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ii研究ノート ii

権関による融制と報遭の霊長響(1 ) 
イギリスの法廷的;辱を三区一材として
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下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

といっ附品目も、そのひとつである，

手もそも、犯罪報j立!こついては、 i主;1(から、報道による被疑者等の人権没￥

が問題但され そのあ};が間われ亡きたり、しかし地 }jで、付、宣は、出iJ、21

長 t よってf三益されて v、る表現の 1':111のも fで1Jわれるがゆえに、それに対よ

る制沿っ土、中立重になさオしなければならないと理解されてきたコわが司しつ1山「十五

訟をめぐっては、ーんでは犯罪報道が係ぐなj主ヰ1;浸害イト及ぼすという起J礼治、ら

その危険性がtFi才lみされ、 f也宵ではそれが怠いん!の規定に c!:i) '-J-尽く f架設される

という、匝離さ古 ::1~ナ I午〕てきた三~える f

?は、裁'PI 民制)うのもとでは、こし J ょっな抗aJ~土、どう安イじするのだろっかc

たとえば、予断ヤ偏見に満ちたす'fij;;!や、ヌ二曜かな情報告吉行可也が;&，刑ICiの-，

司に触れ丈一シ L丈ら司裁判封は、その役割を当性丈す二どーができる丈ろうか -:U

えによる政刊が孫;抵の影響によコτ介、うされないことじとっては、 ftマ事手況の

，1 :j'J 1土、戸せつれな v 'c: 

裁判員削jえの，';案段階ては、 L寸 Jゆる偏見報道" F.Jす毛iI出m(フいて議論さ

れんこエが品、 t_:1ハ裁判民間)辻・制手+)~~~余の「た μ き乙TJ ご IJ 、お，1'IJの公

4 裁判員制授と}~~自に i対する論稿と J て i土、松井茂μ己 i 去 11 な裁刊を受ける格

，:"とJ託子:t.割U~~ (l) 百二託 収ブてit'了日在日・ 4号841貝 tI¥(::年j、作絞隆辛 l裁

判l員，'iJr芝と報道の干fiJ )]. ジュりス ¥12己記号:1Utt('2日::4年J、ート佳美明 ["1&1とj

員制I皮と悦Æ Oì~主りノ!J: f.H:ll良人Z民主 1 1 1'柿机資 l 刑事司法~"-O:)-;-打公参杭 I，;j~

ft人え?上初()4年17:l頁、万:2:-Ji' i受記「マメーメ 7"'"1 ']'の友現の '11111 (fI木戸「

論tI・ q九 21SGJ~ ，. IH実明 l'設[1:民"c~王手間支のフ~ -Iドソイン 私

案 i~ -1;な裁判11~-j :j'i:f )司 LJレール合 j 戸市民lfffた午九税百念『由民灯、j;J、

やめ 5 して~ u---;ベロ千百生相・ 20()6.t三) 2科目、 Ü~~~~ ~ミ生 I 刑事，，1法改革と犯罪抑

道・世論Jの出どれ r日がもふん 9J直下手洗!の|問題 故与'1:¥の子師、守秘

義務を"コ心炉 L"C1 d-てのお予i6号:11頁 (::¥i(市原)τを参同

2 日弁1車調 11'F"l~ と出直 (口弁l車問 1970*.)、浅野館 、 il l，ザ i致活の~ll'Jド Ci

尚古，'h'. 1989年)、 IFj日以有Ht~ の現在 ( 81勺"~rDlt . 1990年八「特う仁田 J日詳報

道正人培JIi;本川ι王子:22治78日大父宍1[1)研究・前lU')f科会刊:.l-;I;) (2C附〔十九 i J::J 

J、伊誌4C，tt:~ぢ ~l~ 之(川 1I 年)等を考 [':TIハ遮τT洗 L の院係に己及すzとJ もの L

しては、 心刈lぞえ紅一f肯生 11')[注主ι な汗刑U三専拝云示巳続のi官F府F註
こ守守子i刀か、あるコ

;1;¥i:tlj良市11I笠幽明宇検tす会第1';'布、第IR同、第2:1内、第20同等にお v土て=失言荷主

ilた。
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研市ノ

iIを研げる行為のf了、ょ!といっ丈けえで、:;!i;百機lZ;之裁 ;::J員に同房を/:ぜいめない

よう fj(~肱 l なげればならないとの ~III)'J、慌たが情迫れアいた九 ~6Z;iす会じは、粍

Jffによ j、裁判員に下断・自1')~-~t))rl じるおそれがあることなとを埋没(こ、この

ような規疋を l者くこ Y に詮成よる見1門ト、主主点の 111:を制限ずべきでないこレ

を松抱心、侃同 i長道の右f-I:;幸をほヨ機関。〉白土自?な解決に委ねる、きと v て、ヨ11

ノJ、問主に反刈 1 る兄加とが、対 ~L た そ-c.附j人ベ パ」ごは、報辺

機関の芦ード的ルーノlァフ4爺:t:~，れつつあゐ二にふ踏まえ、この剖|不協定;z 「更に

存!I:;Jを弘、γゐもの!とされたc 村"，1会内後半でi土、，JII，て規47にlヨi了ゐ「偏見 j

0)'よ訟の綬仮千三に対1る11:';:'1110同拝とともに、報道兵制」ノ1の白 1'1ぬ)レ ルに委ねふ

うとする定見が普く兄られるよ々になけ、結忠昨Jに、1-&判長ジ〕事れ寸る刑事政i:J

( :院する;)、午(裁判 H~J、 ;芯いては、この子手辺7Eiz、町j丈化きれなかっ丈:ハ

総A-~'1 にお 1.-\"( は、犯罪報止力、.Þx 'l'- IJ 員円子 lí':r を引き起こしかぶ心:い古が向正当

として認識与れたにもかかわ lづす、具体的に、どの~，うな妨害的影皆が裁 f'l に

おしミて主 ):， Xて、とりようなキド止からJJi半4 員がられなければならなし川)かこ

'.;) ~) ，庄は検討され「に、議論iJ、 JU旦の自 t士tとじっ詞!!iitニ終苛lした。，"の結果、

領 ~_l~i売に J るM険刀、 ;:.i!.o il< され乙 }J 'r: 、そω1P:~立がいかなるものかを祭 ~I し、

ぞれや俳|おするとしう王室は、十幻立jJ~~r却が t~! 今予とになったのごある 、グ)よ

与な JJi:]J:では、 tJi-:-Y I;.W杭度が実際 lこ動さ叫したときに、 !&tUの公 1卜~ :，，~-):，Jγ る

子剣士fぬ危険が生じかねない lいう黙立;は 拡L、切れないようにPわれる}

わが凶のこのぶうな状 i}l~ とは丈.J .'!¥3町に、イギ jス6.. C:土、 法廷海原

(conu'IPpt ;jf court:' JIに潟寸る見】uをj在日するこ u よ J て、 m:止報j立が、ー

I r2L[ '_， ~-513日配布資料 l 裁判員市;I:::;{ につ"て 13ょLt1-

1司ト、首:~28i口[配布資料 I 苓ス匂わる裁判口 ":I!えの概要に勺いて」参 1(: ，

(;宇和でJtjl，'る 1イギ Jスーとは、 「ングラ >1才J よびウ」ールス千円寸

~ ;)、危侮辱tこfjfJ'ij;;:;::1木 i おける論羽〉して、たよ山:j~Mt Cij、佐佐平による，'ii!i:l~ 

い諸道夫剣山 J 刃J苅 Ir)1 究3~16号5(' 民 ;19例年j 、 7"l.-〆ダニスブ 1):/・不[日Il江沢

r;;告審裁1" 1 と ?R.l~の白白 陪審設判の仮設を口的こした法廷に与に :11~j- .0 

it )，-よる訟追の :!IσJ 規制 」総選悦虫、有活字社存引}宣や巡る税問題巳(税代

へ):t十・ lD9ï イ 29'~-8.、森官t-. I，j'キ 'jλ における陪 I:F設やJこ事件対話orr
りノザ 宇:1 気タ J ムズ;(片山 505頁 (2(j((;平)、 0~Ä;Ií-大主「ノングランド， 1'7 ，T 

ルズiこfjl7るIfl事μJ~主 ζ 誌辺I;! . 12"一手 j げil，事*~ft55号 l 日5~ ワOOS{I'.) ‘56 

号ii4夜、~谷子杏 T I裁判員きl又とυ、活rr:;:年日Jと、津ヨキ'ilU日杏ょO号91Ff (2008 

ー ~.Û、 0' 日生(I f;) 27 ~~ 



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

;，-~科度中:1 以され、いる。法廷侮片手}P'.則とは、 1 司> . n --1必要したl長国Uであっ

と、公iIな政相 (f"i，-T.r ial) および迫 lr~;:I}μ、遣う守口ht' ('¥lt' ad川口町:ratic口 of

j:.iSl icc; C)保設をL:({， ζ -r、裁判所心:'L た命令ペ'~:Ji}~(::対する小切記や、

司法手応対する対抗為羊にt~ し、 ZX判 I ~Î 州Jみ守を'"ろハ、う、 l:f~ ;J~\， ¥内科

を也3寸るj頁日1，である そ v て、防合引為が、日産等(l) 公表 (~)Llblicajo;， )凶

行為にぶつごhなわれる場合ご志つぐも、そのような行主は、裁引所による日l

-ji¥tや、うと/ぇ延期命令のτJ吋安 hされrL)

いうまでも企く、イギリスに Jì~.、ても、報道 a 表団の'-'rt1:正保障さ.('-.て 1.，ゐに

それゆえ、均等!母、;11によっ1公 品 : こ 対1之;申裁が行われるという円につい

ては、それがま是枝打 1':111:ご_Uする作 !J~"~うな♂るとの批判がなされた この批

判l等をうさ機シ L て、ィJ、 i三似尽行為 l よって構成される犯~t の成否を判断ずゐÃ

件の民健イ七や抗弁増定ク)育実を引いとしえ '1%1 'r法廷侮辱に阪「る法 (t~e

Con ~('C\川，，[心 lllrl Acl 19iU) .J'J \~弘下、 1981年 ì~l、ノが市ìl!íí:よされるに，r~ た。じ

拍し、 :-1'1i}:~のもとごも、刈;左手殺を妨言;する:.!.~表行為。 Hlil出万三 1--; ごはもコモ

ン・ローのl立EUは、今もなお0]き継がれてし泊るし

このよろなイ子リス山法廷侮辱?の制度は、 日Aずるこ、長格に調子ゃるように

も目、われる ν しか仁、河ムふ!訊Hリの強力なイ1:I:J (ょ た乙え lょ イ:布"ず記、べるよう

に、いまどNIF担L能)JU)，:t!.:せられて， 'ない伎疑告の白lpJ23Jヰ恨退から排除ずるこ

と:ーぶって、裁判への]-析をコI誌な限h州除〕ょう lするもの三ある{ この，[

うな作同[工、千針ゃ同児のない裁判。)実11;にとっし，Z';;j~企ものと J引J手されしい

るため L、イ汗 iスにお'..'-c ~よ、 :の訓lえが生弐続けて i る この占うなLJiJ)

毎号の者:]F定 l ごついて検戸すし、理解しとおくこ l 二、裁判U l"i嗣J庭内清姶をJ圭え i~:

行が凶にエ Jて、 イ刺子偏見?いう司に見えない21L判へ¥れが器につい、 t;[討す

る機会こ士り、また、将来、裁判長制度のもとで、 fG，，7，-':見道の刊誌が'1じた際

:辛や主;J{¥'l 

ド I981~() 佳侮辱;一関 tξr、2令、いよ tL(，y、「公J主、 (1、己川1>1】此C日川山h凶山00心)υ」

< ?宍とf衆告にI対Jして、 また;は之了穴ごず衆R円 訓部i に丸吋，j-~てなされたあら此ぬJ る Jμ|μづ起恕」の J伝云 l是主 j ど

さjれLているつただし、 l弓〆阻口一 U:;!:，このJうな問隊長記吋えはなかったー「公

表j ぴ)'，乙義仁〉し l"("(土、

~， Tl:c ConcCClj)t d COllrLへ('11081(c ;J9J27 Ju~ν1081. :f1Ji}~(::均す。 1 'ドロイJ訳

L: L-n士、i1、務 λ~'CT~司 ì:j 、 U;í~:J~);iJ lヰ部編」イ 1 リス高三宮{入院iJ.、‘イヰリス裁

判IJrifr怖が庶民IL (i'生有2':. 19841[.;があ必

二日社5り(仁 40:J) 271:) )円只1
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。〉ロ義L命い貸することにもなり、煮立のめゐことだと主えられるに

zιvで、本木市;"C:.よ、o:1:i1悔与 Ifj日Uの犯罪報i亘を州市りする恒阿に注 1，¥を当て、

法廷f草原原則の慨矧: 公表 l ょっご惟)è~ される;}、法ji;:尽1) ;-l に -:-J 1 ¥て主祭しえ

あ子、しがなる報道が法廷{1J土足ごあふト考えられているわか、また、ぞれがしゐ

かなゐ占虫によるものであるかを明らかにヲる。これを〆毛じて e 栽nにj主的を

吃ぽLうる犯罪報唱の形主主ヤ、 A担割*7J込にぷてJ て41 うる了仁氏;よる裁判への

影響
γ

そ札にtJ する ~V、的対応守口p) らかに寸」J そ L亡、 「キ)ス idPC，の不

唆を踏まえ、わが国によjけゐ及判長山J度 pCしつ犯罪報止の問題内につ、ミて、検

討を行うことにしたν 台

第 2章 イギリスにおける法廷侮辱の概観

第 1節 法王圭侮辱原則の媛史と意義

i)、iLii正写l長引Uli、その;f:Q;却を 12;11:氾:ーイ"';e市い原日:1"(ある。ま r:エ、その

rf片山につい工簡早b二日亡おくことにする

121'1紀当刊には、.:'lt，;'fが裁判 l リ .-0) 出任命令 l二党わなかったごとが I--~l、 gf~ト

存 (COllU:D;p~U ぉ Cllnιt\ 」よ去三見 X れ 当該行為に汁して1&判断による市Jinとが

刊された〉いう記fJ.:がある}そ L て、 L j: l+~ 中頃;ーなる〉、ま!と半'1;iI命令:.rJす

るィ、;恥従が、重大，;11_:v と dl品されるようになっししイコをの~~点、 111;罰的 f;

されて ~，\'t二 i1、己的 I{'予行為 i よ、 jに、川審尻、裁判寸およびl正八等への忠)J1';お

"'~ 脅迫行為であ-，)'刀、当該l1't，が暴行・脅迫!いっ j~: ，;志の犯罪ル檎J必ずるこ

J は、記ずしも ;):IUi;;:~手早の成.2.-);;:J !t~九ではなかり九 発百目立古に上る口、

廷 i軍停の日立すか認めら札始めたのは、比較的 LrJ，:.，千r1tのことであり、l.3H干に

o Scc， Eady al1d SC1i:，h， /l-rtid訂正ady占 的ni.t白川仁川t(mM 【'3nledn.. S¥'1'Cοt & 

'tvTaxwd1. 20CJ5i. 1. 11まf、;t佳侮辱0;歴史やその背誌についャご純子i'L.t.丈悦l

として、半J[一次「英法(於ける裁判::;1向l引ア】リニl均斤f7、I"7)11議貫生涯Jr寺抗告

論文集 U1 斐3 ・ ~932 -;，r) さつ3貝、↑井出ト巳 l 裁 IU所[毎号の尚1/1，)県L~ (:{-J妥悶-

1949年 :in):) て、 é，'W'賢三 l こ J ン T~ プト オヴ・ 1 オ~ ， iL~Î時t\<4 淫日

ij' 1 兵(19F，2年/¥十Eず智彦 l コモン ロ-;'X:fljpfにおける玖判所得与原則の

常持 )¥;y，拭引所-{i;J写;;f，日Ij研7し1I・:2:'J :~~本û、宇ι11 号制頁 (:':OO :2-\f-) . <12号

制貰(つω3別ちを参照

l.:.79; ー ~.Û、 0: 日生(14) 27.:.2 



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

(立、よれ，:)C!) 行持に~~しても制裁が加えられてした込肢がある 1 ニ々の」うに、

r年f子除日:;(よ、その先生現よ )'1、子続をわJ守する多liなれ為主主叫に':I!止を科すた

め;吊し、られとおり、この占では、当勾))侮辱:Thj;:jljL ミ~，ú.:o)侮辱原口~: 0)問l

は、ほ;， '¥. ("';f己いはな v、

しかL、当時。〉栽1";1折がそれレ，o)ri'A，をfulーに対して制裁を司 L'Zいた口約は、

必ず'，~も子殺 ú)':阜主にあ 1 たわけし止ないようごある J そもそも 1与辱

いHlI(川 J 々しう棋会i止、 あL枠威 t 対!-ノムィ、敬」合意味しており、ここ

でいう「ある1干減Jとは、費11lJ的には王をた〕てt ゐた、 二の(砲貯の献金がレJ;生

0):品?みムれるようになったとさ それは、「栽 P!!;ljのほ姑ょに対する小敬 lを

ヨl宋するよっ(ーなコた たどし、 :ii;':予i]j{引のた牛羽において、このよ主判所の地

威は、間終的; の佳成を意味す之もので品。)、~)、迭に辱が| 、のi年写〉抗え

られてしげことに変わ，)C:争点ι フえれ実際L、令状にェの玉1!:.Ji'州首iされてい

たよこから、<，';11e1二;:.'>亡命仁られたどb:，j内に仲il;Yしないこと l士、すなわむ|へ

の不:1 1;従と考え~) ~l ていたし、その不 II~徒により侮昇。行った主ド市切設を科す

手続は、:-.(.対:l;~) Hi与をf勺日 昔l刑罰を利 7手続をJjl.巾してれわれていl'. 

うまり、設判所命令iメ1ずる司、!技術や l♂絞へJ;妨7Tiこ剖設が科されて v た校本

的な :1(1';:立 ， ;，主成への不皆 u 乙いつ主質や;古びたと旦 ~Kr ィ告に対して、け司令

科うこ ζ にあっ丈のであ Q() こ的ように、 i~!á王海亭こは、ッつては三ない L ~J 

;)、の域取を出右うことであ Jた勺

この Jろな史的釘宗にもかかわよ r、.11;;([の悔守i附、見'1には、」二;';;"、 '~μJì主グ)

威厳に可寸る不敬に!f'; 罰をコ十すと ν う.tT:ro木~j"~ ，はないこみιれるL:iよf三にどの

巧ftに、海手目jt剥が一統o)1，1:'ii'[ふ汀仕Jとするに主ったかとい行内は、行為類型

によりどオがあI()l~め、小1産カミであふけ!~ /~、九しえ;王、 2:- 't: によるノIIJ:~~

ついては、世な〈とも181'，紀には、裁判所は、イム"(I-Ij:0)公下な裁引を妨士する

旬 1"1 にある守T柄や公表し j七人物(二、日~1::科二じめたと ~~ι 、いる l\ 当時

。〉事例の '1' で、公表による{~辱 l下吸っ丈ものとしては 1712刊のイブ ング・ポ

日ただ L、記事の去去による法廷l奇Jふをわフた省が有罪 J決を受i斗/ーこされ

る初めての半何[手、 720年内ワーールヰ~1t- (J¥)olι，S'/，;!tc:;(')'，;! ¥1720) l P. ¥Vr:1S 

6';'~)) 三ある) SCL'. 1-命的付可抗eCc山 山 川 011Contcmtt ofCourf， (1974) ，Cl:1:，d 

5門白人 :L U，Ta S 

立3dy"nd Sl~lith ， ["Itm 1ιitc 10. 18 
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研市ノ

ス十世門;，刀、 ;J~:f ::-れる υ ごの与門を審理した大法言 (L0rc¥仁川ηcrl1町、は、 l 裁

判所vゴ史せられた義It-~ょ、干i でふ京!ッた方向:二~三二うこ寸るものか iフ子続を ;;f~

殺すること以 (，~ :土イ')ーとLなし、J いご之、工ゾ}えで、「ヰ;裁千ij"RF(.:対する侮辱;二、

t外的者用誌に、当該1打開の主体的t'J，¥に院 J て、土般的に妨害して、、とこレ

であるい こμ が法廷侮辱でめるここには、な七り是正いはない !と桔l:寸け

マいる この先百からほ う~[干すでに、裁判所;二 手続がにったh向J二乏か札

ない ι つに保二法されゐ記、要性争認めており、 Ë)、活向写~i~C;/i立て5が、子技;対!-

るi;H戸亡の関係で同I*!Iされつ山コあった」とか設える口

また、正午では、 ::j来のほ杭品li蔓ilむ性問1.JけをむLノJ強く否定し。うとする

三、見が、 Jfoくの判例jに兄られる このことについて、たと"よ〉サ モン判事

lLl、n'只dmoTl) ~土、 1990苧の llllC 'j:f社1(;の'1'で 「¥J、注俗辱J Iし:う古況は、

以史的枝却を続いなく有してt'φ しかし、その表現は、最も;九併されら1九

i1、~.'f.化辱の五了蒙は、裁 rl 所 U)権威C) í~~誇~はなく e 戸li1、伸 i.- ， の i以撲とある J'

と述べている l、ま七、スカーマン判j事【レoJrdSCarflldIらlも、 H事引の中で、

ri)、を見立し、占くて誤解をλ!ぜしめや()l，' ~--ì:)、E:向写巴}いう乞 E をj'ê1J除 J一

る時期がやってきたように 14うJH'，::::jだべ、 1.[;侃鼠 Jこいろ 77T聖によ}て表象さ

オIる l権威に対 j る j[~l;よd とし 〕豆】丈合しか、辺、定的lやかム〆/ふLすベミと考え

ごいん l~-' つま 1I 、侮辱原町j が伺~Äf[r1) ;;'1"，* (.するモのは、法廷海存C)概念がLL

?fh しごいくにつjしγ ーじないし設相IJi!iIそのものの成取かり、司i:j、主営そのも何

ヘと変?とし、 1)1干Iにむって1、るりである出。

え Ti!PSI. Ja1nrs's Ei)州 inl!P081ι叩 eIJ 7!;~;' 26 E;:< 683 

4 fbid.， at 6{{~ 

IhuL nl 68:3 

:l-G l' J3!JC [198U] :-;ミ 1l':l~ Hil 

ム I/!i:l.， :'11 17CJ. pcr Lord Sall1lcn 

" 1hid 礼t134. !W了 LOl"dScarl1l凡R

~? 1 U73年内タイムズ・←コ ズベパ ズ仕事fl (貴校引，こ正日、て、クロ

ス判事江川じ仁ros~>) 立、 云廷J骨子 こは、 i直下な司法J史→にメすする妨f;??で

品る」にもかかわらず lぞれがλ汗IjJ!iI-(j)権，1&':v絞めることとあるかのごとく」

ロ宇都ヰ !I'.--'/， ν めるようなれ柏市'1ミヌれていることについ v 、 不退である」と三

べ汗 (A G" 'f'im，:，s ，¥'(間内川sjJ，t J 9i:l] :~ A 11 EE' S4 川氏~， 1-1引 Li，P"l;Cross)υ 

コl 判例におしミても、 1五人::i':-~:-~::!七時にお v 、て法廷(可 1"-"1ク ì.X0 象となるのは、， ~J法

1，81; ー ~.Û、 0: 日生(12) 27，:.() 



