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一弁護人の援助を受ける権利の視点からの理論・調度の検討一

岡　田　悦　典

　　　　　　　　　　　　　　　舞　　　　　次

序　購題の湧筏

第i章　被疑者鷺事弁護の運講的縷説（以上、琵春望号〉

第2章　イギ夢スにお謬る璃事法律扶劾難度・24時講当番弁護士凝穫の考察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上、疑巻2号〉

第3章　イギ夢スおよびアメ夢力合衆羅におけるパブ夢ック・ディフェンダー麟度の

　　　考察一被疑者飛事弁護麟穫と騰達して一

　第i簸　パブ婆ック・ディフエンダー翻度の淵源と実践雛妓

　第2簸　イギ誓スにおけるパブジッタ・ディフェンダー麟度の議譲の展雛

　　i　パブ夢ック・ディフェンダー法案をめぐる議譲

　　　鱒　欝欝年パブ夢ック・ディフェンダー舗度法案

　　　麟　鯵28年パブ讐ック・ディフェンダー難度法案

　　2　スコットランドにおけるパブサック・ディフェンダー麟度をめぐる議譲

　　　鱒　スコットランドにおけるパブサック・ディフェンダー麟穫の提案

　　　②　スコットランド捗一ガル・サービスに驕する王立委員会の提案

　　3　最近のイングランド・ウェールズにお継るパブ肇ック・ディフェンダー難度

　　　の提案

　　　轡　ジャスティスの提案

　　　（齢．ジャスティス提案後の最近の動講

　第3籔　アメ夢力含衆羅におけるパブ撃ック・ディフェンダー麟穫

　　i　アメ華寿合衆馨にお謬るパブ婆ック・ディフェンダー麟度の鰻要

　　　鯨パブ夢ック・ディフエンダー麟痩の誕生

　　　纏　パブ夢ック・ディフェンダー麟度の発展
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行政歓会譲葉　第聾巻　第3号

　　麟パブ夢ック・ディフェンダー麟度の擬観

　　2　パブ亨ック・ディフェンダー凝度論の検討

　　韓　器量綻籾期のパブ華ック・ディフェンダー麟度譲

　　／21パブ琴ック・ディフェンダー凝度撹鵯譲

　　麟　実証的醗究によるパブジッタ・ディフェンダー麟度論争

　　暢　パブ婆ック・ディフェンダー麟度の課題一財政不足問題一（以上、奉号〉

　　3　現代パブ琴ック・ディフェンダー麟穫の勤癖

　第4節　パブ夢ック・ディフェンダー麟痩からの示唆とその現代的意義

第壌章　被疑者飛事弁護麟度論の課題と展望

結　藷

第3章　イギ1ナスおよびアメ》力合衆国におけるパブ1｝ック・ディ

　　　フェンダー麟度の考察一被疑者飛事弁護懸度と閣達して一

第董簾　パブリック・ディフェンダー麟度の淵源と実践地域

　パブ夢ツク・ディフェンダー麟度（茎㌔雛cPe艶磁εrSys艶撫、以下パブジツ

ク・ディフェンダーを診Dと終す／とは、飛車弁護奪轡の弁護人を馨家（敢霧／

が有給によって雇い、その弁護人が主に貧羅者の飛事弁護に従事するという形

態をとる擬護である．この点が、事件毎に弁護人が選任されるわが匿の蟹選弁

護凝度と基本的に異なる点である。イギ婆ス当番弁護士麟護では、纒人的に活

動する弁護士が当番で待機する場合には、弁護士は奪轡的に常時、飛車弁護の

ために活動することにはならない・ただし当番弁護士が、待機している閥に纒人

業務を犠牲にして、限定的に公的弁護に鍵事する。したがってそこには・費D

麟護的発想が堪れている。イギジス当番弁護士翻度は、事件毎に弁護人が選任

される蟹選弁護麟凌と碧D鰯度の中間形態である．

　費D麟度の懇懇は、古くから存在すると震われている。遷れば、古代ローマ

一8畦



霰疑者麟事弁護に鷲する一試藁（鱗（岡墾税典〉

時代に、P　Dに鍛た機関ぶ存在したと主張される｛i｝・また、器量紀のスペイン

で、PDに繊た機欝が設立されたというの。しかし、これらの具体的な鱗度籔

は明らかでない。アメ夢力会衆蟹では、露盤紀末にPD調度が議論されたとい

う。憲法会議の起草婬業において、ベンジャミン・オースチンがr我々は蟹家

のために饑く綾察宮（A牲omεyGe総ra茎〉を設置した1のであるから、璃事訴追さ

れるすべての者のために弁護官IA伽ocate　Ge盤era亙〉（露建給の／を立法すべき

ことを提案する。その仕事は、睡の検察官によって訴追された着すべてを弁護

するために出廷することである！と提案していた麟。P　D麟慶の懇懇は、検察

官麟度が存在するのと購じ思考により、「公弁護嘗麟度達のような購懇として

古くから存在していたのであろう。

　P　D舗渡は、飛事手綾において盛事者主義訴訟を要請する英米法系諸国で、

主に実践されていると震える。まず、アメジカ合衆蟹では、費D難度は各州・

部の一般的な飛車弁護鱗度の形態となっている。またオーストラ妾アとカナダ

でも、PD鰹度が実践されている鱒。イギ夢スでは、アメ夢力合衆遜のような

PD麟度は実践されなかった．しかしイングランド・ウェールズや、大陸法系

ではあるが当事者主義が要請されているスコットランドの法域において、PD

麟度の導入が積極的に議論されている⑤。

　これら以外で、P　D鰹度が実践されているという確かな構報は存蔑しない。

ただし捻経紀のドイツで、PD麟渡と瞬じような発想の麟事弁護難度ぶ議論さ

れた。すなわちドイツではマイヤーとオルトβフが、公的な弁護機縫を麟設す

る見解を主張した。この見解は、イタ婆アでもカッラーラによって主張された

という鰭。ここでは、検事総長を覆点とする検察官麟度の麟設が提案されると

ともに、癖裁鵯藪長官に獲敵する弁護総長（（海e照猟・a矯を覆点とする公的弁

護人の鰹穫が構想された傷．しかし、大陸法系諸国ではPD麟度のような鶏事

弁護専濯の機縫が灘設されることはなく、必要的弁護譲渡が発展した蝕。そし

て、縫えばドイツでは、強舗的に一定の事件には必ず弁護人を付けるとしたう

えで、貧震音に薄する援助として露選弁護翻護が設けられている総．なお、
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行致歓会講集　第難巻　第3号

P　Dと類似した霞葉を使う麟度は存在する。舞えば、デンマークでは、2Dに

権癒した書葉の麟事弁護凝痩が存在する。しかし実際に運営されている麟度は・

事件毎に懸人的に弁護活動を行っている弁護人が選任される国選弁護講度の一

類型である磯．

　マイヤーとオルトβフの構想は、スイスで公的弁護入調度1δεr赫艶登極。魏

Verte墨蛋墓erlとして、一部、実理されて》、ると》、う。しかしこの公的弁護人確

度は、検察官鰯度に繋航するような飛事弁護麟農の麟設を主張したマイヤーと

オルトロフの講懇とは、若干、異なる、鯵えばスイスのグラルスでは、露7i年

から公的弁護人麟度が採用された。公的弁護人は参事官穣eg重er懸gs獄tlや執

行機関10驚＆η6eぎεx欲穫tlvellこよって、上縁裁覇漸によって弁護士と認めら

れた者のなかから、3年の在職擬闘で任命される。任命された弁護人は、その

聞の舗人業務を休止しなければならない｛鋤。公的弁護人はPDのような麗定絵

の支払いを受けるわけでもなく、各々選任された事件に薄して騒琴暮に報醗を受

ける．またその鞍醜類絃少なく査定されているため、この舗度のために弁護士

を集めにくいことが主張されている鶴。この凝度は、必要的弁護麟度におい

て、弁護士の縫薄数を確課するものとして意殊購あり、P　D髄度とは全く異な

る理事弁護麟慶であると考えられる。

　ドイツでは、合衆馨のPD麟度を、専鯉家のチームによって蒔には様々な分

野の専鍔家を駆養し互いに補い合い、調査を蔭羨に行うことが鰹籠な国家機関

であるとする文献もある｛囎。そして、rヨーロッパとは異なる」飛車弁護凝度

としてPD譲渡が紹介されている｛鞠。

　次締以降では、まずイギぴスの動霧が縷討される。次に、イギジスの動病に

影響を与えていて、PD舗度が実践されているアメ婆力合衆国の動向が検討さ

れる。特に本稿は、アメリカ合衆国におけるPD難度をめぐる議論の動病をそ

の中’む的課題として縷説する。
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鞍疑者繕事弁護に臠する一試譲鋤（購覆髭典〉

（注／

／葺　欝職蕪L．Gra盛，P麗競‘P瞬雇郷，3K蕪．C至TY　L搬v、i§6，欝6（鷺3線

（2）雛εryE．C癒，P解織助魏幽趣繍∫蹄ε加s勘9撚ε鉛蹴菊醸翼翼・L

　Rεv、7i5，7i6（鰺畿1．

（3｝R鯉st簸s，0蹴嚢v為丁黙sO翼下麗麗翼翼亙。互。碧sP貰ACT縦皺丁齪L汽w2繊

　曜．鑛飽G猟LP琵．S醗膿，」難sT藍。璽A滞下縄POG衰ii澱6（3rδ砿麗嵐

　厳G登tc簸a量r，餐．」．：Pa宅terso麓S搬童t難，i§72〉．

紛欝S賢CE，AP脇就鍵Fε期盤，馨聡5む囎8簸オーストラ夢アでは3つの

　痙でp£｝調度が実践されている。」．艮．S狸翼。繊緯瞬，JACKS（〉罪s醗AC醗翼撒￥

　催JUS買総2姶（婚8鱗、ビクト夢ア州とニュー・サウス・ウェールズ頻のP　D麟

　度については、耀材瞬f各羅法律挟跡の諸法凝について一オーストラジアの場

　合」馨露と歪義28巻箋畢（欝77｝64頁参蕪。

翰　アイルランド業報国においても、欝毅飛事法難扶助援討委員会（Cr藏沁盛

　Le墓al　A継衰ev重ew　Co欝欝lt艶elで費D麟度の導入が検討された。しかし、PD

　麟度は実現されていない．Me重CO欝舞S，護琵勉醜虜露摩醜εL召欝ゐ醜8R誘ε厚

　乙ε9認涯躍魏L曙魏綱認催g　C擁鱗ゴ麗」ノ泌轟ご｛ち搬勲C翼A羅）Yo欝ξG＆D汽v紛

　WALL　l鋤．1，Acc建SS　TO　C羅M嬢AL　JむsT至。駐1建G麓A互玖LAWY毅s＆丁繊

　亙寛猫糞。露。ぎし玉総衰笛Y鎗8－i鐙（i鱒嚇．

㈲M＆x艮麟，漉rVeでte羅重騨1搬sc盤we圭zStra毎rozessrεc鼠S2i（i§織

緋　オルトロフの主張については、総越溢弘ヂ私人訴追主義と起訴麟手続の構造ま

　法政遜譲葺巻嵯号（欝85〉毅葵参蕪。

⑧　ドイツ飛事弁護麟渡の発展遍覆については、K搬器Ar猛む撮ster，至）1ε狂譲wlc熱

　1曝6erVerte晦膿墓重糞Str滋sac惣，S欝8謹澱S・i董54灘S・至尊§鰹7〔董§鰍

鯵　必要的弁護灘凌については、擁aη勲酷9a嶽，亙）le員otw磁極暮e　Vεr童趨撰墓難蓼

　重搬Stra舞｝rGze馨，S．2魯｛董§7欝．

鰺翼a麓sGa盤螢el童。欝｛a簸s雛，翫醒露εo灘ε」趣伽β1蜘鞭∫7物磁鷲納

　＆魏魏，盤W難茎鰻F．譲Po難欝齢），τ麗麗欝雛s狂Co瓢s甕驚（矯織

筋9a擁，β．虜．ひ，S．鍛貧。藝ertga簸ser，K蟹zl麟rb護。擁εssc蓋welz磁sc臨

　Stra敏ozessrec鼓ts，S88（獅81・

韓磐　　｝至a鼓舞，富．虜．α，S73、

鐸31　翼a舞盤，‘z、彦．σ，S、7鼠
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行敢社会譲葉　第昼巻　第3畢

鵬翼盈至a襲sSc臨磁，Dasa贈飛躍s蕊εS重ra麺r｛a鼓re盤．露醜獲麟r職警，S．

　H§鐸§8｛舞．なお近奪三、之〉が蟹1こお謬るアメ筆力会・衆醗のPD毒彗穫茎こ絶する碁葺1究に

　は、めざましいものがある．特に、講本弁護士連合会飛事弁護センター編匿アメ

　婆力の飛事弁護灘灘（現氏人文雅、爵98〉は、アメ夢力のP　D講度を現地にお

　いて講奮し、詳細に麟度の内容を紹介したものである、具体的な難度について

　は、講書を参窯されたい・また、最近の醸究として・アメ墾力合衆麟について

　は、ロック・M・夢一ド、井上正仁（談／罫弁護人の援動を受1ナる権覇と公設弁

　護人鰹痩」麟法雑誌26巻2号（雄84）絡3頁以下、接辞差史fアメ撃力合衆馨に

　お謬る驚事弁護麟痩韓一特に公的弁護麟度を中心として一3捜査観発35巻4号

　（雅86〉3i頁以下、後藤紹rネットワーク講事苛法①／サクラメントで会った公

　設弁護人たち・公設弁護人事務霧観察諭季干彗飛車弁護正号（欝95〉69頁以下、

　購「澄堺の法律扶勘一その運念と現状一アメ撃力・多様な溺事法律扶麟」季粥

　飛車弁護2暑（i鱒5）譴責以下、ルイス・ナタ誓、後藤醸（譲〉rネットワーク

　飛事舜法遷〉／公選弁護人を支えているもの・アメ》カの経験」季霧飛事弁護3■号

　（ig95〉i88頁以下、庭山英雄「ニューヨーク薦にお舞る貧銀の灘彗事弁護∫季干il

　理事弁護爵号（難§7〉矯頁以下、イングランド・ウェールズの費○麟痩譲の勧請

　については、替弄敏邦「驚事弁護の歴史と課題≦欝欝と正義襲巻7号（蓋勢3／5

　震以下がある、

第2節　イギ1ナスにおけるパプ1ナック・ディフェンダー鵠度の議論展開

i　パブ1ナック・ディフェンダー法案をめぐる議論

　（il玉璽§年パプ1ナック・ディフェンダー鵠度法案

　P　D講度は、イングランド・ウェールズに存在しない。しかし、イングラン

ド・ウェールズにおいても、飛事法律扶助麟渡の改革の遍程で、駐D麟穫が幾

度となく議論された．

　簿雄渾に、魑人的なメンバーがPD凝度法案を議会の下醗に提饑した。内容
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被疑者麟事弁護に麗する一試鵡麟（濁繊撹典｝

は、鎚式起訴事件で告発された者に弁護を行う義驚があるとする野D纒痩を設

立しようとするものであった．P　D法案は、工9欝年期8嚢に堤鐵された価㌔

法案の基本的な討議騨行われる第二護会｛殉で、次のようにP　P講護法案の蓬

念が述べられた．

　「この法案の騒的は、簡単に遠べれば、検察官の縮手役となる官庁を設立す

　ることにある．そして、蟹家が市浸を訴追する霞的で官庁を設立するのであ

　轟ば、わが法によってすべての人が有罪となるまでは無実であると雛定され

　るから、当然、羅家機縫ぶ等しく被疑者・被告人／acc総磁鉾。鐸e／の弁護に

　秘繕されるべきであると主張する蓬念に、この法案は基づいている〆i㌃

このように、PD鱗度法案は穣察官凝度への薄銃を醗んだものであった雌）。

もちろん、公平の運念と無罪推定の原則から、弁護人の重要性がその前提の理

念として確認されていたことも発進してはならない｛蹴・

〈鯵緯奪パブ1ナック・ディフェンダー麟度法案〉鵬｝

第玉条

第2条

　掛　内務大野（Secre童3ry　o｛Sねte購弍、PDと称する公務員1

（0餐虻e爵を任命する。

　（2／　PDは，内務大臣の醗意と大蔵省（丁艶3s礎麟の認可を得i

て、職務の適窮な遂行に必要であると思われる、勝手（鋪slst餓麟、i

職員（c艶rl｛母、醍達人（灘esse貧ger｝、健稽人｛sαv段賊s｝を任命し、

P至〉の職務を審轡当てることができる。

　緯　任命されたPD、釣手、職嚢、配達人および鐘矯人には、大…

藏雀から露定給と報醗が支払われる。

　紛　給料、鞍醗、（飽からは給付されない〉PDの職務の遂行に

おける費罵は、議会から提供された資金から支瓢われる。

　麟　最低欝年闘、バリスタあるい縁ソ夢シタでない罎瞬ま，その三

者1拶Dに齢されない・麗7輔1ま・バ似タあるいはソ聾i
タでない鰻りは、その者はPO麟手に任命されない．

　この法律のもとで舗建された規定に基づいて．歪式起訴犯罪で告1
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第3条

第4条

i第5条
ヨ
1

第6条

第7条

第8条

青鸞離礁轍（製誓書離離．蜀
き受け、遂行すること、あるいはそうすることを援劾することが、i

PDの職務である。この法律では、傷人も、欝乙防簿の準備を妨げ…

られな諮。しかし、その者は（以筆の、あるいは上述の燦定を除いi

て／その弁護の費罵を負担するものとする．　　　　　　　　　1

賦趨講鐸で鵠さ鮫人すべてが・無料磁講聴備刺
を受ける権麟が与えられ、縫供される。

　この条項では、婚鍵年飛事訴遺費湧法のもと、あるいはその鰹の一

法律で、訴追および弁護の費罵を支払うことを命令する裁覇漸の裁1

量を、どのようなことがあっても、妨げるものはない。　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　法務総裁｛A惣｝騰εy　Gε簸er3量1は、大法富と内務大羅の鋳意を得1

て、この法律の遂行のために幾則を俸成し、作成した規羅を廃止、

変更、勘鉾ることができる．一轍…。　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I鱗縄罐黙認そ磯勲酷繍支獅ことを齢す列
ことを裁鰍麟纏嬲る法律綻羅鞍告人へ
費罵の支払いについて適稽されるのと講様に、PDの弁護費罵の支1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
払いについても適絹される，　　　　　　　　　　　　　　　　　！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

表窒、．ξ繍よ灘臨景慕魏憎．1陰i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
式越訴麓罪まという表理には、その麗罪ぶ略式裁判法（S疑獄猿鍵別

擁r量s雌雄lo盤Actslのもと、董式還講灘罪で告発された者に経連し…

てセ’ると騨されるとき雛瀦灘こ妨な精興訣で燭隷i
る麓罪が含まれる1※21．

　（2／　儲〉

　麟　　（酪〉

韓／（賂〉　　　　　　　　　　i
こ磁勧臓で鞭熱ている灘まに雛より臓礪3

蒲で述べられている程度において廃蓋される1※31。

鱒



被疑者飛事弁護に絶する一試譲鋤綴靉靆典〉

第9条　／麟　この法律は、欝2§年i月i臨こ施行される。

　　　　轡　この法律は、欝欝年PD法として瞬稽される。

　　　　麟　この法律は、スコットランド、アイルランドには及ばない。

　（琴1鐵〉

3盆｛量w．7，c．38

i鱒3年貧瞬鞍疑者・被告人弁護法

1廃藍されない醸鬱金範懸

8磁w．7，c．蔦

1鰹輔馨糠騰
第董条第3項

もっとも、この法案は簿総年貧露霰疑者・被告人弁護法の政革も馨的としたも

のであった．議会では、次のように続けて主張溝なされた。

　曖荏、i鱒3隼貧露鞍疑者・被告人弁護法摂、この観点からの曉一の規定で

　ある．この法律は、実際には、完全に失数である。予備審簡（騨磁欝血礎y

　exa雛搬3蓑。麟が終わり．裁判官奪銭st董ce）の麟に鑽るまで被疑者・被告人の

　ために案施されていない。そして、裁判官が一応の（3pr融盆ねc18／弁護が

　存在すると霧歎した場合にのみ、法律扶助が認められる。読み書きのできな

　い者が、一悪の弁護を公表することのできないことは明らかである。さらに

　一弁護士会はこのことを捲擁するのだが一簿総年貧鑓被疑者・被告人弁護法

　によってバ夢スタに法的に支給される報醗はiポンド3シ聾ング6ペンスに

　鰻定されている．今欝、この額では、高い地位にある弁護士会のメンバーを

　引き付けることは不可能である．以上が法案の選念である涯｛鱒．

法案は喫行法葎扶助難度の酸茎を捲陶したものであった。その特1致は次の通穆

である。①法案は、捻総年貧躍被疑者・被告人弁護法に代替するものであった

「上記法案の※3参劉．②法案は、董式起訴事件で告発された者に（弁護の

性質を瞬らかにしなくてもよい〉、どの段賠でも（すなわち予備審闘殺賠でも〉

P　Dが付くことを提案していた1上講法案の※i参照ユ。⑤法案は、略式事件

に籔羅を若干拡大させていた［上議法案の※2参黙1。さらにこの当時、珍§3

　　　　　　　　　　　　　　　一一9エー
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年貧羅被疑者・被告人弁護法のもとでは．バ夢スタは2ポンド2シ夢ング、ソ

婆シタは圭ポンド3シ夢ング6ペンス、鋳霧の場合に譲り、それぞれ5ポンド

5シ夢ング、3ポンド5シ塗ングの鞍醗を得ることができた〔働、しかし、それ

はあま鱗こも少額であるという評儀がなされていた。

　rソ夢シタと薦会し、巌々な調査が行われなければ、その人の弁護方法を確

　宣することはできない．理行麟嚢の報醗に溢馨してみると、iポンド3シ夢

　ング6ペンスがバ婆スタに、2ぷンド2シ夢ングがソ華シタに支払われる。

　所属していることに名誉を感じている職業が、最も鞍醗を受けていないので

　ある。バ夢スタのiボンド3シ辞ング6ペンスは、弁護という最轟に知性を

　確保するにはあま瞬こも不十分である。…貧羅被疑者・被告人弁護法は、ば

　かげたほど鞍醗が少なく．不薄籠な条件を課している。多くの被疑者・被告

　人溺教育を受けていなく、知性もない。裁戦漸に来たこともない．彼らは当

　悪し、神経質になっている。後らは霞己の弁解を表現することもできない．

　彼らは、護人を反撃尋問する場合にも、うそつきであると縛ぶことしかでき

　ないであろうま‘鋤．

以上の概讐鱗こ応えることのできる籍度として、PD麟渡が提案されたのであっ

た。法案の精神は多くの議員の賛羅を得た．一方で議会では、貧露鞍疑者・被

告人弁護法が書及された．そして、この貧羅被疑者・被告人弁護法が失敗した

か否かについて、「私は．尊敬する友人が貧園被疑者・被告人弁護法が、実灘

には琵文化し、完全な矢数と特徴づけたことに賛成である。私達は、議会に貢

献する優秀な法が、行政の不手際により全く極値のないものとなることを十分

に知っている．…行政が現在の失敗を導いたのである」麟とする失敗論が強調

された。しかし、罫披らは、法の効果において失敗したという．それは、事実

を公亙に提示してはいない。一貴君“は、貧癒被疑者・被告人弁護法では適甥な

法律扶麟が得られず、訴訟の黒い靉靆でその耕益を得ることはできないと遠べ

ている。しかし、それは理屈であり、実無にはそうではないと思う。この瞬の

舗事驚法行政は麹毯より高い水準1こおそらくあるであろう。そして、それは貴

　　　　　　　　　　　　　　　　92



被疑者飛事弁護紅鷺する一試謡i（鴎（霧遜雛典〉

蓉の駈属する職業のよく洗練され・た優秀なメンバーに1負うところが大きい3‘鰍

とする現状肯定論も強く主張されたのであった．

　少なくとも、貧羅者にも等しく司法の正義が実翼されるべきであるという法

案の精神については、共感が得られた。しかし繕局、「議員立法まであること

が強調され、法案は最終的に実理しなかっだ錨。議会の議論を参考にすると、

次の諸点をその遷遜として挙げることができる。①議論の焦点である欝総年貧

鵬被疑者・被告人弁護法の評懸がわかれていた。⑨貧遽被疑者・被皆人の実

態が実際に握握されていなかった。③費絹の開題は政窮によって真鰯に考慮さ

れなければならない溺題であるとされただけであった．④飛事驚法簿渡はイン

グランド・ウェールズが一番優れているという農負があった。

　②　玉望8年パブ1ナック・ディフェンダー麟度の法案

　この当時、鐘大なイギ夢スのバジスタといわれるエドワード・マーシャール

ホール郷は、エドワード・マジョー夢一バンクス下院議員とともに、貧鰹被疑

者・被告ノ、の瀦事弁護凝度を厳しく概鵯し、駐D譲渡の導入を強く主張したと

いゲ鋳。このようにイングランド・ウェールズでは、PP罎度の蕎§心妻豊満滅す

ることはなかったようである。

　この時までドック・ブ夢一フを陰いで鵬、公的弁護は、欝総年貧跨被疑者・

被告人弁護法のもとで行われていただけであった．予備春闘では、それらは利

罵できなかったし、治安職事と事実審裁判官によってそれらが認められただけ

であった。したがって、塞時、ハワード婆｝グ（｝髭w撮6Leag麗｛or嚢e蓄or搬／

の精力的なキャンペーンを中心として、改革の推進が強く望まれだ翫

　第2章で述べたように、法律扶助に鰻する調査を馨的とする貧獲者法律扶駒

農会が謄24年に総織され、調査が行われた。そして、欝篶年に麟委員会の鞍告

書が発舞されだ紬。そこでは、予備審問段購と略式裁醤へ飛事法律扶麟の筵囲

を拡張すべきであるという勧告がなされだ鋤．しかし、この鞍吉書は・r我々

が彗を通した使い尽くされた資料のなかで、開題がはっきりしたことは、簿渡

・・一一 X3　一一
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としてはまあまあであるが改善する余趣がないわけではないと思われることで

