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はじめに

「時間がかかる」「わかりにくい」「近寄り
がたい」といった批判がある日本の裁判を変
えるため，戦後最大の司法改革と言われる「裁
判員制度」が導入されることになった。
「裁判員制度」とは，20歳以上の有権者か

ら無作為に選ばれた裁判員が，裁判官と一緒
に殺人などの重大な刑事事件の裁判の審理に
あたる制度で，幅広い国民の良識を裁判に反
映させることを目的としている。
政府は平成11年7月，司法制度改革審議会

を内閣に設置。平成13年11月，司法制度改
革推進法が公布され，12月には司法制度改
革推進本部が内閣に設置された。そして平成
14年3月「司法制度改革推進計画」を決定し，
平成16年5月，「裁判員制度」を導入する法
案が可決された。
司法制度改革の目的は，国民にとって身近

で信頼される司法制度を構築しようというも
のであり，3 つの柱から成り立っている。1
つ目は，裁判を迅速化し，充実したものにす
るために，民事・刑事司法制度の改革を行う。
2つ目は法曹人口を大幅に増やし，能力を高
めるための改革を行う。そして 3つ目が改革
の目玉である「裁判員制度」で，5年以内の準
備期間を経て導入される予定である。
裁判に国民の日常的な感覚や常識を反映さ

せることで，司法に対する理解と支持を深め
る効果が期待されているが，はたして国民

はこの制度の導入についてどのように受け止
めているのだろうか。NHKでは 2005年1月
上旬に司法制度改革に関する世論調査を実
施し，調査結果は 2月12日，13日に放送し
た「NHKスペシャル 21世紀日本の課題 司法
大改革 あなたは人を裁けますか」で紹介され
た。本稿は，この世論調査の結果の詳細につ
いて報告するものである。
調査は，1月8日（土）～10日（月）の 3日間，

全国の 20歳以上の 1,800人を対象に個人面接
法で実施し，57.3% にあたる 1,031人から回
答を得た 1）。

1. 人を裁くことへの抵抗感
（1）裁判のイメージ

この調査では，まず，今の裁判のイメージ
についてたずねている。5つの選択肢から，
今の裁判のイメージにあてはまるものをいく
つでも選んでもらった。その結果，もっとも
多かったのが「時間がかかる」の 75%で，続
いて「専門的でわかりにくい」が 55%，「閉鎖
的で近寄りがたい」が 40% という順であっ
た。このように，マイナスのイメージを選ぶ
人が多く，逆に「公平で正しい」「頼りになる」
といったプラスのイメージを選ぶ人は 1割に
満たない（図1）。
特に 30代，40代でマイナスのイメージを

選んだ人が多く，今の社会を支える世代に，
今の裁判は否定的に捉えられていることがわ
かった。

刑事裁判の改革と課題
「司法制度改革に関する世論調査」から
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続いて，今の裁判を身近なものに感じてい
るかどうかをたずねた。その結果，「身近に
感じている」のはわずか 3%で，「どちらかと
いえば身近に感じている」の 12%とあわせて
も全体の 15%にすぎない。一方「身近に感じ
ていない」のは 41% を占め，「どちらかとい
えば身近に感じていない」の 42%をあわせる
と，83% の人が今の裁判を身近に感じてい
ないことがわかった（図2）。
年層別に見てみると 20～40代の 9割近く

が「身近に感じていない」と答えており，若
い世代から中年層にかけて，裁判は縁遠いも
のと思われているようだ。

それでは，現実に今の刑事裁判が適正に行
われていると思うかどうかについてはどうだ
ろうか。
「十分に適正である」と答えたのは全体の

3%と少数意見で，「おおむね適正である」の

32%とあわせても 35%であった。一方「おお
いに問題がある」と答えたのは 17% で，「や
や問題がある」の 40%とあわせて 6割近い人
から，今の刑事裁判には問題があると思われ
ていることがわかった（図3）。
このように，今の日本の刑事裁判について，

「時間がかかる」「わかりにくい」「近寄りが
たい」というマイナスのイメージが大半を占
め，国民にとって身近な存在ではなく，また
運営そのものについても問題があると感じる
人が多いことが明らかになった。
この調査結果から浮き彫りになった刑事裁

