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行政鮭会論集　第欝巻　第3弩

｛　はじめに

　わが醒の磯事訴訟において、飛車弁護の充実のために、被疑者馨（公〉選弁護

麟痩の樹立の要求が、近年、強く主張されてきた。この動きと平行して、鍍告

人馨選弁護麟度の開題点もあらためて捲嫡され、鷺事弁護の全体的な活性化が

促されてきた。このような展聡のなかで、主にアメ琴吻合衆蟹において実践さ

れてきたパブ1ナッタ・ディフェンダー（以下P至）と略す撫渡という、資力のな

い被疑者・鍍告人のために麟事事闘の弁護人がオフィスに控えてお弩、その費

罵を羅が提僕するという鰹痩的佳緩みが、あらためて注欝されつつあるように

、想われる。特に最近では、騒本弁護士連合会は、被疑者蟹選弁護麟度の樹立を

醤標とし、またそれと平行して、醤本型のPD麟度の設立に強い麗心を示して

いる韓。

　このような激溌にあって、P　D麟度の評極に関する議論を真蕉藩から捉え直

すことは、意義のあることと考えられる。なぜなら、PD舗度に対しては、わ

が醒においても、またアメ1タカ合衆醗においても、麟度に修する幾甥が春在し

てきたからである。そこで本稿は、わが蟹における野D簿渡に関する議譲を整

理したうえで、アメ嘆力合衆醒における論争献溌と鱗度撰1醤に帰する取零緩み

を分析し、わが醗におけるPD麟度論および飛事弁護麟度譲に臠する駿望を聡

らかにしたい鋤、

（滋

轡　β本弁護士連合会蓼駕事講法改革の実現に陶酔てのアクション・プログラム塞

　（暮本弁護士連合会、欝95錘2頁。

鱒　本稿慧、以藩公表した「パブ膨ソク・ディフェンダー麟綾羅究序説（i）～（2・

　完｝」一橋醗究鎗巻2号（i鱒5／及び2馨巻珪号（露§ε1における麟度論の藻分につき、

　その不十分な点を補いつつ、そのさらなる展器を§推すものである。

一98一



パブ掛ソク・ディフェンダー麟度論に麗する一考察（岡懇撹典〉

H　わが国におけるパブ1メック・ディフェンダー麟度論

　i　鰻飛車訴訟法以前におけるパブ1メック・ディフェンダー麟度論

　PD鱗慶は、わが蟹では全く実践されたことのない鰯凌であるが、古くから

麗心の払われてきた麟渡iである樹。なかでも小野清一郎博士は、PD鱗渡：の設

立を強く主張した。もっとも、その根撲付けは、職権主義誘訟構造において、

被告人に穫益な訴訟資料を提懲する綾事の義務や訴訟行為を、公的弁護機翼を

設置し、そ穣こ移行させようとするものであ移、そこには当事者主義を導入し

ようとする意躍とともに、曝家主義的傾海が見受けられた鶴。このように、当

初から、麟家機関・公的牲旛という観点に基づいて、P　D麟度は窪目されてい

たよう1こ、馨われる紛。一方、富懇懇欝博士は、論文鰯事弁護誰誰にて、欝盤

紀ドイツにおける、検察、弁護の講者を覆家機関に昇華し、裁醤の弾劾化を図

ろうとする学説、すなわちマイヤー、オルトPフの構想する綾タ富磨トシテ

検事ト隅一ノ地位及ヒ権秘ヲ有スノレ辯護機離ヲ設ケ嚢二機鰻ヲシテ検事ノ聾劾二

繋シ専ラ被吉人防禦ノ職二後事セシム竃シまとの論を次のように撹超した．

　「銚主義ノ1論者ハ其所説ヲ凡テノ辯護二實行セシメ辯護ノ章3鱗私選辯護ナ

　ノレ文字ヲ抹溝シ去ラント欲スノレ者ナ辱然レトモ辯護入ハ被皆人ノ懸紐二基ク

　ヲ必要トシ産家力嫉告人ノ鱈任二基カサル辯護人ヲ強麟スルカ麹キハ策ノ得

　タルモノニ葬ス故二穐テノ場合二羅家公設ノ辯護機鰻ヲシテ被告人ノ辯護ヲ

　為サシム薄シト為スハ余輩ノ未タ餓カニ鷲瞬シ能ハサル所ニシテ少クトモ被

　告五霞ラ辯護人ヲ選径ス可キ場合ニハ饒辯護機縫公設ノ學説ハ之ヲ採罵ス可

　カラサルモノナ辱ト儒ス」紛。

　このように当初から、飛事弁護麟度をめぐって、溺事弁護における霞の関わ

今方が議論されてきたのである。

2　現行飛事訴訟法下におけるパブ董3ック・ディフェンダー糖度論

憲法騒条及び37条3項に基づき、現行溺事訴訟法によって弁護人依頼権はあ
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らためて規定され、被疑者にも弁護人依頼権が認められ、醗選弁護鱗度が整備

された。被疑者・被皆人の弁護人依頼権は、弁護人の援勤を受ける権稗（有効な

弁護を受ける権稗であると解釈され、権秘の実質化にともなって、理論・懸度

論が戦後灘年の鷺に展雛されてきた。

　この過程で、麟事弁護麟度1こ関する議譲にて、P癖雛度は繕えず関心を寄せ

られてきた繕。もっとも、PD鱗度の評懸については様々であった。

　　繊　欝定的評優

　峯》D難度の長所として、次の諸点が挙げられている。

　第一に、P　D羅綾は、サポート機能の充実した飛車弁護オフィスを備え、強

力な捜査・訴追機賜に対航する綴織的な磯事弁護鱗度の形態であるという点で

ある．そして、十分な準備・調豊による有効な弁護を縫洪できる麟度的佳緩み

を考察する上で、P　D鱗度は示唆に富む舗凌であるとされている織。

　第二に、PDはi聡事弁護専門の弁護人として活躍しうる点である。したがっ

て、PDのような存在は、罠事弁護に関心が向けられる領海に修して、磯事弁

護舗度を験討する上で示唆に富むものとされている㈹。

　築三三に、PD鯵度は、早鰯弁護を確実に提供する麟度として、十分に薄能牲

のある溺事弁護鰹度であるとされている。常時、被疑者弁護専鱒の弁護人が待

機しているとすれば、迅速に薄癒できる講度として、9D鵠蔑は最も金運的な

飛車弁護鱗痩であると考えられている働．

　その地、迅速な裁輝を受ける権利を保障するために、溺事弁護の充実化を醤

るという観点から、PD譲渡が評癒されている鋤。また最選では、講事弁護暴

修などを行う飛車弁護センター的な存在として、PDオフィスに莫解寺する意見

もある鋤．特に最逝紅なって、以上のようなP　D鱗凄の長所を評慰する見解が、

多くなっていると、患われる。

　また、従来から、積極的にPD麟凌の導入が論じられた。鱗えぱ、題選弁護

麟度の欠点がますます目立ってくるのではないかとの竜摂からや｛鋤、「透代社会
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パブ街ソク・ディフェンダー麟度論1こ関する一考察（欝緩税典〉

