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― 「 裁 判 を 受 け る 者 の た め の 裁 判 制 度 」 から 、
「 裁 判 を す る 者の た め の 裁 判 制 度 」 への 構 造 転 換 と い う認 識 は あ る か

第一

―

一
「郵 政民営 化」 が提案 されたと きにも、思っ てしまった ことであっ たが、まさか 本気でこのよ うな乱暴な ことが実際
になされるのかと思ってしまっていた。
という のは 、
「司法権の 独立」が「裁 判官の独立 」
（憲法第七六条 第三項）を 、当然の前提 としているこ とは、中学 ・
高校の教科書にも明らかなことだからである。
「 裁判 員制度 」は 、裁 判官の独立を 「侵害」す ることを、 主要課題とし て企てられた ものだからで ある。い ままでの
常識を大きく覆すものであるが、そのことの問題に自覚的でないのも不気味なことである。
そ の「裁 判員 制度 」の実 施が、目前 にせまってい るというより 、実際の準 備は既に進 行している。 それは、国民 にと

こわ

っ て、新 しい充 実し た制 度が出現する というよ り、人々が歴 史的に築いて きたものを、 国民自身の 無自覚のま まに、国
民自らが 毀 し、自ら葬りさろうとしているのではないかという思いがするのである。

「司 法への 市民 参加」 などと、 謳っている講 演・講座を 目にする。 国民の権利だ と考えている ようである。 情けない
ことに、日本の大学 、しかも多くの大学の法学部のスタッフが、この不可解な言葉 、「司法への市民参加」などと言っ
て、平然とするどころか、良いことのように言っている。
「司法 への市 民参 加」 などと言って いる法学部 のスタッフ （つまり教授 など）は、憲 法の条文を 読んだこと がないの
だ ろう か。見 てい ないこ とはない 。あきらかに 裁判員制度は 憲法の規 定と抵触する 。抵触するか ら、釈然とし ない理屈
を こねて いる 。理屈 をこ ねる必要 があるのは何 故か。異様な 制度を正当 化しようと するからであ る。なぜ正当 化したい
の か。そ れは 、裁判 員制 度が、良い 制度だから と思っている からである。 国民の意思 が裁判に反 映されて良い からだと
いうのである。
ここ に、 裁判 につい ての基 本的な無知が ある。特に は、戦後の 刑事訴訟の歴 史で、多くの 人が取り組 んだことに 対す
る、冒涜にも似た認識不足がある。戦後の刑事訴訟は、当事者主義のしくみを基本にするように改革されたと言われる 。
そし て、憲 法一 〇二 カ条のう ち、第三 一条から第四 〇条までは刑 事被告人の権 利保障規定 である。憲 法に規定して いる
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二

私が、 卒業 生とし て利 用してい る大学図書館 がある。昨年 、その図書館 で、第一 面に「裁判員 制度が動き出 す！」と
いう文を掲載してい る、その大学の広報紙（『関西大学通信』第二五三号（二〇〇八年五月一六日）をみて驚いた。こ
の 文の タイト ルは 、良識 ある人ら の批判の的と 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
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たもの であ ること はあ きらかで ある。この 文の一部、例 えば、次のよ うな箇所を 一読して、 不審を抱いた 人は少なくな
いであろう。

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
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
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
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 文の 作者自 身が おかしい と思ってい るのではない か。というの は、学生か ら、このよ うなレポート を提出されて
きたとき 、「憲法学者であ る筆者」なら、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。しか し、この 「憲法学者で ある筆者」は 、憲法の規定 に照らして 問
題があるが、民主制のあり方を、より良きものにする可能性を大きく秘めている、と書いてしまっている。
この憲法学者の基本的人権についての理解には驚くほかない。
人権を いか に保障 する かという制度 が「かた ち」として結 果する、つま り制度である 。それが 、普通の論理 というか
考 えで ある。 最初 から人 権侵害す る「かたち」 を前提とし ていては、 民主制など絶 対に理論的に 、可能性な どないとい
うことになるのではないのか。

この ような 人権 理解で は、この 学校の憲法に ついての教 育はどうな っているのか と心配になっ てくる。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。
も っと も、こ こに 出て くる「この国 のかたち」と いうのは、 司法制度改 革審議会の意 見書に謳われ た言葉であ る。こ
の 言葉の 元の 主は、 どう 考えても 、歴史的教養 もなければ、 思想的ある いは政治的 教養もあると は言えない、 販売部数
の 多かっ た通 俗作家 ①の ものである 。この言葉 への言及一つ で、この司法 制度改革審 議会の意見 書の程度がい かなるも
のか が窺 われる とこ ろで ある。しかし 、先の危惧 する『関大 通信』の文の 論理の元がこ の司法制度 改革審議会 の意見書
のものであるなら、その危惧は、この学校のみならず、日本全体に及ぶ危惧ともいえる。
自ら は非 常に 奇妙な ことを 言っていると いう意識は、 司法制度改 革審議会に はないのだろ うか。社会の 制度は、人 々
の権利が実現さ れるようになされ た結 果としてある。いわば、そのような営為の結果 、「かた ち」ができるのである。
これが 普通 の論 理で ある。よ く判らない「 かたち」 に合わせて、 人権を調整す るというのは 、如何な る法学的思考 の持
ち主なのだろうか。
先の広報紙の文にもどる 。「それでもなお、このような制度の導入は…」とある。
「このような 制度」とは、 裁判員制
度のこ とで あるが 、こ の法学部 教授は陪審 制のことにつ いて、全体の 文のほぼ四 分の一を費 やして終わっ ている。裁判
員制度 は、 裁判員 を無作 為抽出で 選ぶことに おいて、陪 審のやり方に 似せているが 、制度とし ては、あき らかに参審制
を取り入れたということになっている ②。しかも、裁判員を、陪審に似せて無作為に籤で選ぶことで、そこに参審制の
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もっていた制度の安全装置の一つを破壊している。
この法 学部 教授は 、参 審制だとい われる裁判 員制度を、ど うして陪審制 の問題のよ うに書いて いるのだろう か。誤解
し てい るのか 、あ るいは 誤魔化し ているのか。 少なくとも 文の上では 、陪審制・参 審制それに裁 判員制度の 、それぞれ

