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　繭牽までの考察が示すように、当事者の手続関与が、その紛争解決手続に帰

する当事者の主観的な評簸1こよい影響を与えるとするならば、訴訟という紛争

解淡手続のうちの一部分である証人尋闘手続にも、前述の灘象が当てはまるこ

と摂、十分に予想される．とくに、護人薄弱は衰らの証麺の縫趨の場そのもの

である点、そして、麗状では、一連の法廷の手続のうちで、最も特薦を費やし、

労力を費やす点｛｛》を考えるならば、むしろ、当事者の率直な感覚としては、ま

さに讒人尋問の場こそが訴訟の場そのものといってもよいのではなかろうか。

その意殊で、羅人尋闘の場での手続関与の有無は、手続に蝿する当事者の潔象
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に大きな影響をもつと、憩われる．

　しかし、その反錘、醜草で紹介した醗究成果を、すぐに現実の証人尋闘に当

てはめることには、多少疑問が残る函もある．たとえば、実験室での実験に関

しては、模擬的な審蓬はなされたものの、実隠の証人尋闘がなされたわ酵では

ない。現実の訴訟に当てはめるならば、むしろ実験の遍程は、主張の交換紅類

似するものであったのではないかといった疑問が生じる（2㌧その場合、ストレ

ートな自己の立場の表現である主張の縫示と、第三者に講ずる質鱗である尋総

の隙こは若干のニュアンスの縫があるようにも患われる免ま愁実態調査

に麗しては、訴訟全館に慰する評懸がなされていることから・当事者が真に関

与を欲したのは、手続全体を通じてなのか、あるいは．その…部、たとえば主

張段繕、あるいは、立証段1砦に蝿してのみであるのか、といった点が醗確でな

い．さらに、多くの羅究は弁護士の介在を前提にしていると思われるが｛鰍弁

護士の介在するこのと意義や本人訴訟の場合の効果についてはさらに検討を要

する面があると思われる働．実蝶、これまでの醗究は、訴訟全体に靖する葎象

の点を中、む・にした分析をしてお吟、訴訟の纏かな段鮭ごとの分新には立ち至っ

ていない。その意味で、ここでの醗究成果を証人尋闘籍度の考察に矯いる場合

にも、上記の点を十分に留意する必要があるといえる．以下では、それらの点

を念頭においたうえで、護人尋問の場における手続聡与の意義の点を、さらに

詳しく考察する、

　まずはじめに検討を要するのは、謹人尋闘の場における手続縫与とは、具体

的には、どの様なものととらえるべきか、という点である。尋問に鰐する当事

者の関与の形態には．継かくみれば種々のものが考えられる。当事者による尋

問は勿識のこと、その継三にも、たとえば、蓬人の申請や快走、尋麗進行への関

与などがある．証人尋問の場におけるコミュニケーションは、最終的には、尋

縫とそれに鱈する答えとしての証言という形でなされることから、当事者が中

心的な尋鵜権をもつことが、手続関与の観点からは重要なことは勿講であるが、

そのほかにも、慮らが必要と考える護人を選撫するための証人の申請権や決定
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権を当事者が有するか否かも重要な要素といえるし、最低鰻嚢分の聞きたいこ

とを驕ける程度の尋翼の進行権が存在していることも、必要といえる．

　合わせて考えなくてはならないのは、そのような尋聾権を中核とした手続縫

与が認められた場合、実縢にどの様な効果を期待し得るのか、という点である。

十分な手続関与が可能になった当事者は、嚢らの選叛した証人に嬉し、露らの

尋問権を行綻することによって、自分の立場を横挽付ける資料を親擬者たる裁

覇嘗に十分に伝達することが瞭能になる。その場合、これまでの暴発成巣から

するならば、当事者は，当該尋翼手続自体に満足を感じ、その事実認定の結果

への脹鍵盤を高めることが考えられる．具体的には、当事者は讒人尋闘の結果

に満足することによって、事後の証人申請の必要を感じなくなる可籠姓がある

し崎、当該事実認定に満足することによって、その事実認定を基礎とする判決

霞体に蝿する満廷度や賑径牲が高まる薄髭姓が生じうる鵜。その結果、控訴が

減少することも考えられる．また、当事者が事実認定遍程に請して満廷を感じ

る翻産勃として、融解の認容度が高まる可籠性も存在する商。この覇決自体へ

の満足度や暇従性の点、および、融解の可籠性の点は、必ずしも、証人尋問に

おける当事者の手続関与の直接的な勤果とはいいきれない．このような結果に

いたるには、串縫1にいくつかの萢の要素が存〕淫することは否定できない。しか

し、前述のように現実の訴訟においては、証人尋闘の占める暗闘的割合が輯当

程度におよび、手続全館に占める比重が少なくないことを考え合わせると、そ

の効果は決して小さくないことが予想できる．

　それでは、上達のような点を具体的な麟渡に当てはめて考えた場合には、ど

のようになるであろうか。わが国における交互尋闘羅綾とドイツ型の職権尋薦

鱗痩を擁に考えてみることにする．まず、麗与の形態について検討する。これ

ら雨請度の最も大きな違いは、レ・うまでもなく、主たる尋問権が当事者にある

か裁覇辮にあるかの点である。反面、その飽の点に関しては、瞬鰯度を通じて．

証人の申請権はいずれも当事者灘にあむ、謹人の決定権は裁判藤にある継。し

たがって、申請までの§§与は許されている摂、決定の点は裁親密に委ねられる
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といった、限定的な幾与である点は共通するということになる。しかし、前遠

のように証人尋鷺の場合には、尋問の仕方如鍔によって、得られる証擁資料に

大きな醜き摂生じ得ることから、尋懸権の藤在の差異1ま決定的といえる。換え

て、規定上は申請権や決定権の違いは存窪しないが．実際上、当事者が尋問橡

をもつことによって、尋問手続の全体的支醍権が当事者に移鰍尋闘の進行権

は勿論、譲iメ、の採驚権に麗しても、微妙に当事者の影響力があると思われるこ

とから、手続麗与のもつ効果は、交互尋問麟度においてはいつそう大きいもの

と考えられる（鋤。

　また、このような交互尋縫麟度においては、反鴛尋問の存窪意義も大きいと

考えられる、交互尋問麟度では、単に当事者に察己の申請した証人に鰐する尋

閤権が与えられるのみではなく、横手方の証人の場合にも反鰐尋闘の機会が

与えられるという形で、自己の見解表嗣の機会嬢より徹底した形で実翼されて

いる。当事者は、一次的には自らの証人を尋潤することで、露己の証鎚提趨が

可能であるが、さらに構手方証人の無闇の場合においても、反講尋鰻の活爾に

よって、より鵡的な形での霞己の証擁の提議の機会が与えられている。この点

は、単に裁判麟との溺係で、嚢議の立場の表境が確保されているにとどまらず、

撫手方との関係においても、購様の地位が確保されていることになり、よ参い

っそうの手続聡与を自覚させるものとして、その効果が大きいと思われる傑㌃

　ところで、狭義の証人尋翼の譲からは多少逸脱するが、尋襲手続にお垂ナる当

事者の手続関与の効果の点で、もう一つ淀難しなくてはならないのは、当事者

本人への尋闘の機籠である。この当事者への尋闘の場合1嵐護人難問の場合と

異な鯵、当事者の手続関与の仕方は、尋闘者から尋闘の客体になるという形で

変化が生じる．したがって、この点を厳賂に考えるならば、当事者は、主体的

な聡与権を奪われ、地者の支酷のもとに手続に関与するに過ぎないことになる。

しかし、実際は、当事者にとって、この本人尋問の機会は、それをもちいて窪

らの立場を直接に裁覇嘗に伝える機会とな誓うる点に注舞すべきである。そし

て、この点においても、交互尋闘籍穫のもとにおいては、打ち合せをした霞ら
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の弁護士の尋問を通じて、嚢謹の主張を的確に裁醤嘗に伝えることが可能にな

る。その結果、交互尋問翻痩は、当事者尋問が現実にも補充的に位置づけられ

るドイツ型の尋周以上に手続縫与の効果をあげ得ると考えられ，る‘泌。とくにこ

れ。らの、点は、数訴当事者に強く当てはまる問題であることは、麟章で捲摘した

点であるが、これまでの実務家の発言の多くもこの点に符合する面がある｛勘．

　以上の点を考えるならば、当事者に尋縫権を与える交互尋問譲渡は、当事者

の手続麗与の感覚を高め、その結果として、護人申請の数の減少、事実認定の

結果や判決への満廷や服鍵盤を上昇させることが可籠であるなど、尋縫権を裁

判官に貿保する職権尋問よりも、訴訟政策上よ辱肯定的な評懸を受ける百態性

が高い。その意駿で、交互尋問麟度には、事実認定の董確牲といった客観的な

機籠とは甥の訴訟政策上の重要な機籠が、一般的に存在しているといえる〔鞠、

②正確牲追求の藏での醸界

　ところで、上遠のように当事者の鐸から見れば好ましく見える尋麗手続への

当事者の縫与も、事案認定の蛋確姓の点について、いくつかの問題、嶽を有して

いたことは、すでにこれまでの藩究成果が示している点である。その点、当事

者の手続関与を促進した場合、一般的に，どの様な難題、燕が生じるかについて、

蕪稿での考察｛勘にたち帰ってみる。

　問題点の一つは、欝韓鞍集の際の党派性による弊害である。当事者あるいは

その代遷人は、窪らの勝訴のために尋問をなすわ酵であるが、その無、護分た

ちに有利な尋簡はするが、露分たちに不釈な尋問はしないという形で、偏った

欝報が裁聴官に伝えられる可能性がある。この、転は当事蓄主義の弊害としてこ

れまでもしぱしば毒摘されてきた点である｛鋤．そして実諜、前編で紹介した

リンドらの実験｛覇では、当事者の代遜人として行動した被験者は、裁物辮の

ための補勝者に跳べ、自らの灘の有利な事実のみを多く裁判官に提示する顛肉

を有し、裁判官に嬉して、必ずしも正確な嬉報の伝達渉なされないことが検証

されている．
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　さらに、証人尋問の場合には、とくに証人の記憶の不安定さという証越方法

の特殊性から、その誕震内容の変容という、より大きな簡題も生じる。この点

は、麟稿で紹介したシェパード・ヴィドマーの実験猟が、証人と弁護士との

事蕪面接は、藤接した弁護士餓こ蕎瀦な形で謹言内容に変容をもたらしうるこ

とを示したことによって棲証されているし、また、ヴィドマー・ライルドの実

験鋤によって当事者主義構造それ白樺が、証言の審講者に与える心証に鰯り

をもたらし得ることを示したことによっても検蓬されている。認人尋闘の場合

には、尋問という形の当事者の関与が、謹書内容の歪藤といった、鵡的に事実

認定の正確姓を鰻害する結果をもたらし得るのである。とくにこの点は、証善

の変容が証人の偽証などによるものではなく、証人の懿徳自体の変容による擁

籠挫鋤が存在するだけに、証言の正確牲の確保の点からは、大きな縫題を含

んでいるといえる．

　ただし、この証書の編撃や蚕齢の問題は、具体的な尋闘麟度として、交互尋

問を矯いるときには、その危験姓が緩撫される．というのは、この証書糠鐵の

正確性の点に絶しては、当事者の手続関与による党派性の発生以躰にも、そも

そも証人の記憶の不正確性の問題があり、その点への講慈として，交互尋問凝

慶をとる場合には、反撃尋鐸の活躍による絃愚性の維持が図られているからで

ある．まさに反婦尋闘の存在意義は、そのような歪藤の是歪の点にあるといえ

る麟）。とくに、櫓薄的な麗題として、職権尋闘麟農：のもとにおける、証書の

正確性との比較を考えた場合には、選i懇的に機能した交互尋闘調度のもとにお

ける証言の重縫姓は撫当程度高いものになる点は、前編において捲摘した点で

ある‘鋤。しかし、とはいうものの、たとえば、わが羅の講度を醗にとった場

合、長講尋闘がうまく機寵していない点は周知の点であ炉端、その場合には、

上述の問題点が再度生じてくることになる。また、かりに、反鰐尋閤が還想的

に機能した場合にも、中立的な証人の尋問に絶しては、交互尋闘が謹懇的な尋

闘といえない面があったこともまた、蕪稿で指摘した点である（鋤。

　さらに、圭の点と合わせて考えなくてはならないのは、前章の考察によれ・ぱ、
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手続縫与による当事者の肯定的な評懸は、結果の；嘗零1不零1とは直接に縫達しな

