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NEWS COMMENTARY 

1．価格激変と需給
曲線 
08 年原油を筆頭に高騰した資

源価格は，リーマンショック以

降急落した。現在の世界同時不

況は，需給バランスの調整とい

える。価格激変を需給曲線で考

察し，経済の行方を考えたい。 

3．ワークシェアリ
ング 
導入が検討されているワーク

シェアリングについて，諸類

型，功罪，今後の課題につい

て説明した。 

4．被害者参加制度 
 
裁判員制度に先だち2008年末

から始まった被害者参加制度

について，制度導入の経緯とそ

の概要について解説する。 

 5．裁判員制度と民
主主義 
裁判員制度の発足経緯をその

目的とともに振り返り，この

制度の特徴と問題点とを民主

主義の歩みから捉えてみる。

 
各問の解答 

・価格激変と需給曲線   ④

・大恐慌（世界大不況）  ③

・ワークシェアリング   ④

・被害者参加制度     ③

・裁判員制度と民主主義  ①
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2．大恐慌（世界大
不況） 
いわゆる大恐慌について，グ

ローバルな観点から最近の学

説，現在との違いなどを説明

した。 
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自動車産業の未来は明るい！？ 
日本経済新聞「やさしい経済学」（2008 年 4 月 15 日

付）で，植田和弘京都大学教授は次のように記している。 
「…日本には現在，約 7900 万台の自動車が保有され

ている。自動車の対人口比率でみた中国の保有割合が現

在の日本並みになると，中国 1 国で約 8 億台の自動車が

走ることになる。需要から見るならば，自動車産業の前

途は明るい。8 億台という数は，実は現在世界全体で走

っている自動車の台数に匹敵する。中国で日本並みに自

動車が走るだけで，有限の地球にもう 1 つの自動車社会

ができるのである。自動車産業は進歩するだろうけれど

も，自動車の生産と利用に伴う環境と資源への負荷増大

は避けられない。…」 
大量生産システムが地球環境，文明の持続可能性を揺

るがすと指摘した。08年秋以降，世界経済は激変。米国

ではGMなどビッグスリー救済が政治の焦点となり，ト

ヨタ自動車が赤字に転落。世界は大量生産による負荷の

増大に暴発したかのような様相を呈している。 
原油価格激変 
2008年早々に1バレル100ドルを突破した原油価格は，

4月には「ねじれ国会」下でガソリンの暫定税率失効騒

動にまで及び，7月には147ドルの史上最高値を記録した。

しかし9月のリーマンショックで経済は激変。08年12月
には35ドルと4分の1にまで急落した。激変したのは原油

だけではない。銅やアルミニウムなど様々な商品が急

騰・急落した。この価格激変を需給曲線で考察してみよ

う。 
オイル・ショックとの比較 
問 1973 年の第 4 次中東戦争を契機とする第 1 次石

油危機。原油は 4 倍に高騰しトイレットペーパーパニッ

クを引き起こした。図 1 のように価格上昇は，需要増加

による需要曲線の右への移動の場合 Aと供給減少による

供給曲線の左への移動の場合 Bの 2 つある。どちらが近

年の原油高騰を表したものか？ 
解説 近年の原油高騰は「世界人口の急増と新興国の

台頭による需要増加」によるのだから，Aの需要曲線の

右への移動となる。対してオイル・ショックは「アラブ

産油国の石油戦略という供給減少」が原因であり，Bの

供給曲線の左への移動となる。 
原油の代替財・補完財 
問 代替財とは，うどんと蕎麦のように消費者が同

じ必要性を満たす財のこと。補完財とは，テニスラケッ

トとボールのように必要性を満たすために 2 つの財が結

合して消費される財のことである。原油価格高騰で，バ

イオ燃料，自動車の需要曲線 Dはどう変化するか？ 
解説 小麦などのバイオ燃料は原油の代替財であり，

需要増加で右への移動となる（D1）。逆に自動車は補完

財であり，需要減少で左に移動する（D2）。 
価格弾力性 
問 価格が変化したときに，どのくらい需要・供給

量が変化するかを「価格弾力性」という。食料品など生

活必需品は，価格が上がったからといっても消費を控え

ることは難しいので，需要の価格弾力性は小さく，需要

曲線の傾きは大きくなる（図 2①）。逆に贅沢品は，価格

