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訴 追 請 求 状 

令和元年 9 月 24 日  

裁判官訴追委員会 御中  

（郵便番号）                        

（住  所）                                      

（氏
ふり

  名
がな

）               巫
ふ

  
しょう

 鴻
こう

 

（電話番号）                          

（郵便番号）                        

（住  所）                                      

  

  （氏
ふり

  名
がな

）                大高
おおたか

 正二
しょうじ

 

（電話番号）                           

（郵便番号）                          

（住  所）                                       

  

  （氏
ふり

  名
がな

）                 杉山
すぎやま

 隆信
たかのぶ

 

（電話番号）                              

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので罷

免の訴追を求める。 

記 

１．罷免の訴追を求める裁判官 

（所属裁判所）東京地方裁判所（刑事第１部） 

（氏   名）守下実裁判官 
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2．訴追請求の事由 

 守下実裁判官は、2018 年（平成 30 年）3 月 13 日の初公判から、9 月 11

日までの 6 回の公判を経て、10 月 23 日に判決言い渡しとなった「平成 29

年刑（わ）第 3273 号建造物不退去事件」の審理を第 2 回公判から担当し

た。この裁判は欠席裁判となり、重要な証人尋問も行われず、被告に弁明

の機会が与えられずに、一方的で不十分な情報を断片的に取り上げて判決

が言い渡された。この判決の内容は不公平で不公正であると思えるが、そ

れ以前の問題として、当然に実施されるべき公判での基本的な事実関係の

審理・検証が行われず、裁判全体が真実の究明の姿勢を欠き、日本国憲法

に基づく法体系に準じて構成された裁判所によるものとして認めること

が難しい。このような遺憾極まりない事態になった原因は、守下が訴訟指

揮の重大な局面において、従うべき規範からの逸脱と権力の乱用を行い続

け、公判の異常な状況の是正を繰り返し求められ、その権限と機会が十分

にあったにもかかわらず、採るべき措置の実施を怠り、あるいは拒絶し、

実体の伴わない手続きの消化の末に、結審と判決に至ったことにある。守

下は、真実究明の姿勢が欠落していても、形式的に訴訟手続きを積み上げ

れば、正規の裁判を構成できると誤認しているか、少なくともそのように

振舞っている。しかし、公平で公正な裁判は真実の究明を目指す姿勢がな

ければ成立しえず、公平で公正な裁判の実施の努力は裁判官の職務上の義

務である。守下の法廷におけるこの職権行使は、職務上の義務に対する著

しい違反であり、甚だしい職務怠慢であると考える。以下に詳しい事情を

明らかにする。 

 この事件は、2017 年（平成 29 年）12 月 7 日に、事件の被告となった大

高正二が、東京地方裁判所の 618 号法廷の公開法廷を傍聴するために訪れ

たときに、裁判所の職員が傍聴希望者若林嘉三郎に対し、立入り禁止の予

防措置を行い、傍聴を妨害し、若林と裁判所職員との間の口論になってい
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たことに端を発する。大高は、その様子を見て、公開が大原則である裁判

