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ゴーン事件の概要

• 2018年11月19日、東京地検特捜部は、日産自動車のカルロス・ゴーン会長を逮捕。
逮捕容疑は、2015年3月期までの5年間で、実際の報酬が合計金約99億9800万円
だったのに、有価証券報告書には合計金約49億8700万円だったとの虚偽の記載を
して提出したとする「金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）」。

• 12月10日、虚偽記載で起訴。2018年3月期までの直近3年間の虚偽記載容疑で再逮
捕。

• 12月20日、勾留延長請求の却下。検察側準抗告も棄却。

• 翌21日、特別背任で再逮捕。

容疑１は、2008年、リーマン・ショックの影響でみずからの資産管理会社が新生
銀行と契約して行ったスワップ契約で、18億5000万円の含み損を出したため、担保
の追加を求められ、投資の名義を日産に移し損失を付け替えた。
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ゴーン事件の概要（２）

• 容疑２は、そのスワップ契約の名義をゴーンに戻す際、サウジアラビア人の
知人ハリド・ジュファリの会社が、担保不足を補うための信用保証に協力し
た。2009年から2012年にかけて、日産の「ＣＥＯリザーブ」（ＣＥＯ直轄
の予備費）から1470万ドル（当時約12億8000万円）が支出されたことは信
用保証の見返りで、特別背任に当たる。（サウジルート）

• 12月31日、勾留延長決定。

• 2019年1月8日、勾留理由開示公判。

• 1月11日、金融商品取引法違反（虚偽記載）、会社法違反（特別背任）で追
起訴。

• 当日、保釈請求。請求却下。準抗告棄却。

• 1月18日、再度の保釈請求。22日に却下。

• 2月13日、弁護人辞任。その後、弘中惇一郎弁護士らが弁護人となる。

• 2月28日、3度目の保釈請求。
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ゴーン事件の概要（３）

• 3月5日、保釈決定。保証金10億円。準抗告棄却。

• 3月6日、ゴーンが保釈される。

• 4月4日、オマーンルートの特別背任で4度目の逮捕。容疑は、2017年7月か
ら18年7月までの間、日産の子会社からオマーンの販売代理店に計1000万ド
ル（約5億5500万円）を、自身が実質的に保有するレバノンの投資会社名義
の口座に送金して、自身の利益を図ったとするもの。

• 弁護団は、ゴーンに黙秘を助言し、黙秘が貫かれるが、取り調べは連日行わ
れた。

• 4月11日、妻キャロルの公判前の証人尋問。東京地検は、妻に対し、翌年1月
7日、ゴーン逃亡後に偽証罪で逮捕状を取得。妻は証言後に日本を去り、逮
捕状の執行の見通しはない。
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ゴーン事件の概要（４）

• 勾留満期の4月14日前に延長を請求したが、地裁は8日間を認める。

• 4月22日（勾留延長満期日）にオマーンルートの特別背任で追起訴。

• 同日、保釈請求。

• 4月25日、保釈許可決定（保証金5億円）。

• その後、公判前整理手続きが続く。

• 2019年12月29日、ゴーンはプライベートジェット機で、関西空港から日本
を脱出し、30日にイスタンブールに到着。

• 2020年1月、東京地検、妻キャロルの逮捕状（偽証罪）を取得。
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ゴーンの声明

12月31日の声明

「私は現在レバノンにいます。もうこれ以上、不正な日本の司法制度にとらわ
れることはなくなります。日本の司法制度は、国際法・条約下における自国の
法的義務を著しく無視しており、有罪が前提で、差別が横行し、基本的人権が
否定されています。私は正義から逃げたわけではありません。不正と政治的な
迫害から逃れたのです。」（朝日新聞取材班「ゴーンショック 日産カルロ
ス・ゴーン事件の真相」（幻冬舎、2020年5月15日）352頁）

2020年1月8日 記者会見（ベイルート）では、勾留生活（小さな監房、平日
30分ほど房外へ、シャワー週2回）、取調べ（1日8時間弁護士なしの尋問、あ
なたは有罪だ。白状しなさい」との検察官の言動）、保釈後の妻キャロルとの
接触禁止等の不当性を訴えている（前同354～361頁）
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逃亡の真相は？

• 郷原信郎は、金融商品取引法違反は比較的早期に無罪判決に至り、検察が控
訴しても、決着までにそれほど長い時間はかからなかったであろうとし、ス
ワップ付け替えの特別背任についても、「損失が発生するとの認識」もな
かったとして、無罪となる可能性が高いと述べている。

• 中東ルートの2件についても、証拠は希薄で、「経営判断原則」が適用され
るので、有罪になる可能性は低いとする。

• しかし、中東ルートの2件の裁判は、著しく遅延し、一審だけで、それぞれ2
年程度かかり、控訴審・上告審を含めると、裁判がすべて決着するまで起訴
から10年近くかかるという。

• 「そのような公判の長期化に絶望したゴーン氏は、レバノンへの不法出国を
決意したということだろう」と推測する。（郷原信郎「『深層』カルロス・
ゴーンとの対話」（小学館、2020年4月20日）174、175頁）

7



逃亡の真相は？

• 「逃亡の決定打となったのは長引く裁判手続きだった。日本の司法制度では、
裁判が始まる前に証拠や争点を整理する「公判前整理手続き」といういわば
事前の打ち合わせを重ねることになっている。特に今回のような複雑な事件
では、裁判が始まるまでに、何度も打ち合わせが続く。手続きの中で、検察
による書類の提出が遅れるなどの出来事があるたび、ゴーンの中で『検察は
できる限り、裁判を遅らせようとしているのではないか』との疑念が膨らん
でいったという。あるとき、ゴーンは弁護士に尋ねたという。『いったい、
これはどれくらい時間がかかるのですか。』その答えに、ゴーンは衝撃を受
けたと振り返る。『残念だけれど、5年はかかるかもしれない。』・・・
『迅速な裁判というのは、最も基本的な人権の一つだと言われている。私が
経験したのは、そこからかけ離れていた。』判決までの5年も日本で過ごさ
なければならない。しかも、日本では有罪率は99.4％にのぼる。『すべての
ことが、私が公平に扱われないということを示していた。あと4～5年は普通
の生活を送れないのだと。自ずと、導かれる結論はこうだった。『日本で死
ぬか。出て行くか。』」（朝日・前掲書361、362頁）
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本講演の主題と前提
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• 本講演は、ゴーン事件の当否を論ずるものではない。

• 郷原は、有価証券虚偽記載も各特別背任も法理論的にも、
事実関係においても有罪となる可能性は極めて低いと指摘
している（郷原前掲書106~174頁）。なお、この事件は、
本年9月16日初公判の元代表取締役であるケリー事件で、
司法判断がなされる。

• 当然のことだが、上田は、この分野に詳しいわけでなく、
事実関係も書物の知識に過ぎず、有罪・無罪を論評するも
のではない。また、ゴーン逃亡の当否も論ずるものでもな
い。

• 以下では、なぜ、ゴーンが逃亡したのか、声明に指摘する
日本の刑事司法が、国際的な基準からどう見えるのかを検
討していく。



日本の刑事司法の
歴史的特性

３つの法律の制定の歴史
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刑法 刑事訴訟法 監獄法

1882（明治15）年 刑法施行
1908（明治41）年 改正刑法施
行

1882（明治15）年 治罪法施行
1890（明治23）年 明治刑事訴訟法公布
1922（大正11）年 大正刑事訴訟法公布
（’24年1月1日施行、‘43年停止）
1923（大正12年） 陪審法公布
（‘28年10月1日施行）

1873（明治6）年 監獄則公布
1881（明治14）年 改正監獄則公
布
1889（明治22）年 改正監獄則公
布
1899（明治32）年 改正監獄則公
布
1908（明治41）年 監獄法公布

1947（昭和22）年 刑法改廃 1948（昭和23）年 刑事訴訟法公布

2009（平成21）年5月 裁判員の参加す
る刑事裁判に関する法律施行

2005（平成17）年 刑事収容施設
及び被収容者の処遇に関する法律
公布（翌年5月24日施行）



仏蘭西治罪法典の導入

日本における西洋法制の継受（刑事手続への仏蘭西治罪法の導入）

• 1880（明治13）年、治罪法の制定。明治15年1月1日より施行。

• 日本弁護士沿革史（日弁連、昭和34年）によれば、「この治罪法こそ刑事被
告人に弁護人を付することを認めた、わが国最初の法律であった。・・・治
罪法は、被告人の人権保障にはじめて留意し、裁判所々属弁護人中より弁護
人を選任するのを原則としたが、・・・」（同書39頁）と述べる。

• さらに、立法の背景として、「西南戦役に勝利し、不平士族の反抗を克服し
ながら、近代国家への脱皮の事業が軌道にのり、一方では自由民権運動の展
開、他方では、幕府が締結した不平等条約の改正のため、欧米諸制度の急速
な摂取が要求されたことがあった。そして、この改革は直接的には、法典編
纂の顧問として招聘されたフランスの法学者ボアソナードの努力によるもの
であった。」とする。
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仏蘭西治罪法の成立経緯とその精神

• フランス治罪法の精神を理解するには、フランスの旧制度化の刑事手続と大
革命による変革をたどり、改革の精神がどのように受け継がれ、発展したの
かを確認する必要がある。

