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はじめに

本特集It、政1可J[1;t1Jf立の将人tこfl＇•う折たな )flj ·J~ l' 

続~~むずし ll\Jllfl1:.i.を掠るill統合111tjσ） . J;'lとして、民

・111 t.lのm.任子説を取り l：げたものである＇ ｝.夜間tl~

If: F統I;t fit .；！~の刑事手続にはまったくなJUしなかっ

t・ llfたな子続であるので、 －店、 l主判t:lの参加する

lfll Ii J& 'l'.IJに｜則する法1I! （以ド、l火'j'.IJL.UJ；という）によっ

て、 J&·1~1t1肱Ml 貯の)j!1’ぶから J必1:11i l<IJ）担任にi~る－

uの fやJ.;J(リ·~＇Pit Hこなりうるi自r~吸if'I：が定められてい

てら、 ＇）£.際にどういうふうに・f:杭が進行し、その過艇

でどの上う必Jilli担が’長ずるのかのイメージがつかめな

い、,,j.:1年1目的ii・で、私が指19教llである 4桁大学の

っそ舟；＂ 'I：’I~ ( t・tl11ilゼミナールifrhii)と ·!1~ ）ぐ7:71；科大

ザ：1:;i:のlet刊行コース21J＇’I:{ iぷによって・）！lfl!iさtLた悦

l泌総・1'1Jの此1’＇11{l選任F続の部分会中｛j介したのは、少

しでも，，｝J~ r.·にと勺てイメージ（じに＇；~f与すれば主いと与

えたからである1－この悦ltf選任F杭の批判的検J‘fと
）~ 'jlJl. ljjJ)任ff/i:をめぐる11¥Jl出点の4n怖は外部回復＇＃

である（IJ川雄彦弁護i；によって）JI）悩において制躍的

になされているので、払は、 ifc~iをj控けて、この慌j従

J¥'PJを(r'::111JjL、実際に悦概J&'J'.11の山でJ~ ＇PJ!liき｛千子

キ：~'Clお｜’＇IJJミ伐として体験したl付却の行として、どのよう

な11¥J:w ..... i.が浮かび.l：がってさたかをiiliべることにした

a剤

、
し

また、政'I'll!.I~ （モのためには沈下IJ! 1(1民hllr.・のう主

の制服が必要であろが、そのための刊をとして｜：記法

判Llil；は「＇l'Cll¥J~；むの｛宮川を，reめている（民·1~1r1法30

24 Oua11<1iy K•iJl ·ll•ng。同QSummtr ZOOS 

条）。アメリカ介衆llijの｜的指針選定予統でIll~ Bられる

『7111¥J出（.Iuror l~1H、SIiりnnaircs）』に｛吹ったもので

めるが、 ζれむ私たちにはまったく馴染みのないもので

ぬる． アメリカ （'I衆llilの~·n;1f.11選定予就については、

柄米立教段および九川陪数段のお治的｛こ安ねるが、

折しむ、アメリカ｛'I'A'< I ＂＇において、少年への性的 1,qf .~ 

などの！Jflでs出.u~ ll れた；~！.；子マイケル・ジャクソンに対

するJflJ• H 1~ 'I'llがi並行しており、そのJ必｜’IJの I：行待LU~

3主下総に布いて｜的’併！！候補針への口ll¥J'.1：！がJ&"f 'IJ I百に

よって土.~lllJされているので人それと対比しつつ、わが

r Iiiの1&'I'll L 1;1日lほのドでのr'llll¥J ~~｛ ~ のめり Jiについて

弘なりの与えをjfべることにする．

模擬裁判の裁判員選任手続から

何がわかったか

J& 'I！リlUliiJ I！足の時人に「1~って、主まざま合 ）＼.ザ：や di

i心情｜則が悦！~€ J夜、1·11全 {i~ 11flj し、 J!l'j~にさま3’まな機会

に・）~lfl!iされているが、多くは主、 J衣－’＇Pll iσ；＞ •H尖’；＼：！.i主能

)Jの航詔や峨.l~政、PJY

よひ.:.t1111‘Pl陶iのi些めlitニf.Hli.を‘11てたむσ｝であろeそ

こで位、｛立、 l花＇PlL l；’；（JI支のMf1JのノkI lに」：3たろp;,... t: 1 

)jg ff; r統に！.H

余111tjし、ゼミナールの4:F’I：に対し、 ；）（の4つのグルー

フに分けて、作l’｜がその－~1~1を＇）~J}lできるようなキャ

ラクター（人物仰と特殊・H仙）告側 （~ するようにj行，lミ

した。UJ& '111 !.! il~ I Ci条が定める齢出’！ト山はないが、

絶対に決：flJLlrこ選ばれたくなL ，と与えている人、 iz ·~~



