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１ 私たちは，今から 30 年前の 1989 年，松江市で開催された人権擁護大会で，「日本の

刑事裁判は捜査機関による捜査の結果を追認する場になっており，『絶望的』である。」

旨の危機感を共有した。その上で，この現状を変えるために何が必要かを検討した結果，

まずは，弁護士会と弁護士こそが最善の努力をしなければならないことを確認し，日本

弁護士連合会（以下「日弁連」という。）として，全力を傾注することを宣言した。 

その最大の取組が，被疑者国選弁護制度の実現を目指す当番弁護士制度の創設であっ

た。そして，これを支えるため，日弁連刑事弁護センターを発足させるとともに，各弁

護士会も各地での取組を展開する刑事弁護委員会を設置した。 

当番弁護士制度は僅か 2 年で全国に広がり，その後の被疑者国選弁護制度の実現，拡

大をもたらした。また，多くの人々の努力によって，当時は会員の大半が当番弁護士に

登録し，刑事事件，とりわけ捜査段階の刑事弁護に関与する弁護士の数と質を飛躍的に

拡充した。 

その後も，日弁連刑事弁護センターは，情報収集と発信の場として活動し，制度上及

び実務上の問題点について検討を重ね，更に研修の拠点として，現場における弁護実践

を支えるとともに，日弁連の刑事司法改革提言を深める上で大きな役割を果たしてき

た。 

２ 10 年後の 1999 年に前橋市で開催された人権擁護大会では，代用監獄の早期廃止，取

調べの可視化（全過程の録音・録画），人質司法の打破，国民の司法参加（陪・参審制

の導入），被疑者国選弁護制度の実現等，抜本的な刑事司法改革が行われるべきである

とし，日弁連は全力を挙げてこれに取り組むことを宣言した。 
その後，2005 年 11 月に公判前整理手続が，2006 年 10 月に被疑者国選弁護制度，そし

て，2009 年 5 月には裁判員制度が施行された。 

これらは，現行刑事訴訟法が 1949 年に施行されて以来の大改革であった。 

2009 年に和歌山市で開催された人権擁護大会では，取調べの可視化を速やかに実現す

ることを強く求める宣言をした。 

そして，2016 年には，裁判員裁判対象事件等における取調べの可視化の法制度化，被

疑者国選弁護制度の全勾留事件への拡大，検察官保管証拠の一覧表の交付などの法改正

が実現した。特に，取調べの可視化が導入されたことは，刑事手続，とりわけ捜査の在

り方の大きな転換を図る契機となる意義ある改革であった。 

このように，松江市の人権擁護大会から 30 年を経て，日本の刑事司法手続は変革を遂

げつつある。被疑者国選弁護制度は全ての勾留事件に拡大され，取調べの可視化の義務

化により，限られた事件ではあるものの，事後的な検証が可能になった。さらに，裁判

員裁判制度の導入は，調書裁判と評される状況を改善し，直接主義・口頭主義に基づく

公判審理を実現する可能性を開いた。 

３ しかし，こうした変革を経てもなお，警察・検察取調べによる供述調書に過度に依存

した捜査と公判や人質司法と呼ばれる身体拘束制度と運用は，日本の刑事手続の根幹で

あり続けている。これらを抜本的に改善するためには，取調ベの可視化の全事件への拡

大を実現しなければならないことは言うまでもない。 
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それとともに，憲法で保障された弁護人の援助を受ける権利を実質的に保障するに

は，欧州だけでなく，隣国の韓国でも行われている，弁護人を取調べに立ち会わせる権

利を明定し，併せて取調べを受ける前に弁護人の援助を受ける権利と機会を確立するこ

とが重要である。 

これによって，日本の刑事司法は抜本的に変わる。 

４ 本基調報告書は，このような日本の刑事司法の歴史と現状をつぶさに分析し，その現

状と課題を分析して，改革の方向性を論じる。とりわけ，取調べへの弁護人の立会いに

ついて，諸外国の調査も踏まえながら，詳述するものである。 
全体の概要は，以下のとおりである。 

第１章では，1949 年に施行された現行刑事訴訟法の運用の歴史を振り返り，本来の理

念・原則から大きく逸脱して，「人質司法」や「調書裁判」等の形骸化した刑事裁判を

もたらし，死刑再審無罪 4 事件が象徴する「絶望的」と評される状況に陥ったことを概

観する。その上で，松江人権擁護大会の宣言に基づき，日弁連刑事弁護センターが発足

し，以来，当番弁護士を始め，今日までの 30 年間にわたる日弁連・各弁護士会の刑事司

法改革の取組を総括し，その到達点としての 2004 年（裁判員裁判と被疑者国選弁護制度

等）及び 2016 年（取調べの可視化等）の制度改革とその意義を確認するとともに，今後

の更なる改革課題の要点を提示する。 

第２章では，逮捕段階の公的弁護制度の構築に向けた議論状況を報告する。 

日弁連及び全国の弁護士会は，松江宣言後，起訴前（捜査段階）の公的弁護制度の創

設に向けて，様々な運動や活動を展開し，そのことにより，勾留状が発せられた全事件

を対象とする被疑者国選弁護制度を実現させた。しかしながら，本来，身体拘束を受け

た被疑者が自ら弁護人を選任することができないときには公的弁護人が選任されるべ

きであるから，国選弁護制度が勾留決定後の事件を対象とする限りでは，いまだ身体拘

束された被疑者の公的弁護制度の実現は道半ばといわざるを得ない。したがって，私た

ちは，逮捕段階の公的弁護制度の実現に向けて，制度設計の検討と運動の両面において，

なお一層の努力を続けなければならない。 

第３章では，被疑者・被告人が弁護人から援助を受ける権利の中で，最も重要なもの

の一つである接見交通権，とりわけ，接見の自由（機会の確保）が一般的指定制度の悪

用によって形骸化されていった経過とその権利を実質化するための弁護人の諸活動や

日弁連の取組の歴史を中心に概観する。その上で，現在の焦点となっている接見交通権

侵害の諸類型の紹介と秘密接見交通権確立に向けた諸活動や，接見室での電子機器の利

用などの接見交通権の内容をめぐる問題点とその打開への取組，文書授受に関する紛争

の実情と今後の接見交通権確立に向けた方策などについて，接見国賠訴訟の争点と判決

の状況を中心に検討する。 

第４章では，捜査段階の課題に焦点を当てつつ，その問題点と制度改革及び実務運用

の改善方策を論じ，併せて当面の弁護活動を提起するとともに，今後の制度改革の在り

方に関する議論状況を整理し，各論点と方向性を提起する。 

まず，捜査の現状と課題，これに関する展望として，主に弁護人アクセス権に言及す

る。次いで，諸外国の状況について，特に取調べへの弁護人立会権の観点から概観し，

さらに，日本における現在的課題として，2019 年 6 月 1 日に施行された取調べ可視化制

度（その現状と展望）について述べた上で，取調べの可視化と弁護人立会権の関連を論
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じる。 

弁護人立会権については，諸外国の制度と運用及び日本における議論状況を紹介する

とともに，これと密接に関連する弁護人アクセス権や捜査段階の証拠開示問題など，現

段階で検討すべき諸論点について言及する。また，このような捜査改革が公判に与える

影響についても考察し，いわゆる取調べ受忍義務論と弁護人立会権の関係を論じる。 

本章の論述は，取調べへの弁護人の立会権を中心とする制度の創設という新たなテー

マを取り扱っていることから，試論の域を出ない論述も少なくない。 

しかし，振り返ると，上記のとおり，私たちは，30 年前の松江市の人権擁護大会で被

疑者国選弁護制度創設の必要性を確認し，これを目指して当番弁護士制度を開始した。

そして，その実践の中から制度設計に向けた課題を見いだしながら，弁護士会内外にお

ける議論を深化して，実現を果たしてきた。 

今，その到達点に立って，取調べへの弁護人立会権の樹立を中核とする更なる刑事司

法改革，とりわけ捜査改革の必要性についての認識を共有し，その制度構想の検討とと

もに，実現に向けた実践と課題についての議論を開始すること自体が極めて重要であ

る。本章は，その｢たたき台｣としての役割を果たそうとするものである。 

第５章では，主として，身体拘束からの早期解放について論じる。 

日本の刑事訴訟法では，条文上は身体拘束を必要最小限とすべきものと定めており，

本来はそのように解釈，運用がなされなければならない。しかるに，実務では，長年に

わたり，長期間の身体拘束の下，長時間の取調べがあたかも当然のこととして行われて

おり，これに対する裁判所のチェック機能は極めて不十分なものであり，人質司法の状

況はほとんど改善されていない。しかも，そこでは，被疑者の取調べは弁護人の立会い

がなされないことが前提となっている。 

このように，弁護人の立会いを拒絶しながら，被疑者を長期間身体拘束することに

よって得る供述に依存した捜査の現状とその問題点を述べる。一方で，日本に比べて身

体拘束下の取調べが短時間である上，取調べに弁護人が関与する手続が行われているＥ

Ｕ諸国や韓国の現状も紹介する。 

こうした現状分析を踏まえて，現行法の下でも可能な運用改善とそのための弁護実践

を示すとともに，身体拘束制度の抜本的な改革の在り方を提言する。 

最後に，第６章では，公判の在り方の改革を論ずる。 

本シンポジウムは，身体拘束からの解放や取調べへの弁護人立会い等，捜査段階にお

ける問題がメインテーマである。しかし，捜査はあくまでも公判の準備行為であって，

刑事司法の本質は，公平・公正な公判の実現にある。真に公判中心主義・直接主義に立

脚した裁判を実現するためには，捜査段階における供述調書への過度の依存が改めら

れ，捜査と公判の適切な分離が図られる必要があるし，公判手続それ自体において，実

質的当事者対等主義が実現されなければならない。このような公判の在り方は，ひいて

は，捜査そのものを変化させていく。そこで，この章では，公判をめぐる様々な問題の

うち，検察官手持ち証拠の全面的証拠開示，取調べの録音・録画媒体の実質証拠利用や

被告人質問先行の問題点と改革の方策を示すともに，2015 年の改正裁判員法の附則によ

る 3 年後見直し規定に基づき，現在，法務省において，そのための検討会での議論が行

われている裁判員裁判の諸課題等について論じる。 
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５ 今では一世代前となる 30 年前の松江市の人権擁護大会において，当時，「絶望的」と

評された刑事裁判を抜本的に変えるために，日弁連は，弁護士と弁護士会が最大限の努

力をすることを宣言し，当番弁護士制度の全国的展開に着手して，被疑者国選弁護制度

を実現させた。そして，その下での多くの会員による弁護実践の積み重ねが，被疑者国

選弁護制度の発足・拡充のみならず，取調べの可視化制度に至る諸改革を実現する大き

な原動力となった。 

このような先進会員の先見の明と地道な努力，そして，その成果に想いをいたしなが

ら，このシンポジウムでの議論と大会宣言が近い将来において，「取調べへの弁護人立

会いは徳島市の人権擁護大会から始まった。」との歴史的評価を受けるものになるよう

全力を傾注する決意である。 

 

第６２回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会実行委員会 

委員長 山 口 健 一 
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第１章 日本弁護士連合会の刑事司法改革の取組と今日
の到達点 

 

第１ はじめに 
 

1949 年 1月に施行された現行刑事訴訟法（以下，本章において「刑訴法」ということがある。）

は，2019 年で施行 70周年を迎えた。制定から 50年以上にわたりほとんど手を加えられること

のなかった刑事訴訟手続は，2004 年の刑訴法改正・裁判員法制定と 2016 年の刑訴法改正を経

て，この 15 年の間にかなりの部分において変貌を遂げた。2004 年の刑訴法改正等では，被疑

者国選弁護と裁判員裁判及び公判前整理手続，その手続での証拠開示請求が制度化された。裁

判員裁判は 2009 年 5月の施行から 10年が経過した。2016 年の刑訴法改正では，被疑者国選弁

護の対象が全勾留事件に拡大されるとともに，証拠一覧表の開示などが導入され，2019 年 6月

から，裁判員裁判等の事件で取調べの可視化（取調べ全過程の録音・録画。以下，本章におい

て単に「可視化」ということがある。）が法律に基づく制度として施行されることとなった。

その意味で，2019 年は可視化元年というべき画期的な年である。 

このような刑事司法改革が実現した背景には，30 年前の 1989 年 9 月に松江市で開催された

日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）の人権擁護大会での「刑事訴訟法 40周年宣言」

（以下「松江宣言」という。）とこの宣言に基づいて設立された日弁連刑事弁護センターの活動，

全国の弁護士会による当番弁護士の発足と活動，そして，何よりも多くの会員の現場における

地道な弁護実践の積み重ねがあった。そして，これらの成果を踏まえたその後の累次にわたる

日弁連による刑事司法制度の改革と運用改善についての提言の積み重ね，これに対する国民の

共感が，これまでの改革の大きな原動力になったのである。 

その意味で，松江宣言は，日弁連の刑事司法改革への取組の原点ということができる。 

そこで，本章では，第 2章以下で詳述する 2016 年の改正刑訴法等の下における刑事弁護実践

の在り方と今後の更なる制度改革及びその実現に向けた課題を考える上でのいわば出発点とし

て，日弁連によるこれまでの刑事司法，ことに刑事手続改革の取組とその到達点を概観する。 

 

第２ 松江宣言に至る経緯 
 

１ 刑事訴訟法の制定と運用 

(1) 刑事訴訟法の成立 

日本国憲法は，旧憲法下の刑事司法における人権侵害の深刻な事態に対する反省に基づ

き，31 条から 40 条に至る世界的にも類例を見ないほどに詳細な刑事人権保障規定を置い

た。 

刑事手続における憲法的原則は，適正手続・強制処分法定主義（31条），令状主義（33

条，35条），弁護人の援助を受ける権利（34条，37条），証人審問権（37条），黙秘権

（38条），自白排除（38条）などとして示されている。 

現行刑訴法は，1948 年 7月 10日に公布され，翌 1949 年 1月 1日から施行された。刑訴

法における各種の強制処分に対する裁判官の令状の必要性，勾留理由開示の手続，伝聞法

則等の証拠法の厳格化，公判手続の構造における当事者主義の強化などの条項は，憲法的

原則を具体化するものとして多大の期待をもって迎えられた。 
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これらの改革は，憲法が保障する黙秘権や弁護人の援助を受ける権利の保障等といった

被疑者・被告人の防御権の拡充・強化とあいまって，旧刑事訴訟法下の職権主義から当事

者主義へと，訴訟構造を根本的に転換するものであり，少なくとも当事者主義の手続的基

盤を創設するものとして捉えられたのである。 

しかし，他面において，現行刑訴法には，伝聞法則の広範な例外規定，検察官の無制約

な訴追裁量権の維持，被疑者国選弁護制度の不存在，被疑者保釈制度や証拠開示規定の欠

如などの重大な欠点があったことも否めない。 

(2) 運用の変質と定着 

このようにして成立した刑訴法は，以後の運用によって，その長所がことごとく骨抜き

にされ，憲法の原則とは大きくかい離した，極めていびつな形で実務に定着していった。 

すなわち，裁判官の令状審査は形骸化し，本来の司法審査としての機能を失う状態が続

いてきた。勾留理由開示手続において説示される内容は，具体性に欠け，全くの形式に堕

している。自白法則や伝聞法則等の証拠法則は，例外が原則と化した。そして，公判は，

捜査結果を顕出し，これを追認する場にしかすぎないものとなった。 

さらに，当初は拘置所の不足による暫定的施設にとどまっていたはずの代用監獄は存続

し，むしろ拡充されて，そこでの自白獲得を目的とした取調べが当然のように横行してき

た。弁護人との接見交通権は，刑訴法 39条 3項によって，捜査官の恣意のままに制限され

ることとなった。勾留の理由及び権利保釈の例外事由である「罪証を隠滅すると疑うに足

りる相当の理由」（刑訴法 60条 1項 3号，89条 4号）との要件は，「罪証隠滅のおそれ」

という弛緩したものに解釈，適用され，長期勾留と保釈の却下により，被告人は実際上防

御権を剥奪されて，「人質司法」と呼ばれる状況が続いて久しい。加えて，検察官は被告

人に有利な手持証拠を開示せず，裁判官もこれに対して的確な訴訟指揮をなさず，公判審

理は形骸化していった。 

こうして，無罪率は限りなくゼロに近づき，無罪の発見という刑事司法の重要な機能は

果たされない状況に陥った。 

(3) 日本の刑事司法の病根としての「人質司法」 

2004 年と 2016 年の刑訴法改正等によって，被疑者国選弁護制度が実現・拡充され，裁

判員制度とこれに伴う公判前整理手続及び一定の証拠開示制度の創設などを通じて，上記

の刑訴法の制度と運用には，あるべき刑事司法手続に向けた変化の兆しが見られるように

なったことは確かである。 

しかし，これらの改革を経てもなお，「人質司法」（以下，本章ではかぎ括弧を付さな

い。）と評される日本の刑事被疑者・被告人に対する身体拘束制度と運用は，以下のとお

り，全くといっていいほどに改善されていない。すなわち，逮捕・勾留された被疑者は，

検察官の起訴・不起訴の決定がなされるまで，最大 23日にわたって身体を拘束され，その

間は捜査官による取調べを受忍する義務があるとする実務が行われている。被疑者が黙秘

権を行使しても取調べは中断されず，「説得」という名で，供述するよう一方的に追及さ

れ，黙秘権は有名無実と化し，ときには罵声や人格を誹謗する言葉を浴びせられることす

らある。 

しかも，取調べには弁護人の立会いが認められていない。 

大半の被疑者は警察署内の留置場に身体を拘束され，食事，排泄を含む起居動作の全て
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が常に警察の監視下に置かれる。裁判所が接見を禁止する場合には，被疑者は家族とさえ，

面会や電話はおろか手紙の授受すら許されず，弁護人としか面会や通信ができない。警察・

検察が被疑者に逮捕や勾留の令状を請求すると，裁判官はこれをほぼ認める。軽微な別件

での逮捕・勾留を利用した本件での取調べが行われ，併合罪関係にある複数の事件を分割

して逮捕・勾留が繰り返され，1事件で最大 23日間の時間制限すら実質的に潜脱されるこ

とがある。加えて，起訴前の保釈制度は存在しない。起訴後も，黙秘又は否認する被告人

は「罪証隠滅のおそれ」があるとして，容易に保釈されず，身体拘束は更に長期化する。 

かくして，被疑者・被告人は，捜査官による連日，長時間かつ長期間にわたる執拗で威

圧的な追及に精根ともに尽き果てて，不本意な供述を強いられ，たとえ真実と異なってい

ても，否応なく被疑事実，公訴事実を認めざるを得ず，自白調書や参考人供述調書の取調

べに同意を余儀なくされる。 

このような日本の現状に対しては，近年の国連拷問禁止委員会（2013 年 5月）及び国連

自由権規約委員会（2014 年 7月）の所見でも，厳しい批判が加えられ，抜本的な改善が求

められているところである。 

まさに，人質司法とは，えん罪の温床というだけではなく，それ自体が人間の尊厳を冒

とくする著しい人権侵害といわなければならない。それは，日本の刑事司法の悪しき特徴

であり，病根といっても過言ではない（詳細は第５章）。 

 

２ 死刑再審無罪 4事件と平野論文 

(1) 日本国憲法の原則に反する極めてゆがんだ刑事司法の下で，1979 年から 1983 年にかけ

て，財田川事件，免田事件，松山事件と 3件の死刑確定者に対する再審開始決定が相次ぎ，

無罪判決が続いた（1983 年～84 年）。さらに，1989 年には，島田事件が 4 件目の死刑確

定事件の再審無罪となった。これらの事件は，いずれも捜査段階で作成された内容虚偽の

自白調書を裁判所が偏重した結果によることは明らかであり，改めて厳しい批判にさらさ

れることになった。 

(2) こうした深刻な事態を前にして，平野龍一博士は，『団藤重光博士古稀記念祝賀論文集

第四巻』（有斐閣，1985 年）に寄せた「現行刑事訴訟の診断」（407 頁以下）において，

次のように喝破した。 

すなわち，現行刑事訴訟法は，一面では「ほぼ安定しているように見える」ものの，「そ

の問題性は，むしろ最近になっていくつかの再審事件に露頭をあらわした」として，捜査

段階の密室で作成された調書が証拠の中心として公判を事実上支配するいわゆる「調書裁

判」を厳しく批判した。そして，「日本の裁判官その他の司法関係者は，そもそも法廷と

いうところは真実を明らかにするのに適したところではないと考えているように思われ

る。」との痛烈な指摘をして，「このような訴訟から脱却する道があるか，おそらく参審

か陪審でも採用しない限り，ないかもしれない。現実は，むしろこれを強化する方法に向

かってさえいるように思われる。」と述べ，最後に「わが国の刑事裁判はかなり絶望的で

ある」（423 頁）との有名な言葉で結んだ。 

 

３ 松江宣言に至る日弁連の取組 

(1) 日弁連では，1983 年 6月に接見交通権確立実行委員会を発足させて，弁護人と被疑者の

接見を検察官が一方的かつ短時間に指定することにより，接見妨害の手段に用いられてき
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た一般的指定制度の廃絶を目指す取組を展開し，翌 1984 年 10月には，第 27回人権擁護大

会シンポジウムで「接見交通権の確立をめざして」をテーマに取り上げ，以後，この運動

を強化し，着実な成果を挙げていった（詳細は第３章）。 

(2) 1988年11月，神戸市で開催された第31回人権擁護大会シンポジウムの第1分科会では，

人権の国際的保障の内容を確認し，国際人権（自由権）規約の国内における実施状況につ

いて，特に刑事手続に焦点を当てて，その問題点を明らかにした。 

(3) 続いて，同年 12月に名古屋市で開催された第 12回司法シンポジウムでは，「刑事裁判

と法曹のあり方」（第 2分科会）をテーマにして，特に刑事弁護の在り方を問い直した。

すなわち，弁護士自身が「刑事裁判の形骸化」といわれる状況が作られるのを許してしまっ

たという事実を直視し，その問題点として，①捜査段階に弁護人が就く機会が圧倒的に少

ないこと，②刑事弁護人は全ての事件において，現状でもなし得る最善の努力を尽くして

いるかを問い直し，個々の刑事弁護活動の充実によって刑事裁判の改善を目指していくと

ともに，弁護士会はこの活動を組織的に支援していく役割があることが確認され，制度上

の改善策として，被疑者国選弁護制度の実現が提起された。 

かくして，戦後長きにわたって否定的で「絶望的」とさえ評される状況にあり続けた刑

事訴訟の実情について，弁護士が自らの対応によって事態打開の可能性を見いだそうとす

ることになった。 

 

第３ 松江宣言とこれに基づく日弁連の取組 
 

１ 松江宣言の要旨 

(1) 現状認識 

こうした流れを経て，日弁連は 1989 年 9月，松江市で開催された第 32回人権擁護大会

において，「刑事裁判の現状と問題点－刑訴法 40年・弁護活動の充実をめざして」をテー

マにシンポジウムを行い，そこでの議論を踏まえて，松江宣言を発した。 

宣言では，事前に行った各弁護士会に対する照会及び全会員に対するアンケートの結果

に基づき，刑事手続の現状と問題点として，13に及ぶ項目を列記した。 

これを要約すると，①違法，不当な身体拘束の横行，②無制約・長期間・長時間の取調

べ，③捜査段階における国費による弁護制度の不存在，④公判中心主義の形骸化による調

書裁判と自白偏重，⑤証拠開示制度の不存在などである。 

そして，同宣言は，1980 年代に相次いだ死刑確定者に対する再審無罪事件（免田，財田

川，松山，島田）等にも言及しつつ，日本の刑事手続は，日本国憲法の理念，世界人権宣

言，国際人権（自由権）規約等の国際人権法に反する極めて憂慮すべき現状にあることを

繰り返し指摘した。また，こうした刑事手続の各段階における問題点として指摘された事

実は，それぞれが基本的人権に対する重大な侵害であるが，同時に，代用監獄における自

白の強要と公判における自白偏重・調書裁判を中心に，全体として構造的に連関し，誤判

を生み出す危険を大にしていると結論づけた。 

(2) 改革のための実行課題 

その上で，松江宣言は，こうした憂慮すべき現状を打開し改革するには，現状を是とす

る裁判所や検察官には期待できず，弁護士と弁護士会に寄せられている期待は大きく，今

後の鍵は「刑事弁護のあり方いかんにかかっている」ことを確認し合い，「弁護士のなか

第１章　日本弁護士連合会の刑事司法改革の取組と今日の到達点



－ 5－

に刑事弁護に対する意欲・関心の低下，いわゆる刑事弁護離れはなかったか，個々の事件

について最善の努力を尽くしてきたか，について厳しく自省するとともに，あるべき刑事

手続の実現へ最大限努力することを決意する。」と宣言した。 

そして，そのための実行課題として，以下の 3点を提起した。 

① 個々の具体的事件において，原則的かつ積極的な弁護活動を日常的に進めていく。 

② 各弁護士会，日弁連が，会として組織的にかつ継続的に，刑事弁護について積極的な

役割を果たしていく（各会員に対して，現状の分析の成果を伝え，刑事弁護に必要，有

益な情報，資料を提供するなど刑事弁護の一層の充実強化を図るための機構設置等）。 

③ 刑事手続を憲法の理念及び国際人権法に合致し，国民の裁判を受ける権利を真に保障

するものとなるように改革すべく，刑事訴訟法全体について，運用及び立法的改革を提

言する。 

 

２ 日弁連刑事弁護センターの設立 

1990 年 4月，「松江宣言に基き，わが国の刑事手続を抜本的に見直し，制度の改正と運用の

改善を図るとともに弁護活動の充実のため弁護人に対する支援をし，あわせて刑事裁判につい

て国民の理解と参加をはかる」ことを目的として，日弁連刑事弁護センター（以下，本章にお

いて「日弁連刑弁センター」という。）が発足し，各弁護士会にも同種の組織が設立されていっ

た。 

 

３ 当番弁護士制度の全国実施 

日弁連刑弁センターは，1990 年に大分県弁護士会と福岡県弁護士会で創設された当番弁護士

制度の全国実施に取り組み，1992 年 10 月までに全弁護士会で実施されるに至った。これと並

行して，同年，財団法人法律扶助協会が刑事被疑者弁護援助制度を開始した。さらに，日弁連

は特別基金を創設して，両制度を支えることとなり，利用件数は飛躍的に増大していった。こ

の実績を踏まえて，1997 年，日弁連は「被疑者国選弁護制度試案」を公表し，その実現を目指

した。 

このように，弁護士が基本的人権擁護のために身銭を切って展開した取組に対して，学者や

マスコミだけでなく，一般市民からも高い評価がなされ，2006 年 10 月に第 1 段階（死刑，無

期又は短期 1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件）として実施され，以後，2009 年 5月の第

2段階（いわゆる必要的弁護事件），そして 2018 年 6月の第 3段階（全勾留事件）と順次拡大

された被疑者国選弁護制度の実現をもたらした（詳細は第２章）。 

 

４ 刑事弁護実務の情報収集と発信 

日弁連刑弁センターには，発足当初から，全国の各弁護士会に設置された同様の組織の委員

が結集して，各地での刑事弁護実践を持ち寄り，討議を重ねて資料やマニュアルに整理し，全

国に発信するといった活動を恒常的に行ってきた。 

また，日弁連刑弁センター発足前の 1987 年から開催されていた国選弁護シンポジウムは，そ

の後，同センターが所管してほぼ毎年，全国各地で行い，1990 年 12 月には，第 1 回の刑事弁

護経験交流会が開催され，以後，今日まで営々と積み重ねられてきた。そこでは，広く刑事弁

護全般について，様々な制度上，実務上の問題点についての討議が行われ，その積み重ねの中

から，制度改革課題が明らかにされ，日弁連の意見等として公表される礎となってきた。 
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さらに，日弁連刑弁センターの重要な役割として，刑事弁護に関する研修の企画と実施が位

置付けられ，東京だけではなく，全国各地で，また近年ではＩＴ機器を用いた多種多様な研修

が展開されている（詳細は本章第９）。 

 

５ 「刑事司法改革の実現に向けてのアクション・プログラム」 

1995 年 10 月，日弁連刑弁センターは，それまでの活動実績を踏まえつつ，刑事手続改革の

課題実現のための運用改善と制度改革を提言する標題の文書を策定し，全国の会員に対して，

その実現に向けた行動を呼び掛けた。 

そこでは，重要な課題として，代用監獄の廃止，接見交通権の確立と取調べ立会権の確立な

どの 11項目を挙げた上で，各課題の実現に向けた具体的な行動提起と目標設定をした。その中

では，被疑者の取調べの適正化を実現するために個々の弁護活動の改善として，取調べへの弁

護人の立会要求を含む提言をしていた。 

 

６ 『季刊刑事弁護』刊行への協力 

同じ年には，刑事手続全体を視野に入れ，弁護の視点から理論と実務を架橋することを目指

した『季刊刑事弁護』（現代人文社）が創刊され，日弁連刑弁センター委員の多くがその編集，

執筆に深く関わることとなり，刑事弁護実務を充実するための先進的な取組の紹介や制度改革

に向けた議論を提供する貴重な場として，今日に至っている。 

平野龍一博士は，その創刊号に寄せた論文「被疑者の弁護人は何をするのか－被疑者国選弁

護制度の早急な実現のために」（22頁以下）において，「被疑者の国選弁護制度を設けること

は，刑事訴訟の一つの変革を意味する。それは，捜査の倫理と弁護の倫理をあらためて問い直

すことでもある。しかしそれは，あらかじめ解決できることではない。実践のなかで議論し向

上させてゆくほかない。」（25頁）と結んでいた。取調べへの弁護人の立会いという被疑者弁

護の新たな地平に踏み出そうとする今日，改めて想起すべき箴言といえよう。 

 

第４ 前橋宣言 
 

１ 経過と状況認識 

(1) 日弁連は 1999 年 10 月，前橋市で「新しい世紀の刑事手続を求めて－刑事訴訟法 50年・

松江大会から 10年の軌跡と展望－」をテーマにシンポジウムを開催し，そこでの議論を踏

まえて，「新しい世紀の刑事手続を求める宣言－刑事訴訟法施行 50年をふまえて」（以下

「前橋宣言」という。）を発した。 

折しも，この年の 7月，内閣に司法制度改革審議会が設置され，その中で，陪・参審制

度や刑事法律扶助等の刑事司法の抜本的改革の契機となるものが議論されようとしている

時期であった。 

前橋宣言は，このような状況を踏まえつつ，松江宣言から 10年間における日弁連の刑事

司法改革に向けた日弁連刑弁センターの発足や当番弁護士制度の全国的展開などの組織的

取組が市民・学者・マスコミ等からの積極的な評価を受けてきたとの総括をした。 

(2) しかし，その一方で，松江宣言が指摘した「憂慮すべき状況」は本質的には改善されて

おらず，1998 年 11 月には，国連自由権規約委員会が日本政府の第 4 回定期報告書につい

ての最終意見を採択し，刑事司法関連で以下の 5点の勧告をしていることを指摘して，日
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本の刑事司法の現状は国際人権法のレベルに照らしても，著しく立ち後れたものになって

いると断じた。 

① 警察のコントロール下にあり，速やかでかつ効果的な司法的コントロールの下になく，

保釈が認められておらず，取調べの時間及び期間に関する規制が存在せず，国選弁護人

が存在せず，弁護人へのアクセスが厳しく制限されており，取調べが弁護人立会いの下

で行われていない起訴前勾留制度を直ちに改革すること。 

② 代用監獄を規約の要請を全て満たすものにすること。 

③ 人身保護規則 4条を廃止して人身保護手続を制限や制約のない完全に実効的なものと

すること。 

④ 代用監獄における被疑者の取調べが厳格に監視され，またテープレコーダーなどの電

気的な方法により記録されること。 

⑤ 弁護を受ける権利が阻害されないよう，弁護側が関連するあらゆる証拠資料にアクセ

スすることができるよう，その法律と実務を確保すること。 

 

２ 宣言の内容 

以上を踏まえて，前橋宣言は，国費による被疑者弁護制度の実現，代用監獄の早期廃止，捜

査の可視化，人質司法の打破，証拠の事前全面開示，公判審理の活性化，法曹一元や陪・参審

制度の導入など，刑事訴訟法の全面的な改正を含む抜本的な刑事司法改革が行われるべきであ

るとし，日弁連は全力を挙げてこれに取り組むことを表明した。 

 

第５ 司法制度改革審議会意見書とこれに基づく刑事司法改革 
 

１ 概要 

(1) 1999 年 7月，「21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし，国民

がより利用しやすい司法制度の実現，国民の司法制度への関与，法曹の在り方とその機能

の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審

議する」ことを目的として，内閣の下に司法制度改革審議会が発足し，同審議会は，その

後 2年間の審議を経て，2001 年 7月に最終意見書を提出した（以下，本章において「意見

書」という。）。 

(2) 意見書は，法曹養成制度，裁判官制度，弁護士制度，民事司法制度，そして国民の司法

参加（裁判員制度）を含む刑事司法制度という司法制度のシステムと担い手の在り方全般

に対する抜本的な改革方策を示した。それは，戦後改革から半世紀余りを経て初めての大

改革であり，この間，官僚司法の下，国民と遊離した「小さな司法」であり続けた日本の

司法制度を「より確かな国民的基盤に立たしめること」を根本的な課題とし，その実現を

図ろうとするものであった。 

そうした基本的観点に立って，刑事司法制度に関する改革意見の要旨は，次のとおりで

ある。 

① 裁判員制度を導入する。それは，法定刑の重い重大犯罪を対象とする刑事裁判におい

て，広く一般の国民が，裁判官とともに責任を分担しつつ協働し，裁判内容の決定に主

体的，実質的に関与することができる制度とする。 

② 刑事裁判の充実・迅速化を図るため，十分な争点整理を行い，明確な審理計画を立て
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られるよう，第 1回公判前に裁判所の主宰による新たな準備手続を創設する。また，充

実した争点整理を行えるよう，証拠開示の拡充が必要であり，その時期・範囲等に関す

るルールを明確化する。そして，公判審理は，原則として連日的に開廷するとともに，

直接主義・口頭主義の実質化を図るための制度を検討する。 

③ 国費による被疑者弁護制度を導入する。それは，被疑者段階と被告人段階とを通じ一

貫した弁護体制を整備するものであって，その運営主体は，公正中立な機関とし，その

運営のために公的資金を導入する。 

この新たな公的弁護制度の下でも，個々の事件における弁護活動の自主性・独立性が損

なわれないよう，制度の整備・運営に当たって十分に配慮しなければらない。また，弁護

士会は，公的弁護制度の整備・運営に積極的に協力し，弁護の質の確保に重大な責務を負

うことを自覚し，主体的にその態勢を整備する。 

 

２ 日弁連の取組と評価 

(1) 日弁連は，司法制度改革審議会が発足する前の 1990 年 5月の定期総会で，第 1次「司法

改革に関する宣言」を決議し，「国民主権の下でのあるべき司法，国民に身近な開かれた

司法をめざして，わが国の司法を抜本的に改革するときである。」とし，「今や司法改革

を実現していくための行動こそ，弁護士と弁護士会に求められている。」と宣言した。そ

の中で，刑事司法については，次のような閉塞状況にあることを指摘し，これを打開する

ことが急務であり，日弁連として，その実現に努めることを表明した。 

「刑事訴訟をみると，捜査段階においては，逮捕，勾留，捜索差押等の捜査の行き過ぎを

抑止する令状主義が空洞化し，公判段階でも，裁判所は自白調書の任意性を安易に認め，

伝聞法則の原則と例外を逆転して運用し，違法収集証拠の排除を徹底せず，弁護人の主張

立証を制限する等，総じて公判手続が捜査結果を追認する場になっている。その結果，無

罪率は年々低下し，昭和 63年には 0.11％（但し，全部無罪。一部無罪を加えても 0.19％）

という驚くべき数字が統計結果にあらわれている。」 

(2) その後も，1991 年 5月の「司法改革に関する宣言－その 2」，1994 年 5月の「司法改革

に関する宣言（その 3）」，1998 年 3月「被疑者国選弁護制度の早期実現を求める決議」，

1999 年 5月「司法改革の実現を期する宣言」を発して，司法制度全般の改革の具体的方策

を提起し，その一環として，陪・参審制度の導入，国費による被疑者弁護制度等の実現を

求める意見を繰り返し表明した。 

また，当番弁護士制度の全国的展開に伴い，これに共感する市民による各地の「当番弁

護士を支援する市民の会」等との対話，マスコミや国会議員との意見交換を重ねていった。 

(3) 1999 年 7月には，法曹三者（最高裁，法務省，日弁連）による「刑事被疑者弁護に関す

る意見交換会」が発足し，議論が行われたが，そこでは，法務省側から，当時，アメリカ

合衆国の「ミランダ・ルール」も踏まえつつ，「全ての事件において，弁護人が内容を確

認しない限り，被疑者に一切の供述調書への署名・指印を拒否させる。」という「ミラン

ダの会」の弁護活動等を念頭に，捜査権限の優位性を前提として，弁護人による黙秘権行

使の指導，勧奨を始めとする積極的弁護活動に対し，捜査当局の考える「真相解明」に対

する「妨害」であるとして，「適正な弁護」の範囲を逸脱するものであるとの強い批判が

なされた。 

これに対して，日弁連側の委員は，「弁護人の地位が依頼者（被疑者）の主体性に由来
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しており，当事者主義の構造の下，防御の視点に立って被疑者のために誠実に職務を行う

ことこそが弁護人の職責であって，黙秘権行使の助言を捜査妨害と非難されるいわれは全

くない。」と述べて，真っ向から反論をするなど，捜査弁護の在り方をめぐって，厳しく

も本質的な議論が交わされた。 

このような議論の末に，1999 年 12 月の会議では，日弁連と最高裁及び法務省との間に

おいて，「この間の当番弁護士制度の運用の実情等を踏まえ，公的被疑者弁護制度に関す

る現実的な検討が必要な段階に来ている。」との共通認識に達した。 

(4) 日弁連のこうした取組が上記意見書の刑事司法改革提案を導く大きな要因となったこと

は事実である。 

他方で，被疑者・被告人の身体拘束の適正化（人質司法の改革）の問題は，最高裁と法

務省の強い抵抗により，日弁連の訴えは奏功せず，意見書では，取調べ状況の録音・録画

や弁護人の取調べへの立会権については，「将来的な検討課題」として見送られ，「取調

べの都度書面による記録の義務化」が記されるにとどまった。 

 

３ 立法化と評価 

(1) 2001 年 12 月，内閣に司法制度改革推進本部が設置され，意見書が提起した各改革課題

ごとに検討会が設けられ，それぞれの制度設計，法案化に向けた議論と作業が進められた。

刑事司法改革関係については，「裁判員制度・刑事検討会」と「公的弁護制度検討会」で

具体的な制度設計が行われ，これに基づく法案が国会審議に付された。 

こうして，2004 年 5月，国民の司法参加制度を創設する「裁判員の参加する刑事裁判に

関する法律」，被疑者国選弁護制度の創設と証拠開示制度など刑事裁判の充実・迅速化を

図る「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」及び新たな国選弁護制度とともに民事法律扶

助事業の運営主体となる日本司法支援センター（法テラス）を創設する「総合法律支援法」

が成立した。そして，公判前整理手続とこの手続に付された事件における一定の証拠開示

は 2005 年 11 月，被疑者国選弁護制度（第１段階）は 2006 年 10 月，裁判員制度は 2009

年 5月からそれぞれ施行された。 

(2) この間，日弁連は，2002 年 3 月に「日本弁護士連合会司法制度改革推進計画（案）」，

2003 年 5 月に第 54 回定期総会で「司法改革宣言 2003」，2004 年 5 月に第 55 回定期総会

で「司法改革宣言 2004」を出して，裁判員の実質的・主体的参加を可能にする制度の在り

方，被告人の防御権の確立，取調べ過程の可視化の実現と身体拘束制度の改革などを訴え

続けた。 

特に裁判員制度については，2002 年 7 月に「『裁判員制度』の具体的制度設計要綱」，

同年 8月に「『裁判員制度』の具体的制度設計にあたっての日弁連の基本方針」を発し，

さらに，2003 年 5月，その直前に司法制度改革推進本部事務局から提示された「裁判員制

度について」と題するたたき台に対する意見を公表して，あるべき裁判員制度の制度構想

を提示した。その要点は，以下のとおりである。 

① 裁判員の数は 9人以上とし，裁判官の数は 1人又は 2人とすること。 

② 評決は全員一致を原則とし，有罪の評決は，一定の要件（一定時間経過後又は評議と

投票を数回繰り返しても意見の一致を見ないとき）の下で 3分の 2以上の多数決とする

こと。 

③ 直接主義，口頭主義に忠実な証拠調べとすること。 
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④ 取調べの適正化に加えて，裁判員に分かりやすい証拠調べという観点からも，取調べ

の可視化を実現すること。 

⑤ 連日的開廷を実施するためにも，完全な証拠開示と十分な準備期間を確保すること。 

⑥ 身体拘束制度を抜本的に改革すること。 

そして，上記各検討会に参画した日弁連推薦の会員である委員及びこれに基本的に賛意

を表する研究者委員らは，最高裁・法務省側委員らとの間で厳しく，また粘り強い議論を

重ねていった。 

(3) さらに，これらの提言の多くが取り入れられないまま上記立法化がなされた際にも，日

弁連は 2004 年 5月に「裁判員法の成立にあたっての会長声明」，2005 年 5月に第 56回定

期総会で「司法改革実行宣言」を公表した。 

その中では，①裁判員の実質的・主体的関与を真に可能にするともに，被告人の防御権

を保障した刑事手続の確立を図るため，証拠開示制度や被疑者段階からの国選弁護制度な

どが適切に運用されることに加え，取調べ過程の可視化，身体拘束制度の抜本的改革を始

めとする制度改革が，施行までに実現されることが不可欠であり，②国民が進んでこの制

度を担うため，十分な情報提供，誰もが参加しやすい環境整備，守秘義務の明確化などが

重要な課題であると指摘し，引き続き，そのための適切な刑事手続の運用確保と必要な制

度改革の実現を目指すとした。 

(4) このように，2004 年立法による刑事司法改革においては，官僚司法を打破すべく，司法

の国民参加制度である裁判員裁判を導入するなど，司法の民主的基盤の確立への道筋は付

けられた。しかし，その具体的な制度は，日弁連が目指したものに比して，なお足らざる

ところがある一方で，被疑者・被告人の権利・利益を擁護し，弁護権を強化するというよ

りは，社会秩序を維持し，国民生活の安全を図るという面が前景に現れているとの評価を

容れる面があったことは否めない。 

ことに，取調べの可視化が見送られ，身体拘束制度の改革にも全く手が付けられなかっ

たことは，今後に大きな課題を残すものであった。 

とはいえ，裁判員制度の導入は，意見書が述べているように，一般国民が「裁判内容の

決定に主体的，実質的に関与すること」及び「裁判内容に国民の健全な社会常識が反映さ

れるようになること」によって，戦後，長年にわたって，官僚司法の下，人質司法と調書

裁判という形で，原則と例外が逆転して運用され続けてきた日本の刑事訴訟法の諸原則，

例えば，証拠開示，直接主義，口頭主義，無罪推定原則と検察官の立証責任などがより機

能することを期待されるものであり，これは，裁判員制度の対象外の事件についても変化

をもたらす契機となり得るものであった。 

また，被疑者国選弁護制度は，日弁連が当番弁護士制度の展開によって長年にわたり追

求してきたものであり，その運営主体である日本司法支援センター（法テラス）の組織及

び運営の在り方については，それが法務省所管の組織に位置付けられたとはいえ，基本的

には，中立性を保持するとともに，弁護活動の自主性・独立性を守り得る体制を確保でき

たと評価できる。 

そして，被疑者国選弁護制度の発足は，その弁護活動の積み重ねを通じて，この改革で

手が付けられなかった身体拘束制度を含めた取調べの適正化を確保する制度の実現に向け

た弁護実践を展開する橋頭堡となし得るものでもあった。 

第１章　日本弁護士連合会の刑事司法改革の取組と今日の到達点



－ 11 －

(5) 裁判員法の附則 9条に基づく施行後 3年経過時の見直しについて，日弁連は，2012 年 3

月，「裁判員の参加する公判手続等に関する意見書」を発し，①公訴事実等に争いのある

事件についての裁判員裁判対象事件の拡大，②公判前整理手続における証拠開示規定の改

正，③被告人側に公判前整理手続に付する請求権を認める法律改正，④公訴事実等に争い

のある事件の公判手続を二分する規定の新設，⑤裁判員等に対する説明（刑事裁判の原則

等）に関する規定の改正，⑥裁判員裁判における評決要件の改正（有罪及び死刑評決要件

の厳格化等）について，それぞれ具体的な法律要綱案を示して提言をした。 

しかし，この見直し規定に基づく2015 年 6月の改正法では，「非常に長期にわたる事件

の対象事件からの除外」，「災害時における辞退事由の追加」，「非常災害時における呼

出しをしない措置」及び「裁判員等選任手続での被害者特定事項の保護」の 4点が導入さ

れただけで，上記提案は検討の対象にすらされなかった。 

2019 年 1月，法務省はこの改正法の附則に基づく更に 3年経過後見直しのための検討会

を発足しているところであり，日弁連としても，裁判員裁判を担当した弁護士や裁判員経

験者らの意見も聴取しながら，この制度が日本の刑事司法制度の基盤として，より重要な

役割を果たすものとなるような改正等の提案を検討する必要があろう。 

 

第６ 和歌山宣言 
 

１ 経過と状況認識 

(1) 松江宣言から 20年，前橋宣言から 10年を経た 2009 年 11月に和歌山市で開催された第

52回人権擁護大会において，日弁連は「取調べの可視化を求める宣言－刑事訴訟法施行 60

年と裁判員裁判の実施をふまえて－」と題する宣言（以下「和歌山宣言」という。）を発

した。 

日弁連は，これに先立つ 2003 年 7月に「『取調べの可視化』についての意見書」，同年

10 月の第 46 回人権擁護大会（松山市）で「取調べの全過程の録画・録音による取調べ可

視化を求める宣言」，2007 年 5 月の第 58 回定期総会で「取調べの可視化（録画・録音）

を求める決議」を出しており，和歌山宣言はこれらを総括しつつ，強くその実現を目指す

ものであった。 

(2) 折しも，この年の 5月 21日には，当番弁護士制度の創設から約 20年，司法制度改革審

議会発足から約 10年を要して，第 2段階の被疑者国選弁護制度が発足し，対象事件がいわ

ゆる必要的弁護事件に拡大されるとともに，戦後初の刑事裁判への国民参加である裁判員

制度が開始した。これにより，捜査機関が密室で作成した自白調書を有罪の決め手とする

従来の調書裁判を脱して，公判中心の直接主義・口頭主義の活性化を現実的に可能なもの

とし，法律専門家が独占してきた刑事裁判に一般市民の健全な常識が反映され，市民に開

かれた刑事裁判になることを通じて，刑事裁判がより健全なものとなることが期待される

状況が生まれた。 

(3) とはいえ，現状はなお，起訴前の身体拘束期間が長く，起訴前保釈の制度はいまだ成立

せず，代用監獄も依然として存在する中で行われる捜査においては，取調時間を制限する

法規制もないまま，自白するまで身体拘束を容易に解かない人質司法が続き，事後的な検

証さえも拒む密室での取調べが行われていて，客観的な検証自体すら到底できない状況が

続いてきた。 
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このような中で，2000 年代に入って以降も，宇和島事件（2000 年 5月 26日松山地方裁

判所宇和島支部無罪判決），志布志事件（2007 年 2月 23日鹿児島地方裁判所無罪判決），

氷見事件（2007 年 10 月 10 日富山地方裁判所再審無罪判決），北方事件（2007 年 3 月 19

日福岡高等裁判所無罪判決），布川事件（2011 年 5 月 24 日水戸地方裁判所土浦支部再審

無罪判決），足利事件（2010 年 3 月 26 日宇都宮地方裁判所再審無罪判決）など，重大事

件を含めて，えん罪事件が続々と露見し，これらはいずれも，こうした取調べによって得

られた虚偽の自白調書に基づき，起訴されたり有罪判決が下されたものであった。 

これらのほかにも，少年や知的障がい者に対する取調べによって作成された虚偽の自白

調書に基づき，訴追され，有罪判決等が下され，後にえん罪であったことが判明した事件

が続発した。 

(4) こうした日本の刑事司法の現状に対し，2007 年 5月，国連拷問禁止委員会は，警察拘禁

ないし代用監獄における被拘禁者の取調べ全過程の録画を勧告した。 

また，国連自由権規約委員会も，2008 年 10 月，代用監獄の廃止とともに，被疑者取調

べに対する厳格な時間的規制，取調べ全過程の録画，取調べへの弁護人の立会権の保障を

求めた。その中で，同委員会は「刑事捜査における警察の役割は，真実を確定することで

はなく，裁判のために証拠を収集することであることを認識し」なければならないと述べ，

「取調べの可視化が実現すると取調べの真相解明機能が害される。」などと弁明する日本の

検察・警察の主張に対する痛烈な批判をしていた。 

このような中で，市民の間でも取調べの可視化の必要性が広く認知されるようになり，

約 122万人分もの取調べ可視化の実現を求める署名が日弁連に寄せられ，裁判員制度の実

施に先立つ 2009 年 5月，これを衆議院に提出した。 

 

２ 和歌山宣言の内容 

以上を踏まえて，和歌山宣言は，身体不拘束の原則の徹底，起訴前保釈制度の創設及び代用

監獄の廃止等とともに，裁判員制度が実施された現在，一日も早く実現すべき最優先課題とし

て，直ちに被疑者取調べの全過程を録音・録画し，これを欠くときは，自白ないし不利益事実

承認の供述調書の証拠能力を否定する法律を整備するよう求めた。そして，その法制化がなさ

れるまでの間においても，被疑者又は弁護人が要求したときは，捜査当局はこれを実施すべき

であるとして，日弁連はその実現に取り組むことを表明した。 

 

第７ 法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」の答申に基づく
制度改革 

 

１ 経過 

(1) 2010 年 9 月 10 日に大阪地方裁判所で無罪判決が言い渡された郵便不正事件（いわゆる

「村木事件」）について，大阪地方検察庁特捜部の主任検事が証拠として押収していたフロッ

ピー・ディスクを改ざんしていたことが発覚した。このことを契機に，同年 11月，法務大

臣の諮問機関として，「検察の在り方検討会議」が発足し，翌 2011 年 3月に「検察の再生

に向けて」と題する提言（以下，本章において「提言」という。）を行った。 

提言は，「取調べ及び供述調書に過度に依存した現在の捜査・公判実務を根本から改め

る。」との観点から，刑事手続全体の検討をする必要があり，そのためには，「新たな検
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討の場」を設けるべきであるとした。 

(2) こうして，2011 年 6月，法務大臣より法制審議会に対し，「近年の刑事手続をめぐる諸

事情に鑑み，時代に即した新たな刑事司法制度を構築するため，取調べ及び供述調書に過

度に依存した捜査・公判の在り方の見直しや，被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法に

より記録する制度の導入など，刑事の実体法及び手続法の整備の在り方について，御意見

を承りたい。」との諮問（第 92号）がなされ，その調査審議を目的として，「新時代の刑

事司法制度特別部会」（以下，本章において「特別部会」という。）が設置された。 

特別部会では，その後約 3年間，30回（別途 2つの作業分科会）の会議が行われ，新た

な制度の導入等に関する議論が重ねられた結果，2014 年 7月に全会一致で答申案が採択さ

れ，同年 9月に法制審議会総会の最終答申を経て，刑訴法改正等の関連法案が国会審議に

付され，2016 年 5月に成立した。 

 

２ 改正刑訴法等の概要 

このようにして，2016 年 5月に成立した改正刑訴法等の項目を列記すると，以下のとおりで

ある。なお，それぞれの条項の詳細やその解釈と問題点については，第 2章以下の該当各項目

を参照されたい。 

(1) 裁量保釈に関する改正（2016 年 6月施行） 

（要旨） 裁量保釈の考慮事項の明文化 

(2) 公判前整理手続等に関する改正（2016 年 12 月施行） 

（要旨） 

① 公判前整理手続等の請求権の付与（刑訴法 316条の 2Ⅰ，316条の 28Ⅰ） 

② 類型証拠開示の対象の拡大（刑訴法 316条の 15Ⅰ⑨） 

③ 証拠一覧表の開示（刑訴法 316 条の 14Ⅱ） 

(3) 弁護人選任権の教示に関する改正（2016 年 12月施行） 

（要旨） 弁護士や弁護士会を指定した選任申出ができること及び申出先の教示の義務

化（刑訴法 76条，77条） 

(4) 証人の特定事項の秘匿等に関する改正（2016 年 12月施行） 

（要旨） 

① 証人の氏名・住所の開示制限（刑訴法 299 条の 4） 

② 証人の特定事項を公開法廷で秘匿する措置（刑訴法 299 条の 5，299 条の 6） 

(5) 証人の勾引に関する改正（2016 年 12月施行） 

（要旨） 召還に応じないおそれがあるときに勾引を可能とすること（刑訴法 152 条） 

(6) 被疑者国選弁護制度の拡充に関する改正（2018 年 6月施行） 

（要旨） 被疑者国選弁護人を付する対象を勾留状が発せられている被疑者全部とするこ

と（刑訴法37条の 2，37条の 4） 

(7) 協議・合意制度及び刑事免責制度に関する改正（2018 年 6月施行） 

（要旨） 

① 協議・合意制度の新設（刑訴法 350条の 2～350 条の 15） 

② 刑事免責制度の新設（刑訴法 157 条の 2） 

(8) ビデオリンク方式による証人尋問の拡充に関する改正（2018 年 6月施行） 

（要旨） 一定の要件があれば，裁判所と同一構内以外の場所におけるビデオリンク方式
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による証人尋問を可能とすること（刑訴法 157 条の 6Ⅱ） 

(9) 取調べの可視化に関する改正（2019 年 6月施行） 

（要旨） 裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件の被疑者取調べ全過程の録音・録画

の法制化（刑訴法 301条の 2） 

(10) 通信傍受に関する改正（2016 年 12月施行） 

（要旨） 対象事件に振り込め詐欺や組織的な窃盗など 9 類型の犯罪を追加するとともに，

通信事業者の立会いを不要とし，警察施設など捜査機関内で傍受することを可能とするこ

と（犯罪捜査のための通信傍受に関する法律） 

 

３ 評価と課題 

(1) 特別部会の調査審議過程では，同部会の内外で，法曹三者間及び警察はもとより，日弁

連と弁護士会及び各会員の間，研究者，マスコミ，市民の間において，制度の導入・見送

りについての賛否や具体的制度設計をめぐり，厳しい意見の対立があった。 

この間，日弁連は 2012 年 6月 14日の「新たな刑事司法制度の構築に関する意見書（そ

の 1）」を嚆矢として，2013 年 1月 17 日までに計 4通の同名の意見書を法務大臣及び特別

部会長宛に提出した。 

その要旨は，以下のとおりである。 

① 新たな刑事司法制度の構築においては，「無辜の不処罰の優先性を明確にした」もの

とすることを基本とし，刑事訴訟法の総則に無罪推定原則及び身体不拘束原則を明文で

規定する。 

② 取調べ全過程の録画・録音を義務付ける。 

③ 取調べ受忍義務がないことを明確化する。 

④ 弁護人を取調べに立ち会わせる権利を明定する。 

⑤ 取調時間を規制する。 

⑥ 伝聞例外規定を厳格化する。 

⑦ 証拠一覧表の交付を含む全面的証拠開示規定を創設する。 

⑧ 公判手続二分制度及び有罪答弁制度を導入する。 

⑨ 勾留・保釈の裁判において，嫌疑の否認や取調べ・供述拒否，検察官請求証拠に対す

る不同意を被疑者・被告人に不利益に考慮しない旨の規定を設ける。 

⑩ 勾留代替手段としての住居等制限命令制度を創設する。 

⑪ 勾留質問における弁護人の立会権を規定する。 

⑫ 起訴前保釈を創設する。 

⑬ 取調べ開始前における弁護人の援助を受ける機会を保障する。 

⑭ 勾留された全被疑者に対する国選弁護人制度及び逮捕された被疑者に対する公費によ

る弁護士派遣制度を導入する。 

⑮ 通信傍受の対象犯罪の拡大を抑制する。 

⑯ 通信傍受の実施に際して第三者監視機関を創設する。 

⑰ 会話傍受の導入に反対する。 

(2) こうした議論を経て実現した2016 年改正法について，日弁連は，同年 5月 24日，以下

の会長声明を発した。 

「今回の改正は，録音・録画の義務付けの対象を裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事
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件についての，逮捕又は勾留された被疑者の取調べに限定しているものの，対象事件につ

いては全過程の録音・録画を原則としている。また，被疑者国選弁護制度の勾留全件への

拡大，証拠リストの交付等の証拠開示の拡大，裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明

確化等，複数の重要な制度改正が実現したものであり，全体として刑事司法改革が確実に

一歩前進するものと評価する。」 

とりわけ，被疑者取調べの可視化の法制化は，取調べ過程における取調官の発問と被疑

者の応答がありのまま正確に録音・録画され，それが後に検証できることを可能とし，長

年にわたる密室取調べの扉を開くことになった。それは，従来，画餅とも評されてきた黙

秘権を中核とする被疑者の供述の自由が確保され得る環境が初めて整ったものであり，被

疑者は黙秘権を行使することにより，自らの供述を自主的にコントロールできる契機を得

たと言える。 

(3) しかし，第２章以下で詳述するとおり，逮捕段階の公費による弁護制度は見送られ，取

調べ可視化義務の対象事件が限定され，身体拘束制度の改革にはほとんど手が付けられず

に終わった。その一方で，証拠収集手段の多様化の名の下に，通信傍受の拡大と方法の簡

略化による捜査権限の強化がなされ，通信の秘密・プライバシーの侵害が危惧されるとと

もに，証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の導入によって，「共犯者」による

虚偽の引込み供述に基づく誤判原因の危険性をもたらす新たな制度を抱えることになった。 

その意味で，刑訴法附則 9条 1項（取調べの可視化），同条 2項（その他の改正）及び

同条 3項（再審における証拠開示等）に基づく施行後見直しへの対応を含め，被疑者・被

告人の人権を保障し，えん罪を生まない刑事司法制度の実現という観点からは，今次の刑

訴法等改正はなお道半ばである。したがって，日弁連と弁護士会，そして個々の弁護士は，

こうした問題をはらんでいる制度の運用を厳しく監視するとともに，引き続き残された制

度改革の実現に強力に取り組むことが求められていると言えよう。 

 

第８ 更なる改革へ 
 

１ 「えん罪を防止するための刑事司法改革グランドデザイン 2018 年版」 

(1) 日弁連は，2018 年 10 月 23日，標題の見解を公表した。 

これは，2016 年刑訴法等改正についての上記評価を踏まえつつ，主として 2007 年以降

に明らかとなった志布志事件，氷見事件，足利事件，郵便不正事件，布川事件，東住吉事

件等のえん罪事件に見られる，捜査機関が虚偽供述を強要するなどし，裁判所も長期間に

わたる身体拘束を容認するという日本の刑事司法が抱えている深刻かつ本質的な現状と問

題点を明らかにした上で，憲法の理念に基づき，国連拷問禁止委員会（2013 年 5月）及び

国連自由権規約委員会（2014 年 7月）の所見にも沿った，えん罪防止のための刑事司法改

革の全体構想を示したものである。 

(2) その内容は，以下のとおり，刑事手続の各段階に即して具体的な制度を提起しており，

2012 年 6 月 14 日から 2013 年 1 月 17 日の間に発した一連の「新たな刑事司法制度の構築

に関する意見書」（その 1からその 4）と重なる点も多いが，2016 年改正法を踏まえて，

体系的に整理したものである。 

そして，これらの改革案は，直接には「えん罪」，すなわち無罪であるべき人を有罪と

して，その生命や自由を奪うという重大な人権侵害を防ぐ目的に基づくものである。しか
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し，違法・不当な取調べや身体拘束の抑制，被疑者・被告人の防御権の保障は，それ自体

が基本的人権の保障として重要なものである上，単に狭義の「えん罪」を生まないという

だけではなく，不当に重い罪や犯情の認定による重罰を回避し，被疑者等の供述の自由の

侵害自体を防止するためにも必要不可欠である。その意味で，刑事司法の基本的な在り方

を示している。 

ただし，これらはあくまでも現時点における取りまとめであって，今後における制度の

運用や弁護実践を通じて，各項目の内容を再検討したり，新たな改革課題が生じ得ること

はいうまでもない。その意味で固定的なものとせず，時宜に応じて検証や見直しをして深

化させていかなければならない。 

① 取調べ 

取調べ受忍義務がないことの明確化，弁護人を取調べに立ち会わせる権利の明定，取

調べ録音・録画義務の対象拡大等，取調時間の規制，知的障がいのある被疑者等に対す

る取調べへの専門家等の立会い 

② 逮捕 

取調べ前に弁護士の援助を受ける機会の保障，被疑者国選弁護制度の拡大，逮捕状請

求書の閲覧・謄写，不服申立て制度の整備 

③ 被疑者勾留 

勾留に関する原則（身体不拘束原則，比例原則）の明文化，勾留に代替する住居等制

限命令制度，勾留質問への弁護人の立会い，弁護人の人数制限の撤廃等，接見・秘密交

通権の確立，代用監獄の廃止，勾留請求書の閲覧・謄写，勾留に対する不服申立ての拡

充，起訴前保釈 

④ 被告人勾留・保釈 

否認・黙秘の不利益取扱いの禁止，必要的保釈の除外事由の改正 

⑤ 第一審公判 

無罪推定原則の明定，全面的証拠開示，犯罪捜査の記録，手続二分制度，裁判員制度

対象事件の拡大，通訳人制度の整備，伝聞例外規定の厳格化，裁判員裁判の評決要件の

改正 

⑥ 控訴・上告 

検察官控訴の制限，無罪判決後の勾留の制限 

⑦ 再審 

再審請求審における証拠開示の規定の整備，再審開始決定に対する不服申立ての禁止 

⑧ 原因究明 

えん罪原因究明の調査機関の設置 

 

２ 日弁連の役割 

(1) このように，残された改革課題は多く，また，2011 年 6月から 3年間にわたる法制審議

会特別部会の審議経過を想起しても，検察・警察はもとより，裁判所の反対や抵抗が極め

て大きいことが予想され，その実現は容易ではない。 

しかし，刑事司法改革の鍵は「刑事弁護のあり方いかんにかかっている。」という松江

宣言における確認の意義は，今日においても基本的に異なるところはないであろう。 

この点に関して，大出良知教授は，1989 年の松江宣言から 2001 年 6 月の司法制度改革

第１章　日本弁護士連合会の刑事司法改革の取組と今日の到達点



－ 17 －

審議会の意見書に至る経緯を総括し，「21世紀を前に，『絶望的』とまで評された刑事手

続の改革・改善は，刑事弁護の対応に期待されることになっていた。」と述べた上で，「1990

年代を通して刑事弁護による事態改善への重要な一歩を踏み出した状況」として，要旨，

次の 5点を指摘した（後掲【参考文献】⑥212 頁，同⑨29頁）。 

① 刑事弁護への期待が高まる中，抽象的に刑事弁護の充実強化の重要性を認識・指摘す

るだけでなく，組織的に事態打開への方策が自覚され，実践化されることになり，その

ために当番弁護士制度が創設された。 

② この実践化を支え，全国展開を可能にした担保措置として，刑事弁護全般の組織的バッ

クアップのために日弁連刑弁センター及び各弁護士会の類似委員会等が創設された。 

③ こうした取組により，刑事弁護の担い手が組織的に実践的蓄積を踏まえて，捜査当局

や裁判所に対抗できる存在になった。 

④ 当番弁護士制度による被疑者弁護の組織的な充実強化が刑事司法の在り方についての

日弁連の発言力をそれまで以上に担保し，法務・検察や裁判所に対抗する当事者能力を

強化することになった。 

⑤ そのことにより，当番弁護士制度創設時からの目標であった被疑者国選弁護制度の実

現を視野に入れた司法制度改革の道を拓くことになった。 

(2) 全勾留事件の被疑者国選弁護制度に加えて，対象事件がなお限定されているとはいえ，

取調べ可視化の法制化等が実現した大きな原動力として，こうした日弁連の取組があった

ことは，改めて確認されるべきである。 

そうであればこそ，前記１項の「グランドデザイン」に示された刑事司法改革を実現す

るためには，松江宣言から 10年を経て，司法制度改革審議会での議論が開始されようとし

ていた時点における総括として，大出教授が述べていた上記の諸点は，今日においても通

用する重要な指摘であり，今後も，このような基本的観点に立って，新たな困難を克服す

るための実践が求められる。 

まさに，実践の積み重ねが立法事実を形成して制度を構築し，新たな制度は次の課題を

提起する。その課題を克服するための実践が更に次の制度改革や創設を生む。 

その意味でも，捜査当局や裁判所に対抗できるだけの現場における刑事弁護の質的向上

への組織的な取組が求められるのであり，そのために日弁連と弁護士会が果たすべき役割

は一層高まっているといえよう。 

この点は，項を改めて次の第９で述べることとする。 

 

第９ 刑事弁護の質的向上のための取組と課題 
 

１ 制度改革の実現 

弁護人の援助を受ける権利の確立に向けて，我々は，様々な取組を行ってきた。そして，そ

の成果と課題を踏まえ，さらにその権利を保障するのに不可欠な諸制度，例えば，逮捕段階に

おける国選弁護制度，全面的証拠開示，取調べへの弁護人立会い等々が実現されなければなら

ないことが第２章以下で論証されている。 

しかしながら，制度は，どこまでも外枠・ハード面でしかない。制度は，弁護人に対し，憲

法や刑事訴訟法あるいは国際人権法に沿う刑事弁護のための権利と機会を与えるだけである。 

制度が，真に弁護人の援助を受ける権利を確立したものとなるためには，その制度趣旨に沿っ

第１章　日本弁護士連合会の刑事司法改革の取組と今日の到達点



－ 18 －

た弁護実践が伴わなければならない。制度に実を与えるのは，個々の弁護活動である。しかも

制度が制度として機能するためには，個々の弁護活動が制度の趣旨に沿った有効な弁護でなけ

ればならない。 

真の制度実現のためには，全ての弁護人に，有効な弁護活動を提供する義務の履行が求めら

れる。 

 

