
裁判員経験者の意見交換会議事概要 

 

日  時 平成２４年４月１７日（火）午後２時～午後４時４５分 

場  所 徳島地方裁判所大会議室（３階） 

参加者等 

 司会者 清 水   節（徳島地方裁判所長） 

 裁判官 佐 藤 晋一郎（徳島地方裁判所刑事部部総括判事） 

 検察官 田 代 英 明（徳島地方検察庁次席検事） 

 弁護士 篠 原   健（徳島弁護士会所属弁護士） 

 裁判員経験者１番 ６０代 男  （以下「１番」と略記） 

 裁判員経験者２番 ２０代 男  （以下「２番」と略記） 

 裁判員経験者３番 ３０代 男  （以下「３番」と略記） 

 裁判員経験者４番 ４０代 女  （以下「４番」と略記） 

 裁判員経験者５番 ６０代 女  （以下「５番」と略記） 

  （司法記者クラブ記者 ９名） 

議  事 

自己紹介及び意見交換会の趣旨説明 

司会者 

  本日はお忙しい中，お集まりいただきましてありがとうございます。私は，本

日，司会を務めます徳島地方裁判所長の清水です。よろしくお願いします。 

  平成２１年５月に始まった裁判員裁判は，来月で丸３年になります。徳島地方

裁判所ではこれまで１８件の裁判員裁判が行われてきました。そして，今後５件

の裁判員裁判が控えています。本日は，裁判員経験者の皆様からいろいろなご意

見を伺って，今後の執務に役立てて参りたいと思っています。具体的に申し上げ

れば，裁判員裁判は，裁判員に分かりやすいものになっているのか，法廷での審

理を分かりやすくするためには，裁判官，検察官，弁護人にどのような工夫や努
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力が必要なのか，それに裁判員の皆様には守秘義務が課せられていますが，当時

の負担感はどうだったのか，そして，現在はどうかなどについてお聞かせいただ

けたらと思っています。また，本日は，裁判官，検察官，弁護士の法曹三者から

皆様に質問をさせていただき，逆に皆様から法曹三者に対し，ご質問があればお

願いしたいと思います。そして，最後には報道機関から質問を受けるコーナーも

設けていますのでよろしくお願いします。  

裁判官 

 私は，徳島地方裁判所刑事部で部総括裁判官をしています佐藤晋一郎と申しま

す。平成２２年４月以降，徳島地方裁判所の裁判員裁判で裁判長をしています。

皆様と共に徳島で１４件の裁判員裁判を担当いたしました。本日は，率直なご意

見，ご感想をお聞かせいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

検察官  

徳島地方検察庁次席検事の田代でございます。この４月に着任いたしましたの

で，徳島における裁判員裁判の経験はありませんが，前任のさいたま地裁で１件

担当し，なかなか難しいものだなという感想を持ちました。今日は，貴重なご意

見を楽しみにしていますので，よろしくお願いいたします。 

弁護士  

弁護士の篠原と申します。このような貴重な機会に参加できて嬉しく思います。

これまで徳島で実施された裁判員裁判１８件のうち，３件に関わっております。

本日は，弁護士全般に対してご意見をいただきたいと思いますので，どうぞよろ

しくお願いします。 

司会者 

  それでは，裁判員裁判を経験された皆様には，何月頃，どのような事件に関与

されたのかをお話しいただき，自己紹介をしていただきたいと思います。 

１番  

昨年の４月に強姦致傷の事件を経験させていただきました。 
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２番  

１番の方と同じ事件を経験しました。 

３番  

昨年６月の強制わいせつ致傷等の事件を経験しました。 

４番  

去年の８月の殺人事件を経験しました。 

５番  

昨年１２月の強制わいせつ致傷事件を経験しました。 

テーマ１「裁判員経験者による全般的な感想」 

司会者 

お手元に裁判員経験者意見交換会進行予定というペーパーをお配りしています

が，おおむねこの予定表に沿って，主に司会者から質問をさせていただきます。

まず最初に，裁判員経験者の皆様から，裁判員を経験されて一定期間経ったこの

段階で振り返ってみて，裁判員裁判に参加されたご感想，裁判員裁判の印象はい

かがでございましたでしょうか。 

１番 

  まず抽選に当たらないだろう思って参加したのですが，選ばれたので，自分に

できるのだろうかという不安がありました。経験してみて，参加させていただい

てよかったと思っています。たいへん勉強になりました。 

２番 

  最初は裁判所に来たこともないし，裁判に関して，普段全く知識がないことで

したから不安でしたが，いろいろ勉強させてもらって，少しずつですが，何をし

ているのかが分かるようになってきて，最後までなんとかできました。 

３番 

  私もまさか自分が選ばれるとは思っていませんでした。担当する事件の概要を

教えてもらった時には，自分に務まるのかと思いました。やっているうちに裁判
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長をはじめとする皆さんから，進行について分かり易く説明してもらえて，やっ

てよかったという印象があります。 

４番 

  裁判の知識がなく，裁判所自体も遠い存在で，テレビやドラマの中のものと思

っており，自分が携わるとは思っていませんでした。私の担当した事件は重い事

件で，正面に被告人が立ったときには，怖くて目を合わせることができませんで

した。裁判は，考えさせられることがいろいろあって，よい経験になりました。 

５番 

  私は，初日の選任手続の面接の際に，私みたいなものが人を裁くことはできな

いと思って，自信がないからと発言しましたので，選ばれることはないと思って

いました。それが選ばれてしまい，心の中でどうしようと叫んでいました。しか

し，裁判長，裁判官の方がていねいに教えてくださり，分かるように説明してい

ただきましたので，少しずつ理解できました。貴重な経験をさせていただき，い

い思い出ができました。 

テーマ２「選任手続における感想，意見」 

司会者 

  ありがとうございます。既にテーマ２の内容についても，お話しをされている

方もおられますが，改めて選任手続における率直なご感想，ご意見をいただきた

いと思います。  

１番 

選任手続のある初日の午後からいきなり公判が始まりましたが，その日のうち

に始まるとは思っていませんでした。選任されてから２，３日余裕があるものだ

と思っていました。抽選してから，何日か後に来てくれというようにした方が，

もっと心の準備ができたと思います。 

２番 

私もその日のうちに始まるとは思っていませんでした。選任されてしまい，昼
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からすぐに裁判でしたので，心の準備ができず，動揺しました。前年の年末頃に

