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令和２年（モ）第２２号 裁判官に対する忌避申立事件 

 

抗  告  状 

 

２０２０年６月１７日 

 

高松高等裁判所御中 

 

〒 

愛媛県 

選定当事者兼原告   

 

〒７ 

愛媛県 

選定当事者兼原告   

 

〒 

愛媛県 

選定当事者兼原告   

 

 

 

抗告人らは、松山地方裁判所に平成２８年（ワ）第３０８号 平成２９年（ワ）第３４５号

（以下「本件」という。）について、裁判長裁判 U（以下「U 裁判長」という。）に対し、２０２０年６月

８日付で忌避の申立をなしたが、松山地方裁判所は、２０２０年６月１２日付で、上記申

立を理由がないものとして却下する決定をし、抗告人当事者らは２０２０年６月１３日、

決定書謄本を受けたが、不服につき即時抗告をする。 
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第１ 抗告当事者 

 

抗告人  

抗告人  

抗告人  

 

 

 

第２ 抗告の趣旨 

 

１、原決定を取り消す。 

２、抗告人らの忌避申立は理由がある 

との裁判を求める。 

 

 

 

第３ 抗告の理由の概要 

 

１、 原決定の要旨は、要するに、本件忌避申立は、申立人側において U 裁判長の法

廷警察権、訴訟指揮に対する不満・不服を理由としているにすぎず、これらをして

直ちに裁判の公正を妨げるべき事情にあたるということはできないし、U 裁判長の法

廷警察権、訴訟指揮権の行使の要因に基づくものであるとの事情も認められないの

で、忌避理由に当たらないので、却下するというものである。 

 

２、 しかしながら、原決定は、忌避申立をされた U 裁判長の裁判を単なる法廷警察権、

訴訟指揮に矮小化し、その訴訟指揮権の行使に対する不満であるとその理由をす

りかえているにすぎない。つまり、原決定の理由は、真実を発見するために不可欠

な客観的事実における誤認があり、それが原因となり、決定理由に理由不備・齟齬

を来している。 

 

３、 ではなぜ、真実を発見するために不可欠な客観的事実に誤認が生じ、決定理由

に不備ないし齟齬を来すのであろうか。また、これまでに膨大な数の忌避申立がな

されているが、いずれも原決定と同じく却下され、忌避理由を認める決定は、１０件

もなく、事実上１００％忌避申立が退けられているのはなぜであろう。 

その理由は明白である。忌避申立に対する審査や審理を、公正・公平が担当さ

れる独立した第三者機関が行うのではなく、忌避された裁判所に所属する同僚、つ

まり、身内的裁判官らがそれを行うという欠陥制度・手続にある。 
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したがって、本件忌避申立を審査や審理する裁判官らは、この欠陥制度・手続で

あるという事実に真摯に向かい合い、司法に対する信頼を得るために、真実を発見

するために客観的事実と憲法及び法令に基づき厳正な審査・審理を求める。 

このことを期待し、以下に経過及び抗告の理由を述べることにする。 

 

 

 

第４ 経緯 

 

１、 ２０２０年５月２２日、本件抗告人（以下「原告」という。）O は、松山地方裁判所民事

第１部合議一係の本件担当 U 裁判長が、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観

点から、６月１７日期日の第１１回口頭弁論の取り消しないし傍聴人への何らかの制

限を行うか否かを確認するために、本件担当 I 裁判所書記官に電話した。 

すると、I 書記官は、口頭弁論期日は予定どおりであるが、傍聴人数を１３人まで

とし、それを越える場合は、抽選となるとの趣旨の返答があった（以下これを「コロナ

対策傍聴人制限措置」という。）。 

 

２、 この「コロナ対策傍聴人制限措置」に対して、本件の原告らの総意として、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法第３２条第１項の規定に基づく「新型コロナウイルス

感染症緊急事態宣言」により、新型コロナウイルスの感染拡大の予防的措置として、

いわゆる「３密」の回避するために傍聴人の人数制限が必要であるとしても、それを

理由に、そのことがすべてに優先し、主権者である原告らや傍聴人の後述する権利

などを制限し、侵害する措置が許容されるわけではなく、代替的な適正な対応・措

置が求められる。したがって、本件原告らは、「本件の傍聴人数の制限に対応した

適正な措置の求め」を提出し、６月５日までに書面で回答することを求め、合わせて、

適正な措置を講じることを求めた。 

 

３、 ところが、６月５日の朝になっても U 裁判長からの書面での回答が届かなかったの

で、原告 O は、６月５日に I 書記官に電話し、「本件の傍聴人数の制限に対応した

適正な措置の求め」に対する返答を確認した。すると、I 書記官は、原告らの「本件

の傍聴人数の制限に対応した適正な措置の求め」に対する決定を次のように述べ

た。 

 

（１） 松山地方裁判所内の別室で口頭弁論を視聴できるモニターの設置を行わな

い。 

（２） 原告らが口頭弁論を録画することを認めない。 

（３） 書面での回答を行わない。 
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この決定は、３名の担当裁判官らの合議であるのかを I 書記官に尋ねると、U 裁

判長の決定であるとの返答であった。 

 

 

 

第５ 抗告の理由 

 

１ 「コロナ状況」に対応した裁判所の抜本的対応が不可欠 

 