ある3‘鋤と結譲づけた。そのため報告書は、匿勧告が（このように〉冷淡に提

曝され、た鞭告はほとんど存在し得ないま‘33妻と観察される性格のものであった。

この鞍告書においても、調査の結果、費Dオフィスの提案は反薄された。その

運譲は次の2点であった。①PD凝度は費絹瀞かか吟、PDが機能することは

難しい．②PD麟度が重患化されるほど事件数が存在しない瀦．さらに、貧懸

者法律扶助委員会は欝28年の最終鞍告書においても、次の3点を獲縷としてP

D舗凄iに反薄した。①PD籍度は弁護人と｛表頼者との重要な護1孫を破壊するも

のである。②PD離農は法曹にとっても賛痴者にとっても不利益となる。③P

D鱗度を実施することはたいへん難しいであろう磯。

　その後、貧曝者法律狭霧委員会の勧告を不澱とした改革捲導者たちは、欝28

年法案（B濃．葺§．／を下院に縫案した．この提案では、すべての溺車裁覇で飛車

法律扶財を実理させる調度を導入することが考えられた．しかしこの提案も実

理しなかった｛鋤．これと講じ時期に縫案されたものが、欝28年P　D法案であっ

だ鋤。

〈鱒器年パプ1ナック・ディフェンダー麟度法案〉

俸條
i

…

第2条

第3条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
　／ま／内務大艶は、時宜に応じて、貧羅者のディフェンダーとして；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1知られる公務員（｛オ盤ce群を任命する。

　（2）給与、鞍醗、このオフィスに絶するもので、裁麟の準備およ1

び活動に関するすべての費湧を含み、援麟、医学、技術、その纏必！

要と熱るすべて眺磁含む翻はすべて・議会によって雛㍉

れた資金から支払われる。

　死瀦の罪で法を擾う裁半夢葵に患延するために召喚された貧獲者が、

遡餉を示さないか畿羅者の縫を準鰍着乳実行
することが、貧懸者のディフェンダーの職務である。

　貧癒着のディフェンダーは、そのような訴追された人のために、

訴追で王室で〔撫εCでow麟によ鞍雇われたバジスタ（co澱sellと等しi

一襲一



被簸者飛車弁護に関する一試難餅（縫霧税典〉

　　　い地盤のバ夢スタを雇う権利が与えられ，る。

第4条　この法律は、嬉28年PD法として弓漏される。そして、婚29年i　i

　　　月i嚢に施行される。

　法案の提鐵人は第一談会において、次のようにこの法案の趣藝を遠べた。

　f法律と技術の奪弼家の入手再議牲に関して、訴追鰯により享受された人と

　等しい設備を死飛髭罪で告発された綾疑者・被告人に与えることを求めるも

　のである」（織。

この法案は死飛麗罪を告発された者にのみ遜絹されるという、羅られたもので

あった．しかし、訴追綴の狂鰹的な証麺叡集籠力に薄し、貧鑓被疑者・被告人

は擁の手段も得ていないという現実を認識したうえでの提案であった。また法

案は、飛車法律扶助麟度改革の一環として提案された。したがって欝28年法案

は全面改正を捲海するi9欝年法案とは、若干、その馨的を異にしていた。議会

の支欝者たちは、罫すべての裁物穆量に醍羅されるP　Dの第一の役害彗は・被疑者・

被告人が弁護されず、あるいは司法の利益によ鯵要求される重要あるいは羅難

なすべての事件において、鋳御を行うこと3を計悪していだ鋤．しかし・通常

の飛事法律扶助麟度を拡大させようと推進する者からは、P　D麟度に嬉する支

持を得ることがほとんどできなかった。鞍らは次の獲i由から、費D越度に反i帰

した。①R　Dの職務は難常の職務へと埋没してしまい、P　Dはサービスを事務

的に提躾することとなる．②官庁麟嚢と弁護サービスが連結されることによっ

て有益な点はなんら見いだされない爾｝。以上の撹睾1によって、最終的に法案は

成立しなかった。

　その後のイングランド・ウェールズでは鷲事法律扶麟麟綾が発展し、各ソ夢

シタとバ夢スタの実践活動による飛車弁護が発展した。もっともその後、P　D

舗度の導入がなんら検討されてこなかったわけではなかった。麟事法律扶勤麟

度の改革を験試する機会があるたびに、P　D麟度の可競姓が模索されてきた・

雄蕊年ラッシュク穿フ委畏会鞍告書では、羅家が訴追と弁護の講者を支醒し、

95一一
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市民の濤慈を瞭家の支配下におくことは遠鰐でないと蓮灘づけられて、PD麟

度の導入藩籬性が否定されだ甜．簿総年の羅事手続における法律挟劫に関する

部闘委員会も、その鞍告書のなかで、P欝鱗痩が飛事法律扶麟鰹慶に代わる麟

度か否かを纏離した．しかし、被疑者・被告人の弁護人を選訳する権利が奪わ

れる、あるいは萎〉Dは被疑者・被告人の儒頼を獲得できないことが予葱される

という瑠露から、現行の飛事法律扶動凝綾取、雛こP　D舗度は十分な成約を駿め

ることはないであろうと、輻告書では結論づけられた（鋤。このようにPD凝度

の導入可能性は、近年に到るまで否定され続雛てきた。

（漣／

麟　茎錘慧．C、亙死狂，i盤§一難騰，C鍼．鰺麟、欝欝年法案は、欝2§年、欝欝年に再び議

　会に堤患された．衰鍵鰍TOFT墨建玉濾P鰍丁聾玉器？ALC（麗醗丁字罷（獲L狂G盆A欝

　至難C灘M茎翼AむP｝～｛x〕狂ε茎）玉璽GS，至》ar＆、2§2，C猛盤《量．2§3藁｛簸MSO，聾｝（灘臥

嚥即R．C．匪8，醗§492§，Cols．玉35至43§9．

1重7！　ノ冨．atCo奎．i352、次のように主1叢され、た、　1賦atCo熱、玉3§2一玉3§4、

　　薪飛事裁判霧の弁護士は再三再露、被告人、時差こは最も重い麗罪で告発された

　　被告人が、大変ひどく、事実腹立たしいほど、籔らの弁護にどのようにハンデ

　　ィキャップがあるのか疑ることができる．被告人が．突然、裁鵯霧の威厳と状

　　漉に直面し、§恕を勝ち得るために独りで立ちすくみ，知識もなく、準備もな

　　く、友もいない状態であるのを見ると、哀れである。このような状懇は霰にと

　　〈）て不公平であると言える・媛は、王室のために支撚われている実務に熟練し

　　た弁護士に繋鋭して、弁護をしな酵ればならない。法は、纏縫紀もか融て、罵

　　法行政の鱗善とするために、素購らしい櫨霞を掲げてきた。これらの格言の一

　　つが、友が達べたように、有罪が簸窮されるまで大鼓無実と考えられることで

　　ある。…（鍵｝／…法が、私の藩及した欝i大な格言を無擬するという点は．（格

　　書を無摂する1法律家と瞬じであると、私は敢えて付諺超えねばならない．法

　　律は人を逮捕し「．手錠をかけ、拘鍛勝に連れていき、裁報に付される奮で彼を

　　その場1巽に留める。そこでは、起草煮たちが述べるように、しばしぱ被告人へ

　　の不蕉義がやってくるのである。鞍には、資金がなく、結果として友もいな

　　い…（銘〉…弁護を準備し、護人を獲得する機会もない．一…方警察は、鞍の破
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譲疑考選事弁護に隣する一試論（3／（鶴霞撹典〉

　　滅へと徐々に破の濁鞍に網を掛舞ているのである．…（酪〉…今酵の被告人も

　　（前の弼と〉瞬じ礫露で、翼じ不乏義が鋒穆かかっていることを忘れてはなら

　　ない。被告人にはいろいろな保護がなされているが、以上のことが真実であ

　　る。この法案によりこの状態は救済され得る。私はこの法案の蓬念に心から賛

　　成する…」。

盤1検察官趣渡は圭87§年髭罪講遺法（丁簸ePrGse醸融。至（）ず｛磁感erActエ879，逢2

　農43Vlct．，C．22）によって亭綬模ながら実現した（その後若干の変匙があった

　ものの、ig85年麗罪訴違法1難εProsec癒G登。｛0ず｛e寵erActi87§，C23」威

　立まで大綬摸な講度改革は見られなかった〉。露79年法と欝欝年法案を沈較する

　と、講者には類骸した矯建があることが飼える。欝79年麗罪訴追法については、

　堀籔牧太鍍「イギ夢スの検察難度序説」早穣蟹法学会誌騰巻（鴛？5年〉i頁以下

　参窯．

　　素ゴt　at　Co亜．i35i．

　　縫．C．8籔，i§i§4923（5§》P慧疑重。玉〉ε艶難《至er　B墨嚢．

　　i董7麓．C．D総，ε舞舞澱otd6，atCo蔓s．産35亙一重352，

　　駕．atCG玉．i35§、

　　躍．at　Col、董3灘．鞭醗の不十分盤は、議会の共通認識となっていたようである、

　複数の議員が鞍醗の不十分姓を指摘している。粥えば次の通鯵である。

　　rまったくけしから撫しみったれである・そして、検察官の費灘のかかる手続

　　きと同じようにばかげている。給料がよくない工夫であっても、2分のiの時

　　鷺で倍額の金額を稼げることに、言没せざるをえない。しみったれた形で法を

　　運営するより、法を改鑑し、駿豆されれば必要なことがなされ、費罵を払えな

　　い被告人にはソ夢シタ選採のマジストレイト証瞬書が認められ、ソ誓シタは任

　　務を全うし．その仕事に嬉して理性的な支払いがなされるべきである。…これ

　　によ玲、現在の緩告人に韓する不董義は拙拭されるであろう三．躍、撮C磁S．

　　i3藷435§、

　　rこの法案慧、糖禅においては、ほとんどの名誉あるメンバーの瞬意を得たで

　　あろうと思う．私がその精神を評慰するならば、すべての被告人が、裁醤森の

麟

翻

纏

縫

鱒

韓蓼　　ノ4．at　Co墨s．董35蔭謹3…～5．

韓葬1　ノ認．at　Co璽．玉3§8．

欝　法務次長ISo難clt蟹Geη綬allは、次のように発言している。
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行政緩会譲葉　第賞誉　第3号

　　なかでは、公平かつ適切な弁護を主張する機会を持つべきであることを、金聾

　　することにある。しかし、この種の法案には、公的な基金という深雍な負撞の翼

　　題がある．…だし馨しみではなく、邊甥かつ誠意ある形での運営ぶなされるな

　　らば、法案の欝的嫁達域されるであろう。そのような運賞がなされるというこ

　　とがその精神であるならば一麟定法になった以一鶏、誠心誠意、当然その意緩

　　と馨的に絶して、運営されるべきである一多大な支掛を含むこととなろう。そ

　　のようなことのために改革を行うことは、政癖の法案によらなけれ・ぱならな

　　い・政購によって握綴されなければならない。魑人的なメンバーによる法案に

　　よって、取穆掃われる瞬題ではない．議会は、現在の司法行政に臠する2、3

　　の不安な発言によって、心中する必要はない．無法が公藍に運営される国はな

　　く、すべての羅で、英麟の司法の本質的な公蕉さに淫§すべき賛轟が塾われて

　　いる…検察官は賢鱗に、思慮深く、漣意深く、とりわけ慈慈ある方法で、破の

　　職務を果たしている淫。羅．畿Co茎s．欝§84359、

雛C盤a嘘s醸s嫉雛，7勉P謝廊P瞬鋸覇22」、C灘L．蕊C嚢懸翼OLOG￥垂8§，

　塘97（難3i〉．

麟　ドック・ブジーフはヂないよ瞬まましゴな麟渡であったが，弁護人が車群につ

　いて準備することができないという決定的な欠臨があった。S毘醐鍬（船｝，

　8麗ノ璃露費Gte藁，at謹73．

｛麟　　P宣｝沿L琶To巽　｝｛oWA鬢茎），C欝！鍍浴鳥L　Jむs賢。き…　亙餐　ε蓑Gt《翼至｝：ST腿》￥　撰　L真w

　躍｝羅至難ST費AT至。蟹　3蓬8　繕ew　Yor襲：丁魏　蟻ac猿鍵麟　Co．，欝3蓋，Llt餐e老。糞，

　Color猟至αFre｛｝至3．盆ot襲簸鍛簸＆Co、，i§8墨｝．

㈱　CoMM至τ丁照　o翼　L狂（議し　A至　》置（撮丁｝肥　Poo衰，F董衰sT　盆鯉。羅’，C盤δ．2§認

　薩至MSO，茎§2｛3｝．

舞舞　　s董》駐｝ξc琶衰（£董〉．｝T　s麗β殺2簸ote尋事盆書473、

懸Co漁欝丁蟹。翼LEG汽LA沁F繊丁齪Poo盆，餓麹蓑Gte臆，a鎗ara、22．

ζ講　　S董）｝鼻ξc獲～（雛）。》，＄銘メ脳窪盤ote垂，at魂73－47《

譲歩　CG鍵璽買τ置狂。翼L茎…｛｝真L　A狂》欝。装丁｝斑Poo設，s曜顔β琵。総3｛き，a走耳澱ra．2L

続l　C〔）簸羅董丁ぞ駐狂（〉翼　L欝GA夏．A董至｝欝（）盆τ｝紐Poo毅，F醸盈L艮欝｝o糞τ，β農ra．鰺，C憩《量．

　3（｝董6（｝至MSO，i§2き＞、

舗　蚤｛倉WA難，ε罐石鑓ote29，at3鎗．

／解／　｝至．C．9星縫　i§28492§薩881P頚董｝麩。　Peずe簸6εr露量髄．
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被攣者羅事弁護に鬱する一試議1（鏡（騰馨撹典）

纐22雛琶、C．麗慧，麗8船2警，Cols、エ総峯欝9翫

繍｝｛Ow醸P，躍舞膿ote2§，at35i－332、

／錨　　1腕滋

醸醜猟醸K蕪L銀，A婦GLO－AM撚。離C盆雛董酷LJ謄s贋。逼3｛麗7）、

総／灘鱒羅OFT麗麗P醸丁聾糠丁艦C蝋M董丁麗駐。醤LεG畿A欝墜C盆離翼乱

　P欝。麗灘GS，s鍵麹麹。竃e蔦，＆雛ara、2§5

2　スコットランドにおけるパブ1ナック・ディフェンダー舗度をめぐる議論

　（i／ス嚢ットランドにおけるパブ移ック・ディフェンダー麟度σ〉提案

　スコットランドにおいても、P｛〉鯵簑に関する議論が行われてきた．スコッ

トランドでは公舞で法的に弁護される権利が、蔦87年に法律によって被疑者・

被告人に与えられた．その後、貧羅者を弁護することは法律家の義務と考えら

れていた．さらにi825年にプアーズ・ロール（Pαor｝s段。欝と呼ばれる鍵度が

確立し、シェ夢フ・コート（S短r澄Co顧1で無料でソ賛シタに弁護される権舞

が貧瞬者に与えられた紹｝。現在の法律扶助凝穫が理事手続に適驚されたのは、

婚経年のことである幽｝、以上の歴史的過程において．欝37年に貧獲被疑者・被

告人弁護（スコットランド）委員会（丁魏POGr　Pr董so簸er声s（Scot茎a磁）艮e群e－

se鍍就lo欝Co醗擁tteelがP　D斜度を礎案した幽》、ここでは、「パブ夢ック・デ

ィフェンサー（P曲1圭。塗e艶総。窃という書葉が使われている（この委員会はモ

ートン議長のもとに設立されたため、モートン委員会と呼ばれている〉幽㌔

　地方嚢治体（Local　A滋勧蛾ylが地方財源からパブ夢ック・ディフェンサー

舗度を馨市部で設立することを、モートン委員会は礎案した。そして、パブ肇

ック・ディフェンサーは警察裁鵯辮（Pol量ce　Co鞭轡に訴追されてきた震罎者す

べてに舞馬されるべきであること、地方自治体が弁護のために費灘を挺供する

ことが提案されだ鋤．しかし、警察裁讐淺以外の裁鞍霧、すなわちシェ婆フ・

コートなどの上綴裁物辮（銀鱗Co雛鈴にはパブ亨ック・ディフェンサー麟度
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行致縫会論集　第箆巻　第3号

を採難せず、理事法律扶鋤鰯度による弁護の形式が望ましいことを、モートン

委員会は結論づ診た‘鋤。モートン委員会が警察裁覇漸にのみパブ夢ック・ディ

フェンサー簿渡を導入すべきであると提案した背景には、警察裁覇辮に鐡廷す

る被疑者・被告人が兼営に多く、その改革のために握案されたことがあったと

考えられる齢｝。当鋳、貧選者のための代蓬人が警察裁鵯漸に強鰯的に患達する

ことは検討されてこなかったし、そのような実務もなかった。またシェ夢フ・

コートと辻較しても、かなりの被疑者・被告人が警察裁籍辮に存在しだ灘。こ

こでは貧擁者に耕する保緯がほとんどなされていなかったため｛澱、警察による

訴追が葬難されたのである（52｝、

　その後嬉総年に、ダース聾一郷を議長とする委員会が、飛事法律扶助に関す

る重要な馨告書を発表した（錨．グースリー委員会は、法律扶勧の提供方法のi

つとしてパブリック・ディフェンサー舗度を検討した、委員会はrモートン委

員会の提案に従って、パブ夢ック・ディフェンサー麟痩による法律扶助の礎案

をしている者は、馨治都毒裁覇辮（B濃蛾CO鞭rt）にのみ、その採罵を考えてい

るようである．しかし、我々はよ吟一般的に、この鰯穫：による法律扶麟の提供

璽籠性を考えることが望ましい」とした麟。そして、以下のようなパブジッ

タ・ディフェンサー麟度が検討された。

　「パブ夢ック・ディフェンサーとその飽の法律扶麟麟度との違いは次の遜

　鯵である。すなわち、ディフェンサーは、震的のために特簿彗に任命された有

　給の役人lo銀da董〉であり、披が錘命された裁料湧あるいは複数の裁料辮に

　崖達し、駿のサービスを受ける資旛のある被疑者・被告人すべてに譲された

　職務を実践する。そして経連難業は、たいへん重大な場合には、複数でなさ

　れることも可能である。このようなパブ肇ック・ディフェンサー・オフィス

　は、アメ夢力合衆羅の数州で実践されている」｛識．

そして検討の結果、ダース華一委員会は次のように料籔した．①常勤あるいは

非常銚を闘わず、有給のパブ婆ック・ディフェンサーには、馨常業瀦量が…定

の合還納程度に存在することが必要である．②事件が櫓薄的に単純であり、無
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綾簸者驚事弁護に麗する一試織｛3／（靉靆髭典〉

罪答弁の少ない欝治都露裁醤翫において、麟度を設立することが適当であ

る｛紬。しかしスコットランドにおいても、次のような概轄があった・①被疑

者・被告人のソ夢シタ選採権が喪失する。②パブ夢ック・ディフェンサーは公

的基金によって雇われているため弛の馨家機縫と密接になり、そのためパブ夢

ック・ディフェンサーは被疑者・被告人の縁頼を獲得することができない（5篤

これに帰して委員会は、後者②の蟹講には実質的根擁がなく、エジンバラの経

験によっても実蝶には被疑者・被告人はパブ夢ック・ディフェンサーを露頼して

いると反讒した翻｝。結構、ダース夢一委員会は次のように結論づけた。

　戦々は疑いもなく、適当な量と種類の業務があれば、パブ箏ック・ディフ

　ェンサー麟度は、運営上便宜であ参、椿対的にも経済的であり、有幾な法律

　扶甥を礎供する手段であると考える．しかし、スコットランドでは魑外的に

　利罵されてきたわけであ鯵、シェリフ・コートと上縁裁舞霧における貧露被

　疑考・被告人のための、伝統的な有効な弁護方法に鰐する新機軸とは考えら

　れない。伝統的な麟度の下、スコットランドの独立した法曹によって、貧園

　被疑者・被告人は弁護されてきた。鞍らはその縫の依頼者と同様の水準の職

　務を負っている，それゆえ…（シェ夢フ・コートでは〉この舗簑を採濡しな

　いま欝｝。

　スコットランド・ソ華シタ協会は、シェ蓼フ・コートの管琶にお恥てパブ夢

ック・ディフェンサーが活動するためにふさわしい状漉が存在すると提案して

いる｛脇、しかし、ソジシタ協会もパブリック・ディフェンサーとは異なる鰯人

ソ婆シタによるサービスを念頭にいれていだ硫．ダース夢心委員会も、被疑

者・被告人の講意によるその麹の選択駿が確保されないかぎ吟｛鋤、シェサ

フ・コートヘパブ夢ック・ディフェンサ一箱度を導入することを否定した。

　以上のようにモートンおよびダース夢一雨委員会は、スッコトランド全体に

PD麟度を導入する縫案は行わず、鰯外的にP　D鰹度の導入を認めていた・
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行政縫会論集　第雛巻　第3号

　／2／スコットランド・1ナーが序・サービスに関する王立委員会σ）鍵案

　欝8§年のスコットランド・ジーガル・サービスに関する王立委員会（盆oy譲

Co灘擁ss沁簸。簸Le筥al　Seでvl£es餓Sc破茎a磁1の鞍告書1こおいて、奎｝D麟縫が取

り接われた｛紬．P　D麟度を法律鉄鏃の一手段として採駕するべきであるという

提案に薄して、王立委員会は次のように述べた．

　置P　Dは有給の蟹家弁護人（Sa茎aぎ童磁State　iawyerlであ善、被疑者・被告人

　のために行動する。したがって羅は法律鉄騎を通して懸人サーどスに費薦を

　支払うよ触も、むしろ直接サービスを行う．茎｝D麟度は現行法律扶助鰯縷：よ

　りもかな参経済的であると主張されている。この主張は経験撃ないために実

　証されてはいない。またそれに薄しては、講駁もなされていない。現在年闘

　£魂，§§§，§暮§以上の支鐵を出している飛事法律荻勤の救済が、被疑者・被告

　人へのサービスの質的低下を招くこともなく達成されるとするならば、これ

　を無観することは無責任であるま融。

このように王立委員会は主に経済的な鍵露から、PD麟度の検認に入ったので

ある．これに難してソジシタ協会は、次のように反論した。①費D鱗疫は、弁

護士会の独立性という一般的な認識を無擁するものである。②P　D確度は、ソ

リシタと依頼者との闘で成立する今までの揺頬鶏係を破壊する、③一般的かつ

感鋳的に、PD麟度は承認されない。④PD鰯度を実施するためには、実務上，

躍難な点が多い飾。

　これに嬉して王立委員会は、カナダとアメジカ合衆羅を訪問し、そして調査

し、PD麟度が有効に機寵していると評慰した。そして王立委員会は、藷外蟹

のPD凝度がよく機能しており、大衆にも受け入れられていて、経済的にも有

魏であると結論づけた㈹》．しかし一方で王立委員会は、PDが二流の弁護を

提供す’るという撰1警欝§あることも認識した‘趣．

　次に、伝統的なスコットランドの原則、すなわち自分で窪己の弁護人を決定

する権繍こPD難度は抵慰するかという議講が行われた。また2D難度の導入

により、理事法律扶助に基いて行う麺人的な弁護活動が弱められるという反論
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被疑者飛事弁護に臠する一試論餅（穂蟹税典）

