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法学部３回生 A07JA042 川崎 貴晴 
 
本書は現在の日本の刑事裁判、特に、ついに始まった裁判員裁判におけるえ


ん罪発生および増加を危惧する弁護士を中心として書かれたものである。 
 刑事裁判において治安維持（犯罪者の確実な逮捕）と無罪の発見（つまり、


えん罪の発生の回避）という両立しえない考え方があるものの最も避けるべき


問題は、やはりえん罪の発生と考えて良いだろう。我々が安全かつ平穏に暮ら


すためには、国家権力による強制力の行使により、無実にもかかわらず刑罰を


科されるようなことは決してあってはならない。そうでないと国民の生活を常


に不当に脅かすことになるからである。 
 えん罪は、無実の人間に対して不当に身体的および精神的に、そして社会的


にも大きく害を与えるものである。だからもし本書の題目のように、新しく導


入した、しかも市民が参加する裁判員裁判がさらにえん罪を生むのであれば、


それはとても恐ろしいことであり、何としてでもそのような制度は改められな


くてはいけないと考え、その著者たちの主張を検討してみようと本書を手にし


た次第である。 
 まず著者たちは裁判員裁判に移り変わる前の刑事裁判自体を批判する。日本


の刑事裁判の中には事件の捜査、取調べ等、事件の発生から判決の確定までの


一連の流れ全てを含んでいるが、それは諸外国と比較しても問題が多く、遅れ


たものである、と指摘する。 
 では、どういった点に問題があるというのか。そもそも日本の刑事裁判にお


いて、無罪率というものは極めて低い。捜査側の主張によると、警察や検察が


捜査をきちんと行い、十分に証拠を揃えて的確に犯人を被疑者として逮捕、起


訴することで、ほとんどの場合において問題なく有罪の者に有罪判決を出して


いる、というのである。実際、日本の捜査能力は人員数や時間、科学的設備等


の面からも著しい不備は無いし、綿密に行われていることも否めない。しかし、







それはあくまでも外形的なものに過ぎず、実態はそのように充実したものでは


ないという。 
 初動捜査の段階で、浮かび上がった被疑者に対して十分な証拠を揃えるより


も、多少の無理をしてでもとりあえず身体的拘束を優先し、捜査側の想定通り


に進めることを重視し、それに見合う自白の追及を徹底的に行う。そして、そ


こで得られた供述調書を中心として、捜査側の想定事実と綿密にすりあわされ


起訴事実、裁判での主たる証拠として扱われるようになる。このような実態の


中には、身体拘束時間の長さや取調べの正当性、自白の任意性および内容の真


偽、調書の証拠能力、物的証拠等の客観的証拠の裏づけの不足、被疑者の憲法


上あるいは刑事訴訟法上保障された権利、弁護人の接見や立会い等被疑者側の


防御方法の欠乏、など様々な問題が潜んでいるのである。この中でも、身体的


拘束による弊害は現状の刑事司法上大きな意味を持つと指摘される。というの


は、そもそも日本では逮捕拘留の期間が諸外国より著しく長く、それを利用し


た半ば強引な取調べによって得られた自白を最大の証拠とする傾向が強いので


ある。そして取り調べでは、本来認められるはずの黙秘や否認は拘束の長期化、


裁判での量刑の加重材料になることが多いのである。あるいは、被疑者が捜査


側の想定と異なる供述を行えば、捜査側の誘導によって歪められるか、捜査側


により記録された調書は内容が改変されていて、それを被疑者に認めさせるの


である。となれば、そのような任意性の欠けた供述の用いられた調書が裁判上


有効な証拠として扱われるのは、そもそも捜査、取調べ段階の調書に証拠能力


を認めること自体問題なのであり、その時点で現在の刑事裁判の仕組みではえ


ん罪の発生が不可避だといえる。 
 ここまでは、捜査の段階での問題が主に挙げられたのだが、他にも問題点は


挙げられている。何と、本来捜査側に対しても被疑者側に対しても公平、公正


な立場にあるべき裁判体となるはずの裁判官にもえん罪発生の様々な要因があ


るというのである。 
 前述の通り、日本では無罪率が極めて低く、当然そのような判決をしている


のは裁判所であり、裁判官なのである。つまり、裁判官は日頃から膨大な数の


事件に関わり、そのほとんどを有罪と判事し、有罪判決を出していることにな


る。そのため、裁判官がどれほど公平な立場に立ち、予断を排除しようと努め


たとしても、人間であるが故に慣習的に有罪志向が常人より強くなってしまう


のは自明でもあるのだ。 
 さらに、裁判官も人間であることから他にも問題を抱えている。ここで指摘


されているのは、いわゆる“ヒラメ裁判官”の存在を代表とする裁判官の統制


の問題と、マスメディアによる影響の問題であるが、後者は裁判員の問題と並


立するため後述するとする。 







 本来裁判官は憲法によって身分保障、職権行使の独立の保障などが認められ


ており、周囲の何にも左右されず判事することを求められており、そうでない


といけない。しかし、これもまた現実は異なるという。 
 まず、日本の裁判所は全国を一元的に統括する最高裁を頂点としてピラミッ


ド型に組織される。これは、州ごとに最高裁があるアメリカや、通常裁判所・


行政・労働といった各種の最高裁があるドイツなどと比べても、最高裁が裁判


官や裁判を統制することが容易であることを意味する。 
 また、日本の裁判官は司法試験を合格してから研修を経てすぐに裁判官にな


る。つまりキャリアの官僚裁判官であり、また様々な制約によって西欧諸国の


ように政治活動、団体活動は行えないため、最高裁への対抗力はないのである。 
 さらには、最高裁が働きかけずとも自律的に統制される者も現れているのだ


という。それには自らの出世、昇給、転勤の優位性が絡んでいるのである。当


然ながら、統制からはみ出して個人的に異なる見解を示したり、判決を下した


りすると、その者の処遇は厳しいものになる。逆にいうと従順に従っていれば


順調に安定した地位を保証されることになり、そのため自らそのような統制に


服するのである。そして、そのように上の様子ばかり窺う裁判官が“ヒラメ裁


判官”である。 
 以上に挙げられたものだけでも、日本の刑事裁判における捜査上、裁判上の


問題の根深さがわかる。にもかかわらず、そのような根本的問題の解決を棚に


上げ、市民参加を謳い裁判員裁判を導入してどうなるか。実際、あまり変化自


体期待できないのではないだろうか。 
 強いて挙げるなら、この度裁判員制度導入とほぼ平行して、新しく導入され


た「公判前整理手続き」によって審理が迅速化、平易化することであろう。こ


れには、審理を迅速化、平易化するという司法の本来の目標に加え、裁判員へ


の負担を軽減化するという狙いがある。しかし、一方でこの制度もかなり問題


を抱え、えん罪という観点からも非常に危険な制度と考えられているのである。


この手続きは非公開で、先述の通り捜査上問題を抱えたまま集められた捜査側


の証拠を中心として、なおかつ被告人側は弁護人の接見も不自由であり、事前


の証拠開示は不十分な状態である。それにもかかわらず、ここで争点や証拠の


採否の決定が一旦成されると、公判中にはほぼ主張や証拠の追加や変更は認め


られないという、非常に被告人の防御方法を制限する制度であり、それにより


ますますえん罪の危険性が高まるといわれている。 
 そして裁判員裁判の中心となる、一般市民による裁判員にも問題が含有され


ている。まず、裁判員は事実認定とともに量刑判断も求められる。しかし果た


してこれは妥当といえるだろうか。裁判員制度の趣旨を鑑みた場合、多様な国


民の意見、知識を加味することや職業裁判官の社会経験の乏しさによって下さ







れる視野の狭く、社会通念とは異なる判断を見直し、差を埋めることが第一義


なのである。それには裁判員が活躍すべきは事実認定の場なのであって、むし


ろそれに特化してこそ目的が十分に果たされる。それにもかかわらず、量刑判


断まで下させることによって、裁判員の負担を徒に重くし、そのせいでむしろ


判断に制限を加えられる可能性が生じるのである。量刑判断にはどうしても専


門的知識を要し、その面で不利な裁判員は難しい量刑判断に縛られて事実認定


についても消極的判断を下す、あるいは裁判官の誘導に促される恐れがあると


いうことである。 
 さらには、そもそも知識の上でも、権限の上でも、議論の主導権の上におい


ても職業裁判官の優位性は動かないので、結局裁判員の影響力があまり及ばな


いだろうと思われる。 
 そして、よくメディアでも指摘されているように、裁判員が重大事件の審理


にのみ関わるのは適切か、という問題である。そもそも重大事件の多くは事実


認定の争いは少なく、量刑判断の争いが多いにもかかわらず、それに関わるこ


とは本来の目的からしても不適切なのではないか、といわれるのである。 
 また、マスメディアのも影響の問題も挙げられている。そして、それは裁判


員はもちろんのこと裁判官にも大きく関係している、とされる。事件が起これ


ば、テレビ、ラジオ、新聞などで大きく取り上げられ、連日のように報道され


る。特に被疑者が逮捕されると、判決を待たずして有罪確定のように報道して


おり、これらの報道はこの社会に生きるほとんどの人が情報として認識する。


そうなれば、必然的にほとんどの人が被疑者に対して有罪志向の予断を持って


しまうことは避けられない実状といえよう。そして、裁判官も職業上時事に疎


いはずはなく、むしろ積極的に活用しているであろうため例外ではない。その


ような状況下で、公平な立場からの裁判員裁判といわれても被告人側からする


と非常に不利なものとなるのである。 
 以上のように、現在の裁判員裁判を取り巻く状況、仕組みはえん罪の回避の


ためには改められるべき箇所の多いものだとし、市民の参加を盾にして、従来


の問題を孕んだままの刑事司法、刑事裁判を肯定するものである。実質は形式


的にもかかわらず、国民が参加していることを都合よく利用するだけであって、


それによって従来通りの官僚裁判を強化しようという狙いなのである。 
 そして、えん罪は根本的な問題が解決されていないのだから当然減ることは


なく、むしろ必要以上の迅速化や不十分な証拠調べによって増加の危険性があ


るのだというのである。そしてその改善には陪審制度の復活、それの十分な効


果発揮のために、取調べの可視化や弁護人の立会い、保釈制度の改革、等法整


備することを挙げるのである。 
 もちろん陪審裁判がえん罪の可能性を全く排除するとは、彼らも認めていな







いが、しかし刑事裁判の理想は陪審裁判であるとし、その機能の充実こそが日


本の刑事司法の目指すべきもとだと主張するのである。 
 本書全体の要約としては以上のようなものであるが、その主張を読んだ上で


も私個人的な結論としては現状の裁判員制度には反対であるが、しかしその対


抗案は白紙、という曖昧なものである。 
 裁判員裁判の前に、本書が強く批判する現在の日本の刑事裁判全体の実状が


果たして著者たちの指摘する通りであると受け入れることはできない。しかし


全くのデタラメだとは到底思えない。そうなると、明らかにえん罪を生み出さ


ないための改善は行うべき余地が大いにあるといえる。そして、その一部分と


して被疑者の身体拘束を挙げる。 
 被疑者といえども、一人の人間の身体の自由を奪うことは大きな強制力であ


るため、その行使については一定の慎重さ、そして不当な扱いの禁止は当然必


要となるだろう。しかし、悲しいことに誤った行使は常に存在しているのが実


状である。故に、それを取り締まる何らかの施策が必要な訳であり、それが取


り調べの可視化や録音、あるいは弁護人の接見の自由化や取調べの立会い、な


どであり、それらは正常な捜査が行われているのであれば導入において捜査側


に弊害はないはずである。 
 あるいは公判前整理手続きの改善なども必要となろう。今のままでは、あま


りに不公平で不十分な裁判によって被告人の運命を左右してしまいかねない。 
 本当は私自身は裁判員制度に限らず、一般市民の裁判参加はあまり必要と考


えていないのだが、しかし確かに全く不要とも思えないでいる。司法の世界と


一般社会に溝があると思うこともあり、もしそれが一般人の大多数の意見であ


った場合見過ごす訳にはいかない。あるいは、法の適用や運用の問題ではなく、


法自体に、つまり立法に問題がある場合も有り得る。それらをチェックしたり、


改善したり出来る場となり得るからである。 
 よって、国民の参加は完全に不必要な訳ではないかもしれない、とさらに曖


昧な立場になるのだが、現状の裁判員制度に賛成できないのは間違いないし、


だからといって、本書に従い、すぐに陪審制度に賛成できるわけでもない。 
 しかし、それは立ち止まること意味するのではなく、実際裁判員裁判も始ま


っているのであるし、それを検討し改善し、よりよい、そして何よりえん罪を


なくす仕組みを目指し、国民皆が関心を持って考えていくべきことであろう。


そして、実務に携わる者も決してそのような過ちを犯さないように常に努めな


くてはいけない。それぞれが不断の努力を求められると考える。 
 今後もこれらの行く末を見続ける必要があるのである。 








書評『裁判員制度の正体』       A07JA035 加古 文香 
 
選択文献 『裁判員制度の正体』西野喜一著 2007年,講談社現代新書 


 


本書は裁判員制度の含む問題点と危険性を広く国民に知ってもらうことを目的として書かれてい


る。著者は、裁判員制度は、何の必要性も必然性もなく生まれた制度である上に、わが国の憲法体制


も刑事裁判も根底から揺らいでしまう恐れがあると批判している。 


 


まず第１章では、裁判員制度はどのようなものかということを知ってもらうために、制度の概要が


解説されている。裁判員制度は「裁判内容に健全な社会常識がより反映されるようになる」ため作ら


れることになったが、一般国民にまったく縁のないような重大事件、つまり審理も長期化し、証拠も


多種多様で判断も難しいという事件を選んで裁判員制度をはじめるというところに、疑問を投げかけ


ている。はたして重大でない刑事事件、民事事件、行政事件、少年事件、家事事件には「健全な社会


常識」が反映しなくてよいのだろうか。また、裁判官には「健全な社会常識」がないと言っているよ


うに聞こえるが、本当にそうきめつけてよいのだろうか。 


 


第２章では、この裁判制度がどのようにしてできたのか、という立法の経過を説明する。著者は裁


判員制度を陪審制度と参審制度の狭間の「妥協の産物」とみなしている。審議会では、現行の刑事裁


判の問題点、その原因、その対策がそもそも議論されなかったうえに、裁判員制度の採用によって、


刑事裁判のどこが、なぜ、どうよくなるかという議論もなされていなかったことから、要するに、裁


判員制度はまったくの「妥協の産物」としてやむなく採用されたのであって、これにメリットがある


という理由で採用されたわけではないのである。一国の刑事司法のこれからの在り方を決めようとす


るには、あまりにも珍妙な審議会であったわけである。 


 


第３章では、裁判員制度を誰も求めていない無用な制度と位置付けている。これが最大の問題点と


している。裁判員制度の支持の根底には、裁判官の判断より国民の判断の方が信用できる、裁判官の


判断は非常識だが国民の判断は常識的だ、国民を裁判に参加させれば、判決に「健全な社会常識」が


反映される、という信念があるがこれはまったく根拠がないといえる。また世論調査によれば、裁判


員をやりたくないという人の割合が過半数を大きく超えている。それなのにこの裁判員制度を実施し


なければならない必要性、仕方なくしぶしぶ出てきた人たちに被告人の運命を決めさせなければなら


ないという必然性はどこにあるのだろうか。ないといってよいだろう。 


 


第４章では、裁判員制度を違法な制度と位置づけ、憲法軽視の恐怖を述べている。審議会では、驚


くべきことにこの制度が憲法違反にならないのかという最重要論点について、多少の意見は出たもの


の、突き詰めた検討をしていなかった。では、どのような点が問題とされるのかというと、まず憲法


３７条第１項における「公平な裁判所」に該当するかどうかがあげられる。裁判員が加わった場合の
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審理は、裁判員の関与を可能にするため、簡素で短時間の、要するに粗雑な審理となることが予想さ


れている。それは「精密司法」とも呼ばれる現行の丁寧で時間をかけた審理と比較すれば、もはや「公


平な裁判所」とはいえないのではないか。また、裁判員が加わったために、裁判官だけの審理の場合


よりも被告人に不利益になる場合もあれば、逆に被告人が不当に有利になる場合もあり得る。これで


も「公平な裁判所」と言えるのだろうか。 


また、憲法第７６条第３項における「裁判官の独立」に反しているのではないか。裁判官全員が有


罪を確信している場合でも、裁判員が反対であるという理由で、意見が異になっているために被告人


が無罪となる場合がある。こういう事態を認めているということは、裁判官は独立で、憲法および法


律に「のみ」拘束される、とするこの条項に反することは明白である。また、裁判所の結論がどうな


るかは、裁判官の裁判員に対する説得次第のため、裁判官の独立は障害されたことにはならないため


憲法違反ではないという意見もあるが、これは裁判員制度の根本の意味を無視した乱暴な意見である。


説得次第ということがいわれてしまっては、もはや一般国民を裁判に参加させる意味などは無くなっ


てしまう。 


さらに、憲法第 18 条における「意に反する苦役」にも該当するのではないか。ある日突然選ばれ


たあげくに、仕事も休まされ時間を拘束され、しかもどんなに苦しくとも経験したことは死ぬまで誰


にも話してはならず、話してしまえば、秘密漏洩として罰金か懲役だ、というのは誰がみても「意に


反する苦役」である。 


以上のように、裁判員制度は「違憲のデパート」である。著者は、裁判員制度を実施したいという


目的のためにこういう憲法違反が堂々と無視されるようなことになっては、これからは、目的次第で


は憲法を守らなくてもよいのだ、という危険な発想が蔓延するのではないかと危惧している。 


 


 第 5章では、裁判員制度を粗雑な制度と位置付けている。これまでのわが国の刑事裁判の特色の一


つは、大部分の事件では当該事件の事実関係を、背景事情をふくめて、相当詳細に立証、審理し、裁


判所も判決書中で、詳しい事実を認定したことにあった。しかし、裁判員制度のもとでは、精密司法


的傾向は影をひそめ、敗訴側の当事者が、こんないい加減な審理、判決では到底承服できないという


「粗雑司法」になるのではないかという危惧が強いのである。 


その理由はいくつも考えられるが、主たるものとしては裁判員を抽選で選ぶことであろう。くじで


決めてよいのは、結果が転んでもかまわない場合のみであるはずなのに、一人の人間の運命をそのよ


うなもので決めてよいはずがない。また、裁判員の負担を減らすために公判が少なく抑えられるが、


そうすると裁判制度のために、そうでない軽い事件の被告人より審理が粗雑になるという危険性が本


当にある。さらに、裁判員の能力に応じた審理の手抜きも心配である。裁判員には義務教育終了とい


う以上の格別の資格要件はないため、その結果、裁判員の法廷では、直接的に見える証拠が重視され、


裁判員の直感だけで被告人の運命が決まるような事態になるのではないかということも危惧される。 


また、評議の質という問題点もある。裁判員制度は、仮に誤判、冤罪があっても、裁判員に何らかの


責任を取らせるということを全く予定してないし、そもそもそういうことは無理がある。どんなに大


きな間違いをしたとしてもいかなる責任も負わないという前提で始めた制度にろくなものはないし、
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そのようなシステムは所詮うまくいくわけがない。以上を踏まえてみても、裁判員法が重大刑事事件


の裁判をいかに安易に考えているかは明らかであるし、その事件限りで集められた人たちである裁判


員による統一性を欠いた裁判がまかり通ると、わが国全体の司法が極めて不安定になる恐れが強いの


である。 


 


