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第１章
第１

調査の目的
はじめに
ドイツの司法取引－判決合意手続・王冠証人制度とその運用から学ぶ

なぜ、司法取引なの？
──これが多くの人の実感であろう。
２０１６年 5 月２４日、
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立した。周知
のとおり、今回の改正法は、法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」で 3 年間
の議論を経て法案化され、閣法として第１８９回国会に提出、参議院継続審査となり、
第１９０回国会で成立したものである。幾つもの重大な論点を含んでいるが、刑事弁
護に直接大きな影響を与える２大論点といえば、取調べの可視化と司法取引（捜査・
公判協力型協議・合意制度）であろう1。長年議論がされてきた取調べの可視化はと
もかく、多くの人にとって、司法取引は忽然と現れた議論に思えたはずである。正直
なところ、特別部会での議論をリアルタイムにフォローしてきたつもりの私にとって
も、司法取引の導入には違和感がある。我が国において、司法取引導入を基礎付ける
ような立法事実が存するのかという点に根本的な疑問が拭えなかったからである。し
かも、我が国で導入されようとしているのは、諸外国でも一般的に見られる自己負罪
型ではなく、第三者を巻き込む形の捜査機関協力型である。導入の必要性もさること
ながら、巻き込みによるえん罪のリスクも大いにある。えん罪リスクは、弁護人とし
ての倫理問題などにも派生する。新制度は、深刻なえん罪リスクの回避を制度的に担
保できているのか、運用上の留意点は何か、十分に議論されたと言えるのだろうか。
様々な疑問がなお残されたままの制度導入ではなかったのだろうか。
私が、そのような疑問を払拭できないでいたとき、日弁連刑事弁護センター実務研
究小委員会に出席しておられた加藤克佳教授（名城大学法学部・大学院法学研究科）
から、ドイツの司法取引制度を研究してみるべきではないか、との指摘をいただいた。
ドイツでは、事実上の運用から自己負罪型の司法取引が制度化されたほか（判決合意
手続制度）
、最近になって捜査協力型の司法取引（王冠証人制度2）についても法改正
がなされたというのである。
ドイツでの法制度の仕組みや、その制度制定の経過は、我が国における司法取引の
1

なお、捜査・公判協力型協議・合意制度と併せて導入される刑事免責制度は、一方当事者で
ある検察官による刑事免責の宣言と証言拒絶権の剝奪であって、両当事者の協議・合意に基づ
く司法取引とは異なると言えるが、事前の非公式協議などが先行すれば、その実態は司法取引
に近づくことになろう。
2
欧米では、訴追機関に協力する証人のことを王冠証人（独語：Kronzeuge、英語：Crown
witness）と呼ぶ。
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今後を考える上で参考になるに違いない。他方で法制度は、単にその枠組みを知るだ
けでは不十分である。その実際を知るためには、現場における運用の在り方やその運
用に即した当事者の意見、議論状況を知らなければならないからである。インターネ
ット社会となり、情報が瞬時の内にグローバルに駆け巡る時代とはなったが、現場に
赴き、その制度に関わる人々から、直接ヒアリングをすることの重要性は、何ら変わ
らない。
幸い、加藤教授によれば、アウクスブルク大学法学部へニング・ローゼナウ教授（裁
判官の経験をお持ちである）の協力により、ドイツの弁護士だけでなく、裁判官、検
察官、警察官など、司法取引の関係者のインタビューができるであろうとのことであ
った。通訳は加藤教授にお願いできることとなった。日弁連刑事弁護センター及び関
連委員会で視察を企画し呼びかけたところ、全国から１０名の弁護士が参加すること
となった。
本報告書は、以上のような経緯から 2015 年 6 月 29 日から 7 月 3 日にかけて、
ミュンヘン、アウクスブルクで実施されたドイツ視察の記録である。短い期間の視察
であり、もとより司法取引の一部を垣間見たにとどまるが、立場の異なる関係者から
のヒアリングを通じて、これまであまり伝えられてこなかったドイツにおける司法取
引の実際を知ることができたと自負している。我が国で導入されることとなる司法取
引の解釈や運用を考える上でも、重要な示唆を含んでいるものと思う。
この報告書が今後の議論の参考として活かされることを期待したい。
（201６年６月 秋田 真志）
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第２

訪問先への質問事項
視察にあたって、訪問先に対し、以下の質問事項を事前送付した。

第１ 判決合意手続( Verständigung)
１ 判決合意手続の法理論的な問題について
○判決合意手続の法理論に関し、どのような議論がなされているのか。
○法理論に関する各関係者の意見はどうか。
２ 判決合意手続の統計について
○合意に向けての協議が行われる割合。
○協議の結果、合意に至る割合。
○合意に至るまでの平均の期間。
○判決合意手続によらない場合の裁判期間（同手続による場合との比較）
。
○合意からの離脱（合意違反、合意不成立）の割合。
○協議・合意がされたにもかかわらず上訴される割合。
○犯罪ごとの傾向（重罪の場合、軽罪の場合、否認事件の場合など）
。
３ 判決合意手続の進め方
○協議はどのように始まるのか。
○起訴前・起訴後のいずれの時期なのか。時期を問わないとすると、どちらが多いか。
○起訴時点で否認事件だった場合でも、その後に協議を経て判決合意に至ることはあ
るのか。ある場合は、その割合。
○否認事件であるにもかかわらず、協議が進められるのはどのような場合か。
○協議の際に、証拠はどのように扱われるのか（どの程度の証拠が開示されるのか。
）。
○協議の際に、裁判所からの量刑案は何を根拠に示されるのか（協議の際に量刑を見
込むために必要な証拠はどのようなものか。）。
○協議が決裂する理由は、どのようなものが多いのか。
○合意から離脱する場合、その理由はどのようなものが多いのか。
○合意が成立後に上訴される場合、どのような理由が多いのか。
○法定手続どおりではない協議、合意手続（非公式に合意）がなされるとも聞くが、
具体的にはどのような逸脱がなされるのか。
○弁護人が私選弁護か国選弁護かで協議の進め方や成否等に何か違いがあるのか。
○弁護人と依頼者との間に合意手続をめぐって問題が生じることはないか。あるとす
れば、どのような問題か。
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４ 判決合意手続のメリット及びデメリット（法曹三者それぞれの立場から）
５ 司法取引的運用導入の背景事情
○訴訟の効率化のためという理解でよいか。
○判決合意手続の導入により効率化は実現したのか。
第２ 王冠証人規定(Kronzeugenregelung)
１ 王冠証人の法理論的な問題について
○判決合意手続の法理論に関し、どのような議論がなされているのか。
○法理論に関する各関係者の意見はどうか。
２ 王冠証人手続の統計
○王冠証人による量刑が行われる割合・件数。
○王冠証人が多く使われる事件の類型。
３ 王冠証人手続の進め方
○どのような形で協議は始まるのか。
○王冠証人を巡る協議は、どのように進められるのか。弁護人はどう関与するのか。
○訴追事件と標的事件の関連性はどのような場合に認められ、どのような場合に否定
されるのか。
○弁護人の関与が王冠証人の供述信用性を担保するという理解はあるか。
○協議の際、証拠はどのように扱われるのか（どの程度の証拠が開示されるのか。）。
○協議の際に、裁判所による刑の減軽・免除の判断は何を根拠に示されるのか（どの
程度の証拠調べがなされるのか。）
。
○裁判所が刑の減軽・免除を認める場合は、どのような例か。
○裁判所が刑の減軽を認めない場合は、どのような例か。
○王冠証人の供述の信用性は、どのように判断されるのか。
○検察官は裏付け捜査をどの程度行うのか。
○王冠証人の供述が信用されずに、標的事件が無罪になった例はあるか。
○王冠証人が標的事件で供述を覆したり、後退させたりする例はあるか。
○王冠証人の量刑は、どの時点で決まるのか（標的事件の判決より前に決まるのか。
）。
○標的事件が無罪になった場合、王冠証人自身の事件の量刑には影響するのか。
４ 王冠証人手続のメリット及びデメリット（法曹三者それぞれの立場から）
以 上
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第３

調査団及び調査日程
●調査団
団 長 秋田 真志（大阪弁護士会）
団 員 堀越

孝（第一東京弁護士会）

髙見健次郎（金沢弁護士会）
鈴木 一郎（大阪弁護士会）
金杉 美和（京都弁護士会）
南川

学（千葉県弁護士会）

髙山

巌（大阪弁護士会）

栗林亜紀子（大阪弁護士会）
野田 隼人（滋賀弁護士会）
石川宏一朗（金沢弁護士会）
研究者 加藤 克佳（名城大学・愛知県弁護士会）
本

●調査日程

典央（近畿大学）

２０１５年（平成２７年）６月２９日～７月３日

６月２９日 ライトナー＆パートナー法律事務所（在ミュンヘン）訪問
ミュンヘン区裁判所にて刑事裁判傍聴
６月３０日 アウクスブルク地方裁判所訪問
アウクスブルク検事局訪問
アウクスブルク大学にてワークショップ参加
７月１日

ミュンヘン弁護士会訪問
アウクスブルク大学のローゼナウ教授と会食

７月２日

ミュンヘン地方裁判所訪問
アウクスブルク刑務所訪問

７月３日

アウクスブルク警察署訪問
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第２章

判決合意手続制度と王冠証人制度について

第１ ドイツ現行法の状況
ドイツ刑事司法の司法取引制度として、「判決合意手続」と「王冠証人規定」の二
つがある。
「判決合意手続」は刑訴法 257c 条に規定されている。これは手続規定であって、
協議と合意により、基本的に、自白と引き換えに科刑範囲が告知されることによって
量刑について合意される内容となっている。つまり、司法取引のうち自己負罪型の類
型に該当するものである。
「王冠証人規定」は刑法 46b 条に規定されている。こちらは実体法の量刑規定で
あって、被告人が自身の関与した他人の犯罪の解明に協力した場合に裁判所の裁量で
刑が任意的に減軽または免除される内容となっている。つまり、司法取引のうち捜査
協力型の類型に該当するものである。
これらの制度について以下概観していく。
なお、ドイツ刑事司法において、刑事免責制度に類する制度は存在しない。
第２ 判決合意手続
１ 沿革
ドイツ刑事手続の特徴として、起訴法定主義が挙げられることが多いが、1975
年以降に刑訴法 153ａ条以下による起訴手続の中止が規定されることによって、実
務上において起訴便宜的運用が一般化することになった。
それを背景事情にするように、従来から、裁判所と手続関係人（検察官及び弁護人）
が手続の進行及び結論について協議し、そこで形成された合意に基づいて判決すると
いった実務が行われてきた。
1982 年、Detlef Deal（著名な刑事弁護人のペンネーム）の問題提起（「おそら
く誰もが知っており、誰もがやっていることであるが、しかし、このことについて誰
も語らない。
」）がなされた。司法取引的な実務は、合意の具体的内容によっては、実
体的真実主義や責任主義、公開主義や公判中心主義といったドイツ刑事司法の基本的
諸原則に抵触することになる。そのため、ドイツの学説上では、こうした実務を否定
する見解や立法を要するという見解が有力に主張されていた。
連邦通常裁判所は 2005 年、従来の実務を基本的に支持しつつ立法を要請した。
それを受けて、2009 年に判決合意手続が法制化された。
法制化後も、実務では必ずしも関連規定が遵守されなかったことから、連邦憲法裁
判所は、2013 年 3 月に新法の合憲性を審理し、これを合憲としつつ、あらためて
実務に対して合憲性を担保するための諸規定の遵守を強く要請した。
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２ 制度趣旨
判決合意手続の目的は刑事司法の負担軽減にある。
すなわち、自白のみで有罪認定が可能（被告人の自白に対して補強証拠が要求され
ていない）となることによって立証が簡易化されたり、上訴されにくくなることで上
訴回避による省力化がされたり、判決書の判決理由が簡略化されたりすることが図ら
れた。そのため、裁判所及び検察官にとって、この手続を利用することの誘因が大き
い。
他方、被告人側にとっても、事実上量刑が軽くなることや予測可能性が担保される
こと、手続が短縮されることなどメリットが大きい。
３

制度内容
判決合意手続の対象犯罪は、原則として限定がなく、「適当な事案」で用いられる

こととなっている。
手続主体は、裁判所（参審員を含む）、被告人、検察官である。裁判所は、検察官
及び被告人と、手続の進行及び結論について協議し、一定の合意を形成することがで
きる。合意の対象と出来るのは、法律効果のみであり、罪責に関してすることは認め
られない。
捜査段階から当事者間でこの協議が可能であるが、合意は公判内で行われて、裁判
官が受け入れなければ法的拘束力が生じない。
判決合意手続の必要条件は、被告人側が自白を提供することである。
効果として、協議によって提示された範囲内（特定刑の提示は不可）での科刑がな
される。その際には、事件の事情と一般的量刑規定を考慮しなければならない。
手続的保障として、公判での報告及び記録化が義務化されており、一定の透明化が
確保されているほか、合意に関する事後審査の機会を確保するために上訴権放棄の合
意は禁止されている。判決では、合意に関する所定の事項を記載しなければならない
とされている。
第３ 王冠証人制度
１ 沿革
王冠証人制度は、1982 年に麻薬法 31 条が成立したことで初めてドイツ刑事司法
に導入された。
その後、1989 年に時限立法としての王冠証人法が成立した。成立当初は対象をテ
ロ犯罪行為に限定していたが、マネーロンダリング罪や組織犯罪にも適用が拡大され
た。しかし、
期待された効果があがらずに、1999 年をもって適用期限切れとなった。
王冠証人法の適用期限が切れた後の 2000 年ころから、ドイツ国会において王冠
証人規定の検討が行われた。何度か法案が提出されたが廃案となることを繰り返して、
2009 年に刑法 46b 条として王冠証人規定が再導入された。
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さらに、2013 年改正で、王冠証人規定に関連性要件が追加された。
２ 制度趣旨
テロや組織犯罪、重大な経済事犯など外部から判明しがたい犯罪の全容解明及び実
行阻止を目的として、情報提供によって刑事裁判における証明の困難さを解消するも
のである。
あわせて“裏切り”を推奨することで組織の切り崩しを狙っているとされている。
３

制度内容
王冠証人規定の対象犯罪は、訴追事件として一定程度の重大事件、解明事件も刑訴

法 100a 条 2 項（通信傍受の対象）に該当する犯罪と限定しているが、軽微な犯罪
を除く多くの犯罪が対象となっている。前述したように、訴追事件と解明事件との間
に関連性が必要とされた（2013 年改正）
。
王冠証人規定は、訴追側が公判開始決定までに適用するかどうかを決める。これは
時間制限を設けることにより、裁判所がその王冠証人の申告内容の信用性を判決まで
時間をかけて検討することができるようにするためである。
手続としては、公判で検察官が報告し、裁判所が王冠証人規定の適用の可否を判断
することになる。
要件は、「解明への本質的な寄与」である。効果は、裁判所の裁量によって任意的
に刑が減軽または免除されるということである。
王冠証人規定は実体法で規定されているもので、手続としては特に整備されていな
い。また、王冠証人規定の濫用の危険性が指摘されるところであるが、犯罪行為の偽
装罪や虚偽告訴罪の法定刑の加重類型が設定されただけで、その他の手続的保障は特
に規定されていない。
（南川 学）
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第３章
第１

調査報告
ライトナー& パートナー法律事務所
訪 問 概 要

訪 問 日：２０１５年（平成２７年）６月２９日
訪問先対応：ライトナー& パートナー法律事務所 ライトナ－弁護士
聴取概要
１

判決合意制度は、もともと実務で非公式に行われていたものが、量刑格差など
が問題となり法律化されたものである。法律化されたことによって、記録化と公
開（法廷での開示）が義務付けられ、手続の透明性が一般国民にも被告人にも確
保されることになった。判決合意制度は、手続を迅速化するという効果を有する
が、他方、被告人が無実であるか否かに払われる注意は減少し、えん罪の危険は
高まっているのではないかと思われる。理念的にも、刑事訴訟法の真実主義と取
引（判決合意制度）とは衝突するとの疑問が呈されている。

２

王冠証人規定は、政治的に設けられたものである。裁判官には反対者が多く、
捜査機関には賛成者が多い。王冠証人規定は、私見では判決合意制度と異なり、
合意的要素はない。王冠証人規定を利用するかどうかの判断は、公判開始決定さ
れるまでの間に限定されている。
被疑者と捜査機関との合意は、裁判所を拘束しない。合意において参考とでき
るような量刑の基準もない。第三者についての証拠を閲覧できるのは起訴されて
記録が裁判所に送付されて以降となる。被疑者の第三者についての供述が、虚偽
かどうかの判断は裁判所の信用性判断に委ねられる。王冠証人が虚偽の供述をし
ている例は多いと思われる。王冠証人規定は、うそを言う動機を強め、裏切り者
を生み出す制度であり、被疑者にとっては拷問に近い制度である。犯罪に小さな
関わりしかない被疑者が王冠証人になれず、大きな関わりをしていた被疑者が王
冠証人になることができるという王冠証人規定は、制度的に不合理である。

１ ライトナー& パートナー法律事務所
ライトナー& パートナー法律事務所は、ミュンヘンのヘルツォ
グエスピタルシュトラーゼ５番地にある法律事務所である。同
事務所は、１９９３年に一般刑法事犯を担当することを目的に
設立された。同事務所設立後１０～１５年の間、ライトナー弁
護士は、殺人、薬物犯罪などおよそ一般刑法事犯のすべてを担
当してきたが、２００５年に経済刑法が特化されたのを機に特
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化された経済事犯の刑事事件をもっぱら担当するようになった。顧問先には、フット
ボールで有名なバイエルン・ミュンヘンがある。ライトナー弁護士は、多くの実務を
扱いながら弁護士会の刑事部門の代表もしており、法律化という政策的な活動も行っ
ている。弁護士会の刑事部門の議論が法律化に影響を与えることもあり、同弁護士は、
バイエルンの法律の規定、例えば簡易鑑定等の規定の作成にも関与した。
２ ライトナー弁護士からの聞き取り
(1) 経済事犯について
経済事犯は事件の解決まで長くかかることが多く、特別な領域です。
検察官も当初ノウハウがなく、立件に持ち込むことができませんでした。
しかし、ジーメンス事件をきっかけに、検察官の数が増員されるようになりました。
経済事件は、特化する傾向がどんどん進んでいます。
一般刑法事犯と経済事犯との違いですが、経済事犯のほとんどの事件では、被疑者
が身体拘束をされるということはありません。あったとしても、身体拘束は暫定的な
ものです。かつては、３０～４０・５０件の
身体拘束事件を扱っており、週に１回は依頼
者が次々と拘束され、そのための接見に多く
の時間がかかりました。
しかし、今ではまったく違います。裁判所
での仕事も少なくなりました。勝負は捜査段
階の弁護にかかっています。
現在は、ドイツ銀行の事件などで、週に１
回裁判所で公判があり、そちらに関わっています。１０年前では考えられないことで
す。こういう事件は１０年前には訴追側が訴追できませんでした。時代は変わりまし
た。
経済事犯は、刑事の問題だけでなく、民事、税法の問題がかかわっており、一般刑
法事犯と大きく違います。
殺人事件になると、弁護人が一人という形になりますが、汚職や背任になると共同
弁護（複数弁護）で対応します。裁判では、刑法事件だけでなくて、同時に民事事件
も併行することがあり、刑事と民事では異なる規定のため、結果が異なることがあり
ます。例えば、財務に関する事件だと、財政裁判所に係属し、民事訴訟も開始されま
す。そして、結果として、民事が先行し、刑事事件の裁判に反映することもあります。
したがって、各事件での対応、担当者同士の共同作業も必要になります。
その際に、合意が大きな役割を果たします。王冠証人の規定も大きな意味を持って
きます。王冠証人の規定は、大きな事件でこそ威力を発揮すると考えています。経済
事犯での合意というのは事件解決にとって非常に大きな意味を持っています。
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合意と王冠証人規定は、ドイツの刑事手続を根幹から変えるものであり、政策的に
激しい議論がありました。裁判所との議論も政策的な議論を避けては通れません。し
たがって、この制度の当否については非常に大きな議論があります。合意・王冠証人
規定は、地域によって賛否の分かれる、争いのあるテーマです。

