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平成２１年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料 

目次（案） 
 
 
 以下は，裁判員裁判の実施状況に関する資料の目次案である。 

 なお，本報告書のほか，実施状況の概要をまとめたダイジェスト版も作成する予定であ

る。 
 

 

 

  １ 概況  

図表１    裁判員裁判対象事件の概況データ            

  ２ 新受人員及びその内訳（庁別・罪名別） 
図表２    地裁刑事通常第一審事件及び裁判員裁判対象事件の新受人員      

図表３    庁別の新受人員                                         

図表４    罪名別の新受人員                                        

  ３ 終局人員及びその内訳（庁別・罪名別） 
図表５    庁別の終局人員                                         

図表６    罪名別の終局人員                                       

  ４ 未済人員及びその内訳（庁別） 
図表７    庁別の未済人員                                         

 
 
 
 

  １ 手続の流れの説明及び公表の構成 

    裁判員が手続に選ばれるまでの手続の流れ    

 選任手続全般を通じた辞退申立て，許否に関する状況 

    クロス集計の視点 

  ２ 名簿記載通知・調査票送付段階（裁判員候補者名簿の登録人数 
   及び地方裁判所における調査の結果（調査票の返送状況等）） 

図表８    裁判員候補者名簿登録人数，調査票回答者数，就職禁止 

事由該当者数，定型的辞退事由申出者数（庁別）             

図表９     月別の参加困難月申出者数                             
 
  ３ 「選任手続期日のお知らせ（呼出状）」送付段階  

    裁判員候補者の選定  

第１ 実施状況の概要 

第２ 裁判員等の選任に関する実施状況について 
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図表１０   職務従事予定日数別の選定された裁判員候補者数（自白 

否認別）                        

    辞退許可の状況  
図表１１   選定された裁判員候補者数及びうち選任手続期日前に辞 

退が認められた裁判員候補者数（職務従事予定日数別）    

図表１２   選定された裁判員候補者数及びうち選任手続期日前に辞 

退が認められた裁判員候補者数（庁別）                     

  ４ 選任手続期日当日  

    出席状況  
図表１３   出席した裁判員候補者数及び出席率（職務従事予定日数 

別）                          

    辞退申立て，許否に関する状況  
図表１４   選任手続期日に辞退を申し立てた裁判員候補者数，辞退 

が認められた裁判員候補者数及びその内訳（職務従事予 

定日数別）                           

    不選任に関する状況  
図表１５   選任手続期日において不選任決定がされた裁判員候補者 

数及びその内訳（職務従事予定日数別）      

    選任の状況  
図表１６   選任された裁判員及び補充裁判員の総数等（庁別）        

図表１７   選任手続期日に出席した裁判員候補者，選任された裁判 

員及び補充裁判員の属性                 

図表１８－１ 選任された補充裁判員数別の判決人員の分布（職務従事 

予定日数別）                                           

図表１８－２ 選任された補充裁判員数の平均（職務従事予定日数別）    

    解任の状況  
図表１９－１ 解任理由別の裁判員及び補充裁判員の解任数（開廷回数 

別）                                                   

図表１９－２ 判決人員１人当たりの裁判員及び補充裁判員の解任数 

（開廷回数別）                                  

    その他  
図表２０－１ 出席した裁判員候補者数別の判決人員の分布（選任手続 

期日に要した時間別）                             

図表２０－２ 出席した裁判員候補者総数（選任手続期日に要した時間 

別）                        

  ５ 辞退申立て，許否に関する状況（選任手続全般を通じて） 
図表２１   選定から選任手続期日出席までの裁判員候補者数の推移    

図表２２   辞退が認められた裁判員候補者数及びその辞退事由別の 

内訳（選任手続期日の前と当日別）                    
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図表２３   職務従事予定日数別の辞退が認められた裁判員候補者の 

割合（庁別）                                          

図表２４   職務従事予定日数別の辞退が認められた裁判員候補者の 

割合（辞退事由別）                                     

図表２５   終局月別の辞退が認められた裁判員候補者の割合       
 
 

 

 

  １ 手続の流れ等の説明及び公表の構成 

    対象事件・合議体の構成 

    裁判員裁判における訴訟手続の流れ 

    クロス集計の視点 
 
  ２ 審理  

    合議体の構成・除外決定  
図表２６     合議体の構成別の判決人員（罪名別）              

図表２７     合議体の構成別の判決人員（実審理期間別）       

図表２８     罪名別の除外決定がされた判決人員        

    公判前整理手続  
図表２９     公判前整理手続期日回数別の判決人員の分布及び平均公 

判前整理手続期日回数（自白否認別）                    

（参考）  裁判員法施行前の地裁刑事通常第一審事件における公判 

前整理手続を実施した終局事件の公判前整理手続期日回 

数別の判決人員の分布及び平均公判前整理手続期日回数 

（自白否認別）（平成１８年～平成２０年）                 

図表３０   罪名別の第１回公判期日前の鑑定を行った判決人員     

図表３１   自白否認別の平均審理期間及び平均公判前整理手続期間    

（参考）  地裁刑事通常第一審事件における公判前整理手続を実施 

した終局事件の自白否認別の平均審理期間及び平均公判 

前整理手続期間並びに法定合議事件全体の自白否認別の 

平均審理期間（平成１８年～平成２０年）                
       （参考）  地裁刑事通常第一審事件における平均審理期間の推移      

 