第 6章では、裁判員制度は真相究明が不可能な不安な制度と位置付けている。先ほども述べたよう


に裁判員は訓練や経験とは無縁であるため、よほど楽観的な人でなければ、彼らの証拠評価や推理に


信頼が置けるとは考えない。やはり専門的なことは専門家に任せるのが当たり前なのである。 


 


第 7章では、裁判制度は犯罪被害者へダブルパンチを繰り出す過酷な制度と位置付けている。裁判


員制度の問題点としては、公判の時期もあげられる。裁判員制度では、ある程度公判期日が集中する


ため、一般国民にとっても大変な迷惑だが、被告人も未決拘留期間が長くなり不利益が生じてしまう。


また、裁判官だけでなく、裁判員からも尋問されることもありえるわけで、被害者は証言しづらくな


ることが考えられる。裁判員制度がなければ、被害者はここまで過酷になることはなかったはずであ


る。 


また、裁判員法によれば、裁判員選任のために呼び出されたたくさんの候補者にも旅費、日当を支払


うことになっている。国家財政が危機的な状況を呈しているときをあえて選んで、こういう膨大な金


のかかる訴訟方式を取り入れるというのはいかがなものか。 


 


第 8章では、裁判員法を迷惑な制度と位置付けている。裁判員候補者として選ばれたからと言って


必ず選ばれるわけでなく無駄足になる可能性もあるし、補充裁判員はもっと悲惨な状況に置かれる。


審議会では、裁判所に引っ張られる普通の庶民の苦労など無視されていたのである。また、裁判の理


想は古今、洋の東西を問わず「迅速」と「適正」であったが最終的には「適正」のほうがより重要で


ある。しかし今の日本では「裁判迅速化法」などという露骨な名前の法律ができるほど、適正を犠牲


にしても迅速を図ろうとしているのが実情と思われ、心配が募る。 


 


第 9章では、まず裁判員制度の背後にある思想について考える。そこにあるのは、これまでの裁判


のシステムとは全く異なり、権力が国民に対して、有無を言わさずにみんな同じように考えさせ、同


じように行動させようとする国民総動員の思想であり、徴兵制への芽をはらんだものであることを説


明する。ひとたびこのような国民総動員型の制度ができると、立法者の個別的な内心の意思とは別に、


それは客観的には非常に危険な第一歩を踏み出したことになるのである。そしてそのうえで、裁判員


になりたくない人のために裁判員を免れる技術を検討する。 


 


終章では、まとめとしての裁判員制度に対する総合的な評価が述べられていた。著者は全体を通し


て、裁判員制度を不都合ばかりの制度として痛烈に批判している。裁判員裁判により一審が粗雑にな


ると上訴が増え、結果として他国に例がないほど、おおむね丁寧な審理と判決を特徴として築き上げ
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られてきたわが国の刑事裁判は崩壊し、まさに司法の自殺とでもいうべき事態になりかねないのは決


して杞憂ではないと思われる。 


つまりは、現行の刑事裁判のシステムにもさまざまな問題はあるけれども、それに堅実な対応をし


ようとせず、また、現行刑事裁判制度には他国の刑事裁判よりはまだずいぶんよいと評価すべき点も


多いのにそれにも意を用いず、妥協の産物でしかなくて何のメリットもない裁判員制度を導入すると、


刑事裁判のあり方も社会全体の様相も今より悪くなることは確実である。したがって裁判員制度は廃


止するのがよい。 


 


＜まとめ＞ 
著者は元判事という立場だからなのか、全体を通して、司法の場は専門家である裁判官にまかして、


素人である国民は入ってくるなという裁判員制度に否定的な印象がうかがえた。わたしがもし、被害


者でも加害者でも、どちらの立場だったとしても、やはり裁判員より裁判官のほうが信頼をおけるた


め、判決に不満を抱いてしまうと思う。本著では、裁判員制度は「妥協の産物」であると何回も述べ


られていたが、審議会での討論が十分ではなかったことが問題ではないかと感じた。各国にはそれぞ


れの文化や風習にあった、独自の司法体制があるのだから、やはりそのような制度を変更するときに


はもっと慎重になるべきだと思う。 


賛成派からすると、いままで裁判官しか判決を下せなかったが、これからは一般市民の良心に従い、


国民がより納得できる判決が下されるようになる、と考えるかもしれないが、一般市民からすると妥


当な量刑などわからないし、面倒だし、人の人生を左右するような判決を下したくないと考える人が


多いのではなかろうか。だが、始まった以上はいつまでも文句を言っているのではなく、うまくいく


かどうか数年は動向を見守るべきだと思う。もしかしたら、国民が予想以上に興味を示し、日本の司


法制度に根付くかもしれない。いくつかの問題点としてあげられているところは慎重に議論を重ねて


変更すべきだと思う。わたしは今のところは、自分は選ばれたくないし、どちらかといえば反対派が、


数年後、裁判員制度がどうなっているのか興味がある。 








「死刑」か「無期」かをあなたが決める 
―「裁判員制度」を拒否せよ！  


小浜逸郎／大和書房／2009    書評執筆者：木村早希 
 
 ついに今年 5 月 21 日から裁判員制度がスタートし、8 月 3 日より最初の裁判員裁判が
行われた。制度開始前から賛否両方の声が挙がり、多くの情報が飛び交っていた。 
 タイトルからわかるように、本書の著者は裁判員制度導入に反対しており、裁判員制度


を拒否すること、制度の撤廃を目指すことを読者に呼びかけている。五章構成で、第一章


から第三章では裁判員制度の概要と欠陥、第四章と第五章では「主権」「国家正義」「法の


正当性」などの概念をどのように考えればよいかを、裁判員制度と関連付けて論じている。


以下、各章を詳しく見ていきたい。 
 
まず、第一章ではこの制度の成立過程及び概要について述べられている。著者によると、


この制度ができたきっかけは、アメリカから日本への経済的な規制緩和の要求と、日弁連


によって長年にわたりなされてきた「刑事裁判に市民参加を」という主張、出所も目的も


異なるこれらの二つの流れがたまたま時宜を得て合流したことであるという。そもそも司


法における民主主義とは何か、国民の司法参加がこれからの日本にとって本当に重要なの


か、という本質的な議論が一切なされないまま審議が進められた結果、裁判員制度という


〝妥協の産物〟が出来上がった、と著者は主張する。 
 第二章では、裁判員制度の対象事件、裁判員の選出方法、欠格事由、辞退事由等の概要


が批判的な視点で述べられた後、アメリカやイギリスの陪審制とフランスやドイツの参審


制についての説明がなされ、裁判員制度は日本独自のものではなく、両者を折衷的に取り


入れた急ごしらえなものであるということが述べられている。著者の言う〝妥協の産物〟


〝急ごしらえ〟というのは的を射た表現だと思う。なぜなら裁判員制度が導入される基と


なった審議会では、陪審制を導入して刑事裁判の改善を図りたいという見解の委員と陪審


制自体に懐疑的な見解の委員とに分かれており、裁判員制度はその妥協案として出された


という経緯が確かにあるからだ。 
 第三章では、裁判員制度が国民を無視した憲法違反の制度であることが主張され、その


問題点が列挙されている。その中の「『表現の自由』と『沈黙の自由』の侵害」という項目


で、著者は次のように主張している。裁判官と裁判員は技術や知識の面で優劣関係が明ら


かである上に、一般に自分の意見を主張できない傾向にある日本人が、裁判所という慣れ


ない機関ではっきりと意見を述べるのは困難であると考えられるから、評議の際には裁判


官が裁判員をうまくリードしていくことが求められる。これは裁判官が大衆への啓蒙を強


いられることを意味し、裁判員制度は裁判官に対して、一般庶民である裁判員を上手く丸







め込むことを命じる理不尽な制度であるという。しかし、果たして本当にそうなのだろう


か。まず、裁判員の専門的な知識や技術が、プロである裁判官のそれらと比べて劣るとい


うのは初めから分かりきっていることである。裁判員制度が裁判員に期待しているのは、


裁判官のように専門的な言葉を並べ立てたり、専門的な知識を振りかざして発言すること


ではなく、庶民の「健全な常識」を裁判に表出させることであるはずだ。法律の専門知識


をもつ裁判官、さまざまな生活体験をもつ裁判員――両者の役割分担さえはっきりさせ、


両者間でコミュニケーションを十分にとることができれば、技術や知識における優劣関係


はさして問題とならないのである。次に、一般的に日本人は自分の意見をはっきり主張し


ないといわれているというのは、必ずしも、裁判員は自分の意見を主張できないというこ


とには繋がらないし、そこが裁判所という「権威をまとった機関」であっても、制度の運


用される前から裁判員は自分の意見をはっきり主張しないと決め付けるのは短絡的すぎる


のではないだろうか。著者も述べているように、世間には、知識、思考能力、判断力、性


格、思想傾向、趣味嗜好、生活史、世界観などにおいて、実に多様な人間が満ち溢れてい


るのである。意見をはっきり主張できる人、できない人の両方がいるのは当然だ。制度の


運用された後を想像して、この制度はダメだ！と文句ばかりを言うことよりも、制度が本


格的に運用されてから生じた問題点を改善しようとしていく姿勢の方がよっぽど重要だ。


私には著者の主張が単なる〝食わず嫌い〟に思えて仕方が無い。 
第四章では、民主主義国家における国民と国家との関係を、「主人」と「代理店」との関


係に喩えて説明した後に、裁判員制度は「国民主権」の精神とまるで合致しない「義務」


を国民に押し付けるものとして批判している。このような強制的な制度に従うことではな


く、政治権力や司法権力が愚劣な制度を作らないよう監視の目を光らせること、そして、


おかしな制度を押し付けられたら、それには従わないという意思を堂々と表明することに


よって、国民の義務は果たされるのであるという。その「国民の義務」の果たし方、すな


わち、裁判員制度から逃れる方法の具体案として、拒否理由を裁判官に対して明確に述べ


ること、「裁判員制度廃止委員会」なるものを立ち上げて行動に打って出ること等が上げら


れている。このような方法で徹底的に裁判員制度に反対することも私たちが取りうる一つ


の手段だろう。しかし、成立過程や制度自体の完成度がどうであれ、せっかく始まった制


度を〝食わず嫌い〟していたのではもったいない。国民が選挙で選んだ議員がほぼ全会一


致で導入を決めた制度である以上、その制度が上手く機能するように努力することなくた


だ頑なに制度を拒否するだけというのは、なんとも虫がいい話である。〝国民の代表〟が


決めた制度を見守り、問題点があれば少しずつ改善していくというのが私たち国民の責任


ではないだろうか。 
第五章では、国家機関の役割は国家正義を執行することであり、この言い方は、さまざ


まな国家機関の中でも特に裁判所のあり方に関して鮮明に当てはまるとしている。ここで


いう「国家正義」は、国権を分け持つ者が特定あるいは全ての国民に対して、「法」に反映


された理性を理性的な仕方で適用することであり、「法の正当性」が根拠付けられるのは、







あらかじめ存在している「法」の条文に従って具体的に国家のメンバーが動き、そしてあ


る決断がなされ、その決断が他の国家のメンバーからも承認されるときであるという。ま


た、裁判所の役割は国家正義を執行することであるから、国家は私的復讐の代行ではなく、


逆に、私的復讐を抑止するために、国家の名において判決を下し、刑を執行すべきである。


にもかかわらず、被害者と遺族が裁判に参加することによって、裁判は復讐のためのもの


になってしまいかねないと主張する。そして裁判官も、被害者や遺族の情緒的な訴えによ


ってその心証を動かされる可能性があるという。しかし、被害者や遺族の感情がどうであ


ろうと、殊に殺人事件を扱うような重大な刑事裁判においては「国家正義」が理性的に貫


かれなければならないというのが著者の主張である。私はこの主張に対しては大いに賛成


である。今のままの裁判員制度では、被害者や遺族が裁判員の同情を引くことができれば


刑は軽くなり、できなければ重くなるといった事態になりかねない。深い悲しみを受けた


ときの感情の現し方は人それぞれである。泣き叫ぶ人もいれば、静かに悲しみに耐える人


もいる。被害者や遺族の感情の現し方がどうであれ、同程度の罪には同程度の刑罰を、と


いうのが、私的制裁を認めず国家権力に基づいて裁くことの意味ではないのか。 
 
はっきり言って、私もこの制度の導入には反対だったし、導入された今でも、不備が多


くわけのわからない、先行きの不安な制度だと思っている。その一番大きな理由は、上に


も述べたように、人を裁くことが許されるのは専門知識を持ち、情に流されることなく客


観的に判断することのできる職業裁判官のみであるからだ。そこへ素人が介入することは、


裁判が「被害者と被告人のどちらがかわいそうか」の比べあい、すなわち情に流されやす


く曖昧な主観裁判になる危険を孕んだ、危惧すべき事態である。本書にもあるように、ア


メリカの陪審員裁判では弁護側は陪審員の情に訴えることの重要性をよくわきまえていて、


被告人には「とにかく陪審員の前で泣いて見せろ」という指示が与えられることが多いと


いう。このような状態に陥れば、公正な裁判を望めるはずがないだろう。 
しかし裁判員制度が始まった以上、いやだいやだと言うだけでは何も変わらない。反発


するのは簡単だが、制度が導入されたという事実をいったん認め、先行きの不安な制度で


あるからこそ、その運用のされ方を冷静に見る視点が必要だ。現時点では確かに問題だら


けだが、制度自体がまだまだ不十分であるというのは、今後改善していく余地があるとい


うことだ。裁判員制度は今後の運用次第で大きな意義を持つ制度となりうる。また、この


制度の導入によって、司法や法律に対する国民の関心が高まったのは確かである。導入す


ることに賛成だったかどうかに関わらず、裁判や法律に興味があるかどうかに関わらず、


個々が今もう一度この制度について考えるべきではないだろうか。「裁判員制度を拒否」す


るのは、その後でも遅くはないはずだ。 
 








 「殺人犯を裁けますか？―裁判員制度の問題点―」 


                          Ａ０７ＪＡ０６７ 新谷沙耶香 


 


この本は、国民の意見を聞かず勝手に作られた裁判員法の執行を停止させ、議論を国民


に戻すことにより、国民主権を守るという目的で書かれています。裁判員制度の事をよく


知らない国民にも裁判員制度について知ってもらった上で、さらにこの法律がいかに問題


を抱えているかを伝える形になっているし、裁判員制度の仕組みや成立過程など詳しく説


明されていて読みやすかったです。以下に内容をおおまかに書きます。 


 


この本では、国民が知らない・求めていない法律を、法曹三者、政府が国民の義務であ


る、と押し付けるのは国家権力の横暴であり、認められないとしています。 


裁判員制度は、法律に関して知識のない一般人を強制的に法廷に呼び出して重大事件を裁


かせ、さらにその裁判に関する守秘義務まで課されて破ると罰せられるというのは国民に


とって大きな時間的・精神的負担となります。企業にとっても裁判員として社員が使われ


る事は負担となります。特に中小企業などではこれが顕著です。このような国民に多大な


義務を課す制度が国民の知らないままに作られるということは国民主権をおびやかすもの


です。 


また、裁判員の参加により、裁判官が独立して裁判をできずに憲法違反なのではないか


とも言えます。実際に裁判員制度はどちらかというと、量刑判断まで国民がするという点


において陪審制より参審制に近いのですが、従来の通説では参審制は違憲であるとされて


来ました。また、このように実態は参審制に近いのに、選任方法が陪審制であることもお


かしいと言えます。陪審制は事実認定にとどまるため抽選でよいかもしれませんが、本来


陪審制より広い権限をもっている、つまり事実認定を行う参審制では無作為の選出ではな


く推薦という形をとり、さらには任期制となっているのです。また、本来行政の仕事であ


る広報活動を最高裁判所が率先して行うことも問題で、司法の独立が害されてしまいます。


自らが率先して広報した制度について違憲訴訟を起こされたら、それを違憲と判断できる


でしょうか。これは実質、国民の裁判を受ける権利を害しています。さらにその広報費用


は２００６年度では１３億にものぼっています。このような多くの税金を使って広報活動


を行っても、国民は裁判員について知れば知るほど消極的になってしまっているのが現状


です。 


ではこのような法律がどうして作られてしまったのでしょうか。詳しい内容は省きます


が、アメリカからの弁護士増員の要求に経済界が反応し、自民党が司法改革に乗り出して


最高裁判所・法務省・日弁連などを巻き込み、それぞれの団体の思惑の違いの結果、妥協


の産物として生み出されたのが裁判員制度です。 


国民の司法参加自体は決して悪いことではなく、重要な事です。しかし、裁判員制度の


ような不適切な方法でなく、もっと適切な方法での国民の司法参加を段階的に行う必要が







あるのではないでしょうか。現に行われている他の制度に、検察審査会や保護司、家事調


停員、参与員などがあります。検察審査会とは検察官が不起訴処分にした事件を申し立て


があった場合に審査するところで、審査員が選挙人の中からクジで選ばれる制度です。保


護司は民間のボランティアで犯罪者の更正を手助けします。家事調停員は家庭裁判所で裁


判官と共に調停に立ち会います。参与員は家庭裁判所で裁判官が判決を下す手助けをしま


す。このような現行の制度をもっと広め、充実させることのほうが国民の司法参加をより


よい形で実現できるのではないでしょうか。 


裁判員法を直ちに廃止しろというわけでなく、とりあえず施行を停止させ、国民の司法


への参加問題の議論を国民でやり直すことが必要です。 


 


 


