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Ⅰ 問題の所在  

 

1997年の神戸連続児童殺傷事件(以下、「神戸事件」と略す。)は、10年以上経った今で

も、記憶に鮮明に残っている人が多いであろう。神戸事件では、数か月にわたり、3 人の

児童が重症を負い、2 人の児童を殺害され、うち 1 人の児童の首は中学校の正門に声明文

とともに置かれた。何人もの幼い児童が事件の標的となった残虐なこの事件に人々は恐怖

を覚えたが、なによりも同事件の犯人が非行歴のない 14 歳の中学生であったことに、社

会は大きな衝撃を受けた。長期間にわたり 1人の中学生がこのような凶悪事件を引き起こ

したことは、それまでの少年事件の社会の見方を変えるものであり、その後の少年犯罪を

めぐるさまざまな議論を呼ぶこととなった。 

 しかし、なぜこの少年は神戸事件を引き起こすまでになったのであろうか。同事件にお

いて神戸家庭裁判所が 1997年 10月 17 日に下した処分内容によると、少年が非行に至る

ようになった心理的背景として、長男であった少年は、両親や家族から期待されて弟たち

と比較して厳しく躾られて成長したこと、両親と同居していた祖母が厳しい躾を受けてい

た少年をかばうこともあり、少年は時おり祖母の部屋に逃げ込むこともあったが、祖母の

死後からナメクジやカエルの解剖をするようになったこと等を挙げ、少年の幼少期からの

家庭での躾が少年の攻撃性に影響した、すなわち、少年の家庭環境が神戸事件に至った原

因であるとされている(1)。 

それでは、少年の非行の原因がその保護者(2)や家庭にあるならば、少年だけでなく保護

者にもその非行の原因をつくったことについての責任を問うべきではないだろうか。もち

ろん、家庭環境に全く問題がなかったにもかかわらず、少年が非行に走ることもあり得る

であろう。しかし、家庭内に問題がなくとも、民法第 820 条「監護及び教育の権利義務」

によって少年を非行から遠ざけ監督する義務が保護者にはあると考える。さらに、非行少

年の更生において、生活環境の改善や家庭での理解は欠かせないものである。心身ともに

成長過程にあり、精神的にも社会的にも自立していない少年の更生には、周囲の人間、と

くに保護者の協力が必要不可欠である。少年の更生に保護者が適切に対応できるように支

援体制を整えることが重要となるであろう。 

 したがって、私は、わが国において非行少年の更生には、保護者に対するより強制力の

ある制度を構築することが必要であると考える。そこで、本論文では、はじめに「Ⅱわが

国における少年非行の現状」において、統計からわが国における少年非行の現状を分析し、

家庭環境と非行の関係性について検討する。そして、少年法第 25 条の 2 にいう「保護者

に対する措置」という規定を踏まえ、非行少年を保護する施設では実際に少年の保護者に

どのような対応をしているのか見ていく。次に、「Ⅲイギリスの少年非行の現状」において、

イギリス(3)の取り組みについて検討したい。なぜなら、イギリスでは、「1998 年犯罪及び

秩序違反法」(The Crime and Disorder 1998)第 8 条及び第 9 条において、「養育命令」

(Parenting Order)という犯罪予防と養育支援を目的として少年の非行について保護者の

責任を問う規定を設けているからである。したがって、非行少年の保護者の措置に関して、

わが国よりもさらに多様な分野から少年たちの更生に取り組んでいるイギリスの取り組み

は、比較法的検討が必要である。最後に、「Ⅳ検討」において、少年が再び非行に走ること
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のないように、非行少年の社会復帰にあたり、わが国には今後どのような法制度設計が求

められるか、保護者の責任と養育支援に関する検討を中心に自分なりの見解を展開したい。 

 

 

Ⅱ わが国の少年非行の現状 

 

1．統計からみるわが国の少年非行の現状 

 

(1) 戦後から現在まで 

 戦後のわが国の刑法犯少年(4)の検挙人員をみると、3 つの大きな波があることがわかる

(図 1)(表 1)(5)。第 1 の波は 1951 年の 126,519 人前後であり、背景として、戦後の社会秩

序の乱れや経済的困窮等の社会的混乱があげられる。第 2 の波は 1939 年の 151,346人前

後であり、戦中・戦後の困難な時代に成長期を過ごした 10 代後半の少年人口の増大、わ

が国の経済的発展の過程における工業化・都市化の社会的変動等が背景としてあげられる。

第 3 の波は 1983 年の 196,783 人前後であり、家庭や地域社会などの保護的・教育的機能

の低下および犯罪の機会の増大などの社会的条件の変化が背景にあるとされている(6)。第

3の波以降は、多少の増減はあるものの、刑法犯少年の検挙人員は減少傾向にあり、2009

年は 90,282人となっている。人口比(7)としては、2000年の 14.9以降、2003年には 17.5

まで増加したが、2009年は 12.4まで減少している(図 2)。 

 したがって、非行少年の検挙人員に多少の増減はあるものの、近年は第 3の波を最高と

して減少傾向にあり、人口比をみても 2000 年以降は徐々に減少していることがわかる。

それでは、現在のわが国の少年非行の実態はどのようなものなのであろうか。以下に検討

したい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図 1) 昭和 24年以降における刑法犯少年の検挙人員及び人口比の推移 
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警察庁生活安全局少年課「平成 21年における少年の補導及び保護の概況」(2010年) 

(図 2) 刑法犯少年の検挙人員及び人口比の推移 

警察庁生活安全局少年課「平成 21年における少年の補導及び保護の概況」(2010年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 近年の非行の状況 

警察庁生活安全局少年課の「平成 21 年中における少年の補導及び保護の概況」による

と、2009年が罪種別では、窃盗犯の検挙人員が 54,784人で全体の 60.7%ともっとも大き

な割合をしめている。次いで粗暴犯が 7,653 人で 8.5%、知能犯が 1,144 人で 1.3%、凶悪

犯が 949 人で 1.1%、風俗犯が 399 人で 0.4%、その他の刑法犯が 25,353 人で 28.1%とな

っている。窃盗犯では万引きが 32.3%ともっとも多く、次いで自転車盗難が 3.7%となって

いる。また粗暴犯では傷害が 5.3%ともっとも大きな割合を占めている。知能犯は 2000年

から増加傾向にあるが、他方で、凶悪犯は 6年間連続減少傾向にある(図 3)(8)。 

 年齢別にみると、14 歳の少年が 20,172 人(22.3%)、15 歳の 21,314 人(23.6%)となって

警察庁生活安全局少年課「平成 21年における少年の補導及び保護の概況」(2010年) 
(表 1) 昭和 24年以降における刑法犯少年の検挙人員及び人口比の推移 
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(図 4) 刑法少年の年齢別検挙人員及び構成比 

警察庁生活安全局少年課 

「平成 21年における少年の補導及び保護の概況」(2010年) 

おり、年少少年が刑法犯少年の半分近くの割合(41,486 人、46.0%)を占めている。中間少

年では、16 歳は 19,574 人(21.7%)、17 歳は 12,638 人(14.0%)で、計 32,212 人(35.7%)と

なり、18歳未満の少年で全体の約 8割を占めている。年長少年は 16,584人(18.4%)である

(図 4)(9)。 

 再犯者に関しては、2009 年の刑法犯少年 90,282 人のうち、再犯者は 28,295 人で、全

体の 31.3%を占めている(10)。人口比は 3.9であり、成人の人口比の 1.07と比較すると 3.6

倍となり(11)、刑法犯少年の再犯率が高いことがわかる。罪種別にみると、凶悪犯は 949人

中 572人が再犯者であり、全体の約 60%は再犯者である。粗暴犯も 7,653人中 4,031人が

再犯者であり、全体の 50%以上にのぼる。窃盗犯は 54,784人中 17,011人、約 30%が再犯

者である(表 2)。 

 罪種別にみると、少年犯罪の場合、万引きなどの窃盗犯が最も多く、凶悪犯などの割合

はかなり小さいが、年齢別では年少少年の割合が半数近くを占めていることが特徴として

あげられる。また、再犯率が成人と比べてかなり高いことも特徴であり、問題点であると

いえよう。戦後以降、非行少年の検挙件数は減少傾向にあるが、近年は年齢の低い少年の

犯罪が多く、また、再犯率も高いという現状から、再犯率を下げ、年齢の低い少年の更生

を確実にすることがわが国の少年非行・少年犯罪の改善につながると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図 3) 刑法犯少年の包括罪種別の罪種別構成比 

