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1　司法制度改革審議会における刑事司法改革に関する論議について

　1）　審議会の基本的考え方と刑事司法の位置づけ

　　（1）　司法制度改革審議会は1999年12月21日、「司法制度改革に向

　　　けて　一論点整理」（以下「論点整理」という）を発表した。

　　　論点整理は、現代社会は事前規制型から事後監視・救済型への

　　　転換を図りつつあるとし、21世紀社会を、国民の一人ひとりが、

　　統治の客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った

　　統治主体として、互いに協力しながらその構築に参画していく

　　　ような自由で公正な社会として構想する。そして、司法制度改

　　革をもって、政治改革や行政改革等の諸改革の最後のかなめと

　　位置づけている。

　　　そのうえで、新しい世紀に期待される司法（法曹）の役割と

　　　して、①国民各人の具体的生活状況ないしニーズに則した法的

　　サービスを提供すること、②新しい社会で「弱い立場の人」が

　　不当な不利益を受けることがないよう、紛争を公正かつ透明な

　　法的ルールの下で適正かつ迅速に解決すること、③政治部門の

　　行き過ぎによる国民の基本的人権の不当な侵害を防止すること

　　を掲げている。要するに、論点整理は、司法の本質的意義とし

　　て、「法の支配」を実現し、かつ、すべての国民を平等・対等の

　　地位において、公正な第三者が適正な手続により、公正かつ透

　　明な法的ルールに基いて判断を下すということを強調している。

　（2）　いうまでもなく犯罪は、人間社会に不可避的に伴う病理現象

　　であり、社会あるところ犯罪ありと言われる。とりわけ、事後

　　監視・救済型の社会への転換は、自由競争を必然化ならしめる
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　　が、個々人の中にはその競争に生き残り得ず、不幸にして犯罪

　　者となるものを生み出すであろう。あるいは、自律的人間とし

　　て参画する社会は一定の緊張関係を伴うであろうが、そのよう

　　な社会に適応できず、社会との軋轢の結果、犯罪に陥るものも

　　出て来るだろう。このような、いわば社会の「落ちこぼれ」や、

　　時には社会の「敵対者」となったものであっても、国民のひと

　　りとして、司法によって平等・対等に取扱われ、人権が保障さ

　　れて公正かつ適正に対処されることが求められる。

　　　そして、犯罪を犯したとして国家から刑罰権行使の相手方と

　　された被疑者・被告人は、国家との関係においても、また国民

　　との関係においても、論点整理のいう「弱い立場の人」と言え

　　るのであって、かかる被疑者・被告人について、犯罪事実の存

　　否やその刑責を判断し、また刑を執行するにあたっても、当然

　　のことながら、公正かつ透明なルールの下で適正かつ迅速な解

　　決が図られなければならないのである。

　　　かくして、刑事司法は、新しい社会において、国家から訴追

　　された国民、さらには犯罪を行うに至った国民に対して、まさ

　　に社会的セイフティ・ネットの役割を果すべきものとして位置

　　づけられるであろう。

2）　審議会の論点整理と憲法的、国際人権法的観点

　（1）　ところで、論点整理では、「司法改革の方向」として、「新

　　しい時代状況に対応した適正な刑事司法手続を通じて犯罪の検

　　挙・処罰が的確に行われ、国民が安全な社会生活を営むこと」

　　が挙げられ、さらに「国民の期待に応える刑事司法の在り方」

　　において、刑訴法1条を引用しつつ、最近の犯罪動向について

　　の認識を示したうえ、r適正かつ迅速な刑罰権の実現」が第一義

　　的課題として位置づけられている。

　　　この点では、論点整理は、刑事手続における被疑者・被告人

　　の権利・利益の保障よりも、犯罪の検挙と刑罰権の迅速な実現

　　による国民の安全な生活の確保という側面を強調しているかに
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　見える。しかし、司法制度改革審議会設置法には、附帯決議が

