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裁判員制度は，戦後初めて国民の本格的な司法参加を実現する制度であり，画期的な

意義を持つものである。来年の国会上程に向けて，現在，司法制度改革推進本部裁判員

制度・刑事検討会において検討が続けられているが，今般同推進本部事務局から 「裁，

判員制度について」というたたき台（以下 「たたき台」という ）が提示され，本年５， 。

月３１日を期限として 「たたき台」に対する意見募集が行われている。，

司法制度改革審議会意見書（以下 「意見書」という ）が 「広く一般国民が，裁判， 。 ，

官とともに責任を分担しつつ協働し，裁判内容の決定に主体的，実質的に関与すること

ができる新たな制度を導入すべきである 」としているように（意見書１０２頁 ，最も。 ）

大事なことは，裁判員制度は，従来の職業裁判官による裁判を前提としてそれに一般国

民の意見を付加するというようなものではなく，無作為抽出で選ばれた裁判員が実質的

に裁判官と対等に審議に関与し，評決結果に影響を与えうる新たな制度として制度設計

されなければならないことである。また，国民にわかりやすい公判中心の審理に改める

ことを始めとして，刑事司法手続を被疑者・被告人の人権保障を目指し，大幅に改革す

ることも必須の課題である。

当連合会は，２００２年８月２３日に「 裁判員制度』の具体的制度設計にあたって『

の日弁連の基本方針 （以下 「基本方針」という ）を採択し，また日弁連司法改革実」 ， 。

現本部作成の「 裁判員制度』の具体的制度設計要綱」を会内外の討議資料として活用『

することを承認し，制度設計のあり方について意見を提起した。基本方針では，①裁判

， ， ，員の数は裁判官の３倍以上であること ②直接主義・口頭主義を徹底すること ③評議

評決におけるルールを確立すること，④完全な証拠開示と十分な準備期間を確保するこ

と，⑤身体拘束制度を抜本的に改革することを重点とした。さらには模擬裁判員劇及び

裁判員ドラマ上映運動を全国で展開するなど，国民的関心を高め，裁判員制度がよりよ

い制度となるよう取り組んできた。

意見募集にあたり，当連合会は，前記基本方針及び要綱を前提としつつ，その後の検

討状況も踏まえて 「たたき台」に対する意見を述べることとする。，



- 1 -

１ 基本構造

（１）裁判官と裁判員の人数

ア 合議体の構成

裁判官の員数は，１ないし２人とするものとする。

裁判員の員数は，９ないし１１人とするものとする。

【意見】

「たたき台」のＢ案に賛成する。

【理由】

ⅰ 合議体は，構成員たる裁判官と裁判員が相協力して「裁判所」としての

一個の認識あるいは意思を形成するものであるから，裁判官と裁判員が対

等に評議できる状況を実質的に確保することが何よりも肝心である。

ⅱ 裁判員は国民各層から選出されるが，当然，選出される裁判員の性格知

識経験等は多様である。また，裁判員は無作為抽出で選任され，任期制で

はなく当該事件についてのみ担当するものである。かかる裁判員が，主体

性をもって自由に意見を述べ，専門的知識経験等を多く有すると考えられ

る職業裁判官と対等に評議するためには，裁判員の員数が絶対数として多

数であること，職業裁判官の絶対数が少ないことが必要と考える。このこ

とは，各地で行われている模擬裁判等においても，実証的に裏付けられて

いる。

刑事司法への国民の参加は 「一般の国民が，裁判の過程に参加し，裁，

判内容に国民の健全な社会常識がより反映されるようになることによっ

て，国民の司法に対する理解・支持が深まり，司法はより強固な国民的基

盤を得ることができるようになる （意見書１０２頁）ための方策として。」

導入されるものである。この制度目的に照らすならば，３～４名の裁判員

をもって「国民の健全な社会常識がより反映される」ということは困難で

あり，少なくとも１０名前後の裁判員が各自の知識経験に照らして意見を

述べ，それらの評議を通じて「裁判所」としての一つの認識あるいは意思

を形成することが「国民の健全な社会常識がより反映される」という制度

目的に合致するものである。また，その程度の裁判員数であっても，検察

審査会の経験に照らしても，評議を行う上で格別支障はない。

ⅲ さらに，上記制度目的に照らし，合議体の構成員として裁判官３名とい

う要素が必須不可欠なものとはいえない。すなわち，裁判員制度において

は，事実認定と量刑に裁判員が関与するのでより慎重な判断がなされるの

であり，裁判官数３名を所与の前提とする考え方は，従来どおりの「裁判
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官による裁判」を想定し，裁判員を「お飾り」的な存在として位置付ける

ものであって，正当とはいえない。現在の合議体構成（３名）は，重罪事

件について，慎重かつ適正な裁判を意図したものであるが，法律判断は，

単独事件では１人の裁判官が責任をもって行っており(合議事件だからと

いって，法律問題が難解であるということはない ，裁判官が評議しなけ）

ればできないというのはむしろ希有な例であろう。ベテラン判事が１ない

し２人存在すれば法律判断は十分可能である。

ⅳ また，現在の部制の見直しも必要である。

イ 補充裁判員

裁判官は，審判に要する期間を考慮して必要と認めるときは，補充裁判員

をおくことができるものとする。

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

【理由】

裁判員に欠員が生じると，新たな裁判員の選任や更新手続が必要となるの

で，迅速な裁判や直接主義・口頭主義という命題に反することになる。かか

る事態を避けるため，裁判員が欠員となった場合に備えた制度設計は不可欠

である。

補充裁判員の選任にあたっては，当事者の意見を徴するものとすべきであ

る。また，裁判員の員数は，１名に限定する必要はなく，裁判官が審理に要

する期間その他を考慮して相当数の補充裁判員を決めるものとすべきであ

る。

なお 「たたき台」では，補充裁判員は任意的設置となっているが，補充，

裁判員を置く上記理由から，審理計画として審理が一開廷で終わると想定さ

れる事件で当事者双方が補充裁判員を置くことを不要とする意見を述べたと

きなどの例外を除き，基本的には補充裁判員を選任する運用が望まれる。

（２）裁判員，補充裁判員の権限

ア 裁判員の権限

（ア） 裁判員は，有罪・無罪の決定及び刑の量定に関し，審理及び裁判を

するものとする。

（ ） ，（ ） ， ， ，イ 裁判員は ア の審理において 裁判長に告げて 証人を尋問し

被告人の供述を求めることができるものとする。



- 3 -

（ウ） 裁判官は，適当と認めるときには，裁判員を，専ら訴訟手続に関す

る判断又は法令の解釈に関する審理に立ち会わせて，その意見を聴く

ことができるものとする。

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。ただし （ウ）につき 「当事者が求めたと， ，

き」を付加すべきであるとの意見がある。

【理由】

， ，裁判員が審理及び裁判するにあたって必要と判断したとき 証人を尋問し

あるいは被告人に対する供述を求めることは，責任をもって判断する者とし

て，当然の権限とされるべきである。

， ，事案によっては 証拠能力その他訴訟手続に関する裁判官の判断について

裁判員の意見を徴することが適正な裁判に資するものもある。その意味で，

（ウ）の規定が設けられることが必要である。

なお （ウ）の規定に関し，当事者が積極的に裁判員の意見の反映を求め，

る場合もあり得ることから，裁判員の意見を徴するよう当事者が求めたとき

は裁判官はそれを尊重する旨の規定を設けるべきであるとの意見がある。

イ 補充裁判員の権限

（ア） 補充裁判員は，審理に立ち会い，審理中に合議体の裁判員が欠けた

場合に，これに代わって，その合議体に加わるものとする。

（イ） 補充裁判員は，合議体に加わる前であっても，訴訟に関する書類及

び証拠物を閲覧することができるものとする。

（ウ） 補充裁判員は，合議体に加わる前であっても，評議に出席すること

ができるものとする。ただし，この場合において，補充裁判員は，意

見を述べることはできないものとする。

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

【理由】

補充裁判員の権限として基本的に妥当なものと考える。

ウ 職権行使の独立

裁判員及び補充裁判員は，独立してその職権を行い，憲法及び法律にのみ

拘束されるものとする。
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【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

