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序　問題の僻在

　緯　欝事訴訟と被疑者磯事弁護

　無辜の不甦罰に根本の思想を有する理事訴訟は、近代入権思想の高揚のなか

で青まれてきたものである。溺事訴訟の欝的は、犯人を必ず廼罰すべきである

という必罰主義・震体的糞実主義か、あるいは無事を甦罰してはならないとい

う無事の不鎚罰理念・溝極的真実主義かが争われてきた。現行飛車訴訟法は、

蕪者から後者に転醒したものであ管、無事の不蝿罰の理念を実饗することを§

的とした．そして、その蓬念を基礎とする峯事者主義の訴訟購造が懇指されて

きたのである働。
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　わが羅では、明治よ撃近代姥が実理されたのにもかかわらず．溺事誘訟の分

野では、予審覇事に代わって横察官が捜査のみならず公霧をも含めた全手続き

を支醒するr纏縫主義的綾察嘗司法達と姓賂づけられるように傷、第二次量嬰

大戦後にβ本羅憲法にて様々な入権緯定が鱗定されるまでは、近代的糞議主義

と溺事藩法の弾劾化は実理されなかった麟。第二次毯雰大戦以後に、麟事訴訟

は改革された。しかし、形式的には定められた人権矯定も、実蝶碁こは不十分で

あ警、人権侵害があとをたたないのが瑛実であった。特紅最透では、多くの

冤罪無罪事件が聡われ、わが羅の聡事訴訟の未熟さが捲摘されるようになつ

だ4｝。また、わが醒の人権保瞳が不十分であることが、羅諜的レベルの見地か

らも明らかにされつつある働。わが緩の溺訴法は、薪アメ撃力法の影響を受け

た当事者主義訴訟の強記をめざしているま働と特色づけられているが、窺在に

至っても、罫わが国の穰車裁鵯はかな鯵絶望的である」欝と表饗されるように、

麟事訴訟の総題は深靖である。そのため、場崔の実務は、郵新」繕闘主義罵

「新選職権主義とも表堤される餅。

　このような状濁においては、飛事弁護の発案建が特に必要であろう。いうま

でもなく、被疑者・被告人の権利を保離することによって無建のない手続が笑

種され、無辜の不麺罰の遷念が遠戚されるはずである．それは、デュー・プ・

セスを保離することであり、被疑者・被告人の溺事訴訟における主鉢性の確保

にほかならない．そのために重要な地位を霞めるものが、憲法で保瞳された弁

護人依頼権である働．燐事手続によって飛罰権を実理しょうとする諺家に嬉し、

弁護人は裁判蔑・検察官という権力の婦銃者・畿覇煮として権利を擁護し、灘

罰権の適歪な実理・執行のために監絶する役竃を糧うものと予定されており、

その活動がなければ飛罰権の適歪な実理はないことになる。そして、弁護人

依頼権が保瞳されなけれ、ば訴訟はなく，公平な裁覇辮は無意賊となるからであ

る（覇。後に検討するように、溺事訴訟にお謬る鞍疑者・被告人は、ほとんど

の考が法律や裁警1に無知であり、かつ、精神的にも極度に緊張した状態にさら

されることになる．そのため、その鰹の諸権利を行養することもなく、有罪戦
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決が言い渡される藩籬姓がないことはない。まさに、霰疑者・鍍告人は、その

ような状浅に立たされたとき、r導きの手套を必要とするのである．難事裁鵯

や法律知識に鋳遇した弁護人が無辜の不魑罰の遷念にとって重要であ瞬、その

ための弁護入依頼権が重要な地位を占めていることに、疑う余地がない．憲法

34条、37条に弁護人依頼権が手厚く鍵定されたのも、このためである。

　したがって、その蕪提、すなわち弁護人依頼権は霰疑考・被告人のためにあ

ることが，漉意されなけ津もばならない．「だれもが、鍛分が灘罪を麗したとい

う嫌疑を受轄た場合1こは、露分露身を弁護する権利がある」蘭のであ瞬、憲法

で手厚く保瞳された弁護入依頼権も、憾己弁護の権利を基礎にしているから

こその規定であると考えられる∫‘鶏のである。驚事弁護の意義は、被疑者・被

告人の主捧的地位の確立のためにあるからであり、その羅的は、被疑者・被告

人の震い分に1耳を傾けることのできる飛車裁講を婁現することにある。

　実醗にも、難事手続の翼状を打寵する馨的として、難事弁護に帰する舞§心が

姦まっている｛灘。かつて、「戦後鎗年、重藤から照準をあてて飛車弁護を験挺

する機会はあまりなかった3、夢弁護の実欝も瞬らかではなかった3と、難事

弁護に絶する醗究の不建が捲嫡されていたが鹸、溺事弁護は、近年・礫論的・

麟度論的に急速な進展を示している。憲法鍵条および解条に掲げられている

弁護人依頼権の保瞳は、透代の飛車司法にとっては、特に重要な地位を占め、

薦疑の霧轟にかかわる「溺事の法律の嚢否ま｛難を覇簸する重要な存蔑と言える

から、溺事弁護の充塞化への急速な進展は溢§される．

　その中で、わが露における被疑者弁護の充実化は、緊急の課題であると認識

されている醐．それでは、なぜ・被疑者弁護の強乾が課題として認識されて

きたのであろうか．

　それは、わが撰における特殊な開題状溌があるからにほかならない．具体的に

は、捜査手続にお1ナる接見交通権の麟鰻、密室の中での被疑者取調べ、長簸に

わたる身構拘束等、被疑者の弁護人依頼権を麟議している捜査実務が、わが国

にはある。そして、公覇では被告人が統御できないほど．自白偏重主義に特色

　　　　　　　　　　　　　　　一一　4　一一
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惹けられる捜査によって証越が圏められてしまう檎造こそ、冤罪の温珠とされ

てきたのである。特に、近年の琵鶏糞審無罪事舞から、捜査をいかに蔑鰐する

かという課題と平行して、捜査段購における被疑者の地盤ぶはな慧だ微弱であ

ることが問題とされ、被疑者の紡舞手段をいかに積極的に確保すべきかが課題

とされてきた。このような課題は、馨際人権法によるわが醗の躍内法への疑鵯と

いう被疑者の人権の鷺題としても擾われつつ、現在に至っている，

　このように、巌々な冤罪事件からわが蟹の飛車裁覇の形骸鞄が言われ、その

ためには、捜査手続の改革・被疑者弁護の強乾こそが重要であると、認識され

てきた｛播。飛車弁護の鶏題の中でも・まさに重要なの縁以上のような歴史認

識紅基づく被疑者弁護の開題である．

　②　被疑者飛事弁護の課題

　とこ．ろで、事実認定隷や再審などとともに．わが毯における最も緊急を要す

る課題である被疑者弁護の課題は、様々である。特に被疑者激談べ、接発交通

権などの薙肇事手続における具体的課題が存在する。もっとも、直接的華こ課題と

されているのは、被疑者羅選弁護醗度の確立である．被疑者国選弁護覇度の欠

如について総題とされているは、5割鉱主の被告人が露選弁護麟度を利絹して

いる現状から、ほとんどの媛疑者には弁護人が付いていないと予灘されていた

からである．

　そこで実際に、近年、公的資金による財敢の援助のない参議士会独自の活

動である当番弁護士凝度が、全羅的に確立された．最本弁護士連合会が嚢発

的に全蟹的に実践している襲爵弁護士麟度は、被疑者や家族等から、弁護士

会に接見の依頼があれば弁護士会の講番（待機型と名簿型がある／の弁護牽

が癖ちに無料で接見に趣き、被疑者の椿談に応じる凝度である．嘉番弁護士

麟度の意義は、当番弁護士懸とにかく一度接疑して、被疑者の報談に応じ法

的勧善を与えることにある・ここまで絃あくまでも各弁護童の警発的なボラ

ンティアによって活動が成り立っている。その後の弁護活動については、墓
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本的には私選弁護として被疑者が弁護濃麟を依頼しなければならない・ただし

資力のない被疑者のために、当番弁護士凝度の資金的なバックアップ欝置とし

て財懸法人法律扶覇蕩会にて懲89年に発足された「難事被疑者弁護人援麟麟

度まがある、しかし飛車事件に請して蟹費による法律扶覇の支給は実現してい

ないため、この経度は法律扶助鶴会の猿薮資金と弁護士会灘からの補劾に依存

している．

　そこで、璃事法律扶劾という形によって国家による補麟金の支給を実饗する

ことが強く望まれていた．瑳来、馨本弁護士連合会が樹立を主張するr被疑

者馨公選弁護麟度」も・以．ヒのような背景のもとに礎案されていた麟。また、

1鱒3年（平成5年〉欝月欝欝最高裁覇駈第三小法廷決定にて、大野歪男裁戦盲

は補足意発で「我が国飛車司法中公覇手続における璃事弁護の6～8餐が国選

弁護人によってまかなわれているにもかかわらず、その”実質｝フをなす捜査段

墜においては、襲選弁護入講穫が設けられていないことは誠に不合躍であっ

て淫、罫弁護士による被疑者弁護人麟痩の充実が飛事司法全体としていかに重要

であるかを痛感する次第である董｛継と遠べた。

　もっとも、欝欝年に、馨本弁護士連合会飛車弁護センターは、法律扶勧凝度

を基講とした被疑者聡警弁護調度を迂遠に揚供するための凝度の模索から、鍵

来の醗選弁護鰯凌を叢叢し、誓被疑者馨選弁護麟趣を確立することを堤曝し

た騰｝．このことは、法律挟勧を擾う主体が法務省であ鯵．法驚省と艮本弁護

士連合会との閥にお塾て、被疑者弁護のあ鯵方と費用負担の問題が議論され、

嚢本弁護士連合会灘が、状溌の見通しが立たないことから打ち撮した致策転換

であった．

　このような状浸にあって、大きく分けて、次のような課題が存在すると言え

るであろう．第…に、被疑者国選弁護麟簑を要求する獲論的な課題とr弁護権

の麺い手論を含めた綱渡講・立法論」｛鰍に被疑者弁護論を発展させていくこと

である。当番弁護士霧鐘が発展し、被疑者縫選弁護舗護の確立と発展が強く望

まれるなか、その運論的営みとして、被疑者は国選弾護請求権を有するとの憲

　　　　　　　　　　　　　　　…　6　一



鞍疑者飛車弁護に臠する一試論韓（禰覆税典／

法の解萩や歴隻醗究が、逐年糞力となってきたが／訟、これと霧縛に、具体的

な麟痩醗究も要求されていると言えよう。

　第二に、最逓では、被疑者羅選弁護麟度の確立と平行して被疑者弁護の質的

癖あの必要性も強く曝えられ、被疑者弁護とは韓かといった基本遷念も縫われ

ている。飛事弁護の準身の充実を踏まえてこそ、真の意瞭での飛車弁護の充実

があることも、また、疑う余地のないところである（鋤。確かに、被疑春に無

料で弁護入を提供する飛車弁護鱗度が確立されるべきであるとの議論慧現実的

であ善、その場合には、被疑者弁護の質的羅題は、難度が確立された後に議論

され，るべき問題となることもありうるが、擾本的には、難事弁護の質的海上と

飛事弁護鰯度の仕緩みとの連関も、遅かれ畢かれ、いずれにせよ羅われなけれ

ばならないはずである。その憲稼で、運譲的検討と麟度論的験討の講者とその

関係が、橿本的には、要求されてくるように思われるのである。これとはまた

霧の意喋で、不当な弁護活動を理譲に被疑者国選弁護鰹度の確立に溝極的な議

論も存在し、被疑者弁護と捜査との関係も襲われている．この点も、基本蓬念

を踏まえた上での験討が、要請されている。

　（31　本論文の琵1的と構成

　以．ヒのように、被疑者弁護の課題は、弁護人敏頼権をどのように考えるか、

そして凝獲的にはどのように考えるか、をめぐって多くの課題がある．そこで、

捜査手続における被疑者の権羅保護に欠けているわが露の手続こそ問題であ甑

誤判の原霞であるとの麗題認識から鐡発し、被疑者馨選弁護講度の確立と充実

こそ，被疑者弁護の充実に帰して最も重要な課題であるとの醐題意識に基づい

で鋪、運論的にどのように被疑者弁護の究実化が要請されるべきか、そして

そのための一試論として、比較法的醗究を基礎に飛車弁護調度という灘凄的枠

維みから、どのように被疑者弁護の充実化が要請されるかを考察することを、

本i論文は§的とするものである・したがって、憲法によって保瞳される弁護人

依頼権に絶する遅議1的な縷討を行うことを、本論文は第一の課題としている。
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そして、比較法的醗究を基礎に麟度的枠緩みを検討することを、本論文は第二

の課題としている。

　本論文では、鰹度的枠緩みの験討としては、第一の検討蝿象としてイギ琴ス

における難事法律扶勘灘鐘および当番弁護士経度の動梅が観察される、そして、

有効な弁護を迂遠かつ確実に実現しうる麟事弁護鰯穫としていかなる示唆がえ

られるのか、検討することとしたい．また、これらと平行して、本論文は、糧

点を少しかえて、イギ夢スおよびアメ撃力合衆馨において実践ないし検討され

ている、飛事弁護専霞の弁護人が霧意されているというパブ華ック・ディフェ

ンダー譲渡緯誌翫Dε艶磁erSyste醗、以下、パブ夢ック・ディフェンダーを

PDと略す／を検討し、その意義を追求することをも§的とする。その中で、

①被疑者弁護の兜実化のための羅度的仕繧みと、②被疑者後結に必要とされる

迅速かつ確実な調度釣鐘羅みの考察が必要であろう。そして、本譲文はこれら

の鷺事弁護調度の穣討を踏まえ、最後にわが霞における展望を綾羅することと

したい。被疑者畿選弁護麟度の議論は多霞に渡っている．また．開題点は嶽々

に捲摘できよう。しかし、これらの開題、燕をすべて網羅することは露難である．

あくまでも、わが国の勤向を踏まえつつ、実質的な飛事弁護を迅速に礎盤する

という観点から、鞍疑者弁護の麟度的枠縛みについてその課題と展望を瞬らか

にすることを、本譲文は最終的な繋的とする。

　第i章では、被疑者弁護の蓬論に臠する考察が行われ、る。ここでは、アメ夢

力合衆国・イギ撃スにおける弁護人の援麟を受ける権利の繕弼紅翳する勧肉

の分解から、わが国における憲法解釈に基づく獲1論構成を再援謁する。この試

みによって、被疑者弁護が蓬蒲的に考察される。第2章では、イギジスの飛車

法律扶豹鱗震i・当番弁護士難度の動海が分新される。イギリスの理事法律扶麟

凝穫および当番弁護士調度はわが遜からも注馨され、羅舗護については今までに

多くの醗究が行われてきた｛箆。本譲文は、このような先駆的業績に負うとこ

ろが大ではあるが、さらに最近の勧請と従来の醸究に足鯵ない点を補うことに

よ鯵、飛事法律扶鋤麟度・当番弁護士譲渡の砺究に無難を見いだすことができ

　　　　　　　　　　　　　　　一　8　一
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るように思われる．第3章では、イギ夢スおよびアメジカ会衆馨のPD麟度の

動麟が考察される。わが羅では被疑者飛事弁護麟度の考察にあた鰍P至〉麟度

が以前から検討蝿象として漉馨されてきた。ただし、後遠されるように、瞬鰯

度には懸有の観靱が存在する。そのためわが露でも、いささかPD舗度は消遜的

癖優れてきた．しかし最近では、このよう罐優1謁する疑織婆莚さ蔽

被疑者璃事弁護麟度の導入にあたって、9D擬度はにわかに澄馨されつつある

と害えよう．本論文では、このようなわが国の勧請を踏まえ、碧D難度の穣討

が行われる。第護章では、わが露の被疑者講事弁護麟度をめぐる議論の勧癖を

控握し、具鉢的な考察がなされる。結語では、第i章から第4章に至るまでの

結論を総捲し、今後の展望が違べられることとなる鵬㌔

（注〉

韓　鐙富裕曖代における璃事裁舞の機縫≦ジュ讐スト蕊9号（薙警〉騒頁以下参黙

　〔飛事訴訟とデュープ冒セス霧駿（有斐馨、欝72〉3頁以下あ

轡　この点については、小霞中聴欝罫理事誘訟法の歴隻約分輯ま繰本評論蛙、

　懲聡〉参、照。

雛　轡井敏蔀纏『現代飛事訴訟法圭（三省堂、第2蔽、欝98〉24老8蚕｛大量嚢無L

鱗　講28遜§頁参、黙〔大篝3．

緯　縦縞監獄廃艦接箆交通権確立委員会ゼ警察留置瞬での拘禁：嚢本の代絹雛獄

　麟度i欝89年2罵パーカー・ジョデル報告書垂（欝8鱗28－29頁、雑本弁護士連合

　全編置銭薦監獄の廃窺と欝事司法改革への提書一睡諜法曹協会1醗A／の講査レ

　ポートと麟燦セミナーから一書糊着書店i§輸8i一82爽

麟　高馨卓灘ぎ難事講訟法露（青躰書院新縫、二訂蔽、婚8の誓頁。

緋　平野龍一瞬行飛事訴訟法の診鞠ゼ露藤重光博士吉義視蜜譲文集第麟巻雲

　　（有斐舞舞、　三985〉　423頁。

（緯　替聾織・薦蝿註3、37頁〔大鎧〕。

麟　露宮総「あすの磯事訴訟法への観薦ジュ夢スト852号（欝8§舞62頁。

鰐灘溌譲継課率粉購造一一鱗蝋事辮紛光と影一鮮作言龍駕工985〉

　2｛ト2r霞。
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麟　材井敏邦『鷺法・現代のr犯罪と飛罰雄（岩鼓書店、縦捲年）蔦4頁。

磨　瞬i54頁。

麟　材聾敏邦編『愛糞飛車訴訟法圭（三省堂、謄韓〉露頁〔柱舞敏邦墜は、「近代

　潔畏馨家の飛事司法としてわが麗の理事司法が誇ることのできるものとなるか

　否かは…飛事弁護充実のための諸活動の成果にかかっているといっても、過言

　ではない∫と述べられている。

繍　三聾誠「穰事弁護の勢年と今後∫ジュジスト9爵号（嬉8働欝8賛．

灘　モンテスキュー、野鐡良之鰹〔談〉ぎ法の縞神（圭冠（岩演文癒、簿8弱343

　頁。

灘　舞えば、材善覇・前掲漣3、5i纏3頁参懇ζ大鐵3。

麟　鰯えぱ、小露串聴樹ζ誤醤救済と再審葺（籍本評議疑、轡82〉2ig責、大野蛋

　男・濃藻保夫『飛事裁醤の光と影嚢（喬斐薦、欝鍵｝婚3頁．

麟　立法案としては、鯵85年国選弁護委員会鞍告書案、雄87年第二東京弁護士会

　案、鯵蟹年福騨集弁護士会緩疑者蟹公選弁護鰯渡試案の3種類があった。さら

　に、欝鍵年纏羅察弁護士会案が支持され、鞍疑者露公選弁護麟度」の建立が欝

　本弁護士連合会を中心に強く主張された。立法案は、芦羅選弁護委員会鞍告書

　（醗撫§7年擁　蓉本弁護士連合会蟹選弁護に絶する委員会・九州弁護士連合会・

　福鐸賑弁護士会蓼第3緩蟹選弁護シンポジウム記録集・鞍疑者段購の醸選弁護

　鰯穫一その実現に霧酵てオ（舞木弁護士連合会、欝9i）2澱頁以下、第二東京弁

　護士会r緩疑者羅選弁護の購想」第二東京弁護士会霧法賜題薄策委員会第穏灘

　シンポジウム討議資料『爆民の裁灘を受ける権舞（その3）～法曹のあ移方癬

　（第二東京弁護士会、欝87｝63頁、癌轟嬢弁護士会・第3露霞選弁護シンポ実

　行委員会r被疑者公選弁護麟痩試案」韓奉弁護士連合会羅選弁護に麗する委員

　会・九州弁護士連合会・編鱗梁弁護士会『被疑者段購の瞬選弁護麟度一その実

　麗に晦けて・第3騒蟹選弁護シンポジウム資料集」繕奉弁護士連合会、懲髄）

　所駿がある、なお、蕪本弁護士連合会紅聡事司法改革の実理に購継てのアタシ

　ョン・プ蒙グラム（欝編年欝湾貿嚢・β本弁護士連合会擁露出と藍義翻巻6畢

　（欝％〉蔦5畦78糞も、緩疑者麗公選弁護鰹度の樹立を揚げていた．

簾　最決平成5・灘・ig飛集47・8・6ア〔7涯7王頁〕（大野裁韓富補足意見〉．

鱗　 護弁連趨事弁護センター薪被疑者羅選弁護鱗度試案鞭9§？年6月〉」季鷺薄彗事
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緩疑者辮彗事弁護に関する一試譲（蘇（霧馨税典〉

　弁護鴛号（欝蟹珍籍蔓質。

麟　病数誌舞r弁護権論の到達点ま驚法雑誌34巻3号（欝95擁22頁。

翻　舞えば、大崖良知新羅1事弁護の憲法的基礎づけのための一試姦羨§由と亙義

　鎗巻7号（鴛89〉鴛3頁以下、籔宮総ゼ飛事講談決選（有斐鱒、新羅亀欝96〉34尋5

　頁、擾葬厚『粥事訴訟法講義毒（法鐸文紀縫、簿蟹〉蓬餅50頁など。

麟　なお、弁護の質的霧題は被疑者弁護に罎られた瞬題ではない。もっともすで

　に遠べてきたように．わが霞ではまさに被疑者弁護の充実牝が緊急の課題であ

　り、したがって本譲文はそのことを蔚提として・被疑者の簡題に絞って議譲を

　進めたいと、馨う。

雛　弁護権譲を軸とした飛事訴訟法譲を提唱する最近の譲稿として、鱗麟英瞬

　　新潮事手続法遷譲受醗究の発展ま法律時鞍§7巻i号（欝95鴛7頁以下参蕪。

麟イ趨蝿番弁護撒度の代表懸究として、鋤英翻イギ似の当番弁

　護士舗簑」香燐法学7巻3＝4号（欝88〉i頁以下参窯。

㈱　本稿は、以繭公表した譲稿の不予分な点を補塾つつ・そのさらなる展擬を欝

　指すものである．雛章は、漢総事手続に練る弁護人のエラーについ鴬

　一橋蘇究禦巻2畢（簿96舞7頁以下、「膏妙な弁護を受ける権瀦と露家の義務一合

　衆羅1こおける弁護権譲の一分轡一噂一勝義叢葺8巻（欝97）慧5頁以下、第3章は、

　　「パブ婆ック・ディフェンダー麟渡畿究序説（碁（2・完擁一橋羅究2暮誉2弩

　（魯§5）i総頁縁下、2§巻峨号（欝9ε〉83頁以下を発展させたものである。また、パ

　ブ肇ック・ディフェンダー麟獲論については、わが国の事構を踏まえ、購に、

　　「パブ夢ック・ディフェンダー灘度講に関する一考察一選事弁護の独立性と国

　の縫わむ方をめぐって一3行政蛙会議集欝巻3号（蓉98）§7頁以下において譲じ

　たことがある、この点も、第3章および第4牽において反駿されてお甑本稿は・

　その不十分な点を補いつつ、さらなる展醗を嚢揚したものである。

　　なお、第i章、第2章で掻うイギ婆スは、イングランド・ウェールズの法城

　である。第3章ではイングランド・ウェールズのほかに，スコットランドも分

　析態象とする。
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第i章　被疑者飛車弁護の理論的検討

第i節　アメリカ合衆国・イギ1ナスにおける弁護人の援勤を受ける権

　　　麟の分析

i　弁護入の援跡を受謬る権琴彗の形成

　（i！パウエル…轡決葱隻

　イギ誓ス法は英米法体系の鬱鬱として君難した櫛。そして、わが蟹の憲法で

保瞳される弁護人依頼権の穫籠となったアメ夢力合衆羅憲法修歪6条（以下、

修蕉6条と略す〉は、イギ夢スのコモン・皿一を起源としている．

　算盤紀のイギ夢スでは、チャールズ2盤、ジェームズ2堂蒔銭の璃事裁判で、

不公準な裁判が存在した。これは宗教的、政治的な勧肉が多分に影響していた。

特に反逆罪の審運をめぐって不公平な銭轡が存在した〔2｝．絡88年無益革命の達

成・権鵜の章典の確立によ箏、新たな権利が確立された。その一つとして蔦95

年に議会は反逆罪法を特穿／に凝達した③．そして、反逆罪で訴追されている蓄

は、弁護人を付けることができること．その煮の請求によって裁趨藩が弁護

人を選任することができることぶ、反逆罪法で議定された鵡。しかし．その

飽の重罪には、緩疑者・綾告人は欝36年まで弁護人を付けることが許されなか

った。

　算～懇轡綻には、多くの重罪事件が死飛犯罪であった。そこで罰金や短期の

拘禁に越せられる猛罪については、弁護人をつけることが許され、死鷺狸罪

には弁護人をつけることが許されない「葬論遷的∫な状態が生じていた雌。そ

こで、この矛盾は翫覇された働。しかし、算盤紀中頃1には、このルールもだい

ぶ緩鵜され、重罪で訴追された者にもしばしば弁護人を付けることが許され

たσ｝。その後難貴紀改革運動は、講事手続にも影響を及ぼし、露3§年に、重罪

　　　　　　　　　　　　　　　　i2一
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の飛事事偉にも弁護人を付款ることが法によって認められ、た｛門

　欝3§年法は、重罪で訴追さ翻た者が藝ら弁護人を付することを認めただけで

あった。もちろん、このことは重罪で訴追された貧麹考が、必ずしも弁護人を

付けられないことを愚昧するわけではなかったが鰍スチーブンがr灘罪で告

発された人のほとんどが、貧轟で、織がなく（s蜘臨接豹のなレ’状態であ

ることを、我々は思い患さねばならない」｛勘、「儒盤紀もの経験から今駐獲得

された保瞳は、愚慮（s¢簸selのある、結神の備わった、特に塞総な者に．十分

な保護を与えることができたと思う。しかしこれらの条件を欠く者について

は、（繰護の与えられていない）不公平な状溌にあると、私は患う」環うと述べ

ているように、露量紀イギ華スの貧獲者弁護の保瞳は不十分な状態にあった。

一方、重劉こついて訴邉された都こは、一定の資金を縫僕し℃裁鵯沸こい

るバ夢スタ（B鍵r孟stetlを裁醤官が選住する慣習が存在した（ドック・ブ穿一

フ幽改も醸s3〉鶴．しかし、2蜷繊糞紛イギ麩では公的費醸はる

貧羅者弁護鰹痩は存在しなかった．i鱒3年の貧羅被疑者・被告人弁護法（丁魏

％醗駐r孟so鍵tぎDε艶鷺ceActi鱒31によって、はじめてイギ夢スで飛事法律扶

購籍度が確立した（轡。

　アメリカ合衆醗は当事者主義訴訟をイギ夢スから継承した。しかし、イギ夢ス

のi7～18盤紀の状溌からすれば、アメ夢力合衆撰はイギ夢スのコモン・讐一とは

異な瞬、さらに騨酷な権利として、弁護人の獲麟を受ける権利を継受しだ董駕

i醗年アメ効合衆蟹憲法では、罫…飛車訴追の全てにおい℃被疑暫被告

人（褒eac繊se毒は自己の防御のために弁護人の援跡を受ける…権利を享受す

る（極eaCC簸sε｛至S嚢雄量e纏｛｝yt魏r董暮雑…to鮭＆vet｝建assls嬢登ceo｛CO難sel

for盤s艶艶登se／ゴと麟定された．しかし、この修更6条の弁護入の援助を受

ける権舞穣量g絃toCo戦s麟は、その後、欝32年パウエル鞭決｛鷺まで．州裁

判藪では十分に鵯断されなかっだ難。その遅撫は、たんに甫民が権蕎を要求し

なか／）たからであると議霧される｛鶏。

一一 ､3一



行酸祇会譲葉　第簸巻　第i馨

　（21　アメ1ナカ合衆国における連多餐最高裁警婆飼の展灘

　パウエル舞決の事案は、次の遜馨である．黒色人種である複数の少年たちが、

2人の自色人種の女轡iを暴行したことによ瞬告発された。この事緯では・少年

たちが縫合的に厳しく葬難された．そして、溺事手続は、麗始から終了まで、

緊張感のある・少年たちに醜鋤な雰麟熟こよって進められた．少年たちは軍

隊によって・始終・ガードされていた、結局、少年たちには、一藝の審蓬で死

馬鵯決が言い渡された。そして州最高裁も、この霧決を支持した。事件は連蔀

最高裁にかか甑弁護入の援跡を受けなかったことが争われた。この事鶴では、

弁護人の選任については記録ではあまり瞬らかではなかった。連都最高裁綜、

アレインメントから公霧の始ま弩まで、少年たちは本当の意味で弁護人の援麟

を受けることがなかったと結論した．この時期は、弁護人と少年たちがお互い

に脇議し弁護人欄査し、準備する上で、最も重要な繍帯であると、連邦

最高裁は宣言した餓。以上の事実縫係のもと、連邦最高裁は、少年たちに弁

護人の援跡を受ける権利を保臆しなかったことについて判示した．

　まず裁判藪では、デュー・プロセスの基本的な要素は侮なのかが霧われた．

裁霧辮によれば、それは聴縫穣e撮蚕齢であるという。そして裁鞍瞬は、この

聴灘にとって重要なのは歴史的にも実際にも、弁護人の援助を受ける権利であ

るという。したがって、州および’連邦の裁趨漸が恣意的紅弁護人を拒めば、それ

は聴濁を拒否したことになるから、憲法上保臆されるデュー・プロセスの否定

に繋がるであろうと、裁響瞬は覇示した（鋤。鼓舞所は、その後の弁護権に麗達

する警1擁、論稿にしばしば灘霧される次の一文を掲げた．

　r聴灘を受ける権稗ま、多くの場合、弁護人に縁き添われて聴縫を受ける権

　麟でなければ・あまり役に立たない。教養のある、教奢を受けた素人であっ

　ても法科学についてはあまり知識がなく、まったく知識のないこともしぱし

　ばである。麓罪を告発された霧会、その者は起訴がよいのか悪いのかさえ、

　自分で霧断ずることができないの携一般である。その考は、藷挺法について

　もなじみがない。弁護人の蟻言がないまま．その者は、適窮な論駁を行うこ

縫一一
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　ともなく審覇に付され、不十分な証縫、論点と経連性のない証瓶その魑許

