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8 人証調べについて

（1）主尋問の準備のあり方
　人証調べが重要であることは既に申し上げ
ました。やはり、人証調べの成功の鍵は準備
にあるのではないかなと思います。たまに主
尋問で、代理人の問いと当事者や証人の答え
がかみ合わないこともあります。おそらくこ
れは、準備不足が原因だろうと思います。
　反対に、尋問の内容から、完璧なリハーサ
ルを経ているなと感じ取れる証人もありまし
た。よくあるのは、銀行など、金融機関の証
人や、警察官などの公務員の証人です。こう
いう方々は、質問に対して非常にすらすらと
整った内容を答えるので、おそらく完璧に記
憶してこられているように思います。裁判官
としては、あまりにも完璧すぎると、逆に、
本当に記憶に沿った答えをしているのかなと
感じられることも時々ありました。
　私の弁護士時代には、当然リハーサルを行
っていました。1回目のリハーサルでは大まか
な尋問事項をつくって、人証の対象になる証
人や当事者を呼んで、どういう答えをするの
かをまずチェックした上で、立証趣旨に添っ
た答えを引き出せるような質問の仕方をつく
っていきます。2回目のリハーサルでは、前回
調整した質問を実際にぶつけてどういう答え
方をするか聞いてみて、その答えではちょっ
とまずいかなというときには微調整を行い、
必要に応じて、2回目までのテストの結果も踏
まえて、さらに微調整をして最終リハーサル
をするというようなことをやっていました。
　それでも法廷では、緊張のあまり流れに乗
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れない証人や当事者もいました。リハーサル
の段階で質問に対する答えを渡して、代理人
が完璧にやろうとしても必ずしもそのとおり
にはいかないというケースもあるのです。私
は、証人や当事者の答えぶりが不自然なもの
とならないよう考えて、そこまではしていま
せんでした。
　完璧に答えてくれれば、狙いどおりの答え
が引き出せることになるものの、先述のとお
り、不自然さを感じさせる尋問になるという
デメリットがあります。これはなかなか難し
い問題で、代理人の皆さんはいろいろと工夫
は凝らしておられるところかと思います。主
尋問の準備はいろいろと注意しなければいけ
ないことがあるんだなと今でも感じていると
ころです。
（2）反対尋問の準備
　反対尋問は私の弁護士時代も含めてさほど
の成功体験はないわけですが、ただやはり準
備が大切なのではないかと思います。先述し
た裁判官として尋問に臨むときにした準備を、
代理人の皆さんもしていただいたらいいので
はないかと思いますね。
　陳述書をよく読み込んで、客観的な証拠な
ど動かし難い事実との整合性のチェックをす
るとか、ストーリーとしての不自然さがない
かなどをチェックしていただくとよいかと思
います。
　あと、裁判官として、事件によっては書証
時系列をつくっていました。これは、甲号証
も乙号証も全部一緒にして時系列で並べてい
くのです。時系列の中に、各書証がどのよう
に位置付けられているかを並べて書いていく
と、意外に事実の流れが頭の中に入ってきて、
どうもこの書証とこの書証の関係がよく分か
らないとか、普通はこうなるはずなのに何で
こういう書証があるのかとか、そういうこと
がおのずと浮かび上がってくる。
　それを頭に入れた上で反対尋問に臨まれる
と、突っ込みどころもおのずと出てくるわけ
です。あるいは、反対尋問をした相手が、こ
ちらが全く想定していないようなことをしゃ
べり始めたというようなときにも、書証時系

