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堪蒙食官
令 和 3年 8月 26日
調 査及 び 立 法考 査 局
行政 法務調 査 室 ・ 課

◆御依頼 日 :

8月

16日

◆御依頼内容
1.米 国・英国・カナ ダで裁判 の様子をイ ンターネ ッ ト配信す る ことを可能にす るた めの法的
根拠 が分 かる資料
2.米 国・英国・ カナダで裁判 の様子をイ ン ター ネ ッ ト配信す る事例について 、懸念及 びそれ
に対す る対応 が示 されてい る資料 (各 国 における議論 )
標記 の御依頼 について、以下の資料を御提供 いた します。
なお、イ ンターネ ッ ト配信について取 り上げて い る資料が少なか ったため、放送や配信 一般
につい て述 べ ている資料 を含 めてお ります。

1.裁 判 を配信することを可能にするための法的根拠が分かる資料
アメ リカについて資料 1〜 3、 イギ リスについて資料 4〜 6、 カナダについて資料 7〜 9を 御提
供いた します。
① ア メ リカでは、試行プ ログラム として審理 の電子的公開が行われ、その後 も一部 の裁判所
で試行 プ ログラム が続行 され て い ます (資 料 1,P40,資 料 2)。 合衆国司法会議 (Judicial
Contrence)が 承認 した、法廷での撮影機器等 の使用に関する指針は、裁判官が録画、放送等を
「合衆国司法会議 によ り承認 された試行 プ ログラムに従 う場合」を挙げ
許可できる場合 として、
ています

(資 料 2・

3)。

② イギ リスでは、最高裁判所実務指針 (Supremc Cou Practi∝ DhctiOns)の
para.8■ 7.1に 、最高裁判所法廷のイ ンターネ ッ ト公開に関す る規定があ ります

Pan6̀9及 び
(資 料 4)。

最高

裁判所実務指針の関係部分 を御提供 いた します (資 料 5。 6)。
③ カナダの最高裁判所 の ウェプサイ ト (資 料 7)で は、審理 の放送・ ウェブキャス トは、カナ
ダ最高裁判所 の記録へのアクセス方針に関す る指針 (資 料 8)等 に規定 され た制限 に反 しない
範囲で行われると説明され ています。関連資料 として、最高裁判所 の ウェプサイ トに掲載 され
てい る、裁判手続が ウェプキャス トされる場合 があること等を記載 した通知 (資 料 9)を 御提
供いた します。

2.裁 判 の様子 を配信する事例 について懸念及びそれ に対す る対応 が示 され ている資料
① ア メ リカにおける議論 について、資料 10〜 13を 御提供 いた します。
資料 10は アメ リカ議会調査局がま とめた資料であ り、裁判 の放送 に関す る主要な議論 の う
ち、裁判 の運営 に関す る懸念 として、カメラ等 の機器 が法廷運営 を阻害す る可能性 、プライバ
シーの問題 (陪 審員、証人等へ の影響 の可能性 )、 法廷における議論へ の影響 が挙げ られてい ま
す。 また、 こ うした懸念 に対す る対応 として、法廷運営 を邪魔 しない 目立ちに くい機器 を使用
す る こ とや、 プライバ シーヘ の配慮 のため、証人 を特定できない よ うに映像 をばかす こと、証
人に録画 を拒否す る権利 を認 めること、特定種類 の裁判 (少 年事件、DV事 件等)の 撮影 を禁止
す ることな どが州裁判所等で行われ ていることが紹介 されてい ます
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(pp■ 9‐ 22)。

資料 llは 、イ ン ドにおける配信 の取組に関す る記事ですが、アメ リカにお いて示 されてい る
配信 へ の懸念 を紹介 しています。資料 12は 、ライ ブ配信等を行 うことについて肯定的 に論 じた
記事 です が、裁判官 が示 してい る懸念等 も紹介 されてい ます。資料 13は イギ リス司法省 が 2012
年 にま とめた文書です が、アメ リカにお ける世論調査では、裁判手続 が放映 された場合、54%
の者が証言 をす るの をためらうと述べ 、62%の 者 が公 平な裁判 が妨げ られ ると感 じると述 べ た
な どとされてい ます。

② イギ リスについて、資料 14を 御提供 いた します。資料 14は 2010年 の資料 です が、放映 に
賛成す る意見、反対す る意見がまとめられてお り、反対する意見 として、扇情主義 につ ながる
懸念や、被害者 。証人への影響のおそれなどが挙げ られています。
③ カナダについて、資料 15を 御提供 いた します。資料 15は 、性犯罪等に関わる事件 の裁判
において、 メデ ィアによる中継を認めるか どうかが裁判所で争 われたことを伝える記事で、被
告人の弁護士が、事件 の内容がデ リケー トであるとして中継 を認めることに懸念を示 したこと
が紹介 されています。

御提供資料
1.内 海博俊「第 2部 アメリカ法」(抜 粋)商 事法務研究会『 主要先進国における民事裁判手
続等の IT化 に関する調査研究業務報告書』20203,pp.32,4041.法 務省ウェプサイ トくhtt
p:〃 、
甲w.mo.pjp/∞ n nプ 001322234pd>
2.̀̀Caneras in Cours.''United S● tes Courts u′ ebsi
'Ll■ ダ iudiCi」 ―admhiStratiOn/

3.

