
検察審査会の謎を解明せよ
検察審査会調査報告書
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民主党法務部「1・ 第3回刑事司法と口民●カロのあり方検討WT
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検察審査会は三権のどれにも属さない。

憲法違反 ?第四権力 ?

密室で決定する「起訴」という強力な

公権力の行使。

誰も責任を負わない。

画の収入支出の決算|よ、すべて毎年会計検査院がこれを検査

し 内閣|よ 次の年度に、その検査報告とともに

これを国会に提出しなけれ|ぎならなし`

会計検査院の栂海及び権限は 法llで これをためる

●ll崚壼臨法 ,1■
金

“

横査院は 内躙に対し独立の地位を有する.

●IIm院オ ,21彙
会計検査院は 口本国驚藩第 90条の規定により回の収入

支晰の決算の検査を行う外、法律に定める全計の検察を行う。

会

"検
査院|よ 常時会計検査を行い、会市怪理を監督し、そ

のn」・ を期し、■つ 是正を図る.

会計検査院ほ 正確性 合規延、経済性 効率性及び有効性

の魏点その他会計検査上必要な■点から模査を行うものとする。

憲法上の独立機関
会計検査院
日本目摩法 第904

所轄 :内閣総理大臣

公正取引委員会
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検察 (準司法)

所轄 :法務大臣検察審査会 検察審査会法第 3条

独立してその職務を行う

ヽ
職員 :裁判所事務官出向
予算 :裁判所管理
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公権力の行使から基本的人権を守るため

|な力の分散、チェック&バランス
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東京第五検察審査会 平均年齢の奇々怪々

一人足し忘れ          30.9歳 (10月 4日 )

再度計算            33.91歳 (10月 12日 )

就任日→議決日に変更 34.55歳 (10月 13日 )  1回 目と全く同じ

10/20朝 日新聞朝刊特集記事 検甕審 若すぎると言われても日主な■決検察審査員の平均年||〈 ■決日時点 )

( 2010/1/27 明石歩道橋事故 神戸第二 53 42 475
② 2010/3/27 」R宝塚線脱線事故 神 戸臨 ― 47 42 445
ll 2010/7/1 未公開株をもちかけた詐欺事件 那 覇 369 362 3655

④ 2010/4/21 油山由紀夫氏の偽装献金事件 東京第四 5236 5236

⑤ 2010/9/14 小沢氏の虚偽記載事件 (04/05年分 ) 東京第五 3455 3455 3455
⑥ 2010/7/15 小沢氏の需偽記載事件 (o7年分 ) 童東筆― 50 50

全平均 429
沖綿 東京第五除く平均 477

異様に若い平均年齢34.55歳 有権者平均年齢50.2歳 検察審査会平均年齢42.9歳

全く別の審査員が小数点以下第2位まで同じ→確率上限りなく0に近い?

審査員は無作為に選定されたのか?

審査員は本当に存在したのか?

審査会は本当に開催されたのか?

幽霊審査会ではないのか?????
↓

審査員選定くじ引きソフトを調査



11月 8日

くじ引きデモンストレーション (ダミーデータ)

実施の際、保守点検業者より “江戸時代生まれの

人が紛れ込んでいた"との報告があった。

なぜ江戸時代生まれの人が紛れ込んでいたのか?
11月 24日 ようやく回答 (最高裁)

o生年月日が1600年代の名簿が存在した理由

選挙管理委員会が名簿調製プログラムに取り込むデータを直接入力する方法により作成し
たところ、候補者予定者のうち 1名の生年月日を誤って入力してしまい結果として生年月
日が1600年代の候補者予定者が記載された名簿が調製された。

● 手入力で作成されたのか?

検察審査員候補者予定者名簿の作成方法は2つ。
1つは既存の住基システムからデーターを取り出し名簿調製プログラムの各機能を利用し
て自動で候補者予定者名簿ファイルを調製する方法。

2つめとして、名簿調製プログラムと同時に配布されている入力編集用のソフトウェアを
用いて直接名簿データを入力して候補者予定者名簿ファイルを調製する方法がある。

※何れの方法をとるかは、各市区町村の選挙管理委員会の判断に委ねられている。



審査員くじ引きソフトは欠陥だらけ

【今までにかかった費用】
検察審査員候補者名簿管理システム開発及び開発監理支援費用 ¥52,815,000+保守費用

【怪しい選考方法】←実験で証明しました
○簡単に恣意的操作ができ、当選させたい人以外は簡単に除外する事が出来る。
○証拠が残らない。→施行令9条違反
○自治体から送られてきた名簿とは別に、新たに候補者名簿を登録することも出来る。