列が手元にあると、今しゃべっていることと
書証との関係がどうなっているかとかいうの
がパッとビジュアルに分かるということもあ
ります。このように、書証時系列は非常に有
効ではないかなと思っておりました。
（3）裁判官の立場から見た「困る尋問」の例
　尋問の仕方について、裁判官から見て困る
尋問の例をいくつか申し上げておきます。1つ
は、尋問時間を守らない尋問です。例えば、
主尋問の時間を30分とあらかじめ決めていま
すよね。そう決めているにもかかわらず、20
分を過ぎてもまだずっと周辺部分を話してい
て、中心的な争点にいつまでたっても入らな
い。裁判官としては、介入して、あと10分し
かないんですよと言おうか言うまいか非常に
迷います。
　残りの10分でポイントをきちんと尋問して
くれればいいんですけど、とうとう最後まで
中心的争点に入らないということになると、
今度は、真に聞きたいことが出ていないのに
30分たったからやめてくださいと言っていい
のかどうか。裁判官によってやり方はそれぞ
れだと思うのですけれども、私はもう時間が
過ぎていますと言った上で、中心的な争点に
ついてあと5分でまとめて聞いてくださいと言
ったこともありました。
　それから、もう1つ困る尋問は、反対尋問で
口調が非常に威圧的な尋問ですね。証人を勢
いだけでやっつけようというような尋問。例
えば、書証を示すわけでもないのに証人の横
にわざわざ近づいていって、上から質問を浴
びせかける。証人は座っていますので、代理
人は立って上から質問を浴びせかけるみたい
なことをする。これはやっぱりまずいのでは
ないかなと思っていました。実際、相手方代
理人から異議が出たケースもありました。
　あとは、早口な尋問や、小声で聞き取りづ
らい尋問、これも困りましたね。
　それから、録音反訳でテープを取ったり、
速記官が入ったりしているときに、私は必ず
尋問の前に証人や当事者に、「問いと答えはか
ぶせないでください。必ず質問が終わってか
ら答えをするようにしてください。」という注

講演録：弁護士任官者から見た民事弁護

D13908_10-17.indd   11D13908_10-17.indd   11 18/02/07   16:1518/02/07   16:15



NIBEN Frontier●2018年3月号12

意をしていたのですが、代理人がこれを破る
ケースがあるんですね。
　証人や当事者の答えが終わっていないのに、
さらにまた質問をかぶせてくる。これもやっ
ぱり裁判所から見ると、何だこれは、という
感じになるわけです。その辺はぜひ注意して
いただけないかなと思います。
　あと、尋問の内容について、どういう前提
で質問しているのか不明確な場合が時々あり
ました。例えば証人があることを言いました、
という証言をした場合、いつ、どこで、どう
いう場面で、誰に対して言ったのか。証言か
らおのずと明らかである場合もあれば、必ず
しもそうでない場合もあるんですね。一種、
誤導だと思うのですが、こっちの場面で言っ
ていたことをあっちの場面で言っていたよう
に尋問をするようなケースがありました。
　これは、尋問をする方が不注意な場合もあ
るでしょうけれども、故意に誤解を招くこと
を意図して、前提を明確にせずに聞いてくる
場合もあります。そういう場合、相手方代理
人から異議が出る場合もありますし、裁判所
が最終的に補充して聞くこともあります。尋
問をする際には、どういう前提で答えてもら
おうと思っているのかを明らかにして質問を
していただけると、後で混乱を招かないので
はないかなと思います。

9 和解について

　和解について、裁判官としてよく感じてい
たことなのですが、最近、依頼者との関係で
非常に淡泊な代理人が増えているという印象
があります。和解について話をしていても、
当事者を説得しようとしない代理人が結構増
えてきていますよね。
　私は弁護士の経験がありましたので、説得
がいかに困難なのかは分かっているつもりで
いたのですが、裁判の現状についてきちんと
当事者に説明しているのかどうか、そういう
ことすら疑わしいケースもありまして、和解
するなら裁判官から話をして説得してくださ

いみたいなことを言ってくる代理人もいるん
です。
　あまり和解を説得しすぎると、依頼者との
関係が悪化してくるケースもあるので、どの
程度説得するのかについては、当事者代理人
の側の実情も十分に理解しているつもりでは
いるのですけれども、依頼者の真の利益を実
現するという立場でいくと、100か0かという
よりも、50で収めて紛争を早期に解決するメ
リットを伝えていただくということも、場合
によっては必要なことなのではないかなと思
います。