判に対する国民の批判は，司法制度改革，特
に裁判員制度の導入によって裁判を国民に身
近でわかりやすいものに変革しようとする政
府の狙いが的を射ていることを示している。
それでは，この「裁判員制度」導入を国民は
どのように受け止めているのだろうか。

（2）「裁判員制度」の認知度

2月12日放送の「NHKスペシャル 21世紀
日本の課題 司法大改革 あなたは人を裁けま
すか」では，リストラによってホームレスに
なった男が犯した傷害致死事件の裁判をめぐ
り，裁判員に選ばれた人々が人を裁くことの
難しさに直面し，苦悩しながら評議を行う姿
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図 2　裁判を身近に感じるか
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図 3　刑事裁判の評価
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を描いている。
裁判員の候補に選ばれる確率は 13人に 1

人の割合で，原則として辞退は認められず，
ドラマの話は決して他人事ではない。対象と
なる裁判は殺人などの重大な犯罪であり，場
合によっては死刑の宣告をしなければならな
いことも起こりうるのだ。はたして国民は「裁
判員制度」についてどの程度認知し，またど
のように感じているのだろうか。
まず「裁判員制度」の認知についてたずね

た。その結果，「知っていた」と答えたのは
全体の 68%，「知らなかった」のは 29%で，7
割近い人がこの制度を認知していることがわ
かった（図4）。
しかし，「知っていた」と答えた人に認知

の程度についてたずねたところ，「名前を聞
いたことがある程度」と答えたのが 47%，「制
度の内容をだいたい知っている」が 50% で，
「制度を詳しく知っている」のはわずか 3%で
あった。つまり認知は高くとも，そのうちの
半分は名前を見聞きして知っている程度なの
である。

（3）導入の是非

続いて，裁判員制度の概要を読み上げた上
で，制度導入の是非についてたずねた。

「望ましい」（「どちらかといえば望ましい」
をふくむ）と答えたのは 44%，「望ましくな
い」（「どちらかといえば望ましくない」をふ
くむ）は 42%とほぼ同じ割合で，賛否が真っ
二つに分かれた（図5）。属性別に見ると，「望
ましい」と答えたのは女性よりも男性に多く，
20～30代の年層では 5割を超えているが，
年層が上がるにつれて少なくなり，60代で
は 36%にとどまっている。
「望ましい」と答えた人に，その理由を 4

つの選択肢の中から 1つ選んでもらった。そ
の結果，「裁判に国民の常識を反映させるべ
きだから」が 30%，「裁判への国民の理解が
深まると思うから」26%，「わかりやすい裁
判が期待できるから」25% の 3 つがほぼ並
んでおり，「誤った判決を防ぐことが期待で
きるから」が 17%という結果であった（図6）。
男女や年層による偏りはほとんど見られな
かったが，「わかりやすい裁判が期待できる
から」については高齢層で高く，若い層で低
い傾向が見られた。
一方，「望ましくない」と答えた人に，そ

の理由を 4つの選択肢の中から 1つ選んでも
らったところ，「誤った判決につながる恐れ
があるから」が 38%でもっとも多く，4割近
くを占めた。続いて「裁判員になる国民の負

図 4　裁判員制度の認知
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担が重いから」が 24%，「専門家である裁判
官の判断のほうが信頼できるから」20%，「新
しい制度がうまく運営されると思えないか
ら」16%という結果であった（図7）。この制
度を望ましくないと思う人にとって，そのお
もな理由は，選ばれた人の負担や制度がうま
く運営されるかどうかという不信感より，裁
く人の良識や判断力への不安な気持ちが最大
の理由となっていることが明らかになった。

（4）裁判に参加したいか

次に，裁判員として裁判に参加したいと思
うかどうかたずねた。「是非参加したい」と
いう積極的な意見は 5%で，「参加してもよ
い」の 26%とあわせても，参加の意志を示し
た人は 31%であった。一方「絶対に参加した

くない」という強い拒否は 23%，「できれば
参加したくない」は 42% で，あわせて 65%
が参加したくないと答えている（図8）。
参加の意志を示した人を属性別に見ると，