い形で生じる可能性が示されている点である｛働。この点を証人尋闘に当ては

めて考えるならば、麺人尋問の場における手続関与は、事実認定の査確性の点

とは独立に、手続麗与それ岩体で、当事者に満尾をもたらすものである可能性

が存在することになる。裏事者は．自らの主張を立讒すべく証人尋問に望むわ

けであるが、その遍程において、窓らの尋問をなし、権手の尋総を反駁すると

いう形で手続に主体的に関与することによって、事実認定の結果の妥当盤に麗

する満足とは異なる形の満足、すなわち、手続縫与嚢体による満足を感じる可

籠性があ参、その満廷によって、その後の立証活動を控えたり、裁醤富のもら

す心証を安易に受け入れてしまうことが生じ得るのである。その結果として、

党派性によって生じた椿報の偏りや証言の歪懸ぶ是藍され’ない場合が生じ得る。

勿議｝、訴訟の結果に強い利害関係を有する当事者の場合には、結果：の点に無縫

心ということはありえず、謹言の歪確な麹鐵の点を抜きにした、いいっぱなし

の主尋購、反韓尋鶏といった瑳象は、愛実には生じないものと思われる。しか

し、事件によっては、結果を全く考慮しないといった極嬬な状態にいたらない

までも、手続鷲与の満足感が、ある程度の範懸で真実追求の意欲を低下させる

稔験姓が存在するのではなかろうか。とくに、この点は、不利な立場にある当

事者の本人尋霧の場において、嚢らの不稀な立場を挽羅することによって満尾

を得る以上に、尋問の場において露分の立場を主張したが故に満足を得るとい

った形で現われる罵籠性がある〔鋤．

　上述のような点から考えるならば、当事者の手続縫与を認めることが、事実

認定の亙確姓を難害する可能性は、決して少ないとはいえない。したがって、

具体的な難度の内容如侮によっては、証人尋問の場において、当事者の饗与を

進めることが、当事者の満足度や綴鍵盤を高める一方で、事実認定の正確性を

低下させるということも考えられる。その意殊では、謹人尋鷺の場における手

続縫与は、手続毒こ薄する主観的織面に記する評懸と客観的｛簸蚕に対’する評緬が

衝突する鑑識を作蓼鐵すといえる。
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鱒　証人尋問における手続関与の固有の意義

①　護人尋鶴の場におけるジレンマの調整と混合手続の追求

　証人尋闘の場が、手続に対’する客観的評麺と主観的葬儀の衝突の場であると

すれば、尋闘手続の評懸は多面的なものであり、当然．当事者に与える主観的

な勃果の点のみではその優越牲を綴織できないことになる。そこには・談人尋

麗麟度の露的を麹｛醗こ考え、手続鷺与に薄し、どの嶽な醗慮をなすべきかとい

う政策覇籔が必要になってくる。その点を、如｛繕こ考えるかは難しいところで

ある。現実の証人馨懇においては、鬱然科学におけるような純粋な事実認定は

存在せず、その歪確姓も二次的なものとならざる得ない点を考えるならば、当

事者の感覚に重点が移撃そうにも患えるが、その反面、当事者の関与重筏の考

え方には、それのみでは正確な資料が得られない可縫姓があるという前遠のよ

うな一つの警告も発せられている。これまでの手続縫与を推賞する考え方は、

その基礎に、手続関与が聾ましいのは、それによって当事者が手続の結果に賭

しての支醍権をもつからであり、その結果、霜害縫係のある当事者はおのずと

不公証な報籔を雛験するという、前提漢存在しているのではないかと・想像さ

れる1覇・そして、その考えの背後には、当事者に満尾のいく手続縫与を保縛す

ることによって、おのずと結果も適歪なものになるという暗黙の前提が存在し

ていたように思われる。しかし、ここでの検討の結果からすれば・手続の参簾

のもたらす肯定的な評懸は、必ずしもその結果の適蕉さを控保しない可籠性が

存在することにな鞍、むしろ、結果の不適董さを覆い隠すベールにさえな静か

ねないことになる｛2勘。

　このような開題は、証人尋鶏の問題にとどまらず、訴訟において侮が求めら

れるべきかという訴訟の鐸的論までに波及する藪を有するが．その点の最終的

な結論は今後の検討課題にせざるを得ないが、少なくとも、事実認定に帰する

極端な懐疑論をとらない以上は、一般的には真実追求の必要性は否定されない

ものと思われる｛鋤．とすれば、そこでは、いずれによ吟重点をおくかは霧と
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しても、績果の適正さをある程度撞保しながら、できるだけ薬事者に満廷のい

く手続関与を可龍にする麟度が必要といえる。

　その点、このジレンマに薄し、窃類の一連の講究の主催考であるチボーとウ

オーカーは、以下のような具体的な擾案をしている（鋤．すなわち・§然科学

上の争いのような認識上の争いが中心である紛争、および、藍確な覇薮形成が

主な霞的である紛争に薄しては、繕鶏主義約手続が篤いられるべきである。と

いうのは、そのような手続は、颪確性を最大綴にし、椿報駿集における歪懸を

最小暇にするからである。鰹方、霜害の蝿立によって露められる紛争に関して

は、当事者の手続支醗度の高い手続が舞矯されるべきである。というのは、そ

れらの手続は、後らの椿軽叡集において歪麟がなされるものの．公正さを最大

隈にするために必要とされる燧々の状祝に関する醍慮を保瞳するからである、

とする．そ’ ｵて、披らは認識上の争いも利害の繋立に麗する争いも含む紛争は、

はじめに、認識上の争いを解決するための低セ・当事者支畿の手続を行ない、そ

の後は利害対立を解決するための高い当事者支寵の手続からなる二段賠の裁覇

手続の利灘を推薦す都鋤。

　このような捲摘は、椿鞍内容の歪麟等を考露にいれる点において、まさに讒

人尋鶏を含んだ紛争解決手続をも念頭においていると思われるが、そのままの

形で証人尋問手続に当てはめることができない点は瞬らかである。現実の訴訟

においては、チボーとウオーカーのいうごとく、認識上の争いと、稀書薄立に

よって姦められる争いといった区罰が容易ではないからである（32㌧しかし、

その具体的妥当盤の点は除いても、少なくとも当事者がよ滲多く§§写する当事

者主義的手続と、むしろ裁醤富がおもに活動する繕幾主義的手続との混合を霞

請す方鶴は示唆に富むものといえる。実際上、今後霞指されるべき手続は、真

実と合致する蓋然性も高く、当事者の主観的評懸も高い尋問手続ということに

なろうが、その場合には、現実問題としても上述の二つの特性を持つ手続の混

合が必要になると思われる。

　ところで、そこにおいて当然調題となるのは、どの様な形での爾手続の結合
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が最も聾ましいか、という点になる・その醗には・尋闘手続、あるいはさらに

ひろく、訴訟手続のいかなる局薩への§§与が、当事者の主観的な評鱗の点にお

いて、最も必要とされるのかという点に対して、さらに詳しい解瞬が必要とい

える。しかし、これまで見てきた手続縫与に臠する醗究は、その点について多

くを語っていない。そこで、以下では、観点を当事者の手続麗与の局嚢の再分

醍という点に転じ・上遠のような混合型の手続を考えるにあたって示唆に富む

二つの実験を紹介することにする．

　ひとつは、紛争解決にあたっての時閥的要素や、基準の存在などの手続外

の要素が、紛争当事者の手続選採の！構錘に与える影響を分析したラトゥア・

ホールデン・ウォ一方ー・チボー（S．L盆TG蟹，駐．蚤｛o雌δe盤，L．W盛麺r，＆」．

丁養ゐa類t）の実験鋤である。綾らは、三つの要素、すなわち，遼遠に紛争を解

決する必要性、結果に薄する利害の対立の程度、紛争解淡のための瞬確な基準

の存在の程度、といった要素を変数として実験設定のなかに取導入れた。醗究

は、模擬的な紛争状漉｛3虜におかれ，た被験者に薄し、霞つの第三者による紛争

解決手続と、一つの当事者のみによる紛争解決手続を示して、それらに蝿する

被験者の評懸を求める、という形でなされた。罎つの第三者による紛争解決手

続とは、①調停（そこでは、第三者解どの様に紛争が解決されるべきかを示唆

するのみである／、②ムート（そこでは、薦当事者と第三者の全員が解映案に

購意しなくてはならない〉、③仲裁（そこでは、第三者が強請力ある霧籔でも

って紛争を解決するが、それは、当事者が霞らの立場を説明するチャンスを与

えられた後においてのみである〉、④専断的裁甥（そこでは、第三者撚強麟力

ある蓼簸によって、峯事者による嬉報の提示に関し、とくに鰯約をうけない形

で紛争を解決する）が、それにあたる．これら露つの第三者による手続が、第

三者の勒けのない当事者による交渉と比較された．実瞭圭、これら合誕五つの

手続は、紛争解決遜程における、程度の異なる第三者の支醍権を表愛する手続

の連続捧のうちの五つのポイントを表わしている。すなわち、第三者の関与の

ない交渉は、連続体の低い方の蟻を構成しており、調停、ムート、仲裁、専簸
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的裁覇の顯番で、最も高い程度の第三者の支難へと続いている。

　この麟究の総合的な結果は、紛争解決の手続として仲裁手続が最も当事者の

要求に合致してお警、ムート、調停、交渉、そして、専擬的裁鵯がこの瀬番で

それに続いていることを示した。その結果は、当事者が紛争解決手続における

ある程度の第三者の支醗権を要求するが、綾らは一般的に専籔的な手続を特徴

づける高いレベルの第三春の支醗権は拒籍することを示した。また、疑欝に、

この実験は、注暮すべき点として、上の顧番は、実験における三つの要素のそ

れぞれを操俸することによって影響を受酵ることも示しだ働。たとえば、き

びしい鋳閥的猛追、基準の存在、あるいは、利害の厳しい麟立のもとでは・そ

れぞれ被験者は、高いレベルの第三者の支醍をよ陰嚢みやすくなるしさらに、

その三つの要素のいくつかの結合は、それぞれの要素単独のものからの予想と

は異なる結果を生み鐵すことが示された。その中で、紛争解決遍程に帰する慕

いレベルの第三者の支醍権の認容に向けての最も強い動きは、厳しい蒔闘釣籠

邉、基準の存在、利害の緩やかな不一致の獣溌において見られた。

　チ潔一とウオーカーは、以上のようなラトゥアらの発見を次のように要約し

た㈹｝．専藪的な手続は、考え方の撫違を解決するのにすぐに応需できる基準

に関して合意している、共通の馨的の遂行に急いでいる人間によって求められ

る傾向にある．瞬様に、基準を総意していない叡拾不能な麟立を速やかに解決

しなくてはならない人々も第三者の支醗に共鳴する。反館に、第三者への支醍

権の譲渡に帰し最も傾斜しにくいのは、共通の舞納の実理のための方法に絶す

る食い違いを解決するため、十分な議論によって・紛争解決基準を発展させる

余裕のある人々である。

　この実験においては、実験が二段階に分か為ていた。第一段酷では、時闘的

圧迫、結果の一致、基準の舞罵の点に関し、それぞれ異なる形で纏み合わされ

た獣涜において、紛争当事者の役の被験者が、種々の手続の餐々の構成要素の

重要性について評定をなし、つ》、で第二段灘で、飽の被験者が、前遠の五つの

手続において、葭段購における紛争当事者の要求がそれぞれどの程度満されて
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いるかを評慰した。上述の実験の結果はそれらの評懸を統詩的に分摂した結果