２ これまでの取組等 

第１ないし第８において，刑事司法改革への取組と今日の到達点を概観してきた。松江宣言

から「グランドデザイン」（前記第８の１項）まで多くの課題を前提として，日弁連と弁護士

会による各種活動が行われてきた。 

そこでは，常に個々の弁護活動の実践が制度改革に結び付くことを確認するとともに，更な

る積極的な取組とそれを支える弁護士会の行動が必要であるとされてきた。 

例えば，松江宣言では，刑事手続の抜本的改善，運用の改善，それを担う弁護人に情報・資

料を提供する日弁連刑弁センター及び各弁護士会の同種組織の設置を宣言した。そして現状を

改善するための施策として，第 1に，個々の具体的事件において，原則的かつ積極的な弁護活

動を日常的に進めていくこと，第 2に，各弁護士会，日弁連が，会として組織的かつ継続的に，

刑事弁護について積極的な役割を果たしていくとした。 

その基調報告書は，全体が三部構成となっているが，その一つとして第三部に「弁護―弁護

人・弁護士会の課題」を設け，個々の弁護人による研鑚と個々の事件における最善の弁護活動

を求めるとともに，弁護士会に対し，先進的弁護活動を集積し，刑事弁護マニュアルの作成，

研修の充実強化を図る必要があり，日弁連刑事弁護センター及び各弁護士会の刑事弁護委員会

等同種組織による個々の弁護活動へのバックアップも考慮されるべきである等と指摘している。 

また，日弁連刑弁センターは，これまで 14回に及ぶ国選弁護シンポジウムを開催し，繰り返

し弁護の質的向上とそれに向けての各弁護士会や日弁連による研修や経験交流等の充実を指摘

してきた。日弁連全体としても，司法制度改革全体の議論やその間の意見書等において，刑事

弁護活動の質的向上と研修体制の整備を進めることを決意表明し，宣言してきた。 

具体的には，2012 年 8月に刑事弁護研修ワーキンググループを組織し，研修に特化した議論

を行うとともに，2013 年 5月には「刑事弁護研修に関する提言（その 1）」，2015 年 3月には

「同提言（その 2）」を出して，質的向上の必要性を確認するとともに，刑事弁護研修に対する

日弁連や弁護士会の具体的制度構想等を明らかにしてきた。 

 

３ 研修の義務化 

(1) 有効な弁護の提供 

既に指摘したとおり，弁護人の援助を受ける権利を確立するためには，本基調報告書で

指摘する各種制度が構築され法制化されなければならない。そして，その制度に実を入れ，

有効な弁護を提供するには，個々の弁護人皆が，その制度趣旨と憲法に沿う弁護活動を展

開できなければならない。 

弁護士以外には刑事弁護を専門的に担う主体は法的に予定されていない。憲法・刑事訴

訟法は，個々の弁護士だけではなく，弁護士という資格，弁護士全体に対して，有効な弁

護の提供を求めている。 

個々の弁護士・弁護人は，有効な刑事弁護を提供するために，法令及び弁護実務に精通
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するよう研鑚し，かつ実践していかなければならない。さらに弁護士総体，それを組織す

る弁護士会及び日弁連は，個々の弁護士，弁護士全体が，刑事実務に精通するために研鑚

できるよう，弁護士への指導，情報提供及び監督に努めなければならない。 

(2) 弁護人の数と質 

日弁連は，2018 年 3 月末段階で 4 万 66 名の会員を抱える。このうち国選弁護人として

登録されている者は，2018 年 4月段階で 2万 8585 名であり，当番弁護士に登録する者は，

2018 年 2月段階で 1万 7214 名という状況である。 

もともと刑事弁護は，基本的人権の擁護という弁護士の使命が最も遂行されるべき場で

ある。これに加えて，何よりも国家からの独立が保障されなければならない場であり，弁

護士自治の基礎を成すものでもある。 

したがって，全ての弁護士が刑事弁護活動に取り組み，憲法等に沿う積極的かつ有効な

弁護活動を提供して基本的人権の擁護を担うべきものである。 

一方で，これまで我々が取り組んで実現してきた様々な制度改革がある。また，それら

の制度改革と並行して法制化されてきた制度，例えば協議・合意制度（司法取引）等の新

たな刑事関係制度も存在する。そして，これから取り組み実現していくべき各種制度もあ

る。例えば，取調べ可視化制度下における黙秘を第一選択肢とした接見，取調べ録画への

対応，被害者参加制度等の被害者保護法制の下における被害者や法廷対応，公判前整理手

続や証拠一覧表と証拠開示への対応，裁判員裁判への対応，勾留阻止や保釈獲得等の身体

拘束からの解放に向けた対応，逮捕段階での速やかな接見と助言，取調べ立会いの対応，

障がいを有する被疑者等への更生支援計画等の環境調整，共謀罪への対応，法改正された

性犯罪への対応，刑事免責制度，協議・合意制度，盗聴法への対応等々，弁護士・弁護人

が弁護活動を展開する上で対応しなければならない様々な場面が多様化・複雑化している。

そして，いずれの場面においても，弁護人の能力いかんによって刑事弁護，被疑者等に対

する弁護人の援助を受ける権利の在り方は大きく影響する。「弁護人の手腕や熱意が，事

実認定を含めて，裁判の結果に影響するところは想像以上に大きい」（松江人権擁護大会・

シンポジウム基調報告書に引用された団藤重光最高裁判事の言葉）のである。 

弁護人に求められる知識・能力が多様化・複雑化しており，弁護士における刑事弁護の

質に格差が生じ，拡大しているとの指摘もある。 

他方で，刑事手続の新しい事態に対し，裁判所や検察庁は組織を挙げて対応している。

裁判官，検察官への研修等を行い，新制度への対応のための各種の公費研究もなされてい

る。このような弁護士会との対応力の違いが，全てではないとしても，例えば裁判員裁判

における裁判員に対するアンケートにも表れ，また一部の弁護人の能力不足が指摘される

結果ともなっているといわざるを得ない。 

(3) 刑事弁護の専門化と研修義務化 

前項で指摘した弁護の質の格差，対立当事者である検察官や裁判官との格差，そして新

しい時代の刑事弁護そのものの多様性と複雑化は，刑事弁護の専門化を要請し，それを促

す論考も多い。例えば，日本司法支援センター（法テラス）のスタッフ弁護士や弁護士会

運営の公設事務所を刑事専門として充実・強化するなど，いわゆるパブリック・ディフェ

ンダーを構築すべきであるとする論なども，その一例である。 

一方で，既に指摘したとおり，刑事弁護は弁護士としての基本的人権擁護の基本である
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とともに，弁護士自治の基礎でもある。しかも，刑事事件は全国津々浦々で発生する。弁

護士，弁護士総体そして弁護士会及び日弁連は，少なくとも 21万 5千件余の検挙人員（平

成 30年警察白書の刑法犯数）に対応する必要がある。 

全ての弁護士が，有効な弁護を提供できなければならない。少なくとも，全ての弁護人

の質が有効な弁護を提供するに足るだけのもの，被疑者等における弁護人の援助を受ける

権利が実効的なものとならなければならない。 

弁護人が有能であるためには，弁護人自身が自己研鑚に努めることは当然であるが，そ

の弁護人を構成員としている弁護士会と日弁連も弁護人の質を保障する責務がある。弁護

人の質を向上させるためには，刑事手続に関する情報を収集して，先進的弁護活動を集積

し，それらの情報を発信することを通じて，個々の事件のバックアップを行い，更には刑

事専門弁護士を育成し，そうした実践の積み重ねを踏まえた制度改革を提案するとともに，

その実現のための条件を整備する必要がある。そして何よりも重要なのは，弁護人の能力

向上のための研修の充実であって，ひいては，研修の受講等を刑事弁護関係名簿の登載要

件とすることなどを含めた何らかの形での義務化を目指すべきである。 

全ての弁護士・弁護人には適正な刑事弁護を遂行するための能力を確保し，維持する義

務があり，弁護士会には，その義務を果たすことができる弁護士・弁護人を送り出す使命

がある。 

弁護士会は，有効な弁護活動を行うのに必要な研修等を提供する使命があり，弁護士・

弁護人には，研鑚義務の一環としてそれを受ける義務があるというべきである。有効な研

修を義務化することで，初めて全ての弁護人，弁護士総体としての質の向上・維持を図る

ことができ，全国のどの被疑者等に対しても弁護人の援助を受ける権利が実効的なものと

なる。 

 

４ まとめ 

早くから研修の義務化は叫ばれてきた。しかしながら，いまだに全国的な研修義務化は実現

していない。既に松江宣言において，「絶望的な刑事裁判」の原因の一つとして，弁護実践の

不足，弁護士会における組織的な取組の不足等が指摘されていた。そして，これを克服するた

めに，日弁連及び弁護士会には，刑事弁護の充実強化を組織的・継続に図るための機構を設置

し，各種の活動をすべきこと，個々の弁護活動が憲法や刑事訴訟法あるいは国際的人権基準に

のっとり，闘う姿勢を明らかにするようなものでなければならないことを表明し，日弁連とし

て，その実行を決意していた。 

それから 30年，弁護士・弁護人そして弁護士総体・弁護士会は，刑事弁護を担う能力ある弁

護人を十分に提供してきたであろうか。そのための努力は十分であったであろうか。 

我々は，更なる制度改革への取組とともに，これまでの制度改革そしてこれからの制度改革

を実効的なもの，制度の趣旨に沿うものとするために，研修の義務を中心とする弁護能力の質

的向上とそれを支える刑事弁護魂を醸成することをここに改めて確認する。 
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第２章 逮捕段階からの公的弁護制度の実現 
 

第１ はじめに 
 

前章で述べたとおり，これまでに被疑者国選弁護制度が創設され，同制度は全勾留事件の被

疑者を対象として実施されるに至っている。 

しかし，逮捕段階の公的弁護制度は実現されていない。 

日弁連は，身体拘束された全ての被疑者の公的弁護制度の実現を目指している。 

本章では，逮捕段階の公的弁護制度の構築に向けた日弁連の議論状況を紹介する。 

 

第２ 松江宣言後の被疑者国公選制度に向けた日弁連及び弁護士会
の活動 

 

人質司法，自白偏重，調書裁判は，えん罪の温床のキーワードとも言える言葉として，日本

の刑事司法の実態を表してきた。 

松江宣言の後，このような実態を打破すべく，日弁連は日弁連刑事弁護センターを発足させ，

各地の弁護士会でも刑弁センター(刑事弁護委員会)が設置された。 

そして，身体拘束された被疑者に弁護人の援助を確保するため，1990 年の大分県弁護士会及

び福岡県弁護士会を皮切りとして，1992 年 10 月までには全国の弁護士会で当番弁護士制度が

発足した。 

また，財団法人法律扶助協会は刑事被疑者弁護援助制度を実施し，同制度は日本司法支援セ

ンター（以下「法テラス」という。）設立後においては日弁連の委託事業として継続している。 

当番弁護士制度及び刑事被疑者弁護援助制度は，逮捕又は勾留された被疑者に対する捜査段

階の公的弁護制度の不存在を補うため，会員の特別会費による「当番弁護士等緊急財政基金」

（現在は「少年・刑事財政基金」）を設けて，各地の弁護士会及び日弁連の事業として展開され，

現在に至っている。 

日弁連及び弁護士会は，このようにして，身体拘束された被疑者の弁護制度を展開しつつ，

被疑者段階の公的弁護制度の創設に向け活動を開始した。 

 

第３ 被疑者国選弁護制度の創設・拡大等と残された逮捕段階 
 

１ 被疑者国選弁護制度の創設・拡大 

(1) かつて，国選弁護制度は被告人にしか認められていなかった。すなわち，国選弁護制度

は起訴後のものであり，捜査段階（被疑者段階）では国選弁護制度は存在しなかったので

ある。 

それが，次のような経過をたどり，被疑者段階での国選弁護制度が創設され，拡大した。

なお，ここで言う被疑者段階での国選弁護制度は，身体拘束された被疑者を前提としてい

る。日弁連としては在宅の被疑者にも弁護人の援助を受ける権利が確保されるべきと考え

るが，本報告書では，身体拘束をされた被疑者，すなわち，逮捕された被疑者，勾留され

た被疑者を前提として論ずる。 

2001 年 6月，司法制度改革審議会の最終意見書において，「被疑者に対する公的弁護制
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度を導入し，被疑者段階と被告人段階を通じて一貫した弁護体制を整備すべきである」と

され，これを受けて，2004 年の刑事訴訟法改正で被疑者国選弁護制度が制定された。 

被疑者国選弁護制度は，2006 年 10 月から「死刑又は無期若しくは短期 1 年以上の懲役

若しくは禁錮にあたる事件」を対象として実施され，2009 年 5月には「死刑又は無期若し

くは長期 3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件」（いわゆる必要的弁護事件）にま

で拡大された。 

そして，2016 年の刑事訴訟法改正により，2018 年 6月 1日，「勾留状が発せられている

場合において」被疑者の請求により国選弁護人が選任される制度が開始されることとなっ

た。つまり，これをもって勾留段階の全ての事件が被疑者国選弁護制度の対象となったの

である（刑訴法 37条の 2）。 

(2) ところで，被疑者国選制度の必要性はかなり以前から主張されていたが，それが実現さ

れるためには，弁護士会における対応態勢が問題視された。 

そのため，日弁連は，2007 年 2 月に国選弁護対応態勢確立推進本部を立ち上げ，2011

年 4月にはこれを引き継ぐ形で国選弁護本部を設置し，国選弁護シンポジウムの開催や上

記各本部による全国キャラバンを行うなどして，全国の課題を拾い上げ，弁護士人口の増

大ともあいまって，対応態勢の問題を克服した。 

(3) なお，被疑者国選弁護制度が始まるのと同時期に法テラスが設立され，法テラスが国選

弁護人指名通知や国選弁護報酬の算定を行うこととされた。 

 

２ 教示義務の制定 

逮捕直後における被疑者の弁護人の援助を受ける権利の実質化として，2016 年の刑事訴訟法

改正では，「司法警察員は，被疑者が逮捕されたとき，弁護人を選任することができる旨を告

げるに当たっては，被疑者に対し，弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任

を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。」とする規定が設けら

れた(刑訴法 203条 3項等)。 

これは，従来，警察が被疑者を逮捕したときや逮捕した被疑者を受け取ったときは弁護人選

任権を告知しなければならないとする規定があったが，それに加えて，上記教示義務が規定さ

れたものであり，「弁護士会」を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨が教示され

ることによって，逮捕段階での当番弁護士制度の拡大が期待された。 

しかし，実際には，この教示は，その方法及び効果において従来の弁護人選任権の告知とほ

とんど変わるところがなく，実効性を認め難い状態となっている。 

 

３ 残された逮捕段階の公的弁護制度 

このようにして，かつては起訴後（被告人段階）にしか存在しなかった国選弁護制度は，現

在では勾留段階にまで大きく拡大してきており，このことは，捜査段階における被疑者の弁護

人依頼権の拡張という意味ではかなり積極的に評価することができる。 

しかしながら，逮捕段階の公的弁護制度は取り残されたままとなった。 

2016 年改正刑訴法で設けられた教示義務規定の趣旨が活かされていないことは上記のとお

りである。 
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第４ 逮捕段階の公的弁護制度の必要性 
 

１ 憲法の要請 

憲法 34条前段は，弁護人に依頼する権利が，拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり，人

身の自由を回復するための手段を講じたりするなど自己の自由と権利を守るため，弁護人から

援助を受けられるようにすることを目的とするもので，弁護人から援助を受ける機会を持つこ

とを実質的に保障する趣旨である（最大判平成 11年 3月 24日民集第 53巻 3号 514 頁）。 

また，憲法 37条 3項後段は，「被告人」について国選弁護を受ける権利を規定しているが，

弁護人の援助を受ける権利の保障は被疑者の防御権を担保する上でも重要である。憲法 37条 3

項が「被告人」という言葉を用いたのは，憲法のモデルとなったアメリカ連邦憲法修正 6条及

びマッカーサー法案が「accused」という用語を使っていたことによるとされるが，本来の意味

は，国家から刑事訴追を受ける立場にある人を意味するのであり，更に「いかなる場合も」と

の規定からすれば，憲法 37条 3項にいう「被告人」は被告人と被疑者の両方を含む概念である

と解することができる。 

身体拘束（抑留）を受けた被疑者に弁護人を付することは憲法上重要な意義を有しており，

国は被疑者の権利保障と適正手続の観点から，その責任で弁護人を付する制度を創設しなけれ

ばならないというべきである。 

つまり，逮捕された被疑者を対象とする国選弁護制度を創設することは憲法上の要請だとい

うことができる。 

 

２ 日弁連の目標及び司法制度改革審議会の最終意見書 

日弁連が目指す公的弁護制度は身体拘束された被疑者を対象とするものである。 

また，前記司法制度改革審議会の最終意見書は「被疑者に対する公的弁護制度を導入し，被

疑者段階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備すべきである。」と提言している。 

これらは，いずれも逮捕段階を含めた被疑者の公的弁護制度の創設ないし導入を求めるもの

である。 

 

３ 逮捕段階の弁護の必要性 

いまだ絶えることのない不当・不必要な身体拘束からの解放，取調べへのアドバイス，証拠

の確認や確保，被害弁償その他の被疑者に有益な実体的な行為，これらをなし得るのは弁護人

をおいて他にない。 

国選弁護制度の拡大によって，勾留後には国選弁護人が選任されることとなっている。また，

2016 年の改正刑訴法で制定された取調べの録音・録画制度は，事実上拡大しつつある。そのよ

うな状況の下，捜査機関が行う弁解録取の実質取調べ化が進んでいる。しかし，そこでは，被

疑者は，供述の自由が意識されないまま，供述が後の公判でどのような効果がもたらされるの

かを知らないまま，供述させられている現状がある。 

勾留決定の段階では，被疑者は，弁護人の助言を受けないまま勾留質問を受け，捜査機関か

ら提出された資料のみに基づいて，勾留決定を受けている。勾留の理由がないことや必要性が

ないこと，更には逮捕後に生じた事情によって勾留の理由や必要性がなくなったことが主張，

疎明されないまま，勾留決定がなされている。その結果，不当・不必要な勾留が数多くなされ

ている現状がある。勾留決定は被疑者に重大な不利益を被らせるものであり，被疑者には，当
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事者として十分な防御権行使が保障されなければならない。弁護人の援助を受けない被疑者は

当事者として防御権を行使することはできず，弁護人が存在しない勾留手続は司法手続として

大きな欠陥を有していると言わざるを得ない。 

逮捕された被疑者には，捜査機関から最初の取調べ（弁解録取を含む。）を受ける前の時点，

裁判官から勾留質問を受ける前の時点において，取調べや勾留質問への対応について適切なア

ドバイスを受けなければならないし，勾留決定の判断において被疑者に有利な主張立証をする

など十分な弁解の機会を与えられなければならないのであり，そのための弁護人の援助を受け

る必要性は高い。 

 

４ 小結 

身体拘束下における被疑者には，その権利の効果的な保障及び適正手続確保の観点から，弁

護人による援助が必要なことは明白であり，その必要性は勾留段階と逮捕段階では異なるとこ

ろはないから，早急に逮捕段階の公的弁護制度が創設されなければならない。 

 

第５ 逮捕段階の公的弁護制度の特殊性 
 

身体拘束された被疑者に弁護人の援助が必要であり，その必要性に勾留段階と逮捕段階とで

差を設ける理由がないことは明らかと言える。 

それでも，2016 年の刑訴法改正で勾留全件が国選弁護の対象とされたものの，反面，逮捕段

階が除外された理由は，要件審査に当たり，裁判官が直接被疑者に確認することが必要な場合

もあり得ると考えられ，逮捕段階の選任が困難な場合が想定されることや，弁護士会の対応態

勢が整わないのではないかということにあった。これらは，2001 年 12 月に設置された司法制

度改革推進本部公的弁護制度検討会において出された意見であるが，2011 年の法制審議会新時

代の刑事司法制度特別部会でも同様の議論がなされ，2016 年の刑訴法改正に逮捕段階の被疑者

を対象とする国選弁護制度は見送られたものである。前者は，裁判手続上の問題であり，制度

構想で解決しなければならないが，後者は，弁護士会にとっての現実的な問題であり，逮捕段

階の公的弁護制度を確立するために対応態勢を整備しなければならない。 

ところで，逮捕段階の公的弁護制度については，勾留段階を対象とする国選制度の範囲を逮

捕段階つまり 48時間ないし 72時間だけ前倒しすればよいというものではない。 

逮捕段階の弁護人は，最大 72時間以内という極限られた時間内に，被疑者と接見し，事件関

係や身上関係を把握し，勾留が見込まれるときには，被疑者や被疑者の親族，職場関係者らか

ら誓約書や身元引受書を取り付け，場合によっては被害弁償等の実体的な弁護活動をして，勾

留請求について検察官や裁判官と交渉し，意見を述べて，被疑者が勾留されないようにする活

動が求められる。勾留決定がなされたときには，必要に応じて直ちに準抗告することが求めら

れる（準抗告は勾留決定後の弁護活動であるが，勾留前に弁護人が選任されることになれば，

より迅速な対応が可能となる。）。被疑者に対しては，取調べの可視化を確保しながら，黙秘

を含めて取調べへの対応を適確にアドバイスしなければならない。逮捕段階の公的弁護では，

勾留決定後の弁護活動とは異なる迅速性ないし機動性やこれに対応できる弁護の質と内容が求

められることになる。 

なお，これらの活動を行うためには，逮捕状請求や勾留請求の際に用いられた資料その他の

証拠開示を受けることも当然に必要となってくるが，別に論ずるところに譲る。 
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また，現行制度にある資力要件や私選申出前置は，逮捕段階の制度を検討するに当たっては，

改めて問われなければならない問題である。 

このように，逮捕段階の公的弁護制度は，同じ被疑者段階の公的弁護制度といっても，勾留

段階の制度とは異なる特殊性があるのである。 

 

第６ 逮捕段階の公的弁護制度の構築に向けた議論状況 
 

１ 現在の被疑者国選弁護人選任手続 

現行法の下では，被疑者に勾留状が発せられている場合，貧困その他の事由により弁護人を

選任することができないとき，被疑者の請求を受けて，国選弁護人が選任される（刑訴法 37

条の 2）。 

また，被疑者は，国選弁護人を請求するには，資力申告書を提出しなければならず，資力が

基準額以上であるときには，あらかじめ，弁護士会に私選弁護人の選任を申し出ていなければ

ならない（私選申出前置）。 

国選弁護人選任手続は，被疑者の国選弁護人選任請求，裁判官の法テラスに対する国選弁護

人候補者の指名依頼，法テラスの弁護士に対する指名打診，弁護士の承諾，法テラスの裁判官

に対する指名通知という過程を経ることになっている。 

 

２ 日弁連での議論状況 

(1) 日弁連刑事弁護センターの提案 

日弁連刑事弁護センターは，1996 年，被疑者国公選弁護制度の実現に向けての提案とし

て，全被疑者，少なくとも，身体拘束された全ての被疑者を対象とし，被疑者の請求によ

り，一定の場合には必要的に，弁護人を付するものとし，逮捕後のできるだけ早い時期の

選任が可能となる制度を提案した。 

同制度実現のために，代用監獄の廃止，取調べ拒否権の確立，起訴前保釈制度の導入，

長期の身体拘束期間の短縮など，我が国刑事司法の抜本的な改革が実現されなければなら

ないとされ，さらに，過疎地への弁護士派遣あるいは公設弁護人事務所の設立，刑事専門

弁護士の増加など，弁護士，弁護士会側の対応力も大きく増大させなければならないとさ

れた。 

(2) 当番弁護士型，国選前倒し型，折衷型 

2010 年に京都市で開催された第 11 回国選弁護シンポジウム（以下「国選シンポ」とい

う。）では，「被疑者国選弁護人制度という枠組みを維持し，その選任を逮捕段階とする

案」と「国費による当番弁護士制度により被疑者の権利擁護を図るとする案」とで議論さ

れ，2012 年に岡山市で開催された第 12 回国選シンポでは，逮捕段階における公的弁護制

度のモデルとして，国費（公費）による「当番弁護士型」，「被疑者国選前倒し型」，「折

衷型」の逮捕段階における公的弁護制度のモデルが示された。 

「当番弁護士型」は，被疑者国選弁護制度は現行のまま勾留段階の制度としておいた上で，

当番弁護士制度に国費（公費）を投入するという案である。これは今ある当番弁護士制度

を利用する点で制度設計が容易であり，対応態勢にも問題がないという利点があるものの，

当番弁護士はあくまで「弁護人となろうとする者」であり，弁護人としての地位を取得で

きないという最大の弱点を有するものであった。 
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「被疑者国選前倒し型」は，現行の被疑者国選弁護制度の下で，国選弁護人の選任時期を

逮捕段階にまで前倒しするという案である。これは，弁護人という確固たる地位を有する

ことや現行法における被疑者国選の対象を「逮捕された被疑者」に広げるだけであるとい

う点で制度設計の容易さに利点があるものの，最大 72時間の間に上記１の手続を経て国選

弁護人を選任する時間的な余裕があるのか，対応態勢は整うのかということが問題視され

た。 

「折衷型」は，逮捕された被疑者は当番弁護士の派遣を請求し，接見した当番弁護士が私

選受任しなかったときに国選弁護人が選任されるようにするというものである。これにつ

いては，当番弁護士の派遣を必要的前置とするか，逮捕段階の被疑者国選弁護制度を認め

ながら当番弁護士に国費（公費）を投入しなければならないのか，対応態勢は整うのかと

いうことが問題視された。 

(3) 逮捕段階の公的弁護制度試案（国選弁護本部事務局試案） 

国選弁護本部は，2013 年，「当番弁護士型」を想定した「逮捕段階の公的弁護制度（当

番弁護士型）試案（国選弁護本部事務局試案）」を作成し，2014 年に名古屋市で開催され

た第 13回国選シンポで示された。 

これは，当番弁護士制度に国費を投入するものである。当番弁護士であるから弁護人の

地位を有しないことは覚悟の上，被疑者が逮捕直後に弁護士の助言を得ることを重視し，

法テラスを運用主体として，被疑者は資力を問わず当番弁護士の派遣要請をすることがで

き，当番弁護士は 24時間以内に接見するものとされた。 

しかしながら，この案は，当時行われていた法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会

の議論に間に合わせるために，いわば当座の案として提案されたものであり，前記「当番

弁護士型」と同じ利点と問題点を持つものである。 

なお，重要な指摘として，ここでの当番弁護士は，継続的弁護活動の導入部と位置付け

られている。 

(4) 逮捕段階の公的弁護制度の実現に向けた当番弁護士制度の在り方（提言） 

2017 年に横浜市で開催された第 14 回国選シンポでは，「逮捕段階の公的弁護制度の実

現に向けた当番弁護士制度の在り方」として，当番弁護士の「24時間以内の接見」とその

後の「継続的弁護」を標準化することが提言された。 

これは，逮捕段階の公的弁護制度案というよりは，現在全国の弁護士が実施している当

番弁護士制度の拡充と標準化を図り，逮捕段階の公的弁護制度のための基盤作りを目指し

たものである。 

(5) 現時点での議論状況 

① 現時点で，国選弁護本部において，国選弁護本部試案として，「逮捕段階からの被疑

者国選弁護制度」が議論されている。 

これは，逮捕勾留されている被疑者が裁判所に国選弁護人選任請求書と資力申告書を

提出して国選弁護人の選任を請求し，これらの書面自体からして国選弁護人の選任要件

があると判断された場合には，国選弁護人が選任される。もしも選任要件に疑問がある

ときには，裁判官により指名された国選弁護人候補者が被疑者と接見して，同候補者に

よる国選弁護人選任の実質的要件の確認と報告を経て，国選弁護人が選任されるという

制度案である。 
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最大の特徴として，私選申出前置の廃止が掲げられている。 

この案は，これまでの議論状況を踏まえ，現行の被疑者国選制度と私選弁護を原則と

する刑事訴訟法の枠組みを前提としての国選弁護人選任制度を考え，選任のための実質

的要件に不安がある場合には，それを従前の当番弁護士制度で補おうとするものと言え

る。これにより，大半の事件は国選弁護人選任請求書と資力申告書をもって国選弁護人

が選任されることになることが予測できる点で優れているが，なお対応態勢の問題を克

服することができるかが議論されなければならない。 

② その他，資力を問わず国選弁護人を選任する案，逮捕された被疑者には弁護人を付さ

なければならないとする案（必要的弁護）などが提案されている。 

これらの案は，現在多くの事件が国選弁護制度で賄われている現状からして，刑事弁

護は私選が原則と言い切れない，国家が被疑者を強制的に身体拘束しているのであるか

ら国が被疑者の身体拘束と同時にその責任で弁護人を付するのは当然である，逮捕段階

という極限られた時間内にあっては直ちに弁護人が選任される制度でなければならない，

被疑者国選は被疑者の個人的利益はさることながら，刑事手続の適正を確保する高度の

公益性を有するものであるから，資力を問うべきではないなどといった考えに基づくも

のである。 

③ 上記のような案のほかにも，いくつかの案が提案され議論されているが，それらは，

以下のような項目についてどう考えるかによって，様々な考えとなる。 

すなわち，ア 被疑者の請求により国選弁護人が選任される制度とすべきか，被疑者

の請求がない場合でも国選弁護人が必要的に選任される制度とすべきか，イ 資力申告

を要するかどうか，ウ 私選申出前置を維持すべきか，エ リレー方式（地域性等を考

慮した国選弁護人の引継ぎ制度）を設けるかどうか，オ 被疑者の費用負担をどうする

か等々の点である。さらに，そもそも被疑者国選弁護制度の根拠として，適正手続確保

にどの程度の重点を置くのか，どの程度国家が被疑者の権利保護を手厚く確保すべきか

等のより基本的な考え方の違い，重点の置き方の違いが存在するところでもある。 

 

第７ 検討課題等 
 

１ 検討課題 

ここで，逮捕段階の公的弁護制度を構想する上での主な検討課題を示す。 

刑事訴訟法が定める公的弁護制度としては，これまで国選弁護制度しか存在しておらず，手

続の複雑さや迅速性を重視すれば，逮捕段階の公的弁護制度としては，国選弁護制度の枠組み

を逮捕段階にまで広げる制度が伝統的にも技術的にも受け入れられやすいと言える。 

しかし，その場合，対応態勢の問題を克服しなければならない。 

これまでに国選弁護本部が全国キャラバンなどを通じて把握していることとして，全国的に，

当番弁護士による 24 時間以内の接見はほぼ問題ないとされ，また，2018 年 6 月以降の勾留全

件を対象とする被疑者国選弁護制度への対応も特に問題なく行われている。 

ところが，24時間以内に接見した当番弁護士がそのまま継続して国選弁護人に選任される制

度は実現可能かとなると，不安が生じるのである。そこで，その点を補うために当番弁護士と

その後の弁護人に引き継ぐやり方（いわゆるリレー方式）を制度として取り入れるべきかどう

か，取り入れるとしてもその手続をどうするかが検討されなければならない。また，逮捕段階
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の初回接見となれば，24時間ではなく数時間内になされることが求められるはずであり，現行

の当番弁護士運用状況のままでよいかも問われる。 

さらに，逮捕段階の特殊性からして，私選申出前置の妥当性や資力要件の要否も検討されな

ければならない。逮捕後直ちに国選弁護人が選任されるためには，私選申出前置という手続を

経ることの迂遠さは問題であるし，そもそも，逮捕段階の公的弁護制度の根拠として適正手続

の確保に重点を置くのであれば，本来的に被疑者の資力を問う必要はないはずである。欧米で

は公的弁護人の選任に資力を問わないのが一般である。例えば，ドイツでは，適正手続，武器

対等の観点から国選弁護人制度があるため，被疑者が勾留された場合には必要的弁護事件とし

て，被疑者の資力を問わず，また，被疑者の意向にかかわらず，国選弁護人が選任される制度

となっている。被疑者には弁護人の指名権が与えられ，一旦選任された国選弁護人はその後に

私選弁護人が選任されても解任されることはない。手続費用（弁護費用）は判決事項とされて

いる。 

さらに，逮捕段階という短時間では，国選弁護人の選任手続に遅延を生じてはならない。法

テラスと被疑者国選弁護人候補者との間の指名打診や承諾に時間を要してはならないし，受任

拒否も極めて限定された場合にのみ許されるとすべきであろう。 

あわせて，一定水準の弁護の質が確保されなければならない。 

 

２ 当番弁護士制度及び勾留前援助制度の拡充，改善等 

逮捕段階の公的弁護制度の構想には様々あるが，いずれの案にしても，制度が確立するまで

の間，今後，当番弁護士制度及び刑事被疑者弁護援助制度（勾留前援助）の拡充と標準化は欠

かせない。これらの制度は捜査段階の公的弁護制度を補うものとして展開され，また，逮捕段

階の公的弁護制度を実施するための社会的基盤ないし既成事実となるものだからである。 

そのためには，当番弁護士の 24時間以内接見と継続的弁護（ここでいう継続的弁護には必ず

しも当番弁護士が継続して弁護人になることにこだわらない。）が全国の標準的なものとされ

なければならない。現行の当番弁護士制度は，各弁護士会が実施しているので，弁護士会ごと

に制度の仕組みや運用状況が異なっており，これを法制度にまでつなげようとすれば，最低限

の全国標準化が必要である。現在の当番弁護士制度は，1 回は無料で弁護士が接見するという

ことについてはほぼ全国で共通したものであろうが，そのために「当番は１回だけ接見すれば

終わり。」という意識があるとすれば問題であり，当番弁護士制度は継続的弁護の導入部分で

あるとの意識改革も必要となる。 

また，現状では必ずしも逮捕段階に警察から当番弁護士の派遣要請があるわけではなく，逮

捕段階での派遣要請の数が少ない地域も多く存在する。したがって，全国的に逮捕段階に当番

弁護士が派遣される仕組みにしなければならないが，そのためには，教示義務規定の活用に向

けた交渉も含めて，日弁連及び弁護士会が警察庁や都道府県警と交渉，協議していかなければ

ならない。 

さらに，勾留前援助制度の利用も拡大されるべきである。当番弁護士が勾留前援助による弁

護人選任を経て，被疑者国選弁護人に選任されるという継続性を維持するためには，現行の手

続は余りにも煩雑すぎる。また，勾留前援助制度により短時間のうちにできることは少なく，

被疑者国選弁護人に選任された後により充実した弁護活動をする方が良いと考える会員が存在

することも否定し得ない。日弁連としては，今後，これらの問題を改善していかなければなら

ない。 
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第８ まとめ 
 

全国の弁護士会が展開した当番弁護士制度と日弁連の事業として実施してきた刑事被疑者弁

護援助制度は，2018年6月1日に施行された勾留全件を対象とする被疑者国選弁護制度により，

相当程度にまで実を結んだと言える。 

逮捕段階の公的弁護制度の実現までは，もう一歩である。 

次章以下では，取調べに弁護人が立ち会うことを含めた弁護人の援助を受ける権利を確立さ

せるべきことが述べられる。殊に逮捕段階での弁護人アクセス権を保障しようとすれば，逮捕

段階の公的弁護制度の実現なくして実効的なものとはならない。しかも，迅速かつ充実した弁

護人を派遣できるような制度である必要があり，弁護士，弁護士会側の対応態勢の整備が必要

である。 

我々は，逮捕段階の公的弁護制度の確立に向けて，様々な課題を乗り越えて，その一歩を着

実に進め，逮捕された被疑者の弁護人の援助を受ける権利を確立しなければならない。 

 

第９ 補論（弁護実践に見合った国選弁護報酬） 
 

逮捕段階からの公的弁護制度，取調べへの立会い等を含む弁護人の援助を受ける権利が，制

度として機能するためには，それを担当する弁護人の態勢を確保する必要があるほか，弁護人

には，適正な報酬が支払われる必要もある。 

 

１ 弁護人依頼権の実質的保障のための適正な報酬の必要性 

国選弁護制度は，自ら弁護人を依頼することができない場合に，裁判所等が弁護人を選任し，

その報酬等は国が負担するという制度である。これは，弁護人依頼権の実質が，貧富等の事情

で差異を生じることのないよう設けられた制度である。 

したがって，国は，被疑者が国選弁護人から実質的援助を受けるに足る活動をするために，

国選弁護人に報酬を支払わなければならない。 

それでは，「適正な」報酬とは何か。国選弁護活動は，弁護士が自己の法律事務所の経営を

維持しながら職業として行う活動である。したがって，弁護人が弁護士として法律事務所の経

営を維持しながら，適正な弁護活動を行うために必要とされる費用が，適正な報酬とされるべ

き筋合いである。 

さらに，「適正な」報酬というためには，その労力に比例したものでなければならない。加

えて，記録の謄写料，交通費，通信費，通訳費など，弁護活動に必要な実費も賄われなければ

ならない。 

 

２ 被疑者段階の国選弁護報酬の実情 

国選弁護報酬については，日弁連は従前から，報酬及び費用がいずれも極めて低廉な状況を

改善するために，毎年「国選弁護人報酬増額等要望書」を作成し，最高裁及び大蔵省（財務省）

に対して要請行動をするなどの活動をしてきた。 

2016 年 10 月の法テラスの業務開始以降は，法テラスが報酬額等を算定し，法テラスが支払

うという制度となった。国選弁護報酬等は，国選弁護人契約約款で定める「報酬及び費用の算

定基準」によって算定されるが，客観的な指標に基づきかつ労力に比例したものとされ，この
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点は，日弁連が強く主張したものとなった。 

被疑者国選弁護費用については，労力基準としては接見回数を指標とし，成果基準としては

勾留取消や示談が加算され，その他，遠距離接見交通費，通訳人費用等々の費用が支払われる。 

被告人段階の国選弁護費用としては，労力基準として，まず対象事件の種別や整理手続に付

されたかどうかで事案の軽重・複雑さを評価した上で，期日の回数と時間を指標とし，成果加

算としては，無罪や縮小認定，そして謄写費用等々の費用が定められた。 

この報酬体系は，客観的な指標に基づくものとしている点では，日弁連の主張を取り入れた

ものであるが，以下のような問題点が指摘されている。 

第一は，絶対的な金額の低さである。「適正な報酬」金額とは到底言い難い。 

第二は，客観的な指標として確認できることとしたことと裏腹で，千差万別の弁護活動を評

価しきれず，多種多様な弁護活動を網羅した報酬が支給されないという不備が生じたことである。 

この状況に対しては，弁護士会及び弁護士会連合会の決議，会員の不服申立て，継続的な日

弁連と法テラスとの協議等により少しずつ改善が図られている。例えば，示談や勾留取消の加

算，謄写費用の拡大，協議・合意制度の報酬追加等々である。 

しかし，絶対的基準の低さの点は変わっておらず，改善されていないあるいは必要であるが

規定されていないもの（例えば社会福祉士に対する費用等）も多い。 

 

３ 今後の展望 

被疑者や被告人が国選弁護人から十分な援助を受けるためには，国選弁護人が十分な活動を

することができるに足る適正な報酬が確保されるべきであり，個別的にも全体的にも更に改善

を進める必要がある。 

本章の逮捕段階の公的弁護制度の構築，本シンポジウムで取り上げる取調べへの弁護人の立

会権を確立する際には，これに応じた逮捕段階の公的弁護報酬，弁護人が立会いをした場合の

報酬についても，基準が明確で，労力に応じた，適正な報酬制度が必要であり，その策定を求

めていく必要がある。 

逮捕段階の公的弁護制度については，現在の被疑者国選と同じく「接見」を指標にすること，

勾留質問への立会いや勾留阻止加算，示談加算等も考えられる。また，弁護人の立会権につい

ては，労力に応じた適正な報酬という観点からは，弁護人の立会回数だけでなく，立会時間に

応じた報酬体系を構築する必要があるだろう。 
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第３章 被疑者・被告人と接見交通権 
 

第１ 接見交通権の重要性 
 

１ 憲法，刑訴法で定める接見交通権 

憲法 34条では「何人も直ちに弁護人に依頼する権利」が保障されている。 

この規定は単に依頼する権利だけでなく，「弁護人の援助を受ける権利」を保障していると

解される。 

この規定を受けて，刑訴法 39条は「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者」は，弁護人

又は弁護人になろうとする者と「立会人なくして接見し，又は書類若しくは物の授受をするこ

とができる。」と規定している。 

弁護人は，被疑者・被告人の弁護活動を始める際には一般に，事件についての情報や証拠に

接していないことがほとんどであり，これらの情報は被疑者等から得ることが通常である。そ

のために保障されたのが接見交通権である。ここから接見交通権は，被疑者・被告人（以下「被

疑者等」という。）との間で，「いつでも，どこでも，時間制限なく，かつ絶対的秘密裡に」

接見できることの制度的保障が必要とされるのである。 

最高裁判決1でも，「憲法 34 条前段の弁護人に依頼する権利は，身体の拘束を受けている被

疑者が，拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり，人身の自由を回復するための手段を講じ

たりするなど自己の自由と権利を守るため弁護人から援助を受けられるようにすることを目的

とする。したがって，右規定は，単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはなら

ないというにとどまらず，被疑者に対し，弁護人を選任した上で，弁護人に相談し，その助言

を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障している。刑訴法 39条 1

項が，被疑者と弁護人等との接見交通権を規定しているのは，憲法 34条の趣旨にのっとり，身

体の拘束を受けている被疑者が弁護人等と相談し，その助言を受けるなど弁護人等から援助を

受ける機会を確保する目的で設けられたものであり，その意味で，刑訴法の右規定は，憲法の

保障に由来する」と高らかに宣言している。 

 

２ 被疑者等と弁護人が，このように完全に自由で秘密の保障された接見交通権を保障され，

自由に相談できなければ，被疑者等は萎縮することなく安心して弁護人に相談ができず，弁護

人としても真実に迫ることができないばかりか，時宜に応じた適切な助言や援助をすることも

できなくなる。 

しかしながら，捜査機関は，刑訴法 39条 3項で「捜査のために必要があるときは，公訴の提

起前に限り，第１項の接見又は授受に関し，その日時，場所及び時間を指定することができる。」

との規定を悪用して，歴史的にも接見交通権の妨害を重ねてきた。 

1970 年代までの刑事弁護においては，起訴後の被告人国選弁護人制度こそ確立されていたが，

起訴前の捜査段階における弁護活動は，一部の労働刑事事件，公安事件等の例外を除いては活

発ではなかった。 

捜査段階における弁護活動は捜査弁護とは呼ばれず，起訴前弁護活動と呼ばれていた。 

このため，捜査側においても，この刑訴法 39条 3項に基づき，検察官が警察に対して一般的

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 最高裁大法廷判平成 11年 3月 24日（判時1688 号 72頁） 
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指定を発しておれば，別に検察官の発する具体的指定書を弁護人が持参しない限り，警察官は

弁護人と被疑者等の接見を認めないという運用がなされていた。 

しかも，その具体的指定の内容は 2～3日後の何時から何時の間に，10 分とか 15 分程度の

接見しか許さないような内容とされるのが一般であり，それも 20 日間の全勾留期間中に 3回

程度の接見しか許されない運用とされていたのである。 

すなわち，一たび一般的指定が発せられれば，本来自由であるべき接見が原則的に封鎖さ

れ，具体的指定によって，この封鎖の一部分のみが解除されるという，原則と例外が逆転し

た運用がなされ，接見交通権は極めて閉塞された状況にあった。 

しかも，弁護人はこの具体的指定書の交付を受けるために検察庁まで出向かなければなら

なかったのである。それゆえ，具体的指定書は面会切符と呼ばれていた。 

そして，この面会切符を得るために検察官の許に出向いてこれを受領し，この面会切符に

よって限定的な接見をしていた弁護人も多く存したのである。 

しかも，この一般的指定が発せられた場合には，刑訴法 81 条の接見等禁止決定が発せられ

ることとされていたことから，被疑者等は家族や関係者との接触も絶たれて孤立し，虚偽自

白に追い込まれた例が後を絶たなかったのである。 

 

３ そもそも，39条 3項の指定は被疑者の身体を取調べと接見で取り合いになることの調整規

定として設けられたのである。にもかかわらず，取調べの有無と関係なく接見指定し得るとい

うのは明らかに法の規定を悪用するものであるから，このような接見指定の運用情況において，

憲法や刑訴法の原則に忠実な弁護活動を追求しようとする弁護人らも少なからず存した。それ

らの弁護人は，接見の現場において，一般的指定制度の違憲性や違法性，不当性について追及

したり，接見指定の要件の存否についての論争を行ったりして接見の機会を確保したり，刑事

手続によって準抗告等で争ったり，場合によっては接見拒否に対して国家賠償請求訴訟を提起

したりして争うようになった。 

 

第２ 接見交通権確立実行委員会の設置と接見の自由獲得への闘い 
 

１ このような弁護実践運動の中で，1965 年に杉山彬弁護士が提訴した接見国賠訴訟において，

最高裁昭和 53年 7月 10 日判決2は，「捜査のため必要があるとき」との接見指定の要件につい

て捜査機関側の主張していた捜査全般説を排斥し，「現に取調べ中であるとか，実況見分，検

証等に立ち会わせる必要がある等，捜査の中断による支障が顕著な場合」にしか接見指定がで

きないとする物理的限定説を採用することを明らかにした。しかも，その接見指定の要件があ

る場合でも「弁護人等と協議して，できる限り速やかな接見の日時等を指定し，被疑者が防御

のため弁護人等と打ち合わせることのできるような措置をとるべき」であるとした。 

 

２ しかし，この最高裁判決後も，多くの捜査機関は，この指定要件を吟味することなく漫然

と接見を拒否したり，相当先の日時に指定して具体的指定書を持参するよう要求したり，接見

についての弁護人との誠実な協議に応じないという対応に終始することが多かった。 

このため，接見現場での弁護人は，接見の機会の確保を優先する余り，唯々諾々と相当先の

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2 最高裁第 1小法廷判昭和 53年 7月 10日（民集 32巻 5号 820 頁，判時 903号 20頁） 
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日時の接見指定に応じて具体的指定書を検察官の許に受領に行くということも多かった。しか

し，本来自由であるべき接見交通権の行使の原則と例外の逆転した運用に疑問を持つ弁護人ら

はおおむね次のような対応を行っていた。 

(1) 接見現場で警察官や検察官と接見指定の要件の存否や，指定要件が存するとしても，で

きる限り速やかな接見が確保されるべきであることの論争を行って接見の機会を確保する。 

(2) 一般的指定処分や具体的指定が刑訴法の規定に反するとして準抗告を申し立てる。鳥取

地方裁判所昭和 42年 3月 7日決定では，「一般的指定によって被疑者と弁護人との間の接

見を一般的に禁止することは許されない」として一般的指定を取り消した例も存したが，

多くの裁判所では具体的指定に対する準抗告しか認めず，仮に認容されても，準抗告決定

の翌日や翌々日に 10分ないし 15分程度の僅かな時間の接見しか認めず，一刻を争う接見

の機会の確保という要請には十分に応えられなかった。 

このようにして弁護人らはそれこそ 1 日がかり，2 日がかりで接見の機会の確保を行ってい

た。 

ところが，その後東京地裁令状部では，一般的指定は捜査機関内部の内部連絡であるからと

の理由で，処分性を認めず，一律に準抗告を棄却するようになり，この流れは全国の裁判所に

拡がっていったことから，接見現場での論争や刑事手続を用いた権利確保は困難となっていっ

た。 

 

３ このようなこともあり，弁護人としては，一般的指定制度そのものの廃止を求めて接見国

家賠償請求訴訟を提起して，民事訴訟の中で一般的指定制度の違憲性，違法性を問うていくこ

ととなるのは必然の流れであった。 

刑事手続では行い得なかった一般的指定制度の運用の違憲性，違法性を民事訴訟手続の中で

は十分に論争を行うことができたからである。1970 年代後半以降，全国各地で具体的指定書の

受領，持参要求を拒否して接見拒否された弁護人が，弁護人固有の接見交通権を侵害されたと

して原告となった国賠訴訟が多数提起されるようになった。 

そして，これらの各地の国賠訴訟弁護団の指令塔として，1983 年，日弁連に接見交通権確立

実行委員会（以下「接見委員会」という。）が設置された。 

 

４ 接見委員会では，その主要な任務として，各地の接見指定の実情の調査を行う一方，前記

杉山国賠最高裁判決が，接見交通権を「弁護人にとっては固有権の最も重要なもの」としたこ

とから，弁護人自身が国賠訴訟の原告となったり，委員がそれぞれ相互に各地での接見国賠訴

訟の代理人となって，一般的指定の違憲性や違法性についての理論的調査，検討を行った上で，

訴訟遂行を担っていき，多くの勝訴判決を得て，捜査側を追い詰めていった。 

また，接見現場での接見拒否に対する弁護実践方法の検討などを行い，その弁護実践のため

の『接見交通実務ハンドブック』を 1986 年に刊行した。このハンドブックは，その後も改訂さ

れ，1995 年からは『接見交通権マニュアル』として増補改訂されて現在 20 版となっており，

接見現場における弁護実践の武器として使用され続けている。 

また，1980 年代当時は，警察留置場における接見についても，監獄法の規定によって執務時

間外の接見が原則的に拒否される実情が存したため，各地での弁護人の取組により，午後 5時

以降の執務時間外や休日の接見を可能とする運用を徐々に拡大，定着させていった。 
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５ 他方，接見委員会では，これらの接見現場での闘いや国賠訴訟と共に，1980 年代末からは

法務省との間で，接見交通に関する協議会を1991 年までに 15回にわたって開催して，特に一

般的指定制度の問題点について法務省側を理論的にも追い詰めていった。 

このためもあって，1987 年 12 月に法務省は，事件事務規程を改正し，一般的指定書を廃止

して，接見指定があり得る事件においては具体的指定書のみを発することとし，これについて

も，持参要求を行わないような運用へと変更することとなった。 

この事件事務規程の改正により，接見指定がなされる事件は極めて例外的となり，接見指定

をめぐる接見現場での争いも大幅に減少していくこととなった。 

 

６ そして 2008 年に至り，最高検察庁と警察庁は相次いで，「逮捕・勾留中の被疑者と弁護

人等の間の接見に対する一層の配慮について」との通達3を発した。これらの通達の内容はいず

れも大要，以下のとおりである。 

(1) 被疑者の弁解録取の際に，取調べ中に弁護人と接見したい旨の申出があれば，直ちにそ

の旨を弁護人に連絡することを被疑者に告知する。 

(2) 取調べ中に被疑者から弁護人と接見したい旨の申出があれば，直ちに弁護人にその旨連

絡する。 

(3) 取調べ中又は検察庁に押送された被疑者に弁護人から接見の申出があった場合， 

① 現に取調べ中でない場合には，直ちに接見の機会を与え，接見施設がない場合には職

員（取調官ではない。）立会いの下での面会接見の機会を与えるように配慮する。 

② 現に取調べ中の場合には，できる限り早期に，遅くとも直近の食事又は休憩の際には，

接見の機会を与えるよう配慮する。 

(4) これらの接見の申出があった場合には，申出及びこれに対して採った措置を書面に記録

し，これを事件記録に編綴する。 

これらの通達は，現に取調べ中の場合には，一律に接見よりも取調べが優先されるかのよう

な内容となっている点は相当ではないが，少なくとも，接見の機会の確保に関する限り，大き

く前進したと評価し得る。 

 

７ また，平成 19年 3月 19日付け日弁連と警察庁，法務省との間の申合せに基づき，限定的

ながらも秘密性の完全に保障されない電話による外部交通が認められた。4 

 

第３ 接見の自由（機会の確保）に関する現状とその他の課題 
 

１ このようにして，接見の原則のうち，捜査機関での「いつでも」，「時間制限なく」行う

接見に関する限り，相当程度に前進してきた。 

しかし，検察庁における接見5，刑事施設における時間外，休日接見，裁判所における接見や

文書の授受に関しては，その後も現場での紛争が多発していた。 

また，一般的指定制度がなされると刑訴法 81条の接見等禁止決定がされるという接見指定と

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3 『接見交通権マニュアル 19版』（日弁連，2018 年）107 頁以下に所収 
4 赤松範夫「接見交通権」『刑事手続の新展開 上』（成文堂，2017 年）553 頁 
5 最高裁第 3小法廷判平成 17年 4月 19日（判タ 1180 号 163 頁）では，完全な秘密性が保障されない短時間のいわ

ゆる面会接見についての配慮義務を認めた。 
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接見等禁止の連動した運用がなされていたが，一般的指定制度が廃止されると，逆に接見等禁

止決定が増加してきたという現象も生じてきた。 

 

２ このため，接見委員会では，国際的にも例のない接見等禁止法制の打破のために，1999 年

に小冊子「弁護人以外の者との接見禁止の打破に向けて」という弁護実践マニュアルを作成し，

全国での弁護実践を呼び掛けたが，当時は捜査弁護を担える層の存在も不十分であったことか

ら全国的な拡がりを見ることはできず，この接見等禁止体制の打破は今日まで課題として持ち

越されてきた。 

 

３ 他方，弁護人と被疑者等との間の秘密交通権の確保についても，文書の授受に関する問題

も含めて，新たな接見交通権侵害が行われるようになってきた。 

 

４ このように，接見交通権をめぐる闘いは，当初は「接見の機会」の確保であったが，現在

では，後述する「接見の秘密性」や文書の授受，あるいは接見室内でのパソコンや録音録画機

器の使用といった「接見の態様」をめぐる争いへと争点が転換している。 

以下では，このような現代的な接見交通権の問題を通じて「接見の充実」をいかに実現する

かを考察する。 

 

第４ 「接見の秘密性」をめぐる攻防 
 

１ 刑訴法 39条 1項は，身体を拘束されている被疑者等と弁護人とが「立会人なくして面会」

することができる旨規定し，いわゆる「秘密交通権」を保障しており，この規定は単に接見に

立ち会ってはならないだけでなく，事後的にも秘密が保障されるべきものと理解されている。 

被疑者等が弁護人から有効かつ適切な援助を受けるためには，被疑者等が弁護人に必要かつ

十分な情報を提供し，弁護人からも被疑者等に適切な助言をするなど，被疑者等と弁護人の間

の自由な意思疎通を確保することが必要不可欠である。しかし，両者の意思疎通の過程が捜査

機関に知られることになれば，これを慮って，被疑者等と弁護人の自由な意思疎通・情報伝達

が差し控えられるという「萎縮的効果」が生じ，被疑者等が弁護人から有効かつ適切な援助を

受けられなくなってしまうからである。 

そこで，刑訴法39条 1項の「立会人なくして」の解釈として，接見時に立会人を置くこと等に

より接見内容を聴取することを排除するのみならず，事後的に接見内容を探知することも否定する

ことに争いはない。また，捜査機関においても同条の趣旨を損なうような接見内容の聴取を控える

べき義務があるということは，下級審の裁判例上既に見解の一致が見られるところである6。 

 

２ 国賠訴訟において秘密交通権が正面から争われたのは，鹿児島県志布志市での公職選挙法

違反事件の捜査に関する国賠訴訟（志布志事件7）及び佐賀県で発生した秘密交通権侵害に対す

る国賠訴訟（第二次富永国賠8）であった9。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
6 石田倫識「捜査機関による接見内容の聴取」『接見交通権の理論と実務』（現代人文社，2018 年）39頁 
7 鹿児島地判平成 20年 3月 24日（判時 2008 号 3頁） 
8 福岡高判平成23年 7月 1日（判時 2127 号 9頁） 
9 各国賠訴訟の詳細については，葛野尋之＝石田倫識編『接見交通権の理論と実務』（現代人文社，2018 年）177 頁

以下に記載されている。 
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いずれの事件でも，捜査機関が被疑者等から弁護人との接見内容を聴取して，それを調書化

したことが刑訴法 39条 1項に違反すると判示したものである。 

(1) 志布志事件とは，2003年4月13日に施行された鹿児島県議会議員選挙で選挙違反があっ

たとして，当選した新人候補者ら 15名が逮捕・勾留され，うち 13名が起訴されたが，最

終的に全員が無罪となったという事件である。 

同事件では，いわゆる「踏み字」「たたき割り」などの強引な捜査についての国賠訴訟

が提起され，違法性を認める判決がなされているが，その中には，秘密交通権侵害を理由

とした国賠訴訟も含まれている。 

秘密交通権侵害については，鹿児島地裁は，要旨，①秘密交通権が絶対的に保障される

弁護人固有の権利ではないが，②必要性，相当性が認められない限り接見内容を聴取する

ことは許されないと判示し，本件における捜査機関の組織的な秘密交通権侵害の事実を認

めて，国及び県に対して賠償を命じた。 

(2) 第二次富永国賠訴訟とは，2006 年に佐賀県唐津市で発生した殺人未遂事件の捜査過程に

おいて，被疑者が弁護人に対して殺意を否認していることを報道で察知した検察官が，被

疑者から弁護人との接見内容や弁護人の助言内容を聴取したものである。 

第一審判決10では，捜査機関において刑事訴訟法 39条 1項の趣旨を損なうような接見内

容の聴取を控えるべき義務があるとしたものの，「捜査機関が同義務に違反したか否かは，

聴取の目的の正当性，聴取の必要性，聴取した接見内容の範囲，聴取態様等諸般の事情を

考慮して決すべきである」として，結論において聴取行為の違法性を認めなかった。 

これに対し，控訴審判決では，秘密交通権について，①捜査権に対して絶対的に優先す

るものではなく，相互の調整に服するとしたものの，②秘密交通権の趣旨について本章冒

頭のとおり判示し，捜査権の行使と秘密交通権の保障とを調整するに際しては，秘密交通

権の保障を最大限尊重すべきであるとした。その上で，③捜査機関に対して「秘密交通権

を侵害しないよう注意する義務」があるとも判示した。 

そして，結論において，相弁護人が報道機関の取材に対し被疑者との接見内容を答えた

部分については，秘密性が消失しているとして，その点を取り調べても必ずしも刑訴法 39

条 1項の趣旨を損なうものではないとされたが，一方で，秘密性が消失していない部分を

取り調べることは違法であるとした。 

 

３ 第二次富永国賠控訴審判決後に秘密交通権が争点となった主な国賠訴訟として，以下のも

のがある。 

(1) 黒原・畝原国賠11では，弁護人が被告人との接見内容を被告人の妻に電子メールで送信

して報告したところ，検察官が当該メールの保存されている被告人の妻の携帯電話を差し

押さえて解析し，それを基に被告人の妻の事情聴取を行う等した行為について，秘密交通

権侵害を認めた。 

同判決では，第二次富永国賠控訴審判決で判示されているとおり，秘密交通権について

は弁護人固有の権利であることを前提に，接見交通における情報伝達が捜査機関に知られ

るようなことがあれば自由な情報伝達が差し控えられ，被告人等が有効かつ適切な援助を

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
10 佐賀地裁平成22年 12月 17日（訟務月報 57巻 11号 2425 頁） 
11 宮崎地判平成29年 1月 20日（確定） 
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受けられなくなることを根拠に，刑訴法 39条 1項は終了後にも接見内容を知られない権利

を含むものであるとし，さらに，検察官は秘密交通権を定めた刑訴法 39条 1項の趣旨を尊

重し，被告人等が有効かつ適切な弁護人の援助を受ける機会を確保するという同項の趣旨

を損なうような捜査権の行使及び公判活動を差し控えるべき注意義務を負っている旨判示

している。 

(2) 宮下国賠12では，公判期間中に，検察官が被告人が勾留されている拘置所の居室等を捜

索し，被告人が弁護人に宛てた手紙の草稿や弁護人が被疑者に差し入れた尋問事項メモ等

を差し押さえたことを違法とした13。 

判決では，弁護人が接見時に防御方法の打合せの一環として交付した書類，被告人が接

見内容等を書き留めたメモ類は，憲法 34条に基づく被告人の接見交通権又は防御権及び弁

護人の弁護権として保障されており，これらの防御方法の内容は基本的には捜査機関に対

して秘匿されるべきものであるとしたが，絶対的な秘匿性は認めず，捜査権の行使との間

で合理的な調整に服するとした。 

そして，被告人と弁護人との間で交わされる文書については，極限的な場合にしか捜索

差押えが許されないと解すべきではなく，捜索差押えの当否は，犯罪の態様，軽重，差し

押さえるべき物の証拠としての価値，重要性，差し押さえるべき物が証拠隠滅されるおそ

れの有無，差押えによって受ける被差押者の不利益の程度その他の事情に照らし，差押え

の必要性と被差押者である被告人の被る不利益とを考慮して判断すべきであるとの規範を

定立した上で，結論において捜索差押えの違法性を認めた。 

(3) 南川・岩永国賠14では，検察官が被告人に対し，弁護人とのやり取りが記載されていた

ノートや弁護人から被告人に宛てた手紙，被告人が弁護人宛てで作成した手紙の草稿を任

意提出をさせたという事案において，秘密交通権侵害を認めた。 

判決では，被疑者等と弁護人には「接見内容を事後的に秘匿する利益」があると判示し，

被疑者等の日記や備忘のためのノートには弁護人との接見内容を記載している可能性がか

なり高いと一般的に言えるとした上で，このような記録が捜査機関に提出されることは秘

匿利益の重大な侵害であり，将来の萎縮的効果が生じる可能性もあるとして，違法性を認

めている。 

(4) そのほかにも，平成 28年 5月 13日佐賀地裁判決（稲村・半田国賠第一審判決）は，刑

事施設職員の待機場所において弁護人と被疑者等の接見内容が聞き取れる状況にあったこ

とについて，そのような場所において刑事施設の職員が待機することは，立会人なき接見

を保障した刑訴法 39条 1項の趣旨に違反するとし，刑事施設内の規律侵害行為の発生を把

握する前提として必要最小限度の行為であるとは認められないとして，秘密交通権侵害を

認めた（この点についての国からの控訴はなく，控訴審では判断されていない。）。 

 

４ 以上の事例は，いずれも被疑者と弁護人との接見内容を聴取したことに関するものである。 

そのほかにも，接見室内へ持ち込まれた資料の秘密性について争われた事例として，接見室

内へのビデオテープの持込み，再生について刑事施設側からビデオテープ内容の検査を求めら

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
12 大阪地判平成27年 3月 16日，大阪高判平成 28年 4月 22日 
13 なお，同事件では裁判官による捜索差押令状発付の違法性も争点となったが，この点の違法性は否定されている。 
14 千葉地判平成27年 9月 9日，東京高判平成 28年 7月 14日 
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れ，拒否したところ，持込みを認めなかった事案について，秘密交通権を認めた後藤国賠15，

証拠開示を受けた通信傍受結果の音声データを記録したＤＶＤ及び再生のためのパソコンの持

込みを制限したことを違法とした第三次足立国賠（広島高判平成 31年 3月 28日），確定死刑

囚と再審弁護人との面会において記録データを保存したパソコンの持込みを制限した和歌山カ

レー事件再審接見妨害事件もある。これらについては「電子機器等を使用した接見」の問題と

して本章第５で詳述する。 

 

５ 以上の国賠判決からも分かるとおり，現在では，弁護人と被疑者等との秘密交通権につい

て，おおむね下級審判例において解釈の一致が見られる。 

もっとも，一連の裁判例はいずれも接見交通権と捜査権の調整を認めた最大判平成 11 年 3

月 24日を引用しており，秘密交通権についても捜査権との調整原理が妥当するということを前

提とする。 

その極端な例は第二次富永国賠の一審判決であり，利益衡量によって接見内容を聴取できる

場合があることを認めている。同事件の控訴審判決も，秘密交通権を最大限尊重すべきとする

が，捜査権の行使と秘密交通権の保障との調整それ自体を否定はしていない。 

宮下国賠判決も，捜査の必要性があれば被疑者が所持する弁護人との接見内容を記録した文

書を押収する余地を認めており，捜査権が秘密交通権に優越する余地を残している。 

しかしながら，このような比較考量による秘密交通権と捜査権の調整及び捜査権の優越の余

地を残すことは，事後的な比較考量の結果を予測することが困難である以上，判例が一致して

認める秘密交通権の趣旨である萎縮的効果の除去とは矛盾すると言わざるを得ない16。 

文書の差押えについても同様であり，そもそも秘密交通権と捜索・差押権限との間に生じる

緊張関係は，本当に「調整」によって解決が図られるべき問題なのか，という疑問が呈されて

いる17。 

前述した第二次富永国賠控訴審判決では，相対的保障としつつも捜査の必要性との比較衡量

をすることは否定しており，ほぼ絶対的な保障が及ぶと判示したものと評価すべきであろう。 

また，宮下国賠控訴審判決も，当てはめにおいて，防御内容が探知されることにより被告人

が被る不利益を重く評価することによって，防御内容の秘密性の保障を重視する立場を採って

いると評価されている。 

そもそも，前述の平成 11年最高裁大法廷判決は，飽くまでも捜査との関係での被疑者等の身

体の「取り合い」に関し，「接見の日時・場所及び時間」について合理的調整を認めたにすぎ

ず，身体の取り合いの問題が生じない秘密交通権の場面には射程が及ばないと理解するべきで

ある。 

ところで，世界的に見ると，弁護人と被疑者等（依頼者）との「秘匿特権」は民事・刑事と

も一般的なものとして承認されている。 

コモンローは，判例法上弁護士秘匿特権（Legal Professional Privilege 又は 

Attorney-Client Privilege）を，依頼者の権利であって，司法の根幹をなす基本的な権利とし

て位置付けている。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
15 大阪地判平成16年 3月 9日（判時 1858 号 79頁），大阪高判平成 17年 1月 25日（訴月 52巻 10号 3069 頁） 
16 石田・前掲 6 41 頁，緑大輔『刑事訴訟法入門（第２版）』（日本評論社，2017 年）159 頁 
17 渕野貴生「接見交通権と文書の押収」『接見交通権の理論と実務』（現代人文社，2018 年）76頁 
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ドイツ，フランスなどの大陸法諸国でも，弁護士の職業上の秘密の反射的効果で，弁護士に

対する相談内容を秘密として取り扱ってきた18。また，欧州人権条約第 6 条 1 項（公正な裁判

を受ける権利）あるいは同 8条（私生活，家族生活，住居及び通信の尊重を受ける権利）の解

釈として，刑事・民事手続における弁護士と依頼者との通信秘密が保障されると理解されてい

る。 

ベルギー，オランダ，フランスの視察においても，弁護人と被疑者との秘匿特権は広く保障

されていることが確認されている。 

すなわち，各国とも秘匿特権の範囲は，弁護士との面会に限らず，文書やＥメール，ＳＮＳ

での連絡まで広く秘匿の対象とされている。また，電話での通話についても，例えばオランダ

では，弁護士があらかじめ弁護士会を通じて届け出ている携帯電話番号からの発信については

捜査機関が傍受することはできず，受信についても，弁護士が依頼者との会話であることを宣

言した場合，傍受を切断する義務があるとのことであった。 

フランスでも，弁護士と依頼者との電話通話内容を捜査機関が証拠とすることはできないと

されているようである。 

 

