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裁判員経験者の意見交換会議事要録 

日  時 令和２年１月１７日（金）午後３時００分から午後４時５０分まで 

場  所 横浜地方裁判所中会議室 

参加者等 

 司会者 加 藤   学（横浜地方裁判所第１刑事部部総括判事） 

 裁判官 澁 江 美 香（横浜地方裁判所第１刑事部判事補） 

 検察官 髙 島 麻 子（横浜地方検察庁検事） 

弁護士 井 上   泰（神奈川県弁護士会所属） 

 裁判員経験者１番 ３０代 男性  （以下「１番」と略記） 

 裁判員経験者２番 ６０代 女性   （以下「２番」と略記） 

 裁判員経験者３番 ３０代 女性    （以下「３番」と略記） 

 裁判員経験者４番 ６０代 男性  （以下「４番」と略記） 

 裁判員経験者５番 ６０代 女性    （以下「５番」と略記） 

 裁判員経験者６番 ５０代 男性    （以下「６番」と略記） 

議事要旨 

（司会者） 

 それでは，始めさせていただきます。私は横浜地方裁判所の第１刑事部で裁判長

をやっております加藤といいます。本日は，よろしくお願いいたします。 

（裁判官） 

 同じく横浜地方裁判所の第１刑事部の裁判官の澁江と申します。今日は皆様から

いろいろ御意見を伺えますと幸いです。よろしくお願いいたします。 

（検察官） 

 横浜地方検察庁で裁判を担当しております検察官の髙島と申します。本日は皆様

の貴重な御意見を伺って，今後の執務に生かしたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

（弁護士） 
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 神奈川県弁護士会の刑事弁護センター運営委員会の副委員長をしています弁護士

の井上泰といいます。弁護士は評議には入れないので，そういうことも含めてお話

を聞かせていただければと思っております。よろしくお願いします。 

（司会者） 

 今日は，裁判員経験者の方に６名参加していただいていますが，それぞれ別の事

件で裁判員を務められています。皆さんがどのような事件を担当されたのかを共有

しておきたいと思いますので，最初に，皆さんが担当された事件の概要を御説明申

し上げます。 

（裁判官） 

 それでは，私の方から紹介いたします。 

１番さんの事件は，被告人が深夜，寝ていた母の頭をシャワーヘッドで何回か殴

ったり，首を絞めたりして殺そうとしたところ，回復の見込みがないけがを負わせ

たにとどまったという殺人未遂の事件でした。被害者が被告人に殺害されることを

承諾していたかどうかが争われ，１番さんを含め裁判員の方には判決まで５日間裁

判所にお越しいただいて，うち３日間の公判審理の中で書証，紙の証拠の取調べの

ほか，凶器や，あとそれから被告人の祖母とおば，あと被害者の友人の方，３人の

証人尋問が行われたという事件です。判決では，犯行前の被害者の様子や，犯行時

の被害者の行動などからすると，被害者は殺害を承諾してはいなかったと認定され，

殺人未遂罪が成立するということで，懲役３年保護観察付きの執行猶予５年が言い

渡されたという事件でした。 

次に，２番さんの事件ですけれども，被告人が，名前の分からない人たちと一緒

に，営利目的でボストンバッグ２個に入った覚せい剤約３０キロをケニアから日本

に密輸入したという覚せい剤取締法・関税法違反の事件でした。弁護人は，公判当

初は，被告人はボストンバッグの中の覚せい剤が１５キロ以下だと思っていたので，

約３０キロの輸入については故意がないと主張していました。判決まで７日間裁判

員の方には裁判所にお越しいただく予定になっていて，４日間公判審理を行いまし
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て，書証や覚せい剤そのもののほか，荷物の受け渡しを仲介した人物や知人など３

人の証人尋問が行われました。判決では，被告人は覚せい剤を輸入するということ

自体は認識して犯行に及んでいるわけですから，覚せい剤営利目的輸入の故意があ

ることは明らかだということで，懲役１６年及び罰金８００万円が言い渡されたと

いう事件でした。 

続いて，３番さんの事件ですけれども，被告人が路上で刃物で被害者の左胸やお

なか，太ももを突き刺すなどして出血性ショックで死亡させたという殺人の被告事

件でした。被告人が犯人と認められるかどうかが争われ，判決まで８日間裁判所に

お越しいただき，うち５日間の公判審理の中で書証のほかに事件の目撃者，被告人

の自宅アパートの住人など，合計１２人の証人尋問が行われたという事件でした。

判決は，検察官が被告人が犯人であることを裏付けると主張するいくつかの事実に

ついて検討を加え，認定できるような事実を組み合わせても被告人が犯人であるこ

とが証明されたとは言えないということで，被告人は無罪とされました。 

次に，４番さんの事件ですけれども，被告人が４人の共犯者と一緒に被害者の両

手首に手錠をかけたりして事務所の中に逮捕監禁し，被害者の顔やおなかなどを殴

ったり蹴ったりするなどの暴行を加えて，出血性ショックによって死亡させたとい

う逮捕監禁，傷害致死の事件でした。暴行と被害者の死亡との間に因果関係がある

かどうか，傷害致死について共謀が成立するかどうかなどが争われた，つまり被害

者の死因になった暴行が被告人と共犯者の共謀に基づくものと言えるかどうかが争

われた事件でした。判決まで９日間裁判所にお越しいただく予定になっていて，５

日間の公判審理の中で共犯者２人，目撃者１人，それから被告人の知人と妻など合

計５人の証人尋問が行われました。判決では，暴行と被害者の死亡との間の因果関

係は認められるとした上で，公判廷で話をした共犯者の供述は大筋で信用でき，そ

の供述をもとに被害者の死因となった暴行を含む一連の暴行が被告人とその配下の

者たちが被害者に制裁を加える目的で意思を通じ合って加えたものだとして，共謀

の成立を認め，被告人には懲役１２年を言い渡しています。 
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続いて，５番さんの事件ですけれども，被告人が営利目的で大麻を栽培，密売し

たり，大麻のようなものを大麻として譲り渡したりして，これらの行為を併せてす

ることを業としたほか，営利目的または自分で持っておきたいという目的で大麻を

自宅で持っていたという大麻取締法違反と麻薬特例法違反の事件でした。被告人が

何度も多数の人に対して大麻のようなものを大麻として譲り渡したと認められるか

どうかと，被告人が大麻の栽培，密売やこれらの譲り渡す行為などを併せてするこ

とを業として行ったと言えるかどうかが争われました。裁判員の方には１０日間裁

判所にお越しいただく予定となっていて，うち６日間公判審理が行われました。書

証や大麻の取調べのほかに，被告人から大麻を買ったとされる人物など１０人の証

人尋問を行っています。判決では，証言に基づき，被告人が約７年半の間に６人に

対し１４１回大麻や大麻のようなものを大麻として有償で譲り渡したと認め，こう

した譲渡期間の長さや回数の多さなどに照らしてみると，被告人はこれらの行為を

業として行っていたと認められるということで，懲役５年及び罰金１５０万円を言

い渡しています。 

次が６番さんの事件ですけれども，被告人がいわゆる出会い系アプリを使って誘

い出した被害者から現金を奪い取ろうと思って，共犯者２人と一緒に女子トイレで

被害者に暴行を加えて，財布とキーケースを強取し，かつその際約２０日間の治療

を要する傷害を負わせたという強盗致傷の事件でした。別の共犯者２人と一緒に工

事現場から機材を盗んだという窃盗事件も併せて審理されています。公判で証拠調

べをした結果，強盗致傷罪について，傷害結果が共謀成立後の暴行によって生じた

ものと言えるかどうかが問題になったと聞いています。判決までは５日間裁判所に

お越しいただきまして，うち３日間の公判審理の中で，書証の取調べのほかに被害

者と共犯者の証人尋問が行われています。判決では共犯者が犯行の途中で強盗の犯

意を生じ，被告人は共犯者を止めることなく犯行に加担したということで，この時

点で強盗の共謀が成立し，その後の暴行から傷害の結果が発生したと認定し，強盗

致傷罪及び窃盗罪で懲役３年保護観察付きの執行猶予５年が言い渡されています。
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事例紹介は以上です。 

