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第2章　イギリスにお謬る溺事法律扶助劉痩・2鑛寺閤当番弁護士

　　　講度の考察

箋下節　イギ琴スにおける璃事法律扶助譏種の考察

i　イギリスにお謬るテ簿事法律扶覇舗痩の沿華一その歴史的綴観一

　患　懸事法律鉄蹄譲嚢の形成

　イギリスでは齢後記に入り、董3鯵隼鷺舞圭ll鍵法麟｝eCrl賊麟£vl漉職ceAα

｝紛織の麟定に影響さ質て、弁護ノ、に代遅されていない譲疑考・複鋸ノ、に隣す

る関心が強くなった。そして．それまで重大な事件に裁霧富が弁護入を無爵で

選任することはあった。しかし、20護紀に7、i｝、祷めて貧霧蕎のための飛事弁

護糖度を確立する動きが生じた，すなわち、欝欝年貧露被疑餐・被告人弁護法

lT｝紀慶蟹聾許r熱（瀧eゼsOe嚢驚。£A瑛玉帳｝3、カ｛成立した垂一。この盲去律によ1タ、才芸

　　　　　　　　　　　　　　　　2一



被疑者欝事弁護に麗する…試論（2｝（岡麓悦嚢〉

律扶勤によって限定された条件のもと貧懸者の弁護人に露の資金が支払われる

ことと、治安判事（M＆癖s翻撮e）が才芸律扶勘を認めるかな善）籟広い裁量を手寺つこ

とが確立されたのである⑦。具体的には資力要件のほかに、㊦正式起訴事件の

裁讐（Tr睡s醗1麟。織e欝t｝について、②予講審問裁鵯官（c鱗嬢藪聴郵虚esl

の前で、③叢疑者・被告人によって主張された弁護の方針を裁判官が考慮して

司法の穆益（擁ere灘醒」膿lce）から望ましい場合に、法律扶跡が認められる

こととなつだ31，この法律の欠点は、次の2点であった。㊦弁護方鋒を明らか

にしなければ扶勤が認められなかった。②裁覇官は、経験のある弁護士によっ

て提鐵される事実よ鯵、説得力のない被疑者・被告人による説明を聡いて法律

扶動が与えられるべきかを判癒し、事件をまえもって覇藪できだ㌔そこで

1鱒3年法は、富裕者には黙秘権が保鋒され、貧露者には黙穂権が保葎されない

と掻1嚢されたようである窮。したがって、欝総年法は懸鑓が低くな1気殺人な

どの重大麓罪を除いては法律扶跡はあまり科縁されなかったE蓑。また、法律扶

跡が認、められる率も低かった7一、，

　欝2G年代には、法律扶麟を改革する動きが起こった。そして、大法嘗翻（L醗6

C甑駕巌GジsD曙麟溢ε纏）は貧瞬者法律扶勘委員会（C膿灘雛ee織し馨＆IA雄

ヂ磁出e登ooめを設置した．この委員会は簿欝年に報吉書を発表しだ極この撮

告書で、董鱒3隼法の不十分性が弱らかにされた。すなわち・法律扶覇がなかな

か認められないこと等が鷺題とされた。しかし、銀簪書は、牌！事事件において

は、現行の麺度は十分に機能している」と結論しだ膨．もっとも、このような

報告書の結灘にもかかわらず、欝総年法に対する撹判が考憲され、次のように

勧告された、，すなわち、⑦被饗者・被吉人が弁護方針を購示することを廃生す

べきであること、②その代わ鱗こ司法の絹益から正式起訴事件について法律扶

助を許可する裁鷺が治安韓事にあること、③略式事件ではその事件の携鉾的事

鷺のために司法の利益から必要である場合には、治安甥事が法律扶助を許可す

ることがで’きること、などであった聾。

　欝30隼貧露被疑者・被告人弁護法〔IT魏％礎倉rlso糞eゼs　〉e蛋磯ce　Aα欝3斜
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は、以上のような動きを経て成立された法律であった設。この法律は、重式起

訴事件による裁判の鞍疑者・被告人に弁護証明書継e漉ce　c餓1凱a細を与える

ことを条件として鉱、被疑者・鍍銀人が弁護方針を瞬らかにする義務を廃まし

た。そして、重式起誘事件の鼓舞の地に、略式裁舞と予備春闘の場合にも法律

挟勤が認められ、包抵的な繕事法律扶勧請痩が誕生した欝．この法の「最大の

改革」・繰と称されることは、以下のことである。すなわち、弁護証明書によっ

て、殺人の罪で訴追されている被疑者・被告人の場合には法律扶財が認められ

なければならないこと藻、その飽の乾式起訴事件による裁判の場合には、資力

要件の飽に、すべての事情を考鑑して「司法の稀益」から望ましいと裁判官が

覇藪した場合に飛車法律扶勤が認められることである騨・…方、略式裁覇の場

合と、正式起誘事件による裁甥の予備審鰐段階の場合には、資力要鶴の鰭に、

法律挟勘証明書（1響al滋縫ce癩翫壌e！によって「密発の重大性憾e　g穣嘘y酵

由e　c擁r鍵層と「携外的状溌（exce癖。轟雄。重rc騒然s重蹴鑓s肩の条件のもと、司法

の穂益から望ましい場合に瀦事法律扶勧が認められることとなった若。

　以上のig鎗年法によって、イギリス穰事法律扶助覇度の基本的な原型が影戯

された，第一に、裁覇嘗（あるいは治安覇事補佐官〔睡艦。ゼs　cler幻）が「講

法の稀益」から麟事法律扶跡を認めるかどうか響薮する裁量を獲得し、重要な

役麟を攫うこととなったこと、第二1こ、内務省（癒鶴ε0ギ翫e〉が飛事法律扶

麟について監督し、大法嘗部が見事法律扶助について蓋督するようになったこ

とである｛溶。

　欝30奪法は第二次選琴大戦前まで十分に機能しなかった。なぜなら、ほとん

どの被疑者・被告人（欝露盤erlが飛車法律扶動についての権覇を短らなかった

からである！9一。予備審問では畢！事法律扶動を活凝する被疑者・被告人はたいへ

ん少なく・鮮、裁響官は証明書：を与えることに溝極的であった。ある裁甥瞬では、

弁護方舞を公表しなければならないという要件が廃止されていることすら裁判

官が短らない状溌であったというし、さらに、かな陰の数の麟事法律扶助の申

請が蜂下されたi器，
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鞍疑青鷺事弁護に翳する一試論12｝綱綴撹典〉

　齢45年に、議会のなかで民事、瀦事両方の貧露者の地位を敗善しようという

動きが起こった鴬。そして、法律扶助・法律勤需委員会（Co醗禰魏。α費し馨註l

A羅＆総Le鉾l　A幽lcel（議長の名前から、ラッシュタリフ委員会という）が、

欝3経年法の改重を目的として設立された蕊。委員会は嬉薦年に報告書を発表し

た麗。しかし、報告書では、特に飛事法律扶覇については革新的な勧告は崖さ

れなかった。具体的には、｝9鐙年法がさらに奉麗さ才tるべきことが報吉書で強

調されただけであった。そして、ソリシタ鴇会が証購書を許清し、繕事法律扶

鯖を運営するという考え方は否定された露．しかしながら次のことが改革のた

めに勧告された。すなわち、⑦重大な告発、擁界的状溌の叢ll縷が廃重されるべ

きこと、②司法の科益から望ましい場合には穰事裁判所で聴鷺されている全事

件で法律扶動が認、められること、である『騰。

　ラッシュタリフ委員会による報告書の勧告は、19齢隼法律扶跡・援動注（翫e

L馨農1薫羅農総A幽lce　Aα至鱗9）において実覆した雛、欝4§年法は、法律挟励

言醐書の告発の重大姓と／贈糊癒髄要件麟ll除し、一轍こ職去嚇懸」を

飛事法律扶動の許可基準とした蕊。さらに、司法の覇益から法律扶跡を与える

ことが望ましいか疑わしいとき、または法律扶跡を得ることを可能なほど被疑

誉結入の資力が不＋分か疑わい・とき1コま、法襯繍を認める魑に瞬疑

されることが規定された『撚。

　（2｝驚事法律鉄蹄舗度の展麗

　欝49年法1灘g30年法があまを｝改蕊されたものではなく、民事の法律扶跡を中

心とした法律であった．しかも、第二次量弊大戦後の経済的混載のため欝論隼

法がそのまま施行された。溺事法律扶勤に関連する藩分はi鶴3年になって、よ

うやく、全癒的に実施された繊。しかし、それまでに繕事法律扶勧麟変の再検

討の必要樵が、一般に認識されるようになっていた1二葦㌧欝磐4隼にウィジェリー

繕事の議長のもとで、飛車手続における法律技動1二関する藻霧委員会（　〉叩3鷺

醗e欝藏Co鵬魏魏e　o葺Leg＆1汽1掛舞Cダ1翻離1倉rocee41費蓼s、議長の名蔚からウィ

　　　　　　　　　　　　　　　一　5　一
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ジェリー委舞会と呼ばれる）が設立さ蕊、麟事法律扶勤麟度が再穣討されるこ

ととなった。

　ウィジェリー委員会は、！9薦年に難事法律扶麟確度に関する鞭密書を発表し

た瓢。ここでの勧魯は欝67隼璃事費1法法（ぞ掩Cr睡童謡擁s配e　Aα欝671の

申に導入され轄、現行法律扶納麟度の漂型が確立された灘．次に、その主な枠

緩みを見てみよう。

　第一に、ウィジェリー報告書は、法律扶助の申請を鵯藪する鼓舞所の権獲を

維持することとした．法律扶跡の許可権獲が裁判駈以外の主体、すなわち民事

法律扶跡を運営している法律扶跡委員会襲轡誕。幡灘量蹴el　lこ委譲されるべ

きであるという提案は否定された。ソリシタ鶉会は、法律缺勤委員会が法律扶

跡を許擁する権鰻主体として有効であるという見解をとっていた．これは、弁

護人灘が講事法律扶助を許可していこうとする提案であった・しかし次のよう

な遷由から、この提案が否定された。②公的資金を弁護士鑓が管理すべきでは

なく、民事と麟事とでは、半彗翫する事嚢がたいへん異なる、②実諜の運営に様

々な支障がある、③飛車事件の場合にはま塾速な対応が必要であ章）、法律扶跡委

員会に権譲が委譲されたとすれば、許薄が滞るように思われる、＠運営のため

にさらに費矯がかかることとなる、⑤裁霧所が許可を与える現行鱗度は不十分

とは言えない瓢。

　第二に、ウィジェ縫一報岱書は、裁判官が麟事法律扶跡の許可を与える実務

について勧蓋している。すなわち、正式起訴事件については資力要件以外によ

って法律扶勤を運否することはできるだけ差し控えるべきであを｝、司法の利益

から望ましくないと考えた場合であって、鰹外的な遅毯がある場合にのみ、法

律扶助が擾否されるべきであると勧告された漁．また鞍告書では、予備春闘段

階では早めに法律扶跡が許可されるべきであるから、乏式起訴事件については

資力要件だけで法律扶助の採否が判藪されるべきであると勧告された蓄，ただ

し、「司法の鵜益」の要件が裁覇所によって舞懸：されることは、ウィジェリー報

告書でも維持された，
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被疑者難事弁霧に駕する一・試織⑦（鰻講授典）

　墨、一群　　韓㌻匿『ゴ脾
　丸　　）　　『、　、　　罫」　　日毎）、

であるため、麺1ノて頚紙欝紛ために、r喫ジコジト一基亀と呼ば矛L騨懸

基巌糎ジ爵一結離籍重縫」た眠隷が、騨難律扶豊翻誕懸靴

1ノて、1論擁ていく託となる，，論纂愁諾鴇改圭董三を経て離さ鍬

　　　　　　　　ぼ魏豊、鍍滋A羅《c茎冷8＄｝に矯定さ質た・

　その後辮鴛隼法的勤叢・援鋤法において民事・繕事のためのグリーン・フォ

ーム．スキームが麟設された、、さらに、欝74年法律扶助法ぼ轟eLe鍵IA継Aα

欝74）が1養1．法麟助言・援勤および鶏事法律扶助に関する統一的な基本法とな

／）た。、懲簿年法律扶勤法では、A｛うW（）驚鶴s鑛鐙oo暴y　w鱈雛騨欝磯繊重○癖

が劃設され、従来の繕事法律挨跡の短象外である審覇瓶（t麟雛麟等に法律扶

動の縫臨が舷張さ鷲た締，，その後、若干の設蓋がなされた欝82隼法律鉄蹄法

轟eL麟擁蕪玉織を経て・鰍イ剃ス法難購慰まi螂隼法律扶
助法へと変遷した12．こび）ようにイギ1声スでは、簗二三次擬界大裁後、麟事事件

の法律機織御澄艶、顧紛理念1蝦難し講とんどすべての薄摩麟・

治安無事隷半睡などの飛車手続で弁護人の代理・援助を受けることが、越度的

に整備されてきたのである縛二㌧

　雄藩年に設立された、り一ガル・サービスに関する王立委費会（衰鐸縫l　C倉驚

臨～1。卿魏Le螂Se液e謙鱒舗離職e“ま灘瞬ぞスについて麗
広い縫題を検討し、膨大な難告書を欝7§隼に発表した，この報告書では、潮事

法律扶嚇緩について繕鰹矛旋．ここで題すべきは・次傭である話鬱

すべての法律扶麟の責錘が、大法密に集中されるべきである麟〕②治安鵯車裁

糊量でのみ鯉磯媛罪を餐豪いて、すべて藤｛牝おいて結入1ま麟なく

法律扶助を受けることができる（必要的法律扶勤』これらから除かれる事件に

おいても、拘禁灘等が科せられる可籠性のない等の一定の要件が充足されない

眼l／、膝雛として法律扶助が認められなければならない廊。

　こび）ように、従来の司法の穂懸基準にそった法簿鉄蹄の実務に短して、り一

ガル．号一ビスに関する王立委員会は大酷な勧告を行った，しかし、②の勧告
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は実現されなかった，、一方、⑦の勧告は、19紛年に大法富が麟事法律扶勤の責

任官庁となったことによ鯵、賓現した，この結果、大法窟部法律垂．蔓覇委員会

包○雄C嶽駕綴蟹！s　A幽量s籔y　Co醗鍛搬ee　oηL鎗註墨Al番が、舗事法律鉄蹄に関

する講査を行うことができることとなった識㌧

　（鱗　被疑者弁護における講事法律鉄鏃譲痩の沿革

　イギリス当番弁護士麟度は、麟事法律扶勘、グリーン・フォーム・スキーム、

A至3W（）盆と欝殺して饒設されたことから、その運繕も法律扶助の…環として

行われていることが注意されなければならない，。

A　ウィジーり一報告書　当番弁護士繕度および警察段隊の法律挟勤鞍覆の導

入に関する検討は、i§§6隼ウィジェリー報告書でも穣講されている。ウィジェ

リー報告書の検討に影響を与えたのは、スコットランドの展開であったと患わ

れる。欝6食年にスコットランドでは、グースリー郷を議長とする委員会によっ

て、驚事法律扶覇に羅する重要な艱苦書が発表された．難告書では、狂罪が重

大でかつ法的代蓬を望む者がいれば、法曹の一員が接見することは義務とされ

るべきであるとされた離，，具体的には、次のように勧告された。⑦警察やシェ

リフ職員との協議によって、各シェリフ・コート譲（鎌er澄Co瞭Dls麟。｛）に

侮らかの措置が講じられるべきである、②揚名された考が警察と連絡をとるこ

と、かき｝に接見できない場合にはその考は抱の者が接見するように調整する義

務がある｛⑱．

　玉966隼ウィジェリー鞍告書では、「法的勘合の必要性は…警察に拘禁されてい

る被疑者の場合に窮追していることが我々に鞍告された。そして、被逮捕者が

当番のソリシタによって躍痙に警察署で勤言を受けることができるように、都

市藻ではソリシタの緊急号一ビスが確立されるべきであると提案された」と、

述べられている薫。そして、ウィジェリー報告書は次のように勧告した。⑦警

察における被拘禁者には、法的勧言に隣する麟度を説明する弓一フレットが迅

速に手渡されること、②各地方における法的勧言パネルのソリシ夕日ナストが

　　　　　　　　　　　　　　　一一8一一



被疑者網事弁護に麗する一試譲｛2／（麟羅税典／

全警察署に置かれること、③被拘禁者を接見するためにソリシタが交通に費や

した蒔疑に対し十分な馨麟が鐵され、面会費羅のほかに交通費が受けられるよ

う、法律が改正されるべきであること餓。

　このように見ると、既に、当番弁護士麟度とまではいかなくとも、名簿麟に

よる法律扶鱗麟度を基調とした鞍疑者国選弁護毒艦の導入が示唆されていたと

害えよう．一方で、ウィジェリー報告書では、名簿のソリシタには勤務時間舛

に警察署へ接発に行く義務はないと考えられ、24蒔闘ソリシタが待機している

麟度が望ましいとも考えられなかった。その理趣は次の通季｝であった。㊦その

ような措置は被疑者に濫絹される、②重罪の場合は騨としても、十分な資力の

ある者のために警察署へ接見に行くようにソリシタに説得することは難しい、

③麟度がないからといって不正義に繋がるとも患われない騒。

　また、ささいな事件であっても無麟縷にソリシタを被疑者が呼び墨すことは

望ましくないとされ、警察署にソリシタが訪題する麟度は、法廷に鐵鎖する前

に麟言を受けるべきことが司法の科益から望ましい重罪事件に限定されるべき

であると、ウィジェリー報告書は主張した。そして銀告書は、重罪か否かの判

齪はソリシタの裁量によると勧告した「秘。

　このように、ウィジェリー報告書の申に、すでに警察署の法的勧善に関する

具体的な議論を飼うことができる。そして、2顔寺闘当番弁護i士麟痩の原型とで

もいうべき舗痩の爺設も検討された。しかし、警察署1こおける法律扶勤と繕事

弁護凝度の導入は否定された。そこには、ウィジェリー報告書の現実的な姿勢

があると懇1われる。すなわち欝6巷車代の段隆で、警察段糟の法的動言について

検討されていることは注§に値するが、それはいまだ現実麟な緊急の問題とし

ては認識されず、若干の麟度的揖保で十分であるという認識があったのであろ

う。したがって、被疑者も重罪事件の被疑者に限られるべきであると主張され

た＝，

　ウィジェサー報告書では法廷当番弁護士麟度についても言及された，スコッ

トランドでは、その当時すでに、鍍疑者・被告人が無料による予簿的勤言を稀

9
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購できる麟漫が確立していた，そして、貸方テストに入る前に、シェリフの驚

易裁判所ならびに治安執事裁朝所で略式灘罪で告発された綾拘禁者が、その勘

言を覇矯できた．この麟度は、ソリシタが毎欝法廷に墨頸し、纂一議春闘の答

弁に入る前に被疑者・被告人に購書を与えるというものであった，これが、嘉

番弁護士（○濃ySollcl欝r）と藝手ばれるものであった1総⊃しかし、ウィジェリー

報告書では、次のような護憲で、この議媛を否定した。⑦玉（購もの酪式数判藪

で当番弁護士麟度を確立することは不酵能である、②ソリシタのサービスが必

ずしも必要とされないので、麟痩は不必要な浪費を招く、③資力の十分な者に

も、舞霧雪費絹を分挺しなくてよいとする遅蜜を見い鬱すことができない秘。こ

のようにして、ウィジゴナ一鞭告書では、結局、当番弁護士騨渡の導入は見送

られた。

8　ジャスティスの提案　法改革懇体として矯られるジャスティスは、ウイジ

ェリー報告書が当番弁護士麟度を否定した理由を説得酌ではないとして、スコ

ットランドおよびオンターリオで実践されている当番弁護士凝度が採灘される

べき講度の一つであると欝7董年の報告書で結論づけた欝。

　ジャスティス艱苦書は、スコットランドの当番弁護士越度の状混を詳纏に伝

え、その長所を次のように講挙した。㊦当番弁護士麟度は舞ら法的勘書を受1ナ

ることのない多くの者に援覇を提僕できる。当番弁護圭繕度は答弁爺に劾言を

可縫とする薩一の実行可能盤のある方法である。②法律扶麟の申請に有益な勘

書をできる霞継早い段褻嶺こ実現できる。法律扶勤の申請に縁しても実鰹に援助

することができる。③重大な告発に対して、綾羅の答弁を無的とした代遅を実

現させる・㊦当番弁護士は公判前線毅についても重要な役翻を果たす・⑤裁覇

所に審理延期を求1めるうえで当番弁護士は重要な役割を果たす。⑤裁舞訴の要

請に対して、より実現可能な方法で被疑者・被告人の援劾を葺矯髭にさせ、裁甥

所を無難ナることができる。したがって、当番弁護士翻度は伝統的なドッグ・ブ

リーフ分一形態とな辱うる，こうして、ジャスティス報告書は無番弁護士爵嬢

の麟点をかかげ、早覇弁護を実理させる有効な麟度であることと、早期弁護に

欝一



被疑者僻事弁護に臠する一試論②（購羅優典／

おける具体的な効果を主張したのである添。

　次に、ジャスティスは人的資源の問題（マン・パワー）についても次のよう

に述べた。すなわち、十分な名簿を作成することができない地域においても、

原雛として当番弁護士毒暖が否定されるべきではないことが主張された。そし

て、矯事法律扶跡製度のもとで癩事弁護を行うソリシタには、当番弁護士麟痩

に参撫する義務が考露されるべきであること、さらにはバリスタの参簾可能性

なども考憲されるべきであることが主張されだ5駕

　コストについての最重要課題はどのようなケースが当番弁護士麟護：の財稚内

とされるべきであるかであるとして、その選択肢を報告書は模索した。まず、

「重大な唐桑聾に聡達する事件を当番弁護士麟度の窮程内とする見解は・重大か

どうかの覇懸は難しいため適当ではないとされた。つぎに、「起こ1）うる結果ま

によって選窮する方法が検討されたが、これも実際に十分な構報を獲得するこ

とができないから運営上難しいか、または不酵能であるとされた・縞馬・最も

実際的な方法として、拘禁されているケースと拘禁されていないケースによっ

て置罵されるべきであることが主張された欝。

　コストについては純コストを算鍛することはできないが、業務にかかる費絹

は安く済むであろうことが予灘された。当番弁護士麟度の導入によってその飽

にも意義深い籔約があるであろうと、報告書では述べられている。ジャスティ

ス羅密書によれば、次のように主張された，、運）最も意義深い簾約は、勤言を受

けなければ拘禁されたままの者を爆殺に導いた琴、あるいは梅禁矯に越せられ

るであろう者を拘禁されない飛に導くことによって、拘禁入舞を減少させるこ

ととなる、②被告発音が法釣に代理！されたケースにおいて、裁判の時間を簿約

することになる鰭。

　このようにジャスティス報告書は、当番弁護士蓼渡が必要かつ実行可能な麟

度であると結論づけた。人的問題については原則として解決できる問題であ鰍

コストに関しても麟事法律扶跡グ）総額に不釣章）合いのものとはならないとされ

た、そして、ウィジェ弓一報密書においても、ジャスティスの検討した豊富な

登
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資料を散見すれば、重大な問題に対して叢も安癒であ1｝饒潔な解決方法として

当番弁護士経度を必要としたであろうと、結譲づ酵られた鶴．

C　り一ガル・サービスに駕する王立委轟会の報密書　欝欝集り一ガル・号一

ビスに隠する王立委員会は、法律扶勧をはじめとする飛車弁護の問題について、

多緩にわたる調査と勧館を行った，鞍告書は当番弁護士麟度を提案し、イギリ

ス当番弁護士麟度の設立に大きな影響を与えた。

　り一ガル・号一ビスに関する王立委員会は、歴史的な当番弁護士の由来に言

及しつつ、具体釣な当番：弁護士舗度の要素を次のように表現している。①ソリ

シタが麺入業務を行っていること、②待機縫を基礎とすること、③治安判事裁

霧藪で鞍疑老㍉被告人を援跡できること、である，さらにこの麟痩によって、

ソリシタは次のことが可能であるとされた。すなわち、㊧春闘（舞e罐馨）前に

麟書する、⑤保毅を申請する、⑤法律扶動を申請する、⑦事件準備のために暗

闘が必要とされる場合には審遅延難を申請する、編）減璃のために答弁する、⑨

拘禁中の被疑者を麟書することができる。ただし、初函のサービスが可能とな

るだけであ鯵、事件全体を援覇することは麟度としては保縫されない嚇，

　そこで、当番弁護士舗度の確立によって、公霧欝にソリシタは緩疑者・被告

人に跡書でき、繰萩申請欝に十分な準簿が可能となる、また不十分な麟言によ

る答弁が防銑される、したがって全治安甥事裁判所に舞らかの形で当番弁護士

麟穫を早急に確立すべきであると、王立委員会は握案した㊧。

　いくつかの礎案を王立委員会は提曝している．①ソリシタ協会が麟度の設置

のための基準を作成すること、およびソリシ夕霧会が当番弁護士に関する年間

鞍告書を提諾すること、②一般公衆が麟痩の存在を認識するようにすること、

また、必要なときには一一般公衆に籍報が与えられるようにすること、③ソリシ

タの瀦繕可能筆生の観点からすれば、2顔寺悶緊急サービスが楽書弁護士翻覆iとし

て緩織される必要があること、④当番弁護士は被拘禁者に直接に接舷すること

ができること、⑤当番弁護士の役麟を被疑者‘被告人に十分に説明する必要が

あること、またソリシタによる勧誘のおそれがあることから実務燭鑓が当番弁
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被疑者鷲事弁護に麗する一試強物（岡窮境典）

護士に必要であること、さらに、⑤治安趨事裁判所と関連して裁麹所の入1コに

憶幸景窓雛が羅かれること構。

　グリーン・フォーム・スキームあるいは潮事法律手夫跡でカバーされない1蜜辱

は、当番弁護士覇度によるソリシタの後勘は無料とされるべきであると提案さ

れた。また、当番弁護士には事件ごとに鞍醜が支払われるのではなく、時間給

あるいは靉靆（se頸。麟1給！こよって支払いを受けることが適切であると提案

された。また、鍵時懇緊急サービスが翻凌駕さ携る場合、接見だけでなくそ

の業務についてさらに報醗の対象が拡大されるべきであることも、提案され

たi磁。

○　飛事手続に間する蕊立委員会の報告書　欝8董年に麟事手続に聴する王立委

員会壌劔3豊CG螢磁ss蝋醗Cゼ1翻資3豊麹暮ce6蟹¢）は、鞍告書で警察段購の被疑

者の権覇告知が決定的に重要であると考えて、被疑者がソリシタと秘密に接見

する権稀が告難され、この権蕎を有することが確認された輯。原購としてすべ

ての被疑者は捜査のどの段籍においてもソリシタと秘密に穣談し連絡する権灘

があ章｝、憲腰を受けることのある被疑者ですら権穂を麟張される条件は陵られ

ことになると、王立委員会は確認、した爺，

　権覇を保障するための麟度について、具体的に験討が換えられた。報告書で

は、大きく3点について問題がと弩上げられている。

　まず、費罵について、法的覇言を受ける権覇を被疑者に十分に告知している

警察署における法的助言の請求率のレベル12§％）まで請求率が上界した場合

には、隼闘約£§，㈱，㈱かかるであろうと王立委員会は見積もっている。そし

て、法的跡誉を受ける権麟が、財政投入のうえでは重要なものとして考癒され

なければならない、とされている，しかし、財政に絶する圧力がある場合に備

え、警察署における法的勧善の請求に緩して、一定の麟縷を設酵ることについ

て公平な方法が見いだされうるか否かが検討されている。そこで、狸罪者の性

格や犯罪の牲質に依拠することを、法的勧善の需要を反醸していないとの理由

から否定し、公平な方法として、警察署で綾疑餐が過ごす暗闘の長さによって

　　　　　　　　　　　　　　　一i3一
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…定び）麟限を設けるべきであると、王立委賛会は礎案した礁。具体的には、警