「くじ」で選ばれる「裁判員」
くじ

の制度のもつ問題を、理解していないか、そうでなければ、理由は分からないが、故意に無視していることになる。

三
裁判員制度というのは、有権者のなかから 籤 で選んだ人を裁判員として刑事事件に関与させ、裁判官とほぼ同じよう
な権 限を もたせ 裁判 官と 一緒に裁判す るという制度 である。刑 事事件とい っても全ての 刑事事件に適 用されるの ではな
く、死刑・無期の事件と故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件である。
その よう な場合 、裁 判官は三 人、裁判員 が六人という 構成になる。 特定の条件 の下では裁 判官一人、裁 判員四人とい
う構成の場合もある。
これ を聞い た人 は普通 、憲法第 七六条第三項 「すべて裁 判官は、そ の良心に従ひ 独立してその 職務を行ひ 、この憲法
及び法律にのみ拘束される 。」という「裁判官の独立 」として知られている条項に抵触するではないかと思うであろう。
「正義 を権 力から 護っ た」と伝 説化されか けていた児島 惟謙の大津事 件に際しての 行動は、 実は、大審院 長（最高裁判
所長官 ）が 、担当 判事に 圧力をか けたもので 、裁判官の 独立を侵す行 為ではなかっ たかと意義 を問い直さ れかけてから
久しい 。
（尤も、そのことより、被告人の人権こそ、最優先されるべき問題である。
）
し かし 、籤で 選ば れた （陪審ではな い）裁判員に 介入してこ られて困惑 するのは、裁 判をうける人 であろう。憲 法第

三七条第一項「 全て刑事事件にお いては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する 。」の「公
平な裁判所」に、まさか籤で選ばれた裁判員が含まれているとは考えないであろう。
人間は勝手なもので、多くの人が 、その籤で選ばれ裁判員の裁判をうける「被告人」に自分がなるとは思っていない。
従って 、憲法の規定との関係で 、人々の反応があるのは 、先にあげた条項ではなく、いつ何時自分が 、裁判員として「迷
惑」を被るかも知れない、ということである。裁判員として拘束され、種々の義務を課されることは、憲法第一八条「何
人も、いかなる奴隷的拘束もうけない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては 、その意に反する苦役に服せられない。」
という条項に反することになるということである。
籤で 選ば れた 裁判 員に裁判 されること を歓迎する 被告人は想定 し難いが、多 くの人が出来 れば避け たいと思って いる
裁判 員と して呼 び出 され ることについ ては、中には 積極的に出 頭する人が いることを想 定できないわ けではない 。しか
し一般には、裁判を受ける者も裁判員になる可能性のある方も、このような制度をのぞんではいない。
多額 の宣 伝費を 使い 、アピー ルしている のにも拘わら ずというより 、多額の宣 伝費を使わ なければなら ないほど、国
民に歓迎されない制度にも拘わらず、その実施が日程にあがるほどになっているのはどういうことなのだろうか。
また 、審理 の期 間が短 くなった り、公判前整 理手続き がなされ、糾 問主義的色彩 が強くなった り、論理以 外のものに
訴える 要素 が強 くなる 傾向は 、弁護活動に とって大きな 障害になる と思われる のに、その弁 護士会自体が 推進している
という のも 全く解 せな いことで ある。なに か、大きな思 い違い、或い は、誤解か とんでもな い錯覚がある としか思えな
いのである。
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四