の法廷に対して、特定の人物を名指して傍聴を禁止することは違法ではな

いかと質
ただ

したところ、職員が構外退去命令を出し、なお 20 分間法廷付近

の廊下にとどまっていたところ、通報により駆けつけた警察官に逮捕され

たというものである。 

この立入禁止措置は、裁判所あるいは裁判官が特定の個人に対して特定

の公開法廷の傍聴を禁止したということであり、日本国憲法を引き合いに

出すまでもなく、近代司法の必須要件（中世の司法であるのならば話は別

だが）である裁判の公開に対する重大な例外措置であるので、裁判所を訪

れる市民の質問に対しては、適切な説明を行える準備を整えておくべきで

ある。しかし、例外措置の必要性の根拠、その判断、意思決定、実施の裁

可の経路、責任の所在について、職員は説明しなかったか、あるいはでき

なかった。また、事件から 1 年 8 ヶ月以上が経過しているが、裁判所のい

かなる部署も、この問題に対する説 明
アカウンタ

責 任
ビリティー

を果たしていない。 

 3 月 13 日の初公判を担当した裁判長は園原敏彦裁判官であるが、園原は

警備法廷の態勢を敷いた。この警備法廷というのは、法廷前の廊下に検問

所を設置し、傍聴人を含む関係者の出入りを制約し、傍聴希望者に対して、

所持品の預かり（検査ではない）とボディー・チェックを強制し、さらに、

開廷後も、法廷内に複数の警備職員を配置し、関係者、特に傍聴人を威圧

するというものである。このような警備法廷を実施する権限が裁判長にあ

るのかについては検討の余地があるが、園原は弁護人の質問に、自分には

法廷警察権があると答えている。 

裁判官の法廷警察権の実体を定義していると思える裁判所法第 5 編第 1

章の 71 条から 73 条までの規定や法廷秩序維持法には、法廷内外の傍聴人

等の行状に問題があったときに、裁判官が警察権を行使できるとしている

だけで、不確定な将来の可能性を根拠に予防的に警察権を行使できるとの
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条文は見当たらない。また、裁判所傍聴規則は、選挙を経ずに就任した最

高裁判所の人員が定める規則であり、民間の利用者に対する強制力がある

か否かについて疑問があるが、その点を置くとしても、第 1 条の 2 号に「裁

判所職員に傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他法廷におい

て所持するのを相当でないと思料する物の持込を禁じさせること」を許す

としているだけで、所持品の無条件の預かり（大高の弁護人は、これを無

令状の押収だと指摘している、4 月 17 日付けの上申書 2 ページ）をこの条

文で認めているとは考えにくい。前述のとおり、裁判所傍聴規則は最高裁

判所が国民の承認を受けずに独自に制定したものであり、少なくとも、傍

聴人に対する法廷警察権の上限を定めているものと解すべきであり、実際

に付与される権限はこれを越えず、所持品の無条件の預かりの強要あるい

は無令状の押収は、権力の乱用であり、範囲の逸脱であると考えられる。 

また、園原は初公判から警備法廷を実施したが、弁護側はこれを批判し、

本来、判事が刑事裁判の開始に際して考慮すべき情報は起訴状のみに制約

されるべきであり（起訴状一本主義）、初回の公判で傍聴人を敵視するか

のような警備体制を敷くことはありえないはずだ、裁判官は被告人に対し

て、何らかの負の予断を抱いているのではないかと質問した。これに対し、

園原は、警備法廷を実施するための情報を、起訴状以外によって取得して

いることを認めたが、それが何であるかは明らかにしなかった。 

初公判に出廷した大高は、人定質問の手続きの後に、複数の警備員が法

廷内に配置され、傍聴人や大高本人を威圧している状況を認識し、彼らを

退去させるよう園田に要請した。この要請は、警備員を見た大高の思いつ

きではないし、もちろん、裁判官を困らせるためにごねたわけでもない。

2017 年（平成 29 年）12 月に開催された同事件の勾留事由開示法廷の裁判

官や、10 年ほど前に大高が被告とされていた別の事件の法廷の裁判官が、

傍聴人を露骨に敵視し、独り言をつぶやく程度の傍聴人の行為までをとが
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めて、退廷命令を乱発し、配置していた警備員を襲い掛からせ、抗議する