女性より男性に多く，また若い年層で高く，
高齢層で低い傾向が見られた。
参加してもよいと答えた人に，その理由

をたずねたところ，もっとも多かったのは
「裁判を身近なものにしたいから」36%，続
いて「国民の責務だと思うから」30%，「裁判
に興味があるから」23%，「決まったことな
ら，しかたがないから」7%という結果であっ
た（図9）。これを見る限り，参加の意志を示
した人の多くは，制度の意義を前向きに捉
え，責任感をもって受け止めているようであ
る。「決まったことなら，しかたがないから」
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図 7　導入が望ましくない理由
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図 9　参加したい理由
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という消極的な意見は，この中では少数派で
あった。
一方，参加したくないと答えた人の理由

は，「人を裁くことに抵抗を感じるから」が
40%，「正しい判断ができると思えないから」
が 37% で，心情的な理由や自信のなさによ
る抵抗感を理由にあげている。「時間がとら
れるのは困るから」11%，「裁判に興味はな
いから」7%など，物理的な理由や無関心に
よる拒絶は少数派であった（図10）。
裁判員に選ばれたとして，適切に判断がで

きると思うかどうかをたずねた結果でも，「で
きると思う」（「十分」＋「ある程度」）と答え
たのは 37%，「できないと思う」（「あまり」＋
「まったく」）は 59%で，自分の判断に自信が
ないと答える人が 6割を占めている（図11）。
このように，裁判員制度導入の是非や，裁
判員として参加するかどうかの意向について，
否定的な考えを持つ人の多くは，一般市民が
判決を下すことへの不安感，あるいは自分が
なってしまった場合の自信のなさが，この制
度への抵抗感の要因になっているようだ。

（5）認知度と参加の意向

人を裁くことへの抵抗感は多くの人が感じ
ることであろう。しかし，裁判員制度につい

て知識があり，導入の目的や理念を理解して
いれば，裁判員として参加することにある程
度理解を示すことができるのではないだろう
か。ここでは裁判員制度の認知と参加の意向
に関連があるのかどうかについて見てみた。
裁判員制度を「知っていた」と答えた人の

うち，裁判に「参加したい（是非参加したい
＋参加してもよい）」と答えたのは 35% であ
るのに対し，「知らなかった」人で「参加した
い」と答えたのは 23%であった。また，裁判
員制度を「知らなかった」人のうち，「絶対に
参加したくない」と答えたのが 33% と，強
い拒否が 3分の 1 を占めているのに対して，
「知っていた」人では 18%にとどまっている
（図12）。このように，制度を知っている人
のほうが，知らない人よりも裁判への参加を，
前向きに捉えている割合が高い。
また，認知と導入の是非について見てみ

ると，裁判員制度を「知っていた」人のうち，
制度の導入を「望ましい」と答えたのは 49%
であるのに対して，「知らなかった」人は
37% であった（図13）。導入の是非について
も，制度を知っている人のほうが，肯定的に
受け止めている割合が高い。
こうしたデータにもあらわれているよう

に，制度を「知らない」ということが，最初

図10　参加したくない理由
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の大きな障害となり，「不安」に繋がってい
るといえるのではないだろうか。

2. 制度への注文
（1）裁判員の拘束時間 

裁判員に選ばれた人には，一定の免除事由
が認められており，重大な理由があれば裁判
員を辞退することができる。しかし，仕事や
家事が忙しいから，自信がないからといった
理由での辞退は認められないことになってい
る。そのため有職者や，家事や育児を担う人々
にとって，貴重な時間を裁判員として拘束さ
れるのは負担であるだろうし，どれくらいの
期間拘束されるのか，不安に思うだろう。ま
た時間的に余裕があっても，身の安全は守ら
れるのか，専門的な知識がなくても大丈夫か
など，裁判員に参加するにあたっての不安材
料はたくさんあるだろう。
裁判員に選ばれたとして，裁判がどの程度

の期間で終わるのなら参加できると思うかを
たずねた。その結果，「3日程度」と「絶対参
加したくない」がともに 21%，「1週間程度」
が 20%，「1日」13%，「特に期間は限定しな
い」9%，「1か月程度」8%であった（図14）。
「絶対に参加したくない」と答えたのは男性
よりも女性に多く，年層では 70歳以上の高
齢層に多い。一方，「3日程度」は 20～40代