察署に引致された6時闘後（王立委貴会の調査によれば、およそ25％の被疑者

がこの時点で告発されずに拘禁されている）、すなわち、王立委員会が提案する

留置要件の存続の可否を審査する時点を法的跡言が公的費馴こよって牽瞬1でき

る時点とする、と王立委員会は提案した。したがって、請求峯が鎗％の場合に

は、隼馨予算は約£i，50§，㈱であるだろうと見積もられだ礁茸

　具体的な越度は次のように議論された．常に警察に本縫地をおく警察待機型

の当番弁護士麟度が、当番弁護士の時懸的浪費（事件の多い警察署ですらも当

番弁護士鰹度には活躍の機会が少ない）を理由にまず否定された。またソ弓シ

タi人では女重藤できない場合（舞えば、数入の被疑者が警察署に蟹致され、取

鯵調べられた章｝する場合）があるから、警察署に在駐するよ鯵も請求によ1）ソ

リシタが接見におもむく麟痩が望ましいとされた礁。次に、り一ガル・サービ

スに関する王立委員会の提案した当番弁護士麟度は、全蟹的に麟度化するには

時縫がかかるという遅麩から、しばらくは、麟事法律鉄鏃を行っていて24蒔闘

牽1禰できる体麟が整えられ、懸人の参簾考が頼賦こされなければならないと王

立委員会は遊べた。隼次毎に糊新される麟事法律扶麟のソリシタ・リストを全

警察署が霧講し、被疑者がソ写シタを請求したが確線できなかった場合に、各

警察署で実践されている難会を被疑者が受けることがよいとされた。ソリシタ

を提模する鯵度を綴織的に発展させる必要があると、王立委員会は達べるにと

どまった＝蹄。

　王立委賛会は鞍蓉織こついても提案している。それまで、ソリシタが繕事法律

扶助によって警察署における覇言の麗め合本）せをすることは難しかった、）グリ

ーン・フォーム・スキームによれば£40までが無料の法的劾君および援麟に対

して認められることとなるが、貧璽資絡テストのためほとんどが非資格者とし

て除外された。そこで、警察署における財書については、麟痩的にこのような

開題を解決し、適切な報麟を受ける措置が整えられなければならないことが礎

案さ訳た嘗。

i4一



綾羅者飛車弁護に翳する一…試論（21（霧灘悦典〉

麩当番雰護士譲度の成立　以上銚めてきたように、治安判事裁判所の婁番弁護

｝灘渡は欝総隼ウィジェリ一報鑑書では否定された。しかし、治安繕事裁覇所

1こは畢鱗1こ被疑者・被告人が鐵廷するため、緩疑者・被岩人がソリシタを言寿求

したとしても、ソリシタを獲得する機会が少ないこととなる。欝警年にジャス

ァィスはこの簡題について法律扶跡の必要性を綾証し、最善の解決方法として

癩番弁護士毒1渡を提唱した。その後、周難のようにボランティア形態として当

番弁護士麟度が治安輝車裁覇所で実践されていった。そして、i§82年法律鉄蹄

法によll、大法密の同意を条件として、全国的な法蓮当番弁護士毒彗度の設立と

運営に向けて雛則を作る権縷が、ソリシタ鴇会に与えられた。そして、欝82年

法律採納法によ鯵、必要とされる治安判事鼓舞解すべてに、簸74隼法律扶麟法

箪条によって当番弁護士麟度が設立されることとなった惣。

　欝83年影響にソリシタ雛1会は、イギリス全体をカバーする24の地墨或当番弁護i

士委曇会のネットワークが必要であると発表した。ソリシタ協会のもとで、地

域峯番弁護士委興会が、各裁朝所にどのような措置をとるか鵯藪することとな

った711，このようにして、法廷当番弁護士麟度は全国的な凝度として設立され

た．、その塞時は、約簿○の治安韓事裁判所において、いまだ当番弁護士鵬度が存

怪しなかった，、しかしその後、法廷当番弁護士舗慶は徐々に各地で実旛されて

いった，法廷当番弁護士鍵度は、欝9§一鱗隼度以降、ほぼ完簿された．事件の

多い治安覇事裁韓所においては、法廷楽書弁護士麟痩がカバーされていない裁

讐所は、近年ほとんどない。総コストも最近では一年闘に£玉3，0暮，㈱に達して

いる74。

　…一方、ソリシタによる警察段購の法的助言を受ける権利を実質的に傑絶する

ために考案されたのが震時題当番弁護士麟度であった。警察・溺事証礎法案が、

法的動議を受ける権稽を警察署の被疑者に提婁することを規定していたため・

ソリシダ雛会やその鯵の懇体の篠運を受け、内務大臣は鎗83年登縁7懸、議会

で、叢叢弁護士が警察署でも稀零されるべきである旨を発言した。。酸癖は、こ

うした欝置を議会の法案審議中に約束した，ソリシタ協会は、即座に、24蒔闘

　　　　　　　　　　　　　　　一一玉5一一
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当番弁護士毒緩偉業班を設置し、麟度季腿｝に着手していったのである。また政

府は、その後、法廷当番弁護士を警察署の当番弁護士麟度に拡張するために法

案を改正し、法廷当番弁護士墨継斐に残ることを条件に24時閤当番弁護士簿1度に

参撫することを要請されるようにした器D

　潔渡が成立する邉程では議譲がなされ、①警察署の被疑者は揚名ソ｝ヌシタを

捲示できること、名簿からソリシタを選択することが権鵜として与えられ・そ

の代わき｝に被疑者は当番弁護士のサービスを請求することができること、②通

常の勤務時鷺以外のサービスを遍末も含めて礎盤されな診ればならないこと、

地方の当番弁護士委糞会は必要な醸1り笈時圏サービスを行う権縷があること、

③資力テストが省かれること、等が提案された1）した融。その後、欝雛年警察

　麟事証拠法俘醗駐機ce凌Cri瀬難l　Evl曲舞£e　Act欝84、以下P　A　Cεと略

す）59条に基づき欝85隼法律扶勘（当番弁護士）麟度が『π、欝85隼置月2春馨に

公表された．またソリシタ鶉会法律扶動委員会は、ディレクションおよびガイ

ダンスを発表しだ78。このようにして農時閣当番弁護士凝痩は成立し、その後、

着実に発展したのである。

　癖　欝事法律扶跡舗痩をめぐる改革の最近の動鶴

　その後、1988年法律扶勧法によって法律扶助委員会（Le蓼盛A継露。凝6、以下

L　A　Bと略す〉が設立されたことによ蓄｝、イギリス溺事法律扶鐵麟度は転換鰯

を邉1えた融｝。LA舞は当番弁護士麟度およびグリーン・フォーム・スキームを

運営する主体となっている。，飛車法律扶助については、至．λBは治安鞠車裁朝

所によって認められた法律扶納費零の評癒および支払いを行っている，これよ

1）上綴の裁韓所では、大法富部が1責任官庁となっている。…’方、欝88年法律扶

跡法は、大法窟がL　ABに穰事法律扶勧を許可する責任を引き受けるよう捲示

することができる権限を蔑足している輔一．しかし、LA馨は号一ビスの水準を

改善することがない騨／、責任が移行されるべきではないとして、これを否定

した。そこで、飛車法律扶助グ）責任は玉．A8に移行されず、L　A　Bが飛車法律

玉6
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扶勧についての業務を行う遵が残された。このことによって、最透の飛車法律

技助の改革が様々な形でLA9から提起されている。

　イギリス当番弁護士鱗度設立後、最大の変化は、その運営がソリシタ協会か

らL　A　Bに引き継がれたことであった。当番弁護士舗度がL　A　Bに引き継がれ

るに当たっては、当番弁護士の選薮はソリシタ協会が攫うとの罷案も轟されて

いた。しかし、ソ琴シタ協会評議会（嶽εCo灘cl｝o餐蜘L課SGC魏ylはこの

援案を否定し、当番弁護士麟窪全体がLABに引き継がれるべきであるされた

のである鎗。そして欝88年法律扶動法は、茎）AC銭融条を廃止した懸。欝88奪

法律鉄修法は、当番弁護士麟度について具棒的に言及していなかった。貴族醗

壌群眼se　gギLoダ翻の委員会では、L　A　Bに当番弁護士麟度を運営することを義

務づける法改正の動きがあったが、大法嘗がL　A　Bによる当番弁護士舗度の運

営と改革を示唆した欝。その後、LA毬には、さらに当番弁護士凝痩麟度を改

革することが潮待された腕，L　ABは当番弁護士委員会（更〉磁y　So垂1醸鍵C醗ギ

餓蜜．。、以下P　S　Cと略す）を設置していお。当番弁護士越度の譲常の運営に

ついての責任を請け負う主体が、この参SCである1綿。

　一方、溺事法律扶財を許可する権限は、先達してきたように裁判所にある。

最近では、この権羅をLABに移行させようとする動きが生じている『流。

i鱒5年グリーン・ペーパーのもとで提案されたブ霞ック・コントラクト（碁lo＆

CG畿嬢。夢　も、莫大な法律扶跡費講のコストを麟減し、法律扶動の許響権銀を裁

構所からとり、ヒげるべきかについて、議講を健す提案であった。ブロック・コ

ントラクトとは、所轄機鷺と号一ビスの礎盤考の闘で鰯購と費承について契約

を結ぼうとするものである。これによってサービスの提婁者は、事件毎にでは

なく、麟もって決められた総額を確繰することができることとなる・騨。特に覇

事事件については、次の点に注意することが提起されている。②L　A　Bは依頼

者にソリシタの選択の輻を擾供し、ソリシタ闘の競争を確保するために各地区

で十分な提供者がいることを保証する，②ブ置ック・コントラクトが麟度とし

て確立したとしても、そのもとでグリーン・フォーム・スキーム、当番弁護士

　　　　　　　　　　　　　　　一i7
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暴，嚢、瀦事法律扶銚が運溺さ熱ることは可能である，③繕事法律狭霧について

は、契約したソリシタは契約の範霧海で事件を取1『）掃う効果的な方法を決定す

る自由を；欝する。資力要件、メリット要件（司法の無益）はそのまま存続する．

＠繊麗は、この基準を誰が糞藪するかである，選択肢としては、縫来遜鯵裁趨

醗が行うほかに、契約ソリシタ嚢らが糞藪する、Lλ登が肇継零する、よ蓄｝簸潔

な基準を譲1定する、という4逓1ラが考えられる。致購はどの方法がよいかを摸

索している舘。

（注1
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罷　　王冨．撮蓄識r暴s．§8護｛簸．

『譲躍．聯撚s．欝2鎗3，獅．

灘　麟事施設やボースタルに拘肇するために玉遷翼で£2§かかっていたところ、！
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被疑者飛事弁護に鷺する…試譲轡（舞霞税典〉

　日の拘禁人口を欝餅丸離滅すれば年闘£鷺5、㈱の節約となり、さらに、被拘禁者

　に曝するかな1）のコストを離減することにもなると、ジャスティス報告書は主張

している．∫δ．即騰．辮．さ簾、ジャスティス報舘は・代驚こ鉾1嵌辛疇

　裁請所に手続縛閥をよ1ラ建縮させるであろうし、有罪答弁の麟言や手続の…般麟

　な遅解によって時購が籔約されるであろうと、主張している，1風厳夢凝a．驚8、

鍵　躍，鍍韓難s．玉韓一茎驚・

態艮。職C嚇闘（脚翼L£（3AL蝕v著。黙、即確照e44．a獅盤s・9・2－9・3・

・総　羅．鍍鋒獄＄．甑7－9、8

鎗躍．卸脳．9．鰭．i7．なお、ある要謙基塑洛地磯騒確塾津幡ことと

　なるが、こうした任量的方法が不成塘1こ終わった場合善こは、有給による法建家麓

　羅をベースとした鰯度の導入が考感されるべきであると、王立蚕糞会は主張して

　いる。これは、一種のP更）麟度的発想であるといえよう。

幾　羅．＆ゆ欝欝．9涯8－9、20・

§5求《艦C（麟垂鰹（）翼（｝藝C購欝建設（鷹島t糀．惣撚，騨、4・89，C麟・齢92

　（灘SO，欝紡．この酷書についての鋤逸して、井上藤二優沼鞍軽率

　琴スにおける穰事手続改革の動向一舞1事手続に関する王立委員会圭の艱苦書に

　ついて一『i＼．4珪ジュげストア繕号1難8繋鑓頁以下、76各号1懇8齢97嚢以下、

　7鎗号（鎗8麟貸4賛以下、7簿号（簿設）欝§葺以下参難。

鎌躍．紳騰s．4．9｝一4、93、

i彗7｝駕．aゆ滋as．4、94－4、弱・

鋸　躍．厳韓織s、4、憾、

鎗　羅．簾腿賂．4瀦7、

難i…　1芝露d．

・認良（艦。齢醐（｝醤《灘。衰齢醜懸㈱L鍛ε．ぷ歪ψ燃㈱飯即厳暑・4・98・

簿　S董・離任簸（硲。）「灘β捲盤ote2、譲479－4鴎．当番弁護士麟度の設立経緯については、

　詳しくは、庭睡英雄「イギリスび）当番弁護士凝慶」香羅法学7巻3二4号（欝88）

　三頁以下、庭縫英耀「当番弁護士網嚢を考える／法律時報63巻賢号（簿§醗2頁

　以下参照。瀦備文は、イギ豚当番癒麩簿緩超本に紹介し・馨本におげ

　る当番弁護士瀰漫の導入に大きな影響を与えた論文である。

73『 @ZA獲）混箕．s礎｝rα轟｛）芝e46．厳52L

iワ
〕
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7亙　　L琶｛3鰭コ汽蓬｝諺（｝盛衰参，衰獲）｛搬丁（振下意εo裏撮襲汽τ毒（獣汽奨むF繕汽翼。翼（ラF　T撚…もε惑編、、塩難）A（罵

　　i｛i｝88F《殿下亜建Y建盛衰　茎≦｝95一餐罷｝乏シ．凝8（｝一82．｝｛C5（｝3　（｝｛MSO、エ99ε｝．

i難　　し（殿p　C蘇A糞。琶童、夏、｛）喪・s蛋竣1｝鰭・鋪鑓丁、34丁擁　L襲AしA建｝A麗減慧L衰狸（搬鷺　巨｛183惑41，

　　34醜融醗麗α擢ε芦罐。ブ醜撫駿溶薇鱒σ癖地0㍗ε魏魏α翻ぞ轍餓ごεoブP麟

　　1σμ為ε龍9麗素躍窺オig74か醜εy癬1鰹一84，厳解盤s．圭36－i37，轟C獄

　　（舞糞垂SO，玉984）．

維　　1ぜ．錐嚢鉱業．i38．

、鮮、8εεLe騨A認め磁ySGllc甕蟹ISc魏餓dg8§，82しAwS（｝c童欝YGAZε竃s33圭9

　　（謄8§），

灘sεεし轡1耀（○裟ySol垂cl臨S翻醗。玉985こ0量離懸s麟G虚麟ce醤。．5、82

　　LAwSOC建TYGAZ葺τ聡S33ま3鼓§8…募．なお、毒il湊：の枠懇，みとカ“イダンスヵ玄歪｝表され

　　た直後の状溌については、肱》羅聡w鍵臨．24一κo灘P雄㌢80翫註解8畿ε贋e孟

　　蔀磁鞠拶∫滋澱£灘漉．82L鑑w　S｛濃難YG雄鷹蒔574（婚85〉が、地方にお轄る

　　実施露難な状溌を云えている。

i驚　なお最透の動海については、小霞稚亀「重罪の覆事法律鼓動一イギリス」季題

　　鷲事弁護2号（欝鱒／36翼以下参蕪。

　　　翫L鄭重巌Ac奮玉988．C．34．s．3畷．

　　　　む聡蔑A董峯〉，39照A翼翼離離。熱狂｝｝（｝盆鷺（響窟蓬LAw　S（X〕董狂TY瀞⑳丁｝姪し（｝欝3C縫鑑翼CεL豊、鰍・S

　　Aむv｝s（識Y　C｛｝鍵M重責墜　縫98＆8§1．∫｝滋農．54，｝至Ci襲（慧MS（），i替9／））．

壌21　鈎塵α｛Aεし　ZA翼むS盆，τ｝艶艶ξ｝し至C蔓…＆C灘鍵蟹鑑監　欝V紛童醤CεAαig8尋，厳　玉総　（2欝経e6．．

　　19鰯．

　　　4§王｝歎L、£）狂露，蕪《》．58．玉988－89，co塁i淫22．

　　　鋳翼CA蕪M汚職駐s（麹，L照ALA凄む：丁纏糞壷w醸Aむ審琶wG懸85穫§88｝．

　　　LεG蓋し　A雛）　9（》爽盆暮．　Rε董）（｝装丁　（｝翼　τ錘E　L（》鍵捗　C｝｛汽響CELL辱裟　（）翼　τ賢混　（｝野ε黛AT董○握　A残豊〉

　　F灘汽蕪。駐。ヂT｝獲L駐6疾しA蒙〉Acτig88｝ン｛》蓑丁｝蓬￥駐A疑玉§89一窪），滋34，欝欝a　7．4，薩C48§

　　（賛擁so、ig9奪1．

欝　轡92隼に、大法官はLABが飛車法律扶跡を許可する権醸を治安霧車裁覇所

　　からLABに移行させる意向を示した。そこで、そのためには認度の改善が行わ

　　れるべきであるとして欝器年にL．農Bから蓬案されたのが、アーり一カバー

　　1εaギly　CG総r）麟度である、，8ε2L泓AL　A勤露｛》A欝，丁漉しεC乱A欝暮（）醸む‘～A捨vlc混

一22一一



裟疑者繕事弁護に駕する一一試譲鱗（岡霧髭典〉

下｛買糀L（峯難。｝｛醸。察しL鰍｛雛丁重翫1舞碧L観盛下翼黙⇔d鴛γ瓶董蕪G｛》v難難灘｝難1癬購Y誓｛殿

C難羅魏亀｝鑑塾勘照｛麟，螂撫郷。鰍翻i欝3）、こ‘嘱案の鍾菊）いては・

雛雛汀麟欝謙法律ま勧ゼ響環鋤簾事法律扶鵬渡曝顯｝1
　書籍経夫古稀祝賀論文集『溺事法学の整史と課題薫（…粧縫、欝誕藩欝一§25舞

　参難。、

額　し｛灘）C獣罵狂騰蓑一S　〉£獣蟹耀躍、L聾蛙離聾丁《鵡欝藍難馨鍬λ騨数4・6・C紘

　2854　1欝欝s（》．玉99荘）．

舗，羅．匪｛騨s．鎗．i一驚、2，懲．瞬憾そ畷・購法律扶跡醗漿軽に試

験鐡コントラ外が行撫愈侮る講である』薩納に供噸ま・細し臨
　擁聾駐⇔汽鋤、號｛簸L離）8（線｝）離藝毛織良ε至・｛照玉99昏甑震£欝欝鰍τ羅（》鰍羅（叛

真製夢解垂糞汽羅（謬器L鰹、A欝Aω鰹鰍蕪￥甕職工§鱒7・麟｝一42鯉52

　建議Mso．ig97）．

2　イギリス欝事法律扶勤霧度の手続構造

　街　欝事法律扶跡譲度の概要

　イギリス飛車法律挟勤麟窺は4種類に分類される。法律扶勤としての串心的

地麺にあるのが繕事法律扶麟である。そしてグリーン・フォーム・スキーム、

法廷および2垂時閥当番弁護士凝度からの諭旨および援勘（誕疲e識透凄謡瓢盤。琶〉

を受けることが依頼者にとっては可能である・｛礁都こ紡の法律季働綜

って法的勤言（、6．量ce／を受ける絶に、法律扶麟の命令を申請するための援財

丸盆ssls｛銭費ce）を受験こと練るのである．そ礎1こも・A器繊では瀦

事事件については保釈の申請などの麟言がカバーされる欝。

　麟事法律扶勧は、イギ弓ス穰事法律扶動麟度の羅体となるものである。繕事

法律扶助は事件準備費灘、法蓮代理費驚をカバーする。溺事法律扶麟の申請に

は、資焼ス建メ靭トテストがある。メ勤トヴストによって磁の

騒か獲ましい場合に、纏法鰭趣が認め醸る・そして・鷲汐曜

　　　　　　　　　　　　　　　　一23一
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申した牢講フォームの驚報に基づいてこのテストが主に治安判事裁判所で審査

されることとなる。申請の部下に帰してはしA8へのアピールが認められてい

る．飛車法律扶覇では、被疑者・破魯人は分担金を課せられる。分撮金は、先

のウィジゴヌー鞍告書によって提案され、欝67隼瀦事講演法から導入された。

資力テストによって、縷定された分撞金が被疑者・鞍告人に課されることとな

る。したがって、裁糞所が裁量を下す余地はここには存在しない騰，

　「勧善および援助憾は当番弁護i士麟度によって提｛箕されることになる。当番

弁護士凝度では、法廷の麟度でも塞暗闘サービスの薦慶でも、依頼巻の貸方に

購孫なく、跡言および獲麟を依頼者は瀦罵することができるのである。、また、

麟事法律扶跡のように分撞金麟度もない，そして、ソリシタが譲醐を請求する

こととなる穂，当番弁護士凝度によって、基本的に身構を拘束された被疑者は

誰でも資力の難欝を闘わず、第一屡饗の法的励言を無料で受けることができる

こととなる。しかし、第二瞬難からの接見については、繕事法律扶助の手続に

よらなければならないのである。

　このようにして、講事法律扶勧が受けられる雨に、手続の初類の段賠におい

て、その飽の法律扶塁騰腰が補充される。職事法律扶跡が認められるためには、

カ・な軽の暴寺問力ごカ｝力尋）、そのため迅3塞ξこ｛表頼老寿§弁茎隻人を彗菱得できな㌧・こと分書、

麟事法律扶跡舗農の欠点でもある。特に第一緩裁覇所鐵頭前に麟事法律扶助の

申請フォームを充たす十分な機会が、警察における破拘禁者にはない．そこで、

法廷当番弁護士綱度によって、代理されていないまま法蓮に鐵廷した被疑者・

被告人には、治安鵯事が当番弁護i士に捲示を与えるよう求め、必要であれば聴

露のために被疑者・被告人を代箋塁することとなるのであるこ　しかし、　これはま墨

常の繕事法律扶助にとって代わるものではない，，繕事法律鼓動が命じられた場

合は、当番弁護士はその者のために響動することを権腹づけられているわけで

はない，法廷当番弁護士舗度では、被疑者・被告人がソリシタを選任している

かどうかのチェック機能を当番弁護士が果たすことが、強調されているのであ

る。

一24一一



被疑者驚事弁護に関する一試蒲轡（瞬照権輿）

　24欝問当番弁護士舗度は、具体的な役審彗は異なるものの、法廷当番弁護士麟

度がさらに手続の初鶏の段賠へ拡大されたものである。24時購当番弁護士麟痩

は、欝84年に麟定されたP　A　C琶に基づく警察署の被逮擁者に対する法的勘書

を受ける権覇を傑陣するための凝慶であった。この麟度によって、資力の嬬奪

にかかわらず、麟書を請求した者に嫁する簿麟アドバイスが一律に無料で提僕

されることとなる“懸。．

　グリーン・フォーム・スキームも、麟事法律扶勧が許可されていない依頼者

に縛してソリシタによる予備的な動書・援動をカバーする。この網嚢では警察

署に拘禁されていない者が、擁甕アドバイスのためと麟事法律扶劾グ）申請のた

めに稀覆する繧鶴にある。この麟度は法蓮代選豊をカバーしないところに特蟹が

ある。また、警察における覇書・緩動凝度と異な駄依頼者が資力によっては

法律扶勧を受けることができない場合が生じる滞。

　②　溺事法律扶勧麟穫の手続

　以上のような各法律扶號は、イギリスにおいてはどのような性婚に基づき、

どのような手続購造になっているのであろうか，ここでは、特に繕事法律扶跡

と24時間当番弁護士舗度が設立されている警察署における鋤言・援勧について、

見ておくこととしよう，

A　飛車法律鉄蹄　溺事法律挟跡が認められる要件、法律扶跡の受領者の義務

が、鎚8年法鱗働濠はって擦1定されている。そしてこの法律の下に耀難

が凝定されている三郷。飛車法律扶跡の申請は、通常は、治安判事鼓舞暫に慧し

て行われ、治安輝事裁鵯新が申請を許可する権譲を有している，，ただし、飛車

法錠や控訴蕩辱も麟事法律扶助の牢講を許可する権醸を有している瓢⊃蟹の費

屠を付与することを決定する権1袈は裁覇所にある・

　全事件について、申講者は法律扶勧を受けるのに遼格であるかどうかを裁請

所が審査し、遼絡であると覇藪された場合にのみ、その者には藩事法律扶勤が

与えられる。ただし、飛車法律扶鯖が必要的に与えられる場合もある。すなわ

　　一
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ち、㊦被疑者・被告人が謀殺醸欝戯）で告発されている公覇の場合、ll

灘が貴族醗1こ上欝を求めた場合、③被疑者・被告人が治安覇事裁霧所に拘禁さ

れたまま墨鎖し、擁難の拘禁の時に代遷されていなく、再び拘禁される可能性

があって、代理されることを鞍疑者・被告人が求めた場合、◎有罪判決を受け

た者が、その後に漢学上などの韓告のために拘禁されている場合、である欝。

その飽の場合には、置1法の種壷から望ましいと裁覇癖が鵯藪した場奮に、飛車

法律扶助が許溝されることとなる櫛。瀦事法律扶助を許可することが疑わしい

場合には、被疑者・破｛舞人に有孝獣こ半彗懸がなされることとなる・気、

　麟事法律扶助は、治安判事、飛車法院、上訴に関する手続をカバーすること

となる維。飛事法院に関する法律扶動は、ほとんど認められる蝋‘。これらの

舞翫は、欝88年法律扶勤法22条に基づく、ウィジェリー基準に従って行われる

こととなる，

　溺事法律鼓動が認められるかは、正式起訴事件については、基本的には資力

基準のみが問題となるが、略式事件については、「講法の蕎益」基準が満たされ

なければ、麟事法律案夫勘は認められないこととなる。具季本的な基準は次の通｝｝

である。

　弁護人を付与することが罵法の稀益に合致するか霧藪するにあたっては、次

のことを管轄官庁は考露しなければならない，譲当該麓罪が証明された場合に、

裁判所が被疑者・被告人に対して醸霞を魂奪する欝罰か、生計の手段を喪失さ

せる、または名誉を甚だしく毀損させるであろうような鷲罰を科す可能性があ

る場合、曝事件の覇薮が重大な法律澗題にかかわる罵能性がある場合、lcl英語

能力が不十分、精禅病またはその絶の精神的もしくは身躯釣鐘害であるために、

被疑者・被告人が手続を遅解する、または自ら抗弁を主張することができない

場合、羅1弁護の性質が、讒人の探索や薩会または訴追驚証人の専溝的な反対尋

問を必要とする場合、感被疑者・被告人以外の者が稠益となるために、被疑者

　被告人の代理が望ましい場合、である，

　蕉式起訴犯罪の場合には、これらの要露の…つあるいは複数に合致すると主
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覆することは難しいことではないとされている。むしろ、略式事件あるいは選

択可能犯罪事件の場合に、これらの要件が重要となってくる。一方、このよう

な基準に対し、治安霧事裁覇所におけるウィジェリー基準の運溺は、十分にな

されていないことが撰1判されている。なぜなら、基準は複雑で、不重確で、実

燦にかな量）の解職が必要とされるからである。したがって、申請の許蕃につい

て、各管轄でばらつきがあることにもな諺、申請が蜂下されやすい所には・ソ

リシタはあまシ）法律扶覇を申請しない傾向にある。また、財政的な不足が、こ

の解釈の不明確性を勘長させている，、なぜなら、効果的な費繕の支払いが許響

を与える上で考感されてしまうからである蝋一，

　治安朝事裁覇所への法律扶跡の申請は、裁甥所に舞頭で、また文書で行われ

る。嚢頭による場合には、それが治安朝事補佐官に伝えられる。書癖の場合に

は、嚢接、治安糊事補佐寡に伝えられる『泌，、申請の趨懸は、通常は、治安覇事

補佐官または裁縄所が法律鉄蹄を許可ないしは蟻下することとなる麟㌔申請が

蜂下された場合には、申請者は申請を新しくや章｝直す（鐙鑓w）か、一定の場合

には地域の法律扶勤委員会（贈騨叩rla｛e　ar盤le撃茎a羅。幡翻鞭elに再審査を

申請することができる。治安判事補佐官から案件について伝えられた治安籍事

あるいは裁鵯所だけが、この再審査の申請を蜂下することができる『淋。

8　警察段購における覇言・援動　2馨寺開当番弁護士麟獲：の費繕的擬癒として

は、特に警察段碁警における励譲および援助」が贈88隼法律扶劾法の第三章に

基づき、定められている。そして、欝89隼法的覇霧・援覇規則（丁総Le蓼雄A感一

vlce＆磁Ass縦皺ce驚響1撚沁欝欝8翁が定められている。なお、これらに基づ

いて、当番弁護士暴度についての麟度の仕緩みが、欝纒奪L　A　B当番弁護士議

定（撫eしeg農l　A羅登。農羅D磁y　S藤cl給f　A撚響e灘e綴s　ig9虜に定められている。

援助・動言に関する法律扶助によって、弁護人への支払いは、緯89隼警察署に

おける法的勤言および靉靆畷醐規熱こ従って行われる。これ叡こよって・

資力に関係なく、資金が国から提l／藁されることとなる。

　鯵象者には、①逮擁され、警察署その地の建築蛎で拘禁された者の飽、②任
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意者も含まれる。任意者とは、捜査に協力する馨麟で、警察所に任意に墨顕し