① 「裁判員候補看名簿管理システム」と『検察審査員候補者名簿管理システム」を同―のパソコン上で運用。
(恣意的判断等が入る余地が存在し、セキュリティ・ホールとなり、障害発生によるクラッシュ等の事故、人為
的なデータ改童の余地がある)

② 候補者への郵送通知、名簿作成、候補者への邸便、電疇対応などのオペレーション・センター議器が民固姜籠。
(民間業者が、名簿を元に審査員のメンバ…を類推可能。また悪意があれば、恣意的に特定の候補者を検察審査

員として選定出来る。)

③ 開発監理支援業務競争入札には1社だけ。
(調達方法に関し落札率も含めて疑問)

④ ソフト開発時期に並行し、「裁判員候補者名簿管理システム」が発注。
(高率な落札率と共に一社入札、随意契約がなされており、調達方法に疑問)

⑤ 作業は「第二者委籠禁上」であるのに外部開発晏籠している記述がある。
(ソ フトには様 な々悪意のある仕掛けを巧妙に潜ませることが可能)

# {, < li#lo ) ; H*+lf ,f 1..,\+http://my-dream,alr-nifty.com/siryou/



小沢―郎元代表案件について、第二段階の審査の経過及
び第5検察審査会開催状況

審童事件票、審査員臨時邁定録、魯査員旅費等支払い■書、審査補助員旅費等支払い日書、童書書
から推定 (最高裁、検癬審査会事務局、東京地裁からの情報開示による)

7月 13日 (火)  小沢氏案件審査①.22年19号議決

7月 27日 〈火)  小沢氏案件審査②

l群の審査員・審査補充員任期満了、3群へ交代

3月 4日 (水)   
獅 電芝撃現窪燿冒馘闘″

1・ オリエンテーション,童讐書署名、2群と3群の顔合わせ、検察審査

8月 10日 (火)  小沢氏案件審査③、22年20号議決

8月 24日 (火)  小沢氏案件審査④

8月 31日 (火)  小沢氏案件審査⑤、22年24号審査開始・臓決  (公訴時効9月 15日 )

9月 6日 (月)   小沢氏案件審査⑥

9月 14日 (火)  小沢氏案件審コ0 起訴議決

9月 28日 (火)  22年 25号同―事件4件―括審査・議決  吉田弁護士?

10月 4日 (月)  小沢氏案件審査③  議決書作成、署名、掲示
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誓書、臨時選定録フォーマット、臨時選定録 (8回分)、

払い調書、日当の支給基準から推定し、
察審査員・補充員の出席簿を作成。

く前提>●正規の審査員・審査補充員各11名のうち各2名は童誓書未提出
→実際には、審査員 9名 (2群5名、3群4名 )、 審査補充員 (2群 5名、3群4名 )

→毎回最低2名の臨時の審査員がくじ弓:きで選定される
●審査員にはコードNOがある (便宜上、下4桁のみ記載)

9月 14日 起訴議決日
補充員N90346とN93566を臨時の審査員に選定
書査員N90320は早退 → 補充員N90371を追加で臨時の審査員に選定
書査員8名 とL― ■3■0計 11名 で起訴議決
議決書が未作成のため署名せずに散会

10月 4日 議決書作成日
審査員、補充員18名 は全員出席→臨時の審査員は2名のはず
臨時選定織には9月 14日 と同じ臨時の審査員3名を選出した記録
最高裁の報告によれば、議決した11名 と議決書に署名した11名は同一である
臨時の審査員を選出するのは、正規の審査員が欠席した場合に限る

く検察書査会法第二十五条 >
検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

2検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第二十四条の規定により除斥の議決があつたときは、
検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。



●何故、審査員が出席しているのに臨時の審査員を選定しなければならなかったのか

→■決をしたメンバーと同じメンバ…が署名しなければ、議決書は無効。

●正規の審査員が出席しているのに、臨時の審査員を選出することは検察審査会法第25条に違反する。

●8枚日の臨時選定録は、本当に、10月 4日 当日のくじ引きによつて作成されたのか。

→ 名の補充員から同じ3名の「臨時の審査員」が選定される確率は,

●検察審査員経験者の話によれば、■決をする時には予め議決書が準備できているのが普通である。検察審査会法は自決書を後日作

成することを想定していない。「検察審査会ハンドブック」によれば、「検察審査員が病気にかかつたりして、ある期日に開か

れる審査会饉に出席できない場合に、当日出席している補充員の中からくじで r臨時の検察審査員」を週び、その日に霞U検察

審査員の仕事をしていただきます。」と説明がある。つまり、9月 14日 に選定された「臨時の審査員J N90 3 71、 N10346、
N'3566を、自動的に10月 4日 に魯査員に選定することはできない。仮にくじを引くとしても、偶然に、10月 4日 に再び検察

