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裁判員小説の研究

李 建志

はじめに

2009年5月、司法制度改革の一環として裁判員制度が導入された。これは、殺人や殺人未遂など重

い犯罪事件の一審で、裁判官とともに民間から選ばれた裁判員を評決に参加させ、司法に国民の意見

を反映させようという意図で導入されたものである。この「裁判員」は、有権者の中から無作為に選

ばれた裁判員候補者名簿から、各地方裁判所で裁判員裁判が妥当だとされるときごとに50人程度の候

補者が裁判所に呼ばれ、 6人の裁判員と 2人の補助裁判員が選択される仕組みになっている。

従来から、先進国の中で日本だけが司法における国民参加がないとされてきた。そのため、弁護士

会などでは司法改革として国民の裁判参加が求められてきた。また、のちに述べるように敗戦前の日

本には陪審制度があり、それなりの成果を出してきたという経緯もあった。ゆえに、裁判における国

民参加は時代の流れとして当然のものともいえる。

しかし、その導入の方法が1943年に停止したままになっている旧「陪審法」を復活させたり、それ

に手を加えて実施するという方向には行かず、新たに「裁判員」なるものを誕生させることではじ

まった。これが正しかったかどうか、いまだに賛否両論であり、またそもそも司法への国民参加を否

定する論もある。主に北米でとられている陪審制度の場合、陪審員は有罪か無罪かを判断するのみで、

量刑に関しては裁判官が審理するものであるし、またドイツやフランスなどヨーロッパでとられてい

る参審制度では、日本の裁判員のように量刑まで審理するが、事件ごとに招集される裁判員制度とは

違い、一定の任期期間中に何度も裁判に参与している G また、参審制は刑事事件のみならず民事事件

でも活用されていることから、重い刑事事件に限定した裁判員制度は、この参審制度とは似て非なる

ものであるといわざるを得ない。

原敬内閣のもとに検討され、 1923年に成立し、 1928年に施行された敗戦前の陪審制は、先進国に追

従しようという意図があり、国民の間に根付く前に戦争で休止に追いやられている。米占領下にあっ

た沖縄を別とすれば、戦後はその復活はなく、今世紀に入って検討された国民の司法参加の方式とし

て、ヨーロッパの参審制に近い制度を導入したということだろう。どうして、陪審制を改訂した上で

復活させることをしなかったのか、やはり疑問が残るが、それで、も陪審員制度は滑り出した。

さて、今回の裁判員制度導入から、筆者の気になったことは、裁判員による法廷をテーマとした小

説やマンガなどが、制度導入以前から活発に発表されてきたということだ。それはある意味で「近未

来小説Jとでもいうべきものであり、「裁判員制度が導入されたらこういう裁判が行われるだろう」と

か「裁判員制度によってこんなことが起こるのではないか」という未知の、そして確実なる状況への

模索として、小説を中心とした媒体が活性化したのである。

このような、 SFとは違った意味での「近未来小説」、すなわち導入が決まった確実なる制度によっ

て、将来がこう変わるということを措いたテクストの出来は、明治期に国会開設が発表された後のい

わゆる「政治小説j とも重なりあうものであり、日本近代文学史上稀な事態だと考える。そこで本稿

では、 2003年5月21日に「裁判員が参加する刑事裁判に関する法律」が成立してから、 2008年5月21

日に裁判員制度が導入されるまでに発表された「裁判員が参加する刑事裁判」をテーマとした小説を
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「裁判員小説」と位置づけ、論じてみたい。そして、なにゆえに陪審制が休止のまま裁判員が取り入

れられたかについて筆者の考えを述べようと思う。

付記 今回は小説を中心にマンガまでを取り上げる。だから、映像作品や舞台作品は取り上げないこ

ととするが、適宜言及する。また、本論では「国民の意識」や「国民の常識」ということばを使うが、

この「国民」とは誰のことかについては、結論で明らかにする。

1 裁判員小説前史としての「陪審員小説」

「はじめに」でも述べたように、日本には裁判員制度以前に陪審制度があった。だから、これをテー

マにした小説も、数は少ないものの存在する。作品が少ないのは、やはり陪審制度が日本社会に根付

いていなかった証拠ともいえるかもしれない。実際、小説でリアノレタイムで陪審法廷を描いたものは

葛山二郎の「赤いペンキを買った女J(r新青年.11929年12月号)ただ一編なのである。これは、当時

の制度では被告が陪審裁判とするか、裁判官のみによる裁判とするかを選択できたことともかかわっ

ているかもしれない。

原内閣で審議したときも、日本の民度が陪審制度を受け入れるほどに成熟していないことが語ら

れ、時期尚早という反対論も強かった。それは今回の裁判員制度をめぐる議論でも繰り返されている

が、ともかくもメディアが受け入れ態勢をとった(裁判員小説という「近未来小説」が出るほどに成

熟していた)という言い方はできるだろう。そういった意味で、現在の日本社会は「成熟Jしており、

陪審制度導入時期のような問題はないと考える。少なくとも、賛成、反対の議論が在野でも繰り広げ

られているので、あって、その意味では今回の裁判員制度導入による国民の司法参加は、「民度」にあっ

ているといえるのではないか。おそらくは、選挙人名簿から無作為に選ばれるということは、「日本国

籍者Jなら誰でもなる可能性があるわけで、当然自分の問題として考える余地があったことと関連し

ているだろう。まだ制限選挙下であった大正期に議論された敗戦前の陪審制度は、結局は直接税 3円

以上納税者から陪審員が選ばれることとなり、「且那衆の裁判道楽」という側面もなくはなかったとい

うことも留意しなければなるまい(後述)。

それはさておこう。本章では、敗戦前の陪審制度を描いた三つの小説のうち、次の二編を中心に考

察していく O 前出の「赤いペンキを買った女」、そして日影丈吉「飾燈JU宝石.11957年8月)がそれ

だ。同じく藤村耕造「陪審法廷異聞 消失した死体JU金田一耕助の新たな挑戦』角川書j吉、 1996年)

も、敗戦前の陪審裁判を扱っているが、執筆時期からいっても、藤村耕造の法廷サスペンスへの考え

方からいっても1990年代以降の司法への国民参加を期待する風潮によって書かれた小説であると判断

されるため、次章で詳しくみることとする。

まずは「赤いペンキの女」をみてみよう。葛山二郎は1902年に生まれ、大正期 (1923年)に「噂と

真相」でデビューした寡作な作家だ。その後しばらくは『新青年』などで活躍したものの、敗戦後に

満州から引き上げてきたのちは四編の小説を書くにとどまった。敗戦前の日本では法廷ミステリはめ

ずらしく、その意味で彼の存在は貴重だ。法廷で、は彼が作ったキャラクターである花堂琢磨弁護士が

検事相手にやりあうのだが、このキャラクターは少し情けない存在でもある O 本作品でも、検察相手

に堂々と論陣を張って、菟罪であることを主張し、陪審員もそれに同調しかけるのであるが、やがて

被告が情婦と語らってトリックを施していたことが明らかになる。すなわち花堂弁護士は真犯人を菟

罪だと弁護していたことになるのだ。



県立広島大学人間文化学部紀要 5， 73-87 (2010) 