というのがこの本の内容です。私は基本的に、裁判員制度に積極的に賛成とは言えませ


んが、もう決まってしまっている以上、廃止すべきだとまでは思いません。確かに裁判員


制度は問題点も多く、もっと議論を尽くすべきだったとは思いますが、国民を司法に参加


させ、司法を身近なものにするという事が必要だと考えるのであれば、その意味で効果的


で手っ取り早い方法と言えるのではないかと思います。確かに強引な方法ではありますが、


完全に国民の自主性に任せていれば国民の司法参加は為し得ないのではないかと思います。


司法に興味のない国民はもちろんのこと、少し司法に興味がある国民もこのような機会が


なければ積極的に司法に関わろうとは思わないと思います。裁判員制度が知られていくに


つれ裁判が他人事でなくなり、良くも悪くも国民の司法への関心は高まったと思います。


それでも勝手に決めるのは国民主権に反すると述べられていますが、法律として正しく成


立したのであれば、国会を当然通しているわけで、国民の選んだ国会議員が認めたのであ


れば他の法律同様に問題はないのではないかと思います。 


しかし私が裁判員制度に賛成できないのは、被告人の側のことを考えてしまうからです。


裁判官は法律に関して専門的に勉強し、司法のプロとしての自覚をもった人たちがなって


いるため安心して裁判を受けることができます。しかし裁判員は法律の知識も浅く、自覚


どころか嫌々来ている場合もあるわけで、量刑がどうなるかは置いておいてもそのような


裁判員に裁かれたいかというと少なくとも私は嫌だなぁと思います。嫌ならば控訴すれば


いいとも言えますが、控訴審が第一審の判決を尊重するという空気が出来上がってしまっ


ていれば控訴したとしても裁判員から逃げる事はできません。本当に人を裁けるかわから


ない裁判員にこのような影響力を持たせてよいのでしょうか。被告人にはプロの裁判官に


裁いてもらう権利は無いのでしょうか。だから私は、控訴審は当然第一審の判決に拘束さ


れないことを大前提にした上で、第一審の判決を参考にするか否かは各裁判官の判断に委


ねられるべきだと思います。これでは裁判員制度の意味が無くなるという声もあるでしょ


うが、控訴審で国民の声という形で参考にしてもらえる可能性があるだけでも素人の意見


としては十分な影響力があると言えると思います。 







裁判員の能力的な面で言えば他にも、裁判員に量刑を判断させることも良くない事だと


思います。量刑というのはよほど普段から裁判に関心を持っているなどでない限り、国民


にとって馴染みのないものです。事件の重大性をそのまま数字に変換することは国民には


無理だと思います。ゼミでもたびたび量刑についての意見を求められることがありました


が、事件によって量刑を細かく判断するという事は私には難しく感じられました。私は感


情的に考えてしまうので、正直ある程度悪質な故意の殺人事件には全部無期懲役か死刑が


妥当であると感じてしまいます。しかし現実的に考えて、実際の裁判で全部の殺人事件が


そんなに重く裁かれるわけではないし、周りの人も比較的軽い刑と考えている人が多いの


で、その辺を考慮して、思っているより少し軽めの刑を発表することが多いです。裁判員


にとっても、量刑の相場を全く知らない人は、自分がいくら重い刑がよいと感じたとして


も、裁判官の過去の量刑相場に基づく意見や周りの意見に流されてしまう事が多くあるの


ではないかと憶測します。このような曖昧な決め方で、果たして本当に被告人は納得する


のでしょうか。 


次に、この本でも強調されている国民の負担に関してですが、確かに重大事件を裁くこ


とは一般国民の大きな精神的負担になるだろうとは思いますし、時間的に拘束されること


もさまざまな問題を引き起こしてしまうと思います。企業側にとっても、社員が裁判員に


されては困る場合も多々あると思います。中小企業などではその人がいないと深刻な支障


が出るというケースも容易に想像できます。そこで、業務に関して支障が出る場合、個別


に判断して辞退事由にしてほしいなどという声も出ているようです。しかしこれに関して


は、裁判員制度を施行するとなればある程度やむをえないことであり、裁判員制度が定着


していくに連れて、緩和されていく問題ではないかと思うので、私はあまり問題視してい


ません。なお、企業の求めるように、辞退事由を緩和してしまうのは良くないと思います。


辞退事由を緩和すればするほど裁判員制度は社会に定着できなくなると思います。例えば


会社員の人がもし、裁判員に興味を持っていて、やってもいいかなと思っていたとしても、


辞退が可能になってしまっていれば会社側からの当然辞退するだろうというプレッシャー


を感じてしまい、会社を休むことが困難になるだろうと思います。ある程度の強制力を持


っているからこそ、まわりも裁判員ならしょうがないと思ってくれるため安心して参加す


ることができると思います。裁判員制度を運営していく上では、このようにして社会に組


み込まれていくことが絶対に必要です。 


最後に、この本でも述べられていた司法参加の違う形態についてですが、確かに既存の


制度を充実させることでも司法参加が促進されるとは思いますし、良いと思います。しか


しやはり司法参加を実質的に進めるためには、ある程度の強制力を持たないと無理だと思


いますし、それをしてしまうと裁判員と同じように問題が発生してしまうでしょう。それ


を考えると、すでに裁判員制度も始まっている訳なので、裁判員制度をいかに有効な制度


にするかを考えることが先決ではないかと思います。 


 







以上がこの本を読んで考えた私の意見です。私は基本的には反対意見を持っていたので


すが、既にできてしまっている制度なので廃止ではなく有効に活用するべきだと思ってい


るため、反対意見と賛成意見が入り混じってしまいました。改善すべきところは改善して、


国民一人一人が意識を持って裁判員制度に接していけばきっとより良い制度になるのでは


ないかと思います。私はもともと裁判員制度に関して強い意見を持っていなかったのです


が、この本を読むことにより、そこまで否定しなくても、と思ったりして、自分の意見を


模索することができたし、制度について詳しく知る機会となったので良かったと思います。 
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本書ではまず絶望的な刑事裁判の実態について説明されている。「合理的な疑いを超える


証明」を必要とする日本の刑事裁判において有罪率９９％というのは明らかにおかしいと


指摘。起訴便宜主義があることをもってしてもその説明はできていない。裁判員制度がこ


の絶望的な刑事裁判へ御墨付きを与える役割を担わされる可能性があることを指摘してい


る。 
次に裁判員選考過程についての問題点について、本書では良心的裁判員拒否が認められ


るべきと主張している。 
大城聡（弁護士）の主張 


裁判員法には人を裁きたくないことを理由に裁判員になることを拒否できるかどうかに


ついては明確に規定されていない。自らの参加で被疑者の人生が変わるという重みを真に


感じ裁判員に参加するもしくは辞退するという選択肢があるべきであるし、裁判員になっ


て被告人の人生に大きな影響を与えるということを深く考えることなしに裁判員になると


裁判所の判決の新たな権威付けの道具にされるだけである。良心的裁判員拒否がきわめて


限定的にしか認められていないのは、多数の国民がこれを行使し裁判員制度が成り立たな


いと危惧されるからである。しかし安易な言い訳としてこれを使う国民が多数ならば、国


民が直接司法担える状態にいまだ至っていないということであり、裁判員制度は廃止され


るべきである。 
また、選任手続きが非公開となっているが絶対公開にすべきである。公開にしてもプラ


イバシーは守れるし、裁判において重大な役割を担う裁判員の選任に公平性と透明性は不


可欠である。三年経過後の見直しのときに、国民の承認を得るため国民投票をするのも一


つの手である。また良心的裁判員拒否やその際に代替の義務として厚生施設でのボランテ


ィアや寄付も検討するべきである。 


以上の主張に私は賛成である。幸福追求権の観点からも人を裁くという重責を担いたく


ない人にまで強制することは許されるとは思えないし、その代わりとして更生施設でのボ


ランティアなどの活動を課すことにより、ただ面倒くさいからというだけで裁判員を拒否


する者は少なくなると考えられるからだ。 
 次に大城氏は報道との関係で、裁判員として裁判を担当するかもしれないという姿勢で


報道を見るというこれまで想定されていなかった視聴者層ができるということを指摘して


いる。また、報道の役割として成人への法教育を挙げている。裁判員になって初めて無罪


推定の原則などを知っても遅すぎるからである。また刑務所の実情をつたえることも重要


な役割としている。国民が、刑務所がどんなところかも知らずに量刑を決めるのはおかし


いからである。さらに、報道で聞いた事件の印象と実際裁判所で被告人、証人の話を聞い


た時の印象が違う場合があり、報道を批判的に受け止める姿勢が国民には必要であると主


張している。 
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公判前整理手続きと知る権利について  
梓澤和幸≪弁護士・山梨学院大学法科大学院教授（刑事訴訟法、メディア法）≫の主張 


公判前手続きとは裁判員法廷に必ず付随する重要な手続きであり裁判の前哨戦である。 
検察官、弁護人の主張のやり取りの末、被告弁護側に明らかにされる捜査側証拠の量や質


（証拠開示）、法廷での争点の整理、証拠調べなどの審理計画の概要がプロの裁判官三名に


よって決定される。このように重要なプロセスにも関わらず非公開で行われ、さらに開示


された証拠を裁判外の目的で使用することにたいしては刑罰規定もある。したがって開示


された証拠を分析した結果、弁護人が冤罪だと確信をつよめたとしてもその内容を記者に


伝えて世論に訴えていくことは刑事罰に問われることを覚悟の上のものとなる。 
公開裁判を受ける権利は憲法で保障されているが、公判前手続きの非公開はそのことを


定める法律の条文もない。非公開とされる理由は準備手続きであるからとか対審でないか


らというあまり説得力のないものである。 
また公判前手続きにおいて被告人側には主張開示、証拠調べ請求の義務がある。これは


検察側の論証の弱点を突くものでありそれが非公開の場で繰り返されることにより、かえ


って検察側の主張の弱点が強化されますます弾劾不可能な主張に醸成されていく。この完


成型のみが裁判員に提示されるため、ますます検察の主張が正しいというような判断に陥


ってしまう可能性がある。検察側が弱点を指摘され、主張が崩されるところが公開されて


いる場合と、されていない場合では裁判員の心象形成に大きな違いがある。 


 本書では公判前整理手続きについて以上のことを指摘し、公開に向かうべきだと主張し


ている。私もこの意見には賛成であるが、公開というより裁判員もこの手続きに本来は参


加するべきと考える。なぜなら被告人が有罪か無罪かを判断する基準はより多いほうがい


いと考えるからだ。専門家たちが非公開の場で選んだものだけを基準に判断するというの


は非常に危険である。その証拠があったなら有罪にはしなかったのに、と思うような証拠


が裁判員に提示されない可能性があるというのは非常に危険に思える。 
 
弁護人の報道機関へのかかわり方について 
飯田正剛（弁護士）の主張 


弁護人は積極的に被疑者の主張を、被疑者が公開を認めたものに限っては、報道機関に


公表するべきである。現状の報道は捜査機関側からの情報をそのまま流すものが多く、ど


うしても被疑者＝犯人というような報道になりがちである。裁判員制度は重大事件に適用


される制度である故国民の関心が高く報道される可能性が高い。したがって弁護士は積極


的に報道機関の前に出て被疑者側の主張を訴え、刑事裁判というのは推定無罪の原則があ


って、検察が有罪と証明しない限り有罪ではないということを強く主張することが大切で


ある。    
また、報道機関は取材源の明記をするべきである。なぜなら自白したなどの情報があく


まで捜査機関からの情報であることを強調すれば、視聴者は本当に自白したのかどうかは
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まだわからないと思う余地があるからだ。被害者参加制度にも言及し、被害者、報道とも


に感情が優先しがちな両者の間で被疑者、被告人の言い分を体現する弁護人の使命は重く


なる。現在の事件報道と変わらないのではないかという悲観的な見通しが強いものの、裁


判員制度のもとで犯罪報道が少しずつでも改善していくことを期待している。 


 この点に関しては裁判員制度導入にあたり、報道機関に対しての偏向報道禁止が条文に


書かれることを無しにする代わりに、独自のガイドラインを作るという形で折り合いをつ


けたという経緯がある。私もこのガイドラインに沿って今までのような逮捕＝犯罪者。起


訴＝真犯人のように受け取られる報道の仕方が改まるチャンスではないかと考えるが、実


際には今までと変わらないような予感がしている。したがって国民一人一人が報道を批判


的に吟味する必要があると考える。 
 
裁判員法と守秘義務について 
直太範行（弁護士・千葉大学大学院専門法務研究科客員教授）の主張 


裁判員の守秘義務とは、職務に従って知った秘密を第三者に漏らしてはならないとする


ものであり、この義務は生涯守らなければならない義務とされている。また違反した場合


には刑罰が科せられている。 
では裁判官はどうなのかというと、評議の秘密は規定されているが、裁判所法には裁判


官が評議の秘密を漏洩した場合の処罰規定を置いていない。このような差が設けられてい


るのは、裁判官は信用できるが国民は信用できないというところに行きつく。さらにそも


そも評議の秘密を規定すべきかというとことも疑問であり、その目的が自由な討論の確保、


裁判への信頼の確保、裁判員の保護（お礼まいり防止）ということであれば氏名さえ明ら


かにされなければそれで足りるといえる。裁判官達が強引に有罪に誘導したという事実を


公開してもなんら自由な討論は阻害されない。プライバシー等の他人を傷つける場合に限


定して守秘義務を課すなどの法改正が必要である。 


以上の意見に私は賛成である。裁判員制度が適切に機能しているかどうかを検証するた


めには裁判員経験者の、裁判員体験に基づく証言が特に大切であるのに、それを一切許さ


ないということは、裁判員制度の欠点や実態を指摘し改善していくことが不可能になるこ


とを意味するからだ。 
 
被害者参加制度と裁判員制度の関係について 
出口裕基（弁護士）の主張 


被害者参加制度の問題点は裁判員制度とあいまって顕在化する。裁判員達が被害者や遺


族の法廷における発言に関して「証人として述べたことは犯罪事実の証拠と量刑資料にし


てよい」が「既存の意見陳述制度に基づく心情その他の意見陳述として述べたことは犯罪


事実の認定の証拠としてはならないが量刑資料にはしてもよい」他方「被害者参加制度に


おける最終意見陳述として述べたことは犯罪事実の認定にも量刑資料にもしてはならな
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い」という非常に難解な話を完璧に実践できるかどうかが疑問である。証拠だけでは合理


的疑いを超える程度の立証がなされているとは言えないにもかかわらず裁判員が証拠では


ない被害者の陳述をもって有罪判断をしてしまうという事態が現実的にも考えられる。そ


の場合、被害者参加制度と裁判員制度との複合が無罪推定原則に反する事態を誘発したと


いうことになる。したがって、裁判員裁判は「犯罪事実の存否の審理」と「刑の量定の審


理」とに二分して行われるべきである。 


以上の意見に私も賛成である。このように裁判を二分し、被害者の証人として以外での


参加を「刑の量定の審理」に限定することで、「被害者参加は無罪推定の原則に反する。」


と主張している人たちも納得するのではないだろうか。 
 
取り調べの可視化について 
渕野貴生（立命館大学大学院法務研究科準教授）の主張 


裁判員が自白の任意性について判断する場合、その自白がどのような取り調べによって


なされたものかを判断する必要があるが、一部の録画しか認められていない現状ではかえ


ってリハーサルなどが繰り返され捜査側の都合のよいところだけが証拠化される危険があ


る。 


この意見に対し、私は長期に渡る拘束によって自白をせまるような現状を打破するため


には取り調べの可視化も重要かもしれないが、自白の任意性のあるなしにかかわらず、自


白は証拠にはならないとするべきではないかと感じるにいたった。 
 
本書の締めくくりについて 
本書はあとがきの部分で、裁判員制度は裁判員選任や公判前整理手続き、評議の内容に


ついてなど、非公開の部分が多いとして、今のままの裁判員制度では、開かれた司法に向


かう方向性を見出すことは困難としている。そしてその現状を打開しようという姿勢をメ


ディア側からも感じ取れない点を批判し、本書が裁判員制度を検証する素材となることを


期待している。 
 
感想 
この本の感想としては、オムニバス形式の本であるがゆえに、あとがきの部分ではとて


も悲観的な意見が書かれているが、全体を通して読むと、そこまで悲観的でない裁判員制


度への期待感もあわせて感じられる内容であった。私自身、素人の参加によって無罪推定


がより厳格になることを期待しているが、また一方で裁判官の判決に御墨付きを与えるだ


けになってしまうのではないかという危惧も残る。やはり、今の制度では非公開な部分が


多すぎるように感じた。公判前整理手続きや評議の内容はぜひとも公開されるべきだ。 


 








法哲学ゼミ書評 
A07JA065 清水彬博 


書評「裁判員制度はいらない」 


(１) 要約 
この本はタイトル通り裁判員制度を全面的に否定する趣旨で書かれており、修正すべき点


や一部でも評価できる点などを一切挙げず否定と批判に終始している。およそ考え付く面


すべてから批判しているが要約すると主として指摘されている問題点が 3つある。 
まず 1つ目は国民の反対と負担である。新聞のアンケートや推進委員会により公募された
意見の中から反対意見を取り上げると国民がいかに制度に対して認識が薄く、反発を持っ


ているかがわかる。裁判員への任命が半強制的であることと裁判員の発言に対する拘束が


強いことなど物理的、精神的な負担がとても大きく、日本の現実に即した制度ではないと


考えられる。また多数の国民が拒む裁判員の任命を強制的に行うことは基本的人権の侵害


に当たり、18条(意に反する苦役からの自由)、19条(思想信条の自由)など多くの憲法に抵
触するのではないだろうか。 


2つ目の問題は制度の導入により裁判の形態の変化、具体的には公判前整理手続きによる
裁判期間の短縮の危険性である。従来の制度より圧倒的に短くなった公判期間と裁判員に


よる曖昧な事実認定と量刑の決定は冤罪をもたらす可能性が大きく、制度の適用を選択で


きないことからも被告人があまりに危険にさらされる。また裁判員の持つ見解が従来の裁


判官のものとあまりに異なっていること、さらに個々の裁判員ごとの差異も大きいことか


ら不安定な裁判が行われるおそれがあると考えられる。まず裁判員のために職業裁判官が


説明を行うのであるが知識レベルの差により結局は誘導されることになるのではないかと


いう懸念もある。さらに裁判員に求められるとされる市民目線の意見であるがそれも無作


為に選ばれた市民の見解により判決が出たとしてもそれが納得の得られる裁判になるかが


甚だ疑問であるということである。 
3点目は、紙一枚で召喚され辞退がほぼ不可能でありさらに厳しい質問により丸裸にされ
厳しい守秘義務を課せられて帰されるとまるで戦時の赤紙による徴兵のようであること。


裁判員選定の際の調査で身辺は丸裸にされ、思想の調査までが行われると考えられるため、


裁判員制度が民主主義と人権を侵害していく軍国主義への道のスタートとなる危険性があ


る。 
これら 3つが大きな問題点として挙げられ、さらに導入の必要性の薄さと照らし合わせて
裁判員制度を真っ向から否定する内容となっている。 
(２) 書評 
筆者が全面的に制度を否定しているのは最初から一貫して明らかであるため読んでいて


何を主張したいかを読み取りやすいのは間違いないが、同時にいかなる点からも批判に繋


げようとしているために強引かつ似たような理論展開が目立つ。 







(ⅰ)1つ目の問題点に裁判員に選ばれた国民が刑事罰を伴う厳しい守秘義務を課せられ、
マスメディアも取材を絶たれるので権利の侵害であると述べている。筆者はここでマスメ


ディアによる報道が安全や健全性を守るとやたらにマスメディアを評価しているが、はた


して筆者の言うとおりマスメディアを介入させるべきだろうか。たしかに報道により広く


知らしめることによって暴かれる不正もあるだろうが、時にマスメディアによる害が生じ


ていることは事実である。特に刑事事件においては被害者、加害者双方の当事者や家族に


対しての過剰な取材・報道が精神的なダメージを与えるという話をよく耳にする。そもそ


も筆者自身が本文中に一般国民である裁判員はマスメディアによる情報操作を受けて事実


認定や量刑において揺らぎやすいと書いてあるのだからこれに関しては主張に矛盾を感じ


ずにはいられない。自分の都合のいいようにマスメディアの存在を脚色し、使っているよ


うな印象を受ける。 
また筆者は多くの反対意見を羅列していかに国民が反対しているかを語っているのだが


賛成意見は一切載せていない。筆者の主張は全否定なのだから賛成意見はすべて的外れな


ものであるという認識なのかもしれないし、反対する趣旨の本であるため賛成意見を載せ


ないというのはわかるのだがここまで反対意見ばかりだと何が悪い点なのかが逆に分かり


にくくなっている。 
(ⅱ)2つ目の問題点の中で一般国民の認識による裁判が行われることの危険について語っ
ている。一言に殺意といっても「死んでもいい」程度の考えの殺意と「何が何でも殺して


