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第１編 刑事弁護の最前線

第１章 総論

久保豊年（実行委員会事務局長・広島）

第１ はじめに

「刑事訴訟の進化の歴史は，弁護権拡充の歴史であったといわれる」。田宮裕は，

1965 年の弁護権に関する論文をこの文章から書き始めている1。

現憲法下で 1949 年に現行刑事訴訟法が施行され，旧刑事訴訟法の大陸法系の職権

主義から英米法系の当事者主義へと転換したとされ，起訴前の弁護人選任制度が導入

されたのであるが，その「弁護権拡充」の道のりは極めて厳しいものがあった。

捜査実務においては，逮捕・勾留下の被疑者には「取調べ受忍義務」があるものと

され，密室で長時間の被疑者取調べがなされ，これが常態化した。弁護人の接見交通

権に対しては，捜査機関による「一般的指定」制度が定着し，「弁護権拡充」の途は塞

がれていた。

以下，ここからの日弁連等の取組を時系列的に辿ってみる。それは苦難の歴史であ

るとともに，一歩ずつではあるが確実に前進していることも分かる。そして，我々は，

今，真の弁護権の確立に向けて，大きな山場を迎えつつあり，ここで大きく扉を開か

なければならない。

第２ 刑事弁護に関する日弁連等の取組

【1980年代】

接見交通の分野では，いわゆる一般的指定制度という運用がされていた。これは，

刑訴法 39 条３項によって捜査官がまず捜査の必要性から接見指定を一般的に行い，

弁護人はその接見指定を貰うために検察官の下へ接見指定書を受け取りに行って，そ

れから漸く接見出来たという制度である。

【1983年】

日弁連は，この原則と例外が逆転した運用を改めようと，接見交通権確立実行委員

会を設立し，各地で起きた接見国賠訴訟に関する調査・分析するという活動を展開し，

法務省とも協議を重ねて，この一般的指定制度を廃止した。

【1985年】

平野龍一教授は，「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」2と記した。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 田宮裕「弁護権の実質的保障（１）：有効な弁護を受ける権利」北大法学論集 16 巻２・３号（1965

年）118 頁。

2 平野龍一「現行刑事訴訟の診断」団藤重光博士古稀記念論集４巻（1985 年）423 頁。
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【1986年】

接見交通権確立実行委員会は，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』を制作した。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』（会員向

け）として増補改訂されて，2021 年７月現在は第 20 版となっている。

【1987年】

第１回国選弁護シンポジウム（名古屋市）のテーマは「苦悩する国選弁護―その現

状と課題―」であった。

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。

【1989年】

第 32 回人権擁護大会（松江市）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」と題するシンポジウムを行い，宣言を発し，積極的

に刑事弁護活動に取り組んでいくことを宣明した。その結果，日弁連刑事弁護センタ

ーが設立され，当番弁護士制度が全国に普及した。同年の第２回国選弁護シンポジウ

ム（大阪市）のテーマは「国選弁護と刑事弁護～被告人の人権擁護と国選弁護制度の

改善へ向けて～」であり，被告人段階を扱っていたことが分かる。

【1990年】

当番弁護士制度が福岡県弁護士会及び大分県弁護士会から始まり全国に広がって

いった。

【1991年】

第３回国選弁護シンポジウム（福岡市）のテーマは「被疑者段階の国選弁護制度～

その実現に向けて～」であり，初めて被疑者段階に注目したテーマが掲げられた。

【1992年】

当番弁護士制度が全弁護士会で実施されるに至った。

【1993年】

第４回国選弁護シンポジウム（横浜市）のテーマは，「被疑者国（公）選弁護制度の

確立を目指して～当番弁護士制度を経験して～」であった。

【1995年】

日弁連刑事弁護センターは「刑事司法改革に向けたアクション・プログラム」を制

定した。同年の第５回国選弁護シンポジウム（仙台市）のテーマは，「被疑者国公選任

弁護制度実現のために～地方の抱える課題とその克服～」であり，被疑者段階の国公

選制度を実現したいが地方はその対応態勢等の問題があり，それを克服する方策が話

し合われた。

【1997年】

第６回国選弁護シンポジウム（札幌市）のテーマは，「被疑者国公選弁護制度の法制

化に向けて～当番弁護士制度の成果をふまえて～」であり，いよいよ地方の対応態勢

の課題もクリアされ，法制化に向かおうという時期であった。
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【1999年】

第 42 回人権擁護大会（前橋市）において，「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」と題する宣言を発した。

【2001年】

念願の被疑者国選弁護制度の創設が決定され，裁判員制度も導入されることになっ

た。この年の第７回国選弁護シンポジウム（さいたま市）のテーマは，「国費による弁

護制度を創る～当番弁護士制度 10 年の実践から～」であった。

【2003年】

日弁連は，「『取調べの可視化』についての意見書」を発表し，第 46 回人権擁護大会

（松山市）において「被疑者取調べ全過程の録画・録音による取調べ可視化を求める

決議」をした。

鹿児島地裁は，捜査機関が被疑者から接見内容を聴取したことを違法とした（志布

志事件）。

第８回国選弁護シンポジウム（大阪市）のテーマは「国費による弁護士制度を担う

～充実した弁護のための制度・態勢・報酬～」であり，被疑者国選弁護制度の具体的

な形について議論された。

【2004年】

改正刑訴法，総合法律支援法が成立し，被疑者段階を含む国選弁護制度が制度化さ

れた。

【2005年】

４月 19 日 高裁は，検察官は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，接見室がない検察庁であっても特別の配慮をする義務の存することを認め

た（定者国賠）。

１月 25 日大阪高裁は，弁護人が証拠物であるビデオテープを再生しながら接見す

ることを禁止した拘置所の措置を違法とした（後藤国賠）。

【2006年】

短期１年以上の法廷合議事件等で被疑者国選弁護制度が施行された。

第９回国選弁護シンポジウム（福岡市）のテーマは，「被疑者国選弁護制度はじまる

～対応態勢・弁護の在り方・さらなる制度改革～」であり，初の被疑者国選の始まり

を告げている。

【2007年】

日弁連定期総会にて「取調べの可視化（録画・録音）を求める決議」をした。

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，弁護人との間に限

り極めて限定的な施設・アクセスポイントにおいて，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3。

【2008年】

第 10 回国選弁護シンポジウム（東京都）のテーマは，「被疑者国選を活かす～裁判

員裁判を目前にして～」であり，裁判員裁判に備えるための被疑者国選弁護活動の在

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3 赤松範夫「接見交通権」『刑事手続の新展開 上』（成文堂，2017 年）535-536 頁。
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り方について議論された。

【2009年】

被疑者国選弁護制度が，必要的弁護事件まで拡大された。

第 52 回人権擁護大会（和歌山市）では，「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―」と題する宣言を発した。この間，検

察・警察は，裁判員裁判制度の施行に対応するとして，取調べの一部録音録画試行を

始めたが，そのような中で，郵便不正事件（いわゆる「村木事件」）が発生した。

【2010年】

村木事件を踏まえて「検察の在り方検討会議」が開催された。

第 11 回国選弁護シンポジウム（京都市）のテーマは，「ブラッシュアップ！さらな

る飛躍へ―被疑者国選弁護制度の検証と展望―」であり，主に国費による当番弁護士

制度の検討を行った。

【2011年】

法制審議会に「新時代の刑事司法制度特別部会」（以下「特別部会」という。）が発

足した。特別部会では，「全過程」か「一部」かが激しく議論されたが，３年余りの審

議を経て，対象事件は限定されているものの，取調べの可視化（身体拘束下の被疑者

取調べ全過程の録音・録画）の法制化が提言された。

【2012年】

第 12 回国選弁護シンポジウム（岡山市）のテーマは「みんなで担う国選弁護－被疑

者に弁護人を―」であり，「逮捕段階の公的弁護制度の創設に向けて～イギリス・ドイ

ツ調査報告書を踏まえて～」というテーマでパネルディスカッションを行い，「公費

（国費）による当番弁護士型」，「被疑者国選前倒し型」，「折衷型」などのモデル案に

ついて具体的検討を行った。

【2013年】

９月，逮捕段階の公的弁護制度として，当番弁護士型の国選弁護本部事務局試案を

取りまとめた。

12 月 10 日 高裁は，再審請求弁護人と再審請求者との接見に拘置所職員が立ち会

ったことを違法とした（石口・武井国賠）。

【2014年】

第 13 回国選弁護シンポジウム（名古屋市）は，「さらに一歩を！逮捕からの充実し

た弁護」というテーマで，逮捕段階からの公的弁護制度の提言が始まった。

【2015年】

７月９日東京高裁は，弁護人が接見中に被疑者を撮影するのを止めた拘置所の措置

は適法であるとした（竹内国賠）。

【2016年】

改正刑訴法が成立・公布された。

【2017年】

第 14 回国選弁護シンポジウムのテーマは，「もう待てない！逮捕段階からの全件弁

護の実現を」であり，再度の逮捕段階公的弁護制度についての国選弁護本部事務局試

案が発表された。この試案は，本書第２編第１章で述べる制度案とは異なり当番弁護
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士型であった。

【2018年】

被疑者国選弁護制度の対象が勾留状が発せられている全ての事件にまで拡大され

た。

日弁連は，「弁護人を取調べに立ち会わせる権利の明定を求める意見書」を公表した。

11 月 26 日，鳥取地裁は，裁判所内に接見室がない場合であっても拘置所職員は，

接見が行われるように配慮すべき義務を負うと判示した（倉吉松本国賠）。

【2019年】

取調べ過程の可視化制度が施行された。

第 62 回人権擁護大会（徳島市）では，「取調べ立会いが刑事司法を変える～弁護人

の援助を受ける権利の確立を～」と題する第１分科会が開催された。これを受けて，

「弁護人の援助を受ける権利の確立を求める宣言―取調べへの立会いが刑事司法を変

える」が採択された。

【2020年】

日弁連に取調べへの立会いに関する検討ワーキンググループが設置された

国際連合人権理事会の恣意的拘禁作業部会は 11 月 20 日，カルロス・ゴーン氏の勾

留は恣意的拘禁との報告を公表した。

７月，法務省に法務・検察行政刷新会議が設置され，①検察官の倫理，②法務行政

の透明化（未来志向），③我が国の刑事手続について国際的な理解が得られるようにす

るための方策について一つ一つの報告書が取りまとめられた。

第３ 本基調報告書について

本書は，絶望的と言われた刑事裁判に光を入れるべく日弁連等が戦った歴史をまと

めている。その延長線上に逮捕段階の公的弁護制度，弁解録取前の接見交通権，取調

べへの弁護人立会いがあることは間違いない。これらのテーマについては海外調査も

行った（第５編）。残念ながら新型コロナウイルスまん延の影響により現地調査は実現

しなかったが，メールやＺｏｏｍを駆使して可能な限りインタビューをしたので，今

後の法制化等の参考となることを期待する。
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第２章 アンケートの結果と分析

佐々木亮（実行委員会事務局次長・広島）

伊藤寛之（実行委員会委員・広島）

第１ はじめに

今回，刑事弁護の 前線を知るべく，裁判員裁判対象事件等について取調べの可視

化が義務づけられた 2019 年６月の改正刑事訴訟法施行後の取調べの変化・可視化に

関する各弁護士会の活動状況，身体拘束・黙秘に関する各弁護士会の活動状況，弁護

人へのアクセス権をテーマにアンケートを実施した。

また，本基調報告書第３編では「逮捕直後における接見をめぐる現状と課題」をテ

ーマとしており，同テーマに関連して各地の裁判所・捜査機関の対応，事例に関する

アンケートを実施した。

第２ アンケート内容及び回答の概要

以下，特に照会先の記載が無い質問事項については第 15 回国選弁護シンポジウム

実行委員会委員による回答である。

１ 取調べの可視化を義務付ける 2019（令和元）年６月１日改正刑事訴訟法施行

後の捜査機関による取調べの変化について

【照会事項】

刑事訴訟法上の可視化対象事件（裁判員裁判対象事件及び検察の独自捜査事件）以

外の事件について，取調べの録画がなされた事例に関し，貴本部で把握している事例

がありましたら，具体的にどのような事例であったのかご回答ください（可能であれ

ば複数の事例をご回答ください）。

また，上記事例の集約を行っており，現時点までに把握している件数，類型（知的

障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に係わる事件，精神の障害

等により責任能力の減退・喪失が疑われる被疑者に係わる事件及びその他の事件など）

についてご回答が可能であれば，同内容についてもご回答ください。

【照会先】

取調べの可視化本部

【回答】

・検察庁においては，ほぼ全国的に身体拘束事件については全件取調べの録画がなさ

れていると理解している（ただし，検察官の取調べに限られているようであり，検

察官事務取扱検察事務官等が取り調べる場合を除く）。
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・警察での精神障害を有する被疑者に係る取調べの録画の状況は，令和２年６月の警

察庁公表によると（警察における取調べの録音・録画の実施状況について），平成 29

年度が 3,958 件，平成 30 年度が 4,978 件，令和元年度が 7,747 件である。

・その他，殺人事件等の逮捕前の取調べ（介護施設殺人事件の例など）で録画されて

いる例がある。

【Ｑ１】

所属の弁護士会における，可視化対象事件以外の事件での取調べの可視化を実現す

るための活動内容及び成果

【回答】

・把握していない 40

・可視化に関する研修，勉強会等の実施 ９

・その他 ４

→取調べの立ち合いを目指し，取調室の外で待機するなどして活動している。また，

可視化申し入れを行うなどしている（大阪）。

→取調べの可視化本部を刑事弁護センターとは別に設置し，主として市民向けの集

会や講師を行うことで，制度拡充に向けて広く国民の理解を得ることを目的とし

ている（兵庫）。

→刑事弁護委員会の接見交通可視化部会の中で，委員が県に情報公開請求して入手

した取調べへの苦情申出事例の検討，会員に取調べに対する抗議事例の情報提供

の呼び掛けをしている（愛知）。

・各種シンポ，関連委員会への会員派遣により情報収集を行っている（秋田）。

【Ｑ２】

所属の弁護士会における，取調べの全面可視化（全事件・全過程の録音・録画）を

実現するための活動の内容

【回答】

・把握していない 47

・可視化に関する研修，勉強会等の実施 ２

・その他 ３（Ｑ１と同様）

【コメント】

・2019（令和元）年６月１日改正刑事訴訟法施行後においては，捜査機関において可

視化対象事件以外の事件についても録音録画の実施がなされる件数が増加してい

る傾向が見られた。

・取調べの可視化実現に関する活動については，弁護士会独自の活動を行っている弁

護士会の数は少なかったが，研修や勉強会の実施などを定期的に行っている弁護士

会もあった。
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２ 身体非拘束化及び身体拘束期間の短縮傾向

【Ｑ１】

勾留決定あるいは勾留延長決定に対する準抗告申立てに関して，成功例あるいは問

題があると考えられる事例その他の特筆すべき事例（把握分）

【回答】

・把握していない 20

・全件申立・身体拘束解放促進運動等に伴う事例の報告・検討 15

・事例報告会の開催 ３

・アンケート等による事例収集，メーリングリストによる事例報告等の共有 12

・その他（具体例） ４

→準抗告報酬上乗せ制度実施後約１か月で 20 件の申立があり，７件ほど身柄解放

がなされた（大阪）。

→初回接見で被疑者が意思疎通困難であることが判明し，一旦準抗告をしたところ，

その後の検察官とのやりとりがスムーズとなり，福祉につなげることで勾留延長

されることなく釈放させることができた（鹿児島）。

→特段証拠収集が困難と思われない簡易な自白事件で，漫然と 10 日間の勾留延長

がなされた場合，準抗告を申し立てると，延長期間が短縮される場合がある（釧

路）。

→特定商取引法違反の被疑事実による逮捕勾留がされ，処分保留となったが，同一

の前提事実を被疑事実とする詐欺罪により逮捕勾留をされた事案（否認）では，

勾留延長決定に対する準抗告により延長請求が却下された（徳島）。

【Ｑ２】

勾留取消し申立てに関して，成功例あるいは問題があると考えられる事例その他の

特筆すべき事例（把握分）

【回答】

・把握していない 32

・全件申立・身体拘束解放促進運動等に伴う事例の報告・検討 １

・事例報告会の開催 １

・アンケートによる事例収集，メーリングリストによる事例報告等の共有 ５

・その他（事例） ３

→検察官が法令の調査などに時間がかかり期日が数回空転したという事案で，勾留

取消しの申立てをして認められた（新潟）。

→傷害被疑事件（否認→一部認め）について勾留取消請求をしたところ，裁判官か

ら釈放後の取調べ捜査への対応及び被害者とのトラブル防止を担保できないか

という話があり，親族の監督する意思を電話聴取結果報告書で提出，釈放後に被

疑者本人の取調べに出頭する旨の誓約書提出の約束をしたところ勾留取消しさ

れた（奈良）。
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→被害者と示談し勾留取消請求をしたところ，申立てに対する判断が出る前に検察

官が任意に被疑者を釈放した事例などがある（岩手）。

【Ｑ３】

勾留理由開示請求に関して，成功例あるいは問題があると考えられる事例その他の

特筆すべき事例（把握分）

【回答】

・把握していない 44

・全件申立て・身体拘束解放促進運動等に伴う事例の報告・検討 ３

・アンケートによる事例収集，メーリングリストによる事例報告等の共有 ４

・その他（具体例） ２

→会員からの報告として，勾留理由開示において，裁判官から勾留の必要性につい

て「被疑者が黙秘をしている事情」も含めて説明されたのに対して，黙秘権侵害

を理由として勾留準抗告をしたところ，特別抗告審（ 高裁）が「勾留理由開示

での説明としては不適切であった」と理由中の判断を示した事例があった（広島）。

→刑事特別法違反の共犯事件について，刑訴規則に定められた期限内に開示公判期

日を開かなかったと考えられるケースが生じたことから（12 月 27 日以降順次勾

留理由開示請求に対し，翌年１月６日以降の期日），会長声明を発出した（沖縄）。

【Ｑ４】

被疑者の身体拘束からの解放・拘束期間の短縮に向けた，所属の弁護士会の活動

【回答】※回答に列挙されている弁護士会は，回答者が所属する弁護士会を指す。

①ある

ア 全件申立運動 28

神奈川県，埼玉，千葉県，静岡県，長野県，大阪，京都，滋賀，愛知県，岐阜

県，福井，金沢，富山県，広島，岡山，福岡県，佐賀県，長崎県，大分，熊本

県，鹿児島県，宮崎県，沖縄，岩手，札幌，香川県，高知，愛媛

イ 会員向け研修 37

東京，第一東京，第二東京，神奈川県，埼玉，千葉県，群馬，静岡県，山梨県，

長野県，大阪，京都，愛知県，三重，岐阜県，福井，金沢，富山県，広島，山

口県，岡山，福岡県，佐賀県，長崎県，鹿児島県，沖縄，仙台，山形県，岩手，

秋田，函館，旭川，釧路，香川県，徳島，高知

ウ 他の弁護士会との合同勉強会等の開催 ６

千葉県，福井，島根県，福岡県，熊本県，宮崎県

エ その他 ５

→委員会での事例報告（群馬）。

→中弁連経験交流会（三重）。

→刑事身体拘束手続適正化ＰＴを設置し，身体拘束手続を適正に運用するため

の方策を検討し，提言している。具体的には勾留質問実質化・勾留質問への

立会申入書の雛形を作成し，会員に利用を呼び掛けている。また，勾留前被



－12－

第１編 刑事弁護の 前線

疑者援助制度を利用した事件において勾留請求却下等の成果があった場合

に，会独自の追加報酬を支出する制度の創設に向けて活動中（福岡）。

→準抗告の申立書式のＨＰ上での公開（大分）。

→刑弁ニュースでの事例周知（徳島）。

②ない ８

茨城県，栃木県，新潟県，兵庫県，奈良，和歌山，鳥取県，福島県

【Ｑ５】

活動の効果

【回答】

①あった

ア 勾留・勾留延長に対する準抗告，勾留取消し申立て，勾留理由開示請求等の申

立件数が増加した 19

イ 勾留・勾留延長に対する準抗告，勾留取消し等が認められる件数が増加した13

ウ その他 20

→未検証（神奈川県，三重）。

→データの集計なしだが成功事例の報告あり（群馬）。

→身体拘束からの解放活動の重要性について，会員間で改めて認識を共有する

ことができた。また，これを契機として，身体拘束からの解放活動に関する

事例報告会が予定されている（山梨県）。

→準抗告の認容率や勾留却下率が上がった（長野県，佐賀県）。

→会員に積極的な意識を持ってもらうのに有効であった（愛知県，山口県，宮

崎県，高知）。

→接見禁止や勾留決定の数が減った（岐阜県）。

→身柄の釈放率が上がった（福井）。

→具体的な数値は不明であるが，一定の成果があったと思われる（広島，島根

県，熊本県，仙台，岩手，旭川）。

→保釈に関する裁判官の研修により，判断に関する情報共有ができた（秋田）。

②なかった（効果不明） ６

【Ｑ６】

被疑者の身体拘束からの解放・拘束期間の短縮に向けた，今後の所属の弁護士会に

おける活動の検討

【回答】

①検討している

・従前活動の継続 15

・事例報告会・研修会 ７

・全件申立など，準抗告の強化運動の実施 ３

②検討していない 24
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【コメント】

被疑者の身体拘束の解放・短縮に向けて，半数以上の弁護士会が全件申立運動等に

よる積極的な申立を推進する活動を行った経験があり，一定の効果があったことが確

認できた。

３ 黙秘について

【Ｑ１】

黙秘の方針に関する会員から所属の弁護士会に対する相談の有無

【回答】

・特になし 43

・刑事弁護センター委員会や刑事弁護に関する質問メーリングリストにおいて個別に

相談，回答がなされることがある ７

・その他（相談内容）

→黙秘権を行使したが，被疑者に黙秘権の行使のあとの見通しの立て方や，被疑者

への説明が十分でなく，「黙秘をしたら不起訴だと言われたのに起訴された。その

後，弁護士が接見にきてくれない。」という苦情に接したという会員がいる（愛知

県）

→黙秘したことで起訴されないか，勾留延長されないか（広島）

→自白事件で黙秘させて検察官が不起訴に向けての申入れに取り合ってくれない

のではないか（広島）

→黙秘している動画が証拠採用されて不利益にならないか（広島）

→精神面から黙秘を貫くのが困難な被疑者へのアプローチ。例えば，取り調べ中に

雑談に応じてもいいか（広島，沖縄）

【Ｑ２】

所属の弁護士会における黙秘を勧めるための運動や研修等

【回答】

・特に実施していない（把握していない） 24

・研修を行っている（捜査弁護，新人研修等） 28

・その他

→可視化経験交流会の開催（福岡県）

→情報冊子に事例報告を掲載（福岡県）

【Ｑ３】

署名指印のない被疑者の供述調書が証拠請求された事例（把握分。立証趣旨や根拠

条文，採否などの詳細を含む。）

【回答】

・把握していない 42

・証拠請求がされたが，撤回された ７
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・その他（具体例） ３

→立証趣旨を「供述経過等」として証拠請求がなされている事例を確認しているが，

不同意意見を述べ，採用されていない（千葉県）。

→立証趣旨は署名指印が無い調書と同様であるが（「犯行状況等」），採用された事例

はない（三重）。

→立証趣旨を「被告人の弁解内容等」として問答式の否認調書が請求された事例が

あった（富山県）。

【コメント】

黙秘に特化したものではないが，何らかの研修や事例報告において黙秘の重要性や

実践について会員に周知の機会がある弁護士会が過半数を占めた。

署名指印のない被疑者の供述調書が証拠請求された事例が若干の弁護士会で確認

できたものの，証拠採用された事例はなかった。

４ 弁護人へのアクセス権

【Ｑ１】【Ｑ２】

会員が電話接見を利用した事例に関する情報（類型や捜査機関の説得に当たり考慮

された事情等を含む。）

【回答】

・情報がない，詳細不明 44

・遠距離接見や悪天候の事例 ２

・その他（具体例） ６

→館林警察署及び大泉警察署の被収容者に対し，弁護士が，前橋警察署から電話接

見を行うことが試験的に認められている（群馬）。

運用は，概ね次のとおり。

対応できるのは平日の執務時間のみ。午前 10 時～午後４時 30 分（午前 11 時 30

分～午後１時は除く）。

電話接見の時間は，おおむね 15 分間（制限というわけではない）。

携帯電話の持参。

電話接見を希望する日の前日の執務時間内までに，前橋警察署と勾留先の警察署

に連絡をする。

→勾留場所が京都拘置所の場合にのみ利用可能な電話接見システムがある。年間の

利用件数は５～10 件程度（京都）。

→日弁連と法務省の申し合わせによる「電話による外部交通」。神戸拘置所と法テラ

ス兵庫または神戸地検との間のホットラインで，電話による外部交通が試行され

ている。時間は 20 分程度，拘置所内には電話室がありその後ろで職員が待機して

いるので，秘密接見ではなく，一般的な連絡などに用いる会員がいる。利用件数

は，１か月で５件程度（兵庫県）。

→弁護人が奈良署，被疑者が五條署の場合，前日に予約することで電話接見が可能
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（奈良）。

→拘置所が裁判所から車で 20 分ぐらい要する場所にあるが，裁判所に隣接する検

察庁の庁舎内に電話による外部交通のための電話が設置されている（なお，法テ

ラス福岡には国選弁護人専用の電話が設置されている）（福岡県）。

→八代警察署，人吉警察署，天草警察署に留置されている被疑者・被告人について

は，熊本中央警察署（アクセスポイント）から各警察署に電話をかけることで電

話による外部交通が可能（熊本県）。

【照会事項】

弁護人による初回接見より前に作成された供述調書の任意性，信用性について争っ

た事例に関し，貴本部で把握している事例がありましたら，具体的にどのような事例

であったのか（事例内容，結果等）ご回答ください（可能であれば複数の事例をご回

答ください）。

また，上記事例の集約を行っており，現時点までに把握している件数，類型（知的

障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に係わる事件，精神の障害

等により責任能力の減退・喪失が疑われる被疑者に係わる事件及びその他の事件など）

についてご回答が可能であれば，同内容についてもご回答ください。

【照会先】

取調べの可視化本部

【回答】

・供述調書の任意性，信用性について争った事例については約 1,000 件を集約してい

る。

・その中に「初回接見より前に作成された供述調書の任意性，信用性を争った。」と明

確に報告されているものは，確認できなかった。実際には複数あるものと思われる

が，初回接見より前か後かに着目して報告していないためと思われる。

・「知的障害その他コミュニケーション能力に問題がある」とされた事件は 96 件

・「責任能力の減退・喪失が疑われた事件」は 88 件

・「否認事件」は 337 件

【コメント】

特定の警察署から遠方にある被疑者留置先の警察署への外部交通，検察庁，法テラ

ス支部から拘置所への外部交通が行われている弁護士会が若干数あったが，秘密接見

が保障されているものは確認できなかった。

また，弁護人による初回接見より前に作成された供述調書の任意性，信用性につい

て争った事例については，この点を取り扱った情報収集がなされていないため確認で

きなかった。被疑者が取り調べを受ける前に弁護人による初回接見がなされることが

望ましく，今後の制度設計に参考とするため，この点に着目した情報収集を検討する

必要があると思われる。
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５ 弁解録取前・弁解録取中の接見

【Ｑ１】

弁解録取前，弁解録取中であることを理由に，接見を拒否（時間指定を含む。）され

た事例の有無（把握分）。存在する場合，当該接見を拒否された場合の対応（裁判例等

があれば，裁判所及び判決日も併記）。

【回答】

・事例あり 10

→刑事弁護メーリス上で，逮捕状執行９分前に接見申し入れ，弁録後（接見申入か

ら約 50 分後）に接見させた事例の報告あり（国賠中？）（埼玉）。

→委員会としては把握していない。回答担当者個人が経験したケースとして，逮捕

直後の警察署において，弁解録取中であることを理由に終了するまで接見を待っ

てほしいといわれたことが複数回ある。いずれの場合もその場で捜査主任を呼び

出して抗議を行い，接見を実現している（京都）。

→立川支部で，20 分しかだめと言われた。結局初回接見 30 分，二回目の接見を同

じ日に 20 分行った（奈良）。

→当番弁護士が大津地検彦根支部において，弁解録取前の接見を申し込んだが，接

見室がないとして，秘密接見を拒否された。当該会員は，やむを得ず担当外の事

務官，護送の警察職員の立ち会いの下，接見を行った（滋賀）。

→録音録画中であるとのことで接見を拒否されかけたことはあるが，弁護人が抗議

したところ，すぐに接見することができた（三重）。

→委員会として耳にした事例はある。いずれについても，当該会員の個々の活動に

よって，早期の接見に繋がっているため，会を挙げての動きはない（福井）。

→当番弁護士が検察庁において弁解録取前の接見を申し込んだところ，接見室がな

い等として秘密接見を拒否した事案について，国家賠償請求訴訟を提起して勝訴

した。（今枝足立岡野国賠）（広島）

→当番弁護士が検察庁倉敷支部において弁解録取前の接見を申し込んだところ，被

疑者が車いすを利用している関係で接見室まで安全に移動することができない

ことを理由に接見を拒否した事案について，委員会として検察庁に対し抗議を行

った（岡山）。

→再逮捕直後の弁解録取中であることを理由に接見を拒否された経験を有する会

員がいる。当該会員は，起訴済の事件の担当検事に対して直ちに抗議の電話をし

たが，結局，弁解録取後の接見になってしまい，勾留決定に対する準抗告申立書

においてその点を指摘したということであった（福岡県）。

→会員より，次のような報告があった。委員会としては特に対応はしていない。在

宅被疑者について私選で弁護人が就いていたところ，任意同行後逮捕されたため，

当該弁護人がすぐに接見へ向かったところ，逮捕手続中とのことで接見を拒否さ

れた。ところが，詳しく事情を聞くと，弁解録取中とのことであったため，直ち

に接見をさせるよう求めたところ，しばらく（30 分ほどか）待たせられた後，弁

解録取書を取る前に接見をすることを認められた（熊本県）。
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・事例を把握していない 40

【Ｑ２】

弁解録取前，弁解録取中であることを理由とする接見の拒否について，捜査機関が

示した具体的な法令根拠。それに対する当該接見を拒否された場合の反論

【回答】

・記載あり ５

→法令の根拠というよりは事実上待たせるという対応のようです（大阪）。

→法令上の根拠について述べられなかった（滋賀）。

→法令の根拠はない。ただ，まだ留置していないからという理由である。そのため，

根拠がないことを理由に早期接見に繋げている（福井）。

→前記事例については，設備の制約（接見室に通じるＥＶ不存在）を理由に拒否が

あったものだが，初回接見の拒否という重大な接見交通権の侵害である旨の当会

の反論に対して，検察庁が倉敷支部庁舎の接見室を改修するための予算要求をし

ている旨把握している（岡山）。

→Ｑ１の事例につき，捜査機関の主張の依拠する根拠は不明。弁護人は，「初回接見

は取調べを直ちに中断して接見させなければならないとの 判があるだろう」と

反論したとのこと（熊本県）。

・把握していない 45

【Ｑ３】

現状，弁解録取前，弁解録取中の接見申込みに対する捜査機関の具体的対応（把握

分）

【回答】

・対応に問題あり ６

→基本的には接見を優先させているようだが，時折「もう少しで取調べが終わるの

で待って欲しい」と捜査機関から言われることがあるようである（東京３会）。

→事実上接見を待たされる事態はあるようです（大阪）。

→委員会としては把握していないが，５Ｑ１のとおり，事実上接見を待たされるケ

ースは存在している（京都）。

→事実上接見を待たされた事例があり，抗議を検討した件があった（広島）。

→捜査機関の一般的な対応は把握していない（統一的な取り扱いとなっているのか

分からない）。上記の実例に鑑みれば，現に弁解録取を行っている 中であれば，

接見の開始まで待たされることがあり得る（福岡県）。

→検察官の弁解録取のため支部管内の留置場から検察庁本庁に移送された被疑者

（死体遺棄事件）について，当番弁護士が担当検察官と交渉し，弁解録取に先立

って検察庁内で 15 分程度の接見をした事例がある（令和２年）。

また，平成 26 年の事例であるが，弁解録取中であることを理由に初回接見に難色

を示した警察官に対し，初回接見の重要性について論じた 高裁判例を示すなど

して交渉し，結果として接見した事例がある（当時は震災被害のため警察署内に
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接見室がなかったことから，警察官の立会いの中で接見した。弁護人が次回接見

まで黙秘することを指示し，５分程度で接見を終了した。）（岩手）。

・対応には問題がない又は把握していない。43

・その他１

→2021 年３月４日に，県警（留置管理課・刑事企画課）と協議を行った時は，県警

側も初回接見の重要性を理解し，迅速な接見のため支障のないようにしていきた

い，という雰囲気が感じられたが，弁解録取前，弁解録取中の対応まで含むもの

かは明らかではなく，また，具体的に各警察署でどのような対応を行っているか

までは分からなかった（山口県）。

【コメント】

捜査機関によって，弁解録取前・弁解録取中であることを理由とした接見拒否は，

件数としては少ないものの，事例があることは確認出来た。拒否の理由について，捜

査機関は，明確な根拠を述べられていないようである。

弁解録取前・弁解録取中であることを理由に接見を拒否された場合には，その場で

強く抗議するとともに，それでも接見に応じないときには，弁護士会からの抗議が必

要と考える。

６ 逮捕直後の，警察による当番弁護士選任の教示

【Ｑ１】

逮捕された被疑者に対する司法警察員による弁護人選任権告知の際の教示（以下

「司法警察員による教示」という。）について，所属の弁護士会における，司法警察員

による教示の内容に関する都道府県警察本部との協議

【回答】

① 協議した 21

② 協議中である １

③ 協議していない 27

【Ｑ２】

その協議内容

【回答】

→改正刑訴法施行に当たり当番制度の教示を申し入れたものの，法律に従って実施す

るとの回答のみであった。これを受け，当会では，地元紙（神奈川新聞）で報道さ

れた逮捕事案に委員会派遣を行う制度を新設した（神奈川県）。

→毎年１回程度，県警本部と協議の場を設けており，当番弁護士制度を教示するよう

数回求めたほか，当番弁護士制度のポスターを取調室に掲示するよう求めたが，当

番弁護士制度が法律上の制度ではないとの理由でいずれも拒否された（埼玉県）。

→弁護人選任権の告知方法について，書面を見せて本人に告知をしているとの回答が

あった（群馬）。
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→教示の際に当番弁護士制度の告知も行うように要請したが，「現時点では，法律上の

教示を遺漏なく行うことに注力している。法律上根拠がないものを警察庁からの指

示がないにもかかわらず，当県警本部単独で行うことを約束することはできない。」

との回答であった。ただ，当番弁護士制度の重要性については認識しており，被疑

者の方から聞かれた場合には同制度について教示しているとのことであった（山梨

県）。

→・2016 年 11 月 30 日，2017 年９月 13 日，2018 年 10 月 23 日に，協議を行った（申

入書を送付して，その説明に，県警本部に行った。）。

・法定の教示事項を教示した後に，被疑者から，「弁護士を呼ぶにはどうしたらいい

か」等の質問や，「よくわからない」等の申し出があれば，当番弁護士の告知を行

う（現在もそのようにしている）とのことであった。

・当番弁護士制度の告知を取り込むことまでの確認は取り決められていない（滋賀）。

→平成 29 年に協議をしているが，県警からは，日弁連と警察庁との協議による全国対

応を希望するとの返答があるのみで，協議の結果，何らかの成果をあげられるもの

ではなかった。協議の議事録は作成されていない（三重）。

→対象が拡大される際に，刑事弁護委員会の委員長以下数名と県警本部の留置管理課

とで協議の場をもった（福井）。

→刑訴法改正の際に，県警に対して，教示内容の具体例を提示し，それを教示するよ

う求めたが，拒否された。その後，前述の 2021 年３月４日の県警との協議の際に

も，当番弁護士制度の告知時期や教示について意見交換を行った。この時は，逮捕

直後の当番弁護士制度の告知については「法律上の義務ではない」，教示については

「法律の定めた範囲で行っている」という県警側の回答であったが，今後も定期的

に協議の場を設けることになったので，引き続き要望を行っていく予定である（山

口県）。

→協議の際，「留置担当者は，留置されている被疑者に対し，無料の制度であるという

点も含めて当番弁護士制度について説明している。ただし，当番弁護士制度が法律

上の制度ではないことを理由に，当番弁護士制度に関する書面は見せていないし，

今後も見せる予定はない。」との説明を受けている（岡山）。

→法令の文言を一律教示するという方針で臨んでおり，それ以上の内容を教示するこ

とはできない，との旨の回答でした（島根県）。

→協議を行ったが，県警では，法律の内容以上の教示はできないとのことであった（大

分県）。

→平成 28 年に，県警本部と協議し，当時日弁連から示されていたモデル案のとおり教

示するよう申し入れた。県警側からは，「必ずモデル案のとおり教示するという運用

はできない。絶対に当番弁護士制度を教示しないというわけではなく，どこまで教

示するかは捜査担当の個々の判断に任せているとの回答であった。

当会からは，教示することに努めて欲しいということと，弁護士会から要望があっ

たことを現場レベルに周知して欲しいと要望した（熊本県）。

→改正を踏まえた弁護人選任権の教示の内容としては，書面を見せたり口頭で法律の

文言通りの教示をすることを考えている。当番弁護士制度の周知を教示義務として
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組み込むことまでは考えていない（宮崎県）。

→県警とは，改正刑訴法施行前となる平成 28 年及び平成 30 年９月，当番弁護士選任

の教示についての申し入れ及び協議を実施しました。

県警の回答は，２回とも当番弁護士制度の周知を教示義務として組み込むことまで

は考えていないとの回答でした。当会からは，教示に関する要請の書面の配布まで

はしなくとも，県警内部にて当番弁護士の制度に関する周知等を行ってほしい旨を

伝えました（仙台）。

→事前のアンケート結果に基づく問題事例の紹介や，当番弁護士制度の教示について

の要請を行った（山形県）。

→令和２年４月頃，県警本部に対して，留置担当職員から被疑者に対し当番弁護士制

度についての教示を求める申入書を発出した（対面での協議はしていない。）。後日，

県警本部の職員が弁護士会を訪れ，「申入れのあった件について徹底する」と述べて

帰っていった（岩手）。

→刑弁センターとして道警本部に協議を申入れ，総務課と協議。当方からは，法律で

規定されているもののほか，当番弁護士制度についての告知もするよう申し入れた

が，道警本部からは「法律上の教示に遺漏なくするためには他のことは伝えられな

い，これは警察庁から方針が示されており変更できない旨の回答で，終始した（札

幌）。

→法令の定めに従った教示をするというにとどまった（香川県）。

→教示について，強く要望した（徳島）。

→県警本部に対し，申入れをし，当番について教示をしてもらうように依頼したもの

の，正式な回答としては，改正刑訴法の文言以上のことは言えないとのことであっ

た。しかし，被疑者から，弁護士とか当番といった言葉が出れば，丁寧に説明はし

ているとのことであった（高知）。

【Ｑ３】

協議をしなかった理由

【回答】

① 会から申入れをしたが断られた ７

② 会からは申入れをしていない ９

③ その他 10

うち，準備中・検討中 ２

【Ｑ４】

被疑者への当番弁護士制度に関する情報提供について，所属の弁護士会と都道府県

警察本部との取り決め，各警察署による事実上の慣習等（把握分）。

【回答】

・ある（申入れ等含む） 16

→だいぶ前ではあるが，県警本部では逮捕された被疑者に当番弁護士のことを告知

するよう各警察署に指導していると言われており，これが引き継がれている。し
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かし，それにしては当番弁護士の出動依頼が少ないので，あらためて確認する必

要があるという議論になっ（た）（茨城県）。

→被疑者への当番弁護士制度に関する情報提供についての取り決め等ではないが，

当番弁護制度の確実な運用のため，当番弁護制度の概要と要望をまとめた書面を

県警に交付したことがある（群馬）。

→特段の取り決めはないが，警察において，弁解を録取する際に別紙のような弁護

人選任権告知用の文書を示して説明する運用になっている（静岡県）。

→本項Ｑ２のとおり，県警本部との協議において，被疑者から聞かれた場合には，

当番弁護士制度の存在について教示しているとの話がなされた（山梨県）。

→特に把握していません。ただし，当番弁護士については被害者に対しておおむね

周知しているようです（新潟県）。

→取調官より定型文言での教示がなされ，留置官からも別途教示がなされる。「無料」

とまで説明するかは担当官次第である（和歌山）。

→特にないが，福井警察署が新築された後，同署の留置管理課が廃止され，同署の

留置管理は本部留置となった。それに伴い，女性・少年などは，福井警察署内の

本部留置にて留置されることになり，本部留内で身体拘束される人員が増大した。

前述の協議が功を奏したのかどうか，エビデンスがある訳ではないが，本部留置

の担当者は，逮捕された被疑者に対し，積極的に当番弁護の利用を勧めているよ

うである（福井）。

→弁護人選任に関する教示をする際に当番弁護士の照会をすることはないが，被疑

者から尋ねられたときには当番弁護士制度を紹介していると警察からは言われ

ている（金沢）。

→県警本部によると，取調担当捜査官から被疑者に対し取調前に当番弁護士制度に

関する情報提供を行うように，指導しているとのことであった（広島）。

→県警本部との取り決めは存在しない。なお，事実上の慣習とまでは言えないが，

警察署によっては留置課職員が被疑者に対して，当番弁護士の存在を教えて，利

用した方がよいなどとアドバイスしてくれたという報告がいくつかある（山口

県）。

→当会と県警本部との取り決めはなされていませんが，被疑者への当番弁護士制度

に関する情報提供がなされることは多いです（鳥取県）。

→取り決めや統一的な取り扱いは存在しないが，捜査官や留置係の担当者が個別に

当番弁護士の存在を被疑者に教示していることは珍しくないものと思われる（福

岡県）。

→特段の取り決めはないが，被疑者の話によれば，逮捕直後から当番弁護士の話を

警察官から聞いているとのことである（長崎県）。

→当番弁護士制度開始当初に道警本部留置管理課と協議し，全被疑者に告知する旨

の事実上の回答を得たとの記憶。その後，告知されてない旨の報告が会員からな

された場合には，その都度，所轄所ではなく本部留置管理課に伝え，改善方を申

し入れていた時期があるが，現在は特に行っていない（札幌）。

→特段取り決めはないと思われるが，逮捕後の被疑者に当番弁護士の教示話されて
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いるようである（旭川）。