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

ソ);ろ;二、民代的な意味でo"){f江守L守、引l土、公 11な裁判および活な司法辺

，円の保護ふ 111巾と 7てj回]IJ~，れる!草，，1]のひとつ1ーある J で:よ、裁干:;) I!: ~ょ、い去、

なる行為を法廷侮辱:みなし、 l'ト|段。)対象」するのだろっか吋

l り t:~ 年のタイムス・:1. スベ パ ス社ずれff:.貴涙院}フにおいご、モ'}

ス判事 (Lorc.¥lo，T.ls) f;述べたとこんによる ζ 、丘三侮尽とは、 l裁判所命令

¥の不服従を江台するとげとな丸、 11111のtt存される境界根を国えと裁判町の

jf:j Â;の子洗~'M~:す rf，行か釘型、ま丈は様々な tとれJい「あゐ(L. ~ ，う つま :.'1、

fIe平均(!;{:;(/コヨ的たる公ムーな11u出および泊_u:J:cμj法運zの保護とは、裁判1]1引の十

した命令ゃれj決が一分;こ機能L、裁判IJfÝrに材寸る妨害行為のな 1 、打、受の ~~'{4~ を

三味仁、このJ、態チ慢ヲゴずメ， I了為一般が、 i，t)士侮ん予こ ν切な送れるのである η

fだし、口、主主侮辱に対Lて行われるfrp引まには市IJ}J(;j弔問i;ー調う「る当'j:f若

や政判断の利益ゲ〕ためにfわれ4みものごはないことには、 主文，が之公であるに

前l哨グバリスj::]iJ:土、問事件グ)，: Iで、辺、正1u;辱;こ対 1る抑制または制裁カ「わ

るミう~:-;-r (. っし斗て、以上。)ようにi主♂¥たい

「裁判iYi-~止、私 I Í'.IJけられんコミユ テJ の中ヴ、紛争の平和的F可決とγi、

主た(J，At庁:の維持山ために設けられている。その J ミコーティム体U)I:rJ主主

t おし、て。裁判!りlの権威が危険に附さタな:， ' ，~~と、ぞしし市民が会、判!り l や

組みの籾tすることが、ヌミ iトな灼LgË!)~;誓~t，:..去りないこ(.: (よよ、とである。

そのよう右ポ正なiI}J'~ が抑制され令指合、その抑制 l玉、司 ì:j、を;宣常 F る高

-rlを宇iってい乙人やが栽日J妙子ぴ汁'ffJ!&に}Lf己しているがゆえになされるりで

はな ν九そh~よ、この 1"1で三Zめられといる裁判díがその権成をEtめられ、

他に取って代わられるほとに海号 されるこしんら、まさに、 Itlに予

付けり jLt 生活の格1Eが(~険に将さ iしるがゆえい、なされるわであゐ

この14;7τかりわかるように、依存原qljの口於である ζ ころの公 I1な裁判lぷよ

び叫tIな f司法干54式の利 i計士、明々の;;J;ii'止と乞ヲ:守山 Jf~訟や浬討する誌とfl;Úの深7奪

イトjI'，己しょっとしぐいるが々(ij京刊町そよjとれがではなくご、川法そのもわJ と

あゐと閉 されているー出'('， A --(; " LP1吋シァ M.α，，'[αzuvUd L1979~ Ail CR 7:S 
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研市ノ

lこ品るのてはなく、公衆全体的汁主主であると鮮されている 4らそれゆえ e 法廷

悔仔に~;>-~る íil;- cコウ、の措者す:J/('ドIJlifiが1:なf 、た場合に、ぞれがム訟の一方4事

者;よる巾?とi丞っくもので止ったとしても、当日主主置は、 U当事者i証人

のヰIJ0のためになされるわけごはない}さらにいえば、目己陶単行ノ誌の泌響に

よハて十士号な裁ふ}が才jわれた結果、当訟設tl;:'よ円、山されたふ]決を政でする

ことにより、 iiíl 人ゃ 1;~iÄーするとい今 )jd やむヮてしても、公衆の禾.1]，止ウ同伐さ

れfγ はいえないのであむ。いわば、如辱l民間に上品奇']戎の汗:j{Jは 行弘者に

.¥"する五f二の-6/iというよりも

みるここ刀ずで主る 2

もしろそ i'--l=Jる引 :-.'0]に設内、を置くものく

H亡の上う}ご、法廷(与守原貝l]iよ、別C年以卜らう ¥¥'l!か史が有し、 その ;T}，{十朋

には、?主再~¥' ~;tJ するイ、数を行-) !者を処長]-9-る f 的 ;.:m~" ;~れる l原則 L: L -c有

イえしてしげー しかし、現仕の 5味にお tλ 亡:土、常平原則[止、夫止心:裁判jや泊A

な司jJ、J中i:;'C) 1:t~*事のために用いら"る l息rJこし亡有イ1 ~ !二、お 11、i:岩山↑宇和は

払軒、メれつつある {好守~現 1] のその E うな目的 J土、伝家令1t.; {i')利益と l て l;:i~~

されとおり、やι写に対?る制裁は、イドj八円不j訴の救計よりも、

にふ].n主主:JiIを期1'1し亡?われているとみることができる。

むしろ年辱f為

コタイムズニ，'， ズ ベ パ ズ 社 事 刊 J責決民)ぴ)中寸、ザイモ:/11専

IL川 d日ir;lo;，'1 ~;;， :-{丸尽!訊'11]は、涜 iE)な!日hl、;中における公米の手'1戸今 I1当

化ヲる子設であお」と述べている， .1--C; :J 7同 {CS;¥'1'1町内tCFSUd [19'i:{ :i ;:¥11 

ER 5ノ月I78. pcr TパwrlSilhJれ 10

"， iL".[.工抗与は、 ;，:Z :こ、 「足す=f1乃辱 :，civil l.~on川tt々刊叩)tJ と、 「守rド刑;リJナポf千{-:;1似:::!う一止t辱

l川C口r1el血i

:にこ対 jるイ小、1版ほもι乙にふつ亡汀1 わオれ1るi諒主型仁あ"、 tJ為者に服従をお制することに

よコて、 tw.-7，'の回復が可能こなる均闘がある ]'Jjh、日事侮L は、必τ:ょっ

とf二われる怒型であり 7己主ドを同必ず令。ぷ摘C-J及ゐ仏\}~-'íli~宝等:J)公去による

f止尋は、 f走者;当たる たどし、 イ;:'(1)スの双子IJJ!iIにおけるこのう示Jc円前|可jに

ういては、ぷ十を安~~ 己2('日ムE2r，“ Lbc じon~cn，p'， G~' じo :J.rL人c(' [19S2~ し1"1 El

L!;: '7l :i!'_80， ;，icllcshヲア f)uiicハ!ff.fcα，IFポ [182"-，!41 ，¥11 E'， lll'p 198日l20ら[1(:'1

[J)l"d BtοUgh，'.r::l LC ;lTl(~ ，:1 G i可ρu、p仔1)('1'rμlu¥Jii叩 jJlr:[10ぷ7~ :i t¥JI ER ~7(-; 川

2~) tJ， ]wr J¥);，n D 川日 1(~';() Tl MR 

l_:.8:< ー ~.Û、抗日生(“) ')';'州



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

第 2節 「公表」 による法廷侮辱

!-jfのよう l、侮辱原"Ijは、ノよとτな裁となしし適7巨な司法j逗s会保目安 Tるt

めi、ぶれいを妨害すゐさまさまなむた jぢ怒川3についてむl誌をチ疋している I

そして、この制裁は、 f杭外でれわれる拐守行為;こ:At~~てもfCJ け l コミーており、

このぶうな妨害行為にほ主Ib~竿の l 公表Jつ7による手続妨害行為もヰ台される

てと六に~ ，~~) :'íu:写 ， ~:tj' しても、 1iliの主E型の位t辱「同様h 号'Ii主 Uíu:写に技討すーもうと

表が事前に予測されど j混合!こ{土、公表延)~~命令仁すで l 公表が1Jわれた場合

(こは、 J~íl~) の加えら札る場合が品る J

公表による干絞tJii可が侍t'i:こtlj町三ミれるのは 当ぷ公表が持定の長に，，11.て

rra:rr-'\~辻力少いり丈ィ、当な影響を及ぼすこ" ，こ Eり、 Z の子統的iE7rきおよび

公止さが ~~tめられた場合であるー，Þx 'l'-IJ 手絞との関係上、こニマlλ う特ヌ立のおと

な 1) うるのは、ニヨゴエ者、守11 八五よび裁判 Ni'の鳴庶民等)りの寸べての訴訟~，l'Yli

-，-~ "'" -， にの Q 当事話γ桜醤iが fじまされる公表11'アミ:ょ、た ζ え;工 官、人同-li:i8;~行おう

シ rる者を文禄「る~ .¥ンベーンをq-Jうことで、私人訴追の相手万 μ，二 万~

事{;をノド干'1な状i');:にi郎、込むこと出干、上己主島訴訟において、当事者(，1)，翌七でし、

ない解決、淀に託協するよう dカをかげる i とい"た形態 (1われる) :'1Ûコ刀

公表Y土、 法汁所へのアクセス梓り伝士ゃ、公トな;日L司会 J号!.)"る権利の伝むに

当たることを i叩占いして、~'ílj:写 ζ 判訴さ方しる}五へ;ついでは、直言を L な

ジわい主Z;i"C述べたl刊守守的5 ・見事悔与の 111;、

声被災を持ち込む行為も法珪侮辱に当Iリ、

ど) (19えif.iJ、 9-1~) ^ 

法廷内( γ ーブレコーダ一等の主主

主司法京Ft;1 会 ~:i: l:l す。命i-:ì'カ ~ " %， 

~7 1 :1ご表 j り J記者については、 ~18 および弟 3 章第ソ節港出れ

三行個別具体内主公大(こ対!と、 l!l市l命令が下主れることは稀で忘る、五去に、

公表民間命令が K1れな叫とじては、 1:)， t:~= 述べるサノ γ タイムズポ斗が

あるんに λL、特定の故千;;lHt(.::却するよ]'f子につ C ，て、械工古 ~!0 に公去を延期

r ~Z) ζ ろ>1<-"，うゐ命令カミトされるこルがあ心 ( ;9お l 年 u、 4 ぎと'， ~n"

出 -J_'~支が裁手い二;与える ;jデJ につ l ペ戸{土、 ;èf:: !~中お:節主主HZ 「

日 '1-G !" _.¥-'CU'S G1υut¥印刷片町 Ud[19己8;21¥;1 U( 9U(i 

2ムシ人" ~ ，-述J 、るサンデー タイムス事1'1マ論，f:~. こな 1 七台去は、このノ万i去に

よ()ものであコたーたどし、京件;立、公民延期也元バ、のIf.-:~:I性;っし川戸判断され

七事例である

二日社5り(仁忠則)2707 )只4J
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いよう犯す:1.1)をかける公去三干、副を混乱さ吃るような情Hio)流布等oljf

九幻が、九ノB;と判相l 与れる J まに おく判!引のtN成員にお~. ~_- ~C 予阿l や~見，;):;J"æか

せる行為も、停尽に当たゐ叶 このよっ('.:、ノ一、表i よる法廷侮辱;二、訴訟(.>斗

7-，るすべてのτに対してt己響を及ぼL0，る行為矧!_~-リであり、まに、ひ(- l~ 了F

影~g; ~(I{ t:こると、その回ihが川離なので、う千百IJ(?)公表延期;{:ノアヤ、)陀需による

jll，lが期{、Jきれている{

Lかしなが什、五銭的ま fi立問時的(こ ;rm{:ji:J嗣iするこのよろな伝写l百日Ijに

ついては、特に初日記以軒、その止当引が同込となゐここがあ勺/三一この自に

関する;Jーヮイ/グケースは、民終1:1<)にヨ ロァパ人権栽 ;::F~;' (El1(flPl'<lll 

じ川i:，nf I;u川淵 Righ↑ち での判湘パ'受げた叶 J プー タイムズ事fi引でめる口

Hトニアー ・タイムズ:p-， f:j:の概要 I_c~ 、お花む泊以?の土うな、のである 10H)

午代、イギリスでは、製業会紅のデ J スティラ ス社 (DistElぜ1"3) が製，告・取

売した薬品によっ C，--ci' 1)ドマイ W械が主主主担二〉てお J、干の対害宇tムは、

アイステ l フ ズネ志村F千取り、出手?賠償ヰ求める民事訴訟千芯-どいたや

サンデ タノfムイ紙は、 二の民宇目~~!~¥ついて正見をえ己ベる ~!:千 J

ヨ土に'"ヰ~-rーがiに|お L、I1じる同症とされているーこの"につい(";.:;;:、

九Ii j: (~r ， C(i/upm!Jt 4しクurl，日y"(' edl1.， O:d()I'd， 20()()) 日δ~ff

Scc 

日 Scc，c. g. R r Dailr MiiTOY， cx T SJ山 Ih[1 D2ï~ :¥.lJ ER R叩 ω 前 4平出 2鮪

芳主「ぺ会、

21 裁判l上r:こ民響を/i(ましうる公表の l人r1干にコ川しは、第，1ャ第?1iii);:田 n
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れ七 速のゴイ1'1 を総や~(、 I.{-アンデ ・タイムスナf~rLI ~いっこ t にす 8 ，

このう ι、凶I刊での裁判U:二段って不す場台には、 1197X刊のタ ft、ズ ーコ

スペーパーズ村事件 l審級)J こいう-i;fンデー・タイムス宇件に関する口本

請の論Jと[ては、 F有国力必， 1 +リスにおけるザリドマイ r裁むについて:11
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頁・:=ifii，-号 lり:頁':197~ 問、内1有力政「イ :_\0' ')スにおける汁"ド JイドJ;k判jと裁

判所侮昨J 比較法判1:~.36号 18，1 R (1)，，1ノ1--)、JjU協1+.1寄 lιトシデ タ J ムス単

件の三一円 yパ人民裁宇'1:iij可決と J 斗)ス l おげる裁判!り {I~ 与の基準 誌を;:lJウ
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下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

たJ 子の再開J では、ヂ J スフォラ」ズ社が dでに枕小していた千:1棋会:fょが抗日1

5れ、より多くの出 i慣がな与1t，;るヘミことが ~~5t '，~札、 a にまと、デノステ f

ラーイベアか、ヘυご，[1本lFZ のある属品，:;::n~坊に流 l也、3 セたムーjT'~ 賞与べきこと

が土張さ札て¥，，，たυ こil， ;'.:-f-'~ )-Jデ fスティラ /tlは、 斗ン 7 ・"イムズ紙

がr;った公表について、前I尽 iドを認定し刑罰を決定するア討をr:う 4号、法務

総Jえ ti¥.t泊 rncyGcncral!二中げてとが、 itLt:総裁は これにん、じな刀ったl

L治ミし、 .:;'-のN、サ〉デ e タイムス艇がさらl類似の公夫会行おうシ Ll:の

で、 1972江、法務税裁は、 ，:f-九以降0')去表を主lノ巨させる命令を求的、裁判J町に

対 L';市"とをfiったc これにふり、当認延;t!J(，1';令を計lリするかに:かを;;とする

手続首、開始送れたのであったひ

結 審の司寺i;:1昆!.. CI'，I.主部川では、当該延期同?とお?のt;訣止なっ f三氏が、当

~j，~事訴訟の殺人た必デ J ステノラ ズ記lck.jして不当と1"力をかけるもので

iあり、子山結阜、ずノス 7"-1フ ズ村が二日空民中訴訟の':1で白山に行討する情

不1;を受7守される Fあちうことかム之、乙されたー を(て、 -0.;侵1，は、手続l'.¥.jす

る」五J、な孔1/5にコ μ /，;)ム判断されとや7 他方、{ァン宇 タイムノC:::¥;は、サ j

rマイ lじっi主事iこi品;寸る':1:)-':'長を公衆にj，l:九七一る権利と義務を以 r:)iJ¥jj':___ていゐ

と lAt:2したが。 i~'-:'J与 iLI:;[;\土、 +1 シヂ- .タ「ムズ紙の木:j~ と 7'~ (ステ J ラーズ

社のよ:J主主!.:O){J:♀を行わず、ガンデー・ケイ ムス紙の+~主を.t[ì :，-~~ !: こU)こ

さ、古寺じ院は、この一つの主」立 Fる手IJ訴の比以街量が裁判1j!!jIの任務ではない

とし、また、侮尽に t'U: ~9 る先例ι よれば、 ;'#:Tcに対する三重大な妨τが'Jじるご

あろ勺話1:f¥:::(よ、それを制限する干とがn;i;、じり役害Jである乙革えた 3ぺ二0)よ

7な見解lご基づさ、持等法院は、当該命令0)発十jを認めた、

この担J附[こ士H、サンデ ‘タイムス紙~J !-. ;~;t を f: /) lラ そしザ、第審:7)

詐裁じ:J所刊では、裁じ:J官らペヲ人にλすLて民法を fょ(.J:す、とによっ L
'ト』一
ぷ/

は当事行の人間同などを H干'J')ること!よって、詐訟や妨害する坂実的か〕ヨミ

~~Ü~ 佐吸引~/::. "):"しめ品市評が公ョたされてはならなこ Jが認められト竹汁許可
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研市ノ

し、[訴求判防lは、この」うな公表が認めら μ なL、。)は、下討が係す ':1のJ品。、

または 1&判i1i (})前前一?現に審問にイ0-~れとパる時?をに肌られるこさえた"

0) rj~J従のもとで、 I-.~)j 裁判所は、当該ノ一、去の対象どな〆) r~];'ç事訴訟乃花解交i忠

のために 吋中川状設であったトら、 15;どと女がてF刊のが~P9誌を生とき寸るおぶ

れはな， ，亡、i11出r:~た 1~ きの結呉、 I.i訴裁判所では、当誌公表7Æ~沼市、のなノす

位以めら才しなか 1 た

i司ミ裁判所の半，1]Iti-{(不出!:L亡、;-，1

貴抗日はまず、侮ut):s民1;c:ワ巨的(土、そもそち川々の訴訟当平Jまの{紅巳fごあるの

?はと主く、;')i.二、沼山に対する対害をて削除1ることにあると認めた乙ぷた、宣

伝虻は、 1&，tIJ(土市 Ti してはしめて係争中℃なくなると考ズ、斗みfで4事~;~~!、が

時'1'断状態であり丈こ少を浬日に手続:対 Fる去六'iJ主計もとされるい :..-f.. 訴裁

判所の河町を、千i干疋した J~にそして、貴校恥は、当;吉正事の公去の是非に~'J 1.， ¥ 

c 科3主的解決策に妥泌する。rλ 、 方ニ主ι7手l-;'fぎ計苛?1f;「→たるフず"1' -;ス、 7~ -; -) ユ干計↑;にこ対}〆

CF序F)力Jをカか、ける 2去と表l

λ止一ら、 ì:'ó"ii: ùヲな以告まえーは原告を含む +;J立が、紛争の{~;;決を望むことができな

くなる江こ民べ、叶 >-i-'~ ・タイ i 次妖にJる当ョ免公表;土、公衆U)干IH去に反す

ると判断されたU まア二、言、百:につし;て判断か下す住民や有する r コ J 止手元半Ij lh:. 二 :;J~

られるにもッかわらず、十j〆アー タJムご祇の予定 Lてしap-Z事:一工、こ U)玖

fbi(L at 8フフ.per Lorcl [)t:-dling、IR
位 Ihid.. al 8つフ pcr Lοrd Dcぃllmに ¥IR

4;) A-(; V TiJlι市 :¥'CifS"jHマム 1'$Ud [1抗日:-'./¥11 U< ~A 

'1j Ibi:l.，:11 60. pcr Lord Rci{~ 

Jbid 九(I;j， ~)( r Lor(: f{cid，けI'!iL pn  T υnl Dip;ockωnd ，，-79. jWf Lun 

SiElcn 

1(;いわゆる ゾレ )j'ヤ」しつま出 ~J)rc川uγC lC~;L) を妓"!した」志川て、 Ij

Lァ一回タイムズ紙;ょっし公表されと言ヲ:ょ、ア fステノラーズ社に対 1，、

より多くの白書f投手す，¥さ 1:v)圧力をうけどLう}するそのでありた。このよろ仁、

訴訟当事者に対 L く特定の年九または -~;':-jff;/'九を}、め、訴訟の巾守主該当主者が

望A でいな小コた法去をとゐょうlγ力をかけることは、侮与 '''_;J:.たると lU怖さ

れた〔このようなげぶきを J昨年とんな寸共世ば、 lプレ J シヤ」グ〉フ壊、宇 J こ呼:工

il_Tいる
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下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

判J-;iT J") 判断惇を献えでごIJ設~寸訴訟の結果を子泣し、また判断を H ものであ

り、 テ才lが， 'わゆる Yレンヤ yジメ〆 i' (pre.iEdtsεrr.el1:("-"に当たると l亡、子

杭の係"'{'I i i C::.;]:公表汽れるべ 5でなし 1ζ)>10 これらの.iQ~士nこよ〉て、長院

院は、ごjF立公;むよl羽命令の交付を芯めt:のであ/、た日

J~， .I .'〆);うな河内裁判所の1";凶を小H~ζ した作〆デ マタイムズr~"d土、ヨ」

U 'Jパ人権ji;員会¥1<:ιropC:l!lCo出 llJ.issiO!l()f Hι口1 <1“ l~i只hへ、) :二中、'("Cやf了ヮた〉

安司会において、イヰ)ス政'1寸Yサシヂ e タイムズ羽f)そのね解二;~f~.. ï'戸なされ f

が、担拝礼ず、この事刊は、 ? ロ y パヘ権J;t~TUi1:'で計江1 されることとなっ

サ/ブC~ ，タイムス~:!.\:立 当該公ldffJilJ命令7)';C'、羽の白討を的，守するヨ LJ 'J 

パ人枠条約 (theEUl叩刊;-;Con刊ntl(Jnnn ;lur川 nRights) 10条;二連反 'Jるとして

巾いてを行った J 他方、〆ヰ'iス政府\"~巳当該公江延期l命令か1司法約 10 ;1.:(2:，にし 1

う表現(1)μ「可0)保障にヲ11ゐ例外に台以よるものじあると主張したl まj 、H条

約五条によ"以降される公ilな裁判ををける晴利、すなわちょ F ではずイスワ 1

ラースネγの公Iとな裁刑J1:"-"，tける権利は 10条ヌ'I(九バ) I H!~(/) 話的体 fljJ マゃあり、

この制限ic:Jって、 1d}[の自 tゴの保防(二議長されるべきある κ hi、Lム

ヨー口ソパ人祷裁i'G Nr~土、その苦手j唱に当たって、当該?と表延期命令が 10染 21

にいっ例外の要件砂市たしマいるか円かか判断寸るために、以下の三要1+"に

つき検日ずしと 第 に、ヰ作お， 'て、 t)シアー・タイムズ殺に「与れ/:公表

，オ
lプレ/ジャソジえンI' (;)f('j;1:'1，'St:Elull;1 J :'こっし， '-~士、与ま 3 まな司tJFが当

てムれといる v こでvミう l ノ勺レジャソジメン:'J と J止、 J入手:j，汗 J)*I;I*:~十字企こ

えて、，~&判所においてま λ 沢一IJ られていない亭十以ーっき附定 L、公表寸るこ亡

をい L その三 t~/JÚが、裁判!りの、毛主」つな判決，t_ '1}、すふか百かを問わ f、

裁T'j河かいまだ 1出[を十し lごし ¥j~，' い I!lキにつき断疋 j るにことが、裁判マj事T (1) W.吠
l二対する公米(i){i 耕を ~Zめる F とにつながるとししにト屈に当たると判断ナミれ

七 段判断に予刻中偏見存 'Jえるか行か ζ V"ろ，ll/土、ここ T(土消極 ζ ならない

ので、 I見同をi笠Ltノコ fめl二「子附」 ζ l.'う討idlは当て在し 1こと vーするのフレ

シベ"/:，'-メン?の基地ーについては、第五三第 1 節第 ;?;~J(/\ (iij 念日官{

1同 "'1-(，'!' Timl:'s .!¥'CeVStUPc:日:Lld 1.1973.: 3 ~\~l ER 51: aL 6，1 2nd 65， jJ2r Lord 5:.cicl 

;-¥;--，;]泊j'84， 1)('r 1パl1¥jし1ρ町、

l け ，';，:n(.ル~y Timcs t' Unircd瓦山々 山m(19duj :2 I五二日正 243， 197告JI::CH1~65認 74 

C 失約 1() 1長い買の点現の宵附の制約を認める同条可沼の解釈た字合ある o

Halldysidc uむi((I976; ムト HRR7~l7 
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研市ノ

組tt:J(~令は、 1去によって定めりれたものであったか目、引 に、当設公表延則

命令は、ヨ r; ツパ人権条約に ~H らし亡 lム当な I-~ ;カキ有 q =むのと γ えるかヘ

わ l二、当融公表延期 l今今 l之、 ih;+'f十 J?においと必~J なもの;いえるか;;'1

(- 1.' ¥ -') _0、であ .r~) ( 

のおこうしゾ亡、阿裁判所;え ずそン 1寸 い〆)'ft-，存J:T':日11つ九時附性ぶ Jぴべ
1-1) 

予測刊 H耐えといたと判断し、それゆえ半高原則がd、ど去才L たものであっとこと

キ認めに ο 第二の点について、、」亡主う，川、延期命令の日的l止、司~~:ßf;の住成者 r*~!M

ヲること}三あ勺丈こ'I'IJ引き九、 10寄与¥2'1(こいう '1:í-'í~ 1，さ致すωここ与 ;ιめ lこれ六に

その結果 (-j -:長にいろデノステぷフ ス引の公 11な裁j:iJををけるほflとの優劣に

つい'"¥土、訣論されな刀った害容 の"について、 Hh，判所iよ、 10おサ iにいう llノ、

要J 工がいかなるものを指 tかにつき、それは「切illLトf十会YJ乙要性 を主

味 F 命、と;土ベなれそのうえで、 l司法1日 l咋:土、 tx.判舟プ~，*-上たから '!hé ，て併存

する F こはないので、子杭(こ ~H る裁 rl 可外むの~li.ßhJが七)"l~'LJ<j に 2;: ;:.2れ亡は

なら主いとtll術 Lた J さら仁、当諸制限会受けた公表の対象となッていた斗j17

ドJイl、宇叫が、 7去慌の悶也、事であること 1，，::ジぜしづ斗なく、この ζうな去、米の

|場心は、設判所の捷崎山保護に劣るものではな v、と i'U断さオした ニのような検

討の和集、当該公示 i~~~; [:;令;よ、 10 1'~ :二返!人寸るとだτこされたrコずありた j

主l、 i のような汁断壱 .~~.;λ 芯来、事実 l一、 fギリス政府 1よ、侮辱原口iのすき1卜

を義務付けられることとな Jた勺そして、この判断は、 ;981平i:j;"::;-:Jだの契機の

つとなったのであった

言自3節 現在の法廷侮辱原則

JJ. I で述べ丈 'r 〆 I>~ マタイムズ事件を夜十需の つζLて、法廷f毎年京引は、

表現(l):::r r~このj力指J 剖ヌる途舟歩むことにな ο た，は、現在のiLiI悔手点、日 '1

~j:、 :'())ようなものになっているのがつごi か 以 γぺまコ E〆.11 -Iの侮辱

京別にハ、て詞干fを.{JC~，ヘ 19例年抗出J'l-Eに当たって仲茶|円に多く (i)l0-6 を在し

5:~ Snudo)' Ti川 s(! L川 tcdii i;問山m (;9削;日t-:HRR::45， J979J EC河川九州 74 

.Jc p:1:-as む "