（司会者） 

 ということで，今日は，程度の差はありますけれども，事実関係が争われた事案

で裁判員を経験された方に来ていただきました。 

まずは，ざっくばらんに，裁判員をやってみた感想を皆さんから伺えればと思い

ます。公判の審理でもいいし，評議の点でも構いません。皆さまにお聞きしたいん

で，後ろの方から順番ということで，６番さんからお聞きしてよろしいですか。 

（６番） 

 では，どちらかというと各論的なことで２点ほど感想を述べさせていただきます。

まず１点目なんですが，起訴状というものの重要性というものを認識させていただ

きました。最初評議室に入りまして，きちんと読み合わせを行って，皆さんで共通

認識を持つようにして，最後判決に至る直前の過程で，もう一度一言一句丁寧に，

事実関係というものをきちんと総合して，ようやく判決というようなところに至る

というところで，起訴状というものがそこまで重みを持っているのかということを

この裁判員の経験を通じて確認できたかなと思いました。 

続いて２点目なんですが，何とも表現しがたいんですが，一般的なディベートと

結構裁判というのは似ているのかなというふうに思っていたんですが，意外とそう

でもなかったというような。これは本当に私見ではあるんですが，といいますのは

弁論の場で検察官の方，弁護人の方，そういった方のやり取りによって，少なから

ずそういったものが左右されるといいますか，そういったものに左右されて判決と

いうものが決まってくるのかなというふうに思っていたんですが，たまたま私が見

た裁判に限ってなんですが，ちょうど左隣に弁護人の方がいらっしゃって何とも申

し上げにくいんですが，その弁論においては，これも率直に私の感想といたしまし

て，検察官の方が９であれば，弁護人の方は１かなというふうな，どちらかという

とあまりうまく理論立ててお話できていないんではないかなというふうに素人目に

映ってしまったんです。検察官の方が実刑を求めるのに対して，弁護人の方が執行
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猶予付きの判決を求めるという，そういった中身だったんですが，結果としては執

行猶予付きの判決になってしまったというところで，本当に単純に弁論の良し悪し

によって決まるのではないんだなというふうなことを認識いたしました。以上にな

ります。 

（５番） 

 私は６番さんのような大したことは感じていないんですけども，一つの裁判をす

るに当たって年数とかものすごくかかるよと俗に言うんですけれども，それの理由

がちょっと分かったような気がしました。これだけ一つずつのことに対して皆さん

が証拠を挙げたり，一つずつのことについていろいろ試行錯誤して，皆さんものす

ごく時間をかけているんだなというふうに思いました。裁判に関する難しい用語と

かは易しく教えてくださる裁判官の方がいて，それについては本当に感謝していま

す。判決の言渡しなんですけれども，素人の私たちが考えたことがそのまま被告人

に判決として言い渡されるというところがすごく重たく感じました。あと，女性の

方がすごく活躍されていらっしゃるので，検察官も裁判官にしてもすごく格好いい

なと思いました。以上です。 

（４番） 

 ざっくばらんな感想を言わせてもらうと，結論出るまでの要所，要所で考えをま

とめる時間というのは裁判官の方から適切にいただいたということが大変ありがた

かったということ，それからどう考えていいんだろうと，この事象に対して，そう

いうときに，ただ一方的な考え方じゃなくて，幾つかの考え方をこんなこともある，

あんなこともある，いろいろ言っていただいたということが，自分の発想を，今ま

でなかった発想を持つことができたとか，そういうことにつなげられたということ

でよかったなという感じがしました。あと，最後に裁判長が判決を言うときに本当

にテレビドラマみたいだな，というのは，判決と言ってばあっと言うのがすごく緊

張したし，重々しい印象，崇高な印象を持ちました。以上，ざっくばらんな感想で

した。 
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（３番） 

 ３番です。私が携わらせていただいた事件は，最終的には無罪という判決を出す

に至ったんですけども，その判決を出すに当たって，そのときいた裁判員たちと，

あと補充裁判員みんなが言っていたこととして，判決に向けて審議が進むに当たっ

て，だんだん眠れなくなってきたよねとか，だんだんここに来るのがおっくうにな

ってきたよねという話をよくしていました。実際問題法廷の中ではやはり被害者の

御家族の方もいらっしゃり，被告人もいる，証人の方もいるということは想定して

いたんですけども，あくまでも私たちの中にある裁判というイメージがどうしても

テレビドラマからつながっている部分があって，テレビとは違いますからとしっか

りと御説明はいただいたんですけども，やはりそういう意識がどうしても残ってし

まっているせいもあって，これはテレビが悪いのかなとも思わなくもないんですけ

ども，まず判決の出し方とか，人を殺したから，有罪だとかではない，裁判独自の

仕組みというか，そういうところをもうちょっと裁判員自身も自主的に，自主的に

は難しいのかもしれないんですけど，もうちょっと知った上で裁判員として携わら

せていただいた時間に費やせたら，また気持ちの持ちようとか，その辺りも変わっ

たんではないかなというのが正直なところあります。ただ，それが私にとって，も

う二度と裁判員やりたくないというふうにつながったわけではなく，逆に前向きに

もう一回呼んでもらえないかなというふうに思えるようになったので，それは私に

とっていい機会だったなとは思っております。以上です。 

（４番） 

 今の３番さんのお話，私たちの裁判でも私も含めて何人も夢でうなされるとか，

夜中起きるとか出たんです。やはり最初に心のケアとかいろいろ資料もいただいた

んですけど，あれは絶対必要不可欠なものだなという気はしました。ただ，私たち

の裁判の場合はみんな各自で自己解決していたんで，何とかケアをしてもらうとい

うところまでいかなかったですけど，特に死亡事件ということなんで，かなり重た

いなと。 
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（２番） 

 まずは，周りに裁判員をやったという人が一人もいなかったので，やはりこれは

なかなか周知できていないんだなというのはすごく感じました。私の担当したのが

麻薬の密輸ということで，被害者のいない，いわゆるけがをした人がいるわけでも

何でもないんですけれども，今６人いらっしゃる経験者の中で一番重い刑なんです

よね。実際懲役１６年，罰金８００万円という非常に大きな結論を出したんですけ

れども，これは量刑データベースというんですか，今までの判例をもとにして，そ

れに比べてというので最終的に決めたんですけれども，やはり懲役１６年って被告

人に対してすごく人生を変えてしまうというすごい重みを最終日にものすごく感じ

ました。みんなそれぞれ３人の裁判官と６人の裁判員と補充裁判員の方２人とで審

議しているときは本当にいろんな意見が出るので，３人より９人，９人より１１人

の意見を聞いた方がいいに決まっているなというふうに思っていたんです。裁判官

の方は裁判官の方の考えがあるし，私たち一般の人たちはそれぞれの生活をしなが

らの感覚で感じたことを言っているというのがとてもあったので，この裁判員制度

というのはとてもいいなというのはすごく感じました。ただ，最終的に，私たちは

量刑なんて全く分からないので，データベースの数字で見てこの辺かな，あの辺か

なというみんなの意見でまとめたんですが，それでも懲役１６年，罰金８００万円

というのがすごく重くのしかかりました。ただ，幸いなのは被害者が目に見えない，

実際にはすごくいっぱいいるんですが，目に見えなかったというのが幸いといえば

幸いだったかなと思います。 

（１番） 

 私も皆さんと一緒で裁判所そのものがあまり来たこともないというか，ほぼ来た

ことがない，分からないことが分からないというようなものでして，これから先も

あまり多分関わらないと思っているんですけども，それでも一番最初に連絡もらっ

て選ばれたというときに，選ばれたというか，選ぶ選考会みたいなものの招集がか

かったときには，せっかくの機会だから，是非行きたいなという前向きな気持ちし
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かなくて，実際抽選で決まって職場の上司等に報告したときも，誰も周りには経験

