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はじめにはじめにはじめにはじめに    

1959 年の著書『裁判批判』で、家永三郎は、松川事件の裁判に関連して、裁判批判の合

法性、正当性、必要性を論じたが、そこで描いている裁判批判像は、時代を超えて、裁判

正常化の行動の参考になると思える。家永の教科書裁判では、教科書検定は違憲であると

した 1970 年の杉本判決が、唯一の完全勝訴だったが、その後、判決はどんどん悪くなり、

多数の支援者の運動があったにもかかわらず、最終的な結果は、彼にとって不本意なもの

であった
1
。1959 年の著書で彼が展望していた裁判批判による民主主義的な裁判は、彼の期

待通りには実現しなかったというべきであろう。彼の裁判批判のビジョンは、必ずしも完

璧ではなかったのかもしれない。しかし、彼の視点は、権力者の裁判に対する影響力に依

存するのではなく、私人の裁判批判に向かっていて、裁判正常化道志会の求める裁判正常

化の行動、運動に重要なヒントを与えてくれるのではないかと期待できる。民主主義の原

理から裁判批判のあるべき姿を整理した彼の語るところのものを理解することにより、得

られるものは多い。歴史的経緯から認められる期待と現実との乖離については、彼の裁判

批判像を参考にして、何を追加し、何を訂正しなければならないのか、できるのかを検討

することで新たな展開が開けるかもしれない。 

 

家永三郎家永三郎家永三郎家永三郎のののの裁判批判像裁判批判像裁判批判像裁判批判像におけるにおけるにおけるにおける裁判官裁判官裁判官裁判官のののの独立性独立性独立性独立性とととと良心良心良心良心のののの義務義務義務義務のののの照応照応照応照応    

 家永は「裁判批判」を、「当該訴訟手続により行われる行為の全部または一部に対し、説

得の目的を持ってその可否を主張する行為である[1]」と定義し、裁判制度の抽象的な批判

や暴力を伴う行為を除外する。 

彼の著書の全体の記述から推し量るに、制度の抽象的な批判を裁判批判から除外したの

は、日本国憲法制定と並行して行われた司法改革の帰趨がまだ定まっていなかったこと、

明白な冤罪事件である松川裁判が進行中で、有罪判決が強行される可能性が小さくなかっ

たこと、さらに、松川裁判被告への救援運動に対する裁判所側からの攻撃する口実として、

これら救援運動が「裁判制度の否定」の運動であるという非難が加えられていたことなど

の事情によるのではないかと思える。しかし、具体的な裁判についての批判を司法制度の

評価と切り離して議論することは不可能であり、彼の著作でも少なくとも司法制度の運用

については、多くのページが割かれている。 

暴力を伴う行為を排除するという論点は、日本国憲法の司法に関する規定と照応してい

る。日本国憲法 76 条の 3 項に「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、

この憲法及び法律にのみ拘束される。」とある。裁判官が独立して職権を行うためには、裁

                                                   
1 1998 年のドキュメンタリー映画”In the Name of the Emperor（天皇の名において）”でのインタビュー。 
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判官の独立を圧迫する要素を排除しなければならない。暴力は裁判官の独立性を侵すこと

を目的に使用されるものである。この同じ理由から、彼は権力者の裁判批判も否定する。 

ここに言う権力者とは、裁判官の利害に関する権限を有し、裁判官の判断に影響力をも

つ人物をさし、このような人物の批判行為は、強制力を積極的に行使しなくとも、裁判官

に対する潜在的な圧迫となり、裁判官の独立性が保てなくなる。したがって、許容され、

かつ期待される裁判批判はそのような権限を有しない私人により行われるものでなければ

ならない。 

しかし、強制力を伴う権限を有しない私人の外側からの裁判批判には、裁判官の判断に

影響を与える力がなく、説得の効果がないのではないかという疑問がわく。この疑問に対

する家永の想定が、裁判官の良心の義務である。憲法 76 条 3 項の「良心に従ひ」の部分は、

裁判官に課された義務であり、また、裁判官が良心に従って判決を書くということは、ゾ

ルレンであってザインではないから、このような義務が課されている。つまり、裁判官が

放任されている場合には、裁判官はしばしば良心に背いて職権を行使する可能性が大きい

から、このような義務が憲法で規定されているのである。 

裁判官は、裁判所の外から論じられる裁判批判を聞いて、批判に意味がないと判断すれ

ば、無視してもよい。しかし、批判が正しいと考えて、なお受け入れずに、踏みにじる判

決を書くことは、良心に従う振る舞いとは言えない。そこで、裁判官に課された義務とし

ての良心が、裁判批判と呼応して、裁判批判が広い意味での訴訟手続きの一部としてまで、

機能することが期待されるのである。 

 