→特段の取り決めはないが，被疑者の話によれば，逮捕直後から当番弁護士の話を

警察官から聞いているとのことである（釧路）。

・ない 34

【コメント】

教示においては，法令の範囲でのみしか行っておらず，当番弁護士制度についての

説明をしてないところが多いようである。一方，教示としてはではなく，当番弁護士

制度についての説明を被疑者に行っている県警も少なからずある。被疑者から聞かれ

た時に当番弁護士制度について適切に説明を行うことはもちろん，教示においても当

番弁護士制度を含めて説明するよう，県警への働きかけが欠かせないと思われる。

７ 検察庁内での物の授受

【Ｑ１】

所属の弁護士会における，検察庁及び警察本部との間での，検察庁内で接見する際

の物の授受に関する，何らかの取り決め又は協議の有無。また，その内容

【回答】

・取り決め又は協議ありなど ７

→取り決めや協議等はありません。弁選のやり取りはでき，その他簡単な書類の受

け渡しもできているようです（東京三弁護士会）。

→不受任通知書の差入れについては協議の結果差入れが認められることとなった

（神奈川県）。

→平成 20 年頃に検察庁から弁護階に対して物の授受は原則として弁護人選任届及

び名刺に限って欲しいとの要請あり。物の管理や警察署への引継の手間が生じ，

円滑な集中護送の支障となるとの理由。ただし，弁護士会はこの要請を受けなか

った（埼玉）。

→委員会として把握していないが，ここ数年，弁護人選任届の授受，不受任通知の

差入れについてはスムーズに行われているという認識である（京都）。

→協議をしたが，弁護人選任届，弁護人等の名刺，不在不受任通知の授受について

のみ認め，それ以外は，被疑者ノートやリーフレット，刑事被疑者弁護援助制度

の利用申込書などの収受も断られた（愛知県）。

→協議中です。平成 24 年３月 30 日付の広島地方検察庁検事正通知により，原則と

して物の授受は出来ないが，弁護人又は弁護人となろうとする者の名刺，弁護人

不在通知又は不受任通知の授受，弁護人選任書に被疑者の署名・指印を受けるこ

とについては便宜を図るとされており，これに準じた運用が実施されているが，

被疑者ノート等の冊子については差し入れが認められていない。そこで，被疑者

ノートと弁護士からの助言事項をまとめた１枚物のペーパーの差し入れが認め

られる様，申入れを行っている（広島）。

→弁護人選任届のみ差し入れは認められている（宮崎県）。
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・取り決め及び協議なし 43

【Ｑ２】

会員が検察庁で接見する際に物の授受をすることができた事例

【回答】

・事例あり 13

→（Ｑ１において）弁選のやり取りはでき，その他簡単な書類の受け渡しもできて

いるようです（東京三弁護士会）。

→（Ｑ１において）不受任通知の差入れ（神奈川県）

→その場で宅下げを受けるような物（勾留意見書に添付する誓約書等）であれば授

受は可能（埼玉）。

→弁護人選任届の授受（被疑者の署名・押印を含む），不受任通知書の差入れは可能

な運用となっているが，それ以外の物の授受については把握していない（京都）。

→委任状の署名，指印を求めて授受した例がある（兵庫県）。

→被疑者ノートの差し入れについて，担当事務官から押送の職員に渡り，被疑者へ

差し入れることが出来たという事例がある（和歌山）。

→一審強の議題に提案し（平成 30 年 11 月 20 日開催時の議題と，令和２年２月 10

日開催時の議題），上記のとおり３点に限って認めるとの回答がなされている状

況だが，それ以前には，検察官構内接見の際に授受が認められた物の例として，

医療機関に提出する診療情報提供に関する同意書，メモ用紙（弁面調書作成のた

め），証拠写真が報告されていた（愛知県）。

→留置担当官の了解が得られる物品については授受が認められている（金沢）。

→前述の検事正通知において便宜が図られている物以外の物の授受については把

握していない。遠方の警察署留置の被疑者について，例外的に被疑者ノートを差

入れできた事例がある（広島）。

→・陳述書窃盗（万引き）事案で，勾留請求に対する意見書の添付資料とするため

作成。検察庁での弁解録取前に接見し，陳述書を差入れ，署名・指印された陳

述書をその場で宅下げした（山口県）。

→誓約書の差入れと宅下げはできたことはあります（鳥取県）。

→回答者の経験した事例として次の通り不受任通知を授受しようとしたところ，

「交付が必要なことは重々理解できるが，検察庁で物の授受をできる旨の規定が

存せず対応を検討させてほしい」旨説明されたことはあったが， 終的には交付

された。弁護人選任届への署名指印を受けることについては便宜が図られた（島

根県）。

→検察庁での接見時に名刺の差し入れを行った例がある。

ただし，当番だったためその後被疑者に到達したか否かまで直接その弁護士は確認

していない（鹿児島県）。

・事例なし 37
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【コメント】

弁護人選任届や弁護士の名刺については認められる会もある一方，多くの会で，検

察庁では物の授受が出来ないことが確認出来た。

各会において，継続的に，検察庁及び押送を担当する県警への働きかけが欠かせな

いと思われる。

８ 勾留質問中の裁判所での接見

【Ｑ１】【Ｑ２】

所属の弁護士会における，被疑者が勾留質問中に裁判所で接見ができた事例につい

ての報告の有無

【回答】

・ある ０

・ない又は無回答 50

→接見申し込みをしたが，勾留質問が終わるまで待たされた事例はあったようであ

る（三重）。

→以前はできていた。 近は，検察庁内での接見を要請されているように思われる

（特に支部では，その傾向が強いと思われる。）（福井）。

【Ｑ３】

現状，各都道府県内における勾留質問前，勾留質問中の接見申込みに対する裁判所

の具体的対応

【回答】

→勾留質問当日に裁判所で接見することはでき，勾留質問前に接見できているケース

はある。勾留質問中の接見については把握しておりません（東京三弁護士会）。

→勾留質問前の接見は割と認めてくれるようである。ただし，時間は短めにといわれ

ることもあるようである（大阪）。

→勾留質問前の接見申込みには，裁判所から勾留質問開始予定時間から逆算した時間

指定が行われることが多い。勾留質問中の接見申込みについては，接見に応じない

ものと理解している（京都）。

→勾留質問前の接見申込みは，裁判所内の接見室を利用して接見できている。勾留質

問中の接見申込みについては把握していない（滋賀）。

→勾留質問前の接見は通常認められる。勾留質問中については把握していない。（愛知

県）

→勾留質問前は，接見可能。質問中は不明（岐阜県）。

→被疑者が勾留質問のため裁判所にいるとき，構内接見の申し入れをすれば，裁判所

はそれに応じてくれている（金沢）。

→委員会としては，裁判所の対応を把握していない。想定される対応としては，勾留

質問前の接見申込は応じてもらえるものの，勾留質問中の接見申込は接見に応じな

いものと思われる（広島）。
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→少なくとも福岡地裁本庁では，勾留質問のために被疑者が裁判所の同行室に在室し

ている場合は，書記官室に接見室の使用を申し出れば，現に勾留質問のために勾留

質問室に在室している場合でなければ（勾留質問の開始を待っている，あるいは終

了して留置・刑事施設に戻る前）であれば，裁判所の接見室での接見は可能である。

ただし，勾留質問終了後に留置・刑事施設に戻る移動手段（バスなど）の出発時刻

の関係で，接見時間の制限がある場合があるものと思われる。（福岡県）

→勾留質問前の接見申し込みについては，事前に調整しておけば対応してくれている。

勾留質問中の接見申込みについては，そのような事案を把握していない。（沖縄）

→勾留質問前の接見申込は不明。勾留質問中の接見申込は接見に応じないものと理解

している。（仙台）

→特に把握していませんが，申し入れすれば認められると認識しています。（函館）

→勾留質問の前後であれば，申し込みがあれば応じるものと思われる。ただし，勾留

質問を中断してまで応じるかどうかは不明。（旭川）

→勾留質問前の接見を申し込んで応じてもらえたことがある。（香川県）

→勾留質問前の接見申込みは，裁判所内の接見室を利用して接見できている。勾留質

問中の接見申込みについては把握していない。（高知）

【コメント】

裁判所は，勾留質問の前であれば接見に応じる傾向が，確認された。対して，報告

件数は少ないものの，勾留質問中であることを理由に接見に応じなかった事案も報告

された。

裁判所が，勾留質問中であることを理由に接見に応じなかったときは，会として対

応を検討すべきである。

アンケートの結果と分析は以上となります。お忙しい中，ボリュームのあるアンケ

ートに丁寧にご回答いただきました全国の回答者の皆様，ありがとうございました。

この場を借りて，厚く御礼申し上げます。
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資料１　アンケート集約表（東京三会～新潟県）

弁護⼠会 Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２

東京三会

現状特に活動は会として⾏っておりません。 特に活動は⾏っておりません。
但し，今後は⽇弁連に講師派遣を依頼して研修を⾏う
予定です。

委員会として把握はしておりません。 委員会として特に把握しておりません。

神奈川県

特になし
（過去に刑事法制委員会が市⺠向けの映画（『真昼の
暗⿊』、『BOX 袴⽥事件 命とは』）の上映会を実施し
たことはある。）

特に活動はしていない。 刑事弁護センター運営委員会としては特に把握してい
ないが、後述する全件運動の報告会において報告がな
されている。

特に把握していない。

埼⽟

特にしていない。
可視化申⼊書を会員専⽤ホームページに載せる予定。
なお，⽇弁連の研修会等はその都度会員に案内してい
る。

Ｑ１と同様。 毎年４⽉〜６⽉の３か⽉間，被疑者の不必要な⾝体拘
束に対する勾留阻⽌（準抗告）全件申⽴運動を⾏って
おり，その間の申⽴事例の報告を受けているため，そ
の限度で把握している。

特になし

千葉県

特になし。 特になし。 例年9⽉から11⽉までの3か⽉間、⾝体拘束からの解放
促進活動
として、準抗告、勾留取消、勾留執⾏停⽌、保釈請求
等を⾏った
場合に各弁護⼠から報告いただき、年に1回総まとめ研
修として認容例、却下・棄却例を会員向けに紹介して
いる。

同上

茨城県

特にしていません。 特にしていません。 刑事弁護センター委員会で話題になっているような問
題はない。

特にありません。

栃⽊県
特に活動していない。 特に活動していない。 把握していない。 把握していない。

群⾺

特に活動はしていない。⽇弁連から関連する研修会の
案内があれば，その都度，会員に案内している。

特に活動はしていない。⽇弁連から関連する研修会の
案内があれば，その都度，会員に案内している。

特段把握していないが，委員会内において，申⽴てが
成功した事例を会員に紹介してもらうことがある。

特段把握していないが，委員会内において，申⽴てが
成功した事例を会員に紹介してもらうことがある。

静岡県

特にしていない。 特にしていない。 弁護⼈の熱⼼な活動による成功例が多数報告されてお
り，メーリングリスト上で会員が共有し，会員の弁護
活動のヒントになっている。

把握していない。

⼭梨県

研修や事例報告会等で取調べの可視化の重要性につい
て，会員間で認識を共有している。また，障害のある
⽅の弁護活動マニュアルを作成し，取調べの可視化の
要請の必要性について周知している。

特に活動はしていない。 当会の刑事弁護センター委員会としては把握していな
い。
新型コロナウイルス感染症の流⾏によって延期となっ
ているが，会員からの事例報告会の開催を予定してい
る。

本項Ｑ１に同じ。

⻑野県

近年では特に活動していない。 近年では特に活動していない。 令和元年度及び令和年度に不必要な⾝柄拘束に対する
不服申⽴動をした。その中で、成功事例及び失敗事例
の検討をした。
それ以外の場合には委員会のメーリングリストで適宜
報告がある。

上記（左記）と同様。

新潟県

会としての活動は特段⾏っておらず、個別の弁護⼈の
対応に委ねているのが現状です。

会としては、特に活動をしていません。 新潟県弁護⼠会の刑事弁護委員会としては具体的には
把握していません。ただし、勾留決定に対する準抗告
が認められた場合などに、委員会内で、担当した委員
からその旨の報告を受けて情報共有等をすることはあ
ります。

刑事弁護委員会としては把握していません。
ただし、検察官が法令の調査などに時間がかかり期⽇
が数回空転したという事案で、勾留取消しの申⽴てを
して認められた事案があると聞いています。

１ 取調べの可視化を義務付ける改正刑事訴訟法施⾏後の捜査機関による取調べの変化
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弁護⼠会

東京三会

神奈川県

埼⽟

千葉県

茨城県

栃⽊県

群⾺

静岡県

⼭梨県

⻑野県

新潟県

Ｑ３ Ｑ４ Ｑ５ Ｑ６
委員会として特に把握しておりません。 ①ある

イ（具体的内容：数年間に埼⽟の⻑沼先⽣を講師にお
迎えし，埼⽟や千葉の全件申⽴運動や両会の連携，具
体的な準抗告の成功事例の解説等していただきまし
た。）

②なかった
特に数字上の変化がなかったことからすると，活動の
効果があったとは⾔い切れません。

②検討していない

特に把握していない。 ①ある
ア（具体的内容：⾝体拘束解放全件運動を過去に3回実
施した）
イ（具体的内容：全件申⽴て運動のたびに成果報告会
を実施）

①あった
ウ（具体的に：未検証である。）

①検討している
（具体的に：今後も全件申⽴て運動を検討してい
る。）

特になし ①ある
ア（具体的内容：平成２２年から運動を⾏ってきた。
平成２２年 勾留理由開⽰全件申⽴運動
保釈・準抗告全件申⽴運動
平成２３年 勾留理由開⽰全件申⽴運動
起訴後勾留に対する不服申⽴運動
平成２４年 保釈・準抗告全件申⽴運動
平成２５年 勾留準抗告全件申⽴運動
平成２６年 勾留（延⻑）阻⽌，勾留取消，保釈全件
申⽴運動
平成２７年 勾留（延⻑）阻⽌，勾留（延⻑）
準抗告全件申⽴運動
平成２８年 勾留阻⽌（準抗告），勾留延⻑阻⽌（準
抗告）全件申⽴運動
平成２９年 被疑者の不必要な⾝体拘束に対する勾留
阻⽌（準抗告）全件申⽴運動
平成３０年以降も同様）
イ（具体的内容：上記運動前の３⽉にプレ研修を実施
し，運動
後の８⽉に報告研修を実施しており，主に事例報告を
⾏っている。）

①あった
ア
イ

①検討している
（具体的に：今後も運動を継続したいと考えてい
る。）

同上。ただし、勾留理由開⽰請求に関しては報告例な
し。

①ある
ア（具体的内容：同上）
イ（具体的内容：毎年プレ研修及び総まとめ研修を実
施）
ウ（具体的内容：埼⽟県弁護⼠会と研修を⾏ってい
る。）

①あった
ア
イ

②検討していない

特にありません。 ②ない ②検討していない

把握していない。 ②ない ②検討していない

特段把握していないが，委員会内において，申⽴てが
成功した事例を会員に紹介してもらうことがある。

①ある
イ（具体的内容：若⼿弁護⼠向けの研修会の開催な
ど）
エ（具体的に：委員会内での事例報告）

①あった
ウ（具体的に：データの集計をしたことはないが，若
⼿弁護 ⼠から成功事例が報告されることがあるた
め，⼀定の成果はあったと考えている。）

②検討していない

把握していない。 ①ある
ア（具体的内容：毎年３ヶ⽉程度強化⽉間を設けて集
中的な対応を⾏い，結果を集約して成功事例を共有し
ている。）
イ（具体的内容：毎年強化⽉間の開始前の時期に実施
している。）

①あった
ア
イ

①検討している
（具体的に：引き続き従前の取組を継続していく。）

本項Ｑ１に同じ。 ①ある
イ（具体的内容：⽇弁連から講師をお招きし，発展型
研修において⾝体拘束からの解放等についての研修を
⾏った。）

①あった
ウ（具体的に：⾝体拘束からの解放活動の重要性につ
いて，会員間で改めて認識を共有することができた。
また，これを契機として，⾝体拘束からの解放活動に
関する事例報告会が予定されている。）

①検討している
（具体的に：会員からの事例報告会の開催を検討して
いる。）

特に把握していない。 ①ある
ア（具体的内容：全件ではないが積極的な不服申し⽴
ての運動をしました。）
イ（具体的内容：上記運動の報告会、外部講師による
研修）

①あった
ウ（具体的に：勾留却下率が上がった。全５０地裁管
轄中４９位から３５位となった。）

①検討している
（具体的に：上記と同様の活動を予定している。）

刑事弁護委員会としては特段把握していません。 ②ない ①検討している
（具体的に：研修会を増やしたいと考えています。）

２ ⾝体⾮拘束化及び⾝体拘束期間の短縮傾向
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弁護⼠会

東京三会

神奈川県

埼⽟

千葉県

茨城県

栃⽊県

群⾺

静岡県

⼭梨県

⻑野県

新潟県

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３
悩みの相談について特段委員会に相談が上がってきた
ことはありません。

黙秘に関する研修はしておりませんが，捜査弁護研修
において黙秘を勧めはしております。

委員会としては把握しておりません。

特に把握していない。 運動の実施を検討しているが、実現はしていない。 刑事弁護センター運営委員会として特に把握していな
いが、証拠請求⾃体はなされていると聞いている。

特になし 新⼈研修において黙秘が原則であることを伝えてお
り，無罪事件報告会や裁判員ケース報告研修におい
て，黙秘を勧める報告をしている場合がある。
⽇弁連の研修会等は，その都度会員に案内している。

特に把握していない。

特になし。 特になし。 委員が担当した案件で，そのような事例はある。
⽴証趣旨としては，「供述経過等」とされていること
が多いと思われる。採否については，不同意意⾒を述
べ，採⽤されていない。

特にありません。 特にありません。 特にありません。

ない。 新⼈向け研修（刑事弁護、裁判員裁判の２種）を⾏っ
ている。

把握していない。

特に活動はしていない。⽇弁連から関連する研修会の
案内があれば，その都度，会員に案内している。

特に把握はしていない。

ない。 各種の研修の中で取り上げている。 把握していない。

特に把握していない。 定期的に⾏われる裁判員裁判等の事例報告会の中で，
黙秘の⽅針をとったケースについて質疑応答がなされ
ることにより，黙秘の有効性について会員間で認識を
共有することができている。

特に把握していない。

特にない。 近年の新⼈向け研修では、黙秘の重要性を説明してい
る。それ以外は特にない。

把握していない。

具体的な悩みの相談などは把握していません。
 委員会を開催した際に、雑談的に過去の例を紹介し
合ったことはあったかと思います。

研修を実施したいと考えていたところですが、コロナ
禍の影響で実際のところ進んでいないのが現状です。

委員会として把握していません。また、個別にそのよ
うな例を聞いたこともありません。

３ 黙秘について
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弁護⼠会

東京三会

神奈川県

埼⽟

千葉県

茨城県

栃⽊県

群⾺

静岡県

⼭梨県

⻑野県

新潟県

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３
②ない 接⾒拒否事例は委員会として特に把握しておりませ

ん。
委員会として特に把握しておりません。 基本的には接⾒を優先させているようだが，時折「も

う少しで取調べが終わるので待って欲しい」と捜査機
関から⾔われることがあるようである。

②ない 特に把握していない。 特に問題となる対応を把握していない。

②ない 刑事弁護メーリス上で，逮捕状執⾏９分前に接⾒申し
⼊れ，弁録後（接⾒申⼊から約５０分後）に接⾒させ
た事例の報告あり（国賠中？）。

Ｑ１のとおり。 特に把握していない。

②ない

②ない 特にありません。 把握していません。

②ない ない。 把握していない。

①ある 館林警察署及び⼤泉警察署の被収容者に対し，弁護⼠
が，前橋警察署から電話接⾒を⾏うことが試験的に認
められている。
運⽤は，概ね次のとおり。
・対応できるのは平⽇の執務時間のみ。午前１０時〜
午後４時３０分（午前１１時３０分〜午後１時は除
く）。
・電話接⾒の時間は、おおむね、１５分間でお願いし
たい（制限というわけではない）。
・携帯電話を持ってきてもらいたい。
・電話接⾒を希望する⽇の前⽇の執務時間内までに、
連絡をもらうことになっている。
・前橋警察署とともに、勾留先の警察署にも事前に連
絡しておいてもらいたい。

特段把握していない。

②ない 把握していない。 把握していない。 把握していない。

②ない 特に存在しない。 接⾒が拒否されたという話は確認していない。

②ない 特に把握していない。 特に把握していない。 特に把握していない。

②ない 委員会としては特に把握していません。 委員会としては特に把握していません。 特に把握していません。

４ 弁護⼈へのアクセス権 ５ 弁解録取前・弁解録取中の接⾒
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弁護⼠会

東京三会

神奈川県

埼⽟

千葉県

茨城県

栃⽊県

群⾺

静岡県

⼭梨県

⻑野県

新潟県

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４
③協議していない ③（留置管理課との懇談会が年に１度設定

されているが昨年度はコロナの影響で申⼊
れをする機会がなかった。）

特にありません。

①協議した 改正刑訴法施⾏に当たり当番制度の教⽰を申し⼊れた
ものの、法律に従って実施するとの回答のみであっ
た。
これを受け、当会では、地元紙（神奈川新聞）で報道
された逮捕事案に委員会派遣を⾏う制度を新設した。

特に把握していない。

①協議した 毎年１回程度，県警本部と協議の場を設けており，当
番弁護⼠制度を教⽰するよう数回求めたほか，当番弁
護⼠制度のポスターを取調室に掲⽰するよう求めた
が，当番弁護⼠制度が法律上の制度ではないとの理由
でいずれも拒否された。

特に把握していない。

③協議していない ③（Ｑ４の回答に書いたような引き継ぎが
あるので協議は必要ないと思われてい
た。）

だいぶ前ではあるが、県警本部では逮捕された被疑者
に当番弁護⼠のことを告知するよう各警察署に指導し
ていると⾔われており、これが引き継がれている。し
かし、それにしては当番弁護⼠の出動依頼が少ないの
で、あらためて確認する必要があるという議論になっ
（た）

③協議していない ②会からは申⼊れをしていない 把握していない。

①協議した 弁護⼈選任権の告知⽅法について，書⾯を⾒せて本⼈
に告知をしているとの回答があった。

被疑者への当番弁護⼠制度に関する情報提供について
の取り決め等ではないが，当番弁護制度の確実な運⽤
のため，当番弁護制度の概要と要望をまとめた書⾯を
県警に交付したことがある。

③協議していない ①会から申⼊れをしたが断られた 特段の取り決めはないが，警察において，弁解を録取
する際に別紙のような弁護⼈選任権告知⽤の⽂書を⽰
して説明する運⽤になっている。

①協議した 教⽰の際に当番弁護⼠制度の告知も⾏うように要請し
たが，「現時点では，法律上の教⽰を遺漏なく⾏うこ
とに注⼒している。法律上根拠がないものを警察庁か
らの指⽰がないにもかかわらず，当県警本部単独で⾏
うことを約束することはできない。」との回答であっ
た。ただ，当番弁護⼠制度の重要性については認識し
ており，被疑者の⽅から聞かれた場合には同制度につ
いて教⽰しているとのことであった。

本項Ｑ２のとおり，県警本部との協議において，被疑
者から聞かれた場合には，当番弁護⼠制度の存在につ
いて教⽰しているとの話がなされた。

③協議していない ②会からは申⼊れをしていない 特に把握していない。

③協議していない ②会からは申⼊れをしていない 特に把握していません。
 ただし、当番弁護⼠については被害者に対して概ね
周知しているようです。

６ 逮捕直後の，警察による当番弁護⼠選任の教⽰
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弁護⼠会

東京三会

神奈川県

埼⽟

千葉県

茨城県

栃⽊県

群⾺

静岡県

⼭梨県

⻑野県

新潟県

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３
取り決めや協議等はありません。弁選のやり取りはで
き，その他簡単な書類の受け渡しもできているようで
す。

いいえ 委員会として特に把握しておりません。 勾留質問当⽇に裁判所で接⾒することはでき，勾留質
問前に接⾒できているケースはある。勾留質問中の接
⾒については把握しておりません。

不受任通知書の差⼊れについては協議の結果差⼊れが
認められることとなった。

Q1のほかには特に把握していない。 いいえ 特に把握していない。

平成２０年頃に検察庁から弁護階に対して物の授受は
原則として弁護⼈選任届及び名刺に限って欲しいとの
要請あり。物の管理や警察署への引継の⼿間が⽣じ，
円滑な集中護送の⽀障となるとの理由。
ただし，弁護⼠会はこの要請を受けなかった。

その場で宅下げを受けるような物（勾留意⾒書に添付
する誓約書等）であれば授受は可能。

いいえ 特に把握していない。 特に把握していない。

していません。 把握していません。 受けていません。 把握していません。

していない。 把握していない。 いいえ 把握していない。 把握していない。

いいえ 把握していない。 把握していない。

協議していない。 把握していない。 いいえ 報告を受けていない。 把握していない。

特に取り決め，協議は⾏っていない。 特に把握していない。 いいえ 特に報告を受けていない。 特に把握していない。

特に取り決めはしていない。 把握していない。 いいえ 特に把握していない。 不明です。

特にしていません。 特に把握していません。 いいえ 特に把握していません。 特に把握していません。

７ 検察庁内での物の授受 ８ 勾留質問中の裁判所での接⾒
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弁護⼠会 Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２

１ 取調べの可視化を義務付ける改正刑事訴訟法施⾏後の捜査機関による取調べの変化

⼤阪

取調べの⽴ち合いを⽬指し、取調室の外で待機するな
どして活動している。
また、可視化申し⼊れを⾏うなどしている。

上記回答と同じ 準抗告の報酬上乗せ制度実施後約１か⽉で申し⽴て２
０件
成果（⾝体開放）７件を確認している。

特になし

京都

特に活動していない。 特に活動していない。 当会の広報誌「刑事弁護ニュース」において，不定期
にではあるが，準抗告事例について成果を上げた会員
から報告していただるよう，案内⽂を掲載している。
刑事弁護MLや委員会MLにおいても，勾留決定に対す
る準抗告が認容された事例などの報告がなされてい
る。また，「刑事事件アドバイザリー制度」を定めて
の刑事事件の⼿続・内容等に関する問い合わせを正副
委員⻑で受付けている。

２Ｑ１の回答と同じ。

兵庫県

・取調べの可視化本部を設置し、刑事弁護センターと
は別に活動を⾏っている。
・取調べの可視化本部では、主として市⺠向けの集会
や講師を⾏うことで制度拡充に向けて広く国⺠の理解
を得る。
・新会員向け刑事弁護研修で、取調べの可視化につい
ても取り上げている。今後もやっていきたい。

・現時点では刑弁研修以外に特に活動していない。
・将来的には、刑事弁護センターと共同して、全⾯可
視化に向けた申⼊れなどやりたい（未定）

委員会としては把握していない。
刑事弁護情報交換MLにおいて、質問や回答が⾏われる
ことはある。

個々の弁護⼈が実践しているが、委員会としては把握
していない。

奈良

特にしていない。 特にしていない。 平成２３年ころ近弁連刑弁研修のために会内の認容事
件を集めた（保釈却下に対する準抗告を含む）。以後
は断続的にＭＬ上で紹介しているがとりまとめまでは
していない。

傷害被疑事件（否認→⼀部認め）。勾留取消請求をし
たところ，裁判官から釈放後の取調べ捜査への対応及
び被害者とのトラブル防⽌を担保できないかという話
があり，親族の監督する意思を電話聴取結果報告書で
提出，釈放後に被疑者本⼈の取調べに出頭する旨の誓
約書提出の約束をしたところ勾留取消しされた。

滋賀

特に活動はしていない 特に活動はしていない。 特に委員会として把握はしていない。
委員⻑、委員において会員から相談を受けて助⾔をす
ることがあると思われる。

特に委員会として把握はしていない。
委員⻑、委員において会員から相談を受けて助⾔をす
ることがあると思われる。

和歌⼭

委員会としてではなく個々⼈の弁護活動として，可視
化申し⼊れを⾏うなどしている。

委員会としての活動は特にありません。 過去に，勾留決定，延⻑決定等に関する事例を会員か
ら集めて，事例集を作成したことがある。

上記（左記）と同じ

愛知県

刑事弁護委員会の接⾒交通可視化部会の中で，委員が
県に情報公開請求して⼊⼿した取調べへの苦情申出事
例を検討をしたり，会員に取調べへ抗議事例の情報提
供を呼び掛けたりしている。

Ｑ１の回答のとおり。 ２０１９年度は勾留に対する準抗告について、２０２
０年度は不必要な⾝体拘束からの早期解放運動とし
て、それぞれ３か⽉間、会員にできる限り全件につい
て準抗告等の活動をよびかけ、事前研修実施した。報
告された事案は弁護⼠会会報、刑事弁護ニュースで報
告をしている。
事例については、集約している。

運動期間の事例は集約している。概要はエクセルでま
とめている。

三重

弁護⼈が可視化申⼊れをすることがあるとは聞いてい
るが、弁護⼠会としては特段の対応はしていない。た
だし、申⼊れをした結果、可視化が実現したという成
果の報告はない。

特に活動していない。 委員会としては把握していない。 委員会としては把握していない。

岐⾩県

捜査弁護についての研修を定期的に⾏い、会員に情報
提供等を⾏っている。

特に活動はしていない。 直近では把握していない。 直近では把握していない。

福井

会としての取組みはしていない。
個々の会員の弁護実践の中で可視化申⼊れをおこなっ
ている。

Ｑ１と同じ ２０１９年１１⽉〜２０２０年１⽉に勾留全件につい
ての準抗告運動を実施した。その結果については把握
している（決定書の写しもある。）。

勾留取消しについては、委員会として把握していない

⾦沢

研修を通じて，可視化が必要な事件では可視化申⼊を
するようにアナウンスしている。

特に活動はしていない。 刑弁ＭＬを⽴ち上げており，そこで成功例や問題事例
を投稿してもらっている。

Ｑ１に同じ。

資料１ アンケート集約表（大阪～金沢）
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弁護⼠会

⼤阪

京都

兵庫県

奈良

滋賀

和歌⼭

愛知県

三重

岐⾩県

福井

⾦沢

Ｑ３ Ｑ４ Ｑ５ Ｑ６

２ ⾝体⾮拘束化及び⾝体拘束期間の短縮傾向

特になし ①ある
ア（具体的内容：準抗告強化運動を⾏うとともに準抗
告の実施及び⾝体拘束からの解放という成果に関して
国選に上乗せして報酬を⽀払うこととした）
イ（具体的内容：新⼈向けの捜査弁護研修を１回程
度、準抗告強化運動に際して１年に１回程度開催して
いる。それに加えて⽴ち合いに関する研修も随時⾏っ
ている）

①あった
ア

①検討している
（具体的に：準抗告強化運動および⽴ち合いに備え、
⽴ち合いに関する援助事業の創設を検討している）

２Ｑ１の回答と同じ。なお，２０１８年度の刑事弁護
合宿で，会員から証拠構造から始まり詳細な理由を開
⽰された事例についての報告がなされた。

①ある
ア（具体的内容：勾留・勾留延⻑に対する全件準抗告
運動を⾏った）
イ（具体的内容：全件準抗告運動に先⽴つプレ研修及
び事後の振返りの研修を毎回⾏っている。）

①あった
ア
イ

①検討している
（具体的に：全件準抗告運動を継続的に実施してい
く）

個々の弁護⼈が実践しているが、委員会としては把握
していない。

②ない ②検討していない

委員会として特に把握していない。 ②ない ②検討していない

特に委員会として把握はしていない。
委員⻑、委員において会員から相談を受けて助⾔をす
ることはあると思われる。

①ある
ア（具体的内容：過去に全件準抗告運動を⾏った。）

①あった
ウ（具体的に：運動後の申⽴件数、認容件数は検証で
きていないが、弁護⼠の⼼理的ハードルが下がったの
ではないか。会員からは⽐較的通りやすくなった意⾒
も聞く。）

①検討している
（具体的に：全件準抗告運動を再度⾏うことを検討し
ている。）

特にありません。 ②ない ①検討している
（具体的に：発展型研修を利⽤した研修等を検討して
いる。）

勾留理由開⽰に関しては特に把握していない。 ①ある
ア（前記のとおり）
イ（新⼊会員向けの研修は毎年１回⾏っている。
それ以外に数年に⼀回被疑者弁護の研修を⾏ってい
る。）

①あった
ウ（具体的に：ア、イ正確な評価は難しいが、これか
らも会員に意識を持ってもらうのに有効である。）

①検討している
（全件運動は継続することを検討している。）

委員会としては把握していない。 ①ある
イ（具体的内容：発展型研修により数年に１回程度開
催している）
エ（具体的に：中弁連の経験交流会）

①あった
ウ（具体的に：どの程度の効果があったか不明であ
る）

②検討していない

把握していない。 ①ある
ア
イ（具体的内容：年に1回程度⾏っている。）

①あった
ア
イ
ウ（具体的に：接⾒禁⽌請求や決定がそもそも減っ
た）

②検討していない

勾留理由開⽰については、委員会として把握していな
い。

①ある
ア Ｑ１のとおり
イ 全件運動実施に向けて、発展型研修をおこなっ
た。
  運動直前にキックオフ研修を実施した。
ウ 北陸三県で法廷技術研修を持ち回りで実施してい
る。
それ以外の研修についても、三県の会員であれば拒ま
ないように努めている。

①あった
ア
イ
ウ 検察官の釈放率も上がった。

①検討している
（具体的に：全件運動の継続を考えているが、何につ
いて実施するかは未定。）

Ｑ１に同じ。ただ，勾留理由開⽰請求の件数は少ない
と⾒られる。

①ある
ア（具体的内容：全件申⽴運動をして，そのことを総
会などで全会員に奨励する。）
イ（具体的内容：過去に埼⽟の⻑沼先⽣を講師に招い
て，全件運動の研修をした。）

①あった
ア
イ

①検討している
（具体的に：研修会を増やしたい。）
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弁護⼠会

⼤阪

京都

兵庫県

奈良

滋賀

和歌⼭

愛知県

三重

岐⾩県

福井

⾦沢

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３

３ 黙秘について

特に把握していない 最近あったようであるが不同意としたうえで、署名指
印がない旨を指摘を指摘したらあっさり撤回したよう
である。

２Ｑ１の回答と同じ。 毎年，新⼊会員対象被疑者弁護研修や被疑者弁護に関
する発展型研修において黙秘を進める内容の研修を
⾏っている。

当委員会としては把握していない。なお，当職が現在
公判前整理⼿続にかかっている件で，被疑者に署名指
印を拒否させた供述調書が現に証拠請求されている。

研修の際などに個々の弁護⼈からの相談はあるが、委
員会としては相談を受けていない。

研修の際に実践例の報告などは⾏うことはあるが、委
員会としては特に⾏っていない。

請求された報告は受けているが、証拠採⽤はされてい
ない。

刑事弁護委員会で事件について黙秘すべきか相談は
あった。

国選名簿登載要件の研修で，基本黙秘という話は常に
している。

把握していない。

特に委員会として把握はしていない。
委員⻑、委員において会員から相談を受けて助⾔をす
ることが考えられる。

委員会としては⾏っていない。 委員会としては把握はしていない

特にありません。 特にありません。 委員会として把握してない。証拠請求がなされたとい
う話を聞いたことはある。

黙秘権を⾏使することは⼀定程度、弁護活動として浸
透していると認識している。
黙秘権を⾏使したが、被疑者に黙秘権の⾏使のあとの
⾒通しの⽴て⽅や、被疑者への説明が⼗分でなく、
「黙秘をしたら不起訴だと⾔われたのに起訴された。
その後、弁護⼠が接⾒にきてくれない。」という苦情
に接したという会員がいる。
具体的な事件で、黙秘をした場合にどのようにメリッ
トがあるのか、デメリットや、被疑者の考える不安等
について、さらに理解を深めた上で、弁護活動をする
必要があり、研修等で広める必要がある。

新⼈向けの被疑者弁護の研修は定例として⾏ってい
る。
被疑者弁護の⼀般向けの研修も⼀定の周期で⾏ってい
る。
それらの研修では当然に触れられることになる。

把握していない。

黙秘についての質問がされたことはないと把握してい
る。

刑事弁護全体の研修の中で黙秘に触れることはあって
も、黙秘単独で研修等をすることはない。

証拠請求されることは度々ある。⽴証趣旨は署名指印
のある供述調書と同じである（例えば「犯⾏状況等」
など）。もっとも、採⽤されたという事例は聞いたこ
とがない。

「刑事弁護質問ＭＬ」を⽴ち上げており、そこで質
問・回答が⾏われることがある。

毎年、捜査弁護研修（裁判員複数選任名簿の搭載要件
の1つ）、新⼈研修を⾏っている。

把握していない。

特に相談はない。 捜査弁護研修の実施を３〜４年に⼀度おこなってい
る。

委員会として把握はしていない。

具体的には聞いていない。但し，そもそも黙秘させる
事件が少ないのではないか。

黙秘に特化ないし集中した運動，研修は⾏っていな
い。
捜査弁護研修では、講師から黙秘の有効性等を指摘し
ている。

聞いたことがある。具体的な事例は覚えていない。不
同意でそのまま撤回されたようである。
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京都

兵庫県

奈良
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和歌⼭

愛知県

三重

岐⾩県

福井
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Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３

４ 弁護⼈へのアクセス権 ５ 弁解録取前・弁解録取中の接⾒

②ない 法令の根拠というよりは事実上待たせるという対応の
ようです

事実上接⾒を待たされる事態はあるようです

①ある 秘密接⾒ではないため、質問の趣旨に外れるかもしれ
ないが、勾留場所が京都拘置所の場合にのみ利⽤可能
な電話接⾒システムがある。
年間の利⽤件数は５〜10件程度。その他の個別事例は
把握していない。

委員会としては把握していない。
回答担当者個⼈が経験したケースとして、逮捕直後の
警察署において、弁解録取中であることを理由に終了
するまで接⾒を待ってほしいといわれたことが複数回
ある。いずれの場合もその場で捜査主任を呼び出して
抗議を⾏い、接⾒を実現している。

委員会としては把握していない。 委員会としては把握していないが、５Q1のとおり、事
実上接⾒を待たされるケースは存在している。

①ある 「① ある」は、⽇弁連と法務省の申し合わせによる
「電話による外部交通」の意味である。
神⼾拘置所と法テラス兵庫または神⼾地検との間の
ホットラインで、電話による外部交通が試⾏されてい
る。時間は２０分程度、拘置所内には電話室がありそ
の後ろで職員が待機しているので、秘密接⾒ではな
く、⼀般的な連絡などに⽤いる会員がいる。利⽤件数
は、１か⽉で５件程度である。

委員会としては把握していない。 委員会としては把握していない。 委員会としては把握していない。

①ある 奈良では弁護⼈が奈良署，被疑者が五條署の場合，前
⽇に予約することで電話接⾒が可能。

⽴川⽀部で，２０分しかだめと⾔われた。結局初回接
⾒３０分，⼆回⽬の接⾒を同じ⽇に２０分⾏った。

把握していない。

②ない 当番弁護⼠が⼤津地検彦根⽀部において、弁解録取前
の接⾒を申し込んだが、接⾒室がないとして、秘密接
⾒を拒否された。当該会員は、やむを得ず担当外の事
務官、護送の警察職員の⽴ち会いの下、接⾒を⾏っ
た。

法令上の根拠について述べられなかった。 委員会において具体的対応を把握していない。

②ない 事例の報告は受けておりません。 事例の報告は受けておりません。 問題事例の報告は受けておりません。

②ない 把握していない。 把握していない。 把握していない。

②ない 録⾳録画中であるとのことで接⾒を拒否されかけたこ
とはあるが、弁護⼈が抗議したところ、すぐに接⾒す
ることができた。

委員会としては把握していない。 委員会としては把握していない。

②ない 把握していない。 把握していない。 把握していない。

②ない 委員会として⽿にした事例はある。
いずれについても、当該会員の個々の活動によって、
早期の接⾒に繋がっているため、会を挙げての動きは
ない。

法令の根拠はない。ただ、まだ留置していないからと
いう理由である。そのため、根拠がないことを理由に
早期接⾒に繋げている。

Ｑ２のとおり。

②ない 接⾒が拒否された事例は聞いていない。 刑弁センターとしては把握していない。 弁解録取前、弁解録取中を理由として接⾒を拒否され
た事例は聞いていない。但し、その段階での接⾒申し
⼊れがどの程度、存在するのか明確ではない。
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弁護⼠会

