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裁判員経験者との意見交換会議事録 

 

平成３１年２月２１日（木） 

裁判官挨拶 

司会者：ただいま御紹介いただきました，奈良地方裁判所刑事部で裁判長を務

めさせていただいております，西川でございます。 

  本日の司会進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  本日お集まりいただきました裁判員経験者の皆様方におかれましては，裁

判員として実際に裁判を担当をしていただいた際にも大変お疲れになった上

に，今回このような意見交換会にまで御出席いただいて，心より感謝してお

ります。 

  裁判員制度ですけれども，平成２１年５月にスタートして，今年の５月で

施行から１０周年という節目を迎えるということになっております。この間

奈良地裁におきましても，トータルで１００件ほどの裁判員裁判が開かれま

して，合計７５０人余りの方々に裁判員・補充裁判員として参加していただ

きましたけれども，なお，様々な課題が存在しておりまして，我々法曹一同

がこれらの課題を一つ一つ解決していかなければならないというふうに考え

ております。そのためにも，本日は皆様から率直な御感想，御意見を賜り，

有意義な意見交換をしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  なお，本日は私以外にも裁判所，検察庁，弁護士会からそれぞれ参加して

いただいております。それぞれ，簡単に自己紹介のほうをよろしくお願いい

たします。 

法曹三者の紹介 

重田裁判官：奈良地裁の刑事部で裁判官をしております重田と申します。よろ
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しくお願いします。 

  今日は御出席いただいた方の半分ぐらいは一緒に裁判員をさせていただい

て，また，別の事件で御一緒していない方もいらっしゃいますが，厳しい御

批判も含めて率直な意見を伺えたらと思っておりますので，どうぞよろしく

お願いします。 

荒神検察官：奈良地方検察庁の検事をしております荒神と申します。 

  今日は貴重な機会をいただいて実際に裁判員裁判に参加された裁判員の

皆様から実際の事件を経験された上での様々な参考になる御意見が伺える

ものと思っておりますので，またそれらの意見も踏まえまして今後の裁判

員裁判等に生かしていければと考えておりますので，今日はどうぞよろし

くお願いいたします。 

高島弁護士：奈良弁護士会の弁護士の高島と申します。 

  今日はこういう貴重な機会ですので，皆様の声を聞いて今後の裁判員裁

判での活動に生かしていきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いい

たします。 

司会者：皆様のことは評議のときもそうだったと思いますけど，番号でお呼

びいたしますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは早速，意見交換に入らせていただきたいと思います。 

  本日は６名の方々に参加していただいておりますけれども，この中で同

じ裁判を担当された方もいらっしゃいますので，皆様に関与していただい

た事件としては合計で５つの事件になります。 

  始めに参加されての全体的な印象であるとか御感想をお聞きしたいと思

っております。 

  まず，裁判員経験者１番の方には暴行の内容に一部争いがあったほか，

被告人にどういう刑を科すのが良いのかということが争点になった住居侵

入，強盗致傷の事件に参加していただきました。主として，被告人が宅配
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業者を装って部屋の中に押し入って，中にいた被害者をガムテープで縛っ

たりして怪我を負わせ，現金などを奪い去ったという事件に関与していた

だいて，判決では暴行の内容について検察官の御主張が認められて懲役６

年というような判断になっています。裁判所には全部で５日間お越しいた

だいたかと思います。参加されての全体的な御感想等をお聞かせいただい

てよろしいでしょうか。 

  裁判員裁判に実際に参加されての何でも結構です。全体的な御感想とか

御意見とかおっしゃっていただいてよろしいでしょうか。 

１番：今回，参加させていただいた裁判員の中で一番最年長だったんですね。

それで一番不安だったことは，いろいろなことが心配や不安があったんですけ

れども，審理の内容を若い方と同じように瞬時に理解できるかどうか，内容の

ことが理解できるかどうか，それが一番心配でした。でも，自分が参加するこ

とによって迷惑をかけるようなことにならないだろうか，そのことを考えれば

いろいろたくさんあるんですが，審理が進んでいく過程において，裁判官の皆

様の丁寧でわかりやすい説明のおかげで事件の概要をはじめ，細部にわたって

正しく把握することができ，今日は裁判員として参加できたことをとてもよか

ったと思います。今後の人生の活力にもなったと思っております。だから，参

加させていただいて本当によかったと思います。 

司会者：ありがとうございます。個別の問題についてまた後ほどお伺いした

いと思っております。 

  では同様に，２番の方の関与された事件ですが，被告人が遊びに来ていた

長男の同級生を包丁で刺して怪我をさせたという殺人未遂の事件を担当して

いただきました。殺意があったかどうかとか，中止未遂という法的な概念が

問題になるそういう事件だったと思います。判決では検察官の主張した事実

関係が認められて懲役９年とされています。この事件では全部で６日間裁判

所にお越しいただきました。 
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  ２番の方，同様の質問になりますけれども，参加されての全体的な御感想

であるとか御意見等をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。 

２番：今回，こういう形で選ばれないと，私自身，全く自分の全然知らない世

界だったんですけれど，そこは自分の中では特別なところと思っていたんで

すけれど，法の下で，こんなん言ったらとても失礼なんですけれど，裁判長

に裁判員それから弁護士の方，皆さん，心ある人間の考えによるところだと

いうことを一番に感じました。全く同じものなど何もないので，それによっ

て人を裁いて罰の量を決めたりするのというのはとても難しいことやなと思

ったんですけれど，それを裁判長はいつも重たい判例集を持って，それをも

とに常に公平な立場でということを考えながら，犯した罪に相当する懲役を

与えられているんだなということがわかりました。 

  こんなん言ったらあれなんですけど，裁判所の方ももちろん私たちと同じ

人間臭さというかそういう意味で，すごく身近に感じさせていただきまし

た。どんなして決めてはんのかなとか，ようテレビで死刑が執行されました

とかいろいろなことをおっしゃっていますけれど，本当にここの場所に来る

ことがなかったら，私の中では全然知らない世界だったんですけれど，すご

く慎重に一つ一つのことを検証しながら，いつも公平な立場で罪にあった懲

役を科されているということがよくわかりました。 

司会者：ありがとうございます。 

  それでは続いて３番の方，それから４番の方にはそれぞれ同じ事件を担当

していただいたんですが，被告人が生後５か月の自分の長女の頭部に暴行を

加えて死なせたとされる傷害致死の事件を担当していただきました。被害者

が亡くなったのが暴行行為によるのかとか，あるいは亡くなる原因となる傷

を負わせたのが被告人といえるのかといったあたりが争点となりまして，判

決では無罪となりました。この事件では全部で１０日間裁判所にお越しいた

だきました。 
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  それぞれ振り返っての御感想等をお聞かせいただいてよろしいでしょう