やる」の殺意では異なるものとして職業裁判官は認識しているが、一般国民には明確な違


いが分からず、また審議している事件がどちらに当てはまるのかの判断など難しくてとて


もできないという。普通の包丁か出刃包丁かで殺意の多寡が変わると考える人もいれば包


丁の刺さった深さで殺意の多寡はわからないと考える人もいると述べている。たしかにこ


ういった多様な考えを持つのが裁判員であり、裁判員裁判ではそれが前面に出てくるもの


である。これは従来の裁判とは全く異なった判決を生むことになると考えられるため、過


去の判決との均衡を揺るがす多大な危険がある。しかし筆者の言うように、これはすなわ


ち悪であるので裁判員制度は失敗だと声高に叫ぶのは早計と思われる。裁判員制度の導入


の根拠のひとつとして挙げられる判決と市民感情のズレが存在するか否かは実際に立証す


ることは不可能だろう。しかし裁判員制度により従来とは劇的に異なった判決が出た場合


はズレがあったと考える他ないと思われる。ならば裁判員への恣意的な誘導などがない限


り司法はそれに従うべきであり、例え量刑相場がガラリと変わってしまうことになっても


受け入れるべきなのだと主張できる。 
しかしやはり素人の行う裁判が危険を孕んでいるのは明らかだとも考えられる。裁判員が


ランダムに選ばれる以上裁判ごとに大きな量刑の差が出る。裁判員が過去の判例に従って


量刑を決める必要はないが、しかしほとんど同じ事件にも関わらず裁判員のくじによって


まったく刑の重さが異なるような事態になればくじ引きにより刑を決めているようなもの


なので、その格差を是正する仕組みは必要である。この仕組みには大きな負担がかかると







考えられるが実際の裁判員制度のためには必須事項であり、これができないのであれば本


制度は失敗作となるのではないかと私は考える。 
(ⅲ)裁判員制度が軍国主義の始まりであるとの考え方には同意はできない。裁判員制度は
国に対する過度な奉仕を国民に要求しており、それは一部の法律家や官僚のずれた見解に


基づいた過ちであると筆者は主張している。また本制度を通じて国家が司法への支配力を


上げて弁護士を取り込みかつてのように軍国主義への道を歩むとも述べている。これ以外


にも筆者は憲法を引き合いに出して警鐘を鳴らしているがこれらは裁判員制度からあまり


に離れ過ぎた問題ではないかと思われる。本制度とは関係なく現在の政治の流れや時代を


語っているだけであり、そこに付け加えたように裁判員制度を持ち出してきている点には


違和感を感じざるを得ない。国民に新たな負担をかけることがすなわち軍国主義に直結す


るとは私には考えられない。思うに我々国民は司法に対しあまりに無関心が過ぎたのでは


ないか。これまで一部の司法関係者と官僚に任せきりにしてきた人を裁くという行為を、


本来責任の一部を担わなければならない我々国民に向き合わせている点は本制度の中でも


大変有意義なことであり、民主主義に則ったものであると私は感じる。 
(ⅳ)筆者は全体的に引用が大変多く、著名な人物や多数の一般市民の声などを載せてそれに
対してコメントをつけるという文章の見せ方が多数みられる。それらの引用もとの意見は


個々まっとうなものであるが、いかんせん多くの反対意見を引用してそれを肯定すること


で制度の批判をしているという構成のため、筆者の主義主張の細かいところがあまり見え


ず、時に矛盾のようなものを感じることがある。 
 


(３) まとめ 
確かにこの本を読めば裁判員制度の持つ欠点や危険性を知ることができるだろう。しか


しやはり全否定の本ということでどうしても大きく偏った意見が集積されており、かえっ


て筆者の主張に多くの疑いが生まれ、裁判員制度に反対する意見に対して反論したくなっ


てしまう。この本だけで裁判員制度を考えるのではなく、全否定をする人間の意見として 1
つこの本を読み、もう 1つ異なった本を読めば見識を深められるだろう。 


 
 


「裁判員制度はいらない」高山俊吉 
2006年 講談社 








平成 21 年 11 月 16 日 


書評・五十嵐二葉著『説示なしでは裁判員制度は成功しない』 


                                 宮 村 佳 男 


 普通、一般的な市民というのは法の素人である。法律の中身、つまり規範やサンクション


を逐一知らないのが通常である。しかしながら、法的命令というものは名宛人を有する。そ


うすると「法の不知」「法律の不知は何人も許さず」という法律の錯誤の問題に市民は直面す


ることになる。また、ある命令が法的な命令であるためには、単に意思表示を突き付けるだ


けではだめで、その命令に妥当性があることが不可欠である。では、一般的な市民に法的拘


束力・義務づけるものは何が必要なのか。 


 著者であるこの老練女性弁護士は、今般の裁判員制度での素人裁判員の裁判への参加意


思・意欲の低迷および不安に対する答えは「説示」にあるとし、これが裁判員にやる気を起


こさせ、パワーを与えると考えている。しかし、本人は総じて裁判員制度そのものに批判的


であり、かつ本稿もそのような論考になっている。 


1.陪審裁判においての「説示・説明の役割」 


著者は、まず始めに、アメリカの裁判制度を例示して、陪審員の役割を説明している。 


《裁判に関してはまったくの素人である陪審員たちに、裁判とは何たるか、また、裁判に


参加する上での注意点は何かを説明し、陪審員たちが陪審員としての役割を十分に発揮でき


るように諭すことである。まず、裁判官は陪審員たちに予断・偏見のないすんだ心で裁判に


臨むことを意識させることである。》…と。 


2.説示の具体的内容 


著者はもちろん、陪審裁判において１番のキーとなるのが「説示」ではないかと考える。


なぜならば、《陪審員は事実認定に関しては裁判官とそれほど差はないにしても、裁判全般に


ついてはまったくの素人。つまり、事実認定は可能にしても、そこに行き着くまでのプロセ


スに問題があれば、必然的に出された結論も妥当といえるものではなくなってしまうからだ。


そして、被告人は何で訴えられているのか、また被告人をその訴因で有罪と認定するために


は、陪審員はどのような結論に達しなければならないかを正確に説明する必要がある。》 


また、《ここでの説明が陪審員に十分に理解されないと意味がなく、かつ、説明が誘導的に


結論を導くものであってもいけないわけである。ここでは、裁判官がプラスの意味で陪審員


の舵取り役を担うことが期待され、陪審員は自分の責任を果たすため、裁判官の説示をよく


聞き、評議に移ることが期待される。》…と論調する。 


3.説示内容の充実と説示の時期及び回数の法定化 


《裁判長は、論告及び弁論に基づいて争点を整理し、双方当事者の結論に至る理由付けを


平易に説明しなければならない。評議すべき事項とその順序は、裁判員の自由な発言を確保


しながら整理していくべきである。》とし、また、《裁判長は、評議の冒頭において、改めて、


立証責任の所在、証拠裁判主義、必要な立証の程度の説明をしなければならず、かつ、一定
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の重要な時期、例えば、争点ごとの評決を行う前や、全員の意思確認を行い争点に結論を与


える場合などにも説明をしなければならない。》…と著者は主張する。 


4.市民参加に何を期待するか 


著者は、我が国の裁判員制度が、《市民だけの判断では何事も決定できない制度としている


ことで、陪審制のように、一般市民の事実判断を「民の声は天の声」として裁判結果に生か


す制度ではないことは明らかで、その点ではむしろヨーロッパ大陸の参審制、それも専門知


識で裁判官を補助する専門家参審ではなく、客観的には目的性が明確には見えない刑事参審


に近いことは明らかだ。》…と決め付けている。確かに、アメリカの陪審員制度では評議には


完全に裁判官は排除されているのである。つまり、事実認定は素人陪審員のみが行っている。


しかしながら、歴史的にも、欧米では裁判官への信頼度は総じて低く、被告人は、同僚であ


るところの素人裁判員に裁いてもらいたいと考えている。その点が、我が国の市民が寄せる


ところの職業裁判官への信頼度合いとは違うということには、著者は全く触れてはいない。 


5.日本の「裁判員」はどうして職務を果たせるか 


我が国の裁判員法の下で裁判員になるためには、《素人裁判官としても類例のない厳格な法


律非専門性・素人性を要求されている。自薦は許されず、司法にはまったく関心のない市民


も選任される。参審員のように何らかのレベルを要求されず、担当事件限りの任務であり、


裁判参加の経験はない市民が選任される制度だ。》。 


しかしそこで、《彼/彼女が行うことは、庶民の知恵による事実の認定ばかりではなく、法


令の適用、刑の量定までを裁判官との合議で、しかし「独立してその職権を行う」(裁判員法


8条)。つまり、きちんと裁判官と議論し合って判断し、それを判決に活かす義務がある。上


記のような「純粋に非専門的な素人」に、どうしてそれができるだろうか。こういう素人に


対して、いったい「法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する」説明なしに、素人がどう


して事案について「判断」することができるのだろうか。》…と実現性に問題ありと手厳しい。 


さらに、もっと踏み込んで、《素人だからといって、裁判官のする判断の場にただ同席して


いるのではすまないことはもとより、内容を充分に理解しないまま、発言することができず、


あるいは何となく裁判官に同調して裁判を終わることは、国民を代表して被告人の運命を左


右する裁判員として許されないことだ。2001 年の司法制度改革審議会意見書を受けて導入さ


れた市民裁判官の刑事司法への参加は、これまでの職業裁判官のみによる裁判の限界を打破


するために、莫大な費用をかけて、素人裁判官の意見を裁判に生かすために導入されたはず


だ。》…これはその通りであろう。 


つまり、《裁判員がどれだけ事実認定、法令の適用、量刑の意味と制度を理解し、実質的な


発言をすることができ、それがどれだけ裁判官によって尊重されるかにかかっている、つま


り、最も素人らしい素人から選ばれる裁判員が「独立して」裁判官と「評議」して「裁判に


国民の意見を反映させる」という市民参加本来の目的＝裁判官だけの裁判では発生するかも


しれない誤りや不適切な裁判を市民参加によって是正する＝を達成するためには、参加する
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市民が「裁判官の意見に遠慮しない議論」ができるだけの基礎知識を与えられていなければ


ならないのだ。》…しかしながら、上記にも指摘したように、陪審員と違って、裁判員制度の


場合は、裁判官は排除されるわけではなく、かつ素人裁判官だけで事実認定をまかされてい


るのではないので、著者は少し言いすぎではないかと思料する。 


6.著者の総論 


《今般の裁判員制度の目的は、「国民の司法に対する理解・支持」「司法に対する国民の理


解の増進及び信頼の向上を目指す」ことにあると一応なっている。しかしながら、一方では


手続きの「迅速化」要請も導入されており、これについてどう制度化するかなど、国民の意


見を聞いたり、容れたりすることはなかった。もっといえば、ある部分(資格制限や罰則)は


蟻の這い出る隙間もないほど細かく冗長だが、実務を動かす具体的手続き(裁判員制度を動か


す中心部分である評議・評決のルールの部分)は空洞の容器のように簡単だ。 


裁判員制度を少しでも市民参加の本旨に沿う制度にするためには、このほかにもさまざま


な制度と協働して裁判を形成するために、素人裁判官に必要最低限の情報が与えられるシス


テムが最優先課題だ。》 


7.私見 


最高裁の判例や裁判例、通説は裁判官・裁判員を拘束するものではないので、説示や具体


的な評議のなかで職業裁判官が特定の判例・通説を提示することは、裁判員の独立を侵害す


るものとなる可能性がある。 


これは説示以前の問題であるが、まずもって、裁判員自身が自分たちの法感覚を自覚して


いるかどうかである。各人の道徳、それは悟性にどのような経験的知識が塗りこまれてきた


かによって変わってくるが、自分の法意識を自覚すること、それができなくては、他人にそ


の法を思いやってもらうことなどできない。自分ですら自覚できないものを他人に勧めると


いうことが可能でないこと、これだけはいえよう。 


確かに、各人の規範(意識)が不合理ないし非理性的なものであった場合、それを基準に刑


罰を決めなければならなくなってしまう。 


しかしながら、仮にそうであっても、一人前の市民にたいして上から目線(「上からの啓蒙」)


で刑罰論を説くことは、「市民の中にある規範を制定法に反映すべきだ」という、市民を自律


する個人として尊重する個人主義や民主主義に反することになる。 


すなわち、裁判官の役割というのは、ケースをただ単に、法概念へと論理的に包摂する(犯


罪の存在を、事実の世界から規範の世界へと引き上げること)だけにすべきである。 


説示というものは、陪審員だけで事実認定等法律行為を行うときには、確かに必要不可欠


である。ただ、裁判員制度にあっては、素人裁判員は職業裁判官と一緒に評議・評決をする


わけで、あえて説示を行う必要性は感じられないと思料する。 
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自分が今回書評する本は、共同通信社社会部（2009）.裁判員司法 日本評論社である。 
まず、題名に挙げられている「裁判員司法」とは市民中心の司法を意味し、「お上の司法」


や「官僚司法」と対にする言葉としての概念である1。そしてこの本においては、生の声が


多く取り入れられた本となっている。 
まず、裁判員のとなる点での不安に感じるであろうことについて考察している。 
1点目は裁判員として参加するまでのいきさつについて、模擬裁判を通して浮き彫りとな
った点をあげている。その問題としては、直前となって連続して休みを取らなければなら


ない点、召集されたにもかかわらず選任されなかった点、その選任手続きが簡潔なもので


あった点などの問題を実際に模擬裁判に関係した人の意見から取り上げている。 
次いで、裁判における情報について、どこまで情報の公開がなされているかという現状


について述べられている。現行の裁判においては、証拠の書類については要旨を述べるの


みにすぎず、裁判を傍聴したとしても何が行われているかはっきり認識できないことから、


司法に対する国民の理解があいまいであるといえる。また、訴訟記録を学生の論文作成の


ために必要として閲覧を求めたとしてもプライバシーの問題として閲覧が拒絶される事実


が存在するのである。また、開示証拠の閲覧についても同様である。 
また、判決を下す際には避けて通れない死刑の判断につき取り上げている 
この点、これまで死刑判決を下した裁判官の意見が 2 つ上げられている。一人の裁判官
は、「悩んで悩んで『これでいいのか』と自問自答を繰り返す。とことん調べて『やむをえ


ない』と自分を納得させないと言い渡せない」2と述べている。一方で、もう一人の裁判官


は「死刑も懲役刑や罰金を科すのと変わらない。裁判官の職責だから」3と述べている。 
また、遺族の意見として、「被害者の遺族としては死刑制度は必要だと思う。しかし、日の


生命を左右したくないといい、死刑を選ぶことをためらう市民も多いだろう。死刑廃止に


つながらなければいいが」4とのべている。この意見がある中で死刑判決を裁判員制度のも


とでどう運用していくかが問題となる。 
そして次に、実際に 2008年 1月に行われた模擬裁判において行われた評議について議事
録のように詳細にかかれている。そこで、この章を読むことで、実際に行われた評議につ


いて、一端を垣間見ることができるであろう。 
ここまでは、実際に裁判員制度に参加する市民について述べてきたが、もう一方の裁判


の関連者となる現在の法曹関連の職についている弁護士・検察官・裁判官の裁判員制度に


                                                  
1 P.ⅱ 
2 P.34 
3 P.34-35 
4 P.42 
 







対する取り組みが述べられている。 
まず裁判官の取り組みについては「見て聞いてわかる審理」というフレーズにつきると


いえる。従来の裁判であれば、事実関係を広く審理対象とし、膨大な証拠を詳細に検討す


ることから「精密司法」であったといえたが、裁判官は法廷で判断するわけでなく調書で、


判断するため「調書裁判」と揶揄されていたのである。 
一方で裁判員裁判は争点を絞り、集中的に審理する「核心司法」への転換が必要とされ


ているのである。この、審理に対して、わかりやすい表現として「見て聞いてわかる審理」


という言葉が生まれたのである。 
次いで検察官の変革である。以前であれば、被害者である一般市民と、意識の乖離が存


在したといえた。しかし、裁判員制度の導入決定後には、「市民の理解を求めることになる


のだから私たちがまちがっていたら指摘して欲しい。」5というように、姿勢が変化したとい


える。また、裁判官裁判が行われる前において、実際の公判で行われた工夫について述べ


られている。まず、現場の映像や被害者の肉片をみせるという工夫があった。これは、「わ


かりやすい審理」を目指したということもあるが、衝撃的な映像を見せればそれが判決に


多大な影響を起こすのではないかという危惧がある。 
また、精神鑑定など専門的な問題については「中間判断」がなされた。これは、量刑の


問題と責任能力の判断の分離を目指したものといえる。なぜならば、責任能力を問えない


と判断されればその点で無罪となり裁判期間の短縮につながることから、裁判員の負担を


へらすということを目指すことができるからである。 
では、現在の日本以外ですでに行われている場所はあるのかという疑問が沸くであろう


が、この疑問についても答えている。本書では、まず米国に帰属していた頃の沖縄で開か


れていた陪審裁判について、および諸外国の市民が裁判に参加する制度についての紹介が


なされている。 
まず、沖縄での陪審裁判にかかわった人々の感想としては、「市民が判断するのはいい。


ただし、裁判官が加わると裁判員は引きずられるのではないか」6という意見や「人を裁く


のは重圧であり、相手が凶悪犯や、暴力団関係者であれば報復が頭をよぎる」7などの意見


も存在する。また、イタリアにおいては裁判員制度と類似した参審制度が存在する。この


存在理由として「一般市民が国家の重大な部門に参加することは、民主主義の構成に基本


的な要素だ。国の側、権力の側から見ると（市民）におそれをいだくことになる。また、


シンボルのみならず、市民の目が裁判官らに緊張をもたらす。」8とイタリアの学者は述べて


いる。そして、裁判に参加する市民も「専門家ではないからハートで判断する。でもその


感情は市民の良識として判断する。」9と述べている 
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しかし、批判的な意見が存在しているのも現実である。そのいけんとしては、「国民や被


告に多大な負担がかかる」という意見や「素人にはできない」という意見および、「冤罪が


市民社会の結論」になる恐れがあるという批判意見が紹介されている。 
しかし、本書のまとめにおいては、「この素人にはできない」といった点は、模擬裁判や、


諸外国の裁判の様子からみて、この批判が必ずしも当てはまるとはいえない。また、模擬


裁判においても、裁判官が「それはちがいますよ」と市民に言われ感心したという例も述


べられているのである。また、「最高裁判事といえども国民に直接選ばれた国民の代表では


ない。そのため、国政を左右する一票の格差の問題についてはどうしても慎重になる」10


との裁判官の意見から司法の限界について適切に述べている。もし、有権者の代表たる裁


判員が加わればこの点でも重みが変わるのではないか。現行の刑事裁判のみならず、さま


ざまな類型の裁判において裁判員制度がさらに広がれば、真の司法改革が進み三権と国民


のあり方を変えうると結論付けている。 


                                                 


コメント 
この本は、他の裁判員制度に関すると多くの本と異なり、とにかく「否を唱えよう」や


「制度はつぶせ」という視点で書かれているわけではない点が評価できる。また、学者の


机上の空論のみならず実際に模擬裁判に参加した人の声や、現職の法曹関係者の生きた声


など、わかりやすく、また独善的な立場に陥って書かれていない書物であるといえる。こ


の点においては新聞社が書いた連載記事であることから中立な立場にあるといえる。その


ため、裁判員制度のあらましを知り、どう司法システムが変化しているのか、またどのよ


うな批判がこの制度に対してあるのかを総合的に理解する点においては好書といえる。 
 また、司法と国民の関係についても現状の直接参加の方法は、最高裁裁判官の国民審査


のみである。しかし、この制度をしっかり認識して行使している有権者はほとんどいえな


いのが現実である。これは、先日行われた衆議院選挙に付随して行われた国民審査の投票


傾向を見ても明らかであるといえよう。このままでは、司法に対する無関心を、よりうみ


だし、また重要な三権の一つを完全に放棄しているといえるだろう。この現状をあらため、


司法権も国民の手により運営するために裁判に直接参加することがよいと自分は考える。


そして、この直接参加をより確実なものにするには、刑事裁判のみならず、他の類型の裁


判にも広げていくのがよいのではないかと考える。 
しかし、すべてのいかなる裁判でも参加するべきではないとも考える。沖縄の人の感想


としてあったように、暴力団関連の裁判に参加したくないというのはもっともな意見とい


える。例とするならば、暴力団同士の抗争での事件を裁くという例であれば、関わらない


のも身を守るために必要であるといえよう。 
しかし、10月 2日に裁判員裁判により判決が下された事件では、暴力団の幹部が組長の
経営する開店の祝いに来なかったことを理由として、知人の男性を刺殺するという事件が