た者、あるいは巡査が立ち会っている場訴に錘重に繊顕した者、逮捕されるこ

となく警察署、その飽の場所に巡査を伴って購付した者である灘．申請には、

申請フォームが要求されない。申請は電誌で行われることが薄能である獅。し

たがって、本人と、直接、接見することもなく、叢誌動言だ旨の場合も資金が

請求される，依頼者が以、との越度によって資金的にカバーされることとなるが、

援勘する主体1ま、ソリシタおよびその代行者となる。

　24舞舞当番弁護士講度を含む警察段賠の法鯵麟言・援助の特徴は、先達した

ように、麟事法律挟劾にある資力テストと分握金麟度がないことであった。こ

れは、緩疑者がソリシタを選叛した場合、当番弁護士の場合の癖者に遍羅され

る。報醜には、£鱒の凝猿がある（ただし、超遺することが可能な場合もあ

る1齢。また、近時、導入された法律扶助フランチャイズによって麟書・後勘

が行われる場合には、この麟限は通馬されない『難。弁護人によって請求書式が

記載され、責馬の請求が行われる。請求額が£9倉を超えてしまう場合には、そ

の運由が緊急の問題として司法の葛益から必要であると甥藪された場合に、£

韓以上の費矯の支払いが鑑当髭される鞭，、当番弁護士の場合には、接見が要求

される場合であって接見しなかった場合には、その蓬蜜が請求フォームに記載

され．なければならない。

　鞍醗については、かつて、P　AC露鍵条に蔑定された逮捕可能狸罪で逮捕さ

れた場合には、£鱒（拡大聾能）まで、非逮捕薯能犯罪で逮捕された場合、あ

るいは任意墨頭者の場合には£鱒（拡大不可能／までの費灘舗穣を設けること

とされた一期r．ところが、£5（）という不十分な報醗のために接見が敬遠されると

すれば問題は重大であると撹判され、当時び）法律扶麟（当番弁護士）委員会は

大法官部に2分麟方法の廃重を訴えた韻。そこで、欝88年鑑蕎漢露には、逮擁

可籠灘罪と結びついて任意で墨頭している者に録しては、£鋳麟鰻の範購とし

て考えられるようになった瀧。その後、欝89隼4月i警には、2分霧方法は廃

生され、当番弁護士は一律に£鯵の報醗を受けることが可能となった・欝三。
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　さらに、待機している当番弁護士の待機料は、この費灘請求の申に含まれな

い瀞。待機麟によって、当番弁護士には、警察署に接見に行くために稀絹でき

なければ1ならない壕衰態導こしておく義務力§言乗され・ることとさ矛したために、看守番幾し

ている当番弁護士の場合には、待機料が支払われることになる。

C　現状　イギサスでは、かな1）の矯模の馨家財政が、飛車法律扶勘羅度につ

ぎ込まれている。婚儀｝一97年度の麟事法律扶助麟度に費やされた資金は、当番

弁護士麟度が約£i盤，80暮，㈱｛全体の箆．2％1、グリーン・フォーム・スキーム

が約£25，9春春，㈹（全体の7．3％）、飛事法律扶勧が約£225，70碁，（購（全体の

63．5％）、総計約£355，菊§，（織〉であった．このように、莫大な国家予算が飛車弁

護に投入されている。支払われた件数は、およそ、警察における饒舌が7欝，榊

件、法廷当番弁護士が273，0§§件、グリーン・フォーム・スキームが茎，532，§○｛｝

件、麟事法律扶鯵が蓬7§，○§（｝件、ABWO盆が欝，○○○件であった償鴛

　警察における法的勤言・援勧に対して、法律扶麟費灘が支瓢われた件数は年

々増撫している，欝86－87年慶には津3，498であったのが、欝96－97年度には

720，鎗4に増大した。鞍疑者の割合は、鐙88－8蟹F度には全体の4幾4％であった

のが、その後、徐々に増撫し、雄§6一§7年度には全捧の67．3％に達している。

当番弁護士による待機料請求数は近年、ほぼ約i（矯，春○倉件羨後である。また、被

饗者一人当た富｝のコストは毎年£墨○脅～欝巷である。しかし、請求件数が増大し

たために、支払い総額は、鷺86－87年度の£路，5謄，○○韓から、i鎗6－97年度の

£89，9騒，㈱へと約5倍強に膨れ上がっている雛。

　鰯　欝事法律扶助講度の意義一弁護人の選探一

　イギリス麟事法律扶麟麟度の最大の瀦点は、依頼者と弁護人の信頼関係に基

づく契約によって講者の関係が形疲され、そして、その関係に対して特に無資

力者に国から弁護費灘が支払われるという点である。これは、比較法的にはジ

ュディケアー（誌壷。鍍e）モデルと呼ばれている爺。その地にも、カナダのオ

ンターリオがよくこのモデルの代表として挙げられている。このモデルでは、
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羅からの費薦が支払われるのにもかかわらず、被疑者・被告人が弁護人を選択

することが認、められ．ているところに、特徴がある。

　そこで、イギサスの場合でも、一般的に被疑者・嫉告人は、その者のために

溺事弁護iを行う意思のあるソリシタを選択する権稀があることは、騨確に認識

されている欝。ただし、繕事法律扶跡を許酵された被疑者・被告人が、ソリシ

タを選択していない場合には、鼓舞漸がその者のために背動ずるソリシタを選

任することとなる。被疑者・被告人がソリシタを変更したい場合には、被疑者

・被告人は鑑当な運霞を裁判所に示さなければならない。裁覇所が、その要求

が合選的ではないと麟藪した場合には、その肇継斥について、一定の条件に基づ

いて、L　A　Eの地褻委員会へ変更を求めることができる難。

　2尋鋳闘当番弁護士麟度の運灘においても、弁護人を選叛できる佳緩みは、基

本的には、維持されていると詳細することができる。PA（〕ε59条には畷言さ

れていなかったが、当番弁護士は法的跡言の選択肢の一つであることは、注意

されるべきである、，麟度の絞立当補から、被疑者1こは、揚名ソリシタ、当番弁

護士、ソリシタ名簿のソリシタを求めることができることが通知され、任意墨

頸者には、請求した場合に通知されることとされた（露座隼C6ほ）。多くの場合

には、ソリシタが揚名ソリシタを選択している。費AC　E実務規範の指導注記

によれば、指名ソリシタと連絡のとれない場合、特にソリシタを難らない場合、

また被疑者が当番弁護士を望まない場合には、選捉駿として、法的覇言を提婁

するソリシタの名簿が被疑者に与えられる。これも騨霧できない場合には、選

択肢としてさらに2名まで被疑者に選摂する余地が与えられる。その後も、留

置管理宮が、ソリシタとの連絡を試みることができる（欝鑓年C6B、欝95隼

C6箆）．当番弁護士と指名ソリシタ・名簿ソリシタの害彗合は、ほぼ毎隼、講じ

である，、すなわち、当番弁護士によって援動された麟合は騰～菊％を占め、一

芳、捲名ソリシタ・名簿ソリシタにおいては§○～7§％を霞めている。饒考から

援勤された被疑者は、ごく少数であ難、毎隼2％以内にとどまっているr雛。

　もっとも、被疑者が当番弁護士ではなく、自己のソリシタを選択した場合に
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は当番弁護士よ1｝も低率の支払いを受けることとなる雛。勤務外持開や還来の

当番弁護士のような、罰1｝増しの料金が支払われることはない，…方、電議納

言の場合には、当番：弁護士と隅じ報醗がソリシタに支払われる。また、｛寺機料

などは、その’ノリシタに支払われる余地がない。

　このように、イギ》スの飛車弁護講度では、被疑者・破｛無人が弁護入を選任

し、その弁護に対して国の費羅が支舷われている。これは、イギリスにおける

弁護号一ビスが自由市場のようになっていて、弁護士翻の独立性が尊重されて

いるためである．このような認識はまた、最近のブ覆ック・コントラクトの提

案の畿鞘にも現れている，ブ澄ック・コントラクトは、良質の飛車弁護を被疑

者・被告入に効率よく礎盤することを目的として提案されたものであった。し

かし、その反面、今までの窪患霧場のような法難サービスを幾麟し、餐入事務

所の実務をも燐麟するものであったむすなわち、ブ欝ヅク・コントラクトによ

って、飛車弁護を一一定の弁護士に鰻定させてしまうことになる。したがって、

ブ欝ック・コントラクトによって、従来の弁護士における自律性が侵害される

と撹判される慧かに、依頼者本位の改革がなおざ1パこされ、今まで伝統的に築

き上げられてきた敏頼者と弁護人との霞律的かつ高潔な聡係が狭められ、特

に、依頼者による弁護入の選択の韓が狭められてしまう、と概講されるのであ

る圭捻。

　鶴　アメリカ合衆鑓へのイギリス飛車法律扶勤舗獲の影響

A　覇溺　イングランド・ウェールズをモデルとした弁護人選択権は、アメリ

カ合衆国においても近年、議論されつつある。もっとも、それまで合衆露の覇

携では、貧懸者が弁護人を選類する権舞は否定されつづけてきた。

鎗欝73年カリフォルエア州最高裁のドラムゴー判決は、癖覇倒であ1りながら、

連難最高裁のギデオン響決以後の、弁護権に賭する半獺として注蟹された判舞

の一一つである，貧毯であった被告人は、嶺補、管轄の裁嚢所のあるマーチン認

とは霧の瀦の弁護入と接見することが認められていた。被告人は、その後、公
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判の準欝をし、被魯人を弁護する意慧のあるこの弁護入の選任を数判所に要求

した。しかし裁覇所はこの要求を極否し、騎の弁護人を選任した。鍍告人はマ

ーチン謬上位裁調所総響er圭鍵CO雛重）に現在の蟹選弁護人を解任し、被告人の

求める弁護入を選任してもらう申立て瞬磁○癖を行ったが、これも否定され

た。そこで被告ノ、は、カリフォルニア州最高裁にマーチン榔の半懸を無効にす

るための命令緬嬢。ギ醗鑛醸ビを求めた欝。

　カリフォルニア州最高裁は、主に三つの蓬密を掲げ、貧寒者の弁護人選択権

を否定している。①その管轄における弁護人の能力は、鞍疑考・被憲人よ辱も

裁顧客の方がよく難っているために、裁判官の方が有能な弁護入を選毅できる、

②蟹選弁護譲度において被疑者・被告人に弁護人選録権を認めると、（合衆国で

採罵されている繕事弁護専門の弁護入を国家が雇う）駐P麟度の弁護人を選任

しようとする被疑者・被告人はどの弁護人を選択したらよいのかわからないか

ら不公平になる、③憲法で要語されているものは満足のいく最低獲の有能姓だ

けであるから、被疑者・鍍告人が好む弁護人でなければならないわけではな

い惣’

睡）欝79年連発第7巡霞籔控訴裁請所のデービス韓決は、弁護人選択権の否定

が憲法に合致しているだけでなく、この否定はむしろ望ましく、裁輝所の観点

から否定することは必要不再欠であると判示した霧決である，

　事案は次の遷うである。銀行強盗等によって逮捕された緩告入は第一の弁護

人を伴って保釈聴麗鋳に墨廷していた。その後、震露者であったために第二の

国選弁護人が、鼓告人のために選任された。しかしその後、被告人の家族が騨

の第三の弁護人を選任したために、国選弁護人は国選弁護の義務から解放され

た、しかし被告人は第三の弁護人に不満を持ち、公鵯裁舞所に新弁護人として

第一の弁護人の選任を要求した．しかし、裁繁酵蓄は第一の弁護入が弁護の意思

を有していたのにも拘わらず、尉の弁護人を選任し、被告人の希望する弁護人

の選任の要求を否定しつづけた，被告人が裁朝所の選任した弁護人の援跡を麺

否したまま、公判が進められ、有罪覇決が言い渡された。綾巻入は公嚢裁判所

■一一
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が自己の葉望する弁護人を選任しなかったことを、裁判所の裁量を逸親してい

るとして、ヒ訴で争った正誤。

　第7遮回襲では特に弁護人選捉権があるのか、禁まされているのか定められ

ているわけではなかった。しかし裁覇辮は、弁護人選訳権を認めることはこの

地藝の政策ではないとして、被疑者・被告人の弁護人選毅権を否定したのであ

る．そこで、鞍告人は連邦控訴鼓舞所に鼓舞所の裁量権の濫灘を饗由として、

■裁覇所の響断の変更を申し立てた，、

　第7巡蟹区控訴裁判所は、欝68奪版のA唇A基準に依鍵多して（ここでは貧襲

者の弁護人選毅権が否定されていた1、いくつかの運嶽から、弁護人の選択の嚢

虫を認めることは政策的に望ましくないと鵯藪した。裁鵯所は、具体的には次

のような理鐡からこのような講藪を下した。①弁護人選任は公平に分醗されな

ければならないが、その分濯が灘乱する、②常習的な犯罪巻は、弁護人の能力

についてその纏の被疑者・被告人よ1誌知識があ垂｝、有能な弁護人をよく難っ

ているため、弁護人選訳権を認めれば彼らは不公平なほどに有霧となる・③よ

巻｝経験のある弁護人が、常習の麓罪人によって繰1？退し請求されることにな駄

その絶の被疑者・霰告入に麿能な弁護入が科繕できなくなる、＠弁護入を選撰

する露霞を認めると、特定の弁護人に不公平な負擾が課されることになる・以

上の饗由から、裁覇霧は綾疑者・鞍告人の好みを尊重することを矩否すること

は、許されるだけではなく、合璽的な弁護人の醗分のために必要不可欠の麟度

との要請であると結譲づけた至爺。

c〉欝83年の連邦第7巡懇区控訴薮判所のイー》一判決は、先のデービス覇決

を再確認した舞決である。そして、デービス覇決の論瑳にさらに縁け蕊えて説

明しているのが、イーり一醤決であるこ

　事案は次の通諺であるこ．被告入には、国選弁護人が既に選任されていた。被

告人はこの露選弁護人について、特に不満を抱いていたわけではなかった。し

かし被告人は、かつてから親しくしている有能で被毎人の弁護をする気のある

弁護人の方がよい弁護人であると考えて、その弁護人を選任するように裁覇所
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に要求した。しかし裁覇所は、この要求を優秀した。有罪韓決を受げた後、被

告人は自己の選択する馨選弁護人の選鉦を否定されたことが、合衆窪1憲法鯵豆三

暮条に違反していると主張して、L訴した。

　有効な弁護を提撰するためには瞳害のない弁護人、または瞳害になるが秘書

のない弁護人を選任することによって政癒の憲法上の義務が尽くされるわけで

あって、弁護人を選択する嚢虫を否定することは憲法に合致していると、裁箏1

所1ま霧翫した奎鷲鼻さらに、綾告入の要求を矩香した玉鬘海を、裁判酵君ま♪欠のよう

に説明した。すなわち、禽龍な弁護入は、態藁麟である蟹選弁護人に選任され

た場合に、それに婁んで暗弱を割こうとしない。実襟、弁護人は国選弁護入と

して活動することに嫌々ながら霧意する，，したがって国選弁護繕度は、裁覇富

が職業上の義務を弁護人に意識させることによって成1｝立っている．一方、貧

懸被疑者・被告人の弁護は、弁護士の購で、幾分かは醍分されなければならな

い，、貧露被疑者・被告人が、一罪、の弁護人に集中することによって、醤選弁護

翻度が麻痺させられてはならないのである。現実的に、講ご弁護人を望む被告

人達を偉｝裁するよう裁判官に要請することは不可能である雛。

B　学説　このような舞舞の展開に帰して、最近の奮衆爆の動きは、鞍疑者・

被告人が弁護人を選択することを認める方緯窪に流れている。逓隼の学説では、

シュルフォッファーとフリードマンが、鞍疑者・被告人の弁護人を選択する暴

度の確宣を提案している欝‘。

　この垂足案は、いかなる地｛堂の法的機鷺あるいはぞテ政圭，の幸幾縫を§彗殺したとし

ても、予算上の開題は常に存在するが、むしろ有効な弁護を探瞳するための難

事弁護納度のためには、弁護サービスの毯蜜毒場を要素の一つとして想定して

みようという難題童議による購，，そして、被疑者・被告弄、の視点からの繕事

弁護麟度が穫索された。具体的には、弁護入を選択することを裁判辮から被疑

者・被告人に移すべきであると．主張される，つま1｝、緩疑者確度憲人の選訳

に委ねれば、依頼者の満足度の開題は解決される。仮に選捉駿が満足のいくも

のでは必ずしもなかったとしても、少なくとも被疑者・被告人の蕎益が皮膜さ
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れることとなる。これによって、弁護の質も、海品の質と同様に改善されてい

くこととなろう耀。このようにシュノレフォッファーとフリードマンは主張した3

　そして、覇溺の講馨が不十分であると、次のように撹甥した。①普通の弁護

士と娩較すると有能ではないかもしれない露選弁護人を被疑者・鞍告人が選探

できないとする政策が、賢明な穰事弁護繕度の姿としてなぜ必要なのか瞬らか

にされていない。②また、被疑者・被告人よりも裁響富の方が有能な弁護人を

選任できるとする主張は、鰻礎に乏しい。事実、裁鞘官は強争的な弁護入よ諺

も協力的な弁護人を好み、そのために濤報を季瞬きしょうとする。③馨醜が特に

高いわけでもないため、被疑者・被告人の弁護人の選探勝弁護士間の不公平性

を生み鐵し、讐定の弁護人が轡選弁護に集中する現象はおこらないであろう。

④忙しい弁護人は余分な蟹選弁護の選任を懸ることができ、有能な弁護入は不

公平に貧蟹者弁護のサービスを負わせられることはない。また、その弁護人が

覆姦露選弁護事件を引き受隷ていると被疑者・被告人に伝えられることによっ

て、問題は解消される。⑤弁護メ、を選択する白蜜は、被疑者・被告人闘の不公

平を引き起こすであろうとの主張はこじつけである。翼）輝度に麗する弁護人

の選檬を否定するという政策自体が弱題である。また鞍疑者・被告人がP至）に

不満のある場合には、国選弁護人を選叛することも考えられる。⑧…人の被疑

者・被告人によってその飽の被疑者・被告入の要求が犠牲にされることもある

が、この設定はあくまでも飯定にすぎない。さらに弁護人の質の問題を醸一的

にとらえ、その定義すら曖昧である。場合によっては、汽がX弁護人を購い、

Y弁護人を望んだとしても、Y弁護人によって代理されていた8がX弁護人を

好む場合もある．⑦猜報を持たない被疑者・破憲人は弁護人を十分に選叛でき

ず不公平となるという議講もある。しかし、消費者の編鮭を最大鰻にするため

の選択の霧益は、穰益を権力的に保護しない者の犠牲に勝る。さらに、弁護人

は弁護の質を高め、被疑者・破書入を満足させようと努力するから、そのよう

な動機｛サけがない場合よン｝も楕鞍の少ない者が不承i益を被ること1まない一｝諮。　し

たがって、裁請所による選錘は、弁護人を容易に監督できるが、匿選弁護に麗
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与している弁護人の熱意を喪失させてしまうという不十分な基礎のもとに成蓄｝

立っているから、鞍疑者・被告人に弁護入を選撰する権瀦を認めることが検討

されるべきであると結講づけられている齢。

C　最近の動癖　さらに実際に、貧毯被疑者・破智者の弁護人選択の仕維みが

合衆屡で検討されつつある，

　まず、A8汽基準において、弁護人選択権についての変化が生じている。確

かに、！鮪8年版A8Ai基準では弁護人選択権は否定され、デービス嚢決は、こ

のA　B　A基準に依撰することができた。しかし、欝欝年版のA　B　A基準では、

この否定は趨除された。そして、貧懸被疑者・破唐人に弁護人選探権を認める

ことが推奨されるべきであるとされるようになった。その理由とするところは、

弁護人にお酵る信頼麗係が発展し、覇事司法麟度の公正性が増すであろうとい

う点にある『羅。

　また、欝93奪に連難磯事弁護麟痩の改革をめざして継織さ就た委糞会（ブラド

氏を議長とすることからプラド委貸会と呼ばれている）が、弁護人選択権を認

めるべきであるとの勧魯を行っている。第一章で検討してきたように、合衆蟹

ではと鋲にて弁護遜譲を遅出に有罪舞決を破棄することについて、近時の達蔀

最高裁の覇舞は消極的であった。その結果、依頼者は不十分な弁護を行う弁護

人によって代蓬され、そして主訴にてそれを争うことが望めない状溌にあった，，

その結果、合衆羅飛事講法鱗度の信頼が、失墜しかねない状溌にあった難。

　そこで、弁護人が十分な抗弁を依頼者のために主張することができず、依頼

者が有効な弁護を受ける権稀を保障されなかったとされる場合を改善するため

の方策として、連邦法護絨におけるプラド委員会の勧告が登場した．また握案

では、このような選板権の確立は、国グ）コント質一ルから弁護人の独立性を保

隣する上で、極めて重要であることも指摘された欝。具体的には、弁護人選択

権を繕濃した形式で導入する試験的麟痩が実践されるべきであることが、勧告

された。具体瀦としては、㊦癖人の公的な弁護人のリストが被疑者・被答人に

示され、②リストにない特定の弁護人が叢疑者・鞍岳人から望まれた場合には、
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その弁護入が選任されること、が挙げられだ賜，この選毅権は、自己責任の感

覚を被疑者・被告入に麺え付けようとするものであった。この勧餐重は最終馨告

書でも維持され、合衆螢司法鵠議会（蓄綴1£認Co舞舞e就e）でも承認され達都議

会に上程されたという欝。

　この結果、次のような試験的撰度が要求されることとなった。すなわち、サ

ンディエゴの連蔀P至）麟度では、被疑者・鞍告人が、選任された弁護人につい

て満達していない場合には、P玉）によって面接を受けることとされている。そ

して、群）を選択することが、被疑者・被告人に可能となる。ただし・被疑者

・被鉄人がP董）に撹覇的であるときには、魯簿の弁護人をオフィスが推薦する

こととなる。被疑者・被告人が名簿の弁護人によって代理されている場合には・

霧の名簿による弁護ノ、か、P　f）緩織のスタッフ弁護人を選択する権瀦が依頼者

に与えられる『欝。

　このようなブラド委員会の握案は、弁護入選探権が完全に認められ、被疑者

・被告人が選訳した弁護入に政癒からの費零が支払われるというイギリスの穰

事弁護譲度に徽って提案されたものであった難。イギリスにおけるジュディケ

アー・モデルは、透時の合衆騒においても参考にされているのである。

（注1
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難S窒e鱗e編．Sc舞曲醗r＆Pa畷P．鞭藤灘，｝～麟鹸瞭1驚晦醸Z操鴬ε二
　　　Prσ魏磁醜ぎε罷。轟びε　盈ε芦rεs2鑓オα嘉。擁　営為π濯9宛　c｛〉控s麗羅cr8ひむε紺麺麗鞍α羅だ

　　　翫繍灘ブ。編εゆダ躍εC湘∫厩旋勲ぬ醜8、3玉醸．L．懸．73、75（欝3〉、

一i鱒　　1δ．撮75－76．

　　　ネ4．経董97．

　　　1δ．翫t　i｛｝6＿圭i　i、

　　　14．謎聖王生玉＿iエ2．

i鮭　A擁藝羅CA翼建A勲Ass（｝c董AT歪｛灘，AMε欝。汽翼9鰍A器叙1至AT至｛鄭ST鱗茎｝汽勲爵F（戴C羅鰯翼AL

　　箆鷺董。駐．事｝灘｝v董購嶽｝｛漣F駐罵εs獄v董〔置s、s継継捻戴き2．3．c“灘醗。齪紐y錐5．2隼5．3〔冒2蟹董e益．．

　　！§8（｝！．3εεα言書θAM氾獄C汽翼9真嚢As～｛》C重汽丁重。醤，A縫至誠董（’互蟹8汽装汽ss｛）c董λ讐｛タ翼STA糞む盛衰避｝s

F鍬C購1聡」訂鰻。琶．蝕〔｝懸醤G鞠黙躍蝕Vlc齢，S撫戯面一2．313r6磁．．欝2〉．

玉簾　　海難賞玉．Clea弩．飛6ε震露βε彦阪艶r8εヂ誓言ε2εゴ82r麗舞ぎ綾ε8y露ε醜ひrオ毒εe髭ε鋤言凱

　　58　むAw＆c（）蟹丁£鍾夢．誓〉良｛購s．63，78＿79（i｛｝9き）．

i欝　　脹雀無熱董飛琶董シ（獄写（》罫丁｝運C〔搬猿麗丁τ£駐丁の段避翠叢…W　T賢藝C腿M茎醤汽L霞∫sT妻。泥Acぞ．欝欝藝鑑£｛董餓

　　5i　c艮｝麺互曇A転L汽麓》奎≧翌…聾閥｝装丁£難2335、2345麹i4　（A雛夏霞s重i｛妻．玉9§2）．

　　　1ヒ∫．齪　234§．

　　　　衰ε垂｝｛）観望　〔｝罫　丁｝｛駐　手t∫議事。董A毛　C（》翼ヂ£嚢猛翼。駐　OF　下｝｛建　も｝蓉喜丁重…搬　ST汽丁歪…s　（｝翼　1『蕪甕　欝ε｛憾…設AL

　　参議菱三｝磯逮裁許獣｝G艮汽擁．紀要｝ギ塾te｛墨搬53C羅鱗茎｝賦しL汽w良蛋…警戒ぞ雛｛2（X）3．2（難7　（A蕃｝ギ暴　玉4，

　　i§§311衆混野｛殿下｛謬丁｝｛董C〔協熟簸讐ε｝…ぞ｛》艮駐v毘ヤ》s　T殺艶C灘M鄭Aし舞鴛賢。εAc了、r｛雫毒難総〔墨鶴

　　52　C段飾賛報AL　LAw裂董…軒（）箕贋灘2265、3〔雛　（擬毯℃為頁｝，玉§§3）．

　　　　C童e議理，s曝｝r窪窪。総i35．餓7§、

　　　　董醤麗鍵鍵　嚢ε野｛殿下、ε翼芦rα　銀》紀董36．謎　2345轟i41食ε妻｝｛駅ぞ（揮丁綴…CG蟻M董窟駐藝．8髭β置α

　　霞。ξe　i38．撮　30§4．

韓



被疑者ヲ簿事弁護に懇する一試講i／婁〔舞譲鋭典〉

第2節　イギリスにおける24時闘当番弁護士調度の動病

葉　イギリスにおける2離寺弱当番弁護士麟痩の檎造

　構　鞍疑者の法的勘言を受ける権瀦の確立

A　裁半il霧峯嚢彗　警察段講における被疑者の浅酌勤書を受ける権稀（Acc総e緯

Le難蓋A戯ce）は姓、2A　C蕪が実施される以前には裁判官準則窪紛｝磁gゼs

良t髭s〉に根換づ酵ら貿ていた、49鴛隼に規定された裁鵯富準舞彗には、その後新

たな条項が追糠されていった。また、欝47年に「僕達録取手続に関する追藤筆

購」が撰定された監一

　／騰4年の改置による「新教鵯官準簑ll」では、C項で「取調べのいかなる段賠

においても、鰹人も弁護士と遷濡し、穂密に磁談ずることができる・このこと

は、それによって取調べの進行または裁判の運営に不当な蓬蓬もしくは嬉害が

生じない漿1｝、拘禁さ観ている者についても罰様である」と欝定された。また

裁韓實準則を補足する「警察に隣する行政麟指示」のパラグラフ7嚢では「…

一捜査手続または法の執行の不金運な鋳警をもたらさないかぎ絹として、そ

のlll項で「被拘禁巷は纏のソリシタまたは友人と電謡で話すことを許されるも

のとする」と蔑定された。また、7鰻項で「被拘禁者は鞍らの諸権耕および彼

らが霧絹できる諸設／轍こついて黙頸で簿らされるものとするのみならず、さら

にそれらについて記した諸告知が警察署の遍切かつ蟹立つ場所に翫置され、こ

れ藁、の諸告美嚢について綏撫禁者の注意が喚起されるものとする」と燈定され

た鍵．こうして、準難で、警察に不合理な「鋳警」を惹き起こさないことを条

件にして、被疑者は秘密にソリシタと接莞することができるとする原則が確立

された。しかしこの凍舞舞ま、十分1こ機能しなかった。なぜなら、毒須敏まコモン

　賞一および麟定法といった意練の「法律」ではなく、不含遅な鋳害を惹き起

こす可能性がある場合には権麟が否定され、また、被疑者は法的助書を受ける

権篇があることなどほとんど認識していなかったからである。
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行致被金輪集　第昼巻　第2弩