(2) 判決合意制度について
１９８８年、私は、弁護人活動を開始しました。
私は、刑事手続をコントロールしたいという気持ちから、対話・協議をしていまし
た。例えば、この事件の検察官は誰かを知らなければならないと考えました。裁判所
へ行く前には、裁判官に電話をしました。そのようなことは法律には何の規定もあり
ません。条文集には載っていないが、重要な意味を持っていました。文献に載ってい
ることだけを勉強して弁護活動をやっていたら、負けるのは必至です。
このように、いわゆる非公式な手続として合意制度は進展してきました。それはカ
ードゲームのようなものです。誰が一番良いカードを持っているか。仮に弁護側に良
いカードがあれば、裁判所に行き、こちらの方に良いカードがあるぞ、と伝えるので
す。量刑の点を合意すれば手続は迅速化します。もし検察官が合意形成できないと言
うならば、３年もありうるとして、裁判所が検察官に早く合意しろと迅速化のために
言うこともあり得ました。私にとって、良い修行時代でした。
ところが時代が変わってくると、裁判所が検察官を取り込む形で裁判所が迅速化を
図ろうとする、ちょうど振り子のように揺り戻しがありました。すなわち、検察官が、
言うとおりにしなかったら（量刑が）重くなる、と被疑者に言うのです。
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そのためドイツでは、量刑の格差が広がりすぎるという問題が生じました。あくま
で防御に専念すれば重罰化に向かい、迅速化に協力すると軽くなるという問題です。
法律がない時代から問題にされていました。まるで商取引のようなものです。誰が一
番より良いカードを持っているか。良いカードを持っていれば満足な結果に終わりま
すが、反対当事者にとっては不満足な結果となります。例えば検察官が弁護側に軽い
刑罰しか与えられなかったということもありますし、他方でこの刑罰は非常に高すぎ
るのではないか、というケースもあります。１９６０、７０、８０年代、この量刑格
差が問題とされました。
しかし、立法はなされず、部屋の隣、壁の向こう側で秘密に取引がなされるように
なってしまったのです。これは本来、違法なものです。したがって法廷だけを見たと
きにはとてもそう思えないが、ほとんど取引が行われている、ということもありまし
た。表からすれば見えないものでした。
これに対し、立法して歯止めをかけないと以前より悪くなっている、との批判がな
されました。反対派は「やろうと思えばできる。
」ではなく、
「やってはいけないこと
なのだ。
」と主張しました。司法取引を拒否する弁護人は、
「できません。違法ですか
ら。」と言っていました。
その後、２００５年の連邦通常裁判所大刑事部判決により、もはや立法を避けられ
ない、ということになりました。日本とはかなり状況が違うと思います。立法者は何
とかこれを立法化したいと考えました。数十年非公式な取引がなされていたのです。
この判決は、非公式な取引を立法化により正式なものとするという手続を求めるもの
でした。
反対派は、本来、秤に乗せられないもの同士を秤に掛けようとしている、絶対的に
譲れないものを取引材料にしようとしている、という批判をしました。取引を正当化
するということは、ドイツの刑事訴訟法にとっては受け容れがたいものだったからで
す。とりわけ、真実主義との関係で問題になります。正義は取引できないのですから。
検察官は自由に取引できる手段を持っていません。国家刑罰権の行使が検察官個人の
好きなように裁量でできるのはおかしいからです。
これに対し、立法者はこのような不健全な状態を立法化して積極的に解決しようと
しました。今は、法律ができたので、手続自体は合法ということになります。
そうすると、裁判官は、私どもと一緒に取引を進めないかと言ってくるようになり
ました。弁護人が「できない。
」と拒否すると、裁判官は、
「法律に従ってやればよい
ことなのに、どうしてやらないのですか。
」と聞いてきます。
なかには取引をしたくないという被疑者・被告人もいます。彼らは、軽い刑ではな
くて無罪判決を望んでいるからです。今は法律ができて、無罪だと言い続けることが
従前より難しくなりました。検察官・裁判官は、「量刑問題について話しませんか。」
と持ちかけてきます。誰も、被疑者・被告人が無実であるなどとは考えていないので
す。
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２０１３年に連邦憲法裁判所が合意手続を合憲だとしたのですが、同時に幾つかの
問題を指摘しました。実際に問題があります。それをどう解決するかが実務に課され
た課題です。
◆調査団：
経済事犯において、
「勝負は捜査段階で決まる。裁判所に行ったら負けだ」と
いうお話がありましたが、どういう意味でしょうか。
◆ライトナー弁護士：
もちろん、裁判所に行くとすぐに負けではないけれど、他の防御策を考えなけ
ればならないですね。例えば、車を買いたいと思って車を見に来た人に車を売る
（捜査段階）のと、車を買うつもりがない人に声をかけて車を買ってもらう（公
判段階）のとでは、どちらの場合が高く売れるかということです。
◆調査団：
無実の人が有罪となるケースが司法取引によって増えたとお考えでしょうか。
◆ライトナー弁護士：
取引をすると、誤判は増えると思います。実際、裁判所から、露骨に取引しな
いと終身刑だよ、取引したら１５年だよ、と言われた事件もありました。終身刑
であれば最低でも１８年は入る必要があるが、判決が１５年だと１０年で出て来
られる可能性が高い。８年の差が出る。そうすると、１５年を受け容れようかと
いうことになってくる。その後に違う犯罪を行ったとされる場合で、その違う犯
罪は無罪という場合がある。真実はやっていなかったということがわかったとき、
どうして（前の無実の犯罪について）１５年の刑を受け容れたのかということが
問題となります。被告人は、自分は終身刑を恐れていたからと言ったりする。
「私
は５５歳です。早く出てきたい。これを逃すと君にはチャンスがなくなるよ、ず
っと刑務所がいいのかと問われたからだ。」というわけです。ドイツでは事実認
定の合意はできません。あくまで量刑だけの合意です。かつては、あらゆるもの
が取引の対象となりました。罪責、何の罪が成立するかも取引の対象でした。し
かし、連邦憲法裁判所は、罪責は取引の対象にならないと明言しました。合理性
のある判断なのですが、実は現在でも取引対象が罪責に近いときもあります。
◆調査団：
後で実際に誤判が判明した事案はありますか。
◆ライトナー弁護士：
頻繁ではないですが、ある程度あります。いわゆる司法の誤り、司法犯罪と言
われておりますが、ドイツ全国での統計資料はありません。刑事司法は州法の問
題なので、ドイツ全体の統計を把握することが難しいのです。再審手続がどれく
らい行われているかということから、ある程度推測はできます。もっとも、うま
くいったものよりも、失敗した再審の方が多いです。乗り越えないとならない要
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件のハードルが高いからです。
◆調査団：
えん罪が発覚したときに、制度に対する社会的な批判が多くなることはないの
でしょうか。
◆ライトナー弁護士：
２０１３年の連邦憲法裁判所の事件は３件あったのですが、合意手続自体は違
憲だとは言わなかった。しかし、３件とも原審の有罪判決を破棄している。３件
とも誤判だということです。少なくとも、合意手続を経ているものの方が、経て
いないものよりも誤判の確率は高いのではないかと思います。統計上誤判は少な
いわけですが、誤判は司法にとっては大変な事故です。正義に反する結果には大
きな抵抗があります。ところで、興味深いことですが、ドイツ国民の警察に対す
る信頼は厚いのです。刑事司法の場では警察に対する信頼が厚く、信頼できる公
的機関の１番です。２番目に連邦憲法裁判所がきます。裁判所一般に対する信頼
というのは必ずしも高くありません。国民は、コントロールできない船のように
見ているのです。その反映が誤判問題で、誤判問題はその証明だと言われます。
統計を見ると誤判というのは少ないが、現実にはそうでないと考えています。
◆調査団：
誤判は再審手続で救済されないのでしょうか。
◆ライトナー弁護士：
再審での救済には、新規明白な証拠というのが必要です。新規性というのは、
ドイツでは非常に大きな問題です。例えば、裁判時に健常者として裁判されたが、
後に精神疾患があるとわかったとしても、それは新規証拠ではないとされます。
それは、古い問題を新しい袋の中で採り上げているだけだと言われてしまいます。
◆調査団：
検察官との協議が始まるきっかけとしては、被告人から、裁判所から、検察官
から、三つのパターンがあると思いますが、一番多いのはどれですか。
◆ライトナー弁護士：
法律上は、捜査段階での主導権は検察官にあります。刑訴法１６０ｂ条という
規定で法律上裏打ちされています。裁判官がイニシアチブを取ることがあっても、
それは後になってからです。最初の段階は、やはり検察官からです。合意手続で
は、経過と結果について合意するのですが、少なくとも結果について検察官は合
意の権限を持っていないので、あくまでも終局的な話ではありません。
例えばこういう事件を考えてみましょう。ミュンヘンで３０件窃盗した、とい
う被疑者です。そのうちの１０件について、誰が主犯かがわからない、残りの２
０件は被害金額が幾らかがわからないとします。取引の材料としては、まずは主
犯がわからない１０件に焦点が当てられます。その後、起訴が行われるとします。
起訴件数は１０件よりも増える場合があります。そこからは検察の手を離れて裁
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判所が主導権を握ることになります。検察官は、起訴と同時にもはや主導権を失
います。
法律上、弁護人は一切主導権を握れません。しかし実務では、むしろ弁護側が
主導権を握ることがあり得ます。そればかりか、裁判所の方から、弁護人に対し
て、あなたの方で主導権を取ってください、と言われることもあります。それは
強制ではありません。他方で、弁護人がどうしても合意をしたいと思っている事
案があっても、裁判所がこれは合意させないということもあります。そういう場
合、合意の可能性はあっても、強制できないのです。弁護人側が積極的に取引を
持ちかけるような事件で、取引しなければ１００人の証人を呼んで１年くらいか
かる事案であっても、裁判所が取引を受け容れないこともあります。
◆調査団：
被疑者の側が取引を持ちかけてきて、弁護人がそれを検察官・裁判所の側にも
ちかける判断基準、メルクマールを教えてください。
◆ライトナー弁護士：
判断決定の主導者は依頼者です。合意するかどうか、弁護人は依頼者と十分に
協議します。結果的に、依頼者が合意をしたいと言ったとします。ところがそれ
を持ちかける場には、依頼者がいません。かつて依頼者は弁護人に全権委任をし
て、どういう風に取引を持ちかけるかについてもお任せでした。弁護人というの
は不可解な立場です。ここでは非常に興味深いことがらが構造的に生じます。仮
に、刑を軽くしましょう、ということになったとき、弁護人は５年と、検察官は
１０年と言います。このとき、弁護人はこれ以上妥協せず、あくまでも５年とし
か言いません。
悪いメッセージを伝える人が首になる、という法諺があるとおり、重い刑を提
案しないということです。依頼者は、良い知らせを弁護人に期待しているわけだ
から、弁護人は良いことしか言わなくなる。しかし、それは依頼者にとって正し
い判断をもたらすかわからないものです。
新しい法律では、今や最終的な主導権は裁判所にあります。この点は非常に重
要な視点です。公開法廷で取引状況が開示されます。その上で、受け容れるかと
いうことになります。裁判所が主導権を持って取引の結果としてはこういうこと
だけれど受け容れるか、と尋ねるわけです。公開主義の見地から、法廷では、こ
れまで行われた合議の内容をすべて公にする義務が生じたので、もはや秘密ごと
ではなくなったということになります。連邦憲法裁判所の判決によると、裁判官
はすべてを報告しなければならないとされました。二つの理由からです。一つは
公開主義です。もう一つは、かつては実際の合意に被告人が関与しなかったわけ
ですが、それが関与するようになったという点です。非常に重要なことです。か
つては、依頼者たる被疑者・被告人は手続の客体でした。しかし、透明性の要請
から、①公衆に対して公開して手続の透明性を図り、②当事者である被告人に内
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容を伝える、ということに変わりました。これまで被告人は、弁護人からしか話
を聞けませんでした。弁護人は良いことしか話しませんでした（良いことしか話
ができませんでした。首になるからです。
）。公開法廷で明らかにすることは、弁
護人にとっても良いことです。裁判所が情報の集約拠点となり、依頼者ではなく
なりました。
◆調査団：
公開の法廷で経過が明らかにされることによって、弁護人と依頼者の間で紛争
が起ったような事案はあるのでしょうか。
◆ライトナー弁護士：
しばしばあります。「合意を希望したけれど、よくない弁護人のためによくな
い合意結果になってしまった」と言い出す被告人はたくさんいます。手続の透明
化を図らなかった事案では、弁護活動が酷かったという、アメリカでよくありが
ちな弁護人に対する不満がドイツにも残念ながらあります。
◆調査団：
弁護人が守るべきガイドラインはありま
すか。
◆ライトナー弁護士：
必ずしも一般的なものが存在しているわ
けではありません。ミュンヘン大学元教授が
編纂したコンメンタールの中で、私が、弁護
人としてどういうスタンスで臨めばよいのか、
というテーマで書いたことがあります。標準
的な経済・租税事犯を念頭に、どのような弁
護活動をすればよいのか、という内容です。
記録化し、公開することが今回の法律で定め
られた非常に重要な点ですが、どう記録化し
たらよいかを書きました。何が禁止されてい
るのかがわかるハンドブックのようなものです。公式のものがあるわけではあり
ません。今後の裁判例の積み重ねで、これはやるべきだ、やるべきでないという
ことが次第に明らかになると思われます。
(3) 王冠証人規定について
合意については、反対もありましたが、現在では、賛否は半分半分ぐらいです。
王冠証人規定については、未だに圧倒的に反対者が多いです。特に裁判官に多いよ
うです。王冠証人規定を是と考えるのは、警察官と検察官です。裁判所は必ずしもこ
の制度を活用したいとは考えていないのです。
王冠証人規定は、もともとは、政治の世界が主導権を握ろうとして作られたもので
す。以前は、麻薬法３１条とテロ特措法の中に規定されていただけです。
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合意はすべての犯罪が対象ですが、王冠証人規定は特定の犯罪だけが対象です。し
たがって、根本的には、両制度は、関係のない制度です。理論的にも異なるし、その
制定の経緯からも違うものです。対象事件も両制度で異なっています。
王冠証人規定が再び論争の対象になっているのは、そこに合意的な要素が入ってい
るのかという点です。私見では、合意的な要素はなく、登場人物に大きな違いがある
ということになります。量刑の点で、自分はいろいろ知っている、と言ったとしても、
刑がどうなるのかは裁判官にしかわからない。
例えば、自分は警察に協力するから刑を軽くしてくれと求める被告人がいたとしま
す。その考えが正しいのかが問題となります。法律上は、必ず成果が得られるかはわ
からないということになります。例えば、かなりの薬物を所持しているということで
被疑者になっている人が、警察に対して「他にもいろいろ知っている。こういう情報
があるので、刑を軽くしてほしい。」と考えて、王冠証人の規定を利用しようとしま
す。ところが、それを話したからといって成果が得られるかというと、法律上は、何
の成果も得られないことがありうるのです。
他方、例えば、１０キログラムの薬物を所持していて、さらに、例えば元締めに関
する情報を知っている場合と１０キログラムの薬物所持のことしか知らない場合で
考えると、前者は王冠証人になれても、後者は王冠証人にはなれません。大きな事件
であれば、証人になることを推奨するに値する場合、つまり割に合う場合もあるでし
ょう。ただ、いろいろな事件を知っている人の方が有利になって、自分のことしか知
らない人が利益なしというのはおかしいのではないでしょうか。根本的な疑問が残り
ます。
◆調査団：
これまで王冠証人が虚偽証言をしたことが発覚した例はありますか。
◆ライトナー弁護士：
非常に多くあります。その割合は非常に高いです。
◆調査団：
その場合、王冠証人は処罰されるのですか。
◆ライトナー弁護士：
今は、王冠証人になれるのは、公判開始決定までです。かつては公判が終結す
るまで、いつでも王冠証人になれました。公判開始決定前までに区切った理由は、
そうしなければ、裁判所が、王冠証人の供述が正しい供述なのか判断する時間が
不足するからです。今では、内容の真実性について十分吟味する時間が取れるよ
うになりました。
被告人の供述によりターゲットとされた第三者のえん罪を防止できるかどう
かは、裁判所による供述の信用性判断にかかっています。しかし、王冠証人が多
くなると、裁判所が誤った供述も受け容れてしまう可能性が高まります。王冠証
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人規定は、裏切り者・スパイを生み出す制度です。話したら軽い刑にしてあげる
というのですから、嘘を言う動機は強くなります。ほとんど拷問に近い制度です。
弁護士は非常に悪いポジションに置かれることになる制度です。統計や基準表
というものはありません。結果は予測できません。王冠証人は、１本の指でター
ゲットを指し、もう１本の指で自分を指していると言われます。（ドイツでは証
拠禁止の制度はなく、）王冠証人として証言した犯罪が、自らの罪責に跳ね返っ
てくる可能性があるからです。
◆調査団：
どの程度使われている制度なのでしょうか。
◆ライトナー弁護士：
麻薬法３１条はよく使われています。
◆調査団：
ターゲットとされる側の証拠を被告人の弁護人が閲覧することはできますか。
◆ライトナー弁護士：
自分のものと他人のものいずれも裁判所に記録が送られた後に閲覧できます。
したがって、弁護人は刑を比較して値踏みをすることになります。
(鈴木 一郎)
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～コラム 職権主義の法廷～
ミュンヘン区裁判所１２２号法廷
訪問日 ２０１５年（平成２７年）６月２９日
調査初日、ミュンヘン区裁判所で刑事裁判を傍聴する機会に恵まれた。予定外
の傍聴であり事前情報も通訳もなかったため、厳密なことはお伝えできないが、
法廷の比較的自由な雰囲気や職権主義的な訴訟の進め方など、日本の法廷との違
いを少しでも感じていただければ幸いである。
１ 裁判所の様子
裁判所の入り口で、職員から刃物所持について尋ねられ、そのまま建物の中
へ。通常であれば金属探知機を通らないと中に入れてもらえないようだ。
法廷に入ると、正面に法壇。他のところより少しだけ高い。そこに女性の裁
判官が、傍聴席から見て右前方に裁判官の方を向いた書記官１名が着席してい
る。傍聴席から見て右側に検察官席、左側に弁護人席がある。被告人は弁護人
の前に着席している。被告人が腰掛けていた椅子は固定式で四つ並んでいる。
被告人席の前には机もある。身体拘束中の被告人であったため、警察官か刑事
施設の職員２名が、被告人からはやや離れた傍聴席近くに座っていた。
２ コーラを飲む被告人
私たちが傍聴席に座ったころ、被告人は、着席のままなにかしゃべっていた。
最終意見陳述をしているところだという。不法入国と傷害の罪らしい。
意見陳述終了後、裁判官は、手元の紙になにやら書き込み始めた。このまま
判決を言い渡すのだという。待つこと１０分。裁判官が開廷を宣言し、全員が
立ち上がるなかで判決が言い渡された。傷害罪については無罪とされたよう
だ。
判決後、被告人が裁判官に向かって話しかけた。裁判官もこれに応じ、何か
会話を交わしている。裁判官が被告人に何か紙を渡した。判決書だろうか。
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同行して下さったレーダーマン裁判官によると、被告人が上訴権を放棄すれ
ば、詳細な判決書を書く手間が省けるから、被告人の納得のために判決内容な
どの説明をしているのではないか、とのことだった。
その後、被告人は、傍聴に来ていた家族らしき人たちとおしゃべりしながら、
持っていた手提げ袋からペットボトルを取り出し、ごくごくとコーラを飲ん
だ。
３ 尋問は裁判官から
続いて行われた２件目。被告人はルーマニア人の若い男性。罪名はよく分か
らなかった。被告人のすぐ横に通訳人がウィスパリングで通訳している。
被告人質問が始まった。まず裁判官が質問をした。弁護人が立ち上がり、何
か口を出している。異議だろうか。次に質問をしたのは検察官。弁護人からの
質問は一番後。ほんの数問だった。
その後、２名の証人の尋問が行われた。２名とも私服だったが、後で聞いた
ところでは、警察官だったようだ。まず発問するのは、やはり裁判官。しかし、
裁判官が一言二言何か言うと、証人がその後数分間一人でしゃべり続けてい
た。日本の法廷で見る一問一答型の尋問とはずいぶん印象が異なった。
検察官からの尋問はなし。弁護人から少し尋問があった後、被告人自身も何
か発言をした。
証人尋問終了後、再び被告人質問が行われ、裁判官から幾つか質問がされた。
その後検察官が論告を行い、裁判官にファイルを手渡した。次に弁護人の弁論
が行われたが、裁判官は、判決の起案をしているのか、手元の記録を読みなが
らメモをとるのに一生懸命で、まったく顔を上げなかった。
この事件も、先ほどの事件と同様、被告人最終意見陳述の後、すこし間があ
ってから、判決が言い渡された。
（栗林 亜紀子）
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第２

アウクスブルク地方裁判所
訪 問 概 要

訪 問 日：２０１５年（平成２７年）６月３０日
訪問先対応：ペッチェル裁判官（博士）
、ニールセン裁判官、ライトリンガー裁判官
（博士）
、ヘルトケマイヤー裁判官（博士）、フィンク裁判官
聴取概要
１ 判決合意手続について
判決合意手続の利用により、被告人は量刑の安定性を確保でき、裁判所は審理
の迅速化が図れる。同手続の利用は弁護人から持ち掛けられることが多く、主に
薬物事件や経済事件で活用が考えられている。被害者が子どもの事件では、証人
尋問による２次被害を防ぐために合意を活用することも考えている。第１審の軽
微な事件では３分の１くらいが合意で処理される印象であるが、関係規定の多い
控訴審では合意による処理が見込めないことが多い。実質的に合意の協議が整う
のは第１回公判前が多いが、重大事件では参審員も加わる公判で合意を成立させ
ることが多い。合意のある事件の方が、友好的で生産的な審理が行われることが
多い。ただし、２０１３年の連邦憲法裁判所判決以降、裁判官は判決合意手続を
使うことに対して抑制的になっている。合意による処理の成否が不明である上、
中途半端な形で合意をすると、上級審で破棄差戻しとなるおそれがあるからであ
る。
２ 王冠証人規定について
王冠証人規定には他人を巻き込んだ方が自らの刑が軽くなる側面があること
から、虚偽供述のおそれがあり、供述という客観化しにくい証拠で判断せざるを
得ず、誤判を招きかねないため、同規定に基づき大幅な刑の減軽をすることに対
しては非常に注意深くなければならない。供述の信用性は、客観的証拠との関係、
供述に至る経緯、任意性の有無、捜査官の働きかけの程度等に注意して吟味する
が、弁護人がいることは供述の信用性を担保するものではない。最大の問題は、
王冠証人に軽すぎる量刑がされた後に、協力内容の虚偽が判明した場合や、標的
事件の被告人の誤判原因になってしまう場合をどう考えるかである。その場合、
虚偽供述をしたことによる処罰は考えられるが、不利益再審は考えがたい。麻薬
法３１条の適用事件はある程度あるが、王冠証人規定が適用される事件はほとん
どない。経済事件などの事件の全体像がわからない犯罪や、具体的に特定された
事件の解明に役立ったか否かが判断しがたい事件については王冠証人規定の適
用を差し控える。