か。 

  まず，３番の方からお聞きしてよろしいですか。 

３番：まず最初に，これは初めての経験ですけど，それまで裁判ものとか刑事

ものの小説，テレビドラマむちゃくちゃ好きでしょっちゅう見ていました。

その関係で，ぶっちゃけ，誰もなりたくないのにたまたま幸せか不幸かわか

らんけども選んでいただいたという形で，初めの１歩目，いやいや来とって

んけど，だんだん事件がおもしろいと言うたら失礼なんですけれども，余り

にも異常。事件自体は単純な形でドラマとか小説ではぽんぽんと解決できる

と思っていたのに，失礼ですけども，弁護側さん，検察側さん，私ら素人な

ものが聞いとったら余計泥沼にはまるように難しく，難しくなってきて，裁

判長さんのほうに答えやないけどもこれ何やねんと，一から説明を聞かなあ

かんような状態になってきたと。こういう裁判もあんねんなという形と，も

う一件，今，虐待とかいじめ，あの事件から特にテレビで毎日やっていると

いう関係があってつい気になって，私らみたいな人とか検察官さん，弁護士

さん，裁判官さんが苦労してやるねんなと。被害者さんが一番つらいやろう

けども，それにあったのをもう一度真剣に，真剣って失礼ですけども，やっ

たことは悪いけれどもこういう事件はないようにしていただきたいなと思っ

てテレビを見ております。どうもすみません。 

司会者：ありがとうございます。 

  検察官や弁護人の説明が難しかったという話もありましたけど，そのあた

りはまた個別に後でお伺いしたいと思います。 

  では続いて，４番の方にも同じ事件を担当していただきましたが，全体的

な御感想等をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。 

４番：まず，無罪にするならこんなんだ，有罪はこんなんだというのをいろい

ろ聞かされて，その上でずっと子どもさんが亡くなったと。亡くなった事実
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は変わらないと。この被告人が１００％ほかの人に犯行の動機とか共犯とか

そういう証拠がなかったら有罪だと。ちょっとでもあるのなら無罪だと。そ

の辺がいろいろな審理というか，１０日間の中でああでもないこうでもない

と次から次へ出てきまして，最終，これは私はどっちに入れたかというのは

言いませんが，最終的に裁判長さんが無罪であるけれども子どもさんが亡く

なった事実をちゃんと考えてしてくださいという，ものすごく長いことその

被告人におっしゃっていました。ただ単純に無罪やけども子どもさんが亡く

なった事実というそれを捉まえて，奥さんも泣いていましたので，そのあた

りでこんなんかなというのが一件と，その後，検察側が控訴したとかそのま

ま無罪になったのかというのは我々もその後を見ていたんですけども何もわ

かりませんでしたので，ちょっと気になりました。そのまま無罪になってお

られるのかなと思ったり，検察さんは懲役何年というのを言うていましたの

で，その辺で控訴したのかな，どうなのかなと思いながら，家族のことです

ので，他人がやったことではありませんので，奥さん二人と，その子どもさ

んの中で起こった事件なので，終わった後もずっと気にしてはいたんです。 

司会者：ありがとうございます。 

  評議のときの裁判官の説明の話とか，終わった後，その裁判が控訴された

のかどうかとか，それが気になったというようなお話をいただきました。ま

たそのあたりは後で個別に伺っていきたいと思います。 

  ５番の方には，被告人が自分の長女と共謀して夫を殺害して死体遺棄をし

たとして起訴された事件を担当していただきました。殺人について共謀があ

ったかどうかというような点が争点となって，判決では殺人については無罪

とされました。この事件では全部で１２日間も裁判所にお越しいただきまし

た。 

  最初にお伺いしますが，関与されたことについての全体的な御感想をいた

だいてよろしいでしょうか。 
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５番：被告人の犯行が極めて強く疑われる状況下におきまして，被告人が犯行

に加担したか否かを見極めるために，裁判官自らが被告人に問いただすと

か，もう少し犯人探しが行われるのかと期待しておりましたが，検察官提出

の証拠の評価だけしか行われなかったという感じでしたので，ちょっとがっ

かりしたということです。 

司会者：検察官の証拠の提出のあり方とかそういったところが気になったとい

うことでしょうか。 

  では，６番の方にもお伺いしますが，６番の方には殺意や責任能力が争点

になった夫に対する殺人未遂の事件を担当していただきました。夫の頭部を

包丁で切りつけたという事件で，判決では検察官の主張する事実関係がほぼ

認められて，懲役４年とされました。この事件では全部で８日間，裁判所に

お越しいただきました。 

  同じ質問になりますが，関与された，御参加されたことについての全体的

な御感想，御意見を伺ってよろしいでしょうか。 

６番：裁判員をやらせていただいたことはすごく良い経験だと思いました。選

ばれるまではニュースや事件を見るまでは，ただ，どうしてこんなにひどい

事件なのにこんなに刑が軽いんだろうとか，簡単に考えていたものが殺意で

あったりとか凶器の使い方や物に対しての一つ一つの検証をしていくことが

経験できて，だからこういうことなのかということが理解できたので，すご

くよかった経験です。善か悪かだけでしか今まで見てこなかったことが，ど

んな些細なことでも一つ一つ検証していくということが大事なんだなという

ことがよくわかったので，経験させていただいたことはすごくよかったで

す。以上です。 

司会者：ありがとうございました。 

  皆様に一通り裁判員裁判に参加していただいた御感想や御意見をお聞かせ

いただきましたけれども，次に，実際に参加された審理がわかりやすかった
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かどうかといった点について話をお聞きしたいと思っております。 

  裁判の流れですが，思い出していただければと思うのですが，まず被告人

が人違いじゃないかどうかというようなことを確認して，その後，検察官が

起訴状という書面を読み上げて，裁判官が黙秘権という権利を被告人に告げ

た後，被告人や弁護人から事実がそのとおりなのか，どういった争いがある

のかというようなことを話してもらうそういう手続がございます。その後に

なるのですが，検察官や弁護人からこの事件はこんな事件ですよ，予定して

いる証拠調べでどういうところに注目してくださいよといったことをプレゼ

ンテーションしていただく冒頭陳述という手続が行われたと思います。そう

いった検察官や弁護人の冒頭陳述をお聞きいただいて，皆様それぞれが担当

していただく事件がどういう事件で，これから裁判で自分たちが何を判断し

なければいけないのか，あるいは判断のためにこれからどういう証拠が出て

きて，どのあたりがポイントになりそうなのかというようなことが理解でき

たかどうかといった点について，さらにはその後お聞きいただいた証人尋問

あるいは鑑定人尋問，被告人の話，そういった出てきた人の話が理解できた

かどうかといった点について，御感想や御意見を頂戴したいと思っておりま

す。 

  また，順番に聞いていきたいと思っているのですが，まず先ほどお話しし

た冒頭陳述といわれる検察官や弁護人の最初のプレゼンテーションですけれ

ども，そのわかりやすさに関して，どのような感想をお持ちになったでしょ

うか。 

１番：裁判官の皆様が逐一疑問に思ったことを解消してくださったこと，被告

人の犯行対応など争点になっていた複雑なところを情景描写してもらって，

すぐに頭にその状態が分かるようになったということは大変助かりました。 

司会者：裁判官の説明を聞いてわかったということでしょうか。検察官や弁護

人の最初のプレゼンテーションを聞いただけだと，ぴんとこなかったです
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か。 