(ii鰻縛銀］｜値判員制度とm・9干箇因遺怪，g,＂＇は どうなるのか？

辺rJ11llないし’f；』菌防'.Jlfhに詰吋するが、ぜひとも白判

Lll二週ばれたいと闘っている入、 r_3；~~.ill~H山はないの

で~ばれても{l:/JがI，；.いとめ世らめているが、でI)~ I 

I！日刊lllこ週ばれた〈なL晶と闘っている人、 4_&i'証l'IJ 
diないL不適if布引山に臨吋するilJ能性があるので．な

んとかそれを認めてもらって政判llに遭ばれないζと

~Wlf$している人F その結県が、今刊のEJNm判に

おいて日明tl位同(J・とLて在喝したSまざまな嗣綱唱1

f1'1~抱えた多fJ;I,泣人物館である. fl~~調i'tの品取に

よれば、 l"li!L~のl(j怯tJJ111~I. 叶民判！ l制限の押念に

l.tfil~しつつも．人を’詑むことに対する館忌ないし

(Jllの欠卸会町山Iこ7明の人が白判tlになるニと~（，；

t:f！してL ‘ないとも・うのであるから入実院には、~－；の餌

』l'!IJ. f品で、 il~f1•！の如rr！が多＜ ~·＇iめると思われる4.

ぞうすると．政判ll遺（-f:F位に臨む低判l"f、院政rr

1；よ：11f通人（＼・わゆるi];f'J：行｝の位謂f！.町長i!J'~

に日明tlに沼ばれたいと願う低補布rz：のなかから小

迫1括合丹念除〈ζとと、逆に、政判llのずt防~免れた

t ・と明む人司f,［~の候補 ti- J.1 }i iのなかから＂－＇ t.依判

日になるに担）l(;しい符過のIfi l＼＇.：を’遺~／；：~ ‘』よとに

なる．とりわけ、成刊行にそのII>:閉が印せられるニと

にl.tる｛その此＇l'lJ't'iとJ&'PJt 111州II行とのll'tJの叫！品約迎

いを背討としたやりとりは．閉じl主判の記却を1：（倍れ

3れたも・3

開挺日明の1主潤tl遺ff:F位を見た担政の伝聴/j・・

のIiから．日刊llit I G条7りに主どめる＆f.ill •Jr山の｛』

”につき店判所の判断I！厳肪に過：7るのでl.tI;:＼ゅ．

u・ぅ阻忠治町宮せられた.Iiiかに．仏を白刊j之とする

{t•~体lム Mりイロハニの叫「t：~fi-<tちに船！日L. rr1 

らが』前硬な川白金処周！しなければならないかc1・1 r 
tt）‘I他のJUJI11ニfiうことがで3会いJか（Jl：代日性L

1iい岨l~ll I が生ずるか Cl11lfU側題性｝$々の弘if!•

刊陥にt；~ ・て．齢制布の I：到する1if,'lをいわば形式

的lζ勺てはめて'l!Mιが削：念日蝕的に判断したとt・ぅ

ζとカ？でSるそのfi控にめった与え／jl.t、個別 1't~i

の'J！目的な判闘をしていては広範な辞泊罰金~める

弘駆となって、＇l''J：上、日判llの遺伝に!t:.闘が’tず

るωでは令Lゆ•l:.＼・った也事lの念が（f..(i正したニと．む

よび、＆に政11JJ1iに実訂的な'Pl闘を認めるにしても．

今1111"1！川した・般的な口ll'1H','{＜次Ji1＼＊；！！日） "' ;iL!紋11i

＇（：；ではその判断念するに必固なf11J~裂がほとんど叫られ

＆かったため.1f'J~ 1二、実目的な目前がが”iJOOであっ

たからである

l. f.I •し、~わめて興味毘いニとに．間取11および1r・

4人の1'.{ll'ilsを忠告たf誌のh~~1’IJ fYjの町j且~I~~めない円

の判断に~tL、杭~~ffおよびか同人はむしろ吋踏臼

(jtよ細長の辞氾'lflh~＇J1目的に判師Lて、静辺を

叫めなかゥた設判所の刊断に不満~•sっていると思わ

れる怯拙布を、『閉山~ぶさない不沼ffの泊求』｛日

tlfl:JG長）を自問して日極的に除外Lていったので

ある1 ニの二とは．両’・；1JJi・が『不公平な政符合する

おそれ Ji;;坪omとする不適：f品『1•111 （政刊C!fl:lS条｝の

(/. itiでは鋭〈対立しつつも、 ・般的な日辺市山の（／＇.

t'iのltでは対立間保に立たすtむしろ、イ：lf＜イ；瓜践

刊l~~白めるf強いら＇lた鼠判口J~でJるだけ蜂耽L

ようとする！~.i.て·1.tJ~l泊の引.11

拠·~｛ trれる．その急~i Ml. 傍聴.ri·が~at記した、常倒的

な堕官で辞忍を認めてい・いのではなもゆ・と考えられ

た r1,.1のt：長会』政調tltよ掴高r.t、院協l'fおよ (J'ft~fi人

の 1~1刊行使によって、’JI')! I.、日刊lllこ遭汀：~ll寸’

