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第3章　イギリスおよびアメ縫方合衆国におけるパブびック・ディ

　　　フ蕊ンダー麟度の考察一被疑者理事弁護鱗度と関連して一

第3節　アメリカ合衆国におけるパブ鯵ック・ディフェンダー講度

3　現代パブ婆ック・ディフェンダー麟度の動向

　輪　パプ鯵ック・ディフェンダー舗痩の権造

A　パブ蓼ック・ディフェンダー麟度に絶する基準　アメ婆力合衆蟹では、

欝騰～簿年代における連都最高裁の…連の戦捷によって、逮捕段驚から禰事弁

護霧度が整鶴された。そのため、被疑者国選弁護鱗痩が欠妬しているというわ

が蟹のような問題は、形式的には解消された。

　近零の最大の課題は、パブ窟タック・ディフェンダー⑫曲翫Dε艶蕪er、縁

下費Dと略す）鯵縷：におけるPOの事件資糧量をどのように麟滅さぜていくか、

P　D麟度への財政不足をどのように解消していくべきなのか、の2点であった

と患われる。すでに指摘した遜り、この2っの問題は権互に関連している。連

邦最高裁の一連の鵯醗によって遜事弁護鰯度を整備することが各州に要請され、

弁護人の需要が増大した。さらに、猫罪数の増趨によって弁護人の需要が増大

する一方、猫罪に厳しく対越する政策がとられた。そして、鋼車弁護麟度は財

政的に逼迫した。そこで、各国選弁護人の報醗は不十分となり、各弁護士は公

的弁護に参撫したがらなくなった。給与を受ける碧Dの数も綱醗され、事件数

も増えた。そこで、P至）の事件負握疑が増すことになった。

　また、ig鴇無代に入ると、上議などの理事手続内で十分な弁護を受けたかど

うかが争われたり、民事訴訟の不法行為や弁護士会内の懲戒手続において弁護

過誤の問題として、弁護の質が闘われることが多くなった。これらでは、弁護

戦酪や趨事弁護に対する各弁護士の力量などが闘われた。また、溺事弁護の質
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鞍疑者麟事弁護1こ関する一試論繊（麟露髄典）

的溝上が強く要求された。しかし、開題は燧々の弁護活動だけに鰻られなかっ

た。鰯々の弁護活動をサポートする趨事弁護凝度がいかに整欝されるべきかも、

賜われることとなった。そして、先述した事件負撞量の開題や財政不足の霞題

も、璃事弁護の充実化を実現するためには、解消されなければならない課題で

あった。また、飛事弁護の充実牝のために、その飽の欝嚢についても溺事弁護

麟度が整備されなければならなかった。

　このように、這年のアメ撃力合衆馨では、弁護人が付いた後の問題として、

理事弁護の質的向上のために凝度的仕緩みをどのようにすべきかが、課題のi

つとされてきた。この観点から、穰事弁護麟嚢：を整備するための基準が、各方

面から発表され、穫範とされてきた。また、穰事弁護の質を高めるために、飛

事弁護麟度の整備を要求する様々な訴訟が行われ、そのいくつかが成功を収め

てきた。

　溺事弁護麟度に関する基準としては、溺事司法基準および霞的に関する全米

饒舌委員会（翼3tio葺滋A酌量sory　Co搬盃ssiQ盗。葺Cr玉搬塗a茎」琶st呈ce

Staη6ar4s　a登δGo3is）（以下翼A　Cと酪す）、麟事弁護に関する全米講査委員

会（翼滋io総豊S臓4yCo盈麟ss墨。嚢。登De書磁seServ量ces）（銭下翼SCと酪す）、

全米法律鉄勤・弁護人協会（翼atめ濾至Leg＆童A16a蕪Dε艶撮鍵Assoei麟。糞）

（以下簸L　A　DAと酪す）、アメ彗力法曹協会（A灘er玉。鍛B＆r　Assoe重aも玉。登〉

（以下A3Aと麗察す）の各基準が注目される。

　まず、　アメ1ナカ合衆国司法憲法執手テ援動局　（τ難eL＆wE盤至orcε猛2葦毛

Assist3簸ce　Aδ無主擁stra宅沁盤。蜜癒e　U難童tε6Sta艶s　De嚢art鵜e鵬。£」縫stlce、

以下L　EA　Aと略す）の動向と翼ACの動向が、趨事弁護鰯度の逐年の展開に

影響を与えた轡。L狂AAは欝68年に合衆蟹構法省の機関として設立された。

そして、毘罪との縫争のための基金がL£AAに縫供された。このL琶AA基

金は瞬確な計画、還納もなく拡大されたため、撹凝の対象となった。そこで

正解i奪に、醤ACが、L£AAから麟事司法に聞する基準の設定のために緩織

された。これによる翼AC基準軽973隼）の一蔀が、葺誓事弁護簿雛聾こ麗する基

　　　　　　　　　　　　　　　一　3一
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準である121。

　また、広く理事弁護の活性化のために提案を行ってきた著名な球体である鐸

L　ADAやAβAにより、それぞれ璃事弁護鱗度に関しても鐸成された基準が、

糞L　A　D　A基準（欝祐年）｛31、A3A基準である（第3版、露盤年）翰。さらに、

翼LADAは、賛翼されてきた馨AC基準をさらに分析する許可を、合衆蟹司

法省から簿た、そこで縫織された全米調室委員会により作成されたものが、蟹

SC基準である（ig76年）難。

　これらの基準では、内容的には共通点が多い。特に、鐸AC基準は、その勉

の基準の土台となっている灘面もある。そこで、次に、翼A　C基準を中心に、

内容警彗にP　O麟度に麗する基準について、各種基準の異緯を明らかにすること

としたい｛§｝。

多》［）麟獲と国選弁護憲彗度の欝設

　く疑AC捻．§＞　常勤のR［）麟度と弁護士会の実質的な参撫による整備された国

　選聾護麟獲が、貧密鍍疑毒・被告人に弁護を躾給するために、各法鐵で秘鶏可能

　とされる。事件は、璃事題濠凝度に弁護士会が参撫するという重要なことを奨励

　するような方漬で、R窃と醗選弁護人に振夢葺けられる。

　鑓AC基準欝．蔦では、PD凝度は羅選弁護人をサポートする機麗となるべ

きであることが、さらに次のように焼定されている。

く舞AC欝．旙〉　PDオフィスは、麟選弁護人を集め、維持する責紐を有する。

　そこから、裁趨官が被告人のために弁護人を選墨する。裁講蜜は、P　Pによって

　名簿に載せられていない弁護士を名簿に換える権利を有する。碧Oオフィスは、

　名簿の弁護士の萩規および現職の鬱鬱も鍵僕し、瞬選弁護人への補跡業務を提供

　する。そして、オフィスは国選弁護人の弁護活動を監督する。

　餐A　C基準のなかで注目されることは、P　D麟度とその飽の溺事弁護麟度と

の欝設である。これは、魑人的に活動する弁護士も璃事司法譲渡に参撫するこ

とが、重要であるからである。そして、慧AC基準では、P　D凝度の補充機関

　　　　　　　　　　　　　　　一　畦　一



被疑者飛車弁護に関する一試譲1鱗（鰐蟹税典〉

として国選弁護麟度の矯定がなされている。その弛の基準でも、PD調度と蟹

選弁護鱗度の磁設が予定されている（鐸L　AP　A董2a；A　B　A5畦．21翼S

C2．iおよび事件の振鯵分けについて2．2）。

　なお、翼L　AD　A基準では、P　D麟度が主導的地｛立に立ち、その縫の璃事弁

護麟度と欝設する譲渡が掲げられている。ただし、蟹選弁護麟度についても、

燧琴彗に規定されている（鐸L　AD　A至2a老も）。後者の場合には、国選弁護

麟度が、P　D麟度を補充するものとして予定されている。騰S　C基準は、P　D

麟度が主導的地位に立ちその地の耀事弁護鱗度と併設する鰯度と、PD麟度と

国選弁護麟度が磁設されるがお互いに独立した鰯度の、2っの選択肢を揚げて

いる（翼S　C2．i）。翼L　ADA基準と瞬じように、蟹選弁護舗痩が独立して存

在する場合にも、P　D麟渡と轡選弁護麟度はお互いに連携することが予定され

ている。

　AB　A基準でも、飛車弁護麟度…般の基準として、次のことが宣言されてい

る。すなわち、常勤のD欝綴織を設立すること、P　D麟度と平行して私的な弁

護グループの参趨が保瞳され、さらにその場合には轟選弁護鱗痩あるいは契約

弁護凝度を通して保障されることである（A8A5畦．2〉。A建A基準は、～D

オフィスを第iの璃事弁護舗獲として採絹すべきであるとする。そして、第2

の璃事弁護舗度として国選弁護麟度あるいは契約弁護麟度を設立し、弁護士会

が璃事司法麟度に参擁することを確保すべきである、という立場を基本として

いる。

　さらにA露A基準では、P　Pオフィスが、弁護士会の参趨を縫線するプ賞グ

ラムを確立することとされている17｝。ただし、国選弁護譲度（あるいは契約弁

護鰯度〉とP　D鱗度が完全に分離された形式を採零する場合もある。この場合

にはそれぞれが独立する。しかし、実質的に弁護活動において、両者は協力す

る麟。これらのことを主張する理由を、ABA基準は次のように説明している。

　①遷窮な資金があり、スタッフが整えられれば、常勤のP　D績織がすばらし

い弁護サービスを提供できる。P　Dは鋼車弁護に専念することができるために、

　　　　　　　　　　　　　　　　『　　こ｝　』
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費Dプ欝グラムは鋼車弁護の専門性を様々に発展させることができる。さらに