６ その他，残されている課題として，在宅の被疑者と弁護人との秘密交通権の保障がある。 

前述したとおり，秘密交通権は刑訴法 39条 1項を根拠にして認められているが，同条は「身

体の拘束を受けている被告人又は被疑者」が主体であり，在宅の被疑者にはストレートに適用

されるものではない。 

しかし，同じく直接の規定がない確定死刑囚と再審弁護人との間の秘密交通権については，

刑訴法440条1項を根拠に認めた最高裁判決がある（最高裁第3小法判平成25年12月 10日）。

同判決の考え方を基にすれば，在宅の場合もより一般的な「弁護人の援助を受ける権利（憲法

37条 3項）」を根拠に通信秘密が認められると理解すべきであろう。 

なお，我が国が批准する国際人権（自由権）規約 14条 3項は，「すべての者は，その刑事上

の罪の決定について，十分平等に，少なくとも次の保障を受ける権利を有する。」とした上で，

「(b) 防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡す

ること。」と定めており，在宅事件と身体拘束事件を区別せずに弁護人との連絡権を保障して

いる。また，同条項の権威ある（authoritative）解釈を示す規約人権委員会の一般的意見

（general comment）32 の 34 項では「弁護人は依頼人と他者の同席なしに接見すること，及び

連絡の秘密が十分に尊重される状態で被疑者・被告人（the accused）と連絡することができな

ければならない。」としており，同様に在宅・身体拘束事件の区別なく，通信の秘密を要求し

ている。国連被拘禁者処遇最低基準（マンデラルール）でも，「遅滞や妨害又は検閲なしに，

自ら選んだ法的助言者あるいは法律扶助提供者による訪問を受け，連絡を取り，相談するため

の十分な機会，時間及び便益を提供されるものとする」とされていて，これに反する取り扱い

は国際人権違反となる。 

前述した諸外国の例のように，判例法理や一般条項を根拠に秘密交通権，あるいはより一般

的な「秘匿特権」の保障を認めることは我が国でも可能であると思われる。 

なお，刑訴法上は弁護人に押収拒絶権が認められており（刑訴法 105 条），これを根拠とし

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
18 日弁連・弁護士と依頼者の通信秘密保護制度に関するワーキンググループ「弁護士と依頼者の通信秘密保護制度

に関する最終報告」（2016 年） 
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て秘匿特権を導く余地もあるのではないかと思われる。 

 

第５ 「接見室内での電子機器の使用」をめぐる攻防 
 

１ 近年，接見交通権を巡る重要な問題となっているのが，接見室内へのパソコンやカメラ等

の持込み，使用の問題である。 

接見室内でのパソコンやタブレットの使用や録音録画機器の使用については，現在の情報通

信技術を前提とすると有効な弁護実践のためには不可欠である。 

しかし，刑事施設側は，パソコンについては事前届出を要求し，録音録画機器は一律持込禁

止とする運用を続けている。 

実際の弁護実践では，保存した資料の活用等でパソコンを用いることは一般的であるし，録

音・録画の情報を証拠として使用して有効な結果を得たという実例もある。このような状況で，

国賠訴訟において何が争われ，どのような判断になったのかを本項で総括する。 

 

２ 接見室内に電子機器を持ち込むケースとしては，①メモの代わりとしてパソコンを持ち込

み使用する場合のほか，②電子機器を用いてデータや資料，情報を表示・再生しながら接見を

行う場合と，③電子機器を使用して接見室内で得られた情報を記録保存し，以後の弁護活動に

用いる場合が考えられる。 

そして，②については，記録媒体や電子機器内に保存されているデータをオフラインで用い

る場合と，インターネット等の通信回線を通じてリアルタイムに情報を取得，更新する場合と

が考えられる。 

このうち，①については，事前届出を要求するものの，後述するデータの表示等以外でパソ

コンの使用を制限されたという報告は，今のところなされていない。多くの弁護人も，事前の

届出をするかどうかはさておき，接見室内でパソコンを使ってメモや文書を作成することは当

然に可能であるという前提で行動していると思われる。 

 

３ 電子機器を用いて動画や音声データを再生し，あるいはパソコンにＰＤＦで保存した証拠

等の資料を被疑者等に示すことはどうだろうか。 

(1) 弁護人が証拠物として採用されているビデオテープを再生しながら接見することを申し

出たところ，刑事施設の職員がビデオテープの内容の検査を経なければ再生しながらの接

見を認めないとしたことを違法とした後藤国賠19第一審判決は，刑訴法 39条 1項の規定は

「被告人等と弁護人とが口頭での打合せ及びこれに付随する証拠書類等の提示等を内容と

する接見を秘密裏に行う権利たる秘密接見交通権を保障するものであ」ると判示し，事前

の内容検査を求めることは秘密交通権侵害であると判断しており，接見交通権の定義につ

いての解釈の方向性が示された。 

(2) また，証拠開示されたＤＶＤに記録された音声データを再生するためにパソコンを接見

室内に持ち込もうとしたところ，事前の届出がないことを理由にこれを拒否したことが違

法とされた広島高判平成 31年 3月 28日（第三次足立国賠，確定）では，証拠請求された

音声データの再生しながらの打合せは接見交通権の行使であると認めている。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
19 前掲15大阪地判平成16年3月 9日（判時1858号 79頁），大阪高判平成17年1月 25日（訴月52巻 10号 3069頁） 
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同判決では，前述したとおり，接見交通権の保障を重視する立場を採用したほか，刑訴

法 39条 1項の「立会人なくして」の意義につき，捜査機関や刑事収容施設において接見内

容を事前に告知させ，あるいは検査すること，接見内容を事後に報告させることのいずれ

をも否定する趣旨であると判示している。 

また，「被告人等が弁護人から有効かつ適切な援助を受けるためには，弁護事件に関す

る証拠資料等の情報が記載された書類等を閲覧しながら打合せをすることが必要不可欠で

あるから，接見交通権には，口頭での打合せだけでなく，弁護人等が，上記の書類を閲覧

しながら被告人等と打合せをすることも含まれる。」と，後藤国賠と同旨の判示を行い，

さらに続けて「打合せにおいて萎縮することなく自由な意思疎通をし，弁護人等から有効

かつ適切な援助を受けるためには，上記の書類等の内容が秘密の対象として保護される必

要がある上，事案によっては，証拠資料を提示しながら打合せを行うこと自体を秘密にす

る必要がある場合も考えられるから，証拠資料を提示しながら打合せをしたこと自体も，

秘密の対象として保護される必要がある」と判示した。 

(3) そのほかにも，確定死刑囚と再審弁護人との接見においてパソコンの使用を禁止したこ

とが違法とされたもの（大阪高判平成 29年 12 月 1日）がある。 

判決では，秘密交通権には「口頭での打合せのみならず，弁護人が，証拠書類等を閲覧

しながら未決拘禁者との打合せをし，メモを取ることも含まれる」ことを前提に，「当該

刑事事件に関する証拠資料等の情報がパソコンに電子データとして保存されている場合，

弁護人が十分な弁護活動を行うためには，弁護人が，未決拘禁者との接見時にパソコンに

保存された電子データを文字等としてパソコン画面に表示しこれを閲覧しながら打合せ

（パソコン画面を閲覧しながらの打合せ）をすることが必要不可欠であるから，この打合せ

を上記の書類等を閲覧しながらの打合せと区別すべき理由はなく，上記のパソコン画面を

閲覧しながらの打合せは，秘密交通権として保障される行為に含まれる」と判示している。 

 

４ 逆に，電子機器を用いて接見室内で録音録画を行い，又は被疑者等の容ぼうを写真で撮影

することについては，裁判例は一貫して接見交通権に含まれないとの態度をとっている。 

(1) 被告人に精神障害が疑われ，責任能力を争う旨の主張をしていた弁護人が，接見時に被

告人の精神状態の異常を察知しその記録のため写真撮影をした事例（竹内国賠20）では，

第一審判決は，写真撮影は接見に該当せず，刑事施設が弁護人による撮影行為を禁止して

も接見交通権の侵害には当たらないとしたが，写真撮影行為によっても被告人の逃亡のお

それや罪証隠滅のおそれ等が生じる相当な蓋然性があるとは認められないから，刑事収容

施設法 117条が準用する同法 113条 1項の「規律及び秩序を害する行為」の要件を満たさ

ないとして，接見中断についての違法性を認めた。 

これに対して控訴審判決では，一審判決と同様に，写真撮影は接見に該当せず，刑事施

設は施設管理権に基づき写真撮影を禁止することができるという前提の下，刑事施設が禁

止する行為に違反する写真撮影行為を行うことが刑事施設の「規律及び秩序を害する行為」

であるとして，刑事収容施設法 117 条，113 条により接見それ自体を中止させることも適

法であるとした（上告棄却・不受理により確定）。 

(2) また，被疑者の負傷を携帯電話のカメラ機能で撮影したことを理由に接見を中断させら

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
20 東京地判平成26年 11月 7日（判タ 1409 号 306 頁），東京高判平成 27年 7月 9日，最決平成 28年 6月 15日 
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れた事例として，田邊国賠21及び稲村半田国賠22がある。 

同事件でも，いずれも前掲竹内国賠と同様に写真撮影は接見交通権には含まれず，これ

を刑事施設が施設管理権に基づき禁止することは違法ではないと判示している。 

(3) これらの裁判例では，刑訴法 39条 1項が「接見」と「物の授受」を明確に区別している

ことを理由に，接見を「被疑者と弁護人との面会」と理解し，写真撮影は面会を超えて新

たな証拠を作出する行為であるのでは接見に含まれないとの解釈を採っている。 

また，実質的な理由として，写真撮影は面会室内の情報を機械的に記録するものである

ところ，そこには弁護人も意図しない情報が記録される可能性もあることや，情報の解析・

拡散により刑事施設の状況が把握され保安・警備上の支障があるとの理由も示されている。 

これに対しては，接見を口頭での意思疎通に限定するべきではなく，情報の発信と取得

といったコミュニケーションとして定義すべきであるとの見解23が主張されており，刑事

弁護実務の理解にも合致すると思われる。 

また，そもそも一般面会でも用いられる接見室内の画像が外部に流出したとしても，庁

舎内の規律秩序が害される蓋然性が立証できるとは考えられない。 

この点については，前掲広島高判平成 31年 3月 28日において判示されているとおり，

刑事施設の「規律及び秩序を害する行為」と言えるかは，「単に当該刑事施設が定めた遵

守事項に違反したというだけでは足りず，刑事施設内の規律及び秩序の維持上放置するこ

とのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性が認められる場合に限られ」ると理解する

ことが相当である。竹内国賠第一審判決も同様の考え方に立つものと思われる。 

各国賠の高裁判決は刑事施設の「規律及び秩序を害する行為」を極めて抽象的に認めて

いるものであり，この点でも妥当ではないと考えるべきである。 

(4) なお，稲村半田国賠第一審判決では，写真撮影は接見に該当しないとしたものの，接見

交通権の保障範囲を裁判所が定義する「接見＝面会」に限定することは被疑者の防御権保

障のために不十分であるとして，「面会を補助する行為」についても刑訴法 39条 1項によ

る保障が及ぶと判示している。もっとも，面会補助行為に該当するかどうかは「当該行為

の必要性の有無及び程度や面会行為との関連性，それによって生じる弊害等諸般の事情を

考慮した上で」決せられるべきとしており，結論として，写真撮影は面会補助行為に当た

らないとした。 

かかる面会補助行為の概念は，今後の接見交通権や弁護権を考える上で有意義な示唆で

あると思われるが，佐賀地裁判決ではその範囲が一義的に明確ではなく，なお検討の余地

が残ると思われる。 

また，電子機器の使用については，接見の定義の問題とするのではなく，本来は自由に

認められるはずの弁護活動の手段が，なぜ接見室の中では制限を受けるのかという検討が

必要であるとの指摘24もあり，電子機器使用についての今後の議論の深化を注意深く見守

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
21 福岡地裁小倉支部判決平成 27年 2月 26日，福岡高判平成 27年 3月 9日，最決平成 30年 9月 18日 
22 佐賀地判平成28年 5月 13日（訴月 64巻 7号 1054 頁），福岡高判平成 29年 7月 20日（訴月 64巻 7号 1041 頁），

最決平成 30年 9月 18日 
23 葛野尋之「接見にさいしての弁護人の写真撮影を巡る田邉事件第一審判決の批判的検討」川崎英明ほか編『美奈

川成章先生・上田國廣先生古稀祝賀記念論文集/刑事弁護の原理と実践』（現代人文社，2016 年）592 頁 
24 田淵浩二「接見時における電子機器の使用と弁護活動の自由」葛野＝石田編『接見交通権の理論と実務』（現代

人文社，2018 年）67頁，福島至「接見交通権の秘密と防御活動の自由」，浅田和茂ほか『人権の刑事法学」（日本

評論社，2011 年）346 頁 
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る必要があろう。 

 

５ 最後の問題として，通信機能の使用の是非がある。 

まず，被疑者等に電話やメール等の通信機能を直接使用させることは拘禁目的を阻害する危

険があり，許されないと理解すべきである。実際に被疑者等に携帯電話で通話させたことを理

由として弁護人に対する懲戒請求が認められた事例もある25。 

もっとも，弁護人も通話内容を把握できる状態にして，弁護人の判断で通信を遮断できる等

の条件の下で通話を行うことについては，これを肯定する見解も有力に主張されており，今後

の議論が待たれる。 

また，弁護人が被疑者に対して，通信機能を有する端末を使用し Google マップを示しながら

接見したことを理由に接見を中断させられたことに対する国賠訴訟が現在係属中である。 

 

６ まとめ 

接見室内での電子機器の使用は，刑訴法制定当時は予想されなかった技術の進歩により生じ

た現代的な問題であるといえる。 

裁判例としては，弁護人が接見の場に情報を持ち込む手段として電子機器を使用することは

比較的緩やかに許容するが，接見室内の情報を記録保存する行為については極めて消極的に考

えているという状況がある。 

しかし，弁護活動の自由という観点からは，被疑者等の身体が拘束されているという理由の

みで在宅の場合より活動に制限を受けることが妥当かどうかは，電子機器使用の可否・範囲と

併せて今後議論されるべき問題であるにしても，少なくとも現在のように一律に持込み・使用

を禁止することは弁護活動に対する過剰な制約である。 

 

第６ 今なお続く「接見拒否」の問題 
 

１ 問題の所在 

刑訴法 39条 1項は，接見交通権を定めており，これが憲法 34条に由来するものであるとす

るのは確立した判例・通説である。他方，同条 3項は「捜査のために必要があるとき」は，接

見について日時，場所，時間を指定することができると規定している。かつては，この規定に

基づく指定により接見が大幅に制約をされていた時期もあったが，弁護人らの活動により，露

骨な制約は見られなくなってきている。しかし，今なお接見交通権と捜査の必要性との間で調

整が働き，自由な接見が実現できない事態も生じている。 

これまでの最高裁判決の流れはおおむね以下のとおりである。 

杉山国賠判決26では，捜査機関は，弁護人らから接見の申出があった場合には，原則として

いつでも接見の機会を与えなければならないのであり，現に被疑者を取調べ中であるとか，実

況見分，検証等に立ち会わせる必要がある等捜査の中断による支障が顕著な場合には，弁護人

らと協議して，できる限り速やかな接見のための日時を指定し，被疑者が防御のための弁護人

らと打ち合わせることのできるような措置をとるべきであるとした。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
25 村岡啓一「接見交通権と弁護士懲戒」葛野＝石田編『接見交通権の理論と実務』（現代人文社，2018 年）114 頁

以下 
26 前掲 2の最高裁第 1小法廷判昭和 53年７月 10日（民集32巻 5号 820頁，判時 903号 20頁） 

第３章　被疑者・被告人と接見交通権



－ 45 －

その後，平成 11年 3月 24日最高裁大法廷判決27は，同条 3項の「捜査のため必要があるとき」

とは，接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られるとし，

接見等の申出を受けた時に，捜査機関が現に被疑者を取調べ中である場合や実況見分，検証等

に立ち会わせている場合，また，間近いときに取調べ等をする確実な予定があって，弁護人等

の申出に沿った接見等を認めたのでは，取調べが予定どおり開始できなくなるおそれがある場

合などは，原則として取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に当たるとし，杉

山国賠判決より若干後退した判断を示した。 

一方，平成 12年 6月 13日最高裁第 3小法廷判決28では，とりわけ初回接見については，身体

を拘束された被疑者にとっては，弁護人の選任を目的とし，かつ，今後捜査機関の取調べを受

けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって，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する憲法上の保障の出発点をなすから，これを速やかに

行うことが被疑者の防御の準備のため特に重要であるとして，即時又は近接した時点での接見

を認めるべきであるとした。 

 

２ 捜査の必要性以外の理由による接見妨害とどう闘うか 

2009 年，弁護人が公判直前に被告人に接見をしようとしたところ，被告人を保護室に収容し

ているという理由で拘置所が接見を認めないという事案が生じた（保護房国賠事件）。 

第一審と第二審は，いずれも弁護人側の敗訴であったが，最高裁29は原判決を破棄して，事

件を福岡高裁に差し戻した。最高裁の判示は，未決拘禁者が刑事収容施設法 79条 1項 2号に該

当するとして保護室に収容されている場合に面会申出があったときは，錯乱状態のように面会

申出の事実を告げても依然同号に該当することが明らかな場合を除き，面会申出の事実を告げ

なければならず，それに対する未決拘禁者の反応等を確認した上で，なお同号に該当するか否

かを判断し，該当しない場合は面会を許さなければならないものとした。これは，保護室収容

は施設側の判断のみで可能となるところ，同事実のみで接見が認められないならば，「捜査の

必要」がなくても施設側の裁量で接見を拒むことができることを認めることになることに警鐘

を鳴らしたものと受け止められる。差戻し後の福岡高裁判決30では，面会申出の事実を告げず

に接見を制限したことを違法と判断した。 

今後，捜査側が施設管理権などを持ち出し，接見を制限しようとする場合も考えられるが，

安易に同調することがあってはならない。 

 

３ 逮捕段階での弁護人選任と接見交通権 

この間，日弁連は逮捕段階への国選弁護を拡大する取組を行ってきている。2011年には，逮

捕後弁解録取手続の前に弁護人となろうとする者の資格で被疑者（少年）との接見を求めたと

ころ拒否された事案が生じた（川目国賠）。しかし，裁判所は，違法性を認めず，最高裁でも

上告が棄却されている31。 

近時の捜査では，逮捕直後に詳細な自白調書を作成してしまうようなケースが見られるよう

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
27 民集 53巻 3号 514 頁，判時 1680 号 72頁 
28 民集 54巻 5号 1635 頁，判時 1721 号 60頁 
29 最高裁第 1小法廷判平成 30年 10月 25日（民集 72巻 5号 940 頁，判時 2399 号 13頁） 
30 福岡高判令和元年 5月 15日（LEX/DB 25563110) 
31 最決平成 27年 5月 27日 
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になってきている。そのため，被疑者が逮捕直後から弁護人の十分な援助を受けられる必要が

更に高まっている。 

ＥＵ諸国では，サルダズ判決以降，逮捕直後の弁護人接見後，あるいは被疑者が弁護人との

接見を希望してから 2時間が経過した後でないと取調べを行えないようになり，各国の弁護士

もこれに対応して 2時間以内の接見を実現している。 

我が国においても，逮捕直後に弁護人から実質的な援助を受ける権利をより強化すべきであ

る。具体的には，身体拘束の開始直後にも被疑者国選弁護の枠を拡大するとともに，弁護人側

においても，被疑者が実質的な援助が受けられるような早期の接見を確保するなどの弁護実践

が求められている。 

 

第７ 接見禁止と文書の授受，特に「宅下げ」をめぐる争い 
 

１ 問題の所在 

弁護人が，刑訴法 81条の接見禁止を受けた被疑者から第三者宛ての手紙等の宅下げを受けた

り，逆に家族からの手紙を差し入れることは，理論的には問題がない。被疑者と弁護人との間

の書類等の授受については禁止できないことから，家族への手紙等の宅下げを受けることは問

題がないはずである。受け取った手紙を家族に渡すのか否かについては，弁護人の責任で証憑

隠滅等のおそれはないと判断すれば可能であろう。ただし，弁護人に求められる高度の倫理性

と専門性による点検は不可欠である。 

本来，被疑者と弁護人との間の書類等の授受についても，秘密交通権が及ぶものと解するべ

きである。 

ところが，刑事施設や裁判所の考え方はこれとは異なっており，第三者宛ての郵便物にとど

まらず，弁護人宛ての書類であっても，内容が第三者に宛てたものであると判断した場合には，

宅下げを拒絶される例が散見される。このように，弁護活動の一つである外部交通が制約され

ている状況にある。 

 

２ 本問題をめぐる国賠訴訟の状況 

残念ながら，「宅下げ」等をめぐる国賠においては，接見交通の重要性に正しい理解を示す

裁判例が見当たらない状況にある。留置施設に勾留中の接見禁止決定を受けた被疑者から弁護

人宛ての信書の宅下げをしようとしたところ，家族宛ての連絡が含まれているとして宅下げを

拒否した事件（村岡国賠32），同じく接見禁止を受けた被疑者から被害者（妻）への謝罪文や

勤務先への退職願，更には堕胎同意書の宅下げを認めなかった事件（湯原国賠33）等について，

裁判所は違法性を認めなかった。 

ただ，接見禁止中の被告人から家族宛てのメモの宅下げを拒否され，現場で抗議などをし，

認められるまでに 1時間 10分を要した事件（大崎国賠34）では，損害がないとして損害賠償は

認められなかったものの，接見の際に宅下げを依頼されて宅下げを求めたメモは弁護人に宛て

た書類とされるべきとして，留置担当官による文書内容により弁護人宛てか否かを判断するこ

とができるという県側の主張を退けている。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
32 京都地判平成24年 4月 10日，大阪高判平成 24年 10月 12日，最決平成 25年 11月 28日 
33 鳥取地判平成29年 9月 8日，広島高判平成 30年 3月 14日 
34 横浜地裁小田原支判平成 24年 5月 25日，東京高判平成 25年 11月 27日 
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また，弁護人宛ての手紙の一部を警察署員が無断で一部黒塗りした事件（第二次井上国賠35）

では，無断黒塗りは証拠隠滅・逃亡のおそれと関係がないとして，違法と認めた。 

他方，弁護人宛ての信書の発信が不許可とされたことから，弁護人が接見後に宅下げを求めたと

ころそれも拒否，これに対し弁護人が抗議をすると，当該信書を「危険品」とし被告人や弁護人が

見ることさえできない状況に置かれたことから，国賠を請求している事件（第四次井上国賠）も生

じている状況にある。 

この問題に関して，平成 15年 9月 5日最高裁第 2小法廷判決（判例時報 1850 号 61頁）では，

勾留中の被告人と弁護人との間で発受された信書に対し監獄法令に従った検閲がなされたこと

等について提起された国賠訴訟において，法廷意見は，在監者の信書の発受に関する制限を定

めた監獄法 50条及び監獄法施行規則 130条は憲法 21条，34条，37条 3項に違反しないと判断

したものの，梶谷裁判官と滝井裁判官が「監獄法 50条の制限は憲法に由来する刑訴法 39条と

整合する範囲で定められるべきであるから，監獄法施行規則 130条にいう信書には被勾留者と

弁護人との間で発受されるものは含まれないと解すべきであり，被勾留者の発受する信書が弁

護人との間のものであるかどうか，その中に信書以外の物が含まれているかどうかの確認を超

えて拘置所長が信書を検閲することは，特段の事情がない限り，違法である。」との反対意見

を述べていることは注目されるべきである。 

 

３ 今後の課題 

弁護人と被疑者・被告人との文書等のやりとりは，本来秘密接見交通権の一部を構成するも

のとしての保障が及ばなければならない。しかし，我が国の司法は，諸外国では当たり前のよ

うに認められる被疑者・被告人の権利・自由すらその制約を適法と判断してしまう例が多いと

いうのが実情である。 

この問題を考える際には，被告人と弁護人間の信書を拘置所が検査して，その要旨を記録化

して検察官に提供したことの違法性が問われた高見・岡本国賠についての大阪地裁判決36が明

確にその違法性を認めたことが参考とされるべきである。 

 

第８ 接見場所をめぐる攻防～接見室のない場所での接見 
 

１ 勾留された被疑者等は，取調べ等の捜査や公判など，留置施設以外の場所に移動すること

がある。そして，取調べ前後における接見や，公判前後における接見は取調べや公判に対する

対応について助言を行い，又は取調べや公判が終了した被疑者・被告人の精神的安定を保ち，

弁護人と被疑者・被告人との信頼関係を構築するに際して重要となる。そのため，弁護人とし

ても，留置施設以外の場所において接見を行うことを希望することが多々あるが，当該施設又

は留置管理官などにより，その接見を妨害されることがこれまでもあった。 

 

２ 定者国賠37は，検察庁において取調べのための待機中であった被疑者との接見を弁護人が

希望したところ，検察庁に接見室がないという理由で接見を拒否した事案である。これについ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
35 東京地判平成29年 10月 17日（控訴審係属中） 
36 大阪地判平成12年 5月 25日，高見・岡本国賠訴訟弁護団編『秘密交通権の確立－高見・岡本国賠訴訟の記録』

（現代人文社，2001 年） 
37 最判平成 17年 4月 19日（民集 59巻 3号 563 頁，判時 1896 号 92頁） 
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て，同最判は「弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め，即時に接見をする

必要性が認められる場合には，検察官は，例えば立会人の居る部屋での短時間の「接見」など

のように，いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の「接見」（以下，

便宜「面会接見」という。）であってもよいかどうかという点につき，弁護人等の意向を確か

め…面会接見ができるように特別な配慮をする義務がある。」として，施設に接見室がない場

合であっても，特別の配慮を必要とすることを認めた。 

 

３ 小川国賠（東京地裁平成 21 年 12 月 21 日和解成立）は，勾留質問のために裁判所に押送

された被疑者との接見を求めたところ，裁判所書記官から「前例が無い」「接見の時間も場所

も無い」として，接見が拒否された。これについては，同和解において，「弁護人又は弁護人

となろうとする者から裁判所構内における被疑者との接見の申入れがあった場合には，原則と

して速やかに接見が実現されるべきもの」という文言が入った内容の和解調書が作成された。 

また，倉吉松本国賠38は，裁判所において被告人との接見を求め，裁判所がこれを認めたに

もかかわらず，アクリル板のない勾留質問室での接見は認められないと判断した刑務官によっ

て被告人が刑務所に連れ帰られ，接見が妨害された事案である。同判決では，接見交通権は刑

事弁護において最も重要な権利であり，上記妨害は同権利の悪質な侵害に当たるとして，当該

刑務官の判断及び連れ帰りを違法と判断されている。 

 

４ 弁護人ではないが，接見交通権を保障されていると考えられる付添人と少年の間の接見に

ついても，事例がある。第一次井上国賠（東京高裁平成 27年 11月 27 日和解成立）では，児童

自立支援施設において，弁護士が付添人ないし付添人になろうとする者として少年との面会を

求めたところ，施設の長が職員の立会いのない接見を許さなかった。同訴訟では，控訴審にお

いて，児童自立支援施設でも，憲法 34条の趣旨に基づき，立会なく接見が可能であることを確

認する内容の和解が成立した。また，第三次井上国賠（東京地裁に係属中）は，家庭裁判所に

おいて，観護措置決定手続前に少年と面会しようとしたところ，面会の設備がないことを理由

に拒否され，また観護措置後に家庭裁判所において少年と接見しようとしたところ，少年鑑別

所職員が立ち会うことを強制された事案である。 

 

５ このように，本来的には法令上接見を拒否できない（刑訴法 39条 2項）はずの場合であっ

ても，被疑者等や少年との間の留置施設，刑事施設以外の場所における接見は，単に接見のた

めの設備がないというだけにとどまらず，留置管理官による妨害や，立会いを強要されるなど

の事案が生じており，今後も，逐次，不当な接見妨害についての対応が必要となる。 

 

第９ 再審弁護人の接見交通権 
 

１ 刑訴法は，再審請求に伴う弁護人の選任の規定は存在する（刑訴法 440条）ものの，再審

弁護人の権利・権限について，同法に具体的規定がない。そのため，再審弁護人の権限，特に

再審請求者と弁護人との間に，刑訴法 39条に規定される接見交通権が問題となるかが，度々問

題となっている。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
38 鳥取地判平成30年 11月 26日（確定） 
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２ 石口・武井国賠最高裁判決39では，再審開始決定前（再審請求申立前）の段階において，

再審請求弁護人が刑事施設に身体拘束されている再審請求人（死刑確定者）との間の秘密接見

（立会いのない接見）を求めたところ，これを 3度にわたり拒否されたという事案である。同判

決では，「死刑確定者が再審請求をするためには，再審請求弁護人から援助を受ける機会を実

質的に保障する必要があるから，死刑確定者は，再審請求前の打合せの段階にあっても，刑事

収容施設法 121 条ただし書にいう「正当な利益」として，再審請求弁護人と秘密面会をする利

益を有する」として，死刑確定者に「秘密面会」の利益を認め，再審請求弁護人にも，同様に

「秘密面会」の利益を認めた。但し，「秘密面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を

生ずるおそれがあると認められ，又は死刑確定者の面会についての意向を踏まえその心情の安

定を把握する必要性が高いと認められるなどの特段の事情」がある場合には，秘密面会が認め

られないことも示されている。このように再審弁護人には，憲法 34条及び刑訴法 440条の趣旨

から「秘密面会の利益」が認められてはいるものの,「接見交通権」のように確立した権利とし

て認められるには至っていない。 

再審申立後の打合せについてもこの理は当然に当てはまるものである（例えば藤井・久保国

賠についての平成 25年 10月 25日広島高裁判決）。 

 

３ また，吉田国賠（現在，上告審に係属中）は，行政事件訴訟法に基づき，弁護士と再審請

求者（死刑確定者）との面会には立会人を付してはならない旨の仮の差止め決定を得ていたに

もかかわらず，再審請求弁護人が再審請求者との面会を行おうとしたところ，収容施設側が，

上記決定に反し，立会いを付した面会しか認めなかったという事案である。これについて，控

訴審においては，施設側に「行政庁に対する信頼を失墜させる異常な事態を生じさせた」「重

大な過失」があり,「秘密面会の利益」を侵害して違法であるとの認定がされている。 

 

４ このように，再審請求弁護人（再審申立前や開始決定前の段階も含む。）と再審請求人と

の間における秘密面会の利益は，国賠判決により認められつつあるものの，被疑者等の弁護人

と同様に確立した接見交通権が認められているわけではなく，また，施設側の無理解により妨

害されている事案も散見される。 

加えて，接見（面会）の秘密性については上記のような判決があるものの，それ以外の接見

交通権の保障（面会の態様，電子機器等の使用）については，未だ明確な判断がなされておら

ず，現場での混乱も発生しており，完全な保障を受け入れられていないというのが実情である。 

 

第１０ これからの接見交通権の展望 
 

これまでの接見国賠の歴史を見るに，接見指定に代表される接見の機会の問題から，捜査機

関による接見内容の聴取などの秘密性の問題，宅下げ等書類又は物の授受の問題，死刑確定者

や国賠準備等のための面会における立会いの問題，電子機器の持込み・使用の問題等，その争

点は多岐にわたって広がりを見せており，最後に今後の展望につき考察したい。 

第 1に，接見時の電子機器の持込み・使用の問題であるが，電子機器の持込み・使用につい
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ては，刑訴法制定時に法が予定していなかった新たな問題であり，刑事施設の対応やこれに対

する裁判所の判断も「接見交通権の範囲外であるから保障されない」といった形式論に終始し

ており，時代に対応しようとする姿勢は残念ながら見られない。 

基本的人権を考えるときは，プライバシー権，肖像権，環境権などのいわゆる新しい人権が

観念され，その権利性が形成されてきているのに対して，接見ないし弁護の場面では，時代に

即応した権利内容の拡充がかなり立ち遅れている状況である。 

科学技術の進歩により，捜査手法は電子機器を駆使するなど多種多様に進化しているのに対

し，接見交通権ないし弁護権については，電子機器の使用等に関する各地の接見国賠訴訟にお

いても，残念ながら「接見」の定義の外縁を打開するに至っておらず，捜査権と弁護権との「武

器対等の原則」は永らく画餅の様相が続いている。 

刑事施設ないし留置施設によっては，接見室に電波感知機器を設置したり，通信電波を遮断

する機器を設置するなどしてパソコンやタブレット端末等の電子機器によるインターネット通

信も使用できない施設もあり，そのような施設においては弁護実践として事実上の打開を図る

こと自体困難である。 

電子機器等を使用しての新たな手法による接見ないし弁護実践の妨害に対しては，これまで

同様に国賠訴訟による打開を図る活動は今後もなお必要かつ有益であると考えるが，現在まで

の裁判例の傾向に鑑みれば，立法的な打開をも考える時期が来ているのではなかろうか。 

我が国において接見交通権等の「弁護権」の内容を具体化した規定は稀少であり，接見室へ

の電子機器の持込み・使用のほか，科学技術の進歩に伴う新たな弁護手法を具体的権利として

法制化していく道筋を模索してもよいのではないか。 

弁護権は本来的に自由権であるから，具体化立法がなくとも権利行使できるとしても，接見

交通権ないし弁護権の閉塞した現状に鑑みれば，弁護実践を考える上では立法的打開もやむを

得ない方法論ではないだろうか。 

第 2 に，弁護人の秘匿特権の拡充についてである。秘密交通権に関しては，刑訴法 39 条 1

項の「立会人なくして」との文言から，捜査機関による接見内容の聴取等や死刑確定者との面

会への立会い等が問題となった事案で，勝訴判決が集積され，その権利性が確立されつつある。 

しかしながら，捜査機関による接見内容の聴取等に関しては，最高裁判決による規範は存せ

ず，証言拒否権等の部分的な規定は存するものの，接見内容以外の情報の秘密保護に関しては，

新たな法整備や制度設計に委ねられている状況である。 

また，身体拘束を受けていない被疑者との関係では刑訴法 39条 1項に相当する規定がなく，

解釈に委ねられている状態である。 

諸外国では弁護人に広い秘匿特権が認められているが，我が国においては弁護人の秘匿特権

の内容等につき未だ確立されているとは言えない状況であり，今後の課題である。 

第 3に，電話接見の拡充についてである。現在は電話による外部交通として完全な秘密が保

障されないものがあるが，極めて限定的であるし，秘密が保障されず厳密な意味での接見交通

権の保障とは言えず，将来的には遠隔地で拘束された被疑者とは完全な秘密が保障された時間

制限等のない電話接見についても認められるべきである。 

第 4に，諸外国のように，弁護人が取調べ（弁解録取）に先立って被疑者に助言できるよう

に刑訴法等を改正し，また，弁護人が取調べに同席して取調べ状況を監視したり，適宜必要な

助言を行うことができるよう弁護人立会権を創設することも，接見交通権の行使を真に実効的
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なものとするには極めて有効であろう。 

取調べに先立ち弁護人の助言を受ける機会の確保の方策として，短時間であっても，身体拘

束を受けた被疑者が電話により早期に弁護士へアクセスできる制度を策定することも検討され

るべきである。 

これらの課題に対応する将来の立法ないし制度設計に当たっては，接見交通権ないし弁護権

の行使が憲法の保障に由来する権利であったり，自由権として，最大限保障されなければなら

ないことを大前提として，国家による不当な妨害や干渉を排除し，確固たる権利の確立を目指

すべきである。そのためには弁護実践や国賠訴訟はもとより，あらゆる方面において不断の努

力を継続することが極めて重要である。 
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第４章 捜査改革と弁護(取調べの可視化から取調べへの
弁護人立会いへ) 

 

本章は，捜査段階の課題に焦点を当てつつ，その制度改革と実務運用の改善方策を論じ，併

せて弁護活動の在り方をも明示していこうとするものである。論ずべきテーマは多岐にわたる

が，なんといっても，2019 年 6月 1日に法制度として施行された，取調べ可視化と，これを通

じて，その必要性がより明確になってきた，取調べへの弁護人立会いという課題が，その論述

の中心を構成することとなる。そこから弁護人アクセス権というものの重要性も浮かび上がっ

てくるといえる。 

以下，まず，捜査の現状と課題，これに関する展望として，主に弁護人アクセス権に言及し

（第１），次いで，諸外国の状況を，主に弁護人立会権の観点において概観し（第２），さらに，

我が国における現在的課題として，2019 年 6月 1日に施行された，可視化制度（その現状と展

望）について論じるが，ここから，取調べ観の転換というテーマが浮かび上がる（以上，第３）。

そして，取調べへの弁護人立会権が現実の課題になってくる。弁護人立会権については，従来

からの議論や理論構成の紹介を含め，また，弁護人アクセス権や捜査段階の証拠開示問題をも

含め，検討すべき諸論点について言及し，現段階において，どのような実践が可能かを論じて

いる。また，制度構想の大枠とその方向性についての試論を展開している（以上，第４）。そ

の上で，このような捜査改革が公判に与える影響についても考察し（第５），いわゆる取調べ

受忍義務論と弁護人立会権の関係についての試論を「結語に代えて」位置付けることとしてい

る（第６）。 

本章の論述は，新規のテーマを扱っているところがあるため，試論の域を出ない論述も少な

くない。本報告書に，そのような試論を掲載することについての批判もあり得るものとは思わ

れる。しかし，議論自体は開始されなければならない。本章は，その｢たたき台｣としての役割

を果たそうとするものである。 

 

第１ 捜査の現状・課題と展望 
 

１ 総論 

2018 年，勾留全件の被疑者国選制度がスタートし，2019 年，一部の事件を対象にしていると

はいえ，法制度としての取調べの可視化（取調べ「全過程」の録音・録画）が実現した。被疑

者国選制度は，2006 年に法定合議事件等について初めて導入され，2009 年に対象事件が必要的

弁護事件に拡大されていたが，2016 年の一連の刑事司法制度改革によって，勾留全件へと拡大

されることになったのである。今回の刑事司法制度改革の中で，取調べの可視化，そして，こ

れと並んで勾留全件へと被疑者国選が拡大されたことは，刑事弁護にとって，最重要の改革で

あった。このことに疑いの余地はない。 

勾留全件の被疑者国選制度は，憲法が保障する弁護人依頼権（憲法 34条及び 37条 3項）を

中心とする被疑者の権利をより実質化・充実化し，適正手続の保障（憲法 31条）に資するとと

もに，えん罪を防ぐという重要な役割を担っている。もとより，取調べの可視化は，取調べを

適正化するとともに，黙秘権の行使を容易にすることをも含め，取調べにおける被疑者の主体

性を確保する役割を果たす。いずれも，刑事弁護にとって，極めて有意義な改革であった。 

もとより，だからといって，手放しで喜んでいてよいわけでは全くない。 
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捜査については，制度と運用ともに，弁護実践の在り方を含め，様々な課題がある。 

弁護人の援助を受ける権利は，本来訴追機関から犯罪の嫌疑を受けた時点から保障されなけ

ればならないであろう。そうすることで，その権利が，真に実効性あるものとなり得る。 

2016 年に法制度化された取調べの可視化も，上述のごとく，重要な意義を有するとはいえ，

対象事件は一部にとどまっており，例外事由も定められていて，とても十分とは言えない。取

調べの可視化は，全件全過程に義務付けられなければならないのである。 

これらを通じ，被疑者の主体性が確保されうる道筋が作られるが，さらに，取調べへの弁護

人立会いがあってこそ，真に被疑者は，その主体性を確立することができることになるはずで

ある。このように，勾留全件の被疑者国選制度や一部事件の取調べの可視化が実施された現在

においてなお，制度としても，運用としても，多くの課題が存在していることは明らかである。 

制度としては，取調べの録音・録画を全件・全過程に広げるとともに，逮捕段階からの公的

弁護が実施されるのが，あるべき姿と言えよう。更に言えば，身体拘束がなくても，犯罪の嫌

疑を受けている以上，弁護人（弁護人となろうとする者を含む。以下，最初期段階で，被疑者

と接触する立場の弁護士についても，これに含め得るものとして論じることがある。）による

援助を受ける権利は保障されるべきである。そして，弁護人による援助は，単に，弁護人と相

談する機会が与えられれば良いというものではなく，これを本当に実効化するためには，取調

べに弁護人が立会う権利が保障されるべきこととなろう。 

英米法では弁護人が取調べに立ち会う権利が認められてきた40。また，ＥＵ諸国でも，ＥＵ

指令により，「弁護人が効果的に立ち会う権利」の保障が義務付けられた。韓国も台湾も取調

べへの弁護人立会権がある。日本でも同様の制度を構築することは，喫緊の要請となる。 

弁護人立会権を実効あらしめるためには，取調べ前の弁護人へのアクセスは不可欠というべ

きであり，捜査段階の証拠開示も重要な課題と言わねばならない。また，弁護人立会いが可能

となるように取調べを規制することも，それ自体が制度としての考慮対象とされるべきであろ

う。これらについての検討を早急に開始する必要がある（さらには，取調べ以外の捜査手続へ

の弁護人の関与も問題点として浮かび上がるであろう。）。 

運用面をも含めて，課題は多い。弁護人の援助を受ける権利が制度として十全に保障される

べく，その内容として取調べへの弁護人立会権が認められることとなったとき，現に弁護士が

依頼者に接見し，立会いがなされるという制度構想をするとすれば，それを実践しなければ，

制度は画餅に帰しかねない。取調べそのものも，もとより，まず運用として，弁護人の立会い

に見合った合理的な日時，時間で実施される必要があるが，同時に，それを弁護人の側がコン

トロールしうる制度を構想することになる。さらに，弁護士の側においては，全国の弁護士会

がそのための体制作りの検討を進めなければならないことになろう。 

さらに，弁護の質が重要となる。的確なアドバイスがなければ，依頼者は捜査機関の圧倒的

な権力の前に，誤った屈服をしてしまうかもしれない。あるいは取調べに立ち会っても，不相

当な質問を漫然と見過ごし，依頼者が不本意な供述を取られてしまえば，その供述は立会いに

よりお墨付きを与えられ，かえって防御の蹉跌となるかもしれない。他方，時間や情報の限ら

れた捜査段階において，事件の筋や証拠構造，依頼者の性格や地位，環境等を見定めて，的確
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な弁護方針を立て，アドバイスや立会いを行うことは決して容易ではない。弁護人は，常に研

鑽し，依頼者の弁護人の援助を受ける権利に見合うスキルを身に付けることが不可欠となる。 

そして，そのような制度を構築し，それに見合う弁護実践やスキルを獲得，維持するために

は，その労力に見合う弁護報酬が保障されることが必要になってくる。 

本章においては，以上のような観点から，今後の日本における捜査弁護の在り方について，

検討していきたい。主に弁護実践面を取り上げることとし，制度設計の中心は別の章に譲るこ

ととするが，弁護実践に必要な範囲で制度論についても言及する。 

 

２ 捜査弁護（捜査段階の防御権）・各論 

各論として，まず捜査段階で被疑者に保障されるべき権利の内容を確認し，更にそれらの権

利を実効あらしめるための弁護実践について検討することとする。 

(1) 弁護人依頼権の由来とその内実 

まず，重要なのは，弁護人依頼権の内実である。突き詰めれば，それは被疑者が（最初

の取調べを受ける前に）弁護人にアクセスした上で，弁護人からの援助を受ける権利を前

提として含むべきということになるであろう（この点，本章第４・２参照）。 

弁護人にアクセスする権利（弁護人アクセス権―the right of access to a lawyer in 

criminal proceedings は，後述するとおり，2013 年のＥＵ指令においては，弁護人の援助

を受ける権利とほぼ同義というべき広範な権利を含んだ概念とされていると思われるが，

ここでは，弁護人の援助を受ける権利の自明の前提として，弁護人にまずもって，接触・

アクセスする権利を指すことにする。以下「弁護人アクセス権」というが，この弁護人ア

クセス権を，本章では，最初の取調べより前に弁護人と連絡する意味で用いることがある。）

は，弁護人からの援助を受ける権利の一内容とも言えるが，まずアクセスできなければ，

弁護人からの援助も受けられないのであるから，これが前提としての重要な課題であるこ

とは明らかである。これまで弁護人アクセス権それ自体を弁護人から援助を受ける権利な

いし弁護人依頼権の内容から採り出して論じることは少なかったように思われる。しかし，

弁護人へのアクセスそのものが重要である以上，弁護人アクセス権を，弁護人依頼権の内

実を構成する権利としつつ，これを採り出した上で，別個に検討することが必要であろう。

その上で，弁護人の援助を受ける権利の内容を考察していきたい。 

① 前提としてのアクセス権の保障 

まず，被疑者が弁護人にアクセスできなければ，弁護人依頼権を行使すべくもない。

弁護人依頼権は文字どおり画餅に帰すであろう。 

このアクセス権は，一連の接見国賠訴訟での闘いなど，弁護士たちの多大な努力によっ

て獲得・確立されてきた接見交通権の一つの結実とも言えるはずである。接見交通権を

めぐる諸問題については，第３章に譲ることとして，ここでは，将来に向けて獲得・確

立されていくべきアクセス権について述べる。 

ア 弁護人アクセス権の保障 

弁護人アクセス権の保障は，単に被疑者が，弁護人にアクセスしようとすることを

妨害されないというだけで足りないことは当然である。特に，日本では被疑者が身体

拘束された際には，通信の手段が奪われることになるのであるから，少なくとも捜査

機関は，被疑者が弁護人へのアクセスを求める場合には，積極的に弁護人へ連絡を取

る義務を負わなければならない。 
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これに対し，英米やＥＵ諸国の多くでは，捜査機関を介することなく，身体拘束を

受けた被疑者が，自ら知り合いの弁護士や当番弁護士に秘密交通権を保障された形で

電話連絡する権利が認められている。通信技術の進歩により，電話連絡は安価かつ容

易となっており，その際，秘密交通権を保障することも技術的に可能なはずである。

日本でも，速やかに導入すべき制度と言えよう。 

もとより，弁護人アクセス権の内容として，積極的に連絡をしてもらう権利や，被

疑者が弁護士に直接電話連絡をする権利が認められたとしても，それだけで全ての被

疑者が弁護人にアクセスできるわけではない。身体拘束を受けた被疑者の中には，相

談すべき弁護人が既にいる場合もあるであろうが，多くの被疑者は連絡すべき弁護士

を知らない。言うまでもなく，それを補完するのが当番弁護士制度である。弁護士会

は，被疑者の弁護人依頼権を実効的なものとするために，当番弁護士制度をより充実・

発展させていく責務を負っている41。 

他方，捜査機関に対しては，2016 年刑訴法改正によって，被疑者を逮捕した場合に

は，弁護人選任権とともに，「被疑者に対し，弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定

して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならな

い」（刑訴法203 条 3項，204 条 3項）との教示義務が定められた。この教示義務は弁

護人アクセス権の保障に役立ち得るとして法制化されたものである。しかし，実効あ

る弁護人アクセス権の保障にはなお不十分である。実際，多くの被疑者にとって「弁

護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。」と

告げられても，戸惑ってしまうであろう。端的に当番弁護士制度の派遣依頼手続を教

示するようにすべきである。これは，教示の際の運用で十分に可能なはずであるが，

全国の弁護士会・日弁連も各都道府県警，警察庁等に協議を申し入れているものの，

現時点で実現に至っているとは言えない。 

イ アクセス権はどの段階で保障されるべきか 

犯罪の嫌疑を受けた被疑者は，権力の前に無力な立場である。弁護人依頼権は，被

疑者が自らを防御するにとって不可欠の権利と言える。そうである以上，弁護人への

アクセス権は，遅くとも，被疑者が犯罪の嫌疑を受けている旨の告知を受けた時点か

ら保障されるべきである。そして，身体拘束という場面を想定すると，遅くとも逮捕

時には弁護人に連絡する権利が認められ，被疑者としての取調べを受ける前に，現に

アクセスができ（初回接見），その援助を受けられていることが必要である。 

この点，日本では逮捕直後に弁解録取の機会があり（刑訴法 203 条 1 項，204 条 1

項），弁解録取書も刑訴法 322 条 1 項により証拠能力が認められている（最判昭和 27

年 3月 27日刑集 6巻 3号 520 頁）。しかも，勾留決定後の国選弁護人制度が完備され，

かつ，取調べの録音・録画がなされるようになったこととの関係もあって，捜査機関

にあっては，最初期の弁解録取手続を文字どおりの「弁解録取」とはせずに，正に自

己負罪供述を引き出すための「取調べ」として活用する傾向を強めている。このよう

な現在の運用は，取調べ開始前に，実効的な弁護人アクセス権が認められるべきとの

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
41 なお，逮捕を知った親族（弁護人選任権者＝刑訴法 30条 2項）が弁護人を依頼しようとしても，被疑者の引致先

や留置場所がなかなか判明せず，アクセスが遅れることもある。弁護人アクセス権保障のためには，弁護人が身体拘

束された被疑者の所在を速やかに確認できるシステムの構築が求められていると言える。 
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考えとはおよそ整合しない。整合させるためには，弁解録取の前に，弁護人アクセス

権を認めなければならず，少なくとも，弁護人アクセス権が保障されない段階での「弁

解録取」での供述には，証拠能力を認めない法制度・運用の確立が検討されるべきこ

ととなろう。 

もちろん，逮捕段階での弁護人アクセス権を保障しようとすれば，弁護士，弁護士

会側に，それに見合う対応体制が必要である。既述したように，当番弁護士制度を充

実させるとともに，各弁護士会は，国費による逮捕段階の弁護人選任制度の確立に向

けて，対応体制の整備を進める必要があり，さらに検討を重ねていくこととなろう。 

なお，逮捕段階も含めた弁護人の即応体制を確立し，アクセス権を実質化するため

には，その趣旨に沿う形で，電話接見の制度化・充実化が検討されるべきであろう。

もちろんフェイス・トゥー・フェイス・コミュニケーションの必要性，重要性は何ら

減じるわけではないのであり，安易に電話接見に頼るようなことがあってはならない

が，実際のニーズや通信技術の進歩も踏まえつつ，前向きに検討するに値するはずで

ある。 

以上のように弁護人アクセス権の内容として，被疑者と弁護人の間の直接のコミュニ

ケ－ションを含めて考える以上，当然のことながら，そこでは，被疑者と弁護人の秘密

交通権が保障されていなければならない。そこで，防御の準備をしていくことになる。 

② 弁護人の援助を受ける権利の内容 

では，弁護人とのアクセスが果たされた上で，これによって保障されるべき弁護人の

援助を受ける権利をどう実効化するのか。ここでは，弁護人の援助を受ける権利の内容

そのものについて考察しておきたい。 

身体拘束からの解放というテーマは別途論じるとして（第５章参照），被疑者にとっ

て，最重要なのは，取調べへの対応である。弁護人は，取調べにおいて，被疑者がどの

ような供述，態度を取るべきかについて，プロフェッションとして的確なアドバイスを

する必要がある。また，不当な取調べを排除し，黙秘権が実質的に保障され，取調べに

おいて供述内容が歪められることのないよう，最大限の努力を払わなければならない。

被疑者に保障されるべき弁護人からの援助を受ける権利の内容は，主に，以下のような

権利として整理することができるであろう。 

ア アドバイスを受ける権利 

何より重要なのは，弁護人から様々なアドバイスを受ける権利である。特に，取調

べにおいて，どのような供述をすべきなのか，あるいはするべきでないのかは，被疑

者にとって，重要かつ深刻な問題である。より具体的には，黙秘権を行使するのか否

か，供述するのであれば，いつ，どの範囲で，どのような内容の供述をすべきかとい

う問題である。 

これらの点は，優れて法的であり，かつ高度な選択判断であって，被疑者自身には

判断することの困難な課題といえる。取調べ開始前に，弁護人からそのアドバイスを

受けることは，被疑者の防御にとって不可欠なのである。 

イ 取調べを可視化される権利 

取調べの可視化は，取調べを適正化し，黙秘権や署名押印拒否権等の被疑者の権利

行使を保障するために不可欠の要素である。このことは，過去の人権侵害，えん罪事
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例が教えるところである。 

そのためには，取調べの可視化は，被疑者の権利として構成されなければならない。

取調べの可視化は，一部にとどまらず，全件の取調べにおいて実現されなければなら

ないのである（弁護人依頼権もまた，取調べ可視化を権利として構成する際の一要素

となりうるであろう42。）。 

ウ 取調べに弁護人に立ち会ってもらう権利 

そして，取調べへの弁護人立会いの権利である（被疑者の権利であるとともに，弁

護人自身の弁護権の一内容としても構成されるべきであろう。）。立会権は，可視化と

並んで，取調べの適正化を担保するとともに，取調べにおいて供述するか否か（黙秘

権行使の実効化），供述内容の決定権，調書に署名押印するか否かの選択権を保障し，

取調べにおける被疑者の主体性を確保することになろう（弁護人立会権の根拠の一つ

として，弁護人依頼権を挙げることができる。後記第４・１(3)①参照）。 

なお，ＥＵ諸国では，国によって異なるが，被疑者取調べへの立会いにとどまらず，

犯人同一性識別手続（ラインアップ）や司法面接手続，被害者との対質など，捜査の

主要場面での弁護人立会いが認められているようである。日本でも今後参考にされる

べきである。 

エ 証拠開示を受ける権利 

また，取調べの立会いを含む捜査段階の防御権を実効あらしめるためには，捜査段

階でも一定の証拠開示を受ける権利が保障されなければならない（後記第４・４(2)

参照）。 

オ 有利な証拠の収集・保全をしてもらう権利 

弁護人の役割は，取調べへの対応といった消極的なものにとどまるものではない。

必要に応じて，被疑者に有利な証拠を収集し，保全することが必要となる（弁護人依

頼権を実効化する一要素と言えよう。）。 

カ 捜索・押収手続による不利益を最小化してもらう権利 

捜査・押収手続についても同様である。弁護人としては，不要過剰な押収を防ぎ，

あるいは早期の還付を受けるなどの活動が重要となろう（これも弁護人依頼権を実効

化する一要素と言えよう。）。 

キ 身体拘束による不利益を最小化してもらう権利 

第５章で述べるところに委ねるが，身体拘束は，それ自体として重大な権利侵害で

あり，身体拘束を受けている被疑者にとっては，弁護人の活動により，身体拘束によ

る不利益を最小化してもらうことは，弁護人依頼権の重要な要素である（憲法 34条参

照）。このことは当然である。具体的には，身体拘束から早期に解放してもらう活動，

体調の悪化等を防止してもらう活動，接見禁止を解除してもらう活動，外部との必要

な連絡をしてもらう活動などが，その主要な内容となろう（この点は，極めて重要で

あるため，第５章で詳論する。）。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
42 弁護人依頼権も，可視化を請求する権利も，証拠開示請求権も，そして，立会請求権も，全て被疑者に当事者と

しての主体性を与えるとともに，武器対等の中で防御するための権利として位置付けられるべきであろう。この点，

渡辺修の包括的防御権説（『捜査と防御』－1995 年，三省堂－306頁以下）が参考となる。また，可視化と弁護人依

頼権との関係については，小坂井久『取調べ可視化論の現在』（2009 年，現代人文社）70 頁以下，同『取調べ可視

化論の展開』（2013 年，現代人文社）19頁以下参照。 
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(2) 弁護の技術（弁護人依頼権を実質的に保障するために求められるスキル） 

以上のとおり，被疑者が弁護人の援助を受ける権利として，捜査段階に保障されるべき

権利の内容には様々なものがある。しかし，援助を求められた弁護士に，その権利に見合

う弁護スキルがなければ，これらの権利は正に画餅になってしまう。刑事弁護人には，少

なくとも以下のようなスキルが求められているといえる。 

① 援助を受ける権利に対応する弁護スキル 

ア 事件を的確に見立て，弁護方針を確立する技術 

捜査段階では情報が限られるが，その中でも可能な限り，事件を的確に見立てて防

御方針・弁護方針を確立する技術が必要である。そのためには，法的知識はもちろん，

経験や社会的素養等に裏付けられた高い知見が必要であろう。 

イ 情報収集技術（証拠開示を求める技術，依頼者・関係者からの聴取技術，共犯者弁

護人との連携，捜査機関からの情報獲得等） 

弁護人として，積極的に情報や証拠を収集する技術が求められるのは言うまでもな

い。特に，依頼者として接見して，具体的な事実関係を聴取する技術（聴取技術）は

重要である。また，様々な法的手続なども駆使して（例えば刑訴法証拠収集・保全な

ど），情報を獲得し，保全しなければならない。 

ウ アドバイス技術 

事情聴取等を踏まえて，依頼者に対して的確にアドバイスする技術も不可欠である。

イで述べた聴取技術と併せて，コミュニケーション能力（依頼者とラポールを築く能

力，説得力ある説明をする能力），捜査官らと対峙し的確な主張＝アサーションをする

能力などが必要と言える。 

エ 立会技術 

現在，弁護人の取調べ立会権が法制度として認められているわけではないが，立会

いが実現した際には，その場において，取調べの違法性・不当性を見抜き，的確に是

正・阻止する技術が求められることになる。尋問等における異議申立ての技術が参考

になるであろう。 

② スキルの前提となる知識と能力 

刑事弁護人として，修得しておくべき知識は多岐にわたる。少なくとも，以下のよう

な知識が問題となるであろう。 

ア 法的知識 

被疑者の権利：弁護人依頼権，接見交通権，秘密交通権（依頼者弁護士間の通信秘

密を含む。），黙秘権，署名押印拒否権，任意取調べでの退去権など 

適正手続：捜査権，任意捜査の限界，強制捜査の手法と要件，取調べの規制，司法

取引（協議・合意制度）など 

弁護人の権限：準抗告申立権，勾留理由開示請求権，証拠保全請求権，苦情申立制

度など 

弁護士倫理：誠実義務，守秘義務，利害相反，法令遵守など 

イ その他必要な知識 

捜査実務（捜査の流れ，取調べ技術（司法面接手法），取調官の心理・行動原理），

供述心理（被疑者の心理） 
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ウ 必要な知識・能力を修得する方法 

(ｱ) 個々の会員の研鑽，事務所での個別指導等 

(ｲ) 弁護士会等の役割 

一般市民への啓蒙・法教育，会員への研修（研修内容の充実，研修の義務化，能力

検証）。この点は既に第１章第９・３で言及したとおりである。 

 

３ 弁護実践に見合った国選弁護報酬 

以上の弁護人の態勢を確保するためには，弁護人の報酬問題を避けて通ることはできない。

この点は，第２章第９で論じたとおりであるが，弁護人依頼権の実質的保障のためには，被疑

者段階の国選報酬について，適正な報酬が定められる必要がある。 

 

第２ 諸外国の状況から日本を視る（主に，取調べへの弁護人立会い
について） 

 

１ 総論 

2018 年に国際的に著名な大企業トップが，東京地検特捜部によって逮捕勾留され，起訴され

たことによって，日本の刑事司法が世界的に注目され，ときとして強く批判されたことは記憶

に新しい。特に批判の対象となったのは，弁護人の立会いがないままに，捜査機関による長時

間かつ長期間の取調べが許容されていることである。弁護人の立会いのない密室において，被

疑者が黙秘権を行使しても，延々と連日の取調べを続ける日本の捜査の在り方は，英米で認め

られてきた被疑者の権利や，後述するようにＥＵ指令として示されたグローバル・スタンダー

ドを充足しているとは言えまい。 

日本の刑事手続における人権水準をグローバル・スタンダードに合わせることは，世界普遍

の基本的人権の保障という観点はもちろん，国際的な信頼を得るという意味でも大きな意義が

あろう。もちろん，刑事司法手続は，諸国の歴史や文化が背景にあり，国によって様々である。

グローバル・スタンダードといっても，その内実は必ずしも明確とは言えない。日本の刑事手

続が，人権保障の点で全ての国より遅れているという訳でもない。 

しかし，少なくとも，弁護人依頼権の保障，特に取調べ前のアクセス権や，取調べへの弁護

人立会権等の保障は，既にグローバル・スタンダードと言えるだろう。少なくとも，「国際社

会において，名誉ある地位を占めたい」と宣言する憲法前文の趣旨から見ても，日本がこれら

の保障を否定すべき理由は毫も存しない。 

諸外国の制度を参考にしつつ，日本におけるあるべき被疑者の権利保障と弁護の在り方を模

索していくべきである。 

 

２ 各論 

ここでは，現時点までに，日弁連で調査をした限りで，取調べへの弁護人立会いという問題

に絞って各国の状況を概観しておく。なお，日弁連は，2019 年 4月から 5月にかけて，ＥＵ加

盟国であるベルギー，オランダ，フランス，ドイツ，そして隣国である韓国における立会いの

制度と実情について調査を実施した。これらの調査結果は，本報告書とは別に，報告書『立会

いをめぐる世界の潮流－ＥＵ諸国・韓国の最新刑事司法の制度と運用』としてまとめているの

で，是非参照されたい。 
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(1) アメリカ 

アメリカでは，1966 年，連邦最高裁のミランダ判決によって43，いわゆるミランダ・ルー

ルが確立された。捜査機関は，身体拘束された被疑者に対し，①黙秘権があること，②話

した内容は法廷で不利に用いられ得ること，③取調べ中弁護人の立会いを求める権利があ

ること，④弁護人を依頼できないときには公費で弁護人を付されることの 4点を告知する

ことが義務付けられたのである。このミランダ・ルールにより，アメリカでは，身体拘束

下の取調べ中に弁護人の立会いを求める権利が明確に認められたことになる。 

このミランダ・ルールからすれば，アメリカにおいては，弁護人による取調べの立会い

が頻繁に行われていそうである。しかし，実際には，アメリカでは取調べへの弁護人の立

会いはほとんど行われていない。被疑者がミランダの権利を行使した時点で，取調官はそ

れ以上の取調べを一切しないという実務運用が定着したためである44。 

他方，アメリカでも，(裁判所への引致までの時間帯であるが)取調べは頻繁に行われて

いる。それは多くの被疑者がミランダの権利を放棄しているからである45。おおむね 70％

を超える被疑者が，ミランダの権利を行使せず，捜査機関による取調べに応じているとい

う46。しかも，権利放棄の後，被疑者が虚偽自白に陥り，えん罪の原因となっているとい

う指摘も多い47。 

いわゆる取調べ受忍義務を否定するとき，取調べそのものをさせないというのが筋とな

ろうが，アメリカは，この型と言える。しかし，他方で，70％を超える被疑者が権利を放

棄して，取調べに応じているという実態も軽視できない。結局，アメリカの被疑者は，弁

護人と相談する機会がないまま，弁護人を依頼して取調べを受ける機会を喪失させるか，

ミランダの権利を放棄して供述するかという重い選択を課せられることになっている。弁

護人依頼権を行使することが，「弁解の機会が与えられない」という事態を招くことになっ

ていると言える。これが被疑者にとって心理的圧力として作用し，結果として権利放棄を

促しているという側面は否定できない。更に取調官らは，被疑者らに対し，権利を放棄さ

せようと様々な心理的テクニックを用いると言われている。 

このように，ミランダ・ルールが，その権利放棄を通じて，結果としては，事実上弁護

人の関与のない取調べを生んでいる面もある。このアメリカの実務運用は，日本での立会

制度を考える上で，考慮すべき要素となろう。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
43 Miranda v. Arizona， 384 U.S. 436(1966) 
44 前掲・注 42小坂井『取調べ可視化論の展開』18頁註 47参照。2017 年 4月に日弁連が実施したニューヨーク調査

においても，同様の報告がなされている。 
45 日弁連調査によれば，少なくともニューヨーク市警の実務としては，一口にミランダの権利の放棄と言っても，

①弁護人を依頼する権利の放棄と②黙秘権の放棄は区別して扱われているようである。すなわち，被疑者が弁護人依

頼権を行使すると，捜査機関はその行使以降一切の取調べを実施しないし，翻意したかどうかを確認することもない。

これに対し，被疑者が弁護人依頼権を行使せずに黙秘権のみ行使するという例も多いという。後者の場合，取調べは

中止されるが，取調官が改めて被疑者に供述する意思を確認することが許されるとのことである。前者の場合，弁護

人依頼権の行使後，被疑者が取調官に供述する機会は一切ないのに対し，後者の場合，被疑者が翻意をして，供述を

開始することがあり得るという意味で，実務上の取扱いは大きく異なることになる。 
46 指宿信『被疑者取調べと録画制度―取調べの録画が日本の刑事司法を変える』（商事法務，2010 年）11頁に紹介

されたコロラド大学レオ教授の研究を参照。 
47 前掲・注 46指宿 13頁，スティーブン・Ａ・ドリズィン/リチャード・A・レオ＝伊藤和子訳『なぜ無実の人が自

白をするのか』（日本評論社，2008 年） 
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(2) ＥＵ諸国 

ＥＵ諸国は条約やＥＵ指令（EU Directive）により，国内法の内容に統一的な準則が課

せられるほか，欧州人権裁判所の判例に拘束される。 

欧州人権裁判所 2008 年 11月 27日「サルドゥズ対トルコ事件判決」48（以下「サルドゥ

ズ判決」という。）は，「公平な裁判を受ける権利を十分に『実践的で効果的』ならしめ

るために，欧州人権条約 6条は，原則として，警察に逮捕された被疑者の初回取調べ以前

に弁護人にアクセスする権利を保障することを要求している」として，トルコ裁判所の有

罪判決を条約違反があるとした。 

2012 年のＥＵ指令は，加盟国に，訴追・嫌疑について告知を受ける権利とともに，嫌疑

を受けた者に付与される権利（弁護人依頼権・無償で法的助言を受ける権利，通訳・翻訳

を受ける権利，黙秘権等）の告知を受ける権利を保障することを求めた。 

さらに，「刑事及び欧州内の逮捕状についての手続における弁護人へのアクセス権及び

自由剥奪時に第三者機関に連絡を求め，第三者及び領事とコミュニケートする権利に関す

るＥＵ指令」49（以下「2013 年ＥＵ指令」という。）は，弁護人アクセス権の内容として，

「現実的かつ実効的な防御の権利としての弁護人アクセス権」（指令 3条）の保障を求め，

同 3条 3項（B）は，弁護人にアクセスする権利として，「加盟国は，被疑者・被告人が質

問を受ける際に，弁護人が立会い，効果的に参加する権利を保障しなければならない。係

る参加は各国法の手続に従うが，その手続は，権利が効果的に行使され，権利の本質を害

さないものでなければならない。弁護人が取調べに参加した事実は，各国の法に従った手

続によって記録されなければならない」と定めた。これを受けて，ＥＵ加盟国は，被疑者

段階の弁護人依頼権保障のための法整備を行い，2019 年 11 月 28日までにその報告が義務

付けられた。 

では，ＥＵ諸国は，どのような法制度，実務運用をしているのであろうか。日弁連がこ

れまでに調査した内容を概観しておこう。 

① イングランド・ウェールズ 

イングランド・ウェールズでは，サルドゥズ判決やＥＵ指令よりはるか以前から，取

調べへの弁護人の立会いが認められてきた50。 

1984 年警察証拠法（Police and Criminal Evidence Act 1984。以下「PACE」という。）

により，拘束された被疑者はいつでも弁護人（ソリシタ）と秘密に接見する機会（電話

接見も含む。）を求めることができるようになった。警察はこの求めに対し，原則とし

て遅滞なくこれに応じなければならない51。被疑者は，法的助言を受けるまで取調べを

拒むことができ52，弁護人の取調べ立会いを求めることができる53。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
48 ECtHR 27 November 2008， Salduz v. Turkey， No.36391/02。事件当時 17歳だった被告人は，クルド労働者党