⼤阪

京都

兵庫県

奈良

滋賀

和歌⼭

愛知県

三重

岐⾩県

福井

⾦沢

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４

６ 逮捕直後の，警察による当番弁護⼠選任の教⽰

③協議していない ③その他
（ どのような形で協議をするか⾃体を検
討中である ）

特になし

③協議していない ②会からは申⼊れをしていない 委員会として把握していない。

③協議していない ①会から申⼊れをしたが断られた

③協議していない ②会からは申⼊れをしていない 具体的には把握していない。

①協議した ・２０１６年１１⽉３０⽇、２０１７年９⽉１３⽇、
２０１８年１０⽉２３⽇に、協議（申⼊書を送付し
て、その説明に、県警本部に⾏った）を⾏った。
・法定の教⽰事項を教⽰した後に、被疑者から、「弁
護⼠を呼ぶにはどうしたらいいか」等の質問や、「よ
くわからない」等の申し出があれば、当番弁護⼠の告
知を⾏う（現在もそのようにしている）とのことで
あった。
・当番弁護⼠制度の告知を取り込むことまでの確認は
取り決められていない。

特に⾒当たらない。

③協議していない ③その他
（会員に対してアンケートという形で被疑
者から教⽰内容の聞き取りを依頼し，協議
の申し⼊れの準備を⾏っている。）

取調官より定型⽂⾔での教⽰がなされ，留置官からも
別途教⽰がなされる。「無料」とまで説明するかは担
当官次第である。

③協議していない 特にない。

①協議した 平成２９年に協議をしているが、県警からは、⽇弁連
と警察庁との協議による全国対応を希望するとの返答
があるのみで、協議の結果、何らかの成果をあげられ
るものではなかった。協議の議事録は作成されていな
い。

委員会としては把握していない

①協議した 別添 把握していない。

①協議した 対象が拡⼤される際に、刑事弁護委員会の委員⻑以下
数名と県警本部の留置管理課とで協議の場をもった。

特にないが、福井警察署が新築された後、同署の留置
管理課が廃⽌され、同署の留置管理は本部留置となっ
た。それに伴い、⼥性・少年 などは、福井警察署内
の本部留置にて留置されることになり、本部留内で⾝
体拘束される⼈員が増⼤した。
前述の協議が功を奏したのかどうか、エビデンスがあ
る訳ではないが、本部留置の担当者は、逮捕された被
疑者に対し、積極的に当番弁護の利⽤を勧めているよ
うである。

③協議していない ①会から申⼊れをしたが断られた 弁護⼈選任に関する教⽰をする際に当番弁護⼠の照会
をすることはないが，被疑者から尋ねられたときには
当番弁護⼠制度を紹介していると警察からは⾔われて
いる。
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第 2章　アンケートの結果と分析

弁護⼠会

⼤阪

京都

兵庫県

奈良

滋賀

和歌⼭

愛知県

三重

岐⾩県

福井

⾦沢

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３

７ 検察庁内での物の授受 ８ 勾留質問中の裁判所での接⾒

特になし いいえ 特に把握していない 勾留質問前の接⾒は割と認めてくれるようである。た
だし、時間は短めにといわれることもあるようであ
る。

委員会として把握していないが、ここ数年、弁護⼈選
任届の授受、不受任通知の差⼊れについてはスムーズ
に⾏われているという認識である。

弁護⼈選任届の授受（被疑者の署名・押印を含む）、
不受任通知書の差⼊れは可能な運⽤となっているが、
それ以外の物の授受については把握していない。

いいえ 委員会として把握していない。 勾留質問前の接⾒申込みには、裁判所から勾留質問開
始予定時間から逆算した時間指定が⾏われることが多
い。勾留質問中の接⾒申込みについては、接⾒に応じ
ないものと理解している。

委任状の署名、指印を求めて授受した例がある。 いいえ

把握していない。 把握していない。 いいえ 拒否された事例は把握していない。 拒否された事件は聞いていない。

特に取り決め、協議はしていない。 できた事例は把握していない。 いいえ 拒否事例の情報は把握していない。 勾留質問前の接⾒申込みは、裁判所内の接⾒室を利⽤
して接⾒できている。
勾留質問中の接⾒申込みについては把握していない。

特にありません。 被疑者ノートの差し⼊れについて，担当事務官から押
送の職員に渡り，被疑者へ差し⼊れることが出来たと
いう事例がある。

いいえ 拒否事例の報告は受けておりません。 特にありません。

協議をしたが、弁護⼈選任届、弁護⼈等の名刺、不在
不受任通知の授受についてのみ認め、それ以外は、被
疑者ノートやリーフレット、刑事被疑者弁護援助制度
の利⽤申込書などの収受も断られた。

⼀審強の議題に提案し（平成３０年１１⽉２０⽇開催
時の議題と、令和２年２⽉１０⽇開催時の議題）、上
記のとおり３点に限って認めるとの回答がなされてい
る状況だが、それ以前には、検察官構内接⾒の際に授
受が認められた物の例として、医療機関に提出する診
療情報提供に関する同意書、メモ⽤紙（弁⾯調書作成
のため）、証拠写真が報告されていた。

いいえ 把握していない。 勾留質問前の接⾒は通常認められる。
勾留質問中については把握していない。

取り決め、協議をしたことはない。 委員会としては把握していない。 いいえ 接⾒申し込みをしたが、勾留質問が終わるまで待たさ
れた事例はあったようである。

委員会としては把握していない。

ない。 ない。 いいえ 把握していない。 勾留質問前は、接⾒可能。質問中は不明。

特に取り決めはしていない。 把握していない。 いいえ Ｑ１にて、「いいえ」と答えたが、以前はできてい
た。最近は、検察庁内での接⾒を要請されているよう
に思われる。
（特に⽀部では、その傾向が強いと思われる。）

Ｑ２のとおり。

特になし。 刑弁センターとしては特に把握していない。
留置担当官の了解が得られる物品については授受が認
めらている。

いいえ 特に報告を受けていない。 被疑者が勾留質問のため裁判所にいるとき，構内接⾒
の申し⼊れをすれば，裁判所はそれに応じてくれてい
る。
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第１編　刑事弁護の最前線

弁護⼠会 Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２

１ 取調べの可視化を義務付ける改正刑事訴訟法施⾏後の捜査機関による取調べの変化

富⼭県

活動はしていない。 活動はしていない。 メーリングリストにて報告がなされることがあるほ
か，刑事委員会の冒頭に事例報告会を開催して，委員
会内で事例の共有をしている。事例報告会では，刑事
委員会の委員が報告者となることがほとんどである
が，報道された事件などの場合，委員以外であって
も，担当の弁護⼠（弁護⼈）に出席を求め，報告して
もらうことがある。

把握していない。

広島

広島弁護⼠会もしくは刑事弁護センター委員会が開催
する研修会や勉強会で定期的に取り上げています。ま
た，会員に対して，可視化申⼊れ⽂書のひな形を配布
し活⽤を促しています。

特に活動はしていません。 広島弁護⼠会の刑事弁護センター委員会としては特段
把握していない。個別に刑事弁護センター委員会の委
員が相談を受けて助⾔することはあると思われる。稀
に普段交流のない会員から「刑事弁護センター委員
⻑」（回答者が委員⻑）に相談したいという要望があ
り相談を受けることはある。また、広島弁護⼠会では
「刑事弁護質問ＭＬ」を⽴ち上げており、そこで質
問・回答が⾏われることがある。

広島弁護⼠会刑事弁護センター委員会としては把握し
ていません。

⼭⼝県

新⼊会員に対する研修の時に，可視化申⼊れを積極的
に⾏うようアナウンスしている。
その他に会として活動は⾏っていない。

特に活動はしていない。 刑事弁護センター委員会としては特段把握していな
い。

Ｑ1に同じ。

岡⼭

特に活動していない。⽇弁連から関連する研修会の案
内があれば，その都度，会員に案内している。

特に活動していない。⽇弁連から関連する研修会の案
内があれば，その都度，会員に案内している。

岡⼭弁護⼠会では，例年，約3ヵ⽉間にわたり，被疑者
の不必要な⾝体拘束に対する勾留阻⽌の全件申⽴て運
動を⾏っているところ，同運動の成果と課題を把握す
るため，勾留阻⽌活動結果報告書の提出を呼び掛けて
いる。

同上（同左）。

⿃取県

⿃取県弁護⼠会、及び、刑事弁護センターとしては特
に活動しておりません。

特に活動はしておりません。
⽇弁連が開催する研修は、会員に周知するようにして
います。

⿃取県弁護⼠会の刑事弁護センターとしては特段把握
しておりません。

⿃取県弁護⼠会の刑事弁護センターとしては特段把握
しておりません。

島根県

島根県弁護⼠会⼜は同刑事弁護センター委員会におい
て，現状のところは，活動をしていません。

島根県弁護⼠会⼜は同刑事弁護センター委員会におい
て，現状のところは，活動をしていません。

刑事弁護センターでは、⾝柄解放アンケートを平成２
７年より⾏っており、把握に努めている（別紙参照）

刑事弁護センターでは、⾝柄解放アンケートを平成２
７年より⾏っており、把握に努めている（別紙参照）

福岡県

会員に対する研修の際、取り調べの可視化の重要性や
⽇弁連における取り組みを紹介するなどして、会員に
対する啓蒙を図っている。また、新型コロナ・ウィル
ス感染症の拡⼤のため延期となったが、昨年に当会で
開催を予定していた可視化経験交流会の実施に向け
て、九弁連管内の各単位会から可視化に関する事例を
収集しており、同交流会での報告に向けた具体的な検
討を予定している。

Ｑ１に対する回答と同様である。 毎年、⼀定の時期に、九弁連管内の各単位会が協⼒し
合って全件準抗告運動を実施している。
準抗告の結果は、成功・不成功を含め、会員に報告を
求めており、同データを集計している。その中で、成
功例などは積極的に会員に報告を⾏っている。この運
動により、勾留却下率の増加、準抗告認容率の増加等
の顕著な効果が確認されている。
また、刑事弁護等委員会において、刑事⾝体拘束⼿続
適正化ＰＴを⽴ち上げており、全件準抗告運動におい
て会員から報告された事例について、事案・特⾊等を
データベース化している。理論⾯で検討の価値のある
事例、成功著しい事例については、報告者に個別に問
い合わせ、年２回程度のペースで実施している捜査弁
護研修の際に事例報告をしてもらっている。
同ＰＴは、勾留を取り巻く様々な問題を⽇常的に検討
しており、現在は、勾留質問への⽴ち会い、勾留質問
の実質化などを求める活動を展開している。
なお、委員会が⽴ち上げた「刑弁ネットＭＬ」（刑事
弁護の悩み相談ＭＬ）に投稿が寄せられ、そこで意⾒
交換が⾏われる場合もある。

Ｑ１と同様である。

佐賀県

特に活動はしていない。 特に活動はしていない。 特段把握していない。 特段把握していない。

⻑崎県

特にしていない。 特にしていない。 例年，九弁連管内の単位会で，⾝体拘束に関する不服
申⽴を積極的に⾏う活動（準抗告運動とよんでいま
す。）を⾏っています。
令和２年度の報告では，勾留阻⽌（検察官。裁判官）
が報告３件中３件認容，勾留準抗告が報告６件中３件
認容，勾留延⻑準抗告が報告１件中１件認容となって
います。

Ｑ１での報告では上がっておらず把握していない。

資料１ アンケート集約表（富山県～長崎県）
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弁護⼠会

富⼭県

広島

⼭⼝県

岡⼭

⿃取県

島根県

福岡県

佐賀県

⻑崎県

Ｑ３ Ｑ４ Ｑ５ Ｑ６

２ ⾝体⾮拘束化及び⾝体拘束期間の短縮傾向

把握していない。 ①ある
ア（具体的内容：「全件」ではないが，問題のある勾
留を争う運動を⾏った。）
イ（具体的内容：２０１８年７⽉２４⽇、⻑沼正敏弁
護⼠（埼⽟）を講師に、研修「⾝体拘束からの解放〜
不必要な⾝体拘束を争う弁護活動〜」を実施。２０２
１年１⽉８⽇、富⼭地裁刑事部部総括を講師に、⾝体
拘束の争い⽅に関する研修を実施。）

①あった
ア

②検討していない

当会会員からの報告として，勾留理由開⽰において，
裁判官から勾留の必要性について「被疑者が黙秘をし
ている事情」も含めて説明されたのに対して、黙秘権
侵害を理由として勾留準抗告をしたところ、特別抗告
審（最⾼裁）が「勾留理由開⽰での説明としては不適
切であった」と理由中の判断を⽰した事例があった。
また、「刑事弁護質問ＭＬ」を⽴ち上げており、そこ
で質問・回答が⾏われることがある。ML等で話題に
上ったことがあるのは、年末年始や去年のGW10連休が
閉庁⽇だから勾留理由開⽰をやらないという回答が
あったときに、どう対応するかということが議論され
た。最終的には、裁判所が閉庁⽇に勾留理由開⽰を実
施した。

①ある
ア（具体的内容：過去には接⾒禁⽌について全件準抗
告運動を⾏っていた。）
イ（具体的内容：数年に⼀回程度開催している。）

①あった
ウ（具体的に：正確な数字や傾向の確認は難しいが，
⼀定の成果はあったと考えている。季刊刑事弁護No４
６・８８⾴の今枝弁護⼠の報告参照。）

①検討している
研修会を増やしたい。他の単位会からも講師を招いて
の研修会を実施したい。 裁判所との意⾒交換会等を
実施したい。

Ｑ１に同じ。 ①ある
イ（具体的内容：1度，埼⽟弁護⼠会の⻑沼先⽣を招い
て，会員向けの研修を開催した。）

①あった
ウ（具体的に：研修後の全件運動が実施出来ていない
ので具体的は成果の把握は出来ていないが，研修後は
積極的に⾝体拘束からの解放に取り組む会員も増えた
と思われるので，⼀定の成果はあったと考えてい
る。）

①検討している
（具体的に：勾留決定に対する準抗告の全件運動を実
施することを検討している。）

特に活動していない。 ①ある
ア（上記（Ｑ１）の通り）
イ（具体的内容：毎年1回程度開催している。）

①あった
ア
イ

①検討している（具体的に：今後も全件運動を継続し
たいと考えている。）

⿃取県弁護⼠会の刑事弁護センターとしては特段把握
しておりません。

②ない ②検討していない

島根県弁護⼠会⼜は同刑事弁護センター委員会におい
て，特段把握しておりません。

①ある
ウ（具体的内容：埼⽟県弁護⼠会との勾留に関する勉
強会を実施した）

①あった
ウ（具体的に：正確な回答は難しいが⼀定の成果は
あったものと考えている）

②検討していない

Ｑ１と同様である。 ①ある
ア（具体的内容：全件準抗告運動を複数回⾏った）
イ（具体的内容：研修を年に数回⾏っている）
ウ（具体的内容：埼⽟会から講師を派遣してもらって
全件準抗告運動の成果および具体的弁護活動について
講義・研修を⾏ってもらったことがある）
エ（具体的に：刑事⾝体拘束⼿続適正化ＰＴを設置
し、⾝体拘束⼿続を適正に運⽤するための⽅策を検討
し、提⾔している。特に、勾留質問を実質的に⾏うこ
とによって裁判官が勾留要件を厳格に判断するように
なるための⽅策に⼒を⼊れている。具体的には勾留質
問実質化・勾留質問への⽴会申⼊書の雛形を作成し、
会員に利⽤を呼び掛けている。また、勾留前被疑者援
助制度を利⽤した事件において勾留請求却下等の成果
があった場合に、会独⾃の追加報酬を⽀出する制度の
創設に向けて活動中である）。

①あった
ア
イ

①検討している
（具体的に：引き続き定期的に全件準抗告運動を実施
する（委員会内にＰＴを⽴ち上げており、会としての
態勢は整えられている）

特段把握していない。 ①ある
ア（具体的内容：毎年６⽉から８⽉にかけての３か⽉
間，全件準抗告運動を⾏っている。）
イ（具体的内容：全件準抗告運動に先⽴ち，毎年，準
抗告に関する研修を⾏っている。）

①あった
ア
イ
ウ（具体的に：準抗告運動との関連は不明であるが，
準抗告 認容率や勾留請求却下率が上昇した。）

②検討していない

把握していない。 ①ある
ア（具体的内容： Ｑ１での回答の通り，九弁連管内
の単位会で特に積極的に⾏う期間を設定して準抗告等
の申⽴と報告を求めている。単位会ごとにとりまと
め，九弁連の刑事弁護連絡協議会で報告している。）
イ（具体的内容：被疑者段階の弁護活動の研修をした
ことがある。）

①あった
ア
イ

＊効果があったのか，なかったのか，確認したことは
ない。
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Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３

３ 黙秘について

ない。 していない。 委員会としては把握していないが，委員がそれを経験
した。
標⽬：検⾯調書
内容：問答式の否認調書
⽴証趣旨：被告⼈の弁解内容等

「刑事弁護質問ＭＬ」を⽴ち上げており、そこで質
問・回答が⾏われることがある。
・黙秘したことで起訴されないか、勾留延⻑されない
か。
・⾃⽩事件で黙秘させて検察官が不起訴に向けての申
⼊れに取り合ってくれないのではないか。
・黙秘している動画が証拠採⽤されて不利益にならな
いか。
・精神⾯から黙秘を貫くのが困難な被疑者へのアプ
ローチ。例えば、取り調べ中に雑談に応じてもいい
か。

毎年，黙秘に関する研修を開催している。会員に対し
て黙秘の有効性について今後なお⼀層の周知を図って
⾏きたい。

刑事弁護センター委員会としては把握していない。証
拠請求されたという話を聞いたことはある。

刑事弁護センター委員会に対して相談はないが，個別
に委員に対して質問や相談はあると思われる（委員会
で件数や内容までは把握していない。）。

新⼊会員に対する研修の時に，黙秘が基本となるこ
と，黙秘の有効性（講師の経験した事例の紹介），黙
秘をさせる場合の⽅法等を伝えるようにしている。

刑事弁護センター委員会としては把握していない。

特に把握していない。 特に活動していない。⽇弁連から関連する研修会の案
内があれば，その都度，会員に案内している。

委員会としては，特に把握していないが，そのような
証拠請求がなされていることは聞いている。

会員から⿃取県弁護⼠会刑事弁護センターに対して、
黙秘の⽅針についての悩み相談はありませんが、⼩規
模単位会である当会では⼤多数の弁護⼠が国選弁護⼈
登録をしており、国選弁護⼈登録をしている弁護⼠の
多くが刑事弁護MLに⼊っているため、意⾒交換の場は
整っています。

⿃取県弁護⼠会の刑事弁護センターとして、黙秘を勧
めるための運動や研修は実施していません。

刑事弁護センターとしては把握しておりません。

黙秘実践について、委員⻑に対し個別の相談がある
（黙秘の範囲等）

平成３０年に刑事弁護フォーラムから講師を招き、模
擬接⾒を⾏いながら実践的な講義を⾏った。

刑事弁護センター委員会において，特段把握しており
ません。

委員会に対して会員から個別に相談等が持ちかけられ
る場合や、「刑弁ネットＭＬ」という刑事弁護の悩み
相談のＭＬを⽴ち上げており、そこに投稿がある場合
があるが、具体的には把握していない。

新⼈会員を対象とした弁護⼠会主催の研修、会員全般
を対象とした委員会主催の研修「刑事弁護通信福岡」
（情報冊⼦）に事例報告を掲載可視化経験交流会の開
催（昨年に実施予定であったものが延期）

委員会としては把握していない。

特になし。 黙秘を勧めるために特化した研修は実施していない
が，新⼈研修等の研修の際に，黙秘を勧めることにつ
いての重要性について触れる機会はある。

把握していない。

⻑崎県弁護⼠会の刑事弁護委員会としては把握してい
ない。個別のケースについて会員間で相談等されてい
るケースはあると思う。

新規登録，登録替えの会員（公設事務所が多いため例
年⼀定数は必ずいる）を対象とした研修のほか，毎年
ではないが過去に⼀般会員向けに黙秘の有効性を含む
研修の実施している。

把握していない。ただし，住所や連絡先を省略した供
述調書が証拠請求されたことについては過去に報告が
あった。
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４ 弁護⼈へのアクセス権 ５ 弁解録取前・弁解録取中の接⾒

②ない 把握していない。

②ない 当番弁護⼠が検察庁において弁解録取前の接⾒を申し
込んだところ、接⾒室がない等として秘密接⾒を拒否
した事案について、国家賠償請求訴訟を提起して勝訴
した。（今枝⾜⽴岡野国賠）

刑事弁護センター委員会としては把握していません。 事実上接⾒を待たされた事例があり，抗議を検討した
件があった。

②ない 委員会としては把握していない。 2021年3⽉4⽇に，県警（留置管理課・刑事企画課）と
協議を⾏った時は，県警側も初回接⾒の重要性を理解
し，迅速な接⾒のため⽀障のないようにしていきた
い，という雰囲気が感じられたが，弁解録取前，弁解
録取中の対応まで含むものかは明らかではなく，ま
た，具体的に各警察署でどのような対応を⾏っている
かまでは分からなかった。

②ない 当番弁護⼠が検察庁倉敷⽀部において弁解録取前の接
⾒を申し込んだところ，被疑者が⾞いすを利⽤してい
る関係で接⾒室まで安全に移動することができないこ
とを理由に接⾒を拒否した事案について，委員会とし
て検察庁に対し抗議を⾏った。

前記事例については，設備の制約（接⾒室に通じるEV
不存在）を理由に拒否があったものだが，初回接⾒の
拒否という重⼤な接⾒交通権の侵害である旨の当会の
反論に対して，検察庁が倉敷⽀部庁舎の接⾒室を改修
するための予算要求をしている旨把握している。

②ない ⿃取県弁護⼠会の刑事弁護センターでは把握しており
ません。

⿃取県弁護⼠会の刑事弁護センターでは把握しており
ません。

⿃取県弁護⼠会の刑事弁護センターでは把握しており
ません。

②ない 刑事弁護センター委員会において，特段把握しており
ません。

①ある 拘置所が裁判所から⾞で２０分ぐらい要する場所にあ
るが、裁判所に隣接する検察庁の庁舎内に電話による
外部交通のための電話が設置されており（なお、法テ
ラス福岡には国選弁護⼈専⽤の電話が設置されてい
る）、これを利⽤している会員がいることは分かって
いる。
あくまで⼀例であるが、事務連絡など短時間の接⾒で
済みそうな場合などには、電話による外部交通は事前
予約制で待ち時間がないので便宜であったとの感想に
接したことがある。

再逮捕直後の弁解録取中であることを理由に接⾒を拒
否された経験を有する会員がいる。当該会員は、起訴
済の事件の担当検事に対して直ちに抗議の電話をした
が、結局、弁解録取後の接⾒になってしまい、勾留決
定に対する準抗告申⽴書においてその点を指摘したと
いうことであった。

詳細は把握していない。 捜査機関の⼀般的な対応は把握していない（統⼀的な
取り扱いとなっているのか分からない）。
上記の実例に鑑みれば、現に弁解録取を⾏っている最
中であれば、接⾒の開始まで待たされることがあり得
る。

②ない 把握していない。

②ない 遠距離接⾒や悪天候のケースで利⽤された。 把握していない。 把握していない。 把握していない。
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６ 逮捕直後の，警察による当番弁護⼠選任の教⽰

③協議していない ③その他 慣習等は存在しない。

③協議していない ②会からは申⼊れをしていない 県警本部によると，取調担当捜査官から被疑者に対し
取調前に当番弁護⼠制度に関する情報提供を⾏うよう
に，指導しているとのことであった。

②協議中である 刑訴法改正の際に，県警に対して，教⽰内容の具体例
を提⽰し，それを教⽰するよう求めたが，拒否され
た。
その後，前述の2021年3⽉4⽇の県警との協議の際に
も，当番弁護⼠制度の告知時期や教⽰について意⾒交
換を⾏った。この時は，逮捕直後の当番弁護⼠制度の
告知については「法律上の義務ではない」，教⽰につ
いては「法律の定めた範囲で⾏っている」という県警
側の回答であったが，今後も定期的に協議の場を設け
ることになったので，引き続き要望を⾏っていく予定
である。

県警本部との取り決めは存在しない。
なお，事実上の慣習とまでは⾔えないが，警察署に
よっては留置課職員が被疑者に対して，当番弁護⼠の
存在を教えて，利⽤した⽅がよいなどとアドバイスし
てくれたという報告がいくつかある。

①協議した 協議の際，「留置担当者は，留置されている被疑者に
対し，無料の制度であるという点も含めて当番弁護⼠
制度について説明している。ただし，当番弁護⼠制度
が法律上の制度ではないことを理由に，当番弁護⼠制
度に関する書⾯は⾒せていないし，今後も⾒せる予定
はない。」との説明を受けている。

特に把握していない。

③協議していない ②会からは申⼊れをしていない 当会と県警本部との取り決めはなされていませんが、
被疑者への当番弁護⼠制度に関する情報提供がなされ
ることは多いです。

①協議した 法令の⽂⾔を⼀律教⽰するという⽅針で臨んでおり，
それ以上の内容を教⽰することはできない，との旨の
回答でした。

取り決めについては特段なく，また，慣習について把
握しているところはありません。

③協議していない ①会から申⼊れを⾏ったが断られた
 (弁護⼠会から県警本部に対して協議の申
し⼊れを⽂書で⾏い、留置管理課の担当者
を訪問して⼝頭でも要請したが、当番弁護
⼠が法令上の根拠に基づく制度ではないこ
とから協⼒できない旨の回答があり、具体
的な協議に⾄らなかった）

取り決めや統⼀的な取り扱いは存在しないが、捜査官
や留置係の担当者が個別に当番弁護⼠の存在を被疑者
に教⽰していることは珍しくないものと思われる。

③協議していない ②会からは申⼊れをしていない

③協議していない ③その他
（既に，当会管内の警察署では逮捕直後か
ら当番弁護⼠の教⽰等が⾏われているた
め。）

特段の取り決めはないが，被疑者の話によれば，逮捕
直後から当番弁護⼠の話を警察官から聞いているとの
ことである。
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７ 検察庁内での物の授受 ８ 勾留質問中の裁判所での接⾒

取決めはしていない。 いいえ 受けていない。

協議中です。平成２４年３⽉３０⽇付の広島地⽅検察
庁検事正通知により、原則として物の授受は出来ない
が、弁護⼈⼜は弁護⼈となろうとする者の名刺、弁護
⼈不在通知⼜は不受任通知の授受、弁護⼈選任書に被
疑者の署名・指印を受けることについては便宜を図る
とされており、これに準じた運⽤が実施されている
が，被疑者ノート等の冊⼦については差し⼊れが認め
られていない。そこで、被疑者ノートと弁護⼠からの
助⾔事項をまとめた１枚物のペーパーの差し⼊れが認
められる様、申⼊れを⾏っている。

前述の検事正通知において便宜が図られている物以外
の物の授受については把握していない。遠⽅の警察署
留置の被疑者について、例外的に被疑者ノートを差⼊
れできた事例がある。

いいえ 拒否事例は把握していません。 委員会としては，裁判所の対応を把握していない。想
定される対応としては，勾留質問前の接⾒申込は応じ
てもらえるものの，勾留質問中の接⾒申込は接⾒に応
じないものと思われる。

取り決めや協議は⾏っていない。 ・陳述書
窃盗（万引き）事案で，勾留請求に対する意⾒書の添
付資料とするため作成。検察庁での弁解録取前に接⾒
し，陳述書を差⼊れ，署名・指印された陳述書をその
場で宅下げした。

いいえ 報告は受けていない。 具体的な対応は把握していない。

特に把握していない。 いいえ 特に把握していない。

当会と検察庁及び警察本部との間での取り決めはして
いません。

誓約書の差⼊れと宅下げはできたことはあります。 いいえ 拒否事例の情報は把握しておりません。 勾留質問前の接⾒申込みの有無については不明です。

取り決め⼜は協議については特段ありません。 回答者の経験した事例として次の通り不受任通知を授
受しようとしたところ，「交付が必要なことは重々理
解できるが，検察庁で物の授受をできる旨の規定が存
せず対応を検討させてほしい」旨説明されたことは
あったが，最終的には交付された。
弁護⼈選任届への署名指印を受けることについては便
宜が図られた。

いいえ 拒否事例の情報は把握していません。 現状，把握している情報はありません。

取り決めや協議はしていないと理解している。検察庁
の接⾒室の管理は、被疑者を押送する警察や拘置所が
担っていることから、弁護⼈選任届や不受任通知など
弁護⼈の選任に関する書類以外の物の授受は（差し⼊
れの態勢が整っていないので）できないのではないか
と思われる。名刺の差し⼊れができなかったとの実例
が会員から寄せられたことがあったように記憶してい
る。

委員会としては把握していない。 いいえ 委員会としては把握していない。 少なくとも福岡地裁本庁では、勾留質問のために被疑
者が裁判所の同⾏室に在室している場合は、書記官室
に接⾒室の使⽤を申し出れば、現に勾留質問のために
勾留質問室に在室している場合でなければ（勾留質問
の開始を待っている、あるいは終了して留置・刑事施
設に戻る前）であれば、裁判所の接⾒室での接⾒は可
能である。ただし、勾留質問終了後に留置・刑事施設
に戻る移動⼿段（バスなど）の出発時刻の関係で、接
⾒時間の制限がある場合があるものと思われる。

特になし。 特になし。 いいえ 特段把握していない。

協議していない。 把握していない。 いいえ 報告を受けていない。 報告を受けていない。公判期⽇の前後での裁判所の接
⾒室を利⽤した接⾒については例がある。
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弁護⼠会 Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２

１ 取調べの可視化を義務付ける改正刑事訴訟法施⾏後の捜査機関による取調べの変化

⼤分県

特に活動はしていない。 特に活動はしていない。 委員会としては特に把握していないが，事例について
は，メーリングリストで報告してもらっている。

特に委員会としては把握していない。

熊本県

特に活動していない。 特に活動していない。 委員会としては特に把握していないが、委員会開催時
において個別事案の報告・相談、委員会のMLまたは刑
事弁護意⾒交換MLでの報告・相談がなされることがあ
る。近時、特段の理由が考えられないような事案で、
裁判所の判断が翌⽇に持ち越される事例が報告されて
いる。

Q1に同じ。

⿅児島県

特に活動はしていない。 特に活動はしていない。 初回接⾒で被疑者が意思疎通困難であることが判明
し、⼀旦準抗告をしたことで、その後の検察官とのや
りとりがスムーズとなり、福祉につなげることで勾留
延⻑されることなく釈放させることができた。

特に把握していない。

宮崎県

特別な活動はしていない。 特別な活動はしていない。 ここ数年間、６⽉〜８⽉の期間は全件準抗告等運動を
しており、同期間の準抗告の成功例については、委員
会で把握している。
特筆すべき事例はない。

同上（同左）

沖縄

可視化に特化した活動は⾏っていないが、定期的に開
催する研修で触れている。

特に⾏っていない。 九弁連刑事弁護連絡協議会主催で、⼀定の時期に全件
準抗告運動を実施している。申⽴てた結果は会員に
メーリングリストなどで報告を求めており、とりまと
めた結果を会員に報告している。

把握していない。

仙台

特に活動はしていない。 特に活動はしていない。 仙台弁護⼠会の刑事弁護委員会としては特段把握して
いない。

仙台弁護⼠会の刑事弁護委員会としては特段把握して
いない。

福島県

特に活動していない。 特に活動していない。 把握していない。 把握していない。

⼭形県

特にしていない。 特にしていない。 平成31年6⽉に、早期の⾝体拘束解放に向けた活動の報
告会を実施し、勾留決定に対する準抗告や勾留取消し
の事例が紹介された。

Q１に同じ。

岩⼿

特に活動はしていないが、毎年２⽉に実施される新規
登録者向け研修において、可視化申⼊れの重要性につ
いて講義している。

特に活動はしていない。 平成３０年以降、不必要な⾝体拘束に対する準抗告全
件運動を実施し、会員に対し報告を求めている。否認
事件において勾留延⻑決定に対する準抗告を申し⽴て
た結果、延⻑期間が１０⽇から５⽇に短縮された事例
がある。

被害者と⽰談し勾留取消請求をしたところ、申⽴てに
対する判断が出る前に検察官が任意に被疑者を釈放し
た事例などがある。このような場合、弁護⼈の努⼒に
よって⾝体拘束からの解放がなされたにもかかわらず
国選報酬の加算がなされないが、不合理であるとの声
がある。

秋⽥

シンポジウムや⼈権⼤会、各種専⾨委員会へ主として
刑事弁護関係の委員を派遣し情報集約に務めている。

特に活動はしていない。 当会の刑事委員会として恒常的に把握する仕組みはな
い。
但し，会員相互に情報提供し合える単位会内のメーリ
ングリストがあり，そこにおいて成功事例などは適宜
報告されることも多く，情報収集に役⽴っている。

本項Ｑ１に同じ。

⻘森県

特になし 特になし 特になし 特になし

資料１ アンケート集約表（大分県～青森県）
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弁護⼠会

⼤分県

熊本県

⿅児島県

宮崎県

沖縄

仙台

福島県

⼭形県

岩⼿

秋⽥

⻘森県

Ｑ３ Ｑ４ Ｑ５ Ｑ６

２ ⾝体⾮拘束化及び⾝体拘束期間の短縮傾向

特に委員会としては把握していない。 ①ある
ア
エ 準抗告の申⽴書の書式を会員⽤ページで公開して
いる。

①あった
ア

①検討している
（具体的に：研修の充実）

Q１に同じ。 ①ある
ア（具体的内容：熊本県弁護⼠会独⾃というものでは
ないが、九弁連管内の弁護⼠会が合同で勾留に対する
準抗告運動をこれまで数回実施している）
ウ（同上）

①あった
ウ（具体的に：報告が上がってくるものは成果が出た
ものが多く全体の申⽴件数は把握できていないが、⼀
定の効果はあったと考えている。裁判官からも、各種
協議会や懇親会等で準抗告運動への⾔及があった。）

①検討している
（具体的に：本年も準抗告運動が予定されている。）

特に把握していない。 ①ある
ア
イ（具体的内容：全件申⽴て運動の前後に報告会の開
催など。）

①あった
ア

①検討している
（具体的に：準抗告運動の継続や研修会開催等）

把握していない。 ①ある
ア（具体的内容：ここ数年間、６⽉〜８⽉の期間は全
件準等運動をしている。）
ウ（具体的内容：九弁連で各地の全件準抗告運動の成
果を持ち寄っている。）

①あった
ウ（具体的に：普段はあまり準抗告をしない会員も準
抗告をするようになった。）

②検討していない

２０１９年の年末であったが、刑訴規則に定められた
期限内に開⽰公判期⽇を開かなかったケースが⽣じた
ことから、会⻑声明を発出した。
http://www.okiben.org/modules/contribution/index.p
hp?page=article&storyid=194

①ある
ア（具体的内容：前記のとおり）
イ（具体的内容：毎年実施している研修で触れてい
る。また、事例報告研修を開催したことがある。）

①あった
ア
イ

①検討している
（具体的に：全件準抗告運動は定期的に実施すること
になると思われる。）

仙台弁護⼠会の刑事弁護委員会としては特段把握して
いない。

①ある
イ（具体的内容：２０１６年頃に捜査弁護活動につい
ての研修を実施した。）

①あった
ウ（具体的に：刑事弁護委員会として特に把握はして
いない）

②検討していない

把握していない。 ②ない ②検討していない

把握していない。 ①ある
イ（具体的内容： 平成30年3⽉に、さいたま弁護⼠会
の⻑沼正敏先⽣を講師として、⾝体拘束からの解放を
テーマとした研修を実施した。）

①あった
ア

①検討している
（具体的に：準抗告等の事例が蓄積されれば、報告会
を実施する。）

特に把握していない。 ①ある
ア（具体的内容：平成３０年以降、不必要な⾝体拘束
に対する準抗告全件運動を実施している。）
イ（具体的内容：令和２年３⽉に埼⽟の⻑沼正敏先⽣
をお招きして研修（発展型研修）を開催した。令和３
年３⽉には、会員が成果事例を報告する報告会を開催
する予定。）

①あった
ウ（具体的に：運動実施前の申⽴件数、認容件数を把
握していないため、成果の有無は不明。今後、勾留請
求却下率や検察官が勾留請求せずに釈放される率が増
加することを期待する。）

②検討していない

本項Ｑ１に同じ。 ①ある
イ（具体的内容：保釈について当庁の裁判官を招き研
修を⾏ったことがある。）

①あった
ウ（具体的に：裁判所の思考過程などをざっくばらん
に情報共有することができた。）

①検討している
（具体的に：上記の活動を継続していく）

全くなし ①ある
イ（時々実施）

①あった
ウ（不明）

②検討していない
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弁護⼠会

⼤分県

熊本県

⿅児島県

宮崎県

沖縄

仙台

福島県

⼭形県

岩⼿

秋⽥

⻘森県

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３

３ 黙秘について

特にない。 研修をしたことがある。 把握していない。

特になし。 令和元年１１⽉に黙秘弁護研修を実施した。 委員会としては把握していない。

特に把握していない。 特に活動はしていない。 特に把握はしていない。

先⽇、⼤阪の⼩坂井先⽣を招聘して研修を⾏った。 把握していない。

黙秘を貫くのが困難な被疑者の場合はどうすればいい
か、という相談はしばしば寄せられる。

黙秘に特化した研修等は⾏っていないが、毎年⾏って
いる新⼈研修で触れている。

そのようなケースに接したことはあるが、相当前のこ
とで⽴証趣旨は記憶していない。公判で不同意・異議
がある旨の意⾒を述べ、署名押印がないことを指摘し
たところ裁判所の促しで請求撤回された記憶である。

仙台弁護⼠会の刑事弁護委員会としては特段把握して
いない。

特に運動・研修はしていない。 仙台弁護⼠会の刑事弁護委員会としては特段把握して
いない。

ない。 毎年，新⼈向け研修を⾏っている。 把握していない。

把握していない。 していない。 把握していない。

近年、黙秘の⽅針について委員会に相談が持ち込まれ
たことはない。

毎年２⽉に新規登録者旨の刑事弁護研修を実施してお
り、捜査弁護（特に否認事件の弁護）における黙秘の
重要性や黙秘を貫徹するための接⾒技法について講義
している。

裁判員裁判において検察官作成の弁解録取書証拠請求
されたものの、弁護⼈が不同意としたため採⽤されな
かった事例がある。事案は窃盗（万引き）事件であ
り、先⾏して起訴された殺⼈罪と併合され裁判員裁判
となった。
 先⾏して逮捕された殺⼈事件において黙秘・署名押
印許否の⽅針を取ったことから、後に逮捕された窃盗
事件についても署名押印を拒否した。

特に把握していない。 特にない。 １件。裁判員裁判（現住建造物等放⽕未遂罪・不採
⽤）

特になし 特になし
運動とは何でしょうか。

なし
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弁護⼠会

⼤分県

熊本県

⿅児島県

宮崎県

沖縄

仙台

福島県

⼭形県

岩⼿

秋⽥

⻘森県

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３

４ 弁護⼈へのアクセス権 ５ 弁解録取前・弁解録取中の接⾒

②ない 把握していない。 委員会は把握していない。 把握していない。

①ある 従前より、⼋代警察署、⼈吉警察署、天草警察署に留
置されている被疑者・被告⼈については、熊本中央警
察署（アクセスポイント）から各警察署に電話をかけ
ることで、電話による外部交通ができることとなって
いる。

会員より、次のような報告があった。委員会としては
特に対応はしていない。
在宅被疑者について私選で弁護⼈が就いていたとこ
ろ、任意同⾏後逮捕されたため、当該弁護⼈がすぐに
接⾒へ向かったところ、逮捕⼿続中とのことで接⾒を
拒否された。ところが、詳しく事情を聞くと、弁解録
取中とのことであったため、直ちに接⾒をさせるよう
求めたところ、しばらく（３０分ほどか）待たせられ
た後、弁解録取書を取る前に接⾒をすることを認めら
れた。

Q1の事例につき、捜査機関の主張の依拠する根拠は不
明。弁護⼈は、「初回接⾒は取調べを直ちに中断して
接⾒させなければならないとの最判があるだろう」と
反論したとのこと。

特に問題となった事例⾃体を把握していない。

②ない 特に把握していない。 特に把握していない。 特に把握していない。

②ない 把握していない。

②ない 把握していない。 把握していない。 統⼀的な取扱いをしているかどうか、把握していな
い。

②ない 仙台弁護⼠会の刑事弁護委員会としては特段把握して
いない。

仙台弁護⼠会の刑事弁護委員会としては特段把握して
いない。

接⾒を待たされている事例の有無については、仙台弁
護⼠会の刑事弁護委員会としては特段把握・検討して
いない。

②ない ない。 把握していない。

②ない 把握していない。 把握していない。 把握していない。

①ある 詳細については把握していない。 把握している事例はない。 把握している事例はない。 検察官の弁解録取のため⽀部管内の留置場から検察庁
本庁に移送された被疑者（死体遺棄事件）について、
当番弁護⼠が担当検察官と交渉
し、弁解録取に先⽴って検察庁内で１５分程度の接⾒
をした事例がある（令和２年）。
 また、平成２６年の事例であるが、弁解録取中であ
ることを理由に初回接⾒に難⾊を⽰した警察官に対
し、初回接⾒の重要性について論じた最⾼裁判例を⽰
すなどして交渉し、結果として接⾒した事例がある
（当時は震災被害のため警察署内に接⾒室がなかった
ことから、警察官の⽴会いの中で接⾒した。弁護⼈が
次回接⾒まで黙秘することを指⽰し、５分程度で接⾒
を終了した）。

