
 
 

 
 

刑事手続における書面の交付義務等に関する意見書 

 

２０１６年（平成２８年）１１月１５日 

日本弁護士連合会 

 

はじめに 

 

本年５月２４日，刑事訴訟法等の一部を改正する法律案が可決，成立したことに

より，被疑者国選弁護制度が全ての勾留事件へと拡大し，勾留された全ての被疑者

について弁護人が選任されている状態が原則となることが確実となった。言うまで

もなく，被疑者段階の弁護人は，被疑者を不当な身体拘束から解放すべくあらゆる

活動を展開するとともに，不起訴の可能性を追求し，起訴は免れない事案にあって

も公判に向けた証拠収集活動に努める必要がある。 

このように被疑者弁護活動の質的な充実が求められる時代，ひいては被告人の公

判弁護活動についても一層の充実が求められる時代となっているにもかかわらず，

現在の刑事訴訟法（以下「刑訴法」という。）・刑事訴訟規則（以下「刑訴規則」

という。）は，被疑者及び弁護人と捜査機関・訴追機関との対等な当事者としての地

位を保障する規定が不十分なままである。このことは，人権の制約を受ける立場に

置かれた被疑者及びその弁護人にとって，正当な防御活動をするための手段が手続

上整備されていないことを意味する。 

この点，当連合会は，以前から身体拘束手続の当事者主義化等について議論を続

け，特に被疑者弁護に関わる「人質司法」の打破等の制度改革課題について，具体

的な意見表明と問題提起を行ってきた。それらの制度改革提言の多くは，これまで

個別に当連合会意見書等の形で提案され，又は今後提案されるものである。 

もっとも，刑訴法・刑訴規則の広範な規定の中には，前記当事者主義の保障等の

観点から，明らかに規定の不備又は欠缺であると思われるものの，個々の規定を逐

一取り上げた形での議論をしにくい分野もあり，これらは制度改革の議論から取り

残されがちであった。 

そこで，本意見書においては，これまでの当連合会意見書等で正面から取り上げ

られてこなかった分野の中から，主として被疑者段階において作成される各種の書

面の被疑者及び弁護人への交付義務等の問題を取り上げ，関連する事項と併せて当

事者対等の原則に基づく適切な規定を整備することを求めて，刑訴法・刑訴規則改

正の提言を行うものである。 

なお，当連合会においては，既に２０１４年５月８日付け「捜査段階で裁判所が



 
 

 
 

関与する手続の記録の整備に関する意見書」を公表し，憲法が保障する令状主義を

貫徹するため，被疑者・被告人又はその弁護人が裁判所の保存する令状請求書の謄

本等を閲覧謄写できるようにすることを求める刑訴規則の改正を具体的に提言して

いる。本意見書は，同意見書を踏まえた上で，全件被疑者弁護を原則とする新しい

時代の要請に応える観点から，さらに一歩を進める提言である。 
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第１ 逮捕状謄本の被疑者への必要的交付 