の非合法デモに参加したとして，警察に留置され，弁護人不在の場で自白した。被告人は検察官及び裁判官に対して

は，事実を否認したが，警察での自白を主たる根拠として，有罪とされたため，欧州人権裁判所に救済を申し立てた。 
49 Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 
50 日弁連『可視化への道，可視化からの道―イギリスの取調べ，その進化を見る』（2011 年。日弁連のホームペー

ジからダウンロード可能）68頁。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings/kashika_michi.html 
51 PACE の実務規範（Code of Practice） C 6.5。なお，権利行使を遅らせることができる例外的な場合については，

同 C Annex B に詳細な規定がある。 
52 PACE の実務規範（Code of Practice） C 6.6。 
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警察署に到着した弁護人は，被疑者に接見し，取調べに対するアドバイスを行うほか，

警察官に対して証拠の開示などを求める。この時点で警察側に法的な証拠開示義務はな

いが，取調べをスムーズに進めるために，一定の情報や証拠を開示することも多い。 

弁護人は，単に立ち会うだけではなく，被疑者に黙秘権等不相当な質問に対し異議を

述べたり，被疑者に個々の質問に対し，供述を拒むことを勧告するなど，必要に応じて

取調べに積極的に介入する54。例えば，被疑者に「今のは不当な質問であり，答えては

いけない。ノーコメントと言いなさい。」55とアドバイスしたり，あるいは取調官に対

し，「全く証拠開示がないので，依頼者に適切なアドバイスをできない。証拠開示がな

い以上，依頼者にノーコメントとアドバイスするしかない。」56などと述べるという。 

また，弁護人が黙秘権行使をアドバイスし，実際に黙秘権が行使されることも多い。

他方，被疑者が黙秘権を行使しても，取調べは継続される。そして，黙秘権行使には一

定の場合に，不利益推認が認められている57。弁護人は，黙秘すべきか，供述すべきか

を被疑者にアドバイスするが，黙秘権を行使しつつ，弁護人が被疑者の主張の骨子を書

面でまとめ，提出するという方法も採られるという58。 

なお，取調べへの立会いは，法曹資格を有するソリシタに限定されず，資格試験に合

格したパラリーガル，研修生，事務員などが立ち会うことも多いという59。国選の場合，

警察署でのアドバイスや取調べの立会いに対しては，リーガル・エイドから交通費・待

機時間を含む一定額（地方によって異なる。）が支払われる。 

以上のような制度及び実務運用の中，イングランド・ウェールズでは，身体拘束を受

けた約 50パーセントの被疑者が，弁護人を依頼し60，そのほとんどにおいて立会いがな

されているという。警察側においても弁護人の取調べへの立会いについて，批判的な見

解は聞かれず，むしろ積極的な評価が多い。イングランド・ウェールズにおいて，弁護

人の立会いは，実務上当然のこととして定着していると評価してよいであろう。 

                                                                                    
53 PACE の実務規範 C6.8。 
54 PACE の実務規範 C6の Nots for Guidance 6D は，「ソリシタの警察署における唯一の役割は，依頼者の法的権利

を保護し，進展させることにある。ソリシタは取調べにおいて，明確化，依頼者への不相当な質問や質問方法に対す

る異議，依頼者が特定の質問に対し応答しないようにアドバイスすること，あるいは依頼者の希望により，更なる法

的助言を与えるために，取調べに介入することが許される。」と定める。 
55 前掲・注 50日弁連 62頁。 
56 前掲・注 50日弁連 64頁。 
57 1994 年刑事司法・公共秩序法（Criminal Justice and Public Order Act 1994）34条において，一定の場合に黙

秘権の行使による不利益推認があり得ることを認め，PACE の実務規範 C による権利告知手続にも，不利益推認につ

いての特別警告手続が定められた（10(C)）。この黙秘権行使の不利益推認規定については，渡辺修・山田直子監修/

小坂井久・秋田真志編著『取調べ可視化―密室への挑戦―イギリスの取調べ録音・録画に学ぶ』（成文堂，2004 年）

36頁以下に詳しい。もっとも，黙秘権行使の不利益推認といっても，証拠物・痕跡や被疑者の現場存在について，黙

秘権行使時に説明可能な事項について，説明を拒否したことに対するものであって，従来の我が国の刑事手続におい

ても，当該証拠（間接証拠）の推認力から事実認定がなされてきた事例が列挙されているとも見得る。現に，2010

年の日弁連の調査においてインタビューに答えたアンソニー・エドワーズ弁護士は，不利益推認は弁護実務に影響を

与えていないと明言した（前掲・注 50日弁連 61頁）。 
58 前掲・注 50日弁連 59頁。 
59 前掲・注 50日弁連 64頁。 
60 2017 年の調査でエド・ケープ教授(西イングランド大学)は，「8～10 年前で大体 50％ぐらいの被疑者が警察署で

助言を要請するということでした。」と述べている(日弁連『可視化実現，その先にあるもの。－イギリスの刑事司

法制度の現在(いま)を見る－』－2017 年－55 頁)。また，「45％程度か。」といった留置管理官の言葉もあった(同

16 頁。イギリスでは詳細な「権利告知書」がある－同 19 頁以下参照)。アクセス率はより増加しているとの報告も

ある。 
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② ベルギー・オランダ・フランス・ドイツ－2019 年 4月の日弁連調査の結果より当事者

主義のイングランド・ウェールズに対し，大陸法系と呼ばれる諸国では，いわゆる職権

主義が採られる。日弁連では，2019 年 4月にこれらの国のうち，ベルギー・オランダ・

フランス・ドイツの訪問調査を行った。 

ア 警察での留置から裁判所引致までの拘束期間及びその後の勾留期間 

どの国おいても刑事手続のための被疑者の身体拘束，警察による逮捕がなされてい

るのは共通であり，その後，裁判官又は裁判所の前に引致して身体拘束の継続の可否

につき判断を仰ぐという手続も共通であるが，その後の勾留期間を含めて，国によっ

て多少の相違がある。 

ベルギーでは，警察における身体拘束時間は従前 24 時間であったが，取調べにお

ける弁護人立会いが導入されたことから，これが 48時間に延長された（2017 年）。そ

の後，身体拘束の継続の可否は，「捜査判事」によって行われ，その判断による 5日間

の勾留（この期間における捜査判事の指示に基づく警察取調べも可能），さらに，その

後のカウンセルチェンバー（別の裁判体）の関与に基づく更なる 1か月の勾留が可能

となっている。 

オランダでは，3日間プラス 15時間の警察留置があり，その後裁判官による第 1回

公判まで最大 110日間の勾留が可能（これも法的な制約なく延長されることもある。）

となっている。勾留は長期である。 

フランスでは，警察留置は 24時間が原則で，事件によっては更に 24時間可能（た

だ，3分の 2の事件は延長されるという。）であり，組織的犯罪では更に１日，テロ事

件では，更に 1日まで可能となっているので，事件によっては最大 4日間可能となる。

その後の起訴又は予審請求により自由勾留判事が勾留決定を行うが，その期間は相当

に長く，重罪の場合には原則 1年の勾留，最長で通算 4年可能，軽罪の場合には原則

4 か月，最大通算 3 年まで可能となっている。ただし，勾留に代わる措置としての司

法統制処分（住居制限，司法機関への定期的出頭など）があり，これによる勾留回避

が相当数ある。 

ドイツでは，警察による仮拘束がなされた日の翌日までに（したがって最短で 24

時間，最長で 48時間）裁判所に引致しなければならない。裁判官（捜査判事）による

勾留状発付には，期間の制限はなく，その後 6か月後に別の裁判体（裁判所）の審査

があり，それ以降は 3か月ごとの審査がある。ただ，捜査判事への引致前に検察官の

判断による釈放が相当数なされている。罪証を隠滅すると疑うに足りる理由による拘

束はほとんどないという。 

イ 弁護人接見と立会いについての実務的措置（時間制限） 

警察取調べの段階から弁護人の立会いが実施されている。ただ，ドイツを除き，弁

護人の要請から 2 時間が経過すると取調べを行うことができるとの実務的な措置を

採って，取調べとの均衡を図っていた。 

ベルギーでは，2016 年の法改正によって全被疑者に対する弁護人アクセス権の保障

がなされることになった。そして，弁護人へ連絡した後 2時間は取調べをしないで待

つことになっており，取調べ前の接見時間は 30分に限定されている。ベルギーの特色

は，被疑者・被告人の権利放棄は可能だが（少年は不可），放棄をするには，少なくと
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も弁護人との電話による相談を経る必要があるとされていることである。ベルギーで

は，取調べに立会う弁護士をサルドゥズ弁護士と呼び，ウエブサイトで弁護士登録を

して派遣する態勢を採っている。 

オランダでも，2016 年の法改正によって全被疑者に対する弁護人アクセス権の保障

がなされることになった。ベルギー同様に，弁護人へ連絡後 2時間は取調べをしない

で待ち，取調べ前の接見時間は 30分という規定になっている。派遣される弁護士は弁

護士会による当番弁護士の待機制度に基づく。 

フランスは，2013 年ＥＵ指令の前の 2011 年からヨーロッパ人権裁判所の判断を受

けて，取調べにおける弁護人立会いを導入した。弁護人へ連絡した後 2時間は取調べ

をしないで待ち，取調べ前の接見時間は 30分とする点は，ベルギー，オランダと同様

である。被疑者・被告人の権利放棄は可能（少年は必要的弁護として義務的）とする

点も同様である。 

ドイツでは，従前から，検察官取調べや裁判官による取調べの場合には弁護人の立

会いが義務付けられていた。警察での取調べにおける弁護人立会いが法的に義務付け

られたのは，2017 年である。もっとも，その制度以前から警察段階での仮拘束中の取

調べの際の弁護人立会いが行われていた。ただ，実際には弁護人を請求する割合は低

いとのことである。 

ウ 弁護人立会いにおける弁護人の権限 

ベルギーでは，被疑者に代わって答えることはできないが，質問内容を取調官に求

めることは可能である。質問中に介入も可能であり，1 回だけ取調べを中断すること

を求めることができ，その際には 15分間の接見（相談）ができる。また，取調べの終

わりに意見を述べることができる。作成する供述調書の内容に異議を述べることもで

きる。運用は緩やかで，弁護人が比較的自由に対応できるようである。 

オランダでは，被疑者に代わって答えることはできないが，取調べの前後に意見を

述べることはできる。しかし，取調べに介入できるのは，被疑者が質問を理解してい

ないとき，強圧的な取調べが行われたとき，被疑者が身体的・精神的に不調であると

きに限られる。1回だけ中断を求めることができる。 

フランスでの立会いの際の弁護人の活動はより制限的であり，弁護人は最後に意見

を述べることができるが，それ以外の活動はできないとされている。警察官に質問事

項を提示しても警察が拒否することができ，検察官による立会制限がある。中断権も

ない。 

ドイツでは，比較的広い活動が容認されており，弁護人は質問にも介入できるが，

実際にはしないことも多いとのことであった。事前の黙秘との打合せどおりに対応し

ない被疑者に黙秘を指示することはあり，直接に被疑者に質問することもできるとい

う。 

エ 弁護人立会いを保障するための公的弁護制度の実情 

ベルギーでは，身体拘束された被疑者のために，弁護士会が責任を負うオンコール

システムで弁護士が待機している（サルドゥズ web）。これらの弁護士をサルドゥズ弁

護士と呼んでいる。被疑者に弁護人指名権はない。 

オランダでは，オンコールシステムで弁護士が待機している。弁護人指名権があり
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（リーガル・エイドに登録している弁護士であれば），当番弁護士に登録するには弁護

士会の研修を経る必要がある。 

フランスでは，弁護士会で当番制を採っており（少年の場合は必要的，成人は請求

による。），そのリストに登録するには研修が必要である。総じて若い弁護士の希望が

多いが，被疑者に弁護人指名権はない。軽罪事件では弁護人が義務付けられていない。 

ドイツでは，裁判所がリストで指名する。被疑者に，弁護人指名権がある。警察で

の仮拘束段階での公的弁護制度の構築については，現在議会で審議中とのことである。 

経済力のない被疑者・被告人に対する法律扶助の制度は各国とも共通しているが，

資力要件については，身体拘束された被疑者からの請求があったときに課している国

はなく，いずれも事後的な審査で費用を負担させている。 

オ 警察取調べの段階での弁護人に対する証拠開示 

弁護人の助言・立会いには，捜査段階での証拠開示が必要だというのが，各国にお

ける弁護人の共通した見解であった。 

ベルギーでは，この段階での弁護人の証拠開示請求権はなく，捜査判事による勾留

がなされた後に証拠開示が義務的となるが，警察でも個別の捜査官の判断により開示

する場合がある。 

オランダでは，警察取調べの段階での証拠開示請求権はない。裁判官引致後に証拠

開示が行われる。 

フランスでは，警察留置の際に，(ⅰ)留置調書，(ⅱ)権利告知書，(ⅲ)健康診断書，

(ⅳ)取調べ中の調書，(ⅴ)対質調書，(ⅵ)ラインナップ調書は閲覧できるが，それ以

外の証拠開示請求権はない。 

ドイツでは，起訴の前後を通じて弁護人の証拠開示請求権があるが，起訴前の捜査

中には，捜査の支障を理由にして開示を拒否することができる。 

カ 取調べの録画・録音（司法面接も含めて） 

ベルギーでは，少年被疑者は録画の法的義務付けがあるが，そのほかは任意である。

検察官ガイドラインによると，殺人事件の被疑者と性犯罪の被害者は録画するように

なっている。また，弁護人が立会いに替えて録画を求めるケースがあり，このような

ときにも録画している（義務付けはない。）ようである。 

オランダでは，12年以上の重大犯罪，性犯罪の被疑者・被害者は録画対象とされて

いるが，それ以外には規定はない。 

フランスでは，少年被疑者と成人の重罪事件は警察留置から，また，重罪の予審取

調べが対象となっている。 

ドイツでは，2020 年 1月 1日から，重大，少年，障がい者の犯罪につき，警察取調

べを含めての録画が施行されることになったようである。司法面接の場合には録画し，

捜査判事が尋問し，警察官，検察官，福祉関係者，弁護人が別室で待機する構造であ

る。 

キ 取調べにおける弁護人立会いに関する実務家の感想 

各国とも取調べにおける弁護人の立会いが法律上の制度として発足して，それほど

の年月が経っているわけではないが，制度として根付いてきており，懸念されていた

実務上の問題は，解決されてきているというのが共通した見解であった。 

第４章　捜査改革と弁護 (取調べの可視化から取調べへの弁護人立会いへ )



－ 66 －

③ 小括に代えて 

警察取調べにおいて，全ての被疑者の取調べに弁護人立会いの権利が認められるよう

になったのは，ベルギー，オランダでは 2016 年，先行したフランスでは 2011 年，ドイ

ツでは 2017 年（ただし，ドイツでは法律上の義務付けがなされる以前から運用によって

実施されていた。）である。いずれも比較的近年になってからである。 

ＥＵ諸国では，被疑者が取調べにおいて黙秘権を行使しても，取調べそれ自体は行わ

れている（直ちに中止されてはいない。）と言える。この点で黙秘権行使により取調べ

自体が中断されるアメリカとは様相を異にしている。日本で取調べへの立会いを制度と

して実現するに当たっては，ＥＵの制度・運用も参考にすべきであろう。 

(3) 韓国 

日弁連は，2019 年 5月，韓国を訪問し，取調べへの弁護人立会いについて調査した。 

① 沿革 

韓国では，まず警察において，その内部指針により 1999 年以降，裁量による弁護人立

会いが認められるようになった。検察取調べにおいては，弁護人立会いは認められてい

なかったが，2002 年のソウル地検における被疑者拷問死事件をきっかけに立会いが認め

られるようになった。そして，2003 年 11月 11日，いわゆるソンドゥユル事件において，

大法院は「拘禁された被疑者は・・・訊問を受ける際に弁護人の立会いを要求すること

ができ，このような場合，捜査機関はこれを拒否することができないと解するべき。」

とした。さらに，2004 年 9 月 23日，身体を拘束されていない被疑者に対しても，取調

べの弁護人立会いを認める憲法裁判所決定が下された。もっとも，これらの決定で弁護

人の立会いは無制限なものではなく，「訊問を妨害したり，捜査機密を漏らす等のおそ

れがあると疑うに足りる相当の理由がある特別な事情があることが客観的に明らかであ

り，弁護人の参与を制限しなければならない必要があると認められる場合には，弁護人

の参与を制限し得ることは当然である。」とした。 

これら 2つの決定を経て，2007 年の刑訴法改正により，取調べへの弁護人の立会い（参

与）が法文上も認められることになった（韓国刑訴法 243 条の 2第 1項は，「検事又は

司法警察官は，被疑者又はその弁護人，法定代理人，配偶者，直系親族，兄弟姉妹の申

請により，弁護人を被疑者と接見させ，正当な事由がない限り，被疑者に対する取調べ

に立ち会わせなければならない。」と定める。）。立会いにおいて，「訊問に参与する

弁護人は，訊問後に意見を陳述することができる。ただし，訊問中であっても，不当な

訊問方法に対して異議を提起することができ，検事又は司法警察官の承諾を得て意見を

陳述することができる。」（同 3項）との意見陳述権，異議申立権を認め，かつ，「第

3 項による弁護人の意見が記載された被疑者訊問調書は，弁護人に閲覧させた後，その

調書に記名捺印又は署名させなければならない。」（同 4項）との調書記載及び閲覧を

明示している。他方，「正当な事由」があれば弁護人立会いを制限できるとされている

（法 243条の 2第 1項）。  

② 被疑者段階の身体拘束時間制限と取調べの実施状況 

韓国では，身体不拘束原則が刑訴法の 2007 年改正の際に明文で規定されており，実際

に，身体拘束される被疑者の割合は相当に低下している。ソウル中央地検での拘束（勾

留）人員占有率は，2018 年が 1.3%であり，一審公判段階での拘束率は，全国で年間 3
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万件を下回り，率にして約 1割にとどまっている。 

被疑者段階の身体拘束時間制限は，原則として，警察段階での身体拘束が最大 10日間

（最大 48時間の逮捕もここに含まれる。拘束場所は通常は警察署留置場。），司法警察

官が検事に送致した後の検察段階での身体拘束が最大 20 日間（拘束場所は通常は拘置

所。）であり，合計最大 30日間の身体拘束が認められている。 

被疑者に対する取調べは，原則として，警察段階では警察官のみが行い，検察段階で

は検事のみが行う。被疑者に対する取調べの回数は，事案にもよるが，自白事件や単純

な事件では 1 回だけの場合が多く，それ以外では警察官により 2 回程度，検事により 2

回程度行われることが多いようである。逮捕された事案では，逮捕直後の 48時間の間の

取調べが多い。国家保安法違反事件など，取調べ時間が長い事件では，取調べが朝から

夜まで，ときには夜 12時まで行われたり，連日行われることもある。 

なお，被疑者の警察官調書については，公判で不同意にすれば証拠能力がない（ただ

し，弾劾証拠としての使用は妨げられない。）が，被疑者の検察官調書については，検

察官が取調べの映像録画物（録音録画）により実質的真正成立，特信情況を立証すれば

証拠能力が認められる。実務では，自白事件が 9割を占めており，警察官調書も同意に

より証拠となっている事件が大半である。 

③ 弁護人立会いの実施状況 

検察庁の取調べと警察の取調べのいずれも，弁護人の立会いは増えており，特に警察

での増加は大幅である。 

検事又は司法警察官は，被疑者を取り調べる前に，供述拒否権や「取調べを受けると

きは，弁護人を立ち会わせることができる等弁護人の助力を受けることができること」

を被疑者に知らせなければならず，被疑者が供述拒否権及び弁護人の助力を受ける権利

を行使するかどうかを質問し，これに対する被疑者の答弁を被疑者に自筆で調書に記載

させなければならない。 

被疑者が弁護人立会権を放棄する答弁をした場合には，弁護人が立ち会わないで被疑

者取調べが行われることになる。被疑者が弁護人立会権を行使した場合，被疑者の権利

行使に伴い捜査官が取調べを中止する義務はないが，実務では，弁護人が立会いに来る

まで取調べを中断するのが通常だという。被疑者が弁護人立会権を行使したにもかかわ

らず，直ちに取調べを中止することなく質問・説得を継続し，これにより獲得した供述

を記載した調書の証拠能力を否定した大法院判例（2013 年 3 月 28 日大法院判決）が存

在する。もっとも，現実には，弁護人立会権を行使した被疑者に対し，弁護人の立会い

がなくとも取調べを行うことがあるという。身体拘束中の被疑者の取調べ受忍義務につ

いては，大法院判例（大法院 2013 年 7月 1日 2013 モ 160 決定 ）が，拘束令状の効力に

よって被疑者を取調室に拘引することができるものの，取調べ自体はあくまでも任意捜

査であり，被疑者には陳述拒否権があり，捜査機関は取調べ前に被疑者に陳述拒否権を

告知しなければならないとした。取調室への滞留義務や取調べ受忍義務を正面から肯定

したものではなく，学説も取調べ受忍義務を否定する。 

④ 弁護人立会いにおける弁護人の権限 

弁護人の着席位置として，被告人の後ろに座らせるのは違憲であるという憲法裁判所

の決定（2017 年 11月 30 日）が出ている。 
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取調べに立ち会った弁護人には，取調べ終了後の意見陳述権がある。被疑者が供述調

書に署名する際には，弁護人も供述調書の閲覧が可能である。取調べ中は，弁護人は，

検事又は司法警察官の承認がなければ意見を述べることができないが，不当な取調べ方

法に対する異議申立権はある。 

弁護人が被疑者の供述に関与することは，捜査妨害とされる。もっとも，取調べを中

断させた上で，秘密接見して，被疑者に供述を訂正させることはできる。 

⑤ 公的弁護制度の実情 

韓国では，拘束前被疑者審問（日本の被疑者段階の勾留質問に相当）の請求を受けた

被疑者に弁護人がいないときは，判事が職権で国選弁護人を選任し（刑訴法上，その選

任の効力は拘束令状発付の請求が棄却されない限り一審まで続くとされている。），弁

護人は，国選・私選を問わず，拘束前被疑者審問に必ず立ち会っているとのことである。 

2017 年になって，「ノンストップ国選弁護人」という制度が創設された。拘束前被疑

者審問の請求を受けた被疑者に対して，当番制で待機しているノンストップ国選弁護人

の候補者の中から国選弁護人が選任され，当該弁護人が拘束前被疑者審問に立ち会い，

拘束令状が発付された場合には，一審まで弁護を担当する制度である。 

ただし，現在でも，国選弁護人による被疑者取調べへの立会いは，それほど活発に行

われているわけではないようである。多くの弁護人立会いは，私選弁護人により行われ

ているというのが現状である。 

なお，国選弁護人の報酬は，ノンストップ国選弁護人は事件ごとに令状段階で 10 万

ウォン，公判段階で 40万ウォンとのことであり，国選専担弁護士は月給制（月に被告人

弁護を30件程度担当）で，弁護士の経歴により月600万～800万ウォンとのことである。 

⑥ 被疑者段階での弁護人に対する証拠開示 

ほとんど行われていない。 

⑦ 取調べにおける弁護人立会いに関する実務家の感想 

裁判官，検察官，警察官，弁護士とも，違法捜査の抑止や人権保障等の観点から，立

会いに対しては，おおむね肯定的である。一部では証拠隠滅や捜査情報の漏洩等につい

ての懸念が聞かれた。また，弁護人からは，証拠開示のない立会いには限界がある旨の

指摘もあった。 

⑧ 取調べの録音・録画 

韓国でも取調べの録音・録画（映像録画）が実施されている（捜査機関の裁量である。）。

録画物（映像録画物）の公判での利用については，いわゆる実質証拠としての利用はで

きず，供述調書の正確性立証及び供述者の記憶喚起のための利用に限定されている。 

(4) まとめに代えて 

取調べへの弁護人の立会いは，諸国により制度やその実務運用が様々と言える。 

これは，各国において，取調べへの立会いの在り方を規定する要素が極めて多様である

ことが反映した結果であると考えられる。立会いの実際は，身体拘束の在り方（警察留置

の時間制限など），捜査における被疑者取調べの位置付け，被疑者供述の公判での証拠能

力，取調べの在り方（特に取調べ時間や回数），黙秘権の内容（不利益推認の有無等），

黙秘権行使の実際（行使率），刑事弁護人の業務，立会いにおける弁護人の役割（特に取

調べへの介入の可否），刑事弁護を担う弁護士の数，弁護実践の在り方（アドバイス内容，
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電話接見の可否，刑事弁護人としての文化やプロ意識など），リーガル・エイド（特に立

会いに対する弁護報酬），立会いに対する捜査機関側の態度など，様々な要素に影響され

ていると考えられる。 

しかし，取調べへの立会いの在り方が様々であるとしても，取調べへの弁護人立会いは

明らかに世界の潮流と言える。取調べの可視化を「世界の潮流」と呼んで既に久しいが61，

弁護人の立会いは，可視化以上にスタンダードだと言っても過言ではない。少なくとも，

弁護人立会いが認められることは，密室における被疑者取調べによって自白獲得を図ろう

とする権力の濫用を牽制し，被疑者の自己負罪拒否特権を実質的に保障するセーフ・ガー

ドとしての役割を果たし得る。その意味で，弁護人の取調べ立会いは，自己負罪拒否特権

の実質的保障のためのグローバル・ミニマム・スタンダードとして，位置付けられるべき

である。 

 

第３ 取調べ可視化時代の弁護と展望 
 

１ はじめに 

取調べの可視化は，日弁連では現在，「取調べ全過程の録画」の意味で用いられている。た

だ，これは，いわば狭義概念であって，取調べの可視化はもともと広義的には，取調べへの弁

護人立会いも含む概念である。もとより，取調べの可視化(狭義)と取調べへの弁護人立会いは，

その機能を重ねつつも，各々固有の機能を有している。ここでは，取調べの可視化(狭義)につ

いて言及し，それを通して，取調べへの弁護人立会いというテーマが浮かび上がることを論じ

得ることができればと考えている。 

周知のとおり，2019 年 6月 1日，刑事訴訟法 301 条の 2（以下「可視化法」という。）が施

行された。弁護士会としては，1990 年代半ばから，取調べの可視化実現に向けての運動を始め，

日弁連は，2003 年以降，正に本格的にこれを刑事司法改革の最優先課題と捉え，取り組んでき

たものである。可視化法施行に至る道程は，幾多の困難を伴いつつ，各方面の弛まぬ努力によっ

て，正に一歩ずつ，地を這うようにして，歩んできたと言ってよい。そして，志布志事件，氷

見事件，足利事件などの多数のえん罪事件の発覚を経て，2010 年，郵便不正事件の無罪判決，

これに伴う，検察不祥事（検察官による証拠改竄事件）の発覚を契機とし，「検察の在り方会

議」での議論を経て，2011 年に法制審議会の特別部会が設置されたのである。可視化法は同特

別部会において 2014 年まで 3 年余にわたって検討され，更に国会の審議を経て，2016 年 5 月

24 日，刑事訴訟法の一部改正として成立し，その公布後 3年を経て，施行に至った。 

可視化法の施行は，日弁連が長らくその必要性を訴えてきたことが，実務運用のみならず，

法律上の制度として結実し，ついに実効化のときを迎えたものであって，制度としては一部事

件に限定されてのスタートであるとはいえ，この成果は，被疑者・被告人の人権を守り，えん

罪を根絶するための新たな，歴史的一歩を踏み出したものと評価できる。 

今回の可視化法による取調べ全過程の録音・録画の義務化は，上述のとおり，裁判員裁判対

象事件及び検察庁の独自捜査事件に限定されており，その意味では，いまだ道半ばであること

が明らかである。とはいえ，捜査機関が長らく抵抗してきた取調べ全過程の録音・録画の義務

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
61 例えば，『GENJIN ブックレット 46・世界の潮流になった取調べ可視化/取調べの可視化で変えよう，刑事司法 Part2』

（2004 年，現代人文社）参照。 
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化が，重大事件につき法制化され施行に至ったのであり，これは我が国の刑事司法の歴史にお

いて，画期的な意義を有する。これを基軸として，実務運用が広がっていることも確かである。

この間の経緯については，本報告書で詳細は述べないが62，その歴史的歩みは，これを十分認

識すべきものと思われる。その上で，次の課題を展望すべきであろう。 

もとより，以上を踏まえた上で，取調べの可視化自体についても，更に乗り越えなければな

らない課題は多い。これについて，以下に論じていくこととする。 

 

２ 可視化制度の現状と課題 

(1) 実現した取調べの可視化制度（法 301条の 2） 

① 条文の位置付け 

悲願であった可視化法は，法形式上は公判における証拠調べ請求の規定として 301条

の 2に置かれることとなった。しかし，同 4項は，警察官と検察官に義務としての取調

べ「全過程」の録音・録画の義務を定めている。正しく本項が，可視化法の肝である。

この条文は，捜査法において，取調べの録音・録画の在り方を「全過程」原則として示

したものであって，ここに，捜査の規範・規律の大きな改革があったことは疑いがない。 

② 条文の全体構造 

前項で述べたとおり，本条は 4項から読み始め，1項，2項と読み進めていくのが，そ

の理解の上で，本質的と言ってよい。 

条文の概略を示すと，以下のとおりである。すなわち，捜査段階で警察官・検察官は，

逮捕・勾留下の被疑者取調べの「全過程」を（1 項で定める。）特定の事件について，

録音・録画しなければならない。その原則とともに，例外的にしなくてもよい場面を 4

項で定めている。 

そして， 1項においては，検察官に対し，4項によって録音・録画された記録媒体の

うち，一定の部分を，任意性に争いがある場面では必ず証拠調べ請求しなければならな

い義務を定めた。そして，2項においては，1項で本来請求されるべき媒体が請求されな

い場合に，裁判所が供述調書自体の証拠調べ請求を却下しなければならないと定めてい

る。 

③ 条文解釈 

本条の解釈では，当然にいくつかの論点が生じる。 

ア 4項関連 

(ｱ) 余罪取調べ（「逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ」） 

非対象事件での逮捕・勾留中に対象事件の取調べを行う場合は，録音・録画義務

が生じることに争いはない。非対象事件で起訴された後の，起訴後勾留を利用して

なされる「対象事件」についての取調べについては，捜査機関側と見解の対立があ

る。すなわち，国会答弁では，起訴後勾留を利用した任意取調べ（起訴後のいわゆ

る余罪取調べ）は本条の適用対象外である旨の答弁がなされている（当局の解釈63）。

その前提としては，身体拘束下の取調べにおいては，出頭滞留義務があるとの前提

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
62 この点，「取調べの可視化」『日弁連 70年』（近刊）参照。 
63 法務省・林眞琴刑事局長（当時）の国会答弁（2016 年 4月 14日の参議院法務委員会。なお，同委員会における同

月 19日の参考人質疑，同月 21日の同局長答弁を併せ参照）。 
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のもと，出頭滞留義務がある取調べにおいてこそ，録音・録画が義務付けられてい

ると考えるとするのが当局側の見解である。 

しかし，出頭滞留義務の存否いかんで可視化するかどうかを決するという，この

ような当局の解釈は正しくない。特別部会でも，そのように議論されていたわけで

はなく，身体拘束という事実状態それ自体に力点が置かれていたというべきである。 

もっとも，対象事件で起訴された後の，起訴後勾留を利用してなされる対象事件

についての取調べは，その取調べを受ける者は「被告人」であって「被疑者」では

ない以上，ストレートな適用はできず，専ら「準用」ないし「類推適用」を検討す

べきこととなろう。ただし，これは，「被告人」取調べという古典的な論点であっ

て，本来，許容されるべきものではないと言うべきである。 

(ｲ) 例外事由 

例外事由は，いずれも客観的なものである。その存否は事後的に裁判所によって

客観的に判断される。つまり，客観的な事由が存在するかどうかについて判断する

裁判規範である。取調官の「判断」がより重視されるといった関係にはおよそない。 

まずもって，例外事由に該当する場面などは，滅多に生じないということを念頭

に置くべきである。1 号については，物理的に機材が動かないとしても，複数台備

え付けられている捜査機関がほとんどである（貸与を受けることも当然可能な筋合

いである。）。また，2 号や 4 号などの「被疑者が十分な供述をすることができない

とき」といった要件については，接見で可視化の意義をよく説明し，かつ捜査機関

に可視化申入れをしておけば，およそ要件が具備することは考えられないというべ

きである。可視化申入れは，例外事由の存在を排除する機能を持つはずである。 

なお，暴力団要件（3 号）については，特に警察においては，形式的かつ積極的

に利用されているようである。その意味で，多用される懸念があるが，法施行後は

これを許さないとする裁判例を蓄積する実践を試みなければならない64。 

(ｳ) 例外事由の立証時期―公判か公判前整理手続か－ 

近時，任意性の争いについて，公判前整理手続で任意性に関する審理（事実の取

調べ）を行い，その存否を決する例も見られるようである65。このような流れが相

当か否か大いに議論があり得るが，いずれにしても，301 条の 2 の各要件の存否判

断も，公判前整理手続の中で行おうとする裁判体が存在することも予想され得る。

この判断が，公判廷で行われた方がよいのか，それとも公判前整理手続で行われた

方がよいのかは，弁護人自身，その審理対象事項，被疑者の供述内容や被疑者自身

のキャラクター，また，裁判体の在り方等にも鑑みて，個別の判断が必要となろう。 

また，例外事由の存否について整理手続において調べるとすれば，事実の取調べ

として，自由な証明となるとの見解もあり得るだろう。しかし，例外事由の立証が

「任意性立証に直結するものであることから，厳格な証明によるべきである」とす

る見解も有力であり，この点は，任意性の立証という観点からは軽々には決せられ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
64 これらの点の詳細は川崎英明ほか編著『2016 年改正刑事訴訟法・通信傍受法条文解析』（日本評論社，2017），

大阪弁護士会取調べの可視化大阪本部編『コンメンタール可視化法』（現代人文社，2017）を参照されたい。 
65 2019 年 6月 29日・大阪で開催された第 6回可視化実践経験交流会で報告された事例など。 

第４章　捜査改革と弁護 (取調べの可視化から取調べへの弁護人立会いへ )



－ 72 －

ない66。さらに，その証明基準についても議論があり得よう。 

イ 1項関連 

(ｱ) 実況見分調書 

再現見分における被疑者自身による再現写真は，最決平成 17年 9月 27日によっ

て67，伝聞例外の要件を充たせば，実質証拠としての証拠能力が許容され得る。被

疑者の犯行再現状況が供述証拠として用いられる以上，その実質は 198 条 1項によ

る取調べであり，これも録音・録画の対象と考えられる。 

近時，複数の事件で，再現見分が録音・録画されたとの報告がある。今後は，実

況見分についても当然可視化申入れの対象にしなければならない。 

(ｲ) 請求範囲―当該書面が作成された取調べの「開始から終了まで」 

本項の文言を形式的に見れば，全過程の記録媒体を請求しなければならないわけ

ではないことになる。他方，例えば，かつてのレビュー方式のように，調書作成前

に一旦取調べを終了し，その後再開して読み聞かせと署名押印のシーンのみを録画

し，その媒体さえ請求すればよい（それで，取調べの「開始から終了まで」の要件

を充たす。）と言えないのは明らかであろう。 

どこまで必要となるのか。その範囲の確定は必ずしも容易ではない。検察は，署

名押印がされた「回」のみの取調べの記録媒体を請求してくる可能性もある。しか

し，取調べが脈々と続いた末に自白等がなされることは少なくない。また，いわゆ

る「反復自白」のように，以前の取調べで違法不当な取調べをして一旦自白させて

おいて，後にそれをなぞるような形で供述調書が作成されることも必ずしも珍しく

ない。そのような場合には「開始から終了」の要件は，より実質的に解釈されなけ

ればならない。つまり，このような場合，当該調書作成の時点を含む「回」以前の

取調べも録音・録画なされていなければならないのであり，もとより，それらの記

録媒体全部が 1項に基づき証拠請求されるべきである。 

仮に，2 項却下は免れる場合であったとしても，弁護側としては，逆に，全体に

ついて証拠請求するなどを検討して法の趣旨を活かす実践を試みるべきであろう。 

ウ 2項関連 

1 項の請求義務が果たされなければ，裁判所は当該供述調書について，証拠調べ請

求の却下義務を負うこととなる。 

ここで忘れてはならないのは，仮に 2項却下されなくとも，それは「振り出し」に

戻っただけだということである。すなわち，それは任意性が肯定されたことを意味す

るのではなく，任意性との関係では，その意味合いは，あくまでもニュートラルなも

ので，単に 301 条の 2第 1項の要件論に決着がついただけである。そこから，通常ど

おりの任意性の争いが始まる。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
66 前掲注 64・川崎英明ほか編著 156頁［渕野貴生］。なお，「任意性の審理は厳格な証明の手続に則る運用が好ま

しい場合も多い」としつつ，「証拠調べの方式」について「適式な方法によるべきである」とするものとして，大谷

剛彦「自白の任意性」平野龍一・松尾浩也編『新実例刑事訴訟法［Ⅲ］』（1998 年，青林書院）136頁以下参照（任

意性立証につき，一般に実務は「厳格な証明の手続によっているとされる。」との点を改めて確認しておくべきであ

ろう。）。 
67 刑集 59巻 7号 753 頁。 
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(2) 実務運用状況 

① 運用の概要 

2019 年 6月 1日に 301条の 2が施行され，施行に向けて検察庁では 2019 年 4月 19日

付け依命通知が出され，また，警察でも 2019 年 4月 26日付け通達が出されている（こ

れに伴い，犯罪捜査規範が改正された68。）。以下では本報告書作成時現在における実

務運用の実情を概観した上で，着目すべき事例報告や裁判例を報告する。 

取調べ録音・録画の実施状況の統計は，検察庁，警察庁がそれぞれ公表しており，本

項は検察庁が2019年6月，警察庁は同年5月に各々公表した資料を基に記載する。また，

事例報告は主に日弁連取調べの可視化本部に寄せられた会員からの事例報告及び各地方

で実施された可視化実践経験交流会における事例報告に基づいて記載する。 

② 検察庁における運用 

ア ｢本格実施｣事件 

検察庁は本統計時，法律上の対象事件（裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事

件）に加え，知的障害者の事件及び精神障害者の事件の 4類型を「本格実施」と呼ん

で，取調べの録音・録画を実施していた。裁判員裁判対象事件については，2018 年度

（2018 年 4 月から 2019 年 3 月）での対象事件数（以下，全て身体拘束下のもの）2，

604 件のうち，「全過程」録音・録画は 2，561 件であり，身体拘束下の「全過程」実

施率は約 98.3％である。その余も，全過程実施率は 90％を超えている。 

ちなみに，検察庁の「本格実施」事件で，録音・録画を全くしない不実施の件数は，

2018 年度は上記 4 類型のうち，独自捜査事件及び知的障害者にかかる事件は 0 件で，

他の 2つの類型では各 1件である。 

イ ｢本格実施｣以外の一般事件 

検察庁では，上記「本格実施」事件以外の一般事件においても，取調べの録音・録

画を試行している。地方によっては，全て録画するという運用を行っている検察庁も

あるようである。 

2018 年度においては 9 万 7314 件中 8 万 4790 件が「全過程」であり，「全過程」率

は約 87.1％となる。 

以上のように，身体拘束下における検察官調べの相当数において，「全過程」の録

音・録画がされる運用になっており，検察では身体拘束下の「全過程」原則は確立さ

れつつあるといえるが，弁護人としては，さらに例外事由の排除をも含めて，「全事件

全過程」を求めていくべきである。 

ウ 被害者・参考人取調べ及び在宅事件 

被害者・参考人取調べについては，試行の対象にされてはいるが，2017 年度で被害

者・参考人併せて 3445 件，2018 年度は 2845 件であり，上昇傾向は見られない。この

点は特に積極的に可視化申入れの対象とすべきである。 

さらにまた，在宅取調べでは，特捜事件などで録音・録画（一部録音・録画）がさ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
68 犯罪捜査規範 182 条の 3 第 1 項は刑訴法 301 条の 2 第 4 項と同じ可視化義務を明記し，同第 2 項は，「被疑者が

精神に障害を有する場合」の可視化「努力」義務を定めた（なお，ここで言う「精神に障害を有する」とは，「知的

障害，発達障害，精神障害等，広く精神に障害を有する」場合を言う。－本文で述べた 2019 年 4月 26日付け通達参

照）。 
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れている件は相当数あると見られるが（在宅取調べの統計は公表されていない。），全

体で見るとまだ少数である。在宅事件の取調べについては，弁護人の立会い実現と併

せて，特に今後の弁護実践のターゲットとすべき部分である。 

③ 警察における運用 

ア 裁判員裁判対象事件 

警察においては，2018 年 4 月から 2019 年 3 月までの 1 年間で裁判員裁判対象事件

の 3266 件中 2860 件が身体拘束下「全過程」であった。身体拘束下「全過程」率は，

87.5％になっている。1件当たりの平均録音・録画時間は 25時間 42分とされており，

約 10年前頃の統計では平均 10数分が数年続いていたことに鑑みれば，飛躍的に増大

しているといえる。しかし，警察における取調べの録音・録画の実施が，今後検察と

同じレベルにまで到達するかは注視が必要であり，また更なる弁護実践が重要である。 

また，現在警察の取調べでは，例外事由として定める暴力団構成員の犯罪について

は，全て録音・録画を行わない運用がなされているとみられる（この点も弁護実践に

よって克服しなければならない。）。 

イ 法律上対象とされていない事件 

一方，法律上対象とされていない事件についての試行は，知的障害，精神障害，発

達障害などの対象者についてはある程度積極的に試行されているものとみられる（全

体で 4978 件中 3479 件が全過程であり，「全過程」率は 69.8％である。なお，2019年

4 月，犯罪捜査規範 182 条の 3 第 2 項によって，この従前の試行対象類型は努力義務

という形で規範化された）69。しかし，それ以外（一般事件）については，警察庁は

統計を公表していないけれども，ほとんどなされていないようである。 

さらに，在宅取調べにおいては，警察段階での録音・録画はほぼ全くされていない

様子であり（重大事件において任意同行後逮捕前の取調べが録音・録画されたケース

が存在するようであるが，まれなケースと見られる。），在宅取調べ段階は，弁護人の

立会いを求めることと併せて，弁護実践をより深めていかなければならない（一般事

件においても可視化なくして証拠採用されることなどあり得ないことを警察に対して

知らしめる必要がある。）。倦むことなく，可視化申入れを繰り返す姿勢が必要である。 

なお，参考人・被害者も，警察では，録音・録画ケースの報告は見当たらないが，

子どもに対する協同面接の場合は，録音・録画がなされていると見られる。 

④ 留意すべき可視化実践例及び裁判例 

以上のように，取調べの録音・録画の実施は拡大しており，それに伴い，可視化に関

する着目すべき弁護実践例や裁判例等も見られるようになっている。以下において，日

弁連に寄せられた報告や裁判例等を紹介する。基本的に紹介にとどめるが，いずれも実

際の事例であり，多様な検討課題があることを確認していただきたい。 

ア 捜査段階 

(ｱ) 捜査段階の注意点 

取調べに対する弁護活動としては，黙秘等の被疑者へのアドバイスのほか，可視

化や立会いの申入れ，苦情申立てなどが重要である｡まず何よりも留意すべきは，

「全件全過程」の録音・録画を行わせるべく，可視化申入れを行うことである。 
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(ｲ) 捜査段階の問題事例 

現在日弁連に寄せられている事例報告でも，対象事件ではない場合は，検察では

録音･録画されても，知的障害などのケースを除き，警察ではまず行われない運用

のようである。 

また，身体拘束後は全過程が録音・録画されていても，それ以前の録音・録画さ

れていない任意取調べにおいて，既に調書が作成されていた事例70も存在する。 

さらに，取調室入室前に捜査官から不当な働きかけがある事例も報告されており，

また一旦始めた録画を中止して，録画されていない状況で自白の強要が行われた事

例71も報告されている。 

(ｳ) 捜査段階で録音・録画を利用した事例 

一方，被疑者に有利な供述や，以前の不利益供述等をフォローする供述を，録音・

録画の下で行わせるなど，録音・録画を利用した弁護活動の実践例の報告もある。 

また，取調室から帰る際に捜査官から「黙秘したら悪いことしたって言っている

ようなもの」などと言われたので，翌日の録音・録画されている検察官取調べにお

いて「警察に黙秘は悪いことをした人がすることだと言われたので話します。」と

述べるなど，一連の警察での不当な対応を，録音・録画がされている検察官調べに

おいて，被疑者に述べさせたことによって，処分保留で釈放された少年事件の事例

もある。 

さらに，録音録画記録媒体は，勾留や保釈判断の資料にもなる。録音・録画され

ていることを理由の一つとして，保釈認容決定に対する検察官の準抗告が棄却され

た事例72や，裁判所が録音録画媒体も含めて検討し，勾留取消決定が認められた事

例73などがある。現状，捜査段階の弁護人は録音録画記録媒体の内容を確認できな

いが，被疑者との接見で的確なアドバイスを行いつつ，取調べの内容を十分確認し

た上で，利用することが可能である。 

イ 公判前整理手続・公判段階 

公判段階（本項では公判前整理手続段階を含む。）で，録音録画記録媒体の扱いが

問題となった事例は多い。 

(ｱ) 任意性判断 

録音録画記録媒体が任意性立証に利用される事例の報告は相当数存する。ただ裁

判所は，特に裁判員裁判では，法廷でＤＶＤ・ＢＲＤの再生を行うことを嫌う場合

があり，採否を留保した上で被告人質問等を行い，自白調書を当事者に撤回させ，

あるいは却下する（併せＤＶＤ・ＢＲＤも証拠としない。）というケースも多いよ

うである。 

また，再生する場合，裁判所や検察庁が編集して再生時間を短縮するよう要望す

ることがある。しかし，編集によって，一部録画同様の弊害が顕著に出ることもあ

るため，弁護人としては編集の是非は慎重に判断すべきである。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
70 第 5回可視化実践経験交流会事例報告 6。 
71 第 1回可視化実践経験交流会事例報告 1。 
72 大阪地裁決定平成 27年 10月 13日。 
73 大阪地裁決定平成 29年 11月 12日。 
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なお，いくつかの事例報告によれば，任意性立証であっても，捜査段階で被告人

が自白している姿が映し出されることで，裁判員の心証に影響があるのではないか

との感想を持った会員も少なくないようである74。 

また，公判前整理手続で裁判官だけで任意性を判断する場合に，同手続の立証は

自由な証明で足りるとして，検察官がＤＶＤ全てと，署名押印のない調書等も含め

て被告人供述に関する証拠を全て提出してくる事例があった75。 

(ｲ) 信用性判断 

信用性判断に関しての事例も相当数ある。録音録画記録媒体を再生した結果，信

用性が認められた事例がある一方で，録音録画記録媒体の内容を信用性を否定する

根拠とした事例の報告もある76。 

また，捜査段階で録音・録画ができたはずなのに，していないことを理由に挙げ，

信用性に関する弁護人（被告人）の主張を排斥できないとして，供述調書の信用性

を否定した裁判例77が見受けられる。全件・全過程実現のプロセスとして有意味な

判断といえよう。 

(ｳ) 実質証拠としての利用 

検察庁は，録音録画記録媒体を実質証拠として利用する方向で検討しており，採

用された事例78もあるが，録音録画記録媒体の実質証拠としての利用については平

成 28 年 8 月 10 日東京高裁判決がある79（第６章第３・２(2)において詳論する。）。

同判決の判断枠組みを採用する裁判例も少なくないものと思われるが，個別の事案

によっては（あるいは裁判体によっては）異なる判断がなされる可能性もある。い

ずれにしても，弁護人としては安易に実質証拠の利用に同意するべきではない（第

６章第３の 2併せ参照）。 

(ｴ) その他の利用方法 

以上の他に，録音録画記録媒体が利用された場面として，以下のような事例が報

告されている。 

ａ 被告人の能力の判断資料としての利用 

特に初期の取調べにおける会話内容や態度について，被告人の責任能力等の判

断資料として利用された事例の報告がある。 

信用性判断の資料とするだけではなく，検察側，弁護側双方の鑑定医が鑑定資

料として録音録画記録媒体を利用し，被告人の自白が作話である可能性が否定で

きず信用性を否定して無罪となった事例80や，精神安定剤の影響のため錯乱して

いた状態を示すために弁護人が取調べ時の録画・録音記録媒体を請求し，情状と

して考慮された事例81，取調べでも妄想があったことなどを示すために録音録画

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
74 第 3回可視化実践経験交流会事例報告 3など。 
75 前掲・注 65・第 6回可視化実践経験交流会事例報告 1。 
76 第 4回可視化実践経験交流会事例報告 8，第 5回可視化実践経験交流会事例報告 4など。 
77 京都地方裁判所判決平成 26年 9月 5日，東京高等裁判所判決平成 30年 8月 3日（今市事件控訴審判決）など。 
78 第 1回可視化実践経験交流会事例報告 3。 
79 判例時報 2329 号 598 頁。これに東京高裁判決平成 30年 8月 3日（判例時報 2389 号 3頁）が続いた。なお，実質

証拠としては，場面を限定の上，音声のみの再生を相当とした東京地裁決定令和元年 7月 4日がある。 
80 宮崎県における可視化実践経験交流会事例報告 3。 
81 第 4回可視化実践経験交流会事例報告 4。 
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記録媒体を請求して再生され，判決では言及はされないものの，心神喪失が認め

られて無罪となった事例82，録音録画記録媒体における被告人の様子が，ある薬

物の離脱症候群が発症していたことと十分整合する旨の医師の意見を得て，あえ

て検察官の録音録画記録媒体による任意性立証に同意したところ，供述調書の任

意性が認められなかった事例83などが報告されている。 

ｂ 証人尋問における弾劾資料として利用 

録音録画記録媒体から判明する供述内容を，尋問における弾劾に利用する事例

も報告されており，例えば警察官の，被告人が「本気で刺した。」と供述をした

との証言に対し，取調べで被告人が相容れないような供述をする場面を上映した

事例84などがある。 

また逆に，検察官が，共犯者の公判廷での相反供述に対し，録音録画媒体を請

求し，裁判所において弾劾証拠として採用された事例85もある。 

ｃ 通訳の適否判断への利用 

録音録画記録媒体が，通訳（手話通訳等も含む。）の適正を判断する資料とし

て利用されることもあり，例えば中国の地方出身の被告人に対する警察における

取調べの際，通訳人に誤訳や訳漏れが多数存したことについて，録音録画記録媒

体を基に鑑定した事例86がある。 

ｄ 司法面接的取調べ 

また近年，特に被害者が若年であったような場合に，捜査機関の参考人（被害

者）取調べが司法面接（的手法）を意識したような形で行われることがあり，そ

のような被害者取調べの録音録画記録媒体を検討すべき事例も報告されている87。

これについて，より詳しく述べれば，次のとおりである。 

すなわち，2015 年，厚生労働省，警察庁及び最高検察庁が，子どもの心理的負

担の一層の軽減及び子どもから聞き取る話の内容の信用性確保のため，児童相談

所，警察及び検察が連携を強化し，個別事例に応じて，3 機関を代表した者 1 名

による面接（以下「協同面接」という。）の実施を含め，調査や捜査の段階で，

可能な限り，子どもから同じ内容の話を繰り返し聴取しないなど，子どもの特性

を踏まえた面接・聴取方法等を 3機関で協議・実施する（協同面接・代表者面接）

という趣旨の通知を発出した。これにより，現在，主に児童相談所に保護された

子どもから被害内容を聴取するに際しては，協同面接が実施されている。この場

合，録音・録画されるのが通例である（将来の証拠利用－刑訴法 321 条 1項 2号

－を意識して，検察官による聴取がなされることが多いとも言われている。）。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
82 第 5回可視化実践経験交流会事例報告 4。 
83 第 5回可視化実践経験交流会事例報告 6。 
84 第 1回可視化実践経験交流会事例報告 5。 
85 第 1回可視化実践経験交流会事例報告 4。 
86 第 2回可視化実践経験交流会事例報告 8。 
87 第 5回可視化実践経験交流会事例報告 3，事例集約 2014-11-437 など。なお，この関係では，高松地判平成 31年

4月 17日参照（「そもそも，年少者を被害者とする事案の聴取に当たり司法面接的な手法を用いる趣旨の 1つとし

ては，・・・その聴取は，初期に，かつ原則として 1回で行うべきものと解される。」との判示がある。もっとも，

判決自体は，被害者－の捜査段階の2回目の－供述の信用性それ自体について具体的に判断しており，この判示自体

は傍論の感もある。）。 
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協同面接においては，フォレンジックインタビュー（司法面接）という，子ど

もから話を聴く際に子どもの負担を軽減しかつ正確な情報を収集する手法が使

用される（こういう方法を用いようとされる。）ことが通常ではある。しかし，

現になされている協同面接が「司法面接」と呼ぶに値するかどうか自体も議論は

あり，実際，実施については，地域性や担当者によって異なる部分もあって，統

一的な指針がないことなど課題が残っている。 

それが証拠として用いられようとする場合，弁護人において，どのような対応

をすべきかは今後の大きな課題となり得る。もとより，その中身によるわけであ

るが，「司法面接」についての的確な認識をもって，対処する必要がある。 

(3) 全件・全過程への道筋と実践 

① 被疑者段階（捜査過程） 

ア 基本的姿勢 

捜査弁護において被疑者に供述するに任せるという捜査弁護の時代は終わった。捜

査弁護においては「黙秘権を行使しなさい。」とのアドバイスをすることが原則である。

捜査段階において供述に至るのは，供述する必要やメリットがあるか，かつ，供述す

ることが許容できる事情（例えば被疑者の供述能力）が認められるかという論理的思

考に基づく例外的判断であることは，もはや多言を要しない。 

このような黙秘原則の弁護実践は，被疑者が，いつ，どこまで供述するのかという

被疑者の供述の自由（情報コントロール権）の確保と裏腹のものである。捜査機関が

違法・不当な取調べをなし，これにより供述の自由が侵害されたときは，弁護人は，

捜査段階において取調べの違法性・不当性を主張し，そのような状態を招いている，

身体拘束それ自体からの解放を目指し，あるいは公判廷において供述の任意性・信用

性を争うこととなる。 

それは，以下のとおり，取調べの可視化を全件・全過程に拡大することにつながる。 

捜査機関，特に取調べの中心を担う警察は，取調べにおいて被疑者が黙秘しようが

任意に供述しようが，取調べを可視化せず，ブラックボックスにしておきたいという

のがその根本的な発想としてなお根強いと思われる。そのため，取調べの可視化を全

件・全過程へと拡大するためには，捜査機関をして取調べの可視化をしなければなら

ないと思わせることが必要である。そのためには，取調べの可視化をしていなかった

がために，捜査機関が不利益な結果を被るという事態を生じさせるのが効果的であろ

う。 

捜査機関にとって不利益な結果とは，公判段階であれば，被疑者の警察官・検察官

調書の任意性・信用性が否定されること，そして，その理由として判決書において取

調べの可視化がなされていなかったことが摘示されることであろう。捜査段階であれ

ば，被疑者の供述の自由の侵害の危険を理由に被疑者の勾留が却下される，被疑者の

供述の自由の侵害を理由に，準抗告で被疑者が釈放される，被疑者の勾留が取り消さ

れるということが考えられる。 

捜査機関にとってこれら不利益な結果が招来されるのは，被疑者の違法・不当な取

調べがなされたとの主張に対し，捜査機関が取調べの録音録画記録媒体なくして有効

な反証をなし得ないからであり，これは，捜査機関に対して，その取調べを可視化し
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ようとする動機付けとなる。こうして取調べの可視化は，全件・全過程へと拡大して

いくこととなろう。 

イ 現段階における弁護実践の内容 

より詳しく，全件・全過程，ひいては取調べへの立会いの実現へと導くための弁護

実践を考えてみよう。 

(ｱ) 黙秘原則について 

捜査機関は自らの描いたストーリーに沿う形で，被疑者の調書を作成しようとす

る。しかし，被疑者がこれを拒む場合，捜査機関は被疑者に対し違法・不当な取調

べに至る可能性がある。被疑者調書の作成を拒否する態様は，1 つは，供述はする

も調書への署名・指印を拒否する場合であり，もう 1つは，黙秘権を行使する場合

である。いずれの態様を採っている場合に，裁判所により違法・不当な取調べとし

て認められやすいかは一概には言えないであろう。しかし，録音録画記録媒体の実

質証拠化の可能性を念頭にした場合，勘違いの供述や供述における誤解を招くよう

な表現の誤りのリスクを考えれば，被疑者の対応としては黙秘権を行使する方がよ

り安全であろう。 

このような黙秘権行使を原則とする捜査弁護の基本は，黙秘権の行使を諦めさせ

ようとする，捜査機関の違法・不当な取調べ（捜査機関はこれを「説得」と評する。）

とのせめぎあいを招来する。黙秘権行使を貫徹できれば公判段階で任意性・信用性

が争われることはない。しかし，黙秘権行使を貫徹できずに，不本意な供述をなし

調書を作成してしまった場合には，弁護人は公判段階で積極的に任意性・信用性を

争うべきである。のみならず，捜査段階においても身体拘束からの解放を目指して

争うべきである。その中で，その取調べが録音・録画されていない限りは，いかに

捜査機関が取調べ態様の適法性を主張しようとも，裁判所には身体拘束の正当性を

認めてもらえないという判断結果を獲得していくべきである。このプロセスを通じ，

取調べの録音・録画は全件・全過程へと拡大していくこととなろう。 

(ｲ) 可視化・立会いの請求 

そうすると，捜査弁護において取調べの録音・録画の拡大を意識してなすべきこ

とは，次のことである。まず，可視化を申し入れること，次に，捜査段階において

黙秘権行使を原則とすること，さらに，供述の自由が侵害された場合には，その侵

害態様等を証拠化して残しておくこと，最後に，供述の自由が侵害された事案にお

いては，取調べの違法性・不当性を積極的に争うことである。 

捜査段階では任意の取調べが先行した後に逮捕・勾留に至る場合もあれば，当初

から逮捕・勾留される場合もある。 

いずれの場合であっても，取調べの録音・録画を申し入れるとともに，取調べへ

の立会いを申し入れるべきである88。 

その上で違法・不当な取調べがなされた場合には，抗議するとともに，自白獲得

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
88 取調べへの弁護人の立会いを申し入れることも，取調べの録音・録画の拡大にとって有益である。立会いを申し

入れ，これを拒否されたのであれば，少なくとも録音・録画ぐらいは事後検証を可能とするためにしておきなさいと

取調官に申し入れるのである。在宅の取調べが，警察署ないし検察庁でなされる際には，特に有益となる可能性があ

る。 
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目的での身体拘束が違法であることを理由として，身体拘束からの解放のための手

段を尽くすべきである。 

(ｳ) 弁護人の判断について 

違法・不当な取調べかどうかを適切に評価し得るのは，被疑者本人ではなく，弁

護人である。被疑者に対し，暴行・脅迫がある場合にはその判断は容易であろうが，

それ以外にも違法・不当な取調べというものはある。弁護人は，これらの違法・不

当な取調べをも念頭に，接見の中で，取調べ状況を聴取しなければならない。 

その際に参考となるのは，公判廷における尋問のルールである。尋問ルールとし

ては，原則として誘導尋問89（理詰めの尋問を含む。）や重複尋問は禁止されている。

これらが被疑者取調べでなされているかには十分注意しなければならない。これら

の尋問は，被疑者供述を，捜査機関の描くストーリーに押し込むために使われるこ

とが多いからである。他人の供述内容を明らかにして，それがあたかも真実かのよ

うな前提で取り調べることもまた，誤導尋問として禁止される。尋問ルールとは別

の違法・不当な尋問とは長時間の取調べ90である。 

(ｴ) 弁護人のアドバイスなど 

弁護人としては，これらの尋問・取調べで被疑者が惑わされないように，やはり

黙秘原則を被疑者自身に理解してもらわなければならない｡黙秘を解除して被疑者

が任意に供述する場合にはなおさら不当な発問に応じることのないよう十分に注

意を払ってもらわなければならない。この点，弁護人から被疑者への十分な説明と

被疑者の納得が必要である。取調べに向けてのシミュレーションをすることも重要

である。 

もっとも，被疑者に知的障害がある等被疑者がいわゆる供述弱者である場合が典

型であるが，被疑者自身ではこれらの危険に対応できない場合も多い。この場合は，

法的専門家である弁護人がそのリスクへの対応を補完すべきである。そのためには，

単に事後的な検証を旨とする取調べの可視化だけでなく，不当な取調べに即応でき

るよう，取調べへの弁護人の立会いを求めることが必要不可欠となってくる。 

暴行・脅迫のような典型的な違法取調べがなされた場合はもちろんのこと，誘導

尋問や重複尋問や誤導尋問等により捜査機関が一定の供述を被疑者から獲得しよ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
89 敵対的な証人に対する誘導尋問は公判廷では許されている。しかし，だからといって，取調べにおいて捜査官に

対し被疑者・参考人が敵対的であることを前提に，誘導尋問が許されると考えるべきではないし，実際，考えられな

い。公判廷で，敵対的な証人に対する誘導尋問が許されるのは，一定の条件が備わっているからこそである。すなわ

ち，他の証拠が開示されており，敵対的か否かが他の証拠上，客観的に判断し得るとともに，誤導尋問に対しては異

議を述べることが可能な状況が確保されている。現在の日本の法制度のもとでは，取調べの段階において，これらの

前提条件はおよそ確保されていない。誤判防止の観点からすれば，被疑者取調べの役割は，被疑者の頭の中にある事

実についての記憶を，できる限り，そのまま抽出することにあると考えなければならない。被疑者供述の弾劾は，取

調べの場でなすべきことではなく，公判廷でなされるべきことであろう（かつて，イギリスの裁判官準則が，拘禁中

の被疑者に対する反対尋問を原則として禁止していたことも参考にされてよい。－多田辰也『被疑者取調べとその適

正化』－成文堂，1999 年－323 頁参照）。 
90 どの程度の時間で違法・不当な長時間の取調べになるかを現時点で客観的に指摘するのは難しい。被疑者が供述

をしているのか，それとも，黙秘権を行使しているのかによっても異なるであろう（本章でしばしば述べているよう

に，黙秘権行使に取調べ中止効を認めるかどうか，認めるとして即時かどうかなどは，大きな論点である。）。しか

し，防御を強制されている状況からして，人間が集中時間を保てる程度の時間を超えて取調べをなすことは少なくと

も不当な取調べになろう。休憩の実質も問題であろう。取調官が横にいるのでは休憩にはならない。いずれにせよ，

的確な司法判断が求められる領域である。 
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うとしていることが明らかな場合，長時間の取調べにより被疑者を疲弊させて被疑

者から供述を獲得しようとする場合には，身体拘束が自白ないし不利益供述の不当

な獲得のために利用されていることを理由として，準抗告や勾留取消しの申立てを

積極的に行っていくべきである。他方，弁護人は被疑者に対し，取調べを拒否する

旨のアドバイスをしてもよい91。 

(ｵ) 裁判官の理解に向けて 

そもそも裁判官は，取調べの中でのこれらの尋問の危険性や長時間の取調べによ

る被疑者の精神的疲弊に無頓着なことが多く，これらの尋問や長時間の取調べを弁

護人が危険だと考えていることを裁判官に知ってもらうだけでも意味があるから，

これを明示する弁護実践が必要である。近時，令状実務の中では，少年事件である

が，被疑者が黙秘を継続していることを理由として，これ以上，身体拘束を継続す

る理由はないと判断した事例も出てきている。従前の考えのままであれば生じにく

い判断といえる。このような判断が出てきたのは，黙秘権行使の実践と供述の任意

性こそが大事であるとする我々の考え方が，令状裁判官に（徐々にであれ）認識さ

れてきたことの現れでもある。 

そうすると，上記取調べの中での尋問の危険性についても，令状裁判官に理解し

てもらうためには，度重なる不服申立てが必要となろう。その不服申立ての中では，

取調べの録音録画記録媒体を令状裁判官に視聴してもらうという申入れも必要と

なろう。保釈についての事案などで，取調べの録音録画記録媒体を裁判官に視聴し

てもらった事例の報告もある。 

このようにして，取調べが適正になされているか否かを立証する責任が捜査機関

側にあることを裁判官に意識させることにより，取調べの録音・録画がなされてい

なければもはや違法・不当な取調べがあったことを前提に，身体拘束についての不

服申立てを判断してもらうという状況を作っていかなければならない。それは，公

判における被告人供述の任意性・信用性についての争いとともに，車の両輪として，

取調べの録音・録画の拡大に寄与していくこととなろう。 

ウ 小括（到達点に向けて） 

3年後見直しに向けて上記弁護実践を続ければ，可視化の中で（中でも），違法・不

当な取調べが明らかな事例が必ず出てくる92。これらの事例を弁護士間で研修や報告

会を通して共有し，可視化がなされていないところではどのような違法・不当な取調

べがなされるか，そして，可視化がなされていても違法・不当な取調べが必ず払拭さ

れるというものでもないという実態をも，弁護人が身をもって感じることが必要であ

る。そして，この実感を，不服申立てを通して裁判官にも認識してもらう必要がある。 

違法・不当な取調べに対する鋭敏な感覚を弁護人が共有すれば，取調べの可視化の

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
91 逮捕・勾留された被疑者には取調べ受忍義務があるというのが実務運用とされ，その旨の裁判例もある。しかし，

仮に取調べ受忍義務があるといっても，いかなる態様の取調べであっても受忍する義務があるわけではない。もとよ

り違法・不当な取調べを受忍する義務などあり得ようはずもない。 
92 人間の慣れとは恐ろしいものであり，比較的多くの取調べが録音・録画されている検察官の取調べの中には，平