21

２０１５年 日弁連ドイツ視察報告
第３章 調査報告

１ アウクスブルク地方裁判所
アウクスブルク地方裁判所は、４、５年の自由刑以上が予定されるような事件の第１
審と、区裁判所が第１審を行う比較的軽微な事件の控訴審を担当する裁判所であり、管
内の三つの支部を統括している。民事事件は、市の中心部にある別の建物で審理を行っ
ている。
２ 聞き取り
(1) 出席者紹介等
◆ペッチェル裁判官：
みなさん、こんにちは。よ
うこそアウクスブルク地方裁
判所にお越しくださいました。
フェー所長は、公務のため、
残念ながら同席することが叶
いません。
まず、出席者のご紹介をさ
せて頂きたいと思います。隣にいる女性はライトリンガー博士です。ライトリンガ
ーさんは、当裁判所の裁判官で、少年事件を担当しておられます。ニールセンさん
は、第１６部の部総括を担当しておられます。第１審の大刑事部の裁判長もしてお
られますし、区裁判所が第１審の場合の控訴審の審理も担当しておられます。フィ
ンクさんは、第１５部の裁判長でいらっしゃいます。第１５部は経済事件を扱う部
です。経済事件では、合意による事件処理も一般的に行われております。ヘルトケ
マイヤーさんは博士でいらっしゃいます。私はペッチェルと申します。博士で第１
部の裁判長です。第１部は麻薬事件を専門に扱っており、王冠証人規定の適用など
もしております。
以前は比較的時間にゆとりがありましたが、最近は事件増加により忙しくなって
おります。とくに経済事件が非常に多くなっています。
５人で裁判体を構成することはありますが、その場合は裁判官３人、参審員２人
です。日本の最高裁判所に相当する連邦通常裁判所では５人の裁判官で裁判体を構
成することがありますが、それ以外ではありません。小さな事件では、１人の職業
裁判官と２人の参審員で裁判体を構成します。正面に参審員を含む裁判体が座り、
裁判官席に向かって右側に検察官、左側に弁護人と被告人が座ります。被告人が弁
護人の隣に座ることについては規定がありませんが、裁判所の許可をもらえば座る
ことができ、最近は許可を得てそういう取扱いをすることが多いです。
(2) 判決合意手続について
◆ペッチェル裁判官：
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今日は、実務での運用を中心にお話をしたいと思います。
刑訴法２５７c 条は２００９年に制定された規定ですが、これは連邦通常裁判所
が定立した基準を立法化したものです。実際には、法律のいろいろなところが改正
されて、手探り状態のところもあり、実務は各地でかなり異なることもあります。
２０１３年の連邦憲法裁判所の判断は、裁判所は法律に即した正式な形で判決合意
手続を運用しなければならないと指摘しました。
判決合意手続を利用する提案は弁護人からなされることが多いです。裁判所から
提案をするということはほとんどありません。実務では、関係者が集まって協議を
するときは、法廷の後ろにある部屋で実施します。これは、違法な、濫用的な形で
合意が行われないようにするために重要です。
刑訴法２４３条４項第１文は、裁判長は、判決合意手続による議論が行われたか
どうか、その対象が合意の可能性をもったものであったとすれば、判決合意手続の
規定にしたがった議論が行われたか否かを報告しなければならないという裁判長の
義務を定めるものであり、同時にそれら報告事項を記録化する必要性を認識させる
ものです。また、刑訴法２５７ｃ条３項は、どのようなことについて協議がなされ
たかについて、裁判所の法廷で明らかにする必要があることを定めています。それ
は裁判所の義務です。このように、あらゆることを記録して、法廷で公開すること
で手続の透明性を確保しているのです。
その上で、裁判所が量刑の提案をするのですが、下限と上限を提案し、決して一
点だけの提案はしません。
判決合意手続の協議には、検察官と弁護人は参加できますが、被告人は基本的に
参加できません。そのため、被告人は、法廷で合意することのできる内容が明らか
にされた段階ではじめてその内容を知ることになります。被告人としては、その提
案を受け入れるか否かを判断できるのみです。
◆調査団：
それでは、被告人の自己決定権が侵害されるのではありませんか。
◆ペッチェル裁判官：
提案に同意するか否かという判断ができるので、被告人の自己決定権は確保され
ていると理解しています。
◆フィンク裁判官：
第１部の扱う麻薬事件では、９０パーセントほどの割合で合意を取り付けること
を考えています。経済事件では、多くの書類記録等が提出されて、審理に時間がか
かることから、合意規定による処理が考えられています。
◆ライトリンガー裁判官：
子どもが被害者になった事件では、合意を得られれば証言をしなくて済むことも
考えられるため、子どもが証人になること等による２次被害を防ぐために合意を得
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ることも考えています。
◆ペッチェル裁判官：
ドイツには、
「青年」概念があり、
「少年」と「成人」の中間です。
◆ライトリンガー裁判官：
青年が被告人になる場合も、合意による手続進行のメリットがあります。ただし、
それらは特則です。青年事件においても、成人事件と同じような処理をすることが
できるのであれば、その方が本人にとって良いこともあります。
◆ニールセン裁判官：
私は、１４年間、区裁判所で４年未満の刑が予定されている小さな事件を扱って
きました。半年前から控訴審を担当するようになりました。
第１審で相当争われて、検察官も弁護人も満足しない事件が控訴されてくると、
そこで合意が目指されることがあります。最近そういう事件が二つありました。一
つは裁判所が積極的に働きかけて関与し、もう一つは弁護人から話がありました。
控訴審では、多数の関係規定があるため、そういう合意は見込まれないことが多い
です。他方で、第１審で２～４年の刑が見込まれる事件では、３分の１くらいは合
意で処理されます。
◆ペッチェル裁判官：
正式な統計はありませんので、お話しした数字はあくまで私たちの感覚的な評価
です。
２０１３年の連邦憲法裁判所の判断以降、裁判官は、判決合意手続を利用するこ
とに対して抑制的になっています。合意が成立して事件がうまく処理されるか否か
はわからないですし、中途半端な形で合意をすると、上級審である通常裁判所で破
棄され、差し戻されて、かえって同僚の仕事が増えることになりかねないからです。
判決合意手続の立法化に伴って上訴権放棄ができなくなったため、合意を結んでも
上訴される事案が出てくると、事件処理が滞ることになります。被告人は、納得の
いく判断が下されれば上訴をしないため、被告人が合意を前提に下された判決をど
う思うかが重要になってきます。刑訴法３５ａ条は、判決が合意を前提としている
場合は、関係者にはいかなる場合にも自由に上訴するかどうかを決定する権利があ
ることを教示しなければならないとしています。この結果、せっかく合意が結ばれ
て事件が処理されたと思っても、控訴審で蒸し返されるということがありえ、この
点は問題があると思います。
◆フィンク裁判官：
合意の協議に被告人が関与できないこととの兼ね合いで、上訴権を認めているこ
とは、被告人の自己決定権を補完するという側面をもっています。被告人が不満足
な形で合意をしたということであれば上訴で争えるのです。ただし、そういう構成
が立法として良いのか否かは疑問があります。
◆ライトリンガー裁判官：
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被告人は、法廷で、合意することのできる内容に賛成するか否かということを聞
かれるのですが、
「基本的に賛成するけれども、自分としてはさらにこういう希望が
ある」ということを言う場合があります。そういう場合は完全な合意とまではいっ
ていないので、上訴に至ることがあります。
◆ニールセン裁判官：
私の経験上、弁護人はいつでも合意に応じますという姿勢を取っているように感
じます。その方が早く事件が処理されるからです。
◆ペッチェル裁判官：
判決合意手続の実務的な運用について話してきましたが、法理論的な基礎につい
ては夕方のシンポジウム3に委ねる方が好ましいのではないかと思います。私たちは
経験でしかデータを話せませんし、統計的なデータではありません。
質問票の３の刑事手続における合意の進行については、裁判官はあまり積極的に
関与しないため、検察官にお話を聞かれる方が良いと思います。
麻薬事件では実際上合意をしようと思っても不適切な事案が多いです。ただし、
経済事件では事情が異なると思いますので、これからお話します。
◆フィンク裁判官：
経済事件では、判決合意手続との関係で三つの重要な段階があります。第一は捜
査段階です。二つ目は起訴後第１回公判期日前です。ここでは審理計画の策定や争
点整理をするため、ここで合意に至ることは重要です。ただし、公判段階で合意に
至ることもありますし、仮に早い段階で合意が得られても、最後の手続的処理は公
判で行う必要があるため、三つ目の公判段階も重要です。
合意が得られるのは、実質的には第１回公判前が多いですが、形式的には公判で
合意が得られたという形で処理をすることが多いです。重大事件では、裁判官３人
に加えて参審員２人も公判に参加するため、参審員も参加した形で合意が成立した
という処理をした方が良い場合が多いのです。参審員は、公判前の判決合意手続の
協議には関与できません。
◆調査団：
裁判所が、合意を持ち掛けるときに、合意をすれば何年であるが、合意をしなけ
れば何年であるというかたちで働きかけをすることはありますか。
◆ペッチェル裁判官：
私かぎりの意見ですが、合意があろうとなかろうと、責任に応じた刑罰が加えら
れるという点は変わりません。合意はどういう形であれ事件に積極的に関与してい
くものですが、その結果として刑が軽くなっていくというのは、合意が得られない
場合に本来あるべき刑で処罰されることが問題になるということではなくて、相対
的に刑が重くなるように見えるだけです。
合意しなければ１０年になるけれども、合意したら４、５年になるというような
3

2015 年 6 月 30 日夜にアウクスブルク大学で開催されたワークショップを指す。
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大きな格差のある量刑を提示することはできません。自ずと適切な範囲内での量刑
がなされます。すなわち、自白した場合の減軽事情と自白しない場合の差がそこま
で大きいということは考えられません。
◆ヘルトケマイヤー裁判官：
そもそも、２年と４年というような提案は幅があり過ぎます。現実的には、３年
と３年半とか、３年９か月というような提案が限度です。上限が示された場合、上
限近くの刑が言い渡されることもありますが、そうでないこともあるのであって、
それは結果論です。
◆フィンク裁判官：
自白事件は最初から協力しているため、合意は考えられません。もともと合意は
否認事件で考えられています。合意はないが自白している事件と、合意したから自
白した事件とで、結論的に量刑が変わるということはありません。積極的に自白す
ることがマイナスに働くことは一切なく、むしろプラスに働きます。それでも自白
をしないという人を対象に合意が考えられています。合意の場合は量刑の幅がはっ
きりするため、被告人が、その明確さを求めて、自白をせずに合意に持ち込むとい
う判断をすることも考えられるかもしれませんが、だからといって合意によって刑
が軽くなるということはありませんから、当初から自白している事件が持つ意味も
大きいです。
判決合意手続を利用するメリットとしては、被告人にとっては安定性を確保でき
ますし、裁判所にとっては事件の審理に時間をかけずに済むことが挙げられます。
そういったメリットから、判決合意手続が採用されています。
合意がなされた事件の方が、審理が友好的に行われることが多いです。関係者全
員が着地点がわかっているため、その着地点を目指して生産的な進行ができます。
合意がない否認事件ですと、考えられるありとあらゆる争点について証拠調べの準
備をしたりして、非常に負担となるという点で法廷の雰囲気が違います。合意がな
された事件は、良い意味で緊張感が欠ける法廷になります。
◆ペッチェル裁判官：
判決合意手続に関与しない参審員が法廷で関係者の様子を見ると、これは合意が
なされているか否かがわかるというぐらい、合意が成立している事件では全体に和
んだ法廷になっています。被告人も自白が合意の前提にありますので、自分が量刑
上も有利に考慮されるということについて十分期待ができるために、自ずと訴訟活
動に違いが出てきます。
◆調査団：
合意をするときは、被告人に量刑の上限と下限が示されて、被告人の意思に基づ
いて合意がなされるというご説明でしたが、それにもかかわらず上訴をするという
のは、被告人は何が不満で上訴するのでしょうか。
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◆ヘルトケマイヤー裁判官：
幾つか考えられますが、①被告人が振り
返ってみて、当初合意した刑が重いのでは
ないかと思い始めることがあります。被告
人も当初は３年でよいかと思っていたけ
れども、実際３年でよいのかと言われると、
本当にそれでよいのかと思い始めること
があります。②合意の協議が控訴審でもう
一度試みられることで、上限がさらに下が
ることがあるため、被告人が控訴してみよ
うと思うことがあります。③非常にまれな事例ではありますが、弁護人の報酬目的
ということが考えられます。しかし、それは少ないでしょう。④共犯事件で、通常
であれば、共犯者の方が自分よりも重いと考えられる事案で、共犯者の方が予想外
に軽かった場合に、それを是正しようとすることがあります。
◆フィンク裁判官：
ほかにも、⑤身体拘束されていなかった被告人が、判決が下されて身体拘束され
た場合に、収監を先送りしようとして上訴することがあります。
◆ヘルトケマイヤー裁判官：
被告人が本当にこれでよかったのかということを吟味することが、結果として上
訴につながることがあります。
◆調査団：
失礼な質問だと思いますが、合意を試みたものの合意が成立しなかった場合に、
裁判官の心証的に判決が重くなるようなことはありませんか。
◆ヘルトケマイヤー裁判官：
我々はプロですので、合意ができないからといって不利な扱いをする、例えば、
量刑が重くなるとか、有罪か無罪か迷った場合に有罪にするというような報復的な
ことをすることはありません。ただ、実際上、その影響が全く排除されているかと
いうと、私自身はよくわかりません。合意がなければ、それだけ手続も長くなるわ
けですし、関係者の負担も重くなり、判決書も長く書かなければならないことにな
りますから、それが量刑や有罪無罪の判断に全く影響しないかどうかについては断
言することはできませんが、我々はそれを排除して考えるべきだと考えています。
(3) 王冠証人規定について
◆ペッチェル裁判官：
刑法４６ｂ条にいわゆる王冠証人規定が定められています。
王冠証人規定の適用に関する時期的な限界は、裁判所が事前に判断をするための
準備期間を確保するために設けられています。ただ、この時期的な限界を超えてし

27

２０１５年 日弁連ドイツ視察報告
第３章 調査報告

まっても、被告人側が協力的な訴訟活動をしたことは、刑法４６条の量刑の基本原
則を根拠に考慮することができます。したがって、裁判所としては、時期的な限界
についてはあまり決定的なものとは考えていません。
最大の問題は、王冠証人の協力に鑑みて、王冠証人に対して軽すぎる量刑がされ
てしまった後に、協力内容が虚偽であることが発覚した場合や、ターゲットになっ
ている人の誤判原因になってしまう場合にどのように考えればよいかです。
◆ニールセン裁判官：
近時、法律の改正により標的事件と訴追事件の関連性が要求されましたが、３、
４年前に関連性という点で問題のある事案を扱っています。薬物取扱の事件でした。
その場合、最高刑は２年です。その被告人は、殺人に関与しているということで、
その事件で立件されることになりましたが、両事件は併合されずに事件が進みまし
た。殺人について手続を早く進めることを目指して、訴追機関は相当に集中的な手
続を行いました。現在では違った判断が下されるのでしょうが、薬物事件と殺人事
件には何の関係性もないにもかかわらず、当時は関連性が要件とされていなかった
ため、同じように考えて、減軽処理をしてしまいました。これは立法改正にかかわ
る事例ということになろうかと思います。
◆調査団：
文献によると、その当時でも関連性を要求していたように思えますが、実際はど
うだったのですか。
◆ニールセン裁判官：
学説上は関連性を要求する議論がありましたが、条文上要件ではなかったため、
実務では関連性を要求していなかったのではないかと思います。
◆調査団：
具体的にどのような判断がなされたのかを教えていただけますか。
◆ニールセン裁判官：
３年６月のところが３年になりました。ただ、事件の詳細は記憶になく、執行猶
予の有無も覚えていません。
◆ペッチェル裁判官：
日本でよく出てくる同房者は、要するに隠密捜査官であって、少なくともドイツ
では王冠証人規定と関連付けては議論されていません。なぜかというと、同房者の
事例では、情報をすでに知っているから教えますというのではなくて、同房者が（隠
密捜査官として）自ら捜査をして、犯人とされている者（相手方・標的者）から情
報を聞き出しているのであって、その点で王冠証人規定が妥当する領域とは異なる
からです。
例を出します。私が犯人として５キログラムのヘロインを取り扱ったとします。
私の鞄の中に５キログラムのヘロインが入っていたとします。刑を軽くする第１の
方法は、このヘロインは、私が独占していたわけではなくて、友人であるライトリ

28

２０１５年 日弁連ドイツ視察報告
第３章 調査報告

ンガーさんのために持っていたものですという方法です。そうなると、ライトリン
ガーさんが責任を問われることになります。第２の方法は、検察官が実際の当ては
めの際に構成要件を変えて、法定刑の軽い構成要件で立件する方法です。第３の方
法は、一般的な量刑基準に従って行う方法です。多くの場合は、捜査協力的なこと
をすれば、減軽事由になるでしょう。麻薬事件では、第３の方法で処理されること
が圧倒的に多いです。
いろいろな人を巻き込んだ方が王冠証人自身は刑が軽くなるため、王冠証人が虚
偽の供述をするおそれもあり、誤判など真実発見を阻みかねない点が問題となると
ころです。基本的に証言ないし供述が手掛かりになってくるため、非常に客観化し
にくい証拠で判断しなければならないという問題もあります。したがって、大幅に
減軽をするということに対しては非常に注意深くなければなりません。
どういう点に注意して供述の信用性を評価するかというと、どういう形で自白を
しているか、任意性は確保されているか、捜査官からどの程度の働きかけがあった
のか等を勘案して信用性を判断します。
王冠証人の供述が誤判を誘導するという点については、なかなか議論が帰一しな
いところがありますが、結果的に供述対供述の吟味の問題になります。供述対供述
の問題にはなりますが、結局は裏付けとなる客観的な証拠の有無で判断するので、
供述自体の迫真性や任意性だけで供述が信用できると判断することはありません。
◆調査団：
自白をした被告人に弁護人が付いていたことは、自白の信用性判断に際して何か
考慮はされますか。
◆ペッチェル裁判官：
弁護人が付いていることによって、何かが決定的に異なることはありませんし、
供述の信用性を担保するものではありません。厳密に言えば弁護人が付いている方
が無理な供述や誤った供述をしないことにつながるかもしれませんが、それはあく
までそういう傾向があるであろうという程度の話であって、そのことが大きな意味
をもっているわけではないと思います。
◆調査団：
日本では、弁護人が付いていることが自白の信用性担保になるのではないかとい
う議論があるのですが、我々としては信用性担保にはならないと考えています。こ
の点についてはどう思われますか。
◆ペッチェル裁判官：
私たちも信用性担保にはならないと思います。
◆調査団：
信用性の評価に際して注意する点として、どういう形で自白したのかとか、任意
性や捜査側の働きかけがどうだったかといった点が重要だというようなお話があり
ましたが、そうであれば取調べの録音録画等があった方が良いと思うのですがその
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点についての裁判官としてのお考えはどうですか。
◆ヘルトケマイヤー裁判官：
ドイツでは、今のところそういう議論はありませんが、当然そのような議論は出て
くるであろうと思います。
◆ニールセン裁判官：
十分にありえる議論であると思います。
◆調査団：
ドイツでは、直接主義との関係で録音録画を証拠として使えないため、録音録画の
議論が本格化しなかったのではありませんか。
◆ニールセン裁判官：
そのとおりです。
◆調査団：
捜査段階の供述が変遷した場合については、録音録画を弾劾証拠として使うことは
あると聞いたのですが、それは実際にあるのでしょうか。
◆ペッチェル裁判官：
直接主義との関係では、録音録画は弾劾資料としては使えますが、あくまで証拠に
なるのは法廷での証人であり、証人の供述ですので、証言の信用性を評価するに当た
っての一資料にしか過ぎません。例えば、一貫して自白をしていて、法廷で否認をし
たというときは、その信用性は容易に弾劾されるであろうと思います。
◆調査団：
訴追事件の公判で王冠証人規定を使い軽い刑で処理をして、その後に、王冠証人
が実はあれは間違いであったと言い出した場合はどうするのですか。
◆ヘルトケマイヤー裁判官：
理論的にはそういうことが起こりえますが、実際にはほとんどありません。それに
加えて、もしそういうことが起きた場合には、虚偽の供述をしていたわけですから、
それによる処罰等が考えられるでしょう。
◆調査団：
その場合には、不利益再審をすることはありえるのですか。
◆ペッチェル裁判官：
再審理由は異なった事実によって、違う法の枠のものでなければならないのですが、
この場合は、もともと同じ事件において、あのとき言った自白は間違っていると言っ
ているだけですから、再審の要件には当てはまらないでしょう。
◆調査団：
裁判所が王冠証人規定の供述の信用性を判断する材料は、その被告人が話した中
身だけなのか、ターゲットとされた人の供述も聞いた上で、捜査機関が捜査をした
捜査資料も裁判所に出てくるのか、どのようになっているのですか。
◆ペッチェル氏：
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関連する事件を、どういう順番で審理をするのかというと、刑法４６ｂ条の王冠証
人の事件の審理が当然先に終わります。その審理が終わってから、背後にある正犯と
か大物の審理を行うことになるので、両方が一気に進むということはありません。現
実的には、正犯が何を言っているのかということは考慮されることがありません。
◆調査団：
王冠証人の供述の信用性を客観的証拠との関係で判断するという話でしたが、実際
にそれほど客観的証拠があるものなのですか。
◆ペッチェル裁判官：
客観的証拠との関係で信用性を評価しうるであろうということであって、完全にう
まく評価できるということではありません。どう見ても客観的証拠で裏打ちされてい
るといえない事例も当然あります。そのような場合は、無罪の可能性があり得ます。
参審員も交えての事件ですから、信用性一般の問題としてこの問題を捉えてもらえば
よいのではないかと考えています。信用性一般の問題として、客観的証拠が薄い事件
であれば、無罪になることもあり得ます。
◆調査団：
王冠証人規定が使われるような事件では、そもそも客観的証拠に乏しいからこそ、
王冠証人の規定が使われるわけで、捜査機関や検察官自体が王冠証人の証言にのみ頼
っている事件が多いのではないかと考えられます。そのような事件で客観的証拠によ
る信用性を確かめることなどできない事件が実際には多いのではないでしょうか。
◆ペッチェル裁判官：
王冠証人の証言は非常に厳しく評価されますから、一般的な証拠評価の方法と矛盾
することはありません。もし証言に信用性が感じられないならば、裁判所は進んで無
罪判決を下します。疑いを差し挟むような証言であれば、信用できません。
また、そもそも王冠証人規定が適用されるような事件はほとんどありません。麻薬
法３１条によるという事案はある程度ありますが。
◆ヘルトケマイヤー裁判官：
麻薬事件のような事件であれば、わりと構造が簡単であるため、王冠証人規定を使
用することがありうると思いますが、経済事件ではかえってややこしくなるため、王
冠証人規定を使用することのメリットはあまり感じられません。
◆調査団：
経済事件でかえってややこしくなるというのはなぜですか。
◆ヘルトケマイヤー裁判官：
麻薬事件や傷害事件等では、もともと事件の存否自体ははっきりしています。ただ、
誰が関与しているのか、誰が背後にいるのかということはわからないというたぐいの
事件です。これに対して、経済事件の場合は、だれのどの行為が刑事犯に該当するの
かどうかも含めて事件の全体像がわかりません。経済事犯に王冠証人規定の適用を進
めようとすると、どんどん深みにはまっていくことがあります。
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そのため、具体的にこの事件ということで、その事件の解明に役に立ったか否かを
判断することが難しい事件については王冠証人規定の適用を差し控えるということ
になりますから、経済事件ではほとんど適用は考えられないでしょう。
（石川 宏一朗）
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第３ アウクスブルク検事局
訪 問 概 要
訪 問 日：２０１５年（平成２７年）６月３０日
訪問先対応：ヴェルリッツ主席検察官、グリマイゼン検察官、エリィンツ検察官（博士）
聴取概要
１ 判決合意制度における合意は、透明性と公開性を確保する厳格な手続のもと、
裁判所が当事者の合意を認めることにより初めて成立し、裁判所を拘束する。手
続に違反した合意は、法律違反である。透明性は、証拠開示とあらゆる合意過程
を記録化・文書化し、合意可能な内容・合意した内容を公開の法廷で裁判所が告
知し、公判で述べられた内容を書面化することにより確保される。公開性は、公
的な場での合意形成を旨とし、合意の手続の過程を公開法廷で明らかにし、公開
の法廷で被告人がこれを確認することにより確保される。もっとも、合意は、職
権探知主義・真実主義に反しない限度でのみ認められる。
ドイツの刑事手続は、捜査段階、起訴から公判開始前までの中間段階、公判段
階の三つの段階に分かれている。判決合意に向けた協議・合意は、この三つの段
階のいずれの段階でも可能であるが、終局的な合意は裁判所でのみ行われる。
合意の対象は法律効果のみであり、事実認定自体（罪責）と保安改善処分は合意の
対象にはならない。量刑に関する合意は、１点に限定した合意はできず、上限と下限
を示した幅のある合意となる。
事実上または法律上の重要な事実が明らかにされていなかったことがその後発覚
した場合や構成要件が変わった場合、裁判所は、その合意に拘束されない。合意が消
滅したときは、被告人の自白を用いてはならず、裁判所は合意からの離脱を被告人に
通告しなければならない。
合意が先行している場合には上訴放棄は許されない。

