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０．はじめに
裁判員制度は、私たち市民が司法に直接参加する制度であり、市民が司
法の新しい「担い手」となりました。私たち裁判員ネットは、裁判員制度
を自分たちの問題として捉え、情報を知り、一人でも多くの人と共に考え
る機会をつくりたいという想いから活動を始めました。
裁判員制度開始から 5 年間、私たちは活動を積み重ねてきました。こ
れまでに裁判員裁判市民モニターには約 270 名が参加し、モニタリング
結果は 540 件にのぼっています。また、裁判員経験者からのヒアリング
も実施し、裁判員裁判の現場の声を集める活動を行ってきました。
刑事司法において、専門家だけに全てを委ねていたかつての状況は大き
く変わりつつあります。裁判員制度のあり方について、私たちは「他人事」
ではなく「自分たちの問題」として主体的に考えていくことが必要です。
私たちが刑事司法の新しい担い手として、裁判員制度の実状を知り、意義
を考え、この制度が社会にとって必要なのかどうかも含めて議論すること
によって、市民の主体的な参加が実現するのだと考えています。
また、裁判員制度は市民参加の制度である以上、そのあり方について、
専門家だけではなく、司法の担い手となった市民の声を集め、検証し、制
度に反映させていくことも重要です。どのように多くの市民の声を集めて
制度に活かすことができるのか。ここに、裁判員制度の価値と未来を決め
る最大の要素があるのです。
この『市民からの提言』は、裁判員制度の現場を見た、市民からの提案
です。裁判員制度の現状と課題を整理し、具体的に変えるべきと考える点
をまとめました。この提言が専門家だけでなく、一人でも多くの市民が裁
判員制度を考え、議論していくきっかけになることを心から願っています。

２０１４年５月１７日
一般社団法人裁判員ネット
理事 坂上 暢幸
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１．市民の司法リテラシーの向上に関する提言
＜提言①＞
無罪推定の原則、黙秘権の保障などの刑事裁判の理念を理解
できるような法教育を行うこと
１ 現状と課題
（１）法教育の重要性～裁判員時代の「市民の常識」
裁判員を務めるにあたって細かい法律知識を身に付ける必要はありません。しか
し、市民が責任をもって刑事裁判に臨むためには、無罪推定の原則や黙秘権の保障
といった刑事裁判の理念を十分に理解しておくことが必要です。
裁判員ネットが行っている裁判員裁判市民モニターでは、参加者の声から刑事裁
判の理念について認識がない故に、刑事裁判に対して誤った印象を持ってしまうケ
ースが見られました。
市民が司法に参加する裁判員制度が始まった今日、刑事裁判の理念を「市民の常
識」にするために、法教育が重要であると考えます。

（２）学校教育
ア 体験型の学習の広がり
学習指導要領の改定に伴い、中学校や高等学校の授業では、裁判員制度を含めた
刑事裁判が広く扱われるようになりました。
各学校はそれぞれ工夫を凝らした授業を行っており、法律家や関係各機関等と連
携した授業や施設見学なども広く行われるようになっています。例えば、裁判所は、
小学生から大学生までを対象とした、裁判官の出前授業、模擬裁判、裁判所見学を
実施していますし、検察庁や弁護士会も同様の授業やイベントを実施しています。
実務家の話を直接聞いたり、実際の裁判を傍聴したりする体験型の学習は、刑事
裁判を身近なものとして感じ、そこで行われていることを自分たちの問題として考
える良いきっかけとなります。そのため、これらの体験型の学習が広く行われるよ
うになったことは、望ましいことであると考えます。
もっとも、法務省が、全国約 5,000 校の中学校を対象に行った調査では、法律家
や関係各機関等との連携の有用性は認識しつつも、授業のコマ数や予算などの点か
ら、実践できずにいる学校が多いことがわかります。同調査では、
「平成 24 年(2012
年)度以降に、教科等の学習指導に関連し、法律家や関係各機関等と連携した授業
や見学、教員研修などを行ったことがあるか」との問いに、51.3％の学校が「連携
はしていない」と回答しています。今後、法律家や関係各機関等との連携予定がな
い又は未定と考える理由としては、「どのような連携が可能なのかよくわからない
から」
「必要となる予算が十分に確保できないから」
「学校として、法律家等と連携
した取り組みを行うだけの余裕がないから」との回答が多数を占めています1。

1

法務省「『中学校における法教育の実践状況に関する調査研究』報告書」2013 年 11 月
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充実した法教育を行うために
2012 年 4 月に裁判員ネットが行った、東京都内の高等学校へのアンケートでは、

多くの学校が授業で裁判員制度について扱っていることが分かりました。もっとも、
その授業数は１コマのみが圧倒的に多く、黙秘権の保障などの刑事裁判の理念につ
いては教えていない学校があることも分かりました。法教育の実践面では、学校や
担当教員によって、内容に濃淡があるようです。前出の調査では、「校内で法教育
に関する教職員の研修会・勉強会を開催したことがあるか、学校外で行われる法教
育に関する教職員研修会等に教職員を派遣したことがあるか」との問いに対し、校
内での研修会・勉強会に関しては、「開催したことがある」が 7.3％、校外で行わ
れる研修会等に関しては、「派遣したことがある」が 17.8％でした。また、「研修
会・勉強会を開催したことがない、外部の教職員研修会等に教職員を派遣したこと
がない」と回答した学校のうち、69.5％が「教職員に研修会に参加する時間的余裕
がない」ことを、38.5％が「どのような研修会等があるのかよくわからない」こと
をその理由として挙げています2。
充実した法教育が行われるためには、法教育のスキルを身に付けられるような研
修会・勉強会の実施と教員の参加を広げるような取り組みが必要だと思われます。

（３）市民講座
学校教育を終えた社会人は、今、まさに、裁判員になるかもしれない市民ですの
で、法教育を受ける機会が必要です。
裁判員制度施行直後は、裁判所や検察庁、弁護士会は勿論のこと、地方自治体な
ども、広く、裁判員制度の市民講座を行っていました。
裁判員制度、そして刑事司法に関する問題は、責任ある司法参加をするため、ま
た、社会で起こっている出来事を我が事として考えるため、常に考えていかなくて
はならない問題です。そのため、これらの問題を、単なる時事問題ではなく、市民
が当然知っておかなければならない常識としていかなくてはなりません。
このような市民講座が、今後も継続的に実施されることが望まれます。

２ 具体的な提案
（１）教員研修の充実と学校での取り組み事例の共有
学校での法教育は、未来の裁判員を育てるために必要不可欠なものです。その
ため、どのような取り組みが行われているのかについて、良い事例を共有すること
によって、より充実した法教育の実践が期待できます。
一人でも多くの未来の裁判員が刑事裁判の理念を理解できるような法教育を受
けられるように、教員に対する研修等によって良い取り組み事例を共有することを
提案します。

