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はじめに

平成24年1明29日から同年11月9日まで,田原睦夫最高裁判所判事の随員と

して．スロバキア共和国，ルーマニア国及びフランス共和国（以下では，ヌラ

ンス，ルーマニア，スロバキアといいます｡）に出張しましたので，下記のと

おり報告いたします。

今回の出張では,パリで開催された欧州裁判官評議会第13回全体会合にオブ

ザーバーとして出席したほか，①スロバキアでは，最高裁判所，高等裁判所，

封妨瀞断及び憲法裁判所,②ルーマニアでは,憲法院,破竪院高等裁判所，

第1

地方裁判所及び弁護士協会,③フランスでは,雛院破顕院,商事裁判所(い

ずれもパリ）及び欧州人権謝臓(ストラスブール）を訪問し，各訪問先で歓

迎を受けました。また，スロバキアでは，現地在住邦人や国会議員，ルーマニ

アでは，国家廉潔庁長官や報道機関関係者，フランスでは，同国の弁護士の邦

人や現在留学中の伊帥幸墹鯆とも懇談の機会を持ちました。

今回の出張に当たっては,秘書課の皆様のほか,在スロバキア日本国大使館

の早山慎司一等書記官及び4戦友恵書記官,在ルーマニア日本国大使館の片山

芳宏参事官及び工藤博一等書記官,在フランス日本国大使館の杉原隆之一等書

記官(検察庁出身），在ストラスブール日本国総領事館の郡司英明領事(裁判

所出身）をはじめとする関係各位に,訪問先のアレンジ;宿舎及び交通手段の

確保通訳の手配会議及び訪問等への同行･案内,資料の準備各種の連絡

調整など諸事にわたり大変お世話になりました。これらの方々にこの場をお借

りして改めて心からの感謝とお礼を申し上げます。
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第2ｽﾛﾉ幹ｱ共和国仲剛年1明29日から同年11月1日まで）

1報告の要旨

（1）はじめに

＞チェコとの連邦解消（1993年)以降,我が国の最高裁判事として初の訪

問である。

②組織関係

ア裁判所の組織等

＞3審制が採用されており，最高裁判所姓ブラチスラノ、のほか,県裁

判所（8か所） ，郡裁判所（54か所）が設置されている。県裁判所が

第2審裁判所,郡裁判所が第1翻蝋断であるが，行政事件のように，

県斜I所が第1審,最高鋳削所が第瀦となる事件もある。

＞一聯断とは独立の機関として,雛鋤断及び棉呪鰯裁判所槁

等・地方裁判所）が設置されている。憲法裁判所は，チェコスロバキ

ア時代（1920年）に欧州で初めて創設され90年の歴史を有する。

＞糊呪鰯裁判所俗に重大な3聯や公務員による犯罪に関する事件を

管轄）は最近創設されたが，現在，その必要性が議論されている。

＞我が国と異なり家庭裁判所の制度はなく，親權に関する事件や少年事

‘件も全て郡裁判所で処理されている。ただし，大規模裁判所では，家

事事件を専門に扱う裁判官を指定し，事件の分配を集中させるなど，

家事事件の特殊性に配慮した体制が執られている。

＞スロバキア憲法は，前文及び第9編により構成されており(BI腕「ス

ロバキア共和国憲法の構成l参照) ，第1編第7章において同法,そ

の他の法的保護に対する権利｣，第噸同法権)において｢憲法裁判

朋鰯1動， 「スロバキア共和国の司淘鰯2章）に関する各規

定が置かれている（これらの規定の具体的な内容は,BM3｢スロパキ

ア共和国憲法卿調」のとおり。）。
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イ裁判官の数等

＞裁判官の総数は， 2012年10月30日現在で1300名であり，最高裁判所

の判事は85名である。1999年3月当時の裁判官の総数は1222名（最高

裁判所判事は77名）であり，過去13年間で若干勵pしている。日本の

裁判官の総数(簡謝I事を含めると3686名）と比較すると，スロバキ

アの裁判官の総数は約3分の1であるが，スロバキアの総人口は544万

人であり，日本の総人口（1億2780万人）の約2扮の1であるから，人

口1人当たりの裁判官の数は，我が国と比べて顕著に多い。

＞裁判官の地位及び権限は，裁判宮法で定められている。裁判官法の中

では，裁判官の異動には裁判官の個別かつ明確な同意を要するとされ

ているところ，ブラチスラバの第1区郡裁判所の副長官によれば， 20

年間，同裁判所に裁判官の増員がないのは，異動につき裁判官の同意

を要するため，繁忙庁への異動を希望しない翻り官が多いことを挙げ

ており,裁判官の配置が適正に行われているとは言い難いようである。

＞別12年1明30日現在,弁護士の総数は53帥名,検察官の総数は973名

である。我が国の弁護士の総数は3万2134名，検察官の総数は2709名

頃臓津を含むb)であるから,裁判官同棲我が国と比較して人口1

人当たりの弁護士及び検察官の数は多いということができる。

＞ 1989年の民主革命(ビロード革命)時に多くの優秀な裁判官が退官し，

弁護士となってしまったため,裁判官の質の問題も指摘されており，

裁判官の質の問題が訴訟の遅延の背景にある可能性がある。

ウ最高裁判所での審理等

＞最高裁判所の判事は,軒扮野に応じて4つの部門(民事部門.刑事部

門,行政部門,商事部門)のいずれかに配属される｡各部門の運営は，

部長判事の買任の下に行われる。

＞各部門には， 3人又は5人の判事により構成される合議体があり，最高
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裁判所での審理は，原則として，この合議体により審理される。

＞合議体間で判断が異なっている事案では，判断の統一を図るため，部

門内の合議により意見を集約することがある（さらに,異なる2つの部

門が関係する事案では，各部門で選任された判事によって構成される

合議体で審理・判断が行われることがある。）。なお，最高裁判所の

手続のみ弁護士強制主義が採用されており，本人訴訟は許されない。

＞最高裁判所以外の裁判所においても，合議体での審理が原則とされて

いるが，法律に別段の定めがあるときは，単独の瀞I官で審理するこ

とができ，郡裁判所では単独の裁判官による審理が一般に行われてい

る。なお，参審制も導入されているようである。

エ事件処理の状況等

＞司法省が公表している郡裁判所，県裁判所の平均審理期間は【グラフ

1】及び【グラフ2］のとおりである（単位は月。今回訪問したブラ

チスラバ郡のデータも比較の対象として挙げた。）。なお， 【グラフ

1】は,郡裁判所だけでなく，県辮I所も含めたデータとなっており，

我が国と上鮫する場合にはその点に留意を要する。 【グラフ1】によ

れば，平均審理期間は徐々に減少傾向にある。

【グラフ1】民事事件の平均審理期間(スロバキア）
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【ゲﾗﾌ2】刑事事件の平均審理期間(スロバキア）
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＞ 【グラフ2〕は,郡裁判所が第1審として審理した刑事事件の平均審理

期間である。2011年の平均審理期間栓国）は4.8月であり，我が国の

刑事事件の平均審理期間（3.0月。2011年）と比べて，約2か月程度長

い｡他方,スロバキアでは，県裁判所が第1審として審理する刑事事件

があるが，その平均審理期間は， 2009年が65.1月， 2010年が73.9月，

2011年が102.1月となっており非常に長期化している。

オその他の参考事項

＞司法制度の特徴として司法協議会俄判所会議）がある。この司法協

議会は,スロバキア憲法に定められた組織であり(憲法141a以下参卿，

18人の委員（最高裁判所の長官を議長とし，全裁判官から選任された

8人の判事大統領，国会，首相が任命した各3人の委員）により構成

されている倭員に任命される要件は,法律学の大学教育を修了し， 1

8年の法曹としての経験を有することである。）。

＞司法協議会の権限は多岐にわたるが，主な権限として，裁判官の人事

に関する事項がある。司法協議会は，論ドﾘ官候補者の指名をし，その
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指名に基づいて,大統領が識判官を任命する。また,裁判官の昇進(上

級裁判所への異動）の当否も判断する。なお，裁判所の予算の当否に

ついても意見を述べる権限を有するが，最終の決定権限は内閣にある

ため，その権限は大きいとはいえないようである。

＞裁判官及び検察官に任官するには，司法アカデミーにより実施される

資格試験に合格することを要する。これに対し，弁護士になるには弁

護士試験に合格することを要し,我が国のような共通の試験ではない。

試験合格後の修習も別途実施される。

③司法の抱える課題及び改善に向けた取組

ア課題

＞司法が抱える主な課題としては，①訴訟の遅延の問題と②司法の汚職

の問題を挙げることができる。これらの問題は，後記のルーマニア同

機旧共産圏の東欧諸国に共通して存在する深刻な問題である。加え

て，現在の最高郷朧は，麻薬犯罪組織との関係を疑われたり，

強権的な裁判所の運営を行っている他の裁判官の事件処理につき圧

力をかけたりしている）などの理由から，政治家やマスコミによる批

判の対象となっており，長官をめぐるこれらのスキャンダルが，司法

の混乱に拍車をかけている。

①訴訟の遅延の問題

峯訴訟の遅延の問題は,欧州人権裁判所からも度々指摘されており，

面談した法曹関係者も一様に司法が直面している問題として訴訟

の遅延の問題を挙げていた。確かに，郡裁判所で傍聴した民事訴

訟事件では，2005年に提訴された事件であるのに必要な書証が未

だ提出されておらず，そのことにつき裁判官・当事者のいずれも

大きな問題と考えていないようにうかがわれるなど,準備が不十

分であるような印象を受けた。
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峯もつとも，前記【グラフ1】及び【グラフ2】によれば,民事事

件の平均審理期間は11.4月⑫011年),商事事件の平均審理期間は1

3.7月（同） ，刑事事件の平均審理期間は4.明梛裁判所のみ。2

011年）であるから，これらの数字だけをみると，訴訟の遅延の

問題が深刻であるとは直ちにはうかがわれない。ただし，正確な

統計資料はないが，我が国と比較して極めて多数の事件が提起さ

れているようであり(面談した最高裁判所の判事によれば1審で処

理される民事事件は100万件とのこと。） ，比較的多数の解決容

易な事件が短期間で処理されており,統計は平均値であるために，

長期未済事件の存在が統計からは明らかになっていない可能性が

． ある。また，月職4「職判所単位別の平均審理期間（スロバキ

ア）」は，県単位でみた平均審理期間のデータであるが， これを

みると，地域によるデL-タのばらつきがみられ地域によって，

審理の状況には違いがある可能性がうかがわれる。

楽なお，訴訟の遅延の問題に関しては，社会体制の変化によって国

民の権利意識が高揚し，裁判を受ける権利が濫用されていること

が背景にあるとの意見も見られた。

②司法の汚職の問題

峯司法の汚職の問題は深刻である。

もっとも，政治家がマスコミを通じて．自らに不利な判決を言い

渡した裁判官儲に,憲法裁判所の裁判官)を攻撃する材料として，

同裁判官の汚職の疑いを挙げることも少なくないようであり，面談

した裁判官の中には，司法裁判官の汚職の問題は政治家やマスコミ

が作り出しているものであり，深刻な問題とはいえないとの意見を

述べる者も見られた（ただし，その裁判官も，99％の裁判官は誠実

に職務を遂行していると思うと発言しており， 1％の裁判官の収賄

0
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の可能性を否定しなかった点は，我が国とは事情が異なるように思

われた。）。

豪さらに，最高裁判所長官をめぐる各種の問題が司法の信頼を損な

っている。今回の訪問直前に長官が入院しているところ，本年10

月25日，長官との関係が疑われている麻薬犯罪組織の構成員が他

国で逮捕され，自身に捜査が及ぶことを危倶して入院したといわ

れている。また，憲法識1断が長官に対して1年間の減俸70％を

命じたり，長官が，自らのスキャンダルを報道した報道機関を被

告として損害賠償請求事件を裁判所に提起したりするなど，混乱

が続いている。

峯今回の意見交換の中で,最高裁判所の部総括判事から，裁判官が

一般国民に尊敬されていないとの発言がされたが，最高雛断長

官をめぐる一連の報道が，一般国民の裁判官に対する評価に影響

を与えていることがうかがわれる（なお，最高裁判所の建物は非

常に古いビル（法務省との合同庁舎)であり，スロバキア国内に

おいて，最高溌削所の地位が高くないことをうかがわせた。）。

現状の改善に向けた取組

上記のような各種問題を踏まえ，現在，以下のような改革が進められ

ている。

民事･刑事の基本法の改正作業が進められている。200奔に刑法が改

正･施行されたほか,共産主義体制下で制定され実情に沿わない内

容となっている民法(1964年制泡，民事訴訟法(19闘年制定)の改

正作業が20年にわたる改正の検討作業を経てようやく実現に近づいて

いる（民法は2014年に成立見込みとのこと。）。

これらの改正作業には，雛瀦I所や最高裁判所の判事が委員として

関与している。そのため，今回の意見交換の中では，我が国における

イ

＞

＞

、

＞

0
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民事訴訟法や破産法などの改正経緯や，現在進められている債権法の

改正動向等にも強い関,酬示された。

③その他

＞スロバキアの在住邦人は204人(2012年明現在）であり多いとはいえ

ないが， 2国間関係は良好であり（本年6月には公賓としてスロバキア

大統領が訪日している。） ，会食した在住邦人によれば，スロバキア

人の気質は日本人に似たところがあるとのことであった。また，スロ

バキア国会議員との会食の中では，先方から尖閣諸島・』坊領土の話

題が出されるなど日本の領土問題にも強い関心が寄せられ（田原判事

において日本の立場が詳細に説明された。） ，我が国の立場を外交の

中で正確に述べていくことの重要性を実感した。

2意見交換の概要

(1)最高裁判所訪問（10月30日）

アスロバキア最高裁判所を訪問し,田原判事と先方の最高裁判所判事雌．

JanaBAJANmⅧ。他に脳.FutaW長官室長及びMBMm"va文書・

分析・国際関係局長が出席した。）との間で，両国の司法制度の状況等に

関する意見交換が行われた。なお，当初は，最高裁判所長官伽n艶色n

HARABIN)との懇談の予定であったが，先に述べたとおり，長官が直前

に入院したため，民事部門の部総括判事であるBAJANMVA判事との意

見交換となった。

意見交換の中で,先方から聴取した事項の概要は,以下のとおり(なお，

意見交換では，田原判事から，日本の司法制度等についての詳細な説明が

され先方からも多くの質問がされたが，報告書の性格上，それらの内容

は割愛し，先方から聴取した事項につき報告することとした。また，上記

の報告の要旨の中で記載した事項については，重複をできる限り避ける形

で記載した他の機関についての報告も同じ）。）。

9



イ⑥司法制度の慨要等

◇最高裁判所は一般裁判所の最上位の機関である。最高裁判所の下に

は，県裁判所と郡識削所がある。最高裁判所の手続のみ弁護士強制

主義が採用されており，郡裁判所の事件では本人訴訟も多い。

＋司法制度の特徴として司法協議会がある。この司法協溌会は，憲法

の定めに基づく組織であり， 18人の委員(最高裁判所の長官儲勘

のほか,全国の裁判官から選任された8人の判事,大統領,国会,首

相が任命した各3人の委員）により構成される。

＋最高裁判所は独自の予算を有しているのに対し，県裁判所及び郡裁

判所は法務省が予算権限を有している。

＋裁判官に任官するには，スロバキア国籍を有していることのほか，

法律学の修士縮を修了したこと，司法試験に合格することを要す

る。合格者の教育は司法アカデミーが担当している。今後，司法修

習生の実務修習に関するカリキュラムが導入される予定である。

＋弁護士の場合は，裁判官とは異なり，国籍要件はない。スロバキア

に住んでおり，弁護士事務所での5年以上の勤務経験があること,弁

護士試験に合格したことが要件となっている。

◇裁判官と弁護士の養成制度は別であり，司法アカデミーが行う試験

は裁判官と検察官を対象としている。

⑳最繍断噸鰐

◇最高裁判所の判事は,民事部門,刑事部門,行政部門,商事部門の4

部門のいずれかに所属する。判事の中に検察官の出身者はいるが，

弁護士の出身者はいない。

◇各部門に所属する判事により合議体が構成され原則として，この

合議体により審理･判断がされる。なお,合議体の中で判断が異な

る事案がある場合には，部門全体又は最高翻り所総会(裁判官全員
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で構成)により審理･判断がされる。