気で違法・不当な取調べを行っている事例も散見される（供述証拠の繊細さを知らないものであり，非常に大きな問

題をはらんでいる。）。弁護人が録音・録画記録媒体を検証しないであろうとたかをくくっているのであろうか，共

犯者の取調べにおいて，共犯者が虚偽供述の動機を明確に供述しているにもかかわらず，これを調書に載せていない

警察官の取調べの事例もある。弁護人による不断のチェックが必要である。 
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全件・全過程の実施を目指しての弁護活動をすることになる。のみならず，取調べへ

の立会い要求をも弁護人はその当然の職務として実践していくことになろう。この弁

護実践を受けて，裁判官もまた，取調べの可視化の全件・全過程の実施を前提とした

判断をなすようになろうし，取調べへの弁護人立会いについても理解を示していくこ

とになろう。 

そして，最終的には，捜査機関の取調べは，仮に立法によらないとしても，まずは

裁判実務の下で，より適正化するとともに，黙秘権の実効的な確保も可能となるはず

である。その過程で，取調べ時間も減少し，取調べへの弁護人立会いも可能となる筋

合いであり，他方，これを捜査機関も受け入れざるを得ない状況が作出されていくこ

とになるはずである。もとより，そのような過程の下，立法により，取調べの適正化

を規律すべきである。 

② 公判を踏まえての論点(全件・全過程への課題として) 

ア 被疑者・被告人について 

全件・全過程を志向するとき，取調べの可視化に関して最も深刻に議論がなされて

いるのは，可視化記録媒体が公判廷において，どのように利用されるのかという問題

である。取調べの可視化は，公判との関係では，取調べ状況が争いとなった場合に，

客観的に取調べの様子を確認できる点に本質的な意義がある。 

一方，カメラが専ら被疑者に向けられた映像（サスペクト・フォーカス）を見た者

は，自白の任意性を強く認める傾向にある（カメラパースペクティブ・バイアスが存

在する。）との心理学上の知見も指摘されており，現在の撮影方式は，心理学的に判断

者に対して予断偏見を抱かせるものであると批判されている。映像の持つ強烈なイン

パクトから，直観的に感覚的判断がなされてしまうのではないかとの問題点も指摘さ

れている。 

これらの論点についての論述は，基本的に第６章第３・２に譲るが，上記のような

弊害論に対して，まず確認すべきは，そのような懸念があったとしても，可視化が全

くなされていない刑事司法と，全事件の可視化（「全過程」の録音・録画）が実現して

いる刑事司法とでは，後者の方が公正かつ透明性の高い刑刑事司法であることは明ら

かだということである。カメラパースペクティブ・バイアスや映像のインパクトによ

る影響を排除する方策を検討すべきは当然であるが，これらの懸念があるからといっ

て，従来の密室取調べを続けるべきであるということには到底なりようがない。 

その自明のことを踏まえ，全件・全過程を目指して実践すべきである。 

イ 参考人について 

被害者・参考人取調べについては，録音・録画の試行の対象にはされているものの，

数が多いとは言えない(前記２(2）②ウ参照)。公判との関係で，どのような意味を持

つかの議論も，まだ始まったばかりと言える。 

前述したとおり，協同面接では，子どもから被害内容について聴取する際に録音録

画されることが通常である。子どもが児童相談所に関与していない場合や，目撃者で

ある場合にも，協同面接と同様の配慮が必要である。そうである以上，子どもが捜査

機関から話を聴かれる場合には，同様に可視化の上で子どもに負担がなく正確な情報

を収集できる手法での聴取が行われるべきと考えられる。 
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米国では更に，知的障がい者など捜査機関に迎合することが予測される類型の証人

や被害者に対しても，協同面接の基礎となっているフォレンジックインタビュー（司

法面接）による聴取が行われている。 

その事情聴取・供述録取の在り方とこれをどのような資料・証拠と位置付けるのか

は今後の大きな検討課題たり得るであろう。ただ，これもまた，より透明化された過

程が必須であり，全て記録化されるべきなのであるから，そのことを意識しつつ，積

極的に参考人取調べも可視化させる弁護実践を展開すべきである。 

 

３ 「取調べ観」の転換 

取調べの可視化が全件・全過程へと拡大していくことは，取調べ全体の適正化を導く。同時

に供述録取書の任意性・信用性に関する審理を合理化する。 

それらのみならず，日本の刑事司法に甚大な影響を及ぼしてきた「取調べ」に対する考え方，

すなわち「取調べ観」そのものを転換する契機になるものと思われる。 

(1) 従前の｢取調べ観｣ 

取調べは，被疑者を中心とする関係者の供述によって事案の具体的な内容を明らかにす

るためになされるが，今日の刑事訴訟法の理念からすれば，公判の準備としてなされるも

ののはずである。もとより，「供述」が事案解明の資料足り得る以上，取調べ自体がその

必要性を失うとは考え難いが，その本来の目的・機能には自ずと一定の限界がある。「供

述」というものは，それ自体，非常に丁寧に扱うべきものであることも今や共通の認識と

なってきているはずである。 

しかし，日本における被疑者取調べは，事案の内容の明確化というにとどまらず，被疑

者自身にその具体的事実について有罪であることを承認させ，その経緯・顛末を詳しく「語

らせ」た上で，反省悔悟の情を表明させて，それを供述調書という成果物にまとめ上げる

ものとされてきた。このような在り方は，我が国においては，少なくとも 18世紀半ば以降

の刑事手続から認められているものである。すなわち，「調書裁判」は江戸時代の「口書」

の伝統を引き継ぐものであり，上記のごとき日本型の取調べは少なくも，250 年以上続い

てきた在り方であると考えられる93。 

すなわち，公判に向け，その準備のため一定の情報や証拠を収集するという役割を超え，

実体的真実の解明と称して，公判手続において行われるべき有罪の事実認定をまずもって

先取りし，その上で，被疑者を反省悔悟させ，その更生をも目的に含めたものとして，取

調べが存在し，取調官の事実認定に基づいた供述録取書が作成されてきたのであった。 

このような「取調べ観」が実務上，いわば通説化し，我が刑事司法実務を運営し機能さ

せる上で，最も有効で必要不可欠な考え方とされてきた。この「取調べ観」こそがいわゆ

る「調書裁判」の中核に位置し，また，いわゆる「精密司法」を生成させてきたと言える。 

このような「取調べ」を完遂するためには，犯罪事実を詳細に聴き出し，かつ，被疑者

の経歴・犯罪歴・生活状況・友人関係等を含む広範な事項を聴き取るため，長大な取調べ

を必要とする。それを許容する（むしろ推奨する。）のが従来の「取調べ観」である。ま

た，被疑者が反省悔悟に至るには，その前提として自白（ないしは不利益事実の承認）が

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
93 平松義郎『近世刑事訴訟法の研究』(1960 年，創文社)689 頁以下（とりわけ「吟味詰り之口書」に関して，762頁

以下）参照。 
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なければならない。そのため，客観的な証拠や被疑者以外の関係者の供述から十分に有罪

が立証できると見られる場合であっても，被疑者に対して強く自白を求めることが不可欠

とされてきた。 

ここから，多少無理をしてでも被疑者に自白をさせ，被疑者を反省に導くことが終局的

な正義にかなうとの観念が生じ，その信念の下では，被疑者に対して暴行・脅迫・利益誘

導等の違法な手段を駆使してでも自白を強要するということになりかねなかった。現に，

虚偽自白・虚偽供述によるえん罪事件が多く発生してきたのも，遡れば，上記のような「取

調べ観」に規定されたものであることは明らかと言える。 

(2) 司法制度改革審議会意見書の「取調べ観」 

21 世紀を迎えてもなお，上記のごとき「取調べ観」は乗り超えられてはいなかった。2001

年 6月の「司法制度改革審議会意見書」の「取調べ観」は次のとおりのものであった。 

すなわち，同意見書は，「被疑者の取調べは，それが適正に行われる限りは，真実の発

見に寄与するとともに，実際に罪を犯した被疑者が真に自己の犯行を悔いて自白する場合

には，その改善更生に役立つものである」としたのである。更に同意見書は，「他方にお

いて被疑者の自白を過度に重視するあまり，その取調べが適正さを欠く事例が実際に存在

することも否定できない。我が国の刑事司法が適正手続の保障の下での事案の真相解明を

使命とする以上，被疑者の取調べが適正を欠くことがあってはならず，それを防止するた

めの方策は当然必要となる。」としたのではあるが，にもかかわらず，結局，同審議会と

しては，取調べ状況記録書面制度の創設を提言するにとどまったのであった。 

同意見書は，「・・・取調べ状況の録音，録画や弁護人の取調べへの立会いが必要だと

する意見もあるが，刑事手続全体における被疑者の取調べの機能，役割との関係で慎重な

配慮が必要であること等の理由から，現段階でそのような方策の導入の是非について結論

を得るのは困難であり，将来的な検討課題ととらえるべきである」などとした。弁護人立

会いのみならず，取調べの可視化をも正に「先送り」してしまったのである。 

ここから取調べの可視化時代に至るまでには，なお 10数年の時間を要することになった。 

(3) 取調べの可視化が「取調べ観」に与える影響 

かくて，ようやく実現した取調べの可視化は，従来からの「取調べ観」を変革する契機

となり得る94。 

すなわち，取調べの可視化により，暴行・脅迫・利益誘導等による典型的な違法取調べ

は激減する（現にそうなっていることは多くの刑事弁護人が認識しているし，黙秘権行使

も実効化しつつあるとされる95。）。現実問題として，可視化されている取調べにおいて

は，違法・不当取調べを行うことはできない。さらに，黙秘を続ける被疑者に対し，「説

得」と称して長時間にわたって供述を求めたり，被疑事実を否認する被疑者に対しても「反

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
94 小坂井久・中西祐一「可視化法の法理と『取調べ観』の転換（主に弁護人立会について）（下）」判時 2397 号 122

頁以下参照。 
95 可視化の浸透によって従来とは違い（坂根真也「取調べの可視化が弁護活動にもたらすもの」法学セミナー2017

年 7月号 25頁は「非人道的な取調べ」が「無くなりつつある」とし，「録画以前を知る者にとっては，ここまで劇

的に変わるものかと思うほどである」とする），格段に黙秘権行使が実効化しているというのは多くの刑事弁護人の

実感とされ（前田裕司「取調べの可視化がもたらした『供述の自由』の確保－取調べの可視化の下での弁護実践報告」

季刊刑事弁護 92号（2017）88頁参照），この「黙秘が増えている」という実感は捜査官も述べているところである

（清野憲一「裁判員裁判が警察捜査に与える影響について－取調べ及び供述調書作成の在り方を中心として－」警察

学論集 69巻 12号（2016）など）。 
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省悔悟」を求めたりするような不合理な取調べを行うことも，可視化の下では，困難にな

る。 

例えば，いわゆる今市事件控訴審判決（東京高判平成 30年 8月 3日）は，次のとおり判

示した96。すなわち，取調べの録音録画記録に基づいて，検察官が黙秘権行使を表明した

被疑者に対して「弁護人に言われたからとか，そういうことじゃなくて，被告人がどうな

んだってことだ，この間ちゃんと話すと約束したのだから，話すべきだろうなどと述べ，

30分間以上にわたり取調べを続け，被害者や遺族よりも自己の利益しか考えていないとし

て被告人に対する人格的非難を加えるなどして，『どうしても供述できない』旨を述べる

被告人に対して執拗に供述を迫った。」との事実を認定し，別件商標法違反事件の起訴後

勾留中の被疑者に対して行った取調べにつき，「任意捜査として社会通念上相当と認めら

れる限度を超えているもので，・・・違法である。」と断じた。 

もちろん，上記のような取調べについては，その評価が分かれる余地はある。しかし，

上記検察官による取調べについては，可視化がなされていたからこそ，詳細に取調べ状況

を認定することができ，認定した取調べ状況に基づいて，違法な取調べが行われていたと

の判断がなされたこと自体は疑えない。このような判断が積み重ねられれば，あからさま

な暴行・脅迫・利益誘導等のみならず，長時間にわたる「説得」や人格非難等，嫌がらせ

としての発問を行うような不当な取調べも，さらには，意識的か否かを問わず，誤導はも

とより，誘導質問を多用することなども徐々に困難になっていくものと思われる。 

その結果，被疑者の黙秘権を始めとする防御権は，従前よりもより手厚く保障されるこ

ととなり，供述を拒む被疑者に対して執拗に「説得」を続ける取調べも減少する。いわん

や，被疑事実を否認している被疑者に反省を求めたりするといった不合理な取調べは消失

するはずである。 

取調べの可視化の広がりに伴い，取調べは，被疑者に「告解」を求め「反省悔悟」に至

らせるものから，適正かつ公正なルールの下で一定限度での情報及び証拠を収集するため

の手続に変わっていくことが期待できるのである。 

そのためにも，全件・全過程に向けて弁護実践を充実させなければならないが，さらに，

上記土壌が形成される中で，そこから取調べへの弁護人立会いという課題が必然的に浮か

び上がってくる。すなわち，取調べの可視化は上述のごとき機能を果たすが，それはリア

ルタイムで機能するとは限らず，なお不当な取調べを完全に払拭するといえるわけではな

い。同時に，被疑者自身の主体性確保のために可視化だけで十分ではないこともまた，明

らかである。弁護人の取調べの立会いが必要である。これについては，項を改めて論じる

こととする。 

 

第４ 取調べへの弁護人立会いとその実効化のために 
 

１ 取調べへの弁護人立会い 

(1) これまでの議論状況～現行刑事訴訟法から 2016 年法改正まで 

取調べへの弁護人立会いについては，これまで幾度となく議論され，実現に向けた努力

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
96 前掲・注 79・判例時報 2389 号 3頁。同判決については厳しい批判があるが（例えば，門野博「今市事件控訴審判

決へのいくつかの疑問」判時 2389 号 118 頁，福崎伸一郎「今市事件控訴審判決－自白をもって自白を補強すること

について」判時 2400 号 124 頁など)，ここでは，取調べ状況についての判断を採り上げている。 
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もなされてきた。1990 年代半ばには「ミランダの会」が設立され97，日弁連も「刑事司法

改革に向けてのアクション・プログラム」において，弁護人立会いを実践的課題の一つと

して指摘した98。 

しかし，必ずしもその歴史的経緯についての認識は共有化されていないようにも思われ

るため，ここではごく簡潔に戦後の現行刑訴法（1949 年施行の刑訴法）から可視化法（2016

年法）施行に至るまでの立会いに関する議論をまとめておきたい99。 

① 憲法制定過程 

憲法制定過程においては，1946 年 1 月 11 日付け連合国最高司令官総司令部民政局行

政部「幕僚長に対する覚え書き〔案件〕指摘グループによる憲法改正草案に対する所見」

が弁護人立会権に触れている。その内容は，いわゆる自白法則について「No confession 

shall be valid unless made in the presence of counsel for the accused…（いかな

る自白も，その被告人の弁護人の面前でなされたものでない限り，効力がない…）」と

いうものにしようという案であった。立会いなき供述調書の証拠能力を完全に否定する

この規定ぶりは，極めて強力なものであったが，残念ながら，この案はＧＨＱ草案の中

には書き込まれなかった。 

なお，現行刑訴法制定時の国会審議においても，弁護人立会権について，議論自体は

なされている。しかし，「捜査の敏活に差し支え，黙秘権と接見交通権の保障で補い得

る」として，採用されなかった100。 

② 現行刑事訴訟法(1949 年施行法) 

ア 1970 年代 

1970 年代に，井戸田侃が，憲法を援用することなく，訴訟的捜査構造論に立脚し，

刑訴法上立会権が認められるとする見解を打ち出した101。また，日弁連も法改正によ

る弁護人立会権の導入を提言したが102，現実の変革への動きは得られなかった。 

イ 1980 年代 

1980 年代になると，憲法に根拠を求め，立会権を憲法上の権利として認めようとす

る見解が複数現れる103。 

しかし，その一方で，刑訴法の法解釈の問題として，弁護人立会権が権利か否かを

正面から論じ，これを否定する見解（石井一正説）も現れた104。 

また，この時代には，死刑再審 4事件の再審開始決定がありつつも，いまだ捜査弁

護の体制すら確立しておらず，実際問題として，立会権の確立に向けて現実に動き出

すこと自体について，まだなお長い道のりが必要となったと評する以外ない。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
97 ミランダの会編著『ミランダの会と弁護活動』（現代人文社，1997 年）。 
98 自由と正義 1996 年 7月号 170 頁。 
99 以下の記述は，基本的に近畿弁護士会連合会『第 30回近畿弁護士会連合会人権擁護大会シンポジウム第2分科会 

取調室の扉を開こう！～取調べの可視化から弁護人立会いへ～報告書』（2018 年）1頁以下を参照した。 
100 1948 年 6月 21日の衆議院司法委員会（前掲・注 89多田辰也『被疑者取調べとその適正化』332頁）。 
101 井戸田侃「取調べの法的規制」熊谷弘ほか編『捜査法体系Ⅰ』（日本評論社，1972 年）248 頁以下。 
102 日弁連『捜査と人権』（日本評論社，1975 年）52頁。 
103 どの条項に根拠を求めるかによって，数説に分かれるが，弁護人の援助を受ける権利（34条）を根拠とするもの

や自己負罪拒否特権（38条 1項）を根拠とするもの，37条 3項を根拠するものなどがある。 
104 石井一正「自白の証拠能力」大阪刑事実務研究会編『刑事公判の諸問題』（判例タイムス社，1989 年）405 頁以

下。 
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ウ 1990 年代 

1990 年代になると，当番弁護士制度が創設され，捜査弁護という領域が広範化し確

立されるようになる。このような中で，上記石井説を批判する見解も現れた105。また，

学説上の通説であった取調べ受忍義務否定説の立場からの論理的帰結を明確に示すこ

とによって，当然に弁護人立会いを認め得るとする見解も現れた106。 

さらに，弁護実践の場においても，冒頭で触れたミランダの会の活動が（当局側か

らの強い批判を浴びながらも）熱心に展開され107，日弁連による「刑事司法改革に向

けてのアクション・プログラム」で弁護人立会いが実践的な課題として挙げられるな

ど108，弁護人立会い確立に向けての動きが生じた時代であった。 

他方で，より現実的かつ価値中立的な課題としての取調べの可視化が，その実現に

向けた運動としても開始され，弁護実践の広がりを見せていくことになる。20世紀か

ら 21世紀にかけて，捜査ないし捜査弁護そのものの改革の必要性が議論され，実践さ

れるようになったと思われる。 

③ 2004 年法・2016 年法 

ア 2000 年代 

司法制度改革審議会を経て(本章第３・３(2)参照)，2000年代に入ると，2004 年に

公判前整理手続が導入され，2009 年には裁判員制度が始まるなど，（様々な意見はあ

るとはいえ），刑事司法が画期的な転換を迎えることとなる。裁判所の実務運用も，徐々

に捜査段階の供述調書からの脱却を図る傾向が見られ，身体拘束問題についてもよう

やくいくらかの前進が見られてくるようになる。これまで決して動くことのなかった

刑事司法にようやく動きが現われ始めるのである。 

そして，宇和島事件（2000年）109，氷見事件（2007年）110，志布志事件（2007年）111，

足利事件（2010 年）112というえん罪事件が明らかとなる。さらに，大きな転換を画し

たのが厚労省元局長事件，いわゆる村木事件（2010 年）である113。ここから大阪地検

特捜部による証拠改ざん事件が明るみとなった。 

これらの事件と弁護実践の広がり（更には政治的な動向）もあり，可視化実現に向

けた議論は大きくなっていった。広い意味での捜査改革の流れの中で，立会い実現に

向けた議論の素地が出来上がっていった時期とも評価できよう。 

イ 検察の在り方検討会議及び法制審議会・新時代の刑事司法制度特別部会 

2010 年 10 月から始まった「検察の在り方検討会議」においては，村木厚子氏のい

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
105 渡辺修『被疑者取調べの法的規制』（三省堂，1992 年）188 頁以下。なお，前掲注 42・同『捜査と防御』238 頁

以下は，当時の学説状況（ほとんどの基本書が立会権に言及していないという実情）などを詳しく論じている。 
106 後藤昭「取調べ受忍義務否定論の展開」『平野龍一先生古稀祝賀論文集・下巻』（1991 年）298 頁（後藤昭『捜

査法の論理』－岩波書房，2001 年－151 頁）。 
107 前掲・注 97・ミランダの会。 
108 自由と正義 1996 年 7月号 170 頁。 
109 松山地宇和島支判平成 12年 5月 26日（一審無罪確定）判時 1731 号 153 頁。  
110 富山地高岡支判平成 19年 10月 10日（再審無罪）LLI/DB 判例秘書搭載。 
111 鹿児島地判平成 19年 2月 23日（一審無罪確定）判タ 2084 号 157 頁。 
112 宇都宮地判平成 22年 3月 26日（再審無罪）判時 2084 号 157 頁。 
113 大阪地判平成22年 9月 10日（一審無罪確定）判タ 1397 号 309 頁。  
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わゆるセコンド発言114がなされるなど，立会いに関する議論もなされた。 

このような経過の下，可視化法を実現させることとなる特別部会が開かれた。この

特別部会における弁護人立会いの議論は，いわゆる基本構想の段階でテーマから外さ

れているため，時間的制約の中での一定の議論にとどまっている。しかし，ここに弁

護人立会いに関する現在的課題・議論が収斂されているとも言える。 

すなわち，弁護人立会いは，世界基準から見たときにミニマムスタンダードである

との議論を受けて，酒巻匡委員は初期段階の弁護人援助の必要性は認めつつも，弁護

人なしでは捜査手続が進まない（立会いなくしては取調べができない。）とすることに

関する反対意見として，日本の取調べは欧米と比べて特殊であるという趣旨の発言を

している。他方で，弁護人なしでは手続が進まないという反論に対して，後藤昭委員

は，弁護人立会いがなければ取調べが全くできないという制度と立会いをさせること

を認めるという議論は別の議論であるとして再反論を試みた。 

これに対して井上正仁委員は，「被疑者の権利として保障する以上，請求されれば，

それに応えない限り取調べはできなくなるはずではないですか。」との見解を示し115，

弁護人立会いは，現状の捜査実務を前提としたときに，極めてドラスティックな改革

であると評価する（だから，直ちには受容できず議論対象にならない旨を述べた。）の

である。 

結局，弁護人立会いに関する議論は，ここで時間切れを迎えている。 

以上が，現行刑訴法の制定から現在までの立会いに関する議論を通覧した状況であ

る。これらの歴史的経過を踏まえて，現在的課題としての取調べへの立会いについて

論を進めたい。 

(2) 弁護人立会いの必要性～特に被疑者の心理から 

① 虚偽自白が生まれる構造 

これまで数多のえん罪事件において，虚偽自白や虚偽供述がその原因となってきたこ

とは論を俟たない。取調室において，たった一人で取調べのいわば「プロ」である取調

官と対峙して，冷静でいられる（かつ対等であろうとする。）被疑者がどれだけいるだ

ろうか。このことは端的に上記の村木セコンド発言においても示されている。 

ただ，他方で，現行憲法及び刑訴法は，弁護人の援助を受ける権利を認めている。現

段階でその中核となる接見交通権は，判例上なお不十分な部分はあるにしても，実務的

には広汎に認められるようになったと言ってよい。加えて，被疑者国選弁護が勾留全件

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
114 検察の在り方検討会議第 6回会議（2011 年 1月 27日）における，村木氏の概要「可視化につきましては，…ちょっ

と言葉は過ぎるかもしれませんが，調書というのは作れるということをこれだけ実感してしまいますと，やはり，そ

の調書が正しいものである，まともなものであるということを担保するために，どうしても可視化というのは必要で

はないかなというふうに思っております。それから，弁護人の立会いについてでございますが，私も取調べを 20日

間受けて，これは，取調べというのは，リングにアマチュアのボクサーとプロのボクサーが上がって試合をする，レ

フェリーもいないしセコンドも付いていないというふうな思いがいたしました。いろいろな改革の方法はあるでしょ

うけれども，せめてセコンドが付いていただけるというだけでも，随分まともな形になるのではないかというふうに

思いますので，弁護人の立会いは大変重要だと思います。最低限というか，どんどん条件を下げてはいけませんけれ

ども，特に切実に思ったのは，調書にサインをするときに，具体的にその調書の内容を弁護士に話して，記憶に頼ら

なくて物を見て話をして，この調書にサインをしていいものかどうかというのを，最低限でも相談をしたかったなと

いうのが実感でございます。ただ，リングに上がるときにそばにいてほしいというのが更なる願いでございます。」

との発言を指す（同会議議事録 30頁）。 
115 法務省ホームページ・2012 年 10月 30日・法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」第 14回会議。 
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に拡大したことや取調べの可視化の導入も併せ考えると，被疑者への援助はそれなりに

充実してきたと言える。従前に比べれば，大きな変革が進行していると言える。 

しかしながら，そのような過程の中で，前述のとおり，「取調べ」観が変化しつつあ

るとはいえ，被疑者の心理に思い致せば，なお弁護人の援助そのものが不十分と言わざ

るを得ないであろう。 

そのことはミランダ警告の存在するアメリカにおいても，なお可視化が求められたこ

とからも示されているとおり，取調べの可視化と弁護人立会いの両輪によってこそ，被

疑者の取調べの場が一方的な糾問の場であることを脱するというべきである。アメリカ

において，取調べの実証研究を行ったリチャード・レオによれば，アメリカの警察が虚

偽自白を得るための取調べ手法は，概要以下のとおりである。 

警察官は，徹底した有罪推定を前提に，まずは社会から被疑者を隔離する（無令状逮

捕による身体拘束）。そして，否認することのデメリットの大きさを伝え（極大化），

犯罪事実を認めることにより得られるかもしれないメリット（責任ないし刑期の減少）

を伝え（極小化），ときにはそのことに取調官が協力できると申し出たり，更には証拠

に関して虚偽を述べたりする116。そして，ついには概括的な自認供述を獲得し，更には

それが現実味を帯びるように，既に取調官において把握している事件に関する詳細な情

報を，質問の中に織り交ぜながら被疑者に与え，もっともらしい自白をストーリーとし

て獲得する。こうしてえん罪を生み得る虚偽自白が獲得されることとなる117。 

これは日本においても変わらない。浜田寿美男氏は，身体拘束された被疑者が虚偽自

白に至る過程での認識・選択に影響を与える圧力について， 

ア 日常生活からの遮断による心理的安定性の欠落（上記レオによる「社会からの隔離」）， 

イ 食事，排泄，睡眠など基本的生活の他者による支配， 

ウ 犯罪者と一方的に決めつけられ，直接・間接的に侮蔑される状況（同「徹底した有

罪推定」）， 

エ 事件に関連のない事柄についても取り沙汰され，罪責感を募らせられる（同「極大

化」）， 

オ どのような弁明も聞き入れられない無力感， 

カ 今後の展開について時間的な展望が見えないこと， 

キ 取調官と対立し切ることの困難さ等を挙げる118。 

取調べ手法に着目したレオと異なり，浜田は被疑者の心理に着目しているため，分析

の尺度や角度に相違はあるが，取調室における被疑者の心理を利用する取調べ手法は，

古今東西で同様であると言える。 

② 心理学的見地からの立会いの必要性と効用 

レオにせよ，浜田にせよ，取調室における被疑者の心理として，その第一歩目に指摘

されるのが，社会からの隔離（日常生活からの遮断）である。身体拘束を受け（そうで

なくても時に事実上退去の自由が奪われ），更には接見禁止処分によって，被疑者は社

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
116 取調官が虚偽の情報（例えば，DNAは発見されていないのに，発見されたと述べる等）を被疑者に伝えることは

違法とはされていない。なお，検察官による取調べは原則として行われない。 
117 アメリカの警察取調べにおけるこのような手法については，Richard A. Leo『Police Interrogation and American 

Justice』第４章以下（Harvard University Press，2008）参照。 
118 浜田寿美男『自白の研究 新版』新版のための序ⅴ-ⅵ（北大路書房，2005 年）。 
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会から孤立させられる。そして，衣食住の全てを捜査機関の管理下に置かれる。このよ

うな環境は支配の構造が生まれやすく，そこで自らの衣食住や移動（房から取調室，現

場への引き当たり等）をコントロールする権力者（取調官）を崇める心理状態が生まれ

やすくなる119。 

このようないわば閉塞された空間において，他者（第三者）が介在することで，取調

べに関わる者たちは，どのように感じるであろうか。その第三者は取調官にとっては，

支配の外にある（弁護人は好きなときに事務所に帰るかもしれないし，取調官の指示に

従わなければならない立場であるわけでもない。）「異物」である。また，被疑者にとっ

ては，社会との吸気口となる（かろうじて社会とつながっていることを認識し得る存在

である。）。もちろん，極大化や極小化の手法，証拠に関する虚偽が用いられれば，そ

の場で異議をとどめるか，改めて助言をするなどの対応が必要になってこよう。そのよ

うな存在と対応のもと，取調官にとって，「有効」な取調べ手法は機能しなくなる。被

疑者にとっては，時間的な展望が得られないことや，取調官に対する無力感は弁護人が

薄めてくれるし，何よりも取調官が絶対的な権力者であり，支配者であるという認識を

改めることができる。 

このように弁護人立会いによって，被疑者の心理面で得られる効用は非常に大きいも

のがある。 

(3) 立会権に関する理論的考察 

① 立会いの理論的根拠 

取調べへの弁護人立会権についての理論的根拠としては，これまで種々のものが指摘

されてきた。世界に目を向ければ，弁護人の援助を受ける権利を根拠とするものとして

ＥＵ諸国や韓国等が指摘できる。その一方で，黙秘権を根拠とするものとしてアメリカ

が指摘できる。日本においても，憲法を根拠にするか，刑訴法等のその他の法源を根拠

にするかによって，具体的帰結が左右される可能性はある120。また，根拠を一つに絞る

必要性は必ずしもないとの指摘もなされているところである。そこで，本項においては，

これまでに指摘されてきた理論的根拠を，憲法上のものとそれ以外のものとに分けた上

で，それらを概観しておくこととしたい。 

ア 憲法上の根拠 

(ｱ) 34 条121 

憲法 34 条における弁護人依頼権は，実質的な弁護を受ける権利と解すべきであ

り，その保障の趣旨からすれば，取調べ中における弁護人の立会権も本条の保護の

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
119 2018 年 11月 30日・第 30回近畿弁護士会連合会人権擁護大会シンポジウム第 2分科会及び 2019 年 6月 1日・大

阪弁護士会可視化法施行日記念シンポジウムにおける大倉得史教授（供述心理学）の発言（「断絶化」と「無力化」

の 2つをキーワードとされる。）。 
120 例えば，黙秘権を根拠とした場合に，一般的には絶対的保障が与えられているため，弁護人立会権に対する制約

も基本的には許されないとすることが考えられる（もっとも，ミランダ法則もディカソン判決－2000 年－までは憲

法上の権利そのものではなく「予防法則」という解釈であった。）。他方で，日本法でいえば，弁護人の援助を受け

る権利を根拠とする場合には，刑訴法 39条にみられるような制約が現行法にも存在し，そのような制約があり得る

との解釈論もあり得よう。 
121 憲法 34条「何人も，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られなければ，抑留又は拘

禁され」ない。 
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範囲に含まれていると解すべきである122。 

(ｲ) 37 条 3項123 

「刑事被告人」に当たる英文「the accused」の単語としての意味は，被告人だけ

でなく被疑者を含むものであるし，「依頼する」に当たる英文「have the assistance」

は本来「そばに居る」あるいは「付き添う」ことを意味するものであり，同項が立

会権の根拠足り得る124。 

(ｳ) 38 条 1項125 

ミランダ判決同様，憲法 38 条 1 項の黙秘権保障を実質化するためには立会いが

権利として求められ得る。確かに「刑訴法には弁護人の立会いについての明文の規

定はないが，逆にこれを禁じる規定もない。明文規定のあるにこしたことはないが，

黙秘権保障の実質化に通じることであるから，取調べへの弁護人の立会いは，現行

法においても十分に可能である。」126 

(ｴ) 31 条127 

「憲法は，31 条で総論的に手続全般に適正性を要求し，刑事手続に関わっては裁

判所が唯一の判断機関であることを，これも総則的に確認している（32 条）。そし

て，人身の自由，住居の不可侵に対する侵害についても，その裁判所による正当化

を求めている（33，35 条）。と同時に，手続全般に関わっての主体的権利行使を担

保するため弁護を受ける権利を保障している（34条）。『抑留又は拘禁』の前に『直

ちに弁護人に依頼する権利』を与えているのは，そのことを意味している。すなわ

ち，この段階での弁護人依頼権の保障は，当該強制処分に関わってだけの弁護の問

題ではなく，この強制処分を起点とする手続全般に関わって弁護人の実質的な援助

が不可欠であることを宣明しているのである。・・・更に身体拘束下にあっては，

その主体的権利行使は弁護人を通して行われるのであって，そのためには無制約の

自由な接見交通が保障されなければならないのは当然として，黙秘権の保障，自白

法則の実効化を担保することも弁護人に求められる責務であり，そのために取調べ

への立会いを権利として保障されていると考えなければならない。」128。 

なお，韓国においては，2003 年大法院決定が，韓国憲法の適法手続原則（12条 1

項）を根拠の一つとして，身体拘束下の被疑者の弁護人立会権を導いている129。 

(ｵ) 包括的防御権 

憲法が保障する黙秘権（38 条 1 項）と包括的防御権，弁護人依頼権（34 条）を

根拠に立会権を認めることができる。「取調べ立会い権は，防御権の内容でもある。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
122 芦部信喜編『憲法Ⅲ 人権（2）』151 頁［杉原泰雄］（有斐閣，1981 年）。 
123 憲法 37条 3項「刑事被告人は，いかなる場合にも，資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自ら

これを依頼することができないときは，国でこれを附する」。 
124 沢登佳人「憲法・刑事訴訟法英文によれば，検察・警察の取調を受けるとき，被疑者は弁護士のつきそい援助を

求める権利を有する」法政理論 15巻 2号 206 頁以下（1983 年）。 
125 憲法 38条 1項「何人も，自己に不利益な供述を強要されない。」 
126 村井敏邦「『ミランダ』への道―被疑者の取調べ」法学セミナー436号 107 頁（1991 年）。 
127 憲法 31条「何人も，法律の定める手続によらなければ，その生命若しくは自由を奪はれ，又はその他の刑罰を科

せられない」。 
128 大出良知「刑事弁護の憲法的基礎づけのための一試論」自由と正義 40巻 7号 128 頁（1989 年）。 
129 대법원 2003.11.11 선고， 2003 모 402 결정 韓国憲法 12条は人身の自由に関する規定でもあり，日本国憲法

34条とも通底する。 
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防御権は，当事者主義刑事訴訟の一方当事者である被疑者・被告人という法的地位

に内在する当然の包括的権利と捉えることができる（包括的防御権。参照，法 39

条 3 項ただし書，法 295 条，法 312 条 4 項）。刑訴法の規定する個々の訴訟行為に

関する被疑者の権利は係る包括的権利から派生する。強制処分関係については，捜

査の必要性が高い一方，令状主義による規制が働くこともあって，被疑者の防御権

行使の態様は基本的には法律で明定されているが，任意捜査については，被疑者は

防御上合理的な手段を自由に採れる。任意捜査たる取調べについて，被疑者が弁護

人立会いを求めるのは包括的防御権の行使である。」130。 

(ｶ) 38 条 2項131 

いわゆる自白法則を規定した本条項に通底する理念からも弁護人立会権の根拠

は導かれ得る。そもそも，本条項には「如何なる自白も，その被告人の弁護人の面

前でなされたものでない限り，効力がない。」という草案すら考えられていたので

あり，弁護人立会いの起源となり得るものである132。 

(ｷ) 37 条 1項133 

公平な裁判所における裁判を受けるためには，そこに提出される証拠も公平であ

る必要がある。被告人の捜査段階の供述を公平な証拠として扱うためには，公平な

状況下でなされたものである必要がある。弁護人立会権はこの理念から当然に導か

れ得るものである。 

イ 憲法以外の根拠 

(ｱ) 訴訟的捜査構造論 

訴訟的捜査構造論134に立ち，被疑者取調べは被疑者の弁解，主張を捜査機関が聴

取する機会を被疑者に与えるためのものであり，被疑者の権利でもあるから，取調

べは完全に純粋な意味での任意処分であるべきであり，被疑者・弁護人の要求があ

れば当然に弁護人の立会いを許さなければならない135。 

この考え方に対しては，前提とする捜査構造論には疑問の余地があると同時に，

それと弁護人立会権との論理的な関係も明らかではないとの批判がある136。 

(ｲ) 取調べ受忍義務否定説を根拠とする考え方 

学説上の通説である取調べ受忍義務否定説からの当然の帰結として，弁護人立会

権を導くことができるとの見解がある。具体的には「取調べ受忍義務否定説を前提

とした場合には，論理必然的に，少なくとも一定の範囲では，被疑者取調べへの弁

護人立会権が保障される結果になる。被疑者が弁護人の立ち会わない限り取調べを

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
130 前掲・注 105・渡辺 216頁。なお，前掲・注 42渡辺参照。 
131 憲法 38条 2項「強制，拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は，これを

証拠とすることができない。」 
132 1946 年 1月 11日付け連合国最高司令官総司令部民政局行政部「幕僚長に対する覚え書き〔案件〕指摘グループ

による憲法改正草案に対する所見」。 
133 憲法 37条 1項「すべて刑事事件においては，被告人は，公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」 
134 訴訟的捜査構造論については，以下のような説明がなされる。「捜査の目的を検察官による起訴・不起訴の決定

に必要な資料を収集することにあると理解し，取調べをその目的達成のために被害者から弁解を聞くための告知・聴

聞の手続きと捉える立場」である（川島健治「身体拘束下での取調べに対する弁護権」青山法学論集 36巻 2・3号併

号 344頁（1995 年）。 
135 井戸田侃「取調の法的規制」『捜査法体系Ⅰ 第１編 逮捕・取調べ』245頁以下（日本評論社，1972 年）。 
136 前掲・注 106・後藤「取調べ受忍義務否定論の展開」『平野龍一先生古稀祝賀論文集 下巻』298頁。 
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受けることを拒否した場合，なお捜査機関が取調べに応じさせたいと思えば，弁護

人の立会いを認めるほかないからである」137とされる。かかる論理を前提とし，学

説上多数説とされる取調べ受忍義務否定説を採れば，必然的に弁護人の取調べへの

立会いは許容されることとなる。 

この見解に対しては，立会いが「供述の自由の反射的な効果として被疑者が求め

ることのできる事実上の条件にしかならない。」とする批判がある138。 

(ｳ) 刑訴法上の接見交通権 

この見解は，接見交通権と捜査権との調整を定める刑訴法 39条 3項ただし書は，

本来強制捜査を行うときに，接見交通権との調整が必要となることから定められた

規定と解すべきであるとする。なぜなら，任意処分は被疑者の任意の承諾が必要と

なる以上，被疑者が接見を求めているときには，任意の承諾の存在は観念できず，

調整の必要がないからである。その上で，論者は，仮に取調べ受忍義務肯定説に立っ

たとしても，取調べは出頭・滞留という義務的（強制的）処分と取調べという任意

処分の複合形態なのであるから，強制的側面である取調室への出頭・滞留との関係

では，刑訴法 39 条 3 項ただし書による調整によって，秘密接見が認められない可

能性はあっても，現に弁護人が取調室へ赴きその場で助言をする弁護人立会いは，

取調べという任意処分的側面に関するものである以上，調整規定によって制約し得

るものではないと考えるのである。つまり，接見交通は被疑者の身体の利用が競合

する（取調べと秘密接見は物理的に両立しない。）上，出頭滞留義務があるとする

見解からすれば，一種の強制処分と見得るため，法で調整規定が置かれているが，

弁護人立会いと被疑者の身体の利用は競合しない上，取調べそれ自体は任意処分で

ある。だからこそ，調整規定が置かれていないと考えるのである。よって，多くの

反対説では，「接見すら調整規定があるのだから，立会権など認められるはずがな

い。」という論調が見られるが，この見解によれば，刑訴法上の接見交通権の解釈

からすれば，むしろ弁護人立会権が認められるとする点に特徴がある139。 

(ｴ) 国際人権条約の実施機関の意見及び勧告等 

国連の自由権規約委員会と拷問禁止委員会の意見及び最近の法律扶助に対する

アクセス権に関する国連決議の内容を見るならば，警察取調べにおける弁護人の立

会権は，自由権規約上の明白な権利規定ではないので，それ自体の保障が自由権規

約 14条 3項 bにより絶対的に求められているわけではない。 

しかし，取調べプロセス全体を通じて自白偏重の捜査慣行，長期に及ぶ未決勾留，

弁護人に対するアクセス権の制限などと併せて，取調べにおける弁護人の立会いが

制限される場合には，自由権規約 14条 3項 bの権利の侵害が問題になるのであり，

その意味で立会権は肯定されるべきである140。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
137 前同。 
138 前掲・注 105・渡辺 227頁。 
139 前掲・注 134・川島。 
140 北村泰三「警察取調べにおける弁護人立会権をめぐる人権条約の解釈・適用問題」178 頁以下。特に，「我が国

の刑事司法のあり方に対する国際的な批判とそれに対する日本政府の対応との間には，かなり深刻な問題意識の

ギャップが存在している。そして最終的には，そのギャップの原因は（法）文化の問題にまで行き着くのかも知れな

い。」（220頁），「我が国は，確かにヨーロッパ諸国のように陸続きではなく，極東の島国である。しかし，絶海

の孤島ではなく，様々な国から多数の人々が毎年我が国を訪れ，また在住している。このような現実を直視するなら
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② 反対説及び反対説への反論141 

ア 形式的反対論 

(ｱ) 立会いを認める明文規定の不存在 

立会いを認める明文の規定がないことを根拠として，「現行法では，その場に弁

護人は立ち会うこともできない」とするものである142。 

しかし，明文規定がなければ何らの行為も認められないわけではない上，憲法か

ら直接権利性を導く法解釈も十分に成り立ち得るものである。また，刑訴法上は規

定がなくとも，犯罪捜査規範 180 条 2 項や少年警察活動規則 20 条 4 項等のその他

の規定には弁護人の立会いを前提ないし可能とする規定も存在する。 

(ｲ) 他の刑訴法上の手続との均衡143 

捜査に類する性格をも有する準起訴手続における被疑者取調べ（刑訴法 262 条，

刑訴規則 173 条及び同条が弁護人の存在を前提とする同 38条 2項 1号，3号後段及

び 5項などをあえて準用していないこと）や，裁判官が行う第１回公判期日前の証

人尋問手続（刑訴法 228 条 2 項），捜査機関の行う捜索，差押え，検証等について

も（刑訴法222条は，弁護人の立会いに関する同113条や142条を準用していない。），

弁護人の立会権が定められていないこと，そして接見交通権すら現に取調べ中であ

れば，接見指定処分を受け得るとされていることとの均衡上も，取調べ立会権を肯

定するのは困難であるとする見解である。 

しかし，まずもって憲法上の権利である立会権は，法律によって排除し得るもの

ではないし，現に明確に排除する規定は反対説を前提にしても置かれていない。 

また，反対説の論拠のうち準起訴手続における被疑者取調べについては，刑訴規

則が立会いを前提としていないというものであるが，「規則は当事者の最低限の責

務・権限を定めたのに留まり，法律・憲法上の権利を補充することはできてもこれ

を排除することはできない」144。 

さらに，捜査機関の行う捜索等について，弁護人の立会いに関する規定が準用か

ら除かれているという点については，いずれも何らかの形で強制処分と関連すると

ころ，それらは「被疑者の防御活動上支障が生じないように保障すべき権利を明定

する必要がある。」からこそ，明確に立会いの可否の態度が明らかにされているの

であって，「取調べは任意処分であるから格別の規定を置く必要は必ずしもない。」
145。 

最後に，接見交通権に関する刑訴法 39 条 3 項は，被疑者の身体の競合問題を調

整する規定であると解すべきである。つまり，（秘密）接見と取調べは，双方とも

に被疑者の身体を利用しなければならないため，両立することがない。それゆえ，

                                                                                    
ば，我が国も，各種の人権条約上の価値観を諸国家とともに共有し，また実態的にもグローバルな刑事司法の下に置

かれている以上は，ますます刑事司法の在り方も国際的な批判に十分耐えうるものに変えていかなければならないで

あろう。」（221頁）との指摘は重要である。 
141 以下は，おおむね前掲・注 89・多田辰也『被疑者取調べとその適正化』による。 
142 田宮裕は「起訴後の取調」『捜査法大系Ⅰ 第１編 逮捕・取調』271 頁（日本評論社，1972 年）で，弁護権は

39条の限度で保障されるだけで弁護人の立会いも許されないと述べている。 
143 前掲・注 104・石井一正「自白の証拠能力」大阪刑事実務研究会編著『刑事公判の諸問題』参照。 
144 前掲・注 105・渡辺 218頁。 
145 前同。 
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刑訴法は 39 条 3 項という調整規定を置いたのである。そうすると，被疑者の身体

の競合が生じない取調べへの弁護人立会いと取調べ（身体の利用が競合しても，両

立する。）は，刑訴法 39条 3項の存在ゆえに否定されるものではない。 

イ 実質的反対論 

(ｱ) 捜査密行の原則上問題があるとの見解 

弁護人が取調べに立会うことを認めると，刑訴法 196条の捜査密行の原則上問題

があるとの指摘がある146。 

しかし，現在でも，弁護人は接見において被疑者から取調べの内容等を聴取した

上で弁護活動を行っているのであり，立会いを認めたからといって新たな問題が生

ずるとは，本来，考えにくい。この論理を推し進めれば，記憶力がよく正確な伝達

力のある被疑者との関係では，捜査密行の原則上問題が生じることとなり，そうで

ない被疑者との関係では問題にならないという帰結にもなりかねない。いかにも不

合理というべきであろう。 

次に，刑訴法 196条の指摘する関係者のプライバシーについては，弁護人の倫理

と弁護士会による懲戒手続でもって十分に担保されており，また取調べ前後の接見

だけでは賄いきれない重要な利益（取調べの適正化等）をプライバシーの利益だけ

で否定することはできない147。また，そもそも刑訴法 196 条それ自体に「密行」と

の文言は用いられていない上，「捜査の妨げとならないように注意しなければなら

ない。」との規定ぶりからも明らかなとおり，あくまで訓示規定である。 

(ｲ) 捜査機関の取調べ機能を制約することになるとの見解 

日本における特異な取調べの実態を前提として，「日本のように，取調べにおけ

る捜査官と被疑者との人間関係の形成を重視し，そこで完全な自白を得ることが特

別予防の観点からも必要と考えられているところでは，弁護人の立会いが捜査妨害

と捉えられるのはある意味で当然といえよう。」といった指摘がある148。特別部会の

基本構想で触れられた「何よりも，取調べという供述収集手法の在り方を根本的に

変質させて，その機能を大幅に減退させることとなる恐れが大きい。」という意見

も，これと同趣旨であるように思われる。 

しかし，前述したとおり，「取調べ観」自体，変容しなければならないのであり，

このような機能論は，その前提を誤っているというべきである。また，そもそも弁

護人立会いは取調べの「供述採取」としての性格を否定するものではない。弁護人

の立会いがあれば供述を採取し得ないような手法を前提に議論を進めるとすれば，

それは違法・不当な手法を認容することにつながるというべきであって，それ自体

が誤りとなろう。 

弁護人立会いによって被疑者の供述が得られなくなる場合があるとすれば，それ

は，立会いにより「供述しない自由」を含む供述の自由の保障が実質化した結果で

ある。その結果として取調べによる供述採取が制約されるとしても，それは，黙秘

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
146 前掲・注 104・石井 410頁。 
147 前掲・注 105・渡辺 219頁。 
148 前掲・注 89・多田 333頁。 
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権が保障された現行法の下での取調べに内在している制約というべきである149。 

そういった日本の特異な取調べの在り方自体が，被疑者に対する捜査官の見立て

の押し付けを招き，被疑者の捜査官に対する迎合や諦めによる虚偽自白，ひいては

えん罪の温床となってきたのである。実際，被疑者と取調官が「信頼関係」を築く

などという実証研究はない。そのこと自体が，取調官による思い込みであり，幾多

の虚偽自白を誘発してきたのである。本来黙秘権の保障が実効化されれば，被疑者

が一旦黙秘権の行使を決断した以上は，その後一切の供述が得られないはずである。

その意味では，取調べは本来，脆弱な供述獲得手法であるはずであるし，そうある

べきである。しかし，それを「説得」という名を借りて長時間「強要」し，裁判所

もそれを黙認したために，不当にも強力な供述獲得手法であるかのような現状を招

いてしまったのである。改めて黙秘権の本来の意味に立ち返れば，そのような極め

て脆弱な供述獲得手法に頼ろうとする姿勢そのものが誤りであることは明らかで

あるし，そのことを再認識すべきである。 

これは可視化論争の際に既に議論されたところでもある。枠組の設定が適正手続

重視によりシフトするとしても，議論の性質は同じと言える。いずれにしても，日

本の特異な取調べ実態を前提として弁護人立会いを否定しようとする立論は主客

転倒と言わなければならない。 

(ｳ) 弁護人が本来の役割を超え組織の「監視役」となるなどとする考え 

犯罪組織がらみの事案では弁護人が組織の指示を受けた監視役を果たす可能性

があること，その場合に供述の内容が弁護人を通じて組織関係者に伝わり報復を受

ける恐れがある，取調官が被疑者に対して十分な質問を行えなくなるなどという指

摘がある150。 

しかし，弁護人は法律及び弁護士職務基本規程に代表される弁護士倫理に基づき

行動することが義務付けられている。上記懸念については既に法的な手当てがなさ

れていると評価すべきである。また，既に述べたとおり，結局は，取調べにおいて

現れた情報は接見においても聞き取る上，公判段階ではあるが，記録媒体によって

およそ全ての情報を弁護人は手にするのである。なお懸念があるとする立場があり

得たとしても，本来，立会権を被疑者本人の権利と見れば，当然その拒否も可能な

はずであるから，その観点からも，この問題は生じないはずである。 

(ｴ) 身体拘束期間内に十分な取調べを遂げることが困難となるとの指摘 

政府からは，弁護人立会いによって，限られた身体拘束期間内に迅速に十分な取

調べを遂げることが困難となるとの指摘がなされている151。 

しかし，そもそも本見解は，身体拘束は取調べ目的でなされるものではないとい

う基本的視点を欠いており失当である。また，繰り返すが，そもそも被疑者が憲法

上黙秘権を保障されている以上，（捜査機関にとって）十分な取調べが行われない

ことは既に織り込み済みであるはずである。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
149 岡慎一・神山啓史「捜査弁護の改革」法律時報 85巻 8号 34頁。 
150 椎橋隆幸編『プライマリー刑事訴訟法（第四版）』83頁（不磨書房，2012 年）。 
151 第 1回政府報告に関する拷問禁止委員会の最終意見に対する日本政府コメント（仮訳）・第 2回政府報告に関す

る拷問禁止委員会からの質問に対する日本政府回答（仮訳）。 
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(ｵ) 法制審特別部会基本構想における指摘 

特別部会の基本構想でも，「被疑者の取調べに弁護人を立ち会わせることを被疑

者の権利として認める以上，どのような事情であれ弁護人が立ち会えなければ取調

べを行うことができないこととなる。」との意見があったと指摘されている。 

この意見は反対意見として記載されているが，そのような制度設計となること自

体には格別問題はない。実際，そのような制度設計がなされている国もある。本来，

弁護人が立ち会わない以上は，取調べは行えないとする制度設計は，憲法上の権利

である立会権の重要性に照らせば，それ自体は自然な結論である。ただ，この反対

意見の実質は，そのような状況が，現在の取調べの運用と合致しないことを問題と

するものであり，これを理由に立会制度を導入し難いとするものである。 

しかし，そもそも取調べに過度に重きを置いている現在の実務運用こそが改善さ

れるべきである。繰り返し述べている「取調べ観｣の変容・転換が必須である。 

さらに，百歩譲って，どうしてもその点が問題だというのであれば，折衷的な制

度も考えられないわけではない。例えば，フランス等のＥＵ諸国においては 2時間，

台湾においては 4時間待った後に，弁護人が現れなければ取調べが開始されること

になっている。相当時間待った上で，その後の対応を決めている法域もある。また，

「正当な理由」があれば立会いを拒み得るとの制度もある。現にそのような制度設

計をしている国は存在するのである。取調べ不能を前提として，そのことを逆手に

取るような論理で，議論それ自体を封殺しようとするのは明らかに相当ではない。 

(ｶ) 「真相解明機能の低下」に関する懸念 

以上の反対論の，いわば根本を形成するものとして，弁護人の立会いについては，

捜査機関から，取調べの「真相解明機能」が害されるとの懸念が提示されることが

予想される。この種の懸念は，取調べの可視化の是非をめぐる議論おいても，繰り

返し表明されてきたものである152。 

しかし，取調べにおいて得られた供述が「真実」と合致していると評価し得る前

提として，まず，取調べは適正に行われていなければならず，その上で，取調べに

おける供述がその趣旨を変えることなく記録されていることが保障されていなけ

ればならない。法的知識のない被疑者を，単身，取調室に連れて行き，長時間執拗

に供述を迫るという「作法」が，「真実」に近づく方法であるというのは，それ自

体が余りに不合理な見解であると言うべきである。 

かかる観点からすれば，被疑者の供述の自由を確保するための弁護人立会いは，

取調べにおいて得られた供述が「真実」に合致していることを保障する材料の一つ

となり得るというべきである。「真実」の発見を害するものと捉えることは，少な

くとも一面的であることが明らかである。 

(ｷ) 事実認定の「精度」に関する懸念 

上記の「真相解明機能」の低下に関する懸念とも関連するが，弁護人の立会いが

なされると，詳細な供述録取書が作成されなくなる結果，公判における事実認定の

いわゆる「精度」が低下するのではないか，との懸念もあり得るかもしれない。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
152 本江威憙「取調の録音・録画記録制度について」判例タイムズ№1116，79頁，露木康浩「取り調べ可視化論の問

題－治安への影響－」法学新報第 112巻第 1・2号 137 頁。 

第４章　捜査改革と弁護 (取調べの可視化から取調べへの弁護人立会いへ )



－ 98 －

しかし，後記するとおり，場合によっては弁護人の立会いによって，被疑者が必

要に応じて積極的な主張をすることができることも想定し得る。そのような事案に

おいては，むしろ，捜査段階から争点が形成され始めることにもなる。いわゆる「核

心司法」の観点からは，争点中心の公判がより徹底されることになるではないかと

考えられる。このように考えれば，単純に事実認定の「精度」が低下するとは言え

ないと思われる。 

しかも，裁判員裁判実施を契機として，被告人の供述録取書の取調べに先行して

被告人質問を行い，そこで必要な供述が公判廷に顕出された場合には，取調べの必

要なしとして，被告人の供述録取書を証拠採用しないという「被告人質問先行型審

理」が既に行われているのである。これがむしろ原則化しつつあるとさえ言えるの

であり，現在，既に，公判運用は供述録取書に頼らない審理へと大きく動き始めて

いるのである。これは，従来の「調書裁判」では想定されていなかった，公判中心

主義の一つの具現化であると考えられる。 

いずれにしても，弁護人の立会いを前提とする弁護実践は，被告人供述について，

供述録取書よりも公判供述を重視するという近時の考え方に沿うものとなろう。公

判中心主義をより推進する要素として，位置付け得ると考えられる。「取調べ観」

の変容・転換とともに，その「精度」なるもの自体が問われると言うべきであり，

また，その認定の場も，正に公判廷であることこそが確認されるべきである。 

(4) 立会いに関する弁護実践 

以上のとおり，取調べへの弁護人立会いは，本来的に憲法上の権利である。現行法下に

おいても何ら禁じられているわけではない。しかしながら，実務上は，全くと言ってよい

ほど，捜査機関は立会いを認めない。かかる運用は全く誤りであるが，捜査機関が自ら運

用を変えない以上は，刑訴法への明定を求めざるを得ないところである。 

ただ，可視化に見られるように，これまでも運用を変えてきたのは熱心な弁護実践であ

る。弁護実践なくして法改正は果されない。 

そこで，以下では，現状でもなお弁護人立会いを実現した例を紹介するとともに，明日

から実践すべき弁護活動例を一つの試みとして提案しておきたい。 

① 立会いないし取調室前待機型事例 

1990年代前半，特に少年事件においては，いくつかの立会い事例が報告されていた153。

その中には，身体拘束下における実践例も紹介されている154。さらに，身体拘束下とい

う意味では，勾留質問に立ち会った事例も存在した155。 

しかし，それ以降，捜査機関の立会いに対する抵抗の拡大もあいまって，少なくとも

身体拘束下において，弁護人立会いが認められた例はほぼ皆無と言ってよい。 

その一方で，在宅事例においては，いくつかの立会い実践例が報告されている156。多

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
153 大阪弁護士会少年問題対策特別委員会編『密室への挑戦―少年取調立会い実践＆理論集―』（大阪弁護士会，1993

年）。 
154 前掲・大阪弁護士会少年問題対策特別委員会編 15頁，吉野和昭「勾留中の取調べに立会い，少年の言い分を尽く

した例」。 
155 上田国廣「勾留質問への立会い」季刊刑事弁護1号 112 頁，下村忠利「勾留質問立会い」季刊刑事弁護2号 116

頁。 
156 詳細は，前掲・注 99近畿弁護士会連合会『第30回近畿弁護士会連合会人権擁護大会シンポジウム第2分科会 報

告書』第２章を参照されたい。 
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くの例は，在宅段階の被疑者とともに警察署に赴き，その場で担当警察官と交渉し，取

調べに立ち会うことになったというものである。ほとんどの事例において，調書への署

名・押印等は求められていないため（犯罪捜査規範 180条 2項においては，「・・・立

会人の署名押印を求めなければならない。」とされている。），現場レベルの判断であ

り，オフィシャルな形での弁護人立会いではなかったものと思われる（他方，参考人取

調べの代理人立会いでは，署名押印を求められたケースが報告されているし，被疑者取

調べであっても，後記コラム 1のケースなどはフォーマルな立会いであったと考えられ

る。）。現に立ち会うこととなると，取調べ手法に対して異議をとどめたり，被疑者と

の相談の機会を確保するなどができ，供述の自由確保という意味で極めて有意なもので

あったと報告されている。 

また，妥協的ではあるが，取調室における現実の立会いまでは至らずとも，取調室の

前で待機して頻回に助言を繰り返したり，調書の署名押印前には調書の内容を確認した

り，さらには，現に警察署（検察庁）までは行かずとも電話で調書の内容を読み上げさ

せてアドバイスをするなど，実質的に立会いと同様の効果を上げようとする実践例も多

数報告されている（これを「取調室前待機型立会い」と呼ぶ。）。取調室前待機型立会

いの実践例は，実務的にも取調べ受忍義務がないことに全く争いのない在宅事例におい

ては，およそこれを妨げる何らの根拠もない。そのため，要は，時間的な制約以外は，

基本的に意思・意欲の問題となる。容易に実現できる筋合いと言える。 

今後は，原則として取調べへの立会いを求め，捜査機関まで出頭し，身体拘束を免れ

る配慮をしつつ，弁護人立会いを実現していく弁護実践が重要となろう。以下では，特

に在宅事例を念頭に弁護実践の一例を紹介したい。 

(5) 在宅事件で立ち会うために～弁護実践例～ 

① 考慮しなければならない事項について 

繰り返すが，在宅事件においては，あくまで取調べ受忍義務のない任意の聴取である

ことが大前提となる（それ自体には全く争いがない。）。それゆえ，出頭する・しない

も自由であるし，いつ取調室から退出してもよい。本来，その主導権は完全に被疑者・

弁護人が握っている（はずである。）。これだけ指摘すれば，そもそも立会いの必要性

もないかのようにさえ考える向きがあるかもしれないが，もとより，事実状態はそうで

はない。法的に退去の自由が確保されているといっても，取調官はあの手この手で被疑

者を取調べに応じさせ，かつ，そのストーリーに適合した調書作成に及ぼうとする。在

宅事件においても，弁護人立会いの必要性は何ら変わらないのである。 

その一方で，在宅事件で念頭に置かなければならないのは，後の身体拘束の可能性で

ある。理論的な当否はさておき，在宅事件で任意の取調べに応じなければ（不出頭を繰

り返せば），事実上身体拘束のリスクは上がるという実情がある（いわゆる徴表説）。

また，刑訴法 199条 1項ただし書は，軽微犯罪について，出頭要求に応じないことを逮

捕の要件としている。逮捕自体は裁判所の令状審査の要件も勾留のそれと比して軽い要

件しか付されていない（刑訴規則 143 条の 3）。そこで，いかにして身体拘束を防ぎつ

つ，立会いを実現するかが重要な課題となる。 

その具体的な方策は，とにかく「出頭する」ことであると言える。取調べ受忍義務は

ないことが前提であるから，あくまで捜査機関が求めることができるのは出頭までであ
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るという言い方もできるが，逮捕の要件論との関係で出頭しているか否かは重要な要素

たり得る。その意味では，出頭した上で，立会いを求める，それでも捜査機関が取調べ

を拒否するならば，そのときには（やむなく）帰宅するという弁護実践が求められるこ

ととなろう（もっとも，出頭を繰り返して弁護人立会いを要求し，その上で退去してい

るケースでも，逮捕がなされたというケースの報告がある157。もとより，勾留請求は却

下されているが，それで身体拘束を防ぐのに万全かどうか，更に見極める必要があるこ

とになろう。）。 

② 具体的弁護実践 

以下，一つの雛型を提示してみたい（もとより，これは立会い実現それ自体を自己目

的化するという趣旨ではない。）。 

まず，在宅段階において弁護依頼があれば（残念ながら現段階では在宅段階の国選弁

護制度はないため，私選弁護ということになる。），弁護人選任届を送付するとともに，

立会申入書を送付する。立会申入書には，明確に，呼び出しを受けた場合は出頭するこ

とを記載し，出頭した上で取調べに立ち会うことを要求する（出頭した上で，立会いの

上での取調べを要求しても，なお取調べを行わない場合は，「やむなく」帰宅すること

になる旨明示しておくことも考えられる。）。なお，その前提として，弁護人との間で

取調べ日時の調整を行うように求めることも忘れてはならない。立会申入書を送付した

ら担当警察官と口頭でも交渉をすべきであろう。 

この段階で警察官が立会いを認める発言をすることは想定し難い。ここで，立会いを

認めないのであれば，日程調整にも応じないという手法も考え得るが，上記の逮捕のリ

スクや事件の筋等を勘案して，この点は慎重に判断すべきである。逮捕のリスクを念頭

に出頭するのであれば，とにかく日程を調整することになる。 

以上のほか，依頼者が出頭する日に弁護人が同行し，立会申入書を交付しつつ，折衝

するといったやり方も考えられる158。 

当日は，約束の時間に捜査機関を訪れ，立会いを求めることとなる。取調べへの対応

（その場を設定するかどうか，するときは黙秘するか，供述する場合，どのような内容ま

でを話す前提で臨むのかなど）については，その方針を事前にきっちり依頼者との間で

詰めておく必要がある。 

以上を経るなどして，現に立ち会うことになった場合は，聴取内容をできるだけ正確

にメモをとり，不当な誘導や違法な取調べ手法がとられれば，その場で抗議すべきであ

る。黙秘権行使を基本原則とする姿勢はここでも重要であろう。在宅事件である以上，

いつでも取調室を出て，助言をすることは可能である。被疑者との間で確認した方針に

変更が生じる場合は，迷わず打合せすることを求める。もとより，中断させて，そのま

ま退去するということも当然考えられる。 

調書を作成する場合は，弁護人が立ち会った上で作成される調書であることを十分に

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
157 再逮捕につき，国家賠償請求訴訟が提起されている（名古屋地裁・平成 30 年（ワ）第 2753 号）。本体の刑事事

件は無罪判決が確定している（古田宣行「無罪事例報告（迷惑防止条例違反）」愛知県弁護士会刑事弁護委員会「刑

事弁護ニュース」55号―2018 年―7頁）。 
158 かつて，警察は，弁護人からの申入書などは（抗議書を含め），およそ受け取らなかった時代がある。可視化申

入れももとより例外ではなく，一旦受領されても返送されていた。が，2008 年の「被疑者取調べ適正化のための監

督に関する規則」の制定（施行は 2009 年 4月 1日）によって，ようやく，そのようなことがなくなった。 
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念頭において（それだけで任意性を肯定されると考えなければならない。），慎重に判

断しなければならない。 

他方，立会いがかなわなかったときは，そのまま被疑者とともに退去するか（これを

繰り返すことにするか。），上記した待機型で取調べを受けるか（さらに次善策として

の電話連絡型がある。），上記したとおり，方針を明確にして対応していかなければな

らない。 

以上のような弁護実践を繰り返すことで，在宅段階における弁護人立会いの道が開か

れ得ることを念頭に置いて，日々の弁護実践に取り組む姿勢が必要であろう。 

なお，身体拘束事件においては，実務上取調べ受忍義務があることを前提に，捜査機

関は弁護人に何らの連絡もなく，被疑者を房から取調室へと連れ出している。それが実

情であるが，身体拘束下においては，上記の被疑者の心理に照らせば，より立会いの必

要性は高まるのであり，弁護人として立会いを求めることは変わりない。したがって，

立会申入書を送付ないし交付することが基本的な弁護活動となろう。 

その上で，録音・録画下の取調べにおいて，被疑者に取調官に対し「黙秘権を行使す

る。〇〇弁護士に立ち会ってもらいたい。」と述べるようアドバイスし，あるいは，「立

会いがあれば供述するが，それがないのであれば，黙秘する。」ということを明示する

ようアドバイスすることも有用である。そのような記録媒体が多数存在することになれ

ば，それは一定の意義を生じさせよう。 

 

以下，現実の実践例をコラムとして，3つ紹介する。 

＜コラム１・立会実践例－現になされたケース＞ 

★月 21日 逮捕（過失運転致傷，道路交通法違反） 

22 日 当番として派遣される。 

接見において，否認。物損は覚えているが，人に当てた覚えはない。別の交通事故と取り違

えられているのではないか。 

親御さんが弁護士に心当たりがあるというので，受任予定だったが一旦保留に。 

23 日 勾留  

私選弁護人として選任される。 

接見において，ドライブレコーダーの映像を見てほしい。それがあれば釈放されるはずだと

思うと。 

24 日 接見 

その後の接見も経て，任意という名の下に 7時間半，食事も水も与えずにトイレにも行かせ

ず，被疑者が再三にわたり帰宅したいと申し述べたのに，取調べを強行，常時監視したこと，

無令状で自動車の捜索をし，身体検査をし，所持品を強制的に取り上げたことが発覚。 

→警察に対して電話で抗議，検察庁に対して抗議。今後の取調を一切認めない旨連絡。警察

については，上司と怒鳴り合いのけんかになる。 

27 日 実質的逮捕，無令状捜索の一部を見ていた知人と面談し，陳述書作成。 

29 日 準抗告申立て（逮捕手続に重大な違法，実質的逮捕から 72時間超過）。 

同日 原裁判取り消し，勾留請求却下。ただし，理由は勾留の必要性なし。 

★＋1 月 6 日 捜査検事に違法捜査について FAX で抗議，横浜地検検事正，警察署長宛て内容
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証明郵便での申入書。 