警察庁生活安全局少年課 

「平成 21年における少年の補導及び保護の概況」(2010年) 
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警察庁生活安全局少年課「平成 21年における少年の補導及び保護の概況」(2010年) 

(表 2) 刑法犯少年の再犯者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．少年の非行と家庭の関係性 

少年の非行の原因は複合的であり、ひとつの要因を非行の原因であると断定することは

できない。しかし、神戸事件のように、保護者の躾や家庭環境が少年の非行の直接的な要

因であると考えられる事件が存在している。また、子、すなわち少年の保護者は、民法第

820 条「監護及び教育の権利義務」を根拠に、少年を非行から遠ざけて監督する立場にあ

るといえよう。さらに、少年の更生には保護者の協力が必要不可欠であることを考えると、

少年の更生において、「家庭」は重要な要素であり、少年非行と家庭に何かしらの関係性を

見出し、少年の更生に必要な支援につなげることが必要である。以下、少年と保護者の家

庭に関する意識、虐待と非行の関係性という観点から検討していく。 

 

(1) 少年と保護者の家庭に関する意識 

内閣府が 2009 年に実施した「第 4 回非行原因に関する総合的研究調査」(12)では、非行

少年と一般少年を対象に、その家庭の状況含めた生活状況を比較した興味深いアンケート

結果が示されている。同調査の対象は、一般少年は小学生 3,184人、中学生 2,909人、高

校生 3,136人、大学生 654人の計 9,883人、非行少年は補導少年 365人、少年鑑別所在所

少年 566人の計 931人である。家庭の雰囲気に関して、中学生では一般少年は 83.9%、非

行少年は 74.7%が「家庭の雰囲気は暖かい」と答えた。「親は私のことを信頼している」

と答えた者は、中学生の一般少年は 74.9%、非行少年 62.3%、高校生では一般少年は 73.2%、

非行少年では 68.7%であった(13)。この質問に関しては、小学生のみの質問ではあるが、一
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般少年と比較して「家にいても楽しくないと思う」と答えた非行少年の割合が高く、非行

少年の家庭に対する不満が高いことや、また、「親から愛されていないと感じる(よその家

に生まれてきたらよかった)」と答えた者は、小学生から大学生のすべての回答について非

行少年が一般少年よりも割合が高いことから、非行少年は家庭に対する不満や不充足感を

持ちやすく、これらを学校や友人関係で解消としようとする傾向があるという見解がある

(14)。同調査は、補導少年と少年鑑別所在所少年のみが対象になっているので、全ての非行

少年にあてはまるとは言い難いが、家庭に対する不満や不充足感に関して、一般少年との

比較でほとんどの項目について低い割合を示していることから、非行少年は家庭や保護者

に対して不満をもっている傾向にあるといえよう。家庭に対する不満を募らせ、外泊をか

さねるようになるなど、このような不満感が非行の一要因になると考えられる。 

それでは、保護者は少年の非行と家庭についてどのような意識をもっているのであろう

か。法務総合研究所が 2005 年に実施した「最近の非行少年の特質に関する研究」(15)にお

ける少年の家族関係についての保護者の意識調査を参考にしたい。同調査の対象者は、保

護者会または面会のために少年院を初めて訪れた少年の保護者であり、このうち回答が得

られた保護者は父親(義父を含む)165 人(34.0%)、母親(義母を含む)321 人(66.0%)の計 486

人である(16)。父親については回答率が低いものの、母親は半数以上が回答しており、この

調査のみで一般化はできないが、以下に検討したい。 

子育てに関して、「子どもに口うるさかった」との項目について「そう思う」(「とても

そう思う」及び「ややそう思う」の合計。以下同様。)と回答したのは、父親が 57.3%、母

親が 69.3%という結果であった。また、「夫婦の子育ての方針が一致していなかった」と

いう項目について「そう思う」とする比率は、父親が 55.6%、母親が 64.6%という結果で

あった。虐待の有無に関しては、「子どもに感情的に手をあげていた」という項目について

は父親が 43.5%、母親の 40.3%が「そう思う」と回答した。これらをふまえ、「子どもの

非行によって親が気付かされたことがある」という項目では父親が 91.5%、母親が 91.7%

とほとんどの保護者が「あてはまる」(「とてもあてはまる」及び「ややあてはまる」の合

計。以下同様。)としており、「これまでの親の生き方を変えていく必要と感じる」という

項目では父親が 61.6%、母親 72.1%が「あてはまる」と回答した(17)。 

調査結果をみると、子育てに関して過干渉であったことや夫婦間の協力が不十分であっ

たことなどを半数以上の保護者が感じていることがわかる。さらに、虐待に関する項目で

も半数近い保護者が自覚していることから、少年が非行に走ったという事実から保護者が

少年や対して適切な態度をとることができなかったことを認識していることがうかがえる。

そして、少年の非行から保護者自身が少年に対してそれまでとは異なる態度で接し、新し

い関係を築く必要性を多くの保護者が感じていることがわかる。これらの調査では少年院

の保護者会に参加していた保護者を対象にしているため一般化することは難しいが、保護

者の多くが少年の非行と自らの態度を振り返り、反省していることが理解できる。 

 さらに、同調査では、非行少年の家族関係の問題に関して、546 人の少年院教官を対象

にアンケート調査を実施しており、うち 64.3%が非行少年は「家族との情緒的交流がない」

と回答している。次いで、「非行が家族に与えた影響を理解できない」と回答したのは 37.9%、

「家庭内が不和である」と回答したのは 35.7%であった。家庭内での情緒的交流が乏しく

なっているために、他者への思いやることができなくなっているということが問題として
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考えられている(18)。 

 少年の保護者の関係に問題があるという多くの少年院教官からの回答結果は、少年と保

護者の当事者以外の第三者から見ても、多くの少年が家庭に問題を抱えている現状を確信

することができる。 

  

(2) 虐待と非行の関係性 

 法務総合研究所が 2001年に少年院在院者に対して行った「被害の経験に関する調査」(19)

では、虐待と非行の関係性について興味深い結果が示されている。同調査では、全国の少

年院在院者 2,354人に対してアンケートを実施し、①「家族以外の者による被害」と②「家

族による被害」に関して、身体的暴力、性的暴力、ネグレクトについての質問項目が設け

られている。 

 全体的な状況に関して、加害行為を受けた経験の有無については 70%以上の在院者が家

族および家族以外の者から何らかの被害を受けた経験があると回答している。項目別では、

家族から軽度の身体的暴力をうけた少年は男子 1,338人(63.8%)、女子 171人(74.7%)とな

っており、うち重度の身体的暴力をうけた少年は男子 987人(47.1%)、女子 137人(59.8%)

という結果であった。また、性的暴力(接触)を受けた少年は男子 30人(1.4%)とあまり多く

ないが、女子 35人(15.3%)であった。ネグレクトを受けた少年は男子 166人(7.9%)、女子

24人(10.5%)であった(20)。 

 性的暴力に関しては、女子が男子よりも被害を受けている割合が多いが、件数は多くな

く、ネグレクトも同様である。しかし、身体的暴力に関しては、少年院在院者の半数もし

くはそれ以上が家族から被害を受けているという結果になっている。それでは、「虐待を受

けている(受けた)」ということが少年の非行とどのような関連性があるのだろうか。 

 いかなる虐待であっても、その被害が子どもの心身に大変な苦痛を与えることは容易に

理解できる。この虐待の被害から逃れるために子どもが適応行動としての非行に走るとい

う見解もある。例えば、家庭での虐待から逃げるために家出をするようになったり、虐待

の辛い経験をすこしでも癒すためにほしいものを手に入れようと窃盗をしたり、性的逸脱

行為をするようになるのである(21)。また、身体的暴力の虐待被害を受けた子どもは攻撃性

が高くなり、非行や犯罪という形でその攻撃性があらわれるといわれる。家庭で暴力を受

ける中で、本能的に環境に適応して生き延びるために攻撃性が高まるのである(22)。 

 虐待と非行に因果関係があるとは断言できないが、少年院在院者の多くが虐待の被害に

あっているという調査結果を考慮すれば、なんらかの関係性があるとはいえるであろう。

少年の非行と家庭内の虐待に関係があるならば、少年の更生のためにはその家庭への支援

も重要である。 

 