＋最高裁判所全体で年間約1万件の事件を処理している｡取扱事件数が

多いのは行政部門と民事部門である榔門の中にある3人の合議体で

それぞれ1月に15件程度処理している)。なお，郡裁判所では，年

間100万件程度の裁判がされている。特に差押えに関する部門が忙

しく，第1審の差押えに関する事件は未済事件が100万件程度あり，

その迅速な処理が課題となっている。

＋日本と比較して人口が少ないにもかかわらず事件が多い背景には国

民性がある。裁判所に対して訴えを提起することにつき心理的障害

がない。

伽司法の抱える課題及び改革の状況

十訴訟の遅延は大きな問題である。その主な要因としては，①当事者

が裁判所の指示に従わないこと，②裁判所の書類を受領しないこと

の2つがある。

＋日本の争庶嘘魑浮続及び集中証拠調べに似た手続として「mnEntr

a伽､」と呼ばれる手続があるが,例えばb消費者関係訴訟や労働紛

争などでは，そのような手続は使われていない。

＋スロバキアの労働関係訴訟で一番多いのは，未払賃金の支払請求訴

訟である。未払いは悪いことであるが必要悪であるとの意識が浸透

している。裁判所隣I官）が国民から尊敬されていないことも，

未払いが減らない背景にある。

＋民事訴訟法の改正に関する委員会が設けられ改正作業が進められ

ている。この改正の中では， ドイツの民事訴訟法の考え方を取り入

れることが検討されている。

＋チェコは民法を改正し，別14年に施行される予定である。スロバキ

アでも，現在,民法の改正作業が進められており,BAJANMVA
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判事も検討委員会の委員となっている。

②大使主催昼食会…f魁弁護士協会副会長等参加

ア高松明スロバキア大使公邸において，大使主催の昼食会が開催された。

同昼食会には,脳.Iadislavmmy櫛総長f鯉,朏.RadoslavPwh

aZkaスロバキア弁護士協会副会長兼国会憲法委員会副委員長,班.Lubo

mirCmmdenikコメニウス大学法学部副学部長,M.R"rnSakUN

HCRスロバキア事務所長の4名の法曹関係者が参加し,和やかな雰囲気

の下で，日本とスロバキアの司法制度等に関する意見交換が行われた。

イ昼食会の中で,先方から聴取した事項の概要は，以下のとおり。

＋スロバキアは，オーストリア帝国の一部を構成していた時代があるた

め，法体系に関しては，オーストリアの影響を強く受けている。1989

年の体制転換後,社会主義法の要素が全面的に排除され法律の内容

が大きく変容した。共産主義体制下で国家に没収された財産を旧所有

者に返還する内容の法律が制定されたり，基本的人権及び自由に関す

る法律も制定されたりするなど，新しい法律が社会に大きな影響を与

えている。

+EUに力畷した結果EU法やEU指令の遵守が求められ法律に対する

国民の意識にも変化が見られる｡EU内では,同性婚を認めている国と

そうではない国があり，スロバキアでも同性婚を許容するか否かにつ

き国会での議論が始まっている。キリスト教の信者が多く同性婚の問

題は非常に重要な問題であると捉えられており，信者が反対している

ため，同性婚の許容は難しいものと思われる。

◇最高裁判所の取り扱う事件が多い背景には，刑事事件の一部行政事

件，特別軍事裁判所が扱う事件の控訴審が最高裁判所であることが挙

げられる。民事事件と商事事件は，郡裁判所と県裁判所の審理を経て

いるので,3審制の下での上告審の機能を最高裁判所が果たしていると
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いうことができるが，それは，全事件の約5分の1にすぎず，最高裁判

所が本来の上告審としての機能を果たしていないことに問題がある。

◇民法の改正は条文化の段階まできている。国会に設置された憲法委員

会は，国会で審議される法案の全てを審査しており，民法の改正案も

国会で審議される際には，憲法委員会で事前に審査される。

◇スロバキアでは，司法の汚職と訴訟の遅延が大きな問題である。訴訟

の遅延の背景には，国民の櫛1意識の高揚を背景として裁判を受ける

櫛Iが濫用されていることを指摘できる。なお，憲法裁判所が政治的

な問題に巻き込まれる傾向があることも問題である。

◇裁判の独立を考える上で，裁判官及び裁判所職員の報酬の問題は避け

て通れない重要な問題である。スロバキアでは，裁判官を退官すると

生活水準が低下してしまう。このこと力濁詳帽の汚職の背景となって

いる可能性がある。

③プラチスラノ螺裁判所･郡裁判所訪問

①高等裁判所長官･紬紳朧識･意見交換(10H30日）

アプラチスラバ県裁判所鮪司s埒sddvBratiglave･我が国の高等裁

判所に相当）及びプラチスラノ湧1区郡裁判所俄が国の地方裁判所に

相当）が併設されている裁判所庁舎を訪問し，県裁判所のDUbo§艶do

Vg吋長宮（男性)及びTQnlraP""nlmv娼脹官(女棚，郡裁判所の

AnnaKasajova長官（女性）と田原判事との間で，両国の司法制度等

をめぐり意見交換が行われた。

イ意見交換の中で先方から聴取した事項の概要は以下のとおり。

例裁判所の組織等

◇プラチスラバ県鋤蜥及びブラチスラバ第1区郡裁判所が併設さ

れている当裁判所は，スロバキア国内で最大の裁判所である。

＋ブラチスラノ甥1区郡裁ﾘ所の新受事件数は，本年9月末現在，26

－
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49件で,未済事件数は7200件となっている。同裁判所所属の裁判

官は22名である。

◇刑事事件の一部及び商事事件は｡高等裁判所が1審とされているが，

大規模裁判所の特例としてブラチスラノ境1区郡裁判所では,これ

らの事件についても管轄がある。破産事件や会社の登録に関する

事件なども扱っており，各裁判官は標々な類型の事件を処理して

いる。

＋1948年のソビエト連邦の支配により私有財産制が否定され,その

状況が40年近く続いたが，革命により没咽軸産の返還が進められ

ており，返還をめぐる紛争が多数生じている。また，市場経済と

私企業が認められたことも訴訟の数の勵ﾛに影響している。

④裁判所が抱える問題

十訴訟の遅延に関しては，欧州人権裁判所からも遅延を指摘されて

いる。当裁判所でも，最近,訴状の受理から6か月間,放置されて

いる事件が発見された。

＋訴訟遅延の問題に加え,裁判官･斜I所職員の質の問題がある。1

989年の体制転換時に多くの優秀な裁判官が退官し,弁護士になっ

た｡また,裁判卵職員の多くは法学の専門日蜘識を有しておらず，

そのために事務が停滞するという問題も生じている。

＋家庭裁判所の制度はなく，親権に関する事件や少年事件も全て地

方裁判所で扱っている。大規模な地方裁判所の中では，家事に関

する事件を扱う裁判官を指定している。家庭裁判所の設置は，ス

ロバキアでも検討の対象となったことはあるが，予算の関係もあ

り設置されていない。

法廷傍聴（ブラチスラノ鞘1区郡識削所・1明31日）

， ブラチスラバ第1区郡裁判所において,民蕊諾諜罫件(単独事件)の弁

ア

②
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論を傍聴したほか,傍聴後,裁判長αs・Kacerova)と意見交換を行った。

なお，法廷傍聴には，同裁判所の副長官佃s.Barkova)も立ち会った。

傍聴した事件の訴訟代理人は，原告･被告双方とも30代の女性弁護士

であり（なお，裁判官,書記官も女性） ，裁判官のてきぱきとした訴訟

指揮の下，自らの主張を口頭で堂々と述べている姿が印象的であった。

もっとも，事件自体は,2005年提起の事件で,途中訴訟が中断したと

いう事情があるものの，いわゆる長期未済事件であるところ，基本書証

の提出や簡単に調査可能な事項がいまだ明らかにされていないことがう

かがわれるなど，双方当事者とも準備不足であるとの印象を受けた（田

原判事は20年前の我が国の法廷を見ているようだとの印象を述べてお

られた。）なお，担当裁判官によればh

いあるとのことであった。

我が国の一般的な法廷と比較すると，我が国の一般的な法廷と比較すると，非常に狭い法廷であり（傍聴席

も一列ベンチのようなものがあるのみ。） ，①法壇上に裁判官のほか書

記官も座っていること，②当事者の弁論の内容を書記官がパソコンを使

って入力し，弁論終了と同時に調書が作成され，裁判官及び両当事者か

ら内容確認のサインを受けること,③証人用の席がおかれていないこと，

（証人尋問の際には立って実施するか,椅子を別途用意するとのこと)，

④弁論開始の際には，当事者だけでなく弁護士に対しても身分証明書の

提示を求め，弁論終了時に身分証明書を返還することなど，我が国とは

異なる点が非常に興味深く感じられた。

（＊1）なお，傍聴後に案内された大法廷は， 2階にも傍聴席のあるﾖ閑に広

いもの(法廷というよりも劇場というような印象を受けた)であり,様々

なサイズの法廷があるようである。裁判断の警備は,我が国と比較して

厳格であるように見えたところ俸銃を見える形で持った警備職員が裁

哨断の入口に待機し，入館者はセキュリティチェックを受ける。） ， 2
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階席では十分な警備ができないのではないか(裁判官に向けて物を投げ

られる危険が増すのではないか。）と感じた。

（＊2）スロバキアの裁判官の法服も黒色であるが,襟の部分などが紫色にな

っており，美しし怯服であるという印象を受けた。

イ傍聴後に実施された田原判事と裁判官との意見交換の概要は，以下の

とおり。

＋手持ちの未済事件(民事訴鵜件）数は，現在,約2側件である。5

帥件の未済事件を持っていたこともあり，その当時と比較すると状

況は改善されたが負担は重い。

◇民事訴訟事件の平均弁論回数は2回ないし3回である。事案によって

は多数の弁論を要する事件もある。

◇プラチスラバ第1区郡裁判所では，20年にわたり裁判官の増員がな

い。事件数の少ない裁判所から裁判官を異動させたいと考えても，

裁判官が異動に同意しないことが多く填補に困難が伴う。

＋訴訟の遅延の背景には，①事件数が多いこと，②大規模な裁判所で

あっても，斜帽が専門分化されていないこと，③当事者や呼出証

人が出頭しないことが頻繁にあること，④当事者への送達が困難な

事案が散見されることが挙げられる。

④憲法騨胴温辰官表敬･意見交換（1明31日）

アスロバキア憲法裁判所を訪問し，田原判事と先方のMilgnT,nlilr副長官

（男樹との間で意見交換が行われた｡なお,同裁判所は,スロバキア第

2の都市（コシツエ）にあるが，同副長官の計らいで，ブラチスラバにあ

る同裁判所の建吻の中で意鋤が実施された。

イ意見交換の中で，先方から聴取した事項の概要は以下のとおり。

＋チェコスロバキアは, 1920年に欧州全体で初めて憲法裁判所の制度を

採用した国である｡昨年,チェコと共同で,9唄年…を行った。
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＋憲法裁判所の判事の数は13人である（＊1）。40歳以上で，法曹資格

を有することのほか， 15年以上の法曹としての実務経験を有すること

が選任の要件である。

◇現在の裁判官のうち6人が一般裁判所の判事出身（4名は最高謝り所判

事， 1名は高等謝胴f判事， 1名は地方裁判所出身である。高等裁判所

判事･地方裁判所判事は，いずれも検察官の経験も有している者であ

る） ，銘は弁護士出身,2名は大学の研究者出身である。判事の各年

齢は51歳から71歳までとなっている。

＋憲法裁判所判事は，大学の教授や司法試験委員会の委員などを兼任し

ていることが多い側長官も民法･民訴法の改正委員会の委員として

活動している。）。

●憲法裁判所の判事につき定年の規定はない。また， 1人の裁判官に3人

の職員（アシスタント）が補助する。このアシスタントは，法学部を

卒業し,5年の法曹としての実務経験があることを要し,各裁判官が自

ら人選する。実際には，憲法裁判所の職員，弁護士教授などから選

任されていることが多い。

◇国会の少数派議員が世論喚起の目的で，憲法裁判所に法案の違寵塞杳

を申し立てることがある。このような申立てがされると憲法裁判所が

政治上の争いに巻き込まれてしまう。

◇一般の裁判所の裁判官が,審理中の事件で適用が問題となる法律の合

憲性について憲法裁判所に判断を求める申立てをすることも認められ

ているが,その件数は年間で10件程度にすぎない｡一番多い申立ては，

一般裁判所の審理削決の内容及び争闘の合憲性につき個人(法人

を含む。）が訴訟の遅延を理由として申し立てるものである。

◇欧州人権裁判所の判断は，憲法裁判所の判断を拘束する。そのため，

憲法裁判所の判断が欧州人権郷断の判断に抵触していると考える当
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事者は，欧州人権裁判所に対して訴えを提訴する。欧州人権裁判所の

