連載

亀ちゃんにも言わせてよ！

検察をチェックするのは誰か

〜その２〜

●検察をチェックする仕組み

１項 ）。

以 前検察審査 会について 少々言わせ ていただき

●これでいいのか

まし たが、検察 審査会は直 接検察当局 や検察官を
チェ ックするた めのもので はありませ ん。検察官

検 察官適格審 査会は制度 上存在して いますが、

を直 接チェック する仕組み として「検 察官適格審

実際 には機能し ているので しょうか。答は NO で

査会 」なるもの があります 。これは検 察庁法２３

す。 ２００３年 １２月１９ 日明治大学 で元衆議院

条を 直接の根拠 として同法 と検察官適 格審査令に

議員 保坂展人氏 の特別講義 がありまし た。そこに

よっ て法務省に 置かれてい る（ことに なっている

参加 したとき、 保坂氏が持 参した資料 『衆議院議

が… ）ものです 。現在、審 査会の委員 は１１名で

員保 坂展人のザ・質問２ 』（社会新報号 外）の７９

衆議 院議員４名 ・参議院議 員２名・最 高裁判事１

頁以 下に２００ ３年５月２ ３日衆議院 法務委員会

名・ 日弁連会長 ・日本学士 院会員１名 ・司法制度

での 検察官適格 審査会に関 する同氏の 質問の記録

に関 する学識経 験者２名で 構成されて います。任

があ りました。 それによる と、法務省 に関係する

期は ２年で、会 長は互選に より決めら れます。ま

資料 をたのんで も資料自体 が出てこな い。同氏が

た、 同様の構成 による予備 委員が１１ 名任命され

官房 からもらっ た平成１９ ９３年から ２００３年

てい ます（任期 ２年）。委員 および予備 委員は法務

まで の「検察官 適格審査会 の受理・処 理件数調」

大臣 によって任 命されます 。

では 、受理件数 の非申し出 人（申し立 てられた検

審 査会は、検 察官が心身 の故障、職 務上の非能

察官 ）の累計が ２９１人な のに対して 処理件数で

率そ の他の事由 によりその 職務を執る に適しない

みる と１２１人 で１７０人 が消えてい る、２００

かど うかをしん さし、その 議決を法務 大臣に通知

３年 ・２００１ 年・１９９ ７年は審査 会自体が開

しま す。審査は 、①すべて の検察官に ついて３年

催さ れていない 、体調不良 のため会長 が不在でも

ごと に行う定時 審査、②法 務大臣の請 求によって

会長 代理がいな いまま、過 去５０年で 不適格認定

各検 察官につい て行う随時 審査、③職 権で各検察

は１ 名だけ（ 行方不明にな った副検事 ）、などなど

官に ついて行う 随時審査の ３つの場合 があります 。

不思 議なことば かり、一体 何をしてい るところな

③に ついては、 市民から特 定の検察官 について審

のか としか言い ようがあり ません。

査し てほしい旨 の申し出が あった場合 、審査会に

大 臣官房長の 答弁によれ ば、受理と 処理の人数

おい て随時審査 付すかどう か決定する ことになっ

が会 わないのは 、一般から の申し出が あった場合

てい ます。

に審 査するかど うか法務省 大臣官房人 事課におい

審 査会は９名 以上の出席 がなければ 開かれず、

て事 実関係を調 査してふる い分けする ことや、そ

議事 は出席者の 過半数で決 します（検 察官適格審

の年 に処理でき ないことが あるためと いうことら

査会 令５条１項・２項 ）。また 、捜査中 の犯罪事件

しい 。保坂氏は 、審査機関 が審査する 前に大臣官

につ いてでなけ れば、必要 があるとき は法務大臣

房サ イドでふる い分けるの では審査機 関たり得な

また は検察の長 に対して書 類の提出を 求め、もし

いし 、その年に 来た訴えを ２年後に処 理するよう

くは必要な事項の報告を徴することができます

では 訴えの実効 性がないと 反論してい ました。私

（同 令６条）。さらに、審査に 付された検 察官およ