• わが国が参考にした1870年代の仏蘭西治罪法は、王政復帰・帝政によりどの
ように変容したか。フランス治罪法のどの部分がどのような意図で、わが国
治罪法からそぎ落とされたのか。その結果、わが国の刑事弁護活動にどのよ
うな制度的な影響をもたらしたか。これらを考察するうえで、極めて重要で
ある。
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フランス治罪法の精神

• フランス治罪法の精神を理解するには、旧制度化の刑事手続と大革命による
変革をたどり、改革の精神がどのように受け継がれ、発展したのかを確認す
る必要がある。

• フランス刑事手続の重要な原理の柱は、大革命以来の陪審制を前提とする当
事者主義である。陪審が両当事者の同僚として両者の言い分を公平かつ十分
に聴いて公正な判定を下す。そのために、➀原告側（警察・検察）の被告に
対する糺問を認めない、②中立公正な第三者機関（予審裁判所や大（起訴）
陪審）が公平に探索し収集した全証拠を両当事者に全面開示する。③その中
から当事者が自由に選んで小（判決）陪審公判に提出し、それをめぐって互
いに自由かつ十分に討論を闘わせ、陪審員が直接その印象に基いて自由に有
罪か無罪かの心証を形成しうるようにする。
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フランス人権宣言と刑事手続（１）

• 人権宣言の基本理念は、一般意思の要請としての万人の自然権の平等保障で
ある。これを核として、人の本来的自由・平等、自由・所有・安全の不可侵、
その法律的保障の平等、他人を害さない限りでの自由の保障が確定した人権
宣言の第1条ないし第6条となる。

• 刑事の人権保障は、実体法につき、犯罪を遡及効のない法律で規定された市
民の自由・所有・安全を害する行為に限定する。刑罰は、犯罪との権衡、残
虐刑等の禁止、死刑の制限、市民平等等に限定される。罪刑法定主義は、宣
言の第4条、第5条、第8条に簡潔にまとめられている。
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フランス人権宣言と刑事手続（２）

• 刑事手続では、手続の法定、各種強制捜査の抑制（拘禁直後の尋問と同僚な
いし陪審員の決定によらない監獄移送の禁止、法律の定めによらない家宅捜
索・文書の検閲、差押の禁止等）、迅速な公開裁判、自白・不利益自認に基
づく有罪判決の禁止、拷問禁止、防御手段の使用自由、弁護人の立会援助と
公費による選任請求権、高額刑事補償、裁判官の独立などの近代的諸原則が
網羅されている。無罪推定と拘束された被告人の尊厳処遇が第9条に、手続
法定原則から、大臣令・国王封印状の廃止に焦点を置いた第7条がある。

澤登佳人「フランス革命と近代刑事法の理念」［柏木千秋先生喜寿記念論文集
「近代刑事法の理念と現実―フランス革命二百年を機に」］（立花書房、平成
3年2月1日）20～22頁
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陪審制の採用とデュポール報告

• デュポール報告は、人権宣言を含む大革命の根本理念から説き起こし、刑事
司法制度と刑事手続の諸原理および具体的諸条項を提案する。「犯罪は市民
の自然権の侵害行為でありかつこれに限られ、刑罰は犯罪を防止するために
必要十分な威嚇力を持つべきであるが、威嚇力は刑罰の重さ・苛酷さよりも
科されることの確実性から生じるから、犯人と犯行を確実に認識して刑法の
定める適正な刑罰を科すことを可能ならしめる制度と手続が必要となる。」
（澤登・前掲書26、27頁）

• デュポールは言う。「枝葉にこだわって陪審制に否定的態度を取ってはなら
ぬ。陪審は、それさえあれば人民が凶暴な専制権力に対してさえ勇敢に立ち
向かうことのできる自由の砦であり、人間を同胞愛のきづなで固く結びつけ
ることにより幸福で善良ならしめんとする憲法および人権宣言の理想の実現
に有効・不可欠の制度であるから、如何なる代価を払ってもこれを手に入れ
なければならない。」と。（澤登・前掲書29頁）
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1791年刑事法典の制定

• デュポールらの報告により採択されたのが、人権宣言の原理を一層具体化し
た1791年刑事法典である。
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フランス革命後の権力の変遷

• 人権宣言と1791年刑事諸法典の理念は、ブルジョア穏健派やその後ナポレオ
ンへの権力の移行により、大きく後退する。さらに、王政復古期の反動が続
く。

• ナポレオンの統治

• 立憲君主政期（1814－1848年）（ルイ18世（ルイ16世の弟））

• 共和政期（1848－1852）（2月革命と第２共和制）

• 帝政期（1852ー1870年）（ナポレオン3世（ナポレオンの甥））

• 共和政期（1870年以降）（普仏戦争の敗北による第３共和政への移行）

パリ・コミューン（1871年3月18日ー5月28日）。労働者による自治政府。
全役職の直接選挙、諸会議決定の公開の自由と平等の原則、汚職の死刑による
制裁等を掲げた。臨時政府はドイツの支援で制圧。第３共和政は1940年まで
続く。
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1791年刑訴法から1808年治罪法へ

• 1791年刑訴法は、数次の改正を経て1808年の治罪法に至る。

• 1795年法は、91年法が捜査・予審記録の利用を禁止・制限したため、被告人
が公判前に記録を見て防御対策を練って公判に臨むことができない反省から、
これらの記録を全面開示し、記録の正確・客観性を確保する手続は証人聴問
方式につき糺問手続に倣う精密な規定を設けた。司法警察官に強力な強制捜
査権（予審権）を与えて刑罰権の暴虐が生じたことの反省から、司法警察官
の予審権を抑制し、1801年法律（革命暦9年雨月7日法）で訴追と予審との機
能分離の理念のもと、治安判事ら司法警察官から予審権と起訴陪審への訴追
権を召し上げ、起訴陪審指導判事に予審権を専属させ、政府委員に訴追権を
専属させた。

以上、澤登・前掲書30、31頁
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陪審制の維持

• 1808年の治罪法典は、現行犯の場合を除き、雨月7日法で、検察官と司法警
察官に残されていた強制捜査権をすべて予審判事（陪審指導判事に改名）の
手中に移した。なお、ナポレオンの権威主義により、被告人が検察官同様請
求や異議申し立てにより予審に影響を与える（予審統制権）を禁じた。

• ナポレオンは、独裁の邪魔になる陪審制の廃止を繰り返し提案したが、コン
セイユ・デタに阻止され、その妥協として、起訴陪審が市民代表の陪審に代
わって法院重罪部に置かれた。

以上、澤登・前掲書31、32頁
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ナポレオン治罪法と防御権

• 「予審対象者に認められる権利保障としては、身柄拘束後24時間以内に尋問
を受ける権利（治罪法典93条）、有罪証拠の収集のために行われる予審対象
者または第三者の住居の捜索に立ち合い、押収物を示される権利（同39条）
の二つであった。」（白取・前掲書196頁）

• 「未決勾留の期間は、軽微事犯を除いて、とくに法律上の制限はなく、予審
判事は、完全な秘密状態で勾留を維持する権限を有していた。予審が継続す
る間中、接見交通は一切認められなかった。」（前同）
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予審での弁護活動の不在

• 予審審理は、「糺問的証拠収集の原則を採用し、予審は秘密、書面主義であ
り、非対審的な手続で行われた。したがって、予審対象者や私訴原告は、証
人への尋問、対質、他の予審行為に立ち会うことは認められていなかった。
当時は非公式にしか弁護人を選任できなかったが、仮に選任できたとしても、
その弁護人も、これらの機会に立ち会うことはできなかった。とりわけ、予
審対象者、私訴原告人らは、（証拠収集のための）予審行為を要求する権利
をもたず、たんに示唆する（職権発動を促す）にとどまっていた。」（白
取・前掲書132、133頁）
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1897年法と防御権

• 同法3条は、第一回出頭の際に予審判事は身元確認を行った後、黙秘権告知の後
でなければ供述を聴取できず、嫌疑の存続するときは弁護人依頼権を告知しなれ
ばならないとする。

• 「予審対象者は、自己の弁護人または正式に呼び出された者の立合いの下で明確
に権利放棄した場合でなければ、身柄拘束中であるか否かを問わず、尋問あるい
は対質されることはない。」（9条2項）

• 弁護人は、予審判事の許可がなければ発言・発問できない（9条3項）。不許可へ
の不服申立てはできない。

• 「弁護人は、少なくとも24時間前に親書で召喚されなければならない」（9条4
項）

• 一件記録を閲覧する権利（証拠開示請求権）は、記録を尋問ないし対質の前日ま
でに（24時間前）弁護人の閲覧しうる状態におかなければならない（9条4項）

以上、白取・前掲書199頁
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1897年法（黙秘権告知義務）

• 「この〔予審の〕最初の出頭時、司法官は予審対象者の身元を確認し、予審
対象者に向けられた犯罪事実を告げ、さらに何らの供述もしない自由を有す
る旨告知したうえで、供述を聴取する」（同3条1項）

• 破毀院は、この規定の有用性を、「誤って嫌疑をもたれ、司法機関と初めて
対面しておびえている予審対象者にとって、告知がしばしば助けになるとい
うだけで、十分ではないか」、「多分、フランスの司法実務の現状において、
予審判事の質問に対して予審対象者が返答を拒むことは、判決裁判所に被告
人に不利益な偏見を生じさせる可能性がある。しかし、第1回出頭時にみら
れる供述の留保が権利行使にすぎないとされていれば、明らかに、そのよう
なことにはならないであろう」と述べる。