この小説の梗概は以下の通りだ。話は陪審員のいる法廷ではじめられる。事件はxx株式会社の社

員全員の給与を自動車で運搬中、兇漢に襲われたというものである。現金を輸送していた車の運転手

栗林の証言によれば、車の後部座席に座っていた社員の吉屋が、兇漢に向かつてまるで面識があるか

のように手を振り、そして車中に導いたように見えたという。兇漢は運転手の首を絞めて車の外に追

い出し、車を捨てて外に出て、吉屋を殺して消火栓に置き、硫酸で顔を焼いて逃げた。被告の小田三

蔵は、この会社の元社員であり、事件現場付近の公園のベンチでカタツムリの歩むのを見て、その影

を描き残していたところを逮捕された。検察は、小田が吉屋と顔見知りであるため、手を振って中に

入ろうとしたのではないかというのだ。弁護土は、証拠が運転手の証言のみであること、移動中に手

を振って顔見知りを車中にいれようとしたことの不合理性を陪審員に説得する。さらに、また今日に

限って運転手がひとつ前の角で車が曲がっており、その行動に疑問を呈する。すなわち、本件は菟罪

事件であり、古屋は生きている。彼は運転手と図って犯罪を実行し、別の人物を屍体にして消火栓に

入れたのだと主張する。陪審員がほとんど説得されかけた翌日、新事実が発覚する。ポストの形の板

に赤いペンキを塗ったものが発見され、それが小田の情婦が事件当日にしかけたものだとわかった。

小田は目印のポストをひとつ手前の角に置き、運転手に道を間違わせて、待ち伏せして犯行に及んだ

のだ。危うく、花堂弁護土の弁論によって陪審員が誤った結論を降ろすところだ、った。

ここにあるのは、陪審員によって事実を明らかにするというより、陪審員をいかにして味方につけ

るかという法廷戦術が先行し、うっかり事実を見失うところだったという、陪審員裁判に対する不可

能性の表出である。事実、花堂弁護士はカタツムリの影を描いていた被告に対して「悠然たる態度を

見よ。私はそう叫びたいのです。/斯くの如き態度が大犯罪を犯した直後に於ける犯人の態度であり

ましょうかJU日本探偵小説全集12 名作集 2Jl東京創元社、 1989年、 45頁)と、弁護士は情に訴え、

「春秋に富める一青年が有罪なりと断定せられ、その生命を失われたる後、真犯人現われんか、諸君

よ、諸君の寝醒めは如何ならんJ(同書、 47頁)とまでいっている。しかし、事実は違ったのである。

小田の描いたカタツムリの影は、前日に措いたものであり、小田が情婦と語らって行った犯罪だ、った

のである。

戦前、日本で行われた陪審員裁判は制度が存在していた15年間で484件にのぼり、そのうち有罪は

378件、無罪が81件、控訴棄却が 1件、更新(やり直し)24件となっている。有罪率は78%、無罪率は

17%である。それ以前の裁判では無罪率 1~4%であったということを考えれば、無罪率が増えてい

ることがわかる。

おそらく、この小説はこのような傾向をふまえていたのだろう。ここから見えてくるものは、庶民

が陪審員に参加すれば、「もしも無実だ、ったら寝醒めが悪い」という半ば脅迫的な弁護土の主張に負け

てしまうという、陪審員制度への憂慮だろう。それほどに、当時の日本では、官だけでなく民におい

ても、国民の司法参加は日本にあわないという考え方が蔓延していたことを見ることもできるのだ。

だいいち、日本で裁判j員制度が実施されていたその時期に、 リアノレタイムで裁判員をテーマとした小

説を書いたのは、この一作のみではないか。ここからも、陪審員制度など欧米に認められるためにそ

の制度を輸入しただけのものだというシラケが見てとれるかもしれない。これでは、陪審員制度を支

える国民の意識など育つはずもない。

後に見るように、佐木隆三氏は、自身が書いた裁判員裁判をテーマとした小説集『法廷に吹く風』

(弦書房、 2009年)のあとがき「裁判員制度への期待と不安と」で、当時の司法大臣がなぜ無罪判決

が増えたのかと仙台市に視察に訪れた際、仙台高裁事務局長の石井彦書判事は「検事は行政官だから、

二年か三年で転勤していく。そういう検察官の主張よりも、地方の有力者である弁護人の弁論の方が、
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陪審員にとって説得力があったのでしょう」と述べているという(同書、 155頁)。陪審員の判断が、

