な性的危害を生じさせる危険性を

示すような証拠があるときは、政府は、これら

の犯罪者に対し、性犯罪者命令と併せて、規制

命令を下して、犯罪者に氏名・住所の届出要求

を課すること、児童と接触を持たないこと、前

の被害者と連絡を取らないこと等の行動制限を

課することができるとする提案を行った。性犯

罪者命令は、「1998年犯罪及び秩序違反法」第２
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条と第３条によって導入され、性犯罪者が釈放

された後に、さらに暴行・殺人等の重大な罪を

犯すことによって、公衆に重大な危害を生じさ

せるおそれがある場合に、公衆を保護する目的

で当該命令を下し、所定の事項の禁止を命ずる

ものである。審議の結果、性犯罪者命令と規制

命令を併用する提案が採用されて、本法により、

性犯罪者法に第５条Aが追加され、性犯罪者法

にいう性犯罪により有罪宣告を受けた者につい

て、刑事法院または控訴院が拘禁刑を科し、ま

たは入院命令もしくは後見人命令を下した場合

や、当該罪について精神障害により無罪が認定

された者または行為無能力の状態であったと認

定されたが、告発された行為を行ったと認定さ

れた者について、刑事法院または控訴院が入院

命令または後見人命令を下した場合その他にお

いて、公衆一般または公衆の特定構成員を犯罪

者からの重大な危害から保護するために必要で

ある、と当該裁判所が確信したときは、この者

に規制命令を下して、所定の期間中、所定の事

項の禁止を命ずることができることとし、この

期間中、届出要求に服させることとした。この

者に当該命令が下されたときは、刑が言い渡さ

れたものとして、この者は上訴することができ、

また、裁判所は、申立てに基づいて当該命令を

変更または取り消すことができる。この者が合

理的な免責事由なくして禁止事項を行ったとき

は、届出要求に違反した場合に科せられると同

一の刑に処せられる（刑事司法及び裁判所業務

法附則５第６条）。

Ⅴ 多数機関による公衆保護の取決め

本法第67条は、関係する性犯罪者または暴力

犯罪者、および公衆に重大な危害を生じさせる

おそれがある、と責任機関、即ち警察オフィサー

の長と地方プロベーション局が思料する者につ

いて、当該２機関がその者の危険性を評価し、

かつ管理するための取決めを定めなければなら

ない旨を規定した。そして同法第68条は、関係

する性犯罪者・暴力犯罪者に当たる者として、

次の者を列挙している。

・性犯罪者法の届出要求に服している者

・性犯罪または暴力犯罪により有罪宣告を受け

て、12か月以上の拘禁刑、少年犯罪者施設へ

の収容刑、収容及び訓練命令その他のいずれ

かが科せられた者

・性犯罪または暴力犯罪について、精神障害に

より、または行為無能力の許で告発された行

為を行ったことにより、有罪が認定されな

かったが、入院命令または後見人命令が下さ

れた者

・資格剥奪命令を下す条件を満たしている者

第67条に基づいて、2001年４月に多数機関に

よる公衆保護の取決めが導入された。政府は、

イングランドおよびウェールズ地方の42の地域

に対し上記の者の危険性を評価・管理するため

の取決めを定める義務を課した。この取決めに

よって、多数機関間の効果的な作業の協力が行

われるようになった。取決めには、警察とプロ

ベーション局が中心となり、これに地域住宅公

社、社会福祉事業、保健提供者、少年犯罪対策

チーム、教育業務、刑務所業務その他が参加し

た。

この取決めは、犯罪者の拘束とその後の釈放

を通して、犯罪者を有効に管理する実務と法律

に並行して行われ、公衆への危害を生じさせる

おそれがあるが、拘束を維持・続行することが

できない者について、危険管理計画の実施機関

間の情報交換によってこの者の有効な管理を確

保する追加措置を導入するものである。本人の

危険性が高い場合には、「多数機関公衆保護委員

会」（Multi-Agency Public Protection Panel）

［MAPPP］の同意を得て、本人の情報が学校・

ボランティアグループその他へ開示される。

2002年11月に刊行された『公衆の保護』（Protect-

ing the Public）と題する報告書には、当該取決
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めを実施した実例が報告されているので、紹介