名簿に登録された旨の通知が来ましたが，何を書いているかよく分かりませんで

した。新聞とかからの情報で，名簿に載っても実際に選ばれる確率は，ずっと低

いと聞いていましたので，まさか当たるとは思いませんでした。 

３番 

  １２月頃に名簿に登録された旨の書類が来たのですが，その時になんとか辞退

できないものか，また，やってはいけないのにやってしまってはいけないと，辞

退できる職業とか辞退事由とかに該当しないか，届いた書類を一所懸命に読みま

した。私の場合は，次年度の仕事の予定を前もって決めるので，都合の有無を言

わなければならないのですが，まさか当たらないだろうと思って会社には言って

いませんでした。翌年４月には事務所が引っ越ししたので，もう書類は来ないだ

ろうと思っていたのですが，どこで調べたのか引っ越し先に届いたので驚きまし

た。選任期日には，既に仕事の予定が入っていましたので，上司に裁判員のこと

を説明し，選任期日の休暇をもらったのですが，まさか裁判員に選ばれることは

ないだろうと思っていましたので，上司には「明日は普通に仕事に出ます。」と

言っていたくらいです。また，選任期日がちょうど私の誕生日と重なっていたの

で，これはすごい確率だと思い，宝くじを買いにいったほどです。宝くじの方は

外れましたが。 

司会者 

  楽しいお話ありがとうございます。ところで４番の方は，選任期日から初日の

公判までの間，３日間空いていたのですが，いかがでしたか。 

４番 

私はパート従業員ですが，裁判員に選任されると５日間休暇となるので，勤め

先にシフトを依頼しました。ただ，選ばれなかったら５日も休むのはもったいな

いので，うち２日は出社しますと上司に伝えていました。ところが，裁判員に選

ばれましたので，その旨上司に伝えると，上司はこれは困ったという様子でした。

 5 



でも，会社から裁判員裁判に参加するのは私が初めてであり，今後のこともある

からきっちりしておきたいということになり，本来パートには有給休暇もないと

ころを，有給をいただけました。裁判が始まるまでに木曜日の昼と金曜日があっ

て良かったと思います。また，裁判も偶然月の初日（１日）からだったので，シ

フトもうまく組めたようです。選任期日当日の昼からいきなり裁判だったら，困

っていたと思います。 

司会者 

  裁判所にとっては，とてもありがたい会社ですね。 

裁判官 

  本件については，木曜の午前中に選任手続があり，木曜日の午後と，金，土，

日曜が空きました。検察官，弁護人の意見を聴いてのことでしたが，徳島では初

めての試みでした。 

５番 

  私は，定年となり，いつも家庭にいますので，時間的にはいつでも参加できる

のですが，自分には務まらないと思って，いろいろと辞退の理由を探しましたが，

該当がなく，嘘をついて欠席するのもいけないと思って，参加しました。ただ，

選任手続時の面接で，自信がないからと言ってあったのに選ばれたので，面接は

何のためにやっているのだろうと思いました。無作為に抽選をするのなら，面接

をする意味がないと思いました。 

裁判官 

  面接をする理由については，当日にも述べておりますが，事件と何らかの関係

があるかどうか，日程の都合上，例えば家族が病気になったというような急な事

情があるかどうか，大勢の方の前ではいいづらいことがあろうかと思いますので，

別室でお話しを伺っています。 

司会者 

  公判が始まる前に，簡単な概要説明があったかと思いますが，理解することが
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できましたか。 

５番 

  素人でも分かるような言葉で教えていただいたので，心配していましたけど，

理解できました。 

司会者 

２番の方は，いかがでしたか。 

２番 

そういう状況は覚えており，今ではあれがそうだったかと思い出しますが，内

容までは覚えていません。 

司会者 

仕事を休みづらかったとか，仕事に影響があったという方はおられますか。 

２番 

４日間留守にしていましたので，店のお客様が，「何をしていたの？」といい

意味で心配してくれる人はありました。 

司会者 

それでは次のテーマに移りたいと思います。 

テーマ３「審理についての感想，意見」 

司会者 

  テーマ３の審理における感想，意見ですが，まず，検察官と弁護人の冒頭陳述

について伺いたいと思います。冒頭陳述は分かりやすかったですか。 

１番 

  検察官，弁護人とも分かりやすかったです。 

司会者 

  パワーポイントを使って説明がありましたか。 

１番 

  ありました。分かりやすかったです。 
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２番 

  検察官，弁護人とも資料を配布してくれました。資料は色分けをしてくれてい

ましたので分かりやすかったです。 

司会者 

 専門的な用語とか，分かりづらかったことはありませんでしたか。 

２番 

 最初は，分かりづらかったですね。最初はどちらが検察官か弁護人か分からな

くなってしまうこともありました。でも，聞いているうちにだんだん分かってき

ました。 

３番 

  選ばれてすぐだったこともあり，緊張した状態で法廷に入ったのを覚えていま

す。私も検察官，弁護人とも資料は分かりやすく，加えて，パワーポイントを使

ってくれたので分かりやすかったです。 

４番 

  検察官と弁護人との主張が違う部分がたくさんあったのにびっくりしました。

私が担当した事件は被害者参加人がいたので，検察官と被害者参加人が相談して

いて人情味がありましたが，一方，弁護人は淡々としていて冷たい印象でした。 

５番 

  法律のことは分からなかったのですが，説明してくれたので分かりやすかった

です。 

司会者 

  検察官や弁護人は自分の席で説明をしていましたか。それとも，証言台の前ま

で動いていましたか。 

５番 

  自分の席で説明していました。 

検察官 
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  冒頭陳述の資料の情報量についてお聞きします。文字は多かったですか。 

