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裁判の公開に関する現行法の規定と運用について 

2017 年 3 月 16 日 巫召鴻 

１．はじめに 

裁判の機能は、何らかの事件について、何らかの判断を示すことで終結し、その判断に

暴力を伴う強制力が付与されることで、当事者の生命、自由、財産に重大な影響をもたら

すものである1。通常、この判断は「判決」という形式で言い渡される。そして、裁判にお

ける審理と判決の言い渡しは、公開で行われるものとされている。 

ところが、日本の裁判について、調査研究していく過程で、日本では裁判が公開の法廷

で行われているかどうかについて、疑わしいと感じさせる出来事や資料に頻繁に直面する。

本稿では、裁判の公開について、日本国の現行法の規定および運用がどのようになってい

るのかを検討する。 

 

２．日本国憲法 82 条が定める裁判の公開の原則 

 公正な公開の裁判が必須であることは、世界人権宣言 10 条が明白な基本理念として謳っ

ている2。 

 裁判の公開は、大日本帝国憲法の 59 条3にも定められていた。しかし、同条の但し書きは

「安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキ」という漠然とした条件で、裁判の公開を停止

することを認めていた。家永三郎は、この停止条件のゆえに、大日本帝国憲法下の重要な

裁判は非公開で審理され、「世人は、判決文以外に、事件の内容も審理の経過も知ることの

できない場合が多く、むろん批判など思いもよらなかったから、裁判をする方としてはこ

れくらい気楽なことはなかったであろう。どんな裁判もやりたい放題」4だったと書いてい

る。 

日本国憲法は、大日本帝国憲法のこのような弊害を全面的に改めたという印象があるが、

同憲法で裁判の公開に言及している 82 条5の構造は、大日本帝国憲法 59 条のそれと共通し

ている。82 条は 1 項と 2 項からなるが、1 項から 2 項の前半までの文言は、旧憲法 59 条の

カタカナ表記をひらがな表記に換え（ただし、旧仮名遣い）、文語表現を口語表現に翻訳し

たものである。新旧憲法の裁判の公開に関する規定の相違点は、新憲法 82 条 2 項の但し書

                                                  
1 判事は市民の生存、自由、権利、義務および財産にかかわる究極の決定を課されている(司法の独立に関

する基本原理)。 
2 世界人権宣言 10 条 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っ

ては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 
3 大日本帝国憲法 59 条 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法

律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得 
4 参考文献[1] 94 ページ 
5 日本国憲法 82 条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対

審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第３

章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 
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きの部分であり、政治犯罪、出版に関する犯罪、および日本国憲法第３章で保障する国民

の権利が問題になっている事件という制約を設け、その対審については、裁判官の判断に

かかわらず、常に公開しなければならないとしている。 

大日本帝国憲法の裁判公開に関する規定は、裁判公開の原則に、非公開の例外条件を付

加したものだが、この条件があいまいなので、裁判を公開にするか非公開にするかの選択

を、裁判所ないし裁判官が任意に決定できるものとなった。これは、裁判が公開されてい

る状態とはいえない。 

日本国憲法 82 条では、大日本帝国憲法 59 条の規定をそのまま受けてから、裁判を非公

開にできない三点の条件を課した。政治犯罪と出版に関する犯罪の裁判は、解釈によって、

その範囲を広めたり狭めたりする可能性はあるとはいえ、比較的には輪郭が明確で、裁量

の余地は大きくない。しかし、裁判所が取り扱う事件の中に占めるその割合も大きくない。

三番目の日本国憲法第 3 章で保証する国民の権利が問題になっている事件というのは、裁

判のほとんどすべてが、あてはまるようにも思えるが、運用次第で、曖昧な漠然とした条

件になり、大日本帝国憲法 59 条の但し書きの「安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキ」

という反対条件と同じくらいに、その範囲を広めたり狭めたりすることができる。 

つまり、日本国憲法 82 条は、裁判の公開の原則を公理として強力に定めたのではなく、

裁判の公開原則に、漠然とした非公開を認める条件を付した大日本帝国憲法 59条の構造に、

漠然とした非公開の否定の条件を上乗せしたものに過ぎず、二重の条件がいずれも漠然と

している限り、その範囲の適用に関する解釈権を有する主体に対して、裁判の公開・非公

開を選択する強い裁量権を付与したものであり、旧憲法の規定と大同小異の規定であるの

ではないかと思える。 

裁判の公開・非公開の選択を決定する主体は、裁判所であり、裁判官である。裁判官や

裁判所は、裁判の公開について、強い利害を有する関係者である。裁判官が裁判の公開を

強く嫌悪する場合があることは、経験的に確認できる。たとえば、大高正二氏のいわゆる

「8 月 10 日の転び公妨事件」の裁判での裁判官や裁判所の対応がその実証例である。 

 

３．日本国憲法 37 条による制約 

 日本国憲法は、82 条の裁判の公開の規定とは別に、37 条で、刑事被告人の権利を定めて

おり、その第 1 項で裁判の公開について明記している6。 

 37 条 1 項と 82 条の規定は、一見して矛盾しているようにも見え、また重複しているよ

うにも見える。37 条を素直に読めば、刑事事件の裁判は、無条件に公開法廷で行われなけ

ればならないことになり、82 条の規定の多くの部分は、意味のないものになる。 

                                                  
6 第 37 条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 
２ 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制