が上がったら消費を控えることは容易いので，需要の価

格弾力性は大きく，需要曲線の傾きは小さくなる（図

2②）。では，「オイル・ショック時の原油の需要曲線」

と，「08 年原油高騰の需要曲線」の傾きはどちらか。 
解説 石油依存が強かったオイル・ショック時は，石

油消費を減らすことは難しかったので①。対して，風力，

原子力さらにバイオなど代替エネルギー開発が進んだ

2008 年では，原油高騰に対して消費を控えることは容易

となった。よって②となる。 
有限の地球にもう一つの自動車社会を生み出すほどの

勢いで，過去数年間，世界経済は好景気に沸いた。天井

知らずの資源高は危険信号だったと言える。アメリカ住

宅バブル崩壊は引き金に過ぎず，価格をシグナルにして

需給が調整されているのが現在の状況なのである。この

点で価格と需給の考察は時事的関心なのである。 

 
 
問 原油価格と需給変化について述べた文として適当

でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 自動車需要の増加は，補完財である原油の価格上

昇につながる。 
② 原油価格の上昇は，補完財である自動車の需要減

少につながる。 
③ 自動車需要の減少は，代替財である鉄道の需要増

加につながる。 
④ 鉄道需要の増加は，代替財である自動車の価格上

昇につながる。 

価格激変と需給曲線 
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はじめに 
大恐慌とは，1929 年から 41 年頃まで続いたアメリ

カの大不況をさし，最近では，「世界大不況」の一部とし

て理解するのが一般的である。理由は，ほぼ同時に世界

各国で生産，雇用，物価の激減を伴う経済危機に陥った

からである。 
世界大不況にいたる前史 
①第一次世界大戦の結果，イギリスの経済力が低下

し，アメリカ合衆国が台頭してきたことが世界経済の不

安定要因を増やした。 
②当時の経済において農業の占める比重が現在より大

きく，供給過剰で価格は下落傾向にあった。農業国（オ

ーストラリアなど）はデフレ状態に陥っていた。 
③アメリカの FRB は株式市場の過熱を押さえるため

に，28年～29年にかけて数度の金利引き上げを実施し，

各国も金利を上げ，世界的にデフレ傾向を強めた。また，

アメリカの株式市場の過熱により，ドイツに資金が入ら

なくなり，デフレ政策を余儀なくされた。 
世界大不況になった要因 
世界的な規模で経済的な危機が拡大した最大の要因

は，国際金本位制であると理解されている。各国の金本

位制停止年月は，1931 年 7 月ドイツ，9 月イギリス，1933
年 4 月アメリカ，1935 年 9 月フランス。各国が自国為

替レート維持のために金本位制に固執し，結果として自

国の貨幣収縮を自ら招きよせてしまった。したがって，

恐慌からの脱出も金本位制を放棄し，拡張的な金融・財

政政策を実施できるようになってからである。1929 年

10 月 23 日の後場からの株価下落，翌日の「暗黒の木曜

日」も世界的なデフレ傾向のなかの一つのきっかけとな

った出来事と理解すべきである。 
もう一つの背景には，国際的な協力体制が形成できな

かった点である。1930 年にアメリカで成立した「スムー

ト・ホーリー関税法」により，法律成立前の 29 年と 34
年を比較すると国際貿易は 66％減少している。1933 年，

ロンドン世界経済会議の破綻も見逃せない。 
現在の危機との比較 
①当時の株価下落の影響は，より深刻なものであっ

た（右上図）。 
②金融危機の影響。アメリカの場合，第一次（20 年代

後半）は農業不況，第二次（31 年秋以降）はヨーロッパ

の金融危機の影響，第三次（32 年後半）は実体経済の悪

化とそれぞれ異なっている。これらに対する政策対応の

失敗が危機を深化させたが，現在では国際協調，金融危

機への対応に対する制度的な仕組み（預金保険機構の整

備，公的資金投入方法）が進化している点が異なる。 
③為替レートの調整は，変動相場制によって比較的円

滑に調整されている。 
④新しい金融商品の売買を通じて資金循環が形成され，

その金融商品が破綻することによる損失の規模，たとえ

ば CDS（クレジット・デフォルト・スワップ，証券化商

品が支払い不能になった場合に投資家に元利払いを保証

する商品）の想定元本の規模が確定できないことなどが，

最大の不安定要因である。 
▼ダウ工業株平均 

 
 