に済んだのである明なa(¥ '11令すれば.&f.A!・＇J＇山
を f；~する設刊t~仁納行Iム白判rr＂呂ねでき／；：（

ても、間際，~rないし釘沼人の目llこ『姐iいられたmi可ll

と υバl l 臥を与えるこよがで~JIIi、1,1,j1111.1 r門的rJ'I！山

0・ぶ3ない不選任Jのセイフサィf.γトによって防外さ

れるニとを期待でSるとt・うニとで必る

r Jl!rlJを示さ令いが遭｛fJに問題してむう lつ明らか

にl,tったことがある 政刊ll仏：~1 i~4 JjjでIi.両吋『H

r.・1:. r小公子な岱明会4・るI；そttI~町山とLて＂i館

日明日伝描者の-I~選f{~；＿＿；う＊でEると3れている l む・

1ミlニ付する段'Ill婦のfh'iどが『ィ；週rr・Jであればそれ

で届：定・tるが.tた定が『島lド』｛すなわち選任）の地

('rにIi、対象1Jrn：が餌wする地Ii1~'111所に『拠出の

’＂ l_Iて』ができるニとになっている｛日判llit351:I 
f[i) し3う•L、悶何白刊の政刊Ll足~ff; F鉱；でI!.i必、t

Fjj布，lよこの翼品1f1‘：1.t包~lr札』噌．るωでIiな〈、却ド

iた3どω吋象となつfよ、’iZ!i~拙It＜ど，F里titを，』3さない4； 

I置ffの；＿，~求~~旨q’るニとに主つて、低利月~fJ・ら（I動的に

『不沼（Eの決定..~rJることがでDた｛股判llit:Jn ~－~ 
3耳，，
L’＇jl.J、 rイ之公 •rなt~明~ずるI』ぞtl』をめ〈．る向’’E

'ff何．のI文防に貫・tするJ主11H¥rの判札1iI i. r Jll!l Itをぷ3な

い1；~匝 If：のL’＇I.i-1：』企なLうる4ノ、σ3目』Lft,f

·~たないニをにな，』たのである また．逆tニ、 llj1'' ~ 

°＂副叫 ＇WJl•k中・.. ，，~”“ 25 



が」~J f' i）と店会不服として異議のljI "i'L：をした場合には、

同じ地方1ili;·1:111苛の~jljの｛'I"，］~体的決定に委ねられるこ

とになるので、この11\1、法·1~11t.l選任手続l主将1l：を余

儀なくされることになろう。慌擬裁·1~1では、 H寺1 1'!1の；!ill

約があるので異議のq-1・（（はなされなかったが、（11ij~ 

・持者・とらに、「iらが「不公‘ドな裁、j!Jjをするおそれ」があ

ると'PIJJ析した哉＇i!IJL 1 (I災対ir.・については、 l批判所の刻l

ド決定にもかかわらず、 rJJHrlJをポさないイ勺11!(f：の，j,'j

求」をすることにより、 t~i栄的に却l'irt.することにTi'X.>JJ し

たのである，

質問票から何がわかるか

1 一般的質問事項から何がわかるか

悦J疑肱刊では、 II弁辿司法改..，ヤ＇）~J-Jl 1.: 1'1112 () 04.iド

7JJ30llfJ＆判山l~J J!fのH~ll.Q'. ,l支えI・ lこ｜則する 1l1tt~I制作

;.!}" J に添付されている口開票をJ&'l~JLl候補符にlj~ lil1 

に配付してい｜符をti.｝た この＇I'll／可摂は、J&'I可日法14条

（欠 ~~·J~Ll.1)' 15条（就職祭1l：’Ji1i1）、 iG条（昨退・jト

111）、 17条（・＇Jif＇「に ｜船主する不適！お・J ~ 1 l1 ）、 1 8条（不

公、，~なl主'j~Jをするおそれ）のι何を判断するための

舟史的＇t!ll'.J•j ~ft(を記峨したものであるの 1: rtt.l ~刊ト山

の説、111'1:を筋・次的にスクリーニングするためにはイi

別であるが、 ）~際にb~1:11 t H主任 r-~~：.：において判1~rの

対集とされあであろうfl削jリ民体的な抑泌がrI 1や不公

平な／＆＇I司会するおそれの判断に必ずしも 卜分な附慨

を悦供するむのとはなっていない（11¥J l討｛まりにIHIL iの

貯i副主、 I',111の ·1~1 1 1がある地合、 j批判所の決定で例

外的に，認められろ場介がありますp 静)lさを約；j（＇.しま t

か？」と包抗(I＇~にIll-I き、 j応~IJL l fi尖制ifr・が娘、I＇リt!il.i I Ci 

条作りのいずれに，j京、J'iするかを指摘したうえで、 r1i 

体的にが的をご記入 ，＿.ぎい JO>lJ~1JIニ r 1 11irこ，1tJ •I配する

形式になっていろ また、不公、1~なJ主将！をするおそれ

の判断に必暖な的概念｛！｝るための＇ffPl！としては、 iメ卜

の4lfiJヵt)TJ，むされている 1 liJ I H「本件。J~ f'I：に｜却し、庁

綾'i'i等からlJ叶内をi胞かれたζとかありますか？J、I/I]