科学的な知見に基づき、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための対策の一つと

して、いわゆる「３密」を回避する様々な措置が取られている。例えば、特別措置法第４

５条第１項に基づく「外出自粛等の要請」により、不要不急の外出自粛がなされ、在宅

勤務（テレワーク）等々により人との接触を低減する取り組みなどである。 

人々がこの要請を受けて不要不急の外出を自粛しているのは、「３密」を回避するこ

とが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ対策に有効であるとの専門家の科学的な

データに基づく知見であることを一定程度信頼しているからであろうと思われる。しかし、

その基礎をなすものは、自らの命や健康、家族や友人、そして、生活基盤である地域

社会を守るためであると認識しているからであろう。 

しかしながら、新型コロナウイルスに対する有効な治療法や治療薬ワクチンが開発

され、それが国内外に普及するには、１ないし２年という時間が必要であると言われて

いる。すると、それまでの間、コロナ対策傍聴人制限措置が継続される可能性が高く、

本件「戦争法」裁判においては、今後もこの傍聴人数制限が継続することを意味する。 

また、今後もこのような新型のウイルスなどの発生により、感染症や伝染病が全国

的・世界的に大流行し、非常に多くの感染者や患者を発生する“感染爆発＝パンデミ

ック（pandemic）”を引き起こす可能性が高いと多くの専門家は指摘している。すると、そ

れに対応した社会の有り様・シムテムを構築することが必要であるということも明らかに

なってきた。 

このようないわゆる「コロナ状況」の中で、パンデミックへの対策としての「３密」などを

回避しながらも、例えば、それに対応した経済活動や教育活動などが不可欠である。

よって、在宅勤務（テレワーク）や在宅学習（オンライン学習）などを可能とする環境整備を

政府及び地方自治体などをはじめ社会全体としての取り組みが進められている。この

ような対応・措置は、あらゆる分野に求められ、それは、裁判所も例外ではない。つまり、

本件口頭弁論における傍聴に対する「コロナ対策傍聴人制限措置」は、この文脈で考

察することが不可欠である。 

つまり、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためのコロナ対策傍聴人制限措置で

あるとしても、この「コロナ状況」は当分続くことから、「コロナ対策傍聴人制限措置」に
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より傍聴制限が常態化する。それは、後述する主権者である傍聴人らの憲法２１条の

知る権利を制限することになる。 

例えば、義務教育において、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために一斉臨時

休校の措置を止むを得ないとしても、休校期間が長くなると子どもの学習権の侵害が

常態化する。したがって、子どもの学習権の侵害の常態化を防ぐために、子どもたち

が在宅学習（オンライン学習）できる環境を整備する措置が進められている。 

同様のことが、本件口頭弁論においても求められる。つまり、通常の傍聴人数枠を

狭め、傍聴の自由の制限の常態化を回避するために、原告らが求めるモニターの措

置によって、後述する傍聴の自由による「裁判を見聞することができる」などの環境を

整備することとセットであることが不可欠であるということである。それが、何らかの理由

に直ぐに対応できない場合は、その合理的な理由を原告らに明らかにし、合わせて、

傍聴の自由の制限の常態化を回避するための努力を行うということが不可欠である。

そして、裁判所側での措置が直ちに講じられない場合は、口頭弁論を原告らが録音

や録画することを認める必要がある。 

 

 

２ 公開法廷における「コロナ対策傍聴人制限措置」は、憲法２１条に反する 

 

（１）裁判の公開原則 

 

憲法第８２条第１項で、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」とし、

同第２項で、「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民

の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない」とし、

裁判(法廷)を原則として公開することを定めている。 

本件は、「戦争法」が憲法違反であるか否かが争点である。したがって、本件は、

「憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件」であり、憲法第８２条

第２項にある事件に該当する。 

よって、本件裁判は、二重の意味で法廷を公開しなければならない事件に該当

する。 

 

 

（２）裁判の公開を原則とする理由 

 

法廷メモを認めたレペタ事件最高裁大法廷判決（最高裁平成元年３月８日 民集４３巻

２号８９頁）は、裁判の公開原則について次のように判示している。 

 

憲法８２条１項の規定は、裁判の対審及び判決が公開の法廷で行われるべ
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きことを定めているが、その趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行わ

れることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようと

することにある。 

 

伊藤正己（元最高裁判事・東京大学名誉教授）は、裁判の公開を原則とする理由を、

『憲法 新版』（弘文堂）の「（２）裁判の公開」（５６２頁）で次のように述べている。 

 

（（（（２２２２）裁判の公開）裁判の公開）裁判の公開）裁判の公開    

裁判を民衆の直接の監視のもとにおくことは、裁判の公正さと裁判への信頼

を確保するため重要な意義をもち、既に指摘したように、近代国家は司法制度

をととのえる過程で、裁判の公開の原則を確立させた。日本国憲法もその３７

条１項で刑事被告人の人権としての側面から公開裁判を保障するとともに、８２

条でこの原則を徹底させるべき旨をうたっている。 

 

（ア）（ア）（ア）（ア） 公開を要する裁判公開を要する裁判公開を要する裁判公開を要する裁判    

まず、憲法は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と定める。

対審とは、対立する当事者が裁判官の面前でそれぞれの攻撃・防禦のための

主張をし合う口頭弁論の手続（民事事件）や公判手続（刑事事件）を指すが、それ

は裁判の主要な部分を占めるもので、それが、公開でされるべきことを命じて

いるのである。 

 