１番 

  ちょうど良かったです。 

２番 

  私も同じです。 

３番 

  分かりやすい，ちょうど良い情報量でした。 

４番 

  分かりやすかったです。 

検察官 

  一般的に検察官はどうしても早口になりがちですが，話し方とか，話す速度は

いかがでしたか。 

１番 

  別に感じませんでした。 

２番 

  滑舌が良くはっきりと聞き取りやすい方でしたが，どちらかと言えば早口だっ

たですね。 

弁護士 

  ４番の方，先ほど弁護人は淡々としていて冷たかったと言いましたが，中身は

いかがでしたか。 

４番 

  文章も分かりやすかったですし，詳し過ぎなく，適度の情報量でした。 

弁護士 

  冒頭陳述で，弁護人に直してほしい点があれば教えてください。 

裁判員経験者全員 

  （発言なし） 
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司会者 

  審理の進め方は事件の性質によってそれぞれ異なります。書面を中心に読み上

げて事件の中身を分かっていただく事件と証人に来ていただいて尋問する事件が

あります。証拠の分量や長さは聞いていてどうでしたか。 

１番 

  別に長くは感じませんでした。 

２番 

  裁判長が適度に休憩を取ってくれたので，長くは感じませんでした。写真につ

いては，これまでに見たこともないような傷痕の写真を見たので今でも覚えてい

ます。といっても，精神的にどうのこうのということはありません。 

司会者 

  書面の読み上げの時間ですが，１番，２番，４番の方が２時間以上，３番の方

は４時間以上と一番長かったのですが，３番の方いかがでしたか。 

３番 

  三つの事件が併合されており，証人もなく，ひたすら手紙や調書を読み上げる

ばかりでしたので，長く感じましたし，疲れました。写真も何点かあり，見る前

は若干抵抗がありましたが，見てみるとそんなにたいしたことはありませんでし

た。 

司会者 

長かったようですが，頭に入りましたか。 

３番 

長いと，ずっと聞いているうちに最初は何て言っていたのかなと思いましたし，

最初の部分と最後の部分はつじつまが合っているのかなと思うこと何箇所かあり

ました。 

司会者 

  ３番の方が担当した事件は，性犯罪ですから中々証人は難しい面があるかと思
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います。被害者から直接話を聞いてみたいと思いましたか。 

３番 

  聞いてみたいという思いはありましたが，被害者の方もしゃべるのもつらいだ

ろうなと思うので，無理しなくてもという気持ちがあります。 

司会者 

  ４番の方は，被害者が死亡している重大な事件で，写真もあったかと思います

が，いかがでしたか。 

４番 

  ガラスケースに入った包丁を見たときは，ゾッとしました。包丁と被告人がダ

ブり，最初は被告人の顔を見ることができませんでした。写真も見ないといけな

いと思っていましたが，絵にしてくれていたので落ち着いて状況を考えることが

できました。私が担当した事件は５日間だったのですが，事件現場を見たくなっ

て，帰りにお店やアパートを通ってみたりしてだんだん気持ちが入っていきまし

た。 

司会者 

４番の方は，被害者の遺族が参加している事件でしたが，聞かれてどう思いま

したか。 

４番 

被害者の娘さんを私の娘に置き換えて，被害者の娘さんのように法廷に出てき

てしっかりと意見を言えるのかと思って見ていました。また，亡くなった母親に

代わってしっかり話をしていたのでつい気持ちが入ってしまいました。被害者の

夫の話も迫力がありました。 

司会者 

遺体を解剖した医者の証言は，分かりやすかったですか。 

４番 

私の考えと違うこともあり，証人の中では分かりにくいほうでした。話すスピ

 11 



ードが速かったのでゆっくり説明してほしかったです。 

５番 

  説明は分かりやすかったと思います。ただ，法廷で被告人と対面したとき，自

分の家族とダブって身につまされたような気持ちになりました。 

司会者 

  ５番の方の事件で，裁判終了後のアンケートで他の裁判員経験者の方から検察

官，弁護人とも理解しづらい言い回しがあった，との回答がありますが，５番の

方はいかがでしたか。 

５番 

  私は，そうは思いませんでした。 

司会者 

  写真を見て，びっくりしませんでしたか。 

５番 

  そんなに酷い傷ではなかったので，驚きませんでした。 

裁判官 

  冒頭陳述は，検察官と弁護人の主張で，その後の取調べをするのは証拠ですが，

主張と証拠を区別して考えることができましたか。 

３番 

  三つの事件を併合しており，それぞれダブった時期もあったので区別ができな

い箇所もありました。 

裁判官 

  文章で読むのと，証人から聞くのでは違いがありますか。 

４番 

  文章で証人の証言が書かれていますが，やはり，証人が法廷に出てもらって証

言してもらうのは真実味があります。法廷に来てもらうのは中々大変だと思いま

すが，聞くことができてよかったと思います。 
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検察官 

  証拠調べの中で，この証拠はどの部分をしているのか分からなくなったことは

ありませんでしたか。 

３番 

  先ほども言いましたが，三つの事件を併合していましたので，最初の部分と最

後の部分とがつじつまが合うのかなという感じを受けました。 

検察官 

  もう１回書面を見たいということはありましたか。 

３番 

  そうですね。もう一度見直したい，と思いました。事実，評議室に帰ってきて

裁判官から整理してもらいました。 

検察官 

  冒頭陳述に基づいて立証するわけですが，主張と証拠の対応関係は分かりやす

かったですか。 

４番 

  分かりやすく言ってくれました。 

司会者 

  証拠調べをする前に冒頭陳述のこの部分をするとの説明はありましたか。 

４番 

  説明があったかもしれませんが，内容を理解するのに必死でしたので，どの部

分かは分かりませんでした。 

検察官 

  立証の中で，なぜこの証拠がないのかと疑問を持たれた方はいますか 

２番 

  疑問は感じませんでした。 

検察官 
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  証人尋問で分かりにくかったことはありませんでしたか。 

４番 

  被害者の娘さんが証人として出ましたが，弁護人からの追及や検察官からの質

問に対して言いにくい点があったのではないかと感じました。 

弁護士 

  証人尋問で弁護人が何でこんなことを聞いているのだろうと思ったことはあり

ませんでしたか。 

３番 

  弁護人が被告人に家族のことを聞いていたと思うのですが，涙をわざと流させ

るためにしたのかなと思いました。  

司会者 

  証人尋問や調書の朗読を聞いている時間が長いと感じませんでしたか。 

１番 

  別に長いとも短いとも感じませんでした。 

２番 

  そんなに長いとは感じませんでした。 

４番 

  時間が経つのを速く感じました。 

５番 

 限られた時間だったので，全体的にスピーディーに感じました。もうちょっと

ゆっくりと考えたいなあと思いました。 

司会者 

  検察官の論告や弁護人の弁論は，分かりやすかったですか。 

１番 

  分かりやすかったです。 

２番 
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  双方とも分かりにくいことはありませんでした。 

３番 

  両方とも分かりやすかったです。 

５番 

  専門的なことはあまり分かりませんので，そんなものかなぁと思いました。 

テーマ４「評議についての感想及び意見」 

司会者 

評議の雰囲気はいかがでしたか。 

１番 

  雰囲気はよかったです。 

２番 

  皆さん年齢も違うのに，自由に意見を述べることができました。ただし，何時

までに決めないといけないということがあったので，私にはしんどかったです。 

司会者 

  それは，全体の評議を終える時間のことですか，それともこの論点については，

何時までに終えようということですか。 

２番 

  判決宣告の時間が決まっていて，それまでに決めないといけないというのが，

私には焦りました。 

３番 

  思っていること何でも言うことができました。いろいろな意見をまとめる裁判

官はたいへんだなと思いました。それと，部屋が狭かったので，もっと広かった

らリラックスできたと思います。 

４番 

  最初，テレビとかで裁判長は怖いイメージがあったのですが，いろいろ教えて

くれたり，なごやかな雰囲気を作ってくれて助かりました。 
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司会者 