の発展に伴う弁護士業務の透代化の過程における、よ弓高次な発展段躇に紘覆

するもの」｛轡とするものがあった。

　　②　否定的評価

　一方、これに対し従来から、ゼ裁講、検察、弁護の全てが、公権力の下に来る

と言う本質から、結局この麟度のこれ以上の飛躍的発展は望めないし、まして

この鱗度を直ちにこのまま我が霞に持ち込むと震うことは、むしろ、そのもた

らす霊の方が大きいのではないかと、患わざるを得ない。問題は、弁護士活動と

言う本来、公権力と燐鱗離されるべきものが、この麟度では、金銭的な面にと

どまらず、その身分閣係、職務隣保の一燐に及んでいる点に、その理論的な弱

さがあると言って過書ではあるまい」と働、PD鱗度は幾醤されている。もっ

とも、P　P麟度の存在欝体を強硬に否定する論よ轡も、P　P鱗度を評慰しつつ

も、わが羅においては翼》鱗凄は害の方が多いという見解が、多く購えられて

いる｛覇。その否定譲は、官憲尊重！主義の風潮がぬきがたく春在しているわが霞

の歓会文化においては、PDが人権よりも公査を優越する危険な鱗度であると

いう点にあると、慰われる。あるいは、「公務員」としての姓絡ゆえの懸念からで

もある醗。したがって、わが國では、弁護人は蟹と離れた霞懸の立場から、縦

横に弁護できる麟穫的保障が必要であると、主張される郷｝。

　さらに、一般的にも、PD鯵度の長所を評慰しつつも、PD離農はわが霞に

悪弊をもたらすと、漠然と考えられていることが多いように思われる。それは、

弁護入は反権力・農由の象儀であ移、民主的な革命を経ていないわが蟹にとっ

て、第二次量雰大戦に至る過程と敢戦を通して、国家権力に対する不繕感は根

強いものがあると、思われるからである。以上の見解は、今後のわが霞の指舞

を決定するうえで槙重な態度で望むべきことを、我々に「警告達したと言える

のかもしれない。そこで、蟹とは関係のない主体、例えぱ弁護士会や法律扶跡

協会に飛車弁護專闘の簿渡を設立すべきか、あるいは公麟機灘こすべきかとい

った議論も、なさ義てきた鶴。
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　このように、わが翼のPD麟度譲においては、飛事弁護における蟹との閣係

をどのように考えるべきかが、瞬題とされてきた．この点は、アメ1｝力合衆蟹

においても、瞬じような論争がよ準激しく繰鯵広げられてきたのである。

（注l

131穂積重遠「裁縄所の穂易化韓ま法律騒会雑誌認巻（ま鑓§逮艇頁。

韓　小野溝一郎「公設弁護人の麟度について」法学志林27巻3号（鎗25捻§頁以下

　〔法学評講（下）斬殺（弧文堂書房、亙§3§擁37翼以下3、購藷難事講談法講義・全書

　（有斐鰻、臆2§）葺§頁参照。

織　なお、醗藤重光噺講事誹訟法綱要薫（麟文堂、七譲飯、欝8i擁欝頁参照。

織　富獲麟壽雛彗事弁護譲・購改豊穰事訴訟法草案ノ論諄露京糠法学会雑誌3巻§

　号（鎗㈱5襲総頁．欝欝紀ドイツではマイヤーとオルトPフが、PP的発想による

　公的な弁護機騨を麟殺する見解を主張した。オルト窟フは、鹸事総長を頂点と

　する検察官鱗度の麟設を提案するとともに、州裁縄誘長官に匪敵する弁護総長

　㊧もe登鍛w段紛を猿点とする公約弁護人の麟度を構想した。M．盆g猟，至〉駅

　V醸麗継G盤至MSC欝欝zS膿藤P盆oz盆SS難C欝S．2茎（携5〉、鎗越溢弘臨人訴

　逡主義と起訴蔚手続の縫造3法政遷講鷲巻藁号（欝85｝毅頁。もっとも、富露博士

　は、籔告入すべての弁護が公設弁護機灘によって行わ義ることに異議を述べるに留

　まっている．富灘博士は、私選弁護の可能性がある場合にお診る公設弁護機麗の導

　入を否定しているわけではながつた。そこで、夢麓學誕ハ被告人潟ラ辯護人ヲ選任

　ス可キ場合二採欝ス酵カラサルモ官選辯護ノ場合ニハ採薦ス可キモノニ葬サルカ

　否々謂フ勿レ是レ金銭ノ開題ナ1灌馨家購政ノ問題ナ1擁としている。謎6創磁頁。

（71わが螢にお捗る欝欝麟渡譲を概観できるものとして、鹿妻英雄「公設弁護入鰹

　度を鶏認文献にさぐる韮専修法学譲集§§号（欝§7）縫頁以下参蕪．縛に、P亙〉麟凌

　に関する羅究書・譲文としては、跨藤文夫r乗懸こおける璃事弁護入麟度とその

　運舞舞こ関する覆究三藩法毒茸究報告書蓋§巻i号騒§誌）i82護8尋薮、半谷恭一「米国に

　おける“夏艶艶磁eτSy就e搬押について」海法醗修瞬麟立焉年麗年誕念論文集（下／

　（臆§2／、小中佞幸「アメ辱力におけるP琶媛虻D8艶綴er麟度について1嬢2繧趨鰭

　タイムズ欝8号（鯵65海2頁以下及び欝9号（鎗65／質貢以下、湾上穣雄「アメllカに

　おける公弁護人謬1度軽）｛21擁露欝と三三義董8巻i号韓§§7擁7頁以下及び薮露と豆義
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パブ蔭ック・ディフェンダー麟度論に聡する一考察（岡綴税興〉