3．少年法第 25条の 2 にいう「保護者に対する措置」 

少年法第 25 条の 2 は、家庭裁判所が「保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚

させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な

措置をとり、又は家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができる」とし

ている。本条は、神戸事件を受けて、少年の非行や犯罪について保護者の責任を追及すべ

きであるという世論の高まりから 2000 年の少年法改正時に創設されたものである。家庭
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裁判所では、法改正以前にも保護者に対する「訓戒・指導」等を行っていたが、敢えて保

護者に対する家庭裁判所の対応を条文化する必要があるほど、少年非行における保護者の

「責任」を追及する声は高くなっていたのである(23)。 

 同法第 25 条の 2 にいう「保護者に対する措置」には、裁判官が審判において訓戒・指

導する方法のほか、家庭裁判所調査官が行うものとして以下の 5つの方法がある。第 1は

個別面接であり、調査官が調査や試験観察において助言・指導・訓戒等を行う。第 2は少

年・保護者の共同参加で実施する講習であり、交通関係事件における交通講習、シンナー

等乱用事件における薬物講習、被害者の視点を取り入れた「被害を考える教室」等がある。

第 3はグループワークであり、保護者同士で悩みを率直に語り合い意見交換等を行う「保

護者の会」等がある。第 4は親子合宿のようなもの、第 5は「社会奉仕活動」と呼ばれる

ものであり、少年・保護者の共同参加で、老人ホームや障害者施設等での介護の補助、公

園や路上等の清掃等を実施している。 

 保護者に対する措置は、「家庭裁判所が、必要があると認められるとき」におこなわれる。

「必要があると認められるとき」は、保護者に対する措置が少年の再非行防止に必要であ

る場合のみならず、有効であると判断される場合を含むと解されている(24)。本条によって、

少年たちの更生に保護者がより協力的になるように家庭裁判所が働きかけることが期待さ

れているが、保護者に対する措置は強制力を伴わないものであり、その違反に対して法的

制裁を加えることはできないという問題点がある。 

 

4．施設別にみる保護者への対応 

少年法第 25 条の 2 により、非行少年の保護者に対して家庭裁判所調査官が指導・訓戒

することが認められている。それでは、実際に非行少年を収容している施設では、どのよ

うに保護者の対応をしているのであろうか。以下に保護観察所、児童相談所・児童自立支

援施設、少年院の順にみていく。 

 

(1) 保護観察所 

 保護観察所では、更生保護法第 59 条により、保護観察所の長は保護者に対して少年の

監護の責任を自覚させ、指導・助言、その他の適当な措置をとることができるとしている。

これに基づき、保護観察所は保護者が養育についての知識や技術を促進させ、家族問題の

問題対処能力を向上させることなどを目的として保護者会や家族教室を開催している。保

護観察を効果的に実施するためには、保護者との協力を確保することが重要となるため、

集団講習やグループワーク等を通して保護者に働きかけを行っている(25)。 

 しかし、保護観察処遇を担当する保護司からは少年の保護者が協力的でなく、その指導

力を欠いており、保護観察を効率よく進めることに苦慮している、という現状が指摘され

ている。具体的には、保護者は少年に注意や指導ができない、少年の言いなりになる、少

年の行動に無関心である、少年の問題行動を他人のせいにするなど、といったことがあげ

られる。このような子どもに対する監護能力に問題のある保護者ほど、保護司の指摘や助

言を受け入れないという傾向があり、保護者との関係を築き、少年の更生を効果の高いも

のにすることが難しくなる(26)。 
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(2) 児童相談所・児童自立支援施設 

 児童自立支援施設では、児童の自立にむけての支援のために、児童のみならず「家族調

整」としての保護者への支援に重きを置いている。なぜなら、児童が施設で性格行動が改

善され家庭復帰をしても、家族との生活がうまくいかずに再び施設に戻ってくるケースが

少なくないからである。このようなケースを防ぐための家族支援として行われるべき対策

として、全国児童自立支援施設協議会は、以下の 3点を挙げている(27)。第 1に児童の家庭

の環境を知り、支援に生かすために家庭訪問をするべきとしている。だが、家庭訪問は実

施することが難しい状況が現状である。第 2に、子どもと家族との面会であるが、中には

施設に入る前からの親子関係が悪く、お互いに拒否的であることがある。そして、第 3に

保護者会の開催である。なるべき多くの保護者に参加してもらえるように、運動会など施

設のイベントの後に設けられることが望ましいとされている(28)。 

 しかし実際には、このような保護者への対策を講じても、児童相談所や児童自立支援施

設には強制的に保護者にプログラムを受けさせる権力がないために、呼び出しに応じない

保護者も多い(29)。 

東京都福祉保健局の 2005 年の「東京都の児童相談所における非行相談と児童自立支援

施設の現状―子どもの健全育成と立ち直り支援の取組―」(30)では、児童相談所における保

護者の非行相談に対する協力態度について、父親の約 50%と母親の約 60%は協力的である

が、父親の約 50%と母親の約 40%は消極的、無責任であるなどという理由で非行相談に協

力を得られないケースも多々あるという報告をしている。また、非行相談に拒否を示した

り、批判をしたりするなど相談者と緊張状態にあることも同報告で明らかになった(31)。 

 

(3) 少年院  

  少年院では、定期的に保護者会を開催して、少年の矯正教育など更生にむけての働きか

けを保護者に行っている。具体的には、保護者会で保護者に少年院に出向いてもらい、矯

正教育の内容や施設内での生活の概況を説明するとともに、在院者、保護者および教官の

三者面談により、在院者の家族関係などの調整や出院後の進路等が話合われる。 

 2005 年度版犯罪白書によると、2004年に保護者会の案内状を送付した家族数 5,337 の

うち、実際に保護者会に出席した家族は 4,087であり、出席率は 76.6%となっている。処

遇別にみると、一般短期処遇の出席率は 87.9%、特修短期処遇は 86.0%、長期処遇 71.2%

であり、一般短期処遇の出席率が最も高い値を示している(32)。 

 また、少年院からの保護者に対する働きかけの実施状況として、保護者会において保護

者に対する働きかけを行ったとする比率がもっとも高く(84.6%)、個別的な働きかけとして

行っている保護者面談や三者面談の実施状況は、保護者面談は 46.2%、三者面談は 32.7%

であった。保護者面談や三者面談では、保護者会に出席しなかった保護者に対しても、面

会等の機会を利用して、積極的に働きかけを実施している(33)。 

 また、先日施設参観をさせていただいた多摩少年院での法務教官の方のお話では、同少年

院では、保護者会は少年の出院までに 3回実施され、参加は任意とされており、出席率は

約 75%であるという。保護者会では少年の生活態度等を保護者に理解してもらうようなプ

ログラムを組んでおり、保護者会等に一度も参加しないような協力的でない保護者に対し
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ては少年の成績や状況を知らせる手書きを送るような取り組みをしている。さらに、保護

者の対応として困ることについて、少年院に入院すると少年に関して全て施設任せにして、

少年の更生に消極的な保護者が多いことが挙げられた。親子関係が著しく悪い少年の保護

者には、親子関係に距離を置いて指導をするようにしており、少年の出院後に帰る場所が

つくられるようにする。それでも親子関係が改善されない場合には、更生保護施設や住み

込みで働ける場所等の居場所を探すようにしている(34)。 

 

