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を判定される被告人の立場にも、ほとんど拒否できずに出頭義務や評議義務、さらには職務を終えた後まで守秘義務を課される

憲法学者である筆者は、公判審理の短期集中開催、書面の簡素化と口頭の重視、あるいは遺族や被害者の法廷参加によって罪状

きらかである。この文の一部は、次のようなものである。

る人た ちの 批判 の的と もなっ た株式会社電 通が請負 作成した裁判 員制度の情宣 ポスターをも じったもの であること はあ

ている 法学部教授の吉田 栄司氏が 、「裁判員制度が動き出す！」という文を掲載している。この文のタイトルは良識あ

この シン ポジウ ムに 五ヶ月 先立つ五月一 六日付けの『 関西大学通信 』第二五三 号に、シン ポジウムを企 画し司会をし

臭い制度を検討することは、先ず果たさなければならない職務上の義務であろう。

法学 部の スタ ッフと して、 法や制度につ いての考察 することを 職業とするの であれば、こ のような、み るからに 胡散

引き起こしているが、その代表的なものが裁判員制度である １。

た り、雇 用制度 を壊 した 人物の企業が まっさきに 人員整理を するなど、国 民の生活や、 社会そのも のへの大き な混乱を

判員制 度の 「宣 伝」で ある。 小泉内閣時代 の産物が、郵 政民営化 を推進した人 物の企業へカ ンポの施設が 払い下げら れ

こ の催し の内 容は 、東 京大学名誉教 授松尾浩也氏 の思い付きを 法制化した という、信 じられないよ うな制度であ る裁

二〇〇九年の四月末に発行された関西大学法学研究所『ノモス』第二三号に掲載された。

昨 （二 〇〇八 ）年 一〇 月四日、関西 大学に於いて 開催され た児島惟謙没 後百年記念と 冠したシンポ ジウムの 記録が、

一

100

有権者の立場にも、なお、詰め直されるべき制度的問題点が憲法諸規定に照らして多く残されている、と考えている。が、それ
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でもなお、このような制度の導入は、日本の民主制のあり方を、司馬遼太郎のいう「この国のかたち」を、より良きものにする
可能性を大きく秘めている、といえよう。

この 文を 書い た「憲 法学者 」吉田栄司氏 は、裁判員 制度が基本 的人権に抵触 することを認 識している。 吉田氏は 、そ
の人権 と抵 触する ものが 「この国 のかたち」 をより良き ものにする可 能性を大きく 秘めている 、と本当に 考えているの
だろうか。それとも、吉田氏は、人権というものを、単なる憲法規定にすぎないと考えているのだろうか。
憲 法学 者であ ると する 吉田氏なら、 一七七六年の アメリカ独 立宣言が「 ……これらの 権利を確保す るために、 人類の
間に政 府が つく られ… …」と 述べているの を、まさ か知らないと いうことはな いだろう。国 のかたちに 合うように 、人
権が調えられるのはなく、人権を確保するための国だということは言うまでもないだろう。
「国 のかた ち」 のため に人権を 調えるなど、 中高生でも 納得できな い話である。 奇妙なことを 言っている人 物は、自
分が無自覚なまま「国家主義」の一撃を受けている者である。
尤も「 この 国のか たち 」を言い 出したのは、 元司法制度審 議会会長京大 名誉教授 佐藤幸治氏で ある。しかし 吉田氏が
「憲 法学者 であ る」 なら 、このような 文を、提出さ れた学生のレ ポートに 見つけ次第、 基本的人権に 抵触すること があ
きらかな制度が民主制のあり方を良くするなどと言えるのか、と即座にコメントするだろう。
種々の公害を はじめとして、国 民が訴えている訴訟は 、「クニ」 あるいはクニの「かたち」をしたものに、国民ある
い は住 民が、 ささや かな あるいは かけがえのな い何かを奪わ れたことか ら起こされ ているのであ る。この大学 の法学部
では「国のかたち」の方が、具体的な人間の権利よりも先行するような講義がなされているのだろうか。

この 吉田 氏の 文のこ のあと は、ほとんど 陪審制につい て費やされ ている。児 島惟謙は、陪 審制について 、なにがしか
の 言及 はした かも 知れな いが、特 筆すべきこと はない。ま た、裁判員 制度は、陪審 制というより は、参審制 であると、
裁判員 制度 なる もの は自分の 思い付きで あると仰る 松尾浩也氏自 身が仰ってい る。にも関わ らず、ど うして吉田栄 司氏
は陪審制についての言及を続けたのか、私には疑問であった。
吉田 氏が、 裁判 員制度 に関する 文にしては、 場違いと思 われる陪審 制のことにつ いて、多くを 費やした理 由を、私に
分からせてくれたのは、今回のシンポジウムであった。今頃になって判るのは遅いのであるが、
「ネタが判ってみると」
と言っ た感 である 。も っとも決 して、それ は今まで隠さ れてきたとい うわけでな いのである 。それはあま りにもお粗末
な論 理な のであ る。 かか る論理で、国 民の人権が侵 害され、負 担が増加す るとは、しか も、それが憲 法学者の手 による
ものとは、なんと表現すべきものかと思う。
私が 遅ま きなが ら理 解した のは、佐藤幸 治元司法制度 改革審議会会 長の理論的 拠りどころ が、三谷太一 郎『政治制度
として の陪審制 』（ 東大出版、二〇〇一・九、同氏著『近代日本の司法権と政党―陪審制成立の政治史―』塙書房、一
九八〇の増補版）であったということである。
東 京大学 法学 部教 授とし て政治史を 講義されてき た三谷太一郎 氏の旧著は 、大正末に 成立し、昭和 初期から始ま った
戦前陪審制成立史の研究として決定版ともいうべきものであった。
今回 のシ ンポ ジウ ムで、三 谷氏は、と くにトクヴ ィル『アメリ カのデモクラ シー』に言及 されてい る。それは、 トク
ヴィルが「政治制度として見た陪審制について 」という一節を設けているからである 。三谷氏は「トクヴィルによると 、
陪審 制は何 より も政 治制 度である。陪 審制を政治制 度としてとら えるとい うとらえ方と いうのは、私 （三谷氏）の 知る
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限りで は恐 らく トクヴ ィルが 最初であった というふうに 思うので ありますが、 陪審制は何よ りも政治制度 なのである 、
陪審制は常にこの観点から判断されねばならないというのがトクヴィルの洞察であります。」
（『ノモス 』二三、八六頁。
以下のシンポ ジウムでの 発言引用箇所 は、同様にペ ージ数のみを あげる 。
）とし、その トクヴィルに触発されたジョン
アユテ ュアート ミ
=ルが「『自由論』において個々の市民に対する陪審制度の教育的な意味というものを強調」したとす
るのである。
これを、この まま受け取ると 、「政治制度としての陪審制」というのは、統治対象である人民をして、統治の一端を
担 うべ く政治 教育 する制 度として 最適である、 とトクヴィル やミルが 言っているよ うである。佐 藤幸治元会長 の「統治
者主体意識」の涵養論をトクヴィルやミルが言ってくれているようである。
このことは、三谷氏の次の問題発言に関係してくる。少し長くなるが、引用してみる。

私（三谷）は、裁判員制度はなぜ意味があるかというと、これはある弁護士の方から伺った話で、なるほどと思ったんですが、
要するに法廷というのはごらんになった方はおわかりなんですけども、法廷と傍聴人席を隔てるバーというのがあります。やっ
ぱりバーの内側と外側とでは全然違うんですよね。つまり、傍聴人席に座ってても、これは専門家の弁護士が言われたんですが、
ある民事事件を担当していて、その依頼人が刑事事件に巻き込まれたときに、民事事件の資料を収集するために自分の依頼人の
刑事事件の傍聴人席に座ってたんだけれども、結局バーの向こう側で何が行われているかというのは専門家の自分ですらわから
ない。だから全くの素人はバーの向こう側に行かなきゃ、裁判がどういうものかは、まずわからない。私はそれは重要なことな
んで、単なる傍聴人にとどまるのと、バーの向こう側の裁判員になるのとは質的に、違うことだというふうに思う。私はやはり

傍聴人ではなくて、裁判員になるということの意味は非常に大きいと思います。
（一一五頁）

この 発言 は、三 谷氏 の、このと きの単な る思い付きで はなく、持論 であろうが、 ご自身の発 言が、如何 なる意味をも
つ のか、 お分 かりで ない ようであ る。しかし、 これは三谷氏 に限ったこと ではなく 、むしろ、元 司法制度改革 審議会会
長佐藤氏、関大法学部教授の吉田氏もよりどころとする見解である。
刑 事裁判 にお いて 、刑事被 告人は、無 罪の推定を うけている筈 なのである。 自らの人権 が非常に危 うい状態であ る被
告人の問題が 、一切無いのはどういうわけか 。適正な手続を経て 、正当な判断が下され 、正義を実現する場である筈が 、
その よう な被告 人を 、政 治教育の素材 として扱い、 裁判を政治 教育の場と して貶めてい るということ 、人を政治 的教材
として 使用 し、人 の尊厳 を傷つけ ているとい う最低の倫 理規範が、こ こでは欠如し ているので ある。恐ろ しいことに、
そのことについて、その後もなんの自省もない。
三谷氏は、なおも、次のように続けている。