者がいない中，マイナスな意見は一切なくて，周りの人間はみんな是非，お前，い

い機会だなと，俺だって選ばれたら行きたいよというような意見しか私の周りでは

聞いていなかったので，そういうのが一つありました。事件に関しては，一番最初

にまず概要みたいなものを知らされて，私の場合だと実母の殺人未遂という事件だ

よという内容を知らされた時に，裁判する必要があるのかと，どう考えたって悪い

んじゃないのかというところから私は入ったんですけど，やっぱり弁護人の方とか

検察官の方の話を聞いて，深いなと，いろんな事情が絡んで，絡んでこういうふう

な状況になっているんだなというようなのがあったんで，やっぱり実際に経験して

みないと分からないことの方が多かったんで，こういう機会があったのがすごくあ

りがたいと思っています。それと，私の裁判の時は６人裁判員がいて，補充裁判員

が２人いた中で，最終判決する前に，私もちょっとだけ前日，その人の，被告人の

一生を左右するのにもちょっとだけ関わってしまうのかなと思うと，眠れないとい

うほどではないんですけど，少しいいのかななんていう気持ちにはなったんですけ

ども，私と一緒に裁判員をやった方の半数ぐらいは，なかなかドライな方が多くて，

ああ，いろんな人を集めて意見を聞くというのはやっぱり大切なことなんだなと，

素人というか，あまり経験がない人間が集まることは絶対に必要だなと改めて思い

ました。以上です。 

（司会者） 

 重い体験だった，眠れなくなるようなこともあるというような話が何人かの方か

ら出ていましたけど，他の方はどうでしたか。やっている途中，負担に思うほどの

緊張という感じはあったんでしょうか。 

（１番） 

 人によると思うんですけど，私は実際の事件でも裁判員１という形で選ばれまし

て，意見を求められる時も１番さんの方からということが多かったので，そういう

意味では緊張はしました。あと，法廷ですかね，あそこに入ったときは，やっぱり
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これが本当のリアルだなという意味合いでかなり緊張はしました。 

（６番） 

 私が担当させていただいた事件は強盗致傷で，かつまた被害者の方の被害状況と

いうのがそれほどでもなかったので，そのとき一緒に審議いたしました裁判員６人

は特にそういった精神的な負担感はなく，かつまた日数もそれほど長くありません

でしたので，ごくごく普通に過ごすことができたような気がしております。 

（司会者） 

 御自身は体調を崩されるというか，そこまではなかったという形のようですかね。

３番さんはちょっと眠れない感じも少しあったかなというような感じでしょうか。 

（３番） 

 眠れないというよりは考えてしまう。裁判官の方が，ここで審議したことはここ

に置いて帰ってくださいね，家には持ち帰らないでくださいね，というのをすごく

言ってくださっていたんですけど。 

（司会者） 

 ふっと出てきてしまうわけでしょうか。 

（３番） 

 はい。 

（司会者） 

 そういうのは，御自分でうまく解決できたのでしょうか。 

（３番） 

 私はできたと思うんですが，思い出してしまうことはありましたけども，実際問

題判決を出した後，裁判員のうちの２人だったかな，が，やっぱり帰りが怖い，こ

こから出たときに，裁判員として遺族にも顔を見られているし，傍聴人にも顔を見

られているから怖いということで送ってもらった。私たちはいいですよと，裁判員

のうち半分ぐらいは私たちは大丈夫ですからと言って歩いて帰ろうとしたんですけ

ど，そういう意見があるからというんで，みんなごっそり送ってもらったという経
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緯がありましたけど。 

（司会者） 

 ４番さんの体験されたところでもやっぱり眠れないというようなお話が出ていた

という話でしたけど。 

（４番） 

 内容が内容なんで，死亡ということで，殺人ということなんで，最初みんな裁判

員の方は緊張していたんですけど，裁判長，裁判官の方がかなり心配してくださっ

て，結構リラックスして審議は進んだんです。ただ，みんなが悩んだとか眠れなか

ったというのは，判決を決める時です。人間が人間を裁くというこの重さが，後で

話を聞いてみると悩んだという。私もそうですし。本当にこれでいいんだろうかと。  

（司会者） 

 また評議の点は評議の点で後ほど伺いたいと思うんですけれども，そういうどう

したって多少は緊張するところについて，こういうのがあったらもう少し緩和でき

たんじゃないかとか，そういうことについての提案って何かございますでしょうか。  

（１番） 

 私のときは，裁判長，裁判官３人の方がその辺をすごく気遣ってくれて，常にお

話をしてくれたというのが一番ですかね。 

（司会者） 

 それは声かけ，大丈夫ですかとか，そういう感じですか。 

（１番） 

 そういうのも含めて，ちっちゃいことでも何か言ってくださいとか声かけてくれ

たりだとか，何か言ってくれと言うとまた言いづらい雰囲気にもなってしまいます

ので，これこれこうなんだけど，どうですかという言い方で聞いてもらったりだと

か，あとは一番最後の判決の時なんかは，悩んだら軽くしてあげてくださいとか，

そういう言い方なんかもされて，すごく気が楽になりましたと言った裁判員の人も

何人かはいました。それは印象的です。 
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（司会者） 

 確かにそういうのが役に立つんですかね。３番さんの事件の場合は，人が亡くな

っている殺人の事件なのに無罪になったということで，被害者からもどう思われる

かというのがあったということになるんでしょうかね。もちろん裁判所がどう配慮

すべきかということもあるんですけど，６人裁判員がおられて，大体２人は補充の

方もおられてということになって，チームで話をしているということ自体にも意味

はあるんですか。これ１人でやるとなったらやっぱり大変なんでしょうね。 

（１番） 

 私は大いにあると思います。 

（司会者） 

 ４番さんの事例なんかでもお互いにそういう話が出てきたということ自体に意味

があるんでしょうか。 

（４番） 

 そうですね。それと，メンバーに恵まれたというか，裁判員の方６人と，それか

ら補充の３名の方がいて，結構雑談で違うことも話して気分転換もできたり，そう

いうのがすごくメンバーに恵まれたんで，結構いい形で審議できた，審議というん

ですか，いろいろ話合いができたのかなと。 

（司会者） 

 裁判所の方の細かい声かけと，あとチームづくりというような話になってくるん

でしょうかね。 

（４番） 

 裁判官の方のイメージが固いのかなと思ったら，結構心配りが行き届いていて，

それが一番大きかったです。別にお世辞じゃないですよ。 

（司会者） 

 それでは，次の話題の方に移っていきたいと思います。先ほど起訴状が大事だな

という話がありましたが，最初に起訴状が朗読されて，その後に被告人が起訴状に
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対してどういう言い分があるかを聞いて，弁護人にも聞いて，その後に検察官や弁