２ 王冠証人規定は、責任主義を規定した刑法４６条の次に位置し、４６ｂ条１項１
号で自発的申告によって自分の犯罪と関係する犯罪が解明されうるように寄与した
者、同項２号で自らの行為と関係する犯罪について阻止し得る適当な時期に供述した
者に対し減刑することができると規定する。法的効果は、刑の任意的減免に過ぎない。
王冠証人規定の対象犯罪は通信傍受と同じ対象の犯罪で、中程度の犯罪と重い犯罪
が対象である。王冠証人規定の適用は、より重い犯罪の解明に役立つ場合でなければ
ならない。また、公判開始決定がされる前に合意が成立しなければならないという時
期的限界がある。裁判所が王冠証人の供述の信用性を吟味する期間を確保するためで
ある。ただし、裁判所は、この時期的限界をさほど気にせず、一般的な量刑事情とし
て考慮するという。
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１ アウクスブルク検事局
アウクスブルク検事局はバイエルン州で３番目に大きな検事局となります。アウクス
ブルク市とその周辺と四つの近郊地域が管轄です。１００万人の人口を抱えています。
当庁では、およそ１７０人の職員が働いており、うち５０人が検察官で、うち２５人
が検察官の補佐職です。検事局は比較的若い職員、検察官によって成り立っています。
１年間に約３万５０００件を処理しています。
処理する事件のうち５～７％が身体拘束事件
で、起訴された事件の５％弱が身体拘束事件です。
重大な殺人事件から軽いものでは交通事犯まで
扱っています。身体拘束事件における身体拘束期
間は、３週間から６カ月くらいです。事件によっ
て様々です。勾留は３カ月に１回は必ず審査しま
す。
１件の事件処理（告訴・告発から起訴あるいは
不起訴の判断までの時間）は、約１．５カ月です。事件処理は従前に比べ非常に早くな
ってきていますが、経済犯罪のように非常に長くかかる事件もあります。そのような場
合には、平均で５．９カ月かかり、約４倍の期間になります。もっとも、それでも早い
と、良い評価がされています。
バイエルン州では裁判官になる前に必ず検察官の職に就かなければなりません。修習
が終わってから、まずは検察官の仕事をして、３～４年間の指導を受けてもらいます。
そして、裁判官職が与えられます。裁判官職は非常に高い地位にある職で、このような
経歴を経ていないとなれません。
２ アウクスブルク検事局での聞き取り
(1) 判決合意制度について
刑訴法２５７ｃ条が２００９年に作られ、その中で合意制度が確立しました。
ドイツの刑事手続は、捜査段階、起訴から公判開始決定前までの中間段階、公判段
階に分かれています。
刑訴法１６０ｂ条は手続の促進について話し合うと規定しています。検察官は上記
各手続の各段階で、いつでも手続の関与者と協議できることとなっています。協議の
主導権は、検察官・弁護人のいずれもが持つことができます。ただ、この協議の段階
では終局的な合意をしてしまうということはできません。
どんな刑が考えられるかのほかに、どんな手続（即決裁判手続で処理するなど）を
選択するのかということを話し合います。証拠開示も行い、透明性確保のため、あら
ゆる合意手続を記録化・文書化することになります。
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起訴されると裁判所が主導権を握
ります。裁判所が公判手続の開始をす
るかどうか考えるにあたって、手続の
関与者と一緒に公判を開くかどうか、
どんな刑罰かについて話をします。こ
の過程も文書化しなければなりませ
ん。公判開始後にも、もちろん協議・
合意をするということはあり得ます。
裁判所での協議も記録化されます。
刑訴法２４３条は、公判手続において、それまでに行われた協議・合意の内容を明
らかにし、それまでの合意が記録化されたかどうかチェックされることを規定します。
それまでの手続参加者は検察官と弁護人のみで、被告人は違います。そのため、公判
で、それまでの合意について被告人に受け入れるかどうかが確認されます。
裁判所が各手続関係者（検察官と弁護人）と手続の過程を明らかにした上で、刑訴
法２５７ｃ条は、検察官と弁護人の合意内容を裁判所が認めると合意が成立すること
を規定しています。手続に従わない合意は、法律違反となります。裁判所はどんな内
容の合意が行われたのか、あるいは行われうるのかということについて述べなければ
ならないし、公的な場で合意が形成されるというのが刑訴法２５７ｃ条の要求すると
ころです。刑訴法２５７ｃ条は、刑訴法２４４条２項を維持しています。これは、職
権探知主義・真実発見を旨とする規定ですが、合意はこれに反しない限度で成立が認
められることになります。刑訴法２５７ｃ条１項に刑訴法２４４条２項には影響がな
いと書いてありますが、職権探知主義と抵触する合意は認められないのです。
刑訴法２５７ｃ条２項は、合意の対象は法律効果のみにかかるものであって、事実
認定自体（罪責）と保安改善処分は合意の対象にはならないと規定しています。量刑
に関する合意については、１点だけ、例えば１０ヶ月という様な形での合意はできま
せん。下限９ヶ月、上限が１２ヶ月という幅をもった形でなければ合意できないので
す。罪責問題は直接的には合意の対象にできないし、保安処分（ドイツでは法的効果
として科することができる）も合意の対象にはなりません。量刑問題に限っているの
は、量刑は検察官が責任主義に合致するのか判断することができるものだからです。
刑訴法２５７ｃ条３項は、可能な合意内容を裁判所が告知するという規定です。こ
れにより、扉の向こうで決めたことを公開法廷で明らかにすることによって、透明性
が確保されます。
公にした後で、検察官、弁護人、被告人がこれらの合意結果に賛成するかどうか明
らかにされます。裁判所は、その合意の内容に拘束されます。
もっとも、事実上または法律上の重要な事実が明らかにされていなかったことがそ
の後発覚したときには、裁判所は、その合意に拘束されません。また、構成要件が変
わった場合にも合意には拘束されません。例えば、合意した当時には傷害のみであっ
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たが、後に致死という重大な傷害の結果が生じた場合などです。
合意の拘束力が消滅したときは、被告人の自白を用いてはなりません。この場合、
裁判所は当然合意がなかったものとして手続を進めることになりますが、手続を進め
るに当たってはもはや合意から離脱するのだということを、被告人に告げなければな
らないと規定されています。
その他、いわゆる透明性を確保するために、公判廷で述べた内容は書面化すること
になっています。
この記録化の過程と公判での結論は引き継がれ、また、あらゆる形式も引き継がれ
なければなりません。記録には中身と議論の内容が盛り込まれなければなりません。
刑訴法３０２条では、合意が先行している場合には上訴放棄は認められない、とさ
れています。合意しておきながら上訴するのはおかしいようにも思えますが、例えば
合意の結果にしたがって判決が出たが、よくよく考えてみれば、納得できないという
ときに上訴する権利が残されています。
(2) 王冠証人規定について
王冠証人に関連する規定は刑法４６ｂ条に規定されていますが、それは麻薬法３１
条とよく似ています。私の経験からすれば、９５％以上は麻薬法の問題であり、残り
の５％が刑法の問題です。麻薬法３１条と刑法４６条ｂ条の規定は並べてみると非常
によく似通っています。
刑法の方は様々な犯罪を対象としてい
るが、麻薬法の方は特有の問題について規
定しています。裁判所によって、確かに犯
罪の解明や予防に貢献したということが
認められて初めて、刑の減軽等の効果が発
生することとなっています。
刑法４６ｂ条は、対象者の犯罪と解明や
予防の対象になっている犯罪との関連性
がなければならないとされていますが、こ
れは２０１３年の法改正によるものです。刑法４６ｂ条１項１号は、自発的申告によ
って自分の犯罪と関係する犯罪が解明され得るように寄与した者、同項２号は自らの

行為と関係する犯罪について阻止し得る適当な時期に供述した者に対し、減刑すること
ができるというものです。
重要なのは、裁判所が刑の減免を認めるとは限らないということです。単に裁判所
が減免「できる」ということしか規定されていないのです。
刑法４６ｂ条の対象犯罪は通信傍受と同じ対象の犯罪で、中程度の犯罪と重い犯罪
が対象です。これに対して、麻薬法はおよそ麻薬事犯であれば全て適用される、とい
う点で違いがみられます。
もう一つの違いは、刑法４６ｂ条は王冠証人になれる場合がかなり限定されていま
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すが、麻薬法３１条の方はほとんど全ての場合に王冠証人になれるという点にありま
す。麻薬法は、自分が犯した罪と他人の犯罪は同じであり、大小関係は問題になりま
せん。それに対し、刑法４６ｂ条は、より重い犯罪の解明に役立つのでなければ王冠
証人となれないのです。
刑法４６ｂ条３項に規定された時期的限界（公判開始決定がされる前に合意が成立
しなければならない）については、裁判所はあまり気にしていません。裁判所は刑法
４６条２項の犯行後の行為者の態度という一般的な量刑事情として考慮すると言っ
ています。しかし、裁判所はいろいろな事情を比較考慮して判断するのであり、検察
官としては、やはり王冠証人規定と一般情状とでは違いがあると考えています。
私の７年間の検察官の職
務のなかで、麻薬法３１条の
適用は少なく、刑法４６ｂ条
の適用はそれよりもさらに
少なく、ほとんど利用したこ
とがありません。麻薬法３１
条の方が構成要件的にラフ
になっていることと、警察官
が麻薬法３１条の適用を念
頭に置くような取調べをす
ることが理由だと思います。
◆調査団：
警察官が麻薬法３１条の適用を念頭に置くような取調べをするというのは、検
察官の指揮に基づくものなのでしょうか。
◆グリマイゼン検察官：：
必ずしも検察官からの指揮があるわけではありません。なお、検察官が指揮を
した場合には、警察はその指揮に合致するような取調べや事件送致の仕方をしま
す。指揮は、指導的な立場にある警察官に対して行います。
◆調査団：
王冠証人規定により誤判は生じないのでしょうか。誤判が生じないようにする
ため、どのようなことを考えているのでしょうか。
◆グリマイゼン検察官：：
誤判の危険は常に内在していますが、それへの対策としては、別の証人を探す、
客観的証拠で裏付けをする、ということで誤判を防ぐことを常に心がけています。
◆調査団：
弁護人が国選か私選かということで、王冠証人規定における合意に違いはあり
ますか。
◆グリマイゼン検察官：：
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弁護人が国選か私選かということで全く差はありません。
◆調査団：
弁護人が付くことで何か変化はあるのでしょうか。
◆グリマイゼン検察官：：
協議できる人がいるのは良いことです。法律上は付ける必要はないが、弁護人
が付いた方が望ましいです。優れた刑事弁護人が付けば、その後の経過も良い結
果に繋がることが多いからです。
２年前の事件ですが、通信傍受をしたという事案がありました。その事件でガ
レージを捜索したところ、１６キログラムのマリファナが発見されました。被疑
者が逮捕されてから発見されました。警察官が被疑者から話を聞き、その中で、
２０～３０キログラムのマリファナの話が出ました。ところが、それを裏付ける
証拠は発見されませんでした。検察官としては、麻薬法３１条の事案かと思って
いたのですが、優れた弁護士が捜査段階で被疑者の弁護人に付いて、２、３週間
後、弁護人の方から、判決合意制度を適用してほしいと要請がありました。この
ことがあったからこそ、明らかに事件の解明が進みました。被疑者に供述させた
ところ、さらに３人から譲渡を受けたということでその譲受先の３人のことを話
し、大きな犯罪事実が発覚することになりました。この件では電話傍受もしてい
たので、被疑者の供述と客観的証拠との合致も認められました。それがないと、
裁判所も合意を認めなかったと思われます。その結果、協議・合意がまとまって、
私と弁護人の間で書面を作り、１６０ａ条という証人の証言拒否権が行使された
場合の規定を適用せずに済み、結果的に被告人は合意がなければ９～１１年だっ
た刑が７年となりました。罰金も６万ユーロから８万ユーロで合意がまとまりま
した。この事案は知り合いの弁護士で、こういう話ができる関係にあったために、
取りまとめられたものです。幸運もあった個人的な経験です。
◆調査団：
合意の内容と判決の結果はどうだったのでしょうか。
◆グリマイゼン検察官：：
６年から８年の合意に対して７年、６万ユーロから８万ユーロの罰金の合意に
対して８万ユーロの罰金、という刑になりました。
◆調査団：
判決合意制度は、被害者がいるかいないかで適用に違いはあるのでしょうか。
◆グリマイゼン検察官：：
判決合意制度の適用犯罪が被害者なき犯罪かどうかは、刑訴法２５７ｃ条の法
律上は関係ありませんが、一般的には考慮要素になると思います。
◆調査団：
王冠証人規定や判決合意制度について、弁護人からの申入れは多いのでしょう
か。
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◆グリマイゼン検察官：：
王冠証人規定や判決合意制度について、弁護人からの申入れは多いです。
人身売買の事案で、被疑者自らが王冠証人になりたいと言って告白した事例が
ありますが、特別な場合です。
◆調査団：
判決合意制度において、被疑者や弁護人から量刑についての年数が出ることは
あるのでしょうか。
◆グリマイゼン検察官：：
被疑者や弁護人から量刑についての年数が出ることはあります。もちろん交渉
ごとですから、合意できるかどうかは別問題です。
◆調査団：
王冠証人規定で合意ができなかった場合は、どうなるのでしょうか。
◆グリマイゼン検察官：：
被疑者からの情報は捜査の端緒となります。
また、供述した被疑者は証人としても使います。
（鈴木 一郎）
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第４ ミュンヘン弁護士会
訪 問 概 要
訪 問 日：２０１５年（平成２７年）７月１日
訪問先対応：クーン副会長
聴取概要
１ 判決合意制度について
自白事件でも否認事件でも判決合意手続が用いられる。量刑が軽くなること及び量
刑の予測可能性が確保できることがメリットである。立証が省力化され、公判手続の
短縮化を図ることができる。
弁護人は、被疑者・被告人に対して、証拠関係を検討した上で、合意に応じた場合
と応じない場合の帰結、否認を続けた場合の無罪の可能性など情報を提供し、被疑
者・被告人の意思を尊重する。量刑の予測は法律上の規定や確立された指針が存在し
ないが、実務上おおむね３分の１程度減軽されることを目安としている。
仮に無罪の者が合意に応じて自白してしまったとしても、裁判所が慎重に自白の信
用性を吟味するから、自白以外の証拠が希薄であれば無罪となることがある。
判決合意手続は公判で裁判所が受け入れなければ法的拘束力を有しないが、捜査段
階から弁護人と検察官との間で合意のための協議が行われる。比較的軽微な事件では
弁護人から合意を持ちかけることが多いが、重大な事件や大規模な事件となると検察
官から持ちかけてくる。警察官が取調べで合意に応じると刑が軽くなることを示唆し
ながら被疑者に自白を勧めることは常態化している。
判決合意制度で非常に問題となっているのは記録化の範囲である。２０１３年の連
邦憲法裁判所判決でも指摘されているが、判決合意手続の記録化が非常に重要で、合
意したときは合意内容やその経過が最小限ではあるが記録化され、合意に至らなかっ
た場合でもその過程が記録化される。判決合意手続を用いることは裁判所として労力
がかかる。そのため、記録化や上訴を回避するため、正式な判決合意手続ではなく、
非公式な合意によって処理されることも実務では多い。
２ 王冠証人制度について
現行制度は恩恵が任意的減免となっており、利用者にとって不明確な点が問題であ
る。ドイツにおいて刑法４６ｂ条の王冠証人制度はほとんど用いられておらず、ミュ
ンヘン弁護士会副会長も自身は経験がない。王冠証人制度が原因で発生したえん罪事
件について聞いたことがないし、王冠証人制度に関係して弁護人の弁護活動が問題と
なった事例もない。
３ 取調べの録音・録画について
供述経過が供述の信用性判断にとって重要になるので可視化すべきであるが、残
念ながら具体的な公式の提案や法律案は存在しない。
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１ ミュンヘン弁護士会
ミュンヘン弁護士会は、ドイツ連邦共和国バイエルン州の弁護士会である。バイエル
ン州の弁護士の約半数が加入している団体である。２８の地区から成り立っている。
ミュンヘン弁護士会の建物は、ミュンヘン中心市街地にある。付近は官庁街ではなく
カフェやレストランが建ち並ぶ賑やかな場所にあって、一見して弁護士会が入居してい
る建物とはわからなかった。
２ 聞き取り
(1) 挨拶等
◆クーン副会長：
皆様よくおいでくださいました。弁護士会の名において皆さんを歓迎します。ミ
ュンヘン弁護士会の副会長をしております。担当分野は刑法で、とりわけ租税刑
法を扱っています。
◆調査団：
まずご挨拶させていただきます。私たちは日弁連のメンバーとして来ました。日
本では今、刑事訴訟法が改正されようとしています。日本に、ドイツの王冠証人
制度と類似した司法取引が新たに導入されようとしています。被疑者・被告人が
捜査に協力して、供述することを合意して刑を軽くしてもらったり免除してもら
ったりする制度です。ドイツにおける合意手続と王冠証人制度をミックスしたよ
うな制度です。日本には、これまでこうした制度は全くありませんでした。これ
から法律の改正によって、刑事弁護にどのような影響があるのかわからない状態
です。ですから、ドイツにおけるいろいろな経験を私たちは学びたいと思ってい
ます。そのために、これまで２日間の視察で、弁護士と、裁判所と、検察官の方
にお会いしてきました。研究者の方にもお会いしてきました。今日は弁護士の立
場から、刑事弁護に、王冠証人制度あるいは判決合意制度がどのような影響を与
えているのか教えていただきたいと思っています。
(2) 判決合意手続について
◆クーン副会長：
もともとドイツの刑事手続は、合意を予定して作られている構造を持っていませ
ん。これに対してアメリカの刑事手続は両当事者がそれぞれ独立の立場から主張立
証をし、それと独立した立場から裁判所が裁くという構造を持っています。したが
って、両方が同様の立場から裁判所に影響を与えるということが可能になっていま
す。
ただ、これまで、裁判所や弁護士、また検察官は、他の人の意見を知りたいとい
う欲求があり、その知った内容を踏まえて合意というものが形成されます。例えば
検察官が５年を求刑し、弁護人が３年と言い、裁判官が４年という判決を下すとい
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うのは、劇場で見る劇のようなものになっています。
その際に、合意の圧力というようなものが問題になり得ていて、合意があれば２
年で済む、という場合に、合意がなければ６年から７年の刑が科されるということ
もあり得るのです。
そういう状況を改善しようとして、連邦通常裁判所の判例が対処していましたが、
法律により規制しようという動きが起こってきて、法律の制定が行われました。
合意の際に、職業裁判官だけでなく、被告人も関与して検察官と弁護人との間で
合意というものが形成されます。合意は公判で記録化する必要があります。この合
意には、拘束力があって、ごく例外的な場合には拘束力が解かれるということにな
ります。他方で、合意をしても、控訴・上告というのが可能な規定になっています。
今、非常に争いになっているのは、どの範囲を記録化するのかという問題です。
今の記録化との関係でも、実務上記録化の要請は厳格なものとなっており、それを
回避するために廊下とか階段で実際には合意されていて、それが法廷では記録化さ
れない、ということもあります。
今、具体的な例を示したいと思いますが、自分が裁判官に対して合意を申し入れ
るということに対して、Ｘ年の刑をお願いしたいと申し入れました。裁判所はただ
ちに合意に入ってくれるのかと思いきや、裁判官室で検討して、裁判官は合意は成
り立たないと言っているのだけれど、実際には合意が成立しているようなもので、
公式的な合意ではなく非公式な合意なのでそれが記録化されない、ということがあ
りました。
◆調査団：
どういう部分が公開されないのか、詳しく伺いたい。公式と非公式とをどう使い
分けていますか。
◆クーン副会長：
非公式となる一番大きな要因は、仕事を減らしたい、ということです。実際に合
意が成立したら、成立内容を記録化し、告知し、上訴を許すということで、それだ
け作業量が増えるが、非公式なものであればそれらが回避できるので、とりわけ裁
判官は仕事の量が激減するから、裁判官にとってはありがたいのではないでしょう
か。
◆調査団：
弁護人から合意を申し入れて、裁判官が合意を認めずに合意が成立しなかった場
合は、記録化されないことが多いのですか。
◆クーン副会長：
連邦憲法裁判所が求めたことで非常に重要な点が、合意が成立しなかった場合に
も記録化するということで、それこそ公開性なので、記録化されるはずです。
◆調査団：
前提として、自白事件はほとんどなんらかの合意に至るのですか。自白事件で合
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意はありえないのですか、否認事件で合意はあるのでしょうか。
◆クーン副会長：
自白事件でも合意はあり得ます。否認事件では当然合意があります。合意制度は
基本的には否認事件が対象となっていますが、自白事件でも、例えば責任能力が争
いになる事件で、合意ができれば相当省力化・短縮化できます。
◆調査団：
被疑者が弁護人に、「本当はやっていないが、早く出たいので合意してくれ」と
頼んでくることはあり得るのでしょうか。
◆クーン副会長：
今のような事案の場合には、弁護人は、証拠状況を検討し、合意に応じた場合は
どれくらいの刑が考えられ、合意に応じなかった場合の刑がどれくらいか、否認し
つづけた場合の無罪になる可能性はどうなるのか、被告人にあらゆる情報提供をし
て協議した上で、被告人の意見を最終的には尊重して、被告人が合意したいという
なら応じます。その場合に、例えば非公式の合意をせずに、きちんとした合意制度
を取ることのメリットは何かというと、合意したけれども後で合意内容が不満だと
いう場合、上訴できる。非公式合意をしてしまっていると、背景事情は全然わから
ないし、なぜ上訴するかわからないので、公式に合意するメリットがあります。上
訴審でさらに合意するということ
もあり得るので。
◆調査団：
そうすると、公式に合意すると、
否認の経緯みたいなものも記録化
されるということでしょうか。
◆クーン副会長：
記録化ということについて、記録
化し過ぎるという問題もあって、逐
一経過を記録化するということま
で法は要請していません。変遷の経緯が最小限わかればよいということで、誰が
どのような要請をしたか、ということのみ記録化されます。
◆調査団：
根源的な質問ですが、無実の人が合意によって有罪判決を受けて処罰される、と
いうことも生じるわけですが、それでも構わないと考えられているのでしょうか。
◆クーン副会長：
無実の人が自白をするということが仮にあるとして、自白自体についても、自白
が決定的に意味を持っている、ということであれば、裁判所は非常に慎重に自白の
信用性を吟味します。裁判所も、自白があっても無実かもしれない、ということは
吟味するし、証拠状態からいっても希薄な自白と希薄な客観証拠しかなければ、無