手続が創設されたことにより，紛争の最終解決が遅れている。

◇欧州人権裁判所では，訴訟遅延を認めた場合申立人に対し，損害賠

償を認める例えば,イタリアを被告とする事件では1500ないし別0

0ユーロ程度の損害賠償を認めることが一般的であるとのこと)。スロ

パキア憲法裁判所が,訴訟の遅延を理由とした損害の額を700ユーロ

程度とすると，欧州人権裁判所により賠償額を高額に変更されること

があった（最近は，欧州人権裁判所の判断に劉上が見られ，上記の判

断が維持されるようになっているとのこと。）。

（＊1）憲法裁判所の裁判官の数は,2”1年12月31日までは10名であったが,憲

法134条の改正で2002年1月1日から13名に増員された。任期は12年である。

（＊2）憲法裁判所のﾎｰﾑぺｰプO'ttp:"portal.concourt.sk/Pages/Viewpa

解.aCtiOI伽a"Id=3604917)には,憲法裁判所と同様の機能を有する各国の

裁判所のホームページの一質が掲載されており，我が国の最高裁判所のホー

ムページも紹介されている。

⑤昼食会（スロバキア国会議員（日スロパキア友好調連謹員等)）

アスロバキア国会議事堂の近くのレストランにおいて，日スロバキア友好

議連に所属し,親日家であるスロバキア国会議員3名(Seb可スロパキア・

日本友好議連会長,Mamsmdmt会員偶性),IvanStebnec会員(男

働）と和やかな雰囲気で会食がされた。

（*）スロパキアの国会議員の数は1釦人である。

イ意見交換の中で，先方から聴取した事項の概要は，以下のとおり。

＋民法や民事訴訟法などの改正作業が大幅に遅れているのは，①内閣の

変更のたびに検討委員会の委員の構成が変わること，②委員の絶対数

が少ないことが原因であり，政治的な圧力はないと思われる。

＋スロバキアでは，憲法を早急に策定しすぎたため，憲法改正が頻繁に
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行われ，改正により社会が混乱するという問題がある。

＋司法に関しては,訴訟の遅延と裁判所の信頼性の2つが課題である｡裁

判所の信頼性の問題として一般に言われているのは，裁判官の汚職が

多いということである。裁判官の汚職が多い背景には，立法や行政と

比べて人材の流動性に乏しく，しかも，民主革命後，20年しか民主主

義社会の中にいないため，裁判官の考え方に謝上が見られないことが

挙げられる。

（*）会食の中では，尖閣諸島･』坊領土の問題につき，先方から日本の立場に

ついての質問がされるなど,我が国の領士問題に対する関心の高さがうかがわ

れた。

⑥大使主催夕食会(県裁判所･君聯卿官3名鋤の

ア高松スロバキア大使公邸において，県謝り所行政闘刑靴.Samh,M

8.SramMva,君聯l所民騨剛事MMrdovaの参加の下,夕食会が開

催された。夕食会では,和やかな雰囲気の中で,田原判事と各裁判官との

間で，スロバキアと日本の司法の実情等につき意見交換が行われた。

イ意見交換の中で，先方から聴取した事項の概要は，以下のとおり。

◇本年9月末までの9か月間で， 800件から900件の事件を処理しており，

県裁判所の判事の仕事は極めて多忙である。特に，最近は，事件の同

時大量捲蒋が深刻な問題となっている。特定の法律事務所に限った問

題であるが，例えばb年末の最終開庁日に1000件の新訴が提起された

こともあり,何らかの方策がないか対応を検討しているところである。

＋訴訟の遅延の問題は確かにあるが,敗訴した当事者が少しでも賠償金

を獲得しようとして，訴訟遅延を理由として国に対して損害賠償請求

を求めているというケースも少なくない。

＋裁判官の汚職の問題に関しては，政治家が報道機関を利用して裁判官

が汚職しているというキャンペーンを行っていることに原因がある。

19



自分としては，スロバキア国内の99％の裁判官が問題なく職務を執行

していると考えている。

◇特定の判決の内容を根拠として汚職の疑いがあるとの報道がされるこ

とがあるが，裁判官は，側ﾘの事件の判決の内容については意見を述

べることができないため，報道機関や政治家のキャンペーンに対して

反論できないという問題がある。

◇裁判所の一般の職員の給与は極めて低額であり(月給5“ユーロ,ボー

ナス100ユーロ。他の教師や看護師などの公務員も同じとのこと。） ，

待遇の改善を求めてストライキの動きが見られる。待遇の改善を求め

てストライキを行おうとしていることはj酬胃として理解できる。

＋裁判官の給与につき,過去に月3300ないし3600ユーロという高給であ

るとの報道がされたことがあるが，全くの誤報であり，司法協議会を

通じて抗議をしたことがある。自分M.SramMva)は,24年のキ

ャリアを持つ県裁判所判事であるが,■■■■■■■■である。
第3ルーマニア国（11月1日から同月4日まで）

1報告の要旨

(1)はじめに

＞我が国の最預織判事の訪問は，濱田邦夫最高裁判事（2002年閲以来1

2年ぶり。

（*）なお,今回の出張の準備に当たり，濱田判事が出張された際の随行判事の報告

書を参照しようとしたが,保存期限が切れていたために保管されておらず,一般

的な質問事項しか参照することができなかった｡裁判所から訪問する機会が少な

い国に関しては,同国の司法制度の資料としても，また,次回訪問する際の基礎

資料としても,報告書は重要な意味を有すると考えられることから,図書館に保

存することも含めて検討してみる価値はあるのではないかと思われた。

②鮭職関係

、

20



ア裁判所の組織等

＞破穀院の下,高等鋳判所(15庁),地方裁判所(46庁),簡易裁判所(181

庁)，軍繍胴f蝋翻り所1庁， 1審裁判所5庁）が設置されてい

る。独立の機関として憲法劇猟厭が存在する。

＞ルーマニア憲法は,第1編から熱編までの噸で構成されており(BUM

5「ルーマニア憲法の構成l参照) ，そのうち，第3編第5章において

同法棚劉，第5編(司法権)において｢雛翻り所」 （第1罰が規

定されている（これらの規定の具体的な内容は，別紙｢ルーマニア憲

法伽調」のとおり。）。

イ裁判官の数等

＞裁判官の総数は4509名である。ルーマニアの人口が約210咽人である

ことによれば,我が国と比較して人口1人当たりの裁判官の数は約1略

である。破毅院の判事は現在95名徒員121名）である。

＞破毅院の判事は極めて繁忙であり，その背景には，多数の新受事件の

ほか,破穀院を1審とする事件(国会議員や裁判官など公務員の汚職等

に関する刑事事件）の存在を挙げることができる（2012年10月末現在

で32件の新受)。

＞裁判所職員の数は1494名(2008年）であり，日本の書記官の数④480

名。釦10年）と比較して少ない。

＞弁護士の総数は約2万人である。19帥年代から2000年初頭まで，弁

護士資格試験の合格水準が低く設定されていたため，多数の弁護士が

生まれた。しかし，過剰供給により弁護士の質の問題が生じたため，

質の向上を図る目的から，近年，試験の合格水準が上げられており，

その結果，合格者が減少している（昨年の合格者は全国で600名)。

ウ破穀院での審理等

＞破穀院の事件数の推移は【グラフ3】ないし【グラフ6】のとおりで
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ある｡民事事件で年間約2万件,刑事事件で約7000件の新受事件があり，

未済事件は民事事件（商事事件･行政事件を含む。）で約1万件,刑事

事件で約2000件となっている。

【ゲﾗﾌ3】ﾙｰﾏﾆｱ破穀院の事件数の推移(民事事件）
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【ゲﾗﾌ4】ルーマニア破設院の事件数の推移(刑事事件）
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1

【ゲﾗﾌ5】ﾉ吟マニア破穀院の未済事件数(全事件)の推移
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【グラフ6】ルーマニア破殴院の未済事件数の推移(事件類型別）
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破毅院の破棄率は18％から20％である。破棄率が高い理由として,破

毅院長官からは，刑事事件でも被告人に割ﾘな事情が控訴識ﾘ決で量

刑の事情として考慮されていない場合には破棄すること力紹介された。

憲法院での事件処理の状況等

憲法院に対する申立件数の推移は【グラフ7】のとおりである。申立

件数は，年々増加傾向にあるところ， 2009年には前年から6000件増

加し， 2010年も4759件と高止まりしている。

【グラフ8】【グラフ9】は，憲法院の既済評ｷにつき事件類型別にそ

＞

エ

＞

浄
〆
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の占める割合を示したものである｡2010年,2011年のいずれにおいて

も，施行後の法律の合憲性審査が全体の99％を占めている。憲法院が

違憲であると判断する法案・法律は全申立事件の2ないし4％である。

大統領，両院議長の職務の執行停止申立ての判断など憲法院が政争の

場となる事態が発生しており，その結果政治家がマスコミを利用し

て，鰡珊官やその家族に圧力をかけるなどの問題が生じている。

＞

【グﾗﾌ7】ﾙｰﾏﾆｱ憲法院に対する申立事件数
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【グラフB】ルーマニア憲法院の既済事件の事件類型(2010年）
Oユ％

■現行法の違憲審査

■法案の違遥審査

■大統領避挙の実施過程の

監視等

■公的組織間の権限範囲の
確鯉

■鑑会規則の違憲審垂
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[グラフg】ルーマニア憲法院の既済事件の事件類型(2011年）

■現行法のi董雪審査

■法案の違憲審査

囮裁判所組織法に基づ
くその他の権限行使

－

(3)'司法の抱える課題及び改善に向けた取組

ア課題

①総論‘

峯スロバキア同様，訴訟の遅延と司法の汚職が大きな課題である。な

お，欧州委員会は， 2012年7月18日，ルーマニアが法の支配と司

法の独立の尊重を確実に実施することにより，他の脚､ﾄ|連合低U)加

盟国の信頼を回復しなければならないとの内容の報告書を採択して

いる。この報告書の中では,2007年にルーマニアがEUに加盟して

からの5年間で達成された成果について，司法改革と汚職行為への

対策を中心とした欧州委員会の評価が示されているが，同時に，ル

。 －マニアにおける法の支配と司法の独立について深刻な懸念を示す

内容になっている（なお，同年2月にも，ルーマニアにおける司法

改革の多くの点で重要な進歩があったが，謝りプロセス等について

は依然として課題が残るとの中間報告書が公表されている｡)。

②訴訟の遅延

峯1989年までの共産主義政権下における政策の清算に関する事件(没

収財産の返還・政治犯への賠償〕など，多数の未済事件の滞留が遅
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延の背景にあり，訴訟の遅延を理由とする欧州人権裁判所への提訴

も多数見られる。

米俵1】は，欧州人権謝り所に提訴された事件につき被告とされた

国別の未済事件の数, 【グラフ10】は国別の未済事件の割合であり

（いずれも， 2012年10月31日現在)，ルーマニアは事件が多い国

の4番目であり，全新受事件の8％を占めている。

宗人口1万人当たりの申立件数でみてみると， 47か国の平均が0．79

件（2011年）であるのに対し，ルーマニアは2.43件である栓47

か国中7番目。今回訪問した他の2か国は，スロバキアが1.02件，

－

フランスが0.25件である｡)。

1】区欠ﾘ､N人権表捻半u月斤一～の宅皮申立ｲ牛数（匡副男U）
ロ乞〆ア 30.100

トノレニコ 17,100

イダリア 14,150

ノレーマニニア 10,650

ウクライブー 10.3S0
－セノレビア 9,700

オミーラニノド 4．000

ブノレガリア 3,900
モノレド『ラフア 3．750

イギリス 3.450
その他(eフカ､Eﾖ) 1 28,200

【ゲﾗﾌ10】欧州人権蕊判所に提訴される事件の割合(国別）

■ロシア

■トルコ

■イタリア

■ルーマニア

■ウクライナ

■セルビア

■ポーランド

■ブルガリア

楽実際に傍聴した地方謝り所の口頭弁論期日では,当事者の双方又は
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一方が出頭せずb次回期日が機械的に指定されている事件が多数見

られた。また，開廷日が月1回（裁判官繁忙を理由とする｡）であ

るため,次回期日の指定が3か月以上先であったり,被告(f慨人）

が出頭の上,原告が訴え提起手数料を支払っていないことを争った

りしているなど,迅速な審理が実現されているとは言い難いとの印

象を受けた｡なお,被告が地方公共団体の事件でも,被告が不出頭

の事案が散見されたところ,地方公共団体を被告とする多数の事件

が係属しているため,対応が間に合っていないことが背景にあるよ

うである。

磯ルーマニアの書記官の法服は淡い灰色である。また,弁護士も黒い

湖圖を着用しているところ,裁判所の庁舎の前にある喫煙所で,弁

護士が法服を着たまま煙草を吸っている姿には違和感を覚えた。

③司法の汚職

盛司法の汚職は，破穀院の現職判事のうち10名に汚職の駒､がある

といわれているなど深刻な問題となっており,公務員の汚職に関す

る施策を取り扱っている国家廉潔庁の長官との面談の中では,日本

の裁判官の廉潔性に対して強い関心が示された。

峯田原判事が公共機関のパスがきれいであるとの印象を述べたのに

対し,国家廉潔庁の長官及び報道機関関係者から,バスがきれいで

あることの裏には何らかの収賄があると疑ってしまうとの趣旨の

発言がされるなど,裁判官も含めた公務員の汚職の問題は根深いも

のであることが感じられた。

（*）休日に話を聞いた一般国民（ガイド・運転手）からは,弁護士と比べて

裁判官は信頼することができるとの話も聞いたが，田原判事がこの話を紹

介したところ，国家廉潔庁の長官は，その国民は，現実を知らないか，楽

観主義者であるとの否定的な発言がされた。

0
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‐

イ現状の改善に向けた取組

>EUの監視の下,司法制度改革が進められているほか,2010年に就任

した破穀院館位1鋤の強力なリーダーシップにより，破穀院での

審理の状況には改善の傾向が見られるようである。

＞基本法の改正作業も進められている。新民法が2011年9月1日に施

行されたほか，民事訴訟法は2013年2月の施行が予定され，刑法は

2014年の改正を目標に作業が進められている。

③その他

＞田原判事が，本年のIBA総会の中で裁判官の報酬の問題が議論の対象

となったことを紹介したところ，司法の独立に関しては，立法府及び行

政府からの独立の問題と同蟻裁判官の報酬を維持することが重要な課

題であるとの発言が複数の裁判官からされた。

＞ルーマニアの裁判官等の報酬は．別紙7「ルーマニアの裁判官・検察官

の報酬｣のとおりであり，憲法院長官の月給が3581ユーロ（1ユーロ10

5円換算で約37万円） ，破穀院長官が3032ユーロ約32万円） ，検事総

長が2493ユーロ駒26万円)である⑫010年に我が国の消費税に相当す

る付加価値税が19％から24％に鋤pし，公務員の給料が大福にカットさ

れたようであるが，我が国と比べて物価が安いことを考慮すると，裁判

官の待遇は悪くはないようである。）。

＞訴え提起の手数料は訴額に応じた変動制である｡1万ユーロ鮒100万円）

相当の訴額の民事訴訟事件では， 540ユーロ（1審） ，270ユーロ（控訴

調， 135ユーロ（上告審）となっており，訴え提起手数料は日本と比

べて高額に設定されている（日本では訴額100万円の場合の第1審の訴え

提起手数料は1万円である。）。また,審級が上がるほど手数料が下がる

という点で，我が国とは違いが見られる（面談した地方裁判所の事務局

長（判事）によれ厩我が国の制度の方が合理的であると思うとのこと
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であった。）。