（２）地方自治体や大学などによる市民講座の開催
社会人に対する法教育の機会を提供するために、地方自治体や大学が裁判員制
度に関する市民講座を継続的に行うよう提案します。
2

法務省「『中学校における法教育の実践状況に関する調査研究』報告書」2013 年 11 月
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＜提言②＞
無罪推定の原則、黙秘権の保障などの刑事裁判の理念を遵守
するように、公開の法廷で、説示を行うこと
１ 現状と課題
（１）刑事裁判の最大の使命は冤罪を防ぐこと
裁判員制度が施行された 2009 年 5 月以降に明らかになった主な冤罪事件だけで
も、足利事件、東電ＯＬ殺人事件、袴田事件があげられます。いずれも職業裁判官
時代の裁判でしたが、裁判員裁判においても、冤罪が生み出される危険性が皆無と
は言えません。
刑事裁判の最大の使命は、冤罪を防ぐことです。冤罪の怖さは、無実の人が身に
覚えのない罪で逮捕され、裁判で有罪となり刑罰を受け、人生を奪われることにあ
ります。一方で、冤罪が起きれば、結果として真犯人は野放しになってしまいます。
冤罪は、被害者や遺族にとっても許されるものではありません。裁判員となった市
民が冤罪を生み出すのではなく、冤罪を防ぐ役割を担うことが裁判員制度では求め
られるのです。

（２）裁判員によって異なる説示の経験
ある裁判員経験者は、
「無罪推定の原則」と「証拠主義」という刑事裁判の鉄則
を裁判官から丁寧に教えられたと述べています。裁判員ネットの模擬評議で使用し
ている資料は、ある裁判所の説明をもとに作成したものです。一方で、別の裁判員
経験者は、刑事裁判の理念については、十分な説明がなかったと話しています。現
在、刑事裁判の理念に関する裁判所の説明は、公開の法廷では行われていません。
そのため、どのような説明がなされているのかを知ることができません。裁判官に
よって、説明の内容が異なるかどうかを確認することもできません。
この点については、制度施行から 5 年間で大きな改善が見られていません。

２

具体的な提案
司法への市民参加の歴史の長い米国・英国では、裁判官による法の解説である「説
示」がモデル化されています。裁判員制度のもとで、適正な刑事裁判を行うために
は、司法に参加する市民が守るべき共通のルールが必要です。冤罪を防ぎ、適正な
刑事裁判を行うために、刑事裁判の理念が明確に共有され、市民が裁判に臨むこと
が必要です。
私たちは、遵守すべき刑事裁判の理念を共有するために、公開の法廷で「説示」
を行うことを提案します。
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提言②資料 裁判員ネットの模擬評議における説示用資料
一般社団法人裁判員ネット

市民モニター模擬評議
１、刑事裁判のルールについて
裁判員に対する裁判所の説明の例
（１）無罪推定の原則
・立証責任は検察官にある
（２）証拠裁判主義の原則
・法廷に提出された証拠のみで判断する。
・当事者の意見と証拠を区別する。
（３）有罪立証の程度に関する原則
・有罪は、常識に従って、間違いないと判断できる程度でなければならない。

２、有罪認定に必要とされる立証の程度について
「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の
立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在
する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在
するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がな
いと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。」（最高裁平成 19 年
10 月 16 日第一小法廷決定）

３、黙秘権について
（１）刑事訴訟法 311 条 1 項
「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」
→被告人の権利である黙秘権行使の事実から不利益な事実を推認することは許されない
（田口守一『刑事訴訟法第 5 版』133 頁）。
（２）参考：黙秘権の根拠
「黙秘権は人間の尊厳に由来する。被疑者は、拷問によって供述を強要されないというに
とどまらず、供述するか供述しないかの自由な自己決定権をもっている。供述しないことも供
述することも自由である。」（前掲田口 132 頁）

４、評議と評決について
（１）被告人が有罪か無罪かを評議し、評決します
※評決は、過半数で決します。
※裁判員裁判では裁判官 1 名以上が有罪に賛成することが必要です。
（２）有罪の場合には、量刑を評議、評決します
※死刑判決についても過半数で決します。
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２．裁判所の情報提供に関する提言
＜提言③＞
裁判員裁判の実施日程を事前に各地方裁判所の窓口及びイン
ターネットで公表すること
１ 現状と課題
（１）裁判員裁判日程の情報を求める市民の声
裁判員ネットでは、各地方検察庁のホームページや新聞記事を閲覧して、裁判員
裁判の日程を調べて、
「裁判員裁判最新日程カレンダー」（資料②）をホームページ
で公開し、定期的に更新しています。この日程カレンダーには毎日多数のアクセス
があります。また、裁判員ネットの事務局には「裁判員裁判の傍聴がしたいので日
程を教えてほしい」
、
「裁判所のホームページ上に裁判の日程を公表してほしい」と
いった問い合わせが寄せられています。このような問い合わせに接すると、裁判員
裁判を傍聴するために事前に日程を知りたいと考えている市民は潜在的にはもっと
多いと考えられます。

（２）地方検察庁の日程公表の動き
地方検察庁の中には、裁判員裁判の日程の一部を事前にホームページで公表して
いるところがあります。ホームページで公開している地方検察庁はこの5年間で徐々
に増え、現在では東京、さいたま、長野、新潟以外の各地方検察庁が公表するよう
になりました。この動きは市民が事前に裁判員裁判の日程を知る上では、重要な役
割を果たしていると言えるでしょう。しかし、まだ全ての地方検察庁が公表してい
るわけではなく、また全部の事件が公表されているわけではありません。

（３）裁判所は事前の公表をしていない状況
一方、現在、裁判所のホームページを見ても裁判員裁判の日程は公表されていま
せん。裁判を傍聴したい市民は、各地方裁判所の窓口に足を運ばなければ、日程を
知ることができない状況です。またその裁判所の窓口でも、原則として当日の日程
しかわかりません。裁判所は、裁判員裁判の日程を把握していますが、これらの情
報は事前に窓口やホームページ上では公表されていないのです。

２ 具体的な提案
各地方検察庁がこの数年、積極的に裁判員裁判の日程を公表するようになってき
たこと自体は評価できると思います。しかし、裁判員裁判の日程については、刑事
裁判の一方当事者である検察庁だけではなく、裁判員制度を運用する裁判所が責任
をもって公表すべきだと考えます。
具体的には各地方裁判所は、当日ではなく、事前にホームページ上や窓口で、裁
判員裁判の日程を公表するべきです。裁判員裁判の日程は、少なくとも呼出状が発
送される時点では決まっています。つまり、事前に裁判員裁判の日程を公表するこ
7
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とは可能なのです。ホームページで公表する場合には、被告人の氏名は掲載しない
などの配慮を行えば、いたずらにプライバシーを侵害することもありません。被害
者等への配慮から、掲載されない場合を除いては、できるかぎり公表されるべきで
す。