そうなると、結局は日本のマスコミの裁判に対する受けとめ方も全然違ってくる。つまり裁判員、バーの向こうに一般市民であ
る裁判員がいて、それで法廷の実務に携わることによってマスコミの対応も違ってくるし、いわゆる世論というものもちがって
くると私は思います。だから、裁判員制度を規定した法律では一般選挙人名簿から無作為抽出ということになるのですが、選挙
で投票するというのと、裁判員になるというのは事に対する質的なかかわり方の違いがあると思うんです。デモクラシーにもい
ろいろな質のちがいがある。日本のデモクラシーはやっぱり質の高いデモクラシーにならなくちゃならないというふうに思うん

=
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です。要するに、単なる一般選挙民ではなくて、私は能動的市民という言葉を使うんですが、能動的市民が主役となるデモクラ
シーでなくてはならない。
（一一五‐六頁）

刑事 被告 人の 人権に ついて の一切の顧慮 もなく、無 作為抽出し た人物を能動 的市民へと教 育仕上げる、 なんとい うデ
モクラ シー である か。裁 判は、や はり理念と しては正義 の場であった 。しかし、そ の裁判を語 っている筈 であるのに、
その ような 正義 につ いては 一顧だに為 されない。正 義は、一般的 な正義ではな く、裁判 手続の中で実 現されるべく 、長
い歴史過程の中で作りあげられてきたものである。それが法学でもある。法学は正義の学であった筈である。
そのような正 義の学が、微塵に 粉砕される局面を眼前にしたようなのが 、「正義を権力より守れ」をキャッチフレー
ズとする児島惟謙を記念したシンポジウムであったことは、皮肉であった。
以下 、この よう な悲惨 な言論の 中心となって いる三谷氏 の見解を、 その材料とさ れるトクヴィ ルや戦前の陪 審制の研
究か ら見 ていく こと にす る。憲法学に おいて、具 体的な人権 よりも「国の かたち」を先 行する佐藤 幸治氏や吉 田栄司氏
の見解 に、 日本の 法学 ・憲法学 の歴史と現 状があるよう である。この ような見解 については 、批判の対象 云々以上に、
かかる認識の方々が、憲法を講義したり、制度をいじっている現状に危機感を募らさざるを得ないのである。
現在、 既に裁 判員 裁判 は行われてい る。これが 、モデルの 一つにあげる 陪審裁判なら 、実際に開 かれている 裁判員裁
判の ほとん どは 、陪 審裁判と しては開 かれてはいな い。ほとんど の被告は有罪 であること を否定して いないから、 陪審
裁判にかかりようがないのである。有罪を認めている刑事被告人を、目の前にして、
（いかなるものかわ分からないが）
感情豊 かな 市民 に、量 刑を議 論させるなど という裁判 員裁判とい うものは、い かなるものな のか、本稿 ではあまり 問わ

ない。ここでは、日本の司法を無残な姿にした人たちの論拠の危うさを問題にしたのである。

（１）蘆田東一「裁判員制度とは何か。―日本国憲法上の裁判制度は『裁判を受ける者』のためのものではなかったのか― 」
（ 二〇 〇
八年八月成稿、甲南女子中学・高等学校『研究紀要』第三〇号、二〇〇九年六月発行）
（２）三谷氏は、上記の引用発言のあと「アクティブ・デモスですね、アクティブ・デモスが裁判員にならなくちゃならない、そうで
ないとなかなか司法制度自身がよくならないし、日本のデモクラシーの質も高まらないというふうに思っているわけです。
」と続
ける。二〇〇五年九月に行われた、小泉首相（当時）のパフォーマンスと翼賛マスコミの合作で国政を破壊することになった異様
な選挙こそ、まさにアクティブ・デモスによるものであろう。
この選挙に関して、東大で三谷氏の薫陶も受けている御厨貴氏は「選挙というものの深さと面白さを国民が知ってしまったいう
意味で、すごくいい選挙だったかなというのが私の感想です。」
（毎日新聞二〇〇五年九月一四日「二〇〇五衆院選をふり返って」）
と述べる。
その後、多くの禍根を遺す制度壊しや、危機を深化する立法がなされることになった。三谷氏の言う、アクティブ・デモスは、
ヒットラー・ナチスを支えた熱狂的民衆とどこが違うのか。それと政治制度の問題、これこそが三谷太一郎氏や御厨貴氏が果たさ
れるべき政治学上の責務ではないか。というのは、ドイツ・アメリカでは、
「街頭の人気者」が、政治的惨苦を、内外の人々にも
た ら し た 痛 苦の 経 験 か ら 、
「街頭の人気者」のストレートな政治登場に対しての、防御装置を施していることを認識することも、
政治学徒としての最低の責務であると思う。
それよりも 、
「能動的市民」という言葉は、フランス革命期、一七九一年九月三日の憲法第Ⅲ編第Ⅰ章第２条で、３労働日の価
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格の直接税を支払ったことを制限選挙下の選挙人資格の要件にされた、その特権身分である
citoyen

「能動市民」が、もとに
actif

なる言葉であることは確かである。その「シトワイヤン・アクテーフ」を言わずに、ギリシア起源かと思わせぶりに「アクティブ
・デモス」など、言葉・概念の意図的ともとれる誤魔化しではないか。このような誤用か誤魔化しが、
「大学」あるいは、
「法学、
研

、
究」を標榜されたことに、何のコメントも無いのは疑問である。そして、かかる一時期的存在である「能動市民」は、普通選挙に
埋もれることになる。
尤も、カントは、「それだから公民的状態を、法的状態としてのみ考察すれば、この状態の根拠をなすものは次に掲げる三個の
ア・プリオリな原理である。
」 とし 、
「１社会の各成員の、人間としての自由。２各成員の他の各成員とのあいだの、国民としての

・ミル

〉は、ア・プリオリな
citoyen
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平等。３公共体の各成員の公民としての独立。
」をあげている。
（カント「理論と実践」第２章「国内法における理論と実践との関
係について〈ホッブスに対する反論〉【岩波文庫『啓蒙とは何か』一四二頁】）
。しかし、この公民〈
原理だとする。教育目標ではない。まして、本来目的である人格（被告）を、利用して育成されるようなものではない。三谷氏が、
カントの叙述を意識して、つまり、その理念を志向して「能動的市民」になるため、と考えられたのなら、それも一つの考えかと
思ってしまう人もいるであろう。しかし、その「能動的市民」になるために、生身の「人格」を「利用」するとは、カントを持ち
出すまでもなく、賤しいことである。そのような、人格をいわば嬲るようなことをして、「能動的市民」など形成されるなどとい
うことがあると、本当にお考えなのだろうか。

度とは何か」で述べているが、その「教育的」観点については、検察審査会に関して述べられた利谷信義「検察審査会と国民の法
意識 」
（戒能通孝還暦記念『日本の裁判』日本評論社、一九六八年）にも既にみることができる。
「……検察審査会の経験は、主権

者意識を育て、社会的・政治的問題への関心を呼びさます。……」
（二七一頁。
）また利谷氏論文には、今まで問題にならなかった
のが不思議なのであるが、検察の活動と裁判の混同がある。そして、佐藤幸治氏をはじめとする、裁判員制度を推進するメンバー
の論理が、この検察審査会をめぐる論理なのである。私は検察の活動をチェックする制度の存在を否定するものではないが、司法
活動と混同されてはならない。さらに、その実際の活動が、検察官が、起訴しなかったことの当・不当をチェックすることで、証
人などを「取り調べ」ている。検察審査会は、不当に嫌疑をかけられた人を救済する機関ではなく、検察をチェックするというよ
りは、起訴されなかった者を取り調べる役人の補助機関なのである。それどころか、検察審査会の権限を強化することによって、
刑事訴訟の歴史が、克服しようとしてきた「報復感情」を、今、復興しようとしているかのようである。
実 施 さ れ た 裁 判 員 制 度 で も 、被 告 人 の 人 権 は 一切 問 題 に な ら ず 、
「一般人裁判員」が「取り調べた」ことをニュースとしている。

・

検察審査会の危うさを「法廷」へそっくり移動させた模様であるが、戦後日本の法学の歴史も点検せざるをえないようである。

三谷太一郎氏と、トクヴィル、

S

、判
、
・ミルが、トクヴィルより受け継いだものは「多数の暴政」批
S
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（３）この刑事被告人を教材として、統治客体に統治主体意識を持たせるとなどという欺瞞ロジックについては、蘆田前掲「裁判員制