で多く，それぞれの年層の 4分の 1を占めて
いる。また「1週間程度」は 20代，40代，50
代でそれぞれ 20% を超えており，多忙な世
代であっても，これだけ時間を割くことを了
解している。職業別の結果を見ても，「勤め人」
の 25%が「3日程度」，21%が「1週間程度」と
答えており，「絶対に参加したくない」と答
えたのは 15% で，仕事を理由に断りたいと
いう人が多数を占めるわけではないことがわ
かった。

（2）裁判官との関係

1 つの裁判について選ばれる裁判員は 6人
で，プロの裁判官3人と一緒に議論し，有罪
か無罪かの判決を下し，量刑まで決める。こ
のように，裁判官と一緒に判決を出すことに
ついてどのように思うかをたずねた。その結
果，「素人だけでは不安だから，裁判官がい

図12　裁判員制度の認知と参加の意向
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たほうが安心だ」が 36%でもっとも多く，次
に「裁判官から専門的なアドバイスが受けら
れるから安心だ」が 22% で，肯定的な意見
が 6割近くを占めた。また，「意見が言いに
くいのではないかと不安だ」が 18%，「裁判
官が議論をリードし，裁判員の意見が判決に
反映されないのではないかと不安だ」が 12%
と，否定的な意見は 3割であった（図15）。
性別や年層で見ると，「素人だけでは不安

だから，裁判官がいたほうが安心だ」は 20代，
30代で 4割を超えており，中・高齢層に比べ
て高く，「裁判官から専門的なアドバイスが
受けられるから安心だ」は 40代，50代で 3割
近くを占め，全体より高めになっている。
一方，否定的な感想の「意見が言いにくい

のではないかと不安だ」が，20代と 60代で
それぞれ4分の1を占めている。このように，
不安を訴える声も一定程度見受けられたが，
裁判官と一緒であることが，安心感をもたら
すであろうと，おおむね好ましく感じている
ことがわかった。

（3）実施上の課題

最後に，裁判員制度を実施する上で，必要
だと思うことを 9つの選択肢の中から 3つま
で答えてもらった。その結果，もっとも多

かったのが「裁判員の身の安全を保障する」
の 48%で，次に「個人的な事情のある場合は，
できるだけ辞退することを認める」の 42%，
続いて「拘束時間をできるだけ短くするため，
審理を迅速化する」と「裁判員のための特別
休暇を企業が導入するなど，参加しやすい環
境を整備する」が 36%，「裁判の進め方をわ
かりやすいものにする」34% といった順で
あった（図16）。
男女・年層別に見ると，「裁判員の身の安

全の保障」を選んだのは，女性よりも男性に
多く，特に男性の 20～39歳の 60%がこれを
選んでいる。この年層は，幼児や児童など幼
い子どもを持つ父親の世代にあたることから
も，自分や家族の身の安全は，もっとも心配
な項目であるといえよう。
「個人的な事情がある場合は，できるだけ

辞退することを認める」を選んだのは，男性
よりも女性に多く，特に女性の 40～59歳の
50%が選んでいる。

図15　裁判官と一緒に判断すること

裁判官から専門的な
アドバイスが受け
られるから安心だ

裁判官が議論を
リードし、裁判員
の意見が判決に
反映されないのでは
ないかと不安だ

素人だけでは
不安だから、
裁判官がいた
ほうが安心だ

意見が言いにくい
のではないかと
不安だ

わからない、無回答その他
1

18

10

36％

22
12

図16　裁判員制度で必要なこと（複数回答）

拘束時間をできるだけ短くするため、
審理を迅速化する

個人的な事情のある場合は、
できるだけ辞退することを認める

育児中や介護中の人も、裁判に参加
できるような施設や体制を整備する

裁判員のための特別休暇を企業が導入
するなど、参加しやすい環境を整備する

裁判員の身の安全を保障する 48％

36

27

42

36

12

34

16

3

1

裁判員として仕事を休んだ
時の収入を補償する

裁判の進め方をわかりやすいものにする

裁判員の意見をできるだけ
尊重しながら裁判を進める

特に望むことはない

その他

6わからない、無回答
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この項目は，裁判員として参加することの
意向をたずねた質問で「参加したくない」と
答えた人の 5割近くがこれを選んでいるのに
対して「参加したい」人では 3割強であった。
また，裁判員に選ばれたとして適切な判断が
できると思うかどうかをたずねた質問で「で
きないと思う」と答えた人の 5割近くがこれ
を選んでおり，裁判員制度に対して消極的な
人や，自信の無い人が多く選んでいる。
次の「拘束時間をできるだけ短くするため