P　Dプ欝グラムは、逮捕後、迅速に弁護人を提供できる最も可能性のある調度

である。

　②弁護士会の参撫をとり入れることが重要である。常勤の登Dが、趨事弁護

を捲導することができる。そして、蟹選弁護凝度とPD麟覆：との混合型により、

事件負担の妊力からP至）は解放される。弁護士会の参趨は、弁護士の麟事司法

への関心を育まぜることとなる。また、窟益櫓反や共同被告人の代理の場合に

も、弁護士会の参撫は有益である1勝。

　なお、饗AC基準は、r州あるいは部の政府は、常勤の至｝Dを蓮当化する十

分な事件数があれば、一地域嶽上に従事するP亙）調度を麟毀すべきである葺と

する（醤ACi3．7）。

公的弁護の財源

　く緯A　C欝．§＞　公的弁護は各地方の法域の必要性に合った方濫で、緯織され、

　運営される。公麟弁護の難漂は州によってまかなわれる。緯織と運営は、地方、

　地蟻あるいは州規模でなされる。

　このように、その縫の基準も、州（政府）に財漂の責任を負わせている（瞬

LADA至31蓉SC2．聲；ABA5護．6、ただしABAは「政府」とする）。

したがって、州規模の溺事弁護難度が設立されるべきことを、基準として掲げ

ているものもある（AβA5－i．2；饗SC2．蓬）。

P9の鴬勤牲・地位

　翼AC基準は「P王）事務所は常嚢の職業とする。…瞬｝…珪（饗ACi3．7）と

する。馨AC基準と同じようにA　B　A基準も、常勤P　Dスタッフによる細事弁

護鱗痩が設立されるべきであることを矯寇している。そして、これらのスタッ

フ全憂が懸人業務を行ってはならない、とされている（ABA5｛・2〉。

　一般に、野至）の常勤姓が要求されている（翼LADA灘31翼SC2．9）。そ

　　　　　　　　　　　　　　　　一　6



被疑者理事弁護1こ臠する一試論韓（岡霧税典）

の理灘は、P　Dができる限む事件に専念して飛車弁護の専霞性を轟め、懸人業

務からの暇人を得ることによって、費D舗獲に蝿する政府資金が投入されなく

なる繧講を鋳ぐためである羅。ただし、ABA基準では、PD鱗度を緯織する

ほどの事件量があるのかどうかを地域によって鵯藪すべきであることも￥繕摘

されている。調えば、大農が少なく地域が広範翻に及ぶところでかっ事件数の

少ない場合には、常勤のP工）講度は葬効率であることが指摘されている囎。

　次に、饗A　C基準は以下のように綬足している。

　〈鍾《C捻．鰺＞　Rむスタッフ弁護士の採罵、昇進に臠する政策1ま実力本縫に行

　われる。しかし、P　Pスタッフ聾護士は公務農の地盤（ci麟sεr翠lce　st鍍慧s〉に

　あってはならないG

『P　Dスタッフ弁護士の採購、昇進ついては、瞬趣養の規定がその縫の基準で

もおかれている（翼LADA覆31翼SC5．9；PDも含めた形でABA5畦i）。

舞SC基準では、有能な弁護士を採偏すること、採灘にあたっては政治的影響

を受けてはならないこと、調査員も十分に採綴されることなどが規定されてい

る（鐸SC5．9）。なお、公務員という地｛壷1こ関する饗AC基準の媛定は、その

麹の基準では見当たらない。

　＜鍾AC捻．雛＞　夢むスタッフ弁護士の業務に離する最携の§年鶴の給与は、そ

　の地方の糎1人法律事務漸の弁護士と鑓等の給与を受ける。

　十分な弁護活動のために、十分な給与が支給されるべきであるという趣濤で

ある。また、有能な弁護士をP　Dに引きつけようという趣旨で、最初の5年間

について、特に、給与の十分姓が瞬醗に規定されているのである。

　一般に、P　Dスタッフ弁護士（およびP　D）の給与は、検察官と属等のもの

とすべきであるという考え方がある（翼LA｛〉A欝41ABA5｛．i　l翼S　C

3．2）。麟LADA基準は、評Dの給与がその地域における燧人事務所のそれと

瞬程度にすべきことを指摘している。その飽に、鐸AC基準では、・「PDは、

少なくとも標準的な法域の公甥裁麟駈における首露裁戦長と瞬等の給与が保瞳

される」と宣言されている（翼A　C捻．7〉、この点にっき、蟹S　C3．2も簿榛の

　　　　　　　　　　　　　　　　一　7　一
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規定をおいているα

　また、絵与との関連でほ、P　D斜度の職業は生涯職業とならなければならず、

そのために給与も十分なものでなければならない、とする基準もある（翼L　A

DA灘31ABA碁一4．至）。なぜなら、若い法律家の中ではスタッフとなった後

に転職する者も多く、十分な生涯職業とする身分保障が必要だからである｛欝。

独立盤の確採

　〈麟AC稔、8＞　Rゆの選鐵方法は、騨毒が支払能力のある鞍疑者・被告人の弁

　護を締う糎i人弁護士と緯じように独立を確課するものとする。叢も適当な選畠方

　濫は選鑑委墨金（醗1㏄t給費む。灘紛による揚名と難事による緩命である。…（酪〉…

　騨£｝は少なくとも4奪i懸、勤務し、再檬…が認められる。…騨1…。

　ここでいわれる選鐵委員会は、鋼事弁護の独立性や裁鵯漸その勉の政治的圧

力からの嚢総を確保するためのものである。馨AC基準による委員会の牲賂は、

独立した主鯵としてのものである。特に、裁鵯漸をP　Dの選趨主鉢とすること

を、翼AC基準は反蝿している。PD麟度あるいは趨事弁護鱗度一般について、

その名称に差はあれ、その飽の基準も耀事弁護の独立性を確探するための委員

会麟度を饗曝している。その勉の基準では、委員会には裁職官と検察官の参趨

が認められないことと、弁護士や葎｝民が主体とされることが其通点である。　こ

のように、政治的圧力からの解数のために、独立した選抜主体が設置されるべ

きであるとする基準は’注彗され、る。

　委員会の機能は基準によって様々である。携えば麗S　C基準は、翼AC基準

と異なむ、委員会だけがPDを選幸することを予定している。翼LA亙〉A基準

では、独立娃を確保するために、磁々な代表者からなる委員会を作ること、P

亙〉は選出および麟言する委員会に縫って業務を行うこと、としている。翼L　A

DA基準における委員会では、政治的圧力からの保護やP亙）スタッフ弁護士の

義務の遂行を保証することが役割とされている．（醤LADA欝レ2；賛S　C

2．i§畦iほ3）。
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鞍疑毒麟事弁護に絶する一試織轡（緯雛騰典）

　A欝A基準は、特にP　D麟度に限られず一緩的な問題として、「法律家と敏

頼者との関係の高潔性3を保持するために、簿らかの工夫が必要であると提言

する。そしてPD麟痩については、次のように醤AC基準と購様の規定がおか

れている。

　＜《露A§一｛．3＞　陰F羅織の職業上の独立鑑を確保する禁集約手段は、責憂を

　欝Ga羅。髭騰s童eεの管運に置くことである。P欝鰹度のもとでの轡選弁護、契約

　弁護サービスについてもそ㊧委員会によって管漣されるべきである。籔oa織。ξ

翻s鵬の焼摸および職紡滋麟する蔑建が、後ら鈴独立権を確課すべきである・

　80罐。ず蜘s鵬には、検察官および裁宰囎が含まれるべきでは旗・・Soa継。葦

　t海鏡麓の第葉の機能縁、弁護サービス・プ雛グラムの独立性を確探し、裸護する

　ことにある。騒Ga羅麟t緩緩㏄は、駿業行為基準と講秘した、そしてこれらの基

準と一貫した鯵Fプ霞グラム、国選弁護プ霞グラム、契紛弁護プ欝グラムの運営

　に関する一般縫政策を確立する権蟹を有するべきである。一儲）…騒・麟。葦

　t灘就麗の構議員の遍拳数1ま、その管轄下で実務を認められた聾護±会のメンバー

　とする。

　また、特にPD麟農：について、PDおよびP茎）スタッフ弁護士は裁宰ll官によ

って選抜されてはならない、とされている（ABA券縫．葺。

　このようにA馨A基準は、P茎〉麟度の独立性を保障しようとする。BGar60｛

？職s毛eesには検察官、裁鵯官は購銭費とされず、過半数は弁護士会のメンバー

から購成されることとされているのである。裁判藪からの独立性が燧定され、

P｛〉の選鼓が行政府（毒の委員会あるいは藻の委員会等）によって行われるこ

とは、政治的影響を受けやすいと主張されている。また、裁判所によってPD

が選鼓されることも、好ましくないとされている欝。

　PDにつ㌧・ては、｛灘麟、解織、身彊呆臨繍、酷C基準以外の基準で

も定められている（翼LADA欝2e　l醤SC2．i21A8A§｛1）。
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行政縫会譲葉　第稔拳　第2号

Pξ）の役割・機能

　く韓SC捻・9〉　Pξ｝は、P｛〉オフィスのための政策を確立し、オフィス壱監蟹

　する。蒙フィスの役割が勤勉かつコ薄髭に果たされるように監督する責檬彗ま、　診§

　にある。舜Dがオフィスを整備するように努め、その機能の送春は、蒼妙な理事

　弁護を礎撰する能力への障害となる政治的蓬力から察滋であるものとする。静む

　は、一般歓会で旛導麟後塾を攫い、公案にその役割を説聡し、この機能に関する

　支援と尊敬を獲得し、縫持することに努める。欝事司法凝痩の法載貨機縫とP鯵

　との縫線慧、職業上紛意識の共有、根互理解、轟潔によって性格づけられる。こ

　の関係は、一方への否建釣な鰻人的感鷲の表瞬あるいは一方への過度の親交によっ

　ては、持鐵づけられない。…酪…。

　蟹AC基準は、地の理事講法機縫とPD斜度との穫1係を、翼鉢的に次のよう

に述べている。①検察との関係は職業上の関係のみとする、②裁麟霧内外で必

要以上の関係を避ける、③警察やその地の法執行機関との鷺係では、彼らの鑓

の役割を公衆に理解してもらうことを手動けし、弁護に麗しても遅解してもら

う、㊧弁護士会と緊密に交流し、その一嚢であることを意識する。また、特に、

次のことが強調されている。①PPは、穰事弁護について弁護士会と競合して

いるため、権蝿宣しているような外観を払拭しなければならない、③POは、

俵頼者の弁護について決して妥協してはならないと瞬時に、事件負撞超過1こ注

意し、法廷馨程の題題に敏感でなければならない、③PDは、有効な弁護を依

頼者に与えることによ鯵、P　D講度に貢献しなければならない、④P　Dは、オ

フィスと弁護士会との髄係を維持する（糞ACi3、9）。

　鑓LADA基準も、PDの役割一般について、翼ACの焼定とほぼ同じ内容

の規定をおいている穣L　A　D　A盤5－7）。一方、鐸S　C基準は、癩事弁護麟

度一一毅に関連して、羅趣旨の燈定をお》ている（翼SC5．捻）。ABA基準は、

独立性の問題に縫達して、網事弁護経度が弁護士と被疑者・綾告人との嘉潔牲

を保つように、また政治的影響を受けないように縫織されるべきである、と述

べている（AβA5縫．3）。
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被疑者綱事弁護に醸する一試論轡（岡離脱典）

