
２００３年１０月２３日  
 

裁判官及び検察官の倍増を求める意見書 

 
日本弁護士連合会 

 
意見の趣旨 

 
１．裁判官は今後１０年間で少なくとも２３００人増員し、検察官は今後

１０年間で少なくとも１２００人増員し、それぞれ２倍にする必要があ

る。 
２．司法制度改革推進本部及び法曹制度検討会は、速やかに裁判官と検察

官の倍増についての年度別の具体的計画を立案すべきである。 
３．国は、前項の計画を実行するために、司法基盤整備と予算確保に関す

る法的措置を含む積極的な措置をとるとともに、増員に必要な財政上の

措置を講ずべきである。 
また、国は、来年度においても裁判官、検察官の倍増に向けて大幅な

増員を図るべきである。 
 

 
意見の理由 

 
第１ はじめに（裁判官と検察官の増員は司法改革の中心的課題） 

 

１ 裁判官不足と増員の必要性 
司法制度改革審議会は２００１年（平成１３年）６月に出した意見

書で、わが国の裁判所、検察庁の人的基盤については「飛躍的な増大

を図っていくことが必要不可欠であって、そのために、法的措置を含

め大胆かつ積極的な措置をとるべきである」とした。 
弁護士会も、古くから、わが国の裁判を適正・迅速にするためには、

裁判官及び裁判所職員の増員を図ることが緊急の課題であると主張し

てきた。１９７２年（昭和４７年）の第１回司法シンポジウム「裁判

の現状はこれでよいか」で裁判官不足と増員の必要性を取り上げて以

来、２年毎に開く司法シンポジウムにおいてこの課題を何度も取り上

げ（第２回、第１１回、第１２回、第１４回、第１６回など）、１９９

６年（平成８年）には「忙しすぎる裁判官」と題してシンポジウムを

開催し、同名のパンフレットを作成し、増員の必要性を訴えてきた。 
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しかし、事件が増加しているのに、裁判所は、この間ほとんど裁判

官の増員を行わなかった。大蔵省も裁判所の求めるわずかの増員にさ

え消極的態度を取った。そのため、年間に増えるのはわずか５、６人

という時代が長く続いた。すなわち、第１回の日弁連司法シンポジウ

ムが開かれた１９７２年（昭和４７年）の裁判官定員（簡易裁判所判

事を除く－以下同じ）は１９００人であり、２０年後の１９９２年（平

成４年）は２０２９人であって、この間は１年に平均６．５人しか増

えていないことが分かる。 
そのため、次の項で述べるように、地裁の民事事件は過去４０年間

に全事件数で３．４倍、訴訟事件でも２．５倍に増加したのに、裁判

官は１．３倍にしか増えなかった。 
２ 小さな司法 

わが国の「司法の機能低下の原因の第一に挙げなければならないの

は、国家組織のなかで、司法が相対的にその規模・容量を縮小させて

きたことである。」（日弁連の１９９０年５月２５日司法改革宣言提案

理由）。 
裁判所予算の変遷で見ると、１９５５年（昭和３０年）当時、裁判

所予算の国家予算に対する割合は０．９３%であったが、その後、裁
判所予算の割合は年々減少し、１９７７年（昭和５２年）ころには０．

５%になり、最近は０．４%以下にまで落ち込んでいる。 
また、裁判所職員（書記官、速記官、事務官など）は、１９６４年

（昭和３９年）は定員２万０８０８人であったが、２００２年（平成

１４年）現在は２万２０５４人であって、３８年間で１．０６倍の増

加しかない。 
裁判所の庁舎（法廷、裁判官・書記官の執務室など）についても、

裁判所の統合・廃止によって数は減少している。人口が増加した地域

に新たに裁判所支部が設けられるということはほとんどない。 
このように、日本の司法は、金をかけない、極めて「小さな司法」

のまま推移してきた。これに対し、弁護士会は長年にわたり裁判官な

どの増員の必要性を主張してきたが、広く社会に訴えるという点では

不十分であった。 
３ 今次司法改革は、法の支配の実現のために、大きな司法、市民の司

法を作るもの 
日弁連は、１９９０年（平成２年）５月に「司法改革に関する宣言」

（第一次）を出して、わが国の司法制度の全体を抜本的に改革するた

めに、国民とともに改革を進める旨を決意し、宣言した。すなわち、

わが国の司法は国民の法的需要の２割程度にしか応じることができて

いないのではないかという意味で「２割司法」と呼ばれるが、その貧
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弱なわが国の司法を改めて「大きな司法」を作るとともに、陪審・参