  陪席裁判官は分かりやすい言葉で教えてくれましたか。 

４番 

  はい。それに加え皆さんから出たいろいろな意見を，評議室から出てすぐまと

めてくれたので，すごいことだなと思いました。 

５番 

  私は，これまで人前で質問をすることはなかったのですが，被告人質問で質問

をしたいと思い裁判長に相談しました。裁判長からは聞きたいことについてアド

バイスをもらったので自信を持って被告人に質問することができました。 

司会者 

  聞きたいことを聞けてすっきりしましたか。 

５番 

  はい。すっきりしました。 

検察官 

  検察官に対し，どういう意図で立証しているのか，質問したいと思ったことは

ありませんでしたか。 

裁判員経験者全員 

  （発言なし） 

弁護士 

  評議する際，過去の例や量刑データは参考になったのかどうか，差し支えのな

い範囲で教えてください。 

１番 

  私たちは全然分からないので，過去の例を参考にしました。 

２番 

  同じような事件を参考にした上で，自分の意見を言わせてもらいました。 

３番 
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  過去の事例を見ることによって，具体的な数字が見えてきました。 

４番 

  被害者の気持ちを考えると死刑と思いがちですが，冷静に考えると，やはり過

去の事例を参考にしました。 

司会者 

  裁判員裁判を採用したのだから，過去の事例にとらわれずに，法律の枠の範囲

内で量刑を考えるべきではないかと言う人もいるようですが，５番の方はいかが

ですか。 

５番 

  やはり全然分からないのでデータは参考になりました。 

（休 憩） 

テーマ５「判決宣告（判決書についての意見,判決宣告に立ち会った感想）」 

司会者 

  それでは休憩を挟みましたが，時間も迫っておりますので，テーマ５の判決の

言い渡しについての感想というところに移ります。実際の言い渡しに臨まれて，

どういうふうに感じられたのかをおうかがいしたいと思います。１番の方からど

うでしょうか。 

１番 

  私が判決を出したのは，裁判長や裁判官の方とよく似た量刑だったので，まあ

良かったのかなあと思っています。 

司会者 

  裁判長が言い渡しをしているところに一緒にいてどういうふうに感じられまし

たか。 

２番 

  横でいるだけだったので，それまでに意見がまとまっていたので，どうかと言

ったら，緊張とかそういうのは無くて，裁判長がおっしゃるだけだったので。 
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司会者 

  前もって決めていることに従っての言い渡しになるのですが，それでも実際の

言い渡しに臨むと緊張したというご意見も中にはあるのですが，そういうことは

特に無かったということですか。 

２番 

  この時にも４日間していて，まあ，気分でそういうのしたらいかんと思うんで

すけど，同じ職務ではないのですけど，そういう感じでいけました。 

３番 

  言い渡しについてですね，理由を言うのか主文を先に言うのかどうしましょう

かと評議室で裁判長と話をして，年数を先に言いましょうとか後で主文を言いま

すのでという打合せをして，実際に法廷に入って，言う瞬間ですけど，やっぱり

私たちが決めた刑をどんな顔で被告人が，どういう表情をするのかその瞬間が気

になったので，被告人の表情をうかがっていました。同じように傍聴席の方も私

たちの答えにどういう反応をするのかなと。テレビや映画で見ているとこんな瞬

間とかってあるじゃないですか。そういうのがあるのかなと思って。ただ今回は

何も無かったのですけど，皆さん普通に裁判長が読み上げる主文を淡々と聞いて

いました。私も緊張しながら裁判長が言う主文を聞いていました。 

司会者 

  裁判長が後でいろいろ話をされたりしていたのですが，その時はどのように聞

いておられましたか。 

３番 

  主文の後に一番最後に意見を言ったのですが，私たちの意見をちゃんと汲み取

って，一つにまとめて，きれいに喋ってくれたので。私たちがあの時あのように

言ったというようなこともこの場で被告人に伝えていたので，すごいと思いまし

た。 

司会者 
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  評議の中で出た意見とかもですか。 

３番 

  そうです。僕らもこうしてほしい，ああしてほしいという部分があって，すご

く気持ちが入っていたのですが，それをうまくまとめてくれていました。すごい

なと思いました。 

司会者 

  ４番の方はいかがでしたか。 

４番 

  言い渡しは簡潔に述べられて，締まった感じがして，これで終わるのだという

思いで，背筋が伸びるような思いがしました。ただ，まだまだ謎の部分というか，

全部が分かっていない部分があるというか，何年かかっても解決できないものと

いうのがあるなと感じました。これで完全に全てが解決したっていう感じではな

いですね。それぞれの思いがあるので。今回は被告人の方も自分の本当の気持ち

を言っていないというか，自分が有利に立てるような意見を述べていないので，

本当に被害者の方を愛していていたのかその思いで喋られていたので，全部が全

部，本当のことが分からなかった事件だったと思います。 

司会者 

  被害者の言い分も聞けませんしね。 

４番 

  はい。謎の部分があったので。 

５番 

  評議室では私たちに気を使ってくれながら，にこにこ話してくれていたんです

が，判決の言い渡しの時は私たちも不安で緊張していましたけれども，裁判長は

すごく厳粛な言い渡しをしていたので，今までの裁判長のガラっと変わった態度

を見て，私も厳粛な気持ちになりました。それと，さっきも言ったんですけど，

無い知恵で一生懸命考えて，夜も寝ないで判決を出したので，それが言い渡され
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た時は軽くなったような気持ちで，責任感が薄れたというか，荷が下りたという

気持ちになりました。被告人の顔なんかを見ていると，これから刑を受けて，二

度とこういうことの無いようにと，幸せになるようにと，祈るような気持ちで上

から見ていました。 

司会者 

  皆さんは言い渡しについてご不満とかは無かったようですね。検察官や弁護人

は何かございますか。 

検察官・弁護人 

  特にありません。 

テーマ６「守秘義務について」 

司会者 

  次に，皆さんは守秘義務を負っておられる，評議で話したこと等についてよそ

の人に言ってはいけないという義務を皆さんはずっと負っておられるわけですが，

そのことについてまずご意見をお聞きしたいと思います。その時どう思っていた

のか，それから，だいぶ日にちが経って今どのように感じておられるかというこ

とについて，順番にお願いしたいと思います。あまり負担に感じていないという

ことであればそれで結構です。 

１番 

  別に負担に感じていません。 

司会者 

  人に言えないことの悩みとかは無いということですか。 

１番 

  はい。 

２番 

  私もそんなことはないです。言う機会が無いと思います。 

司会者 
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  評議等のことを審理期間中に人に話せないということで，日常生活のうえで困

