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長期未解決事件におけるえん罪防止のための捜査の終結及び 

証拠保管等に関する提言 

 

２０１２年（平成２４年）１月１９日 

                          日本弁護士連合会 

 

第１ 提言の趣旨・内容 

２００４年１２月と今回（２０１０年４月）の法改正により公訴時効の廃止・期

間延長とその遡及適用が法定され，これによりこれまで以上にえん罪発生の可能性

が高くなった。上記法改正による新たなえん罪の発生を防止し，被疑者・被告人の

防御権，弁護権を守るため，早急に，最低限，下記の法整備，法律改正が行われる

べきである。 

                 記 

第１項 捜査の終結とその再開 

１ 検察官は，捜査の進展が見込めず将来的に犯人の特定ができない，あるいは

犯人が死亡している蓋然性が極めて高いと判断したときは，捜査を終結するこ

とができる。 

２ １の検察官による捜査の終結がない場合においても，公訴時効が廃止され又

は公訴時効期間が延長された事件の捜査は，犯罪発生から別表の時間が経過し

た時点で終結する。ただし，その捜査終結時点において被疑者が特定され指名

手配されている場合は，この限りでない。 

３ 捜査機関は，１又は２により捜査が終結したときは，４による捜査の再開ま

での間，新たな捜査をすることができない。 

４ 検察官は，当該事件のＤＮＡ鑑定の結果と当該事件とは別の事件のＤＮＡ鑑

定の結果が一致したことによる被疑者の一応の特定，真犯人なる者の出頭等，

証拠上真犯人が特定できる蓋然性が極めて高いと判断したときは，１又は２に

より終結した捜査を再開することができる。 

第２項 捜査終結後の第三者機関による証拠の保管 

１ 証拠の保管のために，警察庁，検察庁から独立した中立の第三者機関（以下

「第三者機関」という。）を設置する。 

２ 検察官は，捜査終結の時点で捜査機関が保持する全証拠（証拠の採取過程・

保管過程に関する証拠や記録を含む。）を第三者機関に移管する。 

３ 第三者機関は，第１項の４により捜査が再開され，検察官から２の証拠の返

還を求められたときは，これを検察官に返還する。 
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４ ２において第三者機関に移管されなかった証拠については，検察官は証拠調

べ請求をすることができない。 

５ 第三者機関は，２により保管することになった捜査機関の証拠について目録

を作成し，捜査が再開され公訴が提起された後に被告人又は弁護人から同目録

の開示を求められた場合には，これを開示する。 

６ ５の被告人又は弁護人が５の目録に基づき証拠の開示を求めたときは，検察

官又は第三者機関は，その保管する証拠を開示しなければならない。 

第３項 捜査終結後に公訴提起された事件における検察官立証の制限 

  １ 証拠の採取過程や保管過程が記録化・証拠化されていない証拠（供述証拠を

含む。）については，検察官は，証拠調べ請求をすることができない。 

２ 再鑑定資料が残されていないなど再鑑定ができない証拠については，検察官

は，証拠調べ請求をすることができない。 

３ 被疑者が捜査終結後に逮捕された場合に弁護人の立会又は取調べの可視化

（取調べの全過程の録画）のない中で作成された供述調書については，検察官

は，証拠調べ請求をすることができない。 

４ 犯罪発生から１５年を経過した後に公訴提起された事件の場合，刑事訴訟法

３２１条１項書面については，検察官は，証拠調べ請求をすることができない。

ただし，第１項の１のただし書きの場合は，この限りではない。 

 