二

J

以 下、ト クヴ ィル 、ミル の引用がや や長くなる。 三谷氏が、自 らの陪審制 論にトクヴ ィルの名を援 用し、それに 佐藤

・

氏が追随されているからである。

（１）

J

当日 のシン ポジ ウムで 、三谷氏 や佐藤氏がト クヴィルに 言及した発 言は、論理的 でもなく整然 ともしてい ない。錯乱
にちかい混 乱がみられる。三 谷氏は 、「こうしてトクヴィルは、陪審制が、一方で民主制の本質的部分を体現している
ということを認めるわけでありますが 、他方でトクヴィルは陪審制は単に民主制の体現ではない 。それは貴族制的要素 、
アリストクラティックな要素と結びついているとみなしました。」とし、この脈絡で 、
「市民 に対する陪審 制度の教育的
な意味 を強 調 」
（『ノモス』二三号、八六‐七頁）したとする。確かにミルは、Ｊ・ブライスの「地方自治は民主主義の
学校 」に似 た文 脈で 陪審制 に言及して いるところが ある。しかし 、トクヴィル の触発に よってではな い。陪審制に おい
て は、 アメリ カよ り遙か に長い伝 統をもつイギ リスの思想家 ミルは、 どのようなこ とにおいて、 フランス人の アメリカ

TYRANNIE

DE

LA

」 の一部である。
MAJORITÉ

体験に触発をう けたのか。次に掲 げるのは、一八三五年のトクヴィル『アメリカのデモクラシー 』（松本礼二訳岩波文
庫第一巻下）第１部第６章の「多数の暴政

合衆国で組織されたような民主主義の政府について私がもっとも批判する点は、ヨーロッパで多くの人が主張するように、その

一四九頁）

力が弱いことではなく、逆に抗しがたいほど強いことである。そしてアメリカで私がもっとも嫌うのは、極端な自由の支配では
なく暴政に抗する保障がほとんどない点である。
（岩波文庫版第一巻下。―以下同じ―
合衆国で一人の人間、あるいは一党派が不正な扱いを受けたとき、誰に訴えればよいと読者はお考えか。世論にか。多数者は世

かならぬ。陪審員はどうか。陪審員は

論が形成するものである。立法部にか。立法部は多数者を代表し、これに盲従する。執行権はどうか。執行権は多数者が任命し、
これに奉仕する受動的な道具にすぎぬ。警察はどうか。警察とは武装した多数者にほ

多数者が判決を下す権利をもったものである。裁判官でさえ、いくつかの州では多数によって選挙で選ばれる。どれほど不正で

非合理な目にあったとしても、だから我慢せざるを得ないのである。
（一四九‐五〇頁）
ジェファソンはまたこう言っている。
「執行部は、われわれの政府のなかで、私が懸念する唯一の対象でははなく、ほとんどその主要な対象でもない。立法部の暴政こ
そ、現在もっとも恐るべき不安材料であり、今後も長くそうであろう。執行部の暴政がまた戻ってくるのは遠い将来のことであ
ろう 。
」

岩 波 文 庫 ） では 、 ミ ル は 、 ト クヴ ィ ル か

私はこの問題に関して誰よりもジェファソンを引用したい。彼こそは民主主義がかってもった、もっとも有力な使徒だからであ
る。
（一六四頁）

二四年後の一八五 九年、Ｊ・Ｓ・ミル『自由論 』
（塩 尻 公 明 ・ 木 村健 康 訳
ら、この「多数の暴虐」に刺激を受けたことが判る。次はミルの文である。

今や 、
「自治」と言い「人民の人民自身による権力」というような文句は、真相を現さないということが感づかれて来た。権力
を行使する「人民」は、必ずしも、権力を行使される人民とは同じものではない。また、いわゆる「自治」なるものは、各人が
彼自身によって統治されることではなくて、各人が他のすべての人々によって統治されることである。さらにまた、人民の意志
は、実際には人民の最多数の、
部、
分または最も活動的な、
部、
分の意志だということになる。すなわち、大多数者、または自己を大多
数者として認めさせることに成功した人々の意志を意味している。それ故に、人民は人民の一部を圧制しようと欲するかも知れ
ない。そして、かような圧制に対して予防策の必要であることは、他のいかなる権力の濫用に対する場合とも異なるところはな
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いのである。それ故に、個人を支配する政府の権力を制限することは、権力の保持者が社会―すなわち社会における最強の政党
―に対して正式に責任を負うているときにおいても、毫もその必要性を減ずるものではない。このようなもののみかたは 思
､想
家の知性にも、またそもそも民主制と相容れない現実の利害―もしくは利害と思い込んでいる―をもっているヨーロッパ社会の

」 は、一般に、社会の警戒しなくてはならない害悪の一つとして数えられるに
"the tyranny of the majority"

有力な諸階級の性向にも、等しく訴えるところがあったために、何らの困難もなしに確率された。今や政治的問題を考える場合
には 、
「多数者の暴虐
至っている。／多数者の暴虐は、他の諸々の暴虐と同様に、最初は、主として官憲の行為を通じて行われるものとして恐れられ
たし、今でも通俗にはそうである。しかしながら、考えの深い人々は、社会自らが暴君であるときには、―社会を構成している
個々人の上に集団としての社会が君臨しているときには、―暴虐遂行の手段は、社会がその政治上の公務員の手によって行ない

が 直訳されている。トクヴィル『アメリカのデモクラシー』に反
tyrannie de la majorité

うる行為のみには限られていない、ということを覚知した。
（一四‐五頁）

ミルの文には、トクヴィルの
応したミルを考えるにおいては、まずこの箇所を擱いては考えられないところである 。
「裁判員制度の導入に際しても 、
それが憲法に違反するという議論はもはやほとんどみられなかった 。」
（浦部法穂『憲法学教室』前訂第二版、二〇〇八、
日本評論社）と述べる憲法学者がいる。これこそ多数者の暴虐の例である。
佐藤幸治氏はシンポジウムで次のように語っている。

この裁判制度の導入については、憲法に規定がないとか、憲法の制定過程に照らしても正当化されないとか、裁判官の過半数の

意見と異なる意見を判決の基礎としなければならないのは憲法七六条の裁判官の独立に反するとか、被告人が裁判員裁判を辞退
する権利が認めないのは憲法上許されないとか、裁判員の負担は憲法十八条の禁止する「その意に反する苦役」に当たり違憲で

)

あるとか、およそ日本国憲法上職業裁判官のみが裁判をなしうるのであり、精々明治憲法下の陪審制のごときが許されるのみと
いう立場に立っての違憲論が散見されます。…… 九(三頁

憲 法上の 規定 を引 き合いに 出すまでも なく、刑事 被告人にとっ て、陪審です らない、裁 判員なる素 人に裁判され るこ
とは、 苦痛 である こと は、尋常 なる想像力 があれば、誰 しも想像でき ることであ る。佐藤氏 の発言は、非 常識と言わざ
るを 得な い。と いう のは 、佐藤氏が、 憲法との関係 であげてお られるよう なことは、法 案とされる何 年も前に、 提案者
の一人である松尾浩也氏によって言及されているところなのである １。通常の法学者の感覚であるならば、問題にしう
ると ころな ので ある 。その 意見を「散 見」として無 視するところ は、まさに、 トクヴィ ルが問題にし 、ミルが継承 して
問題にした「多数の暴虐」に他ならないのである。
トクヴィルは 、「陪審員はどうか。陪審員は多数者が判決を下す権利をもったものである。
」と言い、ジ ェファソンが
「 執行部 は、 われわ れの 政府のなか で、私が懸 念する唯一の 対象でははな く、ほとん どその主要 な対象でもな い。立法
部の暴 政こ そ、 現在も っとも 恐るべき不安 材料」だと言 っているこ とを紹介し ている。トク ヴィルが言っ たときは十 九
世紀の前半、ジェファソンはそれより前の人なのである。
三谷・ 佐藤 の両氏 は、自分 たちの言説の 根拠にトク ヴィルやミ ルを引き合い に出している が、トクヴ ィルやミル の言
説は、まさに三谷・佐藤両氏の言説や政治的行動を弾劾する根拠にこそ、読まれるべきなのである。
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かかる多数の暴政に対する楯ともいうべきものとして、トクヴィルは何を想定しているのであろうか。

司法権の第一の性質は、どんな国民にあっても、裁定者の役をつとめることである。係争がなければ、裁判所の動く余地はない。
訴訟がなければ、裁判所の出る幕はない。ある法律に関して係争が生じぬ限り、司法権はその法律に関わる機会をもたない。そ
の限り、司法権は存在していても、法律を見てはいない。裁判官が何かの訴訟に関連して、関係の法律を攻撃するとき、彼は裁
判官の権限の枠を拡げることになるが、その外に出ているわけではない。彼にしてみれば、当該訴訟に裁きをつけるために、そ
の法律をなにほどか裁く必要があったのだからである。特定の訴訟から出発することなく、法律に判決を下すとすれば、そのと