~;:; Ihid 川jJHlile';-)4 [[ 

仁llbut.， :1 t pa l"()S :ii号ff

l.:.89; ー ~.Û、 0' 日 :n~)'!7(l2



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

た 7 イ1寸}壬 γ 主安3員会 1仕(仏!i lPコh恒iilli七iι山令立:n¥

ヲる乙乙もに、つIJ"己訟を常めたァ~在の法廷f~μ手主日Ijに '-j;.， て考察する

ソイ 1).:E-アをと~ jどは コ~:;.-. :1---:-.:J)侮辱:Thj;:jlj'2二伶です。必要性の古 JJJま

たはぷ í!) 程吃を検，)するため L、刊行年に~ち土げレJ れた 委員会でのt;[-~itrþ

lこサン T タ{むノ、半fiが!こたため、 0;半1'1"0) ft昔、IAでのャ]決をまって、

有i;1」が提出きれと。

アイ :ET-Zこ f.:~ 会 l土 まデ、イギリス V)'，'，、市，.わしって、 jfJj写l京11:;:.:.J:む司

i去;茎zのf主主Jそのものが記、広である)とを杭吉〕 このような合択のうえ

ご。公示による向辱行為:こ対 iる'1';河や奇J;\[~もまた、必要かつ I1 どと c あると L

たr:'，'女子、い;1 1111存持衣する.'場から札μfllがな長れていたにもかう寸コムず、安

民会J戸公去行為i:!c!'，る制限を容認Lたのは、以下のような座出にぷるもので

あコたらすなわ ι、とリわけメディ -ytこぶる公表につし¥:-ti、河!刑または放泌

された 支が件翌 1" 務部力士行するがゆえに、 {í~iτにあたるとミたがな手れない

よう叩附されな!，-l-;!U工、迎lトな μJ法送吉は十七、¥，-~~K之されないとmrある J

委f司会がこの主うなうゆを採 r 允ことに;:，)、ノ~~.去によふやhl!#については、

事伐防止 1'1 山古:I4ωみ守イJ '1fを認定することを烹 I 長ずる咲格安f' 庄は ~S' rict 

1;ど¥":)ili(vrul叶ri'l(/)述!i1が、「弓 J ・uーから社村長される F 三となったいただし

佼7打1，;の行為については、厳:告;SJ下回引の淀川が帝1I飢えれるべきであゐここ

:，--， R 戸川Io( ihl' C刊 I1nill，)1'問 c叩 imitjlloJ Couγ人(197，1)• Cn;ll(~_ 579ム 勺時、ブイ

リで f~JJIJ (Lりrc円ii:1 ill'ure) が、季民会の議兵を読めていにこ〆から、この報さ

書は、ブイ')モア委員会付?r CPhi~li n; orc 仁川lElilü:r Rrporl)と」ばれて 1...)る

日付 Ihid 川 lJ'1l出 ;2 i¥ l<:J 1:J 

仁 I/!i:l.， ell pelra 7:3 

:，:--: Jhul 礼Lj;i:¥了。 7:1 

'''-'絞持直[工原則)1、相同される場合、ある行為ブト;見失に Jるものであったか、

または意判的になさ μ たかといった行品主?の土保は、 dl_rw(7)成守安門と在り♀

しミ) ~: 0)炉、日Ij/土、公〉たの混同に影響をりえる誌;'[')駄には 定l;L準の主出話ゲうが

あることや川知倣:1'(，~，せると ìy') :'-~ j~ J+j され。とい;t)れてい ~~J (S. ¥¥スチ 1

7 ト聞大谷工・熊谷示1"fiヨ¥U現it{"('}ノ、ナドベl、 そ:乃);t，ンド;京 1，主 Y改革の重1.::1:1].，

f ト'KJ_~立・ 197/1 午;' 8C去に'.I会将、王廷i毎!j}罪の主倒的xη にし Aては、第

三章治 li~:; 参i'::j υ

印じ1η 円 d.~)?9生 suþm notcコラ :llpι11λ 1'4や

二日社5り己主氾)2iOl :l'!O! 
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も抗菜された n 号。〉理由は、引 に、ぃJ法.uU'i:iにおいて妨t;:R'0なつよ問ノピ、を作

i')出すようなjE決や、裁判m に~;;"-~る公取の信収が損なわれるような危険のと

ιるコ1"性(之、をれ泊 般市民t))悩九的行為による場行~，: ~之、{五、\(:主えられ

るこレ、第 に、阪に、かかる 政rh1三の II!I 人 (1~1:ctt(~ よって時害の危険が主

じる c'~ても、 般公*~，士、ヨらの行品によ-，て係"ト '::o'T杭(こ影響を与えう

ることやljJ設に主な νt.:..め、その1同人消i了おにメJL列罰を斗寸ここは lL~うご

な「王子九用uちでもないこ介であコナ。この主うな考恵から、久く公叫に女了

してなさ札f、ρ かなる 'I点王かを刊1】ない涜乱、言籍、放送、または他の1云J主

干ι，(1にJ::) 向辱が1-iわれたJ詰合にのみ、 1111ヰtt:-千l以[刊が;車出竺れるへ主とじ〉

n:.: がなされた6~'

ブイ 1;-'E "7 t: t:-Lf訂正、このように、公表による'I!i平に阿 J一乙場面については、

公去の定義をむJしλτ、 :1':;ン・ロ ぴ)立坊をさ岩本的に受け人れたn ただし、 1 

弓::> . lJ- f-.-のIf'!辱 l早川の '1' に:手、 ~~d.月 l幻自 JJ:こ対し、抑制U<j な品約ナ7){存 {I~ )〆

ていなことも俗かで為ったので、 二コIモ<-ぺ]::1一土Uの〉侍界E原烹羽民同則l日lをξrう王ま路襲す

るこ

土と、表現の以広』二対 11， Hとなるよう均衡を枠え/;)，-ことに|じJt，ており、あゐ

欠点行為がガリ L 刻字づ主ょ~するか乏かを判訴する平準;土、市:]í-ご法(こより 7::::められる

べきこじて lU案がなされ λのであった印υ

出j~~U によ心意7泣の確立を必至「る巾子 長 Ai::は、まず、コ壬シ U"-_. 

の長泣を検討したc ゴ司〆‘口 上、 牧的に;土、悔平に~たる行為と l土、!

続に対?る妨害の危治を手iりよ己 7そうな(c:dC1l1山 J 1 ，為と ~r て v たり しか

このよ与な疋立に当てはまらない行為であっても、毎号と吋山fされる場「7

のあるこエが指摘された 作?えば、サンデ タイムズ-t:-f:;におい、論出?

なハ 7二r.-rレジヤノンメ/"ク〕若手もそのひとつであった委呉会l土、メデォ

アがゾンジ νr ジメン入在七った:lJjイ子、そオが ~2i、い影響むを有することは、 l認

めて U汁、拍子川、 fE原行為ぺ二認定すゐ基準 rしての プレン可ノ〉メン:~ 0)基準」

に刻しては、花給す?~受封、を見せた6S ての結果、委員公によって訴とに不さ

f， lbul.. 3t para 77 

出 n山 1..al para 80 こ約百uu立、 1981ι法vこそ0，ままはL映され 1いるい

(i3 fbid 川 pill 出 ~m 1140 

Id Ibi:l.， a1 pra 10D 

ι フ r リモí'~居間会 1)'.' プレュ γy ンメン止のま準を花絵 L 九州トHi 士、 Jコ卜のー

ー ~.Û、抗日 3:J2) '!7(l() 



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

れた/鬼J才 !j ~I~!;'-~O)基準(立、 l 斗法。)活科刀、白しく切;さされ、または師見にさら

5れるであろう危険を、問題こな---:_-cいる公表が作り出寸カ i1iアト」といつもの

であっに、ゴモンー iトーでは、 (l}j士ペ引1，:5~O)危険を「作けれしそうな ιレいへ

友士s，が 般的明あノ(:が、委員会によ/;::)+，~;'主では、この頃叫なえ百が削除され

た〕 この抗;案才長主むcの7η〉口的fまム、 7形ちエ式に的L心::は主法E廷主(侮在辱σの〕委Jρ吋をを了渦た寸カ 打J宗を科

イ位」しないlほまど此細な侮if:f;号;子宅を、同討の宗|気:i~る対象均九 [-l8;J'~1 ドゴに tk外寸念ことに

，札
ι0'コ このよ了は、 W"'な豆半の(4-(7だい 7占で 評価やそけ Cいる i，この

ように、ブイ n モ 7 委員三:の提案(立、 fと表 l 対する 1寄り J!，， ~I!姐屈の:l<JI+\O縮小

?はなく、どと氏を引限づる場，Ú~こ用いりれる jf、準ohj碓イヒに IcJ けられたものさ

めっとご

1 けのブ〆l リモ?~さは会のも1誌は、 J 庁間了4副長者ゃ技法同等から参考意見を m~i

i[l(l tこλえでイ下bJGさi'<--;1:こものであったりで、特に二 L ~--- ^・メテイ?に」勺て

土持された しかしながら、提子:を ι子けたイギりス政 rげが提小にた絞f

(Gr~'('n Papcr)印 l-よれば、政府 l止、フ iノモア手c;11の払:ヨてのとおり仁、υをす

る J百忘をなしてはおら F、事完「、委員会乃，ht~i止、いっとんは討によコて去!

?された。その役、持〆テー ‘タイムズk;主台王凶事件におけるヨ ロ J ノリ、

権裁判JÎJ:~ 0:;判断が出され「弓ン 口 の修ょにI"Jけた l直接的な j-力が生じたベ

て Lて、氏廷侮尽にドZデる J沖、方行われる|呉、改めて、ブイリモマ〕岳民t;;:;-rFl-:' 
が参叩さ方しることムなり、同報告は、 1081 年以、-íl j-l;~( ，_、#.;1果的に年くのノガキ訟を

，;zぼしたのであゐ。

i，にある ff5ーに、当7主主;辛が議すされた+)ン J ・タイムズ事件lよ 疋ポ訴

訟の宅事占仁刈してお 1~;tlr:F_力存かけるといっ軒呉な事例マゃあり、7C i列として

の的値l乏 J いこ?:: (aL r:はnJlU0"、第二に、プレシヤソジえント行，f，，)そのもの

からは、 妨害のイム論.1(/)桂皮ヤ内?ヰを1正る二どかでき士い」介 (at para 11J 
三

じめ"に

Gバじ nnd.~--)1-94 ，刈t川i !~ 1)れ l;l.a t r::江 llB. t、わゆる技術[ん昨年 ¥lerhnir;11

¥;(HlI (':ll1礼 については、会長、う，.;，-治 iÊ~1J凶。

川川p ;~;;d S， fri;;， tfl1' Law Df C(mt(/J1tι川←d;;.，B;，ttt:'nvo川l..1日明

日 ζ心的吋ハゾ(、Oi!rt.' (! clお(ussu)nJヲa}うcr.(1978)仁泊nd.7145

円ヘイ):.， ::-ヤム y)~ は、「アイ')弓ア市告の十嬰な霊力?三?を c きる 1m り履f するこ

とJ、および l イL グラ J ドおよびウL.-)~スの向日涼HIJ と、 41J アー・タ f

A ベ事件に|唱するゴー"ツパ人権放判所'i)決定との謝相を|判。こ ζ 」争う'1D81 

二日社5り己主jJ2G99 :1')21 



研市ノ

1981年法;之、サ./-}' タイムズ4ffを契機とし、 1-__;;)';(つフノけよ[7委員

会報::?キ参考に l，--"T¥L家主れたリどだし、 1出i年止は、{侍!j予見到すへてを;ユ手-

T る;J、it ごはなし 1 点 lこ什きが必夜である。}'とえば、 198~ ノ;訟は、 ~}j古の志 lχ|

に某ゴしぐれわjしに桝;手iついては、コ εン・口 上J){i，;:辱尿剤を込用子る旨

百~IÓ 、 L 、主 ¥() ，;(-; (じ!)υ また、公表による海yずについては、京点??責f手京別の沼

)11を受(-r絞ν3におり、 この吉昧で、 1981年法 Jこ !:.f! ji~ 主れているむのの中にも、

コモシ J のド正辱!平日Ijがリ lき称がれ亡しし〈J部分があゐ戸。

すでに述てたよ λに、 1M)ん庶民J~ I立ての目的の広範さ治 旬、 JI:S能に

対する$:1支を J勺亡しし νるがゆえに、吉Ij7eil、rJ'~ろによ〉ご、 子れらすべ ιを包

含ずることは、刻l践であるο 仁川沿って、あらゆる侮J.if.;'丁為に，<，J心していくた

めには 発足や氾俣のいj能なコモン ロ ιろ泣用の継続が笠まれ(c 他方守、

J ピン田つ L ク)イ存!.i子原則には、修止を之iL!とされゐ部分が存在 Lて、弓たこと

はl刀じっかむあi)、 1ヰ〆 lゴーすべ亡が河向され特けるならば、 1981ムニi1、の告J

I忘義存欠くことrなゐ τのよ 1な:T!;t車から、 1981ニ与法が、コモン ローと

のi年早l忠則の J 正;を明確党止L亡し、るお缶、があるハ止とえば、公式による印

!¥f ;こんlずる厳格安江原口i切trlcLlI<lbL:.ムL}rulc) i ク)演出のあるニとlJ体は、 4 

弓 J ・uート (i)仰勾l広引を踏襲!たt:l;分ヴJもるカ その述1110予出J止、 1981年誌

によって限f七されている このように1D81司法以、コモン n-Jーの海ノ下日目:1

と並保 Lながら b 、それを:!;II1，~"g る役訟をも十二う il、律て民生さ札ている

年iLml;I:2の 11'，ウ Cあると述べてLる 4，'i11:， ()f打、九11lぞい rt¥5:h吋ラ H心 C()l

(-i(-i(l， per Lnrd Hailヌ!日町

lJ J持 i午口、に円いて解説 4一ω論文とし亡、1:)，-;，-を参照U 内 ，)，g 了けW ハ“Th(

Srrict L:abilit¥' kllド(1【)お 1) ¥:; I N引も 1.]11 (-)7 : Low臼 COlltゼmptI)f CUllrt Act 

1981" [ょ982-1PL 20 : Bailq。“ ='hcC，_γLC11;1)e of Coure人c!.1981" [1自己2-1e.i 
ivIodenl LJ~ :--lOl ; I¥Hlピr.sutm 11つれ，~~) ; CI)()!-:t'， "C(;Cl~;'llp: ↑1，μ 、trirL ;ab':~:~， 

ru lc (~nd Ll:c: coηi(叩()[仁 )unelCL 1981" [1D83] 5 L山rp叩~ LR .3.3 

裁:とd 所も、コモン・口 1制定μとが土Hnて町、ノ::>↑し山一ついて容認しご

いと c 公ee.".l-C r ;¥'CU'S Crout Neu:stapcrs plc [FJt号12 AII出 906at U:::O. per 

¥¥' aLkillS LJ 

7ゴ肝ゃう責任J忠則的地J-;-J~:ó. ì!，!~ 犯罪と:ム 1 J品。)，¥，!-河がいかなるものtあ η た

かという行為昌の一寸見的以素手以!t!することなく、将校B"j公社が売はされλ

二王のゆをも J C 成立 Fる犯罪をいう j 絞治史11;~[]íJに---:) '-' 、ては誌 3章第 1J引

主主目口

ー ~.Û、抗日 3:J(;) 2(;悦3



市民による裁判と判過の影響(1)

HIのように、フィワモア委員会{-'Ii告およびザ>-y' タイムズ事件は、コ

モン .Dー上の侮辱原則を修よじする契機となった}ただし、それらは、いずれ

も侮辱原則の廃止を日的とするようなものではなかったーしかしながら、そう

であるからといって、コモン・ロー上の侮辱原則の中で、表現の 1'1111に刻して

過度に制約を科していると思われる部分を存置することが望ましくないのは、

明らかである それゆえ、 1981年法は、表現の 1'1r門的保障に配信した規Jたを取

り入れ、コモ〆・ローを修ifL-Cいる、このような1981年口、の修ifは、侮辱今

it疋するために尉いられる基準の明確化や、抗弁規定の充実化にみられるバこ

のように、現在のiiu:辱!早川は、コモン・口 とこれを制御する1981年訟を'1'心

として、 TJよりJ.Lってしミる

第 4節小括

以上のように、侮辱原則は、 800年ほど前のその光生朋には、裁判所の権威

に対する不敬を行った者に刑罰を科すために旭川されていた その後の発反に

よって、lriJ原則は、適正な司法辺営ないし公正な裁判を保護寸るために7直刷さ

れる原則と位情づけられるようになったじ

この侮辱原則の、とりわけ公表に刻して制裁を行う側面については、表現の

向山をほ護する立場から批判がなされてきたυ 他方、イギリスでは、今もなお、

メディアによって公正な裁刊が妨合される場台、その伝古の税度が大きく、回

復が困難であること等をT甲山として、公正な裁判を報道から保護 tる必要があ

ると与えられている。その結来、現存ぴ〉侮辱原口11は、表現の自由との刈 Jとい

う問題凸を乗り越えるため、暖日よな1正準の改尉をなし、また、新たに抗11規定

等をl北けた1981作法の制定によって、公ifな裁判。〉保設と表Jj/OJ自由の{思議と

の調和を図るものとなっているのである{

では、 1981汗法は、表現の自由の保護と適ifな司法起むないし公ifな裁判の

保譲との均衡を、いかにして図っているのだろうか口以下第 3草では、公表に

よる法廷侮辱l)ドの成¥r要件や、抗弁について与察することを通じて、この点を

明らかにした¥"""同時に、コモン・口 とI開I年法とを通じて受け継がれてい

る埋念を与察することで、 f年辱原則が排除の対象としている公表とそれを排除

する同的についても明らかにしたい〉

北法SD(;;.38D) 2G9i [194] 
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第 3章 法廷侮辱罪

第 1童話 法廷侮辱鐸の客観的要件と主観的要件

第 1款 客観的要件と主観的要件の概観

づとに述べたぷうに J、廷i4if与原則が保l在1るのは、地;.:なけは一辺常ない

てと if な双判j であ;~) ，ヂイプJ ':;クヱJ~~ リ，();"(日ip;o(、k)が、 1 ~-)7:1午「ノタイムス‘

-:..-J ズベ ベ ズ社事刊(責決~:;~) -2 ~二日 L ，て「七べ f と」ろによれば、コj法

♂i'''' が保議されているといえるのは、 rl~の三山が渦たされ亡いる持合だとい

うi'，j すなわち、

司f.i:-hiへのマクセえが、 u民l保持手されていゐ二乙

-子 ìi:i:- -'iコ同兄かな〈、 ZL判河の!向j 前で泊止 ì， ~tJ:;:ボされI 証拠の ν匂 L恭づ、J;l

十 ~i i-~T (1)判断が、市民にとハ'c+1i月刊行1" ¥..<あり、↑!ι娠の置けるものであるこ亡、

-ある市民:.7)，J-!jてよL判百丁刀、卜 lた'i'1湘lが他的省γよって妨肯されない二と

/;'， IhKに保同さ1しているこム 7(;

cあゐ 公表による{毎年SF，:二i斗:/工 W-J刊{':::なるのは、ょのお 番目であるハ栽

判!引が公表にょっと予断を抱:に主った場合には e ぞの裁判引の桜町ri，よい税の

おけな1 ものtなり、市民は公正な及刊を期{十デるここ刀できないぶれゆえ、

そのぶハな出斜を 5える公表を十'1f:ごしなければ、;担正な司法j宝常は全うされな

いハしたがって、公支による侮辱が犯罪とされるωi士、;;ぅ に一予断のない欠 11

な裁判!りを保護L、認 にそのような裁~;I り l に対する公取の1口約を保護しなけ

ればならなし、という Ul山;二基づべもの土::i える そにて、

';，') '1--(; L' Timρ5 ，¥'川j;u附 '5Ud Il~í-::n :::1 ;¥ll Ef，:比

7'1 Jiiid，，!lL 72. pcr LonJ 'J:p!ock 

二:))ここに'':.J¥.、ーご

"第一番行の要止:"~ 1/，宇るとされるノ11)与Ul-!Jは、当官背に対して、不公正な

r::::::JJをかける行為であるーこのffi刑 l二当たる予判は、ぞれ:iど多くはなし叶了、

これにつ 1，、とl士、小公 lγ な![: 1-;と公法の 11斗土議制乙の境守二線刀、阪肢でiめる F

とカぐらう三基幹Lされている とX叱 Lowea:，cl Sdri:，. :;utm付ot:)67. 7:3 

7C 〆l 香日の要求にLえずるf二品h土、司決市l弘全般1，:ワいて討論し、まト(土台

見をi!.とべる行為である l このよろな;;i);tが、将疋のナI刊をft)j詰]-2bと:ユ考えに

くいか、コモ〆・ロ で口、 )ωJうな公Kでめ}ても制|引されゐ nJ花引があ

/:，' u 

ー ~.Û、抗日 388)2(;仁川



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

h 品、 フォ!)..:rア委員会もいl恨の H棋を小 Lてお打 、二のが~:2~(之、 1981 昨法に

よっても継続しし {~~~~~*L-Ct る

だ!ごし、 ゴモンー w 人法活海守コド))認、72に当"ヮては、まえと:ヵ実際:~- {f)j 

者され、主主判所にチ|刻々偏見が主主 ιJ:~いよ LZ)必15:はなし、子さ

れていたこ 干のよ〔につき、 7ツト/判事{仁()LLonLJ) は、 1889千ドグ〉ノ、ント対

クラ クヲ件ぷにおいて「政判断[よ、裁判けJ陀J討がti;!j暑されたという治 l論に

至る ι要はないへも Iぺ主二長;同 ι乙泊"な番iEがtU古きれそつがに FれiJ， そ

の1ft)(立、{毎 _I~'; であり、また、そのような行為を約J:!;Ij-q-る f めのメ1t:!: -d-1j 円札患とな

る 1" 、と;Ij¥べごいるつ、こぎ治、えられ ιいる。うに、{{，(辱{こ該当する公示行

為:土、 7千切f;~J に兄た均令に手続へのむii'~ミの低 I;i!: (risk) やとに存せる公表であ

る2 般に解されれる州ハ L/が て、コモン‘口 におけるJ、主主知写刊の

料倒的 '~fl:; 止、 F妨 J点 t与え:険 1 !;，存t-;::-9L

ることであコたこいえる n

安際に裁判jが扮害予札7二j 品 I~-ì、ぞのま主 rl によっ、右足ヰ11次官'わ?た数台人JZ 、

当該有罪判決ω渋 1-~{子 Lレ ú'てるとがで主ゐれこのような)jI':"t: i， ~ --1::れば、王il妨

ぎがあ， /:ム Lても、ぞれにより侵害され/:被告人の手:J1;主!λ101復可能ぜあるレ

いえるかもしれないr しかしなカ;ら、売し述べたとおり、イ下パスジ)1毎存原則に仇つ

て保護さオiるl担lJ.;-:; fl;法h 討なし L_.j-とIiな裁判の干1I杭し士、被告人ある:.，，;立当 =1

省のよ'1主主で Jょなく、:!.'~取の利益;併されて 1， 'る この怠味で、波y 人の干1;え去の

みが|口i筏されふノゴ;1では、 {11J写)8、引の日泊を宵ぬときない したう2 て、裁判

が実際i，-/，と iであ乙ことのみなムす、?と 11を類!しなされるくさ二とか重税さ

れる u このような考占ーから、 I そ/・口ートのiiu;正眼目'I!立、妨害γJ行為lニズ7す

る汁〆クシヨ〆幻::~)';'J よりも、 k占ぢ行為の防 l に藍J士を置いてしけ的である。

):，(1 の上うに、 J見:だの 1J.jn需が主じてしま i!' あ kpl土、百ザヰ!耳引の叶山~ -C"あ

るところの公示グ〉引益をit護す乏ことう叶閉であるがゆえに、 iモン 円ーに

おけるは、活侮足罪の再試的支件l土、公表hャ」てJ て手続への妨害グ〉危険が発生 L

，'，ことでよEi")ω ど角与されていえっこの占ば、;く)日1~1 ;J、においともま t> ， ;t;J:;:;11DZ) 

に受け継がれている

Cmnd 早794.S1if'Tr1 -nnt，; ;:;;:;. at Jl寸了れ 1"1 

78 HUii.t 1: Ci'1rkc (18:号リ~\ 38 LJ(NS)QB 4~)り

'i" lhid._ ;Jl -'192. [ll'f CdlοnLJ 

See， 1.0、¥，'(-;.md SLl;rin，父μf:J'(I W)tr: 6'/. '14 
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研市ノ

また、::r苛〆ー 1ゴ !、法廷応辱;)(0認定に深 1._'は、何件なく高):[告責任l恥

日IJが;:i!iJ!J~れていたことに、 i主記カう!':'"告でdちる

泊三ぉ苦手ff+:.~引こ(土、行為。).-~ はがいかなるものであ〆ノたかという行為者の主

続l 汗';;:;::素を ;l./fé;~ ('-するこト企〈、持続円15:叫が充足されたこ hうみをも(て犯

!)r を成 11 させる原則を ν 、うがいそもでも L~JAè-安「千原則は、 l01叶 f:~在かばい公共

のね["ィト(足1窪寸るために 市民i金助十企主活動を)，)帽に)，)i山jliーよる hLJizカj了わ2ι

子のど而時に発展して弓子。これらの者11Æ叫がフヨ巳しにつシ L てし市千I 益のf~

f~のために、 i&':':j f:r~' !.i， ;Iil~定法のえ百二行為右の主鋭的もl素を付定するよ百合。

合まれ、いなしにと等を理由とし亡、 i以降TてイエJ辛口I1を党展させたとドオれ{い

ノョ η :のような紙十主主11原則の旭FfIがIr.主化交れる:;jl，iTi:止、立正治問にとって被

告への γ 観的要3のす祉が非常に匝離なこムにあ。ぃ4 イコれといるが〕

厳格責任l京とi[が坦片されゐ也(1)犯罪組11l!とirijι 、、 iザザ l京引の目的が，，'.:':;守主の

j-I 慌の í~~講じめることを恨把こして、 !1\ +守責任;;;>，[:11 は、公点~:0tめた jべC~I) 