１番：わからない。終わった後でみんな集まったときとかにそのときの資料を

読んで，そういうきめ細かな配慮で事件が分かるようになったんですけれど

も。 

司会者：１番の方の担当していただいた事件ですと，暴行の内容が一部争いが

あったんですが。 

１番：そうそう，はいはい。口の中に手が入ったかどうか。それもちゃんと情

景を出していただいていましたね。だからそれでいろいろと教えていただい

て，ああそうなのかというのが頭に浮かんで，こういう状態でこれが疑問に

なっているんだなというのもわかりましたし。 

司会者：なかなか法廷で検察官や弁護人のプレゼンテーションを聞いただけだ

と，ぴんとこなかったですか。 

１番：分かるんですけれども，実際にそれを教えていただいたときにわかっ

た。そしてもっと細かな部分も分かりましたし。 

司会者：一旦，評議室という部屋に戻って，確認してしっかりと理解できた

と，そういうことでしょうか。 

  あわせて１番の方にお伺いしますが，その後，暴行の内容について被害者

の方の証言，お話を聞いたりとかあるいは被告人の言い分を聞いたと，ある

いはその後，今度は被告人の立ち直りに関して被告人や家族，被告人の家族

からも話をお聞きになったと思いますけれども，被害者の話が信用できるか

どうかとか，被告人の話が排斥できるのかどうかとかそういう判断に必要な

材料が証人尋問あるいは被告人に対する質問の中で十分に引き出されていた

でしょうか。 

１番：と思うんです。 

司会者：質問を聞いていて，何のためにこれを聞いているんだろうとか，そう

いう意味がわからなかったような質問というのは特に印象には残っていない
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でしょうか。全てすんなりと，こういう質問の意図なんだということは理解

できましたでしょうか。 

１番：ですね。はい。 

司会者：そういう被告人の関係者の話を聞いて何のために出てこられているの

かということがよくわかったという御感想でしょうか。ありがとうございま

す。 

  では，また２番の方にもお伺いしますが，まずは先ほど１番の方にもお聞

きしましたけれども，検察官や弁護人の冒頭陳述という最初のプレゼンテー

ションをお聞きいただいてどんな感想をお持ちになったかですが，いかがで

しょうか。 

２番：多分，一番初めの日に法廷に入る前の控えのちょっとしたお部屋のとき

の何というか緊張感，沈黙の。ずっと来させてもらっている間，私ずっと思

っていたんですけれど，普段味わったことのないような，風が流れないとい

うか閉ざされた空間の中でずっと一日お話を聞いたり，上がったり下がった

りしながらおるという，それの第一日目やって，法廷に入ったときの緊張は

私自身も結構緊張していました。初め，裁判員の方たちも本当に見ず知らず

の方だし，その控えのお部屋でももちろん皆さん番号でという感じやし，ち

ょっと味わったことのないような異様な緊張の中で，また難しい言葉をたく

さん遣ったような話を聞く，とにかく自分が普段どれだけざわざわしたとこ

ろにおるのかなというのがよく分かるぐらい，それだけで，その日，夜帰っ

てすごくバタンキューという感じやったので，疲れたかなというのがすごく

印象です。 

  冒頭陳述のことを言ってくれてはるんですけれど，私も１番の方と同じよ

うに，そのときはとにかくじっと話が終わるまで，とにかくここでお話を聞

きながらおるということに集中して，それをまず理解というところまでいか

なかったかなと思います。とにかくその評議室ですか，そちらのほうでだん
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だん，だんだん裁判員の方たちとも話をしながら，その言葉も初めて聞い

た，私らも知らんわみたいな感じになってきて，そして私だけが知らんかっ

たん違うんやということで，その事件の難しい字で書いたらあれやけど，ど

ういうことが起こって，弁護人の方はこんなふうに言うてはるとかというこ

とが具体的に少しずつわかっていったという感じです。１日目はとにかく緊

張したことしか覚えていません。 

司会者：２番の方の担当された事件では殺意とか中止未遂とか，なかなか普段

遣わないような難しい言葉が最初から出てきていたと思うんですけれど，そ

ういうのを聞いて不安に思ったということでしょうかね。 

２番：そうですね。その後もお医者さんのいろいろな検証から精神科医の先生

方のお話も聞かせていただいたし，それから消防隊員の方のお話とかいろい

ろな方が証言されたんですけれど，全部いろいろな一つ一つのことが罪に合

った量刑を決めるということの作業の一つだったんですけれど，何ていう

か，私もとにかく一生懸命皆さんについていかないとという思いと，だんだ

ん，だんだんわかってきたらすごく被告人の気持ちになったりとか，その人

も女の人で母親やったからこうやったんちゃうかなとか，やっと具体的に自

分の中にその事件というのが入ってきて，まさか，その刺された女の子の親

御さんはどんな気持ちかなとかいう，自分も親やったら気持ち的には何ぼ殺

人未遂となっても本当に一生許さないよという気持ちも出てきて，だんだ

ん，だんだん自分の中に日にちを追ってこの事件の全容が入ってきて，それ

に対する，やった人に対する罪を，量刑を決める上での作業に自分も親身に

入れたという感じかな。すみません，言葉足らずで。 

司会者：精神鑑定を行った精神科医のお話を聞いていただきましたけれど，専

門用語もたくさん出てきて，理解しにくかった点もあったかと思うんです

が，その精神鑑定医のお話をお聞きになった率直な御感想をお聞かせいただ

いてよろしいでしょうか。 
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２番：精神科医のお話で，難しい言葉で言うてどうやったっけな。とにかく，

その事件を起こしたこととこの人の精神鑑定された先生はもう関係ないとい

うことを言ってくれはったのでよかったと思いました。 

司会者：そのあたりの説明は腑に落ちたということでしょうか。 

２番：はい，そうです。 

司会者：ありがとうございます。 

  ３番の方，また冒頭陳述の話に戻りますけれども，どういうところが問題

になっているんだなとか，証拠調べでどういうところを気をつけなければい

けないんだなということは理解できたでしょうか。 

３番：失礼なんですけれども，ドラマ的にというか小説的に言うていったら，

時代劇みたいに攻めるほうと守るほうの関係がきちっとしてるのに，素人代

官にしたら何でインパクトのあることを責めへんねんと。何でずれるような

ことばかりお互いに主張して，おまえら逆にまとまる話がまとまらんやない

かというような印象がありました。それと今もあるようにドクター，先生，

やっぱり難しい病気の名前，またそれをちゃんと説明してくれはるの大した

ものやなと。小説家もドラマを書いてはる人もそれなりのことは一生懸命勉

強してはんねんなとそれを思いました。 

司会者：３番の方に担当していただいた事件というのは，お医者さんを何人も

取り調べましたし，ほかにも被告人を取り調べた警察官であるとか，被告人

の奥さんとかたくさんの人のお話を聞いていただきましたけれども，今，こ

の証人に何を聞いているのか，何のために話を聞いているのかというような

あたりは理解できていたでしょうか。 

３番：素人やから余計にずれているように思うんかどうかわからんねんけど

も，言葉悪いけれども中途半端な質問をするとか，おまえ何をしてんねん

と。上のわしら，ひな壇のほうからぼやきたいなということで，すみませ

ん。 
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司会者：質問の意図がよくわからないところがあって，いらいらするようなと