以上、白取・前掲書203、204頁
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1897年法（接見交通権）

• 「勾留されている予審対象者は、最初の出頭後直ちにその弁護人と自由に接
見することができる」（同8条）

• 予審判事は、10日間の期間を区切って接見禁止を命じることができるが、
「いかなる場合も、接見の禁止は、予審対象者の弁護人に対しては適用しな
い」（同8条）

• 「1897年法によって承認された、自由に接見できるという絶対的自由は、弁
護人と依頼者との通信の自由を導くことになる。1897年法に先だって、破毀
院はすでに、予審対象者が弁護人に宛てた手紙を到達前に差し押さえてはい
けない、という判断を示していた。この判例は、実質的にみれば1897年法に
よって新たに認知され、これ以降予審対象者が弁護人と通信する自由は、口
頭であれ、文書（郵便等）であれ、疑う余地なく承認されることとなった、
ということができる。」

以上、白取・前掲書201、202頁
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1897年法（証拠開示）

• 証拠の範囲に「法文上の制約はないので、制約も留保もなしにすべての証拠
を弁護人に開示すべきことになろう。最重要秘密とされた警察の情報も、前
科記録ないし犯罪記録簿からの謄本も、例外なく弁護人に開示されなければ
ならない。

• 弁護人は、メモをとることも、読むことも、記録の複写をすることもできる。
複写費用は依頼人の負担になる。

以上、白取・前掲書201頁
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1897年法（弁護人の立会権等）

• 予審対象者の尋問・対質時に弁護人の援助を受ける権利の反面として、弁護
人の立会いなしに、予審対象者を尋問したり証人と対質させてはいけない義
務が同法3条1項、5条、9条2項等から導かれる。ただし、予審対象者が積極
的に供述を望む場合はこれを聴取し、書記官に忠実に記録させるべきだとさ
れる。

• 義務の3つの例外としては、➀証人が瀕死の状態のとき、②証拠の存在がま
さに消滅しようとしているとき、③現行犯現場に赴いたとき、とされる。

以上、白取・前掲書204頁
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1897年法（弁護人に援助してもらう権利の告知）

• 「予審対象者が、自己の権利を行使して供述を拒否した場合で、嫌疑がなお
存続するときは、予審判事は、弁護人に援助してもらう権利の存在を予審対
象者に告知しなければならない。」

• 弁護士または代訴士の中から選ばれる。予審対象者が自ら選ばないか、選ぶ
ことを望まないときは、予審判事が職権で任命する。

• 予審対象者が16歳以下の未成年のときは、本人の請求が無くても、選任を行
う。

以上、白取・前掲書205、206頁
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1897年法の防御権の総括

• 白取は、「この、19世紀の予審改革は、予審判事の権限濫用に対する防御権
の強化による『改革』ということもできよう。防御権は、予審判事の諸々の
訴訟行為に対抗し抑制することにより、予審の対審化、弾劾化を実現させる
ものとして確立された。もっとも、予審の主宰者はやはり予審判事であり、
予審の対審化といっても、検察官、私訴原告の関与を認めていない点では徹
底していない。」と述べる。（白取・前掲書213頁）
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わが国の治罪法

• 「わが国における近代的な法典編纂事業は、・・・幕末期に締結さ
れた不平等条約の改正を実現するために、ともかく形式だけでも法
治国家の体制を整えようという意図から発しており、適用を受ける
国民という視点が希薄であった。法典編纂は、多かれ少なかれ為政
者の意思とその必要性の判断に基づいてなされるものであるとすれ
ば、わが国では意識して国民という視点を避けたとみうる。わが国
のこうした事情は、裁判制度の不備と相まって、法典に対する愛着
や遵法精神を生まれにくくし、将来的に大きな問題を残すことに
なった。」（滝沢正「フランス法」（三省堂、1998年8月10日（第2
刷））84頁）。
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わが国の治罪法

• 違警罪は違警罪裁判所、軽罪は軽罪裁判所、重罪は重罪裁判所が管轄する
（治罪法38条）。

• 違警罪は拘留・科料の刑に（刑法9条）、軽罪は、重禁錮・軽禁錮・罰金の
刑に（同8条）、重罪は、死刑・無期徒刑・有期徒刑・無期流刑・有期流
刑・重懲役・軽懲役・重禁獄・軽禁獄の刑に（同7条）当たる。

• 検察官は、犯罪の捜査が終わったときは、それぞれの管轄裁判所に、重罪事
件は予審判事に予審を求め、軽罪事件はその軽重難易に従い予審を求め、又
は直ちに訴えをなし、違警罪事件は証拠書類に意見を添えて、違警罪裁判所
検察官に送致する（107条）。

• 予審制度の導入
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予審判事の権限

・予審判事は、検察官、民事原告人、被告人の請求又は職権で、事実発見のた
め、必要な証拠徴憑を集取しなければならない。（147条）

• 予審判事が臨検・家宅捜索・物件差押、被告人・証人の訊問をなすときは、
書記が立会い、調書を作成し、両名が署名・捺印しなければならない（148
条）。

32



弁護制度
①裁判所所属代言人中より「弁護人」を選任することを原則とし、裁判所の許可

（允許）を条件に代言人でない者も弁護人となり得た（法２６６条）。

②重罪被告人には弁護人を付けることを強制し、被告人自ら選任しないときは、裁
判長の職権で、所属代言人中より選任した（法３７８条）。

③被告人および代言人より異議の申立のないときは１名の代言人で数名の被告人の
弁護をなすことができた（法３７８条）。

④弁護人の接見交通権、訴訟書類の閲覧謄写権を明示した（法３８２条）。

⑤重罪公判につき、弁護人の最終弁論を認めた。

⑥違警罪公判、軽罪公判では弁論権を認めなかったが、両事件における控訴権、重
罪事件における上告権を認めた。

⑦公判以前における被告人と代言人との接見は、必ず官吏の立会いを必要とし、書
類の授受に対しても必ず検閲を要した（法１４０条）。

⑧予審における弁護人の証人訊問立会権、被告人訊問立会権は規定されておらず、
予審中の訴訟記録閲覧権は、検事に限定されていた（法１１７条）。

⑨弁護人には、証人や被告人に対する直接訊問権を認めていない（法２９１条）。33



仏蘭西治罪法の精神とわが国治罪法の落差

• 法律の主権性と法律への裁判官の服従である。法律の主権性は、裁判官の恣
意に対抗して守られるべき自由の保障である。革命期のすべての権利宣言は、
この思想に充ちているという。フランス治罪法の陪審制度の採用、上級裁判
官の関与、司法官の法規不遵守に対する罰金等の規定もその表れと思われる。

• 国民の自由の保障である陪審制度は、ボアソナード草案でも柱であった。ボ
アソナードは、その趣意を次のように述べる。「最も大きな革新は、重罪の
裁判に陪審を導入することであることは間違いない。これは正に一つの革新
であって、手続の公開よりも大きな革新である。ヨーロッパやアメリカの法
典にみられるこの制度は、日本では時期尚早だと主張する人々もいるが、日
本の法律を諸外国の法律の水準にするためには必要だと思われた。新しい諸
法典が、近い将来、日本に居住する外国人に適用されるべきだという展望を
失ってはならないし、正しい刑事裁判の最善の保障だと考えられる一つの制
度を日本で設置する必要がある。」（中村義孝（訳）「ボアソナード刑事訴
訟法典草案」立命館法学2009年2号（324号）205（517）頁）
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陪審制の不採用（１）

草案の陪審の規定は採用されていない。フランスでは、草案刊行の前年に、説示
が廃止されているが、ボアソナードは、説示を残し、非公開で行わせることとし
た。

陪審員への裁判長の訓辞（草案452条）は、陪審制度の特徴等を訓辞するように
規定し、その文言も予定している。

「法律は、刑事裁判の決定に重要な道徳的な権威を与えるために、人々の敬意に
一層の価値を認め、普通の市民に刑事裁判への協力を求めるのです。従って、被
告人は対等な人々によって裁判され、社会の利益は国家自身の保護に委ねられて
います。」（中村・前掲書326（638）頁）

「陪審員の職務が一つの義務であるとしても、それは正に一つの名誉であります。
陪審員は、人間の自由、しばしばその生命、そして常にその名誉が問題となって
いる訴訟を裁判するために呼び出されたのだからであります。このような刑事裁
判を一時的に委任することは、法律が個人の公正さ、賢明さそして知性に与える
ことができる最も崇高な信頼の証拠です。」（前同）
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陪審制の不採用（２）

• 井上毅（コワシ）は、裁判は衆論で決すべきでなく、一般人は人情に流され
やすく「臣姦網ニ漏ルル」きらいがあり、「我邦人民未タ参政ノ習ニ熟セサ
ル」実情の下では、陪審制は必要的なものではない」と陪審制に反対した。

• 「井上の反対論は、自由民権運動を抑圧しつつ強力な天皇制国家機構をつく
ろうとしていた政治権力中枢層の支持を受け、ついに治罪法草案から陪審制
を削除することに成功する。」（白取・前掲書14、15頁）
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スタートからの国際基準との乖離

• 澤登は次のように総括する。「わが国近代刑訴法の創成は、新古典派の原理
に照らして修正されたナポレオン法典の導入に始まったが、その際陪審制だ
けはスッパリ切り捨て、司法権は完全に天皇の機関たる裁判官が独占した。
参審制により曲がりなりにも国民を司法に参加させて近代司法権の体裁を取
り繕ったドイツの絶対君主制に比べ、わが国のそれが遥かに一層旧体制であ
ることを象徴する出来事である。そして国民主権を標榜する新憲法の下でも、
司法権だけは相変わらず官僚裁判所の独占する所となっている。」（澤登・
前掲書4、5頁）
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背景とその後の展開