「司法への民衆参加」の問題

裁判員 制度 につい ては 、正面から 論じたもの としては、文 末に掲げた小 田中聰樹氏 の論考以外 には、当初あ まり見か
けなかった。
し かし 、徐々 に、 問題 点が切実化し てくると、文 末に掲げる ように、疑 問視する意見 、全く否定的 な出版物が 、よう
やく種々見出されるようになった。実際、この制度は、公判前手続自体が矛盾の塊であるように、金太郎飴ではないが、
どの局 面をとりだしても 、「不合 理」な顔が飛び出してくるようになっている。従って、ほんの一例として、西野喜一
氏の 著書 は、第 三章 「無 用な制度―誰 も求めてい ないのに」 第四章「違法 な制度―憲法 軽視の恐怖」 第五章「 粗雑な制
度―粗雑司法の発想」第六章「不安な制度―新装究明は不可能に 」第七章「苛酷な制度―犯罪被害者へのダブルパンチ」
第八 章「迷 惑な 制度 ―裁判 員になると こんな目に遭 う！」第九章 「この『現 代の赤紙』 赤紙から逃れ るには―国民 の立
場から」とある （傍点は筆者 ）。それぞれの 出版物が、あるいは実務家の立場からも、とても実施されるようなもので
はないと述べている。
この 制度が 制定 された のは、直 接には、司法 制度改革審 議会による 提案である。 司法制度改革 審議会の審 議過程につ
いては、小田中論文を参照してほしい。
戦後施 行さ れた主 要な 法典では 、憲法と民法 第四編・五編 、それに刑事 訴訟法だけ が、カタカ ナ表記ではな くひらが
な表記 であ った。 つまり 、これら の法典は戦 後、全面的 に書きかえら れたわけで、 それほど激 しい改定を せざるを得な
か った という こと である 。現行の 憲法第三一条 「法定手続 の保障」か ら第四〇条「 刑事補償」ま で、刑事被 告人の人権
保 障を 念頭に おいて いる 。そして 一年おくれて 制定された刑 事訴訟法は 「当事者主 義的訴訟構造 の強化を目指 している

③

もの 」と し て、 ひ らが な 表記 で 公布 され 施 行 され た。 陪 審は 停 止さ れた ままで あっ た。そ こで 、戦 後、一 貫し て根強
い陪審復活運動があった。
しかし、ここで問 題なのは 、「陪審制と参審制」と、ときに併記され 、「司法への市民参加（権 ）」の問題とされるこ
とである。
戦 前に おいて 、陪 審を 選ぶ被告人が 少なかったに も拘わらず 、戦後、佐 伯千仭氏らが 、強く陪審復 活を主張さ れてき
た のは、 それ が、素 人が 参加する 制度だったか らではない。 原告（検察 官）主張の 事実に対して 、証拠をもっ て、合理
的 疑いを 容れ られな いほ ど立証しえ たかどうか を、無罪を前 提としてチェ ックする方 法だったか らである。陪 審は、も
"MARINERS'

）。原告・被告いずれの証人になるかは問題であるが、現代のよう
VOL.6.2007.FEB.

ともと単なる民衆参加などではなく 、
「証人」であった（松村勝二郎「陪審の母国イギリス法が語ること」
RREPORTS"海 法・海事政策研究会

に、 無罪を 前提 とし た証 明の方法とし てあるなら、 陪審は被告人 側にたって いると言え る。少なくと も、検察官の 訴追

に弁護 士の補助を受け る権利を有する 。」と陪審裁判を受けるのは被告人の権利としている。したがって、科学的なあ

性質と 原因 を告知 され、 自己に不 利な証人と 対決し、自 己に有利な証 人を強制的な 令状で喚問 してもらい 、弁護のため

区はあ らか じめ法 律で 定められ る）の公平 な陪審員によ る迅速な公開 の裁判を受 ける権利を 有する。被告 人は、嫌疑の

第六条 （一 七九 一年） では「 すべての刑事 訴追の場合に 、被告人は 、犯罪が行 われた州のそ れが行われた 地区（その地

ている 。そ して 、イギ リスで は、一九三三 年の起訴陪 審の廃止が 代表するよう に縮小の一途 である。アメ リカ憲法 修正

松村 氏は 、証拠 方法 が目撃証人 だけでなく 物的証拠に 広げられたこ とが、陪審制 の拡大と縮 小につなが ることを述べ

のやり方とは異なる。
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るいは より 合理的 な証 明方法が 出現すれば 、陪審裁判を うけない場合 も多く。受 けないこと が合理的であ り、陪審縮小
に理由があることになる。
も し、 陪審が 、司 法へ の国民参加（ 権）の方式 だとしたら 、縮小する一 方であること が説明でき ないではな いか。ま
た 、一 被告人 の意 思で、 司法参加 が否定される のが説明でき ないではな いか。当然 、説明する必 要などないほ ど自明の
こ とだっ たの である 。当 初、証人 として、隣人 が訴訟に関係 したことはあ ったとし ても、それは 証人としてで あって、
裁判に参加することが目的ではなかったからである。
一九九六 年二月に『司法へ の民衆参加 』（佐藤篤士・林毅編・敬文堂）という本が出版されている。その５、稲元格

の 長老 」
Prokurator)

「リ ュー ベック 市参 事会 裁判とその判 決」は、裁判 と「民衆性 」の関連の 苦慮している 。参事会員は もちろん、 一六〇
〇 年 ご ろ に い た っ て 判 決 発 見 を 果 たし た と さ れ る 「 当該 事 件 に 関 与 し て い ない 『 自 由 な 』 代 言人 （
―近 代ドイツに おける司法へ の民