したがって、 

ⓐ裁判の公開を原則とする理由である「司法を監視のもとにおくことで、裁判の公

正さと裁判への信頼を確保するため」には、監視役となる傍聴人が、審理内容を理

解できることが不可欠であり、その前提となる。 

つまり、傍聴の自由が、裁判の公正を担保する一つの条件であるということである。

したがって、傍聴の自由を制限する合理的な理由を示さず、制限することは、忌避

事由となる民事訴訟法２４条１項の「通常人が判断して、裁判官と事件との関係から

みて、不公正な裁判が行われるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客

観的な事情」に該当する。 

 

 

（３）法廷における傍聴人らの「知る権利」 

 

前記のレペタ事件最高裁大法廷判決は、裁判の公開原則と傍聴人の法廷にお

けるメモを取る行為について次のように述べている。 
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憲法２１条１項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由

にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その

者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれ

を反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会にお

ける思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あ

るものたらしめるためにも必要であつて、このような情報等に接し、これを摂取

する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導

かれるところである（最高裁昭和５２年（オ）第９２７号同５８年６月２２日大法廷判決・民集３７

巻５号７９３頁参照）。市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「人権規約」と

いう。）１９条２項の規定も、同様の趣旨にほかならない。 

筆記行為は、一般的には人の生活活動の一つであり、生活のさまざまな場

面において行われ、極めて広い範囲に及んでいるから、そのすべてが憲法の

保障する自由に関係するものということはできないが、さまざまな意見、知識、

情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為

の自由は、憲法２１条１項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわ

なければならない。 

裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、傍聴人は法廷における

裁判を見聞することができるのであるから、傍聴人が法廷においてメモを取るこ

とは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、尊重

に値し、故なく妨げられてはならないものというべきである。 

 

以上のように、「傍聴人は法廷における裁判を見聞することができる」。この「裁判

を見聞する」ということは、裁判の内容を「認識・記憶するためになされるものである」

から、それ相当の裁判の内容が認識・記憶できる法廷であることが求められる。つま

り、裁判の公開原則は、単に「傍聴人」として「法廷における裁判を見聞することがで

きる」ということにとどまらず、その傍聴の質をも保障される必要があるということをレ

ペタ事件最高裁大法廷判決は示している。 

 

 

（４）法廷における傍聴人らの制限の違法性 

 

「コロナ対策傍聴人制限措置」は、公開原則の具体的内容の傍聴の自由との関

係から、憲法第２１条の「表現の自由」（知る権利を含む）に対する規制の適合性の有

無にかかわる。 

すると、表現の自由に対し規制を行う場合には、次の理由から、表現の自由の

「優越的位置」との関係で「厳格な審査基準(strict scrutiny test)」によらなければならず、

これに適合しない規制・制限、つまり、原告らの求めたモニターの設置や口頭弁論



9 

 

の録画などの措置などを怠ったままでの「コロナ対策傍聴人制限措置」は、公開原

則及び表現の自由に反し、違憲・違法となる。 

高野敏樹（調布学園大学教授）は、『「表現の自由の「優越的地位」と違憲審査基準

―表現の自由の規制の合意性』（調布学園女子短期大学紀要 巻27 発行年1995）で表現

の自由の規制の合意性を次のように述べている。 

 

Ⅰ.表現の自由の「優越的地位」 

 

１ 「自己実現の価値」と「自己統治の価値」 

表現の自由は、近代の自由の生成・発展史におけるもっとも基本的な自由

のひとつであり、沿革的には、たとえばヴァージニア憲法が「圧政の政府にお

ける以外は、表現の自由を制限することができない」(12条)と規定しているように、

アメリカ諸州の憲法において、法律によっても制限することのできない自然法

的な権利として成文化された。言論その他の表現活動がまさに個人の「人格の

発展」にとっての本質的要素であり、表現の自由は、そのような「自己実現の価

値」を体現する権利と考えられたからである。 

他方でまた、表現の自由は、民主政の実現過程においても、重要な「社会

的価値」をもつ。すなわち、言論・表現活動は国民にとって政治的意思決定に

関与する不可欠の手段であるといってよく、それに対する広範な規制は民主主

義そのものの基盤を失わせることになる。表現の自由はこの意味で、国民の

「自己統治の価値」を体現するものであり、合衆国憲法のもとにおいて――前

述の「自己実現の価値」とともに――このような民主政における「自己統治の価

値」が強く意識され、そこから表現の自由の「優越的地位 (preferred postition)」の

理論が確立されることとなった。 

 

２ 表現の自由の「優越的地位」と審査基準 

「優越的地位」の理論のもとにおいて、表現の自由に対する規制の合意性を

判断するに際しては、いわゆる「二重の基準(double standards)」論にもとづいた審

査が必要とされる。すなわち、経済的自由の規制の合意性に関しては、規制の

「合意性の推定」をともなった緩やかな審査基準である「合理性の基準 

(rationarity test)が適用されるのに対して、規制が表現の自由に対するものである

場合には、「厳格な審査基準(strict scrutiny test)」によらなければならない。 

この「厳格な審査基準」のもとでは、基本的に、①合憲性の推定の原則は働

かず、②規制の合理性ついては、むしろ表現の自由を規制する側がそれを立

証すべきもの(「挙証責任の転換」)と考えられている。 

「二重の基準」論にもとづく「厳格な基準」は、以上のように表現の自由に対

する規制をいわば例外的な場合に限定しようとするものであるが、それは、ホ
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ームズ(Holmes)裁判官の「真理の最良の判定基準は、その思想が市場における