2υ「あなた、あなたの組依、視しい友人に、 ill坪の

被；If者となった｝jがいますか？ いつ、どなたが、ど

の上うな犯界的被 ，l~にj盟われたのでfしょうか？」、 11112I 

-.-ji:f1・ ·J~f'j:(j:、あなたが敗、j!IJ 1..1峡 ~11 荷名簿にて·~，1~さ

れたことの）ill主11を受けJfl{るl]ljから知っていましたか？

どのようにしてお知りになりましたか？ 強〈｜期心を

2 6 Ouartelly Keiji・8engon。.42Summer ZOOS 

1-・.fちましたか？ どのようなことに関心をもたれたので

すか？J、11¥122r特に本fド＇I!'.f'I＇を公止 ・公‘ドに中IJI析す

ることができないとj品われる’j~ 1"111がありますかγ どの

ような事前ですか？j）同

－般｜肉質l l\J 事項は全l'Iニに共通するh~似限の’百11~1

・IJJJ'.1にとどまるので、そこから政判i.1候補行に貯退の

広！J.＼があるのか丙かとその主仮する計退学山の頒1担

はわかるが、その，む思の強度やrjI tιの｝.！＇.￥~1~1：までは

わからず、結局は、非公開の法判Lli主任下統におけ

る候補＃に対する'ffIA! II年点まて.'l!IJljj［に必裂な·1r~·：阪は

り・えられなし’J11J t設に、不公、I＇＝々l北'FIJをするおそれに

ついても、質問：賢からその鮒絡をねることはできるが、

只体的な偏1!<!'1・r1：の・1:u1fliをなしうる柏村iは）.£~t＇：の質I/I]

ll!j点まで段得されない，

2 個別的質問事項から何がわかるか

アメリカ合衆llilのl;g.'[iL 1選定F統でl士、 ・般的な

'l'Ill¥J •Ji1fiに加えて倒別の•Ji: r1＝にuu した作｛jの例~JIJ fl＇~ 

’＇ff 11\J ‘J~！fiが付加される ・J~ ｛＇l~Iこよっては誹~illかつ長

大なl'.'tI ltl ！.＇，＇｛になることもあり 6、｜；行栴！1候補ffにとっ

てのf',i,11lと［11]IIれこフライパシ－ ~l .11：の懸念がある

Jiで、公、JT.な｝.;It'[!IJ l~fを 11'/H，比するための1:(1 ・4千t !illi／~手

続を効率化するために不11]？－：な合開l'i'-J伝子段とされ、

ft,t,l ~JIJ的flll\J •j町iの付）Jl lが1）.：く認められている7 たと

えば、マイケル ・ ジャクソンの主党判では、 1TN~Hよ..J I J(i 

IIあ l人、11談、J ~ ｛’［：の十｜：自に｜掲j!I!したー般的T’tll\Jのほ

かにii：に Ill談・1 ~r11=1ニJ,l;J イiの伽！｝JIJ（！＇－）’訂IIllとして次のよう

な｜日1~ ＇が付加されている｝

I I ) ・般的’百n:iからの掠粋

' 11',]20：あなたはιれまで山f誌のf?d.f.IJ拐i諮問体あろ

~ l ＇まfどもの安全、山，＇j'(If;伴、 fどもの権利などの

11¥IJ起を倣うグルーフのために淵務した、または、ボラ

ンチィアとして(!lilJ~ 、たことカーありますヵ、ア』

このll'rl~ lは.1>:l'l:o＞公訴’lf突が山tはにわIする1'1：的

I丹怖を1''1特としているので、防策tl似l11Jf1・のニの怖の

11',J嵐jに対する関心のほ（'I~ aを匁lるために挺ぶされてい

る

「J/'.12'1：あ令た、あなたの制版、縦しい反人にいか

なるj陪！主であれガンと訪問されfニh・がL、ますかむ

ニのI/\I~ jは．本（＇I ·の（日発 ri·であり被；I~：市とされる少

年がガンjよi訴であったことに山来すろR

r1n1:-.i3；あなた、あなたの組依、税しい友人に不適
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切な1'1：的行為で1＇（~~されたJjがいますか’f」

『llU:i•I ：め々た．あなたの悦脱、脱しい比人に不適

切なれ：的ii （..~で被~，If f.'jとなったJjがL・ますかり

これらの!Ill~ •I止、 4'l'I：の’If棋のtl:11に山米する！1iii

耐性の1lllt/iにむずるものであるがi・ニの町11¥Jのj'j定

打がl日ちに排除Eれるわけではな~ I＜＞ちなみに、本ff:

の＼＇oirI) ire （陥1rrtl船?illr.・に対する ff¥ti •；~frJ~ 『良

!J！を語る』のお）では、防官tlG'rリ100需の9:性が身

内に性的犯911r.・として怪jJ.されたおがいる二とを明ら

かにしながら、その制服によって位火fI身がr心を悶

かれた』と述べて．防官lllこ迦ii!l'れているζ また、

開審tl需りI07 l!fの女性も、 2人の身内が性的前f与

を受けたり12伐のとtiIこ強盗されたことを［11！？干しなが

ら．これらのriir1：によって附官tlとしての限目を野め

るのに路将I.げなLUとjillペて附!!illに選定されてい

る． ζζから閣われるニとは、 I:,ti!の杭Ill!~·.·1の・般的

'filllPJTJJil.1 ¥'oir l>irでに／；；けるより抑制な'l'flllJ-G:"itJ能

とする1li1t:cとしての｜芸能をむしており、 1111~‘に対すろ

政叶ti：如何がlιらに制l矧ti：のr~11uiに結びつくのでは

なく、あく志でも、叶J度似~Ill l'i·のfi'l'tのr~i町lこ必’~な

もY臨を知1るためのi詩人として｛~ i1ylづけられているとい

うことである

(21 叫IJ!(•Ji('I：に1~；1イ｛約百11\J

『ll\l~l5 : ，，~近のマイケル・ジャクソン＇Ii!'I：について、

あなたはどのくらい阿llUf:，沈み、テレピ舎はていますか？

｛た〈さん、少し、まったくないの汁l~fuJ符）』

r lllJ：~G ：この‘Jir1：・について、あなたは、友人、日喝

のf1IJ（＇~、家臨とどれくらい民泊しまLたか？｛た＜~ん、

少し、まったくないの：~1~1111符｝』

『11¥J:ii：マイケル・ジャクソンに対する1!19:3平均、ら

I OB4 'I：にかけてのruri:にl目するCiijrlを知っています

か？ あるいは、公になった’Ji’だについて何か金位ん

だり、比たり、 ua~ ・たりLたニとがおりますか？~

r1n1:J8 ：あなた、ある：たの言：~、叫しいι人の，准か

はマイケル・ジャクソン令旬lってい:tすか？ I！い土お

符えの凶作、必IJJしてくだ3い』

rr:u ：~g ：あなたはマイケル l・ジャクソンに会った人あ

るいはネパーランド（il：：マイケルの川IH!lliで犯~flの

あった』品川とt!'tている）でII~i "l:過ごしたことのある人

を~JIっていますか＇！ ~ 

紋＇llltYr によって公；~~＇ lた附前LI f1；.~ r111行211:iiうの

TI問問に対する1111特によると、 1111:1nに対する1111rfお

の実に4人に l 人が「l:t~ ・J と作えており、マイケル －

jャクソンがそのj出j~~~） .ii~ I却人物であったことがlttlf.~

と，Iミされる結出となっt:.6このことは、 J虫にいえば、、lj

務質問｛主的協tl選定にあたって吋；l$(I的背~Ll悦制i1'Jの

通路性を判断するのに“，白のf1'i仰を与えるには必ずし

む役立たなかったこと~！？.IJ.l~i·¢~ 110叫！こ、 i:u:-14には

岡容者の5人にl人が勺れりと符えており、刊：51!.卯が

磁佳いとl-li県．制：犯訓！の披~·1l'i''/JfiJ！してf$な（f.(f：で
はないニとが弓とされており、＼＇olrl>ircにおいてさらに

必要な質問をしなLゆ•if I）• 陥官llとしてのfi'l1判定

にそのままではf:!Jn1できないニとを明らかにした

まに.1111:17 rこ対する［11］符で11GO~oが’l.t~ りと符え

たが、この釘llll肉体に挺Ill）の，11と批判が市せられて