　なされていて、衆議院法務委員会では「…　　人権と刑事司法

　との関係など司法制度をめぐり議論されている重要な問題点に

　ついて、十分論議すること」とされ、また参議院法務委員会で

　は「…　　基本的人権の保障、法の支配という憲法の理念の実

　現に留意すること」とされている。これら附帯決議の趣旨は、

　まさに憲法的観点からみて、被疑者・被告人・受刑者の人権保

　障を全うするということにあると解される。また、論点整理が

　強調する「法の支配」ということは、国家権力をも国民の手に

　よる法的統制の下に置くことであって、それは憲法的秩序の実

　現をこそ意味するものである。

　　さらに、2000年4月25日の司法改革制度審議会において報告

　された「『国民の期待にこたえる刑事司法』について」（以下、

　r水原レポート」という）が述べているように、刑事司法の使

　命・役割として「犯罪者の更生改善」ということを挙示するな

　らば、犯罪者を納得させて、刑罰による所期の改善効果をあげ

　るためにも、憲法上の適正手続が履践されなければならないの

　である。犯罪者に対する改善効果が期待されることは、とりも

　なおさず国民の社会生活の安全の保持にも資することになる。

　　このようにみれば、刑事司法改革の方向性としては、「適正か

　つ迅速な刑罰権の実現」ということとともに、憲法的観点に立

　って、捜査、訴追、公判審理、行刑のあり方について、被疑者

　・被告人、さらには受刑者の人権保障をはかるという観点から

　改革するという側面も軽視されてはならないのである。論点整

　理もこの方向性を否定するものとはとうてい解されない。

（2）　論点整理は、さらに、「国際化と司法の役割」として、多様

　な価値観が共存する国際社会の中で、公正な国際的ルールの形

　成・発展に積極的にかかわって行かなければならないとし、ま

　た「国民の期待に応える刑事司法の在り方」として「人権保障

　に関する国際的動向も踏まえ」ることの必要性を強調している。
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　　この点は、国際人権（自由権）規約人権委員会（以下、「規約人

　　権委員会」という）から批判を受けているわが国の刑事手続

　　を、国際人権法の視点で見直すことを意味しているのであって、

　　論点整理は、1998年11月の規約人権委員会によるr最終見解」

　　がわが国に対して行った勧告（以下、「勧告」という）に沿って、

　　刑事司法改革をはかって行くことを前提としているものと言え

　　よう。

　　　論点整理は、他方で「新たな時代に対応した」捜査・公判手

　　続の在り方に言及しているが、国際的要請を理由に、わが国で

　　はすでに、通信傍受法を含む組織犯罪対策法等、新たな捜査手

　　法が導入されるに至っている。これに対して、わが国では国際

　　人権法の観点からの被疑者・被告人の権利保障は大きく立ち遅

　　れているのであって、国際化した新しい時代の刑事司法を考え

　　るにあたって、国際人権法に沿った被疑者・被告人の権利保障

　　が等閑視されることがあってはならないのである。先の、水原

　　レポートがいう「バランスのとれた刑事司法」とは、このよう

　　な国際人権法的観点の重要性をも示しているものと解されなけ

　　ればならない。

3）　国費による被疑者弁護制度

　　論点整理は、「刑事司法の公正さの確保」という観点から「弁護

　人の援助を受ける権利を実効的に担保する」ことの格別な重要性

　を指摘し、　「被疑者については、弁護士会の当番弁護士制度や法律

　扶助協会の任意の扶助事業によって、その空白を埋めるべく努力

　されてきたが、そのような形での対処には自ずと限界がある」と

　して、適正・迅速な刑事裁判の実現を可能にする上からも「被疑

　者・被告人に対する公的弁護制度の整備とその条件につき幅広く

　検討することが必要である」としている。また、水原レポートも

　国費による被疑者弁護制度の導入は、「まさしく現実的な検討が必

　要な段階に来ている」としている。

　　これは、司法制度改革審議会が、これまで弁護士会と弁護士が
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自らの努力によって積み上げてきた当番弁護士制度の実績を認め

て、日弁連の悲願ともいうべき「国費による被疑者弁護制度」を

早期に実現すべきことを提唱したものとして高く評価できるとこ

ろである。

　そして、論点整理がここでも「刑事司法の公正さの確保」とい

う観点から国費におよる被疑者弁護制度を位置づけているという

ことは、憲法的、国際人権法的観点に立って、被疑者・被告人の

防御権の行使を実効あらしめることによって、人権保障をはかろ

うとしていることを示しているものと言える。

2　刑事司法の動向と現状について

　1）　現行刑事訴訟法の理念と現実

　　（1）　現行刑事訴訟法は施行後すでに51年を経過したが、同法は、

　　　戦後、日本国憲法の制定とともに全面改正された唯一の基本法

　　　（六法）である。現行刑訴法の基本原理は、「憲法化」、「アメリ

　　　カ法化」、「当事者主義化」、「捜査の適正化」の4点であった。

　　　すなわち、刑訴法は、まず憲法31条から40条で定める詳細な刑

　　　事手続に関する諸規定の趣旨・精神を体現し、その要請を充足

　　　すべきものとされた。また、アメリカ法の刑事手続法上の指針

　　　に従う改正がなされて、職権主義を排して、当事者主義を採用

　　　し、具体的には起訴状一本主義と訴因制度を導入して訴追者と

　　　判断者を分離した。さらに、被疑者・被告人に主体的地位を賦

　　　与して、検察官と対峙する当事者として主体的に活動すること

　　　を可能にした。加えて、強制処分法定主義や令状主義によって

　　捜査活動を規制するとともに、被疑者の弁護人選任権や接見交

　　通権を認めて、捜査の適正化をはかったのである。

　　　換言すれば、現行刑訴法は、被疑者・被告人は厳格な要件の

　　　下ではじめて身体を拘束され、弁護人による援助の下で、検察

　　官と対等の当事者として、公開の法廷における活発な訴訟活動

　　　を通じて、裁判所によって有罪・無罪を決せられるという手続
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　　を意図した。要するに、現行刑訴法は、憲法上の刑事人権規定