 
 
 
 
 

（年） 
http://www.wrenresearch.com.au/downloads/index.htm による。 

米国大恐慌の「教育」への影響 
多くの都市で教室の不足は深刻な問題になり，25 万

人は 2 部授業を，15 万人は仮校舎やテントで授業を受け

ていた。教科書については，ある州では 10 年間使用す

ることを決め，生徒はぼろぼろのきたない，ページの欠

けた教科書を使い，副教材や参考書は不足し，こうした

ものを使った授業はできない状態であった。1933 年に入

り，夜間学校，身体障害者のための学校が廃止，縮小さ

れた。カリキュラム面では，音楽，美術，家庭，工作，

体操，商業，外国語の時間は全廃か時間減になった。 

参考文献 

[1] ガジェ『大恐慌』1985 年，文庫クセジュ 
[2] 岩田規久男編『昭和恐慌の研究』2004 年，東洋経済新報社 
[3] 林敏彦『大恐慌のアメリカ』1988 年，岩波新書   ほか 
 
 
問 大恐慌の影響について述べた文として適当でない

ものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① ブロック経済が形成された。 
② 各国は金本位制から離脱していった。 
③ アメリカは先進国では早く回復した。 
④ 国際的な協力体制はつくれなかった。 

大恐慌（世界大不況） 
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はじめに 
ワークシェアリングとは，「就業を希望する者に対す