……

きこそ裁判官は完全に己れの領域を逸脱し、立法権の領域に侵入する。 『
(アメリカのデモクラシー』松本訳岩波文庫第一巻上
一五八頁 )
司法権の第二の性質は、一般原則でなく個々の事案に判決を下すということである。
司法権の第三の性質は、要請を受けたとき、すなわち、法的表現を用いるならば、提訴されたときしか動けないということであ
る。この性質は他の二つほど一般にあきらかでない。しかしながら、例外はあるにしても、私はこれを本質的とみなしうると思
う。その本性上、司法権はには行動力がない。その活動を促すには、これに働きかけなければならない。犯罪が摘発されるから、
司法権は犯人を罰する。不正を正せと要求されるから、これを正す。法令の解釈を求められるから、これを解釈する。だが司法

が、政治的合議体の暴政に対してかつ

権が自ら乗り出して犯罪者を追及し、不正を探し、事実を調べることはない。もし司法権が自ら主導権をとって法の検閲者とな
るとすれば、司法権はこの受動的本性をなにほどか損なうことになろう。
アメリカの裁判所に認められている違憲立法審査権は、固有の限界を出ることはない

て立てられた防壁の中でも、もっとも強力なものの一つである。
（一六七頁）

「政 治的 合議体 の暴 政に対して かつて立 てられた防壁 の中でも、も っとも強力な もの」とし て、司法権 の一つの機能

（横浜国立大学経済学会）
2001-11

をあげている。司法制度審議会は、司法権がもっとも警戒する動きをしているようである。

（１）松尾浩也「司法制度と国民参加」
【講演】
（『エコノミア』 52-2
、

（２）トクヴィルの「政治制度としての陪審制」は、刑事陪審ではなく「民事」陪審 １

三谷 氏は 、「 トクヴィルによりますと、陪審制は民主主義的統治の一環である。人民主権の一形態である。したがっ
て、そ の陪 審制 という のは単 に訴訟の運命 に影響を 及ぼす以上に 、社会自身の 運命に影響を 及ぼすとい うふうなこ とを
トクヴ ィルは言っている わけであります 。」と述べている。三谷氏は、トクヴィルが何を根拠に、このようなことを言
っているのか、考えないのであろうか。トクヴィルは、次のように述べる。

陪審制は衡平原理の実践を人々に教える。各人は隣人を裁きながら、いつか自分も裁かれるかもしれぬと考える。民事訴訟にお
ける陪審の場合、特にそうである。刑事訴追の対象になるかもしれぬと恐れる人は滅多にいないが、訴訟の当事者には誰でもな
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りうる。
陪審制は各人に自分自身の行動の責任を回避せぬことを教える。これは雄々しい気質であり、それなくして政治的特性はありえ
ない 。
（一八八頁）

つまり 、ト クヴィ ルが 、民主主義と か、人民 主権の一形態 とかいう場合 、それが自ら に返るこ とを想定する からであ
る。 そして 、そ れは 、民事 訴訟の場合 なのである。 三谷氏は、全 く見当違いで トクヴィ ルの言説を引 用し、その齟 齬に
気付かないふりをしているのであろうか。あるいは、トクヴィルなど、それほど読んではいないのだろうか。
よく似た不審な例は、利谷信義氏の叙述にもある。

……成文法の中に答えが見当らないときは、、
だ、
れ、
か、
が、決定しなければならない。そして、この決定は、形ははっきりしていな

２

くとも、平易で素朴な正義・公平・人道主義に基づいている方が、ほかのものよりも優れているであろう。……なぜなら、人間
の行動に関しては一般人の考えや理想の方がずっと簡明直截だからだ。……

これは 、「一般人」を司法へ 参加させよ、という趣旨の法律家の文章ということであるが、法律家がこのようなこと
を言 っては 困る 。利 谷氏の文 は、大正 末期に成立し 、昭和の初め に施行された 陪審制に関 してのこと であるから刑 事裁
判に関 して述べられたも のであることは確かである。そうすると、一般人としても法律家としての言説としても 、「成

、れ
、か
、が
、、決定しなければならない 。」とは全く不適切である。この叙述は、
文法の中に答えが、見当たらないときは 、だ

民事 事件を 想定 した ものを 下敷きにし てなされたも のであろう。 刑事事件で あれば、成 文法になけれ ば無罪である 。そ
もそも訴訟にならない。
三谷 氏は 、トク ヴィ ルが民事陪 審を念頭 において述べ ていることに 、無理に付会 されていた のであるが 、そのような
不 適切な 理解 は、裁 判と いうもの についての基 本的な理解さ えあれば、避 けられた 筈である。利 谷氏の不適切 な叙述に
も同様 のこ とが 言える 。民事 陪審について のことを無自 覚に援用 することは、 逆に刑事陪審 についての誤 解とも連動 す
る。
利谷氏は、戦前の陪審批判として、次のような叙述をしている ３。

第四に、裁判長の説示に対して非常に強い力を認めました。裁判長の説示とは、裁判長が陪審員に対して証拠と事件の筋道につ
いて説明することです。したがって、それは陪審員が評決をする場合に大きな影響を及ぼします。しかし説示に対する被告側か

の訳である。一九世紀のはじめは、それが短く被告人にも理解できないもので
charge
することが必要条件になった。裁判官が、陪審員に、証明すべきことを説示
summing up

instructあるいは

らの異議の申し立ては許されないことになっています。

「説示」とは

あった。その後、証拠を要約

し、その証 拠を要約する手続 きは必須である。これがないと 、「陪審」のしようがない。この手続きのない陪審はあり
得ない。
陪審 制の 要と もいう べき手 続である。こ の「説示」が あるからこ そ、無作為 抽出された人 も、事実は「 証明された 」
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「まだされてい ない」の判断がで きる、というわけである。逆に 、「陪審」というのも、それくらいのことで、それが
合 理的に 運用さ れれ ば、 とくに問題は ない。問題 が生じるの は、論理的に 進めれば、何 の問題もな いものが、 偏見の介
在によ り、 あるい は「 多数の暴 虐」による 弊害が目に付 くことにもな ることであ る。だから 、アメリカで もイギリスで
も、陪審を「受ける権利」として遺しているのである。
戦前日 本の 陪審の 「説 示」を、戦前 日本の陪 審固有のよう に語るところ に、陪審のつ いての大 きなというよ りは素朴
な誤解がある。 陪審を「司法への市民参加」などと歪曲するもとがある ４。歪曲のもとになる誤解がある。もし、裁判
員として、司法に「参加する」のが権利なら、どうして強制されるのだろうか、極めて非論理的である。

、治
、的
、意図」なのである。
問題は、刑事陪審を「司法に参加して……」などとイベントに仕上げる「政
以 上は裁 判員 制度 が、如 何にもお粗 末な理論的根 拠をもとに、 あるいは、 古典的著述 を、冒涜とも とれる踏み台 のよ
うに利 用し て提 起され たもの であるかを見 てきた。これ だけでも、 三谷氏や佐 藤氏がされた ことは問題で あると思う の
であるが、さらに問題がある。それを次章以下で検討する。

―戦前の法律家と陪審法―」として書かれたものを

一九八五）
「司法に対する国民の参加」一三六頁。これは、利谷氏

（１）三谷氏自身が、トクヴィルは「とくに民事裁判における陪審制の政治制度としての重要性に着目している。」と述べているので

UP選書、東京大学出版会

ある。
（三谷『政治制度としての陪審制』三三頁以下。
）
（２）利谷信義『日本の法を考える』
（
が『岩波講座現代法６現代の法律家』
（一九六六）で「司法に対する国民の参加
もとにしている。

（３）利谷信義前掲『日本の法を考える』一三一頁。

大正期成立陪審制は、
「司法権の独立」というイデオロギーを廃するためのものであったという三谷氏の主張

（４）別に述べるが、アメリカに於いて、刑事事件のうち、陪審トライアルにかかるのは、およそ１％くらいである。

三

明治憲法下の大正一二（一九二三）年に陪審法が公布され、昭和三（一九二八）年一〇月から施行された。
三谷氏 は「 彼（原 敬） はそのた めの（検察主 導の司法部を 包摂するた めの）政治 的手段として 、陪審制を導 入して行
く、それを 政党政治のサブシステムにすることが必要だとういうことを考えるようになった思います 。」（『ノモス』二
三、一〇四頁 。
）と述べる。
三谷 太一 郎『政 治制 度とし ての陪審制』 には、一九八 〇年に出版さ れた『日本 近代の司法 権と政党―陪 審制の成立の
政治史―』の「あとがき」も付されている。そこに、