得られたものである．被験者に癒接手続を選採させる方法をとらず・そのよう

な特殊な方法を聡いたが故醗に、その結果が示すところが現実の紛争当事者

・反応と一致するものであるかに絶しては、疑問が残る点は否定しがたい｛織・

しかし、この実験の結講演体の糖度の点は蜜保せざるを得ないにしても、この

実験が、紛争当事者の手続縫与への欲求が、絶繋的なものではなく、釈浅麹侮

によって、その後退も許容されるものである璽能牲を示している点は、注§す

べきである。手続縫与が当事者の主観的奪藏における高い評懸をもたらすとし

ても、一連の手続においては、その縫与への欲求は、縫の要請との問で梅醤的

な形で痘置づけられるに遺ぎないことが見いだされている。

　さらに、この手続雛与への欲求の櫨対性を幾な形で示したのは、シェパード

（B、R．S艶難e羅）の実験鋤である．霰の実験は、以下のようの仮定のもと

で行なわれた．すなわち、もし、重要な手続支翫の局面のうちの幾つかが当事

者の皐に残るならば、人々は、手続支醗の飽のいくつかの面は第三者に適窮に

譲渡しうるかもしれない、と．二つのシナ夢オを篤いた実験（鋤において、シ

ェパードは露つの手続についての紛争当事者の軽みを探求した。すなわち、そ

れは、裁覇宮によって詣揮される一人の調査書を含む繕悶主義的手続と、原告

と被告のため、裁判官によって捲揮される二人の調査者を含む第二の繕問主義

的手続、さらに、当事者に自露なi蓬麺および主張の提示を許す当事者主義的手

続、および、当事者に衰露な誕樋および主張の礎示を許すが、岡持に裁料富に

質問および毅瞬をなすことを許す混合型の手続である．最初の実験は大学の学

生を被験者として購い、第二の実験は空港でフライトを待つ乗客を請いた。

　それらの結果から、再実験においてシェパ一階ドは、よ蓉多くの被験者が、い

ずれの糾問主義的手続以上に、盛事者主義手続を選摂することを見いだしたが、

しかしまた、叢も大多数の被験者が混合型手続を飽の三つの手続以上に選釈し

たことを見いだした。瞬時になされた手続の公査さに麗する評懸は、聾みに聴

する評懸に非常に類似していたが、それは、混合型の手続が懸に手続以上に公
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難と見えたが故に姓まれたということを示していた。これらの二つの実験は、

非常に微妙な手続上の性質でさえも、手続の公正さの舞籔の結果に影響を与え、

ひいては手続の選採に際しても、大きな影響力を持ち得ることを示して》、る。

この結果は、当事者の手続支醗に録する鼓舞富による介入や毅醗の薄髭盤とい

った形での銀定が，単に市民にとって受け入れられるということ以上に・むし

ろ、望まれているようにみえることを示しているといえる。

　この実験でも、盛事者の手続麗与が、手続の選撰の際における絶繋的な要素

ではなく、懸者の支醗とある程度藩主し得るものである、燕が示されているし、

同時に、一定程度の飽者の支醗は、むしろ当事者による完全な手続支醍以上に、

紛争当事者に聾まれる罵能性が示されている。

　ここで示された鍍験者の反感と、蕪章で示した紛争当事者の紛争越理手続や

その結果に録する主観的な評懸iの点との関係については、いっそうの詳しい検

討の余地があることは否定できない｛鱗。しかし、少なくとも、上述の結果か

らするならば、手続が主観的に欝定的な評懸を受けるためには、常に、あるい

は、すべての、燕に当事者の手続縫与が必要なわけではない鱗能縫が示されたと

いえる。実際、経験的にも紛争解快の際に、すべてを嚢らが行なうよ吟も、あ

る程度まで自分たちが行なったあとは、．第三者に任せてもよいという考えにな

ることは、それほど予想に難いことではない．たとえば．前述のラトゥアらの

実験結果に従えば、迅速な解決の要請が高いときや、判懸基準が瞬確に確立さ

れているときなどは、もはや最後まで欝己の聡与を要求せず、後半の手続は、

裁報賞の檬な中立的な第三者に委ねることを、当事者が欲するということにな

るわけであるが、このような理象が生じることも、経験則上、十分に予想し得

るところである（42》。そのような視点からみると、前章でみた手続驚喜による手

続に薄する歯定的な評懸も、当事者が常に手続に縫与していなくては生じない

勤果ではなく、シェパードが飯定するごとく、当事者が重要と考える織面にお

いて当事者の縫与が保瞳されていれぱ、飽の局葱が裁覇嘗の支藝嚢に委ねられて

いても、十分に生じ得る効果と解することもできることになる・となると・次
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に問題になるのは、当事者の感覚に影響を及ぼす罵藩はどこかという点になる。

②手続への合理的髄与の視点

　チボーとウオ一方ーは、繭遠のラトゥアらの実験において、瞬間釣籠追の要

素を変数として設定するにあたって、つぎのような冒の予想を立てていだ紬。

紛争当事者にとって、紛争解決遜程は、二つの損失の可能性を含むものである。

一つは、手続に闘与しないことによって解決案が毒らに不利なものになってし

まうことによる摸失であ瞬、飽の一つは，手続に関与することによって失われ

る時閣的、労力的な損失である．紛争当事者は紛争解決手続を選摂するにあっ

て、その講方を、なるべく低くするように試みる。しかし、たとえば、時間的

圧迫が強くなってくると、棲講的に、後者の手続聡与による掻失の箆重が高ま

ることになる．当事者は、当然、難率的な手続を望むわけであるが、その場合、

多くの入閣が麗与する手続は、よ蓉進行が遅くなる繧痢にあることから、第三

者の麦醍のもとに当事者の関与が鰹眼される手続を進んで選探するようになる

であろう、としている。破らの発想は、手続に関与しないことによって生じる

損失を、自らに有利な零継彗を獲得できないことによる不利益であるとする点に

おいて、結果の点を重観するものである。したがって、前章で紹介した今警の

爾究の発展からみれば、一面的なものとの撰舞がなされうる・しかし・その点

は、有料な結果を得られないことによる損失を、自己の見解を主張し得ない不

利益と置き換えることによって、属様の飯説が成瞬立つといえる・そうしてみ

ると、そこには、手続関与への要求の旛雄性が予言されていることになる・

　類鬱する見解は、シェパードの実験後の見解｛麹の中にも示されている。披

の見解によれば、被験者は、自らの立場を語るための発言欲求をも当然蒼して

いるが、手続の選採にあって、紛争当事者の内心には、手続支醍権の効率的な

分醍の裡点、および、補藍可能性の視点が存在し、そ轟らの観点を麟提に手続

選探をなすことが搭摘されている。すなわち、麟者の観点によれば、手続の各

局露につき、その局懸につき最も勃率よく行動できるものが、その縄嚢に賭し
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て、支醗権を脅している場合、その手続が公正であると覇擬されるし、後者の

観点によれば、必ずしもその局灘において適切に行動できないものが支醍権を

もっている場合であっても、当事者が熱らに補正権が与えられているときには、

その手続が公正なものであると講翫されることになる．この考え方によれば、

緩の実験では、証麺や主張の擾示を最も有効になせるのは確かに当事者である

が、尋問や験明を最も有効になせるのは裁覇富であり、換えてか瞬こ霞らの尋

霞権が調隈される場合でも、自らに補正権があるという考えが、当事者の麟簸

の基礎に存在するが故に、実験結果においては、混合手続が支持される結果に

なったといえる．

　チボーらおよびシェパードの見解に鍵うならば、紛争当事者の手続縫与への

欲求（それを満たす場合には当事者に主観的な膏定評懸をもたらすと考えられ

る〉は、一つには、縫の要求との闘で権対的に決定されるものであ蓼、地方で

は、自らの関与の勤果が、幾率よく発灘される縁懸において隣与すること、あ

るいは、関与できないときには補元権が与えられることに露来している可龍性

が存在することになる｛鮒．

　このような可能性は、証人尋問手続に当事者を関与させることの効果につい

て、二つの点から、再験討をせまるものである。その一つは、これまでの考察

から多少椀点が広がるが、民事訴訟の手続購造全体との経連において、そもそ

も証人尋闘が縫薄的に当事者の関与を要求すべき局露であるのか否かという点

である。たとえば、ラトゥアらの実験では、時間的な圧迫があり、紛争解淡の

ための基準が存在し、かつ、利害の対立が大きくない場合には、鞍害者は第三

者の介入を許容する点が示されている．その点からすれば、遅麺の著しい今轟

の民事訴訟においては、手続の一定の局面で、当事者が、中立的であむ、かつ、

紛争解淡の専門家である裁甥密に、手続の支醍権を委ねる璽籠姓が少なからず

存在することになる。とくに、わが蟹の訴訟手続においては、貸頭弁論でも、

当事者が手続に積極的に関与することが認められており、羅頭弁論以外にも、

なお、当事者は手続に主体的に関与することを絶対的に欲するであろうかとい
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うことが、疑購になってくる。勿譲、そうはいっても・現実の訴訟では・チボ

ーらが振擁するように、十分な議論によって、共選の嚢的の実現のための方法

に臠する食い違いを解決するための基準を発展させる余裾や必要のある人々が

現実に存在し、そのような当事者が、証人尋翻においても手続縫与を欲するよ

うな事稗も存在することが考えられないわけでない。その意嫁で、紛争類型に

あわせた験討の必要盤は否定できない。しかし、そのような可能性を認めた上

でも、一律に、常に当事者に手続関与を進めることが、当事者の要求にかなう

ものだとする考えには、十分に再考の余地があるものと思われる。

　二つめの疑黙、転は、証人尋闘の局函に綴った考察を試みても、すべての証人

への尋闘を当事者主体で行なうことまでを当事者が強く欲するかという点であ

る．シェパードの裡点からするならば、裁醤官以。kに当事者の尋問が勧率的で

あるという局面においては、当事者の尋問が必要とされようが・それ以外では・

裁讐宮主棒の尋問も許容され得るのではなかろうか・という疑問が生じてくる・

そのような見解からするならば、証人尋周の場において当事者が最も関与を欲

するのは、馨らが最も的確に尋襲をなしうる穣手に対する場合であると考えら

れる。つま撃、当事者は、いくつかの局面においては、農らがよりよい尋問者

であると考えるが故に、その尋鶏に中心的に関与することを欲するであろうが、

その纏の馬面において関与を簿腰されても、その手続を公正なものとみなすの

ではないかといったことも予想、され得るのである。

　以、とのような点を考えるならば、譲i人尋問の場における箋事者の手続麗与は、

当事者に繁して、主観的によい効果をもたらすことは疑いのないこととしても、

その勤果の発生のためには、常に当事者の主体的な縫与が要求されるべきか否

かは、再綾討の余地を残している。とくに、前遠のように、証人尋腿の場にお

ける当事者の手続関与は、事実認定の鉦確性の点においていくつかの開題を抱

えている点を考えると、その要請は大きいものといえる。合遅的な観点に立て

ば、当事者の要求がそれほど強くないと思われる局藤での手続幾与は、事実認

定の難確性への醗懇から、簿1張し、それ以外の当事者の手続縫与が羅有の必要
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牲を有していると解される局面において、当事者が尋問をなすのがよ警よい混

