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序　開題の議姦

策i章　被疑者溺事弁護の鍵論的検討（以上、薮巻i号）

第2章　イギ鯵スにおける璃事法律扶勤麟痩・鍵時間当番弁護士舗凌の考察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上、1蜷2号〉

第3章　イギ壁スおよびアメリカ合衆曇にお謬るパブ陰ック・ディフェンダー綱獲：

　　　の考察一被疑者飛事弁護麟度と関連して一（残土、聾巻3号および捻巻2号〉

第鐘章　被疑者溺事弁護麟度論の課題と展望

　第i簸　弁護人の援跡を受ける権利の運念と鱗度の交錯

　　i　国選弁護麟度について

　　　1蘇　19駁1葺三代およびig｛薄年代

　　　121「穰事訴訟法改蓮問題雌と弁護人の援麟を受ける権利

　　2　被疑者弁護の兜実建と綾疑者騒選弁護麟度

　　　1重1麗行罵事誘訟法凝定退程における被疑者蟹選弁護舗度

　　　121至98§隼代議鋒の動講

　　3　パブ響ック・ディフェンダー麟度講

　　　1董1麗侍講事訴訟法前のパブ荘メック・ディフェンダー舗度論

　　　繕　現背溺事訴訟法におけるパブリック・ディフェンダー講経論

　　畦　まとめ

　　　購　弁護人の援跡を受ける権利の蓬念に関する課題

　　　麟　有効な弁護を受1する権利と義務に関する課題

一25一



行政被会論集第鎗拳　第3弩

　第2簾　被疑者懸事弁護に関する麟度的考察

　　i　弁護人の援跡を受ける権麟の手続秘簸段賠の保障

　　　轡　弁護人の援鱗を受ける権趣の告惣

　　　麟　弁護人の援助を受ける権薦の請求

　　｛31弁護人の援勤を受ける権瀦の放棄

　　2　パブリック・ディフェンダー麟度論。弁護人選任権

　　繕　パブ琴ック・ディフェンダー鰹渡の積極論と消極譲

　　121パブ響ック・ディフェンダー調度論の展望

　　131憲法37条3項の意殊と弁護人選懸罐

詰　　藷 （以上、本号〉

第4章　被疑者珊事弁護麟度論の課題と展望

第重篤　弁護人の援麟を受ける権利の理念と鰯漫の交錯

1　露選弁護麟痩について

　鱗　鰺弱年代および讐6§年代

　現行理事訴訟法のもと、無報醗であった清瀬事訴訟法における官選弁護麟度

から、資賂ある弁護士に鰻られた国選弁護鱗度が被告人段躇に認められた。ま

た、被告人の請求による国選弁護綱渡が設立された。そして、その運絹につい

ては、境行羅事訴訟法麟定以後の約騰奪懸の運営において、「わが羅は一発1権

叢に整備されてはいるjl纂と評されるようになった。つま鯵、かなむ熱意ある

弁護活動がなされるようになったと評儘iされるようになっていた。

　しかし、欝灘年代において、その運灘にはなお、疑闘も提起されていた。第

一に、麟選弁護報醗の少なさと、柔軟ではない運繕の改善が主張された。第二

に、場合によっては蟹選弁護人の質が悪いと主張された。この実態が綾羅され
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被疑者璃事弁護に関する一試論（5・完）（饗懸税典〉

たわけではないが、特に、熱意のこもっていない弁護のあむ方が幾判されたの

である（2｝。そこで、法曹人難の聡題や蟹選弁護報醗の低廉さが捲摘されっっ、

「蟹選弁護人講渡は、弁護士の要請に馨家が積極的1こ乗り畿さない霞む、又そ

の弛に支出する金額をふやさない鰻り、完全な饑きを簸待することは今の断羅

難である雌とも評されたのである131。

　その後、欝6§奪代になっても、国選弁護麟度に関する論稿は、数多く鐵され

た。国選弁護麟度は、実質的に璃事裁判を支える存在となったが、しかし、ま

ずは、曇選弁護報醗が安すぎると淺覇された。一一方で、全体として蟹選弁護の

低調さが幾麟された鯵鱗、逆に、蟹選弁護を捲当する弁護士の屡は相当に厚く

なったとも評された｛51。さらには、選事弁護に専心する人が少なくなりっっあ

ることに対しても危襖が燃えられた織。そして、郵蟹選弁護事件受任希望者の

名簿の作成の段繕で、理事弁護に離れた弁護士を主として作成されるよう、弁

護士会内認で醗慮されることが望ましい」／警と主張されたりしたのである。

　その後も、蟹選弁護麟度の充実化が議論されてきた。その過程で、被疑者覆

選弁護凝度の欠魏、講査権鰻・能力の拡充も課題としてと辱あげられてきたわ

けである麟。もっとも、優1額な国選弁護報醗が依然として疑問視され続けてき

たし／9｝、愛在でも、なお、その課題は克騒されていない。しかし、ここでは、

国選弁護報醗の不十分さが指接されてきたわけであるが、その責任が誰にある

のかはあまり幾われないままであった。また、儀額な国選弁護報醗の問題と弁

護の質の問題が関連づけられて議論されることがなかった。つまむ、国選弁護

報醗を論ずる繭に弁護活動が十分になされているかどうかが縫われてしまい、

十分な弁護活動のために報醗をどのように充実させるかという観点からは、改

革がなされないままであったのである。その背後には、毯選弁護麟度が被告人

に対する「愚慮的」な凝度であるという考え方が、意識的にせよ、無意識的に

せよ、存在したと患われる。その開題点が顕著に現われたのが、鷺驚隼代であ

ったのである。
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行政縫会議集　第捻逢　第3号

　⑦　「飛車訴訟法改歪開題達と弁護人の援麟を受ける権釈

　ところでigε§年には、睡選弁護人が、死溺事件にっ》て「死欝もやむを得な

い」との控訴趣意書を申した箏、上告理由がないという上告趣意書を礎鐵し、

死灘が穏当であると弁識し灘、弁護人のとるべき態度が簡題とされた。後に8

弁連から統一解釈が鐵され、議論はひとまず終息した．しかし、弁護活動のあ

鯵方や真実義務が議論された麟。もっとも、鰺73奪に鴨良弼博士は、次のよう

に、「露選弁護斜度」の性賂について運べた。葬これまで、この講度の盤賂につ

いては、法蓄からも、学者からも強い縫心が払われることがなかった」と露。

このような表翼に代表されるように、i麗§年代後半から玉9驚隼代にかけて、露

選弁護人の辞任問題を契機に、弁護人の援懸を受ける権利をめぐる権利論や弁

護士窓治の閤題にまでわたって、それまであまむ検討されてこなかった国選弁

護箒彗獲：の諸開題が広範懸婁こ議識され，ることとなった。以下に、童な動きをまと

めてみよう。

　まずは、集毯的公安事件の裁霧と騰達して、蟹選弁護人の選任・解任・辞任

をめぐる講争である．特に、i§鱒年に大量起訴された5警名の被告人らとグルー

プ雛審理方式を採題した裁判轟鍵との麟立をめぐるものであった。秩淳維持に

麗する法律1こより、ある弁護人が鰹裁を科された。そこで、当襖からf寸いてい

た私選弁護懸が辞任し、被告人らの請求により蟹選弁護人が選任された。被告

人鰹による統一公舞要求と裁講湧髄のグループ騨公報のどちらを採譜するかが

麗われた。蟹選弁護人は譲歩案として「代表者法廷案雌や「合織協議案件につ

いての蓬案雌を謁したが、裁判霧灘はこれを矩蒼した。さらに、露選弁護人の

中には辞｛壬を申し鐵る弁護人も現れ．、蟹選弁護人不出廷のまま審理され率ll決が

下される事鰍も麗れた鰭。ヂ集中審理」方式による訴訟促進が強調され、一方

で「荒れる法廷憾への対慈が霧われた。

　この段賠で、法理講的にも、羅選弁護人の地腫・性楮、被告人と弁護人との

信頼闘係と醗選弁護人の解任・辞任・再任、弁護人の援鋤を受ける権利の放棄

などが議論された｛建。特に、「蟹選弁護人の性賂には公的性格が入るのか」ど
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鞍疑者津1事弁護1こ関する一試論（さ・完〉（麗欝税典〉

うか、辞任・解任にお駕、て弁護人は「被告人との信頼麗係に依存するのか」が

間われ、信頼闘係に蟹存しないという「客観的弁護論］も登場したのである㈱。

　次に、工97？年からi解8年1こかけて、法務省による「飛車事件の公判の開莚に

ついての暫定的特縫を定める法律案」（特撰法〉、いわゆる「弁護人抜き法案珪

の是非をめぐる議講が生じた。これは、破告人または弁護人が「訴訟を遅延す

る懇的で」解任、辞任したとき、あるいは弁護人が「法廷における秩序を維持

するため」裁鵯長から退廷を命ぜられたときに、弁護人が必ず付かなければな

らない必要的弁護事件（鷺訴28§条）において、弁護人なしで裁判することが

できるという特縫を設けるものであった。これは、ハイジャック防塞対策の…

覆としての過激諏対策を立法理由とするものであむ、「裁戦の迅速イ緯のため

のものであった。

　これに録し、憲法で保障される弁護人の援麟を受ける権利が遍歪手続と基本

的人権を保擁する重要な権利であると強請された。また、法案に対しては、あ

らゆる必要的弁護事件に遍羅されるものであり、郵過嶽諏雌の薦語も不明確で

あること、懸事手続の基本原則を歪めるものであること、立法事実に根槌はな

いこと、特定事件にお酵る訴訟の遅延は裁半il議の訴訟捲揮に問題があること、

などの撹判が続撫した灘。この段麩で、「必要的弁護凝痩の意義涯や、「弁護人

の機動を受ける権利の敷藁暴についての理鰐のし方が、激しく学識．上も議論さ

れた鋸。また、「弁護士欝治」の見直しすら机上に登場した。これらに蝿して

は、最終的には法曹三者の協議が成立し、法案は成立しなかった。

　取上の動向を踏まえ、圭§鴇年代の学議においては、次のことが鷲に強調され

ていたと言えよう籔。

①実体的真実主義から適正手続主義に展弱し、当事者主義による訴訟構造に

　現行麟事訴訟法が発展し、被告人の主体性を確保するために弁護人の地位が

　飛躍的に向上したこと。

②　そのために「弁護人の援勘を受ける権秘が憲法で保瞳され、この権利が

　最も基本的な権利のiつであること。
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行政握会譲葉　第捻巻　第3号

③弁護人の援勘を受ける権利を実質化するために理事弁護霧渡が理事訴訟1こ

　不可欠のものとして整欝されたこと。

④　被告人の利益を擁護することこそが弁護人の役割であむ、私選弁護であれ、

　蟹選弁護であれ、そのことに違いはないこと。

⑤　騒選弁護が國の恩恵的なものである、弁護人には公的性賂があるという考

　え方は、以上のような「弁護人の擾勤を受ける権利3の蓬念とは異なること。

⑥　弁護人の擾財を受ける権利から自由な弁護活動こそ演繹されるわけであり、

　その弁護権行嚢においては、弁護士の独立性を確保する弁護士轟治が保瞳さ

　れなければならないこと。

　このよう1こ、i留§年代の段踏で羅事弁護に難ずる謬論的検討がすでになされ

てきたと言えよう。醒選弁護麟度が懲悪的な麟度であるという認識のもとに、

裁判霧の強硬な姿勢とともに難事手続における弁護人の役割を軽視する動詞に

薄し、ようやく、璽護人の靉靆を受ける権利という撹点からその蓬念と意義が

確認されたのである。もっとも、この段賠で1まあくまでも弁護人不在のまま裁

判が成立して奉当によいのかという、基本問題が議論されたにとどまっていた。

そこで、その後・舞台は被疑者弁護に移り、普通事件の弁護活動をめぐって、

問題は新たな課題とともに緯鱒奪代に再燃したのである。

（注）

縁懸宮搭「弁護権の実質的な保瞳轡一跨効な弁護を受ける権萃縫一盛跳大法学

　譲葉玉6巻2業3号（ig65〉29領。

121舞えば、欝懸祐夫「覆選の鞍馨に就いて」嚢窃と正義§巻3号（欝52〉55貰

　以下、塵談会・攣葉秀豪難潅か「醗選弁護雑慶の実状」嚢露と蕉義蔓巻鎧号

　（鰺麟）鱒頁以下参黙。

／31騰圭1髭一郎「羅選弁護人の解任」愛短学醗大学譲叢法学醗究2巻工業2号

　（ig6｛｝〉89賛。

｛灘　熊谷弘「蕾選弁護士麟慶について」覇鯉タイムズ2艇号（ig67）237頁・

翰　馬場英彦「羅選弁護凝度について」醤鰭タイムズ2劔弩（欝欝）2鎗頁以下。
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被疑者灘1事弁護1こ関する一試論（5・完〉（鶴蟹量売典〉

麟　熊谷・表掲注4、23？頁。

鱗　内醸灘弘「露選弁護をめぐる縫題」古賀正義織ゼ講痙・麗代の弁護士3・弁

　護士の業務・経営遜（馨本評論社、1§驚）鎗8頁。

麟　舞えば、「特集・国選弁護」窪震と亜義28巻鼓号（鴛7？）2頁獄下参難、その

　当時にお謬る被疑者蟹選弁護翁渡の欠麹について捲接するものには、鐡宮・繭

　揚注iなど、調査権羅・能力の鉱i兜について捲i賭するものには、海霧・繭揚蓬

　7、4総頁などがある。

鯵　鰹えぱ、大坪憲三「アメ琴力富選弁護報醗訴訟一ファイナソシャル・サヴァ

　イヴァルの原鶏一」嚢密と重義鎗巻3号（欝聡）蔓2頁以下参照。

鱒　東京地裁曙秘38年・聾・28料鰍時報3誕号参蕪。

繍　金末多志雄郵霞選弁護入鶏題の経緯」ジュ琴スト2爵号（欝6⑤9頁以下、灘

　富裕「蟹選弁護人の弁護振否について」ジュ蔭スト2綴号（鴛艇）露頁以下、懇

　藤里光「死飛事件と露選弁護人」ジュ馨スト器3号（欝総）8頁以下参照。

嬢21鵜良弼「馨選弁護人の法的盤格」ジュ琴スト窪87号（i｛搾i〉9書更級下〔ζ驚1事

　訴訟法の新居雛選藪暇（馨本評講社、欝稔〉蔦9頁以下〕焉9養。

磯　以．tの経過は、由本歪樹「蟹選弁護に関する一考察」近大法学器巻3・尊号

　（鴛？8〉鵠一鎗頁、法律時艱磯拳i号（欝72〉の特集参照。

麟　饑えば、座談会・藤本英雄ほか「露選弁護問題の焦点葺ジュ撃スト鰺怒号

　（嬉7舞懇頁以下、自由と髭義22拳5号（欝？i）の特集参照。

㈱　灘えば、裁舞駈に協力的な弁護人橡を否定するものとしては、機由晃一簾

　「醗選弁護人選任請求権とゼ斎鱗決定塞法俸時鞍襲巻i号（欝？2）妬頁以下、

　これに難航するものとしては、熊谷弘「裁報辮からみた醗選弁護」欝欝と重義

　22巻5号（欝欝〉欝頁以下参照。

㈱　興韓的には、白露と毘義29拳i～捻号（欝78）、総巻i～6号（欝聡〉、3i巻

　3号（欝8§〉、弁護人敏き裁判特鰯法案醗究会「弁護人抜き裁覇特灘法案一その

　挺麟的機討」法学セミナー23巻2号（欝？8）解頁以下など参照。

辮　r特集・弁護人抜き裁報」法律時報灘巻3号（欝鴇〉8頁獄丁参照。

懸　縫えば、石鱗才顕「馨選弁護人の選媛と辞任一最近の麟選弁護人の辞任問題

　などを契機として一、1鬱鬱と蕊義麗拳5号（i蟹i）2頁以下、麩出英雄r溺講

　訟一蔀改正問題の甕判的考察」嚢議と正義2§巻2号（欝78）55頁以下、織綾晃

　一鋸r必要的弁護事件と被告人の人権」法律時報灘巻3号（鰺聡）25頁以下な

　ど参黙。弁護士1霞治については、石撰才顕「璃事手続における　ゼ弁護士自治雲
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行政縫会議集　第i2拳　第3号