いいかえれば司法部を明治憲法体制を支える一個の政治勢力としてとらえ、
「司法権の独立」の政治的イデオロギーとしての役
割に光をあてることの重要性を認識したのである 。
「司法権の独立」と「統帥権の独立」とのイデオロギー的親近性に着目した
のも、そのような視角からであった。
（新版二五五頁）
（略）
したがって著者にとっては 、
「司法権の独立」の象徴は神話化された児島惟謙ではなくて政治的人間としての平沼騏一郎や鈴木
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喜三郎であり、原敬と平沼および鈴木との関係は、原と陸軍における田中義一との関係に等しいものと考えられたのである。
（同頁）

と 、 三 谷 氏 の 陪 審 制 研 究 の 視 角 が 明 示 され て い る 。
「 統 帥 権の 独 立 」 と い う イ デ オロ ギ ー が 、 軍 部 の横 暴 を 許 し 、 日 本
を破局に導いたのと 同様に 、「司法権の独立」というイデオロギーも原敬を代表とする政党政治家たちが打ち破らなけ
ればならないイデオロギーであったというのである。
「 しか るに司 法部 内お よび部外に対 する検察権の 威信を高め たのが、明 治四二年の日 糖事件といわ れる政治的 疑獄へ
の介入 」であると三谷氏は述べる。
「しかるに」とあるのは、前検事総長光行治郎が、明治中期の検事の活動について、
「 検事は 司法 警察官 と裁 判官との間 に立ち、刑 事事件の取次 を為すに過ぎ ず」と、昭 和一四年の 「検察権運用 の推移」
で回顧しているからである １。

（１ ）
「司法権の政治的台頭」とは何か

「日糖 事件と いわ れる のは」三谷氏 の叙述によ ると「当時 の大日本製糖 株式会社が台 湾製糖業に 対抗して、 内地製糖
業に 対する 保護 政策 的意味を もつ輸入 砂糖戻税法（ 原料砂糖輸入 関税の一部を 製糖業者に 変換する趣 旨で明治三五 年法
律 第三 三号と して成 立し 、明治四 〇年三月末日 まで効力を有 する時限立 法として実 施された法律 ）の改正案（ 法律の有
効期限 をさ れに 明治四 四年七 月十六日まで 延長するこ とを目的と したもの）の 成立を計り、 さらに砂糖 消費税増税 に対

応し て砂糖 官営 を実 現する ために、明 治四〇年から 四二年（第二 三議会から 第二五議会 ）にかけて、 政友会はじめ 衆院
各 党の 議員を 対象 とする 贈賄を行 った事件であ る。起訴さ れた議員は 、明治四一年 五月の総選挙 に大日本製 糖から運動
費の援 助を 受け 当選 した者を 含めて、政 友会十三、 憲政本党六、 大同倶楽部二 の合計二一名 に上り、 第一審では一 名を
除 いて全 員有 罪、控 訴審 でも新た に無罪となっ た二名を除い て、全員有罪 となった 。そして上告 は棄却され、 議員十八
名の有罪が確定したのである。これは政治的疑獄としては空前のものであった 。」 ２。 そして「当時東京控訴院検事長
代 理とし て検察 の総 指揮をとった のが、司法省 民刑局長 平沼騏一郎で ある 。
」 平沼は、当時の 心境について 、
「自分が考
へたこ とを 率直に 述べ やう。… …世間は段 々腐って来た 。勝手なこと をやり出し た。そこで 司法部に奉職 する以上は放
って おけ ない。 …… そし て小泥棒、詐 欺、博打の如 きを罪して も仕方がな い。実業家、 官吏など威張 ってゐる悪 い者を
どうかせねばならぬと考へた」 ３。
三谷 氏は 、平沼 のこ の回顧 を「司法部の 無力感と鬱屈 感とが平沼の 中に凝集し 、それが日 糖事件に向け て一気に吹き
出たということができよう。」と受け取っている 。三谷氏が平沼の中に凝集しているという無力感・鬱屈感というのは、
平沼の 「私 は若 い時か ら感じ てゐたことが ある。そ れは司法部が あっても一向 役に立たぬで はないか。 役に立つ者 は行
政 庁にゆ き、 役に立 たぬ 者が判事、 検事となっ ている。私な ど司法省の給 費を貰って ゐたからこ ゝに入ったの で、自分
では内務省に入 った方がよいと思 っていた 。」ことを言っているのであろうか。しかし、そのような心理的屈折からの
摘発 と考 えるの は問 題で ある。結果と して、平沼 は当時の政 界・財界と摩 擦を生じたが 、平沼の処 世上の信念 は、その
回顧の直後にある 。「それは、名利の為に奔走する勿れ、自分の正しいと思ったところを進んで行け、それで栄達する
こと もある し、 さう でな いこともある 。然しそれは 眼中におくな と云ふこ とである。私 は司法部へ入 ってから今日 に至
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るまで 之を 守っ て、名 利の為 に奔走したこ とはない。進 退に就い てたゞ一度自 分で運動した ことがある。 それは第三 次
桂 内閣が 倒れ、 司法 次官 を辞めた時検 事総長をや りたいと希 望を述べたこ とがある。本 当に司法権 を活用する には、自
分がやった方が一番よいと思ったからである」というものである ４。
そもそも 、三谷氏が「司法 部の政治的台頭」とする語義が明解ではない 。「司法部」官僚の存在感がでてくるという
情緒的表現としてはあっても 、
「司法」部が「政治」的台頭とは意味をなさない。
三谷 氏は 「従来 消極 的で非 政治的であっ た『司法権の 独立』は、お よそ明治四 十年代以降 において積極 的な政治的意
味 をも ってく る。 それは 明治四〇 年代以降にお ける司法部内 の検察権 力の台頭とそ の政治的影響 力の増大によ るものと
いって よい 。す なわち 、検察 権力は明治四 十年代か ら積極的に政 治的疑獄に介 入し、藩閥、 政党、さら に軍部に対 して
も政治 的脅威としてうけ とられるようになる。そしてそれを通して司法部の政治的威信が増大し 、『司法権の独立』は
防衛的守勢的なものから攻撃的攻勢的なものに変わってくるのである。
」と述べる。
平沼 自身 が 、
「司 法部」とい った言い方を しているので あるが 、
「司法」 といえば、普 通は、裁判 所のことを 云う。平
沼自身、司法省から 判事としての勤務もあったので 、
「 司法 部 」 と ぼ か し た 言い 方 を し て い る が、 概 念 と し て は 分 け な
けれ ばなら ない であ ろう 。平沼も、司 法省に勤務し たことを、行 政官庁に 勤めたことと は別のように 言っている。 しか
し、内務省へ勤務を変える話もあったくらいで、基本的には、行政官僚である。
三谷氏は、尾 佐竹猛『判事と検 事と警察 』（大正十 五年）が「司法権独立が高唱されるときは常に検事の独立の意味
である 。」
「 世人の 大多数に向つて 検事は行政 官で、上官 の命に従ふも のだ、独立で ないと説明 すると怪訝 の眼を以て、
此説明を詭弁の 如く憤慨するもの さへある」とし、また 、「問題が起ると新聞紙上堂 々と司法権独立を高唱し、其神聖

を絶 叫して 居る のは 司法次 官または局 長で、時に依 ると検事正が 此事を述べ て居る。そ して当の独立 の本人たる判 事は
ウンだとも潰れたともいはない」と書いているのを紹介している ５。ただ、尾佐竹は、司法権とは、裁判のことである、
決して 検察 のこ とで はない、 と言ってい るのである 。検察を司法 の中心と考え ることが異常 だと言っ ているのであ る。
た とえ、 検察 の存在 感が増した としても 、
「検事 は行政官」 と唱えてい るのであって 、三谷氏の如 く 、
「司法 権」の政治
的台頭とか 、「司法権」が 攻撃的攻勢的になったとは言ってはいないのである。三谷氏の「司法権の政治的台頭」とい
う 考えは 、検察 と裁 判す なわち司法を 混同するこ とによって 始めて成り立 つものである 。司法権の 独立を検察 の独立と
間違う こと があっ たと しても、 それは間違 いなのである 。間違いを前 提として理 論構築をし てはならない のである。こ
のような混同は、司法省の成立を司法権の確立とするような間違いとして 、近時もまたみられることである ６。しかし、
同時代人である牧野菊之助は、そのような混同は、法律知識に欠けたる者のすることとして嘆いているのである。

……一般民衆が法律智識に欠くる所あり、裁判所と検事局との区別を知らず、司法処分の何たるかを解せず、証人たるの義務を
弁へずして裁判所に出でて嘘八百を平気で並べ立て…… ７