第２ 提言の理由 

１ はじめに 

２０１０年４月２７日，公訴時効の廃止並びに大幅延長とその遡及適用等を

含む「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」（以下「本法」という。）が

成立した。 

本法による公訴時効の廃止・期間延長とその遡及適用により，警察及び検察

当局は長期にわたって（一定の犯罪については永遠に）国民を被疑者として捜

査し起訴することができる強大な権限を持つに至ったが，公訴時効の廃止・期

間延長とその遡及適用による新たなえん罪の発生を防止し，被疑者・被告人の

防御権，弁護権を守るための法整備，法律改正は全く行われておらず，かかる

観点からの検討が不可避である。 

本法立法時の衆参両院の法務委員会においても，「公訴時効の廃止及びその

期間の延長により，捜査が長期にわたる場合が増えることを考慮し，えん罪が

発生する余地のないよう，捜査資料・証拠物等の適正かつ確実な保管を図る」

旨の附帯決議がなされている。 
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当連合会は，２００４年の刑事訴訟法改正による公訴時効期間の延長，本法

による公訴時効の廃止や再度の期間延長などに反対してきたが，本法がすでに

施行されているもとでは，本法によるえん罪の発生を防止し，被疑者・被告人

の防御権，弁護権を守るために取るべき方策の検討が不可欠であると考える。 

そこで，本提言においては，本法による公訴時効の廃止・期間延長とその遡

及適用により新たなえん罪が発生する余地が出てきたことを契機に，できる限

りその危険性を除去し，被疑者・被告人の防御権，弁護権を守るために必要な

捜査の終結や証拠の保管の在り方など，上記の附帯決議も踏まえ，本来，刑事

訴訟法においてあるべき法整備，法律改正について提言する。 

なお，警察庁も被疑者が死亡している蓋然性が高い場合や犯罪発生から一定

の時間が経過した場合の検察官に対する事件送致，事件送致後の捜査再開など

について通達している。 

２ 本提言の前提･･･ 公訴時効が果たしてきた機能 

公訴時効の存在理由として，①時間の経過とともに証拠が散逸してしまう可

能性が高まる，②加害者に対する処罰を望む一般市民の感情が時間の経過によ

って薄弱化する，③真犯人が処罰されずに長い時間が経過した場合にはそのよ

うな事実状態の継続を尊重すべきである，などが挙げられている。 

これらの立論は，いずれもが公訴時効が存在していることを前提にしたもの

であって，公訴時効が一部の罪について廃止された現時点において考えるべき

は，公訴時効が果たしてきた機能である。すなわち，国民の権利擁護という観

点から見た場合，公訴時効は，時間の経過とともに無罪の証拠（例えばアリバ

イ証拠）が散逸してしまうことにより処罰されるおそれから無辜の国民を救済

し，無罪であるのに警察から犯人の疑いをかけられ，あるいは被疑者とされた

無辜の国民をその疑惑から解放するという機能を持つものである。その意味で，

公訴時効は国家刑罰権に対する時間的制約を課したものと言いうる。 

国家刑罰権については，無罪推定の原則，構成要件の明確性，適正手続の原

則，迅速な裁判，黙秘権，弁護人選任権など様々な制約原理が存在する。公訴

時効もこれらと同じ国家刑罰権の制約原理であり，時間という観点から国家刑

罰権を制約し，国民の人権を保障するものである。 

公訴時効の廃止・期間延長は，国家刑罰権に対する時間的制約の解除・緩和

であり，新たなえん罪発生の可能性を増大させる危険性を孕むものである。 

第１には，被疑者・被告人の防御権行使が時の経過による影響を大きく受け

るということである。捜査機関は，事件発生直後から証拠収集に着手し，収集

した証拠は劣化を防ぐための固定化の作業も行われる。これに対して，被疑
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者・被告人側は，事件から多くの時間が経過した後に，自分が捜査・訴追の対

