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はじめに1
　2016年3月11日に二弁の裁判員センター主催
で会員を対象に、裁判員経験者2名の方から弁
護人の弁護技術について話を聞く弁護研修が
実施されました。前半は経験者のお2人からお
話をお聞きし、後半は会場からの質疑応答の
時間としました。はじめての企画であり、参
加人数は多数とは言えませんでしたが、経験
者2名の率直な意見が語られたほか、参加会員
からも熱心な質問があり、充実した研修でし
た。
　そこで、今回参加されなかった会員の方に
も内容の骨子をお伝えして弁護技術の参考に
していただき、今後の同種の研修の意義もお
伝えしたく、司会を担当した私から研修報告
を行います。

研修の内容について2
1   2名の裁判員経験者と事件の紹介
裁判員経験者の1人目は高橋さん

　高橋さんが担当した強盗致傷（事後強盗）
の事案の概要は、
　 被告人はホームレスであり、スーパー入口
前のパンを時々盗んで生活していた。ある
とき、被害者の清掃作業員に見つかり着衣
を掴まれ逃げようとしたが振り解くことが
できず、被害者に頭突きや殴打で30分ほど

暴行したあげく、護身用に持っていたカッ
ターナイフを顔に近づけ「死にたくないだ
ろう、手を離せ」と脅し、被害者が手を離
したので逃走したが、その後自首（出頭）
した。
というものであった。
　審理日数は3日間であった。争点は量刑であ
り、具体的には、粗暴な人の事件なのか、窃
盗で終わるはずが重い結果になってしまった
事件なのかが問題となった。
裁判員経験者の2人目は田中さん

　田中さんが担当した保険金殺人（殺人と詐
欺）の事案は複雑な事件だったが、その中心
事件は殺人であり、概要は、
　 主犯格Xと従犯的な被告人Yの共謀による事
件で、本件の被告人Yが従犯的であることは
検察も認めていた。XとYは新会社を設立し
従業員Vを採用して保険金をかけ、自殺に
見せかけて殺人をし、保険金をXYで折半し
た。殺人の実行をしたのはXであり、話を持
ちかけたのもXである。Yは殺害の道具を用
意して、警察が来たときに遺書を見せて自
殺と説明し、保険金請求もした。一番重大
な殺害行為はXが実行し、話もXが持ちかけ
たのでYは従犯的とされた。Yは捜査に全面
協力し、多数の上申書を提出し、反省の態
度も示していた。なお、主犯格のXはあくま
で自殺で無罪と主張していた。
というものであった。
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　審理日数は7日間だったが、拘束日数は10日
間に及んだ。
　初日に選任手続が行われたが、審理開始し
たのは1週間後であった。本件の被告人Yは公
訴事実は争っておらず、争点は、量刑事情と
して、共犯者間の役割、保険金を折半した点、
および殺人以外の犯罪行為の評価であった。
2   選任後、法廷に入る前の裁判長からの
刑事裁判の基本ルール説明について

　田中さんは、選任の日に刑事裁判の基本ル
ールに関する書面が交付され、1週間後から審
理開始。高橋さんも説明があったと発言。2人
とも、基本ルールについては評議でも裁判長
から重ねて説明があったと回答していた。
3   弁護人の法廷活動で特に良かった点や
気になった点について

高橋さん

イ（良かった点）
　女性弁護人の冒頭陳述で、「被告人は、ホー
ムレスで食べ物に困って窃盗し、掴まれた手
を振り解いて逃げようとしたが振り解けなか
ったために止むを得ず暴行を働いた事件であ
り、根は優しく真面目で決して人を傷つける
ような人ではないことを念頭に審議をお願い
します」と開口一番に説明があったこと。ポ
イントをついており、裁判員とアイコンタク
トもして、熱意があった。
ロ（良かった点）
　男性弁護人が被告人質問において諭す場面
があり意外だったが好印象。被告人質問の後
半で「あなたは人に頭を下げることをしない
人間だ！　ほかのホームレスの人は、コンビ
ニの前を掃除したりして廃棄する弁当を分け
て貰ったりして生きている人もいる。今回の
事件でも見つかった時に、『ごめんなさい、許
してください』と頭を下げていたらこの様な
展開にはならなかったかも知れない」「悪いこ
とをしたら詫びる、頭を下げる、という基本
的なことをしなければいけないということを
反省含め真剣に考えるべきだ」と諭す場面が
あった。本来は弁護して代弁するはずなのに、
敢えて法廷内で一般常識を欠いていたと諭し、
この点を直せば真っ当な人間になれる、刑を