10 控訴審における弁護活動
　最後に、控訴審における弁護活動です。私
の最後の勤務地は東京高裁でした。その前は
仙台高裁で、いずれも控訴審の裁判長を経験
しましたので、控訴審における弁護活動につ
いても簡単に触れてみたいと思います。
（1）最近の控訴審の実情－1回結審の問題
　ご承知のとおり、現在の控訴審の審理の通
例は、1回の期日で結審するのが原則です。
　これは地裁において適切な争点整理が行わ
れて、必要な証拠調べが行われていることが
前提になっていると思うんですね。そういう
前提の下では、地裁の審理の結果に基づいて
高裁としての判断を下せばいいので、必然的
に1回で結審をすることになるわけで、ある意
味、理想なのではないかなと思います。
　ただ、地裁で必ずしもそうなっているケー
スばかりではないというのは、冒頭に申し上
げたとおりでして、もし地裁でそういう審理
がされていないというときには、前提条件が
満たされていないので、1回で結審をすること
はできないことになります。
　私が高裁の裁判長をしているときには、1回
結審を自己目的化して、何が何でも1回結審
をするという姿勢では臨んでいませんでした。
ですから、地裁の争点整理や審理が不十分な
場合には、もう一度高裁できちんと争点整理
をするとか、必要があれば人証調べをすると

D13908_10-17.indd   12D13908_10-17.indd   12 18/02/07   16:1518/02/07   16:15



NIBEN Frontier●2018年3月号 13

かいうようなことはやっていました。
（2）控訴理由書の提出期限について
　そういうケースと違って困るのは、代理人
の活動のために1回結審ができなくなってしま
うケースですね。端的に申し上げますと、控
訴理由書が期限までに提出されない。そうな
ると、相手方の方も準備があるので、1回結審
はできなくなってしまうことになりがちです。
　ただ、控訴理由書の内容が、原判決の批判
はしているのだけれども、その内容を見ると
原判決の結論はひっくり返りそうもないなと
思える場合には、反論を記載した答弁書は弁
論終結後に参考書面として提出していただい
て結構ですからと言って、1回結審にしたこと
もありました。しかし、一応の反論を求めな
ければいけないという控訴理由書が出たとき
には、やむを得ずもう1回期日を指定して、被
控訴人代理人に反論を求めることにならざる
を得ないわけです。
　こういった事態は、決して好ましいとは考
えておりませんでした。裁判所の心証として
は、控訴理由書が提出期限までに出てこない
のは、書くのに相当苦労しているのではない
かな、などといった印象を持つことにもなり
ます。依頼者との関係その他諸々の事情があ
って、提出期限までにどうしても出せないこ
とがあることは理解はしているつもりなんで
すけれども、できれば提出期限はきちっと守
っていただいた方がいいんじゃないかなと思
います。
　なお、例えば控訴審から代理人に付いたと
いう事情があって、しかも事件の内容が複雑
で検討を要するというような場合には、提出
期限の延長を認めないわけではありませんの
で、率直に裁判所におっしゃっていただきた
いと思います。
（3）  時機に後れた攻撃防御方法の主張への

対応
　あと、控訴審で新たな主張や証拠が提出さ
れると、相手方から時機に後れた攻撃防御方
法であるという主張が出てきます。これは非
常にたくさん経験しました。この主張につい
ては、新たな証拠調べのための期日を重ねな