【理由】

裁判所を構成するものとして，裁判員についても裁判官と同じく，良心に

従って判断すべきものである。憲法及び法律のみに拘束されるのは当然と考

える。

（３）評決

ア 評決は全員一致を原則とし，有罪の評決は，一定の要件の下で（たとえ

ば，評議と投票を繰り返しても意見の一致をみないとき）３分の２以上の

多数決とする。死刑を言い渡すときは全員一致を要する。

イ 訴訟手続に関する判断及び法令の解釈に関しては，アにかかわらず，裁

判官の意見によるものとする。

【意見】

アにつき 「たたき台」のＡＢＣ案のいずれにも反対し，特別多数決制と，

する（ただし 「少なくとも裁判官又は裁判員のみによる多数で被告人に不，

利な決定をすることはできないようにすべきである」との意見書の意見（意

見書１０３頁）を前提とする 。また，死刑判決につき，全員一致とする。）

イについては，上記のとおり修正する。

【理由】

ⅰ 何人にも合理的疑いを残さないためにも有罪とするには全員一致を原

則とすべきである。多数決によるとすると，最初の評決で多数決でまと

まった場合に，真剣な議論が期待できなくなるおそれがある。全員一致

を要求することにより，より深い評議が期待できる。

ただし，１人が有罪に反対する場合に結論が出せないというのも問

題があるので，全員一致とすることを前提に，一定時間経過後又は評議

と投票を数回（例えば３回）繰り返しても意見の一致をみない場合など

において，特別多数決（３分の２以上）をもって結論を出すことができ

るとすべきである。しかし，その場合であっても，量刑として死刑を選

択する場合には全員一致でなければならないとすべきである。

ⅱ 現行法において，重要な機関意思決定は通常決議の過半数ではなく，

特別決議（３分の２以上）を求める例があるなど，慎重な判断が求めら

。 「 」れるときには特別の扱いがなされている 現行裁判所法にいう 過半数
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も，現行の合議制裁判所の構成員数（３名）から実質的には３分の２以

上となっており、これとの均衡からも３分の２以上の多数が必要である

とすべきである。

ⅲ 外国の制度をみると，参審制度をとるドイツでは，罪責問題及び行為

の法律的効果（量刑等 ）に関して被告人に不利益な判断をするには，そ*1

のつど投票の３分の２以上の多数を要する（刑事訴訟法第２６３条 。ま）

， ， （ ）た フランスの重罪法院では 職業裁判官３名と陪審員 実質は参審員

９名のうち，被告人に不利な評決をするためには少なくとも８票の多数

決が必要である（刑事訴訟法典第３５９条 。過半数とされているイタリ）

、 、 、 、ア ギリシャ ポルトガル等においても 総員数が偶数であることから

実質的には特別多数となっている さらに 陪審制度をとるイギリス イ*2。 ， （

ングランド及びウェールズ）では，１２人のうち１０人以上の多数決が

必要である（１９７２年 第１７条（１）項 。Jury Act *3）

ⅳ この点 「たたき台」は，現行法と同じく過半数の有罪意見をもって有，

罪とすればよいとする。しかし，無作為抽出によって選ばれた裁判員が

一般国民の社会常識として判断した（評決した）結果，少なくとも３分

の１以上の者が有罪とすることを疑問視する場合には 「疑わしきは罰せ，

ず ，あるいは「有罪とするためには何人も合理的疑いを差し挟まない程」

度まで立証される必要がある」という原則に照らして 「何人も合理的疑，

いを差し挟まない程度に有罪が立証された」とはいえないのではないだ

ろうか。

ⅴ 訴訟手続に関する判断及び法令の解釈は，裁判官が１人の場合，当該

裁判官の意見によるものとなる。

裁判官が２人の場合には可否同数となることが考えられるが，その際

の判断決定方法としては，①裁判長の意見によるものとする，②裁判員

を決定に参加させ，過半数の意見によるものとする，③被告人に有利な

意見によるものとする，の意見がある。

ⅵ なお 「たたき台」の案では評議方法について全く触れていないが，裁，

， ，判員が評議に主体的に参加し 自由に意見が述べられる制度となるよう

そのルールを検討のうえ立法で定めておくべきである。例えば，

ａ 裁判官と裁判員の評議は裁判官が主宰する。

ｂ 評議は，審理終了後直ちに，独立の評議室において，評決に至る
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までの間原則として継続して行う。

ｃ 裁判官だけで，評議開始前に事件について話し合ってはならない。

ｄ 裁判官及び裁判員は，評議前に，訴訟手続上の問題など規定され

た事項以外，事件について話し合ってはならない。

ｅ 裁判員の過半数が，裁判官との評議に先立って，裁判員のみによ

る協議の場を持ちたいと言った場合には，一定時間の協議の場を設

ける。

ｆ 裁判官は裁判員の意見が述べられるまでは意見を述べてはならな

い。

などである。

（４）対象事件

ア 対象事件

（ア）原則

（ ， 。） 。法定合議事件 ただし 刑法第７７条及び第７８条の罪を除く とする

【意見】

「たたき台」のＡ案に賛成する。

【理由】

刑事訴訟手続に「広く一般の国民が」裁判員として関与し「司法の国民

的基盤をより強固なものとして確立 （意見書１０１頁）するとの制度目的」

からすれば，対象事件はできるだけ広くすべきであり，死刑又は無期に該当

する罪（Ｂ案）やそれよりさらに狭いＣ案に限定する理由はない。また，制

度を定着させていくためには，裁判所の支部を含めて広く各地域で実施され

る必要があり，この観点からも対象事件はできるだけ広くすることが望まし

い。したがって，法定合議事件（Ａ案）を対象事件とすべきである。

なお，法定合議事件でなくても，被告人が積極的に裁判員制度での審理

判断を求める場合には，対象事件とすることも検討すべきである。

（イ）併合事件の取扱い

刑事訴訟法の規定に基づき （ア）の事件と併合して審理することとされ，

た事件は （ア）の事件でない事件であっても，裁判官及び裁判員の合議体，

で取り扱うものとする。

【意見】
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「たたき台」の案に賛成する。

【理由】

裁判員対象事件でない事件であっても，事件の性質上裁判員対象事件と併

合して審理することが相当な場合があり得る。その場合には，裁判員対象事

件でない事件も裁判員の参加した合議体が取り扱うことができるとすべきで

ある。

イ 訴因変更の場合の取り扱い

刑事訴訟法第３１２条に基づき訴因又は罰条が変更されたことにより，ア

（ア）の事件がア（ア）以外の事件となった場合は，当該事件は裁判官及び

裁判員の合議体でこれを取り扱うものとする。ただし，裁判官は，審理の状

況等にかんがみ適当と認めるときは，以後，当該事件を裁判官のみで取り扱

うこととすることができるものとする。

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

【理由】

訴因あるいは罰条の変更の結果，非対象事件となった場合でも，裁判員

制度を前提として公判手続が進行してきている以上，原則として引き続き，

裁判員が参加した合議体で審理判断されるべきである。

ウ 事件の性質による対象事件からの除外

事件の性質による対象事件からの除外の制度はもうけないものとする。

【意見】

「たたき台」のＢ案に賛成する。

【理由】

裁判員制度は「国民一般にとって，あるいは裁判制度として重要な意義

を有する （意見書１０６頁）ものであるから，安易に例外を認めるべきで」

はない。ただし，裁判員等の安全が問題になる場合もあり得るから，裁判員

等の安全を保持する何らかの規定や措置は必要であろう。

２ 裁判員及び補充裁判員の選任

（１）裁判員の要件
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普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者とする。

【 】意見

たたき台の案にいずれも反対する。上記のとおりとすべきである。

【 】理由

一般市民が裁判員として裁判に参加することは，統治主体としての役割を

果たす一局面であるから，同様の意義を持つ選挙権と一致させるのが自然で

あり，理解を得やすい。また，民主的国家の統治の基盤は地方自治であるこ

とを考慮すれば，裁判員の資格は地方公共団体の議会の議員の選挙権と一致

させるのが，合理的である。

また，２０歳から２４歳までの約８００万人を不適格である（Ｂ案）とす

る積極的根拠はない。

諸外国においても，アメリカ・イギリスを中心に，２０歳以上の者を陪審

員としてきた経験があり，それで不都合であるとの指摘はない。

（２）欠格事由

ア 他の法律の定めるところにより一般の公務員に任命されることができな

い者の外，次のいずれかに該当する者は，裁判員となることができないも

のとする。

（ア） 日本語に通じない者

（イ） 禁錮以上の刑に処せられた者

（ウ） 心身の故障のため当該事件に関して裁判員の職務の遂行に支障があ

る者

イ 欠格事由に該当する者が裁判員として手続に関与したことは，裁判員が

権限を有する裁判がなされていない限り，既になされた審理の効力には影

響を及ぼさないものとする。

【 】意見

学歴を要件とする必要はないので 「たたき台」のア（ア）に反対する。，

上記（ア）のように修正すべきである。なお，手話や点字を通じて日本語を

理解する者は （ア）に含まない。，

「たたき台」のア（イ）は賛成する。ただし，一定期間経過後は，復権

可能とすべきである（刑法第３４条の２第１項参照 。）

「たたき台」の（ウ）に関して，Ａ案を上記のとおりすべきである。

【 】理由

（ア）に関しては，一般生活を普通に維持している以上，学歴を要件とす
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ることに合理性はないが，裁判が日本語で行われ，評議を行う以上，日本語