【意見の趣旨】 

 司法警察員・検察官は，逮捕状により被疑者を逮捕したとき，又は逮捕状によ

り逮捕された被疑者を受け取ったときは，直ちに被疑者に逮捕状謄本を交付する

旨の規定を設ける（刑訴法第２０３条，第２０４条の改正）。 

【意見の理由】 

１ 逮捕状の呈示では不十分 

現行法は，逮捕状を示すことしか求めていない（刑訴法第２０１条第１項）。

交付まで求めず示すことで足りることとした趣旨は，被疑者に逮捕が被疑事実

を明示する令状に基づくものであることを知らしめるには呈示で足りることと

も説明されたりするが，より実質的な趣旨は，抵抗する（逮捕を免れようとす

る）者を逮捕することができるようにすることにあると考えられる。 

しかし，逮捕状の呈示だけでは，被疑者が被疑事実を正確に知ることはでき

ず，防御権の保障の観点から問題がある。 

２ 被疑事実を正確に知ることの重要性 

逮捕された被疑者が防御権を適切に行使するためには，被疑事実を正確に知

り，かつ，弁護人に伝えることができることが必要である。当事者主義の実質

的保障のためには，検察官と被疑者及び弁護人が攻防の対象を同時に把握でき

るようにすることが当然の前提となるからである。 

被疑事実の日時や場所を正確に知ることによって，適切なアリバイの主張が

可能となるし，犯罪行為とされる行為態様を正確に知ることによって，それに

対する有効な説明や反論が可能となる。現行法が勾留後の被疑者について勾留

状謄本の取得を認めているのは，被疑事実を正確に把握することによって適切

で効果的な防御活動をするためであり，この理は逮捕段階でも同じはずである。

勾留請求阻止や勾留請求の却下を得るための活動に，被疑事実の正確な把握は

欠かせない。 

逮捕された被疑者について逮捕状の呈示を受けるだけとしている現行法は不

十分であり，被逮捕者についても，被疑事実を正確に知らしめるために，逮捕

状の謄本を交付することが必要である。逮捕状の謄本の交付を捜査機関に義務

付けても，事務量はさほどのものではないから，捜査に支障が生じることは考

えられない。交付の時期は，警察署に連行し，弁解録取書の作成を開始する時

点（ただし，緊急逮捕，緊急執行の場合で弁解録取時に逮捕状の発付がなされ

ていないときは発付後直ちに）でよいと考える。緊急逮捕等の場合を含めて逮

捕時に交付することが不可能又は困難な事案もあると思われる一方，防御権の



 
 

2 
 

保障のためには原則として弁解録取書の作成を開始する時点で交付が必要と考

えられるからである。 

なお，被疑事実の記載においては，被害者に再被害の生じることのないよう

被害者特定事項（氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることと

なる事項をいう。）の扱いについて配慮が求められる面はあるものの，この点

は勾留状も同様であって，前記のとおり現行法が被疑者に勾留状謄本の取得を

認めていることとの対比上，逮捕状謄本の交付を否定すべき理由とはならない。 

 

第２ 逮捕状請求書謄本の閲覧・謄写権 

【意見の趣旨】 

 弁護人に逮捕状請求書謄本の閲覧・謄写の権利を認める旨の規定を設ける。 

【意見の理由】 

１ 弁護人が被疑事実を正確に把握することが困難である 

現行法では，被疑者に逮捕状謄本が交付されず，被疑者及び弁護人は逮捕に

関する記録の閲覧・謄写もできず，逮捕状請求書の記載事項すら把握すること

ができない。そのため，勾留状が発せられる前の段階において，弁護人が被疑

事実を正確に把握すること及び逮捕状請求に至った直接的な原因（逮捕の理由

と必要性）を知ることは極めて困難である。 

しかし，弁護人が逮捕手続について適法になされたかを確認するとともに，

勾留質問の機会に，身体拘束の合理性を争い，適切な意見を述べるためには，

不服申立権（後記２及び３参照）行使の当然の前提として，逮捕事実及び逮捕

の理由等を正確に把握する必要がある。 

２ 憲法上の要請 

憲法第３４条は，「理由を直ちに告げられ，且つ，直ちに弁護人に依頼する

権利を与へられなければ，抑留又は拘禁されない」と定めており，理由を直ち

に告げられる権利は，これに対する不服申立権をも保障するものと解されるべ

きである。 

３ 国際人権法上の要請 

国際人権（自由権）規約第９条第４項は，「逮捕又は抑留によって自由を奪

われた者は，裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定するこ

と及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるように，

裁判所において手続をとる権利を有する」と定めており，身体拘束に対する不

服申立権を明示している。 

４ 捜査への支障はない 
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本提案は，逮捕状請求書謄本の閲覧・謄写を弁護人に認めるだけにとどまり，

捜査の初期段階である逮捕時において提供される資料の閲覧・謄写まで認める

ものではないから，捜査に支障が生じることは考えられない。 

ただし，裁判官は，被害者に再被害の生じることのないよう被害者特定事項

の扱いについて配慮すべきである。 

 