ければならないというような場合には、時機
に後れたものと言えるかどうか検討せざるを
得ないということになるのですけれども、書
証の取調べであれば、第1回期日で調べれば終
わってしまうので、訴訟の遅延を招くもので
はないということで、いちいち時機に後れた
ということで却下することはありませんでし
た。
　人証の申し出については、証拠調べの必要
性の観点から考えていました。真に取調べが
必要な人証であれば採用方向で考えますし、
必要性なしということであれば不採用として
いました。これも必要性の観点から判断すれ
ばいいので、あえて時機に後れたということ
で却下した経験はほとんどありません。要は、
真に必要な人証調べについて、いたずらに制
限をしたりはしていないということです。
（4）1審判決の重要性
　控訴審の裁判長として事件記録を検討する
際、まず最初に目を通すのは1審判決です。1
審判決を通読した上で、判決の内容、それか
ら事実認定の仕方、法律論、こういったとこ
ろにおかしな点がないかどうかをまずチェッ
クしていました。
　ここで判決を通読すると、記録全体を読ま
なくても、何かちょっと怪しげな事件だなと
いうのはおのずと浮かび上がってくるんです
よね。そういった事件で裁判所の問題意識に
はまった控訴理由書が出てくると、心証はか
なり控訴人側に傾くということになりますの
で、控訴理由書の作成にあたっては、まずは1
審判決をきちんと読み込んでいただきたい。
　それ自体におかしなところがないか、その
弱点を徹底的に分析するということをお勧め
したいと思います。
（5）1審の審理の経過についての情報提供
　また、控訴審での和解をお考えの場合、1審
での和解経過は控訴審に上がってくる記録の
中にはあまり書かれていないことが多いです。
　ですから、裁判所から期日指定の際にお送
りする照会書の中に1審での和解経過を書く欄
があるかと思うのですが、もし控訴審での和
解をお考えの場合には、1審での和解経過を具
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体的に書いていただくと、裁判所としては非
常に参考になりますし、また、控訴審として
どういう和解を進めるべきかということを事
前に考える材料になりますので、ここはぜひ
重視していただければと思います。
　また、とても書ききれないようなこみ入っ
た話がある場合には、その事件の主任の陪席
裁判官が必ず1人おりますので、まずは書記官
を通じて主任の陪席裁判官に電話するなりし
て、和解について話をしたいと言っていただ
くとよろしいのではないかなと思います。そ
れを拒む陪席裁判官はほとんどいないと思い
ます。

11 終わりに
　今日申し上げた話は、極めて実務的な話と
いいますか、あまり理論的な体系や民事裁判
の本質に触れるような話じゃなくて大変恐縮
でしたが、裁判官と弁護士を両方経験した立
場からお伝えしたいと思ったことをお話しさ
せていただきました。
　また、ご質問のある方は、ぜひご質問をし
ていただきたいと思います。取りあえず私の
話はこれで終えさせていただきます。

12 質疑応答
Ｑ1

①陳述書の添付書面
Q 　陳述書についてお聞きします。私が
先日担当した事件で、証拠としてコンピュー
ターのデータが問題になる事件だったんです
けど、陳述書に、コンピューターの画面に映
した画面を切り取ってプリントアウトしたも
のも付けて提出しました。このように、陳述
書にいろいろな書面を添付することも考えら
れると思うのですが、具体的に裁判官の立場
からしたら、どういった書面が付いていれば
よいでしょうか。