がなされだ紬。この議論に嬉して王立委員会は、次のような見解を示した。

　罫このことは義々の望むところではないし、どんな実験も濫意深く行われる

べき問題である．しかし敏頬部曽Dを強麟繊こ零糊する必要はな残また

　被疑者・被告人は嚢己の弁護人を選訳する権利が与えられ、適籍者であれば

　法律扶助を利駕することもできることを縫案ずる。瞬じようにP　Dが当番弁

　護士羅綾と連結しない遷海はない．この原則のもとであれば・PD講度に薄

　する反論は経験によって実証される。つま讐、裁覇富・験察官・弁護人のす

　べてが羅の被雇懸者となる遷念を被疑者・鞍告人が鎌がれば、被疑者・被告

　人は懸人的なソ華シタを選ぶからである・そして茎｝Dを信頼しなけれ・ば・そ

　れぞれ被疑者・被告人は懸人的なソ婆シタを選ぶであろう」｛鋤。

以上のように王立委員会は、PD麟農が強鰹的姓鰺のものではないことを重擬

した｛聯、そして王立委員会は、次のような理由からP　D鰯簑の導入を積極的に

検討した．すなわち、①経済的である、⑫諸外国の麟凌は成功している、③実

蝶にエジンバラ警察裁甥霧では費Dオフィスが存在し、モートンおよびダース

夢一講委員会も限られた籔霧であるがPD麟度を提案した、である｛7穐ただ

し、依頼者に受け入れられるか、あるいは経済的かどうかは実証されていない

ために、従来の法律挟勘によるサービスとPD麟度を僥設して運営する実験が

なされるべきであると、王立委員会は提案した〔物．そして王立委員会は、実験

を実施するうえで、次の事項に注意すべきであると礎案した。

　①　P　Dの募集においては、奪競であ馨、手分に蝿惑可能な人数の人員を確

　保すること．したがって実験においては、P　Dが法難家の生濫職業になるた

　めに、十分な難闘が設定されなければならない。また十分な給与が、PDに

　支払われなければならない。不十分な給与では、結局、実験は失敬に終わる

　であろう、このことが擁籠でな謬れば、十分なスタッフが揃うまで、実験は

　延期されるべきである。

　②　実験の闘、スタッフは講…であることが望ましい。蔑擬闘のうちにスタ

　ッフが交替するようでは、公平かつ信頼ある実験はできない。
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　③　サーどスの舞驚状溌とその有効性を審査するために、監査麟痩が確立さ

　れるべきである．P　D劃度のコスト調査だけでは、十分な調査はあ鯵えない。

　④今までの懸人弁護士による弁護活動への影響を最小酸にするために、大

　地域のなかの限られた範霧海で実験が着手されるべきである。纒入ソ夢シタ

　にはその蕩栗、合饗的な割合の事件が振り分けられる。また、実験は人P25

　万人（スコットランドの約5％〉の裁醤藩管轄において、スコットランドの

　代表的な麗罪状溌を示している地域で行われるべきである。

　⑤　 PDは圭：級数｝驚辮の弁i論権（盆圭g簸to｛a簸｛瀬e鍛ce）を持たない。　しかしP

　Dにはソ婆シタのように、上級裁判漸で弁護するバ夢スタに教示する責任が

　あることとする（73｝。

　以上のようなP　D調度を設立する実験に隣して、反懸意見も存姦した（簿。

反鰐意見の骨子は、擬ね次のような趣旨のものであった。すなわち、王立委員

会の箆解は革新的な変革をもたらすものではあるが｛陶、このような変革は、行

政上の優賞や財敢上の醗減を遷浅として考えられるべきではなく、財政問題に

は様々な方策がその縫にあるとするものであっだ簿。そして具体的には、次

のように撹判された．①ダースジー委員会が有給「ディフェンサー」を設置す

るという提案を行ったことに慰して、独立した鰹入実務家の名簿購摂望ましい

とする見解が多かった。⑨PD麟度は強調的な綱渡とすべきではないとする委

員会の見解に賛成する。しかし強舗的な鰯簑ではなかったとしても、いったん

官療的鰯穫が設立されれば、いざ麟度を解体しようとしてもそれが不可能にな

るであろう．むしろPD麟度を孝糊することが奨励され、被疑者・被告人のソ

撃シタ選採権が淺滅するだろう。羅度は強鰯的にならざるを得なくなるのでは

ないだろうか．③PDの独立性は基本的に保証されないであろう。④提案され

ている実験を行うことは難しい｛驚．

　スコットランド王立委員会の擾案ずる勲亙）調度は、現行飛事法律扶助舗度に

鎌設する懸絶であり、被疑者・被告人の弁護人選訳権を保障するものであると

ころに、その特徴があった。この提案を受けて、1986年法律扶麟（スコットラ
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ンド〉法（丁盤eLe墓alA重嵌Scot茎無嬢IActi§86，C471の第5章により、スコッ

トランド法律扶助委員会ISc碗t量幽Leg雄A羅βoar6、以下S　LABと略す／

がソ墾シタを弁護サービスのために雇うことができる。しかしこの規定は、

しばらく科稽されなかった。一方、スコットランド王立委員会のP　D麟度に聴

する提案は、次に検討するジャスティスの髭案にも影響を与えた、

駐／

纏　スコットランドの法律扶鱗の錘史について隷、S麗C．翼．S毛。麗art，擁ε海霧

　κ奮齢η｛ヅL89躍〆隻躍魏　S‘｛露藏鷲賦　丁茎駕　罫鍛夏至｝至CAL　翼翼v建w，ig7§，Par毛　3一

　亙〉εce灘もer，at　i7｛罫i§2、

鰹／　スコットランドにおける現轟…の裁肇舞舞度では．躰き麩裁鶏穆涙董｝垂str圭ctC｛羅氈1と

　シェ肇フ・コートという2種類の裁讐藪があ惨、さらにその．とに、癩事上級裁覇

　薩（R逡鼓C《瑠鍾緩蝕st虻三盆ry／がある。嬢琶裁警1霧は酪式裁警1を管：轄とし、シェ

　聾フ・コートは整式裁肇1と豆三式越訴事件の裁響銅丁盤滋○簸鎗盗£t盤ε簸tlを管轄と

　する．上級裁率彗霧は第…審の場合もあるが、撰鉦裁判懇とシェ夢フ・コートの上誤

　裁覇も管轄とする．癩琶裁判鋳の麟身が、警察裁覇漸や馨治都箏裁覇翫馨蟹鱗

　Co雛t）などである。かつて、嚢濾獺晦β纏露鎗は警察裁凝震を馨し．マジスト

　レートのオフィスを摩する町議員（tow簸co縫簸。韮。鈴が“」獣董geoずP（毒ce”の名で

　欝治都市の警察裁覇漸の裁舞嘗に任命された。そこでは整式裁戦が掻われた。欝

　治舞霧“B獣暮バは、i2毯紀に癖業中心地として発展したものである。さらに農治

　都市は、独嚢の欝治薬毒裁判所による裁覇権を有していた・食盛V欝M・W畿鰓裂

　　丁｝董戴　Sc（）丁丁董s｝董　L狂（｝AL　SYST罵纏：董餐　亙馨丁嚢。壷）彫｛：丁至。蕪丁O　T｝獄　ST灘のY　O罫Sc（きTS

　　LAw　3蟹レ叙妻9　（春縫｝　e｛董．，　i｛塁警21；　｛）尭マ欝　望縫．　等漸進互x駐裂，　T｝昼l　ScOTT葺s｝至　L蟹｝真L

　　SYST狂M：欝欝膿G蜀。賢。翼丁（）T｝建S鷲§YO罫Sc〔》TSLAw員3（ig59）；ステア・

　ソサエティ編、戒籠遜潭・単松紘・角懸猛之編訳『スコットランド法史圭藪駁

　　「事項英秘索撰・罵藷解説（名古渥大学錯版会、懲鱒〉鴛賀．警察裁舞湧や自

　治馨康裁覇辮等隷、響75年に州藝裁鵯解法｛丁焼膨strl鍍Co鞍rt（Scotla擁）Ac重

　　欝7§，C．2馨によって穫区裁甥翫に統合、整礫された。丁魏騒str重ct　C綴rt

　　《Scot互救難｛碁Act董97§，s．i．

続）　衰露｝・（）盆τ（｝欝筆墨獲PGO盆P翼資s（猶Ts｝雀蔓・衰狂s駐翼TA’貰（）翼（ScO孚LAM｝l　Co藝急難ぞ丁狂ε，
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　C鰹賢主．543§α｛瓢SO，茎§37〉．

　段E董｝o裂T　i　i2，C盤猟至．784§α｛野護SO，i§8韓．

　灘β襯轟畿e蕊，叙登a臓、59．警察裁麟湧はエジンバラ、グラスゴー、アバディー

　ン、ダンディー、グ華一ノックを饑く王室欝治都毒を含むスコットランドの自治

　都窮すべての警察裁醤藪のこと、あるセ・は上記5馨治馨毒の警察裁舞辮のことを

　いう。いずれにせよ、管轄と権罎は逡量紀になってから嚢治穰譜裁戦翫と警察裁

　き縛漸とでは瞬じ』とな瞬、事実上の区懸縁存在しない．丁麗LAw　S㏄総ぞY解

　Sc（〉TtA翼聾，丁茎建L盛w　o婁SeoTLA翼墨），STA難き護露Mo羅AL2翼CYCし。費獲漣A，VoL玉7，

　麗βaτas．i董5恐一驚7｛i§鋤、

㈱　躍．at33．

㈱　躍．at夢aでa．5§．

繍　弼威

麟　鼠盆欝ra．57．エジンバラとダンデーでは各々齢ボンド、灘ポンドでシェ肇

　フ・コートにおいて貧馨者のための代選入（A奮e鍵foτt娩POor）が、慈善的にで

　はあるが警察裁鞠藤で活翳していた。

軽舞　　1コ口at｛｝穀重「a．58、

総　聡｛｝At　A董蟹聾C謎M董糞AL　P食oc狂醜麗，C搬綴．欝欝（縫MSO，垂蝿鞘．

懸　躍．at登aぎa．鱒．

翻　断滅

㈱躍．a頓aギa．購、

麟　1春嵐

麟　∫善獄エジンバラではパブ鯵ック・ディフェンサーが活動したようであるが、具

　体的にいつどのように設立され、現蓬どのようになっているか手荒の資料からは

　瞬らかでない・エジンバラの警察裁舞漸にお墾て欝37年の委農会勧告蕪にパブ夢ッ

　ク・ディフェンサー麟農が成立していたことが鞍告書のなかで飼えるのみである。

　R獄）（嬢ぞ（露丁｝斑　Pひ。嚢P翼翼sG騨S　R狂餓翼s登翼下乱丁給翼　（Sco宰鶏A翼韓CoMM総軍死狂，

　灘舞鶴otε蕗，a頓ara、捻，para．鍛．パブ肇ック・ディフェンサーはソ撃シタを

／鋤　　艮｛）YA£　Co麹籔餐ss至｛》糞　〔）糞　L鷺GAし　S慰霊マ至。盆s　欝　　ScoTLA巽至》：　VOL慧搬鷺　0翼雪，

韓舞　｝之狂罫。貧丁0罫丁要総Poo盆P茎盈so貿s盆狂野灘3s董3N孚AT至。翼（ScoTLA翼溝Co欝鄭蓬歪丁黙認，

雇うことのできない者のために揚名された。この麟度は欝67年まで続き、その

後、略式裁趨を管轄する裁鵯漸では、法律扶跡によるソ亨シタを舞鶏する麟度が
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　設立された．さらに、工§75年に法律1扶豹が州籔裁宰1重海象こも遷鐸葦され、現行薄窪事法

　篠扶助麟度の原墾が形威され，た。　窪’｝認L真wS㏄董欝y〔建ScoTもA翼券，＄曜〉鰻登Gte

　幹，謎解ra．登57．したがって、この遍程でエジンバラ警察裁覇霧のパブ婆ッタ・

　ディフェンサー舗綾は淺滅したようであるが、瞬らかではな雛。

繍　躍、aゆara．欝茎．

翻　擢．at警a盤．欝2．

鱗　翫威

総躍．aゆara．2§i、

購　　盆OYAL　Co翼翼纏翌ssK｝翼。》ζLEG汽L　S慧盆v至。建s至翼S｛二〇TL直翼至），5舞舞寵盤ote屡6．

繕　　養乳at夢aギa、8．77、

鱒　翫威

ll麟　　ノ4．at茎｝aでa、8．7§．

締　翫威

嚇　1漉威

懸　∫海裁

縫｝　ノ冨．a童登aダa．8．≦蔓、

（欝　乃獄

鱗　泌鼠

〔731　煮ゴ．at茎｝a罫a．8，82、

鯵　躍．謙登ara．翼至）．6．董、

繍　擢．厳韓膿、ND、6．2．

㈱躍．aφar＆．璽〉．6．3．

雛躍．aΦaでas、N亙｝．6．5一醗｝．6、8．

3　最近のイングランド・ウコ【一ルズにおけるパブ》ック・ディフエンダ一

鶴度の握案

緯　ジャスティスの提案

欝87年に、イングランド・ウエールズでも、

　　　　　　　　　　　　　　　　一驚7一
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動きが生じた。第i章でもと鯵あげられた法改革憑依であるジャスティスがξ陽、

P　D麟凌を礎案したのである｛琳。ig85年に麟定された麗罪訴追法（丁魏Prose－

c癒。登。｛0｛｛e麗esAcn985，C．23／により縷察庁（丁艶Crow鍛Prosec蜜量倉岳

Serv｛celが導入されたことと醗、先述した欝欝年のスコットランド王立委員会

の提案が、この提案の背景に存在した、そして、最近の激しい瀦事司法改革の

なかで、PD毒窮婁：が提案されたのである。

　PDの議i論がなされ，た趣醤は、3点に集約できる。第一は．被疑者・被告：人

が訴追灘との関係において不覊益を負っていることに薄する対応である．特に、

専鍔蓬人（ex脚賞擬態esslに関連する弁護製の不利益が検討された。第二は、

法律挟麟麟度の欠陥部分への韓癖である。特に、有罪判決を受け、控訴院で上

訴の裁料が行われるまでその考の負っている不利益と、控訴院で上訴が破棄さ

れた後に有罪甥渋を受けた者の負っている不利益が検討された．第三は、飛車

法律扶助による弁護が、有妙な弁護を実愛させているか否かという問題への穀

応である。なぜなら、鋼車法律扶助による場合に鞍疑者・被告人は弁護人を選

択することができるが、必ずしも納得のいく弁護人を選捉できるわけではない

からである．このような問題意識に基づくPP壽1度は、次の選i辱であった1。

（ジャスティスの礎案）

　①　艶D懸度には、3つの機能がある．すなわち、騒人ソ夢シタヘの釣書・

　調査サーどス（A〉、有罪判決後の捜訴院へ上訴する者、上訴を破棄された

　者へのサーどスであ吟、飛車上訴レジストラー（丁艶Reg撤yar磁Crl盤董簸al

　A即e3栂の機能を代替するサービス（B／、飛事法律扶助調度によるソリシ

　タ懸人とは異なる新たな選摂駿としての弁護サーどス（C〉である｛8i｝。P　D

　麟度は（B）の機籠を線いて愛行の鷺事法律舞度を補充するものである。そ

　して、検察庁が警察によって醗始された訴追のすべてを検討することと箆較

　して、PD講撲iの（A〉および（C）のサーどスがどの程度麟絹されるかは

　不確定である．また、PD譲渡はイギ夢ス検察庁以上に調査や証人および法

　科学醗究翫と鑑定に縫保することとなる｛繊．
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②PD麟度は全羅的に緯織される．登D講度は弁護に必要な資料鞍集を支

援するものであ鞍、被疑者・被告人やソジシタが容易に舞濡するための全睡

的に一貫したサービスを礎盤できるものとならなければならない。さらにP

参麟度には検察庁と講等の設備が設置され・、費○鰯度は独立した存在として

公的資金によって確立される。PD鰯度は地方と連結した全麟的かつ纒劉に

専粥的な麟度と想定される｛83｝。

⑨　PP鯵度には公衆に鰐する責任がある。したがって・PD麟度が有効に

運営され、奮籠なサービスが提供されているかどうか、査察を受けることと

する。そのため、十分な給与と職務条件および被雇罵者の将来的な職業の展

望について、満足のいくものがPDに付与される必要がある〔繍。

④　P　D麟渡は蜷方事務藤と地区事務藪および牢央藻から纏織される。地方

事務駈は、被疑者・被告人に灘する弁護のための機龍（C〉を有する。地区

事務断は、懸人ソ夢シタの約言・調査のための機能（A〉を有する。中央部

は、上訴する者・誓額する者のための機能（B）を有する騰。本部は、紛

織を捲導し、監督し、審査する。上訴や上訴破棄後の申立てを扱う中央部は、

そのための奮闘機関と地方事務霧および地区事務辮を有する〔働。

⑤　地方事務駈の翫覆には、人韓と地遅およびソリシタ遍錬地域等が憂慮さ

れる。数と麗麗は定離的に縷説ないし調整される‘甜．ただし、イングランド

およびウェールズの約鱒の麟事法駝には、それぞれ事務蔑が配置されるもの

とする｛麟。地区事務藩は地方事務翫よ参も趨摸都大きいものとする。地区事

務羨では法律家はほとんど必要とされないが、電話・交通・還樗に臠するシ

ステムが要求される。地区事務翫は、ソ夢シタ協会が纏織する蔦の法律扶勤

地区に醍置される。ここでは、調査、証人の面会、法科学暴究施設の稀灘な

ど、（A）の業務を擾う運営スタッフと、交通のチェックと支払恥を行う地

区マネージャーと、法律職員が要求される。バ婆スタヘの依頼と支払いも散

り掻われる燭｝。中央部はイギリス検察庁雫央裁覇瞬支部に嬉応ずる。上訴の

多くが歌絵掃われる。業務の重要部分はパリスタヘの依頼と支払いである。
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本離の主要業務は、サービスの運営と審査および余説審査である（働．

〈ジャスティスの群1）麟度講懇〉

　　　　　　　　本部一一一署 …一… �尓煤iB〉

一一n籍事務蔑（i5〉

一地方事務漸（鍵〉

（数／皿事務辮数、A、B、

（A〉

（C／

C、算機籠

　ジャスティスの提案では、様々な閣題点が議論された．まず、燧人実務家を

前提とした現行の飛事法律扶勒麟度を改革するのか、あるいはP董〉鰹簑を提案

するのかが議論されなければならなかった。ジャスティスは後者を支持した。

すなわち、懸人実務家による現行の飛事法律麟度を補充し、羅猿に活動し訴追

綴と甕較すると穀等ではない纒人ソ夢シタを支援する機饒（A〉と、理行の飛

事法律扶助舗度と平行する弁護を行う機籠（C〉を有するP　D麟度を、ジャス

ティスは想定した（鋤。

　純粋な当事者主義訴訟を麟握とすれば、公署前には訴追麓と弁護灘が§ら事

件を調査ないし準備することになる．しかし，当事者主義の本来の理念とは異

な穆、理実にその準備手段には甚だしい格差がある。したがってジャスティス

鞍告書では、次のことが遠べられた。

　f裁警1における当事者主義の本質から、訴追と弁護が実質的に自らの方法で

　調査しそれぞれの事件を準策することになる。したがって、訴追翻にある講

　査手段に匪敵するものを弁護綴が利矯できるかどうか、このことがどのよう

　な場合に適切なのか、現行罐震に何か変更があるべきかを、考盧することは

　重要である」｛92事。

このように逮べて、訴追鰯が零覇できる設備と蛇較す為ば、調査サービス、情

鞍サービス、法蓮科学と奪醒家のサービス、捜査段購の被疑者に有莉な証麺毅

集、法律扶助の費驚について、弁護織に不均衡があっだ鍛．そこで、現行の舗

　　　　　　　　　　　　　　　一玉醤一
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度を改良することに鞭罫があることを考慮し、醜行の鰹穫を罫補完するため」

に、弁護鰯の利矯できる麟言・調査サーどス機驚を設立することが必要である

としたのが、ジャスティスの礎案であった．すなわち、訴追織こよってのみ享

受される蒋点を弁護総に付与することを、ジャスティスは検討した。このよう

な検討では、訴追綴と弁護翻が互いに捲いている疑念の多くを解溝するし、効

果的に事件準備がなされ簡題点が確認されることにより、裁覇の短縮化と事轄

の非上訴化を実現し、中央集約化と纏織化によ鯵現行の飛車法律扶勝麟度の改

革以上に財政的にも有効であると、遜霞づけられた（簡。

　このためのPO凝度の機籠として、次のことを備えることが必要であるとさ

れた．すなわち、①証人を探索し、証書を逮べてもらうようにする、②訴追機

縫、銀行、政府機§§などからの縫採精輯の獲得を援助する、⑧馨内における多

蟻な分野の奪霧家を利離する薄籠性および事解家の質、科学的講査の状浅など

の梼報を鍵盤する、＠法律調査局を設立する、⑤専窮家と調査要員の捲導を受

けるために、法律扶鋤が迅速に獲得されるよう援助する、⑥㌶一性の識灘され

ていない被疑者・被告人のために、早驚に蓬擁勅を検査する、⑦被疑者・被告

人が確定されていない段階では、可籠性ある弁護綴の証鑓を保有する、⑧法科

学醗究駈への適鑓なアクセスを促進する、である｛鰭。

　一しかし、PDが公報を準備し、弁護を行い、バ夢スタに捲示することとなる

と、懸人実務家による伝統的弁護が神聖なものとみなされてきたイングランド・

ウェールズでは、槽当の抵貌が予想された。そこでジャスティスは、被疑者・

被告人麟弁護人を選撰することを前提にして、被疑者・被告人を弁護する機能

を有するP　D講度を握棄した（C）。そして次のような条件が付された。①P

D鱗度は、広籠な実践経験を備え、有勤な弁護のために専醗的な知識と手段を

有するソ夢シタとバ夢スタによって整備される。その者達は、準備に必要な法

律調査のための施設やその絶の法科学施設に容易にアクセスできる、②PDが

扱う事件のなかには、羅難かつ重要な要素の事件が多くなければならない。な

ぜなら、調査ないし準備の水準を高めることができるPDが，そのような事件
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を取り覆ううえで望ましいからである。⑤PDによる弁護を選択するかどうか

は、被疑者・被告人による。特購に難しい事件を取箏擾う手段を備えていない

ソ夢シタは、依頼者の講意により、事件の撰き継ぎをPDに依頼することがで

きる。④奎》Dは撹弁を適欝に主張し、バ夢スタに教示する最良の能力を有する

こととする騰。

　以上の趣旨は、飛事法律扶助麟度による弁護以外に、被疑者・被告人が甥の

弁護人を選択できることを実現し、P　D麟度に羅有の長翫を生かすためのもの

であった．またPDの弁護は懸人弁護士による弁護の代わりとなるものではな

く、P　Dは鰻入弁護士と平行して活動することが企緩された・そのため・依頼

者の判辮によって茎》Dがどの程度利環されるかが、PD麟度の成功の基準とな

ることが考えられた（働。さらに、飛事弁護の専門家として、PDの役割が瞬確

に1意識された。つま鯵、有妙な弁護を行うことが，PDの条件とされた。

　このような見解に立つとすると、ジャスティスは鶏事法律扶覇網嚢による弁

護を全て騒々のソ夢シタからP　Dに移すことに反越する。ジャスティスは、飛

事法律扶豹麟農を基礎とした纒人弁護士によるサービスを、被疑者・被告人の

重、要な権利の工つとして尊重しだ鰍．また、特に依頼者と弁護人との信頼襲係

を麟壊させるという撹肇1に対して、敏頼者の選採によることが基講とされるべ

きであるという考えに基づき、ジャスティスは次のような見解を示した。

　罫POオフィスは我々ぶ提案した独立性と経験を有しているとみなされない

　銀琴、P　Dが優勢になるとは我々は考えない。麟事藩法に絶する運営は、職

　業の自己利益という狭い料簡では解淡され得ない問題である。そして法律扶

　勝の多くの実践よ瞬も高給を付与し、オフィスの経営が羅難だからといって

　種事への欝熱が曇らされない者を弓捲付けることによって、PDオフィスは

　瞬らかに有能な着たちにより整備されるであろう。弁護の質が究極のはかり

　であるとすれば、騒人による実践よりもP　Dオフィスの方が保証されうるし、

　欝頼されうるであろう」｛働。

以上のように、PDが有効な弁護を提供しなければならないことが大前提とさ

一蓋玉2一
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れた。そして診D調度が職業的に責任のある主体であ蔭、公衆が欝頼できる高