競争のなかで、みずからを容認させる力をもつかどうかである」という見解に代

表されるように、表現の自由に対する規制は、本来外からの規制ではなく、表

現行為自体に内在する規制原理としての自己淘汰の原理にこそ委ねられるべ

きであるとする思想(「言論の自由市場論(free market of speech)」)にもとづくものであ

る。 

以上の観点から、表現の自由の規制の合意性の審査にあたっては、裁判所

は規制立法の形式および規制の実質の両面にわたって、次のような慎重な考

慮が必要とされる。 

 

(A)文面審査――表現の自由に対する規制は、①それが事前に表現行為を

規制するものであってはならず(「事前抑制(prior restraint)の禁

止」)、また、②不明確な文言による規制は許されない(「明確

性の原則」)。②の原則に反した規制は「漠然性のゆえに無効

(void for vagueness)」となる。 

(B)目的審査――規制立法の目的は、①政策的な目的であってはならず、

かつ②規制を正当化するには、規制目的である社会的害

悪の発生が抽象的ではなく、具体的・近接的でなければな

らない(「明白かつ現在の危険(clear and present danger test)」の基

準)。 

(C)手段審査――立法目的が正当である場合も、規制手段は目的達成のた

めに必要最小限度でなければならない(「LRA(より制限的でな

い他の選びうる方法=less restrictive alternative test)の基準」)。（１４９

～１５１頁） 

 

以上のように、 

ⓑ 法廷の公開原則に基づき、「表現の自由」の傍聴の自由を制限する場合は、

確立された表現の自由の「優越的地位」の理論に基づき、「二重の基準」の「厳格な

基準」が求められる。その際には、規制立法の形式及び規制の実質の両面にわたっ

て、前記の(A)文面審査、(B)目的審査、(C)手段審査のような慎重な考慮が必要とさ

れる。しかも、表現の自由を規制する側が、つまり、裁判所ないし担当裁判官らが、

規制（制限）の合理性を立証する必要がある。したがって、U 裁判長は、本件「コロナ

対策傍聴人制限措置」の規制（制限）の合理性を立証する必要があり、しかもそれを

書面で回答する必要があることを意味する。ところが、U 裁判長は、これを怠り、合理

性を立証する書面での回答を行わなかった違法がある。 
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（５）自由権規約が求める｢表現の自由｣を制限する｢法律原則」 

 

先のレペタ事件最高裁大法廷判決が、憲法２１条と同様であることを判示した自

由 権規約第 １９条の「表現の自由 」は、「『あらゆる種類の情報及び考えを伝え

る』自由のみでなく、それを『求め』そして『受ける』自由が含まれる」との委員会の見

解が示すように、「表現の自由」における「求め」そして「受ける」自由の権利性、つま

り、「情報収集権」がある。 

ゆえに、何らかの理由で「表現の自由」を制限し、規制を課す場合には、自由権

規約第１９条３項の「その制 限 は、法律によって定 められ、かつ、次 の目 的 の

ために必要 とされるものに限 る」との規定 を遵守する必要 がある。その自由

権規約第１９条３項の解釈を『国際人権規約と日本の司法・市民の権利 法廷に活

かそう国際人権規約』（２０８～２０９頁）で次のように述べている。 

 

ｂｂｂｂ    法律原則法律原則法律原則法律原則    

規約の条文中には、規約で保障された権利を制限する場合の条件として、

当該制限が「法律で規定された(provided by law)」、「法律で定められた（prescribed 

by law）」「法律に基づいた(in accordance with law)」「法律の趣旨に合致した(in 

conformity with law)」などと制限の態様に違いをおいているが、これらに共通して

使用される「法律」の意味が問題である。この場合の「法律」とは、単に締約国

の法体系の中で法律として認められるというだけでは不十分である。「法律」と

は有効に制定されたものでなければならないが、有効に制定されたというだけ

では国際人権条約の意味する「法律」とはいえない。「法律」の解釈に関するヨ

ーロッパ人権裁判所の判例法の蓄積が参考になろう。この点に関するリーディ

ングケースといえるサンデータイムズ事件(1979,Sunday Times v. UK,2 EHRR,245)で、

ヨーロッパ人権裁判所は、ヨーロッパ人権条約１０条２項の「法律に定められた」

との語句における「法律」は次の２つの要件を具備していなければならないとし

た。すなわち、第１に、当該法律は内容を知り得るものであること（その法律が有効

に制定され、かつ一般人に入手可能であるとの意味も含む）、第２に、法律は十分に精

度をもって定式化され、その適用について合理的予見が可能であること、また、

同事件では、「民主的社会において必要な」との制限語句における「必要」に

ついても三つの認定基準が定立された。すなわち、第１に、国家はその法律に

よって達成しようとする正当な目的を持っていること、第２に、権利を制限するに

ついて差し迫った社会的必要性が存すること、第３に、権利の制限は達成しよ

うとする目的に比例するものであること、である。 

 

以上のように、 

ⓒ 「表現の自由」は、「求め」そして「受ける」自由の権利性と「情報収集権」を有
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している。ゆえに、「傍聴の自由」を「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由にし、３１法