しておく。

24歳のAは、本人が養護していた児童に対す

る性的暴行により28か月の拘禁が言い渡され、

性犯罪者登録に付せられた。許可書に基づいて

釈放された後、当該事件が多数機関公衆保護委

員会へ付託された。事件を監視していくなかで、

本人が地域のフットボール試合の審判を務めは

じめたことが判明した。当該委員会は、情報開

示権限を行使して、これをフットボール連盟へ

通知した。そして委員会は、本人の危険性を管

理するために性犯罪者命令が有効である、と裁

判所へ申し立てた。この命令により、本人は、

審判を務めることが禁止された。

結び

「2000年刑事司法及び裁判所業務法」という

名称は、裁判所業務に関係する２局の新設と資

格剥奪命令・コミュニティ命令等の刑事司法の

２領域を規定した法律であることを表明したも

のということができるであろう。

国家プロベーション局と児童・家庭裁判所助

言・支援局の新設は、これにより、犯罪者処遇

業務と家庭裁判所業務の相互協力によって児童

の指導監督・社会復帰支援と児童保護・児童福

祉の促進を図ることが目的であった。

資格剥奪命令が命ぜられることになる対児童

犯罪には、児童への生命・身体に対する罪と性

的自己決定に対する罪のあらゆる形態が網羅さ

れていると見ることができる。我々は、児童を

含む脆弱被害者を保護しようとする近時のイギ

リス刑事立法の動向を読み取ることができる。

とりわけ性犯罪に対する挑戦は、イギリス政府

の最優先課題であるとしている。「1997年性犯罪

者法」の改正による、性犯罪者の釈放後の氏名・

住所の届出期間の短縮、性犯罪者命令と規制命

令の併用、罰則の強化、多数機関による公衆保

護取決め等の一連の措置も、イギリス政府の対

性犯罪施策の一環として理解することができ

る。

コミュニティ命令について、未成年者を含む

加害者の取扱いについても配慮を加えた。「プロ

ベーション」から「社会復帰」（rehabilitation)

への名称変更は、犯罪者に対する「指導監督」

という働きかけから犯罪者の向かうべき「社会

復帰」の方向へと視点を移したものと解せられ

る。また「奉仕」（service）から「処罰」（punish-

ment）への変更は、処罰の面を強調したものと

推察される。新設された「排除命令」は、「外出

禁止」では把握することができない所定の場所

への立入り禁止を追加したものであり、「薬物禁

絶命令」は、薬物治療から薬物禁絶へと、一歩

踏み込んで対応したものと思われる。いずれも、

現行法の不備を補正したものである。

イギリスの刑事法は、公衆の保護を主眼とす

るイギリス政府のたびたびの立法を通して、目

まぐるしく変化している。この傾向は、今後も

続いていくものと予測される。
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イギリス「2000年刑事司法及び裁判所業務法」（法律第43号）
―第２章 児童の保護―

Criminal Justice and Court Service Act 2000

Chapter43

PartⅡ Protection of Children

横山 潔 訳

イギリス「2000年刑事司法及び裁判所業務法」

は、４つの章を設けて、全文82か条をもって構

成されている。本法の規定する主要事項は、児

童を対象とする業務を行うことが不適切とされ

る者から当該業務に就く資格を剥奪する命令の

導入、特定のコミュニティ命令の名称変更と新

たなコミュニティ命令の追加、性犯罪被害者の

保護の強化を図る「1997年性犯罪者命令」の改

正等であるが、本稿では、資格剥奪命令に関す

る規定その他を定めた「第２章 児童の保護」

（第26条―第42条）のみを掲載することとする。

なお、参考のために、末尾に本法全体の目次

を掲げておく。

目 次

第２章 児童の保護

資格剥奪命令(第26条―第34条)

児童を対象とする業務を行う資格の剥奪の

効力(第35条―第38条)

児童に対する品位を欠く行為(第39条・第40

条)

児童を対象とする品位を欠く写真：刑の上

限の引上げ(第41条)

通則(第42条)