護人が冒頭陳述というのをしたと思うんですけれども，皆様が入られた否認事件で，

検察官，弁護人の冒頭陳述を聞いて，何を判断すればいいのか，どこに着目すれば

いいのかというのは分かりましたか。その辺について感想はございますか。６番さ

んがおっしゃっていたディベートとは違うなというのは，論告，弁論のことを念頭

に置かれているんですか。 

（６番） 

 そうですね。その裁判に入る前に，裁判官の方がこれはお品書きに相当しますと

いうふうにおっしゃってくださっていたのが非常に印象的で，その一言ですごく目

から鱗が落ちたといいますか，何となく裁判が聞きやすくなったような気がしてお

ります。 

（司会者） 

 お品書きですか。なかなか斬新ですね。他の方はいかがですか。 

（１番） 

 私のときは，６人が話し，こういう機会はないものですから，皆さん割かし真剣

にというか，かなり聞き入っている内容でしたので，どっちも，検察官の方も弁護

士の方の説明も両方ともすっと入ってきて，すぐ理解できましたけども。みんなそ

ういうふうに言っていた記憶があります。 

（司会者） 

 皆さん冒頭陳述で分かりにくかったというような印象はあまりないという感じな

んですかね。じゃ，その次の話に移っていきましょうか。冒頭陳述が終わった後に，

証拠調べに入っていったかと思います。証拠の書類の読上げをパワーポイントなん

か使って画像や図を出しながらやっていくというのが大体多いかと思います。あと

証拠物を展示したりして，その後に証人のお話を聞いてというような形になったか

と思います。あと被告人の方に質問をしたりしたかと思いますけれども，それらの

証拠調べの内容について何か，分かりやすかった，分かりにくかったなどの感想は



 14 

ございますでしょうか。 

（４番） 

 私のところは殺人なんですけど，写真を見せられるのかなと思ったら絵で，裁判

員の方みんなほっとしたという感じを持っていました。あそこら辺も最初の頃は写

真を出したりしたらしいんですね。どんどん改善してと。あれはやっぱり気配りし

ているんだなというのがすごく感じました。 

（司会者） 

 １番さん，３番さんも殺人絡みで，その辺はどうでしたか。 

（１番） 

 私のときは，やっぱり前だったからなんですかね，ほぼ写真でした。かなりリア

ルで，同じ裁判員の女性の方，目を覆っていました。私もちょっと目を覆うような，

実際に使った凶器であったり，実際の現場の写真，生々しいものも出たので，かな

り印象的でした。 

（司会者） 

 １番さんのは，血が出ているとか，そういうタイプではないんですね。 

（１番） 

 そうです，もちろん。そういうものはないですけど。 

（司会者） 

 首絞めたという形で，実際に亡くなったわけではないところもあるからという感

じですかね。それでもやっぱり生々しい。 

（１番） 

 生々しい，プラス写真がある中で目の前に警察官とあわせて被告人がいるもので

すから，やっぱり今まで感じたことのない嫌な感じというか，恐怖じゃないですけ

ども，変な感じにはなりました。 

（司会者） 

 やっぱり目の前の被告人がこういうことをやった・・・ 
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（１番） 

 こういうことをやったという人がいるというのがあまりやっぱりないものなので。  

（司会者） 

 ３番さんの事件も完全に人が亡くなっている事件だし，これは刃物が使われた事

件なんで，生の写真だと本当に生々しい話になってしまいそうなんですが，実際に

はどんな感じだったんですか。 

（３番） 

 実際問題凶器が出てきていない事件なので，血がついた凶器が写真で出てくると

かもなかったですし，刃渡り３０センチという文字で表現されたものと，あと事件

現場の写真も特になく，建物に対してどの方向に頭があってとか，そういう絵がほ

とんどだったのを記憶しています。 

（司会者） 

 やはりそこのところはあまり生々しいものは出さないように，検察官，弁護人の

方で調整しているということでしょうかね。 

（３番） 

 そうですね。 

（司会者） 

 内容的には，確かに４番さんの事件はかなり執拗なことをやっている事件でした。

あと，他に証拠調べでどうでしょうか。内容で分かりにくかったという印象を持た

れている方はあまりおられないんですかね。割とうまく検察官，弁護人ともやって

おられたんでしょうか。５番さんの事件は，いろんな行為の数が多かったですよね。 

（５番） 

 はい，そうですね。 

（司会者） 

 大麻なんかを譲り渡したという事件で，それの数がすごく多くて，一つ一つ見て

いくのが割と大変だった面もあるんですが，特に分かりにくいという感じはなかっ
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たでしょうか。 

（５番） 

 意見を言ったりもらったりすることに関しては，そんなに分かりにくいというこ

とはなかったんですけど，２番さん同様，殺人とかではないので。 

（司会者） 

 今回参加されている方にはおられませんけども，わいせつ関係の事件の場合には

やっぱりあえて遮へいをすることがあります。否認事件ではあったんですが，証拠

調べについては皆さんの体験された事件ではうまくやられていたという感じなんで

すか。どうですか。検察官側，弁護人側，双方そうでしたか，それともどっちかは

ちょっと分かりにくかったということはあったんでしょうか。 

（３番） 

 ３番です。私は，検察側の持ってきた証拠が防犯カメラがほとんどで，正直なと

ころこの映像でどう審議しろというんだと思うほどに不鮮明な証拠を証拠として提

出されていらっしゃったんで，それしかなかったと言われてしまえばそれまでなん

ですが，もっと違う証拠はないものですかねという話が審議の中ではよく挙がって

いたのを覚えています。 

（司会者） 

 道端に設置されている防犯カメラの画像がやっぱり多かったという。 

（３番） 

 そうですね。私の事件は犯人が自転車に乗っていたということで，ほぼほぼ自転

車が横にすれたような写真ばっかりだったんで，そういう意見がありました。 

（司会者） 

 裁判員の方は皆さん直接証人や被告人に質問できるんですけれども，それはされ

ましたか。 

（１番） 

 するもんじゃないんですか。 
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（司会者） 

 人によるというか，あまりされない裁判員の方もいて。 

（１番） 

 そういうふうに促されたから，質問したという意味合いなんですけども，１番の

方からお願いしますと直球で言われたもので。 

（司会者） 

 もう少しこういうのがあればもっと質問できたのにといった提言がありましたら

是非お聞かせ願いたいんですけども。 

（２番） 

 これはどうなんだろうなと自分が思ったことを法廷に出る前に裁判官に言って，

裁判官の方がそれは質問してくださいとか助言をしていただいたのがとてもよかっ

たと思います。 

（司会者） 

 検察官，弁護人の質問が終わった後に一旦休憩をとって・・・ 

（２番） 

 後ろに下がったときに，これはどうかなと言ったら，それは聞いてみたらいいん

じゃないですかと言っていただいたのがとても後押しされたというか。 

（４番） 

 私どもの場合は関係している人がみんな専門家の方々だったんで，怖くて直には

質問できないんで，裁判官の方にいろいろ意見言って，ああ，じゃこれとこれは聞

いてみましょうということで裁判長が聞いていただいたというのがありました。 

（司会者） 

 暴力団関係の事件でしたね。確かにそういうやり方もありますね。 

（３番） 

 私が入ったときには，裁判員の席のところに付せんを置いてくれていて，傍聴人

とかの顔もあるので，言いづらかったらその付せんを回してくださいということで，
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裁判官ではなく，他のお二人の方が代わりにおっしゃってくださったりとか。 