ころがあったということでしょうか。 

  ４番の方にもお伺いしますが，３番の方と同じ事件を担当していただいた

のですが，冒頭陳述のわかりやすさとかについてはいかがでしょうか。 

４番：検察側の冒頭陳述というのは，我々素人から見たら，なぜ亡くなった原

因とかいろいろなお医者さんの言葉，それからいついつ全て書いてありまし

たので，我々素人から見たら初め１００点かな。それに比べて弁護士さんの

は，これではとても弁護の陳述かなと思うぐらいの陳述書と感じました。と

いうのは，まず亡くなった原因は布団の上から落としたとしか書いていませ

んので，わかりにくくとりあえずこの弁護士さんの陳述書を見たら，これは

明らかに検察側の陳述書のほうがいろいろな面ですごくわかりました。その

後，個別の部屋へ行って，わからない専門用語とかはきちっと説明していた

だきましたので，一つ一つわかっていきました。先ほどと重なるかもしれま

せんが，弁護士さんのいろいろな質問は，効果的と思われるものも余りなく

て，裁判長のほうが補う質問をしていたので，弁護士さんが足りないなとい

うのを感じました。 

司会者：ありがとうございます。 

  被告人に対する質問とか証人尋問のことについても触れていただいたと思

います。弁護人のほうの活動が，自分からしたら十分じゃないというふうに

思われたということですか。あと，弁護人の冒頭陳述も主張としても足りて

いないようなところがあったという御意見でしょうか。 

４番：はい。 

司会者：ありがとうございます。 

  では，５番の方にもお伺いしますが，まず，冒頭陳述についての御感想は

いかがでしょうか。 

５番：検察官の冒頭陳述は，この冒頭陳述メモというのに項目立てをして細か
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く書かれておりまして，これに基づいて説明をしていただけましたので非常

にわかりやすかったと思います。ちょっと言いにくいのですけど，弁護人の

ほうはそういう項目立てとかなかったので，資料としてはわかりにくいとい

うような感じを受けました。公判の中で，これに基づいて証人に質問をされ

たわけなんですけれども，初めのうちはこの項目を質問しているんだなとい

うのがわかったんですが，途中から，これどの部分の説明というか質問をし

ているのかなというのが分かりにくくなってきたところが時々ありました。

以上です。 

司会者：５番の方にも被告人を取り調べた警察官であるとか，死体遺棄の再現

に立ち会った警察官であるとか，被告人の長男の方も出てきたと思います

し，弁護人のほうから請求があった被告人の言い分に沿うような，被告人の

親族の方の証人尋問なんかも聞いていただいて，たくさんの人の話を聞いて

いただいたと思うのですが，途中で，今話を聞いている証人に何のために話

を聞いているのかわからない場面があったという，そういう御趣旨でしょう

か。 

  あと，５番の方にも確かお医者さんの話を聞いていただいたと思うのです

けれども，なかなか日常生活の中でお医者さんの話を詳しく聞く機会という

のはないかと思うのですが，ここをよく聞かないといけないというポイント

なんかは意識して聞けたでしょうか。 

５番：そっちの部分に知識がありましたので，すんなりと入ってきておりま

す。 

司会者：知識がないとどうでしょう，難しかったですか。 

５番：どうでしょうね。わかったと思いますけどね。あの先生も易しく説明し

てくれていましたので，わかりやすかったと思います。 

司会者：ありがとうございます。 

  では，６番の方にも，まず冒頭陳述が理解できたかわかりやすかったかと
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いうようなところからお伺いしたいと思います。 

６番：冒頭陳述については理解できました。わかりやすくというかきちんと理

解できました。 

司会者：何が問題になっているかとか，今後，証拠の取り調べの中でどういっ

たところに着眼しなければいけないのかということはすんなり理解できたと

いうことでしょうかね。 

６番：最初に聞いたときは夫婦げんかの延長で，物を使っての犯行だというこ

とがわかっていました。話が進んでいくにつれて人間関係であったりとか，

感情のもっていく部分が御主人だけだったのかなというところがすごい人間

模様が気になった事件でした。あと，怪我を鑑定されたお医者様の話はすご

くわかりやすくて，ちょっとずれていたら本当に死んでおられたのかなと思

う怪我の度合いがあったりとか，そこはすごく理解できました。先生が言わ

れたことについては理解はきちんとできました。 

司会者：ありがとうございます。 

  今，一通り，審理のあり方ですね，冒頭陳述であるとか証人尋問，被告人

質問といった審理のあり方についての御意見，御感想を伺ったのですが，そ

のほか審理でもっとこういう点について工夫しておいてくださればなとかお

感じになったところがございましたら，お伺いしてよろしいでしょうか。 

５番：２点お願いします。 

  １点目は，公判前整理手続の内容をちょっと知りたいという感じでした。

そこでよくわかりませんけれども，争点と争点でないものが区別されるんだ

と思います。私の担当した事件でいいますと，被告人の供述調書の任意性に

ついては公判前整理手続で弁護側も争わないというようなことが決まってい

たんじゃないかなと思うんですけれども，それが知らされていなかったので

裁判員の中にはその供述調書の任意性に疑問を示す方もおられました。争点

でないものと争点であるものを区別して最初に教えてもらえれば証言などの
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聞き取り方も変わっていくのかもしれないという感じです。 

  ２つ目は，被告人に対して，検察官の役目かもしれませんけれども，ほん

まにやっていないんかという質問をしてみたかったと思います。そんな取り

調べ的な質問は裁判員がやるものではないと思って諦めました。公判で供述

をしたその場で被告人に質問をするとかそういうようなことを即興でやると

いうのはなかなか裁判員として難しいので，時間をいただいて質問をする項

目を考えるような場面があればまたそれなりの質問ができたのかなと思いま

した。 

司会者：後者の点については，被告人質問とか証人尋問が終わった後，休憩時

間をとって皆様に何かわからないところがなかったとか，聞きたいところは

ないかということを確認させていただいていたと思うんですが，それでは時

間が足りなかったということでしょうかね。もうちょっと思い出して考える

時間が欲しかったということでしょうか。 

  それから，公判前整理手続についてはどういう整理が行われたのか，法廷

では公判前整理手続の結果こうなりましたということを紹介して入るんです

けれども，もうちょっとその中身を充実させてほしかったという御意見にな

りますかね。 

  では，審理の点について，何か検察官，弁護士のほうからございましたら

うかがいます。 

高島弁護士：弁護士の高島から裁判員経験者の方に聞いてみたいことがあるん

ですけれども，先ほど弁護人の冒頭陳述がわかりにくい点があったという話

なんですが，わかりやすい，わかりにくいの境目として項目立てがあったか

ないかという話があったんですが，ほかに視覚化だとかペーパーを配るか配

らないかとかどういった点でわかりやすい，わかりにくいという差が出てい

るなという認識があるかをお聞きしたいかなと思います。 

５番：私の担当した事件については承知していただいておりますか。その冒頭
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陳述のメモを見ていただいたら一目瞭然だと思うのですけれども，検察官の