第２章 児童の保護

資格剥奪命令

第26条 「対児童犯罪」（offence against  a
 

child）の意味

⑴ 何人も、次の各号の１に該当したときは、

この者は、本章の適用上、対児童犯罪を行っ

たものとし、対児童犯罪により有罪宣告又は

告発を受けたという文言は、これに応じて読

むものとする。

⒜ 附則４第１条中に掲げる罪を犯したとき

⒝ 附則４第２条中に掲げる罪を児童に対し

て犯したとき

⒞ 附則４第３条に該当したとき

⑵ 主務大臣は、命令をもって附則４を改めて、

記載事項を追加、変更又は削除することがで

きる。

第27条 同等の軍事犯罪

⑴ 何人も、同等の軍事犯罪により有罪宣告又

は告発を受けたときは、この者は、本章の適

用上、対児童犯罪により有罪宣告又は（場合

により）告発を受けたものとみなす。

⑵ 前項中の「同等の軍事犯罪」（equivalent
 

armed forces offence）とは、次の各号の１

に掲げる作為又は不作為によって構成する軍

事犯罪をいう。

⒜ 対児童犯罪に該当する作為又は不作為

⒝ イングランド又はウェールズ地方におい

て行われたとすれば、対児童犯罪に該当す

ると思料される作為又は不作為

⑶ 第１項中の「同等の軍事犯罪」には、次の

各号の１に掲げる罪の未遂の法定の罪も含ま
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れる。

⒜ 対児童犯罪

⒝ イングランド又はウェールズ地方におい

て行われたとすれば、対児童犯罪に該当す

ると思料される行為

⑷ 当該罪が同等の軍事犯罪に該当するか否か

を決定するために、附則４は、「又は未遂」（or
 

attempting）が附則４第３条 t号から削除さ

れたものとして効力を有する。

⑸ 本条中の「法定の罪」（civil offences）は、

1955年陸軍法［1955c.18］におけると同一の意

味を有する。

第28条 児童を対象とする業務を行う資格の剥

奪：成年

⑴ その者の事案において、次に掲げる条件の

いずれかが満たされているときは、本条の規

定を適用する。

⑵ 第１の条件は、次の各号の両者に該当する

ことをいう。

⒜ 18歳以上の時に犯した対児童犯罪により

有罪宣告を受けたこと

⒝ 当該有罪宣告について、上級裁判所が適

格な刑を科したこと

⑶ 第２の条件は、次の各号の両者に該当する

ことをいう。

⒜ 18歳以上の時に犯した対児童犯罪により

告発を受けたこと

⒝ 対児童犯罪として告発を受けた作為又は

不作為について、上級裁判所が関係命令を

下したこと

⑷ 第５項に従うことを条件にして、裁判所は、

その者が児童を対象とする業務を行う資格の

剥奪される旨を命じなければならない。

⑸ すべての状況を考慮して、その者が再度対

児童犯罪を行うおそれがない、と裁判所が確

信したときは、本条に基づく命令を下しては

ならない。

⑹ 裁判所が本条に基づく命令を下さなかった

ときは、裁判所は、命令を下さなかった理由

を表明し、かつその理由を手続の記録中に記

載させなければならない。

第29条 児童を対象とする業務を行う資格の剥

奪：未成年

⑴ その者の事案において、次に掲げる条件の

いずれかが満たされたときは、本条の規定を

適用する。

⑵ 第１の条件は、次の各号の両者に該当する

ことをいう。

⒜ 18歳未満の時に犯した対児童犯罪により

有罪宣告を受けたこと

⒝ 当該有罪宣告について、上級裁判所が適

格な刑を科したこと

⑶ 第２の条件は、次の各号の両者に該当する

ことをいう。

⒜ 18歳未満の時に犯した対児童犯罪により

告発を受けたこと

⒝ 対児童犯罪として告発を受けた作為又は

不作為について、上級裁判所が関係命令を

下したこと

⑷ すべての状況を考慮して、その者が再度対

児童犯罪を行うおそれがある、と裁判所が確

信したときは、裁判所は、その者が児童を対

象とする業務を行う資格の剥奪される旨を命

じなければならない。

⑸ 裁判所が本条に基づく命令を下したとき

は、裁判所は、命令を下した理由を表明し、

かつその理由を手続の記録中に記載させなけ

ればならない。

第30条 第28条及び第29条：補則

⑴ 第28条、第29条及び本条において

「後見人命令」（guardian order）とは、1955

年陸軍法［1955c.18］、1955年空軍法［1955c.

19］、1957年海軍規律法［1957c.53］又は1983
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年精神保健法［1983c.20］の意味の枠内におけ

る後見人命令をいう。

「適格な刑」（qualifying sentence）とは、

次の各号の１に掲げる刑又は命令をいう。

⒜ 12か月以上の拘禁刑

⒝ 12か月以上の少年犯罪者施設への収容刑

⒞ 恩赦による収容刑

⒟ 2000年刑事裁判所権限(量刑)法［2000c.