提言③資料

裁判員ネット「裁判員裁判最新日程カレンダー」
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＜提言④＞
裁判員裁判の控訴・上告の有無及び控訴審・上告審の実施日
程を各地方裁判所の窓口及びインターネットで公表すること
１ 現状と課題
（１）控訴の状況
最高裁判所の「裁判員裁判の実施状況について（制度施行～2014年2月末）
」によ
ると、第一審判決人員が6,260人であるのに対し、控訴人員は2,181人であり、34.9％
の被告人が控訴を行っています。
控訴審は、職業裁判官だけで行われ、裁判員は参加しません。控訴審については、
現状では一部の裁判官が任意で情報を提供している以外は、裁判員経験者は自分が
担当した事件が控訴されたかどうかがわかりません。裁判員経験者は、自分が裁判
員として関与した事件であるにもかかわらず、その事件が控訴されたか否かという
ことや控訴審、上告審の日程についての情報提供を受けていないのです。

（２）控訴審に対する裁判員経験者の高い関心
裁判員経験者に対して行ったインタビューでは、
「控訴審の有無や日程を知りたか
った」という声を多く聞きました。そして「被告人の今後が気になる」
「控訴した理
由が知りたい」
「裁判員裁判で重い責任を担ったのにもかかわらず、その事件の控訴
の有無や控訴審の日程が全く伝えられないのはおかしい」などという意見も裁判員
経験者の方々から聞きました。
また、裁判員裁判の結論が控訴審で覆されるケースもあり3、裁判員経験者のなか
には、
「第一審を白紙に戻すならば裁判員制度の意味がないのでは」という意見があ
る一方で、
「プロの裁判官が、改めて真実を見極めてほしい」と考えている人もいま
す。さらに、裁判員経験者のなかには、裁判所に控訴審の日程を問い合わせ、実際
に控訴審に足を運んだ方もいます4。
裁判員経験者は、自分が担当した事件のその後に対して強い関心があると考えら
れ、その関心に応えるために、控訴の有無等の情報について裁判所が裁判員経験者
に個別に連絡することも考えられます。しかし、裁判員経験者の中には、判決言い
渡し後は「事件に関わりたくない」という人もいるでしょうし、個別連絡の場合に
は裁判所の事務も繁雑になることが懸念されます。そこで、市民に対して広く情報
を提供するという視点から、裁判員裁判の日程公表と同じように、裁判員裁判の控
訴審、上告審に関する情報についても、各地方裁判所がホームページ上及び窓口で
事前に公表すべきです。

２ 具体的な提案
掲載すべき情報は、裁判員裁判の控訴・上告の有無及び控訴審・上告審の実施日
程です。被告人名は記載せずに、事件名と事件番号（第一審と控訴審、上告審）を

3
4

朝日新聞 2011 年 5 月 21 日
読売新聞 2010 年 2 月 26 日
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記載すれば、プライバシー保護の観点からも問題はありません。
控訴審は高等裁判所で、上告審は最高裁判所で行われます。しかし、各地方裁判
所の窓口及びホームページ上に情報が公表されたほうが、裁判員経験者を含む市民
が情報を得やすくなります。そのため、情報提供は、各地方裁判所の窓口及びホー
ムページで行うことを提案します。

＜提言⑤＞
裁判員裁判を担当した裁判官が、判決後の記者会見を行うこ
と
１ 現状と課題
（１）裁判官が記者会見に応じていた時代
裁判員裁判の判決後、現在は裁判員経験者による記者会見が行われていますが、
裁判官の記者会見は行われていません。
「裁判官は弁明せず」という言葉もあり、裁
判官が記者会見に応じないのは当然だと言われることもあります。
しかし、特定の事件について最高裁長官が記者会見を行ったこともあります。日
米安保条約の合憲性が問われた砂川事件では、当時の田中耕太郎最高裁長官が記者
会見に応じて、最高裁の15人の裁判官が全員一致だったことを「大変よいことだと
思います」
、
「判決は政治的な意図をもって下したものではないことをはっきり言っ
ておきたい」と答えています。また、記者の問いかけの内容によっては、
「合議の秘
密ですから、ここからは黙秘権を行使します」と答えているのも注目すべきです5。
この記者と最高裁長官の応答からわかるのは、裁判官は守秘義務を前提として、記
者会見に応じることができるということです6。
記者会見に応じていたのは、最高裁長官だけではありません。イタイイタイ病の
判決後も、富山地裁の岡村利男裁判長が記者会見を行い、
「現段階で知ることができ
るあらゆる学説、資料を十分検討して結論を出した」と答えています7。つまり、か
つては裁判官も記者会見に応じていた時代がありました。

（２）裁判員時代の「司法の常識」
市民が司法に直接参加する裁判員制度が始まった今日、裁判員経験者が記者会見
に応じて、裁判員裁判の経験や感想を広く伝えることは重要です。この5年間、裁判
員経験者の方々の記者会見が、判決理由に対する「弁明」ではないことは明らかで
す。同じように、裁判官もまた裁判員裁判を行った一員として、その経験と感想を

5

朝日新聞 1959 年 12 月 17 日

6

裁判官の守秘義務は、本文の記者会見当時から次のように定められています。「評議の経過並びに各

裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければなら
ない」（裁判所法75 条2 項）。「官吏ハ己ノ職務ニ關スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密
ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同樣トス」（官吏服務紀律4 条）。
7

朝日新聞 1971 年 6 月 30 日
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伝えることは大きな意義があります。裁判員裁判で何が変わったのか、裁判官とし
てどのような心構えで裁判員裁判に臨んでいるのかなどを、自分の言葉で語ること
は、未来の裁判員に対する大切なメッセージとなり、司法の信頼を向上させること
につながります。
裁判員時代の「司法の常識」として、裁判官もまた自分の言葉で裁判員裁判の経
験を語ることが必要なのです。

（３）裁判員経験者に対する記者会見の減少
裁判員裁判開始当初、判決後、会見に同意した裁判員経験者に対して行われる記
者会見は、全ての裁判を対象に行われていました。その都度私たち市民は新聞やテ
レビなどを通じて、裁判員経験者の感想や想いに触れることでき、裁判員制度その
ものへ目が向く機会となりました。記者会見は制度施行から2011年4月までの間にお
よそ1,600件行われました8。しかし、裁判員制度施行から5年が経過し、最近は記者
会見の報道を目にする機会が減りました。これには裁判員経験者の記者会見の開催
自体が減っている9という実情があります。
市民が裁判員制度についての情報を得て、司法への「市民参加」の姿をわかりや
すい形で知ることができるという観点からすれば、5年前より「後退」しつつあると
言えます。裁判員経験者の感想やコメントの共有は、これから裁判員になるかもし
れない多くの市民にとって大きな意味を持ちます。会見自体は今後も継続して開催
されることが望まれます。
したがって裁判官、裁判員経験者双方の立場から、自らの言葉で発信して社会に
共有する機会があるべきだと考えます。