の法饗一欝欝弁護麟毅の機能約分観を契機として」法律時鞍駐巻3号（欝臆〉

32賛参照。また、弁護士麩治の瞬題をめぐっては、講演舗度醗究会「獲行弁護

士法の翼題点一弁護士§治を中心として一涯法律のひろば3i巻9号（欝鰺〉騒

頁以下、r弁護士藪台の開題1こ関する答牢劃霞露と豊義3蜷3号（ig簿〉7頭

以下参照。

2　被疑者弁護の充実化と被疑者国選弁護麟度

　繕　現行欝事訴訟法舗建遜程における被疑餐国選弁護麟度

　ところで、麗代の被疑者弁護を検討する前に、璃事訴訟法綴定過程の流れを

機観してみよう。ダ璃事訴訟法改正方針案3（i襲6年護月3紹〉以麟の司法凝度

改革審議会諮問事項に対する方策（仮案）（i襲5奪登用228豫揮）においては、

すでに被疑者弁護が検討されていた講。このことについて、司法麟度改鑑審議

会第二諮懇事項関係小委員会第二麟会議議事録要旨には、「被疑者二弁護人ノ

選任ヲ認メルコト二村テノ＼其ノ弁護権ノ範霞二付テハ難カシイ問題ガアルト

患フガ、予審二於ケル弁護権ヲ大体目安ニシテ居ル雄と説明されている（欝嚥

年鎗月5霞）囎。その後、溺事訴訟法中改正要綱案（ig妬年i月26沼蝦溺葎）

には、勾留された被疑者の弁護権に関する事項が幾建された麗。

　「戦時僻事特雛法第二章溺事手続規定申理事訴訟法ノ改歪二鰹シ取入ルルヲ

溝トスルモノ及其ノ取入二関スル要綱案」では、官選弁護鰯度の拡充強化が検

討された（雄蕊年2月28灘磯鷺）醤。一方、憲法起草作業において、現行憲法

の療影となる弁護人依頼権・国選弁護規定が、すでに設けられていた㈱。これ

と平行して、嘗選弁護鱗度の拡充も籔られ、「溺事誘訟法改鑑方針試案」（茎蟹§

年4月3細瑠甥鋤では、「被告人のみならず、鞍疑者も常に弁護人を敏頼し

て、その公蓬な援鱗を充分受けることができるようにし、さらに、新憲法の緩

定の趣唇に鍵ひ、官選弁護の麟度を拡充し、資力がないため弁護人を蟹頼でき

ない者にも、充分弁護の機会を鐸へるようにする珪とされた髄。

一32一



鞍疑者璃事弁護に関する一試論（5・完〉（講鐙撹典）

　その後、第一麟司法法舗審議会第三小委員会（欝蕊年7月茎5欝〉には、ε趨

事訴訟法改正に付考感すべき開題」が配姦された。そこで、紅第一、弁護権拡

充の籔醗をどうするかα一、捜査中の鋼車被疑事件についての弁護権をどうす

るか。二、官選弁護人をどうするか、三、代表弁論其の他弁論嚢鰻に関する焼

定を設けることはどうするか建について検討された腿。そして、購辱事訴訟法

改正要綱試案」（i襲6年8月5騒璃甥蓑饗）にて、被疑者蟹選弁護麟度が次のよ

うに提案された㈱。

第二　被疑者の弁護権を次の要領によ融認めること。

一、弁護人の選任

イ、被疑者は、弁護人を選任することができるものとすること。

P、被疑者の法定代理人、保佐人、直系尊羅、塵系卑羅及び醗傷者並びに被

　告入の霧する家の戸主は、被疑者のため・独立して弁護人を選任すること

　ができるものとすること。

ハ、勾猫又は勾留せられた被疑者には、弁護人を選任する機会を失はせない

　やう、特に考慮を払ふことむ

二、勾留申の被疑者であって、貧羅その飽の運由によむ弁護人を選狂するこ

　とのできないもののためには、官選弁護人を隣するものとすること。（後

　記第三参照）

第三　官選弁護の舗度も次の要領により整備拡充すること。

一、被告人が貧毯その飽の理由によって、弁護入を依頼することができない

　ときには、鼓舞湧は申請によむ、被告人のため弁護人を選任することがで

　きるものとすること。

　　勾留中の被疑者によっても亦、同様とすること。

二、官選弁護人は、弁護士及び司法官試補の外、弁護士試補の中より、これ

　を選任することができるものとすること。

　　なほ、籐易裁判所の管轄に霧する事件の被疑者のためには、麟項の醗定
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　によることが霞雑な場合に鰻鯵、裁覇湧書記の中からも、弁護人を選任す

　ることができるものとすること。

三、官選弁護人には、簾費、騒当、生蜜料、その纏の費矯を支給するものと

　し、なほ、裁鵯所の帽当と認めた報醗を支給することができるものとする

　こと。

　　繭項の費羅及び報醜は、訴訟費灘の一鋸とすること。

　　な縁、釜露者のため、訴訟費購の負握を全認又は一落免除することがで

　きるものとすること。

第醤　弁護人は被告人又は被疑者一人について、三人を超えることができな

　いものとすること。

第五　被告人文は被疑者一人について数人の弁護人があるときは、主任弁護

　人を定めて裁甥漸又は検事に題出なければならないものとすること。

　同案は、司法法麟審議会第三小委員会、司法法麟審議会総会・臨時法麟調査

会第三藻会の審議を経て、欝弱年8月賀8に「溺事訴訟法改鑑要綱墜が作成さ

れた。ここでも、ほぼ「鋼車訴訟法改正要網試案」の原形が維持されていた。

第二の綾疑者の弁護権については、変更なく踏襲された。第三の官選弁護につ

いては、第三の二が大きく様変わむした。改歪要綱では原則として官選弁護人

を弁護士に畷ることとし、被疑者のためには、それが醒難な場合に曝む、司法

官試補、弁護士試補及び裁覇所書記から弁護人が選任されることとなった騰。

　このような変建があったものの、鼠弁護）第二］の媛定については、「懸事訴

訟法の改置に聾する中間報告涯において、次のような改革方針が遜べられた。

すなわち、被疑者弁護権を保鐘すること、猫罪の盤質一と弁護人が必要であると

された場合にのみ官選弁護凝護を保障していたがそれを被告．への請求による場

合紅も拡張したこと、被疑者にも官選弁護凝度を保瞳することであった盤。以

後、改建網事訴訟法案第1案でも、〔（総露）第獲十五条（新）3で鞠、勾留申

の被疑煮に官選弁護凝度を保瞳する燈定がなされ、それは第4次案まで存続し
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た。しかし、第隆次案（欝蕊隼鎗月）以降、被疑者段繕の蟹選弁護麟度の焼定

は薄墨余された。

　以上のとおり、現行飛車訴訟法の麟定1こより、難事手続上の弁護に臆する規

定が広範に設けられた。ここでは、現締綱事訴訟法麟定過程においては、ヂ勾

留中の被疑者涯を蝿象とする蟹選弁護麟度が想定されていた。ただし、基本的

には、裁睾1漸選任による蟹選弁護麟獲：を被疑者に嫉張することが醗憲された。

この醒式は、その後の麟度案においても提案され、その適否が問われることに

なったのである。

　轡　総鍵年代猿舞の動癖

　総総年代に、捜査手続の弾劾乾のために被疑者弁護の充実化が重要であると

いう問題認識のもとに、被疑者国選弁護麟度案が礎案されてきた。欝本弁護士

連合会蟹選弁護に関する委員会の欝82年「中間報告書」（以下、蟹選弁護委員会

案と略す）鎌、i｛逡？年第二東京弁護士会の試案（以下、二二弁案と略す）難である。

また、欝鱒奪代になると当番弁護士麟度の自発的な営みがなされ、被疑者弁護

の充実化が大きく進展した。瞬時に、福岡銀弁護士会の被疑者公選弁護調度試

案鐡が、欝9i年に福岡桑弁護士会によむ作成、公表された（以下、福岡案と略

す）。

　この国選弁護委員会案・二弁案と編同案を比較すると、その鱗度の構想に、

基本的な穏違が見受けられた。すなわち、麟の2っの案は選任権者を裁鵯駈に、

後者の案は選任権者を法律扶勤協会としていた。選任権者を裁覇所とする案は、

理行馨選弁護鰯度を被疑者段繕に紋張することをねらいとするものであった。

一方、選任権者を法律扶勤協会とする案は、現行毯選弁護鰯度とは異なる舗度

案であった。そこには、イギ婆スから徹った当番弁護士麟度と平行して、懸事

法律鉄騎麟度を導入し、資金藪のみ璽家の費羅によって確保するという考え方

が、基本として存在したと患われる。

　選任権者を戯事概とする考え方と選長権者を法律鉄鏃協会とする考え方との
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櫨違は、必然的ではないが、選任時期にも現れた。蘇者は、裁覇辮が避妊する

ことから、基本的には勾留質問時が最も実現可能であるということであった。

現行飛車訴訟法鱗定過程における勾留段階から被疑者国選弁護麟度を設立する

案も、選任権者を裁判駈とすることを麟提にしていた。このように、選任権者掌

裁鵯瞬→選任時簸＝勾留質鶏時といった籔式が存産した。

　その後、経本弁護士連合会は、i鱒5隼に賜るべき穰事手続等について聡究

を重ね、長鱗的、中期的改革の方策や当面の方針などを策定する」懸ため、紅理

事司法改革の実現に向けてのアクション・プ霞グラム3を作成した。ここで、

被疑者国選弁護麟度にっき、次のように主張された。まず、憲法鍵条の解頼か

らも、少なくとも身柄拘束された全被疑者を薄象とするのが憲法の要請である

という立場から検討されるべきである。選任方法については、被疑者本人の請

求にかからしめるか否か、どの範麩で必要的被疑者弁護麟度を設けるべきかに

ついて、引き続き討議が必要である。次に、基本的に「馨選玉野公選まを一慈

の考え方として、異体的にどのような内容を購恕するかについては、さらに討

議を継続することが必要である購、と。

　一方で、被疑者弁護の実践が進展し、綾疑者に端して、弁護人の立会いなし

に取調べに感じるべきではないと鵯畿される事件では、弁護人の立会いがない

鰻む一切の取調べを拒否することを跡言したむ、全事件において、供述講書の

内容を弁護人が確認しない霞む一窮の署名と押露を癒否することを跡合して、

黙秘権を実質的に保障させていこうとする弁護活動も発緩した醗。しかし、被

疑者の権利・利益を保齢していこうとする積極的な弁護活動に対して、不適乏

な弁護活動である、捜査妨害であると幾判ずる「不適蕊弁護論涯も主張される

に至り、裁鵯漸までが活動の当否について撤判ずるまでに至っている㈱。また、

法律扶勧を基本とした野公選雲による舗穫は、法務省による被疑者弁護への幾

判と相扶って、実現の見通しがないことから、その後、騒本弁護士連合会は

「被疑者国選弁護麟度案」を公表するに至った。これは、それまで「公選韮を

境野に入れていた方向姓を変更するものであったのである雛。もっとも、鰺認
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隼簸隼に、B本弁護士連合会は「司法改革ビジョンー市民に身逝で信頼される

司法をめざして輩において・「国費1こよる被疑者弁護舗度」を揚げている。

　ここでは、被疑者弁護の活性｛とに梓い普遍事件の弁護活動が幾われている。

その意味で、鶏鳴年代とは異なる縫藏を有してお鯵、さらに、舞台は投壷手続

に移された。捜査灘との繋立が嶽秘するとともに、実際に公的費絹を要求する

という課題も蓉在している。また、被疑者国選弁護綱渡：をめぐって様々な凝痩

的課題が表鐡する中で、選任権者を誰にするのか、すなわち罫蟹選雲か「公選］

かが闘われてきた。ここには、従来の蟹選弁護講度のままで果たしてよいのか

という危娯がその背景に存在していることは否めないであろう。また最逓では、

「パブtJック・ディフェンダー（P曲里icDe総総er、以下PDと酪す）麟度盛の

可能性の検討も挙げられている。次にそのPD舗度論の系譜を険討しよう。

（注〉

麟　溺事講訟法麟定過程醗究会r鋼車訴訟法の麟定邊程麟」法学協会雑誌鍵巻臆

　号（婚響〉蕪2馨頁参照。

㈱　購・i53§頁。

齢　溺事訴訟法麟定過程醗究会ヂ理事訴訟法の舗定遍程嬢」法学機会雑誌綴逢鐙

　号（欝穫）聲39、貿46養参照。

鱗　瞬47騒一i755蓑。

騰　難事講訟法鰯定過程醗究会「飛車訴訟法の麟定遍程1§舞法学協会雑誌麗巻5

　号（欝循〉573頁以下参難。

騰　溺事訴訟法麟定遍程醗究会「溺事訴訟法の細建過程鱗」法学協会雑誌92巻6

　号（欝？5）727頁参類。

懸　璃事訴訟法麟定過程醗究会「理事訴訟法の麟定遍程織」法学協会雑誌麗逢7

　号（鴛蔦〉8縫一8弱頁参照。

醗　羅876－877頁。

麟　璃事訴訟法鱗建過程醗究会「飛車訴訟法の舗定過程麟」法学協会雑誌92拳鎗

　号（辮さ〉玉38珪一i38碩。

露　穰事訴訟法麟定過程醗究会「麟事訴訟法の麟定遜程1懸」法学櫨会雑誌93巻3
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　号（聾76〉鎗専一畦総頁参照。