的手続により証人を求める権利を有する。 
３ 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。被告人が自らこれ

を依頼することができないときは、国でこれを附する。 
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 なぜ、このような、一見、矛盾する条文が同一の憲法に含まれているのかは、それぞれ

の条文が参考にしている元の憲法が異なるからのようである。前述のとおり、日本国憲法

82 条は、大日本帝国憲法 59 条をほぼ引き継いだものだが、大日本帝国憲法は、明治政権が

主にプロイセン憲法を参考にして作成したもので、プロイセン憲法 93 条7の内容はほぼ大日

本帝国憲法 59 条のそれに一致する。 

 日本国憲法 37 条は、大日本帝国憲法には対応する条文がなく、日本国憲法の制定により

新たに追加された条文であるが、この条文は、アメリカ合衆国憲法修正第 6 条8の内容にほ

ぼ一致している。 

 

４．公正な裁判と裁判の公開 

 公開されない裁判で、公正な裁判があり得るのだろうかという問題について、公正とい

う概念の定義から考えてみたい。 

裁判が公正でなければならないという理念は、政治・経済体制や統治制度から独立して、

裁判という概念に固く結びついたもので、同義語反復ではないかと思えるほど、自明なこ

とである。いかなる裁判主体であれ、自らの裁判が公正であると主張するものであり、そ

の主張から後退すれば、もはやそれは裁判とは言えないものになる。 

 しかし、公正という評価は単純明瞭ではなく、ある特定の裁判やある特定の社会の裁判

全体について評価するときに、公正か公正でないかの二者択一の選択が可能になるもので

はない。また、評価する主体が変われば、同じ対象が公正とも言われ、不公正ともいわれ

る。 

 宗教的なものであれ、それ以外の何らかの熱情に基づくものであれ、統治主体への絶対

的な帰命、あるいは絶対的な否定を前提とする場合を除けば、個別のそれであれ、総体的

な制度的なそれであれ、裁判が公正であるかどうかという問題は、対象に対する評価の積

み重ね、総合によって、確立していくものである。 

 つまり、明らかに不公正な裁判はあるが、明らかに公正な裁判はなく、公正の基準にお

いて、基準の再考を含めて、どの程度その要件を満たしているかを、後世まで時間をかけ

て評価していくものである。 

 裁判が公正であるか否かを評価する主体は誰かという問題はあるが、少なくとも、それ

は裁判を執行する裁判官や裁判所ではない。この考え方によれば、公開されない裁判に、

                                                  
7 プロイセン憲法 第 93 条 裁判の公開 

民事および刑事の法廷は公開する。ただし、公開により秩序または良俗が害される恐れがあるときに

は、裁判所がそのことを公開で決定して、非公開にすることができる。 
それ以外の場合、法によってのみ法廷の公開を制限することができる(翻訳巫) 

8 アメリカ合衆国憲法修正第 6 条(1791 年) 
  すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州の当該地区(地区は予め法律により確定

しなければならない)の公平な陪審による迅速かつ公開の審理を受ける権利を有する。被告人は嫌疑の性

質及び理由について告知を受け、自己に不利な証人に対面して尋問を行い、自己に有利な証人を得るた

めに強制手段をとり、及び事故の防御のために弁護人の援助を受ける権利を有する。 
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公正な裁判はないということになる。公開されない裁判は、不公正な裁判である可能性は

あるが、それ以上の評価は不可能であり、公正であるという根拠が存在していないからで

ある。 

 

５．対審の公開と判決の公開 

 日本国憲法 82 条と大日本帝国憲法 59 条では、裁判官に対審の公開を停止する裁量権を

与えているが、条文の本筋で要求しているのは対審と判決の公開である。いずれの条文で

も、対審の非公開を論じているが、判決については触れていない。 

 通常、裁判の公開とは法廷で判決の決定が形成されていく過程を公開することにより、

効果を発揮するのであるので、対審の公開を指すべきである。事案の審理と判断の形成が

終わった後の、結果的な判決の言い渡しを、対審から独立して公開することが、裁判の公

正を担保するという目的から見て、どのような意味があるのかは、判然としない。 

 しかし、大日本帝国憲法 59 条にしろ、日本国憲法 82 条にしろ、判決の言い渡しについ

て、これを非公開にするという権限を、裁判所には与えていない。 

 