許許許許されないされないされないされない批判批判批判批判についてについてについてについて    

 家永は裁判批判の限界を論じ、 

  １．権力者の批判 

  ２．根拠のない批判 

  ３．不法・不当な方法による批判 

の三種の批判を許されない批判とした。ところで、第二、第三の分類は、境界線に不明瞭

な部分がある。批判は合理的な理由にもとづいて行われるべきであり、根拠のない批判は

許されないとするが、合理的な理由があり、根拠があるか否かを評価し、その評価を共有

する状態が実現していなければ、何に根拠があって、何に根拠がないのかは単純に線引き

できない。根拠があるのかないのかの評価の確定を裁判の判決に頼るというのでは、批判

が循環論に陥ることになる。不法・不当な方法についても、境界線のあいまいさがあり、

静 的

スタティック

に枠を形作ることはできない。たとえば、近代民主主義が認める（もちろん、日本国

憲法も認める）権力に対する人民の抵抗権の考察においての議論では、「抵抗権の正当な発

動に伴なってふつうなら非合法の手段も『合法的手段』に転化することもあり得る
2
」とし

ており、少なくとも言葉の上での「不法」な方法の理解は動的な様相を帯びている。 

                                                   
2 家永三郎『裁判批判』、日本評論社、1959 年、108 ページ 
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 これらの種別に比べ、「権力者の批判」の姿はわかりやすい。権力者の概念は、単なる公

務員と同一に理解できるほど単純ではないが、それでも裁判官の利害に影響力を与える権

限をもつ公務員の範囲は、限定することができる。日本国憲法が定める権力は三権からな

り、裁判官は行政府、立法府、司法府に属するそれぞれの権力者の圧迫を受ける可能性が

ある。家永はその具体例を示し、各府の権力者が裁判批判を行うことは裁判官の独立性を

損なう行為であるとして、許されない裁判批判であるとした。立法府の権力者の裁判批判

の検討においては、弾劾裁判に触れ、「弾劾裁判に関する権限の濫用による」裁判官の「圧

迫」の例を二つ
3
示し、「訴追委員会が裁判の内容にわたる調査を行うことは、司法権の独立」

の侵害であるとしている。 

 家永は、日本国憲法制定後の司法制度において、裁判官の独立性を脅かすもっとも危険

な権力の機能が、司法府内部での圧迫であることも指摘している。この問題は、権力者の

裁判批判という範疇で語りきれないものではないかと思うが、それは後の歴史的展開を見

たうえでの総括であり、まだ戦後民主主義がどのように成長していくかについて、未確定

の部分が多かった 1950 年代には、家永のような立論も可能だったのかもしれない。彼は、

裁判官の独立性が不安定になる制度的な問題、あるいは制度の運用上の問題に触れながら、

司法府での裁判官の圧迫の種類として、司法行政監督権の濫用による圧迫と、司法府内部

の有力者の「個人的見解」という名目で公表される意見表明によるそれとの二つを挙げて

いる。 

 

裁判批判裁判批判裁判批判裁判批判のののの合法性合法性合法性合法性、、、、正当性正当性正当性正当性、、、、必要性必要性必要性必要性のののの根拠根拠根拠根拠    

 権力者の裁判官への圧迫の問題が、歴史の経緯により、裁判批判という範疇では語りき

れない大きな問題になっていることについては、詳細な検討が必要であるが、その前に、

家永が論証している裁判批判の合法性、正当性、必要性の根拠について、確認しておきた

い。 

 その根拠は、二つの方向から示される。第一に、近代民主主義および日本国憲法によっ

て保障される表現の自由からの考察である。彼は表現の自由の限界の判断基準を「明白か

つ現在の危険(clear and present danger)4
」におく。表現の自由の内在的制約、つまり限界

を超えないかぎり、裁判に対する批判の自由も保障されなければならない。 

第二に、近代民主主義および日本国憲法が主権者と認める人民（国民）の、国政への参

与権、権力を監視し批判し監督する権利、あるいは権力の濫用に抵抗する権利である。明

治憲法下の絶対主義専制国家と日本国憲法下の民主主義国家のあり方において、公務員の

                                                   
3 「吹田黙祷事件」と「高知県教組員拘置請求却下事件」 
4 表現の自由の内容規制に関する違憲審査基準のひとつで、アメリカの憲法判例で用いられ理論化された。 

 次の 3 要件が満たされた場合に限り、表現行為を規制できる。 
  １．近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること 