6］第91条（特定の重大犯罪により有罪宣告

を受けた18歳未満の犯罪者）に基づく12か

月以上の収容刑

⒠ 12か月以上の収容及び訓練命令

⒡ 軍法会議又は軍法会議控訴裁判所が科す

る12か月以上の収容刑

⒢ 1983年精神保健法［1983c.20］の意味の枠

内における入院命令

⒣ 後見人命令

「関係命令」（relevant  order）とは、次の

各号の１に定める命令をいう。

⒜ 刑事法院、控訴院、軍法会議又は軍法会

議控訴裁判所が、関係する者に入院を命ず

る命令

⒝ 後見人命令

「上級裁判所」（senior court）とは、刑事

法院、控訴院、軍法会議又は軍法会議控訴裁

判所をいう。

⑵ 前項の「適格な刑」の定義の f号中の収容に

は、次の各号に定める条項に基づく拘束命令

による収容が含まれる。

⒜ 1995年陸軍法［1955c.18］第71条AA又は

同法附則5A第10条

⒝ 1955年空軍法［1955c.19］第71条AA又は

同法附則5A第10条

⒞ 1957年海軍規律法［1957c.53］第43条AA

又は同法附則4A第10条

⑶ 本章中の拘禁刑又は軍法会議又は軍法会議

控訴裁判所が科する収容刑には、猶予刑が含

まれる。

⑷ 第28条又は前条に基づく命令を下すため

に、裁判所が、有効な証拠を考査した後に、

ある者が関係する罪を犯した時に18歳未満で

あった、又は18歳未満でなかったと決定した

ときは、その時点におけるその者の年齢は、

同条の適用上(及び特に当該命令の有効性に

関する問題を決定するために)、裁判所が本人

の年齢をその年齢と決定した年齢とみなされ

るものとする。

⑸ 本章において

⒜ 資格剥奪命令は、第28条及び前条に基づ

く命令とする。

⒝ 第28条又は前条の第２項又は第３項に定

めたように刑が言い渡された者、又は命令

が下された者に関して、その者の刑は、当

該刑又は命令とする。

第31条 上訴

⑴ 何人も、次の各号に該当するときは、資格

剥奪命令に対して上訴することができる。

⒜ 資格剥奪命令が、本人に有罪が宣告され

た罪により本人に言い渡された刑であった

ものとして、本人の事案において、第28条

又は第29条に定めた第１の条件が満たされ

ているとき

⒝ 正式起訴に基づく罪により本人に有罪が

宣告され、かつ資格剥奪命令が、当該罪に

より本人に言い渡された刑であったものと

して、本人の事案において、第28条又は第

29条に定めた第２の条件が満たされている

とき

⑵ 軍法会議が下した資格剥奪命令に関して、

前項 b号の規定は、正式起訴に基づく有罪宣

告が軍法会議による有罪宣告であったものと

して効力を有する。

第32条 資格剥奪命令の再審査

⑴ 第33条に従うことを条件にして、資格剥奪
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命令に服している者は、本条に基づいて行政

審判所へ申立てを行うことができる。

⑵ 本条に基づく申立てにより、行政審判所は、

その者が引き続き当該命令に服すべきか否か

を決定しなければならない。

⑶ その者が児童を対象とする業務を行うこと

が適切である、と行政審判所が決定したとき

は、行政審判所は、当該命令が失効する旨を

指示し、その他の場合にあっては、当該申立

てを却下しなければならない。

第33条 前条に基づく申立ての条件

⑴ 何人も、行政審判所の許可を得た場合に

限って、前条に基づく申立てを行うことがで

きる。

⑵ この者の事案において、適格な条件が満た

されていないときは、本条に基づく許可を求

める申立てを行うことができない。

⑶ 対児童犯罪を行った時に18歳未満であった

者の事案において、次の各号の両者に該当す

るときは、適格な条件が満たされているもの

とする。

⒜ 関係日から少なくとも５年が経過したと

き

⒝ この者が本条に基づく申立てを行う時点

で終了する15年の期間内に、この者が他の

当該申立てを行わなかったとき

⑷ 他の者の事案において、次の各号の両者に

該当するときは、適格な条件が満たされてい

るものとする。

⒜ 関係日から少なくとも５年が経過したと

き

⒝ この者が本条に基づく申立てを行う時点

で終了する10年の期間内に、この者が他の

当該申立てを行わなかったとき

⑸ 行政審判所が次の各号の両者に該当すると

思料しなかったときは、行政審判所は、本条

に基づく申立てを許可することができない。

⒜ 資格剥奪命令が下された後に、又は場合

により、この者が本条に基づく申立てを最

後に行った後に、この者の状況が変化した。

⒝ この変化が、許可の認められるべき変化

である。

⑹ 本条中の「関係日」（the relevant date）と

は、次の各号に定める日をいう。

⒜ 実際の拘束期間が言い渡された者に関し

ては、この者が釈放された日、又はそれよ

り遅い場合にあっては、資格剥奪命令が下

された日

⒝ 刑の言渡しが猶予され、かつそれが失効

した者に関しては、資格剥奪命令が下され

た日

⒞ 病院収容命令が言い渡された者に関して

は

ⅰ この者が当該命令を遵守して病院へ収

容されたときは、この者が病院への収容

に服することを終止した日

ⅱ この者が病院へ収容されなかったとき

は、資格剥奪命令が下された日

⒟ 後見人命令が言い渡された者に関して

は、資格剥奪命令が下された日

⑺ 本条において

「実際の拘束期間」（actual term of cus-

tody）とは、猶予されない拘禁若しくは収容

の期間、又は猶予されたが、効力を有する拘

禁若しくは収容の期間

「後見人命令」（guardian order）は、第30

条におけると同一の意味を有する。

「病院収容命令」（order for admission to
 

hospital）とは、次の各号の１をいう。

⒜ 刑事法院、控訴院、軍法会議又は軍法会

議控訴裁判所が、人に病院への収容を命ず

る命令

⒝ 1983年精神保健法［1983c.20］の意味の枠

内における入院命令

⑻ 前項中の「収容」（detention）とは、第30条
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第１項中の「適格な刑」（qualifying sentence）

の定義の b号から f号までの規定中に定める

刑又は命令に基づく収容(又は収容及び訓練)

をいう。

第34条 資格剥奪命令の復活

⑴ ある者の事案において、第２項に掲げる条

件が満たされている、と警察官の長又は地方

自治体社会福祉事業のディレクター(監督官)