合手続ということになる。結局のところ、この混合手続の追求にお籍て求めら

れるのは、証人尋闘において、当事者灘に手続関与の欲求が強く存する、手続

麗与の露麿の意義を有している局彊はどこであるのかという点の解競であると

いえる．その作業の多くは今後の課題に残されるところであるが、これまでの

醗究からするならば、護人尋問における手続縫与の轟有の意義は、露ら瀞より

脊妙な尋総者であると当事者が考える鞍手に薄して、中心的に尋羅できるか否

かの点に係っていると考えることができるのではなかろうか‘爾。この結論は、

今のところ、推論の絨を出るものではないが、そのような仮説を基礎に、次章

では・わが国の鰹度の問題点に関して、多少具体的な形での検討を試みること

にする。

鱗　疑事訴訟では、法蓮にお継る暗闘の大半が謳人尋織に縫われている点や、蓬

　人尋問が訴訟手続の中核となる点を擦締する文献として、以下のものがある．

　燐資欝男「裁無官からみた証人尋幾　　現状と隠題点一」馨感と星義誕巻5号

　39頁．中線宏r当事者からみた藷人海織馨蜜と正義3i巻5号蘇頁。

／21チボーとウォーカーの行なった実験の一つに請して、麟様の撹覇をなしたも

　のとして以下の文献がある。麓．Pa鑓a甑a，Prese賊at沁簸。｛鷺v雄e簸cea磁F寂。む

　f量搬墨撫警Peでds重G舞，i23U、Pa．L．Rev．臆§7｛欝75＞．

麟　コミュニケーショング）樵手芳を考えた場合、主張の提示の極手方は醤籔者た

　る裁警官であるが、謹人尋聡の場合は、直接の構手方は講籔権簸をもたない誕

　人である点にも椿違がある。懸者は、説得の要素が強くなるが、後者縁、通常

　の会誌的要素が強くなる。

瞬　実験室の実験では、実験設定上弁護士の付くことが麟提となっているし、実

　懇請糞では婦象の多くが灘事事鉢であることから、弁護士の付いた訴訟が対象

　になっていると思われる。

鐡　弁護士代遷によって、紛争が当事者のコントロールからはなれ、儀式化する

　ことの拳摘がある．縷瀬孝雄・本人訴訟の審運欝造（欝87年〉簸8蚕。か瞬こそ

　のような環象があるとしたら、当事者の手から紛争が離れることによって、当
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　事者の手続器与の意識が低下することも考えられる。ちなみに、単なる観察者

　の場合、手続の公歪さの評麺と結果の公藍さの評懸iの灘縫が、当事者ほど高くな

　い点は、すでに示されている点である．本稿第2章淫雛（講号28蚕以下〉参照。

／6／当事者尋灘こよって溝建が得られた場合、その後の証人が不要1こなる可籠姓

　については以下に捲擁がある．無法欝修勝轟・民事訴訟のプラクティスに絶する

　硬究（欝8§年）登g嚢参窯。講醸の現象は、証人尋翼を十分に行なうことができ

　た場合にも生じるものと、轡わ翻る．

鱗　本稿第2章轡①⑫（蕪号難頁以下）参照。

／8／当事者尋襲後、満足した善事者が隷解1こ応じやすくなる点の指摘や離婚訴訟

　では当事者彗縫を兜付して趣解を進める点の指摘が、この現象をある程度裏付

　けている．繭者の環象は、当事者尋問の早期実施のメ夢ットとして主張されて

　いる点でもある、霧法鱗修勝編・前掲プラクティスに離する蘇究難g頁、中野糞

　…鶴「当事者尋瞬の補充牲藩讐翻タイムズ5総号蔦頁。

鯵　わが馨では、この点は疑訴法器8条、器9条に趨走がある。薦ドイツでは、謹

　人の申立ては当事者がなすが（ZPO§373〉、証人の採否、尋緯の時期および瀬

　序のすべてを裁醤翫が演達する（ZPO§貿管・弁護士は申立てにより痘接尋

　闘でき、当事者自身の尋幾は、裁判長の許可があった場合にできるのみである

　（Z鱒§3§7〉．

麟　謹鑓の採：否に離しては、銭轡蕗が自由急談に基づいて辮鐡できるとされてお

　吟、曜一の謹麺に関する覇鋼が蓄積されている以外は、これといった法則は存

　蔑しない。菊菩維大／替松俊夫・全訂異事訴訟法簸（欝8§年〉毒δ頁以下など参

　照。しかし、学説上は．その採否が全く裁判勝の濃密であるのではなく、申鐵

　のあった護遜を取箸調べない場合は、金運的な選露が必要であるとするものが

　ある．新堂幸溝・難事訴訟法第二蔽（欝84年〉．だが、むしろ、事実上の簡題と

　して、欝報量が少く農ら空聾的1こ尋闘権を行使しない裁醤綿よ護鎚調べ鰯

　期の段馨では、当事者に尋闘の琴一ダーシップを委ねざるを得ず、その点で、

　証人の採絹に聾しても、微妙な当事者の影響力が存在するものと患われる。

瞬　実務家の体験談において、当事者が簿故．反対尋闘で突っ込んでくれなかっ

　たのかといった感想を漏らすことが指摘されているが、そのような感想は、そ

　の理実の成果とは窪1に、反対尋霞に対し当事者が有している期待を蜷的に表わ
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　すものといえる。座談会壽異事裁半彗における誰人尋縫の現状と諸問題ユ（橋元発

　言〉白熱と董義3董巻5号27頁。

！鐸　難事者尋欝1は霧くよ鯵も震わせる点に重点解ある旨に麗しては、プラクティス

　藩究会曙証人尋題・当事者尋縷・鑑定・認擁線金について誰の（一〉」　（小島、

　毒本発言など）法の支醍34巻82蚕以下。また、反省すべき点としてであるが、裁

　舞瓶の心証がとれた後においても、当事者に満廷感を与えるために当事者尋問

　が行なわれる場合のあることの捲嫡がある。菊鉾／村松・前掲異事訴訟法嚢6§6

　寅以下．

麟　プラクティス醗究会「懸場座談会ま（倉瞬、奈良、青本発言〉法の支醗34巻73

　頁、綴頁、83頁。中根「前掲譲文ま白青と歪義談巻S号49蚕．

鱗1　この点は、本穣の蟹頭に示した、当事者主義は当事者に満廷のいく結果をも

　たらす、あるいは、当事者の満廷を得るには交互尋縫の方が望ましいといった

　指摘と一致するものである。奉編纂i章（前号i頁縁下／参蕪。

幡　麟稿紅証人尋麗麟度の心礫学的考察（一／j法学溌巻5畢欝3頁以下。

麟　これらの点を振摘するものとして、千種秀夫駿挺調べをめぐる諸簡駒実

　務疑事訴訟講座董巻（躍諏44年〉323頁以下、M．E．Fra蕪el，運’醗Sε蟹磁｛or

　Tr獣盤l　A登U難癖鷺a董Vlew，i23葺．Pa．L．艮ev．鯵3i，鱒3§，また、その飽、事

　醜葱接による弊害の点、奪醒家麺人の甲立性が失われる点、などを指摘するも

　のとして、襲透公ニゼ英米璽事実審遷と大陸型事実審瑚民事訴訟め動態と背

　景（繧隷39年／聾7頁以下、小島鼠講r専懇家証人の中立乾（．鐙一アメ夢力合

　衆馨の民事訴訟における遅延解消の試み　　ま鵯携タイムズ2誌誉5頁以下など。

酸1　ε．A．葺蟹董，」．τ鼓縫｝a疑t＆L．Wa垂垂｛eギ，亙）量scov書でy　a猟量Prese簸t蕊io難。｛建v量一

　琶e盤ce臆A搬ersarya磁麓0盤6VεrsaryProce登曲暮，7至醇C蓑．LRev，麗登

　この実験内容については、醜穢にその内容の紹介がある．撞稿職掲心遷学的

　考察（三・完〉ま法学52巻4弩32頁以下．

軽8／　B、盆．S蓑ε瑛〉3継＆麗．V娘盛a罫，A｛舞e総a鞭Pτetr重a至Pr（｝c琶δ欝es　a鍛6Test量・

　搬（》搬a璽狂Vk墨ε鍛ce：　至…1貿εC重S　OずLawyer’S盆0亙e　a簸｛豊厳盆C｝董星ave盤童S搬，3≦｝Jo銭ご簸a垂

　o｛Persoηa旗y　a費4Sod＆l　Psy慮ology3鱒（欝き韓．実験の海容については、雛稿

　　「前掲心理学的考察（i）」法学騒巻5■号i37頁以下。

1麟翼．V量δ澱r覆賛．M、L癬6，A6veでsaでySodalRolεs：丁魏醗ectso費Wlt一
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　擁essεs｝Co鐙搬囎量。＆tめ簸。｛E癖6e登cea簸戯魏Assess灘e戴。∫A燐憾ca鞭s，超

　Jo雛ηa蓬嫉Pe総。懸鞭ya載6S⑪dal蚕｝sy磁ologぎ888（i繋31．実験の内容について

　は、幾稿「醜撮心理学的考察（一一〉ま法学騒巻5号賛3頁以下。

麟　この点は、ロフタス・パーマーの実験によってその可能姓が示されている。鷺．

　欝．Lo乏鐙s＆」．C．Pa翻er，衰eco嚢str雛。越。盤。｛A滋。搬｛｝むlle　Dest搬。繧。貧：A蕪一

　εxa聯lgo負舞d簸ter3ct圭。蒲εt鞭e簸La難欝鍛ea磁Mε灘ry，13Jo醗a董。｛

　Ver酷董Lear鑛簸響蹴縫Verむ2墨Be雛v沁r585（i§7勢．実験の内容については、雛

　稿「蕪掲心建学的考察（…〉王法学5i巻5号慧§頁以下。

幡　ウィグモアは、この点を諄して、反講尋闘は嚢実発見のための最大の発瞬で

　あるとした点は、有名である．5脚1§欝。難，狂vlδe翼e§鵬7（c鎗δ齢雛R，rev．

　欝7蔀．

鱒　雛鶏「前掲心遷学的考察（一一ま法学溌巻5号捻遵頁以下．

錨　 このようなわが鑛における反撃尋聡の縫題点を捲摘する代表的な文1獣をこは、

　以下のものがある．本綴統一郎薪交互尋瞬舗度の運耀と将来ま新・実務艮事訴

　訟講座2巻　　（茎§8i年〉　8護頁。

縫　捲稿「醸掲心延学的考察（一）ま法学駁巻5号欝5頁、隅「麟傷心礫学的考察

　　（三・完擁法学52巻護号56翼。

鱒　本稿第2章（3｝⑨（藏号2轟頁以下〉参窯．

瞬　実務家の発書の串には、か静に負けるにしてもこれだけは裁覇衝にいっても

　らいたいという本人の気持ちを代弁して、当事者尋賜を申請するといった点や、

　負ける大鷺に録するFお教3として当事者尋醐を行なう点が捲摘されている．

　プラクティス醗究会罫前掲痙談会葦（奈良発醤ほか〉法の支蔑34巻82頁以下、中

　根紅麟傷論文美嚢需と董義綴巻5号4§頁参照。このような現実は、当事者尋聡が

　事実の認定以外の要素で矯いられ’ていることを示すもので、そこでは、尋縫と

　認定結果：との結合・が希薄なものになっていることが雄灘され’る。当事者の心理

　としては、予想される認定結集に不満はあ疹つつも、裁鞍官に驚いてもらった

　ことによって不満を解消するといった綴面が存律しているのではなかろうか．

鱗　鍵棄．当事者主義あるいは弁論主義のメ夢ットとして、紛争の解決に当事者

　が甕接かつ一次的に霜害を畜することから、当事者は嚢らの利己心故に十分な

　訴訟登科を縫墨する、といった点が捲摘されてきたが、このような詣摘の基本的
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　な発想は、豪さに結果重視の手続縫与の考え方を表わしているといえよう．弁