尾佐竹は、むしろ 、司法権の当の本人のあり方を案じているのである。まして 、
「司法権の独立」を「統帥権の独立 」
と並ぶイデオロギーと考え、懐柔あるいは壊滅を図るなど到底思いもしないことであった。
三谷氏 の叙 述で不 可解 なのは、 検察権力は、 明治四十年代 から積極的に 政治的疑 獄に「介入」 と述べている ことであ
る。 政治的 疑獄 に介 入、 などと言えば 、捜査を停止 するなどの妨 害行為を 想起する。確 かに、それま で、捜査しな かっ
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た検事 が捜 査す るよう になっ たのであるか ら、それを「 介入」と 表現されたの かも知れない が、政界と財 界の不正な 癒
着 、しか も、賄 賂を 帳簿 に記載してお くなどとい う状態を、 見過ごすとい うことが行わ れている状 態を、当局 としては
何らかの手をうつべきで、それを「介入 」というべきであろうか 。 続いて 、大逆事件、シーメンス事件、大浦事件と 、
平沼が活躍した事件があげられている。
平沼は、日糖事件 に関連して 、「これ迄検事局が捜査などやりはすまいと大手を振ってゐた。之をズン／＼調べ立派
な証 拠が挙 つた 。又 その波 及する所が 大きく新潟の 油会社まで及 んだ。当時桂 が総理大 臣であった。 あれでも総理 が司
法の力 を圧迫すれば圧迫 できたが桂は之をしなかった 。」と回顧している。また、平沼が面会した桂は「君は何だナ、
角を矯 めて 牛を 殺すや うな事 をするナ、あ の事件を 広げるやうだ ナ、今やつた 丈の事は丁度 世の中を矯 めるにいゝ 。君
等 の努力 には 感謝す るが 、これ以上 は角を矯め て牛を殺すや うなものだか らやらぬが いゝと言っ た。私は答へ て、角を
矯めて 牛を 殺す やうだ と仰し やつたが、実 はその牛を殺 してやろう と思ってゐ る。その牛が 悪いからと言 ってやった 。
すると、それは君の言ふとおりだが、段々にやるといゝ。今急にやるのは宜しくない。
」と言われたと述べる ８。
また、平沼は、シ ーメンス事件に関連して、山本 権兵衛に会ったことを回述する 。「私はかう云ふ事件は正々堂々と
やつ て、人 をペ テン にか けたりしては 後に害を残し てはいかぬと 思つた。 捜査を始めた ので、山本が 総理であるか ら山
本に話した 。私は山本を知らなかったがその時会って、実はかう事件であると言ふと 、わしも聞いてゐると答へられた 。
そこ で、議 会で 弾劾 した事で あるから 職掌柄捜査せ ねばならぬ。 然しさうする と内閣に関 係があり、 殊に海軍と云 ふ雄
大 な機 関に傷 がつく こと であるか ら御承知下さ いと言ふと、 その通り、 確りやって 呉れ、徹底的 にやつて呉れ と言はれ
た ９。
」とあるように、議会で問題になった涜職を、捜査機関が無視する方が問題なのではある。

尤も、平 沼は「検事総長時 代、大事件の際心配したことは、党派の争いが介在してゐないかと云ふことであった 。」
と 述 べて い る 。 つま り 、捜 査 が、 党 派の 争 いに 利 用さ れが ち な のを 極力避 けよ うとす る姿 勢を 述べた もの である 。こ
れは、 海軍 事件 、い わゆるシ ーメンス事 件が、山本 権兵衛の失脚 狙いの陰謀だ ったというこ とを、あ とになって聞 いた
と いうの であ る。し かし 、海軍事 件にしても、 大浦事件にし ても、議会で 追及され た事件を、捜 査当局が何も しないと
いうことは、できなかった、むしろ、海軍に関係することであるから手をこまねくことはできなかったとする。
大浦事件 についても、平沼 の回想がある 。「大隈内閣には山縣さんの勢力範囲の人が大分入り込んでおった。ところ
で、こ の大 隈内閣 に対 し、えら い打撃の起 こったのは所 謂大浦事件で す。これは 大浦兼武が 議員に金をや って、軍備の
拡張 、即 ち師団 の増 設に 賛成をさせた ことがあるの です。これ は矢張り賄 賂で、議員涜 職です。それ を矢張り反 対派が
曝いたんです。こう曝かれてみれば私も職務上黙っておれないんです。
」と述べる 。
日 糖事 件 は、 事件 の 発 覚が 告発 だ っと い うこ と であ る 。 シ ー メン ス事件 は野 党に追 及さ れ、 大浦事 件は 反対派 によ

11

「司 法」 手続 につい ての、 実際の議論の 土台ができた ときかもし れない。例 えば、平沼が 、陪審を証拠 方法として 合

は、日本の政党政治の組織、活動から政治倫理規範の全ての面における未熟さの反映としてあったのかもしれない。

賂・ 涜職 、その よう な状 況での検察の 活動であっ たのである 。もし、その 検察の活動は 突出して見 えたとした ら、それ

問題 は、政 界財 界の犯 罪の質量 の変化であっ たのである 。政界財界 の活動の伸長 と伴に劣化と もとれる道徳 規範、賄

るものであろうか。

る。しかし、ほ とんど捜査などやらなかった涜職事件をするようになるのが 、「介入 」
「攻撃的 」「攻勢的」と形容しう

っ て曝さ れた ものを 、検 事が捜査し たものであ る。確かに、 以前のように 、一切の捜 査を警察に 任せていたの とは異な

12
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10

理的なものであると認識していることである。
「 司法権 の独 立」 に対抗す るために政 党政治が放 った手段とし ての陪審制の 制定などと は、陪審制 を貶めるもの でし
かない 。も し戦前 に制 定施行さ れた陪審制 が、かかる政 治的意図のも のであった のなら、戦 前の陪審制が 、その有効性
に疑問をもたれたり、また存在感自体が希薄であったことの大きな理由であるのかも知れない。
三谷氏 は佐 藤幸治 氏主 宰による政府 の司法制 度改革審議会 で坪内逍遙『 小説神髄』に 陪審裁判 についての英 文論文の
翻訳 アルバ イト の話 が出て きたという エピソードを 話し、明治一 五年頃に陪審 制の論議 が盛んであっ たことの反映 では
ないかと思うと言った、とシンポジウムでも述べている（九八‐九頁）
。
この よう なエピ ソード を紹介し 、感想を述 べる三谷氏 には陪審制に ついて、一つ の知識が欠 落している のを指摘しな
ければならない。
それ は、一 八六 五年、 イギリス の枢密院令で 日本におけ る領事裁判 と中国におけ る領事裁判が 統一的に規定 され、上

ではなく、
justice

海高 等法 院の設 置が 定め られ、一八七 二年から高 等法院から 派遣された形 で横浜に専門 法曹が常駐 するように なり、一
lay

barのメンバーであったイギリス人判事のもとに行

八七六年の枢密院令で神奈川日本法院が設置されている。この法廷は、領事などによる素人裁判
七年以上のイングランド・スコットランドあるいはアイルランドの
われる もので あっ た。そ こでは陪 審裁判が行わ れ、帝国 大学英法科で は、この「英 国裁判所」を 学生に見学 させる例に
なっ ていた こと を、 三谷氏が 、裁判所 と検事局を分 離することに 尽力した人物 としても挙 げている原 嘉道が回想で 述べ
て いる 。平沢 の証拠 方法 としての 陪審について の理解もまた 、学生時代 からのかか る学習が基礎 にあると思わ れ、さら
に実務で、その証拠法上での合理性への認識を深めたと思われるのである。

（１）
『法曹会雑誌』第一七巻第一一号、七八頁。

第

巻

平沼騏

（２）三谷前掲六二‐三頁。雨宮昭一「日糖事件―汚職事件と検察権の拡大―」
（我妻榮・林茂・辻清明・団藤重光編『日本政治裁判
史録』明治・後、第一法規出版、昭和四四年）

二〇〇六）三九頁。

（３）三谷前掲六三頁 。
『 平沼 騏 一 郎 回 顧 録 』
（平沼騏一郎回顧録編纂委員会、昭和三八年 。
『歴代総理大臣伝記叢書
一郎』ゆまに書房
（４）前掲『平沼騏一郎回顧録』四〇‐一頁。
（５）三谷前掲書七一頁。

（６）染野義信「司法制度」
（
『講座日本近代法発達史二』勁草書房、一九五八、のち同氏著『近代的転換における裁判制度』勁草書房、
一九八八に所収）の「『欧州各国ノ政体』に倣うことを目的として着手された裁判制度の整備は、五年四月二七日江藤新平が司法

ー 江 藤 新 平 とブ ス ケ の 功 業 ー 」
（『法学新法』八三ー七・八・九号、一九七七 ）
「かくて、江藤は悲惨

卿に就任して以来本格的に実現されることになったのである。」
（同書六〇頁）に、その無自覚が見られる。さらに福島正夫「司法
職 務 定制 の 成 立 と そ の 意 義