陳述メモというのがかなり細かく項目を立てて書かれておりまして，陳述の

ほうもこれに沿って陳述されたということです。弁護人のほうはそういう項

目立てをせずにぼやっとしたような内容の資料を配っていただいて，またそ

の陳述の内容も項目じゃなしに全体的にぼやっとしたような感じの説明であ

ったので，何を立証しようとしているのかというのがわかりにくかったとい

う感じです。 

４番：私も同じような感じなんですけれども，冒頭陳述に最後には疑わしきは

被告人の利益にという大原則の無罪の判決にしてほしいとか，何かそういう

抽象的なことばかり書いておりましたので，具体的にこういうことで無罪と

主張しますとかというのが余りないと私は感じたんですけれども。 

司会者：ありがとうございます。 

  ４番の方，５番の方に御発言いただきましたが，検察官の冒頭陳述という

のは項目立てもしっかりしていて，比較的すんなりと頭に入ってきたんだけ

ど，弁護人のがそれとかみ合うようなものになっていなくて，ばくっとした

ようなものだったので，何を弁護人が言いたいのか，問題にしているのかと

いうようなことがしっかりと掴めなかったというようにも聞こえました。 

高島弁護士：ありがとうございます。 

  すみません，もう一点。事件の抽象的な内容，大まかな内容を初めに聞い

て審理に入ると思うんですけれども，初めにこれはこういう事件だとかいろ

いろ思われることもあると思うんですが，それがどこかで，例えばこれは違

うんじゃないかとか，これは初め自分が思っていたところとは違うのかなと

いう，自分の考え，思っていたことと何か変わったという，例えば，検察官

の説明があったからこれを機に変わった，弁護人の説明があったからこれを

機に変わった，裁判官の説明があったからとかそういった経験は何かありま

すか。 
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司会者：弁護人の御主張とか検察官の御主張とかを聞いて，考えがまとまった

というような，あるいは今までと違うような視点を抱くことになったとかそ

ういう経験があったかということでしょうか。 

３番：最終に裁判なので答えを出さなあかんと。どっちつかずで選ぶのは難し

いなと。これは難儀しました。答え出せと言われるのめちゃくちゃつらいな

と。考えたら考えるほど素人やと特に返事がしにくい。 

司会者：次のテーマですが，裁判員と裁判官が本当に一つのチームとして対等

に協働できていたのかということについて意見交換をしたいと思っておりま

す。時間の関係で評議について取り上げて話を進めていきたいと思いますけ

れども，評議できちんと御自身の意見を言えたかどうかとか，というような

点について伺っていきたいと思います。 

  まず２番の方に参加していただいた事件では，先ほどからお話していると

おり，殺意であるとか中止未遂であるとかそういった法的に難しい言葉が出

てくる事件でしたけれど，そういった殺意とか中止未遂といった点について

の検察官や弁護人，あるいは裁判官の説明というのは腑に落ちるようなもの

だったでしょうか。 

２番：すごく一つ一つ丁寧に説明していただいたと思います。初めて聞く言葉

もたくさんありましたし，この事件は被告人が被害者をたくさん刺した事件

だったんですが，その刺す角度，ちょっと忘れたんですけれども，その刺し

傷やとか突き傷やとか，こっちの角度とか先生のいろいろなお医者さんとの

説明も合わせながら初めて聞く言葉も，大体自分の中で具体的に想像できる

ように説明していただけたかなと思います。私たちだけ置いてきぼりという

意識はなかったです。裁判長さんも裁判官さんもいつも私たちに寄り添って

考えてくれてはるなというので，いつも立ち止まってくれてはったと思いま

す。みんなで６人と補充裁判員の人，みんなで同じところのスタートに立っ

て，そこで判断していくという意識がすごく高いなと思って，それで私もか
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なり助けていただいたように思います。 

司会者：議論している中で何がテーマになっているかとか，あるいはそれのテ

ーマについてしっかりと御自身の意見が言えたかといった点についてはいか

がでしょう。 

２番：私は言わせていただけました。裁判長さんも最年長でずっと黙ってはる

裁判員の人にちゃんと意見を聞かれたりしているし，裁判員みんなの意見，

みんなの思いを出し切れるように常に気を遣っていただいているという思い

がありました。 

司会者：ありがとうございます。 

  続けて６番の方にもお伺いしますが，６番の方に担当していただいた事件

も殺意とか責任能力とか，法律的で難しい言葉が出てくる事件でしたけれ

ど，そういった言葉についての検察官や弁護人あるいは裁判官の説明という

のは腑に落ちるようなものだったでしょうか。 

６番：腑に落ちる，はい，わかりやすくというか納得。ただ，弁護側の方がす

ごい早口だったので，弁護側やのにどうしてそんなまくし立てるように言わ

はるのかなというのが気になったぐらいで，あとは，その内容的にはよくわ

かりました。以上です。 

司会者：責任能力の判断なんかも精神科の先生の話と結びつけてしっかりと御

自身の意見というのは言えたでしょうか。 

６番：しっかりと言わせていただきました。 

司会者：ありがとうございます。 

  それから，３番，４番，５番の方に順番にお話をお伺いしますが，いずれ

も無罪が争われる難しい事件だったというふうに思っておりますけれども，

話合いの中で皆様の経験に根ざしたような感覚であるとか視点というものを

きちんと反映していただけるような話し合いの進め方になっていたかどうか

という点はいかがでしょうか。３番の方からお伺いしてよろしいでしょう
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か。 

３番：裁判官さんが今言うてはるように，非常にややこしい事件があって，裁

判官は裁判官で自分の裁判のことを考えなあかんし，裁判員の私らみたいな

素人を１から１０まで全部説明してやらなあかんやろうとそういう仕事もあ

ってストレスがたまっているやろうなと。これ，逆に言うたら昔みたいに，

これはええか悪いかは別ですよ，昔の裁判やったら言うたら悪いけど内輪で

できたと思うねんけど，今，素人がそこに入って説明して，１から１０ま

で，挙句の果て丸ペケつけてまで出さなあかんいうて，裁判官はめちゃくち

ゃしんどい仕事になったなと御苦労さんと言いたいです。 

司会者：ありがとうございます。 

  裁判官の仕事が大変だという，そういうお気遣いいただきましてありがと

うございます。 

  ４番の方にも同じような質問になるのですが，先ほど，有罪，無罪の線引

きが難しかったというようなお話もされていましたけれども，最初に裁判員

に選ばれたときに，常識に照らして間違いないと言えなければ無罪になるん

ですよ，無罪としなければいけないんですよというようなルールを説明させ

ていただいたと思いますけれど，実際に話合いの中でそういうルールにどう

いうふうに当てはめていけばいいのかとかいうようなことはいかがだったで

しょうか。 

４番：それが大変難しくて，教えられたのは，有罪となった，他に疑う人がい

ないと，彼が完全に１００％というときに有罪であると。ちょっとでも，も

しかしたら奥さんがとか共犯とかそういうのが出てきたら無罪ですよという

形の中でどっちかを決めていく。私の頭の中では子どもさんが亡くなったと

いう事実は変わりませんので，奥さんが虐待したのか旦那さんが虐待したの

か共犯なのか，この３つかなと思いながらいろいろな審理をしてきて判決に

なりました。 
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  検事さんが初めからこの旦那さんを被告人として挙げてきていますので，