６．判決に代わる決定または命令 

 憲法の規定は理念的な性格が大きく、裁判の実施は、民事訴訟法、刑事訴訟法、その他

の手続法、一般法、あるいはその細則を定めた規則などにしたがう。民事訴訟法と刑事訴

訟法には、判決と同等の効力をもつことになる、命令と決定という手続きがある。 

 命令と決定は、判決と異なり、憲法の裁判公開の理念に起因する制約を課されず、裁判

所や裁判官が意思決定して告知することによって、判決と同じ効果をもたらすものである

が、訴訟指揮上の措置や付随的事項の解決のために用いられるものであり、訴訟での重要

事項について用いられる判決とはこの点で区別される9。この手続きが裁判で許容される局

面は、民事訴訟法や刑事訴訟法などの手続法によって、限定的に定められている。 

 ところが、命令や決定の規定により、裁判の審理や判決の言い渡しの公開を回避して、

判決の言い渡しと同等の効力を発生させることを可能にする規定、あるいはそのように解

釈することが可能な規定が、民事訴訟法や刑事訴訟法に存在し、そのような目的でこれら

が使用されている疑いがある。その点を考慮しながら、民事・行政訴訟事件、および刑事

事件における裁判の公開、特に最高裁の対審および判決言渡しにおける裁判の公開の実態

を検証したい。 

 

７．民事訴訟法の規定10 

 民事訴訟法で、口頭弁論の省略を、つまり裁判の公開の回避を容認している規定を、第

一審、控訴審、上告審それぞれについて整理する。 

                                                  
9 三日月章『世界大百科事典 18』判決の項、平凡社、1967 年、419 ページ 
10 7 節では、単に法律の条数を指定する場合、現行民事訴訟法のそれを指す。 
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 ７．１ 第一審 

  民事訴訟法では、第一審について、次の 3 通りの場合に、裁判を公開せずに提訴を却

下する、あるいは棄却することができると定めている。 

 

  ① 提訴における不備を提訴者が補正しない場合 

   137 条 1 項では、提訴に不備があった場合には、裁判長は相当の期間を定めて不備の

補正を提訴者に命じ、2 項では、不備が補正されない場合には、裁判長は命令により訴

状を却下しなければならないとしている。提訴の不備は、訴状に不備があること、ま

たは、訴訟の手数料(印紙代)を支払わないことである。 

 

  ② 訴えが不適法でその不備を補正することができないとき 

   140 条では、訴えが不適法でその不備を補正することができない場合には、裁判所は

口頭弁論を経ないで判決によって訴えを却下することができるとしている。 

 

  ③ 提訴者が切手を予納しない場合 

   141 条でも、提訴者が裁判所の命令に従わずに、当事者の呼び出しに必要な費用を予

納しない場合には、裁判所は決定によって訴えを却下することができるとしている。 

 

  ④ 非公開による裁判の終結を許す基準の性格について 

   訴状が不備かどうかを判断する基準は、133 条 2 項11の規定に訴状がしたがっている

かどうかであり、さらに民事訴訟規則 53 条には、法 133 条 2 項の規定を補完する細則

がある。 

裁判所に納める印紙あるいは切手については、民事費用等に関する法律があり、提

訴者に対する裁判所の予納命令の権限はこの法律で規定されている。 

これに対し、140 条の条件は訴えの内容を裁判所が評価する判断であり、前述の基準

とは性格的に異質である。現行の民事訴訟法は 1998 年（平成 10 年）に、従来のカタ

カナ文語表現の旧民事訴訟法を全面的に書き換えたものである。地裁審の提訴に対し

て、旧民事訴訟法 228 条にも、前述の①、すなわち訴状の不備と民事訴訟費用の不払

いによる却下の規定がある（ただし、141 条の、切手代を支払わないことによる、訴状

の却下は、旧民訴法には見当たらない）。しかし、②（民事訴訟法 140 条）の「訴えが

不適法」である場合の却下の規定に相当する条項は見当たらないので、1998 年の改定

時に挿入されたものである。140 条は不適法な場合と言うが、133 条や民事費用等に関

                                                  
11 第 133 条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 
２ 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 当事者及び法定代理人 
二 請求の趣旨及び原因 
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する法律のように、その適用の条件を詳細に定める具体的な条文が示されておらず、

裁判所や裁判官の裁量権を強化していることになる。この裁量権の付与は、日本国憲

法が要求する裁判の公開の理念を制約する権限につながる危険性をはらむものである。 

ただし、140 条では、決定や命令ではなく、判決により訴えを却下することを認めて

いるので、却下の告知は公開の法廷での判決言渡しによらなければならない。 

 

７．２ 控訴審 

288 条と 289 条は、第一審の 137 条の規定を準用して、裁判長が相当の期間を指定し

て、控訴状の不備の補正あるいは控訴に係る民事訴訟費用の支払いを命じたのにもかか

わらず、控訴人がそれを行わない場合には、決定によって控訴を却下するとしている。

控訴状の不備というのは、286 条に従っていないということだが、同条が定める記載事項

は、当事者がだれかという点と、控訴人が控訴する意思を示すという二点であり、控訴

の理由に踏み込んでいない。民事費用を支払わない場合と合わせて、これらは、形式的、

手続的条件である。 

140 条に対応する控訴の取り扱い、つまり、控訴が「不適法でその不備を補正すること

ができない」という条件による控訴の却下は、287 条と 290 条で二重に認められている。

287 条では、第一審の裁判所が、控訴が不適法で、その不備を補正できないと判断した場

合には、決定によって控訴を却下しなければならないとする。290 条では、控訴裁判所が

そのように判断した場合に、口頭弁論を経ず、つまり対審の公開を行わず、判決によっ

て控訴を却下することができるとしている。 

これらの条文も、「不適法」という表現の解釈があいまいであり、裁判官や裁判所の裁

量権を大きく認めている点では、第一審の 140 条と同じ危険性をはらんでいる。旧民事

訴訟法との対応を見ると、旧法の 383 条が現行法の 290 条に対応しているが、287 条に

対応する旧法の条文は見当たらず、新法で新たに追加された条文である。 

 