多》oの事件負趣

く魏A　C捻絵＞　P　O事霧簸の事件量は、以下の基準を超えない：華年闘にR［）

　書人が、重罪は褥奪樽以下、軽罪（交通事韓を除く）は鱒蓉件以下、少奪事｛塗は2総

　樽以下、精神裸健誌（蜘織al漉ai朧Ac主〉事｛禦詑§書件以ぞ、上誹事件は25群以

下。…酪…オフィスがさらに事韓を受傷した》、以前に郵亭た弁護を継続すると、

　RDが過度の事樽負糧のために、おそらく憂経事群に薄して不ナ分な弁護を待う

　ことが予灘される場合には、このことについて裁講漸に淫意を促す。裁判駈がそ

　の主張を認める場合には、裁講辮は鈴Dが受媛を握盃する、またはオフィスが弁

　護事件をさらに抱えることを握否するように導く。

　これは、P　Dがかな参の事件数を負麹することによって、十分な準縫を怠む、

有効な弁護を縫僕できなくなるという問題意識に基づく。翼LADA基準では、

PDは過度の事件数を琴繕受けないことが、遠べられているのみである。ただ

し、最大負握の上限基準が建立されること、各P　Dに受任を矩委する裁量を認

めることが焼定されている（翼LA至）AWi）。舞S　C基準は、以上のような

基準の確立の絶に、事件負雅量を検討するために記録・統計を管遜することな

どを掲げている（餐S　C5．レ5．3）。A8A基準は、麟事弁護鰯度一般に関して、

次のように述べる。すなわち、十分な弁護が不薄能な、あるいは職業一kの義務

違反になるような事件負握量を各弁護士は受任しないこと、各弁護士は事件負

撞量を場合によっては灘減し、裁鵯藪もかなりの事件数の負鐙を要求しないこ

とである（A3A5－5．3〉。

P　D麟護と地域娃会との縫係

　く騰A　C捻．鰺〉　P【）は、籔頼老をと》まく歓会問題全体に醒癒する。特に、P

　のは、よく経験することであるが、地壇鮭会の人々に騨9の役割をなかなか建解

　してもらえないことに翫癒しなければならない。そのために、①Pむは、可能な

　鍮遜的手段で、答弁取撰の手続とそこにおける舜Dの役割を、俵頬老⑳地域縫会

　において理解してもらうように努力する。②霞〉は、できる簸琴裁朝霧および鶏

ii



鴛政社会講集　第盤巻　第2弩

　事講宏凝慶の諸機麗と閥一視されないように、オフィスの醗羅を求める。そして、

　主な敏頬蕃のいる逝隣に、嘩つあるいは複数のオフィスが設麗されるように努力

　する。③費Oは、粥事罵濠1こ臆する窪騨と義務について、鮭会の人々を教育する

　ため1こ、学校等の諸機縫を利駕する。

　このように、費D麟度の有効性を強調する基準は、P　Dが地域社会との連携

や啓蒙活動に従事することをも媛足している（鐸LADA穰81翼SC基準で

は、驚事弁護講度一般について翼SC5．欝㌔もっとも、PD事務駈の配置を

考慈すべきことが、どの基準においても矯定されている（翼L　A茎）A欝61餐

S　C2．先ABA5一窪．3）。すなわち、依頼者の地域社会1こできるだけ接透する

ことがPP霧馨蔓：に要請されている。

補跡のための人黄および簸設

　く踵AC捻鱗＞　POオフィスは事務、講歪、ソーシャ滞・ワークの援鯖による

　十分な補勘業務を有する。…酪…人件費以外の運営費に臆する診陰の予算は、裁

　鞍藩、検察、弁護士会、警察のような欝雛が交流しな謬れぱならないその縫の瑠

　事司法髄慶の…毒機麗と実質鶴に講等で、少なくとも麟等の予算が設定される。

　一酪…幹【〉オフィスは、基本釣な資料を窟する麟書館に迅速にアクセスできる

　…酪…。

　蟹A　C基準は、P工〉オフィスにおける調査能力の充実化を饗棄した。有効な

弁護を要求するためである。法廷代理以外の費欝が十分に保障されなければな

らないことは、弁護活動が法廷代理以外の灘分に負うところが多いという認識

に基づいている。瞬AC基準は、補覇業務の重要性を捲嫡し、事務駈と旛設の

費霧、コピー機、遜揺機器、調査機器の費灘、専門家の麗繕資金、あらゆる公

鵯準備のための交通費、輸送手段の費霧が、予算に緩み込まれるべきことを媛

定している。このような補助業務の重要性、すなわち羅事弁護1こおける緯織的

バックアップ捧凝の重要性は、その飽の基準にも規定されいる。また、これら

について、醗選弁護人や私選弁護人の利絹可能性を規定しているものもある
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被疑者驚1事弁護に1類する一試…論｛燐（轟舞舞撹典〉

（賛しA工）A欝3；醤SCi．§．3．i．3．逢．4．i）。鋳えぱ、ABA基準では、瞬

AC基準のようにサポート・サービスについて、次のように親達されている。

　＜ABA§一1．尋＞　趨事弁護麟農：におも、ては、講査を蕎うこと、奪署弩家の捲示を鱗茎

　ぐこと簿を目的とする、有効な弁護のために必要なサービスが鍵僕されるべきで

　ある。このためには、公報こおける有妙な弁護のために必要なサービス、施設が

　必要とされるだけでなく、手続のあらゆる局面において、有魏な弁護のために要

　講されるものが必要とされる。ミらに、蕎魏な聲護のために必要なサポート・サー

　ビス1ま、必要なサポート・サービスを要請するほどの資金的に余徳のない私選弁

　護人を儲けた俵顛者にも、利鶏されるべきである。

　Ag　A基準の「コメント涯では、P　Dにしろ蟹選弁護入1こしろ、事務・調査

などのサポート・サービスを利罵できない綴り、法律家は有効な弁護を提供で

きないと議購されている縢。しかし、費D毒渡については、騒書設講などの設

講が整備されなければならないことがさらに綬定されている（A　B　Aを4．3〉。

特に、P　Dオフィスの装備が費Dに「オフィステクノ窪ジー3の利益を享受さ

せるものであむ、これらは、その勉の弁護人にも利絹されるべきである、とい

う捲摘もなされている。具体的には、饑き取む・筆写装欝、写真複写装騰、コ

ンピューター装備、コンピュ7タによる法律調査の装講、ファクシミ辱装備、

オーディオ・ビデオ装備、などが挙げられている欝。

　このような体麟を整備するためには、調査員や専門家を抱えやすいP　D麟度

が難待されることになる。ただし、AβA基準は、費D凝獲の項目としてでは

なく一般的な総則媛定として、これを掲げている。また、費D事務翫に騒書設

備を配備する必要性も、共通の考え方となっている（翼L　A　D　A欝51韓S　C

3．街A登A5－4．3）。これらの凝度的仕緩みを準籍するために、検察や裁甥癒

などと同等の予算を羅事弁護麟度に要求する考え方も一般的である（饗しAP

A欝2；翼SC3．套）。
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P菱〉の醗修。教育

　く韓A　C蓄3．総＞　多鞭〉と名簿にある躍選弁護人の醗修は、維織的かつ包抵的に待

　われる。夢》0は少なくとも検察官や裁講窟と講等の醗修を受ける。集中釣な新綬

　採羅の醗鰺箒渡は、弼および全米のレベ趨で、全弁護士が貧馨鍍疑者・被告人を

　弁護する前に、有妙な弁護のために必要な基本的な弁護捜徳を有するように確立

　される。R9の磯惨毒1渡は、全栄レベ躍で、萩規擁羅の欝Pとその楚の難事弁護

　に後事する弁護士に基本的な弁護護衛を授ける目的で、隻中鶴な鬱鬱麟痩となる

　ように確立される。各州は、新鏡のR　Dと国選弁護人に、実像の滋手続と実務を

　教えるための独霞の多》欝醗鯵翻蔓を確立する。各騨Pオフィスは、独露のオ勝エ

　ンチーション凝度を、新規の§0のため、および縫選弁護に縫って難事弁護の撰

　僕に参撫する霞選弁護人のために確立する。現職の醗修および継続的法律教畜の

　麟穫が、辮および地方で、P9とそのスタッフ弁i護士、醗選弁護の名簿にある弁

　護±のために、その弛の法律家と講じ様に、紛織釣に確立される。

　このような「趨事弁護醗修調度」が確立されるべきであるということは、そ

の縫の規定でも趨われている。また、全米・州・各綱事弁護麟度について段贈

毎に瞬修鰯度が整騰され、新規採醗の麟修と纒繞的な醗修の麟度が必要とされ

る考え方は、その縫の雛建でも採縮されている（P至）鱗度と国選弁護調度につ

いて翼LADAV1－71PD調度について翼SC5．7）。ABA基準も、醗修

越度の重要性を強調する。そして、磯修麟度のためにゼ公的費灘」が支鐵され

るべきであることを、AB　A基準は捲擁している（AB　A5護．5〉。

　以上のように、アメ1タカ合衆国のPD麟度に関する各種基準は、ある程度の

差異はあるものの、共通の要素を含んだ基準として成立している。このような

基準は、わが蟹における被疑者窮選弁護麟度の確立と発展を展望し、璃事弁護

の充実髭をはかる上で、多くの有益な示唆を与えてくれる。これらの基準は・

その指針として、今後とも注欝されるべきものである鯵。
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薮疑者難事弁護に絶する一試論縁（麗馨髭典）