審理を迅速化」と「裁判員のための特別休暇
を企業が導入」では，ともに女性よりも男性
に多く，特に男性の 40～59歳で高くなって
いる。職場において中心的な役割を果たして
いる世代の男性が，数日間仕事を休んで参加
するとなれば，この条件は外せない項目とな
るのだろう。
一方，「裁判の進め方をわかりやすいもの

にする」や「育児中や介護中の人も，裁判に
参加できるような施設や体制を整備する」で
は男性よりも女性に多い。今の裁判のイメー
ジをたずねた質問で，女性の 40～59歳の 6
割以上が「専門的でわかりにくい」と答えて
いることからも，この層の人々が「裁判の進
め方をわかりやすいものに」を選ぶ割合が他
の層よりも多いことは納得がいく。また，女
性の 20～39歳，40～59歳の層では育児や介
護が忙しく，そのために時間の余裕がないと
いうのは，切実な問題であろう。

おわりに

その人の置かれた立場や状況によって，こ
の制度に望む条件は異なっていることがこの
調査結果から明らかになった。導入に向けて
さまざまな条件整備が必要だといえる。しかし，

一番の問題は，「参加したくない」と思ってい
る人が 65%を占めているという現実である。
これは導入する側の理念先行で進められ

てきたことで，国民との間に生じた意識の
ギャップといえるだろう。2009年のスター
トまでに，どれだけ国民に制度の理念が浸透
し，この溝が埋まるのか不安材料は多い。し
かし，今回の調査結果から，今の裁判を身近
に感じていない人が 8割以上，問題があると
感じている人が 6割近くいることも明らかに
なっており，国民は今の裁判のままでよいと
は思っていないのだ。
今回の調査結果から浮かび上がったのは，

自分にできるのだろうかという自信の無さか
ら来る不安や，人を裁くことに抵抗を感じる
不安など，国民はさまざまな「不安」を感じ
ているという問題である。
これらの不安は，裁判員制度の詳しい内容

が世の中に浸透していないことも一つの要因
と考えられる。
裁判員の情報については公開を制限され，
氏名は公表されないことや，プロの裁判官と
一緒に判決を下すので，裁判員には一般の常
識や感覚が期待されており，法律や裁判につ
いて詳しい知識を要するものではないことな
ど，まずは国民が不安に感じていること，疑問
に思っていることを把握して，一つずつ答えを
示していくことが必要なのではないだろうか。

（やまうち りか）

注
1）今回の調査は，司法制度に関する項目と憲法に
関する項目をあわせて実施した。憲法に関する
項目は 3月号で報告している。
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─刑事裁判の評価─
第 1問　あなたは，今の日本で，刑事事件の裁判が適正に行
われていると思いますか。この中から 1つだけ選んでお答
えください。
 1. 十分に適正である ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1 %
  2. おおむね適正である ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.9
  3. やや問題がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.7
 4. おおいに問題がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.9
 5. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.4

─裁判のイメージ─
第 2問  あなたは，今の裁判にどのようなイメージを持ってい
ますか。この中から，あてはまるものをいくつでもお答えく
ださい。
 1. 公平で正しい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.1 %
 2. 頼りになる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.1
 3. 閉鎖的で近寄りがたい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.9
 4. 専門的でわかりにくい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.4
 5. 時間がかかる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75.0
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7
 7. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8

─裁判を身近に感じるか─
第 3問  あなたは，今の裁判を身近なものに感じていますか。
この中から 1つだけ選んでお答えください。
 1. 身近に感じている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.9 %
 2. どちらかといえば身近に感じている ‥‥‥‥‥ 11.8
 3. どちらかといえば身近に感じていない ‥‥‥‥ 42.2
 4. 身近に感じていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.9
 5. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1