　警察段階にお1ナるソリシタの法的勧霧を受1ナる権1蒋の行稜辱犬滉鎖〈）いて1ま、

欝7（）年代1こ3つの実証鱗究がある。具体的な実談議葺究として先鞭の地縫を築い

た醗究は、ザンダーの醗究である，ザンダーは、控訴綻に上訴した者の串から

無作為に擁墨した約玉論集に録するインタビュー講奮1二おいて、警察署に達行さ

れたときにソリシタと接慰した者が蔦名蹟輸、接舷できなかった者が鎗8名

18§％1、警察署に連行されなかった者が懲名（7％）であったと報告した。ま

た、接舷できなかった欝8名のうち、42名がソリシタを請求したが擢縫さ蕊た，

そこで、ソリシタとのアクセスを請求した合議57名（全件数の蛇．§弘）の74％

がソリシタヘのアタセスを否定されたことになる、とザンダーは報岱した監。

　ザンダーの礒究では請求率が以下に述べる醗究と比較すると高率である。し

かし、法的麟言を受けることができたのは、垂i％に留まっている，、これと購様

の結果は、ソフト琴一の覇究でも示された、。ソフトリーの蘇究は、4警察署の

観察および被疑者のインタビューに基づいていた。調査は欝79葬2樗i馨から

5丹1霞に行われた．この棲究によれば、次の詰果が韓告された。⑦欝8ケース

のうち慧至ケース懲3、警％）では、ソリシタとのアクセスについては縛ら縫心が

払われなかった・②警察がソリシタとのアクセスについて告難し、被疑者がソ

リシタとの接見に瞬意したのは2件ほ．2％）、被疑者が擢籍したのは6件（3．6

％）であった。③被疑者がソリシタを請求し、警察が罰意したのは露盤（7．7％＼

警察が麺絶したのは6件（3．ε％〉であっだ蹄。したがって、欝8舞中欝件（8．§

％1の被疑者しか、ソリシタとの接見を認められなかった。また法的跡言を

請求した場合（全件数のii、3％）には、およそ5分の玉の場合が警察によって

ソ》シタの請求を捲繕されたこととなる。さらにソリシタとの接見が許さ就た

亙5件のうち、9件で被疑者はソげシタと接見することができたが、玉作は被疑

者が心変わ孝｝し、その飽5件ではソリシタと遠絡がつかないまま被疑者が釈綾

された『灘。また、ソフトリーの講究では、全被疑者に権稀が告知された警察署

とそうでない警察署とでは、法的鋳書の獲得に大きな格差が存在することも報

告された，iつの警察署では、被疑者にソリシタとアクセスする権零1について

　　　　　　　　　　　　　　一・一42一一一



綾疑者鋼車弁護に聴する…試論麟（緯蟹税典／

のり一フレットが提婁された、その場合2玉％（52件中正i件）の被疑者は、ソ》

シタとの接見を請求した．その飽の3つの警察署では、7％（難6件中8件）の

鞍疑者がソリシタとの接見を請求しただけであった藍。

　マッコンビルおよびボールドインの醗究では、バーミンガムの溺事法錠にお

ける係争事件に関する調査の一環として、法的鋤憲に関する講養が奮われた。

欝75隼から欝76奪に352名のインタビュー講査が行われた結果、次のように報告

された。㊦1235名（総．7％）がソリシタと接饑しなかった。②25名（7．聲萄が

ソ蓼シタを請求し、請求が認められた。③84名（23、9％）がソリシタを請求し、

請求が認められなかった。⑤7名（2％）がソリシタ岡梓のもと警察に墨鎖し

た。⑤i名（○．3％1が警察署で取巻）調べられなかっだ黙。したがって、この

結累：から、約3分の2がソリシタを請求していないことは明らかであった・ま

た、請求率（30％／は異なるが、請求したとしても蜂下される場合が5分の4

もあ諺、ザンダーの藩究と隅じ結果が現れたのである。また、ソリシタの法的

購書を受けることができたのは32名であ幸｝、全体で§％という低率涼ザンダー

やソフトリーの羅究の糖果とほぼ講じであった。このような調査結果から、裁

縄官準則の権利岩難に関する規定は効果的ではないことが推灘された糟毛裁無

官準震彗は法であったけれども、しばしば遵守されていなかったのである。また、

このような環状がいくつかの誤覇事例をきっかけとして問題とされた。そこで．

！98i年璃事手続に関する王立委員会の鞭若書の勧告を経て、ig84奪にPAC琶

による警察段階における法的動言を受ける権穂と笈時間当番弁護士羅度が確立

されたのである。

8　簿麟年警察・欝事議擬法58条の構造　璃事手続に関する王立委員会の勧告

に影響され一驚、警察段蕃皆における法的勧言を受ける権零彗について鎮定されたの

が、P　ACε58条であった。．58条による警察署で法的勤番を受ける権稀は、犯

罪者を麟事藩法麟度に送諺込む共瞬体の孝…溢と懸人の権鵜とのバランスを考え・

P　A　C琶によって増大した警察権譲との均衡のために導入された重要な権穂で

あると、言われている重三㌧

一逢3一



待政駄会議集　第経巻　第2畢

　費ACεでは次のように法的勤書を受ける権蕎が麟定された。逮擁さ酸、警

察・その縫の場訴に留叢されている者1ま、請求により、いつでも内密に弁護士

と穣談ずる権稗を有する（58条正項）。第i項の請求がなされたときは、本条の

議定によ1）許容される限度での遅延を除き実行可能な鰻1？速やかに、弁護士と

趨談ずることが許されな診ればならない（58条4項）。請求に応じることを遅麺

する場合は、⑦被留置者が重大な逮捕薄能犯罪によ鞍警察留置に付されている

場合であって、②警視（S叩er醸e認e搬）以上の隊級の警察官が遅達を許可した

ときに限季1、許容される（58条6壌）窮。そして警察密は、警察留置に付され

ている者が望むときに、第玉項の燈定によって付与される権鵜を行絶すること

が、以下に掲げる事態の一つを惹き起こすと信ずる合理的な蓬由があるときに

隈影｝、遅延を許可することができる。すなわち、㊦重大な遺篇薄能犯罪に羅す

る証鍵に不墨な影響を及ぼし若しくはこれ。を毀損し、または飽人に不当な影響

を及ぼし若しくはその身体の傷害をもたらすこと、多重大な逮捕可籠麓罪を犯

した疑いのある第三考で、いまだその罪によ1）逮捕されていない者を警戒させ

ること、③重大な逮擁可能犯罪の詩集、領得され．た糞率霧の懇復を紡げること、

である（58条8壌）。遅延が群薄されたときには、警察留置に付されている者に

遅延の理由を告げ、かつ、その遅鑓をその者の留羅記録票に記鼓しなければな

らない（絡条9壌1。これは、速やかに履行されなければならず（絡条給項1、

遅延を認める遅趨が存存しなくなった場合には、それ以上の遅延は許されない

熔8条雛壇〉欝こ

　以一ヒのように、重大な逮捕可能犯罪に関する6項、8曖の鰹外燈定がある。

樋外蔑定を条件として、警察に留置されている被疑者には法鑓勘書を受ける権

覇が像障される。ここで注意しなげればならないのは、PA（〕露§8条6項、8

項の簿外はその範懸が狭いものであること、また、この例外は被疑者の権窮が

麺否されるのではなく、たんに遅らせられるだけであることである。しかも、

すべての被疑者は、請求すれば36鋳闘銭内1こソリシタと灘談ずることが認めら

れなければならない添8条5環），36時闘以内とは、PAC臥舞楽2項に矯定さ

■一
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被疑者飛車弁護に絶する一試講②（縫銀悦典／

れている留菱窮縫の莚糞時からである魏。42条玉壌では、留置さ震る警察署の

黄経を有する警授以上の警察官が、次の場合には、起算時から最長蕊時開鉱内

の時点まで破逮捕考の警察留置の継続を許可することができる、とある。すな

わち、壌1監発されていない者の拘禁が、その考を質絶することによって証鍵を

獲得し、逮捕のもと猛罪に漢i達する証i捜玉を確i保・保存することを必要とする場

合、噸その者の逮捕されている犯罪が重大な逮矯可能狸罪の場合、妙捜査が真

摯かつ迅速に行われていると信ずる合馨的な理欝がある場合である。

　3§時醗以上、法的麟書を受ける権稀が遅廷されることはない響、また、遷延

が終了した場合には、被拘禁者が権蕎鴛使をすることができる雪、苦難されな

ければならない。そして、不遜鰐な遅毫はその後の農嚢の信羅性に影響し、露

白は｝）A　C盆7612細によって不許容とされるか、不公廷を謹麩として78条によ

って癖除されることとなる憲，

　犯罪で告発された後に裁覇藪で法的購書を請求した場合には、そのことがそ

の者の留置記録票に記録される必要はないが憾＄条3壌）、第正項にしたがって

なされた請求と請求した暗闘は、留置記録票に記録されることとなっている

（58条2項）。

　このように、いつでも内密に、ソリシタと直接または叢誌にて構談ずる権瀦

が、重大逮捕可能狸罪の場合には一定の遅延を条件として、認められた。

C　実務媛範の購造　登AC欝8条の法的勧善を受ける権奉1は、実務蔑範にて

詳綴に燈定されたコ任意で警察署にいる者も、逮捕された者と購じようにソリ

シタとアクセスする権科を有することとされた．しかし、任意崖頭者は法的嚢

言について尋ねない緩む、特驚に告知されることはないこととされた（欝84年

C指導注記玉A憾

　実務規縫は、警察に権朝告知を義務づけた。逮捕されて警察署に連行されて

きたか、警察署に任愚で繊強しそこで逮捕されたときには、罠頭でソリシタと

相談する権覇があることを留置管理富によって被疑者は告知され（欝雛隼C

3，レ、留置管理官は、権穂を記載した欝霞を交付しなければならな疑とされた
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‘欝醗年C3。2）。また、留置管選實は被拘禁者に、書面を受領したことを認め

た旨の署名を留置護至録票に求1めることとされた（欝鱗隼C3．2〉掘7‘。しかしこの

ときは、無麟でソサシタを稀絹できる旨、記載がされているわけではなかった。

そして、難頭ではなくり一フレットによってこの精報が与えられていただけで

あった，、そこで、この実務が幾鵯された難。また、警察に梅禁されている被疑

者が、少隼や椿紳陸害あるいは精神錯戯者である場合には、被拘禁者あるいは

適切な大入（盆鞭ギ叩ギ磁ε段轟奎｛！が法的麟言を受ける権稗を背縫することができ

ることとされた（欝麟年C3．露1。

　法的勧善を受ける権稗ま、具体的には次のように燐定された。被疑者は詣名

ソリシタ（自ら選んだソリシタ）、当番弁護士、法的助言の提｛藁を環意すること

を前もって明示している名簿ソリシタと嚢接、あるいは書灘、電謡によって選

任することができる。被逮捕者、任意鐵顕して逮捕された考、鉦意識頭者難に、

文書でこれらのソリシタの選択ができる旨を逸難し、当番弁護士の選捉は無償

であること、その地の場合にも協定した場合を除いて無料である旨も文書で通

難され。る　賃§84年C6、i）。

　また、法的勘言を請求した場合には、法的麟言を受けるまで、取調べを継続

することが原則として認められないこととされた（婚雛年IC6．31灘㌧さらに、

被疑者がソリシタと相談することが許される場合であ弩ソリシタが秘灘できる

場合には、取講中のソリシタ立会いが認められた（欝欝隼C6．5）。ただし、ソ

リシタの行為のために取調官が被疑者に適切に質問できない場合には、ソリシ

タは取調べから換除される（董9艇庫C6．恐1。取調べからの当該ソリシタの欝除

が決定されたときには、取調官は霧のソリシタと梅談ずる機会を被疑者に与え、

そのソリシタに取調立会いの機会を修えることとする（欝84年C6・7㌔法的勧

善の請求とそれについて下された捲置は記録される（鎗84隼C6涯葺。法的勤言

を求め、取調べがソリシタまたはその代行者（後述するよう1こ、法的鋤言はソ

リシタではない代行者によっても行われる羅度が確立された）の立会いのない

まま開始されるとき（またはソリシタもしくはその代行者が取調べから立ち退

蕊一
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くように求められたときに）は、その濤が取調記録に記録されなければならな

い（欝84年（憾、｝2）。後述するが、C暮．3はその後欝縫隼の実務窺縫を改正した

i鱒蓬年蔑範で大毒譲こ改鷺された。しかし、C§．7は欝鑓葬幾箋で、若干、改正さ

れただげであ諺、その飽の矯定は改正されることなく、鯵縫年幾範、欝95隼鏡

範と継承された。

　｝）A　C狂．58条の鱗舛に基づいて、実務燭縫アネヅクス発i項では、ソリシタ

とのアクセスによ警護鍵を鋳害し、人を傷つけるまたは害することになる、共

麓者を警疲させる、財産懇復の紡げとなる、と欝じる合蓬的理由がある場合に

は、遅延が認められることとなった。これ．によ1）、…定の犯罪カテゴリー以外

では法的助言の請求を遅延させることは正当化されないこととなった。

　ただし、法的幾重を受ける権蒋を警察が遅延することも稀である。これは、

一定の条件による遷延がP　AC露によって法定されたからである。号ンダース

とブリッジによれば、，58条6項による遅延が行われたのは、講澄したサンプル

における全請求数の申の3％であった嫌。鯵§2年のブラウンらの醗究によれば、

法的筋書の遅延は全請求の紬2％であった嘘一。欝93隼飛車司法に関するモ立委

農会も、遅延が蕎われる場合はほとんどないと言及するに至った魏。

　②　24時閤当番弁護士譲痩の概要

　警A　C£襲5§条簸1項では、①P　A　C琶29条に蔑定さ蔑る警察に任意鐵頭・溝

貸した者、②逮捕され留置された者であって費AC詑58条至項の法的勧善を受

ける権趨を行使した者、③または逮捕され留置された者であってソリシタ代背

考と相談することが許された者、1こ当番弁難士による無料の法的勧善を与える

ことが競走された。欝88年法律1扶動法によって廃まされるまで、この蔑定が24

時闘当番弁護士鍵度の摂拠条文となった。24時間当番弁護士麟度は、被逮捕者

だきでなく、緩意鐵頭者にも範醗を広げたこと、代行者にも活動の余地を与え

たことに特徴がある。

　第二の特徴は、騒々のソリシタが参集して「当番毒lijを敷いた点にある，そ
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行政祇会鍮集　第i董一巻　第2暑

して、霧窯のように24時隅、緊急の事態に購える彫式としては待機麟と名簿舗

の2種類を備えた点にある．待機麟は、当番弁護士が一…定時鷺、嚢己の業務を

停達して、被疑者の法的勧善のために待機している麟度である。名簿麟1ま、詩

機することまではせず、名簿に名幾を達ね、当番の弁護士が遮絡のあった場合

に畠勤する麟度である。待機錘と名簿麟のどちらが望ましいのかは、一一機には

判定できない，そこでイギリスでも、地域に応じてどちらかの麟度をとること

が望ましいとされたのである。当祷、隼題7（羅｝人以上の被疑蓉を擬う警察署で

は詩機麟が望ましく、需要があれば待機霧が蓬当鞄されることとされた，、そし

て、各当番弁護士麟箋がカバーする警察署の数は、地建的条件および対応鋳闘

に応じて、考えられることとなった魏。また、待機鯵および名簿麟1こついては．

それぞれ次のような長所と短所が挙げられた．待機麟の場合には、⑦中央電話

サービスは至人のソリシタにコンタクトするだけでよく、②豊番弁護士が夜闘、

選末などでも稀窮可能性が高まることとなる。しかし、②ソリシタは当番中、

常嚢寺、警察署での接見のために騨羅馨能な状態1を保たねばならず、〔参ソリシタ

は連絡がない場合には待機料しか要求できないなどの欠点がある。一方、名簿

縫の場合には、㊦当番弁護士は常時、鰻入業務を遂行でき、②当番弁護士の需

要が少ない地縫の対策ともな薪｝、③待機料を考癒しなくてもよい、という長所

がある。しかし、⑦舞罵可能なソリシタと連絡することが難しい、②警察署で

のソリシタの接見が遷れる、③盛番弁護i士と連絡できない場合もある、＠代行

者を過度に舞矯することもあξ｝うる、といった欠点がある’蕪⊃

　第三の特徴は、指名ソリシタのいない被疑者のための麟度であき｝、電慧サー

ビスを経由して当番弁護士と迅速に連絡のとれる麟度であることである。当番

弁護士が餓動ずるシステムは、電話サービスが警察から連絡を受け、待機当番

弁護士か名簿当番弁護士に電謡サービスが連絡する。連絡は被疑者の法的跳言

のために動鯵る当番弁護i士が見つかるまで続けら汽る。，電話サービスは、当番

弁護士が代鴛者を持っていないとき、賎に1蕪番弁護二歎が事件を抱えている場合

に、そのバックアッ旗潤する捲示を必要とする。鄭本鍬こは、待機毒物場合

48一
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には、電謡サービスが警察署から連絡を受け当番弁護士に連絡する。そして、

当番弁護士が警察署に連絡し、警察官、被疑者と権談して、警察署に接見する

かどうか醤藪する。警察が甕接、当番弁護士に連絡することも可能である。特

に、これ1ま当番弁護士がすでに警察にいる場合などに生じる。当番弁護士は電

謡号一ビスに場藪や秘鱗可能なのかどうかを連絡しておく。事件を複数掩えi

人では籔えない場合には、当番弁護士は電話サービスに連絡し、バックアップ

措置をとる。名簿麟の場合には、電謡サービスが名簿に掲載されている当番弁

護士に連絡し、瀦矯薯能かどうか確認する，，当番弁護士は被疑者の勧言をこの

場合に義務づけられない．勧善できない場合には、電請サービスに連絡し、騨

のソリシタに連絡してもらうこととなる。電話・サービスは被疑者が揚名ソリシ

タや名簿ソリシタを請求した場合には覇絹されず、その場合、直接、警察がソ

リシタに連絡することとなる。

　このような電糞きサービスの孝彗点は、浮このように挙毒デること寿ごで1きる。①名簿

講度を機能させることができ、待機料を節約できる、②待機当番弁護士が騨爾

できない場合のバック・アププ諸鐙となる、③警察が当番弁護i士と連絡できな

い場合を減少させる魏。なお、電話号一ビスの運営主体は、Air　C＆llから｝｛C

（慧盤織C磁｝、欝92年i月にA　A（A雛。盤。醒e　Assoc重藤○盤1に、謄96隼尋月に

｛AS（至搬e醗蜜IG職l　Asslst袋駕¢Seギvlces　L織豊te紛1こ、その後当番弁護士電話中

央サービス（D雛v　S醗鍵盤C謹Ce轟董ye　Se麺ce）に委譲された盛。

　当番弁護士麟痩の第獲の特籔は、全醒を轟地域（灘鱗隼翼雀1に分け、3段

贈の委員会構造をとっている点にある。設立当窃、ロンドンで全捧的な監督を

行う法律扶跡（当番弁護士1委員会、各地域の欝～35メ、の地方当番弁護士委員

会（Lβc溢6雛y麟1嬢醒co盤獄搬ee、以下LCと略す＼その下に、地域当番弁護

士委員会（盆e幽醸曲解s戚戚。ぎco餓藤鞭e、以下設Cと略す）があった欝。各

委員会はそれぞれ役額を蒙わされている。法律扶麟（当番弁護士〉委員会は、

LABに当番弁護士の運営が移得したときに、LA欝のもとに設置された［）S

Cにとってかわられた。艮Cは各蔦地方に醗置され、様々な構議員によって緩
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織される．こ矛tは、基本的には地方σ）麟痩を監督し、1…1窪番弁護士のための申請

隷下、鐵番弁護士の誹線・活動停掛・慧戒の不畷牢立を審査する一LCは察番

弁護士の麟の瀞綜ついて、難壽独難を有する総である・1ズは圭！播

弁護士を受入れ、麟度を整え、それを運営する峯7触

　また、イギリス当番弁獲士麟度の特徴として、代春着を予定したこともある一

代行者慧人的資源の問題として重要な解決方法と考えら蕊た。当番弁護士銭費

都こは、当番薦麩ではない甥シタや、鷲シタ職数年鹸約覇が含ま

れ、その利零は塞番弁護士だけでは事件数に雑感できない場合に、衰Cによっ

て認め凍る．鱗弁護士および当番弁護士代赭1謙るための選抜塗観存

善三する．覧、たがって、当番弁護士代行者の中には、蟻華鬘士ではないソリシ

努力寸含まれる，、

　以との麟な2塒鶏番弁護士毒綾は、年礁箋嘆麹隷ていった各警

察署に対応する凝甕の婁旛率は確実に上異していき、欝鱒一儀年度において全

警察署の鯵％に達し、ほぼイギリス全土の警察署で塞鋳弱当番弁護士鍵痩が誕

置された群。当擁、実施が難しい地域は小簾青簾であ1）、その靉靆はL　Cの篠

集ができないことと、ソリシタの不足であったという艶。

　鍵時鷺当番弁護士麟度では、墨書弁護士に待機料が支払われる。当霧、待機

料は全コストの24％を占め．待機料だ蓉の請求の場合に綜合コストの欝％を占

めた。そこで、24時闘当番弁護士麟度が設立された後、ソリシタ協会の法律扶

跡（当番弁護士1委員会では、当番弁護士の請求が少ない地域で待機縫をとっ

ている場合には、勤務暗闘内では名簿隷とすべきかどうかが、羅議された欝。

　・略、懸鋒のサン外ス紡織は、次の麟な妻腔秦課を主張した二！1一

当番弁護士は待機瞬を得ているため、季移に要する労力に見合う以上のかな1｝

高い麟合の支払額を受けている、②しかし、当番弁護士は待機料を除けば、事

件単位の当番弁護士の費ξ穣ま括名ソリシタのそれよ1ナも低い。このことが、後

述するような、裏番弁護士の電誌覇書の穫灘率が高いことに反硬していた。そ

こで．待機孝輸劾方について、にわ麓麟灘がさ麺鋤起当番弁護士毒鍍

一一 蛻



被疑者飛車寿護に麗する一試論｛2／（韓穣税舞〉

の運営を引き継いだLA董3のもとに組織されたf）SCは、サンダースらの礒究

調査を踏まえて、大燧摸な当番弁護士麟度に関する改革勧告を欝§○隼に行った

が蠣一、このD　S　Cの勧告の中で、警察署の勤言に関する鞍醗の勧岳が行われた。

そこでは、「鎗％まで待機料を少なくする提案…は広く異議が曝えられた。以下

の選択駿が、それ麟え違求される。①待機料は、菅勧奨標の…つとして含まれ

るべきである。すなわち、被疑者i人に対する待機料が、全国平均の待機料の

3倍を超えてはならない。②後勘された各被疑者に鰐する待機料が全羅平均の

3懸を超えている場合には（およそ暮5麟度ある｝、その鑓慶が確認さ貿、待機料

を減じるための轄らかの手段がとられるよう配濃される。舞えば、隣接鱗痩と

の欝合がある，…曝慰…」、と勧告されたζ勧告64！，，

　さらに、①これらの要語とともに、請求率の低い麟度では当番麟をとること

やめ、名簿綾に窮葦）替えること、②この勧岩は、援勤を握撰している一定の簿／

度の全コストとは区霧した事件毎の平均コストに購心があるから、被疑者i入

につき高いコストをかけている地方麟漫を検1証していくこと、が勧憲された

（勧告65および6創。

　この勧魯は、当番弁護士が被疑者聖人についてかなξ｝高い支払額を受けてお

弩、その原馨は待機料のためであるという指摘を反硬しているr艶。そして、待

機料を減額するとの意見をP　S　Cは受け入れず、その代替策として、それらの

ことを当番弁護士麟度の行動醤標として掲げることが、提案されたのである，

この提案は、その後、L　A　Bの活動慕擦を偉威することによって、実践されて

いる’圭聾〔

　イギリスの24時霧当番弁護士網度は、その設立後、雄牛以上の月ヨをかけて

養実に定養した，その背景には、24時間当番弁護士凝農への覆家資金の保薩が

あることと、瞬度が定着していく段躇で瀦事手続が整備され、当番弁護士峯暖

が整簿されたからでもある。特に最近の鎗年闘で、㊦ソリシタと接触できるか、

②ソリシタがどのような動言を与えるかが、大問題として議論された。次にこ

れらの議譲の動陶、法改重の動向を眺めていくこととしようこ
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（注〉

滋　ここでは、法麟窺書を受捗る権舞という語を使った。これは、Le鯵A由lceと

　いう語が、頻繁に使曙されてお13、これに基いて多くの文献でこのように訳さ農

　てきたからである。警察段隊の法的麟言における展醗逢程の分所としては、鎗越

　溢弘「逮捕・拘留串の被疑者取尊講べと『僕達の任意性圭。一イギ彗スの議講を参

　考にして一」法政理譲2春巻4磐塞頁以下媛988〉参難。なお、裁判官準難の展灘

　愚程については、羅難一算蚕参難。

醤　パトリック・デブ勝ンζ警察・検察と人権一イギリスの飛事訴追…雲霓島式

　雛訳（岩波書店、第4麟、茎弱9）捻8蚕以下訴蔽「付録玉裁醤窟の認可した準舞」

　参照。

鎗　パト1卦ノク・デブリン・麟掲浅慧2、欝8資以下所収「付録2新『裁舞窃準

　購蓋」参難。欝64年の準購は灘準肇を大鵜に改重したものである。また、総越・

　鹸掲淺玉償、24頁参黙。

繋M至。絵ε重z餓感eギ．細ごε8就。α8θ翻ねヂ魏言為εP罐εεs観血．1王9？2i　c衰重醗獣L

　LAW茎之登v董£w　3違2．343．

釜欝（賎s（灘王Y，駐ぐ賦碧脈獄盆《臨蟹据：A製。黙童蒙VA榊猟LS欝Y茎婿（》撒P《賦旺

　sT願纏s．衰黙駐醸。賢s罵蟹齢．4F｛獄灘把良醜厄C〔麗搬ss茎⇔翼。翼。聚鰻重獄L猟（）c鋤聡藝

　68　（翼翼｛SO，　i　g8｛｝）．

窪薯…ぞぜ．厳69．

難譲　工謹、凝§8、

繕」磁認a認噛＆欝豊。雛ε1臨Co鯉濃e、P罐。ε露εrr・鯉魏醗ぜ伽r碧魏齢8ε2

　αs罐ε露or，巨979／c灘M猶畿LAW弛v量建w　i薦、雑8．

欝　14．翫i49．

難地形醜e臨鰹。糞．A麗魏91醜拶言01塵3善言εε二跳ε翫禦α薦醜εPθ置～むε

　ぬ孟醜，盤S罵WA欝F玉鋤＆顯魏｝A，τ齢M醸（鉛．）、髭蝋ε㈱跡董C董賦￥？；τ躍

　裂（）￥AL　C（｝魏擁器s垂《搬〔猶C羅鍾茎葉AL敢蕪窟。冠87縫蟹擁）二腰紀｝｛AεL　Z汽｝薩距設，丁｝建　芸》（晃茎。£＆

　C娑羅瞬ALεv夏至）狂馨。星Aαi98尊．鍍ま2違（3越e6．．圭9｛擁1．

纂葬翼磁gso舞，縦ぜ．

懸　イギ琴スにおける警察竃の隆綴は、欝麟隼警察法の下では、巡査（co雑誌細、

　遙登蕊長（se原盤獣）、警薬（雛灘ec勧善、大警蕩lc麟eギ海浦¢c紛ギ＼警茎晃
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（灘解離te綴e戴）、警視蕉（戯e無難磯麟e擁e翻、警察次長（黛ss嶽継電C振eギeo簸s籔媛¢＼

　警察覇本蕊長（6縫書籍。醜leギCG鵬麟le）、警察本離農（蕊1ビco轟s鰺醗）である。替

　聾敏郵財ギリス警察酸革の嚢翻法学志秣盤巻3号（欝951嶋頁参舞焦

驚　条文の翻訳は、法務大釜官房講法法麟調査藻霧鞍ギサス警察・麟事誕鍵法／

　イギリス犯罪訴追法主（法曹会、欝88！を参難した。その飽、土屋歪三「イギ琴ス

　の新影警察及び聡事謹縫法選略誌il～鯵ま56巻簸号3頁蟻下、臆号蔦頁以下（欝85）、

　57巻2号路費以下（婚86）、58巻三号婚資以下、3号22翼以下、4号鶏糞以下、

　5馨19頁以下、6号22頁以下、7号3茎頁以下！欝87）、実務規縫については灘美

　棄洋「イギリスの警察および璃事誕礎法の『実務燦籔叢lil～④拶獺タイムズ595

　号董8頁以下、596号22頁雛下、5欝号26頁以下、3鱒号24頁鉄下綾§86）参照。

翼　P　AC　R越条2項の起算時とは次の通1りである。①イングランドおよびウェー

　ルズの一…の醗轄地綾紅おいて逮捕が求められてお静、影の漸轄地簸において逮捕

　され、かつその者が逮捕された所轄地域内においては、逮捕の遅震となった髭罪

　に関する謹鍵を取集するための取講べを受けない者については、幡警察署に到

　蒼した時または（麺逮捕された時から24時露経過した時のうちいずれか早い購点、

　②イングランドおよびウェールズ磐で逮薦された者については、爆その者が逮

　鷺の饗密となった墾罪の捜査を春っているイングランド若しくはウェールズの所

　轄地域欝にある警察署に最鱗に到養した蒔、または（翻その者がイングランド若

　しくはウェールズ韓に入った時から24時翼を経遇した時のうちいずれか率い時点、

　③譲警察署に任意に鐵顕し、または鰻逮蕪されることなく鬱蒼して、警察署に

　おいて逮捕された者については、逮捕された時、④その飽の場合については、逮

　織された考が逮擁後警察署に最初に糞養した詩。

講　丁細欝ol圭ce麟盛C盛獄紐31欝v羅翻ceAc重ig縫，C縫，s．魂叙31．さらに、テ欝リズムの

　事件の場合には、嘆額寺霧雛糞1こソリシタと接見することが認められな睡ればなら

　ないき

驚3εε．ε．9．．w麟lig891c翻．L．衰．822、（CA｝CGC繍e［黙81cダ織し良，

　44§，（Ac鵬Cro職Co醸，擁曝eCo岬so舞！、法的勧君を受ける権騨と誕鍵携除の

　開題については、SεεPav羅Fe雑戯餓、鴛曙麗魏魏9響泥麓羅ε醜0！8麗質2撹3魏

　P襯εε8オ磁醗s∫藷厩。翻1醜2φ縦磁侃。ブ馳孟2蔽醗Proび醜。灘魏洗ε島旋2

　α穐4　雌馬ゴ箆α～　ε群ゴぜε珪。ε　Ac蓄　1984．　［圭99（｝薔C灘雑董翼盛L　L汽w　艮εv重重…w　畦52．
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鷺　なお、蟹直管建雀が警察署にお捗る拘禁を権縷づけるときに、被拘禁考がその