大高にも襲い掛からせ、退廷させたという実体験があり、裁判官が部隊を

配置して、被告人や傍聴人に暴行する法廷では、公平、公正な裁判を行え

るわけがないと考えたからである。大高から見れば、裁判官が暴力部隊に

よって被告人の口を封じて不公平、不公正な裁判を断行することは犯罪行

為である。 

別の事件とは、「平成 22 年刑（わ）第 2949 号公務執行妨害・傷害被告

事件」である。この事件は、2010 年（平成 22 年）8 月 10 日に、大高が東

京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎第二南門において、東京高等裁判所事

務局管理課庁舎警備係守衛長杉田憲治（当時 59 歳）の後頭部を右げん骨

で２回殴る暴行を加えたとされるものである。その発端は、同日に裁判の

公開法廷を傍聴していた大高が、庁舎内への持込を禁止されていた携帯電

話を操作していたことを見咎めた裁判所の職員が、法廷を出たところで大

高に構外退去を要求し、納得できない大高を 10 人ほどの職員がおみこし

のような状態で担ぎ上げ、強制的、暴力的に南門まで運んで、放り出した

というものである。携帯電話の持ち込み禁止命令は、裁判所の職員が大高

に言い渡したのだが、どのような法的根拠により、誰の責任により発令さ

れたのかについては、同事件の審理を通しても明確にはなっていない。当

該職員は大高に対して、裁判所庁舎管理規程によってその権限を付与され

ていると説明しており、裁判の公判でもそのように証言している。裁判所

の庁舎管理権者の正規の決定を通さず、警備職員が独自に命令を言い渡し

ていたものと推測される。しかし、同事件の判決では、庁舎管理規程は庁

舎管理権の根拠ではないとしており、庁舎管理権の根拠や限度に関する裁

判所当局の説明は混乱を極めたままである。 

このとき、大高は職員による暴行ともいえる扱いのために体調を崩し、

病院に運ばれた。ところが、2 ヶ月以上後の同年 11 月 2 日に、大高は丸の
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内警察署の前で逮捕され、彼が裁判所庁舎から職員により放り出された 8

月 10 日に、南門を施錠していた杉田健治を殴ったとして起訴された。こ

の事件は、裁判所職員の証言以外の証拠がなく、複数の裁判所職員の証言

は、口裏合わせの痕跡があるとはいえ、互いに矛盾している。また、事件

の直後に杉田を診察して、頭部打撲、頚椎損傷、加療一週間の診断書を書

いた医師は、2011 年 6 月 8 日に行われた第 2 回公判において、視診、触診、

エックス線、CT スキャンの検査を行い、異常を認めなかったが、本人が殴

られて痛みがあるというので、診断書を書いたと証言した。これについて

意見書を提出し、2012 年 2 月 10 日の第 9 回公判で証言した別の医師（露

木静夫証人）はこの診断書について、頚椎損傷は重篤な症状であり、診察

の結果、異常がないのにこのような診断書を書くことは、不自然であり、

また、加療 1 週間というのは、診断名の重症度と加療期間の長さのバラン

スを欠く、不適切な診断であると批判している。 

この裁判を担当した裁判長は多和田隆史裁判官だった。彼の訴訟指揮は、

常軌を逸した横暴なもので、警備法廷を当然のように実施しただけではな

く、開廷早々、傍聴人を威圧する「訓話」を垂れ、傍聴人を敵視する感情

を露にした。彼の事実審理の姿勢にも問題が多く、裁判の進行に傍聴人が

疑問を持つのは当然の成り行きであったが、それに対して多和田は法廷内

の独裁権力者のように振る舞い、小声で独り言を言う傍聴人、証人の声が

小さいからもっと大きな声で話してほしいと望む傍聴人、髪が乱れている

ので帽子を着用している女性の傍聴人、傍聴人を見下していきり立つ多和

田の姿が却って滑稽に見えて、思わず笑った傍聴人などを、ことごとく威

嚇し、退廷命令を乱発した。 

大高の暴行が実際にあったのかについて、診断書を書いた医師の証言と、

それを批判した露木医師の意見書の内容から、職員の証言に反して、少な

くとも、杉田の後頭部には医学的には血腫である「コブ」（露木意見書の
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指摘）はなかったという事実認定が確定されそうになると、杉田を診察し

