
即決裁判手続に関する制度上及び運用上の要改善点について（意見）

２００８（平成２０）年６月１９日

日本弁護士連合会

第１ 意見の趣旨

Ⅰ 裁判所に対して改善を求めるべき点

１ 刑事訴訟規則（以下「刑訴規則」という ）を改正し，即決裁判手続に付。

された被告人への，弁護人選任に関する通知（刑訴規則 条の ，弁護222 15）
人選任照会及び被告人からの回答（同 条の ）の方法としてファクシ222 16
ミリを使用することができることとし，裁判所から日本司法支援センターへ

の指名通知依頼を迅速化できるようにすること

２ 要通訳事件につき，時間的配慮が求められること

３ 公判期日の開廷時間は，情状立証の内容等との関係で柔軟な対応を行うこ

と

４ 弁護人の立証活動に一律に制限を加えることがないようにすること

Ⅱ 検察庁に対して改善を求めるべき点等

１ 即決裁判手続の選択の際には，起訴猶予，略式命令請求等の従来からの処

分との均衡にも配慮すること

２ 被疑者に対する検察官からの即決裁判手続の説明は，被疑者がメリット，

デメリットを十分に理解できるよう詳しく丁寧になされるべきこと

３ 証拠開示は，証拠等関係カードを備えた状態で，起訴と同時に開示するこ

とを原則とすべきこと

Ⅲ 法務省および司法支援センターに対し改善を求めるべき点

即決裁判手続についての国選弁護報酬を引き上げるべきこと

第２ 理由

年 月から実施されている即決裁判手続も 年半近くを経て，同手続に2006 10 1
よる事例が集積されてきた。当連合会が各会員に対して 年 月 日付で実2007 5 23
施した「即決裁判手続に関するアンケート （以下「アンケート」という ）の」 。

結果によって判明した範囲では，同手続の対象とされた事例は，いわゆる薬物事

犯（約 ％ ，出入国管理法違反（約 ％ ，窃盗（約 ％）及び道路交通法49 24 22） ）

違反（約 ％）となっており，同手続実施前の想定とかけ離れた運用は行われて5
いない。

また，当初の勾留期間内あるいはこれを延長した場合においても早期に起訴が

なされ，裁判所による 週間を原則とする公判期日の指定及び弁護士会における2
受任態勢の整備等により，被疑者・被告人が身体拘束から比較的早期に解放され

る制度として，一定の評価ができるものと考える。

しかし，上記アンケート結果及び日本司法支援センターへの照会結果（高裁所

在地の 年 月 ヶ月間の統計データ）からは，同手続の法制度上あるいは2007 9 1
運用上の改善を求めるべきと思われる点も垣間見られる。
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即決裁判は，争いのない事件の捜査や公判の簡略化を目指して創設された制度

であり，また，同制度によって，被疑者・被告人の身体拘束からの早期解放とい

う効果がもたらされており，そのことを踏まえ，かつ評価しつつも，その反面と

して，公判準備のための期間が短く，また公判の審理も一律に簡略化されようと

する傾向がある。被告人にとっては，懲役又は禁固刑の場合に必ず執行猶予が付

されるとはいえ，有罪判決であることに違いはなく，また事実誤認での控訴がで

きないのであるから，相応の慎重な手続も必要である。また，情状立証が審理の

中心となるが，これが希薄化することにより，裁判の感銘力等による一般予防的

効果が薄れることも危惧される。

当連合会は，このような観点から，下記の理由により，上述の意見の趣旨のと

おり，制度及び運用の改善を求めるべきものと思量し，本意見書を提出する次第

である。

なお，当連合会としては，これらの点に特に留意しつつ今後とも即決裁判手続

の検証を継続する所存である。

記

Ⅰ 裁判所に対して改善を求めるべき点

１ 裁判所から日本司法支援センターへの指名通知依頼，期日の指定に関して

アンケート回答結果によれば，起訴日から 日後までの間に，日本司法支(1) 3
援センターからの受任要請を受けているのは，回答数中の約 分の の事件に3 1
ついてにすぎず，約 分の の事件については起訴日から 日目以降，中には3 2 4
日を超過してしまっている事例も散見された。7
この点，当連合会から日本司法支援センターに対し，裁判所からの指名通知