７．３ 上告審 

  ① 上告理由 

現行民事訴訟法では、312 条で上告できる理由を定めている。312 条は 1 項と 2 項か

らなり、1 項では「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があ

ることを理由とするときに、することができる」としている。2 項では、「上告は、次

に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる」と書き、次の 1 号

から 6 号までの「事由」を列記している。 

 

一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 

二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 

二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。 
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三 専属管轄に関する規定に違反したこと（第６条第１項各号に定める裁判所が

第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所

の専属管轄に属するときを除く。）。 

四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠い

たこと。 

五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 

六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 

 

   なお、旧民事訴訟法では、2 項の規定の条件を「絶対的上告理由」とし、その場合に

「於テハ常ニ上告ノ理由アルモノトス」としていた。 

 

  ② 上告受理の申立て 

   328 条では、訴訟当事者は、312 条の上告理由を主張して上告するほかに、次の理由

を主張して、事件の上告を受理するように申し立てることができるとしている。 

    ・原判決に最高裁判所の判例（これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判

所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例）と相反する判断がある 

    ・その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる 

   上告受理の申立てを受けた裁判所（最高裁）は、決定によって上告を受理すること

ができる。裁判所が上告を受理した場合には、上告があったものとみなす。この規定

は、つまり、裁判所は上告を受理しないこともでき、その場合には上告はなかったこ

とになるという意味である。 

   上告受理の申立ての手続きは、現行民事訴訟法の制定によって導入されたものであ

り、旧民事訴訟法には相応する条文は見られない。 

 

  ③ 上告審での事実認定に関する規定 

   320 条では、上告審における事実の調査の範囲を定め、上告理由で主張されている範

囲内に限定している。さらに、321 条 1 項は「原判決において適法に確定した事実は、

上告裁判所を拘束する」として、事実認定に関する上告審の権限を制約し、同条 2 項

では、原判決における事実の確定が法律に違反したことを、上告の理由にすることが

できないとしている。ところが、322 条では、320 条と 321 条の規定は、「裁判所が職

権で調査すべき事項には、適用しない」としている。錯綜した規定であるが、簡単に

言えば、上告裁判所は、原判決で適法に確定したとされる事実についての誤認を問題

にする権限はあるが義務はないという意味であろう。ただし、「原判決で適法に確定し

た」という制約が何かについては、議論の余地がある。 

 

 ④ 上告審における審理基準の整理 
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裁判の審理で判断の根拠とすべきものには道徳、倫理あるいは慣習などもあるが、最

も重要なものが事実と法であることは多くの人が認めるところであろう。特に、事実認

識の正しさは重要で、裁判が公正であるためには、判断が事実にもとづかなければなら

ない。特定の時点で人間が認識できるものは、提出された証拠や証言などの資料にもと

づいて、確からしいと認定される事実であるので、絶対的な真理ではない12。最高裁判所

の民事訴訟法の解釈では、法を憲法とそれ以外の一般法に分けて、審理の判断基準にお

けるそれらの重要度を格付けし、憲法については当然の上告理由としながら、一般法お

よび事実認識の正しさについては、裁判官が裁量でこれを取り上げることもできるが、

取り上げなくともよいとしているように見える。この解釈が条文の正しい理解かどうか

については、疑問がある。たとえば、312 条 2 項の 6 号は、「判決に理由を付せず、又は

理由に食い違いがあること」が上告理由であるとしているが、これは憲法の問題には限

定されない普遍的な表現に見える。しかし、少なくとも最高裁の実務では、前記の解釈

を前提とした姿勢が貫かれている。 

 

 ⑤ 上告審で、裁判を非公開で終結させることを許す民事訴訟法の規定 

  上告された事件について、民事訴訟法は、次のような規定を用意して、これを公開の

法廷で審理せずに、裁判を終結することを認めている。 

 

  ⑤-１ 第一審および控訴審にかかわる規定の準用 

   313 条は、控訴審についての民事訴訟法の規定を、上告および上告審の訴訟手続きに

準用するとし、297 条は、第一審に係る同法の規定は控訴審の訴訟手続きに準用すると

している。つまり、第一審および控訴審において、口頭弁論を経ないで裁判を終結さ

せることを認める規定は、すべて上告および上告審にも、適用される。 

 

  ⑤-2 原審裁判所による却下 

   316 条では、不適法な場合と、上告理由書を民事訴訟規則 194 条で定められた期間

内に提出しないとき、および上告理由の記載が、民事訴訟規則 190 条、191 条で定め

られた方式によっていない場合に、原審裁判所は上告を決定によって却下することが

できるとしている。 

 