②ない 特に存在しない。 接⾒が拒否されたという話は確認していない。

①ある コロナに感染した被疑者が発⽣した場合に備えて，各
警察署へ電話接⾒の準備等をうかがったところ，未対
応が多く，これまで⽇弁連等も電話接⾒に消極的だっ
た⻑い時代の影響は⼤きい。

特になし 特になし 特になし
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弁護⼠会

⼤分県

熊本県

⿅児島県

宮崎県

沖縄

仙台

福島県

⼭形県

岩⼿

秋⽥

⻘森県

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４

６ 逮捕直後の，警察による当番弁護⼠選任の教⽰

①協議した 協議を⾏ったが，県警では，法律の内容以上の教⽰は
できないとのことであった。

特にない。

①協議した 平成２８年に、県警本部と協議し、当時⽇弁連から⽰
されていたモデル案のとおり教⽰するよう申し⼊れ
た。
 県警側からは、「必ずモデル案のとおり教⽰すると
いう運⽤はできない。絶対に当番弁護⼠制度を教⽰し
ないというわけではく、どこまで教⽰するかは捜査担
当の個々の判断に任せているとの回答であった。
 当会からは、教⽰することに努めて欲しいというこ
とと、弁護⼠会から要望があったことを現場レベルに
周知して欲しいと要望した。

③協議していない ①会から申⼊れをしたが断られた 特にない。

①協議した 改正を踏まえた弁護⼈選任権の教⽰の内容としては，
書⾯を⾒せたり⼝頭で法律の⽂⾔通りの教⽰をするこ
とを考えている。当番弁護⼠制度の周知を教⽰義務と
して組み込むことまでは考えていない。

③協議していない ①会から申⼊れをしたが断られた 把握していない。

①協議した 県警とは，改正刑訴法施⾏前となる平成２８年及び平
成３０年９⽉、当番弁護⼠選任の教⽰についての申し
⼊れ及び協議を実施しました。
県警の回答は、２回とも当番弁護⼠制度の周知を教⽰
義務として組み込むことまでは考えていないとの回答
でした。当会からは、教⽰に関する要請の書⾯の配布
まではしなくとも、県警内部にて当番弁護⼠の制度に
関する周知等を⾏ってほしい旨を伝えました。

取り決めは特にない。
事実上の慣習については、当会では特に把握していな
い。

③協議していない ③その他（平成２８年５⽉に刑事訴訟法が
改正された際に，私選弁護⼈選任紹介制度
の教⽰について，⽇弁連の教⽰内容モデル
⽂例を⽰すなどして，注意喚起を⾏うなど
し，協議まではしなかった。）

把握していない。

①協議した 事前のアンケート結果に基づく問題事例の紹介や、当
番弁護⼠制度の教⽰についての要請を⾏った。

ない。

①協議した 令和２年４⽉頃、県警本部に対して、留置担当職員か
ら被疑者に対し当番弁護⼠制度についての教⽰を求め
る申⼊書を発出した（対⾯での協議はしていな
い。）。後⽇、県警本部の職員が弁護⼠会を訪れ、
「申⼊れのあった件について徹底する」と述べて帰っ
ていった。

弁護⼠会と県警本部との間での取決めは特にない。各
警察署による事実上の慣習等の存在は把握していな
い。

③協議していない ①会から申⼊れをしたが断られた

③協議していない ③その他
（不知）
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弁護⼠会

⼤分県

熊本県

⿅児島県

宮崎県

沖縄

仙台

福島県

⼭形県

岩⼿

秋⽥

⻘森県

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３

７ 検察庁内での物の授受 ８ 勾留質問中の裁判所での接⾒

取り決めや協議はない。 委員会は把握していない。 いいえ 報告を受けていない。 把握していない。

特に取決めはなく、協議もない。問題と思われる事例
が発⽣した場合に、必要に応じて都度対応している。

把握していない。 いいえ 委員会としては特に報告などは受けていない。 事例⾃体を把握していない。

特に⾏っていない。 検察庁での接⾒時に名刺の差し⼊れを⾏った例があ
る。
ただし、当番だったためその後被疑者に到達したか否
かまで直接その弁護⼠は確認していない。

いいえ 特に把握していない。 特に把握していない。

弁護⼈選任届のみ差し⼊れは認められている。 いいえ 把握していない。

取決めや協議はしていない。 把握していない。 いいえ 質問にあるような事例は把握していない。 勾留質問前の接⾒申し込みについては、事前に調整し
ておけば対応してくれている。
勾留質問中の接⾒申込みについては、そのような事案
を把握していない。

取り決め⼜は協議はしていない。 仙台弁護⼠会刑事弁護委員会では、特に把握していな
い。

いいえ 拒否事例の情報は把握していない。 勾留質問前の接⾒申込は不明。勾留質問中の接⾒申込
は接⾒に応じないものと理解している。

していない。 把握していない。 いいえ 把握していない。 把握していない。

特にない。 把握しているものはない。 いいえ 把握していない。 把握していない。

特に協議、取決めはしていない。 物の授受に関する事例は把握していない。 いいえ 情報は把握していない。 情報は把握していない。

特に取り決め，協議は⾏っていない。 特に把握していない。 いいえ 特に報告を受けていない。 特に把握していない。

いいえ
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弁護⼠会 Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２

１ 取調べの可視化を義務付ける改正刑事訴訟法施⾏後の捜査機関による取調べの変化

札幌

研修等において、対象外事件についての可視化申⼊れ
の重要正当を指摘し、書式等もその都度配布してい
る。

研修等で、可視化申⼊れの際、全過程での録⾳録が申
⼊れを⾏うよう要請している。

３年前から、７⽉から９⽉を不必要な⾝体拘束からの
早期解放運動⽉間として、事前研修と振り返り報告研
修を実施している。振り返り報告研修では、当年度の
成果を⽰すとともに、だいたい３件程度について担当
弁護⼈からの事例報告を⾏っている。年々成果が上
がっていると認識。年間統計では全国で３位の勾留請
求却下率となっている。勾留延⻑については会を挙げ
ての運動等は⾏っていない。

運動⽉間以外には特に集約していない。
運動⽉間の今年度の報告では、覚醒剤事件での勾留却
下決定がなされた旨の報告があった。

函館

現状特に活動は会として⾏っておりません。 特に活動は⾏っておりません。 委員会として把握はしておりません。 委員会として特に把握しておりません。

旭川

特に活動はしていない。 特に活動はしていない。 特にない。 特にない。

釧路
特にしていない。 特にしていない。 特段証拠収集が困難と思われない簡易な⾃⽩事件で，

漫然と１０⽇間の勾留延⻑がなされた場合，準抗告を
申し⽴てると，延⻑期間が短縮される場合がある。

把握していない。

⾹川県

特にしていない。 特にしていない。 勾留を阻⽌したものや勾留準抗告が認められた事例な
ど⾝体拘束に関する事例報告形式の勉強会を⾏った。

前記研修の中で勾留取消しが認められた事例も取り
扱った。

徳島

特になし 特に活動はしていない 別添刑弁ニュース参照 なし

⾼知

特に活動はしていない 特に活動はしていない。 委員会として把握するシステムにはなっていない。時
期を区切って刑事弁護委員が勾留阻⽌全件運動をした
上、その結果を報告する勉強会を⾏っており、その中
で成功例等が紹介され、情報を把握することがある。

Q１と同様である。

愛媛
近年では特に活動していない。 近年では特に活動していない。 当職が関わった例については横浜シンポジウムで報告

させていただきましたが，他事例については分かりま
せん。

分かりません。

資料１ アンケート集約表（札幌～愛媛）
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弁護⼠会

札幌

函館

旭川

釧路

⾹川県

徳島

⾼知

愛媛

Ｑ３ Ｑ４ Ｑ５ Ｑ６

２ ⾝体⾮拘束化及び⾝体拘束期間の短縮傾向

勾留理由開⽰に関しては特に把握していない。 ①ある
ア（前記のとおり）

①あった
ア
イ

①検討している
前記運動を恒例として継続していく予定

委員会として特に把握しておりません。 ①ある
イ（具体的内容：数年間に埼⽟の⻑沼先⽣を講師にお
迎えし，埼⽟や千葉の全件申⽴運動や両会の連携，具
体的な準抗告の成功事例の解説等していただきまし
た。）

②なかった
特に数字上の変化がなかったことからすると，活動の
効果があったとは⾔い切れません。

②検討していない

特にない。 ①ある
イ（具体的内容： 捜査弁護に関する研修を何度か開
催しているその中で⾝体拘束解放活動についても触れ
られている。）

①あった
ウ（具体的に：具体的な効果の測定はできていな
い。）

②検討していない

把握していない。 ①ある
イ（具体的内容：被疑者段階の弁護活動の研修をした
ことがある。）

＊効果があったのか，なかったのか，確認したことは
ない。

②検討していない

特に把握していない。 ①ある
ア（具体的内容：勾留に対する準抗告強化運動を⾏っ
た。）
イ（具体的内容：前記運動の前後に研修を⾏った。）

①あった
ア

①検討している
（具体的に：時期を⾒て再度同様の運動を⾏うことを
検討している。）

なし ①ある
イ（具体的内容：Ｒ２．２．１０ ⾝体拘束からの開
放 ）
エ（具体的に：刑弁ニュースでの周知）

分からない ②検討していない

特に委員会として把握はしていない。 ①ある
ア（具体的内容：刑事弁護委員会内で、３か⽉程の期
間を限定して運動を⾏ったことが２回ある。今後も時
期をみて継続していく予定。）
イ（具体的内容：全件申⽴て運動開始にあたり、⻑沼
先⽣をお招きした勉強会を開催した。）

①あった
ウ（具体的に：運動後の申⽴件数、認容件数は検証で
きていないが、成功例等が勉強会で紹介され、会員に
積極的に準抗告等の申⽴をしようとの機運が⽣まれた
とは感じる。）

①検討している
（具体的に：上記のとおり、期間を区切っての全件準
抗告運動を再度⾏うことを検討している。）

特に把握していない。 ①ある ①あった
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弁護⼠会

札幌

函館

旭川

釧路

⾹川県

徳島

⾼知

愛媛

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３

３ 黙秘について

特に悩み相談のようなものは聞いていない 本年度も⽇弁連発展型研修として黙秘・⽴会い研修を
⾏った。
初年度研修に限らず、刑事弁護関連研修の際には、常
に黙秘原則と⽴会いに触れるよう⼼がけている。

把握していない。

特にありません。 特にありません。 委員会としては把握しておりません。

特にない。 捜査弁護活動に関する研修の中で、原則黙秘、黙秘解
除の理由を検討するべし、といった基本的なことは触
れられている。

把握していない。

ない。 していない。 把握していない。

特にない。 新⼈研修の中で多少⾔及する程度である。 時折請求されることがあるが、同意しなければ撤回さ
れる。

なし なし なし

特に委員会として把握はしていない。 委員会としては⾏っていない。 委員会としては把握はしていない

特にない。 近年の新⼈向け研修では、黙秘の重要性を説明してい
る。それ以外は特にない。

把握していない。
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弁護⼠会

札幌

函館

旭川

釧路

⾹川県

徳島

⾼知

愛媛

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３

４ 弁護⼈へのアクセス権 ５ 弁解録取前・弁解録取中の接⾒

②ない 聞いてない。

②ない 接⾒拒否事例は委員会として特に把握しておりませ
ん。

委員会として特に把握しておりません。 接⾒が優先されていると認識している。

①ある 被疑者の勾留場所が遠⽅にある事例 特にない。 できる限り早く接⾒にさせる運⽤がなされていると思
われる。

①ある 遠距離接⾒や悪天候のケースで利⽤された。 把握していない 把握していない 把握していない

②ない 存在しない。 把握していない。 把握していない。

②ない なし なし なし

②ない 委員会としては把握していない。

②ない 特に把握していない。 特に把握していない。 特に把握していない。
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弁護⼠会

札幌

函館

旭川

釧路

⾹川県

徳島

⾼知

愛媛

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４

６ 逮捕直後の，警察による当番弁護⼠選任の教⽰

①協議した 刑弁センターとして道警本部に協議を申⼊れ、総務課
と協議。当⽅からは、法律で規定されているもののほ
か、当番部五指制度についての告知もするよう申し⼊
れたが、道警本部からは「法律上の教⽰に遺漏なくす
るためには他のことは伝えられない、これは警察庁か
ら⽅針が⽰されており変更できない旨の回答で、終始
した。

当番弁護⼠制度開始当初に道警本部留置管理課と協議
し、全被疑者に告知する旨の事実上の回答を得たとの
記憶。その後、告知されてない旨の報告が会員からな
された場合には、その都度、所轄所ではなく本部留置
管理課に伝え、改善⽅を申し⼊れていた時期がある
が、現在は特に⾏っていない。

③協議していない ②会からは申⼊れをしていない 特にありません。

③協議していない ③その他（弁護⼠会と警察本部が対応して
いないという北海道警察の特殊性がある。
北海道警察本部がある札幌市を管轄する札
幌弁護⼠会において道警と協議しているも
のと思われる。）

特段取り決めはないと思われるが、逮捕後の被疑者に
当番弁護⼠の教⽰話されているようである。

③協議していない ③その他（既に，当会管内の警察署では逮
捕直後から当番弁護⼠の教⽰等が⾏われて
いるため。）

特段の取り決めはないが，被疑者の話によれば，逮捕
直後から当番弁護⼠の話を警察官から聞いているとの
ことである。

①協議した 法令の定めに従った教⽰をするというにとどまった。 特に把握していない。

①協議した 教⽰について、強く要望した。 なし

①協議した 県警本部に対し、申⼊れをし、当番について教⽰をし
てもらうように依頼したものの、正式な回答として
は、改正刑訴法の⽂⾔以上のことは⾔えないとのこと
であった。しかし、被疑者から、弁護⼠とか当番と
いった⾔葉が出れば、丁寧に説明はしているとのこと
であった。

特に⾒当たらない。

①協議した 当職が申し込んだが，そのような協議⾃体に応じられ
ないと断られた。

特に把握していない。
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弁護⼠会

札幌

函館

旭川

釧路

⾹川県

徳島

⾼知

愛媛

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３

７ 検察庁内での物の授受 ８ 勾留質問中の裁判所での接⾒

特に協議は⾏っていない。 把握していない いいえ 報告は受けていない 把握していない

取り決めや協議等はない。
物の差し⼊れはできない。

いいえ 委員会として特に把握しておりません。 特に把握していませんが，申し⼊れすれば認められる
と認識しています。

取り決めはない。 いいえ 把握していない。 勾留質問の前後であれば、申し込みがあれば応じるも
のと思われる。ただし、勾留質問を中断してまで応じ
るかどうかは不明。

協議していない。 把握していない。 いいえ 報告を受けていない。 質問にあるような事例を把握していないので，裁判所
の対応は不明である。

特に取決め等はない。 特に把握していない。 拒否事例は把握していない。 勾留質問前の接⾒を申し込んで応じてもらえたことが
ある。

なし なし いいえ

特に取り決め、協議はしていない。 できた事例は把握していない。 いいえ 拒否事例の情報は把握していない。 勾留質問前の接⾒申込みは、裁判所内の接⾒室を利⽤
して接⾒できている。
勾留質問中の接⾒申込みについては把握していない。

特に取り決めはしていない。 把握していない。 いいえ 特に把握していない。 不明です。
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第３章 接見国賠訴訟の現状と到達点

赤松範夫（実行委員会委員・兵庫県）

第１ 接見交通権の保障とその重要性

憲法 34 条では「直ちに弁護人に依頼する権利」が保障されている。この規定におい

て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」もが保障されている

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（以下「被疑者等」という。）の弁護活動を始める際には，

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る。これらの情報は被

疑者等から得ることが通常であり，そのために接見交通権が保障されている。接見交

通権は，被疑者等との間で，「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。被疑者等と弁護人が，このように

完全に自由で秘密性のある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

ともできないばかりか，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」との規定を利用して接見交通権の制限を重ねてきた。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。また，捜査側においても，この刑訴法 39 条３項に基づき，検察

官が警察官に対して一般的指定を行うことで，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との接見を認めないという運用が

定着していた。それだけでなく，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，10～15 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的であり，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ような運用とされていたのであ

る。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

なかったことから，具体的指定書は面会切符と呼ばれていた。かつては，この面会切

符を得るために検察官の下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数多くいたのである。

加えて，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ため，被疑者等は家族や関係者との接触を絶たれて精神的

に孤立し，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。

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合いになることの調

整規定として設けられたのに，取調べの有無と関係なく接見指定し得るというのは明
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らかに法の規定を悪用するものである。このような接見指定の運用情況に対して，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の取組があったことも

事実である。そのような弁護人は，例えば，一般的指定制度の違憲性や違法性，不当

性について追及する，接見指定の要件の存否について争う，準抗告を行うなどにより

接見の機会の確保を試みた。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

起することもあった。

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 一般的指定制度への挑戦

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

（いわゆる杉山国賠）において， 高裁4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，「現に被疑者を

取調中であるとか，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。また，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ための日時等を指定し，被疑者が防禦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。

しかし，この 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

く一般的指定書を発出して接見を拒否するほか，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する等，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

相当先の日時の接見指定に応じて具体的指定書を検察官の下へ受領に行くことも多か

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とが逆転した運用

に疑問を持つ弁護人らはおおむね次の対応を行っていた。一つは，接見現場で上記

高裁判決を武器に，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直ちに

接見の機会を確保すること。

もう一つは，一般的指定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

立てること。特に後者に関しては，鳥取地方裁判所の決定5のように，「一般的指定に

よって弁護人と被疑者との間の交通権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あるが，多くの裁判所では具体的指定に対する準抗

告しか認めなかった。仮に認容されても，準抗告決定の翌日や翌々日に 10～15 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

応えられてこなかった。このようにして弁護人は１～２日がかりで接見の機会の確保

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4 一小判昭和 53 年７月 10 日 高裁判所民事判例集 32 巻５号 820 頁。

5 鳥取地決昭和 42 年３月７日下級裁判所刑事裁判例集９巻３号 375 頁。
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を行っていた。

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

裁判所に広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。

したがって，弁護人が一般的指定制度そのものの廃止を求めて国家賠償請求訴訟を

提起して一般的指定制度の違憲性，違法性を争うようになるのは必然の流れであった

といえる。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争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や持参要求の拒否を理由に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，国賠訴訟を提起するようになった。この当

時，提訴されて勝訴した主な接見指定を巡る国賠訴訟は，浅井国賠（名古屋地裁），若

松国賠（京都地裁），上田国賠（福岡地裁），伊神国賠（名古屋地裁），内田国賠（東京

地裁），胡田国賠（広島地裁），幣原国賠（東京地裁），安藤・斎藤国賠（福島地裁郡山

支部），鈴木・蔵冨国賠（名古屋地裁）などが挙げられる。

しかし，これらの活動を実践する弁護人は少数であった。そのため，1983 年に日弁

連において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，各

地の国賠訴訟の情報を収集・分析し，接見交通権の確保のための活動を開始した。上

に例示した国賠の原告の多くは，接見委員会の活動に加わった。

上記のような経緯で設置された接見委員会の主な活動は，各地における国賠訴訟の

調査と接見指定の実情調査から始まった。杉山国賠 高裁判決が接見交通権を「弁護

人からいえばその固有権の も重要なもの」としたことが後押しとなり，各地の国賠

訴訟について，委員が訴訟代理人として関わることで一般的指定の違憲性や違法性に

ついての理論的調査に当たり検討を行った。その上で，国賠訴訟に携わる際に蓄積さ

れた事例と検討結果を活かすことにより，その結果，多くの勝訴判決につながった6。

これら原告となった弁護人らの正義感と刑事司法の運用を適正化していこうという熱

意によって，接見指定制度の運用が逆転している現象を正してゆく原動力となったの

である。

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や文書の授受を可能とする運用を徐々

に拡大，定着させていった。

一方で，接見委員会では，これらの接見現場での闘いや国賠訴訟に加えて，1980 年

代半ば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，特に一般的指定制度の制度的・運用的問題の解決に向けて活動した。そ

の後，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，

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

6 これらの各地で提起された接見指定をめぐる国賠訴訟については，日本弁護士連合会接見交通

権確立実行委員会『接見交通権マニュアル第 20 版（会内資料）』（2019 年）207 頁以下。
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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った。

２ その他接見の機会の確保に向けた取組

2008 年， 高検察庁は，「検察における取調べ適正確保方策について」7の中で「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」として以下の各方策

を打ち出した。

⑴ 取調べ中に被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった場合，検察官は，

当該申出があった旨を直ちに弁護人等に連絡する。

⑵ 取調べ中の被疑者について弁護人等から接見の申出があった場合，検察官は，

できる限り早期に接見の機会を与えるようにし，遅くとも，直近の食事又は休憩

の際に接見の機会を与えるよう配慮する。

⑶ 被疑者又は弁護人等から弁護人選任又は接見に関する上記の各申出があった

場合，その申出及びこれに対してとった措置を記録にとどめる。

同年に警察庁からも同様の通達が発出されている8。これらの通達は，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。

加えて，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，

弁護人との間に限り，極めて限定的なアクセスポイントから，時間制限を付されて，

秘密性の完全に保障されないものではあるが，電話による外部交通が認められた9。

また，接見委員会では，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』（会内

資料）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。

このように，接見委員会は接見の自由（機会の確保）の獲得及び拡大に大きな寄与

を果たしてきたが，接見の自由がほぼ確保された現在も接見交通権を巡る問題や課題

は以下に述べるように山積している。このため，接見委員会の役割は今後も極めて重

要である。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

7 同上 111 頁以下。

8 同上。

9 赤松範夫「接見交通権」三井誠他編『刑事手続の新展開 上』（成文堂，2017 年）535-536 頁
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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

このようにして，接見の原則のうち，留置施設での「いつでも」，「時間制限なく」

行う接見に限り，相当程度に前進してきた。しかし，検察庁における接見，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，一般的指定がなされると接見等禁止決定もなさ

れるという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接見等禁

止決定が増加するという現象も生じてきた。このため，接見等禁止法制の廃止や接見

等禁止決定への対応が現下の重要な課題の一つとなっている。

この接見の自由（機会の確保）の関係で，接見指定以外の課題とされているものを，

以下の各国賠訴訟を確認しながら概観する。

⑴ 接見室のない検察庁における接見

定者国賠10では，検察庁において取調べのために待機中であった被疑者との接見

を弁護人が求めたところ，接見室がないという理由で接見を拒否された。これにつ

いて 高裁は「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

慮をすべき義務がある」として，接見室がない場合であっても特別の配慮をする義

務の存することを認めた。

その後，検察庁での即時接見を求めて拒否された久保国賠11判決では，捜査機関が

弁護人からの面会接見の申出を拒否するときは，弁護人が接見を拒否される場合は

接見指定も求めないという意見表明などの特段の事情が存しない限り，秘密接見の

接見指定をするか即時の接見を認めなければならないとした。

⑵ 接見室のない裁判所構内接見

① 小川国賠12

勾留質問のために裁判所に押送中の被疑者との接見を求めたが，裁判所から

「前例がない」，「接見の時間も場所もない」として接見を拒否された。この事件

について，「弁護人又は弁護人に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」とする和解が成立した。

② 倉吉松本国賠13

刑事裁判の公判終了後に，係属裁判所に裁判所構内接見を申し入れたところ，

刑訴規則 30 条により，接見室の設けられていない裁判所の勾留質問室での無立

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

10 三小判平成 17 年４月 19 日 高裁判所民事判例集 59 巻３号 563 頁。

11 広島高判平成 21 年１月 14 日。前掲注６，183 頁

12 平成 21 年 12 月 21 日東京地裁において和解成立。

13 鳥取地判平成 30 年 11 月 26 日裁判所ウェブサイト掲載判例。
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会接見を指定されたが，刑務所職員が接見施設がないので戒護上の支障があると

して接見を認めなかったことの違法性を争った事件である。

判決では，「裁判所構内における接見の許可は，裁判所が，その責任と権限に基

づき，戒護上の支障が生じないような設備のある部屋かどうかを検討した上でさ

れたものとみるべきであること，上記接見の許可に対する不服申立ての方法がな

いことからすれば，当該接見を許可された被収容者の戒護を担当する刑務所職員

は，……接見が行われるよう配慮すべき義務を負うものと解すべき」であるとし

て，上記刑務所職員の接見拒否は違法であるとした。

③ 第３次井上国賠

接見室のない家庭裁判所において，少年審判期日前及び親護措置決定後に少年

との接見を求めたが，少年鑑別所職員の立会いを求められた。これに対する一審
14，その後の控訴審15では，いずれも接見室がないことから，職員の立会いは違法

ではないとして請求が棄却された。

しかしながら，規則 30 条で接見拒否が許されるかはともかく，今後は接見室の

ない家庭裁判所にも接見室設置要求をすべきであると考える。

⑶ 児童自立支援施設での接見

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，井上国賠16では，児童自立支援施設において，弁護士が付添人，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，児童自立支援施設に

おいても，「憲法 34 条前段の趣旨に照らし……，付添人と立会人なくして面会でき

ることを確認する」旨の和解が成立した。

⑷ 保護房収容中の接見拒否－保護房国賠

福岡拘置所で保護房に収容中の被告人について，保護房収容中であることを理由

に，弁護人が接見に来たのに，被告人にこの事実すら告げず，接見を拒否したこと

の違法性が問われた。 高裁判決17では，弁護人から接見の申込みがあれば，未決拘

禁者が極度の錯乱状態にある場合のように，弁護人からの面会の申出があった事実

を告げられてもなお同様の状態の場合があるなどの特段の事情がない限り，直ちに

面会申出の事実を告知する義務があり，弁護人との面会を許さなければならないと

して，福岡拘置所の措置を違法とした。

保護房収容処分は施設側の判断のみでなしえ，不服申立てできないことからも，

このようなことを口実にして接見交通権を封殺できないことに警鐘を鳴らしたも

のと評価しうる18。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

14 東京地判令和元年 10 月 11 日。

15 東京高裁令和２年 10 月 14 日。

16 平成 27 年 11 月 27 日東京高裁において和解成立。

17 一小判平成 30 年 10 月 25 日 高裁判所民事判例集 72 巻５号 940 頁。

18 法曹会編『 高裁判所判例解説民事篇〈平成 30 年〉』288 頁以下に解説あり。
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⑸ 逮捕時間中の接見拒否－川目国賠

逮捕直後の弁解録取手続の前に弁護人に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，弁解録取手続中であることを口実にこれを拒否されたこ

とが違法であるとした川目国賠では，一審19で，「捜査機関としては，弁解録取手続

を含む被疑者引致後直ちに行うべきとされている手続及びそれに引き続く写真撮

影等所要の手続を終了させた段階で接見を認めれば足りる」として弁解録取中の接

見拒否は違法ではないとした（控訴審20も同旨）。もっとも，「弁解録取手続の内容が

実質的には取調べに該当するようなものである場合」には，弁解録取手続に先立ち

接見の機会を与えるべきであり，接見を制限できるのは「捜査のため必要があると

き」に接見指定をした場合に限られるとしている。この判決では，弁解録取と取調

べが併存して行われているという捜査の実態が踏まえられていないが，その詳細な

分析等については第３編第１章にて詳説する。

⑹ 任意取調べ中の接見（面会）－櫻井国賠

検察庁特捜部で任意の被疑者取調べ中の被疑者の妻からの依頼を受けて，弁護人

になろうとする者として面会を求めたが，検察官から「任意取調べなので面会も取

次ぐ義務もない」，「選任権者からの依頼の存否の確認が必要」として面会を拒否さ

れた21。一審22では，選任権者からの依頼の存否の確認について 50 分程度時間をか

けたことは長時間にわたるものとは評価できないとしたものの，任意取調べ中の被

疑者につき，少なくとも身体拘束中の被疑者と同等の権利を保障すべきとして検察

官の行為を違法と判断した。選任するかどうかは被疑者に確認すれば足りるはずで

あり，任意取調べは取調べに応じることそれ自体に受忍義務がない上，応じる態様

も自由であるため，必要に応じての弁護人が面会したり助言したり，また取調べに

立ち会うことも自由のはずである。とまれ，捜査機関は弁護人の選任されていない

任意捜査段階や逮捕直後の取調べで自白を迫る捜査手法に重点をシフトしている

ところからも，任意捜査段階や逮捕直後の接見の重要性が一層増してきている。

また，起訴後には当事者主義が貫徹されるため，被告人取調べは原則として許さ

れず，接見指定も法律上なしえないはずであるが，接見拒否されることがある。永

井国賠控訴審判決23では，起訴後の余罪についての任意取調べ中の接見拒否につい

て，接見交通権が余罪捜査権に劣後することはないことを前提に，接見申出を受け

た留置担当官には，捜査担当者に連絡して捜査の中断を求めて接見を実現させる場

所を提供する義務があり，ポリグラフ検査を継続した捜査官と共に違法性があると

した。

上記に加え，起訴後の取調べ中に被告人からの接見要請を無視したことの違法性

が問われている森山・熊原国賠（広島地裁係属中）も存する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

19 さいたま地判平成 25 年 10 月 24 日。

20 東京高判平成 26 年３月６日。

21 櫻井光政「面会妨害」季刊刑事弁護 103 号（現代人文社，2020 年）194 頁。

22 東京地裁令和２年 11 月 13 日。

23 大阪高判平成 18 年 11 月 29 日判例時報 1976 号 51 頁。
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第４ 「接見の秘密性」をめぐる問題

以上のとおり，接見の自由（機会の確保）のうち，接見室の設置されていない裁判

所や検察庁での接見に関しては，日弁連が求めてきた接見室の新設や増設は相当程度

に進められており，争いは少なくなっていくものと考えられる。

また，刑訴法 39 条３項は身体拘束中の被疑者との接見に関する規定であることか

ら，身体拘束前の取調べの際には接見指定をなしえないため，逮捕直後の接見と助言

の機会の確保が今後の焦点となるとともに，「接見の秘密性」や「接見の態様」をめぐ

る攻防が大きな課題となる。

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

接見」することができる旨規定し，いわゆる「秘密交通権」を保障している。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

と理解されている。また文書，物の授受についてもできる限りの秘密性が保障される

べきであると解釈されている。以下，特に接見交通権の秘密性を強調したいときには

「秘密交通権」と表記する。

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

者等と弁護人と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。なぜなら，

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ためである。

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く，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24。

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25）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２次富永国賠26）であった27。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，それを調書化して証拠請求した

ことが刑訴法 39 条１項に違反するかが争点とされた。

⑴ 志布志事件

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（１人は公

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

24 石田倫識「捜査機関による接見内容の聴取」（聴取」）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）39 頁。

25 鹿児島地判平成 20 年３月 24 日判例時報 2008 号３頁。

26 福岡高判平成 23 年７月１日判例時報 2127 号９頁。

27 各国賠訴訟の詳細については，前掲注 24，177 頁以下。
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判中に死亡）が， 終的に全員が無罪となった事件である。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，その中にはそれとは別に弁護人の有する固有の秘密

交通権の侵害を理由とした国賠訴訟も提訴されていた。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捜査妨害等，接見交通権の保護に値しない特段の事情のない限り，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，国及び県に対し賠償を命じた。

⑵ 第２次富永国賠訴訟

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28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，「捜査機関が上記義務に違反して接見内容の聴取を

行ったか否かは，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29では，秘密交通権について，①

捜査権に対し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

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

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。この判決によると，弁護人

が接見内容を話すことは秘密性の放棄とみなされるので報道機関の取材に応じる

ことは慎むべきであるといえる。

第２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。

⑴ 黒原・畝原国賠30

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２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，接見における情報伝

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

28 佐賀地判平成 22 年 12 月 17 日訟務月報 57 巻 11 号 2425 頁。

29 福岡高判平成 23 年７月１日訟務月報 57 巻 11 号 2467 頁。

30 宮崎地判平成 29 年１月 20 日 D1-Law.com 判例体系。
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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。

⑵ 宮下国賠31

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32。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，捜索差押えの違法性を

認めた。

⑶ 南川・岩永国賠33

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について任意提

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

いと一般的にいえるとした上で，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。

⑷ 稲村・半田国賠34

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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

31 大阪地判平成 27 年３月 16 日判例時報 2315 号 69 頁，大阪高判平成 28 年４月 22 日判例時報

2315 号 61 頁。

32 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。

33 千葉地判平成 27 年９月９日裁判所ウェブサイト掲載判例，東京高判平成 28 年７月 14 日 D1-

Law.com 判例体系。

34 佐賀地判平成 28 年５月 13 日。
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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 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。）。

⑸ 大野国賠35

弁護士が受刑者に宛てた信書の内容にまでわたる刑事施設側の検査の違法性が

問われた。同事件では弁護士が弁護士事務所名の印刷された封筒で，中にはカバー

に「刑務所に対する国賠訴訟に関する信書」「開封厳禁」などと明記して弁護士職印

を押捺の上，封緘して受刑者に送付したが，施設側により開封しての内容検査まで

行われた。一審は，刑事収容施設法 127 条３項にいう信書に該当することを確認す

るのに必要な限度を超えているとして，原告勝訴の判断をしたが，控訴審では，信

書内容を確認しないと該当性判断ができないとして，逆転敗訴判決をなした。これ

では弁護人からの信書は弁護人からの信書であることを確認すれば足りるとした

法の趣旨は没却されると言わなければならない36。

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り，弁護人との間

の文書を通じてのコミュニケーションの秘密性を侵害されたことに関するものである

が，これらの判決からも分かるとおり，現在において弁護人と被疑者等との秘密交通

権については，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 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２次富永国賠の一審判決であり，利益考量によって接見

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 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37。

第２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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

35 秋田地裁平成 31 年３月１日訟務月報 67 巻１号 100 頁。

36 大野国賠の詳細な解説は季刊刑事弁護 99 号（現代人文社，2019 年）63 頁以下。

37 前掲注 24，41 頁，緑大輔『刑事訴訟法入門第２版』（日本評論社，2017 年）159 頁。
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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

する立場を取っていると評価されている。

そもそも，前述の平成 11 年 高裁大法廷判決は，飽くまでも接見と取調べとの関係

での被疑者等の身体の取合いに関し，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位置付けている38。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39。また，欧州人権条約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。2019 年に第 62 回人権擁護大会シンポジウム第１分科会実行委員会

が実施したベルギー，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。

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

直ち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 高裁決定がある（ 決平成 25 年 12 月 10

日）。同決定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」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規約（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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

38 日本弁護士連合会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 終報告」（2016 年）３頁

39 同上。
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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とを区

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 低基準規則（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」をめぐる問題

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

メラ等の電子機器の持込み，使用の問題である。接見室内でのパソコンやタブレット

の使用及び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。そして，どのような電子機器を持ち込んで使用

するのも弁護人が弁護士倫理に基づき自由に決せられるべきであるし，これらの機器

を使用して得られた情報を利用する際にも弁護士倫理と専門家裁量によって考えるべ

きであるのは，紙情報で得た場合であっても同様のはずである。

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，録音機器について

は事前，事後の検査を条件に持込みを許可し，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，写真撮影した被疑者の身体に残された傷痕の写真などを証拠請求し

て供述調書の任意性を争ったりするなど，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，接見室内への電子機器の持込

み等をめぐる国賠訴訟において何が争われ，どのような判断がされたのかを本項で総

括する。

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証拠，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。事前の届出
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の実態については把握していないが，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活動していることが予想される。

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か。

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第一審判決及び控訴審判決

では，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裡に行う権利たる秘密接見交通権

を保障するものであ」ると判示した。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，これによ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。

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第３次足立国賠40では，証拠請求された音声データを再生しなが

らの打合せは接見交通権の行使であると認めている。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，「被告人等が弁護人等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

の書類等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，更に続けて「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ち合

わ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

しながら打合わ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。

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

た和歌山カレー事件接見国賠41では，この禁止措置が違法とされた。同判決では，秘密

交通権には「口頭での打合せのみならず，弁護人が，上記の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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

40 広島高判平成 31 年３月 28 日裁判所ウェブサイト掲載判例。

41 大阪高判平成 29 年 12 月１日判例時報 2370 号 36 頁。
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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。

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。

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42）

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，第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）。

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

せられた事例として，田邊国賠43及び稲村半田国賠44がある。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。

井上明彦国賠45では，所持していたスマートフォンをロッカーに預け入れない限り

弁護人が接見に来たことも被収容者に伝えないという対応の違法性が問われた。電子

機器の持込・使用は接見交通権には含まれないとしたが，「ただし，携帯通信電子機器

の弁護人面会室への持込み及び同所での使用の禁止を理由に，これに従わない場合に

一律に弁護人面会室への入室を拒むことは，刑事収容施設法に具体的に規定されてい

ない制限を庁舎管理権に基づいて行おうとするものであるから，刑事収容施設法の明

文に基づく接見交通権の制限と同様か，それ以上の制限の必要性及び合理性が存する

必要がある。すなわち，庁舎管理権による接見交通権の制限には，刑事収容施設法 117

条，113 条１項１号ロが事後による規制のみを定めている以上，これに準じるかそれ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

42 東京地判平成 26 年 11 月７日訟務月報 62 巻４号 535 頁，東京高判平成 27 年７月９日訟務月

報 62 巻４号 517 頁， 二小決平成 28 年６月 15 日。

43 福岡地小倉支判平成 27 年２月 26 日訟務月報 64 巻７号 1015 頁，福岡高判平成 27 年３月９

日， 三小決平成 30 年９月 18 日 D1-Law.com 判例体系。

44 佐賀地判平成 28 年５月 13 日訟務月報 64 巻７号 1054 頁，福岡高判平成 29 年７月 20 日訟務

月報 64 巻７号 1041 頁， 三小決平成 30 年９月 18 日 D1-Law.com 判例体系。

45 広島高判令和３年１月 20 日。
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以上の合理的理由を要し，かつ，その制限の態様においても，事前にわたる以上，事

前による規制が必要 小限度であるといえる必要がある。」とし，弁護人が接見を優先

させる翻意の可能性もあるので接見の申出があったことを被収容者に伝えなかったの

は違法と判断した。

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取ってい

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46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，第３次足立国賠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」といえるかは，「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。

各国賠の控訴審判決は刑事施設の「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，この点でも刑事弁護人の倫理性や刑事弁護活動の実態を踏ま

えていないと考えるべきである。

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された。

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，このた

め，接見現場での行為規範たりえないことからなお検討の余地が残ると思われる。

面会室内における電子機器の使用に関しては，上記の他に遠藤国賠がある。同事件

では，犯罪場所（海外）を特定する目的でスマートフォンの地図アプリケーションを

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

46 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）438 頁
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利用しながら接見をしていたところ，これを中断させられたことが違法であるかが争

われた。第一審判決47では，地図アプリケーションを示しながらの打合せは接見に含ま

れないとして請求を退けた。控訴審判決48においても，地図アプリケーション以外の機

能によって，刑事施設内の情報が外部に流出する危険があることを理由にスマートフ

ォンの使用制限は適法であるとして控訴を棄却した。現在上告審係属中である。

竹内国賠などのケースでは，施設内で得た情報を持ち出す危険性が指摘されている

のに対し，遠藤国賠では，外部への持ち出しのケースではなく，施設内情報が外部に

流出する危険性に関する指摘が極めて抽象的なものにすぎない上，弁護士倫理を考慮

していない判決であることから，憲法の保障に由来する接見交通権を制限する根拠と

はなりえないものである。

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検討

すべきであるとの指摘49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

く見守る必要があるが，技術の進歩と共に，捜査側においてもこれらの機器を使用し

ていることから，弁護側においても使用できることは当然である。その際，弁護人制

度は，弁護士に課せられた高度の専門性と倫理性によって，接見において得られた情

報が悪用されないことを前提に設計されていることを忘れてはならないであろう。後

藤国賠では，「弁護人が過失によって結果的に罪証隠滅ないし逃亡援助に供する書類

等を持ち込む可能性も非常に低いものというべき」とこの懸念を一蹴している。

その観点からも，国賠訴訟に強く依存するのでなく，弁護人としての原点に戻って，

現在でも使用妨害されないポケトークなどの電子機器の使用をはじめ，接見現場での

闘いの積み重ねや論争によって展望を切り拓くことの重要性も忘れてはならない。

第６ 接見等禁止と文書の授受，特に「宅下げ」をめぐる争い

１ 問題の所在

弁護人は，刑訴法 81 条において，弁護人以外の者と被疑者らとの間の接見や文書の

授受は禁止されているが，弁護人が接見等禁止を受けた被疑者から第三者宛の手紙等

の宅下げを受けるほか，家族からの手紙を差し入れすることは，条文解釈として理論

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，弁護人の責任で証拠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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

47 千葉地判令和２年２月 12 日。

48 東京高判令和３年３月２日。

49 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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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，刑事施設や多くの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留らず，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，刑訴法 81 条の潜脱行為として宅下げを拒絶

される例が散見される。このように現状では，弁護活動の一つである外部交通が制約

されている50。

２ 本問題をめぐる国賠訴訟の状況

残念ながら，「宅下げ」等をめぐる国賠訴訟においては，81 条の解釈や接見交通の

重要性に正しい理解を示す裁判例が未だ見当たらない。留置施設に勾留中の接見等禁

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51），同じく接見等禁

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52）等について，裁判所は違法性を認めなか

った。

ただし，接見等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 分を要した第２次大崎国賠53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。控