審査員N00326が欠席したり、早退した場合だけである。全く同じ審査員が 1人欠席し、同時に全く同じ臨時の書査員が 3名

選出される確率はいつたいどれくらいだろうか?

●報道によれば、出席した審査員の話として「議決の予定はなかったが、臓論が煮詰まったとして急きょ麟決した」という。何故、

検察審査会法遣反のリスクを犯してまで9月 14日 に議決しなければならなかったのであろうか。「起訴饉決が行われたのは民主

党代表選挙の直前であったというJ。

議決した同じ審査員の平均年齢を変更して3度も発表したのはなぜか?

一回日のミスは、国会答弁通りに1名分を足し忘れたのかもしれない。しかし、2回 日のミスは、自決したE― E―
■1名の平均年齢と饉決書作成日に出席していた正規の審査員を含む11名の平均年

“

を濃日したのではないか (議決するために追加

で遍定された補充員N00371は早退したため10月 4日の議決書作成日の散会時にはいなかった?)。

審査補充員の吉田弁護士に対する9月 分の旅費の支払い調書の決定日が9月 28日である。7月 、8月 、10月分の支払いH書を見ると、

支払い決定日は出順日と同じである。吉田弁護士は23日 に出頭したのではないれ 9月 28日 は、検察審査会法上、本来、屁訴議決前

に会議に出顧して説明すべきであった検察官が、複数の知人に対して「これから、東京第五検察審査会へ説明に行く」と語った日付

と符合する。

東京第五検察審査会はこれらのことについて説明する責任がある。



ねつ造はマスコミ?検察審査会 ?
||        |    ‐  1            1       ‐

全て秘密のはずの検察審査会。しかし、「審査会関係者の話で明らかになった」という詳細な記事
を読売と朝日が報道。ほとんど同じ内容もある。

[朝 日10/5夕 ]

当時の11人のメンバー全員が7月 末で任期を終えるのを待って、8月 からの新メンパーで2回 目の審査が始まつた。
→実際には旧メンバーのいる7月 ■3日からスタート。

[読売]9月 に入ってからは、平日に頻繁に製 審査を行った。

[朝 日1 9月 に入り 生皇生塞里Ω証含をや処    【、」顧麗二塁菫つた。
→ 9月 は 2回しか誦催していない。そして9月 14日 が議決日

師]⊇趾議決を出にとが予
器録犠ξ讐蒲鐘鯉繁♂訴蒼精景醜 諮手晋:唐なζ晃「

れとも
→予定されてもいないのに、何散、審査中に突然議決を提案したのだろうか。半数が入れ替わつてからわずか4回 目 (5回日)。

審査員が全員出席した回はない。しかも、正規の審査員 4人が欠席した回もある。それで「讚輸は煮詰まつた」と本当に言うだ

ろうか。「饉綸が煮詰まつたJのなら、何故、議決書作成に20日 も要したのだろうか。

[読]議決の後、「こんな日になっちゃたね」と漏らす審査員もいたという。多数決の結果、起訴議決が出たのは午後 3時頃。代表

選で開票の結果、小沢氏の落選が決まったのは、その約30分後だった。

[朝〕 多数決を取つたのは午後3時ごろ。中略 「こんな日になつちゃつたね」との声が審査員から漏れた。

[読]9月上旬には、「起訴議決」を出す場合に義務付けられている検察官の意見聴取を行った。

膊
墾.惧燿遂3薦勒 亮堪鶴美ヒ傷ちut斎 藤検事が出張記録を出すか、検察審査会が会臓録を出さなければ、日決が有

効だと証明できない。

[朝 ]その後は議決書の作成に移り、審査のペースも隔週に落ち着いた。最終的な議決書を吉田弁護士が示した4日 、全員が納得し

て署名し散会した。

9月 8日 (起訴議決 6日 前)の 5大新聞は、全て同じ内容。『なかなか決まらなかった審査補助員がようやく決ま

り今後議諭が本格イヒ』実際は7月 13日 にすでに審査会は始まっていた。