騰　聡事訴訟法綱定遍程砺究会夢理事訴訟法の舗定遍程軽制法学協会雑誌93巻尊

　号（欝欝）5篇頁参黙。なお、被疑者蟹選弁護麟綾構想に関する分析として、大

　膿農短「麟事訴訟法における被疑者弁護の盤護雌欝密と駕義襲巻7号（鈴§3〉

　鯵貰以下、新部豊樹「未完の司法省被疑者羅選弁護構想」季：瞬趨事弁護麺号

　（鴛蟹〉露貰以下、三井誠ゼ飛車手続法邊（有斐麟、補欝販、ig弱）艮8頁以下。

麟　「蟹選弁護委員会報告書（聡秘鍵隼擁蒙本弁護士連合会ゼ第3璽馨選弁護シ

　ンポジウム資料集選2議頁以下（欝本弁護士連合会、欝雛〉。

懸　第二東票弁護士会司法懇題女書策委員会・第i2灘司法シンポジウム討議資料

　『馨蔑の裁鵯を受ける橿舞（その三）一法曹のあむ方一諾63頁以下（第二東京弁

　護士会、欝綬〉。

働　福講榮弁護士会・第3獲国選弁護シンポ実行委員会「被疑者公選弁護麟度試

　案猛蒙奉弁護士連合会蟹選弁護に関する委員会・九州弁護士連合会・福岡票弁

　護士会ゼ被疑者靉靆の国選弁護麟度一その実理に軽重けて・第3鬱鬱選弁護シン

　ぷジウム資料集壽億本弁護士連合会、鰺9i）漸薮。

欝　厳本弁護士連合会ゼ璃事薦法改革の実理に賭けてのアタシ雪ン・プ欝グラム遷

　（鑓本弁護士連合会、欝95）i頁。以下、「アタシ葺ン・プPグラム」と琴1矯す

　る。

騨　「アクション・プ脅グラム」戯一鐙頁。

鵬1　ミランダの会纏野ミランダの会」と弁護活動雲（幾代人文被、欝97〉参照。

㈱　最透の状溌にっき、井上正仁ほか・座談会「経緯訴訟法の褒実とその問題点涯

　ジュ琴スト雛48号（鎗鱒）鯵7－i灘夷、村井敏邦ほか・座談会「聡事訴訟改革

　の課題と展望3法難時穀霞巻3号（姫鱒）簸褒以下、鍵慈震主党零法麟度特麟

　調董会報釜「然轡紀の構法の確かな指鋳」白磁と豊義鱒巻8号（欝§8〉欝§頁参

　照。最逝の裁甥羨のi舞懸については、東京地無平成6・6弓2報時蔦62号鍵i喪、

　浦穂地裁越谷平成9・レ鍵鵯欝欝弱号蔦5頁、東京蕩親平成9・9・貿判欝欝

　23号焉5頁、浦鵜地霧平成9・8薩g判時欝24号蔦2頁参照。

麟　その飽、異韓的な提案として、三井誠「理事訴訟法の今後一改籌策の翼檸的

　提言匪法律時艱綴巻爵号（懲8§）6頁以下、遜欝守一購ll事弁護の売実紀」法

　律時報綴巻灘号55頁以下など参照。立法案を含めて、被疑者弁護の鍵講的穣討

　として、大久保誓「被疑者弁護の鍵講的課題」磯波雑誌34拳3号（婚95）馨3頁

　以下参難。
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鞍疑者璃事弁護1こ関する一試論（翻完〉（濁懸脱典）

3　バプ騨ック・ディフェンダー講慶論

　購堤行溺事訴訟法麟のパプ璽ック・ディフェンダー麟獲論

　わが蟹では、PD麟度は以藩から麗心を寄せられてきた。まずは、理行理事

訴訟法霧彗定以麟の議要論を護観しよう。

　竃総山壽博士は、論文『難事弁護論磨を展開する中で、r将来麺韓ナル人ヲ

以テ官選辯護人ト為ス胃キヤハ新二設ケントスル立法二於テ最モ興鞍アル問題

ナ1君として、鋼車弁護制度の議論にも縫心を寄せていた。そして富密博士は・

マイヤー、わ紬・フの購怨する駿ク官魔トシテ検事編…ノ地続及ヒ顧l！

ヲ奮スノレ辯護濃霧羅ヲ設ケ擬；撥鏤羅ヲシテ検事ノ揮劾二窒ずシ奪う被告人紡禦ノ鞍二

從事セシム再シ」との論懸を次のよう1こ灘馳た。殴主義ノ論者ハ其駈説ヲ

凡テノ辯護二實行セシメ辯護ノ章ヨ1｝私選辯護ナル文字ヲ抹消シ虫ラント欲ス

ル者ナ1タ然レトモ辯護人ハ被告人ノ艦長二基クヲ必要トシ國家方鞍告人ノ信任

二基カサノレ辯護人ヲ強譲スルカ如キハ策ノ得タルモノニ葬ス故二九テノ場合二

国家公設ノ辯護機購ヲシテ被告人ノ辯護ヲ為サシム可シト為スハ余輩ノ未タ俄

力二賛羅シ能ハサル藩ニシテ少クトモ被告人馨ラ辯護人ヲ選任ス可キ場合ニハ

饒辯護機驚公設ノ學議ハ之ヲ採屠ス可カラサルモノナ写ト信ス樺、と。

　しかし、富襲博士は、全被告人の弁護が公設弁護機関によって行われること

に異論を述べるにとどまっている。マイヤー、オルトロフの購恕する鰯度を溝

極的善こ評イ藤するのは、被告人の髪禁壬に基づかない弁護を強凝するためであった。

もっとも、私選弁護がある場合には、公設弁護機鰻の導入が否定されているわ

けではなかった。そこで、「鈍撃説ハ被告人§ラ辯護人ヲ選任ス遡キ場合二採

罵ス可カラサノレモ官選辯護ノ場合ニハ癬季1郎鉾モノニ葬サルカ否々講フ勿レ

是レ金銭ノ開題ナ1タ国家財政ノ職題ナ列とされたのである麟。

　PD講度への饗心がその勉の論文でも示される中で鱒、小繋溝一難博士は、

アメリカのP｝〉麟度を詳縮に紹介した。そして小野博士は、弁識主義と配義公

…3§一



行政鮭会論集第稔巻第3号

平の精神から、資力なき璃事被雀人の弁護権の蚕要姓を説き、その一手段とし

てP　D舗度の定義とその懇懇、豊麗§年代のアメ摩力の状溌を譲文の中で書き記

している懸。そして、小野博士は、「私は我が邦に於いても穣事罵に端する弁

護局の設置されることの一霞も速やかならんことを希望して止まざるものであ

る。直ちに之を国家的施設として実現することが魑難であるとせば、せめて離

分的であっても蔑間の被会事業として之を実現させたいものである」麟、と結

論づけた。

　さらに、小野博士は、著書謬欝事訴訟法講義悉にて、次のようにP　D鰹度の

導入を饗論づけた。すなわち、r検事は公訴権を行ひ被告人の鑓罰を請求する

ものである。鱗しながら、そは一の国家機関であ妖且っ本来公益の維持を以

て任務とするものであるから・被告人に利益な訴訟資料を蒐集提出することを

得るのみならず、またその義務であると考えられている。且つ撲事は被告人の

利益のために訴訟鴛為殊に上議を為すことが串来ることになっている。しかし

顛の難く検事をして被告人を訴追すると瞬時に、被告人の科益をも保護すべき

ものとするは、少なくとも心理的に非常に毯難な仕事を要求することになる。

私は寧ろ艶の点に付いては之を検事の義務とすることを廃し、一面に於いて弁

護の舗度を一の公共的機関として充分に発達せしめ、殊に公の弁護島を設けて

資力なき者の弁護に遺憾なきを難し、以て当事者訴訟主義の形式を徹底せしむ

べきものであると思う」欝、と。

　このよう1こノ罫野博士は、当事者訴i訟形式を徹底させる目的から、PD叢彗度の

導入を主張した。特に、弁論主義の実現には理事弁護麟痩の充実化が必要であ

り、貧遜者に対して「奮義」と「公平」の観念からその麟度的保瞳が必要であ

ると認識した。さらに、法律抹勤舗度にも関心を示していた露。

　⑦　現管粥事訴訟沫におけるパブ騒ック・ディフェンダー麟獲論

　運行飛車訴訟法鰹定後においては、当徳、私選弁護麟護の廃止や理事専跨弁

護麟度の確立、そして弁護局の設置を提案する改革私案も礎案されていた鱗。
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被疑者璃事弁護に関する一試譲（5・完〉（緯懇僥典〉

また、ig欝奪代からは、外国の麟事弁護麟獲麟究も、徐々に公表されっつあっ

た。欝6§年代におけるアメ1ナカ合衆蟹の璃事弁護麟度改革の動向にも注目が集

まった瞬。

　外蟹法の醸究において、多くの論稿がP　D麟度を紹介、検討した。中でも麗

選弁護麟度との娩較考察が行われ、結論において、P　D麟度の検討の必要性が

説かれた㈱。さらに、積極的にPD麟度を評慰するものもあった。饑えば、「・一

遍代鮭会の発展に伴う弁護士業務の遍代髭の過程における、よむ高次な発露段

階に位置するものとして、樗来の理事弁護の進むべき方向を振示するものでは

なかろうか漣とするものもあった鰍．

　一方、PD舗度について消極的な謬懸を下しているものもあった懸。すなわ

ち、ド裁判、検察、弁護の全てが、公権力の下に来ると言う本質から、結縁こ

の麟度のこれ以上の飛躍的発展は望めないし、ましてこの麟度を直ちにこのま

ま我が国に持ち込むと言うことは、むしろ、そのもたらす害の方が大きいので

はないかと思わざるを簿ない。問題は、弁護士活動と言う本来、公権力と燐む

離されるべきものが、この麟度では、金銭的な薦にとどまらず、その身分麗係、

職務麗係の一切に及んでいる点に、その理論的な弱さがあると言って過言では

あるまい擁雛と評された。アメ撃力合衆覆のPD麟度臼体にその1鰻界があるこ

と、理講悪でも実践面でも闘舗度の発展は見込みがないこと、そして、雛本に

は寧ろ不適当であることが主張されたのである。

　しかし、多くの磯究においては、むしろ麟度嚢体を評慰する意見が主流でも

あった。もっとも、その論議の過程で、わが国においては、PD舗度はデメ1タ

ットの方が多いという見解が唱えられたのである。饑えば、「わが国の現状で

は、公設弁護人を設けるのは、適当とは患われない。アメ1タカの公設弁護人に

対する幾半llは、数難してわが国の公設弁護人に籐えられるであろう押、「アメ

勝方におけるこの麟度の欠陥とされる右に遊べた繊判の①の幾覇（興れ合い、

政治的影響一筆者無記）は、響本のような蟹では、よ砂一屡その欠臨を拡大し、

麟事被告人は、裁率1嬉・検察窟それに公務員の三者から、罪貰を糾弾され、真
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の弁護人のいなも轄黒の法蓮が現出されるおそれなしとしないρ、と評され

た。これらの論稿は、もっぱら、騒選弁護鰯度と比較した上でのP　D鱗度導入

の是葬論に関心を示し、PD調度に繊轡的な意見を主張したのである。

　その後、弁護人抜き法案が題題とされる中で、P　D翻度の導入が法鱗審議会

で議明されたこともあった縫。ここではあくまでも政府灘からの提案であった。

しかし、婚叙多年｛驚に1ま、いくつかの費至）議彗覆：に関する論稿が存在し欝、　登D毒彗

度への§意趣1ま絃然として維持され統轄た。最近では、被疑者国選弁護舗度との

関連においても・PD鱗度が注目されてきた。ここでの麗心は・むしろ、被疑

者弁護の充実化という観点からのものであった鵜。そして、実藻1こも、被疑者

弁護における弁護士遺疎地域韓策という灘癒から、蔭本弁護士連合会がP　D凝

度の導入に海けた改革案を鍵示している翻。また、P王轟渡のプ欝ジェクトが

謙遜、実践されつつある状況に至っているのである鰭。

　このようにP　D譲度をめぐっては、現行溺事訴訟法鱗定以前から、璃事弁護

と国との麗係が問われてきた。i鯵§葎代、欝鴨年代にはPD麟度に繁してかな

り否定的な意見が主張された。しかし、鷺9§奪i代においては被疑者弁護の充実

建のためにPD麟痩：が見直されっっあり、それは以醗とは異なる撹点からのア

プβ一チであったのである。

（注）

懸マイヤー・オルト欝フの構想については、第3童第ま簸参照。

繍　富醗幽壽「磯事弁護譲・購改正難事訴訟法草案ノ講評」京翻法学会雑誌3巻

　9号（i鱒8）5§一韓頁。

籔　購総一6i頁。

懸　穂稜重遠「裁鞍勝の簡易秘」法律協会雑誌38簿（欝欝〉8緩頁。

懸　小野濤一郎「公設弁護人の麟綾について」法学志鉢27拳3号（欝25）緯頁以

　下〔法学評議（下）駈毅（弘文賞誉簿、鯵39〉4解頁以下〕。

灘　講・法学評議（ぞ）麟9頁。

騨　小野清一郎『趨事講訟法講義・全匪（膏斐霞、鍵29〉買§翼。
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被疑者磯事弁護に関する一試論（か完）（岡遜騰典〉