訴審判決では，弁護人接見の際にメモの宅下げを求められたのであるから，このメモ

は弁護人に宛てた書類として授受できるとしている。弁護人は宅下げを受けた書面の

内容について弁護士倫理により点検するはずであるから当然のことである。

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２次井

上国賠54）では，無断で黒塗りすることは証拠隠滅・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され，そ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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

50 接見等禁止決定の弁護活動に与える影響等については，日弁連刑事弁護センター発行の会内資

料「ハンドブック―身体拘束からの解放―第２版」（今秋発行予定）に詳述している。

51 京都地判平成 24 年４月 10 日 D1-Law.com 判例体系，大阪高判平成 24 年 10 月 12 日 D1-Law.com

判例体系， 一小決平成 25 年 11 月 28 日 D1-Law.com 判例体系。

52 鳥取地判平成 29 年９月８日 D1-Law.com 判例体系，広島高松江支判平成 30 年３月 14 日 D1-

Law.com 判例体系。

53 横浜地小田原支判平成 24 年５月 25 日，東京高判平成 25 年 11 月 27 日，前掲注６，193 頁。

54 東京地判平成 29 年 10 月 17 日裁判所ウェブサイト掲載判例，東京高判平成 30 年 10 月 10 日

D1-Law.com 判例体系。
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請求している事件（第４次井上国賠55）も生じている状況にある。

この問題に関して，平成 15 年 高裁判決56では，勾留中の被告人と弁護人との間で

発受された信書について，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旧監獄

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。

また，接見等禁止とは直接的に関係はないが，刑事収容施設法 130 条１項，同規則

80 条では，弁護人との間でも信書の発受は郵便，電報によることと制限されている。

この点に関し，弁護人が，被告人の母からの信書を証拠として請求の検討のために被

告人に差入れようとしたところ拒否された亀舎国賠57がある。控訴審判決は，「弁護人

が取調請求予定の書類を勾留中の被告人に差し入れる場合は，それが郵便法上の信書

であっても，（処遇）法上の物品に該当する」として即時の差し入れを認めた。

３ 今後の課題

弁護人と被疑者等との文書等のやりとりは，弁護人の倫理性に立脚して自由に認め

られるべきである。違法文書に関しては，弁護人の判断で第三者へ交付しないので弊

害はないと考えるべきであり，文書の名宛人の如何にかかわらず，本来秘密交通権の

一部を構成するものとして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等の権利・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。例えば，弁護士が被疑者に差し入れ

たノートの中身を警察署員が確認し一部破棄を被疑者に指示するという事案が発生し

ている58。

この問題を考える際には，夜間及び休日の弁護人との文書の授受が拒否された事案
59，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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

55 東京地裁令和元年 11 月 20 日，東京高判令和３年２月 26 日。

56 二小判平成 15 年９月５日 高裁判所裁判集民事 210 号 413 頁。

57 広島地判平成 28 年５月 11 日判例時報 2364 号 53 頁，広島高判平成 29 年 11 月 28 日判例時報

2364 号 45 頁。

58 名古屋地判令和２年９月 29 日裁判所ウェブサイト掲載判例。現在名古屋高裁係属中。

59 第５次井上国賠（東京地裁係属中）。
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したことが違法性とされた事案60が参考とされるべきである。

また，検察庁，裁判所構内接見に際しても自由な文書の授受が保障されるべきであ

るが，現実には検査体制がないこと等を口実に，弁護人選任届などの限定された文書

の授受しか認められていないのであるが，この問題については本書第３編第２章で後

述する。

第７ 死刑囚再審弁護人の接見交通権

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

や再審弁護人になろうとする者の権限，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直接的には適用されず，ここから接見交通権が保障され

るかが問題となることも多い。

⑴ 石口武井国賠61

再審請求申立前の段階において，再審請求弁護人となろうとする者として刑事施

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，これを三度にわたり拒否されたという事案を判示してい

る。 高裁は，「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。ただし，

「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おいては，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。

再審申立て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62。

同じく再審請求弁護人が原告である第２次石口武井国賠63では，鑑定人候補者を

伴っての面会についても立会いを付すことは違法とされたが，ＩＣレコーダーでの

録音を拒否されたことは違法ではないとされ，現在控訴審係属中である。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

60 大阪地判平成 12 年５月 25 日訟務月報 47 巻４号 775 頁，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）。

61 広島地判平成 23 年３月 23 日 高裁判所民事判例集 67 巻９号 1794 頁，広島高判平成 24 年１

月 27 日 高裁判所民事判例集 67 巻９号 1831 頁， 三小判平成 25 年 12 月 10 日 高裁判所民

事判例集 67 巻９号 1761 頁。

62 藤井・久保国賠（広島地判平成 25 年１月 30 日判例時報 2194 号 80 頁，広島高判平成 25 年 10

月 25 日判例時報 2209 号 108 頁， 三小決平成 26 年 11 月 18 日 D1-Law.com 判例体系）。

63 広島地判令和２年 12 月８日 D1-Law.com 判例体系。
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⑵ 藏冨福井国賠64

死刑判決について弁護人が控訴申立てをしていたところ，被告人がこれを取り下

げたため，取下げの効果を争い期日指定の申立てをして接見を求めたが，立会人付

きの接見しか認められなかった事件である。第一審判決，控訴審判決共に立会人付

きの接見しか認めなかったことは違法であると判断した。

⑶ 吉田国賠65

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。

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ているものの，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い。

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）についても，未だ現場

での混乱が発生しており，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８ これからの接見交通権の展望

これまでの接見交通権をめぐる国家賠償訴訟の歴史を見るに，接見指定に代表され

る接見の機会の確保の問題を始め，捜査機関による接見内容の聴取などの秘密性の保

障の問題，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， 後に今後の展望につき考察したい。

１ 接見時の電子機器の持込み・使用の問題

電子機器の持込み・使用については，刑訴法制定時には予想できなかった課題であ

り，留置場を始めとする刑事施設の対応やこの問題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十分には見られない。持込み・使用は弁護権の独自性

の問題であり，この結果得られたものの利用に関して，弁護士倫理を働かせば足りる

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

64 名古屋地判平成 22 年７月 13 日，名古屋高判平成 24 年１月 20 日。

65 東京地判平成 30 年９月 19 日判例タイムズ 1477 号 147 頁，東京高判平成 31 年３月 20 日 D1-

Law.com 判例体系， 二小決令和１年９月 25 日 D1-Law.com 判例体系。
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という視点は欠落されたままである。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，憲法の保障に由来するとされながら，

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，弁護人側の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。刑事施設や留置場によっては，接見室に電波感知機器を設置するほか，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な状況にある。

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，

これまで現場対応を基本として，これを補うものとしての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，この分野に限れば，現場実践の更なる積み重ね及び充実や，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だろうか。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かと考える。

２ 弁護人の秘匿特権の拡充

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， 高裁判決による規

範は存在せず，証言拒否権等の部分的な規定はあるものの，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。

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。

３ 電話接見の拡充

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
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限定的であり，秘密が保障されていないことから，厳密な意味での接見交通権の保障

とは言えない。初回接見の重要性に鑑み，早急に諸外国の例にならい，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電話接見や，逮捕直後の弁解録取手続や取

調べに先立つ電話接見，パソコンを用いた画像接見などについても認められるべきで

ある。

４ 取調べ前の接見交通

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，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なものと

するには極めて有効で必要なものであろう。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等により

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，刑事弁護活動は

現在においても接見の重要性は色褪せておらず，接見交通権及び弁護権の行使が憲法

の保障に由来する権利であること，自由権として 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。



第２編
公的弁護をめぐる制度構想
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第１章 逮捕段階の公的弁護制度案（国選弁護本部試案）

山﨑 俊之（実行委員会副委員長・釧路）

第１ 検討経過

１ 逮捕段階の公的弁護の必要性と現状

逮捕された被疑者は，自由を奪われ，捜査機関での取調べを余儀なくされる。今後

の取調べにどのように対応すればよいのか，自分の処分はどうなるのか，家族や仕事

の連絡はどうしたらよいのかなど，被疑者は大きな不安を抱えることになる。こうし

た立場に置かれる被疑者が，自らの自由を防御するためには弁護人の援助が不可欠で

ある。弁護人の援助のないまま，刑事手続における一方当事者である被疑者が他方当

事者である捜査機関の取調べを受けることは，公正な刑事手続とは言えない。それゆ

え，逮捕直後から被疑者が公的弁護を受けることができなければならない。

ところが，我が国では長年，被告人段階からしか国選弁護制度が認められておらず，

2001 年６月に「少年事件も視野に入れつつ，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。」との司法

制度改革審議会意見書が公表された後も，被疑者に対する国選弁護制度は，2006 年 10

月，2009 年５月，2018 年６月と勾留段階について段階的に実施されたに過ぎず，逮捕

から勾留までの 72 時間は公的弁護制度がなく，当番弁護士制度や刑事被疑者弁護援

助制度でカバーしている状態となっている。

２ 日弁連での検討状況

⑴ これまでの検討経過

被疑者に対する国選弁護制度を勾留段階からではなく，逮捕段階からの制度とす

るために，これまで日弁連は検討を重ねてきた。2010 年 12 月の第 11 回国選弁護シ

ンポジウムでは国費による当番弁護士制度を検討した。2011 年６月から始まった法

制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会（以下「特別部会」という。）では，逮捕

直後，取調べ前の弁護人の援助の必要性を改めて訴えた。そして，2012 年 12 月の

第 12 回国選弁護シンポジウムでは「公費（国費）による当番弁護士型」，「被疑者国

選前倒し型」，「折衷型」などのモデル案について具体的検討を行った。

特別部会での検討の結果，2013 年１月に公表された「時代に即した新たな刑事司

法制度の基本構想」では，勾留段階の被疑者国選を勾留された全ての事件に拡大す

る方針が示されるとともに，逮捕段階の公的弁護制度については，「被疑者国選弁護

制度の対象事件の拡大についての具体的な検討結果を踏まえ，必要に応じて更に当
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部会で検討を加えることとする。」と記載され，今後の議論の足掛かりを確保した。

そして，逮捕直後の取調べの録画という捜査手法がクローズアップされたことに

より，改めて早期に逮捕段階の公的弁護制度構想を示す必要性が重視され，現実的

対応として，2013 年９月に当番弁護士型の国選弁護本部事務局試案を取りまとめた。

その後の国選弁護本部内での制度構想の検討では，当番弁護士は「弁護人となろ

うとする者」（刑訴法 39 条１項）であって，私選弁護人候補者であるから，これに

公費を支出するのは困難であるとの問題が指摘された。

そして，前回，2017 年 11 月の第 14 回国選弁護シンポジウムでは，資力のいかん

にかかわらず，国選弁護人選任請求書を裁判所に提出して選任手続を進めることと

し，裁判官が「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」（刑

訴法 37 条の２第１項）という国選弁護人選任要件を審査する必要がある場合は，国

選弁護人候補者を選任して，国選弁護人選任要件を調査，報告させて，国選弁護人

選任手続を進める試案が示された（以下「前回の試案」という。）。

以上がこれまでの検討経過の概略である。なお，当番弁護士制度導入のころから

の経緯の詳細については，第 14 回国選弁護シンポジウム基調報告書・第２編制度構

想 139 頁以下を参照されたい。

⑵ 現在の検討状況

逮捕段階の公的弁護制度に関する国選弁護本部での検討状況は以下のとおりで

ある。

① 考慮要素

逮捕段階は逮捕から勾留まで 大 72 時間と時間的余裕がないことから，迅速

な選任手続が要求される。これに対し，資力基準以上の資力を有する被疑者に求

められる現行の私選弁護人選任申出前置の手続は，選任手続の迅速性とは相容れ

ない制度となっている。もっとも，私選弁護人選任申出前置の手続は，「被疑者が

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」（刑事訴訟法 37

条の２第１項）という文言とあいまって，資力基準以上の資力を有する被疑者に

ついては私選弁護人を選任する努力をしてもなお私選弁護人を選任することがで

きないときに初めて国費で弁護人を付すことに合理性が認められるという，公費

支出の合理性を裏付ける制度として位置付けられている。また，逮捕段階の公的

弁護制度を早期に実現するためには，大幅な法改正を伴わないような制度構想で

あることが望ましい。また，遠距離接見を余儀なくされる場合であっても継続的

に十分な弁護活動を行うために，初回接見の弁護士から別の弁護士にリレーして

対応するなど，柔軟性をもった制度とすることが望ましい。

このように，逮捕段階の公的弁護制度を構想するに当たっては，ア 選任手続

の迅速性，イ 公費支出の合理性，ウ 実現可能性，エ 柔軟性という要素を考

慮しなければならない。また，これらの要素を考慮するに当たっては，逮捕段階

の公的弁護制度が，被疑者に対して弁護人による援助を行い，刑事手続の公正を

確保するためのものであるという基本理念を十分踏まえなければならない。

② 前回の試案について

前回の試案は，資力のいかんにかかわらず国選弁護人選任手続を進める点で，
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選任手続の迅速性を重視するものであり，また，国選弁護人選任要件が問題とな

る事案にあっては，国選弁護人候補者による調査，報告により，国選弁護人選任

手続を進めようとするもので，公費支出の合理性や実現可能性の考慮もなされた

案といえる。

しかしながら，前回の試案では国選弁護人候補者はあくまで「候補者」であっ

て，「国選弁護人」ではなく，日弁連が目指している取調べ前の弁護人の助言や取

調べへの弁護人立会いなどができるのか，国選弁護人候補者の権限がどのような

ものになるのかといった疑問が生じる。

初回接見に臨む弁護士は，その時点で国選弁護人としての資格を備えているよ

うにするのが簡明である。

③ 私選弁護人選任申出前置について

もっとも，初回接見の時点で国選弁護人としての資格を備えているようにする

としても，私選弁護人選任申出前置の手続をどうするのかという問題がある。

資力基準以上の資力を有する被疑者に私選弁護人選任申出前置の手続を求め

ていては，時間的に余裕のない逮捕段階で，迅速に国選弁護人を選任することが

できなくなってしまう。そうかといって，私選弁護人選任申出前置の手続を廃止

してしまえば，資力ある被疑者にも国選弁護人を付すことになり，公費支出の合

理性が説明できない。また，弁護人は本来被疑者が選任すべきもので（私選弁護

の原則），国選は私選の補完である。こうしたことがこれまで被疑者国選弁護制度

導入の議論の中で言われ続けてきた。そして，私選弁護人選任申出前置の手続を

維持する以上，その手続に一定の時間がかかるので，逮捕直後に国選弁護人を選

任することは無理であり，そうしたこともあって，被疑者国選弁護は逮捕段階か

らではなく勾留段階からとされた。

このように，私選弁護人選任申出前置の手続を廃止することは，公費支出の合

理性や実現可能性の観点からすると大きな障壁であるといえる。

しかしながら，逮捕段階の公的弁護制度を導入することは刑事手続の公正を確

保するために必要不可欠である。私選弁護人選任申出前置の手続があることによ

って，逮捕段階から国選弁護人を選任できなくなってしまうというのは本末転倒

である。また，これまで日弁連が調査してきた諸外国の例を見ても，資力ある被

疑者は一旦私選弁護人を選任する努力をしなければ，国選弁護人が付されないと

いった制度を設けている国は皆無である。むしろ，諸外国では刑事手続の公正が

重視され，取調べに先立って弁護人の助言を受ける権利や取調べの際の弁護人立

会権といった逮捕直後からの弁護人の援助を受ける権利の保障が充実している。

こうした状況に比べると，我が国のように私選弁護人選任申出前置の手続を設け，

こうした手続があるがために，本来刑事手続の公正を図る上で必要不可欠な逮捕

段階からの国選弁護を勾留段階からとしているのは極めて異質である。

また，公費支出の合理性についていえば，資力ある被疑者には，事件終了後に

国選弁護費用を徴収するようにすれば解決可能である。現行法上も刑の言渡しを

受けた被告人に原則として訴訟費用を負担させるとされているし，起訴されなか

った被疑者についても一定の場合は費用を負担させることができるとされており
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（刑事訴訟法 181 条），この点の法改正は必ずしも困難ではない。また，私選原

則・国選補完という考えについていえば，被疑者が私選弁護を選択するか国選弁

護を選択するかは，被疑者の意思によるものである。私選弁護と国選弁護の選択

肢がある中で，経済的な理由や知り合いの弁護士もいないといった理由などから，

被疑者は国選弁護を選択しているに過ぎず，そこに私選原則・国選補完の関係は

ない。国家が市民の身体を拘束し取調べの対象とした以上は，国選弁護を希望す

る被疑者に対しては，刑事手続の公正確保のために，国家が被疑者のために弁護

人を付すべきである。

よって，私選弁護人選任申出前置は廃止すべきである。

なお，国選弁護人選任手続のための私選弁護人選任申出前置は廃止すべきであ

るが，被疑者の中には私選を希望する者もいるから，現行の弁護士会に対する弁

護人選任の申出の制度（刑訴法 31 条の２）は，これまでどおり維持すべきであ

る。

④ 資力要件について

私選弁護人選任申出前置を廃止すべきである以上，資力要件も廃止すべきであ

る。

刑事手続の公正確保の観点からは，国選弁護人の選任に資力要件を課すべきで

はなく，単に「被疑者が逮捕された場合，裁判官は，その請求により，被疑者の

ため弁護人を付さなければならない。」とすれば足りる。逮捕された被疑者は，国

選弁護人選任請求書を提出すればよく，国選弁護人選任手続のために資力申告書

を提出する必要はないというべきである。

もっとも，資力ある被疑者には事件終了後に国選弁護費用を負担させることと

する関係上，被疑者に資力申告書を提出してもらうという運用も考えられるが，

これは国選弁護人選任の要件ではない。

なお，現行の資力申告書は，国選弁護人請求書と一体となった一枚の用紙に，

現金，預金等の金額を記載するだけの書式であって，資力申告書の提出が運用上

必要とされても国選弁護人の選任手続に大きな影響を与えるものではない。

⑤ 被疑者と裁判官との面接について

被疑者国選弁護制度の導入が検討されていた 2003 年９月に，北見と旭川で行

われた地方実情調査において，裁判官から，事件によっては，被疑者と面接して

選任意思を確認したり，選任要件の認定のために必要な事項を質問したりする場

合も予想されるところ，裁判所に身柄を押送するのは非現実的である旨の意見が

述べられた。こうした意見のように，被疑者と裁判官との面接のために被疑者を

押送するのは，時間的に余裕のない逮捕段階では無理であるということも，被疑

者国選が勾留段階からとされた理由の一つであった。

しかしながら，被告人段階で国選弁護人を選任する場合，国選弁護人の選任手

続のために裁判官が被告人と面接するということはなく，被告人に照会書を出し，

その回答を得ているだけであって，国選弁護人の選任意思確認のために被疑者と

裁判官との面接が必要であるとはいえない。

また，選任要件の認定のために面接が必要であるという点についていえば，現
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在でも資力申告書の記載に基づいて資力要件が判断され，被疑者が虚偽の資力申

告書を提出した場合には過料の制裁が科されるという制度になっているほか（刑

事訴訟法 38 条の４），資力基準以上の資力を有する被疑者については不在通知，

不受任通知（刑事訴訟法 37 条の３第３項，31 条の２第３項）という書面で選任

要件が判断されており，選任要件の認定のために面接が必要である理由はないと

考えられる。また，逮捕段階の公的弁護制度としては，資力要件は不要であって，

逮捕された被疑者から国選弁護人選任請求書が提出されれば，国選弁護人を選任

しなければならない制度とする以上，選任要件の認定のために面接する必要はな

い。

よって，被疑者と裁判官との面接は不要である。

⑥ リレー方式について

現在，土日祝日に待機している当番弁護士は，遠隔地の警察署に留置されてい

る被疑者から派遣要請を受けた場合，遠距離接見を行っている。逮捕段階の公的

弁護制度が導入されて，初回接見の弁護士が引き続き弁護活動を行うことになれ

ば，その後も継続して遠距離接見を行うことが求められ，弁護活動の継続に困難

が生じる可能性がある。あるいは，弁護士が地元の警察署で初回接見を行ったも

のの，その後直ちに被疑者の身柄が遠隔地の警察署に移送されてしまい，継続し

て接見を行うことが困難になる場面も想定される。

また，事前情報の乏しい逮捕直後では，初回接見後に，利益相反であることが

判明する場合もあり得る。

このような場合に柔軟に対応するために，初回接見を行った弁護士から別の弁

護士に交代して継続的に弁護活動を行うこと（リレー方式）ができるようにしな

ければならない。

手続的には，初回接見を行った弁護士が裁判官に対して，「留置場所が遠隔地の

ため継続的弁護活動困難」，「利益相反」といった事情を上申した上で，別の弁護

士を国選弁護人に選任することになろう。また，裁判官に上申する際に，後任弁

護士を告げて上申すれば，迅速にリレーすることも可能であろう。

実現可能性の観点から見ても，現行法上，既に利益相反の場合は，弁護士の交

代が予定されているから（刑事訴訟法 38 条の３第１項２号），遠距離接見に対応

するためのリレー方式の採用は困難ではない。

よって，リレー方式を新設するべきである。

⑦ 電話やビデオ通話機能を使った連絡について

逮捕段階の公的弁護制度では，被疑者からの国選弁護人選任請求から，できる

だけ早く，遅くとも 24 時間以内に接見することが求められる。

しかしながら，遠隔地の警察署，特に離島で 24 時間以内接見を実現することは

困難である。また，取調べ前の弁護人による助言を目指すことを考えると，夜間

に被疑者が逮捕された場合には，都市部であっても早期の初回接見には困難が伴

う。

このような場合に，弁護人が事務所や自宅から，電話やスマートフォンのビデ

オ通話機能などを使って，被疑者と連絡を取ること（以下「電話等による連絡」
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という。）ができれば，早期に被疑者に助言することが可能となる。

他方，現在でも一部の地域で行われている電話連絡では，被疑者や被告人の動

静監視のために警察官の立会いが行われており，接見の秘密が確保されていない。

電話等による連絡の場合も，接見の秘密性をどう確保するかという問題がある。

また，現在の電話連絡は，事前の予約が必要で，弁護士の身元確認のため，弁

護士が近隣の警察署に出向いて，遠隔地の警察署にいる被疑者と連絡を取ること

になっている。事前の予約なしに，弁護士が事務所や自宅から電話等を使って被

疑者と連絡を取ることが実現可能なのか疑問視する意見もある。

このように，電話等による連絡については，その有用性は認められるものの，

接見の秘密や実現可能性などの問題があることから，国選弁護本部内でもまだ結

論が出ていない。

第２ 国選弁護本部試案の内容

現在も国選弁護本部内で逮捕段階の公的弁護制度について検討中であるが，これま

での検討状況に基づいて，国選弁護本部試案としての逮捕段階の公的弁護制度のポイ

ントをまとめると，以下のとおりである。

１ 資力要件不要，私選弁護人選任申出前置廃止

２ 被疑者と裁判官との面接不要

３ リレー方式の新設

手続の流れは資料２のとおりである。
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資料２ 手続の流れ

第３ 対応態勢

１ 現状

国選弁護本部で検討中の逮捕段階の公的弁護制度は，被疑者からの国選弁護人選任

要請があってから，できるだけ早く，遅くとも 24 時間以内に初回接見を行うことと初

回接見から継続して弁護活動を行うことを内容とする。そうした弁護活動ができなけ

れば，逮捕段階の公的弁護制度を実現することはできない。弁護士会の対応態勢は，

被疑者国選弁護制度導入のころから，常に問われ続けている課題である。

現在行われている当番弁護士制度では，多くの場合 24 時間以内接見が行われてい

る。しかしながら，2018 年度に実施した逮捕段階の公的弁護制度に関する意見交換会

（全国キャラバン）では，当番弁護士は１回だけ接見することを前提にしているから，

会員の協力も得ることができ，何とか 24 時間以内接見を行っているとの実情も報告

されているところである。すなわち，当番弁護士で 24 時間以内接見が行われているか

↓

↓

↓ ↓

↓ ↓

↓

↓

↓

↓ ↓

↓ ↓
弁護活動継続 国選弁護人の交代を裁判官に上申

裁判所から法テラスに国選弁護人候補者の指名通知依頼
法テラスは弁護士会から提出された名簿に基づき，国選弁護人候補者に指名打診
法テラスは国選弁護人選任を受諾した候補者を裁判所に報告
裁判所が国選弁護人を選任

逮捕

初回接見

＜継続して弁護活動を行うのに困難な事情があるか？＞

なし あり

警察による手続の教示

＜私選を希望するか，国選を希望するか？＞

国選を希望 私選を希望

国選弁護人請求書を裁判所に提
出
（警察からFAX・被疑者と裁判官
との面接不要）

私選弁護人選任申出書を弁護士会に提
出（警察からFAX・弁護士会から不在通
知又は不受任通知を受けた場合は，国
選弁護人選任手続に移行）
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らといって，逮捕段階の公的弁護の対応態勢が整っていると判断することはできない。

逮捕段階の公的弁護制度構想を暫定的にでも詰めた上で，そのような制度を前提に 24

時間以内接見と継続的弁護活動を内容とする逮捕段階での国選対応が可能かどうか，

各地の実情を調査する必要がある。かかる認識のもと，2020 年９月 30 日付で各弁護

士会に対し，現在検討中の国選弁護本部試案や 24 時間以内接見及び継続的弁護につ

いて，アンケートを発出した。現在，各弁護士会からの回答を分析の上，対応態勢整

備に向けた具体的検討を進めているところである。

２ 前提となる推定事件数

対応態勢を検討するに当たって前提となるのは，逮捕段階の国選弁護事件数がどれ

くらいになるかという推定事件数である。推定事件数については，以下のとおり，逮

捕件数を集計した上で，逮捕された被疑者のうちどれくらいが国選弁護人の選任を請

求するかという国選請求率を乗じて，推定事件数を集計することとした。

⑴ 逮捕件数

推定事件数を集計するためには，逮捕件数が何件あるのかというデータが必要で

あるが，逮捕件数についての完全なデータはない。公表されている検察統計・39 表

には逮捕件数と勾留件数のデータが掲載されているが，それらは過失運転致死傷及

び道路交通法違反を除いたデータである。また，検察統計は地検別のデータであり，

本庁や支部といったより詳細な地域区分はされていない。

もっとも，検察統計によれば，過失運転致死傷と道路交通法違反を除くものでは

あるが，地検ごとに逮捕件数と勾留件数が分かり，これらによって地検ごとに逮捕

件数のうちどれくらいが勾留請求されるのか，その割合（以下「勾留請求割合」と

いう。）も算出することができる。

他方，日弁連が独自に入手したデータ（非公表）の中には地域ごとの勾留請求数

があり，これは過失運転致死傷及び道路交通法違反を含んでいる。検察統計から地

検ごとに勾留請求割合が分かるので，地域ごとの勾留請求数を，対応する管轄地検

ごとの勾留請求割合で割れば，それぞれの逮捕件数を算出することができる。

以上のような考えに基づき，検察統計及び裁判所統計の 2016 年から 2018 年のデ

ータの平均で推定逮捕件数を集計したところ，合計で 135,443 件であった。

⑵ 国選請求率

公表されている 2018 年の司法統計・15 表によれば，勾留状発付件数が 100,897

件となっており，18 表によれば，被疑者国選弁護の新受件数は 76,246 件となって

いる。よって，司法統計上の国選請求率は，76,246÷100,897＝75.

56％となる。これはあくまで勾留段階での国選請求率であり，逮捕段階は勾留段

階と比べて国選請求率は下がるのではないかと思われるが，その数値は判然としな

いので，ここでは勾留段階での国選請求率を引用する。

もっとも，2018 年１月から５月までは，被疑者弁護制度が勾留全件に拡大する前

であったことなどを考慮し，国選請求率は上記よりもやや多めの 80％として，推定

事件数を算出することとした。
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⑶ 推定事件数

以上のような考えに基づいて，推定事件数を集計すると，資料３のとおり 108,366

件となる。

なお，被疑者弁護制度が勾留全件に拡大された 2018 年６月から 2019 年５月まで

の１年間の被疑者国選事件数は，80,701 件であった。被疑者国選であれば，80,701

件は対応可能であることが実証されているといえる。

これに対し，逮捕段階の被疑者国選では，勾留段階の場合よりも初回接見までの

時間を早めて，被疑者の国選弁護人選任請求があってから，できるだけ早く，遅く

とも 24 時間以内に初回接見を行うことが求められる。また，当番弁護士とは異な

り，継続的弁護活動を行うことも求められる。

逮捕段階からの推定事件数 108,366 件について，24 時間以内接見や継続的弁護が

困難とされる地域では，これらを可能とする方策を具体的に検討する必要がある。
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資料３　推定事件数

合計
東京 0
⼋丈島 5
伊⾖⼤島 0
新島 0
⼋王⼦ 58
⽴川 1,465
武蔵野 72
⻘梅 0
町⽥ 44
横浜 358
神奈川 1
保⼟ヶ⾕ 0
鎌倉 0
藤沢 0

川崎 0 川崎 875 875
横須賀 0 横須賀 265 265

平塚 0
⼩⽥原 806
厚⽊ 0

相模原 0 相模原 370 370
さいたま 919
川⼝ 30
⼤宮 80
久喜 0
所沢 33
川越 734
飯能 0
熊⾕ 796
本庄 0

越⾕ 0 越⾕ 636 636
秩⽗ 0 秩⽗ 0 0

さいたま

本庁 2,842 3,871

川越 0 767

熊⾕ 10 806

3,592

横浜

本庁 3,062 3,421

⼩⽥原 0 806

裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

東京

本庁 15,787 15,792

⽴川 1,953
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合計
東京 0
⼋丈島 5
伊⾖⼤島 0
新島 0
⼋王⼦ 58
⽴川 1,465
武蔵野 72
⻘梅 0
町⽥ 44
横浜 358
神奈川 1
保⼟ヶ⾕ 0
鎌倉 0
藤沢 0

川崎 0 川崎 875 875
横須賀 0 横須賀 265 265

平塚 0
⼩⽥原 806
厚⽊ 0

相模原 0 相模原 370 370
さいたま 919
川⼝ 30
⼤宮 80
久喜 0
所沢 33
川越 734
飯能 0
熊⾕ 796
本庄 0

越⾕ 0 越⾕ 636 636
秩⽗ 0 秩⽗ 0 0

さいたま

本庁 2,842 3,871

川越 0 767

熊⾕ 10 806

3,592

横浜

本庁 3,062 3,421

⼩⽥原 0 806

裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

東京

本庁 15,787 15,792

⽴川 1,953

合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

千葉 1,333
市川 122

松⼾ 17 松⼾ 883 900
⽊更津 1 ⽊更津 352 353

銚⼦ 0
⼋⽇市場 314
東⾦ 0

佐倉 0 佐倉 0 0
⼀宮 0 千葉⼀宮 0 0
館⼭ 0 館⼭ 0 0
佐原 0 佐原 0 0

⽔⼾ 726
笠間 0
常陸太⽥ 0
⼟浦 773
⽯岡 0
下妻 461
下館 0
古河 0

⽇⽴ 0 ⽇⽴ 0 0
⿓ヶ崎 0
取⼿ 0

⿇⽣ 0 ⿇⽣ 0 0
本庁 385 宇都宮 535 920

栃⽊ 222
⼩⼭ 0

⾜利 0 ⾜利 118 118
真岡 0 真岡 46 46
⼤⽥原 0 ⼤⽥原 115 115

⿓ヶ崎 0 0

宇都宮
栃⽊ 0 222

⽔⼾

本庁 147 873

⼟浦 0 773

下妻 0 461

千葉

本庁 2,193 3,648

⼋⽇市場 0 314
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

前橋 537
伊勢崎 0
中之条 0

桐⽣ 0 桐⽣ 66 66
⾼崎 398
藤岡 0
群⾺富岡 0

沼⽥ 0 沼⽥ 0 0
太⽥ 378
館林 0
静岡 745
清⽔ 0
島⽥ 0
熱海 0
三島 0
沼津 854

浜松 0 浜松 990 990
掛川 0 掛川 54 54
富⼠ 0 富⼠ 216 216
下⽥ 0 下⽥ 15 15

甲府 270
鰍沢 0
都留 32
富⼠吉⽥ 0
⻑野 262
飯⼭ 0

上⽥ 0 上⽥ 140 140
松本 222
⽊曽福島 0
⼤町 0
諏訪 50
岡⾕ 5

飯⽥ 0 飯⽥ 60 60
佐久 0 佐久 50 50
伊那 0 伊那 38 38

⻑野

本庁 19 281

松本 0 222

諏訪 0 55

甲府
本庁 136 406

都留 0 32

静岡

本庁 162 907

沼津 9 863

前橋

本庁 756 1,293

⾼崎 0 398

太⽥ 0 378
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

新潟 636
新津 0
新発⽥ 98
村上 0
⻑岡 312
⼗⽇町 0
柏崎 0
南⿂沼 0
⾼⽥ 140
⽷⿂川 0

三条 0 三条 58 58
佐渡 0 佐渡 29 29

⼤阪 3,929
⼤阪池⽥ 0
豊中 0
吹⽥ 0
茨⽊ 0
東⼤阪 0
枚⽅ 0
堺 1,374
富⽥林 0
⽻曵野 1
岸和⽥ 367
佐野 9
京都 949
伏⾒ 0
⽊津 0
右京 0
向⽇町 0
宇治 3

舞鶴 0 舞鶴 109 109
園部 0
⻲岡 0
宮津 61
京丹後 0

福知⼭ 0 福知⼭ 65 65

京都

本庁 1,360 2,312

園部 0 0

宮津 0 61

⾼⽥ 0 140

⼤阪

本庁 3,633 7,562

堺 0 1,375

新潟

本庁 50 686

新発⽥ 0 98

⻑岡 0 312

岸和⽥ 0 376
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

本庁 1,625 神⼾ 920 2,545
⻄宮 0
尼崎 1,032
姫路 1,601
加古川 0
豊岡 94
浜坂 0

洲本 0 洲本 99 99
伊丹 0 伊丹 258 258
明⽯ 0 明⽯ 159 159

篠⼭ 0
柏原 1

社 0 社 81 81
⿓野 0 ⿓野 3 3
本庁 200 奈良 670 870

葛城 374
宇陀 0
五條 54
吉野 0
⼤津 523
⾼島 0
甲賀 0
彦根 117
東近江 0

⻑浜 1 ⻑浜 80 81
和歌⼭ 538
湯浅 0
妙寺 0
橋本 0
⽥辺 126
串本 0

御坊 0 御坊 0 0
新宮 0 新宮 30 30

和歌⼭

本庁 181 719

⽥辺 0 126

⼤津

本庁 196 719

彦根 0 117

神⼾

尼崎 4 1,036

姫路 0 1,601

奈良
葛城 0 374

五條 0 54

豊岡 0 94

柏原 0 1
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

名古屋 1,874
春⽇井 0
瀬⼾ 0
津島 0
⼀宮 396
⽝⼭ 0
岡崎 1,215
安城 0
豊⽥ 0
豊橋 631
新城 0

半⽥ 0 半⽥ 288 288
津 506
鈴⿅ 0
四⽇市 242
桑名 0

松阪 0 松阪 43 43
伊賀 0 伊賀 46 46
伊勢 0 伊勢 50 50

熊野 14
尾鷲 4
岐⾩ 482
郡上 0

⼤垣 0 ⼤垣 140 140
⾼⼭ 2 ⾼⼭ 32 34

多治⾒ 142
中津川 0

御嵩 0 御嵩 62 62
福井 345
⼤野 0

武⽣ 0 武⽣ 43 43
敦賀 50
⼩浜 0

本庁 137 ⾦沢 521 658
七尾 0 七尾 30 30
⼩松 0 ⼩松 55 55

輪島 4
珠洲 0

福井

本庁 139 484

敦賀 0 50

岐⾩

本庁 224 706

多治⾒ 0 142

⾦沢

輪島 0 4

豊橋 0 631

津

本庁 64 570

四⽇市 2 244

名古屋

本庁 2,975 4,849

⼀宮 0 396

岡崎 4 1,219

熊野 0 18
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

本庁 35 富⼭ 303 338
⿂津 0 ⿂津 3 3

⾼岡 123
砺波 0
広島 1,194
東広島 0
可部 0
⼤⽵ 0
呉 184
⽵原 0

尾道 0 尾道 137 137
福⼭ 521
府中 0
三次 44
庄原 0
⼭⼝ 394
防府 0
岩国 129
柳井 0

下関 1 下関 178 179
周南 0 周南 78 78

萩 0
⻑⾨ 0
船⽊ 0
宇部 96
岡⼭ 814
⾼梁 0
⽟野 0
児島 0
津⼭ 140
勝⼭ 0
⽟島 0
倉敷 308
笠岡 0

新⾒ 0 新⾒ 0 0
本庁 74 ⿃取 111 185
⽶⼦ 0 ⽶⼦ 118 118
倉吉 0 倉吉 26 26

0 44

⿃取

岡⼭

本庁 402 1,216

津⼭ 0 140

倉敷 0 308

⼭⼝

本庁 40 434

岩国 0 129

広島

本庁 558 1,752

呉 1 185

福⼭ 0 521

荻 0 0

宇部 0 96

三次

富⼭
⾼岡 8 131
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

松江 144
雲南 0

出雲 0 出雲 56 56
浜⽥ 42
川本 0

益⽥ 0 益⽥ 22 22
⻄郷 0 ⻄郷 0 0

福岡 749
宗像 0
⽢⽊ 0

飯塚 4 飯塚 430 434
久留⽶ 518
うきは 0

柳川 0 柳川 45 45
⼋⼥ 0 ⼋⼥ 0 0

⼩倉 1,337
折尾 0

直⽅ 0 直⽅ 0 0
⼤牟⽥ 0 ⼤牟⽥ 50 50
⾏橋 0 ⾏橋 66 66
⽥川 0 ⽥川 79 79

佐賀 472
⿃栖 0

唐津 0 唐津 74 74
武雄 68
⿅島 0
伊万⾥ 0

本庁 70 ⻑崎 292 362
佐世保 0 佐世保 191 191

⼤村 28
諌早 0

島原 0 島原 27 27
平⼾ 0 平⼾ 0 0
壱岐 0 壱岐 9 9

五島 23
新上五島 0
厳原 10
上県 0

⻑崎

⼤村 0 28

五島 0 23

厳原 0 10

佐賀

本庁 32 504

武雄 0 68

福岡

本庁 1,817 2,566

久留⽶ 0 518

⼩倉 9 1,346

松江

本庁 62 206

浜⽥ 0 42
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

⼤分 445
別府 0
⾅杵 0
中津 53
豊後⾼⽥ 0

杵築 0 杵築 0 0
佐伯 0 佐伯 0 0
⽵⽥ 0 ⽵⽥ 0 0
⽇⽥ 0 ⽇⽥ 17 17

熊本 449
宇城 0
御船 0
⼋代 87
⽔俣 0
荒尾 0
⽟名 39

⼭⿅ 1 ⼭⿅ 20 21
阿蘇 0
⾼森 0

⼈吉 0 ⼈吉 20 20
天草 26
⽜深 0
⿅児島 214
伊集院 0
種⼦島 0
屋久島 0
名瀬 55
徳之島 0
加治⽊ 49
⼤⼝ 0
知覧 21
加世⽥ 0
指宿 0
川内 33
甑島 0
出⽔ 0
⼤隅 0
⿅屋 81

⿅屋 0 81

知覧 0 21

川内 0 33

⿅児島

本庁 296 510

名瀬 0 55

加治⽊ 0 49

阿蘇 0 0

天草 0 26

熊本

本庁 391 840

⼋代 0 87

⽟名 0 39

⼤分

本庁 35 480

中津 0 53
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

宮崎 360
⻄都 0
都城 86
⼩林 0
延岡 115
⽇向 0
⾼千穂 0

⽇南 0 ⽇南 0 0
本庁 14 那覇 1,078 1,092
沖縄 4 沖縄 605 609
平良 0 平良 92 92
⽯垣 0 ⽯垣 71 71
名護 0 名護 76 76
本庁 278 仙台 991 1,269

古川 234
築館 0

⽯巻 0 ⽯巻 160 160
⼤河原 0 ⼤河原 0 0
登⽶ 0 登⽶ 0 0
気仙沼 0 気仙沼 26 26
本庁 112 福島 226 338
郡⼭ 0 郡⼭ 337 337