43

２０１５年 日弁連ドイツ視察報告
第３章 調査報告

罪になるということは十分あります。
◆調査団：
判決合意手続では裁判所の関与が必要で、捜査段階では、裁判所は関与しないと
のことですが、捜査段階では検察側と弁護側が協議を進める、ということですか。
◆クーン副会長：
捜査段階では、令状発付などで裁判官が関与することはありますが、合意は対象
になっていません。注意しなければならないのは、検察官と弁護人の間で合意が成
立していても、それは法的拘束力を持たないということです。それは裁判所が受け
入れて始めて法的拘束力がある合意になります。しかし、準備としての合意やその
ための協議は捜査段階から進められています。
◆調査団：
合意についての働きかけは、検察官からするのか、弁護人からするのかどちらが
一般的なのでしょうか。
◆クーン副会長：
事件の重大性というのが非常に重要です。比較的軽微な事件は弁護人から持ちか
けます。重大な事件、大規模訴訟ということになると、捜査を行っている検察官の
方からが多いです。大規模訴訟だと合意を考えていないこともあります。いずれに
せよ木を育てるみたいに、検察官と弁護人が話し合いをどんどん繰り返して立派な
木を作り上げるように協議が行われます。
◆調査団：
弁護人の戦略として、合意に持っていきたいからわざと否認や黙秘をさせるとい
うことはありますか。
◆クーン副会長：
それは全く一般的にあり得る話だと思います。最初は良い条件のものはあり得な
いから否認なり黙秘をさせる。そのうち環境が整ってくると、自分から持ちかける
とか、検察官から持ちかけてくるということはあり得ます。
◆調査団：
その過程でどの程度証拠は見られますか。
◆クーン副会長：
基本的に、捜査が終結している段階になると、起訴するかどうか決められるわけ
ですが、その段階になると、全ての証拠を被疑者は見ることができます。遅くとも、
起訴される前には一件記録が完成しており、全ての証拠にアクセスできます。
公訴提起の直前までは、どの段階であっても検察官の方に請求はできるのですが、
いつも全部見せてもらえるかどうかはわかりません。ただし、起訴前の決定をする
状況になったら見せなければならない。刑訴法１４７条に書いてあるとおりです。
※注 ドイツ刑訴法１４７条（記録閲覧権）
弁護人は裁判所に存する記録、公訴提起のときに裁判所に提出されることになる
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記録を閲覧することができる。
捜査終結前については、捜査の目的を阻害するときは見せないことができる。そ
れ以外は、見せなければならない。
◆調査団：
例えば、捜査段階では殺人だが、検察官と弁護人が合意して、過失致死で起訴し
た場合、裁判所が記録を見てこれはおかしい、殺人だ、というようなことはあり得
るのでしょうか。
◆クーン副会長：
もともと、法律上の規定もそうなのですが、建前だけでなくて実質上も、殺人か
ら傷害致死や過失致死へと罪名を格下げする合意というのは考えられません。ほと
んどないのではないでしょうか。
◆調査団：
罪名変更の合意が考えられないというのは非公式の合意でもそうなのでしょう
か。
◆クーン副会長：
非公式合意であっても罪名変更は考えられません。
◆調査団：
弁護人が、このまま否認を続けるとどの程度の量刑が予測されるのか、あるいは
合意するとこの程度になる、というアドバイスをするときに、弁護人と検察官が共
通して基準とするような量刑のデータはあるのでしょうか、それとも経験でアドバ
イスをするのですか。
◆クーン副会長：
その点に関しては確固たる指針や法律上の規定はありません。ただ、たくさんの
判例からおおむね３分の１を限度として減刑されるということなので、例えば合意
すれば６年、合意しなければ４年、といったことで交渉します。
さきほど述べたように、もともとドイツは罪名を変える合意はできません。唯一
の例外が殺人罪です。補足すると、終身刑だけが規定されている殺人は仮に合意が
できたとしても刑が軽減されることがないので判決合意が成り立たないのです。
◆調査団：
３分の１程度の減刑を持ちかけるということですが、検察官が、もともと６年で
考えているのに、どうせ下げてくるだろうから、多めにこのまま否認すると８年だ、
と「ふっかけて」提案してくる、ということはないのですか。
◆クーン副会長：
検察官は、量刑について最終的な責任を負う人ではない。したがって、「ふっか
けて」くるということはあり得ることですが、下げてくることを考えて検察官が高
めの刑を言うことがあったとしても、実際には裁判所が、もともとそういう要求は
合意の内容として不適当だと判断するので、実際には問題にならないのではないで
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しょうか。
◆調査団：
捜査段階で、警察官が、これは合意した方がいいぞ、と働きかけることはないの
ですか。
◆クーン副会長：
むしろそれは常態化しています。警察としては早く自白を取って事件を終わらせ
たいと考えています。したがって、合意のために自白をしておけば、早く手続も済
むし、刑も軽くなると言って、自白を勧めてきます。ただし決定権はないですが。
事件全部とは言わないが、全体の４分の３はそうなっていると思います。
◆調査団：
被告人・弁護人として判決合意を行うメリットは何になりますか。
◆クーン副会長：
いろいろありますが、一番は有利な帰結が得られることと、その結論が得られる
ことが予想できることの安定性です。依頼者のお金とか時間が節約できることが良
いことです。弁護人の時間などが節約できて良いというものではありません。
とりわけ経済事件は本当だったら何ヶ月も何年もかかるものが第１回公判期日
で合意ができて若干の証拠調べで終わることで、縮減効果は非常に大きいのです。
◆調査団：
刑が軽くなると、弁護人の報酬は上がるのですか。
◆クーン副会長：
変わりません。民事はともかくとして刑事の場合は全く変わらない。ただ私選の
場合は公判が長くなって支払いができなくなるのを回避できる、という副次的な効
果はあるかもしれませんが。
(3) 王冠証人制度について
◆調査団：
弁護人の立場から、王冠証人制度については賛成でしょうか反対でしょうか。
◆クーン副会長：
全体としては、今の規定は不十分なのではないかと考えています。一つは、刑の
減軽免除をすることができるというだけであって、裁判所を拘束するものではなく、
被告人の保護としては不十分です。もう一つは、量刑規定は既に刑法４６条があり
ます。４６条の量刑基準から考えると、４６ｂ条は特殊な規定で、実際には４６条
で捕捉できるのがほとんどであって、王冠証人制度のメリットは十分ではないので
す。
◆調査団：
メリットが不十分ということはメリットをきちんと法定すべきだということで
すか。
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◆クーン副会長：
合意の規定と比較すれば簡単にわかるが、いろんな保障が明確に規定されていな
いので、手続保障としては不十分です。合意の方は拘束力がありますが、王冠証人
規定にはないのです。そういう点で不十分だと思います。
◆調査団：
逆にメリットが大きいと、嘘をつく可能性が大きくなると思いますが、その点は
どうお考えでしょうか。
◆クーン副会長：
嘘の自白をするというのは、必ずしも王冠証人規定の話だけでなく、自白という
ものは真実の自白なのかどうか、どの手続であっても慎重に吟味されるべきです。
嘘の自白が生じる危険があるからこの規定が良くないというものではありません。
私としては、薬物事犯について、被疑者というのは嘘をつくのが当たり前だと思っ
ています。
◆調査団：
ではターゲットとされた被告人の弁護人の立場としては、どのように戦うのでし
ょうか。
◆クーン副会長：
大変難しい問題です。自白した人の弁護人ではなく、ターゲットの側の弁護人と
いうことになると、証拠の突き合わせとか実際の主張とかを問題にしますが、やは
り重要なのは、元々の王冠証人の証言の信用性の検討になります。王冠証人の側は、
既にその供述を前提に裁判所と検察官との間で実質上の合意というものができて
いるのだから、これを覆すのはかなり難しいと思います。
そもそもこの規定自体が、ほとんど適用されていません。私は、共犯事件の弁護
人をしたことは何度もありますが、王冠証人規定が適用された事件の共犯者の弁護
人をした経験がないので、通常の共犯者の弁護活動との違いが説明できません。お
そらく、変わらないのではないでしょうか。結局、共犯者は自分から見たら相手方
なので裁判所に厳しい吟味を求めることになるでしょう。
◆調査団：
ご自身が弁護人として王冠証人規定の適用を申し立てたこともない、ということ
でしょうか。
◆クーン副会長：
刑法４６ｂ条（王冠証人規定）が適用されるような事件を弁護人として関与した
経験がないので、当然申立てをしたこともありません。
一つ申し上げたいのは、４６ｂ条とは、４６条の延長線上にある規定なので、４
６条との関係が重要です。量刑の一般原則として行為者の刑の量刑に当たり有利な
事情が挙げられており、この中に行為後の事情というものがあります。４６ｂ条は
それを反映して具体化しているに過ぎないので、量刑の一般原則こそが重要です。

47

２０１５年 日弁連ドイツ視察報告
第３章 調査報告

◆調査団：
これまで弁護士会で、王冠証人規定が原因でえん罪が発生した、という事例の報
告はありますか。
◆クーン副会長：
聞いたことはありません。おそらく再審によって是正されるべきものだと思うけ
れど、そういう再審事例も聞いたことはないですね。
私自身は、４６ｂ条はいらないと考えています。麻薬法３１条も実際の適用例は
多いが、リスキーな規定です。自分がやっているということを言う対価として、か
なりの割引を期待するが、差し引きするとマイナスになっているのではないか。麻
薬法３１条はむしろ不要というより危険と考えています。４６ｂ条はそれと似てい
るが違って、あってもよいが、いらないのではないかと思います。
◆調査団：
なぜ王冠証人規定が復活したのですか。
◆クーン副会長：
政治の局面で、ヨーロッパレベルでもテロ行為に対する厳しい対応ということを
うたっているわけですが、そういう点からすると４６ｂ条というのは確かにテロリ
ストを摘発するのには機能しうるということではないでしょうか。政治家が、法律
を作るだけだったらお金がかからないからシンボルとして作ったと思います。象徴
的な規定だから大きな機能を期待できないでしょう。
◆調査団：
自分の依頼者が王冠証人になりたいと言っているが、弁護人の目からみて嘘だと
思う場合にどうしますか。
◆クーン副会長：
まず貴方の供述が嘘だったら処罰されますよと告げます。そして供述内の矛盾や
客観的証拠との矛盾などがないか弁護人として検討して、このままこの規定の適用
を認めるとこういう問題が起きますよ、と説明します。ただし説得はしません。あ
くまで助言者であって、最終決定権は被告人にあるべきです。
◆調査団：
王冠証人規定との関係で、弁護人の活動が倫理上または依頼者との関係によって
裁判などの問題となった事例があれば教えてください。
◆クーン副会長：
まず裁判所から懲戒請求を受けるとかそういうことはありません。依頼者から懲
戒請求された、とういことは聞いたこともないですし、そもそも適用事例が少ない
のでそういうことはないのではないでしょうか。
◆調査団：
狡賢い者が減刑されるという王冠証人制度に対しては、ドイツ国民の感情や批判
はどうなのでしょうか。
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◆クーン副会長：
協力して刑が軽くなることに国民からの批判はあり得るし、現にありますが、逆
に刑法典は行為後の事情を考慮してよいと規定しています。刑法典は国民の了解を
得て成立していて、その法律に従って刑が軽くなる者、軽くならない者がいたとし
ても問題にはならないと思います。国民があくまで不平等と考えるかもしれないし、
当然のことだと考えるかもしれない。
判決合意制度について、連邦憲法裁判所が合憲判決をくだしましたが、かなりす
れすれの判断で、その中で反対意見を述べた刑事法学者の意見は、まさに平等性を
問題にして事後的な活動によって刑が軽くなることが本質的に許されるかを指摘
していました。
(4) 取調べの録音録画について
◆調査団：
取調べに弁護人が立ち会うことがあると聞いていますが、どれくらいの割合で立
ち会っているのですか。
◆クーン副会長：
どれくらいの被疑者が弁護人を持っているのかについては、大きな事件でも、最
初は弁護人がいないこともあるでしょうが、選任されることが多いです。経済事犯
などは最初から弁護人がいる事案が多くなっています。法律上は、警察官の取調べ
に立会権というのはないですが、助言をして防御権を完全なものにするためには、
弁護人の立会いは必須なので、ほぼ全て立ち会っています。
◆調査団：
王冠証人の供述の信用性を判断するには、証人の供述の変遷が重要だと思います
が、それを記録化するために取調べの録音録画が必要ではないのでしょうか。その
ような議論がドイツにありますか。
◆クーン副会長：
結論から言うとご指摘のとおりだと思います。どういった自白をしているかだけ
ではなくて、供述経過が信用性判断に重要になるので、可視化すべきです。
◆調査団：
昨日ローゼナウ教授から、そういった議論があって立法化しようとする動きがあ
ると聞いたのですがどうですか。
◆クーン副会長：
残念ながら具体的な公式の提案や法律案は知りません。今後１０年以内に実現し
そうな動きもありません。
お返しの質問をしてよいでしょうか。録音録画は日本では行われるのでしょうか。
◆調査団：
日本では今作られようとしている法律で、裁判員裁判対象事件と検察官が独自に
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捜査する事件の二つについて、取調べを録音録画することが警察・検察の両方に義
務付けられます。全体のわずか２％に過ぎません。法律となって始まるのが３年後
です。ただし、既に運用としてかなりの事件で録音録画が始まっています。知的な
障害を持っている人や精神的な障害を持っている人については検察庁が特に実施
するようにしています。日弁連では全ての事件での録音録画をするように運動を進
めています。是非ドイツでも取調べの録音録画ができればよいと思っています。
◆クーン副会長：
私もそうなると良いと思います。やはり取調べをして、口頭での供述を得られて、
半年後などに事件になる。直接証拠にならないが問題になるときがあります。その
ときの記録方法としてやはり録音録画というのがドイツでも考えられています。や
はりきちんと記録化する上でも録音録画をするべきだという議論がなされている
のです。今日は良いことを聞きました。
◆調査団：
ありがとうございました。
（南川 学）
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～コラム ドイツでの取調べの可視化談義～
ドイツでは、取調べの可視化は問題にならないといわれてきた。
それは、ドイツの刑事手続における次のような認識が基礎にある。
ドイツでは、直接主義が徹底されており、証拠となるのは公判における供述で
あって、捜査段階の供述は問題にならない。また、捜査段階の被疑者取調べでは、
判例上、弁護人立会権が保障されている。したがって、密室で採取された被疑者
の供述調書が、時として立証の中心となっている日本のような取調べの可視化は、
ドイツにおいて問題になる余地はない。
視察団も、同様の認識から、ドイツでは取調べの可視化は基本的に問題になら
ないと思い込んでいた。ところが、視察２日目のアウクスブルク大学でのワーク
ショップでは、ローゼナウ教授から、ドイツでも取調べの可視化が議論されつつ
あるという話を聞いた。ワークショップのテーマは判決合意手続、王冠証人であ
ったため、可視化についての議論が深まることはなかったが、意外な印象が残っ
た。
そして、３日目。視察団の認識を大きく揺るがせる話が飛び出した。ミュンヘ
ン弁護士会のクーン副会長からのヒアリングである。調査団が、
「捜査段階で、警
察官が、これは合意した方がいいぞ、と働きかけることはないのか」と質問した
のに対し、クーン副会長から、
「むしろそれは常態化している。全体の４分の３は
そうなっている」という答が返ってきたのである。ドイツの警察でも、利益誘導
で自白を引き出そうとしているというのである。しかも、それが常態化している
という。それではドイツにおいても、可視化が必要ないという前提が成り立たな
いはずである。実際、後に訪問したアウクスブルク警察署の刑事らに尋ねると、
「自分たちには訴追について権限がない」との留保付きではあったが、
「自白をす
れば刑が軽くなるとか、判決合意がなされれば刑が軽くなるといった法律や手続
の説明をすることはあるし、正直に供述すればあなたのためになるといって、被
疑者に供述を勧めることはある」とのことであった。クーン副会長の説明は、警
察側からも裏付けられたと言えるだろう。ちなみに、刑事によると、殺人事件で
は 12 時間半にわたり被疑者を取り調べ、55 頁もの調書を作成したことがあると
いう。また、ドイツでは直接主義により、それらの調書が直ちに証拠となるわけ
ではないとしても、職権主義のため調書は一件記録として、裁判所に送付され、
裁判官の目に触れることになる。取調べで自白が取られれば、事実上裁判官、ひ
いては参審の心証にも大きな影響を与えるであろう。そうである以上、ドイツで
も取調べ可視化の必要性は大きいと思われる。
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話をミュンヘン弁護士会に戻そう。調査団は、クーン副会長からのヒアリング
の終わりに、
「王冠証人の供述の信用性を判断するには、取調べの録音録画が必
要なのではないか？」と率直な疑問をぶつけた。クーン副会長の答は端的なもの
であった。
「指摘のとおりだと思う。ドイツでも可視化すべきだ」
もっとも、クーン副会長は、こうも付け加えた。
「（ドイツで可視化が）今後１
０年以内に実現しそうな動きはない」そして、日本での取調べの可視化の現状を
逆インタビューされたのである。クーン副会長は、運用上取調べの録画・録音が
進められ、一部について法制化の見込みであることに、強く興味を引かれたよう
であった。
その日の夜、改めてローゼナウ教授との面談の機会があり、ドイツでの可視化
の議論状況について尋ねてみた。ローゼナウ教授は、「裁判官も含めた法律家、
研究者の間で、可視化をめぐる議論はある。まだ法制定への動きまでにはなって
いないが、将来的には法制化につながる可能性はある。政治状況にもよるので、
いつごろとは言えないけれど」と説明された。ドイツでは可視化反対論として、
長時間の録画を公判で調べなければならない可能性が大きいのではないか、とい
う意見がよく出されるとのことであった。反対論でもやはり直接主義の大原則が
強く意識されているのであろう。ちなみに教授に「日本では、カメラの前では真
実を話さなくなる、という反対論が強かったが、どう思うか」と尋ねてみた。教
授の答えは、
「今の時代、どこにでもカメラがある。iPhone でいつでも画像が撮
れる。そんなこと関係ないと思うよ」。あっさり否定された。
確かに、職権主義、直接主義の原則が強調されてきたドイツでは、従前取調べ
の可視化の議論は活発化してこなかったようである。しかし、供述の信用性が刑
事裁判の帰趨を決めることが不可避である以上、供述の経過を可視化することも
不可欠なはずである。ドイツで取調べの可視化の議論が始まっていることは、可
視化が刑事手続において、制度の枠を超えた普遍的な原理であることを示してい
るといえるであろう。
我が国で導入されようとしている捜査・公判協力型協議合意制度のプラクティ
スにおいても、取調べの可視化との関連を議論することが不可欠である。
（秋田 真志）
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第５ ミュンヘン地方裁判所

訪 問 概 要
訪問日：２０１５年（平成２７年）７月２日
訪問先対応：シェーン裁判官（博士）、フリッケ裁判官
聴取概要

１ 判決合意手続については、実体的真実主義の観点から、真実発見の義務を
負う裁判官としては問題だとされる一方、訴訟手続の合理化・簡略化の要請
から、水面下で行われてきた。２００９年の法制化により、合法的に行われ
るようになったが、２０１３年の連邦憲法裁判所の判断もあり、一層手続の
透明化、記録化の要請が高まった。そのため、古い考え方をする裁判官の中
には、使い勝手が悪くなったという批判もある。しかし、話し手であるフリ
ッケ裁判官自身は、判決合意に至った協議の過程なども全て記録化しなけれ
ばならないため、裁判官の事務量としてはむしろ増えているが、それを上回
る利益があり、望ましいと考えている。２０１３年の判決後も、判決合意は
積極的に使われており、統計などはないが、事件全体の３分の１程度は判決
合意手続により処理されているのではないか、という。
２ 刑法４６ｂ条の王冠証人規定については、ほとんど使われていない。フリ
ッケ裁判官自身、一度も使ったことがない。麻薬法３１条や、カルテル法（刑
事罰ではなく秩序違反の行政罰）の王冠証人類似規定は多少使われている
が、フリッケ裁判官自身も検察官時代に１、２件関与したのみである。刑法
４６ｂ条は、麻薬法３１条などよりさらに要件が厳しいので、ほとんど使わ
れない。他人の犯罪について捜査機関に明らかにしたとしても、刑法４６条
の、犯行後の情況を考慮して量刑を決めることができるとの一般規定で刑の
減軽方向を考慮することが多く、４６ｂ条は使われない。