鰺誉2号（欝67｝髄質以下、内懸鯛弘纏轟選弁護をめぐる問題珪古賀藍義纒ぎ講座

　・現代の弁護士3・弁護士の業務・経営選嬢本評論被、i留警〉、平野龍一「弁護

　人に依頼する権稽一アメllカの調穫を幸心にして一」霞由と亜義8巻彗号（欝き7／

　蔦頁以下〔飛車法醗究第3巻ζ捜奎と人権選所載、（有菱麟、欝8ま）2醗頁以下｝、

最近の文献としては、桜井箆史ゼアメ1紡合衆国における欝事弁護鵠度1葺一讐に

　公的弁護麟度を牢心として一」捜豊講究35巻蓬号（鴛8§13頂以下、灘ック・麓・

　準一ド、井上正仁（訳／「弁護人の援動を受ける権罵と公設弁護入麟穫諜潤法雑誌

　2§懸2号（i盤4擁§3頁以下、村井敏郷「飛事弁護の騒史と課題ま濃密と正義鱗誉7

　号建弱3／5頁以下、後藤軽1「ネットワーク難事司法①／サクラメン卦で会った公

　設弁護人たち・公設弁護入事務駈観察盲溝季霧飛車弁護i号（鎗95露§蚕以下、購

　ゼ量界の法律扶勤・その理念と現献・アメllカ・多様な璃事法律狭霧強季新講事

　弁護2号（鎗§5／麗頁以下、ルイス・ナタll、後藤昭（訳｝「ネットワータ飛事司法

　③／公選弁護入を支えているもの・アメ辱力の経験雲華霧飛事弁護3号（i鱒5／

　鰺8頁以下、庭毒英雄ヂニューヨータ市における貧毯者の瀦事弁護」季霧飛事弁護

　欝号（i弱？〉欝頁以下などがある。

（8）髄えば、捜査訴追機灘こ丈嫁しうる繕織的な飛車弁護譲渡の観点あるいは

　調室能力の拡充、弁護施設の充実の観点から、P至）麟度に淫§するものとして、

　半谷・醜蝿捜7、3麟講薦頁、内欝・薄霧淫7、蔚愈4§7頁、渥美東洋鞍彗事訴訟

　法薄〔有斐醗、新叛、欝§毒茸鍍頁、243頁、材菩・繭掲窪7、iH3蚕、後藤・繭掲

　淫7、「ネットワーク驚事藩法③塞35頁ゆ

麟　舞えば、襯事弁護の専務難という観点から、A擬鍛Goto，“丁輪銀鱗t　to

C。難s¢董a総員。les。｛Att・r龍εysl簸蜘aバ，C綴8AJOUR餐ALOFLAW

A欝POL照CS，V。1．9，勘、3，i§§5，倉．i§、半谷・翻駐7・3畿34預・

　内匿・繭掲涯7、鎗7耀憾頁、後藤・麟掲蓬7、「ネットワーク飛車構法③ゴ35頁参

　照．講じ観点から歪〉D麟度の導入を特に都南藤において指擁するものに、横鱗敏

　雄群飛事誹訟蓋（成文堂、鷺8壌艇蚕淫がある。

麟　携えぱ、醗宮総「弁護権の実質的な保陸佳卜『有劾な弁護を受ける権利垂一ゴ

　詫大法学譲集i6巻2瓢3号（i騰5／講2頁涯7、羅軒綾疑者段踏の弁護達縄擁タイム

　ズ2醗号（鯵7麟2艇頁、内穣・蔚掲窪？、韓9頁、後藤・藩掲注7、「ネットワーク飛

　事像法③三35頁．
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麟　婚§7年§月に行われた第6睡覆選弁護シンポジウムでは、磯事弁護婿修の運営

　が茎｝至｝方フィスにお1ナる無点であると強調された。

　　小串・蔚掲詫7、i懸号7§頁、

　　半谷・表掲淀7、3菊頁。

　　海上・繭掲窪7、i8誉2号5頂。

　　平野・霞彗掲溢三7、捜…費…と人権2蓼8頁、　内籏・鳶毒掲窪7、　淫奪5一蟹｝6頁ゆ

　　大坪憲三「蟹選弁護一その法的性格と実態ま法学セミナー増鷺群総合特集シ嘆

　一ズ騰／現代の弁護士（毒費纏確（8本評論祇、欝83簸§2頁。

㈱肉離・鋳掲涯7、獅罐鐙頁。

鱒　半谷・蔚蝿蓬7、34愈鍵7頁、平野・莇掘建7、捜奎と人権2鋸頁参蕪。もっと

　も、公的機縫によらないとする場合には、蟹の費期の導入可能姓の少ないことが

　麟提とされている。しかし、最遙では弁護士会を主体としつつも、馨の費稽の導

　入を否定しない愚見もある。聾上正仁締睦事裁縫こ対する擾制藩法欝修所詮集

　85号（ig§i〉至正5蚕。

鱒

鱒

1嬉

鰺

鶴

欝　アメ1ナカ合衆国におけるパブ1ナック・ディフェンダー髄度論

　1　2馨欝綻前半のパブ勝ック・ディフェンダー欝獲論

　　（il理念論

　アメ辱力合衆醒1こおいても、多くの理由から、P亙瑠渡の導入が2§世紀蔚半

に促進された。最も主張されたP　D麟度導入論は、透代のP　D鱗度が貧鍵者に

も、平等に、公平な裁甥を実現、提供するため、という原理に基づくものであ

った。そして、弁護権を保擁する縫い手として、当然のことであるが、駐D経

度が難待されたのである麟。また、PPが飛事事稽の経験ある弁護人であるこ

とも、強く主張された、すなわち、飛事専門の弁護人によって有能な弁護が行

われるから、貧農者の弁護権の保障のために、P　〉麟度が実践されるべきであ

ると、主張されたのである（鋤。

　さらに実懸には、検察官麟震を意識したP　D麟度の導入論が、いくつかの論
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稿において、購確に主張された麟。近代の飛車濁法麟度が、私邉麟凌から公訴

麟穫に移行したのに続き、飛車手続の最後の酸革として、講じように私的弁護

から公的弁護への移行のために、PD麟度の導入が提曜されたのである・そこ

には、験察官との実質的対等牲を確保する意騒が存在した。そこで瑳講的には、

PD麟度が貧羅者救済の§的のために設立さ義る必然性はないことにもなる。

したがって、検察官羅綾のように、PDはすべての綾疑考・被告人を弁護する

ものと理解するものもあった㈹。

　　②　国選弁護麟度との箆較論

　その飽に、P　D麟痩の導入論の中で最も有力な根拠となったのが、瞬選弁護

麟渡と比較したP濾渡の有雛であった。現実に平等騨を理念として貧

羅者の権利を保障する蟹選弁護麟度が不十分であったこと；が、PD麟渡：の導入

に影響した｛脇。実際には、多くの馨選弁護麟度では弁護人に繁して無報醗で運

営されていたために、有効な弁護が縫供されなかった鶴。また、裁報富は、窪

分の友人や裁膳所に協力的な弁護人を選鉦する傾向のあったことが、幾舞され

た㈹、このように、国選弁護譲渡にはいろいろな課題があったために、国選弁

護鰹度の代わ書）の鱗度として、そして有効な弁護を礎盤する麟度として、PP

麟縷：が建目された．舞えば、2導燈紀蒲単の代表的なPD麟度推進論者であるゴ

ールドマンは、「置国選弁護諺麟度は…よを〉啓発された公的な弁護麟度に道を譲

るべきである」と主張した鋤．

　　／31効率牲誌

　最逓の論稿では、PD鰯度の発展の饗由は、PDの専欝性の利点や園選弁護

麟度の矢数に換えて、PD麟度の「勧率牲（e｛簸cle鼓cy擁にあったと、主張さ

れている鰍。実際に2§量紀繭半から、穰事講法麟度の効率牲が追求された。具

体的には、財政の締約、暗闘の節約、適燐な飛車苛法の促進が挙げられる騰。

そこで、耀えばゴールドマンは、「劫率姓、そして経済性から（PDが）正当化さ
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れるべきま｛鋤であると主張した。特に、騰燈紀穂半には、科学的方法・合理化

・麟率盤といった理念が善とみなされ、被疑者・被告人の麟益にも講法の藍義

にも資するものと考えられたのである鱗。2D鰯度の誕盤グ〉背景には、理念に

基づく蟹選弁護鰹度の改革としてP｛）麟度が験討されたのと同時1こ、効率性の

、懇懇に影響されていたといえるであろう。このような考え方は、その後のPD

舗度の講争に影響したことは否定し得ない。

　2　2§轡紀中幾のパブ琴ック・ディフェンダー麟度撹轡

　PDに対する幾霧が厳しく展雛されるようになったの1澱§弱年頃であった働。

特に、ディモックは、痛蕪なPD舗度撲1甥論を展囃した。その飽にこの時代の

代表的な論稿としては、潔ロック、スチュアート、フ謬一マンの譲稿を、挙げ

ることができる。

　フ鱗一マンは、蔚達した理密を網羅的に掲げ、PP麟痩の導入肯定譲を展聡

し、P　Dの有効性を主張した。さらにフIJ一マンは、P　Dは公務員（興bl量c

o銀cla豊／であるから、公共的責鉦があ駐、晦えに最も講瑳的な発展影式である

と、主張した。そして至〉Dオフィスが設立されれば、全被逮捕者が、遅滞なく、

そのPDlこよる穣談を受けることができ、警察1こおける残塵な取弓籔いはほぼ

完全な終焉を遂げることとなろうと、主張した‘鋤。一方、スチュワートは、P

D麟度が「原理的に不健全である」と考えた。そもそも、公務員が弁護人とな

ることを想定するのは誤薯）であると、スチュワートは藪書した。スチュワート

は、この観点から、従来の国選弁護麟渡を支持した麟。しかし、ポ聾ックは、

公務員であるがゆえに、裁無官のご機檬を傭い、検察官の銑霧者となりえない、

それ麟え「原麗的に不健全である」、というスチュワートの議論に対して異論を

饑え、撹甥は弁護人だけではなく、最終的にはそのような蕨溌を裁判辮に存在

させている怠構な法曹界全体を葬難ずるものであると、撰1繧した。潔ロッタは、

スチュワートの見解を撹縛しながらも、プライベート・ディフェンダー麟度（渓

間の費聡によって、瀦事弁護專霧の弁護人を常羅させる舗痩／の必要性を主張し
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た。ポロックは、綴織的な背景のあるディフェンダーが、被疑者・被告人への