にも刑死し、ブスケは怏怏として日本を去る。しかし、この二人が日本司法制度建設に寄与した功績は不朽である。その残した成

一九三二年）九九頁。昭和二年に大審院長に就任した牧野が大正一五年

果はすなわち『司法職務定制』であった。」
（五二頁）としているのは、司法職務定制は日本近世にあった取り調べ手続の伝統にあ
ることの認識欠如である。
（７） 牧野菊之助「裁判教育と陪審制 」
（『回顧録』厳松堂
の大審院部長時代に述べたこと。
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利谷信義氏が『岩波現代法講座６』三八八頁で引用。しかし、利谷氏自身、
「検察審査会と国民の法意識」
（戒能通孝還暦記念『日
本の裁判』日本評論社、一九六八）で、しばしば裁判と検察の混同をされている。
（８）
『平沼騏一郎回顧録』五二頁。

）
『平沼騏一郎回顧録』八〇頁。

（９）
『平沼騏一郎回顧録』八三頁。
（
（
（

明治・後』昭和四四年）四九六頁。

）
『平沼騏一郎回顧録』
「巣鴨獄中談話録」第十七回（『歴代総理大臣伝記叢書二六』二三〇頁。
）

）雨宮昭一「日糖事件」
（『日本政治裁判史録

（２）明治憲法下の「統帥権の独立」と「司法権の独立」

三谷 氏は 、
「 司法権の独 立」という 言葉がもつ 理念イメージ を払拭するた めに 、
「統帥 権の独立」と いう軍部の専 横を
象徴する言葉で類推させる。
確か に、 双方 とも簡 単に踏 み込めない、 逆の意味では あるが聖域 かの印象を 持つ言葉であ る。そして、 双方ともに 、
もとは、政治的介入を拒否する表現として形成されていたものである。
その 共通 する「 政治 的介入の 拒否」から みれば、三谷 氏のアイデア にも一理あ るとは言え る。しかし、 三谷氏のアイ
デ アは 、まず 、司法 の「 政治的台 頭」というこ とを言わなけ れば成り立 たないとこ ろで、暗礁に 乗りあげる。 要点が政
治的ニ ュー トラ ルであ る筈の ものを、政治 的に意味付 けしないと 話が進まない からである。 つまり、そ れは、検察 勢力

しかし 、「検事は行政官」とは、尾佐竹猛の言葉で

の動きとい うことなのである 。検察勢力が 、「司法権の独立」を旗印で伸長するのを迎え撃つ必要があり、それが「陪
審 制 」 と い う い わ ば 「 多 数 の 暴 虐 」 と い う こ と にな っ て し ま う 。

ある。 三谷 氏は 、自 分が問題 にするのは 、検察中心 の司法権の独 立、あるいは 、検察を含む 司法部の こと、だとい うこ
と であろ う。 そうで ある なら、そ もそも三谷氏 は用語を間違 えていること になる。 そして、平沼 自身も「司法 部」とい
うように、そこに混濁があるなら、それを明確にすることが、本来の解決の方向であると言える。
二重の不可解な論理操作は、如何なる「政治意図」から出たものであろうか。
類比さ れる 「統帥 権の 独立」に ついても注意 が必要である 。明治憲法 第一一条「 天皇ハ陸海軍 ヲ統帥ス」は 当然なが
ら、 現実 に天皇 が指 揮す ることを規定 したわけでは ない。政治 的な対立に 軍が組み込ま れないための 規定である 。皮肉
なことに 、「統帥権の独立」が 叫ばれるようになったのは、軍をなんらかの政治的に使おうという目論みが発生するか
らである。
さ らに は、昭 和の 初め から、軍自体 の統率はどう なのあろう か、統帥権 があるとする ならそれ自体 もはや危機 的状況
であっ たの では ないか 。周知 のように、総 理大臣陸 軍大将田中義 一は、無謀に 、張作霖を爆 殺し、日本 を国際政治 上困
難 な立場 に追 い込ん だ事 件の中心人 物河本大佐 を処分しえず 、辞職せざる を得なくな った。軍中 央を全く無視 し、違法
・違令 の反 国益 の軍人 あるま じき行動を行 った河本を、 軍中央（陸 軍参謀本部 など）もまた 適切なる処分 を何等行い 得
なかったのである。
統帥権 干犯 事件と して 知られる のは、その後 の一九三〇年 、ロンドン海 軍軍縮条 約をめぐると きのことであ る。田中
義一 内閣の 下で 、中 国侵 略のために実 質上東方会議 をとりしきっ ていたの は、中国の利 権をもつ事業 家で、当時外 務政
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11
12

務次官であった森恪である。
そ のよう な「 統帥 権の独立 」論の皮肉 な現れも、 政治史の三谷 氏なら、怜悧 に分析され ることを期 待していたの であ
る。ところが、統帥 権の独立と軍部の活動は、俗説をそのままに擱き、司法権を検察権に読み替え 、「政治」の停滞あ
るい は後 退が、 検察 の摘 発を招いたこ と、そして、 それは、日 本の政治の 飛躍のチャン スにもなり得 るのではあ るが、
しかし、摘発を招くことそのものが、政治発展の力を喪失していたことの現れであることの認識が必要なのである。
大正 の陪 審制が 、三 谷氏が 主張するよう に、司法権の 独立を籠絡す るようなも のではなく 、司法権の確 立を目指すも
のであったことは、三谷氏が、打倒すべき「司法部」の代表と見なす平沼騏一郎の見解からも窺える。つまり平沼は「た
ゞ証拠 があ るか らと云 つて裁 判しても往々 間違があ る。陪審制度 と云ふのは一 つはその意味 がある。犯 人の白状の 代り
に素人の陪審人が事実、行為の判断をするのであって、陪審制度が目的通り行はれるといゝ」と述べるのである １。

（１）前掲平沼『回顧録』五一頁。これは口供完結の制度と列べて述べているところではある。そして、
「裁判官の責任遁れである。
」

司法と規制緩和・「司法権の独立」は、専門法曹のためのイデオロギーか

という言い方をしている。

四

三 谷氏 は、市 場経 済論 者であるミル トン・フリー ドマンが「 市場経済論 者としての立 場から、司法 改革に対す る非情
に大きな関心を持ったということが言えるんだろうと思います 。」とし 、
「日本の経 済界のリーダ ーの人たちも ある程度

やっ ぱり司 法改 革と いうの は市場経済 を確立する上 に重要な認識 はどうもも ってきたん じゃないかと いう、そんな 感じ
がしますので、これは佐藤先生の認識をぜひ伺いたいというふうに思っています。
」と発言している（一一二頁）
。
佐藤 氏は 、この 話を うけて、橋 本内閣時 代に行政改革 会議のヒヤリ ングで田中直 樹氏が「行 政改革、規 制改革などを
や ろ う に も 日 本 の 司 法 が 小 さ す ぎ る 、 司 法 改革 が 不 可 欠 だ と 仰 っ たこ と を 鮮 明 の 思 い出 す 。
」 と い う 種 々の 規 制 緩 和 の
一環と いう 話で ある。 これは 規制緩和する と、種々の社 会的安全 装置が、欲望 を規制する装 置が壊れる。 すると多く の
被害者が出現することになるが、それぞれの被害者が自分で防衛しろということらしい １。
私たちは、司法と いうのは、正義の実現や救済の場であると考えてきた。しかし、三谷氏にとっては 、「生産力」を

経済制度としての陪審制」という節がある。三谷氏は「このようなアメリカにおける民主

生み 出す 装置と して 考え ているようで ある。二〇〇 一年の五月 から七月に かけて『ＵＰ 』誌に掲載さ れた「政治 制度と
しての陪審制 ２」には 、
「三

的諸 制度と 経済 発展 との関 連について のトクヴィル の洞察に先行 して、一八世 紀のイギ リスにおける 陪審制と経済 自由
化との関連を指摘し陪審制を一個の経済制度として意味づけたのがアダム・スミス（ Adam Smith
）である。」と述べる 。
一八世紀という産業革命期の産業資本家勃興期の自由観を現代に説くことの意味は理解しかねる。
三谷 氏が力説する箇所 の一つは次のようなものである 。「さらに注目すべきことは、スミスが陪審制によってイギリ
スの市 場の 自由 化が促 進され ていると見て いたことであ る。スミス は陪審制が 彼の『道徳感 情論』の基本 的前提とな っ

に基づく
principle to persuade)

） に基 づく裁 判制度 であり、これが もう一つの人間 共通の本性であ
sympathy
） およびそれを支える『説得本能 』
（
disposition to barter