」に おいて 、「また、現在では、参審員資格は一般有権者に拡張された。しかし、実際は政党や政治団体が

も、 いわゆ る「 民衆 」ではな いからであ る。その一 〇、三成賢次 「陪審制と参 審制
衆参加―
希望者 や関 心の ある者 を推薦 し、その中か ら区裁判所の 選考委員 会が選任する という方法を とっている。 この点でも 、
ドイツ参審制では従 来の伝統を承継しているといえよう 。」と述べる。一般的な民衆参加、市民参加などは語られては
いない。
「司法 への 民衆参 加」 などとは、功 徳を信じ て、ヤン・フ スの火刑のた めに、薪束を 運ぶ老婆 の姿を想起し ないだろ
うか。
そ もそ も、訴 訟の 発展 は、当事者の 争いの合理的 な解決がい かに成立す るかというこ ととしてあっ た。原告と被 告、

あるい は訴 追す るもの と訴追 される者であ る。そこに、 戦後、刑事 裁判におい て、当事者主 義的訴訟構造 の強化を図 っ
た意味 があ る。稲 元氏 がリュー ベックの参 事会裁判にお いても判決発 見人が代言 人であった と指摘した意 味がある。だ
とする と裁 判官は 、調 停者あるい は指揮者 、仲裁人であ ると考えるべ きである。す ると専門家 であるべき なのである。
素人が介在してはいけないのである。
こ のこ とは、 現実 の訴 訟を想定すれ ば、すぐに理 解されるこ とであると 思う。ところ が実際にそう はならない 状況が
あ る。そ れは 、裁判 が、 専制的な 権力者の処分 の一面であっ たり、宗教 的裁判の場 合には、糾問 的審理が職権 主義的な
や り方で なさ れた。 かか る裁判では 、その裁判 自体が、根本 的な問題を抱 えているの であって、 それを解明す るのが先
決で ある 。裁判 員制 度を 肯定する意見 には、その ような職権 主義訴訟を前 提として、な されている 。しかし、 これは、
今回 の制 度の提 起者 は、 日本の司法制 度の問題につ いて、明解 な問題意識 をもっている わけではない 。提起者の 意図は

陪審制でなく、かといって参審制でなく、実は「検察審査員」がモデル

何なのだろうか。

四

司法制度改革審議会意見書に「統治主体」の意識をもたせることが記されている ④。このことを受けて、松尾浩也東
大名誉教授は「むろ んそれは司法改革に限りません。政治改革、行政改革等、すべての面に共通して 、『この国のかた
ち』は 、国 民が自 立的で 責任ある 統治主体と なるもので なければなら ないというこ とが、審議 会会長であ る佐藤先生の
年来の 持論でありまし たし、その考えかたは審議会の委員たちにも共有されていたと思います 。」と述べる。これは、
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小泉時 代以 降の顕 著に なった「 勝ち組」論 理の根拠であ るが、さらに 松尾名誉教 授は、田中 利幸横浜国立 大学経済学部
大学院 国際 社会科 学研究 科教授と の間で、統 治主体意識 をもった裁判 員の参加のイ ンパクトと いう面にお ける「自己規
律」
（犯罪者や犯罪被害者を目の当たりにすることによる）という効果において同意している（『エコノミア』二〇〇一
‐ 一一 、一五 ‐六 頁 ）
。 つまり、裁判 員というか たちでの国民 の司法参加は 、
「 統治主体意識 」を高めるこ とになるとす
る 。それ は現 実には 、統 治「客体 」である国民 に、統治「主 体」意識をも つことを 期待するとい う倒錯した論 理なので
ある。
意見書は「統治主体・権利主体である我々国民…」と述べる。個々の国民は、現実には統治客体である。そこで、
「統
治主 体」 である とい う「 意識」を涵養 するのが、こ の「裁判員 制度」の最 大テーマにな るのである。 そして、繰 り返す
と、その効果は「自己規律」となるのである。
現実に統治客 体であり、提案者 も統治客体であると思っている国民に、裁判する側に立ってみて 、「統治主体意識」
をもつことを要請する、この意識は明らかに虚偽の意識である。虚偽から民主主義は出来上がるのだろうか。
本稿で問題としているのは 、その「統治主体」意識をはぐくむために制定された制度である 。つまり 、根拠のない「国
民参加 」を 合い言 葉に 制定さ れた裁判制度 は、裁判をす るもののため の裁判制 度である。し かし、裁判員 は、実際には
「統治主体意識」をもって法廷に臨むだけであり、実は、期待されているのは 、
「臨むこと」だけである。
日本国 憲法 第三一 条か ら第四〇条ま でが、刑 事被告人につ いての規定で ある。刑事被 告人の権 利がいかに不 安定であ
る かと いうこ とで ある。 その危う い存在につい て、憲法は 多くの条項 を割いたが、 ところが当の 刑事訴訟法 学者が、そ

9-10頁 ）。さすがに、ここでは「起訴をあっさりしろという

の 危う い人権 にどれ ほど 顧慮を払 ってきたかと いうことにつ いては、不 安なところ がある。松尾 浩也名誉教授 が、刑事

裁判で の有 罪率 の高さ を問 題にす る（ 前掲 『エコ ノミ ア』

わけにはいかない」と述べるが 、統計や現象ばかり述べ 、例えば 、起訴自体がどれほどの苦痛を伴うものか、あるいは 、
審理に時間をかけざるをえない状況についての被告側の事情などに想像力が及ばないところがあるからである。
雑誌『 世界』 二〇 〇八 年七月号の裁 判員制度に ついての討 論で、前検事 総長松尾邦弘 氏と弁護士 の高山俊吉 氏の間に