審などの導入と法曹一元制度の実現によって「市民の司法」にするこ

とが目的であった。 
その後、わが国司法制度の改革を求める声が社会の各界各層からわ

き上がり、１９９９年（平成１１年）７月内閣に「司法制度改革審議

会」が設けられ、２１世紀の我が国社会において司法が果たすべき役

割を踏まえて、司法制度の改革と基盤の整備について審議が行われ、

２００１年（平成１３年）６月に意見書が発表された。 
そして、法曹人口の大幅な増加が決まり、司法試験合格者は既に増

加が始まっている。すなわち、司法制度改革推進計画は、司法試験合

格者を２００２年（平成１４年）は１２００人程度、２００４年（平

成１６年）には１５００人程度、２０１０年（平成２２年）ころには

３０００人程度に増加させるとしており、これにより、１０年後の２

０１３年（平成２５年）ころには弁護士は約２倍の４万人程度になる

と見込まれる。 
このように、今次の司法改革は、２割司法と呼ばれる貧弱なわが国

の司法を改めることが大きな理由となって始まったものであり、その

うち弁護士の大幅増員は決まったが、以下に述べるように、裁判官と

検察官の大幅な増員は、他の改革が進むなかで置き去りにされている

と言わざるをえない。 
 
第２ 裁判官の増員 

 

１ 裁判官の増員の必要性 

(1) 増加する事件 
事件は大幅に増えているのに、裁判官はほとんど増員がなかった。

すなわち、１９６０年（昭和３５年）当時の地方裁判所における民事・

行政事件の新受件数は３４万１５８８件（うち訴訟事件７万１２５３

件）であり、４０年後の２０００年（平成１２年）は１１６万１４９

８件（うち訴訟事件１８万４２４６件）であって、４０年間に地方裁

判所の民事・行政事件は総数で３．４倍、訴訟事件でも２．５倍に増

えた。なかでも、破産事件は８７倍（１６７２件が１４万５８５８件）、

執行事件（不動産、債権）は３．１倍（５万５５９２件が１７万３８

７４件）に増加している。 
また、１９６０年（昭和３５年）当時の家庭裁判所における家事事

件の新受件数は３３万６０５７件（うち審判事件２８万２７６４件）

であり、４０年後の２０００年（平成１２年）は５６万０９３５件（う

ち審判事件４２万９１１５件）であって、４０年間に調停などを含む
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家事事件の総数で１．７倍、審判事件でも１．５倍に増えた（なお、

その後も増加していて、２００２年には総数は１．９倍、審判事件は

１．７倍になっている）。 
刑事事件は、１９６０年（昭和３５年）当時の新受件数が３５万７

７３１件（うち訴訟事件７万３２１１件）であり、その後いわゆるバ

ブル経済の時期に刑事事件は減少したが、再び増加し、２０００年（平

成１２年）は３１万６４６２件（うち訴訟事件９万４１４１件）であ

って、刑事訴訟事件は１．３倍になった。なお、刑事事件が減ったと

きに刑事担当の裁判官も減員になったが、その後、事件数が元に戻っ

ても刑事担当者の増員がないため刑事担当の裁判官も大変忙しいとい

う声がある。 
そして、刑事事件を担当している裁判官数は全体の約４分の１程度

であり、約４分の３の裁判官は民事事件、家事事件を担当しているか

ら、民事事件、家事事件が大幅に増加したことは、裁判官の大幅増員

を当然に必要とする。 
このように、民事事件、破産・執行事件、家事事件を中心に、４０

年間で事件数は大幅に増えた。また、弁護士数は２．８倍に増えた。

しかし、裁判官定員数は、１９６０年（昭和３５年）が１６８７人、

２０００年（平成１２年）が２２１３人で、１．３倍になっただけで

ある。本来は、２(1)で述べるように、民事・行政事件数の増加を基準
にした場合、裁判官は現在の約２倍に増員されているべきであった。 
各地の弁護士会が作成した地域司法計画は、地域ごとに事件数の増

加と増えない裁判官という事実を明らかにした。たとえば、横浜地方

裁判所は過去４０年の間（１９６０年から２０００年）に、人口も増

え、地裁の通常民事事件は５．３倍、破産事件は１８０倍になったが、

裁判官の増員は１．６倍にとどまる。新潟地方裁判所では、過去４２

年の間（１９６０年から２００２年）に事件は２．７倍になったが、

裁判官は２３名が２４名になっただけである。京都地方裁判所では、

過去５０年間で事件は３倍に増え、弁護士は約２倍になったが、裁判

官の数は逆に４８名から４４名に減少している（１９５５年から１９

９９年）。  
また、最近の１０年間でみた場合も同様で、たとえば、奈良地方・

家庭裁判所は１９８９年（平成元年）から１９９８年（平成１０年）

の間に、民事事件は１．７６倍に増え、家事事件は１．６３倍に増え

たが、裁判官数は１９５３年（昭和２８年）当時から大きな変化がな

い。岐阜地方・家庭裁判所は１９８８年（昭和６３年）から１９９８

年（平成１０年）の間に、民事事件は１．６１倍、家事事件は１．５

倍に増えたが、裁判官数は横ばいである。 
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(2) 審理への影響 
長く続いた裁判官不足は、裁判官の負担過多や審理不足などの深刻