水準の種事を維持することが条件とされたため、ジャスティスは次のことをP

D麟度の条件として掲げた．すなわち、①PDは検察宮長の才覚をもっている

ものであること、②専絹のスタッフに韓する適鋳な給与が必要であり、P　Dは

生涯職業でなくてはならないこと、⑨紛織は飛車弁護の問題に長年かかわって

きた様々な懲発露体の崖身者からな瞬、飛事弁護に著名な業績を有する者で購

威される助言委員会によって維詩されるべきこど繍｝、である，

　飽方、（B〉の機籠は現行の上訴凝度に録する提案であった。本論文の主題

とは、直接、縫わ拳はない。しかし、ジャスティスの提案の全購想を確認する

ために、その内容をここで縫単に紹介しておくこととする。

　ジャスティスは、当時、以下の開題意識を掲げていた。

　イングランド・ウェールズでは、有罪の醤決が踏審よ瞬下され、宣告が下さ

れると、法律扶麟を受けた被告人は遜難な地位に立たされる。上訴段露で、法

律扶助を受けている被告人は上訴が認められることを求めることができるだけ

である．そこでは書露寒運が行われる。バ婆スタから舞頭で主張がなされるこ

とはない。単独裁肇1富（s秘露e麺6g縛が認否を審ll織する．またバ婆スタが．ヒ訴

を認める選趨がないと舞断ずれ・ば、被告人は独力で行動することになる。また、

法律扶助を受けている被告人は、単独裁判官が上訴の申請を採聡しなければ援

麟されない状態となる。法律扶勤を受診ている被告人は、ソ婆シタによって上

訴運露が提出され採電解認められると、事件準備は飛車上訴レジストラーに

覗き継がれる。瑠事上訴レジストラーはバリスタに必要な支持を与える機誌

とソ聾シタを詣示する機能の二重機籠を有する。上訴の聴聞に繕延したいと

考える被告人は、その許可の申請をしなければならない。このとき、被告人は

溺事上訴レジストラーと意志疎通が躍難な地位に置かれ、飛事上訴レジスト

ラーは被告人にとって縢遠な存在となり、上訴は書藪ま二のものとなる。したが

って、飛車上訴レジストラーと被告人との闘では、職業上の猛頼縫係が存在し

ない。
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　このような様々な開題点が捲摘された。さらに麟度的欠点の董つとして、飛

事上訴レジストラーは単独裁無官によって命令された法律扶勘の籠霧海で行動

することがあげられた．饑えぱ、被告人が新藷入を召喚したいときに、辱彗に許

可を申請しな謬ればならない。申請を支縛する書蠧を考慮し、許可が認められ

ないかぎ静、飛車上訴レジストラーは譲i擁を準備するためにソ夢シタを捲示す

ることができない｛翰董｝、

　上訴が認められないと、被告人の地位がさらに悪化する。最後の手段は、内

務大駆に請願することだけである，内務大駆は、懇歎緯ee韓羅O瞬のために特

権穣。￥al　Pre欝gaセ孟velの行穫を勧告するか、訴訟の再審選を控訴院に命ずる

ことができる。しかし、誓腰巻である被告人と内務省の間には｛璽らかの湊翼系1ま

存在しない．内務省には調査設備はなく、調査は警察にかなり依存する〔薫物。

　以、しのように、上訴麟度の問題があるため、独立した主棒を麟設することが

必要となる．そこで、簿87年の段購における以上の開題点に薄して、ジャステ

ィスはP　D舗度を提案したα鰍．提案されたP　D講度の機籠（B／は、次の通

鯵であった。

　①　PDが公凝で被告人の弁護を行った場合，その後すべての段繕において

　P　Dは弁護を継続することができる。被告人が法律扶助によって弁護されて

　レ・た場合には、被告人に有罪覇決が言い渡され量灘が宣告されると、法律扶

　麟は串籔する。バ夢スタは上訴理露があるかどうか、もしあればそれらを解

　浸するために、P　Dオフィスを通して被告人を助書することが義務づけられ

　る｛憩4｝。

　②費Dは、控訴院の鷺事上訴レジストラーが愛在行っている上訴準簾とバ

　夢スタの揚承に関する仕事を引き継ぐ．PDは被告人と面会でき、バ墾スタ

　を捲示し、必要と思われる調査を始めることができる｛欝5》。

　⑧　バサスタが上訴理叢なしと助言した場合、上訴が採矯されない場合、バ

　鋒スタあるいはソ夢シタが怠慢あるいは無能である場合には、法律鉄騎によ

　って事件が追及され、独立した法的釣書が不可能である現行舗痩の欠臨をP
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　亙）麟度が埋めあわせる．いかなる事件も検討する権鰻をPDは持つ。遷由が

　あるとP　Dが思料した場合には、P　Dは上訴する．単独裁醤官によって上訴

　が採稽されな静場合で、P　Dが上訴の瑠密があると再び考えた場合には、P

　Dは全員法廷で上訴の申請採稽の主張を行うために法的代理を提摸する権譲

　を持つ｛董働。

　④　P　Dは被告人の公覇活動が怠慢であったか、誤ったものであるかどうか

　考癒することができる。被告人はなぜ禽妙な銃弁が存在しなかったのか、そ

　の説瞬をPDから受けることができる・不鰻があれ・ば、PDがその開題点を

　追及し、新しいバリスタに控訴饒に主張を鍵起するように捲示することがで

　きる（驚7）。

　⑤PDは公判で弁護に整用された全書類を秘驚できる。PDは被告人や

　（公覇で僕達したかどうかに関係なく／証人と薦会することができる。P　D

　は必要であれば講査を行うことができる。P　Dは事件を再検討し、、と訴を促

　進ずる広範な権鰻を有する〔董鋤。

　⑥　上訴鱒認められなかった後では、PDは理在の内務省や巌々な機麗によ

　って行われている調査を行う機能を摩し、饒えば獲立した調査員を舞矯でき

　ることと講議に警察を麟駕することができる。PDは新註擁のために調査を

　始めることができる・その輯告書は、控訴醗やその鰹の裁覇蔑、鞍告を検討

　するよう設立された調査機麗に提出される｛鵬｝。

　以上のようにジャスティスの礎案するPD麟度は、調査機灘を充実させ、訴

追綴と繋等な弁護を可能にさせ、盛事者主義訴訟を実理し、特に有罪判決後の

被告人の地盤を強化するものであった．また、現行の飛事法律扶助鰹穫と欝設

され、る、現行の講事法律鉄鱗峯彗度を補完する全羅的に縫織された1性絡のもので

あった。その意蕨で、法律扶勧麟痩を改革する馨的の董9欝年法案、死溺麓罪に

鰻る欝28年法案とは、馨的が異なる提案であった．そして、ジャスティスの縫

案には、琴言代的問題に薄徳できる組織的毒欝窒の麟設に主緩があった。

一意5一



舞政経会論集　第簸巻　第3号

　②　ジャスティス提案後の巖透の勤溝

　ジャスティスの提案による影響はどの程慶であったのか．それより以前であ

る鯵78年にプライス氏が、PO麟度の費壌に麗する礁究を行っているか否かを

内務大臣に質問した．しかし内務大窪の解答は次の通穆であった。すなわち、

講事手続における法律扶雛に関する部霧委員会が、欝総年の毅告書で、アメワ

カ合衆国の一部で行われている2D麟痩についての資料を検討し、属講渡の短

漸はわが醗の長瞬を上まわるであろうと結論づけたし、これより後に政府はP

D鰹度を検討していない、ど醐．ジャスティスによる礎案後の捻89年にオー

スチン・ミッチェル氏は、ス葺ットランド王立委員会の提案するPD麟度の実

施について進展があるか否かを内務大駆に尋ねている（4肩4欝。これに薄

し、ジェームズ・ダグラス・ハミルトン郷は、欝86年スコットランド法律扶麟

法の蔑定にしたがってSLABによって璃事法律鉄麟凝度が実践されているか

ら、現在のところそれで十分であると解答しだ欝）．ミッチェル氏はイングラ

ンド・ウェールズについて、ス識ットランド王立委員会の提案を検討している

のかどうか法務総裁に尋ねている（4月欝欝。しかし、薪スコットランドの王

立委員会で擾案された実験はスコットランドの法域に酸られてお甑イングラ

ンド・ウェールズにおいてはそのような縷説の予定はない涯ことが解答され

た‘董鋤、さらにミッチェル氏は、PD麟度の有勤姓について政艇が調査を行っ

ているかどうかを法務総裁に尋ねている（4月捻鋤・しかし法務総裁は・P

D凝縫の有効姓について政欝は調査していないしその計蔑もないと、解答して

いる撒3》、このように欝87年以降に、ジャスティスの提案を受けたPO調度の

設立を検討する政府の動きは、見られなかった。

　しかし、PD麟度の議論がまったく行われていないわけではなかった．まず、

法律扶麟舗度以外の選択毅として、次のようにPD難度が評儀された。

　　郵おそらく政癖がよ吟資金を費やさなければならないとすれば、PD鰹度は

　資金を費やした見返鯵として満廷されるものであろう・遷講的には・PDは

　有効な弁護を維詳し、…定のサービス水準を揚供できることとなろう」撮艦
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また、懸人ソ夢シタには備わっていない訴追灘の法科学醗究翫と嬉報システム

を、P　D麟穫によって弁護織設備として充実させることができるとすれば、弁

護総が紅内務省およびイギ夢ス検察庁と等しい立場に立つことができる」と評

緬されている（玉鋤．

　あるいは充実した弁護に商量すた科学サービスの提供が、バ登スタ評議会（8鍵

Co脇。鶏によって進められ、これがPD離農の礎案の一環としてジャスティス

に支持されていた。さらにバ夢スタ評議会は、簿93年に飛事司法について鞍告

書を提鐡した麟事講法に絶する王立委員会に鰐して、ジャスティスの調査機縫

に緊する提案と講じP　D凝穫の設立を次のように主張した。

　「国は（P　Dオフィスと辱ばれる／オフィスを、資金を授入して設立するこ

　と．このオフィスは以下の方法によって弁護織を援助するために確立される

　ものとする。

　①検察庁、銀行、致席機縫などからの聞達椿鞍の獲得の援跡．

　⑨稗学調査の釈溌、羅内の蟻々な分野における専門家の利矯璽籠性、専鍔家

　　の質も含まれている構報の駿集と提供。

　⑧法律調査局の設立。

　④瞬一性の識幾されていない被疑者・被告人のために証麺勃を皐難に検査す

　　ること．被疑者・被告人が存在しない場合には可能性のある弁護灘の証擁

　　勃を保詳しておくこと。

　⑤法秘学醗究湧への適切なアクセスを促進させること善｛鵬。

　弁護機影について議番弁護士麟度との関連盤のなかで、P更）勧農が議講され

ている醐｝．ジャスティスは、欝72年に当番弁護士麟度を提案したときに、碧

D調度についてほとんど触れなかった。わずかに当番弁護士舗度が失敗に終わ

った場合に、震〉舗度が検討される余地があると言及された。すなわち・ジャ

スティスの鞍告書では、あくまでも現在の開題状浅を解決するうえでは当番弁

護士鰯渡で÷分であり、この分糧が誤っていればPD麟度が再考されることに

なると詣摘されただけであっだ撒．当番弁護士網嚢の設立後に、有給スタッ

　　　　　　　　　　　　　　　一一一登7一
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フをソ夢シタ協会が雇絹することも検討されたようである。しかしこの礎案煎

麟度として実理したわけではなかっだ醐．鴛93年に、農時闘当番弁護士舗穫

について少数の被疑者だけにソ夢シタがつかない状懸を改善することを提曝す

る論穣では、懸人実務の酸鼻と関連して新たな選採肢として、PD麟簑が議論

されている。しかし、P　D麟農は必ずしもよいとは言えないという詳細が、こ

こで1まなされているα鋤．また、PDは事韓に専念できることと、弁護人の利

罵轡能性を高めることが長蔑であるが、資金面で国の操作を受けやすく、有籠

な弁護人をPDに瞬きつけることができないと、講じられた（i2難，もっともこ

れらの議論は、ジャスティスの提案を受けた議譲では必ずしもない．

　最近では、イギ夢スにおけるPP鱗度について新たな動きが生じた．欝96年

9月に、インディペンデント紙上に多大法官は合衆国スタイルの有給による法

的サービスの計露を験討ま｛i22｝という鳧鐘しが掲載された。この配事は、アメ蓼

力合衆羅のP　D鱗度をイギ夢スにも導入すべきであるという観点から、PD麟

度が大法宮部によって概究されているという趣蕎であった。それまで政府はP

D麟度について溝極的な姿勢を示していたが、スコットランド大醸がスコット

ランドに試験的凝度を設立することを誹慰し、それに続いて大法官鶴が合衆馨

PD麟度を調査するという転換が生じた。

　1996年6鴛に発露された勝琶罪と縦罰遜と題する政府発行勃では、スコット

ランドの提案の機略が示されている。そこでは、雄86年法律扶助（スコットラ

ンド〉法弟5章のSLAβの権際を行養して、有給ソ墾シタがSLABに雇絹

され、飛事法律扶勝による弁護サービスを提僕するという試験的網嚢が提案さ

れている。試験的鰹度は都畜部の圭、2力翫で行われること、十分な代行者お

よび十分な事件量が必要とされることが述べられている‘i鋤。この導入論は基

本的には飛事法律扶勧による国家費驚の効率的運驚を§的としており、2D麟

獲麟経済的に有魏であると曝えられているところにその特徴がある。

　スコットランドの計懸に薄しては、スコットランド・ソ肇シタ協会から異議

が鷺えられている．P　D譲度は被疑者・被告人の弁護人選採権と両立しないし、

一1玉8一



被疑者難事弁護に絶する一試論鋤〔灘懇悦爽〉

P　Dによる弁護の質を維持することは難しいという反難論も橿強い。しかし、

理行法律扶麟凝度と平行して導入され、被疑者・被告人に弁護人選譲権が確保

されれば題題はないという議論も見受けられる．ただしこの見解に鰐しては、

P　Dが依頼者の権頼を獲得できないであろうという反講が寄せられている〔i2鴛

S　LABからは、魑人的に活動する弁護人とP　Dとの割合を7難3の割合によ

って実施することが要求された。政濤もこの閣題について、P　Dが貧弱者弁護

をすべて受け持たないことを強調している（i蟷．

（注〉

㈱　ジャスティスについては、巌霞英雄『凝聚溺事罵法の動懸垂（絞文堂、欝78〉

　蔦玉頁以下参懇．

｛麟　　｝慧ST至。狂，ε麗声名詑聡硫e塩

鱒　猛罪訴遷法案の審議遍程でも、醒家機縫としての訴追機駕を設立することは、

　PD鱗度の導入を導くことになると議論された。ここではPD譲渡が否定的に議

　譲されたようである。小幽雅亀『イギ婆スの講追麟度一検察庁の翻設と私人誘邊

　主義一纏（戒文堂．珍95〉76藁。

鰯　」弩ST歪C建，躍β糀R航e4，atA麹ε総lx　P夢aτ急8，提案では（8〉の機能につ

　いて貴鍍院摂。総εo蚕Lor6露ま援護対象となっていな》・。

鯵　鼠at　A茎壌ε総量x亙｝倉aでa．9．

鱒　躍．at　A醗e綴量x　Dβar＆2i、

幡羅．atA澱ε憾xD韓撒22，
欝　鼠at　A鯵ε蕪lx至）βara．2珪、

郷　擢．鍵A難e綴lx　D雛ya，27、

繰　鼠at　A罪鎌δ童x　Dβara．2§、

籔羅．atA麹e藤xD登ara、2書、

欝鼠誠A即e藤xD欝a．29，貸ara、35’

麟1／風atA礪｝e貧盤xDβara．3毒．ジャスティスは提案が墾実的、具体的なもの

　とするため、購政的な見積鯵も行っている．様々な要素を考慮し、本鶴（ロ

　ンドの　鐙，83i，辮、中央蔀一麟，玉65，9鈴舞駆事蕩翫（・ンドの　£

　i，i鶴，鐙§、麺挺事務所（地方）…£3，鑓7，曇§頓雛方事務所（冒ンドン／　£
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　i，839，§§§、地方事務癖〔地方〉　£簸，744，§春春と算達している．躍．atA籍

　βe罐xD夢aでa．38，

／韓　／威謎馨ra．騒．有給スタッフとしてバ夢スタを雇聡し、法律鼓動による弁護

　をすべて藤継ぐ弁護サービスの機籠は、ジャスティスのなかでも多数が歪窪し

　た．鼠at照r最．67．

鑓躍．at夢ar設．焉．

鱒　鼠厳照鍛．鯵．

鱗鼠at鯵ぎ段s．57惑8．

繍　躍、謹腿膿．5§．

鱒　鼠a童βaでa．59．

鱗　躍、atpar議．62．

舗　鼠at墾猫．67．

鰹毒　　躍．a毛嚢ara．蘇i．

麟1躍農t韓ya．63．

麟躍．寂簿aras．轟8－7S．

ll鯵　次のことも開題点としてあげられた。すなわち、この毅購で、鍍告人のため講

　求事件を取零一昼げる公的な法律扶動機雛も存窪しない、被告人のできることは、

　ジャスティス等の憑依に働きか謬ることだけである、内務省が警察に調査が求め

　ることは、警察が有罪霧決を支持しがちであるから、被告人には最善とは言えな

　い、ということである。　躍．謙夢a鍛s．8玉一8§．

鵬耀．at照ras．8毒一8零．

！融躍aωara．鱒．

灘鼠呂婚ara．鱗．

鵬擢』a婚a臓s．§2秘．

1獅蕪at倉ara．§5．

簾舞鼠at韓ra．96．

｛翻躍．at餓rg．§7．

（魏　鱗3｝蓬．c．亙）覧8，欝77一玉978．Col．7§．

醸！欝蚤｛．C．漉猛，亜98継98§，Wr詫te盤A豊swをギs，COls．至56謹57．

醐1擢．識。（》1．348．

1器　／威簾t（⊃Gl、鱗茎．
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！難S麗罵黙〔猫，1，s幼耀餓ε護，3t2鞍

／l講懸鼠一方．議定的な謬無を下しているものとして、R慧ss磁StG欲6aセ＆

　C至重veWal駄εr．F㈱蹴ε融解，塗C羅WA鐙賊懸嚢ST汽嚢懸鯛・

　」馨ST董｛〕至“翼E疑衰。盆§逢縫｛妻§3〉、

騰βarCG騰。護．翫暫ε傭船欝欝擁細。多2錘撫1ぞ曜κ翻窺編（｝御難。癖露厩

　加枷，榔難・鐸総露羅．羅、猛，Feも．L醗2醸鵬もつ擦）・葺縛

　霧海凝する鷺類会の報告書では、P騰纏は全く鰍訪れていなかった・

灘有罪串蕨を受1旋拘禁中の艦者の弁護人依頼撫こつ輩・℃P醸蝶理されて

　いないのにもかかわらず、飛務藤での代理可能性のあるiつの手段として絹確に

　意識する論稿もある．AlecSa燃els，L解擢ε卸s擁磁纏8名艇鋤8鐸跡

　臨露礁鈴劉。購猟LL燃臨夏鼎7肱7瓢最透のイ鰐ス雑譲こおけ
　るP亙〉凝護藩究については、S麗鳶概論磁」酵ぐC耀む擢ε＆C艶sterL・蟻lr甑弘

　翫s繍，伽乙解」P瞬繊麗，薇薦の願書醗磯ぞ海・敬購螺蹴翻

　L汽w盈s（）c醗τY342柱98舞．

麟郷ST齪，雛Rい鯉盈駐s欝欝夏）鍵昇騰醸丁暇MAG互s撒A鷲s－C徽TS・

　照鍛．i欝（蓉7葺

騰1この鶴議の内容については、S認L真w　SOc重縫Y■S　G汽z野貫乳We甑esぬy2§

　A慧即s童欝87，謙232§一233§．

麟A醸ews＆纏rs＆Leε顕錘s，跳躍癬娩解語臨1養w羅獄＆
　ST盛衰鰻ε衰〔董！勢．），ε鋭鋒搬簸《》te藁蓑～，ε技5盈

！舞舞　w触K獄＆ST醸M獺，躍at56、

雛登atギlda　W．擁v量es，L翻4α灘躍魏s躍動sP伽伽硲書醜＆霞漉だ

　乙訓Sεγ臨丁睡磁e夢e繭齪，臨漁y欝S罐e麟er垂§騰a樵

鵬丁躍Sco蟹s鎗羅。羅（蹴贈A欝麗既。騰犠難P碧翼董s｝艱難騨懸s・

　6．3巷一6．3至，C搬．33｛｝2摂澱SO，醗6／、

麟P3vles，躍卸簸ot2i22，a縫

騒｝1み躍．

一i2ま一



行政鮭会譲葉　第雛巻　第3号

第3簸　アメ縫方合衆国におけるパプ鞍ック・ディフェンダー講度

董　アメ1∫力合衆癬におけるパブリック・ディフェンダー麟度の概要

　（ilパブ1ナック・ディフェンダー鰯度の誕生

　環代PD麟度が初めて誕生したのは、2§量総務頭の力夢フォルニア轍覆サ

ンゼルスである。約i量紀かけて、アメ婆力合衆国では各穣および各馨にPD

麟漫が導入された。そのためPD麟度はr2§盤綻の湧産」と表理される（董脇。

　欝§0年代初頭には各地でPD法案が提鐵されていたが、玉髄4年に最密のP

D麟度として知られるオフィスが力夢フォルニア奔麺サンゼルス簾に誕生し

だ撚。その後約欝年聡に、徐々にPD網嚢が各地で導入された（i騰。欝欝年ま

でに、コ賞ンブス（オハイオ州〉、コネチカット州全部、メンフィス（テネシ

ー州）、オマハ（ネブラスカ州〉、ポートランド（オレゴン州〉、サンフランシ

スコ（力夢フォルニア齊l／などに峯〉P鱗度潜設立されていった‘鷺9｝。すでにコ

ネチカット州は、州規模の徹底したPD講度の導入に踏み饗っだi鋤。

　この当時のPD難度は極めて小綬模なものであったと言えるであろう。舞え

ばコネチカット州では、ニューヘブンのi人を擁え、8郡の各々に費Dを工人

づつ醍遷するという、現代から見れぱ擾めて小規模なものであった‘玉鋤。しか

し、縫鍵7年法の採罵以来、確保された実務経験と仕事の数年闘を見れば、コ

ネチカット州では少なくともPDの真の機能は決して歪義への購書となるもの

ではなく、常に一貫した方法で依頼者の利益を守吟、真に適饗な構法鰯度の運

営に貢献していることは醗らかである聲鋤と、評優された．その後、i望6年オ

ークランド（内貸フォルニア礪／、鯵3§年にはイジノイ州シカゴ（クック謬〉

など徐々に各地でPD鰯度が設立された（i鋤。シカゴのPD覇度は、それまで

の飽州の経験を考懇して設立されたものであっだ玉鋤．

　しかしPD凝度は・必ずしも緩艇に帆をあげて成長したわけではなかった。
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少なくとも、イギ肇スで議論されたようなPD鰯度に薄する撰肇繋ま、常1こ存在

した。擁えぱ、ク夢一ブラントではゑD鰹度に麟する雛肇麟糞強く・費D調度は

成立には至らなかった｛i錨。また各鐘で2D凝度が誕生したとはいえ、それは

広いアメ夢力合衆国の一握鯵の地域であった。アメ夢力合衆馨では欝詑年のパ

ウエル覇決によるまでは、弁護人の援励を受ける権利の発展はあまり見られな

かったし、弁護人の援勘を受ける権利が与えられるかは州によって織々であっ

た。

　もっとも、欝D鱗凌数は養輿に塔撫したことも事実である。欝澱年の段階で

は、全米で28のPDオフィスが設立されたという薦餌その給牛後にP　Dオフ

ィスの数がおよそ3倍に増え、緯6§年6月i舞の段踏でPDオフィスが96に増

撫したことが報告されている｛走錨。露髄年にPDオフィスの人蔭に繋する割合

は錘％以下であったところ、露6§年にその割合は2倍に上昇した儲靴

　／21パブ掛ソク・ディフェンダー麟度の発展

　弁護人の援勤を受ける権舞に絶する欝32年パウエル鵯決から約鎗年間におけ

る遠駆最高裁覇蔑の鵯擁展麗によって、趨事弁護麟度についてもかなりの変化

が生じた，その理由は、第一一に弁護人の援麟を受ける権舞の適矯事件が拡大さ

れたこと、第二に亙つの事件に弁護人の幾事する暗闘が捜査段踏から上訴やプ

ロベーションの撤癬審理の段階まで拡大したこと、第三に狸罪率が上昇したこ

とである｛i鋤。特に、欝63年ギデオン判決から鎗年間の弁護人の援勘を受ける

権利の拡大によって貧露者弁護の需要が激増したこと、また貧鼈煮狸罪が増擁

したことはほ棚、PD麟度の導入に影響を与えた，

　P　D麟度がどのように増撫したのかについては、各種調査を参考に縷説す

る（玉鰯。PD麟度は欝磁年には、人難比でおよそ25％に機寵した麟礼そして郡

髭率では、およそ3％（アメ夢力合衆覆の謬総数はおよそ3，欝麟の鄭でPD

懸度が設立されていた〔董細。一方欝磁年当時、32擢が有難の国選弁護麟簑を葬

死飛事件に設立せず、琵82部が無嬢の睡選弁護鰯度を裸馬していた餌先シル
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バーシュタインによると、欝65年2月i麟こはPDオフィスの数は難7鰯とな