  ２．実質的害悪が重大であること 
 ３．当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること（wiki） 
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概念は根本的に異なるものである。絶対主義官僚は国民の無条件の尊敬を要求し、その威

信は無批判に保持されるが、民主主義国家の公務員は本来「信頼」しがたいものであると

いう推定を拒むことができず、主権者たる国民の厳しい監視・批判に耐え抜くことによっ

て初めて「信頼」を獲得できる。権力の濫用に対しては抵抗権があり、抵抗権は極限にお

いて革命権にまで上昇しうる。裁判批判は「人民が専制と圧迫に対する最後の手段に訴え

ることを余儀なくされる（世界人権宣言）」ことのないようにするための、安全弁として機

能しなければならない。これが、裁判批判の正当性、必要性の究極の根拠である。 

 

権力者権力者権力者権力者のののの批判批判批判批判にににに対対対対するするするする対策対策対策対策    

 裁判官は行政府、立法府、司法府それぞれの権力機構から圧迫を受ける可能性がある。

これは、日本国憲法の期待する司法のあり方に関する基本的な理念を蹂躙するものではあ

るが、家永が多数の例を挙げている通り、このようなことが日本国憲法制定直後から、実

際に行われてきた。 

 権力者の職権濫用による裁判批判を、民主主義の精神を放棄せずに、どのように防止で

きるのかは大きな問題である。家永の著書の第 2 章第 1 節「限界を超えた裁判批判への対

策」での、この問題に対する指摘は次のようなものである。 

 

  権力者の職権濫用による裁判批判に対しては、法律的または政治的にその責任を追及

すべきである。 

 

この記述は、あまりにもそっけなく、とうてい、職権濫用による裁判批判に対する十分な

対抗策の案となりえないように思える。権力者の職権濫用を法律的に責任追及する場合に

は、その最終的な判断主体は裁判所であり、権力者の圧迫を受けている裁判官である。こ

の場合、裁判官は権力者の強制と、強制力のない民間人の批判のどちらを優先するだろう

か。 

政治的な責任を追及するとなると、問題はさらに複雑であるが、強い権限を有する権力

者の責任を、権力のない私人が追及することは、容易ではないだろう。 

民主主義的な方法の範囲で、権力者の裁判官への圧迫を防止することができなければ、

裁判批判の前提が成り立たず、裁判批判も期待通りの効果をもたない。家永の裁判批判像

においては、裁判批判は裁判官に対する強制力をもたない私人が行うものであり、裁判官

は独立しており、良心に従う義務を課されることが、正しいと認識する裁判批判を取り入

れる義務につながり、誤判が防がれ、あるいは誤判が訂正されると想定するからである。

裁判官が独立していなければ、このような裁判批判と良心の義務の緊張関係は機能しない。 

権力者の裁判批判の禁止が常態であり、ときおり、この制限を踏み外す権力者が現れた

ときに、何らかの防止機構が働いて権力者の責任が追及され、裁判批判、あるいは裁判官

に対する圧力が排除されれば、家永の想定する裁判批判は健全に機能するかもしれない。
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あるいは、家永が期待していた日本の民主主義の発展はそのようなビジョンだったのかも

れない。しかし、戦後史において、日本の司法・裁判はそのようには成長しなかった。そ

の現状を直視すれば、どのような観点の追加が必要になるのかを検討しなければならない。 

 

司法府司法府司法府司法府によってによってによってによって喪失喪失喪失喪失させられたさせられたさせられたさせられた裁判官裁判官裁判官裁判官のののの独立性独立性独立性独立性のののの現状現状現状現状    