いずれにしても、みんな初めてやることですから、五年、一〇年やる中で経験を積んでいく。変えるところは変えていく。

はつぎのようなやりとりがある。

松尾

批判をうけるところは考える。そういう中で私は日本の司法、国民が力をあわせていけば、これがこのままだめだという制度

その五年、一〇年の間、裁判にかかわる被告人はどうするんですか。

にはならないだろうと思います。
高山

「だんだんよくなる。あなたは制度が始まってから三年目の事件で残念だったな」ではすまないでしょう。
（二五五頁）

この 前検事 総長 のよう な、現実 の人々に権利 に対する 関心の無さ、 治安や秩序維 持についての 関心の高さ は「この国
のかたち」として表現するところなのである。
この、被告人のた めのものであろうとした裁判制度が 、「裁判する者」の制度として、とりあえず進めようというこ
とのようである。刑事裁判での被告人は、国民に統治主体意識を要請するための材料というわけである。
国 民「 参加」 とい う謳 い文句である が、もし、 職業裁判官 に指導されな い、素人裁判 員のあつま りならば、 訴訟はリ
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ンチに陥る。きちんと職業裁判官に指導されるなら、それは単に、国民「動員」に過ぎないことになる。
この『 世界 』二〇 〇八 年七月号に は、次のよ うな発言もあ る。できるだ けアンフェ アにならな いように多め に引用す

既存の市民の司法参加制度として検察審査会があります。今でも市民は検察審査員にはなり得るわけです。初めて知った

る。推進する立場の佐藤博史氏と松尾邦弘元検事総長の発言と否定する高山俊吉弁護士と西野喜一元判事の発言である。

佐藤
とき驚いたのですが、検察審査員経験者は既に五三万人以上、処理件数は約一五万件に及び、多くの人が任務終了後も検察審
査協会員として活動しておられます。
裁判員も同じで、問題は、裁判員になる前よりも、なったあとです。
「もう二度とやりたくない」のか、もう一度やっても
い い 」 の か で す が、 私 は 、
「もう一度やってもいい」になると思います。また、だからこそ諸外国では制度が維持されている
のです。先ほど松尾さんが言われたように、日本は知的レベルが高いし、刑事裁判のあり方についての関心も高い。だから自

検察審査会について私も直接聞くのですけれども、最初は「何で呼び出されるんだ」というところから始まるんですが、

然に落ち着いてくると私は思います。
松尾
実際にやっていくと本当に一生懸命やっている。その中でこの仕事の大事さとか内容について、かなり理解してもらっている。

裁判員制度をどう考えるかというパブリックコメントを法務省がとりましたね。そのコメントの中に、検察審査会の委員の

疲 れ た け れ ど も 、 い い 経験 を し た 、
「やり甲斐を感ずるんじゃないだろうか」と言ってくれる人が多かったと思うんですよ。

ういうことを言った人がいました。
「やって大変だと思うけれども、のめり込んでいく」と言うんですね。一生懸命議論して

裁判員は検察審査員とは少し違う。もっと責任が重い仕事ではあると思うのですけれども、模擬裁判の感想を聞いたら、こ

終わった人の協議会が全国各地にあって、いろいろと支援をしている。

高山
経験を踏まえて賛成を述べた意見は一つもなかったと思います。

さらに言えば、検察審査会の任務は、国家権力が誤っていないかというチェックです。その任務は、国家が間違いを犯さな
いためのチェックだという、そういう思想を基礎にしています。ところが、裁判員というのは、まさに国家権力の一翼を担う
仕事ですから、全然問題の性質が違ってきます。
西野 裁判員の義務は検査員の義務よりも、日程的にも心理的にもはるかに重いもので、検察審査員との比較は必ずしも適当では
ないと思います。起訴せよというのと、起訴された事件を特に重大事件だけですから、死刑台に送るべきか、あるいは十何年
刑務所におくべきか、さあここで決断せよというのは心理的にも大変重いのです。
（二五五‐六頁）