必ずしも正義によるものとはいえなかったのかも知れない。

このような傾向は、敗戦後に書かれた陪審員裁判をテーマとした小説「飾燈j にもあてはまる。こ

の小説は、次のような内容だ。「わたし」は、友人の千装治郎と話していて、敗戦前に自分の身のまわ

りで起きた裁判のことを思い出す。わたしが幼かった頃、百貨居で偶然赤ん坊の屍体を見たのだが、

この事件が陪審員裁判となった。出入り商人が陪審員を担当していて、彼がその内容を細かく語って

くれたのを覚えているのだ。赤ん坊は後頭部を強く打たれて死んでおり、被告はその赤ん坊を預かっ

ていた商家の子守のタツだ、った。タツは過失で赤ん坊を乗せた乳母車を坂から落としてしまったとい

う。タツは精神の発達が遅い子で、釈然としたこたえがなかなか返ってこないが、ともかくも殺意が

あったかどうかが間われた。乳母車は坂の上から落ち、突き当たりで右側に曲がってさらに坂をす

べっていったというが、実験の結果では二つ目の坂をすべることはなかった。しかし、検察はタツに、

坂の上から乳母車を落としたら面白かろうと思ったかどうかを突き、タツも「そう思った」と告白し

てしまう。けっきょく、陪審員は有罪を宣告したのだ。ところが、この話を聞いた千装は、「ぼくが犯

人かも知れない」という。死んだ赤ん坊の兄にあたる荘吉は千装の幼友達で、赤ん坊ができたゆえに、

両親の愛情が赤ん坊に奪われたと思い、憎んでいた。そこで、ふたりは悪いいたずらを思いつく。タ

ツが坂の上で、いったん停まることを知っていた荘吉は、そこでタツの尻を針で突き、乳母車を手放さ

せる。ローラースケートに乗った千装は、その乳母車を背負って下へと滑り出す。しかし、不幸にも

坂を下りきったところで制御できなくなり、乳母車は右の坂に転がりはじめ、横倒しに倒れてしまっ

たというのだ。

ここでも、陪審員の下した有罪判決は、誤審だ、ったことになる。ただし、ここでは有罪のものを逃

がしかけるという前者とは違い、ほんらい無罪であるタツを有罪にしてしまうという誤審である。い

わゆる敗戦前の陪審員裁判の不可能性がここからも覗いているのだ。陪審員小説はおおむね、この制

度に批判的だともいえる。

もちろん、この事案では、むしろ敗戦前の裁判が発達障害者に対して考慮がなされていなかったし、

陪審員もその限りでは「差別的」であったという問題も指摘できるため、先の「赤いペンキの女」ほ

ど単純なものではない。敗戦後12年が過ぎた時点、まさに陪審員制度停止14年という時期に、裁判の

国民参加の意義を「国民の意識の向上」なしには語れないことを示唆した小説ともいえるだろう。そ

ういった意味で、敗戦後の制度停止後充分な時聞が経ち、客観的な視点から敗戦前の裁判員制度を見

られるようになった時点で、司法への国民参加の制度とは、やはりそれを支えていこうという国民の

意識がなければむしろ悪い面もあるのだということを指摘しているといえるのだ。

2 裁判員制度導入直前の「陪審員小説」ー裁判員小説前史 2

先にも述べたように、敗戦後の日本では陪審員裁判がとられず、その有罪率はどんどん高くなり、

西暦2000年の段階では99%を超えていたというから、ほとんどの裁判で無罪はありえないということ

になる。もちろんこれは、検察側が有罪にする自信のないものは起訴しないという方針にもよるだろ

うが、それにしても高すぎないだろうかc ここからは、警察幹部、検察と裁判官が同じ役人同士のな

れあいになっているという印象も受けるかもしれない。やがて、司法への国民参加が声高に叫ばれる

ようになった。すなわち、官と官のなれあいによって菟罪が生まれないように、合理的な疑問を差し
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挟む余地があると感じる案件では、国民の常識によって無罪判決を出しやすくすべきだというところ

だろうか。

このような「期待」は、 2000年を前後する時期になっていくつかの小説としてあらわれてくる。そ

の呼び水のひとつが、 1989年 9月27日に日本テレビ系で放映されたドラマ「帝都の夜明け『昭和三年

の陪審裁判jJだろう。これは放火事件をテーマとした陪審員による裁判をあつかったもので、陪審員

制度に対する意識を広めるのに一役かったといっていい。もちろん、それに先行する筒井康隆の 112

人の浮かれる男J(1978年初演)や、三谷幸喜の舞台劇 112人の優しい日本人J(1990年初演、 1991年

映画化)も、この風潮と無縁ではないと考えるσ これらはタイトノレからもわかるとおり、レジナルド・

ローズの「十二人の怒れる男J(1957年)のパロディだ。

この三つのドラマ、演劇は、大きくふたつにわけられる O それは、日本にかつてあった陪審員制度

をドラマ化した前者と、もし日本に賠審員制度があったら、という仮想現実を演劇化した後者である。

これは、この時期の「陪審員小説」とも一致する傾向である。

まず、藤村耕三の「陪審法廷異聞一消失した死体JU金田一耕助の新たな挑戦』角川書居、 1996年)

は、横溝正史が生み出した探偵金田一耕助を、 9人の作家がさまざまな角度から蘇らせたものだ。そ

のなかで現役弁護士の藤村は、敗戦前の陪審員裁判に金回ーが証人として出廷する事件を描いた。そ

して、芦辺拓『十三番目の陪審員j(東京創元社、 2001年)は、日本に陪審員制度が復活したらという

仮想現実を小説化した長編である。

先に「陪審法廷異聞j を見てみよう。この小説は、次のようなものだ。昭和13年、横浜地方裁判所

で殺人事件の裁判が聞かれた。鶴見の上杉龍三宅で、上杉の妾である笹沢志乃が絞殺死体で発見され

た。発見者は執事の飯田秦之介で、運転手の新井もこれを確認した。警察に連絡しようと表に出ると、

そこに偶然居合わしたのが金田一耕助で、あった。金田一に見張りを頼み、飯田が警察に行ってくると、

死体が消失しており、しかも死体は翌日大岡川で再び発見された。被疑者は運転手の新井直造である。

新井は警察の拷聞に屈し、塀を乗り越えて死体を運び出したと自供している。しかし、その塀には金

田ーが見張っていたのだ。金田一は法廷で、上杉が出てきたこと、金田一に出会うや見張りを頼み、

そして上杉がいったん玄関に戻り、 30秒ぐらいしてすぐに帰ってきたことを証言した。実際は、犯行

は別の場所で上杉龍三の手で行われており、その犯罪を運転手の新井になすりつけるために、上杉の

妻が死体の役をしていたことがわかる。そして、執事の飯田は金田一が屋敷のなかに入ってたくらみ

が露見しないように鍵をかけたことが陪審員の質問によって暴かれる。

ここで注目すべきは、本職の弁護士である藤村が、自白中心の捜査に懐疑的であるということ、そ

して裁判官が検察の起訴を是としようとしたところ、陪審員によって真実が暴かれるという展開を見

せているところだろう。

「陪審が始まって数年したころに、先生〔山本弁護士〕が『横浜貿易新報Jに論文を書かれてい

ましたね。『陪審以来、自白の価値は地に落ちた。陪審員は、自白だけでは有罪にしない。客観的

な証拠をみる。陪審の無罪評決は、警察の強引な取調べに対する警鐘を鳴らしているのだ』と」

(r金田一耕助の新たな挑戦』角川文庫、 1997年、 1998年版、 313-314頁)

「被告人が〔賠審員裁判を〕希望したんです。それに、殺人事件は、被告人が辞退しない限りは

陪審裁判になるはずですから」

「裁判官から、陪審裁判を辞退するように勧められただろう」
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「ええ、勧められた、などというなまやさしいことではありません出した。陪審裁判を辞退しな

い、と伝えたとたん、裁判官は鬼のような顔になりました。陪審裁判では上訴はできないぞ、と

か、陪審がどんな判決を下そうが、結局は裁判官が最終決定をするんだから同じことだ、とか、

半分脅しのようなものでしたJ(同書、 305頁)