軽くしても更生できるという印象を受けた。
なお余談だが、被告人は諭されて、傍聴席の
被害者に謝りたいと述べて謝罪した。それに
対して被害者が「許します」と発言し、裁判
長があわてて傍聴人は発言しないようにと注
意する一幕があった。
田中さん

イ（良かった点）
　若い女性弁護人が、被告人が罪を認めてい
るせいか、はっきりと明確な言葉で言ってい
る点が好印象であった。書証の朗読も、捜査
に協力する250通もの上申書、被害者の姉宛の
謝罪の手紙を裁判員に目を向けながら訴える
ように朗読し、熱意を感じた。また被害者の
姉（遺族）に対する弁護人の反対尋問で「も
ともと不良だった。ろくな死に方をしないと
思っていた」との供述を引き出したのは得点
だと思った。
ロ（気になった点）
　別の弁護人がマイペースで、たんたんとペ
ーパー 3、4枚を読み上げ説明した点は、熱意
がない印象を受けかねないと感じた。
4   裁判員の補充質問について
高橋さん

　裁判長と事前協議して質問内容を確認しな
がら全員が質問した。被告人の供述が正しい
かどうかの心証を得るため、「カッターナイフ
で『死にたくないだろう』と脅しても、手を
離さなかったらどうするつもりでしたか？」
との補充質問をしたところ、「現場から早く
逃げたい一心で…カッターナイフで顔に傷を
負わせていたかもしれません」「でも手を離し
てくれたので（傷つけなくて）よかったです」
との供述がなされた。さらに、「つまり（手を
離させる）最終手段としてカッターナイフを
出したのですね？本気で刺そうとしたわけで
はないのですね？」との補充質問をしたとこ
ろ、「はい」という供述であった。
田中さん

　事前に裁判官と協議し、裁判員が補充質問
をした。会社設立と従業員採用の理由を質問
した。殺人目的だったのか聞いておきたかっ
た。
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5   特に弁護人の冒頭陳述・弁論の
理解はできたか

高橋さん

　専門用語には注釈もあり内容は理解できた
が、一般的な単語ではないので戸惑いはあっ
た。「粗暴犯ではない」という弁護人の主張を
冒頭陳述で理解することができた。カッター
ナイフを所持していた理由は、「ホームレス狩
り」と称した暴行を受けたことがあり、護身
用として所持していたという理由も理解でき
た。
田中さん

　裁判員として選ばれたばかりで、緊張や動
揺がある中での冒頭陳述であったこともあり、
事案が複雑なため理解するには時間がかかっ
た。
　検察側はキーワードや時系列で理路整然と
していて分かりやすかった。
　弁護側は資料が文章のみで数枚にわたると
いう問題があった。内容の理解はできたが冗
長すぎた。もっとも、情に訴えており、ペー
パーをたんたんと読んでいたときよりも一生
懸命に裁判員の方を見ながら話していた点は
熱意も感じられ、好印象であった。
　なお、2人とも冒頭陳述および弁論の際、弁
護人からメモの配布がされたとのことであっ
た。
6   事案の概要や争点が把握できたのは
いつごろ、どんなときか

高橋さん

　被告人が犯行を認めた「量刑を決める裁判」
だったので初日で把握できた。
田中さん

　毎日午後7時まで事案や争点の議論を行っ
た。事案の概要や争点が把握できたのは審理3
日目で尋問が終わったころであった。
7   被告人質問について
高橋さん

　理解できたし、効果的であった。
田中さん

　素直によどみなく話していた。反対質問に
も、裁判官、裁判員の補充質問にも素直に回
答していたという印象であった。

8   論告・弁論について
高橋さん

　論告は理解できたが、前科3犯で執行猶予中
とはいえ、パンを盗んで逃亡するために暴行
しただけなのに7年の求刑は長すぎると感じ
た。
　弁論の方が人間味を感じた。弁護人の法廷
活動で、打たれ強いから手を離さなかったの
ではないかとの視点から、被害者が警備会社
OBであると指摘した点は十分参考になった。
田中さん

　論告は60分、弁論は30分行われた。論告に
ついては、事案が複雑でありすぐには理解で
きなかった。弁論は情に訴える点で内容の理
解はできた。弁護人の法廷活動で、捜査協力
の250通の上申書と遺族への謝り状は参考にな
った。
9   評議
　2人とも意見は十分言えたし、裁判官と同じ
一票と思えたし、誰でも言える雰囲気になる
よう裁判所が工夫していたと意見が一致した。
高橋さん