高山 氏と 西野氏 によ る、佐藤 氏への反論 はもっともな ことである。 しかしなが ら、ここで 図らずも、さ らに問題が顕
在化したようである。
一つ は検察 審査 会が裁 判員制度 の一つの先行 例である と、少なくと も佐藤氏は考 えているとい うことであ る。検察審
査会と いう のは 、検察 官の不 起訴処分のよ しあしを審議 して、不起 訴不当とか 起訴相当とい う議決をおこ なうものであ
る。検 察官 にどう して 起訴しな いのか、起 訴せよ、とい う機関である 。検察官と いうのは、 公益を代表し て活動してい
るわけ で、 検察審 査会の 存在は、 検察官が公 益を代表す るように合理 的に機能して いることに 不安がある からである。
こ れは 、韓国 では 「前官 礼遇」と 表現される裁 判官・検察 官・弁護人 の談合によっ て被告人に対 し寛大な処 罰がなされ
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ていた（李銀模教授レジュメ「韓国における国民参与裁判制度の内容と問題点 」
）という状況である。
この状況では、元政府高官などに対して、不起訴は甘いのではないのか 、と審査する機関のようであるが、実際には、
やっと起訴を免れた庶民を調べ直せ、と議決することもある。つまり、裁判員制度なるもの 、検察審査会の検察審査員、
つ まり 検察官 の不 起訴処 分に対し て、不起訴不 当あるいは起 訴相当を議 決する人た ち、の制度を 念頭に作成さ れた制度
なのである。しかも、実施が一年後にせまるまでは、そのことはあまり触れないで来ている。
つまり、裁判員制度が陪審制とはおよそ異なるものであるということは自明のことである。それで、人々の目を惹き
つけ る例 として 出さ れた のがドイツの 参審制であ る。しかし 参審制である なら必要にな る厳格な裁判 制度は整 ってはい
ない 。そ もそも 参審 人は 籤などで選ば れるものでは ないことに おいて、裁 判員制度とは 関係がない制 度と考えて 方がよ
い。それでは、陪審制どころか参審制も目眩ましにすぎなかったのであろうか。
裁判員制度なるもの、実は検察審査員を念頭において定めたとすれば、種々の問題は氷解する。籤で選ばれたものが
決議することにおいて、まさに検察審査員である。どうして検察審査員のやり方だと最初から言えなかったのか。

こ の「のめ り込む」のを 、松尾氏は期 待しているよ

もう一つの問題は、佐藤氏が、裁判員を「もう一度やってもいい」となるだろうと言い、松尾氏が、裁判員には「の
めりこ んで いく」 と感 じた人 がいる、と言 っていること である。
うであ る。 この制 度の 一番の目 的がこの「 のめり込み」 かも知れない 。しかし、こ の制度の 一番の問題が この「のめり
込み」である。専門の訓練をうけていない人が「のめり込む」光景には戦慄を覚える。
新 約聖 書のヨ ハネ によ る福音書をみ ると、不倫 をした女を リンチにかけ ようとする民 衆がいる。誰 が裁ける のか、と
イエスが尋ねると、みんな去ってしまう一節がある。

人間というもの、自らに確信がなくても、相手が弱いと、結構かさにかかるものである。
当初、 負担 だと思 って いた人も 、馴れたり、 あるいは、別 の世界を「 観劇」して 興奮を覚える こともあるか も知れな
い。
裁判員 制度の 対象 とさ れる事件は、 死刑あるい は無期の事 件、あるいは 故意の犯罪事 件で被害者 を死亡させ た事件で
あ る。 重罪事 件で 、困難 な場合に は素人は判断 に迷うだけで ある。し かしほとんど の事件で、素 人の裁判員の 面前にあ
る のは、 検察 官が証 拠を 揃えて公 判を維持でき ると思った事 件として起 訴された人 である。つま り、自分は絶 対に正義

、か
、み
、から、証拠あきらかな重罪犯を、多数でもって裁くわけである。それが面白い、もう一度やりたい、とい
の 席の た
う感 慨を もつよ うに なる のであろう。 元検事総長 は、このよ うな状況が現 れることをの ぞんでいる のである。 被疑者と
され た段 階で、 その 人権 は危機に瀕し ているのであ る。それが 被告人とさ れた段階で、 その人権の危 機は促進す る。そ
の被告人を 裁くことに「面白 い」という感想をもつのは、これまた人間になら付きものの一面である 。「いじめ」の構
造ではないか。
刑事訴訟法の 歴史は、このよう な 、「いじめ」や「報復」から、いかに脱却するかという歴史であった。先のヨハネ
による 福音 書の 叙述は 、人間 というものは 罪を犯す存 在であると いうこと、従 って、誰しも 被告人になり うるとい うこ
とを、言っているのである。
罪を犯 すの が人間 であ り、被告 席に座り得る のが人間であ る。そして、 人権がも っとも危うい 状態にあるの が刑事被
告人で ある 。その 深刻な 歴史的経 験からつく られた、日 本国憲法一〇 三箇条中の一 〇箇条を占 める、刑事 被告人の人権
保 障規 定であ る。 先に言 及した憲 法学者や、や はり憲法学 者である司 法制度改革審 議会元会長は 、自分自身 が刑事被告
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人にな るこ となど 、想 像すらし ていないで あろう。その ような貧困な 精神の持ち 主に提案さ れた制度の拘 束される国民
は不幸である。
そ して 、これ らの 憲法 学者自身が、 人類の遺産 ともいえる 日本国憲法の 主要な部分を 、一挙に今 、打ち砕い ていると
いう罪責感はあるのだろうか。
裁 判員制 度は 、そ のよう な裁判の歴 史を考えてみ ても、人権に 顧慮した制 度を転倒さ せた制度であ ることからも 、世

論理的記述が見あたらない憲法教科書

界史的にも劣悪たる制度と言いうる。

五

雑誌『世界』二〇〇八‐六は「裁判員制度」を特集しているが、笹田栄司「憲法からみた裁判員制度」とう文があり 、

二〇〇七）

2009年までに、

そこで 、最 新の 憲法教 科書の タイトルが紹 介されてい たので、中 身を覗いてみ た。いずれも 版を重ねて いるわけで 、そ

松井茂記『日本国憲法』第三版（有斐閣

著名な憲法教科書の裁判員制度に触れているものをいくつかみて、この文をおわりたい。

の分読者も得ている筈である。

Ａ

二〇〇四年、司法制度改革の一環として、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（裁判員法）が制定され、