容できない蔑擁によって有罪覇決を受けることになる。その考は．たとえ完

壁な人間だとしても、自己の妓弁を適切に準備する知識や披講すら欠いてい

　る．その者は、露分に対する手続のどの段賠でも、弁護人の導きの手を必要

　としているのである。弁護人がいなければ、無実を主張するすべを知らな1ナ

　れば、蓉罪ではなくとも有罪覇訣を受ける危験がその者にはある。このこと

　は教養の豊かな者であってもそうであるとす蕊ば・あま吟知識もなく・談み

　書きもできない、知力の乏しい者である場合にはなおさらである」伽㌧

　そして裁甥辮は、本件について、公料裁判官が弁護人を確課するための合理

的な時購と機会を彼らに提供できなかったことは、デュー・プ蟹セスの否定で

あるとし、アメ撃力合衆匿憲法修藍鍾条（以下、修董斑条と鳴す）を通して、

死飛事件の場合に州は弁護入を貧囲者に提供しなければならないことを認めた．

もっとも裁覇翫は、その飽のケースに聴する弁護人の援勝を受ける権萃llについ

て、一般的な言及を選けた（脇。

　その後に、達都法領域では、パウエル舞決を踏襲する臆38年ジョンソン鵯決

撰登場した〔鋤。事案は次の通穆であった。被告人は、共犯者とともにサウス

カ胃ライナ餓チャールトンで逮矯された。罪名は建都準備紙幣偽造および漸持

罪であった。約2力丹後に被告人は起訴され、轟亥IL審理され、有罪判決が言

い渡された・そしてすぐに、アトランタ連都飛務藤に被告人は送還された。被

告人は、公覇で弁護人を懸けることができなかっだ2靴その後・人身課護令状

による救済を求めて、連邦裁覇霧で、事件が審理されることとなった。

　ジョンソン判決は、修正6条の弁護人の機動を受ける権科が基本的な権利を

保離するために必要不可欠の存在であると認識した。そして、修歪6条は、平

均的な被疑者・被告人が専縫的な法律技衛を自己統御のために備えていないこ

とを麟提としているとして、「被疑者・被告人が弁護人の援勤を得ているか、そ

れを放棄しないかぎり、被疑者・被告人から生命または§由を剰奪する権張を、

修鉦6条は連邦裁判辮の全飛事事件について差し控えさせている」｛鋤と裁覇霧

　　　　　　　　　　　　　　　一一　i5　…一・
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は甥示した．そして、欝護人の幾覚的な放棄がない駁絵、裁鞍所は公的費絹に

よる弁護人を選任しなければならないことが肇1藪された縣｝．

　一方、州に対しては、欝42年ベッツ霧決により、簿韓年代までの修正6条の

弁護権における基本的な方向性が示された。ここでは、弁護メ、の援助を受け

る権舞は基本的な雄篇で隷ない、したがって、修歪葛条を通じて繕に通馬さ

れることはない，と裁料藪は鵯示した，そして、耀が弁護人を蓬摸しなければ

ならない場合が、死選事件以外には、「具棒的な事構｛s夢ec量雄。量鷲慧灘st雛ce鋤

のあるケースに譲られるとし（鴛，州が弁護人を提僕するのは、弁護権の否定が

正義という一般観念からショッキングであった場合にのみ拡大されると裁鵯霧隷

甥擬しだ鮎・簿磁年ハミルトン霧決で、全死瑠灘罪の訴追において弁護人が

要譲されると舞示される羨までは（蹄．このベッツ法遷は、約鱒年闘、アメ夢力

合衆襲の覇鋼の麗麗に影響を与えた、

　ベッツ法蓮を否定する雨期的な試みが、欝63年ギデ意ン覇決闘であった。

事案は次の遜彗であった。被告人はフ駐夢ダ州裁麟漸に重罪で告発された。公

醤裁霧轡は被告人の国選弁護の要求を否定した．被告人は喜罪舞淡を善い渡さ

れ、5年の拘禁灘を宣告された。被告人の国選弁護権が否定された遷由は、フ

ロ鐸ダ法では死飛麗罪にのみ国選弁護人を選任する権猿ぶ与えられているとい

うことであった。被告人は、連邦憲法で保縷されている権利が公讐裁覇駈の弁

護人選任の矩否によって侵害されたということを運鎌として、人身保護令釈に

よる救済を求めた．フロジダ最高裁はこの訴えを都下した｛鋤．しかし、連邦最

高裁がサーシオレーライ（c¢rt齢臓rl暴こよりベッツ法選を否定して、被告人の

訴えを認め、フロ婆ダ最高裁に差し戻したの解、ギデオン判決である。

　以上の経遍をたどったギデオン覇決では、弁護人の援勤を受ける権利が修蓬

越条を通して州に適薦される権利であると籔定するため、弁護人の援勤を受謬

る権利が公歪な裁甥にとって必要不可欠かつ基本的な権利であると噺足するこ

とが必要であった。ベッツ判決が、弁護人の選錘は公歪な裁灘1に基本的かつ不

可欠の権利ではないとして、修正慧条を通して州が弁護人を貧園者に提僕しな

　　　　　　　　　　　　　　　一一1§一
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ければならないという主張を否定し．修正6条の弁護人の援豹を受ける権零llの

保瞳がこの基本的な権穂ではないと判織した。これに薄し、ギデオン判決はその

ことを誤りであると覇示した｛鋤。そして次のように舞示された。

　罫我々の当事者主義飛事司法講度において、裁判漸に鍛莚し．貧鑓のために

　弁護人を雇うことのできない者は、その者のために弁護人が確保されない罎

　鯵、公董な裁甥が確保されないという認識鱒我々には要求される．これは、

　全くもって真実であるように、想われる。…麓罪で告発された者が有する弁護

　人の援麟を受ける権稗ま、ある国では、公藍な裁判に基本的かつ不再欠のも

　のであるとは考えられていない．しかし、験々の匿においては、そのように

　は考えられていないのである。当講から、我が州および連邦における憲法・法

　は、公歪な鼓舞を確保するために手続的かつ実体的保護捲羅がとられるよう

　強調してきたのである。そして、公鑑な裁覇瞬の前で、全ての被疑者・被告

　人が法の前に平等であることが強調されてきたのである．この崇高な理念は、

　猛罪で告登された貧躍者がその音を援勧する法律家のつかないまま告発者と

　嚢癒しなけれ、ばならないとすれば、尊重されたとはいえないであろう3｛3靴

このように、ギデオン覇決は、公正な裁判の運念から、弁護人の援助を受け

る権舞が基塞的かつ必要不響欠の権利であるとし、州が貧露者弁護を保離する

ことを確認した。

　連邦最高裁は、その後、さらに弁護権について修亙賛条の適駕籠雛を拡大さ

せていっだ鋤、そして、ギデオン判決の考え方は鯵72年アーガーシンガー縄

決において嚢虫喪失を被った軽罪事件に適矯された｛鋤。

　被告人は、フロサダ州裁覇所で6カ月の拘禁溺からi，馨§§ドルの罰金羅の薄

髭盤がある灘罪で告発された。弁護人が付けられることもなく、被告人は賠審

員のいないまま警邏され、有罪鵯決を受け、鋳嚢の拘禁飛を宣告された・そこ

で、フ口琴ダ州最高裁に人身保護令状の救済を被告人が求めたところ、その救

済は輝下された。その遷欝は、連邦憲法で保障されている弁護人の援跡を受け

る権牽壌ま、6カ月を超える越罰の璽能な麗罪に臠する公警聾このみ適稽されるか

i7一
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らである、というものであった。連邦最高裁がサーシオレーライを認めてこの

覇籔を破棄した舞浜が、アーガーシンガー鵯決であった‘3残

　アーガーシンが一戦決は、パウエル覇決、ギデオン讐決を導濡して、それら

の理譲的横縫越全飛事裁覇に縫達することを確認した。そして・裁覇願は・

「弁護人の要請は公歪な裁舞のために必要である。それは、軽罪を訴追する場

合でも、もちろん妥当するまと判擬しだ錨．次に裁醤訴は、軽罪事轄の場合に

も弁護人が必要とされ，ることを、いくつかの幸浸告書、硬究書を蟹き戯して立証

し、公平な裁霧を被疑者・被告人に保縛するためには、弁護人の援豹が軽罪で

あっても要求されると、結強づ酵た醗。しかし、ここでの問題意識は、軽罪で

あっても弁護入が必要とされるのは自象が喪失した場合である、という点にあっ

た。そこで、修董6条の弁護入の援劾を受謬る権舞について、裁判蔑は「十分

に承知した、露覚的な敷藁がないまま．韓人た管とも、軽罪であれ重罪であ蕊、

いかなる犯罪に記しても弁護人によって公判で代礫されることがな恥罎鯵拘禁

されることのないことを、支持するのである≦としだ紬。

　以上のように、パウエル舞決、ギデオン轡決、アーガーシンガー舞決によっ

て、弁護入の援勝を受ける権舞の籔麟ぶ拡大した。この結果、各州は選事弁護

麟渡の整備を義務づけられた。ここでは、いかに貧羅者弁護を州に保瞳させる

かに§§心がもたれた。修1董慧条を還して修蕉6条の弁護人の援助を受ける権利

が鰯にも適霧されうるかが、論点であった。その場合に公亙な裁醤、当事者主

義を保臆するために．当該権瀦が必要不馨欠の性質であることが、ギデオン鞠

決等によって確認された。そして貧霞者の場合には、公的費穏によって弁護人

を貧羅者に付けることが、選書こ要請され’たのである．

（注／

／繋　しかし、貿世紀アメ貸方合衆羅のイングランドからの開拓移罠者は、イングラン

　ドの法律を悪名轟いものと認識していたともいう。B衰A競yC皺皺聾C籐M欝乱

　播丁至総灘C競鰻ALAM碧盆互CA1鰯一i㈹，a宅34（歪983〉、

歪8一
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（21　琵総懸ぞA．Jo難so翼＆蟻翼cyT、WGL難．膿sT《）嚢Y（躍C懸董灘LJ覧IST董。駐

　77－78（i鯨6〉．

（3／　W互LL蔓触貿雛．B琶A｝総Y，T｝建驚G｝歪ττ（）C〔馬繋s狂し眠A擁碧羅£汽翼C穣還黙8－9

　（i§55〉．

麟　7a磁8W．3，C、3，s．頁欝9§）．次の分赫がある．韓イングランドの政治権力

　の頻繁な交代甥の糖葉、酸治家職業には反逆罪が無きまとっていた。②議会議

　員は、全員が「致治的に離与する」人勃である。そこで議員達は、嚢ら総人的に

　閣与している麟審手続に公亙な手続の懇懇を採瞬入れた。8鉱麗Y、灘爵確資○艶

　3，a重9、

〔5｝B£A難Y、鼠at8－9；」、鰹．登AK繊，A醤瞭鍵。鍵。賢継To融（｝L夏s翼猛（｝AL

　蚤｛萱sTG衰Y583（3r6｛叉董．，亙99§〉．

織　現代では、この状態が姿人の無益像護よ鯵社会の利益観護を重機したために

　生じたと読墾される。麓Oo麗，Tを駕」駅Y－TOOL醒瞭旗｝s，熱翫A鍵鞭（羅

　L至蹴買7亙（ig73），麟麺L董s鑑」、醸雛Y照丁醜Pt騰至。　潜雛購＝丁甑

　P食盛cT董Cε（｝蜜L真W爆S｝至A夏）ows　o欝衰豊猟JT狂is　li§87）．

〔7｝　」汽鍵登s欝．Sτ盆萎｝｝羅翼．A　R翌STo裂￥oぎ丁蕪慧C灘M萱翼A£LAw　oヂ詑糞GL盛翼至）・V〔鑑　i，

　424（i暮83》．

麟6a磁7騨．淫，C、巌，s．至．（i83§）．

麟　飼えぱ、殺人事件では著名な弁護士が無嬢で弁護することが常識であったこ

　と、地方で弁護士は実質的には無償で活動していたこと、裁睾1辮の譲糞権によ

　って少年や精神薄弱の貧露者に弁護人を選任することがあったこと等、をど一

　二一は鮨締している、Bε醸禦．灘餌聡舞硫e3、譲鐙．

襲翻　　S窯藁贋E翼．ε麗か名露且ote7，a垂垂尋焦

鯵　　躍．at383．

瞬　ドッグ・ブ婆一フの麟度は簿8§年に廃豊された。なお、イギ夢スでは法達弁

　護士であるバ夢スタ、敏頚巻との聞に立って裁朝事蕩を掃う事務弁護士である

　ソ夢シタ（SO壷墨cltorlの2種類の弁護士屡が葎窪する。

麟　3恥w．7，C．3暮（董鱒3／．

｛毬　　｝纏d翼TY灘三，ε毎敬2猟｝童e6．麗錘．

購P鞭董lv．Al曲a搬a，287U、S．婆5欝32｝．
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麟厳。亙雛Y麗、灘鋼齢むte§，雄勝．

　　∫菰at　i7．

　　島麗毘287碁、s．鍍5創57．

壌｝｝　義ず．3t68－69．

鱒　　感滋譲6経69．

転夢　　、蝕～．at7i．

麟　Jo擁s倉鍛v．Zεでもst，3襲U．S．逢灘（露3覇．ジ蟹ンソン舞淡紅つ恥ては、詳しく

　は、渥美東洋「霞選弁護権の告知と請求と敦棄」箆較法雑誌§巻i・2号（懲§8〉

　8翻縫頁参窯、

㈱　裏威謙嘆総

懸　躍．厳嬉3．認識した目覚的な徴登ow搬薯a鐙1藍e雛暮e簸tl敏棄によって嚢呂弁護

　権が憲法上保鐘されるとの鵯鋼としてSεεぎ獲ettav．Ca癒or藤a，乾2転S．8§6

　（欝751．

鵬／　趨．就錫鐘．

　　　　　　　　　　　　　　ギ欝露ettsv、Bダaむ，灘U．S．輔（i蟹21、

雛　躍．段t4毒2．

纏翼a癌董t醗v．A漉a搬，3§叙｝．S．52｛i鰻》．

｛警棒　G量｛墨｛…o費翠、W滋簸wr重薯董建，3？2U．S．33∈｝α蟹墨3亙

鯵躍．厳336－338、

蠹毒　　ノ4、at3婆2．

馨聾　　ノ14．at3珪墨．

㈱S2d轟reGa譲，3欝馨．S．“欝67》；Po簸蜘sv．Ca茎童｛G瀬3，372鼠S3§3

　（i弱3）IU醸鱒Sta重esv．Wa慶，3雛葺．S．2i81獅7）lCole照蟹．A至aもa懸，3鱒

　暮．S、蓑懇7韓．それぞれ、少年裁覇辮、趨獲上露、越訴後のライン・ナップ時、

　予｛藏審簡時に、耀は弁護人を提｛興することとされた。

舗　Aボgeギs醗募er　v．腿a搬1塗，鱒7賦S、25（欝721．罰金欝が科された軽罪事件は、

　修歪慧条を通じて修董6条の弁護人の援勝を受ける権釈の適灘の籠霧外である

　とする講修としては、スコット鵯決を参照。SC磁㌢、至難鑓ols，雌§鼠S認7

　欝7鱗．

雛　渡蟹諮魏ぎ耽韓7u　s，a童26－27・

　　　　　　　　　　　　　　　　一2暮一
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婁菟妻　∫凌町翫t33．

雛躍．at33－3§、

鵬1　オ威at37、

2　弁護人の擾跡を受ける権霧の展騰

　緯　アメ1ナカ合案羅における連邦裁講懸講鍵の震雛

　貧毯考弁護の提僕以外にも、アメ琴海合衆馨では、弁護人の援麟を受ける権

秘がより実質的な権舞として穫纒的に論じられていった。修藍6条では、罫被

疑者・被告人は…馨琶の紡簿のために弁護人の援麟を受ける権幕彗…を享受する窪

とある．この矯定は「弁護人のζ実質的な遜緩麟を受ける簡紘ve撫εe｛艶。－

tlveasslsta麗eGず。魯撒sε1｛or蓑lsδ嫉e総e／（すなわち、有効な弁護を受ける権

奉至。以下、この妻吾を｛吏罵する〉」と、肇聾醗、鉱、解萩され・てきた。ここにアメ婆

力合衆羅では、新膚効な弁護を受ける権穫（羅募雛沁e｛艶ct孟vεco懸se雛が、

憲法上．保鐘されている。この点が瞬確に、鞍1舗法上、意識されたのは欝32年

パウエノレ覇決である。

　「現在肇1欝蓄することが必要とされていることは…被疑者・被告人が知識のな

　いこと、教養のないこと、讀み書きができないことなどにより、弁護人を享

　受することが不再籠であり、良己の弁護が適甥にできな塾髭飛事件において、

　要求されようがされまいが、法の適厩手続の要請から必要不薄欠のものとし

　てその考に弁護人を選任することが裁甥霧の義務である、ということである。

　そして、事終の準備と公判で実質的な援跡継｛ec重量v餓1δ｝を与えることがで

　きない暗闘や状溌において（弁護人を／選任することによって、その義霧が

　遂行されてはならないのである」燭｝。

　その後婚簿年に、連類最高裁はマックマン覇決で「重罪の告発に直面してい

る被疑者・被告ノ、は、資賂ある弁護人の実質的な援麟（撫e　e｛｛ec童lve　ass重st3難ce

o｛co搬夢e艶賊co繊sel〉を受謬る」と購確に有効な弁護について言及した｛郷・
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また有勃な弁護を受ける権舞が露選弁護人を付けた者に張られるとする議論も

あったが、遷都最高裁は、睡選弁護人を付雑た者に瞳られず、すべての被疑者・

被告人に等しく有効な弁護を受ける権稀が保瞳されると瞬書した‘韓。このよ

うに憲法で保障される育効な弁護が有罪および量轟が震い渡されるまでの手続

で保瞳されなかったとなれば、有罪麟淡が破棄され再審瑳償e脚Trl麟となる

か、量燐が宣告し蕩されることとなる．そのため有効な弁護がなされたか否か

が上訴や人身保護令状による救済によって、飛事手続内で激しく争われる。有

効な弁護を受けなかったと争う牢立ては、欝欝年代以降に顕著となった。これ

には、欝ε§年畿の連邦最高裁鵯擁によるデュー・プ皿セス革命が背景にある。

すなわち、弁護人の援勝を受ける権覇の適驚籔麗を拡大する醤鹸1により、溺事

事件の経験の少ない弁護士が遷事事群に必要とされ、弁護人の質が大問題とし

て浮上したのである．また、飛事弁護業務が複雑化してきたことも、原霞とし

て挙げることができよう（鋤。

　したがって、弁護の内容が、嚢接、争われるとすれ，ば、奮励な弁護とは一体

どのような内容のものなのか、当該弁護人はどの程度までの弁護を、最懸鰻、

行わなければならないのかが、問われ，ることになる。この，転、連i羅最高裁は、

当祷、この開題に対して明確な醤織を示さなかった。一方、連邦下級裁の覇飼

では、この開題は着実に展騰された．舞えば、一般には、裁判線まr裁覇が道

化芝居あるいは形ばかり（艶rceor憩。欲ery）であったとき、あるいは裁覇霧

の良心にショックを与えていたか、あるいは主張された弁護がいい撫減な、不

誠実な、見せかけの、ごまかしてであったとき」が有効ではないとする｛鱈、

「道紀芝居および形ばか鞘テストを採濡していた畷｝．しかし、基準が曖昧であ

ったため、蕎効な弁護を受けなかったと申し立てる事携が増撫するにつれて、ア

メ蓼力合衆馨では玉§驚年代に有効な弁護の基準をめぐって議論が繰り広げられた。

　拐えぱ薦達のマックマン舞波ではr飛事事件で弁護人に要求される籠力の籔

麗内∫であるか否かが基準とされた〔輸。また、マックマン灘浜と瞬じようなア

プ寂一チが、表現は異なるが、裁戦湧で揉電された。綴えば、rその場藪およ
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び時代に通常広まっている鬱積的な技衛と知識を行養することが弁護人には要

求されるま噸｝、旺理性的な実質的な援麟野7｝といった基準が提趨された。ここで

は、擬してr合饗的な弁護人（嚢eas繊漉a童t幟eyl漣か否か・と》’う基準で

あったといってよい．もっとも、絵麟撫とか圏慣的な技蜘といった

書葉は、依然としてその具体的な内容を瞬らかにできないままであった。そこ

で、新しい言葉を捻鬱するよ吟もその書葉の慧瞭する瞬確な内容をよ酵発展さ

せることに、主鰻が置かれたのである。

　そこで、金建的な弁護人をめぐって、大きく二つの立場に躄れた論争が行わ

れ’た。一つは、懸足した基準を確立するべきであるとの立場・一つは・弁護と

いうものは事韓ごとに異なるから事件ごとに主観的に霧漸するべきであるとの

立場である．縮は、明確醜容を設定することを憲法腰請しているし禽

勤でないとの主張を減少させることになると主張する。基準は弁護人、被疑

者・被告人、裁覇官のよりどころとなり、被疑者・被告人はどのような弁護が

必要なのか知ることができ、弁護人はその質を改蕃でき、裁覇宮は動率的に監

視できると主張する。一方、後者は、事韓ごとに弁護のあ撃方は異なるので、

明確な基準を設定することはできないと反讒する幽｝。

　このような譲争を集約した事件ぶ、デコスター事件である。欝73年にコ葺ン

どア特懸猛連邦控訴裁覇霧のデコスターi判決は｛鋤、弁護人が満たすための、

アメリカ合衆羅憲法上要請され，る最小鰻の基準を次のように提示した。

　　曙合理的な有能な援豹董は麟略な標語であ甑速やかに遍矯されるもので

　はない。そこで我々は…依頼者に薄する弁護人の義務をある程度絹らかにす

　ることとする。

　一緩1こ一弁護人はア”力法曹協会（A搬εr絵登B3rAss・c瞬臓以下ABA

　と略す）の弁護機籠に関する基準に従わなければならない。弁護士懸体§ら

　が、この基準によって飛事事件の弁護に麗するガイドラインを瞬確に表現し

　ている（鋤．

　特に一構弁護人は遅滞なくできるだけ頻繁に、防御に絶する事極を弓1きだす
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　ため、あるいは可能性のある鋳篠が羅絹できないことを確認するために、依

　頬者と協議しなければならない。弁護人は、再議…姓のある戦酪と事実の選採

　について、敏頼者と十分に議論しなけらばならない。

　／2ト弁護人は速やかに依頼者にその者の権利を勤書し、その権利を守るため

　に必要なあらやる行動をとらなければならない．多くの権利は、迅速な法的

　措置によってのみ保護されうる。連邦最高裁は、饑えば依頼者の嚢己負罪捲

　否特権を守るという弁護人の役割を認めている麟。弁護入はまた被疑者・被

　告人のために、公舞串に拘禁から解敏される権葦彗に麗心がなければならない

　し、適切な場合には公覇羨における精神医学上の診臨のために、あるいは証

　誕の弾劾のために、行動する罵意ができていなけれ、ぱならない。

　（3ト弁護人はどのような弁護をすることができるのかを霧擬するために、法

　的灘面あるいは事実的灘藏の適燐な調査を縫わなければならない。一調査で

　は、常に、訴追｛麹および法執行機縫が鳶テ有する欝鞍を確保する努力がなされな

　ければならない．そして、もちろん、調査する義務には、十分な法律講査を

　行う義務も含ま為る漕2｝。

　そして．被疑者・被告人は弁護人が瀦挙された義務の一つを遂行することが

できなかったことを証隣することが要求され、弁護義務違反が示されたならば、

証瞬負擾は訴追灘に移行し、訴遺鰹が弁護義務違藻によって被疑者・被告人は

侵害を受けなかったと護萌することができない鰻穆有勃な弁護が欠撫してい

たこととな穆、有罪半軽決：は破棄され・ることになると舞示され、地範裁警1漸垂こ差

し戻され、た〔紬。

　これらの要求は、確かに、基本的な要素を示しただけであった．しかし、合

運性といった震葉のある程度の内容を瞬らかにした。デコスター事件舞決が示

した基準は、いわば裁判漸や弁護人にとって盲動な秀護に麗する鱗確なガイ

ドラインの第一歩であることを、裁物藪濤身が認識していた〔鰯。

　しかしその後、地覆裁舞漸は弁護人の行動に関する審蓬を行った結果、当該

被告人は有効な弁護を受雛たと結識したため、被告人は再び控訴裁覇所に圭
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訴した．控訴裁覇藪は、地区裁覇辮の覇籔を棄薄し、被告人は有幾な弁護を

受けていなかったと霧擬した（デコスタ一叢講演）。その後、訴遥髄の全員法

蓮による審遷の申立てが認められ、デコスタ一叢甥決の鵯臨がし婆ぞけられた

のが、鯵76年のデコスタ一睡醤決である｛灘。ここでは、事舞ごとに甥擬するア

プローチが採矯された。

　「弁護人の行動轍、法律家が誤蓼やすいと予想される通常の行嚢をかなり下

　まわる泣に、当該主張の（弁護の〉不十分性がかな吟のものでなければなら

　ない。被疑者・被告人は弁護人の不十分盤iが公霧の結論に影響を与えたとの

　可能性をまず証窮しなければならない．そして、この証霧がなされれば、訴

　追縄に負撞が移るものとする・そして訴追綴が・欠臨によって弁護は軽蔑さ

　れるものではなく、実諜に侵害は生じていないと証明できない醸甑有罪鵯

　快は維持できない。…（講挙された〉基準は弁護人と敏頼者の微妙な関係を

　饗り裂き、当事者主義鰹渡の撰進を破壊するま（鶴。

　！2／アメ1ナカ合衆国連邦最轟裁スト1∫ックランド醤決の登場

　デコスター事件における論争は、その後．連都最高裁の考え方に影響しだ轟鴛

欝欝年に連邦最高裁は、スト夢ックランド鵯湊灘によって、デコスター蟹と講

じようなアプローチを採駕した。そして裁覇漢は、弁護人が合運的な実質的な

援跡を提供することが必要とされると麟饑し、従来の「道化芝屡および形ばか

瞬テストやAgA基準に沿うことが、憲法上、要求されるといった考え方を

否定したのである．

　この輝決は次のような事鰍によるものであった。欝難問に被告人は殺人、誘

拐などが食まれる三つの麗行を実行し、弁護人の勧言に反して鰭審裁覇を受け

る権利を敏棄し、すべての告発に薄して有罪を答弁した・そして・答弁の遜程

で裁覇官に被告人は「重大な前科がなく、狸行時には家族を養っていくことが

できないことによる極度のストレスのもとにあったが、麗行についての責任を

とるまと違べていた。弁護人は量飛手続の準備で・減飛事麟を立讒するために
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答弁の薄謡における被告人の言明に依麗しようとの戦略を立てた．そして、

弁護人は犯行を霞供した被告人をかなり信篤している量飛裁鵯嘗の裁戦盲と

しての名声を強調するべきであると鵯擬し、被告人の性格的・鷺動的状態に

ついて蓋擁を提鐵せず、また探すこともしなかった。さらに、量瀦前レポー

ト（騨ese獲餓。εr鈴ort／がむしろ「重大な前科がない葺との主張を害するこ

とになるであろうと考えて、弁護人はこれを要求しなかった・最終的に、裁

霧癬は撫重事霞が減軽事露を圧倒的に上回っていると甥籔し、殺人について

琵鷺を宣告した。フロ婆ダ最高裁は、不十分な弁護を受けたとの被告人によ

る申立てを否定した。そこで、被告人は人身謀議令状による救済の串立てを

行い、減軽事葭について調査しなかった弁護が有効ではなかったと主張し

た〔麟。

　しかし．連邦最高裁はその主張を認めず、次のように鵯示した．修正6条の

弁護人の援勤を受ける権科は、有勃な弁護を受ける権利のことである．そし

て、有幾ではないという主張を判籔する基準は、弁護人の行動が当事春主義

の適饗な手続遍程の機能を侵害し、そのため醤決を言い渡されたときに裁半彗

の結論を信頼できるか否かでなければならないと｛醐．そして，裁覇辮は、

①「被疑者・被告人は、弁護人の行動に欠鶴があったことを証鱗しなければな

らない。これには、弁護人のなした過誤麟重大であるために、弁護人が修査6

条によって被疑者・被告人に檬瞳されている『弁護人雲として機詳しなかった

ことをi莚窮することが要求されるま、②軒被疑者・被告人は、欠離のあった行

動が防御を侵害した（騨ε無毒celことを証明しなければならない．これには、

弁護人のなした遜譲が、公藍な裁覇を鞍疑者・被告人から奪うほど重大であ導、

公判の結論が盤頼できないことを藷隣することが要求される達という醤噺手法

を採濡した｛働。

　醤倒は，①について次のように説窮している。修歪6条は、有効な弁護に

ついて特に要請していないから、特懸ながイドラインを設定することは適窃で

ない。むしろ、当事者主義訴訟舗度における役割を弁護人が実質的に果たすこ
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とを法は仮定しており、その飯定を妥峯なものとするに十分な基準を法律家が