水 野 　コンピューターの事件のお話が出た
のですが、私が最も苦手にする事件の一つで
した。私は理系じゃないものですから、コン
ピューターのソフトの仕組みなどを聞かされ
ても、分かったつもりにはなっても本当には
全然分かってなかったんだろうなと思った次
第で、コンピューターの事件が来るとまずぞ
っとしたりしていました。そういった裁判官
も中にはいるということも踏まえると、でき
る限り分かりやすくビジュアルに書いていた
だくと大変助かるなと思います。
　ですから、実際の画面がこうなるとかいう
ようなことは、私のような人間から見れば、
まず画面を見ないと何も分からないので非常
に助かると思います。そういう意味で、今言
われた書面が添付された陳述書は非常によか
ったのではないかなと思いますね。
　ほかにどういうものを付けるかというのは、
準備書面のところで申し上げたように、例え
ば当事者の相関図であるとか、あるいは複雑
な取引であればこういう流れで取引がされて
いくとか、そういうことを準備書面段階で付
けていただくことになるのかなと思いますが、
さらに陳述書の内容をより分かりやすく解説
するという観点から、重複を恐れずに付けて
いただくというのも当然ありなのかなと思い
ます。
②和解条項の提示について
Q 　もう1点、和解について、訴訟上の和
解をする際、代理人がつくった和解条項を提
出しても、後から書記官からいろいろ修正を
加えられることがあります。その場合、初め
から例えば、ある程度裁判所の方に案を出し
て、裁判所から提示してもらう方がいいのか
なという気もしますが、その点についてはい
かがお考えでしょうか。
水 野 　和解条項は代理人が付いていらっし
ゃる事件の場合には、原則として代理人の方
から提出していただくケースが多かったと記
憶しています。やっぱり、当事者側が、和解
によって何を得たいのか、どこを譲るのか、
この和解が終わったらどうしたいのかという
ようなことを一番分かっていらっしゃるはず
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です。裁判所は、そこが実はよく分かってい
ないわけなんですよね。
　当然、裁判所も当事者のお話を聞いた上で、
「そういうお話であればこういうまとめ方もあ
るんじゃないか」という提案はさせていただ
くのですが、和解条項にまで踏み入って裁判
所がやるということになると、万が一、後で
当事者が和解条項にクレームを付けて、こん
な和解条項はおかしいじゃないかというよう
なことになった場合、裁判所が主導して作っ
たということになると裁判所としては非常に
まずい立場になるので、当事者側にまずは第1
案を作っていただいていました。
　もちろん、和解条項の内容それ自体が、例
えば債務名義としてどういう働き方をするの
かとか、期限の利益喪失の条項としてこうい
う条項だとこういう場合も想定されるだとか、
そういうことを裁判所から申し上げることは
ありますが、細かいニュアンス的なことも含
めて、やっぱり当事者側がイニシアチブを取
って和解条項を作っていただいた方がいいの
ではないかなというのが私の考えです。
Q 　その点なんですが、私が去年担当し
た事件で、ある程度当事者間でやりとりがで
きていて、この和解条項をのみますと相手方
の先生がおっしゃったので、裁判所にはこち
らから提示しますということで提示したんで
す。ただ、書記官の方で、技術的な問題でど
うかという話になったので、結局裁判所の方
から提示していただき、まとまりをつけたこ
とがございました。当事者間で内容を煮詰め
た上で、あとは和解条項の技術的なことが問
題になり得るので、その点については裁判所
の方からご提示いただけないかという話をす
るのはよいのでしょうか。
水 野 　そういう話であれば、別に構わない
のではないでしょうか。先ほど申し上げたよ
うに、債務名義としてちゃんと機能するのか
どうかは、和解条項の作り方1つでいろいろ変
わってくることもあるので、そういった技術
的な問題については裁判官なり書記官の方か
らアドバイスをして、最終的にいいものに仕
上げていくのはありだと思います。