な事態を生み出している。 
日弁連は、裁判官を退職した弁護士を対象として１９９５年（平成

７年）に聞き取り調査を行ったが、回答者５６名のうち４６名が裁判

官は「忙しい」あるいは「部署、人によっては忙しい」と答え、その

うちの３７名（約８０%）が、忙しいことで訴訟の進め方に影響があ
ると回答した。具体的には、「記録を十分に読まないで訴訟を進行する」

「証人調べや、検証などはなるべくしなくなる」などである。 
また、東京弁護士会は、１９９７年（平成９年）に弁護士に対する

アンケート調査を行ったが、証人調べをしない、強引な和解がある、

判決の理由が乏しくなっている、東京高裁の１回結審が増えている、

などの不満の多いことが明らかになった。 
新民事訴訟法が１９９８年（平成１０年）１月に施行され、また、

裁判官と弁護士の運用改善の努力もあって、審理期間は相当に短くな

っているが、問題は、同時に証拠調べが希薄化していることである。

このことは統計からも明らかで、全国で、地裁、高裁ともに、取調の

人証数、鑑定回数、検証回数が減少している。大阪地方裁判所では、

１０年間に裁判が約３０００件増えたが、本人尋問や証人尋問をしな

い事件が約３０００件増えており、検証と鑑定は１０年間で約３分の

１に激減している。京都地裁でも、同様の傾向にある。 
民事部の裁判官はおおよそ２００件前後の手持事件をかかえていて、

なかには３００件を超える例もある。毎月３０件ないし４０件の新件

が配点され、裁判官はほぼ同じ数を処理しないと事件がたまっていく

ことになる。裁判所では、各部ごとの事件処理件数一覧表が毎月配布

されていて、現場の裁判官はこれを気にしている。現場の裁判官の間

では、増員を求める意見が多数であると思われるが、件数を処理でき

ないと言って悲鳴を上げると、能力を疑われかねないので、そのよう

な意見は公には言えないという。元裁判官の聞き取りでは、精神面や

身体面に影響が出て、ノイローゼになる人や自殺した人もあるとの意

見があった。 
(3) 「裁判官のいない裁判所」が４６カ所 

各地の弁護士会が作成した地域司法計画によると、裁判官が常駐し

ていない裁判所支部が、全国に４６カ所もある。常駐していないこと

で処理が遅れるなどの支障を来している。あるいは、常駐していても

一人しかいないところもある。そして、ほとんどの支部では、裁判官

は地裁と家裁の兼務であり、民事と刑事兼務の裁判官も多く、裁判官

の負担が過重になっている。 
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多くの支部では、合議事件ができず、刑事重大事件や複雑な民事・