欝　P藍）麟度と迅速な弁護　PD凝渡の早簸弁護についての役割を験試する。

一般にPD籍度は、畢鞘弁護という観点から、国選弁護鱗獲：よ鯵も理論的によ

鯵迅速な蝉癒が罵能であると考えられている㈱。翼AC基準では、灘事事偉の

範雛と早難の面会も、近時の連邦最高裁判所の覇擁に蝉癒して、次のように定

められている。

　＜鑓AC捻、輩＞　鰻人が被逮捕者または被疑老として捜査に麗与することを要求

　されたその秘めの時点から、公約弁護を受ける資格のある筋合に、その者の要求

　やその者のために膏動ずる者の要求によって、資格ある鍍告人1ま、公的弁護を全

　理事事件で受鯵ることができる。弁護を、公講から有罪綱訣後の救済手段を縫い

　果たすまで、繕i緩して受けられるσ…酪…。

　ただし　この基準はすべての理事弁護麟度に当てはまるものであむ、曾D斜

度だけに遍羅されるものではない。その弛の基準でも、逮捕（または拘禁）駿

階、あるいは捜査に被疑者として麗与することを要求された段幣から、鋼車弁

護麟度の整構が競走されている（餐LADA登2麺；翼S　Ci．翫AB　A5－6．i）。

特に、麓S　C基準は次のことを必要であるとして掲げている。すなわち、貧聖

者への紹介、蟹時間の緊急的な対癒、弁護人の拘禁施設での見懇む、拘禁され

ていない者への対慈、ポスターの充実、メディアにおける宣伝といった鱗度的

仕組みと、弁護人を｛寸けるために拘禁施設灘が積極的に対癒することである

（舞S　Ci．3および尋）。なお、継続的弁護についても、その地の基準では、公甥

から上訴権を行痩するまで継続的に弁護されるべきである、とされている（翼

SCS．鍍；ABA5－6．2）。

　瞬A　C基準慧．iは・選任手続である基準欝．3とも麟縛している・

　＜鑓AC捻．3＞　P藍｝、POのスタッフ、瞬選弁護人と敏顧餐との第手躍接見は

　以下のようにする。①被疑蓋・譲告人、近親董、友人、その纏責径ある者が穰事

　手続のあらゆる段i隊で弁護人を要求できる。被疑春・破密人にはこの権利と権講

　春僅の方法を雀簸される手続が存在する。要求に基づいて、欝［｝、国選弁護人が

　薄象者と接見する。②第董懸濠廷鐵頭で譲疑考・霰告人による公約弁護人の要求
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　がなくても、譲疑者・被告人が聾護人に綾棄することを伝えておらず、かつ公鈎

　弁護を轟ける資権がある、と裁肇1窟が判慰する場合には、　R雛または馨選弁護人

　に事件を害1謬当てる命令を裁覇富が発する。罫》£）または落選弁護人は、禽食後瓢、

　できる鰻蟹迅速に被疑老・被皆人と接験する。③裁講藩の命令、霰疑老・被告人

　やその者に桟わる老の要求に続いて、公約弁護人は霰疑蓉・被管人と接見し、鍍

　疑者・被告人が経済的1こ公的弁護壱受1することができないと醤隣した壕舎には、

　各弁護士は禽龍な私選弁護人を弁護士会の確立した季続にしたがって被疑者・破

　告人が獲得で…きるように援麟する。各弁護士は、鞍疑考・被告人のための†分な

　弁護を墨う貴種を私選弁護人が；薄するまで、必要な公約弁i護を羅i続して蕎う。

　阜簸弁護が実理できるか否かは、P　Dの選任方法次第である。基準舞．3では

第i懇法廷鐵頭の際に、弁護人が選征されるべきであると規定されている灘。

さらにそれ以前の段賠において、弁護権の告知が詳しく規定されているGこの

告知綬定に対癒して、基準欝．欝では「P　Dは依頼者が圧鰻的に連行される場

漸から近隣の場翫に、オフィスを備えるあらゆる努力を行う運こととされてい

る。「逓隣のオフィス涯が強請されるのは、裁宰彗藪による選｛王暮辮こ迅速にPD

が依頼者に接触できるからである。さらに、次のことを麟痩として勧告してい

る。P　Dは継続的に弁護を行うこと、私選弁護人を雇うことができる者に麟し

ては私選弁護人をつけるよう努力する責紐がP　Dにあることである。

　鐸S　C基準では、「有効な弁護ができる撮む迅速に以下の貧露適縮者におい

て琴1嬬可能とされるべきである。すなわち、被逮捕者・被拘禁者、察虫を喪失

させられる、あるいほ織罰あるいは穰罰に樽当する盤質の法的拘束を課せられ

る結果となる手続が開始されると合理的に考える者である」と勧告し、迅速に

弁護人が提供できるために、以下のことを勧告している。①憑人が法執行機鑓

によって拘束されていることに縫係なく、貧困適擦者あるいはその代わりの者

による照会に鰐癒すること。②24時闘緊急サービスを提供する機能を確立する

こと。③サービス適格者に迅速に弁護を縫供することを可能とするために、拘

禁施設を蓉常的にチェックするような毒渡を実施すること醗。＠逮捕されてい
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ない、あるいは公覇蕩に頼敏された依頼者と嚢会する十分な施設を備えること。

⑤全警察署、法廷、拘禁施設に、態潔かつ適燐な言語で、D君あるいは国選弁

護人のサービスを要求する権利を説明するパンフレットを準騰、醗霧し、§立

つ場藪に掲示することによって、サービスを利繕可能にさせること。そこには、

サービスの性質、朝清轡能牲、PDオフィス・蟹選弁護プ服グラムの佳勝、電

話番号が記載されること。⑥メディアでサーどスを宣伝すること（翼SCi．3〉。

　A　B　A基準も、できる限り環難に弁護人が提供されるべきであるという立場

から、P茎）議彗綾について餐LADA基準と羅じ趣議のことを遽べている。すな

わち、拘禁場霧のチェック機能をもっこと、24時懸緊急サービスの機能を持つ

ことである盤。腿LADA基準では、被疑者・被告人の請求に従って、迅速に

弁護サービスを提撰することが競走されている（翼LADA葺2a）。第i継

接晃において被疑者・被告人が私選弁護人を付けるこ一とになった場合には、公

的弁護人が私選弁護人の選任を援勧することも一般的である（醤L　A至〉A璽2

c．；翼SCi、3〉。

　⑦　連邦パブ夢ック・ディフェンダー舗痩の動講一飛車弁護の独立権をめぐ

　　る論争を幸心に一

A　連舞麟度にお縁る飛車弁護鰯慶の構造　P　Dの独立性という課題は、アメ

嘆力合衆国のP　D舗度に関する最大の課題のiっであった。したがって、A　B

A基準等の各基準は、P　D麟度における独立性の驚題に繋越するために委暴会

麟度などを提案してきた。

　一方、P　D麟度は合衆蟹における羅事弁護麟度の代表的な類型として実践さ

れている。連邦の飛車弁護舗度においても瞬様である盤。近隼、PDの独立性

の問題と関連して注§される議講が、連都璃事弁護麟度について活発銘してい

る欝。

　連邦議会では、P　D調度および国選弁護簿渡を連邦裁覇所に導入する法案が、

1鱒9年以来、しばしば提鐵されてきたが、実現しなかった。欝鑓隼に、P　D麟

　　　　　　　　　　　　　　　一i7一



径政経会講集　第並巻　第2号

度も選択1鼓に含む理事弁護麟渡の導入を実現する法案が提串された。しかし、

この法案は上院を逓遍したが、下院ではP　D綱渡の部分が離除され、ig経年理

事裁鵯法（懸eCr童翻謝轟臨ceAc奄。鋒鰻）が成立した。これにより、

憲法修建6条の有効な弁護を受ける権利を保鐘する鱗度が、連都法領域に確立

された。その後、連邦P　D舗痩の麟設が、i§鴨奪改正法によって幾定された雛。

　さて、連邦法は、懇人的に活動する弁護士がかなむの数で科霧されるべきで

あるとしている。しかし、少なくとも奪悶鎗§人の弁護人の選任を必要とする

地区繊styie宅）およびその一編は、裁覇霧はPD麟度を設立することができ

る、と焼定された欝。麟度は、連邦パブ瞬ック・ディフェンダー調度（響綴鍵a至

愚雛。　Deぐe擁er　Or餌擁z就io瞬（以下F　D　P　Oと略す）とコミュニティ・ディ

フェンダー麟度（Co灘猛駿盤ty　D琶艶盤6er　Orga盛z我t沁鷺）（以下CDOと略す）

の2種類から蔽1る。FPDOでは、常勤の；有給による弁護士がPDとなる。F

PDOを採矯するか否かは、連邦地区裁判官によって判懸される。ドPDOを

採羅する場合には、地区裁判官がその長を推薦し、巡回区控訴裁率鐘新によって

選任される。PDの長1こよって、FPDOは運営される。PPの長の任簸捻4

年であるが、無能力、オフィスにおける職権濫灘、義務の撰怠を蓬由として巡

隣区控訴裁覇所によって解任される場合がある。PDの長の報醗は、PD毒彗1蔓：

が設立されている地麩では、その地区の連邦検事鐙の報醗を越えない範雛で、

巡獲区控訴裁親潮によって決定される。複数の地区、あるいは地区の一部の麟

穫：である場合には、その地区の連邦綾事産における最高額の報醗1による。

　PDの長は常勤のPDを選｛壬する。その数は、巡繧区控訴裁麟所によって承

認される。その地のスタッフの定員は、合衆露裁肇1所事務局によって承認され

る。以上の者の報醗も、連邦検察庁の纏織と端比して、同等程度に支払われる。

P　Dの長およびP　Oには、懸人業務を行うことが禁止されている醗。

　C　DOは、弁護を提供する言擢嚢によって権限づけられたグループが設立、運

営する弁護業務サービスの葬営利綾織である。綴織は、弁護士を整えて合衆蟹

から資金を受けるために適格であることを必要とする。各緩織は、合衆馨司法
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会議（」硬磁ci滋Co簸艶艶瓢¢o婁塩2U盛t鍵States〉によって、財政面の許可