　論主義に麗する指摘垂こつ》・ては、三ヶ月章・民事誘i訟法（ig7§年〉ig5頁。

購　盛事者に満廷を与え紛争を解淡することと、真実の発箆とは溺の罷題である

　点は、箋事考主義の醗究においてすでに捲鶴されている憲である。その点を指

　撫するものとして、椎橋邦雄置アメサカ襲事訴訟における裏事者主義の基礎的

　慶究墨由梨学院大学法学論集葛巻？4頁参蕪。

鱒　甕事者の主体的な講識による紛争の解決を講訟の嚢的とする考え方にたった

　場合にも、事実認定の董確姓を遠乗することの必要盤は餐定されないものと懇

　われる、確かに、誹訟において求められる事実がr真実」という名のもとに、覇

　決の蓬当雛を裏盤謬るものとして登場する場合には、盛事者の主体的な討議の

　場である手続を重視する立場からは、その「真実」偏重は撹講されることになる

　であろう。しかし、そのように、裁霧宮の醤簸を根麺付けるための事実認定の

　蕉確姓には、十分なものがあ撃えないとして、事実認定の蕉確性追求を否定す

　るにしても、蠹毒者が、自ら解決案を模索していく場合に、当事者の輝薮の業

　通の基盤となるべき、爾当事者に其通な事実が必要なことは当事者の討論を重

　観する立場にあっても否定し得ないであろう。そして、そのような事実をもとに

　して紛華が解決に晦かうのであれば、紛争解決が適饗な彫でなされるためには、

　その事実がなるべく正確なものであることは、だれしも認めるところではな毒

　ろうか。これまでの罫真実」は裁判官のためのものであったとして、その重要韓

　を否定しても、甕事者のものとしての罫真実ままでも否定する必要ないのではな

　かろうか。なお、訴訟の公歪な手続遜程としての国有の極値を認めつつも、養

　実発見の重要性を捲籍するもみとして、以下の文蹴がある。撰串絞瞬罫裁半1麺

　藍当盤　　実体的歪義と手続保瞳∫講座漫事誘訟i巻（欝8勢緯3頁．

鱒」．丁励籏農L．Wal鞭ギ，AT盤eo響。｛Proce伽re，66Cal麺．L．設e￥．罎，55§

鱗　この主張に麗しては、纏縫主義的な手続は、先入観に賭して弱い点を箆のオ

　しているとのタイラーの撰1舞がある。L、A．L鎗4＆T．盆、T￥1εy，丁艶Psyc蝕olo

　墓yo伊roce由r31諏s重量。ε1董98縁，§．38，F鑑欝．

騨　チボーらは、露方の争いの渡合璽の翰として、発電漸を建設する瞭の電力釜

　縫と地域往疑との争いといった覆境保全をめぐる争いを倒としている．そこて

　は、建設予定地の舞驚をめぐる講者の無害の講堂が、最終的には、環境保全σ
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　最善の方法をめぐる認識圭の議講にいたるであろう、と指摘している。しかし、

　現実の紛争では、環境保全のための基準のような科学的認定を必要とする紛争

　は少ない。その意駿では、現実の紛争のほとんどがチボーらのいうところの秘書

　の薄立によって占められる紛争であるといえる。にもかかわらず、認訟の多くで

　は事実認定が必要になっている点を考えれば、チボーらみ提案がそのままの形で

　現実の紛争解決の基準とな鯵得ない点は瞬らかであろう。丁飯むa礎＆W寂翫e執

　GP．clt．，脚．5§轡一難、

舞簿　S、LaTG穀r，P．騒。撰｛圭e費，L．W3鍬er＆」、T｝滋〉a麗，So灘e£》εter盤量鼓a擬給費s

　o重Prg｛ereRce歓醗磁esoぞC醜類α裂esol磁呈。簸，22」倉臆麟。ずCo盤｛1重。重Reso－

　1溢lo鍍，3i2（欝76）．

麟　この実験にお縁る設定では．広告会社にお継て広告の勤率姓が覇織される遜

　程のシミュレーションを灘継ている。被験者は広告会縫の一員として、いくつ

　かの広告のランク付けをし、いずれの鍍験者のランク付けが歪しいかを幾い合

　う形になっている．至極δ、，艶．324一一33甑

鱒　暗闘的圧迫は、勝者の決定に特薦をとればそれだけ鞍験者の鞍灘が減少する

　という設定、基準の存在の点は、退去の広告に絶する調査の結果を資料として罵

　いるという設定、稀書の講堂は、勝者のみがボーナスをもらえる、という設定を

　通常の設定に癬えることによって作善鐵されていた。驚雄．，餓．3器一327．

鱒」．丁漉譲＆L、Wa雛er，P縦e曲al舞st重。ε；APs蝉ol噸。雄A懸lys孟s

　α警75），β．i§．

鱗　このような複雑な方法を絹いた理繊は、鍍験者に塵接自らの蜂む手続を選毅

　させた場合には、被験者に多くの事柄に関する複雑な鵯籔を強いることにな眠

　その結果として、馨らが縷れ霧しんだものを選訳する形で、文化的なバイアス

　が生じることを避けるためであった。茎む雄．，β．§．

鱒　この実験に聡しては、その結果が示すものは被験者の妊みではなく、せいぜい

　いって、当事者の警む褒ぎものを掌しているに遜ぎないという撹覇も存在する。

　L量簸｛重6詮Ty董eギ，0夢．C量t．，警．i5．

輸B．縫．S聯欝a雌，」綾stlcds翼oSl即le醗atterこC盆sef・掘蓋a濾a翻竃0雛

　聾翌。δe茎。蓄　Proce6慧ra星置a量τ賞εss，49　」《｝慧r擁a重。｛　Perso簸a蕪ty　a簸｛蚤　Soc捻茎　身sy一

　麟ol曙y9531雄851．この論文では、ここで紹介する二つの実験の綾に転不毅
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事実認定遍程における手続縫与の心耀分梼（2・完）（菅療　都夫〉

　準立て手段の効果に関するヨ番§の実験結果についての鞍告もある。

駿　実験では、鍍験者に鰐して一つの事件のシナ聾オを読ませて、霞らがその事

　件の議事者であることを前提にして質鵜に答えてもらう、という方法がとられ

　た。実験で鰻勢られたシナ蓼オは、チボーとウォ一方ーが実験で繕いていた傷

　害事件についてのものと．麟這のラトゥアらの実験の設定に類鬱するものとが

　襲われた。麟考の事件の内容に麗しては、捲稿軒蔚掲心遷学的考察（一挺法学

　騒巻S号i37嚢以下参照、。

鯵　近時の手続上の蕉義紅絶する心遷学的な麟究は、公豊さの感覚以外にも、手

　続の選訳の際に重要な後彎を果たす、いくつかの要素を瞬らかにしてきている。

　本稿の裡点からすれば、それ、らの要素が議牽で示した手続に対する主観的な評

　懸の点においてどの様な勤果を有するのかを瞬らかにすることが重要といえる。

　近時の欝究の成果については、以下に記逮がある．Ll磁＆丁露e款。罫cl転鞭．

　87－8§，

畷　言うだけの事を叢った後は、第三考に魑籔を委ねるという発想は、当事者の

　話合いや主張の礎示を中心としつつも、最終的には第三考の覇籔を鬱ぐ、講停や

　仲裁の中にも読み取れるように思われる．実跨上、紛争解快のすべての総面で

　当事者が童舞的に行動することを望むのは、窯事者にとっても、時鷲的にも経

　済的にもきびし塾要求のように患われる．それを裁趨が要求するとしたら、紛

　争解決のためのサーどス機弱としては、蚤事者に酷な婦応を要求するものでは

　なかろうか．

籔LaT倉雛，｝至。磁e盤，Wal嚢er＆丁励識，鐙。焦，登、32i、

韓鐸　S舞舞｝茎｝ar6，0｛）、c建．，董｝．蟹墨藪

縛　近時の手続酌量義に蕊する心遜学的醗究の新たな方向の一つとして、手続の

　公査さ以外に、当事者の手続の選聾に影響を及探す要素として、どの犠なもの

　があるかを畷らかにする醗究が行なわれるようになってきた。そこでは、ここ

　で示したシェパードの実験以外にもいくつかの成果が示されている・それらの

　馨究については、L溢δ＆Tyl鍍，磯．c詫．，麹．86－8§．

離　近時公表されたr第一東京弁護士会新異事誘訟手続試案まにおいて．手続の

　遼遠化の要請のもとに、交互尋鶏の基本的な維持を緩りつつも主尋鐸慰こ代わる

　練達書や当事者の合意に基づく裁鵯轟による主尋闘が導入されている。第一東
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京弁護士会異事誘訟健進等購究委員会「新戻車訴訟手続試案（迅速訴訟手続要

項擁ジュ夢スト9慧畢騒頁以下。このような試みは、その前段躇である欝頭弁護

の機能充実の点に麗して、多少検認の余地は残すものσ〉、尋闘方法の点に眼って

は、本稿の立法論と基本的方肉において一致するものであ箏、澄霞に値するも

のといえる。弁護士会による説瞬では、專ら迅速姓の要請が海面にでる形とな

っている摂、本稿の視点に立てば、少なくとも一定の局面では裁鵯辮による尋

問は、事実認定の蕉確姓の点にも寄与しうるものである。

第4章　わが国の証人尋問翻度への示唆

紛　効率的な手続闘与の視点からの示唆

　手続縫与麟盛事者に主観的な満足をもたらすとしても、一方において、それ

が事実認定の藍建性を害する可籠姓があり、縫方において、その手続麗与は必

ずしも手続全体を通して要求されるものではなく、飽の要素との闘で、相鱒評

癒される可籠姓ぶあるとしたならば、わが露の麟度において、当事者が、手続

のどの局面に縫与することを最も望み．それによって、披らに満足感が与えら

れるものであるかを験討し、その趨燐な灘与形態を瞬らかにすることが今後の

分析において必要といえる．

　そのような観点からみるとき、誰人尋麗調度の開題点を考えるにあたっても，

手続の飽の段階との鰻係を念頭においたうえで、尋問手続における手続縫与の

必要性を解鱗することが重要である。そのためには、ひとまず証人尋賜をはな

れ、わ撚麟の訴訟手続全体は果してどの様な購造となっているであろうか、と

いう点に観点を広げて縷証を試みる必要がある．そこで、証人等闘凝度の問題

点を考察する繭提として、はじめに訴訟手続の全体像を複点にいれた全体的考

察を試みることにする。

　離章の最後に示した雛点によれば、まず問題とされなくてはならないのは・

手続の全体構造との経連で、証人奮闘手続に当事者を襲与させることが、幾率

的であるかあるか否という点である．この点で問題となるのは、纏頭弁論の機

　　　　　　　　　　　　　　　　一欝2一



事実認定遍程における手続縫与の・む選分凝（2・完）（菅原　藩夫〉

能の点であろう。わが国の鰹度においては、事実認定の段蔭である讒人尋問に

先立ち、霞頭弁論における争点整遷の段賠麟存蔑する．この争点整遅の段繕は、

その実体はさておき、建前としては、法律および事実に関する当事者の主張煎

醸露こよって対立的な形で提示され、そのような主張交換の過程を通して・韓

立点が絹確にされる段隊である。そして、証擁調べは、その薄立点に冠してな

されることになる・このような購造においては、証人尋問に先立ち・すでに当

事者の手続縫与の機会が存在していることになる．このような購造を考えると．

この海頭弁識段縷での当事者の手続縫与と、証人奪鵜靉靆における手続関与の

麗孫を、どの榛にとらえるべきかを縷討することが必要といえる。

　この点、争点整運の段躇における当事者の手続縫与への要求が・決して小さ

いものではない点は、これまで紹介したいくつかの醗究からも推灘される。た

とえば、簗2章で紹介したムーサンチらの実験肩は、手続形成遍程への関与が

当事者に公正さの感覚を瞬き趨こすことを明らかにしている。霞頚弁論におけ

る争点整理は、その後の手続の方晦を決定するものであ甑まさにそのような

手続の形成遜程としての要素が大きいものと思われる．その意練では、当事者

の欝頭弁識への瞬与欲求は大きいものである。また、前章で紹介したラトゥア

らの実験麟においては、明確な基準が存在した婚合には紛争当事者は第三者の

介入を許容する方向に頷いた。このことは逆に考えれば、紛争の解決基準の形

成段踏においては、当事者綴には手続麗与の欲求が強く存在していることをう

かがわせる。その点からしても、法律上の主張の交換の場でもある嚢頭弁護段

繕への嘉事者の麗与欲求は大きいといえる｛靴

　このような纏頭弁論の重要性に薄し、尋問段踏での当事者の手続§§与の点は

どうであろうか。麟章での検討の通り、尋翼手続においても、嘉事者が縫与す

ることが、当事者の主観的な評懸を高める意殊においては望ましいことは・疑

いがない。しかし、ラトゥアらの実験が示唆するところによれば、この段階に

おける手続麗与の難有の意義はそれほど高くはないのではないかとも思われる。

というのは、すでに遠べたように、彼らの実験においては、時間的涯遍のもと

　　　　　　　　　　　　　　　一驚3一
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では、紛争解決基準が確立した後には、紛争当事者絃第三者の介入を許容する