 
10 P.215 







あった。これは、暴力団での因縁の問題であって報復の可能性もありうる事件である。11


たしかに、このような事件をも対象とすれば本当に報復として事件がおきるのではないか


という危惧もありうる。しかし、裁判員制度は司法をより身近にして国民の期待により答


えられうる可能性を秘めてスタートしたともいえる。その魅力を感じるためには本書をス


テップとするのがいいのではないかと考えます。 


                                                 


 


 
11 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091003k0000m040096000c.html 
 （2009年 10月 3日確認） 








伊佐千尋 生田暉雄著 裁判員拒否のすすめ~あなたが「冤罪」に加担しないた
めに~（2009年 ＷＡＶＥ出版）に対する書評 


2009年 11月 16日 法哲学ゼミ 幸 一樹 
 
 「裁判員拒否」、タイトル通りこの言葉がこの本の内容を一言で表している。そしてさら


には裁判員制度を通して国家による「国民の国家権力従順化教育」が行われる、と少しフ


ィクション染みた裁判員制度の裏側にある本当の意味を探ろうとしている。しかし、この


主張が決して完全に的外れなものではないという根拠も挙げられている。 
内容としては、裁判員制度そのものに対する批判よりも現在まで続いている司法制度・


刑事訴訟制度に対する批判、さらに少し行きすぎではないかと疑わせるほどの検察官・裁


判官への批判が大勢を占める。これらの諸悪が冤罪を生み出し、裁判員はそれに加担させ


られる。裁判員制度よりも先に上記に対する改革が行われなければならないことを訴え、


その改革のためには裁判員制度よりも陪審員制度が必要であるという主張へと続く。 
まず、司法制度・刑事訴訟制度への批判。日本のこれらの制度が世界的な視点からすれ


ばどれだけ異様なものであるか、という世界との比較から制度の問題点を指摘する。最長


23 日間にも及ぶ逮捕・勾留による身柄拘束制度、不透明な取り調べを行っていると疑われ
ても仕方がない代用監獄制度、そして自白偏重。このような「異様な」制度から行われる


起訴事実、調書を鵜呑みにする「ヒラメ裁判官」。これらは全て冤罪につながる要因となっ


ていると訴える。 
次に、裁判員制度の効果を検証する。公判前整理手続きによってもはや抜け殻となった


裁判に国民は参加を強制され、辞退はほとんど認められない。事実認定、評決、量刑判断、


全て裁判官とともに行う以上専門家である裁判官に反対する意見を持ち続けることは困難


を極める。このような過程で生まれたほぼ従来通りの判決は、いわば「市民のお墨付き」


を受けた正しい判断だと評価される。結局今まで通り冤罪を引き起こす高い危険性を残し


たままの裁判に罰則による強制で参加させられる恐怖を主張。 
最後に、これらの問題点を改善するため必要な陪審員制度の内容。筆者は陪審員制度を


全面的に支持しているわけではないが、改革のために必要であること、裁判員制度の問題


点を指摘するための恰好の材料として取り上げている。 
 
率直な意見として、この本の主張はいきすぎであり、極論が多い。しかし、そこまでの


強い主張を通して裁判員制度の危険性、刑事司法制度の誤りを訴えた内容である。 
「裁判員制度の存在意義は何なのか」これについては筆者と同様の疑問を感じていた。


政府から示される裁判員制度の施行理由と実際の裁判員制度の内容はあまりにもかけ離れ


ている。裁判員制度は制度内容についての議論が深まっておらず、実際に今年から運用は


されているものの、時期尚早と言わざるを得ない。 







 裁判員は事実認定・評決・量刑判断までをすべて職業裁判官とともに行う。事実認定の


みを一般市民だけで行う陪審制度との違いが最も現れている部分である。確かに、事実認


定を素人である一般市民のみで行うことに危険性を感じる考え方、量刑判断にも市民感覚


を取り入れなければならないという考え方は存在するだろう。しかし、そのどちらにも優


先順位をつけられなかったことにより最も中途半端な制度に成り下がってしまった。すべ


ての工程を職業裁判官とともに行うことにより、結局は職業裁判官のみで行ってきた従来


の裁判と同じものになる可能性は非常に高い。裁判という非常に専門性が高いと考えられ


ている場において、その専門家である裁判官とともに話し合った結果、裁判官と全く違う


意見を持ち続ける人間が何人いるのだろうか。法律について多少の知識がある程度では裁


判官と討論に至ることもないだろう。法律の専門家である弁護士や法学部教授レベルでな


ければまともに討論に至れない。しかし、裁判員は当然法律について素人の国民が選出さ


れる。 
裁判員裁判では、まず職業裁判官によって裁判員に対して法律や制度についての様々な


説明が行われる。そして同じ裁判官が裁判員と話し合いの場を持つ。まるで小学校の先生


と生徒が討論をするようなものである。よほどのことがない限り裁判官の意見が変わるな


どということはないのではないか。 
  
事実認定は、法律によって禁じられている行為を被告人が本当に行ったかどうかを証


人・証拠を通して判断することである。これについて、私個人としては、絶対的に正しい


事実認定は存在しないと考える。たとえ現行犯逮捕された被告人であれ、逮捕した人間と


事実認定する人間の間に介在するものがある限りそれが絶対的に正しいとは言い切れない。


裁判中に起こった犯罪行為でもない限り絶対ではない。つまり、大袈裟に言ってしまえば、


誰が事実認定を行ったとしても「ほぼ絶対に正しい」の域を超えることはできないのであ


る。この意見は「だからどう判断してもよい」という結論に至るわけではない。絶対はな


くとも自分のなかで絶対といえるほど入念に考えた末の判断をしなければならないことは


変わらない。しかし、絶対的に正しい判断がない場であれば、素人であっても市民が個々


に考えた結果を自由に述べることができて然るべきである。この視点からすれば、「絶対は


ないはずの場に絶対的な存在がいる」裁判員制度の事実認定は有効性が疑問視される。 
 法律の勉強はしたことがなくても、人が本当のことを言っているのかどうか、そのもの


は信用できるものなのかは、だれもが人生を通して個人ごとに高めている能力であり、人


によって様々なものである。これを司法の場に取り入れることを目標とするならば、裁判


員制度ではその目標は達成されない可能性が高い。 
 
 これに対して量刑判断はまた違った特徴を有する。人間が作った制度である以上絶対的


に正しいものがないという点は同じだが、一般市民は自分固有の意見を発するための材料


を皆無といってよいほど持っていない。「この犯罪は死刑に値するか否か」であれば、その







判断はここの良心に従って行うことができる。しかし、「懲役の上限は 20 年で下限は 5 年
であるがどこが妥当か」となった場合、市民はどのように判断すればよいのだろうか。自


分の知識をフル活用して判断したとしても、所詮「なんとなく」の域をでるものではない


のではないだろうか。もちろん裁判官が今までの判例に従って判断を下すことが、一般市


民の「なんとなく」より信頼できると言いたいわけではなく、絶対的なものがない中でも


過去の同様の犯罪との間でバランスがとれているかどうかは大事なのではないだろうか。


現在の判断が大事であるという意見もあるだろう。しかし、自分がもし被告人の立場であ


ったならば、過去の同様の犯罪に比べて著しく重い量刑には納得できないだろう。「犯罪者


は悪いことをしたのだから文句を言えない」と言われてしまえばおしまいだが、判例もあ


る種の法と化しているともいえる現在において、判例に対する被告人の期待を簡単に捨て


るわけにはいかない。裁判員制度が開始されても大幅に重罰になるというようなことはな


いだろうが、「市民の意見が反映された結果であるから」という意見のみでこれまでより重


い量刑が下されるとすれば、それにはやはり疑問を感じる。量刑判断に素人である市民が


入り込む隙間は存在するのだろうか。また、入り込ませる必要性はあるのだろうか。裁判


員制度を通して死刑判決が増えるのか否かが取り沙汰されているが、死刑についての是非


を問うのなら、国会もしくは国民投票で行われるべきであって、その存在意義の問題を取


り上げるための手段にするようなことは許されない。 
 
 ここまで、ほとんど陪審制度を推薦するような文章に至っているが、陪審制度が最も優


れた制度であるというようなことを言うつもりは毛頭ないし、日本でも陪審制度を行うべ


きであるという意見をもっているわけでもない。実際陪審制度は戦前の日本で行われては


いたが、それを望む被告人はほとんどおらず、制度として破綻していたさなかの戦乱によ


って事実上廃止された。一概には言えないが、日本では「お上による裁き」の方が望まれ


るのではないかという意見の一つの要因にはなっている。だから、陪審制度を支持してい


るつもりはない。しかし、国の方針として司法への市民参加・司法への関心を高めたいと


思うのならば、裁判員制度よりも陪審制度のほうが適しているのではないか、という制度


導入ありきの意見である。 
 司法制度に国際的な指標はあまり必要でない。司法制度こそ、その国の文化が如実に表


れる部分であり、他の問題から見てもわかるように、文化として受け入れ難いものを導入


することは非常に難しい。日本には司法への市民参加は不必要であるということではなく、


これまでの文化と全く違う制度を導入するにあたっての土台の構築にもっと時間を割いて


様々な意見を聞いてもよかったのではないかと考えられる。これは制度が実際に運用され


てしまったためすでに手遅れになってしまった議論なわけではない。運用に従って生じる


様々な問題とともにもう一度考えるべきなのである。正直、国民の司法に対する関心の低


さは深刻なものであったことは否めない。しかし、裁判員制度が実施されるにあたり国民


はついに司法に対する個々の意見を持ち始めた。今の状態で裁判員制度を含めた司法制度







改革の議論が行われれば、結論はどうであれ、本当の意味で国民の意見を反映したものに


なるのではないか。 
 裁判員制度。内容については実際に運用されているとは思えないほど議論が煮詰まって


いない部分が多くある。ただ、内容はどうであれこの制度が採用されることが決まったこ


とで国民の目は確実に司法に向き、また事件の報道に対してその場の感情でしか意見を持


たなかったテレビの前の一視聴者から、「自分たちが判決を下すとしたら」という視点で感


情だけには流されない意見を持つ本当の意味での一主権者に変わったのである。この意味


では、裁判員制度は一定の役割を果たしたと評価することができるだろう。 
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『つぶせ！裁判員制度』と題された本書は「法律の素人である一般国民が裁判をするというこ


との妥当性」を主な論点として取り上げ、法律論と実態論の双方から、批判的検討を行ったもの


である。新書という形態をとっているためか、法律を齧ったことのない一般人を対象としている


ようで、裁判手続きの概要や裁判の意義の説明にかなりの頁数を割き、徐々に制度そのものの批


判に持ち込むという展開がなされている。専門用語や難解な学術的記述はないため内容は極めて


平易であり、成人といわず、高校生程度の知識があれば難なく通読できるような作りになってい


る。 


 肝心の裁判員制度に対しては、大きく分けて制度そのものの合憲性、実施の過程で国民に不


都合をきたしうる点の二点につき指摘している。前者の論点では、法律の素人が裁判官を務める


裁判員制度においては、憲法 76 条が定めている裁判官の独立が実質的に意味をなさなくなるの


ではないか、同時に、明確な基準を欠いた「多数決裁判」が横行するのではないか、という統治


規定に関する連続する二つの論点について、やや過激な論調を用いた意見が述べられている。対


して、後者では憲法の人権規定を視野にいれつつ、実務上生じうる問題点について指摘している。


大まかには国民の権利に関する問題点を指摘しているのだが、その内容は裁判員に関するものと、


被告人に関するものの二種類に大別できる。以下、統治・人権それぞれに関して本書で述べられ


た法的問題性と、そこから導かれる筆者の裁判員制度反対の意をまとめた後、自らの意見を綴り


たく思う。 


筆者が裁判員制度に反対する大きな理由の一つは、上記のとおり、裁判員制度が「裁判官の独


立」を規定した憲法 76 条との関係において違憲の瑕疵を帯びるということである。 


裁判官の独立とは、個々の裁判官は自ら独立して判断を下さなければならないということを意


味する。行政や立法部とは異なり、裁判官の任免手続きは民主的基盤を持たないことが知られて


いる。よって、独自の人事制度のもと働く裁判官が独立して判断を下すということは、ともする


と裁判官のさじ加減ひとつで判決を下しうるとの印象を国民に与えかねない。しかし、裁判官の


下す判決は、例外なく国会で定められた法令に基づくのであるから、法令が民主的基盤を持つ以


上、その法令の範囲内で仕事を行う裁判官の判決には、民意による規制がある程度敷かれるもの


ということができる。 


ところが、最高裁判所をはじめとした関係機関は、裁判員として選任された国民には、判決を


下すにつき法的知識は一切問わないと表明している。判決を下す上で法的知識が必要であるとす


れば、適宜裁判官から説明をさせる、事実認定の判断に関しては、個々人が日常生活において行


1 
 







っている判断と基本的には同じであるといった趣旨のことを述べている。 


筆者いわく、このことは二重の意味で裁判員制度を危険視させているという。一つは、裁判員


の独立が侵害されることにより、裁判員制度が実質的に意味を持たなくなるという意味である。


裁判員も採決の際には裁判官と等しく一票を投じることから、裁判員も裁判官と同等の独立を保


つのみならず、その独立の根拠となる法令の知識を有する必要があることは、憲法上自明である。


法令に関する知識を裁判官から供給されるということは、結局のところ裁判員は裁判官から言わ


れたことを鵜呑みにした上でしか判断を下せないということを意味する。これでは、多額の税金


を投入して新制度を導入したところで、裁判員裁判は従来の裁判となんら変わりがなくなってし


まう可能性が高いと言える。もう一つに、裁判員はもちろん法律に関する知識を持たない国民か


ら選抜されるため、裁判員裁判は法令という基準を欠く多数決裁判になりかねないという指摘も


ある。裁判官の判決の客観性は、法律に基づくという一点において担保されている。法律の知識


を持たない裁判員は、必然的に、自らの主観、常識、信条に基づいて判決を下すということにな


る。ところが、今世間で謳われている常識や世論といったもの自体が多数決から導かれたに等し


いのであるから、それを基準とした判決もまた多数決の様相を呈するという批判である。 


続いて、国民、とりわけ裁判員の人権との関係では、ひとたび裁判員に選任されれば、およそ


辞退することは不可能であり、半ば強制的に裁判員として事件に関与することを求められる点に


問題があるという。召集に従わなければ罰金が科せられるほか、召集に応じたとしても、その事


件に関しての守秘義務が一生つきまとう。裁判員の身柄の安全についても保障はされていない。


また、世論調査では実に 8割の人間が、裁判員制度の導入に対して消極的であったという結果を


受け、国民が望まないにも関わらず、行政主導で国民に多大な負担を強いるような制度を創設す


ること自体が、国民主権に反しておこがましいことであるとしている。 


また、被告人について、適正な裁判を受ける権利が侵害される恐れがあると述べている。とい


うのも、裁判員裁判を用いるか、裁判官のみの裁判を用いるかは被告人の意思に関係なく決まる


ためである。さらに、多種多様な考え方を持つ裁判員に対し、一律に被告人の権利について理解


を得ることは難しいため、従来よりも主観的判断を多く含み、被告人に不利益な裁判がおこなわ


れる可能性も指摘されていた。 


上記の問題点ゆえに、筆者は裁判員制度の廃止を本書全般にわたり訴えつつ、国民が主権を行


使することで、ともに裁判員制度という悪法を排除しようではないかとの訴えで論を締めくくっ


ている。 


私自身、以前より裁判員制度には反対の立場をとっており、本書の内容には頷ける点が多々あ


った。というのも、私はそもそも裁判所の判決を無理に一般国民の感覚に適合させなければなら


ない理由はないと考えているからである。それゆえ、国民の常識を裁判に反映させる必要はなく、
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司法は司法として独立を保つべきであるという意見を持っている。確かに、テレビや新聞の報道


を耳にしている限りでは、自らの感覚と照らし合わせて腑に落ちない判決というも少なくはない。


しかし、常識と法律が別物であるとことは明らかであり、常識と正義もまた異なるものである。


仮に常識＝正義だとすると、国民の数だけ正義が存在するということになってしまう。それを思


えば、まさに十人十色の常識に司法の判断を寄り添わせようとする裁判員法は、筆者の言うとお


り違憲の瑕疵を帯びる悪法であるように思える。そもそも私は、国民の意見を裁判に反映させる


手段として、裁判員制度が最良のものだとは思えない。裁判官が法令に拘束されて判決を下すこ


とを考えれば、仮に国民の考えと判決に重大な乖離があってそれを埋めねばならないとしても、


働きかけるべきは裁判そのものではなく法令に対してではないだろうか。法令が的確に民意を反


映してさえいれば、それに伴って裁判官による判決にも間接的とはいえ民意が反映されるはずで


あり、そこまで深刻な乖離が生じるとは考えにくい。司法制度について、ここまで派手な改革に


打って出なくとも、立法の過程を見直し、より的確に民意を反映できるような策を講ずる方が理


にかなっているはずだ。 


また、裁判員制度は国民の意思に基づかないといった筆者の指摘にも賛同できる。裁判員制度


実施前に行われたアンケートでは、確かに 8割程度の人々が参加に消極的な態度を示していた。


となると、そもそも国民がさして必要だと感じていない制度を、国家が啓蒙的に導入すること自


体に問題があるのではないかという疑問も湧いてくる。この点には、筆者も裁判員制度の根底に


は、「先進的な為政者が時代遅れの愚民を指導してやる」といわんばかりの横柄な思想が存在す


ると言及している。私自身、そこまでヒステリックにならないにしても、いったい誰が何のため


にこのような制度を作ったのだろうという疑問は沸々とわいてきた。結局全編読み通してもその


疑問が解決されることはなかったのが残念である。筆者は、司法部と行政部と報道機関がいかに


密接につるんでこうした制度を作り上げたかについては詳細に述べているのだが、その目的につ


いては触れられておらず、若干肩すかしをくらった感があった。 


また、筆者の意見には確かに頷ける点が多かった反面、あまりに扇動的なその文体に、若干の


胡散臭さを感じてひいてしまうことも少なくはなかった。また、制度に対する批判は法律に基づ


いた非常に的を射たものであるのだが、今後の展望については何も述べられていなかったことに


も不満を感じた。すべての主張が「裁判員制度は違憲で悪法だから廃止すべきだ」という一言に


帰結することに私自身うんざりしてしまったのかもしれない。裁判員法が施行されており、少な


くとも数年はこの制度を運用していくことが予想されている以上、むしろ「裁判員制度をこれか


らどう捉え、どう運用していけばよいのか」という問題に目を向けてゆくべきであると私は考え


る。私自身、裁判員制度が施行されないならそれに越したことはないと思っていた。それは、国


政選挙の投票すら面倒くさがって放棄するような人が少なくない国において、人を裁くという重
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責を担わせる制度を導入してもよいのだろうかという懸念があったためである。案の定、召集の