維持することを修麗6条はあてにしているだけである・そこで・弁護人の適饗

な行動に絶する尺度は．一般的な職業規籔による匿合理鑑（驚3so懸碁茎e総ssl達

にある。被疑者・被告人は弁護人の弁護が客観的な金運姓の基準に達していな

いことを証暖しなければならない。確かにAB　A基準は、金運雛を判擬する戴

イドとはなる。しかし、そ蕊はガイドというだけで、詳細なルールはかえって

弁護人潜直面する様々な状浅を十分に灘慮することはできない。それは、憲法

上、保瞳された弁護人の独立権を優害し、弁護人の纒広い行動籔懸を麟漿して

しまう．修藍6条による有妙な弁護の保鐘は、弁護の質を改善することでは

なく、被疑者・被告人が公査な裁犠を受けることを保瞳することだけにある。

一方、弁護人の行動に臆する公平な評緬には、あと知恵によるねじ懸撚った醸

象を消去し、弁護人の行覇に関する釈漫を再撰築し、その当時の見地から弁護

人の行動を葬儀することが要請される。そこで、裁覇翫は・弁護人の行動が合

運的な職務上の援麟の範雛内にあると推定しなければならない。したがって、

被疑者・被告人は、問題とする行動が健全な公舞戦略であるという推定を打ち

破らなければならない．被疑者・被告人がまず、弁護人の行動を合理的な職霧

上の將齢こよるものではなかったと申し立て、弁護人の癬怠を瞬らかにしなけ

ればならない。次に、裁判霧が、すべての事構を基礎として、それが職業上の

有撰…な援勧の籔麟内であるかどうかを舞擬しなけれ韓1ならない｛硲。

　判｛醸ま②について、さらに次のように説鱗している。弁護人の遜譲は、たと

え職業上、合理的でなかったとしても、遜譲が飛事裁判の響攣露こ影響しなかっ

たならば、その醤擬を覆すことは董当ではない。修歪6条の饅的は・手続結果

への倭頬を妥当なものとするために、必要な援勝を被疑者・被告人が受けるこ

とを保瞳することにある．したがって、憲法上、脊効ではない援助を講成す

るためには、弁護人の行動における欠臨が裁判に影響したものでなければなら

ない。弁護入の遜譲は無暇なほど多様であ吟、裁鵯によっては、結果に影響し

ない場合もある・それゆえ、鞍疑者・被告人は弁護人の過誤が合遜的でないと
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証隣したとしても、次に、理震にその遜譲が嚢己の訪御にとって逆効果であっ

たことを誕暖しなければならない。そこで、被疑者・被告人は、弁護人の職業

上あるまじき遜譲が存在しなかったならば、手続の鮭累も異なっていたであろ

うと》、う合選重的な可能至愛のあることを毒憂1無しなけれ畢まならなシ、。合選重的な買｝髭

性とは、結果に薄する欝頼を害するに手分な可能性のことである｛働。

　さら善こ、　この基準ξま機械的なノレーーノレで影まなく、　麟垂懸垂ま手続の基本的な公正姓

にあるから、したがって、裁霧辮は第二、すなわち被疑巻・被告人が受けた糧

害について験討する鳶彗に、第一、すなわち弁護人の行動に欠簸があったかどう

かを覇擬する必要はない。第二の遅濤から、有勃な弁護を受けなかったと主張

することが容易であれば、そのようにされるべきである｛鋤。裁霧癬はこのよう

に霊及した．

　一方、一般にスト夢ックランド覇淡は有効な弁護を受けることへの救済に

逆行する舞鰐であると撰1甥された‘働。特に、マーシャル覇事はこの覇決の反薄

意見において、ここで揉霧された基準は柔軟であるがために、かな顰蹙駿なも

のとなっていると裁判し、さらに次のように撹霧したのである。

　ギ飛車被疑者・被告人のために弁護人は『合遷的に葺行動しなければならな

　い、そして野合蓬的で有能な弁護人董のように行動しなければならないと、

　法律家または下綾裁判謬｛に遠べることは、ほとんど醤も逮べていないことと

　講じである。本質的には、多数意見は、不十分な弁護の主張を評慰すること

　を求められた裁鵯嘗に、ζ專穆的な雲弁護を構成するものと考える裁舞宮窪

　身の直感に言及するよう、接示しただけである。そして、多数意見は、弁護

　人の行動に§§するよ瞬舞総な基準を発展させようとする裁霧富の試みを、鋳

　げてしまった。それゆえ私は、連都最高裁が憲法を解験する欝己の責任を巌

　棄しただけでなく、下級裁醤辮溺その責任を行使する縫方を傷つけた、と思

　うのである」齢。

　マーシャル輝事はこのように携凝し、詳継に翼挙された基準を発展させるべ

きであったと主張した。さらに、マーシャル判事は以下を撹料として掲げてい
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る．①有罪覇決を受けた被疑者・被告人が、仮に有籠な弁護人であればよりう

まく弁護していたと、二つの基準によって証鬱することは難しい・②第二基

準によれば、無実の者が有罪甥決を受けるという薄髭姓をなくすことが、有妙

な弁護なる憲法上の保薩の聲的であると仮定している。しかしそれでは、明ら

かに有罪である者が、不十分な弁護を受け、有罪覇決を受けた場合には修董6

条に違覆していないこととなろう．しかし、それは有効な弁護を受ける権利の

本来の趣旨と異なっている・有魏な弁護を受捗る権軍籍は海人にも与えられてい

るはずである．瞬らかな侵害を被ったかどうかは講題ではない。憲法で要求さ

れた基準から、弁護人の行動が逸臆していると被疑者・被告人が証明できれば、

再審選が要請されるべきである｛鋤、

　／3）イギ1ナスにお纏る捜訴院舞騨の展鑓

　以上のようなアメ婆力合衆羅にお謬る弁護人の援麟を受ける権利の展灘と繕

様の動きが、近年、イギ夢ス（ここでは、特にイングランド・ウェールズを捲

す）においても生じてきている，イギ肇スで縁近年・控訴院飛車部（Co蟹t　o蛋

A聾εal　Cr撫紐1翫v緯群舞、以下、建議院と略す〉のあり方について、議論が

盛んに行われているが、この控訴醗は正式起訴事件（熱綴。ねb艶。實雛ce／の第

一審の裁麟を行う溺事法統（Crow簸CO膿1からの上訴を主に擾っている。控

訴隆は、その権酸を行使して、陪審裁肇1による有罪鵯決を破棄することに消極

的であった。したがって、縫えず改革の繋象として、控訴醗が議論されてきた。

　その溝極的状浅は歴史的沿葦から考えると明練である。そもそも、控訴院の設

立に嬉しては、当擁から撰繋縛強かった。後来、蛋式越訴事件で有罪覇決を受け

た者は、一般に上訴の権利を有していなかった（ただし公覇裁覇富が裁量により

法律の論点について留保し、Cむ羅t漉Crow盤Cases貧eserve6が検討すること

が薄饒ではあった／。控訴貌の前身である飛事控訴裁鵯藤ICo雛t縫Ch撚1難l

A欝e諮を設立する最祷の法案が提議されたのが・購襲年であった・その後・

騰7鱗檸上訴撫丁魏Cダ譲謡A卿ea嬉ct工蜘によって飛事控訴欝翻
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が確立したが、その闘に上訴を行う権舞を確立するために綴もの法案が提鐡さ

れたのである｛灘。このように溺事控訴裁肇1醗の設立の遍程が長簸におよんだのは、

飛車控訴裁判漸の機能および効果がたえず疑聡醗されていたからである。訴訟の

遅延を及ぼすことになる、陪審の覇辮が暫くな雛疑わしい談麺のまま有罪覇決を

下すことにな蓼かねない、奮益のない上訴が増撫して公共の揺頼を擾ねることに

なる、陪審の評決に慰する終講盤の遷念を尊重すべきである、と反論されだ紬。

　一方難解年以後も、飛事控訴裁覇斬の権罎の舷張が議論された．そこで欝65

年に、ドノバン委員会によって飛事控訴裁霧漸の再縷説が行われ’、その勧告の

結果として鷺事控訴裁醤辮が環荏の控訴銑に再纏成された。

　欝68年飛事上訴法（丁魏Cr搬　蟄3茎A欝eal　Act欝681第2条韓によれば、裁

醤蕩が

　蜘　すべての事情において有罪霧決が不安全または不満足（難sa艶蟹膿一

　sa重ls盤。老ory）であるために、陪審の評淡が無勤とされるべきであると思料

　　する場合

　倦　法律鶏題について誤った判漸があるため、公覇裁判漸の舞織が無熱であ

　　ると懇、饗する場合

　婚　公醤手続で、重大な違法があったと思料する場合

奮罪科決に慰する上訴を認容しなけれ・ばならない。そして、裁覇霧は有罪判映

を破棄しなけれ、ばならない（第2条（21）．ただし、裁鵯翫は慰および紺が満た

されていたとしても、誤醤が堤実に起こっていないと思料される場合には、こ

のかぎりではない／那oV墨sol〔騰．

　遅出を明らかにしている判籔の中では、瞬を運鎌とするものがほとんどであ

るとのことである｛物。しかし捜訴院は、なお、懲7§年代および欝鎗年代に鱗漿

的かつ狭い解職をしていることについて撹舞されていだ惣。このことは控訴醗

が有罪舞決を再審査し、縷審の料擬をくつがえすことに消極的であったことを

物語っている。

　一方、青鬚霧決が不安全または不満足であるかどうかのテストは、主観的な
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ものであるとも判例は考えていた。すなわち控訴院は、飛事法醗における評決

に対して積極的な権限を行使しようと、クーパー判決で「事件の事構によって、

正義が達成されたかどうか疑縫に、憩うような潜在的疑い（璽畿虚塗gao曲t／を残

しているか3という質問形式を尽し、潜在的な疑いがあれば、有罪輝決を破棄

できると輝示したのである傭。ただし、クーパー判決以来、潜在的な疑いを

霧いた有罪判決の破棄は6件のみであることが主張されておザ7猟実課の運

罵は必ずしも芳しくない．

　このような捜訴続の権鰹において、弁護遜譲が上訴を認め、有罪鵯決を破棄

する触とな熱るのか、な熱るとしたらど倣うに籍すべきかが随時

のイギ夢スでは問題とされている。なぜこのことが難題になるかというと、弁

識勘が有罪か無羅・に鋭く影響するからである・このことはアメ効合衆国

と講じようにイギ婆スでも飛事弁護の重要性が認識されている裏付轄であると

思われる．しかし、弁護過誤があった場合に、その遜譲が上訴を認める有妙な

遜浅となることを、控訴院は伝統的に受け入れたがらなかった。欝88年の段繕

で、控訴醗は有罪覇決を受けた者に韓する弁護過誤について、「もしバ婆スタ

が誤っていた，あるいは愚かであったと裁判蕾が覇簸を下したとしても、その

ことが、上訴を認める有鶴な運憲紅はならない。バ婆スタが適切に事件につい

て被疑者・被告人と議讒したとすれば、最初に議論していたが公覇では行われ

なかった防御を幾の機会に行うことを、裁覇藪は被疑者・被告人には認めない

であろう葺と覇饑し、弁護遜誤が鯵68年飛車上訴法弟2条縫clの罫重大な違法」

に当たるか否かが争われ、控訴続は当該条項に該当することに溝極的な立場を

示した｛鴇。これには、控訴院の機能が溝極的であることがその背景にあるこ

とも、忘れてはならないであろう。

　一方、法改革露体として有名なジャスティス（」蓉ST亜C勤は、公覇前および

公凝での弁護過誤が主な誤判源握の一つであると主張し・弁護戦略掛誤ってい

たと糊した場合には、被疑誉被告人の有騨訣の安全姓について合理的な

疑いが残っているわけであるから、控訴院は有罪甥決を醸棄するか．再審理を
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命ずるべきであると勧告していたσ6｝。ジャスティスはこれを第2条（董／麟の開

題として擬えるべきであると主張し、弁護人の遜譲が被疑者・被告人の遺失に

よるものであることは穣である、経験が浅く怠慢な弁護人によって、また当時は

合選的であると患われていたが、次第に不亙義へと導かれていくと認識された戦

略によって被疑者・被告人が越罰されるのは、誤っていると主張した・しかしジ

ャスティスは、弁護過誤を遅撫として有罪判決が破棄さ為ることは難しいであ

ろうと悲観的に観離していた｛篇．

　謄89年に、この開題についてエンサー料淡が控訴銑から讐示された1禍。こ

の事舞は次のような事案によるものであった。上訴申立者である被告人がもと

もと異なった二つの強姦事件の訴霞によって告発されていて、二つの訴獲は起

訴駿で餅合されていたが、被告人は二つの訴鑓を分離して争うことを要求し、

その旨をバ夢スタ、ソ華シタに伝えていた・もともと、二つの凝罪には類似性

がなかったため、分離の申請がなされていたとすれば、その要衆はかなってい

たと予想された。しかし、フ燭スタは、第一の訴霞で無罪を獲得する絶聾の機

会があ吟、それは第二の訴遜についての無罪の可能性を高めることにも影響す

ると考えて、一緒に審理される方が有利であると判擬した。そのため、公霧で

バ夢スタは訴覆の分離を申請しないこととし、その判簸を被告人に知らせなか

った，その懸果、薦訴霞について有罪の覇決が善い渡された。被告人はバ夢スタ

の以上の行動が、実質的な違法性を欝成するとして上訴した（職。そこで、次

の叢に半彗示された．

　直裁鞠辮は、弁護による鐸にあまる不十分な弁護綴徳鍛鍵董y　l麗。猫脚te鑓t

　a4vocacy》の結果、上訴申立考がいくらかの不董義を被ったという潜在的な

　疑いを捲いた場合には、裁覇漸は有罪覇決を破棄する…ことは重しいアプロ

　ーチであると考える」｛覇。

　具体的な牛罐露こついては、ヂバ夢スタが、訴霞の分離を串請しない憲判織し

たが、その覇擬がたとえ誤穆であったとしても、涯意深く考慮されたものであ

り、不十分な、ましてや§にあまる不十分な弁護と言うことはできない∫｛蹄と
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して、窪訴院は、有罪判決の破棄を認めなかった。

　この醤溺は、膏罪判淡に録して「潜益的な疑い」が残るほど霞にあまる不十

分な弁護の場合には、弁護遜譲を選曲とする上訴が認められ、有罪舞決が破棄

されることを認めている．そして、問題の焦点は評漢の不安全・不満足に移っ

た．鐙鱒年の調査によれば、3§春件の調査サンプル・329の上訴理由の9件、す

なわち3％が弁護人の遜譲を蓬由としている、しかし、すべて上訴は認められ

なかっだ紛・一般に、弁護人の遜譲によって上訴が認められることは難しい

であろうとの推灘がなされていたと患われる．一方、謄鱒年に報告書を提饑し

た穰事司法に聴する王立委員会叙oya墓Co灘擁ss給費。登Cr瞳海盆知st圭ce）は、

f藷審による誤った奪罪評決は…弁護入の遜譲の結果であることもあろう・そ

の弁護遜譲は縮にあまる不十分な弁護垂にはならない。弁護人の下した覇鋲

が後に誤りであると霧窮したことで、その飽に瑳由もなく飛事箆設に収容され

ている被疑者・被告入撰存在することは、正しいことではないであろう。…有

罪覇決の不安全にとってぎ目にあまる藷の要件は必要ないと思われる」との見

解を示し、弁護遜譲を遅霞とする有罪鵯決の破棄を認める要件を緩めるように

勧告し、弁護遜譲を遜由とする上訴を第2条纏購こよって促進させる見解を示

したのである（呂3）。

　欝93年に控訴院は、ク夢ントン舞決によ蓼弁護遜譲を運露として、有罪覇

決を破棄することになつだ舗。被告人は獲褻な暴行を行った罪等で告発され

た．被告人は取調べ中に、無実を主張し続けていた、この事件では、被告人

の容姿が多くの重要な点で（歯、入れ墨，傷など〉被害者の説窮と異なって

いたが、この点をバ夢スタは侮ら主張しなかった。また、警察署での供遠に絶

する被告人の銃弁についてもバ琴スタは公覇で瞬らかにせず、また不公歪な偏

見に満ちた取調べがなされたが、この点についてもバ夢スタは擁ら言及しなか

った。有罪甥決を受けた後、被告人はバ琴スタの不十分な弁護を争って上訴し

た麟｝。

　裁甥藩は、狸行者の容貌に麗することに関連してrバジスタが証言のために

…一
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は侮もしょうとしなかったこと、上訴申立者の有無な証麺を欠魏させたこと

は重大な過誤であるま｛繍と霧示し、警察署での僕達についても侮ら言及されな

かったことは紅上訴の蓬霞となる」｛鋤と覇臨した。また、取調べ方法について

何らノ薄スタが讐貌なかったことに、職睾断を重大な鴎む壷引き趨こさせ

た」として（晒、次のように裁霧海は判擬し、上訴が認められ有罪覇決が破i棄

された。

　駿バ夢スタの行動については有罪醤決が不安全または不満建であるか否かを

　検討するという）アプローチが正しく、そのような事終を重大な違法の観点

　から穣試することは人を誤らせるであろう轡9｝．ヂ（バジスタの〉醤籔が適燐

　な振示から逸鋭して、もしくは何にもなされないま豪であった場合、あるい

　は患いつく理虜と良識すべての観点からその飽の手段摂あるにもかからわず

　料擬が遂行されたときには、上訴裁甥謬矛は（羅事上訴）法第2条／嬢alによっ

　て評決を破棄することができる。おそらく，バ婆スタの申し立られた不十分な

　弁護の質的極値を評無しようとする幾分意練論的行いによって、羅題に薄魑

　することは有益でなないであろう。むしろ、…公覇と評決における影響を評

　癒することの方が膚益であろうf鰍。

　ク夢ントン甥決は、後来まで重大な違法によって争われてきた弁護遜譲の

翼題ぶ，具体的な「質達を検討することは有益ではなく、むしろ公覇と評決

への影響を考えるべきであると表萌した。ただし、その覇籔基準はいささか

高く設定された。このような判鋼に鰐して、ジャスティスは、控訴饒の基準

は高すぎ、一貫していない、基準は覇らかでない、弁護人の遜譲の分野で控

訴醗は有罪覇決の葬難と法律家の非難とを混疑していると撹讐している。そ

して弁護過誤が有罪覇決の安全性に通ずることが語闘されさえずれば・それ

は上訴を認める有勤な運麹とされるべきであると、ジャスティスは勧告してい

る1鋤。

　控訴続において弁護人の過誤を審瑳する嚢向は、イギ夢スにおいて飛事弁護

が極めて重要な問題であることをあらためて物語っている。盛事者主義訴訟を

一34一
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麟提とする飛車手続では、片方の当事者が実質的にその役墾を巣たさない譲り

は、盛事者主義はもろくも崩れさるからである。もちろん、その基準が高すぎ

るとの撹鞍がある．しかし、その撹犠は、あまり権鰻を行緩しないイギ夢ス控

訴醗凝凌に内在する縫題でもある｛替21．

　（購　弁護人の媛覇を轟ける権i穂と裁難壁漸の救済

　検討してきた不十分な弁護の事鰹は、上訴などの救済手段によって、飛車手

続内で積極的に弁護人の援助を受ける権利を簾鐘しょうとの主旨で論じられて

きた。なお、馬事手続内の飽にも、弁護士会内における懲戒手続や疑事手続に

おける不法行為によって不十分な弁護が争われること鮮ある（轍。この麟蓬と

なる弁護人の援麟を受ける権利の基本運念は、ストッワックランド響決によれ

ば、次のように構成された。すなわち、修董6条の弁護人の援豹を受ける権覇

は、公覧な裁覇を受けるという基本的な権舞を保瞳するために必要である。そ

してそのような公正の裁肇1は、蚤事者主義によって達成される・当事者主義訴

訟鰯度が適燐な裁醤の結論を生み鐵すことぶできるためには、弁護人が決定的

な役割を握う。そこで、被疑者・被告人には、公判が公査であることを確保す

るために必要な役禦を演じる弁護人によって、国選・私選を問わず、援麟され

る権利が与えられている。したがって、裁甥翫は疹弁護入の援劫を受ける権利と

は有効な弁護を受ける権舞垂であると認めてきたのである、と‘繍．このよう

に、ここでは、あくまでも被疑者・被告人のための有効な弁護を受ける権利ぶ

験討されてきた。そこには、弁護人が被疑者・被告人の利益を代弁・防御する

者として、そして当事者主義訴訟講度における当事者としての役割を撞わなけ

れば、被疑者・被告人の基本的な権舞が保瞳され得ないという遜念が存在して

いる。このように、弁護・入の援勘を受ける権孝黙ま当事者主義、公平な裁半繋こ不

可欠の要素であると考えられ、弁護人の援駒を受ける権利は、有勧な弁護を受

ける権利であるという醜確な権霧意識がある。

　しかし、裁鞍勝が覇断ずる弁護の内容は、有罪覇淡に影響を及ぼすか否かに

　　　　　　　　　　　　　　　　一35一
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おいて譲じられている。その瞬確な内容も，参考になるものと言えば，饑えば、

デコスター至醤決が依挺したA欝A基準ということになる．しかし．馨簿年代

から欝8§年代にかけて裁覇翫は内容の瞬確化に苦心したのにもかかわらず、そ

の後．一義的な内容は確立されなか・）た．ストジッタランド覇漢では証瞬責任

の醐題として．この開題が麩饗された。また．スト夢ックランド鵯決と購む馨

に、連邦最高裁のク葺ニッタ甥決は，有効な弁護がなされなかったとの可籠姓

を示す要翼を挺鐵するだけでは十分ではない，有罪舞決の破棄のためには．被

疑者・被告人は弁護人によってなされた具体的な過誤を証萌しなければなら

ない．と覇示した（輸。したがって、ストサックランド霧決と合わせて．具体

的な遜譲が裁半彗の結果を繕頼できないものにしたと、被疑者・被告人は証萌し

な1ナればならないこととなった．連蔀最高裁は，不十分な弁護を受けたと覇擬

するためにかなり厳しい蓬瞬負撞を被疑者・鞍告人に課したことが、淺意され

なければならない総．また，現実には被疑者・被告人の主張がなかなか認めら

れず醗、特に，被疑者・被告人の主張は．利益梱反と儘懸の重大な弁護遜譲

の場合にのみ認められる繧向にある（錨。イギ夢スでも弁護遜譲を認める醤舞

が登場しつつあるが、なお裁判漸は麟鰻的である。鼓舞辮の権舞救済には，英

米においても張雰があると思われる。

　また，以上の動海は、緩々の弁護士を鰹人的に幾醤するということではなく、

根本的には．あくまでも轡事者主義訴訟が機寵しないまま裁覇溺成鯵立ってい

るということに薄する査当性が給われている、という開題であることに注意し

なければならない。しかし．これらの動向では．鰯々の弁護戦鶏や弁護人の読

方が開題とされているだけであった。そこで，アメ夢力合衆露の議論において

は、事実審における裁判官の積趣的な役割や、露一化した弁護基準の作成が驚

待されるという憲1見も主張され，た‘§馨．また．葺i彗事弁護の専絹醗修・教書の必

要性が、欝驚年代から欝8§年代にかけて議論されたりしだ董㈱．しかし、周題

の根幹は本来それだけなのかも．賜われなければならなかった醐》。
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醸1舞えばすでに、纒々の弁護遜譲を論ずる訟稿において、鯵度の交実乾を論ず

　るものとして、B欝警er，躍．3t237ぞ38；簸嚢er，躍．譲鷲鎗；聾麗e沁費，s砂灘捻ote

　鱒，at832－835；翼ote，ε鐸舞翻。童e鱒，at77鞍7灘．

3　弁護人の援跡を受鯵る権釈と飛事弁護撫1度

　（i）飛事弁護麟度に関する講法審糞

　ストサックランド料渋・ク臓ニッタ判淡では、弁護士縫人の提供した弁護活

動に焦点が置かれていた。そして、継々の弁護について議論されるのが一般で

あった．ここでは、裁讐漸は、特に騒にあまる事件毎の麟事弁護活動に焦点を

当ててお鯵、譲渡的周題は見通ごされたα鰍，連邦最高裁覇飼では、ストジッ

タランド判決・クロニック警1決以降、纒々の弁護士が有効な弁護を鍵盤したか

どうかについて、覇弼が蓄積されている。

　一方で、有効な弁護を実理しない原馨解多分に羅事弁護講痩にあると、認識

されつつあった｛至鋤。確かに、有勤な弁護は弁護士の纒人的力量による場合が

多い。しかし、有勃な弁護の欠離の開題を解決するうえでは、弁護士懸人の能

一鎗一
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カを霧題とするよ聾も、飛車弁護調度が縫題であ甑鷺事弁護麟度の整備こそ

綴本的課題であると認識されつつあるように思われる。近時、このような趣旨

の論稿がいくつか登場している｛玉簡．鯛えば、マウンツは講度と有勃な弁護を

受ける権利に絶して、財政圭の義務を蟹が十分に尽くさないために有勧な弁護

が実現していないと強調している｛鵬｝．クラインは、濡事弁護麟度に有勃な弁

護を蹴る原簿騰る場合には、購弁護凝郵漏法審査されなけ編慧らな

いと主張している聯1．この勤な縫意識が生じてきた背景を次のように

挙げることができよう。①難事弁護舗度に対する公的資金の投与の不足によっ

て、飛車弁護籍度が不整備のままとなり・有効な弁護が提供されていないとい

う共通認識が広がったこと．②連都最高裁が、スト琴ックランド籍決・クロニ

ック講決によって有効な弁護を受けなかったとの申立てに嬉して・被疑者・被

告人灘に高い謳瞬負墾を課した結果、飛車弁護翻度を整備して有効な弁護を理

実的に提僕する必要性に、より一層縫心が集まったこと醐｝。確かに、被疑者・

被告メ、の有効な弁護に絶する主張が有罪覇決後に認められるほど、裁覇の至楽

性が欝1われ、薩の葺彗事弁護麟度に対する姿勢は間接的に覇われることとなる。

そこで．有罪舞没後の甥簸基準としてスト婆ックランド・ク費ニッタ基準の変

更が求められた。しかしそれだ1ナではなく．積極的に飛車弁護凝度を整備する

方1鱗生が、ストジッタランド舞決以降に模索された‘董鰍。

　しかし．魑々の弁護を争う場合ですらスト夢ックランド霧決・クPニッタ覇

漢の基準の高さから害えば難しいために、鷺事弁護麟度の有効性が争われ馨

の責任が聡われることは、葬常に難しいと害えよう。また、郵や州によって

は飛事弁護麟度盛整備されているところもあるであろうし、裁覇で瞬題とな

る以前に麟度が改善される場合もあろう。さらに、飛事弁護凝簑の数も瞳ら

れている。したがって、裁判で鷺事弁護鰹度の合憲性が審査されることは・

あまり多くない．連邦最高裁覇蟹では、今のところ飛車弁護麟度と有効な弁

護を受謬る権舞との関連性が、直接、論じられた料鰹慧見受けられない。これ

は、連都法領域においては飛車弁護麟度が・比較的、整備されているからでも
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あろう。ただし、ドッドソン鵯淡で、ブラックマン醤事は反麟意見において、

繕事弁護調度が有効な弁護に影響を与えていると搭摘している｛｝鰍。

　一方、散発的ではあるぶ、連邦下綴裁の警鍵聾、州裁辛彗醜の半軽講では、弁護士

潜不十分な弁護を撮僕した原残として、理事弁護麟度の不整備の合憲性を司法

審査した警獺が、近年、いくつか理れている。その場合に、①主に有罪判決や、

事件負担による上訴の遅滞の違憲性を、被疑者・被告人が争う場合のほか、②ク

ラスアクション（class段。亡め霧によって、憲法上の権稀に反することが鼓舞暫

で争われる場合がある。また、⑨愚度の事件負挺によって依頼者への有魏な

弁護購できないとして、弁護人が裁醤霧に救済を求める場合もある（撒．その

飽、④蟹選弁護鞍醗について、弁護人か不服を零し立てた場合がある。④にお

いては、緩々の事案の中で、報醗の不十分性と弁護人の援勝を受謬る権利との

関係が議論された場合がある。

　アメ夢力合衆馨では、飛車弁護鰹度の類型として、麟事事醗の弁護士を州・郡

などぶ掩えるP　D麟度（恥嫉d）e｛e磁er　Sys老e麟、わが蟹の国選弁護麟獲のよ

うに、事件毎に弁護人が選錘される国選弁護麟度（Assl欝e6Co糠se蓬鋳s艶麟、

癈人弁護士・弁護士グループが一定の鞍醗を得て一定の貧鐙者弁護を堤供する

ことを契約する契約弁護麟度（Co賊ract　Pe｛e総e　Syste殿1といった鰐度が混在

している｛盤｝。パウエル判訣等の連邦最高裁の諸覇鱗によ蓼、州・郡などは選

事弁護舗度を確立することを義務づけられた。一方、弁護人の援助を受ける権

穂ま実質的なものでなければならない。そこで、有効な弁護を受けたかどうか

舞擬する際、有効な弁護と理事弁護調度の灘違性を考露したいくつかの著名な

霧麟を、飛事弁護麟度に韓応させて、詳しく検討してみることとしよう．

　（2／スミス轡決心契約弁護濁度について一

　鳶勃な弁護に関する被疑者・被告人の事立てに鰐して、直接的に飛事弁護

講度を裁覇霧が秘法審査した初めての判決が、欝艇年ア婆ゾナ州最高裁のスミ

ス舞映であっだ玉欝．ここでは、アメ夢力金策馨における遜事弁護麟度の類型
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の中で、費罵をより安くできることを長潮とした、欝欝年代に増撫した契約弁