依頼を受けてから弁護士が受任するまでに要した日数を照会したところ，回答

を受けた範囲では，日本司法支援センターから弁護士への受任の打診は裁判所

から指名通知依頼を受けた同日中に行われており，また日本司法支援センター

から受任の打診を受けた弁護士が受任に至るまでも，ほぼ打診と同日に行われ

ているという結果が判明した。そのため，裁判所から日本司法支援センターへ

の指名通知依頼が行われるまでの日数に，バラツキが生じてしまう原因は，裁

判所から被告人への弁護人選任照会手続に日数を要していることが原因であり，

より具体的には，弁護人選任照会が往復ともに郵送で行われていることにある

と思われる。

即決裁判手続の公判期日は 「できる限り，公訴が提起された日から 日(2) 14，

以内の日を定めなければならない （刑訴規則 条の ）と定められており，」 222 17
起訴日から受任に至る期間が長引けば長引くほど，弁護人が被告人への同意確

認その他の弁護活動に用いる時間が制約され，ひいては即決裁判手続の充実が

阻害されたり，被告人の権利保護に欠けることになってしまう。

そのため，即決裁判事件として起訴された事件については，起訴日あるい(3)
は起訴日から可及的速やかな日数内に，裁判所が，弁護人選任に関する通知及
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び弁護人選任照会手続を進行させて，速やかに日本司法支援センターへの指名

通知依頼を完了できるようにすべきである。

具体的には，刑訴規則を改正し，即決裁判手続に付された被告人に関する(4)
限り，弁護人選任に関する通知，弁護人選任照会及び被告人からの回答を得る

方法にファクシミリを使用することが考えられる。刑訴規則 条の は，即28 3
決裁判手続に同意するかどうかを決めるための弁護人選任請求及び被疑者の国

選弁護人選任請求には，ファクシミリを使用することができる旨規定されてお

り，即決裁判手続に付された被告人に対する弁護人選任に関する通知，弁護人

選任照会及びこれに対する回答にも，同様の方法を用いることができることと

すべきである。

なお，弁護人選任照会は，被告人に対し，私選弁護人選任権を確保させるた

めの重要な手続であり，被疑者が自ら国選弁護人の選任請求をなす場合とは異

なるとも考えられるところではあるが，ファクシミリの使用を認めることによ

り通信に要する時間の短縮を図るだけのことであって，ファクシミリで行うこ

とによる過誤防止の措置が採られるならば，かかる権利の保障に悖ることはな

いものと考える。

なお，何らかの事情で起訴日から指名通知依頼までの期間が通常以上に開(5)
いてしまうような場合は，公判期日の指定を起訴日から 週間以内という規則2
に拘らず，身体拘束からの早期解放も留意しつつ，弁護人が十分な弁護活動の

時間を確保できるように柔軟な期日指定を行うよう改善されるべきである。

２ 要通訳事件に関して

アンケート回答結果によれば，要通訳事件の 割以上の事案では，被告人(1) 5
の意思確認期間や期日指定あるいは審理時間の確保等に関して，裁判所からの

配慮は特になされなかったということである。

裁判所から特に配慮はなかったとの回答事案においても，配慮がなかった(2)
ことによる具体的な支障，不具合は特に報告されてはいないものの，要通訳事

件では被告人との意思疎通に通常以上の時間を要するため，弁護人の活動時間

に必然的に制約が生ぜざるを得ないものである。

従って，要通訳事件においては，身体拘束からの早期解放に留意しつつ，同

意確認の期間や公判期日指定につき，弁護活動への支障が生じないような配慮

がなされるべきである。また，要通訳事件の公判審理時間については，通常事

件より十分に長い時間が確保されるべきである。

３ 公判期日における開廷時間に関して

アンケート回答結果によれば，事前に公判期日の審理予定時間の指定があ(1)
ったという回答が 割以上，その指定時間の長さは， 割以上が 分以内の7 8 30
指定であった。