行政事件では、さらに大きな都市の裁判所まで行かなくてはならない。

九州では、配置されている裁判官だけで合議体による裁判ができると

ころは、４１の支部のうち５支部だけである。裁判が身近なところで

できないことは、国民の裁判を受ける権利保障の点からも大きな問題

である。 
(4) 外国との比較 

外国の裁判官の数と比べたとき（人口比）、制度の違いなどがあると

はいえ、わが国の裁判官数はドイツの１４分の１、アメリカの６分の

１、フランスの５分の１、イギリスの４分の１という少なさである。 
(5) 裁判官増員を求める世論 

今や裁判官の増員は明確な世論であると言ってよい。 
たとえば、全国９府県の弁護士会は、２０００年（平成１２年）か

ら２００２年（平成１４年）にかけて、各地方議員に対して司法につ

いてのアンケートを行ったが、裁判官の数は「極めて少ない」「少ない」

とする声がいずれの地域でも６割～８割（平均７０%）に達しており、
裁判官増員を求める声が強い。 
また、１９９７年（平成９年）以降これまでに、各地弁護士会から

実情を聞いて、東京都議会、大阪府議会、大阪市議会、岡山県議会、

福岡県議会など全国の多数の地方議会が、裁判官増員を決議をして、

内閣総理大臣、法務大臣などに意見書を提出している。 
そして、自民党司法制度調査会は、２０００年（平成１２年）５月

に「２１世紀の司法の確かなビジョン」を発表して、迅速な裁判を実

現するため、裁判官は「少なくとも倍増することが不可欠」であると

している。 
(6) 裁判迅速化法 

司法制度改革審議会意見書は、裁判の迅速化を求め、審理期間をお

おむね半減することを目標とすべきであるとした。そして、２００３

年（平成１５年）７月に成立した「裁判の迅速化に関する法律」は、

１審の裁判を２年以内のできるだけ短い期間で終わらせることを目標

として手続をすることと、これを支える制度の整備として「裁判所及

び検察庁の人的体制の充実」などを行うと定めた。衆・参の両議院法

務委員会は、裁判官、検察官及び関係職員の増員を図るようにとの附

帯決議もした。したがって、裁判迅速化法の目的達成のためにも、裁

判官と裁判所職員の大幅な増員が必要である。 
(7) 裁判官増員問題の現状 

① 手つかずの状態 
前項のような事実を踏まえて、司法制度改革審議会の意見書は、裁
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判官を大幅に増員することが不可欠であるとした。そして、閣議決定

された「司法制度改革推進計画」は、わが国の司法制度を「抜本的に

見直し、司法の機能を充実強化する」こととし、弁護士の大幅増員だ

けでなく、「裁判官、検察官の大幅な増員を図ることが必要である」と

した。 
そして、司法制度改革推進本部は、その後、「裁判迅速化法」を作っ

たが、そのために必要な裁判官・検察官の大幅増員については、法曹

制度検討会において２００３年（平成１５年）１月に一度議論を行っ

ただけで、具体的な計画の立案はなく、最高裁、法務省に任せた格好

で、推進本部としては手つかずの状態になっている。 
しかし、司法制度改革審議会の意見書は、裁判官・検察官などの人

的基盤について「飛躍的な増大を図っていくことが必要不可欠であっ

て、そのために、法的措置を含め大胆かつ積極的な措置をとるべきで

ある」としているのである。そして、諸施策は「計画的に、かつ、で

きるだけ早期に、・・・・実施するよう能う限りの努力を傾注されるこ

とを強く求める」としているのであるから、推進本部と法曹制度検討

会は、速やかに、裁判官・検察官の大幅増員について法的措置を含む

増員策を検討し、立案すべきである。 
② 現状 

最高裁は、１９９９年（平成１１年）ころから年間の定員増を３０

人程度にしているが、前記のような諸事情を踏まえれば、今次の司法

改革において飛躍的な増員が必要であるにもかかわらず、司法制度改

革審議会においても、今後１０年間で約５００人（年間平均５０人）

増員し、事件の増加があればプラスアルファが必要であるという意見

であった。そして、２００３年（平成１５年）１月に法曹制度検討会

に出した意見では、裁判迅速化法への対応、法科大学院への裁判官教

員の派遣、裁判員制度などの今後予想される改革への対応など、新た

な増員の要員が生じているとしつつも、これらは実証的な検討が必要

であるとして、結局は約５００人プラスアルファという計画のままに

なっている。そして、実際の増員はほぼこのとおりで、２００２年（平

成１４年）度、２００３年（平成１５年）度の定員増は４５人（判事

３０人、判事補１５人）であり、２００４年（平成１６年）度要求は

５２人（判事４２人、判事補１０人）である。 
現状においてすら裁判官の不足で深刻な事態が生じているにもかか

わらず、上記の程度の増員のままで、裁判所主導による裁判の迅速化

が先行すれば、裁判の審理のさらなる空洞化、形骸化を招くことは必

至である。 
現在、大規模破産事件や知的財産権事件を東京、大阪に集中させる
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ことで裁判官不足による事件滞留に対処しようとする動きなど、司法