くhttps://www.u∝ ou● s.gov/atЮ ut‐ federa卜 co

menS‐COu應 >

IIistory of Carlems in Couns.''United States Coul■ sヽiebsiteく https://www.uscourも .gov/atx)u
s● ourts/hi盤 oヮ ‐
came"s→ ouns>

●おdem:● 。Ш褻巧udiCia卜 adminiSmtion/came

4.杉 山悦子「第 1部 イギリス法」(抜 粋)商 事法務研究会『主要先進国における民事裁判手
続等の Ⅱ 化に関する調査研究業務報告書』20203,pp■ ,28.法 務省ウェプサイ トくmp:〃

wwwm● .p」 P/∞ntcnm01322234.
5.

P鯰

∝ di〜 ction 6.''Supreme Cour Wiebsiteく https:〃 ⅥЧ中:suprem∝ ou■ .uVpr∝

e‐ direction‐

6.

>

u

ypractic

06.hml#fbo● lotes>

肝κti∝ di"ction 3.''Suprcmc Cour Wiebsiteく htps:/ハ甲w.supremecoutuk/pr∝ durcypractic
e‐ dircction‐ 08.htrni>

7.

The Dり

Of the He"ing。 ''Sup

dayう 。ur engお

me Cou■ of Canada Websiteく htps:〃www.scc‐ csc.cゴ pa■ ies/

pp

8. ̀̀Policy for Access to Suprcme Court of Canada Court Records.''Supreme Coun of Canada

Webstく hips://u"nMscc‐

cscca/casettossier/recd∝ /pl→ ng.ぉ

pp

9, ̀̀0,ctober 2013 ‐Recording and broadcasting of hearings at thc Supreme(Cou

of Canada,''

Supreme Cou■ of Calada Websitcく ht"s://www.scc‐ csc.c″ ″■r/notices‐ aviダ 13‐ 10‐ eng,ぉ PX>
10. Cong℃ ssional Rcscarch Scrvice,Lib:̀D′

ideo Broadcasting iom the Federal
of Con13・ ess,̀̀ヽ ′

Couis:Issucs t,Congrcss,''2019■ 0.28.く htps://fttorys"/cNmisc尺 44514Pd>
11. Arpan Chatulvedi,̀̀VV‖ l Livc Strcamingヽ 4caken lЪ e Quality Of Dialogue ln Courtroom?"
live‐ strea
.bloombergquint,coin/1aw‐ and‐ policy/ヽ vi‖ ‐
"n″
mhg‐ weaken‐ the‐ quality‐ oFdialogue‐ in‐ cou!廿 oom>

2021.7.ll.BIoombcrgヽ 4obsitcく https:/ム 内

2/3

12. Eric J. Segall, "OPIMON: Why there should be cameras in the Supreme Court" 2017.6.15.
[.os Angeles Times Websirc <https://www.latimes.com/opinion/op+d/la-oe-segall<ameras-in-th
e{ourtroom-20

I

706 I 5-story.html>

13. Ministry of Justice, United Kingdom, "Proposals to allow the broadcasting, filming, and rec
ording of selected court proceedings," 2012.5, p.24. <https://assets.publishing.service.gov.uk/go
vemment/uploadVsystem/uploadJattachment_datalfrlel2l7307lbroadcasting-filming-recording-cou
rts.pdf>

14. Adam Wagner, "Should justice be televised?" 2010.12.6. UK Human Rights Blog Website <
https://ukhumanrightsblog.corn/2010/12l06/should-justice-be-televisedF

15. Josh Crabb, 'Judge grants media outlets permission to live-stream court hearing in Peter Ny
gard extradition case," 2021.5.19. CTV News Websirc <https://winnipeg.ctvnews.caljudge-gran
ts-mediaoutlets-permission-to-live-stream-court-hearing-in-peter-nygard+xtradition-case-1.543456

担当 :行 政法務課 越田崇夫

(内 線

:衆 議院 から98‐ 221∞ /参 議院から 970‐ 22100)

3/3