第３ 勾留状謄本の被疑者への必要的交付及び弁護人への勾留状写しの必要的交付 

【意見の趣旨】 

 被疑者を勾留したとき及び勾留期間を延長したときは，裁判官は被疑者に対し

て，勾留状謄本を交付するとともに，被疑者に弁護人が選任されているときは，

弁護人に対して勾留状の写しを交付するとの規定を設ける。 

 【意見の理由】 

１ 勾留状謄本の入手には請求が必要 

現行法上，勾留状謄本は被疑者及び弁護人に当然交付されていない。わずか

に，勾留がなされたことの通知（刑訴法第７９条，同法第２０７条第１項，刑

訴規則第７９条及び同規則第３０２条第１項。ただし，被疑者が指定する一人

に限る。），請求により勾留状謄本の交付（刑訴規則第７４条及び同規則第１

５４条）がなされるのみである。 

現在，被疑者国選弁護事件については，日本司法支援センターによる国選弁

護人選任打診の手続において，事実上，弁護人に対する勾留状の写しの交付が

なされている。一方，私選弁護事件においては，裁判所に勾留状謄本交付請求

を行うこととなっており，勾留状謄本を入手するために数日を要することもあ

るのが現状である。そのため，勾留状謄本の取得が間に合わない場合，弁護人

は，被疑者からの聴取に基づく不確実な被疑事実等を前提に不服申立てをせざ

るを得ないのが現状である。 

２ 勾留状謄本の重要性 

しかし，身体拘束は人権を著しく侵害する処分であるから，身体拘束を受け

る者に対しては，いかなる被疑事実によって，どの程度の期間勾留されるのか

が，速やかに知らされなければならない。憲法上，何人にも理由を告げられな

ければ抑留又は拘禁されない権利が保障され（憲法第３４条前段），要求があ

れば拘禁の理由を公開の法廷で示さなければならない（憲法第３４条後段）と

されているのは，それによって不当な拘禁を防止し，その者に防御の機会を与

えるためである。 

そして，本来，被疑者が捜査機関と対等な刑事手続の当事者（主体）である
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ことからすれば，自己に対する裁判や処分等の存在や内容については速やかに

知る機会が与えられるべきであり，それが被疑者・被告人及び弁護人に理解可

能な形で告知されることは，憲法第３１条の要請でもある。 

そうであるとすれば，被疑者を勾留する際には，被疑者に対して，被疑事実，

勾留期間等を速やかに知らせるだけでなく，その内容をいつでも確認できるよ

うに，書面として交付されるべきである。 

３ 不服申立てにも必要不可欠 

また，被疑者が勾留された際には，弁護人は，被疑者のために即時に準抗告

や勾留取消請求を行うなど，勾留や勾留期間延長に対して迅速な対応をする必

要がある。 

そうであるとすれば，被疑事実，勾留期間等は，被疑者だけでなく，弁護人

に対しても，速やかに書面で知らされる必要がある。すなわち，弁護人が勾留

の適法性を吟味し，勾留決定を争うための迅速な対応をするためには，勾留状

謄本は，勾留執行後直ちに，弁護人の請求を待たずして当然に被疑者及び弁護

人に交付されるべきである。 

したがって，被疑者を勾留したとき及び勾留期間を延長したときは，裁判官

は被疑者に対して勾留状謄本を交付するとともに，被疑者に弁護人が選任され

ているときは，弁護人に対して勾留状の写しを交付するとの規定を新設する必

要がある。なお，勾留状のほか，勾留に代わる観護措置が採られた場合（少年

法第４３条第１項及び同法第４４条第２項）の観護状についても，同様の規定

とすべきである。 

 