２ 具体的な提案
裁判員経験者に対する記者会見と同様に、裁判員裁判を担当した裁判官も判決後
に、記者会見を行うように提案します。裁判員経験者の方々が、裁判官と一緒だと
記者会見で答えにくいことも考えられるので、裁判員経験者と裁判官は、判決後、
それぞれ別々に記者会見を行うべきです。

8

法務省「裁判員制度に関する検討会取りまとめ報告書・資料5」2013年6月

9

同上
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３．裁判員候補者に関する提言
＜提言⑥＞
裁判員候補者であることの公表禁止を見直すこと
１ 現状と課題
（１）裁判員候補者であることの公表禁止
裁判員法は、裁判員候補者が、自らが候補者であることを公にすることを禁じて
います（以下「公表禁止規定」といいます。）
。これは、裁判員候補者のプライバシ
ーや生活の平穏を保護するためといわれています10。

（２）公表禁止規定の弊害とこれを見直すことの利点
裁判員法が禁じるのは、裁判員候補者であることを不特定多数の人が知ることの
できる状態にすることとされています。
しかし、裁判員候補者にとって、その線引きは容易ではありません。そのため、
裁判員候補者であることを誰にも話してはいけないと考え、家族に話すことさえも
躊躇してしまう人もいます。公表禁止規定は、裁判員候補者を萎縮させる効果をも
たらしています。
他方、公表禁止規定を見直せば、裁判員候補者同士が交流することや、交流を通
じて裁判員裁判について理解を深めることができるようになるはずです。

２

具体的な提案
裁判所から具体的な日時が指定された呼出状を受け取るまでは、裁判員候補者が
実際に担当する事件は特定されません。また、裁判員候補者の数は、年間約 20 万
人から 30 万人です。そのため、呼出状を受け取る前であれば、裁判員候補者にな
ったことが分かっただけで、不当な働きかけがなされる恐れは殆どありません。
そうだとすれば、呼出状を受け取るまでに、裁判員候補者であることを公表して
も、裁判員候補者のプライバシーや生活の平穏を保護するという公表禁止規定の趣
旨には反しないはずです。
そこで、裁判所から具体的な日時が指定された呼出状を受け取るまでは、本人の
同意があれば裁判員候補者であることを公表してもよいと規定を改めることを提
案します。

10

最高裁ホームページ「裁判員や補充裁判員であることを公にすることは法律上禁止されていますので、
ご注意下さい（2009.8）」http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_08_24_saibanin_attention.html
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提言⑥資料

裁判員ネットの改正案－裁判員候補者であることの公表禁止規定

裁判員ネットの改正案

現行（裁判員法 101 条 1 項条）

何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員の氏

何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員

名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公

又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、

にしてはならない。これらであった者並びに裁判員候

住所その他の個人を特定するに足りる情報を公

補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人

にしてはならない。これらであった者の氏名、住

を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公

所その他の個人を特定するに足りる情報につい

にすることに同意している場合を除き、同様とする。

ても、本人がこれを公にすることに同意している

ただし、何人も、裁判員候補者若しくはその予定者が

場合を除き、同様とする。

第 27 条第 2 項の呼出状の送達を受けた場合、当該
裁判員等選任手続の期日までの間、呼出状の送達
を受けたことを公にしてはならない。

＜提言⑦＞
裁判員候補者名簿掲載通知・呼出状の中に、裁判を傍聴できる旨
を案内し、問い合わせ窓口を各地方裁判所に用意すること
１ 現状と課題
（１）「裁判の公開」と裁判員裁判の傍聴
裁判は公開の法廷で行われますので（憲法 82 条参照）、誰でも裁判員裁判を傍聴
することができます。しかし、裁判所は市民にとって敷居が高く、実際に裁判を傍
聴したことがある人は少数にとどまっています。

（２）百聞は一見に如かず
裁判員裁判市民モニター参加者や、裁判員経験者の方から、刑事裁判の流れを知
らないために、どのように手続が進むのか分からず、審理の内容を十分に理解でき
なかったという声が寄せられています。
裁判員になるために詳細な法律知識は必要ありませんが、事前に手続の概略を知
っておけば、慌てることなく、審理の内容に集中することができるのではないでし
ょうか。裁判員になる前に、傍聴という体験を通じて手続の概略を知ることは、責
任を持って裁判員を務めるために重要な意義があります。

２

具体的な提案
裁判員候補者名簿掲載通知の書類の中には、裁判員裁判の手続の概要を解説した
パンフレットが同封されていますが、傍聴に関する案内はありません。
そこで、裁判員候補者名簿掲載通知（毎年秋頃）と呼出状（選任手続期日の 6 週
間程前）を送付する際に、裁判を傍聴できる旨の案内状を同封すると共に、各地方
13
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裁判所に、裁判員候補者向けの問い合わせ窓口を設置することを提案します。

提言⑦資料－１

裁判員選任手続の流れと傍聴の案内の時期（案）
前年秋ごろ

裁判員候補者名簿の作成
・抽選により来年の裁判員に選ばれる候補者を決める

前年の１１月ころ

名簿記載通知・調査票の送付
・実際に私たちの家に裁判所から裁判員候補者になっ
た通知と、裁判員として参加できるかどうか調べるため
の調査票が送られる

裁判が傍聴できる旨と
問い合わせ窓口を記載
した書類（「傍聴の案
内」下記サンプル案参
照）を同封する。

事件ごとに名簿の中から抽選で選定
・調査票で裁判員になれないと判明した人は選ばれな
い

担当する裁判の5～6週間前

呼出状・質問票の送付
・抽選で選ばれた候補者に実際に裁判所に来てもらう
期日を記載した呼出状と質問票が送られる

選任手続期日

「傍聴の案内」（下記
サンプル案参照）また
担当する裁判まで（5
～6週間）の裁判員裁
判の日程についても記
載した書類を同封する。

・裁判所に行き、抽選で裁判員と補充裁判員を決定す
る

裁判員・補充裁判員選任
・実際に裁判員・補充裁判員が決定する

提言⑦資料－２

「傍聴の案内」サンプル案-１
裁判員候補者の皆さまへ
裁判員裁判の傍聴ができます
裁判所で裁判を傍聴することに特別な手続きは必要ありません。開廷時間にお
越しいただければ、裁判を傍聴することが可能です。傍聴の案内と、問い合わせ
窓口を記載します。ご利用ください。