　時点で法的麟震を望むかどうか明らかにするために留置記録票に馨名することが

　求められなけ矛しばならないこととされた、，そして、正確な場所への署名を確保す

　る責任が留置管遷宮にあることとされた1欝駁年C3．5）。欝鱗年媛麹では、留

選管遅富力狂い蕩離こ瞬襟勧｛署名することを確認する責任があることが付

　け換えられた。主弱き年規範においても、表現は若干異なるがこのことが踏襲された。

懇　A無欲ew　Sa擁αs＆Leo馨盛盛欝s、蓋。ごεεs船L29α∫盈4翻ごεα縦オP麗だε醒1猛毒躍αc言動ε・

　／欝9§l　C設難繕鮭LAW鍵v毘w4｛14．峰偽一鐙6、

欝1ここで、イングランド・ウェールズでは、任意鐵頭考についても法麟勤書を受

　ける権稀の通知を規定したことは重要である。PACεでは、叢露な状藩iにある

　ことと身構拘束状態にあることとの薦のグレーゾーンを携斥した。これは、欝8§

年（スコットランド）藩澤司法法儀eCr繍撫1∫麟。¢Ac愈（Sc・tl躍）ig80，C・621

　では、長葱鐵頭が公式の留置の代講として常絹されたことからの反省であった。

　デビッド・ディケソン勉、．ヒ石圭一（譲1罫イギ琴スにお哮る警察留置串の被疑者

　の権舞の保護」宮澤籔生墜彗際人権1去・英米繕事手続法郵晃洋書蕩、i欝i擁欝頁。

　漢文はP飾縫脈O擁，Ke曲露盤購蓋ey，c蕪》eCole搬鐙，ぬ懸G鼠＆拠v認w譲・

　Sα痺9澱rゴ魏9醜ε羅9漉80ブ8欝露εcオ魏P罐ε2e欝孟。礎」欝OL至α製G＆S｛羅εT￥

　i蔦佳g§§）、

懸　また、1蓉1が適講される場合に、そこでいう危険を露遷しうる十分な薦報が得

　られた場合には、直ちに法的勤欝を受けるまで、または（a只鰻重1または癒

　が適霧されることになるまで、取調べを中蓋しなけ矛しばならない（i蕗4年C6、4！。

麟S麟ers蕊駐r羅喜εs，灘劃償Gtd58，齪503ξ艇．

難P汽v紛駐嚢。糠，T（題建LL董s，＆KA蓑黛漁co職，c鑓醸G購鷹。（）斑：欝〔）も夏。ε

　P躍翼照烈9翼駐獄丁観衆εv至s鋤βAC駐C（勘欝〔蓬触点C糞。狂，鍬蟻耗0磁。£衰狂sεA盆。軽

　STし獲〉Y琶G．玉29．議　蔭8　（碧［M　SO、i｛｝92〉．

蟻1盆〔｝￥醜C｛）璽醸ss墨繊似C認M董獄L　J欝下髪。駄潅輩）｛搬丁，c舞．3、鐸盤．舗，C臨22§3

　嬢鍵SO，簿93）．ただし、遷毫が認められる場合にも、蟻蚕弁護士へのアクセス

　を認めるべきであるとの主張が有力であることは注意されるべきであろう。

　融0照雛．醜．，羅．譲69．実際に当番弁護士を請求した場合には、警察も被疑者も、

　警察署に当番弁護士が到養するまでその者が誰なのかわからないのであるから、

一騎



被疑考選事弁護に臠する一一試論馨（羅霧悦典）

　事実灘警察が遷莚のための理由｛廓ナを証窮することは不可能であるとさ汽ている。

　舷鍬卿s汽鋤獄～乱籔雛醸聾Y｛賦（1．c良翻難L鼓欄（〕鍍27（i鈴4）．

発艦醗w熱醸y，S繍費張lly離．＆獣睡￥憾ゴ翻蟹窪8岬躍醜綾εP罐ごε

8嬬醸∫r漉地離融融．8213（／o礁．注汽ws鵬TY・sG羅躍3蹴3（纏絡轍

　纏繋5）．

姦1　王δ．磁3彗52，

欝　藷認．

懸　総鵬紅A董誉菖糖鋤、嚢謄・膿丁醸丁雛L繊碁C｝至醇。εも董、鰍〔）醤騰窺（〉謹齢惣銀点醤聾

　醸姻。駐∈距丁麗Lε（羅A董むA（虚器8鰍難Y隙玉§鱈92，酸鯵織s．8．牛8．§，

　｝｛C5｛｝（縫M蟹｝，玉1｝§12）；む縣鮭A恥泳｝撒£き，8礎｝rα欝親¢74．凝罫）袋盤」｝、25；LRG汽L　A鋤

　§糖縄）．灘芦rα欝競¢総，凝欝路、6、L

搬　s野籔。獣（鋤．1．灘辞α醸e2．羅4紛、

薦S醜融鱗寵、、灘碑醸e難．鍍臨｝しな紅イギ訊当番弁護士簿緩につ

　いては、庭塗・購掲注72の各論文、戸塚税期rイギリス当番弁護士から学ぶ漆法

　学セミナー37巻2讐（i鱒2）、篠講県弁護士会ぎ英函当番弁護士麟獲撹察藻岩書垂

　（欝繕！など参照。

塁　総ε蔑A里謡（獄聾，灘P灘麟ε簿．麗8倉浅ε磁L盗む騒（｝A鋤，錨芦灘醸e玉箆a芝聡

簾雛GAL　A紛．37羅A翻然L臨・（灘器（》罫下総LAw　S戯獲Y醸り一隈し｛灘）

　C甑糞。εLL｛｝籟・s離v歪s（〉裟Yα｝麗麗£（i鰯一87），37ぬノ髪醗躍蕊ゆ厩θμ為2

　L㈱ε確吻醗読εo脚蔵書観齪6P魏麟εεひμ髭ε加9窪～A認護。薮g74細

罐εy醜i鰯一87．綴降a、至43，柳ε簸磁x鳳．蕪C233鎌SO．懸81・設立直後の

　24時購当番弁護士経度（332汝）種類の内訳は、待機麟が翼8、名簿鱗が68、鮮場が

　i露であった。電誌サービスヘの当番弁護士の請求は、77％が待機当番弁護士に、

　18％が名簿当番参議土に、尋職が待機当番弁護士の新羅できない場合び）補麟とし

　ての当番弁護士に海諺られた。躍．譲鋒盤．玉52、

舞　躍．厳欝盤．i58．

翼　8εε建縣LA欝欝｛｝汽董之む．躍置α齢｛d2魯，齪9§一欝4・

欝　SA粉獣麗下総．、灘欝灘醸εi杢3．撮。鉱矯、

麗，活動欝蕪は、a、電請サービスから依頼される事稗び）9§％において当番弁護士
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が利灘署縫となる、聾欝機事緯の80％が鋳分獄内に当番弁護士へ電誌委託サー

ビスから転えられる、一．c）名簿事件の得％が騰分以内に当番弁護士へ電誌委託サ

ービスから癒えられる、感被疑者との接見がなされず電話麟言だけの事件が灘

％繰下、！感被幾者i人当たりの待機料コストが被疑者i人当た計）の全馨平均コ

ストの3倍を超えないこと、である。年次鞍管書ではどの程度この活麟§標が縫

われたかが縁告されている。8εε．eg．．建G編．A欝歎跳鋤、3叩薙韓磁壁74，厳鰍灘．

6．爵．

2　法的覇言を受ける権利の告知と請求

　（繋　法鎗跡言を受ける権穂の告知

　アメリカ合衆蟹のミランダ鵯決に従えば、警察は逮捕時に弁護入の援勤を受

ける権稀を被疑者に告知しなければならない1π，一方イギリスでは、被疑者は

警察署に嚢着したときに法的勧善を受ける権瀦を告知される。これは、警察署

に到養し、被疑者がしっか蔭と懸く状態になった段購で、弁護権の告知を聞く

方がよく、実際に連絡しやすいという点に、その窪当姓が認められる。もっと

も、費A　Cε58条は、「逮捕されて、警察・その飽の場醗に留観されている者は、

請求によき｝、いつでも内密に弁護士と穰談ずる権利を有する」と運べるのみで、

この点について窒接燈定していない。しかし、イギリスでは、被疑者はできる

譲辱早く警察署に引致され職、警察署で取調べが行われる。したがって遷講的

には、警察署の到蒼前にソリシタと穣談ずる権利を告難される必要はないこと

となるとされている購1。逮捕されて警察署に引致されたときのほか、任意で歯

鬱しそこで逮捕されたとき、法的勧言を受ける権麟が告知される。告簿は直ち

に行われる（ig84、i軽｝玉、i｛矯5奪C3．葺『賊㌧

　したがってイギリスでは、警察署が重要な意陳を占めることとなる。一方、

警察署以外の場勝で取調べが行われた場合にはどうなるのか。この点・58条は

狭く解毅されることとなった，

6戸
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破漿養鶏事弁護に絶する一一一・試論鱒（緯馨撹典〉

　欝鱗年ケラワーラ鰍e盤w譜露判決辮では、58条の「警察・その地の場所

瑠置されている」鍍需の意騨、被疑者屑襟を蔽づ賜れ愈湿る手続

段隙こ至絶している軒スに適羅離することにある・と独た・一方漢

務講義C蓉．露、矧＼もr…直撚こ、あるいは書颪または離で・（いつでも

ソリシタと1内密に穏談し、連絡する」ことができるとしていた。この文言は・

毒綻購磯の、墨継年耀蓬と継承隷だ絶したがって・適購薦は・上達

のケラワーラ・ケースの講示よξ｝も広いこととなる購％そこで、ケラワーラ・

ケースの判断と実務矯範は一貫しないこととなるが・欝95年燐範詣導注記6El

はr麟禁都、鱗｝の灘鋤言を受ける鰹脇よび”シタによって代美整

れる権利がある」としてその矛震を解消した。また・欝95隼規範C6潅では・そ

の主体が「警察によって拘禁されている着すべて（麟胸脚夢le塗鈴娩e羅¢竃e奮

励籔肩と変更された。したがって、自宅、傷頸、仕事場などでソシリタと櫨談

ずる権科が認められることはなくなった。しかしイギリスでは、警察署到着前

に取調べが行われていないこと奮多い，，1’たがって・権利告難の必要性もない

と考えられているのである魏，ただし、取調べ麗始前にソリシタが到籍する必

要措置をとることが可能かどうかにかかわらず、被疑者が現実に警察署以外の

場所で耳難｝講べられる場合には、法的跳言を受締る権覇を告知されなければな

らないとの見解があることは、注§され．る『聖薦。

　またすでに違べたように、欝艇庫規範で、法的跡言を求めた場合には、取調

べは療麟として認められないこととされた（欝84隼C色3沁ただし、次のよう

な灘外が設定された。すなわち、1奮アネックスB　（逮捕可能狸罪に関連する場

合および獲麟奪テ驚リズム防ま（暫定）法に関連する場合1こ・外弊と遮籔され

ない権科、法的勧善を受ける権瀦の行使が麟蔭される要件を示すもの）が適絹

されるとき、も1警梅以上の踏綴の警察官が、1入を傷つけるか、財産の重大な

損失もしくは損害を生じる緊急の危険と遅延が関係すること、1玉ソリシタの到

着を縛つと捜蕊の進行を不合理に遅滞させる凍露となること、についての事実

があると鱈ずるに金運的な瑳蜜があると思料する場合・lcl被拘禁者が文書また
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はテープで取調べを薩ちに鵜始されてよい旨の同意を与えている場合．取調べ

が許される（欝殴隼C6．3）蕪。欝鑓年蔑鑓では、舞舞について議定が変更され

た。すなわち、ソ｝ナシタの到着を待つと捜査の進行を不合饗に遅滞させる療賑

となることが、ソリシタが連絡を受け接見することに露意した場合に、限定さ

れたのである。（欝欝年C6．載蕪藝、i蟹矯年C§．嫁射量碧。また、繕名ソリシダ、名

簿ソリシタと連絡をとれない場合、被疑者が連絡されることを望まないことを

離もって示した場合、連絡したが被疑者が接見を矩んだ場合、当番弁護士鋳度

について跡言され、さらに、当番弁護士を請求することを捲否したか、当番弁

護士が科羅できない場合、警部以上の警察官の講意を条件として、取講べが舞

外的に認められることとなった（欝鱗隼C惑、6｛c腹、欝％年C6．§lc潅IBここで

は、当番弁護士が補充的な性格をもつものとして規定された。そして、欝鑓年

糧範C6．欝では新しく、ギソリシタが特定者との接見のために警察署に到着した

場合には、その者はソリシタの到着を告知され、ソ！ナシタと接見したいかどう

かを讐ねられなければならない3これは、たとえ当該該当者がすでに法的勧善

を擢善した場合にも適講される、ソリシタの接見および破拘禁考の鵯籔は留置

記録に記載されなければならない」と撰定された。このように、取調べとの翼

係においてソ重ナシタとの接見を確際する仕緩みが改革さ就たのである，

　ところが、留置管遅官がソリシタの到着を難らせるために取調べを中藪する

ことを蟻がって、ソリシタの到羨の苦難を怠るケースがあった。そこで欝鱒隼

煙籠C6．蔦では「ソリシタが特定蓉との接見のために警察に到着した場合には、

取調べを受けていることに麗孫なく、その者はソリシタの到着を告知され、ソ

！ナシタと接見したいかどうか尋ねられなければならない。これは、たとえ盛該

該当者がすでに法的跡言を拒否した場合にも、法的勧善を誘求した後、法的勤

言を受けることなく取調べに同意した場合にも、適絹される。ソリシダの接見

と被拘禁者の覇薮は留置記録票に記載されなければならない」と改豆された

（鋳点が改正部分。以下同じ1㌧ここでは、ソリシタの到着前に法的助言を擢香

し取調べを受けている鴇合にもこの告知を徹底させるべきことが確認されたの
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である。こうして、取調べ中におけるソリシタの到着に関する鷺報の蓬僕は、

実務媛範士、強化された。

　⑦　法的劾言を轟ける権利の請求

A　法的劾言を受ける権利の告知の充実化　以上のような麟霞枠緩みにおいて、

法的勤言を受ける権孝llが実際にどのように行硬されているのかを調査した具体

的な醗究では、マグワイアーの醗究（欝89年）麟、ブラウンの醗究（欝鎗年〉輪『、

サンダースらの観究（欝89年1’欝、ブラウンらの醗究（欝92隼）『獅、などがあ

るむ

　マグワイアーの麟究は、PAC盆および2畦時懸当番弁護士麟度の設立後に行

われた擁難の醗究として、貴重な購究である。それによると、PAC建施行に

よ辱、請求率は豊実に上昇していた。轡獲年の調査によれば9～鎗％・欝85年

のブリッジの調査によればノーザンプトンシャーで誓％、バーミン方ムで27％

であった。マグワイアーの欝欝隼の講査では講家事が欝％、実葬祭に接見した率

が欝％であった鹸“。マグワイアーは、権鵜告知のしっか珍した麟度牝と適窮な

当番弁護士毒i渡の運営が、被疑者の法的勤言の確保に確実に影響を与えること

を指摘した一寵1。

　号ンダースらの醗究とブラウンの醗究は、24時闘当番弁護士麺嚢および実務

矯範の改亙および激雑な議論を引き起こす貴重な講究であった。ブラウンの

欝8§年の調査では、約25％の被疑者が法的動霧を請求したと結講された！i㌧サ

ンダースらの醗究では、2蓬、8％が法的劾言を請求したというほぼ属じ結果が発

表されだ獅。そこで号ンダースらの講究は、①権科告知されていない場合があ

ること、②権不治難の方法に問題があること（策略の隠題）、③2塒聞当番弁護

士麟度に関する籍報が提僕されていないこと、＠ソリシタ協会のり一フレット

は複雑であるから、それを改善してもあまり違いは生じないであろうこと、を

捲摘していた4欝、

　その後、簿8尊卑燈範は、欝纏年4月に改正され諜g鍵年燈籠が施行された晒。

9
r
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実務輝範では、留置管選官は、逮捕されて警察署に達行された被疑者および警

察署に任意に畠頸し、そこで逮捕された被疑者には、霧確に権利を告知するこ

ととされた、すなわち、⑦法的崩書を受ける権利が継続的に行春できる権霧で

あること、②ソリシタと内密に権談ずる権覇であること、③独立した法的動揺

が無料で羅灘できる事実、が告知されることとなった（欝雛年C3．め．ここでは、

特に無料という点を密簿の中に含ませたことが重要であった。①については、

それまで「権講は直ちに行捜する必要のない旨が告知されゴることとなってい

たが、これがよ1）積極1的1こ法的勧善を受診る権鵜を行使できるような形式に変

更された，②および③によって、告知に新しい内容が盛鞍込まれたこととなる

辮。また、法的勘言を受ける権穂を宣伝するポスターが各警察署のチャージン

グ・エリアで、§立つように練列されることとなった縫g鍵年C6．3）（（〕6、3は

そのまま、欝舗隼燭鐘においても踏襲された慕鯵5隼C6、3勤。その結果、そ

の後の請求率は約32％に上昇したことが欝望隼のブラウンらの醗究によって明

らかにされた騰。そして、改蕉後5カ月縫に、当番弁護士の請求が39％に．と昇

した勲。また跡書・援勤の費灘の請求数は、欝90一鑓隼度の約39簿馨§件から

i§纏一92年度の約5報む○○件に大幅に増穢した欝．麟事法院に関する欝究によれ

ば、逮捕後の請求した率（弱％）と受けた率（53％1が馨告され、その比率は

高くなっていることが示された癬。このように、法的麟言が無料であることを

欝纏隼規範で密知の内容に含ませたことから、請求率は確かに上昇したのであ

る一エ鰭。

　しかし調査の結果、なお灘縁約に法的勧善の請求率が籔いということは、籔

然として難題とされたのである鱒・。サンダースらは、当番弁護士麟度を無料で

稀用できるという精穀が不十分な彫で提僕さ義てきたため、特筆すべきほど大

きな影響を与えなかったとも指摘していた1織，またサンダースらは、狸罪の軽

微性のために法的勧善を握蒼した被疑者は、無料であることを十分に認識して

いたとすれば、法的励書を請求していたであろうと猟、さらなる告知の充実箆

を揚摘した，
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　そこで欝§5年擬範では、さらに詳綴にC§，董において「…警察に留置されてい

る者はすべて、その者がいつでも実際に、警藏あるいは電誌で、ソリシタと内

密に穣談し、コミュニケートすることができることを告知されなければならな

い．そして、春立した注爵勘毒が墨書弄護主意よって無料さ喬薦できることが

告姦き義な1｝デt慶姦らξぐ継と、当番弁護士鱗度に関する告難が規定された。

またi鱒3年に勧告を提戯した溺事講法に関する王立委農会の提案に基づい

で蜘、工鱒5無煙範では、告知についてさらに強髭され、鞍疑者への燐報は確実

なものとなった，具体的には、「…法的勧善が苦難され、または、患い患させら

れるときに、綾拘禁考がソリシタ水入と話すことを倦んだときは、警察官は法

的勤番を受ける権稀がソリシタと露語で話す権鵜を含むことを指摘し、そうし

たいかどうか破拘禁者に尋ねることとする」（懲編年C6．5）、と媛定された。こ

の規定は後連する放棄の開題とも霧§達するが、このように貿選管蓮宮が電隷勧

善を受けることができることを被疑者に告知することが義務づけられ、若鷺の

内容がさらに発案したのである。

　以上のような改藍によ1）、当番弁護士越度の成立およびPACE施行当時は、

無料の法的劾言を受ける権灘を難らない考が多かったことと比べ、現在ではそ

のような状態が徐々1こ解津1されることになった一錺D

　一方、警察による実務規籔の違反の可能性が講じられた。実務規範によれば、

被疑者が曝解できない場合には、鰹外として告難しないことが認められている

　（欝95年C．i．81。また留置管遷宮は、被疑者の法的跡言の請求を留置記録票に

記録することが義務づけられている，先述したように「次項／こ定める場合（告

発された後在廷牢に請求した者の場合）を除き、前項（法的勧善を受ける権瀦1

の請求およびその請求騨寺は、留置記録勲こ記録し撫擁ばならな碗とPA

C琶58条121は規定している。このような鰐外はあるものの、警察舗が法的助言

を受ける権利を告知しない場合が報告されていた。サンダースとブリッジによ

れば、留置記録の調査からは、2．6％のケース、特に少年のケースで、苦難に絶

する実務燭範の違反が見られた，一方、観察データからは、その舞合は約3倦

一6i一
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（欝、5％1に上昇していたことから、適切に留置記録票が詫載されていないと

論じられた憐。一方、号ンダースとブ縫ッジによると、観察データの5．9％が、

法的勧善を受ける権稽の請求に応じた記録がなされていないとも鞍告され

た輿。また、法的跡言を捲否することはほとんどなくなったが、請求に対応し

できる猿弩迅速にソ》シタに電議する、あるいは電謡号一ビスに連絡すること

が、必ずしも守られていないとも論じられた。すなわち、留置管攣官は、法的

麟書を受ける権麟を否定する代わ季｝に、会話不可能と判毒して連絡をとらない

事鶴が報告された！蓑㌧

　このように警察の苦難義務違反、あるいは請求に対して全く対癒しない警察

の不作為が、イギリスでは依然として問題とされているのである。

B　警察の策酪　また論考の多くは、実謹的概究に基づいて、請求率の低さに

ついてその飽の漂霞を分析している。特に鞍疑者の次のような考え方が請求率

に影響していると講じられた。⑦多くの被疑者が自分の能力を欝じているか、

ソリシタの役講を認識していない、あるいは、ソリシタを蟻う。②時賜的開題。

ソリシタが拘禁難翼を短縮させると考えれば、請求しやすくなるが、その逆を

考えると、請求しなくなる，ソリシタが遅れることを嫌う．③警察を緩零する。

④被疑者が葬常に運命識者的になっているr齢。

　これらの被疑者の考え方には、先遠したように欝8§隼のサンダースらの羅究

では、警察による告知方法凱策略瞬。郵が影響していると考えられた。この

策略の開題を強調し、その改善を主張するのがサンダースらであった。サンダ

ースらによれば、策略は4玉、4％のケースで鴛われ、複数の策略が行われる場合

は警．3％であると論じられた潔。具体耀としては、以下の表に揚げるものが、

主に挙げられている，策略が開題とされるのは、たんに難らせることと、法的

助言を受ける権孝彗1こついて理解させることは全くの溺聯であるとの認識に基づ

いている。サンダースらは、一つの策略と法的勅書の請求との鷺孫をつまびら

かに述べることはできないが、いくつかの策略が補絹され、それが法的勧善を

受ける権秘の請求、撤痙、拒否に繋がると講じた蹄。
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　請求率と墾罪類璽との総連性を指摘するものもある。この点は、マグワイア

ーが指摘していた。すなわち、柔軟な対応を示す被疑者のグノレープは、狂罪の

申でも窃盗、詐欺などの猛罪の重大性が中程度のものと、そ農よ辱軽い万弓iき

などの犯罪に多いと主張された。それらのグループの場合には、請求するかど

うかはその地の要霧に影響されやすいことが旛摘された2捧。そこでサンダース

は、次のように指矯した。すなわち、策略が被疑者の法的勤言の請求に影響を

与えたかどうかは、いまだに決着していないが、少なくとも請求が柔軟もので

あればあるほど、被疑者は警察からの影響を受けやすくなる、と欝．また、サ

ンダースらの玉露9隼の畿究では、特に根本的な問題として次のように捲接した。

「叢も重大な開題は、費AC　Rおよび現実における警察の背動の葱握が勧言を受

鯵るべき方講にないことである」濾、，

　そこで実鰹に、欝鑓奪規範の改正によって、従来、策略と考えられてきた鴛

為の…翻が違法な行為とされることとなった。i！〕権理は「明確に」告知されな

替ればならず、勧善が無料であることを含まなければならないこと（欝鑓奪C

3．エ1、②書薦による鷺馨にも法的励言は無料である事実が記載されること

縫99麦焦C3．2、③留置螢理窟は被疑者が「蓋しい場所に」署名し、請求したと

きには遅滞なく號書の礎盤を確保するために行動する責任があること（欝鱗年

C3．51、⑫少隼などには「適舞な大人」が到着する前に、法的勘言を受謬る権舞

について明らかにされ．なければならないこと　縫g鑓：年Code　C3G／である。

　しかし欝懲年蔑籠の改歪後も、警察による策略は依然として問題にされ続け

た銀。欝弱年実務燈籠改正は警察の態度についてあまを｝影響を与えることがで

きなかったと、害うことができる。そこで、欝§5隼規範では、欝鑓年矯範のC

6．4の燭定「綾羅者が法的勧善を獲得することを避けるような試みがなされては

ならないjを、「被疑者が法的納言を獲得することを避けさせる意麟で、いつで

も．鱈も行ってはならないし、鰐も運べてはならないメとしたことも、この購

題状溌を改善する方病難iを反躾していた縫g95年C毒．牟，

　なお、麟事司法に関する王立委鯵会は、法的助書の請求率の織さに関連して
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〈策絡の種類〉黙

策 略 頻度

一
基　すばやく・饗解できないように・不完全に、権利を告知する

2　「あなたは現在決慰する必要はあ静ません。請求すれば後でソ

　リシタを得ることができます」。

3　　「あなたはここにはほんの少しの暗闘しかいない予定です」

4　（少年に）「あなたは大人がここに来るまで待つ必要があ季）ます

　儲寺つことを望みますか肩

§　「あなたは、皺む調べられる・密発される、ためにここにいるi

　だけです」

6　「あなたはソリシタがここに灘着するまで馨の中で待たなけれi

　ばな警ません，

7　留置鶯：遅鷺トが不決藪・黙秘を捲否と肇継籍する。

8　「あなたは外へ鐵たとき・法廷で、ソリシタと会うことができ

　ます」

9　（成人に）「〔少年3はソリシタを請求したくないと言いました」

蓑｝　「ここ．にサインしなさい、ここに、ここに」

錘　その縫

142．§％1

　8．2％・

7．6％・

5．4％…

遮．2％

3．9％、

2．7％

2．7％

2．尋％一

2ユ％、

i7、7％…

警察の役書1について達べている。すなわち、欝事司法鍵痩においてソリシタに

難待されている役害彗について、特になぜ、ソリシタが鋳叛、警察には無断だと

思われるや1｝方によって鼓疑者を保護しなければならないのかといったことに

ついて、警察が教責されなければならないことが、勧密された灘1。この勧告の

影響もあったのか、ig傷隼蔑範C§Dで比較的、詳総にソリシタの勧霧は必要

不可欠であるとの趣旨を警察鰍こ理解させる燐定が、欝95年規箋C§【）では、

さらに詳纏に言及されることとなった．異体的には、不適密な取調べに異議を

申し立てること、質周に応じないことを勘書すること、取調べ中に勤言を与え

ることなどは適切な動書活動であることが、淺雛されている（欝95隼C6P〉。

イギリスでは、このように警察灘が弁護について建解することが、求められて

　
3

るいも
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　しかしこれらの動1糞1にもかかわらず、警察の策略の問題について、イギリス

ではその決定的な解決方法がなかなか見いだされていない幾状にあると雲える

であろう。また、以、とのようにイギリスでは、請求に対応しない警察の態度も

開題とされてきた。わが霞の被疑者繕事弁護麟度を考察する上では・警察の権

趨密知のや診ヲ方、請求に録する短応については今後とも、一屡、検討されなけ

ればならない。しかし、警察が苦難を行わなかった駄被疑者に醸して不十分

な告知をすること等の警察糖の開題が、イギリスでは大変な鶏題とされている

ことに注意する必要があるだろう。

C　新たな方策一警察待機型当番弁護士譲度一　ところで、警察灘の幾題と平

駕して葺ll事弁護毒緩の改革が議講されていることは、注§される。具体的には、

警察待機型当番弁護士講度を麟設すること・法的跡言を受ける権牽彗の放棄を厳

絡免させることである。この放棄については後連することとし、ここでは警察待

機壁当番弁護士麟度の§藁量に関する議論の動向を、見てみることとしよう辺｛㌧

　警察待機灘当番弁護士麟度は欝綬年麟事手続に関する王立委員会でも、検討

されている。しかし、警察待機肇当番弁護士麟度は否定されだ2費。

　欝留年のブラウンらの礒究では、警察待機型当番弁護士麟度が実際に検討す

べき礎案として、調査の穀象となった．この提案は、容易に稽繕でき、法的勧

善の穂綿可能性が被疑者に目の麟で示される麟度を導入すれば、請求率もさら

に上昇するであろうとの趣讐に基づくものであった。そして、飛車講法に鷺す

る王立委員会の要求で、この可能性が調査されることとなった。なお礒究では、

ソリシタを請求しなかった考と、法的勤言の請求が遅れた者（それぞれインタ

ビュー調査された申の6毒％、7％にあたる）に、「提案されている改革された

24時霧当番弁護士凝度」が説萌された．そして、この凝度があれば、法的勧善

に寵する甥懸は異なっていたであろうか、異なっている場合の瑳霞は郷か、が

質翼された．その結果、ソリシタが籏単に蒋灘できる場合には、法的勧言を請

求していたであろうと被疑者が答えた舗合が、銘％も存在した縷継斥できない

と解答した者が§％）螂。したがってブラウンらの藩究は、警察待機型当番弁
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護ま麟度の導入が法的勤書の議求率をと昇させるであろうと結講づ諺、警察待