これは共犯の疑いがあるとかということで，また出してきたらまた別の方向

に行ったのかなとも思いました。最後に，無実ということになったのは，そ

れはそれで家族の中では子どもさんが亡くなったというその精神的な負い目

は一生背負っていきますので，彼らの心の中は有罪で，世間的には無罪とい

うような形で私は解釈しました。裁判長が判決の後，無実ですけれども，こ

うしなさいと言うのを聞いて，私はこういう判決を出して彼らの人生がこれ

で大きく変わると感じました。 

司会者：ありがとうございます。 

  ５番の方にも同じような質問になるのですが，そういった話し合いの進行

について意見が言いにくかったりとか，あるいは裁判官の話に引きずられて

しまったりとかというような御感想はなかったですか。 

５番：しゃべり過ぎたほどしゃべったと思って反省しております。説明とかす

んなり入ってきております。難しいことは何もなかったと思います。 

司会者：評議の進行とかについては特に御自身の意見はしっかり言えたという

理解でよろしいでしょうか。 

  では，６番の方，１番の方にもお伺いしますが。１番の方にお伺いしまし

ょうか。被告人に対してどういう刑を決めるか，量刑が問題になったと思う

んですけれども，量刑をどういうふうに決めていくのかという裁判官の説明

があったと思いますが，そういう説明は御理解いただけたでしょうか。 

１番：基本的な指標の提示がありましたね。これだったら前はこんなんでした

よという。だから，それでしっかりとした協議ができたと思います。 

司会者：今，おっしゃったのは過去の量刑がどうなっているかというグラフで

すね。 

１番：そうですね。 

司会者：グラフを参考にする，グラフを見る理由については説明もしたと思う
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んですけれども，納得いくものだったですか。 

１番：はい。それでみんな決められたと思いますね。 

司会者：同じく６番の方も刑をどうするかということが問題になったと思いま

すけれど，量刑をどういうふうに決めていくのか難しかったと先ほど御発言

されたと思うんですが，そういった点についての裁判官の説明というのは理

解していただけたでしょうか。 

６番：説明についてはすごく理解ができました。皆さんの意見を聞きながらや

ったりとか，それぞれが何年であるというのを無記名で書いていってそれを

張り出して，誰がどれではなかったんですけれど，それで納得いくような決

め方だったんです。その年数については。ただ，私は最後に決まった年数か

ら勾留されていた期間を引くんですよと言われたときに。 

司会者：そう未決勾留日数を懲役刑に算入するという話ですね。 

６番：そうですね。はい，それは知らなかったことだったので，それを聞いた

上で決めたかったと思いました。年数を決めることに関しては説明もわかり

やすかったし，みんなが納得した上でこの年数かなという決め方もすごくよ

かったと思いました。以上です。 

司会者：ありがとうございます。 

  残りの時間も限られてきましたので，次のテーマですが，裁判員裁判に参

加していただいたことに伴って御負担がいろいろとおありになったかと思う

のですが，まず，日程面で参加しやすいものになっていたかどうかとか，あ

るいはより参加しやすくするためにこういったところを工夫すれば良いんじ

ゃないかとか，御意見を伺いたいと思いますが。いかがでしょうか，日程面

でもっとこうしてくれれば参加しやすかったのにとか，今から振り返ってご

ざいますか。皆様，参加していただいたわけなので，スケジュール調整等は

結果的にはきちんとしていただけたんだと思いますが。 

５番：現在，年金生活者でございますので，予定等は全く入っておりません。
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これが唯一の予定でしたので，何ら支障なく参加させていただきました。 

司会者：３番さん，４番さん，５番さんに入っていただいた事件については結

構日数的にも長かったのですが，５番の方は全く問題なかったということで

すが，３番の方や４番の方はいかがですか。 

３番：私は年金で。 

４番：私の場合はここまでかなり時間がかかりまして，勤め先の理解とともに

宿泊という形で，次の朝ある分については宿泊という形でしていましたの

で，同じするんであれば午前１０時からとか書いてあるんですけれども，午

前９時なら午前９時から始めて，我々遠いところにとっては午前９時から始

めていただいて，せっかくの１日ですので時間を１日中やっておったら疲れ

る場合もありますが，近い人でしたらあれですけど，家へ金曜日に帰って，

月曜日に来るときは，出てくるときは午前１０時が一番良いかなと。電車で

３０分以内で来れるようであればもうちょっと早いほうが良いかなと，それ

は私だけの個人的な意見です。 

司会者：もうちょっと早く始めてでも来る日数を短くしてほしかったという御

意見でしょうかね。ありがとうございます。 

６番：些細なことなんですけれども，交通費なんですけれども，公共機関を使

ってくるのに電車賃しか認められないというのが家から駅までかなりの距離

がある方もいたし，バスを使っていても公共機関なのに認められないという

のが気になりました。今後の方にはきちんと，あと年齢的にも自転車であっ

たりとか原付バイクが乗れないという方がいらっしゃったらどうしてもバス

は必要なものなので，そこはきちんと認めてほしいかなと思いました。 

司会者：ありがとうございます。 

  他の点はよろしいでしょうか。駆け足で評議等まで来てきましたけど，検

察官は先ほど質問等お伺いしなかったのですが，何かございます。 

荒神検察官：それではせっかくですので，検察官の荒神でございます。 
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  １点目の関係で４番の方から日程はなるべく短くしていただきたいという

ようなお話もありましたし，５番の方でいいますと被告人質問の中で御自分

の質問を考えられる上でちょっと一拍時間を置いたりして，改めて質問を考

えたりして時間をとって進めてもらったらもうちょっとお話聞けたかもみた

いなお話もあったりするので，ほかの証拠調べとか証人尋問とかも含めても

うちょっと時間的なゆとりをもって，いろいろ詳しく話を聞きたかったとい

うような意見がおありの方とかがいらっしゃらないかというところが聞いて

みたいところなんですが，もしあればいかがでしょうか。 

司会者：いかがでしょうか。検察官や弁護人の尋問をもっと時間をとって，も

っとたくさんのことを聞いてほしかったというのは御意見があればというこ

とですけれど。 

４番：ある程度聞いた中で，後からこう思うとかいろいろな疑問については，

個別の部屋で裁判官の方に質問したらある程度回答していただけましたの

で，その場で思いつかないこととかは，ほとんどフォローしていただいたと

いう記憶がございます。 

３番：何分，素人なもので聞いとって，やっとしてから，ここ聞きたいなとい

うのが例えば帰りの電車の中で思い出すとか，そのときにはまた違う工程に

入っとるとかなかなかそこらがスムーズに行かへんなというのがありまし

た。すっと思いつきゃあええねんけども，しばらくしたらむらむらが出てき

て，ここ聞きたかったなと思った時には次の工程に入っているということが

たまにありました。 

重田裁判官：今日は貴重な御意見をありがとうございました。 

  皆さんから裁判員をやってよかったという御意見をいただいたんですけれ

ども，やってよかったという以上にというか，皆様のそのとき御経験に裏づ

けされた貴重な意見をできるだけ聞いて評議を充実させたいと思っているん

ですが，その意見の聞き方で，できるだけ皆様の意見を聞けるようにと進め
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ているんですけれども，もう少しこういうふうにしたら，なかなか口が重た