護羅綾が鵜題とさ蕊た。

　被告ノ、は、ア夢ゾナ州モハビ郡で有罪覇決を受け、総年の拘禁飛を宣告され

た・上訴にて、被告人は弁護人による有効な弁護を受けなかったと主張した。

特に被告人は、弁護人が自分との接疑に2、3蒔闘しか費やさず、弁護人は遍

度な事件負撞のため事件準備にヂおそらく茎6時閥から8暗闘しか費やさなか

ったと申し立てた。遍度の事件負担は穰の飛車弁護麟度の所産であった・そこ

で、禽効な弁護がなされたかどうか判織するために、当該郡の瑣事弁護織綾が

有妙な弁護を礎盤できるかどうかの重要な要獲であると鵯擬した。そのため、

さらに選事弁護題度に関する姿料を験試する必要があると裁覇所は覇織し、弁

護人がオーバーワークとなっている飛事弁護麟度が被疑者・被告人の弁護権を

侵害しているかどうかを検討しだ灘1。

　モハビ謬では、毎年各弁護士に手紙が郵送される。弁護士は一定量の貧醗者

弁護を雛う入蔑を提思する。入毒しにあたっては、特に事件負撞量とか活動時鷺

に鰯猿を設けているわけではなく、弁護士の縫方に基準を設けているわ謬でも

なかった．入札に成功すると、その者は貧灘者弁護の契約事件を振うこととな

る。モハど蔀は、具体的な方法として弁護グループおよび癈人が各々入札し、

郡が基本的に安い入札を選訳するという契約弁護麟度を採濡しだ桝㌧

　ア夢ゾナ州最高裁は、モハビ鄭の競争的な入札契約を行う飛事弁護麟度を審

査し、次のように鵯嚇した。①この鰯度は、離警当てられた貧露者弁護に弁護

人が費やす暗闘を考慮していない。②この麟渡は、調査要員、パラジーガル、

職餐のための、弁護士へのサポート・コストを提供していない。③この麟度は、

各弁護士の髭力を考癒していない．④この麟度は各事件の複雑さを考慮してい

ない。以上のように判決は講挙して、モハビ部の飛事弁護調度は有効な弁護

に録して悪影響を及ぼしていると覇擬した。実際に、被告人の弁護人はi6§の

軽罪事件、鍛の少年事件、慧6の重罪事件を契約していた。そこで裁凝霜は、

モハビ都の飛事手続は弁護人の援勒を受ける権利およびデュー・プロセスに違
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反すると結蒲づけたα矯．その救済については、次のように覇示された。

　「…裁判勝は、一（裁讐勝の〉趨籔が将来的に適霧さ葬ると命ずる。裁甥所

　の命令が鐵される蒲に審理された事舞については、被疑巻帰被告人が、実諜

　に、有効な弁護を否定されたと証暖しなけれ、ばならない．この命令溝罎さ

　れた後に騨始された公半llについては、弁護人の選抜および報醗手続がこの事

　件と講権である場合には、この手続を原露として、有効な弁護を受けなか

　つたと推定される．そして、その推定を反証する負撞は州鶴にある野紛。

　このように、弁護士の選妓および鞍醗について髄度が往来のままである場合

には、麟度は有勤な弁護を擾供していないとの推定（反証聾能／が不十分な

弁護を受けたと主張する将来の申立てに存在する、と舞示され，た。現実にモハ

ビ蔀は、その後、公的資金をさらに提供し、弁護の質的海上を促す方策を施し

だ醐。

　（3／ピアート醤決一パブ1ナック・ディフェンダー麟度について一

　P　D難度の有効姓が争われた事鰍としては、i鱒3年ルイジアナ州最高裁のピ

アート判決がある｛！旛。この事件では、有罪判決後に不十分な弁護を受けたと

卒し立てる事解ではなく、事実審に被疑者と弁護人が救済を卒し立てた事飼で

ある（n磐｝。

　貧遜者である被告人は重罪で告発され、PDが選任された。鞍告人およびPD

は、憲法上保瞳される保護と資金を求めて事実審に救済を訴えたところ．次の

事実が判隣した。P　Dの選任時に、碧Dは重罪事件を7§件振い、依頼者はP　D

が接見するまでに長窮閥拘禁されていた．懲鱗年i月王難～8月i蔭までに、

P　Dは毅8入の被疑者・被告人を代遷した。そのため、ニュー・オリンズのP

Dは過度の事件負橿を負った結集、貧醒者と十分な誌し合いができなかった

こと、さらに講査要員が十分にいなかったこと、選書施設が十分ではなかっ

たことが警期した。そこで、事実審は、このような条件においては、被告人

のPDは有効な弁護を依頼者に提供できないと鞍籍し、短期的救済として当該
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POの事樽負極縄鍼さオ矯こと、当該⑳のため畷書設鷺調査頸のた

めの資金を立法癖が提供すること等を命じた。長期的救済としては、立法癖は

弁護士、調査要員、事務員、秘書などのために資金を趨事弁護麟度に提供する

ことを事実審論じだ灘．擁紅の離断に魅して上訴し起

　ルイジアナ裾最轟裁は、ニュー・オリンズのPD麟度を憲法違反であるとま

では宣書しなかった。一方、裁趨辮は、ストリックランド甥決を弓1濡して、各

事件の事実に基づいて有効な弁護がなされたかどうか判擬しなければならな

いとしつつ、さらに纒々の弁護だけでなく飛車弁護舗度について纒広い講査暴

究を参考にしなければならないと戦籔した。そして、罫有効な弁護とは法律家

が適燐な技術と知識を翫有していることだけでなく、各依頼者を弁護するた

めの技術および知識を落馬するための十分な蒔問と姿金を有していることを意

陳ずる聲鋤と定義した。そこで、当該璃事弁護鰯渡に囃する資料を審査した

ところ、講獲の資金不定は深灘であると裁判鷲は輝籔した。そして裁鵯所は、

適度の事件賃機不＋分なサポートの中でP饒豊活動しな瞬慮妨なかった

ため、ニュ＿オ聾ズ礁購が一般に憲法の要求する鋤な弁護濃供

されていなかった、と織づけた．さ硫、スミ麟決を翻しつつ有効な

弁護を受けていないことは、麟護が改善されない隆甑将来にわたってその

勉の弁護にも推定される．と覇示された。そして、立法癖の行動がなく、羅

事弁護麟度が改革されなかった場合には、憲法上の罎有権および監督権によ

って、裁覇湧は、有効な弁護を確保するための介入的かつ詩幾の手段を背縫

することが必要であるとされだ茎鋤。再審遷のため地区裁覇藪にこの事件を差

し戻すとして、裁覇所は次のように覇示した。

　　「裁覇辮が、憲法上、要求される合理的な有効な弁護をピアートやその絶の

　被疑者・被告人が受けなかったと肇継片し、裁霧海が、条件を改善するその飽

　の救済を命ずることができないと舞擬した場合には、裁判霧は被疑者・被告

　ノ、が合遷的な有効な弁護を提供されるまで訴追を進めてはならない」｛董2鞠

　このように、ピアート鵯決はスミス鵯決よりも強力な救済手段を宣書した。
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したがって、いくつかの保守的な反撃意見もあった．デニス裁料官は、反撃意

見において、合蓬的な有効な弁護を保縛するためには、法律家は合蓬的に資

賂を与えられ、鞍酸を受け、援助され、装備されなければならないし．事簿

負擾も有効な弁護を握供する程度のものでなければならないと定義しα24｝、

次のように多数意見を概利した。スミス判決では、立法癖が鍵わなければなら

ない基準が設定された．その基準に従わない場合には、その灘痩における有罪

舞決は、州が遜譲による損害のないことを誕醜しない鰻瞬虞動的に破棄される

ことになるとさ蕊た．しかし、ピアート判決では、多数意見は憲法に合致する

ガイダンスを立法府に示すことをしなかった．また、多数意見は憲法に縫わな

かった場合には、事実審裁判漸が飛車裁覇を蓬書することを認めた。しかし、

この見解は葬常にドラスティックである。デニス裁鵯富はこのように投醤して、

スミス判決が適窃であ吟、それによって州は、憲法に従った改善措置をとって

いる閥に溺事闘法麟度を運欝していくことができる、と主張した｛i25〉。

　ピアート醤淡の事鯵は、PD麟度に共選の難題点を浮き彫りにしている。野

D鱗度でも、資金不足は近年深雍な瞬題となっている。資金不定によ参スタッ

フ弁護士人員溺少なくなる。したがって、スタッフ弁護士の事件負極量が堪え、

サポートも十分ではなくなる。そして、有妙な弁護が疑供されなくなる。こ

のようなメカニズムが、アメ夢力合衆羅のP至〉麟痩の掩える一般的な霧題、薫

として捲摘されている雌⑤。第鴛連邦巡繕籔のサンチェス判決は、P　Dの有効

な弁護を受けなかったとの串立てに薄して、rPDの多くがよく知られたよう

な産一バー・ワークの状態にあることを鑑みると、サンチェスの弁護人によ

る準備は不÷分であり、有罪答弁をするようサンチェスに護得する弁護人の

試みは、準備不足に影響されていた養鶏と表凝した。ただし、この判決では

あくまでも判旨の中でPD難度の鷺題が捲摘されるに留まっている．もっとも、

具体的垂こ立法癖が華華事弁護講度のための十分な資金を縫｛臭し、欝8暮年代にかけ

てPD麟度を改善していった州があることも忘れてはならない（ニュー・メキ

シコ州、ミズー夢州、ケンタッキー州、テネシー州、ジョージア州野働。
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簡　璃事弁護麟度改革に臠するその地の覇鰹

　有罪覇決に鷲する申立てによる料簸ではなく、クラスアタシ葺ンによって、

繕事弁護欝痩が窟妙な弁護を供給できているか論じられているものがある。

a〉　この点で、P　Dの一形態として、州・擦などではなく法律鉄蹄羅会（Le霧a奎

A羅Soclety疑弐スタッフの弁護士を雇駕し、運営するディフェンダー（以下、

D避験す／麟灘こついて、欝簿代のワラス鵯決を見てみよう鵬・訴訟1よ

ブルックジン男性拘禁施設に拘禁されている重罪被告人のために市費権法欝83

条‘董糖によって提起された・原告は憲法センター（Ce纏er∫or　CG欝t量撫老麺簑

照鹸tslによって代建され、被告はニューヨーク州・ニューヨーク毒・法律扶

助協会であった。原告は、法律扶勤協会のDFが邊度の事件負担量を負って塾

たために、有効な弁護を縫供できていないと主張しだ玉鋤。

　事擁は次の遜りであった。法律扶助協会は、キングス郡の重罪被疑者・鞍告

人の75％、特に被拘禁者の鱒％を援っていた、年聡の平均事件負握量は約99件

であったところ、法律扶助協会の亙〉欝の証言によれば、年購4§件がD　Fの籠力

の鰻界であるということが醤関した。甥の証言によれば、年間3§～35件が遮切

であるということが鵯醸した．裁覇所は、簸大事件負極量が確立されるべきで

あるとの勧告を行っている法律扶麟協会の調査に言及した・ある調査は・事件

負握量の多さを捲擁し、法律扶豹協会は必要以上の負越量を請け負わないこと

を勧告した．またある調査は、事件負擦量が今のままであれば生産的な麗孫を依

頼者と築き上げることができないし、弁護人は完壁に事件を調査し準備すること

ができないことを捲擁した。そして、玉§○件の重罪事韓の負極量では有効な弁護

を依頼者に弁護人は提供できないと、調査は捲擬した僻礼そこで、いくつか

の強意のなかで、膏妙な弁護の提供について、次のように裁覇所は韓示した・

　　新事実によれば、法律扶助協会の弁護士は遍度の事件負握量を負っている。

　そして、畿らが働いている条件はショッキングである。…この度の翼題は、

　評決や答弁解、不十分な弁護のために覆されるかどうかではない。周題は、

　弁護人を供給する責任のある頻（や毒〉の機関の実践が修正6条の基準に合
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　致しているかどうかである…声糠。

　このように甥擬して、麗題は、法律扶勘協会のスタッフ弁護士が過度の事件

負撞量を負っているために、必要不可欠な無断すら可能であったかどうかにあ

る、と裁麟藩は宣書した。そして、不十分な弁護を受けたとの申立てについて、

膏勤な弁護を弁護人は提供できたか否かは、申分な準備と調査が弁護人には醒

能であったかどうか、そして十分な鶉議が弁護人と敏頼者の聡でできたかどう

かが重要な要素であるとされた‘董鋤。さらに、ABA基準でも次の点ぶ旛摘さ

れているという．①自己の能力では扱いきれない事件数を弁護人は受けてはい1ナ

ないこと、②依頼者との信頼麗係を弁護入は確立しなければならないこと、③信

頼縫係を築くためには接髭を海図も繰り返すことぶ弁護人には必要であること、

④弁護の準備進行および展羅を依頼者に弁護人は知らせな妙ればならないこと、

⑤弁護人は十分な調査を行わなけれ、ばならないこと。以上のことを裁覇勝は指摘

し、事件の準備のためだけではなく、有罪答弁のためにも弁護入による調査が重

要であることを瞬らかにした、さらに裁醤辮は、弁護入が量鷺手続においても十

分な準備をしなければならないと捲撫した。その結果、「法律按助協会によって

縫供される現在の弁護のレベルをABAの基準と箆較すると、遇綾の事件負援

を弁護人が負っていて、ばらばらとなっている法律挟勧協会の麟度は、憲法上、

要求されるレベルに至絶していない∫｛融と裁判湊は判織した．また、平均菊

の重罪事件の事件負撞が翼在における法律扶助の条件では罎雰である、したが

って饗在の平均事件負麺量は極端に多すぎるために、そのことが憲法で保臆す

る有幾な弁護を依頼者に握供する鋳げとなっていると、裁轄勝は霧示しだ駒、

　公判に係争している重罪事件の事韓資糧量を難件に醸足する藪定的差差傘令

（獄e鍬譲簸鍵y　l海難ct量。麟が裁醤藪から発せ’られた．これに薄し、法律扶助協

会は第2巡羅区控訴裁判霧に上訴した。しかし、法律扶覇簾会のスタッフは、

有妙な弁護を行うことは現在のところ不聾縫であり、裁報誘の命令による救済

は適燐であることに講意していた。また、法律扶勧協会のアミカス・キュー

婆心・ブ彗一フの中で、この事件の開題点は弁護士が不十分な弁護を敏績者に
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提躾することを強いられている点にあることが、主張されだ壷鋤、その後、地

区裁霧湧の命令によって、若干、講綾：が改善された。この訴訟により、飛事

弁護峯彗護iを改善しようという鐸的は、一難、成1愛した｛捻8）。　しかし控訴裁肇1翫

は、地区裁甥駈の命令に共感しながらも、法律鉄蹄協会は麺人の葬鴬麟攣体で

あって、州法の鰻観のもと行動しているわ諺ではないから、露蔑権法ig83条の

管轄を地匡裁肇銭無は有して雅ないと繁1示した｛欝§）。

も／　その飽のクラス・アタシ叢ンにおける事舞として、修羅年ガードナー舞

海進纈は、フロ参ダ州捻および捻罵法区のPDオフィスに帰する差豊命令

（玉瞬職。老麺燐による救済および宣言的救済（6εc13r雄硫y　re艶｛）を、有罪覇決を

受けた被拘禁者ぶ求めた訴訟である。原告は、PDが依頼者と十分に協議するこ

とができなかったこと、また、法的権利について輻広く勤言できなかったこと、

事実および法律に関する十分な調査をできなかったことから、最低綴、憲法上保

瞳されている基準にPDの弁護が到達していなかったと主張した。原告は、憲法

ま三保瞳され．た1基準に麟度が酸善されるまで、貧露者弁護をさらにIP至）オフィスに

負越させないことを要求した。そして、不十分な資金と邊度の事件負麺が最も

問題であると原告は主張した｛玉簡．地区裁半彗謬§ま、次の理露により原告の串立

てを舞下した・①PDは、餐羅者弁護という最も重要な役割を果たしていると

きには、州の行為者（s捻te麗沁r〉ではない。②有勃な弁護を受ける権利の灘

奪が特定の纒に書及されるだけであることを瑳磁として、クラスアクションは

維縛されない．⑧有勤な弁護を受ける権利については、州の有罪醤決後の手続

や連邦人身保護令状に基づく十分な救済がある。④要求の救済は非常に纏広い

内容のものであったため・事件性あるいは論争が存在しなかった漏2》。このよ

うに有勤な弁護の具体的な瞬題に織れられることなく、クラスアタシ葺ンによ

る訴訟が認められるかどうかに、裁講辮の覇藝露ま終始した。この講錘露ま、第5

巡躍区控訴裁凝霜においても、支持された．なお最近では、不十分な財政、不

十分なスタッフゆえに上訴手続における遅滞が生じているため、クラス・アタ

シ葺ンによって救済を求めた事鰹がある．ここでは、裁覇翫は、弁護入の選
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｛壬と遅滞に絶する調査をするように地琶裁馨1蔑に命じた（M3｝。

c）　その地にも、PDが過渡の事件負担を負った結果、あ訴が遅滞したこと

を、被疑者・被告人が争った事製がある．コネチカット州の婚艇年ゲインズ趨決

では｛重鋪、事轄食糧量の多いオーバーワークのPDオフィスのために、喬罪覇決

に蝿する上訴が不合運かつ不公藍に遅らされ、有勃な弁護が鍵供されなかった。

したがって、この条件のもとでの拘禁状態が違法である。このように主張され、

人身保護令状による救済斜求められた｛i憾｝。コネチカット上位裁判藪（S雛餌e灘ε

CG礎t）は、舞1が手分な欝Dスタッフを罵意しなかったたあ、適彗欝こ貧露者弁

護をPDが籔うことができなかった、と輝示した。そして不十分なスタッフに

よって、2～4年半の聞にわた吟救済の申立てをすること解できなかったと鵯

籔され．た｛鱗§〉．

6〉　ハジス事韓二も、講じような事例である．すなわち、上訴における遍度の

遅滞の結果、弁護人の援麟を受ける権孝彗に違反するとして人身保護令状による

救済が申し立てら蕊た事鱗である・第韓連都巡轡麹は・遅滞は舗度的なもので

あること、そして弁護入の援劾を受ける権秘こ違反する可能性があ甑被告人

に弁護人を選任し、事実調査をして違反があればその救済をすべきであると、

地区裁覇溺へ命じだ顯．

e）　露鴇年代後学に、フロ夢ダ州では、ペアー覇決‘！鮒とベイカー判決｛瑚

という、懸じ時期の二つの事件が握起された1。講者とも、PDオフィスが邊度

の事偉負擦に直悪していたため、一定数の選錘を瞬っ込める訴訟をPDオフィ

スが裁物駈に塗し立てた．繭者では、PDオフィスの主張が認められた煎後

者ではP　Dオフィスの主張が認められなかった．フロジダ州最高裁はこの二つ

の覇籔について、ペアー覇決を支持した（瀞。これと類似の事弼は、オレゴン

州P　D饒度についても存在する・P　Dと複数の貧露者が・P　Dは不十分なスタ

ッフ数によって運営されているために屡選弁護人を選任することを裁判辮に求

めた事鰹である。オレゴン州最高裁はこの主張を認めている｛搬㌧

　これらの半糊は一挺であるが、有効な弁護を受ける権麟と飛車弁護麟度の幾
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遠性が講じられた事例である．我々はここに、十分な資金によって飛事弁護麟

度が確立されなければ、禽魏な弁護を実現できないという考え方を羅簡みる

ことがで’きる。

　（5／弁護人の援跡を憂謬る権稀と国選弁護麟度鐙鞍醗

　羅選弁護鰹度では、有効な弁護は、主に鞍醗の領域において通年論じられて

いる。アメ夢力合衆国では、鞍醗鱗度は暗闘給、事件給を設定するほかに、最

大鞍醜類（いわゆるフィー・キャップ／艶ec鋤〕麟度と辱ばれているもの〉

を矯足しているところがある。そして、不十分な鞍醜が有効な弁護を実現させ

ていないことが、よく主張され、たα働．不十分な鞍醗の効果として、次の二点

の捲摘が重要であろう．①資金の曝雰により、勃理的に有菊な弁護が実理でき

ない場合がある。②資金不足によって、弁護士は熱意に欠け、十分な弁護活動

を怠ることとなる〔董紬。

　ブリーラントによれば、有効な弁護を受ける権利と鞍醗の関係が亘醸から論

じられた覇蟹は、簿86年フロ夢ダ州最高裁メイクムソン韓決であると》・う‘i繍．

それ以毒編こは、1966年ニュー・ジャージー州最高裁のラッシュ霧渋薦5うが重要

であるとされている。ラッシュ凝決は、報醗の欠魏が飛車弁護舗度を不成功に

しているわけではない、私選弁護と講等の弁護を選事弁護麟度は生み鐵してい

ると結論づけた甥決である邸ε｝．縛淡は次のことを根挺としていた。①報醗の

欠魏によって、被疑者・被告人の弁護人の援財を受ける権利が侵害される実轟

的横縫は存在しない。②法律家は、職業上の義務による熱意を必要とされるだ

けである。良己の義驚感や誇瞬以上の動機を要求されることはない．以上から・

特に、裁響において弁護技衛はあま瞬影響のないこと、事実と法の適絹次第で

あることを根麺に、裁覇藪は、有妙な弁護の肇要姓を軽観し、善卜謬などのヲ馨

事弁護麟度における十分な鞍醸を醸する義務を否定しだ醐。

　これに対・し、真更面から有麟な弁護と十分な報醗の関連性を認議したのが

懲86年メイクムソン凝決｛塗晒である．事案は次の通りである。弁護人が死飛事
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件の被告人を代蓬するために裁甥藪に選任された．その後、代遅終了鋳に事件

に費やされた2銘．3時闘に蜷する鞍醗を弁護入が求めた。ところが・フ葺婆ダ

州では最大毅醗額が3，5曇§ドルであることから、時給慧ドルの割合で弁護人が

鞍醗を受けることとなる。弁護人は3，5§§ドルを超える鞍醗を裁料辮に求め、

裁舞辮がこれを認めたことから、この裁判湧の籍懸をめぐってフロジダ最高裁

が麟擬した舞決がメイクムソン鵯決であるα鋤．

　フ口琴ダ州最高裁は、罫裁舞誘は、法が憲法違反であると藍嚢から認めるこ

とはできない聲騰として最大輯醜類を趨走する法欝体の違憲牲を遠べること

まではしなかった。しかし、罫裁覇翫は、焦点が弁護人の公平な報醗を得る権

利よ吟も、被疑者・被告人の有効な弁護を受ける権利にあることを見失っては

ならない。裁麟漸は、（有鶴な弁護と鞍醗の〉二つがほどけないほどに、癬互に

結びついていると考えるま｛搬タと、弁護鞍醗と盲動な弁護が瞬確に関連すること

を認めた。そして裁判辮は、購源の割蓼振りが立法購の領載であるとしつつも・

公的資金と弁護人の援勧を受ける権利が翼題となっている場合には、纒人の憲法

上の権利を保護するように解決することが州・郡などの義務であるとした。こう

して裁甥勝は、①報醸と弁護の質は甥確に結びついていることを認識し．⑫有

幾な弁護を提供する痙・榔などの責任を瞬らかにした・そして、被疑者・被告

人の有効な弁護を受ける権利を保瞳するために、裁鞍辮の露有権の範雛内で特

幾の場合（ext撒。越蟄鍵yclrc騒懲st蹴ceslに、州法の最大鞍醗額を超えて鞍醗

を支払うことが認められることが結譲づけられた｛玉働。フ口琴ダ撰最高裁は、

その後、則事件でr弁護入の報醜と弁護の質との麗係は無規され得ない葺と衰

弱し、全死飛事件が特溺の場合にな蓼うるであろうと甥示している｛鵬き。

　不十分な弁護報醗を争うその纏の事擁では、弁護士の公駕な報醗を受ける権覇

が論じられ、財産権饅害や平等原則違反等も議論されている。最近では、羅選弁

護麟度の報醗について、裁判翫か穣極的に改善を求める事蟹潜増えている囑艦

そして、裁覇辮は、弁護人に法律で定められている鐘に報醗を支払うことを命

じた吟、麟度の改善を促した管、麟穫：の違憲姓を宣書している。ここで舞例は、
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①分醗の不公平を謹撰した吟、②弁護士への運解を示すことによっ℃不十分な

報醗について撹鵯している，①について、エ§鍵年アーカンソー州最高裁は、貧毯

者のための羅事弁護鱗度が、撰選弁護舗度で主訴を立てている弁護士懸と有効な

弁護を鍵盤できる弁護士の縫方に、公衆の義務を不公平に分醒することによって

成参堂っていると撹鵯しだ董錨。簿87年カンザス州最高裁は、修董6条で傑鐘

されている弁護人の援助を受ける権舞を保瞳する責任は・公衆の責任であ甑

弁護士会に完全に負握させてはならない、麟々の弁護人にも生誕を立てる権利

があ瞬、弁護人を提僕する義務は纒々の弁護人ではなく州にこそある、と鵯示

した｛董働。欝86年アラスカ州最高裁は、弁護人ほ合理的かつ適嬬な報醜を与え

られなけれ、ぱならないとし、名鐸的な報醗のみによって弁護人に貧醗者を弁護

することを要求することは、一般公衆に絶する利益である飛車弁護難度のコス

トを、旛民全体よりも弁護士に不釣諺合いに醍鬱することによ甑弁護人に不公

孚に負擢をかけることになってしまう、とする｛購。一方、②について、／989

年ネブラスカ最高裁は、弁護人潜憲法における縫婦的に不溝欠な機籠を遂行し、

必要な法的義務を遂行する名誉ある者として取滲擾われなければならない、と

している｛欝8）。

　ところで、アメジカ合衆国では、羅選弁護ついては弁護士の職業倫理上の義

務一プロ・潔ノ（鐸。髄簸瞬義務一が強調されてきた。この観念は、もっぱら

弁護士の獣身的な奉廷をあてにして．飛車弁護人は裁舞所の役人である、国家

によ雛麟設された弁護独言権の条偉であるといった蓬曲によ甑蟹選弁護を各

弁護士に義務づけようという考え方に基づいていた．往来の舞舞、学議は、こ

の義務を弁護士会メンバーの霧然の義務と認識し、この義務はコモン・ローの

歴史に根腿づけられるとしてきた齢9｝。

　しかしプP・ボノ義務は、十分な報醗を弁護人に提供する州・都などの露致

上の義務を軽減させるために機寵する綴藤もあった。そこでプロ・ボノ義務だ

けを強調する見解は、徐々に見甕されつつあると言えよ貌遍時の甥魑も、

①州・郡などの財政上の義務とプロ・ボノ義務が餅存するため、有妙な弁護を
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受ける権灘を保瞳するためには、合理性（鷺aso鍛皺皺esslの観点から負越が

弁護人と桑i蔓こ平等に分醗され，なけれ、ぱならないと警舞舞したり｛罫醗、廼）被疑者・

被告人の有効な弁護を受ける雄和の観点こそが重要であると判織している。

後者の観点から、メイクムソン鱗決がプロ・ボノ義務について次のように露

及している。①コモン・ローにおける弁護士の義務の履行により、被疑者・

被告人の有効な弁護を受ける権利が蔑ろにされてはならない。プロ・ボノ義

驚によって、被漿者・被告人の権利から弁護士の義務に焦点がずらされ、貧

鰹者弁護という第一の縫心事が曖昧にされるべきではない。⑨漁63年遷都最

高裁が有妙な弁護を受ける権秘を基本的なものとして認識し、貧園者弁護の

ため裾・簾などに難敵上の責任を義務づけたギデオン鵯決は、州・鄭などの

財政上の義務を選任された弁護士に負わすことを意醒していたものではな

い｛i7聾。

　学読も．プ灘・承ノ義務は州・穰などの財致上の義務を軽減させるものでは

ないと主張する。ウィルソンは、州・郡などが無料でサービスを提供する義務

を果たす手段として弁護人は存在するだけである、したがって、弁護人が不十

分な鞍醸あるいは無報醗を受ける義務はなく、州・郡などの鮮敢上の義務を軽

減させる根擁としてプロ・ボノ義務を提曝してはならない、と主張する｛雛）。

またシャピロは、弁護士会にプロ・ボノ義務を州・螺などが課すことの沿革上

の根挺に疑問を投げかけている．シャピロは蔑事と璃事を区甥せずにプ葺・ボ

ノ義務の歴斐約分衝を行っている。そこでは、弁護士会にプロ・壌ノ義務が諜

されるべきではなく、法律家の貢献は郷人的な職業論運上の熱意にのみ由来

するものであることが主張される（撒。ブジーラントは、プ賞・ボノ義務を強

講ずることは被疑者・被告人の有効な弁護を受ける権利の観点に欠けている、

州・部などの鷺政上の義務がプロ・ボノ義務にす参替えられてはならないと、

主張している1鋤、このように、近蒔のアメジカ合衆国の議論では、十分な国

選弁護報醗を鍵僻する州・郡などの財政上の義務が明確に認識されるべきで

あ穆、プ段・ボノ義務と州・部などの財政上の義務が漉講されてはならない
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との議講撰有力であると言えよう。もとよ鞍、弁護士霞身が提供するプ鷺・承

ノ義務（プロ・潔ノ紅精神まとでも言えよう）は、翻入の熱意によるものであ

るから否定されるべきものではない。アメ夢力合衆蟹の議論は、あくまでも

州・郡などにお謬る財政上の義務の肩代わ鯵として、プP・ボノ義務麟秘矯さ

れるべきではないという議論であると言えよう。

　／61小括

　スミス饗淡は麟度への参撫資格として弁護士の龍力を考慮していない点、サ

ポート・サービスを提供していない点、遍度の事件負極量を参擁弁護士に負わ

せていた点などを、有魏な弁護を提徴しているかどうか縷説するうえでとりあ

げたが、綴本簡題は聾i・郡などの財“政的援劾不足であった。スミス肇1決によ

吟飛事弁護舗度が考露されたために、アメ夢力合衆覆の有効な弁護を受ける

懸睦めぐる魏は新し噸繊こ入ったと壽馨れた鵬・スミス醤決はス簿

ックランド覇決の影響を受けていなかったが、ピアート覇決は、儘々の事実

に基づいて覇織すべきことを、ストリックランド鵯決を撰駕しつつ瞬らかに

して、当該事案を験試した。ピアート鵯決の事編も、州・部などによる難敵

的援勝の不足が聡題の鵬に擁した．しかしピアー糊決は・スミス半ll決

の影響を受けつつ、PDの抱える飛事弁護鱗度の条件を考慮しスミス判決よ鯵

も厳しい救済借置を採濡したので’ある．

　有効な弁護を受ける権利を保離するためには、麟度的仕総みの考察が必要であ

ることを購書した点に爾肇1決における共通点ぶある。このような観点は、蟹選弁

護麟度にお謬る鞭醗においても観桜である．難敵不足により、事緯準騰・調査が

不足した吟、依頼者と櫓談ずる時鷺がなくなった駄弁護人が依頼者を有罪答

弁させたり、弁護士が十分な羅修を受けられなくなるとも分観されている｛董7門

　以上の分析から、弁護人の援助を受ける権利の展雛遜程は瞬らかである。す

なわち、①州・部は弁護人の援勤を受ける権孝llを貧露者に1保：降すること、→②

弁護人の援助を受ける権利は有効な弁護を受ける権利であること、→⑧有効な
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弁護を受ける権利を保離するためには鰯簑的仕緩みの考察が必要であ穆、この