ったことは無かったですか。 

２番 

  そうですね，特に無かったです。 

３番 

  私は守秘義務についてはストレスを感じていました，最初に選ばれた時にはそ

ういう話はあったと思うんですけど，どこまで言っていいのかよく分からなかっ

たんで，初日はかなり言ってはいけないんだ，どうしよう，どうしようと思って

いて，家族から聞かれてもこういう裁判員に選ばれてどういう裁判に関わるのか

答えてはいけないのかなと不安だったんですけど，翌日の朝刊にこういう裁判員

裁判が始まったというのが載ったんで，それが出た時に気がだいぶ楽になりまし

た。ここまで出ているんだったら全然負担じゃないなと。今になっても，私が裁

判員をやっていたことを知っている友達や仕事の関係者からも，あの時どんなこ

とがあったのかと聞かれることがありますが，相手も分かってはいるんですけど，

それは言えないと答えるしかないので。時間と共に解決してくれるのではないか

と思います。忘れていくこともあるので。周りも忘れていくし，僕も忘れていく

し。 

司会者 

ご意見なんかによっては，言えないので例えば一緒にやった裁判員だけで集ま

れば言いたいことも言えるじゃないですか。そういう機会を持ってみたいという

気持ちはありますか。そこまでは思いませんか。 

３番 

  それは楽しいですね。あの時どうだった，ああだったと言いたいですね。 

４番 

  私も，今日来たのは，もしかしたら私と一緒に関わった裁判員の方と会えるか

もしれないと思って。１番や２番の方のように同じ事件に関わった方と話したか
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ったと思います。家族のような感じで５日間過ごしたので。この時は男性は裁判

長以外は１人だけだったんで，男性がもっといたらまた違った意見も出ていたの

かなと思います。 

司会者 

  守秘義務が負担になったということはありませんか。 

４番 

３番の方がおっしゃったように，次の日に新聞に載ったので，それで楽になり

ました。５日間休みを取って，両親だけしか知らなかったので，「海外にでも行

っていたの。」と聞かれて，実はその時は「裁判員に選ばれて裁判に行ってい

た。」と答えましたが，それでさらっと流してくれたので。 

司会者 

  今，特に負担になっていることはありますか。 

４番 

被害者の方がどうされているのかとか，そういうのは。同じぐらいの娘や息子

がいるので。 

５番 

  「裁判員になったんやな。」，「どうだった。」，と周囲からは聞かれるので

すけど，裁判員に選ばれたということは言うんですけど，あまり詳しいことは，

言ったことに対して責任を取らなければいけないし，あまり公表したらいけない

と思っているのでしていません。 

司会者 

  やって良かったとか疲れたとか，その程度のことは言っていただいて問題は無

いのですけどね。評議の内容に関わらなければ。 

５番 

  守秘義務というのは人に喋らないということではなくて，自分を守るためにあ

ると思っていますので，あまり人には，言っていいことだけは話しますけど，そ
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れ以外のことは言ったらいけないと思って言っていません。 

テーマ７「これから裁判員になられる方へのメッセージやアドバイス」 

        ～法曹三者に対して望むこと～ 

司会者 

  ありがとうございました。最後にお聞きしたいのは，私ども法曹関係者，裁判

官，検察官，弁護人に対して経験者として何か言っておきたいこと，あるいは，

皆さんの後輩になる，これから裁判員になる方に対して，例えばこういうところ

が大事なんだということがあればお願いしたいと思います。間接的になりますが，

これから裁判員になられる方にお伝えする機会があれば，お伝えできるものはお

伝えしたいと思っていますし，私ども法曹関係者に対してのご意見についても明

日からの審理に反映できるものがあれば反映させたいと思っております。順番に

お聞きしたいと思います。 

１番 

  まず言いたいのは，経験はしたらいいと思います。自分のためになるし。最初

は不安やけど，皆さん親切に教えてくれるので，是非やるべきだと思います。 

いい経験になると思います。 

司会者 

  最初はできるか不安だったとおっしゃいましたが，今は十分にやれるというこ

とですか。 

１番 

  ２回でも３回でもできます。 

司会者 

  それは頼もしいですね。どうですか，法曹関係者に対しては何かご意見ござい

ますか。 

１番 

  そこまでは特にありません。 

 23 



司会者 

  ２番の方はいかがですか。 

２番 

  １番の方がおっしゃったように，最初はえらいところに来てしまったという気

持ちがあったんですけど，いろいろ教えてもらったりして，最後までやっていけ

たというのがありました。同じようなことなんですけど，経験したのは良かった

と思います。自分の中ではニュースとかでも見るところが変わってきたし，自分

の意識付けにもなったので，経験させてもらって良かったと思います。 

司会者 

  他の事件で裁判官の名前が新聞に載ると気になりますか。 

２番 

  ちょっと見てしまいますね。ニュースとかでも出られていると見てしまうし，

ニュースとかでも裁判員裁判の事件とかでも前は流していたけど今は見てしまい

ます。 

３番 

  自分も最初は不安だったけれども，結果的にやってみていい人生経験になった

ので，これからなられる方に対しては絶対にいいよと，普通に生活しているとこ

ういう場に来ることもないし，普段味わえないことを体験できるので，緊張感を

持っていい経験になるんで，普通に選ばれたのなら辞退とかするのではなくてや

ったらいいよと言いたいです。法曹三者に対しては，手続もちゃんと裁判所の方

でしてくれるし，資料も分かりやすいんで。僕らが関わる前に公判前整理手続と

かがやっているんですよね。その辺が大変だなと思います。素人にも分かるよう

に資料を作っているので，どんな感じでやっているのか見てみたいと思います。 

司会者 

  裁判員裁判について率直に申し上げますと，どうも弁護士さんの審理が分かり

にくいという意見が比較的多いんですけども，今まで皆さんからお伺いする限り
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では徳島では裁判所も検察官も弁護人も含めてそういうご意見が出ないのはあり