に通じない者を欠格とするには合理性がある。

（イ）に関しては，広く一般国民が参加すべきであるとの裁判員制度の趣

旨に鑑みるならば，禁錮以上の刑に処せられただけで一生涯欠格者とするこ

とは好ましくなく，一定期間経過後は復権すべきである（刑法第３４条の２

第１項参照 。）

（ウ）に関しては 「たたき台」のＡ案のように障害者が一般的に職務の，

遂行に支障があると断定すべきではない。準備手続において取調べの対象と

なる証拠や証拠調べの方法が相当程度明らかになることを考慮すれば，事件

ごとに個別的に職務の遂行に支障があるか否かを判断する制度が望ましい。

また裁判所は，障害者であっても審理への参加に支障のないように最大限

の配慮をすべきである。例えば，視覚障害者や聴覚障害者が審理に参加でき

るよう，点字・手話通訳の保障を行うべきである。

（３）就職禁止事由

ア 職業上の就職禁止事由

次に掲げる者は，裁判員となることができないものとする。

（ア） 裁判官

（イ） 検察官

（ウ） 裁判所の職員

（エ） 検察庁の職員

（オ） 国家公安委員会委員，都道府県公安委員会委員及び警察職員

（カ） 司法警察職員としての職務を行う者

【 】意見

「たたき台」の案のうち，上記の者を就職禁止とすれば足りる。

【 】理由

裁判員制度は，裁判官以外の者が裁判過程に参加することに意義がある制

度で，国民の多様な経験に期待するものであるから 「たたき台」の案の就，

職禁止事由は過度に広範である。

ただ，検察官は，法律上，検事総長等や法務大臣の指揮監督を受ける立場

にあるから，裁判員への就職は検察官として参加するものではないものの，

裁判の公平を維持する観点からは就職禁止とすることはやむを得ない。

また，裁判所職員や検察庁職員は，裁判官や検察官の指揮監督や命令に従

う立場にあるから，裁判員への就職は各省庁の職員として参加するものでは
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ないものの，裁判の公平を維持する観点から就職禁止とすることはやむを得

ない。

司法の専門家については，議論に対する影響を懸念するといっても，上記

の範囲で考慮すれば十分で，アメリカの多数の州でも職業要件は緩和の方向

にある。

イ 公訴提起等に伴う就職禁止事由

次に掲げる者は，裁判員となることができないものとする。

（ア） 禁錮以上の刑にあたる罪につき起訴され，まだその判決確定に

至らない者

（イ） 現に逮捕又は勾留されている者

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

ウ 手続に対する影響

就職禁止者にあたる者が裁判員として手続に関与したことは，既になされ

た当該手続の効力には影響を及ぼさないものとする。

【 】意見

「たたき台」の案に賛成する。

（４）除斥事由

次に掲げる者は，当該事件について裁判員となることができないものと

する。

ア 被告人又は被害者

イ 被告人又は被害者の親族又はこれらの者であった者

， ， ， ，ウ 被告人又は被害者の法定代理人 後見監督人 保佐人 保佐監督人

補助人又は補助監督人

エ 被告人又は被害者の同居人又は雇人

オ 事件について告発又は請求をした者

カ 事件の証人又は鑑定人になった者

キ 被告人の代理人，弁護人又は補佐人になった者

ク 事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者
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ケ 事件について検察審査員又は補充員として職務を行った者

コ 事件について刑事訴訟法第２６６条第２号の決定，略式命令，前審

の審判，第３９８条ないし第４００条，第４１２条若しくは第４１３

条の規定により差し戻し，若しくは移送された場合における原判決又

はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者

【 】意見

「たたき台」の案に賛成する。

（５）辞退事由

次に掲げる者は，裁判員となることを辞することができるものとする。

ア 国会議員

イ 国務大臣

ウ 都道府県知事及び市町村長

エ 年齢７０年以上の者

オ 地方公共団体の議員の議員。ただし，会期中に限る。

カ 過去５年以内に裁判員又は補充裁判員に選任されたことがある者

キ 過去１年以内に裁判員候補者として裁判所の召喚に応じ出頭した

ことがある者（ケの事由により，裁判員となることを辞退した者を

除く）

ク 過去５年以内に検察審査員又は補充員に選任されたことがある者

ケ 疾病その他やむを得ない事由により，裁判員として職務を行うこ

とが困難であると裁判官が認めた者

【 】意見

たたき台 の案に上記アないしウの者を付け加え たたき台 のウ 学「 」 ，「 」 （

生及び生徒）は削除する。

【 】理由

上記意見のアないしウは 「たたき台」の案では就職禁止事由に列挙され，

ていたが，事実上職務執行上の不都合がある場合を考慮して辞退事由とすれ

ば足りる。

また 「たたき台」の案では学生及び生徒を辞退事由にあげるが，試験そ，

の他事実上の不都合がある場合にケに該当するか否かとして判断されればよ

く，一般的に学生及び生徒であることで辞退を認める必要はない。

（６）忌避理由
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裁判員が不公平な裁判をするおそれがあるとき。

【 】意見

「たたき台」の案に賛成する。

（７）裁判員候補者名簿の作成

選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成する手続をもうけるものとす

る。

裁判員候補者名簿には，毎年，翌年１年間に必要となると認められる員数

の選挙人名簿被登録者をくじで選定して登載するものとする。

【 】意見

「たたき台」の案に賛成する。

（８）裁判員候補者の召喚

ア 裁判員候補者の召喚

裁判官は，公判期日が定まったときは，必要な数の裁判員候補者を，裁判

員候補者名簿からくじで選定するものとする。

裁判官は，質問手続を行う期日を定めて，裁判員候補者を召喚するものと

する。

裁判官は，事前に裁判員候補者の欠格事由等を確認するため，質問票を送

付することができるものとする。

【 】意見

「たたき台」の案に賛成する。ただし 「召喚」の文言は検討の余地があ，

る。

イ 検察官及び弁護人に対する事前の情報開示

（ア）裁判官は，質問手続の日に，当該手続に先立ち，裁判員候補者の質問

票に対する回答の写しを，検察官及び弁護人に閲覧させなければならな

いものとする。

（イ）当事者は，正当な理由なく質問票に対する回答内容を漏らしてはなら

ないものとする。
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これに違反した者に対する罰則を設けるものとする。

【 】意見

裁判員候補者の氏名も含め，質問票の開示時期を質問手続の当日とし，開

示を義務的なものとした。また，開示内容が弁護人から被告人に伝えられる

ことを前提として，被告人も守秘義務を負うものとした。

【 】理由

当事者の忌避権は，予断偏見のない裁判員を選任するうえで，重要な権利

である。

忌避権を有効に行使するためには，裁判員候補者の質問票に対する回答内

容を当事者が知ること及び質問権を保障することが必要不可欠である。

一方，裁判員候補者に対する不正なアクセスの防止，及びプライバシーの

保護も重要で，質問票に対する回答は質問手続の日に開示するものとするこ

ととし，当該情報を得た者が正当な理由なく漏らすことを禁止することはや

むを得ない。

なお 「たたき台」の（ア）では，事前に裁判員候補者の氏名のみ公開す，

， ，ることになっているが 忌避権を有効に行使するための情報としては過少で

ほとんど意味をなさない。のみならず，情報収集能力及び諸々の機動力にお

いて圧倒的優位に立つ検察側に有利となるおそれがある。

（９）質問手続

ア 質問手続の出席者

（ア） 裁判員候補者に対する質問手続は，裁判官及び裁判所書記官が列

席し，かつ，検察官，弁護人及び被告人が出席して開くものとする。

（イ） 裁判官は，必要と認めるときは，被告人を退席させることができる

ものとする。

（ウ） （ア）の手続は，公開の法廷で行うことを原則とするが，裁判官は

適当と認めるときは，裁判員候補者に対する質問を非公開の場で行う

ことができるものとする。

【 】意見

質問手続への被告人の出席を原則として認め，裁判官は必要と認めるとき

は，退席させることができる制度とする。

また，質問手続は公開の法廷で行うことを原則とした。

【 】理由

質問手続においては，事件関係者か否か等，被告人に確認しながら質問手
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続を進行させる必要があるし，後述のとおり，被告人にも忌避権を与えるの

であれば同席させるのが自然である。

また，刑事訴訟規則でも準備手続について被告人の立会が原則とされてお

り（第１９４条の２第１項 ，手続の公正を担保する観点からも，被告人の）

立会を認めることが望ましい。

被告人の立会に不都合がある場合は，裁判官が退席させることができるも

のとすればよい。

公正の確保と市民の公正な裁判に対する信頼の担保の視点からは，質問手

続を公開することが望ましい。

イ 質問手続

（ア） 裁判官，検察官及び弁護人は，裁判員候補者に対して，欠格事由そ

の他の裁判員の資格に関する事由の有無を確認するため，口頭又は書

面で必要な質問を行うものとする。ただし，質問は裁判官から行う。

，裁判官は検察官及び弁護人の質問が不適当であると判断する場合は

その質問を制限することができるものとする。

（イ） 裁判官は，欠格事由，就職禁止事由，除斥事由又は忌避事由に該当

することが明らかになった裁判員候補者があるときは，当事者の申立

て又は職権により，当該裁判員候補者を選任しない旨の決定をするも

のとする。

（ウ） 裁判官は，辞退の申立てがあった裁判員候補者について，辞退事由

に該当すると認めるときは，当該裁判員候補者を選任しない旨の決定

をするものとする。

（エ） 当事者は，理由付き忌避の申立てを却下する決定に対しては不服申

立てをすることができるものとする。

○名につき理由を示さずに忌避ができるものとする。（ ） ，オ 当事者は それぞれ

裁判官は，理由を示さない忌避があった裁判員候補者について，当該裁判

員候補者を選任しない旨の決定をするものとする。

（カ） 忌避の理由及び忌避の申立者については，裁判員候補者には明らか

にしないものとする。

【 】意見

検察官及び弁護人の質問権を認めた （イ）以下（ たたき台」の（ウ）。 「

ないし（キ ）は賛成する。）

【 】理由
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当事者の忌避権は，予断偏見のない裁判員を選任するうえで，重要な権