2意見交換の概要

(1)憲法院長官表敬･意見交換･法廷見学（11月1日）

ア憲法院を訪問し，田原判事と先方のアウグスティン・ゼグレアン伽

AugustinmGREAN)長官（ほかに，ラザロイユ判事， トアデル判事，

コスティネスク調査官飴安判勤等が出卿との間で,憲法院の組織や

審理の実情等につき意見交換が行われた｡なお,憲法院は, 1980年代に当

時の大統領だったチャウシェスクが宮殿として造成した建物（｢国民の卿

建築吻としては,米国のペンタゴン腿床面積616,540m2)に次ぐ世界で第

2位の大きさを誇る｡）の中にあり，意見交換後に法廷傍聴をしたが, ヲ鰐

に立派な造りであった。

、イ意見交換の中で，先方から聴取した事項の概要は，以下のとおり。

●1991年に制定された憲法に基づき， 1992年に憲法院が設置された｡西

欧諸国の憲法裁判所を参考にしており，フランスの憲法院の制度に最

も良く似ている。

◇憲法院の判事は9名であり,大統領･上院･下院から各3名任命される。

任期は9年であり延長は許されない｡憲法院の判事の資格要件は,法曹

として18年以上の実務経験を有することであり，実際には，弁護士や

大学教授から選任されることが多い。

◇憲法院には21人の補佐官③heassistantPmagistratesoftheConsti

tumonal urt･治安判事)がおり，上記9名の裁判官に各2人の補佐

官が補助している（*)。補佐官は,試験を経て選考され報告書や判

決書案の作成を行う。裁判官と異なり任期の定めはない。

＋判事退官後は，高等教育㈱や研究分野で活躍する者が多い。判

事の中には国会議員経験者も少なくないが，退官後，議員に復帰する

ことは制度上可能であるが， これまでいない。
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＋憲法院により違憲の判断がされた法律は，45日の猶予期間中に立法府

において改正がされないと失効する。

◇2010年までは，懲法院で審理が進められている間，当該事件に関連す

る一般裁判所係属中の事件の審理は中断することとなっていた。その

ため，敗訴のおそれがあると考える当事者は，憲法院に提訴して時間

稼ぎをすることがあったが，法改正により，憲法裁判所の審理中も事

件の審理が可能となり，時間稼ぎを目的とする提訴がなくなった。

◇憲法院の抱える問題としては，憲法院が政治上の争いに巻き込まれる

傾向があるという点が挙げられる。

（*）憲法院から受領したパンフレットを見ると，現在は21人中19名の補佐君が

女性のようである。

②ブカレスト蛎郷臓問（11月2日）

アプカレスト地方裁判所を訪問し，ラウラ・アンドレイM｡IauraAN

DREI)長官や事務局長（判事）と面談し，田原判事との間で意見交換が

行われた。また，民謡澗訟事件の口頭弁舗期日を傍聴した。

イ意見交換の中で，先方から聴取した事項の概要等は，以下のとおり。

①長官表敬･意見交換

＋ブカレスト地方裁判所は，年間20万件の事件を扱うルーマニア国内

最大の裁判所である価属する裁判官は18略)。ブカレストは,ル

ーマニアの首都であるため，事件の数だけでなく，事件の質として

も，複雑困難な事件が多い。

＋訴訟の遅延の問題は全国的な問題として存在する。裁判官の労働基

準として，取扱事件数の上限が定められていることも訴訟の遅延に

影響を与えている。もっとも，刑事裁判は，審理が迅速に行われて

いる。

＋高等裁判所の協力を得て，裁判官の再配置を検討しているが，現在
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のところ成功していない。

◇民事訴訟事件につき，当事者が不出頭の事件が多い背景として．全

ての事件を法廷で審理しなければならないことがある。この点につ

いては，現在検討作業が進められている新民事訴訟法の中で改正さ

れる予定である。

◇没収財産の返還訴訟では，関係の行政機関において，十分な対応が

できていないことが遅延の要因となっている。現在，改正作業が進

められている民事訴訟法案では，関係行政機関の準備が整うまで期

日が入らないような仕組みになっている（ただし，関係行政機関の

準備の期間次第では，受理から終局までの期間が長期化する点は変

わらない。）。

◇新しい民法は，フランス法侭も参考にしたのはカナダのケベック

州の民法とのこと。）を参考にして制定された。来年（2013年）2

月に新たな民事訴訟法が施行される予定であるほか,2014年には刑

法及び刑事訴訟法が施行される見込みであるなど，基本法の見直し

が進んでいる。

◇長官として，ブカレスト地方裁判所の裁判官に対する社会の信頼度

は高いと感じている。司法の汚職が言われることはあるが，政治家

が選挙の際に裁判官の汚職を取り上げることが問題である。

②地方裁判所事務局長との意見交換

◇裁判官が多忙であるため，開廷日は1か月に1回であることが多い。

＋当事者は,第1回口頭弁論期日前に,期日に出頭しない旨の申出をす

ることができる。このような希望が出されると，当事者不出頭のま

ま口頭弁論期日が開かれる。当事者双方が上記の申立てをすること

なく法廷に出頭しなかった場合は訴訟が中断するが,訴えの取下げ

が擬制されるのは1年後(商事事件の場合は6か月樹である｡なお，
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当事者は，中断後,期日指定の申立てをすることができるが，その

場合には，正規の訴え提起手数料の半額相当の手数料を納めること

を要する。

◇第1回口頭弁舗期日に当事者の双方又は一方が不出頭の事件は多い。

被告が公共団体(市）である場合も出頭しないケースがあるが，そ

れは，公共団体が多数の事件の被告となっており，期日に出頭して

対応することが事実上困難であることが背景にある。

＋訴え提起手数料は訴額による変動制であり，日本と比べて高額に設

定されているが,経済的弱者については，司法支援プログラムが存

在する。

③破調院長官表敬･意見交換（11月2日）

アルーマニア破雛を訪問し，田原判事と先方のDdnaljviaMANCI

U長官位性）との間で，両国の司法制度の状況等につき意見交換が行

われた。

イ長官との意見交換の概要は，以下のとおり。

◇破穀院の裁判官の定数は121名（現在の実働人数は95名）である。

裁判官は，その専門に応じて4つの部のいずれかに所属している。

定員は，刑事部35名，第1民事部35名，雛民事部23名，行政部26

名である。なお，日本の最高裁判所調査官に類似する制度として補

佐官の制度がある。

◇1回の審理期日で扱う事件数の平均は135件である｡破毅院の各判事

は極めて繁忙であるが，その背景として，破穀院で扱う事件の範囲

僧輔）が広いことがある。現在,立法府に対し，破穀院の管轄を

狭める法改正を要望している。

＋数年前まで,法曹資格のある上院議員･下院議員は，議員在任中も

破殴院において訴訟活動をすることが許容されていたため,破殴院
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の権限の縮小は，識員が訴訟活動をする機会の減少を意味し，国会

は,破殴院の管轄繍跡する内容の立法に消極的であった。しかし，

議員在任中は訴訟活動ができない旨の法律改正がされたため，法律

改正のハードルは下がったと感じている。

＋夏休み期間中（7月1日から9月1日）にも5回にわたり臨時開廷を実

施し，同期間中に443件の事件を処理するなど，各破穀院判事の努

力により事件を処理している。

＋破穀院が1審の事件がある⑫010年の1年間では32件の新受事件があ

った｡）ことも破穀院の判事が多忙であることの要因となっている。

これらの事件（国会謹員や裁判官など公務員の汚職等に関する刑事

事件)では10”人の証人尋問をするような大型事件もあり重い負担

となっている｡加えて,破穀院が出した判決に利朋ある場合には，

当事者は控訴でき，その場合は，同じく破毅院で9人の裁判官の合

識体により審理されるため，さらに負担が増すことになる。

＋破棄率は18％から20％の間で推移している｡破棄率が高い理由とし

て，刑事事件でも被告人に有利な事情が控訴審判決で量刑の事情と

して考慮されていない場合には破棄することが挙げられる。

シレスト弁護士協会訪問･意見交換･事溺所内見学‘(11月2日）③ブカレスト弁護士協会訪問･意見交換･事溺所内見学‘(11月2日）

アブカレスト弁謹士協会を訪問し，田原判事と先方のドラグネ副会長へ

ルベイ副会長（ほか数名の弁護士が同励との間で,両国の弁護士をめぐ

る状況等につき意見交換が行われた｡意見交換の後は，ブカレスト市内に

ある日本食レストランに移動し，夕食を食べながら，ドラグネ副会長を含

む3名の弁護士参加の下,和やかな雰囲気で意見交換が行われた。

イ意見交換の中で，先方から聴取した事項の概要は，以下のとおり。

◇ブカレスト弁護士協会は,東欧で最も大きい単位弁護士会の一つであ

り，現在， 1万2000名の会員僕働会員は8000名）ガ朔寓している。
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なお，ルーマニア全体の弁護士数は約2万人であるから，全体の半数

を超える弁護士が首都ブカレストで活動していることになる。

◇199奔までは,各弁護士協会は司法省の管轄下にあり，弁護士の活動

にも制約があった。1995年の新法の制定により，事務所の開設が自由

にできるようになるなど弁護士の活動が自由化された。現在は，外国

の法律事務所も進出している。

◇弁護士は専門分化が進行している。専F扮野には，コンサルティング

業務民事訴訟又は刑事訴訟のトライアル,商事関係などがある（も

っとも，フランスやドイツのような弁護士の専門縦制度は存在しな

い。）。

●弁護士になるには弁護士資格試験に合格しなければならないb2008年

までは，裁判官検察官,公証人として10年以上の経験を有する者は

上記試験を経ずに弁護士になることができたが，その制度は廃止され

た（唯一の例外が破穀院の謝り官）。ただし，裁判官又は検察官とし

て一定年数以上の経験を有する者は，弁護士資格試験に合格すれば，

修習＠年勘を受けなくて良いという特例がある。

◇裁判官の修習と弁護士の修習は統合されていない。5年ほど前に法曹

養成制度の統合が提案されたことがあるが提案段階で雛した。現状

を見ると，近い将来に法曹養成制度が統合されることはないと思われ

る。

＋弁護士資格試験合格後の修習は，弁護士協会により実施され，民法，

刑法,訴訟法などの研修が行われる｡研修施設(全国弁護士教育アカ

デミー）は，ブカレスト市及び各地方都市にあり，経験豊富な弁護士

が教官として修習生を指導する。なお，この修習とは別に弁護士に対

する継続的教育のカリキュラムもあり，弁護士協会の事務所で実施さ

れている。
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＋修習の最後には試験（最終試駒がある。最終試験は5科目であり，

合格には各試験につき100点満点中70点以上の成績を取ることを要す

る。ブカレストでは，本年， 150略の修習生が受験したが，第1科目

の試験で合格基準を満たしたのはわずか30略強であったため，最終

合格者が極めて少なくなることを危倶している。

◇昨年の最終試験の最終合格者は全国で600名(ブカレストは300名)で

ある｡最終試験を3回落第になると,修習をやり直さなければならず，

ブカレストでは，昨年15人の落第者が出た。

◇1989年の体制転換時の弁護士の数は約1000人であった。199畔代か

ら2000年初頭までは,弁 の合格水準が低く

設定されており，多数の弁護士が誕生した。そのため，現在，国内の

弁護士数は2万人に上るが,質の問題が指摘されるようになったため，

現在,合格水準を高く設定して弁護士の質を確保する取組が進められ

ている。

⑤国家廉潔庁長官･報道機関記者との意見交換

ア当初の予定には入っていなかったが，ホリア・ジョルジェスク国家廉潔

リベラ紙編集長との面談が設庁長官及

定され, I田原判事との間で,司法の汚職等をめぐるルーマニアと日本の状

況についての意見交換が行われた。

イ意見交換の中で，先方から聴取した事項の概要は,以下のとおり。

◇国家廉潔庁では,政府高官(裁判官を含む｡）の財産,権限の不当住

収賄の問題等を扱っている。

◇ルーマニアでは各種の制度改革が進められており，司法制度の改革も

その一環として行われている。改革が進むと従前の特権が失われるた

め，改革の進行を阻止したい者が一定数存在し，そのことが改革の障

害となっている。
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◇公務員の汚職の一つとして裁判官の汚職も問題であり，お金目当てで

破毅院の判事への選任を希望するという者もいるといわれている。

◇ （田原判事において，弁護士は信頼できないが，裁判官は信頼できる

という一般市民（ガイド・ドライバー）の声を紹介したところ， ）そ

れは実情を知らない者か,又は楽観主義者であるといわざるを得ない。

破穀院だけで10名の裁判官が汚職に関わっていると疑われている。下

級裁判所レベルでは汚職の鼬､のある裁判官は何十人にもなり，一向

に問題の終息の気配が見えない。20年近くにわたり， このような状況

が続いている。

＋裁判官塒に憲法院の判事)が報道機関や政治家からの攻撃の対象と

なっている。政治家が報道機関を通じて裁判官やその家族に圧力をか

ける事態も生じている。ルーマニアでは，裁判官は，その所有財産を

申告する義務を負っており，その申告された内容が政治家の攻撃対象

となっている。

フランス共和国（11月4日から同月8日ま秒

欧州裁判官評議会第13回全体会合(識長:ライスナー伽.脳B皿鋤オー

第4

1

ストリ

(1)会合の概要等

＞平成24年11月5日及び同月6日にかけて,欧州裁判官評議会(CmE)第1

3回会合がパリで開催された｡本年の主なテーマは,裁判官の専門化をめ

ぐる各種の問題であり， 「裁判官の専門化frheSpedalisa勉皿㎡Jud

ges)」に関する第15意見書案について2日間にわたり協議が実施され，

同意見書が採択された。

＞会合の中では，欧州各国においても，高度に技術的，専門的な事案に対

処するため，裁判官ないしは裁判所を専門化する傾向が進んでおり，こ

の過程において，専門化した裁判官ないしは裁判所をどのように位置付
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け,規律すべきか,その前提としてそもそも専剛上の長所や短所は何か，