• 明治維新の性格（天皇制、有司（藩閥）専制）

• 自由民権運動と治安立法（出版条例（1869（明治２）年5月）、讒謗律・新
聞紙条例（1875（明治8）年6月）、集会条例（1880年4月）等）

• 自由民権運動の激化と挫折

1881（明治14）年5月 秋田事件

1883（明治16）年3月 高田事件

1884（明治17）年9月 加波山事件

1884（同）年11月 秩父事件

1884（同）年12月 飯田事件、名古屋事件

1889（明治22）年2月11日 大日本帝国憲法発布
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明治刑訴法と防御権

・明治２３（１８９０）年１０月公布、１１月施行。

・裁判所構成、管轄、抗告制度等について、１８７７年のドイツ刑訴法が加味
されたが、大勢においては、従来のフランス刑訴法の基礎に立っていた。
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明治刑訴法と防御権

①弁護権は、治罪法とほぼ同様の規定であり、弁護活動は主として公判提起後の公
判廷における弁論に限られ、公判以前の手続においては、捜索等の立会に代人と
して弁護人が立ち会うことが許された。（法１０８条１項）

②弁護人は、「親族故旧」と同等の接見交通権しか与えられなかった（８５条）。

③公判では、重罪事件の必要的弁護、被告人に弁護人がいないときの官選弁護を認
めたが、治罪法で認めていた訴訟準備期間を保障しなかった。

④弁護人には、被告人訊問、証人訊問の直接訊問権は付与されず、判事に対する訊
問請求権のみ認められた。

⑤欠席裁判が認められた。

⑥弁護人の記録閲覧権を公判の通則の部に置いた。

⑦重罪事件における控訴を認めた。

法８５条「勾留ヲ受ケタル被告人ハ官吏ノ立会ニ依リ他人ト接見スルコトヲ得、書
類ハ予審判事又ハ検事ノ検閲ヲ経タル後他人ト之ヲ授受スルコトヲ得」

以上、春日勉「弁護権の歴史的考察―明治・大正期を中心として」（九大法学第77
号）372、373頁

40



フランス1897年法との比較

41

フランス1897年法 明治刑訴法（1890年）

黙秘権告知 予審の最初の出頭時 規定なし

弁護人選任
権

選任権の告知と職権選任 予審手続中に弁護人を付することは認
めらていない。
重罪事件公判での必要的弁護と職権選
任

弁護人の接
見交通

予審の最初の出頭後の自由接見 「親族故旧」と同等の立場。密室監禁
と接見禁止等（弁護人も含む）ができ
る。



フランス1897年法との比較
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フランス1897年法 明治刑訴法（1890年）

証拠開示（予
審段階）

1件記録の予審対象者尋問前の
閲覧・謄写。（その範囲は、警
察情報を含む全ての証拠）
予審に関する全ての決定の通知
を受ける権利。

弁護人不在。被告人にも記録閲覧権な
し。

証拠開示（公
判段階）

訴訟記録の閲覧・抄写（証拠物は公判
廷で見る）

弁護人立会権 予審対象者の尋問・対質時 予審手続中に弁護人を付することは認
められていない。
重罪公判での必要的弁護と職権選任



自由民権家・中江兆民の言葉

• 兆民は、ルソーの「民約論」を訳した民権左派といわれる。君主制原理に反
対であり、主権在民の主唱者である。同人の民約論の訳解によれば、「法律
は衆志によってつくられるべきものであり、一人の意をもって命ずる時は国
法ということはできないとの意見を持っていた。」

• 「『三酔人経綸問答』（明治20年）の中で、民権には二つの種類があり、英
仏の民権のように恢復的民権と、国王などが上から与える恩賜的民権がある
といい、『恢復的の民権は下より進取するが故に、其の分量の多寡は我の随
意に定むる所なり。恩賜的の民権は上より恵与するが故に、其の分量の多寡
は我の得て定むる所に在らざるなり」と述べる。

以上、武田清子「天皇制思想の形成」『岩波講座「日本歴史16近代〔３〕』
285、286頁
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大正刑訴法と防御権等（1922（大正11年）公布）（１）

①予審以降の選任が認められた（法３９条）。

②予審での弁護の権限は、押収・捜索の立会、鑑定、検証、予審判事が召喚し難
いと思料する一部証人訊問の立会に限定され、被告人訊問、一般の証人訊問は
認められなかった（法１５８、１７８、２２７、３０２条）。

③公判以降には、接見及び信書の往復を禁止できないとされた（法４５条）。

④公判以前の接見は、一般人と同様の規定が適用され、予審判事の判断で接見禁
止が自由になされた（法１１１、１１２条）。

⑤予審では、弁護人は必要とする予審処分を予審判事に請求でき、予審に弁護人
が立会うことを得べき予審処分に関する書類及び証拠物の閲覧謄写は、判事の
許可を受けて可能であった（法４４、３０３条）。

⑥弁護人による保釈請求権が認められた（法１１５条）。

⑦公判準備では、取調準備のための公判期日前の裁判所による被告人訊問、証人
訊問に弁護人の立会いを認めたが、要急の場合には、裁判所は弁護人への通知
を免除されるのでその保障は十分でなかった（法３２３、３２６条）。
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大正刑訴法と防御権（２）

⑧公判期日前の押収、捜索、検証、鑑定の立会いは認められなかった。

⑨公判期日前の証拠書類、証拠物の提出権、それを命ずる処分を裁判所に請求
する権利は認められた（３２５条）。

⑩公判以後も弁護人には弁論の事実及び法律適用についての弁論権は認められ
なかった（法３４９条）。

⑪証人及び被告人の訊問には裁判官の許可を必要とした（３３８条）。

⑫必要的弁護・職権弁護は大正５年案と同様。

⑬複雑な証拠調べを公判廷外で行う場合に弁護人の立会いを認めた（３５１
条）。

⑭異議の申立権も検事と同様に認めた（３４８条）。

以上、春日・前掲書396、397頁
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行政検束、違警罪即決例等の濫用

• 杉原泰雄は、刑事手続き条項の憲法解釈にためには、「わが国が、戦前・戦
時を通じて、『人身の自由』等を極度に蹂躙した経験をもっていることも重
視しなければならない」とし、歴史を紹介して「捜査官憲による事実上の強
制処分（『承諾』による同行・勾留・捜索など）、行政検束、違警罪即決例
の濫用等によって、『人身の自由』等の侵害は加重されていた」として、
「この経験からすれば、『人身の自由』等は他国の場合と異なる重要性を認
められなければならないはずである」という。（「『人身の自由』と刑事手
続」法律時報１９７３年２月号８頁）

※行政執行法（明治３３年法８４）による泥酔者等の救護を要する者・暴行闘
争等の公安を害する虞のある者に対する保護検束、危険または公安を害する
おそれのある物件の仮領置、強制的な邸宅立入権、密売淫常習者等の強制診
断、強制入院、伝染病患者の居住制限等の強制的措置を定める（法１～３）。
検束は、翌日の日没に至ることを得ず。仮領置は、30日以内の期間。
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濫用の実態

戦前・戦後の裁判官でもあった青木英五郎は、司法省主催の実務家会同でのある検
事の報告を紹介している。

• 「此の行政検束の方法は検束が日没後に到ることを得ざる為、連日検束を継続す
るには1日に1度はこれを放免するの必要があるのであります。以前はこれを実行
して新しく其の警察署又は他の警察署に検束し之を必要なる限り毎日継続すると
言う遣り方の様でありました。ところが後漸次其手続が簡易化され、其の署内に
おいて放免と称えて一応留置場から出場させ書類上の手続のみを新しくして再び
留置場に入場させると言う方法になり、さらに今日においては一層簡易化されて
放免とも言わず、又留置場から出場さすこともなく其の儘で書類のみを新しく作
成すると言う方法が行われて居る様でありますが、・・・」

• これらの行政検束は、検束総数に対し、平均80％内外であるという。

以上、青木英五郎「刑事裁判の論理」（酒井書店、第3版（1969年3月10日））
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戦時刑事司法の展開

小田中聡樹は、「戦前日本のファシズム期に於ける刑事手続」は、次のような一
連の戦時刑事手続立法にその法的貫徹形態を見出すことができる。」と述べる。

1941年 国防保安法制定、治安維持法改正

1942年 戦時刑事特別法制定、裁判所構成法戦時特例法制定

1943年 戦時刑事特別法改正、陪審法停止、裁判所構成法戦時特例改正

1945年 戦時刑事特別法改正、裁判所構成法戦時特例改正など

小田中聡樹「刑事訴訟法の史的構造」（有斐閣、1986年8月30日）2頁
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戦時刑事司法の展開（２）

さらに続けて、「この一連の立法によって、捜査検察機関に対する強制捜査権
限の付与、弁護権の制限、聴取書への証拠能力の付与、控訴審の廃止、有罪判
決理由の簡易化、陪審法の停止などが行われ、簡易、迅速な刑罰権の実現のた
めの手続法制が確立された。このような刑事手続の構造特色を一言でいえば、
『糺問主義的検察官司法』と表現することができよう。」と述べる（小田中・
前掲書2頁）。
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大正刑訴法から戦時立法の総括（１）