利であるが，忌避権を有効に行使するためには，当事者に十分に情報を与

え質問権を認めることが必要不可欠である。特に，裁判員候補者の情報を

事前に広く開示しない制度においては，当事者の質問権を認める必要性が

高い。

慎重に選定された裁判員は，自己の職責に誇りを持って職務に取り組む

ことができる。

不適当な質問や過度に時間を浪費するような場合は，裁判官の制限によ

る対応が考えられる。

ウ 裁判員及び補充裁判員の選任

（ア） 裁判員候補者に対し，欠格事由，就職禁止事由，辞退事由，除斥事

由のないことが判断された後，当事者から理由付き忌避又は理由を示

さない忌避の申立てを行うものとする。忌避されず，又は忌避の申立

ての却下に対する不服申立てを経て残った候補者が裁判員及び補充裁

判員の定数に達するまで，同様の手続を繰り返すものとする。理由付

き忌避の回数に制限をもうけないものとする。

（イ） 補充裁判員を２人以上選任するときには，裁判員となる順位をあら

かじめ定めておかなければならないものとする。

（ウ） 裁判官は （ア）により抽出された裁判員候補者について，裁判員，

及び補充裁判員として選任する旨の決定を行うものとする。

【 】意見

質問手続で排除されなかった裁判員候補者からさらに無作為抽出して確定

させるという「たたき台」の方式ではなく，必要な数に満つるまで選任を繰

り返す方式とした。また，理由付き忌避の回数には制限をもうけないことと

した。

「たたき台」の（イ）及び（ウ）は賛成する。

【 】理由

「たたき台」の案では，忌避の回数を制限することを想定して定数以上の

裁判員及び補充裁判員候補者が残り，さらに定数に絞るための抽選を行うこ

とが提案されている。しかし，質問手続に入った後，当事者が積極的に質問

， ，及び忌避権を行使して裁判員及び補充裁判員を選定する制度の方が ①予断

偏見のある候補者を排除してより公正な裁判体を構成すること，②被告人を

含む当事者の納得がより得やすいことから妥当である。
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（１０）裁判員に対する補償

ア 日当等

裁判員，補充裁判員及び召喚に応じ出頭した裁判員候補者に対しては，旅

費，日当及び宿泊料を支給するものとする。

， ， 。日当の額については 制度の実施後 実情に応じて修正を施すものとする

【 】意見

「たたき台」の案に賛成するが，日当の金額については，将来の修正を

。 ， ，予定した なお 乳幼児や小学校低学年の養育が必要な裁判員等のために

託児所の設置又は第三者による臨時監護費用を支給することについても検

討すべきである。

【 】理由

介護すべき者の存在，特に養育すべき子のいる母親の裁判員就職への手

当は切実な問題である。

日当の額については，実施後も検討が求められる。

イ 補償

裁判員及び裁判員であった者が，その職務に関連して受けた負傷等に対す

る補償を行うものとする。

【意見】

「たたき台」の案に賛成するが，補償の対象に「裁判員であった者」を付

加し明確化した。

３ 裁判員等の義務及び解任

（１）裁判員候補者の義務

ア 裁判員候補者は，召還された質問手続期日に出頭しなければならない

ものとする。

イ 裁判員候補者は，自己に送付された質問票又は裁判所における質問手

続において，虚偽の回答をしてはならず，かつ，正当な理由なく質問に

対する回答を拒んではならないものとする。

意見】【

「たたき台」の案に賛成する。
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（２）裁判員及び補充裁判員の義務

ア 裁判員及び補充裁判員は，公判期日に出頭しなければならないものと

する。

イ 裁判員及び補充裁判員となるにあたって，４（５）の宣誓をしなけれ

ばならないものとする。

ウ 裁判員及び補充裁判員は，裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれ

のある行為をしてはならないものとする。

エ 裁判員は，評議において，意見を述べなければならないものとする。

オ 裁判員及び補充裁判員は，評議の経過並びに各裁判官及び各裁判員の意

見並びにその多少の数その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない

ものとする。

カ 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が，正当な理由なく，評議の経過

並びに各裁判官及び各裁判員の意見並びにその多少の数その他の職務上知

り得た秘密を漏らしてはならないものとする （ただし，各裁判官もしく。

は各裁判員の意見を，その意見を述べた者が特定される方法で明らかにす

る場合を除き，有罪判決については，守秘義務の期間を限定するものとす

る ）。

【 】意見

「たたき台」のア，イ，エには賛成する。

「たたき台」のウは，表現を修正する。

「たたき台」のオについては，裁判員及び補充裁判員の義務につき賛成す

るが，裁判員及び補充裁判員であった者については，正当な理由なき場合

への限定や守秘義務の期間の限定等修正が必要である。

【 】理由

ⅰ 「たたき台」のウに記載された義務は，あまりに漠然としており行為

規範として意味をなさないと考えられ，さらに裁判員に対してあまり禁

止事項を強調するのも疑問である。

ただ，裁判員及び補充裁判員の態度から途中で解任すべきと考えられ

る場合もあり得ると思われるが，上記の規定がなくては解任の根拠を欠

くことにもなるので，上記程度の規定が妥当と判断した。

「 」 ， ，ⅱ たたき台 のオに関して 制度の検証及び改善を担保する観点から

。 ， ，一切の論評を禁じることが妥当か疑問である すなわち 裁判員制度は

国民が参加する新たな刑事裁判制度であり，それがどのように運用され
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。 ，ているのかを知ることも国民の重要な権利であると考えられる そこで