職務を十分に果たし得ると考えたのである（3㌦

　その後、ディモックは、痛烈な幾縄論を展離した。ディモックの飛事弁護人

像は、パルチザンであった。そして、ディモッタは、飛事弁護は決して蟹が金

入してはならない領域であ辱、一度蟹が飛車弁護の権獲を得ようものなら、霞

の勧は絶対的なものとなるであろうと主張し島このようなディモック磯

鵯論は、次のように整理される。第一に、警察蟹家の誕生に対する籤親である。

すなわち、政府が訴追と瞬時に弁護をすることは警察麟家であ駄それを権築

すること1こ対して囑争は、一鶴後退しては妨ないと西モ・汐は主張

している。第二に、PD麟度は政府によって支持されるため、それにまつわる

墨有の竜険牲があるとする．この危験牲を考感すれば、無獲の蟹選弁護麟凌の

方が優れていると、ディモックは主張する。特にPD力魑事こよって験隷・

報醗を受けることとなると、生計は任命権銀者に依存することになる。それは、

選挙甫罠であれ、蔀監督委員会であれ、裁！纒所、裁響官であれ鶴諜であると、

ディモックは主張する。したがって、P　Dは被疑者・被告人の覇益を代弁する

有効な弁護を提僕できないと、ディモックは鏡鞍した㈹。

　ディモックとスチュワートの議譲は、馨に対する強い警戒感から畿発してい

た。飛車弁護における国の影響を懸念する考え方は、霞密な飛事弁護播動・麟

事弁護の独立牲の重要性を指摘していると言えよう。撹醤の意練あいは様々で

あるが、主に、P亙）は蟹による影響が大であるために、①裁判醗・検察官など

との灘係を重視し、被疑者・被告人の穂益を考えない弁護を行う、②轡家機関

の一環として裁縄官・綾察富となれ合い栽態とな甑官僚的・事務的弁護に終

始する、という撹醤となるであろう。そこで、はたしてPDは本当にそのよつ

な弁護活動を行っているのか、有効な弁護を提供していないのかが、欝総年代

のアメll力合衆織こおけるデュー・プロセス革命以降の弁護人の需要に痒い、

費D麟度が飛躍的1こ発展する中で、議譲されることとなった。
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　3　近奪のパブ琴ック・ディフェンダー麟度譲

　　轡　当事者牲をめぐる論争　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管

　このような実証婿究における論争のさきがけとなった醗究が、スドノウのP

Dが掃う被疑者・被告人の態度に蕪点を当てた醗究であった（欝§5年／儲。スド

ノウは社会学的分析を導入して、騒常の弁護活動から鷺罰規定が「現実葺にど

のように使罵されるのかを分析した。そしてスドノウは、第一に、一定の法規

に焦点をあてた有罪答弁の検討、第二に有罪答弁の場合における費Dの弁護活

動の綾討、第三にP　Dの弁護活動の傾織を分析し、P至）鱗度に顕著な緩織的行

動形式と、2D舗度の欝欝活動における麟法の孝瞬き方法について、考撃した。

　具体的には、次のように分析された．PDは弁護人として有罪答弁の仲裁役

となる。緩疑者・被告人が無罪を獲得できる見込みがない場合には、有罪答弁

を行うことが重要となる。ここで、罪体に飛の軽い罪体が包含されている場合

には、軽い罪体について有罪を答弁することとなる。しかし、罪体にその飽の

罪体を構成するものが喜在しない場合には、箆罪行為を構成する行為遜程に事

実上含まれる軽度な麗罪が養欝される。この場合に、「典型的崖な行為類璽・祇

会的背景・事終の横桟・鞍害者の類型などが重要となる。スドノウは、このこ

とをPOが熟知していると主張する。そして、PDの無常行勇は次のような惟

絡を有すると、スドノウは主張する。①費Dは「犯罪窪の類型を重視し、綾羅

者・綾吉人の懸人的な購題を考慮しない。②PDにとって麓罪を規定する鯛定

法は重要ではない．③そして、一般に訴訟過程に持ち込まれる漉罪」につい

ての一般的な灘罪者と、麗罪の蒋簸・類璽が、PDにとって重要となる。④こ

のような「麗罪逢は、行われる「場所涯によって定式化される。PDは、場所

によってどの「麓罪」が行なわれるか、学んでいる。⑤2　》は、このような

「麗罪3を麗した麗罪者の類型についての特聡な知識、諺常の中でよく饑くわ

す「魔羅ユに詳しいか否かによって、能力を評懸される。PDは、法律知識だ

けでなく、娃会構造と犯罪学的知識と聞達事件に縛する「麓罪」についての専

門姓が、要求される。したがって、P　Dの仕事は「弁護」することではなく、
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綾羅者・被告人を区分しその麓罪の盤質に癒じて綾らを分類し、それを彰事務

的まに取継搬うだけである。ギPDの行動鐘、被疑者・被告人の無罪を確保する

ことには、めったに麟けられない」と｛織、スドノウは主張する。スドノウは、

このような紅弁護」が、有罪答弁の遍程と通して、検察官との雛力修業によっ

て行われると主張する。そして、次のようにスドノウは主張している。①纒人

的に活動する弁護入の中心課題は、綾疑者・被告人の秘益を代弁することであ

るが、PDは、裁請所との灘係が中心課題となる。②綴織的1こPDは翫置され、

被疑暫被告人とのコミュニケーシ曇ンは少なく、P礪でも特定の被疑者●

被告人につい備報を交換することはない．③PDは、嫌疑普被告人の湊

護」のために鷺報を受けた摩せず、PDにとっては書類がすべてとなる。④事

件の詳総よ戦、事件の典璽的な点に関する情報を、PDは獲得する。⑤そして、

P　Dは有罪を蔚提として被疑者・嫉密人に質問し、無罪を獲得する弁護方針に

ほとんど至らない。⑥このようにして、P醸ま験察富との共疑修業によって、

よ弓軽い飛の麗罪についての有罪を、破疑者・被告人に答弁させる｛鋤。

　スドノウは次のように結論している。

　「P　Dは、裁講藩における有罪甥決を溶すという藤常の業務に、深灘なトラ

　ブルを瞬き起こしたりしないのである。P至〉は、法について瞬法春蚕を求め

　ることはなく、訴訟では手続と法の合憲牲が審査されることはない。また

　R　Dによって、裁講宮は懸人的に竣撃されることもない。警察は、その活動

　の適法牲に麗する講法審奮から免れることとなる。したがって、歓会にあっ

　て有色人種に対する差灘的な行いが、撹料されないであろう。…稜察官は、

　被疑者・被告人の有罪を事務的に籔い、手続の遜程では敵意を弁護慰こ示す

　こともなく、…藁縄富、賠審員に厳罰を求めた継することもなく、最小陰の

　負担で、適切に被疑老・被告人を拘禁施設に送るために、裁縄所に訴訟を提

　起するのである」｛轍。

　このようなスドノウの見解に薄して、醗究には方法論的に誤っている藻分が

あると反駁したの方寸、スコーノレニックであった韓967年〉｛纏㌔スコーノレニックは、
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調査の結果、場合によっては欄人の弁護人の方が、検察官と親密になりヂ取弓馨