る雇用機会を増加させるために労働時間短縮等を推進し，

労働の再配分をすること」である。失業率の上昇ととも

に日本でも話題になっている。 
歴史的な経緯 
1970年代の2回の石油危機により，失業率が高まった

ヨーロッパでその活用が広がった。特に，1982年オラン

ダのワッセナー（ハーグ郊外の高級住宅地の町名）合意

は有名である。労働組合は賃金抑制に協力し，経営者は

労働時間短縮に同意し，週40時間未満のパートタイマー

労働を受け入れ，雇用確保に努め，政府は財政支出の抑

制に努め，減税を行い，賃金交渉には介入しないという

合意であった。政府，使用者，労働者三者の協調により

実現されたもの。この背景に「エラスムスのオランダ的

寛容」という伝統的な価値観を読み取ることもできる。 
類型（以下では，根本教授の分類を紹介する。） 
①ショート・ワーク型 典型的な形態であり，労働

時間を短縮した職務を新たに雇用された労働者が引き継

ぐ短時間労働。2000 年実施のフランスは，導入半年後に

は失業率低下の兆候が見られたと発表した。 
②パートナー・ワーク型 就労を促進するために新規

の柔軟な雇用形態をつくり，雇用された労働者は短時間

就労だけでなく，同じ職務のパートナーとして就労する

もの。スウェーデンでは，教師や政府職員など公共サー

ビス部門で活用されるケースが少なくない。 
③コンビネーション・ワーク型 柔軟な短時間雇用の

職務を増やし，短時間就労を夫婦間で組み合わせること

によって家庭と労働の両立を図ることをねらったもの。

オランダ型である。 
④パート・ワーク型 日本の企業が導入したもので，

フルタイム勤務以外にパートタイム，隔日勤務など一つ

の仕事を 2 人ないしは 3 人で担当するといった制度。当

初高齢者向けとして導入された。 
▼ワークシェアリングの種類（参考文献 [1] による） 

新雇用形態の創出 

コンビネーション・ 

ワーク型 

オランダ 

パートナー・ワーク型

アメリカ 
スウェーデン 

ショート・ワーク型 

フランス 
ド イ ツ 
イギリス 

パート・ワーク型 

日 本 
（高齢者雇用） 

短
時
間
就
労 

雇用量の維持拡大 

ジ
ョ
ブ
シ
ェ
ア
就
労 

2002 年 3 月，日本で政労使合意において①を緊急避

難型（雇用維持型），③を多様就業対応型と呼び，この 2
つの型を軸に検討していくとされた。 

功罪 
メリットは，雇用創出，多様な人材活用，余裕時間

増加による消費拡大が期待できること。デメリットは，

労働移動がスムーズにできない，不安定雇用の増加，企

業にとっては，社員の増加によるコスト増，個人にとっ

ては，所得減になる。 
労働時間を短縮して，その減少分を新規雇用に振り向

ければ雇用増で失業率が減少する。しかし，実際には新

規雇用に対する社会保険料などの福利厚生コスト，交通

費など人件費コストが高くなる一方，労働者は収入が減

り，失業者も必ずしも希望通りの条件でない場合でも妥

協する形で三者がそれぞれ損をしてこそ成り立つのがワ

ークシェアリングともいえる。しかし，オランダの場合，

パートタイム（常勤雇用である点が日本と異なり，週 35
時間未満の労働と定義）の導入により，仕事と家族との

関係を和解させることを目指し，ライフスタイルの革命

を目指すものである。オランダ市民の日本に対する三大

不思議は，過労死，発達した地下街，通勤時の満員電車

である。「安楽死法」を制定し，総合的な環境税を導入し，

風力発電の普及や人口より自転車数が多い国でも有名で

あり，TV 放送の時報は，1 分 35 秒前から始まり，その

刻む音だけが流れるというゆとりある時計シーンが続く

そうである。 
課題 
日本の場合，あらゆる形態の労働者について「均等

待遇」の原則を確立することが喫緊の課題である。2008
年 4 月に改正された「パートタイム労働法」はその一歩

であり，その改革の基本的スタンスは，長期的な視点に

たった生活革命を視野にいれなければならない。 

参考文献 

[1] 根本孝『ワークシェアリング』2002 年，ビジネス社 
[2] 長坂寿久『オランダモデル』2000 年，日本経済新聞社 

 
問 雇用をめぐる最近の情勢について述べた文として

適当でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① ワークシェアリング導入が検討されている。 
② 2004 年に製造業務への派遣も解禁された。 
③ 2007 年に労働契約法が成立した。 
④ 日本でも同一労働・同一賃金が制度化された。 

ワークシェアリング 
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はじめに 
5月21日からの裁判員制度の開始に先だち，昨年12