7日 11 日及び 12日実施予定の任意での警察署での取調べについて立会い申し入れ。また，

車両使用の引き当たりに応じない旨申し入れ。押収物還付請求。 

11 日 引き当たり捜査，常備薬の写真撮影において，申入れに反する捜査が行われ，写真撮

影の断行などが行われた。予定されていた捜査について，協力しないことを連絡。再度，所轄

警部補の上司と電話で大ゲンカ。 

12 日 内容証明郵便を担当検事，所轄警察署長宛てに送る。 

13 日 検事から謝罪，立会いの下で構わないから捜査をしたい旨の連絡。 

14 日 当職立会いの下，簡単な取調べ。再度 11 日の常備薬の写真撮影を実施。ドライブレ

コーダーの画像を警察署において開示を受ける。 

 

＜コラム２・待機型の例として＞ 

例えば，特捜事件などにおいて検察官が被疑者を任意に取り調べる際，被疑者の属性によっ

ては検察庁の取調室に被疑者を呼ぶのではなく，検察官自身が録音・録画機器を持参した上で

ホテルなどに出向いて取調べを行うことがある。その際，あらかじめホテルの協力の下，取調

べに適した広めの部屋とその付近の部屋を弁護人が押さえ，取調べがなされている間は待機部

屋で弁護人が待機しておき，一時間程度経ったら被疑者に休憩を取らせるように検察官に要請

して，被疑者に一定時間おきに待機部屋まで来てもらうようにすれば，実質的に立会いに近似

した効果を得ることも可能である。 

具体的な方法としては，待機部屋に戻って来た被疑者から，取調べの際，検察官にどのよう

な内容の質問をされて，どのように答え，更にそれに対して検察官がどのように反応したかな

どを細かく報告してもらい，仮に検察官の質問内容や質問方法，被疑者の回答内容や細かいニュ

アンスなどに問題があると思われた場合には，当該箇所を直ちに訂正ないし修正するように助

言した上で，再度聴取部屋に戻ってもらう。万が一，検察官が訂正ないし修正に応じようとし

ない場合には，直ちに待機部屋に戻って来てもらい，場合によっては，弁護人から検察官に趣

旨を説明して説得を行うこともあるし，１時間以上経っても被疑者が戻って来ないときには，

弁護人の方から聴取部屋に赴いてノックをした上で被疑者に出て来てもらい，状況の確認を行

うこともある。 

これらのチェック作業を一定時間おきに行うことで，まずは取調べ自体を弁護人によるコン

トロールを一定程度及ぼしながら進めることができるようになる。その上で，最終的に調書を

作成する段階では，被疑者の能力にもよるが，調書の記載内容をできる限り正確に記憶して弁

護人に口授してもらうことで，不適切であると思われる箇所の訂正ないし修正を直ちに行うこ

とができ，結果的に不利な調書が作成されることを防止することが可能となる。 

ただし，この待機型の例は被疑者を取調べに協力させ，調書を作成することを弁護人が容認

することが前提となっている。この点は議論があるであろう。 

 

＜コラム３・一緒に出頭し「立会交渉」し，下記申入書の申入れ事項－中断して相談できるこ

と，一定時間で必ず休憩を取ること－を，依頼者の前で取調官に確約してもらった上で，依頼

者を取調室に赴かせたという実践例の申入書２例＞ 

 

第４章　捜査改革と弁護 (取調べの可視化から取調べへの弁護人立会いへ )



－ 103 －

申 入 書 

201★年★月 17日 

Ｘ地方検察庁 御中 

Ａ弁護人 

弁護士 Ｚ 

 

前略 

Ｙ被疑事件の被疑者であるＡの取調べに関し，以下のとおり申し入れしますので，善処願い

ます。今後，取調べがあるときには， 

１ 取調べの最初から最後まで録音・録画をお願いします。なお，録音・録画については，バ

イアスを軽減するため，被疑者を正面から撮影するのではなく，取調官の顔が映るように撮

影するのが適当だとされているかと存じます。カメラの位置を調節願います。 

２ 30～40分に 1回程度の休憩を取ってください。 

３ Ａさんが弁護人のアドバイスを求めたときは，直ちに取調べを中断して弁護人と面会させ

てください。 

４ 供述調書を作成したときは，内容をＡさんに確認させる前に，弁護人と面会させてくださ

い。 

５ Ａさんは・・・という立場があり，・・・本件が報道されることによる不利益はＡさんだ

けに留まらない大きなものがあります。報道機関への情報開示は差し控えてください。 

以上 

御 連 絡 

201★年★月 9日 

Ｙ警察署 御中 

 

ａ弁護人 

弁護士 Ｚ 

 

冠省 

 御連絡いただいた甲及び乙の被疑事実に関する取調べの候補日（201★年★月 30日以降で 3

日間，午前 9時から午後 5時まで）について，以下のとおり回答いたします。 

 

記 

 

１ ★月 20日～22日までの 3日間を希望します。 

連続した 3日間の確保が必要なことや★月であることから，当職とａの予定が両方合う日

が最速で上記の日程ですので，善処願えれば幸いです。 

２ 場所は，当方最寄りのＢ警察署を希望します。 

３ 取調べは，弁護人の立会いを希望します。どうしても立会いをさせないという場合は，45

分に１回，15分程度の休憩を挟んでください。もちろん，昼食休憩をお願いします。終了は，

第４章　捜査改革と弁護 (取調べの可視化から取調べへの弁護人立会いへ )



－ 104 －

午後 5時を厳守ください。 

４ 取調べに弁護人が立ち会っていない場合，ａが弁護人にアドバイスを求めたいと申し出た

ときは，直ちに取調べを中断してください。その際，ａは，一旦取調室を出て，弁護人と待

合室で面談したり，電話でやりとりをしますが，当該打合せは接見に相当するものですから，

その内容を盗み聞きしたり取調べたりすることは厳に慎んでください。 

５ 供述調書を作成する場合，読み聞かせや閲読の前に，必ず休憩してａが弁護人のアドバイ

スを得る機会を確保してください。このような機会が付与されない場合は，ａが供述調書に

署名押印することはありませんので，あらかじめ御承知おきください。 

以上 

 

 

２ 弁護人立会い・政策提言における諸課題 

 

取調べへの弁護人立会いは，夢物語ではなく，現に実現しなければならない政策課題でもあ

る。そこで，以下では，この課題の制度構想の粗筋を示しつつ，現実に取調べに立ち会うこと

になる制度として実現するという想定を含め，これに際して議論しなければならないいくつか

の事項について，指摘しておきたい。なお，以下，黙秘権行使，あるいは弁護人立会権行使に

よって，「取調べ中止効がある（若しくはない。）。」，あるいは「取調べ遮断効がある（若

しくはない。）。」との表現を用いることがあるが，「中止効ないし遮断効がある。」とは各々

の権利を行使することによって，「取調べ」という場そのものが（直ちに）消滅することを意

味している。ただし，「取調べ」の場がどのような場合に改めて設定され得るかどうかは，各

国によって異なっていると言え，これは制度構想の在り方によって異なってくる。 

(1) 考え得る制度構想と役割ないし機能 

① 制度構想の大枠 

ここでは，幾分大雑把な素措をする。 

まず，各法域の状況を見れば，弁護人立会制度は，大きくは，アメリカ型とそれ以外

の型に分け得るように思われる。もっとも，これは，それぞれティピカルなものとして

提示しているのであり，現実の制度は，各々を相対化しつつ構想することが当然あり得

ようし，我が国独自の発想もあり得るものと思われる。 

ア いわゆるアメリカ型について 

アメリカ型というのは，以下のような型である。すなわち，ミランダ判決（1966 年）

があり，これによるミランダ諸判例によってミランダ法則となった159。そして，ディ

カソン判決（2000 年）で，憲法上の原則となった。同法則の下では，実質的身体拘束

の下，ミランダ告知（ミランダ警告）が不可欠であり，ここで被疑者が弁護人の立会

いを求めれば取調べは直ちに中止され，以後なされないとされている（本章第２・２

(1)参照）。他方，被疑者が黙秘権を行使した場合は，即時の取調べ中止効はあるが，

相当の時間を置けば，改めて取調べの場を設けること自体は可能とされるようである。

結局，アメリカ型は，弁護人立会権行使イコール取調べ拒絶として扱われ，現実に弁

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
159 小早川義則『ミランダと被疑者取調べ』（1995 年，成文堂）参照。 
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護人が立ち会って取調べがなされる形態ではない160。 

アメリカ型では，ミランダ告知の後，弁護人立会権を放棄させて（また，黙秘権を

放棄させて）取調べがなされる。その放棄率は高いと言われ，7 割とか 8 割に及ぶと

も言われている。重要な権利放棄の場面に肝腎の弁護人立会いがないことから，「ミラ

ンダの矛盾」と呼ばれる現象が生じていると言われる（従来の自白の任意性判断の「総

合考慮」が，権利放棄の「総合考慮」に転じたとも言われ，ここでの「水掛け論」を

防ぐためアメリカでも可視化が必要とされたという要素がある。アメリカにおいて可

視化は，ミランダに反対する側からもミランダを支持する側からも，双方から要望さ

れたという経緯もある。）。弁護人アクセス権は，それを最初の取調べ前に弁護人接見

の機会を与えるべきであるという意味では，アメリカ型においては，その保障が強い

とは言い得ない161。もっとも，イニシャルアピアランス段階では弁護人依頼権は保障

されているので162，その意味では，日本よりも弁護人依頼権の保障は進んでいる。 

イ それ以外の型について 

他方，アメリカ型以外の型は，現実に弁護人が立ち会った上で取調べがなされてい

る。イギリスを始めとし，ヨーロッパ，韓国，台湾，皆そうである。現在は，イギリ

ス，ヨーロッパにおいては，最初の取調べの前の弁護人アクセス権の保障が強いとさ

れる（第１章及び本章第２参照。サルドゥズ判決）163。その反面と言うべきなのであ

ろうか，弁護人立会いの上で，一定の取調べが遂行されるという実態のように見られ

る164。もっとも，最初の取調べにおける弁護人立会いをどこまで不可欠の要請とする

かは議論があり得るであろう。一定の時間経過後は取調べを開始してよいとの法域が

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
160 弁護人立会権の行使は直ちに総体としての取調べ拒絶権行使とされている。現実に立ち会って取調べを行うとい

う場の設定がなぜなされないのかについては，そのような場面設定をしても，必ず黙秘権行使がアドバイスされ，供

述するという場合がおよそ想定されないからであるとも言われるが，これは答弁取引制度の影響が大きいと考えられ

る。なお検討を要する論点である。 
161 これがアメリカ型の難点ということになろう。したがって，アメリカ型の上で，事前アクセス権をきっちりと保

障できれば，更に一つの型と言えるであろう。ただ，アメリカのような取調べ拒絶（で，およそ取調べの場を設定し

ないという）型で，かつ（取調べ前の）弁護人アクセス権を強く認めるという法域は，見出し得ないようにも思われ

る。 
162 日弁連刑事弁護センター編『アメリカの刑事弁護制度』（1998 年，現代人文社）20頁。 
163 もっとも，詳細な権利告知書を持つイギリスにおいても，現実の弁護人アクセスは 50％レベルというのであるか

ら（本章第２・２参照－更に増加傾向にあるとされているとはいえ），アメリカ型に比して，その差は相対的と言え

なくもない。 
164 イギリスは黙秘権不利益推認条項によって，理論的には黙秘権行使による即時の取調べ中止効は認められず一定

の滞留義務があるものと言える。もっとも，上記条項ができたのは 1994 年法であり，可視化とともに弁護人立会権

が明確に制度化された PACE（1984 年法―これに基づく実務規範）の方が時間的には先行している。このことから考

えると，イギリスにおいてアメリカと違って現実に弁護人立会いがなされてきた所以を求めるとすれば，要は，PACE

自体によって，取調べのための身体拘束を承認したことが原因であるのかもしれない（前掲・注 89・多田 246 頁，

254 頁など参照）。その意味では，ヨーロッパの大陸法系に類似するところがあるとも考えられる。大陸法系にあっ

ては基本的に出頭自体は強制的である場合があって，その限度では被疑者尋問のために取調べの場が設定されること

を前提とする状況とも言える（後記第６参照）。ドイツの例であるが，黙秘権行使ないし弁護人との相談を申し出た

ときは，尋問を行うことは許されないとされつつも，取調官が尋問に応じるように被疑者を説得することは許される

とされているようである（辻本典央『刑事弁護の理論』－2017 年，成文堂－161頁以下参照）。なお，イタリアにつ

いて言えば，職権主義の刑事手続が 1989 年に当事者主義化され(取調べへの弁護人立会い自体は 1970 年から認めら

れている。)，1995 年には身体拘束された者の取調べ可視化が義務付けられているところ，黙秘権行使による取調べ

遮断効はかなり徹底しているものと認められた(2004 年日弁連調査)。 
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存在するのは事実だからである165。 

また，その後の継続的な取調べがあり得るとして（英米においては，取調べは，そ

もそも初期の 1回が原則と思われる。），弁護人が立ち会わなければ取調べができない

制度かどうかも，更なる検討を要するところはあろう。例えば，韓国などは捜査妨害

などの正当な理由があれば，弁護人立会いを排除して取調べができる建付けとされる

（もっとも，既述したとおり，立会いなくして取調べられて作成された調書の証拠能力

はないとの判例がある。）166。 

以上，各法域の在り方を確認・検討しつつ，我が国における弁護人立会制度を構想

していくこととなろう167。最初に述べたとおり，アメリカ型とそれ以外の型といって

も，それはそれで典型例として示しているところがある。その理念型を考慮し理想を

追求しつつ，現実の在り方を見定めていくことになろう。 

ウ 小括に代えて 

以上を総覧すれば，次のように言えるように思われる。すなわち，我が国の，長時

間の取調べ実態に照らせば（例えば，従来よりは軽くなったと見えなくもないとはい

え，裁判員裁判対象事件の警察段階の平均取調べ時間は，25時間を越えているわけで

あり－本章第２・２(2)③参照），これにそのまま応じる形での取調べへの弁護人立会

いなのであれば，その現実化は困難というべきであろう。そこで，「立会いなくして取

調べなし」との法理を打ち出しつつ，これを基本として対応していくことを構想する

ことになるであろう。弁護士の側の過度の負担を懸念し，それを理由に弁護人立会制

度を消極に捉えるとすれば，それは，むしろ転倒した議論と言うべきであろう。現実

に可能な制度を当然構想することになる。 

そのためには，既に論じているとおり，「取調べ観」の転換という観点からも，ま

た，諸外国の例から見ても，取調べの実態を改めていく必要がある。それは，まずは

取調べ可視化の下での黙秘原則を核とする，弁護実践からのアプローチになるものと

思われる。 

そして，制度として，まずは諸外国(各法域)から学ぶとすれば，弁護人立会権行使

による取調べの遮断効（中止効）は，これを前提にすべきこととなろう(それを永続的

なものとするか，また，「不可逆」なものとするか，さらには，その後の立会いの在り

方について，上記各国の例も参考にしつつ，更なる議論があり得ると思われるが，ま

ずは，弁護人立会権行使による即時遮断効が前提として必要と言うべきであろう。)。 

また，権利の放棄が蔓延することによって，権利が実質化・実効化し得ないという

教訓をも汲み取るとすれば，弁護人へのアクセス権を強く保障する制度が必要になる

と思われる(そのためには，権利告知を厚くするシステムとその運用を目指さなければ

ならないであろう。)。 

そのような前提に立ちつつ，弁護実践を積み重ねつつ，制度を構想していくことに

なるのではないか。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
165 フランス型（ベルギー，オランダも同じ。）は 2 時間待機であり，台湾は 4 時間待機である。また，フランス型

は，取調べ前の最初の接見に関して，30分の時間制限をしている。 
166 2013 年 3月 28日大法院判決。 
167 2018 年 4月 13日付け日弁連「弁護人を取調べに立会わせる権利の明定を求める意見書」は，これらを検討する

上での出発点と捉えられる。 
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② 役割ないし機能 

現実に立ち会った上で弁護人が何をするか。弁護人立会いの役割は，何よりも依頼者

をエンカレッジし支えることにあるが，弁護人の側から見れば，その役割や機能は，お

おむね次の 5点となろう168。 

ア 監視 

これは基本的には取調べを監視する機能に純化するイメージである169。 

イ 助言 

取調べを監視するにとどまらず，リアルタイムで随時，被疑者に助言を行う機能で

ある。 

ウ 取調べへの介入 

被疑者に対して助言するにとどまらず，取調官が違法・不当な質問などを行った際，

異議申立てをしたり，意見陳述をしたりする機能である。場合によっては，被疑者に

対する発問も含まれてくるかもしれないが，被疑者に代わって答えることができない

ことは万国共通のようである。 

エ 処分への関与 

これは，いわゆる「司法取引」場面を想定している。個々の取調べへの関与という

側面もあるが（その場面が「取調べ」かどうかという問題もある。），むしろ捜査手続

全体に関与と言える機能である。 

オ 情報収集 

その場にいて，取調官の発問内容などを含め，様々な情報をインプットする機能で

ある。 

以上の各機能をも考慮しつつ，制度構想を検討していくことになるであろう。 

(2) 弁護士会としての体制整備 

我が国の現状として，取調べに立ち会った経験を持つ弁護人はごく僅かと言ってよい。

実際に立ち会った場合に，どのように振る舞うべきかというノウハウはおよそ蓄積されて

いない。もちろん，基本的には現段階で確立されつつあり，既に多くの弁護実践で行われ

ている取調べへの対応（原則黙秘と例外的解除の方針）は，立会いがあったとしても大き

く変容はしないだろう。 

ただ，特に供述をするということになった場合には，種々の考慮が必要であろうし，そ

のための研修体制も整えなければならない。既に述べたとおり，弁護人が立ち会って供述

をしている以上，当該供述の任意性が後に問題になる場合には，基本的にこれを争うこと

は困難になると考えるべきである（任意性が全く争い得なくなると指摘しているわけでは

ないが，そのように心して立ち会わなければならないということは確かであろう。）。 

この点，参考になるのはオランダの制度である170。オランダにおいては，立会いをする

ために弁護士の待機リストが作られている。そして，その待機リストに名前を搭載するた

めには，毎年一定の研修を受講しなければならないこととなっている。日本においても，

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
168 前掲・注 94・小坂井・中西 124頁参照。 
169 いわば，「人間カメラ」型である（この点で，この型には批判がある。もっとも，あくまでも立会うのは「人間」

であるから，その場に無機質に存在するわけではなく，そこに居ること自体，有意義ともいえる。この点，評価は分

かれる。）。なお，台湾は 1982 年法では，この型であったが，2000 年法で意見陳述権が明記されるに至っている。 
170 本実行委員会の実施したオランダ視察における視察内容に基づく（本章第２・２参照）。 
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そのような研修体制を構築することが必須となろう。 

さらに，その前提となるものは，その待機体制の構築である。どのような制度を構築す

るのであっても，現実の立会いをイメージする限りは，一定数の弁護人が被疑者からの呼

び出しに一定程度の迅速さでもって対応することが必要となる。弁護人アクセス権を強調

するのであれば，一層，その重要性は明らかである。 

もちろん，制度設計としては，被疑者が弁護人を望んだ以上，取調べは中断するという

制度が目指されること自体は言うまでもない。他方で，一旦取調べを中断しても，それを

必ずしも貫徹するのではなく，フランスやオランダのように 2時間は待機するものの（台

湾においては 4時間待機するものの），それ以降は弁護人なしで取調べを開始することが

できるとする制度も現に存在していることは事実である。また，そうでなくても，イギリ

スにおいては，基本的に一度被疑者が弁護人を望んだ以上は，弁護人が到着しなければ取

調べはできないものの，到着に時間を要する場合に，被疑者自身がしびれを切らして立会

権を放棄するというケースがあることも報告されている。 

いずれにしても，被疑者の要請に応じて，可及的速やかに取調べ前の接見に赴き，更に

現実の立会いをも見据えて，警察署に到着することができるような体制作りが急務という

ことになろう。 

この点，都市部においてはその制度設計も可能かもしれない。しかし，郊外に事務所を

構える場合や管轄する面積が広く大きい弁護士会においては深刻な問題となる。会員数の

多くない弁護士会や支部においても，この問題は生じる。 

複数選任の体制整備や捜査段階の弁護人数制限規定の改正も検討する必要がある。さら

には，イギリス同様，法曹資格を立会いの要件とするのではなく，一定の特別な資格を創

設し，法曹ではない者も立ち会うことのできる特別資格の創設等も今後議論の対象となる

かもしれない。また，電話接見については，喫緊の実現を検討すべき対象となる。 

(3) 予算面での整備 

現状の被疑者国選弁護人の割合に鑑みれば，現実に弁護士が立ち会うことになる場合に，

その大半の事件では，国選弁護による立会いになる筋合いである。その場合には，何らか

の形で弁護士報酬が適正に支払われなければ，制度のみを構築しても，現実に立ち会う弁

護人がいないという状況も起こり得る（かつての韓国においては，立会い率の低さが指摘

されており，その原因として弁護士報酬が低額に過ぎることが指摘されていたようであ

る。）。 

この点，現在は接見回数に応じて被疑者段階の弁護士費用が算定されている。これは立

会時間に応じて弁護士費用を算定することと親和的であるが，予算措置も含めての十分な

議論が必要となろう。なお，後述するとおり，当然ながら，取調べ時間の何らかの形での

規制がなされ，立会時間が縮減されるのであれば，予算の問題も解決可能なものにもなり

得る。 

(4) 制度改革 

以上のとおり，弁護士側で制度構築が必要な部分は多々存在する。 

他方，法制度そのもの，そして実務運用自体，当然改善されるべき対象である。既述の

とおり，弁護人立会権行使によって，取調べの中止効を導くという制度を構想し，あるい

は，そのような運用を導く実践を考えるべきこととなる。 
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そして，何よりも，裁判員裁判対象事件において平均は 30時間程度になっているとされ

るが，ときには 100時間を超えるともされる取調べ時間こそ，総体として当然短縮化され

ていかねばならない。この点も既に述べたとおり，可視化によって黙秘権行使が一般化し，

現に黙秘可能な被疑者が増えるにつれて，「取調べ観」自体変容し，取調べそのものに過

大な意義は見いだせなくなってきており，こうして，取調べ時間が短縮傾向となることは

想定できよう（仮にそうならないとすれば，そのこと自体が黙秘権侵害の徴表ともなり得

るし，捜査機関側の抵抗と評価し得るであろう。）。取調べ時間が短縮されるとすれば，

これによって，前述のとおり，弁護人立会いについて確保すべき予算の範囲も縮小される

はずと言えよう。 

さらに，身体拘束期間の短縮化自体も課題となろう。現状として，裁判所の勾留判断（延

長も含む。）は改善傾向にはあるものの（その傾向の捉え方や評価については議論があろ

う。），まだまだ必要性のない身体拘束があり，これ自体はなお目に余るものがあるとい

うべきである。そもそも 23日間も身体拘束をするのはなぜかと問わねばならない。その間

を取調べのために使用するというのは極めて日本的な取調べ偏重主義の現れと考えられる。

上記のとおり，取調べ時間の短縮化は不可避的に生じると言うべきであるから，取調べ時

間の短縮に伴い，物証収集に注力できる筋合いであり，身体拘束期間それ自体も 23日間で

ある必要性はなくなってくると言ってよい。 

また，取調べという観点を離れても，様々な証拠収集手法が開発され，デジタルデータ

の収集が瞬く間のうちになされる現代社会において，物証の確保にそもそも 23日を要する

事件がどれほどあるのかは疑問である。勾留延長などは，正に例外中の例外となる運用が

確立されるべきであろう。その上で，制度自体，勾留期間そのものの短縮化が志向されな

ければならない。 

 

３ 取調べに先立つ弁護人の助言 

取調べへの弁護人立会いを実効化するためには，本章において，冒頭で言及した，弁護人ア

クセス権（取調べ開始前のそれ）が非常に重要である。以下，改めて，取調べに先立つ弁護人

の助言について，言及していきたい。 

(1) 弁護人の接見と取調べの現状 

① 弁護人依頼が取調べの規制としては機能しない現状 

最高裁平成 11 年 3 月 24 日大法廷判決（以下「最高裁大法廷判決」という。）は171，

憲法 34条に規定された弁護人依頼権は，単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨

げてはならないというにとどまらず，被疑者に対し，弁護人を選任した上で，弁護人に

相談し，その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを保障している

と判示した。これにより，我が国では，被疑者が弁護人と面会して助言を受ける権利（接

見交通権）は憲法上の権利として確立していると言ってよい。 

しかし，その権利は，捜査機関による取調べに対する規制としては十分に機能してい

ない。最高裁大法廷判決は，接見交通権が憲法上の権利であるとしても，一方で国家の

権能としての刑罰権や捜査権がある以上，接見交通権がこれらの国家の権能に優先する

とまでは言えないとして，その合理的調整の範囲内での接見交通権の制限もやむを得な

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
171 民集 53巻 3号 514 頁。 
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いのであり，刑訴法 39条 3項による捜査官による接見制限規定も憲法に違反するもので

はないと判断して，検察官が，現に取調べ中であるか，すぐに取調べが始まるような時

期において，弁護人に接見指定をすることは合憲であるとしたからである（ただ，最高

検察庁や警察庁の通達によって，おおむね，取調べ中であっても弁護人からの接見申出

があれば，取調べを中断して接見させるような運用になっていると見られる。）。 

このような最高裁大法廷判決が存在する我が国にあっては，その現状において，被疑

者が弁護人依頼権を行使して，弁護人を選任したいと告知しても，捜査官による被疑者

取調べが中断することはない。弁護人が接見に出向き被疑者に何らかの助言をするまで，

取調べをしないで待つというようなことは，現在の我が国では一切行われていない。 

したがって，我が国では，逮捕後速やかに，私選弁護人あるいは当番弁護士として，

被疑者に接見した場合であっても，その段階では，弁解録取の手続や最初の取調べが既

に行われ，被疑者が供述して弁解録取書や供述調書を作成されているという事態がほと

んどだと言ってよい。そして，取調べの録画・録音が普及してきた今日，弁護人の助言

を得ないで始めた被疑者の供述が，捜査機関によって録画・録音されていることも珍し

いことではなくなっている。 

② 弁護人の助言を得る必要性が極めて高いこと 

しかし，逮捕された被疑者からすると，警察官によって手錠を掛けられ腰縄を回され

て自由を束縛されるという精神的衝撃に加え，日常生活が突然遮断され，情報も一切途

絶えるという著しい不利益（日常生活上の一切の予定を変更せざるを得ない。）とそれ

による動揺が激しいのが逮捕直後である。そのような被疑者が捜査機関側の土俵である

取調室（多くは窓もない狭い空間）において，誰の援助も受けずに捜査官と対峙するこ

とを余儀なくされ，滞留義務の威圧の下，強制的雰囲気の中で取調べに応じなければな

らないことになれば，捜査官に対する迎合的心理も働いて，たとえ弁護人依頼権が告知

され，黙秘権のあることが捜査官から告知されたとしても，黙秘権行使の方法も分から

ず，黙秘権行使をちゅうちょすることになるのは必然である。取調べに先立って弁護人

の助言を得る機会がないとすれば，ただでさえ強大な国家機関としての捜査官と訴追さ

れる被疑者個人との力の差は余りにも明確であり，そのような刑事手続の当初の段階で

の弁護人の援助を受ける権利の必要性は，極めて高いと言わなければならない。 

ところが，我が国においては，現在，取調べに先立って弁護人と相談して助言を受け

る権利の保障は，全く欠落しているのである。 

(2) 現状は憲法や国際人権自由権規約に違反するものであること 

① 国際人権自由権規約 14条及びヨーロッパ人権条約 6条 

我が国の刑事手続においても効力を有する国際人権自由権規約 14条（公正な裁判を受

ける権利）3項は，被疑者・被告人の権利として，（b）「防御準備のために十分な時間

及び便益を与えられ，自ら選任する弁護人と連絡すること」，（d）「自ら出席して裁判

を受け，直接に又は自ら選任する弁護人を通じて防御すること」を保障している。 

また，本章で繰り返し述べているように，上記規約 14 条とほぼ同じ規定を持つヨー

ロッパ人権条約 6条（公正な裁判を受ける権利）について，2008 年 11月 27 日のヨーロッ

パ人権裁判所の判決（サルドゥズ判決）は，「弁護人のアクセスなしの警察尋問の間に

得られた自己負罪の供述が有罪のために用いられた場合には，弁護人に対するアクセス
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権は原則として回復不能に侵害される。」として，ヨーロッパ人権条約 6条に規定する

公正な裁判を受ける権利は，刑事手続の当初の段階から保障されるべきであり，警察取

調べにおける弁護人の援助を受ける権利を侵して得られた供述の証拠能力を排除してい

る。 

防御の権利と公正な手続が尊重されるべきであるとする点では，国際人権自由権規約

14条もヨーロッパ人権条約 6条と同様であり，国連「弁護士の役割に関する基本原則」

第 1条が「すべての人は，自己の権利を保護確立し，権利手続のあらゆる段階で自己を

防衛するために弁護士の援助を受ける権利」を有すると規定するのも同趣旨である。2007

年 5月，国連拷問禁止委員会が日本政府に対して，取調べにおける弁護人立会いを勧告

しているのは，刑事手続の当初の段階から弁護人の援助を受ける権利が実質的に保障さ

れていない場合には，公正な裁判を受ける権利を侵害するものであるとする見解に基づ

くものである。 

② 憲法 34条，憲法 37条及び憲法 31条 

最高裁大法廷判決は，憲法 34条を「弁護人に相談し，その助言を受けるなど弁護人か

ら援助を受ける機会を持つことを保障している。」としている。弁護人の援助を受ける

権利は，憲法上の権利である。最高裁大法廷判決は，憲法上の権利といえども，刑罰権

や捜査権という国家の権能に優先するわけでないとして，その合理的調整の範囲にある

かどうかを違憲判断の基準としたが，そのような調整原理の下での我が国における逮捕

直後被疑者の置かれた余りにもぜい弱な取調べ環境は，国際人権自由権規約 14条に違反

するものである。 

また，憲法 37条 3項の刑事被告人（accused）は，用いられた英文からすると国家か

ら刑事訴追を受ける立場にある人であり，「いかなる場合も－at all times」との規定

からすれば，嫌疑を受けて取調べを受ける段階から弁護人の助言を受ける権利が保障さ

れていると解し得る。 

さらに，憲法 31条は，刑事手続が適正に行われることを要請している。適正手続とは，

国家刑罰権の行使に際して憲法に規定された基本的人権を尊重すべきことを要請するも

のであり，この適正手続の観点からも，取調べに先立って弁護人の助言を受ける権利が

確立しなければ，憲法 34条及び憲法 37条 3項における弁護人の援助を受ける権利を実

質的に保障したことにはならない。 

弁護人の助言を受ける前に取調べを開始することは，本来許されない。 

(3) 制度設計上の課題 

① 我が国における取調べへの依存度の高さ 

取調べに先立って弁護人の助言を受ける権利を確立することは，極めて重要な課題で

ある。しかし，その制度設計はそれほど簡単ではない。 

我が国の場合，被疑者取調べへの依存度が極めて高い。被疑者の捜査官に対する供述

の結果としての「供述調書」に依存する刑事司法手続が少なくとも 250 年にわたり続い

てきたと言ってよい。その取調べが，弁護人の接見とその際の助言を受けた後でなけれ

ばできないことにしようというのであるから，捜査機関側からの反発は，取調べの可視

化（取調べ全過程の録画・録音）についての議論のとき以上のものになることは容易に

想定される。 
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② 実効的措置に対する検討の必要性 

そこで，我が国の捜査機関における「取調べ観」や取調べの実情を考慮すると，取調

べに先立って弁護人の助言を受ける権利を実現するに当たっては，そのための実効的措

置（弁護人到着まで取調べを待つ時間，接見する時間の制約）が議論の対象となること

自体は，これを想定しておく必要があるであろう。現に，ベルギー，オランダ，フラン

スでは，2 時間が経過しても弁護人が来ない場合には，取調べをすることができるとさ

れている（台湾は 4時間とされている。）。また，第 1回目の接見時間は 30分とされて

いる。これはこれで参考資料にはなり得る。 

もっとも，我が国の弁護人は，72時間にわたる捜査機関による留置を経て被疑者が裁

判所に引致された後も，証拠開示は一切なく，被疑者からの徹底した事情聴取によって

暫定的なケースセオリーを確立せざるを得ないのである。これと裁判所引致後は証拠開

示がなされることになっている上記ヨーロッパの弁護人との立場の違いは顕著であり，

これらを含めた議論がなされなければならない。 

③ 弁護人の対応態勢が構築できるか 

取調べに先立つ弁護人の助言を受ける権利の実現を図るには，これに対応する弁護人

態勢の構築が可能か検討を要する。実際，日弁連国選弁護本部では，逮捕直後からの公

的弁護制度に関する制度設計を検討している。その対応態勢の議論も個々の弁護士会で

様相を異にはするが，全体としては，弁護人依頼の要請があってから 24時間以内に弁護

人が接見できる態勢が整っているかの議論にとどまっていて，逮捕から 2時間や 4時間

で可能かという議論までには至っていない。取調べに先立って弁護人の助言を受ける権

利を実効的に確保するためには，抜本的な取組の見直しをせざるを得ないであろう。 

ただ，ヨーロッパ調査で，実際の運用では，夜中に警察に逮捕された被疑者があって

も，弁護人の取調べへの立会いを考慮して取調べを翌朝に回すような調整が行われてい

る国も存在することが分かった。これまで比較なじみの薄かった警察と弁護人とのある

種の信頼関係の構築も制度運用の上では，必要となってくるように思われる。 

 

４ 捜査段階における情報開示 

取調べへの弁護人立会の実効化のためには，弁護人アクセス権とともに，捜査段階の情報開

示が重要である。以下，この課題について論及する。 

(1) 現状 

我が国における捜査情報の開示は，これまで公判段階において，基本的に開示の有無・

範囲・時期の問題として議論されてきた。 

そして，いわゆる「捜査」の段階が終了して以降（すなわち訴追以降）の，「公判」段

階において一部の証拠が義務的開示されるというのが現在の日本の状況である。しかも，

その状況は 2004 年の公判前整理手続導入に伴う証拠開示制度の法定以前は，より深刻なも

のであった。すなわち，最高裁は 1959 年 12月 26 日には証拠開示を全く認めない決定に及

んでいたものであるところ，1969 年 4月 25日には，そこからは転じるに至ったものの172，

「証拠開示に関する様々な利益を考慮しながら，裁判所の訴訟指揮権で開示の当否を判断す

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
172 最二決昭和 44年 4月 25日・刑集 23巻 4号 248 頁 
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るという方法を採用し」173，これは，被告人の当事者としての証拠開示請求権としては極

めてぜい弱なものでしかなかった（「権利」性を認める意識などはなかったと言って差し

支えなかろう。）。 

その状況に変化をもたらしたのは2004 年改正であるが，少なくとも起訴前の証拠開示は，

その前後を問わず（すなわち公判段階の証拠開示の範囲や量には影響を受けず），運用上

も一貫して全くなされていない状況と言わざるを得ない。 

しかしながら，このような状況は，捜査段階においても，当然に弁護人の援助を受ける

権利が憲法上保障されていることと全く矛盾するように思われる。弁護人の援助を受ける

権利は，全ての被疑者に保障されるのであるから，その権利が実効的に保障されるために

は，有効な弁護活動を提供できるのに十分な情報が事前に与えられるべきである。これま

で論じてきた取調べへの弁護人立会権にフォーカスしても，取調べに立ち会う前に，何の

情報も持たなければ助言のしようがないとも言える。それでは，実質的には弁護人立会権

を保障していないことになりかねない。 

実際，ヨーロッパ諸国，特にイングランドにおいては，取調べに先立つ助言と情報開示

は，弁護人立会権を実効的に保障する前提条件として設定されている174。 

以下，捜査段階における証拠開示について若干の整理を試みるが，議論の成熟度や，紙

幅の都合等，あらゆる意味で不十分なものとならざるを得ない。今後の活発な議論に期待

したい。 

なお，捜査段階の「情報開示」を考えるに際して，それがいわゆる「情報」なのか「証

拠そのもの」なのかという問題がある。調査の限りで最も情報開示が充実していると思わ

れるイングランドにおいてさえも，「証拠そのもの」を弁護人に開示する運用は必ずしも

一般的ではないように見受けられた。「情報」開示を念頭に置いた場合は，捜査官が虚偽

を述べる可能性もあれば，誤解が生じる可能性がある。「証拠そのもの」であれば，その

ような問題は生じない。逆に言えば，「情報」が正確である以上，「証拠そのもの」の開

示を避けねばならない理由は見いだし難いのではないか。そこで，以下では「情報開示」

は「証拠（そのものの）開示」という意味合いで用いることとする175。 

(2) 理論的根拠 

現行刑訴法においては，捜査段階における証拠開示請求権が規定されていない。そのた

め，これを理論的に根拠付けるものとして，憲法 31条，32条，34条，37条等が指摘され

得る。また，捜査過程の情報に関する自己決定権という切り口から憲法 13条を指摘するも

のもある176。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
173 斎藤司「捜査過程を示す記録と刑事証拠開示」刑法雑誌 52巻 2号（有斐閣，2013 年）。 
174 前掲・注 99・近畿弁護士会連合会『第 30回近畿弁護士会連合会人権擁護大会シンポジウム第 2分科会報告書』

23頁以下参照。多くのヨーロッパ諸国では，取調べ前の情報開示は，捜査機関の義務ではなく裁量によるとされて

いる。では，捜査機関は情報開示に抑制的かというとそうではない。そこには，「供述がほしければ，情報開示をす

べき」，逆に言えば「情報開示がない以上，供述はしない」という弁護戦略が見え隠れする。それは日本においても，

十分な証拠開示がなされなければ予定主張を明示できないという公判前整理手続の状況とパラレルに考えれば，理解

自体は可能ではある。もっとも，公訴提起後は全面開示が筋なことは当然であるし，捜査段階であっても，黙秘権を

交渉材料のように用いる点をも含め，今後慎重な議論が必要となろう。 
175 ただし，検察官によっては，「情報」であれば，比較的柔軟に開示する旨述べる者もおり，現実的な弁護実践と

しては，「情報」であったとしても，この開示を求める姿勢はあってもよいものと思われる。 
176 斎藤・前掲注173。斎藤はその他にもドイツにおける記録完全性の原則を参考として，被告人にとっての防御の

重要性を判断するためのアクセス権として構成され得ることも指摘している。 
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証拠開示に関する研究を精力的に行う斎藤司は，少なくとも現行刑訴法における強制処

分のうち，身体拘束に関して定められる手続（準抗告，勾留理由開示，保釈等）は，刑訴

法 429条の定めるところの「裁判」であり，「裁判」を受けるための当事者対等や実効的

準備の必要性を根拠に，強制処分判断の根拠資料の開示を受ける権利が解釈上導き得ると

する177。憲法 32条が「裁判」を受ける権利を保障し，身体拘束に関する判断が人の行動の

自由を奪う最も苛烈な権利侵害である以上，その裁判（ないしは異議審）の実効的な準備

のために，実質的な検討をする前提として，捜査段階においても証拠開示を解釈論として

導く見解は，十分に理論的根拠を有するものである。 

このことを念頭に考えれば，身体拘束等の基礎となる犯罪の嫌疑に関する証拠関係は本

来開示されるべきである。これによって，弁護側はその裁判にも異議審にも，十分な準備

でもって臨み得ることとなろう178。 

また，斎藤はそれにとどまらず，現行刑訴法において身体拘束以外の強制処分であって

も，情報開示は必要であるとする。なぜなら，第一に，身体拘束が刑訴法上重要な手続（裁

判）と位置付けられているのは，身体の自由の重要性を強調したがゆえのものであって，

その他の強制処分を軽んずる理由とはならない。第二に，準抗告手続の意義の一つを，強

制処分という権利侵害に対する「事後的な実効的権利保護」を保障することにあると解す

れば，（身体拘束に関しない）押収等のその他の強制処分にも，その根拠資料を開示する

要請は高まる。そして，第三に，現行刑訴法では必ずしも直接的に準抗告等の手続が予定

されていない強制処分においても，何らかの形で準抗告の予定されている手続と関連付け

て判断されているものも多い（例えば，捜索が問題となる場合に，差押えと関連付けて準

抗告されることがある。）。これらの理由に加えて，そもそも現行刑訴法が準抗告を可能

とする強制処分を不当にも制限的に定めているということそのものも問題であるとする。

この論理を進めれば，異議審を実効的に行うための証拠開示という意味では，基本的にほ

とんどの証拠が開示対象となり得ると考えられるし，異議審の準備に必要な証拠の範囲を

明確に定めることも困難であることからすれば，開示すべき証拠の外延は当然幅広くなら

ざるを得ない。 

そもそも憲法の各規定ぶりからすれば，捜査機関が捜査段階においても証拠開示を拒絶

することは許されないと考えるべきであるが，現行の刑訴法を前提としても，捜査段階の

「裁判（異議審）」への準備という観点から，積極的な証拠開示がなされる必要がある。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
177 斎藤司『公正な刑事手続と証拠開示請求権』（法律文化社，2015 年）383 頁。なお，斎藤はその前提として，現

行刑訴法 47条の規定や捜査の密行性を根拠として，逮捕状請求書謄本の開示が制限されることや勾留理由開示公判

が形式的理由の告知にとどまっていることを批判的にとらえており，極めて正当な指摘である。 
178 斎藤は前掲注177・385 頁において「ドイツ法の知見だけでなく，国際人権法という普遍的価値，日本における憲

法・刑訴法の構造やその歴史的背景からみても，現行刑訴法における勾留理由開示，保釈請求手続，準抗告手続は，

身体拘束の適法性を争う手段であり，その手続は，公正かつ対審的に構成され，さらに身体拘束の基礎とされた証拠

資料がすべて弁護側に提示されるという解釈，それを怠った場合はその身体拘束が取り消されるという解釈を採るこ

とは十分可能である」とする。なお，台湾においても，2017 年法において勾留請求に伴う証拠開示制度が設けられ

るに至っている（刑訴法 93条と 101 条の改正，同 33条の 1などの新設－陳思帆・斎藤司「台湾における刑訴法改正

について－捜査段階における記録閲覧制度の新設」法律時報 2018 年 4月号 83頁以下，李怡修「台湾の捜査段階勾留

審査手続における証拠閲覧」季刊刑事弁護 92号－2017 年－114 頁以下参照）。この問題について，身体拘束と捜査

段階証拠開示について，立法過程から論じるものとして，堀田尚徳「身体拘束中の被疑者における証拠開示請求権」

（2016 年，北海道大学博士論文）がある。 
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(3) 反対論―捜査の密行性について 

大前提として，上記のとおり仮に捜査段階における情報開示が認められるとしても，そ

れがすなわち司法妨害（証拠隠滅や口裏合わせ等）を許容するものでないことは，当然の

こととはいえ，改めて確認しておくべきであろう。捜査情報が開示されたとしても，弁護

人として，その管理や利用には細心の注意が払われるべきであり，それを利用した司法妨

害が行われることがあってはならない。ただし，この点は，現行の司法妨害関連犯罪や弁

護士会における懲戒手続の適正な運用によって，十分に担保可能である。 

問題は，捜査段階証拠開示においてしばしば主張される「捜査の密行性」である。この

点について，斎藤は，捜査機関が主張するところの「捜査の密行性」は，強制処分を求め

るに当たっては，それが強制処分である以上,「権利侵害を受けた者には，当該強制処分に

ついて実効的に争う途が開かれなければならない」179のであり，その意味で捜査の秘密と

いう利益は当然に放棄されなければないとする。そして，逆に密行性を守りたいのであれ

ば，その強制処分は断念すべきものとする。 

また，捜査の密行性がいかなる権利保障にも上回るという理論的な根拠もなければ，条

文上の根拠もない（現に刑訴法 196 条も注意規定である。）。そのように考えれば，斎藤

の採る帰結は一見強引なようにも思われるが，強制処分のもたらす不利益に鑑みれば，当

然の帰結と言い得る。 

加えて，弁護人の援助を受ける権利の発現としての立会いをする前提として，これを有

効に機能せしめるためには，証拠開示が必要である。事件や捜査について，何らの前提知

識も持たずに，実効的で有効な弁護活動を提供することなど，極めて困難というべきだか

らである。つまり，実効的な立会いをするためには，証拠開示も憲法 34条の保障の具体化・

実効化の一つと言うべきである。 

現状においても，取調べで捜査官はしばしば証拠の内容や，ときには証拠そのものを示

して被疑者に説明を求めることがある。その内容を，接見において，弁護人は被疑者から

聴き取り，それに応じた助言をする。つまり，いずれにせよ取調べで被疑者に開示される

だけの情報は，弁護人に伝わることは大前提である。そうであるにもかかわらず，弁護人

には一切の情報を開示しないというのは余りに迂遠である。被疑者に伝える内容であれば，

少なくとも弁護人に直接伝えても何ら弊害もなければ，問題もないはずである。例えば，

逮捕状の執行の際には被疑事実は伝えるのであるから，初回接見前に，それを弁護人に伝

えないという運用は根拠に乏しいと言わざるを得ない。また，取調べにおいてはいかなる

証拠があるか（例えば目撃者の存在や被疑者の供述内容等）を示唆しながら取調べをする

こともよくあることなのであるから，それを弁護人に伝えることも何ら問題はないはずで

ある。既に述べたとおり，捜査段階においても，弁護人に対して（少なくとも相応の）証

拠開示がなされてしかるべきであるが，現状の硬直的な運用（例えば，被疑事実の要旨す

ら弁護人に伝えようとせず，勾留状が手元に届くまでは正確な被害額すら分からない。）

はいかなる意味においても不合理であると言わざるを得ない。 

(4) 小括 

捜査段階の証拠開示については，公判段階や再審段階における全面証拠開示がなされて

いない現状においては，当面，目下の課題としては捉えられていない向きもある。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
179 斎藤・前掲注177・387 頁。 
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しかし，弁護人立会いが実現するならば，瞬く間に問題になるのが，この捜査段階にお

ける証拠開示である180。 

捜査段階における証拠開示は，これまで述べてきたとおり，根拠の面から見ても，実際

上の必要性の面から見ても，公判段階以降の全面開示と論理的に順序付けられる関係には

ない。すなわち，公判段階の全面開示以降に取り組まなければならない課題ではなく，今

即座に取り組まなければならない課題である。 

今後，捜査段階における証拠開示の範囲や時期，内容等について，その根拠にも立ち返っ

たより具体的な議論が必要となろう。 

 

第５ 捜査と公判との関係(その展望) 
 

本章で述べている捜査改革（それに向けての捜査弁護実践）が，我が国の刑事司法全体につ

いて，どのような影響を与えることになり，何がどう変容していくのかを試論として，概観し

ておきたい。 

 

１ 取調べの可視化及び弁護人の立会いによる弁護実践は公判に何をもたらすか 

(1) 取調べの可視化が目指すもの 

被疑者取調べの可視化は，弁護実践の観点から言えば「虚偽自白を取られない」ことを

重要な目的の一つとする制度である。そして，憲法が，自白強要に対する対抗手段として

黙秘権を保障しているのであるから,「虚偽自白を取られない」ための弁護実践は，黙秘権

を実質化させることを目指すものである。 

もっとも，実際は，いかなる場合でも黙秘すればよいというものではない。事案の性質

やその後の見通しいかんによっては，どこかの段階で，被疑者に積極的に供述をさせるべ

き場合も想定され得る。そのような場合，被疑者の供述内容がゆがめられることのないよ

うに配慮しなければならない。このような場面においても，取調べの可視化は，被疑者と

取調官の生のやり取りを正確に記録する。このことによって，供述録取書の作成に至ると

しても，供述録取書の正確性を担保する機能が存在する。 

このように，被疑者取調べの可視化は，黙秘を選択する場合には黙秘権の行使を保障し，

供述を選択する場合には被疑者の供述が正確に記録されるということを意味することにな

る。かようにして,「供述するのかしないのか」,「供述するとすれば，いつ，何を，どの

ように供述するのか」という，被疑者の「供述の自由」を保障する，というのが取調べの

可視化の本質的な意義と認められるのである。 

さらに，上述のとおり,「供述の自由」の保障は,「取調べ観」の転換をもたらす。 

(2) 弁護人立会いが目指すもの 

弁護人の立会いは，弁護人が被疑者に対して随時助言することや，取調官の不適切な発

問に対して異議を述べることが可能な制度を前提とすると，事後的な検証可能性を中核と

する取調べの可視化では対応できない，即時性によって，被疑者の供述の自由をより強く

保障するものとなる。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
180 ただし，もちろん捜査段階の証拠開示がなければ，取調べへの弁護人立会いの意義が直ちに失われるという類の

ものではない。既に述べてきたように，リアルタイムでの取調べへの影響や被疑者の心理面に与える影響からすれば，

仮に不十分な証拠開示であったとしても，弁護人立会いが実現される意味はことさら大きいと言えよう。 
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特に，弁護人が，被疑者に助言を与えることによって，直接的に，被疑者が黙秘を続け

るのか否かについて，また，供述をする場合には適切な供述をすることを援助することが

できるようになる。 

このような弁護人の立会いと，捜査段階における十分な証拠開示が実現すれば，捜査段

階において被疑者が選択でき得る対応の幅を大きく広げるものともなり得る。現在，捜査

は「専ら捜査機関が証拠を収集するための手続」であり，被疑者は，原則として「不本意

な供述を取られないように守りを固める側」でしかないとも言えるが，弁護人が十分な証

拠に基づいてリアルタイムで被疑者に助言ができるようになれば，事案によっては，被疑

者が積極的に事実関係を主張したり，争点を提起したりすることも可能になるものと思わ

れる。 

すなわち，弁護人の立会いは，まずもって黙秘権の実効的行使を可能にするものである

ことは変わらないとしても，事案によっては，それにとどまらず，取調べにおいて被疑者

側が主張を積極的に明らかにすることもより可能になるものとも思われる。その結果，被

疑者の供述の自由の「幅」がより広がるものと言え，弁護人の立会いは，かかる観点から

も，捜査段階における当事者対等を更に進めるものであると言える。 

(3) 公判への影響 

日本の刑事手続は，上述した従来型の「取調べ観」に基づく取調べを中心とした捜査が

公判の在り方を規定し,「捜査が第一審」と言われる状況にあった。 

しかし，取調べの可視化の拡大に伴う「取調べ観」の転換や，弁護人の立会いがもたら

すであろう当事者の対等化が進展すれば，従来の取調べは大きく変容する。このような変

化は，当然，公判にも大きな影響を与える。 

従来の公判は，自白事件においては，捜査，特に取調べにおいて被疑者が有罪を承認し，

反省悔悟の情を示し，更生を誓ったことを前提として，改めて公の場で謝罪をさせ，更生

を約束させるといったものであり，捜査の成果を追認的に確認するものにすぎなかった。

また，否認事件においては，証人は捜査段階で作成された極めて詳細な調書に依拠して証

言し，調書の記載と異なる証言がなされれば，刑訴法 321 条 1項 2号などに基づいて当該

証人の調書が取り調べられてきた。被告人については，捜査段階でなされた自白あるいは

不利益事実の承認が記載された供述録取書が，刑訴法322条1項によって安易に採用され，

しばしば有罪立証の決め手とされてきたのである。 

このように，捜査段階で作成された詳細な供述録取書に依拠した審理が行われた結果，

公判における事実認定は，僅かな例外を除いて捜査機関が作成した調書をなぞるものとな

り，起訴されればほぼ確実に有罪となるといった事態が生まれ，これが長年続けられてき

た。本来，事実を認定し，刑を量定するのは公判においてである。捜査はそのための資料

を収集するにすぎない。にもかかわらず，上記の運用が定着した結果，公判は著しく形骸

化した。裁判員裁判制度の導入によって，公判中心主義への途が歩まれるようになった側

面は当然認められるが，まだまだ十分とは言えないであろう。 

しかし，取調べの可視化が全面化し，かつ，弁護人の立会いに基づく弁護実践がなされ

れば，上記のような公判も大きく変容するはずである。 

まず，供述の自由が十分に確保される結果，虚偽自白や不本意な不利益事実の承認がな

されることはなくなる筋合いである。したがって，被告人の捜査段階における供述の任意
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性・信用性が公判の焦点となることも基本的にはなくなるであろう。また，証拠開示を含

めた捜査過程の透明化が進むようになれば，公判は，公正なルールの下，公の場で決着を

付けるという本来の在り方に近づくのではないか。公判は，「取調室で何が起こっていた

のか」を解明する場でも，詳細な供述録取書を後追いする場でもなくなる。「検察官が有

罪認定に足りる証拠を提出できているか。」，「被告人の主張を覆すことができるだけの

立証がはされているか。」という本来の議論が行われる契機が生まれ，それはより推進さ

れていくはずである。 

このように，取調べの可視化と弁護人の立会いを踏まえた弁護実践は，捜査に偏重した

従来の刑事司法実務を打破するための強力な武器となり得るのである。ここにおいて捜査

の嫌疑を公判に引き継ぐことのない，本当の公判中心主義への途が開かれ得るのではない

か。 

以上とは逆に，例えば，取調べの可視化によって，捜査がより重くなるという発想はあ

り得ないではない181。弁護人立会いについても同様の指摘は存在し得るであろう。 

しかし，捜査を透明化することは不可欠の要請である。そこにコンフリクトがあるとす

れば，その難関は弁護実践によって乗り越えられなければならないであろう。 

以上のことは本章で繰り返し述べてきたとおりである。 

項を改めて，捜査における嫌疑を公判に引き継がせることのないシステムを構築する場

合の一つとして，手続二分論について論じることとしたい。 

 

２ 手続二分論へ（協議・合意制度を契機として） 

(1) 協議合意制度の特質 

2016 年改正刑事訴訟法は，協議・合意制度を導入した（刑訴法 350条の 2以下）。 

協議・合意制度は，特定の事件について，被疑者・被告人及びその弁護人と捜査機関が

協議し，被疑者・被告人（協力者）が他人（標的者）の刑事事件の捜査公判において供述

や証拠提出等の協力行為を行うのと引換えに，検察官が協力者の刑事事件につき公訴を提

起しないことや特定の求刑意見を陳述すること等の行為をすることを合意する制度である。 

協議・合意の過程では，協力者の反省悔悟は求められない。協力者は，自らが利益を受

けるために，捜査機関と「取引」をする。この「ドライな取引」によって得られる協力行

為をもって，標的者の刑事事件の証拠収集・立証を可能にしようとするのが，協議・合意

制度である。換言すれば，協議・合意制度は，標的者に対しても，自白や供述を得ようと

するものではなく，反省悔悟を求めるというものでもない。それらなくして，標的者の刑

事事件を立証可能にしようとするものである。 

この点で，協議・合意制度は，取調べを「被疑者に反省悔悟を求める場」と捉え，糾問

的捜査を行おうとする従前の取調べ観とは明らかに異質の制度になっている。従前の取調

べ観が生みだす弊害に鑑み，取調べのみに頼らない証拠収集等の方法として，協議・合意

制度が導入されたとされるのであり，このような制度が導入されたことからすれば，2016

年改正刑訴法において，取調べについても，「反省悔悟」とは関係のない，「犯罪事実の

認定に必要な一定の資料を収集する場」の一つにすぎないと捉えることが可能になってき

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
181 例えば，可視化につき，田宮裕「取調べ問題の展望」井戸田侃ほか編『総合研究 被疑者取調べ』（日本評論社，

1991 年）795 頁以下参照。 
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たと言わねばならない。 

(2) 縦の手続二分論 

上述したように，取調べの可視化及び弁護人の立会いは，従前の取調べ観を変容させる。 

すなわち，取調べは，「被疑者に反省悔悟を求める場」ではなく，「犯罪事実の認定に

必要な一定の資料を収集する場」として純化され得るのではないだろうか。「反省悔悟」

に限らず，一般情状の収集を取調べの目的とすること自体，長大・詳細な取調べが必要と

の方向に議論が傾くおそれがあると言うべきであろう。結局，このような取調べ観の変容

は，罪責認定手続と量刑審理の二分論（時系列として見ての，いわゆる縦の二分論）へと

つながるものと言えるのではないか。 

取調べを純粋に「犯罪事実の認定に必要な一定の資料を収集する場」であるとすれば，

犯情に関する資料はともかく，一般情状に関する資料を取調べによって幅広く収集しなけ

ればならない必然性はない。一般情状に関する判断は，本来，医療・福祉・心理学等の専

門的な領域に属するものである上，その判断は中立的なものでなければならない。それゆ

え，専門性が担保されておらず，刑事手続の一方当事者でもある捜査官の判断に適するも

のではない。一般情状に関する情報は，取調べではなく，医療・福祉・心理学等の専門性

を有し，捜査機関から独立した機関などによって収集されるのが望ましい。 

この点に関して，例えば，精神障がい等のある被疑者について福祉機関と連携するなど

して適切な処遇を検討するためには,「犯罪事実の認定に必要な資料」にとどまらず，広く

情報収集を行う必要があるのではないかとも考え得るところである。確かに，被疑者・被

告人に対する適切な処遇を決定するためには犯罪事実にとどまらない広範な情報が必要で

あろうと思われる。しかし，このような情報を,「取調べ」において収集すべき必要性は乏

しいというべきであろう。適切な処遇を決するための情報収集は，一般情状に関する資料

の一環として,「取調べ」ではない手続において収集すればよい。 

いずれにしても，量刑判断そのものを公判から分離して，公判は公訴事実の客観的な認

定のみを行う手続とし，別途，量刑手続において科学的な量刑を行うという手続二分論が，

望ましい刑事司法の在り方であると考えられる。 

(3) 横の二分論 

そして，罪責認定手続と量刑審理とが分離された場合，公訴事実に争いのない事件にお

ける有罪答弁の導入（公判審理の冒頭で手続を振り分けるという意味での，いわゆる横の

二分論）も検討される余地がある。量刑審理において，被告人の社会復帰にも十分な配慮

がなされた科学的・客観的な量刑がなされ，これに基づいた処遇がなされるのであれば，

公訴事実に争いのない事件において，事実審理を極限まで簡易迅速に行う手続として有罪

答弁を導入すること，更には答弁取引の導入も検討課題となろう。 

取調べ観の変容を踏まえ，協議・合意制度という反省悔悟を前提としないという意味で

「異質な」制度が導入された考え方を推し進めるならば，被疑者・被告人が自己の罪責の軽

減を図っての自白，ひいては反省なき自白に恩典を与えること，すなわち有罪答弁も許容

され得るものと思われる。かくて，自己負罪型の司法取引，答弁取引制度もまた，検討の

視野に入ってくるであろう。 

 

３ まとめに代えて 

捜査改革を推し進めることは必然的に公判改革をも進めることになるはずである。捜査段階
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において捜査機関によって形成された「嫌疑」が公判へとはおよそ引き継がれないシステムが

構築されなければならない。 

取調べの可視化も弁護人立会いも，そのための 1つの方策ともいえるところがある。また，

そのように機能させることは可能と思われる。そのための弁護実践が求められているのではな

いだろうか。 

 

第６ 結語に代えての試論（取調べ受忍義務の議論をも踏まえて） 
 

１ 問題の所在 

刑訴法 198条 1項ただし書の存在は，我が国において，取調べ受忍義務論争を生んだ。この

点につき，平野龍一は，その教科書で次のとおり述べている182。 

「法は，『逮捕又は勾留されている場合』この限りでないとしている。この除外規定の趣旨は

必ずしも明らかでない。通説は，被疑者に出頭の義務を認めるもののようである。ただ，検察

官等が自ら直接に強制するのは妥当でないので，裁判官が令状によって強制する。それが逮捕

であり，勾留である。そこで，この規定に基いて，拘置監にいる被疑者は，検察官等の要求が

あれば，取調室まで出頭する義務があり，取調がすむまで，そこに留る義務があるものと解さ

れている。しかし，これでは，供述の義務はないといっても，実質的に供述を強いるのと異な

らない。この規定は，出頭拒否・退去を認めることが，逮捕または勾留の効力自体を否定する

ものではない趣旨を，注意的に明らかにしたにとどまる。したがって，検察官は，拘置所の居

房から取調室へ来るように強制することはできないし，一度取調室へ来ても，被疑者が，取調

をやめ居房へ帰ることを求めたときは，これを許さなければならない。」 

いわゆる取調べ受忍義務否定論と言われるものである。1966 年のミランダ判決よりずっと早

く唱えられ，「平野の先見性は鮮明である」と言われている183。また，確かに，それは「日本

の捜査法が抱える問題をもっとも鮮明に表現する論点の一つである」。184 

もっとも，取調べ受忍義務問題なるものが，刑事訴訟法理論の中で，最もベーシックな理論

かどうかは，今一度議論する余地はあるように思われる。というのは，取調べ受忍義務論争は，

日本法における，刑事訴訟法 198条 1項ただし書という特殊な条文の存在ゆえの，日本固有の

論争であるとの感もまた，免れないかもしれないからである。逆に言えば，平野が詰めたとこ

ろ（上記論理―取調べという場を設定し，その場に被疑者をとどまらせることが実質的に供述

義務を課すことになるという論理，すなわち，実質的に黙秘権を侵害するという論理）は，ア

メリカでミランダ原則として宣明されたが，それ以外では（アメリカ以外の法域では），結局，

詰めて議論されることがないままになったように思われないでもない。 

多くの法域がミランダに倣うとしつつも，実質的な身体拘束下の取調べにおいて黙秘権行使

それ自体によって即時の取調べ中止効があるとの運用まではしていないものとも見られる。現

実の運用として，既に言及したとおり，取調べという場が黙秘権行使によって即時に消滅する

（そういう場の設定自体を許さない。）という発想にはなっていない法域も多いのではないか。 

これは，黙秘権というものの捉え方の問題に帰するであろう。すなわち，平野が述べている

ところは,「実質的に供述を強いる」ことは許されないというものであり，これがいわゆる取調

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
182 平野龍一『刑事訴訟法』（有斐閣，1958 年）106 頁。 
183 後藤昭『捜査法の論理』（岩波書店，2001 年）170 頁。 
184 前掲・注 183・後藤 171頁。 
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べ受忍義務の否定を導いたことは明らかであるが，そうだとすると，よりベーシックな理論は，

つまり，受忍義務否定論の根拠は，（ⅰ）黙秘権行使による取調べ遮断効（即時の中止効－発

問禁止－を認めるか否か，即時の遮断を認めないとすれば，どの範囲での－どの範囲まで－黙

秘権行使を断念させる「説得」が認められるのか）という問題に帰すると言ってよい。 

他方，制度的な問題も挙げることができる。すなわち，現行刑訴法の1949 年施行時の初期段

階で通説的見解と言われたものは，逮捕・勾留そのものによって取調べ受忍義務肯定論が導か

れるというのであるから，(ⅱ)強制的に出頭を求めることの意味（身体拘束の意義，つまり，

身体拘束それ自体にどこまで取調べ目的や必要性を含ませ得るのか）を，よりベーシックな論

点として提示しているということになるものと思われる。 

さらに，いずれの観点から検討するにしても，（ⅲ）(捜査機関の)取調べ権能が（何処まで

の権能として現実に行使され得るのかが），正に最も基礎的な問題となるだろう。 

取調べ受忍義務論というものは，以上の 3点ほどの，より基礎的な理屈に分解されるのでは

ないだろうか。 

 

２ 展開と帰結 

言うまでもなく，（ⅰ）（黙秘権行使による遮断効いかん）は（ⅲ）（取調べ権能）との相

関関係の中にある。取調べ権能（（ⅲ））に対峙して黙秘権行使（ⅰ）が宣明されたとき，取

調べ（発問）を直ちに止める効果があるかどうか。 

なるほど，ミランダ判決は，実質的な身体拘束下において黙秘権行使による即時の取調べ遮

断効を導いた185。最初は憲法上の自己負罪拒否特権の保護措置たる「予防法則」として導かれ，

ミランダの実務への定着とともに，ディカソン判決では，それ自体が憲法上の権利とされた。

かくて，アメリカにおいては，実質的な身体拘束下では明確に取調べの即時の拒絶権が認めら

れるに至っているわけである。 

他方で，アメリカと同様の運用をしている法域があるかと問うと，上述したとおり，必ずし

も見当たらないということになるかもしれない。イギリスは，被疑者には一定の出頭滞留義務

があると解されているが，それは，理屈の上では，黙秘の不利益推認規定のゆえと言えよう186。

取調官は，日本とは比べものにならない短い時間ではあるが（長くてもせいぜい数時間までで

あるが），訊くべき事項を一通り訊くことができる。もともと，黙秘権行使に即時の取調べ遮

断効を持たせない法制度になっていると言って間違いではない。 

また，大陸法系では，捜査機関に対して，出頭する義務が設定されている場合もあり187，そ

こで取調べの場自体は設定されると言える。これは，上記（ⅱ）（身体拘束の意義）が上記（ⅲ）

（取調べ権能）に結び付いている場面と考えられる。したがって，ここでも，黙秘権行使には即

時の取調べ遮断効（発問禁止）までを認める法制度とは考えられていないようにも見える。と

はいえ，ここでまず，確認しておくべきことは，いずれの法域にあっても，もとより，弁護人

立会権は，これを当然のこととして認めているということである。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
185 前掲・注 159小早川参照。弁護人の立会いを求めることによって取調べは「不可逆的」に中止され「復活」しな

い。黙秘権行使の方は，「不可逆」とまでは言えない。 
186 もっとも，前掲・注 164 で言及したとおり，1994 年法は PACE（1984 年法）より後であるところ，それ以前から

黙秘権行使によって即時の取調べ中止効があったとは見受けられないのであり，それは PACE によって，取調べのた

めの身体拘束が承認されたゆえと言えようか。そうとすれば，大陸法系と同じ土壌に立つことになろうか。 
187 例えば，ドイツは，捜査判事のみならず，検察官にも召喚・勾引の権限を認めている。なお，2017 年の法改正に