ていない最高裁判所の診療室に帰属する得体の知れない医師の証人尋問

を後出しジャンケンのように実施し、「血腫ではなく、腫脹ならば可能性

がある」などと辻褄を合わせようとした。この証人は傍聴人席から姿を見

えなくするために、衝立で囲われていた。大高は、被告人の権利として、

みずから証人尋問を行ったが、質問しようとする度に多和田が横槍を入れ、

混乱してしまい、質問の方法を相談するために弁護人のいる場所に移動し

ようとした。ところが、移動により、衝立の奥の証人の姿が見える状態に

なるので、それを避けるために大高は衝立のパネル部分を押した。そのと

き、衝立のパネルが証人席の台に当たり、思った以上の大きな音を立てた。

これに対して、多和田は大袈裟に騒ぎたて、大高を拘束して監置処分を課

した。結局、大高は証人尋問を行えなかっただけでなく、却って 20 日間

留置されてしまった。 

あるいは、提出された防犯ビデオを法廷で確認・審理するときに、職員

が大高に暴行するシーンが映るのを嫌ったためか、法廷全体から観ること

ができる上映用のスクリーンがある法廷で公判を行っていたのにもかか

わらず、傍聴人に映像を見せないために、スクリーンを使用せず、裁判官

と検事と弁護士の前にあるパソコンにだけに上映した。このような訴訟指

揮を通して下された判決が、いかなるものになるのかは、想像に難くない。 

大高が、法廷内にいる警備員に対して、強い恐怖と不信を感じて、退出

を求めた背景には、このようなでたらめな訴訟指揮と事実を踏みにじる判

決による被害を受けたことが影響している。本件訴追請求は、多和田裁判

官の訴訟指揮や訴訟判断に対するものではなく（残念ながら、多和田の弾

劾請求については、請求できる期間が経過している）、その点については

これ以上詳しく述べない。判決の内容が不当であったかどうかを、ここで

考察することは不適切だが、同事件が裁判所によって主導された捏造の冤
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罪事件であるとする認識は、荒唐無稽ではなく、事件を知っている多くの

市民に共有されていることは、一言述べておきたい。 

さて、建造物不退去罪の第 1 回公判での大高の要請に対して、園原は、

警備員を退去させるつもりはないと拒絶した。大高は、このような法廷で

裁判を受けることはできないと、退出の意思を表明し、若干のやり取りの

後に法廷を去った。園原は被告人不在の法廷での訴訟手続きを敢えて継続

せず、当日は審理が行われないまま、閉廷となった。 

第 2 回公判は 4 月 23 日に開催されたが、そのときに裁判長が園原敏彦

裁判官から守下実裁判官に交代になっていた。守下は、前回の公判での事

情を知っていたはずだが、警備法廷を継続して実施し、そのために大高は

当初から出廷しなかった。法廷の冒頭で、弁護人は法廷内に警備員を配置

していると、大高が出廷しないので退去させてほしいと要請したが、守下

はそれを拒絶し、被告人不在のままに手続きを進めようとした。それを許

す法的根拠は刑事訴訟法 286 条の 2 であり、大高は召還を受けたのに出廷

を拒否したので、この規定を適用できるのだと述べた。これに対して弁護

側は、大高が警備員を退去させれば出廷するといっているのだから、それ

を尊重してほしい、欠席裁判という異常な事態は避けてほしいと要請した

が、守下は拒否し、問題を刑事訴訟法 286 条の 2 の解釈に限定した。弁護

側は法廷内に警備員がいるという状態は不当であり、改善を求めているの

に拒否されており、出廷しない「正当な理由」がないとは言えないと反論

したが、守下は弁護側との議論に応じず、正当な理由がないと断定するだ

けで、欠席裁判を続行した。第 2 回公判から判決公判まで、常にこの問題

が弁護側から提起されたが、守下はこれを無視し、最後まで警備法廷の欠

席裁判を続けた。 

守下は警備法廷を実施する理由を弁護人に問われたときに、自分に法廷

警察権があると答えたが、弁護人は、法廷警察権があることを前提として
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も、実際に傍聴人や被告人を圧迫する警備法廷を実施するのは、それを必