第４ 勾留請求書及び提供された資料に関する閲覧・謄写権の付与 

【意見の趣旨】 

 勾留請求書及び勾留請求に当たって提供された資料を弁護人が閲覧する権利を

認め，さらに勾留請求書及び勾留請求に当たって提供された資料のうち被疑者の

供述調書については，謄写する権利を認める規定を設ける。 

 【意見の理由】 

１ 資料を見なければ適切な防御ができない 

 現在，裁判官が被疑者の勾留決定をする際に参照している資料は，主に，勾

留請求に伴い検察官から提供された資料である。 

弁護人からも，勾留の要件を争う内容の意見書を提出することはできるが，

弁護人は，捜査段階において捜査資料を見ることはできず，捜査の情報を知ら

されることもない。弁護人は，検察官がどのような証拠に基づいて勾留請求を
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しているのかを推測した上で，被疑者からの限られた情報を基に意見書を作成

しなくてはならない。そのため，実際には，検察官の主張と弁護人の反論がか

み合っていないおそれもある。 

２ 適切な防御のためには資料の閲覧が不可欠 

 国際人権法上，被疑者は，裁判所に対し，身体拘束の合法性，すなわち勾留

の要件の有無を実質的に審査するよう求める権利を有している。憲法第３４条

後段で保障されている被疑者の権利を実現するために，刑訴法において勾留の

要件は厳格に定められている。 

 被疑者の身体拘束の合法性を争う権利を保障し，裁判官が勾留の要件の有無

を実質的に判断するためには，裁判官の判断資料として，検察官側だけでなく，

弁護人側から提出された資料も必要である。 

 そして，弁護人が検察官の主張とかみ合った効果的な反論をするためには，

最低限，検察官がいかなる資料を提供して勾留請求をしているのかを知る必要

がある。そのためには，弁護人に対して，勾留請求書及び勾留請求に当たって

提供された資料の内容を見る機会が与えられなくてはならない。 

 ただし，被疑者の供述調書以外の資料の中には，被害者特定事項の扱いにつ

いて配慮が求められる内容も含まれ得ることから，弁護人の倫理上の義務を当

然の前提としつつも，なお謄写までは求めないものとした。 

さらに，勾留請求書及び提供された資料のうち被疑者の供述調書については，

弁護人に，閲覧だけでなく謄写も認める必要がある。被疑者の供述調書は，ま

さしく被疑者の供述を録取した書面のはずであり，果たしてその内容が正しく

記載されているのか，その内容を知ることは被疑者にとって特に重要である。

一方で，被疑者にその内容を知らしめたところで弊害や捜査の秘密を害するお

それはないと言える。 

なお，勾留請求のほか，勾留に代わる観護措置請求（少年法第４３条第１項

及び第４４条第２項）の場合についても，同様の規定とすべきである。 

 

第５ 弁護人への接見等禁止決定の写しの必要的交付 

【意見の趣旨】 

 接見等禁止の決定がなされた際，被疑者に弁護人が選任されているときは，弁

護人に対して決定書の写しを交付するとの規定を設ける。 

【意見の理由】 

１ 現行法上の問題点 

現行法上，接見等禁止の決定書謄本は，被疑者には送達されるが，被疑者に
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弁護人が選任されている場合であっても，弁護人にはその写しすら交付されな