い方もいらっしゃるので同じ裁判員という立場から見て，例えばそういうふ

うに余り発言がされていないなという方々からもう少しこういうふうにして

いたら意見を聞けたんじゃないかとか，そういうようなアイデアとかがもし

ありましたら，何か御意見承れればなと思ったんですが。何か裁判員さん同

士だけで話し合ったときに，例えば出ていた愚痴とか何かそういうのとかが

あって，こんなふうに言っていた方がいたよとか，そういうのはありますで

しょうか。 

５番：裁判資料を家に持って帰らしてくれたらどうですかというのが一つ提案

なんですが，ここで聞いたこと，見たことを全部ここへ置いて帰ったら，帰

って明日のことを勉強しようと思ってもなかなか頭に浮かんでこないので，

この前も，このときも家に帰ってまとめたりしたんですけれども，資料がな

いとなかなか肝心なところがわからないというのがありますので，できたら

持ち帰りを認めていただけたらなと思います。 

６番：証人や被告人に何を聞くかという点ですけれども，評議室ではそれぞれ

意見が出て，ここが聞きたいねとかこういうのを聞いてみたいねという話が

出るんですけれども，いざ扉を開けて出ていくと，すごく緊張して全部真っ

白になっちゃうということのほうが多かったので，皆さんの意見，自分の意

見であったりとかメモを書いて，言ってみますとか，何番さん言われますか

とかいうふうに言われると，言いたくないからいいですと引いちゃうので。

言うということも聞くということも経験にはなるとは思うんですけれども，

それぞれ聞きたいことをメモでとってもらって，代わりに伝えてもらうとい

うほうでも良いし，そのメモをとったものを言われますかというふうにして

いくという，出て言うとなったときには手元にないと真っ白になっちゃうの

で，何やったっけって思って聞けなくなるし，質問者の方が立たれたりとか

したときに，びくっとしたりとか，後ろに見学というか見に来られている方
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がいらっしゃる時点で，まず入ったときに恐怖があったんです。顔を覚えら

れたらどうしようとか，何かされたらどうしようと思うので，まず顔を下に

伏せた状態から始まっていたので，その恐怖もあるから聞けないというのも

あるので，皆様からの意見をメモにとって代表して言ってもらうか，こうい

うふうに質問してみますかというふうに裁判官からアドバイスしていただく

のも良いかもしれないと思います。 

司会者：それではですね，一旦最後になりますけれども，皆様から今後裁判員

になられる方に対してのメッセージになるような，裁判員を経験したことに

よるよかったこと，悪かったこと，悪かったことは余り今まで出てはいませ

んけれども，そういった全般的な御意見とか御感想とか，そういったメッセ

ージになるようなお話を一言ずつ頂戴したいと思いますが，１番の方いかが

でしょうか。 

１番：私は一番最年長だと思うのですが，まさか選ばれるとは思っていなかっ

たのでちゅうちょしていたんですけれども，選ばれて参加することの意義の

大きさを特に感じました。自分もまだ社会の一員として責務を果たすことが

できるという自信が，その後の生き方に活力が出ると思います。高齢者だか

らといって辞退するのではなく，ぜひ参加してほしいなと思います。 

２番：勉強されて知識のある立場になられた方だけで審理して裁判していくほ

うがものすごく簡単なことだと思うんです。素人の私たちを同じところまで

理解させて，そこから一緒に考えていくというのはすごい作業やと思うんで

すけれども，本当にこんな機会がなかったら全くドラマや映画で見るだけで

私の人生の中でこの裁判所というところは，もう，もしかしたら来ることも

なかった所かもわからないんですけれど，一つの事件に対して裁かれるほう

の人は誰がなるかわからないのでいろいろなところで生活をして，いろいろ

な立場，年齢も様々ないろいろなことを超えて，自分の持っている常識的な

判断力とかをみんなで寄せて一つの判決を下していくという作業は，私も自
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分が仕事をしていますけれど，そこの場所しか知らないので，私は参加させ

てもらって，選ばれて，そしてそれをお受けしたことによって今後の人生か

なり変わってきたなと思っています。ありがとうございました。 

３番：まず，この制度ができて私が選ばれるまでに２人，近所でいてました。

１人目は１次面接というのか１次のはがきで落ちて，２人目の人は裁判所ま

で来たと，ここまで来たと。その人に聞いて，そのときは僕は，内心当たっ

たらおもしろいなと，やりたいな半面，うっとうしいな半面で，半分やりた

いな，ここで当たったらしゃあないわと思いもあって，やらさせてもうてま

す。それで，裁判官さんが言うてはるように１０日ほどかかったと。ここへ

毎日来ていたら，毎日家でうろうろしている人間が，１０日間，曜日でいう

たら土曜，日曜日が絡むんで２週間程度，家にいてない状態になると。近所

の人にしたら，元気なやつが，うろうろしている人間がどこに行っとったん

やという形でそういう話で。済んだ話やから，済んでやっとしてから，ほと

ぼり冷めてから，実はこういうことがあったんやということで，なかなか小

説どおりうまいこと行かへんぞとかいう話をしとって，実際，興味ある人も

いてるんですよ。そういうしたいという人も逆にリクエストしてあげるとい

う手もあるやんと。そういう採用の仕方もありちゃうんかと。嫌々な人間わ

からへんねんから，やりたいという人がいてんねんやったら，知り合いにい

てるんやったら紹介したるということもあるのんとちゃうかなと。それと，

図書館も結構行っているんで，そういう関係で，裁判所とはどんなもんや

と。実際テレビとか，このごろテレビとかドラマとか案外子どもとかわから

へんので，こういう見学コースも逆に小学生，中学生・高校生になるとやや

こしいかわからへんけど，小学生の社会見学でそういうルールも作ってやっ

たらどうやねんというような図書館の職員さんもいて，役場のほうに言うて

るのかどうかもわかりませんけれども，そういうのもコマーシャルしたって

もええんやないかと思っていました。 
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４番：先ほどの３番の方と重複するんですけれど，候補者として裁判所に来る

ということは，それだけ他の方よりもまず興味があるわけですね。１０日も

休まなあかんとか，いろいろなことで行きたいけれども何かあって断る人も

おりますし，選ばれた人は大変興味ある人ばかりですので，選ばれたら，特

に若い，我々６０歳以上やったらある程度いつでも構わないというのがある

んですけれど，年齢を２０代，３０代とするんであれば会社とか，１０日間

休むときの今のお給料の仕方とか，こういった所属の会社の理解をもっと得

られるようにしていただいて，堂々と裁判員に選ばれたら専念できるように

していただきたい。裁判員としての経験により社会に興味をもつようになる

と思います。 

５番：短いですけれども，人生の一コマとして裁判員は非常に貴重な体験であ

ると思います。選任されたら辞退せずにやっていただきたい。判断する場面

では自分の良心のみに従って堂々と判断してください。 

６番：私も裁判員の経験はすごくよかったので，是非参加していただきたいと

思います。でも，封書が来たときに，わあ，大変，面倒くさい，何て断ろう

というのが真っ先に出てくるのと，あと，会社や企業にこういうので選ばれ

てこの日程で行きますというきちんとしたものを提出できて理解をしてもら

いたい。企業や会社というのはそんなんに選ばれたん，面倒くさい，行かな

あかんのんということをまず言われるので，そちら側をきちんと理解してい

ただけるような環境も作っていってほしいなと思います。個人だけではな

く。 

司会者：どうもありがとうございました。 

  引き続きまして，報道機関の方からの質疑応答の時間に移らせていただき

ます。では，質問をお願いしてよろしいでしょうか。 

記者１：２番の方に伺いたいんですが，参加して人生がすごく変わるというよ

うなお話だったかと思うんですけれど，もう少し具体的にどういった場面で
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違いを感じるのかというのを教えていただきたいのと，あと，裁判員の１番