の中央集中、中央集権化がある。これは、「市民が利用しやすく、頼も

しい司法に」する、あるいは「わが国のすみずみに法の支配を行き渡

らせ」ようとした司法制度改革審議会の意見書の理念に逆行するもの

である。 
③ 利用しやすく納得のいく裁判制度にするために 

裁判官は、これまでから事件の増加に見合う増員がなく、そのため

に生じている裁判のさまざまな病理現象（裁判が遅い、人証などの減

少、忙しすぎて裁判官が記録を十分に読んでいない、裁判官の常駐し

ない裁判所がある、など）を解消するために、裁判官の大幅な増員が

必要である。さらに、今次の司法改革は、わが国の裁判をもっと利用

しやすく、納得のいくものに改革するためであって、あるべき訴訟を

前提とした積極的な改革目的のための増員が必要である。 
今次の司法改革は２１世紀のわが国社会に大きな影響を持つもので

あり、今こそ、その根幹になるべき裁判官の大幅増員について計画を

立案し、実行すべきである。 
 
２ 裁判官増員の目標と方法 

(1) 必要な裁判官数 
日弁連は、必要な裁判官の数について、次のような種々の検討をし

てきた。その結果、裁判官を少なくとも２３００人増員し、現在の約

２倍（２００２年の人数の約２倍）にする必要があるという結論に至

った。 
現在、地裁、家裁、高裁の裁判官数は、判事１４４５人と判事補８

２０人の合計２２６５人である（裁判所職員定員法の定める２００２

年度の定員）。さらに、このうち、約１００人は最高裁事務総局、司法

研修所教官などに配属され、裁判はしていない。 
なお、裁判官には、判事、判事補のほかに、最高裁判所長官、最高

裁判所判事、高等裁判所長官、簡易裁判所判事があるが、本意見書で

は、不足が著しい地裁、家裁、高裁の裁判官、すなわち、判事と判事

補の増員を論じている。 
① 事件数や裁判官の手持事件数からの検討 

日弁連は、これまでの司法シンポジウムで、事件の増加にもかか

わらず裁判官の増加がなく、そのために訴訟の遅延、無理な訴訟指

揮などが生じている実態を検討してきた。そして、前述したとおり、

過去４０年の間に地方裁判所では民事・行政全事件で３．４倍、訴

訟事件で２．５倍になっているから、民事・行政事件数の増加の割

合で裁判官を増員するとすれば、裁判官数は４０年前の３．４倍（全
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事件対比）ないし２．５倍（訴訟事件対比）になっている必要があ

るが、実際は１．３倍になっただけである。したがって、民事・行

政事件数の増加を基準にした場合、裁判官の人数は、現在の２．６

倍（民事行政全事件対比）ないし１．９倍（訴訟事件対比）、平均し

て２．２倍になっている必要がある。 
さらに、執行・破産事件の激増、家裁の家事事件の大幅増加もあ

り、事件数の増加の全体から見た場合、本来なら少なくとも現在の

２倍程度になっている必要があると考えられる。 
また、裁判官の意見、元裁判官らからの聞き取りなどによると、

民事事件は手持ち事件が１００件から１５０件程度が望ましいとい

うことであったが、実際の裁判官の手持ち事件数が２００件から３

００件あることから、倍増が必要であると考えられた。 
② 利用者、弁護士、その他の意見 

日弁連、各地弁護士会は、これまで再三にわたり、市民、民事裁

判利用者、弁護士、元裁判官、裁判所職員（全司法）などに対して、

裁判の実情についてのアンケート、聴取などを行ってきた。その結

果、前記のとおり、訴訟の遅延、証拠調べの希薄化、当事者の不満

など、深刻な事態が明らかとなり、今の裁判を改革するには裁判官

の大幅増員が必要であるとの結論に至った。ちなみに、司法制度改

革審議会が行った民事裁判利用者アンケートでは、「裁判に満足し

た」と回答した人はわずか１８%しかなかった。 
また、現職裁判官による裁判官ネットワークの研究で、理想的な

裁判をするには約２０００人が足りないとして、年間２００人の裁

判官の採用が提案されている。さらに、自民党司法制度調査会は、

日本の裁判官は「少なくとも倍増することが不可欠」であるとして

いる。 
そして、前述したように、ドイツの裁判官は日本の１４倍（以下

いずれも人口比）、アメリカは６倍、フランスは５倍、イギリスは４

倍であって、制度の違いがあるとはいえ、外国と比べてもわが国の

裁判官はあまりに少ない。 
③ 各弁護士会における検討 

各地の弁護士会は、地域司法計画の策定にあたり、改めて各地の

実情を踏まえて、裁判所に必要な裁判官数を検討した。また、日弁

連からのアンケートに対し、必要な裁判官数を回答した。それによ

ると、現在の２倍あるいは２倍以上とする弁護士会が大半であり、

中には３倍とする会もあった。 
④ １事件の審理に要する平均所要時間を基にしての試算 

裁判所は、人的物的体制を整備することなく、増える事件に対処
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し、かつ訴訟の迅速化を進めてきた結果、審理期間が短くなり、裁