傍聴の案内
最寄りの裁判所：東京地方裁判所
アクセス：丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」A1出口より
徒歩1分
注意点
・当日の裁判の予定は裁判所一階に置いてあります台帳をご確認ください
・法廷内にはノートや筆記用具の持ち込みは可能ですが、カメラ、ビデオ、テープ、
レ
コーダー、はちまき、ゼッケン、危険物の持ち込みはできません。
・法廷内では携帯電話の電源をお切りください。
・法廷内では静かにしてください。
・法廷内での読書や新聞を読むなどの不体裁な行為はご遠慮ください。
・裁判所職員が法廷内にご案内する10分前までは、法廷の前で列になってお待ち
ください。

問い合わせ窓口
裁判員裁判の傍聴を希望する方へは、裁判員裁判の日程をご案内しております。
日程の詳細については下記に記載してある番号にお問い合わせ下さい。また、傍
聴に関しての質問等も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

裁判員裁判傍聴窓口
0120―000―000
受付時間：X：XX～X：XX
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提言⑦資料－３

「傍聴の案内」サンプル案-２

提言⑦資料－４

「傍聴の案内」サンプル案-３
裁判員裁判の流れ
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
裁判員が質問
ができます

(1)
(2)
(3)
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＜提言⑧＞
裁判員候補者のうち希望する人に対して、刑務所見学を実施
すること
１

現状と課題
裁判員は、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらその刑をどうするのかを、裁
判官と共に議論し、決めることになります。
刑を決める際、懲役刑の長さが問題になる場合があります。懲役刑とは、刑務所
に収容し、刑務作業に従事させる刑です。しかし、裁判員裁判市民モニターの模擬
評議に参加した市民からも、一般の人にとって刑務所は馴染みがなく、懲役刑の長
さと言われても、実感がなく考える材料が少ないという声が聞かれます。
裁判員になる市民に対して、刑務所見学の窓口を広げることは、適切な量刑判断
をする上で重要なことです。

２

具体的な提案
裁判所と刑務所が連携して、裁判員候補者のうち希望する人に対して、刑務所見
学を実施すべきです。具体的には、裁判員候補者名簿掲載通知（毎年秋頃）の中に、
裁判員候補者のための刑務所見学の日程を示して、希望者を募ることを提案します。

＜提言⑨＞
思想良心による辞退事由を明記して代替義務を設けること
１ 現状と課題
（１）人を裁く重さ
裁判員は、被告人が有罪か無罪かを判断する重い責任を負っています。また、死
刑か否かを判断しなければならない場合もあります。人を裁くことは極めて重いこ
とですので、どうしても人を裁くことができないと考える人に対してまで、裁判員
になることを強制できないと考えるべきです。そのような強制は、思想・良心の自
由（憲法 19 条）に反するおそれがあるからです。

（２）裁判員法における思想・良心による辞退
ア 辞退理由としての「精神上の重大な不利益」
裁判員法 16 条 8 号は、
「その他政令で定めるやむを得ない事由」がある場合には、
裁判員となることについて辞退の申立てをすることができると規定しています。こ
れを受けて、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第 16 条第 8 号に規定するや
むを得ない事由を定める政令（以下「辞退政令」という。
）第 6 号は、
「やむを得な
い事由」として、
「裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として…裁判員等選任
手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の
重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由がある」場合を挙げています。
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すなわち、精神上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由がある場
合には、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができます。

イ

辞退を認める範囲を極めて限定する解釈
どのような場合がこれに当たるかについて、法務省は、裁判員としての職務を行

うことがその思想信条に反する場合において、そのために精神的な矛盾や葛藤を抱
え、職務を行うことが困難な程度に達するとき、たとえば、その者が、裁判所を含
めた国家権力がそもそも存在すべきでないとの思想を有し、かつこれを実践する必
要があると考えているため、裁判員としての職務を行うことが裁判所の存在や権力
を認めることにつながり、自らの思想と両立し得ない場合といった、ごく例外的な
場合のみがこれに該当すると説明しています11。
また、辞退政令第 6 号は、辞退を認める範囲を拡大するものではないから、前記
法務省の説明の趣旨に従って運用すべきであり、単に裁判員をやりたくないと思っ
ているに過ぎないような場合にまで辞退を認めることがないようにすべきとの有
力な見解も存在します12。
このように、辞退政令第 6 号の解釈によって、思想・良心による辞退は認められ
るが、その範囲は極めて限定されるというのが、立法担当者の考え方であったと思
われます。

（３）実務の運用
裁判員制度施行から 5 年間を振り返ると、実務上、思想・良心による辞退は、比
較的緩やかに認められているといえます。

ア

最高裁判所の見解
最高裁判所は、裁判員制度に辞退に関する柔軟な制度が設けられていることの例

として辞退政令第 6 号を挙げています。
裁判員の職務等が、憲法 18 条後段が禁ずる「苦役」に当たるか否かが争われた
事件で、最高裁平成 23 年 11 月 16 日判決は、
「苦役」に当たらないことの理由の一
つとして、
「裁判員法 16 条は、国民の負担を過重にしないという観点から、裁判員
となることを辞退できる者を類型的に規定し、さらに同条 8 号及び同号に基づく政
令においては、個々人の事情を踏まえて、裁判員の職務等を行うことにより自己又
は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相
当な理由がある場合には辞退を認めるなど、辞退に関し柔軟な制度を設けている」
ことを挙げています。
また、2012 年 12 月に出された最高裁判所事務総局「裁判員裁判実施状況の検証
報告書」は、選任手続期日前に辞退が認められた候補者が裁判員候補者全体に占め
る割合が 2010 年以降増加している（2010 年は 48.4％、2011 年は 54.7％、2012 年
は 57.7％）ことを捉えて、
「大半の辞退者は書面での回答によって呼出し自体が免
除されている上、その割合は徐々に増加しており、現行の選任手続が全体として国
11
12

第 168 回国会衆議院法務委員会議録３号法務省刑事局長答弁
池田修「解説裁判員法[第２版]立法の経緯と課題」（弘文堂）59 頁
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民の負担軽減の上で大きな機能を果たしているということができよう」としていま
す13。
最高裁判所は、精神上の重大な不利益が生ずるとして辞退が認められた者の割合
と、経済上の重大な不利益が生ずるとして辞退が認められた者の割合とを合わせて
公表しているため、前者のみの割合は、明らかではありません14。
もっとも、これらを併せた人数、割合は、決して少ないとはいえません。そのた
め、少なくとも、精神上の重大な不利益について、立法担当者が考えていたような
限定的な解釈はなされていないのではないかと考えられます。