といった問題意識の下に議論が進められた。

そして，問題となっている法分野についての深い知識は，裁判官による

判断の質を高め，ひいては，裁判所の権威を高めることになるなど多数

の利点を有する一方特定の分野における専門性は，それを備えた裁判

官が他の裁判官とは異なるエリートに属するとの印象を与えたり，検察

官･弁護士との過度な接近を生じさせたりするおそれがあるなどの欠点

もあることが指摘され,専門化が進むことにより全ての問題が解決され

るものではなく，専門化が進むことによる弊害にも目を向ける必要があ

ることが述べられた。

その上で，意見書での最終的な勧告として，①原則として，司法的裁定

における主要な役割は，一般裁判官によって引き受けられなければなら

ないこと，②専門裁判官と専門裁判所は，法や事実の複雑性と，そのた

めの適切な司法運営という必要性がある場合にのみ導入されなければな

らないこと，③専門裁判官と専門裁判所は，全体として単一の司法機関

の一部であり続けるべきであること，④一般裁判官と専門裁判官は，原

則として同等の地位にあるべきであり，裁判官の倫理と責任に関するル

ールはすべてに共通でなければならないこと，⑤専門化は，一般裁判所

においても専門裁判所においても，司法の質を希釈化してはならないこ

と，⑥専門裁判官は，一般裁判官同機欧州人権条約6条によって定め

られた独立性と公平性の要請をみたしていなければならないこと，⑦裁

判官の流動性と柔軟性は，専門化への要請をみたすのに十分であるべき

であり，原則として，専門化し，そのための研修を受ける機会は，すべ

ての裁判官に与えられなければならないこと，⑧裁判体に法律家でない

専門家を加えるよりは，当事者がその意見に対して反論や提案をするこ

とができるような鑑定人が裁判所ないしは当事者によって選任される方

＞

＞
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が望ましいことなどが提示された。

＞来年（2013年）は「裁判官と弁護士q｣awyer)との関係」がテーマと

して取り上げられ同テーマに関して第16意見書が作成される予定であ

る。会合の中では，その後のテーマ案として,議長から「裁判官の評価」

及び「裁判所長官価長）の役割」が提案され支持を受けたほか，出席

者からも， 「裁判所と法執行機関との関係」 ， 「裁判所と立法機関との

関係」 （グルジア)， 「国内裁判所と欧州人権裁判所との関係」僕国)，

「裁判所と司法省との関係」（イタリア)といったテーマが提案された。

②会合に参加しての所感

＞参加47か国が司法の問題を自由に討議しており，キプロスやグルジアな

どの小国が積極的に発言していることが印象的であった｡各国の置かれ

た状況の違いなどから議論が混乱する場面も見られたが，そのような局

面では，議長が的確に議諭を整理し，大国(EUの当棚ﾛ盟国）が助言

するなどして議論が円滑に進められており,口頭で激しく議論しながら，

共通の雷地点を見出していこうという姿勢にはｦ賄に感銘を受け,EUが

ノーベル平和賞を受賞した理由を実感した。

＞会合の中では,各国の実情も紹介され興味深かった。例えば，ポルトガ

ルでは，同一裁判所の内部異動についても裁判官の同意がない限り異動

させることができず，そのことが人事の停滞を招いていること，他方，

ルクセンブルクでは，近時，裁判官の同意なく異動を命じることができ

るようになったなど，鋤ﾛ国によって司法をめぐる状況には大きな違い

があることを改めて感じた。

＞なお，各参加国は，評議会で決定された内容を遵守しなければならない

義務を負うところ，会合の中では，セルビアから，評識会で決定された

事項が遵守されたことにより，同国の司法制度が改善し，その結果,正

義が実現されたとの紹介があり,鋤略国から盛大な拍手を受けていた。
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そのような姿を見て，鋤ﾛ47か国における会合の重要性を認識した。

＞欧州裁判官評議会では，昨年から，メンバー国より報告された司法.裁

判官の独立を侵害する状況等を取りまとめ，それらに対して取り組むぺ

き課題を指摘する状況報告書を作成し， これを欧州評議会閣僚委員会に

提出することとしている。今回の会合では，その報告書案が配布された

が，その中では，司法の独立に関するそれぞれの課題について，問題点

のある国名までが具体的に列挙されていた。このように国名まで記載す

ることについては，かえって弊害があるとの指摘（オランダ）も述べら

れたが，他方で，国名がなければ中身のない報告書になってしまう（ポ

ルトガル） ，国名がないままであるなら昨年の報告書と何ら変わらない

ものになってしまう（フランス）という意見も出されるなどの意見が多

，数を占め,記載内容の正確性を担保するため，各国が本年12月15日まで

に意見を述べ,事務局で取りまとめて欧州評議会に提出し，その取扱い

は，欧州評議会に委ねることとされた（なお，事務局で取りまとめられ

たものは，インターネット上で公開されることになるため，課題を指摘

された国名は広く知られることになる。）。

（*）11月7日には,CmEとパリ弁護士会の共催で，鬮削官と弁護士の良好な

関係を構築するための方策｣というテーマによるシンポジウムが開催された。

同シンポジウムは，2013年の欧州識間値評議会のプレシンポジウムという位

題付けで開催されたものである。

同シンポジウム（午前中）では，①裁判官と弁護士との間に共通の倫理は

存在するか，②識判官と弁護士が共通の研修を受けることは適切かというテ

ーマの下，基識謝演の後に，鋤賭から自由に発言がされるという進行で進

められ，フランスの弁讃士から，同国では，弁護士が錨判官と面談するのが

非常に難しくなっているという発言がされたり．裁判官は，同じ研修を受け

て，その中で結婚相手を見つけて閉鎖的な社会で生活しているといった発言
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がされたりしたのに対し,我判官から厳しし仮誌がされるなど，我が国の法

曹による会調では一般に見られないような激しI樹騰α聴酬がされる塲価も

あり．ヨ蝋に興聯く倒聴した。

憲潤淵蔓官表敬･意見交換(パリ・11月5日）

(1)憲法院を訪問し,田原判事とJeanIpuis皿B醜長官(1944年9月30日生。

2007年2月23日長官任劒との間で，両国の司法制度の状況等につき意見交

換がされた。なお，憲法院及び破殿院の訪問には，現在，パリで在外研究中

の横山…鮮瀞雛も同行した。

②意見蝋の中で，先方から聴取した事項の概要は，以下のとおり。

◇裁判官は9名で,任期は脾となっている。大統領国民議会,元老院か

ら3名ずつ選任される｡裁判官に任命されるための要件として,法的素養

は必ずしも必要ないと考えており，権力に対して借りがなく，憲法院の

裁判官として真撃に仕事をする人であれば適格があると考えている。憲

法院の裁判官の出身母体の構成は弾力的に謝上している。

＋憲法院の職員は6叺であり,過去の判例等を調査する補助職はいない(た

だし，選挙に関わる争訟に限り補助職が存在する。）。事件は，主任裁

判官が選任さ札合議で判決をする。

◇憲法轍溌立された1959年当時と現在では，その機能はかなり劃こして

おり， 1971年以降は，国踊会6叺,元老院帥人以上の議員による違憲

審査の申立てが認められたため，野党の権利を保障するという機能も果

たしている。2007年以前は，成立前の法案の違憲審査に権限が限られ，

その間は，年間18件ないし20件程度の判決を言い渡していたが,成立前

の法案についての判断であったため，判決が与える影響は限定的なもの

であった。2008年7月23日の憲法改正により法律の事後審査も行うこと

となった。

＋2008年の憲法改正により,諦訟当事者が現行法の合篭縦の判断を求める

2
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申立てをすることが可能となり，憲法院の役割が拡大した。それに応じ

て，取り扱う事件数も年間別0件程度に鋤pしている。

(*)2008年7月23日の憲法改正により， 「裁判所に係属している訴訟に際して，

法律の規定が憲法の保障する権利・自由を侵害しているとの主張が当事者か

らされた場合には，意法院は，コンセイユ・デタ又は破穀院からの移送に基

づいて当該問題について審査を求められることがある。コンセイユ・デタと

破穀院は，移送の当否を一定の期間内に判断する。組織法律が本条の適用条

件を定める」という規定⑯1条の1)が設けられた｡同規定に基づいて裁決さ

れた組織齢では,優先的憲濁蝿浮続"C)と呼称され,憲法問題の提

起は基本的に全ての事件でどの審級においても提起できるとされた代わりに，

2段階の選別鰯1審･控訴審の段階で違憲の申立てがされた場合には，当該

事実審が第1段階の鰯Uを行い,これを通過すると,行政裁¥臓系統であればb

コンセイユ･デタ,司蹴鞘癖であれば破穀院に移送され第2鯛畷

別がされる。なお，コンセイユ･デタ，破穀院の審理期間は3か月以内と定め

られており，その期間内に決定がされないと，自動的に憲法院に移送され

憲法判断がされることになる。）。

法律の違憲審査については，審理する事件の絞り込みをかけるため，①

訴訟当事者の申立てが当該当事者に関係する法律についての申立である

か否か，②時間稼ぎ目的の申立てに当たらないか否か，③過去に判断が

されていないか否かを要件とした。

懲法院では，国会議員の選挙に関する争訟も審査する。また，首相の申

立てにより，大統領の職務の執行停止についても判断する。

憲法院の存在意義を高めるためには速やかな判断を実現することが必要

であると考えており,事件の受理から3か月以内に判決を言い渡すことを

原則としている。現在の平均審理期間は2か月即日である。

違憲の判断をするのは全事件の30%程度であり，これらの判断が法律の

◇

＋

◇

◇
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改廃につながっている。

＋憲法院の各判事は，判例調査も含めて自ら調査し，判決書を起案してい

る。

（*）今回訪問した3か国の憲法院の違いに関しては，別締聯問国の憲法裁判所

の概勤参照

3破穀院長官表敬･意見交換･法廷見学(パリ・11月5日）

(1)破殴院を訪問し,田原判事とヴァンサン･ラマンダ(Vin"ntLAMANDA)

院長（ 国際

関係担当同卿との間で,両国の司法制度の状況等につき意見交換がされた。

意見交換の後には，ラマンダ院長自ら破穀院の中を詳細に案内していただ

き，荘厳な建物の内部を見学することができた。

②意見交換の中で，先方から聴取した事項の概要は，以下のとおり。

◇破穀院には6つの部儒1ないし第3民事部，刑事部，商事･経済・財政

部,社会（労働）鋤があり，刑事部には36人の判事が配属されている

ほか．他の5つの部は。それぞれ15ないし20人の裁判官により構成され

部，社会（労働）鋤があり，刑事部には36人の判事が配属されている

ほか，他の5つの部は，それぞれ15ないし20人の裁判官により構成され

ている。

現在の破顕院の判事の中には,弁護士から選任されている者はいない｡9

0名の判事の大半が控訴院の部長を務めた司法官であり，8人の非司法官

と7人の司法官から構成される高等司法協議会により任命される。また，

破穀院の判事の中には臨時判事がいる。この臨時判事は任期8年で,任命

されると破穀院の判事と同じ権限を有する。

司法官出身以外の破穀院判事としては，①経済学者，②公証人,③大学

教授,聯の法務部出身者などがいる。

部全体で構成される裁¥帷もあるが，各部の中でセクションごとに裁判

体が構成されるものもある。セクションの単位は， 7ないし9名の裁判官

であり，このセクションで裁判をするのが一般的である。混合体で裁判

◇

や

◇
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する場合もあるが，昨年は1件もなかった。

◇民事事件の新受事件数と既済事件数は横ばいの状態である｡1審の既済事

件が200万件， 2審が22万件,上告審が1万8㈹0件となっている。なお，

昨年は，民事事件につき1万8000件，刑事事件につき8000件の事件を処

理した（＊1）。

◇平均審理期間は,民事事件で約1年であり，そのうち当事者の準備に要し

ている時間が約6か月（原告の準備期間として4か月，被告の反論に要す

る期間として2か月） ，判決に要する時間が約6か月である。刑事事件で

は，当事者から準備書面が提出される前から調査官が準備をしており，

そのため，審理期間が短い（＊2）。

◇破棄率は,刑事事件につき10%以下,民事事件につき20%ないし30%と

なっている。

＋ （田原判事が我が国の最高裁判所の民事･行政事件の破棄率を例に挙げ

てフランス破穀院の破棄率は高いと考えられる旨の指摘をしたところ,）

破棄率が高い理由としては，破穀院付弁護士の選任を要するため．この

選任の段階で事件のフィルターがかかっていることが挙げられる。ただ

し．個人的には，全体の事件数からは，破棄される事件の数は必ずしも

多くないと考えている。 （＊3）

＋破穀院のホームページには，在フランス日本国大使館の協力を得て，日

本語による破穀院の説明文が掲載されている。さらに，近時,破穀院で

出された判決を邦訳したものも掲載された。

(＊’）破穀院のホームページによれば,破穀院の新受件数,既済件数，未済件数の

推織ま【ケラフ’1】 【グﾗﾌ’2】のとおりとなっている。民事事件の未済

事件の数は， 2”'年以降，減少傾向が続いている。
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【グﾗﾌ11】民事事件の事件数の推移(ﾌﾗﾝｽ破蝿）
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【グﾗﾌ12】嗣陣事件の事件数の推移(ﾌﾗﾝｽ破劉園
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(＊2）破穀院の平均審理期間蝉位:日）は， 【グラフ13】のとおりである。民

事事件,刑事事件のいずれも審理期間は短縮傾向にある。
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【ゲﾗﾌ13】平均審理期間(ﾌﾗﾝｽ砿段院）
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(＊3）破棄率の推移は【グラフ14】 ，終局事由の割合(2011年）は【グラフ15】

のとおりである。破棄率は19％から23％の間で推移している。

【グラフ14】破棄率等の推移(民事事件･フランス破殼院）
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【グラフ15】民事事件の終局事由の割合(フランス破毅院）
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4大使主催昼食会（パリ・11月6日）

小松一郎フランス大使公邸において，ラマンダ破穀院長鋤ﾛの下，小松大使

主催の昼食会が開催された。和やかな雰囲気の下，主に，田原判事とラマンダ

破穀院長との間で，両国の司法制度や，欧州司法裁判所。脚|､|人権裁判所と破

殿院との関係等につき意見交換が行われた｡なお,意見交換の中では,一一■

)といった話題

き，非常に

1 3 － 君

など，昼食会のような場でなければ聞けない話もうかがうことができ，非常に

興味深かった。

ラマンダ破殴院長から聴取した事項の#腰は，以下のとおり。

(1)司法官（裁判官）の出向をめぐる動きについて

＋司法官が昇進する条件として,2年間の出向経験が加えられたが,司法官

の報酬と同等の報酬を出すことのできる出向先を確保することが難しい。

この出向の問題に関しては,司法省の協力を受けることができないため，

蝋;I所が自ら出向先を確保しなければならない。

＋司法官が出向する場合には，司法協議会において，①法律の定める要件

を満たしているか否か，②司法官の出向先として適当といえるか否かを
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判断する。