判官の手持ち事件は減ってきたが、今度は、証人調べ・検証・鑑定

などの減少、陳述書による人証の代用、高裁の１回結審の増加など、

様々な問題が出てきた。この傾向は、司法統計や裁判所に対する情

報開示請求の結果でも裏付けられる。 
そこで、日弁連の地域司法計画の取り組みでは、審理の充実と迅

速化を合わせて実現することをめざすことにし、利用者からみた裁

判官増員を検討した。すなわち、望ましい審理を前提にして、１件

当たりの民事事件を審理するのに必要な時間を出し、１人の裁判官

が１年間に民事事件処理に使える総時間から、１年間に処理できる

事件数を計算し、これを基に、各裁判所の事件数を処理するのに必

要な裁判官数を計算した（２００３年１月１８日日弁連地域司法計

画シンポジウム報告書）。 
この計算では、現在の地裁・家裁の裁判官（判事、判事補）１８

２７人を２２８９人増員して、４１１６人（２．２倍）にする必要

があるとの結論になった。 
日弁連は、この結論を２００３年（平成１５年）１月１８日の地

域司法計画シンポジウムで発表するとともに、司法制度改革推進本

部の法曹制度検討会に提出した。また、この計算の結果による地裁、

家裁毎の目標数と現在数を全国地図に記入して、「裁判官増員マッ

プ」として２００３年（平成１５年）５月に発表した。 
⑤ 高裁の裁判官の増員 

前項の計算は、地裁、家裁の裁判官についてだけであり、多忙な

高裁の裁判官についても大幅に増員する必要がある。 
⑥ 裁判の充実・迅速化 

②記載の利用者の不満とも関連するが、前述したように、司法制

度改革審議会意見書は、審理期間をおおむね半減するように求め、

この度成立した「裁判迅速化法」は、裁判を２年以内のできるだけ

短い期間で終わるようにすることを求めているが、そのためには、

裁判官の大幅な増員が必要である。 
⑦ まとめ 

①記載の事件数の増加、④記載のあるべき審理を前提にした計算

などによって、直ちに現在の２倍の裁判官が必要であるという結論

になったが、高裁の裁判官の増員、裁判の迅速化のための増員、今

後予想される事件の増加に対応するための増員などを斟酌すれば、

増員が必要な裁判官数の合計は上記算定の２２８９人を超え、倍増

では足りないということが考えられる。 
しかし、とりあえずは、２３００人の増員をはかることとし、早
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急に現在の地裁、家裁、高裁の裁判官数である２２６５人の２倍の

体制を作る必要がある。 
(2) 「司法インフラ倍増計画」の提言 

裁判迅速化法が提案された際、日弁連は、前述した検討を踏まえ、

「１０年後には法曹人口は現在のほぼ倍に達することを踏まえ、１０

年間で裁判所、検察庁の人、設備、財政措置を、それぞれ２倍にしな

ければならない」との意見をまとめ、「司法インフラ倍増計画」の立案、

実施を国に求める基本見解を発表している（２００２年１１月２８日

付「裁判迅速化法案（仮称）に関する基本的見解」）。 
(3) 年間の増員数 

種々の司法改革が進むなかでも、現在（２００２年度、２００３年

度）の裁判官の増員は年間４５人にとどまっており、今のままでは、

２３００人の増員が実現するには５０年以上もかかることになる。裁

判官の不足は古くから指摘されていることであり、速やかに飛躍的な

増員を図るべきであって、法曹人口の大幅な増加が決まったのである

から、遅くとも１０年以内には必要な人数を整備する必要がある。 
２００５年（平成１７年）度を初年度として１０年で倍増する場合

は、年間平均２３０人の定員増加をはかることで、２０１５年（平成

２７年）に目標を達成することになる。なお、当初の３年間は増員数

を２００人程度とし、その後の３年間は２３０人、その後の４年間は

２５０人というように漸増する案も考えられる。 
(4) 予算  

１０年で倍増するために年間２３０人の増員する場合に必要な予算

は、弁護士任官者と判事補の割合や、職員をどれだけ増員するかなど

により変ってくるが、当分、年間に増える額は数十億円の程度と考え

られる（人件費として約２０億円、それに増加する職員の人件費など）。 
ちなみに、裁判所の２００３年（平成１５年）度予算は、３１７８

億３１００万円である。裁判所予算は人件費が８５％程度を占めるが、

２００２年（平成１４年）度よりも裁判官定員を４５人増員し、職員

定員を５２人増員しているにもかかわらず、他の経費の見直しなども

あって、純増の額は７億２８００万円にとどまっている。 
したがって、裁判官を倍増するために裁判所予算が２倍必要になる

ということはないが、施設などもすべて２倍にし、仮に予算も２倍に

なるとしても、裁判所予算が国の全予算に占める割合は０．８%未満
であって、かつての０．９%にも及ばない。 

(5) 弁護士任官の増員その他 
裁判官制度の改革のために弁護士からの任官を積極的に推進する必

要がある。非常勤裁判官制度を拡充して、弁護士任官につなげること
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も必要である。また、判事補については全員に原則として弁護士経験

をさせることが重要である。 
第１に、裁判官は弁護士任官と判事補の双方で増員していくことに

なる。倍増にあたり弁護士任官で対応できない分は判事補で増員をは

かることになるが、日弁連と最高裁は弁護士任官を一層推進し、制度

の定着に努め、弁護士任官による増員の割合をできるだけ早く増やさ

なければならない。 
第２に、２００４年（平成１６年）１月から全国に３０人の非常勤

裁判官が誕生するが、早期に１００人程度まで増員することが予定さ

れている。人数をさらに増やすとともに、非常勤裁判官の職務を調停

以外の家事審判、非訟事件、さらには訴訟事件にも拡げていく必要が

あり、それによって、裁判官不足の解消、弁護士任官の推進に寄与す

ることが期待できる。 
第３は、司法制度改革審議会意見書が求めているように、すべての

判事補に原則として弁護士の経験を積ませることを徹底することが重

要である。弁護士経験においては国選弁護なども含め通常の弁護士と

しての経験を幅広く積ませることが必要である。 
 

第３ 検察官の増員 

 

