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*21　調査票により 1年間を通じて辞退を希望することができる事由（定型的辞退事由）は，70歳以上である場合，学生
又は生徒である場合，過去 5年以内に裁判員・検察審査員等の職にあった場合，重い疾病又は傷害により年間を通
じて裁判所に出頭することが困難な場合である（裁判員法16条 1 号， 3号から 5号まで， 7号， 8号イ）。

*22　調査票により参加困難月（上限 2か月）を申し出ることのできる事情（辞退事由）は，仕事上の事情，重要な用事・
予定，出産予定，重い疾病又は傷害，介護等，育児である（裁判員法16条 8 号イからニまで，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 1号から 3号まで， 6号）。

*23　就職禁止事由に該当する職業としては，国会議員や国務大臣，法曹関係者，自治体の長，自衛官等が挙げられる（裁
判員法15条）。

*24　欠格事由に該当する者としては，禁錮以上の刑に処せられた者，心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支
障がある者等が挙げられる（裁判員法14条）。

*25　事件によっては，呼出状の送付に先立って質問票を送付し，辞退申立て等について尋ねる場合もある（分離発送方
式）。この場合，質問票により辞退等が認められた裁判員候補者については，呼出状を送付しない措置（呼び出さ
ない措置）をとることになる。

*26　裁判員になることができない事由として，欠格事由や就職禁止事由のほか，不適格事由（被告人や被害者の関係者，
その他当該事件について不公平な裁判をするおそれがある場合。裁判員法17条，18条）についても確認する。
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*27　検察官及び弁護人は，裁判員候補者について，それぞれ 4人（補充裁判員を置くときは，その人数に応じて 5人な
いし 7人）を限度として，理由を示さずに不選任請求をすることができる。この請求があったときは，裁判所は，
当該裁判員候補者について不選任の決定をする（裁判員法36条）。

*28　ただし，公訴事実に争いがなく，事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められる場合には，裁判所は，裁判
官 1人及び裁判員 4人からなる合議体で裁判を行う旨の決定をすることができる（裁判員法 2条 3項）。この場合
には，選任される裁判員は 4人となる。
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*29　判決人員とは，裁判員の参加した合議体により審理し終局した被告人の事件票に基づく員数（実人員。前掲Ⅰ2.1.2
脚注 8参照）をいう。本項では，実際に裁判員が参加した事件の実情を明らかにするため，主として判決人員をベー
スとした統計データを取り上げる。

*30　ここでいう終局件数とは，個別報告により，終局した事件ごとに報告のあった件数（個別報告の件数。原則として，
被告人単位で報告されるが，終局時に複数の被告人の事件が併合されている場合には，最も刑の重い被告人 1人に
ついてのみ報告される。）を指すものであり，事件票に基づく員数である判決人員や終局人員（判決，決定，その他
で終局した被告人の員数）とは異なる。
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*31　未済人員とは，併合された事件を含む「延べ人員」である。
*32　なお，新受人員と終局人員の推移をみると，平成22年 1 月から 6月までは，新受人員（886人）に比べて終局人員（593

人）が293人少なかったのに対し，平成22年 7 月から12月までは，新受人員（911人）に比べて終局人員（937人）が26
人多くなっており，徐々により円滑な事件処理ができつつあることがうかがえる。
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*33　職務従事日数とは，裁判員等が，選任手続，公判，評議及び判決宣告等のために裁判所に出席した日数の合計をいう。
*34　職務従事時間とは，選任手続期日に要した時間，開廷時間及び最終評議に要した時間の合計時間（中間評議に要し

た時間を含まない。）をいう。
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*35　合議体は，すべての事件で裁判官 3人と裁判員 6人で構成された。また，裁判員法 3条の除外決定により裁判官の
みの合議体で審理が行われて平成22年中に終局したものはなかった。
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*36　実審理期間とは，第 1回公判期日から終局までの期間をいう。
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*37　取調べ証拠数とは，検察官若しくは弁護人（被告人を含む。）の請求により又は職権で取り調べられた書証，物証及
び人証の合計数をいい，双方請求の場合は，それぞれに重複して計上したため，延べ数である（以下同じ。）。
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*38　開廷時間とは，公判期日及び刑事訴訟法281条に基づく証人尋問等の公判準備に要したすべての時間（評議の時間
を含まない。）をいう。
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*39　図のaからiの 9項目につき，それぞれ「そう思う」（ 5点），「ややそう思う」（ 4点），「どちらともいえない」（ 3点），「あ
まりそう思わない」（ 2点），「そう思わない」（ 1点）の 5つの選択肢から回答してもらい，加重平均を行った。
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*40　ここでの数値は，第 3回報告書と同様，終局人員に基づいているため，「裁判員裁判の実施状況」（前記156頁）で示し
た判決人員及び終局件数に基づく数値と異なる場合がある。

*41　公判前整理手続期間が長期化する事情として，裁判員制度の施行後しばらくの間法曹三者が裁判員裁判対象事件の
公判前整理手続を進めるに当たり過度に慎重であったこと等が指摘されているところである。詳細については，前
記144頁から145頁まで参照。
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*42　裁判員裁判と裁判官裁判の数値の比較は，刑事通常第一審事件票に基づいているため，裁判員裁判の平均開廷時間
は，個別報告に基づく【表92】から【表94】までの平均開廷時間とは異なっている。
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*43　法務総合研究所「平成22年版犯罪白書－重大事犯者の実態と処遇－」3頁， 6頁及び44頁（平成22年）参照



184

Ⅲ　刑事第一審訴訟事件の概況



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B00270037003200270020306B57FA3065304F005D0020005B002700310030003000270020306B57FA3065304F005D0020005B002700310034003400270020306B57FA3065304F005D0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