⽩河 62
棚倉 0
会津若松 137
⽥島 0
いわき 236
福島富岡 0

相⾺ 0 相⾺ 0 0
本庁 23 ⼭形 288 311

⽶沢 82
⾚湯 0
⻑井 0

鶴岡 0 鶴岡 60 60
酒⽥ 0 酒⽥ 68 68
新庄 0 新庄 0 0

⼭形
⽶沢 0 82

福島

⽩河 0 62

会津若松 0 137

いわき 0 236

延岡 0 115

那覇

仙台

古川 0 234

宮崎

本庁 145 505

都城 0 86
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

本庁 31 盛岡 288 319
⼤船渡 0
⼀関 89

花巻 0 花巻 41 41
⼆⼾ 14
久慈 3
遠野 18
釜⽯ 1

宮古 0 宮古 19 19
⽔沢 0 ⽔沢 36 36

秋⽥ 153
男⿅ 0
⼤館 42
⿅⾓ 0
横⼿ 40
湯沢 0
⼤曲 28
⾓館 0

能代 0 能代 0 0
本荘 0 本荘 0 0

⻘森 126
野辺地 0
むつ 0

弘前 0 弘前 152 152
⼋⼾ 0 ⼋⼾ 158 158

五所川原 0
鯵ヶ沢 0

⼗和⽥ 0 ⼗和⽥ 0 0
本庁 801 札幌 1,080 1,881

岩⾒沢 122
⼣張 0
室蘭 151
伊達 0

⼩樽 1 ⼩樽 155 156
滝川 0 滝川 34 34

浦河 0
静内 14

岩内 0 岩内 0 0
苫⼩牧 0 苫⼩牧 162 162

札幌

岩⾒沢 0 122

室蘭 0 151

浦河 0 14

秋⽥

本庁 130 283

⼤館 0

⻘森

本庁 71 197

五所川原 0 0

42

横⼿ 0 40

⼤曲 0 28

盛岡

⼀関 0 89

⼆⼾ 0 17

遠野 0 19
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

函館 263
松前 0
⼋雲 0
寿都 0

江差 0 江差 0 0
旭川 322
深川 0
富良野 0
名寄 19
中頓別 2

紋別 0 紋別 8 8
留萌 0 留萌 0 0

稚内 20
天塩 0

本庁 1 釧路 237 238
帯広 181
本別 0

網⾛ 0 網⾛ 23 23
北⾒ 118
遠軽 0
根室 0
標津 0
⾼松 379
⼟庄 0
丸⻲ 208
善通寺 0

観⾳寺 0 観⾳寺 35 35
徳島 275
鳴⾨ 0
吉野川 0
阿南 23
牟岐 0
美⾺ 16
徳島池⽥ 0

本庁 54 ⾼知 421 475
須崎 0 須崎 14 14
安芸 1 安芸 2 3
中村 0 中村 25 25

16

⾼知

徳島

本庁 75 350

阿南

釧路

帯広 1 182

北⾒ 0

0 23

美⾺ 0

118

根室 0 0

⾼松

本庁 239 618

丸⻲ 0 208

函館
本庁 16 279

旭川

本庁 34 356

名寄 0 21

稚内 0 20
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合計
裁判所
管轄

推定事件数
地裁 簡裁

本庁 174 松⼭ 477 651
⻄条 190
新居浜 0
四国中央 0
宇和島 86
愛南 0
⼤洲 27
⼋幡浜 0

今治 0 今治 76 76
合計 44,317 64,049 108,366

0 27

＊推定事件数は，2016年〜2018年の検察統計の逮捕件数・勾留請
求数平均，逮捕件数に対する勾留請求割合，裁判所統計の勾留請
求数平均，国選請求率80%に基づき試算した。
＊裁判所統計が地裁，簡裁別に勾留請求数を集計している関係
上，推定事件数も同様になっている。

松⼭

⻄条 0 190

宇和島 0 86

⼤洲
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第２章 制度実現に向けた課題

髙見健次郎（実行委員会委員・金沢）

はじめに

前章では，国選弁護本部試案としての逮捕段階の公的弁護制度を紹介した。

この試案は，これまで長い間にわたって様々な制度案が議論された末，現時点での

集約としてまとめられたものである。

ところで，逮捕段階の公的弁護制度を構築しようとするとき，必ず克服しなければ

ならない 大の課題は，弁護士会の対応態勢である。

この章では，国選弁護本部試案を実現しようとした場合に生じうる対応態勢に関す

る課題を論じてみたい。

第１ 問題の所在

１ 被疑者国選弁護制度の対象が逮捕段階にまで及ばなかった理由

2016 年の刑訴法改正で勾留決定後の全ての事件が国選弁護制度の対象となった。か

つて起訴後の被告人に対してしか認められていなかった国選弁護制度の枠は，日弁連

及び弁護士会の活動により，被疑者段階にまで広げられ，ここにおいて，被疑者国選

弁護制度は一定の実現を果たした。

しかし，逮捕段階の国選弁護制度には至らなかった。その理由とされたのは，①国

選弁護人選任のための要件審査に当たり，裁判官が直接被疑者に確認することが必要

な場合が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，②弁

護士会において対応態勢が整わないのではないかということにあった。

したがって，逮捕段階の国選弁護制度が実現するためには，これらの課題が克服さ

れなければならないといえる。

２ 要件審査（裁判所における問題）について

被疑者が国選弁護人選任請求をする場面は，勾留質問のために裁判所にいるときか，

勾留決定があった後に留置施設等にいるときであると考えられるが，いずれの段階で

も，裁判官は，要件審査として，被疑者からの請求があったこと，資力要件を満たす

こと，仮に資力要件を満たさない場合にはあらかじめ弁護士会に対する私選弁護人選

任申出がされていることの各事実を確認することになる。その際，被疑者から国選弁

護人選任請求があった事実については国選弁護人選任請求書で確認され，資力要件を

満たすことの事実については資力申告書で確認され，資力要件を満たさない場合の私

選弁護人選任申出が前置することの事実については私選弁護人選任申出書や不受任通
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知書などの書面で確認されるであろう。

つまり，被疑者国選弁護人選任手続において，選任のための要件を満たすかどうか

という審査は，いずれの要件も書面でもって行われており，あえて国選弁護人選任要

件を審査するために裁判官が被疑者に面接することは行われていないと考えられる。

また，裁判官が「貧困その他の事由」（刑訴法 37 条の２第１項）を判断するため，

わざわざ被疑者に面接するという話も聞いたことがない。

そうすると，逮捕段階の公的弁護制度において，2016 年の刑訴法改正時にこれが見

送られた理由の一つ目の問題，すなわち国選弁護人選任のための要件審査に当たり，

裁判官が直接被疑者に確認することが必要な場合があり得るという点は，実務上は問

題とならないというべきである。

なお，第１章で述べたとおり，逮捕段階の公的弁護制度に関する国選弁護本部試案

は，国選弁護人選任手続においては裁判官と被疑者の面接は不要としているところで

ある。

３ 対応態勢（弁護士会における問題）について

被疑者国選弁護制度が創設され，実施されるに当たっては，常に弁護士会の対応態

勢が課題とされた。2006 年に始まった被疑者国選弁護制度は，2016 年にかけて段階的

に対象範囲を拡大して実施されてきたが，この段階的施行の背景にも弁護士会の対応

態勢の問題があった。

ところで，逮捕段階の国選弁護制度は，勾留に先立つ逮捕段階にまで国選弁護制度

の対象を拡大するものであるから，単に被疑者国選弁護制度の時期的な枠を逮捕段階

にまで前倒しにするよう刑訴法の文言を変えるだけで実現することができるのではな

いかと言えなくもない。

しかしながら，被疑者の弁護人選任権は，形式的に弁護人が付される制度が創設さ

れればそれで満たされるというものではなく，実質的に弁護人の援助を得ることがで

きなければならない。

逮捕段階の国選弁護制度は，逮捕された被疑者に対してその逮捕期間中である 48 時

間ないし 72 時間の間に国選弁護人が付される制度であり，選任された国選弁護人は

逮捕段階にふさわしい弁護活動を提供しなければならないのである。

これまでの勾留段階の被疑者国選弁護制度の実現に当たっては，日弁連及び弁護士

会は，まずは弁護人を迅速にもれなく付することが重要であるとして，主に数（予想

される勾留件数と弁護人の数）の面での対応態勢を整えることを中心に議論し，数的

な対応態勢が十分であることを示してきた。

しかしながら，被疑者の弁護人選任権は，形式的に弁護人が付されればそれで満た

されるものではなく，実質的に弁護人の援助を与えられなければならないことからす

れば，国選弁護制度の対応態勢というものも，単に数の問題だけではなく，弁護活動

の内容面も考慮されなければ，対応態勢が整っているとはいえないところ，勾留段階

の弁護活動と逮捕段階の弁護活動とでは，時間的な面においても，被疑者がおかれた

法的地位の面においても，それに応じた弁護活動の面においても，大きく異なるもの
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であるから，逮捕段階の対応態勢は，勾留段階の対応態勢とはかなり異なった課題が

存在することになる。

逮捕段階の国選弁護制度における対応態勢は，弁護士会が逮捕された被疑者に対し

て逮捕段階にふさわしい弁護を全国津々浦々で提供することができる態勢を整えなけ

ればならないという問題である。

この問題を解決するためには，逮捕段階の弁護人による援助としてどのようなこと

が求められるのか，そのためにはどのような時間の枠組みの中で，どのような活動が

なされなければならないかということが意識されなければならない。

そのため，逮捕段階の国選弁護制度に関する対応態勢の問題は，勾留段階の国選弁

護制度に関するそれとは異なる議論が展開されてきたのである。

第２ 逮捕段階の弁護活動

１ 逮捕段階に想定される弁護活動

逮捕段階の弁護人には，何が求められるか。勾留段階で選任される弁護人と逮捕段

階で選任される弁護人とでは，その活動は何が違うのか。

被疑者段階（捜査段階）における弁護活動として，被疑者の地位や刑事手続の説明，

権利の説明と実現に向けた活動があり，具体的には，身体拘束からの解放や取調べな

どの捜査への対応，被疑事実及び情状に関する弁護活動などがあり，そういった意味

では勾留段階の弁護も逮捕段階の弁護も抽象的にはその活動内容は共通するといえる。

しかし，逮捕段階では，勾留段階と異なる大きな点が二つあるといえる。一つ目と

して，被疑者は 48 時間から 72 時間という一時的な身体拘束である逮捕段階にあり，

これから 10 日ないし 20 日間という継続的な身体拘束（場合によっては，再逮捕，再

勾留が見込まれているかもしれない。）の間口にいる状態であること，二つ目として，

いまだ自白や供述調書への依存から脱却されていない日本の刑事司法を背景として，

極めて重要な初期供述の段階にある。これら２点が勾留段階との大きな違いとして取

り上げることができる。

したがって，この大きな２点の違いを意識して，第１章で述べられた国選弁護本部

試案を実現していく上で，日弁連や弁護士会としてどのような対応態勢を整えなけれ

ばならないのかを検討することとしたい。

２ 身体拘束からの解放

逮捕された被疑者は，検察官に送致され，勾留されることが見込まれている。

昨今の身体拘束からの解放に向けた弁護士会の運動や個々の弁護人の活動によっ

て勾留請求却下率が増加しつつあり，これにともない勾留請求率も多少なりとも減少

することが期待されるが，それでも，不当ないし不必要な勾留が多くなされている現

状は改善されていない。
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不当ないし不必要な勾留は，勾留の理由や必要性のない事情を主張し，疎明するこ

とで阻止することになるが，その事情には複雑なものを含んでおらず，容易に説明す

ることもできる場合も多い。勾留質問時に弁護人が付されていなければ，裁判官は，

そのような勾留の相当性や必要性を減少させるようなちょっとした情報すら与えられ

ないまま，捜査機関からの勾留の理由及び必要性を疎明する資料のみに基づいて審理

せざるを得ないため，仕方なく又は安易に勾留決定することも多いのではないだろう

か。そのような事件では，逮捕段階で弁護人が選任されれば，かなり容易に不当ない

し不必要な身体拘束を阻止することができる。

また，裁判官（裁判所）としては，新たな事情もなくいったんなされた勾留決定を

覆すことよりも，勾留するかどうかを判断する段階で勾留却下の判断をする方がやり

やすいという心理が働くこともある。そのような心理が働くとすれば，勾留決定がな

された後にする準抗告よりも，勾留請求段階で勾留に関する意見を述べた方が，勾留

阻止に向けては効果的だということがいえる。

逮捕段階の被疑者は，今後，10 日ないし 20 日間という長期にわたって勾留される

かもしれない地位にある。場合によっては，別件でのさらなる逮捕，勾留が捜査機関

によって密かに予定されているかもしれない。

しかも，その被疑者は，不当ないし不必要な勾留がなされるおそれも多分に存在す

る。

そのような被疑者は，逮捕段階で弁護人が付されて裁判官に適切な意見が述べられ

ることによって，早期に不当ないし不必要な身体拘束から免れることができるし，そ

もそも，刑事手続の適正化の観点からは弁護人が付されてそのような不当ないし不必

要な身体拘束からいち早く免れなければならない。

このように，身体拘束からの解放という観点から，逮捕段階の弁護人には，勾留さ

れるかどうかという岐路に立たされている被疑者に対して，勾留請求却下に向けた機

動的な弁護活動が求められるのである。

３ 取調べ等に対するアドバイス

裁判員裁判の導入により，裁判所は，直接主義，口頭主義を重視するようにはなっ

てきているが，刑事手続全体としては，自白や供述調書に依存する体質に変わりない

といってよい。

被疑者国選弁護制度が拡大して勾留後間もなく弁護人が付される事件が多くなり，

また，取調べが可視化されることに伴い，捜査機関でなされる弁解録取手続が実質的

に取調べと化し，捜査機関は，逮捕直後の段階で，被疑者から具体的詳細な聴き取り

（取調べ）を行うようになっている。

過去におけるえん罪の歴史を見れば，被疑者の初期供述は，起訴不起訴の処分，有

罪無罪の判断，量刑判断との関係で，事件の帰趨を決定するくらい極めて重要である

ことがわかる。

また，被疑者は，同人が刑事手続の当事者であるならば，捜査段階といえども手続

の当事者でなければならず，そうであるならば，捜査機関との間では武器対等の原則
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が妥当すべきであるし，当事者として，供述するかどうか，供述するとして何をどの

範囲で供述するかを自由に決めることができなければならない。

逮捕された被疑者は，このように，これから弁解録取手続や取調べ，さらには勾留

質問を受けようとする極めて重要な初期供述の状況におかれている。

しかし，被疑者は，その供述が後に自らの処遇が決せられる重要な意味を持ってい

ることを理解しないまま，これら自らの言い分を聞かれる手続に対して，どう対応し

たらよいかわからないことがほとんどである。まさに，審判もセコンドもいないまま

プロを相手にリングに立たされることになるのである。

このような状況にある被疑者には，弁護人が付されて武器対等の状態に置かれるこ

とによって，刑事手続の適正さが確保されなければならない。

具体的には，逮捕段階の弁護人は，直ちに被疑者に接見し，弁解録取手続及び取調

べ，勾留質問でどう対応すべきかをアドバイスして，被疑者の供述の自由を確保しな

ければならない。

なお，このアドバイスは，供述すべきかどうか，供述するとしても何をどの範囲で

供述すべきかということに関する判断を伴う高度に技術的な内容をもつものであり，

そして，事案により，被疑者により，捜査の進行状況や見込まれる処分により，異な

るバリエーションを持つものであり，一定の知識と経験が必要となるものである。

４ 時間的制約

逮捕段階と勾留段階とで決定的に異なるのは，時間的制約である。

勾留期間は 10 日間から 大 20 日間であるが，逮捕段階では 48 時間から 大 72 時

間しかない。

このようなごく限られた時間の中で，国選弁護人が選任され，弁解録取手続や取調

べ，勾留質問（以下，これらを「取調べ等」という。）への対応がアドバイスされ，勾

留阻止に向けた活動がなされなければならないのである。

５ まとめ

このように，勾留段階と逮捕段階とでは，同じ被疑者国選弁護制度といえども，極

めて限られた時間内に弁護人が選任され，被疑者に対して，勾留請求却下に向けた活

動や少しでも早く（警察の弁解録取，検察官の弁解録取，裁判官による勾留質問，そ

の他警察，検察官による取調べのうち， も早い段階にある警察の弁解録取の前が理

想であるが，これが困難であっても，少しでもそれに続く手続（以下，この章では，

これら手続を総称して「尋問」という言い方をすることがある。）前の時期に）取調べ

等への対応について適切なアドバイスを提供しなければならないのである。
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第３ 被疑者国選受任後の迅速接見

１ 迅速な接見の必要性

逮捕段階で選任された国選弁護人には，少しでも早い接見が求められる。そもそも

大 48 時間ないし 72 時間という限られた時間内で，勾留阻止に向けた活動や取調べ

等の尋問に先立ってそれらへの対応をアドバイスしなければならないからである。

これまで，当番弁護士の接見は，全国的に，当番の派遣要請があってから 24 時間以

内の接見が目指され，それ自体はほぼ実行されているようであるが，逮捕段階で選任

された国選弁護人は，やはり国選請求の時から遅くとも 24 時間以内に初回接見する

必要はあり，可能な限り，数時間以内に接見することも目指されるべきである。

ところで，昨今，警察や検察官の弁解録取や初回の取調べに先立って被疑者に接見

するとなれば，24 時間以内では手遅れであり，数十分ないし数時間以内の接見が目指

されなければならないという議論もある（イギリスやドイツで日本の当番弁護士制度

に類似する形でなされている接見は 30～40 分程度で行われているとのことであり，

日本でも，例えば，札幌弁護士会では札幌市内の当番弁護士の接見を３時間以内に行

うことにしている。）が，日弁連の国選弁護本部ではこれまで当番弁護士の迅速接見の

一つの目安として 24 時間以内という数字を目標として設定してきたので，現時点で

はこれまでどおり 24 時間以内の接見が実現されなければならないものとしておくこ

ととする。ただ，逮捕段階の国選弁護制度が，逮捕直後に国選弁護人選任手続が始ま

り，数十分程度で選任決定がなされ， 初の尋問前に弁護人の援助を受ける権利が確

立され，次章で述べられるベルギー，オランダ，フランス，ドイツのように捜査機関

が２時間など一定程度なら弁護人の到着を待つという実務が定着するようになれば，

国選弁護人の初回接見までの時間制限が２～３時間となる時代は来るであろう。

２ 現在の被疑者国選の初回接見

これまで国選弁護本部が行ってきた全国キャラバンの結果として，悪天候や離島な

どの原因で困難となる時や地域が見られないではないが，全国的に見れば，当番弁護

士の 24 時間以内接見がほぼ実現されていることがわかっている。

それでは，被疑者国選弁護人は，受任後 24 時間以内に初回接見を行っているであろ

うか。

逮捕段階で選任された国選弁護人は，24 時間以内に初回接見することが目標として

設定され，かつ，実現されなければならないが，当番弁護士の 24 時間以内接見につい

ては国選本部で調査されているものの，現在の被疑者国選については選任後の初回接

見がどの程度の時間でなされているかといった調査は行われていない。

かつて，被疑者国選弁護人が一度も被疑者に接見しないまま事件を終えて終結報告

書を提出している事案が存在することが判明した。そのとき，法テラス本部または地

方事務所から日弁連又は弁護士会に国選弁護人が選任されてから初回接見まで数日間

を要した事件の報告を受け，必要に応じて各弁護士会が早期接見を行わなかった弁護
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士に何らかの措置等を取った時期があり，現在でもなお法テラス地方事務所から同じ

ような報告を受けている弁護士会もあるが，今ではそういった報告を受けていない弁

護士会も相当多い。

現在の状況を調査していないのでなんともいえないところはあるものの，例えば，

金沢弁護士会では，今でも，上記法テラス地方事務所からの報告を受けているが，被

疑者国選弁護人が選任後数日経過してから初回接見するという事案自体は，決して少

ないとはいえない。もちろん，その多くは，当番弁護士で接見した被疑者の国選弁護

人に選任されたため，被疑者国選弁護人に選任された後の初回接見が当番弁護士で接

見した日の２～３日後となっているに過ぎないのであるが，そうはいっても，当番弁

護士の接見には時間的な規定や目標が設けられているのに対して，被疑者国選弁護人

の接見にはこういった規定や目標が設けられていないこともあって，当番弁護士に比

べて被疑者国選弁護人の初回接見に関する時間についての意識が低いのではないかと

も考えられる。

そして，当番弁護士制度には接見までの時間が規定されていたり目標が設定されて

いたりするのに対して，被疑者国選弁護人の選任後の初回接見についてはこれらがな

いのは全国的に同様であるから，被疑者国選弁護人が選任後数日を経てから初回接見

する状況が全国的な傾向として見られる可能性が高い。

今回の国選弁護シンポジウムで提示される国選本部試案は，24 時間以内接見を目指

すものであるから，果たして，全国において当番弁護士制度では実現されている 24 時

間以内接見が逮捕段階の被疑者国選でも実現可能かどうか，今後，全国キャラバンを

行うなどして，全国各地の状況を把握されなければならない。

その上で，仮に，当番弁護士の場合は 24 時間以内に接見しなければならないと考え

られ，かつ，実施されているにもかかわらず，被疑者国選弁護人の場合には 24 時間以

内に初回接見しなければならないとの意識が持たれていないことが確認された場合に

は，その意識改革が図られなければならない。また，被疑者国選弁護人の 24 時間以内

初回接見の実現が恒常的客観的に難しいという地域があれば，制度上又は運用上の工

夫を施されなければならない。逮捕段階の国選弁護制度が創設された後の被疑者国選

弁護人の 24 時間以内接見の問題は，必ず克服されなければならない大きな課題とな

るものである。

第４ 継続的弁護

１ 国選弁護人の選任と継続的弁護の課題

⑴ 逮捕段階の国選弁護制度は，まさに国選弁護人の選任であるから，これまでの国

選弁護人の選任と同じように，一旦は選任された以上，原則として，被疑者段階で

あれば終局処分又は被疑者の釈放まで，被告人段階であれば判決まで，弁護人とし

ての地位を失わないのである。

国選弁護人は，選任決定があれば，解任される場合を除いて，上記の終了時期が

訪れない限り，弁護人の地位にあり続けるわけであるから，継続的弁護という概念
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をあえて意識する必要はないことになる。

⑵ しかしながら，対応態勢の現実的な問題として，前章の第３で述べたように，継

続的弁護が可能かという不安が払拭しきれない課題として存在する。

前回の第 14 回国選弁護シンポジウムでは，当番弁護士の 24 時間以内接見とその

後の継続的弁護を提言した。そこでいう継続的弁護は，当番弁護士の接見を起点と

した継続的弁護を提言しているわけであるが，当番弁護士以外の弁護士の引き継ぎ

（リレー）をも含めたものであった。

その後，国選弁護本部は，全国キャラバンを行っているが，それによると，概要，

①勾留全件を対象等する被疑者国選（いわゆる第３段階）には対応できている，②

当番弁護士の 24 時間以内接見には対応できている，しかし，③継続的弁護はリレー

方式を含めて考えなければ困難なところがある，という結果であった。

この結果からいえることは，全国的に見ると，当番弁護士の 24 時間以内の接見は

可能であるが，その後の当番弁護士による継続的弁護には困難なところがあり，リ

レーにより継続的弁護が維持されているところが少なくないということである。

⑶ 国選弁護本部試案として提示する逮捕段階の公的弁護制度は，この点を踏まえて，

リレー方式を新設すべきであるとする。

しかしながら，リレー方式が採用されるためには，いくつかの問題をクリアしな

ければならない。そもそも，裁判所は，一旦は行った国選弁護人選任決定を弁護士

会側の事情で変更できるような制度を容認するであろうか。仮に認められたとして，

法律での定め方が問題となる。おそらく，リレーは刑事訴訟法 38 条の３の国選弁護

人の解任事由として定められることになると考えられるが，リレー方式が必要な場

合としてどのような体裁で条文化すべきか，類型的な事由の掲げ方をするのか，「や

むを得ない場合」とか「相当な場合」といった抽象的な文言を用いるのか，個々の

裁判官によってリレーを認める基準について解釈の幅が大きく異なるおそれはな

いのか。また，実際に弁護士会の事情や裁判官の解釈の問題などによって，被疑者

が事実上弁護人不在の状態に陥り，被疑者の弁護人依頼権が脅かされる事態が発生

することはないか。

確かに，リレー方式を採用しなければ逮捕段階の公的弁護制度を担っていくこと

ができないのだとすれば致し方ないが，上記のような問題点を踏まえれば，被疑者

が間断なく弁護人の援助を得られるようにするためには，できる限りリレー方式に

頼らないようにするのが望ましい。

２ 継続的弁護のための方策

ところで，地理的，人数的な事情など，客観的な理由でリレー方式を採用せざるを

得ない場合はやむを得ないとして，24 時間以内接見はできているものの，当番弁護士

がそのまま継続して国選弁護人として継続して弁護できない理由として，当番弁護士

が１回接見すればよい制度であるから，その限りで会員の協力を得られている現状が

あるとすれば，その改良が図られなければならない。

一つは，会員の意識向上である。もともと全国の弁護士会が始めた当番弁護士制度
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は，いち早く被疑者に刑事手続に関する説明やアドバイスを与えるということにあっ

たかもしれないが，被疑者段階の国選弁護制度がない状況を背景として，身体拘束さ

れた被疑者に弁護人選任の機会を与える趣旨が大きかったのではなかろうか。そうで

あれば，弁護士会としては，当番弁護士制度発足時の精神を今一度思い起こし，当番

弁護士は１回接見すれば済むという感覚の会員に対して，当番弁護士は弁護人選任の

きっかけであるという感覚への意識の向上を促すことが必要となる。

二つ目は，国選弁護人名簿の作成及び運用での工夫である。各地の弁護士会として

は，様々な意識を持つ会員の協力なくしては国選弁護の対応態勢を整えることは難し

い事情もある。そこで，名簿の種類，地域区分，待機の回数や頻度，事件配点の順序

など，国選弁護人名簿の作成や運用の面での工夫をすることで，リレー方式を用いず

に逮捕段階の国選弁護制度を運用することが可能となる場面を増やすことができない

か，検討してみてはどうであろうか。

３ まとめ

24 時間以内に接見した弁護人が継続して弁護に当たることができないという問題

は，リレー方式が採用されたとしても，逮捕段階の国選弁護制度に関する対応態勢を

構築する上ではかなり重要な問題である。仮に法がリレー方式を採用しなければ，こ

れはかなり深刻な問題となる。

継続的弁護の可否，それが困難である場合の原因，その解消方法については，全国

の地域ごとの調査と検証を行い，課題の克服が必要である。

第５ 被疑者国選名簿

１ 現在の当番弁護士名簿と被疑者国選弁護人名簿の作成と運用

現在，逮捕段階の弁護人の援助は当番弁護士制度により行われ，勾留後のそれは被

疑者国選弁護制度により行われている。

そして，これら２つの制度は，運用主体が異なるため，当番弁護士名簿と被疑者国

選名簿が各別に作成されて運用されている。

ところで，全国的に見れば，多くの弁護士会では，当番弁護士名簿と被疑者国選名

簿は，登録者を同一にした名簿として作成していたり，名簿の作成自体は別々であっ

てもそれらを統一的に運用していたりする。しかし，一方では，当番弁護士名簿と被

疑者国選名簿とは全く独立したものとして作成し，かつ，運用している弁護士会もあ

る。

２ 国選弁護名簿への一本化

逮捕段階の国選弁護制度が創設されると，当番弁護士制度はほぼその役割を終え，

被疑者により私選弁護人選任が選択されない限り，身体拘束された被疑者が求める弁
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護人の援助は，その多くが被疑者国選弁護制度でまかなわれることになる。

そうなると，それまで逮捕・拘留段階の弁護人の援助のために存在した当番弁護士

名簿と被疑者国選名簿は，被疑者国選名簿の一つのみで充足される。

問題は，逮捕段階の国選弁護制度が始まると同時にそれまで存在した被疑者国選名

簿で新たな制度に対応できるのかということである。

すなわち，もし，現在の 24 時間以内の接見が当番弁護士は１回接見するだけでよい

という発想の会員をある程度含む当番弁護士名簿の運用で成り立っており，継続的弁

護がそのような会員が登録されていない被疑者国選名簿の運用で成り立っているとし

たら，そのままの状態で被疑者国選名簿しか運用されることのない逮捕段階の国選弁

護制度が開始された場合，名簿の運用が破綻しないのかという問題である。もっとも，

そのような事態にならないように，国選本部試案はリレー方式の採用を主張している

のであるが，必ずしも法制度がリレー方式を採用するとは限らず，法がリレー方式を

採用したとしても，裁判所（裁判官）がどの程度柔軟にそれを運用するかわからず，

あまりリレー方式に頼るべきではないことは前記のとおりである。

３ 事前準備としての当番弁護士名簿と被疑者国選名簿の統合

逮捕段階の国選弁護制度が始まったとき，被疑者国選名簿の運用が破綻しないよう

にするためには，それまでの間に，当番弁護士名簿と被疑者国選名簿の統合が図られ

なければならない。

前記のとおり，全国的には，当番弁護士名簿と被疑者国選名簿が統一的に作成また

は運用されている弁護士会が多く，そういった弁護士会では逮捕段階の公的弁護制度

が始まったとしても円滑に対応することができるであろうが，これら２つの名簿が全

く別個のものとして作成及び運用されている弁護士会では，予め，当番弁護士名簿と

被疑者国選名簿の統合を図っておく必要があろうと考えられる。

しかしながら，その作業には一定の困難が伴うことが予想される。地方の弁護士会

（地方といっても，中小規模の弁護士会には限らない。）では，当番弁護士制度は全会

員で負担を分かつという意味合いで全ての会員に登録をお願いして運用されてきたと

ころが多く，統合の仕方次第では，これまでの協力者を排除すると誤解されかねず，

その点は十分に注意しなければならない。また，会員への説明次第では，被疑者国選

名簿への登録者を大きく減らしかねないため，その点も懸念される。

もっとも，すでに当番弁護士名簿と被疑者国選名簿の一本化（運用面での統一化で

はなく，名簿そのものの統一化）を果たした弁護士会もいくつか出てきており，それ

らの弁護士会では会員の理解が得られており，また，危惧した名簿登録者の減少も実

際には杞憂に過ぎなかったとの報告が国選弁護本部に寄せられている。

したがって，今後，各弁護士会では，国選弁護本部の委員からの情報を参考にしつ

つ，当番弁護士名簿と被疑者国選名簿の統合を進めて行くことを検討すべきであろう

と考えられる。
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４ 作成されるべき被疑者国選名簿とその運用（待機制）

これまで述べてきたことから，遅くとも，逮捕段階の公的弁護制度が実施されると

きまでには１本化された被疑者国選名簿ができあがっていなければならない。

そこに登録される弁護人は，選任後 24 時間以内，できれば数時間以内に初回接見を

行うことができる会員でなければならず，また，リレー方式はあるものの，基本的に

は選任後継続して弁護活動にあたることのできる会員でなければならない。

そして，名簿の運用としては，いわゆる待機制のものであるべきである。もちろん，

待機制を取るべきであるというのは，直ちに国選弁護人選任手続が行われ，選任後の

初回接見が迅速になされるためであるから，地域によっては待機制よりは名簿制を採

用した方が円滑に選任手続を取ることができるので，ここでいう待機制を取るべきで

あるという議論は一般論である。

しかしながら，ここで注意しなければならないのは，逮捕段階の公的弁護制度が実

施される段階での待機制は，迅速な初回接見を行うためのものだということである。

現在でもすでに多くの弁護士会では被疑者国選名簿の運用は待機制をとっている。

しかしながら，そこでいう待機制とは，直ちに被疑者国選受任の承諾をするための待

機のことであり，必ずしも初回接見を迅速にするための待機ではない。これまで，日

弁連も，法テラスから指名打診があったら直ちに承諾するために待機していてもらい

たい，直ちに接見に行かなければならないということではないとして，被疑者国選の

承諾を迅速に行うための待機制を求めてきた節があることは否めない。

しかし，逮捕段階の国選弁護制度の下においては，直ちに弁護人が選任されるだけ

でなく，迅速に初回接見がなされることが必要なので，そのための待機制がとられな

ければならないのである。性質としては，現在の当番弁護士制度でいう待機制と同じ

である。

以上，逮捕段階の被疑者国選名簿に関して話しをまとめると，逮捕段階の公的弁護

制度への対応態勢を確立するためには，選任後 24 時間以内に初回接見することが可

能で，かつ，継続的弁護を行うことができる会員が登録された名簿を整えておく必要

がある。そして，選任後の迅速な初回接見が可能となるような待機制が採用されなけ

ればならないということになる。

第６ 対応態勢確立の検証について

以上述べてきたように，逮捕段階の国選弁護制度を構築するためには，24 時間以内

接見や継続的弁護を中心とした対応態勢が確立されなければならないが，そのために

克服しなければならない重要な課題はいまだ多く存在する。

日弁連としては，これらの課題を克服するため，全国の地域ごとに課題を拾い上げ

（全国キャラバンをはじめとする情報の集約），情報を提供しながら，それらの課題を

解消するための弁護士会への協力を進めていかなければならない。
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第３章 弁護人の援助を受ける権利の拡充と国選弁護制度の在り様

前田裕司（実行委員会委員・宮崎県）

第１ はじめに

逮捕直後からの国選弁護制度を構想し検討するに当たって念頭に置いておくべき

視点の一つは，捜査段階における弁護人の援助を受ける権利の拡充，すなわち，被疑

者の弁護人アクセス権（取調べに先立って弁護人の助言を受ける権利）と取調べにお

ける弁護人立会権が実現した場合の国選弁護の在り様である。近い将来，これらの権

利が実現されることになれば，国選弁護の制度設計それ自体に大きな影響を与えるこ

とは必至だからである。

被疑者国選の勾留全件への拡大が，2016 年刑訴法改正により実現し，2018 年６月１

日から施行されている。

勾留全件で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）を中核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。しかし，弁

護人の援助を受ける権利の実効性確保の観点からは，なお，様々な課題が残されてい

る。

弁護人依頼権の憲法上の保障は，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。我が国では被疑者が身体拘束された際には，

一切の通信の手段が奪われることになるから，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，弁護人へ連絡をとる義務を負わなけれ

ばならないといえるが， 高裁平成 11 年３月 24 日大法廷判決（以下「 高裁判決」

という。）が指摘したように，それにとどまらず，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

を保障しているといえる。

しかし，それでも不十分であり，弁護人による援助は，単に，弁護人と相談する機

会が与えられるだけで良いというものではなく，取調べに先立って弁護人の助言を受

ける権利や弁護人が取調べに立ち会う権利が保障されるべきである。そうすることで，

被疑者・被告人の弁護人の援助を受ける権利が，真に実効性あるものとなりうるから

である。

また，弁護人の援助を受ける権利は，被疑者の立場からすると，身体拘束がなくて

も訴追機関から犯罪の嫌疑を受けた時点から保障される必要がある。国家から犯罪の

嫌疑をかけられた者が捜査機関にどのように対応したらよいか，特に，予定される取

調べにおける黙秘権行使の有無などは，弁護人の援助がなければ適切な対応できない

からである。

このように，弁護人の援助が必要なことは身体拘束の有無に関わりないが，身体拘

束を受けた被疑者の場合には，外界から一切遮断された状態に置かれるだけに，弁護
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人による援助の必要性は，より一層大きいといえる。

そして，被疑者に弁護人に連絡をしてもらう権利が認められたとしても，身体拘束

を受けた多くの被疑者は連絡すべき弁護士を知らないし，弁護人を依頼する資金的余

裕があるわけではない。そこで，遅くとも，身体拘束を受けた段階からは，自ら弁護

人を付することができない被疑者に対して，国家が弁護人を付する制度が必要となる。

弁護人の援助を受ける権利の内容として，取調べに先立って弁護人の助言を受ける

権利や取調べの際の弁護人立会権が認められることとなり，実際に弁護人が取調べに

先立って被疑者に接見して助言し，取調べの際の立会いがなされる制度を構想し，か

つ，その確実な実践を保障しようとする場合，現状の取調べをそのまま肯定したかた

ちでの実践に困難が伴うことは容易に推察される。

まずは，現在の捜査機関における取調べ自体の在り様（勾留の期間，取調べ開始時

刻や取調べの時間帯）を変える必要があり，弁護人の立会いに見合った合理的な日時，

時間での実施がなされる必要がある。そして，それを弁護人がコントロールできるシ

ステムがいる。

一方で，弁護士の側においては，そのための弁護人の対応態勢作りの検討を進めて

いくことは必須である。そして，逮捕直後の接見が可能な弁護人の対応態勢を確立し，

アクセス権の実効性確保のためには，その趣旨に添うかたちで，電話接見の制度化・

充実化が検討されることも必要があろう。秘密性が確実に保障された直接のコミュニ

ケーションの必要性，重要性は言うまでもなく，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

るべき課題といえる。

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べきである。

ＥＵ諸国では，2013 年のＥＵ指令により，「取調べに先立って弁護人の助言を受け

る権利」及び「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。また，隣

国の韓国や台湾にも取調べの際の弁護人立会権がある。

そこで，本稿の目的は，捜査段階における弁護人の援助を受ける権利の拡充（取調

べに先立って弁護人の助言を受ける権利や取調べの際の弁護人立会権）が諸外国にお

いてどのように実現し運用されているのかについて紹介し，将来における，我が国に

おけるこれらの権利を前提とした被疑者国選制度の在り様を検討する際の素材を提供

することにある。

第２ 弁護人アクセス権等に関する諸外国の状況

１ はじめに

2018 年 11 月，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，時として強く

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。
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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

調べを続ける刑事司法の在り方は，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る。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，人権保障の点ですべ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，取調べに先立って弁護人の助言を受け

る権利や，取調べの際の弁護人立会い権等の保障は，すでにグローバル・スタンダー

ドといえるだろう。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みても，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 アメリカの状況

アメリカでは，1966 年，連邦 高裁のミランダ判決によって，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うること，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づけられたのである。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の際の

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。

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。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。概ね 70 パーセ

ントを超える被疑者が，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。しかも，権利放棄の後，被疑者が虚偽自白に陥り，冤罪の原因となって

いるという指摘も多い。

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いえる。しかし，他方で，70 パーセントを超える被

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
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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いえる。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。さらに

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。

３ ＥＵ諸国の状況

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」（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共に，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」（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（c）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。かか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する（イギリスは 2020 年 10 月ＥＵを離脱したがこ

こではＥＵ諸国の一つとして取り扱う）。

⑴ 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，

取調べの際の弁護人の立会いが認められてきた。

1984 年警察証拠法（Police and Criminal Evidence Act 1984。以下「ＰＡＣＥ」
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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。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，弁護人の取調べ立会いを求めることができる。

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，警察官に対し証拠の開示などを求める。この時点で警察に実務規範としての

一定範囲の証拠開示が義務付けられている。また，取調べをスムーズに進めるため

に，警察の裁量により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，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。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」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」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。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とられるという。

なお，取調べの際の立会いは，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。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。

以上のような制度および実務運用の中，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，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の際の立会いについ

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

て良いであろう。

⑵ 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）

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取られる。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入ったことから 48 時間に延長された（2017 年）。その後，
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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）の関与に基づくさらなる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 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，さらに１日まで可能となっているので，事件によっては 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， 長で通算４年可能，

軽罪の場合には原則４か月， 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， 短

で 24 時間， 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

置をとって，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，取調べに立ち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とっている。

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

をしないで待つ，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。弁護人へ連絡後２時間は取

調べをしないで待つ，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



－120－

第２編 公的弁護をめぐる制度構想

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

立会いが義務づけられていた。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，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

述べることができる。運用は緩やかで弁護人が比較的自由に対応できるようだ。

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 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（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とっており（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。2020

年，弁護人の立会いが義務付けられた関係で，警察での仮拘束段階での公的弁護

制度が構築された。

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，資力要件を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
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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

勾留がなされて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。

⑶ 小括

警察取調べにおいて，被疑者すべての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づ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。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）といえる。この点，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，取調べの際の

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。

４ 韓国の状況（2019 年５月，日弁連韓国調査による）

⑴ 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。
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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うることは当然である」

とした。

これら二つの決定を経て，2007 年の刑訴法改正により，取調べの際の護人の立会

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，尋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る（法 243 条の２第１項）。

⑵ 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 大 10

日間（ 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 大 20 日間（拘束場所は

通常は拘置所）であり，合計 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回のみの場合が多く，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行われたり，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。

⑶ 弁護人立会いの実施状況

検察庁の取調べ，警察の取調べ，いずれも弁護人の立会いは増えており，特に警
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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

る時は，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。

⑷ 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。

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

を中断させて，秘密接見して，被疑者に供述を訂正させることはできる。

⑸ 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の際の立会いは，それほど活
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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。

５ まとめ

取調べの際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いえる。

これは，各国において，取調べの際の立会いの在り方を規定する要素がきわめて多様

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づけ，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，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。

第３ 弁護人アクセス権や弁護人立会権を制度化するに当たっての課題

１ 取調べに先立つ弁護人の助言

⑴ 被疑者が弁護人の助言を得る必要性

高裁判決は，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

るといってよい。

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。 高裁判決は，接見交通権が憲法に由来する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，その後の 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し出があれば，取調べを中断して接見さ
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せるような運用になっているとみられる）。

このような 高裁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，逮捕後すみやかに，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，弁解録取手続や 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いってよい。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

されていることも全然珍しいことではなくなっている。

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かけられ腰縄を回

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，黙秘権行使を躊躇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，

極めて高いとい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。

⑵ 憲法や国際人権自由権規約に違反する我が国における取調べの現状

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，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第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。
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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。

高裁判決は，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。 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おかれた余りにも脆弱な取調べ環境は，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，国家刑罰権の行使よりも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。

⑶ 制度化するにあっての課題

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

たり続いてきたといってよい。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。

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
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見時間は 30 分とされている。これはこれで参考にはなりうる。

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ＥＵ諸国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。

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。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時間と

か４時間とか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，抜本的な取組みの見直しをせざ

るを得ないであろう。

ただし，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，弁護人の取調べの際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。

２ 取調べの際の弁護人立会い

⑴ 弁護人立会いの必要性

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。

この間の接見交通権の状況，被疑者国選弁護が勾留全件に拡大したことや取調べ

の可視化の導入もあわせ考えると，被疑者への援助はそれなりに充実してきたとい

える。しかし，被疑者の心理に思いいたせば，なお弁護人の援助そのものが不十分

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

リカ警察の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），時にはそのことに取調官が協力できると申し出たり，さ