鯵・P　Dは銘8郵に参与した餌5｝。その後欝73年には、9D講度の箆率は都箆率

で28％．人鰻蛇で繕％にまで跳ね上がったα輸．欝75年に行われた79都憲のP

D麟度調査によると、2D麟度の継続年数は平均8年闘であって、鴨％以上の

PD凝凄がギデオン覇映以降に設立され、PD鰯度に関係する弁護人の数と予

算の編模および依頼者の数は遍去5年間で著しく増擁した欝了｝。このように増

撫したPD麟度の多くが、大都霧に集中しだ唖鰯．

　艶D麟度における新しい傾向が、撰焼模の野D麟度の登場であった。特に

ig72年アーボーシンが一利淡は、州蔑摸のPD麟度の設立を健進させた醒9｝。

さらにこの時難に5つの州が上訴靉靆のPD翻窒を設立している｛i灘。州規模

のPD調度が提案されたことによ鯵、縦皺化されたPD鰭痩が地方に渡って設

立され・たため、PD薄髭婁の優秀韓…と有効姓が主張されたのである｛欝勤．

　以上の動きについて、饑えば欝53年にブ費ワード郡にはじめて欝Σ〉調度が誕

生したフ口琴ダ嬢では、欝覆年まで4郡にPO講凌摂存姦した1霊諮。しかし、

ギデオン霧決の2ヵ擁後に州は州鍵模のPD舗度を成立させた。その後、少年

裁鵯繕、上訴事件をPDが擾う法律が麟定されだ董鍛。婚72年には、フ窟ジダ

州独特の選挙によって選ばれる常勤至｝D難度が法律によって鰯定され、資金は

すべて蟹により負擁されることとなつだ生駒。このように欝63年以降は、醤無

法の麗麗だけでなくそれに応じた飛事弁護纒度改革が行われた。

　懲83年の調査によれば、調査婦象であるおよそ573のPD麟穫の7i％が蟹家

機縫であるPD講穫として、！5％が致藩と契約した鱈人弁護士として（ここで

は後述するような契約弁護凝護のことを言う〉、9％が飛事弁護および準飛車

弁護を行う私的葬営利法人として、5％は法律扶麟協会の飛事支離として、P

D麟箋が運驚されていた（法律扶麟鵠会および私的非鴬舞法人は政府等から資

金が援勘されている／、PD凝農：は巌々な人舞の地域に存在するが、欝§万人以

上の灘南に存在する饗龍姓が多く、その地域における灘％以、ヒの貧懸者の穰事

事件を擾っていだi論。
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　このように、第一一に、PD凝痩はデュー・プロセス革命後、すなわち欝6§年

代以降から激増し、第二に、PD鯵度の多くが都市部などの末羅集串地帯に集

申しつつ発展し、第三に、駐D麟度は裾規摸単位による懇織的麟度に変貌しつ

つあった。

　（31パブ1ナック・ディフェンダー調度の概観

《　類型　PD麟凄は、わが講においてはf公設弁護人鰯獲」と一般に訳され

ている．しかし、PD舗度の形態はさまざまである〔播餌まずは、アメ夢力合

衆属の飛車弁護麟度類型を穣試してみる。欝65年にシルバースタインは、アメ

辞力合衆霞の濡事弁護調度を次のように分類したα誹。アメ夢力合衆屡は郡ご

とに麟度が異な穆、国選弁護講獲、ディフェンダー麟嚢のe艶磁et　Syste欺

以下ディフェンダーをD　Fと略す〉、講者の澆合型の3種類潜一般に考えられ

る．そして、PD羅綾：は、PF麟度の一類型と考えられる。DF羅綾を分類す

れば、主に有志弁護譲渡IPギ量va艶De艶磁εr　Sダste紙以下診r　D麟度と酪す）、

準パブリック・ディフェンダー凝度（轟v3te－P曲llcDe｛e磁e6yste雛・以下

PrP£）箒窮妻：と略す〉、PD舗痩の3種類垂こ分類される（器8｝。罫rD詣彗農：1ま地域

基金や懸人の寄付によって運営され、または敢纏からの葬現金援勝の支給を受

けている麟護である。P　r　P£麟穫は、馨の窮政援助によって弁護士会やその

飽の霧鉢が専門弁護士を堤徴する形式の麟農である．この分類身こよれば罫PD

は羅によって雇われた有給の弁護人が金時賜あるいは一部の時閥・貧獲被疑者・

被告人の弁護に専門的に専心するものであるまと考えられることとなる郷地

そして、PDが蔀委員会や毒議会、知事と議会の承認、裁覇嘗からの選鐵、選

挙などの方法によって選鐙される。3種類の樽違は財源（馨家から支給される

か〉とオフィスの設立方法（公的身分か私的身分か／によって異なる（騰㌔一

方、P　P麟度と国選弁護麟凄と楕違は様々であるが、主な瞬確な違いは、①P

Dは総則的に継続して行動するが、国選弁護人は各々の事件に毒名される、

⑫PDは有給ls壌ary）によって遜常保鐘されるが・国選弁護人は事件ごとに報
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醗を受けることにある（1鋤。

　またPD麟度にも、様々な態様がある．その違いは、主に①掻う事稗の種類

と②PDが州矯摸で行われるか、灘によって実践されるているかなどの2点で

異なってくる｛董鍛。さらに、3種類のDF調度の箆較は、PD確度摂一番強力

な財源を持つことができるのに帰し、政治的影響を受けやすく、逆にP　rD凝

農：は、強力な購源力はないが、PD議彗度よりは葦麦書巻的な影響を受章ナにくいと考

えられ、PぎP　D鱗度は講者の暴漢を得ることができると考えられていだ騰。

　次にP　Dの中身とP　D鱗農と馨選弁護鰯度との欝設について検討してみる。

この点について、欝75年にゴールドバーグは罫DFjについて検討し、「Dぎま

という露葉が混鼠して使罵されていると捲撫した‘三関。ここではD　Fの概念が

検討され、次のように特徴づけられている。①PFは事韓ごとに鞍醜を受ける

わけでなく、予算に基づいて給与を受ける。⑨DFが落耀している法域では、

国選弁護講護よ箏もむしろD欝糖度の方が、貧露被疑者・被告人を籔う離合が

多い・⑤裁舞富の裁量によってDFが選経されるわけではなく、密動的に選蓬

手続に1従ってDFが選任される．＠DFは僊人法律事務藤では働くことがない。

DFはむしろすべての事件記録が保存されたDFオフィスとして設立され共講

オフィスのスタッフとして働く（オフィスによる纏織の一員〉．⑤常鍬によっ

て貧露者の弁護を行い、綴人的な業務に暗闘を割くことができない（飛車弁護

の専門牲〉．⑥D　F麟度には、運営スタッフ、調査要員．歓会奉仕スタッフの

ようなサポートスタッフが醗置され，、法律麟書館、写真設備等の施設がある

（綾織の禾麟1欝能牲戸踊ラ．もっとも、次のことも捲摘された。①以上の要素

がすべてD　F麟度に当てはまるわけではないこと鰯｝、②実諜にはP　D法と名

惹けられるもののなかには実質的に露選弁護講渡のものもあり、D欝の凝念窪

館が不瞬確なものになっているこど凱、③騰粋なPD鱗穏と履選弁護

麟穫との潟合璽まと　ヂ撰選弁護麟渡ijとの線税も瞬難であること（蜀8き、である。

③の運霞は、輻広いバジエーシ3ンがあるからである、すなわちD　Fオフィス

が、灘轟％貧露者を撮っている場合もあれば、その4分の玉を掻っている場合
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もある。つま吟、DFオフィスが貧選者の大部分を掻っている場合も多いが、

それか逆転し蟹選弁護麟度に依存する離合が高い場合も存在する。したがって、

どこに線雛をすれ、ばよいのか不i響能であるということであるα鋤。

　なお近年、P　r　D麟度1まほとんど見受けられなくなった。つま甑政徳による

欝らかの懇政援助が実現されていると言える．これには、弁護に対する資金を

支思する致瞬の義務麟、第i章で験討されたように連邦最高裁判擁によって州

に義務づけられたためである。また、契約弁護擬護という新しい形態も、198倉

年頃から増擁した。そこで欝83年にゴールドバーグとハートマンはDF鰯度に

ついて、次の4つのモデルを分類し縫示している．すなわち、①常繋のP　D麟

度、⑨常勤のPぎP　D舗度、③葬常蟻の野D麟度、④契約弁護毒渡である｛驚。

④は常勤のスタッフ弁護士がオフィスに控えているという意殊でのDF講度と

は異なる形態であるが、契約飛事弁護麟度もDF麟度のなかに含まれている。

　契約弁護鰯度は、饑えばサンディエゴで行われてお甑鰯人弁護士の縫のグ

ループ麟75％の貧鐙被疑者・被告人の弁護を擾っている．国選弁護毒彗痩と異な

鯵、国定した資金が契約に往って弁護士に支払われていると、鞍告されてい

る｛！驚。主に翻天および鰹木法律事務翫が特懸料金で一定の貧璽考を弁護する

ことを契約する麟度である，これによって一定の弁護人が貧園者のために確保

される。契約弁護舗護：は経済的であるという点が利点であるとされている齪2｝。

契約には、一律に契約料が露定されている場合や、事件毎に契約料藩題定されて

いる場合などがある（葺3）。葬常鍮のDF麟度と契約弁護麟壌：の違いは織妙であ

る。雨音の穏違は、第一にD欝は雇罵数に予算上の麟覆が存在するが、契約弁

護調度には契約をする人数に予算上の凝鰻が存在しないことが挙げられる（茎7先

また、非常銚の場合には、少なくともD　Fである場合には鰹木業務に麟眼があ

ることとなるが、契約弁護人はあくまでも趨人的に活動する弁護人であるとい

う点が最大の違いであると言える。

　我々の検討するP　D麟度は契約弁護舗度を含まないとしても、上記の①②

③のモデルが合衆国の典型的なD　F麟度であると言える。そして合衆馨には、
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現養…、PD譲渡を代表とするDF麟度、国選弁護簿1度、契約寿護簿1護iの3種類

の飛事弁護講度があると考えてよい。公務員か否かという聡題よりも、要は公

的な舞政援勘があ馨、事務誘に奪還している法律家集懸である点に欝Dを含む

「DF3の意義付けがなされている、したがってここでは、アメ穿力合衆露の

費Dを検討するにあたって、Pr墨｝D麟度をもPD凝慶の箋購として表現する

ことが便宜である（以下、P　Dと称する場合にはPでP　Dをも含むものとする）．

また、P　D麟度と羅選弁護舗凌との僥設についても．注意を要する。

B　パブ1ナック・ディフェンダー麟度の長懸および短所　次に、露選弁護調度．

P　D調度、契約弁護舗度のそれぞれについて述べられている長続および短勝を

擬観する。P　D譲渡論については後に詳しく縷説することにして、ここではロ

バーツおよびスパンゲンバーグの『アメ夢力合衆国における貧遜弁護麟魔に

基づいて、箱車に験試することとしたい．

　国選弁護鰹度の長蔽は次のように述べられている、窪）鰻人的に活動する弁護

士が最も有魏な弁護を饗供する。なぜなら、綾らは独立しているからである。

②弁護士会の新規会員の良き実務経験を積む場を提供できる。③弁護士会はP

Dオフィスよりも事件を甦鬱する能力にたけている．④籏人的に活動する弁護

士はPDよりも依頼者との露頬縫係を築くことができる。PDは貧函鞍疑者・

被告人から鱈頼されない．⑤馨選弁護麟度の方が安慰である、一方、国選弁護

麟度の欠点は次のように爽挙されている。①経験の浅い弁護士が貧羅者濡事弁

護に参擁することとなる．②準備・公判に十分な時溝を費やすほど報醗が高く

ない。③弁護士会のメンバーのなかには将来の懸人的な訴訟のために特定の裁

縄宮に対’して職業上攻撃的ではない。④弁護士は有効な弁護のための講査資金、

専鍔証人、その飽のサポート・サービスを重めない。⑤費罵はその縫の難度類

型よ鯵も予想以上に高い（欝1。

　PD麟農！の喪漢は次の通蓼である。①常勤の経験あるPDは、葺彗事弁護の専

醤家である．②事舞の多い緩域では、震〉は最も効果的に事件を擾うこととな

る。③検察縫が常勤のスタッフを蕎締しているように、弁護灘も覇様に有効な
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喬護を握供するためにはスタッフが整簿される．④鴬銚のP　Dは、纏人弁護激

が纒人的に麹えている依頼者の事件で裁醤富の前に鐵延したときに感じるよう

な圧力から解放される．PD調度の煙霧は次のように議醗される．①圧倒的な

事緯負擾量をPDは癒えることとなる。②飛事驚法の分野において弁護士会の

飛事弁護における役蔑が醸建される．⑤P　D調度は巨大な官僚機構に成長する．

＠費Dは大量の不服申立を裁覇辮に行い、訴訟を遅延させる績向にある〔玉禰。

　契約弁護凝度の長翫は次のように述べられている。①費罵がかからない。

②貧購者弁護に契約弁護士は十分な時驚を費やすことができる．契約弁護鰹度

の短断は次のように遠べられている。①契約は弁護の質ではなく費矯に基づい

て行われる．②鶴定された費矯で契約する場合には、事件に時間を費やさなく

なる。早い襲踏で答弁が行われ、あまり公醤に事件が進むことはない。⑧資金

が醸られてお鯵、一方で事件量が多いために、契約弁護士は調査員・専醒証人

などの補助サービスを孝礪しなくなる．④事件負捲量が予想以、観こ多い場合に

は、契約弁護士は有妙な弁護を実理できない。⑤資金不足のために講練・監督

などは行われず、契約弁護事務漸は若く経験のない弁護士を秘離する（欝｝。

C　現献　欝88年の韓法統計騰の飛事弁護鱗度に絶する統計資料を綾羅すると、

全米の各部で瀦講されている欝86年時にお謬る飛事弁護舗簑は，以下の表の通

りである。

〈歪§緬年時のアメ蔭力磯事弁護麟度ソi簿

P登漿纏 国選弁護麟嘆　　契約弁護麟箋

　　　　年
　　総　欝（醐．
アラバマ

アラスカ

アリゾナ

ア一方ンソ一

方サフオルニア

コ霞ラド

コネチカット

（欝i　l緩1覆i器器1灘
　67『　　§　　　§　　　6玉　　58

　4　　　4　　　婆　　　毒　　　§

　i5　　　2　　　5　　　5　　　4
　75　　　／8　　　　9　　　57　　　饒

　灘　　　　4§　　　磐　　　　○　　　　§

　63　　　　　63　　　　　63　　　　　　〔垂　　　　　　〔｝

　8　　　8　　　8　　　奪　　　§

欝82　　懲8暮

2艇　　　33§

　§　　　　暮

　○　　　毒

　7　　　6
　（／　　　〔／

　警　　　§

　○　　　○

　暮　　　○

一i2§…



デラウェア

コ茸ンビア特雛区

フ蹟夢ダ

ジ雲一ジア

ハワイ

アイダホ

イ》ノイ

インディアナ

アイオワ

カンザス

ケンタッキー
レレイジアナ

メイン

メ聾一ランド
iマサチューセッツ

iミシがン
1ミネソタ

　ミシシッピ

　ミズー夢

1モンタナ
1

！ネブラスカ

ネバダ
1ニューハンプシャー

　ニュージャージー
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被疑者飛車弁護に関する一試論｛3｝（購鐵撹典／

資料は、ig86年の郡が採爾する難彗事弁護鱗度の統誹である．P亙〉｛溺度、国選弁

護鰯度、契約弁護難度の類型による。これによると欝86年の3腿3謬のうち、騒

選弁護難度がi灘（52％）で採灘されている。しかし、その塞合は郡の比率に

よる欝82年の総％から減少している．一方、PD斜度と契約弁護麟度は、それ

ぞれ穰銚率によれば、34％から37％、7％から蔓％へと増撫している．その髭

率は、簿73年の段駿で28％であったところ、およそ欝％程度に上昇した．欝86

年にPD麟度は難騒部で、契約弁護講度は33§郡で裸馬されている。ここでい

うPD舗度は、給料をもらっている鴬嚢および非常勤のスタッフが纏え、綴織

的に貧麗者弁護を僕給する紛織潜鱗渡化されたもので、その緯織は公的機関の

勉、政府から資金を提供された葬営利法人が含まれる。その後、現在欝99年ま

でに欝余年が経遍し、これらの鐘率はさらに変乾しているであろう・しかし・

少なくとも現代のアメジカ合衆国における飛車溺法鰯度において、PD麟渡が

合衆国の一般的な飛事弁護舗度として実践されてきたと言える．

　次に、i鱒5年に公表されたスパンゲンバーグおよびピーマンの論文に基づい

て、アメ弾力合衆講におけるPD麟痩の鰻浅に簡単に触れておく鍛9｝．現在、

半数以上の州が州規模の飛車弁護綱渡を採濡している。これら州規模の飛事弁

護籍度は、責錘や監督などの程度が異なるが、貧露弁護麟度を州規模で統一し

ている点において共選している。州媛模の鰯度は、政府の翼法嬬や行政局によ

って運営され、あるいは独立の公的ないし私的機麗によって運営される。委員

会が州P　Dやその機縫の長を選抜したり、政策を決定するために緯織される・

州によっては、州PDが知事によって選猛される難書｝．

　このような州規摸の灘度は①州燦模P　D麟度、②責妊の有する州委員会調度

　（擁観穫のPDは存在しない）に分類される。州規模のPD舗度を採離してい

る輯は、アラスカ、コ賞ラド、コネチカット、デラウェア、ハワイ、メ婁一ラ

ンド、マサチューセッツ．ミネソタ、ミズー夢、ニューハンプシャー、ニュー

ジャージー、ニューメキシコ、ロードアイランド、バーモント、ウィスコンシ

ン、ワイオミングである鰍ン．ほとんどの州が、すべての都にPD麟度を備え

一i3董一



春政縫会譲葉　第登巻　第3号

ている。しかし、いくつかの州では睡選弁護麟度および契約弁護舗度を備えて

いる。懇州のうち9州は、鰯度を監督するための委員会を備えている・ただし・

委員会の関わり方や責任は様々である。鰹えばマサチューセッツは、州費Dと

委員会を有している。委員会がP　D麟渡と民闘弁護士による弁護を調整するこ

ととなる．そして事件はP　D鱗護と民闘の弁護士に振滲分けられている嚇へ

　耀委員会麟度を採駕している場合には、州委員会が州矯模P　D麟凌とともに

州のなかに見られるものと、地方をコントロールするためと州が飛事弁護麟

度を監督するために州に設置されているものがある。これらの州では、奔1委

員会がしばしば全体的な方両性を示した箏、地方麟凄を運営する基準を発展さ

せる。これらの麟度遷念は中央的・統一的薮策を州金棒に実施し、麟度の有効

性を確保しようとすることである。しかしこれ、らの脅iには、州焼模PD麟度が

ない。このような類型は、アーカンソー、ジョージア、インディアナ、カンザ

ス、ケンタッキー、ルイジアナ、ネブラスカ、ノースダコタ、オハイオ、オク

ラホマ、サウスカロライナ、テネシー、の盤州である齪3｝。

　類型①と類型⑫の違いは緻妙な場合もあ叶うる．オクラホマは、州委員会と

州P亙）編度の講方がある．貧醗弁護サービス・オフィスがケースを4つの中央

化されたスタッフ部門に振り分轄られている。死溺事鶴、死飛事件の上訴事件、

死癩の有罪判決後の事件、州全体に蛸する死飛車偉ではない上訴事件が振り分

けられている．一方、死飛事件ではない公覇レベルの貧露弁護事件（軽罪、少

年事磐二、重罪など／は、貧露弁護サービス・オフィスと契約した弁護士によっ

て郡において取り搬われる。鰯外もあり、トルサ都とオクラホマ郡では・郡に

よって設立されたPOオフィスが存在し、州調度とは完全に独立している。類

型②では、州内の地方管轄が、鰯度の種類（P　D劃度、籤運弁護凝度契約弁

護凝度〉を決定することを法律によって権醸づ轄られている。そこで、各司法

管轄が、公表されているガイドラインの範謹内で、各々の必要盤iに簸も適した

舗簑を選報ずる。そして各管轄が独立して地方レベルで凝度を運営していくこ

ととなる。アーカンソー、ジ藁一ジア、インデ、イアナ、カンザス、ケンタッ

一捻2一



被疑者羅1事弁護に聴する一試論（31（幾憲雛典〉

キー、ルイジアナ、ネブラスカ、ノースダコタ、オハイオ、サウスカ置ライナ

はこのような委員会をもっている。しかし、その義務や責任は実質的に様々で

ある（董灘。

　州委舞会のなかには、予算を補うために地方の飛事弁護凝度に分配される州

資金をコントロールしている委員会がある。資金は、地方籍痘が委員会による

ガイドラインに従っていることを示す場合にのみ瀦1薦されうる。いわば、魯1の

資金は地方麟度のために人参のような役割を果たし、地方麟度は弁護資賂基準

を厳しくしたり、貧羅資酪の甥籔手続をよ鯵よく実施させていくこととなる。

あるいは、地方麟度はPDの事件負担量を鰯張させた鬱して、弁護の質を確保

しようとしている．ジョージアはこのモデルを採絹した最も早い擁の董つであ

る．ジョージア貧露弁護カウンセル（丁盤eGeorg姦賊毒ge凱Dε艶貧。εCo灘se豊）

が州から欝欝年分の資金をig灘年に受け、ジ3一ジア簸轟裁輝漸によって採

驚されたがイドラインに飛事弁護麟穫がかなっている郡に支給された．ガイ

ドラインは、時宜にかなった弁護人の選任、貧露資格の半ll漸、契約弁護人の

雇絹、羅選弁護人の鞍醗、国選弁護人の独立性の保瞳手続、事件負麺量などを

明確にしている。こうした方法によって、かなり鶴果が発揮されたようであ甑

蔦9あるジョージアの鄭のなかで、鱒がはじめの年にガイドラインに縫うよう

に麟度を改革し、撰資金を得る資絡を得だモ繊。ig鱗年にルイジアナでも最高

裁覇駈擬則を通して、ルイジアナ貧躍DF委員会（丁短Lo滋s鍛照無綴奮雛t

De｛e麟εrBoarδ）が設立された．ここでも、委員会が前逮のようなガイドラ

インを発展させるために設立されたわけである。またアーカンソーでも、ア

ーカンソーPD委員会の基準にかなった地方PD凝度が、州からの援動を得る

資賂を有することとなる．インディアナでは、インディアナPD委員会の基準

に沿ったサービス読響を発展させたと郡が認隣することができれば・非死穰事

件の弁護を提供する費灘の25％を州の費絹で保覆することとなった。ジョージ

ア、ルイジアナ、アーカンソー、インディアナでは、委員会設立以羨1こは、鷲

事弁護麟度は榔レベルで行われ、都ごとに一一貫性がなかった。これらの州は、

圭33一



行政縫会議集　第慧巻　第3葺

職業上の独立性や致治的圧力あるいは講法的干渉からの霞鐙を維持するといっ

た開題を綾試していたが、環蓬は、地方羅綾が自立姓を保ちながら、しかし委

員会からの州の監督によ参、質のよいサービスを提供できる一一貫した舗度が保

瞳され、ることとなった｛i8窃。

　その纏の州は、飛事弁護綱渡を総織する責鉦を郡あるいは複数の轟に付与し

ている．どの種類の難事弁護麟度を選揺するかは、瓢委員会や地方弁護士会．

地方の講事、これらのグループの緩み合わせなどによって判薮される。州レベ

ルでの麟度的監督はほとんど存在しなく、州委員会や運営者は存在しない．具

体的には、アラバマ、アジゾナ、力夢フォルニア、アイダホ、メイン、ミシガ

ン，ミシシッピ，モンタナ、ニューヨーク、ノースカ獄ライナ、サウスダコタ、

テキサス、ユタ、ワシントン、の越州である。これらの州では穣によって様々

な形態をとっている1董鋤．

　その鰹8州とコPンビア特騎琶は、以上の3つのカテゴ夢一には入らない麟

度を採駕している．コロンビア特尉籔では、私的葬営利鞍棒であるPD鰯度を

採駕している。各欝法区に各々五つづつオフィスを有している。この羅綾は

30arδo重1夢殿steεsが監督をして、事件の一部分を弁護する一方、私選弁護人

や馨選弁護人がその飽の事件を弁護することとなる継8）。

　フロワダでは、法律によって公に選挙されたPDによる2§の独立したPDオ

フィスが設立されている。各灘法区にオフィスが工つづつある．この摸造は州

によって設立されているものであるが、公醤レベルでは州の濫督はない。イ夢

ノイでは、法律によって、35，§OO以上の入舞を有する郡は地方P　D鰹度を詩つ

こととし、末羅の少ない地方ではPD凝度は選採納となっている。ただし、公

鵯レベルでの州の監督はない。アイオワでは、州曾Dが州観護貧麟弁護委員会

の運営ディレクターと疑じような仕事を有し、委員会は存在しない。州PDが、

7？郵に採驚されている縫方のP　D麟度や契約弁護鰯度、羅選弁護麟渡を監督す

る。ネバダでは、賛ノおよびラスベガスに大規模な郡PD麟度がある。残滲は、

各郡の選択により、ネバダ州診Dによって行われている。鄭が州費D麟度から

　　　　　　　　　　　　　　　　一i34一



被疑者理事弁護に関する一試論麟（緯遜悦典〉

慶退するとすれば、独嚢の麟度を麟設し、鄭の費環からすべての費驚が支鐵さ

れ、なければならない。オレゴンでは、州裁覇漸運営オフィス（丁難eα盤ceo｛塗e

StateCo雛tA6盤1譲s翻at艇1との契約交渉を通して、灘による飛事弁護調度が

確立されている。ペンシルバニアでは、法律によって、各部が地方のPD離農

を持たなければならない。地方譲渡は公覇レベルでは州の監督に騒さない。バ

ージニアでは、法律によって頻の各地域にPD麟度が設立されている。PD麟

度を設立されていない地域では覆選弁護舗度が設立される・ウェストバージニ

アでは、州PDサービス・オフィスが州の基金を運営し、葬営季環こよる盤のP

D懸体に資金を支虚し、瞬懸鉢が55蔀のうち騰郡の弁護を提供している。残穆

の35鄭が睡選弁護難度による貧羅者弁護の提供を行っている（厘紬。

　公舞レベルにおける講度は、23州では州によって費罵がまかなわれている。

7州が轟によって費絹がまかなわれている。懇辮は費薦については州と郵の総

み合わせとなっている（玉働．

（注／

麟聾S猛v照丁膿，　｝鰹翼s鱒欝丁翼艀oo嚢黙C騰猟LC汽s狂灘A鍛灘。鰭

　ST鑑ぞ駐Co難裂TS一義F玉璽L互〉ST覧下董｝￥汽罐｝盆狂費。灘’（VOL．i，賛汽賢。翼AL　R詑野。嚢T15§

　（鯵6溝．

鐙警ig難年にオクラホマでPD鱗度が成立したとするものもある。　A舞紐D，

　琶ers盤，丁融p鋸形詫五〉瞬麓4ε歌5M夏。｝｛．ST．B．上蓋32，i39軽92麟、しかし、爽葬祭に

　設立された麟度は費○舗渡とは異なるとする見解もある。8擁S養灘丁琶，s郷倉搬

　眠）te3事at蔓7．

／l鍛器量紀窮難の動向については、F、鼠A雛鐙a懸，丁劾餓酷綾〕饒鷲雄γ魏ズ鳶ε

　娠廊躍ε欝塀℃ぬ紬織2i玉C蹴L・＆C臨猟〉LOG￥3§3・縦3鱈
　（欝欝；賢αs磁．躍．at　i3歌鍵量s鑪盤，鰯鋼麟ote27峰§8一灘2・

縫§1狂M照Y　A．B建ow｝羅LL，LεGA勤A欝欝丁綴ヨU醸丁獲｝S軍A雛s二A　ST購〉Y　O婁丁｝建

　Aマ燕至LA覆し鐸y　o欝L汽WY狂裟sでS£裂v茎（〕狂s欝。嚢P建設so翼s　t｝翼盛霧至£丁（｝峯｝AY　F琶壼s董2§

　（給5聾．

鵬Kε猟e犠Wy麟e，踊鋤β瞬繍欝魏ε耀ε醜麟i7」’c職L＆c欝欝
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　5弱齢2欽News，α麗4醗だ磁70舶｛麗ε翫薦ごβ醜難鹿野擢翻，蓬7A．β．A．」．