イ

低下する選任手続期日への出席率
ところで、選任手続期日に出席を求められたにも関わらず、出席しなかった裁

判員候補者の割合が年々増加しています。すなわち、選任手続期日に出席した裁判
員候補者数の選任手続期日に出席を求められた裁判員候補者数に占める割合（出席
率）は、2009 年以降、83.9％、80.6％、78.3％、76.0％、74.0％と顕著に減少し
ています15。
呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続期日に出頭しなければなら
ず（裁判員法 29 条 1 項）
、正当な理由なく出頭しない場合、10 万円以下の過料に
処せられる可能性があります（裁判員法 112 条 1 号）。しかし、私達が把握してい
る限り、裁判員候補者が過料に処せられたという発表、報道はありません。
思想・良心による辞退を考える上で、選任手続期日に出席しないということは
選択肢の一つとなりえます。裁判所が、選任手続期日に出頭しなかった裁判員候補
者に対して寛容な態度を取っていることは、思想・良心による辞退を容易にしてい
るといえるでしょう。

（４）思想良心による辞退事由を明記する必要性
裁判所が実務上、裁判員候補者の辞退全般について比較的緩やかな運用をして
いると思われること、選任手続期日に出頭しなかった裁判員候補者に対して寛容な
態度を取っていることから、現時点では、裁判員候補者の辞退について、目立った
問題は生じていないと思われます。
この点は、思想・良心による辞退を考える上で、一定の評価ができるでしょう。
もっとも、実務上、如何なる事情があれば、精神上の重大な不利益が生ずると
認めるに足りる相当な理由があると認められているのか明らかではありません。ま
た、今後も出席率が低下し続けた場合、裁判所が運用を変え、選任手続期日に出頭
しなかった裁判員候補者に、厳しい態度で臨む可能性も否定できません。
そのため、思想・良心による辞退が認められるか否かは、裁判所の解釈、運用
に委ねられているといえます。
裁判員として責任ある参加を求める一方、人を裁く重さを強く感じるが故に辞
退する人を許容するためにも、思想・良心による辞退事由は、裁判員法に明記され
13
14
15

最高裁判所事務総局「裁判員裁判実施状況の検証報告書」5 頁
最高裁判所事務総局「裁判員裁判実施状況の検証報告書」図表 10
最高裁判所「裁判員裁判の実施状況について」（制度施行～2014 年 1 月末・速報）
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るべきと考えます。

２

具体的提案
裁判員法に、思想・良心による辞退事由を明記した上で、自らの思想・良心に照
らして裁判員になることを拒む人に対しては、「代替義務」を果たした場合には辞
退できるという規定を設けるべきだと考えます。
この代替義務は、犯罪者更生施設や、犯罪被害者支援団体でのボランティアなど、
刑事司法に関連する分野で行うようにすべきです。この場合、裁判員になることは
金銭的義務を負うことではないこと及び金銭による辞退が濫用されるのを防ぐた
めに、ボランティアを原則とし、寄付を例外扱いにすべきと考えます。
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４．裁判員・裁判員経験者に関する提言
＜提言⑩＞
予備時間を設けることで審理日程を柔軟にして、訴訟進行に
おいても裁判員の意見を反映させる余地をつくること
１ 現状と課題
（１）審理日程を事前に決める公判前整理手続
裁判員裁判では、公判前整理手続が必ず行われます。この手続において、裁判官・
検察官・弁護人によって事前に争点が整理され、どの証拠を取り調べるかが決めら
れ、どの証人尋問にどれくらいの時間を使うかといった審理スケジュールが決めら
れます。
この公判前整理手続には、裁判員は関与しません。しかし、事件によっては、裁
判員となった人が、事前に公判前整理手続で決められた争点だけではないポイント
にも注目する場合や証人への尋問をもっと行いたいと思う場合もありえます。裁判
員の中には、審理を早く終わらせてほしいと思う人もいるかもしれませんが、一方
で、裁判員になったからには納得できるまで十分に審理して責任をもって判断した
いと思う人もいるはずです。

（２）裁判員の要請で審理再開した事例
新潟地裁で行われた裁判員裁判では、被告人が強姦と強制わいせつ致傷の罪に問
われ、強姦罪について無罪を主張していました。この裁判では、初公判が 2013 年
12 月 9 日、同月 11 日には検察官の論告・求刑まで終わり、結審しました。しかし、
裁判所は、裁判員の求めに応じて審理を再開しました。再開した審理では、被告人
のＤＮＡを調べた県警の捜査員を改めて尋問しました。再出廷した捜査員はＤＮＡ
を採取した道具の保管方法を証言し、裁判員からの質問にも答えました16。
このように裁判員の意見を配慮して、審理を尽くす裁判所の判断は市民の主体的
な参加を支える上で大きな前進といえます。

（３）審理日程を柔軟にする予備時間の必要性
市民モニターに参加した人たちからも、「時間が大幅にずれ込んでしまったため
に、裁判長が証人の証言を打ち切ってしまっているように感じた。」、「時間が足り
ない場合には日程を延ばせるようにしたい。」、「公判前整理手続の段階で余裕のあ
る日程を組んでほしい。
」といった声が寄せられています。
裁判員の負担を考えて審理時間を効率的にすることは重要です。しかし、訴訟進
行に関しても裁判員の意見を反映して、十分な審理を行えるようにすることが必要
です。

16

朝日新聞 2013 年 12 月 19 日
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２

具体的な提案
訴訟進行においても裁判員の意見を反映させる余地をつくるために、公判前整理
手続であらかじめ審理スケジュールの中に予備時間を設けておくことを提案しま
す。事前に設けておいた予備時間を使用するか否かは、検察官と弁護人の意見を聞
き、裁判員の意見を尊重して裁判官が判断することになります。予備時間は、事件
によって異なりますが、公判日 1 日につき 1 時間から 2 時間程度が適切だと考えま
す。
予備時間を設けることで審理日数が増えることになります。しかし、市民が刑事
裁判に関わる以上、責任をもって十分な審理を行うことがなによりも大切であると
考えます。

提言⑩資料

予備時間を導入した審理日程の具体案

以下の図は実際に市民モニターを行った裁判の日程に予備時間を導入した場合の日程
モデル。傍聴した裁判は冒頭手続から判決まで 6 日間でしたが、予備時間を設けた場合
には 7 日間となります。
1日目
時刻
13:30
13:36
13:51
14:12
14:13
14:33
14:44
15:07
15:47
16:03
17:04

0:06
0:15
0:21
0:01
0:20
0:11
0:23
0:40
0:16
1:01

2日目

手続き
冒頭手続き
検察官の冒頭陳述
弁護人の冒頭陳述
公判前整理手続の結果
休廷
検察側証拠調べ
〈証人1〉証人尋問①
〈証人1〉証人尋問②
休廷
検察側証拠調べ
閉廷

