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刑事司法改革の現状と問題点 

             宮本康昭弁護士 

1. 犯罪と刑事手続きの近況 

今日はデータをかなり沢山用意したので、まず刑事司法の現状がどうなっているのかを

見てみたいと思います。 

犯罪と刑事裁判がどうなっているかについて、今年（平成 31 年）の犯罪白書の数字を見

ると、自分でも驚くほどです。刑事犯の検挙数は 10 年間で 33%の減、発生率は前年比 8.1%

の減、10 年前に比べると実に 55.1%の減と半減しており、少年事件も、ここ 13 年間で 74%

も減っています（2018.12.17 東京新聞社説）。この数字は東京新聞 2018 年 12 月 7 日の社説

によりますが、社説の趣旨は、このように少年事件は激減しているのに、どうして少年の年

齢を 18 歳に引き下げるのか、というものです。また凶悪犯も激減し、殺人、放火、強盗は

2003 年以来最低となり、殺人事件は戦後最少、強盗事件は前年比で 20.6%の減となってい

ます。本来強盗事件の刑は 5 年以上の有期懲役ですから法定合議事件ですが、あまりに多

いので、裁判所法 26 条により、単独事件に指定されていました。50 年前くらいの裁判所で

私は単独審理を担当していましたが、来る日も来る日も強盗事件がありました。それに比べ

ると今は本当に少なくなっています。まもなく警察はいらなくなる、弁護士は食べられなく

なるということでしょうか（笑い）。 

   

 そういう状況なのに、テレビ、ラジオ、新聞では、連日連夜凶悪犯罪の報道ばかりです。

今はあまり“赤新聞”とはいいませんが―戦前はキワ物を売り物にする新聞をそう呼びまし

た―スマートにいえばイエローペーパーでしょうか、今はマスコミ全体がそのようになっ

ていますね。それでもって、世の中が悪くなっているというイメージを振りまく。近頃でい

えば、警察病院から逃げたという報道がありました。あの足取りを毎日、毎時のニュースで

取り上げる。あれは単純逃走なので、長期 1 年以下の事件であり、必要的弁護の事件でもあ

りません。それをとにかく凶悪犯人が逃げているような騒ぎにマスコミはしています。これ

は私がテレビでみたことですが、中国人の旅行者が本国で日本からの報道を見て、よほど治

安は悪いだろうと覚悟して日本に来たところ、なんとも平穏無事だった、ということです。

私はこうした報道を通じた警察や公安機関などの印象操作により、当局の政策目的がかな

り成功しているのではないかと思います。 

 

2. 刑事手続きの現状 

 この犯罪の減少は当然刑事手続きに跳ね返ってきます。弁護士白書によると、地裁事件



は 2002 年の 7 万 5570 件をピークに順次減少して、2017 年には 5 万 591 件となり、簡裁

事件は同じく 1 万 2682 件から 5524 件となっています。地裁事件は 67%に、また簡裁事件は

43%に激減しています。 

これとは別に最高裁はデータブックを公開していますが、これによっても、事件は石が坂を

転げるように減っていることがわかります。 

 一方で、国選弁護人のついた事件の割合は若干づつ増え、2002 年の 74.2%から 2017 年には

83.8%となっています。ということはつまり弁護士一人当たりの国選弁護受任件数は年々減少す

ることを意味し、弁護士白書の数字では、2017 年には弁護士一人当たり受任件数は最も多い栃

木、愛媛、沖縄で 5 件、一番少ない東京では 0.5 件になっています。私は多摩に住んでいますか

ら多摩の国選事件を受けますが、それでも受任するのは年に 2～3 件です。 

 

 裁判所でも、民事事件も増えてはいませんが刑事に比べると減り方は少ないので、裁判官

は刑事担当から民事担当に大きくシフトしており、東京地裁の本庁の刑事部の数は最大の

陣容を誇ったときから半減しています。家庭裁判所の少年保護事件はもともと年間 20 万件

前後で推移しており、1999 年には統計の取り方が変って、不開始事件や交通事故などを除

いたので、単純な比較はできませんが、それでもその後の 2002 年の 8 万 3676 件から 2017

年には 2 万 4603 件と、3 分の 1 に減っています。これもデータブックにでています。成人

の事件に比べ、減り方は一層激しいことがわかります。裁判員裁判の対象事件も、2004 年

の施行以来、2011 年の 1525 件をピークに減り続け、2017 年では 966 件と、ピーク時の 5

割減になっています（平成 29 年度法テラス白書）。 

  