象となったことを知り（多くは逮捕された時だろう。），その時点から防御活動

をスタートさせるから被疑者・被告人側が自己に有利な証人や物証を探すこと

は，困難を極めることが予想され，その時間の経過が大きくなればなるほど，

被疑者・被告人側の防御権の行使は事実上困難になると考えられる。 

第２には，時間が経過すればするほど，捜査機関によって収集された証拠価

値は劣化するおそれが強いことである。供述証拠については，体験者の記憶は

時とともに変容・消失等がなされることが不可避であるから，その証拠価値は

日々減少していくと考えられ，反対尋問を経ていない供述調書の正確性のチェ

ックは難しくなる。物証についても，物そのものが劣化するし，それを固定化

した検証調書や鑑定書等も，時の経過により正確性のチェックができなくなる。

この場合，検察官が立証する困難以上に被疑者・被告人・弁護人の反証が困難

となることは火を見るより明らかである。 

公訴時効制度の廃止は，被疑者・被告人の防御権，弁護権の侵害につながる

ことはもちろん，警察に疑われた国民は一生えん罪の危険にさらされることに

もなりかねないのである。 

また，公訴時効に関するこの時間という観点からの国家刑罰権の制約は，憲

法３７条１項の迅速な裁判を受ける権利とも密接な関係を有するものである。

憲法３７条１項の迅速な裁判を受ける権利は，起訴された被告人が被告人とい

う不安定な立場から迅速に解放される権利と位置付けられるが，これは無罪で

あるのに警察から犯人の疑いをかけられ，あるいは被疑者とされた無辜の国民

をその疑惑から迅速に解放するという趣旨も含むと考えられるのである。 

そこで当連合会は，公訴時効が廃止され，その期間が延長されたもとで，え

ん罪防止という観点から，被疑者・被告人の防御権，弁護権を保障するものと

して本提言を行う。 

３ 捜査の終結とその再開（提言の趣旨・内容の第１項） 

 (1) 「検察官は，捜査の進展が見込めず将来的に犯人の特定ができない，ある

いは犯人が死亡している蓋然性が極めて高いと判断したときは，捜査を終結す

ることができる。」（提言の趣旨・内容の第１項の１） 

捜査の目的である公訴提起の見込みがないと判明した場合に検察官の判断

で捜査を終結することを認めることは，被疑者とされた国民にとって利益とな

るばかりでなく，限られた捜査資源の適正な配分にも寄与するものである。 

ただ，検察官の恣意的な捜査終結を抑制するために厳格な要件を定める必要

があり，上記の２点（捜査の進展が見込めず将来的に犯人の特定ができないこ
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と，あるいは犯人が死亡している蓋然性が極めて高いこと）を検察官による捜