らには証拠に関して虚偽を述べたりする。そして，ついには概括的な自認供述を獲

得し，さら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うる虚偽自白が獲得さ
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れることとなる。

これは日本においても変わらない。浜田寿美男は，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，

ⅰ 日常生活からの遮断による心理的安定性の欠落（レオによる「社会からの隔

離」），

ⅱ 食事，排泄，睡眠など基本的生活の他者による支配，

ⅲ 犯罪者と決めつけられ，直接・間接に侮蔑される状況（同「徹底した有罪推

定」），

ⅳ 事件に関連のない事柄も取り沙汰され，罪責感を募らせられる（同「極大化」），

ⅴ どのような弁明も聞き入れられない無力感，

ⅵ 今後の展開について時間的な展望が見えないこと，

ⅶ 取調官と対立しきることの困難さ等を挙げる。

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いえる。

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，第一に指摘され

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），さらには接見等禁止処分によって，被疑

者は社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おかれ

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，現場への引きあたり等）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。

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，

取調べに関わる者達は，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（かろうじて社会と繋がっていることを

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。そこで，以下，取調べの際の弁護人立会いを現実のものとするため

に，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。

⑵ 制度構想の概要

ア 制度構想の大枠

諸外国における状況をみれば，弁護人立会制度は，大きくは，アメリカ型とそ

れ以外の型に分けうるように思われる。もっとも，これは，それぞれティピカル



－129－

第３章 弁護人の援助を受ける権利の拡充と国選弁護制度の在り様

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

ることが当然ありえようし，我が国独自の発想もありうるものと思われる。

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。そして，

ディカソン判決（2000 年）で，憲法上の原則となった。同法則のもとでは実質的

身体拘束のもと，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，以後なされないとなる。

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

時間をおけば，改めて「取調べ」の場を設けること自体は可能とされる。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，現実に弁護

人の立会いの下で取調べが行われる形態ではない。

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いわれ，７割とか８割

に及ぶともいわれている。重要な権利放棄の場面に肝心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いわれる（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」に転じたともいわれ，

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がある）。

弁護人アクセス権は， 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，アメリカ型は，その保障が強いとはいいえない。もっとも，逮

捕後 24～48 時間以内になされる裁判官への引致の段階では弁護人依頼権は保障

されているので，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。

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。イギリスをはじめとするＥＵ諸国，韓国，台湾がそうである。現在は，

イギリス，ヨーロッパにおいては， 初の取調べの前の弁護人アクセス権の保障

が強い（サルドゥズ判決参照）。その反面，弁護人立会いの下で，一定の取調べが

遂行される。ただし， 初の取調べにおける弁護人立会いを何処まで不可欠の要

請とするかは議論があり，一定の時間経過後は取調べを開始してよいとの諸国が

存在するのは事実である。

また，その後の継続的な取調べがありうるとして（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。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（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）。

以上のような諸外国の状況を検討しつつ，我が国における弁護人立会制度を構

想していくことが必要である。

我が国の，長時間の取調べの実態に照らせば（裁判員裁判対象事件の警察段階

の平均取調べ時間は，今なお 25 時間を越えている。），これにそのまま応じるかた
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ちでの取調べの際の弁護人立会いであれば，その現実化は困難である。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らざるを得ない。

そのためには，諸外国の例からみても，取調べの実態を変えていく必要がある。

それは，まずは取調べ可視化のもと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る。

また，権利の放棄がまん延することによって，権利が実質化・実効化しえない

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（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）。

イ 弁護人の権限

現実に立ち会った上で弁護人が何をするか。弁護人立会の役割は，依頼者を支

えることにあるが，弁護人の役割や機能は，おおむね，次の５点に整理される。

これら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。

①監視，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。

②助言，取調べの監視に加え，リアルタイムで随時，被疑者に助言を行う。

③取調べへの介入，被疑者に対して助言するに止まらず，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。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

て答えることが出来ないことは万国共通のようである。

④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への関与である。

⑤情報収集，取調官の発問内容，提示証拠など，様々な情報をインプットする。

⑶ 制度化するに当たっての課題

ア 弁護士会としての態勢整備

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わずかと言

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。

ただし，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

り，そのための研修態勢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。

さらに，その前提となるものは，その待機態勢の構築である。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。



－131－

第３章 弁護人の援助を受ける権利の拡充と国選弁護制度の在り様

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，いったん取調べ

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態勢

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が，郊外に事務所

を構える場合や管轄する面積の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。

複数選任の態勢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。

イ 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，国選弁護人による立会いになる。その場合には，

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うる（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。

ウ 弁護人立会いを実効的にするための諸制度の改革

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。

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，時には 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」
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自体変容し，取調べそのものに過大な意義は見出せなくなってきていることは，

取調べ時間が短縮傾向となることへの一つの兆しといえるかもしれない。

さらに，身体拘束期間の短縮化自体も課題である。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

ては議論があり得る），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何

故か，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。

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，まさ

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。

⑷ 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。

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。

取調べに先立つ弁護人の助言や立会いと，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しう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

いともいえるが，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，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，それに止まらず，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いえ，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いえる。
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岩井 羊一（実行委員会委員・愛知県）

第１ 国選弁護報酬が適正なものでなければならないこと

憲法，刑訴法は，被疑者・被告人（以下「被疑者等」という。）に対し，弁護人を選

任した上で，弁護人に相談し，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。国選弁護制度は，被疑者・被告人が貧困その他の事由

により弁護人を依頼することができないとき（刑訴法 36 条，37 条の２）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。

ここで「貧困その他の事由」は，「正当な事由に基づくことを要する。」と解され，正

当な事由には，「被告人が自ら私選弁護人を依頼するための措置をとろうとしたが選

任に至らなかったことも含まれよう」と解されている66。ここで逮捕段階の国選制度も

踏まえて改めて検討すると，憲法，刑訴法が実質的に保障している弁護人から援助を

受ける権利とは，特に逮捕段階では，迅速に弁護人から援助を受ける権利も含んでい

る。この迅速が要請される逮捕段階の被疑者の場合には類型的に私選弁護人を依頼す

るための措置を探ろうとしたが選任に至らない可能性が高い。そのため私選を依頼す

るための措置を実際に採ろうとしたことを正当な事由とすることは，かえって弁護人

から援助を受ける機会を実質的に保障することができないことになる。国選弁護はと

もすれば貧富の事情で差異が生じないようにする制度であることが強調されてきた。

しかし，少なくとも逮捕段階では，弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障する

ためには，貧困を問わず国選弁護人を選任することが「正当な事由」となるといって

よい。

いずれの場合でも，国選弁護人は，被疑者・被告人の実質的な援助を受ける権利を

保障する弁護活動をしなければならない。国は，そのための必要な財政的措置を講ず

る義務を負う。国選弁護人には適正な報酬が支払われなければならない。

第２ 適正な報酬とはなにか

それでは，「適正な」報酬とはなにか。国選弁護活動は，弁護士が自己の法律事務所

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，

適正な報酬とされなければならない。

また，弁護人は被疑者・被告人の人権を守る法律の専門家であること，その役割が

極めて重要であることから，「適正な」報酬とは，弁護人の職責にふさわしい報酬であ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

66 松尾浩也ほか『条解刑事訴訟法第４版増補版』（弘文堂，2016 年）54 頁。
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るべきである。

それでは，さらに「弁護人が弁護士として法律事務所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」「弁護人の職責にふさわしい報酬」とはどの

ような水準なのか。

これまでの国選弁護シンポジウムでは，日弁連の弁護士センサス集計結果によって

事務所を維持していくための経費を捻出するために１時間あたり必要な金額を計算し

て，指摘をしてきた。

また，「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。

また，必要な実費もまかなわれなければならない。この点も繰り返し指摘してきた。

第３ 国選弁護報酬の実情と問題点

ところが，今日に至るまで，国選弁護の報酬は，弁護士が，職業として法律事務所

経営を維持することができるような金額ではない。

日本司法支援センター（法テラス）が設立される以前の裁判所の定める報酬の基準

は明確ではなく，ほぼ固定的な金額であったため労力に比例したものとはいえなかっ

た。むしろ労力に反比例したものであった。謄写料，交通費など必要な実費について

も充分に支払われていなかった。

そもそも，被疑者段階には，国選弁護制度そのものがなかった。そのため，長年被

疑者弁護は十分に行われていなかった。1990 年から始まった当番弁護士制度，刑事被

疑者弁護援助制度は，各弁護士および弁護士会の負担で被疑者の権利擁護を担ってき

たのである。

さらに，このような国選報酬の実情により，次のような問題点が指摘されてきた。

⑴ 地方の対応態勢の困難性

弁護士数がそれほど多くない地方の弁護士会や支部では，会員相互の義務感から

ほとんどの会員がボランティアとして国選弁護に従事し，その負担が常に過重であ

る。

⑵ 都会の弁護の質，対応態勢の困難性

都市部の弁護士会では，ベテランの弁護士の多くが国選弁護を敬遠し，若手や一

部会員に国選弁護事件の受任が集中する。

また，受任する弁護士が若手や一部会員に偏る結果，弁護士会の刑事弁護の対応

態勢は不十分となり，弁護の質も十分に向上しないおそれがある。

⑶ 専門性をもつ弁護士の確保の困難性

国選弁護による報酬では，弁護士の職業としてなりたつ報酬が得られない結果，

刑事事件を専門とした弁護士，あるいは刑事弁護に特に精通した弁護士は，職業と

して成り立ちにくく，刑事弁護を専門とし，あるいは刑事弁護に精通した弁護士は，

刑事弁護に対する使命感，ボランティア精神を多分に持った少人数にとどまる。
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第４ 国選弁護報酬の増額のための従前の運動の経過。

国選弁護費用の極めて低廉な状況を改善するために，日弁連は，次のような運動を

してきた。国選弁護委員会の設置（1965 年）。「国選弁護人に支給すべき報酬」法案の

策定（1983 年）。パンフレット「国選弁護人がんばる」の発行（1987 年）。そして，以

前は裁判所が国選弁護報酬の決定をしていたために，1964 年から 2005 年まで，毎年

「国選弁護人報酬増額等要望書」を作成し， 高裁，及び大蔵省（財務省）に対して

要請行動をしてきた。しかし，適正な報酬といえるような増額はなされなかった。

第５ 法テラスの報酬算定基準の策定の経緯

新しい法テラスの下での国選弁護報酬について，当時の法務省総合法律支援準備室

との交渉が 2004 年４月から始まった。

日弁連は，この機会に報酬額の水準を上げること，労力にみあった報酬にするとい

う二つの点を実現するあらたな報酬体系をつくるよう法務省と交渉をした。

2005 年１月の日弁連刑事弁護センターで，それまでの交渉を踏まえて，①労力に応

じた基準とすること，②被疑者国選弁護は接見回数，被告人国選弁護は公判回数を，

労力をはかる基準とすること，③一定の成果加算を採用すること，④費用は別枠とす

ることといった方針が承認され，この方針を日弁連の方針として交渉が進められた。

2005 年６月，日弁連の理事会において，その内容や事件を３類型化しそれぞれどの程

度の報酬額になるか等について報告がなされた。その後は，法務省と財務省の折衝と

なり，2006 年１月の日弁連の理事会で報酬基準の全体のイメージが報告された。

こうして 2006 年 10 月以降，法テラスが策定した基準により国選弁護報酬が支払わ

れるようになった。この国選弁護報酬の全体的な枠組みは上記のイメージのとおりで

ある。①基準の明確化，②労力比例という２点において，これまでの日弁連の議論を

踏まえた正しい方向性を持っていた。ただ，報酬額の水準については，予算枠の総額

が大きく変わらなかったことから従前からの改善が見られなかった。

しかし，その後も日弁連は，報酬の改善を要望し，法テラスの報酬は次に述べるよ

うに改定された。

第６ 法テラスの報酬の改定経過

⑴ 2007 年４月

○接見回数・公判期日の算定方法変更

○示談加算の改正（損害賠償の場合の対応）

○遠距離接見等交通費の改正（対象の拡大と距離基準・算定方式の変更）

○出張旅費（対象の拡大と算定方式の変更）

○第１回公判期日に前に解任された場合の報酬・費用の見直し

○デジタルカメラによる謄写費用の支給

○電話による外部交通の支給
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（要点）

示談加算は，被害者全員との示談が必要で，それ以外の被害弁償については成果

加算が認められていなかった。このとき，損害賠償をした場合にも成果加算がなさ

れることとなった。

⑵ 2007 年 11 月

○記録謄写費用の支給方法の変更

○無罪・一部無罪・縮小認定加算の新設

○訴訟準備費用の新設（３万円上限，３項目）

○遠距離接見等加算報酬・同交通費の対象の拡大

（要点）

否認事件について１枚目から謄写費用が支払われるようになった。

また，法テラスの当初の報酬基準では，無罪，一部無罪，縮小認定がなされても

成果加算とされなかった。公判回数によって労力は評価されているという考え方で

あった。このとき無罪，一部無罪，縮小認定について成果加算が認められるように

なった。

また，診断書の作成料，弁護士法 23 条照会，判決謄本の交付手数料についても実

費として支払われることになった。

⑶ 2008 年９月

○被告人の国選事件について公判回数を基準とした３段階の定額基礎報酬方式を

改めた。

○第１回から立会時間に応じて公判加算を支給する方式に変更した。

（要点）

法テラスの報酬体系では，軽微な事件について法テラス発足前より結果として減

額になっているという実態にあったが，基礎報酬及び公判加算がそれぞれ増額され

た。これにより全事件平均で約１万円程度の増額となった。

⑷ 2009 年５月

○裁判員裁判事件の報酬基準の策定

○被疑者国選の改定

・初回接見報酬額の増額

・多数回接見加算報酬の見直し

・要通訳加算報酬の新設

○被告人国選の改定

・追起訴報酬加算の新設

・保釈加算報酬の新設

・継続減算の控除額の増減

・整理手続期日加算報酬の増額

・控訴・上告審の基礎報酬額の見直し

○被疑者国選・被告人国選共通の改定

・示談加算を被害者数に応じた加算方法に整備

・減刑嘆願書を取得した場合の加算を新設
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・遠距離接見等加算を距離に応じた段階制に整備

・自家用車による移動の燃料代を一定限度で支給

（要点）

裁判員制度が始まるにあたって裁判員裁判の報酬体系ができた。これについては

他の国選弁護報酬に比べても労力にみあった報酬となる体系になったといえる。

被疑者国選の初回接見が 24，000 円から 26，400 円に増額された。また，それま

で多数回接見をした場合に，基準接見回数の４回以上の場合には報酬が一切加算さ

れなかった。接見する際の遠距離でない交通費は支出されないから，接見をすれば

するほど報酬が実質的に減額することになる。この改正で４回以上も１回について

4,000 円が支払われることになった。

被告人国選では，追起訴が重なる場合には新たな事件の記録の検討，打ち合わせ

等の労力が必要になるが，これまで適正に評価されていなかった。追起訴された場

合，１回に限ってではあるが加算がなされることになった。

また，被疑者段階，被告人段階を継続する場合には，減算されるが，その減算額

が減額された。

控訴審，上告審は，法テラスの報酬基準では従前より減額になっていたが一定の

見直しが図られた。

示談については，被害者が複数の場合も単数の場合にも同じ金額であることの不

合理性が指摘されていた。このときに示談加算を被害者数に応じた加算方法に整備

がなされた。また，減刑嘆願書を取得した場合の成果加算が新設された。

このころ，被疑者国選弁護における過大請求の問題が起き，報酬改正に消極的な

事情となったが，日弁連は，すばやく，かつ，集中的な討議を行ない，再発防止策

を講じることで対応した。

⑸ 2010 年４月

○記録謄写費用の上限を 40 円に増額

○国選付添報酬の改正（示談・遠距離接見等加算・燃料代を国選報酬と同水準に）

（要点）

これまで記録謄写費用の上限は 20 円であった。各地の記録謄写費用はこれを上

回るところが多く，持ち出しが続いていた。このときの改正で 40 円まで支払われる

こととなった。ただし，記録謄写費用が支払われる基準は従前のとおりであった。

⑹ 2011 年４月

○第１回公判期日前の証人尋問等期日に出頭した場合の加算報酬の整備

○被告人の勾留取消し等がなされた場合の特別成果加算報酬の新設

○被疑者の処分後に示談等の成果をあげた場合の特別成果加算報酬の支給

○複数の被害者について異なる示談等に関わる成果を上げた場合の特別成果加算

報酬の改善

○行政機関の発行する証明書の発行手数料の支給

（要点）

被告人の勾留取消し等がなされた場合に成果加算がなく，批判があった。このと

きの改正で改善された。



－138－

第２編 公的弁護をめぐる制度構想

また，示談について，処分保留で釈放された後，国選弁護人の地位を失ってから

行った示談活動について成果加算とされないことにも批判があったが，一定の場合

に成果加算が認められることになった。

更に示談の成果加算の基準についても改善がなされた。

⑺ 2011 年 10 月から 2012 年

○間接被害者に対する損害賠償を行った場合等の特別成果加算報酬の支給（運用に

よる一部改善）

○交通費（有料道路の通行料金，特急料金等）の支給に関する運用の整理による改

善

（要点）

銀行のＡＴＭで現金を引き出した場合の被害者は銀行であるが，実質的な被害者

は預金者である。このような場合に預金者に被害弁償するのが通常である。しかし，

預金者は，被疑事実，判決の罪となるべき事実に現れないので，示談や被害弁償の

対象とされなかった。しかし，これはあまりに不合理であり，法テラスも一定の場

合に，成果加算を認めるようになった。

⑻ 2018 年

○被疑者国選基礎報酬額の算定の変更

○合意制度に関する報酬基準の新設

○勾留延長決定への準抗告により勾留延長決定が取消され延長請求が却下された

場合の成果加算

（要点）

被疑者国選の対象事件が勾留された被疑者に拡大するという刑事法制審議会特

別部会の「新たな刑事司法の構築についての調査の結果」において次のような付帯

事項が付された。

「被疑者国選弁護制度の拡充に関しては，現在の被疑者国選弁護制度の報酬は接

見回数を主な要素として算定される仕組みとされているところ 要綱骨子の「５」

に掲げる法整備を行うに当たっては，併せて，被疑者国選弁護制度における公費支

出の合理性・適正性をより担保するための措置が講じられることが必要である。」

この付帯事項を受けて，基準接見回数を下回る接見回数にとどまる場合の基礎報

酬はこれまでの初回接見の増額分の 6,400 円分減額される，多数回接見が基準回数

を 10 回超過以降は 3,000 円になる，同一日の接見は，その回数にかかわらず１回分

の報酬とするという基礎報酬の算定方法の変更があった。

2016 年刑事訴訟法改正により合意制度（刑訴法 350 条の２以下）が新設されたの

で，その報酬額が定められた。

これまで勾留取消し等の場合には成果加算が認められたが，勾留延長請求に対す

る準抗告により身体拘束が解放された場合には成果加算が認められていなかった。

この改正で，勾留延長請求が却下され，勾留延長が取り消された結果，身体拘束が

解放された場合にも成果加算を認められるようになった。
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第７ 日弁連の国選弁護報酬改善の活動

⑴ 国選弁護報酬改善の基本方針

日弁連は，法テラスによる報酬算定基準に対し，2007 年８月，国選弁護報酬改善

の基本方針を策定し，これに基づいて法テラス，法務省に国選弁護報酬の改善を求

めてきた。

⑵ 国選弁護報酬に関する意見書

また，国選弁護報酬に関してこれまで以下のような意見書作成し，改善を求めて

いる。

2008 年６月 20 日 重大案件に関する国選弁護報酬基準の改善要望書

2010 年６月 18 日 被疑者国選弁護人の選任の効力が失われた後の事実上の弁

護活動に対する報酬に関する要望書

2010 年 12 月 17 日 当事者による鑑定費用に関する要望書

2017 年８月 25 日 罪に問われた障害者等に対する司法と福祉の連携費用に関

する意見書

なお，2010 年７月 16 日付け「訴訟に関する書類及び証拠物の写しの交付に関す

る意見書」では，訴訟手続の改正により謄写費用問題の解決を求めている。

⑶ 報酬改善へのとりくみ

国選弁護本部には報酬部会があり，会内での情報収集と改善への検討をしている。

日弁連は，法テラスとの二者協議における改善要求，法務省に対する国選弁護報

酬改善の基本方針に基づく改善要求を行っている。

特に 近は，罪に問われた障がい者・高齢者の国選弁護活動のなかで更生支援計

画の作成等環境整備のために弁護人が支弁した適正な経費については，国選弁護に

伴う費用として支払われることについて力を入れ，報酬の改善を求めている。

第８ 国選弁護報酬の改善の課題

逮捕段階の公的弁護制度が導入される場合にも，適正な報酬が支払われる仕組みが

なければ，対応態勢を充実させることができない。日弁連は，現在の国選弁護報酬の

更なる改善を求めていくが，逮捕段階の公的弁護制度においても適正な報酬を求めて

いかなければならない。
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資料４ 国選弁護及び国選付添の報酬基準 当初・現行基準対照表

【実費基準】

項目 当初基準 現行基準

謄写費用
200 枚を超える部分につき１枚 20

円

【原則】

200 枚を超える部分につき

１枚20円(定額)又は１枚40円上限の実費

【否認事件等】

１枚目からの１枚 40 円上限の実費否認事

件等:①否認事件､②第１審で法定刑に定

めのある事件､③控訴審で原判決の宣告刑

が死刑又は無期懲役の事件､④整理手続に

付された事件、⑤記録の丁数が 2000 を超

える事件

遠距離接見等交

通費

【距離基準】

往復 100km 以上

【算定方式】

も経済的な通常経路による算

定

【距離基準】

直線片道 25km 以上

   又は

経路片道 50km 以上

【算定方式】

直線距離 km 数×定額

ガソリン代一定限度で支給

【被疑者国選】

項目 当初基準 現行基準

基礎報酬 【基準回数内】

24,000 円十 20,000 円×(接見回

数一１)

【基準回数超】

24,000 円十 20,000 円×(基準回

数－１)

【基準回数より少ない】

20,000 円×(接見回数－１)

【基準回数以上】

26,400 円十 20,000 円×(基準回数－１)

多数回接見 １回超 10,000 円

２回超 6,000 円

３回超 4,000 円

４回超０円

１回超  変更なし

２回超  変更なし

３回超  変更なし

４回以上超過 4,000 円

10 回超過 3,000 円

要通訳事件

加算

なし 通常報酬の 20％

遠距離接見加算 【距離基準･支給額】

往復 100km 以上･１回 4,000 円

【対象活動】

接見､示談交渉

【距離基準･支給額】

直線片道 25km 以上･4,000 円

経路片道 50km 以上･4,000 円

直線片道 50km 以上･8,000 円

経路片道 100km 以上･8,000 円

【対象活動】

接見､示談交渉､犯行現場確認、目撃者･証

人予定者･痂件関係者との打合せ.被疑者･

被告人親族･身元引受人等との打合せ

示談等加算 全損害についての示談成立:30,000

円

※被害者全員との示談が必要

（例）被害者３人の場合うち２名と

全損害についての示談成立    

30,000 円

全損害の実質的損害賠償   20,000 円

全損害の 50％以上の損害賠償 10,000 円
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項目 当初基準 現行基準

示談⇒０円 減刑嘆願書

5,000 円

【被害者複数名の場合】

被害者数に応じて算定

(例)被害者３人の場合

うち１名と示談  14,000 円

うち２名と示談  28,000 円

うち３名と示談  42,000 円

【被疑者の処分後に示談等の成果をあげ

た場合】

一定の場合に特別成果加算報酬の支給

身体拘束解放

加算

なし 勾留決定への準抗告による勾留決定取消、

勾留取消請求による勾留取消し、勾留延長

決定への準抗告による勾留延長請求却下

５万円

合意制度に関す

る報酬

なし（制度なし） 報酬額５万円

ただし、合意成立に至らなかった場合（協

議への参加のみの場合）には、４万円

【被告人国選】

項目 当初基準 現行基準

基礎報酬 公判回数による３段階の定額算定

(例)地裁･単独事件･整理手続なし

の場合

公判１回  70,000 円

公判２回  77,000 円

公判３回  84,000 円

公判回数にかかわらず算定

(例)地裁･単独事件･整理手続なしの場合

公判１回  77,000 円

公判加算 公判４回目から加算 公判１回目から加算

裁判員裁判 なし（制度なし） 【基礎報酬】

複数選任で１人

190，000 円～400，000 円

【公判加算】

公判１回目から加算

遠距離接見等加

算

【距離基準･支給額】

被疑者国選と同様

【対象活動】

接見､記録閲覧･謄写､示談交渉

【距離基準･支給額】

被疑者国選と同様

【対象活動】

接見､記録閲覧･謄写､示談交渉､犯行現場

確認、目撃者･証人予定者･事件関係者との

打合せ､被疑者･被告人親族･身元引受人等

との打合せ､保釈保証金の納付等

公判前整理手続

加算

簡裁 6,500 円

地裁単独 7,200 円

地裁通常合議 8,000 円

地裁重大合議 8,500 円

簡裁 8,300 円

地裁単独 8,700 円

地裁通常合議 10,900 円

地裁重大合議 11,700 円

追起訴加算 なし 15,000 円

無罪等加算 なし 全部無罪 通常報酬の 100％加算

     上限 50 万円

一部無罪 通常報酬の 50％加算

     上限 30 万円
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項目 当初基準 現行基準

縮小認定等 通常報酬の 30％加算

     上限 20 万円

示談等加算 被疑者国選と同様 被疑者国選と同様

合意制度に関す

る報酬

被疑者国選と同様 被疑者国選と同様

保釈決定加算 なし 10,000 円

被疑者国選から

の継続による減

算

簡裁-1,200 円

地裁-15,000 円

簡裁-9,000 円

地裁-12,000 円

【国選付添】

通
常
報
酬

基礎報酬

90,000 円

検察官不関与事件（単独一合議）

90,000 円

検察官関与事件         

100,000 円

審判加算

【実質審理期日】

立会時間に応じた算定

【進行協議等】

裁判官･家庭裁判所調査官との

打合せ

    １回 7,200 円

※調査官との打合せは２回目から

算定

【終局決定言渡期日等】

１回 3,000 円

【実質審理期日】

同左

【進行協議等】

裁判官･家庭裁判所調査官との打合せ

検察官不関与事件  

単独 １回 7,200 円

合議 １回 8,000 円

検察官関与事件 １回 8,500 円

※調査官との打合せは２回目から算定

【終局決定言渡期日等】

同左

遠距離面会等

加算

【距離基準･支給額】

被疑者国選と同様

【距離基準一支給額】

被疑者国選と同様

示談等加算 被疑者国選と同じ 被疑者国選と同じ
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第１章 弁解録取前・弁解録取中の接見について

犬飼俊哉（実行委員会副委員長・広島）

第１ 弁解録取の定義

弁解録取の手続は，刑訴法 203 条１項の「弁解の機会を与え」という文言により定

められている制度である。

一般的には，同条同項において弁解の機会が付与されるのは，逮捕後，「留置の段階

に入る前に，司法警察員に留置の必要性について再考させる機会を与えられるため」

であり，「弁解をするか否かは被疑者の自由で有り，供述拒否権の告知は理論的には不

要」とされている67。

第２ 弁解録取の手続が設置された経緯

上記１のような，「留置の段階に入る前に，司法警察員に留置の必要性について再考

させる機会」としての弁解録取手続は，比較法的にも稀な存在である。そこで，広島

大学の堀田尚徳准教授に調査を依頼したところ，おおむね次のとおりの報告を受けた。

日本の刑訴法は，大正刑訴法から，ＧＨＱによる占領下において，英米法（特にア

メリカ法）系に（中途半端に）移行した。アメリカ法では，一般的に，逮捕後，「不必

要な遅滞なく（without unnecessary delay）」司法官（治安判事。magistrate）の面

前に引致されなければならないとされる（「不必要な遅滞なく」といえるか否かの相場

は，法域によっても異なる。）。そして，この司法官の面前において，被逮捕者は，嫌

疑についての正式な通知を受け，憲法上の権利についての説明を受けるなどする。こ

のように，アメリカ法では，逮捕後の身体拘束期間の目的は，司法官の面前への引致

にあると考えられているようである。

これに対して，日本の現行刑訴法では，捜査機関は被疑者を逮捕後，被逮捕者を裁

判官の下へ引致することなく， 大 72 時間留置することが可能とされており，その間

に，捜査機関によって，犯罪事実の要旨の告知，弁護人選任権の告知，弁解録取がな

される。このように，逮捕後の留置期間の目的は，被疑事実について被疑者の逃亡・

罪証隠滅を阻止した状態で，起訴・不起訴の決定に向けた捜査（典型的には，取調べ）

を行うことにあると考えられている（ただし，逮捕後の留置期間の目的の位置付けに

ついては，異論あり。）。

そのため，アメリカ法における逮捕後の身体拘束期間と日本の現行刑訴法における

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

67 松尾浩也ほか『条解刑事訴訟法第４版増補版』（弘文堂，2016 年）389 頁， 判昭和 27 年３月

27 日 高裁判所刑事判例集６巻３号 520 頁。
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逮捕後の留置期間とでは，そもそも目的が全く異なっており，その期間内に，捜査機

関が弁解録取のような手続を行うことは，アメリカ法では「あまり想定されていない」

といえる（ただし，アメリカには様々な法域があるため，上記の説明が妥当しない法

域もある。）。

アメリカ法の影響を受けた（はずの）日本の現行刑訴法の立法に際して，弁解録取

のような制度は取り入れられなかったはずである。しかし，日本の現行刑訴法がアメ

リカ法の影響を受けたとしても，それが徹底されているわけではない。前記のとおり，

アメリカ法と日本の現行刑訴法とでは，そもそも，逮捕後の身体拘束（留置）期間の

目的が異なるため，現実に，現行刑事訴訟法に弁解録取が取り入れられている以上，

日本法特有の理由があると考えられる。

そこで，現行刑訴法の成立過程を検討する前提として，大正刑訴法を確認すると，

大正刑訴法 127 條及び同法 129 條には，捜査機関が，現行犯逮捕等を行う際に，被疑

者の訊問を行える旨を定められていた（捜査機関による強制処分としての被疑者訊

問。）。この２條以外に，捜査機関による強制処分としての被疑者訊問を行える旨を定

めた条文は存在しなかった。また，捜査機関による強制処分としての被疑者訊問につ

いては，裁判所による被告人訊問についての規定（同法 133 條から同法 139 條）が準

用されるところ（同法 139 條本文），この中に，被告人に対して被告事件を告げ，その

事件について陳述すべきことの有無を問う旨の規定がある（同法 134 條）。

そうすると，捜査機関による強制処分としての被疑者訊問においても，捜査機関は，

被疑者に対して，被疑事件の告知を行い，陳述すべきことの有無を問うことになる（な

お，公判段階における被告人訊問については，同法 345 條に規定がある。）。

戦後，日本側は大正刑訴法の改正案をいくつも作っているが，上記の捜査機関によ

る強制処分としての被疑者訊問や裁判所による被告人訊問の規定は，「刑事訴訟法改

正案第六次案」（昭和 22 年２月）まで残っていた。例えば，同六次案 265 條１項は「司

法警察官は，逮捕状により逮捕した被疑者を引致したとき，又は逮捕状により逮捕さ

れた被疑者がその所属官署その他の場所に引致されたときは，直ちに，これを尋問し，

且つ弁護人を選任することができる旨を告げた上，被疑者を引致し又は被疑者が引致

された時から二十四時間以内に，これを釈放するか，又は書類及び証拠物とともにこ

れを・・・檢察官に送致する手続をしなければならない。」と定めている。検察官につ

いても，同六次案 266 條１項により，強制処分としての被疑者尋問を行える旨が定め

られている。また，同六次案では，大正刑訴法に存在しなかった条文として，256 條

が新設され，前段において「檢察官，檢察事務官又は司法警察官は，犯罪の捜査をす

るについて必要があるときは，被疑者を召喚し，且つこれを尋問することができる。」

と定められていた。この條文により，捜査機関による強制処分としての被疑者尋問を

行える範囲は，大正刑訴法の時よりも広がった。さらに，同六次案「第十章 被告人

尋問」（143 條から 150 條）の中にある同六次案 150 條本文は「この章の規定は，被疑

者を尋問する場合にこれを準用する。」と定め，同六次案 144 條は「被告人に対して

は，被告事件を告げ，その事件についてあらかじめ陳述することがあるかどうかを問

わなければならない。」と定めている。

ところが，「刑事訴訟法改正案第七次案」（昭和 22 年８月 16 日～同年９月 12 日）で
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は，同六次案「第十章」で定められていた裁判所による被告人尋問の規定が全て削除

された。また，同六次案 265 條１項に相当する同七次案 265 條１項は「司法警察官は，

逮捕により逮捕された被疑者が引致されたときは，直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人

を選任することができる旨を告げた上，弁解の機会を與え，留置の必要がないと思料

するときは即時これを釈放し，留置の必要があると思料するときは被疑者が逮捕され

た時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを檢察官に送致する手続をし

なければならない。」と定め，「尋問」の文言を無くすと共に，弁解録取の規定を初め

て登場させている。検察官についても，同六次案 266 條１項は「犯罪事実の要旨及び

弁護人を選任することができる旨を告げた上，弁解の機会を與え」なければならない

と定めている。さらに，同六次案 256 條に相当する同七次案 256 條は「檢察官，檢察

事務官又は司法警察官吏は，犯罪の捜査をするについて必要があるときは，被疑者を

呼び出し，且つこれを取り調べることができる。」と定め，同六次案と比べて，「召喚」

を「呼び出し」，「尋問」を「取り調べ」といった具合に文言を改めている。同六次案

まで存在した捜査機関による強制処分としての被疑者訊問（尋問）に関する条文が，

第七次案において上記のように改められ，かつ，同じく同六次案まで存在した裁判所

による被告人尋問の規定が全て削除されたことを併せると，「第七次案における変化

は，単に文言の変化に止まらず，捜査機関による強制処分としての被疑者訊問を廃止

したものと解すべきであろう。すなわち，第七次案に至って，捜査機関による被疑者

の取調べは任意捜査としてのそれに限られ」ると考えられている。

そして，同七次案 265 條１項や同七次案 256 條の内容は，その後，条文番号の移動

等を経て，「刑事訴訟法改正案第九次案」まで概ね維持され，GHQ との審議，法案提出

後の国会審議を経て，日本側の現行刑訴法 203 条１項や同法 198 条１項に受け継がれ

ている。GHQ との審議，法案提出後の国会審議において，弁解録取部分についての検

討が為された形跡は，現在のところ見つけられていない。

以上から，現行刑訴法 203 条１項に定められた弁解録取の基になった案は，「刑事訴

訟法改正案第七次案」265 條１項である。同七次案 265 條１項の修正の趣旨は「刑事

訴訟法改正案第六次案」265 條１項「を簡素化し，且つ尋問の代りに必ず履践すべき

必要な事項を掲げ」ることにあるとされるため，弁解録取は，上記の「尋問の代りに

必ず履践すべき必要な事項」として扱われたのだと思われる。ここで，弁解録取に関

わる部分を中心に，同六次案 265 條１項と同七次案 265 條１項を比較すると，以下の

３点が異なる。

・同六次案 265 條１項で定められていた「尋問」が同七次案 265 條１項では無くな

り，「取り調べ」の形で同七次案 256 條に一本化された（同時に，捜査機関による

強制処分としての被疑者訊問（尋問）は廃止）

・同六次案 265 條１項では「弁護人を選任することができる旨を告げ」ることのみ

が捜査機関に求められていたのに対して，同七次案 265 條１項では，それに加え

て「犯罪事実の要旨」を告げること及び「弁解の機会を與え」ることが求められ

た。

・同六次案「第十章 被告人尋問」の規定が同七次案では全て削除され，捜査機関

による強制処分としての被疑者訊問も廃止されたことから，同六次案 150 條本文
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で準用されていた同六次案 144 條（「被告人に対しては，被告事件を告げ，その事

件についてあらかじめ陳述することがあるかどうかを問わなければならない。」）

も準用されなくなった

同六次案 144 條の基は大正刑訴法 134 條であり，同條の趣旨については「被告人に

當事者としての主張を陳述する機會を與へる趣旨」，「本法〔大正刑訴法。以下同じ。

－引用者注〕ガ被告人ニ・・・當事者タル地位ヲ認メタルニ因ルモノニシテ，・・・被

告人訊問ハ被告人ヲシテ防禦権行使ノ機會ヲ得シムルヲ目的トシ，證據ヲ得ムコトヲ

目的トスルモノニ非ザルコトヲ明カニシタルモノナリ。故ニ本條〔大正刑訴法 134 條。

－引用者注〕ハ其ノ直接ニ定ムル所ハ被告人訊問ノ方式ニ關スト雖，因テ以テ被告人

ノ訴訟上ノ地位ニ關スル本法ノ主義如何ヲ見ルベキ重要ナル規定ナリトス」等と説明

されている。そして，このような大正刑訴法 134 條と同六次案 144 條は，規定の内容

を踏まえると，同趣旨のものと考えられる。そうすると，同六次案 144 條で定められ

ていた「被告事件を告げ」ることや，「その事件についてあらかじめ陳述することがあ

るかどうかを問」うことは，事件に関する証拠を得る目的で行われる取調べとは，手

続の性質が異なることになる。それゆえ，同六次案 144 條で定められていた内容は，

捜査機関による強制処分としての被疑者訊問（尋問）を廃止し，捜査機関による任意

捜査としての取調べの形で 256 條に一本化した同七次案の下でも，同七次案 265 條１

項において維持することができるため，同條項に取り入れられたのではないかと思わ

れる。まとめると，「現行刑訴法の弁解録取の原型となる規定が大正刑訴法の頃から存

在し，それが受け継がれたのではないか」という結論に至る。

第３ 弁解録取手続前及び弁解録取手続中の接見の可否

弁解録取手続前及び弁解録取手続中の接見は，基本的に初回の接見となることが多

いところ，初回接見については， 高裁判決（以下「平成 12 年判決」という。）68にお

いて，以下のとおり判示されている。

「接見要件が具備された場合でも…接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が

生じるのを避けることが可能な…ときには，留置施設の管理運営上支障があるなど特

段の事情のない限り，犯罪事実の要旨の告知等被疑者の引致後直ちに行うべきものと

されている手続及びそれに引き続く指紋採取，写真撮影等所要の手続を終えた後にお

いて」初回接見を認めれば足りる。

また，平成 12 年判決を引用する形で，川目国賠69では，以下のとおり判示する。

「203 条１項は…（逮捕後の手続として）直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人選任権

を告知し，弁解の機会を与え〔る〕…旨定めている」ところ，「弁解録取手続は，捜査

機関が被疑者を留置する必要性について再検討するために，被疑者の言い分を聞くた

めの手続であり，取調べとは本質的に異なるもの」である。そのため，「逮捕直後に即

時接見の申出があった場合であっても，捜査機関としては，弁解録取手続を含む被疑

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

68 三判平成 12 年６月 13 日 高裁判所民事判例集 54 巻５号 1635 頁。

69 さいたま地判平成 25 年 10 月 24 日，東京高判平成 26 年３月６日。
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者引致後直ちに行うべきとされている手続及びそれに引き続く写真撮影等所要の手続

を終了させた段階で接見を認めれば足りる（上記⑴の 判を引用。）」。したがって，「弁

解録取手続に先行して被疑者と弁護人等との接見をさせる義務があると解することは

できない」（１審）

「弁解録取手続の内容が実質的には取調べに該当する場合など，被疑者の防御権を

実質的に保障する観点から，弁解録取手続に先立ち接見等の機会を与えるべきであっ

たと評価すべき場合には，接見の機会を与えなかったことが接見交通権を侵害する違

法となる場合がある」（２審）

平成 12 年判決及び川目国賠を前提とすると，弁解録取手続前及び弁解録取手続中

において，接見の申出をしても，捜査機関はこれを認める必要がないようにも思える。

しかし，この点については，「初回接見こそ優先されるべき」という弁護人側の考え方

に反する。また，実際，弁解録取手続の際作成される弁解録取書に犯行を認める概括

的な供述が記載され，後の公判廷で自白として有罪立証の重要な柱になることは少な

くないことから，同時点において弁護人の援助が必要であるともいえる。そのため，

平成 12 年判決及び川目国賠に対しては，以下のような点から，異論を唱えることが可

能であると考えられる。

ア 平成 12 年判決の「犯罪事実の要旨の告知等･･･手続を終えた後において」部分に

ついては，同事件が弁解録取手続前に接見申出がなされたものではないため，傍論

であると考える。

イ 黙秘権を「供述するか否かについての意思決定（自己決定）の自由」を保障する

権利として理解した上で，とりわけ高度に専門化・複雑化した現代の刑事手続にお

いて，供述する場合としない場合とで，それぞれどのような利害得失が考えられる

のか，その的確な判断は法律専門家からの法的援助なくしては不可能である。それ

ゆえ，供述するか否かについての意思決定の自由（黙秘権）を保障するためには，

そのような意思決定に先立って弁護人から法的援助を受ける機会が保障されてい

なければならないと考える。その上で，現行法において，「犯罪事実の要旨及び弁護

人を選任することができる旨」の告知が先にあり，それに続いて，「弁解の機会を与

え〔る〕」という順序で規定されていることに鑑みれば，むしろ現行法は，被疑者が

（弁解するか否かの意思決定をする前に）まずは弁護人からの法的助言を受けるこ

とを推奨する趣旨であると解する。

ウ 任意取調べが一定期間続いていたのであれば，捜査機関は，被疑者の「弁解」を

含めた言い分を聴取しているはずであり，刑訴法 203 条で要求された弁解録取手続

を行うとしても，実際には取調べと並行してなされるのではないか。そうであるな

らば，刑訴法で要求されている弁解録取手続になった途端，接見拒否まで可能とな

るのは，実態に沿わない。また，平成 12 年判決の事案は，東京都公安条例違反（デ

モ行進の許可条件違反）により現行犯逮捕されたものであり，任意取調べから逮捕

を経て弁解録取手続へ移行した事案は，同判決の射程外である。それゆえ，この事

案において弁解録取手続中に接見することができるとしても，平成 12 年判決には

反しない。任意取調べ又は弁解録取手続中でも接見することができるか否かは，事

案類型ごとに考える余地がある。
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第４ 弁解録取手続と取調べの関係