3. 司法制度改革における刑事司法の位置づけ 

  次にお話するのは、司法改革当時、裁判所や法務省において刑事司法はどういう位置づ

けであったかということです。裁判所は、現在の刑事裁判には基本的に問題がないという姿

勢で、粗雑な審理、検察官べったり、再審無罪の続出などが浮き彫りにされ、騒がれたくな

いという気持ちがずっとありました。それにもまして、法務省・検察庁は、司法制度改革審

議会で刑事司法を取り上げることにむしろ反対の姿勢をとっておりました。自分たちがや

ることについて、口や手を突っ込まれたくない、外から言われたくない、そういう姿勢です。

そういったところですから、刑事司法改革を本当に重要な課題であると考えていたのは市

民と弁護士会だけであったといってもいいと思います。あの当時はかなり市民の関心が盛

り上がっていました。2002 年、福岡で開かれた司法シンポがあり、「司法改革」という言葉

はこのとき初めて出されたのですが（その後は毎回のシンポで使われております）、この福

岡の司法シンポには 1100 人の参加があり、―司法シンポに千人を超える参加があることは

それまでなかったのですが―大変珍しい、初めてのことでした。それくらい市民の関心は高

かった。しかし全体として、刑事司法の扱いへの司法関係者の関心が低いということがあっ

て、それが司法制度改革審議会の意見にも反映しています。審議会の意見の中で、刑事司法



に言及したものは質の上でも量的にも最も低かったと言えると思います。一般的な提言と

しては、国際化をもっとやれ、とか、そういうのはありますが、具体的に言っているのは次

のようなことです。 

① 裁判員裁判制度（国民の司法参加）  

② 被疑者国選弁護（国選付添） 

③ 刑事裁判の充実 

・公判前整理 

・連続的開廷 

・直接口頭主義 

・証拠開示 

・常勤弁護士 

④ 身柄拘束の是正（捜査・公判段階における） 

⑤ 捜査手法の改善 

・司法取引 

・取調べの記録義務付け（録音・録画） 

・弁護人の取り調べ立ち合いは検討課題、通信傍受（盗聴は検討課題にもなっていない） 

 

 この中で、常勤弁護士については法テラスの制度として導入され、民事事件の扱いにも活

用されていますが、ここで提案されたものが生かされています。注目しなければいけないの

は、⑤で、司法取引と可視化を意見として出していますが、弁護士会が要求していた弁護人

改革の取調べ立合いは検討課題とされて、実際には棚上げにされ、その一方で通信傍受は検

討課題ともされていなかったのに、後に制度化されたことです。今年の 5 月 31 日の朝日新

聞では、6 月 1 日から新しい改革がなされるという記事の中に通信傍受のことが入れられて

いますが、これは間違いで、改革審議会の意見の中には通信傍受ははいっていなかったにも

かかわらず、それが潜り込まされたということです。 

 結局①から⑤の中で、①、②、すなわち裁判員制度と被疑者国選弁護は市民の要求が実現

したものですが、これは大変な難産でした。官側と、官側に寄り添う学者たちがひどい抵抗

をしました。特に裁判員制度の審議及び立法過程においてなされた官側の抵抗について、ど

ういうことが行われたかについて東京経済大学の「現代司法」（30 号）という紀要に掲載し

ております。また、渡辺洋三先生の追悼論文集にも書いております。  

 ⑤の捜査手法の改善については、可視化は限定的に実現しましたけれども、裁判員裁判と

検察官直受事件についてだけで、しかも現状としては被疑者の権利擁護よりも、犯行の立証

資料に用いられることがかなり出てきています。そういった可視化実現の代償として、司法

取引と盗聴が入ってしまう。可視化は限定的には確かに実現したけれども、警察段階の捜査

から可視化しようという市民の側の要求に対して、法務省は警察庁の抵抗で動きがとれな

かった。私は、ここにおられる亀井さんなどとともに、表舞台でも司法改革にシャカリキに



なっていたのですが、当時の法務事務次官の松尾さんに直接会いに行きました。可視化の問

題について何とかしてほしいと話しましたところ、「これをやったら検察庁全体が警察から

そっぽを向かれて仕事ができなくなる」と言われました。法務省は警察庁から羽交い絞めに

されていたわけです。松尾さんとの話では、これは全くの余談ですが、後日日弁連会長の久

保井さんが私のことを呼び出して、「あなたが松尾さんと直接談判したといわれている、報

告を受けている」といわれました。私は誰が密告したかも大体わかりますが、今度は私が羽

交い絞めにされることになりました（笑い）。しかしそうした直談判も実際必要で、法務省

と日弁連の表向きの協議だけでは司法改革は進まなかったという面もあったことは事実で

す。 

 ③、④については、私は大変微温的なものだったと思います。というのは、制度改革とし

て非常に不十分なもので、刑事裁判の構造を変えるようなものにはなっていないというこ

とです。けれども、手掛かりにはなったかと思います。これが手掛かりになって実現したも

のをこれから若干申し上げます。 

 