　　を具体化して、捜査・公判を通じて適正手続を重視し、被疑者

　　・被告人の人権保障を強化したのである。

　（2）　ところが、その後の刑訴法の運用の実態は、憲法や刑訴法の

　　理念から著しく乖離し、大きく歪められてきた。すなわち、被

　　疑者は原則的に身体拘束されて、強大な捜査権限を有する捜査

　　機関による取調べの対象とされ、密室での自白の獲得を中心と

　　する捜査が行われて、調書の名の下に多数の書類が作成された

　　うえ（自白中心主義）、検察官の訴追裁量によって起訴・不起訴

　　の選別がなされる。公判段階でも犯罪事実を争えば、長期にわ

　　たって身体拘束をされ続け、事実を認めないと身体の自由は回

　　復されない（人質司法）。そして、有罪無罪はすでに起訴前に決

　　していて、公判は単に捜査書類の追認ないしは引き継ぎの

　　場と化し、公判審理は著しく形骸化してしまった（調書裁判）。

　　まさに、検察官の立場の圧倒的な強大さは、旧刑訴法下の手続

　　と同様の「糾問主義的検察官司法」となって現出した。

　　　平野龍一博士は、1985年、このような刑事手続の状態を、

　　「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」と診断されたので

　　ある。

2）弁護士会による刑事司法改革の実践

　　このような状況下で、1989年に、松江において日弁連第32回

　人権擁護大会シンポジウムが「刑事裁判の現状と問題点　一刑

　訴法40年・刑事弁護活動の充実をめざして」とのテーマで開催さ

　れ、日弁連は、「刑事訴訟法40年宣言」を採択した。宣言は、

　「わが国の刑事手続は、現在、憂慮すべき状況にある」として、

　日弁連は「国民とともに英知を結集し、現在の刑事手続を抜本的

　に見直し、制度の改革と運用の改善はかるとともに、刑事弁護の

　一層の充実強化をはかるなど、あるべき刑事手続の実現にむけて

　全力を挙げて取り組む」というものであった。

　　この宣言に基いて、1990年4月に日弁連に刑事弁護センターが
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　設置され、同時に、法律扶助協会の刑事被疑者弁護援助制度が創

　設されるなど刑事司法改革の気運が高まる中で、同年9月に大分

　で、12月に福岡で、当番弁護士制度が発足した。その後、刑弁

　センターの推進により、1992年10月には当番弁護士制度は全国化

　して、全国52の全単位弁護士会で実施されるようになった。かく

　して「あきらめたり、絶望したりする前に、刑事弁護にはまだな

　すべきことが多くある」という弁護士の自覚と反省に基く活動が、

　その後の刑事司法改革を推し進めたのである。松江の人権大会が、

　刑事弁護のみならず、刑事司法全体の改革にとって画期的で歴史

　的な意義を有すると言われる由縁である。

　　当番弁護士制度は、全国実施以来、本年で8年目を迎えたが、

　その間めざましい進展をみせ、いまや刑事手続上の確固たる「制

　度」として定着したと言える。

3）　刑事司法の現状

　　かくして、弁護士会による当番弁護士制度の実施によって、従

　来稀れであった捜査段階での弁護人選任数は増加し、捜査段階の

　弁護活動は活発化した。しかしながら、捜査・公判の手続を全体

　としてみれば、ほとんど100％に近い有罪率には一向に変化はな

　く、未だに自白中心の捜査は頑強に行われ続けており、調書裁判

　の実情はあい変わらずで公判手続の形骸化は改善されず、また人

　質司法の実情はいっそう悪化しているというのが現状である。

　　このようなわが国刑事司法の現状は、前述した規約人権委員会

　の勧告が極めて的確に指摘している。すなわち、

　①起訴前勾留は警察のコントロール下で最大23日間可能であり、

　　被疑者は速やかでかつ効果的な司法的コントロールのもとに置

　　かれず、この23日間の勾留期間中は保釈が認められておらず、

　　取調べの時間および期間を規制する規則が存在せず、勾留中の

　　被疑者に助言し援助する国選弁護人が存在せず、刑訴法39条3

　　項のもとでは弁護人へのアクセスが厳しく制限され、取調べは

　　被疑者の選任した弁護人のもとで行われない。委員会は、規約
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　に適合するように日本の起訴前勾留制度を直ちに改革するよう