を行うと、指摘する。また、スドノウが2Dは「裁覇所における有罪鞍決を行

っている欝常の業務に、深麟なトラブルを瞬き起こした修しないのである」と

主張したのに対し、いくつかの事｛霧ではむしろ逆のことがあると、スコーノレニ・

ックは主張した。すなわち、すべてのPDが、検察窟とヂチーム」として活動

しているわ1ナではなく、瞬一人劾がξきには轟力的とな弓、ときには敵対的と

なる、したがって、スドノウの考え方は真実でもあるが、必ずしも一般的1こ盛

てはまるものではないと、指摘された。またスコールニッタは、PDの被疑者

・鼓告人の社会経済的藝皆級の帽違に鑑欝した。　PDは、一般には穂対的に貧鍵

であ参、露己の弁護を準備できない繕緩の被疑者・被告人を弁護することとな

る、としている。さらにスコールニッタは、P至）と被疑者・被告人の関係と、

纒人的に活動する弁護人と被疑者・被告人の関係との権違、すなわち、P　Dは

被疑者・被告人を選捉できないことを強調する。P　Dは、露分とは意見の合わ

ない被疑者・被告人を窮婁》捨てるわけにはいかないから、麟度的な構造上、PD

は被疑者・被告人をコント冒一ルすることは難しく、穰互の薦頼関係を確立す

ることは難しいであろうと、スコールニッタは捲接するのである．その結果、

次のように分析される。P　Dの弁護する被疑者・被告人と綴人的に活動する弁

護人の被疑者・被告人との開には、経済的贈綴に帽違がある。PDの被疑者・

鍍告人は、貧醗のために褻己の跡御ができず、憲法の知識もなく、保釈もゆる

されない。また、P　Dの綾疑者・被告人は弁護人を選択することもできな雛。

したがって、事件の最初から、P董〉の被疑者・薮告人は蛋獲〉に撰1睾1誘、敵対的

になる綴茎。以上のように分析された結果、スコールニッタは、「PDの擾1輝は、

PDによって提供される弁護の質を遜小評緬する領海にあった3、と結讒す

る（櫓。

　もっとも、以上の問題については、なお、多くの講者によって、様々に評懸

されている。ブランバーグは「P　P麟度は…辺箋の露地裏の撫責任な垂参撫

養の多くを退けたのだが、P　Oは、綾疑者・鍍告人及びその飽の法律家と縫合
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科学概究者から、依然、懐疑的に見られている」と述べている麟。ナード酵一

は、ほとんどのP至〉が鰯人的に活動する弁護入よ辱も協調的である、とする。

なぜなら、綴人的1こ猛動ずる弁護人とは異な琴、永久的に法麺の一員であるP

Dは、職場を裁讐富・検察官と共有していることとな琴、それぞれの役割認識

が生み出されることになるからであるとする麟。シルバーマンは」不幸なこと

に多くのPDが、被疑者・被告人と瞬様に裁判所にも責任を感じている。意識

的にせよ無意識的にせよ、できるだけ迅速に流れ作業にそって訴訟を動かすこ

とが仕事であると、PDは生産労働者のように盛分霞身を見つめている」と論

じている（鋤。ワイスも、「被疑者・被告人を有罪にしょうとする鱗震が、現諾約

に、この訴追を論駁し、無罪を勝ちとろうとする者に、給料を払っていること

を認識することは驚きである。一そのような攻撃的な態度によって…その飽の

裁縄駈関係者を怒らせ、将来の薩矯を危険にさらせるならば、おそらく弁護入

は、被疑者・被告人の訴訟を喜んで推し進めようとするであろう達とする断。

また、特に、PDの選任方法の関係で、PDの当事者性が疑驚視されてきた。

レービンは、野P　Pの支翫している顯望は、裁請所で裁講富を満足させるこ雛

であると論じ、この理由として、「裁趨富委籔会が直接P　D長を任命し、翻政経

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べ
にスタッフに髄する予算勧告を行う」ことが、挙げられている㈹。

　一方、P　D麟度の有効性が、遂に証聡されているものもある醐。公鵯ではむ

しろ餐人的に活動する弁護人の方が、裁趨所に依蕎的であるとする評懸も、見

受けられる㈹。デンバーのPDオフィスにおける観察・質闘調蓋による欝究で

は、被疑者・綾告人の穂益を犠犠にして協力関係を鹸察官と構築することは見

られず、このことについて燧人的に活動する弁護入との椙違は晃られなかった、

と報告された繊。フィー購一によれば、P　Dが流れ難業的に迅速な手続を推進

するどころか、PDはしばしば盤i急な被疑者・薮告入を緩めなければならなか

ったことが、報告されている鰍。験察官との臨調関係が、PDにとって最高の

結：果をもたらす戦略ととらえ、被疑者・被告人に利益をもたらす手段であると

理解する試みもある（鋤。今召では、スドノウ及びブランバーグの見解は、紅少
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なくとも概究者の闘ではゴ支持されなくなっているとも、指摘されている｛鱒．

さらに、いくつかのP亙〉オフィスは、強力な弁護を行う文化によって性格づけ

られている、とするものもある｛識。

　以上のように、P　Dの溺事弁護人としての当事者盤に聴する評懸は様々であ

る。

　　②　比較的実護硬究

　また、合衆蟹においては、蝿あるいは都毎に瀦事弁護麟度の形態が異なるた

め、どのような制度が有効な弁護を礎供するのかに、聡心が寄せられてきた．

そしてP　P経度は、現実に、その飽の講事弁護譲痩類型による弁護人あるいは

私選弁護人よ弓も劣っているのかが、議論された。そこで、㈹裁醤の結：果や観

察結果、（鋳被疑者・被告人による証書データからの穰事弁護鵠度に関する比較

醗究が、行われてきた。

　㈹の分断の方法としては、紛私選弁護入とP至）の比較、㈲私選弁護人、国選

弁護人を含めた騒人で活動する弁護人とP　Dの琵較、（c毘Dと麟選弁護の弁護

人の匙較が考えられる．

　紛について、シルバーシュタイン（欝6§年／の概究では、私選弁護人の方が

P　Dよ今もより良い裁讐結果（鵯決、豊春において｝を獲得したと報告され

た鰍。その地の初鰹の構究でも、シルバーシュタインの醗究と罰じ結果が報皆

された働。しかし、これらの構究は、単に結果だけを鷺鼓していたため、綾羅

者・被告人の特性を考癒していなかった。スコールニッタの指摘するように、

PDの嫌疑養・被告人は、比較的若く、貧霞であ辱、マイノ嘆ティの者であ鞍、

かつ重罪で告発されている者が多い。これらの諸要素を考癒しつつ比較羅究を

行ったテイラーらの醗究（ig掌2年）は、講者の裁縄結果にほとんど差異は認めら

れないと結請した麟。その後、多くの調室講究が、P　Dと私選弁護入との鷺の

裁縄結果の相違は見られないと、テイラーらの醗究結果と陽じ結果を公表して

いる簡。また、後来のPD鱗度とは異なる、デュー・プロセス革命の要請に答え、

　　　　　　　　　　　　　　　一筋2一
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改善されたP　D麟度におけるP　Dとの鏡鞍が必要であるとの問題意識のもとに