１ ミュンヘン地方裁判所
ミュンヘン地方裁判所は、ミュンヘン中央駅から
徒歩３、４分の至近距離にある、荘厳な建物に入っ
ている。約１１５年前に、各地に点在していたミュ
ンヘンの地裁等の官庁を１カ所に集めた合同庁舎
として建築されたが、その後幾つかの官庁が外部に
移転し、現在はバイエルン州の司法省とミュンヘン
地裁の主に民事部として使用されている。
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正面にはドイツ国旗と、白と水色が鮮やかなバイエルン州
の州旗が翻っている。
内部も、高いドーム型天井まで吹き抜けの空間を中心に回
廊が取り囲み、建築物としても見応えがある。
その会議室の一室で、まずは地裁判事に司法取引について
のお話を伺い、その後地裁の図書室や１１５年前の法廷、そ
してミュンヘン市内を一望できる丸天井裏の展望台を見せ
ていただいた。
２ 聞き取り
(1) 判決合意手続について
◆シェーン裁判官：
皆さんドイツへようこそ。フリッケ裁判官とともに歓迎致します。
実は私も今年３月から４月にかけて日本に旅行していまして、ペトルスさんと加
藤先生、本先生とずっとご一緒に中華料理を食べたりいたしました。
今日のプログラムですが、司法取引の理論的な問題については後ほど地裁判事の
フリッケ裁判官に対応していただき、私からは概要についてお話しします。
この建物について説明します。この建物は１１５年前に、ミュンヘン地方裁判所
等幾つかの官庁の合同庁舎として建てられました。その後、他の所にどんどん建
物が増えて官庁が移転し、今はここには司法省が入っているのと、地方裁判所と
しては主に民事裁判を担当しています。
月曜日に私たちはこの建物の前を通り過ぎたわけですが、ここはフリッケさんが
働いているところでもあります。
これからまずフリッケさんと、いただいた質問を踏まえたディスカッションをし
たいと思います。それから、建物については上に登れますが、危険ですから本当
に行きたい人だけ来てください。その後、白バラ事件という有名な事件の関係の
訴訟記録などが残っている図書室や、古い法廷に行って、皆さんに裁判官席に座
っていただいたりして、面白い写真を撮っていただけると思います。
◆フリッケ裁判官：
私はフリッケと申します。刑事事件を中心に扱っていて、最も中心的な分野は少
年保護事件です。少年保護といっても、少年が被告人なのではなく、成人が少年を
虐待したり報復を加えたりした刑事事件について審理しています。小児性愛犯罪や
虐待事件です。
こういう事件は非常にデリケートですので、被害者保護のため公開を排除すると
いうことも考えなければなりません。同時に、被害者を保護するために、判決合意
手続や王冠証人などの規定で事件の簡略な処理を図る必要がある事件です。
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私は、裁判官になる前に検察官としての経験を持っておりまして、その際にも王
冠証人規定や判決合意を、とりわけ組織犯罪などの場合に行ってきました。
私の経験では、全体の３分の１くらいの事件は判決合意によって処理されており、
日常的な手続です。ここ第１ミュンヘン裁判所でも、検事局でも、判決合意を経験
しています。判決合意が使われる主な事件は、経済事犯や麻薬薬物事犯です。
シェーンさんがおっしゃったことと同じかもしれませんが、私が一方的にお話し
するというより、対話をしたい。経験した実例を幾つか挙げさせていただきたいと
思います。また、日本でこれ（判決合意）に類するような規定が設けられると聞い
ていますので、そういったことについても議論できればと考えています。
火曜日の夕方にワークショップが行われたと聞いていますが、どういった内容が
話されたのかお聞きできれば、重複しない限度で議論したいと思います。
◆加藤教授より、ワークショップの概要をご紹介。２０１３年の連邦憲法裁判所判決
で、判決合意手続は死んだ、という評価が紹介されたことなど。
◆フリッケ裁判官：
強く申し上げたいのですが、２０１３年の連邦憲法
裁判所判決によっても、決して判決合意は死んでおり
ません。そのことは、この判決以後も毎月のように出
る雑誌や判例の中で、合意に関する例が続々と出てい
ることからもわかると思います。
ミュンヘンの第１裁判所でも、この問題は非常に議
論の対象になっており、日々使われています。シェー
ンさんと話をすることもあるのですが、ほとんどの事
件でむしろ当事者は判決合意手続を使いたがってい
ると感じます。とりわけ、経済犯罪や、麻薬事件につ
いてはよく合意を使います。経済事犯や組織犯罪、薬
物犯罪については信じられないくらい実務ではたくさん合意が使われております。
私が初めてミュンヘンで検察官の活動を始めた頃のことですが、当時は判決合意
手続について法律の規定がありませんでしたので、非公式な形で行われ、事例によ
って取引の形も様々に異なっていました。基本的に刑事事件では実体的真実主義が
支配していますので、裁判官は、事件の真相を明らかにしないといけないという責
務を負っています。
判決合意によって一番決定的に違ってくるのは、手続が短縮されることです。証
人尋問、証拠の請求など争点が少なくなることから審理が短縮されます。
この場合、最初の公判期日で、合意結果というものを明らかにします。合意がな
い場合、通常であればそこから証拠調べ請求などが始まるのですが、合意があれば
非常に短縮された形で行われることになります。
合意がある場合、どのような形で審理を行うのかということについては、まず短
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縮化はされますが、その仕方にもいろいろな選択肢がありますし、裁判官の裁量と
いうものもあります。当時は判決合意手続をどのように行うのかについて明確な基
準があるわけではなかったので、どのような合意が行われたのか記録がないという、
透明性に欠ける点はありました。
２００９年に制定された刑事訴訟法２５７ｃ条は、その論争の結果出てきた規定
です。これによって、非常に大きな変革は、透明性をはかるための措置というもの
が法律上強く要求されたということです。これによって、これまでは部屋のすみで
いわばこそこそとやっていたものが、表に出されることになり、仮に陰で行われて
いたものであったとしても、公判手続で公開して表に出してやることになりました。
それが、この法律による効果だろうと思います。
そのようなことから、第１ミュンヘン裁判所では、合意手続の経過などが厳しく
記録化され、公開されることで、透明化が図られています。
もし、全く取引が行われないということであれば、行われなかったことも含めて、
最初の１行に、我々は合意に達していない、ということが書かれます。
証拠調べが行われた後に、
「また、我々は取引を行っていません」、ということを
記録します。
合意を試みてうまく成立しなかった場合でも、その記録を残します。誰が、どの
ような形で、何を述べたということを全て記録します。ですから、合意がうまくい
かなかったとしても、そういう合意が持ちかけられたという事実は残ります。
もちろん第三の過程としては、合意が成立したという場合ですが、その場合は、
どういう合意内容が成立したかはもちろん、誰が異なる意見を述べたのか、どのよ
うな異なる提案がなされたのか、ということも記録します。それは、控訴の際に、
高等裁判所が判断するために必要です。このようなことはこれまで行われていませ
んでしたので、非常に大きな変革だと思います。
かつては上訴放棄を内容とした合意というのが問題になっていまして、合意があ
った事件は一審で確定してしまうわけですから、合意が控訴審で審理されないわけ
です。ところが、刑訴法３０２条という規定によって、上訴の放棄を内容とする合
意は許されない、ということになったので、上訴ができて、その当否が上訴審で吟
味されることになりました。これが法制化前との大きな違いです。
合意があった場合の上訴が誰にとってマイナスかというと、検察官にとってです。
検察官からすれば、これで終わったと思うと上訴されて、何のための合意だったの
か、と思うわけです。
判決合意制度に対しては、裁判官としての立場は異なります。この刑訴法２５７
ｃ条によって、裁判官の仕事が減った訳ではありません。むしろきちんと記録化し
ないといけない分、仕事が増えます。しかし合意の存在や過程が透明化されるとい
うことは、そういった仕事が増えることを超える価値があると思います。
この規定の中には、やらなければならない教示義務というのがあって、例えば上
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訴の放棄を内容とする合意はできないということを、被告人に教示しないといけな
い。それを教示しないことは絶対的上訴理由になるのです。これは腹立たしいこと
ですが、確かに教示しないといけないという義務は大切なことなので、それは守ら
れなければならないと思います。
このような厳しい制約があり、もはや部屋のすみっこでこそこそやるということ
が許されなくなることは、確かに不便な面もあるけれど、私は歓迎すべきことだと
思います。
他方で、非常に問題になっている
のは、法律の基準やこれまで示さ
れてきた判例の基準は不確定なと
ころがあるのですが、不確定なま
まで実務を行っているため、中身
には完全に問題がないという場合
でも、非常に細かな点で上訴され
て、現にそれが上訴審で覆される
ということが起きてきています。
このように、透明化と記録義
務というのが徹底化されてくると、次々とこの点もこの点もということになってく
る。そのため、これまで秘密裏に合意をしていた古いタイプの裁判官たちの中には、
こういう過度に形式化した取引は、死んではいないけれど、非常に使い勝手の悪い
ものだということで、批判している者もいます。
私自身は、こういう厳格な規定になったことは、問題もあるでしょうけれど、全
体としてはむしろ好ましい方向に向かっているのではないかと考えています。そう
なると、これまで日常的に行われていた合意というものが、例外的に行われるもの
になっていくということも考えられます。例えば、この事件は、合意に適した事件
なのかどうかということをまず慎重に吟味するということを行っています。かつて
は、検察官が起訴した事件のほとんどについて、とりあえずは合意を目指そうとい
うことを言っていました。そうなるとほとんどの場合は証拠調べをしないで終結す
るということになっていました。
そのようないわば薄っぺらい証拠調べで済んでいたのが、いろいろな証拠調べを
行うことによって、合意が行われていたとしても、証拠調べが行われることが段々
増えてきています。
例えば組織犯罪、薬物犯罪、経済犯罪などというものは事件も大きくて証拠も多
い。そのような場合には、合意をすることによって、かつてはかなり手続の簡略化・
短縮化につながっていたのですが、必ずしもそうならない、ということも増えてき
ています。
◆レーダーマン裁判官：
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私の経験では、贈収賄では、ほとんど合意が行われていないと思いますが、いか
がでしょうか。
例えば性被害に関する事件だったら、自白があるときに自白が本当かどうかはわ
かりませんが、一番大事なのは被害者の供述です。被害者を二次被害から守る、被
害者保護のために合意が用いられる、ということがあると思います。ただ、その場
合でも、証人対証人の対質のようなものが必要となるときに、どうやって手続を簡
略化するのでしょうか？
◆フリッケ裁判官：
被害者の証言がなくても、その親戚や友だちが、被害者がこういうことを話して
いた、と証言することによって、被害者に話をさせないことは可能です。そのほか、
例えば警察官が被害者からの供述を聞いて、被害者がどういう被害を受けたのか、
どんな状態であるのかを話すことによって、被害者供述による二次被害を避けるこ
とができます。
証人保護や手続の簡略化ということは非常に重要な目的であり、それを達成する
ため、合意というのは今なお非常に重要な意味を持っていると思います。
さて、あらかじめいただいたご質問のうち、判決合意の進められ方についてはほ
ぼお話ししたと思います。ご質問のあった、判決合意が行われている件数や割合等
の統計については、個々の裁判官は自分の事件については経験がありますが、全体
の統計などは取っていませんので、これについてはお答えできません。
では、どんな形で協議が始まるのか、という質問にお答えします。かつてはいつ
から始まったかということも伏せられていたのでわかりませんでしたが、今は記録
化されるので、捜査段階から協議が始まっているということが明らかになっていま
す。できるだけ早い段階から始めた方が、手続の簡略化にも役立つと思います。
裁判官は、合意を受け入れるかということを判断するので、最終的に必ず合意に
関与しなければなりません。しかし、捜査段階では裁判所は関与せず、検察官と弁
護人で協議が進められており、公判になって裁判所に出てきて、協議された合意内
容を受け入れるかどうかということを審理します。
ここで参審制度の場合─大きな事件では特に参審裁判になりますが─、２人の参
審員がいない中で、合意が進んでいくのは問題があろうと思います。
それから、例えば量刑問題の中で、治療処分のための留置や、保安処分のための
留置といったものは、合意の対象になっていません。
自白がまだなされていない否認事件についても、もしもっと良い条件の提示があ
れば、被告人が自白するという場合もあります。
否認事件で協議が進められる場合ですが、捜査段階では合意がされておらず、公
判でそのまま証拠調べが始まったとします。審理が進むうちに、被告人・弁護人側
が、これは不利だな、と感じてくると、機が熟してきて合意に達するということも
あります。そうすると、それまでやってきた審理の手続が無駄になるように思えま
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すが、だからといって早い段階で合意に達するのが良いともいえません。
合意の仕方ですが、量刑については特定の点ではなく、幅を持った量刑提案とい
うものが行われます。かつては点（懲役●年、など）による合意もありました。し
かし現在は、特定の量刑の合意はありません。そうはいっても、実際には特定の合
意があったにもかかわらず記録せず、従って明らか
にならない、ということを完全に排斥することはで
きません。そういう水面下で行われる合意を強く排
斥しようとするのが、２０１３年の連邦憲法裁判所
の判断ということになります。
弁護人が、依頼者との関係で問題になることとし
ては、弁護人が依頼者に対してきちんと教示しない、
ということがあります。きちんと協議について説明
されず合意に至るということは、正しい合意ではあ
りません。
その場合、私選か国選かの違いは、基本的にはあ
りません。あるのは、良い弁護か悪い弁護かという
ことです。確かに、被告人が高い弁護費用を払って
私選弁護人を雇うこともありますが、国選弁護でも高い水準の弁護を受けられます
ので、大きな違いはありません。
今まで、判決合意手続のメリットデメリットを幾つか述べてきました。
背景事情ですが、訴訟の効率化のためかと聞かれれば、イエスとしか答えられな
い。しかし形式を重視するような合意になってくると、合意をすることにエネルギ
ーがいるので、合意をすることでかつてのように効率化がはかれているかどうか疑
問です。
訴訟資源の不足ということですが、私は合意によって好転しているのではないか
と思っています。形式主義、手続をしなさい、というところについて両論あり得る
だろうと思います。
◆調査団：
フリッケ裁判官が最近合意に至った例について、具体的に聞かせていただけます
か？
◆フリッケ裁判官
強姦の事件に関して具体的なケースがあります。たくさんの人が見ていたので、
強姦事件があったこと自体はわかったけれど、被害者が見つからなかったケースで、
合意が用いられました。
もう一つは組織犯罪、薬物事犯です。被疑者の自宅から一定程度の薬物が発見さ
れたのですが、電話傍受によると、もっと継続的にやられていて、もっとあるはず
でした。その事件では、証拠調べも事件全体について包括的に行われ、証拠が乏し
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い件も含めて、全体について合意がされました。
それから、大規模経済事犯、脱税の事件で、脱税に関する書類をシュレッダーし
てしまって、自白はあるが、確たる証拠がなかったという事件で、合意に至りまし
た。
このように、事件の全容がわからず、証拠調べが難しい事案について、全体的に
合意がなされて手続が簡略化される場合があります。
協議はほとんどの場合は１回で終わります。公訴提起の前に、検察官と被疑者弁
護人との間で合意が行われたとしても、公訴提起後、裁判官、そして参審員も含め
た裁判体で合意に至らなければなりません。公判において、裁判官、参審員も含め
て検察官と被疑者弁護人が合意した内容を受け入れるかどうか審理し、受け入れる
となれば、それを記録化します。
録音録画についてお尋ねですが、判決合意手続の透明化に関連して、録音録画さ
れるということはありません。書面に記録するだけです。これは私の個人的な意見
ですが、逐語的な記録自体、必要はないと考えています。重要な法律問題や重要な
法的効果については記録しますが、協議の内容についての逐語的な、録音録画も含
めた詳細な記録は必要ないと思います。
(2) 王冠証人規定について
◆フリッケ裁判官
ほかのところでも調査されたでしょうが、王冠証人規定はあまり使われていま
せん。私は今まで３年間裁判官職にいますけれど、私自身、一度も王冠証人を適
用したことがないし、検察官から提案を受
けたことも一度もありません。
刑法４６ｂ条の王冠証人規定に比べる
と、麻薬法３１条による王冠証人は行われ
ているようです。自分の経験では、１件だ
け、麻薬法３１条の適用を検討したことが
あります。麻薬法３１条よりも、刑法４６
ｂ条の方がもっと条件が厳しいので、麻薬
法３１条でさえそんな状況です
から、なおのこと４６ｂ条は使われていないのです。
量刑の関係では、刑法４６ｂ条の適用というより、判決合意に達すれば合意
に従った刑の減軽が考えられますし、刑法４６条の一般原則に従って、行為者
の犯行後の情況を考慮するという形で減刑するのが一般的だと思います。
先ほどの麻薬法３１条の１件も、結局３１条の適用は難しいと考えて、適用
していません。これはホテルでの薬物売買の事案で、自分の知っていることを
全部話す、薬物の仕入れ先を明らかにするということで、王冠証人の適用とい

60

２０１５年 日弁連ドイツ視察報告
第３章 調査報告

うことが考えられたのですが、結果的には適用には至りませんでした。被告人
がどうして他の人の犯罪も含めて全部自白することにしたかというと、一つは
身柄拘束を避けたいということがあったのですが、もう一つには、全部しゃべ
って他の共犯者の方に責任を負わせようとするような供述だったのです。共犯
者が黒幕だ、というものです。結局、自分の犯罪について自白した供述と、捜
査に協力している人の供述を検討してみたところ、一部は実態に合わないし、
一部は誤っていると判断して、麻薬法３１条の規定は適用しませんでした。
王冠証人の規定は、ごく例外的な場合に適用されます。この事件では、警察
の方が王冠証人規定の適用を望んだため、検察官として、それが適当か検討し
たのですが、適用しなかったのです。
このように、警察の方から王冠証人規定の適用を望んでくるということは少
なからずありますが、実際には検察官の吟味が必要になります。明日、皆さん
は警察に視察に行かれるとのことですが、警察で王冠証人の質問をすることは
意義があると思います。
王冠証人になりたい人は、場合によって嘘をつきます。それは刑法１６４条
の偽証罪で処罰されますが、場合によっては処罰されるということを知らない
人もいるのです。
王冠証人の供述は、非常に厳密に吟味されます。誰を標的にしようとしてい
るのか、事件の全体像をどのようなものとして考えているのかということにつ
いて、注意深く検討します。警察の方では、もちろん供述については暫定的な
当面の評価だけを元にして検察官の方に送ってくるのです。
私自身も、検察官だった若いときに、詐欺の事件があって、詐欺の被疑者が
黒幕を明らかにすると言ったのですが、それが嘘だった、ということがありま
した。
そのほか、刑罰ではなく、秩序違反ですが、カルテル法にも王冠証人類似の
規定があります。これについては、高速道路の建設に関する談合事件で、王冠
証人規定の適用をして、一定の金額を払うのみで、本来の多額の課徴金を免れ
た、という件もありました。こうした経済事件においては、証人の証言という
のは非常に重要になってきます。
裁判官としては、王冠証人には様々な問題もありますし、王冠証人の規定を
適用して、他人の犯罪【注：ドイツの王冠証人規定では、日本と異なり、自分
の犯罪とターゲットの犯罪との間に関連姓が要求されることとなった（２０１
３年改正）。】について供述したことにより被告人を優遇することには消極的で
す。
◆シェーン裁判官
この部屋も大変熱くなってきましたね。ドイツでは、気温が３０度を超えたら仕
事はやめましょう、ということになっています（笑）。この辺りでセッションは終
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わりにして、皆さんをドーム天井の屋根裏などにご案内しましょう。
３ 建物内の見学
聞き取り終了後、シェーン裁判官に建物内を案内していただいた。
まず向かったのは、ドーム天井の骨組み部分に設けられたメンテナンス用（おそらく）
の階段を上っての、展望台である。鉄骨・金網の階段で、高所恐怖症の方にはおそらく
苦行以外の何ものでもないが、普段は入れない場所。二度目の方を除き、ほぼ全員が無
事？登頂した。眺めは最高であった。
怖い思いをした後は、１６００年代の古書などが並ぶ壮大な図書室、威厳のある法廷
などを案内していただき、思い思いに写真撮影を楽しんだ。
大変充実した視察であった。
（金杉 美和）

62

２０１５年 日弁連ドイツ視察報告
第３章 調査報告

第６

アウクスブルク警察署
訪 問 概 要

訪問日：２０１５年（平成２７年）７月３日
訪問先対応：アンドレアス・ローマイヤー警部、トーマス・ハウク警部

１ アウクスブルク警察署について
アウクスブルク警察署は、バイエルン州で最も大きな刑
事警察局で、アウクスブルク及びその周辺の人口約１００
万人の地域を管轄し、２００名の警察官と５０名の職員が
いる。
今回の調査で対応していただいたローマイヤー警部とハ
ウク警部は、殺人、放火、事故、武器関係、性犯罪を取り
扱う刑事部の方々であった。
２ 被疑者の取調べについて
被疑者の取調べは、各刑事の執務室で行われ、署内に留置施設（日本でいう代用監獄）
はない。身体拘束を受けた被疑者の取調べは刑事が拘置所に出向いて行われる。
被疑者の取調べに際しては、弁護人選任権、黙秘権、証拠提出権、身柄引受人等に連
絡する権利などの告知がなされる。重要な権利の告知は、口頭で行われるほか、供述調
書に記載される形で書面でもなされる（資料編「被疑者尋問調書」参照。
）
。
取調べの初期段階では５０％程度の被疑者が黙秘するが、黙秘しても基本的には取調
べを継続する。もっとも、被疑者において弁護人が来るまで供述しないといった場合に
は、弁護人が来るまで取調べを待つ。
検察官の取調べへの弁護人の立会権は法律で認められているが、警察の取調べへの弁
護人立会権は法定されていない。しかしながら、要求があれば、全ての取調べで弁護人
の立会を認めている。弁護人に立ち会ってもらった方が被疑者は真実を述べるので、警
察としてはむしろ弁護人の立会を望んでいる。
殺人のような大きな事件では、検察官にも立ち会ってもらう。
取調べは何度か（３～４回）にわたって行われるが、そのうちに被疑者との間に信頼
関係ができる。休憩を挟みながらであるが、１２時間半にわたる取調べをして、５５頁
もの供述調書を作成したこともある。
３ 取調べの録音・録画について
(1) 被疑者の取調べ
基本的に被疑者の取調べを録音・録画することはない。被疑者が嫌がるからである。
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また、黙秘する被疑者の場合には、取調べを録音・録画する意味がない。
取調べを録音・録画することについては、コストの問題と、録音等した記録媒体を
いつまで保管するのかという問題がある。
(2) 証人の取調べ
証人の取調べをカセットテープに録音することはあるが、録音したものは書面化し、
書面化した後は録音を消去する。したがって、録音媒体が法廷で取り調べられること
はない。
もっとも、取調べを受けた証人が取調べ状況を録音した場合には、警察の方で消去
することはできず、法廷に提出されるのを防ぐこともできない。
(3) 警察官の証人尋問
取調べをした警察官が刑事訴訟手続で証人として尋問を受けることは頻繁にあり、
被疑者の供述調書が法廷で取り調べられることがない代わりに、被疑者が取調べで供
述した内容を証言する。ドイツ刑訴法では伝聞法則がないからである。
４ 判決合意手続について
検察官の指示があれば別であるが、警察の判断で判決合意手続に向けた取調べをする
ことは基本的にはない。判決合意手続は、裁判官や検察官といった司法の判断でなされ、
捜査機関である警察には決定権がないからである。
したがって、法的な判断をすること
がない以上、警察が、判決合意に応じ
れば刑は軽くなるなどといって取調
べをすることはない。
もっとも、例えば、自白をすれば刑
が軽くなるとか、判決合意がなされれ
ば刑が軽くなるといった法律や手続
の説明をすることはあるし、正直に供
述すればあなたのためになるといっ
て、被疑者に供述を勧めることはある。
５ 王冠証人規定について
組織犯罪や薬物犯罪で王冠証人規定が適用されることはあるだろうが、我々の刑事部
で王冠証人を経験することはほとんどない。少なくともハウク警部は警察官を２０年勤
めているが、王冠証人規定の適用を経験したことはない。
王冠証人が適用されると刑の減軽がなされうるが、例えば、殺人などの大きな事件で
は、警察としては最大のところで処罰したいと考えるので、王冠証人規定の適用を望ま
ない。

