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　　　第 3版はしがき

　裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（本書では「裁判員法」と略称）が施
行されて 7年が経過した。裁判員制度の導入は，刑事司法の分野における大き
な制度改革として注目されるとともに，国民に大きな負担を求めることになる
ため，円滑に運用されるか懸念されていたが，施行後の実情をみると，何より
も裁判員等として関与する国民の高い意識と誠実さに支えられ，それに加えて
同制度を運用する法曹三者の努力などもあって，概ね順調に運用され，制度と
して定着しつつあるといえる。制度の開始時期からこれまでの間，犯罪の減少
傾向にある時期と重なったことも幸いであったと思われる。ただ，大きな制度
改革であるから，定着したといえるためには，なお相当の期間を必要とするで
あろうし，それまでの間に生じてくるであろう新たな課題等を克服するために
法曹三者の更なる努力が求められることも明らかである。
　本書第 2版は，裁判員法の施行された時期に上梓したため，制度の目的，制
定の経緯，制度を実施する上で想定される課題などを中心に据えて，各条の解
説をまとめた。その後，同法が施行され，毎年千数百件の裁判員裁判が全国で
実施されて，同法の 3年後見直し条項に従った検討も行われ，平成27年 6 月に
その一部を改正する法律が成立し，同年12月に施行された。そこで，この機会
に，改正された部分の解説を加えるのはもちろん，これまでの運用を踏まえた
実情とそこで明らかになった新たな課題も書き加える一方，想定されていた課
題のうち既に運用として定着したものなどについては記述を削ったり簡略化し
たりするなどして，全面的に改訂することとした。ただ，私自身は，残念なが
ら裁判員裁判を担当する機会のないまま退官したため，第 1審の裁判長として
多くの裁判員裁判を担当した経験のある合田悦三判事と安東章判事に，共同執
筆者として加わってもらうこととした。合田判事は，施行後の見直し検討会と
法制審議会刑事法（裁判員制度関係）部会の各委員として改正の要否等の議論
に加わり，安東判事は，本法制定前に司法制度改革推進本部事務局で本法の立
案作業に関与した経験があり，両名とも，制度の実情はもとより，その目的や
課題に関しても造詣が深い。



ii　　第 3版はしがき

　第 3版の改訂にあたっても，これまで同様，主として初めて裁判員裁判に関
与する法曹を念頭に置いて，制度の目的，趣旨，実情，課題等を記述しており，
それらの人が本制度を理解する助けとなることを期待している。また，改訂作
業の途中で刑訴法等の一部改正法が成立したため（平成28年法律第54号），それ
を踏まえた記述も加えている。章ごとに分担して改訂原稿を書き，その後 3人
で議論したりしながら改訂案をまとめたものであるが，退官した私にとっては
久しぶりに充実した「合議」をすることができた。なお，当然のことながら，
本書における解説等は，裁判所等の有権的な解釈ではなく，個人としての刑事
裁判官（私の場合は元刑事裁判官）の理解をまとめたものにすぎない。また，第
2版までに記述していた本法制定の経緯や課題等の部分の多くは，もちろん第
3版でもそのまま維持されているが，これらの部分のうちには，新たに加わっ
た両判事にも異論がなかったとはいえ，私の個人的感覚がそのまま強く残って
いることが否定できない点が含まれていることも付言しておきたい。
　最後に，今回も改訂作業を支えていただいた弘文堂の清水千香さんに，心よ
り感謝申し上げる次第である。

　　　平成28（2016）年 7月
 執筆者を代表して　　
 池 田　修　
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第 1章

裁判員法制定の経緯と裁判員制度の目的

Ⅰ　制定の経緯

1 　司法制度改革審議会と司法制度改革推進本部における検討

　平成11年 7 月に内閣に設置された司法制度改革審議会は， 2年近くに及び多
数回の審議を経た後の平成13年 6 月，裁判員制度の導入を提言した。すなわち，
同審議会の意見書は，司法制度改革の三本柱の一つとして「国民の司法参加」
を掲げ，その中核としてこの制度を位置付けた。制度導入の意義については，
「一般の国民が，裁判の過程に参加し，裁判内容に国民の健全な社会常識がよ
り反映されるようになることによって，国民の司法に対する理解・支持が深ま
り，司法はより強固な国民的基盤を得ることができるようになる。」と指摘し
た上，刑事訴訟手続において，「広く一般の国民が，裁判官とともに責任を分
担しつつ協働し，裁判内容の決定に主体的，実質的に関与することができる新
たな制度を導入すべきである。」とした

１）
（資料 1参照）。国民の司法参加としては，

昭和 3年から約15年間，重大な刑事事件について陪審制度が実施されたことが
あるが，その後は，検察審査会制度が実施されるにとどまっていた。審議会の
議論の過程では，主に英米法系の国で行われている陪審制度（事実認定は陪審員
のみが行う）や，主に大陸法系の国で行われている参審制度（事実認定も裁判官と
参審員の合議体が行う）も参考にされたが，意見書は，特定の国の制度にとらわ
れない我が国にふさわしい「裁判員制度」の導入を提言した