傾麟を示しているからである．すなわち、わが国の訴訟においても、かりに、

遷論通暁こ嚢頭弁論が行なわれ、そこにおいて、脅らの主張を霞頭で提示し、

裁覇嘗に露らの立場を十分に伝える形で、当事者の手続麗与がなされたならば、

その後の事実の認定の段躇では、もはや当事者の手続縫与への欲求はそれほど

強くないのではなかろうか、ということが予想されるのである。そこでは、む

しろ、迅速牲への要求が高まり、当事者の関与欲求は背後に退くのではなかろ

うか、と思われる紺．この推論は、シェパードの見解からも支持される。破の

見解においては、開題となる局面において、誰の手続縫与が簸も勧率的と感じ

られるかが公駕さの覇籔の一つの基準となる儒。その点、証人尋問の局嚢にお

いては、盛事者の関与が菱縫な事実の認定という焼点からは必ずしも効率的で

はないという点は、すでに捲摘したところである．当事者にとって、この証人

等闘の場における当事者縫与のデメリットは、科学的なものではないにしろ、

たとえば、ζ弁護士の質鶏には歪直に答えないが、裁鵯官の質闘には素直に答

える≦といった形で、経験的に認識されている㈹。その点を考えると、麟率性

の灘面からも裁覇富による導問が許容される可能性が高いのではなかろうか。

そして、これらの頌詞は、事後に当事者による補充的な尋鷺の機会が保鐘され

ている場合には、いっそう大きくなることが予想される。そこにおいては、い

わば当事者の中で、料無形成への騨与者の裡点から、鵯懸の監督者の複点への

転換が生じるのではなかろうか欝。

　以上のような観点からすれば、わが錘の麟度は、その理想的な形においては、

欝頭弁識段購における当事者の手分な手続§§与による争点整蓬によって、証人

尋問段繕での、当事者の手続関与への欲求は、権韓的に縁いものになるのでは

ないかということが一次的に予想され・ることになる。

　しかし、とはいうものの、このような方講での手続分断は、その基本的方鶴

姓の、熱こ賛成し得るとしても、現実の麟度を念頭におくときには、いくつかの

問題が存在することを否定できない。たとえば、麟頭弁論の形骸化による弊害

　　　　　　　　　　　　　　　一欝蓬一



事実認定過程における手続翼与の心礫分極（2・完〉（菅原　都夫）

がそれである、馬知のようにわが国の鑓頭弁論は、実質書蠧交換の場に終わっ

ている織。そこでは、ほとんど露頭による弁論がなされず、当事者の観点から

みても手続への醐与の感覚が獲得しにくい形になってしまっている。しかも、

そこでの争点整還は、当事者の生の言い分を麗くものではなく、要件事実にし

たがった、法律論的な争点整理であり、当事者のもつ疎躰感は大きいものと患

われる紛。このような状浅では、薮事者としては自らが手続に溺与したという

実感が、得られず、手続麗与の欲求は、次の段隊である、尋闘段繕に持ち越さ

れると患われる。そこでは、当事者が主体となって、自らの言葉によ鯵、事実

を導き思す機会が与えられていることから、よ撃大きな麗与欲求が生じている

ものと、馨われるのである。

　このようなa頭弁論の簡題点を考えるならば、現実講題として、わが馨にお

ける証人尋問は、当事者にとって数少ない婁質的手続縫与の機会のうちの一つ

であって、むしろ、その意義はかなり大きいものといえる。したがって、現状

において尋問手続から当事者を癖験することは、当事者に与える主観的な翻癖

からみて、かなり慎重な懇護が要求されるものと思われる・その愚昧で、現状

のわが国の調度は，必ずしもバランスのとれた手続麗与がなされる形にはなっ

ておらず、証人等開講度の改善をなすにあたっては、この点の改革が第一に考

えられるべきである、ということがいえる。

　また、かりに、上記の観題点を克服して、ある程度運懇的な訴訟運営ができ

たとしても、やは鯵、その購造上、尋闘殺購における当事者の手続縫与を、一

般的紅誹除する方露のみの立論には、いくつかの畷界撰存在すると思われる．

たとえば、これまでもしぱしば捲摘されてきたように，わが国の麟度では、購

頭弁論での争点整遷は基本的に証擁調べを梓わないことから、情鞍が不定し、

十分な形での争点整運はできない場合のあるのが実状である。そのため、実質

的争点整建が証麺調べの初簸の酸贈にずれ込むことが避けられない場合が存在

する｛覇。その場合、争点整運が証擁調べの段階、すなわち、護人尋閣の段躇

にずれ込むことによって、当然、当事者の関与欲求も護人尋闘殺躇にまで、ず
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れ込んでこざるを得なくなると考えられるのである｛H｝。これらの点を考える

と、わが羅の麟度における当事者の手続麗与に講ずる欲求は、事件の類型によ

っても梅当程度ことなることが予想される。

　結局のところ、実際問題としては、わが国の鰹度においては、基本的には、

当事者の関与を控えた、裁舞富による職権尋調の方陶を追求することが醗能で

あるとしても、一定程度の当事者による尋闘の導入を考える必要は否定できな

いものと、想われる。

　そこで．上達のように一定程度の当事者による尋闘が行われることを蔭提と

するならば、次に検討を要するのは、繭牽で示した第二の難題点、すなわち、

いかなる局颪において当事者は露らの尋闘を欲するかという尋羅綾結の麗麗点

である。そこでは、よ参有勤適饗な尋問形態をどの様に考えるかということが

問題になるが、その際、必要とされるのは、当事者の要求をかなえ、歪確性の

要求を難寄しない形での証人尋問麟度の再権威の点ということになろう。以下

では、その点について、これまでの考察の結果をふまえて検討をなすことにす

る．

　事実認定の亘確性の観点からすれば、薄闇以前の準備段酷も含めて、一般的

に、当事者が尋翼を行なうことは、煽った謹書や、内容の歪藤された証書をも

たらす薄能牲があむ、姓ましくない灘面を有する．しかし、その反藏、その人

聡のおかれた状溌から料織して、訴訟における当事者の接触をまたずして、そ

もそも、党派性が強く、偽証の薪能牲のある者も存在する。そのような者に薄

しては、逆に、中立的で情報の少ない裁覇富による尋問ではその結愚牲を明ら

かにすることがむずかしいと思われる（鱗．それらの点を考えるならば、事実

認定の亙確姓の薦においても、裁覇官による職権尋羅と交互尋闘の使い分けが

必要といえる。その場合には、偏った証書や偽証の可籠性の低い事件に中立的

な立場の人聞に薄しては、裁講宮による職権尋溺を行い・当事者も含めて・党

派性の強い大腿の尋鷺の際には、鋳鞍を多く有する当事者による交互尋闘が望

ましいといえる（獅。
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　このような方講での麟応は、基本的には当事者の関与欲求にも合致するもの

と思われる．か鯵に、β頭弁識が当事者の実質的手続縫与の場として、十分に

機寵した場合、前逮の遜穆、当事者の尋羅段継における縫与欲求は、一般的に

は低下すると思われる。その場合において、自らが依然として尋問をすること

を欲するのは、効率性の基準から考えるならば、裁判官が露らの主張を建解し

ているという葱擾に立ってさえ、なおかつ，露分の方が有熱に尋闘をなしうる

と輝織した場合であろう。当事煮が．そのような醤簸を下す場合とは、麟述の

通り、実課上、多くは、党諏牲が強く、饒竈の轡籠姓のある者と》・うことにな

るのではなかろうか。そのような前礎に立つならば、．わが羅の譲渡においては、

事実認定の亙確姓の確保の観点からも、当事者の手続縫与の確保の観点からも、

交1互尋懸を篤いることが必要と考えられるのは、一般的な形でいえば、覚振控

が強く、偽証の藩籬姓のある者に薄する尋鶏ということになる｛輪．

　ところで、上述のように考えるとき、盛事者が裁判官に自らの立場を手分に

伝えた．とで、なお、露らが直接に尋雛をなさなくてはならないと考える場合は、

さほど多くはないのではなかろうか。実燦麗題として、裁判官による尋闘に薄

して、幾分の不安を感じる場合にも，事件が迅速に進行する点を考えれば、裁

鞍官の尋問の後の補充尋問などで昔んじる場合が多いのではなかろうか．その

ように考えるならば、今嚢、羅人に帰して一般に当事者による交互愚幾を篤い

るわが羅の麟度は、ここでも再考の余地があるものといえる。ただし、今嚢の

欝頭弁論が形骸化している点や・争点形成の証擁調べ段隊へのずれ込みが生じ

ていることは、前逮の通雛であ辱、境栽ですぐに、大編に裁舞翫による職権尋

問を導入することは、慎重な態度が要求されることは、この尋懸段購での改革

を考える場合においても講掻である。しかし、これまでの考察からするならば、

少なくとも、立法論としては、舞頭弁識段購での弁誌の充実のためになんらか

の方策をこうずることを前縷に、愚闘殺踏においては、…律に峯事者による交

互尋闘を実施するのではなく、職権尋縄を蕪提に、必要とされる場面での交互

尋闘の舞驚といったことが考えられてしかるべきであろう。
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　以上が、心蓬学的な観点から見た場合の立法論・譲渡譲的な検討であるが、

このような方向性を前提に、さらに次籔では、現状の解毅論の形で今後のわが

国の毒渡への若干の提言を試みることにする．

轡　わが醗の証人尋問麟度の今後の展望

①　前提としての霞額弁論の充実の必要性

　繭籔までの縷説から、今舞の麟震の改善を考えるにあたって、その繭提とし

て、はじめに捲擁しておかなくてはならないのは．員頭弁識の充実の必要性の

点であろう。すでに達べた選り、今譲のわが露の舗度は、昌頭弁論が形骸乾し

ていることから、証人尋問段露での当事者の関与欲求が必要以．上に高くなって

いることが予想される。したがって、現状では、証人尋羅綾欝における当事者

の麗与をその置有の意駿で語ることが難しくなっているように思われる。その

意練で、当事者による尋鶏を本来的な意殊で機態させるには、纏頭弁論の実質

化が木可欠である。舞頚弁論嚢体の問題は、本稿の塵接の検討の繋象外の難題

であるが、この毅欝における当事者の縫与が訴訟政策上大きな意味をもつもの

であることは、すでに捲摘した点であり、証人尋問麟度の改革の麟提としても、

当事者の関与欲求を実質的に満たす影での運営が必要といえる｛揃。

⑨　嚢事煮尋鶏の売行

　つぎに、上述のような鶏頭弁論の実質化の方向を追求しつつも今欝の麟度

内で、当事者の満廷度をも増し、事実認定の歪確椎をもます手段として考えら

れる韓応の一つは、当事者尋問の早簸実施である。この点は、これまでの考察

をもとにするならば、次の三つの観点からその有効性を振撫できる。

　一つは手続関与としての当事者尋問という点である。当事者尋問は理論的に

は莚擬方法とされているが、実際上は．毅明的にももちいられており、当事者

は、この尋闘を通じて、窪らの立場を直接に鼓舞官に猛えることが可籠にな

る｛猫。その点を考えれば、嘉事者尋纈は、当事者の手続霞与の欲求を大いに満
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たすものと考えられる。そして、早期にこの手続縫与を許すことによって、事