（司会者） 

 各裁判体によってそういう工夫をいろいろしているという感じでしょうかね。や

っぱり最初質問するというのはなかなかちょっと勇気が要るところはありますかね。  

ここまでのところで検察官，弁護士から何か質問等ございますか。 

（検察官） 

 冒頭陳述を行うのは最初の方なんですが，皆さん最初は緊張されているので，あ

まり詳しいこと言われても分からないというふうに指摘されることがあるんですけ

ど，実際そういう感じだったかどうかお聞かせ願えないでしょうか。 

（１番） 

 １番です。それに関してというか，とにかくやっぱり基本素人なものなので，何

を言われても理解できているかというと，多分あまりできていないことの方が多い

のと，やっぱり雰囲気にのまれていますので，基本的に。私の場合はなんですけど。

自分が言っていることがまず変なのかどうかすらも分からない。そういうのを気に

してしまう部分というのがあるので，そこはあまり意識は私はしていなかったです

けど。それと同時に思うとすれば，検察官の方と弁護人の方がやり取りする内容よ

りも，何かを振られててんで方向違いなことを言うにしたとしても，何か裁判員の

人が発言することに対して，弁護人の方だったり，検察官の方が結構前のめりにな

って聞く姿勢になってくれるというか，変な方向からパンチが飛んでくるんじゃな

いのかなみたいなので聞かれる態勢をとられるのが結構更に緊張するというか，て

んで方向違いな質問であったとしても，私のときの弁護人の方はこいつ何言うのか

なというような感じで耳を立てて真剣に聞こうとしてくれたのが逆にプレッシャー

にはなりました。というのは覚えています。 

（弁護士） 

 今の点なんですけど，弁護人としては，皆さんに自分の言ったことを分かっても

らえているかどうか，理解しやすく言えているかどうかというのをかなり気にして
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いますからおのずとみんながよく聞くように向くようなところはあるかと思うんで

す。決してプレッシャーを・・・ 

（１番） 

 もちろんそれは。 

（弁護士） 

 そこは本当に我々としては常に皆さんの顔を見ながら考えなきゃいけないところ

で，そんな感じになっているのが実情かなとちょっと思ったりします。 

（４番） 

 ちょっと素直な疑問なんですけど，法廷に私たちが顔をそのままさらす必要ある

んですか。何か目隠しするとか。何か必要があってされているわけですよね。 

（司会者） 

 この辺皆さんどう思われますか。 

（４番） 

 特に特殊なケースだったんで，余計脅威を感じたんです。終わったらみんな別の

出口から誘導していただいて出たりとか，危機感持ちながらやっていたんで，内容

によったら，さらさなくてもいいんじゃないのかなという気がしたんですけど。 

（司会者） 

 これ本当に極端な事件になると，裁判員じゃなくて裁判官だけでやるという形に

することはあるんです。暴力団対立抗争事件なんかの殺人事件なんかになってくる

とそういうことがあることはあります。ただ，日本の場合，審理の途中にはテレビ

カメラは入れませんけれども，そういう法廷の様子が日本全国に流れたとしたら，

その結果出た判決に対する信用性が下がっちゃいませんかね。皆さんが隠れてどこ

にいるか分からない，それで被告人のある意味運命を決めてしまうということにな

るわけなんで。 

（４番） 

 というか，傍聴人が怖かったんです。 
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（司会者） 

 確かにそうですよね。でも，それもまたそうでない傍聴人から見たらどう見える

かというような話もあって，裁判というのはもちろん内容の正しさが一番大切なん

ですけど，それと同じくらい公正らしさというものをやっぱり担保しないといけな

いんです。 

（４番） 

 そうなんですけど，状況によったらある程度柔軟に対処する必要もあるのかなと

いう気がしたんです。 

（司会者） 

 もちろん裁判員の名前は出さないようにはしているわけなんです。 

それでは，証拠調べのところはこれぐらいにして，論告，弁論というのが証拠調

べの後にあったかと思います。検察官，弁護人が証拠調べを踏まえてそれぞれの意

見をまた述べたというところなんですが，先ほどの冒頭陳述と同じような観点から

お聞きしたいんですけども，論告，弁論で検察官，弁護人の言っていることという

のは十分理解はできたでしょうか。 

（６番） 

 その段階のものに関しては，双方とも明確で分かりやすかったです。これは全然

別の視点の投げかけになってしまうんですが，一方でかなり検察の方と弁護人の方

が裁判員に分かりやすく資料を作ってくださっているなというのを感じて，むしろ

これが大きな負担となって，本来公正かつ本当に適正な裁判というものの足かせに

なっていたら嫌だなというふうな少し気持ちになってしまったことも事実です。こ

の仕事が以前裁判員制度始まる前はなかった，この仕事が増えた関係で働く時間も

増えてしまった，働き方改革と逆行するようなんですが，それで精度も下がってし

まったなんていうことがあると嫌だなというふうなことをちょっと感じてしまった

次第であります。 

（司会者） 
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 そう思えるぐらいによくできていたという，そういうことなんでしょうか。 

（６番） 

 はい，その段階のものは非常に分かりやすかったです。 

（司会者） 

 皆さんどうですか。大体分かりやすかったでしょうか。 

（３番） 

 ６番さんがおっしゃっていた仕事量が増えてしまったというところにつながるか

もしれないんですけど，裁判官の方が検察官に何か問いかけをした際に，それに対

して多分検察官の方は普通に答えようと思ったんですけど，回答するに当たって裁

判官が求めている回答をすると裁判員の方は分からないんじゃないですかというの

を挟んだ節が何度かあったんです。そういうのを言っていると，裁判員たちのため

にかみ砕いてやってくださっているのはありがたいけども，さっきの話じゃないん

ですけど，裁判員のために仕事量とか増えちゃっているのかなとか，そういったと

ころを法廷の中でひとり感じておりました。 

（司会者） 

 論告，弁論の分かりやすさという点では，今回の皆様の事件では，双方とも自分

たちの主張を分かりやすく書いてあったと，そういう感じでしょうかね。分かりや

すかったとして，更にここをこうした方がよかったみたいなものは何か感じられる

ところはありましたか。 

検察官，弁護人からの質問もいただこうかと思ったんですが，割とよくできてい

たということなので，特にないですか。 

そうしましたらば，今度は，評議室へ戻っての評議の方の話をお聞きしたいと思

います。またちょっと感想を言っていただけるとありがたいんですが，どうでしょ

うか。 

（５番） 

 私は，やっぱり選ばれる基準が裁判長さんから選挙人名簿だよと言われて，そこ
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にすごく驚いてしまって，こんなにランダムなんだなと，でもいろいろ事情によっ