が認めたときは、警察官の長又は(場合によ

り)当該ディレクターは、この者について、高

等裁判所へ本条に基づく命令を下すように申

し立てることができる。

⑵ 第２項に掲げる条件とは、次の各号の両者

をいう。

⒜ この者について下した資格剥奪命令が失

効していること

⒝ この者が、（当該命令が失効した前である

と後であるとを問わず）この者からの重大

な危害から児童を一般的に保護するため

に、又は特別に保護するために、本条に基

づく命令が必要であると信ずる合理的な理

由を認めるような方法で行動したこと

⑶ 資格剥奪命令が失効した後はいつでも、本

条に基づく申立てを行うことができる。

⑷ 第２項に掲げる条件が満たされている、と

高等裁判所が確信したときは、高等裁判所は、

資格剥奪命令が復活する旨を命じ、その他の

場合にあっては、当該申立てを却下しなけれ

ばならない。

⑸ 本条に基づく命令が下されたときは、次の

各号に掲げる変更を伴って、第33条の規定が

効力を有する。

⒜ 第３項中の、対児童犯罪を行った時に18

歳未満であった者は、本条に基づく命令を

下した時に18歳未満であった者と読み替え

るものとする。

⒝ 第３項 a号及び第４項 a号中の関係日

は、本条に基づく命令が下された日と読み

替えるものとする。

⒞ 第５項 a号中の、資格剥奪命令が下され

た後にこの者の状況が変化したという文言

は、本条に基づく命令が下された後にこの

者の状況が変化したと読み替えるものとす

る。

⑹ 資格剥奪命令について、第32条第３項に基

づく指示が与えられたときは、本条の適用上、

資格剥奪命令は失効するものとし、資格剥奪

命令は、本条に基づく命令によって復活しな

い。

児童を対象とする業務を行う資格の剥奪の効力

第35条 児童を対象とする業務を行う資格が剥

奪される者：罪

⑴ 児童を対象とする業務を行う資格の剥奪さ

れた者が、規制対象となっている職において、

事実を認識して当該業務を申し込み、提供し、

受け入れ、又は行ったときは、有罪とする。

⑵ 何人も、事実を認識して次の各号の１を

行ったときは、有罪とする。

⒜ 児童を対象とする業務を行う資格の剥奪

された者に、規制対象となっている職にお

いて当該業務を提供し、又はこの者のため

に規制対象となっている職において当該業

務を周旋したとき

⒝ 児童を対象とする業務を行う資格の剥奪

された者を当該業務から隔離しなかったと

き

⑶ 第１項に基づく罪により告発された者が、

児童を対象とする業務を行う資格の剥奪され

たことを知らず、かつそれを知ることを合理

的に予期することができなかったことを立証

することをもって、この者の抗弁とする。

⑷ 何人も、次の各号の１に該当するときは、

この者は、本章の適用上、児童を対象とする
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業務を行う資格が剥奪される。