5．小括 

わが国の少年非行は、統計から見る限りでは、検挙人員数等は減少傾向にあり、凶悪犯

の割合も低く、窃盗などの軽微な犯罪が多くの割合を占めている。少年非行の特徴として、

再犯率が成人よりも高く、かつ年少少年の占める割合が高いことから、年少少年を更生さ

せて再犯を防ぐことがわが国の緊急の課題であろう。また、少年非行の原因は複雑で特定

することは難しいが、被虐待経験を有する少年が多いことや少年に適切な養育態度をとれ

なかったことを自覚している保護者の割合が高いことをみても、少年非行と非行少年の家

庭環境に関係性があると考えられる。少年が施設を出て再び家庭で生活を始めるときに、

保護者が少年を養育・監督できなければ、少年の更生可能性は低くなってしまうことも考

えられ、少年と保護者との間の問題解決もまた少年の更生のために必要となるといえよう。 

 だが、保護者に対する措置について規定している少年法第 25 条の 2 も保護者に対する

強制力はないので、保護観察所、児童相談所、児童自立支援施設、少年院等がそれぞれに、

保護者のための教室を開催し、保護者会を実施するなどの対応をしているも、呼び出しに

応じない保護者もいるのが現状である。 

わが国では、少年の年齢や非行内容により収容施設が異なるが、保護者の措置に関して

は、各施設が少年を処遇する上で保護者に対する権限を強め、その対応内容を統一するこ

とが、少年の更生にむけて、より効率良く、かつより適切な対処をとることを可能にする

と考える。それでは、わが国には今後、どのような対策が必要であろうか。そこで、少年

の保護者に対してより強制力をもって対応できる規定「1998年犯罪及び秩序違反法」(The 

Crime and Disorder Act 1998)を置いているイギリスの動向について、次章で、「1. 統計

からみるイギリスの少年非行の現状」、「2. 少年の非行と家庭の関係性」、「3. 1998年犯罪

及び秩序違反法第 8条及び第 9条にいう養育命令(Parenting Order)」「4. 養育命令の現状」

の順に、以下に検討する。 

 

 

Ⅲ イギリスの少年非行の現状 

 

1. 統計からみるイギリスの少年非行の現状 

法務省の 2008年 9月少年司法年間データ(35)によるとイングランド及びウェールズ地方

において、犯罪発生件数は減少傾向にあり、2005 年から 2008 年の 3 年間では、57,277

件(17%)減少している(図 5)(36)。2008 年の非行少年による罪種別検挙数でもっとも多かっ

たものは窃盗とその受け取り(Theft and Handing)で 49,183 件、次いで暴行(Violence 
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Youth Justice Board, Youth Justice Annual Workload data 2008/09  

England and Wales (2010) 

Against Person)が 47,490件、器物損壊(Criminal Damage)が 32,328件、秩序違反(Public 

Order)が20,965件、交通犯罪(Motoring Offences)が 20,515件とほぼ同件数となっている。

また、行政規則違反が(Breach of Statutory Order)が 15,877 件、次いで薬物犯罪(Drug 

Offences)が 14,435件となっている(図 6)(37)。 

年齢別検挙数では、全体の 244,583人のうち、もっとも多いのは 17歳の少年が 64,281

人で最も多く、全体の 26%を占め、次いで 16 歳の少年が 60,483 人と 25%となる。さら

に、15歳の少年が 49,503人と 20%を占め、次いで 14歳の少年が 34,487人と 14%を占め

ている(図 7)(38)。 

再犯率に関しては、2000年に 40.2%と最高値を記録しており、それ以降やや減少傾向に

あり、2007年には 37.5%、2008年には 37.3%と前年とほぼ変わらなかった。2000年から

2008年間で約 3%減少している(表 3)。 

 犯罪件数は減少傾向にあり、少年犯罪に関しては、窃盗や暴行などの犯罪が最も大きな

割合を占めている。また、特徴として、薬物犯罪が多く、年長少年による犯罪が多いこと

があげられる。年齢別では、16 歳と 17歳の少年を合わせた割合は全体の半分以上を占め

ている。再犯率も 40%前後で推移しており、2000 年から大きな増減もなく、なかなか改

善されていない現状である。 

 なお、イギリスの少年の刑事責任年齢に関しては、1991 年刑事司法法(The Criminal 

Justice Act 1991)第 68条において、青少年裁判所にて 18歳未満を対象とすることを定め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図 5) 2005年 6月から 2008年 9月における犯罪発生件数傾向 

(Trends in the volume of proven offences from 2005/06 to 2008/09) 
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(図 6) 2008年 9月時点での罪種別検挙数(National proven offence category 2008/09) 

 

(図 7) 年齢別検挙数(Total proven offences by age 2008/09) 

 

Youth Justice Board, Youth Justice Annual Workload data 2008/09  

England and Wales (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youth Justice Board, Youth Justice Annual Workload data 2008/09  

England and Wales (2010) 

Youth Justice Board, Youth Justice Annual Workload data 2008/09 

England and Wales (2010) 

(表 3) 2000年から 2008年における再犯者の推移(National reoffending data, 2000-2008) 

Youth Justice Board, Youth Justice Annual Workload data 2008/09 England and Wales (2010) 



 

 

- 13 - 

  

2．少年の非行と家庭の関係性 

 

(1) 保護者の養育 

1997年に公表された白書(No More Excuses)(39)において、非行をその発生要因には、決

定的な因果関係はないとしつつも、非行に関係する主要な要因として、①男子であること 

(being male)、②犯罪歴のある親によって養育されていること(being brought up by a 

criminal parent or parents)、③問題家庭のもとで生活していること(living in a family 

with multiple problems)、④経験の乏しい親に養育され、親に指導監督能力が欠けている

こと(experiencing poor parenting and lack of supervision)、⑤家庭と学校における規律

が欠けていること(poor discipline in the family and at school)、⑥無断欠席をするか学校

から排除されていること(playing truant or being excluded from school)、⑦非行仲間との

交流があること(associating with delinquent friends)、⑧犯罪歴のある兄弟がいること

(having sibling who offend)の 8点をあげている(40)。そして、イギリス政府は子どもをも

つ親は第一に子どもの手本となる存在であり、重要な役目を担う立場にあるとして、少年

の非行の原因については簡単に断定することができないが、いかなる危険性も保護者の躾

や教育が正しいものであるならば、少年の非行は防ぐことができるという考えを示してい

る(41)。また、養育に関して、保護者による監督が不十分であるなど、家庭に問題を抱える

非行少年の保護者を政府は支援し、罰することよりも、養育方法を改善することで、問題

解決につなげる機会を与えるべきであるとする見解もある(42)。 

 

(2) 虐待と非行の関係性 

 虐待と非行の関係性に関して、2000年に統計局が実施した「イングランドおよびウェー

ルズ地方における若年犯罪者の精神医学上の病的状態に関する統計」(43)に、若年犯罪者の

刑務所に入る前に経験したストレスとなる出来事と精神的異常への危険要因との関係性に

ついての調査項目がある。これは、再拘留された男子 334人、有罪判決を言い渡された男

子 180人、女子 118人の計 632人の若年犯罪者に調査を行ったものである。若年犯罪者が

経験したストレスとなる出来事と虐待と関係する項目として、家庭内での暴力(violence at 

home)、性的虐待(sexual abuse)の 2項目があげられる。家庭内での暴力では再拘留された

男子 24%、有罪判決を言い渡された男子 23%、女子 42%が家庭での暴力で苦しんだこと

があると回答した。また、再拘留された男子 4%、有罪判決を言い渡された男子 2%、女子

29%が性的虐待で苦しんだことがあると回答した。家庭での暴力を受けていると回答した

男子は再拘留された男子、有罪判決を言い渡された男子ともに 20%強程度であるが、女子

は約倍の 42%が被害を受けており、性的虐待に関しては、女子は男子の約 7倍の割合で被

虐待経験を有していることがわかる。このような虐待などのストレスとなる出来事を経験

は、人格障害(Personality disorder)や精神医学上の病的状態に強い関係性をもつとされて

おり、特に、性的虐待を経験した若年犯罪者はこれを経験していない者よりも 4.68倍の精

神医学上の病的状態に陥る可能性が高くなると指摘されている(44)。 
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3．1998年犯罪及び秩序違反法(The Crime and Disorder Act 1998)第 8 条及び 

9条にいう養育命令(Parenting Order) 