図表３２   自白否認別・罪名別の平均審理期間及び平均公判前整理 

手続期間                                             

図表３３   第１回公判期日前の鑑定の有無別の平均審理期間及び平 

均公判前整理手続期間                                 

第３ 裁判員の参加する公判手続の実施状況について 
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図表３４   開廷回数別の平均審理期間及び平均公判前整理手続期間     

図表３５   審理段階別の平均日数（自白・否認別）            

    開廷回数・実審理期間  
図表３６   実審理期間別・開廷回数別の判決人員の分布並びに平均 

実審理期間及び平均開廷回数                            

図表３７   開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（罪名別）    

図表３８   開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（自白否 

認別）                         

図表３９   開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（第１回 

公判期日前の鑑定の有無別）                            

    公判審理（証拠調べ） 
図表４０     取調べ証拠数別の終局件数の分布及び平均取調べ証拠数 

（自白否認別）                                         

図表４１－１ 取調べ証人数別の終局件数の分布（自白否認別）    

図表４１－２ 平均取調べ証人数（自白否認別）                          

図表４２－１ 取調べ証人数別の終局件数の分布（罪名別）           

図表４２－２ 平均取調べ証人数（罪名別）                         

図表４３   証人尋問時間別の終局件数の分布及び平均証人尋問時間 

（自白否認別）                                      

図表４４   証人１人当たりの証人尋問時間別の終局件数の分布及び 

証人１人当たりの平均証人尋問時間（自白否認別）         

図表４５     被告人質問時間別の終局件数の分布及び平均被告人質問 

時間（自白否認別）                                     

図表４６     開廷時間別・取調べ証人数別の終局件数の分布             

図表４７     開廷時間別・証人尋問時間別の終局件数の分布              

図表４８     開廷時間別・被告人質問時間別の終局件数の分布           

図表４９     平均証人尋問時間及び平均被告人質問時間の内訳（自白 

否認別）                                                

図表５０     取調べ証人数別の終局件数の分布（開廷回数別）             

図表５１     自白否認別の平均開廷時間及び平均取調べ証人数           

    客観的併合  
図表５２－１ 公訴事実の数別・取調べ証拠数別の終局件数の分布及び 

平均取調べ証拠数（自白事件）                             

図表５２－２ 公訴事実の数別・取調べ証拠数別の終局件数の分布及び 

平均取調べ証拠数（否認事件）                            

図表５３－１ 公訴事実の数別・証人尋問時間及び被告人質問時間の合 

計別の終局件数の分布並びに平均時間（自白事件）           

図表５３－２ 公訴事実の数別・証人尋問時間及び被告人質問時間の合 

計別の終局件数の分布並びに平均時間（否認事件）           
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図表５４－１ 公訴事実の数別・開廷回数別の終局件数の分布及び平均 

開廷回数（自白事件）                                     

図表５４－２ 公訴事実の数別・開廷回数別の終局件数の分布及び平均 

開廷回数（否認事件）                                     

図表５５－１ 公訴事実の数別・開廷時間別の終局件数の分布及び平均 

開廷時間（自白事件）                                    

図表５５－２ 公訴事実の数別・開廷時間別の終局件数の分布及び平均 

開廷時間（否認事件）                                     

    区分審理  
図表５６     区分審理決定のあった判決人員並びに審理及び裁判の数 

ごとの内訳                                             

図表５７     開廷回数別の判決人員の分布並びに平均開廷回数，平均 

実審理期間及び平均開廷間隔（区分審理決定の有無別）      

図表５８     開廷時間別の判決人員の分布及び平均開廷時間（区分審 

理決定の有無別）                                        

    被害者参加・刑事損害賠償命令  
図表５９     裁判員裁判における被害者参加の状況                    

 

  ３ 評議  
図表６０     評議時間別の判決人員の分布及び平均評議時間（自白否 

認別）                                                

図表６１     評議時間別の判決人員の分布及び平均評議時間（罪名別）  

図表６２     評議時間別の判決人員の分布及び平均評議時間（開廷回 

数別）                                                 

 

  ４ 裁判の結果  
図表６３     罪名別・自白否認別の判決人員及び控訴人員            

図表６４     罪名別・終局区分別の終局人員                          

図表６５     罪名別・量刑分布別（終局区分別を含む）の終局人員         

 

  ５ 控訴  
図表６６     第一審結果別の控訴理由の分布                        

図表６７     第一審結果別の控訴審結果の分布                    

 
 

 
 
 

図表６８     職務従事時間別の判決人員の分布（自白否認別）            

図表６９     職務従事時間別の判決人員の分布（罪名別）                

第４ その他 



 
 
 

（資料４） 

 - 6 - 

図表７０     弁護人の私選国選別の判決人員（罪名別）                  

図表７１     罪名別の通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員         

図表７２     言語別の通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員          

図表７３     手話通訳人等の付いた被告人の判決人員                  

図表７４     手話通訳・点字翻訳を要した裁判員候補者，裁判員等の 

員数                                               

図表７５     裁判員法違反事件の処理状況                       
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