通知書を忘れて出廷した候補者が現れるなど、事を軽視する人々もいないではないということが


わかった。そこで裁判員制度が実際に施行された今、私は裁判員制度を「国民の主体性や責任感


を育成する場」として捉えるべきではないかと考えるに至った。司法制度改革という側面からは


離れてしまうが、半ば強制的に裁判員を経験させるとすれば、選ばれた人々はもちろん無関係の


人々も司法の動向に意識を向ける時間が増えることが期待される。その結果、日本社会全体や国


民の主権というものについて国民全体が再考するための、いいきっかけを生むことができるので


はないか。著者が示すように、裁判員制度には憂慮すべき点が多いことは確かである。最良の手


段であるとは到底言えないし、いずれ改善点も浮き彫りになるだろう。しかし、この制度を運用


することで、国民が従来よりも明確な主体性を備えるであろうことに期待し、この書評を締めく


くりたい。 


（4164 字） 
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「裁判員制度を批判する」 小田中聰樹 (花伝社・2008年) 


 
                       安 瑛美子 〔2009.10.５〕 
 
著者は、裁判員制度における数々の構造的欠陥を指摘した上で、本制度に反対の意を示し


ている。本書では繰り返し同じ内容の主張が繰り返されていた部分があったので、著者が


挙げる構造的欠陥を、①被告人側、②裁判員側、の観点で整理した後、私見を述べる。 
 まず被告人側の観点から問題点を列挙する。 
第一に「公判前整理手続」の構造である。この「公判前整理手続」とは、「充実した公判


の審理を、継続的、計画的、かつ迅速に行う」ため、公判開始前に検察側・弁護側の主張・


争点・証拠を整理する前倒し的な準備手続であり、裁判官・検察官・弁護士の法曹三者に


被告人を加えた非公開の状態で行われる。本制度は裁判員制度開始以前から既に導入され


てはいたものの、裁判員制度と相俟って、よりマイナスに働くと考えられる。問題は、「公


判前整理手続」は、被告人の身柄が拘束され、接見も十分に自由ではなく、また証拠開示


も不十分な状態で行われるにもかかわらず、一旦決めた争点や証拠の決定が拘束力を持ち、


公判段階では「やむを得ない事由」のない限り、変更・追加ができなくなるという点であ


る。(刑訴法 316条の 32)例えば、容疑を認めていた被告人が公判段階において否認に転じ、
自白に任意性を争おうとしても、「やむを得ない事由」のない限り、この主張は取り上げら


れない。つまり、「迅速化・軽負担・平易化」を追求する審理手続が、弁護活動・防御活動


を抑制し、冤罪を作り出すメカニズムとして働く危険性が大きいのである。 
 第二に、被告人の選択権の否定である。裁判員制度は個々の被告人のための制度という


よりは、国民一般の司法参加のための制度であるという理由から、被告人には裁判員関与


を拒否または選択する権利が一切認められていない。しかし、そもそも被告人は憲法上、「公


正な裁判所の裁判を受ける権利」を保障されている。裁判所の組織・構成の公平に対する


被告人の納得・信頼こそ裁判の公正さにとって絶対不可欠であるにも関わらず、辞退権を


一切否定することは「公正な裁判を受ける権利」と不整合的・相反的であると言わざるを


得ない。 
 次に裁判員側、つまり裁判員裁判に参加する国民側の観点から問題点を列挙する。 
 第一に、裁判員就任の強制である。裁判員は抽選で選ばれると義務的なものになり、一


定の理由のある場合を除いて辞退できず、裁判所に出頭しないと 10万円以下の過料を科せ
られる。憲法上の規定がないにも関わらず、裁判員就任を義務付けることは苦役からの自


由、奴隷的拘束からの自由、そして思想・良心の自由を侵害するものである。 
 しかしその一方で、「不公平な裁判をするおそれがある」と判断された場合、裁判官はそ


の裁判員を不適格者として一方的に排除することができるのである。（裁判員法 41条以下）
裁判所にこのような排除権限を与えるのは、裁判員の義務性を説くことと平仄が合わない
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といえる。 
 第二に、裁判官との権力不均衡である。裁判官と裁判員は事実認定・量刑判断において


対等の権限を持ち、協働者とされている。しかし裁判官は公判前整理手続の段階で、予め


事件の全体像と争点の証拠的組立てを行い、様々な情報をインプットし整理した上で法廷


に臨むので、両者の間には元来の知識・裁判経験などの能力格差に加えて著しい情報格差


が存在するのである。従って両者間の対等性は建前にすぎず、実際のところ裁判官主導の


公判が展開され、自らの独立性を保持できない裁判員は装飾的存在にすぎないのである。 
 上記の構造的欠陥を指摘した上で著者は、裁判員制度を次のように分析する。裁判員制


度は、国民に刑事裁判参加を義務付け強制することを通じて権力層に抱き込み、「統治主体


意識」つまりは権力的意識・処罰意識を注入し、国家的な処罰・取締体制の基盤を強固な


ものとしていくことを目的としている。新自由主義的統治戦略の一環であり、治安取締強


化の国家戦略である。つまり「裁判員制度」創設の理念として謳われている国民主権原理


及びこれに立脚する民主主義思想とは似て非なるものであり、むしろ危険な「国家総動員」


的な論理である、とする。 
 以下、著者の見解に対する私見を述べる。 
 著者は裁判員制度の構造的欠陥克服の契機はほぼ無いと考え、廃止をも視野に入れて検


討すべきである、と述べているが、私も著者の意見に同意する。なぜならば、著者の指摘


する通り、構造的欠陥が著しいのはもちろんのこと、その創設の構想・理念自体が正当で


はないからである。 
 新自由主義改革とは、経済のグローバル化に対応すべく国際競争力の回復・強化を狙っ


て、市場原理を無差別に導入し、福祉国家規制を解体するものである。小泉内閣時代に特


に流布した「規制緩和」「自己責任」「統治主体意識」なるものは、まさにこの新自由主義


改革を正当化するイデオロギーなのである。この新自由主義改革は「自己責任」の名のも


と、福祉政策を抑制し、政治的・社会的弱者を支配・収奪する。その結果として強者・弱


者の固定化された格差社会は治安の悪化を招く。そして一般市民の安全要求や恐怖心を煽


り利用しつつ、警察組織を拡大・強化し、安全要求をする世論を名目として、逸脱的行動


を取る者を排除・抑圧し、治安取締を徹底する。組織犯罪対策のための立法（例：組織犯


罪処罰法）、捜査権限の拡大（例：盗聴権限）、情報収集権限の拡大（例：防犯監視システ


ム）などの一連の動きは、まさにそれを体現していると言えよう。 
そもそも市民社会が前提とする社会契約説において市民は均一な存在であり、立場の互


換性が想定されている。つまり強者が弱者になることもあれば一般市民が犯罪者になるこ


ともある。そういった立場の互換性を前提とするからこそ、合理的な刑罰を規定すること


ができるのである。しかしながら裁判員制度は、一般市民に「統治主体意識」を注入し、


強制的に処罰する側、つまり国家の側に組込むことによって市民社会を分断させる。そし


て犯罪者に対する一般市民の恐怖心、警戒心、報復感情、処罰感情の高まりといった社会


的風潮と相俟って、市民間の立場の互換性を希薄化させ、市民社会の崩壊へと作用するの
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である。その過程において、犯罪者は異端化・排除・抑圧され、著しい人権侵害を受ける


こととなる。被告人ばかりではない。本来、その独立性を保障されているはずの、弁護士


をはじめとする法曹までもが、人権擁護性・権力対抗性を奪われ、国家へと組み込まれよ


うとしているのである。 
以上の、「裁判員制度」批判に対しては、次のような反論が挙げられる。 
第一に、アメリカ流の陪審員制度・ヨーロッパ流の参審制度に倣い、主権者たる国民自


身が司法参加するという裁判員制度は民主主義の立場から歓迎されるべきである、という


意見である。確かに、諸外国でも市民の司法参加が既に実現している。しかしアメリカの


陪審員制度はかつての宗主国であるイギリスの支配を抑制し、人権擁護の砦としての役割


を担ったという歴史的背景から、職業裁判官でさえも自らが被告人となった場合には陪審


員による裁判を希望すると発言するように、陪審員制度に対する国民の信頼は非常に厚い


ものである。更に、アメリカの場合には被告人は憲法上、陪審員裁判を受ける権利があり、


国民には陪審員就任の義務があるという点で裁判員制度とは一線を画する。また陪審員制


度・参審制度においては、日本の公判前整理手続のような制度は存在しないという点も注


目すべき点である(※アメリカでも公判前の手続は存在するが、それは身柄釈放、証拠開示
などを行う、防御権保障のための個別的手続の連鎖であり、日本の公判前整理手続のよう


に、細かい事実認否の上に立って争点を定め、立証計画と証拠申請を当事者に要求し、そ


れに強い拘束力を与え、公判前整理手続の段階で裁判官が事実上の心象形成を行うことさ


え可能とするような、包括的なものではない。) 
第二に、裁判員制度に構造的欠陥があるのならば、部分的修正によって是正・改善する


ことが可能である、という意見である。しかし裁判員制度にはその創設の構想・理念自体


に「統治主体意識」の注入という市民社会分断の契機を含んでおり、またこの制度が司法


権の独立、人権保障をますます脅かす諸改革を生み出しかねないということから、部分的


修正によって是正・改善するという妥協案には同意しかねる。 
国家と市民社会という二項対立の近代社会において、市民はその人間としての尊厳を保


持する人権保障の実現に向け、国家を批判し、要求し、行動することによって、両者の緊


張状態を保持すべきである。よって人権保障を骨抜きにしたまま、憲法上の規定を欠くに


も関わらず国政への参加を強制し、むしろ反国民主権・反民主主義の危険性さえ孕んでい


る裁判員制度に対し、異議を唱える。 
 








書評「それでも裁判員、やりますか」 
A０７JA０８２ 高元 康佑 


 
【内容の要約】 
 本書は、元裁判官で現弁護士の著者が裁判員制度を批判し、本来の司法改革に必要なの


は最高裁を変えることである、と記している。大きな軸として、裁判員制度は太平洋戦争


時の「ファシズム」に非常によく似ていることを中心として述べている。例えば裁判員制


度は、国民のマインドコントロールをしていて、赤紙による徴兵に似ている。そして、の


このこ出ていくと残虐な目にあわされる、報道規制がある、国民を威嚇している、国民に


一切の不服を許さない、などの共通点から戦争時のファシズムに酷似していることを示し


ている。本書のおおきな流れは「ファシズム」の観点から、制度の説明→裁判員制度の問


題点→本当の司法改革をするためには最高裁を変えなければならない、というものになっ


ている。制度の説明としては、対象となる事件、裁判員になる確率など簡単なもので、本


書の中心は裁判員制度の問題点となっている。そこで今回はその点を中心に述べていきた


いと思う。 
著者が述べている裁判員制度の問題点は、①裁判員制度は憲法に違反している②プライ


バシーの侵害が行われてしまう③容易に辞退できない～友人の結婚式や恩師の葬式に出ら


れなくなる恐れがある④素人には裁判はできない⑤量刑の相場表を使うことの矛盾⑥被告


人の権利侵害⑦控訴審の意味がなくなる⑧罰金の意味⑨報道規制により国民の知る権利が


侵害される⑩導入上の方法、などがある。次に細かく述べていきたい。 
 ①本来、国民の義務は日本国憲法によると「教育を受けさせる義務」「勤労の義務」「納


税の義務」の３つに限定されているはずなのに、裁判員になってしまうと強制的に、まる


でファシズムのように出頭しなければ罰金が科されることになっていて、憲法改正をして


いないのに新たな義務が国民に強いられてしまっている。そして裁判官も独立性が保障さ


れているにもかかわらず裁判員の意見を聞かなくてはならなくなってしまう。②裁判員候


補者になると送られてくる調査票に、辞退できる理由（重い病気であること、家族に要介


護者がいること、冠婚葬祭の予定、など）を明確に記したり、裁判長に直接話したりせね


ばならず、これがプライバシーの侵害にあたっている。しかもその情報は最高裁に蓄積さ


れるので個人情報が外部に流失し悪用される恐れがある。③辞退できる理由として、家族


に要介護者がいること、冠婚葬祭の予定などのみで、友人の結婚式や恩師の葬儀など人間


としての大切な付き合いよりも裁判員になることのほうが優先される。仕事の都合でも辞


退できない場合がある。④司法のプロであっても事実認定には苦労するのに、素人がいき


なり裁判に放り込まれて、証人の嘘を見破ったりすることはできない。残虐な証拠写真な


どを国民が見なければならない。そうしなければ犯行の残虐性を認識できず、見たか見な


いかで量刑が変わってしまう。国民が死刑判決を出さなければならず精神的に耐えきれな


い⑤判例とかけ離れないように量刑の相場表を使うのであれば、裁判員制度の目的である
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「司法への国民感情の導入」が果たされなくなる。⑥３～５日間の短時間の裁判で真実が


明らかにはならず、しかも弁護人の弁護活動も不十分なものになってしまうかもしれず、


そのしわ寄せはすべて被告人の不利益につながる。また審理する日数が短いので被害者遺


族が望む真実の追求も十分になされない可能性がある。⑦控訴審で一審を覆せば裁判員裁


判の結果が結局司法に反映されず、それをやった意味がなくなってしまう。そして覆せな


ければ控訴審の意味がなくなり、一審を見直さなくなり冤罪になる可能性が多くなる⑧裁


判官は裁判の秘密を漏らしても罰則規定がなく、裁判員にだけ罰則規定が存在するのは国


民を信用していないことであり、その信頼していない国民に大きな権力作用である裁判を


させるのは不思議なことである。⑨裁判員が被告人に対する偏った印象をもたないように


マスコミの規制をして、国民の知る権利が侵害される恐れがある。まさに戦争時と同じで


情報操作が行われ、ついでに国の不正や悪いことまでも隠されかねない。⑩法案提出から 2
か月で法案が成立していて、議論が十分に尽くされていない。国民の意見も全く聞かれて


おらず、審議会においても現状の裁判を詳しくわかっていない人がメンバーに選ばれてし


まっていた。 
以上の理由から著者は裁判員制度に反対している。 


 
【コメント】 
 まず全体的な主張として、私は裁判員制度については反対である。全く無意味とまでと


は言わない。司法に国民の意見を入れ、その結果司法に対し理解と関心をもたせることは


非常に重要なことだと考えている。しかし、その目的を達成させるためにはもっと違う方


法ですればよいと考える。例えば、きちんとした理由があれば参加を拒否できるのが前提


にあって、国民が裁判の傍聴で思ったことを裁判官に提示でき、それに拘束力を持たせず、


ひとつの意見として裁判官がそれを採用するかどうかは自由にする、のような制度などで


よいと思う。自分が裁判員になってやってみなければわからないのかもしれないが、現在


のような方法ではファシズムとまでは言わないが国民（市民、被告人、被害者）に利益よ


り不利益の方を大きく与える制度にしかなっていないと考える。自分の都合で裁判員にな


りたくなくても拒否できないし、裁判で真実の解明が十分になされない可能性が大きい。


そのうえ報道の自由が奪われていくのであれば「国民の感情を司法に入れる」という利益


より、それ以上の不利益を被る恐れが大きすぎる。したがって先ほど述べた方法ですれば、


参加するかは自由だし、国民が不当に国から拘束される事もなくなるし、国民の意見を参


考程度の扱いにするのであれば被告人に不利益にもならない。そして国民の意見・感情を


司法に入れることができている。よって私は裁判員制度の目的には賛成だが、方法に対し


ては反対している。 
 次に上記の著者の主張の１０点を中心にそれぞれ私の意見を述べていきたいと思う。①


裁判員制度が憲法に違反しているという意見だが、私はこれを反対の意見にするのはおか


しいと考える。確かに国民の義務は３つと規定されているが、他にも国民には法律によっ
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て国から負わされている義務があるし（住民票を移していなかったら過料を科せられると


か）、これだけを批判するのはおかしいと思う。そして、７６条によると裁判官は「憲法お


よび法律にのみ拘束される」ので法律で決まった裁判員制度に裁判官が拘束されるのは憲


法違反ではないと考える。②プライバシーの侵害にあたるという意見だが、これも間違っ


ていると考える。拒否する理由であれば話さないことには始まらないし、それを蓄積して


保存するのは役所などの他の機関でも同じで漏れるリスクは同様にあるからだ。③裁判員


制度に拒否できる理由が限られていることについては私もおかしいと考える。断れる基準


が人には行けない理由に大小はつけられず、その人が行けないのであれば理由は何であっ


てもいいと考える。裁判所がその理由はしょーもないからダメ、その理由は正当だからい


いよ、と言うのは裁判所の都合を重視しすぎている。④⑤法廷で素人の裁判員がきちんと


裁判を行えるのかについては私も多少疑問がある。いくら裁判官が丁寧に説明しようとも、


何の知識もない素人が事実認定、法令の適用、刑の量定を今までの裁判官と同じようなレ


ベルで同程度の質の裁判ができるとは思えない。司法試験を合格したプロでさえ研修に二


年もかけてやり方を学んでいくのに、国民の感覚を使って今までの人生経験から判断して


しまえば、その判断は国民の意見を反映するというより適当な判断をしてしまう結果にな


りかねない。ましてや証人が嘘をついているか、真実を言っているのかを判断するのは一


般の国民にはとても難しいだろう。連日続けて法廷で話を聞かなければならないのだから、


眠くもなってくるだろうし集中力も欠けてしまうだろうから公正な判断もできないだろう。


また、法令の適用についても条文の要件一つ一つについて理解させていかねばならず裁判


官の言いなりになってしまいそうである。そして刑の適用についてもまともにできるとは


思えない。量刑について相場表を使うのであれば裁判員裁判をする意味がないし、使わな


いのであれば過去の判例とかけ離れてしまい整合性が保てなくなる。しかも国民が死刑判


決という人を殺す判断を正常な状態で出せるとは思えない。⑥被告人にとっても、本来な


ら長期間の裁判で弁護士がそれなりに十分な準備ができるところが一週間程度で終わらさ


なければならないので準備が万全な状態で必ずしもできるとは限らなくなり、大変な不利


益を被るおそれがある。急いで裁判を行うのだから当然刑事裁判の本来の目的である真実


の追求も十分になされなくなる恐れもある。しかも、国民感情を裁判に入れるのであれば、


従来の裁判より厳罰されることになるが被告人は普通の裁判か裁判員の裁判かを選べず妥


当ではない。⑦そのうえ、第一審で裁判員裁判をやれば控訴審をする意味がなくなってし


まい冤罪を発見する可能性がほぼ０に近くなってしまう。裁判員裁判で出した結論を控訴


審でやすやすと変えることができるようになってしまえば、それこそ結果として国民の意


見を裁判にとりいれたことにならず、裁判員裁判をする意味がなくなってしまうからだ。


⑧国民にだけ裁判の秘密を漏らしたときに罰則があるのも意味があるのかと考える。国民


に罰則を与えるのであれば最初から信用していないのだから、そのような者に裁判をさせ


るべきではない。しかも、人から聞かれればしゃべってしまうのが人情であり国民の関心


がある制度のことについて、何もしゃべらないのは不可能に近い。重い罰則を国民に科し
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てまでやるような制度でもないと考える。⑨裁判員に裁判についての偏見を持たさないよ


うに報道の規制をして、現状より国民に情報が届かなくする恐れがあるのも問題だ。国民


の知る権利が侵害される危険をおかしてまでこの制度を作る意味がわからない。⑩制度の


作り方も全日本国民にとても関係のあるものなので、もっと国民の意見を入れるべきであ


る。弁護士の大半が導入に反対している状況であまり意味があるとは思わない。 
 以上のように裁判員制度を推し進めていって起こる危険と国民感情を司法に入れる大切


さを天秤に掛けたら、私は前者のほうが重大なことだと考え、本書の著者と同じく裁判員


制度には反対である。 
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まず大まかにこの本の内容の紹介をします。 
全体を通しての内容は、制度反対や制度賛成に偏ったものではなく、客観的に見て制度に