を受ける盤．しかし、F　PDOほどは裁覇漸の監督下にCDOはおかれていな

い。

　合衆霞瞬法会議は、連邦司法麟度に離する政策決定機関である。合衆璽司法

会議はF　P　D（）を監督し、政策に関するガイドラインを確立する欝。また合衆

国司法会議は、ディフェンダー・サービス委員会（Co灘糠もt奪εo簸漉ぞe麟er

Sεrv魏s）を通じて政策を作成する。さらに合衆露司法会議1ま、合衆蟹裁判辮

事務穏を遍むて麟事弁護麟度を運賞する。

　最近では、貧羅被疑者・被告人の半数透くが、P　Dによって弁護されている。

欝95奪の段踏で、94の連邦地区の質地区でPD凝度が実践されている。58地区

で鰺のF　P　DOが、また茎3地区で慧の“）0が存在する。事件負覆、利害権反

などにより、嚢Dによって代理されていない有資格者である貧懇被疑者・被告

人には、名簿に掲載されている弁護人が選蓬される。このように各PD舗度で

は、匿遷弁護舗度との混合凝度のもとで弁護が行われている。その縫の23地区

では、事件毎に弁護人が選蓬される国選弁護麟度のみが連綿されている欝。

8　プラド委員会の勧告　欝弱年司法改革法により、合衆毯司法会議に連邦蟹

選弁護鱗獲の醗究を行い、欝究結果の報告書を講法会議に提齢することが要求

された雛。欝9倉庫に議会は、連邦灘事弁護麟痩に麗する包鑑的な醗究を要求し

た。これによむ緩織された委員会が、いわゆるプラド（Pr磁。〉委員会と呼ば

れるものであった。プラド委員会は、その後、購究報告書を発表した。そし

て、購報告書は合衆蟹司法会議に提串された鱗。司法会議縁海輯告書を検討し

た後、その多くの勧告がここで承認された鯵。そして、議会に送られることと

なった籔。

　報告書を作成する段酷で、プラド委員会には、様々な観点からの理事弁護凝

度の縷説が要請された。プラド委員会は、簿雛年8月に選任された後、欝麗年

5月までにいくらかの飯結論に到達し、異体的な中麹報告講ドラフトを鐸成し
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ている鱗。そして、様々な意見を参考に、工弱3隼i月29月の講法会議に2鎗頁

におよぶ膨大な報告書をプラド委員会は鍵鐵した盤。

　最終報告書の勧告で注麩された提案が、連邦溺事弁護サービス・センター

（Ce盤er窒or艶麗r滋C嫉搬i総至De至e盤εSεr磁ces）の麟設であった鱒。このセ

ンター麟設の趣讐は、裁鵯議からの監督を癖除し、璃事弁護の独立性を確保す

ることと、　PD叢彗度における綾織的運営を傷め、津1事弁護簿1度を整麟iすること

にある、と主張されている鶴。センターの後書彗は、次の通鯵である。麟事弁護

舗痩に関するガイドラインの設定、ガイドラインに従った鋼事弁護鱗度の監督、

十分な財源の確保、議会へ隼間予算を直接に要求すること、調査設備、サポー

ト・サービスの充実此等が挙げられている購．この提案によれば、司法藻

（舞6瀬譲魏鍛磁）にセンターが配置される。センターは独立の機麗となる。

センターは、連累秘事司法麟度における弁護サービスを捲導・運営する。セン

ターは発言のための纒広い権罎を有する。

　この提案は、当事者主義訴訟の理念に基づき、A　B　A基準に従って鋼車弁護

麟痩の裁判霧からの独立を促す礎案であった。つまむ、プラド委貴会の礎案は、

検察官翻度との対等な調痩的枠緩みを講築しょうとする、当事者麦義訴訟にお

けるあるべき理事弁護麟痩を摸索するものであった。

　また、プラド委員会はこれと連動して、地方委員会（鷺oa越〉を各巡渥区に

設置することを提案した。地方委員会は、飛車弁護鱗度が十分に実践されてい

るか監督する。そして、F　P　DおよびC　DOの給与、名簿の弁護人についての

報醗を管理し、鞍らの選任を行う。ここで、プラド委員会1ま、地方レベルにお

ける細事弁護麟度の独立性を確保するために、地域縫合との接触役と綾察官、

裁覇密からの緩徳役となる地方委員会を提案した籔。

　なお、サポート・サービスの確立が鍵曙されていることも涯羅される。特に・

蟹選弁護人へのサポートが礎案されている。PD麟度が確立されていない地区

では、専罷家を獲得することなど、十分な弁護活動のためのサポートが国選弁

護却こはないことが簡題とされ、侮らかのサぷ一ト・センターの存在が必要で
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あると提案された。また勧告は、連邦P　D凝度が存産する地区では、サぷ一ト・

サービスを果たす機能をP　D麟痩に難待している㈱。

　プラド委員会による連邦珊事弁護サービスセンターの設立の礎案に嬉しては、

次の遅密から反対意見もあった。委員会の礎案は不必要に舗度を政治的なもの

とし、不安定なものとする。現状にお疑て、貧聖者弁護に必要な財政は裁鵯所

によ馨支持されるし、裁甥窟はそれを理解している。したがって、センターと

いった独立機関を設置して、財源を独察に要求するほうがかえってマイナスと

なる、というものであった嚇。

（注）

1葬　　醤＆簸cy　A．Go奎（蓑｝εrg　＆　M＆rs塾a蓑　J　R＆rt鐙＆箆，　丁為ε　P翼麓∫c　P醜齪ゴεr　腕

　湾耀漉醗，搬W鐡鶏M罫．Mcpo難扮（盆D．〉，攣麗D鰹翼総Co騨S琶L82（i§書3〉．

｛21　翼A賢。藝A灘ApViso盆Y　Co麺M欝s至。翼。翼C灘M墨｝魏L　J替s賢。璽　S？A竃》A磁｝s　盗難》

　GO蕊S，Ce職質（欝73）．LEAA基金を受けるためには、蕪A　C基準に合致す

　ることが条幹とされたために、瞬AC基準は少なくともその後のアメ琴吻合衆

　醒瀦事弁護無il婁：の振舞となった。翼AC基準が講たされているかどうかを穣討

　した欝簿奪代の醗究としては、Sε8監＆慧re鷺ce　A．脱獄ey，獄漉餡捻澱α裾漉ε

　護鷹漉醗巍巍92説二3餓εP2rsβ厩魏s醗工）瞬建sεsε漉。εs，亙2A鼠。裂離L

　鷺鶯V．6§7　（ig7§〉．

麟　NA鵬翼蕊L鎚AL　A至参A糞§D解硲斑衰Ass㏄麗黙，S学醸○醸麗量。盆

　亙）欝賑p賦S盤v駕聡Gg7§〉．糞LA至）Aは、その飽にも基準を作成している0

　82ε翼A賢。糞荒L鎚汽L　Ai歪）A翼P亙）嚢聡璽〉膿Assoc玉A貰。聾，S？A獲）醸　〉s欝○簸賢週A

　嫉亙｝羅s孚RA蟹。翼。ぎ　ASS至G翼鏡〉Cou｝藁s鴛も　SYSア琶MS　（i§8§）；　1露Aτ王。｝ξ真亙」　L建G汽も　A玉野

　A恥　DE罫E紛餓　Ass㏄至A餐。糞，S学A興亜〉A猫s　ro盆　τ鑓　A辞po玉欝M鐘欝　醸聾

　P建衰欝。糞M盛翼。翼　o碧　CG更那s璽監　園　D封A？慧　P欝鎮監？Y　C汽s慰s　（墨989）；　蕪AT王（〉翼AL

　L難G乱A欝盗織〉D猛犯獲覆篭ASS㏄茎A貰0蕪，G戦麗L禦㌶FO衰N冠G（）繁雑1穣G燈紛

　AWA衰○工饗G　GOV鷺衰鬢M鉱翼TAL　CO｝理衰汽α罫S　登0嚢　C羅巻悪童翼Aも　D建y鶏糞S鷺　S壼嚢V｝C慧S

　（ig8§）．

韓l　AM澱至。齢i　B醸　Assoc猛鴛。翼，ABA　S鵬灘》醸蕊　芦。翼　C戴M至｝ξ乱　Jgs灘。琶：

　P罠ov玉鍍翼G£｝琶罫猛翼s壼S鷺農マ董。建s　（3r（玉e瞳、，i襲逡〉．A唇A基i準では、　「良質な法的
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背教詮会論集　第鴛拳　第2号