　強く勧告する。

②委員会は、取調べをしない警察の部署の管理下にあるとはい

　え、「代用監獄」が別の機関の管理下にないことに懸念を有する。

③委員会は、刑事裁判における多数の有罪判決が自白に基づい

　てなされているという事実に、深い懸念を有する。自白が強制

　的に引き出される可能性を排除するため、委員会は、警察の留

　置場すなわち代用監獄における被疑者の取調べが厳格に監視さ

　れ、また電気的な方法により記録されることを強く勧告する。

④委員会は、刑事法において、検察官には、その捜査の過程に

　おいて収集した証拠のうち、公判に提出する予定がないものに

　ついてはこれを開示する義務がないこと、および弁護側には手

　続のいかなる段階においてもそのような証拠資料の開示を求め

　る一般的な権利は認められていないことに懸念を有する。委員

　会は、規約に従って、わが国が、その法律と実務において弁護

　側が関連するあらゆる証拠資料にアクセスすることができるよ

　うにして、防御権が阻害されないよう確保することを勧告する。

　この勧告は、被疑者・被告人の身体拘束の適正化をはかること

（人質司法の改革）、密室における自白中心の捜査を改善して、手

続の公正化・透明化をはかること（自白中心主義の改善、捜査過

程の可視化、弁護人の取調立会権）、証拠開示を実現して公判の活

性化をはかること（公判審理の形骸化の改善）等、わが国刑事司

法のほぼ全体にわたって改善勧告をしている。

　かくして、刑事司法改革の方向性は、憲法および国際人権法の

観点から規約人権委員会の勧告に沿ったものであることが要求さ

れるのである。

3　刑事司法改革の提言

　1）　国費による被疑者弁護制度の実現

　　　まず、刑事司法改革の第一として、「刑事司法の公正さを確
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　保」するという観点から、論点整理や水原レポートにおいて具体