＋現在，8000人の司法官のうち約20叺が出向している。この中には，法

務顧問としてヨーロッパ国内の在外公館で勤務している司法官（15人）

",EUの組織で勤務している司法官(17人）も含まれている。

②欧州裁判所との関係等について

+EU法の適用に当たっては欧州司法裁判所の意見を聴取しなければなら

ないので，破毅院としては，欧州司法裁判所との関係が強い。欧州人権

裁判所が事件を審理した結果，破穀院に対し，判決の事実認定の内容に

誤りがある旨の通告をしてくることがあったが，破穀院は事実認定をす

る裁判所ではないので，その点についての理解を求めたことがあった。

◇欧州人権裁判所は，判例を出すことにより47か国の訴訟法の統一に貢献

している。大陸法の国とコモンローの国の判例の統一が相当程度実現さ

れたことは評価できる。フランスでも，欧州人権裁判所の意見を踏まえ

て，警察留置の制度を改善した。

◇欧州司法裁判所は，欧州人権裁判所と比較して事件の数が少なく，裁判

官の質も高いことから，今後は，欧州司法裁判所の地位が高まっていく

と考えている｡欧州司法裁判所･欧州人棺裁判所が抱える問題点として

は，裁判官を派遣している47か国の規模には大きな違いがあるにもかか

わらず,裁判官の持つ評決権は同等であることが挙げられる。特に，欧

州人権裁判所の場合には，自国の事件に義務的に関与する仕組みとなっ

ており，裁判の公平性の観点からも問題がある。

＋欧州司法裁¥蜥・欧州人権裁判所の各裁判官は，政府レベルで任命され

るが，欧州司法裁判所の方が報酬が高く，外交特権も認められているな

ど地位が高いことから希望者が多い。なお，フランスからは，欧州人権

裁判所には破殿院の判事，欧州司法裁判所にはコンセイユ・デタの判事

が派遣されている。
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5商事裁判所訪問（バリ・11月6日）

(1)パリにある商事裁判所を訪問し,審尋手続を傍聴したほか,FRANKGEN

TIN館と面談し，田原判事と長官との間で，我が国とフランスの倒産制度

等に関して，意見交換がされた。

審尋手続倒産手続開始の申立てをする前に裁判官と面談して指導を受け

る手続）では，経営の継続が困難となった会社の代表者（エステサロンの経

営者やレスhランの経営者など）が,謝り官と面談し，債権者との話合いの

進捗状況などを報告するなどし，倒産手続に至らず解決されている状況を見

ることができた。

（*）商事裁判所は1580年に開設された裁判所であり，歴代の院長の名前が長官室

の前の漆喰の壁に刻み込まれているなど，裁判所内部も歴史を感じさせる造り

であった。

②意見交換の中で，先方から聴取した事項の概要は，以下のとおり。

＋フランス国内の商事裁判所には羽0叺の裁判官がおり，そのうち，パリ

商事裁判所には130人の裁判官がいる｡なお,全国の事件の10ないし20％

をバリ商事裁判所で扱っている。パリ商事裁判所では， ヨ隙に大きな額

の破産事件も扱っており例えば17億ユーロの事件もある。） ，負債総

額の平均は，意味がないため統計としてとっていない。

◇商事裁判所では，法人の破綻の防止に主眼を置いており，支払停止にな

る前に，商事裁判所を訪問するように広報活動をしている。債務者と債

権者との間で交渉の上,解決することを推奨している。

●破産事件の多くは,小規模会社の事件であり，6万件の破産事件のうち約

3万件は従業員0ないし1名の会社，約2万件は従業員1名の会社である。

大規模事件に関する特別な管轄の規定はない。ただし，大規模な倒産事

件は大都市にある法人によるものであるため，都市を管轄する裁判所に

申し立てられることが多い。なお，倒産手続の利用件数は勵噸向にあ
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る。

● （田原判事が2008年12月28日の事業債務整理法の改正による事業救済

手続事件について，その概要や事件数などを質問したところ， ）債権者

と債務者（企勤とが交渉し， 90％の債権者が再建案に同意をすれば債

務を免除するという制度が導入された。同事件の伽率は82％である。

それらの事件については，必ず代理人が選任されている。また，事業救

済手続事件の数は，パリ鯨蝋断で100件未満である。

＋国際倒産の事件は存在するが，それほど多くはない。また，外国の弁護

士が管財人になる事件はない。

6ストラス先ル総領事主催夕食会（11月7日・ストラスプール）

(1)長谷川晋ストラスプール総領事公邸において,欧州人権裁判所カサデバル

伽s"CASA皿Ⅶm"副長官及び同裁判所ジメレdnetamEWIE)

部総括判事出席の下,総領事主催の夕食会が開催された。同夕食会は，和や

かな雰囲気の下に行われ田原判事と両錨判官との間で，欧州人権裁判所を

めぐる状況等につき，意見交換が行われた。

②意見交換の中で，両裁判官から聴取した事項の概要は，以下のとおり。

●最近,マケドニアで会議があり，そこでのﾃｰﾏが裁判官の報酬の問題

であった。加盟国の中には裁判官の報酬が月200ユーロに満たない国も

存在し，裁判官の報酬の確保が重要な課題となっている。

◇欧州人権裁判所には47名の裁判官がおり，部長等は，各裁判官の投票に

より選任される。個人の人格や能力が重視されており，出身国はあまり

関係がない｡

＋欧州内でも新興国の中には司法の汚職の問題が残されている。 （田原判

事が我が国の裁判官の汚職は数十年前にゴルフバックを受領した裁判官

がいたにすぎないという話をしたところ）欧州で裁判官の汚職が問題と

なっている国では，ゴルフバックの贈与程度ではすまない。旧共産圏で
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竜

、

は，元来司法に対する信頼がないという点が日本とは異なっているも

のと思われる。

脚N人繍肺ﾘ館鍬･意見交換(11月8日・ストラスプー肋

(1)欧州人権裁判所を訪問し，田原判事と先方のガイド・レモンディ⑱uido

RAmmONDI)副長官との間で，欧州人権裁判所の審理の実情等について，

意見交換が行われた。

②意見交換の中で,先方から聴取した主な事項は，以下のとおり。

◇EU(27か国),欧州評議会(47か国),欧州人*鐵畔噺は，いずれも，

戦争の反省を踏まえて創設された。根拠条約では， リスボン条約が重要

であるが，現在,新たに人権に関する条約の締結作業が進行している。

◇47か国の最高裁判所と欧州人権裁判所との間に上下関係はないが，欧州

人権裁判所の判断は，各国の裁判所も遵守している。

＋欧州人権裁判所の裁判官は，各国の最上位の裁判所の裁判官経験者も多

EU(27か国),欧州評議会(47か国),欧州人*鐵畔噺は，いずれも，

戦争の反省を踏まえて創設された。根拠条約では， リスボン条約が重要

であるが，現在,新たに人権に関する条約の締結作業が進行している。

47か国の最高裁判所と欧州人権裁判所との間に上下関係はないが，欧州

人権裁判所の判断は，各国の裁判所も遵守している。

欧州人権裁判所の裁判官は，各国の最上位の裁判所の裁判官経験者も多

7

いが多数ではなく，その大半は国際法，憩法，刑法等の学者出身者であ

る。その他には，弁護士経験者も多い。 ､

昨年までは，毎年，同割合で事件が増加してきたが，本年は，昨年と同

レベルの事件数で推移しており,新受事件の伸びが止まっている(＊1)。

新受事件の数が横ばいになった理由は必ずしも明らかではないが,各国

の国内で何らかの改善が進んでいることが考えられる。これまで，欧州

人権裁判所が出してきた判例が各国で効果を発揮している可能性もある。

申立ての相手方として多いのは，ロシア， トルコ，イタリア，ルーマニ

ア，ウクライナ（いわゆるトップ5）であり， この5か国に対する申立て

だけで全申立件数の約7割を占める（＊2）。

現在， 13別5“件の未済事件があり，そのうち3万5000件が，いわゆる

反復的申立て（国内における制度の不備等を理由に被害を受けたとする

同様の申立てが繰り返されること）である。反復的申立事件の特徴とし

◇

＋

◇

◇
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ては，￥峡の履行が難しいという問題がある。すなわち，これらの事件

では，個人に対する義務事項韻害の賠償）と国に対する義務事項側

度の改善）とが判決の主文で示されるところ，前者は金銭の問題である

から履行が比較的容易であるのに対し,後者は制度の改正の問題であり，

時間を要するからである。

＋2011年末の未済事件数は約16万件であり，事件腿が進んでいる。未済

事件が減少した背景には,2010年に発効した欧州人権条約第14議定書で

規定された単独裁判官システム（申立ての大半を占める僕体審理を受

けるために必要な）許容性要件を満たさない事件を，裁判官が単独で却

下することができるとするもの）が効果を発揮したと考えられる。この

仕組みは，申立事件の多い国仕記トシ方)の事件に対応するものとし

て策定されたが，これからは他の国の事件にも適用していこうと考えて

いる。

＋反復的申立事件に対しては，パイロット判決という運用を行ってきた。

これは，同様の申立ての中から1件(パイロット事案)を選び,その事件

に対する判決の中で，当該申立人個人に対する救済のみならず，被告で

ある国家に対して申立ての原因となった制度の不備の改善を指摘すると

ともに，その改善に必要な一定期間，それ以外の事件の審理を中断する

という手続きである。しかし，パイロット判決手続を行っても，判決が

履行されないために結局は同様の申立てが続くという事案もある。この

点は，もはや欧州人権裁判所においてはどうすることもできず，欧州評

議会閣僚委員会の判獺行監督が不十分であると言わざるを得ない。

＋ （田原判事から，本年は大法廷判決が多いという指摘がされたのに対

し, ）本年10月末現在の大法廷判渕ま24件である。2011年度は1年間で1

2ないし13件であったので，本年は大法廷判決の数が多いということが

できるが，明確な理由があるわけではない。
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(＊1）欧州人権裁判所の新受事件数の推移は【グラフ16】のとおり。なお．

2012年10月31日現在の新受件数は胡6400件であり,前年同日の新受件数

（胡6250件）と比較して，若干の減少となっている。

【グﾗﾌ16】欧州人櫓鋳噸の新受事件徴の#購

皿
醐
醐
叩
醐
叩

川
調
扣
扣
弧
川

(＊2）申立件数の多い国については,前記【グラフ10】参照,なお,人口

1万人当たりの申立件数が多いのは．セルビア（5.10件） ，モンテネグ

ロ（5.02件） ，モルドヴア（2.8餅） ，クロアチア＠.69件） ，エスト

ニア(2.58件) ，リヒテンシュタイン(2.50件)，ルーマニア(2.43件）

となっている。他方,人口1万人当たりの申立件数が少ないのは，サン

マリノ①､00件） ，アイスランド①､12件） ，ポルトガル①､15件） ，

スペイン⑩､18件），デンマーク⑩20件） ， ドイツ①21件）となっ

ている。

第5終わりに

今回の出張は， 2週間という短期間に3か国4都市に滞在し，多数の機関を訪

問するという非常にタイトなスケジュールで，出張前には随行の役割を十分に

果たすことができるか不安でしたが，事前に周到な用意をされた上で,精力的

に日程を消化される田原判事に引っ張っていただく形で最初から最後まで充
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実した経験をすることができました。

スロバキアについては，チェコとの連邦解消（1993年)以降,今回の田原判

事の訪問が我が国の最高裁判所判事の初の訪問であり，ルーマニアについても，

濱田邦夫判事呼成14年度）以来2度目の訪問とのことですが，田原判事が事

前に調査された問題意識を踏まえて質問されると皆熱心に自国の制度の問題

点等につき説明をして下さいました。また，田原判事による我が国の司法制度

等の紹介に対しては，予定された時間が超過しても質問がされるなど，日本の

制度を知りたいという熱気が伝わってきました。今回の調査では，事前にしっ

かりとした準備をすることの大切さを改めて感じると同時に，これまで交流の

少なかった国とも継続的に交流をしていくことの必要性を強く感じさせられ

ました。

田原判事のこのたびの訪問が,今後の日本と訪問国（スロバキア・ルーマニ

ア・フランス）の交流の新たな礎となることを強く願って，この報告を終えた

いと思います。本当にありがとうございました。

以上

0
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(EM1)

全体日程

成田発

ブラチスラノ晴（フランクフルト，ウィーン経由）

在スロバキア大使からの司法事情説明

最高裁判所訪問･意見交換

大使主催渥食会…長慨,弁謹士協会副会長鋤ﾛ）

ブラチスラノ椰伽）裁判所長官表敬・意見交換

ブラチスラノ唄値簿)釧所館鍬･意見交換

夕食会佑註邦人， 日スロバキア商工会調会頭鋤の

憲法裁判獺脹宮表敬･意見交換

10月29日（月）

10月30日Ck)

10月31日6脚

プラチスラバ紬釧噺において民事訴瀞続の法廷朧
●

昼食会（スロパキア国会議員）

大使主催夕食会伽辮臓･高等裁判所裁判官3名割m

プラチスラノ暁・ブカレスト着（ウィーン経由）

参事官からの司法事情説明

憲法院長宮表敬･意見交換･法廷見学

大使主催夕食会

11月1日（木）

ブカレスト敵方講師ﾘ張宮表敬。 ・意見交換法廷傍聴11月2日（金）

慨長宮表敬･意見交換

意見交換･事務所内見学ブカレスト弁護士協会会長表敬。

夕食会(ブカレスト弁護士協会会長･副会長ほか1名参加）

国家廉潔庁長官・報道機関記者との意見交換

ブカレスト発・バリ着

一等書記官からの司法事情説明

11月4日（日）
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欧州裁判官評議会第13回全体会合出席

雛院長官表敬･意見交換

破殴院鋤･意見交換･法廷見学

吹州斜ﾘ官評議鵠13回全体会合出席

大使主催邉食会幟聯館出席）

パリ商蝋臓において保全倦勃手続傍聴

パリ商事識胴張痘表敬･意見交換･法廷見学

夕食会（フランス国弁護士等参加）

｢裁判官と弁護士のより良い関係構築の手段に関する欧州会

謝及び同会躯食会出席

パリ発・ストラスブール着

総領§勅､らの司法事情説明

総領事主催夕食会(欧州人権裁判寵1長官･部長判事出勵

欧州人繍I所副長官表敬・意見交換

ストラスプール発

成田着（パリ経曲

以上

1 1月5日（月）

1 1月6日（火）

1 1月7日（水）

1 1月8日（木）

11月9日（金）
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侶蝿2）

スロバキア共和匡瞭法の樹成

前文

第1編

第1章織り

第2章国家の象徴

第3章スロパキア共和国の首都

第2編基本的人権および自由

第1章総則

第2章基本的人権および自由

第3章政治的桶利

第4章少数民族の権利

第5章経済権,社会権およ〔汝化の権利

第6章環境およ〔峡ｲﾋ遡産を保護する権利

第7章司法，その他の法的保護に対する権利

第8章第1絹および第2絹の共通規定

第3編

第1章スロバキア共和国の経済

第2章最高監査

第4輻自治体

第5編立法権

第1章スロパキア共和国国民議会

第2章国民投票

第6縞導桁楯

第1章スロバキア共和国大統碩

第2章スロパキア共和国内閣 ‐

56



第7編司法権

第1章憲法裁判所

第2章スロパキア共和国の司法

第8縄スロパキア共和国の検察官

第9編経過規定および最終規定

スロパキア共和国の検察官の職務

以上

●
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側紙3）

スロバキア共和国憲法鮪圃、

第2編基本的人権および自由

第7章司法その他の法的保堕に関する権利

第4暁

（1）全ての国民は,中立･公平な裁判所によって行われる法定の訴訟手続又は他の公的機関

により実施される法定の手続の中で自らの権利を主張することができる。

(の行政機関の処分その他の行為により権利を侵害された者は.法律に月暇の定めがない限

り,当諦雌関の判断の審査を求めるために裁判所に訴えを提起することができる｡た

だし,基本的人権や自由に関する事項については,裁判所の救済を求めることを法律で制

限することは許されない。

⑧全ての国民は,裁判所,公的団体,行政機関の違法な判断又は不適切な手続により損害

を受けた場合にその賠償を求める権利を有する。

④裁禦服ぴ他の法的保護の詳細やその条件については，法律で定める。

第4操

('）全ての者は,証言をすることにより自らが処罰されるおそれがある場合には,その証言

を拒絶する楕利を有する。

(2)全ての者は,法律の定めた要件を満たす場合には,裁判所,他の公的機関又は行政機関

での手続が開始される前に，法的アドバイスを受ける椛利を有する。

③前項に規定される全ての法的手続において，両当事者は平等に扱われる。

④第2項の手続の中で使用される言語を理解できなし渚は,通訳を圃弓する権利を有する。

第4晩

(1)裁判官による裁判を受ける権利は誰も奪われない｡裁判所の管轄については.法律で定

める。

②全ての国民は,自らが提起した事件につき遅滞なく審理を受ける楕利,手続に鋤耐る
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権利.手続の中で証拠として提出されたものにつき意見を述べる権利を有する。これらの