　弁護」を提僕することが目的とされている（ABA§峨．i沁

｛5｝　　翼A賢。翼Aも　S℃t躍〉Y　COM童畷ss董。馨　○翼　至蛇罫猛｝ξs壼　S猛襲v董。墨…s，　G｛涯至》琶L登藁盤　　FO難

　L至…｝G盛も　D鷺F鷺籔S翼　SYS丁霊M8　王翼　℃貰葱　U塾羅宇露玉）　ST査？垂β：　R童碧G盆？　O夢　？鼓冠　きぎA？董0蓑真L

　s鷲PY　Co鵬翼ss董。翼G翼脱ぎ蟹s慧s鷺RV鯉s，F1翼乱艶書（）㌶鰺76（鰺？§〉．

総1　麟事弁護譲渡に臠する基準の全体的な考察については、岡霞幾典・後藤昭・

　新部蓬撰「アメ撃力の公的弁護麟度」賢本弁護士連合会溺事弁護センター編

　ゼアメ撃力の溺事弁護鱗痩退（現代入文蛙、玉露8）踵遷§頁！緯懸撹典｝も参窯さ

　れたい。

繕AM醸至。醸B醸Ass㏄董A欝欝，s鞍確登otg4，段t6イ．

181特にPDオフィスを欝濡する形式は、利益梅友の場合の第2選蟹股を灘意す

　ために設立されている。

191　A雑建磁CA翼BA費Assoc董A賢0蟹，s琶芦rα簸。もe蓬，at　7〔8・

㈱　鼠at57．

（欝　Na豊cy　A．Go至膜》erg，｛）ψ建62r8y就2鷹‘ゾ畿εF鋤謡rεゴ丁漉部ε灘葬漉めη厩

　8忽齪裁羅s，i2A麗．C灘M、L．R鷺v．袴9，727（ig75〉．

　　A擁盤至C顛B醸ASSOC｛A麗膿，s瞬確登ote蓬，at55．

　　羅．at騒．なお、P至）鱗度の選抜方法としては選挙という手段が考えられる。

　　羅．at2i，

　　躍、威59．

　　スパンゲンバーグとスミスは、合衆蟹溺事弁護麟幾を長年にかけて調室し、

　次のことを考癒して、細事弁護譲渡が整備されなければ慧らない、と主張して

　いる。十分な墨家資金による援甥。州規模による理事弁護麟渡の確立。サポー

　ト・サービスの確立、すなわち調査資金、專野弓護人のための資金、十分な事務

　サポート。十分な報麟書参撫弁護士のトレーニング。参撫弁護士の監督、評簸。

　貧豪者のための資格規準の建立。合舞彗事手続における舞1箏弁護毒彗護：の女書癖。特

　に撃難の弁護人関与の実現。政治的影響、裁判癬のコント環一ルの馨除。ここ

　では、今までみてきた各基準と羅じような複点が鮨嫡されている。Ro麗鯉も．

　S許A翼（還璽菟RG＆P真字欝C魏A．S聖王賢玉，A翼亙｝置裂。玉露C麗。馨τo玉璽）至｛鷺翼宇D黛鷹翼s鷺

　sYs鷺Ms26－27（鴛86）、

　理させているという。S臓a鷲S．翼最ge至，磯麗8Gダ携～艶麗就麺ε乃のε80∫

　σo醗sε～醗α漉巍巍Proご2ぬrε7灘饑餓，蓬8王猛．L．」．韓4，婆2蓉（鐸3〉、

（鱒

1懲

1撞

（懲

騰

㈱　ネーゲルによれば、PDの方が私選弁護人、羅選弁護人よりも阜難弁護を実
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被疑者癩事弁護に絶する一試論鱗（霧鐘税興〉

　また、前場のA　BA基準が掲げるP　P舗疫の長藤についても参照のこと。

㈱　雄篇奪ワイスらの鱒都市の講蓋によれば、器％が第i彎曲頭以蕪の段購に効

果繊こ静綾として女擁していた．しかし、雄携が第廻繊頭熱こ毒媛として

　対慈できていなかった。また、慧．3％が予騰春闘時、すなわち逮鶴後7～欝嚢

　後まで、飯顆者と接見することができなかった。P麗茎Wi舵＆灘＆疲Pll解離，

　鹸ε漉9薦G號碗Mα寵窃オε∫8琶灘鞭。∫P誌鋤D瞬発ぜεr　P灘grα粥・認

　」琴麗。盛麗麗尋総，瞬7（ig蔦）．

難　Sεe　Go16漉醤，鐙β羅鼓ote員，醜器3．拘禁施設のチェックをP碁が行うこ

　とにより、逮捕後、被逮捕者は迅速に弁護人の援跡を受けることが薄髭となる。

鵬　AMε灘CA｝ξ8A衰ASS㏄亙A繋0翼，ε塑綿登ote4，at8｛｝．

艶　なお、アメ謬力合衆霞の連邦と州は、それぞれ講法簿1度を馨している。これ

　らはそれぞれが独立して、裁覇権の及ぶ範霧も（競合する分野はあるが）、それ

　ぞれに、畷罪がある。したがって、連蔀裁灘霧が州裁覇所の上に、舗変約に泣

　置するわけではない。

㈱　連報の飛事弁護麟度については、桜井正史「アメ撃力合衆国における飛事弁

　護麟度」捜査麟究35拳逢号（懲8§）綴頁以下、後藤躍「連邦の公的弁護麟慶盛

‘霧本弁護士連合会飛車弁護センター編彗箋掲注6、88頁以下参照む

盤毒　18｛」．S、C．　§3｛｝｛｝6A（我）．

欝　欝U．S．C．§3§｛｝6A（蓋〉｛馨、

齢i8U、S．C．§3§総A（簸ヌ21（A〉．

麟　i8奪、s．e．§3§総A懸）⑦（馨）．

欝　i8U．S、C．§3§総A（圭）．

騰J曲」．C玉e鍵y，躍掘P吻露S餓。εs∫Sεr麟9伽8ys勲・r哲為2
　e鋸α誌9，認L査w＆C（）翼マ奮M欝、P盆08s．65，68（至｛猫暮）』なお、最近1の状況1こつき￥

　渡辺雛芳（訳）「連邦公設弁護人サービス精勢報告」国士館法学露骨（婚§6）凝g

　頁以下参照。

懸　　」醸盤。量感至膿茎〉r（）vε騰ε箆ts　A〔：t（｝ξ鯵蟹），P盤｝．L、｝ξG．i｛｝レ65｛乳　§3i8i（｝尋S毛aも・

　S欝一i7（Pec、i，ig働．

磐葺　　CGM凝至丁丁琵歪…　？o　R壼v玉籤w　τ｝獲l　C嚢至M至翼突L　J導S饗。璽　Ac？，　R猛po衰？　G罫　㌘｝｛慧

　CO灘羅狸？GR璽v欝照星C資至M瓢編誌S学至CEAc孚，re夢r醸磁圭鍛一52C衰鍼翼AL

　乙AW臨欝欝聡（籔A）2265（i§93）．

馨聾　　R驚｝o銭孚　o碧　丁翼盈　J｛」至）至C至λ£　CO翼獲…R墨捻ぐ。欝　oy　T｝犯　U握玉？搬｝　S？汽？鷺S　G翼　τ｝｛莚
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行政栓会譲葉　第稔巻　第2号

　憂簸）鷺RAL　D翼繋猛翼至）配筋　P貧OG盈直擁，　re茎）r麺艶《墨　溢　53　C｝｛エM玉翼義塾　L真w　R盆夢。装丁璽衰

　（B翼A）2総3（茎鱒3）、

鰭　　猛｛玉碑a買玉（〕．Pra｛圭。，Proむ¢s8α陀ぜPro9麗ss二Rε漉ε甜統9言為εεrぎ蹴魏｛蓋言」琶蕊魔ε

　遵蕊，58L姦w．亀Co翼下琶M野．P盆。鎚．5i，52　（i｛婚§〉．

馨　至難艱難衰聾。躍。欝τ麗COM璽貿総？o鷺昆v麓w賢駕C避難董｝硫L　J｛JS賢。琶Ac？，

　re翼三献磁i鍛5茎C嚢至醗｝も菟もLAW登欝。鍵盤総饗A）233§（欝§2〉．

露　プラド委員会報密書の作絞の過程について詳しくは、Sεε曾盤面，s磯越盗ote

　33，＆も　53一さ9．

　　露鰹M食脚躍，s切離賞ote3尋，at2342，

　　羅、aも2343．

　　王冨．　＆t　2352．

　　COM醸習聡？O　R奪v聡wτ玉総C灘M銀乱JL｝s麗。琶Ac孚，灘β羅豆ot83i，at23鍵

　一2鐙2、

　ラぎ委員会の礎案に鰐して、最遍の論文では、次のような主張がある。

　　鳶熱な弁護を提繰するための最大の方策は、十分な財澱を確課することにあ

　る。この撹点から、訴追機関はますます維織乾されている一方で、弁護体麟縁

　あまり考癒されな糖。そこで舞法長宮（盛駐。騰eyGe盗gr滋）に癩録する存在が、

　弁護について必要である。政癒1こは、公共の擾擾を礎躾する義務がある。猫罪

　煮を訴遽し有罪鵯決を獲饗すると瞬時に、誤った有罪報決を錆止する努力を政

　瞬は果たさなければならない。このような努力が果たされなければ、当事者主

　義に基づく公平な裁覇を達威することはできない。

　　譲文ではこのように主張され、ド達鄭法域における弁護長富①e艶撮鍵

　Geηera玉）の麟設」が提案されている。異鉢的な性格は次のように護購されてい

　る。①致購の高富侮幽欝マe騰贈滋a茎醗廼a璽）であること。㊤大統領顧幾委

　員会のメンバーとは必ずしもならないことむまた弁護長官と講法長窟の椿違は、

　次の遜りである。①鍔法長窟、地方検察官のネットワークのような統一鰹度は

　弁護サービス穣彗にはないこと。⑨有効な弁護を礎盤することが必要であるが、

　現実の弁護は、検察官のようにすべて政癖によって選狂された者（覆選弁護人

　や2藍〉〉1こよって行われるわ酵ではないこと。③検察官は遅論的には政府を代

　饗するが、各弁護入は敏頼者の利益を代覆することである。

鱒

欝

欝

㈱

㈱臆鰹M盆欝欝，s鞍確醸e34，鋤23薩2345．
嚇R欝。羅。ヌ賢還ぎu雛。玉AもC（猫聡麗｝ξ儒，s琶β羅登。艶32，鑑2懸甑なお、プ
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鞍疑者理事弁護に関する一試譲轡（緯馨騰典〉