点で特に翻痩に絶する公的資金の不定が隠題となっていること、である。舞舞

は歎発的に存役するだけではあるが、最後の点は、アメリカ合衆藩における麟

事弁護権講の一方海難を示していると患われる．

　（建）

罐／飛。蓼er　Cl之r㊤益，ヂ｛ノ褥撫漉酵鉱凝縮κ跳ε磁sεル罵S勧κ魏纏1瑠縦波躍如

　加舞麗紹／擁細魏β隣郷8s書癖‘εs，欝i　YA繊L．」．銘亙，認§縫87α鱒玉／l　s鞍鎚z，

　＄婚耀麹。艶§8，at2至．

／l鱗A8Aにお謬る雄簿年から鯵83年までのサンプル調査によれば、不十分な弁

　護を受けたとの申立てのおよそ鷺％が、飛車弁護舗度の不備を原欝としている、

　またはその再診姓があると鞍告されたという。　照嶺a羅Kle魏，71鋤彫甜醗焼

　ε翻灘鋸耀鉱跳耀s加窪麗θズβεεo窺擢観飴1～醗漉7震動瞬漉麗

　禽s魏魏‘εダε鰭欝ε」，68亜蹄．L、」．363，尋鵜1欝93／．

薩／S麗Klε撫，ε⑫蹴登｛｝te65；K璽ε搬，s纏職員otε簿3；S雛za撒εE．Mo灘ts，丁惣

　愛磐慰めα謝鋸ε」産難だオ海ε／鴛4磐善親王）醜鱒8青磁召耀，鍾翼．Y．更｝．R狂マ、L．＆S｛3c、

　C聾醸G鷺22亙（茎9紬1嚢lc総rδ」．W董ls膿，L奮彰観翻護β舞確‘舵討。ε噛鴬魏9伽

　R毎毎ズ。雌雄魏廊s魏魏‘ε躍。錐郷認魏ε麗厩襯」磁8εs，錘翼．￥、覧∫．飽￥．L．

　農Soc．α翌醸翻2毒3（198§｝；論tes，丁劾魚偏短編εひ瞬〆ゴ加2卿κS麟鋸鰐

　F8ε乙競磁総総醗冨巍峨ごか魏禽鉱難解ε顧ω襯sε」魏。砂露見露忽罐蹴9§

　醜C｝董．L、飽￥．626総鋤（A奎語綴L．Vreela磁鶏、

（翻簾。撒ts，躍』at222、

灘Kle塗，鍛鋼搬ote緯3，at韓9、

／欝｝Klε娘，s2ψ躍齢te酪，at6§3、

／i蜷l　Gary　Goo｛重事〉aster，7溌εノ隻4鍵r欝麗町夢5繁；義召襯，踵がむθ‘窟娩箕β躍4既‘認びε護εε奮轟z％ごε

　躍ω観ε4腕α魏魏認C捻sεs，慧蕪、Y．む．鞭マ．L．＆SGC．C｝銚糞（｝蕗9，§ト§2

　（董§灘．S麗幾癖餓蟄Le灘er’sRes登O糞Sd蟹GoO6費as童εr，擢．at懇2嘆奪3．

／舞§｝　PG嚢｛C｛殿擁ty　v、芝）o経so貧，遂5連碁．S、3璽2，332経§8亙，B婁ac爽醗蟻集，｝．，藤ssεηt睡鍔》．

｛垂購　Ro諺繊丁　登器羅姐，欝汽嚢Y　B羅｝翌聡灘G｛，｝UL麗　W「汽LKO　＆　CL購τo翼　LYO藩s，
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鞍疑者飛事弁護に絶する一試蒲績（瞬鐙撹典／

　醸鑓G懸丁更麗麗翼sεC真斑LOAps汽鍵）C嚥鰭萄翼S蟹s£IA翼9費蝕丁駐嘆7縫鱒雛そ

　の飽に特に資金不建の飛事弁護麟度を酸害する方法としては、P　D麟度が｛略こ

も訴謎離しないことがあると、マウンツは撤している・すなわちPP

　舗度が轄ら鶏事弁護纒渡の改善のために誘訟を提起せず、資金不建のために鰹

　度が整騰されないまま野Dが有効な弁護を被疑者・被告人に提僕できなくなつ

　た綜果、多くの有罪甥決が霰棄され、飛事羅漢麟凌全体の糞効嫉に疑問が投げ

　かけられ、政癖は飛事弁護斜度に資金を投入することになる・という方策をマ

ウンツは一饑して挙げている．しかしマウンツは、この方法が璃事弁護凝度

を改善するための致織斑する励になることは懸されていないとも・季講

　している．S鵬鯉鷺．鋤灘s，翫歓鋤鋸齢翫鮮麗P纏sε魏認

燃郷繍纏鋸伽卿難躍ε郷ε廠餓i§82w「至s・L惣護？3・5絡5盤・

鶴1欝麗年に行われた全馨的統計によれば、アメ夢力合衆蟹の3ゆ83都のうち、P

　D凝度が董，i騒謬、蟹選弁護麟護がi，6綿郡、契約弁護麟度が33§榔で採罵されて

　いる．　馨．S．P鑓A嚢TM量翼丁0ぎ」冒s璽。乱　8馨盆ε舷τo罫　」》ST死狂　S筆Aτ欝欝。鼠

　C臨｛猟L醗駐齪FO装丁｝罷POG盆，玉懸簾3螂81・

縷溝Statev．S譲難，6き建．2燈37奴Ar重z・i§8戴

／欝1擢、at欝76縫3簿．ただし、スミスがこの饗題を提超した記録は存窪しない。し

　たがって、スミスの主翼ま、灘淳弁識緩の育雛を肇懲する一一つの契懲こな

　つただけであ穆、裁覇羨の鞠駈よって飛車弁護舗度が直接に審査さ轟たと害え

　よう．

麟躍、ati3簿、

軽重蓼　　躍．＆t　i38i．

（エ嬉　孟4．厳i38垂．

麟N。te，S護β麟S纏勘翫纏窪Lゴ癬醗旛郷娘紬騰27A羅z・瓢

　衰群．7灘，5曇2（i§851（Carol醗A．雑戯

騰／S絵te　v．Pe麗t，62i　So、267懸（La、欝§31．なお、本件は・被告人の縫に駐Pが

　種種的に救済を馨し立てた事鰯であるといえよう。

1麟覇鰯ではこのこと欝館も可能であるかが閣題とさ為た。裁報宮に十分な記録

　があり、媛疑者・被告人が有勤な弁護を受けなかったと暖し立てた場合には公

　判裁料官が肇1断可能であると、ノレイジアナ最高裁鉱判示した。至盈at787、

　　　　　　　　　　　　　　　一57一
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1鋤　躍．at7蟹．
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麟S童atεexrel．9sca曲laC・甑￥v．B磁，3騒S・2697硬玉＆D豊st・Ct・A欝
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被疑者難事弁護に絶する一試論掛（縄遜撹典／

第2簸　わが蟹における被疑者飛車弁護の理論的検欝

i　被疑者懸事弁護論の形成と展灘

　轡　境：行鷺事訴訟法鉄前における「被告人遷ギ被疑者達概念

　憲法37条3項では、「薄蓄事；被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護

人を敏頼すること潜できる。被告人ぶ霞らこれを依頼することができないとき

は、覆でこれを付する蛋、憲法鍛条では、新何人も、理露を甕ちに告げられ、盈

つ、直ちに弁護人を依頼する権利を与えられ、なければ、捧留又は拘禁されない」

と．憲法は弁護人依頼権を保瞳する。憲法37条では「被告人釜が主体となって

いる．一方、現行飛訴法は、公訴提起される前に麓罪の嫌疑をかけられてい

る者を被疑者、公訴提起された者を被告人と区捜している。そして現行懸訴法

は、被告人と被疑者の区幾と憲法37条の蔑定とを、文言上一致させて、籤運弁

護麟度を被告人にのみ保隣している（飛訴法3§条〉。この結果、被疑者には弁

護人がほとんど付かず、また、実醗に弁護活動が行われる余地もあま滲なかっ

た。そこで、憲法37条3項の国選弁護の保瞳が被疑者には当てはまらないのか

という疑問か、被疑者弁護の充実化の要請、被疑者匿選弁護譲度の確立という麗

題意識麟広がるにつれて提趨されて、被疑者・被告人の薩劉についても・疑闘

が提起された．

　そもそも、治罪法および醗治鷺訴法下にあっては、現行法のような厳然たる被

疑者・鞍告人の区尉は存在しなかった。鱗えば、瞬蟹鞘太鶴博士のζ飛車訴訟

法講義案垂（有斐藩、明絵誕年9月欝欝に、F凡ソ被告人ト構スルハ訴訟ノ受

勝者タルベキが故二理事被告人ト構スルハ匿二提逡サレタル公訴ノ受働者ヲ謂

ウヲ藤ノレ離モ現榊擦法ノ蠣二於テハ髄上起訴麹嫌疑者ヲモ被告人

麟スルコトア夢鰯懸5躍〉ユとい短述がある醗・鞍疑謝の譲ま

ここで健聡されず、「嫌疑者」の語が綾絹されている。ここでいうダ嫌疑者」
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はあくまでも嫌疑をかけられている者のことであった。また、r鞍告人まの語

は、起訴前のゼ嫌疑者3をも称することがあった。このように、綾羅者・被告

人の置潮は往来のわが醒の飛訴法には存在しなかった。そして、少なくとも羅

治飛訴法まで、被告人概念は今よりも広い籠雛の者を示すものであ穆、ギ被疑

者」の語ぶ健馬されず、r被告人∬嫌疑者3の藷が厳然と籔磯されることなく、

綻稽され，ていた．

　被疑者・被告人の涯懸絃、珍22年大正飛訴法麟建によって生じたものである。

大豊飛訴法に至るまでに、飛事弁護麟度は徐々に発展してきだ糖。飛事弁護

離度の歴史は王98§年治罪法に始まった解｛i鋤、i8｛鴻年瞬治飛訴法では、重罪事

件には、審級の匿難なく必ず弁護人が縫き、必要的弁護鰹度などが整備され、

原則として韓時でも弁護人を選鉦することが被告人にはできた。しかし、予審

における弁護権は認められなかった．大聖理訴法は、基本的には瞬治飛訴法に

おける飛事弁護飼養を継承した。死溺または無期もしくは短期1年以上の懲役

もしくは禁鐘1にi当たる事件は、必要的弁護事件とされた（大菱弄1彗訴33逢条i項〉・

また、被告人または被告事件の膜様によって裁判所は検事の意見を麗き、職権

で弁護人を付けること漢できた（大董理訴335条〉．大更爾訴法では、公訴の握

起があった後に被皆人はいつでも弁護人をつけることができたが（大豊飛訴39

条i項〉、さらに、大豊飛訴法修定遍程では、予審難度における弁護権の拡充

をめぐって織しく議譲され偲勝、麟鰻的ではあるが、予審弁護権が認められ

た脚｝。しかし、官選弁護麟度はここでは実理しなかっだ董鋤。

　大董理訴法で窮めて、予審段階以降ではr被告人3、予審麟の段露では「被

疑者葺と区鱗されることとなったα蹄．その選曲が単沼駿一博士の著書では、

次のように説絹されている．

　ギ被告人ハ公訴ノ縫起二鰹墾訴訟ノ嘗事者ト雰ル者ナ婆。公訴ノ縫越前嫌疑

　者トシテ取調ヲ受クル者ハ之ヲ被疑者ト欝シ被告人ト欝セス、瞬法ハ麗ノ蓬

　勝ヲ設ケス。捜査ノ段階二於テ嫌疑ヲ受クル者ヲ公訴ヲ受クル者ト霧シク破

　告人ト欝セ夢。本法詞一ノ名穰ヲ以テ二者ヲ表示スルノ適裳ナラサルヲ認メ

　　　　　　　　　　　　　　　一62一
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　前示ノ如ク獲琴彗セ夢」（騰勢。

　「被告人三は当事者としての地建を確立した存在と考えられ、予審・公判段

鮭の者に適灘された偲恥。もっとも、この実蝶上の憲喋は．それまで料事のみ

の齢解櫛あった逮捕を、曝急事飽を新設して検察官に勾弓獣の発薦椎

鰻をもたせることに俘って、その鵡象者をr被疑者まと名づけたことによる

（大匠飛訴法招3、毘7～鴛9条〉。しかし、ここでは、現行法にみられるような

鞍疑者と被告人の購に見られる権利の差鷺彗は設雑られていなかっだ18勉

　現行飛訴法の被疑者・被告人の区舞彗は大疋飛訴法の籔懸を踏襲したように見

える。しかし、理行飛訴法は、被疑者の弁護権を認めながら、国選弁護麟度に

ついては何ら保瞳しなかった。そして、現行飛訴法の舗定の当初から、憲法37

条3項後段および飛訴法36条の籤運弁護に絶する幾建は、被疑者に薄しては適

罵されないと弼7｝、文言上、解萩がなされた継糀憲法および驚訴法の媛定講

造においては、被疑者・被告人に録して弁護権を等しく認めておきながら、

離弁譲渡については瀦の豫磁然とし駆聯導在すると鱒柏然な

解験は、その後定著し、現在に…盛ったのである。

　ここで、予審の性質に我々は淫意しなけれ、ばならないであろう。鯵えば予審

の性格について、薪予審では、予審判事潜強舗甦分権鰻をもって取調べその纏

の捜査を行い、裁織こかけるのが麟かど勃・を決定した・したがって・この

予審段階は、いまだに捜査の延長であって、翼行法における公訴握趨によって

捜査段購と審判段購とを分けるシステムではなかった。戦後改革の中で、予審

磯麟犠論された際、予紳檸のもっていた強縮処分権銀の1謁を検察官に

することの当否が襲題になったのは、まさに・この予審段階が捜査段灘にほか

ならないためであった．こうしてみると、紳麟法下では被疑者と被告人と

の区懸が捜査と審覇との区甥に講癒していないことがわかる∫偲鉄　と捲摘さ

れる，鰻飛訴法下にお謬る予審は、堤行法の捜査段階にほかならないとの捲

摘は重要である，戦前の予審廃正論は、検察・警察に予審鵯事の強鯛麺分権

瞳を委譲させ、公覇麟手続の単純化、迂遠化を騒るものであった（｛鰍。また、
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戦後改革における予審廃至娘こよって、憲法の入権規定蕃捜査手続に取蓼込まれ

つつ、捜査、検察機灘が強灘権鰻を拡大させていったのである（巌＞。まさに、

戦麟の予審は饗行法の捜査手続に相応する性格を有していた。したがって、

被疑者・被告人の区勝について聡行驚訴法は、大死越訴法を形式上踏襲した

かもしれないが、現行法が予審手続を廃差したことによ疹、理行選訴法の被

疑者・被告人の区磐彗は、大星穰訴法の匿幾とは異なるものになったと考えら齧

る。

　被疑者・被告人の現行飛訴法の区磯を憲法37条に当てはめる考え方は、疑に

褒行法麟定過程当鋳から立法者の一致した考え方ではなかった。現行法鰯定遍

程においても、被疑者に国選弁護請求権を認める条文が、験討されていたから

である。飛語法の全面改董は、畷事訴訟法改正方針案3（雄蕊年連月3縮／、

ヂ飛事訴訟法改駕要綱試案達（i鱗6年8月〉と進められた、要纏試案では、勾

留中の被疑者に、貧露その縫の瑳憲により弁護人を選錘すること擦できない

者のために、官選弁護人を選蓬する旨が、盛鯵込まれている。瞬案は、珍鶉

年8月6嚢に罵法法鰯審議会第三小委員会に縫患された，さらに、講法演舞

審議会総会、臨時法鰯調査会第三部会において瞬案は議譲された。被疑者国

選弁護麟度は、確事訴訟法改正要綱においても瞬鐵に盛鞍込まれた。勾留

中の被疑者に匿選弁護麟度を実理する案は、以後、改翌飛車訴訟法案の第i次案

から第護次案（i鱗6年鴛月）まで存在した。しかしその後、講案は凝除された・

溺事訴訟法慈急捲農法4条は、貧露などを理露とする麟選弁護麟痩を、「被告

人茎に畷定した。そして、現行法は、国選弁護麟度を菱被告人墨に鰻定するこ

とを継承した。

　このように、すでに鞍疑者段階の蟹選弁護麟度導入が模索されていたという

事実は、憲法で傑瞳する被告人が、弄1鋒訴法でいう被疑者を撰…除する趣量である

と考えられていたわけでは必ずしもないことを示している。最近では、愛育憲

法37条の薦身である憲法草案謎条にr被疑者まが盗まれるかという問題につい

て、法舗馬で意見が一致していなかったこと、憲法・飛訴法講定過程に麗与し

一64一



被疑者穰事弁護に絶する一試論紛（羅露撹典〉

ていた懸藤重光博士が被疑者にも国選弁護権を保瞳することが憲法の本来の趣

旨であるという見解をもっていたことも、撫摘されているα鋤。

　このように、現行飛訴法が麟定される以前に、被疑者にも国選弁護請求権を

付与させようとの鱗定遷移の議論慧、それまでの被告人凝念に基づいて綾討さ

れていたことがうかがわれる。また、愛行憲法・飛訴法鱗定時から、憲法37条

の罫被告人まに被疑者を含めないことは、一致した見解ではなかった。したが

って、本来、憲法37条で矯定するギ被告人」は、むしろ大童飛訴法における

r被告人まの意味あいで考えられるべきものなのである（玉翰。そして、大琵飛

訴法以前の段賠では、被告人の観念は捜査靉靆の巻をも含む葬常に嬢広い包揺

的な概念であったし、大正飛訴法における「被告人まは、現行法で言う被疑者

をも含んだ概念であると考えられる（i鋤。また、現行講訴法の罫被疑者まを憲

法のダ被告人謹から雛除する積極的な運藤は見レ・だされない。わが国では、被

疑者・被告人の区懸と憲法燦定との整合性への疑瞬解投げかけられてきたが・

この疑匿1はむしろ当然に生じるものである。

　⑦　現行飛車訴訟法における被疑者の地位

　現行法鰹建当鋳は、大菱飛訴法の影響を受けて予審を廃まし被疑者と被告

人の猛射をそのまま採濡したことに薄癒して、被疑者はいまだ厳密な愚昧にお

いては訴訟主体とは認められないことが主張されたα鰍・饒えば小野溝一郎博士

は、f繕鶏手続は、『訴訟重手続ではなかったから、原告、被告というものがなく、

いはば鞍疑者だけがあったわけである．しかも被疑者は、繕闘覇事の取調の客

髄たるに藍ま鯵、法律上露己の利益を防禦する権利を認められなかった野輸

としている。博士は、以上のような罫被疑巻3の意味あいを議窮しながら、猛

罪の嫌疑を受け、験察官または濁法警察職員の取調べを受けても、公訴を提起

されない聞は「被疑者まであって「鞍告人」ではない、と説窮している難孔

　このような考え方は、瞬飛訴法時代の被疑者の考え方を形式的に継承してい

る。しかしすでに、夢嫌疑者まと呼ばれていた段踏で、捜査における弁護権の

『
0
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議講のなかで特筆すべき富屡山壽博士の見解があった．博士は、瞬治聡訴法施

行当時に、その著書において、窺在でいう被疑者にあたる捜査手続のF被告人ま

も、盛事者としての権利が与えられ、捜査手続においても二面的法律関係が蟹

に存在するとの蓬論を礎嘱していた（i鰍．この見解は、戦前の飛訴法理論にお

いて，飽の選鵡家には見られない軽鬆さを示していたと購時に、戦後の弾劾的

捜査観が登場するまで、その後の理論の歴史的後退をも承して恥た。蜜掻博士

は、論文罫鷲事弁護論書において、捜査段賠における弁護権の問題をよ参瞬確

に講じている（玉簡。もっとも、その飽の論者からは、捜査では、裁舞漸が縫与

することもなく、また訴訟当事者なるものもない、したがって、訴訟驕係が成

立しないと考えられた。そこで、予審を除く捜査段階においては、嫌疑者は訴

訟主体と認められていなかっだ2㈹。しかしそれは、捜査では嫌疑者に薄して

強麟麺分を施すことがないから、嫌疑者は権利および利益に重大な影響を受け

ることはまれであろう、とされたからでもある｛2鋤．

　戦後改革の惑溺も、このような考え方が踏襲されることになった。しかし、

璽行法における被疑者は、次の事実において、それ以前の被疑者と大きく異な

る点があった。現実に、理行憲法34条および37条では、弁護人依頼権が規定さ

れたことである。特に、新憲法および新羅訴法難定によって、次の事実がヂ注

暮すべき二つの新爆定まとされた（2鋤．第一は、被疑者にも弁護人選任権が認

められたこと、第二は、憲法37条3項前段の精神に基づいて、飛訴慈恵措置法

3条で被疑者が身構拘束を受けるに至ったときは弁護人を選任することができ

ることとされ、さらに理行法では身体の拘束を受けていると否とに拘わらず、す

べての被疑者・被告人は｛嚢｝縛でも弁護人を選経することができるものとされたこ

とである（麟訴法欝条正項〉．さらに、具体的な被疑者段隊における捜査権限の

濫絹と人権擁護の必要鍵、そして誤覇を生む講造としての捜査手続に光が海けら

れるようになると、より一屡、鍵来の考え方に疑麗が投じられることとなる・そ

こで、戦後溺訴法学では、「被疑者弁護まの実質化をめぐる蓬論的展離が主要課

題の一つとしてとりあげられ伽3｝、早くもig鎗年代には、平野龍一博士は料簡

　　　　　　　　　　　　　　　　一66一一



被疑者穣彗事弁護1こ関する一試論｛葺（羅i環鸞輿／

的捜査観と弾劾的捜査観とい仁つの枠纏みを提示するに至っだ勘。繕闘的捜

査観によれば、捜査は捜査機関が被疑者を取鯵講べるための手続であるが・弾劾

的捜査観では、捜査は、捜査機縫が単独で行う準備活動にすぎず、被疑者もこれ

と独立に準備を行うという議瞬がなされた．ここでは、捜査段隊における当事者

主義的な講造、被疑者の当事者主体性の確立が資捲されたと害えるであろう・

（注〉

（欝／灘懇朝太躯ぎ難事訴訟法講義案垂（脊斐麟、欝盤珍9頁。

1至簿飛事弁護麟度および弁護士法籍に絶する歴聖約分蟹については、石勝才顯

　ゼ捜査における弁護の機能垂（騨本評議縫、謄§3〉、推橋隆幸『鶏事弁護・捜蓋

　の理叢垂（繕出縫、婚§3）を参照のこと。

ξi霧それまでは、異事代選について代書人舗度が露72年に太政官達・講法職務定

　麟によって認められていた。三聾誠ダ弁護人選任権一被疑者の防禦権〔2〕」法

　学教室蔦3号（欝93〉欝2頁〔飛事手続法轡藤駿（有斐鰻、蕪訂蔽・臆72）縫9頁以

　下〕．

麟／　ゼ理事誘訟法案衆議院貴族鶴委員会会議録垂（臆22．2マ～異8一欝頁、2雛一282

　頁参蕪。

麹｝弁護人には原則として被魯人・証人の尋鶴の立会権．書類霧覧権の認められ

　ないことが媛1率llされ、た。牧野英一ζ弄1窪事嚢露訟決選（有斐鷺．重訂至5飯i、1§28〉76

　頁参照。

罐1これよ吟以前に、審霧裟壽博士は公報麟官選弁護麟度の導入を主張している。

　蜜灘麟壽r璃事弁護譲一村政藍難事訴訟法草案ノ論罪ま東灘法学会雑誌3誉簸

　号（里9｛恥83頁。

1欝1大藍溺訴法では、藝被疑者」について、特に鞍疑者の勾留（および被疑者の尋

　麗、鑑定麩分／が蔑定され、縷事が被疑者を勾留した場合、欝韓以内に公認を

　擾選1しない場合には、被疑者は萩敏され・ることとなった（大歪鷺護257条隻項〉。

　その後、被疑者について、響本弁護士連合会は、1935年に予審手続廃並要綱を

　決議し、そのなかで、勾留された被疑者が弁護人を選錘しうることを要綱緯三

　で掲げている．しかし、官選弁護購渡については擁ら絞れられていな》㌔予審

　手続廃藍要綱起ついては、飛事誤訟法麟定遍穫暴究会「飛事訴訟法の灘定遜程

一67一
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　（魏法学協会雑誌醗巻7号（欝簿）欝99頁参黙。

趨1平沼験一ぎ新講事訴訟法要隷書（馨本大学鐵版都、第灘版、欝2逢擁9頁。

｛藪籍　1講遵8頁萄

／騨五十嵐双葉難事訴訟法を実践する遼織本謬論縫、欝蟹3鰺28－329頁。

（獅安平政吉郵政蕉矯事誘訟法（上薙（膏抹書鏡、懲49〉慧§頁．

／茎懸その飽に舞えば、小野清一藻ぎ新講事訴訟法擾譲選（法文被、鯵48〉88責、感

　藤重光ζ新羅事誘訟法要綱垂（弘文堂書霧、懲48矯2蚕．

／翻替聾敏弗「被疑者・霰釜人の闘」法学セミナー37巻3号（嬉望露3頁〔理事訴訟

　法一駁TA卜豊穣蒐〉A董一勝駿（響本評議鮭、欝§5鷺32頁雛矯き。

（重織小霞中聴講f予審を廃比したことの評懸達ぎジュ婆スト塔霧・飛車講談法の争

　点露（有斐霞、簿7§笠鍵頁、

（鱗　瞬醤i頁。

（魏1村井・麟掲澄鰺9．鴛§一i36頁。真棒的には、璃事訴訟法麟建遜麹聯究会r飛

　事訴訟法の鰯定遜程／覇法学協会雑誌§2巻爵号（欝75擁簿頁麺小懇中聡樹3．國

　藤霊光騨1事新立法について1養一とくに、検察庁法と燐訴応急捲置法一」法律

　時報欝巻5号（欝47擁5蚕．なお、井上五仁畷事訴訟法麟定遍程年表釜ジュ婆

　スト5澱号（欝74藩9責以下参黙。

（亜鰯　なお、i蟹18年に施行された堤行監獄法i条4号では欧のように矯定されている。

　　罫監獄ハ之ヲ左ノ麟種トス。…照　拘置監　穰事被告人、拘禁許可状、飯拘禁

　許可釈又ハ拘禁状二依夢監獄二拘禁シタル者、雛致状二鼓琴監獄二留置シタル

　考及び死瑠ノ言渡ヲ受ケタル考ヲ麹禁スル漸トス墨。ここでは、愛在の被疑者を

　含めた意味のf飛事被皆人まという醗治飛欝法の難語ぶ痩馬されている。この

　点を捲擁するものとして、材聾敏都紅代驚盤穣とは？一逮捕・勾留の霧海一」

　法学セミナー36巻爵号（欝綴）i襲頁〔麟掲潅欝§、毘2畦23頁窪参照．

／鱒露選弁護に臠する委員会・馨弁連飛事弁護童ンター・横鋲弁護士会ζ第4璽

　落選弁護シンポジウム資料集・被疑者蟹（公／選弁護麟度の確立をめざして一

　当番弁護士麟度を経験して一蓋（横浜弁護士会、欝93〉欝責．樗井・前掲漉i8§、

　捻4頁。

／墨緯軍場安治ぎ斯文駕叢書・新飛車誘訟法一人権よう護のたあの法として一遜（法

　律文化縫、雄臆／7翻雛頁。羅趣旨、懸藤重光ゼ新講事訴訟法要綱薩（弘文堂書房、
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被疑者羅事弁護1こ絶する一試譲｛葺（郷蟹鸞輿〉

　i§48〉77－78責臼

麟／小野清一露ぎ薪飛事訴訟法緩難蓋（法文社』欝銘〉総頁。

麟講綴頁．さきの、小野博士による蓼被疑者涯の説明が菱しいとすれば．その

　　ダ被疑者葺は、現行法で区窮する被疑者には、むしろ当てはまらないこともな

　る．それは、鞍疑者にも警己の権利を箭鬱する権利として重要な弁護人蟹頼権

　が瞬確身こ認められたからである。

騰／富瞬出壽『最近璃事誤訟法要譲（下露（脊斐閣書霧、第3版、欝欝建綴貰。

1翻　纂覆・繭揚漣欝2．83褒．塞襲博士紛飛事手続数輩構想の分籍については、小

　照準聴樹「大更難事講談法の懸史的意義麟壁東京擁立大学法学会雑誌8巻2畢

　（獅8〉蹴一3§頓職事訴訟法の経蜘分析藪鞍綿本評論態i鰯〉鰯一朧麹

　参窯。ここでは、捜査手続と予審手続への弁護人の麗与を主張し・捜壼手続へ

　の弁護人立会を大胆に主張した点においてユニークなものであったという評懸

　がなされている。購394頁参．照。

1撚1鱗えば、極倉松太躯ζ飛車誘訟法玄義・下巻遜（巖松堂書濤、欝欝）葺48頁。

瞭1瞬i廼8頁。なお、蒼緯・蘇握淀葺8、欝頁潅4参照。

／縦1安平・前掲淫鰺7、簸5頁。

鵬戦後における被疑者弁護撫囑する議譲展胸歴鋤分縦して藏醜嶺

　講F弁護権論の到達点ま穰法雑誌34巻3号（聾§5擁欝頁以下、大鑑良知f飛事弁

　護の憲法的基礎づけのための一試雲鶴欝滋と董義韓巻7号（欝船難23頁以下参懇。

1簾1寧野龍一r聡事訴訟法違（有斐鰻、鯵58）83遷進貢。

2　捜査椿造論と弁護人儀頼権の展縫

（i／捜糞構造論と被疑者飛車弁護

　弾劾的捜査観の提唱以後、罫捜査もデュー・プロセスの先擁を受けなければ

ならない葺と主張され｛2㈲、弾劾的捜査観の発展溺農振され・支持されてき

た（2働．なぜなら、理行欝訴法の瑳念は、真実究瞬から被疑者・被篶人の人権保

瞳、無事の不甦罰獲念へと転嬢したからである。そして、わが霞では、捜査段購

の被疑者にも弁護権が幾定されたのにもかかわらず、接見交通権の麟綴、自衰串
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心の密室における取調べによって、被疑春は藩立無援な状懇にさらされ、すで