一定の重要事件について一般市民が裁判員として職業専門裁判官とともに刑事事件の審理に加わる裁判員制度が導入されること

になっている。このような陪審制ないし参審制については、憲法が裁判は身分を保障された裁判官が行うと想定しているこ

（二三六頁）

とから、その合憲性に疑問がないではない。しかし、最終的な判断権が裁判官に委ねられている限り、事実の認定を市民によっ
て構成される陪審に委ねることは七六条に反するものではないというべきであろう。

こ れは 、裁判 員制 度の ことが、最後 に突然に陪審 制の話にな っている。 この制度が陪 審に準ずるも のであれば 、憲法

辻村みよ子『憲法』第三版（日本評論社二〇〇八年）

七六条に反しない、という趣旨か、いずれにしても、このままでは文になっていない。

Ｂ

なお、陪審制や「裁判員制度」も、陪審員や裁判員の決定に裁判官が拘束されるという点では裁判官が「この憲法及び法律にの
み拘束される」とする憲法七六条第三項に抵触すると解する見解もあるが、裁判員を非常勤裁判官として扱い、かつ、評決に必
ず一人以上の裁判官が含まれるとする現行法では、この問題はないといえよう。
（四五九頁。
）

裁判員は素人であるということが、この制度では前提なのであり、趣旨なのである 。
「非常勤裁判官」と解釈することで、憲法
の規定に抵触しないことになるとは、著者も、確信しえないようで、評決に裁判官が含まれることを示している。しかし、裁判
員制度は（実際には、裁判官の説得をうけるものだとしても、趣旨は「素人の介入をうけること」なのであるから、もともと憲
法違反することが、制度の設立趣旨なのではないかと考えるべきなのではないか。同書は、次のようにも述べる。
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この制度は、二〇〇九年までに実施される予定であるが、すでにふれた七六条との関係のほか、国民の裁判をうける権利（憲法
三二条）
、刑事被告人の公正な裁判所の裁判をうける権利（憲法三七条）、
（裁判員の）思想信条の自由（憲法一九条）
、意に反す
る苦役の禁止（憲法一八条）等との抵触も指摘されており、前途の多難さも否定できない。 （四七三頁）

憲 法解釈 学の 教科 書が、こ のような 叙述をしてい てよいのだろ うか。人権に ついての規 定との「抵 触も指摘され てお
り」と述べ る。抵触するとい うことは、人々の基本的な権利が現に侵害されることなのである 。「制度の前途が多難」

浦部法穂『憲法学教室』全訂第二版

日本評論社

二〇〇六

ではなく、人権が危機に瀕していると考えるべきなのではないのか。

Ｃ

裁判への直接的な市民参加は、いわば、裁判の権力性への一つの対抗原理である。憲法三二条や七六条三項が、市民参加に対し
て否定的ないし制約的意味をもつとしたならば、それらの規定は、裁判の権力性を担保する規定だということになってしまうが、
もちろんそうでないはずである。とすれば、これらの規定は、裁判への市民参加の制度を採用する際に、なんら障害となるもの
ではないと解されなければならないであろう。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。
（三一九頁）

「裁 判の権 力性 」とは 一体何だ ろうか、それ がはっきり しないと「 対抗」のしよ うがない。裁 判の権力性な ど、自明
のもの だと 思って いる のだろう 。そして、 それが、専制 権力の官僚の 持つ権力、 あるいは、 それと同質の ものであるな
ら、いよいよ現実性 をもってくる。しかし、もし、そのような裁判であれば 、「市民参加」など、決して対抗原理には
なりえない。たかだか、権力への協賛運動として成り立つだけなのである。
「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」という事実を著者は何と考えるのだろうか。
自 分の無 論理 のより どこ ろにして いるのであろ うか。著者に すれば「対 抗原理」な どという仮想 を前提として 納得して
い るから 何の 不思議 もな いと思って いるのだろ う。本当は、 議論が起こら なかったと いう事実自 体が、この国 の憲法学
の危機的状況を表しているのである。
笹田 栄司 論文 は他に大 石眞『憲法講 義Ⅰ 』
（有斐 閣二〇〇四 ）
、渋谷 秀樹・赤坂正 浩『憲法２統 治』第三版（ 有斐閣二
〇〇 七 ）
、 高橋和之『 立憲主義と日 本国憲法 』
（有斐閣 二〇〇五 ）
、長谷部 恭男『憲法 』第四版 （ 新世社二〇〇 八）をあ
げる。これらには残念なことに裁判と人権についての、適切な議論ないしは解説はなかった。
解説 書で あるこ とか ら、制定さ れたことの 解説という スタンスによ るのか、ある いは初めて 書くことで あることであ

ま たは

法知 識 の分布 モデ ルにつ いて 」
（『

』二 〇〇 六年 四月 号）
UP

るのが、これらの叙述の不首尾の理由でもあろう。それにしても、これが日本の法学教育の現状かとも思う。
内田貴氏が 、「法科大学院は何をもたらすのか

で、法 的リ テラシ ーの 崩壊を危 惧していた が、直接な法 的リテラシー の崩壊がこ れから始ま るかもしれな いとしても、
それを支えていたものは、もう既に崩壊しているのかも知れない。
注
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②