小田中は、次のように総括している。

• 「『糺問主義的検察官司法』、その中核をなす捜査検察機関の強制捜査権限
の拡大・強化の動きは、1890年頃から始まり、1922年制定の旧刑事訴訟法
（大正刑事訴訟法）に於て立法的に貫徹することに一定程度成功した。しか
し、それは、大正デモクラシーの諸潮流のなかで人権保護要求の動きと交錯
し、当事者主義的人権保護規定を随伴せざるを得なかったのであり、その意
味で不徹底なものであったといっていい。しかも、旧刑事訴訟法とほぼ同時
に制定された陪審法は、『陪審法ならざる陪審法』（木下半治）と評される
ほどに欠陥のあるものであったが、それでも『糺問主義的検察官司法』に
とって異質な、訴外的要因となり得るものであった。」（小田中・前掲書2
頁）
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大正刑訴法から戦時立法の総括（２）

• 「旧刑事訴訟法に附着する当事者主義的、人権保護的、『自由主義』的諸規
定を払拭し『糺問主義的検察官司法』を確立、完成させることは、ファッ
ショ的統治体制に即応する司法体制の構築、確立をめざす支配層にとって緊
要の課題であった。支配層、とりわけ司法検察官僚は、1933年頃からこの課
題に取り組み始めた。この作業は、警察、検察、予審判事による人権蹂躙に
対する批判、糾弾の動きと絡み合い交錯しながら、前述のように戦時刑事手
続立法にその法的貫徹形態を見出していく。」（小田中・前掲書2頁）
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戦時立法化の弁護士

福岡県弁護士会史（上巻）は、次のように述べる。

• 「『非常時下』『戦時下』という重たい空気の中では『事を起すこと』が『時
局非協力』とされた。権利侵害に対する法的救済は、事を荒だて事を起こすも
のとして遠慮されねばならない風潮が強まった。戦争は国民の権利意識をにぶ
らせていったのである。刑事事件についても決戦体制下に罪を犯す者は国賊で
あり、国賊を弁護する必要なないとの考え方が強力になった。被告人は裁判以
前に国賊にされ、弁護は不十分となり熱心な弁護活動をする弁護士はかえって
時局非協力とされた。」（664、665頁）

• そして、「弁護士よ、正業に就け」と言われるに至る。加藤隆久弁護士は、昭
和33年度号「法友会々報」に「正業につけ」との表題で、「太平洋戦争の末期
に、弁護士に対し、憲兵や警官から“正業につけ”と云われたということは、当
時われわれはよく耳にした話である。私も御多聞にもれず一憲兵軍曹から、本
気になってこの言葉を聞かされた。」と、そのエピソードを述べている（日本
弁護士沿革史258頁）。
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戦後の日仏の再スタート

日本

1946年11月3日 憲法公布

1947年4月19日 日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急措置に関
する法律（刑訴応急措置法）公布（5月3日から翌年
12月31日まで施行される）

同日 違警罪即決例の廃止（行政執行法は翌年6月廃止）

同年5月3日 憲法施行

1949年1月1日 刑事訴訟法施行
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戦後改革の推進と反動（１）

小田中は、上記標題のもと、「戦後改革の意義と限界」を次のように指摘して
いる。

• 「現行刑事訴訟法は、占領下という特殊な政治状況のもとにおいて、しかも
反ファシズム、反軍国主義、民主主義という大きな時代的潮流が国際的にも
奔流するなかにおいて制定された。この運動は、各種の民間憲法草案が、程
度の相違はあるにせよ刑事手続の改革をうたっていたことにも端的に反映さ
れている。この政治的、社会的な運動は、弁護士層によって法的貫徹形態が
模索され、やがて占領軍総司令部によって示された英米法を範型とする諸制
度、諸原則に収斂していった。」（小田中聡樹「現代刑事訴訟法論」（勁草
書房、1977年4月2日）136頁）
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戦後改革の推進と反動（２）

• 続けて、「これらの改革推進勢力は、著しく人権抑圧的で糺問主義的な『検
察官司法』を改革の対象とし、その強制捜査権限の司法的抑制と公判の捜査
依存性の克服とを実現しようとした。この試みは、司法省を中心とする日本
の支配層の強い抵抗を蒙った。そして弁護士層に代表される日本国内の改革
推進勢力と占領軍総司令部の努力によって遂に実現をみたものの、かなり不
徹底に終わったところが少なくない。第一節で指摘した現行刑事訴訟法の複
雑な二面性は、正にこのような対立・葛藤の所産にほかならなかったのであ
る。そしてこの二面性のうちのいずれかの側面が主要な側面を形成するかは、
現行刑事訴訟法の歴史的展開に委ねられたとみなければならない。」（小田
中・前掲書136、137頁）

55



戦後の日仏の再スタート

フランス（滝沢・前掲書102、103頁）

1870年 第３共和政（1940年まで）

1936年 人民戦線内閣（反ファシズム、戦争反対を掲げ結成）

1940年 ナチス・ドイツ軍のパリ占領（5月）フランス北半分をドイツが占領。
南半分は休戦派によるヴィシー政府が支配（1944年まで）。

同年6月 ド・ゴール将軍が率いる自由フランス政府がロンドンに並立。

1944年8月 国土解放

1946年10月27日 憲法典制定（第４共和政の発足）（人権規定については、
1789年の人権宣言を再確認し、自由・平等・博愛の原理の実質化を目
ざして、男女の平等取扱い、労働者の権利などいわゆる社会権の承認、
国際協調主義を新たに盛り込んだ前文を設けた。

1958年6月3日 憲法的法律の制定。（10月4日第5共和政の発足）
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戦後の日仏の再スタート（フランス）

1957年12月31日 新刑事訴訟法典の成立。

• 「刑事訴訟手続は、実体法である刑法典にもまして人権と密接に結びついて
いる。人権宣言もその7，9，10条でこの旨を規定している。第二次大戦後に
至り、刑事裁判の迅速化と被告人の権利擁護の強化を目的として・・・制定
された。」（滝沢・前掲書304頁）
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無罪推定法（2000年法）の制定

制定に尽力した当時のエリザベス・ギグ司法大臣は、その著書で、「2000年法は、
フランスのシステムをヨーロッパ標準に近づけるものだった。」と述べている。

（同法の概要中、被疑者・被告人に関わる人権・権利保障）

➀ すべての被疑者・被告人は、有罪が証明されるまでは、無罪と推定される。

② すべての被疑者は、自己に対する嫌疑について告知され、弁護人（defenseur)
の援助を受ける権利を有する。

③ 被疑者・被告人に対する拘束処分は、司法機関の決定または実効的な抑制のも
とで行わなければならない。この拘束処分は、厳格に手続の必要性に制約され、
嫌疑を受けた犯罪の重大性に比例したものでなければならず、また人間の尊厳
を侵害してはならない。

④ 被告人に対する控訴事実についての終局判決は、合理的期間内に言い渡さなけ
ればならない。

⑤有罪判決を受けたすべての者は、別の裁判所に当該有罪判決を審査させる権利
〔上訴権〕を有する。

以上、白取・前掲書68～70頁
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人権と治安の間で

ペルベンⅡ（ドゥ）法

• 「無罪推定法によって大きく自由と人権の方向に舵をとったかに見えたフラ
ンス刑事司法は、その後の３つの法律、すなわち『日常の安全法』（2001年
11月15日法）、『無罪の推定補充法』（2002年3月4日法）、『司法のため
の指針と計画法』（2002年9月9日法）によって徐々に反対方向に軌道修正さ
れていった。そしてその集大成ともいえる法律が、2004年3月9日法であ
（る）」（白取・前掲書92頁）

• 法案の狙いは、質量ともに増大・発展する犯罪への対策「治安」であり、
「刑事手続の効率性の強化」である。（同92頁）

• 同法は、「組織犯罪」のための特別手続を創設した点に特色があり、一般犯
罪については、無罪推定法の到達点をかなりの程度に維持している。（同93
頁）
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ウトゥロ事件と2007年3月5日法（１）

• ウトゥロ事件は、フランスにおける近年最大の誤判事件といわれる。事件の発端
は、2000年2月25日。2001年1月4日、警察の捜査開始。2月22日、予審開始決定。

• 事件は、大掛かりな小児性愛事件とみられ、子ども達が、教会の司祭、タクシー
の運転手、子どもの同級生の父親の執行官らの名前をあげ、予審対象者は17人と
なった。2002年9月予審終結。

• 2004年5月4日から重罪法廷が9週間の開廷期を定めて開かれた。

• 冤罪を主張した13人の被告人は、一審の重罪院で7人、控訴審で6人が、無罪で救
済されている。4人は、有罪を認めて控訴しなかった。

• 後に無罪とされた13人のうち、12人が勾留され、最も長期間勾留された者で39
カ月、2年以上拘禁された者が大半であった。

以上、白取・前掲書99～104頁
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ウトゥロ事件と2007年3月5日法（２）

• 国民議会は、調査委員会を設置し、2006年1月から4月の間、200人以上の事
情聴取を行った。

• 同年6月、1600頁に及ぶ報告書を提出。

• 議会は、様々な改革に取り組み、その一として2007年3月5日法を制定。

• 同法により、未決勾留に対する厳格なチェック、勾留決定手続への弁護人の
立会権の承認、警察留置におかれた成人被疑者の取調べ録画（少年について
は実施済み）、重罪事件に関する予審の取調べの録画が実現。