がたいことだと思っていますけれども。 

４番 

  皆さんと同じで，不安に思っても，裁判官に委ねればできるので，是非やって

いただきたいと思います。やってみて，その後のいろんな裁判を傍聴してみたい

という気になったし，最近は検事や弁護士のドラマが多いので，興味が湧いて見

てしまう，違った目線で見るようになり，本当に事件は他人事ではないと思いま

す。法曹三者に対して言うことは，大変ご苦労だと思う。全然分からない，何も

していない私でさえ５日間やってすごく疲れたので，裁判長や裁判官の方は一つ

一つの裁判がどれだけ大変かというのが分かって，かけもちでされている裁判も

ありますし，本当にご苦労だと思います。 

司会者 

  改善すべきだと思うことはありますか。 

４番 

それはないです。ただ，一緒にお弁当を食べたことが楽しい思い出です。 

司会者 

  そういう時は雑談というか，事件以外のことを話したりするのですよね。 

４番 

  事件のことを話す時も和やかで重くならないような雰囲気を作ってくれるので，

楽しかったです。 

司会者 

  ５番の方はいかがですか。 

５番 

  法律のことが分からない私でも裁判長や裁判官が流れを示してくれながら意見

を聞いてくれるので，自然体で臨まれて経験されたらいいと思います。 

司会者 
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  ありがとうございます。 

５番 

  他のことなのですけど，裁判員を経験して，ニュースや新聞をよく見るように

なりました。世の中の背景も良くしないといけないと思います。私の時は若い被

告人だったので，同じような年齢の人が寂しそうにしているところを見かけたら，

皆がおはようとか声かけをするようにすれば，そういうところから良くしていっ

たらこういう事件は起こらないのではないかと思うようになりました。 

司会者 

  そのことも裁判員裁判の目的の一つではないかと思います。 

裁判官 

  裁判員の方にはチームになっていただいて，おっしゃっていただいたというこ

とが，私としても勉強になることが毎回多かったように思います。参加していた

だいてありがたい気持ちでいっぱいです。 

検察官 

  ３番の方から審理が大変だと意見をいただきましたが，確かに裁判員裁判審理

は大変ではありますが，今日皆さんからご意見を今後の参考にさせていただきま

す。 

弁護士 

  今日は貴重なご意見いただきましてありがとうございました。こういう意見交

換会は全国各地で行われておりまして，各地の意見を聞くと中には弁護人はちゃ

んとやっているのかという意見もあったようなので，今日は緊張して来たんです

が，概ね良い評価をいただいているようなので，ありがたいことだと思います。

今日のご意見を持ち帰って，今後の我々の活動に生かしていきたいと思っており

ます。ありがとうございました。 

司会者 

  それでは，司法記者クラブからご質問いただけたらと思います。 
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読売新聞（代表質問） 

  まず１番目に，変化がありましたかというという質問ですが，先ほどおっしゃ

ったニュースの見方が変わったであるとか，具体的にどう変わったかを教えてい

ただきたいのと，例えば実際にその後傍聴に来たことがあるとか，勉強会に参加

したことがあるとか具体的な行動を既に起こされたことがあれば教えていただき

たいと思います。 

司会者 

  皆さん，その後に傍聴に来られたことはありますか。 

５番 

  来たいと思ったことはありましたが，遠いので。いついつありますというお知

らせがありますよね，その日とかに行けたら行きたいなと思います。 

司会者 

  他の方で変化の部分，先ほどの話でテレビの視聴の内容が変わったということ

がありましたが。 

５番 

  今までは何となく聞いていただけだったので，どのような刑にしたのかなと詳

しく見るようになりました。 

読売新聞（代表質問） 

  それは，事件が始まった時はこういう事件が始まったのだなというように見る

だけで判決までは気にしていなかったのだが，それが判決まで気にして事件を見

るようになったということですか。 

５番 

  普段もそうなのだと思って見ていたのですが，より一層深く，この事件はこの

ような判決が出たのだなというように深く考えて見るようになりました。 

読売新聞（代表質問） 

  ２番目の質問ですが，思い出したり考えたりすることはあるけれども，負担に
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感じたという方はいらっしゃらないということでよろしいですか。日常生活に負

担が出たりしたということはないでしょうか。 

３番 

  最初は負担がありましたが，だんだん忘れていったりして，だいぶ楽にはなっ

てきました。 

読売新聞（代表質問） 

  負担というのは精神的な負担ですか。 

３番 

  はい，精神的な負担です。言っちゃいけないという。 

読売新聞（代表質問） 

  最後に，今日の意見交換会で，例えば裁判員裁判が始まる前の裁判ではいちい

ちこの証拠はこれを立証するためですということは言ってなかったので，そうい

った意見も出たかと思うのですが，そういう，今日初めて聞かれて知ったことで

持たれた感想などがあればお願いしたいと思います。 

３番 

  参加者が少ないことを今日来て初めて知りましたね。もっと沢山来ていただけ

れば，先ほど４番の方が言われていましたけども，チームですね，その時のメン

バーがいると共感できる部分がたくさんあって意見が出やすかったのではないか

と思います。 

読売新聞（代表質問） 

  それはこういった会の定期的な開催の要望を含めて，ということですか。参加

者が少ないということなので。 

３番 

  定期的に開催しても，時間のある方は参加できるとは思いますが，裁判所とし

て集めるほうも大変でしょうね。事前に来る人数やメンバーが分かっていると，

その時のメンバーが来ることが事前に分かっているとわくわくして来れると思い
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ます。 

読売新聞（代表質問） 

  代表質問は以上ですが，各社から質問があればお願いします。 

司会者 

  少し補足しますと，この会は参加してもいいですよ，というお答えをいただい

た方を中心にお声かけさせていただいているのですが，なかなか皆さんの日時が

合わないということで，言っても差し支えないと思いますが，前にやろうとして

人数が集まらなかったということがありました。今回も６名のご参加を予定して

いて，残念ながら５名となってしまいましたが，皆さん貴重な時間を割いて来て

いただいて感謝しております。 

徳島新聞 

２点ほどおうかがいいたします。傍聴させていただいて，皆さんやって良かっ

たということで一致しているところなんですけれども，おそらく徳島で行われた

事件は，全面的に否認している事件だとか，極刑を言い渡す可能性がある事件と

かいうものがこれまで無かった，今回は被害者の方が亡くなられているといった

重大な事件もありましたけれども。その点で，他県では数十日を超えて審理に携

わったり死刑を言い渡す事件もあります。今回こういう意見交換会の場が持たれ

たのは，裁判員裁判について見直す機会も必要があってのことだと思うのですが，

まず１点目は，これから後輩に当たる裁判員の方たちが，もしかしたら徳島でも

死刑を言い渡すような重い事件を審理する可能性もある，または有罪無罪を争う

ような事件もある。そういうことも踏まえても，後輩の方にやればいいというふ

うにお思いでしょうか。端的にお答えいただければと思います。 

司会者 

いかがでしょうか。結論が非常に重いし，負担も重い事件もあるかもしれない。

この間は百日間の裁判員裁判があったと報道されましたが，そういう事件も中に

はあるだろうということで，そういうものがある場合でも裁判員やって良かった
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よと勧められますかということを聞かれているわけですが，どうでしょうか。 