  ⑤-3 上告裁判所による決定による上告の却下または棄却 

   317 条 1 項は、原審裁判所が 316 条により上告を却下せず、上告裁判所に上告書類

が移送されたのちにも、上告裁判所は同じ理由により、上告を決定によって却下する

ことができるとしている。さらに、317 条 2 項では、316 条の条件が成立しない場合で

も、上告裁判所が「上告の理由が明らかに第 312 条第１項及び第２項に規定する事由

                                                  
12 このことは、将来的に事実認識が覆される可能性が常に存在することを意味する。 



裁判の公開に関する現行法及びその運用について 

9 
 

に該当しない場合」と判断した場合には、決定により上告を棄却できるとしている。

これとは別に、319 条で、上告裁判所の裁判官が、上告理由がないと判断した場合には、

口頭弁論を経ずに（対審を公開せずに）判決により上告を棄却できるとしている。 

   317 条 1 項が引用する 316 条の条件は、書面の記載方式や提出期限の問題などの形

式的な不備に加え、「不適法」というあいまいな部分もあり、問題がないとは言えない

が、317 条 2 項の規定の問題点の方がはるかに深刻である。これは、上告に関する当事

者の主張に対する評価の問題であり、上告審における審理の本体である。「明らかに」

と言う限定もあるが、誰にとって明らかなのかが問題で、これを口実に独善の独断が

横行する危険性がある。そして後述するように、民事・行政訴訟の上告審の実務にお

いて、この条文が乱用されている。 

   317 条 1 項と 2 項で、認められている裁判所の措置の相違は、上告を却下するか棄

却するかであり、共通点は決定によりその手続きを行えるという点である。316 条、317

条 1 項および 319 条には、旧民事訴訟法の 399 条、399 条ノ 3 および 401 条がそれぞ

れ対応している。316 条と旧法 399 条の内容は一致している。317 条 2 項に対応する

旧民事訴訟法の条文はなく、1998 年の改定で新たに挿入されたものである。317 条 1

項には旧法 319 条ノ 3 が対応している。両者の条文において、口頭弁論を経ずに上告

を却下することができるという部分は一致するが、その手続きが異なり、旧法では判

決によって、現行民事訴訟法では、決定によってそれらを行うことができるとされて

いる。判決と決定では、その告知の公開に関して、手続き上の大きな相違がある。さ

らに、現行民事訴訟法には、旧法にはなかった 312 条 2 項で、上告の形式的な不備な

どではなく、上告理由の内容の判断において、「明らかに」という形容詞で限定した部

分については、判決でなく決定で棄却することができるとしている。 

裁判所の判断を決定によって告知することを認めている現行民事訴訟法は、判決の

公開を無条件に要求している日本国憲法の明文規定を、手続法であり一般法である民

事訴訟法によって無効化する条項を強化している。このような規定が、1998 年の民事

訴訟法の改定で盛り込まれているというのは、問題である。 

 

  ⑤-4 上告受理申立てに対する不受理 

   上告受理の申立てという手続きも、現行民事訴訟法が制定されたときに、導入され

たものである。これに対する上告裁判所の措置は、決定により、申立てを認めて上告

を受理することができるというだけのことで、申立ては裁判所に対する単なるお願い

のようなものである。取り上げるか否かは、裁判所の任意であるので、不受理にした

場合の経過を公開する規定が存在するはずもない。不受理の場合には上告はそもそも

なかったことになる。判決によるか決定によるかというような、裁判の公開につなが

る契機は存在しない。 

   統治権力の任意の温情により、国民の権利や人権が保障されることもあり、保障さ
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れないこともあるという構造は、人民の権利が固有のものであるという市民革命以来

の近代民主主義の文脈と異質のもののように見える。 

 

８．刑事訴訟法の規定13 

 民事訴訟法と異なり、刑事訴訟法は日本国憲法の制定と合わせて、1948 年に制定され、

1949 年に施行されたものを原型としている。刑事事件の第一審は、司法権力機構内の検察

が原告の立場に立つものであるので、民事事件の第一審とは性格的に大きく異なる。裁判

の公開を経ずに裁判を終結させる第一審から上告審までの規定をまとめると次のようにな

る。 

 

 ８．１ 第一審 

本稿で問題にすべき、裁判の公開を通さない終結は、刑事事件では控訴審以降である

と思えるが、制度的には検察が提起した裁判の第一審についても、免訴や公訴棄却とい

う手続きがあり、この場合には公開の法廷が開かれずに裁判が終結することになる。337

条では、判決による免訴が、338 条には判決による公訴棄却が、339 条には決定による公

訴棄却の規定がある。この場合、裁判が成立しなかったことになるので、裁判の公開の

原則は問題にはならない。 

 

 ８．２ 控訴審 

  日本では、刑事事件の裁判のほぼすべてが、被告側の敗訴となり、有罪宣告されるこ

とになるので、控訴審のほとんどは、有罪を不服とする被告から提訴されるものになる

はずである。逆の例もあり、東電 OL 事件のように、第一審で無罪になっても、控訴審の

裁判官が、まともな審理をせずに逆転有罪にすることも少なくない。刑事司法の大きな

問題点は、異常な有罪率の高さ、代用監獄や長期拘留による警察、検察の取り調べ、人

質司法などにある。しかし、公開を回避して裁判を終結させる法的、制度的規定あるい

はその運用も、刑事司法の問題点の一部である。 

   