• 白取は、上記の経緯につき、「この事件で何より強い印象を与えたのは、事
件そのものもさることながら、誤判であることが明らかになった後のフラン
スの対処の仕方である。」と述べている。

以上、白取・前掲書99、100頁
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ウトゥロ事件と2007年3月5日法（３）

報告書を受けて、2007年3月5日法が成立する。

➀警察留置に置かれた成人被疑者の取調べ、および重罪事件の予審取調べにつ
いての録画

②鑑定の当事者主義化（鑑定を命ずる前に検察官・当事者に命令書の謄本を交
付。交付を受けた者は、委嘱される鑑定人の任務内容を変更ないし補充でき
る。）

③予審対象者の対質の個別化

④未決勾留理由の制限と決定手続きの厳格化（その対審的審理への弁護人の必
要的立会いなど）

⑤予審の合議制

以上、白取・前掲書111～113頁
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フランス刑事司法と日本への示唆

白取は、前掲書の「はしがき」で、次のように述べている。

• 「日本の刑事法の基本的枠組みはなお大陸法のものであるし、法の基本概念
（たとえば、公訴権）にもフランス法由来のものが少なくない。また、日本
の刑事司法に根強く残る糺問主義的な体質・構造を分析するためには、フラ
ンス刑事司法の過去と現在を明らかにすることが有用であろう。」（ⅱ頁）

• 「・・・フランス法も、欧州統合が進められるなかで、ヨーロッパ標準から
逃れることはできず、ヨーロッパ人権保護条約とヨーロッパ人権裁判所の判
例を前にして、大きな転機を迎えている。具体的には、濫用的運用が批判を
浴びてきた警察留置段階における防御権の拡充、糺問的な体質ゆえに廃止を
含む立法提案が何度もなされた予審の改革、上訴権を欠くためにヨーロッパ
人権保護条約違反が疑われた陪審制の問題など、ここ20年間に、かつての
『大陸法』のイメージを塗り替えるようなダイナミックな動きをみせてき
た。」（ⅱ頁）
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ヨーロッパ人権条約と人権裁判所

1951年4月18日 パリ条約（ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体）

1957年3月25日 二つのローマ条約（ヨーロッパ経済共同体、ヨー
ロッパ原子力共同体）

1956年4月8日 ３共同体の統合条約により、１つのヨーロッパ共
同体（1967年発効）

1986年 単一ヨーロッパ議定書（1987年発効）

1992年 マーストリヒト条約によりヨーロッパ連合となる。
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ヨーロッパ人権条約等

1950年11月4日 ヨーロッパ人権条約の締結

1974年5月3日 フランス批准

1981年 個人申立権の承認（国内裁判機関等で救済が得られなかっ
た場合に限り、加盟国および個人はヨーロッパ人権裁判所
に提訴できる。）
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ヨーロッパ人権裁判所

• 1948年 世界人権宣言

• 1950年11月4日：ヨーロッパ人権条約（ローマで調印）

• 1959年4月20日：人権裁判所発足（8か国が管轄権受諾宣言して、設立合意
の条件を満たす。）

• 1998年第11選択議定書採択（閣僚委員会の事件の実質的審理権限を廃止し、
個人の申立権と人権裁判所の管轄権を選択条項によって受諾する方式から自
動的に受諾する方式に改め、人権委員会と人権裁判所の機能をフルタイムの
新人権裁判所に統合する改正を盛り込んだもの）

これにより、個人が訴える人権侵害の苦情を裁判所で審理し、法的拘束力の
ある判決を下すという手続きで条約を実施できるようになった。
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ヨーロッパ人権条約（１）

前文

第１条（人権を尊重する義務）

第２条（生命に対する権利）

第３条（拷問の禁止）

第４条（奴隷の状態および強制労働の禁止）

第５条（自由および安全に対する権利）

第６条（公正な裁判を受ける権利）

第７条（法律なくして処罰なし）

第８条（私生活および家族生活の尊重を受ける権利）

第９条（思想、良心および宗教の自由）

第１０条（表現の自由）
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ヨーロッパ人権条約（３）

第11条（集会および結社の自由）

第12条（婚姻についての権利）

第13条（実効的救済手段を得る権利）

第14条（差別の禁止）

第15条（緊急時における免脱）

第16条（外国人の政治活動に対する制限）

第17条（権利の濫用の禁止）

第18条（権利制約事由の使用に対する制限）

第19条～第59条
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人権裁判所の組織と手続

• 人権裁判所は、現行制度における唯一の実質的申立処理機関。旧制度の人権
委員会と人権裁判所の機能を引き継ぐものとされる。

• 裁判官は、締約国と同数であり、締約国が指名する3名の候補者から1名が、
議員会議で選挙される。

• 任期は6年で、常勤職である。５つの部に分かれ、各部9～10名である。
（2008年時点）

• 小法廷は7名で構成される。各部には、もっぱら個人申立を却下する決定を
行う3名の裁判官の構成する委員会が設けられている。

• 大法廷は17名の裁判官で構成され、小法廷からの回付または上訴を扱う。な
お、回付事件は原小法廷の構成員を当然に含み、上訴事件では除外される。

• 上訴受理要請を審理する大法廷の審査部会が5名の裁判官で構成されている。

•（本項は、小畑郁「ヨーロッパ人権裁判所の組織と手続」〔戸波江二他編
「ヨーロッパ人権裁判所の判例Ⅰ」（信山社第1版第2刷（2019年3月30
日））10～17頁による。）
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人権裁判所の手続（１）

• 申立ては、部に割り振られ、部長による報告裁判官が指名される（規則48条、
49条）。

• 個人申立ては、報告裁判官が委員会に付託でき、委員会は全員一致の決定で
申立てを却下できる（28条）。約9割が却下されている（2006年）。却下さ
れなかった申立て及び報告裁判官が小法廷にかけるように求めた申立てにつ
き、小法廷が構成される。ここでも却下または受理が判断され、受理された
申立てが、関係締約国に通知される。申立てのうち、受理は3～4％である
（2006年）。

• 明文の根拠はないが、人権裁判所は法的拘束力のある暫定措置を指示できる。

• 国家間申立てについては、被告締約国に通知され、小法廷が構成される（51
条）。
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人権裁判所の手続（２）

• 受理されると、当事者とともに対審審理が行われ、必要に応じて調査が行わ
れる（38条1項（ａ））。現地調査も行われる。

• 個人申立てについては、受理可能性と本案について、それぞれ書面による審
理が行われ、後者については口頭弁論が開かれるのが原則である（規則54条
3項・59条）。口頭弁論は、1件につき2時間1回が通例とされる。

• 国家間申立てについては、受理可能性・本案についても対審的な書面審理及
び口頭弁論がなされる（規則51条・58条）。

• 条約解釈に関する重大な問題または判例変更の可能性があるときは、大法廷
に事件を回付できる。回付は、いずれかの当事者の異議により阻止される
（30条）。

• 小法廷の判決後3カ月の期間内に、当事者は、上訴受理を要請できる。要請
は、大法廷の審査部会で審査され、条約の解釈・適用に関する重大な問題ま
たは一般的重要性を有する重大な争点を提起するときは、受理を決定する。
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人権裁判所の手続（３）

• 判決文は、判決に至る手続、事実、理由及び主文で構成される。主文は、問
題となった条約規定について、各々違反の有無を認定し、各項目について票
決結果が示される。いずれの裁判官も意見を付すことができる。

• いずれかの規定について違反が認定され、かつ関係締約国の国内法が部分的
な救済しか与えない場合、人権裁判所は、公正な満足（just satisfaction)を
与える決定をする（41条）。精神的損害・物質的損害・条約機関での手続の
費用について、金銭的補償を与える制度である。違反を認定する判決自体で
決定、留保でき、留保の場合は別の判決で与える（41条判決）。
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人権裁判所の手続（４）

• 締約国は、自己が当事者である事件の確定判決に従う（46条1項）。

• 確定判決の執行は、関係締約国が自ら行う。他方、閣僚委員会が監視を行う
（46条2項）。

• 閣僚委員会に確定判決が送付され、委員会の議題となる。関係締約国は、当
該判決を執行するためにとった措置を通報するよう求められる（同規則2条、
3条（ａ））。委員会は、この通報を受けて、関係締約国が「公正な満足」
を支払い、かつ、違反を終了させ、できる限り被害者に原状を回復する「個
別的措置」と、同様の違反を防止しあるいは継続的違反を終わらせるための
「一般的措置」をとるかを審査する（同3条（ａ））。
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人権裁判所の手続（５）

• 関係締約国が一般的措置を知らせる段階でないと通報した場合、6カ月を超
えない時期に開催される閣僚委員会で議題とされ、この繰り延べは繰り返し
なされうる（同4条（ｂ））。

• 閣僚委員会が、関係締約国が求められるすべての措置を執ったことを確認す
れば、「46条2項に基づく自らの職務が遂行された」旨の決議を行う（最終
決議）（同8条）。

• この間、閣僚委員会は、執行状況の情報提供、執行に関する懸念の表明や勧
告（suggestion)などのための中間決議を採択することがある（同7条）。
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被疑者取調べと弁護人立会権（サルドゥズ判決）（１）

（事案の概要）

• 2001年5月29日、申立人サルドゥズ（当時18歳の少年）は、トルコのイズミ
ル市で行われたクルド労働者党を支持する不許可デモに参加した。

• 弁護人不在のまま警察署での取調べに際し、違法なデモへの参加を認めたが、
検察官には警察の取調べで暴行があったと主張した。検察取調べ終了後、治
安判事が申立人の勾留継続を決定した際、初めて弁護人との接見が許可され
た。