 1998年犯罪及び秩序違反法(The Crime and Disorder Act 1998)は、1997年に労働党政

権が公表した白書(No More Excuses)において新しい少年司法の枠組みとして提示され、

議会を通過して立法化したものである。同法が施行される以前は、「1969 年児童少年法」

(The Children and Young Persons Act 1969)においては、非行少年の取り扱いについて、

刑事手続きによる責任追及だけではなく、できる限り民事的な保護手続をすべきであると

し、非行少年の訴追よりも保護が色濃いものとなっていた(45)。しかしながら、少年犯罪の

検挙率、被害者や社会への損失の増加等が影響し、白書において提案された同法は、それ

までの非行少年に対する保護という寛容な態度を改め、少年を非行や犯罪によって引き起

こした事実に直面させて責任を自覚させ、再犯の予防を行うことを目的としている。その

ため、少年本人の責任だけではなく、保護者の責任をも強化することが決定され、犯罪及

び秩序違反法第 8 条及び第 9 条に養育命令(Parenting Order)が規定された(46)。さらに、

養育命令は「2003年反社会的行動の防止法」(The Anti-social Behaviour Act 2003)と「2003

年犯罪法」(The Criminal Justice Act 2003) により、地方教育当局が学校において、反社

会的行動をとる生徒の親について裁判所に対し、養育命令を求める申し立てを行うことが

でき、裁判所は生徒の行動を改善するために養育命令を下すことが望ましいと確信した時

は、当該命令を下すことができるとした。養育命令の内容は 1998 年犯罪及び秩序違反法

の第 8条及び第 9条にいう養育命令に定めているとおりである(47)。 

 1998年犯罪及び秩序違反法での養育命令は、反社会的行動をとった児童、学校に出席し

ない児童、また児童保全命令、反社会的行動命令、性犯罪者命令が下された児童の保護者

に言い渡される。12カ月を超えない範囲でカウンセリングやガイダンスに出席することを

求められる。さらに、当該児童を学校に行かせること、特定の場所に行かせないようにす

ること、特定の時間には家にいさせること等を義務付ける。養育命令によるプログラムが、

当該保護者の宗教的信条との衝突、通常の作業時間等を妨害するものであってはならない

としている(48)。養育命令が言い渡されても、その保護者に犯罪歴がつくことはない(49)。ま

た、命令違反者には保護者に罰金を科すかどうかの公聴会が開かれ、命令違反と認定され

ると、最高￡1,000(約 126,000円相当)までの罰金が科されることになる(50)。 

 

4．養育命令の現状 

 1998年以降、犯罪及び秩序違反法制定により養育命令が保護者は適用されるようになっ

たが現状はどうであろうか。また、どの程度効果がでているのであろうか。以下、養育命

令に関する統計、プログラムの内容、プログラムの効果と問題点の順に検討していきたい。 

 

(1) 統計 

養育命令の年間件数は、2005 年では 1,252 件で、2008 年では 1,317 件と 5%上昇した

が、件数の増減はほぼ横ばいである(図 8)(51)。2005年の養育命令の内容をみると、少年の

犯罪によって下された養育命令が最も多く 1,069件であり(52)。児童を学校に出席させるな

ど教育面での養育命令は 213件となった。少年の犯罪結果によって養育命令を言い渡され

る保護者が多数であることがわかる。 
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(図 8) 2005年 6月から 2008年 9月における養育命令の年間件数 

(Total parenting orders by year from 2005/06 to 2008/09) 

Youth Justice Board, Youth Justice Annual Workload data 2008/09  

England and Wales (2010) 

養育命令を受ける保護者の 2002年における人口統計的特徴は、2,911人の保護者のうち

女性が 2,259人(78%)、男性が 532人(18%)、年齢別には、35歳から 44歳が最も多く 1,150

人(40%)であった。次いで、25 歳から 34 歳が 631 人(22%)、45 歳以上が 304 人(10%)と

なった。さらに、無職である保護者が 1,642 人(56%)、フルタイム勤務をしている保護者

が 521 人(18%)、短時間勤務である保護者が 348 人(12%)であった。家庭環境に関して、

配偶者と同居していない保護者が 1,122 人(39%)、配偶者と同居している保護者は 889 人

(30%)であった ( 53 )。養育命令をうけている保護者の少年の人口統計 (Demographic 

characteristics of young people)では、全体 2,360人中、男子が 1,784人(76%)、女子が 576

人(24%)である。また、1,922人中10歳以下は181人(9%)、11歳から15歳は1,337人(70%)、

16歳以上は 404人(21%)であった(54)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) プログラムの内容 

 養育命令が下されると、保護者はカウンセリングやガイダンスに出席することを求めら

れるが、カウンセリングやガイダンスはどのように実施されているのであろうか。 

 養育命令のカウンセリングやガイダンスには様々な形態のものがあるが、いずれも子ど

もの再犯防止のための養育の知識や技術を身につけることを目的とするものである。例え

ば、子どもの挑発的な態度にどのように立ち向かうか、問題解決、コミュニケーションに

関して、保護者の養育技術を身につけることを目的とするプログラムや、思春期の子ども

の行動や発達について保護者の知識をつけるプログラム、保護者自身の養育に対する自信

や、自尊心を高めるためのプログラム等がある。 

 上記のことを目的としたプログラムは、以下の 4つで実施されている。第 1にグループ

ワークでの実施であり、グループワークでは職員と保護者とのディスカッションや配布資

料や教材による指導、家庭での課題などがある。第 2に個別のプログラムの実施では、専
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門家が個別に支援をするなど、家事や子どもの指導などの実践的な支援と助言、資格を有

する専門家のカウンセリング・セラピー等がある。第 3はグループワークか個別による方

法として、テレビやコンピュータによる受講や普段とは違うプログラムを受けるなど、よ

り柔軟に一人一人の保護者に合う支援策を実施する内容となっている。第 4にその他の方

法として家族の話合いなどがある。 

 これらのプログラムを受けるまでに至った経緯別の保護者の出席率では、任意の委託

(Voluntary referrals)の保護者は予定されているプログラムについての平均参加率が 72%

であった。また、命令の委託(Court Ordered referrals)による保護者の平均参加率は 74%

であり、両者の参加率に大きな差はほとんどみられなかった(55)。  

 

(3) プログラムの効果と問題点 

a. 調査結果 

 それでは、養育命令によるプログラムを受けた保護者や子どもには、どのような効果や

影響があるのであろうか。①保護者のプログラムへの満足度、②保護者と子どもの親子関

係、③再犯率の 3 点に関して、犯罪防止についての政策調査局が 2002 年に発表した「積

極的な子育て」(56)の調査結果をもとに、順に検討する。 

①保護者のプログラムへの満足度に関しては、プログラムを担当する職員による 459人

の保護者の満足度についての評価を示したい。同調査は、養育プログラムを始める当初と

プログラム終了後の保護者の意見を「とても満足している」、「満足でも不満でもない」、「と

ても不満である」の 3段階にわけて職員が評価したものである。命令の委託による保護者

は、プログラムを受けた当初は、「とても満足している」が 14%、「満足でも不満でもない」

が 21%、「とても不満である」が 65%となった。しかし、プログラムの終了後は、「とても

満足である」が 74%、と 60%も上がり、「満足でも不満でもない」14%と 7%下がり、「と

ても不満である」が 8%までに下がった。一方、任意の委託による保護者は、プログラム

を受けた当初は、「とても満足している」が 69%、「満足でも不満でもない」が 19%、「と

ても不満である」が 12%であったが、プログラム終了後は、「とても満足している」が 81%、

「満足でも不満でもない」が 14%、「とても不満である」が 5%になった(57)。 

 ②保護者と子どもの親子関係について、保護者がプログラムを受けた前後に、コミュニ

ケーション(communication)、保護者の監督(supervision)、保護者との衝突(conflict)、保

護者の暖かさまたは敵意(warmth/hostility)の 4つの項目に関し、子どもに対して実施した

アンケート調査がある。同調査は 496 人の子どもを対象に実施され、対象者の年齢は 11

歳未満が 10%、12 歳から 14 歳が 50%、15 歳から 16 歳が 36%、17 歳以上が 4%の割合

となっている。まず、コミュニケーションの項目で「保護者は自分の気持ちを理解してい

ない」と回答した子どもの割合は、プログラム開始前では 33%であったが、プログラム終

了後には 23%に減少していた。次に、保護者の監督の項目において、「保護者は自分が家

に不在のときに、何をしているか知っている」と回答した子どもは、プログラム開始前で

は 67%の割合であったが、プログラム終了後には 75%にあがっていた。また、保護者との

衝突の項目では、「保護者に対して怒鳴る」と回答した子どもは、プログラム開始前では

63%、プログラム終了後では 55%に下がった。さらに、保護に対する暖かさまたは敵意に

関しては、例えば、「保護者はよく腹を立てる」と回答した割合は、プログラム開始前では、
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39%が回答したが、プログラム終了後には 23%に減少するなど、保護者の暖かさについて