 裁判批判が健全に正常に機能するための必須の前提である裁判官の独立性（司法府の独

立性ではない）が喪失させられている状況については、本会の 2010 年 9 月 20 日の例会で

発表した「司法官僚による司法行政の現状とその問題点」で検討した。その報告で引用し

た新藤宗幸『司法官僚－裁判所の権力者たち』、あるいは、生田暉雄の解説による裁判官の

3 号報酬の問題や最高裁の裏金問題（ウェブサイト「でたらめ裁判を正す」のインタビュー

動画）などで、かなりの部分が明らかになっている。司法府に対しては、行政府に対して

適用されている情報公開の法的な規範すら認められておらず、不明の部分も多いが、そも

そもそのような情報公開に対する後ろ向きの姿勢から、司法行政がどのような性格を帯び

ているのかを推測することができる。 

 前述のとおり、家永も 1959 年の時期に、日本国憲法制定後の司法において、裁判官の独

立性を脅かす最強の要因は司法府による裁判官への圧迫であると指摘している。現在では、

家永の言う司法府内部での裁判官の圧迫は、制度化され、固定化され、ことさらに強要し

なくとも裁判官の第二の天性のように、圧迫と感じずに受容するようになっているのでは

ないかと思わせる指摘が多数見受けられる。この問題は、司法府の権力者の単発的な行為

としてではなく、裁判官の意識や世界観のレベルにまでさかのぼり、継続的に制約するシ

ステムの問題として考えなければならない。 

 

最高裁判所最高裁判所最高裁判所最高裁判所にににに集中集中集中集中するするするする強大強大強大強大なななな権限権限権限権限    

日本国憲法制定後に制度化された司法においては、前述の裁判批判を含めた司法の機能

が正常に働くために必要な裁判官の独立が戦前よりも弱められた。明治憲法の時代には、

裁判官の人事権は行政府である司法省にあったので、裁判官はその意向を無視して判決を

書くことが難しかったのだが、戦後は最高裁判所にすべての司法行政権が所属した結果、

最高裁判所が強大な権限をもち、その意向が裁判官に強い影響力をもつようになった。裁

判官が組織内の官僚である限り、上位機関が司法府であれ、行政府であれ、裁判官の独立

性が保障されないのは、ある意味では必然の推移であり、驚くには当たらないのだが、戦

後の裁判官人事制度には、戦前以上にその立場を不安定にする法的な明文規定がある。家

永の言葉を借りれば、要するに、「明治憲法下では裁判官は終身官であり、人事権を持つ司

法省といえど、法定理由なく罷免することはできなかったの対し、日本国憲法のもとでは、

最高裁判所は十年ごとに気にくわぬ裁判官を自由に裁判所外にほうり出す裁量権をもつこ

とになった[1]」のである。 
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これは、日本国憲法 80 条 1 項
5
の規定によるものである。この規定から、裁判官の独立