に捜査段購で裁舞が淡養してし豪う構造が冤罪の温床とされ、人権上も撰判さ

れてきたからである．したがって、人権に醍慮した近代的捜査手続の実璽には、

公醤と講じように当事者主義的に捜査手続が構成され、被疑者の主体性が確保

されなければならないことは、遷念と堤実を踏まえれば、あらためて強調する

までもない。そして、被疑春弁護の充婁化、被疑者羅選弁護鱗度の確立越望ま

れているのも、弾劾的捜査観が大きく影響したことは害うまでもない。被疑者

の当事者主体性を確保する最も基本的な権零彗は弁護権であ琴．その弁護権の保

瞳は羅選弁護難度潜あってはじめて有幾に行縫されうるからである。

　周知のように、弾劾的捜査観に越しては、その後、激しい論争が繰蓼広げら

れた。一つは、r捜査の構造は、灘罪は必ず縷挙され、裁警1に付されるという

構造でなければならない聲韻、密行性、段購的連鎖性の乏しさなどは捜査の本

質になじまず、嚢本の蟹異性、露畏意識、箆義感椿に反する（2鰍、といった料

簡的捜査観からの擾翼である。しかし、これ，はf捜査の本質なるものが憲法を

はじめとする逓代約諾原遷とは全く無驚係に」講じられ、曝民性に関する認識

を捜査の購造の開題に繋げるに当って、権力縫係の開題を全く無復しているヨと

いう幾甥がなされた｛2醐。捜査は、一篇民と国家権鰻との縫係の織題であ吟、こ

の複点が．忘れられてはならないであろう．もう一つは、捜査の購造を訴訟の講造

と講じように考え、髭罪の嫌疑を瞬らかにして、起訴・不起訴を決定する独きの

馨的をもった手続と捜査をとらえ、検察・被疑者・警察の三者の「訴訟ま構造を

想定する訴訟的捜査撰進論が主張されだ2鋤。この見解は、捜査における被疑

者・弁護人の参趨を可籠とし、被疑者自ら不起訴を得るための活動を手続の中に

位置づけさせるという意麟をもっていたが』検察官の溺法官的役麟（客観義務／

を認める点が、捜査機縫全鉢と被疑者の繋撹関係を考える弾劾的捜査観と異なる

ものであった、この見解に帰しては、r確実な鎌疑心真実の追究まという轡式を

追う点において糾簡約捜査観と其通露があるということと、捜査の独§牲を認め

ることを撰1籍しな撰らも、験察官の罵法官的役割を認める、点に賛講ずる修董され、

　　　　　　　　　　　　　　　一7暮一



霰疑者鶏事弁護に臠する一試論繊（欝欝税典｝

た弾劾的捜査観が主張され、た｛2H）。また、捜査を起訴・不越訴を決1めるという

舶磯釣をもった蝉1とは磐綱の手続であるとする訴訟的捜査構造隷磯し

ては、捜査の構造論は捜査鋸轍と膿なる榊であること捜査の蓑蛸的

馨的を強講ずることは当事者的活i勤というよりは、主催考としての捜査機縫の

準司法的活動と捜査をとらえる考え方に甕結し、繕問的捜査観に繋がるとも、撹

糠癒された鐙．訴訟的捜査講造論と擁された弾劾的捜査観の瀞1囃して

は．デュー・プロセスを擁護するという当事者において当然の要請を験察官の

職官的役罰して強調するまでもない輔、難された鵬・

　もっとも、蝉劾的捜査観も、現在における被疑者弁護の活性紀の動きととも

に、新たな矯藏を還えている。すなわち、すでに序章にて遠べたように・捜査

段踏における飛事弁護の役割・冒的として簿が要求されているのか、といった

饗実問題が存在するからである、弾劾的捜査観では、被疑者にも主体的鑪盤撚

あることが主張された鱒、捜査の擁麟に重点ぶあ甑被疑者の主鉢性確保に関

する具体的内容はあま吟瞬らかにされていない灘艦また、弾劾的捜査観によ

れば、弁護人もr公舞準｛葡のために緩動ずることになるが、愛代においては

様々な内容が被疑者弁護に要請されているのである。弾劾的捜査観における霰

疑者の主体性確保のヂ具体化まをどのように考えるかにあたって、弾劾的捜査

観の意義が、あらためて問い直されている。これに難し、訴訟的捜査講造論、

修査された弾劾的捜査観論には撹料が寄せられたが、これらの論争の串で共通

しているのは、被疑者の当事者主体性の確保という主張であ甑この点が弾劾

的捜査観を踏襲していることは評儀されなければならない聯翫特に、訴訟的

捜査構造譲は、被疑者の主俸牲確保のために、被疑者弁護の充実化に§§する運

翻な枠描鰯行旅る磯性を太い1翻めていた・しかし検察官論や擁

の猫糞性を強調することに繋する幾覇は、なお考慈されなければならないであ

ろう．

　そこで涯馨されるのが、憲法的飛事溝法論である。罫飛事手続のあ蓼方、そ・

こにおける被疑者・被告人の麺遇のし方が…基本的には憲法によって定まるも
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のであること」｛2騰解、まずは確認されなければならず、憲法的難事撰法の遅

論的営為撰重要である〔2鶏。そうであれば、捜査手続も憲法に鍵って構減され

なけれ、ぱならないし、憲法に基づいた弾劾的捜査観垂こおける被疑者主体性の異

体化羨追求されなければならないことになる。そのためには、簸も基本的な権

舞である憲法で保瞳された弁護人依頼権の具体乾こそ、捜査靉靆の被疑者の権

奮として、要請されるべきことになる（2麟。

　②　誉妙な弁護を受ける権鵜の運論

　ところで、一般的には、憲法34条、37条で保障される弁護人依頼権とはアメ

撃力合衆国やイギジスで発展した弁護人の援騎を受ける権利（すなわち、弁護

人の実質的な援助を受ける権麟・有効な弁護を受ける権稗であると、主張さ

れてきた。飼えば、平野博士1ま、玉9鱒年代から尽くも、弁護人の援勤を受ける

権利は影式的に弁護人を付ける権舞だけでなく「実質的に、その弁護を受ける

雄篇をも含む茎｛2餅と解験している。弁護人依頼権を有効な弁護を受ける権瀦

とする運解は、多くの論者の曝えるところである｛鵬．特に、憲法37条における

英文のコンピテント（co盤脚te麟は、単なる賢路を有する弁護人ではなくて、

禽龍な弁護人であることを意練すると解萩されるべきである．そして、この権利

解侵害されたとすれ・ばそれは憲法違反にな諺得るび2鋤、また法令違反になり、

有効な弁護が欠けるとその公覇の公歪さが害され、その公甥手続は無魏とされ、

その帰結である裁醤は破棄される（2幼。この点は後達するが、少なくとも弁護人

依頼権は、弁護人の援麟を受ける権利、すなわち有効な弁護を受ける権蒋である

という考え方自体は、通説として受け入れられているといってよいであろう。

　最近では、弁護の内容について、講事手続における当事者主義的機籠を活性

匙させることを弁護人に期待し、被疑者・被告人の利益を代弁・防鬱する意駿

での有効な弁護のあり方を積極的に検討する方向姓がある‘2鋤，こうした当事

者主義的機籠として被疑者・被告人の利益を代弁するための弁護人の役割や有

効な弁護を受ける権利の保緯が、今後とも検討されるべきであろう。したがっ
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って、被疑者弁護の質的海上の必要性が特に強く縫えられつつあ甑当番弁護

士鰯度の課題の甲で、弁護の質的講上が課題とされているが曜航その場合、

轍嫉離離か磯流観て、嬢磁淀蝉嫉謝御ことが喜単
鵜捜査郷曝づく被疑者の主雌蘇のた蹄も潮待さ繍ことになる・

　そこで被疑者弁護について具体的に．憲法の各権利を「包抵的紡御権三とい

う内在的基盤として構成し、捜査の難航援念である郵防御達のための法律弱係

を磁できる諸藩紛解稀を撤し、蘇麟繍醐する被雛弁護鋸的
と機饒を分観する試みや｛2鮒、捜査段踏との縫係で憲法誕条の具捧化論が主

礎れている醜（226｝、弾鵜捜査郷こおける被疑者主雌の具捧麺硬

性からの認識からであろう。さらには、憲法34条、3？条の弁護人依頼権は弁

識の援髄受験鰍、すなわ鮪燃弁護を受ける権鞭あ疑解継

れ、髄では弁識、の援髄受ける懸睦捜蘇臨こおいて難的購威

しようとする見解があるが、これも、購一線上の試みであると害えるであろ

ヂ27｝．ここで醐騨、雛醗、難立った弾劾蛾捜査手続が・蝿と

瞬じように当事者主義的に講威されるかにあるわけである。そしてそれは、具

体的には、憲法によって保障された有勤な弁護を受ける権舞煎公料と興じよ

僚ど鉱匁魔羅に掛て実質的蘇醗漏べきか・醐題なのであ

る。

（注〉

臨／蟹宮総『理事誘訟とデュー・プロセス書（有斐瞬・欝72）2鑓頁・

欝臨御擁の弾魏とそ筋矯薄粧雑譲謄3磯号（i舗8璋頁灘
　　〔捜査の権造翫叡（窟斐閣、懲質）3頁鎌下〕参照。

1灘／鑛窮義夫ぎ穣察・裁判・弁護遷（鳶斐馨、欝73）65頁。

蹴1土本裁罵霧暑罪捜査選（弘文堂、欝76〉28櫓6頁。

舗1小蟹準聴樹罪飛事藷訟と人権の理論オ（域文堂、鯵83擁欝頁。

（繍　聾戸霞擬r捜変の構造序説≦立命館法学講・鱒合鍵号（婚撰葺29頁以下〔飛事

　手続の購造庁議湧毅（有斐襲、嬉7i）6？頁以下〕参熱。
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嬢1松尾浩毯r捜糞の講造について」選法雑誌蔦巻3・逢葺（簿68塁器頁以下〔罵

　事訴訟の簾遷湧鞍〔東大鑓版会、篶74）252頁以下3参窯、

（麟浅官総纏綿事訴訟法磯（有斐霞、圭975／2§寅縢富裕3．

／撚1松尾浩毯・鈴木茂羅辮ぎ燐事訴訟法を学ぶ匪（膚斐鰻選書、新版、欝93｝欝8頁

　参際1材井敏蔀1。なお、拳蟹中・前提澄299、猛2頁参灘。

（塞1讐澤哲夫ほか菱鋼車弁護はどこまで到達したか　穰事弁護の実践と理譲を検

　謹する一釜季鷺飛車弁護i暑（懲95〉39頁参蕪。

1雛馨　　松尾。鈴木編、　麟掲注2i3、　i48貫　［案ず井敏邦」。

（童緯　「弁護人抜き裁霧喋特懸法案醗究金曜弁護入綾き裁舞選特懸法案一その擬戦

　的検講」法学セミナー23巻2号（i§79〉圭i垂頁〔杉原素建3　ε室多原泰雄・基本的ノk

　権と撃茎事手続辮叡　　（学陽書房、　！978〉2逢8頁窪。

12鱗村井敏邦ダ憲法的飛車司法のシェーマ三法学セミナー42巻6号（欝97〉38頁。

騰1捜査構造論を憲法譲、人権論の上に再講棄する必要性を説くものとして、小

　蒙中・前掲淫2囎、ii7頁。

12難1　導z野・轟馨掲漉2｛｝逢、　73頁。

／繋1この点を瞬確に意識して憲法37条3項から導くものとして、瞬宮鯵r弁護権

　の実質的な保瞳繕一『有効な弁護を受ける権秘選一」北大法学譲集爵号2ニ3

　畢〈鯵65毘92頁、渥美東洋醗事訴訟法垂（喜斐醗、新蔽、欝鱒珍34賞、佐鱈子

　馨賭事弁護の発展のためにユ季奮溺事弁護i号（i鱒5〉稔一2馨頁など．

（鱗　平野・麟掲澄2艇、73頁。

1甥渥美i東洋ぎレッスン理事訴訟法〔中燐（中央大学轟版魏、ig86／89－9暮頁、露

　宮・鶴掲建22暮、3縫頁、大鐵良知縁かr座談会・当悉弁護士糖度の5年一その

　成業と展望運季舞馬事弁護5暑（欝96〉52頁以下｛渡透・後藤発叢3、権矯隆幸

　　ξ羅選弁護麟度∫絵屋浩毯・井上箆鷺編rジュ婆スト増講・飛車誘訟法の争点壌

　　（有斐幾、新版、雄襲）36－37頁など参照。この法還の考え方については、第i

　章第2簾娠31を参蕪のこと．

（朧1舞えば、詑繕大熱監修・弩治初彦ほか編ζ実務飛事弁護葺（三省堂、欝§難、

　大鐵良知ほか編『鷺事弁護妻（馨本評講縫、雄93〉、編集代表・竹澤哲央ほか

　『飛事弁護の装備遺（第一法燐、i鱒4〉等．被疑者弁護については、棄蕪弁護士

　会・飛事弁護委員会『実践飛車弁護・当番弁護士霧一起誘蔚から保毅までの基
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被疑者飛車弁護に隣する一試講韓（鰯鬱鬱典／

　本マニュアル一翼（東烹弁護士会、第3藪、欝95｝、馨本弁護士連合会飛車弁護

　センター纏匡逮捕・勾留・謀殺と弁護一弁護マニュアノレと決定事鰹集一遷（舞本

　評論雛．鰺96〉など．

／旗1舞えぱ、寺井一弘「当番弁護士鱗度の麟設と新たな課題一飛事裁講活性銘に

　晦けての曇弁連の活動ま季霧鷺事弁護5号（i鱒6〉57頁以下、大鐵ほか・前掲注

　222、52頁以下〔渡透・鑑藤・美奈燐発言｝に、当番：弁護士講度の課題として弁

　護の質的海上が挙げられている。

脚渡辺修験査と防鶴（三省堂、i§鮒3総一3欝嚢

脳1㌶綺英絹f蚤悉弁護士麟度の成果と今後の課題」轟鎌と董義製巻7弩（懲93）

　3鉦3i頁．

蟹1被疑者弁護について、矯魏な弁護を受ける権秘として分凝するものとして．

　蕎駕・麟掲溢i78、莞頁・ただしここでは・訴訟的捜査携造鵡が薦縫とされてい

　る。

3　弁護人の援勧を受ける権聡と捜萱

　（i／アメ1｝力合衆国における連邦最高裁轡綴の展騰

　弁護人の援跡を受ける権利と捜査1こついて考える場合、いくつかの鶴題が存

在する、公判を中心として発展した弁護人の援勧を受ける権利が、捜査手続に

も瞬じように妥当するのか、修正6条の弁護人の援勘を受ける権舞とアメジカ

合衆国憲法修歪5条（以下、修正5条と賭す）の自己負罪矩否特権から誕生す

る被疑者取調べ中の弁護人依頼権との縫係と、それと箆較したわが国の憲法譲

をどのように考えるのか、弁護人の援麟を受ける権舞と捜査との§§孫をどのよ

うに考えるのかである。そこでまずは、アメ夢力合策羅における公鵯前の弁護

ノ、依頼権に§§する連邦最高裁判舞の展醗を擬観してみることとしよう。

　弁護人依頼権を実質化するためには、被疑者の段贈から飛事弁護が行われる

ことは、被疑者・被告人との衰勢な縫孫を築いた警、十分な準備を行った参す

ることができることからも、重要である。アメ婆力合衆羅における多くの論者
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も、できる鰻甑攣1い段難繋こ弁護が被疑1者・被告人と接鍛する必要があること、

すなわち有勃な弁護のためには早期弁護が必要不可欠であると有力に主張さ

れている｛2購。連蔀叢高裁も、弁護人依頼権の実質化の観点から、公判前手続

に修歪6条を適濡していったことも、以上のような選解から響けよう。

　ノくウエノレ肇1決では、被疑者・被告人は葺彗事手続のF決定的段購」で弁護人の

援助が与えられるとした‘2鋤．しかし、講演決定的段露なのかは瞬らかにされ

なかった。その後、連邦最高裁肇縦はギデオン霧決で公醤段躇を決定的段踏であ

ると瞬らかにしただけでなく、公甥麟の早難段購に「決定的段融を瞬確に拡大

させていった（2紬．欝67年ウェイド醤決は決定的段購をr潜崔的かつ実質的に

被疑者・被告人の権羅への侵害が内在する」段蔭と定義している（2鋤。そして．

決定的段躇での弁護人の欠如は、公報における弁護人の援勤を受ける権利を無

意瞭なものとすると覇擬されたのである。このような観点から、欝67年ギルバ

ート料決は、弁護人の欠撫によ吟瞬一姓識題手続（継e撹塗。3t沁擁から生じた

証擁（麺stl嬢。賛勢は撰…除される、と宣書した（2謝。その後も、鰺67年ストーバ

ル覇決は、起訴あるいはアレインメント羨に行われた瞬一権i識溺手続を被告発

着に不舞な手続であると舞歎し｛2錨、懇72年カービー霧決では、ウェィド・ギ

ルバートに基づいて、憲法上の弁護権の保障は、正式告発（麺r盤a童。麺馨el、

予備春闘、起訴．アレインメント（3τ総量辮餓ε賊1等を経聾する峯事春手続の醗

始時ある》・は露始後に行われるラインナップ（面通し手続〉に適罵されると判

示しだ2鋤。その後のケースでも、予備審翼、アレインメントは当事者手続の

決定的な経始時点として十分であるとされた｛2錨。鯵80年ヘン夢一鞍決は、正

式起訴前に弁護人の援勧を受ける権利が保瞳されることを確認しだ2繊。この

ようにして、藍式告発後の公判蒙手続に、修蕊6条における弁護人を縫供する

ことが州に要請されていった。そして、修正6条に基づいた遅念である決定的

段階であるかどうかを議論して、連都議高裁は修琵6条による弁護人の援勤を

受ける権秘を公甥前の手続段酷に拡大、発展させた．オースチンが、この展雛

は弁護人の飛事手続における特定の段躇での存在都・被疑者・被告人に公互な
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裁輝を受ける権利を保離するために必要であるかどうかという、機籠的分析に

基づいていたと分断している麟、そうとすれば、有効な弁護を受ける権舞が公

鵯前手続にこそ機能的に必要であることになる｛23駕実際に、修正6条の適罵

は公覇前のかな参早い段踏から必要とされている。公覇での公正な裁覇を受け

る権舞を保瞳するために1は．有効な弁護を受ける権利が公肇捲舞手続にも必要不

可欠であり、そしてその権孝llはできる鰻離昇嬬に実現されなければならないと

の認議が、輝轄展聡の根底にある。

＿方、藍式告発醸こついては、i鰭年エスコピー潮決は・暖熱童・もは

や未解決猛罪についての一般的な調査の域を越えて・特定の被疑者に焦点が合

わされて、被疑者嚇警察署に連れてこられ、警察は取調べを行って農己負罪の

陳違をあえてさせようとし、被疑者溺要求しても弁護人との接見の機会を捲否

し、そのうえ、被疑者に越して黙秘する憲法上の絶繋的な権糠こついて有勃な

告知を行わなかった場合には、被疑者は、修葦猟条を通じて鰭の義務ともな

っている修董6条に違反してぎ弁護人の援助を受ける権秘を否定させたこと

になる」粥示して騰、映定鍛臨を隣公式の告発員碇養させ起

つま蓼、警察湊当事者を有罪であると判擬し始めたとき・すなわち蚤式告発前

に決定的段踏を藻蓑させたのである（ただし、エス慧ビード覇決は、貧露者の

弁護人選任について講承されたわけではなかった〉。もっとも、修重5条に基づ

いて、塵己負罪掘否特権に基づく弁護人の援励を受ける権利を発展させた、爵簸

的鵯決として著名なミランダ判決潜、ig総年に判示されだ23洗ミランダ轡決

は、弁護人の援励を受ける権利を駒禁中の取調べ（C麗to毒＆巽擁eτrog3t重0鰯

に帰着させた．具捧的には噛己負罪振否特権を行養する十分な機会を与えら

れるためには、被疑者誤麹己の権利を適燐かつ勧果的に告知され、その権利の

行整が十分に尊重され，なければならな》当として、「黙私権が告知されることま

　とともに、修亙5条の特権を保隣するためには、取講べ糞籔こ弁護人と構談ずる権

舞だけではなく、取調べに弁護人に立ち会ってもらう権利を含むこと、弁護人と

櫓談ずる権利のあることと弁護人立会権が告知されなければならないことが讐承
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された｛2鋤。そして、貧露者のための弁護人選種について「仮に、騒々の者ぶ

侮らかの取調べ麗始前に弁護人の援助を要求する鷺、明らかにした場合には、

その考が弁護人を選窪していないとか、弁護人を選任する経済的余襯のないと

の理震で当局がその要求を合蓬的に無甕ないし握否することはできない。各人

の経済的能力は本韓：に含まれる諸権利の範翻とは無関係である。憲法で保瞳さ

れる麹己負舞振否特権は穂入にも適絹される。特権を保擁するための弁護人の

必要性は富裕者だけでなく、貧露者にも存在するのである書翰、瞼調べを受

けている者に…権秘の籔灘に臠して十分な告知をするためには、弁護人と縮談

ずる権利があることだけではなく、その老漢貧露者であれば、弁護人が選蔑さ

れることを告知することが必要である．このような付髄的な警告ぶなければ、

弁護人と縮談ずる権利の告知は、単に弁護人を有している場合あるいは弁護人

を付けることのできる資金のある場合に弁護人と櫓談できるのであるとの意秣

に理解されてしまうヂ物と、このように、ミランダ判決は警察取調べ段躇に

おける貧露者への弁護人選任について書及したのである。ここでは、露己負罪

捲否特権を練緯するために、弁護人の援勤を受ける権利が必要であること、そ

して貧羅者にもその権利が保薩されるべきであることが料紙された。

　このようにアメジカ合衆蟹では、蓬式密発によって箋事者主義ぶ雛始され、

そこから惨死6条による弁護人敏頬権撰適綿され、それ以前では修正5条の弁

護人依頼権が適用されるという厳然とした覇舞上の区懸解存在する｛2磯。

　②　皐鶏弁護理念

　もっとも、碧1翻が宣書した、修歪5条による警察取調べにおける弁護権保瞳

と、修駕6条による弁護権保瞳にその法的性路上の権違があるとは、必ずしも

考えられていない．識者のなかには早蟻弁護の重要性を強調し、黒蟻弁護の傑

瞳に薄する遠駆最高裁趨鰯の立場について、rこの区購は是認されないように

思われる．修亙5条と修董6条の弁護人の援助を受ける雄篇は、実質的には講

じ利益を保護している．すなわち、証擁の信頼性、各人の清廉姓、当事者主義
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麟痩の清廉牲を保護するための権稀である。弁護人はこれらの蒋益を保護する

ために必要不罵欠である。しかし．それは修董5条で保護される拘禁中の取認

べの賑絡だけではなく．修藍6条の籔麩内におけるその弛の公判藏手続におい

ても必要不可欠なのである・したがって、修歪6条によって保鐘される弁護人

の援助を受ける権利は、修董5条の梓う弁護人の援駒を受ける権利と麟じ靉靆

に帰養されるべきである達〔2鋪という見解もある。

　アメ夢吻合衆曝のA露A基準では罫早期弁護／eaで1鐸e群es磁t3t繍／ま邊念

の祉、鮭鱒鰯鯨うな邸酸く，藍式告発謬ゆ逮捕段諭・ら・早難弁

護による有勧な弁護が重要な要素であると考えられている。ABAは夢告発

されていない者、あるいは被麹禁者が、飛事手続における法的代建を必要と

する者は、その者が要求した時には弁護人を鍵供されるべきである。弁護人

はできるかぎ陰阜鞘にその者に提供されるべきである」（基準5－6・i／｛2輸

と、掲げている．さらにABA基準は、「拘禁が翻始された後できるかぎ瞬早

く（総soo簸as｛e3s童競εa褻εrc鵬t磁y醗g量資slま弁護人は提供されるべきである

と勧告している｛2翰．そして、弁護人は被疑者が裁覇嘗の前に鑑頭する以藩、

正式告発される以前に握僕されるべきことを表窮している必㌃さらにABA

基獅一ひ鏡鞍拘禁者が弁識逡要求している場合または弁護人オめ

いていない場合、官憲当局はD　Fサービスの契約者、または弁護入を選任す

る難のある官憲／轟。麟に、常に迅速に礫をとらなけ福蘇らない」

という基準を掲げている．ABA基準はできる酸り早甥に弁護人の付くこと

が望ましいこと、かつ弁護人を迅速に提供する瀬度を確立する必要があるとし

ている（2鋤。全米助言委員会（翼展沁盤壌Adv量s鍍y　Co溢無量tt鐙、以下NACと

略す／の基準鴛．iでも、r公的な代蓬は．資格ある鞍告人に利霧できな1すれば

ならない．そして，それは全飛車事件においてその者が要求した場合あるいは

その者のために誰かが要求した場合に、懸人が逮捷された蒔、あるいは、お

そらく被疑者の可能性の高い者としてその者に焦点の当てられた捜査に脇方す

ることを要求された時に、舞霧できるようにならなければならない」｛2鋤と撰
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達している。

　これらでは、有妙な弁護を受ける権利ができる鰻瞬早手織こ保瞳されるべきで

あるとの認識に基づいている．そして公覇前手続における飛事弁護活動の独甦

の意義も強調されている。ABA基準は有効な単競弁護が必要である遷浅とし

て、①護人に録する迅速なインタどユーの必要性、②鞍疑者・被告人が拘禁さ

れている場合には、弁護人は舞座に、被疑者・被告人の公判議釈教をサポート

するために事実の整理を始める必要性、⑤弁護人の早期鐵瑛によ拳、横挽のな

い告発摂勝差されたり、よ管軽度の麗罪で被疑者が告発されるようにすること

または不起訴に持ち込むことが蟻待できること、を粥挙している。また、この早

甥弁護は、弁護人と被疑者・被告人との縫係に影響するであろうとも考えられ

た。なぜなら、早蟻弁護が行われなかったとすれ，ば、弁護人が被疑者・被告人

と接見したときにすでに有罪の撰述を行っていた瞬、有利な誕擁が散逸してい

た管、あるいは撰除されるべき証擁が確認できなかったりして、弁護人は被疑

者・被告人を有罪であると決めつけてしまうからであるという／2鋤、薦ACは

早蟻弁護の選念の長所を次のように分観している．すなわち、①窃期に弁護人

が被疑者と接舷することによ陰その後の裁講の混蔑が減少する、⑫弁護灘の調

査がよ警洗練される。特に腐敬しやすいあるいは溝滅しやすい藷麺が失われる

前に専鍔家を獲得する必要がより多くなることから、早期弁護の実現が必要で

ある．③答弁駿蟹をよ瞬効果的に弁護人は行うことができる．告発される麓罪

類型をより罪の軽い麗罪類型にさせることが再籠となる．さらに，翻人にとっ

て無益があるばかりか、鮭会にとっても裁判が濡ることなく、早期弁護はディ

バージョンにも資することとなる。④早幾弁護によ膨窮響法蓮鐵頭あるいはア

レインメントの準備が被疑者には可籠となる（2硲。このように、NACの基準

においても麿効な弁護のために早簸弁護が必要であること、それはさらに懸人

の利益だけでなく鮭会の利益にもなることが強調されている。

　AβA基準の根麺となっているのが、19懸年代窃期に皐期弁護運念総3ぎ蓋y

裂8郷ese魏atめ簸De｛e総eCo蓑ceβt／に基づいて行われた実莚醗究である｛252｝。
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この醗究は、PDによる早蟻の継続的かつ有能な弁護が、飛事司法システム全

体にどのよう憂こ影響するかを検討するものであった。醸：究の実施には．麗罪に

嬉する厳しい姿勢が求められる中（麗罪への瞬争／、愚鶏拘禁の傾向、公覇藩

保穀の鰻縷が議論され、高まる犯罪統灘の懸応のうちに飛車弁護鰯度に講ずる

公的資金の投入が不十分なものとなっていた鋳代背景があることに注意しなけ

ればならない。醗究は、できる綴り早くD　Fが弁護することにより、①皐競弁

護・調査・サポートサーどスが弁護人の時縫講籔、事件難選に影響し、サービ

スや鰯度の改蓄に繋がるか、②畢期の調査活動や藩会により弦頼者との傷頼関

係を改善し、有幾な弁護を提供できるかどうか、⑤その飽選事講法羅度全体に

殺する影響はどうか、を考察することが舞納とされた。

　醗究の手法は、葬死飛重罪事件の貧羅者に早幾弁護を行うテストが工夫され

た。そして、①逮捕後懸時潤以内あるいは裁醤富への第一麹鐵頭前にサーどス

が行われること、②韓法プ膜セスを通して（必ずしも瞬じ弁護士によるもので

はない測継続的にサービスが行われること、③事実の早簸調査によ滲検察官

との皐期交渉を促進し、裁摯1における防御に必要な証麺を獲得、保持すること

を条件とすることぶ、コンセプトとされた。そして．PDスタッフによる早期

弁護を実践したグループと皐期弁護が行われなかったグループが競較．検討さ

れた。

　その結果、最終馨告書は次のように結論している。①畢期弁護は保釈手続を

改善し、公凝議の早期萩敏を公的安全の危験なく促進する．②軍期弁護は重

罪を軽罪として適饗に越理することを促進させる。③畢期弁護は早期の事件解決

を促進させる。④早難弁護は弁護士と依頼者の関係を改善する繧溝にある｛25靴

そして．以上の結果から、最終報告書は匿（早蟻弁護は〉弁護士と依頼者の関

係が改善されたこと、事件麺理が健進されること、初璽｛采釈聴濁の結果がより

公平になること∫が立談されたとしている｛2舗。
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　麟　捜董に聴ける難事弁護紛機籠