　1雛（欝3聾．この時のPO灘護に薄する揚超は、要約すると次の遇吟である．

　①験察宮と親密にな吟、公平な裁覇が燈験にさらされる、⑫醸審員および公衆を

　墨惑させる、③公務曼の数が増撫し有権者の負癖垂こなる、罐）経済的であるという

　合礫的運熱は存姦しない、⑤費Pは事件を複雑にする．⑥熱意に欠け，被疑者・

　被告人の話を無擬したり、無罪であるのに1有罪筈弁をさせる。W猛L簸M擁．

　整A職Y，丁麗R縦貫丁（）C艇難躍L穣AM撒更。鰭CO更1群s2i§（欝55／．ク肇一ブ

　ラントでは⑥の選i密が強調された。擁蟻の頃から、費簸は裁鵯富・縷察富との密

　接な総藻によ彗、綾疑考・駿密入の方には蕪を向けないとする耕墾l！が強かった．

　蛮た登Dは有罪答弁をさせる領海にある、との疑舞も強かった．

／繍B齢w罷猛，躍舞鶴ot¢12§，ati騰

麟懸αyA．βr倉w腿謹、Pε磁費津名卿臨，鎗欝縫齷齷冨P⑳解伽S騨び蜘47

　A．8．A．」，8ε7，8§71璽％蘇．

（翻　孟謡at868．

離N餓cyA．GG漉εrg＆漁r曲蕪」塩rt灘轟，”奮8翫赫ごβ醜舷εγ趣
　痴縦～枕探，1嚢酵CD｛浴A毛至）緯）．1、縄ψ灘貸碗e鱒、＆t7§1欝831、

1蜀1飾鼠欝73年の段贈で．重罪事件の65％、軽罪事件の47％が貧露鍍疑者・被告

　人であった。

鰻1論ε，ε．碁，L農綴e欝ce　A．Bε照εぎ，宏罐醜露繊麗館4醜ε・4欝ε露ε4館／躍4磐8躍ごSo窺ε

　∫葱欝少就籍麗εo雑え｝醜難sεS診塑富εε，玉2A擁．C灘M．L．貧｝iv．§67（懲75｝；至3賞｝w盤e墾，

　驚ゆ費r醸｝tε137；S至Lや狂嚢s学費至翼，s無声κ瞭腱。童ε董2§、

／l魏懲懲年の綾羅で人臼箆の24．8％であった。8欝w醗ll，羅at鋳8．

ll癖8綴鍵r，ε妙搬資緩e慧i，譲鋸§、ここでの琵率による「DF∫の籔磯の大多数
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被疑者欝事弁護に臠する一試論鯵綱蟹悦典〉

　がPP譲穫である。また、その飽にP　rD凝度、PrP倉凝穫も食まれている・

軽趨　／善ゴだ．

瞳S至Lマ醸ST撚，s騨擁欝te茎26，鍍藍

瞬旋離er，s麟齢Gte蝦，at66§一67畿
壌？l　Pa雄鷹配lce農τ蠣ar妻｛P養騨r量盤，毒蛇認魏9魏ε（露4ε｛灘露地η議雑歌＆ぜヂ繹ダ身ズP鋸躍動

　餓麟γ勘鰹郷，謝灘。艦麗鵜，辮lig織PDオフィスの継続年数は

　懇％が6年以内、欝％が鎗牢獄一歎、2％が6｛｝年以上であったという。

／鍵l　Bε麓擁er，灘β紹猷｝tε鑓i，at7｛｝§．

鱗G欝覧⑳．聯至蟹，鑓鱒更∫C脚質・鰯。疑懸翼鮭」継織SYS駕糞墨：P鱗

　c｝蹴s，蝕織醗獺，P綴丁織23鑓麟／、この塒の舗紛P躍渡の動き蜘

　るには、　S麗，ε、霧，餐｛建e，鳶ゆ鰐麗麗紐露。鐙麗麗4邪論ε〔漉露P麗翻意餓麓427遠磯

　380．ST．L．ぎ．85暮（獅7ゆ罐εIO，C・灘e）；翼・艶」躍鯉醒ゴ麺跳躍纏∫・

　c毒観藏厩楠麗／瀦＄學、4P郷勿s召6β瞬寵群醸漉耀，2春霞翼G獄sL・灘マ・7齢

　（欝鋤；翼ote，窟纏耀麹齪だ1～ε魏魏欝ε羅解羅4επ癖地鐸陶器ε夕P麗魏ご

　∠）醜屈ε野S翻欝鴛，7縫線v．3、L環SL蝦鶴翼嚢§欝7麟（懸盤夢C・Co磁／l翼ote・

　　丁融ε入を麓ノ診欝ぎ夕P麗善」露β醜蹴露髄　5　C（見、」．L・＆　S（｝c・P鼠協s・蔦3　（欝6馨；

　」。s紬」．Sl鯉幟，翫燃灘鹸撒餓癬影薦i3S鷲麟魏マ・L・3・

　28塁鰯81；醤獣・訳．Bra雌重ey，鋤瀦翩翻瞬勉腕躍薯癬痴α翩翻

　　ε擁鞭身。魏魏ε欝欝舞癬硬α灘で擁妙。露厩C磯郷εξ2§MO・L・鎚￥・32き

　　（馨麟）；至〉o暮暮las　L．C．Jo鷲s，警躍潅s欝欝戯言め躍醗εβ確漉魏鳶召即躍齢

　　鰯麟の吻2藤織2鱗（》．L、瞭347鰯4〉；D罐ε玉賢・％lsむy・c・肋継

　　β醜鋸ε飢4轟然漉8鰐鰯瀞囲躍廓θ魏魏鞭窺露sPγo害縦戯蹴36鼠cOLO・

　　L．匿v．23§／簿64》1照。鎗戴L．丁蚕om魏r麟，／鋸讐醗誌魏魏εP醗郷頭ノ齪搬

　　C卸脅癖鶴〆Co鋸7奮∫丁翌躍1欝欝ごオ‘ダG∫ご感縦遡航　騨麓魏書｛翠奪発言，3§P瓶B・A・Q・5§

　　（i鯵蔀、

（翻　このときイ夢ノイ擢、インディアナ撰、ミシガン州、オレゴン擢、ウィスコンシ

　　ン嬉では州レベルのあ訴D　F静1凌が存在した。β磁醗r，膨卿m嬢e縫i，at7鵜鑓

　　1§．、L訴の段階でのPD麟度は、㊦貧欝者の弁護とともに・②上訴手続の糞効

　性に貢献し．③飛事司法翻度の無蝦疵姓に翼敵しているとして＿と訴PDは有勃

　な弁護を費っていると詳懸されている。S総馨ote，S融麺欝躍ε凸ぜ鐸髭β醜争認εγ

　　θ騨露魏繕麓勲卿」ゴ響離石纏鏡，2§s撚・L灘マ・i57欝7鰯e・rgε
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行政鮭会譲葉　第賞誉　第3号

　Y曲as〉．インディアナでは、川上講2D麟穫が鴛45年に麟定された。瞬麟養を

　誉羊遠し評徳するものとして5能翼碗e，遵β安認鍮詑愛ゆ彫＄ε滋説ゴ。辮躍1箆6毎醜総，5奪

　舞舞．L、」．蔦奴ig7禽、

鰯翼a貧cy狂．Gひ羅もεr墓＆凝ars魏a鍵」．｝玉art盤aR，鼠雌伽7魏魏晦醸

　護‘‘欝εづ二割勉簸δ夢違響4藪3魏9εろ3軽NLA至〉A　B羅董…欝。盛s……2軽3，2絡一2馨7｛i§72｝；

　蕪ote，擁躍腕9枷‘舷認魏壁厚護響撚魏9撚丁隔P麗観‘β瞬鴛4卯s鄭翻魏

　爆。霧海飯麹酸，49麓．亙〉．L．鎚v．δ鱒，72む・72i（欝73〉、

齪｝Yo蟹簸落丁．丁蟄｛量譲量，丁勧琵魏霧拶砂’躍δ擁磁奪P麗参勤D醜雑6覇5魯FA．B．」．

　4鎗．4H（欝7§1．愛在の異体的な状溌につき、堀報幸「フロ夢ダ嬢の公的弁護凝

　度」韓本弁護士連合会飛事弁護センター編・麟掲窪i4、i8春夏以下参窯．

／翻　躍鼠

1麟　捲鼠

欝S益elv鍛S重盤響er畿Ellzぬe嶽L翼礁，盈晦麗轟勧εε跳詑撚∫C紘瓢麗露徽露ε

　醗4Coε奮，盤蟹C恥難恥醸韓，s磁瓶簸otε騰，at臆8．

麟融CYCL鍵齢猿GFC鷺茎醗狂A路」誓ST麗（VOL．il，at28紅A．A．麓orr重s確g83）

　では、罫P倉の利霧の顛肉が強い．『純粋な誰PD麟度のものでは、職業オフィス

　が設立さ蕊、検察官と羅じように、専野饗ヒの結果としての能率姓と専霧知識とい

　う穂点がある，仕事負握は大きく、集摩しているため、調査員やその縫の補麟員

　が覆矯されている、そのうえ、公的な基金から支払われている検察官と瞬蟻に、事

　件を鎚遷しできるだけ迂遠に鞍醗を得ようとする懸人弁護士と違って、PDは漿

　難かっ複雑な事韓に時間を投入することぶできる」とある。

／欝／かつて単襲龍一蓼鶏事認識決選（有斐馨、懲58）73頁は、無鞍醜馨選弁護鰹度、

　鞍醗麺選弁護鰹度、有志弁護舗度、公設参護人麟護の婆種の鰯度を紹介している。

1垂総　シルバーシュタインはPF麟痩を私的・公的の度合によって護種類に分類して

　いる．しかし一般的には③と④がまとめてP　D麟穫とされている。S薮マ獄S麗鎌，

　s吻躍惣。箆鷺6，at難．このような分類方法としてはNote，Lεg認。4躍如盈4鎗ε擢

　（ンゴ巍巍躍D醜鐙嘉窪雑誌魏P躍融孫ε砂海鍛露難ゴ入葱欝ノ診欝ε夕，i｛》7し｝．PA．L、R避v、8i2，

　8狐8欝（i§5歌A簸錐。響Fr泌羅，鼓．，助紹」ノ瞬初雛δε擁舵L探歓富醒勲，

　鴛認給費麗躍第i2A擁．C羅鍵．L．盆Eマ．6綴（欝7馨．国選弁護舗度は鞭醗、無報醗に

　分類される．P　r　D舗度は法律扶麟編会を簿棒としたものと、独立したボランテ

　ィア紛織の2種類に分けられる．PrD麟度の董当姓を主張するものとして、
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被疑者飛事弁護に絶する一試論／饒（購蟹悦典〉

　葱畿e，L8欝」遍羅和好寵磐擁αぎ辮ゴ癬β醜鋸磁撚」8VA蹄獄醗T　L　Rεマ・

　838（i蜘：翼・te，離鰭嫉げ・γ1鷲御｝繊晦鋸瞬瘤観磐癬細欝躍
　7「04窪夕露鴛ゴβ麗砂5ダ漉8S魏館，i　CA㌻｝玉OL互。　t美し　R璽v．75（i§5i｝．

離S至Lv照s窟玉響，灘卿麟e鵬，誕3盆

（i輸　／鹿威

1麟翫威その飽にもP　Dになるためには．数年鶏の実務経験を必要とするといっ

　た資格などによっても違いが生じる。

睦縫）　感だ．at婆i－43．

縫麟　躍．at57－6§．

麟麓a簸。ぎA．G磁bεrg，β醜少漉γ跳孟翩翻伽1擁鍵躍簸ε論欝ム癬槻躍

　醜朋磁繍，銑A絨．C衰擬．L．艮群．7鐙，霞8（欝7籔このDF麟度の大多数はPP

　麟護のことであると雷うことが可籠であろう。鼠at難琶7欝．

1聾蒙　 ノ『とえ盆童7i8．

1懸躍．at722．アメ婆力合衆蟹ではかなりの数の弊常勤によるD　Fが存在すること

　には漣意を要する。また選任方法についても、霞動的にD欝が選任される場合の

　纏に、裁醤官がPD懸人の名前を纒入弁護士と講じように名簿に壷べ、蒋定のP

　Pを裁半蘇巽が任命する場合等、様々な形式があると、指摘された。　五試譲72i－

　723．

｛欝7／　ノ冨．at7i8－7至9．

（褻／　孟ゴ．謙725、

（1鋤踏鼠舞えぱPD舗度の設立の麹紅、一定の醒選弁護人をプールしておくこと

　が定めら蕊ている場合や、糧則的に3つをD　Fに、iつを鞍選弁護人に事樽を割

　当てるなど、様々な形式があると言えよう。なお、国選弁護舗度の鉾しい状濁に

　つき、瞬磯襲後藤雛織機rアメ効の公的弁護麟幾麟弁護士連合
　会鶏事弁護センター・前掲漣鯵、63－68頁〔新部董樹〕、S産CL狐狸翼s2A羅OLLAS

　　＆LO継SA．」総（黙，C騰雛L郷讐。建：A凝醤丁照羅丁夏瞭284醐8）・

li鱗G纏曲er警＆疑a嬬鶏a簸，s砂紹齢総稔§，at9鞍①は、舞えば力夢フオノレニア粥

　　揖サンゼノレスで宥われているPD懸穫がその代表である・具捧的な状浅につき、

　鴎啓隊サン哲レスの公的弁難綾」響本弁護士連合会薄搾弁護センター鞭

　麟掲溢慧、i67頁以下参黙．②は、鰯えぱニューヨークやフィラデルフィアの瑠

　事弁護譲渡がその代表である。具体的な試濁につき、蕎蟹省三鋸rニューヨーク
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行政麺会議集　第慧巻　第3号

　羨の公的弁護鱗度」藤本1弁護士連合会飛：事弁護センター編・前掲淫i4、鴻奪頁以

　下、茅沼英幸「フィラデルフィア市の公的弁護難度」翼摩弁護士連合会飛事弁護

　センター編・前掲澄舞、茎駐頁以下参黙、③については、舞えばイ夢ノイ辮ペオ

　夢アでは、懸人の時矯の灘％ないし縫％を利稽する鴻大の葬常銚費覧〉によって運

　営されて替るという。小難市や地方で、多く見られる鰯度である。

儘1鼠at鱒一襲．

欝21　Pa鞍壷B、簿潔lce，P麺z耀診εC梅郷巍巍β4愈艶馨sεゴRε鷹εεs＄魏9虜難ε㌶識露9ぎ耀ゴ5舞ご毎ε，

　塗MC至論酷欝韓覇，s罐耀建艦e舞，at興薦．P　O凝度、醒選弁護舗穫と鐸じよ

　うに契約弁護麟度は有効な弁護を提供できる主張する論稿としてS麗A茎ls綴P，

　WG羅磯，P瑠罐～漉9∠〉麗ε朽。‘ε総ご臨翅ε腕飾8ω窺舞震魏磨、4欝薯麗ゴ。θ耀一

　8召ξ　P麗霧♂勲β瞬搾4ε鴛　虜鴛6ε0鷲認撹484／蹄づ磐ε鍾蓄え）醜控S召5ンS麺窺亀　墨逢』狂TST．SYS．

　」．3§蟹i鱒鯵．

｛欝｝Gol曲er琶＆｝至ar轍a簸，躍舞錐G毛d3§、at§2一§3．なお、契約弁護毒…渡の鮮し

　い状浅につき、騨霧・後藤・新蔀・薦鶴漣i4、68－72頁6〔新薬董樹｝を参照さ

　れたい．

経籍　　食。もert　L．S費a無塞ετ建｝eτ9＆∫肇護area　L、Beε欝欝｝，ノ擁《ゴ葱8鷲～P醜難8εSン舘ε欝ε魏

　醜εこ海霧ε4S酸麺ε，58L汽w＆Co翼下琶M夢．P勲）欝s，3i，35｛欝｛肇麟．

／重7馨　鼠（）9建衰T　L，S至｝汽糞（翅翼欝琶盆G　綾　P為手鬢茎。萎A　A．S鍵里芋｝董，A翼　玉響丁艮。至）毛JCT至。翼　τo

　麹秘鍵欝醜F黙鑓SYS冤製璽S§一驚1婚86）．餓頼者は国選弁護人を静む傾講にある

　が、有効な弁護が国選弁護鰯度によって提供されているわけでもなく、経験の浅

　い弁護人が定蟻的な練習として国選弁護を難き受ける傾向もあると主i叢される。

　3盛衰丁（）…■．践S綾」盛至…G亙…震，S舞メ｝般2ηG書e　i§§，at2零墨

｛i萄S難翼G黙罷嚢G＆SM㌶醜，鼠譲ii一捻．ここでは、登Dが敏頼考の稀益を真に

　像議することはないということは、挙げられていない。譜しい議論については後

　遽のP董）論の分析を参照されたい．

／鵜躍識t欝一翼、なお、箋鰹の調査をもとにして、各駕事弁護凝渡の類型の簡題点を

　分鷲しているものとして、岡譲・後藤・新部・麟掲濾慧、58－72賛〔新誌蕉樹3

　を参蕪されたい。

｛｝聡l　U．S．9蔓…釜｝盛衰TM菱署T　Gぎ糞JST董。覧，β疋濃建AtJ（博」馨sぞ豆。壷…Sぞ《τ翌ST亜cs，C羅翼賛醤AL

　F｛双丁蚕撚PO鰍欝繕，譲3／鯵881．全館的な状浸につき、さらに註しくは瞬鵠・

　後藤・新部・麟掲漉翼、4象56嚢〔新都正樹｝を参蕪されたい．
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披裂者理事弁護に驕する一試譲畿（濁遜税典）

騰IS費難馨e曲erg＆Bee騰a登，εゆ齢otε玉鷲

護謝　∫威at37．

1醗懲86年の講査の段繕では、マサチューセッツ。ミネソタ、ミズ一覧ニュー

　メキシコの各擁では穣媛模のPO麟度が設立されていないように発受けられる。

　詳総は定かでないが、婚蝿隼までの醤年馨にこれらの鰯では擁矯獲のPD麟度が

　設立されたと考えられる。マサチューセッツ撰では、委員会を中心として、裂開

　弁護士が貧羅者弁護を原則として弓捲受け、その纏に頓規模のP夏）臆度が鐙当す

　るという独警の鰯度をとっている。詳しくは、丸鶴俊介「マサチューセッツ撰の

　公的弁護麟度言蔭奉弁護士連合会細事弁護センター糎・麟掲淫i4、蔦3頁以下参

　、黙。

／麟躍．at37－38、

難3／躍．譲38．

／簸｝幽鼠なお、オハイオ州の詳しい釈淺1こつき、庭裟英鮭「オハイオ裾の公的弁

　護綱渡ま艮奉弁護士連合会飛事弁護センター講・前掲注i4、露8頁以下参蕪。

（磐蓼　　ムゴ．at　3魯一3§．

（董醸　躍．溢3象鱒．

難聾　オ威a亡韓．

｛懸第3章第3籔3韓鷺参照．また、コ冒ンビア特驚琶の飛車弁護麟穫の諄しい状

　涜につき、海渡雄一「ワシントンD　Cの公的弁護編度善騨本弁護士連合会難事弁

　護センター編・麟掲漣慧、麓2頁以下参馨。

麟IS登a簸9εめeで菖＆Beε灘難，s麗麹酸ei筏at4巻・

〔茎蟹｝1　ノだ．at淫3、

2　パプ琴ック・ディフェンダー麟度論の検認

　轡　騰轡綻褥簸のパプ1フック・ディフェンダー麟度論

A　選念論　P　D凝護の誕生は騰貴紀初類のことであるから、連邦最高裁舞辮

における弁護人の援助を受ける権舞の覇弼とはあ象り関連がなかった齢㌃し

かしPD麟度の導入期には、様々な論文などによ鞍野D麟穫の長霧やその理念

一越i一



行致被会論集　第難巻　第3畢

が主張されてきた、

　逓代P　D麟度の思想および遅念を、弼えば、ルービンは次のように表饗した．

　（被疑者・被告人の権舞を守るという）「運念は次の事実に基づいている。

　有罪の者を麺罰することと講掻に、無罪の者を守ることが敢癖の義務である。

　被疑者・被告人が貧露のために弁護できないときは、そのような弁護手段を

　提盤することが致癖の義務である。すべての購縁の人々を公歪に取静掻うこ

　とが政窮：の義務である。無罪推定の原則が大繭鍵である縷吟、鞍疑i者・被告

　人は適燐に銃弁を主張するために、十分な手段と機会を持つべきである。P

　Dを持つということは、告発された貧懸者が代瑠されていない場合、いずれ

　の事件も掌握する灘意が常にあるという経験と姦潔を備えることを約束する

　役人（O錐C量a茎1の存在を意験する聲鰯。

このように、PD麟度はたんに被疑者・綾告人を守ろうと言う感傷主義に基づ

く調度ではなく、公歪な裁舞を実理、獲得するための麟度であるという弁護人

の援鱗を受ける権秘と購じ躍念に基づいていた。そして、験察宮の義務が、麿

罪判決を確保することではなく、公歪な裁肇1によって有罪が確定するために行

嚢することであるという原驚と講じように、P　Dの義務は、有罪の人を無実に

することではなく、無罪推定の原則のもと、無実の者が有罪とはされないため

に行動することである、　と主張され．たのである．このように貧羅被疑者・被告

人にも等しく権利を保薄し裁料を実愛するという公正な裁戦の理念．および法

の下の軍等という遅念に、PD籍度を導入する主張は基づいていだ玉織。一方、

ぞDが理事奪醗の弁護人であ甑経験ある弁護人であるという遷念が、診D麟

度の蓬念であることに疑う余地はない。実燦に、PD確度が具体的に麟度とし

て導入された2§堂紀の様々な論穣には、飛事事濯であ磐経験のある診Dが、貧

羅考保護を§的として実践されるべきであると主張されたのである醐多．弁護

人の援助を受捗る権利の蓮念に基づき、弁護権保障の握い手として、診Dが嬬

待されたのである。

　スミスによれ，ば、貧瞬被疑者・被告人の弁護をする責狂のある後：人および弁
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被疑者鶏事弁護に翳する一試論（3｝（岡遜悦典〉