いのが通例である。このため，弁護人は接見等禁止の有無やその範囲を把握す

ることが遅れ，適切な対応に支障が生じかねない。 

２ 接見等禁止の取消し・解除の重要性 

接見等禁止の範囲は，共犯者等特定の者に限られることは少なく，通常，家

族や友人等，弁護人以外の者との外部交通が広く遮断されている。 

身体拘束というこれまで経験したことのない特異な状況の下で，犯罪の嫌疑

をかけられている被疑者にとって，さらに家族等との外部交通が遮断されるこ

とは精神的に大きなダメージを与えかねない。そのような精神的に大きなダメ

ージを受けないためにも，不当な接見等禁止決定に対しては速やかに準抗告を

なし，また，適切な範囲で接見等禁止の取消しや解除を求めることが弁護人の

重要な役割の一つということになる。 

３ 不服申立てにも必要不可欠 

このように，被疑者に対し不必要・不合理な接見等禁止の決定がなされてい

れば，弁護人は，接見等禁止決定の全部ないし一部の取消しや解除を求めてい

くことになる。 

そうであるとすれば，接見等禁止の決定がなされた事実は，被疑者だけでな

く，弁護人に対しても，速やかに知らされる必要がある。すなわち，弁護人が

接見等禁止決定を争うための迅速な対応をするために，接見等禁止の決定書の

写しが直ちに弁護人に交付されるべきである。 

したがって，接見等禁止の決定がなされた際，被疑者に弁護人が選任されて

いる場合には，弁護人にも決定書の写しを交付するとの規定を新設する必要が

ある。 

 

第６ 立会い弁護人に対する捜索・差押・検証令状の写しの必要的交付 

【意見の趣旨】 

 捜査機関は，立会いを行う弁護人に対して，捜索・差押・検証令状の写しを交

付するとの規定を設ける（刑訴規則に条文を新設）。 

【意見の理由】 

１ 令状の記載内容の正確な把握ができない 

現行法では，捜索，差押え，検証に弁護人が立ち会う場合に，弁護人に対し

て捜索・差押・検証令状の提示は義務的であるものの，写しを交付することに

ついては何ら規定されず，実務上も写しを交付する運用はなされていない。 

そのため，弁護人が立会いを行う場合でも，一旦示された令状の記載を全部
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正確に記憶又は記録してしまうのでない限り，令状の記載内容を正確に把握す

ることができないことになる。 

２ 捜索等の許可範囲を正確に把握する必要性 

しかし，立会人が置かれる趣旨は適正手続の確保にあるところ，特に弁護人

が立会う場合には，捜査機関が令状に記載された範囲を超えた差押えをしよう

とするなど，権限を逸脱ないし濫用した違法な捜索・差押手続を行わないよう

に監視するため，令状が示されるのみならず，写しが交付されて，その記載を

常時かつ厳密に確認できる状況で立ち会う必要がある。 

 ３ 不服申立てにも必要である 

また，弁護人は，捜査機関が令状で許可された範囲を逸脱するなど違法な捜

査を行った場合には，速やかに捜査機関に抗議し準抗告手続を採ったり，検察

官に処分決定の際に当該証拠を参照しないように，また，裁判手続において当

該証拠を請求しないように申し入れたりするなどの事後的対処を行う必要があ

る。しかし，弁護人が自ら立ち会った場合についてまで，手元に捜索・差押・

検証令状の写しがない状況では，権限逸脱等について十分な吟味ができず，適

正手続の確保及び被疑者の防御上支障が生じる。 

 ４ 捜査上の支障は生じない 

そして，これら令状の写しを弁護人に交付するのは捜索等の着手時のことで

あるから，当該時点において罪証隠滅のおそれや令状による強制捜査予定の事

前漏洩などは想定できず，捜査上支障が生じるとは思われない。 

 

第７ 起訴・不起訴に関する情報の通知と起訴状写し等の必要的交付 

【意見の趣旨】 

１ 被疑者の処分結果の必要的交付 

 検察官は，弁護人（弁護人が選任されていないときは被疑者）に対して，被

疑者の処分結果を必要的に通知する規定を設ける（明文規定の創設，刑訴法第

２５９条の改正）。 

２ 不起訴理由を記載した不起訴処分告知書の必要的交付 

 検察官は，公訴を提起しない処分をした場合において，弁護人（弁護人が選

任されていないときは被疑者）に対して，具体的な不起訴理由を記載した不起

訴処分告知書を交付する規定を設ける（明文規定の創設，刑訴法第２５９条の

改正）。 

３ 弁護人に対する起訴状写しの必要的交付 

 公訴を提起された被疑者に弁護人が選任されているときは，裁判所は弁護人
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に対して起訴状の写しを交付する規定を設ける（明文規定の創設）。 