行わ義た調i甕によっても、私選弁護人とP　Dにおける裁趨結果に差異が見られ

ないと報告された（6麟。

　（域こついて、私選弁護人および羅選弁護人を含む鰯人として弁護活動を行う

弁護人と麟によって雇われたP　Dとの比較検討も、盛んに行われた。この観

点についても、ネーゲルの初雛の醗究（欝73年／では、鰯人的に活動する弁護人

の方が、裁鵯結果（講演：、宣告／において震い結果を駿めていると、指摘されて

いた鱗。しかし、欝欝年代以降の羅究では、犯罪の重大性、綾疑者・被告人の

特性などの差異を考癒した講奎が行われた結果、纏人的に活動する弁護人とPD

との裁毯結果については、特に宣告に関する講登では縁とんど趨違がなかった

と、主張されている｛鍛。

　（曝こついては、合衆馨において、最も関心の高い比較醗究であった。政府に

とって、事件毎に弁護入を選任する麟選弁護麟度とP　D麟度のどちらが有効な

弁護を提供できるのか、飛事弁護簿1度を設立するときに、瞬題となるからであ

る。しかし、実証的羅究によっても、単純な裁講結果から比較すると、匿選弁

護羅綾の方が良いのかあるいはP　D麟度の方が有効な弁護を提僕できるのか、

見解がわかれていたと誓えよう。キッテル（i§6§一欝鴨年／（有罪報決、宣告／、グ

屡ア（聾霞年貢蕎ち燐を）率、プ頂べ一ション／、コーエンら（欝83年／（有罪報決／、

マッコンビル・ミルスキー（鎗86年／（無罪率／の各調室では、PD鰹度（あるいは

法律狭霧協会によるディフェンダー麟凌／の方が有効な弁護を擾供している、と

結論された（鋤。講者の翼に、具体的な裁縄結果：においては差異がないとする醗

究は、ベンジャミン・ペデルスキーの醗究（欝6§年）（打ち燐勢、シルバーシュ

タインの稀究（i弱5年／（打ち燐鞭、プロベーション）がある鱗。蟹選弁護人の方

が優秀であるとする醗究には、サマースの概究（欝69年）（打ち切駄プ澱ペーシ

3ン／などがある｛働。このように、蟹選弁護人の方が優秀なのか、あるいはP

Dの方が優秀なのかは、実証的羅究によっては鱗らかにされていない。さらに、

P　Dあるいは国選弁護人に置有の被疑者・綾皆人の特性、告発される麗罪の牲
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質などを考癒した比較醗究によっても、ほとんど裁朝結果に差異は見られない

状混にあった。テーラーらの醗究（i留2年／、ヘルマンらの講究（欝？7年／、タラ

ーク・コッ本らの爾究礁§8巷年／、ホールデン・バーキンの醗究縫§85年擁ま、講

者の闘の裁瞬結果醐決、宣告／について差異が晃られないと、報告している｛働。

　合衆蟹ではP　D凝度あるいは国選弁護麟凌を採霧している蔀、州が罷鱗的に

多い。この地に、契約弁護舗痩（弁護士あるいは弁護士グループが一霞の貧匿者

弁護を行うことを政癒と契約し、それに対して政府が資金を提供する舗蔑／を採

聡している認が喜在する。契約弁護鰹度と馨選弁護麟度との髭較醗究も、採絹

された麟農の類墾の癒違に篤して裁講結果にほとんど権違は現れないと、主張

している｛57）。

　このように実証的な比較羅究は、P　Dよ弓も餐人的に活動する弁護人の方が

有能であるという結論を、訴訟結果や裁報観察を通じ、特にPDの受ける事件

の特健を考露した比較爾究からは、導き鐵すことができなかった。これらの羅

究によって、PDの当事煮健の欠嫁の是葬を決することは難しい。合衆蟹にお

けるこれらの醗究を集約したフィー二一らの論稿によれば、これらの概究の結

果、瞬確な活動の違いは見られなかったと、結論づけられている騰1。

　その飽に、離達した麟について、すなわち、被疑者、鞍告人がPDから受け

た弁護について満足しているかどうか、あるいはPDをどのように捉えている

のか、という観点から積極的な醗究が行われた．ここで瞬らかにされたことは、

2Dが被疑者・被蓋人の閥では不人気である、ということである。例えぱ、ロ

サンゼルスのインタビューでは、被疑者・綾告人はPDを「鎌な険豪富達と表

現した｛脇。さらに、ギほとんどの被疑者・被告人がPPを披らの代弁巻

（36vocate）とは見敏していないことは驚くべきことでもない∫私と話した被疑

者・被告人は、被らの法律家（P　D／を、法麟度を代表して説得するものととら

えている」｛聯とも報告されている．具体的なインタビュー調査結果からも、鮫

疑者・鞍舞人は、PDよ警も私選弁護人や蟹選弁護人の方に、良い印象を掩い

ていることが、明らかにされている1鵜．また、被疑者・緩告人が、PDよ継も
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私選弁護人の方に、喪い鶴象を抱いているとする爾究｛鋤、被疑者・被告人が、

PD・麟選弁護入よ雛も私選弁護人の方に、良い葎象を抱いているとする覆究

もある灘。しかし、これらの醗究において、P　Dが有効な弁護を援供していな

いことは、被疑老・綾告入の不満の遅曲ではないことが、主張されている。む

しろ、PDに薄して被疑者・被告人に濾極的な海象を与えている運懸としては、

野望〉に対する置足観念が影響していることの飽に㈹、P∫｝は被疑者・被告人が

窪分で選嫌した弁護人ではないこと、P　Dの被疑者・嫉告人は一般に貧羅者で

あること《短、などが挙げられている。これらの点は、すでに穣討したスコール

ニッタが指摘するところでもある。

　キャスパーは、なぜ被疑者・被告人はPDを倦頼していないのかを、積極的

に解暖しようと試みている。初鰹の暴究によれば、被疑者・被告人が弁護人を

選択したのではなく、P　Dが選任されてきたこと、P更〉は穣豪富を志望してい

ることが多いこと、P｛〉には給与が支払われているため1こ、経済的なプレッシ

ャーがなく、被疑者・綾告入を弁護する財政的動機付けがないこと、国によ

って雇われているPDの地位こそ、被疑者・被告人がPDを嫌悪する原石であ

ると、キャスパーは分析していた㈹。その後の欝究では、キャスパーは次のよ

うに分析している。

　「個人的に活動する弁護人は、嫌疑者・綾告入と1対iで向きあって接舷す

　るため1こ、多くの時閣を費やすという事実は重要である。…鱗入で活動する

　弁護人がその被疑者・被告人から受ける評懸よ撃も、P　Oが被疑者・鞍告人

　から受ける評緬が劣っているということは、たんにPDに対する一般的な破

　疑者・被告人の不儀矯及び蟹の被雇罵者としての講度的な地位の結果では

　ない。むしろ、PDが費やす時間量と関連している。すなわち、PDが被疑

　：者・被告人と直接に接触する時聡をもてるかどうかに、関連しているのであ

　る」醗。

　このようにキャスノぐ一は、PPが一般：1こ髄しく、時羅1を効率的善こ麹理茎しょう

とする傾両にあ弓、PDが被疑者・被皆人の鱈頼を獲得するためには、被疑者・
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被吉人一人に費やす時露量を十分にとることが重要であると、結論した働。