１ 検察官の増員の必要性 

(1) 現在の検察官の種類、人数 
わが国の検事は、１９５５年（昭和３０年）の定員が１０００人で、

その後も増員はごくわずかで、１９７２年（昭和４７年）から１９９

５年（平成７年）までの２３年間は１１７３人のまま据え置かれてい

た。１９９６年（平成８年）から年間３０名ないし４０名の増員がさ

れているが、２００２年（平成１４年）の定員は１４１４人である。 
検事は、その中から、法務省、法務局に約２００人が配属され、検

察庁に所属する検事は１１５８人である（２００２年１月１日現在、

司法大観）。 
法曹資格を有する検事の不足を補い、比較的軽微な事件を担当させ

るという理由から、法曹資格のない検察官として、特任検事（副検事

のなかから試験を経て採用）と副検事（検察事務官のなかから試験を

経て採用）の制度が設けられている。現在、特任検事４４人、副検事

８２５人が検察庁に配属されている（２００２年１月１日現在。司法

大観による）。 
(2) 検察官の増員の必要性 

検察官の増員の必要性については、主として問題が刑事手続に限ら
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れることから、裁判官の不足の問題よりも国民には見えにくいが、検

察官（とりわけ法曹資格を有する検事）が不足していることによる問

題が、いろいろな形で生じている。 
第１は、本来検事が行うべき事件処理を副検事に肩代わりさせると

いう現象が常態化していることである。１９６８年（昭和４３年）こ

ろは地検の事件の約６割は検事が担当し、副検事が担当する事件は約

４割であった。その後、副検事の担当する割合が増え、現在では、逆

転していて、検事が担当しているのは約３割にすぎず、約７割は副検

事が担当している。 
また、地検支部の約３分の２に検事が配置されておらず、副検事が

対応している。 
日弁連は、２００２年（平成１４年）１１月に副検事の肩代わりに

よる弊害について会員アンケートを行ったが、検察官不足と肩代わり

により、捜査の質の低下や事件処理の遅延の問題が生じているとの指

摘がされている。 
第２に、検事が少ないために、検事が常駐していない支部が拡大し

ており、現在では全国に１４４か所もある。 
第３に、検事、副検事などの検察官や検察事務官の数が業務量に比

して圧倒的に不足しているために、不十分な捜査、消極的な処理とい

う問題が生じていて、被害者や国民にしわ寄せがきていることである。

告訴をしても検察庁が対応しない、あるいは処理が遅いという指摘が

多い。 
第４に、外国との比較（人口比）においても、わが国の検察官はア

メリカの１２分の１、ドイツの７分の１、フランスの２．６分の１と

いう少なさである。 
第５に、１９９０年代の後半から再び犯罪が増加しており、検察庁

の事件数も増えていることである。たとえば、１９９６年（平成８年）

から２００１年（平成１３年）に至る５年間で、検察庁の刑法犯受理

件数は３９．２%増え、公判請求件数は３２．０%増え、凶悪事件数
は５８．３%増えている。安全な街をつくることは市民の願いであっ
て、現在、３年間で警察官を１万人増員する計画が実施されているが、

警察の捜査を指揮する検察官も当然に増員が必要である。 
司法制度改革審議会の意見書は、検察官を大幅に増員することが不

可欠であるとし、法務省も約１０００人の検事の増員が必要となると

いう見解を出しているが、国の政策にはなっておらず、具体化してい

ない。 
先の国会で成立した「裁判迅速化法」は、刑事裁判にも適用される

ため、裁判の迅速化の面からも、検察官、とりわけ検事の大幅増員が
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必要である。 
 