⒜ (一時的な場合を除いて)1999年児童保護

法［1999c.14］第１条（児童を対象とする業

務を行うことが不適切と思料される者）に

基づいて記録されるリスト中に記載されて

いるとき

⒝ 不適任者という理由により、1988年教育

改革法［1988c.40］第218条第６項(教師等と

しての雇用の禁止又は制限)に基づく規制

のために記録されるリスト中に記載されて

いるとき

⒞ 児童を対象とする業務を行うことが不適

切であるという理由により、主務大臣又は

ウェールズ国民議会が1996年教育法［1996

c.56］第470条又は第471条に基づいて資格

の剥奪された者が記録されるリスト中に記

載されているとき

⒟ 資格剥奪命令に服しているとき

⑸ 前項 b号中の「不適任者という理由」

（grounds of not being a fit  person）とは、

1988年教育改革法第218条第６項 ZA c号中

に掲げる理由をいう。

⑹ 本条に基づく罪により有罪となった者は、

次の各号に掲げる刑に処する。

⒜ 略式起訴に基づく有罪宣告により、６か

月以下の拘禁若しくは法定上限以下の罰金

又は両者の併科

⒝ 正式起訴に基づく有罪宣告により、５年

以下の拘禁若しくは罰金又は両者の併科

第36条 「規制対象となっている職」（regulated
 

position）の意味

⑴ 本章の適用上の規制対象となっている職

は、次の各号に掲げる職とする。

⒜ 第２項に掲げる施設中の業務が通常の義

務に含まれる職

⒝ デイケア施設上の業務が通常の義務に含

まれる職

⒞ 児童の養護、訓練、監督又は単独看護が

通常の義務に含まれる職

⒟ 責任を有する者が行う取決めに基づい

て、監督を伴わないで児童と接することが

通常の義務に含まれる職

⒠ 16歳未満の児童の雇用の過程において、

当該児童を養護することが通常の義務の重

要な部分に含まれる職

⒡ 16歳未満の児童の雇用の過程において、

当該児童を監督又は訓練することが通常の

義務に含まれる職

⒢ 第６項に掲げる職

⒣ 規制対象となっている職における自己の

業務において、人を監督又は管理すること

が通常の義務に含まれる職

⑵ 前項 a号に定める施設は、次の各号に掲げ

る施設とする。

⒜ 専ら又は主として、児童の収容のための

施設

⒝ 専ら又は主として、児童の受入れ及び治

療のための病院

⒞ 専ら又は主として、児童のための養護

ホーム、居住養護ホーム、看護ホーム又は

私立病院

⒟ 教育施設

⒠ 児童ホーム又はボランタリーホーム

⒡ 1989年児童法［1989c.41］第82条第５項に

基づいて提供されるホーム

⑶ 本条の適用上、施設上で行われる業務は、

次の各号の１の範囲まで、デイケア施設上で

行われたものとみなされない。

⒜ 児童が世話を受けない施設の一部におい

て当該業務が行われた範囲まで

⒝ 同所において児童が世話を受けない時点

に、当該業務が行われた範囲まで

⑷ 第１項 c号及び d号中に定める義務には、

(それぞれ)次の各号の１は含まれない。

⒜ 児童の雇用の過程において、当該児童を
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養護、訓練、監督又は単独看護すること

⒝ 児童の雇用の過程において、当該児童と

接することが含まれる義務

⑸ 第１項 d号中の監督を伴わないで接する

とは、責任を有する者又は監護者が同席しな

いで接することをいい、本項中の「監護者」

（carer）とは、第１項 c号中に掲げる職を保

有する者をいう。

⑹ 第１項 g号中に定める、第６項に掲げる職

とは、次の各号に掲げる者とする。

⒜ 教育施設の運営団体の構成員

⒝ 関係地方公共団体の構成員

⒞ 地方自治体社会福祉事業のディレクター

⒟ 地方教育当局の教育オフィサー(担当官)

の長

⒠ 児童慈善団体の慈善受託者

⒡ イングランド及びウェールズ少年司法委

員会の構成員

⒢ ウェールズ児童コミッショナー又は

ウェールズ児童副コミッショナー

⒣ 児童・家庭裁判所助言・支援局の構成員

又はチーフエグゼクティブ(執行責任者)

⑺ 何人も、次の各号に該当するときは、この

者は、前項の適用上、関係地方公共団体の構

成員とする。

⒜ 地方自治体の構成員又はその執行部の構

成員であって、かつ地方自治体の教育の職

務又は社会福祉事業の職務を執行する者で

あるとき

⒝ 前号に掲げる職務を執行する地方自治体

の執行部の構成員であるとき

⒞ a号に掲げる職務を執行する、次の１に

掲げる委員会の構成員であるとき

ⅰ 地方自治体の執行部の委員会

ⅱ 地方自治体の地域委員会又はその他の

委員会

⑻ 第１項 g号を北アイルランド地方に適用

するに当たっては、第６項の規定はまた、次

に掲げる地位をいうものと読み替えるものと

する。

⒜ 1972年保健及び個人社会福祉事業(北ア

イルランド)命令［S.I.1972/1265（N.I.14)］

第16条に基づいて設立した保健及び社会福

祉事業局の構成員又は当該局の社会福祉事

業のディレクター

⒝ 1991年保健及び個人社会福祉事業(北ア

イルランド)命令［S.I.1991/194（N.I.1)］第

10条に基づいて設立した保健及び社会福祉

事業局トラスト（trust）のソーシャルワー

クの構成員又はエグゼクティブディレク

ター

⒞ 1986年教育及び図書館(北アイルランド)