①

高 田氏の 指摘 は、さ らに「こ の意味で英米 法系の刑事 手続にかな り接近してい るが、他方に おいて従来 の大陸

参考にあげる、松尾名誉教授をはじめ参考文献は、ほぼ例外なく参審制と考える。

関西大学生活協同組合『書評』第一一〇号蘆田投稿文参照。

集》一九七八・五青林書院新社一八‐一九頁）
。
小田中後掲の論文「裁判員制度の批判的考察」の第一節は「司法改革理念としての

法

た小国ルワ ンダでは、 ほと

『統治主体意識』イデオロギ

的伝統（＝職権主義思想」）が一掃されたわけではない。
」 と続ける（高 田卓爾『刑事 訴訟法』改訂 版《現代法 律学全

③

④

横浜国立経済
2001/11
国民の参加〉
）

を、誇りをもって推進しているのである。

一 九九 四年 、アフ リカ東 部の全人口七 百万人たら ずのうち百 万人近くの犠 牲者を出し

ー」である。
⑤
んどの判事・弁護士も犠牲になった状態で、報復でない裁判

，
52-2
〈特集刑事裁判の
2001/7

《参考》
松尾浩也「司法制度と国民参加」
【講演 】
（『エコノミア』
，
27

〉
、小田中著『刑事
2006

2007 暴走する国家に抗うための

〈

月。
）
12

日成稿，丹宗暁信・小田中聰樹編『構造改革批判と法の視点』
13

松尾浩也「刑事訴訟法における国民参加」
（『現代刑事法』
年 ９月
2003

・ ）
2006
9
）
19032007.8

）
2006

38-4

年
2006

－講演と討論－」
（『龍谷法学』

年、小田中『刑事訴訟法の変動と憲法的思考』
〈第４章〉日本評論社
2004

小田中聰樹「裁判員制度の批判的考察 」
（
花伝社，
小田中聰樹「裁判員制度と民主主義刑事法学の課題
訴訟法の変動と憲法的思考』
〈第七章〉
）

）
12

）
2004

・３）
2008

あ
』
A きれる裁判と裁判員制度〔裁判官は、なぜ信用できないのか？〕

2007/10

高山俊吉「裁判員制度の裏側―総動員体制の時代に抗するために 」
（『日本はどうなる
・
2006

『裁判員制度はいらない 』
（講談社

論点 』
〈『週刊金曜日』編集部編〉
高山俊吉

『裁判員制度』
（平凡社新書

西野喜一『裁判員制度の正体 』
（講談社現代新書
丸田隆
伊佐千尋『裁判員制度は刑事裁判を変えるか』
（現代人文社

＆
Q

「開かれた裁判制度」研究会著『裁判制度がよ～くわかる本』秀和システム
矢野輝雄『プロブレム
井上薫『つぶせ！裁判員制度 』
（新潮新書

／６）特集
(2008

裁判員制度

－何が変わるのか－

あなたは「死刑判決」を下せますか？元判事が世紀の愚行を徹底批判（帯）
『世界』

弁護士）

後藤昭（一橋大学法学研究科教授 ）
「裁判官制度をめぐる対立は何を意味しているか」
豊秀一（朝日新聞記者）
「裁判員制度とは何か」

学習院大学法科大学院教授

早稲田大学客員客員教授）

笹田栄司（北海道大学法学研究科教授 ）
「憲法から見た裁判員制度」

佐藤博史（弁護士

裁判員制度、是か否か（上）
賛成

龍岡資晃（前福岡高裁長官
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反対

松尾邦弘（前検事総長
高山俊吉（弁護士）

駿河台大学法科大学院専任教授）

新潟大学大学院教授）

弁護士

西野喜一（元新潟地裁判事
田島泰彦（上智大学文学部新聞学科教授）
「表現・メディア規制のなかの裁判員制度」

（
721

） 特集
2007/11

あなたが裁判員に選ばれたら

ダニエル・フット（東京大学大学院教授 ）
「『身近な裁判』は実現するか」
『歴史地理教育』№

＆
Q 」
A

鈴木啓文（弁護士）
「裁判員裁判を学校で取り上げる際の留意点」
江里晃（実践女子学園中学高校 ）
「裁判員制度
吉田俊弘（筑波大学附属駒場中高等学校 ）
「中学生が考える『市民の司法参加』
－「制度」学習の一つの試み－

以上の文は、二〇〇八年八月はじめに書き上げ、その九月に刊行されることを期待した。しかし、如何なる

小田中聰樹（東北大学名誉教授 ）
「司法改革と裁判員制度」

付記
理由も 示さ れない まま 、そのと きは、この 文が公刊され ることはなか った。その後 、この文 をご覧いただ いた甲南女子
中高の三宅広明先生 には、文の趣旨のご理解をいただき 、『研究紀要』掲載の意思を尋ねていただだいた。私は、この
問題をさらにすすめるためにも掲載させていただきたいと考え、手直しの上、二〇〇九年三月に提出した。
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