  ① 決定による控訴棄却 

   385 条 1 項と 386 条 1 項の 1 号、2 号、3 号の四通りの決定による控訴棄却の条件を

定めている。 

   ・385 条 1 項  

控訴申立ての遅れまたは控訴申立ての形式の不備が明らかな場合 

・386 条 1 項 1 号 

   控訴趣意書を期間内に提出しない場合 

・386 条 1 項 2 号 

                                                  
13 ８節では、単に法律の条数を指定する場合、現行刑事訴訟法のそれを指す。 
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   控訴趣意書の形式的な不備 

・386 条 1 項 3 号 

   控訴趣意書の内容が明らかに控訴理由を満たさない場合 

   385 条から 386 条 1 項 2 号までは、形式的な不備の問題であるが、386 条 1 項 3 号

は、内容の問題である。「明らかに」というあいまいな形容詞が乱用される可能性は、

民事訴訟法 317 条 2 項の場合と同じである。 

  ② 判決による控訴棄却 

   395 条では、385 条 1 項とほぼ同じ条件をあげて、決定ではなく、判決によって控訴

を棄却しなければならないとしている。 

   396 条では、386 条 1 項 3 号とほぼ同じ条件をあげて、決定でなく判決で控訴を棄却

しなければならないとしている。 

   条件部分の相違点は、385 条 1 項および 386 条 1 項 3 号に「明らか（に）」というあ

いまいな形容詞があることである。つまり、「明らか」と言う基準の成否が、裁判所の

判断の告知の手続きにおける判決と決定の相違に対応しているということである。 

 

 ８．３ 上告審 

  ① 上告理由 

   405 条では、原判決に憲法違反、憲法の解釈の誤り、上告裁判所の判例違反がある場

合に、上告できるとしている。 

   406 条および 411 条では、一般法の違反や事実誤認を理由とした場合でも、上告裁

判所には、上告を取り上げて、原判決を破棄してもよいとしている。一般には、これ

は、405 条よりも弱い理由を意味していて、上告裁判所の任意の判断にゆだねられてい

るという不安定な条件であるとされている。 

   

② 上告審で、裁判を非公開で終結させる刑事訴訟法の規定 

   408 条では、上告裁判所が、上告事件について、上告の理由がないと判断した場合に

は、「弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる」としている。この条文を

適用すると、日本国憲法 82 条 2 項で許容されている対審の公開は回避できても、判決

の言い渡しは公開の法廷で行わなければならないことになる。 

ところが、414 条には、控訴に関する「規定は、この法律に特別の定のある場合を除

いては、上告の審判についてこれを準用する」とあり、この規定から 386 条 1 項 3 号

の条件を根拠にして、上告事件において、「明らかに」上告の理由がない場合には、決

定によって、つまり公開法廷における判決の言い渡しを行わずに、上告を棄却するこ

とができるとしている。 

 

９．上告審の現状 
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９．１ 異常とも思える決定による上告棄却の割合の高さ 

以上の規定を利用して、日本の裁判では、民事、行政、刑事の上告事件のほぼすべて

が、決定で棄却されている。前述のとおり、1998 年の改定以前の旧民事訴訟法では、上

告の形式的不備でなく、上告理由の内容的な不足による上告棄却は、判決によらなけれ

ばならなかったが、新しい民事訴訟法で、「明らかに」という修飾語で条件をつけながら、

決定で上告棄却（以下、便宜的にこのような棄却を「明らかな理由の不備による棄却」

と呼ぶことにする）をすることが認められた14。刑事事件では、「明らかな理由の不備に

よる棄却」決定を許す控訴審の規定を準用して、上告事件の大部分を決定で棄却してい

る。この規定は、控訴審ではほとんど適用されていない。 

上告審終結に占める「明らかな理由の不備による上告棄却」決定の割合は異様なほど

に大きい。司法統計年鑑によると、2015 年の、取り下げを除く上告審の終結の数（以下、

便宜的に「上告審終結数」と書く）は、民事事件で 2,017 件、行政訴訟で 478 件、刑事

事件で 1,574 人だった。それらのうち、「明らかな理由の不備による棄却」決定の数は、

民事で 1,985 件、行政で 454 件、刑事で 1557 人であった。上告審終結数に占める「明ら

かな理由の不備による棄却」決定の数を百分率で表すと、民事で 98 パーセント、行政で

94 パーセント、刑事で 97 パーセントを超えている15。 

取扱い事件のほとんどすべてを、審理せずに棄却する上告審とは、いったいどのよう

な裁判の過程なのだろうか。最高裁では、上告審で取り扱う事件の判断は、高度に専門

的で難解な問題であるので、一般人にはとうてい理解できないとでも思っているように

見える。また、下級審の判断に対して、当事者が疑問を感じ、不服を主張して上訴する

行為のほとんどすべてが、理由のない厚かましいたわごとだと、信じているように見え

る。 

絶対統治権力の一翼を担う裁判所に対して、無条件の服従を要求するという思想に言

及せずに、この現象、あるいは最高裁のこのような姿勢を説明することは難しい。 

いずれにしろ、日本国憲法が要求している判決の言い渡しの無条件の公開が、民事訴

訟法と刑事訴訟法と言う手続法によって、無効化されて、それが上告審の常態になって

いる事実は否定しがたい。 

 