査終結の要件とした。これらの要件は単なる検察官の主観的な判断ではなく，

客観的な捜査資料に基づくものでなければならないことはいうまでもない。 

警察庁においても，捜査の進展が見込めず将来的に犯人の特定ができない，

あるいは犯人が死亡している蓋然性が極めて高い場合には，検察官への事件送

致（すなわち警察としての捜査の終結）を検討するよう通達している（平成２

３年９月２９日警察庁丙刑企発６３号の第２項(1)）。 

(2)「１の検察官による捜査の終結がない場合においても，公訴時効が廃止され

又は公訴時効期間が延長された事件の捜査は，犯罪発生から別表の時間が経過

した時点で終結する。ただし，その捜査終結時点において被疑者が特定され指

名手配されている場合は，この限りでない。」（提言の趣旨・内容の第１項の２） 

これまで述べたとおり，公訴時効が廃止され，その期間が延長されたもとで

も，被疑者・被告人の防御権，弁護権を保障することが不可欠である。そこで，

本提言では，公訴提起ではなく捜査に対して時間的側面からの制約を課すこと

にした。それが，第１項の２の提言である。すなわち，一定の時間の経過によ

り捜査を終結させるということである。 

第１の問題は，その「一定の時間」である。 

本提言では，「一定の時間」として別表の時間を提言する。この別表の時間

は，２００４年１２月の刑事訴訟法改正前の公訴時効期間（例えば殺人の場合

は１５年）と同一のものであり，その理由は以下のとおりである。 

公訴時効制度は，治罪法の期満免除制度導入後長い歴史を持ち，法制度とし

て定着したものであった。２００４年１２月１日の刑事訴訟法改正前の公訴時

効期間は，１８９０年（明治２３年）施行の明治刑事訴訟法（旧旧刑事訴訟法）

から実に１１０年以上もの長期間にわたって続いてきたものである。そして，

公訴時効期間の経過は捜査の終結を当然に伴うものであり，公訴時効期間の経

過により捜査が終結するということも法制度として定着していたといえるの

である。 

警察庁も，「公訴時効の廃止・延長に伴う重要凶悪事件に対する捜査の徹底

について（通達）」（平成２２年９月２８日警察庁丙捜一発第１７０号他）で，

「近年解決した捜査本部設置事件について見ると，事件発生から５年以内に解

決したものが多く，それを超えた場合は，新たな証拠を得ることが困難になる

と考えられる」という捜査の実情を踏まえ，「事件発生から５年が経過するま

での間に，専従捜査員を一定期間配置して，捜査方針の再検討を行うとともに，

新たな情報の収集，各種情報の見直し，有力情報の掘り下げ，証拠資料の再鑑
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定等を行うこと。」と通達し（上記通達第１項（3）ア），さらに「公訴時効が

廃止された罪に係る事件については事件発生から１５年が経過する時点で，ま

た，公訴時効が延長された罪にかかる事件については時効成立前に，専従捜査

員を一定期間配置して，新たな情報の収集，各種情報の見直し，有力情報の掘

り下げ，証拠の再鑑定等を行うこと。」（上記通達第１項（3）イ）と通達して

いる。これは，事件発生から５年をもって捜査の一つの区切りとすること，そ

して公訴時効成立前（公訴時効が廃止された罪については事件発生から１５年

の時点）の捜査をもって捜査の最後の区切りとすることの通達といってよい。

本法成立前，殺人などの重大事件については，時効完成直前（殺人の場合は犯

罪発生から１５年）に最後の区切りの捜査が行われていたが，上記通達はこれ

を踏襲するものといってよいであろう。 

さらに，警察庁は，「公訴時効が廃止された罪に係る事件に関する検察官へ

の連絡及び送致について（通達）」（平成２３年９月２９日警察庁丙刑企発６３

号）で，事件認知後５年が経過した事件については一律に地方検察庁に対し捜

査の経過等に関する定期連絡（少なくとも１年に１回）を行うよう通達し（上

記通達第１項（1）），また，①被疑者が死亡している蓋然性が高いと認められ

るときや②犯罪の時から３０年を超え被疑者の特定につながる客観的証拠が

得られず新たな情報が得られる見込みがない状態にあるときなどの場合には，

未検挙事件の検察官への送致（すなわち捜査の終結）を検討するよう通達して

いる（上記通達第２項（1））。この通達は，警察庁も，事件認知後５年が経過

した事件については検察官の判断による捜査の終結（第１項（1））を容認する

とともに，一定の時間の経過（犯罪の時から３０年）による捜査の終結を容認

していることを示している。しかし，上記平成２２年９月２８日通達による捜

査実務の実態に照らすならば，「犯罪の時から３０年」を目安とする警察庁の

見解は長きに失するものであり，「犯罪発生から別表の時間が経過した時点」

（殺人等については１５年）をもって捜査が終結するという本提言こそ捜査実

務の実態にも沿うものである。 

第２の問題は，刑事訴訟法２５５条が定める公訴時効の停止との関係である。 

本提言は，捜査終結の時間算定にあたって上記公訴時効の停止期間について

考慮しない。ただし書きの場合を除き，「犯罪発生から別表の時間が経過した

時点」をもって一律に捜査は終結するというのが本提言である。本提言で提起

している捜査終結のための別表の一定の時間と公訴時効期間とは全く別の概

念だからである。警察庁も，上記のとおり「犯罪の時から３０年」としており，

公訴時効の停止などは考慮していない。 
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ただ，指名手配という客観的な事実がある場合には，捜査（被疑者の所在に