【意見の理由】 

１ 問題となる現行法の規定 

(1) 被疑者の処分結果の必要的通知（趣旨１）について 

現行法では，公訴提起後に起訴状謄本が被告人に対して送達されることを除

くと，被疑者に弁護人が選任されている場合でも，弁護人に対して起訴，不起

訴，略式命令請求，少年被疑者の家庭裁判所送致等の処分結果は通知されない。

特に不起訴処分に際して，検察官は，請求がない限り被疑者に処分を告知する

義務がないとされている（刑訴法第２５９条）。 

(2) 不起訴理由を記載した不起訴処分告知書の必要的交付（趣旨２）について 

前項のとおり，現行法では，不起訴の場合，検察官は，請求がない限り被疑

者に処分を告知する義務がないとされている（刑訴法第２５９条）。そのため，

不起訴処分告知書は被疑者にも弁護人にも当然には交付されない。 

しかも，不起訴処分告知書には不起訴の理由が記載されないことになってい

るため，被疑者は不起訴処分の理由を知ることができない。 

(3) 弁護人に対する起訴状写しの必要的交付（趣旨３）について 

現行法では，検察官は公訴を提起するに当たって起訴状を裁判所に提出する

とともに（刑訴法第２５６条），被告人の数に応じた謄本を提出することとさ

れ（刑訴規則第１６５条及び同規則第２９２条），裁判所は起訴状謄本を直ち

に被告人に送達することとされるのみであり（刑訴法第２７１条及び刑訴規則

第１７６条），弁護人に対する起訴状謄本の送達や写しの交付は法令上義務付

けられていない。 

２ 検察官による処分結果を把握することの意義及び改正の必要性 

本来，被疑者・被告人は，捜査機関・訴追機関と対等な刑事手続の当事者（主

体）たる防御の主体であり，弁護人はその防御を担う者である。そして，検察

官による起訴・不起訴等の処分は，被疑者にとって極めて重要な判断であるか

ら，被疑者及びその弁護人は，検察官による処分の存在及び内容につき，直ち

にかつ正確に把握する必要がある。 

(1) 被疑者の処分結果の必要的通知（趣旨１）について 

一方当事者である検察官による処分の存在及び内容は，捜査の対象とされた

他方当事者である被疑者・被告人及び弁護人に対して，法律上当然に知らされ

るべきである。 

したがって，検察官の起訴・不起訴等の処分については，弁護人（弁護人が

選任されていないときは被疑者）に対する通知を義務付けるべきであり，当該
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明文規定を創設するとともに，不起訴処分にかかる刑訴法第２５９条を改正す