鰻　小野・蔑揚注乾・法学評論〔下〉、4瞭一4範頁。

醗　中安甚五郎「璃事弁護麟痩の改革私案」欝欝と豊義鎗誉2号（ig灘〉艇頁。

1麟　饑えば、内藤文夫「寒露における飛事弁護人麟慶とその運矯に聴する醗究一

　とく毒こゼ弁護人選任権選を申’1〉として一」鶏重去麟1究報若書i§輯i鍔』（茎958〉、　瞬

　富裕ゼアメ撃力各州にお1ナる貧露考の弁護の実態韓～／31」覇縄鋳輯4麗号6頁以

　下、鎗5号6頁以下、臆6号欝藁以下（欝蕊〉などがある。

麟ノ紳猛幸綬メ頻における眷顧量cDeξ磁醸毒緩について（2・完）」宰縦

　タイムズ欝§号（捻65〉79頁。なお、瞬「アメ琴力におけるP麟至ic玉池艶撮er凝

　度について轡」i総号（欝蕊）鑓頁以下参照。

1辮　串谷恭一「米蟹における“De艶滅鍵Syste雛”について」驚法醗修駈麟立蔦

　麗年記念譲文集下巻（雄鑓）3蕊頁。

騨　舞えば、海上秘雄「アメ撃力における公弁護人麟慶櫛121雌霞震と蓬義懲拳

　｝号（欝欝）幹頁以下及び甕密と毘義欝拳2■号（鯵叡〉駐養以下。

騒　露盤巻2号撰頁。

騒　平野龍一「弁護人に敏頼する権雇一アメ婆力の調度を中心にして一」§露と

　重義8拳4号（i蕊7）蔦蔓以下〔覆車法醗究第3巻『捜査と人権』藤暇、（有斐

　麟、欝雛）2撰頁以下〕2盤質。もっとも、「大都市の弁護士会に数人の国選専遡

　の弁護士を置き、これ畢こ弁謙こあたらせるようにしてはどうか」という礎案が

　なされ，ている。瞬2（｝暮蚕。

麟内綴・前場注7、鱒5一韓6頁。もっとも、「義代の露本の醗選弁護鱗痩が、欠

　陥のない最蓉のものであるとは、とうてい考えられない。よりよい弁護麟痩の

　ためにこそ、アメ瞳力のパブ！lック・ディフェンダー麟護の検討がむしろ積極

　的に必要である」とする。膚籔藁総葺。

暴　欝法凝痩醗究会・麟揚注鰺、誕頁。

鵬1　桜井正史「アメ撃力会衆窪糞こおける舞馨事弁護憲喫婁：1鯵一特1こ公ぎ肇弁護簿1獲：を申

　心として一」捜査観究35巻4号（婚8萄鍵頁以下、露ック・購一｝一ド、井土

　乏仁（訳〉「弁護人の援動を受ける権穫と公設弁護人鱗綾」璃法雑誌騰巻2暑

　（ig8勢露舞竃以下がある。

欝　鱗えぱ、村井敏邦「穰事弁護の歴史と課題墜窪鶴と正義麟巻7号（欝§3）　5

　頁以下、後藤瞭「ネットワーク麟事還法①／サクラメントで会った公設弁護人

　たち・公設弁護人事務瞬観察記」季縄飛事弁護i舞（欝95）69葵以下、庭由英

　雄「ニューヨーク毒における霧灘者の醜事弁護」季霧璃事弁護爵号（欝§7〉灘
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　頁獄下などがあるα

㈱　「アクション・プ召グラム」麟掲波33、42翼。

鰍　馨本弁護士連合会潮事弁護センター編浦功・櫻井光政紺本型公設弁護（人）

　鱗綾について」置アメ縫力の理事弁護鱗度選（現代人文祇、欝98〉欝7頁以下参

　照。

4　まとめ

　／蒙1弁護人の援髄を受ける権利の蓬念に§§する課題

　かつて、難波杢三郎弁護士の蓼辯護学漫は、「我辯護舗護の欝立以来66ケ隼

隠に及ぶ今露に於ても猶辯護科学蛙に辯護技術に驕する一の学翼的醗究を見ざ

るが故にも鐡る」として懸、すでに詳編な弁護論を展験した。それは、紅弁護藩

を国家機麗の粥事攻撃に嬉抗して被告人の権利・利益を擁護すべき権釈として

法上に認められたる作馬と位置づけ、被告人の「自己弁護権」を骸として、実

質的弁護に対髭される形式的弁護、すなわち「弁護人弁護権］の具体的内容を

詳纏に読むた。すなわち、ヂ弁護人弁護権」とは、理事被告人の権利および利

益を擁護するために弁護人に認められた驚事訴訟法上の権利である。したがっ

て、被告人との関係で1ま、その本質は被告人を援勤または補佐することである。

また、被疑者も麹己弁護権に準ずべきものを有するし、私選弁護と官選弁護と

の闘に、弁護人の義務範霞に広秩性はない、と鱒。

　このように、被疑者・鞍告人の権利・科益を擁護するという弁護人め援励を

受ける権利盤有効な弁護を受ける権利の謹念が、すでに、表明されていた。

謄鴨葎代にはそのことが憲法との権利として再確認された。その後、真実義務・

誠実義務をめぐって幾多の醗究があむ、真実義務についてはすでにかな蓼の議

論が行われ、被疑者・被告人の権趨・溺益を誠実に擁護することこそ弁護人の

義務。役割であるという、適正手続の理念に基づく結論に到達したと評鎌する

ことが可能であろう鐡。
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被疑者飛車弁護に麗する一試講（醗完〉（綴撮僥典〉

　もっとも、弁護人の援麟を受けるヂ権利茎がいかに実質的に保瞳され得るの

かは、その後、十分には検討されてこなかったと患われる鑓。異体的に考えて

みよう。わが霞においては、戦後、匡1選弁護麟度が実現されっっも、麺選弁護

の報醜が低額であるという課題は一貫して唱えられてきた。しかしその課題は

いまだに解決されず、綾疑者弁護については繕ら公的費購が墨されていない現

状にある。一方で、それにもかかわらず、i弱○年代および1蟹§年代には弁護人

の援動を受ける権利の蓬念に対する危機が購ばれ、i鱒§奪代には異体的な被疑

者弁護のあり方をめぐる議論が浮上している。いわば、5権萃毅と磯彗度三の

講者はコインの表裏の聡係にあり、わが羅の弁護人の靉靆を受ける権利、麟事

弁護憲渡を巡る議論も同様であったのである。そして、これまで眺めてきたよ

うに、理事弁護麟度をめぐる賜題1こは、弁護人の援助を受ける権利の理念が、

常に・議論されてきたし・その理念を堅持するために学説が提起されてきたと

も言えるであろう。すでに論証されてきたこと、つまり、理在、被疑者・被告

人の無益を代弁・騎製するという愚昧における弁護人の援跡を受ける権利の理

念を、あらためて正しく優渥・確認することが必要不可欠の課題となっている。

一般的な被疑者弁護が要請されていて、そのあり方塞棒が議論されている現在

においてこそ、その必要性はさらにあるといってよいであろう騒。

　また、有効な弁護を受ける権利を受ける権瀦主体は被疑者・被告人である。

かりに不十分・不適燐な弁護を受けた場合には、権利を侵害されたのは被疑者・

被告人である。しかし、わが覆においては、必ずしもそのような観点から議論

が浮上しているわけではなかった。欝6§年代からig鴨年代にかけての議譲をみ

ても、弁護人には公的性格があるのかどうか、国選弁護人は私選弁護人と異な

る性賂を有するのかという論点であった。捜査段賠の弁護活動を畿判ずる意見

も、黙秘を勧告することが適弱な弁護活動なのかということについて、権利主

体の観点から翫無しているわけでは必ずしもない。しかし、そもそも権利主体

は被疑者・被告人にあるのであって、饑えば、被疑者弁護活動について不醸を

言えるのは、まずは被疑者農身しかありえないはずである。したがって、被疑
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者・被告人が権利を侵害された場合には、その侵害に薄して被疑者・被告人が

その救済を蟹に求めることはできることになるわけであり、アメ婆力合衆国の

ように、有勤な弁護を受ける権利を獲害されたとして、その救済を裁判所で争

うことができることになるのである。あくまでもその根底にあるのは、被疑者・

被告人の権利である有効な弁護を受ける権科が実現したかどうかであって、そ

れを舞懸できるのは、まずは、被疑者・被告人でなければならなも・はずである。

権利主簿の不在のもとでの考え方は、あむ得ないのである。

　⑦　有麟な弁護を受ける権耕と義務に臠する課題

　課題はそれだけではな紅・。さらに、権萃彗はそれを支える麟獲の保薩がなけれ

ば実効乾し得ないし、逆に、麟度的考察がなされる場合には、権利の本質、弁

護人の援跡を受ける権利の幌点から、麟度が考察されなければならないはずで

ある。しかし、すでに捲擁してきたように、わが国の場合には、ともすれば鰯々

の弁護活動にのみ焦点が当てられてしまい、むしろ、逆に、隠題点が擦むかえ

られ、見失われてきた麟薦がなかったわ諺ではない。つまり、騒々の弁護能力・

条件だけではなく、蕎効な弁護を鍵供できる麟度的な外的条件が果たして整備

されているのかどうかが、本来、賜われなければならないはずであるのに、そ

のことがあまり認識されてこなかったと思われるのである。アメ撃力合衆馨の

鵯携分析からは、むしろ、このことが適切に認識されていることを確認してき

た。もっとも、ここでは有効な弁護を受ける権利が題題とされているのであっ

て、単なる麟度論には留まらない。つまり、本来、有効な弁護を受ける権利を

保障する義務が誰にあるのかも確認されなければならないのであって、その義

務は蟹に帰霧することが難われなければならないのである。

　なぜなら、弁護人を｛寸けられない被疑者・被告人が存在することは平等原劉

に反することになるからである。さらに、瑚事訴訟1こおいては公歪な手続が保

障されなければならない。そのために、最も重要な権利である弁護人の援跡を

受ける権利を保障しているのであって、したがって、被疑者・綾告人が自分で
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弁護人を付けられな疑場合には、それを敏鬱しておくことは公歪な手続を満た

すことにならないから、捜査・訴追と同様に国の費絹によって弁護人を磐ける

義務が羅に爆霧するのである。これが適箆手続の本質的要請である。さらに、

弁護人の援麟を受ける権利は形式的に保障されるだけではなく、実質的に傑瞳

されなければならない。そして、麟嚢的不整講のために蟹の責任によってそれ

が実質的に保障されない場合には、その責任はまさに蟹に帰羅する。つまむ、

有効な弁護を受ける権利を保障する義務は国に帰羅し得るのである。

　以上のよう1こ、憲法上の権利としての弁護人の援覇を受ける権零彗＝有効な弁

護を受ける権利がいかに保障され得るかが検討され、さらにはその責紐が蟹家

に帰羅し得るかという課題が、現在、賜われていると考えられる。つまむ、弁

護人の靉靆を受ける権利の観点からの十分な運解が要請されているのである。

そこで、本稿も第i章において、不十分ながら、躍論的なアウトラインを提示

したっも絵である。

　したがって、被疑者弁護の場合1こは手続的にも鱗約を受け、蟹はなんら義務

を果たしていないのであって、魑々の弁護士がその鱈代わりをするだけであっ

てはならないばかりか、被疑者弁護が不十分に終わっている場合には、その責

任は、本来、国にあるということが認識されなければならないのであるαそこ

で、具体的な被疑者難事弁護麟度の諸課題も、弁護人の援勧を受ける権利の視

点から考察される必要がある。以下に、その課題をいくつか捲締しよう。

　境行瀬事訴訟法は実体的真実主義から適髭手続の保障へと展開した。遮歪手

続の要請と、異体的には公正な裁鵯の確保のためには、弁護人が不可欠の羨提

である。この観点は公物だけではなく捜査段繕でも憲法の精神に縫えば、講じ

ように妥当するであろう。すなわち、被告人に畷らず、被疑者にも「導きの手珪

である弁護人の援勤を受ける権舞が不可欠である。そして、被疑者の利益を代

弁・騎舞するための有効な弁護を受ける権麟を保瞳するために、凝度的に考察

することが必要である。

　このとき、権利の告知・請求・放棄の問題が、今後とも、腿われるであろう。
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この点で・かって弁護人抜き法案をめぐって権利の放棄が潤われたことが想起

されなければならない。これは、被疑者段購の状溌を踏まえて、再験討されな

ければならない。また・弁護人選任権についても、公選か蟹選か、ということ

が問題となったように、今後とも潤われるであろう。特に、被疑者弁護の議講

では、選任権の主捧に大きな比重がかかっていたその背景には、欝総年代から

i欝容年代にかけての、裁甥所における蟹選弁護人の選任に離する議論が影響し

ていたからでもあると思わ耽る。しかし、鍵来の考え方には、あまり被疑者・

被告人の権利からのアプ欝一チがなされてこなかったと思われるのである。

　また、憲法は、いかなる場合にも弁護人が不可欠であるということまでを意

陳ずるのではないという考え方を撰除し、「最終的には蟹の責任において玉弁

護人を材すための公的弁護凝度を保難している懸。そこでは、綱事弁護と露と

の関係も、問われなければならない。特に、PD舗度をめぐってこの関係が霧

われていると考えられる。PD舗度については、現在、被疑者弁護に関連して

関心を捲く論者が多も・。それは、有効な弁護を受ける権秘を保障する鱗度的類

型として・P　D麟度に注目しているからである。特1こ・アメ撃力合衆蟹では・

逝年、P　D鱗度が急速に発展し、イギ喜ナスにおいてもP　D難度の導入が綾討さ

れ、その勉の覆でも実践ないし綾羅されている。そこで、P　D講度の長辮を今

一渡：綾離することが、課題として残されている。一方で、蟹家によって覆われ

た弁護人は真の弁護人にな鯵得ないという幾判は、なお有力に主張されるであ

ろう。PD調度に麟する批率彗をどのように考えるかという課題もなお残されて

いる。むしろ、この点が重要な要請であると考えられる騒。

　そこで、次籔では、弁護人の援勧を受ける権利の苦難・請求・放棄、PD麟

度論、弁護人選任権について、その縷望を述べることとする。

（注〉

馨1　難波≡杢…三良葬『辯護學一季喜墨継3繋ii斐と紡禦技徳遜（肇膏光鰻、ig35）　3頁。

繍　疑蝿一6董頁。
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雛　真実義務・誠実義務については、松尾浩竈「璃事訴訟における弁護人の真実