から６番の方全員なんですけれど，もし裁判員制度そのものの存続について

ネガティブな意見を持っている方がいればぜひ教えていただけないかなと思

います。 

２番：人生が変わったと大きく言い過ぎたかわかりませんけれど，この事件で

衝動的に事件を起こしてしまったお母さんも普通の子育てをしているお母さ

んなので，誰が罪を犯してしまうかというのは，本当に気持ちの面で紙一重

かなというのをすごく思いました。でも，私はその被告人に法廷で質問をさ

せていただきました。そこまで気持ちが思い詰めるまでにお友達とか誰かに

今こんなんでしんどいとか，話すことはできなかったんでしょうかという形

でしたんですけれども，私もさっき６番の方がおっしゃったように，本当に

怖さもあったし，罪を犯したけれどすごく堂々としてはるその人のことも逆

に私が見られないというか。せやけど，その人も心ある人間やと思って，そ

んだけしんどかったんやったら自分のお母さんなり自分の心許せる友達とか

に言えたらよかったのになと，こんなこと，自分と同じ年の子どもをめった

刺しにするというのは本当にかなり思い詰めてはったんやなと思って聞かせ

てもらいました。その罪を犯した人も，特別な人ではなく人間なので，常に

世の中，いろいろな人がいるけれど，いろいろな人のいてる中で生活をして

いるという意味で自分もそのことを念頭に置きながら生きていかなあかんな

というのを思いました。 

司会者：あとは，裁判員制度に対するネガティブな御意見を持っておられる方

がいらっしゃれば，どういう意見かお聞かせいただきたいという御質問だっ

たと思うのですが，１番の方から６番の方全員に対する御質問ということで

すけれども。 

６番：いつのニュースか忘れたんですけれども，裁判員裁判をやられた方が嫌

がらせを受けたというニュースを聞いたことがあるので，そのときに，一応
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何かあったときには連絡くださいねというのはもらっているんですけれど

も，それについてどんな対処をされているのかなとかというのが気になりま

した。自分にはそういうのは降りかかってはいてないですけれども，もし凶

悪な事件を扱われた方であったりとかあったときに，どういう，ないほうが

良いんですけれども，あったときにはどういうふうにサポートをしています

よと，ただ電話番号を渡されても警察と一緒で何も起こっていないから助け

られませんとか，今すぐそこには行けませんというときがあると思うので，

そういうときはどういう対処をされているのかなと気になりながら過ごして

います。 

記者２：皆様の中で，もし，いらっしゃったらで結構なんですけれども，裁判

員として参加される中で，皆様の考えとか意見が被告１人の人生を左右する

可能性もある，とても難しい判断をされたと思うんですけれども，その中

で，例えば葛藤だったりとか怖さを感じた経験がある方がいらっしゃったら

お話をお伺いしたいなと思います。 

３番：犯人を二人の中から選べと言われるのが一番つらいんですよ，素人が。

それを逆に聞きたいです。そういうとこに当たったら，要するにきちっと丸

ペケができるんやったらええけども，三角もええけども，二人のうち一人を

選べというのは一番つらかった。 

記者２：それは３番の方が経験した事件で，どっちかがというのを判断するの

が難しかったし，つらかったということでしょうか。わかりました。ありが

とうございます。 

２番：すごく量刑のこともみんなで最後は投票というんですか，付箋に書いて

したんですけれど，８年か９年か１０年かといってもその人にとってはすご

く長い１年やと思うので，すごく５日間，６日間，一緒にいろいろ審理して

きて，ずっといろいろな証拠とか見てきて，法廷に一緒におらしてもらって

の判例集とかもいろいろ教えていただいて，その量刑は決まっていったとは
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思うんですけれども，被告人にしたら１年であろうが１か月であろうが１日

であろうが，すごく長い時間かなと思うので，緊張しました。 

記者１：西川さんと重田さんと荒神さん，高島さんに伺いたいんですが，今日

の御意見の中で，例えば課題の発見とか，また，こうしてみようかなという

ところがあればそれぞれ教えていただけませんでしょうか。 

荒神検察官：今日，審理のほうのお話で出た中だと，冒頭陳述の組み立てなり

証人尋問のお話の聞き方なりで，項目立てというか，要するに，今，何のた

めに，どういったテーマで，何を聞いているのかというところをいかに裁判

員，裁判官の皆様にわかりやすく立証するかというのを日ごろ心がけている

ことではあるんですけれども，今日のお話も踏まえて，またそのあたりを意

識した立証活動等をしていきたいなというふうに，まずは考えているところ

です。 

高島弁護士：裁判員の皆様が弁護人の冒頭陳述がわかりにくい点があったとい

うのは聞いておりますので，各事件の弁護人はそれぞれ工夫して冒頭陳述と

かされているとは思いますけれど，今回の御意見を参考にしてそういった説

明をわかりやすくしっかりするというのを情報伝達できればなと思います。 

司会者：今日来ていただいた方々からも非常に裁判官の説明はわかりやすかっ

たとか，スムーズに意見を言えましたとかお褒めの言葉ばかりいただいたん

ですけれども，今日改めてお聞きして決めることの重みといいますか難しさ

というのは皆様本当にお感じになったんだなというふうに思っています。決

めること自体は大変な作業ではあるんですけれども，まだまだそういった決

めるプロセスについて話し合いもそうですし，先ほど検察官や弁護士の先生

からもお話があったように，裁判員の方々に理解していただけるようにどう

いうふうに説明してもらうか，そういった審理あるいは評議のあり方につい

ては，今日いただいたようなところを踏まえて，より意見をきちんと言って

もらえるように，責任をもって判断してもらえるように進め方に工夫をして
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いかなきゃいけないなと痛感した次第でございます。 

それでは，皆様ありがとうございました。本日は貴重な御意見をいろいろ

といただいたところかと思っております。心より感謝いたします。これでこ

の会を終了させていただきますけれども，今日いただいた御意見は全て参考

になる話ばかりでした。また皆様から裁判員をやって非常によい経験だった

ということも言っていただきましたけれども，私どもも今話したとおり，今

後この制度をもっと良いものにしていきたいというふうに思っております。

本当に今日はありがとうございました。 

小山総務課長：お疲れさまでした。では，閉会に当たりまして，奈良地方裁判

所長の大島眞一から御挨拶させていただきます。 

大島所長：大島でございます。 

  皆様には本日，大変有意義な御感想や御意見をいただきました。今日お伺

いしました御感想や御意見は裁判員制度の運用について今後，運用をどう進

めるかについて十分生かしていきたいと思っておるところでございます。 

  皆様，本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。 