Ｑ2

①裁判官の異動の際の引継ぎ
Q 　裁判官の異動がありまして、前任者
の手控えや合議メモが引き継がれているかと
思います。代理人としては裁判官が代わって
その風向きが結構大きく変わって驚くことも
経験するところですが、後任に就かれて引き
継がれた場合、前任者の検討結果はどの程度
参考にされているんでしょうか。
水 野 　実は、前任者の手控えは、裁判官に
よって様々なんですよね。ちゃんと残してい
かれる裁判官もいれば、全然残していかれな
い裁判官もいらっしゃる。後者の場合には前
任者がどういう心証を持っていたのかなどに
ついて、全く引き継がれません。
　仮に手控えが残っていれば、そこに何か書
き込みがあれば、ああ、前任者はこう考えて
いたのかと分かるのですけれども、ただ記録
を実際に読んでみるとちょっと違う印象を持
つということはあり得ます。したがって、裁
判官の交代によって風向きが変わるというこ
とは、今申し上げたような様々な要因から実
際にあるのではないかなとは思っています。
②控訴審からの事件受任
Q 　次に、1審で敗訴していて、控訴審か
ら初めて受任をした場合に、裁判官から見て
控訴審で代理人が全取っ換えになっていて、
主張の内容が結構大きく変わっているという
ことは、時機が後れているなどの判断に多少
なりとも影響するものでしょうか。
水 野 　その辺は一概には言えず、内容次第
です。ただ、記録の内容から見て当然こうい
う観点というのはあり得るはずなのに、1審で
全くその点が検討されていないといったこと
を、代理人が交代されて鋭く突いてきている
場合には、それを無視して終結してしまえば、
裁判所としては、仮に最高裁の方にいったと
きに釈明義務違反や審理不尽ということにな
りかねません。
　したがって、検討すべき点が出てきている
のであれば、いくら代理人が交代していよう
が何をしようが、やはり、きちんと審理をし
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なければいけないと思っています。一概に、
代理人が交代したからとか、控訴審になって
全く主張が変わったといったことだけで決ま
るものではないと思います。
③電話による弁論準備
Q 　それから、遠方の裁判所の事件で電
話による弁論準備を使う場合、期日を5回、6
回と重ねたとき、代理人が1回も出てこないこ
とは、裁判官にどういう印象を与えるのでし
ょうか。
水 野 　顔を出さないこと自体をもって、何
か不利に扱うとか心証が悪くなるということ
はおそらくないのではないかなと思います。

Ｑ3

①証拠説明書の立証趣旨に対する認否
Q 　相手方が出した証拠説明書に書かれ
ている立証趣旨に対する認否を、準備書面の
中で個別にすべきでしょうか。
水 野 　書証の成立についての認否ではなく、
相手方代理人が立証趣旨として述べているこ
とが必ずしも当たっていない、この書証から
何でこういうことが立証できるんだという指
摘をしたいということかと思います。
　形式は決まっていませんが、準備書面で指
摘することになるかと思います。その書証の
証拠価値や、事実との関連性など、ぜひ意見
を述べていただきたいと思います。
②地裁の裁判官は上訴審を気にするか
Q 　1審の裁判官は、自分の書いた判決が
高裁で覆ることを気にするものでしょうか。
水 野 　最近の裁判所では、地裁の裁判官は、
自分の事件が高裁に上がったときには、高裁
でその事件が終わって判決が確定したとき、
あるいは最高裁までいって判決が確定したと
きに、地裁に戻った記録をちゃんとチェック
しなさいと言われています。私自身も、戻っ
た記録の控訴理由書を必ずチェックしていま
した。自分の書いた判決が、当事者代理人の
側からどういう点を批判されたのかというの
をまず見ました。こう書くとこういう批判を
されるのかということがよく分かるわけでし