関する捜査）の必要性があり，恣意的な捜査継続の余地もないので，捜査の継

続を例外的に認めることとした。 

なお，法制審議会の論議によれば，今回の公訴時効廃止は，捜査との関係で

いえば，犯罪被害者遺族の意向に応えるために少なくとも犯人の死亡あるいは

犯人が確実に死亡したと考えられる時点まで捜査を続けるという趣旨ではな

く，捜査終了の判断を全て捜査機関に委ねるということであった。これは，捜

査の対象（どの事件の捜査を継続するか）だけでなく，捜査の終結についても

捜査機関の恣意（早すぎる捜査終了，差別的な捜査終了など）が入るおそれが

あることを端的に示すものである。 

したがって，公訴時効の廃止・期間延長によって生ずるおそれのある捜査機

関の恣意や権限濫用を防止し，その裁量を統制するための方策を考える必要が

ある。「犯罪発生から別表の時間が経過した時点で捜査は終結する」という本

提言は，捜査の終結を客観的な時間の経過で決するものであり，捜査の終結に

ついて捜査機関の恣意や権限濫用を防止するために極めて有用である。 

警察庁も上記各通達で，一定の時間の経過（犯罪発生から５年，１５年，３

０年など）を捜査の終結の目安としているが，これはあくまで目安すなわち捜

査機関の裁量による捜査の終結であり，本提言とは全く本質を異にするもので

ある。 

(3)「捜査機関は，１又は２により捜査が終結したときは，４による捜査の再開

までの間，新たな捜査をすることができない。」（提言の趣旨・内容の第１項の

３） 

捜査の終結による効果である。捜査終結後も捜査機関が捜査できるのであれ

ば捜査終結の意味がない。 

提言の趣旨・内容の第２項の２で，捜査終結の時点で捜査機関が保持する全

証拠を第三者機関に移管することを提言しているが，この全証拠の第三者機関

への移管は捜査の終結を実質的に担保するものでもある。捜査機関の手元に証

拠がなければ，捜査は実質的に困難となるからである。 

(4)「検察官は，当該事件のＤＮＡ鑑定の結果と当該事件とは別の事件のＤＮＡ

鑑定の結果が一致したことによる被疑者の一応の特定，真犯人なる者の出頭等，

証拠上真犯人が特定できる蓋然性が極めて高いと判断したときは，１又は２に

より終結した捜査を再開することができる。」（提言の趣旨・内容の第１項の５） 

捜査終結後の捜査再開の要件について定めたものである。公訴時効を廃止し

たのであるから，捜査が終結されても一定の場合に捜査の再開が認められるの
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は当然である。ただ，恣意的に捜査の再開がされるようであれば捜査終結の意