このように、無罪率の高い陪審員裁判を当時の裁判所が決しておもしろく見ていたわけではないこ

とがさりげなく書き込まれた上で、陪審員制度の可能性を展開している。

五十前後の苦労人風にみえるその陪審員は、同意を求めるように傍聴人を見わたした。山本弁

護士は内心にやりととした。まるで裁判長の肩を持って金田一を追求するように装いながら、そ

の実金田一に推理を語らせようとしているのだ。

I [死体が消えてしまったのは〕なぜですねん。これはあんさん〔金田一〕の責任でっしゃろ。あ

んじよう見とったら、そんなことはなかったんとちゃいますか」

「違います。私はちゃんと見ていたんですよ。はっきり言いましょう。死体など、初めからなかっ

たんですj

「何を言うかJ裁判長が怒声を放った。「何を根拠にそんなことを言う。現に、二人の人聞が笹沢

志乃の死体を見た、と供述しているではないか。一人は被告人自身だぞ」

凄まじい怒声に、金田ーが言葉に詰まった。吃音のため、金田一は一瞬言葉が続かなくなった。

それを見てとった先程の裁判員は、言葉を続けた。「裁判長のおっしゃっておられるとおりでん

な。二人が死体を見たと話している o ただ、正確にいうと、一人は死体を見たと証言し、一人は

死体を見せられたと思った、ちゅうのが止解でんな。あんさんは、そうおっしゃりたいんやろ ?J

金田一はようやくのことで平静になった。

「そ、そうです。被告人の運転手、新井さんは、食堂のほうから、客間に横たわっていた『死体J
の足のほうだけを見せられた。着物姿のねJ(同書、 326-327頁)

ここにあるのは、検察とつながった役人としての裁判官の仕事に対する批判と、その批判が司法へ

の国民参加によって形になるだろうという希望である。この事件で描かれている裁判官は、警察によ

る拷問が行われていてもその自白を重く見て判決を下したがる。警察官僚や検察官へのメンツ立ての

ため正義が踏みにじられている。これは藤村が直面している20世紀末の日本の司法への告発でもあ

り、陪審員制度復活への提言でもあるといえよう。この小説には、当時の横浜地方裁判所の「特号法

廷」に陪審員席が残されていたこと、そして「旧庁舎の建て直しが決まっており、陪審法廷はやがて

日本から消え去ろうとしているJ(同書、 301頁)というように、停止している陪審員裁判が復活する

見込みがなくなっていくことに不安と憤りを垣間見せている。これは、それまで、の陪審員裁判を扱っ

た小説には見られない傾向だろう。おそらく、前出「十二人の怒れる男」が日本で公開されたあと、

陪審員制度についてのプラスの面が日本でも強調されてきたことと、裁判所と検察の馴れ合いともと

れるような有罪率の高さにうんざりしていた司法の現場から、小説という形で変革を訴えているのだ

ともいえよう。国民の司法参加への意識を広め、導入するきっかけをつくろうという意図もあるかも

しれない。そういった意味でも、それまで、の陪審員小説と違い、はじめて可能性としての陪審員制度

がここに展開されているのである。

では、もうひとつの「陪審員裁判小説Jである『十三番目の陪審員Jを見てみよう。結論からいえ
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ば、この小説も可能性としての陪審員制度という方向性を強く持った小説である o

物語は鷹見瞭ーが菟罪事件のヒーローになる計画からはじまる。鷹見は造血幹細胞移植によって自

らのDNAを変えることができるときかされ、手術を受ける。そして、架空の殺人事件、すなわち、一

軒のモデルハウスに女性が入る映像を映し、そこから鷹見が出ていくところをひとに見せる。その翌

朝別の女性が入っていって「人殺し」という芦を上げる、目撃者がなかに入ると大量の血が発見され

るというもので、善意の第三者を証人に仕立て上げることで事件にしてしまうというのだ。鷹見はそ

の取り調べなどを克明にノンフィクションとして出版するという。白撃者にされたのは、ベンチャー

企業の人びとだった。手形の詐欺にあった彼らは、その編した相手が当のモデルハウスで取引をする

という情報を得る。弁護士の森江春策も同行するが、そこで上記の事件に出会うのである。そして、

この裁判の弁護を担当するのは森江となり、折しも復活した陪審員制度によって裁判が執り行われる

というものだ。だが、実際には本当に殺人が起こっており、鷹見は窮地に立つ。自分が菟罪計画のた

め手術までしたと主張するが、証拠はないため信用されない。また、 DNAはもともと変えられないが、

近い血縁のものなら血液型を変えられるといい、鷹見は母の双子の妹の息子の血液型に変えられてお

り、一連の強姦殺人の犯人の血液型にさせられていたのだ。また、モデルハウスに入っていった女性

も映像などではなく実際の人物で、翌日の朝訪れた女性というのが、最初に入った女性と同一人物だ

とわかる。そして、無罪評決が出れば本物の女の死体を出し、もしも有罪評決が出れば菟罪計画が実

際にあったことを暴露することで、陪審員制度そのものを揺さぶろうとする意図が明らかとなる。陪

審員は有罪の評決を出し、敵が鷹見無罪の証拠である菟罪計画を明らかにすると、自分たちが評決に

際して実際にモデルハウスを訪れていたという事実を明かして評決無効、再審議へと評決を覆すので

ある。

手の込んだ話だが、陪審員制度の導入が、ゆくゆくは行政裁判にまで拡大されるという状況をふま

えて、政界の大物が自分の息子(鷹見といとこに当たる)を救い、裁判員制度そのものをもつぶすた

めにここまでの仕掛けをしたというのだ。

あまりリアリティはないが、ともかくもこの小説には陪審員制度が日本の裁判に新風を吹き込むと

いう強い期待感によってなされていることが見てとれる。たとえば、現在までの裁判システムの問題

点と、それに対する陪審員制度の利点を次のように述べている。

〔前略〕これまでの刑事法廷で弁護人が説くべきは<理>ではなく<涙>であり、示すべきは改
しゅん しらす

俊の情と寛大な裁きを願う態度で、あった。この点では、封建時代のミお白洲ミと何ら変わりはな

い。となれば、お奉行様ならぬ判事に向かつて堂々と論理を構築してみせ、無実を訴えることな

どはもってのほかなのだ。

裁判官は他から独立しているように見えて官僚組織にがっちり組み込まれ、公務員仲間である

警察がせっかく逮捕し、同じく検察が起訴した被告をあっさり無罪放免にすることはできにく

い。〔後略J(r十三番目の陪審員』創元推理文庫、 2008年、 110頁)