性の侵害が発生する原因を、運用上の誤りのみに帰することはできない。むしろ日本国憲

法制定時の司法改革が、歴史的背景によって別個に発展した異なる司法制度に関する思想

の交錯を不完全に反映していることに注目すべきである。 

戦前の裁判官は、終身官としての身分保障があり、キャリア裁判官であった。キャリア

裁判官はフランスやドイツなどの大陸諸国の司法制度で採用されているもので、イギリス

やアメリカには、在野の弁護士などから裁判官を採用するという制度があり(法曹一元)、日

本国憲法制定のころの司法制度改革で検討されていた。これは結果的には採用されなかっ

たが、完全に放棄されたわけでもなく、司法制度の構想の中に不完全に残り続けた。たと

えば、戦後の日本国憲法制定作業が進行していた 1945 年 11 月に、当時の司法大臣の諮問

機関として設けられた「司法制度改正審議会」でも、法曹一元の問題が議論され、その採

用は 5 対 6 で否決されたが、「成可キ近キ将来ニ於テ法曹一元ノ制度ヲ実現スル為之ガ準備

ヲ為スベキコト」という全員一致の付帯決議が採択されたという
6
。連合国軍総司令部内で

も新憲法制定に伴う司法制度改革の方針が議論され、裁判官の就任についての任命制・終

身制と選挙制・任期制の二通りの方向が検討され、二案を折衷して任命制と任期制を組み

合わせる案に落ちついた。日本国憲法 80 条 1 項の規定はこのような事情で定められた。こ

こで、任命制・終身制はキャリア裁判官に、選挙制・任期制は法曹一元にほぼ対応してい

るといえる
7
。この条文は、キャリア裁判官と法曹一元という異なる制度思想の間を取った

妥協の産物ともいえる。折衷的な制度がよい効果をもたらす期待があったかもしれないが、

戦後史の展開で、裁判官は官僚化し、あるいは家永の言う戦前の絶対主義官僚の性格が訂

正されず、これに加えた任期制の採用により、理由なく再任を拒否されるかもしれないと

いう弱点を背負うことになり、折衷の制度は、両者の悪い面だけを具現して固定化された。 

1970 年代の青年法律家協会攻撃の動きの中で発生した宮本判事補任官拒否事件について、

我妻栄は立法時の趣旨と現実の乖離を指摘し、この制度がそのように行われれば、｢選考の

任に当たる人が、どうもけしからんと思う恣意的な主観に従って落とすという状態になる｣

のが必然であると認め、つまりは制度の失敗を認めたという
8
。 

このように、戦後司法において、最高裁は戦前の司法省よりも強大な権限を奮い、裁判

官を教育、統制、管理するようになった。 

 

                                                   
5 第 80 条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。そ

の裁判官は、任期を 10 年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官す

る。 
6 小田中聰樹『現代司法の構造と思想』79 ページ 
7 1946 年 2 月 13 日に GHQ が幣原内閣の日本政府に示したマッカーサー憲法草案では、司法部に強い権

限を与え、裁判官は任命制・終身制だった。しかし、アメリカ連邦最高裁の保守性に悩まされた経験から、

初期の GHQ に多かったニューディーラーは、強力すぎる司法部は「司法寡頭制」を招くおそれがあると

して、その解決策の一つとして下級裁判所裁判官の任期付任命制が採用された.。前掲書 92-94 ページ。 
8 新藤宗幸『司法官僚』、岩波書店、2009 年、124 ページ 
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日本国憲法制定時日本国憲法制定時日本国憲法制定時日本国憲法制定時のののの司法改革司法改革司法改革司法改革のののの意義意義意義意義についてについてについてについて    

第二回研究会の「大逆事件と裁判」の検討で見るとおり、戦前の司法にはもちろん重大

な問題があったというべきだが、日本国憲法制定時の制度改革でどの程度、改善できたの

だろうか。戦後の司法改革で実施された主な制度的な改革は、次のようなものである[6]。 

・司法省の廃止 

・裁判所と検察局の分離 

・行政裁判所の廃止 

・司法行政権の司法省から最高裁(大審院)への移転 

キャリア裁判官と法曹一元の間をとった裁判官採用制度もこの中に含まれる。 

生田暉雄は、日本国憲法制定時の司法改革は、ポツダム宣言の要求する「民主主義的な

傾向の復活強化」の方針に基づいて開始されたが、弾圧立法・旧弾圧治安機構の廃止（治

安維持法、大逆罪、不敬罪、特高など）以外には、民主的な司法を実現する改革はほとん

ど行われていないと指摘している[8]。現在の司法の実態から考えると、この時期に実施さ

れた制度の改革は、目的と設定される内容の実現まで届かず、皮相な組織いじりに終った

のではないかと疑われる。たとえば、司法権の独立を名目にした最高裁への司法行政権の

移転が、趣旨とは逆に裁判官の独立性を弱める結果になり、裁判官が検事の犯罪立証を批

判的に検証できるようにするという趣旨があったものと解される裁判所と検察局の分離に

ついては、有罪率 99 パーセントの現状をみれば、成果が実現しているとはいえない（裁判

官と検事の振る舞いが同じで、法廷に二つの検事集団があるという裁判が見られる）。行政

の違法を行政機関に過ぎない行政裁判所が取り扱うのでは、それを正せないということで、

行政裁判所が廃止されたものと思われるが、この措置も行政事件の訴訟を公正に行わせる

状況には結びついていない
9
。 

戦後の司法改革から戦前の司法制度がどのようなものであったのかを逆に組み立ててみ

ると、次のようになる 

・裁判所と検察局が不分離だった 

・判検事の人事権は行政府である司法省にあった 

・裁判官と検察官が同じ範疇の官僚（司法官）だった 

・弁護士は司法官とは性質を異にし、在野だった 

・行政裁判所があり行政事件を担当した 

・予審制度があった 

・裁判官は終身のキャリア裁判官だった 

これらを表面的に制度としてなぞると、現在のフランス共和国の司法制度と類似点が多

いように見える。しかし、戦前の司法では、英米法に特徴的な陪審員制度も採用しており、

欧米の司法制度をショーウィンドウ的に取り入れていたのではないかとも思える。 

                                                   
9 日本では、さまざまな制約が設けられて、国民が行政を訴えること自体が困難で、行政訴訟は数も少な

く、国民はほとんど敗訴になる[8]。 
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日本国憲法制定時の司法改革では、基本骨格において大陸諸国の司法制度として形成さ