対する反対意見、賛成意見を踏まえたうえでの問題点を考えるものになっています。 
著者が法廷を実際に見学し、裁判員制度の進め方などの説明を受けたうえで感じた疑問点


のうち大きなものを挙げると、「裁判員と決まってからすぐに裁判が始まってしまうこと」、


「法廷内がモニター等で埋め尽くされていること」となっています。 
第一に、裁判員候補の２０名程度の人はアンケートや面接によってさらに絞られ６人の


裁判員と２人の補充裁判員が選ばれます。これは午前中に行われるのですが、この後お昼


の休憩をはさんで午後からいきなり初回公判が始まり、裁判員は法廷で被告人と対面する


ことになっています。裁判所側からすれば選任手続きと初回公判を分けて２回分足を運ん


でもらうより簡単で国民の便利を考えているとのことらしいのですが、普通の国民の感覚


を司法に取り入れたいという方針から、国民が事前に司法の勉強をしてこないように、準


備したくてもできない制度になっているではないかと著者は言います。 
しかし、午前に選任が行われ、午後にはもう法廷に立って刑事被告人を裁くというのは、


急ぎ過ぎているのではないか、こんなに手軽に刑事被告人が素早く裁かれ、国民もすぐそ


の状況になれてしまうのが果たしてよいものなのかと疑問を呈しています。 
これについての私の考えを述べますと、裁判員制度というのはもともと司法に国民の意見


を取り入れるという側面と、いつもは時間がかかり過ぎてしまう裁判の時間をより短縮さ


せるという側面があります。それらを踏まえると、準備ができないというのは国民が下手


に司法の知識を得ることができないということであるので、ありのままの普段の国民の考


えを反映させるという面に関しては賛成です。しかし、裁判員の心の準備という面に関し


ては、選任されたその日にいきなり初公判というのは戸惑うのではないでしょうか。平常


ではない精神の状態では普段の考えが出にくいのではないか、選任と初公判は間をあける


べきではないかと考えます。 
また、裁判の時間がより短縮されるということに関しては、裁判員制度の目的でもある


ことから、問題が無いように思えます。しかし、評議において、争点は裁判官が示してく


れること、過去の量刑データベースが示されると裁判員はそれに近い量刑を提示すること


などから、裁判員が裁判官に流されて多数決が即決してしまい、そのまま判決につながる


という危険性もあるため、周辺制度の見直しが必要ではないかと考えます。 
第二に、法廷内のモニターは検事や弁護士が証拠を提示するために使うものです。これ


は、コンピュータを用いて様々なプレゼンテーションを行い、『分かりやすい裁判』を実現


するために導入されました。これについて著者は、もしコンピュータを用いてプレゼンを


行うのであれば、ある基準を守らないと裁判員も判事も結果的にマインドコントロールに







かかってしまい、本来は自由であるべき「心証」を自在に操られてしまうと述べています。 
ある基準というのは、①文字の大きさは原則として統一、②文字に黒色以外の色を使って


はいけない、③文字表現に、裁判官・裁判員を混乱させ、感情に影響を及ぼす様な編集＝


演出を導入してはいけない、の３つです。大まかに理由を説明すると、①は、文字の大き


さを変えて強調することで、心証形成に影響を与える。②は、赤色などを使うことで血な


ど連想させる場合もあり、感情に左右される危険性がある、強調効果もあり心証形成に影


響がある。③は、感情を揺さぶることで裁判員や裁判官が正常な判断が出来なくなる恐れ


がある、ということです。これに関してこの本では、裁判員制度が導入される前に導入さ


れた被害者参加制度と公判前整理手続について、これらの制度を導入して行われた「神隠


し殺人事件」がテストケースとして挙げられています。この事件の裁判では、検事側がプ


レゼンテーションを行った際、テレビのバラエティ番組で用いられるように事件の要点を


書いたプレートを用いて説明したり、被告人が被害者を解体する動作を、マネキンを使っ


て再現した画像が法廷の大型モニターに映し出したり、下水道やマンホールから回収され


た骨片や肉片などあわせて２０００点ほどの証拠写真も次々と映し出されました。マネキ


ンの再現VTRの際には遺族が耐えきれなくなって悲鳴を上げ、職員に付き添われて退廷し、
証拠写真では傍聴席の人々の精神にも影響を与えたことが知られています。さらには被告


人自身が公判の進行と無関係に突然「絶対に死刑だと思います」と叫びだし、検察官に制


止されたりもしています。この裁判で著者は「証拠調べ手続」の中で起きていることに着


目しています。例えば、遺族が悲鳴を上げた写真についてですが、これは「マネキン」が


問題なのではなく、捜査当局が被告人を伴って行った犯行現場での「実況見分」の写真と


いうのが問題だと述べます。筆者は、写真自体は間違いなく刑事事件の証拠だが、大型モ


ニターで次々と提示されるのは遺族にとって正規の限界を超えていたと考えています。中


四日を空けて開かれた３回目の公判でも、当初は大型モニターを使ったわかりやすい詳細


な証拠調べが続きましたが、拘置所内で自殺も図っている被告人は完全に下を向いてモニ


ターは全く見ず、証拠調べの本来の機能を果たしていませんでした。またこの公判で被告


人は次第に自暴自棄なそぶりを見せるようになっています。 
この後の第４回公判被害者の友人や遺族が証言台に立ち、被害者との思い出の詰まった写


真が法廷のモニターに次々と映し出されました。その際に被害者の人となりも語られ、そ


して最後に被告人が被害者の遺体の一部を捨てたマンションのごみ捨て場が映し出され、


ゴミが運ばれる埋め立て地の写真が提示されました。直前まで生前の被害者の思い出が偲


ばれていただけに、このスライド編集による精神的ショックは極めて甚大なものであると


マスコミも報じています。さらに被害者の母が被告人を絶対に許さないと証言し、死刑を


望むのはもちろん憎んでも憎みきれないと心情が語られました。 
ここで著者が弁護士や制度導入者とのインタビューで得た問題点は、「法廷が感情に支配


される」ということでした。遺族の悲しみや怒りはどこかへ向けられなければなりません


が、裁判で裁かれるのは個別の被告人であり、その被告人が本当に犯人かどうかは裁判で







決められるべきことだと著者は述べます。また、この点において「被害者感情」の議論が


実質的に被告人が最初から犯人であると決めつけてしまう効力を持ってしまう警鐘をなら


しています。上記の事件で被告人は、起訴事実を争わずに自分の犯行だと認めていますが、


被告が無実を主張しているときに、同様の「被害者感情」が法廷を支配してしまうと、た


とえ被告が無実であったとしても法廷にいる裁判官や裁判員、傍聴席の人たちには「無実


を演出しているふてぶてしい被告」に見えてしまう可能性が高く、検察にミスがあれば明


らかに冤罪の可能性は高まると危惧しています。 
また著者は、アメリカでは認められていない「仮に不公平な偏見を与えたり、案件に混


乱を来たしそうなもの」の証拠としての提出は、日本だと禁止されておらず、「遅延の考慮


などとは関わりなく有効な証拠は類似のものが大量であっても、すべて法廷に提出するこ


とができる」など個々の裁判官に判断が任されていることも危惧し、日本においても最低


でもアメリカ程度の証拠法を整備すべきだと主張しています。感情に左右されると書きま


したが、著者と弁護士との対話の場面でも同様のことが議論されています。特に被害者参


加制度は上記でも説明したとおり被告人を加害者たらしめるものであって、断罪される対


象として法廷に立たされていると言えます。そういったことから本書では、裁判員制度が


始まった際の法廷は被害者感情が支配する法廷、「感情の法廷」と揶揄されています。本書


を通じて全体的に言われているのはマインドコントロールによる心証形成の危険性という


ことです。上記の感情に支配されるというのも大型モニターや遺族の主張による感情のコ


ントロールといえます。ここで著者は脳のメカニズムについて科学的にアプローチしてい


るのですが、中でも印象的だったのが「過度に恐怖感を抱かせると、人間はすべて思考停


止の状態に近づいてゆく」というものです。恐怖に限らず、怒り、恐れ、あるいは無垢な


被害者への共感の涙などでも同様のことが言えるそうです。つまり、法廷の場に証拠とし


て強度に人の感情を揺さぶる画像や動画、音声、音楽などが提示されると裁判官の思考レ


ベルは明らかに下がり、裁判官の思考レベルも同様に下がるのです。また検事についても


同様に悟性によるブレーキのレベルが下がり、感情が高ぶりやすくなることが懸念されま


す。この三者だけでなく、被害者参加において参加している被害者や遺族、また報道する


マスコミの思考レベルも低下し正確な情報が伝わらない可能性があります。被告人につい


ても同様で、神隠し殺人事件のように被告が自暴自棄になったり、声が小さくなって聞き


取れなくなることが起きてきます。 
私は、今までは、裁判員が裁判官に流されて、量刑や有罪無罪を決定してしまうことが


危険なのではないかという認識を持っていましたが、大型モニターによるわかりやすいプ


レゼンの影響によって裁判官までもが無意識レベルで影響を受けてしまうことが分かり、


やはり著者の言うように証拠法の整理を徹底しなければ法廷は混乱したものになるのでは


ないかと痛感しました。裁判員制度自体は利権の絡みもあって３年たっても続いていくと


の見解が本書で述べられていました。その中で改善点は何かということをこの本を読んで


多少なりとも理解できたのではないかと考えます。 








法哲学ゼミ                              2009.11.16 


書評：激論!「裁判員」問題 (朝日新書) 


杉田 直樹 
 
 
 夏の課題である書評を書くにあたって、裁判員制度に関する書籍を探したが、裁判員制


度を批判する一方的な主張を書き綴ったものか、あたりさわりなく制度をあっさり説明し


た本がその大半を占めているように思えた。それに比べて本書は裁判員制度賛成派、反対


派がそれぞれの主張を行ったうえで、本書の監修者である弁護士木村晋介さんの司会のも


と、真っ向から議論するというものである。 
 まず、本書の構成を簡単に説明する。第一部「なにが問題か」では裁判員制度のなにが


問題になっているのかが示されている。この中の最初には「裁判員制度とは」で、裁判員


制度の簡潔な解説がなされ、次に賛成派、反対派のそれぞれの論者のプレゼンテーション


がなされている。賛成派は弁護士の高野隆さん、反対派は元裁判官で現在新潟大学教授の


西野喜一さんである。この第一部のプレゼンテーションでなされているそれぞれの主張を


以下に要約する。 
 


賛成派：高野弁護士の主張 


現役の弁護士である高野さんの主張は現行の刑事裁判制度では冤罪が起こりやすいこと


を最大の問題点としてあげ、その対策として、決してすべて納得のいく制度ではないが裁


判員制度は少なからず効果がある、という考えを採っている。現在の刑事裁判の否認事件


では 98.23%が敗訴となっており、絶望的な裁判である。弁護士活動を通しての実感からも
冤罪が発生していると思われるが、冤罪を証明するのはとても難しく、書面重視のいわゆ


る調書裁判ではなく五感を使って判断するようになるであろう裁判員制度になれば冤罪も


減り、自白の任意性を疑わない職業裁判官の暴走を止めることができる、という主張を行


っている。 
 
反対派：西野教授の主張 
反対派の西野さんは現行(2006 年)の裁判制度にも問題はあるが、裁判員制度はあまりに
も乱雑に法制化され、国民に苦役を強い、また良心の自由を侵害するものであるため反対


するという考えを採っている。さらに裁判員制度を運営するために裁判の回数を減らすと


いうものは裁判の手抜きであり、精密な事実認定に必要な調書が軽んじられることを危惧


したうえで、冤罪が多くなる可能性を主張している。このことから、裁判員制度を導入す


ると冤罪が減るという高野弁護士の意見と真っ向から対立する。 
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以上のようなそれぞれの主張を受けての討論が、第二部「激論、裁判員！」で


ある。第 1 章「市民生活と裁判員」では、この制度によって私たちの暮らしにど
んな影響があるのか、第 2 章「あなたが裁判員に選ばれたら」では、実際に裁判
員に選ばれたらどうなるのか、第 3 章「日本の裁判はどう変わる」では、この制
度ができることで裁判や事件の捜査はどう変わるのかについて、司会の木村弁護


士が賛成派高野弁護士、反対派西野弁護士に疑問をぶつけながら議論が進行して


いく構成である。 
 
本書全体を通しての議論の焦点としては、前述してあるがやはり最大の問題点


である、裁判員制度で冤罪を減らすことができるかどうかである。この点に関し


て、両者は「冤罪を防ぐ」ことは主に被告人の利益であるため、裁判員による裁


判を受けるか、職業裁判官による裁判を受けるかの選択権を被告人に与えるのが


もっともふさわしいという点では賛成派、反対派ともに一致する。しかし、本当


に「冤罪を防ぐ」ことができるのが裁判員裁判なのか、職業裁判官による裁判な


のか、という点について大きく意見が対立しているのである。 
この問題について、反対派の西野教授は裁判員制度では裁判員の負担を軽減す


るために職業裁判官による裁判よりも短期間で終わらせようとしてしまい、裁判


がずさんになる。かといって、裁判を緻密にやろうとすると、裁判員の負担が重


くなって裁判員として参加できる人が限られてくるというジレンマをあげている。 
これに対して賛成派の高野弁護士は現行(2006 年時点)の裁判では飛び飛びに少
しずつ裁判が行われており、まとめてやってしまえば 4日で終わるような裁判が 1
年もかかる例が多数あり、逆に緻密な裁判ができなくなっている。少しずつ法廷


調書が残る裁判よりも短期間に集中的にやって記憶に残る裁判のほうが正確な判


断ができると主張している。 
この部分の議論は非常に面白く感じた。今までは裁判官によって、何日もかけ


て少しずつ裁判を行っていくのがもっとも精密な裁判だと信じて疑っていなかっ


たが、それが逆に裁判をずさんなものにしているという意見がとても新鮮に感じ


られた。たしかに、勉強をするにしても何個もの科目を少しずつ何回もやるより


も、短期間に１つの科目を集中的にやるほうが効果的に勉強できるように思える。


これと同じように裁判員制度でも短期間に集中的にやることによって、むしろ充


実した、密度の濃い、情報量の多い資料に基づく裁判ができるのではないか。4日
で終わらそうと集中的に裁判を行うのではなく、集中的に裁判を行った結果、4日
で終わったということならばそれは精密な裁判が行われたということだろう。こ


の、高野弁護士の意見を読んで、短期間に集中的に裁判をやるほうが精密な裁判


ができるのかもしれないと思うようになった。 
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しかし、ここで新たな問題が提起されるのだが、それはこの短期間に集中して


行われるというハードスケジュールを国民に課すことは憲法 18条の禁止する「意
に反する苦役」に当たらないのか、また、裁判員の義務は良心の自由を侵害して


いるのではないか、という問題である。これは反対派の西野教授があげている裁


判員制度の主要な問題点である。西野教授の主張を要約すると、司法への国民参


加のひとつである検察審査会では検察官の不起訴処分の当否について判断するだ


けで思想・良心の自由を侵害することは決してなく、また苦役というほどの拘束


もない。しかし、裁判員制度は判決を下すのに際して無理矢理に自分の意見を言


わされ、さらに拘束時間も数日にわたってほぼ 1 日中拘束される、まさしく「意
に反する苦役」さらに良心の自由の侵害である、という主張である。 
これに対して、憲法が禁じているのは権威とか権力に対して隷従させるという


状況であって、司法制度、司法という国家の基本的なシステムの中で主権を持っ


ている国民が参加してその役割を果たすことは苦役ではあり得ないと賛成派の高


野弁護士は主張している。さらに司会である木村弁護士は評議に出頭しないこと


に対しては制裁規定があるが、評議で意見を述べないことに対する制裁規定はな


く、つまり評決を棄権する自由がある以上は、良心の自由は保障されているとい


う付け足しをおこなっている。 
裁判員制度が憲法 18 条の禁止する「意に反する苦役」に当たるのではないか、
また良心の自由を侵害しているのではないか、という疑問に対して私は高野弁護


士、木村弁護士の意見に賛成である。しかし、審理にずっと参加しておきながら


評決の段階で意見を述べないというのはかえって苦痛ではないかと思った。有罪


か無罪か判断できない、量刑で迷うということはあったとしても、それまで被告


人や被害者の主張を聞いておきながらも全く意見を言わないということのほうが


苦痛で、なにかしら意見を言いたくなってしまいそうである。 
 
また、別の論点として、裁判員の守秘義務があげられている。裁判員法が評議


について守秘義務を課したのは、自由にものを言いやすくするためである。これ


が公開されてしまっては裁判員の心理的負担が大変重いため守秘義務は必要であ


るが、抽選で選ばれただけの人に一生の義務を課すのは極めて酷であり、あまり


議論がなされずに成立してしまった裁判員制度という企画自体に無理があったと、


反対派の西野教授は主張している。 
これに対して高野弁護士は、評議は秘密にすべきでないと主張しています。そ


の内容は、体験した事実をその感想も含めて語るのは人間の基本的な欲求であり、


評議の内容についてあとから公開されるアメリカの陪審制でもそうであるように、


評議の内容が公開されることで評議中に自由にものが言いにくくなることはあり


えないというものである。 
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たしかに、体験した事実をその感想も含めて語るのは人間の基本的な欲求であ


り評議の内容を公開してもいいのでは、とも思うが、裁判員は裁判官と対等の立


場で評議に臨むことになるのであるから、裁判官と同等の守秘義務が課せられて


当然ではないか。さらに高野弁護士には否定されているが、自分が評議で話した


ことが公にされないほうが自分の意見を自由に言いやすいという人間の心理はも


っともである。また、公開したがために、こういう発言をあの人がした、してな


いという内輪もめが露呈してしまっては裁判の権威が失われるように感じる。よ


ってこのように裁判の権威を守るためにも守秘義務はやむをえない義務であると


思う。 
 
以上のように、私の意見を踏まえながら本書の内容について触れてきたが、本


書は最初にも説明したとおり意見が対立する者同士が議論を交わしながら裁判員


制度について考えていくというものである。読んでいても、常に自分はどう思う


か、どっちの立場なのかをよく考えさせられるような内容だったのでとてもおも


しろく感じた。 
刑事裁判について全く知らないのに、きっとうまくいっているに違いないとい


う決め付けをしていることはとても恐ろしいことである。しかし、裁判員制度が


導入されることによって、日本国民が今までの、そして今の刑事裁判を見直すい


い機会が到来したのではないか。知らずに信頼している刑事司法から、本当に信


頼されている刑事司法を実現するに至って欲しい。 
 
 


 
 