この裁判官がこれまで生きてきた司法の世界で、いま高らかに述べられた「推定無罪」が守ら

れてきたかというと、決してそうで、はなかった。警察や検察が苦労して法廷に引きずり出した被

告人を無罪にすることは、 可中問、のメンツをつぶすことにほかならないし、もろに出世にも響

くのが現実だ。だが、役人社会のルールなど無縁な一般市民の陪審員に対しては、そんな心配は

もとより無用なのだ、った。(同書、 225頁)
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このような「行政無謬論J(同書、 377頁)を覆すきっかけとなるだけでなく、それまで悪文の典型

だった起訴状や判決文が、陪審員に配慮せざるを得なくなったため、「いくら指摘されても改まらな

かった悪弊を、陪審法廷はあっさり駆逐してしまったJ(同書、 231頁)ともいわれる。これは、裁判

員制度導入で本当に実現されているのかもしれない。

そして、物語は最終的に有罪と評決した上で、審理の無効を主張して再審議とするという、陪審員

制度と守り、被告の立場を守る「叡智」を見せるわけだ。ここには、日本国民は充分に民度が高く、

成熟しているという期待感とともに、これからの裁判は国民の司法参加によってより質を高めること

ができるという主張が見える o

以上のように、裁判員制度が議論される2001年の司法制度改革審議会の意見書を見る直前の陪審員

法廷をテーマとした小説は、それまでのものとはうってかわって、国民の司法参加によって日本の司

法の「悪弊」をただすことができるはずだという期待と確信によって措かれていることがわかる。そ

れは「民度は充分に高いj という主張でもあるだろう。敗戦前の上からの陪審員制度導入とは違い、

ここには下からの導入とでもいうべき議論の盛り上がりが見られるかもしれない。もちろん、この時

期までに書かれた陪審員小説(裁判員という制度についてはまだ誰も知らなかったので)が、たった

これだけしかないといういい方もできる。しかし、ともあれ、裁判員制度導入直前に小説家や脚本家

といった「民」から、それなりの司法制度改革への意思をあらわした作品が発表されていたことは無

視できないだろう。 *1

3 裁判員小説

筆者の見る限り、裁判員制度が導入される以前に、裁判員法廷を意識して書かれた小説は 7冊であ

る。そのうち乃南アサ『犯意 その罪の読み取り方j(園田寿解説、新潮社、 2008年8月)*2は直接裁

判員法廷が描かれていないので、実質は6冊といっていい。以下、出版順がわかりやすいように、出

版月まで記載する。

列挙すると、芦辺拓『裁判員法廷j(文芸春秋社、 2008年3月)材、雨宮惜秋『小説恐怖の裁判員制

度j(鶴書院、 2008年7月)、乃南アサ『犯意』、姉小路祐『京女殺人法廷j(2008年 9月上戸梶圭太

『判決の誤差j(双葉社、 2008年12月)料、佐木隆三『法廷に吹く風j(弦書房、 2009年 2月)料、水原

秀策『裁くのは僕たちだ.1 (東京創元社、 2009年 5月)となろう。

ほとんどが、裁判員制度導入直前に出版されており、その出版物の初出も、芦辺拓をのぞくと2007

年から2008年にかけてのものであったことがわかる。まさに、駆け込むようにして出版されたわけだ。

それは、裁判員が選挙人名簿から無作為に選ばれるという制度であるから、日本に住む多くの人に

とって他人事ではなくなってしまったということとも関連するだろう。そして、もしも自分が裁判員

に選ばれてしまったらということが、誰しもの頭に去来したのではないか。かくして、近未来小説と

しての裁判員小説が誕生したのである。

これらの小説には、いくつかの共通性がある。それは、裁判員制度についてそれなりの説明が付さ

れていることだ。やはり、マニュアノレ的な意味も多少加味しているといえる。しかし、すでに述べた

ように乃南アサの『犯意』だけは異色である。ここでは、日常的に起こりうる犯罪が小説として展開

し、解説の園田寿がどのような法に照らして裁くべきか、どのぐらいの量刑になるかを論じているの

である。いわば、実際に裁判員になったときに参考にしてほしいというつもりで書かれた本なのであ

る。また各案件も実際にあった事件を参考に書かれたもので、やはりマニュアル的なにおいは強く思
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われるため、ここでいう、裁判員小説という範曙には、若干入りにくい印象を受ける。