護士が、そのサービスのために支鐵された費絹を致麿から支払われること・ま

た、事件ごとに異なった弁護入を待つ代わ琴に、すべての仕事がi人の役人あ

るいは機関の手に集約されること，という要素がPD潮度の本質的な灘念であ

ると調されている‘醐．i蜷華昧か脚醤潮頭にか彰ナてアメ効会衆醤

でPD麟痩を設立すべきであると》・う法案鱒盛んに提起されていたが｛ig亀そ

の当時の提曝者の！人であるフェラー夢は、すべての仕事が機麗の手に集約さ

れることについて、講じく次のように遠べた。

　「瑛在、致傷のために麟書する綾察嘗が存在する。一方被疑者・被告人は、

　罪を愛したために法蓮論士は鰯人に請してではなくその者のいる琶会から攻

　撃される綴に存在する。そして、私は被疑者・被告人のために駒書する要｝D

　を識ずるのである。政府はその蕉義を求める人々を蓉重するために権鞍を獲

　得するだけでなく、アメ夢力合衆馨憲法がうた骸当然に与えられるべき迅速

　な裁料と、理性に1よる知的かつ平等である裁輝を被疑者・被告人に与えるこ

　とによ鯵、たまたま麗に1かかった不幸な人々にも、愚息を施すのである」｛i鋤。

平等の理念を考慰しつつ｛霊獣ここで櫨察官が意識された。したがってフェラー

夢の考え方によれば、貧露者弁護をP　D鰯度の導入によって檬臆し、検察官調

度と講じように歪義の饗念が追求されなければならない。その絶の論稿におい

ても、瞬じような護憲によるPD調度の導入論が主張されていた囎曳網えぱ、

ベイカーは獲麗罪的弁護人毒の開題の解淡は、究極的には、可籠な鰻り憲法

の精神において、綴入弁護の廃止にあるのかもしれない。ちょうど私訴麟渡が

公訴麟度に譲歩したように」｛2織と表愛している．パルメジーは、貧露者が弁護

人の援麟を受謬ることができないことによ鯵不正義が実理しているという開題

意識から，事件毎に弁護入を付ける方式では不十分であるとして訴追麟度と購

じように飛事弁護麟度を改革すべきであると主張しだ蹴㌔さらに、パルメ夢一

はPD麟簑の最勝を様々に主張している。その論旨は、法の下にお轄る平等の

麗念と亙義という遷念に基づき、費Dによって有魏な弁護が握僕されるという

点にある鵬2｝。
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　このように、遷代逡事司法舗度において私進講穫から公訴調度に移行したこ

とに続き、聡事司法霧度の最後の改革として翼〉凝度の導入が堤彊された．も

っとも検察官との麟等姓を保縛するためにPD凝度の導入が議論されるとすれ

ば、運論的には、PD調度が貧瞬者救済の馨的のために設立される必然性はな

いことにもなる。そこで、PDが貧露者に提僕されるだけでなく、穣察官繕痩

と属じようにすべての被疑者・被告人を弁護するものが野D講度であると遅解

する論稿も存在する〔鱒3）．

　このように、①経験のある理事奪懇の弁護人が貧獲者の救済を行う正義・平

等の遷念からPD舗度の導入論が主張され、⑦検察官に繋擁する存在としてP

D麟度の導入論が主張されたのである．

　もっとも、法の下の率等という原則、公正な裁覇の遷念と相まって、次に説

明するように、墨選弁護難度にかわるものとして貧選者である被疑者・被告人

の救済のためにPD麟度の導入が主張された懸垂）。なぜなら、弁護入を雇うこ

とのできる被疑者・被告人よりも、弁護人を雇えない被疑者・被告人は、一腰、

不公平な無力な状態で存在したからである。そして，現震にP　D麟度は、アメ

撃力合衆蟹において、貧鑓被疑者・被告人の救済を§的とする鰯簑のiつとし

て発展したのである。

8　醗選弁護舗度との薄姥論　PD麟度導入講のなかで最有力の理由となった

のが、霞選弁護麟度の失敗と姥鮫したうえでの、P　D凝簑の有効性論であった．

単等の遷念を基礎とした貧懸者弁護を保離するための羅選弁護翻度が不十分で

あったという現実は、費D鱗度の導入1論にとって漢定的であっだ2輪。

　第一に、睡選弁護麟度は、職業的な地域責任の意識からなるものや、慈善

的な色彩のものであるいう綴面もあったのであろゲ2輸・少なくとも慈善的な

活動には、眼罫が感じられていた。飼えば、「政府が貧羅綾疑考・被告人の弁

護を保瞳するならば、保瞳のための実践は、慈善行為ではなく司法行為である、

それゆえそれは、醸人的な人々に委ねられるべきではなく、ある勧・は、慈善懸

体に委ねられるべきではない・それは、直接、政府によって想定されるべきで

　　　　　　　　　　　　　　　　一i44一…一



被疑者飛事弁護に関する一試論鯵（翼難悦典〉

ある。この観点から論謹的にPDの要求が導きだされる」鋤？》と、主張された．

そしてそのことが、依頼者と弁護人との関係にも影響していた。すなわち第二

に、撰選弁護麟凌の多くは国選弁護の報醗がないまま運営されていだ2鰍．そ

れは弁護人にとって不公平であるだけでなく、弁護の質にも影響していた。

したがって醒選参護人の付いた被疑者・被告人にも不公平な結果を、それは導

いていた．第三に、羅選弁護講度は、弁護の質が低いことだけではなく、弁護

人が裁輝官によって選任されていることも換鵯された。すなわち、裁霧官は友

人やあまり灘争的ではなく裁鵯湧と協力的な弁護人をしばしば選住すると、葬

難され、たのである‘2鶴。

　このような国選弁護調度の畿料をも受けて、その代替として、P　D凝度が有

勤な弁護を提供する手段として濠§された。鱗えば、2§盤紀鱗蟻の代表的なP

D麟箋推進讒者であるゴールドマンは、郵『羅選弁護凄調度は…よ辱啓発された

公的弁護麟度に遂を譲るべきである」と主張しだ2猫。

C　効率牲論　PD調度の発展の遷露を、マウンツは最近の論稿で要〉Dの專賜

姓、麟選弁護麟度の矢数に超えて、PD講痩の「経済性」がその支蒋における

議得的根擁であったことを捲撫している｛2鋤．またマッキンタイアーも、PD

麟渡が「劾率的1ε銀。圭e登窃であることが、PD鰯度の導入に談得的な運由と

なっていたと講じている｛2矯．

　幾代において「PDの役割が、貧露稜疑者・被告人の弁護よりも裁甥漸の必

要性のために麟設されたとする莞解に争う余地はない」と旛摘されているよう

に（2講、2巷量紀前単のアメ夢力合衆国では、遜事司法鱗度における効率性が追

求された。効率盤とは、具体的には財政の締約、時間の締約、適切な鷲事饗法

の促進などである‘2鶴そしてそのために資する飛事弁護譲度として、PD麟度

が主張された・舞えばゴールドマンは、PP麟度の強硬な賛成論者として、効率

的であるという観点から「亙義、効率姓、そして経済性から伊Dが）正当化

されるべき∫｛2覇であると主張している。

　もっとも、飼えぱr歴史的な誕擁により、麟護をさらに麟果的にする方法と
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してPDを支持したig2§年代の人々は、勤率性（e錐de盤cy／が、た1んにコスト

を籔約するよりもむしろ箆義をもたらすものであるという真摯な懸念からそうし

たのである」と詳懸されている（2爾。パウンドはig2§年代に、もし飛事講法嗣

度が糞に公藍であり、正しく適燐な「法の理念と法執行葺を旛民に教えること

ができるのであれば、すべての点でより効率的にならねばならないと論じ（2欝、

F民主主義的な麟度は、葬効率的であってはならない。…なぜならば、人々は、

司法麟度が維織されていないと、もっともあまねく損害を蒙るからである涯と

論じている‘2鞘、このように、この時代ではヂ科学的方法達ヂ合珪化ま紅鶴率権iま

といった麩念がよいこととみなされ、安っぽいということではなかった。これ

らの要素は、被疑者・被告人の利益にも講法の董義にも資するものと考えられ

たのである｛2獅。そして、科学的・進歩的な舗度として、P至）麟度が要求され

た〔2鋤。

　以上のように、PD雛度は、①その遷念に基づいていたことはもちろんであ

るが、②国選弁護麟綾の改革として考えられたと瞬時に燃｝、③科学的・進歩

的であ蓼、新勤率的」な鱗度として期待された。もっとも、PD鱗度が勃率的

な麟度であるという横挽は、その後の2D凝度に薄する撹摯1に影響したことも

否定できないであろう。なぜなら、遷念論や匿選弁護調度との薄髭論は、あく

までも鞍疑者・被告人の弁護人の援麟を受ける権麟を保隠するための議論であ

ったが、勃率性論は必ずしもそうではなく、それ慧理事司法調度全俸からの観

点が強調されがちであったからである。そして、PD難度が効率的な飛車司法

翻痩の運営に資することになれば、P　Dが依頼者の縄益よりも裁覇湧や縷察宮

の無益、さらには飛事藩法麟度全体の利益を重複することになりうるのではな

いかという議論につな勝るからである，

　／2／パブ1ナック・ディフエンダー麟痩撲醤論

　P1）に1嬉する撹肇1が厳しく展縷されるように：なったのは董95§年代であった。

特に、ディモックは、痛烈なPD麟度撹覇譲を展鵜した｛222｝。その撹鵯は、そ
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被疑煮’理事弁護に臆する一試論｛瞬（霧馨撹典〉

の後のアメリカ合衆羅のPDに関する議論の趨発点となった。その纏にこの時

代の代表的な譲稿としては、ポ狂ッグ2騰、スチュアード2鋤、フ夢心マン〔2鰍

の論稿を挙げることができる。

　フサーマンは、これまで縷離してきたようなPD鱗愛の導入轡定論を、網羅

的に展絹した．P　Dの最勝は次のように整選された．①経済的である．②羅選

弁護麟度よ鯵も有効な弁護を提供できる。オフィスは、貧園被疑者・被告人を

弁護す’るためにのみ設立されたため、弁護士は調練を受け、経験を積むことが

できる．③十分な準備が可籠となる．縷察官に利潤できるような調査スタッフ

を、貧懸者のために穫絹できることとなる。⑧暗闘の締約となる．⑤PDによ

って複雑な事件が簡便に甦遷される。⑥有罪オ期らかな場合に溺の軽い宣皆を

受けることを貧露者が希望すれぱ、PDは有罪答弁を進めること潜できる。⑦

葬良心的な弁護がなくなる．⑧飛事講法綱渡の運営が講、とする．以上の長瞬を

挙げて、フ夢一マンは駐Dの有効性を主張した12箆。さらにフジーマンは、P

D獄公務員（興擁。　o錐。重allであるから、公共的責任があり、ゆえに最も論理

的な発展形式であると主張した｛2働．そしてPDオフィスが設立されれば、す

べての被逮捕者搭遅滞なく、そのP　Dによる根談を受けることができ、（警察

における／残虐な取り掃いはほぼ完全な終焉を告げることになるだろうと主張

した〔22融合

　これに端航する論文として，スチュワートの論文が覇じ雑誌に掲載された。

ここで、PD鰯度をめぐる幾睾1論が展醗された。スチュワートは、PD麟痩斜

r原理的に不健全であるまと考えた。そもそも、公務員が弁護人となることを

葱達するのは誤蓼であると、スチュワートは籔書しだ2鋤。そして、P　Dは穐

ともと裁判官の役人である」（2識、として従来の国選弁護麟農を支持した｛2働．

　ポ韓ックは、公務員Φ曲翫。墾c13茎1であるがゆえに、裁判官のご機嫌を構

い、綾察官の幾摯1者となりえない、それゆえ「原遷的に不健全である」、とい

うスチュワートの議論は、裁覇調度全体や実務を葬難ずるものであ警、P　Dの

選念が不健全であることを意賺しない、とす都2路．ボロックは、スチュワー
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トの見解を観覇しながらも｛2錨、第三欝欝の道を摸索した。すなわち、PrD

羅綾の必要性を主張した〔23虜．ポ麿ックは、緯織的に行われるPrDが、依頼

者への職務を十分に果たし得ると考えた｛2錨。

　ディモックは、連邦裁判携にP　Dを設立する議会の主張に嬉癒して、痛薫な

撹講論を展麗しだ2織．欝32年にニューヨークの法律協会が、P　D綱渡の推進者

であるゴールドマンの見解に賛隣することを表隣し、ig3§年にAβAが連邦裁

覇所についてPO麟度を導入することに賛請した・また、この当時・PD鰹渡

の導入論は合衆蟹首霧裁判官（C短e｛」麗之lcelと、罵法長官（Atto螢ey　Ge簑αa董〉

の見解でもあっだ2鍛。この趨勢を背景にディモックは、次のように撹醤論を

展翳した。

　ディモックの講事弁護人像は、パルチザン（翼毒sa燐であっだ23凱依頼者

の無益のために、一意専心の気持ちで裁舞辮に麺航する姿勢こそ煎求められ

るべき理事弁護人像であった。また、ディモックは致癖に請して、常に懐疑的

な観点を抱いていた。「欝事弁護は快して政府が介入してはならない領域であ

る。…度数癖が理事弁護の権限を得ようものなら、政府の権力は絶鰐的なもの

となるであろう声鋤．このようなディモックの医家観、難事弁護人像からすれ

ば、多くの州と鄭で、P　D調度が実施され賞賛を浴びていることは、彼にとっ

ては「ぞっとするぽことであった（2鋤。

　ディモックの撹判譲は次のように整理される。第一に、警察馨家の誕生に韓

する翫甥である．「政府が訴追と羅蒔に弁護をすることは、警察麟家であ甑

それを購棄することに対しての騰争は、一歩も後退してはならないヂ鱗。ディ

モックはこのように主張している。そして特にディモックは、検察官は司法官

瞬δ麺a茎。鋲cer）であるが、弁護人はパルチザンであ甑渋して司法官であっ

てはならないことを強調する｛2鱗．第二に、P　Dは政府によって支持されるた

め、それにまつわる劉有の勉験性があるとする。この緯験姓を考慮すれば、無

蝶の国選弁護麟度の方がまだ優れているとディモックは主張する（24靴特に、

P至）が政霧によって任命され・、輯醗を受けることとなると、生誹は猛禽権銀者
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に依存することになる。それは、選挙毒疑であれ、郡監督委員会であれ・裁覇

断、裁判官であれ講嶽であるとディモックは主張する催｝。

　「裁甥富や裁覇轟にその地位を負っているPDは、彼らの繭では、被疑者・

　被告人の利益のためにという単独の視点をもつことができない。人間には自

　己鋳衛本能が強く、そのため、綾は裁警1辮や裁甥容との縫係を考慮して、行

　動ずるであろう。オフィスが、選挙によるのであれば、選挙襲係を考慰して、

　行動することになるであろう」｛2鯨。

以、髭のように主張し、匿P　Dは依頼者のことよりも、その飽の人々の利益を考

慮するヂ鰭、とディモックは撹利した〔2鱈．

　ディモック請文の反響は大きかった。ディモックとスチュワートの議論は、

政癌に繋する強い警威感から鵠発していた、ハ婆ントンとゲッティーはディモ

ックの議論に反論し、P　Dは鰯人的に活動する弁護人と罰む儒条に基づいてお

り、検察官および裁覇官とは根本的な違いが9Dにはあると主張した灘穫ま

た、ロサンジェルスPDであったカフは、ディモックの擾講の5隼後に、力夢

フォルニアのP至〉潜熱意のある喜妙な弁護を、懸人的に活動する弁護入と講じ

ように提供していると主張した｛2鋤，カフの議論は、力婁フォルニア州裁覇官

であったデビッドによって支持された。デビッドは、有妙な弁護が不罵能とな

るような9Dと検察官との密接な関係絃存在しないこと、PDは有罪答弁では

有無な地位にあることを主張した｛2識。このように飛事弁護と匿との関係が縫

題とされ、依頼者の利益に資する飛車弁護が実理されうるかという理事弁護の

遅念が追求され、碧Dの独立姓の問題が議論された．

　その後P　Dに対する概判はデュー・プロセス革命の荒波に押し流された形と

なって、PD麟度が飛躍的に発展した‘2鋤・マッキンタイアーは、この過程を

　ド裁覇の菱当性まを保つための遍程であったと分解している獅2｝。しかしその

後も、縷察官と弁護人を致驚が独毒し、碧Dの弁護人としての独立性が欠麺す

るであろうという競覇は、PD羅綾をめぐる議論において常に中心的な問題で

あった。そしてPDは裁鵯富・検察官と緊密に交藤し、真の弁護人として当事
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者主義における独立した役割を演じることができないのか、P　Dは依頼者の利

益のために飛事弁護を行っているのかが腿題とさ轟続けた。さらにPD鱗度が

発展するにつれて、この開題はアメジカ合衆蟹における溺事司法鱗度の重要課

題ともなっていった。縫えぱパッカーは、2つの異なったモデル、すなわちデ

ュー・プロセス・モデルと凝罪擁壁モデルの見難から、飛事舞法手続の分析方

法を捲擁したが｛2顕、この2つの軸に蝿し2Dはどちらのモデルに寄与するか

が周題とされた。1鰯6年から欝67年にか診てのミネソタ州における溺事手続の

醗究では、ミネソタ州で蓉65年に州綬模のPD灘痩が導入された結果・PDは

デュー・プロセス・モデルの方講に影響を与えていると議譲された〔2き駕その

纏にも飛事欝法麟度における実証醗究において、PD難度の麗題が飛車手続の

観察・裁醤結果を通して議譲された。

　麟　実謹的覆究によるパブ琴ック・ディフェンダー鵠度論争

A　パブ1タック・ディフェンダーの当事者牲をめぐる論争

　実証醗究における論争のさきがけとなった醗究が、POが掃う被疑者・被告

人の態簑に焦点を当てたスドノウの羅究であった（ig65年〉｛2覇。スドノウは縫

会学的分析を導入して、霞常の弁護活動から飛罰矯定が畷実まにどのように

旋購されるのかを分観した。そしてスドノウは、第一に、一定の法規に焦焦を

あてた有罪答弁の検討、第二に有罪答弁の場合におけるP　Dの弁護活動の検討、

第三にP　Dの弁護活動の顧肉を分析し、野○麟獲に震著な綾織的行動形式とP

Dの蒙常活動における鷺法の舞灘方法について考察しだ2紬．

　有罪答弁では訴追する麗罪の変更がその中心課題である。もともとの重大な

犯罪訴追によって公判で宣告される量飛よ箏も、軽い量飛の髭罪について有罪

を答弁することで軽度の星羅の獲得を被疑者・被告人に検察官ぶ提案し、鞍

疑者・被告人がその提案に疑意する遍程が有罪答弁の1つである。P　Dは弁

護人として有罪答弁の棒裁役となる．被疑者・被告人が無罪を獲得できる見込

みがない場合には、有罪答弁を行うことが重要となる。ここで、罪捧に瑠の軽
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い罪体が包含されている場合には、軽い罪体について有罪を答弁することとな

る。しかし、罪体に直接その鰹の罪体を構成するものが存在しない鬱念には、

麗罪行為を講成する行為遜程に事実上含まれる軽度な麗罪が着§される｛25駕

　この場合に、喚型的匪な行為類型・歓会的背景・事件の献漫・被害者の類

型などが重要となる．スドノウはこのことをPD潜熟知していると主張する。

そしてPDの蒙常行動は次のような性格を有すると、スドノウは主張する。

①P　Dは「麗罪まの類型を重複し、依頼者の鰻人的な問題を考癒しない。⑧P

Dにとって、狸罪を規定する舗定法は重要ではない。⑤そして一般に訴訟遍程

に持ち込まれる「麗罪まにつ恥ての一般的な愛罪考と狸罪の特徴・類型が、P

Dにとって重要となる．㊥このような礎罪達は・行われる暢辮」によって

定式化される．PDは場藪によってどの「髭罪まが行なわれるか、学んでいる。

⑤PDはこのようなr麗罪まを麗した麗罪者の類型についての特需な知識、馨

鴬の中でよく饑くわす「犯罪iに詳しいか否かによって、能力を評懸される。

PDは法律知識だけでなく、縫会構造と麓罪学的知識と麗連事件に臆する「犯

罪まの専門盤渉要求される｛2紬．した麟ってPDの仕事はr弁護壊することで

はなく、被疑者・被告人を区分し、その狸罪の性質に応じて彼らを分類し・そ

れをギ事務的まに取鯵擾うだけである、薪P　Dの行動は、依頼者の無罪を確保

することには、めったに晦けられないゴ2鋤と、スドノウは主張する。

　スドノウは、このようなr弁護墨が有罪答弁の遍程を通して検察官との協力

作業によって行われると主張する。そして、次のようにスドノウは主張してい

る．（蠣人的に活動する弁護士の中心課題は依頼者の利益を代弁することであ

るが、PDは裁覇辮との鷺係が中心課題となる．②経織的にPDは醗置され、

敏頼者とのコミュニケーションは少なく、PD闘でも特定の鞍疑者・被告人に

ついて惰鞍を交換することはない。⑧PDは依頼者の「弁護」のために構鞍を

受けたりせず、駐Dにとって書類がすべてとな観PDは書類を年麟申に手渡さ

れ、初めてそこで欝を通すこととなる（騰。④事件の誰総より事件の典型的な

椿報を匪）は獲得する．⑤そしてP　Dは有罪を前提として蟹頼者に質潤し、無
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罪を獲得する弁護方舞にほとんど至らない．⑧このようにして、PDは検察

官との其講修業によってより軽い飛の灘罪について有罪を依頼者に答弁させ

る（2鋤。そしてスドノウは次のように結論づけている。

　「PDは、裁覇翫における有罪判決を行っている響常の業驚に、深灘なトラ

　ブルを引き起こしたりしないのである。P　Dlま法について司法審査を求める

　ことはなく、訴訟では手続と法の合憲牲癬審査されることはない。またP　D

　によって裁覇営は縫人的に攻撃されることもない．警察はその活動の適法性

　に絶する司法審査から免れることとなる。したがって・縫会にあって有色人

　種に薄する差懸的な行いが援1霧されないであろう。…検察官は、被疑者・

　被告人の有罪を事務的に掃い、手続の遍程では敵意を弁護灘に示すこともな

　く、…裁判官、曙審員に厳罰を求めたりすることもなく、最小酸の負握で適

　窮に被疑者・被告人を拘禁施設に送るために裁鵯辮に訴訟を提起するのであ

　る達｛2絡自

スドノウはこのように響常の講法邊程における有罪答弁のあり方を鋭く分新し、

その率でのPDの役割、鴛動類型を読得的に説霧した．

　スドノウの醗究は方法譲的に誤っている部分があるとして反駁したのが、ス

コールニッタであった（欝67年）｛2働。スコールニッタは調査の結果、場合によ

っては鰻人弁護士の方ぶ、検察官と親密になり喩弘を行うことを指摘す

る｛2磯．また、スドノウがPDは「裁戦勝における有罪判決を行っている§常

の業務に、深茨なトラブルを弓iき起こしたりしないのである∫と主張したのに

対し、いくつかの事溺ではむしろ逆のことがあるとスコールニッタは主張した。

すなわち、すべてのPDが櫨察宮と「チームまとして活動しているわけではな

く、疑一人物がときには「綾1カ」的とな鯵、ときにはf敵繋ま的となる、した

がって、スドノウの考え方は真実でもあるが、必ずしも一緩的に当てはまるも

のではないことが旛鶴されだ2砺。

　またス簾一ルニックは、P　Dが無造作に依頼者に接触することからP　Dと耀

人的に活動する弁護士の姥鮫は懸難であるとしつつも、敏頼者の特性の違い
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に淫鬱し、その格違がスドノウなどによる要〉Dの擾1判を招いていると指摘し