手続は公開され法律で別段の定めがされた場合に限り，ヨ舩開とすることが許される。

第4蝶

いかなる行為がどのような刑罰により処罰されるか,個人の権利や財産を侵害する行為と

していなかる行為が許されるかについては，法律の定めにより規定する。

蹴條

(1)犯罪行為につき有罪の認定をし，雛1を科すことができる権限は裁判所のみが有する。

(2)犯罪行為をしたとして起訴された全ての者は,裁判所の有罪判決が確定するまでは,無

罪の推定を受ける。

③犯罪の嫌疑を受けた全ての者は,自ら又は代理人を通じて自己の権利を擁護するために

必要な時間と手段が与えられなければならない。

④犯罪の嫌疑を受けた全ての者は,自らに不利となる供述を拒絶する権利を有する｡この

権利は，いかなる場合にも否定されない。

(5)有罪又は無罪の確定判決を受けた者は,判決で判断の対象とされた控訴事実につき再度

訴追を受けることはない｡ただし，この原則は,法律の定めに基づき例外的な救済をする

ことを妨げるものではない。

⑥犯罪行為時に存在しなかった法律を遡及的に適用して処罰することは許されない｡ただ

し，新法の適用を受けることにより被処罰者が有利となる場合はこの限りでない。

第7編司法権

第1章スロノ件ア共和…断

第124条

憲法識測所は,憲法上の編Uの保護を負託されて設立された独立の司法機関である。

第12鎌

(1)憲法識判所は,以下の法令が,憲法及び条約に適合するものであるか否かにつき判断す

る。
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a)法律

b)省庁,他の国家機関が制定した強制力を有する規則

c)68条に基づき地方公共団体が制定する強制力を有する繩リ（ただし，他の裁判所が既

に判断を示している場合を除く。d)の場合も同じ。）

の国の機関の地方組織及び71条2項に基づき地方公共団体が制定する強制力を有する規

則（この場合には，法律や政府が制定した繩ﾘとの適合性についても判断の対象とす

る。）

(2)…断が前項の規定に基づいて申立てを受理した場合において,当該法令の効力が

発生することにより基本的人権又は構利の侵害,深刻な経済的損叙は回復困難な結果が

生ずるおそれがあるときは,当該法令の全部又は一部儒定の規定のみの場合を含む。以

下同じ。）について，憲法裁判所は，その効力の発生を停止することができる。

③第1項で規定する法令の全部又は一部につき,憲法裁判所が憲法又は条約に反している

と判断した場合には,それらの規定は効力を失い,当該法令を制定した組織は,憲法裁判

所の上記判断が示された時から6か月以内に憲法等に適合する内容にそれを修正する義

務を負う｡第1剛及Z旗)の%服Iが法律に適合しないと雛裁瑠厭が判断したとき,又は

第1軸の繩Iにつき政府その他の国家機関が制定した規則に適合しないと…断

が判断したときも同様とする。

④憲法裁判所は,法案や制定前の規則が憲法等に適合するか否かについては判断をしない。

(5)憲法裁判所が問題とされた法令につき判断を示した時は,当該法令の全部又は一部の効

力を延期する旨の判断はその効力を失う｡ただし,憩法裁判所が既に当該判断を撤回する

旨の判断をしている場合を除く。

⑥第1項,第2項及び第5項に関する懲法裁判所の判断は,法律の規定に基づき公表され

る。これらの公表された憲法裁判所の判断は強制力を有する。

第125条a

(1)憲法裁判所は,国家間の条約で国民議会の承認を要するものが憲法等に適合しているか

否かにつき判断する。
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②…はスロパキア政府は,国民議会に対して条約案を提案して承認の謹決を求める

のに先立って,憲法裁判所に対し，前項の申立てをすることができる。

③前項の申立てがされたときは,憲法裁判所は,法律で規定された期限内にその判断を示

さなければならない｡そして,窓法裁判所が問題となっている条約について憲法等に違反

．すると判断したときは，国民議会は，その条約を批准することができな@も

第125条b

①憲法裁判所は,95条1項の定めにより市民の申立て又は国民議会の決謹に基づいて決定

された国民投票の識題が憲法に適合するものであるか否かを判断する。

(2)大統領において,95条1項の定めにより市民の申立て又は国民識会の決議に基づいて決

定された国民投票の謹題が憲法に適合しないと判断した場合においては,大統領は,国民

投票の実施の宣言に先立ち，憲法裁判所に対し，第1項の申立てをすることができる。

(3)憲法裁判所は,国民投票の議題が憲法に反し,国民投票を宣言することが許されないと

判断する場合には,第2項の申立てを受理した時から60日以内にその判断を示さなけれ

ぱならない。

第1暗

憲法裁判所は,行政機関相互の紛争につき判断する。ただし,法律の定めにより他の国家

機関がその判断をするとされている場合には，この限りでない。

第1鵬

(1)憲法裁判所は,憲法上保障された基本的人櫓又は法定の手続に基づいて国民議会で承認

された条約により保障された基本的人権を侵害された旨の主張をする自然人又は法人の

訴えにつき判断する｡ただし,既に他の裁判所が判断を示している場合はこの限りでない。

(2)前項の規定に基づいて憲法裁判所が申立てを認容した場合には,人権侵害がされたこと

が確定し,そのような人権侵害行為は改められることになる｡人権侵害行為が改善されな

い場合においては,憲法裁判所は，そのような人権侵害行為をしている者に対し,行為を

中止するよう命じることができる。また,憲法裁判所は,人権侵害行為を中止するために

必要な措置を執ることを命ずることができる。
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③憲法裁判所は，人権侵害を受けた者に対し，必要な経済的救済をすることができる。

(4)第1項の規定により人権職による責任を負う者は,裁判所の判断により自らの責任

につき影響を受けない

第127鐙

（1）窓法識判所は,他の裁判所が既に判断を示していない限り,地方公共団体がした地方公

共団体の扱う事項に関する憲法又は法律週豆行為の申立てにつき判断する。

②地方公共団体が申し立てた訴えにつき窓法裁判所が認容した場合には，地方公共団体に

より違憲又は不適法な行為がされたこと幟する。この場合において，憲法裁判所は，

問題となった判断を撤回させることができるほか,特定の処分により権利が侵害されてい

る場合には,その横利侵害行為の継続を禁止することができる。さらに.可能である場合

には，権利侵害行為がされる前の状態に回復するように命じることもできる。

第1暗

憲法裁判所は,憲法上の解釈に争いがあるときは,その解釈を示すことができる｡憲法裁

判所による上記解釈は法律の定めに基づき公表され,特段の事情がない限り,公表された時

から拘束力を有する。

第1腺

（1）憲法裁判所は，国会謹員の地位の当否につき判断する権限を有する。

(の憲法講削所は,大統領選挙,国民議会選挙,地方公共団体で行われる選挙が憲法及び法

律に基づいて実施されたか否かにつき判断する権限を有する。

③憲法裁判所は,国民投勇D結果,大統領の罷免に関する国民投票の結果その他の国民投

票の結果に関する申立てにつき判断する権限を有する。

④憲法裁判所は,政党･政治団体を解体するか否かについて判断する横限を有する。

⑤憲法裁判所は，国爵詮会が大統領を相手方として申し立てた憲法違反行為，あるいは，

国家反逆罪を理由とする起訴につき判断する権限を有する。

⑥憲法裁判所は,戒厳令又は猫鱈職喧言が憲法に適合するものであるか否かにつき判断

する楕限を有する。
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⑦前各項に基づいてされた憲法裁判所の判断は,その事案に関係する全ての者を拘束する。

各行政組織は,遅滞なく憲法裁判所の判断を実行するための施策を実現しなければならず，

その詳細は，法律によって定める。

第1鰊

（1）憲法裁判所は，以下の申立てがされた場合に手続を開始する。

a)識会の全樹成員の5分の1以上の者の申立て

り大統領の申立て

c)スロバキア政府の申立て

d)裁判所の申立て

の検事総長の申立て

f) 127級ぴ127Raの規定に基づき，自らの権利について，憲法裁判所の判断を求め

る橘利を有する全ての者の申立て

②129条に基づく手続を開始するために必要な申立てをすることができる者は法律で定め

る。

第131条

(1)憲法裁判所は,①105鍵項12操, 129挺項から6項まで, 13臘職鯛項, 13操2

項n及翫)に関する事項,②裁判官の合議体による意見を統一させる場含③憲法裁判所

内部の繩Iに関する事項,④憲法識判所の予算に関する事項を決定するときは,全ての裁

判官により決定しなければならない｡この場合には,全ての裁判官の絶対過半数により決

定される。この過半数に達しなかった場合には，提案は否決される。

②憲法裁判所は,上記以外の事項については,3人の判事の合識体で判断することができ

る。その場合には，合謹体嚇1過半数により決する。

第132条削除

第133条

憲法裁判所の判断に対しては，上訴することは許されない。

第134条
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(1)憲法裁判所は13人の裁判官により構成される。

②憲法裁判所の裁判官は，国民議会の推薦に基づき． 12年の任期で大統領が選任する。

この場合において,国民議会は.大統領が選任することになる判事の数の倍に当たる候補

者を推薦しなければならない。

③憲法裁判所の裁判官は,①スロバキア共和国の国籍を有すること,②国民議会謹員の被

選挙権を有すること,@40歳以上であること,④法科大学院を卒業し, 15年以上の法

曹実務家としての経験を有することを要する。再任は認められない｡

(4)憲法裁判所の裁判官は，次に述ぺる宣誓を大統領の前でしなければならない。脇は．

憲法条約,法律によって保障された人権,市民権,権利を擁謹すること,良､に従って，

独立かつ公平な立場で,全力を尽くして執務にあたることを,自らの名誉と島心の下に誓

う。」

（5）この宣誓の手続鵬了すると，判事は，その職務を遂行することができる。

第135条

憲法裁判所の長は,長官G【巴sident)が務める｡長官の代理は,副長官αicePresidalt)

が務める。長官及〔胴ﾘ館は，糊¥嚇の裁判官の中から大統領が任命する。

第13隙

(1)憲湛裁判所の裁判官は，国民議会の議員と同じ特権を有する。

②鯛判所の裁判官は,憲法裁判所の同意がある場合に限り,起訴又は起訴前の勾留に

服する。

(3)憲湿謝削所は,他の裁蝋断の裁判官及び検事総長の鰯又は起訴前の勾留につき同意す

る楕限を有する｡憲法溌判所は,長官,冨帳官及び検事総長に関する懲戒手薪潅開始する

ことができる。

(4)憲法裁判所が上記の同意を拒否した場合には,､当該起訴又は勾留は,当該憲法裁判所の

裁判官，その他の裁判官及び検事総長の任期中は延期される。

第13操

(1)憲法裁判所の裁判官に任命された者は,任命の宣誓をする前に,政党又は政治団体の構
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成員の立場を辞任しなければならない。

(2)憲法裁判所の裁判官は,専F嫁としてその聯を遂行しなければならない｡裁判官とし

ての職務は,他の公的･私的職業と両立しない｡ただし,裁判官自身の財産の管理のほか，

科学的,学術的,文化的活動,司法協議会のメンバーとしての活動は認められる。

(3)憲法裁判所の判事としての職務を開始した時から,国民議会の畿員としての資格スロ

バキア共和国政府の一員としての資格は停止する。

第13蝶

(1)憲法裁判所の裁判官は,憲法錨判断長官に対して辞任の申出書を提出することにより，

辞任することができる｡その場合には,当該裁判官の職識ま,上記申出書が到達した月の

経過により終了する。

②大統領は，以下の場合に，憲法裁判所の裁判官を解任する。

a)故意による3聯で有罪の朧判決を受けた裁判官,過失による犯罪で有罪の確定判決

を受けた場合において執行猶予が付されなかった裁判官

b)雛裁判所の懲戒手続により，憲法裁判所の裁判官として職務を遂行することがふさ

わしくないと判断された者

c) 1年以上の長期にわたり，憲法裁判所の裁判官としての職責を務めていないと憲法裁

判所が認めた者

d)国民議会護員の選挙権を喪失した者

第13操

憲法裁判所の裁判官が辞任し,又は解任された場合には,国民議会が推薦する2人の候補

者の中から，大統領が新たに裁判官を任命する。

第14峰

憲法裁判所の組織手続及び裁判官の地位等の詳細は，法律によって定める。

第2章スロバキア共和聯断

第141条
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(1)スロバキア共和国の司法槽は，独立かつ公平な機関である裁判所により運営される。