4. 特徴的な現象  

（1）身体拘束への対応の変化 

 まず、身柄拘束における対応の変化があります。さまざまな局面で、裁判所は従来の態度

を変えております。これを不思議だという人もおりますが、不思議ではありません。一つに

はやはり市民のあいだからの批判が効果があったとも言えますし、審議会意見がそれに動

かされて、一定の提案をし、これが実現をみたといえるかと思います。 

勾留却下は、人数も、率も増えています。1990 年代には、年間勾留却下は 100 人前後で

あったものが順次増加して、2017 年には 3901 人となっています（以下 2018 年版弁護士白

書）。却下率は以前 0.1～0.2 で推移していたものが、2015 年では 2.6%、2016 年は 3.4%、

2017 年には 3.9%と、一桁違うものになっています。また統計には表われませんが、東京地

裁では大体 10%台のレベルで勾留却下がでているといわれます。50 年前、私が東京地裁に

いたころの却下率は大体 12%から 15%でしたが、とにかくここにきて増えていることは間

違いありません。 

準抗告の申立、認容件数も増えています。準抗告が認められるのは本当に少なかったので

すが、認容数は 1997 年に 291 件であったものが 2017 年には 2205 件と、これも一桁違い

になっています。 

勾留被告人の保釈も増えています（ここだけは司法統計年報によっています）。勾留被告

人は 1990 年初頭から 5 万人を上下していますが、2003 年の保釈率 11.7％に比べて保釈率

は 32.6%と、3 倍近くになっています。これまでに、これはと思われるような人でも保釈さ

れる例が出てきています。 

ついでですが、ゴーンさんの身柄拘束をどう見るか、ということがあります。メディアは

これを不当勾留だとして、ヨーロッパの基準からみて日本の恥みたいに喧伝しましたが、こ



の事案、つまり組織犯罪のトップにゴーンさんがあり、否認している、証拠は国外にある、

しかもゴーンさんの妻が口裏合わせをして日本と外国を行き来している、というような事

案について、あの時期に保釈されたのは、保釈の流れの中でも異例に属すると、木谷明元東

京高裁判事が述べておられます。木谷さんは勾留に厳しく、もっと保釈を増やすべきだとの

意見をお持ちですが、その木谷さんでも、今回のことは異例だとされています。 

また、これは裁判所のことではありませんが、不起訴率も増えております。 

 

（2）訴訟審理態度の変化 

 次の問題は、訴訟審理がどうなっているのか、という点です。市民の意見の反映もあって、

口頭弁論重視という姿勢に若干変わっています。証拠書類を積み上げることがなくなって

きた。被告人調書で済まそうということではなく、被告人質問を先にやりましょうというよ

うになり、双方の主張をわかりやすくして、図表を用いたり、パワーポイントを使うことは

常識になり、紙を読み上げるだけでは馬鹿にされる、これは裁判員裁判でなくてもそうなっ

ています。それから、検察官手持ち証拠の原則開示により、法廷の在り方にもかなり変化が

出てきています。検察側の姿勢にも変化が見られます。 

 そうしたことに比べると、法廷での被告人の取扱い、裁判官の被告人に対する態度には変

化が乏しいといえると思います。法廷で、衆人環視の中での被告人の手錠腰縄を裁判官が入

ってきて指示するまで続けるなどがあります。また被告人を依然として裁かれる客体とし

てみており、裁判を担う主体とはみていない態度があります。大阪地裁の 2019 年 5 月判決

は面白い判決で、被告人が手錠腰縄姿を人に見られることは尊厳を害される、そういう姿を

見られたくないというのは被告人の権利だとしています。弁護人の申し出があったのに担

当の裁判官がそれを無視して法廷に入ってからも手錠腰縄を打たせたままでいたのは違法

であるとしています。この判決は大阪地裁の同僚裁判官に対する批判となっており、面白い

ものですが、ただ国賠自体は棄却しています。 

 それから、法廷審理はいろいろ良くなってきているところもありますが、依然として変わ

っていないこともあります。検察官の主張を基本的に重視し、はじめから被告人を犯人と決

めてかかる態度は改まっていない。それから、専門的知見への盲従があります。たとえば

DNA 鑑定では、鑑定があったというだけでそれを 100%信憑性のある証拠としてしまうこ

とがあります。これに対して批判しているものに、2019 年 2 月 25 日の朝日新聞がありま

す。 

 