時刻
10:00
10:51
11:20
12:16
12:25
12:46
13:30
14:17
14:38
15:30
15:43
16:00
17:00

0:51
0:29
0:56
0:09
0:21
0:44
0:47
0:21
0:52
0:13
0:17
1:00

4日目
時刻
10:00
10:51
11:20
12:16
12:25
12:46
13:30
14:17
14:38
15:30
15:43
16:00
17:00

0:51
0:29
0:56
0:09
0:21
0:44
0:47
0:21
0:52
0:13
0:17
1:00

手続き
〈証人2〉証人尋問①
休廷
〈証人2〉証人尋問②
休廷
〈証人2〉証人尋問③
昼休み
〈証人3〉証人尋問①
休廷
〈証人3〉証人尋問②
休廷
〈証人3〉証人尋問③
予備時間①
閉廷

手続き
〈証人2〉証人尋問①
休廷
〈証人2〉証人尋問②
休廷
〈証人2〉証人尋問③
昼休み
〈証人3〉証人尋問①
休廷
〈証人3〉証人尋問②
休廷
〈証人3〉証人尋問③
予備時間①
閉廷

5日目
時刻
10:00
11:05
11:35
12:00
12:45
13:45
14:10
14:55
15:10
17:30

1:05
0:30
0:25
0:45
1:00
0:25
0:45
0:15
2:20

手続き
被告人質問②
休廷
被告人質問③
お昼休み
被告人質問④
休廷
被告人質問⑤
休廷
予備時間④
閉廷
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時刻
10:00
10:01
10:14
10:54
11:14
12:29
13:20
14:08
14:28
15:14
15:46
16:46
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0:01
0:13
0:40
0:19
1:15
0:51
0:48
0:20
0:46
0:32
1:00

手続き
弁護人証拠請求
検察側証拠請求
〈証人4〉証人尋問
休廷
〈証人5〉証人尋問①
昼休み
〈証人5〉証人尋問②
休廷
〈証人5〉証人尋問③
休廷
予備時間②
閉廷

6日目
時刻
10:00
10:20
10:55

手続き
0:20 論告・求刑
0:35 最終弁論
閉廷

7日目
時刻
15:00
15:20

手続き
0:20 判決
閉廷

＜提言⑪＞
守秘義務を緩和すること
１ 現状と課題
（１）現在の守秘義務の範囲
裁判員制度の守秘義務は、裁判員の自由な討論を保障することと事件関係者のプ
ライバシーを保護するために設けられています。
公開の法廷で行われたこと、裁判員として参加した感想などを述べることは守秘
義務の範囲外です。しかし、評議の内容は守秘義務の対象となります。そのため評
議の「感想」を述べることはできても、それを具体的に説明すると守秘義務違反に
なる危険があります。現在は、評議の際に多数決であったか全員一致であったかや
多数決の数、どのような順序で評議したかなどは守秘義務の対象となります。また、
意見を述べた人が特定されない場合でも、どのような意見が出たかを言うことは守
秘義務違反になります。評議の内容は、守秘義務によっていわば「ブラックボック
ス」になっているといえます。裁判員が自由に意見を言えたか、裁判官の誘導がな
かったかなどの評議のあり方についても、守秘義務によって検証することはできま
せん。

（２）守秘義務を緩和する必要性
裁判員の経験の核心部分でもある評議に関して広範な守秘義務が課されている
ことは、裁判員の経験を市民の間で共有することを妨げる壁になっています。また、
評議に関して広範な守秘義務が課され、それが生涯続くことは裁判員経験者の負担
になるとも考えられます。
裁判員の自由な討論を保障し、事件関係者のプライバシーを保護しながらも守秘
義務の範囲を緩和することが必要です。
日本弁護士連合会は、守秘義務罰則規定を大幅に緩和する立法提言を 2011 年 6
月 16 日に公表しました。また、新聞各社も社説などで、守秘義務の緩和を求める
論説を出しています17。

２

具体的な提案
発言者を特定して意見の内容を漏らすことがあると自由な意見が述べにくくな
るおそれがあります。また、事件関係者のプライバシーに関する事項や裁判員の名
前など職務上知り得た秘密は、プライバシー保護の観点から守秘義務の対象にすべ
きです。
しかし、評議の経過や発言者を特定しない形での意見の内容、評議の際の多数決
の数は、守秘義務の対象から外すべきだと考えます。なお、全員一致の場合には、
全員の意見が特定されることになりますが判決の内容と同じですから、全員一致で
あったことを殊更に秘匿する必要はないものと考えます。
現在の「評議の秘密」の範囲を限定して、発言者を特定して意見の内容を漏らす

17

「裁判員の守秘義務を見直せ」（日本経済新聞社説 2013 年 5 月 20 日）、朝日新聞「陪審員になって
裁判員、守秘義務緩めては」（記者有論 中井大助 2013 年 12 月 25 日）等
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場合だけを守秘義務の対象とすることを提案します。

＜現在の裁判員法＞
守秘義務の対象となる事項

守秘義務の対象にならない事項

その他職務上知り得た

評議の秘密

秘密

・評議の経過
・評議における裁判員、裁
判官の意見の内容
・評議の際の多数決の数

・裁判官の言動、印象

・事件関係者のプライバ
シーに関わる事項
・裁判員の名前

・裁判所の施設や雰囲気
・公開の法廷で見聞きしたこと
・裁判員として裁判に参加した感想

＜裁判員ネットの改正案＞
守秘義務の対象となる事項

評議の秘密

守秘義務の対象にならない事項

その他職務上知り得た

・裁判官の言動、印象

秘密

・裁判所の施設や雰囲気
・公開の法廷で見聞きしたこと
・裁判員として裁判に参加した感想

評議における裁判官、裁判
員の意見の内容（当該意
見を述べた者を推知させる
事項を示した場合に限る）

・評議の経過
・事件関係者のプライバ

・当該意見を述べた者を推知させ

シーに関わる事項

ない場合の評議における裁判員、

・裁判員の名前

裁判官の意見の内容
・評議の際の多数決の数
・全員一致の意見

（模擬法廷）
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＜提言⑫＞
裁判員を務めている間も臨床心理士等の専門家に相談できる
機会をつくること
１ 現状と課題
（１）裁判員の心理的負担
2013 年 5 月、死刑判決を言い渡した裁判で裁判員を務め、証拠調べで殺害現場
や遺体の傷口のカラー画像を見たことなどが原因で急性ストレス障害となった女
性が、国に損害賠償を求める訴訟を起こしました。この事件に限らず、裁判員の心
理的負担は大きいものがあります。裁判員を経験することで市民が感じる心理的負
担には、①遺体の写真や凶器などのせい惨な証拠を見ることにより生じるものと、
②直接的には被告人の、そして間接的には事件に関わった多くの人々のその後の人
生に影響を及ぼす判断を担うことにより生じるものとがあると考えられます。裁判
員の心理的負担の軽減あるいは生じた負担を和らげるための体制づくりは、裁判員
制度が抱えている大きな課題の一つです。