味が没却される。したがって，捜査の再開には厳格で客観的な要件の存在が不

可欠である。そこで，判断権者を検察官としたうえ，捜査再開が可能なのは，

当該事件のＤＮＡ鑑定の結果と当該事件とは別の事件のＤＮＡ鑑定の結果が

一致したことによる被疑者の一応の特定，真犯人なる者の出頭等，証拠上真犯

人が特定できる蓋然性が極めて高い場合に限定した。 

警察庁も，「事件送致後，被疑者の特定につながる新たな証拠が明らかにな

った場合などには，改めて捜査体制を整え，事件の解決に努めること。」（平成

２３年９月２９日警察庁丙刑企発６３号の第２項(3)）として，事件送致（捜

査終結）後の一定の要件（被疑者の特定につながる新たな証拠が明らかになっ

た場合など）のもとで捜査を再開するとしている。しかし，捜査の再開の判断

を警察に委ねていること，捜査再開の要件も「被疑者の特定につながる新たな

証拠が明らかになった場合など」と曖昧であることなど，本提言とは本質を異

にするものである。 

４ 捜査終結後の第三者機関による証拠の保管（提言の趣旨・内容の第２項） 

公訴時効の廃止・期間延長により，無罪の証拠が散逸し，被疑者・被告人の防

御権，弁護権が侵害され，えん罪が発生するおそれが高まることは前記のとおり

である。時の経過による証拠の散逸は，無罪の証拠の散逸にとどまらず，情状に

関する証拠についても同様であり，この事実は，適正な量刑の侵害にもつながる

ものである。 

このような事態を回避するには，証拠保管に関する制度の整備が不可欠である。 

この証拠保管に関する制度の整備については，前記のとおり本法立法時の衆参

両院の法務委員会において，「公訴時効の廃止及びその期間の延長により，捜査

が長期にわたる場合が増えることを考慮し，えん罪が発生する余地のないよう，

捜査資料・証拠物等の適正かつ確実な保管を図る」旨の附帯決議がなされている。 

(1) 「証拠の保管のために，警察庁，検察庁から独立した中立の第三者機関（以下

「第三者機関」という。）を設置する。」（提言の趣旨・内容の第２項の１） 

公訴時効廃止により，証拠保管の重要性は極めて大きなものとなった。公訴時

効廃止以前のように証拠の保管を捜査機関に委ねることは，上記のとおり，無罪

の証拠や情状に関する証拠の散逸などを招き（捜査機関による意図的な散逸も否

定できない。），被疑者・被告人の防御権，弁護権が侵害され，えん罪の発生や適

正な量刑の侵害が発生するおそれが高まるといってよい。 

そこで，警察庁，検察庁から独立した中立の証拠保管に関する第三者機関を設

置し，一定の要件のもとに捜査機関が保持する証拠をこの第三者機関の保管に委
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ねるべきである。 

この第三者機関に，鑑定・検査（例えば，血液鑑定，薬物鑑定等現在科学警察

研究所等が行っている様々な鑑定・検査），ＤＮＡ型情報・指紋等のデータベー

ス・システムの作成・管理・運用，被疑者・被告人・弁護人に対する情報開示な

ども併せて行わせるようにするのも一つの方策である。 

鑑定・検査は，中立公正に行われるべきであり，捜査機関から独立した機関が

行うのが妥当であり当然であるからである。また，指紋やＤＮＡ情報などの究極

の個人情報を権力機関である警察庁が法律上の根拠もなく保管・管理・使用して

いるという現在の事態は極めて問題であり，これらの情報の保管・管理・使用は

警察庁，検察庁から独立した中立の第三者機関に委ねるべきだからである。 

(2) 「検察官は，捜査終結の時点で捜査機関が保持する全証拠（証拠の採取過程・

保管過程に関する証拠や記録を含む。）を第三者機関に移管する。」（提言の趣旨・

内容の第２項の２） 

①誰が，②どの時点で，③捜査機関が保持するどのような証拠を，第三者機関

に移管するかという問題である。 

①については，捜査を指揮し，公訴提起の権限を持ち，捜査の終結や再開の判

断権のある検察官に委ねるのが妥当である。 

②については，捜査終結により捜査機関は捜査ができなくなるところから，捜

査終結の時点とすべきであろう。これは，捜査終結後に捜査機関が脱法的に捜査

を継続することを抑制するものでもある。 

③については，捜査機関の恣意（例えば無罪の証拠や被疑者に有利な証拠を第

三者機関に移管しないなど）を排除し，被疑者・被告人の防御権，弁護権を実効

あらしめるためには，捜査終結の時点で捜査機関が保持する全証拠（証拠の採取

過程・保管過程に関する証拠や記録を含む。）を第三者機関に移管することが不

可欠である。 

なお，捜査終結時点において被疑者が特定され指名手配されている場合には捜

査は継続して行うことができるのであるから，例外的に証拠を第三者機関に移管

しないことが認められることになる。 

(3) 「第三者機関は，第１項の４により捜査が再開され，検察官から２の証拠の返

還を求められたときは，これを検察官に返還する。」（提言の趣旨・内容の第２項

の３） 

捜査が再開された場合には，当該事件の証拠は捜査にとって不可欠であるから，

捜査の再開を決定した検察官から証拠の返還が求められたときは，第三者機関は

その保管する証拠を返還することになる。通常は，全証拠の返還ということにな
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るのであろうが，検察官が指定する証拠の返還ということもありうる。この場合