• 事件当時のトルコ法では被疑者は警察勾留段階から弁護人の援助を受ける権
利が原則的に認められており、未成年者の取調べの際には弁護人の立会いは
義務化されていたが、公安事件では、逮捕後96時間以内は弁護人との接見制
限が定められ、弁護人の取調べ立会権も認められていなかった。

（北村泰三「45 被疑者の取調べと弁護人立会権」小畑郁他編『ヨーロッパ人
権裁判所の判例Ⅱ』（信山社、第1版第1刷（2019年3月30日））261～269頁
による。以下同じ。）
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被疑者取調べと弁護人立会権（サルドゥズ判決）（２）

• 申立人は、人権裁判所に条約6条1項（公正な裁判を受ける権利）および同3
項（弁護人の援助を受ける権利）の違反を主張した。

• 2007年4月、小法廷判決は、起訴状が申立人に伝達されていなかったことに
ついては6条1項違反を認めたが、公判段階では弁護人の援助を受けていたこ
とおよび申立人の警察取調べ時の自白が唯一の有罪証拠でないことなどを理
由に6条3項の違反は認めなかった。

• 大法廷に上訴し、大法廷は、警察の取調べに際して弁護人に対するアクセス
（取調べ立会を含む）が拒否された結果、6条3項ｃに違反するとした。
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被疑者取調べと弁護人立会権（サルドゥズ判決）（３）

（大法廷判旨）

• 「捜査段階で獲得された証拠は、公判段階で審理される公訴事実の骨格を決
定するので、刑事手続の準備のためには捜査段階は特に重要である。また被
告人は公判段階では、特に証拠の収集等に関する手続法が複雑なために、無
防備な立場に置かれる。多くの場合、この脆弱な立場は、弁護人（その役目
は自己負罪拒否特権の尊重を確保するのを助けるためにある）の援助を受け
ることによってのみ埋め合わせることができる。」

• この権利は、刑事事件における訴追が強制によって獲得された証拠に頼るこ
となく、被告人の罪証を明らかにしようとすることを前提としている。取調
べの初期段階から弁護人の援助に対するアクセスは、自己負罪拒否特権の本
質を消滅させるか否かを検討する際に特に考慮すべき手続上の予防措置であ
る。また、被告人が法廷援助に対してアクセスする権利の例外は、公正な裁
判の保障という観点から、明確に限定され、時間的にも厳格に制限されるべ
きである。
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被疑者取調べと弁護人立会権（サルドゥズ判決）（４）

• 「当法廷は、公正な裁判に対する権利が十分に『実質的かつ効果的』
（practical and effective)であるためには、6条1項の下での弁護人へのアク
セスの権利が、これを制限するやむを得ない理由が特別の事情に照らして証
明されない限り、原則として、警察による被疑者の取調べの最初の段階から
付与されるべきであると考える。やむを得ない理由により、弁護人に対する
アクセスの拒否が例外的に正当化される場合であっても、その制約がどれほ
ど正当なものであっても、6条に基づく被疑者・被告人の権利を不当に害し
てはならない。」

• 以上の一般原則を本件に当てはめると、申立人は、警察勾留中および拘置所
への収容期間中も弁護人に対するアクセス権が認められず、警察勾留中の供
述が有罪の証拠として用いられた。後に弁護人の援助が提供されたこと、ま
た訴訟手続が弾劾的な性格であることなどは、いずれも警察勾留中に生じた
欠陥を正すことはできない。
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被疑者取調べと弁護人立会権（サルドゥズ判決）（５）

• 警察勾留中の少年に対する法律援助に関する多数の関連国際資料に照らして、
被勾留者が少年である場合には、弁護人に対するアクセスを与えることは基
本的に重要である。

• 上述のように弁護人へのアクセスの権利に課せられた制限は、制度的であり、
年齢にかかわらず、国家治安裁判所の管轄権内に該当する犯罪に関連して、
警察勾留中のすべての者に適用されるのであるから、申立人は、自己に対す
る有罪証拠について後の公判段階およびその後の上訴審段階において異議申
立の機会を有しているとしても、警察勾留中の弁護人の不在は、その弁護権
について取り返しのつかないほどの影響が及ぶ。

• 以上に照らして、本件では6条との関連において同3項ｃの違反があった。

79



被疑者取調べと弁護人立会権（サルドゥズ判決）（６）

本判決につき、北村泰三（中央大学大学院法務研究科教授）は、次のように解説
している。

• 「本件判決の意義は、人権条約6条3項ｃに保障される『弁護人の援助を受ける
権利』の内容として、警察取調べに際して弁護人の立会いを求める権利の保障
を含むことを明確にした点にある。判決文中の『弁護人へのアクセスの権利』
という言葉は曖昧であるが、これは実際には取調べの際の弁護人立会権を含ん
でいる。」

• 「本件判決は、少年事件に限って弁護人の立会いが要請されるとの趣旨なのか、
それともすべての刑事事件について弁護人立会いが要請されるとしたのか必ず
しも明確ではなかった。しかし、後の人権裁判所の判例（後述のブリュスコ対
フランス事件参照）を通じて、少年事件であると否とにかかわりなく、また逮
捕前の参考人段階における取調べに際しても弁護人の立会権の保障が求められ
るとしている。本件はそれらの一連の判決を導いた点で重要である。」
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被疑者取調べと弁護人立会権（ブリュスコ対フランス事
件）（１）

（事件の概要）

• 申立人はある事件の参考人として取調べを受けるために警察署に連行され、
弁護人の援助がないままに自供した。後に、申立人は、弁護人の立会いがな
い状態で行った供述内容が有罪判決の根拠とされた点で、人権条約6条3項に
保障された黙秘権と自己負罪拒否特権を侵害されたと主張して人権裁判所に
提訴した。

（北村・前掲書263頁による。以下、同じ。）
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被疑者取調べと弁護人立会権（ブリュスコ対フランス事
件）（２）

（判決内容）

・「黙秘権と自己負罪拒否特権は、一般に認められた国際法規であって公正な
裁判概念の核心」をなしており、また自白の強制から被疑者・被告人を保護し、
かつ司法過誤を避け公正な裁判という条約6条の目的を達成することは究極的
な目的であるとした。さらに、任意の取調べであっても警察によって身柄が拘
束された直後から弁護人の援助を受ける権利を有するとした。
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フランス刑訴法の改正

• その後、フランス憲法院は、刑訴法関連諸規定が警察留置下にある被疑者等
の取調べに際して弁護人の立会いを制限し、警察調書の開示を制限していた
点でも憲法の諸規定に違反するとした結果、法改正が行われ警察取調中の弁
護人の立会権が認められた（改正刑訴法63条4項）。
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ＥＵ指令

• ＥＵは、2009年12月のリスボン条約の発効以降、刑事手続上の諸権利の保障
を『指令』として定めることを課題とし、2010年「刑事手続における通訳及
び翻訳に関する指令」、2012年「刑事手続における情報に対する権利に関す
る指令」、2013年10月には弁護人にアクセスする権利および逮捕された際に
領事と連絡する権利に関する指令を採択。

• 本指令は、人権裁判所の判例法により確立されてきた弁護人の援助を受ける
権利の内容をＥＵ加盟国に対して拘束力のある規範として定めたものである
（加盟国は2016年11月27日までに国内法化義務）。

• 同指令では、弁護人による実効的な取調べ立会権を定めるとともに、実際の
手続は『この権利の実効的な行使およびその本質を侵害しないことを条件と
して』各国の国内法に委ねている（同指令3条3項ｂ）。

• 取調べに際しての『実効的参加』とは、弁護人は取調べに出席するだけでな
く、質問を行い、確認し、意見を述べる機会を有することを意味している
（同指令前文25段）。他方、この権利は絶対的権利ではないので、地理的遠
隔性や緊急性を考慮して例外も認められている。
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国際基準と日本の状況

以下では、日本の身体拘束、弁護人立会権の状況を中心
に、フランス等の各国との差異を概観する。
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フランスの状況（１）

• 警察留置は24時間原則。事件により更に24時間可能（3分の２の事件は延長
されるという。）。

• 組織犯罪は、さらに1日、テロ事件ではさらに1日可能。（テロ事件では最大
で4日間となる。）

• その後、起訴又は予審請求により自由及び勾留判事が勾留決定を行う。重罪
の場合原則1年の勾留、最長で通算4年可能。軽罪の場合は原則4カ月、最大
通算3年可能。

• ただし、勾留に代わる措置としての司法統制処分（住居制限、司法機関への
定期的出頭など）があり、これによる勾留回避が相当するある。

（日弁連「立会いをめぐる世界の潮流～ＥＵ諸国・韓国の最新刑事司法の制度
と運用～」（第62回人権擁護大会シンポジウム第1分科会海外調査報告書）に
よる。以下。同じ。）
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フランスの状況（２）

• 2013年ＥＵ指令の前の2011年から欧州人権裁判所の判断を受、取調べにお
ける弁護人立会いを導入した。弁護人へ連絡後2時間は取調べをしないで待
つ。取調べ前の接見時間は30分とする。

• 被疑者・被告人の権利放棄は可能（少年は必要的弁護として義務的）。

• 弁護人は最後に意見を述べることができるが、それ以外の活動はできないと
されている。警察官に質問事項を提示しても警察が拒否することができる。
検察官による立会制限がある。中断権もない。