制度の実態について，何らかの形で事後的に検証可能とすることが必要

，「 」 ， 「 」 ，であるが たたき台 の案は 評議の内容などを全て 秘密 として

一律かつ永久的に保護するとしたため，制度の検証を全く不可能にして

いる。したがって，保護されるべき利益と国民の知る権利との調和を考

えて，守秘義務の範囲を定めるべきである。

ⅲ まず，担当事件に関する評議の中で個々の裁判員がどのような意見を

述べたかについては，評議での自由な意見の表明を保証するために，保

護すべき必要性が高い。したがって，この点については，永久的な秘密

とする必要性がある。

ⅵ 次に，無罪判決が下された場合，その評議内容や評決結果を明らかに

することは，被告人の不利益につながるおそれがあり人権上問題である

から，守秘義務を解除することには問題がある(イギリスでは、無罪判

決の場合は評議結果の内訳を表示しないことになっている 。）

しかし，これらの事項についても，学術研究に協力する場合など，正

当な理由のある場合には守秘義務の例外とすることも検討されるべきで

ある。

ⅴ 上記以外の事項については，判決言渡まで守秘義務を課するのは必要

である。

しかし，その後も永久的な義務とすることについては疑問であり，一

定期間経過後は義務を解除する方向で検討すべきである。特に，裁判員

に自分の意見を口外しない義務を課すのは，判決言渡までは必要である

が 「たたき台」の案のように，その後も永久的に義務化することは疑，

問である。自らの意見の公表については，判決言渡後（言渡直後あるい

は判決確定後）に義務を解除しても弊害は少ないと考えられ，少なくと

も年限を限って義務化すべきである。

なお，被害者や被告人のプライバシーを保護する必要性が高い事案に

ついては，裁判官が当該事件の性質に即して公表を個別に制限すること

も考えられる。

（３）裁判員及び補充裁判員の解任

ア 裁判官は，次のいずれかの場合には，当事者の請求により又は職権で，

裁判員又は補充裁判員を解任する決定をするものとする。ただし，事件

の審判に関与している裁判官は （２）アの義務に違反したことを理由と，

して解任する決定をする場合及びやむを得ない場合を除き，その決定に



- 19 -

加わることはできないものとする。

（ア） 裁判員又は補充裁判員が （２）の義務に違反し，引き続きその，

職務を行わせることが適当でないと認めるとき。

（イ） 裁判員又は補充裁判員がその資格を有しないことが明らかとな

ったとき。

（ウ） （１）イの義務に違反し，虚偽の回答をしていたことが明らかと

， 。なり 引き続きその職務を行わせることが適当でないと認めるとき

イ アの解任の決定をするにあたっては，当事者の意見を聴かなければな

らないものとする。

ウ アの解任の決定をするにあたっては，当該裁判員又は補充裁判員に陳

述の機会を与えなければならないものとする。ただし （２）アの義務，

に違反したことを理由として解任の決定をするときは，この限りでない

ものとする。

エ アにより裁判員を解任しない旨の決定に対しては，当事者は不服申

立てができるものとする。

オ 裁判官は，次のいずれかの場合には，裁判員又は補充裁判員を解任す

る決定をするものとする。

（ア） 辞退を申し立てた裁判員又は補充裁判員につき，辞退事由に該

当すると認めるとき。

（イ） 補充裁判員に引き続きその職務を行わせる必要がないと認める

とき

【 】意見

「たたき台」の案に賛成する。

４ 公判手続等

（１）総論

裁判員制度対象事件については，被告人の防御権を十分保障しながら，裁

判員の負担を軽減しつつ，実質的に裁判に関与することができるよう，迅速

で充実した，分かりやすい審理が行われるように努めるものとする。

【意見】

上記のとおり修正すべきである。

【理由】

「 」 ，「 」負担を軽減する という名目のもとに安易に書面審理化したり 迅速

のために被告人の防御権が侵害されるようなことのないよう留意すべきであ
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るから，その趣旨を明確にするために，上記のように修正すべきである。

（２）準備手続（刑事裁判の充実・迅速化関連）

裁判員制度対象事件においては，第１回公判期日前の準備手続を必要的な

ものとし，審理に要する見込み時間（日数）を明らかにするものとする。

， ， 。ただし その前提として 以下のような改革が行われることが必要である

① 準備手続開始前，及び準備手続の期間中，準備手続終了後公判手続

開始までのいずれにおいても必要かつ十分な準備期間（ウェイティン

グ・トライアル）を保障すべきである。

② 公判手続開始前に，検察官手持ち証拠の証拠開示が十分になされる

べきである。

③ 公判手続を主宰する裁判官が，公判手続開始前に事件に対し予断を

抱いたり，裁判員に対して情報量において優位に立つことのないよう

な制度にすべきである。

④ 勾留・保釈・接見時間など刑事訴訟法第３９条３項の削除を含む身

体拘束に関する制度ないし運用を抜本的に改善し，被告人と弁護人が

十分な打ち合わせをできる機会を保障すべきである。

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。ただし，上記の制度改革が不可欠である。

【理由】

ⅰ 裁判員を審理期間中は時間的に拘束することになる以上，審理計画

を立て，審理の見通しを明らかにすることが必要になることは明らか

であり，その限りでこのたたき台のように第１回公判前の準備手続を

必要的なものにして，審理期間の見込みを明らかにすることは肯定で

きる。

ⅱ ただし，準備手続を必要的なものにする以上，その前提として上記

のような制度改革が不可欠であり，これなくして準備手続を必要的に

することは，いたずらに迅速のみを優先して被告人の防御権を侵害す

るおそれがあるばかりか，公判開始後に新たな争点を生じさせ，結局

は迅速化にも役立たない結果となる。

ⅲ 準備手続を実施して集中審理を実現する以上，準備手続の段階で被

告人・弁護人に準備のための十分な機会が保障されることが当然の前

提となる。そのため，必要かつ十分な準備期間が保障されるべきであ

る。
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ⅳ また，現在のように身体拘束が長期間続き，接見交通に様々な制約

がある状況では，弁護人が被告人と十分打ち合わせて防御権を十全に

行使できるとはいえない。したがって，身体拘束に関する制度ないし

実務の運用を抜本的に改善することが必要である。

ⅴ 証拠開示の抜本的拡充は必須であり、これなくしては準備手続にお

いて争点の整理をすることも証拠調べ請求をすることもできない。ま

た、公判開始前に十分な証拠開示がされないまま公判を迎えれば，公

判開始後に証拠開示をめぐる争いが生じたり，不意打ち的証拠が提出

されたりすることは必至であり，また新たな争点が出てくる可能性も

高くなる。したがって，十分な証拠開示が必要である。

証拠開示の制度設計にあたっては，その範囲を「争点に関連する証拠

の開示」に限定することは妥当ではない。被告人・弁護人が検察官か

ら証拠の開示を受けてこれを詳細に検討してはじめて争点の整理が可

能になる事件も多く，証拠の開示を受ける前に争点が固まっているも

のではないからである。

したがって，少なくとも以下のような内容を盛り込んだ制度にすべき

である。

① 被告人・弁護人は原則としてすべての検察官の手持ち証拠の開示

を受けることができる。

具体的には，検察官は取調を請求しようとする証拠及び一定の類

型の証拠については直ちに開示し，その他の証拠はリストを開示す

るものとすべきである。

② 開示をめぐる争いが生じたときは，裁判所が必要に応じて検察官

に当該証拠の提示をさせたうえ（イン・カメラ制度 ，特段の弊害）

の主張立証がない限り証拠開示命令を発するものとすべきである。

ⅵ 準備手続の段階で証拠決定まで行うことが想定されるが，準備手

， ，続を主宰する裁判官が公判も担当する制度にしたときは 裁判官が

公判で取調べ予定のものも予定されないものも含めて，公判開始前

に証拠の内容に触れることがあり得る。これは，裁判官が事件に予

断を抱いたり，裁判官が裁判員に比べて情報量において優位に立つ

という弊害を招くことになり，対等の立場で協働するという制度の

趣旨に反する結果となる。

したがって，準備手続を主宰する裁判官と公判手続を担当する裁

判官を別の裁判官とするか，これを同一の裁判官とする場合でも，

証拠決定のために証人尋問を必要とするときは，尋問と証拠決定を

公判開始後に行うとか，準備手続段階で裁判官が証拠の内容に触れ
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ることになる場合は，別の裁判官が担当するようにする，といった

措置がとられるべきである。

ⅶ なお，準備手続において弁護人に争点明示義務を課するかどうか

という問題があるが，事案の性格及び被告人の意思によっては，争

点を明らかにしようとしてもできない事件も存することことに留意

すべきであり，そのような事件まで無理に争点を絞らせようとする

のは妥当ではない。

ⅷ 審理見込み日数については，その後の進行によっては当初示した

日数を上回ることもあるうることを考慮すべきであり，被告人の手続

的権利を無視してまで当初見込んだ期間を厳守させようとするのは適

切な進行とはいいがたい。

（３）弁論の分離・併合

迅速で，裁判員に分かりやすい審理の実現という観点から，弁論の分離・

併合の在り方について検討し，必要な措置を講ずるものとする。

【意見】

「たたき台」の案に一般論としては賛成であるが，分離・併合の決定にあ

たっても，被告人・弁護人の意見が尊重されるべきである。

【理由】

併合には，主観的併合と客観的併合とがある。

裁判員制度固有の問題としては，いずれの併合の場合も，併合事件が増え

るほど，裁判員の負担が増えることになる。

分離した場合の問題としては，客観的併合においては，量刑の調整の方法

を定めておく必要が生まれる。主観的併合においては，被告人の防御権の適

切な行使のためにむしろ併合が望ましい場合がある（全員が犯行への関与を

全面的に否認している場合など 。）

いずれにしても，分離・併合の決定において，被告人・弁護人の意見が十

分尊重されるべきである。

（４）公判期日の指定（刑事裁判の充実・迅速化関連）

審理に２日以上を要する事件については，できる限り連日開廷し，継続し

て審理を行わなければならないものとする。

【意見】
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「たたき台」の案に賛成する。ただし，被告人の防御権の保障が前提とな

る。

【理由】

「できる限り」連日開廷，であれば一般論としては問題はない。

ただし，前提として，公判手続中に被告人と十分な打ち合わせができるよ

うにすべきであり，そのため，裁判所内で接見できる場所を確保すること，

拘置所においては，現在のような執務時間を理由とした接見時間の制限を撤

廃することが不可欠である。

また，公判期日が何日にもわたる場合には，公判期日間に適当な間隔を置

くなど，被告人の防御権に対する配慮は必要であり，被告人・弁護人と十分

な協議のうえ日程を決めるべきである。

（５）宣誓等

， ， ，公開の法廷において 選任された裁判員及び補充裁判員に対し 裁判官が

刑事裁判の原則その他裁判員として必要な基礎的事項について説明し，裁判

員らは、宣誓をするものとする。

【意見】

上記のとおり修正すべきである。

【理由】

国民に対して手続の公正さを示し，手続の透明性を確保する，という意味

で，この説明と宣誓は公開の法廷で行われるべきである。

また 「裁判員の心得 「教示」という表現は，裁判官が裁判員に優位に立， 」

， ，「 」っているような印象を与えかねないので 上記のように改め 無罪の推定

「証拠による判断」などの刑事裁判の審理の原則を含む趣旨を明確にすべき

である。

（６）新たな裁判員が加わる場合の措置

それまでの審理に立ち会っていた補充裁判員が裁判員となるときを除き，

新たな裁判員が加わるときは，公判手続を更新するものとする。

， ，その手続の在り方については 新たに加わる裁判員が事件の争点を理解し

それまでの証拠調べの結果について実質的な心証をとることができるよう

な，負担の少ない方法を検討し，必要な措置を講ずるものとする。

【意見】
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「たたき台」の案に賛成する。ただし，公判廷の録画を条件とすべきであ