法廷侍辱行為仁川、て jj~nJ ，'C.れてした.f.-てての効与にとして、ー牧市民がけ、

紅白辱却に問われる可;出世のあるわ九をな「に~た亡も、 21:の作主義務が

刊されていたのである。

そも?も、厳仔宣1子!主いIjiこは、行為-;t'í.がれたに当たってその市1 巣 ;~:6%百t した

りね足、の予測を怠っ!::i-) 1_λ に遇きない場介であっても、当該行為-ei:"~-刑罰手

引そぺ t:-9るものである A しかLながり、九ムえ!f:i車市、 政:hR!ょ新聞の編

集J1などの戦撲に従事;ておら寸、自りのすT為の結長をて予泣ご:2;;.~い。こりぶ

うな職Jt 卜の玄任会 1-'~ ~_) -c 1，ミなL 市民まともが、厳椛宣伝以下Ijの述FJ:.こょっミ

処罰されていたこ~: :立、Ttn~ (.~-メ>;- L.. -CJ呈I言;な負jHを守える}戸、う J斤で批判的j

事、 F なりて"汁~C::.\ このロ円前決を今【め、 i山 l 年 ~'-J、， I土、ヱに王続的援件ぃ河

::'~ Orn.，crod. Smilh & HO.:NI1じnmm叫 んTW，(1 :::tl: cdn.， 0λIord令 20仰). 1:50. SC2 

L 山 c.'"Ll"， slricl1ia:J i1 i~.\.- l'111co' [.1.981J 131 Nl'¥¥ L.: l16'，込町1Cookし川!JYaI!ole 

70 石主1子 l県米-;f'IJit (-_~ i:>ける取裕頁fム」法学ωぞきに号(1:)町立) 68ft7ハロぷ
l念 l出っ

k 肩敢桝責任j耳目がはじめてjヰ刑された Lし寸〉れているお何年の山ソ}ロ ナI

+'1"- U? t' i ¥ -oodr山(18.16) 1行L】 (NS)MC I??) でじっバ ク判事 ~.Par~，- c B) グ)克

明によるコこの目前1'1')恨拠は、その殺のアf例におむミぐ欣十九吉任以別が淀川さ t~

た税処とほlま1，，11〆でヰノノJ とし叶〕れているい Set:，Orlfler:Jd， S吋山間1(81. 13~ 

i':-: Cr;li:d. 5794寸 SlI!1叩 削li':)~)川 par;l 印j

ー ~.Û、 0: 日 38r; )'!()D~



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

濯して、大3な修iIがなされたご

1981年法!J 1条から ι 条にかけと、特巴ワ辻、干続はみ妨害ヲる公表iつ L

(j及っている吋こ円 I -C'O)大きなlHai止、 ムj.:ごJ:)，-:，-(おl"-亡、出欠十吾計十f'ヲ己ljcヲ

岨「同を ~;L疋l内に tlt~i' :_てL、るこ〉であ，.-~) ( 

1恭 平法じおいて、 I威格責任I草刈!こ i土、それじ Jlj、特定的法「百二

台 ~!j主与するおそれのあるイ了tt 合、必害の三三|ヌとはかかわりなく法廷持1予と

し(，)及う i.J、のl京円ふさikt-.ムヘ

このように、 1条では、作定の手続を訪 J点ずる行為 Lニバする厳格貝↑工京民1I(!l 

直治を規定し Cいるc ただし、ピ条(1は、以下のように刻icしているc

L -:1;::1-: I 政裕:c;:-H-原則u公夫 ¥puつlic刀00ι) に閉してのみ地i討さ iij:>，)そ

Lてここにいっ「公表 とは、Iiもく公5':'2i，，:対して、も L〈は公5':'20) 誌に女f

Lて表現された吉丸、 ι円、[ヴt2/:;1サ ピスに含まれるプログラム]釘、

またはあらゆる~三笠の伝雫方 ，J-、をし 3 うこ

ミム】、 19S1 キ法 2 条<-~ I は、 m'て洛 ~~Vl 町;1 司 :1 刀

'!'t的危険 ¥sub:-;t3n-::ia:l-i北，:~を fi り汁1: ":)公 jと~:..*定している。 l~JSム年以、::: :1':、

2:'1土、ぷ!のようじt1，疋してい乙。

2長1')'， 戸*+:r~~主 1平均 HUは、問題となッている干狩におしパ、 ii: i1、の五三千，が

害 LuJ五むを云~!'J、ま λは不当な民望]を受ける℃あろう実t主的危険会ノ|ヒ

さて:r;~)ノ~~去にÂ't ;_，てのみ羽目され~)， 

ここ」いろ 肺 τ。〉実質的危険 c!土、少なくとも文台土、 日ンロ上

。)妨害の危造」よ ν)r;;~ノじ f均であり 2 条(;?Î!ムーマヰン・ (l ーしの{Ljdほ日1I1

よる存主~8!~-，!t件を初、めるもので&るとどえられている月

1-$お上グ吹託111に上る k、まず、最栴長↑上手DIJ:7)也同島一程 l止、 il~1IJll-T;体的

な法「九二に対する防会行為 Vこ恨主;される そし工、さ!-)にぞの射干?~式、 2 条， 11 

により ilUに的l正義された公京、 すなわち桐人的ないこ主ふ除く公友であっと、

日 1 個別具体的な事例 μI~:'，る裁判を寺院寸る。ドj法会肢を向丘苦手る公表につ

いては、コモ J ・r; が:I:iUI!，~れる

日.)tf:弘司U)丈「11土、 1¥j¥)(Jノ:--Hl通渋 U!;cBi山 dc;;s:.;ng.... ¥c;. 199Gノ '::'G:)'~-2 ;l i、泊

目UつIl第 ι$ilに上って挿入され三 「プログラム汁 ピ人」と h二、テレピ収送、

e占有止ととどを言うっ 1~190年持品反対1 条 L二日召

所 ::"OWl'λ叶dS:;iri叶刈I!!a)!(;Ir; 6i， 113 

二日社5り(仁 :l8:J)2G9:l )9只1



研市ノ

2 条<~ìいしう妨;!?の雰泣的危険をノi ぜしめるう之友;こ悦定されるにただい、 :の

ょっなうと義に当むらな v寸:1)であ--::_-c {).~与 1，千となる場合もあるが、そ才しらが1与

子と判i附される Iめには、白糸、C'!訂により p}jrc!，~ Ci:~き刈iJ ~i/.~11 されな(-r iU.j'な

らなくな ;t: 

つまり、 1981 年法~d:， 寸ヰン 寸 判廷視されていた恒んによる伝;~nこι

liJ づる riG !~ç行為につ ν て l土、取出互[士i9:刻や jG; JIJ しないものとしと ν る{また、

!の俗辱Jt~1jよれも巾」桂内つ張

疋的な持制的立LPを規疋ラゐこ亡によ勺て、表ほの斗「行に(jずる過去な綬古を

防iI:Lふろとしているc ニれ lづり修正 l，'l(土、点坊のヨととを r~f~~隼する星空円か門な

されなプ l リモア長員会v)従索チ、おお fJ'ねづ一け緋いどもの℃もある出l

コモ〆・ロー!の俗辱 l忠則，~: 1981午jJ、それぞれにおけ'"活:観的要午お

コEン・口メヂイアによゐイ'~~";<::についても、

ー

λ1
 」び主矧日ヲ，~í';ク)悶同に'コ，，，てーユベてきた{

う:こまこめるよこ古ずで台る。

ま1、コモ:/. nート C)侮辱JJ::5;!I]むよひ 1981::4二法のし吋"1'1も、山県の手141とえ

る必irな司法j宝吉ない ν公了下な夜中lの保護を判的土「るものであるがゆ七、

これらの相1主に勺 l.-'-C;玉、 J久のよ

「続iこメヒト寸る実際ジ)妨1;"が'1じたよとTはなく、坊7ぞの危険が殺 したことを

客鋭的要件とし亡、 f;;.f ;~r;l :^J.告やわった-;t'í'(=li';;~刀科される ν

:Ftt 二三ご閥的-'z~ft， については、コ壬 J ・"ーは、行:t;-Eti 0) ヰミ械的 ;t~:ft 会刊!rJ

と寸ず、容ま1的安打の光足のみで(九写坊の成立を認める厳格主任l反日を、すべ

てα〉侮辱行為(こ泊時 Lていたn 生むで、 lS8iイ法でi士、厳格古[JI玩出の l面市が

公去t 限7と三 ;1、 主らにその:.::-:三グj 行為汁42Eも172ノじされて， 'る U 干 tL~.こよ )'1 、

厳格責f 庶民I] C)迎灼範 1I干外{あるすべての行為については、 ~jrtーの吉、|叱 C11" 吉之

が在、按〆き 1 しる υ さりに、厳裕吉↑三;早口Ijの ;fii巾のある公表によゐ ~'-J、 H均等 t ンコ

い L も、信号n為1:j: つ L 発た市:治ク)~:}!，5t2 C?)際には I 弓~ . Iコーよりも恨

〉巳:'!<;~基準が rh ~ l られ、この点でも、俗辱~þ となる公哀317告の幅は、尖質l杓に

制~/j、さ"てL 、ふ。

以上のよう;、 1991苧法フト厳格責任涼引の近出身!径を限定したニシにより、

木知的要刊にi対t__'C:手、コーン 寸 と19きょ/.--:---'法との差民がみられる。た丈し

り条 (c)!J:、既約責任l民日，の対刊誌[}T15'tの「ず為:ごついては、コモ:，-.cーによ

ー ~.Û、 0: 日 384)'!()D2

お(j条 IJ') については、 ~f; 3童精 II曲第::l，):B参1j 

朗仁I1F:C].:-，794-， su什tt)lotc :):)， 81: p8n 113 

l.:.~J9 ; 



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

り;I'J罰を剥すことを "J詑と 1'いるので、 1司>. n --1 の差~ i手は、妨~の烹

I汽の;/ぷのめることを安1斗と lj-C， 19お l年以~itiiι注も地lil-"れる u jj、下どは、

コ Eシ リーおよび;保I年世、!の客械的別干および十矧ぽJ寝件、っき、さらに

ヲ
f
b

すλ川

4
i
1
 

4
1
 

客観的要件

(i)妨害普の危険侮辱骨 r子バ者に対すノ，)]IJ罰

を社元:すゐ手絞は、古〈刀、ら濯す予にぶらない手続によってれわれているへま

た。:弓/・口ーに J3'v'，いその手続は、裁 I:IJTYi r))申すごによ-:)"(fjわれる?

とが干討しであった この巳沫で、存J予砕けった省に列日チ斗す千絞;止、 Jよf!J叶

が独断で回世 L 、ヨIJi)~ ご行〉二ともドJ 能で6:~ ~) f から、二~~ぷ子続をィ子う iえど:J所

の続出tl土、 j 出hこ強力なもので沿った そし亡、現に手続J、の対声う寸じ生した

ことではなく、 4万与の市:出そがヂ:左右したことのみを也、ぺ L刑罰}カーキi芦れる公示に

コモン・ローの立場

第 2款

A 

よる侍辱のんj向ドじいても、 :ω格|担のお力弐は例外ではないリ主x:fl~所の二の

よろな強力な栓浪は、 31半:J:， iil-~ 身さえ、その濫用を按示「ぶ(1: (.のものであ"

「弓ン・口ーにおν て，{11] !~_j; ~;: t花守、てのような権i県内政1:1をJ1n:IJするために、

政判所心、芥矧的公f?の制 μ工会試みごさ r このことは、 l技術的海辱

~:ech:1i日 l 州市lT.pt) J とよばれる U、P干の発以の rロドみり h.~)~" 技術的 11 写

の法~_;tと[工、\，-'>!r-なる行為が法廷悔々 tjp.を認定1る]絞り)，.1'.1設と士わえるかを

苦慮 1る平準(i)一つである U 干の草;準二よオょ、干続三ト妨害するよ 7な立見が

公表された場行(:::土、さhj~)~公表 l土、まず、技術的海厚こ汗罰される(そ L て、

公交いよ三位識の4三誌がわずかなもの Pある場合、その公表l土、 1:，辱を;EJiす

川町立l~})、主主(年辱 I.c~ 、 挫の引:j:rle:iFであるが、それを認定 f之子衿l立、創特

なれ較でしーなわ丸る， j'i:: ì主的討を扱う子続につい'':.~ ~手、):)，卜を;芸照八 See

L川 anclSu[dn 明 P印 刷1('Gi守 l7C.C: 

~:(1 Th〆11'1"ρub!ir0/ 仁川rα Ni( ，1 ν f~'r:!ll明日 (li)'iパ市、 LT:~:n 川ソ沼市.，' J t~ S、{ー1

J¥lR and :'1'-G 1-' Times SC1山内かI刊 Lid[1973J :3 ;¥l[ ER S'i. a~ 7:， pcr LNd Di 

pllW氏

引はit下'Jlfif)Hi，っし、ての言/!J..~--'た専問としτ は、 Ul をき8.~~(. See. Cだ Hunt

"仁川出μ (l889I 時 I.J(!'<l~) QD 490ユl1d/-1-(，: l' 1'1仰山へ f'U'岬 (ljW(SL!d [l9i 3; 

八 11，:氏、4

~'!ool 二日社5り(仁波沼)2G9l 
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る千ih'::べ011力TrJ(})_~す象かむ外される。コまり、 1司/.口 におし ι ては、客械的

支件の:干布TI.;よ ;~'Z 陪;二 JJ-けられていた l はじめに、 jJ為その Uのが形式的に

海予三ゅなされるか否刀4が判断され、次に、そのf二Jとうにぶって iじる危険の官

役十142J断さ札、この つの'zt<+ の州方を百三「ふれ 23 が、悔ヰ罪を :C，疋 r~右手

続。〉対象となると主主っ.:lLT'いたのであるこ

この技術I円侮与の甘記念:の吉昧すむとごろは、 コモシ・ υ ーこの侮与;:l~(})科長 l

LトJ要汗が、可IJ剖有利一寸こ JがIT_:i:'11ヒされないは.t~--~主訓な危険 L か発μ さ什ない

れノ与をも、~合していたことをロ味ずる f ゴモン・ロ におし円、!.J.、反廷侮Ji旬、

:)þ(})客観Ifè要件が、あまi)(こも幅iL， I，'行為会心~~'i:!(-j 之i がゆえに、 t王ィ市~J IY;-;í~与の

f;![念が!flして、危険;;-_L十じえせる理院のやい行為存侮l手非CつXJ象から除外1.な

ければ -{fJJ辱行為を処品I].-t/.:)，:注目旦の濫用を抑止ときなか、〈のご品ろう

では、申j討を干;l-ことや命令を卜よ)とがよこ当化さ九令:iと灯、手続妨子にの

帝むを左右::~~せる公μ とは、いかなるもので2あろうかここJ 奇 J パ] - r.仰辱

となる行為の基準は、 961):::;よ(})ヤブ fー アヅン l事十i9又判じたの中で示弐れて

七、 y、
、"ハ

この争什では、重傷77Lニi到す乙宗で(;'5f-tいたをヴけた桃山人じ)'1"格や才一行に

ついて、ある耕剖紙卜で公主がれわれたU 公主の昆'rr九で、被告人l汁寸る判決

い i，r~~ :./はすでに終 f'~てお i人公表】。 ζ って，~;警が;:，二ノ~ (.すれば、てれは

--~日書を itl つ裁判百 μ析するものであった}ハ カ 相手 (LordPorker c.n 
l土、上訴存在Nう訳1T官が穴表ιよる)l;;;響を日ら工"往する二とができるとした

うえで I川、当設公天による辻、fC依存は成立 1 ないと判断した J その除、ノ、ーカー

判事は、海宇野を憎;民ヲる行為ふ、 I[必てーの 引 ï~i 主汁;現実的危険カ n 了下す

y 
λJ ，¥' íよ↑高 ~'(.j-t- り

主た、 jμ~ く満足こなる行品グ〉悲迭につ， ，て、シノイド判事 CLurdR巳cl) 土、

19'73年のタイムスユ スベーハース七ヲイ十{貴放;;:;t) 'C，lj、ての」うに述¥:

てし、る '-<r なア〉丸、「何らかジ〉、しかしd、さな[f:l;'~' J) 引用者?斗~ Jj能包しか

児 R1-' Dulfy， cx T Nash [1 :)60~ つ九1I ER 891 

山 11!げ1.， al 89~;' 1附 LunlP2rkcr CTた丈 L、 |訴を快う裁ヱ j官、寸なわち Jf~\業

:;;X-.t:j'('，がこのような影響カレコ免7L~.)るか (t かについ、は、争L 功、ある{第 4~

t右 l 節~'1~

~~.j [hid 札t8~J6_ pt'r 1.0了CI?arkt'y仁]

lZCI; ー ~.Û、抗日 38Z)'!()DO



下行1'(による故判::'(11造れか詩 (1) 

京下イIしなしとしたら、そ07)d~ 能性(手、裁判1耐による込罰を 4f ノ{ずるような影訟

をノスiますだろう」引、というのにある J この，(，ロr'つかの」可能閉しカ有主ない

行九を、市J戸IJi-手 1 す、惜しな ν 、ものこ I~r レイド判事的意見:二、そ f，J1，刊のコモ

t おける技術的和与去のT;-'義同をさわに狭めるものであつにJ-ff? :~ 1 ιて1._， 

: O).Jうlこ、 ;1-1)罰を科 dことが 1/能な行為につい亡のだJえがなさオしたこ

とは、判:vJt，枠制|均，t"~:f十の明じま化が寸tめられたことやぜ味し、「妨害の危険」

の概念(土、よJ士十焔ノ、されつつあ dーものに思われる~

ンロ

づ l十

ノ~

( ii) f毎辱行為によって妨害される手続 以上のように、コモ J ・口 にお

い{は、子統に対する妨害の危険し j守合正ドヰ持出とし九、公大による {l~ 辱行為が

11t;屯されていたlそして、ある公表によって王杭がtりうさえれゐ危険Yヵ現尖灼

なものでない場合、ま f:~土その危険性がわ「かな地合には、その公討に対して

は刑出が科されていなかったにそれでは、ここでh ゐう妨d声の対象となる手況と

，~ いかなるも のを干"亡いj乙りでiあろう刀、

コモ/・ Gーにおいては、そ ~l ， ì土、特ノ以〕事i41 ついて現(，，-'{'r;:J:!t lS'行η てし込る

Z主主')手続である 2されてい/予防しかL、1自7:3t:='-のタイムス ャ L スペ パ

ノ、 rl事('1 (青校~，，~.:i 99におい亡、 l プンジ寸ツ V メ〆トグ〉長準 ~O')泊、j;，不された

のをそげ、的 Lム原日I1よ)-("保護される x主手続の王j7.，:J:I:立、しったん拡大したt

プレンザツジ〆〉トの基準こは、 2え刊芳年1:I系!弓 LてL る事例にうして、 +'];t逸

機関等がでのさ-q刊い:司す Q何らかの判附を iH同 μなし ¥pl吋 uじ詐〉、それを公

表した均台、 ê--: グ〉よよな::'~友/ド :ij p全裁判明の刊凶:1事を守ろものであるとしし、

そーの1Jおを俗宗とιなす平準であるん 〉ま iノ、朝litr機関等tつ jl古でにな た半'1出l

l，i)rcj udgc:n:Cll c) が、裁判所に)，Jして干断や偏見主'1ぜしめれかriうは刊J訟で

はなく、及引IJ!貯の判断権をや「うニムトJ休が?な1手よみなさ札てLリ干のである}こ

の主主棋をiX;j-、Lた民族lUi士、そのようなふ断が裁判所内惇|浪に汁する侵士;こ当

~'.) ~l-- C; 1; T川 u:sNc別 paJ川百 Lld[1 ::;セIIER 5，1 at 6当 pcrLord Rcid 

'，，; Jhmt 1.' C/(j吋f U889) .:i8 L，T C¥S) QB 49U. "τ491 -2， Jh:" C(Jて~.on 1.，.1 

S7 】Qiyeコム 1S~，fri ム stlþra fωti 67， 77 

0行ただ L、公表。〉ヰトご、妨Y，Oi対象と在<，たr-+'kがどのような段|滑にある

かによっこ は、↑弘l平界内{bx'-¥'パ J ない場開もイ宇TrL ，(いた叶公去のFT}LT;ご閃して

じ、 qう3~;'i' b作2節前 2款12!目。

的 A c; 1/ 7'，'1/)(又 ¥'cn'stal';TsUd [19í:~J :l q 11仁[<:'4 

斗"プレジヤ Y ンメン、心恭平 \P~-ejudgerr.ent 1es'，) につし λ ては、比，18も会開n

二日社5り(仁 38J2ι号。 ~'!02J 



研市ノ

たると 15えてし:たいまた、裁引がWJI秘法見]'辛の fす-ic_l.cn J員削に司1]って行なわれ

る oで、プレジヘノジメント lよ いカ主る i4Rldにも基つカず、まんじ当な恨

犯なく行われる "J詑:とのある点も、ブレジベッジメユトか海可と子附される

きil凶であっと J 97:3-1下の貴;長定判決lZ、 プ〆ジ斗 アジメによ ω桝;手'[itt (~ 

J って妨:!?を交ける寸抗について、ぞれが科会の事計だけではなく、 μli主JAι;

牛体行制としとこれは、手続均九五まとj，)e帰していないよつなヲ[;I[ または

F枕7~:{f7-'~ときれていゐ k うな辺倒汁?に対 4一心公，l" ついても、似写 l立引の池田

をもよ人しようと試みfものであると ltわれる
J

しかしながっ、治 2章?述べたょっ:こ、こ rJ;j 1-ンヤソ乙メ/卜の君、半は、

ヨ ロノパ人枠政判断によって、ヨーロ，、人格条約霊反と判明ちれと した

がって、結果的lJ止司自族定に主 てこのぷうに拡大され大 俗辱の対象とな

る手絞 lのぬ出は、その絞の1981if法制定」ぶって、九ぴiiIT小されfのである n

( iii )小括 以 hのように、こJ司 ιパ1 卜の向車， 1ρ、[刊における口、法{i~- f，j :j~ 

m笥鋭的 't~-fl( 土、 ~)j 主的「ι:角の吃生 Y あった J パーカー判事とレイ!判事の主

見が提示されるまでは、その
F

対百グ〉危険」少は、技市J 的向辱の概.i~: を「日い亡、

事倒的lL:什を 段附~，:，::.jtげて ;'!i断しなけれ:まならない:まと':IJi;¥t¥" 人j存を烹「未し

どいた A また 197:-)年の U イムス ニコ スf 、 ノく スヌl宇佐(貴族|淀)にお

いて、 ノリ ν ンヤノジメシトの基半カ長不ç:i，~、幼古♂ノ刻家となり 14る f 杭が弘

コ1えされたこ C~ より、 ~fl)写与t(--~去三j-Jーやれ為主主昔話l土、い勺たんlムがりを見せ十

具体的た危険がt'rti〆ない lこもかかわりず、公友をiliU:i[とするという有や、 アレ

乙ヤソシメ/'のZ準による印万JJ世の広がりと νワ oでは 1.7-ン げ は、

表現の;:;ilJを特仇する傾向{あったJ-し、わさるをえない「このようなコ'=-'>・

こ1 の省;続的lA?'i土、幅広く、小町j濯である r"う同区白1を手fみ、これについ

てはフノ 11モア委員会も折帽して ν、た J2iでは、フイリモア委員会に Jるこ

の内、に関 Jio 1是百と、 19iH年法についしとと表による l以与区内草子811'f-:)士号件がど

の主うに変化 Ltかを見ていくつ

B 1981年i去の立場 l述のような 1モン 門 の問題 ， 'y を~~け亡、 7 -f ;) 

モγ委員会 l工、 01bと弘、により、住lq; l!;の上&~ ， /.-~:1'↓全的 11 する J町、まがあると ij 去

た ο1 フノリモ 7をi員会がtzz長Lた客間的!雲行c)惨7ごは 以 fのような点t

。1仁川nd.;，'/94. .'i1ilnn Hotσ ~，;i， λr p孔Y，] "<)  

ー ~.Û、抗日 38(;) '!6E宅



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

同九 g í;) H'2ハ~') ¥"-、 1弓ン・r-:~- !、 T杭¥の切せ7を<<す際には r-t出5寸

F 

Q (;nft>rfere(: "VJJ1) J といへ幅広， '急ご，tを包含ヲるj(百が多く紋)1;~れていた

が、侮辱原口が排除の町長としとし 1るのは 似祉を 7:けとの「ィ、当な;;6皆

〔川臼.iudin:，)_~ ¥=' 件事¥コ妨害 (ubstrudiul1)J であ之ニトがー♂めりれだ 第一

lこ、|苦手原則う回避しようとしてuるのデ I't::し， ，庁|前 1 ではなく l討し， ，防

署 J そのものにある点を叫らかに)ょうと試みた J これは、いわゆる技術的1与

写の小O)W"，な批念石押|除 tるヂめの試みであ，"，士告 に、コ壬ン 口 い明
l 、

ぴ)存鋭的 'Z~fl については、「手続を妨宵ずる 11\ !J ，~れない注目)干、「手

続を妨害しそう令((，~llclll;， lcd) 行為 J といった去坑が8い i::' t~ 、川たが、よ

'i明憾なおIj~主の可能「!?トノj、す I 手続が妨古えれるであろう(，V，: ill) 行為」こい

う六現を使用 Fるこ〉を提茶 L!