いるo I ~l!l3 fl~の·1'{'f：でr;t.マイケル・ジャクソンl.i大間

在の段陪で不起訴になったものの、山市lこ対する性

的自待を内告とする点ではl•Ofifiのものであり、それに

J及することが，持されるか併かは、今1111の’＂r1・との！則

i主性にl到わる泊l.tとして、般の／~＇llH位刊において叫J~

浮 l:Lてくると与えられる．にむかかわらず、 'l'tllll！~1iで

あえて1nn:l r1＇の11f !'I：に，（lえしたニとIt,lill11t1のl見知！

の人にはrまたかJ と！ιわせる・ Jiで、 •Hl11（，のィ：｝JIの

人。こ： t新たにj泊去のI•n fifU’｛ ~fの 1J＇ソiを勾lらしめたとい

う幼取をもたらすからであるa

ー般的lこtsえl:f、この批判lよ吋たっていると与えら

れろが、 'ttll:J誌を公点したJ&1llff（および、それを必

めた1rE!Q人＞ rム 1B!J3 r1. 'Jr r1-t. ~llli して~~（1：のみを

帯理すろことはJf：現実的と与えて、 4うえで過去の不起

訴事官｛こII及したともJJえられるので、この口1111の背

後にある見立はわからない しかし少なくとも、問

富民選定手続にI則するかYり、やはり有効な沼別指

針を！j.えるi1'l紺とはなりえなかったニとだけは厳かであ

る

3 アメリカ合集国の質問事墳は伺を目的に提示

されるのか

アメリカ合取1£1でlム蹴刊行を支えず12人の防前

日のみで事実認定金fiうので、防前111111をいかに（I

聞にjj{jjな慌時にするかはf~Iめて市艇であるz その

ため、防寵LI選定のアドバイスをするコンサルタント

の耐！”をはじめ、 l間協Lli~＇.！i!のシミュレーシ gンをi j・ 

うためのt•：！擬 f：統令ど移 ）＼，な~＇｛ JI I とヅ~)Jが枇じられ

る9o I百軒lli1f氾 F舵の•I 1心IJ.＼＇，υir IHrclこおける附

。u.. t••lr 同Uトet~go叫.47 Summer IOOS 2 7 



． 

市ll ~：I~ >tlJ (I・に対する'l1lillにあるカ仁その究極のII的

i品、 1:11'll'i L i悦Mi'l''i·のなかからFil慌L.ll·~が附，，記された

財 （~にリーダーシップをとると予想されろ人物｛これ

をJll~・ r~11i1cll•1・という）を弘11＼し、 l'll~liにllfぷ1'1'1ではな

~ lと'j'IJtUiδれる人物を『か｜倒的忌迎t?1l(per＜‘rnplory 

l'l1alll•11gr、 s)JをJTIいて、『M'.J！＇こ-IJl'I活：することにあ

る10ぞれゆえ、 VoirDire‘の効以的なrr 1 1uを 11Jfj~ と

Jるために1J,1iiJの＇tf11¥J ~~~の'l-'£11\J~~Jf[が・i: ）.之されるの

であり、たとえば、典明的な叶史的t!ll¥JヨfffiのijIに

比られる次のようなrrr::1七、階官U問の•I•でリーダー

シップをとる人物じ誰かを見極めるために提示され

る．

rあなたの現伝のhiiJll1：の地位はfuJですか？J、『現

(l：の脱出I.t (11fですかγ どれくらいのIVJll¥lJJl (1：の臓

杭｛こ11.t~ ‘てL ・ますか？」、「あなたが定期的に泣んでい

る祈Ill!';lit誌は何ですか？」、『あなたl'l身全10訟で

J~Hlするとすれば、どうなりますか＇！』叩々0 ；起去の｜府

稿作肢をUflくのも！日l慌のぷi立ilこ Ji~づく．そして、その

I In·~のゆえに、（d1j 、11'H針がi自らできるn1::1~~·~の口 Ill!