図書：『激論!「裁判員」問題』（朝日新書） 木村晋介監修 








○書評『激突・裁判員制度』著：井上薫・門田隆将 ＷＡＣ出版 
段俊介 


この書籍は、裁判員制度の成立を擁護するジャーナリスト・門田隆将と、反対する元裁


判官・井上薫との対談形式となっている。まず賛成の門田氏だが、手放しで導入を歓迎す


るわけではなく、裁判員制度が多くの問題を抱えていることは認めている。しかし、その


問題を差し置いても導入しなければならない理由があるというのだ。本書において門田氏


が主張したかったのは、裁判員制度が施行される以前の、裁判官による裁判制度に対する


不信感である。自身の取材した光氏母子殺害事件を中心に、ジャーナリストの立場を生か


し様々な事件を具体例として挙げ、それに対して裁判官が出した判決がいかに国民感情と


ズレたものであったかを示すことで、裁判官の官僚体質・世間知らずさを痛烈に批判する。


そこで、新たな裁判員という存在が、古い体制を打破する武器となることを強調している。


たしかにこの制度は過渡期なもので、実施が進むにつれ改良すべき余地はある。しかしそ


れ以上に、裁判官に牛耳られる裁判が取り返しのつかないものとなってしまっており、ど


うしても破壊されなければならなかったのだと主張している。 
一方、井上氏は裁判員の存在を、司法制度を崩壊させるものだとして、その危険性につ


いて様々な角度から批判をしている。裁判員には基本的に法律の知識が決定的に欠けてい


ること。「法律」という明確な基準もなしに裁かれては被告人の人権が損なわれること。「法


律を知らなくても裁判官の説明に従えば大丈夫」という謳い文句と「裁判員の独立」との


矛盾。責任や守秘義務、罰則など裁判員に対して過重な負担を強いること。以上のような


ことを主張する。ところが、井上氏自身も元裁判官ながら、裁判官の内情に関して外部の


人間では知りえないようなことも踏まえながら、具体的に裁判官と一般人とがいかに違っ


た存在かを述べている。井上氏いわく、一概にそうとは言わないが裁判官とは、挫折を経


験せずにいきなり人を裁く立場に立つためエリート意識が強く、裁判組織の中である種貴


族のような存在であり、世間知らずで、出世と保身を第一に考える傾向にあり、自身の失


敗をおそれ徹底的な前例主義を採る者が多いらしい。また余談として、裁判官が世間一般


の常識から外れた存在であることを、その少しおかしな生活を通して紹介する、という章


もあった。門田氏と井上氏はともに、裁判官の存在は批判すべき点が多いという見解では


一致している。その上で門田氏は、裁判官による独裁体制を打破するために裁判員制度は


必要であったと主張する。反対に井上氏はたしかに、一般人と裁判官の常識にはズレがあ


ることは認めてはいる。しかし「常識」とは人の数だけあるもので、常識の中身について


は基準や根拠がないものだから、そこを議論しても仕方がないと述べ、「裁判員が法廷に世


間常識を持ち込む」という門田氏に対して反論した。個人の常識や感情だけに頼る裁判員


裁判は「基準なき裁判」であり、法律家として許すわけにはいかないと主張している。 
本書を読んでいると、両者の意見ともなるほどと思えた。まず門田氏が裁判官の「常識


を欠く裁判」として挙げたいくつかの判例が、たしかに納得のいかないものだったからで


ある。たとえば“山形マット死事件民事裁判”を例にとる。事件は中学校の体育館の用具







室内で、少年が円筒型に巻いてあった体操用のマットに頭を突っ込んだ状態で死亡してい


たというもの。目撃証言などから７人の少年たちが逮捕・補導され、そして刑事裁判で、


７人全員の有罪が確定した。ところが、その後遺族が市や加害者を相手取った損害賠償請


求の民事裁判における判決は驚くべきものだった。なんと一審で無罪判決が出たのである。


それだけでなく「本件事件の事件性すら認定することができない」とまで述べている。刑


事裁判で有罪が確定したのにもかかわらず、民事裁判では事件ですらない。しかも、刑事


裁判において７人を有罪と判断するに足るとされた供述調書など証拠のほとんどが提示さ


れていたという。こんなことがありえるのかと驚いた。その後の取材で被害者の父親は、「有


平(被害者)が用具室で発見された時、その扉は閉まっていて、しかも暗闇だったんです。電
灯もついていない部屋に入って扉を閉め、暗闇の中、マットに自分で入っていくというこ


とがあり得ますか？ 人間として普通の感覚があれば、そんなことがあり得ないことは誰


でもわかります。裁判官には“常識”というものがないんでしょうか」と述べている。そ


れは私の感覚でいっても「普通はありえないだろう」と思ってしまう。しかしそれがあり


得てしまうのが裁判官という人種なのだと考えると、たしかに恐ろしいものがある。下裁


判官の井上氏も自身の経験上、裁判官には一般的な常識が欠ける場合も少なくないと述べ


ている。たとえば、家賃のことでもめて民事訴訟になったとして、裁判官は敷金・礼金す


ら知らないこともある。そして知らないまま判決を書く。「知らないなら聞けばいい」とい


うのが一般的な考えだが、プライドが高い裁判官は決して自分からは尋ねたりはしない。


だから、なんでも証拠として提出すべきだそうだ。さらに井上氏は「まあ証拠で出したと


ころで、読んでくれない可能性もありますが……」と付け加えている。なんだかとても怖


くなってきた。一部なのかもしれないが、そのような人間に裁かれる可能性があるという


だけでいやである。やはり官僚裁判官はなくすべきだと思ったし、それは両氏とも意見の


一致するところだ。そして世間においてもその風潮は高まり、ついに裁判員制度が導入さ


れ、法廷に一般常識が持ち込まれると宣伝された。それが問題である。たしかに裁判の内


容や仕組みは世間一般の人にとっては不鮮明で知りがたいものだった。しばしば社会感情


とは相容れない判決が出るのは確かだし、理解しがたい世界であったというのも頷ける。


しかし、だからといって、ただちに裁判員制度を導入すればいいということにはならない


はずだ。どうしても現行の裁判員制度には欠陥が多すぎるように思えてならない。その点


は、本書の中で門田氏でさえも認めている。私も、自分が裁判員として人を裁くのもいや


だし、素人の感情のままに裁かれる側もいやだと思う。それは反対意見にあるように、基


準を持たない法律の素人の感情論で裁かれては堪ったものじゃないからである。では、な


ぜそのような問題だらけの制度が認められ、施行されてしまったのか。そこが一番の争点


となる部分であるが、賛成派の主張はどうしても理論的に弱い気がする。これは以前から


思っていたことだが、反対派は様々な問題点に言及し、理論的に批判している。さらにそ


の一つ一つが納得のいく説明がなされているようにも感じた。しかし、それに対する賛成


派の回答は要約すれば、「問題点は改善すればいい」「それよりも官僚裁判官が悪いから」







と、その繰り返しにしか聞こえず、説得力に欠けるように思えた。本書においてもその特


徴がみられる。このような回答を続ける限り議論は平行線である。両者とも同じ裁判員制


度を見て、官僚裁判官を見て、それぞれの欠陥を見ているのだが、それらをどう捉えるか


の違いだけで揉めているように感じた。これではいつまでも答えはでない。例えば、井上


氏が「裁判官たちは、法律に基づく裁判という原則が踏みにじられるから反対した」と述


べたのに対し、門田氏は「反対するのは自分たちの天下が失われて都合が悪いからだ」と


答えている。裁判官の傲慢さやぬるま湯に浸かった官僚体質を批判しているのだろうが、


井上氏の提示した論点は「法律に基づく裁判」という原則についてである。これでは答え


になっていない。しかし、これ以外の答えも思いつかないような気もしてしまう。「たしか


に素人裁判という批判はあるが、官僚裁判官によるズレた判決よりはましだ」と言いたい


のかもしれない。 
ただ、賛成派の意見において唯一、理論的に納得のいく説明がなされていたのが、「公判


前整理手続き」に関する記述であった。これは裁判員制度の副産物ともいうべきものだが、


弁護人に多大な負担を強いるものの、逆に検察は弁護人の請求によってほぼ全ての証拠を


提出する義務を負うこととなった。つまり検察側に都合のいい証拠だけを提示することが


出来なくなったということであり、むしろ不当な捜査による冤罪が減る可能性もあるとい


うのを読んだとき、これは支持したい意見かもしれないと思った。ところが、それに対す


る反論もまた納得のいく説明がなされており、結局ふりだしにもどってしまうのだった。


たしかに決定的な証拠を含むほぼ全てが弁護人の手に渡り、提出され、一般人代表の裁判


員がそれを判断できるようになった。しかし、その裁判員たちは裁判官が選定した参考資


料をもとに、裁判官の誘導の下で審議することになる。はたして素人の裁判員がプロの裁


判官たちをはねのけて自分の意見を貫くことができるだろうか。日本人には殊更難しいよ


うに思えてしまった。 
私にほとんど知識がなく、この本を読んでから賛成・反対を考えようと思っていたのだ


が、結局決められなかった。しかし、とても参考になったと思う。賛成にしろ反対にしろ、


すでに制度は現実に施行されている。今はまだ学生であり拒否できる立場にあるが、社会


に出てからいつ裁判員に選ばれるかも分からない。そんなときの心構えもこの本には書か


れていた。相場主義の裁判を打破するための裁判員であり、裁判官に一般常識を叩きつけ


てやるための裁判員である。だから、裁判官の出す量刑などの相場表には乗っかっては意


味がないということだった。たしかに悪質な犯罪について相場主義で軽い刑が下るのは食


い止められるかもしれない。これには納得である。しかしそれ以外の場合において、われ


われ素人裁判員は何を基準に量刑を決めればいいのだろうか。やはり疑問は尽きなかった。 








2009年 10月 5日 法哲学ゼミ 
岡田万梨子 


『裁判員制度と報道 公正な裁判と報道の自由』 
  土屋美明 花伝社 


 
日本世論調査会の調査結果によると、「事件の報道が裁判員にどの程度影響を与えると


思いますか」という質問に、「大いに影響を与える」と答えた人は 52.5%、「少しは影響を与え
る」と答えた人が 37.8%であった。合わせると 90%を超えることとなり、これは大変高い数字
である。また、「過度に先入観を与える報道」（複数回答）として何があるか聞くと、「テレビの


ワイドショー・情報番組」を挙げた人が最多で 59.9%、その次が「テレビ・ラジオのニュース番
組」の 49.9%、「一般新聞の記事」の 43.2%という順だった。法廷に出された証拠だけに基づ
いて、被告人が有罪か無罪かを判断しなければならない裁判員にとって、報道の現状は看


過できない問題を投げかけていると言える。このような状況を受けて、著者は本書で、市民


のための報道という立場に立ち、メディアと表現の自由、とりわけ報道の自由の在るべき姿


を提示しようと試みている。著者である土屋美明は、共同通信社社会部で司法記者会、宮


内庁、外務省などを担当した後、社会部次長などを経て、2001年から 2004年まで、政府の
司法制度改革推進本部に設けられた裁判員制度・刑事検討会と公的弁護制度検討会の各


委員を務め、現在は法務省「司法制度改革実施推進会議」参与である。 
 
著者の指摘によれば、日本のメディアにとって、これまで決定的に欠けていたのは、「公


正な裁判」を実現するためには、どのような報道をしなければならないのか、という視点だっ


た。これまでにも「犯人視報道」の問題について取り上げられることはあったものの、そこで


いう「犯人視報道」とは、もっぱら、被疑者・被告人の名誉やプライバシーなどの人権侵害と


してしか把握されておらず、正常な刑事司法の機能を損なう危険性があるものだという意識


はほとんど見られなかった。この点について本書では、欧米のような市民の司法参加が日


本では行われていなかったことと関係しているのではないか、と分析している。日本では、


事件・事故や裁判に関する報道が裁判そのものの公正さを歪める危険性があるという事実


をほとんど意識しておらず、その危険性についての感覚が育っていない、そして、アメリカ


のように「刑事裁判は常に正しいとは限らず、不公正なものでもあり得る」という皮膚感覚が


育っていないのだ、というのである。確かに日本では、裁判官による刑事裁判が安定的に機


能し、国民の間には裁判への深い信頼がある。だからこそ公正な裁判との関係で自らの在


り方を問うという視点が生まれてこなかった、という著者の主張も納得できる。しかし、日本国


民が、報道が裁判そのものの公正さを歪める危険性があるという事実をほとんど意識してい


ない、という意見にはいささか疑問を感じる。実際に、裁判員制度が始まるのと前後して、新


聞の投書欄等でも、裁判員に予断を与えるようなメディアの過剰な報道を懸念する声は少


なくなかった。そして、「刑事裁判は常に正しいとは限らず、不公正なものでもあり得る」とい


う皮膚感覚が育っていないのは、市民の司法参加が行われていないことのみによるもので


はなかろう。本書でも触れられているとおり、犯罪報道の問題点として、「新聞は逮捕時にお
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いて有罪が確定したかのごとく大きく扱う」ことが挙げられるが、その背景には、逮捕された


場合の有罪率が、日本においては極めて高いことがある。逮捕時の報道については、本書


で興味深い見方が示されている。「日本では裁判が遅い。だから裁判まで報道を待たせて


おくわけにはいかない。いきおい、捜査段階での犯罪報道が重点になる」という。そして、


「イギリスやアメリカでは、逮捕時点でそれほど大きく報道しなくても、裁判が早く開かれるか


ら、その裁判報道を通じて逐次容疑の点などを明らかにしていけばよい。」「イギリスでは陪


審制度をとっているから、陪審員に予断を与えないために、裁判前の犯罪報道は極力控え


るようになる」と述べている。つまり、現在の犯罪報道の姿は、刑事裁判の高い有罪率、長期


にわたる審理といった刑事司法の姿を反映しており、メディア内部の論議では対応できない


部分があるということであろう。 
 
次に著者は、「懸念された報道」として、2007年 9月、福井市で開かれたマスコミ倫理懇
談会の第 51回全国大会で、講師として招かれた最高裁刑事局の平木正洋総括参事官が
七項目の「懸念される報道」を示し、「日本では捜査機関の発表や新聞・テレビの報道への


信頼度が高い。これらの報道が行われると、裁判員はそれが間違いない真実だと思い、公


正な判断ができなくなってしまうのではないか」と注意を求めたことについて触れている。懸


念が表明されたのは、以下の七項目である。 
一、捜査機関から得た情報。捜査情報を確定した事実のように報じるのは控えるべきで


はないか。 
二、被疑者・被告人の自白内容の報道。受け手に「被疑者イコール犯人」の印象を刷り込


んでしまい、刑事訴訟法が保障している「被疑者・被告人の無罪推定の原則」を無意味にし


てしまうのではないか。 
三、被疑者・被告人が不合理な弁解をしているという報道。 
四、被疑者・被告人の毛髪の DNA鑑定が被害者のものと一致したなどという被告人を犯
人視する報道。 
五、被疑者・被告人の前科・前歴に関する報道。 
六、被疑者・被告人の生い立ちや対人関係に関する報道。三から六の報道は有罪の前


提に立っており、無罪の推定を無意味にしてしまう。 
七、有識者・専門家のコメント。これも、一般の人に被疑者が事件を起こしたのは間違い


ないと、予断を抱かせる。 
これに対して、メディア側からは、「自白によって社会的な背景や問題が照らし出されるこ


とがある」「事件報道は社会のリスク情報であり、指摘された点はその重要な要素だ」「これま


でも被疑者と犯人を区別して報道している」などの反論が相次ぎ、日本新聞協会からも、事


件の被疑者を犯人と決め付けた報道（犯人視報道）はしないことを再確認し、被疑者の供述


などを報じる際の注意事項をまとめた「裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針」の策


定を進めているとの報告があったという。メディア側の自主規制ルールについては、法曹界


をはじめとして、中途半端であるとか、甘すぎるといった批判もあるし、個人的にもそう感じる


部分がある。犯罪報道における、特に小学校や中学校の卒業文集の引用や、どの程度被
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疑者・被告人のことを知っているか疑わしい「近所に住む男性・女性」のコメントなどには辟


易させられることしばしばである。しかし著者は、メディア側がともかく指針をまとめたことは、


報道が担うべき使命と一定の社会的責任を自ら明らかにした点で意義深いとしている。ただ、


著者も全面的にメディア側を支持しているわけではない。本書の中で著者は、日本に特有


の閉鎖的な記者クラブや、新聞社と通信社の仕事の未分離による各紙の画一的な記事、過


度な匿名報道による杜撰な記事の執筆、集団的過熱取材、報道被害などについて非難し、


厳しく自省を求めている。 
 
そして、報道の在るべき姿を考えるための参考として、陪審制度や参審制度を実施して


いる諸外国における、事件・事故・裁判の報道がどのように行われているかが紹介されてい


る。陪審制度の国々としてはアメリカ・イギリス・オーストラリアが挙げられている。アメリカで


は、検察側と弁護側が陪審員の身辺調査を入念に行い、さらに陪審員を選任する手続きの


中で丹念に質問を重ねることによって、予断を持ったと思われる人は排除されることが想定


されているという。つまり、報道の影響があるとしても、それは報道の側を規制することによっ


て影響を遮断するのではなく、陪審員の側から影響の排除を考える逆の発想で解決してい


ることとなる。とはいえ近年のアメリカでは加熱報道に対する裁判時の取材制限もされるよう


になり、それが物議を醸している。ここで著者はアメリカの代表的新聞社の一つ、ワシントン・


ポストが 1978年に刊行した、『スタイルブック（The Washington Post Deskbook on style）』の
内容を簡単に紹介し、「公正な裁判」の観点から犯罪と裁判に関する報道について基本理


念と具体的な方法論を提示したそれと、刊行当時、日本のメディアが行っていた、報道する


側の都合という面からの議論とを比較している。しかし、『スタイルブック』の内容がそのまま


日本に妥当するかどうかには疑問の余地があり、個別的に検討する必要性があろう。 
一方、参審制度の国々としては、ドイツ・フランス・イタリアが挙げられている。ドイツのフラ


ンクフルト地裁では閉廷後、地裁の敷地内のある場所で、弁護人に対してインタビューをす


ることが地裁から認められている。また、プレス担当の裁判官がおり、インタビューに応じる。


このようにドイツでは、事件・事故・裁判に対するメディアへの法的規制はないが、裁判に不


当な影響を与える行為は慎重に排除されている、と著者は感じているようである。最後に著


者は、事件報道と公正な裁判を両立させる手段として、二つの大きな流れを示している。一


つは、報道に国民が影響されるのは防ぎようがないので、仮に影響を受けたとしても、法廷


に提出された証拠だけに基づいてきちんとした判断ができる人を選ぶことが大切だとする、


陪審員・参審員の「人物」に注目した選択である。もう一つは、報道の影響は裁判官が注意


することで排除できるという考え方である。この考え方の根拠として著者は、「参審制度の


国々では『報道による参審員の予断を除去することは裁判官の役割であり、公正な裁判の


確保には、裁判官が証拠だけで判断するよう参審員に説明すれば足りる』という考え方が多


い」ことを挙げている。大きく分けてこの二つの流れに集約されるのは仕方がないとしても、


著者が本書の中で繰り返し主張するように、メディア側が国民・法曹界から一定の評価を得


うる自主規制ルールを策定し、信頼・納得される報道をすることが、問題の根本的解決の方


法の一つとして重要なのではないだろうか。ただ、それのみでは現在の取り組みの枠を出
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ない。自主規制ルールの存在を前提として、その上で、事件報道と公正な裁判を両立する


方策を、裁判員制度の一環として模索してゆかねばならない。 
 
 本書は、報道の在り方を考えるというテーマの性質上、各メディアの現在の取り組みに


関する資料の分量が多い。現状を知るためには非常に有益な資料であるが、反面、似たよ


うな内容の繰り返しに感じられる部分もあり、全体を一度に通読しようとすると、やや冗長との


印象を受けるかもしれない。また、報道の在り方を考えるとしつつ、厳しい批判がなされるの


は素人目にも行きすぎと感じられる取材・報道に対してのみで、その他の問題点について


は、結局は各メディアの自主的な規制の策定に任せるほかない、といった趣旨の主張が目


立ったように思う。とはいえ、裁判員制度との関わりにおける報道の問題点が分かりやすく


指摘されており、世間一般に広く報道の在り方を考える契機を与える役割は十分に果たし


ているだろう。 