てい る人間 共通 の本性 として の『共 感 』（
る『交易（あるいは交換）性向』
（

経済制度としての市場を発展させる必然性を認めたのである 。スミスは具体的な貿易問題と陪審制との関係を取り上げ 、
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次のように述べ ている 。『侵害は当然に目撃者の憤りをかきたてる 。加害者の処罰は公平な目撃者がそれに同調するこ
と ができ る限り にお いて 、妥当である 。これが処 罰の自然な 尺度である。 我々が刑罰を 是認する第 一の根拠は 通常考え
られているような公益の尊重（ regard to public utility)
ではない 。真の原理は 、被害者の憤りに対する我々の共感（ sympathy)
である。…………』
」と述べるのが、なぜ今は妥当しないのか。
抽象的 一般 的人間 を主 体として考察 すること が、スミスの 時代には、妥 当していた。 抽象的一 般的に「人間 」であっ
たと しても 、現 実的 具体的 には、それ は「虚偽」で あるから、虚 偽としての「 共感」を 見い出さざる を得なくなる ので
ある ３。
三谷 氏は 、国家 の軍事 力を管理 するミリタ リー・プロ フェッション に対して、シ ヴィリアン のコントロ ールがなけれ
ば 、ミリ タリ ー・プ ロフ ェッション の健全さは 保てないとい う思想がある 、と述べ、 国家の司法 権を管理する リーガル
・プロ フェ ッシ ョンに 対して もシヴィリア ン・コントロ ールに相当 する制度が 必要で、それ に最も近い制 度が陪審制 で
あろうと述べる。
戦前日 本の 軍部の 台頭 は、プロ フェッショナ ルとしてのミ リタリーの崩 壊であり 、崩壊せしめ た第一の理由 は、政治
指導 部の自 壊で ある 。政 治指導部と財 界の腐敗が、 捜査部が伸長 しなくさ せたように、 政治指導部の 衰退は、森恪 のよ
うな民 間国家 主義 者の活 動と前線 軍将兵の軍中 央無視の 近代国家軍で はあり得ない 行動を起こし 、しかも、 近代国家で
はあり得ない処分として結果するのである。
陪 審制 など、 判事 の訴 訟指揮があっ て初めて成り 立つのであ る。陪審制 は、むしろ、 司法権の独立 を前提とす るもの
である 。陪 審は 判事の 厳格な 訴訟指揮の下 で初めてあ りうるもの である。それ が、シヴィリ アン・コン トロールと なれ

ば、 それは 、ち ょう ど、戦 前の日本軍 中央が、現場 や、下級将校 の動きに規 制される、 解体状況にな った姿を想起 しそ
うである。
三谷氏は、旧憲法および現行憲法を通して不変の重要な部分を成している「司法権の独立 」もまた 、
「統帥権の独立 」
と 同じよ うな 意味で リー ガル・プ ロフェッショ ンのためのイ デオロギーで あり、両 者が特定のプ ロフェッショ ンのため
のイデオロギーであるという面で共通性をもっていることに注目する必要がある、と述べる ４。三谷氏は「司法権の独
立 」はリ ーガル ・プ ロフ ェッションの ためのイデ オロギーだ と述べている のである。だ から、ノン プロフェッ ショナル
による 介入 が必要 であ ると説く のである。 しかし、本当 にイデオロギ ーであるな ら、そんな ものは無くせ ばよいのであ
る。
三谷氏 が、 そして 佐藤 氏が拠り所と するトク ヴィルは『ア メリカのデモ クラシー』で 「合衆国 における法曹 精神につ
いて、また、そ れが民主政治に 対する均衡の重しとしてどのように役立つか」という項目を挙げ 、「だから私は、君主
が 民主 主義の 侵入 を前に して、国 家の司法権を 破壊し、法律 家の政治 的影響力を減 じようと試み るならば、大 きな誤り
を犯すことになるであろうと考える。彼は権威の影を残すためにその実質を手放すことになろう 。
」と述べる ５。
さ らにト クヴ ィル は「司 法権の縮小 に人民を駆り 立てるある密 かな傾向が 、合衆国に 存在すること を知らぬわけ では
ない。 個々 の州 憲法の 多くに おいて、州政 府は両院の要 請に基づい て裁判官の 職を解くこと ができる。い くつかの憲 法
は裁 判所 の構成 員を 選挙 させ、しかも 頻繁にこれ を繰り返さ せている。あ えて予言する が、こうし た改革は早 晩忌まわ
しい結 果を 招き、 司法 官の独立 をこのよう に損なうこと によって、司 法権のみな らず、民主 的共和政その ものを攻撃し
てしまったことに、人はいつか気づくであろう」と述べるのである ６。
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（１）そのために法曹人口を増やそうとしたということのようである。多額の費用と宣伝ではじめた法科大学院であったが、日本の法
学教育の歴史においてかってない危機的状況を招いている。尤も、かかる杜撰な論理で陪審を語り、裁判員制度を成立させてしま
う状況では、いままでも大した法学教育はなされていなかったのかも知れない。
（２）三谷前掲『政治制度としての陪審制』
（二〇〇一・九）の序論である。
（３）三谷氏は、刑事陪審で法や制度を作り出すかのような表現がなされるが、それは現代ありようがない。評決は、証明されたら有
罪、疑いがあれば無罪で、理由は云わないからである。理由なしであるから、証明されていても無罪もあり得るわけである。
（４）三谷前掲『政治制度としての陪審制』二三頁。
（５）前掲岩波文庫版第一巻上一七三頁。

基本的人権と司法

（６）同じく前掲岩波文庫版第一巻上一八〇頁

五

呆れる ほどの 拙劣 な論 理が、大手を 振ってまか りとおって いると言わざ るを得ない。 司法に対す る参加は国 民の権利
だと 言う。 アメ リカ 憲法修正 第六条で は、陪審裁判 をうけるのは 、刑事被告人 の権利とし て規定して いる。国民が 参加
する権利ではない。
吉田 栄司氏 は、 シンポ ジウムの 鼎談後半部 「日本国憲 法下の裁判員 制度」の冒頭 において、松 本烝治が 委員長を務め

る憲法問題調査委員会案について、次のような発言をしている。

ともかく、この松本委員会において、実は旧憲法の兵役の義務規定の改編に関して、陪審員就任義務を前提にして残すべきだと
の論議がなされていたということを、まずは指摘したいと思います。
（一〇七頁）

吉 田氏は 、元 関大 学長であ った松本が 委員長を務 めた松本案が 陪審に触れて いるという ことを言い たいことに気 をと
られて 、こ れが兵 役の 義務とセ ットになっ ていることを 自分で言って いるという 意識がない ようである。 確かに、陪審
員就任義務は兵役の義務に類比しうべきものなのである。
シンポ ジウ ムの初 めに 、トクヴィル やミルの 名を出しなが ら、裁判に関 係させること で、国民 として自覚す るための
教育 が話題 にな って いたの は、兵役に よって国の兵 士意識あるい は、国を守る 気概を涵 養することの 類比がなされ てい
たのだろうか。
さら に問 題は、 裁判員 などとし て出頭する ことを「権 利」として喧 伝しているこ とである。 当然のこと ながら、陪審
員 就任を 権利 と考え てい る国などは ない。日本 でもそうでな かったことは 、吉田氏が 無自覚に口 にしたとおり である。
吉田氏は、司法制度改革審議会の「司法に参加する権利 」の論調に乗っただけかも知れない。また 、戦後久しく、
「司
法に対する国民の参加」と言われてきた経緯もある。
しかし 、刑 事裁判 が、 危うい刑 事被告人の人 権が念頭に置 かれねばなら ないのは 、疑うことが できないこと である。
どうして、
「権利」と「義務」が逆立ちするのだろうか。
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佐藤とか三谷 といった大御所が 、そのような大間違いをしているのであれば 、「憲法を専攻」するようなものであれ
ば、あるい は法学部のスタッ フとして、生活と身分を保証されているのであれば 、「先生、それはおかしいのではない
のです か」 が言え ない と、明ら かに職務怠 慢である。ア ンリーガル・ プロフェッ ションの介 入どころでは ない、リーガ
ル・プロフェッションが自己崩壊しているのである。
佐藤幸 治氏 が元会 長で あった司法制 度改革審 議会の提起に よった法科大 学院の創設に 伴う日本 の法学教育は 、現在ま
ぎれ もなく 危機 的状 況にあ ると言われ ている。当初 七割を合格さ せるつもり多 額の投資 で創設した法 科大学院修了 者が
受ける新司法試験の合格者は三割である。一方で本来の法学研究者の養成もストップしている。日本近代法学教育史上、
かつてない危機とはそういう意味である。司法制度改革審議会がもたらしたものであることは議論の余地はない。
しかし、その審議会の粗末な議論に検討を仕入れなかった日本の法学部、法曹団体も危ういものである。
とにかく、
「権利」と「義務」も弁えない法学部など、何の期待もされないし、又、必要ともされないであろう。
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