機型当番弁護士経度が導入された場合には、請求率は32％から総％に■と算する

であろうと結議｝づ諺た．特に、ソリシタを請求したが、待ちくたびれて請求を

取13消した被疑者をカバーする点に講点があると、主張された膿『。このように

警察待機型当番弁護士簿渡は、被疑者の弁護人請求率を上昇させるために譲議

された。

　ブラウンらの醗究を受診て驚事司法に関する王立委員会は．次のように勧魯

した，

　ヂ法的助言の請求率は、欝鱗年4月i馨の実務燈籠C改蕉によって上罪した，

　しかし、もし被疑者が法的助言に対する請求1ま遷らせられてはならないピい

　うことについて確信をもってい於ば、この請求はよ1タ多く生ビることになる

　だろう。我々の依頼によって内務省調査・計露都附は、先に述べたブラウン

　らの講査に、法的助言の申し鐵を捲蒼した被疑者に帰して、もしソリシタを

　警察署においてすぐに得ることができたならば本当にそうしたかどうかを尋

　ねる質問を含めさせた。半分近くの被疑者が、そうしたであろうと答えた。

　このことは、もしソ歪ナシタを常に警察署に醍偏しておくという溝葱が実現さ

　れれば、法的跡言を求める割合は66％にまで上界するであろうということを

　示唆している欝藤，

このように王立委員会は、警察待機型当番弁護士講度の購慧を険討したようで

ある。しかし、具体的な穣言郵まなされないまま、「予想欝能な将来においてその

ような溝懇を導入する見通しはほとんどたっていないま蒸と遠べるに留ま・）た，。

　このようにイギ》スにおいては、被疑者の請求率をできる酸1｝、t二黒させる努

力がなされてきた，そこでは、具体的には告矯の充実、警察の策略を是正させ

る方策、そして警察待機型当番弁護士繕変が議論されてきたのである。しかし、

零嚢極的に鹸討されなけ才tばならないはずの警察鱗の開題は、イギリスにおいて

も解決策がなかなか見いだされていない。したがってむしろ、鷺事弁護麟痩を

嫁｛醗こ構築するかを考憲する方が重要であるということにもなる。そこで、特
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に警察待機型当番弁護士麟度の議論が、イギリスにおいてもいまだこの凝度が

現実に実践されているわけではないが、迅速かつ確実に弁護人を提婁する観点

から注§に纏すると言えよう。そしてまた、このような観点から、次に、これ

らの動講と平締して議i論されている放棄の厳格化について、検討してみること

としよう。

（注／

鶉　隔離盤v．A彪。磁，384猛S．43ε（欝66）．

薦Sεετ嚢e駐。重重ce麟C舳翻駐亨1齢。砧ct鰭，C．60，s、3億・2AC蹴条

　鐵はギ…警察官は、警察署以外の場所において、lal犯罪によ誇大を逮捕し、ま

　たは鯉警察富鉱躰の者が愛罪によ13逮播した者の琴1渡しを受1ナたときは、逮擁

　後実行可能な限喜）速やかに破逮薦者を警察に醗致しなけ矛tばならない涯と蔑足する。

　訳語は法務大臣官悪構法法鱗調査翻編賞ギリス警察・網事誕擬法／イギリス髭

　罪訴追法露（法曹会、婚8麟を参難。

難ZA脱農、卿rα献e欝，麓玉26・

灘Z醸隙，即rα繍82，a重慶．激励言授ける懸紛告擁ま・激励議
　被疑者が請求する上で重要であるが、警察がこの告知を通して法的麟言を受ける

　権轡をコント欝一ルしていると、指摘されてもいる。醗猟豊　醗cc｛蟻v翫L臥　A握鼓羅w

　SA難毘紹＆艮（x｝銀L豊麗G，T｝著£CAS駐翼譲τ｝｛ε妄》醸）s駐。華丁重（頚：葛｝OL董。狂S黙繊。’rS　A蟹P‘灘輩

　c螂懲α萎。矯罫。裳擁讐汽L欝￥尋8（i鰻〉．

籔）　巨欝9i／　c鍾鶴．し．盆．淫5玉，C　A．

憲雛v羅w。豊醜》e歳A戴舞働銭綴・簸Aで鰍ギ曜，母麗e3勧膿9α羅

娩麟磁鎧e襯9εε醗露EAε鑑瓢［i蜘。艮董醐難し汽w食鰹w
講，蹴．i鰹隼磯では鞍逮購、臆鑛巻任灘顕して逮捕さ縦妻達

　が頬象となっていた。澹鱗隼媛鋳では「懸人1となっている。

i懇Z麟eゼ．即r齢。童e82．厳至2ら・

難　アネックスBは、逮蕪縛能墾罪に関連する場合および欝毯年テ灘リズム跡止（暫

　定）法に幾達する場合に、躰嬰と遮蔽されない権零彗、1去的覇震を受ける権秘の行

一67一



行政雛会議集　第簸巻　第2号

　使が凝醸される要鉾を示すものである．また、蝕1が遍羅さ疑る場合に、そこ

　でいう危険を罎避しうる十分な精穀が得られた場合には、直ちに法釣的暑を受け

　るまで、または謡、むllまたは露が適灘されることになるまで、取講べを中

　珪二しなけ；麹ξごならない（玉98尋隼C6．4、圭99i年C6．7、工995年C｛～．7）。

謎葬融e糎甑雌蕊8・ブ漉ゼRAαゼPr醜翻鎚務β伽蓄纏α羅
　磁ε漉ひ譲9，28墨融Tls欝｛照職〔軍C盆照羅（癒￥ig難88）．

慧　至〉汚職〉欝欝w糞．　P£麗翼報｝翼　醜　丁麗　R（｝L｝εε　sTATl（｝翼　し瞬迎盆　羅建　駐GL｝cε　A藝至）

　C鱒嫉欝汽L狂v董○ε翼。混AcT玉｛｝84，｝蓬（旛｛E　O潤F｛cε設甕sεA装。麓ST替蓋》Y糞。．i（延（｝｛MSO，1§89）．

黎l　S蝋麗欝欝蔑．，灘芦離農齪e　H3．この縁告書の要約として、8εεA磁鴛w　S綾羅ers＆

　Loe　B鍾｛豊ges．　ア為εβ配鞭　8σ∫海霧or3e尭2耀二　α穐　㍑醤rε寵αむ捻　3α悔む雌ε診，4尊し汽w

　S｛）c聡τYGAZ蟹黙捻（ig89／．なお、難文による紹介として、上石圭一「イギリス

　当番弁護士毒綾の光と影」法学セミナー37巻2号9賃船2）58頁以下、小出雅亀「走

　諺続ける撫番弁護士」法学セミナー37巻9号（欝92！64頁践下参類。なお、この

　…譲告書の第欝章！要約と結講）の難讃、盛番弁護士譲渡醗究会「『警察署におけ

　る被疑者への購書と援勘および24時懸当番弁護士譲痩蟹抄訳）」白蜜と正義44巻7

　号（欝93｝瀦翼以下参無。

繁き融Ow鷲丁醜、，灘劃α鰍e圭§2．

欝1醸盆9癬e．灘欝α鰍εi87、厳2＄、

魏　∫δ、a童3（）、

馨　隙《）w翼，s秘書rα昼磁e　購8，叙2（｝法麟勧善を請求した内證は、①最務に法鶴舞1言を

　請求するかどうか尋ねられた結果、請求した場合が露％、②最穆蓬蒼したが後に変

　更した場合が6％、③ソ1タシ夕露梓のもと警察署に到羨した場合が玉％であった。

馨SA賜郷ET畿、．ε鞍ヂα餓di3，蹴26．

灘　躍．欲7§．

蕪　19鍵年実務燐麓1戯g鐙年8月に第玉蔽が丙務省から擾案された．しかし、それ

　は多くの撹糞を受けた。そこで、欝欝奪7月に第2飯が議会に提繊された。

　欝鱒隼縫肩8馨に第3蔽が提綴され鴛月に議会を通過した，

・蕪　この点を評聾する講稿として．藍）脚羅Wolc舞over＆A韓撫。擁y翫厳。聾A懸s｛欝欝窓、

　望為ε晒朧翻読9c掘εf～ε膿即εd，巨g麟。購穰蔑しAW鍵v建w232，235．

馨鎌）w躍τ紘．、灘p驚霞。総玉§2，溢47、
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難　A寵鴛、醍　s韻褒ギs＆　しe£B離gos，ア為ε盈蓄9葱ぬしε9麗A6編‘ε」糞（⊃翌一重粍WA猛鍬

　　農1く量獣sT醸M鍮（鋤．1．∫t｝鰐至。量曝露衰齢嚢46　鍍§磐3瓦

・！｛毒、　L琶G汽L　A重き｝β（）森羅！｝，ε罷芦置α　潅。芝e　74，　翫83・

2…1三∫　猿。獄駐L　ZA獺毘盆　＆　欝鮭・郵　銭荘粉獄9穣，　C難w翼　Co撒丁－S鷺珍￥・　τ欝露　艮（）Y醜

　　C綴継郷韮｛療〔｝翼C灘蛋撚AL舞s蟹ε艮盲斑醸。騒S賞マ魏鞭。。ig，鍍難i6縫MSOj鈴3瓦

　　これに越し、麟事司法に覆する王立委舞会は、「この翻合は、軽罪のサンプルを

鋤た獅麟轄事法院で鯉狩るべき事｛牝掛て・幾鑛く謡こと1ま・

　　誰もが予灘できよう」と述べている。勲》Y醜C（難擁黙1翻瞭C設麟黙L　J欝丁薯C狂．

　　即灘瞭。騰，岬蹴転
憾　この理由をブラウンは次のように分析している。㊦十分な権穫が説墾されるよ

　　忙姻、柔轍嚇を示してい紳鍍瞳大盤補する解で逮捕擁罐が・

　　跡言を請求するようになったこと。②無料である点が、苦難されるようになった

　　こと，③公衆の響臆識が賦したこと諮購膿AL灘脚醸e玉62縄灘砿

　　ザンダ略磯事法繍究では、激励翫漿料であること艦らなオ’つた被疑

　　者は、婚盛年震籠実施鉱前の器％から実施鉄後の路％へとその蓄合が変秘した。

　　ZAN登難産｝｛童蟻）ε瓢｛叡．3曝｝紺負艇92（｝L　譲鎗・

総なお、親族、刻、へ硝蘇護士への藩謎緒が礁老と妙ない鋤・壽諒率

　　の優さは改善されないであろうとの見解をとるものとして・8εεA康総理聡徽f甑

　　蓋Pεrs微躍ε離。蜘β碑8・置㈱r8鹿鷹，33LAws（冗雛sG離離獄

　　23（ig蓼9）．

12緯s麟¢器＆露醜es，即澱餓£欝8．厳497－4鰍

・繋S瞭曲s長B蝿es．灘脚継e磁識鎗
暴民（購、c幡｛董s騨〔｝翼。騰翼轍蹴繍董。駐、灘脚鰍ei礁a臨3・§徽・49・

滋A鼓碁ボ脚s麟αs，Aεcε＄ε齢播融融醗εP罐。ε8繍醜語認翻ぴε

　　　P芦εα灘～、齢Y（簸、∫灘＆w縫L（鎗．）、s萎耀rα良蟹e臥　鍍　器甑

　欝・　S醗盤露塵8糞感慧gs、躍ρrα轟G笹e玉5絃　a重き（｝i一襲）2・

欝1｛∫．段重灘3．マグワイアーも記録さ蕊ていない翼題を捲摘しているが、特にそ

　　　磯融こついては撫霧しな魁）な撫鱒e・s躍α醸。王翫瓢3L

　騰…　s叢轟暴ers＆　欝糞｛董gos．1｛オ．厳5（14・

・！茎1S雛醸s＆細ges．s曜α麟e齢齪4綴・
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慧蓑）　S疲轟轟¢rs　＆　除舜｛重窓奪s，3α芦rα　琵G蕊e　158，　凝　499．　5（）7－5〔｝8．

欝　1δ．簾　5（建、

璽臨9癬e．8z中瓶醸d87，齪3至．

欝s罐e器．灘芦灘醸e207，厳25§．

欝　SA醗獄s蟹麓．．灘野α費。総難3，躍鎗．

謄s翻eギs＆β離9εs、灘避α麟ε！鈴，凝鵯．

撲・躍．厳43よ｝｝上鉱を選思して作疲魯

礫盆｛）Y醜C｛難墾灘（タ饗｛蟻C臨穣蔑継欝ε，8鞍確麟ei63，註芝。嚢、3，鋒盤．54．

鐵　鷺難w糞蟹統、．s噸醗爲綴0162，誠53．その鰹に法的跡言を獲得しやすくさせる

　課題として、①被疑者にできる鰻鞍、ソリシタの鶴罵を認識させること、②放棄

　の認定を厳賂にすることが挙げられている．①について、ブラウンは、法的勤言

　者の役割について、婿報を提躾しなければならないとする。特に、有罪を認めて

　いる者に対して、法的覇言考が滅飛事由を瞬らかにする、事実をさらに瞬らかに

　する、遽窮な告発を確保する、などの役離が窯らされるべきであると、捲擁して

　いる。

端食〔｝職C（耀難燃（）賛。鰹羅抽。脳羅．脚r儲。毛e弱．騨撚、4．97．

灘　融G蟹聾AL．．s明確麟e鯵2，凝53．

欝　醒．畿53－54、ただし、ブラウンらの覇究では、警察署の大饗と警察に讐饑し

　ている議番弁護士を隅一撹させない工夫が必要であ諺、被疑者に当番弁護士に離

　する十分な精報が提僕さ麗なければならないと、指摘されている。また、実際に

　麟痩が導入されたとすれば、請求率は実際には66％を下羅1ラ、およそ5§％縫であ

　ろうとされている。サンダースおよびヤングも24欝聡警察に当番弁護士が待機す

　る凝度は、これを纏織するためには費零がかかるであろうが、確実に麟言率を上

　笄させるであろうとする。S醸麗黙＆Y（難灘，躍芦醗麟e欝3，畿鴛7・

鍵裂（）撒C（織羅（搬（｝翼C羅蹴恕羅、8躍α鰍e里63，鑛。襲．3，騨a．55．

籔躍識磁．3，騨a．56．
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緩疑者葎／事弁護に離する一一試i論麺）（霧醸優典1）

3　法的助言を受ける権覇の放棄

　（募　法的勧言を受馨る権奉！の敷i棄の開題点

　先達したように、論者の多くは実証的礒究に基づいて、講乗率の低さについ

て撚を様報分根、ている。そして、i観鱒ブ勃ンら磯究継れ1ま・

法的勧需を受1ナる権驚の放棄の謹由が、次のように分檬された。①援麟にはな

タ、ないであろうから1薦蛤、②釈教が遅れるから繊％）、③無実であるため必

熱いか碗4％、擁罪簸るた賜要妙か摂齢・⑤ソ紗蛎鋤
蛎綬騒灘耀観ていなかったか拐筏）・轡！鉱1こソリシタ蠣

観て翻、うか摂6％疑鋤起これは、ig麟のブ勃ン礪戴鰍

して大差なかった1それぞれ、織、暢、8％5％5覧i％であっ

た）『撚D

　そこで、i欝3年穰事司法に関する王立委員会は法的助言を受ける権騨の放棄

磯題点を抽、とげて、こ綜ついていくつか鍾大漁告を行った・

第一に、醗齢ところ、被留騨が法鰍議請求し拠～場舗溜置講

票の齢階名することによってソリシ夕靄黙禰談ずる擬1轍棄するこ

と訟る．拠に観て診療ているよう1こ、この麟鰭卿には・瀞考

えなし確分た物権稚撫す猪勇書縄鮪雛細る・義磁・あるささ

や搬醸働告したいと駈持して、二者無麟を羅してそ綜継
つけさせることによって、蕨疑者がよく考慮して選択を行うようにするという

酷を、王立類会は行っだA轡鋒らに識疑者が麟窮を翻る美嚢騨

を放棄した場合には、このことが留置場所において録音されるべきこと壌）、

取調べが始まる際に被疑者に無料で独立した法的助言を受ける権科を有するこ

とを思い墨させる場合に被疑者が法的鯖言を放棄した時には、取調官がその理

齪尋ね、こ紡就とが録藻描べきこと（C）・を酷した麹こ鉱う

に、請求・放棄の方法（A）、酸葉の録審｛ヒ（3｝、取講べ前の再憲難における放

棄理由の題確髭・録音銘（C）が勧告された。

　　　　　　　　　　　　　　　一一7i一
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　次に、放棄に縫達して法的助言を放棄する全ての被疑者に対して、電緩で当

番弁護士と話す機会が与えられること（P）、もしこの者がこれを矩否あるいは

ソリシタと議しても法的勧善を受1ナる権麟を放棄する決心を変えなかった場合

には、その鵯藪が留置記録に誌録されること（E！、そしてその霧翫はその後、

テープ録音される取調べが開始する鰹に必ずテープで繰1）返されなければなら

ないことが勧告された（F）『z錐，

　さらに、被疑者が一旦法的覇書を受1ナる権稀を請求した後の敏棄についての

措置も、勧告では考露された。被疑者が法的勧誘を講寒した後に放棄した場合

は、イギリスにおいて深刻な問題としてと舞上げられていた欝，すなわち、法

的勧善を請求した破拘禁者が考えを変えて、法的跡露者が到着するのを待たず

に取調べを受けることが可能であった，i§欝隼実務燭箋C6、碗1は、被拘禁者が

書面あるいはテープによって法的覇書を待たずに取講べを受けることを講意す

ること、およびそのような場合には警藻またはそれ以上の墜綴の警察嘗が講意

するのを条件として、それ以上遅滞することなく取調べを鷺始または続けるこ

とを認めていた，，繕事司法に隣する王立委員会は、この矯定についてさらに②

警部またはそれ以上の階級の警察官は、取調べの開始または継続に溝意する前

に、被拘禁者が考えを変えた遷鐡を尋ねるべきこと、②そしてこれらのことを

留置記録票に記載すべきこと、③あるいは右警察官は、録音される取調べが器

始または再鵜される葬祭に、被拘禁者に対して考えを変えた遅塗を取調官が尋ね

るよう保覆すべきこと、を勧告した（G／『漁。このように鮫棄については多くの

重要な勧智が、繕事藩法に関する王立委費会によってなされたのである，

　（2）　最近毒こおける改革の動鶴

　i≦｝｛石年規i難によれ，ば、権奉射ま継続的なものとしていつでも行使でき　馨9§§奪l

C3・葺、留置記録票に署名が求められ（欝95年3．51、署名を捲善したことも留置

管蓮宮は記録するζ難儀年（12・7）ことを前提として、法的動書を受ける権稀が

被疑者によって旗棄される場合があることになる，，もっとも、｝鱒5隼規範では

…72一一
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髭達した王堂委糞会の勧告を受けて、放棄について多くの改正がなされた，特

に注醤されるのは、告知に関する章でも遽べたように、杢995年実務規縫6．5で、

法的勧讐を受ける権利の申にソリシタと電誌で会誌する権覇が明確に含まれる

としたこと（参）、魯難され電誌で話す権瀦が捲摘された後に、その者が瞬き続

き法的勧善を受ける権舞を放棄し続けた場合には、警察官は放棄する運磁を尋

ね、そして、どんな遅密も留置記録票あるいは取調記録に遠篝に記録されるこ

とが擬定されたことである壌）。ここでは、当番弁護士と電話で会話する被疑

者は、以前と講じように法的勧誘を矩否する霧藪を維持するであろうと予灘さ

震たのである，また、「ソリシタと電謡で話すことを選択した場合には、その者

は留置場所のデザインやレイアウト、電議の位置から実現不可能でない獲1入

ソリシタと内密に楕談ずることが認められる」縫995年翼艇e§」）と媛！定され

た鷹。このように、原麟として、電議でソリシタと話すことができる場合に・

それが内密になされ．ることも保陸されたのである。しかし、勧告でも懲95隼蔑

範でも、法麟覇書を駿棄した考が必ず電話でソリシタと会請することを前提と

していたわけではなかった，また、前達した瀦事司法に関する王立委員会の勧

告Gも実現されていなかった。

　なお、法的勧言を悪い灘させることが、次の場合に行われる（i船5年C§．5）。

㊦留置管運密が、拘禁を認菱）たときに被拘禁者に法的勘合を受けることを希望

するかどうか尋ねるとき舗95年C3．51。②取調べの溺始および再雛縛（董§鮎隼

C　H．2HC　l，，③拘禁審査を行う藩（塗9縣隼C蔦．3）。④被拘禁者の魯発の後、

あるいは訴遷されるかもし露ないとの告難を受けた後、飽の者の難破した盤違

警嚢．地者の敬譲べの内容を被拘禁者に警察官が魯げようとするとき（i欝5年

C欝．4）、⑤ある雪琶行で告発されたか、その麗行を遷由に語1追されるかもしれな

いとの告蕪を受けた後、その犯行について被拘禁考は質問されないこととなっ

ているが、一定の溺外に基づく質幾が認められる場合1欝§5年C懇．512簿。⑤

同一性識驚手続を援う規範1欝95隼P2、i5（ll）、｝9弱年P5．2）の場合。以上の

ように、この法的勧善を思い鐵させる燈定は、ig鑓年規範から導入された縫§9i
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年C6、5）臓、i鰭5華燭籔では、思い出させる機会がさらに抜大され、権覇の

籏棄をした被疑者のための保護措置が拡大された儀襟§年（博．5㍊

　こσ）ように籏棄の理由が求められ、記録されるべきであるとの王立委曇会の

礎案がC6．5で実現したことは注霧されよう。ただし、一景ソリシタ本人と直接

にまたは電姦で連絡したくないということを、被掬葉者である被疑器が聡らか

にした場合には、その被疑者は遅塗を尋ねられなくなることとされたことが、

注意されなければならない権勢5年C§．5）、また捲導濤記では．被疑者は法的鋳

言を矩否する饗海を述べることが強鋼されず、もし穣疑者が望まないならば理

由を遊べるよう圧力がかけられてはならないとされた（i齢§年輪電e61｛）『蕪：

かくしてこの規籔構造によれば、次のように解罧されている、まず直接に、ソ

縫シタ裳身と接見するか電話で議すことを被疑者が雄んだ場合には、その還由

が求められることは、求められた後に中断することとなる，，しかし、法的跡善

を思い鐵させられるC矯範、参幾箋の各段賠で、その鷺が法的勤言を受ける権

稀を放棄し続けた場合にも、警察は遅密を求める義務が絶えず存在する繊ξ

　次に放棄の証明に関する王立委員会の勧告lA）については、どのような轟き

があったのであろうか。放棄の記録方法については、鼓疑者が留置記録票に被

疑者の親臨の確認のために歪確な場所に署名することを確録する責薮が留置管

遅窟にあると、実務煙範では定められている（欝欝隼C3．5、欝95年C3．5拠し

かしこれだけでは不十分であると、捲摘されていた齢。欝鍵隼規箋改正蔚まで

は、具体的には、「私はできる餐嚢諺迅速にソリシタを望みます」と「私はこの段

驚ではソリシタを望みません」の二者撰一の文面の蔀購されたボックスつきの

留置記録フォーマットによって、被疑者の意思が確認されていた。しかし後者

の後ろに被疑者の署名欄があるだけで、被疑者がどちらを選蝦したのかはわか

らない方式であった。また一方で、欝84年当時、敦棄の署名を拒絶することは、

法的麟言の請求として擾われることが実理しか酵たが、欝84年実務欝箋の翻定

にあたっては、このような措置は省かれだ撫、

　また、鞍疑者が法的勤言を受ける権瀦の放棄を選択する場合に、自分で署名
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することによって教案が宣言されるという方式が、鷺儀年燈籠改髭の段賠で提

案されたりもしだ欝。しかし、内務省はこの方式を採矯せず、請求と放棄に録

して購々のボックス形式をとることを採署したのである。王立委員会の勧告も、

二者択一のボックスの採編を促すものであった。1鱒5隼規鐘の上ではこの要請

が燈定されないままであったが、麗々のボックスを採属する留置記録フォーマ

ットが、通達（磁磁1禽r／によって、継続して綾絹されているという幽『，

　なお、王立委員会が留置場醗のビデオ録嚢の導入と…貢して、腹案の理由を

テープ録音することをも勧告した点については、欝95奪撹範では採繕されなか

った（暮）『欝。また、取調べ開嬉鋳の魯難の餐祭になされる敏棄の遷由の録音化も

実現しなかったぐC）。

　次に、法的勧言を請求した後にその請求を覆すような形における放棄の闇題

について見てみよう。前達したように欝繰年蔑籠では新しく、被疑者がソ1藷シ

タを請求したが途中で放棄した場合、警部雛上の踏級の警察官による許可を与

えていること、および緩疑者が文書またはテープにおいて法的覇言を受1ナるこ

とのないまま取調べを開始してよいと同意していることを条件として、取調べ

が可能とされた（轡鑓年C暮．6繍1。このように、放棄の意思を警察が確認するこ

とと被疑者の嗣意を酸提とした保護措置を欝劔隼麗範は講じたのである．しか

しその後、さらに十分に告知されたこと、自鐵意思によって放棄されたことを

警察官が確認し、放棄の遷趨を記録することが提案された。また、曝露の嘗効

性を審査する義務を警察官に課すことも主張されだ幽。そこで、警部以上の繕

級の警察富に許可だけでなく放棄の理密を講変ずる義務を課すことが、飛車司

法に関する王立委員会の勧告においても、と捲上げられることとなった。この

勧告は内務省1こ受け入れられた絃果、次のように実務媛範は改影された（G）。

　「法的勧善を請求した場合には、法的勧善を受けるまで取静調べられた1）、

　取調べを継続されたりしてはならない。ただし、次の場合にはその醸辱では

　ない。…纏舷的動言を請求した者が心変わ量｝した場合、…取調べ隷さらに遷

　延されることなく開始あるいは継続されることが可能である。ただし、その

f
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　考が法的勤言を受けることなく取薪｝調べられることを書面またはテープで同

　意すること、そして、婁熱鉄主の警察官がその者の心変わ弩の理由を調査し、

　取調べの違行の許可を与えることを条件とする。その者の同意、心変わ鰍

　運べられた饗霞の確認、許可を与える警察官の氏名が、取調べ開始あるいは

　再開時にテープあるいは書霞の取調語録に記録される匪（欝§5隼C6．6雌1）。

　さらに、揚導注記では、警部以上の墜級の警察官は電話で許可することもで

きることとされた、ただし許可を与えるうえでは、被疑者の心変わ1｝の還麹に

ついて納得でき、それらの状況で取調べを謎続することが適切であると確鬱し

た場合に陰られることとされた（欝§5隼驚｛e6｛），このように、i鱒5隼燈籠に

よれば、許可を与える警察密には心変わりの理蜜を調査し、記録することにな

ったのであるから、邊慈が些綴であった諺、誤解されていた辱、縛藪の重大性

を織疑考がよくわか含ていなかった場合には、許可を与える警察密は取調べを

進めることを禁疵する義務があると解駿されている螂㌧

　このようにイギリスにおいては警察待機型当番弁護士麟度の模索とともに検

討されたのが、敏棄の認定を厳格乾し、できる陵辱安易な放棄を紡毘すること

であった．放棄に翳する議論は、早期の弁護を迅速かつ確実に嫌疑者に提供す

るためには、非常に重要な縫題であることを、イギ辱スの動導彗は示している。

イギリスでは、放棄の厳搭免のために、特に次の点が、現行法上、要請されて

いる．廷）権利を放棄した場合に電謡で穏談ずる権利が与えられていることを告

知すること、②纏度も権講の告難を行うこと、③権稀を放棄した場合に放棄の

撃由を確認する警察のシステムがとられていること（放棄の瑳慈の記録、権韓

に関する意思確認の署名、警察による放棄理由の確認1，

　しかし、そのような繕度を確立しているイギリスにおいても、いまだ不十分

な灘嚢があることも、注意されなければならないであろう。纒えば、ブラウン

らの藩究では、法的鋳言を受ける権穂をできるだけ促進させることを前提とし

て、法的勤言の請求を前提とすることよ琴も、特に被疑者が積極的に放棄しな

ければ、法的勧善を請求したこととする、有効敏棄法理の採醗が示唆されてい
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る羅。しかしこの点が、特に麟事斎1法に給する王立委漿会の勧告のなかに盛鯵

込まれることばなかった耀撃。また、有効放棄法理と関連してサンダースは、最

近の論稿で革新的な考え方を次のように指摘している、

　「被疑者の中iこ1ま、融通のきかない者もいる自彼ら1まソリシタの援覇など必

　要ないと確落することもしばしばである。ソリシタは自分を援麟できないと

　考える運命讒者もいる。単にソリシタを信零しないものもいる，…これらの

　覇藪が誤っていることもしばしばである。したがって、法律家のサービスを

　必要とするかどうか勤書する法律家を被疑者が必要とするときには、全蔽疑

　者が形式的な請求を行う必要なく、自動的に法的勤番者と接離することが可一

　籠とされるべきである」簾。

このようにここでは、法的助書を必要とするかどうか醤鬱するために、被疑者

は窪動的にソリシタと接鍵する麟度が必要であると捲摘されている、

　また、ソリシタ到着前に被疑者が心変わ1）し、法的勧言を敏棄した場合には、

本当に被疑者の意思によって法的覇需を放棄したかどうか、疑わしい場合が多

いと予想される。欝鮪年窺鋳においても翼蒼の告窯を徹底させているだけで、

腹案の意思が本当に鞍疑考の濤密な意思によってなされたのか確認する手だて

は規定されていない。被拘禁者である被疑者と接見するために警察署に到養し

たソリシタが、法的勧言を諺求するかどうかを確認するために被疑者にアクセ

スする権舞は、欝鱒年規範で明示されていない，この点が、厳しく撹講されて

いることは、注意されるべきである鎧。

（注〉

暴8難WN翼．籠．、躍β躍麟e玉62，醜5L

三2繋　良（｝Y為しC｛〉醜鍵器3夏。藝｛嬢C装玉璽董翼点し鼓｝9貰。鷺．5麗芦rα　盛G貌　主導3．　a竈。｝L　3，　匡灘ギ盆　48．

欝　1翫｛2．ここでは、留置所のビデオ録遜套こ絶する繕事藩法に関する王立委員会の

　勧鑑が実鴛されることを叛定している．また、後者び）勧告は、金事件において、

　C鷺．2に基づき、警察署での取調べが始まる際に、録音がなされなければなら

　ないと勧告していることに、基づいている。
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欝　羅．農tc藝．3．艶膿．49．