の(I:Iiiふ「l ！~·J 、 r ~ ，いえ』で符えらftるものではな

く、 !i¥¥'11lで始まる，記述式のI•ii？＇午を； Jミめるrri::1が批

呪されるzとくに、「どのように（Jh州＇） Iと『合ぜ（＼Vil}')J 

<l>ll\J~ ゆll；山市l l~.淀川rK・<J＞心的と，JVVJを求めることにな

るので、 11~む人物，i1!{1lliをすろのl斗IH必しb吻＇I械を1~1·・ろ

ことに~flj・1・ろと与えら；！tている110 

こうして1：~られた僻2駐日航~IIi fl・の『H1iiJのf11／報と＼＇oir

l)ir1・・の慌の（ilJじb!hll貯の行動を観黙したi山県を照ら

しずTわせることによって、 rilii吋‘I~r.-1よI'.I Pliに主ってイ；ftj

と与えられる’fj)JtJ・ (per:;uaclcr）」が自主であるかを

は~u~、排除する二とがiIJ能となるのである．二の意

味で、アメリカ｛；－衆l五｜のlifrlf;1.1選定予続におLぺ、 tr
11¥J ~~·~が以たしているqi~略的な役il1lJIま惣像以上lこ大き

t）ζとがわかる。

わが国の質問票のあり方

わがI!lでも、絞1可tl選（［： F続にあたってff!Ill~，＇｛が

於＇I'llI. .l院？111fl・ーのもとへ決1'.lJI好から＇.Jf tiiJに送付され、

悦Ml行に111I 符を諮傍づける （｝化l~lL-liJ;:iOゑ2羽、 3

JJ'i)、ニとによって、，r;y:JH 'Ii 1I1むよひ’イ~jJ!量的’Jill i O)'i~IJl~f

lζf刊・ろ・山υパ111ti＜が以！l！~れることが処じじされてい

ろ九では、アメリカ｛；－;'{<:I Iiiの’C[11¥H＼＇｛のような .ir:羽11t,,：む

28 0凶 ttrlyKe:) E凹伊no.'lS岨 闘 は005

の、とりわけ、叶I,I主’Hf’1:1°1ilfiの例~IJ 的＇l'f11¥J 'HJJ'iの光

慌に ［）とをこら寸ベぎであろうか？

ニの1::1いに対ずるい！符l士、氏、｜司ll l制1吃と附市制

限との',ff;いなどう.1・1!ftlliすろか、また、裁判liによjとめ

るfi刊を！”jに求めるのかによって変わりうる。・4・なわ

ち、 I&llJ / .. l ;i,1] !Cl: '.t.、）~ff:~れた I& ·1河川が 11!•1mi りの

tH9！術JllUこか11!1i寸るとtlうな11,RでL.tl;(f’市；l;IJJ立と，，ijじ

であろが、プIJの紋＇1'11't' iと・絡に・n 'J.f it{l. :.if n＇探およ
びr.t1~1判断を r協働I してrrう l.~でi士、 iJ~WlIB!.i.：の全

rlff：を素人である間帯l-11こ長ねている防官制｛笠とは

決定的にYもなる．そして、この迎いは、アメリカ｛'I来

l重lの陥栴u；：盟Ji!f:f)lが1.Lj勺』Ifお－によって陪審！l問の

q1でi’IPllに不.fJJなリーダーシγフ··~とるとIJ.1，われる人

物（pt•r:;11;11h~1・1 をlJI：除することに，；，JけられるとL寸I~

的がわが｜百｜では妥吋しないという結協を州結ずる．わ

カ•111のW.'Pl !I m111！£の fでは、 J長'l'~J'j'＼の （；－~~ J: －.：－：のド

で、 -A~·i;t,il ＇ζiけったI'.Iらの立はを的出iにJiliぺるニと

のでさる通常人こそが）1とめられ、 d巨人11\Jでl;l;f~ ）Jを

ii f也する （j);f;·がim1かはiた3主的な.n1u：を持たな~ lか

らである．

また、 31(j）！のJi?J；むアメリカ｛；－決I•ii 0）多くのi川がlt

川しているl；月前 11"i~1 . 1 • j交による：n’1たが1必J比されて

~ lるので1,Lti:＜、娘、r111 'Iを白めたl必l'tJHよ仙l点ll 0) '11 

和lli~ ·1；欽（たt~L 、／；~＇I'llL iだけによるj位、，.， ；~~＇ t ；［｛！.めら

れなt・）によるiff＇）！必定が必められているので、アメ

リカ合成1111の｜坑a慌Llh'~，，~のように「；＼ft)!不能（hang

jury｝ 』 をできるだけ！川l避するために~rriti 11の•I ’ ii:1全を

；（！求するとLBう発地Hit必ずLも，必~ではないc 陪掠Li

のinぴJjのJlllな別には、 liff~在日航hll行・人・人に行

I lして制比のなL叫l’•. ・，，；的な人拘を徹底して追求すると

~ .. )Iiiよ（これは令fl.致，l'!！？たの巧え／jに馴悦む）t.. 
’I •な的る：人川というのはフィクシ！ヨンだから ・＇.i:の偏

見があることを前出！ζ~t設な社会1/11Jiltをl.iW！した人

1111を；~：uし、モザイクtJ.：の陥議L.11引を的成するという

万法｛ニれは多故決による静快の与え｝jlこ副首ミむ） 12 

とがめるが、わがll1のi.t~ltl制度を前舵にすれば、

｛走行のJllt念押！により迎合するとL‘うニとである．

そ号すると、わがIi]で'i"l!l¥J却を作成するj訪（i'、叶i践

すjf’1:"7)fl; I初日比jわる・般1'1 ＇~＇｛＇{11'.J •JfJli会 1・ jとすること、

よ＿； J: び、、1111長 'I~l'I: l•'•I ( iの例別fl~J町II',lをf.J)Jllずること

の必必.，古川、アメ1)l力合流と111のゆ（；－とI•リしに与えてi.~~

しええ＿lj：いが、ぞQ)t: I li＇~Cよノ〈きく災な I） 、 ・Ji勺1Jffr・ 
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に不利なfj) Jf.·の排除という i!'il~i的／j(i~ではなしむ