は改善がみられ、一方で保護者の敵意は減ったという結果であった(58)。同調査での結果が

一般化できるとは言い難く、またプログラム前後での差に大きな差はみられないが、プロ

グラムによって保護者と子どもとの親子関係に穏やかな改善の傾向にあるといえる。 

③再犯率に関しては、平均年齢 14.2 歳の 10 歳から 17 歳の 269 人の養育プログラムを

受けた保護者の子どもを対象としたデータも示されている。プログラム開始前では 89%が

再犯を犯していたが、プログラム終了後では、61.5%に減少した (59)。 

 

 b. 分析 

同調査結果について、以下に自分なりに分析してみる。まず、①保護者のプログラムへ

の満足度に関しては、命令の委託による保護者がプログラム開始前より終了後では「とて

も満足している」が 14%から 74%と 60%も上がるという劇的な変化を見せており、「満足

でも不満でもない」が 21%から 14%と 7%下がり、「とても不満である」が 65%から 8%と、

57%も下がった。一方、任意の委託による保護者はプログラム開始前より終了後では「と

ても満足している」が 12%上昇し、「満足でも不満でもない」が 5%、「とても不満である」

が 7%減少した。命令の委託による保護者は強制的にプログラムを受けさせられていると

いう気持ちから、プログラム受講前には前向きにプログラムを受けようとする気持ちの評

価がなされていなかったが、プログラムの終了後には、その満足度が急激に上昇しており、

プログラム終了後には相当の充実感を得ていることがうかがえる。また、任意の委託によ

る保護者はもともとのプログラムに対する意識の高いことからプログラム開始前の満足度

も高いが、それでもプログラム終了後にはより多くの保護者が高い満足感を得ていること

が理解できる。 

 さらに、②保護者と子どもの親子関係に関して、子どもを対象に実施したアンケート調

査では、保護者のコミュニケーション関して、「保護者は自分の気持ちを理解していない」

と回答した割合は、プログラム終了時には、開始前より 10%減少しており、保護者の監督

に関しては、「保護者は自分が家に不在のときに、何をしているか知っている」と回答した

割合が 8%あがっていた。保護者との衝突の項目では、「保護者に対して怒鳴る」と回答し

た子どもの割合は、プログラム開始前から終了後では 8%下がり、保護に対する暖かさま

たは敵意に関しては、「保護者はよく腹を立てる」と回答した子どもは、プログラム開始前

から終了後で、16%減少していた。本調査での結果が一般化できるとは言い難く、またプ

ログラム前後で大きな差はみられないが、プログラムによって保護者と子どもとの親子関

係は穏やかな改善の傾向にあるといえる。 

そして、③再犯率に関しては、プログラム開始前では 89%であったが、プログラム終了

後には、61.5%に減少しており、減少しても 50%以上の高い再犯率であるが、同調査の再

犯率の変化は統計上、有意な差であり、養育プログラムが子どもの再犯防止に効果的であ

ったとしており、再犯防止について養育命令によるプログラムが効果的であったというこ

とができるであろう。 

 既述のように、養育命令によるプログラムには、保護者の養育に関する姿勢や親子関係、

子どもの再犯防止等にも有効であるとされているが、一方で、2010年に教育省が実施した

「学校の出席または行動における養育責任に関する法令の利用調査」(60)では、養育命令を
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ほとんど利用しない地方自治体が存在することを指摘している。150の地方自治体に2004

年から2008年の期間における養育命令の利用について調査を行ったところ、無断欠席に対

する養育命令は150中24(16%)の自治体が利用をしなかったと答えた。養育命令を大きな利

用しない理由として、プログラムを実施するための財源や職員が不足していることが挙げ

られた(61)。 

 

5．小括 

イギリスの少年非行の現状は統計からみると、少年非行の発生件数は減少傾向にある。

罪種別では、窃盗などの軽微な犯罪がもっとも多く、次いで暴行が多数であるが、それ以

外の特徴として薬物犯罪が多いことがあげられる。年齢別には、17歳の年長少年の割合が

もっとも多く、年齢が下がるにつれて少年の数も減少している。再犯率も減少傾向にはあ

るが、毎年 40%ほどの少年が再犯者である。 

非行原因についてもさまざまな要因が考えられ、非行との関係性も断定することができ

ないが、いかなる場合であっても保護者の養育が正しければ、少年の非行は防ぐことがで

きるという考えを示している(62)。また、少年非行の増加や被害者や社会の損失の増加等を

理由に、従来の非行少年を保護するといった寛容な態度を改め、少年に責任を問うととも

に保護者にもその自覚を改めさせることを必要とされるようになり、1997年に公表された

白書において 1998 年犯罪及び秩序違反法が提案され、同法第 8 条及び第 9 条に養育命令

が規定された。その後、養育命令は「2003 年反社会的行動の防止法」(The Anti-social 

Behaviour Act 2003)と「2003年犯罪法」(The Criminal Justice Act 2003)において、地

方教育当局の申し立てにより、無断欠席を繰り返す生徒や、行動の改善が必要な生徒に対

して、裁判所から養育命令を下すことができるようになった(63)。 

実際に養育命令を受けてプログラムに参加している保護者に関して、政策調査局が 2002

年に公表した「積極的な子育て」(64)から、少年の非行結果によって養育命令を言い渡され

る保護者が多数であることがわかる。養育命令を受ける保護者のほとんどが女性であり、

30 代後半から 40 代の保護者が多いことがわかる。また、無職である保護者が半数以上を

占めており、配偶者と同居していない保護者がやや多い。一方、非行少年は男子が多く、

年齢は 11歳から 15歳とわが国でいう年少少年から年中少年がほとんどであった。養育命

令によるプログラムを受講した保護者の満足度に関しても、受講前から受講後で 60%ほど

大きく上昇し、最終的に大きな満足感をもってプログラムを終えていることや、親子関係

や再犯防止についても良い影響があるという調査結果は非常に興味深い。調査の対象者が

年齢の低い少年であり、わが国は年少少年が多く非行に走っていることを考えると、養育

命令のような規定は、わが国においても導入を検討すべき制度であるといえるだろう。 

 しかしながら、教育省が 2010 年に公表した学校の出席または行動における養育責任に

関する法令の利用調査」(65)が指摘したように、養育命令よるプログラムを実施するための

財源や職員が不足しており、養育命令そのものを利用しない自治体があるという問題も考

慮しなければならない。わが国でも、イギリスの 1998 年犯罪及び秩序違反法の第 8 条及

び第 9条にいう養育命令のような、保護者に対する措置を新たに設けるべきであるが、こ

のような運営上の問題を回避するようなものでなくはならないだろう。 
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Ⅳ 検討 

 

1．統計の比較 

わが国とイギリスでは、少年非行に関して、統計上からは以下のような類似点・相違点

があると考える。まず、類似点としては、両国とも全体的に少年非行の年間発生件数は減

少傾向にあり、窃盗などの犯罪が件数の全体で最も多くの割合を占め、次いで、粗暴犯な

どの暴行多いことが挙げられる。さらに、再犯率については、わが国は約 30%が再犯者で

あるのに対して、イギリスでは約 40%程度である。イギリスよりわが国の再犯率のほうが

低いが、わが国では非行少年の再犯率が成人の約 4倍であり、イギリスでも非行少年の約

半数が再犯者ある状況を考慮すると、非行問題において再犯防止が両国にとって大きな課

題であるといえるだろう。 

一方、わが国とイギリスの異なる点としては、イギリスの少年非行には、わが国の少年

非行の現状ではみられなかった薬物犯罪が多いことである。さらに、わが国では年齢別で

は 14 歳から 15 歳の年少少年が全体の半分近くを占めているのに対し、イギリスでは 17

歳くらいの年長少年の割合が多いことがわかる。 

 