２ 検察官増員の目標と方法 

(1) 必要な検察官（検事）数 
検察官について、法務省は１０００人の増員が必要であるとしてお

り、日弁連も基本的にこの主張に賛同するものである。 
現在、検察庁に所属している検事の実数は最高検察庁から区検察庁

までを含めると１１５８人（２００２年１月）であるが、不足してい

る検事を増員することによって、増加する犯罪に対し適正な捜査が迅

速に行われるようにしなければならない。警察官を１万人増員する計

画が進んでいるが、捜査の指揮をする検事を相当な数増員することも

当然に必要である。 
また、裁判官の増員によって、同時に進行する裁判の件数も増加す

るので、これに対応する検察官の人員も増加させる必要がある。 
さらに、検事が常駐しない１４４の支部に最低１人の検事を配置す

るために、１４４人の増員が必要である。 
これらに対応するためには、少なくとも１２００人程度の増員が必

要であり、現在の約２倍にすべきである。 
また、最近、検察事務官は減員になっているが、検事の増員ととも

に、検事の仕事を補佐する検察事務官も当然に増員すべきである。 
(2) 「司法インフラ倍増計画」の提言 

前述したように、日弁連は、裁判迅速化法に関連して、検察庁の人、

設備、財政措置についても、１０年間で２倍にしなければならないと

の意見をまとめ、「司法インフラ倍増計画」の立案、実施を国に求める

基本見解を発表している。 
(3) 年間の増員数 

検察官は長く増員がされていないため、裁判官と同様に、遅くとも

１０年以内には必要な人数を整備するべきである。２００２年（平成

１４年）度、２００３年（平成１５年）度の増員は各３９人であり、

２００４年（平成１６年）度の要求は５６人であるが、これでは整備

に２０年～３０年も要することになる。 
２００５年（平成１７年）度を初年度として１０年で倍増する場合

は、年間平均１２０人の定員増加をはかることで、２０１５年（平成

２７年）に目標を達成することになる。 
なお、当初の３年間は増員数を１００人程度とし、その後の３年間

はそれぞれ１２０人、その後の４年間は１４０人というように漸増す

る案も考えられる。 
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第４ 裁判官・検察官増員計画と法的措置 

 

１ 裁判官、検察官の増員は最重要政策 

(1) 裁判官、検察官の飛躍的な増大が必要 

司法制度改革審議会の意見書は、裁判所、検察庁における「司法を

支える人的基盤については、行政改革を円滑に実施する観点からも、

その飛躍的な増大を図っていくことが必要不可欠であって、そのため

に、法的措置を含め大胆かつ積極的な措置をとるべきである」（Ⅲ第１、

２）とした。 
司法制度改革審議会意見書に先立ち、行政改革会議の最終報告（１

９９７年１２月３日）は、「『法の支配』の拡充発展を図るための積極

的措置を講ずる必要がある。そしてこの『法の支配』こそ、わが国が、

規制緩和を推進し、行政の不透明な事前規制を廃して事後監視・救済

型社会への転換を図り、国際社会の信頼を得て繁栄を追求していく上

でも、欠かすことのできない基盤をなすものである。政府においても、

司法の人的及び制度的基盤の整備に向けての本格的検討を早急に開始

する必要がある。」としていた。このように、司法の人的基盤、制度的

基盤の整備はわが国の最重要課題である。 

そして、閣議決定された「司法制度改革推進計画」も、「司法を支え

る人的基盤の充実強化を図るため、司法制度改革審議会意見が提言し

ているところを踏まえた所要の措置を講ずる（本部及び法務省）」とし

ている（Ⅲ第１、２、(3)）。 
(2) 計画、法的措置、財政措置の３点セット 

司法制度改革審議会の意見書は、裁判所、検察庁の人的基盤の飛躍

的増大のために、法的措置を含む大胆かつ積極的な措置を取るべきで

あるとしている。ここでいう法的措置とは、裁判官の定員増員の場合

に必要な「裁判所職員定員法」の改正、あるいは検察官の定員増員の

場合に必要な「行政機関職員定員法」の改正だけでなく、大胆かつ積

極的に基盤整備を進めるための基本法の制定も視野に入れたものと考

えられる。 
また、意見書は、「裁判所、検察庁等の人的体制の充実を始め、今般

の司法制度改革を実現するためには、財政面での十分な手当が不可欠

である」として財政上の特段の措置を求めている（Ⅴ第３）。 
さらに、司法制度改革の重要性にかんがみて、諸施策は「計画的に、

かつ、できるだけ早期に、実施するよう能う限りの努力を傾注される

ことを強く求める」（Ⅴ第２）としている。 
すなわち、増員計画、法的措置、財政措置の３点が必要である。 

その際、裁判官と検察官の増員に伴って、裁判所書記官・事務官・速
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記官、家裁調査官、検察事務官などの増員と、施設の拡充が必要とな

ることにも配慮しなければならない。 
２ 裁判官・検察官倍増１０カ年計画と法的措置、財政的措置 

そこで、司法制度改革推進本部及び法曹制度検討会は、裁判官と検

察官の大幅増員についての検討を速やかに開始し、「裁判官２３００人

増員１０カ年計画」と「検察官１２００人増員１０カ年計画」を立案

したうえ、これらを実現するために司法基盤整備と予算確保に関する

法的措置と増員に必要な財政上の措置を講ずべきである。 
また、国は来年度においても、裁判官、検察官の倍増に向けて大幅

な増員を図るべきである。 
以上 
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