裁判員経験者全員 

  （発言なし） 

徳島新聞 

  ちょっと厳しい質問だったかもしれませんけど，そうではなくて，例えばそう

いう難しい事件の場合は裁判員裁判の対象から外したらいいというような考えの

方もいらっしゃいます。事件を選ぶというのは難しいのかもしれませんけど，制

度の中でそういう仕組みを作ることはひょっとしたら可能かもしれません。そう

いう意味で，裁判員の経験をされた方々がそういう仕組みがあってもいいんじゃ

ないかなという思いは今抱かれていないかどうか，それとも今までどおり事件の

罪名によってそのまま裁判員裁判の対象となる事件を裁判員が裁くというような

現行の制度をそのまま継続していくべきかどうか，というところを何か感想があ

ればお聞かせ願えますか。 

４番 

  県外で死刑とか何日も続くような裁判に関わった裁判員の方が，死刑を決めた

後に重荷になったとか怖いとかいう話を聞きますが，やはり最初からその事件に

携わった場合は最後までやり遂げることが必要だと思います。事件によってこれ

は裁判員が参加するものだとか，裁判員が参加しないものだとか分けるのはおか

しいと思います。ただ，何日もかかる重い事件で裁判員ができますかということ

で，抽選というのではなく，そこで意見を，やはりちょっときつすぎるとか出来

ないとかいう気持ちを酌んでもらって，やってみると言う方がいらっしゃったら

参加っていうか，していただいたらいいかと思います。 

司会者 

  他の方はいかがですか。 

裁判員経験者全員 

（発言なし） 
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司会者 

  なかなかお答えは難しいと思いますが。 

２番 

  実際，百日間休めって言われたら，私は会社に言いにくいですね。これは思い

ました。かといって，この事件は裁判員でこの事件は違うというように分けるの

もどうかなとも思うので，そのあたりは難しいかなと思いました。選挙権がある

人に候補者を選ぶんですかね，それで年齢制限とかっていうのは特に無かったで

すよね。もしかしたらうちの祖父母とかにもくるかもしれないけれど，とても精

神的には無理ではないかと僕は思いましたね。今後もしかしたら通知が行くかも

しれないということで，ちょっと大変ではないかと思いました。 

司会者 

  ７０歳以上の方は辞退できますけどね。 

２番 

  そうなのですか。 

司会者 

  もちろん参加したいという場合はそれでいいのですが。 

徳島新聞 

ありがとうございました。あともう１点ですね，先ほどの話にも関連してくる

んですが，守秘義務違反の関係ですが，それほど負担に感じられていないという

ことだったのですけれども，結構やってよかったという経験がですね，徳島でも

１８件ということは約数十人の方が経験されている割には，それほど身近に裁判

員経験者がいないというような感じを個人的に受けているんですけれども，もっ

と裁判員をやって良かったということが積極的に話せる環境を作るためには，も

う少し守秘義務の点を緩やかにと言いますか，守秘義務が無ければどんどんお話

しもできていいのではないかと思うんですけれども。現時点で負担は無いとおっ

しゃってますけれども，もし守秘義務が無ければもっと楽に過ごすことができた
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り，もっと裁判員をやってみたらどうかと周囲に話せるという考えはないでしょ

うか。 

３番 

  守秘義務がもう少し緩和されると，もっともっといろんな人に話せるので，も

っともっと広まっていくと思います。軽くすればですね。具体的に守秘義務違反

って罰則みたいなのはあるのですか。 

司会者 

  あります。かなり重いです。 

裁判官 

  懲役もありますので。 

２番 

  今までにあるのですか。守秘義務を破ったというのは。 

司会者 

  今まではありません。 

５番 

単純な考えなのですけれども，同じ人間としてその人の犯した罪なんかをみん

なにベラベラと喋るのは，その人も守ってあげたいという気持ちもあるので，犯

罪を犯したけれどもその前はみんな同じ人間なんで，守ってあげたいという気持

ちで，私はみんなに話したくないと思います。 

司会者 

５番の方はさっき守秘義務は自分を守るためにもあるとおっしゃっていました

よね。 

５番 

  はい。 

徳島新聞 

皆さんは，守秘義務で何を破ってはいけないということを認識されているので
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しょうか。法廷でのやり取りは私ども報道機関がしっかり報道しておりますが，

どの部分を破ってはいけない，どこを喋ってはいけないということを分かってス

トレスに感じたり，そうじゃなくて，例えば２番の方は４日間休んでいた時にお

客さんが心配してくれたということをおっしゃっていましたが，裁判員やってた

んだと言うのはおそらく問題ないと思うのですけど，その部分すら抑えてしまう

のは守秘義務というのは厳しいものだという認識があるのかなと思うのですが。

どのへんは言ってはいけないというのは裁判長からご説明もあったとは思うので

すが，どなたかどういう認識を持たれていたか，教えていただきたいと思います。 

２番 

私は，きっちりこれっというのはやっぱり分からないですけど，犯人の名前と

かそのあたりとかは言ってはいけないとは思っているし。言うことがまず無いの

でそのあたりは僕は苦痛には思わないです。 

朝日新聞 

３番と４番の方にお聞きしたいんですけれども，先ほど次の日の新聞報道を見

て少し気持ちが楽になったということですけれども，その意味で，新聞に書かれ

てあることもおそらく言っちゃいけないだろうという認識があったうえで読んだ

から楽になったという認識でよろしいんでしょうか。それともう１点，集まって

お話ししたいというのは，やはり皆さんの中で喋ってはいけないので，できれば

チームに戻ってその時の話をもう一度皆で消化したいという気持ちがあるのでし

ょうか。この２点についてお願いします。 

４番 

あまり自分で負担は感じていなかったはずなんですが，やはり今日集まってこ

うやって皆さんの意見を聞いたり自分の意見を言えたりして，それが話し合えた

という格好を出せれたというのが，やはり軽くなったので，抱えてた部分があっ

たのかなと思います。自分ではあまり気づかなかったですが，今日はなんかすっ

きりしたというか，出せれるというのは心が軽くなるというか，何が出せれてい
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いか，どこまでは駄目かというのは裁判長からも教えていただいて，評議の内容