廷の通常の一般傍聴席数の３７席の３分の１程度の１３席(人)に制限する場合は、

「広範な裁量の認められる法廷警察権」ないし「訴訟指揮権の行使」があるとしても、

当然ながら「授権規範」の制限を受け、憲法などをはじめとする法令の規定に基づく

権限の範囲を越えることは許されない。しかしながらコロナ対策傍聴人制限措置を

理由として、３１法廷の通常の一般傍聴席数の３７席の３分の１程度の１３席(人)に制

限することを可能とする明文化された法令は存在しない。したがって、U裁判長の独

自の勝手な解釈によって、傍聴人数を制限することは、違法であり、刑法１９３条の

「職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」行為に

該当する。 

 

 

（６）口頭弁論の原告らの録音・録画の禁止の違法性 

 

権力分立における司法における法廷の公開原則を定め（憲法８２条）、立法にお

ける会議の公開を定め（憲法５７条）ている。国会は単に会議の公開を行っているだ

けでなく、テレビやラジオで国会中継されている。 

愛媛県議会もインタ－ネット中継されている。今治市議会もインターネットを利用

した本会議（定例会）のライブ中継を配信し、インターネット動画配信サイト YouTube

（ユーチューブ）を利用して、議場での本会議のライブ中継及び録画映像を配信して

いる。このようなことは、いまや全国の地方自治体の議会で当たり前のこととしてなさ

れている。 

法廷及び会議は、公開を原則としている。したがって、会議の公開原則に基づき、

また、知る権利に基づき、会議は、ライブ中継を配信されているのであるから、法廷

も中継を配信が求められている。 

このようなことから、世界的には、裁判の中継を行う国も増え、アメリカの裁判中継

専門チャンネル「ＣｏｕｒｔＴＶ」は有名であるが、イギリスでも２０１３年からテレビカメラ

による中継がはじまり、韓国でも２０１８年に、朴槿恵前大統領の裁判を中継され、

中国でも、２０１６年７月１日より、最高人民法院（最高裁判所に相当）における公開裁

判は原則として全部すべてインターネット上でライブ配信されるようになっている。 

 

民事訴訟規則７７条（法廷における写真撮影等の制限）によれば、次のように規定され

ている。 

 

第７７条 法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長 

の許可を得なければすることができない。 
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つまり、法廷における録音、録画は裁判長の許可があればできるのである。 

したがって、 

ⓓ 前述した議会の公開との比較や国際社会の状況、そして、公開法廷原則や

知る権利を勘案すれば、録音、録画を許可しない場合は、その合理的理由を明ら

かにする義務がある。そして、これに反すれば、民事訴訟法２４条１項の「通常人が

判断して、裁判官と事件との関係からみて、不公正な裁判が行われるであろうとの

懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的な事情」に該当すると思慮できるであろ

う。 

つまり、U 裁判長の録画を認めず、しかも、その合理的理由を示さなかったことは、

忌避事由に該当する。 

 

 

３ 「コロナ対策傍聴人制限措置」の傍聴人数制限の妥当性の「審査基準」 

 

（１）行政の｢権限｣は、主権者の利益を保障するためにしか行使できない 

 

憲法前文に、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民

に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享

受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と主権者の福利

（利益・権利）と行政の「権力の行使」（権限）との関係の原理を謳っている。 

このことを、杉原泰雄（憲法学者・一橋大学名誉教授）は、「『憲法で認められた権限』と

して（「授権規範」・「制限規範」としての憲法として）解釈運用」が不可欠であり、「統

治権の権利主体は主権者であって、国会・内閣・裁判所等現実の公権力担当者は、

憲法で認められている権能だけを『権利』（自己の利益のために行使できる法的な力）とし

てではなく、主権者の利益のために行使しなければならない『権限』（自己の利益のた

めには行使できない法的な力）として、憲法の定める方法（手続と条件）に従ってのみ行使

することができる、とする立憲主義についての通常の理解の仕方をいう。」（『憲法と公

教育―「教育権の独立」を求めて―』９３頁）と解説している。 

北海道旭川学力テスト最高裁大法廷判決（１９７６年５月２１日 判例時報８１４号３３頁）は、

憲法２６条の規定の解釈の中で、「子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能で

はなく、何よりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場

にある者の責務に属するものとしてとらえられているのである」と判示しているのも、

この憲法原理の「授権規範」に基づく行政の「権限」と主権者の「権利」を踏まえたも

のである。 

つまり、 

ⓔ 本件U裁判長の「権限の行使」は、主権者から信託されたものであり、その
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「権限」は、主権者の利益を保障するために、憲法などの趣旨に基づき行使しなけ

ればならない。本件裁判の傍聴にかかわる権限の行使においてもこれが適用され

なければならず、モニター設置や録画の許可のような代替的措置を講じることなく、

一方的にコロナ対策傍聴人制限措置として、傍聴人席を１３席(人)と制限する行為

は、前述の「授権規範」に反し、違法となる。 

 

 

（２）表現の自由の｢優越的地位｣に基づく｢厳格な審査基準」 

 

前述のように、言論その他の表現活動がまさに個人の「人格の発展」にとっての

本質的要素であり、表現の自由は、そのような「自己実現の価値」を体現する権利と

考えられ、また、表現の自由は、民主政の実現過程においても、重要な「社会的価

値」、すなわち、言論・表現活動は国民にとって政治的意思決定に関与する不可欠

の手段であり、それに対する広範な規制は民主主義そのものの基盤を失わせること

になり、表現の自由はこの意味で、国民の「自己統治の価値」を体現するものである

と考えられることから、表現の自由の「優越的地位」の理論が成立し、規制が表現の

自由に対するものである場合には、「厳格な審査基準」によらなければならない。当

然ながら、本件にもこのことを適用させる必要があるが、後述のように、これに反す

る。 

 