　的に指摘されている「国費による被疑者弁護制度」が是非とも実

　現されなければならない。そして、このことは国費による少年保

　護付添制度の実現をもその視野に入れることが求められる。

　　もとより、制度の運営主体の形態とそのあり方、運営主体に対

　する国の監督のあり方、運営主体と日弁連や弁護士会との関係、

　運営主体と個々の弁護士との関係等、具体的な制度案についてな

　お検討されるべき点は多い。

　　水原レポートは、「弁護士偏在、集中審理に対応し得る弁護体制、

　弁護人の公的活動への参加確保」について言及しているが、弁護

　士偏在の問題ついては、そもそも日弁連において解決すべき問題

　であって、日弁連において公設事務所を設置するなどして努力し

　ているところであるが、その余の点は、そのような体制等を確立

　するための諸条件を整備することともに具体的に検討されなけれ

　ばならない。

　　また、水原レポートは、「公費投入に見合った弁護活動の評価、

　コントロールシステム等」について述べているが、弁護の水準は

　弁護士会において確保すべきことであり、弁護活動が刑訴法や弁

　護士倫理に違反するような場合には、弁護士会においてしかるべ

　き対処がなされることもあろう。

　　いずれにしても、刑事被疑者弁護・少年保護付添などに関する

　国費による弁護制度の実現に際しては、被疑者・被告人に対する

　刑事弁護が、公権力の行使に抗して被疑者・被告人の権利・利益

　を擁護し、国家刑罰権の行使をチェックする本質を有するという

　ことに鑑みて、弁護人・付添人の職務の独立性・自主性の確保が

　強く求められる。また、弁護士会は、弁護活動の水準の確保等に

　ついて、自主的に務めることとする。

2）　自白中心主義の刑事司法システムの改革

　　我が国の刑事司法が捜査・公判を通じて「自白」を中心に動い

　ていることは紛れもない事実である。まず、被疑者の取調べが重

9



視されるのは、自白を得て真実を発見することにあるとされる。

さらに刑事司法の使命として「犯罪者の改善更生」を挙げるなら、

犯罪者が真摯な態度で反省をすることが「自力更生」への第一歩

とされ、そのことが悔い改めた犯罪者を社会が再び受け容れるた

めの必要条件であると考えらることになる。もとより、自白が真

実の発見に資することはそのとおりであるし、実際に犯罪を犯し

た者が自らの罪を悔い自白することに問題はなく、真摯な反省が

「改善更生」への第一歩と言える側面があることも間違いない。

　問題は、実際に犯罪を犯したか否かが問われている状況の下で、

執拗な被疑者の取調べを行って、「自白」獲得の必要性を説くこと

の危険性にある。換言すれば、被疑者取調べによって自白をする

者が犯人とは限らないこと、人間は無実であっても一定の条件の

下では虚偽の自白をする存在であるということである。

　1999年9月、事件以来25年目にして大阪高裁で無罪が確定した

甲山事件でも、自白の任意性・信用性が大きな論点の一つとされ

たし、2000年2月7日の草加事件においても、最高裁は少年らの

自白偏重の捜査姿勢を批判して、「有罪」を認めた原裁判を破棄し

た。また、最近でも、2000年5月26日に松山地方裁判所宇和島支

部で真犯人が現れたことによって無罪判決が言い渡された事案が

あったが、この事件でも被疑者取調べにより虚偽自白がなされて

いて、真犯人が現れなければ、虚偽自白によって有罪判決が言

い渡されていたろう。すなわち、死刑再審無罪の四事件によって、

誤判の恐しさが白日の下に曝されたのに、未だにこのような誤判

や冤罪が跡を絶たないのは、死刑再審無罪の四事件の教訓が全く

生かされていないことを示している。これら四事件を通じて、わ

が国の自白中心の刑事システムの改革にに手がつけられるべきで

あったにもかかわらず、これらの誤判原因の追求すらされずに終

ったために、その教訓を刑事手続の改革に生かすすべがなかった

のである。

　捜査機関は、自白こそが証拠の王であり、また被疑者自身の

10



　「更生」と「社会復帰」の前提であるといった伝統的観念に縛ら

　れであり、結局、そのために捜査機関による虚偽自白のチェック

　機能は全く作動しなくなり、結果的に、冤罪を引き起こすに至っ

　ているのである。とりわけ、わが国では被疑者は世界に類例をみ

　ない代用監獄に留置され、捜査官の支配下で自白を追求される構

　造になっていることが虚偽自白を倍加させていることは明らかで

　ある。そして、冤罪は、当該被告人のみならず、被害者をはじめ、

　事件に関与したすべての者を巻き込むのであるから、その代償は

　極めて大きい。このように、自白への過度の依存は、かえって、

　捜査の目的である実体的真実の解明に支障をもたらすということ

　がよく理解されなければならない。　わが国の刑事司法改革は、

　このことを肝に銘じて、被疑者取調べのあり方の改革が断行され

　なければならない。

　　このような自白中心主義の刑事司法システムを改革するための

　具体的方策としては、以下の点が考えられる。なお、②ないし④

　は規約人権委員会も勧告しているところである。

　①被疑者の自白獲得を目的とする捜査から物的証拠や第三者の

　　証言を重視する捜査への転換。

　②代用監獄の廃止

　③捜査過程の可視化。身体拘束中の被疑者につき捜査機関によ

　　る取調を認めるのであれば、勧告も述べているように、その過

　　程をビデオ録画ないしテープ録音する制度の導入が必要不可欠

　　である。

　④弁護人の取調立会権の保障。身体拘束中の被疑者について取

　　調を容認する限り、取調に弁護人の立会が認められるべきこと

　　は最低限の条件である。

3）　身体拘束手続の適正化

　　起訴前において、わが国における被疑者の身体拘束率は高く、

　また逮捕・勾留中の被疑者には取調べ受忍義務があるとされて、

　逮捕・勾留を合せて23日間もの長期間にわたって捜査官から厳し
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い取調べを受けるということは諸外国にはほとんど例がない。

　起訴後については、被告人は、刑訴法上、権利保釈が明定され

ていて保釈されるのが原則であり、限定的な除外事由に該当する

場合にのみ保釈されずに身体拘束されるというタテマエになって

いるが、いまや実情は原則と例外は完全に逆転され、保釈されて

自由の身で公判審理に臨むケースは例外的となっている。

　このように、捜査・公判を通じて身体拘束率が高く、原則と例

外が逆転された運用を容認しているのは、起訴前の被疑者に保釈

を認める制度が存在しないという先進国には例のない制度的欠陥

があること、それに加えて、刑訴法上、勾留の理由および権利保

釈の除外事由として「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由

があるとき」という事由が定められていることにある。実務では

この要件の意義が抽象的な罪証隠滅の「おそれ」で足りると解釈

されているため、容易に勾留が認められるうえ、保釈の許否に際

しては、被告人が事実を否認ないし黙秘をすると罪証隠滅の徴表

だとして保釈を認めない取扱いがなされる。

　国際準則上は、被疑者の行為が「司法運営過程への妨害」に該

当すると認められる場合にのみ、被疑者の身体を拘束することが

認められているが、その基準はあくまでもr公正な裁判」が害さ

れるか否かであり、我が国のような訴追側の有罪立証の便宜を図

るための規定ではない。また、その要件は極めて厳格に解釈され

ており、現在かつ明白な危険が具体的な資料によって裏付けられ

ることが要求されているので、我が国におけるような安易な身体

拘束が認められるわけではない。

　したがって、「人質司法」を打破するためには、無罪推定の原則

に立って、被疑者・被告人の身体拘束を正当化する要件の見直し

を図ることが強く求められるのである。

　そのための具体的提言は以下のとおりである。なお、①は規約

人権委員会も勧告している点である。

①起訴前保釈制度の新設。
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　②身体拘束理由としての「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当