　義務聾法学協会雑誌簿拳2号（欝62）薗理事訴訟の原選邊所収（東京大学鐡叛

　会、欝糧）峨頁以下叉往藤博史「弁護人の任務とは轄か」および浦功「弁護入

　に真実義務1まあるか」纏葉代表竹澤哲夫ほか罫璃事弁護の技衝く上パ（第一法

　規、婚94）3頁以下および聾頁以下、など参照。

懸　この点で、縁1拝敏邦「理事弁護の有効性、櫨当盤一三っの事携を素材1こして一」

　質澤鴛夫先生古稀複賀記念論文集置誤霧の紡生と救済雲（現代人文挺、欝蟹）

　簸3貫も、効果的な弁護活動の講痘的檬縫の懇題として効果的な弁護活動、弁護

　活動の；薄効盤iを議講ずるよむも、健来、弁護活動の適切牲、紹i当童生が鶏題とさ

　れることが多かったことを捲擁する。

懸現在の課題は、普遍的な理事弁護の充実銘と理事弁護のあ鯵方が鶏われてい

　るわけであり、その意殊で欝7§葺i代の状溌とは異なることにも注意を要するで

　あろう。実熱的捜査弁護に関する最近の論稿として、高霧昭藍建イッにおけ

　る実効的捜査弁護一鞍疑老僕遽の誕礎イヒと取調べ一」ζ誤勃の防誌と救済涯羨握

　注62、i53頁以下、瞬r捜査弁護は韓をすべきか一実効的捜査弁護の課題と方法」

　季刊溺事弁護墾号（欝98〉23糞以下参照。

麟　杉療泰雄野被魯人の権零難芦藻落書編ζ憲法人権麟選（有斐鶴、欝雛）鎗§頁。

欝　わが霞のPD斜度論を機観できるものとして、庭山英雄「公設弁護人舗渡を

　邦藷文献にさぐる」専修法学譲葉6§号（欝97〉鱒頁以下参黙。

第2節　被疑者飛車弁護に関する講度的考察

藩　弁護人の援覇を受ける権秘の手続窃難段麩の保障

給　弁護人の援勧を受ける権利の告知

被疑者弁護を充実化させるにあたっては、選任時顯を繕鋳にするか、すなわ

ち告知をいっ行うのかは、まずは重要な課題である。すでに第i章で綾試して

きたように、できる鰻り翠難に弁護人を付けることが有効な弁護の実現のため

に必要である。したがって、梅鞘靉靆で弁護権が告知されるべきことになる。
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この観点からすれば、逮捕靉靆から弁護権が告知され、この告知に麟癒する飛

事弁護麟度が験討されるべきである。しかし、逮捕段縷で告知を行う場合には、

イギ婆スでは警察到着時、アメリカ合衆国では逮捕時に弁護入の援励を受ける

権霧が告知され、貧聖者にも弁護権が保障されている。このように逮捕段賠で

も、いっ告知するのかについて、両国に椿違がある。

　イギリスでは警察到着時の告知と対嬉して、イギ婆ス当番弁護士鱗度は各警

察署に対癒し、当番弁護士は迅速かっ瑛実的に薄慈できることが蒲撰とされて

いる。なぜなら、逮捕直後に弁護権が告知されたとしても現実にその時点で弁

護士に連絡する手段がないのであれば、告知を行ったとしてもそれは無意味と

なるからである。アメ1｝力合衆蟹では権利放棄が多く、実鰹には鰯度が形骸侘

していると言われる一遜は、このためであるとも考えられる。したがって、警

察署の段酷で腰を据えて告知を受け、連絡先がしっか鯵と掘握されてから、弁

護人に接触できる舗度は、現実を見据えており、説得力があることになる。

　取調べが警察において行われていることを考癒すれば、警察到着蒔に銀知が

貰われることを麟度乾し、それに対癒し、確実に弁護人が提供できるような麟

度を模索するほうが好ましいと言えることになる。また、イギ陰スにおいても

開題とされていたように、捜査実務は任意捜査が原遜とされ、そのために任意

の畿頭要求または任意溝行の形式によって取講べを受ける場合が多い。したが

って、この場合を含めて告知を積極的に検討すべきである鱒。

　なお、被告人国選弁護翻痩について、理行飛車訴訟法（76条、77条、蟹2条）

でそれぞれ貧璽その地の事由1こより自ら弁護人を選任することができないとき

は、弁護人選任を請求することのできる鴇を告知する綾定がある。このとき、

権科告知の義務が憲法から要請されるのかが、わが轡では開題とされた。最高

裁の判夢llは、被告人が察ら行使すべきで、裁覇所は権利行使の機会を与え・そ

の背縫を妨げなければ屍毒りるとして、轡選弁護人選任請求権の告知は、憲法上

の義務ではないことを聡らかにしている騰。また最高裁覇鋼は、弁護人のつい

ていない蚕大事件の被告人に弁護人を選狂するかどうか確かめるべき弁護人選
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任蕪会手続（飛訴幾舞雛聡条）でも、告知が憲法上の義務ではないとする錨。

　以上の判携の姿勢は、そもそも弁護権を十分に被告人が知っていることを想

定し、権利を積極的に請求することを鋳鍵としているかのように思われるαし

かし、被告人は権利を知らないことを前提として考えられなければならないか

ら、権利を惣っていることを繭提とする判擁の考え方は誤むであると幾鵯され

る鱒。告知義務は憲法上の要請であるとする見解が有力である鰹。

　そもそも、権利行使は権利を知って窃めて権利行嚢が可能である。被告人は

十分に選解していないと推定して、法は告知規定を定めていると考えるべきで

あ鯵、権利の告知義務を課すことと弁護人の援励を受ける権利の保鐘は一体不

薄分の関係にあると思われる。また、このように考えると、以上の要請は被疑

者にも等しく妥当するであろう。なぜなら、憲法鍛条・3？条の弁護人の援跡を

受ける権利においては、被疑者と被告人との間で差を設ける必然性は全くない

からである。

　（21弁護人の援覇を受ける権科の請求

　もっとも、告知は、弁護権の行綾を被疑者の請求によらしめるのか、ある》

は放棄を認めるかどうかの問題とも微妙に絡み合っている⇔放棄を認めなけれ

ば（必要的弁護麟度とする〉、告知はさほど重要な問題とはならなくなるから

でもある。現行飛車訴訟法（鴨条、7？条、272条、器3条、2縫条）では、告知

の内容、方法は簿ら要請されていない。また、罵法警察員からの送致の際に、

検察官は弁護人を選任することができる霧の告知は幾定されていない（飜訳2絡

条参照）、取講べの際に弁護人を選任することができる旨を告知することも競

走されていない（荊訴欝8条2項参照）、逮捕後に行われる勾留質問時には弁護

人を選任することができる讐を告知する規定も存在しな墾（罵訴磁条、騰？条

参照）等の現行法の不備をどのように考えるのかも開題とされている磯。

　まずは、請求について検討しよう。騒選弁護籍度について璃訴法総条は豊里

その飽の事宙により弁護人を選任できない被告人が聖遷弁護人を「請求まする

　　　　　　　　　　　　　　　一5i一



行政歓会論集　第稔巻　第3号

ことによって、裁判駈は弁護人を被告人に付することと焼定している。最高裁

覇綱1ま、蟹選弁護について被告人の「請求」にかからしめることを、次のよう

に堅持して》る。「弁護人を選任することは、原則として被告人の自由意想に

委ねられているのであって、被告人が、貧園その飽の事霞の有無に拘わらず、

弁護人を選任する意思のない場合には、麟訴法上いわゆる強凝弁護の場合を除

いては、醒が積極的に被告人のために弁護人を選狂する必要はないのである。

したがって、被告人が貧園その飽の事由で弁護人を依頼できな墾ときでも、国

に蝉して弁護人の選任を請求する者に繁して弁護人を賭すれば罷りるのである

のみならず、被告人が自ら弁護人を依頼できない事精があるかどうかは、被告

人灘に有する事由で羅には鵯らないのであるから、被告人の請求によって弁護

人を賭することにするのが相当である韮継と。

　請求によるとすれば、少なくとも十分な告知を行うことが必要となる。しか

し、イギ摩スの分析から醗らかなとおり、いかに十分な告知を行ったとしても、

請求しない被疑者がかな鯵の割合で存在することが予想される鰭。そこで、被

告人についても・弁護権の内容と放棄の結果を知り、自註の置かれた状溌を知

り、任意にかっ明示的に放棄した場合に暇って、遜選弁護人を付けなくともよ

いとする有効放棄議が学議では支酵的である鱒。また、イギ琴スでは、告知の

充実化や警察待機型当番弁護士調度などの離度的潟策などが穫極的に検討され

ている。純粋に被疑者の請求によることは・イギ瞬スの携から考えてみても問

題が多いであろう。

　したがって・被疑者の請求に完全によるよりも、有効放棄説を採爾する方が

望ましいことになる。なぜなら、法律専霧家たる弁護人は必須要件であること

が弁護人の援励を受ける権利を保瞳する憲法の本来の趣旨であるから、すべて

の被疑者に弁護人の効力が受けられるのが療魏であると考えられ、請求にかか

らしめることは憲法の本来の趣滋からはずれているからである。また、通常は

法律知識がなく被疑者という極めて不琴彗益を梓う立場にある者が霞己の権利を

適窃に十分に行使できると考えることは難しいからでもある。
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　131弁護人の援麟を受ける権利の放棄

　有効放棄説に従う場合でも、十分な告知を行うとすることは請求による場合

と講じ様に必要不可欠であろう。饑えば、イギ婆スで実践されているように・

告知は9頭によるだけでなく文書によっても通知されることが必要であると考

えられる愚。ただし、逮捕された鞍疑者が璽惑しているために、文書によるだ

けでは、告知は十分ではないかもしれない。一方、情報が多ければ多いほど告

知が十分になるとも考えられない。告簿が複雑であれば、むしろ被疑者が璽惑

することもあり幸馨る。

　イ半解スでは、告知に「無料並かっド独立聾した弁護士による「縫続」した

「内密暴の相談が可能である漬が含まれることとされ、権利を通知するぷスター

が目立つところに藻列されることとされた。このような告知の充実化の方両性

は、わが麟においても参考とされるべきである。特に、霞頭の告知による場合

には、告知の充実化の観点から「無料で弁護人を付けることが羅能である藩点

が明確に被疑者に伝えられるように、イギリスではなされている㈱。

　また、弁護権行使を確実にさせることを麟度的に考察することも考えられる。

携えば、迅速に弁護人を提供できる麟度を確立することである。わが国では、

当番弁護士麟痩の実践においてヂ委員会滅遣舗度」が実施されている。この麟

度は、一定の重大な犯罪が発生し被逮捕者が醗現した場合に、その者の依頼が

なくとも、報道機関からの鷺報を委員会が検討して積極的に弁護人を派遣する

麟度である。委員会滋遣舗度は、実施地域においてかな吟の成果を上げている。

委員会滋遣鱗度は、イ半盲｝スの実践とは異なったわが国独欝に発展しつつある

舗度として注目される。

　さらに、イギ喜タスでは、警察待機型鋼事弁護講度の麟設が験討されっづけて

きた。瞬麟度はわが露における委員会滅遮凝度をさらに発展させ、被疑者段賠

の弁護提供を確実にさせるものでもある。その縫1こも、気落ちした被疑者が弁

護権行使を諦めたり、あるいは不十分な椿報提供、弁護人への理解不足によっ

て被疑者が弁護人について誤解することを避けるために、理事弁護について十
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分な遅解のある主体がさらに権利を告織するという講度を験討することも考え

られる。イギ讐スで警察による告知の方法について長い間擬題とされてきたこ

とは、捜査機麗以外の生体が垂ねてさらに告知することを綾試してもよいこと

を示している。綱えば、この主体としては、穰事弁護活動を行っている弁護人

自身が最適であるとも考えられる。さらに、景観弁護の観点から、被疑者が弁

護人から電謡勘言を受ける舗度を導入することも考えられる。この点では、わ

が国にお鱗てもその必要性が主張されている。

　また、有効放棄説に従う場合であっても、結局のところ放棄が多購されるの

ではな魏かという危撰が葎在する。わが蟹においては、弁護人抜き法案のとき

には、この放棄が弁護人の援跡を受ける権利を巡って認められるべきかどうか

が、憲法37条3項識において、嶽しく議論された歴史がある。学議では、放棄

は認められないという考え方や、基本的には、最終的には放棄もありうるとい

うことを莇礎としっっも、弁護人の援騎を受ける権利は、飛事手続において最

も重要な権罵であるという認識のもと、権秘敏棄は癩事手続の場合には酸提と

されていないという考え方が有力に主張された鱒。

　かりに放棄があ鯵得ると考えた場合には、イギ警スにおける放棄を厳しく認

定するシステム、すなわち、被疑者が真摯な放棄を行うための講彗度の確立が必

要となろう。纒えば、第2章でイギ婆ス当番弁護士麟度の考察から示唆された

点を参考にした次の諸方策が挙げられる。すなわち、有効数棄説を麟提として、

放棄する旨の署名を行う麟度を確立し、さらに敷藁の選曲を記録する麟度を確

立したり、繰鯵返し権利を告知する鱗度を導入する、などである懸。また、弁

護人を付けるかどうかを被疑者が必ず弁護人に相談する鱗獲を確立し、弁護人

と相談した後でなければ放棄が認められないとすることも考えられる。この場

合には必ず被疑者が弁護人と接見することとするか、被疑者が弁護入に電話で

相談することも認めることとするかが閣題となるであろう。いずれにせよ、以

上のような憲渡が確立されない躍り、有効放棄説によるとしても、それは露に

かいた餅に等しいと言ってもよい。
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　さて、有効敏棄説を採題した場合を羨提として議譲を進めてきた。しかし、

最終的には放棄を認めるか否かが縷説されなければならない。この点で、わが

蟹の必要的弁護鱗度（麟訴艶9条）の性格が靉靆とされてきた。鵯携は、醒選

弁護麟度を定めた憲法37条とは麗係ないとする麟。一方、有効敷藁議からすれ

ば、重罪については、被告人の利益の擁護、公鵯実施の適正さ、函家懇罰権の

公歪な行使のために弁護が必要とされているので、必要的弁護麟度も馨選弁護

麟度の一環として捉えるべきである。その場合には鞍告人が真摯な放棄をする

ことはあ鯵得ないと考えられたからである。異体的な事構いかんでは放棄もあ

を）得るけれども、蟹選弁護については請求謂放棄を厳密に考癒しなければなら

ず、地方で必要的弁護の場合もその意味での放棄のな疑場合にすぎないと考え

るべきである。このように説明される麟。

　弁護人の援蟻を受ける権萃彗は、被疑者・被告人が自己を弁護するために艨艟

される権利であることを基本としている。これは、弁護人の援助を受ける権利

はあくまでも被疑者・被告人の権利である、ということを意味する。したがっ

て、糞に本人が弁護人を必要ないとして権萃彗行綾を考えなければ、自動的に被

疑者・鞍告人に弁護人が選任されるべきではないこととなる。すなわち、弁護

権を行養するかどうかについて、鞍疑者・被告人の意思が尊重されなければな

らないこと毒こなる。

　もっとも、問題の本質はそのように饒単なものでもない。これまで、「公金

な裁判3や漣正手続の保障」などの総合的な考癒から、敏棄が検討されなけ

ればならないとされてきた雛。「自己弁護権葺が保瞳されているアメリカ合衆

国でも、その思想はあくまでも「綴人の尊厳」にあり、その離鍵には弁護人へ

の全癒の信頼関係が繭提である。被疑者・被善人が弁護を適燐に行う能力を持

っていない場1合1こ鬱憂弁護権葬ま簿羅疑されるし、あくまでも後任弁護士の存在が

羨提である鱗。

　ここでは、少なくとも、弁護入の援鱗を受ける権科を放棄して、1馨分で自己

弁護をするといった場合に、果たしてそれが本当に機能かどうかを・弁護人の
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援麟を受ける権利から検討されなければならない問題であると考えられる。饑