2．少年の非行と家庭の関係性 

 少年非行と家庭の関係性について、わが国では、内閣府が 2009 年に実施した一般少年

と非行少年の家庭に対する満足度の違いを示したアンケート調査において、一般少年より

も非行少年のほうが家庭に対する不充足感を抱いているという結果が示されている。さら

に、法務総合研究所が保護者を対象に 2005 年に実施した非行少年の家庭に関する意識調

査は、保護者自身が少年に対する子育てに関して、干渉的であることや夫婦間での子育て

が一致していない等の問題を自覚していることが明らかとなり、また、少年院教官の非行

少年の家庭に関するアンケート調査では、少年院教官からみても少年が家庭での情緒的交

流がないということを指摘している。被虐待経験に関する 2001 年の法務総合研究所のア

ンケート調査では、少年院在院者が家庭で何らかの被虐待経験があると回答しており、身

体的虐待に至っては半数以上が虐待の被害にあっているということが明らかになった。こ

うした虐待や家庭内の不和などのストレスや不充足感を回避するために、家出や薬物の使

用、暴力等を行うようになり、これが常習化して非行や犯罪といった社会的に不適合な行

動になるという見解もある(66)。 

 一方、イギリスでも、保護者の養育が適切に行われれば非行や犯罪を防げるという考え

を示しており、被虐待経験に関しても、若年犯罪者では、男子少年が約 20%、女子少年は

約半数が身体的虐待を受けたという結果がある。特に、女子少年は男子少年よりも高い割

合で性的虐待を受けた経験を有しており、性的虐待を受けた経験が深刻な精神障害を引き

起こす原因であると指摘されている(67)。 

 わが国もイギリスでも、非行少年は保護者からの虐待等の家庭内での問題を抱えている

場合が多くみられ、少年の非行の原因であると断定はできないが、こうした家庭内での問

題が少年の非行を引き起こす共通の一つの要因であるといえよう。大人への成長段階にあ

る子どもたちにとって、家庭が身体的、精神的に重要であることは明白であり、非行少年
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の家庭に明らかに問題がある場合には、法が非行少年の家庭に介入して、少年だけでなく

保護者に対しても適切な支援を行うべきであると考える。 

 

3．「保護者に対する措置」の規定の解釈 

 わが国の少年法第 25 条の 2 にいう「保護者に対する措置」は、既述のように、神戸事

件をうけて保護者の責任を問うための規定として設けられ、家庭裁判所が必要と認めると

きは保護者に対して少年の非行の防止のために訓戒・指導をすることができるとしている。

しかし、本条に強制力はなく、少年の更生のための家庭への支援に関しては、少年の収容

施設ごとに対応を任せている状態である。特に、児童相談所や児童自立支援施設は、児童

虐待の事案等も抱えており、施設および職員の負担は大きく、面接などの呼び出しに応じ

ない保護者に対して、非行少年の更生のための面接やプログラム強制する権力を有してい

ないために、対策をたてても効率良く指導等を行うことができない。一方、1998年イギリ

スの犯罪及び秩序違反法の第 8条及び第 9条にいう養育命令は、保護者に対して少年の更

生に関わる家庭支援のためのプログラム等に参加させる強制力を有している。保護者に対

して命令として少年の更生に関わる指導やプログラムに参加させることを強制することが

できれば、現場の負担も減り、より効果的に保護者に対する指導・訓戒を実現することが

できる。 

 イギリスの養育命令は、保護者に子どもの非行の責任を問うとともに、再犯防止のため

の養育支援を保護者に提供するために、少年の家庭に介入するものであり、画期的な制度

であるといえる。既述のように、わが国では年少少年による非行が多く、また再犯率も高

いため、特に、初等少年院や児童自立支援施設においては、年齢の低い少年の保護者に対

して養育に関して強制的に介入すること有効であると考える。保護者の義務の履行を強化

するという意味において、わが国においてもイギリスのような養育命令は導入を検討する

べきという見解もある(68)。 

 しかしながら、わが国には「法は家庭に入らず」という文化があるといわれており、単

純に、イギリスと同じように養育命令を規定して少年法第 25 条の 2 に強制力をもたせる

罰則規定を設けても、わが国の現状に適応するものか疑問である。保護者のためのプログ

ラムを有効なものにするためには、ある程度の強制力が必要であるが、わが国に適応する

ような内容のものでなくてはならない。以下、わが国に導入すべき具体的な保護者に対す

る措置を提案したい。 

 

4．「保護者に対する措置」の今後の展望 

それでは、少年法第 25 条の 2 にいう「保護者に対する措置」を、少年の更生をいかに

効率よく実現させるか、イギリスの養育命令をもとに、強制可能な保護者への措置、保護

者への措置の内容の順に、以下に検討したい。 

 

 

(1) 強制可能な保護者への措置 

既述のように、少年法第 25 条の 2 には、保護者に対して措置を受けさせる強制力はな

いが、今後は非行少年の保護者の責任を問い、より確実に家庭支援を提供するために本条
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に強制力をもたせるべきであると考える。しかし、本条に強制力をもたせるならば、どの

ようにして非行少年の保護者への措置を義務付けるべきであろうか。 

イギリスでは、養育命令によって実施されるプログラムにはさまざまなものがある。し

たがって、まず、保護者にどのようなプログラムが必要かを見極めるために、家庭裁判所

調査官との面接をうけることを義務付ける。少年法第 11 条 1 項にいう「呼出、同行」を

根拠に保護者を家庭裁判所に呼びだすことができると考える。正当な理由がないにもかか

わらず、保護者が呼出に応じない場合は、同条 2項により呼出状を発行して保護者を強制

的に呼び出す。そして、家庭裁判所の面接結果によって、少年法第 25 条の 2 にいう「保

護者に対する措置」が必要かどうかを判断する。さらに、この面接での判断には、少年法

第 25 条の 2 を根拠に強制力を伴わせ、保護者が家庭裁判所から命令されたプログラム等

に参加しない場合には罰則規定を新たに設けるべきであると考える。 

しかし、現行少年法第 25条の 2では、「裁判所が必要があると認めるとき」に保護者へ

の措置をとることが可能であるとしている。したがって、本条に強制力をもたせるならば、

いかなる場合に保護者にプログラムを受けることを強制できるかについて明記する必要が

ある。そこで、以下の 5点のような深刻な家庭内の問題を少年がかかえている場合または

少年の非行傾向が進んでいる等の場合には、本条にいう保護者への措置を強制することを

提案したい。それは、①少年に被虐待経験がある場合、②保護者が養育を放任していると

認められる場合、③少年が再犯者である場合(非行を繰り返す場合)、④少年が性犯罪者で

ある場合、⑤少年が殺人や強盗致死等の重大な生命・身体に対する罪を犯した場合である。

これらの場合に少年法第 25 条の 2 にいう保護者に対する措置を当該非行少年の保護者に

強制すると考える理由を以下に示したい。まず、①少年に被虐待経験がある場合、「Ⅱわが

国の少年非行の現状」で述べたとおり、少年院に在院している少年の多くが何らかの被虐

待経験を有しているという 2001 年の法務総合研究所の調査結果もあり、被虐待経験と非

行に関係性があるとするならば、少年だけでなく保護者にも虐待を止めるためのカウンセ

リングやガイダンスを実施することが有効であろう。次に、②保護者が養育を放任してい

ると認められる場合は、少年が施設等から家庭に再び戻る際、家庭での当該少年への監督

が必要となるが、その義務が民法第 820条「監護及び教育の権利義務」より、保護者にあ

るということを、保護者自身に理解させることが必要である。そして、少年の非行傾向が

進んでいる場合である③少年が再犯者である場合(非行を繰り返す場合)は、わが国の少年

の再犯率が約 30%と高いことからも、非行を繰り返す少年にはより適切な家庭での監督が

重要となると考える。④少年が性犯罪者である場合は、イギリスの養育命令では、少年に

性犯罪者命令が下されると自動的に保護者にも養育命令が下されることになるが、わが国

でも性犯罪者の再犯率が高いことを考慮すれば、再犯防止のために保護者の理解や協力を

得ることが必要であろう。⑤少年が重大な生命・身体に対する罪を犯した場合は、犯罪行

為により少年の生活や将来等が大きく変わり、保護者もそれに対応しきれないことや、自

分の子どもが被害者や社会に対し、重大な損失を与えたことに対する保護者への社会的責

任を問う意味で、強制的に保護者への措置を行うことが妥当である。また、保護者が命令

に従わない場合には、家庭裁判所の判断により、1 年以下の懲役又は 100万円以下の罰金

に処すべきであると考える。罰則に関しては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第 29条にいう「罰則」を参照した。なぜなら、同法条第 29条は、家庭内の
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問題解決のために、すなわち、家庭に法が介入という意味において、国が非行少年の家庭