は駄目だということで，法廷の中は傍聴の方や記者の方とかもいるのでそれは分

かることなので除くけれども，どこまで言っていいからと言ってたら，もしどん

どん聞かれた場合にどこまで答えていいか分からなくなってしまったら困るので，

あまり内容に触れないというような感じで過ごしていたように思います。今日は

出せれて，話しあえて少し軽くなりました。 

３番 

私は初日は新聞に載った内容すら言ってはいけないものだと思っていて，被告

人の名前と犯した罪の内容や罪名ですよね，それも言ってはいけないとずっと思

ってて，翌日の朝の新聞にそれが出てたので，これはいいんだと思ってちょっと

軽くなりました。それで，評議の内容は言えないので，その時のチームが集まっ

て，あなたあの時あんなこと言ったよね，あれはどういう考えだったんですか，

ということを集まってストレス発散したいという部分ですね。 

読売新聞 

２点お伺いしたいのですけども，皆さんは評議のなかで過去の判例を参考にさ

れて，その上で裁判長や裁判官に助けていただきながら意見をまとめたというお

話だったんですが，裁判員裁判の大きな特徴というのは自分たち一般の人の社会

常識を反映させるというところがすごく大きな役割だと思うのですが，判例を参

考にしながらというなかで，自分たちの意見や社会常識が反映されたというふう

に実際に感じていらっしゃるのか，今までの裁判とは違うんだと，とても感じて

いらっしゃるところがあるのか，もし感じていらっしゃるとすればどういったと

ころで感じられたのか，例えば３番の方は求刑を超える判決が出たかと思います

が，どのあたりで感じたかということを教えていただきたいというのが１点目で，

あともう１点ですが，３番の方にお聞きしたいのですが，公判前整理手続が大変

だろうと思う，是非見てみたいとおっしゃったと思うのですが，ここで証拠が予

め整理されていて，皆さんの前に出てくるのは裁判に必要だと思ったものだけが
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出てくる形になっているかと思うのですが，全部の証拠をきちんと見たいである

とか，それは自分たち，いわゆる知識がない一般の人たちが参加するうえでは負

担にしかならないとか，どういう意見をお持ちかどうかお願いしたいのですが。 

３番 

まず２番目の質問についてですが，公判前整理手続では違う証拠というか直接

関係しないものもいっぱい出てきていると思うのですが，見てみたい気がするん

ですけど，多分，僕らみたいな素人が見るとですね，それが事件にどう結び付く

のか勝手に想像が膨らんでいって，あれも悪いこれも悪いとかになっちゃうと思

うので，ある程度整理した部分を見ることによってスムーズに進んでいくので。

ただ，私が今回受け持った事件ではもうちょっと掘り下げて見てみたいな，公判

前整理も見てみたいなというのは無かったんですが，裁判員になった後にいろん

な新聞で裁判員裁判の結果が出てるんですけど，この事件だったらもうちょっと

公判前整理とかですね，違う証拠とか無かったのかなと思うことはあります。次

に，過去の事例にとらわれるという部分ですが，今回の我々の時も過去の事例は，

だいぶ低かったような記憶であり，結果的に８か９になったんで，我々庶民の意

見が反映されていると思っております。 

ＮＨＫ 

被告人に判決を言い渡すわけですけれど，被告人が納得しなくて控訴する場合

とかそういうのがあるのはご存知かと思いますが，被告人がその後どうなったの

か，いつ刑務所に入ったとか控訴したのかということを知る機会はあるのでしょ

うか。また，いつ刑務所に入ったのかどうなったのかいうことを知ってみたいと

いう思いはありますでしょうか。皆さんお一人ずつお願いします。 

１番 

  それは知ってみたいですね。機会があったら。 

ＮＨＫ 

  知る機会とか通知がきたりすることはあるのですか。 
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１番 

  無いです。 

２番 

知ってみたいなと思うところもあるし，後のことはもういいかなと思う，どっ

ちもどっちみたいな感じですね。自分が関わったことなんで知ってみたいなとい

うのはあるんですけど，何も無いとは思うんですけど，これ以上関わったら恨ま

れたりするんかなという気もありますね。 

３番 

  いつ刑務所に入ったというような通知は一切無いので，実際に我々が出した罰

といいますか，実際に刑務所でちゃんと過ごしているのかな，ちゃんと反省して

いるのかなというのはすごく気になりますけど，２番の方がおっしゃったように，

たしかに顔を見られたり恨まれたりするのは怖いなという部分はあります。それ

とちょっと質問と違うかもしれないですけど，判決を言い渡してもう一つ興味が

あるのは，被害者の方が我々の出した結論に対してどう思っているのか興味はあ

ります。 

４番 

  私も３番の方と同じで，被告人がその後どうなったのか知ってみたいという気

もあるんですが，やはり忘れたいというか，今回の事件で情が出たというか，被

告人に対しても被害者っていうか可哀想というのが自分の中であって，被害者の

ことを悪く言わないところとかで感情が入ってしまったので，その後どうなった

のかというのはあまり聞きたくないというのが正直な気持ちです。あと，被害者

の方が元気で過ごされているとか，私たちが出した刑に対して，遺族の意見は死

刑ということだったんですが，納得はいってはないかと思いますが，これから前

を向いて頑張っていかれてるのか，それとも出した刑に対してずっと恨むのでは

ないかわかりませんが，気持ち的にずっとそうではないという思いで生きていか

れるのかなとか，そういうところが少し心配です。 
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５番 

  その後のことを知りたいなと思う気持ちはあるんですけども，反省しながら元

気にしてるかなと思って，時々同じぐらいの人を見ると頑張ってほしいなという

気持ちが時々生じます。 

ＮＨＫ 

  ありがとうございました。 

時事通信 

  評議の時間の話を２番の方がされていて，時間が迫ってくるような感覚があっ

たというような意見だったんですが，気になりましたので。まず裁判長にお聞き

したいのですが，評議の延長というのは可能なのでしょうか。規定として。 

裁判官 

  一般的な話として，それはあり得るのではないでしょうか。具体的な中身次第

で。 

時事通信 

  その時の判断で。 

裁判官 

  多分あり得るのではないでしょうか。裁判員と一緒に話をした上であり得るの

かもしれないと思います。ただしそれは個別具体的な話にはなりますので。 

時事通信 

  その上で２番の方にお聞きしたいのですが，評議の時間は自分で延長の申し出

をしたとかいうことなのでしょうか。 

２番 

  最終的には時間内にいけたのですけど，やはりその，何時までと決まってはい

ないかと思うんですけど，大体みたいな感じで，時間が設定されていることがち

ょっとあれだったのですが。時間が足りなかったとかいうのではなくて。 

司会者 
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  本日は長時間，意見交換会ということでやらせていただいてありがとうござい

ます。今日皆さんのご意見をうかがいまして，徳島では裁判所だけでなく検察官

や弁護人を含めて裁判員裁判が比較的皆さんに分かりやすく順調に行われている

ことが分かりました。皆さんのせっかくのご意見を今後の裁判員裁判に是非役立

てたいと思っております。本当にどうもありがとうございました。 

                                 以 上 

 

 

 

 

 