もそ の通りだと 思います。 特別講義後 、保坂氏と

びそ の検察官が 所属する検 察庁の長を 会議に出席

私の 恩師と大学 院生ととも に昼食を食 べたとき、

させ 意見を述べ させること もできます （同令７条

審査 会について 尋ねたとこ ろ「簡単に 言うと実体
１４

が全 くない、機 能していな いというこ とですよ」

言い 掛かりのよ うな逮捕・ 起訴を行っ たことが証

との 答が返って きました。 ちなみに、 ２００３年

明さ れたのです（なお、検察は控訴 ）。検察が自分

度の 審査会の予 算は１５万 ８０００円 だそうです 。

たち に都合の悪 い者・気に 入らない者 を逮捕・起

ほん とうに何を やっている のでしょう か。

訴し 罪に陥れる なんて第二 次大戦中や 大戦前の検
察に よる思想狩 りを思い起 こさせるも のです。そ

●検察が腐敗したら市民は

れが 当たり前に 行われれば 、どのよう な結果を生
むの かは歴史が 証明してい ます。国家 権力の暴走

日 頃公益の代 表を自認す る検察官。 自分たちは

は危 険です 。一度 暴走し始め たら誰も止 められず 、

腐敗 ・堕落しな いと思って いるのでし ょう。現場
のプ ライドとし てはそれで いいのかも しれません 。
でも 、検察官も 人間である 以上絶対と いうことは

多く の市民が傷 つき国自体 が滅んでし まいます。
国 家権力に対 する事実上 形だけにな っているチ
ェッ ク機能、そ れははじめ から仕組ま れているの

あり ません。は じめに挙げ た調査活動 費の事件か

か、 私たちが使 いこなせな いのか。ど ちらも言え

ら、 現実に、検 察が腐敗し ないとは言 い切れない

そう です。検察 は警察や国 会議員の腐 敗も摘発し

こと がわかると 思います。 そして、唯 一とも言え

ます 。でも、そ の検察は誰 がチェック するのでし

るチ ェック機能 は事実上そ の形すらな く、まさに

ょう か。やはり 、私たち市 民が目を光 らせられる

実体 のない幻で す。ただ、 このチェッ ク機能は制

仕組 みを考える べきではな いでしょう か。今のま

度趣 旨通りに運 営されてい たとしても 、委員の選

まで は私たちの 目はまった くとどきま せん。検察

出に は市民が関 与できず、 ましてや直 接関与する

官は 「正義の味 方」ではな く、捜査・ 訴追機関で

こと はできませ ん。委員に は国会議員 もいるのに

ある 行政機関な のです。万 に一つぐら いは間違う

保坂 氏のような 視点で見て いた者はい なかったの

こと もあるので す。その結 果と責任は 最終的に私

でし ょうか。私 たちは検察 が適正にチ ェックされ

たち が負うので す。ですか ら、私たち はきちんと

てい るという幻 を見ていた の？これで いいのでし

チェ ックすべき だと思うの です。

ょう か。もし検 察が腐敗し たら市民は 何ができる
ので しょうか。 そのときど うしたらい いのでしょ
うか 。

亀山 憲一［会員 ・フリーで 活動中の法 学研究者
（犯 罪学・刑事 法）］

以 前神奈川県 警で不祥事 が続いたと き、県公安
委員 会が実質的 に機能して いなかった のではと指
摘さ れていまし た。また、 以前このコ ーナーでと
りあ げた検察審 査会も本当 にすべての 検察審査会
が十 分機能して いると言え るのか疑問 でした。そ
して 検察官適格 審査会まで も。

●最近こんなことも
最 近、強制執 行妨害の罪 に問われて いた安田弁
護士 の事件につ いて東京地 裁で無罪の 判決がでま
した 。安田弁護 士はいくつ もの冤罪事 件や人権侵
害事 件にかかわ ったり死刑 廃止運動に かかわるな
ど警 察・検察に とっては目 の上のたん こぶ的存在
でし た。また、 オウム真理 教事件の麻 原（松本）
被告 の弁護団に も加わって いました。 その私怨に
よる のか、麻原 被告の弁護 団から安田 弁護士を排
除す るためなの か、いずれ にしても検 察は単なる
１５