　論文によれば、この弁護長官は璃事弁護の象籔的彗一ダーである馨弁護長官

は、灘1事弁護の鰹解を広め、溺事弁護麟震：の改善を綻進し、簿よ吟も政癖から

の理事弁護に鵡する財濠の確採を要求する。異体的な役割は、次のように掲げ

られている。すなわち、①難事弁護麟震の参癩者に麟する琴一ダーシップをと

ること。②調査、実証磯究を通じて、璃事弁護の海上に貢献すること。③法律

家、公衆に溺事弁護の鷺識を広めること。④†分なトレーニング、各飛車弁護

参麗者の能力の発展を確録すること。⑤地域雛会における穰事弁護麟痩の緯織

と盤給を改善することである。また以、との提案は、プラド委畏会の連繋鋼事弁

護サーどスセンターの縫案と、次の点で異なる。①構想による弁護長官の権罎

は、連邦P購こ端する権縷に鰻定されない。②講想による弁護長官の麟設1ま、

プラド委員会の措く中央集約髭された窟籐機構の鱗設にはならない。③講懇に

よる弁護長篇の使命は、現存するD欝機麗、騒人趨事弁護士の教奮、トレーニ

ング、サポートにあるなどである。S磁区e嚢簸e撫B．醤蔑難戦ア為ε丁麺認αsア僻む

躍～ε99聡紛議α屈sγ醗む。菖滝漉ε擁勧εrsα磁♂C麺確認麗Pr㈱ss㎜ゑ

C漉蜘⑳ダ勧盆。ど2摩漉εP膨滅。　P醜寵θrα紹αProβos厩撫r濁蜘磯β2

AM．C鰻．L潅v、7蓬3，8鋳8§5，8圭7－82i（ig9暮）．

　なお、連邦鋤罐勧最近の蜘郵ついては、雰蠣にて分析することとした

い。

第4節　パブ移ック・ディフェンダー凝度からの示唆とその現代的意義

　簿　パブ蓼ック・ディフェンダー麟度からの示唆

a）イギ彦スにおけるPD麟度の議講展開を験討してきたことから得られたP

｛）凝縷：の議論の特徴を、次のようにまとめることができる。

　第一一に、イングランド・ウェールズのi鍵g年法案および欝28年法案は、とも

に法律扶助譲度改革を目的として提案された。鷲に、欝欝奪法案は、欝韓年貧

霞被疑者・被告人弁護法を全面的に廃疵し、霞露者の難事弁護の大変革を計露

するものであったα

　第二に、その後もPD凝度を導入することが験討されてきたが・いまだ反対
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行致鮭会論集　第鷲巻　第2号

論が根強く主張されている。その遷露は、実際的な獲麩から唱えられていた甑

理念的な理密から曝えられたむしている。特に、従来から主張された理由では、

後来の纒入による弁護活動の伝統を巌壊する、あるいは依頼者との鱈頼麗係が

麟壊する、被漿者・被告人が弁護人を選択することができなくなる、といった

弁護理念に麗わる理由が、常に曝えられている。

　第三に、近奪のジャスティスの礎案では、欝事法律鉄鏃麟度による纒人の実

務を廃止して、至｝D麟度が提案されたわけではなかった。そして、欝総年代イ

ギ琴ス葺響事司法改革の流れのなかで再び考慮された費D議彗度1ま、露寒の鍵案さ

れたP工）麟度とは異なった性格を備えていた。すなわち、ジャスティスの礎案

は、法律扶助麟慶の変革をもたらすものだけではなく、あくまでも現行凝度の

…認を握うものとして、補覇的あるいは欠臨藩分を補充する鱗度として礎案さ

れた。その意味で、欝欝年法案と欝認隼法案のP　D麟度とは異なった性格を、

ジャスティスの提案は騰えて塾たように患われる。このことは、従来の綴人に

よる弁護活動の伝統を崩壊する、あるいは敏頼者との信頼関係が麟壊するとい

った、イギ嘆スでのPD凝度に対する幾判に対する具体的な解答を示していた。

すなわち、それは次の点であった。

　スコットランド王立委員会およびジャスティスの提案に共通していたことは、

被疑者・被告人の弁護人選択権がP　D麟度の提案のなかで重複されたことであ

る。これにより、イギ1ナスでは、PD凝度と法律扶勤麟度とを欝設する譲渡：が

構想され、鞍疑者・被告人はP　Dを必ずしも付けなければならないわけではな

い凝度としてPD凝度が換討されていた。また、ジャスティスの提案では、訴

追鑓と弁護灘との端等性を実現するために、P　D麟度が検討された。これは綴

織的な全蟹繰模の理事弁護機襲と、訴邉灘と弁護鑓とのi対等姓を実現するため

の績織的な講査勝報機騨をP　D調度の重要機関として検討したこととして結実

した。さらに、P　Dだけでなく、在野の憑人弁護士を支援する舗度として、P

O講度が提案された囎。これはi§至9無法案および欝28年法案では考えられなかっ

たPO譲度の機能であった．ここでは、訴追灘との対等牲を輿現させようとい
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被疑者理事弁護に関する一議論綴（岡灘税典〉

うP　D調度の斜度還念が、麹実に表現されたこととなる。そして、懸人実務に

よる理事法律扶麟舗痩によっては達成され得ない、十分な弁護活動のための緩

織的な懸事弁護綴度の必要性を、ジャスティスは訴えた。，

　しかしなお、イギ琴スではPD麟綾が導入されなかった。そこには、伝統的

に、璃事法律鉄騎凝度を通じた弁護活動に基づいて、騒々の弁護人による独立

した弁護活動が、依然として尊重されているからである。そして、イギ彗スの

P　D麟度論争においては、P　Dは蟹1こ影響されやすく、敏頼者の利益を尊重し

た真の弁護人になむ得ないという弁護理念に基づいた鑓鵯が、場代においても

根強く存慶しているからである¢

も）アメ縫方合衆蟹におけるPD麟度の議論動鶴と現状を検討してきたことか

ら傷られたPD麟度論の特徴を、次のようにまとめることができる。

　第一に、PD麟度はアメ摩力合装蟹で誕生し、発展してきた。特に、連邦最

高裁による弁護人の援融を受ける権利の麟縫の拡大によ甑野D審渡は急激な

発展を遂げることとなった。そして透時の領海として、州燦模による緯織的な

PD麟度が確立されている。弁護人の援跡を受ける権利が最も明確に確立され、

弁護人の役割が重視されている当事者主義訴訟購造をとる合衆国において・P

D舗獲は重要な役割を果たしている鰭。合衆国では、大観穫な璃事事醤の弁護

人を抱えるオフィスが、弁護人の援助を受ける権利の行使の要求に端癒してい

る鱗。このようなP至）麟度の理念は、貧羅者の救済を優秀な経験のある穰事弁

護入が行い、検察官との対等な立場を弁護襲彗に実麗させることにある。

　第二に、アメ撃力合衆国PO麟縷：の具体的な基準と最近の動向を験試してき

たことからは、次のことがわかる。すなわち、合衆蟹のPD鱗度においても、

P　Dが被疑者・被告人の麟事弁護に専心し、P　Dオフィスが績織的なバックア

ップ体繕としてあることが｝殖）麟渡の長潮であること、そしてP玉）舗獲は理在

も検察官麟度との対等性を保ちうる麟度として懇待されていることである。こ

のことは、各種基準からも明らかである。

　さらに、P　I）が常勤であること、事件豊握基準が定められていること、P　D
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麟度におけるサポート・サービスの充実、P　P麟度における馨選弁護人への援

麟、駐Dが穫極的に遜事弁護を活性化させる役割を負うこと、P　Dの職業条件

が十分なものとすることなどが、各基準では主張されている。これらの要素は、

PD麟度が有効な弁護を提供し、麟事弁護を活性化させることを欝的として定

められたものであった。そしてこれらが講わることこそが、PD審彗度への幾讐

に繕えるものであったとも患われる。

　一方で、国選弁護麟度その弛の璃事弁護麟獲：との欝設も重視されている。こ

れには、利益権反に対する考1慧という｛難癒もある。　しかし、鰯人的に活動する

弁護人が理事弁護に参撫することによって、飛事弁護が活性化するものである

と認識されているとともに、濡事弁護がP工）によって独露されることよりも・

むしろあら癖る弁護士が全体として璃事弁護に関心をもつべきであることが認

識されているからでもある。

c）一方、アメ撃力合衆醗のPD競鵯論については、次のようにまとめること

が可能である。

　第一に、P　D麟蔓に耕する幾鵯、すなわち、評Dは骸頼者の利益を代弁・紡

聾することなく真の弁護人とはな鯵得ず、その独立性・当事者性は疑わしいと

する幾判は、アメ縫方合衆国では依然として根強く残っている。これは、イギ

陰スの議論と基本的に講じである。P　D麟痩を検討する場合1こ、イギ婆ス・合

衆蟹におけるこのような幾判が依然として存在することは、真摯に受けとめら

れなければならない。

　第二に、P至）調度に対する幾判、舞えば、具体麟なP　Dの当事者性の欠如は

実証されておらず、甲論乙駁の状態にある。PDの撹鵯が、必ずしも現代にお

いて強力に主張されているわけではない。この幾趨と単行して、現在の蚕〉D講

度の周題点、すなわちゾーン・ディフェンス・システムによる運営やP　Dの事

件負墾量の問題にも注意しなければならない。異体的なP　Dに対する撹判は・

むしろ、このような劃度的な不整舗に起馨して嚢が強い。したがって、P　Dに

対する翫覇1ま、これらの開題の療露を引き起こしている公的資金の不足という
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開題に行きつくのである。そして、弁護人の援勧を受ける権稗こおける義務を

政府は十分に果たすべきことがPD慧嚢にお簸ても要請されている。まずはこ

のことが、謎孟識されなけれ、ばならない。

　第三に、PDに薄して依頼者はあまむよい漆象を麹いていない、とする続報

もある。すなわち、P　Dと依頼者との信頼襲係の欠如が、現実のアメ撃力合衆

国Pi〉麟痩の賜題として存在している。しかし、このような翼題は、騒々のケー

スによって様々であり、麟度の問題として包括的に考感ずることは難しい。ま

た、これは公的弁護一般に当てはまる簡題であるかもしれない。あるいは、P

Dとしての地位に由来するとみる薄髭姓もなくはないであろう。また、P　Dが

被疑者・被告人に十分には理解されていないこと、P　D麟綾に輯する情報が行

き羅いていないことが、原露として挙げられるかもしれない。

　もっとも、キャスパーが指摘するように、その源露は、費Dがあまり依頼者

と接触できないことにあるとすれば、概覇の対象は、むしろ驚のところにある。

すなわち、事件負握を負わされているPDを抱える麟度こそが問題であ妖そ

れは、それを生じさせている財政的濁題でもある。したがって、PDに録する

依頼者の満疑度が優いということは、本来、十分な資金を提供すべきであるの

に、提供していない政府に対する翫覇であるとも言える。さらに、この閣題は

P　Dの選任システムの開題ともつながっている。すなわち、私選弁護人と同じ

ようにP　Dを選征する弁護人選任のシステムを考慮する必要性をも、このこと

は示唆している。もっとも、この選任システムの霞題はPD麟度に限られた問

題ではない。講じことは、携えば、国選弁護凝嚢にも言えるのである。

　第琶彗に、　P至〉霧彗渡：の長所をい力蝿こ生かし、　PDの独i立｛生の1類題睾こい力蝿こ女書越

するかにも焦点があった。そして、次のような解決手段を検討していることを、

各基準および連邦麟度における議論は示している。つまり、P　D調度が裁麟所

あるいは行政府から独立した主体によって運営されるべきことが曙えられてい

る点である。この点は、最近の連邦鋼事弁護憲渡の改革をめぐる動きにも現れ

ている。その展麗は、綴織的な鋼事弁護譲痩を模索するとともに、裁聡藩から
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の独立を確保しようとする展雛であった。そして、P　D毒綾あるいは溺事弁護