ては出られない方もいると思うんですけれども，本当にそれに驚いたのと，あと審

理のときにもうちょっと自分の意見を言えるように，裁判に向けての心構えじゃな

いですけど，そういうものがあればよかったかなと思いました。裁判員裁判に出て

いらっしゃった方の中では，ものすごくいろいろ意見をおっしゃる方もいて，意見

をほとんど言われない方もいたりして，いろいろだったんですけど，私はやっぱり

意見に詰まってしまったりすることが多くて，そういう場面がちょっともったいな

かったかなと思います。 

（司会者） 

 今先に実際に評議をやってみて，こういう点がよかった，こういう点がもう少し

工夫してもらえるとよかったみたいなところを先に伺いたいんですけれども，そう

いう感じではいかがでしょうか。 

（６番） 

 よろしいでしょうか。評議の際に量刑分布というような資料が配布されまして，

それを見せていただいたおかげで，かなり量刑というものを，自分の中の予備知識

がなく，果たして自分で結論づけることができるのかなというふうに不安だったん

ですが，そのおかげで自分なりの結論というものが導き出せたのが非常に自己満足

でした。 

（司会者） 

 それが出てこないと何を根拠に言っていいか分かんないという，そういう感じで

しょうか。 

（６番） 

 はい。そもそもゼロベースで考えるべきものなのか，やはり類似の判例だったり

ですとか，そういったこれまでの統計を基にして何らかの指標があって，それに基

づいてというところなのか，そういったものが全然分かりませんでしたので，そう

いった意味では，量刑の決め方に関しては裁判官の方が非常によく説明してくださ
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ったので，私が臨んだ裁判においては，裁判員の方それぞれ戸惑いなくそれぞれの

結論というものを導き出すことができたんではないかなというふうに思っています。  

（司会者） 

 量刑の話に入ったときにデータベースを見るというのと，今量刑の考え方につい

て裁判官から説明があったというのがありましたけど，順番としてはどんな感じに

進んでいたんでしょうか。 

（６番） 

 まず，資料の配布がありまして，それに加えてホワイトボードを用いてかなり事

細かに図表ですとか文字を並べていただいて，視覚的に分かるような，そういった

空間を作り出してくださったのかなというふうに思っております。 

（司会者） 

 資料というのは，データベースのグラフということでしょうか。 

（６番） 

 そうですね。まさにこのＡ４，１枚物でワンペーパーを机の上に裁判員の数置い

てくださって，これを参照してくださいということで，加えて解説をしていただい

たので，それが非常に助かりました。 

（司会者） 

 あと，２番の方も確かデータベースで分かったということをおっしゃっていまし

たが。 

（２番） 

 パワーポイントで出していただいて，それを見ながら説明をしていただいたんで

すけど，私が担当した事件は有罪であることは間違いないという，ただ量刑をどう

するかという，何キロ密輸したという重さというか，量によって量刑が変わるとか

ということがあったので，そういったデータベース上で何キロだったらこのぐらい

みたいなのがやはり何もないと決められないので，それはとてもよかったと思いま

す。 
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（司会者） 

 他の方もいかがでしたか。量刑を決めるときのことに関して。 

（４番） 

 確かに参考になってよかったんですけど，逆に言えば怖さもあるなというのが意

見交換で出ました。 

（司会者） 

 どういう感じでしょうか。 

（４番） 

 過去こうだから，本当にこの量刑でいいのかどうかというのは分かんない。あく

まで過去をベースにした参考意見ということですよね。実際にはもっと重たいかも

しれない，今の時代でいえば。そういうところも参考で刑が決まっちゃう怖さはあ

るねというのは。今それが結構問題になっていますよね。あおり運転とか，いろい

ろああいうの。だから，場合によったら見直す部分もあってもいいのかなと。 

（司会者） 

 他の方いかがでしょうか。 

（１番） 

 ちょっと質問が違ってしまうかもしれないんですけど，そういう評議において裁

判官の人たちは裁判員からそういう意見が出ることが望ましいというか，やっぱり

必要だから，裁判員としてこういう制度があるんでしょうか。 

（司会者） 

 そういう意見というのは。 

（１番） 

 例えば私のときももちろん量刑の過去の事例とデータを見せてもらって，同じよ

うな事例のときはこうでしたよと説明は受けたんですけども，それをもとに全くの

素人から見たら大体これは有罪じゃない，刑務所何年じゃないという意見をやっぱ

り言ってもらいたいというか，そういうのが出ると非常に助かるとかということな
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んですか。 