月1日から被害者参加制度が始まった。これは殺人，傷

害等の一定の刑事事件の被害者等が，裁判所の許可を得

て，被害者参加人として刑事裁判に参加する制度である。 
刑事司法における被害者の法的地位 
近代国家は刑罰を私的な復讐から切り離し，刑罰権を

独占した。また検察官と被告人が訴訟進行の責任を負う

当事者主義の下では，被疑者・被告人の人権保障の視点

が重視され，被害者が訴訟手続に関与する機会は限られ

ていた。当然，被告人等の人権は保障されねばならない

が，犯罪によって踏みにじられた被害者の人権も保護さ

れないと，国家による刑罰権行使の目的は達成できない。 
欧米諸国では，1970年代から刑事司法における被害者

の地位を改善・強化する施策がとられてきたが，わが国

でも近年被害者や遺族への配慮や保護についての社会的

関心が高まり，刑事司法において，被害者等に配慮した

様々な運用上の改善とともに，法整備もなされてきた。 
被害者への配慮と法的地位の改善 
犯罪被害者は，犯罪により被害を受けるが，さらに

刑事手続への関与やマスメディアの報道などにより被害

が拡大する場合もある（第2次被害化）。その結果，社

会から孤立していく（第3次被害化）こともあり，被害

者への配慮と法的地位の改善は重要な課題となってきた。 
1999年から「被害者等通知制度」が実施され，検察官

が犯罪の被害者等に対し，事件の処理結果・公判期日・

裁判結果等を通知する運用がなされるようになった。 
また，刑事手続に関わる事項については，2000年の刑

事訴訟法改正で，証人尋問の際の付添い（157条の2），

遮へい（157条の3）及びビデオリンク方式（157条の4）
の導入などの措置が規定され，被害者等による心情を中

心とする意見陳述制度も導入された（292条の2）。 
さらに，同年，「犯罪被害者等保護法」が制定され，被

害者等の優先傍聴（2 条），被害者等による公判記録の閲

覧・謄写の制度（3 条），民事上の争いについての刑事訴

訟手続による和解の制度（4～7 条）なども認められた。 
被害者参加制度の導入と被害者の権利利益の保護 
多くの犯罪被害者の要望を受け，「すべて犯罪被害

者等は，個人の尊厳が重んぜられ，その尊厳にふさわし

い処遇を保障される権利を有する」（3条1項）ことを基

本理念とした「犯罪被害者等基本法」が2004年12月に成

立し（翌年4月施行），これに基づいて閣議決定された

「犯罪被害者等基本計画」を具体化したのが「犯罪被害

者等の権利利益保護法」（07年6月成立・公布）である。

この法律は，犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図

るため，刑事訴訟法，犯罪被害者等保護法，民事訴訟法

等を改正し，犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度，

刑事手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を保護す

る制度，損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する

制度，の創設等についての規定を整備したものである。 
これにより，被害者等は，公判期日に出席し（検察官側

に着席），証人尋問や被告人質問をし，事実又は法律の適

用（量刑）について意見を述べることができる（従来は心

情を中心とするものに限定）。また，2008年4月には，資

力の乏しい被害者参加人のための国選弁護制度も創設。こ

れらの制度は，2008年12月1日より実施されている。 
被害者参加制度の対象となる事件 
対象となる事件は，刑事訴訟法316条の33第1項各号

に規定されている。①殺人，傷害など「故意の犯罪行為

により人を死傷させた罪」（1号），②強制わいせつ及び

強姦の罪，業務上過失致死傷等及び自動車運転過失致死

傷の罪，逮捕及び監禁の罪並びに略取，誘拐及び人身売

買の罪（2号），③集団強姦罪のように構成要件の一部に

上記②を含む罪（3号），④以上の罪の未遂罪（4号）。 
被害者参加制度の課題 
被害者が参加した裁判は2008年12月1日から始まり，

被害者や遺族の強い要望はやっと実現できたが，必ずし

も被害者の望んだ判決が出ているとはいえず，参加によ

る精神的負担が予想以上に大きい場合や，被告人に反省

の態度が見られない場合の衝撃も大きいなど課題も多い。 
両議院で附帯決議もされているが，本制度の実施につ

いては，裁判員制度の実施時期と近接しているので，裁

判員が本制度の趣旨を十分に理解できるようにすること

を始め，今後も運用上の改善や国民の理解が必要である。 
 
問 被害者参加制度について述べた文として最も適当

なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 被害者参加制度は裁判員制度と同時に開始された。 
② 被害者参加制度の対象となる刑事事件は，裁判員

制度の対象となる刑事事件と同じである。 
③ 被害者等は，被害に関する心情だけではなく，事

実・法律の適用についても意見を陳述できる。 
④ 被害者等から裁判所に刑事手続に参加の申し出が

あれば，裁判所は必ず許可しなければならない。 
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はじめに 
2009年5月21日から，裁判員制度が始まる。そこで，