ブイ')モノ妥員公によるこれつじつ長菜円結票、 IS引午 l王では、 1条で「特定

l))Û、子i士官妨害ヲる \in~crk! l' wi~} 、 rr品;このみ、臥守責任仰、 '11] の河沼がより

シビメれて'，'1;:0ーまた、 2条フ)l よれば、 lh寸足立となっている手続 おいて、 iJ 

jj、のもi訴が苦しい紡濯を受:j、まんは不当な影響を受:);~) (ァ11;)吋吋川 pre'

J ιiιccc:.J にあんう(¥ull) 実直戸」骨P"Jを1七リ wした公表。〉内刀、、厳格責ノIJ京

悦のもとでガリ i-;+~~j臣会両日正する t すなわち、世格高任隙則が厄}]]きれるわお)二つ

いては、妨ぢされるであろう 1続カ持疋されているここ、および防古の危険が

ブ三 '(!f~つであり、子続;一対一←る iL J.、な市J吉をごと乙さ寸るであろうことが、1f.続出

¥1，_1，;，_ ，.. 'i九 A

仏 』ーもヘシ。

この l尖質的な」と v う丈百がイ、l出先れたことを除して、 1条作品乙ト 2宅lソl

(ニ、 ノイリモ?を民公によって従案された金単をもとに規正されて L る出。

目的 I~三 t 人 l よ J て境ノさ :h ，/:~~，そ表によゐ 1:，辱哀のをを鋭的接1+(土、 r' ， t~主グ〉上うな

lJ) lbid 川 jirU日 lLi

O~ ブイ '1 モ F委員会報 tL?で干の rの k 吉は、以、})三おりであるつ「われわれは、

特だので杭に影型を与えたこ問すてられ tいる公表にl話Lて、j;J，;の Jうな市'i

武法のう;:義そ提交する「ド手伝[が地~ù ヲると半']也 K れる 引tj-J1iノIモ;ιi手とは

辛 "てられと公表が、司法C!)過1"カすしい切さト去 1)" 、まとはス~なお警手託

けるであろうh:ridJ片町 l'_hメ1、m-:p吋吋 01" P 巳.~ U l'刊行d) flι険を午ヂしめるか

i'iかである~ J ~仁 llncl. 379/;， Sゆ印刷te55.at jJara 113.} ，-，のも13廷の「特定の

千枕に対寸る妨害 J といつおうrについ{は1981 手干~Ll; 1長に、品ul手のノ→;苧につい

C1土2条I，'!i(二以映されマいる l

二日社5り(仁 37:>)2ιミ7 ~'!04J 
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格 11に;:i' ~、ココン ロ !の応辱;)(0客矧前安心;を大判に清小して ν、るので

あるそ=て、このよへな規正に上てンて、 tt術Itj俗1，1にヲか該当しな ν 行為lよ、

ノかなく f も以格立汗原切れも y では海尽~)i-': ~なら「、さらに r 杭:J)対象」もな

らないこ「がらちめ勺れた().;政判!肝も、 。条..，のHi釈に51:.:.'}て、 I'J掠の見

解をお、って片り、たとえば1983ι (7))7 ，(ムス e ニコ一式ペーリトーズ判事:?

( 'j -f'ーノfンポ{十i10:;にお¥"，-ご、レ ンお守 (Lol"d1日[1('しJ' 土、「玄しし￥妨害

のJ土質的なfd: :;:'~J じつい亡、次のよ与に説明ている すなわ九、 f子j誌に対L

r刑罰を糾すためには、手続への去しい妨去というわ -~"":ð で此朝刊な危険が交2と

したャこれま，ll.i)ず、ま f二、干改へのわずかな妨害とい λ天笠均な危険が発とと

した :ζ でもんI~ :")ない、という;，::1"

このように、 1981午U、に工れ;工、以十九賞作1民引の下で コモン‘口 にHけ

るJ之内的侮よりに L か該当しるい行為 ~i、もはべJ旬 J、子罪の与!在外にあり、さつに、

ノ。 L ジャ y 会メ/トの ~W'芋グ〉河日以回のように、妨害グ)対誌となる子持カザす'，jl:

メオt~'1 場今も、そのような行為\'~、侮辱兆円射程外となっている 1981 iド

jj、は、化早立ちの成、.l m同を、制定γ 、のよ言にニって初日U~ Lたのであ ω 他方で、

こりぶ λな1981(I-:i'生 i よる存問的 .~~-1l (j)明帝 fUこよコ 142 、 F続が実際;二妨7ぞ

を受けたλ とごはなく、その危険が発生 1た L予とをもってガリ Lム出を認定する♂

心、事:史えれること Yよなかっ λ 〉まり、子続 fご )1γ る ~t-i~'が現に"てしまっ

..“さら(巳ワ I 1 jモアそf司会:手、委fi;~がJ是主 L ト:J;t'1' ，;こ当てはまふ公iえで

あ勺ても、公衆})泣「舎に照りして、刑罰を利「ニとが主主まれな 1，ふうな公千三r

:ry:.uするかもしれないと苓えた〕そのような公JυJ例こしては、保存会市"て

られた公表に対、手株主 Lう」ことにより、本ヰこならば公に公オしるべ九てない

~~長公表的 1)，容を 3 らに日ウ λ せるような場CÍ'lがやげられている。この点!一つ

いては、 1.、むj:ilj与が1Jわれトニ〉を主主宇Liiμ'1'立てる裁量を、 i)、校総裁i巧fノt

B~; に与えること i よって、柔 l抗争誕片が期待できると与えていた」うである

(CW!l(!. ;-)1'94， sul!'r<i削ル日-)， <'.L !Vl'¥ 114ん ての長案!主凶81年yJ、にづ|ミ継がれ

七~198年法 7全l

υコ-i--GnTimιsA♂II'S仰f'l'rsLul ~.I自 83) Timl's. 12 Jichrnar、i山じ F(1grwC :S( 

O，i Jりお]年はμおける出廷1Nl手罫¥1)待問l円'1:1'1<1;基準が、車ごにるコ壬ン・ロ

ムの~f'括的史円。1-:i"、かえではな u、ことは、すでに尽加さている 3 記 ~;r. r:.g 

，4-(; r I1ぱetel!d川 1'el，問問、刑sUd [1ω21 2 '¥，1 El< :-;'/~; ，ll1(J :~1(;:\， r f却dγ

/lmcruα:199SJ 2 :¥.Jl ER :iF，5 

ー ~.Û、抗日 37S)'!()Sfì



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

たあと "C:，;t、前原l敗目のは的たる公iIな裁1"_およびj喧iIな司法.uU'ijの1-t設が主

つ、さな νふれで、危険先生し〉みで処罰 Cさると γ つ 1
1
;1よ、 1981年l':1ーにおい Lも

が¥H'守、5;i!.どのである

第 3款 主観的要件

本計害事 l改 C込べむように、ごr~Y:.ン. ._1ーに;3ぃ

C'{ 

コモン・口ーのユ工場A 

表による侮J勺罪の~:，~，疋 f こ当たって段裕子ミ包 l京国'-が J当端された 195'+4'のイプー〆

グ・スゲンゲ ドtH!十1(1バ C":立、子制審問し j子絞を1);1臨》た記者が、口、廷内三

侍t.'8じた諒 Fミーの大]竹之 J1って編集部に{μ圭じ、その内科が;':Fr~ì紙卜で立と表気 :n

l.. 'コ ダ 「ムj三].(Codrl日nlC，T.l ¥;.t、二ιろ間違つ，訓告が志向一りになされ工

ものではなv、」とを認め、 でのことが刑笥(1)減官事「片Lこは当たると認めたが、

11、 iエ1な $:j~ C)成 ì! は Ffえしなかった 、こじ〉いず凶;ここ与たリし 1c"1μJ~-:立、以下り

ょう';， ~込べた日

「それ[公み 引用者l干"パ;公んの対象〉な.-)!ヲ手続の 5日昔注]れ

!人にk了烹的』二働くか、または抗f'l的」働くかは、設判所士一介入寸るか五五

かの基準ごはな ν 裁判;11~立、 31い】た戟22刀 11 のにコに出るごと J土佐j11，_ j，、

または昨理される :!lfC)事者に i，Jする示直切な止もしくは与察か日，1L、

刊罰を五l 宇ため;一介入するのむあ~).J 1川}

すで i，-':'.;すたべたよムに、 どもそも段格*fl!出悼のJ高出が裁判所によって拡大さ

れた時 }ω は、 1: 為者の l 観的要玄か立正する~}ト ir: 側の負担 ;ê;'rl; 滅するここ h

ょっと、公-'!zr.!)列4止の仮設こいう口抗争i主，:見することであったムヘ段恰責任

不日Ijがu辺町ザヰ罪につv、了迫Jtき 1 しふ J~ドもま汗、{{~!上与 Jt\、 CIJ の H:::勺プ1ミ冶止な可

i主7半ぷ!;':"'.I~ 公 I1 な裁判 0) 涼護と u う公7[20利益であることにあるじさつに、

! '/ゲーに tlF詐が明確に述べ、いるよっに、持サ手仁為のIケ，1という r¥;こも、厳

fl] Scc. OnEcιυd， sut川 市')lr:81. E;.tS.¥'Vスチュ r_. :~大将突、!;'~i汗oコ伝説ilミLl

ftイギりス川u その忘年隙予告の i，))，-ドコ動iι (成_'Z企 19'/'4年;81 員苦手 !I~( c' 

ム03 11'" E uTiIlikぶ何ndurd 合5/1J l -，\I~ER 1(J26 

lJJ j i;id 川 1030，:}er Gcr:rhnl日間'jJf宇では、結果」つ:、記昔l対しては、

刑制は-11されなかったが、公表の吉f工を負うイァ一二/グ・ノ、タム/ダ ド祉にk:

しては、~企が科さ μたご

》融持責任品81]])完成につい、:ょ 鵠3主治i節急事i宗大主→目"

二日社5り(仁 371)2ιミ5 ~'!o61 
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格責任N<日1:が itTIifさμ る場由があった〕

このように ケモン r!-J::， i:i:、 Eíiザ辱詳の ~:E):c に|恋しァ;よ、税格責任成日:]

が適沼さ1しぐいにので、行為者t))意 1，';(:が if.p- される立要lよなかっず た土し、

阜市lを決疋ず'，1場合には、 Llt.:;守的主河内122主を判刊よるニトが之、tiJ介されて

おり、妨:!?の宏司を/)，v てなさ1ιた行品と、妨士of，f:;:%1なくしtなさオしたE込

と c は、前(í't乃 h iJ' 円なよな犯罪とみな気 1~.'( v 'た J

JJ]ーのように、コモン e 口 では、 F続tj;主の危険がイTJ::..:-rる尉什lht、枇

十七百 11京国1:の議定により、主観的 Z~fl 与満f さ ;cているか戸ずかを検ltr j「るこく

なし iL辱L十二が認定さ;rL"(¥リ二己手ら)こは、以下、7述べるように、 E方寄の玄i河

に基づ、行為的.¥t')~-干には、子校;~f.;.:t;:C)危険(}) 'JtL十がl古められなくても、海与が

成 ;'r.-tると L士ムj例もあ{)()

妨詳の吉、凶!こ+.kプい℃伝われJ行為的結果、手続孔"戸の{&):九ドェ〕在地、勺正二

;こ也、かかわらず、 fk辱出の成すを認ゴ二したた引としては、 183'/-efのチ刊};. ~ ./ 

事刊"が挙げられる kこの事イ C~正 行為さが、持定的事問]す:-'{'rQ主[て v.る

政半'J'ÛIC脅辺決を jム十JJる二日、上って、特えの判決じ至っしめ主うと~)1~c"4. /:: ( 

当出行為刀、「続防τω烹l吋をもって行われた乙とは明 lコかであったが、それに

より手段妨害の危険は益生しなか， Iたと判断台れたυ ぞれ判断rコ比ご、、グ)アf

件やすLミEしとj.jtrr:，j工、1:1、げノように述べP

「不刊のような 企てがだ際に何らかの郎幹をうえる〉は思わ札ないけれ

ども、二のよ λ な司王ザこおし、'，.)ドl罰が科されなし守した'"、次l、より王室

メ、な主JI果が記、るに泣いないという干とは、 fyiらかでめる Jer1dlj、の地税

ル誤っと)j:旬へそらヲ C的を有 qる1ベイの古:物、 子紙、まずはこと表{土、

日、狂信辱に当rd， 三

]c]じく、比較的ょI_l:γの1':Jil'J にお ν 、てら、よ土ヴ~(n危険!J~/: じなし h にもかかわら

ず、妨害のぷ[翠 φ もって ι われたれ為 !jtJ して、品、~II与J与混成 J グ)可治性をノド

波 Lヂものがある 10(;(1十l'，つダフイ ナソン工事件 1九では、あや新河汁が、

叩悔需の罪で右罪4'lii去の百いi度しを受けた絞J占人の素1J〆刊M，:ついて話司す

る」辛を公表し、当該公表が同年引に当たるうミ百かf.~ うわオしたハ この公表は、

~d Ludluuじhωitits，~~jr. L“11}ηtrl! Clu;rltuηsい1St 1， 1 お37~\ 6 LJ iNS) Ch ;85 

"~ I!Jid.，乱L，さえ

11' 1: !)H.f)り';.rJ) ..Va九九日開(lJ:!λr: [':1¥ 891 

ー ~.Û、 0: 日 37r; )'!()8~



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

判1i去づい似しの当日に行われTお，)、公去によ J て影習がI1じると dれば、
ァ

、

iUよt:Ji-ト官おく判'(;に対するものとあッたlしか!、公表につLゐて1与1{1罪を認F仁

Tる本件了統におい-(~ :二、 !訴審の裁判官はこと去による苦よ!とを排:;，i-;寸る能 JJを

有 Lてしる炉判明fされと 土訴者Zi判'同てと女による桜響をそけな v、弁いう千1

出:こl出ら寸と、 子治一川つ妨f;??は"じないかのように岩われるに匂かかわりず、

パ ブ~ -tiJポ ':LoιdParkcr CJ) は、「向日告となってりる記事が、 】 ~f請の決

定に影響かうえるシいう岩下町豆っく l:lr，lMの 市奇形成 L ごいに，t~ LJ-らJ11，1、

その記専刀、f骨子 i~-; とみなされゐ ;--I} 百三I't:-0{あ勺 f と判断した. I ~ 

このふろに、 Iモン 口 h、手続財害の危険が牛仁なく亡も、でつしが妨害

の巨;叫に基っく fT為でめれば、 i毎f子罪の成 j A>出める tllfJljがあった I〆刀しな

がら、 Z めよろな行為が、妨=tの意向，t_v'，つ -1自R. ù~)要素の:n ノ~を iヨゴシして、

洋平罪を構成「る」とにとFれ(;1'，それは、 J主術的侮I;，j(こLか該当 Lな、イTt')を

処却の対象かっ川徐寸るなど、ル写:)巳のキ?をtJ:めようこしと夫たムI(f干の判引の

川'ì;;'f~ \"~反寸ることとなペヲ τ のよ 1 な(年Z手当jáC) 主鋭的 i~.fH ，T 関する同住民、 J、

iで主主ベる 19o]午iJ、に上"、明確化が向仁'，1，:"るこ JてY なっとl'.ハ

B 1号車1年法の立場 一7弓ン. ~ 1ーにおける厳和主任J巨則の泡Jl;:.ついーし

プイリ壬ア委員会iよ、 l こくにプレスによる公表こいう場自では、厳格責任原

EUを;品川「ることが 比した〉こ人厳Lすぎるょっ μ 忌われ Q らで、 プ

Lス測の兄併にわいては、ぞれ(.lと重大な;IUリはなされ去かフた。/どして、…

f( !' DHJ/';， f)X T¥J叫ん「ょ960J2 ，¥1:ι]( 891礼l89.1. pl'J" ~);，J" kt'l し1

1 尖際には、う設玉去のF町f平均三技会人の有罪~: t~t寸る U のごあった 方で

被告人は半1I決 O)-~-\. '<i.1空νについてのみ 訴しη ぃfがゆ去に、当九公去に主っ

て、判決EI~，、淀~/ (，::. -~)~，ての民特がとL じない正して、コ;翌二Tぷは 1{~I~写でな 1" ，~ 

~:!，'iEされたへ

行 Hも1よfjJ、H:;.1了fえの、ょ自己/チ「の二一寸 ズベ ハ ・ノ、ノりッシングぞt:~;e十

uじり¥?れ円i氾 !x:rl'ub!ι..，.l1i同 j川 ll:1s71 :~ A1J ER 正、公表のl庁 ;\T t;}j.~

の対象 Lいなっ t:r続が「進行 cl山口公去の時期(シLγCiまな31卒泌 2

節第 2~J:零照)ではなか 'l l干ので、コモ/関口 によっご扱われた J この布引

に了、ジヨ〆・円凡 cソ〆 f'l事!Slr J ol"-ll unn;:uloムM.bI.)三、弁己主人的責Eに

貸fJlし、-g:tk的要件か欠く場合には 妨害の志Iχ(})1子仕のみ L的時詳の成--:-r.~i' 

11t;屯することはでさな vミとの児所や小|たい":i(s>-

二日社5り(仁 :l7:J) 2ιミ3 ~'!O只 1



研市ノ

司法出りにおし:て、応可証明によって直!fされる版活貫(ムl車引をそのままに寸

ると乙がなお士号>1<:.え才1てν おここに勺急、われわれは符'L'してしる J なぜなら、

公表に二る停尽行L~o) 影告は、言JN~;!生 JJ? に k;J Lど亘大な古J去を'1ぜし-，-"1)るからで

ある 1117、?--.(iべと この上うに、ワイリモア委員会b土、メテイ F による併単

行ぬが司法 i~'，~j'( こM'， 重六な古典一、をう 12起ーすこと認めていたので、公表によ

る侮辱~þについて眠れ支任原則ふ )1二十けすると ν う立場 ι止、 1981年法でも引き継

坊さ;il~，こ弁シなりに 丈刊し、コ Eン'U よおいてわ、ての似写f子品;対し

て厳帝京f二J君主11が迫局されて1.， ， i:..ヴについては、修止の ;;:，tと，!:il::lj{認められたに

?は、 198ム午il、は、?観的要件にづい亡いかとる別立をしているのであろうかU

lf)?\l年以 l 条がよ IF2 条ジY主氏ゐギ長~~内民1' 1 によれば、特定の手読や苦 1 ，く

妨害 tL実質的危|殺を*じさヤる公主:対 Lては、，iji;: ，~.q立H，，:;:Uが連用されるい

このよ λなH181午法の安部は、/'>.，.ごの{可J，，--:'hl-;に厳格宣伝 l京引を法片:__"Ct是正二

円ーン ロー のfk辱涼{引をかなけ市;限するものであるこただ|〆、 1981年 u~ r;

タ〈
ペ、一 じよれば、成格支f三原則。)j~):::J されない侮辱行為の一部止、~ 2'-3、込訪

の対象 r されている 同朱は、ンノドのようにほ乏しごいる υ

6粂(ci i;:法~ -7長以打。〉按定i三、凶法ュ主ず?に不当な影響を与えるよとを

，t::L吋する-1，'Jj (.::: ---)いてU、iJ::fi:;与の宣!壬令市;1裂するもれじはなし叫

ci 4長(c)の員↓ノピよ t万台。〕主ド(:に:ti;ゴく侮辱行為(.:~ "~ノ L、ては、 198:"(1法が新

三:，jJ!たした て三以 j のすて義~ 2 -::tミJ :，~~b: ~-:j ない f おいっし、ぐち処罰がf:jT~十

cある二と、円よび、 J九千子規定 3 条か~-) d 条)がぷ'1同で3ない二とを意味し

このような1;.);詳の立国に芯.-}< (-;~~ J~-J;;f-J -:九)二万ιて:よ， 1981年U、ではなてしミる

コモン.j) カ'jr&:nJされることになる(/ 、、、

このように、 J9Sj年日、b土、瓦り J点じT):-;.図に主主コイ HIJ:L~1J ノ九の渇丙を除v 川、厳

格責任I早口1:(7)適月J詑阿を縮小した。この1981/r;"'法による±耐的要??の依11は、

どのようにfr/i-::、れるだλ うかU そもでむ、紙陥頁伴凶日'Ii土、ぶ;111のすさ誌にぷづ

くものであみとし 1 入札解がある 1日 そし亡、この厳也宵1-;"，，'ttT:1J~:縮小する 10刻

字法は、給与行為に対する引 11 の対呆を ~JIえ少させと-:-:_1.，.ろ指扱も Jé る 11 S> た

しかに、桔呆と L亡、 T%!，に土7gる危泌がf こなかコたとして色、公去の持i

仁川n<1.:<1'94， su/);は HO[( ~~;~， at pa六120 

ド .-1-G L' En，r;;山 h[1982] n :¥:1 ER 9CB d 91¥ ]Wf Lc¥nl Dip]clt:.k 

~) sピ守 Lo"¥¥'e alll: Sufrin， SU，UY(i Jωteti7， 1:~ 4-
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市民による裁判と判過の影響 (1)

でそのような危険が認められる場介に、 厳格責任原則をもって刑罰を科すなら

ば、そのことは!f[J11 につながるだろう}しかしながら、厳科責任原則の姐附に

よって実現しようとしている抑止が、かつてのコモン・口ーのように11I日正い行

為にl'リけらlL-Cいるとしたら、表現の1'1111に対 fる制約は、あまりにも大きしh

繰り返し述べているように、表王J!~) 自由との士:jJ簡は、フイ')モア委員会によっ

ても考庖され、 1981年法制定の日的のひとつであったりこのことから考えると、

航路責仔原則の限定適用が、公夫によるi1、廷侮辱の抑止五jJを減少させる "J能性

はあるが、 1981年法 1条および2条の制限を越えて侮辱罪の掴射を拡jにずるこ

とは、できないハこのように十観的要件について、 1981年口、が、主"現の白出に

刻する譲歩を見ぜる部分がある 占、妨古の 巳凶に基っく侮辱に対してコモ

ン・口ーを適用ずるという点では、{叫辱原日IJは、なお強力な作用を及ぼすu こ

のように1981年法の主観的民刊が厳格責任原国Ijの限定通肘とコモ〆・ローを押

すさせといるため、 i年辱原口Ijの機能は、必ずしも弱め Pつれてはいないのである。

第 4款小括

以上のように、コモン・口ーにおける法廷侮辱罪の有:倒的以作および宅倒的

要件には、不明確な占が多く、また公夫人がU、llii!J辱界について州罰を科され

る可能性が大きく開け放たれていたことによって、表現ω白白にMiるIilJ終的

な!土力が加えられていた A そして、このようなコモン・ロートの問題点の解決

を目的のひとつとして、 1981イ|法は制疋された。たしかに、 1981イ|法は、侮辱

1"J為すべてを包作するものではないため、コモン・口ーへの依拠を継続してい

る場面がある しかしながら、その存倒的l比作においては、特定の F続を著し

く妨害よる実質的危険を生じさせる公表のみに厳格責任j且則を組出よることに

よって、コモ〆ー口 !の「妨主の危険」という概念の壮大を抑制lしようとし

ている。また、ヱ観的史件においては、厳裕責任原則の地用対象を限定するこ

とによって、その他の行為については妨舎のを|ズ|に基づくものを処罰の対象と

LTいるつ

このような修ifにより、基準の明確化や解釈J広大の抑制がl刈られたものの、

存関「円安件については、妨害の危険の発生をもって仰与の成立を認める原則が

1981年法以降も受け献がれているし、羊倒的要件についても、公表による侮尽

に対して厳格責任原則が増刷される点は変史さ ILTいない{これらの点に減み

ると、コモン J1 と1981守口、とを通じてみられるiU辱原則の特般とし亡は、

北法SD(;;. 3i:;) 2681 [210] 



「す'JC に対寸と妨;!?の半 ~iiC)~fr， jl を|文lろう士 d る姿勢と、う~，1三によるア討妨害に

対マる危険惑の存在が平げりわると人う l

法廷停駅J;-l C)宮:矧古j恋fTおよび十械的別干心、ぅ itl~点かっ"土、以!のような

の í1if半紙切Ij :n憾ιル継続を縫~，E 守るこ〆ができ l: ， 1981:$.ifd:::' 

Jヲ， ，ては、この辿にも、客抑的要件内 部であるところの l 公表 J のだ.l\~、お

よJ抗11'等也、:刊とに対立:されたJ 次節1)、 -C:J これ ιの泌シとにつき、 r二モシ-

lーのイL辱J旦引にの比中交Tしなが F検討していくこーに Tゐο

研市ノ

コモンロ

u 

公表:ニよ令法廷得!H罪。)刀iX.Ji..が，'JxJl..よるために
は Mらかの資刈が現に公示されたことが専件となる 1:!(I 

活(年尽Jおーい行 公表 (p~!:::lic山仁川」がいかな令行為存主吠ヲるか仁つ\， ，，~日立、

コモン田口 一、ほとノレ炉議論さii"ていなし hょうであるミ点治まなさ1しと土 t' 

う事実l土、公表に小る法廷1毎号;Jfが成心する };:ftではある!了れども、公表l土、

~Lg {!~山;0--': 手段、すむわち千二絞に対する trli詳の危:全や生ぜしめる手段 l二 3とさな

じかしな古や向、 u、

「公表」の定義

「公表 j の定義の概観

コモン・ローの立t号

第 2節

第 1数

A 

い。 Jノまり j!ミ注侮町三がイこわれど場~】今、それが~!I~ らかω伝達行為に起|卦ずる

もの C';;};ったなり!よ そのi)

のである v

公長じよるil、1Lル尽じiよ、公示|勾をざが手続に問りする計またはその可能吟の

あ之}主にとって胡見可指な状t正になってはじめて、 F読んう古の危険プ:F!fじうる

のであるトら]'.:]、コ壬ン・ロ !、 t人込町ザヰを怖':rY.:-}-るl:"')なノ人去の相手方;之、

公衆でなくてもJ止;ること Vこなる。丈と:<-!工、ある~+主~O~事件に辺与 v ている

~.>l SC('. 17 j} (;ri/川1ft.>，吋 f'A--(; [1.%7J 2 ;\~J ER 379， aL 382， y:r (;r:::!O=t、 dCJ