 

４ 「コロナ対策傍聴人制限措置」による本件裁判傍聴人数の制限は、違憲・違法 

 

（１） 「傍聴の自由」を規制する場合は、「厳格な審査基準」が不可欠 

 

以上のように、表現の自由は、近代の自由の生成・発展史におけるもっとも基本

的な自由の一つであり、その具体的内容の一つが、「傍聴の自由」である。ゆえに、

「傍聴の自由（表現の自由）」を規制する場合は、「厳格な審査基準」によらなければな

らない。 

具体的には、「傍聴の自由（表現の自由）」に対する規制は、 

① 事前に表現行為を規制するものであってはならない(「事前抑制の禁止」)。 

② 不明確な文言による規制は許されない(「明確性の原則」)。 

③ 原則に反した規制は「漠然性のゆえに無効」となる。 

④ 規制立法の目的は、政策的な目的であってはならない。 

⑤ 規制を正当化するには、規制目的である社会的害悪の発生が抽象的ではな

く、具体的・近接的でなければならない(「明白かつ現在の危険」の基準)。 

⑥ 立法目的が正当である場合も、規制手段は目的達成のために必要最小限度
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でなければならない(「LRAより制限的でない他の選びうる方法)の基準」)。 

 

 

（２） 「コロナ対策傍聴人制限措置」は、傍聴人数制限の法的根拠にならない 

 

裁判所傍聴規則には後述のように、「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由に傍聴

人数の制限を認める規定は存在しない。よって、主権者である傍聴人らの権利義務

を拘束できず、後述の千葉地方裁判所の「傍聴希望者の皆様へ」の「お知らせ」の

ように、あくまでも傍聴者への「御理解と御協力を御願い」を行うしかなく、少なくとも

別室で口頭弁論を視聴できるモニター設置や原告らの録音や録画などの代替的な

措置とセットでなくてはならない。 

 

 

（３） 「コロナ対策傍聴人制限措置」の傍聴制限は「厳格な審査基準」に抵触 

 

仮に、U裁判長らの裁量権による「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由として、３１

法廷の傍聴席数の３分の１程度に傍聴人数を制限する場合には、下記の「厳格な

審査基準」を満たす必要がある。 

 

① 「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由として、３１法廷の傍聴席数の３分の１程

度に傍聴人数を制限する場合、事前に「傍聴の自由」を規制するものであっ

てはならない(「事前抑制の禁止」)。 

② 「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由として、３１法廷の傍聴席数の３分の１程

度に傍聴人数を制限する場合、不明確な文言による「傍聴の自由」の規制は

許されない(「明確性の原則」)。 

③ 「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由として、３１法廷の傍聴席数の３分の１程

度に傍聴人数を制限することは、「傍聴の自由」の規制は「漠然性のゆえに無

効」となる。 

④ 「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由として、３１法廷の傍聴席数の３分の１程

度に傍聴人数を制限する場合の「傍聴の自由」の規制の目的は、政策的な目

的であってはならない。 

⑤ 「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由として、３１法廷の傍聴席数の３分の１程

度に傍聴人数の制限することを正当化するには、制限目的である社会的害

悪の発生が抽象的ではなく、具体的・近接的でなければならない(「明白かつ現

在の危険」の基準)。 

⑥ 「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由として、３１法廷の傍聴席数の３分の１程

度に傍聴人数の制限することが「傍聴の自由」の規制の目的及び制限手続き
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が正当である場合も、規制手段は目的達成のために必要最小限度でなけれ

ばならない(「LRA(より制限的でない他の選びうる方法)の基準」)。 

⑦ 「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由として、３１法廷の傍聴席数の３分の１程

度に傍聴人数を制限する側が、制限の合理性を立証する必要があり、また、

代替的措置となり得るモニター設置や口頭弁論の録画を講じない場合に、そ

の合理性を立証する必要がある。 

 

なお、裁判所傍聴規則１条１項は次のとおりである。 

 

裁判所傍裁判所傍裁判所傍裁判所傍聴規則聴規則聴規則聴規則    

第一条 裁判長又は一人の裁判官(以下「裁判長」という。)は、法廷における秩

序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をと

ることができる。 

一 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこ

と。 

 

次頁の「傍聴希望者の皆様へ」の「お知らせ」（別紙２）は、千葉地方裁判所がホ

ームページに掲載しているものである。 

この「お知らせ」が示すことは、裁判所傍聴規則１条１項の「傍聴席に相応する数

の傍聴券」の発行枚数は、裁判所ないし担当裁判官の裁量によって自由に枚数を

変更することができるものではないことを示している。つまり、本件における３１法廷

の一般席数は３７席、記者席は１３席であり、一般席数を１３席であると担当裁判官

の裁量によって自由に変更することはできないことを意味している。 

したがって、 

ⓕ 裁判所傍聴規則１条１項を本件担当裁判官らの裁量によって、「傍聴席に相

応する数」の一般傍聴席数を１３席と解釈することはできず、千葉地方裁判所のよう

に、主権者である傍聴人に「御理解と御協力を御願い」する必要がある。しかも「厳

格な審査基準」から、「規制手段は目的達成のために必要最小限度でなければなら

な」いことから、代替的措置を講じることなどが求められることになる。したがって、U

裁判長の代替措置を講じることなく、傍聴人数を制限した決定は、傍聴人らの傍聴

の自由の侵害であり、違憲・違法である。 
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結語（原決定の事実誤認、理由不備・齟齬） 