②司法権は，全ての場面において，他の国家權力からの独立が保障される。

第141条a

スロバキア共和国司法協議会

(1)司法協議会(nnmeJudiciaxyCounciloftheSlvakRepUblic)は，スロバキア共和国

最高郷断の長官が謹長を務める｡司法協議会は,長官のほか,以下のメンバーにより構

成される。

a)全国の裁判官の選挙により選任･解任される裁判官8名

D国民議会他tinaIComcil)により任命･解任される委員3名

c)大統領により任命･解任される委員3名

d)政府により任命･解任される委員3名

②前勵いないし①の規定に基づいて任命される各委員は,過去に大学で法律学を専攻し，

少なくとも15年の実務経験を有する人格識見に優れた者であることを要する。

③司法協議会の構成員の任期は5年であり,引き続き2回までの選任又は任命が認められ

る。

④司法協議会の楕限は以下のとおりとする。

a)大統領に対し、裁判官の選任又は解任の提案をすること。

⑲裁判官の填補に関する決定をすること。

c)大統領に対し，スロバキア共和国騎鯛猟断長官及び同副長官の任命及び解任に関す

る提案をすること。

の政府に対し，スロパキア共和国を代表して国際機関の裁判所の裁判官となる候補者を

推薦すること。

の懲戒委員会の委員長及び委員を選任又は解任すること。

f)予算案の審謹の中で，裁判所に関する予算案の内容につき意見を述べること。

④他に法律で定められた事項

(5)司法協議会の決議の採決は，全構成員棚蝿半数の同意を要する。
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⑥司法協謹会の働戎員の任命方法権限の範囲,組織,司法行政部門との関係などの詳細

は，法律で定める。

第14操

(1)裁鞘断は民事事件及び刑事事件を処理するほか,法律の定めがある場合には,行政機関

がした判断に対する正当性の審査,その他の公的団体がした決定,処分又はその他の行為

の合法性につき審査する権限を有する。

②法律の定めにより裁判官が単独で判断することが認められている場合を除き,裁判所は

合議体で判断する。また,市民から選ばれたﾖ博門家裁判官.(thel可judJs)が合議体

の一員として判断に関与したり，裁判官から横限を授与された裁判輌謎ヨtcurt

emlWeのガ壊件を処理したりすることも法律に定めがある場合には認められる。

③裁判所による判決は，国家の名の下に言い渡され,公開される。

第14操

(1)スロパキアの司法機関は,スロバキア共和国最高裁判所及び他の下級裁判所により構成

される。

(2)司法制度,裁判所の管轄,組織手続などの詳細は，法律によって定める。

③法律で定められる範囲において,司法行政部門は,独自に裁判所の管理及び運営を行う。

第144条

（1）裁判官はその職務を遂行するに当たり独立が保障され憲法,条約及び法律にのみ拘束

される。

(2)係属中の事案につき法令の合憲性及〔鮒違反の有無が争点になると判断した場合に

は，当該裁判所は，手続を中断し， 125条1項の規定に基づき，憲法裁判所に判断の申立

てをする。この場合において,…断がした判断に含まれる法的意見は,その裁判所

を拘束する。

第14燦

(1)大統領は,司法協謬会の提案に基づき裁判官を任命又は解任する｡この裁判官の任命に

当たり回数制限は存しない。
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②国民議会の選挙権を有し， 30歳以上で,かつ,大学で法律を勉強したスロバキア国民

は,裁判官に任命される資格を有する｡ただし,法律により,裁判官の選任に関する要件，

昇進,権利などを定めることができる。

③大統御ま,司法協議会の提案に基づき,最高幾判所判事として5年以上の経験を有する

者の中から,最高裁判所の長官及び副長宮を任命する｡長官及び同副長官の任期は,連続

2期を限度とする。 147鋤縦する事由が生じた場合には,大統領は,最嶽鍔胤断長

官又は同園辰官を任期中に解任することができる。

(4)裁判官は,大統領の面前で,以下の宣誓を行う。 「憲法,国家により認可され法律に基

づいて公布された条約及び法律を遵守すること,独立かつ公平に自分の信念に従って,法

律を解釈し判断することを自らの名誉と誇りに従って誓う。」

⑤上記の宣誓が終了すると，裁判官として執務に当たることができる。

第145鐙

(1)政党又は政治団体の構成員が裁判官に任命された場合には,大統領の前で宣誓をする前

に，その地位を辞任しなければならない。

(2)裁判官は，専門家としてその職務を遂行しなければならない。裁判官としての職務は，

他の公的･私的職業と両立しない｡ただし,裁判官自身の財産の管理のほか,科学的,学

術的，文化的活動，司法協議会のメンバーとしての活動は認められる。

第1峰

裁判官は,大統領に辞任の申出書を提出することにより辞任することができる｡その場合

には,当該裁判官の職識ま,辞任申出書が柵に送達された日の属する月の経過により終

了する。

第14操

(1)柵は,故意による犯罪で有罪の職判決を受けた裁判官過失による犯罪で有罪の

確定判決を受けた場合であって術猶予が付されなかった裁判官,懲戒委員会…

にふさわしくないと判断した謝り官，国民総調員の選挙権通喪失した裁判官について，

司法協議会の提案に基づき罷免する。
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(2)前項に定める場合のほか,大統領は,司法協議会の提案に基づき,次の要件を満たす裁

判官を罷免することができる。

a)病気により，少なくとも1年を超える長期にわたり，その職務を遂行することができ

ないとき。

⑱65歳を超えたとき。

第14礫

(1)裁判官は,その同意がある場合又は懲戒委員会の決定がされた場合に限り,他の裁判所

に異動する。

②罷免の一時取消しの理由，仮の罷免又は仮の任命の要件は，法律により定める。

③ヨ廟§家裁判官の創設については法律により定める。

第8絹

スロパキア共和国の検察官…

第14蝶

公訴権は,法律によりスロパキア共和国の自然人及び法人に保障されている権利及び利益

を擁護するために行使される。

第15蝶

検察庁は，国民識会の提案に基づき柵が任命･解任する検事総長が代表する。

第151条

検察官の任命罷免,権限及び義務の詳細は，公訴横の仕組みと同槌法律で定める。
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偲既4）

…単位別の…間（スロバキア）

…
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偲既5）

ルーマニア憲法の穏成

第1編織り

第2編基本的人櫓，自由及び義務

第1章共通規定

第2章基本的人権及び自由

第3章基本的義務

第4章国民の幡利の擁護者

第3編国繩力

第1章国会

第2章大統領

第3章政府

第4章行政機関

第5章司法機関

第1節

124条裁判所の組織

12晩裁判官の地位

126条裁判所

12操裁判の公開

裁判所での側弓言語及び通訳の使用128条

12蝶上訴

13晩司法醤察権

第4絹経済及び財政

第5縞憲法裁判所

142条組織

14操裁判官の任命資格
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兼職禁止

瀞蟷の独立及び罷免の禁止

144条兼職禁止

14磯瀞蟷の独立及び鬮

146条憲法溌削所の権限々

147条憲法畿判所の判断

第6"EUとの関係

第7編懲法の改正

第8編最終規定及び軽過規定

以上
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偲既6）

ルーマニア窓法俄訳）

第4絹司法權

第1章裁判所

第124条裁判所の組織

(1)司法権は，法の名の下に与えられる。

②司法権は，唯一,不可侵で，かつ，全ての者にとって平等に行使される。

③鯏官は，独立であり，法律にのみ拘束される。

第125条裁判官の地位

(1)裁判官は，大統御こより任命され法律によらなければ罷免できない。

(2)翻り官の任命昇進,異動及び制裁は，司樹鱸陰(SUperiorColmcilofMagistracy)

がその法律の定めに基づいて同意をした場合に限り行われる。

③蝋官は,他の公的･私的職業(ただし法学高等教育を除く）を兼務することはできな

い。

第12礫裁判所

(1)司法権は,最高識間断及び法律で定められた下級裁判所により運営される。

②郷断の管鞘や訴訟手続は法律により定める。

③最高醗判所は，その権限に基づき，法律の統一した解釈を雛する。

(4)最高鋤断は．その組織法に基づき，組織を運営するための繩ﾘを制定する。

(5)纈職判所を設題することは禁止される｡法律の定めにより,特定の分野に関する裁判

所を設置すること,司法官でなb渚が裁判に関与することは許される。

(6)地方公共団体の行政行為に対する司法のコントロールは,行政事件を扱う裁判所が事件

を処理する中で行使される(ただし,国会と地方公共団体との関廠Z暉事に関する事項

については除く。）。行政事件を扱う裁判所は,地方公共団体による違憲の行為により権

利を侵害された旨の主張をする者から申し立てられた事件を処理する権限を有する。

第127条裁判の公開
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、法律で別段の定めがある場合を除き，裁判所の手続は公開される。

第1鵬裁判所での使用言語及び通訳の側羽

(1)訴訟手続は，ルーマニア語で行われる。

(2)ルーマニア国民のうち,少数民族に属する者は,当該民族の母国語を使用して訴訟を追

行する権利を有する。

③前項の規定により訴訟追行するため.手続の鰯や関係者の費用負担の鋤ﾛをもたらさ

ない限り，通訳や翻訳を用いることが許される。

④外国人又はいずれの国籍も有しない者で,ルーマニア語を使用することのできない者が

刑事被告人となった場合には，当該被告人は，無料で通訳を利用することができる。

第12蝶上訴

裁判所の判断に利跡ある当事者は，法律の規定に基づき上訴することができる。

第1釦条司法警察樋

裁判所は，自ら警察権を所持することができる。

第5縄…断

第14操組織

(1)憲法灘断は，憲法ガ畷高の法規であることを側章するために設置される。

(鋤憲法鋤所は9人の識判値で構成される｡これらの裁判官の任期の延長又は再任は認め

られない。

③憲法裁判所の裁判官は,代議院(the肋麺舵rofDeputies) ,元老院仙eSenate)

及び大統領が3人ずつ任命する。

(4)憲浅段判所の長官は， 3年ごとに裁判官の秘密投票により互選する。

(5)憲法裁判所では,裁判粥寵法の定めに基づき，3年ごとに3分の1の裁判官ガ噺たに

任命される。

第14鎌裁判官の資格

憲法瞬削所の裁判官は,法学の高等教育を修了していること,高度な軒ﾖ的知識を有する
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こと，法律実務家又は研究者として少なくとも18年の経験を有することを要する。

第144条兼職禁止

憲法裁判所の裁判官の職務は,あらゆる公的･私的職業と両立しない｡ただし,学術的活

動を除く。

第145条裁判官の独立及び罷免の禁止

憲法鰐側所の裁判官は独立して職務を行い,その任期中,罷免されない。

第1線憲法裁判所の権限

憲法裁判所は次に掲げる権限を有する。

a)公布前の法律の違憲性審査

⑩条約又は他の国家間の合意の違憲性審査

c)現行法の違憲審査

d)各院の謹院制刈の謹壷件審杏

の法律･命令の違憲性に関する司法識間断への申立てに対する審査

f)大統領選挙の実施過程の監視及び選挙結果の確認

p大統領の職務代行を要する根拠となる状況の確認並びにこれに関する議会及び政府へ

の報告

肋大統領の職務停止に関する勧告

i)国民投票の実施過程の監視及び投票結果の確認

j)市民の立法発識権の実現過程の蹄

k)政党の違憲性の申立てについての決定

l)裁判所組織法により定められたその他の権限

第14燦憲法我判所の判断

(1)法律,条例及び簡販Iの齪の中で違憲であると憲燃断が判断したものについては，

憲法裁判所が判断をした日から45日以内に.国会又は政府力雛に適合する内容に修正を

することができなかった場合には,その効力を失う。この45日の期間中は,違憲と判断さ

れた規定は，その効力が中断する。
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(2)憲法裁判所が違憲の判断をした法律については,国会は,その法律が公布される前に違

憲であると判断された条項につき再検討し,改めて憲法裁判所の判断を仰ぐことを要する。

③14鋤)の規定に基づいて過去に合憲であると判断された条約又は国家間の合意につい

ては,その後,違憲であるとの異議を申し立てることはできない｡なお,違憲であると判

断された条約又は国家間の合意については，国会で批准されない。

､④…断の判断は,ルーマニア官報により公開される｡憲法裁哨断の判断は,拘束力

を有し，将来に向かってのみ有効である。
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侃既7）

ルーマニアの蕊判官･検察官の報酬

77

地位 月収(ユーロ）

憲法院の判事 3期1

同上 3,566

同上 2772

同上
も

2.87

同上 2390

同上 3,153

同上 2415

首席補助官(治安判事） 1,819

上席補助官(治安判事） 1933

補助官(治安判事） 1492

破穀院長官 3032

破穀院副長官 2,922

破穀院部長判事 2釦9

破殴院判事 2381

プｶﾚｽﾄ捜掴禰靜削事 1,834

プｶﾚｽﾄ控職判事 1β35

ｲｱｼ控翫院判事 3,010

パソウ控騨砺鋼事 1,743

地裁判事 1,634

簡裁判事 1406

検事総長 2期3



、

別 8）間團、

裁判官

人数 任期 定年 再任 資格 兼職の可否

任命機関

裁判官 長官
權限

スロバギァ 13名 12年 なし 不可

スロバキア共和国
国籍を有し‘国民
鬮会膳員の被選
挙権を有すること
のほか,40織以
上で,法科大学院
を卒業し,15年以
上の法曹実務家
の経験を有するこ
と

不可(法学
高等教育を
除く｡）
政党への加
入恭止

国民磯会の
推繭により大
統領が任命

大統領

･国民蟻会蟻員の職務遂行の可否の麗定
･大統領選挙,国民蟻会選挙.地方公共団体が実施す
る選挙の適法性の監視
･国民投票の施行の適法性の監視
･政党･政治団体を解体するか否かの裁定
●国民醗会が大統領を相手方として申し立てた憲法違
反行為,あるいは,国家反逆罪を理由とする起駈につ
いての適法性の判断
･戒厳令･非常事態宣言の憲法適合性

ルーマニア g名 9年 なし

争■一

不可

法学高等教育を
受け,高い専門性
を有し,18年以上
の法律家又は法
学教育の活動経
験がある者

不可(法学
高等教育を
除く｡）
政党への加
入禁止

代醗院.元老
院,大統領が
各3名任命

憲法裁判
所裁判官
の秘密投
票による互
選
任期3年

･公布前の法律･施行後の法律の違憲性審査
･憲法改正発蟻に対する違憲性審査
･各院の蟻院規則の違憲性審査
･法律･命令の違憲性に関する司法裁判所への申立て
に対する審査
･大統領選挙の実施過程の監視及び選挙結果の確麗
･大統領の職務代行を要する根拠となる状況の確鯉並
びにこれに関する鯵会及び政府への報告
･大統領の職務停止に関する勧告
･国民投票の実施過程の監視及び投票結果の確鯉
･市民の立法発蟻権の実現過程の監視
･政党の違憲性の申立てに対する決定

フランス

9名十
中
大

存
元

生
の

統領

9年 なし 不可

● なし
･大統領経験者は
定員外で委員とな
る

大臣,国会
醗員,経済
社会解溌会
構成員,す
べての公職

大統領,国民
溌会蟻長， 元
老院醗長が
各3名任命

大統領

･組織法律及び艤院規則に対する違憲性の審査
･通常法律に対する違憲性の審査
･大統領選挙の適法性の監視,異溌申立の審理,投票
結果の公表
･国民蟻会艤員及び元老院蟻員選挙の適法性の裁定
･国民投票の施行の適法性の監視,結果の公表
･大統領の職務遂行不能の麗定
･大統領の非常事態措置樋行使の際の賠問