　このように、鷺事講法に関する各基準では阜擬弁護運念のもと、連邦最高裁

のように正式告発以前と以後を分けていないことなどから・わが国において・

必ずしも有効な弁護を受ける権零1は捜査後箱に妥当しないと郎慰する必要はな

いであろう．むしろ、ミランダ覇決の意義は、公正な裁覇を実現し、当事者主

義を実現するために弁護権は必要不可欠であるとの認識のもと、亜式告発前の

取調べ段階では、特に自己負罪極否特権を真亙嚢からとらえた点に大きな意義

があると考えるべきであろう。実蝶にも取調べにおいては黙秘権を保擁するこ

とこそが弁護人の責務とされてお警備5）、デコスター亙鵯決にも有効な弁護を

受ける権利の不可欠の要素としてミランダ講決で保鐘される黙穂権の確採懇挙

げられていた。

　また開題は、告発1蕊a聡elという概念を麹韓に考えるかにもある。西洋型

の飛事手続においては、当事者主義嚇騨始される起点である告発は、少なくと

もわが国にお謬る起訴とは異なるものであ蓼、またわが馨でいう起羨段階より

梅醤単い段階において告発による手続が馨始され、有勧な弁護を受ける権利

が保瞳されることは、すでに捲擁されているところであるが郷飲このことが

まずは確認されなければならない、そして飛車上の罪に闘われた時点である

告発はどの鋳点かは、国の状溌によって異なるであろうから、本来実質的に

縷説されなけ轟ばならないものである．わ解露においては、傑萩が認められ

ないまま、長期の身柄拘束簸闘を有し、しかも馨課的に撲：覇される代罵監獄

が存在する翼状を鑑みると、告発に椿当し、当事者主義が開始される時点は

少なくとも逮捕時からということになろう（2鐙・そして・わが蟹においては・

公覇を基本として発生した有効な弁護を受ける権利は、本来、捜査靉靆にも

妥当するものであり、権麟保鐘を盗めた様々な弁護活動が捜査段階にこそ要

請されるべきであろう。したがって、わざわざ憲法鍛条において身構拘束者に

ついて弁護人依頼権を蔑定した露有の意義に注饗すべきである。憲法鍵条の麟

定遍程の分梼から、ミランダ覇淡において明示される内容を禿取馨していたこ
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とが瞬らかにされている（2鍛。被疑者について、憲法34条において身構拘束と

いう強麟塾分に謁する不薄欠の権利として膏効な弁護を受ける権舞がより具熱

飽されることを要請し、かつ、愚法37条3項は有勤な弁護を受ける権利を僻事

事件について確認したと考えることこそ、憲法的観点を撫嫁した弾劾麟捜査観

の帰結である．

　このように考えると、次に縫題となるのは、被疑者弁護の意義、および被疑

者弁護と捜査との瞬孫である．すなわち、有効な弁護を受ける権利を捜査段

賠に認めることによ善、公職の準備だけではなく捜査手続に独嚢の飛事弁護

の意義を認めるのかが、闘われることになろう。この点で、憲法においては、

基本的人権を保瞳するために、国漢の舞託を受けて一定の機§§に課せられた

責務が捜査であること、一方、弁護人の援駒を受ける権利を意賺する弁護人

依頼権は憲法の人権条項に規定された叢も重要な権利の一つであることが、ま

ずは確認されなければならない。したがって、弾劾的捜査観を基礎に、憲法で

は、欝事弁護に薄してはどのようにして実質的に権麟が保瞳されるべきかが発

展的に検討され、捜査に薄しては、本来どこまで捜査権綴が、憲法上、認めら

れうるのかが擁舗的に検討されることこそ、憲法の趣冒であろう。したがって、

被疑者弁護の充実化においては、公覇準備だけではなく様々な弁護活動が弁護

人には要請され鮒癬まならなセ嚇、だからといって捜査権罎も強化するとい

う思考ではなく、捜査権褻嚢は人権を侵害する可能性が高いゆえに、捜査手続の

髭重を軽減する方晦性のもとに、憲法上、捜査権鰻がいかに認められるかを考

察することが、基本的人権の探瞳を基本瑳念とする憲法において要請されてい

ると考えられ，る。

　ところで、被疑者露選弁護麟渡の導入の主張に薄して・捜査嬉害詮とも害う

べき被疑者弁護に鰐する撹甥がなされている。縫えば、弁護人が黙穂を被疑者

にすすめることによって、霞窮していた被疑者が否認に転じた甑調書への署

名に応じな恥ことや・臨雲に黙秘することをすすめる弁護活動が幾覇され・お

おむね外形事実を認めている殺人被疑事件につき、当番弁護士が勾留欝舞霞に
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なって勾留獲霞聡示を申し立て、満期庭前に記録が検察官の手元を離れ，．捜査

魑理に支障を生じたことなどが撹覇された｛2錨。また、「最低縷度、弁護人と

しては、捜査機募§による真実の発見の努力を積極的に懇害するような弁護活動を

なすべきではないことは瞬らかであるf2働とも、翫判されたりしている12鋤．

このような議論は、真実の発見を強調し、捜萱本挫の考え方であると評簸でき

るが、まずは飛訴法の基本理念が真実究瞬から人権保舞・無辜の不麺罰に転回

したわけであ陰、そのためには弁護権が櫨対化されてはならないことが確認さ

れ、なければならない。また、郷が捜査娃害なのか競らかでないことも問題であ

ろう．確かに、弁護士倫遷と遜事弁護との麗係が考癒されなければならないこ

とは否定しえない麟、弁護のあ管方は被疑者・鞍告人の稀益を代弁・防御する

意味における弁護人の援助を受ける権利の保緯のために議譲されなけれ・ぱなら

ず、真実究瞬によってこの権秘ぶ雛斥されてはならない。したがって、捜査鋳

警護は支持さ為るべきものではなく、綾疑者渉権利を証確に行捜するための弁

講話籔繍そ、尊重されなければならない。さらに突き詰めれば、そもそも憲法

的季塾縮∴詰れば、有効な弁護を受ける権利は捜査の無益よりも優越するはず

である．・一鐸黛ら、基本的人権を保障するために、騒疑の付託を受けて一定の

機縫紅諜量ら寂ン責務が捜査であるからであり、捜査は憲法上保鐘された麿勃

な弁護を受診慕権舞と瞬翼に接うことはできないからである12鋤。

　こ鐙ような爾講入の援駒を受ける権樗を保瞳するためには、叢々な璃事弁護

活嚢が要請さ轟てくるはずである．以離から被疑者弁護の類璽は捜査構造論との

縫わ瞬こおいて主張されてきたぶ（2働、最近、勃果的騎御のための権利讃醗・

監視・公訴権擁籍・立羅準備といった諸活i勤に分類したザ2繍、人権の保瞳・

鞍疑者取調べの擁護・検察官と弁護人との話し合いによる事件解決という分

類郷5｝、鋳報提僕機能・代理的機籠・保護的機籠・援助的機籠という分類〔2糠、

被疑者に帰する弁護活動の保護的機籠・捜査における弁護活動の精鞍酸葉機

饒・捜査に麟する弁護活動の監撹機籠と救済機籠という分類鵬7》を行い、まさ

に、被疑者弁護の機饒論・類型論が曝えられているの駁2㈱、以上の文賑にお
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いて遷解されるはずである。その内容はさらに実態を踏まえて結査されな酵れば

ならないが、ひとまず、黙認権を含む憲法上の権舞を保離する人権保瞳機能．縫

報獲得などによる公覇準備機能、不起訴獲得機籠の地に、捜査の監糧・救済機

籠、被疑凝礁耀孫の構築を通じた被疑灘身への保護的機能魁働嬬

護のために必要不再欠の要素であると震えよゲ2碓（この点についての憲法論嫁

後遠第i章第2籔／尋簸参黙〉。もとより、璃事弁護は時代とともに進化するもの

であ吟、発展的な性質のものである。以上の内容が枠付けとなるものではない。

　一方、弁護士倫理の縫題では，飛事講法の枠緩み、特…に毅疑考取調べの棒線

みに弁護人依頼権を実現する飛事弁護のあ鞍方において、被疑者・被告人から

の観、薫が忘れられてはならない。縫題は憲法で保瞳された弁護入の援助を受け

る権利をいかに保瞳するかであ蜂、そのための鷺事弁護のあり方である。そし

て、そ蕊を実愛するために弁護士論遷が議論されるべきではなかろうか。わが

麟においては、実体的真実主義が強調され、その時、弁護士論理の問題解遍度

に主張される｛2搬。しかし、倫理の羅題は飛事弁護のみならず警察・縷察・裁

醤富その纏、どの捷い手においても問題とされるべきはずのものであ甑弁護

人に駁られるものではな恥．また、飛車弁護においては被疑者・被告人の憲法

で保瞳される権利を保鐘するものとして議譲されるものである麗㌔弁護入の

援勤を受ける権利の主捧は被疑者・被告人であること、窮分解罪を麗したとい

う嫌疑を受けた場合には、だれもが自分自身を弁護する権穰ぶあ甑憲法で手

厚く保縫された弁護人依頼権も自邑弁護の権舞を基礎にしているからこその焼

定であることが（2聯、忘れられてはならないと思われる。

（注）

／甥依頼者の弁護に録する満足度は、できるだけ迅速に弁護人が被疑者の弁護を

　行い、逮捕から事件解決までに経遇した時間と騰課すると主張する藩究がある．

　β雛懸M．A懸盤s慶ε譲yW、9。ylε，P臨麗鴬蹴纏‘餓露毒恥麺鰭l

　Co観5綴臆C嚢麗．L．β碧しt．蛇7，翼61鯵7緯その飽、弁護人が迅速に事件の準鶴

　を行うことができることから畢期弁護の利点を強調するものとして、勘εS報a護
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　s、翼a暮e玉，雌慮硬護旋γ磁露麗肋ε翻。薇鴛ε扉磯ε褥欝ゴ麗～Pγび‘躍欝ε

　丁鷲寵愛魏ε擁ξ毒8墨饗聾、L．｝．4｛擁，尋25〔至§73》；醸3rv壷簸R．S駿驚獄琶τs，鋤搾ゴゴ兜9ご毒ε

　島β町τ劾踵欝忽解ゴεo貌ε冨鈎蜘窺魏Mぎ鋤傭如εCo観麺茎§6§w董s．L艮聾．

　525，538；翼a黙cy　A．Go量6董》εゼ9，D瞬館4εγ5夕舘ε欝欝《ゾ≠海εP麗蓄驚難9二蕉ε緒論認θ磁」

　3紐躍動ヂ巌奪，i2AM．C灘M．L、建建v．7｛き§，733（ig75》．

（鴛騨　　P嚢欝ε」銑2暮？｛」．s．at57．

1朧／アレインメント段賠について疑我搬濫。舞v．A捻毎a覆我，368馨．S．521欝磁1、予備

　春闘段露についてW短艇v、擁aryla総，3器誓．S．5§（鰺63）；K量rむy　v．膿麺ols．

　4聡慧．S．682（聾72／；C鍵ε驚a嚢v、A茎3捻穣a，3鱒蔭．S．工（鷺7韓、公鵯について

　G滋eo魏v．Wa搬wr馨睡，372U．S．335（鴛§31、警察が単なる捜査を超えてケース

　を護隣する努力に進んだ時について醗assね蓋v．U麺t磁St＆tes，377U．S．騰7

　（緯§41参窯。

幽晦1重e6Sta於s　v、Wa6ε，38叙」．S、2i8，227（獅71．

（茸3聾　G鷺bert　v．C盆董墨｛（｝r簸量a，3蓼8U．S．2δ3（i§§7）．

／盤31　Stov＆蕪v．De欝欝。，3＄8｛」．S．293（i§§7）．

1舗　K垂r轡v．醗塗窃s，鱒§U．S．682（欝72｝．

欝磁8擁む脅rev．至難醜圭s，438び．S．22蟹i§77）；翫ewerv．W藏3盤s，42鬱蒼．S．38？

　（欝77｝．

／2講l　tF資壷te召States　v、董｛e瞼でぎ，i｛翼疑｝．Ct．2i83（至98｛｝〉．

（窯鷺　A翌ε磁K．A殺st雛，7みぎP箔屋磁」ノぞ葱毒言齢Co麗難sε426Sτ汽翼．L．嚢狂￥．39§，3｛｝§一

　韓巷（鎗7灘．

！欝l　Esco毫｝eδo　v．亜縫童灘。量s，37蓼U．S．凄78，蓬§｛茎一4｛肇里　（ig64〉．

（鵬1灘賛a費δ3v，Ar圭zo糞a，3滋｛∫．S、43§li§661．ミランダ籍決について、詳しくは、

　季重舞：敏i嬢罫箪1事弁護の獲i蔓三と課題ま　欝莚1と豆三義44巻7号（ig93〉7頁以下、ノ至・．畢．

　罵義則『ミランダと緩疑者取調ぺ匪（成文堂、i鱒5）参蕪。

／矯躍ゼ羅露磁，躍．at妬2｛72．

鐙毒｝　ノδ．a重尋73．

（欝欝　躍．at媛73縫7嘆．

鱒麓寂r麹醗．StaVS嚢y，5翻ε臨撚1～ε羅麟耀ズ海εR敏撫CO窮郷躍層勉翫ゴ翻

　S麺ゑ8s，2δ鷺翌TGTS｛」霧AS｝羅｝o琴盆翼汽£o罫LAW＆P（｝L至丁互cs　i9，22－23（i§981．
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麟K鍵e簸A．Sc疑αer，翫鯨鯢・伽翻∫緬ご纏鋸鋤鯉。伽羅

鰯癬P欄磁郷縫7蝕源醸L懸・8緯β32（獅§｝・

／矯　A至3A，s雄耀欝tε蔦乞at77・

鰯1鼠at78．ABA基準によると、これは、修蕉6条で保瞳される決定的段隊よ

　蓉も早い段繕、すなわち董式告発前を意馨している。

麟擢、at7§一難、

緯鑑　擢、厳7§、

鋤馨AT董。翼At触v至so盆YC・灘ss夏戯・翼C懸垂至難LJt」ST醜ST禰灘SANむ

　Go紙S，Co膿Ts253（獅3気

㈱l　A露A，s砂鍛Bote茎52，at78、

難1翼AC，s舞舞凌員ote2鱒，議254、

麟懸謄」、F汽Z亙・，舞．，SA黙A鞭X黙，丁縢AsF・S撚趣C鷹LJ・LoWY・

　PAV茎至）S醗％鋤，＆鏡鐙TA、鍵誓ssO，E醸し￥衰狂躍s騰AT醸BY麗狸蕪sε

　CG慧翼s盆LF建L至）丁鷺ST：F至｝ξ薮L麓VAL馨鑑丁重。翼翼獲〉o嚢丁（篶85）・なお・ABA基準の

　第3版にこの醗究解弓1矯され、第2叛く欝8麟のものには撰罵がないの嫁当然で

　ある。しかし第2蔽の基準も第3籏とほぼ講じ内容であることを付書しておく。

　SεεA璽£欝CA翼B醸Ass㏄翌鑑鵬翼，A糞盤CA翼B醸Ass㏄羅。翼STA恥樋s

　Fo盆C羅醗巽乱」誓sr貰。詑，Vo茎．5，a重5創53（i§8懸

（麟FAZ至。，舞．，w蹴照，FGS撚，L。w￥，s鯉溢⑳，輪舞ss・羅at3尋3－3護7・鞍

　告書では早期弁護によ吟溺事罵法麟渡全韓に鰐する葺スト・ベネフィット効果

　があることが振籏されている。∫4．at3器一33畿

1簗｝　裏話at3藪．

鰯東京三弁護士会合疑代矯霊嶽調糞委員会蓼アメ夢力・カナダ鷲事手続調歪輯

　告書一越訴前飛事弁護の蟹繰水準一選（欝鱗）簸頁。

〔欝樗鱗啓一曝雛祭人権法における弁護人の位置づけ3樽酒八郎・蕃社芳胞纏

　　ゼ接見交通権の現代的課題肇（舞本評議桂、謄92藩7翼以下。

鵬霧　購？7－78頁。

（畿1替聾・前掲漉239、8－9頁参蕪。

騰｝勝丸充啓「特集・被疑者弁護の窺釈と課題／検察現場からのコメント3飛法・

　　雑誌3謹奏3号（ig95）達4磐一嘆5i頁。
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鞍ll古製結紐「捜糞と弁護一検察官の立場から一」麟法雑誌32巻i号（露髄〉25ぞ6

　頁、

雛1最近では、於ランダの会」の実践活動が捜査嬉害であるとされて、法務省か

　ら葬難された。この、薫について、ミランダの会織籍ミランダの会まと弁護活動

　一縷疑者の権利をどう守るのか？一選（現代人文数、簿97）参窯。

1懸柱舞・蔚握淫2i7、3書賈。

騰／藤本置樹幹捜変と弁護人の機羨一合衆霞最海裁趨弼におけるζ決定的な綾賠妻

　凝念の発展を幸心に一」蒙1穣大学法学譲叢墨艇巻4号（臆7警56－5§頁。ここでは、

　①黙穂権を幸心とする「人権保瞳機能」、⑨綾疑考に糞穫な謹麺駿集や公鵯での

　有無な反薄尋翼とこ編らを基礎とした無罪立謹のためのr公霧準備機蓮窪、③紅不

　趨誘獲得機能匪が捜1査垂こおける弁護人の基本的内容たる機能であるとされ、捜

　査講造1論における論争において弁護人の機籠を適燐に盤置づける罪業が行われ、

　ている。

1鰻｝護辺・前編淫225、3総遺臆頁。また、、と欝欝ほか『基礎演習・飛車訴訟法遜

　（有斐閣、婚認）i3－！頓醸辺修｝は、①綾疑者の主体姓の確保、②適菱捜糞の

　確保、③遷翌麺遇の確保と公訴権擁鱗、㊧積極的弁護活動と公判準備を掲げて

　いる．

鰯平籔龍一「被疑者の弁護人は構をするのか一縷疑者馨選弁護難度の早急な実

　褒のために一ま季霧飛事弁護1号（i鱒5〉2垂25頁。

臨）鞍露守一『講事誤訟法雲（弘文堂、i弱6〉欝7頁．

1籔1石勝・麟掲灌墨78は、弁護機能譲を軸に捜査手続を分観している。

1懸　曝β・前掲濠2総、憩4翼。

／童鯵被疑者弁護の充実の一つとして示談や越訴猶予を導く効累があるという指摘

　がある。出墾利夫「特集・被疑者弁護の環状と課題／裁醤実務からのコメン緯

　野彗法雑誌3尋巻3選｝（ig95〉蓬蓬6頁印

／欝1舞えば、三井誠ほか編『難事手続（上矩（築摩i書麗、欝8韓367頁〔湾上麺錐〕．

麟1福井箪r瑠事誤訟法講義邊（法律文化縫、簿毅擁5頁．石燐元甕「飛事事件に

　おける弁護士鍮遅f霞蜜と星義39巻7号（懲88雄3貰。また、熱穣権を保瞳する

　ための弁護活動も、被疑者・被管入の麟益という観点から、議論されるべきで

　あ鯵、そのような無益を考える余地のない捜甕手続の翼状こそが開題とされる
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　べきであろう。もっとも、ミランダ原則と弁護士総遷との幾孫については、力

　華フォルニア大学のフィー二一教授に尋ねたところ、講者を鷺連盤診て叢誌す

　ることは否定された．ミランダ原躍との縫係では．飛事弁護に最も期待されて

　いることは黙穆権の保瞳である、ということであると思われる。なお、弁護士

　鹸蓬9条は罫弁護士は、被疑者及び被告人の蕉当な趨益と権利を擁護するため、

　常に最譲の弁護活動に努める」とする。舞本弁護士連合会・弁護士倫礫に臠す

　る委員会纏『淫験弁護士倫運垂（奏斐鰻、補訂版、玉弱6）壌頁。

1勤精嚢敏縄糖法・現代のr麓罪と懸詞謡（岩波青嵐鯵鱒年）器4真

4　被疑者飛車弁護の充実化と飛車弁護斜度

　／麟　被疑者覆選弁護麟度に臠する憲法論

　飛車弁護の問題隷、常に講穫的鍾緩みの開題とも関連する。捜査の弾劾紀の

流れに締して、i螂鰍には、被疑調選弁護暖が・憲法解釈L要求さ

れるとの見解が登場したのも、瞬選弁護麟度の保瞳なくば、被疑者の弁護人敏

頼御婆質的に郷疑れ得ないとの識からである・搬ば・次の雄1こ藩

法誕条の弁護人依頼権は、被疑者にも蟹選を要求するものと解することができ

ると主張された。

　　「…憲法誕条の弁護権は蟹選を要求するものと解することができる。被疑者

　の大部分が貧露者である以上国選弁護権でなけれ，ば弁護権の意義の大半を喪

　失するばか滲か、欝条のぎ法の下の平等墨にも反することとなる。ただ、37

　条3項が緩選請求権であることを特に絹言することとの講銘が綺題となるが・

　購条項を通説のように繭段は私選選任権．後段は覆選請求権と解すべきでは

　なく，後駿の蓼国でこれを付する垂というのは蕪段の弁護人依頼権を確認し

　た文書と解すべきであって、この羨段・後段の全体が一体的に蓼弁護人依頼

灘を醂し、3繰もそ縫前提とするというべきであろう」｛　・

　この見解は、憲法37条の罫被告人≦と溺訴法の被疑者・被告人の匿溺との整

　　　　　　　　　　　　　　　　一8§…
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合性を保ち、憲法34条から新たに被疑者の権利として羅選弁護請求権を導きだ

そうという、積纒的な試みであった。縫方．鍵来の文書解毅に疑問を提起した

のぶ、憲法37条から被疑者にも蟹選弁護請求権があるとの見解であった。憲法

37条3項の罫被告人」の英文“t魏acc総eざンは被疑者を含む覆念であるから、

憲法37条3項後段は被疑者にも公的弁護を保瞳していると解験すべきであると

の、積極的な見解解主張され、た（解4｝。

　このように贋1に簿簿年代に、被疑者国選弁護麟度の遷譲的根鎚付けがなされ

ていた。わが畿では喫行飛訴法鱗定時以来、縫えず難度導入の主張がなされて

きたにもかかわらず〔2購、その後も運論が現実のものとして落場されることな

く、実務上の動きもないまま時が経過した。その最も大きな要霞は、弁護士の

供給可籠性が少ないとの考え方ぶ依然として存在したからであった〔2聯。

　近時、憲法の規定から、被疑春国選弁護羅綾が要請されるとの見解は、多

くの支持を得るに至った．特に、憲法誕条によって被疑者の国選弁護鰯度が

保瞳されるとの見解は多くの識者によって主張されている〔2購。憲法37条3

項のヂ被告人達は被疑者をも含むとする護も、その支祷を次第に獲得してい

る‘2隅。また、長逝では、こうした縫鶏の条文から単独に被疑者撰進弁護舗度

が憲法上要求されると考えるよ鯵も、34条および37条3項から導きだされると

する説2隅、鍵条、3i条、34条から総合的に導き鐵されるとする説｛2灘、など

も曝えられるに至った。さらには、飛事法律鉄騎麟度による公的資金の給付と

いう観点から32条によって被疑者弁護に薄して墨が資金を負摂する義務かある

とする説も有力であるぐ2鶴、確かに、憲法解萩上は認められないとの見解も穣

強く主張されているが（2泌、被疑者の当事者主体性を確保するために、憲法解

織上、被疑者にも麟選弁護請求権があるとの見解は、広く支持を集めている．

　これらの見解は、どの条文から導き鐵されるかによって違いはあるものの、

弁護人を雇えない被疑者に麗選弁護請求権かあること．あるいは、購に財政的

責任があることにおいて、黄通している。このような考え方はいずれにせよ妥

当である。なぜなら、金銭的な理密によって弁護人を付けられる者と付けられ
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ない者とが生じることは平等運念に反し、公歪な手続は確保されないからであ

る．勧のある者に弁護人を解ることが認妨蔽資力のな賭にこ編塑

否される理塗も運懸も存在しない。憲法錘条の軍等原則も、この蓮念をすでに

明零しているのである。また政癖は、講事訴訟舗痩に莫大な資金を投入してい

る。ここでは、捜査・訴追と隅じように弁護人は必要不可欠のものとさ蕊てい

るはずであり、だからこそ、憲法・法で弁護人の援勝を受ける権利が手摩く保

観れているのである、しかし、勧のないがゆえに該疑者に必要不敵な

弁護人が存在しないならば、権稗まほとんど意陳をなさない。弁護人の必要性

は資力のない者にも、資力のある者と瞬蟻に存在する・したがって政府は・被

疑者瀞弁護人を｛寸けることができるよう、捜査・訴追と疑じように飛車弁護に

膿金を提徴しなむ撫ぱ妨ないこと1こなる。そうでな糠ば溺事榊糊

度の正当盤が保たれないはずである（2繊。

　もっとも、どの条文から導きだされるかが開題となろう。この点で、少なくと

も弁護人依難の購が導きだ熱る二つの条文すなわぢ憲灘条3條

3項をここでは検認することとしたい。

　第一に・憲法34条の弁護人依頼権を考えてみよう・憲法騒条は・アメ多力合衆

瞭ランダ轍鋸義銑馳し磯定である構え昧る・すな携・躯拘
東時には強麟麺分による手続について弁護人の実質的な援助が不可欠であること、

したがって公的弁護が存在しないことは不合理であることを、憲法鍵条は宣書

していると考えられる12蹄。また、取調べの任意性を確保するためのほか

に｛2樹、強麟麺分の起点として、その纏の手続全体における権利保瞳の基盤と

して、講条文漢存在すると解することもできよう伽航以上のことは、憲法鍵

条の凝定遜程の分析から、その趣猛は不当な身構拘束からの救済を緩るもので

あ瞬、そのための法的援助着癖要請されていること解瞬らかにされているが、

このことからもうなずけよう偽驚。したがって憲法誕条は、少なくとも身嬉拘

束時につ㌢・て讐に、不当な身構拘束からの救済という飛事弁護の役割を憲法縫

条によって強談し、よ瞬飛事弁護の充実と公的弁護の保瞳か要請されていると
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考えられ、憲法34条を被疑者の公的弁護を像陣する根麺とすることが奪龍であ

ろう。とはいえ、憲法38条の黙穂権の存姦溺忘れられ’てはならない。ミランダ

原則の趣旨からすれば、憲法38条の黙秘権から被疑者の弁護人依頼権、公的弁

護請求権が濠生するという解毅も成り立ちうるが、だからこそ憲法談余の先駆

的意義とともに、黙秘権保瞳の要請とそのための公的弁護の保瞳が憲法誕条で

銀緯され・ることが、確認されるべきなのである。

　第こに、憲法37条3項の意義である。憲法37条3項はすでに検討したアメリ

カ合衆毯憲法修正6条の弁護人依頼権謀有効な弁護を受ける権霧を淵源とし

ている。そして、修正6条は公的弁護に臠する講述がないが、その発展によ

って公覇手続から公判羨手続に至るまで．周到な公的弁護の保瞳を確認して

きた。そして、ここで重要なことは、修亘6条の公判前の躰程は、わが馨に

おける捜査手続ともいえる部分にまで入っていることである。修正6条が聡

始される正式告発段鐵は、実質的にはわが蟹における勾留質問手続に穏当す

るとも考えられるが、この点は麟度が異なるゆえ、一概には決し得ない。諸

外国とわが羅の手続状濁を鏡較験試し、実質的に判饑しなければならないで

あろう、これは、有効な弁護を受ける権利が修董6条によって発展してきた

こと、それが公判麟手続にまで発展したこと、さらには、そのような理念は身

構拘束時においてはほとんど問題とならないほど、琵式告発麟の手続は、逮捕

後短時聡で裁料宮の面前に瞬致される手続であることと、わが露のおける問題

状溌の上に主張される被疑者弁護の充実化の要請を、合わせ考鐙しなけれ．ばな

らない総題である。そのように考えると、すでに述べたように、少なくとも逮

捕時まで憲法37条の襲程を広げるべきであると患われる。また、憲法37条の英

文r翫e　aC綴se毒は公輝段賠のr被告人蓬を意瞭するものではないし、この点

は憲法・飛訴法麟定過程における考え方も統一したものではなかったことから

も．瞬らかである。憲法37条は全体からすれば公覇について矯定されたものであ

るから、被疑者弁護については、憲法謎条においてのみその根擁を求める考え方

もあ瞬うるが、以上を鑑みれば、憲法37条3項は、理事弁護の充実化と公的弁
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護の保鐘を被疑者に及ぼす繊麗となりうるであろう。憲法37条の「被告人圭は