後の当事者の縫与欲求の線穀的低下を導くことができ、より合理的な形での尋

問の灘入が容易になることが予想される｛覇。第二点としては、椿報源として

の当事者尋問という点である。これは、単離に当事者を尋周することによって、

裁覇湧に帰して多くの権報が提供されるという、転である．礎在のわが醗の翻度

では、蔭頭弁論を経ただけでは、裁露営の有する縫較量は少なく、事件の全体

像が摺握できないのが現実と患われる。そこで、裁物官に早期に事件の全体像

把握のための精報を与えることが必要となるが、そのためには、最も椿鞍を有

すると思われる当事者の尋問を先行することが望ましいといえる鮒．そして、

この撃期における多くの構報の提示は、その後の裁覇宮の尋問籠力を高める効

果ももたらす．第三点は、交互尋闘の合麗的韓象としての当事者尋賜という点

である。当事者は訴訟の結果に最も利害を有することから、その証言の信憑性

は、一般的には低い．それ故、まさに交互尋閣によって婦懸盤がチェックされ

るべきであ鯵、ここにおいては、権手方当事者の関与欲求も高いものと思われ

る・また、裁醤官の綴から見た場合にも、早期に接する尋問であることから、

偏見等を鉾除する意殊でも、交互礎示の方法による方が鋒ましいといえる‘晦。

実際上の麗題として、事件の軍蟻においては裁麟宮は十分な尋闘の能力を有し

ていない点も考慮すべきである。

　以、薮が、心饗学的な分穏から得られた糧点であるが、この当事者尋問の早簸

実施の簡題は、これまでも当事者尋幾の補充姓の可否の開題として、実務圭、

学説上しばしば議論されてきた点である鵬｝．そして、すでに、実務．熱、権当籖

露で早期の当事者尋簡が行なわれているようであり｛鋤、解釈譲上も、民訴法

3認条前段の補充性の要件を罫裁判所が当事者本人を尋縛する必要があると認

めるとき」の擁示にすぎないと解することによって、その補充権を否定すべき

旨の主張がなされている‘22》。しかし、地方、当事者尋問の補充性を主張する綴

の根麺として、従来から捲摘されている繕懸盤の低さの開題に換えて、この原

則を維縛しない場合には、裁判霧が草魚に当事者尋闘を実施し、審運の徹底性
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を犠粧にして事案の迂遠越選に走るという有力な反譲がなされているのも事実

である｛錨。そこで、この点について心理学的な観点から検討を超える必要が

あるが、恐らく、つぎのような反論が可能であろう。たしかに、裁判官による

職権尋闘をとる場合、審馨1者たる裁肇1宮が、椿報量の少ない訴訟の携幾に、業

事者のような党滋盤の高い人間の証言に接することは、露らの有する輻昇等に

流される領海を勤長し、心証形成上、聾ましくない．そこでは、雛稚な審遷へ

の誘惑が存在しているといえる。しかし、その点、交互尋問確度をとる場合に

は、椿鞍の握示は薄立的であ参、裁覇所の心証が一方の綴の発言に撰きずられ

てしまう可能性は低く舞えられることになる。その点を考えれば、交互尋闘の

場合における当事蕎尋闘はその弊害の可籠性は低く、むしろ多くの構鞍を籾難

に擾供するという点において、蜂ましいものであることになる｛鋤・健って・

この点に離しても、まさに学識および実務の傾向は支持されるべきである｛矯・

　なお、上遠のような意狭で、当事者尋闘の早鯵実施がなされるとしたならば、

当事者としては、よ瞬効率のよい尋腿を行なう意喋で、なるべく椿手方に蝿す

る情鞍を有することが嬉ましいといえる（鮒。その点、近舞寺槍手方本人に帰する

ディスカバ夢一といった点の指矯解存在するが、十分に検討に値するものとい

えよう｛27｝。

③　職権尋問の活矯

　そのように皐期に当事者薄闇がされたのちには、比較的中立的な人間に聡し

ては、裁甥官による職権尋鶏が耕馬されるべきである。このような中立証人の

職権尋問が望ましい理露は、…・つには早期の当事者尋闘によって、実質的な争

点が形成され、争点形成段階での十分な手続関与を体験した妻事者は関与欲求

が櫓穀的に低下しているという予想が成弩立つからである。そこでは、これま

で逮べてきたように、迅速な解決のために、業事者としては職権尋問を聾む傾

講が生じることが予想される．またさらには、事実認定の正確性の面からも、

この職権尋問の利繕によって、党灘的な証言歪麟を避けうることをあげること
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ができる。勿譲その慧駿では、前提として、申立誰人への事前面接の禁止も含

まれることになる（28｝．

　条文解釈としては、民訴法2蟹条3項の介入尋闘の饒定を、広く解することが

必要となる。これまで、この条文は、当事者による籔々の尋周の遍程において

なされる介入尋問のための規定であると解される領海にあったが｛鋤、本稿の

観点では、むしろ、複数の護人尋問手続全体を通じ、必要と認める証人は轄時

においても裁醤宮が尋鶏できると解すべきことになる。そして、さらにこの

「必要と認めるとき匪の一つの解毅としては、当事者の覚灘的な尋問による証

霊変容の可能性があ穆、その変容を避ける必要があるときが、その場合にあた

ると解すべきことになる．今賛、この介入簿闘は、一般に代理人綴からは概讐

的に受けとめられているようであるが（鋤、それは、一塁任された尋闘が途中

から鼠されることによる不満と患われ、はじめから、裁鵯富が尋問を行ない、

かつ、その前縫として、鹸遠の当事者尋闘による蕪段隊におけるある程度の手

続麗与が存在する場合には、その不満はそれほど大きくないのではないかと想

像される儲．勿論、このように解する場合であっても、証言の歪鑛や偽護の

予想される証人に薄しては、当事者による交互尋問が優先さ為るべきであるし、

裁判寮の介入尋問溺先行した場合にも、その後の当事者による交互尋問も許さ

れるべき点は当然である。実繰、熱闘題となるのは、いかなる人瞬が中立的な証

人であるか否かの点であろうが｛鋤、その点は今後の実務の積み重ねを潮待す

るしかないにしても、現実的な試みとしては、実質的な争点整理以降の姥鮫的

中立的と思われる証人の尋闘に臠しては、裁親潮が職権尋問の可否を離もって

当事者に打診することや、鑑定人に魅する尋観などは裁鵯辮の尋溺を先行させ

ることなどが試みられるべきであろゲ鋤。

　このような形で尋闘を濡いる場合、遜辮において手続縫与・がなされる結果、

翻産劾として、当事者尋問後の融解の成立、あるいは、職権尋問によるある程

度の心証の瞬示、といった幾果も生じる璽龍牲がある．そこにおいては、今蒙

以上に、証人尋麟に嬉する盛事者の期待を損なわない、かつ、正確性も維持し
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た形での証人尋翼が一酵髭になると思われる。

侮　本稿第2章13／②備弩22頁以下〉参照

12／本稿第3章麟⑨参懇。

轡　飛車事件の鱗を示して、遙事者にとっての弁論の重要性を指摘するものとし

　て、亀嵩警鱗「市買のための民事訴訟（上擁鵯軽タイムズ4憩弩9頁。

麟　前遠のように、舞頭弁論段繕での弁識の実質姥の難題に隣しては、さらに検

　討をなす必要があるが、近時公表された弁護士会の試案は・まさに・迅速姓の要

　求が手続関与の要求を圭糶った鰍といえる。東京第一弁護士会薄靄麟究会r麟

　掲試案王ジュ》スト9懇号§3頁参蕪。

麟　s盤e翼｝arδ，o茎｝．clt．，｛｝．9総，

麟　このような指摘をなすものとして、樫談会「前場証人等羅の環斌と諸職題ま

　　（司会発露〉欝憲と更義雛巻5号23頁、野麟幸雛「裁覇辮からみた認人尋問」

　自縷と薫義雛巻5琴63頁。

鱈　職権尋鶏が行なわれて耽る函ドイツにおいては、裁料宮の尋購ぶ割合簡単に

　終わった後で、交互尋問のような形での当事者儲からの質幾が続くことが珍し

　くない旨の捲籔がある。木摺罫前掲譲文」新・実務民事訴訟講座2巻騰頁。この

　ような環象は、縄織形成考の観点から監督者への観点の転換を示す現象といえ

　る。

（8／このようなわが国の翼頭弁論に帰する撹讐の代表的なものとして、騰堰学頃

　頭弁識の形骸イ矯法学教室第二期5巻65頁以下、電器f前掲譲文（上擁麟椀タ

　ィムズ6頁以下．新堂幸韓勉f緋究会　弁護の落盤イ絵ジュ夢ストア8§号3§頁以

　下。

鱗　すでに、経済活動の発展、縫会生活の複雑建が畏法の典型契約から離れた多く

　の複雑な紛争をうみ、要件事実のみで縁、紛争の真の争点を控撰し得ない状混が

　生じていることの詣嫡があるが、このような社会環象を待たずしても、当事者の

　撹点からすれば、婆舞事実のみの観点で紛争の糞の姿を語ることが露雑なこと

　は、鳶ではないのではなかろうか。講者の点に絶しては、司法鞍修藪編・麟掲

　プラクティスに絶する懸案27頁、謄嚢参照。

擁　準備手続の実数と準繋的舞頭弁識という試みが、この現象を示している。こ
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　の準備的費頭弁識紅関しては、新堂・前掲教科書謎8頁、322頁以下参照。また、

　事実主張と謝雛講べとの綾幾が必ずしもうまくいかず、当事者尋鵜という形で、

　事実主張が証麺調べの段灘までずれ込むことがある点は、搬瀬・麟掲書露§頁参

　窯。

鯵　また、本文での指講に纈え、事緯によっては、初めから講立点が瞬確で、そ

　の紛争の核心が、事実認定の点にあり、謹人の謹言がまさに事件解決のカギとな

　るようなケースが存在することが予想される。その場合には、当事者の幾与欲

　求は、証人尋閣の段隊にまで持ち越されるものと考えられる．

鯉　機稿ヂ麟掲心遜学的考察（一難法学5i巻5弩欝8頁以下参照。

曝　機稿「麟掲心遷学的考察（三・完擁法学52巻4弩69頁雛下参懇．

麟この場合、とくに必要とされるの絃友対尋器権であることが予想される・そ

　こで、さらに進んで、主尋聡は練達書の形で擾鐵し、反嬉尋幾のみを当事者に

　させるという形態も考えられる。事実、弁護士会の試案では、このような主尋

　霧省絡の提案がなされている。東京第…弁護士会蕪掲醗究会r蕪掲試案まジュ夢

　スト9懇号55嚢。しかし、霧誕による瞳遠が、当事者の感覚に与える影響がそれ

　ほど大きくはない点は、涯意すべきである。シェパードは、醜遠の実験の中で、

　繕幾主義的な手続に対し，書嚢によって自らの主張の要点を審覇者に伝えるこ

　とが再議であるという形で鬱憂を換えた場合でも、そのことが轄等公査さの感

　覚を高めないことを醗らかにしている。S舞e§嚢a躍，餓、cl重．，β、§56．

臓　裁鞍藪が当事者の言㌢・分をよく難いてくれないという不満に対しては、討論

　的な審遷方法が有勃であ導、その其体的瞬応として弁論兼職解を得いることが

　主張されている。司法羅修藪編・蔚掲プラクティスに翳する婿究28責。弁論兼撫

　解が、ラウンドテーブル方式を麟霧し、嚢頭主義を復活し、実質的な濤頭弁論が

　可籠になるものであるとすれ・ぱ、本1稿の擾滋からいっても、当事者の手続縫与を

　健進ずるものとして嬉ましい灘癒を有するものといえる。

（簸　当事者尋縫が、紙片的な事実を語る証人ではなく、当事者の主張をなすもので

　ある点について、機瀬・麟掲姦雄§頁参窯、衷た、現実に韻事者尋翼が秋霧的に

　馬いられている点に関しては、鰹談会r麟掲証人等難の環駅と諸翼題」嚢譲と正

　義綴巻5穆懇頁以下参黙。

麟　弁護士会の試案においても、原告本人尋闘が原則的に行なわれて、その後に必
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　要があれば、諸人尋麟を行なうとしている点に濯聾すべきである。このように