!<v え if 、 19S ワ Jτのオドハム z プレス祉事件(，~) u O.dham"s戸何回 Ud口 P

/1じ [19，::613 ~Ll ER 刊けのな?で、 fソダ』ド i三事 (LordGoddJ.rdじJ;は、

rdJ~に|山富として針 :!ij~ されるであろっ人々の q ちの、少なくとも数人によっ

マ、当該記事「侮与語J二部ゎi!た記事 7民主注1が読まれたという強いぷタ人目

が1Tぺu.:-，jーるので 、L，己OjJが 引用者津Hと1:'な裁判j会妨主 Fる傾向仁あるこ

と以外μなんら初像できなし¥.1 (at ~l:J i'J ì ν Jiべ、手続妨宵 (i)r'-j能析を dtめた{

ー ~.Û、抗日 372)'!()SO
J
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下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

ffll人またはわ審員にんす '~て その半11:こ _~t-g る妨合的な意見を含むア紙をj壬ノす

するような鳩イベーには、 f同人:ご対するら;J~-Cあるにもかかわらず、それは l 公烹」

土みなされぺる，;，?反沼に、新出による (l、注であっても、 Z の流通組問べj発

'[ j九;数i!ハ、かんによ j ては、手f完に関係する人々が;eJ)公文内行を HにLない

場f、も与えよれ、、 σ'J品/、、 tii..i立公表されたも.])こ fi'Ffltllされないこ

§らに、判例にお ν てl土、公表の扶引ドがν かなるものであっても間足となら

ないこ〆が認め九れとい子。耕閉ま l-(J~ff誌に含まれ亡しと 己主J :.'"もちろ

ん、 1貫主ω ヲ-3-"~::> '1-:/只 I:-_V手を尉いた去表;こよっても、手続f;);字引出議が三l二ιるく

考えられていたハまた。 時代心変遷とともに、映阿古[-'，どの J/九ムト映 1~ ..¥' 

ピザオ主主州総e品与の昔ノ也JjJ;}-亡!止、 ヤレヅ，U¥(;;主も、侮l手非とな )'1うると判側、三

オL 亡し iL170 

以上のように、コモ:-巴 v 上の法廷，(fir)H罪にh 寸公去とは、手続に関与 f

る者またはヂれらのずをf;む公取 骨引こ ~t ~ ~てなされたi云戸であ~) ."(、千れに

よって三手続妨古の危険を生-!.{しめるすべて心行為を指していたといえる 弐ら

l 、~~':;jとの煤件が"'古誌なるものであるかも同われ右いのであるかム、i)J工ffu写

!1F:こい λ l公表 j 内定義をコ弓ン・ロ グ):;から fi~ろ λ と試みるならば、 F絞

二対する三世主的な危険を生ぜしめたと判断;された七、注行為}正 す、て I-- ，:~(":主」

争構ry::./てし"r>ともしえる。

コモン ロ ゲは ~，:; i::.. にd:る {11J 写行為三あっ C も也(T】続出の(f'I平行為 f

あす}仁も、等しく厳格支1J)ij(;lIIを辺倒され乙かゆえに、行為的)1ラ訟による J各制

的要件のは日ljlよ必要なかったのかもしれなしL しかしながら令市此で述べたよ

日、そのような厳格責打原則が、二 1 λ メティマ等り \JJr~域に従事ずる主

のみな，，ず般市民に対しても岱刑され心こ Fにルペは、問題が目指されて

~:::~ニク)ぷうに、 J 続隙与誌に、 「続を妨古するよう争的存をlRtti:三一主Lた場

合;こ;え 寸弓.;..-.L]- f-..、 ft方岩ぴ)立川1 に J早;~:; ~ {{~ト2J; J とみ主ごされていたよう

ーしゃある一 Scc. Lcw仁川1dSu:"rin， sutmωtc 67， 示。

刊日('C.. R !' Cas!yo ~1前 -73J .¥11 El~ Rq) 1017 

，~ ，10.' ~' f)ailv :H川 ηr，け 弘ιtith[.l D27J ，)， 11印刷コ副長e，/-( 1!心iU1iiill UK~m'; 

Mr}f;::[ &: 1¥1 16~5 

二訪 s品よ力t史 Nl打，j打Iμ訂Iマ 111ω叩S釘『川t

ワ出h 払，;('.Jλ1-(; l' L♂ο叩n似d山/九b冗 l口l吋 J.:cγF山uばJ了c!c川vr山ふ幻叩υ叫1η，Lld[1972] :3 ，¥;1 ER 1'46 

二日社5り(仁 37 J 2G79 ~'!12J 



研市ノ

いたっ フ11)よそア委員会におい Lも提案されたように山、町民による恒人的

な伝達Lつ， '亡む取持責任 l忠則ふ地 !II することは IL"éでな〈、また士j:~尖n~ても

ない!ごろっ、 このよろな与!害rヲ給品、 1%1司法 Fは「公表 l とし、う;との対1'#

なTC義が丘されるこ Y 少なったのであゐ{

トtものよ今に、 Iニモン.L!ーは、公去の正義について、

それ J戸、幅広し叶日圭子殺存立l味すζ ものだfti置付けていずげれいも その7E五二

1981年i去の立場B 

i之、明曜さに欠けて Uりふブイ':モ 7委員二三l:~ Jる提案の結束、 lS8:-+法 2条

(1 "は、公夫につし九、以下のふ λlこ 7c~'\. し いる〕

2お 11 域性責任原民Ijは、公表に間 Lてのみ地泌される ミ~_ I ここにい

") しはん (i タl~ に:tJ L て、も〕\ば公~Kの部(士"て -NJJ! さ

れ工、演説、メ品、 [7ログラムイァ ピスに含まれる Yログラム

あらゆる形態の伝日方û、を f~t

または

二のとう仁、 19例年1 主 2*"， 1 ，1前段\'~、殺治 ~tf:ù 司 ijJ)巡 JII 在 比三宅 lよる

海平行為に限定Lている この見だにより、公火!こよる t 、i三やI!i!#:.その他の1J 

為:こぶる 1去な尚早i土、厳腎!こい日r.:されるニこ lな}た戸その|パ則のために、 3 

-'Ï~\ 1 :段段}よ i公主」や*)1たに定義している ι
..で l あ lちゆる?十三位の七、;~方

法手 óむ」と枕定 Lて '，'{;j のは、 lλEf毎辱~r (l)認定に月 fよって、公表の叫~;:ト1却

がいかなるもの?あるかを同わないというコ Eン "t>"Iの立地を引き継ぐも

。rCある i也点、'f1;く欠衆lこむjして j という内:は、上:弓グ)フイ 1):[→ γ
委員去

による先~により、百士十作京子fl阜HI ぴ j 砲nì から同人ι)1;お il-:ljï=1ì主することを t i ~:~ 

とr:O}ものである ただし、ニ U入~1 :→ついて、 l公衆の 部 1')，1して」こいへ

え百が付方11:'*し/干こ rにより、ヌ完 i1:1之、ワ， 'Jモ F委 A会の北本よりも幅広

'. -， 1行為与を台

公f表ι 寸£つても、絞れ責任旬、引の)，二十1Iがふさわしい場合がヴ在すると考えムれ

て ¥t>;I'め1目、ぞれらや包苫ずゐ式、止にこの「公-;/12(J) 弄3(，一対して」 どし、う

CI:111、1.::1'1'94， snvヮγι 旬。;-" r、〉日リι1ど， 8U 
(おc:.16;;1， Offi円に1J<eport ¥3ti-:. Seri円:- U)] lXG， at 1お1. --<ツケイ汁事川町、l

恥rac%可 1と手イモシ:ドiJ't ([パJr(!日]川江)による広見であるーその例としては、

11"1;討が ~;L疋されているにそ〉かかわらず、 fと;こ iH版される公文物(に?えば専門

誌など)がやげられる。

ー ~.Û、):日 :m:)'!()i8



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

丈， ，刀、j品川されたいしかL、二の丈を l邑J加したごとによりて、 1--J-~-1f~ J) 部 l

を手 G ~_~ >'e設する J、裂が生じたリ

1!)81:riと案l勾ずるぷJJ( おいて、 ノーミ }i~の 部~':. ~，土、 'j日人:J)呉汁 2の

をJJ工いおいて市いられ4j;七百 CrJ弘之トさhごいた lにj去3よ仰与の ιijiF¥"C~，土、「公
部(7)氾.l{~ 土、 そ0)11;に、 !ーがC，ニ沼与する 15が含まれる均百かという 4口

をュ基準と:て考えることが，-;，~る J ただし、 2 ~ミ'1' 合中'1にする;半たてJ て、一

校]，Jî;に対 Tふ政情 HH ぷ日 I]J)小池田が考足買うれ/:"，@特に~~ .:; 'i ，"" 似人間の

;fJ')) 

伝達は、公衆り がl刈ラゐ去交の定義から除外さ九なければならな、人さら

に 世人間し )1云迂が、以t~tt~干 l以川内 i菅原守れる ;-19定の子株を苦》く妨害1

2J尖質的)巴険」会現栄町;ご作リ出す公表二ゃあるとは考ょにくいJLj、トのことよ

灯、 'i犯の 部」を定大 t~) 二こは丈しかに国主主寸はあるけれこも、収 ι丹責

任涼持'1の討をやごと去に」る法廷i毎好罪的件矧的~-:':~(，二照ノ「と、例人間の伝達

〕仇'-'，'-，，，
，~ ，ム、v ECにtアJるこ!と長から除外されるものと思われるー

第 2款 公表の時期

公表;よる尚早弄ω江Q;-P片?を ;'!i断するに当たっては、ぞれが裁可 F絞山どの時

期;二公衣されγ いたかといっ t白が、 ill+l~ される.j.:-t2主ら 第ーに、公去によ

る H土妨'ムグ)江主然住が、ての公表カなさi'!.-/:~ I時点 l ミか(}')ばってお附され、伯

一二、公衣によゐ))、1J/ilj:写与t行成立川出が う二続;-r2粋を及ほしうる11-};+，i:_ m~ 

定され〈いるがゆえに、 Hじ公1<1句窓であっても、その時期によコては、法廷

1iu_ ;rJ~ ;)~グ〉成 Efのうrj" iトれるん詰 i吉l ノ〉工吋イi するからである l 戸、 C1主、公衣;i)(fkJ~;; 伴

lなるのは、 「続がどのような段階にある時て寸勺 r)へか「本節では、公表的l冷

;¥1 ;河する言前向につき、 コモンロ Jてl!)g;託伐の繰戸、トら考苦手一n.

:~I !bid 

山たとえば:Dワ7-{1の γイ1)___ミ:;----.スミス事門 ¥R v DeUIy Mげ刊r，<!X P 

V川 ilh [l山口 A;]巳RReop 出3) では、被件人心可 件降認ノミレ ド

、[oenUi:::aliu口ρ日目引にう-G_Uち、当該被山人のつ只がお:1草紙とでこと表ミれた

公子'1で、同 性心問 ，~L泊三結，.，-;)/:ニなかっににも刀4かわらず、この公夫行品は、

海ヰ罪;こあとると判|析されたりその瑚II[は、当;え与支のわわれ/::l~-~，}l~が、|ヨ!

?刊有罪G:gノtレー ♂カサ1わオしるか心力、がし ιまだ明oでな'..ド寺存であ勺たので、品川

町内 ~7~' !土、当該玉三衣が妨害rコ危険を生せしめてレとたからごめ 3プ二 ι

二日社5り(仁以)D)2G77 :S14J 



研市ノ

A コモン・ローの立場 (i)開始点 1司/.口 におし ι てア~~)'，妨害グ)

危険がごととると ~~'filli される時日jtよ 千続が係争中 \P(~ l1 cli :-.計」である刀、'~

L 迫っているけι.1，n:illcll，) J 時期である L されているのしか L、こ (i)j2五は殴

;討、でま打、問題がある 131 なrなら、あまリにも三 L、1";-階での公表につしで

も伺停')t'O)庇ウを認めるな Lコl王、ぞれは玉三取の自由を温度に伝;27L、また、こ

の侮辱拝日記、/の時間プ')i'Ft!り在ごないことにぷコて 主主üごメトJ るを~X~効呆を生 ..Tj，

rH--t Jj詑性もあ心からである。コ Eン .u では、いかなL時d占から、年写行

f，1じっ記象となる手続が開始されーにとみなさ 1 るのTあろうか-

191f 担(こは、「係子 1[1 の子殺 L こメγj るさリーについ、 u、延(~辱以が成す L う

ることが4kvしていたと vサ，れていみ し刀しながら、 l 係争中」均 E 義につ

いては、{まい人 L 戸忌、 'JfH、わ札亡し!なかっ丈 l可¥20世紀の初頭になって、 少、

うねく、 う ω';'j1刊に」って、公表によ b法廷常i1.下罪(l)起用組却というす告味で

の l 係争'1'，の概念が、具11、;むに時解されるようになリたっ

ま子、 19((i::4二のパーク事fli3ス仁おいマ;主 主T表。H，J象となう f二千杭仁おい

て被告人が裁判l十lされていなかった lもかがわっ1'1:"11、ごゴ設公」、(.:..f[;;:与とF

がx右肩されたーよれi'Gf刊によれば、公表グ)判象とな寸た「統が子主体的にどのぶ

つな段111にあるかといつごとは、考慮されていなカ 1たよ}ごある叫ごのてFr-1'半

。)判 t乏にお~ ，て、ノe;去の):J象となっ止「統治宝、 l 係午ιL十」こいう丈ォヂJl-jt 'て

たされてぜたことはた 'jかであJLが、この「係争巾 J というえ百が、「裁判が

i-iなわれている J どいコヂことを青攻ずる のではなキった二ともまた停かであ

<;)u 

ノミー々事件i支の、 1911/1のクラー今.々 'Jツベン事件， ;-~;， "T" は、士、去のメ，;---~<

Jなっ h 手慌が';;':;7之のli-.)申J おいて打のよ λ な段階しあっ丈ーかという立が、考

九 1 Lnw~' anrl SI】 nn，s141叩削IP氏7235

3ツ lbid..236. Sεe. Rむし，'ast町 (1M?3)11¥リQ臼::1;)

" R v Purke. r:x T Doι1，[[11 [1900-3] ./lJl ER Rcp T.2l 

出公表。〉叶'.に~~吉被片て人 J土、市安苧')雫'1 、は、 1':- ¥pdry刑判(11) に身柄を

tf(~~ ;:; ;!しv い po 宍|時、公表による侮民lよ、 L {j~ 裁判所に係属中の事;刊に|思っ

て刑罰を引されてし吋干ので、 卜↑'，r裁判IJ1IJrに設立しない治安判宇小;J、H:での手続

i二、|寄りのメJ'l:とみなされて t'とか(たn そ札ゆえ、この d.'jCで、係守午い中の千
hい い } ι. 込 一 ι ! ふ釘V 一
t正Lぽま、合、人'v:-1::1Li_ι いな刀ったこぢえ lづれ ιい7二ハ

万円 11'v Clnrたんは TCntte口ム908j(円八 l ド I~ !CL';) 山 J

ー ~.Û、 0; 日 36S)'!()t行



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

Jをされたむごの中什におし、t は、公去の，~t象とな}た「仇の被疑者が、カナタ

沖話~to)~HF こと逮)t: !'れ、:祖1;な千読によ οf皮がイングラ〆ドに烹主れる宇

土を C企Jとして、 1881イ:出" 12与i'言什、 ，!1恥}刊CFl叩1明朋只問削1此山tじιU山じ(り)[日[[1台C叶川II町l訂吋!礼111目rs川 1

1沼古 t 某づjき5、 ケ一〈ノ 7 叶のjお;主U1凶:~i'!.干判f自i司!JIYりにiぷ主らj礼ιfた: 当;設芸殺淀=巧守が1政f立乙伊笠斗J'のヲ Jに:めに D/'

iドF 〆Vιこ1移李;浅美されている没':で fはまあつたが、まだ下式;こ訴点目l:;-sgr) されてい

な苅ったl昨\に、彼ァド 1'11'1 やたとのこ~RがなされたJ この公表につミ グー

リンキ!J~~ ;:口市iJ時 J 王、 lt. ~:J所 Lこ工乙令〆::)\発q 苛のιヘ ú0な行ように上り、訂IJ~

手続がひとたび止ニ式t二開始されると、手続は「係争咋 1 乞みなさ .(lるl託、く

判断した また、 i司宇f斗の rレリ/ジ子J-tr:(Loνd Cokri{:前日も。 "jyゴ安列

車がtrJたか完封したfさには、 その絞lなちれた止の℃あって、川氏通営存 !UJ

ヨ;しそうな tべ亡の論許l士、 ii;:辱のtl:rt-を七する")述べ、ダ ') >エ:j~エの

見解に賛同しにいるつこの事内 (1)判Ijl'パニぶ;j~ :.ゴ、裁判所ι 〕手続 .6 i' )~-')J されたド士

山刀向、ミ子統l土係与!となり、ル辱ljM;河1工{され始める j，-'J -l~'ある)

と;:，i;した判叫は、公表。)，Hh!.となった手続が '1主宰昨」である:と;~海岸搾

の必TD要刊介して 1"，;~が、 コてン ロ !、先辱却が適用される場JJIエいろの

ーピ i，'る

(正、より)よしυすなわち、「銃刀、 l係争 111--，り希令のみならに邑(.:，::告し泊っ

(i，日日 l川山川】」協合であっても、そのような手続に対して与された乱打者

tl'~.~公表[よ、 itを侮耳f~r と司自T (~れい'J出

lD68年のスヴントラナヤガンポfl::._，，1，:おいて、サ Eン判官 (S札l司lunT '¥は、

差し直った q売に討 tる防合的な公表:二、 fZ辱ヲちが1面上三されることを認め、 l

fト芳、に院寸る誌とに芝づ品、被告人が訴 ìD_~ れ、審三田， =1 ，J .'れそうむあるこ乞

(ニ、誌にとっても伴実に明 1'1であったに j~ いなし\と述べた。

ン・口; σ) )回肘され/ウポザ1である[叩百年cヲスボ "二----' 人ベ

また、コモ

ズ祉予ノ、

fI' cuにお 1、て、 7ヰン ロ の器;"が適用される肪;?:のきμ|に基づく保存iド

の l主子?や -t~r~iす寸るに士i/二 戸ンガム判事 (Bil1gha:nl，:) ¥ム知再|下9な公去の

Jべ fbid.，ユ， 9ムお pcr :hr1ingγ 

Ibu1.. aL :)21. pcr :_~Jr(t 心ulc:-jね j

:-:Y R ': Par!<c， cx fl D川市川 併川弘]λ1l2RRcp7之1(，ll 723.1h:r \~.'i[; 日目。 n <1

/1ι t' Timcs SctCst!1jヲ(J'SLtJ L 1 U73J :) All ER 5，1 

:~ R r SU;JI-UlrlmJ1Iij"i.!'ι11αnrl いばかr[l9G8J 3 ~\Jl ER ，~39 

4リ !/Jid.，ar 441 夫;;Sa~n:or: Lj 

パ，~ (，' t'五【川i，vUF，/Xij){TS Ltd [刊日2J 1 .¥11 "R日川

二日社5り(仁以)1)2G7S ~'!161 



研市ノ

対象となる f討が差しょゴコている刀、合刀、の基準につえ、 l重姿な:とは、実|Z

に何が起 Lこてンたかとパ心事~二 とはなく、 iν与を中 ¥'1、られている巧にとっ、

{rJ jJ'~~ こ :J そうであつにか ζ いつことでみるょっ"屯右、には忠、ゎjしる，記

べたn 杭局的〉ころ、手前が乙し直っている;かF うか L.:::<J '.，<ミては、 ~-1末 IÎ\Jな某

半がなく、このような公表人らの認識をもとにして「絞っf差し出つ亡 M たとい

えるかとペかを勺拘[寸るしかなかったのじあろうかし、このぷうな I主

必ずコ六」時引のニ1附l土、 [:ija存在Ef欠くものであLfめ、やはリこの占lついて

も、止ぇ書刀、求められて vミた。

( ii ;終了点 手続の|存]Mi/の政辛子三に比〕 ζ 干iその認了 l汀h二つ ν 三 ιは、

ほとんと争いがない コモユ 'P一 、卜JrO，)';r;Jjfが*'i-ギ川、またはトw，通知

が提示されうる紅問が治了して初めて、子統iJ、「紅、守 IPJ 引なくなる ζ され

て1暑のー

ただし、 f斗審到の叫訪沖(こついとは、議論山余地があるつコ支り、 I;i¥審の意

見の京 致【diごう昨('cn口lU ~.ょっご寵J!tが終結 1 たような鴇f; または;法案が

許決i 透「るニシができなかっとような場合L は、再審辺を1]うこ「が引き"¥ 

こり場合\-rrr~ょ::i:J)川誠什は I~)\' ¥"，ぞれ'/t之、そ的よ λな雫坤カ:行なおれない

とが決7こするまでは、手続は係争ヰコとみなメれるとーjるうよも£る“ J また

計三政判所によってπ存在の命右カト弐れ F 場へには、そのぺ下型ベコド~j:ITヲ之J 全

1のト訴が処珂されるまで、そのよう右子読は係争中(':v''}.なされるであろう

また、知な#例ではめるが、裁判が証期以l延期されるようなI長令には:ffj泌

がある 19"1'日年のタイムス・二戸ーズペーパース干l.~肝不十 L貴族涜'"におい、

笠持され丈，'， J斗 4'; に ζ 札ば、 !JjJ~己~ Ú'~なノーと去の lH立となった;況が現に実雌さ

ペソ ibu1.. at 5:i-;J1B. per Bingha.c.l LJ 

1:1 Z:::uclcr，ιω山川u!;¥1，α{crii! ls川!Ih" Ll!glish Leg!ll Sysi川町 (1οl~l cdn.，仁剖!l-

br:dヌc.2()(Jí 九ぷ'{~

h Lo¥'，.仁川dSlI:rin， suj:ra rwie 67， 2日)

刊.;1， -(; 1-' '/山.) '¥'nl}柳川υtd: 1リ7:-lJ:~ A 1; Ef-.: o{~ 

1" デイ '-1口 Jク判事 (Lo:-eDiplock) 土、|及'Ji'Iiにおいて実際に沼めり九て

いる訴訟であ}亡、または美し泊っ亡いる F こが叩 jコれ亡いる 1校jに珂r車;

る主主主与1-J為が、 d、E俗与罪に当たると与よといた (ii;id.，:lt i'l)， また、民事

訴訟が 時中訴され、応解交品、が行なわれて v北、こ J チ埋[↑ 1 と L て 1-);'手~j;\t':'リ所

に上コて示L1， 動需の対象となり允手続が 日中附1it干犯ごあり允」レの見ff:

ー ~.Û、 0' 日 36 r; )'!()1~
J
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下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

れていることが、三三戸主公表に法廷f江守却をJlt.8寸る県内であった.，こしっす場に

よれば、 J卜二日が1~B司[;;，~ :'二7JE矧されているような士号uーに、ぞれ手続が l現に尖泌

されている」と述へるこ Lいは砕しい lJ: ;j'-て、こ (i)J:.うな場介lこ:二、 子玩

は係争中であ.{)(V はみなされないであλ"

Jj， IのJうに、 円ンマ l寸」しこおし tて、妨ヴ了日七な公去っ，'j:主主主[年辱;:と判断さ

れるのは、その之、主主プ，)，'係争中 U)子続またはノム J 迫っている手続仁川/てな 2h

l<c品什であL)そして、 訴の機会が尽くさ札、 子続が終了 LYどみなされf

場企に、侮宿罪hÿ~~(!) 可能 q もま-;"，問 ν止する J ただし、手続開始の時点}こつい

ιは、 アイリそア委員会においごも、干の悲宇の目立味色が問題校三れ、以下に

述べる l:)öl~ìちの規定が著かれることとなヲた

B 1981年i去の立場 上述のように、 1モ:-. c ~--- Lこおけるた表。 U-~I汚:こ i英j

する;i;}}-'-→ l玉、不可硲なものどあった 干の 4 うな司、 lグ，jl# さ~:;:、長坊の固山ク') 1A~ 

炉支の';;':;;舌l反するもりであふし、またそうでなくとも言論へω吉宗!!?効!止を止と

らすものムな 1)，かねな可、 7 イ'jモ 7委 f司会においごも その上うなた義の京

明hずさがJ年くの判別fjをやjJ干し、 l公表J¥.I，ーとつ L予日不 j-iJii伝.1-cあり、:~思

;厚長れ、いるいかなる (~:V:イi も考慮せずに、ブ〆スの河川に大t l.-O:引渋l円な影予定;

争与えるJl-j と与えムれてい r そのうえで、 プノリ Eア委員公は、厳洛責任

;;i~lj の F' --C-;:j、:t:1fu写芥が*1J:ilj行対象とさ九ゐのは、安心官の対象とな てい令子

炉iが l 開始されてお打、いまだ終結していな ν、 均台にドJ4りれるべきと北主し

た， 4~，のd是茶を J')つ y 、 9Rl年比とは、公去グj叫則に〉弐以下のようなノ呪定

ド笠かれた、

句会:;1;)" 殿下守五主任原日Ijは、問題kもっ口、ゐ手続が公表のνγ点におしド「ぶ

ためぎj六.;)託列I.¥:で進行1::.;，j揚λ;ニゥIJ，;、公表に~~ :~て適用さョーる~

1981年広三和 3:~，止、公表lこぶる侮l子 1: 為に対しし厳市責任_Üt~潤が旭川される

l~' めには、当政公表。〉対象，'-なッ式、「千土か '.ì~行 1I 1 J であみこ〈てや要1tと Lて

を、レイド 1'IJ弔 \Lo~-" è. R.eid)はよ[1卜し、 ι状(1)交付ぬ波止人に刈 t.l;;)I耳)品に」勺

て削給された l~':j'Cがイ、~なえ毛足なく i'if，.め l フれて、、ナとすれば、当該ア ~~)'I: ;立、 ~J.'.