　　な理由」という要件を削除するか、もしくは「司法運営過程へ

　　の妨害」という理由に改められること。

4）　証拠開示の法制化

　（1）　当事者主義は、犯罪の成否をめぐる攻防において国家と被告

　　人を一応対等な当事者として扱うが、被告人の側に弁護人が付

　　されていても、実際には、証拠収集の能力の点で国家と対等で

　　はありえないのは自明のことである。そもそも、検察官が国家

　　権力を行使して得た証拠は、本来国家の責務である「公正な裁

　　判」を実現するために、被告人も共通に利用できることが予定

　　された「公共の財産」というべきである。当事者主義や武器対

　　等の原則は、単に法律上の形式的な平等だけを意味するのでは

　　なく、証拠の利用にあたっても実質的な平等の保障を要求する。

　　　そのうえ証拠開示は、公判審判を活発化させるし、また、裁

　　判の迅速化に資するものであり、さらに、水原レポートが強調

　　する真実の発見の要請に沿うものであることもいうまでもない。

　　　刑事司法の公正かつ透明な法的ルールの確立という観点から

　　しても、検察官手持ち証拠の事前全面的開示は本質的な要請な

　　のである。

　（2）　加えて、身体拘束された被疑者については、身体拘束に関わ

　　る記録およびそれらの証拠へのアクセスが認められなければな

　　らない。このような記録および証拠へのアクセスが認められる

　　ことは、身体拘束の可否をめぐる司法審査の場において被疑者

　　が主体的に行動するための不可欠の前提なのである。

　（3）　身体拘束された被疑者・被告人についての証拠開示の要請は、

　　身体拘束の段階、公判を前提とした捜査段階、ならびに公判段

　　階のすべてに及ぶ。このように証拠開示は、刑事手続全体を通

　　じて統一的に理解される必要があり、このことも規約人権委員

　　会の勧告に基く要請である。

　　　わが国の現行刑訴法において、証拠開示に関する規定を欠い
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　　ているのは、「法の欠缺」とも言われており、弁護人に証拠開示

　　請求権を認めて、その法制化によって改革をはかることは、こ

　　のような法状態を是正するためにも是非とも必要である。

5）　公判審理の充実化のための改革

　①争いのある事件とない事件の区別

　　　有罪率が100％近いということは、裁判官が日常的に繰り返

　　し有罪事件を扱うことを意味し、そのために、被告人側の弁明

　　や反証を根拠がないとか、あるいは信用できないといった予断

　　を形成しやすいと考えるのが自然である。

　　　このような、裁判官の予断を排除するには、罪責認定手続と

　　量刑手続を分離するという手続を二分するということに加えて、

　　少なくとも、争いのある事件と争いのない事件を区別して、そ

　　れぞれ別個の裁判体で審理できるように改革されるべきである。

　　公判の形骸化の原因の一つは事実に争いのある事件と争いのな

　　い事件を同じ裁判体が同じ方式で審理してきたことにあること

　　はすでに多くの識者によって指摘されてきた点である。争いの

　　ある事件とない事件を別個の裁判体で審理することによって、

　　メリハリが効いて、充実した公判を実現することが可能となる。

　②調書裁判の改革

　　　公判審理の充実化は、わが国の公判審理の形骸化の主要因た

　　る「調書裁判」の改革を前提とする。

　　a　自白調書　一任意性要件の厳格化

　　　　わが国の刑事手続における自白中心主義は、捜査において

　　　不可避的に種々の違法・不当な取調べを生み出してくるので

　　　あって、そのような取調べを抑制するには、自白の証拠能力

　　　について任意性の要件を厳格化して、適正な取調べの限界を

　　　明示し、同種の違法・不当な取調べの再発を防止するような

　　　改革がなされなければならない。

　　b　検察官調書（2号書面）　一刑訴法321条1項2号の廃止

　　　　証人尋問によって検察官側証人の証言を崩した場合、当該
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　　　証人の検察官調書が相反供述として刑訴法321条1項2号に

　　　よって極めて容易に実質証拠として採用される。「調書裁

　　　判」の元凶は、この「2号書面」の裁判所による採用にある。

　　　そして、「調書裁判」をもたらしている根本的原因は、裁判官

　　　が公判供述より捜査段階での供述の方を信用する傾向がある

　　　ことに由来する。すなわち、公判廷のような公開で自由な場

　　　では人は容易に本当のことを述べず、密室で取調官が、脅し

　　　すかし含めて、種々の取調べ技術を尽くして取り調べること

　　　によって、人ははじめて真実を語るものだという見方を反映

　　　している。しかし、このような見方は公判を軽視することも

　　　はなはだしく、公開の法廷における刑事裁判を否定するもの

　　　にほカ、ならない。

　　　　「調書裁判」を改革するには、従来から違憲論が唱えられ

　　　ている刑訴法321条1項2号を廃止する以外にない。

6）　事実誤認に基く検察官上訴の不許可

　　第一審裁判所がした無罪判決に対して検察官の上訴が許される

　かということが従来から論議されてきた。

　　憲法39条は「何人も…　　既に無罪とされた行為については、

　刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について重ねて刑事

　上の責任を問はれない」と規定しているが、この規定は、英米法

　上の「二重の危険」の禁止原則を採用したものと解されるべきで

　ある。検察官は被告人に比して証拠収集の面でも立証の面でも強

　大な権限を付与されているのに、第一審での有罪立証が失敗した

　ことによって、再度の立証の機会が与えられて上訴審における審

　理の蒸し返しが認められとすれば、被告人の第一審における無罪

　判決を得るための努力を無意味化し、被告人は二度の重大な危険

　を強いられることになる。そのことは著しく衡平を欠くものであ

　って、まさに被告人を憲法39条が禁止している「二重の危険」に

　曝すことを意味し、無罪判決に対する検察官の事実誤認を理由と

　する検察官の上訴は現行法上も違憲だと言える。
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　さらに、甲山事件の無罪判決に対する二度にわた渡る検察官控