─裁判員制度の認知─
第４問  一般の国民が裁判官と一緒に刑事裁判の審理をする
「裁判員制度」が導入されることになりました。あなたは，
この「裁判員制度」を知っていましたか。
 1. 知っていた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67.5 %
 2. 知らなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.3
 3. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2

─認知の程度─（第 4問で 1の人に）
第 4問　SQ  あなたは，この制度についてどの程度知ってい
ましたか。この中から 1つだけ選んでお答えください。
 1. 名前を聞いたことがある程度 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.7 %
 2. 制度の内容をだいたい知っている ‥‥‥‥‥‥ 49.6
 3. 制度を詳しく知っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0
 4. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

N=696　

─導入の是非─
第 5問  
「裁判員制度」は，一般の国民が刑事裁判で裁判官と一緒に有罪か
無罪かを判断し刑の重さも決めるもので，4年後の 2009 年までにス
タートすることになっています。裁判員は選挙人名簿に載った 20
歳以上の人から抽選で無作為に選ばれます。裁判員に選ばれると原
則として辞退することはできないことになっています。対象になる
のは殺人など重大な犯罪で，一年間に 18,000 人程度が裁判員に選ば
れる見通しです。

あなたは，裁判員制度を導入することについて，どのように
思いますか。この中から 1つだけ選んでお答えください。

 1. 望ましい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.4 %
 2. どちらかといえば望ましい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.2
 3. どちらかといえば望ましくない ‥‥‥‥‥‥‥ 27.4
 4. 望ましくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.0
 5. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.0

─賛成の理由─（※第 5問で 1，2の人に）
第 5問  SQ1  あなたが，裁判員制度を導入することを「望ま
しい」と考える主な理由は何ですか。この中から 1つだけ
選んでお答えください。

 1. 裁判に国民の常識を反映させるべきだから ‥‥ 30.2 %
 2. わかりやすい裁判が期待できるから ‥‥‥‥‥ 25.0
 3. 誤った判決を防ぐことが期待できるから ‥‥‥ 16.7
 4. 裁判への国民の理解が深まると思うから ‥‥‥ 25.9
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3
 6. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9
 N=460　

─反対の理由─（※第 5問で 3，4の人に）
第 5問  SQ2  あなたが，裁判員制度を導入することを「望ま
しくない」と考える主な理由は何ですか。この中から 1つ
だけ選んでお答えください。

 1. 専門家である裁判官の
  判断のほうが信頼できるから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.5 %
 2. 新しい制度が
  うまく運営されると思えないから ‥‥‥‥‥‥ 15.8
 3. 誤った判決につながる恐れがあるから ‥‥‥‥ 38.4
 4. 裁判員になる国民の負担が重いから ‥‥‥‥‥ 23.8
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4
 6. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1

N=437　

─参加の意向─
第 6問　あなたは，制度がスタートしたら裁判員として裁判
に参加したいと思いますか。この中から 1つだけ選んでお
答えください。

 1. 是非参加したい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1 %
 2. 参加してもよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.8
 3. できれば参加したくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.7
 4. 絶対に参加したくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.6
 5. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8

─参加したい理由─（※第 6問で 1と 2の人に）
第 6問　SQ1　あなたが，そうお考えになる主な理由は何で
すか。この中から 1つだけ選んでお答えください。

憲法と司法制度に関する世論調査
単純集計結果（2005 年調査）

1. 調査時期　2005 年 1月 8日（土）～ 10日（月）
2. 調査相手　全国の 20歳以上の国民 1,800 人
3. 調査方法　個人面接法
4. 調査有効数（率）　1,031 人（57.3%）
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 1. 国民の責務だと思うから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.4 %
 2. 裁判を身近なものにしたいから ‥‥‥‥‥‥‥ 36.1
 3. 裁判に興味があるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.9
 4. 決まったことなら，しかたがないから ‥‥‥‥‥6.6
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1
 6. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9