被疑者を含まないとする解験は、適窃とは奮えないであろう。

そ凝ともに憲灘条、3條顕を姻魂複舗繊討する寿が簸であろ

う、すなわち、憲法で予定されている被疑者弁護の役割は、様々な活動が予定

される蕎劾な弁護のほかに（憲法37条3項）、特に不当な身構拘束からの救済

と黙秘権の確保（憲法騒条）と、それに記する公的弁護の保瞳が要求される

ことになる｛2紬。もっとも、憲法3？条3項の躰程を実質的に覇擬した場合、具

体的な飛車弁護において講者における重複があることは否定できないが・その

意練で、憲法34条は、憲法3？条3項の意義を敷延し、身柄駿拘束者に薄する強

靱分に鮒た．購弁護の役割の重難を窮していると解論る・しかし・

だからといって憲法37条3項の意義が失われるわけではない。憲法縫条では蛸

豪者が身構被拘束者に畷られることになるので、憲法37条においては憲法謎条

の鋭程ではない身構拘束されていない者に薄し、なお公的弁護の保瞳という独

轟の意義解認められるであろうし（2働、不当な身構拘束からの救済、黙穣権の

保瞳という鷲事弁護の役割だけでなく、その飽、被疑者の無益を代弁・統御す

るための様々な被疑者弁護活動の根絶となるはずである。

　（齢　弁護人の援勘を受ける権穂と麟度的仕緩み

＿方で、被賭弁護磯麟題の議論には、繍玄駄おいては歌倣うな傾

麟あると思われる．①主に弁護士鰍の能力磯験して片づを防れている・

そして、その場合に特に弁護士の行動幾籔の必要性が強調されてきた感がある。

鰍疑調選弁護鞭の磁のために公的資金秘難醸論熱ることよ
りも弁護士会灘の体舗不備が強講されるとともに｛2働、被疑者の弁護活動のあ

り方ぶ捜査を不当に妨害している、と論ずる捜査嬉書論とでも称すべき議譲が

ある｛2鋤．さらに、③飛事弁護における公的資金の必要性が論じられる時には、

不十分な弁護のあ撃方が強調される擁籠性もある．携えぱ、被告人段賠の国選

弁護鰯痩において、弁護士会鰭が鞍醗の増撫を要請したことに嬉して、裁覇霧
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はその要請を検討する前に不十分な弁護のあ蓼方を問題にすべきであると議請

してきたことに、この傾晦は現れている（2働、

　鞍疑者弁護と捜査との縫係についてはすでに講じたが、なお弁護の質的開題

は、弁護士親人の問題として検討されなけれ・ばならないものなのであろうか。

そして行動規鐘のみが強調されるべきものなのであろうか．また、不十分な弁

護が是歪されではじめて、公的資金が理事弁護について導入されなければなら

ないのか・以下、①と③の点について、検討してみることとしよう．

　先述してきたように、アメ夢力合衆羅ではパウエル霧決から始ま瞬、ギデオ

ン判決、ミランダ趨決などの覇擁によって、弁護入を付する州の責任が拡大、

発展した。その後のアメ夢吻合衆露では、喬効な弁護を受ける権羅と飛車弁護

鱗度の灘連姓が認識されつつあった・そして、州は脊劾な弁護を受ける権麟を

簾瞳するための調度を確立する責種、すなわち有効な弁護を受ける権利を保瞳

する責任を有していることが窮確に認識されている。また、弁護士のプ賞・ボ

ノ義務は辮の責任と漉緯されてはならないことが譲われている。アメ弾力合衆

国の睾潮では、もっぱら十分な難敵的保緯と有効な弁護との麗孫が議論されてい

た。これは資金の不足が不十分な弁護となる最大の原霞だからであった。

　一方、直接的には、不十分な弁護の最大の原馨は、弁護人が被疑者・被告人

と十分に連絡をとり、準備をして、信頼聡孫を維持することができないことに

あることも瞬らかである。この点では、弁護人に対する被疑者・被告人の満足

度が重要となる。キャスパーは、緩疑者・被告人との信頼縫係を購棄するため

には、破疑者・被告人との時簡を十分にとり、そして直に被疑者・被告人と議

論することが必要であると主張している・そして、有効な弁護に麗する敏頼者

の満足度も、有効な弁護の讐籔のために考慮するとすれば、依頼者と費やした

暗闘の量は重要であると、キャスパーは捲摘する｛2紬．また・有効な弁護の実

現のために十分な準備・調査を弁護人が果たすことが重要である．そして、その

ためには弁護人が十分な瞬間を一事件のために有していることが鵡握となる。そ

のためには、法廷外活動が重要となるし、弁護人が被疑者・被告人畢こできる撮り
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接触する必要があることにもなる。

グッドバスターによれば、さらに総合鹸こ、飛事弁護の質的な鞍点の羅

を、①依頼者との儀頼縫｛系を発展させることができなかったこと｛2麗1、②十分

な公報前調査に欠けていたこと、⑧当事者的・縫争醜態痩に欠けていたこと、

④知識・技術の欠麺、と粥挙している（2働。①と⑨および③は飛事弁護麟度が

公的資金の提供によってしっか諺と確立されていることと深く纏わっている。こ

れは、スミス覇決、ピアート覇決、ワラス讐決の拳蟹および鞍醗に閥するアメ夢

給衆齢議論から蠣らかである．こ栃の判決では弁識漆粉な準繍

調査活動を行うことができなかったことや、十・分な接見ぶできなかったことか

ら鑑頼関係を築けなかったこと、さらに鞍醗を十分に弁護人に提供しないこと

が弁護人の態度に影響することが、問題とされてお甑その原獲を翻度的佳緩

みの不＋分断公的財源の不足にあると継したからである・さらに簿綾羅

縛みはできるだけ撃》、靉靆から必要でもあることは、すでに検討したところで

ある。特に敏頼者との懸頼縫孫の構築、手分な準備・調査のため垂こは、できる

銀移早い段躇から、弁護人が被疑者・被告人に付く必要がある。

　この勤なアメ頻合衆藩磯事弁護権論の分析か峨妨示唆される点数

盲動な弁護を受ける権利を保縛するには、難度的考察が必要であるという点

である薦巷｝。わが匿では、被疑者馨選弁護調度を要求する憲法解萩が憲法誕条、

37条を軸に主張されてきた。このような考え方は、弁護入の援勒を受ける権

利の展開過程から観察しても、妥当と考えられるが、それどころか、弁護の

質の開題には金棒的な凝度的種縛みの考察が必要であるということが、弁護

権の要請であると考えられる．そこで、簸這のアメ夢力合衆蟹の論稿でも、

纏えば、「鬱憂6条は、州に、有効な弁護を貧験者に提僕することを要求して

いる。貧遜者のための飛事弁護凝渡を工夫することは露出であるが、州は、

被疑者・被告人への州の義務を尽くさな継ればならない」｛2鰍あるいは罫弁護

人の援助を受ける権利を再定義する時期が到来している・その意味するところ

は、貧卿被疑者被告人が、有効な弁護を提供することを磯にさせる＋分な
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資金を有する糞詰な弁護人にアクセスする、ということを意秩する一働、と定

義されている．ピアート講決もr有効な弁護とは法律家が遷湧な披講と知識を

瞬有していることだけでなく、各依頼者を弁護するための技術および知識を活

矯するための十分な暗闘と資金を有していることを意験する達と定義した〔2紬．

このような近時の再定義の動鶴からも瞬らかなように、弁護人の援勤を受ける

権利をより実質的に縷試する場合には、弁護人の援助を受ける権利とは、縷々

の菅縫な弁護人の援勤を受ける権稀だけでなく、財政的に整備され翻度的に十

分整繍された下における有籠な弁護人の援豹を受ける権利である、と解職され

るべきなのである。

　この場合に、國の財政上の責任は重大である。というのも、国が財政的垂こ十

分な責任を果たさずに、有効な弁護がなされないとすれば、それはまさに、曝

の責任であるからである。したがって、弁護人依頼権は飛事手続の過程におい

て有効な弁護が不可欠の要素として内蓬的に要請され、この有劾な弁護が欠謬

れば、当事者主義を要請する溺事司法手続の至当性麟闘われることとなるが、

この局面で、（わが瞬では、被疑者弁護に綴ってはまったく馨ぶ責任を果たし

ていない状態であるが）、弁護人のみならず、国難にも有効な弁護を保瞳する

責続のあることが認識されるべきであろう。そして、わが瞬のように公的資金

の懇題が縫われるときに、逆に騒々の弁護活動の不十分性が強調され、それが

公的資金を鐵さないための主張となる状涜があるとすれば、以、飯のような認識

は、さらに要求されるべきである。つまり、被疑者・被告人の利益を代弁・防

御する意駿での有勤な弁護を保鐘する責任は、まさに国餓こもあ箏、弁護士懸

人の努力にのみその責猛が依存されてはならないのである｛3醐。

　そこで、先のように弁護人依頼権を定義した場合、睡綴のr責任」として

は、被疑者・被告人の権利を傑鐘する麟簑的仕縫みに薄する財政、1二の義務が

靉靆にあると考えられる鵬b。そもそも、弁護人の援助を受ける被疑者・被

告人の権稗こ嬉して、それを実覆すべく、弁護人は義務を負うことになるが、

先の意駿で、有幾な弁護を受ける権利を保瞳する義務は、醗灘にもあること
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になる。したがって，先遠したような被疑者弁護の諸機能・類型である、有

効な弁護のための様々な活動謝して、一義趨こ鼠公的な羅が＋分なも

のとされなければならないことになるであろうし、緩々の弁護活動に鰐して

馨綴の財致上の義務があるとすれば、被疑者弁護の機籠・類型論にもより重

要な意義が見い鐵される．また、欝簿年代のアメ華力合衆国の議論において、

有効な弁護を受ける権鷺を具体的に保縛するために、驚事弁護の硬修・教育

の充実化が唱えられたが、醗灘に難敵上の義務を認議させることも含めて、こ

のことを展望する必要があるだろう。もっとも、講度的仕縛みの幾題は、それ

だシナに尽きるわけではない。このことは、次章以降にて検討されなければなら

ない．次章では，すでに検討したように，有効な弁護のたぬ依頼者との儒頼

関係の構築、十分な準備・調査の重要磐iが考慮されるであろう。また、麟度的

佳総みは手続全体の問題ではあるが、特にわが屡の捜査手続は、謹訴前の身柄

拘束が逮捕・勾留を鱗せて23嚢間という長靉靆可能であるため、その闘の自白

偏重の取調べ溺その後の誤判の原霞ともなっている。被疑者弁護の充実こそ、

わが羅の無法プロセスにとって最も重要な要請であ賦被疑者靉靆においてこ

そ、被疑者弁護の充実化に画けた早霜弁護を実現する麟度的仕緩みが必要であ

るξ3絡。

　したがって．次のように考えられる。憲法誕条および37条で保瞳される被疑

者・被告人の弁護メ、の援助を受ける権黍窮ま有効な弁護を受ける権利であると

考えられる．憲法34条および37条によって保瞳される被疑者・被告人の有効な

弁護を受ける権利を保鐘する義務は露綴にも要請される。特に、有魏な弁護を

実現するためには早簸弁護が要請されるから、有効な弁護を保瞳しうる被疑者

撃1事弁護簿渡が確立されるべきである。

　〔3！弁護人の援勘を受ける権舞と欝事弁護の独立性

　なお、注意されなければならないのは、匡1の雛政上の義務を藷って、溺事弁

護の内容に匿が介入することは許されないことである騰3｝・弼えば・わが国で

　　　　　　　　　　　　　　　　97一
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は弁護のあ讐方を縷題にするときに、被疑者・被告人の無益を代弁・擁護する

機能と、同法にお謬る公的立場から苛法の運罵のために役毯を果たす機籠の二

つに分けることができる，と分析される（鯛。わが国においては．場合に応じ

て、後者が強調されがちである。しかし、そもそも、弁護人の援助を受ける権

霧は、本来、被疑者・被告人自らの権篇であ鯵、実醗上、被疑者・被告人震ら

が防鬱することは鐘難な状懇にあるから、この権利が保縫されていることが忘

れられてはならないであろう。したがって、r弁護人が弁護権を行1更する場合

でも、あくまでも、被疑者・被告人の稀益を擁護する形で行使しなければなら

ない」のである僻5｝。飛事弁護は、鞍疑考・被告人の利益を代弁・防御するも

のとして、追求されるべきであ穆｛3澱、F一つの濁法機翻であるとか、裁覇所

における協力義務があると強調することによって、不十分かつ不鱗鐘な内容の

飛事弁護における公的姓擦付けを行うことは、問題であろう〔3婚．弁護人は被

疑者・被告人のためのものであって、r裁縄漸のために弁護人があるわ酵では

ない声⑱のである。さらに、醗選弁護の場合には公共的立場から私選弁護と

は異なる義務を負うとする考え方もあるが、魑選弁護麟度の意鞍は、あくま

でも、資力のない被告人のために蟹が援豹をして弁護にかかる費罵を支払うと

いう難度であって、麗のために働く弁護人を選任する鰯度ではないf3獣ので

ある．このように、繕事弁護における公益姓とも害える考え方は、撲除されな

ければならない。

　また、往来から、裁判官・縷察富に被告人の藍当な利益を考慮する錘務があ

り、これを弁護人の弁護であるr形式的弁護≦と嬉箆させてr実質的弁護まと

呼ぶことがあっだ3灘．しかし、裁覇官や検察官の義務が強請されることによ

り、溺事弁護の中身があやふやにされてはならない．周題は、被疑者・被告人

の利益を代弁・騎御する意瞭での飛車弁護の実質化とその運念の整持にあると

思われるのである｛覇）。この意喋は、鰹痩的仕纏みの開題としては、いかに公

的な影響を受けることなく自由な弁護活動がなされるよう保瞳するかにかかっ

ており、したがって・f飛事弁護の独立轍が確保されなければならないこと

§8
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になるであろう。

　なお、この点と関連して、・有効な弁護を受ける権利を扱う場合には、弁護遍

誤について裁覇翫の救済を被疑者・被告人が権舞として求めることをどのよう

に考えるかという問題が残されている．

　英米では、裁警1辮が飛事弁護の充実化の握い手たる｛羅藤もあった。確かに、

弁護遜譲を頻繁に認めれば、飛事弁護は充実佐の方向に進むかもしれないし、

間接的に睡の責任を追及することが璽能となり、また直接的に匡llこ購政上の義

務を課すこともできるかもしれない。そして、それはわが国の上訴麟度におい

ても、遜譲的には可縫であろう．この点でかつて、控訴審の国選弁護人が、記

録を縫覚しただけでr戦榛をおぼえる行為で、控訴理由はない」という控i訴趣

意書を提鐵したことが問題とされだ3鋤。しかし、こ為は極蟻な場合であって、

わが馨における藩法の場では、弁護の質についてはあま鯵叢誌されてこなかっ

たとも言えよう。裁覇勝では、控訴の靉靆において、事実誤認や審運不尽で縫

霧具体的な問題の中に前審の弁護活動を諮正する趣旨麟主張されることは多い。

これも、アメジカ合衆国と艶較して、裁覇瓶において弁護の質が問われること

が少なかった一霞であるように思われる．もっとも、英米では、裁判辮は弁護

遜譲や飛車弁護凝度改革を認めない傾向にある．それには、弁護遜護の申立

ての濫発に韓する擁灘という薩があるかもしれない。しかし裁判辮では、鵯決

に直接影響する公覇の弁護戦略が開題とされがちであ甑公判前弁護が前嚢に

鐵てくることは多くはない、また、裁麟霧が鰻られた該当車群の資料を中心に

弁護活動を審査するとすれば、弁護に麗する真の鷲題点が十分には麺握されに

くい。英米の藏覇所には以上のような酸鼻もある。わが蟹においては、飛事弁

護の±壌が未だ発展段階にあるなかで、裁覇において懇々の弁護人の籠力が弁

護過誤で馨題とされるだけであるとすれば、被疑者弁護の充実化に帰して裁覇

霧は十分な貢献をしたことにはならない．また、わが羅においては、人権を保

臆するための機籠を裁覇藩が十分に果たしえないことが撹覇されている‘31靴

現行実務を前蓬とせず、講度や手続の改革を踏まえて、裁覇霧が効果的に被疑

一99一一



行政縫会譲葉第登巻第i号

者弁護の発案に貢献しうるかは、裁判蔑の人権擁護における積権的な姿勢が打

ち墨されるかどうか次第である。

　一方、狸罪を購われている者を弁護する弁護人は、…般に・冷ややかな縄線

を浴びてしまう。しかしその中で、地道な被疑者弁護の積み重ねによって、憲

法で保瞳された弁護人の援助を受ける権利の蓬念が実理さ蕊ていくはずであ静、

憲法の究極的な麺い手である市浸の遷解も深まっていくにちがいない。また、

現実に弁護士会の各方面の努力により遷念は現実のものとな琴つつあるのであ

る。そうであ蕊ぱ、被疑者弁護の売実紀のために、十分な公的資金の確保への

道も灘かれるであろう。憲法的講事構法の実現・被疑者弁護の充実化のために

は、わが國では、その擾い手は弁護人・霧民であることが、まずは確認されな

ければならないであろゲ3簿。

（注／

騰1購宮鯵「接見交還の指定をめぐって」醤甥タイムズ2爵号（欝綿｝5頁涯〔捜査

　の構造辮鞍、鱒7頁淫6　（前掲灌2総〉〕．また、属・麟掲潅鱒5、蔦2畷53頁参蕪。

難／懸宮纏・藩擾漣2捻、4器頁〔熊本黄道3、

幽現行鷺訴法鱗定遜蕪にて鍍疑者国選弁護麟度が議講された遍程については、

　大難良知r飛事訴訟法にお謬る被疑者弁護の位置」白露と董義翼巻7号（i鱒3〉

　難頁以下、三井・繭掲漣銘9、欝5頁．その後の議論としては、舞えば、譲密密

　ほか「逮掩・取調・勾留・弁護一立法譲としての異体的提案を中心に藩法律詩

　籔護7巻欝畢（婚7s〉72ぞ3頁。

（2簿　亀山継夫ほか「暴究会（その3〉逮捕・取調・勾留・弁護一ぎ弁護士提案垂

　に韓する検認を牢心にま法律時轍8巻6号（i留6〉暮§頁穐露・購宮発言！参窯。

／2推鱗えば、燐麟・麟掲濫226、28頁、大鐵・前掲建2総、鴛9畦鎗頁、蟹雛・麟鶏

　淫266、i総頁。

／2簿例えば、村聾敏i綿緩痔現代飛事懇談法至（三省堂、第2駿、ig98）53頁〔大鐵

　良知3。なお、この説は受け入れがたいとする見解も搬強い。椎矯・麟揚淫誓書、藷一

　49費、霞鑓・麟掲淫269、峨蕪嚢、愚舞・麟掲濫266、欝7頁．

｛鑓橿聾・前掲淺27隻、4§うむ頁、麓鐵英雄r当番弁護士籍度の環状と課題」驚法

　雑誌33巻工号（欝欝鷺2頁参照。

一欝舜一
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麟｝椎橋・前場溢鋸8、48縫§頁。

1麟材井敏都紅飛車法律鉄騎の現実と攣蓋翻季残鋼事弁護2号（懲95）22－23葺。

腰1三井・繭揚滋賀9、1艇蚕、毒繰・表掲潅269・443頁・

瞬磁幽翻，2蓼7弩．S．＆童68－6警；Gゴ麟，372駐・S・at3尋4；醸灘磁・384彫・S・

　at淫72一逢73．

綜鋤　大讃・薦揚涯2（｝3、王28畦2警頁・

騒／粒聾・前場澹盤9、銭§頁。

綴麟大鐵・蕩掲淫2§3、i2§頁。

脚憲法醗事手続機会確法螺事手纏（鉱評羅ig9鋤順瞬縫啓

　一一偉

／馨縫1　鰹3（17頁。

鵬騰英騨撫纒公選弁難度の磯曲齢穆雛鞍筏賀論文集
　　ζ新・盤きている飛事誘訟法垂（鮫文堂、鯵97〉73養参蕪。

（2鰹舞えば、晦鑓・繭掲淫269、曇§頁、勝丸・麟捲漉25鼠蕊2頁参蕪。

嬢1勝尭・前掲漉259、44§緑融資。その麹1添書襲・麟矯荘2醗・25頁以下参黙。

繊1薮下紀一「騒選弁護活動の改善に向けた取緩み」季奮飛事弁護6号（欝§6博7

　翼以下参懇。ここでは、麟選弁護鞍醗の低額が揚擁されている。また、屡達弁

　護難醗の増額を求めた霞弁連蟹選弁護に関する委員会1嵐最高裁から、千分な

　禽護活動ぶなされていない事例を捲摘され、その改善を東められたために、弁

　護活動の改善に敢吟縛まざるをえなかった、という。

　　なお、被告人国選弁護麟嚢の課題については今後とも検討されなければなら

　　ないが、少なくと轍疑者臨から弁護人難くことによって艦櫃選弁護

　斜度も充実していくはずであ惨、したがって、被告人醗選弁護鰯度の改善は、

　　まずは被疑者弁護の充実にあると思われる。

鰯鱗A機A縛．C厳鯉，C黙黙A互、C・灘s＝丁麗D蹴翻欝s蝕s残。欝欝

　　38（欝78）．

／旛／被疑者・被告人と弁護人との傷頼縫｛系が簡題とされ、弁護人の援助を受ける

　　権稗ま鳶意義な弁護人と骸頼者の薦孫を達成する権利を含まないのであれば、

　　実質を伴わないものとなるとされた事鋼として・S麗S玉a搾y　v・厳酷τ癒6魯F’

　　2δ7雄（婚綬）．これに反講ずる遠類最高裁舞飼として、S寵璽艇rls箪S惣魏銘

　　唾§董奪、S．i級983》．

　　　　　　　　　　　　　　　　一i艇一



行政歓会譲集　第蕪巻　第i号

騰G（）磁翼ster，灘飾縫窃te重継，at，9i．

蟹／このような考え方を搬嫡する最近の論稿として、融井・賄掲注239・難頁参蕪。

艦／｝面t登s，8吻耀簸otε1縫，at酪6．

欝Cぬrlεs三〇墓rεtreε．Jr、，趣ε灘”瞬勉漉鐙P露鳶β醜編εr御伽2㍑

　Cε控魏雛58L汽w＆Co醤丁狂擁蚕）、P装。駐s．8里，き91欝警§）、

膳1君醒擁，§2董So．2透厳789．

！畿1現行の醗選弁護鰹度については・この点が擦篇され続けている。内譲絞樹

　　rせめてマクドナルドの時給を・一と告審の国選弁護」季鷺選事弁護6号（ig§繕

　灘頁以下、藤澤稀薄睡当事件が多いゆえの苦労・弁護士遍辣地域での馨選弁

　護」季鷺驚事弁護6帯（雄鮪矯2頁以下、姦原將光「尭検察官からみた麟選弁護

　の問題点」季鷺璃事弁護6号（辮§6博2頁以下。この点を捲駕する簸逝の醗究と

　して，耕晦糞維罫霞選弁護活動の現献と課題達季鷺飛車弁護6号（欝96〉22頁以

　下参蕪。また、国選弁護が越訴麟まで拡張されるとしても、弁護活動にとって

　簸額な羅選弁護毅醗は、わが国においては将来的によ鯵一屡深灘乾する勉験姓

　がある、と懸嫡されている．樗出、26頁参窯、

舗1なお、瞬の購政上の義務が麗麗となる場合に、蟹の穀象はどこになるのかが、

　震われることになるかもしれない．実蝶に、法律扶助ということになれば，法

　務省、肇選ということになれば、裁判溺、という醤式ぶわが馨には存窪する．

　飛車弁護の費絹をどの公的機縫が掻うかの麗題では、イギワスの分鋳から、法

　律鼓動を法務省が援っていることに請しては疑闘も鍵趨されている。群発敏邦

　　「被疑者弁護と法難扶助ま吉鐸経夫先生古義複賀譲文集『璃事法学の歴史と諜

　題薯（一種桂、讐94〉5溢頁参鰹．わが羅においても、今後、以上の点が議隷され

　なければならないであろう。この閣題については、問題が大きすぎるので、ひ

　とまず今後の動爽を箆守っていきたいが、いずれにせよ公的資金が燐事弁護の

　ための要請されることにはかわ静なく、その意味で、立法機縫や毒艮への廼解

　醗．露こ癖けた饑きかけが重要となるであろう．

／罐／以一との認識は、多くの文献によって主張されているところである。舞えば、

　大野童男ζ裁判における霧簸と懇懇一越決分鞍点の追求一道壌本葬論難、鰺§9〉

　2ig－222嚢．

蹴／小罎中聡樹「現代弁護士論の臨鋼自由と墨義47巻嚢号（欝§6羅3頁は、権力

　に人権牲を難待できるのは、権力に鰐する厳しい撹判・擁罐がある罎瞬こおい
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　てであるとするが、まさにこのことが忘れられてはならな》㌔

膿）瞬富裕r弁護の機菱」石原一彦ほか編ぎ現代飛罰法体系5一飛事手続至『諜

　嬢本評議縫、欝83海9頁、驚ぞ2頁〔聡事手続とその運欝森駿（蕎斐麟、欝§購

　3騒頁、366－3ε7頁3、

騒1柱井纏・麟掲漣278、簿頁！材弁縁部あなお、鈴木茂嗣「実質的弁護の保緯ゴ

　法学セミナー2？巻難号（雄83簿§頁〔飛車訴訟法の基本開題醗叡（域文堂、懲88）

　33頁｝参、照．

脚なお、被疑者被制、磯益に資するか否かについては齢によってば「被

　疑考・被告人の意思とは移銭こ、弁護人が独脅に｝縄織する必要がある∫ことも否

　定できないであろう　（飛誘減磁条参窯）。醤井綾・麟掲淫278、ig頁。

醐／霧讐・光藤景鮫新捜査と弁護権達佐穣千雛博士還磨祝賀蓼狸罪と溺罰（下薙

　2羅詑旙頁注8／飛車訴訟行為譲一公判蘇手続を中心として一藤叡（有斐溝、

　玉9観5頒淫83、笠搬rプ・フェッシ3ンとして磯事弁護一2雌紐）弁護

　±にとっての難事弁護一」営繕光治ほか編『変革の串の弁護士（下〉一その遜

　念と実践一盞（有斐鰯、懲93蘇7§頁。

舗1搬出晃一蕗「国選弁護入選憂請求権と斉難渋定三法律時鞍騒巻i号（薄72年／

　溌嚢〔憲法と飛事誘訟法の交錯辮叡（絞文堂．！蟹7擁雛頁≧。

欝雛鴨雛灘、i5鰯領．かつて喀齢弁護論が強謎減・これ
　は、懸蜘戦に続戯た学生公安事件等焦弁護人と被瓢と嘘襯係喪

　失を運麺に弁護ノ、が辞憂を申し鑽る事鰻を基礎に裁覇勝から強請された。ここ

　では、馨選弁護は、その本質上、必ずしも主観的馨靉靆孫は必要なく、犠応の

　能力を有する資格ある脅護士の弁護を受けるならば、それで十分であるとする

　　ものであった，しかしながら，被疑者・被告人の無益を擁護する弁護活嚢が墓

　本であるとすれば、鱈顛幾孫こそ、弁護人の援跡を受ける権舞を保障するため

　　には重要であると思われる。鈴木・前掲濫3総、95一鵯頁参窯。

！薯轡舞えば、宮麟澄夫『飛事訴訟法叢（評講縫、懲鱒薩鰭嚢・醗藤重光ゼ新飛事訳

　　訟法綱要オ（斜文縫、7毒叛、欝§7）猛s葵、鴨良弼新講訟管遷権達灘法雑誌欝巻

　　2号（欝67羅器頁〔灘事訴訟法の無届溺辮取繕本評論社1、欝73舞2§責潔光藤

　　景絞『舞達・鷺事訴訟法・上書（絞文堂、欝87〉2綴葺など参賑。

麟最近の学識は、弁識、が漫鰻弁識縛している齢に裁宰相が積極的雪

　　に誘訟姦揮を行うべきであるとする見解が有力である。渥美・鹸傷注222」綴
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行政祇会譲葉　第聲巻　第ま号

　頁、野闘霧二「鷲誘法4難条3号による控訴審鞠決の破棄ゴ鵯擁タイムズ72§号

　蕪g鱒〉2§頁〔飛事誤訟における現代的i課題鷲叡（舞舞タイムズ縫、簿9虜2｛逡頁1、

　瞬「飛車訴訟における盛事者主義と審遷不尽」法曹時鞍襲巻9号（玉鱒2〉36－37頁

　参熱1溺事訴訟における現代的課題瓶駿（醤調タイムズ桂、鴛§4／騰4ぞ繕頁！。

　もっとも、窪熱な弁護懸嚢が隆害されてはならない。少なくとも、被疑者・綾

　告人の観点に立って、いかに弁護人が有勤な弁護を鍵盤できるかを積極的に検

　討する必要があるだろう，

斑1東墓地判鋸灘38・駿・28下戻錘・葺・2336．なお、飛事事件では、憲法違反

　ではなく　（溺訴鎗5条／、法令手続の違法も認められない（羅懇4簸条里項〉とし

　て、上告は棄爺された〔最舞聡鞍総・3・3§鶏集欝・3・66繕．弁護義蕩違漢

　の誘えに対して、弁護人は撰害賠震の責めを負うと鵯決された。なお、鞍漿者

　弁護のあり方を撹評する最近の凝鮒がある。東烹地霧平成6・6・捻覇時蔦62

　号慧i頁、濤撫地裁越谷支覇平成9・i・雛覇時欝欝号i蕊蚕、東京蕩鞍率成9・

　9・17霧時蔦23警鴛δ頁、浦融縫舞平成9・8・馨肇舞雛62遵畢蔦2頁参蕪。これ

　らの分衝は飽嚢に期したい。

（欝1樗井敏鄭「最高裁霧所発足灘年と選挙手続」法律鋳鞍7蜷i号（懲§8珍2頁参蕪。

韓藝／　季重井　・群舞揚漉2i7、　38頁、　鷲1麟英絹　　「鐸彗事手続法軍塗餐禽史講究の発展」　法律時事蓑

　67巻董号（欝95珍7頁以下参蕪。

〈盤記〉　本稿饒稿後、竹澤哲夫先生古轟祝賀記念譲文集ぎ誤覇の紡鑑と救済雲（理代

人交歓、墨鯵8〉の璃事弁護に絶する各論文、季韓繕事弁護蔦号（欝盤〉の捜査弁護に

撰iする各論文、後藤霧「理事弁護における依頼者と弁護士ま大塚喜一弁護士在翻舞

年税賀記念講文集鞍本の理事裁覇一器量紀への展望一叢（現代入文社、王鱒8！に接し

た。本鶴では、これらを参照することができなかった・各論文は、いずれも本穣第玉

章の海容に麗標するものである。機会を改めて、各論文を検討・参照することとした

い自
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