また、雨宮惜秋『小説恐怖の裁判員制度』では、裁判員制度を徴兵制度への一里塚として考えると

いう独自の視点に基づいての批判が展開されており、どちらかというと小説というより会話対の評論

のような印象を受ける。内容的にも、裁判員には守秘義務があるのだが、それが人権侵害であるとい

うことが述べられているなど、事件と向き合う市民という視点は非常に薄い。しかし、裁判員にはな

りたくないという意見も非常に根強いので、そのような議論を言語化させた貴重な文献といえるかも

しれない。

また、戸梶圭太『判決の誤差Jは、彼独特の遊び感覚で裁判員法廷を笑いに結びつけている。すべ

ての裁判員が、法を犯していることなどから考えて、決して裁判員制度について肯定的な小説とはい

いがたい。ウェス・クレイヴン監督の『鮮血の美学Jがテーマになっており、 20代の男性ら 4人が、

2人の少女を強姦した上で、 1人を殺してしまうという事件を扱うのであるが、エリートサラリーマ

ンの仁岡は裁判所員を買収しようとしたり、グラビアアイド、ルの火浦は麻薬常習者だ、ったり、引きこ

もりの腰越は殺人を犯していたりと、およそ裁判員にふさわしくない人間ばかりが登場する。最後に

仁闘が語る「いろいろあった裁判だが、すべてが終わった今、自分の中には特に何も残っていない」

(前掲書、 266頁)ということばにあるとおり、まったくといっていいほど話の展開に意味はなく、読

んでいてもなにも残らない。おそらくは裁判員制度への批判なのだろうが、それにしでもあまりレベ

ルの高いものとはいえない。

これらをのぞく残りの 4作品のうち、主に佐木と芦辺の 2作品について、以下に論じてみることと

しよう。まずは佐木隆三『法廷に吹く風』であるが、 6編の短編小説が掲載されており、それぞれが

別の案件を別の裁判員が関与していく話として展開している。「祖父の『般若心経.IJは、被告が結婚

の約束をしている女性を殺してしまうという身勝手な犯行を裁くものだ。しかし、祖父が被害者遺族

に愚謝料を払い、生きている聞に罪を償うことを教え諭していることが裁判員に伝わり、死刑が回避

される。

次の rr夜の蝶』の婚約者」では、売春を強要されたタイ人ホステスが、その庖のママを殺してし

まったという事件で、視点人物はそのタイ人ホステスの客であり婚約者である神崎だ。この案件だけ

が、裁判員を支居人物としていないのが特徴で、判決は懲役五年という寛大なもの。また、「親に先立

つ孝行j は前科のある暴力団員が、組織のなかでもめ事を起こして 2件の殺人を犯し、さらに麻薬の

顧客で、あった主婦をかくまってくれないという理由で殺してしまうという案件だ。ここでは裁判員が

裁判官から「特別案件」、すなわち死刑相当の案件であると告げられると「そういう際どい判断を、裁

判員に求められでも困るということなんです。だから事前に、それでも引き受けるという裁判員の名

簿を、つくっておけばいいんだよJ(前掲書、 68頁)と議論をする場面がある。ここには、裁判員制度

のなかにある問題点がつかれているといっていい。評決は死刑となるが、視点人物の裁判員は、その

裁判の内容を妻にも教えないという「理想的な裁判員」として描かれている。

「ブラックアウト」は、 7歳の少女を陵辱して殺したとして罪に問われている案件だが、自白が唯

一の証拠となっており、物証や証人などはないため、全員一致で無罪とする。そして、「三億円のダイ

ビング」は、妻に保険金をかけて殺したとされる案件で、被告が自動車を運転していて、海に飛び込

んだと訴状にあるが、実際には助手席に乗っていたことが裁判の過程で明らかになる。だとすれば、

このダイビングは本当に計画殺人なのかということが問題になるが、タクシー運転手の裁判員がドラ

イパーの「常識」として助手席にいても運転を妨害して海に飛び込めると主張、死刑の評決となる。

最後の「赤シャツと法律屋」は、同僚のホステスを殺して逃亡していた被告を強盗殺人の罪で裁くと
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いう案件で、逃亡中に顔を整形したり、和菓子屋の女将におさまったりと、現実にあった事件に準拠

した内容だ。赤シャツを着た裁判員の男が、時効寸前で、あったことを情状面で酌量すべきかどうかを

裁判官に議論するなど、裁判官と対等に議論する場面がある。

これらの話に共通しているのは、制度上の問題をいくつか小説内で、指摘しながらも、裁判員が裁判

官と対等に議論することで、いままでの裁判、すなわち検察官との官僚同士の関係を重視して、あま

りにも多く有罪判決を出してきた、と指摘される状況に風穴をあける可能性を示唆していることだ。

「赤、ンャツと法律屋」には次のような場面がある。

「われわれ裁判員は、あなたのような法律屋と違って、あくまでも社会常識にもとづいて物事を

判断しますj

「しかしながら・・一..J 

「ああ、言わなくてもわかります。強盗殺人罪の法廷刑は、死刑または無期懲役だから、求刑ど

おりの判決にしたいんでしょう」

「そんなことは言っていません。被告人にとって有利な情状があれば、酌量減刑することができ

ますJ(前掲書、 147頁)

結局、他の裁判員も赤シャツの意見に向意し、懲役13年に評議が落ち着くのだが、ここに佐木の裁

判員制度への期待感が見てとれる。それは、裁判官たちの「常識のなさ」ということばに込められた

「検察との深い関係」への批判であり、これを突破する起爆剤としての裁判員の「常識」だろう。

このような期待は、芦辺拓『裁判員法廷』にも強くあらわれる。これは「それは、あなたにとって

間違いなく初めての光景だJ(前掲書、 8頁)ということばではじまることからもわかるとおり、二人

称によるというきわめてめずらしい体裁の小説で、もある。梗概は以下の通りだ。

まずは「審理」だが、有賀誠彦が鷲坂コンサノレティング事務所内で、鷲坂太ーを殺害したという案

件が、被告の控訴事実否認というかたちで進められる。弁護士の森江春策は、これは密室殺人である

ことを告げ、有賀の衣服に返り血が付いていたことが証拠となっているが、決して多量なものではな

く、しかも靴底に血痕がついていないことから、寛罪であることを主張する。また、有賀は事件の当

日、確かに事務所に訪れているが、有賀が事務所に訪れているところを向かいのビノレで目撃した証人

は、ちょうどテレビで映画が終わるときだ、ったと証言し、検察側の証人が主張した殺害時刻のあとで

あることがわかる。真相は、有賀が鷲坂に話をしにいくと、鷲坂が病気のため吐血して倒れた。驚い

て有賀が出て行くと、しばらくしてユニットパスで体を洗ったあとの鷲坂のもとを訪れた真犯人がこ

れを殺害したということだ、った。

次の「評議」は、鰭浦治朗が深夜に自宅で殺され、翌朝発見されたという案件で、平戸津が被告、

弁護士は森江春策だ。例によって、無罪を主張するが、決定的な証人があらわれず、すべては裁判員

の賢明な判断にゆだねられる。被告の親友が暴行の上殺されており、その真相解明のために嬉浦に接

近し、事件当夜に自宅を訪れていた。しかし、エレベーターホールの監視カメラは11時5分のあと、

急に11時8分へと飛んでおり改蜜されていた可能性がある O そして、午前 1時近くに被害者の知人の

沢尻が呼ばれてくるが応答がないためあきらめて帰り、明け方に被告が被害者宅から出てくる映像が

ある。被告は鰭浦に位致されて連れ込まれたといっているが、その映像はない。鰭浦はかつて平戸の

親友を陵辱して殺したのだが、その真相を探るために近づいてきた平戸を投致し、監視カメラを改憲
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して証拠を消していた。弁護側は真犯人たる福富修を証言台にたたせるつもりだったが、彼は逃げて

しまったため、判決の行方は微妙だったが、裁判員は与えられた証拠から、被告人が犯人ではあり得

ないという評決にたどり着き、無罪評決となる。

最後の「自白」は、被告が殺人を認めているのに、弁護士の森江春策はあくまでも無罪を主張する

という裁判だ。被害者の藁山は自費出版会社を経営しており、作家になる夢を持ったひとからあくど

く金を取っていたが、会社が倒産してしまい、事件当日は数人が彼の自宅を訪れていた。そして、被

告の桐石は彼の頭をパットで殴り殺したという。しかし真相は、当日最初に被害者宅を訪れていた朝

浜が殺人を犯し、その後、彼が藁山に扮装していたのだ。被告は偽物を殴っただけだということにな

る。評決は無罪だ、った。

すでに述べたように、この小説集は二人称で、書かれている。この「二人称小説」というのは、非常

に難しいもので、「あなたは00と思った」といわれても、読者が納得するとは限らないので、違和感

を覚えることが多いからだ。しかし、この小説にはその種の違和感はあまりない。それは、裁判員に、、、
選ばれたあなたが、次々と提出される証拠や証人を前にして、困惑しながらも受け入れていくという