えば、違法収集証髄撲除法則や科学的証鑓が現代に至って登場した場合、弁護

人はそれに鱒する知識・経験を必要とされる。なぜなら、弁護人の援勤を受け

る権孝llは形式的ではなく実質的に要請されるわけであるから、そのような短識・

経験がなければ有効な弁護を実現するという弁護人の義務は果たされなくなる

からである。法が発展するとともに、その分野に麗する法律知識、弁護技衛も

よ鯵奪欝的なものが要請され、それは現代に至っている。したがって、複雑な

麟事手続の知識を果たして被疑者・被告人が取薄し、§分で行痩できるかには、

疑縫が残るであろう。

　かりにそのような知識に精通している鞍疑者がいたとしても、特に被拘禁者

である被疑者に難しては、実際に弁護人が果たすであろう弁護活動を自分でで

きるかについては、さらに疑態が残る。被疑者弁護では、情報を収集するなど

の法蓮外の活動も要請されるであろう。拘禁されている被疑者が犠理的に§分

で十分な公甥準講その纏の活動をすることは、不可能に近い。特に、被疑者は

逮捕・取講べといった緊遷した状溌の下にさらされる地位にある。その場合に、

真に霧己の意想を表聡できる者は少ないことも推定される。

　このように考えるとすると、逮捕・勾留された被拘禁者である被疑者に記し

ては、弁護人の援助を受ける権利の放棄は認められず、弁護人の援髄を受ける

権利が絶薄綿に保障されるという考え方は正当であると患われる鱒。一方、全

く身構を拘束されていない被疑者も考えられる。この場合には、逮捕・勾留と

いう過程を経ていないことから、実鰹上、被疑者の請求に基づくと考えざるを

得ないであろう。しかし、請求がないからといって、放棄があったと認定され

るわけではないと思われる。つまむ、放棄は有効な放棄でなければならないと

考えられるのである。いずれにせよ、この場合にも何らかの麟度的な握媒も必

要である。また、この場合を含めて、有効な弁護を受ける権利を保締する義務、

すなわちここでは公的弁護を保賭する義務1ま羅に帰属するのである．
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（注〉

総　懇宮盛蟹璃事訴訟法雲（有斐閣、薪叛、欝96）麟貰涯i参黙。イギ婆スにおけ

　る具誌的な状溌にっき、第2章第2簾i嶺C参照。この点を捲摘するものとし

　て、大久録・藤掲涯37、439頁。

繍　最判躍穂2争1レ鎗飛集3・鼓・露箆σなお、最朝霧憩器・7・解懇集4・

　8確認7、も告知すべきことは裁甥藻砂義務ではないことを踏襲している。

懸　最覇羅秘28・逢・i懸案7・4・胃3。襖簸の飛事誘訟蔑懸賀8条による照会

　手続では、私選の意思の有無のみを問うものであったことから、私選弁護人を

　選｛重しないとの籔答が羅選弁護人選｛壬の請求であるかどうかが灘謹題とされた事

　夢彗として、最盛央嚢召零騒32・7・i7舞蓉集ii・7・i842力産ある。

懸　渥美東洋「麗選弁護権の告短と請求の法鍵」比較法雑誌6巻i・2号（欝68）

　ii8－i三9頁。

㈱　纒えば、光藤景絞ζ嚢遽・麟事訳1訟法（上捲（成文堂、欝8？）237頁、杉原・

　議場注6尋、2§2頁。

懸　岡槙一「被疑者弁護の現状からみた開題点葺穰法雑誌騒誉3号（欝95）囎？頁。

繊　最（大）鵯昭報24・iレ2薦集3・鼓・算3鮎

麟　第2章第2簸212獄参照。

麟　権橋隆幸「国選弁護譲渡」ζジュ琴スト増鷺・懸事誘訟法の争点邊（有斐閣、

　新紙、欝鍵）35頁、鐙宮・購揚注弱、33頁、庭山英雄・岡部泰轟編ゼ理事訴訟

　法藷（青躰書錠、ig鱗隼）隠頁／麩出英雛〕、光藤・前掲漉7§・237頁など。

1播　なお、懸難・羨揚注3気欝頁参照。

職　第2章第2節21蟹21参照、。

麟　この点にっき、小覆車聴樹「鷺事鞍魯入の『弁護人を骸頼する権釈郵清富轡

　郎縁か編ゼ薪飯憲法演蟹2遜（有斐鰹、鴛8§）ぎ聡事訴訟と人権の理論雌醗叡、

　（域文堂、欝83〉駁頁以下｝、杉原・前掲注6駅2総頁参黙。

膿　第2章第2嬉3轡参照給

縢　最判（大〉曜和25・2・1璃集撫2・葺象最鵯紹舞％弓i・2騨1集5・董2・

　蟹鰭、最鵯（大）昭和箆・4・i麟集マ・尊・鷲3。

懸　欝審・麟掲注i、3§玉鬘。

醗　三井誠謬弁護人抜き裁鵯邊特樫法案の検討」霞癒と鐙義2§巻3号（欝78）92

　嚢など参照。

懸ノーマン・トセン／レオン・フ圭ナドマン（大坪憲三講織れる法廷（分

7
「
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　一斑法の権威と人権一霞（サイマル鐡蔽会、欝73〉講書一5懸頁、購（下）2濃頁

　一参照鴨

騒　鱗麟英墾野当番弁護士麟度の鋳巣と今後の課題ほ窪褻と疑義艦巻7号（聾§3）

　2§頁参難、。

2　パブ撃ック・ディフェンダー麟度論・弁護人選軽権

　1讐　パブ撃ック・ディフェンダー麟度の積極論と消極論

　P工〉麟度の長駆として、以下の諸点が挙げられている。

　第一一に、P　D舗度は、サぷ一ト機能の充実した理事弁護オフィスを備え、強

力な警察・訴追機龍に対抗する綴織的な理事弁護舗度の形態であるという点で

ある。そして、手分な準備・調査による有効な弁護を提供できる斜度的仕緩み

を考察する上で、示唆に富む講度であるとされている雛。第二に、登Dは飛車

弁護専閥の弁護人として活躍しうる点である。したがって、P　Dのような存在

は、民事弁護に勝心が向けられる傾軽罪こ女薩1して、理事弁護舞舞度を検討する一髪で

示唆に富むものとされている懸。第三に、P1）麟度は早朝弁護を確実に礎撰す

る麟度として、十分に罵能牲のある羅事弁護鋼度であるとされている。常鋳、

被疑者弁護専門の弁護人が待機しているとすれば、迅速に対応できる麟度とし

て、P至〉舗度は最も合理的な溺事弁護鱗度であると考えられている㈱。

　その勉、迅速な裁覇を受ける権利を保瞳するために、講事弁護の充実牝を鴨

るという観点から、P至）凝痩が評懸されている醗。また最近では、溺事弁護醗

修などを行う縦事弁護センター的な葬在として、PDオフィスに簸待する意見

もある。また、従来から、積極的にPD麟渡の導入が論じられた。纒えば、麟

選弁護凝護の欠点がますます昌立ってくるのではなも・かという亀縷からや欝、

すでに験れたように、「近代被会の発展に伴う弁護士業務の逓代乾の遜程にお

ける、より高次な発展段i砦に綾羅するものf㈱とするものがあった。

　…・方、これに対し従来から、麟事弁護と国家との関係が強いことから、鰹論
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的にも鱗度的にも開題が多いと、P　D麟護は挺講されている。もっとも、P　D

麟痩の存在自1本を強硬に否定する講1よ鯵も、PD麟度を評綴iしっっも、わが蟹

においてはPD凝痩は害の方が多いという見解が、多く唱えられている。その

否定論は、官憲尊重主義の風潮が轟きがたく存在しているわが国の社会文化に

おいては、PDが人権よりも公益を優越する危験な舗痩であるという点にある

と患われる。あるいは、「公務員まとしての盤格ゆえの懸念からでもある鰻。

したがって、わが馨では、弁護人は蟹家と離れた自密の立場から、縦穫に弁護

できる鱗度的保薩が必要であると主張されるのである韓㌦

　このようにその理由には若干の差異があるとはいえ、費D麟度について否定

的な見解がig5§年代～欝隠年代までの著舞のなかで、比較的に多く晃られた。

そして、その否定論の骨子は、P　D調度が8本の社会文化においてはかなむの

危険性を伴う麟痩であるという、警戒的意識に集約できるように患われる。こ

のように観察すると、さらに、一般的にも、P　D鱗度の長態を評懸しっっも、

P参欝蔓はわが覆に悪弊をもたらすと、漠然と考えられていることが多いよう

に患われる。なぜなら、弁護人は自由の象徴であり、第二次轡翼大戦紅至る遍

程と敗戦を通して、蟹家に端する不信感1ま根強いものが饗本にはあると、患わ

れるからである。

　PD鱗度に繁して否定的な評懸を下した磯究は、欝欝奪代のアメリカ合衆国

の議論を十分に考慮したうえでの纒纏のあるものであった。以上の見解は、今

後のわが蟹の振舞を決定するうえで慎重な態度で望むべきことを、裟々に「警

告」したと言えるのかもしれない。そこで、露とは縫係のない童体、携えば弁

護士会や法律鉄鏃機会に難事弁護奪霧の麟痩を設立すべきか、あるいは公的機

襲にすべきかといった議論もなされてきたのである鵜。

　このように、わが蟹のPD麟度論においては、麟事弁護と露との縫係をどの

ように考えるべきかが霞題とされてきた。この点は、アメ撃力合衆講やイギ饗

スにおいても、講じような論争がよ鞍激しく繰り広げられてきたのである。
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　121パブ婆ック・ディフェンダー麟度論の展望

　小野博士のかっての空張には、PDに後事の役割の一鶴を覆わせることを構

想していた点に、その特籔があった。また、かっては、「国家機縫墜「弁護人の

公的性格3という観点からP工）舗度が注§されたと言える。しかしこのような

鍵論構成では、弁護人の獲麟を受ける権利讐有効な弁護を受ける権利の観点が

欠如しているため、PD凝痩の置当性を導き諾すことはできないであろう。す

でに指摘したように、有効な弁護を受ける権利からすれば、弁護人に公的性賂

を贈与してその役割を曖蘇にすることは認められないからである。したがって、

「効率的な趨事司法の実現］という観点からP　D舗度が論じられるとすれば、

被疑者の有効な弁護を受ける権利を保瞳するという擾点が欠落しているわけで

あるから、それも認められないと思われる。隅棟に、講痩に投入する騒家予算

費綿の麟滅を遜滋としてP　D麟度が効率的であるとする場合にも、それは講鍵

のiっにはなり得るかもしれないが、それだけでは認められないであろう。も

っとも、被疑者弁護においては公的費購がまったく投入されていない献混にあ

るから、そのような主張がなされることは今のところあり得なも・と患われる。

　一方で、わが醒では、PD麟度は、従来から当事者主義に資する毒媛：として

も、注目されてきたと言えよう。そのような椀点からPD麟度を晃1聾すとき、

すでに見てきたように、溺事弁護における緩織的短郷、迅速な被疑者弁護の提

供、理事弁護醗修の充実龍などの実現に、P至）麟度は麟度的仕緩みとして有益

な鱗度であろう鱒。なぜなら、以上の擬点は、有効な弁護を受ける権利を保瞳

するためのアプローチだからである。このよう1こ、舗度を考察する場合にも、

まずはその舗度を支える権利理念から考察することが要請されると考えられる。

具体的には、特に以下のような積極的意義に留意する必要がある。

　①　武器薄等化・当事者主義髭

　纒えば、次のように考えることができる。晴効な弁護」、特にr十分な準備・

譲i査」が弁護人1ことって可能1となるため華こは、捜査機闘と弁護との闇の当事者

主義購造をいかに実現するかという課題について、PD麟度は襲討されるに魑
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被疑者羅事弁護1こ臠する一試講（5・完〉（縄蟹悦典）

する麟度である．すなわち、検察・警察機麗との講査能力の諸差を是藍する手

段として、P　D灘痩の要素が参考になるであろう。なぜなら、綴織的な講査機

関などによるサポート・サービスを有する麟渡・オフィスが設立され、被疑者

弁護のためのサポート・サーどスが確立されるとすれば、弁護人が事件につい

て十分に講壷、準備することが胃能とな鯵、被疑者弁護が充実し、有効な弁護

が提供されることになるからである。また、サポート・サービスは、P至）だけ

でなく、PD以夕奮の弁護人にも舞舞彗されることも検討され得ること1こなる。イ

ギ辱スにおけるジャスティスの礎案では、PD憲彗度が補充的な役響1として、懸

人弁護士にも調室機縫が利羅され、瀬事司法の活性化を触発するものであった

のである騰。つまり、麟事弁護一一般に対してのi充実化という幌点が、ここで、

導き出され得るのであるゆ

　②瀦事弁護の専門牲

　また、専稗的溺事弁護の可能性を考癒するときに、曾D舗護の発想は、この

問題に十分に参考になる舗度であると考えられる。また、被疑者弁護に罎って

みても、有効な弁護を提供するためにはそれ権慈の経験と難識が必要であると

考えられているのであるから、ますますPD舗痩を考癒する懸纏があると言え

るであろう。

　ところで、わが霞の場合には、新専門牲」は今のところあまり積極的1こは評

懸されていないように患われる。確かに、「専門性涯を議論するとすれば、麟

事弁護が一部の者に鰻られることになるとも考えられるし、溺事弁護離れがむ

しろ擁速するのではないかという響能牲も考えられなければならない。しかし、

そもそも以上の議寡叡ま、被疑者・被告人が権利業体であるという原点とは少し

異なる議論であるG

　もっとも、PDの専欝性が璃事弁護を独占するものであるとすれば、そめ験

討意義は確かに失われるであろう。なぜなら、飛事構法麟度においては、麺人

的に活動する弁護人の参趨が確保されることによって、被疑者弁護はよ賦・っ

そう充実化、灘空化すると考えられるからである。したがって、璃事事醗の弁
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護人が弁護を提1莫する麟度の纏に、曾D以外の弁護人が弁護を握供する麟縷：を