 それから、高裁での原則 1 回審理で結審する慣行は、これは改まっていません。また評判

の悪かった「 テニヲハ訂正判決」、原審判決の言い回しを少し改めるだけの判決も改まって

いません。 

 そうした中で少し変わってきているのが再審開始、再審無罪です。最近こうした判決が目

立っています。松橋事件、大津事件、布川事件（国賠）、日野事件などがあります。大出教



授は再審事件の権威者ですが、彼は「最高裁が再審基準の緩和に舵を切った」という風に言

っています（私は賛成ではないのですが）。そうした中で、大崎事件における最高裁の第一

小法廷の決定はひどいものです。検察官の言っている理由は特別抗告の理由には当たらな

いといっていながら—それなら抗告棄却をすればいいのに—、事実審理をし、原決定を取り

消す、としています。差し戻しならまだしも、原決定を取り消して自判し、そして再審請求

を却下している。これはとても批判に耐えられる判決ではないと思いますが、批判をしてい

る例として、世界 19 年 9 月号の桐山論文があります。私は、最高裁第一小法廷がこれまで

の再審無罪の流れに歯止めをかけようとしたのでは、と思います。 

 

 刑事捜査の可視化や、司法取引、盗聴などが今後どう影響するかも注目されます。さきほ

どちょっと述べましたが、可視化がやっと実現したのに、これを有罪立証に使おうとする動

きがでてきている（今市事件など）ことは、検察は転んでもただでは起きないどころか、大

変な収穫を得たと考えているかもしれません。 

 最後に被疑者国選ですが、これはご承知のとおりこれまで被疑者については弁護人の手

助けは何もなく、ただ当番弁護士が被疑者の支援をして、蛸が自分の足を食うように、特別

会費を支払って、その中から日当をもらって維持していたものが、今では国の制度として広

がって、2018 年 6 月からは全勾留事件について被疑者国選弁護人がつくことになりました。

これは間違いなく画期的な成果です。 

 

5. 裁判員裁判 10 年の評価 

 私の年来の主張ですが、裁判員裁判は大変な難産で、みんなから祝福されないで生まれて

きたと思います。マスコミは今だに、欠席者が多い、辞退者が多いなどといっています。辞

退者と欠席者が 78%という記事は、それはそうなのだが、最高裁の 19 年 3 月速報による

と、出席を求められた候補者の選任手続き出頭率は 66.5%となっています。マスコミからは

歓迎されず、裁判員の出廷を特別休暇扱いにする企業がほとんどないという状況の中では、

私はこれは上出来ではないかと思います。 

 最高裁の「10 年の総括」で「裁判員裁判への評価」というのは、実際に裁判員を経験し

た人の評価ですが、96.7%の人が、体験してよかったとしています。 

 

 そこで問題は、審理期間と公判前整理期間が長期化していることです。審理期間はこの 10

年間で 2 倍に延びている。公判前整理期間は 3 倍に延びている。特に否認事件については

3.1 か月でやっていたものが 10.3 か月ですから、3.3 倍になります。その理由は何かという

と二つあります。 

第一に、弁護士も検察官も失権効をおそれていることがあります。公判前整理手続きが終

わると、あとは証拠を出してはならないとされているので、とにかく時間をかけて、期日を

延ばしても証拠を探そうとします。 



もう一つは、裁判官の、時間の感覚のなさだと思います。公判前整理手続きの間、被告人

はずっと拘置所に身柄を拘束されていることを裁判官は考えていない。被告人の負担への

関心がないことが、このように公判前準備期間を長引かせている原因だと思います。これが

実は裁判員裁判の最大の問題だと、私は思っています。 

 公判中心主義がどれほど進んでいるかについて、最高裁の総括報告書を見ると、書証の取

り調べ時間が増えており、証人から直接証言を聞いて判断しようとする、本当の公判中心主

義ではなく、書類になっているものから心証を取ろうとする傾向は変わっていません。書証

取調べ時間のほうが人証の取調べ時間よりも長い（2018 年で、人証取調べ時間が 37.6%、

書証取調べ時間が 62.4%）という状態は依然として変わらず、いまだに全体としてみれば書

証主義は裁判員裁判でも変わっていないことを示しています。 

 

 最期に、裁判員に対する裁判所の態度について二つ挙げておきます。これはどちらも問題

だと思いします。 

 一つは、裁判員に対してあまりに配慮しすぎることです。期日における手続きと手続きの

間に余裕を持たせてやたらと時間を取り、また裁判員に対して死体の写真を見せるな、むご

たらしい映像は見せるな、などとして裁判員の心理状態に過度に配慮しています。これは裁

判員を一人の人間として扱っていない、裁判員は被告人に向き合って裁判をする人だとい

うことを考えていない、いまだにお客様扱いしていることになります。 

それでいながら、他方では裁判員を脅しまくっている。審理が終わってから、発言しては

いけない、新聞記事になるようなことは言ったり書いたりしてはいけないと、守秘義務でが

んじがらめにして刑罰で脅迫している。 

 私は、これは両方ともダメだと思います。裁判員を自由にして主体性を重んじ、そのかわ

り主体的な人格として扱って過保護をやめるべきである。私はこのように思います。 

                                    (了) 

 