状況がふまえられているからだ。逆にいえば、芦辺拓は裁判員小説が「近未来小説jであることをもっ

ともよく理解していたといえるかもしれない。裁判員として評議に参加することを誰も経験していな

い状態なら、この小説の「あなた」のように行動するのもあり得るかなと思わせることに成功してい

るからである。また、途中に森江春策を中心とした三人称部分がちりばめられているのも、この実験

的な小説を成功に導いているといっていいだろう。

それだけではない。この小説集は、あるいは密室殺人だったり、あるいは死体の入れ替えだ、ったり

といったミステリファン垂誕のトリックが盛り込まれており、ミステリ自体としてもかなり読み応え

があるのだ。その意味でも、芦辺拓『裁判員法廷』は、裁判員小説の最高の収穫だった。

また、これは前章で紹介した『十三番目の陪審員』であらわしていた司法の問題点にも言及してい

る。たとえば、裁判で扱われる文章が悪文であること、そしてそれが国民の司法参加であっさりと改

善されたこと。そして、有罪率が高すぎること、その裏には検察との深い関係が疑われること、など

がそれだ。しかし、なによりも実施が決まった裁判員について、できるだけいい方向に仕向けようと

いう期待感が強くあらわれている。

〔法廷で、弁護側が新たに証人を申請しようとして紛糾するななかでJrそういう議論も必要かも

しれませんが、その証拠や証人を認めるかどうかは、実際に接してからでも遅くないんじゃない

ですか」

誰もが、予期しなかったところからの発言に唖然とし、日をしばたたく。だが、中でも最も驚

いているのは当人ーすなわち、あなた自身にほかならなかった。(r審理」、前掲書、 64頁)

〔弁護側の証人尋問に検察が異議を申し立てたところでJrあの、裁判長。ちょっと質問があるの

ですが...一」

おもむろに手を挙げ、静かに発言を開始したものがあった。

それはーほかでもないあなた自身だった。誰もが戸惑ったような視線を送る中、あなたは職業

裁判官たちを見やりながら、問いかけるのだった。

「裁判長は法廷で、検事さんの異議を認めて、あの弁護士のそれ以上の尋問にストップをかけら

れましたね」

「ええ、そうですが、それが何か?J
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藤巻裁判長はけげんそうに答えた。あなたはさらに尋ねて、

「もし、あのとき私たち裁判員が、その続きを聞くことを希望したら、裁判長はそれをお認めに

なりましたか?J

「そ、それは」

藤巻裁判長は彼としては全く異例なことに、一瞬だけだが言葉に詰まった。少し考える聞を聞

けてから、

「もし、そういう申し出がみなさんからあったら、当然考慮の対象となったでしょうねJ(1評議j、

前掲書、 125頁)

芦辺がこの小説を二人称にしたのは、ここに意図があったからだといえよう。そう、もしも裁判員

に選ばれたら、是非にこのように勇気を持って行動してほしい、流されないで自分の意志で裁判に参

加してほしい、というメッセージが込められているともいえる。

そのほか、姉小路祐『京女殺人法廷』は、テレビタレントの女性が殺され、その犯人として彼女と

不倫関係にあった男性の妻が逮捕されるものの、裁判で突然無罪を主張するという内容だ。 3人の証

人は、被告は当日、現場にいなかったと主張する。しかし、本当はこの 3人の証人と自供していた被

告の 4人が共同でタレントを殺していたのだ。このタレントは家庭のある男性を奪う性癖があり、被

害にあった女性たちは夫を奪われた恨みでこの事件をおこしたというのだ。

6人の裁判員のうち 2人が情報を漏らした廉で解任され、結局 2人の補充裁判員が投入される。見

ているしかなかった補充裁判員で、最後に投入された女性が、京町屋の構造から考えて、証人は嘘を

ついていることを見抜き、事件の真相にたどりつくという話だ。

そして、水原秀策『裁くのは僕たちだ』は、夫を殺したとして訴えられている女性代議士の裁判を

テーマとしている。この代議士はもともと弁護士であったが、有力者の顧問弁護士をしていたとき、

その家の長男が女性を監禁して暴行するということを繰り返していたのをもみ消して歩いたという過

去がある C そして、このときの恨みで代議士を陥れたのが、当時の被害者の姉妹だ、ったというのが表

面上の設定である。だが真相は、この姉妹の姉の方は、代議士の援助で勉強をし、いまでは代議士の

顧問弁護士をしているのだが、この弁護士は代議士の夫と不倫関係にあり、その夫を殺してしまって

いたというのだ。

2作ともそれなりに読ませるサスペンスではあるが、芦辺ほど徹底したものではなく、裁判員制度

への掘り下げが浅く、この制度が導入されなくても書ける内容だといっていい。もしも、芦辺の作品

がなければ、それなりに細かく議論する必要があるかもしれないが、この際、こういう作品があった

ということにふれるのにとどめたい。

4 裁判員マンガ-むすびにかえて

このほかに、すでにふれたように、マンガで、裁判員制度をテーマにしたものがある。やはり「近未

来」のマンガとして書かれた 3作品を見てみよう。まず、郷田マモラの『サマヨイザクラ 裁判員制

度の光と闇』上下(双葉社、 2008年10月、 2009年 3月)*6は、近所の人びとの陰口やいじめに苦しん

でいた引きこもりの鹿野川雪彦が、近所のひとを 3人も殺してしまったとして起訴された事件を扱っ

ている。視点人物は裁判員で、ネットカフェ難民の相羽圭ーだ。被告は自供しているが、本当は殺人
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を犯していない。彼は近所のひとの悪意に苦しめられているが、その根拠のひとつが、女の子にいた