要と判断する原因があるはずであり、それを質問しているのであるから、

回答になっていないと指摘した。守下は独自の情報収集により判断してい

いて、それ以上の説明は不要であると答えた。これは、守下が警備法廷を

行わなければならない理由を、弁護側の再三の質問にもかかわらず、説明

しなかったということである。 

ところで、園原が担当した初公判、守下が担当した第 2 回から第 6 回ま

での公判および判決公判において、法廷警察権を行使しなければならない

理由となる事態が、つまり法廷の秩序が乱される事態が発生したのかとい

うと、それは皆無であり、守下もそれを認めている。これは、守下が最初

に公判を指揮した第 2 回公判の終了時に、すでに弁護人に指摘されて認め

ており、第 3 回公判でも状況は同じであった。弁護側は第 4 回公判におい

て、再びこの点を指摘したが、守下は確かにそのような事態に至っていな

いが、それは警備法廷を実施しているからであるという憶測を述べている。

第 5 回公判においても、守下は弁護人の質問に対して、同様の趣旨の見解

を明らかにしている。これは、立場の弱い傍聴人に対する一種のパワーハ

ラスメントである。企業の上司であれ、学校の教師であれ、国会などの代

議士であれ、高級官僚であれ、裁判官以外の権力を有する人士が、このよ

うなことをあけすけに発言すれば、糾弾され責任をとることを強いられる。

それが、今日の倫理基準である。 

守下は警備法廷を実施する根拠を明らかにせず、法廷で秩序が乱れる事

態が発生しない現実に当たって、それは警備法廷により確保された秩序だ

と公言したのであるが、つまり、傍聴人は警備員に威圧されていないかぎ

り、法廷内で騒動を起こすという公言である。繰り返すようだが、裁判官

の立場を利用し、眼の前にいる傍聴人を侮辱する行為は、人としての見識

を疑わせるものである。 
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市民による裁判の傍聴は、裁判所や裁判官により与えられる恩恵ではな

く、日本国憲法の裁判に関する基本原理から導かれるものである。たとえ、

法廷内では裁判官に訴訟指揮権があり、法廷警察権があるとしても、傍聴

人と裁判官、あるいは検事、弁護士、裁判所書記官などの司法関係者の間

に、身分的な上下関係があるわけではない。裁判官は傍聴人を啓蒙する立

場にあるわけでもなく、法廷内において完全に対等な人と人との関係であ

り、役割を異にするに過ぎない。傍聴人を裁判官の敵対者であるか、ある

いは従属物のように考えているとしか思えない守下の訴訟の姿勢は、仮に、

審理や判決の形成に悪影響を及ぼさなかったとしても、それだけで裁判官

としての適格性を疑わせるものであり、何らかの処分あるいは再教育を必

要とする。 

大高が出廷を拒否しているので、刑訴法 286 条の 2 が適用できるという

守下の断定に対する弁護側の問題提起は、次のようなものであった。第一

に、大高が東京拘置所で職員の出頭の促しに対して拒否したというのは、

東京拘置所からの報告書を鵜呑みにしているだけで、事実を確認すること

ができない。第二に、たとえ東京拘置所の職員の報告を前提としても、大

高は警備員が法廷に配置されている状態を改善するように求めて、それを

拒否されており、正当な理由がないとは言えず、同条の規定は適用できな

い。 

守下は自分の意思で警備法廷を実施し、法廷内に警備員を配置している

のであるから、自分の意思で警備員の配置を控えることもできる。その措

置によって、問題を解消できる可能性があるのだから、不出頭の原因の端

緒は守下自身にある。守下が欠席裁判を回避したいと望んでいたのであれ

ば（職業的な良心があるのならば、望まないはずはない）、警備員の配置

を一時的に緩めてみることもできたし、その選択肢をどうしても採用でき

ない深刻な事情があると認識していたのであれば、その事情を説明し、大
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高の理解を得ようとすることもできたはずであるし、そうすべきだった。

たとえば、第 5 回公判では、弁護人は次のように守下に訴え、欠席裁判を

避けるよう申し入れている。 

 

 異議というよりも、申入れです。そういうのをやめていただいて、次

回はちゃんと公開の場で堂々と被告人質問を行いたいという申入れでご

ざいます。警備法廷をやめて、次回は堂々とやりましょうよと。ざっく

ばらんに言うと、どうして裁判所がそれだけ警備法廷にこだわるのか、

私には分からない。1 回とにかく試しにやってみるべきですよ。外に 10

人ぐらい控えていたって、取りあえずいいですよ。それで、何かあれば、

すぐ裁判所が来いと言って引き入れればね、それでいいじゃないですか。

そういう形で、なんでできないんですか。（第 5 回公判調書 9 ページ、下

線筆者） 

 

しかし、守下は法廷での弁護人の質問に対してすら、警備法廷を実施す

る理由、そのように判断した根拠となる情報が何であるのかを説明してい

ない。このような明らかな事実関係を冷静に判断すれば、刑訴法 286 条の

2 の適用可能性に関する守下の主張が弁護人の主張よりも優っていたとは

到底考えられない。守下は、法文の解釈において、訴訟指揮権を乱用して、

自分に都合のよい解釈だけに目を向け、反論に耳を貸さなかったに過ぎな

い。刑訴法 286 条の 2 の制定の経緯がいかなる事情であれ、被告人が出廷

しない刑事法廷は、正常な裁判の状態でないことは明白であり、裁判官は

欠席裁判を避けるためにできる限りの努力をするべきであるが、守下の職

権行使はその義務を完全に放棄しており、むしろ、被告を出頭させず、弁

明の機会を奪うことにより、迅速な結審と判決に駆け込みたいという意図

があったと疑わざるを得ない。 
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なお、現在の司法当局は、裁判官ないし裁判所に無制限の法廷警察権が