 

以上のように、U 裁判長は、代替的措置を講じないままで、「コロナ対策傍聴人制限

措置」を理由として、裁判所傍聴規則１条１項の規定などを勝手解釈し、３１法廷の「傍

聴席に相応する数」の３分の１程度に傍聴人数を制限した。U 裁判長のこの権限の行

使をまとめると次の違憲・違法に該当し、それは、次のように民事訴訟法２４条１項の

「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。したがって、原決定を取り消すほかな

い。 

 

ⓐ 裁判の公開を原則とする理由である「司法を監視のもとにおくことで、裁判の公

正さと裁判への信頼を確保するため」には、監視役となる傍聴人が、審理内容を

理解できることが不可欠であり、その前提となる。 

つまり、傍聴の自由が、裁判の公正を担保する一つの条件であるということであ

る。したがって、U 裁判長が、傍聴の自由を制限する合理的な理由を示さず、制

限することは、憲法８２条の法廷の公開原則に抵触する。 

憲法８２条の法廷の公開原則に抵触するU裁判長の本件行為は、民事訴訟法

２４条１項の「通常人が判断して、裁判官と事件との関係からみて、不公正な裁判

が行われるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的な事情」に該

当することは明白である。 

ところが、原決定は、「申立人らの主張は、結局のところ、U裁判長が、申立人ら
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の訴訟進行上の要望に応じなかったなどとして、広範な裁量の認められる法廷警

察権ないし訴訟指揮権の行使に対する不満を述べるものにすぎず、民訴法２４条

１項所定の忌避事由には該当しないというべきである。」とし、憲法８２条の法廷の

公開原則に抵触するU裁判長の行為を単なる法廷警察権、訴訟指揮に矮小化し、

そのうえでそれを訴訟指揮権の行使に対する不満であるとその理由にすりかえて

いる。つまり、真実を発見するための基礎をなす客観的事実に誤認があり、それ

が原因となる決定理由に不備ないし齟齬がある。 

このような決定を可能にしているのは、忌避申立に対する審査や審理を、公

正・公平が担当される独立した第三者機関が行うのではなく、忌避された裁判所

に所属する同僚、つまり、身内的裁判官らがそれを行うという欠陥制度・手続によ

る身内を庇う構造を端的に示している。 

 

ⓑ 法廷の公開原則に基づき、「表現の自由」の傍聴の自由を制限する場合は、確

立された表現の自由の「優越的地位」の理論に基づき、「二重の基準」の「厳格な

基準」が求められる。その際には、規制立法の形式及び規制の実質の両面にわ

たって、前記の(A)文面審査、(B)目的審査、(C)手段審査のような慎重な考慮が必

要とされる。しかも、表現の自由を規制する側が、つまり、裁判所が、規制（制限）の

合理性を立証する必要がある。ところが、U 裁判長は、これを怠る事実があった。 

以上のように、U 裁判長は、傍聴の自由を制限する合理的な理由を示さず、制

限することは、忌避事由となる民事訴訟法２４条１項の「通常人が判断して、裁判

官と事件との関係からみて、不公正な裁判が行われるであろうとの懸念を当事者

に起こさせるに足りる客観的な事情」に該当する。 

ところが、原決定は、「申立人らの主張は、結局のところ、U裁判長が、申立人ら

の訴訟進行上の要望に応じなかったなどとして、広範な裁量の認められる法廷警

察権ないし訴訟指揮権の行使に対する不満を述べるものにすぎず、民訴法２４条

１項所定の忌避事由には該当しないというべきである。」とし、U裁判長の怠る事

実を棚に上げて、それを単なる法廷警察権、訴訟指揮に矮小化し、そのうえでそ

れを訴訟指揮権の行使に対する不満であるとその理由にすりかえている。つまり、

真実を発見するための基礎をなす客観的事実に誤認があり、それが原因となる

決定理由に不備ないし齟齬がある。 

このような決定を可能にしているのは、忌避申立に対する審査や審理を、公

正・公平が担当される独立した第三者機関が行うのではなく、忌避された裁判所

に所属する同僚、つまり、身内的裁判官らがそれを行うという欠陥制度・手続によ

る身内を庇う構造を端的に示している。 

 

ⓒ 議会の公開原則に伴う、議会のインターネット中継と法廷の公開原則との比較

や国際社会の法廷のインターネット中継状況、そして、公開法廷原則や知る権
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利を勘案すれば、録音、録画を許可しない場合は、その合理的理由を明らかに

する義務がある。そして、これに反すれば、民事訴訟法２４条１項の「通常人が判

断して、裁判官と事件との関係からみて、不公正な裁判が行われるであろうとの

懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的な事情」に該当すると思慮できるであ

ろう。 

つまり、U 裁判長の録画を認めず、しかも、その合理的理由を示さなかったこと

は、忌避事由に該当する。 

 