この制度発足の経緯を，その目的とともに振り返り，こ

の制度の持つ特徴と問題点とを，その歴史的意味とくに

民主主義の歩みという観点から捉えてみたい。 
裁判員制度の目的と発足 
①目的と発足 従来，裁判は裁判官・検察官・弁護

士といった法律の専門家によって行われてきた。裁判員

制度もそのこと自体に変化はない。ただ，この三者だけ

で行われてきた裁判が，法律の専門用語を含めて国民に

理解しにくく，しかも裁判が長引く傾向にあった。そこ

で，1999年7月に内閣に司法制度改革審議会が設置され，

2001年6月に答申を出した。そしてこの答申に基づき，

2004年3月に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

案」が国会提出され，同年5月21日に可決・成立となっ

たというわけである。その目的は，裁判員制度によって

裁判を国民の視点を取り入れた分かりやすいものにする

とともに，それまで疎遠であった司法に対する国民の理

解を深めてもらおうというものである。 
②仕事と問題点 こうした目的で設置された裁判員

の仕事は，6名の裁判員が3名の裁判官と共に，一つの刑

事事件の証拠調べや書類手続きや弁論に立ち会い，犯罪

の事実認定すなわち有罪・無罪を認定し，さらにどのよ

うな量刑がふさわしいかを判断するのである。ただ，そ

の際，法律的な判断は，専門家である裁判官が行うこと

になる。 
ところが，この制度について国民の関心や意見は二つ

に分かれている。一つは，今までは当事者でない限り距

離を感じていた裁判が身近になり，一般国民自らが裁判

に参加できることに意義があるという意見。いま一つは，

専門家でもない一般人が複雑な事件を審理し，判決を下

すことはできるのかという疑念と，愛憎の絡まる刑事裁

判に感情移入や嫌悪感が入り交じり，公平な判断はでき

ないのではないかと不安を感じるという意見である。 
③陪審員制度と参審制度 では，こうした期待と不安

を背負った裁判員制度は，世界の国々にはないのだろう

か。そこで思いつくのが，イギリスやアメリカで実施さ

れている陪審員制度である。この制度では，陪審員は犯

罪事実の認定のみを行い，量刑には関わらない点で裁判

員制度とは異なる。ただ，陪審員の選任が事件ごとに行

われる点では，日本の制度と同じである。 
次にドイツやフランスなどで行われている参審制度で

は，裁判官と共に参審員が有罪・無罪の認定と量刑につ

いても審議する点で日本の制度と同じである。しかし，

参審制度では参審員が法律問題に関しても合議・判断す

る点や，参審員の選出は事件ごとではなく任期制である

点で日本の制度とは異なっている。 
このように見てくると，日本の裁判員制度は，陪審員

制度と参審制度を併せた日本独自の制度であることが分

かる。そこで次に，人を裁くという行為は，どのように

して始まったのかを，概観してみよう。 
裁判の始まり 
①政治と法律 人間は，アリストテレスを待つまで

もなく，社会的あるいは政治的な動物である。一人では

生きていくことはできず，他者と協力したり協働しなけ

ればならない。そこで，社会の秩序を維持し，国家を円

滑に運営していくためのルールすなわち法律が必要とな

る。ハンムラビ法典にはじまる幾多の法律が，ほとんど

の時代と社会で作り出されていったのもそのためである。

政治すなわち社会秩序の維持と国家運営にとって，法律

は不可欠なものとなったのである。そして，この法律を

守り・守らせるための制度が裁判制度である。その意味

で，裁判制度は政治と不可分だといえる。 
②政治と裁判 無論，裁判が古代エジプトやメソポタ

ミアのように，神意や超自然的な力にゆだねられるとい

う不合理な時代もあった。また，中世の領主裁判権の下

に置かれた農民のように，専制的な支配者の強権に服従

するしかなかった社会もあった。それでもなお，法律を

守り・守らせることで国家運営が可能となってきたこと

も事実である。それゆえ，法律を破るものに対して刑罰

が加えられるのは道理である。ただ，その際，その人物

が本当に法律を破ったのかどうかを審理し判断しなけれ

ばならないが，そのための場が裁判なのである。 
③現代裁判制度の源流 裁判は，独断的あるいは不合

理な基準によって行われた時代や社会を除外するなら，

その源流は古代アテネやローマにある。そこで，民主政

最盛期のアテネにおける裁判制度を，ソクラテス裁判を

例に見てみよう。まず裁判は，一般市民が役所に罪人を

訴える告訴で始まる。これを受けて役所は一般的な民衆

裁判の場合では，抽選で501人の裁判員を選ぶ。そして，

当日，軍神アレスの丘（アレイオス=パゴス）に告発人・

被告人と裁判員が集まり，裁判が始まるのである。はじ

めに原告（メレトスという人物）が告訴理由を述べ，次

に被告（ソクラテス）がそれに対する弁論を行う。原告
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が検察官であり，被告が自ら弁護士となって弁護をする