（２）裁判所の取り組み
2013 年 8 月、東京地裁の裁判官が遺体などの写真を証拠として提示する際、裁
判員の心理的負担に一層配慮するよう申し合わせたこと、またその報告を受けた最
高裁判所が、全国の高裁を通じて東京地裁の取り組みを参考にするよう通知したこ
とが報じられました18。申し合わせでは①公判前整理手続の段階で遺体写真をイラ
ストなどに代替できないか十分に検討する、②もし遺体写真を見ることが必要なら
ば、選任段階で裁判員候補者に説明する、③その段階で不安を訴える人がいれば辞
退も柔軟に認める、などとしたほか、公判中に裁判員の様子に変化がないか十分目
配りし、異常が感じられた場合は辞任を申し出るよう勧めることや、判決言い渡し
後も職務を終えた裁判員の相談に積極的に応じることを裁判官に求めています。ま
た、死刑を宣告するような重大事件では、重い審理の体験を共有した者同士が連帯
感を持ち得るような配慮が重要だとして、判決後に裁判官と裁判員が一堂に会して
話をする機会を作ることも提言しました19。
最高裁でも、職業裁判官を対象に臨床心理士を講師に招いて各地で勉強会を開く
などの対策を始めています。
このような裁判所の取り組みは、裁判員の心理的負担に配慮したものと評価でき
ます。もっとも、裁判員裁判を行っている時に、裁判官に対して、自己の心身の不
調を訴えにくい問題は残ります。また、裁判官自身は臨床心理の専門家ではないこ
とから、その場で十分な対応ができないおそれもあります。今後は、裁判所と臨床
心理士がより連携を深めることが必要です。

18
19

日本経済新聞 2013 年 8 月 1 日
毎日新聞 2013 年 8 月 14 日
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２

具体的な提案
裁判所と臨床心理士等の連携を強めて、裁判員を務めている間も臨床心理士等に
相談できる環境を整備すべきです。具体的には、全国 8 か所の高等裁判所20（また
は同所の地方裁判所）に臨床心理士を配置し、裁判員が電話または面談が随時でき
るようにすることを提言します。

＜提言⑬＞
裁判所の「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」について見
直しを行うこと
１

現状と課題
裁判所は、
「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」を用意して、電話及び電子メ
ールによる健康相談及びカウンセリング、希望又は必要に応じた臨床心理士、精神
保健福祉士等の資格を持つ者による面接によるカウンセリング（5 回まで無料）、
必要に応じた医療機関の紹介を行っています。しかし、この窓口の利用件数は、裁
判員経験者の数に比べて著しく少なく、裁判員経験者の心理的負担の軽減に十分に
役立っているとはいえません21。
利用件数が少ない原因としては、裁判員経験者からは、心理的負担を感じた裁判
所が設置している窓口に相談することに抵抗を感じるという声も聞きます。また、
無料の面接が５回に制限されていることも相談を躊躇する原因になっています。裁
判員経験者の中には、守秘義務との関係で相談できないと誤解している人もいます。
これらの点を改善することで、心理的負担を感じる裁判員経験者が利用しやすい
窓口に改善する必要があります。

２

具体的な提案
裁判員経験者にとって、メンタルヘルスサポート窓口が存在することは重要です。
裁判員経験者が、心理的にも物理的にもこの窓口を利用しやすくするために、具体
的には次の点を見直すように提案します。
①裁判所に設置するのではなく、裁判所で心理的負担を感じた裁判員経験者が
相談しやすいように独立した第三者機関とすること
②面接回数の制限をなくすこと
③相談に際しては、守秘義務が解除されることを明示すること

20

高等裁判所は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の全国 8 か所です。
2009 年 7 月から 2012 年 5 月末までの利用件数は 163 件でした。内訳は「電話」145 件、「Ｅメール」4
件、「面接」14 件となっています。
21

25
Copyright © 2014 Saibanin-net

制作・著作：裁判員ネット

５．裁判員制度をより公正なものにするための提言
＜提言⑭＞
市民の視点から裁判員制度を継続的に検証する組織を設置
すること
１ 現状と課題
裁判員制度は、市民が司法に直接参加する制度です。裁判員制度のあり方につい
て、法律の専門家だけではなく、司法の新しい「担い手」となった市民の声を反映
させることが大切です。
裁判所は裁判員経験者を招いての意見交換会を開いたり、裁判員経験者へのアン
ケート調査を行ったりしています。このような形で市民の声を集める試みは、専門
家にとっては有意義な機会となっています。しかし、アンケートや意見交換会の枠
組みでは、市民が制度を検証する立場に置かれているわけではありません。裁判員
制度の検証は、専門家が主導する場だけではなく、市民が主体的に裁判員制度の検
証を行う機会も必要ではないでしょうか。
裁判員法では制度施行から 3 年経過後に制度の見直しを検討する旨が定められ22、
法務省に「裁判員制度に関する検討会」が設置されていましたが、2013 年 6 月 21
日にこの検討会は閉会となりました。しかし、裁判員制度が今後も存在していく以
上、その運用やあり方について、継続的に検証や見直しをするための組織やしくみ
が必要です23。裁判員制度は常に市民が関与しながら動き続けるものです。その動
きを継続的に観察する眼差しと、しくみが不可欠です。

２ 具体的な提案
裁判員経験者を含めた「裁判員制度市民検証委員会」（仮称）を設置し、市民の
視点からも継続的に裁判員制度を検証する体制をつくることを提案します。
この市民検証委員会は、裁判員経験者など一般市民を中心とした組織で、例えば
裁判員裁判のモニタリングや、裁判官との模擬評議を行うなどして、継続的に裁判
員裁判の運営状況を観察し、課題点があれば、改善にむけての助言や勧告を裁判所
や法務省に対して行うことができる組織です。
裁判員制度が市民参加の制度として社会に存在していくためには、このような検
証をするための組織やしくみが制度とセットになって、初めて公正な裁判への「市
民参加」が実現できるのだと考えます。

22

裁判員法附則第 9 条
検討会閉会にあたり、委員からも「これからも引き続き政府におかれては定期的・継続的な検証を是非
是非実施していってほしいと希望いたします」との発言がありました（2013 年 6 月 21 日、裁判員制度に関
する検討会（第 18 回）議事録）。
23
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