た｛2繭。つま吟、依頼者の社会経済的な購級の楕違が注馨されたのである。鰹

えば、繰毅を望むことができない貧毯者がPDの依頼者となる結果、有罪答弁

の方向に野Dの弁護方斜が肉かうことになり、またPDにとって事鉾を準備す

ることが難しくなる。そのためP　Dは、一般には比較的貧羅であ鬱鬱己の弁護

を準備できない繕綴の被疑者・披書入を弁護することとなる麟鴛

　さらにスコーノレニックは、PDと依頼者との縫係が儀人的に活動する弁護士

と依頼者との関係と異なることを捲摘する．その穏違とは、P至）が鼓頼者を選

採できないことである。峯〉Dは轟分とは意見の合わない依頼者を弱り捨てるわ

けにはいかないから、鱗度的な構造上、P　Dは依頼者をコントロールすること

は難しく、櫓互の緩頼縫係を確立することは難しいであろうと、スコーノレニッ

クは捲擁するのである齢8》．その織果、次のように分析する。野Dの依頼者と

騒人弁護士の依頼者との闘には、経済的灘綴に穆違がある。したがってPDの

依頼者は貧羅のために欝己の防御ができず、憲法の知識もなく、保釈もゆるさ

れない．またP至）の依頼者は、弁護人を選叛することもできない．したがって、

事件の最秘からP　Dの蟹頼者はP　Dに概醤的、敵最前になる‘2§9｝。以上のよう

に分析さ蕊た結果、スコーノレニックは次のように結論づけた。

　　蓑PDの擾霧は、P£｝によって提僕される弁護の質を過小評慰する傾向にあ

　つた、その獲塗は、1つは、綾ら（スドノウ等〉がPDの敏頼者と燧人的

　に活動する弁護士の依頼者との縫会経済的蔭綴の櫨違を説鱗できなかったこ

　と、玉つは、彼らがP　D方フィスにおける騒人闘の穣違を区臠することを怠

　つたことによる重｛習饒。

スコールニッタは、従来の礪：究では騒人弁護士の幾の区霧がなされていないこ

と鵬観する．犠こ、最も磯な鰍弁護士とP遊戯較が行われてきたこ

とが振摘されだ2陶．

　スコールニッタの嶽鶴にも関わらず、その後も多くの藩究者がP　Dの独立性

に懐疑的な見解を抱いている。鷺事法廷をギ外部者の病理学的不信霧」をもつ
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闘ざされた縫会ととらえ．様々な観察を通じて、アメ夢力溺事講法講度の運念

と伝統的思考を検認したブランパークは、「溺事罵法麟度は『経済的垂に動か

され、禽罪答弁を撰き起こすことを意緩された戦略と講弁から構成されてい

る」｛2騰と論じ、璃事講法麟度の官僚的涯力を強讃した。そして軒弁護人は、儀

人弁護士であれ、法律鉄麟の弁護士であれ、PDであれ、検察に薄して事務辮

蕃書やゼ腹心遺の釣手を通じ、また裁判官に薄して忠実な縫孫を保ちつつ、裁

肇1湧との緊密かつ継続的関係を持つことになる葺とする（273｝。このように1、臨

調鑑に請けられる涯力は、講じように綴人弁護士に影響することが認識されてい

たが、公的弁護人はその業務を政府から負擁しているために、裁離宮と穣察

宮の窪力や説得に影響を受けやすいと考えられたのである。そこで、ブランパ

ークは「PD麟度は、ギデオンとアーガーシンガーに鍵って、辺境の露地裏の

『無責任な垂参驚者の多くを退けたのだが、P　Dは被告発音およびその鰹の法

律家と縫会科学醗究者から、依然、懐疑的に見られている」と述べている（2雑。

　その飽にも、P　Dは藪頬者の利益を代弁する弁護入になることはないという

疑問が散見される．舞えぱ、オフィスが講造的に検察官灘凌に類織し、検察官

と講じようにPDはrオフィスの嚢常事と続籠に適合し、法廷ごとに奪鍔化さ

れ、オフィスの賠緩緩織のなかで上線裁判藪に従い．上司の要求に縫い昇進を

簸得するようになるゴと表現された｛2矯・ナルドゥルイは圧力に換えて、協調

関係が訴訟の結果に強麟を換えていると主張する。疑いもなくほとんどの9D

は、大業の穰人弁護士よりも協調的である、とされるのである。なぜなら、郷

人弁護士とは異な鯵P覧〉は永久的に法廷の一員であるため、PDは、職場を裁

朝嘗および検察官と共有していることとなり、永続的な麗係からそれぞれの役

割認識が生み崖されることになると主張される｛2勘．シルバーマンは、r不幸な

ことに多くのPDが、被疑者・被告人と講様に裁覇辮にも責任を感じている．

意識的にせ’よ無意識的にせよ、できるだけ迅速に流れ修業にそって訴訟を動か

すことが仕事であるという生産労働者のように、PDは露分自身を見つめてい

る葺と論じている（2笥。ワイスも、講じような撹点から、属様の主張をしてい
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る鐸8｝。

　縫会学的分析に基づくもの以外にも、特にP　Dの選荘方法の謬§係でもP　Dが

疑問視されている｛279｝。鯛えぱレーどンは、rPDの支醒している顯望は・裁

舞辮で裁甥官を満足させること」であると論じている（2灘。この遷虫として、

ダ裁覇嘗委員会が薩接P　D長を任命し．郵政府にスタッフに関する予算勧告を

行うま｛2繍ことが挙げられ’ている．さらに、仕事に離して裁覇富のコントロール

のもとにないPD舗度の管轄ですら、葬協力的なPDを取陰陰く欝法的脅威に

よって不十分な弁護が生み患されていると主張された。そして、葬鶉力的な嚢

Dはしばしば無罪を主張して陪審鼓舞を要求し、有罪に射して上訴することに

よって遼遠な藩法手続を停滞させる弁護人であると、主張された鑽孔このよ

うな講法的脅威譲は、選鉦方式、検察賞・裁鵯官とのなれ合いの雰麩気を総捲

した、飛車罵法麟度に内在する腿題を直接的に表現している。

　一方、PD麟度の実施される特定の法域の嚢究では、PD講度の有効性が逆

に註瞬されているものもある齪3｝、公醤ではむしろ鰻人弁護士の方捧弐・事件を

最大鰻の費罵で取修撰うために裁朝霧に依存的であるとする評懸も晃受けられ

る‘2齢．デンバーのPDオフィスにおける観察・質開講査による麟究では、依

頼者の利益を犠牲にして協力縫係を縷察官と構築することは見られず、このこ

とについて懸人弁護士との櫓違は見られなかった、と鞍告された｛2絢。フィー

夢一の硬究した法域では、PDが流れ痒業的に手続を推進するどころか、P

Dは性急な依頼者をしばしぱ緩めなければならなかったことが鞍告されてい

る〔2＄ε》。

　さらに最近では、験察官との協調雛係が至》Dにとって最高の結果をもたらす

　郵戦略」ととらえ、被疑者・被告人に利益をもたらす手段であると遷解する試

みもある（2覇。今韓のPD麟震醗究では、スドノウおよびブランパークの見解

はr少なくとも醗究者の闘ではま支持されなくなっているとも捲暴されてい

る｛2晒。むしろPD自身癬自立した專鰐家であることを意識していることも明

らかにされており、いくつかの碧Dオフィスは、強力な弁護を行う文化によっ
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て性啓づけられている｛2脳。

8　実謹的誌鞍覆究　アメジカ合衆麟こおいては、州あるいは都舞に穰事弁護

難度の形態が異なるため、どのような麟凌が有効な弁護を提供するのかに最も

霧§心が寄せられてきた。そして、PD麟度は今まで概観してきた議論からもわ

かるように、堤実にはその飽の難事弁護難度の類型による弁護人あるいは私選

弁護人よりも劣っているのかが、議論されたのである。そこで、裁鵯の結果や

観察結果、裁講盲あるいは被疑者・被告人による謹書データから飛事弁護麟度

に関する鐘較羅究が行われてきた。

＆）　裁醤結果による詑較　分衝の方法としては、（A〉私選弁護人とPDの

箆較、（β）私選弁護入、国選弁護人を含めた鰹人で活動する弁護人とP　Dの

覧較、（C）P　Dと霞選弁護（事件毎に弁護人が選懸される〉の弁護人の姥鮫

が考えられ、る。

　（A〉について、シルバースタイン（ig65年〉の癖究は、私選弁護人の方がP

Dよ鯵もよい銭轡結果（料決、宣告において／を獲得したと報告された（2鰍。そ

の飽の初期の醗究でも、シルバースタインの羅究と縫じ結果が鞍告された（2総。

しかし、これらの癖究は、単に結果だけを脆較していたため、敏頼考の種類を

考慮していなかった．P　Dの依頼者は、箆較的若く、貧襲であ穆、マイノリテ

ィの者であり、かつ重罪で告発されている考が多かっだ2鋤。これらの諸要素

を考慮しつつ箆較嚢究を行ったテイラーらの醗究（欝73）は、講者の裁判結果

にほとんど差異は認められ’ないと結論づけた〔2職。その後、多くの調査覆究が、

PDと私選弁護人との聞における裁舞結果の旗違は見られないという、テイラ

ーらの醗究結果と聡じ結果を公表している12脇。また、従来のP　D凝度とは異

なり、デュー・プβセス革命の要請に答えて改善されたPD麟度におけるPD

との箆較が必要であるとの鶏題意識のもとに行われた調査によっても、私選弁

護人とP　Dにおける裁醤結果に差異が見られないという報告がなされた｛2鮪。

　（鋤について、私選弁護人および羅選弁護人を含む結入として弁護活動を

行う弁護人と政瞬によって雇われた野Dとの箆較棲討も盛んに行われた．この
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観点についても、ネーゲルの祷娚の醗究（婚73年〉では纒人的に活聾する弁護

人の方が、裁覇絃果（料決、宣告〉においてよい結果をおさめていると指擾さ

れていた｛2鰍．しかし、その後聾7§年代以降の醗究では、箆罪の重大性、被疑

者・被告人の特性などの差異を考慮した調査が行われた結果、羅人的に活動す

る弁護人とP　Dとの裁覇結果については、特に宣告に関する調査ではほとんど

緩違がなかったと主張された｛2§7｝。

　（C／については、合衆羅において弱心の高い鍵較醗究であった。政蔚にと

って、事件毎に弁護人を選任する羅選弁護麟度と2D講護のどちらが有効な弁

護を提供できるのか、鷺事弁護鱗度を設立するときに問題となるからである。

しかし、実証的醗究によっても、単純な裁判結果から箆較すると醒選弁護難度

の方がよいのか、あるいはPD麟度の方が有効な弁護を提供できるのか、見解

が分かれていた．キッテル（欝欝一欝簿年）（有罪判決、宣告〉、グ夢ア（欝7i

年）（打ち燐導率、プロペーシ慕ン）、コーエンら（欝83年〉（有罪甥決〉・マッ

コンビルとミルスキー（雄編年〉（無罪率〉の各調査では、欝D舗度（あるい

は法律扶勝協会によるD欝麟度）の方が有効な弁護を提供していると結論づけ

られた（2鰭．講者の聡に、具体的な裁覇結果においては差異がないとする醗究

は、ベンジャミンとペデルスキーの醗究（欝69年）（打ち窮琴）、シルバースタ

インの砺究（欝65年〉（打ち隣り、プロベーション）がある｛2鰍。国選弁護人の

方が優秀であるとする礒究には、サマースの羅究（欝欝年〉（打ち饗甑プ冒

ベーション）等がある｛3鋤。このように、国選弁護人の方が優秀なのか、あるい

はPDの方潜優秀なのかについて、その答えは実証的講究によって畷らかでは

ない。さらに、PDあるいは蟹選弁護人に露有の依頼者の特権i・告発される犯

罪の盤質等を考慮した比較藩究によっても、ほとんど銭無結果に差異は晃られ

ない状溌にあった。テーラーらの難究（欝72年〉、ヘルマンらの醗究（欝77年）・

クラークとコッホらの醗究（欝鍵年）、ホールデンとバーキンの暴発（欝85年〉

は，講者の翼の裁覇結果（覇決、宣告／について差異が晃られないと報告して

いる（3雛｝な
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　アメ夢力合衆国ではPD麟度あるいは羅選弁護麟度を採篤している蔀、撰が

涯倒的に多い。この魑、契約弁護鱗度を採駕している穰が存在する。契約弁護

舗度と蟹選弁護講度との箆鞍懸究も、採罵された難度の類型の帽違に難して裁

判結果にほとんど蟹違はな》・と主張している｛鍵2》．

　このように実謹的な箆較醗究は、PDよ管も醐人的に活動する弁護人の方潜

有能であるという結詮を、訴訟繕果や裁霧観察を通した鰭較醗究からは導き虚

すことができなかった。これらの醗究によって、PDの独立性、特に盛事音盤

の欠如の是葬、有妙な弁護を実現しているかどうかを覇擬することは難しい．

フィー二一らの論稿によれば、これらの嚢究の結果、瞬確な活動の違いは見ら

れなかったと結譲づけられている㈹3）。

も〉　裁繁1富・被疑者・被告人から見たPD観　裁警ま結果による無二較毒蓄究の飽

に鞍疑者・被告人が夢Dから受けた弁護について溝足しているかどうか，ある

いはPDをどのように捉えているのか、という観点から積極的な難究が行われ

た。ここで絹らかにされたことは、PDが依頼者の闘では不人気である、と疑

うことである｛継｝。鰍えば、ロサンゼルスのインタどユーでは、被疑者・被告

人はPDを面嫌な検察官」と義理した（3働。さらに、「ほとんどの鞍疑者・被告

人鱒PDを彼らの代弁者（Aδvocate）とは見徴していないことは驚くべきこと

でもないま罫私と議した被疑者・鞍告人は、破らの法律家（費D〉を、法編度を

代表して説得するものととらえている齊働と報告されている．具体的なインタ

ビュー調査結果からも、依頼者はP　Dよ鞍も私選弁護人や国選弁護人の方によ

い露象を抱いていることが瞬らかにされている（3趣。また、依頼者がPDよ撃

も私選弁護人の方によい海象を難いているとする醗究｛3鋤、依頼者がP　D・国

選弁護人よ箏も私選弁護人の方によい簿象を麹いているとする醗究もある｛3働。

しかしこ細らの醗究において、PDが有効な弁護を提供していないことが依頼

者の不満の選患ではないことも主張されている．むしろ、特にPDに議して依

頼者に溝極的な葎象を与えている遷露としては、①PDに耕する震定観念が影

響しているこど3欝、②PDは依頼者が§分で選探した弁護人ではないこと、
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③PD碓頼都一搬に鑓者であること⑧鋤の依頼者は人種的なマイノ

夢ティーの者が多いこと、⑤PDの依頼者は教育レベルが低いこと（3H〉、等が

挙げられている．これらの点は、すでに検討したスコールニッタが捲締すると

ころでもある。

　キャスパーは、なぜ敏頼者がPOを儒頼していないのかを、積極的に解隣し

ようと試みている。窃擬の醗究によれ、ば依頼者がP　Dを嫌悪する原襲を、キャ

スパーは次のように分析していた。①依頼者解弁護人を選択したのではなく、

PDか選錘されてきたこと、⑧PDは縷察嘗を志望していることが多いこと、

③PDには給与が支払われているために、経済的なプレッシャーがなく依頼者

を弁護する財政的な動機付けがないこと、鱈頼幾係は依頼者と弁護入との金銭

縫孫に基づくことが多いこと、㊧致癖によって雇われているPDの地位、であ

る（3鳩。その後の醗究では、次のようにキャスパーはこの開題を分観している。

　　「鰻人的に活動する弁護士は依頼者とi対iで幽きあって接舷するために、

　多くの縛縫を費やすという事実は重要である。…懸人で活動する弁護士麟そ

　の依頼者から受ける評懸よりも、PDが依頼者から受ける評儀が劣っている

　ということは、たんにP　Dに繋する一般的な依頼者の不儀絹および政府の被

　雇編者としての鰯度的な地位の結果だけではない。むしろ、PDが費やす時

　闘量と麗達している。すなわち、野Dが依頼者と直接に接触する時禰がもて

　るかどうかに聡達しているのである」撒靴

そして、キャスパーは次のように結論づけた。すなわち、PDが一般に忙しく、

受け持つ事件が鐘較的複雑なものではなく、暗闘を勤率的に甦遅しようとする

繧癖にある。PDが依頼者の盤頼を獲得するためには、依頼者一人に費やす時

匿1量を十分にとるこ二とが重要である（3轡。

　ダー婆ンはヂP　Dの依頼者の特質により、懸人弁護人と隅じくらい有効であ

ることをPDが瞬らかにすることを難しくしていることは瞬らかである」｛3撤

　と指摘している。このように、スコールニッタと講じような捲摘をして、さら

にダ一筆ンは、依頼者に2Dが不人気である遷露は、PDの機籠がよく認識さ
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れ・ていないことと関係していると鮨摘している。そして駐D麟度の機縫をよく

依頼者に運解させることが、P　Dへの依頼者の態度を改善することを約束する

としている繊6｝。これは、キャスパーの指摘とも関連していることになる・な

ぜなら、依頼者との接触時間が少なければ、PDはそれだけ依頼者との鱈頼縫

孫を築くことは難しく、したがってPDは依頼者から遷解されにくくなるから

である。

　このような捲摘がある一方で、飛事講演鰯度の縫係者が費D鰯度を評慰する

論稿もある｛3鵜。一般に、アメジカ合衆蟹の法曹麗係者からは、PDは良聾な

評憾を受けているようである。舞えぱ、シルバースタインは、裁判官と棲察官

の全蟹的調査において、「全体としてこれらの圏答は、PDが私選弁護人と瞬

じくらい存疑iであり、よ陰経験があることもしばしばであることを示している。

しかし、PDが十分に私選弁護人と比較されていない鄭は箆較的このようなこ

とが震われていない3灘き｝と逮ぺている、

　このように概観すると、一般的に費Dは依頼者から溝極的な評纒を受けてい

る。その遷嶽は、次のようにまとめることができる。①私選弁護人と講じよう

に依頼者に選猛されていないこと、②公的弁護を要求する依頼者の縫会・経済

的地麺、③弁護権が十分に運解されていないこと、④P　Dゆえの地粒．である。

しかし、溝極的な評癒は、必ずしも強力なものではないこと、PD鱗痩ゆえに

必然的に生じているわけではないこともわかる。特に、⑤PDが÷分に時間を

依頼者のために費やすことができない翼題が、依頼者の満足度に悪影響を与え

ていることをキャスパーが指摘しているように、そのような状瀧が葬り患され

る現実の麟度が閣題である、そのiつが、次に読鬱するPD鰯簑の公的鍛練不

足という縫題である。

働　パブ撃ック・ディフェンダー麟度の課題一財政不定問題一

　ギデオン判決以降、ますます、州による麟事弁護纏度への資金の提僕が必要

となったと講時に、できるだけ、効率よく理事弁護麟度を運絹することが求め
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られることとなった。その靉靆は、f髭罪への縫争（war　o登Ctl灘麟によって

弁護事件数が極端に増撫したことと、薬勃犯罪が堰擁したことが最も大きな理

露である灘9｝．そこで各嬢は、現実には、灘ストの安く済む方法を探すことに

よって、講事弁護拳獲を運営することとなる、それが、穰事弁護翻度の種類を

決定する重要な要霞ともなっている．コストを饗善詰めると講時に、事終数が

多くなるために、第i章で検討したように、PD調度の場合には、あまりPD

が雇驚されず、P　Dは事件を過痩に資糧させられる事態溝生じてくる．そのた

め、P　Dは懇々の事件に十分に薄応できない献態とな穆、依頼者から不満が生

じる．第i章で検討したように、暗黙給を安くした鯵、フィー・キャップ麟獲

を導入したりして、国選弁護費灘を籔撤詰めたり｛鍵む1・政府はPD麟度や契約

弁護凝獲へあまり資金を提徴しないことによつで3鋤、整備されない遜事弁護

鰯痩はそのままにされ、その合憲性が構法審査されることとなる。これは．以

上のような合衆蟹の羅事弁護講度に関する状漉を表している｛3訟．

　そ診ため、実際には、事件負撞を麟鞍させる基準潜設定されるなどして、各

PD麟度にその基準を遵守させることが健されている。具体的には、各擁は、

欝8§年代には羅事弁護舗度の改革を促し、州は統一基準を設定し、各轟がそれ

に従うことを財政的にコント資一ルするメカニズムが、逐年、発展しだ3勤．

　ところで、以．とのような難敵不足の問題嫁、実像の20麟度におけるシステ

ムにも現れている。すなわち現在のPD鱗度では、訴訟の糟糠による負越超遍

によって、ベルトコンベアー式に各々の段階で専轡のPDが玉人の被疑者・被

告人につく、いわゆるゾーン・ディフェンス・システム（zo総δe艶盤esyste麟

が、撹醤されだ3踊。「流れ修業手続善とも表囑されるゾーン・ディフェンス・

システムを採濡することによ辱、被疑者・被告人は予輪審闘殺躇、公嚮後露、

あ訴段賠に各々のP　Dを持つことになる．そのため、事件は機械的に搬われ、

スドノウが撹判ずるように綴人的な事椿が無擬され、したがって依頼者との

繧頬関係が失われる．そして、依頼者の儀頼関係の欠文撰こよるP3の不人気に

も繋がることになる．その結果、最終的には、菅効な弁護の機会が奪われる

　　　　　　　　　　　　　　　一i6産
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と続刊される｛325｝．

　歴史的には、五霞の恵贈と露66年代の覇鰹展醗にP　D講度が鰐応できないた

め、眼られたPDを最大譲に科絹するために、ゾーン・ディフェンス・システ

ムが積極的に導入された．ig79年の醗究によれば、シカゴの重罪事件の47％が、

このような弁護体罐による弁護を受けていると馨告された（3鰭。また・ゾー

ン・ディフェンス・システムは麺史的に襲来しているともいう。鰍えば、かつ

ては，市と郵の飛車裁覇舗度は分麟された財政によって運営され、猛事も分擬

されていた．しかし、オフィスが合臠した雛、あるいは裁舞譲度それ窪身が統

一された参すると、オフィスのもともとの構造が新しい組織のなかで永続した

ままであれば、各々のPDは従来の管轄を受け持つままとなる。したがって、

各々の段購ごとにPDが存在することになるという御駕

　PDが被疑者・被告人を代理する形式としては、主にゾーン型の勉に継続型

および癖者の修亜型の3種類を想定することができる。欝欝年代に行われたワ

イスらの9都毒の調査によれば、ゾーン型は敏頼者と費Dとの倭頼麗係が妨げら

れていると援1覇されていだ3鰭。ただし、ゾーン型が一撮に幾籍されているわ

けでもない、なぜなら、各々の段躇における奪絹家としての弁護人が依頼者を

代理するという長翫も存姦するからである〔3鋤．継続璽では、事件が最後に終

結するまで、2Dは被疑者・被告人を弁護する．ワイスは、少なくともこの方

法が被疑者・被告人とPDとの倭頼関係を促進することになる麟、継続璽では

PDの事偉負麺量が、比較的、少ないことにも注意すべきであると指摘してい

る｛3鍛。このように、事件負糧量の少ない地域では継続型が藩籬ではあったが、

事件負捲量が多い地区では、そのような体灘が整えられない現実が合衆羅には

存産していた．修正型ではゾーン・ディフェンス形式に類覆しているが、主要

麗罪によって、重罪かつ重い飛幾、軽罪も異鴬なほど盤醐の認知を受けたもの

や、避難な法律問題がある場合には全手続を通して董人のP　Dが選任されると

いう調度が採灘されている。ワイスは、修鉦型は流れ作業形式よ鯵は優れ．実

行藩籬姓のある妥協点であると主張している（3鐙。
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　費D鱗度は、すでに櫨試したように、従来から麗選弁護舗度よ吟も経済的で

あると主張されてきた。この点が含衆覆においてPD講痘潜発展してきた原石

のiつであることは否めないであろう。しかし、そのような峯〉D嗣簑であって

も、十分な講家資金の投入がなければ、以上のようなひずみが生じ、撹判され

ることとなる。そうだとすれば、P　D綱渡の撹警1は、むしろ、以上のような飛

事弁護麟度の財致上の整備が行き雇いていないことに専ら趨馨していると評懸i

することもできる．饑えばPDの不人気齢・つたPD簿渡への幾糠嵐キャス

パーの捲摘によれば、PD懸人だけにあるわけではなく、合衆国の飛事講法麟

度全体のなかで、十分な資金を握盤して飛車弁護麟度を整備しない政瞬に蝿す

る蟹1肇1でもあることになる。

　P　Dの独立惟の問題は、合康覆においても依然として主張されている。しか

し、歪〉Dの独立盤に関する議i論は撃論乙鍛の状態にある、当事者牲の欠麺が実

謹されているわけではない。一方、この開題にも、PD麟度が購政的に整備さ

れていないことが影響している。P至〉の独立姓の欠麺には、被疑者・被告人を

省みず、事務麺遷的に事緯を扱うという盛事者牲の欠麹が最も幾覇さ蕊てきた。

しかし、この状浅は．まさに財政的な不整備が原翼による多忙なPDによって

作り灘されているからでもある。

　具体的なPD舗度に対’する撰：判は、PDとしての鍵盤から生じる場合よりも、

むしろP　D鰹度が整備されているかいないかに、大きな原霞がある．このよう

な現状を鑑みると、PD鱗農：を我々が検討する場合には、特豊こP亙〉鱗度の構造

について慎重な考慮を必要とすることは瞬らかであるが、さらにP　D綱渡にお

ける財政圭の不整薦の問題も検討の繋象に据えて、合わせてPD麟度を考察す

ることが必要である。特に、P　D麟度に靖する撹覇は、財政上の義務を十分に

尽くしていない、政海に対する撹判でもあることが考憲されなければならない・
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