ⓓ 「表現の自由」は、「求め」そして「受ける」自由の権利性と「情報収集権」を有し

ている。ゆえに、「傍聴の自由」を「コロナ対策傍聴人制限措置」を理由にし、３１

法廷の通常の一般傍聴席数の３７席の３分の１程度の１３席(人)に制限する場合

は、「広範な裁量の認められる法廷警察権」ないし「訴訟指揮権の行使」があると

しても、当然ながら「授権規範」の制限を受け、憲法などをはじめとする法令の規

定に基づく権限の範囲を越えることは許されない。しかも、コロナ対策傍聴人制

限措置を理由として、３１法廷の通常の一般傍聴席数の３７席の３分の１程度の１

３席(人)に制限することを可能とする明文化された法令は存在しない。したがって、

U裁判長の独自の勝手な解釈によって、傍聴人数を制限することは、違法であり、

刑法１９３条の「職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使

を妨害」行為に該当する。 

以上の U 裁判長の行為は、忌避事由となる民事訴訟法２４条１項の「通常人が

判断して、裁判官と事件との関係からみて、不公正な裁判が行われるであろうと

の懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的な事情」に該当することは明白であ

る。 

ところが、原決定は、「申立人らの主張は、結局のところ、U裁判長が、申立人ら

の訴訟進行上の要望に応じなかったなどとして、広範な裁量の認められる法廷警

察権ないし訴訟指揮権の行使に対する不満を述べるものにすぎず、民訴法２４条

１項所定の忌避事由には該当しないというべきである。」とし、U裁判長の刑法１９

３条の職権濫用罪さえも棚に上げて、それを単なる法廷警察権、訴訟指揮に矮

小化し、そのうえでそれを訴訟指揮権の行使に対する不満であるとその理由にす

りかえている。つまり、真実を発見するための基礎をなす客観的事実に誤認があ

り、それが原因となる決定理由に不備ないし齟齬がある。 

このような決定を可能にしているのは、忌避申立に対する審査や審理を、公

正・公平が担当される独立した第三者機関が行うのではなく、忌避された裁判所

に所属する同僚、つまり、身内的裁判官らがそれを行うという欠陥制度・手続によ

る身内を庇う構造を端的に示している。 

 

ⓔ U裁判長の「権限の行使」（「広範な裁量の認められる法廷警察権」ないし「訴訟指揮権の
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行使」）は、主権者から信託されたものであり、その「権限」は、当然ながら「授権規

範」の制限を受け、憲法などをはじめとする法令の規定に基づく権限の範囲を越

えることは許されず、主権者の利益を保障するために、憲法などの趣旨に基づき

行使しなければならない。したがって、モニター設置や録画の許可のような代替

的措置を講じることなく、一方的にコロナ対策傍聴人制限措置として、傍聴人席

を１３席(人)と制限する行為は、「授権規範」に反し、違憲・違法である。 

以上の U 裁判長の行為は、忌避事由となる民事訴訟法２４条１項の「通常人が

判断して、裁判官と事件との関係からみて、不公正な裁判が行われるであろうと

の懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的な事情」に該当することは明白であ

る。 

ところが、「申立人らの主張は、結局のところ、U裁判長が、申立人らの訴訟進

行上の要望に応じなかったなどとして、広範な裁量の認められる法廷警察権ない

し訴訟指揮権の行使に対する不満を述べるものにすぎず、民訴法２４条１項所定

の忌避事由には該当しないというべきである。」とし、U裁判長の違憲・違法行為

を棚に上げて、それを単なる法廷警察権、訴訟指揮に矮小化し、そのうえでそれ

を訴訟指揮権の行使に対する不満であるとその理由にすりかえている。つまり、

真実を発見するための基礎をなす客観的事実に誤認があり、それが原因となる

決定理由に不備ないし齟齬がある。 

このような決定を可能にしているのは、忌避申立に対する審査や審理を、公

正・公平が担当される独立した第三者機関が行うのではなく、忌避された裁判所

に所属する同僚、つまり、身内的裁判官らがそれを行うという欠陥制度・手続によ

る身内を庇う構造を端的に示している。 

 

ⓕ 裁判所傍聴規則１条１項を本件担当裁判官らの裁量によって、「傍聴席に相応

する数」の一般傍聴席数を１３席と解釈することはできず、千葉地方裁判所のよう

に、主権者である傍聴人に「御理解と御協力を御願い」する必要がある。しかも

「厳格な審査基準」から、「規制手段は目的達成のために必要最小限度でなけれ

ばならな」いことから、代替的措置を講じることなどが求められる。したがって、U

裁判長の代替措置を講じることなく、傍聴人数を制限したことは、傍聴人らの傍聴

の自由の侵害であり、違憲・違法である。 

以上の U 裁判長の行為は、忌避事由となる民事訴訟法２４条１項の「通常人が

判断して、裁判官と事件との関係からみて、不公正な裁判が行われるであろうと

の懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的な事情」に該当することは明白であ

る。 

ところが、「申立人らの主張は、結局のところ、U裁判長が、申立人らの訴訟進

行上の要望に応じなかったなどとして、広範な裁量の認められる法廷警察権ない

し訴訟指揮権の行使に対する不満を述べるものにすぎず、民訴法２４条１項所定
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の忌避事由には該当しないというべきである。」とし、U裁判長の違憲・違法行為

を棚に上げて、それを単なる法廷警察権、訴訟指揮に矮小化し、そのうえでそれ

を訴訟指揮権の行使に対する不満であるとその理由にすりかえている。つまり、

真実を発見するための基礎をなす客観的事実に誤認があり、それが原因となる

決定理由に不備ないし齟齬がある。 

このような決定を可能にしているのは、忌避申立に対する審査や審理を、公

正・公平が担当される独立した第三者機関が行うのではなく、忌避された裁判所

に所属する同僚、つまり、身内的裁判官らがそれを行うという欠陥制度・手続によ

る身内を庇う構造を端的に示している。 

 

以上 