るべきである。 

(2) 不起訴理由を記載した不起訴処分告知書の必要的交付（趣旨２）について 

不起訴処分について，現行法の規定によると，被疑者は，身体拘束されてい

た場合に釈放という形で処分結果を事実上知ることができるに過ぎず，被疑者

にも弁護人にも不起訴の通知はされないため，不起訴処分後も被疑者の不安が

持続することになる。被疑者が在宅で取調べを受けていた場合は，被疑者も弁

護人も，不起訴処分の存在すら当然には知ることができない。また，不起訴理

由については，現行法の規定は，刑訴法第２６１条が告訴人等から請求があっ

た場合には不起訴理由の告知を義務付けていることと比較して，不均衡である。 

したがって，一方当事者である検察官のする不起訴処分については，他方当

事者である被疑者及び弁護人に対して不起訴理由を記載した不起訴処分告知

書の交付を義務付けるべきであり，刑訴法第２５９条を改正すべきである。 

また，刑訴法第２６１条における不起訴理由の告知においては，「嫌疑不十

分」「起訴猶予」等の結果が告げられるだけで，その具体的な理由は何ら告げ

られないのが現在の実務運用である。これでは，捜査を受けた被疑者及びその

弁護人において，処分の経緯及び結果を十分に理解して受け止めることができ

ず，会社や学校等に対して適切な説明をなし得ない等の社会生活上の不利益も

生ずる。 

したがって，不起訴理由の告知に当たっては，例えば「被害結果が重大でな

く，被害者との示談が成立していること等の事情を総合考慮して起訴猶予処分

とした」程度の具体的な理由が記載されるべきであり，また，「罪を犯さなか

つたと認めるに足りる十分な事由がある」（被疑者補償規程第２条）場合は，

その旨を明記するべきである。 

(3) 弁護人に対する起訴状写しの必要的交付（趣旨３）について 

現行法の規定によると，公訴提起された被疑者の弁護人は，後に被疑者（被

告人）を通じて起訴状の内容を知るとともに被疑者（被告人）の所持する起訴

状謄本の交付（宅下げ等）を受けるか，場合により便宜的に裁判所から起訴状

の写しの交付を受けるのでない限り，起訴状の内容を正確に把握することがで

きない。このように，包括代理人たる弁護人が被疑者（被告人）に対する起訴

の内容について直ちにかつ正確に知る機会を制度上保障されていないことは，

立法の欠缺である。 

したがって，公訴提起に対する即時の適切な対応が可能となるよう，起訴に

当たっては，起訴後直ちに裁判所から弁護人に対して起訴状の写しを交付する
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よう義務付けるべきであり，当該明文規定を創設するべきである。 

 

第８ 相手方（検察官・弁護人）への書面の交付等 

【意見の趣旨】 

１ 刑訴規則に，「次の手続において，弁護人，検察官が裁判所又は裁判官に申立

て・反論・意見等の主張書面の提出やそれらの主張を疎明する添付資料の提供

をする場合には，その謄本，写し等を添付し，裁判所又は裁判官はそれを相手

方（検察官，弁護人）に交付しなければならない。 

① 勾留に関する抗告・準抗告手続 

② 勾留の執行停止手続 

③ 勾留取消請求手続 

④ 保釈請求手続 

⑤ 保釈に関する抗告・準抗告手続」 

との規定を設ける。 

２ 刑訴規則に，「裁判所又は裁判官は，前項の手続に関して裁判をする場合には，

検察官及び被疑者に弁護人が選任されているときは弁護人の意見を聴かなけれ

ばならない。ただし，急速を要し，被疑者の防御に実質的不利益を生ずるおそ

れがない場合は，この限りでない。」との規定を設ける。 

【意見の理由】 

１ 現行法の偏頗な扱い 

準抗告について，被疑者･被告人側申立ての準抗告については，法律等で検察

官の意見を聴くとされている場合（刑訴法第９２条及び刑訴規則第８８条，保

釈請求，勾留取消請求，勾留執行停止の場合）のほか，規定されていないもの

についても裁判所は当然のこととして検察官に申立書や添付する疎明書類等を

示してその意見を聞くことが多いのに対し，検察官申立ての準抗告については，

申立書すら弁護人に交付されないし，起訴前には刑訴法第４０条のような明文

がないため，閲覧・謄写の運用については区々になっており，さらには刑訴規

則第２３０条が存在するにもかかわらず，検察官から準抗告が申し立てられて

いるということ自体さえ弁護人にはほぼ知らされないのが実情である。 

検察官は，弁護人の提出する書面及び資料を自由に閲覧しているのに対し，

検察官の提出する書面及び資料については，起訴前に関する限り，裁判官の裁

量により閲覧を認めたり認めなかったりという不合理な扱いになっている。 

２ 謄本・写しの交付制度の必要性 

例えば，準抗告に対する被疑者の反論権を実質的に保障するためには，準抗
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告が申し立てられた事実が速やかに弁護人に告げられる必要がある。検察官の