には，返還された証拠の目録の作成が不可欠である。 

(4) 「２において第三者機関に移管されなかった証拠は，検察官は証拠調べ請求を

することができない。」（提言の趣旨・内容の第２項の４） 

被疑者・被告人の防御権，弁護権を実効あらしめるためには，捜査終結時点で

第三者機関に全ての証拠が移管されなければならない。検察官が捜査終結時点で

第三者機関に移管すべき証拠を移管しなかった場合の不利益を被疑者・被告人に

転嫁することは許されない。全証拠の第三者機関への移管を実現するためにはか

かる証拠制限は不可欠である。 

 (5) 「第三者機関は，２により保管することになった捜査機関の証拠について目録

を作成し，捜査が再開され公訴が提起された後に被告人又は弁護人から同目録の

開示を求められた場合には，これを開示する。」（提言の趣旨・内容の第２項の５） 

移管された証拠の目録の作成が不可欠なことはいうまでもない。 

また，捜査再開後という犯罪発生から膨大な時間が経過し，被告人に有利な証

拠がすでに散逸していると考えられる状況のもとでは，当該事件についてどのよ

うな証拠が存在するのか被告人や弁護人に開示することは，被告人の防御権，弁

護権を実効あらしめるために不可欠である。 

(6) 「５の被告人又は弁護人が５の目録に基づき証拠の開示を求めたときは，検察

官又は第三者機関は，その保管する証拠を開示しなければならない。」（提言の趣

旨・内容の第２項の５） 

これも，被告人の防御権，弁護権を実効あらしめるためには不可欠なことであ

る。 

５ 捜査終結後に公訴提起された事件における検察官立証の制限（提言の趣旨・内

容の第３項） 

公訴時効廃止により，無罪の証拠が散逸し，被疑者・被告人の防御権，弁護権

が侵害され，えん罪が発生するおそれが高まることは前記のとおりである。 

したがって，かかる事態の発生を防止するためには，捜査終結後に公訴提起さ

れた事件については，捜査終結前に公訴提起された事件に比し，検察官に対し厳

格な立証制限を課すことが不可欠である。 

公訴時効期間が延長された事件についても同様である。 

(1) 「証拠の採取過程や保管過程が記録化・証拠化されていない証拠（供述証拠を

含む。）については，検察官は，証拠調べ請求をすることができない。」（提言の

趣旨・内容の第３項の１） 

証拠の採取過程や保管過程の記録化・証拠化は，捜査終結後に捜査が再開され
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た事件に限らず全ての事件についてなされるべきことである。この証拠の採取過