訴が無罪判決の確定までに四半世もの長期間を費やさせたという

事態をみても、検察官上訴が無罪判決の早期確定による被告人の

迅速な裁判を受ける権利を侵害していることは、極めて明らかで

ある。

　学説上は、現行法上も無罪判決に対する事実誤認を理由とする

検察官上訴が違憲だとする考え方はすでに通説的となっていると

言えるし、また、刑訴法上も、再審事由が控訴理由とされている

ことからして（刑訴法383条1号）、被告人側の上訴は許し、検察

官の上訴は許さないという片面的理解を基礎づける手がかりもあ

る。

　被告人を二重の危険に曝すことなく、また迅速な裁判を実現し

て現在の実務を改革するには、無罪判決に対する事実誤認を理由

とする検察官上訴を禁止するよう改革されなければならない。

4　その他の諸問題について

　1）適正、迅速な裁判の実現

　　　論点整理は「刑事裁判についてはおおむね迅速に運営されてい

　　るものの、国民が注目する重大複雑な刑事事件のなかには、一審

　　の審理だけでも相当長期間かかるものがある。こうしたことが国

　　民の刑事司法全体に対する信頼を傷つける一因ともなっているこ

　　とから、適正・迅速な審理を実現するための方策について検討す

　　ることが必要であろう」と述べている。

　　　論点整理がいうように、刑事裁判については「おおむね迅速

　　に」運営されていて、刑事手続における迅速な裁判は、現状では

　大多数の刑事事件において実現されており、むしろ「訴訟の促

　進」の名による裁判の形骸化が進行しているとさえ言える。

　　　たしかに、長期裁判が問題とされうる少数の複雑・困難な事件

　があることは否定できないが、水原レポートがいうように、刑事

　裁判の長期化の最大の原因が、集中審理が実現されていないこと
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　にあって、その主たる理由が弁護士の執務形態にあるというのは、

　あまりにも一面的に過ぎる。

　　水原レポートに対しては、長期裁判によって国民の刑事司法全

　体に対する信頼を傷つけているのは、むしろ検察官というべきで

　はないかと言わざるを得ない。雪冤までに、先の甲山事件では事

　件発生以来25年を要し、死刑再審4事件については、財田川事件

　34年、免田事件34年半、松山事件29年、島田事件35年という気の

　遠くなるような時間が費やされている。これらの人達の払った犠

　牲はあまりにも大きいのであるが、その原因を考えれば、自白中

　心主義のわが国の刑事システムや、杜撰な捜査に基く起訴、無用

　な重複立証、検察官による証拠開示の不充分さ、自白の任意性・

　信用性等をめぐる審理、さらには早期の雪冤を阻む前述した検察

　官上訴があるのを忘れてはならないのである。

　　「迅速な裁判」は、現行刑事手続を適正化する以下の諸条件が

　整備されて、公判までに一定の準備期間が置かれるのであれば、

　集中審理も充分実施できるし、裁判の迅速化も画期的に推進でき

　る。すなわち、まず、国費による被疑者弁護制度が確立され、捜

　査過程の可視化と事前の全面的証拠開示が実現し、保釈の運用が

　適正化され、かつ弁護費用が充分保障される等の諸条件が整備さ

　れることである。迅速な裁判の実現にあたっては、弁護士の執務

　形態の改善をはかる必要はあるとしても、それ以上に、上述した

　刑事手続の「適正化」が整備されることが不可欠の前提とされる。

2）被害者と刑事司法の関係

　（1）　刑事訴訟は、「犯罪」が存在したか否かをめぐって提起され

　　るのであり、事実としての「犯罪」も、「加害者」すなわち

　　「犯人」が誰であるのかも確定されておらず、すべてはこれか

　　ら始まる裁判の審理に委ねられているのである。「被告人」は有

　　罪が立証されるまでは無罪と推定され、検察官が「犯罪」を

　　「合理的な疑い」を超えて証明しない限り、国家刑罰権に服す

　　ることはない。刑事訴訟の場では、国家刑罰権の相手方とされ
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　　た個人と訴追した国家とが「犯罪」の成否をめぐって対抗関係