あるという認識で、最高裁判所規則を制定し、その認識に基づいて判決を

言い渡しているが、このような我田引水の論理が司法においてまかり通る

ことは、司法に対する国民・市民の監視を否定するものであり、公平で公

正な司法の客観的な保障を実現できないという問題がある。 

たとえば、いわゆる法廷メモ訴訟の判決（昭和 63 年（オ）第 436 号、

以下「法廷メモ訴訟判例」とする）において、最高裁判所大法廷は法廷警

察権に関する考え方を述べている。上告人は、米国ワシントン州の弁護士

資格を有するローレンス・レペタで、彼は日本における証券市場およびそ

れに関する法規制の研究に従事し、その一環として、1982 年（昭和 57 年）

10 月以降、東京地方裁判所における所得税法違反事件の公判を傍聴した。

傍聴に当たりメモを取る必要を感じ、各公判において裁判長に許可を求め

たが、すべて許可を得られなかった。そこで、精神的な損害を蒙ったとし

て国家賠償訴訟を提訴し、一、二審で請求を退けられ、日本国憲法 81 条

の 2 項（裁判の公開）、21 条 1 項（表現の自由）などの違反があるとして

上告した。 

法廷メモ訴訟判例は冒頭で、日本国憲法 82 条 1 項の規定は、裁判が公

開で行われることを制度として保障し、国民の信頼を確保するものである

が、各人が裁判を傍聴することを権利として認めていないとして、互いに

矛盾すると思える命題を同時に述べている。法廷が公開されるということ

は各人が傍聴を希望したときに、裁判官や裁判所が拒否できないという意

味である。通常、拒否できないことになっている求めを否定すれば、不当

な行為としての責任を追及されることになる。裁判を公開しているのに、

各人には傍聴の権利がないという場合の権利という用語の意味はいかな

るものなのか。このような表現をする動機は何か。この裁判は、上告人が

法廷の傍聴におけるメモの筆記を禁止されたことを不当として、国家賠償
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を請求したものである。請求を否定するために、法廷の傍聴が権利として

認められたものではないと書いていると思えるが、つまり、結論を導くた

めにあらかじめ理由を作文しているということである。理由のない判決で

ある上に、実体を切り捨てた詭弁のような論法である。 

さらに、この判例は、法廷は裁判官や訴訟関係人が全神経を集中して適

性かつ迅速な裁判を実現すべき場であり、傍聴人は裁判に関して積極的な

活動をするものでなく、メモの筆記を許されないことなど大きな問題では

ないと述べている。裁判の公開と適正な裁判の実施を切り離して考察する

論法は、公開を原則とする裁判のあり方に関する根本的な誤解を示すもの

ではないか。裁判者や裁判官が適正な裁判を実施するよう主観的に努力す

ることは重要だが、裁判が実際に適正に実施されていることとは別問題で

ある。適正な裁判の最低条件は公平公正が実現していることである。しか

し、訴訟関係人の立場には対立があり、すべての当事者が、裁判の経過、

結果を適正であったと判断するとは限らない。一方の当事者が結果に満足

しても、他方の当事者は裁判が適正でなかったと評価するのは、珍しいこ

とではなく、裁判の常態と考えたほうがよい。法廷メモ訴訟判例は、裁判

官の判断が無謬であり、上訴の手続きを含めれば、訴訟で確定した判決、

つまり裁判官が下した判決は絶対的に正しいという仮定を信じているよ

うに見える。しかし、そのような想定は条理に照らしても経験則に照らし

ても、真実でも事実でもない。また、権力の絶対性につながるものであり、

日本国憲法や世界人権宣言が前提とする近代民主主義の司法のあり方を

否定する想定でさえある。 

裁判が公平かつ公正に行われたのかの評価には、裁判官や司法当局者と

は異なる視点が不可欠であり、それが裁判の公開の意味である。法廷メモ

訴訟判例では、第三者に傍聴を許していることが、裁判官などの集中力を

阻害するので、理想的な環境を損なうとまで言いたげであるが、公開法廷
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において、傍聴人は必須の要素であり、この要素を欠いている法廷は適正