２）

。

1）　国民の司法参加に関する審議会意見書の趣旨等については，佐藤幸治＝竹下守夫＝井上正仁
『司法制度改革』（有斐閣・2002）332頁以下参照。

2）　審議会において司法参加の問題が取り上げられた経緯については，シンポジウム「裁判員制
度の導入と刑事司法」ジュリ1279号75頁の井上正仁説明参照。
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　この意見書を受けて司法制度改革推進法が成立し，平成13年12月，司法制度
改革の推進に必要な法律案の立案等のため，内閣に司法制度改革推進本部が設
置された。同本部は，裁判員制度の導入と刑事裁判の充実・迅速化のための法
案の立案作業のため，裁判員制度・刑事検討会（以下，単に「検討会」という）を
設置し，学者，実務家，有識者ら11名を構成員として，平成14年 2 月以降，多
数回の会合を開いて論点についての議論・検討を行った。そこでは，最初に制
度設計に関する大きな方向性を議論し（第 1ラウンド），次いで，平成15年 3 月
に事務局から示されたたたき台を素材として制度全般にわたってさらに議論し
（第 2ラウンド），同年10月からは，以上の議論を踏まえてまとめられた座長ペ
ーパー（資料 2の「考えられる裁判員制度の概要について」であり，その説明が資料 3で

ある）を巡って再び主な対立点について議論した。また，その間に，法曹三者
や報道機関関係者らからプレゼンテーションを聞いたほか，数回にわたって広
く国民を対象とした意見募集を行った。それらに加え，政権与党である自民党
と公明党の協議結果を踏まえて，平成16年 1 月，さらに修正された骨格案が公
表され， 3月に法案として提出された

３）

。

2 　本法の成立

　法案は，まず衆議院において審議され，平成16年 4 月23日，裁判員等による
秘密漏示罪に関する部分などが修正された上で可決され，同年 5月21日，参議
院でも可決されて，成立した（平成16年法律第63号）。

3 　法の施行までの経緯

　前記検討会においては，弁論が併合されないまま審判が行われた場合につき，
刑を調整する何らかの制度を設ける必要があると指摘されていたが，法案に盛
り込まれなかったため，その後，法務省において検討が進められた。平成18年
11月，法務大臣が，区分審理制度の新設等を内容とする法整備の要綱につき法
制審議会に諮問したところ，法制審議会は，刑事法（裁判員制度関係）部会での

3）　法案提出までの経緯については，辻裕教「法案提出に至る経緯と法案の概要」ジュリ1268号
49頁，安東章「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の経緯と概要」法律のひろば57巻 9 号
4 頁，上冨敏伸「裁判員制度導入のための法整備」現代刑事法67号34頁参照。
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審議を踏まえ，諮問された要綱を一部修正した内容の法整備を行うのが相当で
ある旨法務大臣に答申した。平成19年 3月，この答申に基づく「裁判員の参加
する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出され，同
年 5月，成立した（平成19年法律第60号）。この改正法により，区分審理制度が創
設された（71条ないし99条）ほか，裁判員裁判の審理における証人尋問等の記録媒
体への記録（65条），公判調書の整理期間の伸長（刑訴法48条 3項）等が定められた。
　他方，最高裁判所は，本法で委任された裁判員の選任手続の具体的手続等に
ついて規則の整備を進め，平成19年 7 月，「裁判員の参加する刑事裁判に関す
る規則」（平成19年規則第 7号）を公布した。次いで，前記改正法によって創設さ
れた区分審理制度の実施等に関する細目等を定めるため，平成20年 5 月，上記
規則を一部改正する規則（平成20年規則第 5号）を公布した。
　また，内閣は，平成20年 1 月，法16条 8 号（辞退事由）の規定する「やむを
得ない事由」につき，「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第 8号
に規定するやむを得ない事由を定める政令」（平成20年政令第 3号）を公布した。

4 　施行後の法改正等

　本法は，平成21年 5 月21日（裁判員候補者名簿の調製等に関する部分については平成
20年 7 月15日）に施行された（平成20年政令第141・142号）。
　本法附則 9条の 3年後見直し条項に従い，法務省に「裁判員制度に関する検
討会」（以下「見直し検討会」という）が設置されて法改正の要否等について広く
検討された結果，平成25年 6 月，「取りまとめ報告書」が公表された（この間に，
最高裁判所においても，有識者懇談会による実施状況の検証・検討等が行われ，平成24年12

月，最高裁判所事務総局から「裁判員裁判実施状況の検証報告書」（以下「検証報告書」と

いう）が公表された）。その後，法制審議会において法改正に向けた検討作業が
行われ，その答申に基づく「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を
改正する法律案」が平成26年10月に提出された。同法案は一旦廃案となったが，
平成27年 3 月に再度提出され，同年 6月，成立した（平成27年法律第37号）。この
改正法により，長期間の審判を要する事件等を対象事件から除外し（ 3条の 2），
重大な災害に関し裁判員となることへの辞退事由を追加し（16条 8 号），非常災
害時における裁判員候補者等の呼出しをしない措置を設け（27条の 2），裁判員