に安打さ才していると -J る見町j 舟隊Itl した I， fbid. ， 川 6~i. ) '-) 

，，- Ct1Jld. G78:1 叩 t日 110!('[j，i，礼lp臼:";} ~ ~ '7 

H¥ Cmnd. i'i 7~)4. suora 聞にに.~， at paT:t 7つ

二日社5り(仁以)J)2G7:l ~'!1只 1



研市ノ

いるハまた、この「進行11IJ とい与丈六のtf.~，木;之、材見:j I 4.;';(:;( こよ九五~;，-~され

てしミる 日"R';1 4条に上 hば、十;':1'1'手続lよ、 A 下のことをもっと走jJ中となる l

巴 lイパヘによらな~， 'J主端、 出品持令〆よ tw:::rr:l1lLior 日 r:-'~，，)心発十j 、 I '-. " H-'r gJ~ 

を命じ心召喚状刊mmontu apη品川町立 iす、 'è:ι式起:;I~状 (i ncl ictn-，守nt:

またはit'宇治 (c11川区、)を特定するための誌の丈書の治述、 ic'，: [lljl:による訴

法 ~()ra] c;:aムgc!

他方、 9Kl午v、1fj日:lr ~ $i.立、J)， 1の二 i>もってr'j'j:;l枕が終結する J規

疋してし、ど p

a ':Jrn;:J巳のす告(川 q山"ど1:、 またはずに木にふつご]刊の古宍 (5tIl fuc)、":> 

fHl.(})汗 iJと 15ddicr) 、認定!Jindin月J 、 L干す ~ord刊)王七(土決主 IÙ 丸山lοn) 、

ιl子椛の千7止 (d州、n~，:lluanC~'} ま土は辺、の↑'/i 用 (npcr :lio]¥ ()f川け

以上のよう J士荒足に」れば、 J ヒン・口 上~J~:lgどなコτいた， -#: :-追った l

という脈注:ii、:1¥将責任ぷ:-1IJ~I) ~商用範例外 lこ士る"リ

害車 3款 小括

公表;よる法廷億年界的存倒的 l止1'1は、 で続妨1;ク〉戊険を'1ぜしめることで

あり、そのためには、公R件fijが視に公長与れといる必要がある U そしど

の公去の定義は、コモン・円ーにおけ/)法王f[1(t1.手3f:tj:Jによれば、相 C，iJOJいカ

らを問わないま長へJ't_i"'の仏法であり、 108] 年Ú，': よれば、 lムく公布~:.対 Lてま

たは公衆の ど，.に討〆てなされた公表内下手の伝l三であるつヲ81司法にお、、ては、

そーのようなさ主主から何人的なJi，宝[よ除外された

まに、 子続~;rL乙 υ危険が公表的作守で刊断され之}がゆえに、いつ公表-)':1'二わ

れ九か〆いうこ土)、五111上半罪i7)比立jて芭投l関わるもれであ灯、う乃夫の:tゲ則

。〉必，Î，口は、とりわけ、表X;J，(7) ヨ百の制約との↓~;'f，\(、重要である υ 汁弓ン ロ」

亡、手続を妨害する危険を生ぜしめる公表がJ去辺和辱誌とし ζ芯えされるのは、

刈 19れ 1'; 法制定~j， I~;J :王、吋 ;)81 ノi'-;:t(-:: '，;~三宅されている期 lllJ 外でご;: ，~れ I~: rT為l去、

妨百の怠阿のウヲ正を要件 L して、コモン.Li- 干の(主辱~r-:.(':"~/ るか〉うかが

1'11怖されとへそれゆえ、コモ〆 a 口 、エ読がま， L迫コていゐかどうかを欠

点人の認識を仮拠とい〆仁判断1るとし亡も、この認誌と妨-:;:のま司と(正常接に

問寸lじするであろうから、コヰ〉 口 の 121: し寸[l'~) -CIる--' ~i矧，-ついじの

~~Jm点 l土、すで i 解決されて~ ，;sとL、えるろう〔

1219; ー ~.Û、 0: 日 3(4)'!()i2



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

そしつ公去の対象とな η た千杭が泊、~': I iまたは差し日当ぺて、、るときとされてい

る J そして手続の終了と I YlJR~ に は、む侮 JJ1~~(.')J 江 il! 石TG~件もまたfj1j滅する l

他 J;、1'181':封、~，_ c.::: 1υ 工、 'ì~\; 吾主将)li{ :;;Jj ;)'適用される:ぺ去が封、廷惚手当:!土して

~2，TE されるのは、ての公表のだ当ミルな} 1.-手涜が，;ttL甲グJ場吉-("，:7; :;、手伎の

*'} J' <::日時に法廷f高原子O)J査弔 μ」百三性ち?目減寸る 1981/rf法カ公去とその特則

についと定義 L とここによ(人公支の'~Ij ;Jくされる場向 f止、かな!) J ~-体的なもの

L なりトヘこの二に l 土、 }d~の芦凶に対 t斗市J約 t ついて、よ') '1主主な怒肢が

とられるようになっfことのあとわれだといえる 3

第 3節 抗弁

-lijlIii1までに述べたぷう(二、公支によって手続に対よる自浩司的Ju.rfriヂ充生した

Jjれ¥に、 fb辱l思 1:]~土、子のような伝:均をとご--1，+しめた公訴を侮辱とにこ J貰う J ま

た、公表lついては、コモt:1-_!:".(l)侮辱!京民["，おいても、 19ぷli，二;:1:~おし

ても、厳十日計粁!日〈引がi也市される これを見る限 i'J、厳桁宍粁!日〈引の迭「日は、

坊六ク)烹lえのみ読なく J て1毎号;JF(/)成心を軍保ずるニこに J り、判!::3~! を同ぬ、

手続的Ht護を確実b寸ると lミツプ二利点を.1;する以内i、氏支による仰 !j討 J.!九がな

され λ場止には、当該公去の背奈事↑百】。かかわらず、一鷹山に刑罰O?r卜γここ

;なってしまろ

しんしながり、 「筑に対する防士h為に院わる諸事f主千組長lずる和j読につい

ご検討する必要のあることは、 1981年辺、山首においても 指摘主れていた i'(1 

公正な設tUi ごんJj る保~[以対 Uj 与肢から、{毎号予に)， J するど1I嗣J と他の fljふとの :iJj

の均衡が本めら jしわ堤:m~土現 i 長子生 L、そのj力持ぎを E司品作めに、ぷ相で述べる

子九不よか i会展 1，て台たじ公表F:~告しこλすする抗弁には、最堺責任原刻グ〉例外として

公表人の;目的立さ表乙考l主するものと、之、主之内刊を考慮するものとがある J と

くに設者l二、長Jj:の院内-¥:， JU る持:刊奇根拠にして認めら i~~!坑ずである L/:. 

がって、イ14辱);j.引がいかなゐ抗 f了を発ITI:さてJ てきているかを確認一「ること tこよ

り、五':}，~の白由 7)保設と適 I1一公 μ11去;主三ない ~"， i_~ '11ーな裁判 (?)f~E妻とをとう!珂 !:l

，:Sせるかについ、 Mりかの 7J、u舎がl~ られふように，Uわれるでこで、小脳では、

海丙原t，;j:j(，干おける抗弁につき、コモン・口一!の海原原口，と 1981イ|け、シを"'祭

ムj. Scc-. .__1--G T川出、じtrs!JaかTSLtd i1973l :-3 i¥.日Eli:54叫 tilτrc:-Lo:-d Ii:cid 

二日社5り(仁以)3)2G7l ~'!~ol 



研市ノ

合るハ

過失による公表であったことを理由とする抗弁

コモン・ローの立場 二モ〉 口 上、悔やfおに対しては、倒れなく

時格責任原則うョ盲目さ ~l(~t'7~乙でのため、公表人の±観的安井、を理由とする

ゴたうつは、ほとんどう5反 J ていない J したがって、公主人が手続をむ，与するゼ[;;1

芥hLごいなか JJfこJ、

第 1款

A 

まf.: 三 F 続が係争 l' ま f は:ELi斗ってし'.;;:;こ，t~ ~t 苅|

らなかったこと、 らしくは公表物の〆:;':;表‘舵寸nこ当た:)、矢表。Jえ]7干fごつい

Jrrず却で£ったこと呑?張したとしとも、主言空公J、(こふつご容続均要件がえ )i1さ

れる日とり、それらは~:t1f として i芯められ1 いな力、つなじこのよお仁、得子行為

をJ二jぶ:主つずなし丈公式へおよび;m布人(<1ぉlribulけ)に対〕て、いかなる

抗弁も認められ4ごいと〕た河例こしては、 1957〆了。)寸ド i¥ 1¥ .プレス社主件

および19:){弁。)グ 7 {ス tr-1'千，;カ‘あけ刊行;れる )。

グドハム・プレスネ{事れでは、あるわri-:同lが、 ::1:>ド/でのd土-t:行為および売

春恒に院 Fぇ----'.1主万言ι宇を公ぷL允 そのx'.ii-s:8~二、 1956 1'f- 7月1011Hの同紙の

ι事 (J)r[ T で、手イr事業:二J'刊していたミカ Lブという男汁 Jこっ示、 l路上ク)-~l:

性を管到する不iIな!Lt，'，千二 十，.j;"C"ある」と報mし、作1，.σ>./c存剤述のすr件;こっ

きうで[...~古 fP判決を主けていλ 人物んとミプJν プとの交瓦についても ;=r1えうる

守していた しかしながら、 72際には、ミカしフは何年日月 l:~ 1:::いすで;逮J，li
され、 :6J:Iにfih:.i主されていた'" :6j新間的公玄人ら L士、うと去の内干平日体が F絞を

妨害 1るもの Cあることにつ主三Zめた iこもかかわらず、斗設心主に対 てq-:'iI.

ごらi!.-7~:海号~r(:: つ v て、 :JJ:.!i ~F ふ主張 L !.その主張:止、 JJ1-)) '.ニうな恨拠に

本づくもわであり介 すなわち、当~;1{jと友人らは、 ミカ;フに対一「る手慌が珂

在与されてv たことにつ"て知らとか J ナのであり、 きれゆ点、千台ーを{JjJ士する

ョ [~J 舟有していなかったことで￡る〉これに対し fT議α、i二i土、血設 ι張合抗

弁として認めなかうよ''9なわι、公夫人か 7杭の問始について)J;!;加であるな

らは、手続を妨害 Lょうと宇る尼図を右 Lごいな 1" ことは明らかではあるが、

，1 Nν口rlhαηJ々 PressLtd， ex T A -(; L10に6J;:; A:I ER 4乱4

;;~ R !，' (;rijriths， cx T "'1ι: D57] 2 AE E1< 37:) 

すこれ 1;) つの勺4['tにつし川の併択と .c~土、坂本王童相 l 新聞の

報沿と決半IJ)I\品協の比~、主主お司1砧き 9 早川百\l9;lK年) i参ヨ，4

l 善意~ CI) 

ー ~，Û、 0: 日 3(2)'!()i()
J
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下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

その J うな公Z三人のJ!fド!のふ~~こドかわりず、 TI':"を妨士する市|前を ~t!1 さ t

るよう 4 公表が~ ~1しに場合には、当~.t:公支 lよ ij，， !ξ こさたるというのとある 1 ，'.:)

また、ゲ i}ゾイス事f什fで

カの?稚監む「芯正ιFがうミ、 1毛=t!.c:の特定の手読に対すω妨害(j)J'D_rえを E五千しめ ω~L-t; をた支

したυ 当誌に己ヰヰは P メリ/:で書かれ、 そのヨ」円ッパ杭ドアムスフ 1ングムで:11

1':):; 21，ιた}級品3人U)Uー 'cスハフス中!とス、ス アシド τン11は、その三一

ロノパ収のザミ己有イ守'i山一輸入し、卸業者に販J山ー、 まえーはィ2、何とに対Lて也

校政売してすIJH;:したうこのHtAlj 1 J" tit による j寄与需について、当誌殺行j 人らは J~

m.され、似辱:)民の成FJを認立 1る手続が1i!:われた :0:被fT7ノ¥は、自らが当該

~~ ， ;L ': .:: ;~}j ':t;: Iηな言日専が吉正れていゐことやii識しておらず、 また、そのように

疑う J1::.8もなか (~ L:: Lて、 Trr.~)i を十~:tし P 二れにj;;;'l~ -(ゴノダ ヘ事-=iJ

(Lord Goclcl.Jrcl Cj) 土、去友人ま ;.'1土紋布人のi自失f/)向;;]を考嵐する必lぷは

ないこ長べた

.[;)，-t，O)ような 日〉判例iよって、手続がすで:開始されていること lつい

て認誠していなかっ μ公ぷ人や 公ぷの''1百についご認識していなかっと領布

人が、そのような渦宍に長ついて抗手与を1:張〆だと L142、それ九力、認めりれ

ない F とが'1、されたのであるべ!かしながらもそのよ〕な厳終宣託児引の通!l

:.~J，;て iム v かなる過失mも j主符 C' れないこいう/:u-::っき、 tmがなされん l! ，(Ì

その結果、 lLL!、」よって、手続が開始さ丸一ご v 、るこいお 4 び土、去の;へ;~-ð :'問 Jー

るが~.~訟の欠如を出=とするづ二弁が認めりれ乙こととなった。こじり抗手千;之、 1081

年辻、の制定よ h も ~)J 干し i吉川年 ';-:IJμ、 i'~/)守ι、じlw A.dr:li:，istr;Ltioll of JlIぱ1((:'

1 また より以前の J1ーヲ:j-eある 18日f芹のグ']ムウ L ノドポイ牛 (ι口J1l1nulel' 

CitUjt!c nωr;"Ud¥臼9'/J B TLI-i: :~(j ~j) で l 士、:，i三円号;ご J止、手続が係争コとあった

にもかかわ己「、 ;-;f，.，[がずでに終結 L/と誤日し λみえで、苛訟f-;f，.，[:，: I叫ずる

報告が公去され、そのレ人~'L:':':' 誤報が合ま j しで v 、丈ヲハ当校ヅミ去にうき、ううウイン

ニ子判事 (K:=:kし ¥vlch1 iは、 一小事例は終結していないのTあわ、またこの主主

のヰ閉会指揮ヲる人物は [:t例引終結したかttかについて 出L王者;n前官今

j丁ろ義務ふ負っている ~at ~~06-7，'と述父、手続ァf柊粘 L 、い Jことのは信も

抗弁にはならなc，と判断L/:0 

二5，10.' ~' Gyijjith!叱山台 ri-G~~:1 :=i 7J ;_: All十代 379川辺<3.i)引 I，:_lrdC;uddard CI 

円ジ吋 -̂7 :ス Lこよる{毎手原則修 11 ク)出~Î 吉?こついては、 scc， bSLIC'cじ川1凶吋l

ο(C01l1'1， (E)!-J9) 
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研市ノ

~'\cl 19GO) 1 1-:;:たに川訂されたものであコナハ;，~，しその後、 1981/"';-:法嗣だといl

叶;ご 1少W年「川」、返肯 ?:t;l l 条 iよ l~ri ':'_ ~ ì~，"\その内行:よ、 J'f、て:二述へる 19出+年

決:i.~に之口 1*が r~， -C いるので止る

B 1官邸主手法の立場 プ()-1:7委員会は、 f杭;刀、進行 '1'であるか古かを知

るために fiI情的な注ぜを払った公友人には、法廷侮辱り責任をぬオコゼ念べきご

ないど考えてお :.1、3 れゆえ、]決拍手F司v、運b'U、II条Lこ規定されf抗有、キ締忠

ヲるべきと考えていf刊一この拡:'iは1981{;::法に反映され、 :981午法 3条は、

干怯が進行'1'であることにつき認識しぐい去がッたこ ζ を恨11，とするj;V':を認

めている 1 3条は以卜山上うに規=してし、る

ミギ:i1 l沃併 t(j-平!長引が宣用されるあらゆる'j:f同にっさ公表をなす昔~J 、

公表門崎九にお tλ 亡(合理的在三::tを考人ったにもか小わらず) (hayi~'.g 

凶 ];:('11n!; rClS011a-~Jlc c;.，n:) f胃直子械が虐行 ':1であること今知らなか勺た場

合、またはぞのことを疑うに込る理ド ωなかコ七域台仁|虫:，、厳格支~l llÃ

引のも:.::-caJ.工主王手とし亡刑罰を科されな v、

21 その小うな事析を合む公表。)組介1をな 4もωは、源社Jの時刀 iこJっし i ご〔台

烈nぢなi'.'r立を払ったにもかかわらす)そのようなア!日が介まれてlミる干とや

!，U :，なか〆 九主詰台、 まbよそうてあ i)...;-うなこと会与長う Jご/ζノコ宅主1I1のなかっ

た場合に譲り、 L~kJ存 7主任原則のもムでJ、 Eífu上写〉し亡利吉j を平|されない}

:Ji 本条によって付与されるは#を 11:.~ft:己せうるありゆる主主実の \'f_~II_#

?壬Jよ、む1.7れをム伝する i片h ある

1)に ζれば、 r-*;Uj 子生行中で是ノ---::， l~ こ J に ;'J ヲる fi;~~Iit U) 欠如を自"てる抗弁

h土、厳格主 1工 J忠則が，ì[iÌ，射される汚怒の íiiJ:単いつ v ての ;iJ~jnでのみ、三]広 Fるこ

とがで支る。 19SUドi去にお， ，ては、段括責任l頁目1，がj音羽されない形望;戸、満足ザ、

すなわちこJモ/・ u によっこ扱われる侮l平手に Jいこ l土、対害グ)巴|文の立正

肝要求さ才しご;j:J:'}、過たに仁るfTl訂正でもそもコ壬:-. ;-1， -:土る刑罰の対事

ラー iーる ふ一、
L... I'&. '，.J:' 

1981汗 1云におい ι も、公表による悔尽!Wì.:~ずしては厳格 ttf千原見]が活用され

るがゆ去に、コ白，'jぃ公友人ジ)-tfr~!1円安素は、存サ手罪グ)成 \'t ，~こは I1“号主主るで品 ξ"

1981存法 3長引による

おじEll吋 ;，';'94. S1i1nn 'l!otσ ~，;i， 坑 p 孔)'，] ~:-n 

ー ~.Û、 0' 日 36(;) '!6!宅



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

しわし、公支によって初f!?的な影;-~;を手えるかもしれない rl~，'~が .lt1-i:lrである

か行かにつ主 l-i，2，~ffi ~_， cν なか~，にとし寸アヲ*¥-)、泊/6人が公表内行につき認識

Lていな1Pっ式こ""ろ事実は、了技1);]'[;))豆、1'(を絶対的ト:否定する このよへ

に糾与の d 図が令く合ニ仕していなかっ t:，~ .:Eめられる場合にl土、例外 IISに、主

械的嬰訟を理由と Lたii'i:#がむ立す寸るので志る，;1

島高2款 公衆の関Il;、事Lこ関事る議論であったことを理闘とする抗弁

A コモン・ローの立場 去来の関心引メ象となっている事柄につ、ミて議論

争るャこさえも、化辱:)~:こ問われるとしたら、それは、京域内白 i土j に対。る非

常 iこ主人な綬古となる I しかながら、 そのような事柄が、係争にまえ~¥ょとし

Uっといる子治にち授に関連するものであ J、それにつして述べるこ}によっ

て、手主主にメJ_~L.るまと J古の"能引が生じるぶろな場合には、表現のは庁1の{車率三

公 ilな裁'jeIJC) 1:t~*事亡の主主劣;こっ主、段最する日要がとドじるつまた、公;~<i)) 問 .1.'

事として議論の対象とされている事柄が、後lまたはその、ニミ中じ1千訟の丸111zと

なゐ場合にも、前設のf骨量が必要ムなる。そグ J;)なご台析がメ宇イアによ J 亡

涜ぺ l コれる十~Ð;/;:; (こは、での影響りの大主さ出えに、とくに|向山となりやヲいn

つ弓ン岨汀一人ごのような公去に 3いとは、当該台衣が公絞め苅.I'.，t.i:問 J

る議論であることを民拠と Lてエ張することのできる抗弁が公表人に認められ

ている このjiLJ可「は、 19ミ7年のプレ ド・マニコブァク J ヤ ス干上ナf1l""1. 

沿い仁認めりれたc ブレ、ゾド。マニ τ プ 7 クチゎ ズ列挙YlI土、オ スト'7') 

アの td刊である夕、ここで認めら j したよ/!~11'-:よ、公般的関.I'，tについ亡の議論で

↓ただし、 :-)~は、公去に責任を有する者、たとえば羽[閣の術史若じ対して

は、 このよっな抗弁が13め"};fしないというコ烹ン .c ーの見肝 U~J;)4とのイプ

ーング・ λタLグイ、事件 ¥RL' Ei'cninx-Sf(111!lOYd， ('X i' A --(; [19孔J1 ，¥1ム ER

¥();;(i! で的見f許)を修正 9もものでは右い f もv われていふ(同'.!I-nでは、宮'JJ

士的な公:主: (ニク)事刊ではポ恨)ぴ)1ポ凶を作;;ai Lt.::μ己認に，:i:;Jl.--'C;土、!:J;-んら

川罰が科されなかったにもカかわ~ず 2rp に対 I~ 1貴子を右ーする続長者;こ対

しては般悩責任原刻の坦mが;LYめ九れ、;:J:~取が百い iJ~: モミれた〉そのJ!t lll は、

海長者三いう身分!の重大な立{二でありたここの判決l土、 1981イliJ、3寺、によっ

てら'J~;)影響をそけばいとされている〉

hi) Rt Truih and Spω15m山 1Lfd. ex T Brr!e:d )1αi1HjU(-[ureぷ Lld(1937) 3'7 SR 

('¥SVI':) 24::: 

二日社5り(仁 :lSD) 2Gι7 :sc41 



研市ノ

品川たふとを士主主と寸るユ戸A#としてイギ jスl二おtη もぜ|凶さ丸、またl蔚ノ，ij"1 

能年記、"、~ ii.亡いたのーじ、ごテで取りこげること)する

オ ス k ラ')ア円事汎;おいては、 Tlわ F 対する ~jr!; のごはJ主的危|訟の発'1 が

同夕、なく H'i:辱罪グ〉叫，21....を思Eよるわけ引はな v、ニ Pが、しばしば忍められてさ

た〕たこえ l工、公来の利縫い l ノ，H る事情につ v 吋.])公宗O~ぷ請を泊 v て、その

議論に関叫して生ヒるwfRぷi.;{1fifらかの紡害/Y'ゴl了<;)ことが11月らかじzb--:)"Cも、

その明'5'がさ同」つなものでないsAi') (工、白辱 .Jr-:.!]) 5;( -;'( は認め F れないf刀である~

このこ亡に I~I ずるノ デ l ンヴケ スが1 7':"--.?ド・-，':: • --(ブ F クゴザ ズ紅

11ノ斗で£るつ

ノプ， ，ノ}に、 マニ l ブアクチヤ一ズ宇村|事刊む出:はよ i渋実パ \;;~-; r山中1) が、 ユと~I( ジ)ヂ 1

採 tに:円司ヨする1宇一ユh約、 ! ノわけ、パシの貿易Iコぷぴパンの制的lついての 速のdt

事を公去Lたーその記事l土、そのよう J士専柄を宏えゐこ :ii!時 l二、 I京佐ソ〈ンを

J設う会内ノC')(j' Jd&を枕判するもので品コた 保件が引丘二に対して名?干投J".の訴

状を送:た千えにも、被 ;11L土、そ0)よ与な記事か公表し託けた しか寸法刊所

二のような以告の1J丸町つい亡、白早非同氏 ;'rを認めな刀、ったーこの判決， 
¥'....、

(J) 11 jで、 J ヨ ゲ〆判事(Jo;山ム ;正、 J1;の Jうに;，:-::べた。

妨害{町なラ伺に影特きれるごとなくすJ刊が事刊されるごとか位111する

ような行為が訂脅されるべきでないことは、重wな公家のふl企であ 1.;;，)コj

U、運営 l手続し 1 なく ~E'Wなものであふり L刀ーしそれは、公吋Lがfがめて市ベl

日J.t、を寄せている屯 。))ifj也ではなしとして、うとすそがi羽心を寄寸ている

問題についとの]'lHI な議論的主中T 、 77卜;-;~.~におけるよ託子:丹念:'![j;f与するよう

な事何が公表された埼Ú(.~-~去、くーの行為:ニ毎号にはならヰい。 こと衆的河

'C、ii-:，問ず品議論子公衆:7)非難kいっ f予防総は、.7札がj売った却なものであ

れ、 ffft泣こまづくもの .cあれ、1[111，を要求され得ないのである なぜなら、

そのょっな議論ャ併効は、 単に{す|頑1':':)に たまたまでのとさレ1卜(，.r:当11'--(:"

であコた人物~:.対する仰心の'1能性会作り出下日灯、か"である 'iil

ジョ ダン判事;止、ヰチ込原則Jこよ(て保認さ 1しゐ泡止な司法速常な、ミし王、止

な故山がうミ京にとっ亡重大仕利益で品ることを認めたい，力、しながら、このこ

とと何時に、京税の 1'1111なしけ/-*Dる枠和lもまた 公殺の和J:t~ とある Lことを 14Jめ

そして、公取(J)利益として保zflに信するようなぷ1417やこと去がな汽れ、そのλ: 

~(， l IlJul.， dL引合つ!:;O，pcr Jord円日 CJ

ー ~，Û、抗日 3;i S)'!()6fì



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

公表刀、悦に対する妨t;:をまlχ|したものではなく、平なるfす沼干Jなものである

場ùーには、そのニうな三F論干:?~支;よ、弘 l子罪こならないというのにあっに l 巧!