欝設することが望ましいと害えることにもなる。この考え方を発展させれば、

後に験諒するように、事件毎に選任される被疑者鶏事弁護麟度とPD鱗度のど

ちらにするかは、被疑者の選択に委ねられ、るとすることが要請されることにも

なる。ようするに、被疑者・被告人の権利のための鱗痩であるわけであ甑そ

の権利において選択の篠が広げられるというところにも、その意義があると言

えよう総。

　③被疑者弁護・有効な弁護を受ける権利の保障

　その飽に、被疑者弁護の場合には、PDが待機していれば、すぐにでも確実

かっ迅速豊こ対1慈できるわけであるから、P覧〉毒軽震：毒ま；有効な簿重度であると評｛慰す

ることができる騰。実鰹には弁護圭過錬対策としても考えられるであろうし、

被疑者弁護には鰻られないけれども上訴手続・再審手続における公的弁護の提

供としても、P　D麟度を考癒することができるであろう。被疑者弁護にはかな

りの労力が注ぎ込まれることになると考えると、なおさらである。事終の種類

に応じた麟度を考慮することも可能である。特に、理事裁覇の結果は葬常に重

い結果となり得るし、鯛えばアメ1タカ合衆1璽では、重い鋼罰が孝薯ぜられる可能

性のある重大事件の場合には、より覆極的に有効な弁護を受ける権利を保聾す

ることを考癒しているのである。したがって、上述の当事者主義化・理事弁護

専需化も含めて、以．ヒのように考えると、P王）麟痩の講度的硅緩みの長湧を、

いかに縮出するかが重要であることになる。すなわち、被疑者・被告人の奮効

な弁護を受ける権利をいかに保障するかというアプ欝一チが必要であって、そ

のために舗度的に考察される必要があると患われるのである。

　そのためには、P至）鱗度に対する撹輝をいかに考慰するか。特に、P　D麟度

論をめぐっては、趨事弁護における露の関わり方が、霧われてきた。国家によ

って雇われるために、弁護人としての独立性が欠妬し、真の弁護活動ができな

いのではないかという鋭覇をめぐるものである。この点は、霞米轟国において、
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被疑者舞ll事弁護に聞する一試論（悉・完）（灘鑓鋭典）

其通の課題であったと患われる。また、PD麟度に封ずる雛1半戦まイギ琴スにお

いても穣強い。PD麟度の畿準臆真摯に受けとめられなければならない。

　そこで、アメサカ合衆国の状溌を再度綾討してみよう。PD鱗綾の幾覇に薄

しては、溺事弁護の独立性、すなわち被疑者・被告人の利益を代弁・防禦でき

るような自由な麟事弁護を鰯度的に保無していくという課題が課されてきた。

また、P　D麟度の財政露において露に十分な責任があり、財政的な不整備の場

合には蟹の責任を追及していくという課題が諜されていたと言えよう。財政的

不整備が現実のP　D幾判に影響する部分もある。つま辱、翼〉に帰する畿判は

有効な弁護を受ける権利を繰陸すべき義務を十分に果たしていない国に耕する

挺覇でもあると考えられるのである。すなわち、本来、果たさなければならな

い国の責任を蟹が敏棄しているところに、その問題性が存在するのである。

　このように見ると、以上の課題は、有勧な弁護を受ける権利の基本理念に立

ち戻ることになる。被疑者の秘益を代弁・防擁するために弁護人が存在し、そ

のために被疑者の権趨がある．そのような弁護人の援動を受ける権利を行絶す

るためには、適歪手続の要請1こ基づ起・て自由に弁護人が活動することが要請さ

れる。したがって、そのために「鋼事弁護の独立性3が要請されるわけである。

また、有効な弁護が十分に行使されない場合には、懇々のP　Dだけに責任が存

在するわけではない。馨にも責任が帰属し得るはずである。つまり、PD麟度

の展望は、まさに、弁護人の援麟を受ける権秘の理念を震塗することにもなる

のである。

　以．圭二よむ、PD麟渡を展望する場合には、次の2点が導き鐵される。すなわ

ち、第一に、璃事弁護の独立性を確保するということが、展望されなければな

らないことになる醗。具体的1こは、屡の影響のもとに置かれないような独立し

た主体によって麟度を運営することが考えられることになるであろう。しかし、

P　D講綾の幾鵯を考察する場合には、それだけでは十分ではないと考えられる。

すなわち、第、馨こ、有効な弁護を受ζナる権利を保障する蒙の養任を追及するこ

とこそが必要であると考えられるのである。このように考えると、か鰺に、講
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灘がP　D麟度の批判を礎由として、その導入に否定的な見解をとったとすれば・

それはまさに本末転倒な議論であろう。なぜなら、権利の性質上、飛事弁護の

充実化に責任のある蟹簿が、霧己の撹判を濤に、責任を放棄していることにな

るからである。PD麟慶論を展望する場合に、饑えぱゼ強いこと墜と毒蛇趨

が強調されているが鱒、それは言い換えれば、以上の2点に集約されることに

なると考えられる。

　もっとも、PD麟痩においては、以上の課題が明らかな形で表出するが、こ

とは国選弁護舗度のような麟痩的仕纏みの場合においても瞬様であろう。鯵え

ば国選弁護麟度においては、馨選弁護澱醗についても・かに匡1に責任を尽くさぜ

るか、綱事弁護の独立性を確保するために騒選弁護選任権をどのようにするか

などで、以上の2っの課題が絡んでくるはずである。最近の被疑者露（公〉選

弁護鱗度における公的資金の導入の問題と、それに対する獲査における弁護の

あり方をめぐる繊判の遍程には懸、蟹の責妊を追及し、かっ難事弁護の独立性

を確保するという2っの課題がその背景に存在していたとも言えよう。つま靱

以上の課題は、麟事弁護一般にも言えることであると患われるのである。弁護

士自治をめぐる議論も・まさにこのことと関連している。

　最近、日弁連は、被疑者蟹選弁護鰯度の導入を臨み、萄に弁護士過錬地域対

策を主罎として・B本璽のPD毒彗痩を携想することを瞬らかにしている。幾つ

かの案もすでに提起されている。実現罵能性も考慮され、これらの案1こおいて

は、当分は、公的資金の導入が念頭に置かれていない（翻。ただし、このよう

な購懇においては綱事弁護鬱鬱の薄能性も禰野に入れられており、さら1こほ充

実した理事弁護のためのバックアップ鯵箭を展望するなど、大きな難待が購想

に寄せられている。その場合には、最終的には、国の財政的責任を追及するこ

とが、要求されるかもしれない。そうなれば、麟事弁護における弁護人の独立

性の纏保も、要求されることになるであろう。もっとも、これらの課題は、P

D麟度に限らず、事件簿に弁護人が付く麟度的仕績みの課題でもある（玉翰。こ

の開題について、次に縷討してみよう。
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綾疑者羅事弁護に関する一試論（か完）（綴墾税興〉

　131憲法37条3項の意殊と弁護人選径権

　先述したように、福岡案は、法律扶騎協会が弁護人の選任主体であるとする

案を提供している。法律鉄騎協会は事案に感じて公の弁護人を追癩選任するこ

とができるとし、辞任、解任も法律抹麟協会がすることと構想される。これは、

従来の考え方とは全く発想の異なる提案である。一方で、その纏に、蟹選弁護

麟度を被疑者に拡大することが験討されているが、選任権者を裁覇所にすると

する考え方は、被告人蟹選弁護舗度を被疑者に拡張することの方が、比較的、

容易であるとすることを理欝とするものでもある醐）。

　ところで、裁覇長が特定の蟹選弁護人を具1本的に任命する選任行為の法的性

質については、以下の諸議がある。①裁判所又は裁料長の弁護人を得する決定

に基づき、選任・辞任とも裁覇畏が行う単独の意思表示たる命令であるとする

裁舞説、②選｛董には弁護人の羅意が必要であるが、解任は一方的な解任命令に

よるとする公法上の一方行為であるとする説、③選任・辞任とも第三者（被告

人）のためにする（裁覇長と弁護人との聞の〉公法上の契約であるとする議で

ある。これらの議は、選征・諺蓬について弁護人の意思がどの程度尊重される

かによって異なる。弁護人の意慰が最大鰻に尊重されることを考癒すると、③

議が徹底していることとなる。判携は、国選弁護人は裁華華漸が解任しない醸む

その地位を失うものではない、と判翻し（鵬｝、蟹選弁護人の選任は、裁覇長が

訴訟法によって与えられた権限に基づき一方的に行う選任の意思表示によむそ

の効力を生ずるものというべきであ鯵、国選弁護人と蟹との問に委任等の契約

関係の成立を認める余地はなく、国選弁護人の欝当、報醗等の請求の有無およ

びその額も、法律の定めるところによるものというべきである、と霧示してい

ることから膿）、鼓舞説によっていると考えられている（i輸。学説でも裁霧説

が有力である（i紬。

　実際には、弁護士会を通じて内諾を与えた弁護士に選任命令が出される形

で、弁護士の意想が尊重されるという契約説的運驚が行われているとも言われ

る（齪）。しかし、以一ヒの裁覇議によって裁輝辮の強硬な姿勢が蓬墨化されてき
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た嚢があ鯵、それに端する携鷲が強い。そこで、裁霧所が主導権をもっことへ

の危嚢の念が、篠同案のような裁肇1辮とは独立した主体による「公選」が追求

される背景にあると考えられる（i輸。さらに、以上の諸説は、有効な弁護を受

ける権利の主体である被告人からの幌点を欠いていた鑓薦があることも否めな

い。なぜなら、どの説によったとしても、裁判長1こ権張があるのか、弁護人の

瞬意が必要なのかという、裁判官と弁護人との闇の関係が閤題とされているわ

けであむ、ここでは、被告人の意思は考感されていないからである。したがっ

て、このような考え方をそのまま被疑者段酷に遍羅してよいものなのかという

疑闘が生じるのである。

　比較法的観点からみても、蟹選弁護鯛度が裁判漸の主導のもとにおかれる必

然性のないことは、イギ琴スの舞を見ても明らかである。そして、橿同案がイ

ギ琴ス当番弁護士鱗度に傚うと瞬時に、イギ鞍スに倣って溺事法律挟勘麟度の

導入をも握野に入れている点が、法律鉄騎協会を選任・運営主体とする縫案に

つながっている。憲法に従ったとしても、憲法解条3項は、被告人が嚢ら弁護

人を依頼することができないときは蟹でこれを賭するとしているだけである。

つまり、裁覇辮が選任権者であるとすることは、憲法焼定から考えてみても、

必然的ではないことになる。また、すでにP　D舗度譲において検討したように、

公的弁護を開題とするときには、被疑者・被告人の税益を代弁・防舞する弁護

活動が理念として堅持されなければならないと議論してきた。そのために、霞

露で独立した弁護人による弁護が要請されるような「矯事弁護の独立性3が要

請される。このように弁護人の独立性は、有効な弁護を受ける権利を保障する

ために要請されるのである。以上の視点から考えても、醤選弁護麟護のような

形でなければならないとは言えないであろう。

　このように考えると、被疑者穰事弁護簿渡が裁鵯辮から独立した形での運営

宅捧によること霧体には、無題であるとは思われない。もっとも、法律挟蟻協

会が選任権者とされた場合には、いくつかの問題を考慮しなければならないこ

とになろう。第一に、法律訣勘協会の選任行為の法的性質はどのような性格の
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ものになるのか不瞬である。第二に、飛車訴訟法は羅選弁護について裁鵯辮を

選任主簿としているため、それとの整合性も問題となる（飛訴36条、38条）（玉鋤。

そこで、あくまでも被疑者の選任に基づくという考え方、つまり、法律扶助の

元々の考え方が、わが蟹においても、麗箋的に考慮される意味がでてくるので

ある。

　ところで、弁護人の立場・絶命は公的弁護であれ、私選弁護であれ区馨llはな

い。むしろ、「私選弁護が穰事弁護の原則である韮と言われることがあるが、

これは公的弁護の核心を突いている。つまり、公的弁護といえども、できる漿

鯵私選弁護に近づけた形で実愛されることが原則であるということでもある。

したがって、憲法留条3項は、被告人が自ら弁護人を抜頼することができない

ときは国でこれを賭する、としているだけであることを更に突き詰めると、根

本的峯こは、逓常の蟹頼者と弁護人との関係を現濃させ、露分で弁護人を付ける

ことができない場合睾こは、不公平が生じることになるから、国がこれを援勧す

るということだけであるはずである。この場合、公的弁護と私選弁護との違い

は、選任権の違いが最も大きい。私選弁護の場合には、自分の繕頼する弁護人

を付けるわけであるが、縫来、公的弁護の場合には・そういうわけにはいかな

かったからである。しかし、公的弁護を私選に近づけて考えてみるとすれば、

公的弁護麟度は、本来、俵頼者が弁護人を選任し、これに雄して蟹が費絹を支

払うということになってもよさそうである。

　ここでは、｛衣頼；煮と弁護人との懸頼関｛系は必要不罵欠であるかが、弁護人の

独立性の地に議論され得るであろう。この点でかって、ヂ弁護人の任務行使に

必要不罵欠の信頼関係とは、法律奪跨家としての能力とこれに基づく穽護活動

への信頼ということに尽きる」として、客観的な防御活動が要請されるだけで

あむ、私選弁護関係においてみられるような信頼麗係は必要ではないという見

解があった〔猫ラ。しかし、「依頼者と弁護人との信頼麗係は、被告人の利益保

護のために最も基本的な要樽である」と畿判されている（i紛、その纏にも、

ヂ人的な鱈頼関係なくして、事件に梓う懸人の秘密のうちあけも、自由な意見
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の交換もあむえない。なによりも必要な、不安・恐縮感からの解放には、弁護

人との人的な信頼縫係の存雀することが、その蕪提である藩（鋤など、客観的

繕頼幾係以上のものが要求されている。確かに、有効な弁護を受ける権利が保

難されない場合には、依頼者と弁護人との信頼麗係が欠撫している場合が多い

ことは、すで1こ捲摘されてきている（鋤。また、被疑者の場合には、鋼事手続

に直面し、精神的にも霧蓬的にも、様々な璽難な状溌が目の麟に突きつけられ

ていることを考麟すれば、信頼関係が必要とされるのはなおさらのことであろ

うと思われる。依頼者と弁護人との鑑頼縫係は、有効な弁護を受ける権利を保

臆するうえでも必要不溝欠であると考えられる。そして、客観的弁護論は、む

しろ、被告人の有効な弁護を受ける権利からの観点が欠落した議論であったと

評慰することが妥当であろう、なぜなら、この考え方には、私選弁護のような

麗係が冤い珪1されないからである。

　この点で、イギ琴ス理事法律扶勘麟度においては、被疑者が弁護人を選任し、

その選任に難して弁護入に蟹から養鶏が支払われるというシステムを、実際に、

採題している。そこでは、最近、その鯛鞍が検講されているけれども、イギ蝉

スでは被疑者にもソ導シタを選叛することが認められ、それが原鑓とされてい

るのである。イギ穫スの被疑者弁護1こおいても、捲名ソ辱シタ、名簿ソリシタ、

そして当番弁護士の中から、被疑者が弁護人を選択することが可能である。そ

れぞれ、法律鉄勤講度によって国からの資金援勤がなされ、被疑者は無料で初

回接見の法的購書を受けることが可能となっておむ、これが法律扶覇麟護の特

徴でもある。一方、アメ撃力合衆国では、公費による被疑者・被告人の弁護人

選択権は、判擁上は認められていない．しかし、最近の議論のなかでは、イギ

琴スに徽って弁護人選採権を認める方向に議論が進みっつある（至欝。

　被疑者が弁護人を選任。選撫することは、最鱗の段繕では、あくまでも被疑

者の意思に委ねられるのである。したがって、それは、被疑者と弁護人との繕

頼関係に依麩することであむ、その儒頼関係が最重複されることになる。すな

わち、信頼関係を重観することは有効な弁護を受ける権利の保障に資すること
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になるはず’である。