しろ、 l没刊行とのrt6h働Jをなしうる伶j浪人のrir1：保とい

うf1't断的Ji1i1jに向かうから、必・111f I~先綿布の·，·~1見事

t1'1会微に人り制IIに人り問うような，持続IIな'.l'fI l¥J I HJ iiは必

~iではなく、‘•1談裁判長fl＇制Ii-Xiの；：ji＇湘がおのずと浮

かび しがるような記述式の一般的＇l'f11¥Jのほうが有JTJ

とa与えられるa

今後、 ＇｛1J/¥J ~iiの作成JJ法、とくに、検後官および

11\l~人からの迫｝JUの個別的質問！J ~Ifiの取似いをどう

するかなどがl主体的な運用 l二のfl¥)ld1として，i足占歯され

ることに伝るが、 1Ji'8!なことは、アメリカ｛j衆［＂＇の質

問併のぬ倣ではなく、わが同の成＇ I'll( l~~JJ支を前提｛こ、

それにi品むよくj直合するわがIi-1創！｜’lの1'fJ.'¥J訴を CJ.とす

ることであろう

1 l·~＇!JI.( J北liJの政問llili ff: f'絞全体（／Jintt （とI＜~ ·p1J~q1, l'~~iil 

いについては．九l!lf~r級河口n11J1it,＜・ドトLH:Wi.＇：、 200・l (f＇）を

~~＇ニLた
2 マイケル・ジfデソンのJ~llJの伝道It.、 C：＼：＼ 二ユースのl'..l

Fのサイトに』干しい.I..,¥¥¥" CIO:'¥TEH’rlif：九llCIli¥El • .l:¥CK-

so：－：・l"HIi¥ I. ( hll p: f /rd it ic >n.t・n n.1 ・01111200:;11 .. ¥ ¥ ¥'/ja≪I、明ll.

II川llard1i、1・/i11rlex.ht1nl) 
3 ,,,t必?lillll200Irr 51 J271 I心・11今WI.

， 
4 fι~；、 ＇）！~渋にIt.. ；並：t；；の• l il.；；て·fj\J!J(l>'Jltlt均；f，正いのでJ.xrI J 

t II也辺~I r』 Lてむtい主 i’j＂／.主(l~JIこ，：（ I t t I . 

iよ／，~’PJI li~lf: I『争；：.：Iニおも’て1年jJIJOJlll1'f.I i L fょいと与えられるの

で、 jt:~jぱ的＂（＂1／のlJCilll li~ I壬p伐のtlf(Iとする人物！＇Uからは除外

した．

5 以下H111;:$ I条2l(i:士、倹￥.f'J'i~；よぴ11＇必人のほ践のii ll~J 

i:認め－.ri主111J~を＇itll してt"fr.:J念ずることに伝っているが、 i丑It(

/,!( 'fllでは、 14.「IJJ.＜の段況によって1rtt在、’i'11 r.·にro::i·~ ·るニとらで

Eろとの骨i’釈をとって．初：京Y{~；上ぴjI' .. ~人によ主flll1絞!di行に

t.t・I＇；ふ1'(11¥l ~ 1li. J~·J·るιとを，認、めた． ニの1:.uこ11\lして、少なくとむ

ll,'.t lf,f /,!( I'llにおいて、勺’HX-のu·u~11t:1Hこ上る4市；Ifというのはぷ

められ必かった．

6 t】・ .I.シンツソン＇Iiれでは、 'C(ll'olの放l12D tll'.J・c・1:;ffの

T'lll\J 叫となったー l’司？江1·~r o・1・シンプソンl五な tf！~叫I＇になっ

fか（.f'.llft.::人文H：、 I!)!)71ド） 2おl'i.

7 11 ll:J ~~Iの flJl.lとして以 fの3 ・＇.i.tJ r術f渇されているーI J:il 

,,, l選定 F伐のa：；仰を節約する~J'f~tt. 包J脈管l I~~ ltll行が

他OJb~liij f. に知られるこ Eなく t~··討の11・lfli1:1主 1lJ l~iにしよ必で

きるιいうツ’ラ fパシーの保庭、 l ~l f.i｝’)ti [ l似ltllr.がIIll（＼に上る

＇＂＇符よりも 11f tf1iのはうが正統なIn］？ヰをすると＼ •i11'I ！伐の tEGftf 

ti・ N・11ionul .lllr) I’I oj Ct I t/) I｝－イトillIp：／／川、，＼＼＇.llj p.<'ll I 11/ 

対rVIC'円鈴.i（トhtnil 参！~！

8 1111 p: r1111s111clcntnew吋.Cll ll. l'tllll12ll0!i/ I .A¥" /02/ I 0/ 

Ill S(". I ool 1i11.j <ll'S（川／

9 セイムアー・ウィγシ品マン lW沢fllf~ . ~（if~ · 111'11路約，）！）

・i.，’. '.i訓の両手前’；：：J(JJ!f＼：人文社、 l!l98tF)W,:$1ヌ
10 JliHY HEメ＂λRCII li¥STITl汀主のサイト111111:1111・11 11 .J ri 

illC'.刊 1n1/Iニ柑tをされた必 I・ ¥rticle9 (Selec-ting Bt>1t1・r Ju・

ric、サ t.iKび，＼rlidP・1I (¥'uir Dir刷会参照．

11 (1ifil;IO<i>,\r1wlc•l l(Voir Dire）参！日！.

12 イギリスの1~·rd~;11111こっ3、！！.iA盛綴弘「11~.：にむけるll(rlfi,¥IQ .~ff 

とイギリスドi'l'rl~CIJ .I\~ :IJ；、J14Z~tl.i rr:,'1'd~l!l1／成会巡る，i/l ll'. 11剖 I (J~lf\: 

人..:CH：、 1fl!l7 {] ) :i I'{ J;I. ド， イギリスヴ）j：；~＇lfillfil段状につltlliJ 

,11資外：i'\•!!(t 
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