即決裁判手続においては制度として証拠調べ手続の簡略化がなされているた

め，裁判所においては審理時間の短縮を図ることは当然という考えがあるので
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はないかと思われるところである。

しかし，当連合会としては，即決裁判手続につき一律に審理時間を短縮し(2)
て指定するという運用をすべきではないと考える。審理時間の短縮は，情状立

証の制約につながり，また，即決裁判手続が「駆け足」になってしまい，被告

人に対する感銘力が失われることを危惧するものである。

即決裁判事件であっても，事案によっては弁護側の情状立証に時間を要す(3)
るケースも考えられるのであって，裁判所においては，審理時間を一律に決定

することなく，当該弁護人との協議により柔軟に対応されるよう求めるべきで

ある。

４ 立証活動の制限に関して

アンケート回答結果中，裁判所から立証活動の制限指示があったとの回答(1)
が約 割存在した。この制限があったとの回答数を多いと考えるか少ないと考1
えるかは別として，当連合会としては，即決裁判手続であることのみから裁判

所が弁護人の立証活動を制限することは，不当だと考える。

即決裁判においても，検察官が求める刑期が妥当なのかを争う必要がある(2)
ことは当然であり，即決裁判手続が維持され懲役又は禁錮刑が言い渡される場

合には執行猶予が必ず付与されるとはいえ，執行猶予期間が長期にわたること

による被告人の不利益を考慮すれば，執行猶予期間についても情状立証は必要

であり，事案によっては生活環境の調整等に関する立証の必要がある場合も考

えられる。また，再犯を回避する為の被告人への感銘力の面からすれば，情状

立証の重要性は通常裁判と何ら変わることはない。

裁判所において，即決裁判手続であることのみから，弁護人の立証活動に(3)
一律に制限を加えることがないように配慮されるよう求める。

Ⅱ 検察庁に対して改善を求めるべき点等

１ 即決裁判手続に付す事案の選別に関して

アンケート回答結果の中には，少数ではあったが，従来であれば，起訴猶(1)
予処分，略式命令による罰金となったと思われる事案であるにもかかわらず，

即決裁判手続に付されたとの回答があった。

即決裁判手続は，身体拘束からの早期の解放がメリットであり，即決裁判(2)
手続が維持され懲役又は禁錮刑が言い渡される場合には執行猶予を付さなけれ

ばならないが，有罪判決であって，起訴猶予あるいは略式命令による罰金より

も重い処分であることは明らかである。

起訴・不起訴及び求める刑の内容の選択等は検察官に委ねられており，即(3)
決裁判手続の創設により，検察官に新たな選択肢が与えられたことになるが，

それ故に，従来であれば起訴猶予あるいは略式命令が相当とされた事案が即決

裁判手続に付されることになるすれば，重罰化をもたらすだけの結果となりか

ねない。即決裁判手続は，あくまでも正式起訴を相当とする事案であることを

前提に，争いがない事案についての捜査及び公判の簡略化をめざしたものであ
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り，起訴猶予，略式命令等の従来からの処分との均衡にも慎重な配慮を行うよ