のであって，現代のような原告と被告とは別に検察官や

弁護士はいなかったのである。そして，両者の弁論が終

わると，まず有罪・無罪の認定がなされ（281対220でソ

クラテスの有罪が確定），次に有罪と認定された場合は

量刑が確定する。すべて，裁判員の秘密投票による多数

決で決せられるのである（361対140でソクラテスの死刑

が確定）。この裁判を見るとき，裁判員制度ひいては民

主主義の特徴とともに危うさも感じられる。そこで，現

代の裁判員制度が，このアテネの裁判制度を重要な淵源

としていることからも，その特徴と問題点を改めて見直

しておきたい。 
裁判員制度の特性と問題点 
①民主主義国家と裁判員制度 現代の日本の国家体

制は，平和主義・国民主権・基本的人権の尊重を基本原

理としている。そして，主権が国民にある政治体制が民

主主義なのだから，日本はまさに民主主義の国家である。

すなわち，国家の最終的意志決定権は，国民にあるので

ある。日本ではそれを，国会議員の選出と裁判官の国民

審査などによって制度的に保障している。今回の裁判員

制度をその延長線上に置くなら，主権者である国民が，

司法という国家権力の一端を担うという点からも民主主

義のさらなる発展ということもできる。しかし，そこに

はアテネ民主制が陥った落とし穴があることも知ってお

かなくてはならない。 

②民主主義の陥穽
かんせい

と裁判員制度 ペルシア戦争の勝

利以降，アテネは繁栄を謳歌し，民主主義を完成させた。

それは，18歳以上の成年男子市民による民会を最高議決

機関とする直接民主制であった。ただ，6000人以上の出

席を定足数とする民会は機能的でなかったため，日常的

な業務は30歳以上の男子市民の中からくじ引きで選ば

れた500人の評議員が執り行っていた。裁判官の選出も，

同じ趣旨の制度であったのである。それは，アテネ民主

政の確立者ペリクレスが語っているように，「自由人の

品位を持ち，己の知性の円熟を期すること」のできる人々

による政治制度であり裁判制度だったのである。 
しかし，法廷のソクラテスは，自分が告発されたのは

積年の噂と中傷が原因だったという。また，自分は「多

くの涙を流し，できるだけ多くの同情」を得ようとする

ようなことは決してしないとも語っている。ソクラテス

の生きた時代は，すでに民主主義が風聞やスキャンダル

に左右され，妬みや党派的感情の渦巻く社会となってい

たのである。アリストテレスは，こうした状況を衆愚政

治と呼び，民主主義の堕落形態だと指摘している。ソク

ラテス裁判は，こうした風潮の中で行われたのである。 
③裁判員制度の課題 刑事事件において，裁判員が原

告や被告に感情移入しないでおくことは難しい。それど

ころか，ソクラテス裁判が噂や中傷によって始まったよ

うに，現代ではマスメディアが大きく取り上げる裁判に

なれば，どうしてもその影響を受けて，裁判員が感情的

な判断をしてしまう危険性は少なくない。その点を察知

したソクラテスは，裁判官（陪審員）に向かって，あな

たがたは「法律に従って」「正邪を判別する」ことを誓

ってそこに座っているのだという。その直後の裁判官の

判定は，彼の有罪であった。専門家は，このソクラテス

の毅然とした態度がアテネ市民の反発を招いたのだろう，

と指摘している。 
裁判は法律に従って人を裁く行為である。判決によっ

ては，裁かれた人の人生を左右することになる。その意

味で，裁判員に選ばれた人は非常に重い役割を担うこと

になる。しかし，それだからこそ，いかに冷静で客観的

な判断ができるかが重要なのである。 
法的な解釈や理論は裁判官が行ってくれるが，裁判を

通して裁判員が向き合う原告・被告の考え・行動・生活

すなわち人生を，裁判員自身が十分受け止め，適切な判

断をしなければならない。この制度が有効なものとなる

には，かかってこの点にあるのだと思われる。 
 
 
問 裁判は正義を実現することを目的としているが，ア

リストテレスの正義の説明として最も適切なものを，

次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 国家が成立するためには，人と人とを結びつける

結合原理としての友愛と，社会の安定と平安を実現

する秩序原理としての正義が必要である。 
② 公平さを原理とする正義は，商取引に見られるよ

うに損得に偏りがないようにする必要があるが，こ

れを配分的正義という。 
③ 欲望を特性とする庶民と勇気を特性とする防衛者

とを，理性に優れた支配者がより高い視点で導いて

いくならば，国家に正義が実現する。 
④ 熱心に働いた者と余り熱心に働いていない者との

報酬に差を設けることは，公平さという観点から理

に適
かな

っているが，これを調整的正義という。 
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