命令［S.I.1986/594（N.I.3)］第３条に基づ

いて設立した教育及び図書館局の構成員又

は当該局の教育オフィサーの長

⑼ 第７項中の委員会には、当該委員会の職務

を執行する小委員会が含まれる。

⑽ 第１項 h号の適用上、地位を保有する者

は、次の各号の定めるところに従う。

⒜ この者が人の義務の日常の履行を監督す

る場合に限って、人を監督するものとする。

⒝ この者の義務の履行に対して、人がこの

者に直接責任を負う場合、又はこの者が人

を解雇する権限を有する場合に限って、人

を管理するものとする。

慈善団体のために業務を行う者に該当する

者の中に、通常、規制対象となっている職に

おいて業務を行う者が含まれているときは、

本条の適用上、当該慈善団体は、児童慈善団

体とする。

ある者が慈善団体の行った取決めに基づい

て業務を行ったときは、本条の適用上、この

者を、当該慈善団体のために業務を行う者と

するが、本項中に定める取決めには、当該慈

善団体を設立する目的に単に付随するにすぎ

ない目的のために行われた取決めは含まれな
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い。

本条の適用上、次の各号に掲げる者は、児

童に関して責任を有する者とする。

⒜ 児童の親権者又は後見人及び児童が生活

を共にする成年

⒝ 第２項に掲げる、児童が収容されている

施設、児童が患者となっている施設又は児

童が教育を受けている施設を管理する者、

及びこれらの者に代わって活動する者

⒞ 児童が養護を受ける施設上でデイケアを

提供するために、1989年児童法［1989c.41］

第10章Aに基づいて登録した者

⒟ 第６項に掲げる職を保有している者

本条において

「地域委員会」（area committee）は、2000

年地方公共団体法［2000c.22］第18条における

と同一の意味を有する。

「収容」（detention）とは、裁判所の命令に

よる、又は制定法・制定法規に基づく収容を

いう。

地方自治体に関して、「教育の職務」（educa-

tion function）とは、地方教育機関としての

資格において、地方自治体に付与された教育

に関する職務をいう。

地方自治体に関して、「執行部」（executive）

は、2000年地方公共団体法第２章におけると

同一の意味を有する。

地方自治体に関して、「社会福祉事業の職

務」（social services functions）は、1970年

地方自治体社会福祉事業法［1970c.42］におけ

ると同一の意味を有する。

「規制対象となっている職」（regulated
 

position）の定義を改正するために、主務大臣

は、命令をもって、（本項とは別に）自己が適

切と思料する本条の改正を行うことができ

る。

第37条 スコットランド地方又は北アイルラン

ド地方における資格の剥奪

⑴ 主務大臣は、命令をもって、第35条の規定

が、児童を対象とする業務を行う資格の剥奪

された者に関して適用されると同様に、第２

項に該当する者に関して適用される旨を定め

ることができる。

⑵ 何人も、スコットランド法又は北アイルラ

ンド法に基づいて、主務大臣の見解において、

(第35条第４項に掲げる方法により)児童を対

象とする業務を行う資格の剥奪に相当する禁

止又は資格剥奪に服している者は、第２項に

該当する者とする。

第38条 犯罪者の社会復帰

⑴ 犯罪者の有罪宣告について、資格剥奪命令

が下されたときは、1974年犯罪者社会復帰法

［1974c.53］第６条に従って、有罪宣告に適用

される社会復帰期間は、当該命令が下されな

かったものとして決定され、資格剥奪命令は、

同法の適用上、刑としない。

⑵ 本条中の「有罪宣告」（conviction）は、同

法におけると同一の意味を有する。

児童に対する品位を欠く行為

第39条 罪の拡大：14歳及び15歳の者に対する

行為

1960年対児童淫行法［1960c.33］第１条第１項

(児童に対する品位を欠く行為)中の「14歳」

（fourteen）を「16歳」（sixteen）と読み替える

ものとする。

第40条 対応する北アイルランド地方の罪の拡

大：14歳から16歳までの者に対する行為

⑴ 1968年児童及び少年法(北アイルランド)

は、次のとおり改める。

⑵ 第22条(児童に対する品位を欠く行為)の末

尾に、次に掲げる第２条を加える。
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「⑵ 本条中の「児童」（child）とは、17歳未

満の者をいう。」

⑶ 第180条第１項(解釈)中の「児童」（child）

の定義において

⒜ 「児童」（child）の後に、「第22条で用い

る場合を除いて」を加える。

⒝ 末尾に、「及び第22条で用いるときは、同

条によって第22条に定めた意味を有する」

を加える。

児童を対象とする品位を欠く写真：刑の上限の

引上げ

第41条 児童を対象とする品位を欠く写真：刑

の上限の引上げ

⑴ 1978年児童保護法［1978c.37］第６条第２項

(処罰)中の「３年」（three）を「10年」（ten）

と読み替える。

⑵ 1978年保健及び児童保護(北アイルランド)