この怠;-~ .~i 、ォーストラ i} ?のぼのとl例引も同袋、51.!.-、また、 イ干'iスにお

いても、 lり(，5年のタイムズ恥二コ ズベ パズ 社ポド貫性完:1 ，;~，で iJ U七さ

れたυr-u} 1frn.;)li で、!?/ヰン判事 (Lr) 川~ Si L' lCIL' 土、 !~I のよ λ に述べたこ

Cf寄与l京別が、続~する不 1沿いJ 17)均衡 H，らなければならない状況がも在

tノムヘしかし、完t!TH は、た写J京 1Iは、前誌の角トl-nこ白千l]iそなゐ仁う t 、

そのごっ投?をと当るっそれは、 議論の継続ノ1寸Jγ吊するであろう J長訟が、議論

にi5Hrllしされ ι午こたようなJ長iIJであるc

この時十イモン吋三互のョ見からもわかゐように イギ"スにおい1 も、アレ〆

i・σニ ブプケヲヘr ズ十十-=iJ件で認められに抗弁は容認され丈"にそ Lて、

この}J'C汗刀、判U，)1上認められてtリことは、コモシ・口 v 上の侍ιiI京日が表現の

nソこのtlc1iが、円体的:.=~のように減刑されるべきであるかといろ丙につ t ' 

亡、 1982咋ク)当u エ~，;-t (Vu.'ltJ1'¥μ v./-lusir，αli'lI1 15川 lding仁川Istrμcliο"ど町low;cs

:lnd Tαi，'()urs' Frderatiol1 (th:; jJU~ casr! (HJ82) 1ら:2CU< :2:).) におL込一l、、サー

ストラリア片こthた院 (Eig:h(:()!I;"j oJ ヘ ι 川内iJ汀ノ(})-:t~t，のよ!z'h r~' は、以トグ〉 ζ

う!こ考えご υ tなわち、技術的伝写を認定 9，"i，)fl守占で斗認抗子、が:査尽きれゐの

Cはなく、ある侮Jj許が刑罰をf;されるこ τをムニ当{じするのに i分なほど、 t有人

なものごある刀、百かを i):~ ，;j:-jる時)，，'亡適用 4べきアミある、と u ろ '，):;cc， <1eむD

perじibhsCJ川(;l'?~)--l r_ler :~I't"lll (j)' J んまと、 9S1年のレン r'1l件 (HI1L'1!1 

1じ(Fic/r;riι(198iJ 1併しLR: 51 て、ォ スト弓り?件等法民的内ィ Jl ゾ

ン判官 (Wilsor:J) 1:主、ナ了U告に値する可11:写」が「ナ{土Lていたか否かJ いう

え百を将校間に51 いしていた ~at 4 1) c 

'i;'j A-(; l' Times A:r:U'strxters Ltr1 )973J 3 ..-¥1: EI~ 込

山 Ihid.，atお三府 ;.ordSi川 ()ll

日 t.t' ~，、司 f モン判事 fよ、当該抗弁を;~!11jが~:._~.~~j 入れていんのではある

が、当該宇1+-c司窓ーな)."(し什斗ミ 1f~i)人手品売の ti)J 告を自図するものであっ九

と J 、当該i!L弁がJ者同でき公いと与えていた Ubid.，2.L 8内 これに判 L、レ

J ド判事 (Lor(;H{'id) は、子Jt の-~?者に対 I__.TIJ 力を加える 1-iJうや例こし

てヴ引れ きのような序 }Jが公止かつ7阻止な批flJ:二上っ、ノ:-;nx.;~れといる場合(-::
O)]，/..、それが;-1;容されると与えといに ([/)ill.，，，~L i3Jl 0 -;'Sら(、副人 陪審員

およu治安判明が認ワするうjf吋の場合には、公ょιかつ説切なよt斗れも ても併

存にさ~たる l可能刊がある ι 主℃て βì-) Ub.id.， <1レ 63)、 6;+/[先的措I尉に消よか的

仁いあった 1

二日社5り(仁 :lSI)2Gι5 ~'!~61 



研市ノ

自由を む科区持議寸る姿勢をつ、じていたことを意味していたに

W.J:: 0)上うに、プンツドーマ二ユブァクヰャーズtl事件で"包められたt正ヲ，よ、

公iFな裁刊の紙三菱 ζ 去~:Lo) 自1:8 0)以説と川，IjfCをl吋る χめに、公示の|主υ事に

関宇む議論に士J'-jω 桝;手罪の;当月を出:~I しよう炉宇るもわであ-~に)そ Lて、

この抗弁[立、民事 j--*.~i~ に対する妨ご!;-白むな公去のみならす、 I1リヰヰ千台ーに対子る防

署的な公女にlJしども ;J二程皮lj二められとミたl折口

B 1銘 1年法の立場 ヲイリモア委員会:三、ブレ y ド・マー ←， ，クヂィf

rぐがt1宇寸J認め lろ4した抗弁が、市J7elょにふり i'Jノトさ1しるべきご品ると考λ た1ιo

そして、 tlj別 も巴められつつあったこの抗弁;ょ、 lS例年次じ条仁之うて明主

化され l-

l一条 夫衆ク)持 L、事(こずJI.， \てまたは -~iJ:公衆の利子止に|明 9
L

i:;)他。事析につ

いて、持立でな Pれた ¥[ng'Ofld :"ailh; 議 ~í;ìi !))公示または議山11~っ ぷり公

表{土、特i与の法三三i続に )-j する不当な民警か守える危険カ~-4i(--議議(，，-峠って

偶発的 VI じるゆ合;は、取情-~1-千!立引の F でì)、 fr 紅専〉して扱われないい

!j条を演出した i) ~Ic .. ' ，-;シグケー λi土、 1082イ1-.(!)イングパァシュ事it16Gで

ある υ 1 ンゲワァン ~- t，j子で;よ、議会の補欠j主主主;こす!lj、補した先天的に 1"リ椀の

ないjik自fli-Eiを支校する以トのようなぷ事が祈聞紙 lで公表されていI

ilWι[当官1高htn ヲiJTIn三]は、 一院なしで b:~ :1:. した りこ/;， :' _ -t-)、

ぞれ j ろな新1:j'i_~が '1 ê'銭/~!阪公 l土、実l 、 4 常に少なくなって v るハ，[

出ブレノト・マニ ブ 7 クチャー:ご社十'r?i で認められト !i~)守は、ちいちい民

弔事汁 L関正して')s，ClGたものであ f たが、 t ストラ l~ -;>:二台~) -:S 1 ~~8í 午の

ピンチ ~-f4ニ ()I ι i1 ch ;ノ A-(;{Vir!ρria) (Eヨι) lti40じLRb) (.ノ')111 -c"、メイソム/

判ブj':- U\la~， oll じJJ は、!叶ア]1---;;件についても :r1，'，乏し〉抗六、がふめられることや小

波 Lえ 川 j~l)ηf郁子し、同事什において、デ'一/半事\D('.'ln.n 之、「万11事

司以、の公正な j宝吉 ~i、民主的社会の ~-r{'長 \，::.jち'.社会河合 ti>: とって非正に jIi 要

であるがルえに、公衆のヂiJ1ii'という話与を減収するF一階、およびメ、都合?にもそ

れを妨害する傾向呑|町よかに古しといる土μd>'i1:;L '¥:"1]当化されるもσ?はな

いとする弘前は、 主ある'，a:ム8j と込父、叩d事事VH"l-1する(与は1';1)I:' ，~っ

き、この抗弁企適応寸るこどに信似合 H!~，-}

Cr.lnCl. 57(-)，1， S1Iργ''1- Ilotρ~;:) ， at pa:'(i :4つ

ょ問 ":-GLよ吋!ish [198;~] ワム l瓦l¥002， 

ー ~.Û、 0: 日 3;; r; )'!()6~



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

かが、 lki:どを汲クヒさせ Jうとし、またはν ずれに吃 J:lkii、を込う了する:と

?にしカにr:Jjめ」うとし、いに それゆえ、マ:;ン[当該侠杭朽 引J11

者什王、人 _lf1:賑'1'杷イt~:t、化反対主誌の '1 き司l 人であ令 」

この記ずれは、 riii~声をもぺて主主 1 し t:刃;生 9Jが生きる機会を学われて、、るこレ

を批;:;:1-る丈草で梢;1立されていた。この::rt-'frが公表されたのは タウン症の新

生児にS:-5義段取手ト妨害する菜 ~r:'f立つ i るよう J旨ノJ、したことにつ主、ある小児科

ドミが謀殺の :i~~で訴i邑きれナ裁判の r ， F.であ，"，この百U土日l止、、143弓小児科)JZ

の夜間につき{可ら戸以内七な吉止をなして打らず、また、陸胃をもった右:1'¥ピを

久 t誌にさせることの川 ;~:f ~土、当時、公*グ)議請のが!と公コごいたにもかかわら

ず、その記事的伝表がノト史料恨の去にtll苦情ヮ己したとして、;':1:"r~ìの埼集省らは、

海写のゾr-c訴追されJL 合議γ1、i主において 編集者らは その三己主iが公米の司

心事に|封「る議論じあったと Lて、 1981{下法 5条の抗汗を主張した吋 J かし

子子 ~ii.û、廷のつにキ〆ス 1:;; :;J (¥-¥ alld山 LJ，I 1立、子の;[1，ごÞ~íJ :当該医師の裁+'1;こ1]

えた長響辺、， -4i;一議論，-伴、て開会的 γ 生 c 七」こはいえ主いはとわrj_~ 内ピ

あ Jt..--: ~~ ~，、七し弁の組「日を否定しと州、この相1] ilJi i 対してが1 司 Jj紹 i-k者 ~)U

4詳し、貴校日で7午!~.がjCわれ乙ょととなった。そ L て、貴枚目:で:土、台 01ミJ主

主的判断がt立されたい、の手:J"iにJもたり、賃t入1

'

九れデイプ
3

口ノク手:Jjc ¥1υnJ 

DipJ山 kI よ、以トのように述べ/"-

「在、:土、合誌山il:ì-ぷる検討の針呆、 W' r):_ì. 誌~1o'(--~，J 随 J一る己はいえな

い妨士をiJ:き起こたものとされた|での品事グ) 引用長丈lli に n~意

を IwJけた合議ilJエ iよ、それらの主'"が :1~A'~ のち1心 t となハていた ヲl

Jtj話;+]議論にこって「込叫ごはなく 、')i'しに過ぎくよい、こ支到した。

しかし、その主主準Ju土、ある記ポがこれらの)jmなくしで効果は?に古かれ

たかどう刀、または、他の何 h かのい辺しがア サ」持地|七、ノヨ科医

引ltIお注1の裁判を妨害する:2演を以とること(J)で主るものに百い換えら

れえ rかどみかではない。で者によって呪深に選択汽れた文オによ〉て作

:) ;ljさJLl:Jl!;~T長フト、 l 中に当該議論t こ伴って偶な lカに生じ fこ」かど 7 か，~:

のずある

メfぉ壬.t::! .7，f-I z 同支{乙、メL、弘、 5 -;主に vミう l↑13目先11，0，;にと主にたー という又r=;"(.')~Tí- :r);( ャつ v ミて、手

，;:1 j I収!.， aL古_.per Wd}，illメ LJ

ム)'(，削11.，則合引l，pcr ~.od l);plock 
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研市ノ

44J;こ対する妨;77がJザないJう4 手午をぶったうえで公T<が1'Jわれることを M'J提

とし、いると院事LLたため、妨害の危拾を生-:1"iめるニト去について 5条の7且J11

を認めな1Pっ式 。イιんで、 'b:hf':況は、丈 ζ え了杭;ーた;9一るU/j'5.f(，1ず)めそへ

なたRであっても、ごj;，立た去が「議論にf半ノて!i::::ヲfr:'i~~ (:..主じてjいる場合にl土、

完条か適用されると与えたのであった J この目、校目の、山凶;立、公*の|JL心事に

関づる議誌についぐ制約を }J~ えるべ主 C'i午 ν との立法趣旨を十分に v止んだもの

l持制できよ令。

さ九に、雪量民況の l屯何lによれば、 J条円規定は、 ゴモ、 口 上認められつ

コあった抗ワ?と何 の内容をぷ Lごいるけれども， ~Il方さ、 1 条と J モ/ーロー

仁の抗11‘との6::完も FtS' :;r、ちれた九この Ó_(.-~---') 主、ザィプ ιj 'Jク吋専;止、 J1;らつ

ようにさミ丈

~，条は、

グ)'ではなし 3

2 条.'21の付帯条項 (prc\'i叩)または例外の必，~'(;をこコている

:2 S長 I，::!'，と同等の Y-:~止の忙にあるのである 1 条 i立、一え l占、/-;'¥0- ， 

以主主の当主主|告らす規定ではなし 5主主!土、いかな毛公表が、特ノ三じっγ、手

続いおける司iJ、の巡肝を耳:Ij~;古?るその↑士山にもかかわ Jつず、{fu:写に注しな

いかについ u 官， ，してい乙

すなれ 丸、 5 朱 l土、 qu:;~.i;維や ri1立てられにいる三;tえが公詩、 0) :，tj'I:，、'YH二関する

議論ではなうっ rことの -'n正:t'fえ訴追測に説デ杭定であり、いわゆる被;1l人

のプ~11' l:し亡存在-~ " 、る(1)~Cはない、というのとある}したがっと、あ，0 ~~~ 

2之が侮辱すちの成"にど、必とされるで~;l~ (j)Or絞坊'&ω危険を作り{l\ L-、 をし仁、

その公衣引さど押Lのお 1・Tトに閉する議苅ではなかった干乙炉、 71;辺倒によっ-C"iI.

証され j~:場ヂ，:-，'ゴQ ij 、その公表l土、海亭~1~ ~なるぴ〉ミある、この窟 J1すと

は、口、狂信辱5干の温:滅的強件灯 台~15 を i めるものごある>>."、えゐ 1つ

5号、

ll 主主?訴沿!日1 に\Z~ 責任を買わせているーとにj当ら 4と、ぞのョ盲目!]Y}J法は、

ゾレァド・ 7 二ユケ千ヤーズ引寸?件むら5められたこ1モザ/， u のJ立-7:'とは

~Ijのものどぎえる J\ きである ζ つに忠われる ゴ壬シ リ nj-ru刀、はそもぞ

71 ，;1.-(; l' f-:nr;iis凡 [198~?] Z A:l山間:33.: 918. pè~- Lü~'è Dipl山 k

戸 2 条文を主?見百十乙 ;r:)、ロIi{[\の J~失による公友でめず}たことを組出とする抗

山長)が、 3ぷにおL川、 j)UJ'成立の立l証主任を公夫人にねわぜる(j').見;と

している(/):.T J(.Jて、 う条iーはそのよろな規〉こはないれしたがって、 日条が、

客観的安↑?の お ζ して規定さZしていわ ζ 「る解釈は、泣当と思われる

l229; ー ~.Û、 0 ，日 3 ;i 4)'!()62



下行1"(による故判::'(11造れか詩 (1) 

も抗弁としてギL与するも 07)として発展して主たのであるうι、従人にノ川罰を

科マテ ζ(})妥当「十につき君!註するト1?に泊Jli~札るとし、も問題 lよ 4 パ [かし

ながら、日長が客矧的妥{t-Ci) 部土定的るものである ζ 者そ。ならば、訴追(/) 

岨 (iì を決疋ずゐ段階で、被告人の J 為が 54主lF主主ヲトるト rìかを考パg-9る必 't~

があゐニてして、ジ:下守~nj査;右時期をこのよろに与えると、公表人が不必要♀

JJ}J与を免れ 10寸日しFという制点から見て、 5ヲモ;二、被人により有利な i旦)Lと

なる ιつに思ゎtしる

このように、 1981 :1手法では、公衆 0') 関心、弔l:~ I場すゐ公表に判ずる司、処誌が対

立され、いる 包 lろに、こ!と4誌の院心 t': こ'，1-9 之;公必ずはなか}た二と σ マヶ~jL:tt

11 存 J戸山間;に負わせることによって、この規にの;長効l'マトミら L~ I目jめているひ

この意味「、只条Jエ コモン・口~のzι弁ぶりも、さらにふJ売の白オの保護を

lfc-m-tるものであるといえ」うー

第 3款他の公衆の利益に対する保護を理由とする抗弁

絞り ;，:2-:j述べ亡いるように 向平原則は、過了τな司;1、j宝せないL公了下な裁判レ

ぃλ公史的'viJ侃心深設を目的とする内のでめるー したがって、そのような公衰の

手 1; ;T，tを佼与する危涜#生ぜしめる公主[正、海!~-孔京，!'Iによって制限さわる )抗、 1
.--'v 

ながら、侮辱百〔巾が保之 v ょうとデるものとは刊の公衆の flj羊ヰ、:!..~表プJ イ正日立し

よハとする見合もある n見の司州ないし主::る権利;院守る T/~jr- は、日目 J主-e述べ

た i 公衆的関心事であ勺たことをよ平E とずるほ~..I二包含されるため、二こにい

っ I仙の公段、I)和ィ手」とは、公正な裁判のヰIJ芥お g び去墳の1'1，11の引がを主くも

のこ#えら Z!.-とれたとえば、l1Tl"に危'~~f)J::)_ゐ可能性のある被疑話が逃定中で

あ~， !ての h百較を、??ヲ:警のを誌に志ワ1，パ、っそ友 h心ような渇台が、これh 二lil~ ふ

そのよ弐な公表が、他σ〉公奈川利益。)開設を口約としてなされたといっ事実を抗

-7:としと l認めることはい、際社;I$'，j"e委員会イギリ式市会【ジャ :7'7-イス 1'J:~slicc) 

o)，}-'i告の1:'で!:'恨E汽れん c fG: --di~で;之、以|、のよ~) ;，~.i主べられ丈 すなわち、 C[渡

疑朽の;~左中どし 4λ 状況に lj いと 引市計注j 後円?主防および，:Jj主的{町三を

口約こした?ル，J)氏名、う立。 および絞がそれを.mしたと対われ Lいるメl，'jドの公

長令、 Tルl.(f;J とつベリ/グすることは、長れも H然tある 1'(0、と"ミ '1

i也の公取の利益を+~:目撃すゐことを埋悶ムーする抗弁は、 遂の作シア タイ

J出 licc，sHtm !11J!e 156" 11 
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研市ノ

ムズす刊におし:、も与!草されたごヤイ品ズ ーコ ズペ パ ズ宇ャヰ4什におけ

るト ~;f決半 IJ )I[:-のア守二〉ク h'1îリ ()rd ])e口1l:llg日制，iよ ぞリ 1 マ1ドの惨事

土いへ特殊な事例おいて、さi訴事11"について↑白川:をラえっJれる ζ いう公衆(/) 

:ql (奴き j の子、止な政判をそける利詩に捗る》宇Ij析し

しがLながら、民族況は、この7ーング::iJ事のj正解を行絡したぐ貴族

院の L イ 1、 flj事 ~Lord !~C' icLJ (，~ ~れ (';:'1 向、デニングt'J干の兄#汀士、不当な前提、

手り設がディスティラ

た

ヲーなわι、 ヂイステ rラ 二くfア〉い行被告の v、わば明人 Ú~; な枠ホHH架設すーも f

め;こ1寄!j，-nJ7:~IJ f){:~ナ (f するかのような舟択にid:t::しているこいうので志るーそし

ι L イ町下IjjJは、戸守口、 t#j~\ の保業はいか去る十」叫に:r:: ¥，-，ごも等しく重要であ

るから、特殊な考高が，~~)"}::される事例とそうでない事例との|ドl 仁、保ロまの宝'!~

牲とし 1 うq，での宍呉を認める二こを ir半世 l~ -r~ 

ブイリヒア妥良公:玉、他の公衆の利 ~j~ を l~~I't-j-るためになされた~~去につい

ιク')ik1r令市il!ノ心J、f口寸ることにつ寸、「ロずら?是五をな与なかった J ぞれ;工、子の

ようなJ:Jt弁を必';-:::とすゐ決況か、~: 市仁村有なものであ毛といへ考古 lよるも

のであっん17:-; まf手、委員会は、 jむl)イ2氷の稿!誌を保護 J;~んめになされト

公表につい工、し 1わゆる技術的j毎年にし泣該当!ない辞意的影響を f ぜしめゐ

にとどまるものごあ〆， '1かり、ぞもそムォH;?責任;i?，8iJのもとごめ仰!J.j';を構成!

なvと与え七よ 9 その給~':.:': I~ て、 1981(;->"主には、 1也の公黙の;:j誌に汁する

保護を丹市〉し たわ'L1r-を認める成立てば存伝Lない}また、コモン・日 ーも

ケりょ「なfTi:宇は存者;な t'"二のような抗弁が零旦げされるか肖かは、 更なる

判例の苔桓に委ねら Y ている U

I141ι L' Ttm削除山内lげるよ !d[i973J 1 i¥:l ER 8H 臼~ 818--?)2，j， cspcl:ial1y al 

322. jwr 1.パjrdDc 川'"ヌ ~m

ibid 江tき2つ823，p七rLord Der:niζζ )，lH 

A，-- G L' n;nl'S Scu'stιp，;rs Lid ~ 1973J 3孔11Ex !)'~叫 G~;-GG ， 1'cr L0rd Rcid 

川乙La: 66， r::n L，;rcJ f~(:'id この見詰'1 につ;.'"-C 1土、抗弁の旭川可(，.~'I\作や後退

させたといみ批判があど)() :'::c(¥ ;v;ill川川pra川 1(-'λ::!，:-):): Lov" c刀i;d只([':"111，

sUj，)ひ?のte67.17U

戸 8 し、I:.l11cl.579，1， S!Itrc{ 'Iwtf 5.:1" 2t p2felS 1 :;;3-145 
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市民による裁判と判過の影響(1)

第 4款小括

以上で述べたように、法廷侮辱罪についごの抗介は、 3つの間内から考える

ことができる 2 すなわち、郊 に過失犯のf，k済、お に表引の自由ない Uuる

権利の保護、第一今に公止な裁判の利指および表現の1'1111の利訴を除く他の公衆

の利益の保護であるコ riwニザの公表ー頒布の抗弁」ともよばれるなfj の制点に

おける抗弁は、侮辱原則がそもそも公表に対する厳格責任原則の泊肘を子光し

ているにもかかわら「、そのようなf凡介手認めたという点で、玉三長人および頒

'Ui人にとってかなり有利なものである刊第 の縦点についていえば、公衆の開

L、主に関する議論を容認するつレッド・ 7ニコブァクチャーズ社事件で認め Pつ

れた抗弁は、表現のU向に対する侮J千原則の譲歩を表すものであった 3 さらに、

す祉肯仔を訴追i則に必ず1981年以、日条は、が現の自出の保主要と公ifな裁判の保

護とのハランスを、より表現の山巾に有利なように凶るものであると忠われるぐ

第三の観占にいう他の公取の干1I守誌の保護については、現也Jのところ、具体的な

抗弁は認められていないが、今後、同日昼となる可能門があるものと忠われる p

第 4節小括

本市では、コモン・ロ と1981.11法それ守れにおける公表による法廷侮辱罪

についてみてきたっ

コモン・口 上の侮辱罪は、厳格責fi原則の適肘のもと、 F続に対する妨古

の危険を生じさせる公衣により構成される c ペどして、コモン ロ 卜、侮辱す世

は、公表行為が佃人的な伝達による場台であっても成、rし、また、 F続妨古の

危険が認められない場合であつども、妨害の白図に本づくものであれば成立す

るという見解もあった。また、侮原却の成¥rは、千統が係予 1110)時点または差

し迫つごいる時内で認められるがゆえに、そのqJ為形態と性んご、成立叶則と

いう点でも非常にl同jムいものであった〔さらに、このようなコモン・口一|の

侮辱罪の沼、定基準には、統ーの見られない部分もあったけこのように、コモン・

口 において、千杭に|均する公表が除々な場面で刑罰の対象とされていた点や、

その某準が暖昧ごあった而は、表現の1'1111を過度に制約するものとして、問題

干且されるようになった。

これを受け、コモ〆・ U ー上の侮辱原則について多くの修止を提案したフイ

リモア委員会報告を柏として、 1日81 手fU、が帝IJ~ された， 1日81午U、によれば、以

北法SD(;;.351) 2659 [232] 



研光ノ 1 

格責任原口11は、キにメデノアによる公表に限定して適用され、厳格責伴原則の

下む侮辱罪が成立する時期は、手続が寸itj J中e'ある場南に限られることとなっ

た〔また、 1981作法により、過失による公表であったことを理由とする抗弁(3 

条)平、公衆の関心事に閑「る議論に付随する公表であ》たことを珂111と「る

抗弁 (;)条)がl企IJられた。 3条は、厳格責f千原則の作外として作用する組定

であり、 5条は、表現の 11rt1や知る権利の保護を置銭的に確保しようとする規

定である。

1981年法が、侮l平罪の成立する '~fl を明確に定め、抗弁規定を充実させたこ

とにより、現在のiiu:辱!早川は、コモン・口 のiiu:辱原日11に比して、長女児の白出

の保認を重視する内存になったということができょうじこのように、公表にあJ

する制限は、制約についての明確なた準の策定と、 Jぇ現の自由とのがJ衡を阿る

ことによってf丁われる必止どがあるの他占で、メディアに対 tる厳格責任原員11の

適用は存世されており、また、妨害の玄関に恭づく侮辱に対しては、コモン・

ロー上ω侮辱原則の適崩的余地も残されている c このことからは、イギリスに

おいて、メディアによる公去1J為が、手続を妨害する甚大な影響力を有してお

り、そのような影響力を排除しなければ、適法な可法運営ないし公Iトーな裁判の

保護は全うされ得ないと考えられていることが読み取れる{

以上のように、侮辱原則は、 198111'1主を境に表現の自由を重視1るh向へと

転換したが、適正な司11、運常ないし公正な裁判の保護は、現在でも、仙辱l且別

により解決されるべき謀地と理解されているのであるわ

[233J 北法:i9UJ・:;;)0)26;)8 