 ９．２ 上告裁判所と憲法判断 

  上告審においては、憲法違反だけを検討するというのが、法曹界のみならず日本社会

の根拠のない「常識」のようになっており、そのような見方が広く信じられる最大の要

因は、上告裁判所たる最高裁の上告審に向かう姿勢にあるといってよい。たとえば、最

高裁の上告棄却決定の決まり文句となっている「憲法違反を言うが、実際には一般法の

                                                  
14 旧民事訴訟法の時代には、上告棄却を公開法廷の判決で言い渡したように装うための調書の小細工など

が行われていたという形跡がある。1998 年の民訴法改定の目的の一つは、このような小細工を不要にして、

非公開の上告棄却を正当化する目的があったのではないかとすら疑われる。参考資料[10]。 
15 民事・行政訴訟では、上告数と同じ規模の上告受理事件があるが、ほとんどが不受理になっている。 
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違反に過ぎないので、上告理由に当たらない」という文言から、最高裁のこの浅薄な考

え方を確認できる。 

  原判決の一般法違反や事実誤認を、上告審での異質な論題とみなす最高裁判所の姿勢

は、一般法の上位にある日本国憲法で想定されている姿なのだろうか。確かに、日本国

憲法 81 条では、最高裁判所の性格を「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合す

るかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と定めている。しかし、この

条文は、一般法等が憲法に適合するかどうかを判断する権限を与えられているというこ

とを述べているのであり、最高裁が憲法談義だけをしていればよいという意味ではない。 

  上告審のほとんどすべてを、「明らかな理由の不備による棄却」決定で終結させるとい

う措置は、上告審で取り扱う問題が高度に難しいものであり、それを理解している人が

まれにしかいないというような状況を連想させるのであるが、憲法の議論というのはそ

れほど難解なものなのだろうか。実際には、憲法は論理一貫した理念体系の性格が強く、

社会の現実に個々に対応し、多くの例外条項を包摂している一般法に比べ、理解ははる

かに容易である。さらに、不完全な情報と多様な立場性の交錯の中での事実の理解も、

裁判の非常に困難で、決定的に重要な課題であり、この部分の認識に誤りがあれば、そ

こから導かれる判断は誤りにならないはずがない。 

  ところで、日本国憲法 81 条の性格付けにもかかわらず、日本の裁判所では、憲法の問

題を独立して扱うような訴訟を認めていないので、最高裁判所がそのような様態で憲法

判断することはない。たとえば、ある一般法の内容が憲法に適合していないという議論

があるとき、たとえば、日本の集団的自衛権の容認を前提とした安保法案が国会で承認

されたときに、この立法行為は憲法違反であるから、法の成立は無効であるというよう

な訴訟は、裁判所が受け付けないといわれている。上告理由に憲法違反の理由がないか

らと上告を排除し、憲法談義を偏愛する最高裁判所が、純粋な意味での憲法判断から遠

ざかり、いわば保護されている状態は、司法の矛盾を示しているのみならず、皮肉めい

ている。 

  最高裁が憲法違反を個別の具体的な事件から離れて問題にする訴訟から保護されてい

ることはおくとしても、一般法や事実認識を根拠に争われる「普通の」裁判の上告審が、

一般法や事実誤認の問題から離れた閉鎖的な憲法論の範囲に収まるという考え方にも無

理がある。これは、上告審の実務の問題であり、論理的な整合性だけですまない点も多

いと思われるが、ここでは、最高裁が想定しているのではないかと思われる閉鎖完結的

な憲法観に対する批判の大筋を述べたい。 

  日本国憲法 98 条では、日本国憲法が「国の最高法規であつて、その条規に反する法律、

命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と

規定する。81 条の条項と合わせて、最高裁は法律その他の国務に関する事項が、日本国

憲法に適合しているかどうかを最終的に判断する立場にいて、それに反するものは効力

を有しないことを知っているはずである。 
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  前述の皮肉な事情により、日本で提起されるすべての訴訟は、まず下級裁判所で、一