命令［S.I.1978/1047（N.I.17)］第３条第４項

a号(児童を対象とする品位を欠く写真)中の

「３年」（three）を「10年」（ten）と読み替え

る。

⑶ 1988年刑事司法法［1988c.33］第160条(略式

起訴に基づく、児童を対象とする品位を欠く

写真の所持の罪)において

⒜ 第２項の後に、次に掲げる第２項Aを加

える。

「(2A）この者は、本条に基づく罪の正式起

訴に基づく有罪宣告により、５年以下

の拘禁若しくは罰金に処し、又は両者

を併科するものとする。」

⒝ 本条の見出しを「児童を対象とする品位

を欠く写真の所持」と読み替える。

⑷ 1988年刑事司法法(証拠等)(北アイルラン

ド)命令)［S.I.1988/1847（N.I.17)］第15条(略

式起訴に基づく、児童を対象とする品位を欠

く写真の所持の罪)において

⒜ 第２項の後に、次に掲げる第２項Aを加

える。

「(2A）この者は、第1項に基づく罪の正式

起訴に基づく有罪宣告により、５年以

下の拘禁若しくは罰金に処し、又は両

者を併科する。」

⒝ 本条の見出しを「児童を対象とする品位

を欠く写真の所持」と読み替える。

通則

第42条 第２章の解釈

⑴ 本章において

「軍事犯罪」（armed forces offences）と

は、1955年陸軍法［1955c.18］第70条、1955年

空軍法［1955c.19］第70条又は1957年海軍規律

法［1957c.53］第42条に基づく罪をいう。

「養護ホーム」（care home）は、2000年養

護基準法［2000c.14］におけると同一の意味を

有する。

慈善団体」（charity）及び「慈善受託者」

（charity trustee）は、1993年慈善団体法

［1933c.10］におけると同一の意味を有する。

「児童」（child）とは、18歳未満の者をいう。

「児童ホーム」（children’s home）は、次の

各号の定めるところに従う。

⒜ イングランド及びウェールズ地方に関し

ては、2000年養護基準法におけると同一の

意味を有する。

⒝ 北アイルランド地方に関しては、1955年

児童(北アイルランド)命令［S.I.1995/

755（N.I.2)］第91条第２項中の a号、f号及

び g号の各規定並びに h号の後の文言が

削除されたとすれば、同命令第90条第１項

によって付与されると思料される意味を有

する。

「A級薬物」（Class A drug）は、1971年薬

物乱用法［1971c.38］におけると同一の意味を
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有する。

「デイケア施設」（day care premises）は、

デイケアを提供するために、1989年児童法

［1989c.41］第10章Aに基づいて、人が登録

を受ける施設をいう。

「資格剥奪命令」（disqualification order）

は、第30条によって付与される意味を有する。

「教育施設」（educational institution）と

は、専ら又は主として、児童に全日制の教育

を提供するための施設をいう。

「雇用」（employment）とは、役務提供契

約若しくは徒弟奉公契約に基づくものである

と、役務追求契約に基づくものであるとを問

わず、有給の雇用をいう。

「病院」（hospital）は、次の各号の定める

ところに従う。

⒜ イングランド及びウェールズ地方に関し

ては、1977年国民保健事業法［1977c.69］第

128条第１項によって付与される意味を有

する。

⒝ 北アイルランド地方に関しては、1972年

保健及び個人社会福祉事業(北アイルラン

ド)命令［S.I.1972/1265（N.I.14)］第２条第

２項によって付与される意味を有する。

「地方自治体」（local authority）は、1996

年教育法［1996c.56］におけると同一の意味を

有する。

「看護ホーム」（nursing home）は、1992年

登録ホーム(北アイルランド)命令［S.I.1992/

3204（N.I.20)］第16条によって付与される意

味を有する。

「私立病院」（private hospital）は、1986

年精神保健(北アイルランド)命令［S.I.1986/

595（N.I.4)］第90条第２項によって付与され

る意味を有する。

「居住養護ホーム」（residential care home）

は、1992年登録ホーム(北アイルランド)命令

第３条によって付与される意味を有する。

「行政審判所」（the Tribunal）とは、1999

年児童保護法［1999c.14］第９条によって設置

された審判所をいう。

「ボランタリーホーム」（voluntary home）

は、1995年児童(北アイルランド)命令第74条

第１項によって付与される意味を有する。

「業務」（work）には、次の各号の両者が含

まれ、「業務を行う」（working）という文言は、

これに応じて読むものとする。

⒜ 有給無給を問わず、かつ役務提供契約若

しくは徒弟奉公契約に基づくと、役務追求

契約に基づくと、又は契約に基づく以外で

あるとを問わず、あらゆる種類の業務

⒝ 制定法・制定法規によって（by or by
 

virtue of）設けられた職務

⑵ 本章中の猶予刑に関して、効力を有すると

は、次の各号の１によって効力を有すること

をいう。

⒜ 1957年海軍規律法［1957c.53］第91条又は

2000年刑事裁判所権限(量刑)法［2000c.6］

第119条に基づく命令又は指示

⒝ 1955年陸軍法［1955c.18］第120条又は

1955年空軍法［1955c.19］第120条に基づく

猶予の決定

【参考】

本法全体の目次は次のとおりである。

目 次

第１章 新設の局

第１節 イングランド及びウェールズ地方のための

国家プロべーション(保護観察)局

序則(第１条・第２条)

職務(第３条―第７条)

雑則(第８条―第10条)

第２節 児童・家庭裁判所助言・支援局(第11条―第

17条)

第３節 通則

財産及び職員(第18条―第23条)
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児童の保護のための規定(第24条)

解釈(第25条)

第２章 児童の保護

資格剥奪命令(第26条―第34条)

児童を対象とする業務を行う資格の剥奪の効力

(第35条―第38条)

児童に対する品位を欠く行為(第39条・第40条)

児童を対象とする品位を欠く写真：刑の上限の引

上げ(第41条)

通則(第42条)

第３章 犯罪者の取扱い

第１節 コミュニティ刑

特定のコミュニティ命令の名称変更(第43条―第

45条)

新設のコミュニティ命令(第46条・第47条)

雑則(第48条―第55条)

第２節 雑則

少年犯罪者：譴責及び警告(第56条)

警察権限：薬物(第57条)

保釈(第58条)

収容(第59条―第61条)

許可書に基づく受刑者の釈放等(第62条―第65条)

性犯罪及び暴力犯罪(第66条―第69条)

第３節 補則(第70条)

第４章 通則及び補則

第１節 通則(第71条―第75条)

第２節 補則(第76条―第82条)

（よこやま きよし・元専門調査員）

(本稿は、調査及び立法考査局の委託によるも
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