る。

【理由】

審理が１日で終わらない場合は，途中で裁判員が欠けることを予想して，

補充裁判員を置くことになるから，補充裁判員までが欠けてしまうという事

態はおよそ想定しにくい例外的な場合であることに留意すべきである。

仮にそのような事態が生じたときに，新たな裁判員を補充するならば，直

接主義の徹底という立場からは，本来，審理をやり直すべきこととなる。し

かし，訴訟経済や裁判員の負担の軽減の観点から更新手続を設けて対処する

のであれば，新しい裁判員が「それまでの証拠調べの結果について実質的な

心証をとることのできるような」方法として，証人尋問等の録画を見せると

いう方法をとることが必要である。そのため，更新が必要となりそうな事件

の場合は，すべての公判手続を録画しておくことが必要となる。

（７）証拠調べ手続等

ア 冒頭陳述

検察官及び弁護人は，準備手続における争点整理の結果に基づき，証拠と

の関係を具体的に明示して冒頭陳述を行わなければならないものとする。

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

【理由】

審理の開始の段階で，検察官・弁護人双方から争点及び証拠関係の説明を

受けることは裁判員が審理に望む予備知識を得るために有益である。

また，冒頭陳述の内容も，従来のような物語風なものから争点中心のもの

に改革されることが必要になる。

従来の審理の進め方と違い，弁護側も審理の開始時から自己の主張と根拠

を明示することが必要になる。そのためにも，公判開始前の準備手続の段階

で，検察官の手持ち証拠が開示されていなければならない。証人尋問の進行

に対応して五月雨的に開示するといった運用は不可能である。

なお，事件によっては，尋問の結果をみないと確定的に争点を明示できな

い場合もあり，そのような場合は，冒頭陳述も概略的なものにとどまらざる

を得ないことに留意すべきである。

イ 証拠調べ等
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以下の諸点を含め，迅速で，かつ，裁判員に分かりやすく，その実質的関

与を可能とする証拠調べの在り方について検討し，必要な措置を講ずるもの

とする。なお，被告人の防御権を侵害してはならない。

【意見】

以下に列挙されたものについては，あげられた限りでは賛成できるもの

が多い。しかし，全体的に，直接主義・口頭主義の徹底という視点が不十

分である。以下のような点が付加されるべきである。

① 供述内容を証拠とする場合は，証人尋問を原則とし，そうでない場

合も，ビデオ録画の再生など直接主義の原則にしたがった証拠方法に

よるべきである。

② 書面証拠の取調べは，朗読を原則とすべきである。

③ 伝聞法則の厳格化

④ 証拠書類（調書以外 ・図面・写真等を裁判員が法廷で見ることがで）

きるような取調べ方法を採用する。

⑤ 書面証拠の閲読による心証形成の禁止

⑥ 訴訟記録の参照は確認程度とする

⑦ 審理終了後ただちに評議をする

などである。

また，証拠調べの在り方について検討する上で，被告人の防御権が侵

害されてはならないことは当然である。

○ 証拠調べは，裁判員が理解しやすいよう，争点に集中し，厳選された

証拠によって行われなければならないものとすること

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

○ 専ら量刑に関わる証拠の取調べは，公訴事実の存否に関する証拠の取

調べと区別して行わなければならないものとすること

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

○ 争点ごとに，計画的な証拠調べを行うものとすること

【意見】
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「たたき台」の案に賛成する。

○ 証拠書類は，立証対象事項が明確に分かりやすく記載されたものとす

ること

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

○ 証拠物の取調べにおいては，争点との関連性が明らかになるようにす

ること

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

○ 証人等の尋問は，争点を中心に簡潔なものとすること

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。ただし，ここでも被告人の防御権の侵害に

及ぶことのないよう注意が必要である。

○ 証人等の反対尋問は，原則として，主尋問終了後直ちに行うこと

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。ただし，主尋問終了後弁護人が求めたとき

は一旦休廷して被告人と打ち合わせる時間を認めるなど柔軟な運用も必要で

ある。

○ 供述調書の信用性等については，その作成状況を含めて，裁判員が理

解しやすく的確な判断をすることができるような立証を行うこと。その

ためにすべての取調べの状況を録音・録画し，それを公判における立証に

活用すること。

【意見】

「たたき台」の案を上記のとおり修正する。

【理由】

ⅰ 供述調書の作成状況について，裁判員が理解しやすく的確な判断を

することができるような立証を行うためには，全ての取調べ状況を録
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音・録画しておくことが不可欠である。これを欠いたままで裁判員に

「理解しやすく，的確な判断のできる」立証をするといっても，結局

は取調室内での出来事の水掛け論的な尋問にならざるを得ず，長時間

を要するし，かつ非常に心証のとりにくい証拠調べにならざるを得な

い。取調べ状況の録音・録画がなされるようになれば，極めて分かり

やすいものになるし，取調べ状況をめぐる尋問自体が基本的に不要と

なるので，裁判員の負担の軽減にも役立つ。よって，この問題提起を

機に，早急に取調べの可視化に向けて検討し，実施に踏み切るべきで

ある。

ⅱ なお，取調べ過程の録音・録画については，最終的な調書署名時の

取調べのみ実施するといった考え方もあるが，すべての取調べ過程と

すべきである。最終的に署名するまでの過程で不当な取調べがなされ

たといった主張がなされることが多く，その場合は，結局は取調べ状

況全般についての証人尋問が必要になるので，結局はすべての取調べ

過程の録音・録画が必要とならざるを得ない。

○ 第１回公判期日前の裁判官による証人尋問の活用を拡充すること

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。ただし，請求があった場合の弁護人立会い

権及び録画の実施が必要である。

○ 一定の期間を要する，鑑定のための事実的措置は，できる限り，公判

開始前に行うこと

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

○ 迅速で，裁判員に分かりやすい審理が行われるよう，訴訟指揮を行う

と

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

○ 連日開廷下で，適切な公判記録の作成を行うこと

【意見】
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「たたき台」の案に賛成する。その方法として，公判廷の録画，速記官の

活用がはかられるべきである。

【理由】

裁判員が法廷での尋問を聞いて心証形成ができるようにすべきであり，尋

問調書はあくまで証言等の内容を確認するための資料にとどめるべきであ

る。その場合，公判廷を録画しておくことは有効な方法であるから，活用す

べきである。ただし，内容の確認のためには書面の方が一覧性が高く有利な

面もある。裁判所速記官が，最近では「はやとくん」を使うなどして迅速に

調書の作成ができるようになっている。連日的開廷に対応するには，速記官

の養成を再開して速記官の能力を活用するようにすべきである。

○ 論告・弁論は，証拠調べ終了後速やかに行うこと

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

○ 論告・弁論は，取り調べられた証拠との関係を具体的に指摘した，分

りやすいものとすること

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

（８）判決書等

ア

裁判官のみによる裁判の場合と基本的に同様のものとし，評議の結果に基

づいて裁判官が作成するものとする。

【意見】

「たたき台」の案に一般論として反対ではないが 「基本的に同様」の意，

味が問題であり，主文・認定事実・法令の適用など，記載すべき項目は変わ

らないとしても，内容や詳細さについては大きな改革が必要となることに注

意すべきである。

【理由】

「基本的に同様のもの」という点については，確かに審議会意見書もこれ

と同じ表現を使っており，問題はどの程度現在の判決書に近いものを意味す

るのか，という点である。
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現在の判決文が長大なものになりがちなのは，供述調書が証拠の中心を占