麟度全般に渡る独立性の開題が、プラド委員会によって鋭く捲擁されたと言え

る。

d〉P　D麟度の中心課題は、P　Dが依頼者の利益にかなった熱意ある弁護を行

うかどうかにある。その場合に、まずは、縫々のP　Dの姿勢あるいは職業条件、

弁護醗修の充実化など、異鯵的な閣題によることもあるであろう。しかし、そ

れを実現するうえでは、すでに検討したように、麟事弁護論の根本的な展望が

重要である。すなわち、依頼者の利益にかなった飛事弁護論という理論的営為

とともに、P　D鰹度が独立した主体として運営されること、政府の十分な資金

提僕を展望することが重要となる。特に、政府が十分な資1金を礎供しないこと

によって、熱意ある弁護が失われ、依頼者との信頼縫係が損なわれるのであれ

ば、規準彗の繋象1ま政海にあることになる。

　轡　パブ夢ック・ディフェンダー簾渡の現代的意義

　イギ撃スとアメ言ナカ合衆蟹における理事弁護麟獲の考え方は、大きく異なっ

ている。合衆国では、纒人的に活動する弁護人が理事弁護を行うという伝統的

な活動とは異なり、緯織的な鋼車弁護「機関」を設立する頷向にあった。一方、

イギ琴スでは魑人的に活動する弁護人による伝統的な活動を基礎として、瑠事

法律挟助舗度が確立、発展されてきた鱒。しかし、イギリスにおいても合衆国

においても、有効な弁護を提供できるための講事弁護凝度の観点から、P　D斜

度が議論されてきた。このようなPD凝嚢には、次のような現代的意義が存在

すると思われ，る。

　第一に、PD凝度では、オフィスが綾織的に確立される。そして、P　Dが癩

事弁護のために活動する。さらに、P｛）麟度はサポート・サービスを充実さぜ、

P亙）舗度が私選弁護人あるいは醒選弁護人をも支援する羅綾として機能しうる。

このように、現代のP工）麟度は、溺事弁護センターのような理事弁護体簿1の必

要性を示唆しているように患われる。特に・ジャスティスの提案では・このよ
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うな麟度的長駆が、積極的に表現されている。すなわち、鷺事弁護の充実乾の

ために、サポート機縫が検討されている。

　以上のことは現代におも・て重要である。なぜなら、現代の警察・検察機関が

強力な証鑓収集能力を有しつつあり、弁護鑓乏の不公平姓が拡大しっっあるか

らである。ジャスティスの講査精報機関を充実化させた提案や、合衆国におけ

るサポート・サービスの充実化の強請は、P　D舗度の現代的な存雀意義をあら

ためて示している。このような観点は、著効な弁護、特に十分な準備・調査に

よる有効な弁護を提僕できる被疑者璃事弁護舗痩を考察するうえで示唆に富む。

　ただしP　P鱗度の利点が、P滲にのみ琴瞬1され得るのであれば、その懸麺は

半減する。ジャスティスの提案のように、PD麟度のような葺彗事弁護麟度によ

るサービスが、纒人的に活動する弁護士に舞羅され、理事弁護の活性髭を触発、

促進させる溺事弁護麟度であるとすれば、被疑者飛事弁護麟度を険試するうえ

で、PD譲渡は示唆に富む麟度である。

　第二に、PD麟度における麟事事弱の弁護という観点がある。わが国でド専

門姓涯を議論する場合に、瑠事弁護が一藻の者に鰻られるべきではなく、全体

的な璃事弁護への関心を高めることが強請される鱒。確かに、そのような観点

が重塗要である。　しかし、葺｝1事弁護を専響弓的睾こ行うことができることになれば、

弁護人は縦事弁護に専念でき、有効な弁護、特1こ十分な講査・準備が弁護人に

とって可能となる。さらにそのような集墾が、飛車弁護の活性化に穫極的な役

割を果たせるとすれば、飛車弁護にとって有益である。そうであるならば、溺

事弁護専門の弁護士懸があまり存在しないわが蟹の現状も、積極的に開題とさ

れるべきである。

　ただし専露盤が、溺事弁護を「独占聾するものであるとすれば、その験討意

義は失われる。この点で参考になるのが、アメリカ合衆匿・イギサスの動向で

ある。アメ与力合衆蟹の隠世紀薦半の論稿には、PD羅綾は貧纒者だけでなく、

すべての被疑者・被告人を弁護する機能としても提唱されていた。しかし、現

代のP　P麟度は、すべての被疑者・被告人を弁護する機能を有する凝痩として、
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考えられているわけではない。また、蟹選弁護鯨波の代替的手段として提唱さ

れる頬向にもない。イギ彗スおよびアメリカ合衆国では、P　D麟度が被疑者・

被告人のための弁護人を提僕する麟度の一選訳鼓として、明確に認識されてい

る。羅選弁護舗度とP1）凝度がお互いに不十分な点を補い合うという愚考は、

二者採一的に考える思考とは異なり、示唆に富むものである。

　第三に、P　D調度は、早難弁護を確実に提供する鱗度として、可能性の十分

にある麟事弁護凝度と考えられる。かりに、常時、被疑者弁護のために弁護人

が待機しているとすれば、被疑者弁護のために迅速に離籍できるものとして、

P　D舗度は最も合選的な僻事弁護鰹度であるはずである。ただし第2童で験試

したように、迅速に蝿癒するための麟綾上の工夫が、いずれにぜよ必要となる

であろう。また、現実の溺事手続をも視野に入れなければならない闇題でもあ

る。

（注〉

懸　ただし、ジャスティスの提案する野£｝麟度の麟設1こよって弁護1難の構造的不

　稀益が改善されるという見解1こ女窪して、アメ撃力合・衆躍のP｛）舗震：によれ，ば、

　溺事弁護サービスの改姜1こは必ずしも繋がっていないと捲擁されている。Pa滋

　Ro擁rもs，Sc融。ε鏡抜εα魏魏認Proεε88，錘Ox量（）鋤Jo膿讐乱。罫猛G紘

　s孚欝｛》罠欝塁69，尋§i　鼓　66　（ig94〉、

鱒　P篁）鱗護：が簿1事弁護士を専鐸惣こ確保し必要なときに嚢ちに嶽遣できるので、

　弁護権を保瞳する点では最も進んだ鰯痩であむ、アメ写方でも決して一般乾し

　ているわけではないがやがて一般銘するだろうとの認識を、攣い段賠から示し

　ているものとして、蟹憲格ζ璃事訴訟とデュー・プロセス邊（奮斐懸、槍72〉騒一

　誌頁参熱、。

鱒　鵜幾弼『麟事訴訟漢の新展麗違（蓉本葬講社、欝73〉i舞頁注iは、「P　Oの構

　成といっても、アメ撃力の法麟では、つねに、綾告人の弁護人の援勤を受ける

　権瀦が基調とされていて、裁料勝のいわ織る実践的弁護の責紐を公権的に国選

　弁護人に委譲するという権威主義的な構践にはない」とする。

繰　このような海螢の権違を指擁する文戴として、S2εK真瓢雛，錨β確簸。艶騒，
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　鍍3鞍45；」．D盛v鎗陰嚢sc餐翫＆職灘艦WA懸躍瓢P，C醗麗蟹醜語服認蟹

　欧G脇講A冊丁難u羅肥3s？A鷺s　i26（至鱒5〉．

懸　饑えぱ、石蟹省三郎曙溺事弁護凄と弁護士」霞癒と蓬義唾2巻7号（欝雛）35

　頁参照魯

＜轡記＞

　イギサスでは、欝鑓年捻月、政府が轟法鱗度の諸改革を提案する自書を公表

した　（Mo｛艶r簸童si盗g　J綾s纏。8，丁蓋e　Goサ8ぎ簸搬e蔓ギs玉｝ia簸s　for℃8ぞor登霊簸9圭｛垂9皇霊

灘蜜es麟δco群誌，D鯉紬er鵬8，海賊磯繊ce蜘r声sDε韓r融融魏，C艶

鵬5）。ここでは、飛車弁護サービス（Cr油麺謎De墨e駕e　Sεrvice〉を健来の

瑠事法律扶助調度に置き換える提案がなされている。そして、その一環として、

奮給のディフェンダー（8温鍵i畷De£e撮eぎ）を離摩弁護サービスが雇うこと

も、提案された。その後、無法へのアクセス法案（Access　to　J囎旗e　B鋤

が堤趨された。しかし、欝99年2月の法案審議の過程では、この有給ディフェ

ンダーを麟設することは盃決された弓これらの勤海に？いては、詳しくは、鱗

確にて分析することとしたい。　　　　　　　　、

　また、騰稿後、小出雅竜野英蟹の公設弁護人越度一スコットランドにおける

実験一」庭山英雄先生古稀笹萱記念論文集ゼ民衆韓法と理事法学選（現代人文

娃、i弱警）8頂議下に接した。イギ婆スにおける最新の動向（特にスコットラ

ンドについて）が紹介、検討されている。
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