嚢8εe，e．g、．ε藝wa羅s．3認芦rα轟競02〔｝3．畿23．この点につき、その濠翼慧ソリシ

　タを迅速に獲得できないという現実射な懸難性があるからであると毒補するもの

　として、Sa擁劔s＆諺離露s．錐嚢灘簸艇e爲9・銀玉4・

裟　襲（）Y蔑α斑擁脳（｝婦（釈（〕灘擁酋醜」亙」艦。琶、灘g随員。鷺i§3，厳。藝，3，夢a織・灘

蒙！なお、LA露は、警察署の施設についても関心を示している。特に内務省に安

　全な面会室が全詣定警察署に設置されること、警察が聡くことができない、ある

　いは嚢動的に録音できない穂密が保障された電謡設簿が篇零できることを、LA

　｝3は勧・苦した。　L聾鵠A欝叡瓶難．艮理｛》灘｛獲丁羅し（｝齢C欝A糞。翫L｛搬（猶蟹駐

　0至・獣AT購A購〉蝕A鷲（）誓聡L臨L紬Aα黙8F（獄窟罷Y隙ig§2－93，蕊33，

　蕪。735　（｝鼠｛so，　ig｛肇3）．

欝　舞舞とは、⑤纏の考もしくは公衆への危害や掻失を紡謝するか、最小縷のもの

　にする督的のために必要なとき、②・以前に蕎われた解答または僕達にあたる不明

　なところを解消する馨的のため必要なとき、③告発の後、もしくは、訴追される

　かもしれない旨の逓1趨を受けた後に、筆鋒饗した狸行に関する椿幸黙こっき質欝iをし、

　そ才tについてコメントする機会を与えることが講法の稀益に合致するとき、である。

叢　ig鑓年護縫の毒綻靉靆で、法的勤言を放棄した場合にも、取調べを受ける前に、

　留置記録票に法的覇言なく取講べを受ける旨、あるいは繭もって法的跡言を受け

　ないことに病癒した濤を、署名することを擾棄している論稿として、○躍捲

　WG独。ve蓄＆A飛出欝縫甑脇A鰹鍵・鰭．擁β翻掘。ひ6ε一玉ほ4纏£wL汽w餓∫衰欝敏

　32暮，32i（難90）．

繋　このように、放棄の遅蜜を求めることによって法麟勤壽の必要性を鍍疑考に考

　えさせ、放棄させないような蓬力をかけて理麹を聞くことによって、留置管理官

　が被疑者は十分に権穂を理解しているか確認することが、その羨提として蒙的と

　されている。1〈鑓　L鐙sT｛獅ε＆　CL鰍ε費蟻醗鍬．βεv照　醸む絵雛τ｛）狸『s　T匪

　醸v黙賢｛｝パ蹴懸（妬C欝鱗£二A　G難き斑買》｝》〔｝慧。ε敷3w黙9　4玉5　（2磁e感，1瑛鴻）．

撰W嘘婚eギ＆雛ea織一A織蜘盤9、灘脚麟e玉82，凝3磁

23ズw磯撫veダ＆晩翻一A餓雛曜、即灘献d留，甚竃235．

溝W醗銭。vα＆縫e畿紛A磁麟鰭．脚rα醸e惣，謎董32象

懸羅．盆32i．この場合に、握力がない者あるいは視力の弱い者には、適切な大入、
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被疑者繕事弁護に駕する一一試1論！鱒（緯馨悦震〉

　義旗、ソリシタが留羅繁蓬嘗によって署名を助締るために確舞されなければなら

　ないこと、そして、被疑巻が望む場合にはそ」）考が氏わi）に署名することが、属

　譲文で主張さ震ている。

、、Wolc蜘￥eダ＆翫雄樋一A魏董st欝薄、灘芦rα醸e　i82，凝3藝翫

　　この点で、姫鱒年撮箋C2．玉は、拘禁場醗の録璽および録音記録な留置記録

　の一藻ではないとする．なお、王立委員会のこの勧｛蕪が採簾されたとすれば、フ

　産一マットのボックスを霧々にするか、甕署方式にするかという議論はおそらく

　重要性を失うことになるで凌）ろう。

謎　wOl趣醗e液晩寝醜一A凱猿繊雲．灘欝α麟。欝7，厳2鎗

　　このよう1こ解釈しな1ナれば、規定は｛尋の童舞未もないこととなる。またこσ）解釈は、

　被疑者が基本的な保護叢叢をたやすく放棄することはないであろうと考える十分

　な客観性を騰えているのは、上官嫉短艇磁翫εy）だけであるという推定に基づい

　ている。、さらに、この点で霧鐘は完全でないため、特斑の場合には取講べを禁氏

　する権漿が強琵されるべきであると主張されてもいる，繕えば、ソリシタの灘藩

　が遅れたことによ！）、忍癬できずに、緩疑者が法的鱗雲の請求を翻した場合には、

　まもなくソリシダが葬薫ずる場合には、許欝を与える警察官は取調べを認めるべ

　きではな㌧・と暴論じらゴtてrいる。Wo垂。歓｝マ建ゼ農賢e麗。擁一A掌餓鍍蓑〉舞筥．＄器芦r＆醸魏e玉82，

　譲366．

三穂　8齢w翼甕下洗L．，3印綿醸e欝2．凝531S醸麗瓢農Y（麟（｝、灘芦灘麓磯玉総凝

　至37．畜鶴放棄法理によれば、少なくとも混蔑している被饗者がすべて法釣勤言

　を確保することになるであろうと、サンダースおよびヤングは指捲している。

．．。　この点を撹舞するものとして、s汽M聡瓢＆￥〔距駅｝、1翻ゴ．

霧s盆蟹艶rs、s翠rα麟e2（／7．鑛2鱒2畿

螢wゆ1齢蟹護鞭籔鍮A欝麟蟹．s叩rα醸起｝暮2．謎3砿

4　弁護の質的韓題をめぐる羅近の動向

欝　当番弁護士に臠する電誌勧善の驢馬

法的納言を請求した場合にいかなる勧善を楽書弁護士から提供されうるのか

一7§一一



行激縫会論集　第賞誉　第2暦

という開題について、その動向を機観してみることとしよう。異体的には、ソ

摩シタが遅れること撫、ソリシタが穂繕できないこと灘、ソ》シタが現実に

現れないこと撫、法的助言者議身の質雄が講じられた。

　欝8§年サンダースらの藩究は、当番弁護士鱗度にかかわる具体的な調査の結

果、次のような24時購当番弁護士凝度に、直接、関連する結果を発表した驚g

㊦警察署におけ鋤言の約3分の鷺書当番弁護士によで）て行排している・・事終

ソリシタを確保することができない場合に、被疑者は当番弁護士に依頼してい

る．したがって、当番弁護士は重要な峯鰹手段となっている。ただし、当番弁

護士が朝講できない場合もあることから、改善の余地がある礁㌔②指名ソリシ

タは当番弁護士より轡絹が難しい。当番弁護士では名簿繕よ弩も待機麟の方が

有効である、しかし、指名ソリシタの方が当番弁護士よ！｝も迂遠に警察に到諾

する。また、待機罐の方が名簿麟よりも迅速に警察に到着する驚。③指名ソリ

シタの芳力｛、当番弁護士よ診｝も代イテ者を奉！舞謹する、代背者の零／灘はかな弩の飛

事事件を抱えている小規摸の弁護士事務瞬にて行われている，ここでは、代行

者の能力に適した事件の割む当てが鴛われていない一襲。㊦勧善を請求した被疑

蕎の約簿％は接見されていない。その被疑者は全く動書を得ていないか（約25

％）、電姦による跡言を得ている（約25％）。飼ら劾言を得ていない者は・請求を

取き｝消している考がほとんどである，指名ソリシタよ1｝も当番弁護士の方が電

話助言を行う卿、叢誌跡言は軽微事欝において、取調べがテープ録音されてい

る警察署で取調べが鴛わ魔ない場合に、多絹される欝こ当番弁護士よ雷）も詣名

ソリシタの方が、接見の胃能性が高い欝。⑤電話助言に対しては多くの被疑者

が不満を漏らしている。このことが蚤番弁護士麟度に帰する不満でもある。

　以上のような調査詰果を基礎として、号ンダースらの醗究は政策提言を鴛っ

ている。特に、当番弁護士には被疑者の穂益保護の観点から必要と考えた場合

にのみ、接見することが当務、義務づ諺られていた。しかし、サンダースらの

長続によれば、舞藷の細分醍が電請言で麟、手絡甥シタ賜金に電

話跡書は約玉7％であったのに対して、代行者科霧が麟罎されている当番弁護士

一一 W暮一



鞍疑者飛車弁護に興する一一試論（警（瞬蟹愛糞〉

ダ）場合には電謡勧言は約麟％であった串このことが最も問題とされたのである。

そこで、以下のように主張1された。，①電謡助言の秘絹率を減少させるために、

一定の条件の場合、接見を義務とする。②あるいは、電藷勧善の薦絹率を減少

させるために、当番弁護士に代わって法的動言の要請を選劃し・弁護人の接見

が必要とされる場合にのみ当番弁護士に連絡するというサービス方式を霧殺す

る欝、③待機凝と電認サービスによるシステムは、迅速な対憩に効果的である。

しかし、さらに穀臨時瞬を改善するメカニズムが望まれる。このように縫書し

て、サンダースらの凝究は、基本的には当番弁護士を含むソリシタが警察段繕

の饒舌において満足には活動していないと結強づけた蜘㌧

　先達した問題点のうち、第一に、ソリシタが遅れて来ると、ソリシタに対す

る不満が募を）、鼓疑者はソリシタを待てなくなる。この点で、サンダースらの

醗究では、当番弁護士よ鋒も捲名ソリシタが遼遠に対癒していた。特1こ、当番

弁護士羅護との籠係によれば、待機麺が最も迅速に対応できる麟痘であるとサ

ンダースらの醗究では主張されたのである。また、先達した警察待機型当番弁

護士麟度の導入も、この賑給で穣討されたことにもなる。第二に、ソリシタが

蕎絹できないことについては、揚名ソリシタにおいて深灘であった。ただし・

当番弁護士麟度においても開題は隅様にあった。特に、待機麟で当番中に穂期

できないソリシタは．当番弁護士から除外される。しかし、実際の当番弁護士

麟度の運絹では、当番弁護士を瞼外することは、雛痩の存続への危機につなが

ると不安視されていだ簸。この懇題については、いかに人的問題を整備するか

が最大の課題とされた。最も議譲されたのが、次の開題であった。すなわち、

ソリシタが現実に現れないこと、つま琴、電話勘霧だけで済ましてしまうこと

にどのように玄蔀逃するかという問題と、後述するように具体的な弁護の質が果

たして十分かどうか、特に号ンダースらの醸究が指摘するように代行者の穫霧

が多いということにどのように対延するかという問題であった。まずは、電謡

麟言に関する動向を見てみることとしよう。
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行政雛会講集　第鼓巻　第2号

　1必　当番弁護士の接見義務

　ソ｝ナシタ協会の被疑者弁護に関する基準によれば、次の通りである露．

　「慰あなたは、接甕が被疑者の篇益保護のために必要であると考えるときに

　は、察分で（あるいはあなたの代行者によって）接見すべきです，各ケース

　は、その事実次第です。したがって、あなたの鞍藪次第です。（2．轟．4）（以下、

　当番弁護士については略）

　　訪馨しないと筆彗藪をした場合1こは、

　1癬　電誌での適切な勅書を与え、それ．を記録しなさい．訪麗しないあなたの

　　謹由を被疑者が饗解していることを確かめなさい。もし、被疑者が不満な

　　らば、破疑者が驚の代理を求めるために、指示を辞退し、留置管饗官に窯

　　らせなさい．

　爆1　あなたの建霞を記録しなさい。（2．5．5）

　　訪駕すると讐藪した場合には、

　（穀｝　愚輩藝に訪問しなさい。

　鰻　言欝欝が必要だとあなたが輯薮し、しかし自分あるいは代行者によって接

　　見できない場合には、肇窪疑者と留置管選i官1こ矯らせ、指示を欝退し、渉3の

　　代理を講整できるようにしなさい、、（略1　（2．5．6岩

このように接見するか電話で済ますかどうかは、ソリシタの講藪に任されてい

る．そしてこの判藪にあたっては、ソリシタは経済的祷益に基づいて行動する

と指摘されだ欝。一方、当番弁護士は指名ソリシタよシ）も鞍疑考と騒人的な隅

係が密ではないために、当番弁護士は被疑者に積極的に接見しない阪1ラ、指名

ソリシタと髭較して被疑者を講足させる遅縷が少なくなることとなる一鍵．この

ような鷺題意識のもと、サンダースらの醗究の後に、欝SCにおいて勧告され

たのが、次のような当番弁護士による接見の義務化であった蘇。

　墨　代行者ではなく当番弁護士本人が、各ケースについて接見するかどうか

　　考慮すべきである（勧告玉）。

　⑦　協定な次のように改正されるべきである，．すなわち、当番弁護士のみが

　　　　　　　　　　　　　　　　82



被疑者飛車弁護に麗する一試譲麟（霧灘悦典／

　　第一懇勧善を電話で鴛うこととする。そして当番弁護士本人がケースを考

　慰した後に、警察署における接見と、当番弁護士の第一殿電謡勘君後の電

　　謡号一ビスに、代行者の零彗羅が1濃定されるようにする（勧告2）。

麟　当番弁護士は次のいずれかを行わなければならない。警察署で被疑者と

　　接見すること（代行者が認められる場合には、代行者が接見できる）。適当

　　な場合には、被疑者と接見するためのソリシタ・代行者を警察署で稽講で

　　きることを被疑者に跡書するために、被疑者と第一騒動言を電誌で行うこ

　　と。被疑者が本人の勤言を望むかどうか被疑者に尋ねること　（勧告3）。

　鐵　逮捕可能犯罪の取調べあるいは瞬一性識購パレードがなされることにな

　　っている場合、警察による重大な不当取搬いに被疑者が不駿を申し立てて

　　いる場合、被疑者が接見を要求したときには、警察署で接見すべきである。

　　ただし、当番弁護士は費溺請求フォーム（CG鵬惚翻fG鍛／に接見しない歪

　　当性を示すことができるような特驚の事騰があるときを除く。その難のケ

　　ースでは、当番弁護士がすべて裁量を行使すべきである。被疑者が少年あ

　　るいは危験な状態にある者の場合には、その裁量は、通常、接見する方南

　　で行使さ蔑るべきである勧告4）。

接見義務を課す勧告は、7茎の勧岩の中で最も重要な部分であった。いわば、一…

定条件のもと具体的な行動を当番弁護士に義務づけたのである。この義務づけ

は、サービスの質を向上させることが彎曲であった。できる陵辱早鱗に、直接、

ソげシタの勧言を行う可能性を摸索することに、勧告の主醸があった磁㌔

　さて、当番弁護士委員会の設置の飽にL　A8は、欝89隼法律扶勘・援跡蔑麟

厩L騨A薩。ε罐Assl蜘ce裂eg翻1螂ig89／に基づいて・1贈隼絹

に、沿89年当番弁護士毒窮斐協定！撫e　D濃y　So嚢clξ盤Aπ餓ge猛君継s鯵89！を｛乍薮1し

た。欝89隼鶴定は婚88年法律扶勤（当番弁護士1経度に代わるものであるが、

内容はほとんど変化しなかった。しかし以上の勧告を受けて・新協定がig鱗年

号樗i馨に実施された欝。

　協定では、当番弁護士の接見義務を認めることとなった。具体的には、①被
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疑者がP　AC　R2嬉条の逮捕可能秘罪で逮捕され、そして警察がその者を取季｝調

べようと意験していた場合、②警察が覆一性識幾パレード、集腿凝一鑑識劉手

続纏。叩1戯麟。段輪舞1、単独撰接（co醸0漁船擁〉を行おうとしていた場合、③

被疑者が警察による重大な不当取緩いに不賑を申し立てていた場合である。こ

れらの場合、当番弁護士が警察署に接見に行くことを要求された。次に掲げる

ものは、ig94年当番弁護士協定の各条である。

　53　　初窪警鐘む言一2史瀬

　街　待機中の当番弁護士は一その者に委託された事件を電譲サービスによっ

　　て受任する。

　②　待機中の当番弁護士、名簿の当番弁護士が電話サービスから事件を受任

　　した場合、その者は警察署にいるか警察署のそばにいて、すぐに、藍接、

　　被疑者に跡言できない鰻弩、電話にて嚢接被疑者と誌し籾醤勧言を提摸す

　　る。被疑者が酩酊、暴力的行為のために当番弁護士と話すことができない

　　場合には、鱗毯麟言は廷難される。破疑者が当番弁護士と議すことができ

　　るようになれば、当番弁護士は秘露動書を提躾する叢置をとる。灘（ilが適

　　講される場合には、警察署に接見に来ることを被疑者が望むならば当番弁

　　護士は警察署に接見に行くこと、警察取調べ、霧一性識鍵パレード、集欝

　　隅一性識甥手続、単独面接に立ち会うことを、当番弁護士は綾羅者に告知

　　する。接見しない舞舞の条件があると当番弁護士が思料した場合にはその

　　膿孕｝ではない。ただし、その場合には当番弁護士が鞍疑者にその条件を説

　　琴1しなければならない、，

　轡　当番弁護士は、5312）に従った後に擁めて麟言のために当番弁護士代行者

　　を手醒することができるぴ

　1鐵　被疑者による当番弁護士の請求は、その鞍疑者が当番弁護士のサービス

　　を請求した警察署に銭に当番弁護士がいる場合を除いて、電謡サービスに

　　よって当番弁護士に難会されな哮ればならない。（上記以上の）縫外鉾場合

　　には、当番弁護士は、緩疑者からの請求を受任した場合、電話サービスに
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　ついて難らさなければならない，

騒　警察署における被疑者との接見義務

船　初毯勧善を礎供した後に、以下の場合には…濤らあるいは遼切に権銀づ

　けられた代行者によって、被疑者が望む場合に警察署において被疑者と接

　見する。

　麟　被疑者がPAC狂塞条で定義されている逮捕可能麗罪で逮捕され、警

　　察が被疑者を取諺調べようとしている場合。

　鰻警察が隅一性識霧パレード、集懸覇一性識灘手続、あるいは単独懸接

　　によって購一性の問題を解決しようとしている場合。

　勧　被疑者が警察による重大な不当取振いに不膿を申し立てている場合。

②　警察署へ接見に行かないことを亙当化する鰐外的条件が存在する場合に

　は、当番弁護士は嚢網請求フ矛一ムにおいて、接見しなかった甥薮を説明

　する。

③　当番弁護士がすでに当番ではない時に警察取調べ、講一性識驚パレード、

　集霧繕一性識罰手続、単独面接が莚難される場合、その者は、当番弁護士

　として行動し続ける待機当番弁護士あるいは騨の当番弁護士によって鞍疑

　者が勧善を継続して受けることを確保することによ鰍53121と連携した跡

　言を被疑者が受酵続けることを採証する捲置をとらなければならない。

55　警察署における接見の嚢密裁量

　54で設定されている条件以外においては、当番弁護士は、自己または代行

者が警察署に接見に行くことが被疑者の科益となるかどうか、その裁量を蕎

便する。接見が必要かどうか判藪する場合に、当番弁護士は雛下のことに注

意しなければならない。

患　海事を適窮に取彰）振うために十分な秘匿姓をもって電謡で勤書・援跡を

　提僕できていると、当番弁護士は考えていること・

12）被疑者が少隼である場合あるいは危険な状態にある場合、当番弁護士は

　接箆する方向で裁量を唇便することを・前提とすること。
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　なお、当番弁護士が代行f蕎を濠遣する場合には、被疑者ξま霧書・垂髪助される

前に代行者6）地位を難らされなければならない。また、当番弁護士が警察署で

被疑者に助言したとき、当番弁護士は、緩疑者のために行動し続けることを被

疑者が指示できると、被疑者に達べることが許される。ただし当番番弁護士隷、

被疑者が霧のソリシタを甕密に捲示することができることを、被疑者に跡言し

なけれ．ばならない『無手『。

　このような義務の要請から当番弁護士の運営者が恐れることは、当番弁護士

が麟度から離れていくことであった轍一。実課に、新規定の実施を麺否した地覆

もあったし、多くの当番弁護士が新規定の実麓に反対した。それがストライキ

に発展した弩、当番弁護士が麟度から離れていったという濃㌧

　このような動きに対し、電誌勧言の瞬題は、それらが趨対的に蓄の合わない

業務であることから生じるものでもあると、指摘されている．そして、蔑定を

厳しくすることによって被疑者の法的駒書が充実することにはならないであろ

うと揚接される一魏㌧マブコンビルとホジソンは、当番弁護士が揚名ソ1フシタよ

り勤務時間慶事における警察署への鐵頭に3分のi以上報麟が高いのにもかかわ

らず、指名ソリシタよ1り電誌サービスによる劾巻を行う率が1葛いこと1から、法

的勧言の報醗を改善することが法的勧言の質的改善に繋がることを疑問とす

る『瀞。もっとも、これは欝事法律扶勤潜かな諺の成長を遂げた段階を前礎とし

た指摘であることに、注意しなければならない。

　24鐸寺問当番弁護士の言霧求はig9董年1実務幾籠の麟定以罪葦に、約裏）％に上昇し

だ欝。このような中、LABの最大の聡心事は電誌跡言の穂罵状溌であった。

電謡跡誉は有繕な手段であるとしても、その窟罵方法については質のよい弁護

を礎繰するとの観点から槙重な検討を要することを、イギげスの勧請は示して

いる。

（3！麟誉者に絶する質的問題

PAC建麟定後の調査によれば、法的勅書はソリシタではないスタッフによ
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、ってもかな1｝の程度行われていた，。髭達したように㊤サンダースらの藩究では

当番弁護士の場合には電謡動書が44％、揚名ソリシタの場合には電話勘言が茸

％で劾た．一考、手絡ゾルタは擬諸を頻繁に濠遣する麟にあった・ま

た警察署における立会いは指名ソリシタの場合には蕊％、当番弁護士の場合に

は欝％が蟄のスタッフによって行われていた。その弛に、②ディクソンらの調

査では、拘禁中の法的勤言を行うためのランナー（欝雛erlとして、元警察實が

雇練ていると酷擁だ瓢・。剛ように、③マッコンビル鉢ジソンの謙

では、次のことが馨告された欝。慰紛％近くの法律事務所が元警察官を警察署

における助言のために雇っている『驚。鰯警察署にお旨る覇言の60％がソリシタ

または隼瞬契約職員（麟廼鍵cle嶽slではな雛者によって堤僕されている『撫。

（cにれらのスタッフは頓婦的にトレーニングが与えられ，ることは稀である・！驚。

このように、資椿を備えたソ弓シタ以外の者によって、立会いが行われた。代

鴛都指名ゾタシタなどによ俸1腰れた物またディクソ鴻螺究では・

全体的に、「法的財言考は、警察の取調べに録して、かな鯵受身的な不干渉の姿

勢をとることになる。多くのソリシタが自分で遅解している役割は・純粋に手

続の立会人として行嚢すること」・欝であると主張された・

　このような重納の中で、当番弁護簿慰凝しては、電譏言の問題の慰こ

は、弁護の質についてはあま身ラ関心が払われていないと捲摘された鋤。なぜな

ら、当番弁護士講痩の場合には、どのように稀羅が毒能であるかの問題と当番

弁護士とその勧ソリシタ瞬1礪をどの麟に頒群るかとい欄悪翼・輔

払われていたからである。また、報醗が低額であ弩、積極的な動機韓“けも欠難

しているために、灘鋤言磯腰求することによって、ソリシタが錨弁護

士として参撫しなくなるのではないかと懸念されたからでもある鱒。

　費AC駐による法的納言を受ける権率彗は、被疑者には必要不可欠な権秘であ

る。しかし、有効な法鋳勤言が与えられず、警察官の窺麩違反、厘力的、威圧

的あるい隷侮辱的実務に対して法的納言者が受動的な立場であれば、その権利

は無に帰してしまう。そこで、溺事司法に関する王立委員会は、「先に改善さ
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れるべきものは、現在、入手可麓とされている法的覇言の質を上げることであ

る」撫一、「有効な法的勧善があれば、将来の誤覇がさけられるだけでなく、被疑

者の弁解を調べる鰹に警察はさらに詳しく捜査を行うようにな爵｝、それによっ

て無実の被疑者がよ鞍早く解放された13、よ鞍実景ラある一連の捜査が行われる

ことであろう∫欝、との考え方を示した。

　具体的な勧告内容は、次の通量）である，第一は、ソリシタ雛会の「警察署に

お1協被疑者の動言にっ㌧｛て慮vl韓醜s岬εC纈醗麟ce灘重1・崩がさ

らに普及し遅解されるべきであ1）、ソリシタはこれに従って行動すべきである

という点である。購縛に、ソリシタ協会にビデオの聾絞を試みるよう勧告し

だ溝。第二は、法律扶覇の手数料は、ソ》シタやその代行者が当番弁護士であ

ろうと捲名ソリシタであろうと蟹の資金から支払われるため、当番弁護士とそ

の代行者に適霧されるのと隅じ弁護基準が捲名ソリシタとその代行者に適穰さ

れるべきであるという点である・欝，第三は、法律扶勤麟度以外の私選の場合に

も、監督する麟度が必要であるという点である。こ義を験試することをソリシ

タ臨会に健した撚。第露は、警察段踏の法的動君者の講練、教育、監督を長類

的に行うことである。また、L　A　Bに実態調査をするように勧告しだ欝。第五

は、当番弁護士麟痩の報醗についてである．すなわち、被疑者の権補綴縫を手

厚くするために質のよいソリシタを確保するには、馨醗についても審査されな

ければ1ならないということである凛織。

　このように、璃事講演に関する王立委異会は、法的勅書の質的醐題に目を晦

けた。しかし、王立委員会は、法的麟書の質を溝上させることについて、ソリ

シタや代行者への教育および監督、基準の遵守といった観点からの勧告に留ま

ってしまった。そこで、濯事弁護の実務に関する質的両上の悶霧について本気

で取鞍纏んでいないことが撰1判された麟。携えば、王立委員会がソリシタ協会

はトレーニング・ビデオを鐵し、トレーニング、教奮、監督などの再検討を行

うべきであるとの提案に対し、表面的な議講に終始していることが撹判され

た蹴。そして、基準については、…連の倫蓮、燐則への任意的な騒従に懇待す
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ることでは不適窮であると摂：半i！された弩撚・、当番弁護士のような基準を捲名ソ

リシタにも講じように適霧すべきであるという勧告に帰して、「当番弁護士が指

名ソリシタよ1）も高い水準のサービスを擾僕していることにはならない」趨一し、

立証されてもいないと撹覇されたン｝しだ燕。詰局、王立委員会の勧告では、ソ

リシタの役麟が明確にされないままであったため、「ソリシタ協会の小懸子蓼警

察署における被疑巷の勤君について選に援示されているソリシタ協会の見解を

承認すること」i懸だけに、王立委員会は留まってしまったと撹輝された。さら

には、確かに法的妓籍の水準の饗題1まあるが、これを改参することは藩単であ

る、むしろよ雷）毯難な開題は麟度購造にあると詣摘されたのである辮『。

　また、金棒的な擾点からみると、敦弁護に関する）勧鑑は…訴遠離の権漿を

強記するという革新的な礎案に応じて、重要とされていない」’2獣とも撰1讐され

た。具捧的には、警察の捜査権限の強でとに関する王立委員会の提案が、警察署

での法的勤書の重要性を弱めることになるし一難、全体的な点においても、被告

人の権鵜を舞腰し、弁護人に新しい彙邉を課し、実務の水準を改薫させようと

はしていないと援：舞されたのである働一。そして、ソリシタが資幡のないスタッ

フに依拠している運蜜を購題とすることができなかったと主張され縄1、「結識

的に言えば、王立委員会の提案は弁護サービスの僕給に関して改善をもたらす

ものとはならないであろう。繕事手続における被疑者の権瀦を保護する法的麟

言によって、懸人の地位を強免することにもならないであろう。王立委員会は、

警察にお酵る被疑者の保護に§§する重要な問題の多くを問題とすることができ

ず、それは被疑者・被告人の地位を弱めるためにだけ役立つその飽の多くの勧

告と組み合わされている」簿と撹鵯された。

④　代舞者に臠する酸革

　当番弁護士を希望するソリシタは、地方選抜手続をパスしなければならない，

また、警察署での劾言業務を事務所のその健のスタッフに委託することが麟瞑

されている．一方、資驚あるソ》シタは警察における法麟動言を引き受け、ス
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タッフを警察署に派遣することができる鱗，特に、指名ソリシタは、法律動議