（司会者） 

 多分データベースを見せる前に，本件においてはこういう点がちょっとひどいね

とか，こういう点は少し被告人にも事情があるねとか，そういう話をされていると

思います。それで，その事件に対する評価，プラス方向なのか，マイナス方向なの

かというような話を先にしておいて，その上で，じゃあ今まではどんな判断をして

いたのかを，データベースで見ていったのだと思います。データベースで出てくる

のは，似たような事例といってもかなり大ざっぱですよね。被害者が１名で殺人関

係であれば，凶器を使用しているか使用していないかとか，被害者側にも落ち度が

あるかないかとか，かなり大ざっぱなところで出てくるんで，直接そこと担当した

事件とを比較しても答えは出ないはずなんですよね。大まかな枠だけを出して，そ

の中で本件ではこういうとこはひどいねとか，でもこっちの点については被告人の

ことも考えないといけないねというんで，大ざっぱな中からじゃ重い方に振れるの

か，軽い方に振れるのかという決め方をしているのが今一番多いかと思うんです。

そうすると，大ざっぱな枠のところに関しては，これデータベースですから，裁判

員の意見じゃないんですけれども，大ざっぱな枠の中でどこに振るかは，これは皆

さん対等な１票を持っていますんで，当然やっぱり裁判員の意見を反映していこう

ということになるんだと思うんですが，そこにこそ裁判員の意味があるかなと私は

思っております。 

（１番） 

 私個人的には，本当の聞きたいところというんですか，そこのところがやっぱり

どうしても数字で表されることになってしまう可能性が高いので，初めての経験で

もあるし，ましてや知識もなければ経験もない人間だから，そこは本当に明言を避

けるというか，みんな誰かが言ったことに対して従うというような傾向にあったの

で，そこを何とかして意見を言いやすくするようにするのは本当に難しいというか，

ほぼ無理なんじゃないのかなと私自身は思ってしまいました。 



 26 

（４番） 

 ４番ですが，補足させていただくと，私たちはそういう意見があって，過去のデ

ータベースはあくまで参考ということで，意見が出て，こうでもあっていいんじゃ

ないのと，そこから活発な議論が始まって，結局みんなある程度納得してこの量刑

になったんですけど，だからそういう議論をする場は絶対必要なのかなと思います。  

（司会者） 

 量刑に関しては，使い方の問題とか順番等はあるんですが，データベースがある

ことによって分かってきたというのは皆さんおっしゃっているということになるわ

けですかね。 

事実認定の点での評議については，皆さん難しかったとか，話が進まなかったと

いう感想はないようなんで，うまくいっていたと理解できそうですが，証拠調べと，

検察官の論告，弁護人の弁論を聞いた段階で，争いがある点については自分はこっ

ちだと思うという意見を言えるような状態にはなっておられましたか。事実認定を

する上で，検察官，弁護人に対してでもいいですし，あと裁判官の評議の進め方で

もいいんですけれども，こういう点であったらばもう少し話しやすかったとか，も

っと充実した話になれたというような点で工夫のヒントみたいなものはありません

でしょうか。 

（１番） 

 やっぱりとにかく何でもいいから，何か話してください，何でも結構ですよと言

われると逆に何も話せなくなるような雰囲気になる中で，もし可能であるならば過

去の裁判員の会話のデータみたいなものが，何かデータベースみたいなものがあっ

て，過去の裁判員の方は大ざっぱなこういう事件に対してこういう意見を述べてい

る人が何割ぐらいいて，こういう意見を言っている人がいたよとか，実際に下った

判決に対してのデータベースではなくて，裁判員，素人のそういう意見があったデ

ータベースみたいのがあったら少しは話しやすくなる雰囲気になるかもしれないな

とは。 
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（司会者） 

 今のは量刑の方の話でしょうか。 

（１番） 

 そうですね。 

（６番） 

 ６番です。意見として言わせていただければなんですが，裁判員６人の中に評議

の場で一度も発言をしない方というのがいらっしゃったんです。そういった方に関

しては，裁判官の方から声かけしていただいて，無理無理にでも何か意見を求めて

ほしいなというふうに思いました。 

（４番） 

 ４番です。私たちのメンバーは，裁判長，裁判官の方が上手だったのか，結構漏

れなく意見が出ていました。その持っていき方が，私みたいにすぐ本論から外れる

人がいても上手にそれを聞きながら本論に戻すと，正しいシステムに戻すと，上手

にそれをやっているんで，全員が忌憚なく意見交換できたというのはあります。だ

から，一番感心したのは，これお世辞じゃないですよ。何ももらっているわけじゃ

ないですから。裁判官の方が持っていき方が非常にうまかったなと。企業でもかな

り優秀な管理者になるなという感じがしました。みんなの意見を上手に吸い上げる

というか。 

（司会者） 

 それでは，評議に関して検察官，弁護人の方から何かございますか。よろしいで

すか。陪席裁判官からも何かありますか。 

（裁判官） 

 ちょっと気になったのが，３番さんでしたかね，防犯カメラの映像を法廷で見た

けど，不鮮明でちょっと分かりづらくてというお話をされていたかと思うんですけ

ど，その防犯カメラの映像を例えば評議室に戻って後で見返したりとか，そういう

ことはされたりしましたか。 
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（３番） 

 映像としては見返しはしていないです。提出された画像上で・・・ 

（裁判官） 

 法廷で１回再生したものを。 

（３番） 

 見ただけです。 

（裁判官） 

 振り返りの機会はなくても大体どういう映像だったかというのは皆さん分かって

いて，それを前提にあとは評議が進んだという感じだったんですか。 

（３番） 

 はい。 

（裁判官） 

 今回の皆さんが担当された事件は，どれも一応否認事件ということで，証人の方

もそれなりの数呼ばれていて，中には１日に４人ぐらいの証人を聞いたりされたよ

うな事件もあったかと思うんですけど，どの証人がどういう話をしていたかという

のも皆さん審理が終わった段階で頭には入っていたということなんでしょうか。振

り返りのための時間を取ったりとか，あるいは検察官，弁護人が証人尋問をして，

その後裁判所が補充尋問をする前にちょっと長目にシンキングタイムを取ったりと

か，いろいろ工夫の余地があるのかなと思ってお尋ねしているんですけれども，い

かがですか。証人尋問を詰めない方がいいよとか，あるいは初日からがんがん詰め

て，事案に早く入っていきたいとか，何か御要望があればと思って，教えていただ

きたいんですけれども。 

（４番） 

 私は，段階を追ったのがいいです。ばばばっとやられると。 

（裁判官） 

 分からなくなってしまう，途中でついていけなくなるというか，分かりづらくな
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ってしまうかなというところですか。 

（４番） 

 プレッシャーすごく感じちゃう。 

（裁判官） 

 最初は書証，紙の書面とか，あるいは防犯カメラ映像とか，物とかから事件の概

要をざっくりつかんで，その上で争点について関係ある人の話をだんだん聞いてい

くという方が分かりやすいかなという感じですかね。他の方はいかがですか。 

（１番） 

 とにかく，何度も言うようで申し訳ないですけど，やっぱり慣れていないことの

方がほとんどなので，冒頭陳述にしても，仕事の都合というのが大前提にあるのか

もしれないですけど，半日，今日は午後から来てください，今日は朝１０時から何

時までですというのがあったと思うんですけど，基本的に，人によると思うんです

けど，１回来るとなるとやっぱり仕事もほぼその日は裁判用みたいな感じになりま

すので，なるべく，私の考えですよ，裁判員としては１日長く拘束されるじゃない

ですけども，朝来て冒頭陳述を聞いて，評議室に戻って休憩するというんですかね，

その期間が長ければ長いほど意見を話しやすくなる空気にはなると思います。 

（裁判官） 

 ありがとうございます。 

（司会者） 

 実際の法廷とか評議の話はこの辺でよろしいでしょうか。順番的にはさかのぼる

んですけど，選ばれるまでのところもちょっとお伺いしておこうかと思います。５

番さんの話にもちょうど出ていましたけれども，裁判員の選任は３段階選抜みたい

になっておりまして，実際の事件の前の年の１１月ぐらいにあなたが裁判員の候補

者の名簿に載りましたという通知が行っていると思います。そのときには調査票と

いうのが送られて，都合が悪い月を教えてくださいだとか，裁判員になれない事情

があったら教えてくださいというのが行っていたかと思います。それで，そういう
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のが行った後に，個別の具体的な事件についてあなたが裁判員候補者に選ばれまし

たという通知がまた行って，そのときに質問票が送られて，また同じように裁判員

になれない事情等をお伺いしてと，その回答を得て，法律上裁判員となることがで

きなかったり，どうしても都合が合わない人については来なくて結構ですというこ

とにして，そういう事情が認められない方については選任手続期日に裁判所にお越

しいただいて，そこでまた多少質問をした上で，無作為の抽出をして，６人の裁判

員と，事件ごとに異なりますが，２名程度の補充裁判員を選んでいくという，そう

いう手続になっています。まず，一番最初の通知と調査票について，何か感想はお

ありでしょうか。 

（４番） 

 いいかどうか分かんないですけど，どきっとします。ありゃと思って。素直な感

想です。 

（司会者） 

 選ばれると思いましたか，それともこれは選ばれることがありますというだけな

んで，まあ大丈夫だろうということで。 

（４番） 

 当たらないと思っていました。 

（司会者） 

 やっぱりそうですかね。送られてきて，その次の年から裁判員になる可能性があ

るというのを言われて，何か準備みたいなものってされましたか。 

（３番） 

 冊子が送られてくるのがもう選ばれた後でしたっけ。 

（２番） 

 最初じゃないですか。最高裁から送られてくるのは冊子ですよね，多分。 

（６番） 

 まず，小冊子が多分一番最初に郵送されて，その後段階でＡ４の裁判員制度のナ
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ビゲーションの冊子が送られてきて。 

（司会者） 

 役には立ちましたでしょうか。 

（６番） 

 あの冊子は非常に役に立ちました。結構よく読んだつもりです。 

（司会者） 

 それはありがとうございます。 

（３番） 

 まだあります。 

（１番） 

 持っていますね，確かに。やっぱり貴重な経験ですから。 

（司会者） 

 この点はその程度にして，２段階目の選抜といいますか，事件ごとの呼び出しの

通知と質問票について，これについても何か改善した方がいいとか，そういうのを

感じた点はおありになりますでしょうか。最初の調査票よりこの段階の質問票の方

がより具体的に書くようにはなっていたかと思うんですけれども。 

（２番） 

 ２回目が来たときにもうすっかりやる気になって，やれるんだと思っていました。

ここへ来てまだ選ぶんだというふうに逆に思いました。 

（司会者） 

 ありがとうございます。選ばれてよかったです。では，３段階目の方ですけれど

も，今度は実際に裁判所に来ていただいて，他の候補者の人と同じ部屋に入って，

結構いっぱいいる中で，最初集団の質問がありますよね。あと，必要があれば個別

に聞くこともあるんですけれども，あれはどうでしたでしょうか。今日来ていただ

いた皆さんは，どうしても都合が合わないという事情がなかったから，裁判員にな

られたんだと思うんですけど，仮に都合が悪いときに言える雰囲気だったのかとか，
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そういう観点から見て何か改善の余地というのはありますでしょうか。 