（髙見 健次郎）
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第７

アウクスブルク刑務所
訪 問 概 要

訪問日：２０１５年（平成２７年）７月２日
訪問先：アウクスブルク刑務所

１ アウクスブルク刑務所の概要
トラムの駅を下りて徒歩５分程度、市街地からほど近い場所に位置する。バイエルン
州にある３６カ所の刑務所の一つである。アウクスブルクには三つの刑務所があるが、
現在は二つしか使われていない。ガブリンゲン（Gablingen）に新しい刑務所を建設中
であり、アウクスブルク刑務所は近く閉所する予定である。
収容可能人数は２４４人である。被収容者は全員成人男性で、８割は未決勾留者、残
り２割は６か月までの短期受刑者である。
２ 被収容者の生活
被収容者は、精神科医や社会福祉士との面談を
経て、収容される部屋が決まる。ランニングシャ
ツ、パンツ、緑色の上着、青色のズボンの受刑者
服が貸与されるほか、歯ブラシ、歯磨き粉、石鹸、
くし、カミソリ、ひげブラシ、シェービングクリ
ーム、弁護士に面会希望を伝えるためのハガキが
与えられる。
未決勾留者は原則として私服の着用が許される。薬物関係の罪を犯したとされている
者は、薬物持込み防止の観点から受刑者服の着用が義務付けられる。
３ 居室
(1) 一般的な房
被収容者の立場によって、居住区域が分けられている。ある区域には、２名用の房
が並んでおり、未決勾留者、他の受刑者らと隔離の必要がある受刑者（少年に対する
性犯罪を行ったとされる者など）及び懲罰（※後述）中の者が収容されていた。
廊下には、所内にある教会で行われるミサの日時、買い物ができる日時などが掲示
されていた。債務整理や破産の相談案内の掲示もあった。
また、他のある区域には４名用の房が並んでいたが、現在ではなるべく１室あたり
１名収容としているとのこと。自殺のおそれがある者については２名で収容すること
になっているとのことであった。
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(2) 保護房
自傷他害のおそれのある者は、保護房に収容される。自殺防止等のため、紙で作っ
た下着を着用させ、食器も特別なものを使用させる。もし精神疾患があるとわかった
場合には医療刑務所に移管される。
(3) 病気の人用の房
ヘロインなどの薬物使用者、アルコール依存症者などは、薬やアルコールを抜くた
めに、他の受刑者らとは異なる房に隔離されて１週間程度を過ごす。
４ 食事
所内にあるキッチンで、２０名の受刑者が刑務官の監督下で調理を担当している。調
理場には凶器となりうるものもあるので、調理担当者は受刑者の中でも特に選ばれた者
である。未決勾留者で調理担当を希望する者があれば、申し出て、信頼に足る人物と判
断されれば採用される。
作られる料理は毎食３種類である。通常食、ベジタリアン用食、イスラム教徒用食（豚
肉不使用）。夕食はパン、チーズ、ハム程度の軽いもの。昼食だけ温かい料理が出され
る（刑務所に限らずドイツでは一般的なスタイルである）。
食事の量が足りなければ、自分のお金で月２回自弁できる。
朝昼晩の３食でのコストは、一人あたり２．５ユーロだという。なお、収容者一人あ
たりのコストは、食事や衣服、所内で働く約１３５名の人件費なども含めて、一日１０
５ユーロである。
５ 買い物
月２回、自分のお金で買い物（自弁）ができる。被収容者にはあらかじめ日時が伝え
られる。所内で働いている受刑者は１時間あたり１ユーロ１０セント程度を受けとる
が、このお金も自弁に使うことができる。
６ 運動
施設には四方を建物で囲まれた中庭が幾つかあり、被収容者は、１日１回１時間、中
庭に出て自由に過ごす。フロア毎に時間を決められており、一斉に中庭に繰り出す。見
学中にも、中庭で上半身裸になって日光浴をして過ごす受刑者らの姿が見られた。
ある中庭の一角には教会があり、隔週でカトリックとプロテスタントのミサが行われ
ているとのことであった。
また、隔離中の受刑者は中庭でも単独で過ごすこととされており、それ専用のやや狭
い中庭もあった。建物の中庭側の窓には特に目の細かい鉄格子がはめられており、他の
受刑者らと物の受け渡しができないように工夫されていた。
７ 娯楽
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通常の房では、週に３日はドアを開放し、カードゲームやテレビ、シャワーなどが自
由に使える。
８ 医療
所内には医務室があり、病気になった場合は医務室で診察、治療を受ける。糖尿病患
者が自分でインシュリンを注射する際にも医務室を利用する。
常勤医師１名が朝６時から夜２０時まで勤務している。週に１回は歯科医師も来る。
心電図検査やエコー検査はここで行えるが、それ以上の検査が必要な場合には外部の医
療機関に連れて行く。ただし、押送や逃亡防止の手間がかかるため、ここでできること
はなるべくここで、という方針とのことである
ドイツでも、刑務所の常勤医師は不足がちのようである。
９ 懲罰
所内で規律違反を犯した者は、懲罰として最長４週間、懲罰房に入れられる。懲罰期
間中は自弁が許されず、週３日の娯楽にも参加できなくなり、テレビも見ることができ
ない。許されるのは１日１時間、中庭に出て運動をすることのみである。見学時には、
スタッフに対して侮辱的な発言をしたとして１０日間の懲罰を受けている受刑者がい
たようである。
10 一般面会
接見時間は、入所当初３か月は１回当たり２時間、その後は１回当たり１時間となる。
入所当初の方が、身辺整理等の相談など、家族らと会う必要姓が高いと考えられている
ためである。
一般面会室は、横に長い部屋で、明るく、カフェテリアのような雰囲気であった。被
収容者側も面会者側も各１２席あって、同時に被収容者１名につき３名が面会できる。
テーブルの一番端に看守用の席が一つあり、監視カメラが設置されている。
被収容者と面会者との間にはテーブルがあり、座ったときに胸くらいまでの高さの透
明の仕切版が立てられている。しかし仕切板越しに握手もできれば、ハグもキスもでき
るようである。
面会者は事前に荷物を預けて金属探知機のゲートをくぐっており、自由に物が授受で
きる訳ではないが、キスをするときに口に中に含んで薬物の授受がされることもありう
るとのことであった。
このため、刑務所内では年間１０００回にも及ぶ薬物チェックを行っている。この検
査に引っかかると、隣にある仕切り板つきの接見室で面会することになる。
11 弁護士との面会
弁護士との面会で使用する部屋（「談話室」）は、個室型で仕切りもない。午前９
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時から１１時、午後１時から４時まで利用できる。
被収容者が弁護士と電話で話したい場合には、申込みをし、特に問題がなければそ
の日のうちに電話接見が可能である。この場合も談話室から電話をかける。まず刑務
所スタッフが電話をかけて、相手が弁護士であるかどうかを確認した上で被収容者が
通話する。ただし通話代は被収容者もちである。
なお、弁護士から被収容者に対して緊急の用事がある場合には、事情によっては電
話で被収容者本人と通話することが認められることもあるとのことであった。
（栗林 亜紀子）
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第４章
第１

総括 ～改正刑訴法の運用を見据えて～
研究者の立場から

ドイツの司法取引は、自然発生的かつ必然的に始まった。その背景には、訴訟手続の効
率化の要請が大きな要因として存在した。ドイツでは極めて珍しく、裁判実務が先行し、
裁判所がこれを条件付で是認した。それを受け入れる形で、2009 年にいわゆる自己負
罪型の判決合意制度が刑事訴訟法（257c 条）に導入されるに至った。立法事実は明らか
に存在していたのである。もっとも、その後も、非公式な合意（闇の合意）は少なくなく、
2013 年には、連邦憲法裁判所が、法律の合憲性を肯定しつつも、そのような非公式合
意に厳しい警鐘を鳴らした。特に、合意に至る協議過程の透明性（可視化）を図るため記
録義務の履行を強く求めた。ただ、これによって、合意制度の利用は減少・萎縮している
のではないか。現にそのような理解もなされてきたが、今回の実態調査からは、むしろ適
正な合意の活用がより強く意識され、利用数の減少は感じられなかった。
他方、ドイツでは典型的な司法取引の範疇に入れられていないが、そうした要素を持つ
王冠証人制度は、日本が導入しようとしている捜査公判協力型の協議・合意制度に近い。
何より、自らの犯罪と関連する第三者の犯罪の解明に本質的に寄与すれば、それと引換え
に有利な取扱いを受けるという制度の枠組みには、共通性がある。しかし、この制度は極
めて数奇な運命を辿った。早く 1982 年に麻薬法（31 条）に導入され、1989 年には
一般的な王冠証人法が導入されたが、時限立法として後に廃止された。もっとも、テロ・
組織犯罪対策としての意味から復活し、2009 年に新王冠証人法（ただし、刑法 46b 条）
が成立した。2013 年には関連性要件を付加する法改正がなされた。しかし、判決合意
制度の実務での活用（20-40％といわれる）と比較すると、物証による立証が容易な薬
物犯罪を除けば、ほとんど使われていない。アメリカでは利用されている経済犯罪でもそ
うである。その理由は、例えば解明寄与が認められても裁判所の任意的減刑・免除に止ま
る等の制度上の難点もさることながら、共犯者供述による第三者の引き込みと誤判・えん
罪の危険性という、我が国でも警戒を要する点が特に問題視されているからであろう。も
とより、供述者の虚偽供述を防ぐために安全策が用意されていれば未知の犯罪解明のため
の有用性も否定できないところであるが、ドイツの立法や実務では、共犯者供述の危険性
一般の問題および当該規定の適正解釈・運用の必要として意識・警戒されている以上に、
有効な対応策が講じられているようには見えなかった。
今回の実態調査で特に注目されるのは、判決合意手続と王冠証人制度の併用の例である。
王冠証人規定の難点とされる任意的減刑・免除を、判決合意手続と併用することによって、
事実上裁判所を拘束する形で得ることもある、というのである（アウクスブルク地方検察
庁）。関連して、非公式合意が実務上完全に駆逐されたわけではなく、法律が予定・許容
していないような運用のおそれはいつもつきまとっている。それでも、ドイツで大きな歯
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止めとなっているのは、実体的真実主義とそれを支える職権解明主義であろう。たとえそ
の遵守がいささか形式だけに陥るおそれがあるとしても、これが、最後の一線を超えない
よう手続関係人に働きかけ、制度の適正な解釈・運用を下支えしているといえるのではな
いか。
翻って、日本では、構造的に取調べと自白獲得への依存が存在する中で、改正法で予定
されている制度には、特に比較法的に見ても種々の大きな特徴がある。例えば、自己負罪
型ではなく捜査公判協力型に特化されている。また、協議・合意は当事者（検察官、被疑
者・被告人とその弁護人）間で行われ、裁判所（裁判官）の関与を予定していない。合意
対象事件も標的事件もともに限定された特定犯罪でなければならないが、両者の間の関連
性は端的に要件とはされていない（もっとも、「当該関係する犯罪の関連性の程度」が考
慮事情として条文〔刑訴法 350 条の 2 第 1 項柱書〕に追加されたので、基本的に想定
されるのは、共犯事件など両犯罪の間に関連性が認められる場合であろう。）。そして最大
の課題（争点）は、供述者の虚偽供述を防ぐために用意された所定の安全策（協議への弁
護人の必要的立会い、合意内容書面の取調べ請求義務、虚偽供述の処罰）が、はたして十
分なものといえるかどうかである。改正法は、合意に基づく証拠の信用性を意図的に害す
る行為を抑止するとともに、それを適切に評価するための手がかりを与える仕組みを設け
ているが、それによっても、制度導入の前提条件を整備したものと評価する余地があるの
かどうか。ただ、仮にそのように評価できるならば、共犯者供述による第三者の引き込み
の危険とそれに伴う誤判の危険はなお残存するとしても、およそ除去できないものとして
扱う必然性はなくなるということとなろう。
とはいえ、この制度が今後の実務上いかに合理的に解釈・運用されるかについては、制度
の担い手である法曹三者に多くのことが期待される。特に、合意に基づく証拠の証明力評
価に関する裁判所の対応いかんは重要である。また、当事者、特に検察官に対しては、万
が一にも誤判発生に荷担しないように適正な捜査・訴追活動を行うことが強く要請される。
弁護人には、その訴訟上の地位・役割論にまで遡った上での適切な判断や活動が、法的に
も倫理的にも求められよう。
これらの問題の相当部分は、今回の実態調査によって問題性がより明確になった。比較
法的知見を踏まえて、我が国の司法取引のあり方を考察する必要性は益々高まったと思わ
れる。本視察が、今後の論議の進展にとって有益な手がかりになるとすれば幸いである。
（201６年６月 加藤 克佳）
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第２

まとめに代えて
ドイツの経験から私たちは何を学ぶべきか

ドイツの司法取引の歴史は、私たちに様々な教訓を教えてくれる。
幾つかのポイントを押さえておこう。
ドイツの司法取引は、自己負罪型をめぐる非公式な運用から始まり、判決合意手続の法
制化につながった。
その運用・法制化は、主に訴訟経済の効率化が目的であった。実際、判決合意手続は、
刑事訴訟を効率化する必要性から、ドイツの実務上定着していると言えるであろう。
他方、協力型の司法取引は、王冠証人として法制化されたが、運用上適用の頻度は必ず
しも多くない。利用されるのは、薬物犯罪がほとんどのようである。もともと王冠証人制
度には、理論的な批判がある上、実際上も虚偽供述を誘発するリスクがあることが大きい
と言えよう。法曹実務家にとって、その利用に慎重になることは必然であろう。
この点、我が国のように自己負罪型はあえて導入せず、逆に協力型のみ導入するという
法制度化は、立法の在り方からみてもいびつな印象を拭えない。少なくとも、我が国にお
いても、司法取引の実際の運用は、慎重の上にも慎重でなければならない。例えば、司法
取引によって得られた供述を鵜呑みにすることは許されず、事実上補強証拠を要求する運
用が考えられるであろう。また、供述の信用性判断に当たっては、その供述経過を検証で
きることが不可欠である。特に必然的に虚偽供述の動機が含まれる上、第三者を巻き込む
おそれのある取引型協力供述は慎重な検証が必要である。運用に当たっては、供述経過の
可視化がセットに論じられるべきである。
供述経過と並んで、協議の経過をどの程度記録するかは運用上重要な問題であろう。こ
の点では、ミュンヘン地方裁判所から提供された判決合意手続における合意書の内容は、
極めて示唆的である。電話連絡や休憩時間も含めて協議の経過が詳細に記録されている。
もともとは合意手続の記録化の程度について明確な規定がなかったところ、2009 年に
刑事訴訟法の改正等を経て、具体的な記録と公開（透明性）が要請され、2013 年に連
邦憲法裁判所判決において実務におけるその運用の実態が問題とされるにいたったので
ある。裁判所が関与していること、自己負罪型取引であることなど、我が国で導入される
制度とは前提が異なるが、我が国の運用上も大いに参考になるであろう。協力型取引の協
議である以上、ドイツの例より詳細な経過を記録することが要請されているとも考えられ
るのである。
また、ドイツの経験からは、司法取引制度は使い方次第で、もともとの法の想定を超え
た運用を生むことがわかる。典型なのが、アウクスブルク地方検察庁で教えられた判決合
意手続と王冠証人制度の併用である。王冠証人制度における刑の減免は、もともと裁量的
なもので裁判所を拘束しないことを前提とした制度である。ところが、判決合意手続と併
用することによって、事実上裁判所を拘束する形での刑の減免を得ることもあるというの
である。我が国の司法取引をめぐる運用でも、当初想定されていなかったような運用が生
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まれる可能性も否定できない。例えば、検察官と協力者の非公式協議により、刑事免責が
事実上の司法取引として機能することなども否定できないであろう。
その他にも、取引において持ち出される減免措置等の相当性や、協議合意を望む協力者
に対する弁護人のアドバイスや実際の協議の在り方、特に弁護士倫理との関係など、様々
な問題が山積している。この視察報告が、これからの我が国の司法取引の議論の参考とな
ることを願ってやまない。
末筆となったが、この視察は、ドイツで様々な視察先とのコーディネートの労をとって
下さったヘニング・ローゼナウ教授（当時アウクスブルク大学、2015 年 10 月よりハ
レ大学）、現地での通訳を手助けしてくれたカリーナ・ブブリスさん、現地案内等をして
くれたサボルチ・ペトルス博士（アウクスブルク大学助手）、ローゼナウ教授との連絡窓
口となり通訳をお願いした加藤克佳教授（名城大学）、現地に同行し様々なアドバイスの
ほか本報告書資料の翻訳等も手がけていただいた本典央教授（近畿大学）、御しにくい
弁護士たちの視察を丁寧にサポートしてくれた日弁連事務局をはじめ、多くの方々のご協
力によって実現した。この場を借りて、関係各位に改めて謝辞を述べておきたい。
（201６年６月 秋田 真志）
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第１

判決合意手続について
以下はドイツ刑事訴訟法の条文である（加藤克佳＝辻本典央訳「ドイツ刑事訴訟

における判決合意手続の合憲性―連邦憲法裁判所第２小法廷２０１３年３月１９日
判決―」
（近畿大学法学第６１巻第１号２０１頁以下）のとくに２１２頁から２１５
頁参照）。
１

立法者の規定構想の中心的規定
第２５７ｃ条
１

裁判所は，適当な事案において，手続関係人との間で，次項以下の基準に
従って，手続の以後の進行及び結果について合意することができる。第２４
４条第２項は，そのまま維持される。

２

この合意の対象とすることができるのは，法律効果のみであり，判決の内
容及びそこに含まれる決定，その他基礎となる認定手続における手続に関係
する措置，並びに手続関係人の訴訟行為もそこに含めることができる。自白
は，すべての合意の構成要素とされなければならない。罪責認定並びに保安・
改善処分は，合意の対象とすることができない。

３

裁判所は，合意することのできる内容について告知する。その際，事件の
全事情及び量刑事情の自由な評価において，刑の上限と下限を告知すること
もできる。手続関係人は，意見を述べる機会を与えられる。合意は，被告人
と検察官が裁判所の提案に同意したときに成立する。

４

裁判所に対する合意の拘束力は，法律上又は事実上の重要な事情が見落と
されていた場合又はそれが新たに判明した場合で，裁判所がそれによって約
束した刑の範囲ではもはや犯行又は責任に相応しないとの確信に至った場合
に，消滅する。被告人の以後の訴訟行為が裁判所の予測の基礎とされた行動
に反する場合も，同様である。この場合，被告人の自白は使用することがで
きない。裁判所は，合意からの離脱を，遅滞なく告知しなければならない。

５

被告人は，裁判所が第４項により約束した結果から離脱するための要件及
び効果について，教示されなければならない。

※第２４４条２項
裁判所は，真実を解明するために，証拠調べを，職権で，裁判に意味のある
全ての事実及び証拠に及ぼさなければならない。
２

判決合意手続の協議とその報告及び記録化に関する規定
第１６０ｂ条
検察官は，それが手続を促進するために適当であると思われる限りで，手続
の状況を手続関係人と協議することができる。この協議の重要な内容は，書面
に記載されなければならない。
第２０２ａ条
裁判所は，公判開始を予定する場合，それが手続を促進するために適当であ
ると思われる限りで，手続の状況を手続関係人と協議することができる。この
協議の重要な内容は，書面に記載されなければならない。
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第２１２条
公判開始後は，第２０２ａ条を準用する。
第２５７ｂ条
裁判所は，公判において，それが手続を促進するために適当であると思われ
る限りで，手続の状況を手続関係人と協議することができる。
第２５７ａ条
裁判所は，手続関係人に対して，手続問題に関する申立て及び示唆を書面で
行うよう依頼することができる。これは，第２５８条に定められた申立てには
準用されない。第２４９条を準用する。
第２４３条
４

裁判長は，合意（第２５７ｃ条）の機会を対象として第２０２ａ条，第２
１２条による協議が行われたのか，また肯定される場合にはその重要な内容
について報告しなければならない。この義務は，公判開始時における報告に
変化が生じた限りで，以後の公判経過中においても妥当する。

第２７３条
１

第２５７ｂ条による協議の重要な経過及び内容も，公判調書に記載されな
ければならない。

１ａ

調書には，合意の重要な経過及び内容，並びに結果についても記述され

なければならない。第２４３条第４項，第２５７ｃ条第４項第４文，第５項
に定められた報告及び教示の遵守に関しても，同様である。合意が行われな
かったときも，その旨が調書に記載されなければならない。
第２６７条
３

さらに，有罪判決の理由には，適用される刑罰法規を示し，量刑に重要な
事情を記述しなければならない。刑罰規定が事件があまり重くないことを減
刑の条件としている場合，判決理由には，当該事情が認められた理由，又は
審理における申立てに反して否定された理由を示さなければならない；これ
は，刑法第４７条の場合における自由刑を宣告する場合に準用する。判決理
由には，刑罰法規により通常は特に重大な事件であると認定するための条件
が満たされている場合に，そのような認定を否定するときは，その理由を示
さなければならない；そのような条件が満たされていないにもかかわらず，
特に重大な事件であると認めるときは，第２文を準用する。さらに判決理由
には，保護観察のため刑の執行を猶予する場合，又は審理における申立てに
反して執行を猶予しない場合，その理由を示さなければならない；これは刑
の宣告を猶予して行う警告及び刑の免除の場合に準用する。判決に先駆けて
合意が行われた場合，このことも判決理由に示さなければならない。

４

全ての上訴権者が上訴を放棄した場合，又は期間内に上訴が提起されなか
った場合，法定された犯罪の要素を示す証明された事実，及び適用される刑
罰規定が示されなければならない；罰金刑のみを科する判決，又は罰金刑に
加えて運転禁止若しくは運転免許の取消し，及びこれと関連して運転免許の
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剥奪を命じる判決，又は，刑罰を留保した警告の場合，公判開始において許
可された起訴状の記載，第４１８条第３項第２文による（口頭の）起訴，又
は略式命令又は略式命令申立書を引用することができる。第３項第５文を準
用する。裁判所は，判決理由のそれ以外の内容を，個別事例の諸事情を考慮
してその裁量に基づき決定する。上訴提起のための期間を過ぎてしまったこ
とに対して原状回復が認められた場合には，第２７５条第１項第２文に定め
られた期間内であれば，判決理由は，補足することができる。
３

上訴裁判所による事後審査の機会を保障する規定
第３０２条
１

上訴の取下げ又は上訴放棄は，上訴提起の期間が過ぎる前でも有効に行う
ことができる。判決に先駆けて合意（第２５７ｃ条）が行われた場合，上訴
放棄は認められない。検察官が被告人に有利となるために上訴を提起した場
合，被告人の同意なくこれを取り下げることはできない。

２

弁護人が上訴取下げするためには，明示で授権されなければならない。

第３５ａ条
期間を定めて上訴を許す裁判を告知するにあたり，対象者に対して，不服申
立ての機会とそれについて定められた期間及び形式について，教示しなければ
ならない。判決に対して控訴が許される場合，被告人に対して第４０条第３項
及び第３２９条，第３３０条の法律効果についても，教示しなければならない。
判決に先駆けて合意（第２５７ｃ条）が行われた場合，対象者に対して，その
者は常に上訴の提起を自由に決定することができることも，教示しなければな
らない。
４

弁護人の記録閲覧
第１４７条
１

弁護人は，裁判所に所在し，又は公訴提起される場合には裁判所に提出さ
れるべき記録を閲覧し，また公的に保管されている証拠物品を観察すること
ができる。

第２

王冠証人規定に関して
以下はドイツ刑法の条文である（池田秀彦「ドイツの王冠証人規定（刑法４６条

ｂ）の改正を巡って」創価法学４３巻２号２９頁以下参照，法務省大臣官房司法法
制部
１

法務資料

第４６１号

ドイツ刑法典参照。）。

王冠証人規定
第４６ｂ条
１

裁判所は，刑の下限が引き上げられた自由刑または無期自由刑が定められ
ている犯罪の行為者で次の各号のいずれかにあたる者については，第４９条
第１項により刑を減軽することができるが，その場合において，専ら無期自
由刑が定められているときは，１０年以上の自由刑とする。
(1) その知るところを自発的に申告することによって，自身の犯罪行為と関
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連する，刑事訴訟法第１００条ａ第２項に定める犯罪行為が解明されうる
ように本質的に寄与した者，又は
(2) 自身の犯罪行為と関係し，自身がその計画を知っている刑事訴訟法第１
００ａ条第２項に定める犯罪行為を阻止しうるような適当な時期にその知
るところを自発的に官署に申告した者
刑の下限が引き上げられた自由刑の定められている犯罪としての分類につ
いては，特に重い事態に対する刑の加重のみが考慮され，減軽は考慮されな
い。行為者が犯罪行為に関与している場合には，第１文第１号に定める解明
への寄与は，自己の行為関与を超えなければならない。犯罪行為の法定刑が
有期自由刑のみであり，かつ行為者が３年を超える自由刑に処せられない場
合には，裁判所は，刑の減軽に代えて，刑を免除することができる。
２

第１項に定める裁判に際し，裁判所は，特に次のことを考慮しなければな
らない。
(1) 申告に係る犯罪の態様と範囲及び行為の解明又は阻止に対するその重要
性，申告の時期，行為者による刑事訴追機関への協力の程度及びその供述
が関係する行為の重大性，並びに
(2) 犯罪行為及び行為者の責任の重大性並びに第１号に掲げられている諸事
情との関係

３

第１項に定める刑の減軽及び免除は，行為者が自身に対する公判開始（刑
事訴訟法第２０７条）が決定された後にその知るところを申告した場合は除
かれる。

２

量刑の一般原則
第４６条
１

行為者の責任は，刑の量定の基礎である。刑が，社会における行為者の将
来の生活に与えると期待し得る効果を考慮するものとする。

２

刑の量定に当たり，裁判所は，行為者にとって有利な事情及び不利な事情
を相互に比較衡量する。その際に，特に，
行為者の動機及び目的
行為に表れた心情及び行為の際に向けられた意思
義務違反の程度
行為の遂行態様及び有責な行為結果
行為者の前歴，人的関係及び経済状態，並びに
犯行後の行為者の態度，特に，損害を回復するための努力，及び
被害者との和解を達成するための行為者の努力
を考慮する。

３

すでに法定構成要件の要素となっている事情を考慮してはならない。
以上
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Aktenzeichen: 20 KLs 127 Js 147643/12

3. V e r h a n d l u n g s t a g

Die unterbrochene Hauptverhandlung wurde bei gleicher Besetzung des Gerichts, in
Anwesenheit von Staatsanwältin als Gruppenleiterin Ehrl als Vertreterin der
Staatsanwaltschaft und der Justizangestellten Langwieder als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle, in weiterhin öffentlicher Sitzung fortgesetzt am

Dienstag, 19.02.2013, 09.27 Uhr.