ずらをしたことがあるということだ。しかし、これは誤解で、その女の子は彼を慕っているのだ。こ

の女の子もその後、「汚れた子Jとして近所の悪意にさらされるが、彼女の父親がホームレスとして現

場付近の洞窟に住み着いてからは、鹿野川と 3人で楽しく過ごしていた。鹿野川が貸してあげたもの

でホームレスが殺人を犯したことを知った鹿野川は、女の子のためにも罪をかぶろうとする。しかし、

相羽の活躍で事件当日に鹿野川は現場にいなかったことが証明される。

ドラマとしてはこっており、また引きこもりやネットカフェ難民など、昨今の若者をめぐる社会問

題へ友深く切り込む姿勢があり、マンガで裁判員制度を描いたものとしては最もよいできだといって

し、し、。

また、『裁判員の女神j*7は裁判員制度に期待をしている若い女性判事の勇樹美知子が主人公で、古

い体質を引きずり裁判員制度にも批判的な他の判事たちと戦いながらも、裁判員たちと真実をとらえ

ていこうという物語だ。このどちらにも、裁判員制度に関する豆知識がメモとして挿入されており、

裁判員制度を広報する役割も自らになっているといっていい。

これに対して、判事の辺見直留の体に謎の生物ノ、ィドがあらわれ、そのハイドがミトントンミとい

う各人に守護霊のようについている記録係と交渉をさせてくれるという SF的な内容となっているの

が、『ジキノレとハイドと裁判員j*8。このマンガでは、真相は被告人のミトントンミから直接聞き出す

ことになるため、推理はいっさいない。そして、真相を知ってしまった判事は、裁判員を誘導したり、

あるいは脅迫めいたことまでして自分の思う評決へと引っ張っていこうとする。

思えば、このマンガは、裁判員制度を描いたもののなかでもっとも荒唐無稽であれど、その反面

もっともその問題をついているともいえる。そもそも、裁判員制度における評決は、裁判官 3人と裁

判員 6人のうち 5人以上の賛成で成り立つ多数決ではあるが、その多数決には裁判官が最低 l人は

入っていなければならないという決まりがある。また、裁判員制度がヨーロッパの参審制と違い、決

められた任期の期間繰り返し裁判に参加するわけではなく、あくまでも一回こっきりのものだ。当然、

素人の裁判員は独自の判断を出しにくい状況だろうし、あるいは裁判官によってコントロールしやす

いといういい方もできる。だいたい裁判員という名称自体、裁判「官」のもとの裁判「員」という関

係を想起させるものではないか。

このようにしてみると、どうして戦前の陪審制度の復活ではなく、今回の裁判員制度が導入された

のかがここから見えてくる。おそらくは、裁判所側は司法への国民参加に難色を示したのではないか。

そこには民度の未成熟や日本社会になじまないといったことばも繰り返し使われたことだろう c そし

て、妥協の産物として、あくまでも裁判官主導の判断ができるような制度へと落ち着いたのではない

か。陪審員制度なら裁判官のコントロールはきかないではないのだから。このような国民の司法参加

といいながらも「官」のコントロールが前提となっているという性質をついたのが、先の『ジキノレと

ハイドと裁判員』なのだ。

このような「官」のコントロールという性質をふまえて考えるなら、裁判員は有権者から選ばれる

という制度と併せて、裁判所および日本国が「国民」をいかなるものととらえているのかがほの見え

てくるだろう。それは、「官」のコントロールを受ける従順さをもった、日本国籍者のことなのだ。当

然、筆者のような在日朝鮮人は排除される。仮に、在日外国人のうち日本国籍を取得したものでも、

「偏ったものの考え方をする可能性がある」という理由で裁判員の選定から排除されることも予想さ

れる。「国民の常識」を反映させるというこの制度は、外国からの帰化者すなわち「外国の常識」を持

つものと判断しかねないではないか。裁判員制度は、このような「国民」の再定義の場でもあるわけ
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だ。しかも、裁判にかけられる案件のなかに、在日朝鮮人などの外国籍者や、帰化者が被告や被害者

として登場することだってあり得るのである。

市民の司法参加自体は間違ったことではなく、むしろいままでのような検察と裁判所の関係を客観

化する契機となることに期待したいが、それとともに「国民の再定義在日朝鮮人をはじめとした

在日外国人排除という問題がその陰にかくれていることを指摘せずにはいられない。裁判員小説はこ

のような問題を明らかにする表象空間でもあるのだ。

注

*1 本論では触れられなかったが、伊佐千尋『逆転 アメリカ支配下・沖縄の陪審裁判j(文芸春秋

社、 1977年)は米兵殺害事件の陪審員となった著者の実体験にもとづくノンフィクション小説だ。

ここで著者は様々なかけひきを行って容疑者の沖縄青年を救おうとし、殺人罪だけは免れたもの

の、判決で傷害罪の最高刑がいいわたされる。陪審員の可能性と沖縄社会の矛盾があらわれた佳

作だ。

*2 初出、「あすは我が身の刑法入門Jr小説新潮j2007年 5月から2008年 4月。

*3 初出、「裁判員法廷2009Jrオール読物j2006年4月、「評議一裁判員法廷2009J D-noveU 2006年

10月から11月、ほかは書き下ろし。

判 初出、「コートでは泣かないJr小説推理j2007年 2月から2008年 6月。

*5 初出、『論座j2008年 4月から 9月、ほかは書き下ろし。

*6 初出、『漫画アクション.12008年 2月19日から2009年 1月20日。

ネ7 かわすみひろし園、毛利甚八作、井垣康弘弁護士監修、実業之日本社、 2009年5月。初出、『週刊

漫画サンデーj2009年 2月 3日から 4月比日。以後、連載継続中。

材 森田崇漫画、北原雅紀脚本、弁護土・今井秀智法律監修、小学館、 2009年5月。初出、『ピックコ

ミックスベリオールj2009年 1号から 7号。以後、連載継続中。
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Study of SAIBAN -IN Stories 

Lee Kenji 

In Japan， SAIBAN-IN system was builded up 22， May， 2009. SAIBAN-町 systemis't the jury system， 

it is a origina1 system of judgement in Japan. SAIBAN-IN must decide the assessment of the culpability with 

the judges who is cal1ed SAIBAN-KAN in Japanese. On the system， six persons is drawn 10ts from a register of 

e1ectore， must judge a co凶 casew1白血reejudges. A judgment decide by majority， but the majority proposal 

includes one judge at 1east. It is the first time that the citizens take part in judi印刷reafter W.W. II in Japan 

OnJapanes巴1iterlature，a few writer have wri仕ensrories which SAIBAN町 judgea case in near future. 

Therefore， 1 will cal1 there stories SAIBAN-IN stories， study there d巴tails.In the first， 1 mention stories which 

describe the Japanese jury system before W.W. 1 . After that 1 list SAIBAN-国 stories，and shoud consider 

there stories in all aspects. Especially， on ASI丑BETaku's stories “SAIBAN百 INHOUTEI(coぽ t)"，1 will 

discuss in detail. 

The 1ast， 1 will introduce the SAIBAN-IN MANGA， because a few comic artists have made comic-s仕lp

version of SAIBAN-IN system. And， 1 will poin out any prob1ems on SAIBAN-IN system， for巴xamp1e，

foriners living in Japan have no right to select a SAIBAN-IN， the jedge is able to be con仕oledthe conference 

87 