・援勤の費霧の請求を霞へ行うこととなる。そして、事務所のスタヅフや警察

署の勘合のために設立された外部機翼に業務を調整することができた鍵。当構、

ソリシタ協会はガイドラインを発行して、飛車法に精選しているソリシタによ

って、通常はこの業務が遂行されるべきであると示していた灘。しかし、〔£ソ

峯ナシタは警察署に訪幾するために裁箱訴における蓉常の業務を中筋することが

難しいこと、②夜驚の法的勧言は窮体豹および糟糠的状態を悪箆させてしまう

ことなどから、翌蕪の通常業務を遂行するために、スタッフを霧弔する可§走性

が大きくなる．そこでソリシタ協会のガイドラインは、「ソリシタは、様々な方

法で自己の業務を講整する。そして、ソリシタが各々の纒人的な事件において、

ソリシタによる判薮の必要もない場合には、この業務を遂行するため、自分の

スタッフに一駿的な権鰻を与えることが許される」灘・、と改重された。

　代行者のアクセスする権零1は欝綴年燈籠では、「この媛範では、『ソリシタ垂

は玉響4年ソリシタ法に従って実務を行う資絡を与えられたソリシタを愚昧する。

ソ》シタが、露分に代わって筋書の提供のために職員あるいは法律事務員ll馨農l

e総C嘘ve）を送ることを望むならば、その者は警部（1欝鉾。蹴〉の踏級ある

いはそれ以上の警察官がその訪問は猛罪捜査を紡げると考え、そして琴彗に指示

しないかぎ垂｝、この馨的による警察署の接見が認められる。…」と鎮定された

（欝鑓隼C6．王の。これが、i欝5年蔑箋では、ギ欝溝隼警察・講事証誕法の実務

規範では、『ソ塀シタ雌は、現在の実務証明書を摩するソ1タシタ、観経ソリシタ

（轍擁ee　so翫1縦）、当番弁護士代行者、LA暮によって整備された代行者の登

蠹毒丘あ畜露定代行者嘘cre醸磁re費res雌t農｛ive）を意味する。ソリシタが、自

秀た氏おらそ幽きあ喪食～）ために認定されていない代行者あるいは講修代行者

を送畜と左を望むなら覆、その者は、警部の菩皆緩あるいはそれ以上の警察窟が

その訪闘は灘罪捜査を妨げると考え、そして警彗に捲示しないかぎり、この目的

による警察署の接冤が認められる，…」と改亘されたli§鱒奪C6．i2〉，諺鱒5年

燈範によれば、ソリシタの語を、醗修ソリシタ、当番弁護i士代行者、認定代行
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者に舷大した。そして、警部舞一ヒの者による接見の挺否は、ソリシタとしての

資格のない者、認定を受けていない代行者および醗修代行者に対して行われる

こととなった一欝一。

　一方、王立委員会の勧告に従い、サービス・トレーニング・パッケージ「法

麟動言者のための警察署における妓衛涯が、懲95隼にソリシタ臨会によって発

行された輪。そして、ソ》シタではない者の警察署における動言に対する醗修

および認定麟痩の設立の勇きが、ソリシタ協会とL　Aβで、繕事講法に聴する

王立委員会が蓉辮崔されていた闘に生じた瀞｝。麟度の内容は露盤年2霧に発表

され、その後、凝慶は実施された。

　この凝度によって認定された者1ま、法律扶勤の規定を通して法律扶勧を請求

できることとなった。この舗度によって、1995年2月から、警察署での勘合業

務に関する公麟資金による報藝舞は、①資格あるソリシタ、②醗修ソリシタ、③

当番弁護士の代行者として行動することを認められる考（以上の者は、少なく

とも鍛擁に、新しい認定の要請から免除される1、＠1認定代行者・⑤醗鯵代行者

〔警G搬IG簸a鞭re費rese簸継lvelとして登録された者、に与えられることになった。

醗修代行者として登録された者には、正式起訴事件に関連する被疑者を跡書す

るための法的勧言・援麟の費編の支餐、塾を請求する資格がない。しかしその飽

のケースでは、醗修代行者として登録された者は、国の資金によって・警察署

において法的勘合を提僕することができる瀞。さらに鎗97隼2月から、嚢弄修ソ

サシタも認定講痩の婦象とされることとなった・また、当番弁護士代行者が全

て、遅くとも欝97年2月までに認定の対象となつだ騨。1鮪7隼5月2薫までに

は、鰺鍵人の認定考、艮60入の醗修代行者が登録されている鷹≡⊃

　認定を獲得する手続は、次の通りである。まず、硬修代行者は、登録の6カ

月以内に．9警察署の立会いに関する書類を完成させ、それを提鐵しなければ

ならない。醗修代看者は、そのうち、警察署の立会いの少なくとも二件におい

ては、ソリシタの法的劾言を見学しなければならない，そして観修代行者は、

三韓においては、ソリシタの監督のもと、実際に被疑者に跡言しなげればなら
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ない．そして礒鯵代行者は、二件においては、一入で立会い、鞍疑者に勤書し

なげればならない。藩修代行者は、6ヵ月以内に十分な書類を縫墨できない場

合には、登録を講められない。次に、第二段階として、醗修者はさらに§ヵ丹

以内に離法、飛車手続、警察署での技術に臠する書面審査をパスしなけ蕊ばな

らない。警察署での技備については、法的勧言考の舞翫力、適切盤がテストさ

れる。拘禁串の被疑者に法的動書を行う場合1こ法的跡君考が庭藤するあら織る

状溌を記録しているオーディオ・テープを見せて、その嫁広が審査される瀞。

　以上の認定調度によって資格を得たスタッフは今以上に活動の魑が広がるこ

ととな畠｝、被らには警察における法的助言と法廷外のサポートを援僕する独立

綴織を確立することが可能となるであろうと評されている灘・。このような認定

毒霧斐は、わが匡1のような資格を得た弁護士にのみ、綱事弁護iが認められ・る麟1斐

とは全く異なる、イギリス独露の方向姓を模索するものである。そして認定麟

度は、イギリスの法律款跳夢心ビスに新しい新機軸を礎婁する契機となるであ

ろう。もっとも、このような認定麟度については、厳しい撰1評もある。その一

つは次のようなものである。すなわち、ソリシタ事務所は、さらに講練を行う

ことなく、警察署へ資格あるソリシタおよび醸修ソ琴シタを派遣する無麟際の

権科をいまだに有している．また、ソリシタではないスタッフに対してでさえ、

覇修代行者としてLABに登録することだけが要請されている。したがって、

その者が認定を得ることができず、登録されなかった場合にも、ソリシタ事務

瞬はさらに春野鯵代行者を登録することを妨げられないし、この手段を通して法

的勘書を握供し続けることが可能である、と雛。あるいは、講修代理者のため

の監督者であるソリシタの役麟が、どこまであるのか不萌確であることが指擢i

された葺これと平行して、監督ソリシタが…般麟に凝修考の概修ニーズを判籔1

し、方法を工夫し、定離的に藩修者の進歩をチェックすることとなるが、ソリ

シタではないスタッフの内外の醗経ついてソリシタはあま辱よく知らないこと

が指摘された髄㌧

　地方で、法的動言の質を改良するために発行されたのが、ソリシタ協会によ
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って由縁iされた「ビカミング・スキルズ」である一二蔀箏これは、細事司法におけ

る当事者的療理に基づいた熟練した防御のモデルを縫進ずるために発育された

弁護技術の強化ための棄材である，もっとも、このビカミング・スキルズにも、

はたして実動牲があるのかという疑翼が提起されている1灘葺

　このような動きに対して、現状の法的勧善のあぎ｝方を問題とするときには、

そもそも、現行の溺事法律扶勧麟度や飛事弁護体鱗の範露内で改善することは

不薄髭であるし、網事法律扶麟の予算の鱗綬に直面している現状では、弁護の

質を改善することはなかなか難しいと詣摘されている1蕪：イギリスでは、法的

購書の質的溝上の問題については、様々な撹覇を受けつつも、徐々に改革が行

われている。しかし、弁護の質については、摂本的な改革はなお進んでいない。

イギリスにおける法的覇言の質的向上の問題については、法律扶勧などの複本

的な凝窪改革が要請されている。

（注1

携　s註繍e欝長舞離警gs、s碑｝確醸d鱒、溢47・

禦馨　／ゴ．厳　47－8．

欝　Z蕪麗幾、s叩灘聲。婁e46，畿蔦6．

欝　s雛δ騰＆β磁ges，銀鍔α餓¢i露．鍍藤溌．し曙卦り一、羅蟹牧太郎（訳）「イ

　ギリス法における緩疑者の留置中の取掃いと取調べま法律縛鞍錘巻i号（簿92〉

　65蚕の講演録では、野被疑者は．提僕される跡護の質に対して幻滅してしまう。

　被疑者が希望する弁護士に依頼または趨談ずることができる状混は好ましいもの

　であるが、しかし、現実は遅懇とはかけ離れたものである1と指摘されている。

授　S醸號難解醜．．綴β羅醸e玉捻，鍵鰺3一蛉2、叢叢弁護士糖度醗究会・麟揚涯

　玉8｛｝、　67一毒§頁。

鶯　特に、威勢率については、当番弁護士の9き、5％に録して、撰名ソリシタは

　73．2％であったことから、轟番弁護士麟度が安全措置（s＆譲y敵〉になっている

　と指摘されているひS鰭艶然雛汽L、，茎δ．癬43－44．また、当番弁護士が揚名ソリシ

　タとの接触不可能な場合の安全措置となること、特に待機麟当番弁護士羅度がこ

　の役害獣こおいて機楚することが鮨嫡されている、　羅．鍵盤．わが蟹においても

・一 X3…
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　このような当番弁護士麟疫の機影がよき参考になろう。

携　指名ソ》シタよ｝｝も当番弁護士の方が迅速に婦応できない理由として、サンダ

　ースらの藩究は、電話サービス・システムの手続が複雑であることを掲げている。

　孟4、餓　98．

灘　当番弁護士の代行者稗罵率は8一給％、捲名ソ華ナシタのそれは約5毒％であった。

　羅、簾99．

欝　捲名ソリシタの場合は、麟言なしが2i、2％、電議跡琶がi3．7％、接見が65ま％で

　あった。当番弁護士の場合は、跡言なしが玉7．6％、電慧麟蓋が騰．6％、接見が45．8

　％であった。羅．齪欝2．

欝　電誌勘言だけ行われる麟合が、逮捕可能灘罪で逮薦された者の場合には玉8、6％、

　葬逮携可能灘罪で逮擁された者の場合には6i．2％であった。躍．・戯欝6．

蒋　嘉番弁護士委員会・前掲注路9、68頁．サンダースの調査によれば、叢番弁護

　士に連絡された事件の約鎗％で扶跡による費罵請求が行われていない。したがって、

　これらの事件では、助諮が行われていないか、電話麟言が蕎われている可能樵が

　高いという．なぜなら、袴農科に絶する鰻醜翻度では、一定の条件のもと叢誌覇

　露しても、費幣請求の慧象とならない場合があるからであるとされている。当番

　参議士麟度馨究会・前掲注撚9、68頁。

灘　この方法は業務に支障をきたす露語を受ける負握を当番弁護士から取翠｝除き、

　接見するかしないかという当番弁護士の裁量を癖験するものである。その縫に、

　報醗蔑定を変更する方策が議譲されているが、根本麟な靉靆解決にはならないで

　あろうと、サンダースらの麟究では緒論づけられている。惑番弁護士麟度醗究会・

　蕩掲注i89、薦頁。

攣　当番弁護士麟痩醗究会・前掲涯熔9、繕一67頁参照。

鯵s雛館s＆駐ぎ羅暮es．脚r鶴・組鯨，麗47－4暮・

欝LAwS（羅丁￥．船v餅罵ASt糀。獣膿認（慰。εS麗蓋（）鍛i－i2（3r遜e毬．，ig纐、

黛S鐙醸s＆慧離ges．3塑rα欝膿1弱，厳格

・鰻1　∫ゼ．a芝49、

襲職蔑緬露・顯，灘脚麟e欝，鍵2§．当番飛葵備綾の運営がLABに移

　春した後、O　S　Cは当番弁護士麺度（裁糞所および24時鐸当番弁護士凝疫）に麗

　する再検討を行った，倉S　Cはソびシタ協会や号ンダースらの講査籍果から受診
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　継いだ饒題を驚まえ揚棄した勧告は、生囎（多奪§毒22譲にLA翼によって承認さ震た。

　勧憲は、醒．齪鱒一鶴恐，に掲載されている．

欝　法蓮当番参議上灘il度においても、講じような籔1告がなされたと器えよう。具｛本

　麟には、醜えば、次のような勧告がある，、竃）当番弁護士が裁覇辮で麟言と嘱むよ

　うに代署垂できることを絹らかにし、跡饗鑓ま無料であることが強講されるようポス

　ダーが改められること　（勧告玉3）、②裁朝所スタッフが麟度を理解し、緩らが嫉

　疑者・被告人にこグ）鷺i譲を率兜して告げることを保証する方法を確認すること

　勧告圭燈。

欝　li鱒5隼7月現在）最も新しい雛定は雄艇年鴇定である．ZA猫獣．灘β雌擁。総

　i無，厳ま28．

澱…　むeg31A継琶oa羅夏熟重yS醸雑蟹Aボr餓ge盤錯芝s欝§4，この点についてのわが轡に

　おける紹介として、庭山英雄「イギリス当番弁護士事精・電議助聾はどのように

　行われているか3季潤縦事弁護5号（欝96！59翼鎌下参難。

　　Lo墓躍A羅露繊雄夏〉醗￥Sollcl継A鑓費9灘盤ts　ig9尋，57＆き8・

　　s餓6e欝覆Bギ爽es．灘芦灘麟e望鐙，鍍5L

　　∫δ．厳器2、

　　！4．凝53．

　　M垂紐Mcα）獅灘．建＆」解＠£し董疑鍬｝事x；s｛｝難，α1鰐｛顯Aし建G畿A至》v歪。運醸豊猟ε

　衰至（疑｛丁　丁⇔　S建主翼。狂、丁｝羅　良（｝Y汽む　C（撫垂M器s董｛｝醤　〔｝藝　C疑脇翌醤AL　訣罵丁毫。駐　監宣s駐燕衰。簸　Sτ豊1置》Y

　晦．i6，厳2§春（難絃so，1鱒3｝．

　　建艦LAl撫黎雛欝．躍欝α簸G鶴i6暮，aゆ繊．8、L

　　テヤイクソンほか・前掲1主蔦§、玉30責。

　　Mcc（）醤v翫L駐＆難（）倉G鱗，灘芦臨罐e273．

　　1δ．齪2（鎗．

　　∫6．鍵玉7．

　　オ4．齪28，

　　Le£駐寵蓼¢s農芸磯瞭搬£翼磁脚簸、1飛芦縦ノ魏g　e総細読認Lε欝オAぬ細・

　1鷲簿51C設難灘Aしし真w装置v臨w　玉（｝2，　玉〔）3．

　　ディクソンほか・繭掲1主蔦9、三3i432頁、，

　　Sa擁e器蕊断礎es、灘欝α醸e工9§．at5L
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隷藷躍．
麟　艮（｝￥航C（麗猿鰹（》蜜蝋。臨黙畿至蓼灘罷．灘夢灘餓¢黙3，蹴C鉱3，欝戴56’騰事

　　司法に聴する王立委員会は、沁鱗8晟騨灘．丁配食｛）罷催L郷乱露盤£sε欝羅v欝醒

下総群（死葦。駐s灘（選．艮｛）YALC騰｛難伽｝翼。賊難騰．」欝。ε鍵s鎌。｝ls附￥翼・・3

（擁、硲。，欝21と醸。騰繭＆籔磁g漁，8嬢r麟儂2際言及している・獄

　　謙虚．3，β騰s．57蓄

欝醒．鍍。舞．3，爵撚灘、

欝躍．畿磁．3、鉾職磁

鱗躍．翫紬．3，鐸鵠L

欝躍．厳。襲．3，鐸塾62、

腰1醒、搬畿．3，降爵3、

欝掘．縫tc簸．3．費徽64．

・鱗賊騨，脚rα臓。重e購．齪㈱8；Le68蝿賦簸ε勤ακひ翩翻醜

帥磁ご緬e醜翻Dε爽耀8εヂ磁8－ACα灘ブPrひ趣魏α臨ω噸勲εε・

　　雛翫崩cc伽畿菱、搬L懸磁羅s勧．1．c懸難撫至。撚。鼠輩s墨s28雄鱗・

簗鹸購灘瞭．Pひ灘εrα寵P磁ε1漉灘∫郷，i43蛭wL鼎3｛撒醗昆g臥

　　玉ig4　（ig§3｝畢

撚…疑蝿s・盤．卿r麟。te購，97総

・2懲　　B嚢｛逡es，s脳室｝芦磁趨G総　2§墨，　滋　282・

撚」即e蓋塾e灘騨，論漉細ゆr伽β曜κ鱗醜誌餓」謹cc㈱纏＆

　　舳登G副εD．1，即驚顔e2雛，厳2臆

総懸。軍、醜鰍ε3瀬。εs二鷺纏8為θ鷹醜趣ε髭離郷幽醜Pぬε

　　8絃鰹～，総躍cc㈹’羅＆B裳購£s勧．），灘鐸醸e蹴麟騰8§・

欝躍、磁193．

欝恥（圭警s鰻，脚纏鎚・tε295識｛2総

・蕪9晦es，即r儲鰍2鱗，鎮283・

懸垂　∫6r．厳　286．

擬賢晦鵬，即羅麟e295，凝2薦・

総掘．厳2暮7、

難醸ges＆舞晦懸、即羅戯e2齢識蹴
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　捲認．

　むAwS｛｝儒Y，A郷1舗“S慧鰍1丁飯τ濯欝（｝羅S欝蘇（器量e感，ig85）・

　L汽wS｛罷TY．即燈船紀2彗2，獅識3護ほ・

　W嘘襲。vef＆9蝋。翻A鰹tギ輝，即羅瀬εi82，齪3§3・

　8εεLAw　S｛）c峯獲’￥，A　G暇菱毘TG　Acc糀｛〉至丁汽丁重。翼翼（穣S響控衰v獄嬢s《蟹駐丁裂離羅三欝

（2醜齢．．玉9鰍LAwS縦丁￥，融融GS灘S織勲汽α旺：AW。照縦（2

　醗雌．．玉9総）．

　難晦εs盈軽蝿鵬，s曜α醸e2鈴盆t鵬・
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第3節　イギリスにおける禰事法律扶助講度・24鋳鶴当番弁護士講痩

　　　からの示唆

　舞上、イギ》ス麟事弁護麟度の動癖を検討してきた。このことによって、有

効な弁護が奪環醸こ提僕される凝1斐的仕緩みとして、いかなる点が示唆されうる

であろうか。

　イギリス繕事法律扶動麟度は、裁朝所が扶饒を許可する権陵を有するかどう

か、その場合にその判薮基準をいかに萌確に行うかが、問題とされてきた。近
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隼、当番弁護士舗慶が発展したのは、そのような仕緩みのなかで、窃懇勤誉を

課陣することが重視されたためである。そこでは遼遠性が要求されたため、当

番弁護士鱗度では、法律扶勤の韓薮の要件が切り落とされた。このようなイギ

リス飛事弁護講度は、運営主体がどのような主体であったとしても、基本的に

は鞍疑者・鞍密人が弁護人を露分で選択し、その選任された弁護人に覆が費零

を支払うという仕維みであることが、注意される。

　ここでは、裁輝醗が法律扶勧の許警を与えていて、裁舞所が弁護人の選任権

者ではないことが注意されなければならない。イギリスでは、こσ）許可を与え

る権縷を含め、運営の主体について、法律扶助協会、その健の機縫などの選択

肢が考えられてきた。あくまでもその議講の後庭には、被疑者・破岩人は嚢分

で秀護弄、を選撰し、その弁護人に弁護費羅が国から蟹の費繕によって支払われ

るというシステムがある。この点は、わが醤ある勢はアメリカ合衆麗において、

一般的に運営されている、裁甥所の主導による国選弁護経度と決定的に異なる

点であ1タ、講事法律挟鱗麟痩の意義の一つであると思われる。

　当番弁護士麟度においても、括名ソリシタ、名簿に掲載されているソリシタ

の鍵盛こ、被疑者はイ鼕々の当番弁言藍士を選揺することはできな㌧・力書、選択彗支とし

て当番弁護士に法的劾奮を求めることができる。そして、当暴弁護士とその健

のソリシタに帰して、国から資金が支払われる。このことにも、弁護人を選叛

する仕緯』みの特徴が現れているe

　このような弁護人を選探する仕緩みは、わが露で被疑者飛車弁護麟痩の導入

とともに飛車法律扶跳麟度の導入の可能性が摸索されていたことに照らすと、

従来、必ずしも十分に論ビられてこなかったように患われる。むしろ、この意

義が稜極酌に検！討されてもよいように思われる，

　次に、イギリス24時間楽書弁護士霜覆については、当番麟が採用さ才取被疑

者弁護のために迅速に対応する麟度として電謡サービスによってソリシタと連

絡のとれるシステムが確立されたことに特籔がある。この点が、わが羅の嚢番

弁護士凝度の導入・実践に影響を与え、かつ、十分に示唆に富む仕緩みであっ

　　　　　　　　　　　　　　　一98一一■
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た。わが国における当番弁護士越度の発展を晃振えて、イギリス当番弁護士舗

度を今後とも検討することは有益であろう。国による資金の提供によって、鞍

疑者のための公的な毒ll度が確立される場合には、待機料などの報醗システムな

どが整備されたイギサス当番弁護士麟度の基本構造は、今後とも参考とされる

べきである。

　このようなイギリス塞暗闘当番弁護士難波の近時の勧請は、次のようにまと

めることができる。すなわち、2麟欄当番弁護士毒腰：の確立の後、被疑者がい

かにソ弓シタを請求し、迅速かつ確実にソリシタと接舷できるかの問題と・い

かなる勧言がソ琴シタから与えられるのかの問題が、激しく議譲されたことで

ある，講者については、弁護権の告知を充実髭させ、弁護権の放棄をできる陰

り少なくさせようとする方向に、イギリスの議講・法改霊は進められていった。

後考については電謡勧言の率を少なくさせる努力と、もっぱら代行者の質を高

めるための改革が行われた。このような動向の観察から、次の点が示唆される

ように思われる。

　第…に、弁護権暑寒の充実化が被疑者麟事弁護麟度の運霧において極めて重

要な溝題である、ということである。どのように告知を充実イとさせるかが・懐

重に綾討されるべきことになる。ただし、いかに害知を充実化させたとしても・

イギリスの動講を考憲すると、それだけでは「早難に確実に弁護人を被疑者に

礎盤するため」には鰻罪がある。特に、告簸を警察が行うにあたっては、問題

が多い。この点で、イギリスよ塁）もさらに徹底射しているのが、アメリカ合衆

霞のAβA基準である。そこでは、ゼ被拘禁者のための弁護人ぴ）礎僕」という項

で、「被拘禁者あるいは嚢震を奪われた者は、羅痙に、できる銀き｝弁護人によっ

て、弁護人の援跡を受ける権科を苦寒（o旋デ／される。この告知は態単に遅解

できる言葉で鴛われる。特に弁護人に対して報醗を支払うことのできない者に

弁護権が保離されることが表現さ牲る」ζ雛、という基準を掲げている。ここで

提鴫されているのは、弁護入が弁護権に関する精報を被疑者・被告人に提供す

る点である．これは、警察官や検察官によって弁護権に関する精報が不十分に
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与えられることが多いこと、弁護人が鷺韓を縫徴する方が魯難を確実に行うこ

とができること、を攣露としている絡。またこの基準では、さらに告知方法に

ついても気翫鯵がなされ、簸鋸なわかりやすい告知が行われるべきであるとさ

れているのである『3諮。このように、警察以外の者による椿銀提僕の譲護：を検討

することが必要かもしれない。また、弁護人を早難段葬砦に迅速に礎盤し、請求

率を高めるための麟度として、警察待機型の当番弁護士麟度など、簿らかの積

極的な羅綾的仕緩みの検討が必要ともなろう馨

　第二に、以上の議論と密接に繋がるものであるが、弁護権を縫粋に被疑者の

請求にかからしめることには醸葬があるということである。少なくとも、いか

に弁護権の放棄を少なくさせるかが十分に議講されなければならないし、ある

いは、勧善を受けるべきかを弁護人に自動的に穰談ずる麟度、ないしは、最終

的には放棄を認めることの是葬霞体について検討する必要があることを、イギ

リスの動向は示唆している。

　A　B　A基準では告知と§§達して、特に放棄についても徹底した蔑定を作成し

ている。規定において要請される要素は、次の通弩である。①被疑者・被告人

が弁護人の請求をしなかったこと、あるいは有罪答弁を行う意思を購らかにし

たことは、弁護権の放棄に当たらないこと、②被疑者・被告人が、権瀦を理解

し窯的かつ霞覚豹に放棄しない鰻蓄）、弁護権の放棄は認められないこと、③精

神状態、奪齢、教育、経験、事件の複雑性その絶の要馨によって、被疑者・被

告人が弁護権について遷解できていないと思われる場合には、弁護権の敏棄は

認められないこと、④書面に記録される、あるいは録音されない齢ラ、弁護権

の放棄は認められないこと、である憩一。また特に、拘禁される可能性のある手

続においては、次のことが要請されている、，②被疑者・鞍吉人が法律家と接見

することなく、弁護権の敏棄の意思を表明した場合には、裁判所において放棄

が認められるまで、弁護士が提供されるべきこと、②少なくとも一度、弁護士

と相談しない陵辱放棄は認められないこと、③放棄が認められたとしても、そ

の後、告知が繰ぎ｝返されること、である『＝齢。
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　イギリスの動癖も、このようなABA基準に沿った影で、議講および法政亘

が行われている。イギ1チスでは弁護権を放棄した場合にも、次のような主張・

法改蕉の動きがある。①電謡で弁護人と梧談ずる権萃彗があることを告知される

とともに、さらに②締度も弁護権の告難が繰垂ラ返されること、③弁護権の敏棄

の理霞を確認する舗度（放棄逡密の記録箆、警察による放棄の運密の確認、署

名）が保瞳されている点、また、④有幾放棄の法遷の採霧、⑤浅酌勧護を受け

る権瀦を行使するかどうか、露動的に弁護人と穏談ずる麟度の導入・㊨被疑者

が弁護権を請求後に放棄した場合、弁護人による放棄意想の確認を行うこと、

が主張されていることである。これらは、．と記ABA基準とほぼ同じ内容であ

る．以上のような動織は、わが匿でも参考となるであろう。

　第三に、弁護の質的海上に関する動向についてである。電設による勧言の欝

能盤が、わが蟹においても積極的に検討されるべきであるが、イギリスでは電

謡勘言との麗連において、電諸で済ましてしまい、蔓擬、接見しないソリシタ

が多いことが問題とされ、一定の場合には、弁護の質的陶土のために・弁護人

に接見義務を課すことが検討された。一方、ソリシタが代行者を穂綿すること

も多いことが指摘され、代行者の質的海上をはたすための改革が看われた。こ

のような流れは、現在のところ、弁護人の懇々の能力に弁護の質鶴翼題を帰養

させる繧向にあると言える。すなわち、接見義務を課した辱、教育・講練を施

して騒人の能力を向上させることが捲癖され、一定の基準を課そうとする流れ

がある．この流縮伽ま、否定されるべきものではない。しかし、弁護の質的

向上の問題は、いまだ本格的な取む績みまでには至っていないとも考えられる。

この点は、飛車講法に関する王立委員会に対する各論者による撹覇によって、

一致して示されていた，弁護の質的向上の問題には、さらに麟度的仕緩みや、

それに対する十分な財政基盤などの、大きな枠緩みを考察する必要があると考

えられる．

　この点で注§されるべきなのは、イギリスにおいて、近時、提案されている

PP麟痩の導入をめぐる動きである。そこで第3章では、この動きを中心に、
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アメリカ合衆覆の動きも合わせて、践）麟度について験試してみることとしよ

う。

（注〉

繋　AM鰍璽。娠8鰍A鰹）c藍A蟹）翼，8翠灘爲航e！3逢．AβA　S譲擁a雄5－8ほ・

鍵　蕎欝｝翻ではP亙）麟穫、麟選弁護麟度による弁護人によってこのような譲渡が歳

　宣しうるが、地方でかつ事件数が少ない地綾ではこのような舗震の実現は難しい。

　そのため、電誌によって弁護人からこのような苦難が蕎われることが醒能であると、

　ABA基準では捲擁されている魯躍．籔猛矯4醗．また、このような麟度はミラ

　ンダ原麩の警告とも矛権しない。ただしミランダ警告だけでは告難の要求が全て

　満たされていると考えるべきではないと、ABA基準は指摘している。ミランダ

　警告については、大畠良難ほか糧匿飛車弁護垂（蒙本評強縫、珍93135頁参難。

繊　　8εe，e．9．，∫o嚢駕。轟v．Ze癒s芝，3（）4u　s．458　薩g3き）・

欝i　A8A　St翫欝《重畿駁墨　5－8．　2．　〔a〉．

蟹毒　　A霧A　Sta盤｛圭a嚢董　5－8、　2、　（も｝．
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