より，警察の取調べにも弁護人立会権を明定したが，警察には召喚・勾引権限はない。 
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以上に比し，日本法では，身体拘束（ⅱ）に取調べ目的が含まれるとは解されない。また，

（ⅲ）の取調べ権能も，現行刑訴法になって初めて捜査機関に付与されたものであると言えると

ころ，あくまでも，それは「任意処分」とされている。その意味では，法理上，取調べ受忍義

務否定説自体は，当然の理論的帰結になるであろう。(現刑訴法制定時の初期学説といえる)肯

定説は（ⅱ）（身体拘束の意義）を根拠にしようとしているようであるが，そうとすれば，現

行刑訴法それ自体から，そういう論理を導くことはできず，それは根拠がないし188，（ⅲ）（取

調べ権能）についても，それは「任意処分」でしかないから，この結論は動かないであろう。

結局は，取調べ受忍義務肯定説なるものは，刑訴法 198条 1項ただし書の形式的文言解釈のみ

に依拠する立場(以外に依拠するものがない)ということになろう。にもかかわらず，この形式

的な文言解釈によって，実務自体は基本的に肯定説で動いてきたと言われ189，最高裁大法廷判

決自体が肯定説に極めて親和的なことを否定できない190。 

これを隘路と捉え，ここから，取調べ受忍義務と出頭滞留義務を分ける見解が登場するのは191，

それ自体は，一つの必然であったのかもしれないし，また，出頭義務と滞留義務を分けて論じ

る見解も生じ得る筋合いである192。いずれにせよ，取調べ受忍義務否定論の内実を見定めてい

く作業自体は必要なように思われ，それが黙秘権行使による即時取調べ遮断（発問禁止）とイ

コールか否かを考察することになるのではないか。それは，よりベーシックな（ⅰ）（黙秘権

行使の効果）の理解それ自体に係る問題になると思われる。 

そして，弁護人立会権についても，上記（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）から考察する必要があるが，少

なくとも，日本法において，弁護人立会権を否定できる根拠は，上記（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）のど

こからも出てこないことが明らかである。すなわち，日本法にあっては，（ⅰ）（黙秘権行使

の効果）は，どのようなものであれ，正に弁護人立会いによって裏打ちされることが明らかで

あり，（ⅱ）（身体拘束の意義）からも，（ⅲ）（取調べ権能）からも，弁護人の立会いを排

除する理屈は出てきようがないからである。さらに言えば，受忍義務肯定の唯一の根拠となる

刑訴法 198条 1項ただし書の形式的文言解釈が「弁護人立会い」それ自体の否定を導き得るも

のとは到底思い難い。したがって，どのような立場に立っても，弁護人立会権は認められると

言わなければならない。 

そして，弁護人立会権を憲法上の権利として構成するとき，その立会権行使が（弁護人が立

会うまで）取調官の発問そのものの禁止を導くかどうかは，改めて検討に値するテーマとなる。

本章で，しばしば言及してきたとおり，本来的に，そういう効果を正に認め得るのではないか。 

同時に，弁護人立会権を行使したときに，弁護人が不在の状況が続いた場合，取調べは不能

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
188 刑訴法 60条，刑訴規則 143条の 3参照。逮捕・勾留は取調べを目的とした処分ではない。 
189 肯定する下級審例は少なくない。有形力の行使を認めたものさえある（東京地決昭和59年 6月 22日判例時報1131

号 160 頁。事案そのものは，写真撮影・指紋採取に関するものであるが，出房拒否に対し，必要最小限度の有形力を

用いて，司法警察職員の下に出頭させることができることは，刑訴法 198条 1項ただし書の趣旨により明らかである

と判示している）。もっとも，そのようなことをしても「任意の供述を得ることはできない」とする検察実務家の見

解がある（河上和雄「起訴後の取調べを利用する別事件の取調べの限界」判例タイムズ 564号－1985 年－88頁など）。 
190 前掲・注 171。単に親和的というより，本文（ⅰ）の観点からは否定説を導けない旨述べたとさえ言えなくはな

いだろう。 
191 松尾浩也『刑事訴訟法・上・新版』（弘文堂，1999 年）67頁，前掲・注 105・渡辺 211頁，216 頁～218 頁，226

頁。渡辺は，出頭滞留義務自体はこれを肯定しているが，弁護人立会権行使は，憲法上のものであるとし，同義務に

よって，憲法上の立会権を排除する効果を持たないとして，取調べの即時中断効を認めると読める。 
192 後藤貞人「被疑者及び参考人の取調べ－弁護の立場から」三井誠ほか編『刑事手続の新展開（上）』（成文堂，

2017 年）303 頁。 
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となるか（なり続けるか）。黙秘権行使が直ちに取調官の発問禁止を導くか否かという問いと

ともに，立会権行使が直ちに取調官の発問禁止を導くか否かを問い，これらの論点と合わせ，

取調べ不能いかんの問題をも考察することになるであろう。 

受忍義務否定論をも踏まえつつ，これらが弁護人立会いについての理論的，かつ現実的な検

討課題になるように思われるのである。 
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第５章 身体拘束からの早期解放 
 

第１ はじめに 
 

多くの諸外国では弁護人の被疑者取調べ立会い及び身体不拘束の原則化の規定があり，日本

の刑訴法も条文上は身体拘束を必要最小限としている。 

しかし，日本の刑事司法は，逮捕される事案においては，いわゆる「人質司法」の現状であ

り，被疑者の取調べは弁護人立会いなしの身体拘束が前提となっている。 

本章では，第２において日本の刑事司法の「人質司法」の現状を報告し，第３において諸外

国の身体不拘束の現状を紹介する。 

日本及び諸外国の現状分析を踏まえ，第４において現行法下での運用改善とそのための弁護

活動等を挙げ，第５において抜本的な制度改革を提言する。 

 

第２ 日本の刑事司法の現状と問題点 
 

１ 現状 

(1) 弁護人の立会いを認めずに被疑者を長期間身体拘束し，供述に依存した捜査 

第４章で紹介されたように，日本では被疑者の取調べへの弁護人の立会いは，極めて限

られた場合以外認められない。 

事件の端緒があると，捜査機関は，事件の筋立てを行い，被疑者を絞る。そして，被疑

者を逮捕し，多くの事件で 20日間の勾留期間を利用した捜査を想定したスケジュール立て

を行う。関係資料の捜査と平行して被疑者に取調室での取調べを受忍させ，被疑者の供述

をまとめた供述録取書を作成し，被疑者に署名させ，公判に備えた証拠作りを行う。 

供述に依存した公判維持が長年行われてきた結果，多くの事件で勾留が当然視されてき

た。 

(2) 統計 

① 統計の紹介 

司法統計年報によると，平成 29年（2017 年）度の逮捕状許可率は，99.941%（許可 92522/

請求 92577）である。同年度の勾留許可率は，95.089%（許可 101993/請求 107261）であ

る。勾留延長請求率は，63.271%（請求 64532/勾留許可数 101993），勾留延長許可率は，

99.658%（許可 64411/延長請求 64532）である。 

刑事裁判統計・司法統計年報によると，昭和 27 年（1952 年）から平成 29 年（2017

年）まで，実に 65年間にわたり，逮捕状却下率は，1%未満であった。 

刑事裁判統計によると，昭和 53 年（1978 年）から平成 17 年（2007 年）まで実に 30

年間にわたり，勾留却下率は 1%未満であった。 

② 統計の分析 

平成 29 年（2017 年）度の司法統計を分析すると，捜査機関が嫌疑有りとして逮捕状

請求した事件は，99%逮捕状が発付され，勾留請求された事件の 95%が 10 日間の勾留決

定がされている状況にある。 

勾留事件の 63%が勾留延長請求されている点，そもそも身体拘束の必要がない案件で

10 日間の勾留期間を利用した捜査を経て不起訴釈放した案件や弁護人の早期活動によ
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る示談等による不起訴案件も一定数あることを考慮すると，検察官は 20日間の勾留期間

ありきの捜査スケジュールを構築していると非難されても仕方ない状況と言える。 

そして，勾留 10日間の捜査が行われているにもかかわらず，「やむを得ない事由」を

要件とする勾留延長許可率が 99%という数字も看過できない。 

(3) 身体拘束の長期化による当事者の不利益 

一般の市民にとって，たとえ 10日間であっても勤務先に通えなくなることになれば，勤

務先に多大な迷惑をかけ，不利益な扱いも覚悟せねばならなくなる。ましてや，20日間と

もなれば，雇用の継続自体が危うくなる。 

また，被疑者は，家族や勤務先などと自由に連絡が取れなくなるばかりか，警察署や拘

置所で各種の制限がある生活を強いられ，大きな精神的負担を負わされる。 

さらに，企業経営者などは，会社の存続，従業員の雇用維持のために緊急かつ緊密に従

業員や関係者と連絡を取る必要に迫られるが，広範に接見禁止決定が付される運用とあい

まって，こうした業務は重大な制約を受けることになる。 

このような身体拘束による不利益は，不起訴・無罪になっても回復されるものではない。

特に，失職や会社経営の危機・破綻といった場合の影響は深刻である。 

まして，報道機関による実名報道に対し，不起訴になっても名誉回復の機会がない状況

にある。インターネット社会の現代では，逮捕・勾留された事実がインターネット上に長

く残ることになる。 

(4) 否認・黙秘することによる身体拘束の長期化 

被疑者が否認又は黙秘していれば勾留延長により 20日間勾留され，更に起訴後も保釈が

認められにくいという運用が長く続いている。 

いわゆる郵便不正事件で最終的に無罪判決が言い渡された当時厚生労働省の村木厚子氏

は，2009 年 6月 14日に逮捕されてから，最終的に保釈が認められた同年 11月 24日まで，

合計 165日間の身体拘束が続いた。検察官が保釈に強く反対し，あるいは保釈決定に対し

て準抗告の申立てをした最大の理由は，村木氏が否認しているということであった。一方，

共犯者として逮捕され，自白するに至っていた当時厚生労働省の係長や障がい者団体の代

表・幹部といった人たちについては，検察官は保釈に反対せず，起訴直後に保釈された。 

最近の日産のカルロス・ゴーン氏の事件では，2018 年 11月 19日の逮捕から 1回目に保

釈された 2019 年 3月 6日までの身体拘束は 108 日間に及んだ。なお，この事件では，身体

拘束をめぐる国際的批判との関連も報道された。 

その他，森友学園の籠池泰典・諄子夫妻は 299 日間，衆議院議員であった鈴木宗男氏は

437 日間など，無罪を争った事件での身体拘束の長期化の事例は事欠かない。 

このような著名事件でなくとも，一般の刑事弁護人が日頃から扱う事件で，否認又は黙

秘すれば起訴まで 20日間勾留され，起訴後も保釈がなかなか認められないという運用の実

態があることは共通の認識といってよいと思われる。 

(5) 憲法・刑事訴訟法の確認 

専制主義が支配していた時代には，不法な逮捕・監禁・拷問，及び恣意的な刑罰権の行

使によって身体の自由が不当に踏みにじられていた。 

しかし，身体の自由の保障がなければ自由権そのものが存在し得ない。 

そこで，憲法は 31条において身体の自由を保障し，例外的に法律の定める手続で自由を
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制限することを規定している。すなわち，身体の拘束はあくまで例外的で必要最小限なの

である。このことは，逮捕手続を定めた憲法 33 条，捜索押収手続について定めた憲法 35

条でも確認することができる。 

また，刑訴法は 199条 1項，203条 1項，204条 1項で逮捕前置主義を規定し，逮捕状請

求の段階で一度司法審査を経た後（199 条 2 項），勾留請求の段階で再度司法審査を経る

（207条 1項，60条）ことで，二重の審査により司法的抑制を図ることを予定している。 

刑訴法は 199 条 2項ただし書で，「明らかに逮捕の必要がない場合」に裁判官は逮捕状

請求を却下できる規定を置いた上で，207条 1項，60条で，勾留要件を限定し，要件を充

足しない勾留請求は却下する制度設計を採っている。したがって，逮捕が認められたもの

のうち，相当数については勾留請求の段階で身体拘束の範囲が絞り込まれることを予定し

ており，99%の逮捕状許可率，95%の勾留許可率，99%の勾留延長許可率というフリーパスを

決して容認するものではない。 

日本の刑事司法，特に身体拘束における司法判断は，原則と例外が逆転していると言わ

ねばならない。 

 

２ 現状の運用を生む制度的問題点 

(1) 逮捕・勾留決定の段階での弁護人の不在 

逮捕・勾留決定の段階で裁判所による司法的抑制が機能しない制度的原因として，逮捕

状又は勾留の許否の判断時に，裁判官の手元には，捜査機関側から提出された一件記録し

か存在しないという状況がある。 

逮捕状発付に当たっては，捜査の密行性の観点から，在宅段階で弁護人が選任されてい

ても，逮捕状請求が予告されることはなく，逮捕状請求の審査に当たり，弁護人が警察の

一件記録を弾劾する主張を裁判官に届ける術はない。 

逮捕段階の公的弁護制度は確立しておらず，送検前に弁護人が選任されていない状況が

大半である。弁護士会では当番弁護士制度を運用しているが，2016 年 12 月に施行された

刑訴法の弁護人教示の義務化についても，「当番弁護士制度は刑事訴訟法上の規定ではな

い。」として，法が定める教示以上の当番弁護士制度の教示をすることは警察庁から拒絶

されている。弁護士の知り合いがいない逮捕直後の被疑者へ当番弁護士の派遣が全事件で

は実現していない状況にある。 

弁護人が選任された事件でも，多くの場合，逮捕の翌日には送検され勾留請求される状

況である。 

勾留質問で弁護人が立ち会うことも制度化されていない。 

(2) 勾留と在宅の中間的形態といった制度や起訴前保釈の不存在 

現行制度では，捜査機関が捜査の目的達成のため身体拘束の必要があると判断した場合

は，勾留請求以外の選択肢，例えば，勾留と在宅の中間的形態や起訴前保釈等の制度は用

意されていない。一たび勾留されると，準抗告か勾留取消請求で勾留決定を覆さない限り，

被疑者が釈放されることはない。そのため，捜査の目的達成に必要な範囲を超えて身体拘

束が実行され，継続してしまう結果となる。 

(3) 否認・黙秘の事案における身体拘束の長期化 

前記のとおり，否認や黙秘をしていると保釈が認められにくく，身体拘束が長期化する

傾向がある。この点，2016 年 5月に可決成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に
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対する衆議院法務委員会及び参議院法務委員会における附帯決議において，「保釈に係る

判断に当たっては，被告人が公訴事実を認める旨の供述等をしないこと又は黙秘している

ことのほか，検察官請求証拠について刑事訴訟法第 326条に同意をしていないことについ

て，これらを過度に評価して，不当に不利益な扱いをすることとならないよう留意するな

ど，本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めること。」とされている。 

 

３ 身体拘束をめぐる制度の改革を阻むもの 

(1) 新時代の刑事司法制度特別部会での議論の経過 

① 郵便不正事件における証拠改ざん問題や，足利事件などのえん罪事件の発覚に端を発

して 2011 年 6月に設置された法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」では，取調

べの録音・録画などとともに，「被疑者・被告人の身柄拘束・出頭確保の在り方」も論

点になった。 

同部会の議論では，主に日弁連推薦の委員から， 

ア 否認や黙秘をした場合に，安易に被疑者・被告人の身柄拘束がされないよう，勾留

要件・保釈要件の在り方を見直すべきである。 

イ 住居制限や特定の人物との接触禁止等の命令に違反した場合に初めて勾留するよう

な勾留と在宅の中間的形態の制度や，起訴前の段階で被疑者の保釈を認める制度を導

入すべきである。 

といった提案がなされ，これをめぐって議論が交わされた。 

② この提案には，有識者委員からは積極的な賛同の意見が寄せられたが，警察，検察出

身の委員からは異論が述べられ，裁判所出身の委員からも，主に現状の身体拘束の実務

の運用に大きな問題はないという立場から，消極的な意見が述べられた。こうした消極

意見を支持する学者委員の意見もあり，結局は「前提となる現在の運用についての認識

の相違が非常に大きく，どのような現状認識を前提として規定を設けるのかについて，

何らかの一致点を見いだすということは困難である」として，裁量保釈の考慮要素を明

確化するという点だけの改革にとどまった。 

③ 同部会は法務大臣の「諮問 92号」を受けて設置されたものであるが，同諮問には，「取

調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方の見直し」がうたわれていた。 

この諮問は，2011 年 3月にまとめられた「検察の再生に向けて 検察の在り方検討会

議提言」において「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方を抜本的

に見直し，制度としての取調べの可視化を含む新たな刑事司法制度を構築するため・・・

検討を開始すべきである。」とされたことを受けて発せられた。 

現状の「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査」が被疑者に対する身体拘束の運

用と一体となって実現している以上，本来，その「抜本的な見直し」のためには，身体

拘束問題の改革が不可欠であったはずである。しかし，特別部会ではその改革の実現に

は至らなかった。 

(2) 改革の障害となる関係機関の姿勢 

① 警察・検察の立場 

特別部会において，警察・検察出身の委員やこれを支持する学者委員は，以下のよう

に述べて現在の身体拘束の実務の運用を正当化した。 

「刑法犯被疑者の強制・任意の別を見ますと，7割以上は任意です。罪種で見ても，殺
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人等であれば，95%ぐらいは強制になっていますが，粗暴犯，窃盗犯，窃盗犯の中でも常

習性がかなり高いような侵入盗や非侵入盗など，様々な態様のものがあり，・・・現場

としては，身柄拘束という非常に重大な処分をする際には，当然ながら十分な判断をし

て，その必要性があると認められた場合に令状請求をし，それが裁判官の御判断で認め

られております。・・・そもそもの前提として，今の運用が非常におかしいという前提

で，こういうことを御提案されることには，私どもとしてはいかがなものかと考えてい

る。」（警察庁刑事局刑事企画課長 島根悟幹事） 

「検察においても，被疑者・被告人の勾留や保釈の要件をめぐる判断は厳格に行ってお

り，その運用は適切になされているものと承知しています。・・・逮捕された被疑者の

うち約 13%は勾留されておらず，勾留請求が却下された被疑者も１年間で約千数百人に

上っておりますし，被告人からなされた保釈請求の半数以上が許可され，勾留中の被告

人の約 2割が審理の終結前に保釈されているという実情があります。・・・勾留・保釈

要件を改める必要はないと考えています。」（横浜地検検事正 大野宗委員） 

「平成 22年の統計によれば，勾留状が発せられた約 11万人のうちで，起訴前の勾留期

間が 10日以内にとどまる者が合計約 41%，15日以内の者まで含めると約 45%，被疑者段

階の勾留は，起訴後と比べて法律上も実際上も短期でありますから，このような短期の

勾留期間内に保釈を許す制度を導入する必要性がそもそもあるかどうか疑問があると考

えています。」（大野委員） 

「逮捕が 13万余，それから勾留が 11万人程度ということで，勾留の段階で更にチェッ

クが入っている。逮捕について言うと，・・・先進国の中で比べてみても，多くの国は

数倍ないしは十数倍，二十何倍という数になっておりますので，・・・日本では身柄拘

束が非常に慎重に行われているということを，数でもって実証されている。」（中央大

学名誉教授 椎橋隆幸委員） 

「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査」を改革する方策として，取調べの可視化

の導入は避けがたい情勢であったものの，身体拘束については，法務大臣の諮問でも「検

察の在り方検討会」の提言でも，改革の要否については明記されていなかった。そうで

ある以上，正に「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査」を実践してきた警察・検

察としては，身体拘束を利用した取調べという従来の捜査手法を見直すことには消極的

であったと思われる。 

② 裁判所の立場 

身体拘束をめぐる前記のような実態は，裁判所の司法審査が厳格に機能しておらず，

令状主義が形骸化していることを意味する。警察・検察が身体拘束を利用した取調べと

いう捜査手法を採ろうとしても，裁判所が厳格な審査をすれば実現は不可能である。そ

の意味ではむしろ裁判所の姿勢こそ問われる必要がある。 

しかしながら，裁判所自身にはそのような自覚や認識に乏しく，特別部会でも現状に

問題はないという立場に終始した。 

「被疑者や被告人が黙秘あるいは否認している場合に，そのことゆえに直ちに罪証隠滅

すると疑うに足りる相当な理由があるとか，あるいは，逃亡すると疑うに足りる相当な

理由があるとか，こういう判断をしているものでは決してございません。」（最高裁事

務総局刑事局第一課長 高橋康明幹事） 
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「否認しているから直ちに罪証隠滅のおそれがある，勾留もするし保釈の除外事由に当

たるというような，そういう簡単な判断をしているわけではないということを御理解し

ていただきたいと思います。資料を慎重に検討し，要件があるかどうかを常に慎重に判

断しているというのが実際の令状処理に当たっている裁判官のやり方であると私は信じ

ています。私自身もそう努めてきましたし，私の知る限り裁判官はそうやってきている

と言えると思います。」（元福岡高裁長官 龍岡資晃委員） 

特別部会では，村木厚子氏の事件を始め，否認していたために身体拘束が長期間に及

んだ事例が報告され，またその村木氏自身が，現在の身体拘束をめぐる運用の問題性を

身をもって経験した立場から，改革の必要性を切実に訴えたにもかかわらず，裁判所出

身の委員の認識は上記のようなものの域を出ることはなかった。 

 

第３ 諸外国の状況  
 

１ ＥＵ諸国 

どの国においても刑事手続のための被疑者の身体拘束，警察による逮捕がなされているのは

共通であり，その後，裁判官又は裁判所の前に引致して身体拘束の継続の可否につき判断を仰

ぐという手続も共通であるが，その後の勾留期間を含めて，国によって多少の相違がある。 

ベルギーでは，警察における身体拘束時間は従前 24時間であったが，取調べにおける弁護人

立会いが入ったことから 48時間に延長された（2017 年）。その後，身体拘束の継続の可否は，

「捜査判事」によって行われ，その判断による 5日間の勾留（この期間における捜査判事の指示

に基づく警察取調べも可能），さらに，その後のカウンセルチェンバー（別の裁判体）の関与

に基づく更なる 1か月の勾留が可能となっている。 

オランダでは，3日間プラス 15時間の警察留置があり，その後裁判官による第 1回公判まで

最大 110日間の勾留が可能（これも法的な制約なく延長されることもある。）となっている。

勾留は長期である。 

フランスでは，警察留置は原則 24 時間であり，事件によっては更に 24 時間可能（ただ，3

分の 2の事件は延長されるという。）とされ，組織的犯罪では更に 1日，テロ事件では，更に

1 日まで延長可能となっているので，事件によっては最大 4 日間可能となる。その後の起訴又

は予審請求により自由勾留判事が勾留決定を行うが，その期間は相当に長く，重罪の場合には

原則 1年の勾留，最長で通算 4年可能，軽罪の場合には原則 4か月，最大通算 3年まで可能と

なっている。ただし，勾留に代わる措置としての司法統制処分（住居制限，司法機関への定期

的出頭など）があり，これによる勾留回避が相当数ある。 

ドイツでは，警察による仮拘束がなされた日の翌日までに（したがって，最短で 24時間，最

長で 48時間）裁判所に引致しなければならない。捜査判事（勾留裁判官）による勾留状発付に

は期間の制限はなく，その後 6か月後に別の裁判体（裁判所）の審査があり，それ以降は 3か

月ごとの審査がある。ただ，捜査判事への引致前に検察官の判断による釈放が相当数なされて

いる。罪証を隠滅すると疑うに足りる理由による拘束はほとんどないという。 

 

２ 韓国 

(1) 拘束前被疑者審問（勾留質問）への弁護人の立会い 

① 国選専担弁護士 
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韓国は，拘束前被疑者審問（我が国の勾留質問）の際に全ての被疑者に弁護人を付す

制度を構築していたが，その際の弁護人を確保するために制度化されたのが，地方法院

（地方裁判所）が任期を1期2年として直接雇用する国選専担弁護士であった。すなわち，

国選専担弁護士は，拘束前被疑者審問の段階で被疑者に弁護人が付いていない場合には，

即座に弁護人として活動できるよう，その担当弁護士が裁判所に控えて対応できるよう

な態勢を整えている。 

② ノンストップ弁護人 

さらに，拘束前被疑者審問に立ち会う弁護人から国選専担弁護士を外し，国選である

が，ノンストップ弁護人と称する弁護人が立ち会う制度を構築している。国選専担弁護

士は，起訴後の被告人段階での審理を専ら担う弁護士として衣替えすることになった。 

(2) 在宅被疑者の増加と私選弁護人による取調べの立会い 

韓国では，身体不拘束の原則が刑訴法に明記され，身体拘束をされたままで起訴される

被疑者の数が 2007 年の刑訴法改正以降激減し，その分，在宅での被疑者に対する取調べが

多くなっている。 

しかし，在宅被疑者に対する国選弁護人制度はまだ確立していないため，取調べにおけ

る弁護人立会いについては，多くの私選弁護人が担っている模様である。 

(3) 逮捕直後の公的弁護制度 

韓国では逮捕段階での公的弁護制度も（韓国の場合には，逮捕前置主義ではないが），

まだ制度化されていない点では我が国と同様である。 

しかし，既に逮捕段階からの公的弁護制度に関する議論が始まり，制度化することを前

提として，その運営主体をどこにするか，裁判所が直接に雇用する国選専担では問題があ

るのではないか，我が国のような法テラスに近い組織に運営させるべきではないかという

ような議論が行われているようである。 

(4) 法曹一元 

韓国では法曹一元は既に実施されているが，法制定以来，弁護士 3年経験，5年経験，7

年経験と順次裁判官任官のための弁護士経験年数を増大させてきたが，2021 年には最後の

弁護士 10年経験者が裁判官になる年になるようである。 

 

第４ 現行法下での運用改善と制度改革のための取組 
 

１ 各弁護士会での「会を挙げた」被疑者の不必要な身体拘束に対する全件不服申立運動のう

ねり 

(1) 全件運動の意義 

① 弁護士の意識改革 

弁護人が身体拘束に対して何ら不服申立てをしてこなかったわけではない。 

もとより意欲ある弁護人が不服申立てを行ってはいたが，かつては被疑者段階で弁護

人が選任される機会は少なかった。 

被疑者に不必要な身体拘束に対する全件不服申立運動（以下「全件運動」という。）

は，「個」の取組から「会を挙げた」取組に移行した点がポイントとなる。全件運動は，

2007 年の広島弁護士会の接見禁止全件準抗告運動をヒントに，2010 年の埼玉弁護士会の

取組から本格的に始まった。 
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2009 年 5月から，法定刑長期懲役 3年を超える事件の被疑者国選制度が始まり，被疑

者弁護の機会が増加した時期とも重なった。 

全件運動の内容は，各弁護士会で多少の違いはあるものの要するに，刑事弁護を担う

会員全てに協力を要請するというものである。事件受任の端緒となる当番弁護士・国選

弁護人の配点がされた会員に対し,「この身体拘束はおかしい。」と感じる案件に対して

不服申立てするよう周知する。「勾留の理由・必要性を否定する資料」を裁判官に届け，

勾留審査を厳格にさせるのが狙いである。 

多くの全件運動に先立ち，「プレ研修」，全件運動期間後の「総まとめ研修」を実施

し，会員の弁護技術の向上を図る。会員相互間での情報共有により，弁護技術は更に向

上する。 

研修では，実務に直結するものに工夫すること，申立てについて具体的な記載まで示

すこと，弁護側の主張が認容された裁判例で一つ一つの要件ごとに確認する。弁護活動

のタイムスケジュールも確認する。送検段階で弁護人に選任された場合には検察官に意

見書を提出する，勾留請求されても勾留裁判官に却下意見書を提出する。勾留決定され

ても準抗告を申し立てる。 

② 裁判所内の意識改革 

松本芳希大阪地方裁判所判事（当時）の「裁判員裁判と保釈の運用について」（ジュ

リスト（No.1312）2006 年 6 月 1 日）の論文の影響もあってか，裁判官の勾留判断に変

化が生じつつある。裁判官相互の勉強会又は裁判官と弁護士の意見交換等が行われてい

る報告もある。 

最高裁でも，京都の電車内痴漢事件について，勾留請求却下，検察準抗告認容に対す

る特別抗告申立ての事件で「罪証隠滅の現実的可能性」について原原審と異なる判断を

した理由を示さないまま原原審の判断を取消した原審を違法と断じ，原原審を取り消し

て被疑者の勾留請求を却下する判断を示した(最決平成 26年 11月 17日）。 

司法研修所での教育にも変化が見られる。近年は，刑事弁護・刑事裁判・検察のコラ

ボ問題研究に勾留請求却下を求める事案が組み込まれている。 

(2) 全国へのうねり 

2015 年 3月には埼玉弁護士会で全件運動 5周年を記念してプレ研修・総まとめ研修の報

告事例を集積した冊子『人質司法の打破』を発刊し，埼玉弁護士会と各弁護士会との交流

会がスタートした。 

2017 年 11 月 17 日に横浜市で開催された日弁連第 14 回国選弁護シンポジウム「もう待

てない！逮捕段階からの全件弁護の実現を」において埼玉弁護士会の全件運動が報告され，

その後，日弁連発展型研修に「捜査弁護 身体拘束からの解放」が組み込まれた。 

2019 年 8 月現在，全国 52 弁護士会中，埼玉弁護士会のほか 27 弁護士会（札幌，秋田，

山形，福島，茨城，千葉，群馬，第二東京，神奈川，山梨，静岡，長野，愛知，富山，金

沢，福井，滋賀，京都，大阪，岡山，島根，香川，高知，大分，福岡，佐賀，鹿児島）で，

身体拘束からの早期解放に関する日弁連の研修や弁護士会相互間での交流会の実施が確認

されている。 

そして，2019 年 8月現在，全国 52弁護士会中，20弁護士会（札幌，岩手，群馬，千葉，

埼玉，神奈川，静岡，滋賀，京都，大阪，岡山，高知，福岡，佐賀，長崎，大分，熊本，
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宮崎，鹿児島，沖縄）で準抗告申立全件運動が行われている。 

接見禁止決定に対する全件運動も，茨城，広島で行われている。 

(3) 統計分析 

法定刑長期懲役3年を超える事件の被疑者国選弁護制度が始まったのが，平成21年（2009

年）度である。 

司法統計（全国）の平成 21年（2009 年）までの 4年を分析すると， 

平成 18年（2006 年）0.70%（却下数 1039／請求数 148134） 

平成 19年（2007 年）0.98%（却下数 1353／請求数 137217） 

平成 20年（2008 年）1.09%（却下数 1436／請求数 130705） 

平成 21年（2009 年）1.16%（却下数 1504／請求数 129296） 

と却下数に微増が認められるところ，更に司法統計（全国）の最近 5年を分析すると， 

平成 26年（2014 年）2.71%（却下数 3127／請求数 115331） 

平成 27年（2015 年）3.35%（却下数 3891／請求数 115879） 

平成 28年（2016 年）3.94%（却下数 4394／請求数 111389） 

平成 29年（2017 年）4.91%（却下数 5268／請求数 107261） 

平成 30年（2018 年）5.89%（却下数 6169／請求数 104720） 

となっている。 

年々，請求数が減少している中 (人口減，事件減，送検段階で釈放数の増加等が理由か。)，

却下数が年々増加（最近 3 年は 900 件ずつの増加）しており，平成 21 年（2009 年）前の

統計と比べ刑事司法実務の顕著な変化が見られる。 

全国各地で勾留請求却下率の上昇が報道されるようになり，平成 30 年（2018 年）度の

司法統計で勾留却下率が 10%を超えた裁判所は 3か所（東京 12.01％，熊本 10.92％，那覇

10.75％），5％を超えた裁判所は 9 か所（青森 9.43％，佐賀 8.16％，大阪 7.95％，福岡

6.27％，千葉 5.48％，静岡 5.45％，福井 5.23％，鳥取 5.16％，仙台 5.08％）となってい

る。 

とはいえ，いまだ拘留請求事件の94%が容認されていることを看過してはならない。 

2018 年 6月からは，勾留事件全件に被疑者国選弁護人を選任できるようになった。勾留

裁判官に被疑者側の事情が伝わらないまま勾留決定がされた事案に対し，弁護人からの不

服申立てが増えることが想定される。裁判所の意識が変わってきても，ほとんどの事件で

は，弁護人による不服申立てがなければ裁判所は判断しない。今後も引き続き，実質的な

勾留判断を実現すべく，全国規模で裁判所に働きかけていく必要がある。 

司法統計年報によれば，平成 29年（2017 年）は，全国地裁勾留請求却下率が 8.51%（却

下数3717/請求数43675）であるのに対し，全国簡裁の勾留請求却下率は2.43%（却下数1551/

請求数 63586）であり，明らかな開きがある。 

簡裁の勾留判断に際してはより一層，実質的な判断を求めていくことが必要である。 

 

２ 身体拘束をめぐる運用改善と諸課題 

(1) 逮捕直後の弁護人選任の実現 

① 弁解録取時の弁護人教示義務の不徹底の改善 

被疑者国選弁護人が選任されるのは勾留決定後である。 

逮捕直後の公的弁護制度の実現は，第２章で紹介されたように，法整備の必要がある。 
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しかし，現行法上，逮捕直後に弁護人を選任する機会が保障されていない問題を看過

することはできない。 

改正刑訴法 203 条 3項の施行により，逮捕直後の弁解録取時に，司法警察員は被疑者

に対し弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人選任の申出をできる旨の教示が

義務化された。 

定型文言の読み上げをして教示とする運用が広く採られているが，それでは不十分で

ある。 

法律知識に乏しい被疑者は，弁護士会を弁護人に選任できると説明されても，当番弁

護士制度の存在を知らなければ，定型文言の内容から費用がかかると誤解し，要請しよ

うとしない被疑者が相当数いる可能性がある。「費用がないなら国選弁護人を要請すれ

ばよい。」と被疑者に告知し，勾留決定前の弁護人選任の機会を奪う捜査官もいるとの

報告もある。 

適正手続を担保するためにも，逮捕直後の弁護人選任は必須であるところ，捜査機関

は，初回接見無料で弁護士に相談でき，資力がなくても勾留前援助制度を用いて弁護人

選任できることを教示していない。 

仮に，逮捕直後に弁護人の教示がされ，速やかに当番弁護士が弁護人に選任されれば，

全件運動のうねりもあいまって，勾留質問前に検察の勾留請求を弾劾する意見を構築す

る時間も確保でき，勾留却下率や送検段階の釈放率の更なる上昇が期待できる。 

日弁連から最高検察庁を通じ，教示内容の見直しを早急に図る必要がある。教示文言

の見直しとともに，勾留前援助制度の積極的なアナウンス，取調室へ当番弁護士要請ポ

スターの掲示を求めるなど，被疑者に分かりやすい教示をさせる必要がある。 

逮捕直後に弁護人が選任され，被疑者弁護の実績を積むことが，逮捕段階の公的弁護

制度実現につながる。 

② 弁護士の即時接見体制の構築 

2017 年（平成 29年）度の当番弁護士が申込みから 24時間以内に接見に赴いた割合は

90.3%であり，即時接見体制は整ったと言える。 

とはいえ，いまだ当番弁護士の約 1割が申込みから接見まで 24時間を超えている実情

に鑑み，第３章でも紹介している電話を利用した外部交通も，遠隔地においては事務所

からの実施ができるよう検討し，柔軟な活用が求められる。 

(2) 逮捕状請求・勾留請求に添付される一件記録の開示 

現在，裁判官が被疑者の逮捕状発付及び勾留決定をする際に参照している資料は，主に，

逮捕状請求及び勾留請求に伴い司法警察員・検察官から提供されたいわゆる一件記録であ

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。 

国際人権法上，被疑者は，裁判所に対し，身体拘束の合法性，すなわち逮捕・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。憲法で保障されている被疑者
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の権利を実現するために，刑訴法において逮捕・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，裁判官が逮捕・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。 

弁護人がこの被疑者の権利を実質化し有効に行使するためには，司法警察員・検察官の

主張とかみ合った効果的な反論をし，適切な資料を用意する必要があり，そのためには，

最低限，司法警察員・検察官がいかなる資料を提供して逮捕状請求・勾留請求をしている

のかを知る必要がある。したがって，弁護人に対して，逮捕状請求書・勾留請求書及び請

求に当たって提供された一件記録の内容を見る機会が与えられなくてはならない（2016年

11 月 15日付け日弁連「刑事手続における書面の交付義務等に関する意見書」同旨）。 

(3) 勾留質問における弁護人立会い 

身体拘束は被疑者・被告人に重大な不利益をもたらすものであるから，勾留質問は，被

疑者・被告人の防御上，極めて重要な場面であり，弁護人の援助を必要とする場面である。 

そこで，刑事訴訟法 61条の規定により，被疑者・被告人に対し被告事件を告げこれに関

する陳述を聴く場合において，被疑者・被告人に弁護人があるときは，これに立ち会う機

会を与えなければならないものとすべきである（2012 年 9 月 13 日付け日弁連「新たな刑

事司法制度の構築に関する意見書（その 3）」）。 

(4) 速やかな不服申立ての機会の確保 

① 勾留質問前に FAXによる勾留請求却下意見書の提出 

勾留質問前に裁判官へ勾留請求却下意見書を提出する際，原本提出を促されることが

少なからずあるようである。 

勾留判断に当たり，裁判官に一刻も早く勾留の理由・必要性がない事情を書面にして

伝えることは，裁判官の実質的判断を支える上で不可欠である。 

FAX による意見書提出が実現していなかった弁護士会でも，第一審強化方策地方協議

会（略称「一審強」）で提言し，実現に至ったという報告が出ている。 

いまだに実現していない弁護士会では，一審強等で提言することが検討されるべきで

ある。 

② 勾留決定に対する準抗告申立てを FAXで行う運用の確立 

主に地裁支部管轄の簡裁拘留決定事案は，裁判所までの移動時間という地域ゆえの問

題点が存する。 

刑訴法 431条は，「前二条の請求をするには，請求書を管轄裁判所に差し出さなけれ

ばならない。」と規定している。 

現在，準抗告申立てに当たり，FAX での申立ては認められていない。「原本」と明文

で規定されているわけではないが，実務は「原本」と読み替えている運用がなされてい

る。 

この点，支部等の遠隔地で原本提出による弊害が生じている。土日祝日の当直体制の

ない支部では，平日に勾留決定のされた事件に対して土日祝日に準抗告を申し立てる場

合，当直のある本庁に申し立てる必要がある。申立てのための移動の時間がかかり，更

に本庁で合議体を構成する場合でも裁判官 3人を呼び出す時間もかかる。当直体制がな

くても合議体を構成できる支部では，一件記録のある地で判断されるため，申立書を受
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領した裁判所本庁から支部へ申立書を送付し（裁判所本庁から支部へは FAXで行われて

いるようである。）裁判官を呼び出して合議体を構成する。 

申立て翌日以降の判断がなされているのが，少なくとも 55支部あるとの報告を弁護士

会から報告を受けている。 

本庁管轄であれば，当直体制があり申立て当日に判断されているのであり，被疑者の

人権保障の観点から，このような地域格差を容認するわけにはいかない。 

各弁護士会へのアンケートによれば，FAXによる準抗告申立てを希望する支部が 54支

部に及んでいる。裁判所本庁は，当直で受領した準抗告申立書を裁判所支部へ FAX で送

付しているのなら，弁護人からの申立ても，原本は後日提出で，FAX でまずは申立てを

受理すべきである。刑訴法 431 条の「差し出す」を「FAX と同内容のものを後日提出す

ることを含む。」と解釈・運用することも考えられる。 

また，支部管轄案件が土日祝日のため当直のある本庁で勾留決定された案件に対して，

平日になってからの準抗告申立てをする場合も，本庁への申立てとなる。この場合には，

一件記録が支部に戻ってきているにもかかわらず，わざわざ支部から本庁へ申立てを行

い，その後，支部から本庁へ再度の記録の移送をした上での本庁での判断になり，時間

を要している。そのために申立て翌日以降の判断を経験しているのが 46支部に及んでい

る。FAXによる申立てとともに，合議体を構成できる支部に記録がある事件については，

支部で判断を行う事務分掌を行うことを求めていく必要がある。 

 

３ 接見禁止の運用改善 

全国の接見禁止決定率は，司法統計年報によると，平成 7年（1995 年）から増加し，平成 15

年（2003 年）から平成 21年（2009 年）まで減少傾向にあったが，その後は増加傾向にあり，

平成 29年（2017 年）は 37.6%となっている。 

少年事件であれば，明文の規定はないものの両親は当然に接見禁止の対象から外れる。被疑

者に対して接見禁止を付す場合には一律の接見禁止という判断も，改善させていくことが求め

られる。 

茨城県弁護士会では，2018 年 4 月から 2019 年 1 月にかけて，接見禁止全件不服申立運動を

実施し，2019 年 3月 9日の刑事弁護経験交流会において報告がされた。 

これによれば，接見禁止決定に対して準抗告又は一部解除請求をすることによって，報告の

あった 81件のうち，準抗告全部認容が 13件（16.0%），準抗告一部認容及び一部解除を合わせ

て 43件（53.1%）であった。 

また，裁判官が接見禁止の可否を判断する際の判断材料は，捜査機関側からの情報に依存せ

ざるを得ないことが改めて指摘された。 

この点は制度改革も必要であるが，茨城県弁護士会の取組は，現行制度の下でも，弁護人か

ら積極的に不服申立てをし，情報提供をすることによって，裁判所の判断を変更させる可能性

が大きいことを示している。 

身体の自由への制約による不利益を必要最小限にするため，勾留となった事案であっても，

被疑者と家族等の日常生活を支える者との面会の機会は確保されるべきであり，弁護人の役割

は大きい。 
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第５ 弁護人立会い立法化に付随して制度化が必要となる制度改革
のための取組 

 

取調べへの弁護人の立会いが実現した場合，否認や黙秘すべき事案で被疑者の権利行使が容

易になることが想定される。被疑者の供述調書を取ることを重視した従来の捜査手法に改革を

迫ることとなる。反面，人質司法といわれる現在の身体拘束をめぐる運用を前提とすると，被

疑者の供述調書が得られないことが，例えば勾留延長決定や保釈決定の判断において不利益に

働くおそれがある。その意味で，弁護人の立会いの実現を目指すに当たっては，身体拘束をめ

ぐる制度改革は一層の重要性を帯びることとなる。 

ここでは，法改正を必要とする制度改革の課題について整理する。 

 

１ 逮捕段階での不服申立制度の実現 

逮捕状は捜査機関の一方的な情報に基づいて請求され，裁判官が判断することになる。これ

に対して被疑者が自己に有利な情報を裁判官に届ける手段はない。このように一方的な情報に

基づいて令状が発せられる以上，その執行後は，被疑者に不服申立ての機会が保障されるべき

である。 

しかし，現行法では，たとえ誤認逮捕の場合であっても，逮捕状の発布自体に対する不服申

立てをする道はない。確かに，逮捕後の弁護活動の成果によって，勾留請求自体をさせない，

あるいは勾留決定を却下させる例は少なからず存在する。逮捕段階の公的弁護制度が整備され

れば，こうした弁護活動は更に活発に展開されるであろう。 

そこで，罪を犯していない被疑者が身体を拘束される事態を最小限にするため，逮捕に対す

る不服申立制度を，勾留に関する準抗告を準用するなどの方法で整備すべきである（2007 年 9

月 14日付け日弁連「勾留・保釈制度改革に関する意見書」）。 

なお，準抗告の規定を適用するに当たっては，勾留決定に対する準抗告に関する「勾留に対し

ては，犯罪の嫌疑がないことを理由することはできない。」との規定の削除も併せて必要である。 

また，この不服申立てを実効性あらしめるためには，前述したように，逮捕状請求の際に裁

判所に提出された資料の開示を受ける権利を法定することも必要である（2016 年 11月 15日付

け日弁連「刑事手続における書面の交付義務等に関する意見書」）。 

 

２ 刑事訴訟法 60条各号及び 89条の改正 

前述したように，勾留却下率 1%未満が 30年にわたり続いていた。 

裁判所は，勾留の要件「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」,「逃亡すると疑うに足

りる相当な理由」や勾留延長の要件「やむを得ない事由」を極めて抽象的に認定する一方で，

被疑者・被告人が釈放されないことによって生ずる防御上又は社会生活上の不利益への配慮を

十分にしてこなかった。 

そもそも，比例原則に照らせば，勾留は，事件の重大性及び予測される刑罰に比して不均衡

なものであってはならないのであって，裁判の結果が身体拘束を伴わないものになるのであれ

ば，その手段としての勾留は例外的であるべきである。また，身体拘束は，防御権の行使をも

困難にするものであり，無辜の不処罰のためにも，抑制的に用いられるべきである。 

したがって，刑訴法 60条においては，犯罪の軽重及び被疑者又は被告人が釈放されないこと

によって生ずる防御上又は社会生活上の不利益の程度を考慮しなければならないことを明記し，
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その不利益に優越する必要性がある場合に限って，身体を拘束できるものとすべきである（2012

年 9月 13日付け日弁連「新たな刑事司法制度の構築に関する意見書（その 3）」）。 

身体拘束の継続により被告人が受ける各種不利益を裁量保釈の考慮事由に加えた，刑訴法 90

条の改正規定も参考にされるべきである。 

また，保釈に関する裁判においては，被告人の防御権を踏まえ，被告人が嫌疑を否認したこ

と，取調べ若しくは供述を拒んだこと又は検察官請求証拠について同意をしないことを被告人

に不利益に考慮してはならないことを，刑訴法上明確に規定すべきである（2012 年 9 月 13 日

付け日弁連「新たな刑事司法制度の構築に関する意見書（その 3）」）。 

 

３ 勾留に代替する住居等制限命令制度の実現 

勾留に代替する手段として，次のような住居等制限命令制度を創設し，その命令では目的を

達成できない場合に限り，勾留することができるものとすべきである。 

裁判所（裁判官）は，被告人又は被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある

場合で，罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき又は逃亡し若しくは逃亡すると

疑うに足りる相当な理由があるときは，被告人又は被疑者に対し，2か月以内の期間を定めて，

住居の制限，被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族

への接触の禁止，特定の場所への立入りの禁止その他罪証の隠滅又は逃亡を防止するために必

要な命令（住居等制限命令）をすることができるものとすべきである。 

そして，裁判所（裁判官）は，被告人又は被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理

由がある場合で，住居等制限命令に違反したとき，又は，住居等制限命令を受けてもこれに従

わず，罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき若しくは逃亡すると疑うに足りる

相当な理由があるときに限り，これを勾留することができるものとすべきである（2012 年 9月

13 日付け日弁連「新たな刑事司法制度の構築に関する意見書（その 3）」）。 

 

４ 起訴前保釈制度の実現 

日本の刑訴法は，起訴前保釈制度を欠いており，その結果，被疑者は，勾留が決定されると，

最長 23日間の長期にわたる身体拘束期間中，保釈を請求できない。 

この起訴前の保釈制度を欠く刑訴法の規定及び運用は，国際人権（自由権）規約 9条 3項が

「妥当な期間内に裁判を受ける権利又は釈放される権利を有する」と定めていること，「公判前

の抑留は，あくまで例外であり，またできる限り短期間でなければならない」（人権規約委員

会一般的意見 8(16) (9 条・身体の自由及び逮捕又は抑留の手続) 1982 年 7月 27日採択）こと

に反する。 

国際人権（自由権）規約委員会の 1998 年最終見解は，日本の起訴前勾留につき，次のように

勧告している。 

「22．委員会は，起訴前勾留は，警察の管理下で 23日間もの長期間にわたり継続し得ること，

司法の管理下に迅速かつ効果的に置かれず，また，被疑者がこの 23日の間，保釈される権利を

与えられていないこと，取調べの時刻と時間を規律する規則がないこと，勾留されている被疑

者に助言，支援する国選弁護人がないこと，刑事訴訟法第 38条第 3項に基づき弁護人の接見に

は厳しい制限があること，取調べは被疑者によって選任された弁護人の立会いなしで行われる

ことにおいて，第 9条，第 10条及び第 14条に規定する保障が完全に満たされていないことに

深く懸念を有する。委員会は，日本の起訴前勾留制度が，規約第 9条，第 10条及び第 14条の
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規定に従い，速やかに改革がされるべきことを，強く勧告する。」 

直ちに，起訴前の保釈制度を創設すべきである（2007 年 9 月 14 日付け日弁連「勾留・保釈

制度改革に関する意見書」）。 

具体的な内容は以下のようなものとなろう。 

(1) 刑訴法 207 条 1項ただし書を削除する。これにより，保釈の請求を受けた裁判官は，そ

の処分に関し，裁判所又は裁判長と同一の権限を有することになる。 

(2) 保釈は，勾留を前提とするから，逃亡及び罪証隠滅の相当理由が認められることが前提

である（それがない場合は，在宅又は住居等制限命令制度の対象である。）。保釈保証金

の納付及び遵守事項の定めにより，逃亡及び罪証隠滅を防止できる場合が対象になる。 

(3) 保釈中の被疑者には出頭滞留義務はないから，捜査機関は，被疑者取調べを行う場合に

は，在宅事件と同様に，任意出頭要求をすることになる。任意出頭要求に応じないからと

いって，保釈を取り消すことはできない。 

(4) 保釈が許可されると勾留の執行は停止されるから，23日間の期間制限はなくなる。終局

処分が出るまで保釈保証金の納付及び遵守事項の定めを受けることになるから，期間制限

を設けることが考えられる。なお，保釈中であっても，勾留取消請求は可能である。 

 

５ 勾留期間の短縮 

日本では，検察官が 20日間勾留ありきで捜査のスケジュールを立てていると評価されても仕

方ない事件が相当数存在する。被害者がある事件であれば，被害者からの事情聴取を勾留期間

満期直前にあえて調整し，その後の被疑者からの聴取の必要性を理由にして，勾留期間の延長

の必要性を唱えることすら見受けられる。99%の勾留延長許可率は裁判所の司法審査が十分に果

たされていない現れと言えよう。 

刑事司法手続は裁判員裁判の導入により，いわゆる調書裁判から直接主義・口頭主義にシフ

トされ，裁判員裁判対象外事件でも被告人質問先行の裁判が各地で行われるようになってきた。

もとより捜査の軸は客観的証拠収集に傾注することが求められ，何通もの供述調書を取る必要

性は乏しくなりつつある。 

また，勾留期間延長の「やむを得ない事由」を厳格に解していくことを弁護人は裁判所に求

めていく必要がある。勾留期間延長の「やむを得ない事由」とは，「事件の複雑困難（被疑者

若しくは被疑事実多数のほか，計算複雑，被疑者関係人からの供述又はその他の証拠の食い違

いが少なからず，あるいは取調べを必要と見込まれる関係人，証拠物等多数の場合等），ある

いは証拠収集の遅延若しくは困難（重要と思料される参考人の病気，旅行，所在不明若しくは

鑑定等に多くの日時を要すること）等により勾留期間を延長して更に取調べをするのでなけれ

ば起訴若しくは不起訴の決定をすることが困難な場合をいう（最高裁第 3 小法廷判決昭和 37

年 7月 3日，民集 16巻 7号 1408 号）。 

そして,「やむを得ない事由」の有無は，①起訴不起訴の決定をするため勾留延長をして捜査

する必要があるか，②当初の勾留期間内にその捜査を遂げることができなかったことが相当か，

③勾留を延長すればその期間内にその捜査を遂げる見込みがあるかという視点などから検討さ

れる（「勾留期間を延長すべきやむを得ない事由の意義」（別冊判例タイムズNo.34））。 

被疑者の身体拘束は，必要最小限でなければならないことを我々弁護士は自戒し，裁判所に

拘留期間の延長についても不服申立てを行っていく必要がある。その上で，制度自体，勾留期

間そのものの短縮化が志向されなければならない。 
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第６章 公判の在り方の改革 
 

第１ はじめに 
 

１ 捜査段階において，より当事者主義に立脚した諸々の制度改革がなされ，弁護人の援助を

受ける権利が確立することは，被疑者にとって，無用，過重な刑事手続の負担からの早期解放

に道を開くものである。のみならず，捜査の結果として被疑者が起訴される場合においても，

適正な捜査がなされていることは，被告人の防御権行使を十全にし，公正な裁判を実現する不

可欠の前提となる。 

すなわち，日本の捜査手法の中核は，長期間に及ぶ被疑者の身体拘束と弁護人の立会いなく

無制限に行われる取調べであり，それが虚偽自白を生み出す温床ともなっている。にもかかわ

らず，そうした捜査によって得られた供述調書が，公判段階においても証拠の中心的地位を占

めている（いわゆる「調書裁判」）等の憂慮すべき現状がある。そのため，捜査段階において

十分な弁護人の援助を受けられなかった被疑者の不利益は，構造的に，公判段階においても防

御権を十分に確保されない被告人の不利益へと直結しているのである。したがって，今般よう

やく実現した取調べの可視化（取調べ全過程の録音・録画）の制度化を重要な一里塚として，

身体拘束からの解放や取調べへの弁護人立会い等の捜査段階における一層の制度改革こそが，

公判段階の改革を進める大前提となり，公判の在り方を変えるために極めて重要な役割を果た

すことになる。 

もっとも，公判の改革は，捜査の改革のみによって達成されるものではない。公判の在り方

そのものについても，被告人の防御を困難にし，公正な裁判を妨げる様々な問題点が指摘され

ているからである。もとより捜査とは公判の準備行為であり，刑事司法制度の本質は，真実発

見と適正手続の要請（刑訴法 1条）を満たす公平・公正な公判の実現にある。その意味で，刑

事司法制度改革とは，あくまでも公判中心主義を出発点とするべきものである。 

この点，不適切な捜査がなされた場合はもちろんのこと，仮に捜査が適正であっても，公判

段階において当事者主義に立脚した防御権の手続的保障と適切な弁護人の援助がなければ，公

平・公正な公判は実現できない。公判中心主義の下，供述調書を媒介装置とした捜査手続と公

判手続との不適切な連続性を遮断するとともに，公判手続それ自体においても，実質的当事者

対等を実現する新しい時代の公判の在り方を再構築していかなければならない。公判段階の抜

本的制度改革と，それを導くための弁護人の法廷での闘い，徹底的な弁護実践が求められる。 

 

２ 2009 年の裁判員裁判制度施行を契機として，その対象事件においては，これまで有名無実

であった公判中心主義・直接主義が確立し，調書裁判の現状からの脱却，無罪推定原則等刑事

裁判本来のルールが徹底していくことが期待され，ひいては裁判員裁判以外の事件においても，

波及的影響として公判の在り方が改革されていくとの期待が持たれた。その結果，少なくとも

裁判員裁判においては公判中心主義・直接主義の実現に向かう着実な変化が見られたものの，

なお徹底されているとは言い難く，裁判員裁判以外の公判の在り方については，残念ながらそ

れほど大きな改革は見られなかった。 

一例を挙げると，被告人は現在でも，公判の入退廷時に裁判官や傍聴人らの目の前で手錠・
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腰縄を付けられ，留置担当警察官に引き立てられるようにして移動している193。裁判員裁判に

おいても，裁判員に対して手錠・腰縄を見せないよう配慮されるだけである。このような被告

人の取扱いは，個人の尊厳の保持及び対等当事者としての地位，無罪推定の権利等を侵害する

ことが明らかであり，直ちに是正されるべきである（2017 年 12 月 1 日付け近畿弁護士会連合

会「刑事法廷内における入退廷時に被告人に手錠・腰縄を使用しないことを求める決議」参照）。 

これに限らず，公判の在り方そのものに関する改革課題は，山積みの状態である。しかし，

残念ながら紙幅の関係上，本章において公判段階の諸課題全てを取り上げることはできない。 

そこで，公判段階の数多くの課題のうち，ここでは，①公正な公判を支える屋台骨となる証

拠開示に関する問題，②公判中心主義を実現するため特に捜査と公判の関係性からの考察を要

する諸課題（録音録画の実質証拠利用等），③裁判員裁判に特有の諸課題の 3点に絞って論じ

ることとする。 

 

第２ 全面的証拠開示制度の創設 
 

１ 証拠開示の意義 

証拠開示請求権は，憲法上の基本的な権利である。すなわち，弁護側において，検察官が証

拠調べを請求した証拠の内容を吟味し，相手方当事者としてこれらの証拠に対する弾劾を行う

ことは，憲法上保障された（憲法 31条，37条 1項，2項）被告人の防御権の行使である。 

この点については，第 42回人権擁護大会シンポジウム第 1分科会基調報告書の「証拠開示請

求権と事前全面的証拠開示へ向けた理論の構築」（123 頁以下）において紹介された以下の記

述（渡辺修「証拠開示の問題状況」『刑事手続の最前線』222頁）を再度確認すべきである。 

「①無罪の推定の原理は，検察官が挙証責任を負うという消極的な意味だけではなく，市民を

「被告人」の地位に置いた検察官の主張の根拠について，被告人が吟味・批判できるという積極

的な意味も含むものと解するべきで，そのためには，被告人は検察官の手持ち証拠を点検検討

する必要がある。被疑者・被告人はかかる防御を行う利益を有していた，それは憲法上の権利

として保障されなければならない（「包括的防御権」）。②憲法 37条 2項が保障する証人審問

権は，それに必要な当該証人の捜査段階の調書等の証拠開示を要請するし，憲法 31 条および

32条は，被告人が「紛争解決にふさわしい手続き的保障を伴う」裁判を受ける権利を保障する。

更に憲法 34条は，逮捕・勾留の根拠を明らかにするという意味において，手続きに関する令状・

同請求書・疎明資料等の開示を根拠づける。また憲法 38条 1項の黙秘権保障の一内容として，

被告人の供述については，これを録取した書面の写しを直ちに請求できると解すべきである。」 

しかし，過去には，布川事件，松山事件，免田事件，財田川事件，梅田事件，徳島事件，福

井女子中学生殺人事件，足利事件，東電 OL殺人事件，袴田事件など，再審請求段階において初

めて開示された証拠が決め手となって再審開始，無罪に結びついた事件がある。これらの事件

について，当初から全ての証拠が開示されていれば，誤った有罪判決が言い渡される可能性は

なかったと言い得る。また，郵便不正事件においては，検察官が，公訴事実との矛盾を隠蔽す

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
193 なお，2019 年 5月 27日大阪地方裁判所第3民事部は，手錠・腰縄問題に関し，結論では請求を棄却したものの，

判断の理由において，手錠等を施された姿を法廷で晒されないことを望む被告人の人格的利益を正面から認め，法的

保護に値する利益を有しているとした点で画期的であり，また，被告人の申入れに応じて，裁判所が刑事施設と協議

し，情報を収集し，手錠等の具体的解錠・施錠の方法，場所を判断するプロセスを経なければならないことを明らか

にした。 
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るため，証拠の一部を改ざんしていたことが，証拠開示を通じて明らかになったこともある。

このような過去の事件からしても，被告人の防御権の行使のためには，弁護側に捜査機関が入

手した全ての証拠を検討できるようにすることが必要不可欠であることは明らかである。 

 

２ 法改正の経過 

現行の刑事訴訟法施行当初，証拠開示については，検察官が公判で請求する予定の証拠につ

いて，299 条 1 項において閲覧の機会が与えられる旨を規定するだけであった。これでは，強

大な国家権力を背景に収集された多数の証拠のうち，検察官が公判で請求する予定の証拠しか

開示が受けられず，被告人側に有利な証拠が開示されないこととなる。 

もっとも，1969 年 4 月 25 日の最高裁決定194により，「証拠調の段階に入った後，弁護人か

ら，具体的必要性を示して，一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜられたい旨の

申出がなされた場合，事案の性質，審理の状況，閲覧を求める証拠の種類および内容，閲覧の

時期，程度および方法，その他諸般の事情を勘案し，その閲覧が被告人の防禦のため特に重要

であり，かつ，これにより罪証穏滅，証人威迫等の弊害を招来するおそれがなく，相当と認め

るときは，その訴訟指揮権に基づき，検察官に対し，その所持する証拠を弁護人に閲覧させる

ことを命ずることができる。」旨の判示がされ，刑訴法の規定以外に証拠開示の請求が認めら

れることとなった。しかし，これでは，弁護活動の初期段階では，証拠開示が受けられない。

あらゆる証拠を検討して弁護方針を立案することには役立たない。 

2004 年の刑訴法改正では，裁判員制度導入を踏まえ，公判前整理手続に関する規定が置かれ，

その中で，類型証拠開示請求と主張関連証拠開示請求の二つの類型の証拠開示が法定された。

すなわち，検察官手持ち証拠について，検察官請求証拠の証明力判断のために重要であり，防

御のために必要な証拠について，証拠物や一定の供述調書等 8つの類型の証拠開示を認めるも

の（類型証拠開示請求），及び弁護人が事実上・法律上の主張をした場合に，その主張に関連

する証拠の開示を請求するものである。この際の刑訴法改正では，弁護士会が目指していた全

面的証拠開示までは獲得できなかったものの，弁護人からの開示請求権が法定されたことが大

きな成果であった。そして，各弁護人の弁護実践により，取調メモ（最高裁第 3小法廷決定平

成19年12月25日）等の多くの証拠が開示の対象とされるなど，弁護活動の充実につながった。

なお，公判前整理手続迅速化等の観点から，類型に該当しない証拠についても，任意開示がさ

れるようにはなったが，任意開示は法律上の根拠がないことから，開示されるか否かは検察官

の裁量による。 

2016 年施行の改正刑訴法においては，公判前整理手続ないし期日間整理手続に付す請求権が

付与されるようになった。これにより，公判前整理手続等を活用した証拠開示の機会が拡大さ

れることとなった。そして，検察官手持ち証拠について証拠一覧表の開示がされることとなっ

たが，後述するような課題が残されている。また，類型証拠開示の対象が，身体拘束された共

犯者の取調べ状況報告書，証拠物にかかる押収手続書面等に拡大された。 

 

３ 証拠開示の現状について 

(1) はじめに 

現行刑事訴訟法上，被告人及び弁護人には，公判前整理手続及び期日間整理手続（以下

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
194 最高裁判所刑事判例集 23巻 4号 248 頁。 
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「公判前整理手続等」という。）に付された事件において，類型証拠開示請求権（316条の

15）及び主張関連証拠開示請求権（316条の 20）に加え，検察官が開示すべき証拠を開示

しない場合の裁判所に対する証拠開示命令の請求（316条の 26）が認められている。 

他方で，公判前整理手続等に付されていない事件においては，被告人及び弁護人には，

明文上の証拠開示請求権は認められておらず，任意開示がなされるのみであり，後述する

ように，証拠開示について被告人が甚だ不安定な地位に置かれることになる。 

そうすると，必要的に公判前整理手続に付される裁判員裁判対象事件を除いては，弁護

人が積極的に公判前整理手続等に付する請求権を行使して，公判前整理手続等に付した上

で法律上の証拠開示請求権を行使する弁護実践が求められることになる。 

また，公判前整理手続等に付された事件においても，全面的証拠開示が認められている

わけではなく，類型証拠及び主張関連証拠開示請求権のみでは重要な証拠が開示されない

おそれがある。そこで，全面的証拠開示の実現を目指す弁護実践が求められるが，その手

掛かりとして証拠の一覧表の活用が重要な意味を持つ。 

そこで，以下，公判前整理手続等に付する請求権や，証拠の一覧表の現状について検討

する。 

(2) 公判前整理手続等に付する請求権について 

① 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，同年12月 1日から，

検察官，被告人及び弁護人に公判前整理手続等に付する請求権が付与された（316 条の 2

第１項，316 条の 28第１項）。 

前述のように，公判前整理手続等に付された場合，被告人及び弁護人には，類型証拠

及び主張関連証拠開示請求権に加え，裁判所に対する証拠開示命令の請求が認められて

おり，被告人の防御上のメリットは大きい。 

そのほか，証拠一覧表の交付請求（316条の 14第 2項，同 5項，316条の 28第 2項），

検察官による不開示理由の開示（刑訴規則 217 条の 26，同条の 29）など証拠開示を実効

的なものとする権利が保障されていることからも，公判前整理手続等に付されることの

意義は大きい。 

しかし，必要的に公判前整理手続に付される裁判員裁判対象事件（裁判員法 49条）を

除き，公判前整理手続等に付すか否かは，あくまで裁判所の裁量に委ねられており，当

事者には，公判前整理手続等に付する決定又は請求を却下する決定に対する不服申立権

すら認められていない。 

そうすると，裁判員裁判非対象事件においては，弁護人としては，せいぜい厳格な要

件の下で，前述の 1969 年 4月 25日の最高裁決定に基づき裁判所の訴訟指揮に基づく証

拠開示命令を申し出ることができるにすぎない。 

確かに，公判前整理手続等に付されない事件においても，近年，検察官が任意の証拠

開示に応じる運用が広く行われているが，あくまで任意の開示であるから，類型証拠及

び主張関連証拠に該当する防御上重要な証拠が開示される保障はないなど，証拠開示に

ついて被告人が甚だ不安定な地位に置かれることになる。 

② そうすると，裁判員裁判非対象事件，とりわけ否認事件など証拠開示の必要性が高い

事件においては，弁護人が積極的に公判前整理手続等に付する請求権を行使していくこ

とが求められる。 
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しかし，公判前整理手続等は，証拠開示を目的とした手続ではなく，争点及び証拠の

整理のための手続であるとの解釈が実務では一般的であり，裁判所からも,「証拠開示の

ためだけであれば任意開示で足りるのではないか。」との指摘を受けることも少なくな

い。 

実際に，日弁連刑弁センター裁判戦略小委員会において集約した情報によると，新潟，

金沢，東京，岐阜，愛知，大阪，京都，広島，愛媛，高知，佐賀などから，弁護人が公

判前整理手続等に付する請求権を行使したものの却下された事例が報告されている195。 

このように，弁護人には公判前整理手続等に付する請求権が明文で認められたにもか

かわらず，全国各地から却下事例が報告されているのが現状と言える。 

③ 現在の法制度を前提とした証拠開示を求める弁護実践として，弁護人は,「任意開示を

要望する」のではなく，「類型証拠開示及び主張関連証拠開示と同様の要件での開示」

を請求すべきだという指摘がなされている196。 

そして，かかる見解からは，こうした開示請求をしたのに，検察官が開示しないなど，

開示が十分でないと考えられる場合に，そのことを具体的に指摘して，公判前整理手続

に付する請求をする，という方法が採られることになろう。 

さらには，裁判所に対し，あらかじめ「（公前整理手続に付されない場合には）第 1

回公判期日においては罪状認否及び証拠意見を留保する」197旨を告げた上で，公判前整

理手続に付する請求権を行使するといった実務上の工夫についても，検討されてよいだ

ろう。仮に，裁判所が公判前整理手続に付する請求を却下した場合には，第 1回公判期

日において罪状認否及び証拠意見を留保した上で，今度は，期日間整理手続に付する請

求権を行使することで，十分な証拠開示もなされずに証拠調べがなし崩し的に行われる

ことを防止することが求められる。 

(3) 証拠一覧表の交付請求権について 

上述のように，公判前整理手続等に付された事件においては，類型証拠及び主張関連証

拠開示請求権並びに裁判所に対する証拠開示命令の請求が認められているが，全面的証拠

開示が認められているわけではないため，後述するように，証拠開示請求権には限界があ

る。 

また，全面的証拠開示が認められていない以上，証拠の一覧表の交付請求権が証拠開示

請求権を行使する際の手掛かりとして重要であるが，証拠の一覧表の交付請求権について

は，以下のような問題点が指摘されているのが現状である。 

① 被告人及び弁護人には，2016 年 12 月 1 日から，公判前整理手続等に付する請求権と

ともに，「証拠一覧表」の交付請求権が与えられた。 

もっとも，交付される証拠一覧表は「検察官が保管する証拠」に限定されている。そ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
195 日弁連刑弁センター裁判戦略小委員会において 2019 年 5月までに実施したアンケートの調査結果による。刊行物