な法廷ではなく、そこで導かれる判決は適正であるどころか、無効な判決

である。傍聴人の視線が気になって、最大限の能力を発揮できないなどと

考える裁判官は、そもそも裁判官としての最低限の資質を欠いているので

ある。なお、裁判が公正公平に行われたかどうかの判断は、判決の確定に

よって終わるものではないので、裁判記録を長期にわたり適切に保存し、

必要に応じて再検証を可能にする環境を保持することも、司法が負ってい

る義務である。 

同判例は、傍聴人が筆記していることが、法廷の秩序を乱すという空論

めいた可能性を捻出して、法廷警察権の行使により筆記の禁止を行うこと

はありうると「考察」した後に、一般的にはメモを取ることが法廷の秩序

を乱すことは考えられず、したがって裁判官は法廷における傍聴人のメモ

の筆記を禁止すべきでないとも述べている。これは、結論から理由を逆に

導入して、矛盾する命題を同時に主張した当初の設定からの帰結である。

日本国憲法に対する最も強い遵守義務を負う最高裁判所が、このような判

決を書き、それが大法廷の判例として通用している現状には、唖然とする。

守下裁判官が傍聴人を裁判官の敵対者か付属物のように扱う姿勢の源流

は、最高裁判所にあるということのようである。 

裁判官あるいは裁判所の法廷警察権は、暴力を伴う権限であり、何らか

の制限が客観的に設定されていなければならないが、権限の主体である司

法当局自身で、国民の承認を経ない規則を作り、判決を判例にしている現

状は問題であり、明らかに日本国憲法の想定する司法のあり方を逸脱して

いる。歯止めのない警察権は、批判を許さない権力であり、このようなも

のが野放しになる司法の状態には、早急な改善策が望まれる。 

しかし、法廷メモ訴訟判例の論理から見ても、被告人が出廷する条件を

整えなかった守下の法廷警察権に関する職権行使には問題がある。この判
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例では、裁判官の法廷警察権の限度を定めず、傍聴人が法廷においてメモ

を筆記することも警察権の規制対象になりうるとしているが、それと同時

に、通常は傍聴人の筆記が裁判に対する妨げになるとは考えにくく、裁判

長は｢特に具体的に公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げになるおそれがある

場合においてのみ、法廷警察権によりこれを制限又は禁止することが望ま

しい｣としている。つまり、裁判官の裁量権を過大に容認している法廷メ

モ訴訟判例においてすら、法廷警察権の行使は、具体的な裁判に対する妨

げのおそれがあることを条件としている。その結果、法廷メモ訴訟判例の

錯綜した論理にもかかわらず、この訴訟の後には、日本の裁判の法廷では、

傍聴人がメモを取ることを禁止する裁判官はほぼいなくなった。 

警備法廷を実施して犠牲を傍聴人と被告人に負担させて、裁判を継続す

る場合には、法廷の秩序を維持できない具体的なおそれがなければならず、

その理由を説明せず、被告人が出廷しないという異常な状態を放置した守

下の訴訟指揮は、裁判における法廷の秩序あるいは法廷の権威の維持の目

的と、当事者の人権の尊重、真実に基づく公平公正な裁判の実現の目的と

の比較選択の価値評価について、根本的な誤認があると言わざるを得ない。 

守下のこの職務義務違反と怠慢の結果、刑事法廷の要件を満たさない裁

判が、是正されないままに完結してしまい、不完全な手続きによる公平お

よび公正性の疑わしい判決が確定してしまった。守下には、是正の権限と

機会があり、それを繰り返し要請されていたのに、それを試そうとするそ

ぶりすら見せなかった。それがもたらした結果は、単に一件の裁判が不公

平、不公正かつ不適切におこなわれただけではなく、裁判司法に対する国

民の信頼を傷つけ、裁判所の威信を失わせしめる重大な誤りであり、罷免

の訴追の事由になるに余りある事態であることは、明白である。 
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裁判官が担当した事件の表示 

東京地方裁判所平成 29 年刑（わ）第 3273 号建造物不退去事件 

  以上  