Es waren erschienen :
1. Der Angeklagte XXXXXXXXXXX– vorgeführt aus der Untersuchungshaft in dieser
Sache - mit seinen Verteidigern, Rechtsanwalt Christoph Lang und Rechtsanwalt Dr.
Manfred Plautz.
2. Der Dolmetscher für die türkische Sprache, Herr Dipl.-Ing. Aycan Orgun.
Der Dolmetscher wurde auf seine Pflichten, treu und gewissenhaft zu übertragen,
hingewiesen. Er erklärte, er sei öffentlich bestellt, allgemein beeidigt und versicherte
unter Berufung auf seinen allgemein geleisteten Eid, treu und gewissenhaft zu
übertragen.
3. Der Zeuge XXXXXXXXXXX.
Der Zeuge XXXXXXX wurde gem. § 57 StPO belehrt und darauf hingewiesen, dass
sich die Wahrheitspflicht auch auf die Angaben nach § 68 StPO bezieht.
Er verließ den Sitzungssaal.
Die Kammer gab bekannt, dass im Anschluss an den letzten Sitzungstag am 13.02.2013 ein
Gespräch zur Erreichung einer Verständigung gemäß § 257c StPO stattgefunden hat, an dem
neben den Mitgliedern der Kammer StAGruL Selzam und die beiden Verteidiger
teilgenommen haben.
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In dem Gespräch gab die Kammer zu erkennen, dass sie im Falle eines umfassenden
Geständnisses hinsichtlich des Falles 2 der Anklageschrift vom 30.08.2012, für diesen Fall
keine höhere Strafe als eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren verhängen würde, hinsichtlich der
Fälle 1 und 3 der Anklageschrift vom 30.08.2012 würde die Kammer eine Einstellung des
Verfahrens gemäß § 154 Abs. 2 StPO anregen.
Für den Fall, dass das Urteil des Amtsgerichts Freising vom 03.07.2012 (Geschäftszeichen:
2 Ls 32 Js 30827/10) rechtskräftig werden würde (hier liegen Berufungen des Angeklagten
und der StA Landshut vor), würde die Kammer im Wege der nachträglichen Gesamtstrafenbildung unter Einbeziehung der im Urteil des Amtsgerichts Freising verhängten Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 7 Monaten keine höher Gesamtfreiheitsstrafe als eine solche von
7 Jahren und 9 Monaten bilden.
Dieser Verständigungsvorschlag basiert auf der Annahme, dass beim Angeklagten zwar eine
„Spielsucht“ vorhanden ist, diese aber nicht zu einer erheblichen Einschränkung der
Steuerungsfähigkeit hinsichtlich der hier gegenständlichen Tat geführt hat.
Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft München I gab ihr grundsätzliches Einverständnis mit
diesem Verständigungsvorschlag zu erkennen, insbesondere sagte sie zu, im Falle einer
Verständigung die Anträge nach § 154 Abs. 2 StPO in der Hauptverhandlung zu stellen.
Der Vorsitzende gab bekannt, dass er heute ein Gespräch mit der zuständigen Referatsstaatsanwältin der StA Landshut betreffend das Verfahren, Geschäftszeichen: 32 Js 30827/10
geführt hat, die zusagte, die Berufung der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des
Amtsgerichts Freising vom 03.07.2012 zurückzunehmen, wenn zuvor der Angeklagte seine
Berufung gegen das Urteil zurückgenommen hat.
Der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Plautz hatte dem Vorsitzenden am 18.02.2013 telefonisch
signalisiert, dass eine grundsätzliche Bereitschaft des Angeklagten bestehe, dieser jedoch die
Einstellung des bei der StA München I anhängigen Ermittlungsverfahrens mit dem Az. 127 Js
100106/13 gemäß § 154 Abs. 1 StPO anstrebe.
Die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft erklärte, dass das Verfahren Az. 127 Js
100106/13 im Falle der Rechtskraft der in diesem Verfahren vom Gericht in Aussicht
gestellten Entscheidung gemäß § 154 Abs. 1 StPO eingestellt werden würde.
Die Kammer gab auch zu erkennen, dass im Falle des Vorliegens einer erheblich
verminderten Steuerungsfähigkeit hinsichtlich des hier gegenständlichen Tatgeschehens eine
Reduzierung der Freiheitsstrafe vorzunehmen wäre, über die dann erneut zu sprechen wäre.
Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und die Verteidiger erklärten, es besteht Einverständnis
mit einer mündlichen Gutachtenserstattung durch den Sachverständigen Dr. Dr. Crumbach,
auf eine schriftliche Vorlage des Gutachtens wird im Fall des Zustandekommens der
Verständigung verzichtet.
Der Angeklagte und seine beiden Verteidiger erklärten, dem Verständigungsvorschlag der
Kammer wird zugestimmt.
-vorgelesen und genehmigt-
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Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft stimmte ebenfalls zu.
Der Verteidiger Herr Rechtsanwalt Dr. Plautz gab für den Angeklagten eine Erklärung zur
Sache ab.
Der Angeklagte schloss sich der Erklärung seines Verteidigers an und machte sich diese zu
eigen.
Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beantragte die Ziffern 1 und 3 der Anklageschrift nach
§154 Abs. 2 StPO vorläufig einzustellen.
Nach geheimer Beratung des Gerichts erging folgender
Beschluss:
Das Verfahren wird hinsichtlich der Tatvorwürfe aus Ziffer 1 und 3 der Anklageschrift vom
30.08.2012 auf Antrag der Staatsanwaltschaft gemäß § 154 Abs. 2 StPO vorläufig eingestellt.
Gründe:
Die insoweit zu erwartenden Strafen fallen neben der Strafe, die der Angeklagte im Übrigen
zu erwarten hat, nicht beträchtlich ins Gewicht, zumal eine Gesamtstrafe zu bilden wäre.
Der Zeuge XXXXXXX wurde in den Sitzungssaal gerufen.
Zur Person gab er an:
Name, Vorname:
Alter:
Familienstand:
Beruf:
Anschrift:

XXXXXXXXX
50 Jahre
verheiratet
Kriminalbeamter
K 21, PP München

m.d.A.n.v.u.n.v.
Der Zeuge sagte zur Sache aus.
Anträge auf Vereidigung des Zeugen wurden nicht gestellt.
Verfügung des Vorsitzenden:
Der Zeuge bleibt gem. § 59 I StPO unvereidigt.
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Der Zeuge wurde im allseitigen Einverständnis um 09.56 Uhr entlassen.
Die Zeugen XXXXXX und XXXXXX wurden in den Sitzungssaal gerufen, gem. § 57 StPO
belehrt und darauf hingewiesen, dass sich die Wahrheitspflicht auch auf die Angaben nach §
68 StPO bezieht.
Die Zeugin Alp hat den Sitzungssaal nochmals verlassen.
Zur Person gab Frau XXXXX an:
Name, Vorname:
Alter:
Beruf:
Anschrift:

XXXXXX
19 Jahre
Schülerin
Schönmetzlerstraße 1, 85354 Freising

m.d.A.n.v.u.n.v.
Die Zeugin sagte zur Sache aus.
Anträge auf Vereidigung der Zeugin wurden nicht gestellt.
Verfügung des Vorsitzenden:
Die Zeugin bleibt gem. § 59 I StPO unvereidigt.
Die Zeugin wurde im allseitigen Einverständnis um 10.02 Uhr entlassen.
Die Zeugin XXXXXXX wurde erneut in den Sitzungssaal gerufen.
Zur Person gab sie an:
Name, Vorname:
Alter:
Familienstand:
Beruf:
Anschrift:

XXXXXXX
22 Jahre
ledig
Azubi RA-Fachangestellte
Ludwig-Hunger-Str. 10, 81375 München

m.d.A.n.v.u.n.v.
Die Zeugin sagte zur Sache aus.
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Anträge auf Vereidigung der Zeugin wurden nicht gestellt.
Verfügung des Vorsitzenden:
Die Zeugin bleibt gem. § 59 I StPO unvereidigt.
Die Zeugin wurde im allseitigen Einverständnis um 10.02 Uhr entlassen.
Die Sitzung wurde um 10.17 Uhr unterbrochen.
Die Sitzung wurde um 10.36 Uhr fortgesetzt.
Der Zeuge XXXXXXXX wurde gem. § 57 StPO belehrt und darauf hingewiesen, dass sich
die Wahrheitspflicht auch auf die Angaben nach § 68 StPO bezieht.
Zur Person gab er an:
Name, Vorname:
Alter:
Familienstand:
Beruf:
Anschrift:

XXXXXXX
27 Jahre
ledig
Kontrollschaffner
Zschokkestraße 80, 80686 München

m.d.A.n.v.u.n.v.
Der Zeuge sagte zur Sache aus.
Anträge auf Vereidigung des Zeugen wurden nicht gestellt.
Verfügung des Vorsitzenden:
Der Zeuge bleibt gem. § 59 I StPO unvereidigt.
Der Zeuge wurde im allseitigen Einverständnis um 10.45 Uhr entlassen.
Die Verfahrensbeteiligten erklärten übereinstimmend, dass auf nachfolgend aufgeführte
Zeugen verzichtet wird:
-

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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-

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Verfügung des Vorsitzenden:

Die Zeugen XXXXXXX und XXXXXXX sind abzuladen.
Die Sitzung wurde um 10.53 Uhr unterbrochen.
Die Sitzung wurde um 12.08 Uhr fortgesetzt.
Der Sachverständige Herr Dr. Dr. Crumbach ist im Sitzungssaal erschienen.
Dem Sachverständigen wurde der Verfahrensstand mitgeteilt.
Verfügung des Vorsitzenden:
1.

Die heutige Hauptverhandlung wird unterbrochen.

2.

Termin zur Fortsetzung der Hauptverhandlung wird bestimmt -wie bereits
terminiert- auf:
Montag, den 04.03.2013, 09.00 Uhr,
Sitzungssaal A 208/II (oder Aushang).

Sitzungsende: 12.11 Uhr
Die Urkundsbeamtin:
Langwieder
Justizangestellte
als Protokollführerin
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記録番号: 20 KLs 127 Js 147643/12
第 3 回公判期日

中断していた公判は，同じ裁判所の構成で，グループリーダーである検察官，検察代表の Erhl，事務局の記録
官が同席し，公開の法廷で，2013 年 2 月 19 日（火）9 時 27 分に再開された。

次の者が在廷した。
1. 被告人 X は，本件で勾留中の拘置所から引致され，その弁護人である Christoph Lang 弁護士と，Dr. Manfred
Plautz 弁護士が同席した。
2. トルコ語の通訳人 Dipl.-Ing. Aycan Orgun 氏。通訳人は，忠実かつ誠実に通訳する義務について教示された。
彼は，自分は公的に任命され，一般的に宣誓したと述べ，その一般的に行われた宣誓を援用して，忠実かつ誠実
に通訳することを約束した。
3. 証人。証人は，刑訴法 57 条に従って教示され，真実を述べる義務は刑訴法 68 条による供述にも適用される
ことを告知された。

当裁判所は，前回 2013 年 2 月 13 日の期日に引き続いて刑訴法 257c 条による合意を実現するための会談を行
ったこと，そこには，GruL Selzam 検察の検察官と，弁護人両名が関与したことを明らかにした。
会談において，
当裁判所は，
2012 年 8 月 30 日付け起訴状の事件 2 に関して包括的な自白がなされる場合には，
これらの事件に関して 7 年以下の自由刑が科されることを提示し，同起訴状の事件 1 及び 3 に関しては，刑訴法
154 条 2 項による手続打切りを勧告した。
2012 年 7 月 3 日フライジング区裁判所の判決（事件記録 2 Ls 32 Js 30827/10）が確定した場合（この判決に
対して被告人とランヅフート検察の控訴が提起されている）
，当裁判所は，フライジング区裁判所判決で下された
1 年 7 月の自由刑を事後的な併合刑加算の方法で取り込んで，
7 年 9 月以下の併合自由刑とすることを提示した。
これらの合意に向けた提案は，被告人には「賭博癖」があるが，それはここで対象となる行為に関する制御能
力の著しい制限を導くものではない，との判断に基づいている。
ミュンヘン第 1 検察の代表は，この合意提案に基本的に同意し，特に，合意が結ばれる場合には刑訴法 154 条
2 項の申立てを公判で行うことを約束した。
裁判長は，本日ランヅフートの担当検察官と，記録番号 32 Js 30827/10 の手続を対象として会談し，被告人が
2012 年 7 月 3 日付けフライジング区裁判所の判決に対する控訴を取り下げるなら，自身もその控訴を取り下げ
ることを約束したことを，明らかにした。
弁護人である Dr. Plautz 弁護士は，裁判長に対して，2013 年 2 月 18 日の電話で，被告人には基本的な準備が
あるが，彼はミュンヘン第 1 検察に係属中の捜査手続（Az. 127 Js 100106/13 番）が刑訴法 154 条 1 項により打
ち切られることを望んでいることを示唆した。
立会検察官は，事件番号 Az. 127 Js 100106/13 の手続は，本件で裁判所が約束した裁判が確定した場合，刑訴
法 154 条 1 項により打ち切ることを表明した。
当裁判所は，本件で対象となる事象に関して相当な行動制御能力の制限が認められる場合には，自由刑の削減
を行うこと，その場合には改めてこの点について話し合うことも提示した。
1/4
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検察の代表と弁護人は，鑑定人 Dr. Dr. Crumbach による口頭での鑑定所見について承諾し，合意が成立する
場合には，鑑定書面の提出を放棄することを表明した。
被告人と弁護人両名は，裁判所の合意提案に同意すると表明した。

―朗読と承諾―
検察の代表は，同意する。
弁護人である Dr. Plautz 弁護士は，被告人を代理して，事件に関する陳述を行った。
被告人は，弁護人の陳述を援用して自身の陳述とした。
検察の代表は，起訴状の事件 1 と 3 について，刑訴法 154 条 2 項により暫定的に打ち切ることを申し立てた。
裁判所が評議に入った後，以下の通り言い渡された。

―決定―
手続は，2012 年 8 月 30 日付け起訴状の 1 及び 3 の公訴事実について，検察官の申立てに基づいて，刑訴法
154 条 2 項により暫定的に打ち切られる。
（理由）
これらの事実について科せられるべき刑罰は，被告人に対してその他で予測されるべき刑罰と並んで考慮され
るべきほどの，特に併合刑を形成すべきほどの重みをもたない。

証人 A は，法廷内に呼び込まれた。
彼は，その身元について次のとおり供述した。
氏名 A
年齢 50 歳
結婚 既婚
職業 警察官
住所 K 21, PP München
（以上，人定に関する供述）
証人は，事件について供述した。
証人について，宣誓の申立てはなされなかった。

―裁判長の命令―
証人は，刑訴法 59 条 1 項により，宣誓させないままとする。

証人 A は，全員の同意により，9 時 56 分に退席した。
証人 B と証人 C が，法廷に呼びこまれた。彼らは，刑訴法 57 条による教示を受け，真実義務は刑訴法 68 条
による供述にも及ぶことが告知された。
証人 C は，再び法廷から退出した。
証人 B は，その身元について次の通り供述した。
2/4
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氏名 B
年齢 19 歳
職業 学生
住所 Schönmetzlerstraße 1, 85354 Freising
（以上，人定に関する供述）
証人は，事件について供述した。
証人について，宣誓の申立てはされなかった。

―裁判長の命令―
証人は，刑訴法 59 条 1 項により，宣誓させないままとする。
証人 B は，全員の同意により，10 時 2 分に退席した。

証人 C は，その身元について次の通り供述した。
氏名 C
年齢 22 歳
結婚 独身
職業 弁護士事務所見習い
住所 Ludwig-Hunger-Str. 10, 81375 München
（以上，人定に関する供述）
証人は，事件について供述した。
証人について，宣誓の申立てはされなかった。

―裁判長の命令―
証人は，刑訴法 59 条 1 項により，宣誓させないままとする。
証人 C は，全員の同意により，10 時 2 分に退席した。

法廷は，10 時 17 分に中断された。
法廷は，10 時 36 分に再開された。

証人 D は，刑訴法 57 条による教示を受け，真実義務は刑訴法 68 条による供述にも及ぶことが告知された。
証人 D は，その身元について次の通り供述した。
氏名 D
年齢 27 歳
結婚 独身
職業 鉄道検札員
住所 Zschokkestraße 80, 80686 München
（以上，人定に関する供述）
3/4
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証人は，事件について供述した。
証人について，宣誓の申立てはされなかった。

―裁判長の命令―
証人は，刑訴法 59 条 1 項により，宣誓させないままとする。
証人 D は，全員の同意により，10 時 45 分に退席した。

手続関係人らは，一致して，以下の証人を放棄することを表明した。
証人 E 以下（計 11 名）

―裁判長の命令―
証人 E 以下を召喚しないこととする。

法廷は，10 時 53 分に中断された。
法廷は，12 時 8 分に再開された。

鑑定人 Dr. Crumbach 氏が，法廷に現れた。
鑑定人は，手続対象について報告した。

―裁判長の命令―
1. 本日の公判は，ここで終了する。
2. 次回公判の期日を，次の通りに定める。
2013 年 3 月 4 日（月）9 時
A208/Ⅱ法廷（又は掲示する）

法廷終了時刻：12 時 11 分

記録官
Langwieder（記録官としての法廷職員）

4/4
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文書番号

庁名

編綴番号

ファイル番号

記録者名（氏名，所属）
記録者電話番号

部局

Fax

被疑者尋問
尋問開始時刻（日時，時刻）

尋問の場所

，

時

私は，氏名，生年月日，出生地，住所地，住居及び国籍に関する質問には全てに正しく回答する義務があるこ
と，そしてこの義務に違反すると秩序違反法111条により過料を科されることを，教示されました。

人定に関する義務的供述

最新版

氏名
出生時の氏（旧姓）

名（ファーストネーム）
出生地・国

誕生日
住所

家族状況（自由回答）＊ 職業（自由回答）＊

国籍

＊身元確認に必要な場合に限り，この回答は義務的となる：カッコ書きは基本的に排除される

#############################################################################################

私は，事件について供述したい：

はい ・ いいえ （不該当は除く）

人定に関する任意の供述
性別

□男性

□女性

□未回答

連絡可能な電話番号（例えば，会社，自宅，携帯）
その他の連絡方法
住所地を管轄する警察署

国籍（必要な限りで）

その他の名前（FR：以前の，GS：離婚前の，VW：未亡人，GN：通称，KN：芸名，ON：勲位，SP：ニックネーム，VN：父親，SN：ハンドルネーム）
学歴

学位（それを受けた場所）・タイトル

資格

職業上の地位

被疑者の親（氏名，住所）（必要な限りで）
法定代理人（氏名，住所）（必要な限りで）

通訳人署名

署名
被疑者尋問：2頁中の１
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氏名

記録番号

人定に関する任意の供述
里親（氏名，住所）乃至は養護施設（名称，住所，業務領域，区裁判所による任命）（必要な限りで）
雇用者（公務員，軍人，公的期間の場合は，名称，職務階級，官庁・赴任先）
経済状態（税引後収入，財産，負債，扶養義務，社会福祉負担）
配偶者・パートナーに関する供述（氏名，住所，職業，経済状態）
子どもに関する供述（数，年齢，職業，経済状態）
前科，保安改善処分，刑法上の捜査手続（必要な限りで）
保護観察担当者（氏名，住所）
証明書情報（場所，氏名，発行日，発行機関）（必要な限りで）
運転免許証（等級，番号，発行日・機関）
その他の免許（銃器，営業許可書，滞在許可書等，発行日を付して）
SBに関する告知：通訳を介して尋問する場合，任意の形式で，尋問は如何なる言語（方言）で行われたのか，
また，その際に合意に関する問題が話し合われたのかについても，記述しなければならない。

私は，教示を受けた後，事件について以下の通り供述する：

被疑者尋問の終了（日，時刻）

，

時
自分で朗読し，承認し，そして
署名する

終了：

氏名，役職名

通訳人署名

署名
被疑者尋問：2頁中の2
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