未登載。 
196 岡慎一＝神山啓史『刑事弁護の基礎知識〔第２版〕』56，57頁では，類型証拠開示請求権や主張関連証拠開示請

求権の規定が公判前整理手続の中だけで保障されるとする合理的理由はないことから，公判前整理手続等に付されて

いない事件でも，適正手続の観点から実質的には保障されるという解釈に立って，これらの規定と同様の要件での開

示を求めていくべきであるという指摘がなされている。 
197 公判前整理手続等に付された事件について，弁護人の証拠意見は,「第 316 条 14第 1項並びに前条第 1項及び第

2項の証拠の開示を受けたとき」と規定されており，一定の証拠開示を受けるまで証拠意見を留保するということは

むしろ法の趣旨に合致するとも考えられる。 
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のため，警察官の保管する証拠の開示を請求する際には，証拠一覧表は機能しないとい

う点に留意が必要である198。 

そのほか，実務上の問題点としては，以下のように，証拠内容が分からないこと，既

に開示された証拠かどうか，開示済みの証拠である場合に請求証拠かどうかが分からな

いこと，一覧性がないことなどが指摘されている199。 

② まず，証拠一覧表は，最高検察庁の通達200が定める書式を用いて作成されている。 

そこには，番号・標目・作成年月日・供述者又は作成者の氏名が記載される。 

しかし，標目については，書類の標題が形式的に転記されるという扱いになっており，

「捜査報告書」といったおよそ実質的な情報の無い記載がなされる場合も多く，証拠一覧

表が証拠開示請求の手掛かりとならないことが指摘されている。 

また，検察官が口頭で求釈明に応じたという報告もあるが，検察官からは「証拠一覧

表に記載された証拠の内容に関する求釈明には応じない。」という回答がなされること

も多く，弁護人の証拠一覧表の活用は限定的なものとなっている。 

③ 現在の実務では，証拠一覧表に開示済み証拠と未開示証拠，さらには，請求証拠との

区別がなされていない。 

弁護人が，証拠一覧表の交付の際に，あらかじめ開示済みの証拠を明らかにしてほし

い旨を申し入れたとしても検察官が対照表まで作成したという報告例はほとんどない。

検察官によっては，証拠一覧表記載の具体的な証拠が開示されたか否かの限度でしか回

答しないという対応を採ることもあり，弁護人は，証拠一覧表と開示証拠及び証拠開示

通知書を対照する作業に膨大な労力を費やされることになる。 

④ さらには，現在の実務では証拠一覧表は紙媒体で交付される。 

証拠一覧表は，検察庁において，マイクロソフト社のソフトウェアであるエクセルを

用いて作成されているが，弁護人から，データで証拠一覧表の交付を求めても，検察官

がデータで証拠一覧表を交付することは行われていない。 

証拠一覧表は，作成された順に並べられていることが多く，検察官が追加で取得した

証拠については，随時，証拠一覧表が作成されていく。 

そのため，証拠一覧表には，一貫性がなく，データを利用して，必要な情報を抽出す

るということもできず，利用に膨大な労力を費やされることになる。 

⑤ これらの問題点を改善するための弁護実践としては，検察官に対し，証拠の標目に実

質的な情報を記載するように求めること，証拠一覧表に開示未開示の区別及び請求証拠

であることを記載するよう求めること，データの交付を求めることなどが検討されるべ

きである。しかし，証拠一覧表については，その運用について各地でのばらつきは見ら

れるものの，上記の弁護人の要求に検察官が応じない場合がほとんどと思われ，この点

については，立法的解決が急務と言える。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
198 前掲最決平成19年 12月 25日は,「証拠開示命令の対象となる証拠は，必ずしも検察官が現に保管している証拠

に限られず，当該事件の捜査の過程で作成され，又は入手した書面であって，公務員が職務上現に保管し，検察官に

おいて入手が容易なものを含むと解するのが相当である。」と判示しており，弁護人の証拠開示請求の対象は検察官

手持ち証拠に限られない。 
199 山本了宣『証拠の一覧表の現状を改善するための三つの提言－「標目」の解釈論とデータベース的運用の可能性

を踏まえて』判例時報 2346 号 4頁以下。 
200「証拠の一覧表交付手続における一覧表の書式等について（依命通達）」（2016 年 11月 21日，次長検事，最高

検判第 10号）。 
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４ 制度改革（新たな刑事司法制度の構築に関する意見書（その 2）参照） 

特別部会の基本構想では，全面的証拠開示制度を求める意見は否定され，現行証拠開示制度

の枠組みを前提に証拠一覧表制度が導入された。しかし，基本構想が「いわゆる原則事前全面

開示論は，現行制度を導入した司法制度改革の際にも長期間をかけて議論された結果，被告人

側の主張が明らかでない段階で，検察官が主張する事実を争うかどうかを判断するに当たって

全ての証拠を開示するまでの必要はなく，被告人側が主張を明らかにしていないのに全ての証

拠を開示することは，争点及び証拠の整理という公判前整理手続の目的に反するとともに，被

告人に虚偽の弁解を許すこととなり得るなどの弊害が指摘され，採用されなかったものであり，

その後の制度の運用状況に鑑みても，争点及び証拠の整理と連動した現在の段階的な証拠開示

制度の枠組みを改める必要はないと考えられる。」201というのは，説得的であるとは言えない。 

本章での議論を踏まえると，全面的証拠開示制度の創設が必要である。 

被告人が証拠開示を求める権利は，弁護人の援助を受ける権利及び適正手続の観点から導か

れる憲法上の権利であるから，新たに創設される全面的証拠開示制度は，検察官の主張・立証

と対比して主張と証拠を整理するための制度ではなく，整理手続とは独立した制度として，全

ての公判請求事件に適用される制度とするべきである。 

(1) 捜査機関収集証拠の公的性質（税金で集めた真実解明のための証拠） 

捜査機関が公費によって収集した証拠の開示を受けることは，被告人が有する基本的な

権利である。英米法系の国々では，判例の積み重ねにより，捜査機関によって収集された

証拠は検察官だけが独占的に利用できる「財」ではなく被告人も検察官同様のアクセス権

を有する「公共財」であるという認識が共有されてきた202。例えば，カナダ最高裁判所は，

1991 年のスティンチコム判決で，「検察が所有している捜査の成果は，有罪を確保するた

めに用いられる検察の財産ではなく，正義がなされることを確保するために用いられる公

共の財産（the property of the public）である。」と明言している203。 

国際人権（自由権）規約委員会も，1998 年 11 月 5 日，第 4 回日本政府報告書に対して

「委員会は，規約第 14条 3に規定された保障に従い，締約国が，防禦権を阻害しないため

に弁護側がすべての関係資料にアクセスすることができるよう，その法律と実務を確保す

ることを勧告する。」との見解を述べている。 

(2) 被告人側の十分な防御の準備のために全面的証拠開示が必要である 

弁護人が被告人から事情を聴いたり情報を収集したりするなどすれば，類型証拠が開示

された時点で予定主張を明示することは可能であり，被告人側の主張は「検察官が収集し

た全ての証拠」を検討しなければ組み立てられないものではないとの主張がある204。 

しかし，このような主張の前提にある「被告人がよく知っているから被告人に聞けば分

かる。」という考えに依拠することはできない。被告人が捜査機関のみならず弁護人に対

しても黙秘している事案や，事件があったとされる時からの時間の経過や被告人の記憶

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
201 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」（2013 年）22頁。 
202 炭谷喜史＝山田直子＝朴濟民「韓国刑事訴訟法における証拠目録提示義務規定に関する一考察」法と政治 64巻 4

号（2014 年）64頁。 
203 R. v. Stinchcombe， [1991] 3 S.C.R. 326. 指宿信『証拠開示と公正な裁判〔増補版〕』（2014 年）67，77頁

以下参照。 
204 岡慎一「証拠開示制度」論究ジュリスト 12号（2015 年）74頁。 
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力・精神障害等の問題のために，弁護人が被告人から事情を十分に聴取できず，検察官立

証に穴がないかを検討するという弁護方針しか採れない事案では，類型証拠の開示を受け

るだけでは不十分である。例えば，客観的な真実として被告人は無実でアリバイがあった

としても，被告人が弁護人にそのような事情を説明しない（できない）場合（このような

場面は稀ではない。）には，全面的証拠開示を受けてあらゆる角度から証拠を検討しなけ

れば十分な防御の準備ができない。被告人側が主張を明らかにする前の段階で全ての証拠

を開示しても，争点及び証拠の整理という公判前整理手続の目的に反することにはならな

い（開示の弊害がないことは(5)で後述する。）。 

(3) 現行の証拠開示制度では被告人の防御準備のために必要な証拠でも開示されないものが

ある。 

現行の類型証拠開示請求・主張関連証拠開示請求の枠組みできちんと証拠開示請求をす

れば弁護側に必要な証拠は全部出るから，全面的証拠開示は不要であるとの主張がある205。 

しかし，まず，公判前整理手続等に付されない事件では，被告人側に証拠開示の請求権

が認められていない。整理手続の請求権は認められているが，裁判所がその請求を却下し

た場合には，被告人側に不服申立ては認められていない。 

また，公判前整理手続等に付された事件でも，検察官請求証拠の証明力判断のために必

要な証拠が「類型」として網羅的に法定されているわけではないし206，関連性や必要性の

判断を被告人の対立当事者たる検察官が行うという問題がある。例えば，被害者や目撃者，

参考人の供述を記載した捜査報告書は，類型 6号非該当との見解に立てば法律上は類型証

拠開示請求では開示されず，主張関連証拠開示請求で開示される保障もない。また，証人

の信用性に関する事項（証人の利害関係，偏見，予断等。刑訴規則 199 条の 6参照）に関

する証拠は，何が「証人の利害関係，偏見，予断等」に当たるかは実際に証拠を見て他の

証拠との関係も併せて検討しなければ判断できないこともあるから，類型・主張関連証拠

開示請求の枠組みでは，弁護人は開示請求証拠の識別事項を書きづらく，検察官の開示要

件判断も識別事項非該当や重要性なし・関連性なし・必要性なしの方向に傾きやすく，被

告人の防御準備のために十分な証拠開示がなされる保障はない207。検察官による類型該当

性や予定主張との関連性などの要件該当性の判断が適切になされる保障がなく，仮に不適

切な判断がなされたとしても，検察官に何らの制裁もない208。 

現行の証拠開示制度でも「存在するかも知れない被告人に有利な資料や検察側証人を弾

劾し得る資料を埋没させたままにする可能性を常に残すこと・・・言い換えればこれらの

資料を利用して被告人側が正当かつ十分な防禦活動を展開して無罪となる可能性を封じる

危険性が常に残ること」209が考慮されなければならない。 

(4) 不十分な証拠開示制度は公判前整理手続の長期化の最大の要因である 

近年，公判前整理手続（裁判員裁判対象事件では必ず付されなければならない。裁判員

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
205 特別部会第 11回会議議事録 44頁（酒巻委員発言）。 
206 小坂井久「証拠開示論の 21世紀的展開」浦功編著『新時代の刑事弁護』（2017 年）291 頁。 
207 酒巻匡編『刑事証拠開示の理論と実務』（2009 年）27頁（酒巻執筆）も，類型証拠開示においてこれらの証拠に

「重要性」が認められ得るとしつつ，「各号の類型該当性は前提である」としている。 
208 検察官倫理規定の創設や手続打切り論について，今後の検討課題となろう。 
209 酒巻匡『刑事証拠開示の研究』（1988 年）288 頁。 
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法 49条）の長期化が問題視されている210。 

裁判員裁判対象事件について見れば，自白事件の公判前整理手続期間は，制度施行直後

の 2009 年は 2.8 月であったが，2010 年は 4.6 月，2011 年は 5.0 月と長期化し，2018

年は 6.1 月となっている。否認事件でも，2009 年の 3.1 月から，2010 年には 6.8 月，2011

年には 8.3 月と長期化し，2018 年は 10.0 月となっている211。 

こうした傾向について，長期化を招くような特殊要因（鑑定，追起訴，弁護人辞任，訴

因変更，要通訳事件）のない事件を最高裁判所事務総局が検証したところ，自白事件（審

理日数が 4日以内の事件）・否認事件（審理日数が 7日以内の事件）のいずれについても，

公判前整理手続期間のうち検察官の証明予定事実記載書面の提出から弁護人の予定主張記

載書面の提出までの期間及びその後公判期日指定までの法曹三者の打合せに要する期間の

長期化が指摘されており，自白事件については，検察官による証拠開示の問題にも言及さ

れている212。 

上記検証結果には証拠開示問題についての詳細な指摘はないが，検察官の証明予定事実

記載書面の提出から弁護人の予定主張記載書面の提出までの期間は，弁護人が類型証拠開

示請求をなすべき時期と重なり，その後公判期日指定までの法曹三者の打合せに要する期

間は，弁護人が主張関連証拠開示請求をなすべき時期と重なる。制度開始当初は，慣れな

い弁護人が「当然なすべき」証拠開示請求を十分に行わないまま早期に公判に臨んでいた

ケースもあったようだが，最近では，経験を積んだ弁護人も増え，十分に証拠開示請求を

するケースが増えていると思われる。証拠開示請求をするために，請求対象となる証拠を

弁護人において識別する必要があるが，識別にはしばしば困難を伴い213,214，また証拠の存

否や弁護人が記載した標目への該当性，開示要件該当性などをめぐって検察官と弁護人と

で争いとなる事案もあり，現行の不十分な証拠開示制度が公判前整理手続の長期化の最大

の要因になっていると言える。 

(5) 全面的証拠開示が行われても弊害は生じない 

全面的証拠開示が行われると様々な弊害が生じるとの主張がある215。 

しかし，証拠隠滅や証人威迫は別途犯罪として規定されており，もしそのような事態が

生じれば別事件として対処することが可能であるし，犯行後の情状として量刑上不利に扱

うことも可能であるから，証拠隠滅や証人威迫の可能性を理由に証拠開示自体を制約する

のは被告人の防御権に対する過剰な制約である。また，虚偽供述を含む無限定な主張や無

関係な資料の混入による防御準備活動の長期化や争点の拡散・混濁等の弊害が指摘される

こともあるが，そもそも被告人の供述が「虚偽」かどうかは神のみぞ知るところである。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
210 最高裁判所事務総局「裁判員裁判実施状況の検証報告書」（2012 年 12月公表）。同書は，制度施行から 2012年

5月 31日までのデータに基づくものである（同書・はじめに）。 
211「裁判員裁判の実施状況について（制度施行～平成 31年 2月末・速報）」（最高裁ウェブサイト。

http://www.saibanin.courts.go.jp/vcms_lf/h31_2_saibaninsokuhou.pdf）6頁（2019 年 5月 8日確認）。 
212 最高裁判所事務総局・前掲注 199書 10頁以下。 
213 特別部会第 20回会議議事録 54頁（小野委員発言）及び 59～60頁（小坂井幹事発言）。 
214 村木厚子委員は，「私自身が自分の裁判でも公判前整理手続というものを経験をしました。その中で実際にやっ

てみると，どういう証拠が検察側にあるのかが分からない中で証拠開示の請求をするというのは，本当に暗闇の中を

手探りで歩いているようなものだということを実感しました。非常に優秀な弁護団が付いていてもそういう状況だっ

たということを申し上げたいと思います。」と述べている。特別部会第 11回会議議事録 38頁（村木委員発言）。 
215 司法制度改革審議会『司法制度改革審議会意見書――21世紀の日本を支える司法制度』（2001 年）43頁は，証

拠開示に伴う弊害として「証人威迫，罪証隠滅のおそれ，関係者の名誉・プライバシー侵害のおそれ」を挙げる。 
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仮に被告人が真犯人であって虚偽の弁解をしているとしても，検察官が合理的疑いを超え

る証明に成功しない限り被告人が無罪となるのは刑事裁判の鉄則であるが，そこには，神

ではない人間が人間を裁くことの限界を謙虚にわきまえ，たとえ真犯人を逃しても無辜の

処罰だけはあってはならないという先人の知恵が込められているはずである。虚偽主張の

誘発などといった不正行為の抽象的な懸念に基づいて証拠開示を制限することは，被告人

に有利な証拠が隠されることにより，事実を誤認して人をえん罪に陥れることを容認する

ことに等しい。主張を「限定」するよう被告人が強いられるいわれもないし，資料が「無

関係」かどうかは被告人側が開示を受けて被告人側が自ら判断することである。開示され

る証拠の範囲が拡大することによって防御準備活動が長期化する場合もあるかもしれない

が，それは被告人の正当な防御の準備のために必要な時間であり，弊害視されるべきもの

ではない（被告人の防御の準備を無視した迅速化は単なる拙速化である。）。検察官が自

身の収集した「全ての証拠」から有罪主張・立証に使用するものだけを組み合わせて公判

に提出しているのに対し，被告人側が「全ての証拠」の開示を受けて主張・立証を行うこ

とを「弊害」とするような主張はバランスを欠くと言うべきである216。 

もし全面的証拠開示により様々な弊害が生じるという主張が正しいとすれば，起訴状一

本主義を導入する以前及び検察官が手持ち証拠の広範な任意開示を行っていた時代には，

それ以降と比較にならないほど多くの弊害が生じていたはずである。また，現在でも少年

事件では，検察官手持ち証拠は全て家庭裁判所に送付され（少年審判規則 8条 2項），付

添人は少年の予定主張を明示せずとも裁判所でこれらの証拠を閲覧等することが可能であ

る（少年審判規則 7 条 1 項・2 項）が，このように少年事件で全面的証拠開示がなされて

いることによって，少年に虚偽の弁解を許すこととなったり，罪証隠滅や証人威迫等がな

されたり，関係者の名誉・プライバシーの侵害が生じたり，捜査への協力が得られにくく

なったといった弊害が生じたという話や，付添人が全部の証拠を閲覧することが証拠漁り217

だと批判されるといった話は寡聞にして知らない。少年事件で生じていない弊害が成人の

刑事事件なら生じるという説得力ある理由付けが仮に存在するとしても，開示によって何

らかの具体的な弊害が生じる個別の証拠のみ開示を拒否できる制度で足りるはずであるか

ら，少なくとも，現行法のように開示要件を満たす証拠のみ開示する制度（原則不開示・

例外開示）ではなく，全面的証拠開示を原則としつつ個別の証拠について例外的に開示を

拒否できる制度（原則開示・例外不開示）の構築が検討されるべきである218。 

(6) 争点整理の要否と証拠開示の必要性は無関係 

現在の証拠開示制度は，公判前整理手続の検討段階で「争点整理のための証拠開示」と

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
216 斎藤司「事前全面的証拠開示・一覧表開示，再審の証拠開示」季刊刑事弁護 75号（2013 年）35頁，渕野貴生「証

拠開示の原点を論じる意義」法と民主主義 477号（2013 年）33～34頁参照。なお，村中孝一「公判前整理手続②――

証拠開示――検察の立場から」三井誠ほか編『刑事手続の新展開 下巻』（2017 年）129頁は，「事件の内容を最も

理解しているのは検察官である。」と述べている。 
217「証拠漁り」と一般に訳される fishing expedition という用語は，アメリカにおいては，被疑者が何らかの証拠

を有しているかもしれないという単なる見込みによってなされる身体捜検や相当な理由のない無令状捜索などの違

法な捜査活動を指す用語として用いられている。ロランド・V・デル＝カーメン（佐伯千仭監修，樺島正法＝鼎博之

共訳）『アメリカ刑事手続法概説』（1994 年）134 頁，238 頁参照。 
218 山本了宣「証拠の一覧表交付制度の導入と弁護活動」村井敏邦＝海渡雄一編『可視化・盗聴・司法取引を問う』

（2017 年）123～124 頁も同旨。 
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いう構図が繰り返し強調され219，整理手続の中での手続と位置付けられて整理手続とリン

クされている。しかし，前述したように，被告人が証拠開示を求める権利は，弁護人の援

助を受ける権利及び適正手続の観点等から導かれる憲法上の権利である。被告人は，憲法

上の包括的防御権の行使として，自らを被告人の地位に置いた検察官から公共財である証

拠の全面的開示を受け，その主張の根拠を吟味することによって，初めて，検察官と対等

な立場で公判における自らの主張・立証を適切に組み立てることができる。全面的証拠開

示を受けた対等当事者が主張・立証予定を立てた後にこそ，公判における直接主義・口頭

主義の実現や審理の迅速を目指す「争点及び証拠の整理」の必要性が浮かび上がるのが，

本来の順序である。現行制度上，整理手続が必要的でない場合において，自らは主張立証

責任を負わず争点整理を求める理由にも乏しいはずの弁護側が，防御のため当然に必要と

なる証拠開示を受けることを目的として整理手続を要求している姿は，いびつである。 

したがって，証拠開示が争点整理と結びついて制度化されなければならない理由はない220。

全ての事件で全面的な証拠開示請求権が保障された制度が実現されるべきである。韓国刑

訴法上の証拠開示制度が公判準備手続とリンクしておらず，公訴提起された全ての事件で

証拠開示制度の適用があることが参考になる221。 

(7) 起訴状一本主義と全面的証拠開示 

我が国の旧刑事訴訟法下では，検察官が公訴提起とともに一件記録を裁判所に提出して

いたので，公訴提起後は，弁護人は裁判所で検察官手持ち証拠の閲覧謄写が可能であった222。

現行刑事訴訟法に起訴状一本主義が導入された際，検察官手持ち証拠の閲覧謄写に関する

明文規定が置かれなかったのは，規定がなくとも検察官が広く任意開示を行うだろうと考

えられていたからだとも言われていた223。実際に，現行刑事訴訟法施行直後は検察官の広

範な任意開示が行われていたが，1952 年頃から，検察官の任意開示拒否が表面化し224，証

拠開示が制限的にしか行われない実務が続いた225。 

韓国でも，起訴状一本主義が定着する以前には，検事が公訴提起後に捜査記録を裁判所

に提出していたことから，弁護人は裁判所で捜査記録の閲覧謄写が可能であった。ところ

が，検事が捜査記録を裁判所に提出する時期が遅いなどの理由により，裁判所における閲

覧謄写では効果的な防御権行使が妨げられていた。このような状況を打破したのが前述の

韓国憲法裁判所の 1997 年決定であり，その後は検事に対する証拠開示請求が広範に認めら

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
219 例えば，第 27回司法制度改革審議会議事録（井上正仁委員発言）。 
220 大澤裕「証拠開示制度」法律時報 86巻 10号（2014 年）47～48頁，小坂井・前掲注 206論文 307～308 頁。 
221 韓国の現行証拠開示制度の導入において，韓国憲法裁判所決定 1997 年 11月 27日（헌법재판소 1997.11.27. 선고 

94헌마 60 결정. 公訴提起直後に弁護人が検事に捜査記録一体の閲覧・謄写を申請したのに対する検事の拒否処分に

ついて，①検事が保管する捜査記録に対する弁護人の閲覧・謄写は実質的当事者対等を確保するためのものであり，

これを拒否することは被告人の迅速で公正な裁判を受ける権利を侵害するものである，②弁護人の助力を受ける権利

は弁護人との自由な接見交通権にとどまらず，弁護人を通じて捜査書類を含めた訴訟関係書類を閲覧・謄写しこれに

対する検討結果を土台に攻撃と防御の準備をすることができる権利も含まれるので，弁護人の捜査記録の閲覧・謄写

を拒否することは被告人に保障された弁護人の助力を受ける権利を侵害するものである旨判示した。）がその憲法的

基礎を提供する役割を果たしたと評価されていることについて，炭谷＝山田＝朴・前掲注 202論文 73頁参照。 
222 田宮裕『刑事訴訟法〔新版〕』（1996 年）266 頁，三井誠「証拠開示」法学教室 180 号（1995 年）87 頁，酒巻編・

前掲注 207書 3頁，4頁注 2（酒巻執筆）。 
223 三井・前掲注207論文 88～89頁。 
224 佐伯千仭『刑事訴訟の理論と現実』（1979 年）36～37頁（初出・1955 年），53頁以下（初出・1959 年）。 
225 小坂井・前掲注 206論文 287 頁は「証拠開示の真冬の時代」とする。 
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れていくこととなった。そして，国民参与裁判の導入と起訴状一本主義の徹底を機に整備

された証拠開示制度にも，検事に対する証拠開示請求を広範に認める方向性は受け継がれ

た。 

起訴状一本主義は，公訴提起時に起訴状のみを提出させ一件記録の送付を禁止すること

で，裁判所の予断を排除し，当事者追行主義を確立し，裁判所を中立的な判断者に純化し

て「公平な裁判所」（憲法 37条 1項）を実現するものであり226，本来的に被告人の「公平

な裁判を受ける権利」という手続的保障を手厚くする指向性を有するものであるが，我が

国では，検察官手持ち証拠へのアクセスが検察官の任意開示に委ねられた結果，起訴状一

本主義の採用以前に認められていた検察官手持ち証拠へのアクセス権が制約される実務が

定着してしまった。現行の証拠開示制度の導入により証拠開示の範囲が拡大したことは確

かであり，更に検察官が広範に任意開示を行うこと自体は被告人の防御準備のために望ま

しいことであるが，任意開示はあくまで検察官の任意によるものでしかない。今後の立法

論としては，全面的証拠開示制度を法定する方向で検討が進められるべきである。 

(8) 小括 

被告人側の防御権保障を十全なものとし，えん罪を防止するために，公判前整理手続等

に付された事件に限定されることなく全ての事件において，原則として全ての証拠を検察

官が被告人側に開示する制度が創設されるべきである。 

 

第３ 公判中心主義を実現するために捜査と公判の関係性から考え
るべき諸課題 

 

１ はじめに 

(1) 裁判員制度導入を提言した司法制度改革審議会意見書において，「非法律家である裁判

員が公判での証拠調べを通じて十分に心証を形成できるようにするために，口頭主義・直

接主義の実質化を図ることも必要となる。これらの要請は，刑事裁判手続一般について基

本的に妥当するものではあるが，裁判員が参加する手続については，裁判員の主体的・実

質的関与を確保する上で，殊のほか重要となる。そのため，裁判官のみによる裁判の場合

への波及の可能性をも視野に置きながら，運用上様々な工夫をするとともに，必要に応じ，

関係法令の整備を行うべきである。227」とされた。 

(2) しかし，同意見書では，「直接主義・口頭主義の実質化（公判の活性化）」の項におい

て，「この問題の核心は，争いのある事件につき，直接主義・口頭主義の精神を踏まえ公

判廷での審理をどれだけ充実・活性化できるかというところにある。特に，訴訟手続への

新たな国民参加の制度を導入することとの関係で，後述する裁判員の実質的な関与を担保

するためにも，こうした要請は一層強いものとなる。争いのある事件につき，集中審理の

下で，明確化された争点をめぐって当事者が活発に主張・立証を行い，それに基づいて裁

判官（及び裁判員の参加する訴訟手続においては裁判員）が心証を得ていくというのが本

来の公判の姿であり，それを念頭に置き，関連諸制度の在り方を検討しなければならない。228」

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
226 松尾浩也『刑事訴訟法（上）〔新版〕』（1999 年）179～180 頁，酒巻匡『刑事訴訟法』（2015 年）257～258 頁

参照。 
227 司法制度改革審議会意見書 107頁。 
228 同意見書 44頁。 
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とされ，直接主義の実質化は，主として否認事件における問題と認識されていたと考えら

れる。 

(3) 自白事件における人証の運用についての変化は，2011 年後半以降に生じた。同年 10月 5

日に実施された裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会では，「裁判所としても，評議

における話しやすさに関する数値の低下は深刻に受け止めている。原因は，自白事件では

当事者間で同意された書証を読み上げて審理を行うのが当たり前だという法曹三者の意識

ではないか。刑事裁判を経験したことがない裁判員の多くは，書証を朗読されても直ちに

はその内容を理解できないだろう。これが評議における話しやすさの低下にも影響してい

ると思われる。そのため，裁判所では，調書中心の審理からの脱却に努めているところで

ある。229」との発言もなされている。 

(4) 「人証優先の運用」は，自白事件において，供述調書に弁護人が同意した場合でも，「人

証」を取り調べるべき場合があるのではないかという問題として取り上げられた。そして，

当初の議論では，「争いがない事実」でも，供述調書よりも証人尋問が「分かりやすい（理

解しやすい）」ことが人証のメリットとして強調された。しかし，事実が積極的に争われ

ていない場合でも「的確な心証形成」が問題となる場合は少なくないことが指摘され，「的

確な心証形成が可能であること」が人証の重要なメリットとして強調されるようになった230。 

(5) その結果，裁判員裁判においては，被告人質問先行（被告人供述調書の任意性に争いが

ない場合でも，その採否を留保し，公判で被告人質問を先行させ，必要な供述がなされた

場合は，供述調書については検察官が請求を撤回し，あるいは裁判所が却下するという運

用）方式の審理が行われるようになり，更に一部の裁判官裁判でも，分かりやすく，的確

な心証形成が可能であるとのメリットから，こうした運用が行われるようになった。 

(6) このような「人証優先の運用」は，直接主義・口頭主義の実質化を実現するものであり，

捜査段階の情報を公判にできるだけ流入させず，あくまで公判中心の裁判を実現させるこ

とにより，刑事訴訟法本来の原則を実現し，適正な判断を得ることにつながる。 

(7) ひいては，捜査段階の情報が公判で利用されないとなれば，捜査自体も改革せざるを得

なくなる。公判における適切な弁護活動の実践が捜査改革に影響を与え，捜査が変われば

公判も変わるという好循環を巻き起こす。 

(8) しかし，近時，取調べ録音・録画記録媒体を実質証拠として利用しようという検察庁の

動きなど，捜査段階の情報が公判で利用される場面は残されており，いまだ直接主義・口

頭主義の実質化が実現されたというには不十分である。 

そこで，ここでは，捜査段階の情報の公判への流入を遮断するという観点から，①録音

録画の証拠利用の問題，②捜査段階供述と公判供述について論じる。 

 

２ 録音録画の証拠利用 

(1) はじめに 

捜査と公判を断絶し，直接主義・口頭主義を原則とする公判中心主義を実質的なものに

するという観点から，近年生じている録音録画の証拠利用の問題について，以下検討して

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
229 裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会（第 13回）議事概要 8頁。 
230 岡・神山『「被告人質問先行」に関する一考察を受けて②「裁判官裁判」の審理のあり方―ダブルスタンダード

は維持されるべきか―』。 
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いく。 

2016 年改正刑訴法は，取調べの可視化を一部導入した。同改正法の施行前から既に，最

高検察庁・警察庁の通達により，取調べの録音・録画は，実務上広く行われるようになり，

カメラの監視下では，捜査官による，暴力や脅迫による取調べは事実上不可能となった。

違法・不当な取調べや，任意性に関する「水掛け論」をなくす，これこそが，取調べの可

視化の目指したところであり，密室での取調べに風穴を開けたものと言える。 

しかし，取調べの可視化の有用性が認識される一方で，その本来の目的を超えて，録音

録画の記録媒体が証拠として利用されるという問題が，新たに生じた。 

2015 年 2 月 12 日に最高検次長検事名で出された依命通知「取調べの録音・録画を行っ

た場合の供述証拠による立証の在り方等について」（最高検判第 22号）においては，「事

案によっては，より効果的な立証という観点から，同項（注：刑事訴訟法 322条 1項）に

基づいて，被疑者供述を録音・録画した記録媒体を実質証拠として請求することを検討す

る。事案の内容，証拠関係，被疑者供述の内容等によっては，当初から記録媒体を同項に

基づいて実質証拠として請求することを目的として録音・録画を行っても差し支えない。」

とされ，検察庁は，録音録画記録媒体の積極的な活用の方向性を打ち出した。各地の実務

においても，検察官により，録音録画の記録媒体が実質証拠として証拠請求される事例が

多数見られるようになった。 

しかし，録音録画記録媒体の公判廷での再生による公判が安易に行われるならば，それ

はまさしく取調べへの依存となり，取調べと調書への過度の依存からの脱却という，法改

正の趣旨に真っ向から反する。 

そこで，ここではまず，録音録画記録媒体の実質証拠利用に関し，現時点での最重要裁

判例と言える二つの判決を紹介し，実質証拠利用の問題点を概括するとともに，あるべき

弁護実践について検討する。なお，録音録画記録媒体の利用の仕方としては，論理的には，

①罪体立証のための実質証拠としての利用，②信用性判断の補助証拠としての利用，③任

意性立証のための利用に分けられよう。 

しかし，①と②については，実質上，問題点は共通しており，後記今市事件判決も指摘

するように，心証形成面での差異はないと思われる。 

さらに，③の任意性立証に関する証拠利用についても検討し，現行制度の下での取調べ

や調書の在り方そのものへの疑問にも触れてみたいと思う。 

(2）重要な二つの判決 

録音録画記録媒体の公判再生については，①東京高裁判決平成 28年 8月 10日及び②東

京高裁判決平成 30年 8月 3日（いわゆる今市事件）が存在する。 

① 東京高裁判決平成 28年 8月 10 日 

強盗殺人の犯人性が争われた事案で，検察官が録音録画記録媒体を実質証拠として請

求したが，原審はこれを却下した。同判決は，検察官の，「公判廷の被告人質問は，供

述内容や供述態度から真実を話しているかどうかを判断しているから，録音・録画記録

媒体に記録された供述の信用性判断との間に差異はない。」旨の主張に対し，以下のと

おり判示した。 

「公判廷における被告人質問は，法廷という公開の場で，裁判体の面前において，弁護

人も同席する中で，交互質問という手順を踏んで行われるもので，証人尋問の場合と同
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様に，裁判体は，被告人の供述態度を単に受け身で見るものではなく，必要に応じ，随

時，自ら問いを発して答えを得ることもできる。供述証拠について公判期日における供

述によるのを原則とするのは，以上のような条件が公判廷における供述には備わってい

るからであると考えられるし，そのような環境で，裁判体の面前で行われる供述である

からこそ，供述内容に加え，供述態度が信用性の判断指標となっているものといえる。

ところが，捜査機関の管理下において，弁護人の同席もない環境で行われる被疑者等の

取調べは，以上のような条件は備わってないのであり，その際の供述態度を受動的に見

ることにより，直感的で主観的な判断に陥る危険性は，公判供述の場合より大きなもの

があると思われる。」 

同判決は，本件では原裁判所に記録媒体を採用すべき法令上の義務はなく，記録媒体

で再現される被告人の供述態度を見て供述の信用性を判断する必要性，相当性は認め難

いとした上，さらに，「原審検察官が，取調べ状況の録音録画記録媒体を実質証拠とし

て用いようとしたこと自体についても考慮すべき点がある。」とし，以下のように判示

した。 

「取調べ状況の録音録画記録媒体を実質証拠として一般的に用いた場合には，取調べ中

の供述態度を見て信用性評価を行うことの困難性や危険性の問題を別としても，我が国

の取調べ制度やその運用の実情を前提とする限り，公判審理手続が，捜査機関の管理下

において行われた長時間にわたる被疑者の取調べを，記録媒体の再生により視聴し，そ

の適否を審査する手続と化すという懸念があり，そのような，直接主義の原則から大き

く逸脱し，捜査から独立した手続とは言い難い審理の仕組みを，適正な公判審理手続と

いうことには疑問がある。」 

このように，同判決は，公判廷での供述と，弁護人の同席もない密室での捜査機関の

管理下での取調べとの間に，明確な差異があることや，録音録画記録媒体の再生が，判

断者を直感的・主観的判断に陥らせる危険性を指摘し，直接主義の原則に立ち返って，

捜査段階の録音録画記録媒体の利用に歯止めをかけた。 

② 東京高裁判決平成 30年 8月 3日 

殺人罪で起訴された被告人が犯人性を争った事件で，原審は，検察官や警察官の証言，

録音録画記録媒体に記録された検察官の態度・被告人の供述態度等に基づき，被告人の

自白の任意性・信用性を肯定した。そして，情況証拠のみからは，被告人が犯人である

蓋然性が相当に高いとは言えるものの，被告人の犯人性を認定することはできないが，

これを自白と併せることにより，被告人の犯人性が認められるとした。これに対する控

訴審判決である本判決は，自白供述の信用性の補助証拠として採用した録音録画記録媒

体により犯罪事実を直接的に認定したことには訴訟手続の法令違反があるとした（ただ

し，情況証拠により認められる間接事実を総合し，被告人が殺害犯人であることは認定）。

同判決は以下のように判示する。 

「取調べの録音録画記録媒体を信用性の補助証拠とした場合，それを実質証拠とするの

と実際の心証形成は異ならないものとなる可能性があり，また，採用する範囲をよく吟

味しなければ，本来は判断材料とすることの相当性を慎重に考えるべき場面や事柄から

心証形成が行われる危険性もあると考えられる。」「我が国における被疑者取調べの制

度及び運用の下で，虚偽の自白がされる場合があることは，これまでの経験が示すとこ
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ろであるが，それにもかかわらず，捜査段階の自白供述は，その証明力が実際以上に強

いものと評価される危険性があるものである。したがって，その信用性の判断に当たっ

ては，供述が強いられたものでないことは当然の前提として，秘密の暴露の有無，客観

的な事実や他の証拠との整合性等，第三者にも検証可能な判断指標を重視した上で，内

容の合理性，自然性等と併せ多角的に検討し，自白供述から適切な距離を保って，冷静

に熟慮することが肝要と思われる。ところが，被疑者取調べの録音録画記録媒体を見て

行う供述の信用性の評価は，前記のように供述が自発的なものかどうかという観点を出

ない判断となる可能性があるし，それ以上の検討が行われるとしても，身柄を拘束され

た状態での被疑者取調べという特殊な環境下でされる自白供述について，これに過度に

密着した形で，映像と音声をもって再現される取調べ中の被告人の様子を視聴すること

により，真実を述べているように見えるかどうかなどという，判断者の主観により左右

される，印象に基づく直感的な判断となる可能性が否定できず，上記のような熟慮を行

うことをむしろ阻害する影響があるのではないかとの懸念が否定できない。」 

このように，同判決は，録音録画記録媒体を信用性判断の補助証拠とすることと，実

質証拠とすることとの間には心証形成面で差異がないことや，録音録画記録媒体が，判

断者の主観的・直感的判断を招く危険性を指摘している。 

（3）証拠能力の有無 

そもそも，法は録音録画記録媒体の実質証拠利用を認めているのであろうか。 

この点，法制審特別部会においては，録音録画記録媒体について，実質証拠にしてはな

らないという理由ないし論拠はないとの考え方が示された（法制審議会・新時代の刑事司

法制度特別部会議事録第 10回 8頁，11頁，13頁～14頁，井上正仁委員）。林真琴法務省

刑事局長も，録音録画記録媒体は，実質証拠として用いることは当然にできる，改正刑訴

法 301条の 2については，任意性が争われた場合の規定であり，録音録画記録媒体を実質

証拠として用いる場合に何ら制約をする趣旨ではないと発言している（189 回衆議院法務

委員会議事録 21号 4頁）。 

しかし，今般の刑訴法改正により，法は実質証拠利用を認めないことを明らかにしたと

解釈することは可能である。すなわち，改正刑訴法 301条の 2は，録音録画記録媒体につ

いて，任意性判断の目的で使用する場合の規定しか置いていない。録音録画記録媒体が出

現すれば，それを実質証拠として利用することは容易に想定されるが，それでも改正法は，

任意性判断の証拠に関する規定しか，あえて設けていない。さらに，同条 3項は，取調官

が，取調べ時の被疑者の発言内容を証言する場合にも，録音録画記録媒体により任意性を

立証すべきことを定めるが，仮に記録媒体で任意性が立証でき，証人が採用されれば，証

拠となるのは（録音録画記録媒体よりも再現の忠実性に劣る。）取調官の証言である。も

し，改正法において，録音録画記録媒体を実質証拠として取り扱うことを想定していたな

ら，同条 3項の存在意義はほとんどないのであり，同条 3項を見れば，法が，録音録画記

録媒体があくまで供述の任意性に関する補助証拠としてのみ価値を有するとの前提を貫い

たもの，とする解釈（大阪弁護士会取調べの可視化大阪本部編『コンメンタール可視化法』

135 頁）には，十分な根拠があろう。 

上記東京高裁平成 28年 8月 10日判決は，改正法の録音録画制度は，「被疑者の取調べ

の実務の中で，被疑者に対する強制や圧迫等が生ずる弊害を防止するために導入されたも
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のであることは，公知の事実であり，改正法の規定の構造からしても明らか」と指摘した

上，録音録画記録媒体の視聴に多大な時間と労力を費やす審理の在り方について，「改正

法の背景にある社会的な要請，すなわち取調べや供述調書に過度に依存した捜査・公判か

ら脱却すべきであるとの要請にもそぐわないように思われる。」として，実質証拠として

利用することの問題点を判示したものであり，録音録画記録媒体の実質証拠利用を否定す

る，実質的な論拠となり得よう。 

（4）署名押印要件 

録音録画記録媒体の実質証拠としての証拠能力につき，署名押印がない記録媒体に刑訴

法 322条を適用ないし準用し得るのかという点も問題となる。 

実況見分調書における立会人の指示説明のうち，現場供述を写真撮影したものについて，

判例は，写真については機械的記録の正確性が保障されているとして，供述証拠特有の知

覚・記憶・表現の過程で発生する誤りの危険を否定し，再現者の署名押印は不要とした（最

決平成 17年 9月 27日，刑集 59巻 7号 753 頁）。この判例を参照し，録音録画記録媒体に

ついても写真と同様のものとして，同条の適用ないし準用を肯定する考え方が有力に存在

する。 

これに対し，被疑者の署名押印について定めた刑訴法 198 条 5項を，録取の正確性担保

という意味に限定して理解する必然性はないとして，作成された調書について証拠化する

か否かの選択権を被疑者に与えたものであると解釈する説がある。同条 4項に基づき，被

疑者が調書を確認した上で増減変更申立てをなし，それが調書に記載されたとしても，同

条 5項により，なおも被疑者が署名押印を拒絶することが可能であるとの条文構造からは，

署名押印要件は，録取の正確性を担保するに留まらないということを論拠とする。この立

場は，調書の場合と同等の手続を被疑者に保障しない限り，録音録画記録媒体を調書に代

わって使用することにはならないとし（正木祐史「被疑者取調べの『可視化』」法律時報

84巻 16頁，渕野貴生「録音録画記録媒体の実質証拠化をめぐる問題点」季刊刑事弁護 91

号 31頁～），それによれば，被疑者の閲覧や署名・押印のない録音録画記録媒体に，実質

証拠としての証拠能力を認めることはできないことになる。 

（5）カメラ・パースペクティブ・バイアス 

録音録画記録媒体の再生に関する問題点は，上記の 2つの東京高裁判決が指摘するとこ

ろであるが，さらに，記録媒体の有する問題として，いわゆるカメラ・パースペクティブ・

バイアス（CPB）の問題がある。ダニエル・ラッシター教授らが行った研究によれば，被疑

者に焦点を当てた映像では，被疑者と取調官の両者に公平に焦点を当てた映像に比べ，自

白の任意性評価が高くなり，法律専門職もこのバイアスから逃れられなかったというので

ある（指宿信「取調べ録画制度における映像インパクトと手続法的抑制策の検討」判例時

報 1995 号 3頁）。 

現状の録音録画記録媒体は，被疑者に焦点を当てた画面が大きく映され，その右下に，

捜査官の背中越しに被疑者の供述する取調室の様子が小さい画面で示されたもので，CPB

の影響を招きやすい状態といえる。日弁連は，捜査機関による取調べの録画の際の撮影方

向について，被疑者を正面から撮影する方式を改め，１台のカメラで撮影する場合には被

疑者と取調官を横から撮影する方式に速やかに変更するよう求める要望書（2018 年 3月 27

日付け「取調べの録画の際の撮影方向を改めるよう求める要望書」）を発出している。 

第６章　公判の在り方の改革



－ 156 －

（6）弁護実践 

録音録画記録媒体の実質証拠利用につき，弁護人としては，どのような弁護実践をすべ

きであろうか。捜査段階において注意すべき点もあろうが，ここでは，公判段階における

検察官の実質証拠請求に関してのみ触れる。 

まず，検察官に対し，何を立証趣旨としているのかにつき，釈明を求めるべきである。

多くの場合，検察官が録音録画記録媒体の請求によって実質的に立証を目指すところは，

捜査段階における被疑者の供述態度となると思われる。そうした場合，上記で述べた改正

刑訴法の条文構造や，改正の趣旨，上記東京高裁判決平成 28年 8月 10日の判示を根拠に，

そもそも，録音録画記録媒体の実質証拠利用は認められない旨を述べる。また，捜査官の

管理下における被疑者段階での供述態度は，元々供述の信用性判断を誤らせる危険があり，

現状の，被疑者を中心に据えた映像では，主観的印象に基づく判断を招くおそれは特に強

く，判断者の事実認定を誤らせる危険性があるものとして，法律的関連性がないとの意見

を述べる。さらに，被告人が公判廷で供述する場合には，被告人質問の中で，被疑者段階

供述の内容の顕出や信用性の吟味は可能であるから，録音録画記録媒体の証拠調べは必要

性がないとの意見も述べることになろう。 

なお，検察官が捜査段階の自白の録音録画記録媒体を実質証拠として請求し，弁護人は

却下を求めたが，裁判所は，自白の信用性を映像から認められる被告人の表情や態度など

から判断することは，直感的で主観的な判断に陥る危険性が高いとして，同記録媒体の一

部の，録画映像を除く音声部分のみを採用したという事例も現れている（東京地裁決定令

和元年 7月 4日）。 

これに対し，弁護側が録音録画記録媒体を実質証拠として利用したい場合もあると思わ

れる。実際に，可視化実践経験交流会では，各地において，弁護人から記録媒体を請求し，

証拠として取り調べられた実践例が報告されている。このような，いわば片面的な利用が

許容される根拠をどこに求めるかであるが，そもそも，改正刑訴法の趣旨は，取調べの可

視化により，違法・不当な取調べを防止し，取調べや調書への過度の依存から脱却するこ

とにある。このことからすれば，実質証拠としての利用が禁止されるのは，専ら検察官側

についてであり，弁護側の利用は規制を受けないと解すべきである（弁護実践については，

鈴木一郎「取調べ可視化における弁護活動の課題」季刊刑事弁護 91号 34頁～，栗林亜紀

子「録音・録画記録媒体の実質証拠利用にどう対応するか」コンメンタール可視化法 139

頁～，等を参照されたい。）。 

（7）任意性立証のための利用 

以上，録音録画記録媒体の実質証拠利用について述べてきたが，任意性を争うための利

用については，どのように考えるべきであろうか。 

取調べの可視化により，取調官による不当な取調べの有無に関する水掛け論をなくすこ

とが可能となった。任意性に争いがある事件では，録音録画記録媒体を有効に利用するこ

とで，取調官による暴行・脅迫や誘導等，任意性に疑いを生じさせる事実の有無を明らか

にし，その事実が供述に与えた影響を一定の客観性を持って評価することが可能となる。

従前通常行われていた，取調官の尋問は，あくまで補足的なものとなる。 

ただし，被疑者の供述態度の再生により，直感的・主観的判断を招くという面では，上

記実質証拠利用と同様の問題をはらむとも言える。事実認定者が任意性立証のための補助
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証拠利用と実質証拠利用とを明確に切り分けて心証形成できるのかという点には，不安も

残るからである。現状では，前述した CPBの問題もある。 

そこで，任意性を争うための録音録画媒体の利用の仕方について，様々な工夫が考えら

れる。まず，取調官の不当な取調べが問題であれば，その取調官の言動部分のみを再生す

ることで足りることも多いであろう。また，取調官の質問内容と被疑者が自白に至るまで

の経過や供述内容であれば，録音反訳の書面によって立証し得る。被疑者の憔悴した様子

を映すのであれば，音声を除き，映像のみを再生する方法も提唱されている（安部祥太「韓

国の制度から得られる示唆 被疑者取調べ録音録画と公判中心主義」季刊刑事弁護 91 号

46 頁）。弁護人としては，録音録画記録媒体の再生がもたらす危険性と任意性否定のため

の訴訟活動のバランスを考慮しながら，事案ごとに最良の記録媒体の利用方法を考えてい

くべきである。 

さらに，裁判員裁判に付された事件では，任意性についての判断を，公判前整理手続で

行うべきか，公判で行うべきかが問題となる。任意性の有無の判断は，訴訟手続に関する

判断として，裁判官のみが権限を有する（裁判員法 6条 2項 2号）。任意性に疑いがある

自白の内容を，裁判員が一旦知ってしまえば，それが後に証拠から排除されたとしても，

その影響を受けずに自白の信用性判断をすることは難しい。任意性立証のための証拠調べ

は，信用性判断と密接に関わるため，訴訟経済の観点や，証人が再度の尋問に備えて準備

することによる弊害も指摘され，実務においては，任意性立証が公判でなされる扱いも多

かったようである（岩倉広修，三輪篤志「自白の任意性が問題となる事案の審理計画・審

理の在り方」判例タイムズ 1411 号 34頁）。しかし，近時の裁判官の論文では，自白の任

意性判断のため記録媒体について証拠調べする場合には，まずは公判前整理手続において

事実の取調べを行い，明らかに任意性に疑いがあるものは裁判員の目に触れないようにす

べきというものもある（島田一「取調べの録音・録画記録媒体の証拠利用の在り方―裁判

の立場から―」刑事法ジャーナル 60号 68頁）。 

（8）以上，録音録画記録媒体の証拠利用について，議論状況を概観してきた。 

しかし，そもそも，長期にわたり身体を拘束され，密室で，取調べのプロである取調官

の圧迫の下，供述を拒否しても質問が継続され，証拠も一切手元になく，弁護人の立会い

も認められないという取調べの下での供述の利用に，なぜここまで振り回されなければな

らないのだろうか。取調べ及び調書への過度の依存から脱却し，真の公判中心主義を取り

戻すために，弁護人は，本章で述べた録音録画記録媒体の証拠利用に対する対処を含む日々

の弁護実践を通じて，捜査と公判の適切な分離を志向していく必要がある。 

 

３ 捜査段階供述と公判供述 

(1) 被告人質問の先行 

① 裁判員裁判が導入される前は，被告人の捜査段階における供述調書が作成された場合

には，起訴後に検察官から証拠請求され，弁護人として被告人供述調書の取調べに争い

がなければ，同意するとの意見を述べることになって，裁判所は被告人供述調書を取り

調べる。その後に，被告人質問が行われることが通常であった。 

これに対して，裁判員裁判導入以後には，検察官が被告人の捜査段階における供述調

書（乙号証）の証拠調べ請求を行い，弁護人がこれに同意しても，裁判所はその採否を

留保した上で，まずは被告人質問を行い，その結果，公訴事実及び重要な情状事実の立

第６章　公判の在り方の改革



－ 158 －

証に当該供述調書が必要な場合以外は，これを証拠採用しないという審理方法（以下「被

告人質問先行」という。）が採られるようになり，そのような運用が実務上ほぼ定着し

ている。 

② 裁判員裁判においては，直接主義・口頭主義という刑事訴訟法本来の原則を実現した

上で，適正な判断を得るためには，捜査段階の情報を公判にできるだけ流入させず，あ

くまで公判中心の裁判を実現させねばならない231。 

上記の被告人質問先行は，公判中心の裁判がかなうと同時に，公訴事実に争いがある

か否かに関わらず，直接主義の実質化として位置付けられるものであり，運用の方向性

として正しい。 

そもそも，被疑者は，長期間身体を拘束された上で，供述を拒否したとしても取調べ

が中断されることはほぼないといった状況の下で取調べを受けざるを得ない。また，被

疑者の取調べには弁護人の立会いも認められておらず，いわば被疑者が孤立無援の状態

下に置かれて，取調官の一方的な設定に基づく質問とそれに対する回答が捜査官の作文

調書として作成されているのである。 

このような状況下における供述であるがゆえに，任意性を認めることができない場合

があり得ることは否定できず，このことを前提とすれば，より一層被告人質問先行の運

用が正当化されることとなろう。 

③ 裁判員裁判における被告人質問先行が正しい指向であるとしても，裁判官による裁判

でも同様に被告人質問先行が要請されるか否かについては別の議論が可能であって，被

告人質問先行は，「裁判員の負担が過重なものとならないようにしつつ，審理を迅速で

分かりやすいものにするという通常裁判にはない要請」に基づいてのみ許容されるとす

る立場もある232。 

しかしながら，裁判員裁判で議論されている「人証優先の運用」の根拠は，①「分か

りやすさ」のみならず，②「的確な心証形成を可能とする」というところにあると考え

るべきであるとの観点からの上記立場に対する反論は，十分な説得力を持つ。すなわち，

人証は，分かりやすさはもちろん，両当事者による尋問により公平かつ多角的な視点か

ら供述を吟味することができること，判断者に疑問があればその場で質問ができること，

異議申立てや訴訟指揮により供述に不当な影響を及ぼす尋問や書面等の提示が規制され

ていること等により，的確な心証形成を可能にするものと言える。 

裁判が法廷で証拠を取り調べ，当事者の主張を聞いて，事実認定と量刑判断を行う手

続である以上，裁判官裁判においても「人証優先の運用」は基本的には妥当するものと

言わなければならない。 

裁判官裁判には多様な性質のものが含まれ，「人証」の必要性の程度には差があるた

め，具体的な事案に応じて被告人質問先行の採否が検討されることになろうが，あくま

でも，分かりやすく的確な心証形成を可能にする審理が原則であり，そのために最適な

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
231 捜査段階における被告人の検察官調書等の証拠請求が却下されたことに関して，福岡高判決平成 29年 3月 27日

は，「刑事裁判においては，裁判所が公判において直接心証を得るのがより適切であり，捜査官の作成した供述調書

を通して事実を認定するのは，捜査官の心証を介して心証を得るに等しい。そうすると，基本的には公判における供

述によって事実を認定するのが制度の趣旨に合致するというべきであり，捜査段階で作成された供述調書を子細に検

討し，そこにある細かい供述記載の積み重ねによって事実を認定する手法は，適切とは言い難い。」と判示している。 
232 清野憲一「『被告人質問先行』に関する一考察」判例時報 2252 号 3頁～。 
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方法が採られるよう意識されるべきである233。 

④ 裁判員裁判以外の裁判において，事案に応じて被告人質問先行が行われるとしても，

これとは別に被告人の捜査段階における供述調書が証拠として提出されることの当否が

検討されなければならない。 

被告人質問が先行して行われたとしても，その後に刑訴法 322条 1項によって被告人

の捜査段階における供述調書が証拠とされてしまうのであれば，公判中心主義は貫徹さ

れない結果となってしまう。 

先に指摘したように，長期間の身体拘束，取調べ受忍義務，被疑者が供述を拒否して

も取調べが中断されることはほぼないこと，弁護人の立会いが認められていないこと，

取調官の一方的な質問と被疑者の回答が捜査官の作文調書として作成されていることを

踏まえれば，被疑者の自白調書には任意性が認められないとして被告人の捜査段階にお

ける供述調書の証拠化を排斥する方策や，先行する被告人質問で不利益供述を法廷に顕

出させ，併せて当該供述に至った理由を説明するなどの方策によって，公判中心主義を

貫徹する活動が検討されなければならない。 

（2）参考人供述調書の同意，321条 1項 2号後段問題 

① 参考人に対する不適正な取調べを防止すべきこと 

不適正な取調べが実施され，意に沿わない供述調書が作成されてしまうという事態は，

被疑者・被告人に対する取調べに限った問題ではない。いわゆる参考人として取調べを

受け（刑訴法 223条参照），不適正な取調べを繰り返された結果，捜査官の想定する筋

書きに沿った事実に反する供述調書に署名押印せざるを得なくなる。その供述調書が他

の被告人の公判に証拠として提出され，被告人を有罪とする根拠とされる。残念ながら，

このような事態は珍しいことではない。 

参考人に対する不適正な取調べが横行することは避けなければならず，それを防止す

る手段が構築されなければならない。 

② 参考人に対する不適正な取調べの実例 

参考人に対する不適正な取調べの実例として，法制審議会「新時代の刑事司法制度特

別部会」第 9回会議において，何名かの委員等が言及しており，参考人取調べの適正化

に警鐘を鳴らしている234。 

村木委員は，自身が不当にも起訴され無罪となったいわゆる郵便不正事件の経験を述

べ，「参考人の取調べというのは非常に重要だと思います。検事さんから言われました

けれども，あなたがうそをついているか，他の全員がうそをついているか，どっちかで

すと言われた。これは私だけではなくて，他にもこういうことを言われている人がいる

わけですね。こういうやり方が非常に一般的にあるとしたら，参考人の取調べが検証で

きないと，いわゆる『えん罪』というのはなかなか防げないのではないかと思いました。」

と発言している。 

小野委員は，参考人が，仕事を抱える中検察庁に多い人では何 10回も呼ばれて，「と

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
233 岡慎一，神山啓史「『裁判官裁判』の審理のあり方―ダブルスタンダードは維持されるべきかー」判例時報 2263

号 8頁～。 
234 法務省ホームページ・2012 年 4月 17日・法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」第 9回会議。 

http://www.moj.go.jp/content/000098826.pdf 
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てもではないけれども，もうもたないということで，調書の記載内容は事実と違うんだ

けれども署名をしてしまうと，こういうことの繰り返しがありました。」と発言してい

る。 

神幹事も，「連日，同じことを何度もしつこく尋問する長時間の取調べを受けたため，

難聴になって後遺症が残った者や体調を崩す者が続々現れました。」と過酷な取調べの

実情に言及している。 

これらの発言，とりわけ自身も過酷な取調べを受けた立場としての村木委員の発言は，

参考人取調べの適正化が必要不可欠であることの証左として重く受け止めなければなら

ない。 

③ 参考人取調べの録音・録画の必要性 

参考人に対する不適正な取調べを防止するためには，参考人取調べも録音・録画する

ことが必要である。法制審議会における上記委員等も，参考人取調べの録音・録画の必

要性に言及したが，2016 年刑事訴訟法等改正では，実現しなかった。 

検察庁における取調べでは，一部事件について参考人取調べの録音・録画が試行され

ているが235，いまだ普及しているとは言い難い。法改正の必要性は高い。 

④ 公判での弁護実践 

不適正な取調べの結果作成された参考人供述調書が，公判廷に顕出され，有罪の証拠

となることは，弁護人として防がなくてはならない。事実と異なる参考人供述調書が証

拠として請求された場合には，その信用性を検討するため証拠開示を尽くすべきである

し，供述調書に安易に同意すべきではない。公判廷で証人として尋問し，取調べ状況等

も浮き彫りにし，信用性を争うべきである。 

⑤ 刑事訴訟法 321条 1項 2号後段は廃止されるべきであること 

公判で参考人が証人として出廷し，捜査段階で作成された供述調書と異なる内容の供

述をした場合，検察官が，供述調書を刑訴法 321 条 1項 2号後段に基づき採用するよう

請求することがある。参考人取調べが録音・録画されていた場合には，検察官が録音録

画記録媒体を 2号後段書面として請求することもある。伝聞例外の要件として同条項は，

「公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況」を要求し

ているが，これまでの実務では，「特別の情況」を極めて安易に認め，証拠採用されて

きた。このような解釈運用が誤った事実認定を導いたばかりでなく，不適正な取調べを

助長してきたとも言える。 

供述調書が安易に採用される実務が変わらない限り，不適正な取調べを防止すること

は困難であり，正しい事実認定は実現されない。刑事訴訟法 321条 1項 2号後段は廃止

されるべきであり，供述調書ないし録音録画記録媒体が安易に公判に顕出される実務は

改められなければならない。 

 

第４ 裁判員裁判の諸課題 
 

１ 裁判員裁判の改革課題 

日弁連は，2012 年 3 月 15 日に，「裁判員法施行 3 年後の検証を踏まえた裁判員裁判に関す
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る改革提案」として，裁判員裁判に関する各種改革課題を多方面にわたって提言した。そのう

ち，被告人側に公判前整理手続に付することの請求権を認める法律改正や証拠一覧表の交付制

度など，ごく一部の改革提言は，2016 年刑訴法改正で実現した。ところが，その他大部分の改

革提言は，いまだ実現されていない。最高裁判所事務総局は，裁判員制度施行 10年を迎えて，

2019 年 5 月に「裁判員制度 10 年の総括報告書」を公表した。その中で，今後の課題にも触れ

られているが，日弁連が提示した改革課題にはほとんど言及されていない。 

裁判員裁判には，改革課題が山積している。裁判員裁判をより良い制度とするためにも，以

下の諸課題が速やかに実現されるべきである236。 

 

２ 裁判員裁判の公判手続等に関する諸課題 

(1) 公訴事実等に争いのある事件についての裁判員裁判対象事件の拡大 

公訴事実等に争いがあると認められ，かつ被告人又は弁護人から請求があった事件につ

いて，裁判員裁判対象事件とする法律改正を行うべきである。 

(2) 公訴事実等に争いのある事件における公判手続を二分する規定の新設 

公訴事実等について争いのある事件においては，公訴事実等を認定するための証拠とす

ることができない証拠等が公訴事実等の認定に影響を与えることを防止するため，「公訴

事実等の存否についての審理」と「刑の量定についての審理」を区分すべきである。 

(3) 裁判員等に対する説明に関する規定の改正 

現在，裁判員法 39条 1項に基づいて，裁判員等選任手続において，裁判長により，立証

責任の所在等の刑事裁判の原則等の説明がされているが，証拠調べが始まる直前並びに被

告人の最終陳述が終了した時点で，裁判長が刑事裁判の原則等について説明することを制

度化すべきである。そして，その説明が適正に行われることを担保するために，裁判長の

説明は公開法廷で行われるべきである。 

(4) 裁判員裁判における評決要件の改正 

裁判員法 67条 1項は，裁判員の関与する判断は「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を

含む合議体の員数の過半数の意見」により決するものとしているが，被告人に不利な判断

をする際の評決要件については，裁判官及び裁判員の双方の意見を含むのみならず，裁判

官の過半数かつ裁判員の過半数の意見によることとすべきである。 

また，死刑は，被告人の生命を剥奪する刑罰であることからすれば，そもそも多数決に

より決定されるべき事柄ではない。生命尊重，誤判防止の観点から，その適用は極めて慎

重かつ謙抑的に行われなければならない。したがって，死刑の量刑判断については，全員

一致制を導入すべきである。 

 

３ 裁判員の負担軽減に関する諸課題 

職業裁判官ではない市民を裁判員等として刑事裁判に参加させる以上，裁判員等に生じる心

理的負担を軽減させるために適切な措置を講じることが必要である。それは国の責務として法

律上の根拠を明示して行うべきである。 

また，その実効性を確保するために，裁判員等の任務が終了した時点において，裁判所が上
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記措置の内容を書面により交付するなどして説明する旨の規定を新設すべきである。 

 

４ 少年逆送事件の裁判員裁判に関する諸課題 

(1) 少年法の理念に則った規定の新設 

少年逆送事件を裁判員裁判の下で審理するに当たっては，少年法の理念に則って，少年

の成長発達権保障に配慮した審理方法が貫徹されるよう，①プライバシー保護の観点から，

弁護人の請求により公開を停止すること，②少年の情操保護の観点から，弁護人の請求に

より一時退廷を認めることができる旨の規定を新設すべきである。 

(2) 科学主義の理念の明記 

①少年事件の審理は，少年，保護者又は関係人の行状，経歴，素質，環境，必要とされ

る処遇等について，医学，心理学，教育学，社会学その他の専門的知識，特に鑑別所によ

る鑑別結果及び家庭裁判所調査官による調査結果や専門的知識を有する者による鑑定，証

人尋問を活用して，これを行わなければならないこと，②少年事件の審理については，懇

切を旨とし，かつ事案の真相（少年の資質や成育歴とそれが事件に至る科学的機序及び少

年の矯正可能性を含む。）を明らかにするため，家庭裁判所の取り調べた証拠は，務めて

これを取り調べるようにしなければならないこと，以上の科学主義の理念を刑訴法及び裁

判員法に明記すべきである。 

(3) 少年法の理念，少年法固有の規定の説示を行う旨の規定の新設 

少年法の理念や科刑上の特則等の少年事件固有の規定について十分な説示を行うことと

し，その内容は法曹三者が協議して定め，公開法廷において説示を行うこととする旨の規

定を新設すべきである。 

 

５ 裁判員法における守秘義務規定の改正に関する諸課題 

(1) 裁判員等の職にあった者の罰則規定の改正（罰則の対象となる行為の限定） 

裁判員又は補充裁判員の職にあった者の罰則規定を改正し，罰則の対象となる行為の範

囲を次の 3つに限定すべきである。 

① 職務上知り得た秘密（評議の秘密を除く。）を漏らす行為 

② 評議の秘密のうち，「裁判官又は裁判員の意見」を「当該意見を述べた者」の特定に

結び付く形で漏らす行為 

③ 裁判員の職にあった者が，裁判員の任務が終了した日から 10年が経過する前に「事実

の認定又は刑の量定の当否」を述べる行為 

(2) 裁判員制度の運用に関する調査研究のための守秘義務適用除外規定の新設 

裁判員制度の運用に関する調査研究のため，政府，最高裁判所又は日弁連が裁判員制度

の運用等に関する調査研究を目的として設置した機関に対して，職務上知り得た秘密を告

知し又は事実の認定又は刑の量定の当否を述べる行為については，守秘義務規定の適用を

除外すべきである。 

 

６ 裁判員制度を検討するための検証機関の設置 

裁判員制度の施行状況を検討し，法制度上あるいは運用上必要と認める措置を提案する新し

い検証機関を設置すべきである。そして，検証機関は，有識者等と法曹三者で構成された機関

とすべきである。 
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