N=319　

─参加したくない理由─（※第 6問で 3と 4の人に）
第 6問　SQ2　あなたが，そうお考えになる主な理由は何で
すか。この中から 1つだけ選んでお答えください。
 1. 正しい判断ができると思えないから ‥‥‥‥‥ 37.4 %
 2. 人を裁くことに抵抗を感じるから ‥‥‥‥‥‥ 40.4
 3. 時間がとられるのは困るから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.2
 4. 裁判に興味はないから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.8
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1
 6. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1

N=663　

─できると思うか─
第 7問  あなたが，裁判員に選ばれたとして，適切な判断がで
きると思いますか。この中から 1つだけ選んでお答えくだ
さい。
 1. 十分できると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8 %
 2. ある程度できると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.5
 3. あまりできないと思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.0
 4. まったくできないと思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.0
 5. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8

─どの程度の期間なら参加できるか─
第 8問  裁判員制度では裁判を連日，集中的に開くことが予定
されています。あなたが，裁判員に選ばれたとして，裁判が
どの程度の期間で終わるならば，参加できると思いますか。
この中から 1つだけ選んでお答えください。
 1. 1 日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.9 %
 2. 3 日程度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.0
 3. 1 週間程度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.2
 4. 1 か月程度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.4
 5. 特に期間は限定しない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.1

 6. 絶対に参加したくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.6
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
 8. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.6

─裁判官と一緒に判断すること─
第 9問  裁判員に選ばれた場合，裁判官と一緒に議論して判決
を出します。あなたは，このことについてどう思いますか。
この中から 1つだけ選んでお答えください。

 1. 素人だけでは不安だから，
  裁判官がいたほうが安心だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.4 %
 2. 裁判官から専門的な
  アドバイスが受けられるから安心だ ‥‥‥‥‥ 22.0
 3. 裁判官が議論をリードし，裁判員の意見が
  判決に反映されないのではないかと不安だ ‥‥ 12.3
 4. 意見が言いにくいのではないかと不安だ ‥‥‥ 18.1
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1
 6. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.1

─裁判員制度で必要なこと─
第 10問  裁判員制度を実施する上で，必要だと思うことがあ
りますか。この中からあてはまるものを 3つまでお答えく
ださい。

  1. 拘束時間をできるだけ短くするため，
  審理を迅速化する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.5
 2. 個人的な事情のある場合は，
  できるだけ辞退することを認める ‥‥‥‥‥‥ 41.8
 3. 裁判員として仕事を休んだ時の
  収入を補償する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.9
 4. 裁判員のための特別休暇を企業が
  導入するなど，参加しやすい環境を整備する ‥ 35.5
 5. 裁判員の身の安全を保障する ‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.4
 6. 育児中や介護中の人も，裁判に参加
  できるような施設や体制を整備する ‥‥‥‥‥ 11.7
 7. 裁判の進め方をわかりやすいものにする ‥‥‥ 33.8
 8. 裁判員の意見をできるだけ
  尊重しながら裁判を進める ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.1
 9. 特に望むことはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4
 10. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 11. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2

全　体 性 年　　　　齢
男性 女性 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 以上

1031 489 542 105 162 184 196 209 175
100% 47.4 52.6 10.2 15.7 17.8 19.0 20.3 17.0

サンプル構成

男性の年齢 女性の年齢
20 ～ 39 40 ～ 59 60 以上 20 ～ 39 40 ～ 59 60 以上
140 166 183 127 214 201
13.6% 16.1 17.7 12.3% 20.8 19.5

職　業
農林／漁業 自 営 販売／サービス 技能／作業 事務／技術 経営／管理 専門／自由 主 婦 学 生 無 職 無回答

29 78 96 147 165 46 21 265 11 165 8
2.8% 7.6 9.3 14.3 16.0 4.5 2.0 25.7 1.1 16.0 0.8 

都市規模 地域ブロック
政令指定
都市

30 万
以上の市

10 万
以上の市

10 万
未満の市 町村 北海道

東北
関東
甲信越 中部 近畿 中国

四国 九州

180 181 222 228 220 133 374 159 131 111 123
17.5% 17.6 21.5 22.1 21.3 12.9 36.3 15.4 12.7 10.8 11.9 