（２番） 

 言いにくい人は個別にお伺いしますと言っていただいたんで，本当に，私の場合

はそうでもないですけど，残虐な事件だったりした場合には，そこの時点で辞退す

る方とかも多分いるんだろうなと思いました。個別に聞いていただけるということ

なので，あれはあれでいいんじゃないですか。 

（司会者） 

 あと，皆様御自身が最後選ばれて選任された後に，実際に職場や家庭に連絡をし

て，何日から何日までは裁判所に行かなきゃいけなくなったということで調整され

たと思うんですけれども，その調整で苦労された点だとか，その苦労をなくすため

にはこんな形で，例えばもう少し前に選任してもらった方がいいとか，何かその点

の御提案があれば。御提案と苦労話でも結構ですので，お話しいただければと思う

んですが。 

（２番） 

 私は仕事しているんですけれども，７日間休みをとるという，休み取りながら，

午前中に終わったら午後からちょっと顔を出すとかしながらやったので，そんなに

苦労しなかったんですけど，実際に来てみると，私もそうですけど，来られる人が

来ているわけじゃないですか。実際に社会で第一線で働いている，例えば部長クラ

スとか，課長クラスとかという，一般企業のその辺の方たちはきっと７日間とか９

日間とか休んで来るって多分すごく難しいですけど，そこの人たちの意見というか，

そういう人たちをここに入れないと意味がないんじゃないかなという気はするんで

すよね。 

（４番） 

 おっしゃるとおりです。 

（２番） 

 難しいとは本当に思うんですけど，そこを何とかするために啓発したりいろいろ
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やっていかなければ，本当の意味での裁判員裁判というのができ上がらないんじゃ

ないかなと。暇じゃないですよ。忙しいんですけど，暇な人が来るんじゃなくてと

いう，ある意味本当に忙しいんだけれども，このために時間を割いて来ようという

ふうにやっぱり思ってもらえるようにできたらいいなと本当に思います。 

（４番） 

 裁判所から直接会社に御協力依頼とか，そういう文書というのは出せないんです

か。 

（司会者） 

 少しやり始めているところもあったりします。あと，裁判員制度が始まる前には，

こちらから出向いて，こういうのが始まりますからお願いしますというのを，個別

の企業や，経済関係の団体に行ってやるというようなことをやっていました。 

（４番） 

 そういう力のある人たちが上の方に行くと，今度また部下が当たったときに，か

なり強力に，お前行ってこいよ，こうだぞと言えるのかなと。冒頭言った１０年間，

意識がちょっと風化しつつ，していないんでしょうけど，しつつあるというのはそ

こら辺を一石投じる部分になるのかなという気はするんです。本当に駄目な企業に

ついてはしようがないですよね。この人が１週間休んだら大変なことになっちゃう

と，それはもう。 

（司会者） 

 なかなか辞退の可否の判断しているときに，忙しい，他に代わってもらえない仕

事であると言われて，そのとおりだなと思って辞退を認めるんですけど，こういう

人ほど来てほしいなと思うことは確かにあるんです。そういう点では，やっぱり一

つはこちらからの広報活動なんだろうと思います。皆様の職場でも呼んでいただけ

ればこちらから出向きますんで，御検討願えればと思います。また，その他に何か

こういう改善をした方がいいとか，あるいはこういうやり方もあるんじゃないかみ

たいな点ありますでしょうか。 
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（２番） 

 １日休むというのが大変だと思うんで，半日，午前だけとか，午後だけとかとい

うふうにすると来やすいんじゃないですかね。やっぱり１日仕事を休むのと半日だ

け休むのとでは全然違うんで。 

（司会者） 

 他の皆さんどうでしょう。半日にしてやる方は，ただ多分回数がふえちゃうと思

うんですけれども，それとも１日にして回数を減らした方がいいかというのは。 

（１番） 

 仕事によりますもんね，そこに関しては。 

（司会者） 

 確かに半日でやるということも場合によっては考えてもいいのかなというような

気もするんですけれども。ちょっと心配するのが，長くなってしまうことによって

来られなくなる人が出るのと同時に，審理内容を忘れてしまわないかなという心配

もあります。そう思って昔はもっと短く，自白事件だったら本当に２日，３日で終

わらせていたのですが，ちょっとそれは詰め込み過ぎだなというんで，今は反省し

て，もう少し時間をかけてやるようにしてきています。そういう延長線上に半日だ

けというのも場合によってはあるのかもしれませんね。 

それでは，あともう一回フリートークじゃありませんが，改めてここの点を付け

加えて言っておきたいというようなことがありましたら，おっしゃってください。 

（１番） 

 もしできるというか，検討してもらえるというのであれば，裁判員が選ばれると

きに，６人なんですかね，分かんないですけど，そのうちの，公表する必要はない

と思うんですけど，半分ぐらいは前回に選ばれたことがある人を強制的に抽選する，

そうすれば，１回経験しているじゃないですけど，慣れみたいのがあって，多少雰

囲気にも慣れていて意見も言いやすくなるかもしれないので，半分は経験した人の

中から無作為に選ぶとかというのもあってもいいんじゃないのかなと思います。 
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（司会者） 

 そうすると，裁判員の人がより意見を言うようになる。 

（１番） 

 そんな気がもしかしたらあるかもしれない。 

（司会者） 

 確かに６人のうち３人がそうやって言えば，残りの３人も言いやすくなるという

のはあるかもしれません。 

（１番） 

 もちろんそれを言う必要はないんですけど，私は前回経験していましただとか，

今回２回目ですというのを公にする必要ないんですけど。 

（司会者） 

 面白いという言い方はちょっと適当ではないかもしれませんが，傾聴すべき話か

と思います。 

（１番） 

 というのも，選ばれたのを，先ほど６番の方がおっしゃっていたみたいに，１人

あまり発言しなかった人がいたというのを伺ったんですけども，仕事で時間を作っ

て，こういう機会をもらって，こういう場に参加させてもらったという以上，やっ

ぱり何かしら言われたことに対して意見を出すというのがすごく今後の自分のため

にもなると言ったら大袈裟なんですけど，貴重な経験になることは間違いないので，

いいと思うんですよね。 

（司会者） 

 皆さんが話に参加しやすいようにということですね。 

（１番） 

 そうですね。 

（司会者） 

 他の皆さんよろしいですか。 
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（３番） 

 先ほど５番さんがおっしゃっていた中にあったと思うんですけど，裁判員に選ば

れて，本当に呼ばれるまでの間に，裁判員というか，裁判の仕組みとはという講義

みたいなものが，紙面では読んではいるんですけど，実際問題のみ込めているかど

うかの確認が欲しかったなというのが正直なところとしてあるんです。審議が進ん

でみて，裁判ってこうやってやるもんなんですよというのを当日その場で言われて

もこちらも心づもりもできないですし，話半分ぐらい進んでからやっと理解しても，

それでは裁判員やっている意味が本当にあるのかなというのも思う節がありました。 

（司会者） 

 ありがとうございます。あとはよろしいでしょうか。 

今日は本当に皆様から貴重な御意見をいただきました。いろいろ裁判員裁判の運

営を考えるヒントをいただいたと思っております。本日は長時間にわたってありが

とうございました。                         以 上 