れていた明治憲法下のそれに対して、英米法の制度を不完全に接ぎ木して、組織いじりを

行ったというような水準ではなかったのか。しかし、これについては更なる研究が必要で

あろう。いずれにしろ、法曹一元を中途半端に意識した裁判官採用の制度の下で、キャリ

ア裁判官の官僚化が逆に純化され、裁判官のヒエラルキーが形成され、組織の論理を何よ

りも優先するという、独立や良心とはかけ離れた裁判官像が固定化してできあがったのが

現在の裁判所の実態であると思える。そのような組織の論理でしかものを考えられない裁

判官の良心というものは、家永が裁判批判で期待していた良心とは異質なものになってお

り、裁判批判と良心に従う義務との緊張関係で裁判官が公正な判断を行うという司法の構

造は、現在のままでは期待できないというしかない。 

 

司法司法司法司法研修研修研修研修制度制度制度制度のののの問題問題問題問題    

前述の通り、明治憲法下の司法制度では、裁判官と検事が同質の官僚であり、これに対

して弁護士は在野の民間人であった。現在以上に官吏の地位が高かった戦前では、裁判官・

検事と弁護士は身分的に同等ではなかった。戦後、司法研修制度が制定され、司法試験の

合格者が 2 年間の司法研修を経て、法曹人としての資格を獲得し、裁判官、検事、弁護士

の道をそれぞれ選択するようになった。これによって、弁護士の地位が上昇し、また、経

済的にも身分的にも、一定の保障を得られるようになった。 

しかし、この制度は弁護士の地位の向上による人権の擁護というよりも、在野であるべ

き弁護士を官僚組織に抱合する効果を果たしているように見える。現在の弁護士は「弁護

士会」に加入しなければ、弁護士活動をできない。この弁護士会という社団は、国家機関

ではないが、民間機関ともいえない特別な組織である。家永三郎は、司法研修制度が法曹

一元の趣旨を取り違えた逆立ちの法曹一元制であると指摘する。これにより、弁護士志望

者までが国家機関である司法修習所で養成され、すべての法曹が官僚機構の中からスター

トすることになった
10
。国民・人民に対する裁判官・検事の、絶対主義官僚としての優越性

を解消するのではなく、弁護士に準官僚的な地位を与えて、優越的な法曹界を形成したの

である。既得権益を与えられた少数の法曹人の集団が形成され、裁判、司法、あるいは法

律に関する取り扱いや解釈は、これらの法曹人の専権のような状態になった。これら法曹

界の意識、常識と、一般社会のそれとは必ずしも同じではなく、しかも、その間の差異に

ついて、法律などの専門知識という用語でこれを説明し、正当化してきたという事実が認

められる。生田暉雄は、日本の司法が政策的に容量を小規模に抑えられ、社会サービスと

しての司法の役割が十分に提供されないようになっていると指摘するが
11
、弁護士の定員も、

                                                   
10 家永、前掲書、133 ページ 
11 公正な裁判を国民に提供することは、公権力に課された義務であると考えるべきである。生田によれば、

2009 年度の国家予算のうち、司法に割かれた割合は 0.394 パーセントでしかない。この規模を維持するた

めに、国民に裁判を起こせないような状況が作り出されている[8]。このような状況では、よんどころない

事情により、裁判に訴えても、常識外れの判断により、状況はさらに悪化するというようなことになる。 
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この司法の容量に収まる範囲にとどめなければ、前記法曹界の準官僚的な性格を維持する