準抗告に対抗するためには，速やかに反論の意見書を提出し，あるいは裁判官

と面接するなどの活動が不可欠であるが，前提として準抗告が申し立てられた

事実すら告げられないのであれば，このような活動を行う機会すら失うことに

なり，被疑者の反論権を実質的に保障したものとは言えない。 

したがって，準抗告申立書の謄本を弁護人に交付する制度を作る必要がある。 

また，前記のような活動を行うためには，準抗告の理由を適確に捉え，説得

的な反論活動を行う必要がある。ところが，現行制度では申立書に添付された

資料を閲覧することすらできないため，ともすれば抽象的で説得力の欠ける反

論になりがちであるのが現状である。 

したがって，被疑者の反論権の実質的保障という観点からは，検察官の提出

にかかる準抗告申立書の添付資料についても，その写しを弁護人に交付する制

度を作る必要性が高い。 

３ 意見聴取による反論権の保障 

憲法第３４条は，「理由を直ちに告げられ，且つ，直ちに弁護人に依頼する

権利を与えられなければ，抑留又は拘禁されない」と定めている。勾留請求却

下の裁判に対して検察官が申し立てる準抗告は，一旦下された勾留請求却下の

決定を覆し，再度被疑者を拘束するよう求める行為であるから，当然，その準

抗告の理由も直ちに告げられ，それに対して反論をする権利も保障していると

解されるべきである。 

また，国際人権（自由権）規約第９条第４項は，「逮捕又は抑留によって自

由を奪われた者は，裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定

すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができる

ように，裁判所において手続を取る権利を有する」と定めている。準抗告によ

り，裁判所が再び勾留の合法性を判断することになるのであるから，それに対

して反論する権利も保障していると解されるべきである。 

したがって，現行法及び現在の運用において，裁判所が検察官に対して意見

を聴くこととされているのと同様に，裁判所は弁護人に対しても意見を聴かな

ければならないとすることで，対等な反論の機会を確保すべきである。 

もっとも，現行法が勾留取消と勾留執行停止の場合について「ただし，急速

を要する場合は，この限りでない。」（刑訴法第９２条第２項，刑訴規則第８

８条）と規定し，検察官からの意見聴取を省略して被告人の身体拘束を解くこ

とができる場面を想定している趣旨に鑑み，「ただし，急速を要し，被疑者の

防御に実質的不利益を生ずるおそれがない場合は，この限りでない。」との例
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外規定を設けるべきである。 

４ 対等な扱いを 

現状のごとき当事者不対等な状態は即刻改善すべきである。 

よって，準抗告等の手続において当事者が提出する書面・資料の謄本・写し

の相手方への交付を義務化し，裁判所が弁護人から意見を聴取する機会を検察

官と同様に保障することによって，勾留に関する準抗告や保釈請求手続等にお

ける事実取調べの実効化と反論権を保障することを提言する。 

 

第９ 判決書謄本の無償交付 

【意見の趣旨】 

 裁判所は，判決書謄本を被告人及び弁護人（判決言渡し時に弁護人であった者

を含む。）に無償で交付する規定を設ける（刑訴法第４６条の改正）。 

【意見の理由】 

１ 問題となる現行法の規定 

現行法では，被告人の運命を決定的に左右する刑事訴訟の判決書について，

請求がなければ当然には交付されない。しかも，請求による交付は有償とされ

ている（刑訴法第４６条）。 

２ 判決書の意義及び改正の必要性 

判決書は，被告人及び弁護人が裁判所の判断を知るための最も確実な手段で

あり，上訴するかどうかの判断のためにも高度の必要性を有するものである。 

現行法の規定は，民事訴訟の判決書について裁判所が無償で当事者に送達し

なければならないとしていること（民事訴訟法第２５５条）と比較しても，不

均衡かつ不合理である。 

また，判決書の持つ被告人に対する影響の大きさと重要度に鑑みれば，被告

人のみならず，被告人の包括代理人であって固有の権限をも有する弁護人に対

しても判決書の無償交付が義務付けられるべきである。 

さらに，判決書が言渡し直後（上訴期間内）に作成・交付されないことの多

い実務の現状に鑑みれば，上訴や確定によって弁護人の地位が失われた後であ

っても，判決言渡し時に弁護人であった者については，裁判所の判断内容を知

るために判決書謄本（調書判決の謄本を含む。）の交付を受ける合理的期待と

必要性がある。 

以上 