• 弁護士会で当番制を採っており（少年の場合は必要的、成人は請求による）、
登録するには研修が必要。総じて若い弁護士の希望が多いが、被疑者に指名
権はない。軽罪事件では弁護人が義務付けられていない。
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フランスの状況（３）

• 警察留置の際に、①留置調書、②権利告知書、③健康診断書、④取調べ中の
調書、⑤対質調書、⑥ラインナップ調書は閲覧できる。それ以外の、証拠開
示請求権はない。

• 取調べの録音・録画は、少年被疑者と成人の重罪事件は警察留置から、重罪
の予審取調べが対象となる。
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韓国・台湾・香港の立会権

韓国・台湾・香港でも弁護人立会権が保障されている。

（韓国の立会権）（日弁連・前掲書156～159頁）

• 刑訴法243条の2第1項で、「検事又は司法警察官は、被疑者又はその弁護人、
法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹の申請により、弁護人を被疑者と
接見させ、正当な事由がない限り、被疑者に対する取調べに立ち会わせなけ
ればならない。」と規程。

• 被疑者は立会権を放棄できる。

• 被疑者が行使したときは、取調べを中止する義務はないが、弁護人が来るま
で中断するのが通常だという。

• 立会った弁護人には、不当な取調べ方法に対する異議申立権、取調べ終了後
の意見陳述権がある。
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わが国における新憲法・新刑事訴訟法の制定と空洞化

• 憲法３１条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命
若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定し
ている。

• なお、裁判に関連する規定が、全条文１０３条中、３１条から４０条ま
での１０箇条に上る。
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刑事訴訟法の空洞化の一例

刑訴法39条の規定

1項 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任
することができる者の依頼により弁護人となろうとする者（・・・）と立
会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

2項 前項の接見又は授受については、法令（裁判所の規則を含む。以下同
じ）で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の湮滅又は戒護に支障のある物の
授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。

3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員（司法警察員及び司法巡査をいう。
以下同じ）は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一
項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができ
る。但し、その指定は、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限する
ようなものであってはならない。
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原則と例外の逆転

• 一般的指定制度が、1949年1月1日から施行された。検察官は、捜査の必要が
あるときは、あらかじめ「接見又は授受に関する指定」と題する書面を被疑
者及び監獄の長に交付し、弁護人から接見の申込みがあれば、協議のうえ、
具体的日時等を指定する「指定書」を作成し、弁護人に交付するという制度
である。

• この制度の運用により、労働公安事件での接見妨害が行われ、一般の刑事事
件でも、接見指定されたときは、概ね10日間の勾留期間中１、2回、時間も
15分程度との運用がなされた。

• 一般的指定制度は、弁護士、弁護士会の準抗告運動や国賠請求事件の積極的
提訴等の努力もあって、1988（昭和63）年4月1日に、新たな大臣訓令事件
事務規定28条を改正し、廃止された。
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三鷹事件等と接見交通

• 現行刑訴法下の接見妨害は、法施行とほぼ同時期から始められた。三鷹事件（1949（昭和
24）年7月発生）では、弁護人が警察に出向いて接見を申し出ると、指定書不持参を理由に
拒否され、やむなく捜査本部あるいは警察庁に出向いて指定書の発行を求めても、担当検察
官の所在不明等の理由で指定書の交付も拒否され、結局、弁護人らと全ての被疑者の接見は、
弁護人選任届をとる以外、起訴時まで断念せざるを得なかった。

• 松川事件（三鷹事件と同年の8月発生）でも盗聴、立会い要求、分散留置等による接見妨害
がなされたという。

• 接見妨害に対する弁護側の闘いは必ずしも全体のものとならなかった面があるが、創意工夫
のあるものであった。
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権利は闘い取るべきもの

日本法制史に詳しい瀧川政次郎弁護士は、代言人制度から1882年の治罪法による刑事弁護
の開始を紹介し、「我が国の弁護権がその後久しく畸形的に歪められてきたのは、それが国民
によって闘い取られたものでなくして、官から天降り的に与えられたものであることに起因し
ている」と述べ、第二次大戦後現行刑訴法の施行についても、「新刑事訴訟法によって弁護権
も著しく強化拡大せられたが、これらはすべて占領軍司令部により与えられたものであって、
国民の間に沸き起こった民主主義の思想から闘い取られたものではない・・・。講和条約成立
以降に予期せられる反動思想の擡頭を思ふと、弁護士界の前途には多くの苦難が横たわってゐ
ることが予見せられる。」（瀧川「日本弁護士史素描」自由と正義2巻9号17頁）と述べてい
る。
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国際基準の確立に向けた弁護士・弁護士会の実践

• 接見交通権確立のための諸活動（自由な接見確保のための、警察・検察によ
る接見指定権制限、写真撮影・電子機器の自由使用、未決拘禁者との自由な
通信等）

• 当番弁護士制度の実施と被疑者弁護制度の拡充（逮捕段階からの国選弁護制
度）のための諸活動

• 取調べ・勾留質問への弁護人立会権の実現に向けた諸活動

• 国際人権シンポジウムの開催と自由権規約選択議定書の個人通報制度の批准
のための諸活動
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接見交通の現状と闘いの課題

➀接見の自由（機会の確保）：休日・時間外接見の制限等

②接見の秘密性：接見内容の取調べ、弁護人の被告人宛、妻宛等の通信の差押
え等

③接見室内での電子機器の使用：電子機器を用いて接見室内で録音録画を行い、
又は被疑者等の容貌を写真撮影することの制限等

④被疑者・被告人と弁護人間の通信の自由：信書の検閲等

⑤再審請求弁護人の接見交通権：「特段の理由」のある場合の刑務官の立ち合
い等

96



国際人権規約と個人通報制度

1966年 国連、国際人権自由権規約（Ｂ規約）と社会権規約（Ａ規約）を採
択

1976年 両条約発効

1979年 日本が批准するが、選択議定書（個人通報）批准は見送る。

1994年10月18日大阪高等裁判所判決は、京都指紋押捺拒否国賠訴訟判決で、
「指紋押捺義務及びその違反者に対する刑罰を定めた規定は、平和条
約による国籍離脱者等に適用される限り、憲法13・14条、Ｂ規約7・
26条に違反する状態だったのではないかとの疑いを否定できない」
と判示し、憲法や規約の保障する内外人平等原則の国内適用可能性の
判断基準を動かした。

2013年最高裁大法廷の婚外子法定相続分違憲決定
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最高裁大法廷決定と条約

同決定の判示

「我が国は、昭和54年に『市民的及び政治的権利に関する国際規約（昭和54年条約第7号）を、
平成6年に『児童の権利に関する条約』（平成6年条約第2号）をそれぞれ批准した。これらの
条約には、児童が出生によっていかなる差別も受けない旨の規定が設けられている。また、国
際連合の関連組織として、前者の条約に基づき自由権規約委員会が、後者の条約に基づき児童
の権利委員会が設置されており、これらの委員会は、上記各条約の履行状況等につき、締約国
に対し、意見の表明、勧告等をすることができるものとされている。・・・」
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憲法と弁護士の役割

• 弁護士は、憲法に規定された、唯一の民間の職業である。

註 憲法３７条３項は、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁
護人を依頼することができる」と定め、弁護士を予定している。
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刑事弁護人の役割

• 刑事手続きは、その国の民主主義の成熟度を示す指標である。

• どのような事件でも争いのない事件はなく、違法収集証拠の可能性や責任能
力等さまざまな論点があり、弁護人の取り組む姿勢が必要である。

• 「どうして、そんなに一生懸命やらなければならないのか。すべては、ここ
に帰着するかもしれません。弁護士により、さまざまな思いがあるでしょう。
私は、一つ一つの事件を丁寧にやり、個々の被告人の人権を守り、デュープ
ロセスを尽くすことが、民主主義や自由を守ることであると思っています。
大げさに聞こえるかもしれませんが、憲法３１条以下に刑事手続きが規定さ
れた理由を、もう一度想起する必要があります。歴史を逆行させない役割を、
弁護人が担っているのではないでしょうか。」（上田國廣「争いのない事件
の弁護」季刊刑事弁護２号１３５頁）
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国際基準の人権の確立のために

「もともと弁護活動の権利は、人身の自由を中核とする刑事手続き上の人権を
実効あらしめるため必須不可欠なものとして登場したが、そうであるがゆえに
国家の刑罰権、その治安維持要求と対立せざるをえない本質的宿命を持ってい
る。捜査段階における弁護活動の権利が歴史上最も遅く登場し、しかもその権
利保障が捜査当局の絶えざる妨害・侵害により弱いものとなる傾向を持つのは
そのためである。そうであればこそその権利性は、その確立・強化をめざす自
覚的弁護士層の各種の実践的活動が日常的に展開されているという状態のなか
でのみ存在しうるのであり、捜査段階の弁護活動の権利の確立はそのような状
態をもってしか語れないのである」

小田中聰樹「現代司法と刑事訴訟の改革課題」234頁（日本評論社、1995年）
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最後に

• これまで機会あるごとに、刑事弁護士には、法的知識はもちろんで
あるが、人権を守る情熱が必要であると述べてきた。

• ポピュリズムが蔓延しつつある今日、これからの刑事弁護士には、
少数者の人権の擁護のために、新たな意味での「勇気」が必要とな
りつつあるように思う。
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