　　に立つのであり、「加害者」対「被害者」という対抗軸は存在し

　　ないのである。そして、ここでは、被疑者・被告人に対する

　　国家からの人権侵害をいかに防ぐかが関心事となるのである。

　　　一つの「犯罪」を契機として、加害者、被害者および国家と

　　の三当事者について、①加害者と被害者の関係、②国家と刑事

　　上の罪に問われた市民の関係、③国家と被害者の関係を区別し

　　うるが、①と②とは全く次元の異なる人権保障を問題としてお

　　り、被疑者・被告人の人権と被害者の人権とを同列で対比する

　　ことができないのである。被疑者・被告人が刑事裁判の結果、

　　有罪の認定を受けて「加害者」の地位に立ったときに初めて

　　「被害者」に対する「正義の恢復」が問題となるのであって、

　　有罪か無罪かの事実審理が行われている最中に被害者の権利を

　　持ち出すことは、かえって、刑事上の罪に問われた者の国家に

　　対する手続的保障を否定することになりかねないのである。

　（2）　他方、犯罪被害者が刑事手続に関心を持つのは当然であって、

　　犯罪被害者に対し、刑事手続についての情報開示等がなされる

　　という限度では、刑事訴訟の場において被害者に対する配慮が

　　なされるべきではある。

　　　日弁連は、犯罪被害者の保護について、犯罪被害者基本法を

　　制定して、刑事手続を超えた次元ではかられるべきことを提唱

　　している。すなわち、犯罪被害者支援のため、国・地方公共団

　　体等の責務を明らかにし、官、民が有機的に連携を保ちながら、

　　統一的基本方針に基いて、経済的側面、身体的・精神的側面、

　　刑事司法的側面等、全側面から総合的な施策を講ずることや、

　　犯罪被害者の被害回復と支援を目的として取り組みを行うこと

　　としている。犯罪被害者の保護にあたっては、このような総合

　　的な施策が必要とされているのである。

3）陪審制の導入と刑事司法改革

　　以上、現行刑事司法の改革提言について述べてきたが、いま刑
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事司法に陪審制が導入されれば、これらの改革提言の大半は実現

できる。

（1）　集中審理と迅速な裁判の実現

　　いうまでなく、陪審制を導入することは、集中審理を行うこ

　とになる。そして多数の陪審員を審理に拘束することになるた

　め、当然のことながら訴因はできるだけ限定されて、検察官は

　確実に有罪を立証できる証拠が揃っている訴因に絞って起訴す

　ることになろう。そのために、さらに一層迅速な裁判が実現さ

　れることになる。

（2）　前提としての事前全面証拠開示の実現

　　陪審裁判で集中審理を実現するには、その前提として、事前

　に検察官側の手持証拠が全面的に開示されることが必要不可欠

　となる。したがって、陪審制の導入は事前の証拠開示の実現を

　当然の前提としているのである。

（3）　事前準備手続と争点整理による計画的審理の実現

　　陪審裁判では、いきなり期日が指定されず、開示された証拠

　の検討を終えた後、当事者と裁判官が事前に周到な準備を行っ

　て争点を整理し、争点ごとに双方の立証計画が出される。重大

　事件では、審理日数や補欠陪審員の数なども決め、さらに準備

　に必要な期間を置いて、双方が合意した期日を指定し、陪審裁

　判が開始される。裁判が開始されれば、集中審理によって、事

　前の計画に基いて一気に証拠調べを実施して、短期間で評決に

　至ることになる。かくして、著名事件で長期裁判と言われてい

　る事件でも、審理時間を大幅に短縮でき迅速な裁判の実現が可

　能となる。

（4）　判断者の予断の排除

　　陪審員は事件毎に選出されるから、職業裁判官のような事件

　に対して予断をいだくことは考えられない。もちろん、陪審員

　に対するマスコミによる予断を排除する方策は講じられること

　になろう。
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（5）　調書裁判の廃絶

　　陪審裁判における証拠調べは、素人である陪審員の面前で、

　直接主義、口頭主義を徹底して行われるため、検察官調書や自

　白調書の利用は著しく制限され、「調書裁判」の悪弊は廃絶され

　る。

5　結び　一司法制度改革審議会を人権教育の場に

　　現在進められている司法制度改革審議会は、次の世紀を展望して

　あるべき日本の新たな司法像を提示しようというのであるから、明

　治維新、あるいは新憲法による刑事司法モデルの創設にも匹敵する

　重要な役割を担っていると言えよう。しかしながら、新憲法ととも

　に制定された現行刑訴法は、結局旧刑訴法の身体に現行刑訴法の衣

　を着せただけで、旧刑訴法的運用が承継されたまま現状に至ってい

　る。しかながら、いま、求められる刑事司法改革は、名実ともに伴

　つたものでなければならず、その思想なり理念をはっきりと示し、

　国民にその考え方を理解させ浸透させなければならない。

　刑事司法の分野は、社会の病理現象である犯罪を扱うが故に、一

見すると、被疑者・被告人の権利保障が何故必要なのかが必ずしも

理解されにくい。刑事訴訟を一貫して流れる人権思想を理解しても

　らうには、国民に対して、このパラドックスを丁寧に説明し、啓蒙

　していく必要があるのである。この意味で、国民が注目している今

回の審議は、まさに国民に人権教育を行う絶好の機会であるといえ

る。

　司法改革の提言については、「国民の理解」が必要とされるのは疑

いないが、「国民の理解」を得るのに困難が予想されるからといって、

最初から困難な人権教育をしていく道を放棄して、俗耳に入りやす

い安易な道を選択することがあってはならないと思料される。
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