　畢期の当事者の幾年によって、義戦辮の事件の麺握がなされたあとであること

　が、後の尋問の幾鐡形式の導入の契機になっていると考えられる。東京第一弁

　護士会蔚掲麟究会「前掲試案まジュ誉スト9縫号騒頁以下参蕪。

鱈　新堂・前掲教科書3鋳頁、野綺ゼ離掲請文ま嚢患と亙義29巻4号7i翼中野「前

　掲論文三親鯛タイムズ5総号蔦頁など。

鯵　交互提示の方法に審覇者の鰯見舞鰯機龍がある点絃、チ潔一らによって験謹さ

　れた点である。」．丁短碁a磁，L．Wa数er＆1麓．A．L墨簸6，A｛董versaryPでese溢at沁縫

　雛莚張as塗しeaga重艶。観｛濃盤a擬確，86擁arv．L｝≧ev．3欝（i§72〉．実験の内容

　に絶しては、櫨稿嚇掲心瑳学的考察（二挺法学52巻亙号i欝頁鬱気下。

騰　当事者尋問の補充姓に否定的なものとしては、懸中秘夫郵訴訟資料の椿手方よ

　警の取得」法学協会雑誌58巻4号5総頁以下、灘辺公二「地方の民事裁鵯の懇懇涯

　異事訴訟の動態と背景（欝64年）鍛9頁以下、萩原金美態事者尋簡の補充姓に

　弱する一考察ま法学新鞍8§巻2号i責以下、新堂・前提教科書3総頁、．と村霧広・

　異事訴訟法舞弼頁選難g頁、斉藤秀夫纒・注解民事講訟（5〉（欝77年〉29§褒

　（躰渥礼二／など。なお、上記の学説率では、奉稿で捲擬した点のほか、否定議

　の橿擁として盛事者尋離を後に露すことによって、辻縷合わせがなされるなど

　して、かえって欝懸盤ぶ下解る点、霞頭弁論で本人の盤遠の聴取が積極的にな

　されない点などがあげられている。豪た、透時の訴訟綻進のための種々の議論

　や改革案の中でも当事者尋灘の準霧実権の提案ぶなされている。たとえば、シ

　ンポジウム罫異事訴訟硲健進について（宮麟鞍告擁民事露訟法雑誌3§巻鴛§頁

　以下、痙談会費糾r罠事誘訟の審遜を充実させるための東蕪地方裁報藪の方策

　案漣ジュ撃スト9雅号鍛翼、醸中耕鷺眠事訴訟の適奮かつ魏率的な運鴬につい

　てま罠藏法雑誌欝春巻6弩9毅頁など．とくに、上記宮麟毅告においては、早蟻

　の当事者尋瞬の実施による盛事者心選にお謬るメ蓼ットの点が毒接されている。

麟　吉菩直昭「当事者奉人の僕達の役割ま新・実務見事講談講慶2巻93頁以下。

瞬　率野「前掲譲文ま霧擁タイムズ5総号24頁．

鱗　西ドイツにおける幾醤として紹介されている。中野F前掲請文ま醤粥タイムズ

　5総号欝頁。

幽　交互尋纒がとられている英米法にお秘ては、当事者尋闘と証人尋闘の薮幾の
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　ない点を思い起こすべきである。

鮒　ただし、複雑な事終にお雛ては、争点整遷をある程度なした後でなければ・当

　事者尋霧が長時職こわたる可能姓があ吟、かえって劾率ぶ下がる薄髭姓も捲摘

　されている。淫意すべき点である、講法暴修翫纐・前掲プラクティスに臠する硬

　究iig頁以下。

鱒　交互尋聡を効率よく行なうためには、騰示麟度が不可欠な点は以前から指摘

　されている点である。本鰻統一露暇本塗費誘に修する反省」覇擁タイムズ騰倉

　畢欝翼、騰罫前掲交互尋賜鰹度の運濡と将来」新・実務段訴講座2巻85頁、小

　島式罵r証擁保全の再購成≦き虫と董義29巻4号35頁、霧島雫一Fアメ蟹力合

　衆露の開示手続墨法学志抹簿巻4号7頁。

鋤　木鱗統一臨罫罠事事舞における当事者本人の舞織鵯轄タイムズ騰3号45頁。

　筆者は、ディスカバ夢心の一般的な導入には濃極的であるが、当事者の縫与欲求

　め商い轟面に関する翻分的な導入は有益なものと考える。なお、ディスカバ警一

　の一般的な導入の一つの難題点に臠しては、機稿嚇掲心建学的考察（三・完）

　法学32巻雌号6毒頁以下参黙．

鱒　とくに、訴え前の原隻による護人への事麟懸接の禁藍の必要性を指摘するも

　のとして、木鱗嚇掲交互尋縷鰯度の遅霜と将楽茎新・実務浸藩講座2巻85頁。

鱒　主尋問あるいは反韓尋幾の途中その飽で、裁糊富が行なう尋閣と解されてい

　る。介入尋翼は、盛事煮の尋問の腰を新吟かねないので｛真重であることが要求さ

　れている。菊秀／柱松・麟蝿房事訴訟法嚢535頁、斉藤纒・繭掲濫解疑訴（5／

　鍵費獄下（斉藤秀夫〉など。

鱒　嚢弁連のアンケートによると訴訟詣揮に関する不満の第霞｛立に介入尋総があ

　げられている。罵法醗鰺辮編・麟掲プラクティスに関する醗究i盤蓑以下。

瞬　たびたび携篤している弁護士会の試案は、まさにこの繧晦を示しているもの

　といえる．

鰭　串立蓬人とは、r当事者のいずれの面接をも握蒼して法蓮に立つ讒人まとする

　ものや、もっと広く　r職務上また秘害関係上、証人が当事者との麗孫からみて・

　その証書講容に影響を受継る可能性が薄いものまなどがある、それぞれ、木瞬

　ぎ前掲交互尋翼鱗渡の運繕と将来圭新・実務浅訴講座2巻鱒頁、菊井／縁松・

　藩揚浸事訴訟法賑妬§頁。本稿の観点では、後者の定義で十分といえる．なお、

一葦5一



待政経会講集　第2巻　第3号

　採証上、原告証人、被告談入、中立証人の区霧をなし、また、中立証人に麗し

　ては、裁判賞の補充尋藩を十分になすべきであるとする見解があるが、十分に

　検討に髄するものである。木舞「饒掲交蕉尋諜調度の運講と将来」新・実務民

　講講座2巻鱒頁。

籔　現釈では、露頭弁護が形骸秘している点など、争点整遷段躇での関与が十分

　でない可能性が強塾ことから、本稿のような介入尋弱の解綬は槙重になされる

　べきであるが、少なくとも盛事者が合意した場合には許されるであろう。

第5章　む　す　び

　本稿においては、蕪稿の罫証人尋問調度の心遷学的考察まにおいて欠けてい

た証人奪問鰯疫の主鰯的な鶴面に慰する考察を試み、爾稿を通じての、わが国

の証人尋翼舗度への若干の提言を試みた。まず、第2章においては、アメ夢力

における手続的正義の問題に駕する心理学的な椀点からの硬究を紹介すること

によって、手続溺与が当事者に与える多くの主観的な勤果を示した．そこでは、

当事者が手続に主体的に関写することによって、裁判官や裁醤鰹度を含め、手

続全体に絶する評懸を高め、さらには、その手続の結果生じる鵯籔に鰐しても、

紛争蚤事者が、よ拳満足を感じ、積極的に従う傾葬羨がもたらされることが瞬ら

かにされた。しかし、瞬時に、それらの頓肉は、手続の結果生じる覇藪の内容

の公豊さとは、ある程度無縫係に生じ得ることが示された。第3牽においては、

第2章の結果、および、麟稿での考察結果をもとに、証人尋闘の場における当

事者の手続灘与のもたらす効果や意義について検討を試みた。その結果・証人

尋闘の場においても、繭章の考察が示すように、当事者の手続襲与は、事実認

定の結果に対する詳細を高め、ひ恥ては訴訟の結果に麟する満足や賑従性の高

まりをもたらすことが予想された。しかし、購時に蕪稿までの考察から、証人

尋問の場における当事者の手続関与は、証書の編修や歪麟をもたらす可龍性の

あることも捲摘した。結濁のところ、証人等簡の場では、当事者による手続関

　　　　　　　　　　　　　　　一ii6一



事実認定遷程における手纏縫与の心遷分極（2・完〉（菅原　鶴夫〉

与に雄する、主観的な綴藏での評懸と、客観的な織霞での評懸が衝突する薩が

あることが示された。そして、このジレンマに蠕しては、手続§§与への当事者

の欲求の極対雛を示す実験擁を紹介するとともに、適辮における当事春の関与

を痒う混合手続追求の方向を縫示した．第4章においては、第3章の考察をも

とに、わが蟹の証人尋簡綱渡について考察を試みた。そこでは、一般的鰻題と

して、わが馨の調度は、環状では、舞頭弁論が形骸化していることから談人尋

問における議事者の手続関与の欲求が、縮靖的に高くなり遜ぎているいるので

はないか、という問題点を捲擁した．また、今後のわが国の麟度に賭する具体

的な提案としては、当事者奪問の皐類実施と、その後の中立的な証人に鷲して

の職権尋問の積極的実施を提案した．

　以、との本稿の考察を通じていえることは、業事者が手続に関与することは、

従来から振捷されてきたように、葬常に重要なことであり、実織上のそのよう

な当事者の手続縫与のもたらす訴訟致策上の効果は決して小さくないという点

である．しかし、閥時にまた、そのような当事者の手続麗与も、訴訟の段蔭を

闘わず、常に当事者の手続縫与を認めればそれでよいというような単純なもの

ではない、という点もまた本稿の考察から得られた成果である。とくに証人導

問の場に関しては、これまでの醸究の成果からすれ，ば、いかなる馬癒でも常に

当事者の手続への縫与を保障しなくてはならないとすることは、手続の遅滞を

導く割には真実にかなった適正な解決をもたらさない可籠牲ぷあ甑当事者の

真のニーズに答える結果とならないことになる。

　このような、転がらいえることは、今醸必要なのは、当事者のニーズに蝿応し．

かつ、適董な紛争の解浪をもたらすための手続幾与であ鯵、いわば、当事者の

要求にかなった適辮における手続麗与の保障といえる。その意喋で、今後必要

とされるのは、当事者の権籠と裁判官の権籠のいずれを原則的なものにするか

に麗する、これまでの蓬念的な醸究に超え、隣接諸科学も導入した、峯事者の

要求の、より実証的な分梼醗究といえる。

　これまでの議論は、ともすると、当事者の権能と裁鵯所の権龍と蝿立的にと
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らえ、一方を導入することはすぐに組方の否定につながるといった形で、訴訟

のすべての局面において、オール・オア・ナッシング的な選訳がなされていた

ように思える。奉稿の考察は、そのような従来の議論とは多少提点を変え、心

瑳学的な椀点から、むしろ当事者の権能と裁鵯辮の権籠の両立を騒推した・い

わば適辮における当事者の手続縫与と辱ぶべきものを探るための一つの試みを

示したものである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（完／
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