めているため，判決文でも調書を引用し調書相互の比較検討等の記載に膨大

な分量が費やされるためである。争点を絞った審理をしたうえで，供述証拠

中心の証拠調べになれば，そのような記載は不要となる。

判決は，評議終了後速やかに言い渡されなければならない。また，判決書

は法廷で宣告された内容から逸脱することは許されず，判決の内容は評議さ

れた内容に限定されるべきであることからも制約を受ける。

， ， ，したがって 説示で明らかにされた争点ごとに 評議で論じられた限度で

証拠に対する評価等を簡略に説明するような内容のものに改革されるべきで

ある。

イ 裁判員の署名押印，身分終了時期

判決書には裁判官のみが署名押印するものとする。裁判員の身分・任務は

判決宣告時に終了するものとする。

【意見】

「たたき台」のＣ案に賛成する。

【理由】

ⅰ 裁判員制度が，裁判官と裁判員が協働して刑事裁判を担う制度である

以上，判決の宣告までは裁判官と裁判員が協働して行うべきことは当然

。 ， ，である しかし 判決の宣告によって判決の内容は確定するものであり

判決書は判決内容の記録であることからすると，判決書には必ずしも裁

判員が関与しなくてもよいと考えられる。

他方，裁判員に判決書の技術的な記載まで含めて責任を負わせるのは

適当ではないことや，事件によっては判決書の点検のために判決言渡し

の後日にあらためて裁判員に出頭してもらわねばならないという技術的

な問題もあり，裁判員の署名押印は不要として，その身分・任務も判決

宣告時に終了すると考えてよいと思われる。

ⅱ なお，判決書の内容が，法廷で宣告した判決と異なっていてはならな

いことは当然である。判決の宣告は評議に引き続いて行われるから，裁

判官は，法廷で宣告する判決の内容を具体的に整理して，評議の中で裁

判員に確認しておくことが必要となる。

ⅲ また，判決書と判決の宣告内容の同一性の確認のために，判決宣告を

ビデオ録画しておくこと，あるいは当事者に判決宣告の録音を許すこと

などが検討されるべきである。
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【 たたき台」に付加すべき事項】「

（９）裁判官による説示とその在り方

【意見】

ア 裁判長は，公判廷において，冒頭説示，中間説示，最終説示等必要

な説示を行うべきである。

イ 裁判長は，最終説示の内容について，予め当事者の意見を聞かなけ

ればならず，また，最終説示に対する当事者の異議を認めるべきであ

る。

ウ 冒頭説示は以下のような内容で行われるべきである。

① 被告人は公判中無罪の推定を受けること

② 検察官が公訴事実について合理的な疑いを容れる余地なく有罪の

立証をしない限り被告人は無罪であること

③ 公判廷において直接取り調べた証拠のみに基づいて有罪，無罪を

決めること

④ 評議まで結論を決めないこと

⑤ 主たる証拠法則

エ 最終説示は以下のような内容で行われるべきである。

① 事実認定について

公訴事実に関する法律上の要件

争点

検察官の立証責任

評決すべき内容（質問表など）

② 量刑について

争点

評決すべき内容

【理由】

裁判員は，無作為抽出で選出され，当該裁判に一事件限りで関与するもの

であるから，刑事裁判の基本的な原則について十分に理解をしたうえで審理

に臨むことができるようにすべきである。

また，評議に入るにあたって，担当する事件について必要な法的知識や議

論すべき争点について理解を共通にしておくことも必要である （ ４（８）。「

判決書等」の項参照）

そのため，上記のような説示が行われることは，公正な審理のために欠か

せないものである。

また，こうした説示については，手続と内容の公正さを担保し，裁判員の

公正さを示す意味で公開の法廷で行うべきである。
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５ 控訴審

ア 控訴審は，まず裁判官のみにより控訴理由の有無を判断し，控訴理由

があると認められる場合は原判決を破棄し，原則として事実審理開始決

定を出すものとする。

イ 事実審理開始決定後の審理は裁判員も関与した裁判体とし，以下のよ

うな審理を行う。

， 。・覆審とし 第一審と同程度の直接主義・口頭主義に基づく審理とする

・裁判体は裁判官３人，裁判員１２人とする。

・事実審理開始決定までに関与した裁判官は，同決定後の事実審理に関

与できない。

ウ 裁判官は，明らかな事実誤認あるいは量刑不当が認められ，被告人に

有利な判決をする場合には，事実審理開始決定を行うことなく自判する

ことができるものとする。

【意見】

上記のような制度とすべきである。

ただし 「たたき台」の案のうちでは，Ｂ案を以下のとおり修正すれば，，

あえて反対するものではない。

控訴審では，裁判官のみで審理及び裁判を行うが，訴訟手続の法令違反，

法令適用の誤りについてのみ自判できるものとし，量刑不当及び事実認定に

ついては自判できないものとする。ただし，明らかな事実誤認あるいは量刑

不当が認められ，被告人に有利な判決をする場合には，自判することができ

る。

【理由】

（１）控訴審の構造と破棄手続

ⅰ Ａ案では，裁判員が加わって判断がされたという手続的優越性を

裁判官のみによる裁判体が破棄できるということの正当性が説明で

きないという難点がある。控訴審は第一審判決を見直す程度のもの

であるから，裁判官のみによる判断でもよいという意見もあるが，

たとえ第一審判決の見直しであったとしても，手続的に正当性の低

い裁判体が正当性の高い裁判体の判断を破棄できるということの問

題性は何ら解決されない。

結局，Ａ案では，せっかく裁判員制度によって国民の司法参加制
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度を採用した意義が著しく減殺されてしまい，絶対に容認すること

ができない案である。

ⅱ Ｂ案は，裁判員の判断を尊重するという意味で正当なものである

が，自判できないとことを前提にすると，破棄後の手続きをどうす

るのかが問題となる。差戻し審を地方裁判所で裁判員の加わった裁

判体で行うとすると，破棄判決に拘束力を持たさない限り，再度の

控訴が可能ということになる難点が存在する。

ⅲ Ｂ’案については量刑不当と事実誤認を分けることの合理的説明

がつかないことや，その区分が困難な場合が生じるという問題があ

る。

ⅳ Ｃ案については，破棄理由を加重することにより裁判員の判断の

尊重という要請との調和をはかろうというものである。しかし，破

棄理由の加重ということをしても，やはり裁判員の判断を裁判官の

みよって破棄することを認めるものであり，論理的問題性はクリア

できていない。

ⅴ Ｄ案は，裁判員制度と徹底するものであるが，すべての控訴事件

について，はじめから直接主義・口頭主義による審理を行うことに

， 。 ，なり 手続きが重くなりすぎるといわなければならない この場合

第一審の記録に基づいて判断するという制度を認めることは裁判員

による続審ということになるが，裁判員に記録に基づく審理と判断

を要求することになり，現実的に不可能な審理を要求することにな

るといわなければならない。

ⅵ このように，いずれの案にも難点がある。そこで，まず裁判官の

みによる裁判体が控訴理由の有無を審査し，控訴理由があると認め

られる場合に，控訴審における裁判員裁判を覆審的に行うとすべき

である（ただし，この場合でも第一審においても裁判員が関与しな

い手続きや判断における問題が控訴理由になっている場合には，裁

判官のみにより判断されることにある 。この方法が上記欠点をすべ）

て回避するものである。なお，裁判官による控訴理由の有無の判断

の基準が問題となる。この基準を抽象的にいえば，裁判員の加わっ

た裁判体による控訴審での審理を開始することを相当とする程度に

理由が備わっていると判断されることということになる。

ただし，裁判官のみによる控訴理由の有無の審理の結果，明らか

な事実誤認又は量刑不当が認められ，被告人に有利な判決をする場

合には，事実審理開始決定を行うことなく自判することができると

することが，被告人にとって早期に救済が得られ，裁判員に無用の
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負担を与えないということから妥当であるし，北欧諸国で採用され

ている二重の保障の趣旨にもかなうものである。

ⅶ 上記「たたき台」の案のうちでいえば，Ｂ案について上記のよう

な修正がなされるのであれば，上記案との違いは，控訴審の裁判官

に控訴理由ありと判断された後の手続きとして，控訴審に設置され

た裁判員の加わった裁判体で審理するのか，第一審に差し戻され，

裁判員の加わった裁判体で審理されるのかの違いだけになり，実質

的には違いはない。そこで 「たたき台」に示された案の中から選択，

するのであれば，Ｂ案に上記修正を加えた案が妥当である。

（２）検察官による被告人に不利益な控訴の制限

「たたき台」案からは，検察官の不利益控訴を制限すべきか否かと

いう論点が欠落している。確かに，二重の危険の法理をいかにわが

国の刑事訴訟法に採用すべきかは裁判員制度固有の問題ではないと

いう面もあるが，この機会に，欧米で採用されている二重の危険の

法理をわが国の刑事訴訟法にも採用し，事実誤認及び量刑不当を理

由とする被告人に不利益な検察官控訴を禁止すべきである。法令違

反や訴訟手続上の違反を理由とする検察官控訴は可能としてよい。

仮に，検察官控訴を認める場合であっても 「明らかな」事実誤認，

や「明らかな」量刑不当とすべきである。

６ 差戻し審

新たな裁判員を選任して審理及び裁判を行うものとし，差戻し審は，覆審

構造とする。

【意見】

上述のとおり，破棄差戻ではなく，控訴審における審理を行うべきである

という意見であるが，仮に差戻し審で審理を行うとした場合は，Ｂ案に賛成

する。

【理由】

ⅰ 上述のとおり，控訴理由ありと判断された場合は控訴審において裁判

員の加わった裁判体によって自判されるべきであり，その場合、差戻し

審は想定しないことになる。

ⅱ しかし，差戻し審を前提にして考えた場合， 案のように現行法どおA
りとすると，破棄判決の拘束力を受けるので，仮に控訴審を裁判官のみ

よる裁判体とすると，裁判員の加わった裁判体の判断に対して破棄判決
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にそれだけの優越性を求める論理的正当性の説明がつきにくい。現実問