うに申入れを行うべきである。

２ 被疑者段階での検察官からの説明に関して

アンケート回答結果では，即決裁判手続に同意したとされる被告人の 割(1) 1
以上の者について，即決裁判手続そのものの理解が不十分と感じられるとのこ

とであった。

即決裁判は，身体拘束からの早期の解放というメリットはあるものの，通(2)
常裁判に比して審理は簡略化され，事実誤認を理由とする控訴ができず，重大

な事実誤認を理由とする上告もできないというデメリットも存在する制度であ

る。

そのため，検察庁において，被疑者に対し即決裁判手続の説明を行う際に(3)
は，被疑者が同手続の内容のみならずデメリットも十分に理解できるような，

より丁寧な説明をするよう求める。

３ 証拠開示に関して

刑事訴訟法 条の では，証拠開示は「できる限り速やかに，その機会を(1) 350 5
あたえなければならない」と規定され，この趣旨は，原則として起訴と同時に

行われるべきものとされている 平成 年 月，最高裁判所刑事規則制定諮問( 18 6
委員会での議論等 。)
実際にも即決裁判手続においては，原則として起訴日から 週間以内に公判2

期日が指定されなければならないのであって，同手続において，弁護人は，起

訴後可及的速やかに証拠の開示を受ける必要があり，この早期開示の重要性は

検察庁においても理解しているものと考えられる。

ところが，アンケート回答結果を見ると 「起訴前から弁護人となっていた(2) ，

3 5場合」でも起訴当日に証拠開示を受けることができた事案は 割に満たず，

割近くの事案が起訴後 日目以降にしか開示を受けることができなかったこと4
が明らかになっている。

また 「起訴後に弁護人となった場合」では， 割近くが選任時に証拠開示， 8
を受けることができているが，起訴日からみると 日目以降にしか開示を受け7
られなかったという事案が 割以上も見受けられる。3
さらに，証拠開示を受けた時点では，証拠等関係カードができていなかった

事案が約 割（うち 割は，証拠等関係カードも証拠番号の振り分けもできて6 1
いなかった事案）にのぼっている。

この様に，アンケート結果に現れた証拠開示の時期，内容の実態は，弁護(3)
人側からみると大変大きな不満がある。そのため，各検察官に対して「即決裁

判手続を選択するという方針を立てた時点から，証拠等関係カードの作成，開

示を伴った早期（可能な限り起訴日）の証拠開示を実現するために事務処理を

行うよう」求めるべきであり，検察庁全体としても通達等により早期の完全な

証拠開示の実施を徹底するように強く要請する。
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Ⅲ 法務省および司法支援センターに対し改善を求めるべき点

１ 当連合会が行ったアンケート回答内容全般から見ると，裁判所から求められ

る被告人への同意確認のための期間の短さ，規則によって原則起訴日から 週2
間以内に期日が指定されることにより，公判準備のために弁護活動に費やせる

期間が極端に少なくならざるを得ないという実情の中でも，弁護人の行う弁護

活動の内容及び負担は通常裁判と変わらないか，事案によってはそれ以上のも

のとなる場合があることが指摘されている。

即決裁判手続においては，検察官から請求される証拠の量が通常裁判に比し

て少ないという実態があるものの，証拠閲覧の時間的負担が軽減されること以

外には弁護人の事務負担は何ら軽減されるものではなく，起訴から判決言渡し

までの期間が原則 週間であることから，時間との戦いを強いられ，密度の濃2
い弁護活動を展開しなければならず，弁護人の事務負担は争いのない通常の手

続による事件よりも大きいとも言える。

２ このように，即決裁判手続は，弁護人に，短期間に密度の濃い活動を要求す

る手続であるにもかかわらず 「弁護人を務める期間が通常裁判手続に比して，

短い 「即決裁判手続が維持されて懲役又は禁錮刑が言い渡される場合には」，

執行猶予が付されねばならない」などの点から，弁護人の負担は軽減されると

の誤った想定により，国選弁護報酬の金額が通常裁判に比して低廉化されてい

る。そのため，現在のままの報酬額では，国選弁護人の実際の事務負担の大き

さと低廉化された報酬とのアンバランスさから，即決裁判手続の国選弁護人と

なることを回避する会員が増加する事態を招く可能性がある。

３ この様な，危惧される事態の発生を回避する為，通常裁判における国選弁護

報酬の見直しを求めていることと併せ，即決裁判手続における国選弁護報酬の

増額見直しをも強く要請する。

以上