て、これは参考になります。
　それからその次は、仮に判決で控訴審が終
わっていた場合は、その控訴審の判決をよく
見ます。これは、地裁の判決が、大なり小な
り直されていることが多いわけですよね。ど
ういう点をどう直されたのか、そこをチェッ
クしました。それから、仮に和解で終わって
いるような場合、これも参考になります。和
解の内容が、ほぼ地裁の判決に沿った和解に
なっているケースもあれば、地裁の判決とは
全然違う方向で和解がされているというケー
スもあるわけです。
　もちろん、そういう和解が成立したことに
ついては様々な要因があるわけで、地裁の裁
判官の判断が間違っていたからこういう和解
になったとは必ずしも言えないのですが、そ
れでもやっぱり事件が最終的にどう終わった
のかということを地裁の裁判官が見ると非常
に参考になるので、そういったことも含めて
控訴審に上がるということを決して恐れては
いけない。控訴審に上がれば自分の書いた判
決がどのように人から批判されてどうチェッ
クされたのかというのがよく分かるので、そ
れは自分の成長にとって欠かせないことだと
私は思っていましたし、最近の地裁ではそう
いうことが推奨されているのではないかなと
思います。
Q 　裁判官の自分のキャリアの観点から
見て、高裁で判決がひっくり返ることを気に
される方はどれぐらいいるものでしょうか。
水 野 　これも人によって様々です。ただ、
人事評価という観点から言えば、別にひっく
り返されたそのこと自体の問題ではなく、ひ
っくり返され方の問題だと思います。冒頭で
申し上げたような検討が不十分な判決が、あ
る特定の裁判官から相次いで出されてくる。
これは高裁にいるとある程度分かるんですよ
ね。そうなると、これは人事評価の上で問題
になり得ると思います。
　他方、法律論で言えば、地裁の判決はA説
を採ったのに高裁がB説を採ったというそのこ
と自体で問題になるということはあまりない
のではないかなと思います。その結論に至る
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刑事贖罪寄付・篤志家寄付は第二東京弁護士会へ

～刑事贖罪寄付等は二弁へ～

　「東京三会は、日弁連と共同して、法律援助事業を実施しています。法律援助事業
は、市民の方への法的サービスを目的として、人権救済の観点から、犯罪被害者、難
民、子ども等、弁護士による法律援助を必要とされる方々のために行っております。」

　当会会員の紹介による刑事贖罪寄付や篤志家寄付もまた、日弁連と当会とが共同し
て受け入れております。弁護士会館9階の第二東京弁護士会事務局人権課（TEL：03-
3581-2257）にて手続をお願いします。日弁連と当会連名の、寄付を受けた証明書を
発行いたします。なお、振込による入金も可能ですので、お問い合わせください。

お問い合わせ先：事務局人権課（TEL：03-3581-2257）

理由がしっかりと書かれていれば、判決がひ
っくり返されること自体が人事評価でマイナ
スになるということはないと思います。

Ｑ4

①証拠調べを行わない者の陳述書の意義
Q 　陳述書について、通常、人証が決ま
った時点で陳述書を提出することになると思
うのですが、その前から関係者の陳述書を出
される場合があって、結果的に、その人の証
拠調べを行わない場合があります。そのよう
な、証人尋問を経ない陳述書は、裁判所にと
ってどのような意義があるのでしょうか。
水 野 　裁判官によって様々だと思うのです
けれども、私は人証調べに誰を採用するかと
いうことを決める前に、必ず陳述書を出して
もらうようにしていました。
　なぜなら、結局、この証人は実際に法廷に
呼んで聞いてみるに値するような内容の証言
をする人なのかどうか、それから実際に聞く
とすればどのぐらいの時間が必要なのだろう
か、という目星を付けるためには、やはり陳
述書は非常に重要な参考資料と考えていたの

で、人証申請のあった方については、まず陳
述書を出してくださいというやり方をしてい
ました。
　そうなると、実際には採用されない方の陳
述書も残る形になります。これをどの程度重
視するかというと、法廷に呼んで聞くまでの
こともないなという内容の陳述書ということ
になると、おそらくその事件の帰結を決める
にあたって重要とまでは言えないような内容
ということになるので、反対尋問をしてもら
うまでもないということになるわけです。
　そうすると、おのずとその事件の結論を導
くにあたっての重要性は、それほどでもない
ということになるわけなので、あまり神経質
になる必要はないのではないかと思います。
Q 　人証申請の前に、代理人が自主的に
出している関係者の陳述書についても、同様
に考えてよいでしょうか。
水 野 　仮に、その人が最終的に法廷に呼ば
れないで終わるような場合には、裁判官はそ
の陳述書を、判断の基礎には据えるものの、
事件の帰結それ自体には大きく影響しないと
考えているんだなと見ていただいてもいいの
ではないかなと思います。 
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