　ダー》ンは「P　Dの被疑者・被告人の特質により、縫人弁護人と羅ビくらい

有効であることをPDが聡らかにすることを難しくしていることは聡らかであ

る」と｛期、スコールニッタと購じような捲摘をして、被疑者・綾告入にPDが

不人気である理由は、P　Dの機能がよく認識されていないことと関係している

と、捲摘している。PD麟蔑の機能を被疑者・霰告人に理解させることが、P

Dへの嫌疑者・被皆人の態度の改善を約束することになると、考えられている

のである。これは、キャスパーの撫摘とも関連していることになる。なぜなら、

被疑者・鼓告人との接懸時間が少なければ、そ義だけ、儒頼関係を築くことは

難しく、したがって、PDは被疑者・被告人から理解されにくくなるからであ

る。

　　③　パブ1ナック・ディフェンダー麟度⑫現代的課題

　以上のように、アメll力合衆覆1こおけるP　D鱗凌論を饒めてきた。確かに、

P　D麟度に対する撰麟は、合衆醒でも根強く主張されている．もっとも、P　D

の盛事老牲をめぐる議論のゆくえは、いまだ明らかにされていない。～方で、

確か1こ、P餌ま被疑者・破皆人から、一般的に溝極的な評極を受けているよう

である．

　もっとも、繭者については、撹醤を考慰した鯵度の鶴設が望まれてきた。す

なわち、国家機灘とは独立した主体によって麟痩を運営することが、簸待され

てきたのである。

　i留3年に、磯事舞法簿渡について、改革のため1こ俸成された全米跡書委員会

継atlo簸al　A経vlsむry　Co搬鐙雛ee〉の基準によると、次のように述べられている。

　「P至）の長の選欝方法は、P亙）の長が支払い能力のある被疑者・被告人の弁

　護を行う纐入弁護人と購じように独立を確保するものとする・最も適当な選

　鐵方法は選出委員会（se亜ect沁鍛むoa羅／による指名と知事による任命であ

　る」鋤。
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　ここでいう選患委員会は、PDが裁鵯漸などからの政治的窪力から霞密とな

今、独立することを確保するために、設けられたものである。P｛〉舗度あるい

は公的弁護麟笈一般について、その名詩に差はあれ、その飽の基準も、このよ

うな飛事弁護の独立性を確保するための委員会麟度を提唱している鱗。その飽

の基準は、委員会には裁判官と稜察富の参撫が認められず、弁護士や毒民が主

体とされる点で、共選している。その機能は基準によって様々である。鰹えば

全覆概究委員会穣at量。澱8t綴y　Co鱒童ss沁貧／の基準は、全米跳書委員会の基

準と異な鞍、委員会だけがP至〉の長を選出することを予定している麟。アメ鱗

力法曹協会（A灘ε蹴雛Bar　Assodat量。登／の基準は、PDの長の選出という観

点からではなく、公的弁護麟護の独立性の確保と政策の決定を機能として、委

員会鱗養を提悪している㈹。また、全米購書委員会の基準は、以上のような麟

度と平行して、駐Dの公務員としての地位を禁止している〔鋤。

　このような独立牲を確保する麟度的佳纏みを設立すべきであるとの礎案は、

PD麟度を採矯する連揮飛事弁護麟痩においても、最近、現れている。最近の

改革礎案によれば、連邦溺事弁護麟度の運営を、独立主体である連邦磯事弁護

サービスセンター（Ce溢er勧r　F磁eral　Cr量搬沁a裏De｛e総e　Serv墨ces〉に移行す

べきことが、提案されている騰．

　また、第二の点については、まず、私選弁護人と羅じ関係に立てないことが・

スコールニッタや被疑者・緩告人の満足度の概究で、特に、強調されている。

しかし、この点は、蟹選弁護麟度の場合でも、同じことが害える。この点につ

き、アメll力合衆蟹においては、選錘権をめぐって・私選弁護と購じような弁

護入選娠撫ま、貧鵬には認められてこなかった戦しかし・最近では・イン

グランド・ウェールズの麟度を参考に、弁護人を選探する仕緩みを導入しよう

とする動きが生じている。この簿渡の確立は、PDの独立性の議論にも通じて

いる。すなわち、弁護人を選類する仕緩みの確立によって、P£建被疑者・被

告人と礪係が成粒つとすれば、綾疑巻結入にとっても齪のいくもの

となると瞬時に、飛車弁護の独立牲を確保することにもなると主張されている

　　　　　　　　　　　　　　　　一ii7一
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のである断。この考え方を貫くと、PD麟度と蟹選弁護麟度を欝設して、講者

の選択を被疑者・被告人1こ委ねるという、イングランド・ウェールズの議譲に

も繋がることとなる｛鰍。

　また、被疑者・被告人の不評には、P　Dに対する運解不足と瞬時に、P　Dが

十分に時羅を被疑者・被告人のために費やすことができない問題が最も大きい

ことを、キャスパーが購らかにした。とすれば、実際には、懸々のPDが、場

合によっては、当事養として有効な弁護を提供できていないことにもなる。も

っとも、キャスパーの捲摘は、優々のPD骸入の能力というよりも、そのよう

な麟況が作事鐵される現実の麟痩が、問題であることを示している。このよう

な開題は、実は、現代におけるPD舗度の最大の課題でもある。すなわち、講

事弁護麟度に費やされる購瀬が不足し、P至）の人員やその難の施設・人員に費

屠がかけられなくなると、PDはオーバーワータとなる。すると2翌〉は、当事

者的に働くことができなくな辱、被疑者・緩告人との時鷺を長くもてなくな弓、

したがって、講者の信頼関係が撰なわれることとなる。現在のアメ琴力合棄麟

の趨事弁護においてもっとも開題となっているのが、このようなメカニズムを

生み饑している麟事弁護麟農の購政不足であ鯵、どのように購源を確保するか

が緊急の課題となっている齢。

　もっとも、本来資金を提僕することが覆の責錘であることは、ギデオン講決

をはじめとする連i繕最高裁の諸裁鵯極彗の購えるところである榊事．そこで、本来

は、蟹が責任を果たすべきところを責鉦を果たさないために、PPが有効な弁

護を擾僕できない場合には、それは国の責任であるとして、権稽侵害・麟震：の

改善を求め、麟の責径を追及する裁醤擁が現れていることは注§に値する㈱。

　このように、蹴放不足による麟度の不整備が、P　》に対する評懸の背景にあ

ると考えられる。私選弁護人と瞬じような関係を望む貧懸者の声とともに、P

至）に対する撹肇1は、具体的には弁護権という重要な権利について責任を果たし

ていない蟹に対する撹繕であるといっても、言い過ぎではないであろう。
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鱒　S彦ε，ε．9．，欝e沁，丁勉E伽幽読C醗耀鋸聯鉱簸。欝S鰯≠論≠盈