に介入して保護者に責任を問うとともに、養育支援を行う少年法第 25 条の 2 と類似した

目的・性格を有すると考えたからである。また、既述のように、イギリスでの養育プログ

ラムが、当該保護者の宗教的信条との衝突、通常の作業時間等を妨害するものであっては

ならないとしていることから(69)、わが国における非行少年の保護者への措置も同様に、プ

ログラムは当該保護者の信仰心を尊重し、日常生活における仕事や少年の教育に関わるこ

との妨げとなってはならないよう配慮すべきであろう。 

以上の 5つの場合には、少年法第 25条の 2による保護者への措置を強制すべきであり、

保護者は面接等のプログラムの決定に従う義務が生じてくるが、一方で、保護者に自主的

な養育プログラムへの参加を促すことも重要である。イギリスの養育プログラムでは、自

主的に参加した保護者の姿勢が命令により強制的に参加させられた保護者よりも前向きで

あることを示す調査結果や、わが国の現状としても、少年院等の各施設が行っている保護

者会などに参加する保護者の数は多いことから、自主的な保護者の参加を促すために、保

護者のためのプログラムがあることを知らせることも必要である。例えば、家庭裁判所で

の面接等において、家裁調査官から保護者にパンフレット等を配り、保護者会等の保護者

を対象にしたプログラムの案内を積極的に行うことなど、施設におけるプログラム等を保

護者に早い段階で理解してもらうような取り組みも検討すべきである。 

 

(2) 保護者への措置の内容 

それでは、保護者に対する措置が必要であると判断された場合に、どのような指導・訓

戒が行われるべきであろうか。少年の非行内容や、年齢や家庭の問題の内容によって問題

解決のための措置内容は柔軟なものでなければならないが、まず、現在全国の少年院等の

施設が行っている保護者会や面接などの参加を強制することが有効であると考える。既述

のように、イギリスでは、財源や職員不足から、養育命令の存在を国民に積極的に周知で

きないという問題を抱える自治体も存在しており、こうした問題回避のためには、国が経

済的・人的資源を充分に確保したうえで、少年院等の施設が現在行っている保護者への指

導・訓戒を確実に保護者に提供することが重要である。少年院等で実施されている保護者

会は、子どもの養育についての知識や技術を習得するだけでなく、少年の矯正教育につい

ても理解を深めることができ、また、施設によっては、保護者参加型の授業等もひとつの

措置として実際に行われている(70)。面接は、保護者が施設にいる少年の成長や普段の様子

を確認するための機会であり、また家庭が適切な居住先となるように保護者と意思疎通を

はかるために重要である(71)。私見では、原則として、保護者会等の保護者を対象とした施

設が実施するプログラムの受講と少年や法務教官との面接を保護者が強制的に受けるべき

であると考えるが、例えば、保護者自身に精神疾患がみられ、家庭が機能していない、ま

たは経済的に困惑しており、少年を満足に監督することができない、深刻な虐待の事実が

ある等の施設だけでは対応しきれないような問題に対応するために、各都道府県の精神保

健福祉センター、公共職業安定所、児童相談所、保健所等の関係諸機関や専門家との連携

を充実させることも今後の課題であろう。 
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5．小括  

 統計上の少年非行の現状に関して、わが国とイギリスでは窃盗などの軽微な犯罪が最も

多く、非行少年の半数前後が再犯者であることが類似しているが、イギリスではわが国で

はみられない薬物犯罪が多い。また、わが国では年少少年による非行の割合が多く、イギ

リスでは年長少年の割合が最も多いことがわが国と異なる点である。しかし、両国とも再

犯者が多いことから、再犯防止が大きな共通の課題であるといえる。 

少年の非行と家庭の関係性に関する両国の見方は、保護者の不適切な養育態度が少年の

非行に影響しているだけでなく、被虐待経験もまた心身を傷つけ、非行を引き起こすひと

つの大きな要因であることを認めている。少年の非行原因の特定は難しいものの、少年の

非行と家庭には関係性があり、また、保護者が少年の非行に大きく関係があるということ

は明白である。 

 しかしながら、少年の非行と家庭の関係性があるとしつつも、わが国の少年法第 25 条

の 2にいう「保護者に対する措置」は家庭裁判所が保護者に対して指導・訓戒に行うこと

に強制力がないために、各施設で行われている保護者に対する支援策も有効に行われてい

ない。一方で、イギリスは 1998 年犯罪及び秩序違反法の第 8 条及び第 9 条にいう養育命

令によって、保護者を強制的に養育命令によるプログラムに参加させることが可能である。

2002年の政策調査局の調査によれば、養育命令によるプログラムは、保護者の満足度も高

く、また、親子関係の改善、再犯防止に効果があるという結果を示している(72)。保護者の

養育や虐待等の家庭内の問題を有する非行少年が多いというわが国の現状を考えると、非

行少年と保護者に家庭の再統合支援の機会を提供し、家庭で保護者が少年に対して監督が

適切に行われるように、わが国に導入されるべき制度であると考える。 

 そこで、現在行われている保護者会等の保護者への支援策がより多くの保護者に提供さ

せるために、まず、少年法第 25 条の 2 にいう「保護者に対する措置」に、家庭裁判所が

措置が必要であると認めた場合には、保護者に対して強制的に家庭支援のプログラム等に

参加させるように、法整備をすべきである。また、イギリスでは養育命令を強制できる場

合を明確にしているように、保護者に対する措置を強制する場合は明らかにすべきであり、

次の 5つの強制できる場合を提案したい。①少年に被虐待経験がある場合、②保護者が養

育を放任していると認められる場合、③少年が再犯者である場合(非行を繰り返す場合)、

④少年が性犯罪者である場合、⑤少年が重大な罪を犯した場合は、少年の非行傾向が進ん

でいる、保護者の養育に明らかな問題があると考えられる場合であり、この 5つの場合に

は本条に基づき、保護者に措置に従うことを義務付けるべきである。 

また、イギリスでは財源や職員の不足から、養育命令が国民に積極的に周知されていな

い現状が指摘されている(73)。したがって、わが国では、まず、現在各施設で実施されてい

る保護者会や少年や職員との面接等に参加することを強制し、より多くの保護者に確実に

支援策を提供することを優先すべきと考える。 
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Ⅴ おわりに 

 

 非行少年を収容する施設として、本論文「Ⅱわが国の少年非行の現状」であげた、保護

観察所、児童相談所、児童自立支援施設、少年院の以外にも少年刑務所、少年鑑別所があ

る。本論文では、それらの施設の現状について検討できなかったが、非行少年と関わる施

設として、4つの施設と同様に、少年法第 25条の 2にいう「保護者への措置」をもとに、

家庭裁判所が保護者に対して命じた措置に従わせるように義務付け、徹底された家庭支援

が行われるべきであろう。 

 本論文では、非行少年の保護者の責任と養育支援について論じてきたが、まずは、非行

少年自身の更生意欲を向上させ、学校や地域などの全体の環境の整備の充実等をはかるこ

とが、少年の社会復帰をより可能にするであろう。しかし、同時に「保護者」という少年

の第一監督者に対する支援を充実させなければ、真の少年の更生は実現しないのではない

だろうか。そのためには、今以上に各施設への予算や人員を施設に配置するといった対応

も必要となってくるであろう。 

 本論文に取り組み、少年の非行に対する保護者の責任を追及することも必要であるが、

保護者を含む非行少年の家庭の再生を図ることが少年の更生により重要であると感じた。

2005年の法務総合研究所の調査結果等からも、少年の保護者の中には、自身の子育てを反

省している様子もうかがえることができ、こうした保護者にさらに充実した家庭支援を行

い、家庭再生の機会を提供することが必要であると考える。そのためには、より柔軟で効

果的に支援を行うための法整備が不可欠であり、今後のわが国の課題であるといえよう。 
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