題としても，差戻し審に裁判員を加える意義が著しく小さいものとなろ

う。

ⅲ 裁判員の加わった差戻し審での審理は，訴訟記録によって裁判員が審

理・判断するというのは現実的に不可能であるし，直接主義・口頭主義

によって審理をしない限り，裁判員を関与させる意義が没却されること

になる。それゆえ，覆審とすべきである。

この場合に考えなくてはならない問題は，覆審の場合，差戻し審の判

断に対して再度控訴が可能となり，上訴の循環が起きるとのではないか

ということである。しかし，差戻し審での判断を経たということは裁判

員の加わった裁判体で２度の事実審理を経ていることになることにかん

がみて，差戻し審の判決に対する控訴については，控訴理由を極めて狭

いものに限定してよいと考える。

７ 罰則

（１）裁判員等の不出頭等

召喚を受けた裁判員候補者，裁判員又は補充裁判員が正当な理由がなく出

頭しないときは，裁判官は，決定で，○○円以下の過料に処することができ

るものとする。

裁判員又は補充裁判員が正当な理由がなく宣誓を拒んだときも，同様とす

る。

【意見】

「たたき台」の案に賛成する。

（２）裁判員等の秘密漏洩罪

裁判員又は補充裁判員が，評議の経過若しくは各裁判官若しくは各裁判員

の意見若しくはその多少の数その他の職務上知り得た秘密を漏らし，又は合

議体の裁判官及び他の裁判員以外の者に対しその担当事件の事実の認定，刑

の量定等に関する意見を述べたときは，○○円以下の罰金に処するものとす

る。

裁判員又は補充裁判員の職にあった者が，正当な理由なく，評議の経過若

しくは各裁判官若しくは各裁判員の意見若しくはその多少の数その他の職務

上知り得た秘密を漏らしたときは，○○円以下の罰金に処するものとする。

（ただし，各裁判官もしくは各裁判員の意見を，その意見を述べた者が特定
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される方法で明らかにする場合を除き，有罪判決については，守秘義務の期

間を限定するものとする ）。

【意見】

「たたき台」の案を上記のとおり修正すべきである。

【理由】

裁判員，補充裁判員又はこれらの職にあった者の守秘義務の内容につい

ては，先述（３（２）裁判員及び補充裁判員の義務【理由】ⅱ以下）のと

おりである。

なお 「その他職務上知り得た秘密」は，その内容が不明確であり，慎，

重な検討が必要である。

違反に対する制裁としては，懲役刑は重きに過ぎるので，罰金刑が妥当

である。

（３）裁判員等に対する請託罪等

ア 裁判員又は補充裁判員に対し，その職務に関し，請託した者は，○年

以下の懲役又は○○円以下の罰金に処するものとする。

イ 事件の審判に影響を及ぼす目的で，裁判員又は補充裁判員に対し，そ

の担当事件に関する意見を述べ又はその担当事件に関する情報を提供し

た者は，○年以下の懲役又は○○円以下の罰金に処するものとする。

【意見】

「たたき台」の案に賛成である。

（４）裁判員等威迫罪

ア 裁判員又は補充裁判員若しくはこれらの職にあった者若しくは裁判員

候補者又はその親族に対し，面談，文書の送付，電話その他のいかなる

方法によるかを問わず，その担当事件に関して，威迫の行為をした者は，

○○年以下の懲役又は○円以下の罰金に処するものとする。

イ 組織犯罪処罰法７条の対象行為にアの威迫行為を加える。

【意見】

「たたき台」のアにつき，罰金刑を付加した。イについては賛成である。

【理由】

審理の前後を問わず，裁判員やその親族に対する威迫的な行為が許されな
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いのは当然であるが，判例上「威迫」とは，言語・動作・態度等により相手

方に不安，困惑の念を抱かせることなので，アはかなり広い構成要件である

（刑法第１０５条の２，暴力行為等処罰に関する法律第２条 。その結果と）

して 「たたき台」の案では，脅迫に至らない行為も処罰の対象とされるこ，

とになる。

しかし，脅迫罪の刑は懲役（２年以下）又は罰金であり，裁判員等に対す

る威迫についても，懲役刑又は罰金刑とするのが妥当である。

組織犯罪処罰法では，既に犯人蔵匿・隠避，証拠隠滅等，関係者への面会

強請・強談威迫に関して規定があるが，イは，当該事件を担当する裁判員等

に対する威迫行為を加えるものである。アの規定に加えて，特に暴力団等に

よる裁判員への威迫行為を防ぐという必要性を考慮して 「たたき台」の案，

に賛成する。

（４）裁判員候補者の虚偽回答罪等

ア 裁判員候補者が，自己に送付された質問票又は裁判所における質問手続

において，虚偽の回答をし，又は正当な理由なく質問に答えなかったとき

は，決定で，○円以下の過料に処することができるものとする。

イ 裁判員候補者が，自己に送付された質問票又は裁判所における質問手続

において，虚偽の回答をした者は，○円以下の罰金に処することができる

ものとする。

【意見】

「たたき台」のアとイの関係について，過料とする案と罰金とする案を選

択的に提案しているとすれば，不出頭などへの制裁が過料とされていること

との均衡を考え，過料の制裁とする案に賛成する。アのうち積極的に虚偽の

回答をした場合については，さらに罰金を科すという趣旨であれば，そこま

では不要である。

８ 裁判員の保護及び出頭確保等に関する措置

（１）裁判員等の個人情報の保護

ア 訴訟に関する書類であって，裁判員，補充裁判員又は裁判員候補者の

氏名以外の個人情報が記載されたものは，これを公開しないものとする。

イ 何人も，その本人の了解なく，裁判員，補充裁判員又は裁判員候補者

の氏名，住所その他のこれらの者を特定するに足る事実を公にしてはな

らないものとする。
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【意見】

「たたき台」のアは賛成する。

「たたき台」のイは，本人の了解がある場合を除外すべきである。

【理由】

「たたき台」のイについて，当該裁判員などが自ら氏名などを公表するこ

とまで禁止される趣旨であれば，行き過ぎである。また本人以外の者が公に

する場合でも，本人の同意があれば可とすべきである。違反に対して制裁を

科さないことについては賛成する。

（２）裁判員等に対する接触の規制

何人も，裁判員又は補充裁判員に対して，その担当事件に関し，その任務

終了まで，接触してはならないものとする。

【意見】

「たたき台」のア前段については賛成する。残りの部分は削除すべきであ

る。

【理由】

審理継続中は，ア前段のような包括的な接触の禁止も必要と考えられる。

判決言渡後についても一律に接触を禁止するアの後段は疑問であり，少な

くとも報道目的による場合や学術研究の目的による場合には，判決言渡後の

接触禁止を解除する制度も検討されるべきである。また，さらに，一定期間

経過後は接触の禁止を解除するのが妥当である。

アの違反に対して制裁を科さないことについては賛成する。

イについて 「接触すると疑うに足りる相当な理由」では，濫用され，こ，

れを口実に保釈や接見が制限されるおそれが大きい。仮に何らかの規制が必

要であるとしても，要件をより厳格にすべきである。

（３）裁判の公正を妨げる行為の禁止

裁判の公正を妨げる行為の禁止規定はもうけないものとする。

【意見】

「たたき台」の案に反対する。

【理由】

アの「事件に関する偏見を生ぜしめる行為」や「裁判の公正を妨げるおそ
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れのある行為」という概念は，極めて抽象的で広範である。そのため，その

実効性には疑問がある反面，正当な弁護活動や論評などもこれらの行為に該

当するとして，規制される余地がある。

イは，特に報道機関を対象とした義務規定であり，事件報道に対する規制

の根拠となり得る。制裁は予定されていないようだが，報道の自由に対する

抑制となることを考えれば，あえてイのような規定を置くことには弊害が大

きい。現在の事件報道に対しては，事件関係者の人権に対する配慮が不十分

とする批判はあるが，それについては，法的規制ではなく，報道機関側の自

主的な規制によって対応されるべきである。

（４）出頭の確保

ア 何人も，他人が裁判員となることを妨げてはならないものとする。

イ 労働者は，その事業主に申し出ることにより，裁判員の職務を行うた

めに必要な範囲で休業すること（裁判員休業）ができるものとする。事業

主は，労働者からの裁判員休業申出があったときは，当該裁判員休業申出

を拒むことができないものとする。

ウ 事業主は，労働者が裁判員休業申出をし，又は裁判員休業をしたこと

を理由として，当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては

ならないものとする。なお，違反した事業主に対する罰則をもうけるも

のとする。

【意見】

「たたき台」のウに，罰則に関する記述を付加する。

【理由】

アは妥当である。イは必要かつ妥当であり，さらに，裁判員となる労働者

の保護を担保するためには罰則の制裁措置も必要と考えられる。

以 上