般法についての適合と、正確な事実認識について争われることになる。その主張におい

て、当事者間で同意が得られない部分について、下級審の判決に対して異論が生じ、上

訴になるのである。 

  訴訟において、上告審までこの問題が継続したときに、それまでの争いの原因がすべ

てクリアされ、憲法談義が天上から降りてくるのではなく、一般法違反や事実誤認の問

題の中に憲法違反の問題が内在しているととらえる必要がある。その内在を通して、上

告審で憲法の問題として事件を審理するからこそ、下級審から上告審までの連続性が保

たれ、全体としての裁判が整合性を保てるのである。 

  日本国憲法 98 条を前提する限り、審理の当初には、現に成立して施行されている一般

法は、日本国憲法に適合していると推定される。 

  したがって、一般法に対する違反を原判決が看過しているとすれば、それは一般法が

適合している範囲で、日本国憲法に違反しているという推定が必然的に成り立つ。また、

一般法に違反する判断が、日本国憲法に違反していないとすれば、それはその個別の一

般法が日本国憲法に対して、その範囲で違背していることになるのであり、その範囲で

一般法を無効にしなければならず、無効化は、全体において実施されなければならない。

ある一つの訴訟においては無効化し、他の訴訟においては無効化しないというような二

重基準が、裁判において許されるはずはない。つまり、一般法令の違反を述べて、憲法

違反を述べないということは、下級審からの上訴の過程では、通常は起こりがたいこと

である。 

  事実誤認については、どうであろうか。民事訴訟法 321 条 1 項は「原判決において適

法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する」とあり、これは上告審では事実認識に関

する審理は行わないと解釈されうる規定である。この場合、適法に確定したというあい

まいな形容詞があり、この解釈は容易ではないが、下級審において、非常に頻繁に見ら

れることなのだが、裁判官が当事者の要求する証拠を採用しなかったり、現場検証を拒

否したり、必要だとされる証人尋問を拒絶したりして、このような訴訟指揮が非合理で、

事実誤認につながっているという主張により上訴された場合には、この事実認識につい

て、「適法に事実が確定している」とはいえない。一般に、事実に基づくべきことは裁判

の最も重要な前提であり、事実誤認にもとづいた判断により、当事者の生命、自由、財

産その他の権利が侵害されるならば、日本国憲法第 3 章における基本的人権の尊重の規

定に違反しており、たとえば、11 条から 13 条、17 条、18 条、25 条、29 条、32 条の各

条に違反していることになる。 

  以上のように、下級審での審理の経過と、憲法違反の問題は、日本国憲法の最高法規

という性格上、そもそも必然的に結び付いているのである。上訴において、その理由に

内発的に憲法違反の問題が含まれているのが通常の想定であり、例外的な事態ではない。 

「明らかな理由の不備による棄却」決定で、ほとんどすべての上告を葬り去っている
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現在の上告審の状況は、最高裁がこのような法理を無視して、訴訟の進行から故意に遊

離させた閉鎖的な憲法観に陥っていることを如実に示している。 

なお、本稿では日本国憲法 82 条と大日本帝国憲法 59 条との対照で、裁判の対審の公

開と判決の公開を分け、少なくともこれらの条文は判決の公開の停止を認めていないの

にもかかわらず、民事訴訟法、刑事訴訟法において、実質的にその規定を無効化してい

る点に注目して、検討を進めてきた。しかし、これは憲法が対審の公開の停止を認めて

いるから、対審の公開を回避することが正当化されるという意味ではなく、日本国憲法

82 条の規定の都合の良い解釈、37 条の無視によって、対審の非公開をみだりに裁判所が

行っていることに対する批判は、もちろん、重要であると考えている。この問題につい

ては、検討する別の機会があることを期待している。 

 

１０．結語 

以上、日本の司法制度の現状における公正な裁判、裁判の公開の原則は、順守されてい

るとは言い難く、むしろ踏みにじられており、特に、上告審を担当する最高裁判所は、裁

判所として機能しているかどうかさえ疑わしい。これらの点を含め、法改正を含めた司法

制度の早急の改善が必要である。 

 

参考文献 

[1] 家永三郎『裁判批判』、日本評論社、1959 年 11 月 

[2] 高木八尺他二名編『人権宣言集』、岩波文庫、1957 年 3 月 25 日 

[3] 高橋和之編『[新版]世界憲法集』、岩波文庫、2007 年 1 月 16 日 

[4] 寺浦康光管理『法庫』、ウェブページ、http://www.houko.com/ 

[5] WikiSource, Constitution of the Kingdom of Prussia(英語版プロイセン憲法), 

https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Kingdom_of_Prussia 

[6] 町村泰貴、ウェブ法令集、旧民事訴訟法、 

http://matimura.c.ooco.jp/joubun/minso/minso_index.html 

[7] 最高裁事務総局、「司法統計年鑑」、http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search 

[8] 「独善」目に余る最高裁の黒子たち、雑誌「選択」、2011 年 2 月号、106-107 ページ 

[9] 『世界大百科事典』、平凡社、1970 年版 

[10] 橋本和憲氏の訴訟記録、平成 9 年(オ)第 688 号 

[11] 世界人権宣言「仮訳文」、外務省ホームページ、 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html 

[12] 巫召鴻「司法の独立に関する基本原理について」、2015 年 12 月 17 日開催の本研究会

で発表 

[13] “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”, in Seventh United Nations 

Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, 26 



裁判の公開に関する現行法及びその運用について 

16 
 

August-6 September 1985 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/105017NCJRS.pdf 

司法の独立に関する基本原理(仮訳) 、2015 年 12 月 17 日開催の本研究会で発表 