　評議に臨むにあたっては、「法廷内での発言
全てを聴き逃さない様にメモをする」という
ことに重点を置いた。逆にいうと検察・弁護
人の身振り・手振りは気にしなかった。
　量刑分布資料については、過去の判例とあ
まりにも乖離しては収拾がつかないと理解は
できた。ただ、本件の事件に即して考えよう
とした。なお審理で、前科3犯がどんな事件か
内容は明らかにされなかったが、粗暴犯の前
科か否かは知りたかった。
田中さん

　評議に参加したときには、白紙の状態で臨
もう、ほかの意見や裁判官の意見も聴こうと
いうことに注意していた。
　量刑分布資料は公平性から必要だが、バラ
ンスは必要だと感じた。量刑評議ではほかの
裁判員の意見やデータ、裁判官の意見を参考
にした。
10   控訴されたかどうか、
裁判所からの連絡はあったか

　2人とも、なかったとのことであった。
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　この点について、田中さんからは教えてほ
しいとの意見が、高橋さんからは、裁判員バ
ッジに刻印されている番号等をパスワードと
して、担当した裁判結果が裁判所のHPで分か
る様になれば便利だと思うとの意見がそれぞ
れ述べられた。
11   死刑求刑事件の場合もまた裁判員になるか
　高橋さんからは、悩ましいが「上訴するこ
とを条件にした死刑判決を出すと思う」とい
う意見とともに、先日、裁判員裁判で下され
た判決で死刑執行されたことに動揺している
との発言があった。
　田中さんからは、プロの裁判官も一緒なの
で心強いが、評議には長い時間をかけさせて
ほしいとの発言がなされた。
12   裁判員裁判の弁護人に裁判員経験者として
望むこと、注文、アドバイス

高橋さん

　期待値も含め、弁護人は検察側より「市民
常識に近い」と思う。裁判員は市民常識・感
情で過去の判例にとらわれず裁判を見る。そ
のため、強姦致死等の女性への犯行は特に、
過去の判例とは乖離した判決になることもあ
るだろう。止むを得ず、死刑判決が出た場合
には、被告人が受け入れるか否かにかかわら
ず上訴して、裁判員の心的負担を和らげてあ
げてほしいと思う。
田中さん

　冒頭陳述は、文章だけでなく、図解されて
いれば分かりやすい。検察官が最初に証拠に
基づいて行うため検察側に印象づけられやす
い。また、文章を単に読み上げるより裁判員
の方に向かって語りかける方が熱意を感じる。
13   会場からの質疑
　最後に質疑応答の時間を設けた。刑事裁判
のルールを書面で渡されたという田中さんに
対する「説明は理解できたか」という質問に
対して、書面のほか、口頭でも裁判長から、
イ）証拠に基づいて判断をすること、ロ）無
罪推定の原則が適用されるので、被告人とは
乱暴でなく普通の言葉遣いをすべきこと、ハ）
徹底的に評議をすべきこと等の説明があり、
よく理解できたとの意見が述べられた。

　また、冒頭陳述や弁論において、弁護人は
メモと言葉のどちらを重視すべきかという点
については、2人とも、話す方が重要であり印
象に残る、目を見るとよい、しかしメモも後
で役立つから簡潔なメモの配布が必要であり、
話を聞くときメモする人もいるからスペース
を空けるとよい、という意見も述べられた。

研修を終えて筆者のコメント3
　事案に即して経験者から弁護技術について
具体的指摘があったのが今回の研修の成果と
思われます。
　裁判員へのアイコンタクトが効果的かにつ
いても、2名の経験者がともに、メモや文章を
単に読み上げるより裁判員に向かって語りか
けることが重要だと強調していたのは参考に
なります。裁判員裁判での効果的な弁護活動
のため、裁判所の量刑評議の基準に合致する
か否かの検討も必要ですが、同時に裁判員に
アピールするための弁護技術も必要なはずで
あり、両者は車の両輪でしょう。裁判員は、
行為責任と同時に、被告人がどんな人間か、
更生できるかにも関心があるので、そこにア
ピールする弁護技術も必要だと思います。そ
の意味で今回の様な裁判員経験者から弁護技
術の話を聞く企画は今後も有益だと思ってい
ます。
　今回の研修が会員の皆様の弁護活動に少し
でも参考になれば幸いです。 
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