ことができない。 

1999 年の司法制度改革
12
で司法大学院の制度が導入され、司法試験の合格者が徐々に増

加したところ、司法資格者への経済的、身分的な安定が以前のように保障できなくなった

ようだが、これを司法制度の崩壊であり、以前の司法試験の状態に戻して、司法試験合格

者の数を少なくするべきであるというように主張する声がある[2]。司法試験の合格者の増

加により、それ以前に保持されていた法曹界の既得権益が一部失われ、弁護士に対する経

済的な保障が困難になったことは事実のようであるが、既得権益を擁護回復する方向でこ

れを解決しようとするのは、司法の本来の目的に関する視点を欠落した説得力のない議論

に見える。 

 

これまでこれまでこれまでこれまでのののの裁判正常化道志会裁判正常化道志会裁判正常化道志会裁判正常化道志会のののの行動行動行動行動のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

 裁判正常化道志会では、裁判・司法の異常性を感じる民間人の非常に緩やかな組織とし

て、参加者は、ほぼ同じ方向での活動を行ってきた。これまで、この活動がどのような性

格のものであったのかは、会自身でも明確に自覚してきたわけではない。 

 この数年間の活動を総括すると、この会の活動は、基本的には家永の言う「裁判批判」

という行為に該当するものであるといえる。家永は、私人の裁判批判は合法で、正当で、

必要であると論証しているが、活動に対する裁判所の反応は概して敵意に満ちたものであ

る。家永は、許されない批判として、権力者の批判、根拠のない批判、不法・不当な方法

による批判を挙げていて、裁判正常化道志会の活動がこれらの許されない行為と完全に無

縁であったかどうかに関しては、ある程度の検証を要する。 

裁判正常化道志会はいかなる意味でも権力者ではなく、権力者との特別な癒着もない。

したがって、権力者の批判という範疇は問題にならず、むしろ、会は権力者の批判を批判

する立場にある。 

根拠のない批判に関しては、裁判、司法に関する情報の多くが私人に対して遮蔽されて

おり、そのような不完全な情報収集能力において、裁判・司法に関する当然の疑惑に関し

て、すべてを立証した上で主張してきたかどうかといわれれば、そうではない部分もあっ

たかもしれない。しかし、裁判正常化道志会はそのような疑惑を無責任に撒き散らすので

はなく、その真偽を明らかにするために、重要な情報の提示、公開を裁判所などに要求し

てきた。具体的な裁判の公判でのやり取りは不明瞭で、法曹界の外側の私人には確認でき

ないことが多々あるので、法律などに明記され、許容されている範囲で、公判の可視化、

たとえば法廷における録音の許可などを要求することもあった。また、裁判の公開を実効

化するために、裁判資料のインターネットでの公開も積極的に行ってきた。このような活

動に対する裁判所の対応は、司法機関の良識に関する根本的な信頼感を喪失させるもので

あった。 

                                                   
12 司法修習の期間は短縮され、修習生に支給される手当ては給与から貸与に変わった。 
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以上を総合して、これまでの裁判正常化道志会の活動は、その大部分が、少なくともそ

の主要な部分が、家永の定義した許されない批判には含まれない、合法、正当、必要な批

判行為であったと結論する。 

再度確認するが、批判の活動を認めるべき根拠は、表現の自由と、国民の司法権力を監

視する権利である。 

 

今後今後今後今後のののの裁判正常化道志会裁判正常化道志会裁判正常化道志会裁判正常化道志会のののの行動行動行動行動のののの方向性方向性方向性方向性    

 裁判正常化道志会は、今後も、裁判批判を継続して行う。しかし、裁判批判が健全に、

正常に効果を発揮するためには、独立した裁判官が良心に従って職権を行使する状況が保

障されている必要がある。これまでの活動の経験から見ても、あるいは、さまざまな文献

の調査研究から見ても、現在の日本の司法において、この前提条件に軽視できない欠陥が

あり、これを放置したままでは、正当な裁判批判が健全に機能できないものと考えざるを

得ない。 

 このような認識のもとに、裁判正常化道志会は、独立した裁判官の良心と裁判批判との

緊張関係において、裁判が正常化されるための条件を整える施策を模索し、それを提案、

要求する活動も、裁判批判と同時に行うものである。この活動には、裁判・司法の制度に

関する法改正、裁判・司法の制度における運用の改善の提案、要求が含まれる。司法改革

の方向性の初歩的な提言は、8 月 21 日に開催した第一回研究会で提出した「司法改革のた

めの施策提言」にまとめている。 
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