　c卿磁曲Rε編εγ枷1鴬罐伽羅酪勧ε岬ε・観鼠§8至難LJ・3礁
　3鱒種総（鯵§3／．なお、PDの地盤海えに、撹覇的な認識を抱くという指摘もある

　が、そ義には、ダーllンが指摘するように、欝Dや瀦事弁護に対する理解を深め

　てもらうという、婁践的な鱈癒が要求されることになろう。

鱒勘，ε．9、，G圭δe・難v．Wa量登瀬幽，372鼠S．335〔ig63）；Ar奮e磁霧erv・

　難a獺鰻登，婆97慧、S．25（王≦》72〉．

麟　機稿「有効な弁護を受ける権鵜と蟹家の義務一合衆国にお診る弁護権講の一分

　緩一」一橋論叢簸8巻i号（鴛§7／鱗5頁以下参照。

W　おわ艦こ一パブ1ナック・ディフェンダー鵠度論の展望一

　P　D麟褻の場合には、その撹糠こついて槙重な考癒が必要である。また、ア

メ辱力合衆覆の実購と、わが国のそれを比較し、その議譲がそのままわが蟹に

当てはまると考えることは、早計かもしれない。しかし、少なくともPD畿褻
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論は、瀦事弁護の問題を考える場合に、多くの示唆を提供してくれるように思

われる。

　P　D麟度論をめぐっては、鷺事弁護における蟹の関わ鯵方が、問われてきた

と言えよう。この点は、騒来雨蟹において、共通の課題であったと、愚わ耽る。

そして、特にアメ降力合衆麟こおいては、PD簿渡の幾纏こ殺しては、飛事弁

護の独立性、すなわち鍍疑煮・鮫告木の穂益を代弁・防御できるような白磁な

瀦事弁護を舗度的に保障していくという課題が、課されてきたのである。また

一方で、P　D麟度の財政蕪において国に十分な責錘があり、財政的不整騰の場

合には羅の責任を追及していくという課題が課されていると謡えよう。財政的

不整備が現実のP　O撹纏こ影響する蔀分もあ移、したがって、P　Dに対する幾

趨は蟹に録する概縛でもあると、考えられるのである。

　わが麗では、P　D麟度は、縫来から実質的に対等な当事者手続に資する麟度

として注9されてきたと害えよう。すなわち、すでに見てきたように、襯事弁

護における緩織的対慈、迅速な援疑者弁護、飛事弁護醗修の充実、飛事弁護の

專易化などの実現に、PO麟度は鯵度的仕緩みとして有益な勧農であろう｛鋤。

もっとも、このような鱗度的佳緩みの長駆を、いかに撞織するかが重要である。

そのためには、穰事弁護の独立牲を確保し、かつ、蟹の財政的な責任を追及す

ることこそが必要になってくると、考えられるのである儲。

　もっとも、P亙〉鱗度においては、以上の課題が瞬らかな形で麦畠するが、こ

とは蟹選弁護麟度のような麟度的猛緩みの場合においても醤様であろう。すな

わち、醗選弁護報醜こついていかに臨こ責任を尽くさせるか、欝事弁護の独立

性を確保するため1こ馨選弁護選任権をどのようにするかなどで、以上の二つの

課題が絡んでくるはずである。最近の被疑者蟹（公／選弁護舗度における公的資

金の導入の開題と、それに駕する捜査における弁護のあ轡方をめぐる幾判の過

程には｛鰯、蟹の責任を追及し、かつ被疑者の利益を代弁・防御する難事弁護の

実現のために飛車弁護の独立性を確保するという二つの課題が存在していたと

も害えよう．
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パブ膨ソク・ディフェンダー綱渡論に絶する一考察（露霜税典）

　最透、霞弁連は、被疑者蟹選弁護麟度の導入を瞬み、特に弁護士過錬地蟻対

策を主酸として、霞本璽の2D鱗痩を溝怨することを聡らかにしている。幾つ

かの案もすでに提起されている。実現可能性も考嶽され、これらの案において

は、当分は、公的資金の導入が念頭に入れられていない鰍。ただし、このよう

な購想においては、飛車弁護羅修の可能性も視野に入れられてお弓、さらには

亮実した飛車弁護のためのバッタアップ体麟を展望するなど、大きな難待が構

想に寄せられている｛鱒。その場合には、最終的には、蟹の財政的責任を追及す

ることが、要求されるかもしれない。そうなれば、飛車弁護1こおける欝事弁護

入の独立牲の確保も、要求されることになるであろう。もっとも、これらの課

題は、P　D麟度に限らず、事件毎に弁護人が付く麟度的仕緩みの課題でもある。

PD麟痩の導入を震ろうとする場合には、まさにそれは、わが露こおける飛車

弁護の充実化の試金石にな合うるといっても、過言ではないと思われる。

（注）

繍　このような考え方は、すでに綾試してきたアメ辱力合衆蟹の実譲i釣鐘較欝究の

　結果と、矛窟するという反論があ鞍うる．すなわち、P至）とその麹の弁護人との

箆較においては、弁護の樋撫こあま粥勘嶢敏な励・ら、誌鳳P蹄渡

　を導入しても、磯事弁護の充実｛雛ま纒られないのではないか、との反論である。

　しかし、実像の弁護の有効性は裁講結果には直接笈鍍しないかもしれないし、P

　D鱗渡を模範として麟獲麟基盤を確立して、全株的な懸事弁護の充実銘のための

　底上げを考えることは、瀦事弁護の充実化に資するように思われる。

織　公務舞としてのP　Dに嬉する抵鋭感を考癒して、政癒の委託による葬営稽法人

　を主館としたP至癒渡とし、さらに、PD鱗穫と私選弁護入・麟選弁護人との儀

　設を示唆する最透の論稿として、庭撫・繭掲漉7、「公設弁護人麟度を郷語文戴に

　さぐる韮8レ82頁参照．本稿の示すP亙〉麟度鏡糠こ対する舗度的佳緩みの追求には、

　「公務貫蓬としてのP｛〉を否定し以上のような鰯度を追求することが必要になると

　思われる．

繍　樗井敏捷『密室の串での取調べと鼓疑者弁護の意義達騨ミランダの会」と弁護

　活動／被疑者の権税をどう守るのか至（現代人文投、欝§7／灘頁以下参無。
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鱒　第6麟蟹選弁護シン潔ジウム基調報告書ζ綾疑者覆公選弁護観護の法鱗銘にむ

　けて一当番弁護士麟度の成果をふまえて一選（響本弁護士連合会、詫晦避弁護士会

　連合会、札醗弁護士会、欝§7捻3季3翌頁．

麟　第6懸羅選弁護シンポジウムでは、購懇の様々な可能性が懸擁され、難待が寄

　せられた。

（本稿は平成§年度文翻省孝聾学暴発費擁勧金による羅究域1果の一露玉である／

〈邊詫〉　捻§8年2月の弩本穰法学会盤台部会第鴛掻大会において、本稿の海容を一

　離とし、嫌疑者穰事弁護に縫する報賽を行う機会を与えら義、諸先隻から有益な

　御教示を得た。配して感謝したい．本稿にお鯵るパブ1卸ソクディフェンダー麟度

　論の展望につき、綾疑者・綾告人の稽益を代弁・誌擁するための有勤な弁護を受

　ける権秘を基本理念から追求し、厳格に堅持するために、それを理論的に精蓋す

　ることが課題であると、想われた。校猛の途串であったため、本稿に十分に生かす

　ことができなかったが、機会を改めて縷説を試みてみたい。
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