程や保管過程は，証拠の証拠能力・証明力に重大な影響を与えるものだからであ

る。 

とりわけ，公訴時効が廃止・期間延長された事件について，捜査終結後に捜査

が再開されたものについては，長い時間の経過の中で，証拠採取や証拠の保管に

当たった捜査官の記憶の曖昧化あるいは捜査官の死亡や退職による所在不明と

いう事態も当然に生ずることである。その結果，証拠の採取過程や保管過程が検

証できず証拠の証拠能力・証明力を争うことが不可能になるという事態も十分起

こりうる。したがって，上記の捜査終結後に捜査が再開され公訴提起された事件

について，検察官は，証拠の採取過程や保管過程が記録化・証拠化されていない

証拠（供述証拠を含む。）の証拠調べ請求をすることができないとすべきである。 

なお，供述証拠の場合の記録化・証拠化としては，取調べや事情聴取の全過程

の録画などが考えられる。かかる録画などの取調べや事情聴取の全過程の記録や

証拠がない供述証拠は，採取過程が記録化・証拠化されていない証拠として検察

官は証拠調べ請求をすることができないとすべきである。また，この取調べや事

情聴取の全過程の記録化や証拠化は，供述調書が作成されなかった場合にも当然

行われるべきである。 

(2) 「再鑑定資料が残されていないなど再鑑定ができない証拠については，検察官

は，証拠調べ請求をすることができない。」（提言の趣旨・内容の第３項の２） 

再鑑定は，当該証拠の証明力の判定に不可欠なものである。したがって，再鑑

定は，その必要性があれば，捜査終結後に捜査が再開された事件に限らず全ての

事件についてなされなければならないものである。そのためには再鑑定資料の保

存が不可欠である。 

とりわけ，公訴時効が廃止又は延長された事件について，捜査終結後に捜査が

再開されたものについては，長い時間の経過の中で，鑑定にあたった捜査官や技

官の記憶が曖昧になり，あるいは捜査官や技官の死亡や退職による所在不明とい

う事態も当然に生ずることである。その結果，鑑定にあたった捜査官や技官によ

る鑑定の検証ができないという事態も十分起こりうる。したがって，上記の捜査

終結後に捜査が再開され公訴提起された事件については，当然のことながら検察

官は，再鑑定資料が残されていないなど再鑑定ができない証拠の証拠調べ請求を

することができないものとすべきである。 

(3) 「被疑者が捜査終結後に逮捕された場合に弁護人の立会又は取調べの可視化

（取調べの全過程の録画）のない中で作成された供述調書については，検察官は，

証拠調べ請求をすることができない。」（提言の趣旨・内容の第３項の３） 
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長い時間の経過（例えば１５年）により，当然のことながら被疑者の記憶は曖

昧になっている。このような中での取調べは，捜査官の誘導・誤導等に乗りやす

くえん罪の危険が高まることは言うまでもない。弁護人の取調べ立会による供述

調書作成の監視とチェック，取調べの可視化（取調べの全過程の録画）による監

視とチェックが不可欠である。 

(4)「犯罪発生から１５年を経過した後に公訴提起された事件の場合，刑事訴訟法

３２１条１項書面については，検察官は，証拠調べ請求をすることができない。

ただし，第１項の１のただし書きの場合は，この限りではない。」 

刑事訴訟法３２１条１項書面は，供述者が死亡などした場合や相反供述等をし

た場合には証拠とすることができることになっている。しかし，長い時間の経過

の中で供述者が死亡する可能性は高まり，所在不明，高齢化による精神もしくは

身体の故障，記憶の減退の可能性も高まる。その結果，反対尋問による供述の信

用性が検証できないまま被疑者・被告人に不利な刑事訴訟法３２１条１項書面が

証拠として採用されることになる。 

刑事訴訟法３２１条１項書面を証拠とするために，供述者の死亡や所在不明，

高齢化による精神もしくは身体の故障などをまって被疑者を逮捕するというこ

とも行われかねない。 

刑事訴訟法３２１条１項は，公訴時効の存在（刑事訴訟法３２１条１項が制定

された時点での公訴時効期間は最長で１５年である。）に基づく迅速な捜査と迅

速な公訴提起を前提とする規定であり，供述者の死亡や所在不明，高齢化による

精神もしくは身体の故障，記憶の減退等は例外的で極めて稀な事態であることが

想定されている。公訴時効が廃止され又は公訴時効期間が１５年を超えることな

ど全くの想定外の規定といってよい。したがって，刑事訴訟法３２１条１項書面

については，犯罪発生から上記の最長の公訴時効期間である１５年を経過した後

に公訴提起された事件について検察官に立証制限を課すことにした。 

捜査終結後に公訴提起された事件に関する刑訴法３２１条１項書面の証拠か

らの排除は，上記のとおり検察官に対する制限であり，被告人・弁護人に対する

ものではない。前記のとおり，憲法３７条１項の迅速な裁判を受ける権利は，起

訴された被告人が被告人という不安定な立場から迅速に解放される権利と位置

付けられるが，これは無罪であるのに捜査機関から被疑者とされた無辜の国民を

その疑惑から迅速に解放するという趣旨も含むと考えられるのである。 

以上 



別表（捜査終結までの期間） 

 捜査は、犯罪発生から下記の期間を経過することによって終結する。 

 １ 死刑にあたる罪については１５年 

 ２ 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については１０年 

 ３ 長期１０年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については７年 

 ４ 長期１０年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については５年 

 ５ 長期５年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については

３年 

 ６ 拘留又は科料にあたる罪については１年 
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