　そのようなことが桑たして実現可能かどうかを亀撰する意見がでることも考

えられる。　しかし、裁半彗辮など毒こ；薄効な弁護を提娯iしうる弁護人を選任できる

能力が、被疑者よりあるかどうかを確認する証縫はないむあくまでも、有効な

弁護を鵯藪する原点は被疑者にあるはずである。一方で、被疑者が雛惑した甑

あるいは逆に被疑者の権羅濫羅が目立っのではないか、という意見もあ鯵得る

であろう。しかし、権醸濫講は、あくまでも選択を行使した後の問題として対

越すれば十分であろう。また、被疑者が園惑し、講ら選択する意思が晃られな

い場合には、適当な弁護人が蕪会されるような麟痩があればよいはずである。

まずは、選択するための輻を被疑者が持つということこそ、有効な弁護を受け

る権利を録鐘するためには要請されると思われるのである。

　このように、被疑者による弁護入選任・選択を認めることは、綾疑者におけ

る公的弁護の意味を有効な弁護を受ける権利を保絶するために要請される。な

ぜなら、今まで検討してきたように、敏頼者と弁護人との信頼関係を保証し、

弁護人の独立性に資するからであった。そして、なによむも、被疑者の弁護人

選訳の輻が増えることに、その意義が求められるのである（至癖。このように考

えると、次には、そのような有効な弁護を実現するための麟度的保薩を施すよ

うに、有効な弁護を受ける権魂を保障する義務が、本来、麗に帰覆するという

ふうにつながることになる。そのような麟度がなく、有効な弁護を受ける権利

が保難されなければ、それは燧々の弁護人の責任ではないからである。

　このように考えてみると、基本的には被疑者が弁護人を選任することとし、

それに端して、公的な資金が提供されるという形を考えることができる。つま

り、被疑者水盤の麟度、すなわち、弁護人を選択できるような麟度を験討する

時窮が、そろそろ到来していると懇、われるのである。

（濁

麟　舞えぱ、綴織的な麟事弁護舗護：の観点、あるいは調査能力の拡充、弁護施設
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　の完実の観点から、P　P麟度に涯臠するものとして、邊美東灘ゼ理事訴訟法邊

　（有斐閣、新叛、欝鱒〉捻i頁、243頁、講怒・蔚掲涯7、鱒§一鎗？翼、後藤昭

　「醗事弁護究実の方策ま動i毯紀司法への提言選宮澤難生ほか織（嚢本評論蛙、

　ig98〉ig7－i§8翼、辛谷・醜揚蓬紛、34垂一345頁、村井・麟掲涙56、ii－i3頁。

　その麹に、銭木隆三ほかヂ毒畏に根ざした当番弁護士麟穫：確立のために一鞍疑

　者国（公〉選弁護舗度の実理に曝けて一」農露と罠義襲巻7号（欝§3〉欝9頁

　〔糧誓発書）参照。

騒　舞えば、溺事弁護の專欝姓という観点から、A盆職Goto，“丁数e蕪g猛to

　Co疑獄se里農難｛圭盆。茎es（｝窒Attoぎ簸εys　量簸　Ja登a簸”，C夏蜀A　Jo鞍翼賛良灘　oy　LAW　A聾P

　Po琵賢cs，V毬、§，翼。、3，欝§S，登．蔦、内雛・前掲注7、鎗7一鱒き蓑i、享谷・麟

　揚注婚、3艇一3蕊頁、横綴敏雄鞍彗箏誘訟遭（域文堂、鯵毅）醗頁漉がある。ま

　た、荒本坤治医欝事訴訟法読本一冤罪・誤覇の髄止のために一遜（弘文堂、欝§6〉

　鴛5頁は、多数の民事事樽を瞬時に引き受けずに済むようにするためにも、P　P

　麟痩の設けるべきであるとする。

㈱　舞えぱ、内醗・麟掲注7、逢紛頁、後藤・購掲漉56、3溺翼、膿富裕ε綾疑者段

　賠の弁護藩鵯舞タイムズ2醗弩・（ig7i）2艇頁。

　　荒本紳始ゼ迅速な裁報を受ける権零脳（域文堂、欝欝）2器一2器頁参照。

　　ノ童、中帯喜彗掲注建8、　i§6号79頁。

　　半谷・表掲蓬達§、3蕊頁。

　　大輝憲三「醗選弁護一その法的姓賂と実態」法学セミナー増講参総合特集シ

　彗一ズ騰／現代の弁護士（毒罠縞雇（繧本詳譲雛、欝83）欝2頁。

鼕鼕　内蟹・蔭鵡涯？、鱒§一鱒9簗。

醗　辛谷・蔚掲涯鎗、3蕗一3壇頁、平野・醜掲涯52、捜蓋と人権2総頁参窯。もつ

　とも、公的機関1こよらないとする場合には、公的費罵の導入燭能牲の少ないこ

　とが繭提とされている。最近では弁護士会を主簿としっっも・屡の費縮の導入

　を検討する意見もある。井上建仁紳1車裁糠こ難ずる経書」司法磯修藪譲葉85

　号（鐙雛〉葺5頁参類。

懸　このような考え方は、すでに検討してきたアメ妻タカ合衆覆の実証的まヒ較醗究

　の結果と、矛震するという反譲があむうる。すなわち、P玉）とその麹の弁護人

　との比較においては、弁護の有効性にあま吟灘違が見られないから、結島、費

　亙）麟慶を導入しても、理事弁護の禿実紀は籔られないのではないか、との反講

　である。しかし、実擦の弁護の蒋劾姓継裁判籍果には濠接庚験しないかもしれ

鵬

鱒

鱒

㈱
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ないし、野礁緩を模籔として懇渡蝿盤を確立して、全鰍嬢疇弁護の充

　実紀の底上げを考えることは、麟事弁護の売実｛ヒに資するように思われる。

懸　第3章第2籔3轡参照。

繊　第3章第連節121参．難、。

籔　ミランダ鵯決における弁護人の提供に癒える舗嚢として、アメ撃力合衆霞に

　は欝舞麟度が葬在していることを捲矯するものとして、艮・S・ガーステイン

　「アメ亘タカにおける黙秘権と警察の取調べ」法律時報繕巻i号（露盤〉簿頁参

　、照。

醗政綱委譲こよ緋欝藤人を主体としたP蹄渡とし・さらに・P騰1凌

　と私選弁護人頓選弁識、との綴を識する最近の論稿として・麟’前縁

　注§5、雛一82頁参照。その飽、蟹家から独立した第三者機欝が運営する評P麟

　度を縫案ずるものとして、五十嵐二葉艶美轡紀の溺事手続」東京弁護士会講法

　懸題難策特懸委員会編離i選紀の講演の構想壽（露本評講投、1弱§〉欝頁参難。

　本稿で分析さ敏鏡鞍曝する雛的醐み鎚求には・以一ゆよう鰺渡を

　追求することが必要になると患われる。特に、国家による公務費としてのP　P

　は考癒されるべきではなく、独立主体がスタッフの弁護入を雇い、弁護人を破

　疑青蝿こ提｛集するような毒彗覆iが想、定されるであろう。

欝　ロック一夕ード「麟事弁護士の社会的責務」季麟璃事弁護罫号（欝9弱舞6頁

　以下。ここに掲げられた2点をベースにして、このように、人的翼題や職務条

　件、醗修繕度など、検討する課題は多緩にわたることになるであろう。

鱒　樗井敏邦r密室の中での取調べと被疑者弁護の意義」ミランダの会編・麟簿

　注鱒、3§頁以下一参、黙、。

（欝第6露餐選弁護シンポジウム基調報告書ゼ被疑者蟹公選弁護慧度の法驪龍に

　むけて惑番弁護士雛鍼果をふまえて一以麟弁護士連合会・漣聴道弁護

　士会連合会、醜鰻弁護士会、緯9聾3誕一鍵2翼。具鉢的な議譲については、鑑

　藤太勝ほかヂ特集／当番弁護士麟痩発足5騰年記念座談会・当悉弁護士舗度の

　5隼一その成果と展望珪季刊理事弁護5号（懲鱒〉鱒一難頁参照。

！麟　PP麟度撰彊戦こ絶する展望については、譲稿「パブ腰ック・ディフェンダー

　難論囃する一考察一発綜弁護磁雄鷹磯麟方をめぐって利手赦

　琶会譲葉鎗巻3号（欝鰭）鴛5一鴛7頁参照。

1懸　平野縫一「被疑者の弁護人は鰐をするのか一被疑者覆選弁護麟痩の甲急な実

　憂のために一」季霧璃事弁護i響（欝弱）23嚢。
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騰最半鐘聡秘羅・？・2鱗馨集33・5畷ま7。

（鶴叢甥昭秘鍵・9・8裁鞍集蔑事禁8確器。

鷹）福井灌『趨事訴訟法講灘（法律文秘桂、懲9む52頁。

（購鋳えぱ、鈴木羨羅ゼ理事訴訟法雌（篶緯書錠、改訂蔽、欝鱒〉52糞、墾宮・繭

　掲涯総、3嘆頁。

（翻光藤・表掲注簿、23§蚕。

〔懸大鐵良知ほか織ボ理事弁護選（B庫評議杜、欝93〉蔦7頁参照。五十嵐・前掲

　蹉97、3§頁は、現産の醒選弁護麟変は、迅速な弁護士滋遣の鐘に裁舞霧からの

　弁護活動の独立という点からも問題が多いと指擁する。

／購なお法律扶髄について、醗選弁護の形慧よりも「公選弁護韮の形態を展望す

　るものとして、絹織英明「被疑者国公選舗度の可能盤達註飽千欝先生華寿祝賀

　譲文集ゼ新生きている麟審議訟法曇（銭文堂、欝97）鰻一篇頁参照。また、イギ

　壁ス聡事法律挟鐡繊度の「ジュディケアー麟」の意義、機能性などを検討する

　簸逓の譲穣として、小出雅亀窪イギ彗ス遷の璃事法律鉄蹄鱗度一返奪の動両を

　中心1ひ一」蓉漢学幾大学法学論集3捲正号（ig98〉、羅rスコットランドの溺事

　法難鉄建む毒援護」鬱鬱学霧著大学法学論集3董巻2一弩（ig§8〉がある。

膜馨ノ墾事襲尾「蟹選弁護人に菱難ずる諸欝謹題嵯法曹時報2§巻5号（欝？3）38頁騒下。

　巣窟蕩覇羅穂5蓬・い2弊麟タイムズ3麗号i35翼参駄

総／鈴木・前掲涯欝6、鰺頁。

鱒鵜・醜掲涯i2、簸頁。

（懸第i章第2節壌21参照。

1翻第2章第基節鎖鎌珪1参照。

（鶴イギ琴スのジュディケアー舗のもとでは、弁護人選経を基本的に敏頼者に委

　ねることによっているが、逆に現在では、その弁護人のε弁護の質］の海上が

　課題とされている褒状にある。もっとも、わが醒においてはその議論は必ずし

　も当てはまるわけではないであろう。な繕ならば、かなりの法律扶購費聡が投

　入されている羅とそうではない弩本とでは・議講の土台がそもそも異なると患

　われるからである。また、いずれ1こせよ、「弁護の質珪は選任システムの問題だ

　けではなく、P更）鱗綾とか、公的費羅のさらなる後入などの簡懸を編広く考え

　るべきであろう。
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被疑者璃事弁護に関する一試論（か完〉（岡鐙税典〉

結　　語

　本稿にお1ナる主張は、憲法で保障される弁護人の援跡を受ける権利は有効な

弁護を受ける権利であむ、有効な弁護を受ける権利を保障する義務は蟹にもあ

ること、そして有効な弁護を受ける権利はできる縷鯵手続の攣簸段賠で保障さ

れなければならないこと、とする点にある。そして、弁護人の援渤を受ける権

利の揚煮から、異体的な麟度的考察を試みた。

　具体的には、①有効な弁護を受ける権利を保障するためには、できる霞む攣

鱗に弁護人が縫供されなければならないという観点から、告知の充実牝や請求・

敏棄に関する考え方を述べ、②有効な弁護を受ける権利を録臆するために、当

事者主義匙や専欝讐牲という観点からP　D調度の理代的意義と、費D鰹痩撰麟に

対する剰事弁護の独立牲と馨の責任を追求することに関する展望を述べ、③独

立性を確保し、有効な弁護を受ける権利を実現するための・被疑者と弁護人と

の信頼縫係を重視することの意義を述べてきた。

　もっとも、本稿は、有効な弁護を受ける権利を保障しうる被疑者鋼事弁護麟

度としていくつかの提言を行ったが、必ずしもこれらの提言だけに鰻られない

様々な麟度的考察なされなければならないことは言うまでもない。ここで提示

された一試論に馨する幾覇とともに、このような被疑者麟事弁護鱗度のさらな

る詳総な瞬究を行うことは、今後の課題として残されているし、属じ幌点から

籤運弁護鱗痩をも、考癒できるであろう。さらには、接見交通権などの捜査手

続の燧々の課題について考察がなされなければならないことは言うまでもない。

また、被疑者弁護に鰻っても、穰事弁護と弁護士総理との弱係・講事弁護と黙

秘権との関係などは、第i章においてその序譲を示したにすぎない。被乞末段

購も含めて飛車弁護一般の問題と重なる部分を多く論ビたことにもなるが、利

益権反など験試する課題は多い。

　被疑者弁護の課題を克醸するにあたり、有効な弁護を受ける権利を保黙する
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ことを国に義務づけること、一方で、弁護人の援麟を受ける権利の理念を適窮

に掘握することを、本稿は主張してきた。この結論を踏まえ、以．との課題を、

有効な弁護を受ける権利を保障するという観点から、今後とも、験試していく

こととしたい。

＜付記＞　本稿は一橋大学に鍵鐵した学盤譲文（欝97隼3月授与）に麗筆・修

麗したものである。なお、本稿は平成9奪度度文藻雀科学醗究費補跡金の成果

でもある。
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