平成 12 年判決では，「犯罪事実の要旨の告知等被疑者の引致後直ちに行うべきもの

とされている手続及びそれに引き続く指紋採取，写真撮影等所要の手続を終えた後に

おいて初回接見を認めれば足りる。」とするも，その調査官解説においては，「被疑者

の引致後直ちに行うべきものとされている手続」には弁解録取手続が含まれるとし，

弁解録取手続前の接見の余地を認めていないものの，「弁解録取の内容が実質的に取

調べに当たるようなものであるときは，別論である」とされている70。また，川目国賠

の控訴審判決においても，「弁解録取手続の内容が実質的には取調べに該当する場合

など，被疑者の防御権を実質的に保障する観点から，弁解録取手続に先立ち接見等の

機会を与えるべきであったと評価すべき場合には，接見の機会を与えなかったことが

接見交通権を侵害する違法となる場合がある」として，同様の理解に立った判示がな

されている。

そのため，仮に上記３の点において，弁解録取手続前及び 中は接見の申出が認め

られないとしても，平成 12 年判決の調査官解説，川目国賠控訴審判決によれば，弁解

録取手続から取調べに移行した場合には，接見を認めなければならないこととなる。

しかし，実際には，「形式で区分を試みるならば，例えば，犯罪事実の要旨の告知の

後，これについて弁解するところはあるかとのみ発問し，これに対する答えを聴くの

が，弁解の聴取であり，司法警察員の側でそれ以上の発問を伴う場合は，更に事実関

係について問い質すことはもとよりとして，答えの内容について反問することも含め，

取調べということになろうが，当初の答えの趣旨が明快とは言い難い場合などにその

趣旨を明らかにするため質問を発することもあろうし，それはその限度であればなお

弁解聴取の範囲に属すると解する立場も有り得ようから，形式だけで判定するのは難

しい場合が多いであろう」とする意見71，弁解の聴取に引き続き刑訴法 198 条による

取調べをすることは差し支えないとする見解，弁解録取手続が実質的には取調べにな

っている場合があるという事実上の扱いから，弁解録取手続と取調べとの線引きは，

かなり曖昧な状況となっている。

そのため，この点に一定程度の明確な線引きを行い，少なくともある手続に入った

後には，弁解録取手続は終わっていると考えて，接見の申出を認めなければ違法とな

る，という主張を行うことが重要となってくる。

そこで，いかなるところで線引きをするかということが問題となる。これについて

は，以下の点を考慮する必要がある。

・刑訴法 203 条１項は，留置の段階に入る前に，司法警察員に留置の必要性について

再考させる機会を与えられるために設けられた規定であること。

・弁解録取手続と被疑者取調べの区別は常に明瞭にできるわけではないが，「犯罪事実

の要旨の告知の後，これについて弁解するところはあるかとのみ発問し，これに対

する答えを聞くのが，弁解の聴取である」といえるが，「司法警察員の側でそれ以上

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

70 法曹会編『 高裁判所判例解説民事篇〈平成 12 年（下）〉』522 頁。

71 伊藤栄樹ほか『注釈刑事訴訟法［新版］第３巻』（立花書房，1996 年）108 頁。
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の発問を伴う場合は……被疑者取調べということになる」ということ。

・刑訴法 322 条により，弁解録取書も被告人の不利益供述として証拠採用が可能であ

ることを考えると，同証拠採用になるような「不利益供述」が記載されるような調

書を作成する手続は，すでに上記趣旨を超えていること。

したがって，①「犯罪事実の要旨を告知した後，これに対して弁解することはある

かとのみ発問し，これに対する答えを聞く」までが弁解録取手続であり，それを超え

て，②「司法警察員の側で更に発問して事実関係を問いただし，あるいは答えの内容

について反問するのは被疑者取調べ」であると考えるべきであり，①のみが記載され

た弁解録取書を記載するのは弁解録取手続といえる可能性があるものの，それを超え

て事実関係についての記載がある「弁解録取書」は取調べの結果が記載されているも

のであり，取調べが行われているものと解される。

なお，この点に関し，「当初の答えの趣旨が明快とは言い難い場合などにその趣旨を

明らかにするため質問を発することもあろうし，それはその限度であればなお弁解聴

取の範囲に属すると解する立場も有り得よう」とする立場もあるが，これは，実際上

「留置の段階に入る前に，司法警察員に留置の必要性について再考させる機会」の行

為を捉えることができない（事実関係の究明に他ならない。）ため，この立場はとりえ

ない。
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第２章 逮捕直後の検察官弁解録取時を含む検察庁における書類若しくは物の授受

見之越常治（実行委員会委員・広島）

第１ 検察庁における書類若しくは物の授受の現状

刑訴法 39 条１項は，身体拘束を受けている被疑者・被告人（以下「被疑者等」とい

う。）と弁護人又は弁護人となろうとする者（以下「弁護人等」という。）との間で「書

類若しくは物の授受をすることができる」旨を規定している。

これは，刑訴法 39 条１項が「憲法 34 条の右の趣旨にのっとり，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」ため72，弁護人等からの接見又は書類若しくは物（以下「書類等」

という。）の授受の申出があった場合には，原則としていつでも，その機会を与えなけ

ればならない。そして，書類等の授受において内容が覚知されることは被疑者が弁護

人等から援助を受ける憲法 34 条前段の趣旨を没却することになるのであるから，刑

訴法 39 条１項の「立会人なくして」の意義は「書類若しくは物の授受をすること」に

もかかり，秘密交通権が保障される73。そして，この秘密交通が警察署や拘置所などの

刑事収容施設に限定される旨の規定はない。

ところが，実際の運用はそのようになっていない。

検察庁における書類等の授受について，広島弁護士会が平成 30 年５月に，全国の弁

護士会に対してアンケートを実施したところ，弁護人選任届や名刺の差し入れ可能な

弁護士会が多い一方で，これらの差し入れさえ認められていないとする弁護士会から

の回答も相当数に上った。また，被疑者ノートや被疑者へのアドバイスを記した書面

の差し入れが認められる運用がなされている弁護士会がある一方で，多くの弁護士会

では認められていないことが判明した。

以上のアンケート結果から分かるとおり，検察庁における書類等の授受は，それが

認められている弁護士会であっても，名刺や弁護人選任届，私選弁護人の不受任通知

書などに限られていることが多い。

これは，刑訴法 39 条１項の趣旨に反しており，例えば，被疑者の留置場所が遠方で

ある場合には，検察庁において接見した際に書類等の授受を行うことの方が被疑者の

防御権行使の観点からも利益に適うのであるから，その書類等の授受が制約されるこ

とは，弁護活動において，現実に支障を来たしていると考えられる。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

72 判平成 11 年３月 24 日（民集 53 巻３号 514 頁）。

73 もっとも，河上和雄ほか編『注釈刑事訴訟法［第３版］第１巻』（立花書房，2011 年）は，「立

会人なくして」は「接見」にのみかかり，書類等の授受に立会人を置くことは妨げられないとす

る（453 頁，461 頁）。
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第２ 現状を踏まえての検討

１ 書類等の授受に関する問題の所在

前述のとおり，刑訴法 39 条１項において，書類等の授受が明文で規定されているに

もかかわらず，検察庁においては書類等の授受を行うことが一律には認められていな

い。

実際に広島地方検察庁では，平成 18 年３月 29 日付けの「広島地方検察庁弁護人接

見室の新設について（通知）」において，「接見室の運用の措置は，庁舎管理権に基づ

いて行う」とされ，物の授受については「できません。ただし，弁護人選任届書に署

名を受けることについては便宜を図ります。」と書類等の授受を原則禁止している。ま

た，平成 24 年３月 30 日付けの「広島地方検察庁弁護人接見室の運用の改正について

（通知）」では，「接見室の運用の措置は，庁舎管理権に基づいて行う」とされ，物の

授受については「原則として，物の授受はできません。ただし，弁護人等の名刺，弁

護人不在通知又は不受任通知の授受並びに弁護人選任届書に被疑者の署名・指印を受

けることについては便宜を図ります。」として授受の対象となる物の対象は拡張され

ているものの，原則として禁止する点に変更はない。

このように，広島地方検察庁では，その庁舎管理権に基づいて，検察庁における書

類等の授受を，原則として禁止する取り扱いは一貫しているため，庁舎管理権が，刑

訴法 39 条１項による接見交通を制限する根拠として認められるかが問題となる。

２ 書類等の授受を制約する法的根拠の検討

⑴ 前提

刑訴法 39 条３項は，接見又は書類等の授受について，捜査機関によって制約する

ことを可能としている。もっとも，同条項も被疑者の防御権を不当に制限しないこ

とが前提であるから，実際には接見指定は行われていない。そうであれば，書類等

の授受の場面で問題となるのは専ら刑訴法 39 条２項の「法令」74により制約される

場合といえる。

ただし，接見交通権には内在的な制約があり，刑訴法 39 条２項は，そのような内

在的制約を法令で定めることができるとした確認規定に過ぎないとの考えによれ

ば，明文としての法令がなくとも，書類等の授受を制限することも可能となる75。

⑵ 庁舎管理権に基づく書類等の授受の制限の可否

ア 庁舎管理権とは

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

74 刑事訴訟規則 30 条，刑事収容施設法 44 条，46 条，50 条等がこれに当たる（河上和雄ほか編

『大コンメンタール刑事訴訟法［第２版］第１巻』（青林書院，2013 年）446 頁）。

75 検察庁における面会接見が問題となった定者国賠では， 高裁は，「被疑者と弁護人等との接

見には，被疑者の逃亡，罪証隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの制約があるから」

として，特に刑訴法 39 条２項に言及することなく接見交通が制約される旨を判示した（ 三小

判平成 17 年４月 19 日 高裁判所民事判例集 59 巻３号 563 頁）。
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広島地方検察庁の通知に見られる様に，庁舎管理権が書類等の授受を制限する

根拠として示されることがある。

庁舎管理とは，公用物たる庁舎の管理者が，直接，国又は地方公共団体等の事

務又は事業の用に供するための施設としての本来の権能を発揮するためにする一

切の作用をいい76，庁舎管理権とは，庁舎管理を行う権限を指す。

そして，庁舎管理者は，庁舎本来の目的に照らして必要かつ合理的な範囲に限

り，庁舎の保全又は秩序維持のために，必ずしも法律の根拠に基づくことなく，

庁舎管理権に基づき，利用者の自由を規制することも条理上認められると解され

ている77。もっとも，その制限も庁舎の維持管理の目的に照らし必要な限度に止め

られるべきであり，かつ社会通念上合理的と判断される範囲に限定されなければ

ならないはずである78。

イ 刑訴法 39 条２項の観点からの合理的範囲の検討の必要

その合理的範囲の検討に当たっては，接見交通権の重要性に鑑みれば，その制

約根拠が内在的制約か法令に基づくかにかかわらず，刑訴法 39 条２項の「逃亡，

罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受」に当たるかどうかが考慮されなけれ

ばならない。

そのため，検察庁における書類等の授受が，逃亡，罪証隠滅又は戒護に支障が

あるか否かの検討をすることなく，庁舎管理権のみから一律に書類等の授受を原

則として禁止することは，そのことから直ちに刑訴法 39 条１項を不当に制約す

るものと考えることができる79。

ウ 検査体制の不存在が逃亡，罪証隠滅のおそれ等を意味しないこと

検察庁舎における書類等の授受について，刑事収容施設法が適用されるとして，

これを検査することは行われていない。したがって，検査体制の不存在を理由に，

逃亡，罪証隠滅のおそれ又は戒護に支障を来たすと考えられなくもない。しかし，

検査体制がないことは法の欠缺であり，これを理由に被疑者と弁護人等との秘密

交通権の制約を正当化する根拠となり得るはずがない。

そもそも，高度の倫理性及び専門性を備えるべき弁護士たる弁護人等が，被疑

者との接見に際して罪証隠滅や逃亡援助，戒護への支障に供する書類等を故意に

持ち込むことは想定できず，事前の書類等の検討によって過失により持ち込む可

能性も非常に低いのであるから，検査体制の不存在から逃亡，罪証隠滅のおそれ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

76 原龍之助『公物営造物法［新版再版（増補）］』（有斐閣，1982 年）235 頁。

77 同上 239 頁。

78 同上 240 頁。

79 葛野尋之『刑事司法改革と刑事弁護』（現代人文社，2016 年）も，面会室への撮影・録画機器

の持込みを禁止する根拠として庁舎管理権が挙げられる点について「施設管理権を媒介させれ

ば，それ自体としては接見の制限について具体的に定めたものでなくとも，刑訴法 39 条２項に

いう『法令』として制限の根拠規定とすることができるというのであれば，この規定が接見の制

限には『法令』の根拠が必要だと明記したことの意味が失われることになろう。」と批判する（216

頁）。
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又は戒護への支障を来たすことと同義に考えることはできない80。また，弁護人等

が逃亡，罪証隠滅のおそれ又は戒護への支障が考えられる書類等の宅下げを受け

ても，外部へ流通させない高度の倫理性及び専門性に基づく義務を負っているか

ら，その危険性は，差し入れの場面と同様，考慮の必要がない。そのため，弁護

人等による書類等の授受は，いつでも，どの場所でも行えるのが原則であり，検

査体制のない検察庁であっても当然である。

仮に検査が必要との考えに立ったとしても，とりわけ退職届や休職届といった

文書の授受であれば，文書の定型性ゆえに検査に際して支障を来たすことはない。

さらに，弁護人等が作成した陳述書，誓約書，示談書等は，被疑者に直ちに署名

を求めるものに過ぎず，その占有が被疑者に移転したとまで言えず，差し入れ・

宅下げ物として検査の対象として観念すべき余地がない。アンケート回答から「そ

の場で被疑者に記載させて弁護人が宅下げして持ち帰るものについては比較的柔

軟」な運用がなされている検察庁があることが分かったが，これは検査の必要が

ないがゆえの運用と考えられ，検察庁における書類等の授受が原則として一律に

禁止されるべき理由が逃亡，罪証隠滅のおそれ又は戒護への支障の観点からも見

出せないことを端的に示すものである。

エ 裁判所での書類等の授受が認められていること

庁舎管理権を根拠として書類等の授受を制約することは，検察庁に限らず，同

じく公用物たる裁判所においても妥当する。そして，裁判所における書類等の授

受については，明文の規定として刑訴規則 30 条81がある。これに関し，弁護人か

らのアドバイスが記された，いわゆる美和ノート82を裁判所構内で差し入れよう

としたところ，裁判官において接見等禁止決定が弁護人等にも及ぶものと誤解し

て刑訴規則 30 条の要件を検討することなく,これを禁止した事案において,名古

屋高裁83は次の様に判示している。

「裁判所は，弁護人等から被疑者への裁判所構内における書類等の授受の申出

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

80 大阪高判平成 17 年１月 25 日訟務月報 52 巻 10 号 3069 頁（後藤国賠）を参照。例外として，

刑事収容施設法 145 条が準用する 135 条２項は，未決拘禁者が弁護人等から受ける信書の検査

を「信書に該当することを確認するために必要な限度において行う」と規定するが，信書に限定

し，しかも弁護人等から発せられ，という形式的な検査で足りる。

81 「裁判所は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が裁判所の構内にいる場合においてこ

れらの者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要があるときは、これ

らの者と弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と

の接見については、その日時、場所及び時間を指定し、又、書類若しくは物の授受については、

これを禁止することができる。」

82 判旨によれば「９頁（Ｂ５版の用紙で，１頁が１行 47 字・17 行）にも及ぶもので，その内容

も，被疑者の人権，黙秘権，捜査官にありがちな見解及びこれに対する意見，現在の刑事訴訟法

の考え方，被疑者としての一般的な心構え，予想される身柄拘束の期間，面会の禁止，体調の悪

いときの取調べへの対処，無理な取調べがあった場合の対処，調書作成への対処，調書の訂正，

調書への署名，指印は拒否できること，弁護人との接見，無理に調書を取られてしまったときの

対処，嘘の言い訳はしないほうがよいこと等を具体例を挙げるなどして，具体的かつ詳細に記載

しているもの」である。

83 名古屋高判平成 15 年 12 月 24 日裁判所ウェブサイト掲載判例。
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があったときは，罪証隠滅等の恐れのある物でない限り，原則として授受の機会

を与えなければならない。

したがって，上記申出を受けた裁判所としては，書類等の授受を禁止すべき要

件があるか否かを速やかに判断し，これを禁止する必要がない限り，裁判所の構

内において書類等の授受をさせなければならず，合理的な理由もないのに判断を

留保するなどして書類等を授受する機会を失わせることは，弁護人の円滑な職務

の遂行を妨げるものといわなければならない。」

名古屋高裁判決が，弁護人等と被疑者との書類等の授受の重要性に鑑み，「罪証

隠滅等の恐れのある物でない限り，原則として授受の機会を与えなければならな

い」として，裁判所構内であることに伴う庁舎管理権から書類等の授受を一律に

禁止するどころか，原則として書類等の授受の機会を付与するべき，と判示して

いる。

裁判所と検察庁は，公用物としての庁舎の性格に特段の違いがあるとは考えら

れない。

そうであれば，名古屋高裁判決に照らしても，検察庁において，その庁舎管理

権のみから書類等の授受が一律禁止される根拠とすることは出来ない。

⑶ 刑事収容施設法を根拠とする書類等の授受の制限の可否

ア 他方，検察庁舎内に護送された被疑者等の地位が刑事収容施設法の適用を受け

ると考えることによって，書類等の授受を制限するとの考えもあり得る。

そこで，検察庁舎内に護送された被疑者等の地位について検討すると，刑事収

容施設法は，被収容者を「刑事施設に収容されている者をいう。」と定義し，被留

置者を「留置施設に留置されている者をいう。」と定義する（法２条１号，同条２

号）。そして，刑事収容施設法上の「刑事施設」とは逮捕勾留等されている者を収

容している施設を指すのであるから（法３条），検察庁舎はこれら施設に含まれな

いことは自明である。

そうすると，検察庁に護送された被疑者等は，身体拘束を受けているものの検

察庁舎に留置や収容をされていないことから，形式的には被収容者や被留置者に

該当せず，刑事収容施設法の適用を受けないと考えられなくもない84。

イ しかし，検察庁舎内に護送されるという物理的移動によって刑事収容施設法の

適用を受けないこととなると被留置者や被収容者を戒護する主体が不明確とな

るし，これは行き過ぎであろう85。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

84 調査官解説は，定者国賠において国側が監獄法施行規則 126 条（接見は接見所において行わせ

る旨を規定）や被疑者留置規則 32 条（接見は原則として接見室で行わせる旨を規定）の適用を

主張していないことについて「監獄内や留置場内ではなく，検察庁の庁舎内での接見が問題とな

っていたためであると考えられる」と指摘する（法曹会編『 高裁判所判例解説民事篇〈平成 17

年度〉』236 頁（注２））。

85 刑事収容施設法２条１号に規定する「被収容者」の定義を「物理的に刑事施設内に現に収容さ

れている者にとどまらず，刑務官に護送されているなど人的な戒護下（実力支配内）にある場合

は，同法上の『被収容者』に当たるものと解」するものとして，倉吉松本国賠（鳥取地判平成 30

年 11 月 26 日裁判所ウェブサイト掲載判例）がある。
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もっとも，検察庁舎内に護送された被疑者等が刑事収容施設上の被留置者や被

収容者に当たるのであれば書類等の授受に限らず接見の可否の判断者は刑事施設

や留置地施設の施設長のはずが，実際には検察庁（担当検察官）が判断している

ことに照らせば，検察庁舎に護送された被疑者等については，弁護人等との接見

交通に際して刑事収容施設法の規律よりも検察庁の判断すなわち検察庁の庁舎管

理権に基づく判断が優位なものとして位置づけられていると考える他ない。なぜ

なら，刑事収容施設法の適用があるのであれば，むしろ刑事施設において弁護人

等と被疑者等とが相互に行っている様々な書類等の授受が検察庁において行える

はずが，現実には検察庁の庁舎管理権を理由に禁止されているからである。

そして，検察庁における書類等の授受に際して，刑事収容施設法よりも優位に

位置づけられる検察庁の庁舎管理権が，弁護人等との書類等の授受を禁止する根

拠とならないことは前述したとおりである。

ウ そうであれば，結局のところ検察庁における書類等の授受の禁止を，刑事収容

施設法を根拠に考えることは困難である。

第３ 結論

以上のとおり，検察庁における書類等の授受について，逃亡，罪証隠滅又は戒護へ

の現実的，具体的おそれや支障等への考慮なく，これを原則として禁止する法令上の

根拠は認められない。

そして，そもそも弁護人等が，逃亡，罪証隠滅のおそれ又は戒護に支障を来たす書

類等を被疑者等に対して差し入れることは想定できず，また逃亡，罪証隠滅のおそれ

又は戒護に支障を来たす書類等の宅下げを弁護人等が受けることが仮にあっても，弁

護人等の手元に留まる限り，その危険性は現実化しない。加えて，検察庁舎内での書

類等の授受であれば，被疑者等に検察庁への押送時に私物の携行を認めないのが通常

であるから弁護人等がその場で差し入れた書類等以外の宅下げは考えにくい。そうす

ると，書類等の授受の場所が検察庁であることによって，警察署や拘置所等の刑事施

設と比べて，より逃亡，罪証隠滅のおそれ又は戒護への支障が認められないことにな

る。

よって，その実質においても検察庁における書類等の授受を禁止すべき理由がない。
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資料５－１ アンケート

広島弁護士会宛（ＦＡＸ０８２－２２８－０４１８）

検察庁舎内における物の授受に関するアンケート（回答）

下記事項につき，広島弁護士会宛てご回答くださいますようお願い申し上げま

す。恐れ入りますが，集計の都合上，平成３０年５月３１日までにご回答願います。

記

Ｑ１ 検察庁舎内における接見（初回接見に限りません。）の際に，弁護人や弁

護人になろうとする者からの以下の物品の授受が認められているかご回答く

ださい（複数回答可）。

□ 名刺

□ 弁護人選任届

□ 弁護人不在通知又は不受任通知

□ 被疑者ノート 【→ Ｑ２の関連質問もご回答ください。】

□ 弁護人からのアドバイス資料（各単位会で作成のパンフレット冊子など）

□ その他（具体的に：                         ）

Ｑ２ 検察庁舎内において被疑者ノートの差入れが認められている場合，差入れ

が認められる被疑者ノートの形状はどのようなものですか（複数回答可）。

□ 冊子となっているもの

□ 簡略化した１枚もののペーパー（各単位会で作成されていれば）

□ その他（具体的に：                         ）

-----------------------------------------------------------------------

ご協力ありがとうございました。

ご回答の弁護士会：（        ）弁護士会

※ 追って，再度の質問等をさせていただく場合がございますが，その際にご対

応をお願いできるご担当者をお知らせ頂けますと幸甚です。

ご担当者名：（                ）

             ご連絡先 ：（電話      FAX       ）
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資料５－２ 集計表

名刺 弁選 不受任通知 被疑者ノート アドバイス その他 冊子 １枚もの その他

函館 ○ ○ ○ ○ ※１

釧路 ※２

岩手 ○ ○

秋田 ○ ○

山形県 ○

福島県 ※３

茨城県

栃木県

群馬 ○ ○ ○

埼玉 ○ ○ ※４ ※５

東京三会 ○ ○ ○

千葉県 ○ ○ ○

神奈川県 ○

新潟県

静岡県 ○ ○ ○ ※６

愛知県 ○ ○ ○ ※７

福井

金沢 ○ ○

富山県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

滋賀 ○ ※８

京都 ○ ○ ○ ※９

兵庫県 ○ ○ ○

奈良 ○ ○

和歌山 ○ ○ △ ※１０

鳥取県

島根県 ○ ○

岡山 ○

広島 ○ ○ ○

香川県 ○ ○ ○ ※１１ ○

愛媛

福岡県 ○ ○

長崎県

熊本県 ○ ○ ○

大分県 ○ ○ ※１２

宮崎県 ○ ○

鹿児島県 ○

※１ 誓約書等の被疑者が署名する書類

※２ 日弁連作成外国人被疑者用当番弁護資料

※３ 検察官の個別的判断による

※４ 検事と交渉した上で差し入れた事例がある

※５ 援助申込書，重要事項説明書，誓約書，示談書，謝罪文を書くための便せん等

その場で被疑者に記載させて弁護人が宅下げして持ち帰るものについては比較的柔軟

そのまま被疑者が持ち帰るものは不可

※６ 被疑者ノートを数頁コピーしたもの

※７ 医療機関受診中の被疑者の診療情報提供に関する同意書，メモ用紙，証拠写真

※８ 被疑者援助の申込書等

※９ 誓約書

※１０ 事実上，警察の押送担当者に渡した例がある

※１１ 日弁連委託援助申込書

※１２ 誓約書等
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第３章 勾留質問中の裁判所での接見

近藤剛史（実行委員会委員・広島）

第１ 問題の所在

通常，弁護人の接見は，被疑者・被告人（以下，「被疑者等」という。）が在所して

いる警察署の留置施設において行われる。しかし，被疑者が勾留質問のために裁判所

に押送された際に，裁判所構内で弁護人接見をすることができれば，迅速な初回接見

が実現しやすくなるばかりでなく，裁判官の勾留質問に対する防御方法の教示等も可

能となり，被疑者の権利擁護に資することとなる。また，弁護人側の都合としても，

身近な裁判所で接見することができれば，移動時間の節約となる場合が多いだろう。

ところで，現状，裁判所構内での接見はどのように実施されているのだろうか。本

稿では，裁判所における接見交通権及びその制約の法的根拠を確認した上で，いくつ

かの具体的なケースにおいて接見が認められるか否かという問題について検討したい。

第２ 裁判所構内における接見交通権とその制約

１ 接見交通権とその制約根拠

弁護人が被疑者と接見する権利としてのいわゆる接見交通権は，憲法 34 条前段及

び憲法 37 条３項の弁護人選任権に由来する重要な権利であり，刑訴法 39 条１項にお

いて具体化されている86。

そして，接見交通権の制約は，「法令」による制約（刑訴法 39 条２項）及び捜査機

関の接見指定による制約（同条３項）が規定されているところである。これらの条文

は，次のとおりである。

第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は，弁護人又は弁護人を選

任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者（弁護士でない者にあ

つては，第三十一条第二項の許可があつた後に限る。）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。

② 前項の接見又は授受については，法令（裁判所の規則を含む。以下同じ。）で，

被告人又は被疑者の逃亡，罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必

要な措置を規定することができる。

③ 検察官，検察事務官又は司法警察職員（司法警察員及び司法巡査をいう。以下

同じ。）は，捜査のため必要があるときは，公訴の提起前に限り，第一項の接見又は

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。但し，その指定は，

被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

86 一小判昭和 53 年７月 10 日民集 32 巻５号 820 頁。
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２ 「法令」による制約と刑訴規則 30 条

裁判所構内における接見の制約を定めた規定として，次のとおり刑訴規則 30 条

がある。

（裁判所における接見等）

第三十条 裁判所は，身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が裁判所の構内

にいる場合においてこれらの者の逃亡，罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授

受を防ぐため必要があるときは，これらの者と弁護人又は弁護人を選任すること

ができる者の依頼により弁護人となろうとする者との接見については，その日時，

場所及び時間を指定し，又，書類若しくは物の授受については，これを禁止する

ことができる。

なお，同条の文言上，制約の主体は「裁判所」と定められているが，被疑者勾留

中の裁判所構内での接見については，次のとおり刑訴規則 302 条１項の準用により

主体が「裁判官」となる。

（裁判官の権限）

第三百二条 法において裁判所若しくは裁判長と同一の権限を有するものとさ

れ，裁判所がする処分に関する規定の準用があるものとされ，又は裁判所若しく

は裁判長に属する処分をすることができるものとされている受命裁判官，受託裁

判官その他の裁判官は，その処分に関しては，この規則においても，同様である。

２ 法第二百二十四条又は第二百二十五条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。

ところで，刑訴規則 30 条は，刑訴法 39 条２項の「法令」に含まれるだろうか。

この点については，「法令（裁判所の規則を含む。）」という文言からも刑訴規則が

含まれると解するのが自然であるし，後に詳述する裁判例（鳥取地判平成 30 年 11

月 26 日）でも，

「同条（引用者注：刑訴規則 30 条）は，上記接見交通権と刑罰権の発動との間の

合理的な調整を図るものとして，刑訴法 39 条２項に定める法令（裁判所の規則を含

む。）に当たる。」

と判示されており，「法令」に含まれるものと考えられている。

３ 刑訴規則 30 条による制約の趣旨等

刑訴規則 30 条の趣旨については，「接見室等の設備をもたない裁判所で接見交通

を全く自由にすると，逃亡又は罪証隠滅その他種々の不都合を生ずるおそれがある

ので，刑訴法 39 条２項に基づいて規定されたものである。」などと説明されている
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87。また，いわゆる倉吉松本国賠88においても，刑訴規則 30 条の趣旨については，

次のとおり前記文献と同様に判示している。

……接見室等の設備をもたず，戒護の設備の十分でない裁判所の構内において，

身体の拘束を受けている被告人と弁護人等との接見交通を自由に行わせるとき

は，逃亡，罪証の隠滅その他の不都合が生じるおそれがあり，かつ，その接見の

際は刑事収容施設法の規定がそのままでは適用されないことから，裁判所の責任

と権限において，接見の日時，場所，時間を指定し，又は，書類若しくは物の授

受を禁止する方法により，被告人と弁護人等との接見交通権を制限することがで

きるとする趣旨であり，……

４ 刑事収容施設法との関係（参考：倉吉松本国賠）

ところで，押送中の被疑者等は，裁判所構内にいたとしても，同時に刑事収容施

設の「被収容者」にも当たるのではないかと考えられるところ，刑訴規則 30 条と刑

事収容施設法の適用関係が問題となる。まさにこの点が中心的な問題となった事案

が倉吉松本国賠である。同判決は，裁判所構内での弁護人接見を考えるに当たって

非常に示唆に富んだものである。

本件は，裁判所が勾留中の被告人とその弁護人との裁判所構内での接見を指定し

たにもかかわらず，鳥取刑務所の職員らは弁護人に対して,職員立会いでの面会実

施を求め，弁護人がこれを拒んだところ，刑務所職員らは接見を実施させないまま

被告人を鳥取刑務所に連れ帰ったという事案である。裁判所は，弁護人には憲法由

来の接見交通権があること，刑訴法 39 条１項の接見交通権は同条２項の「法令」に

よる制限によって調整されており，裁判所構内の接見を調整する「法令」として刑

訴規則 30 条があることを指摘した。その上で，刑事収容施設法との適用関係につい

て，次のとおり述べている。

一方，同法２条１号に規定する「被収容者」は，刑事施設に収容されている者

であるが，被収容者に対する各種処遇のうちに刑事施設外における処遇が含まれ

ていることから（同法 62 条３項，87 条，96 条等），物理的に刑事施設内に現に収

容されている者にとどまらず，刑務官に護送されているなど人的な戒護下（実力

支配内）にある場合は，同法上の「被収容者」に当たるものと解される。

このとおり，押送中の被疑者等を「被収容者」としている。ただし，押送中の被

疑者等に対し，刑事収容施設法上の全ての措置が可能なわけではなく，各措置の趣

旨等に照らして一部の措置のみが可能であるとしている。具体的には，

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

87 新関雅夫＝岩瀬徹「裁判所構内における接見」新関雅夫ほか編『増補令状基本問題 下』（一粒

社，1996 年）192 頁。

88 鳥取地判平成 30 年 11 月 26 日裁判所ウェブサイト掲載判例。
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①刑事収容施設法 118 条及び刑事収容施設規則 70 条に基づく刑事施設長による面

会場所の指定と，

②刑事収容施設法 77 条１項に基づく職員による制止等の措置

とが検討されている。

そして本件では，刑訴規則 30 条により，裁判所がその責任と権限に基づき接見の

日時，場所，時間を指定していたことを踏まえると，①の刑事施設長による面会場

所の指定の余地はなく，②の制止等の措置も接見の実施を前提として検討すべきも

のであって，接見の実施を妨げることは許されないと判示した。

イ 裁判所構内における接見許可がある場合に刑務所職員が執り得る措置

（ア） 刑事収容施設法 118 条との関係

裁判所構内における接見許可は，……裁判所の責任と権限に基づき，接見の日

時，場所，時間を指定するなどした上で行うものであるから，刑事収容施設法 118

条，刑事収容施設規則 70 条に基づき刑事施設の長が有する面会の場所の指定権

限が及ぶ余地はない｡

（イ） 刑事収容施設法 77 条１項との関係

一方，……刑務所職員は，刑事施設外である裁判所構内においても，被収容者

に対し，刑事収容施設法 77 条１項に基づく制止等の措置を執る権限を有してお

り，未決拘禁者である被告人も上記の被収容者に含まれるものと解される。

しかしながら，……裁判所構内における接見の許可は，裁判所が，その責任と

権限に基づき，戒護上の支障が生じないような設備のある部屋かどうかを検討し

た上でされたものとみるべきであること，上記接見の許可に対する不服申立ての

方法がないことなどからすれば，当該接見を許可された被収容者の戒護を担当す

る刑務所職員は，その被収容者及び弁護人等に対する職務上の法的義務として，

上記接見の許可に係る接見が行われるよう配慮すべき義務を負うものと解すべき

である。

そうすると，裁判所構内における接見許可がされた場合に，刑務所職員におい

て，面会の場所が戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等かどうかに関

し，裁判所と異なる見解を持ったとしても，裁判所の上記許可を前提として，そ

の接見の実施に当たり，刑事収容施設法 77 条１項に基づく何らかの措置を執る

必要があるかどうかを検討するにとどめなければならず，その接見の実施を妨げ

る措置を執ることは，上記の配慮義務に反し，許されないものといわなければな

らない。

なお，刑務所職員が面会実施につき立会いを求めた点については，「被告人と弁護

人等との同意があれば，接見の場に立会人を付す方法が許容される」という理解を

前提として，立会いを求めることそれ自体は違法ではないと判示している。

この点について，秘密接見は被告人及び弁護人の利益保護からの要請であると考

えれば，両者が同意することで秘密接見の利益を処分することは可能であると考え
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られ，妥当であろう。 高裁も，いわゆる定者国賠89において，検察庁に秘密接見可

能な部屋等がなく，しかし即時接見の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，弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したとき

は，面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務があると解するのが相当であ

る。」

として，弁護人による利益処分が可能であることを前提とした判示をしている。

ただし，本判決にも検討課題はある。一つは，本判決が裁判所による「接見の許

可」という表現を用いていることである。この表現には疑問がある。講学上の「許

可」とは，本来自由な権利に属する行為について法令に基づいて一般的に禁止した

上で，当該禁止を個別に解除するという行為を指す。しかし，刑訴法は弁護人の接

見について一般的な禁止などしていない。むしろ刑訴法 39 条は，１項で弁護人の接

見が原則自由であることを定め，同条２項・３項において個別に接見に関し必要な

措置（２項）又は日時，場所及び時間（３項）の指定をなしうると規定しているの

みであって，接見拒否を認める規定はない。そうすると，裁判所の「許可」という

表現は，弁護人接見の法令上の建前にそぐわないこととなる。本判決の原告弁護団

においても，判決文中の「許可」という語は「指定」と読み替えるべきと総括して

おり，この見解が妥当である。

もう一つは，本判決が，特に刑事施設外における刑事収容施設法の適用を論ずる

にあたって，刑事収容施設法 62 条３項（刑事施設外の通院），87 条（刑事施設外の

矯正処遇），96 条（開放的刑事施設における外部通勤作業）などの刑事施設外の規

定があることを根拠として，一般的に「被収容者」の範囲を刑事施設外に拡張する

解釈をとっている点である。この解釈には疑問がある。

まず，これらの施設外の定めは，あくまで刑事施設内が原則であることを踏まえ

て，それぞれ医療上の必要性（62 条３項),矯正処遇の効果促進(87 条），受刑者の社

会復帰の促進（96 条）などの目的を持った例外規定である。例外規定を根拠に原則

規定の解釈を拡張することは，解釈論として妥当ではないだろう。

加えて，裁判所が指摘した例外規定のうち刑事収容施設法 96 条の外部通勤作業

は，そもそも刑事施設の職員が同行することなしに実施されるものであるから，

「刑務官に護送されているなど人的な戒護下（実力支配内）にある場合は，同法

上の『被収容者』に当たる」

という結論の根拠として挙げるのは適切でないと考えられる。

刑事収容施設法の適用については，「被収容者 刑事施設に収容されている者を

いう。」（同法２条１号）の文言から原則として刑事施設外には適用されないものと

し，上記の同法 62 条３項外の例外的な明文によってのみ拡張されうるものと解す

るのが妥当である。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

89 三小判平成 17 年４月 19 日 高裁判所民事判例集 59 巻３号 563 頁。
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第３ 具体的なケースにおける接見とその制約の可否

１ 勾留質問直前又は勾留質問中に接見申出がなされた場合

⑴ 問題設定

裁判官の勾留質問の直前又は現に実施されている 中に，弁護人から接見の申出

があった場合，裁判官は勾留質問（の予定）を中断して直ちに接見を実現すべきだ

ろうか。

⑵ 検討

この点については，取調べ中又は弁解録取中の接見申出と同様の問題が生じうる

ため，詳しくは本書第３編第１章をお読みいただきたい。

実務上は平成 12 年の 高裁判決90をベースとして考えることになるだろうが，一

般に勾留質問は短時間で終了することなども踏まえると，勾留質問後に接見指定す

るということが多いと思われる。

２ 当該裁判所構内に接見に適した設備がない場合

⑴ 問題設定

弁護人から接見申出がなされたものの，当該裁判所構内に接見に適した設備（接

見室）がない場合，裁判官は，設備不十分のみを理由として弁護人の接見申出を拒

否することができるだろうか。

⑵ 検討

この問題を検討するに際しては，まず，前述の刑訴法 39 条２項の「法令」による

制限の解釈が問題となりうる。すなわち，明文の根拠規定がない限り制限はできな

いとする見解に立つ場合は，刑訴規則 30 条は

「……接見については，その日時，場所及び時間を指定し，又，書類若しくは物

の授受については，これを禁止することができる。」

と規定されており，「日時，場所及び時間を指定」すること以外は定めていないた

め，接見室がないことなどを理由とした接見一般の禁止は困難と解されよう。

他方で，明文規定以外の制約も可能とする見解に立てば，論理的には刑訴規則 30

条の規定ぶりを超えた制約（接見の禁止）も可能となると思われる。ただし，検察

官が検察庁に接見設備がないことを理由に弁護人の接見申出を拒否した前掲の定

者国賠を踏まえると，当該裁判所構内に接見室がないとしてもそのことのみを理由

として直ちに接見を拒否することは許されず，何らかの代替措置を講ずべきと考え

られる。

この点については，「弁護人等において接見の申し出を維持する限り，接見設備が

ないことのみを理由として接見をさせないということは問題であろう。」91とも指摘

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

90 三小判平成 12 年６月 13 日 高裁判所民事判例集 54 巻５号 1635 頁。

91 前掲注 87，195 頁
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されている。

実際に，設備が不十分な裁判所構内における接見については，勾留質問室や調停

室が利用された実例が報告されており，これらも参考になるだろう。

３ 検察官による接見指定（刑事訴訟法 39 条３項）との関係

⑴ 問題設定

被疑者に対し，検察官による接見指定（刑事訴訟法 39 条３項本文）がなされてい

る場合において，当該被疑者が例えば勾留質問のために裁判所構内にいる場合，裁

判官は，弁護人接見について検察官の接見指定以外の日時を指定して裁判所構内で

接見させることができるだろうか。

すなわち，検察官の接見指定と，刑訴規則 30 条に基づく裁判所（裁判官）の接見

指定との関係が問題となる。

⑵ 検討

まず，検察官の接見指定における「捜査のため必要があるとき」（刑事訴訟法 39

条３項本文）の解釈として，①捜査全般必要説を採る場合は，事案の真相解明を目

的とする捜査の遂行に支障が生じることを理由とした接見指定が可能と解するこ

ととなるから，裁判所構内であっても弁護人接見を実施させてはならないという帰

結になる。

これに対し，②被疑者の取調べ等，その身体を利用した捜査が行われている場合

に限られるとする限定説を採る場合は，被疑者の身体が裁判所構内にある限りは現

に検察官が取調べを実施する必要性はないのであるから，その限りにおいて検察官

の接見指定の効力は及ばないこととなる。この点については，

しかし，元来法 39 条３項は，検察官が被疑者の身体拘束について責任をもつ分野

における接見交通権の制限を規定したものであり，他方，規則 30 条は，被告人

（被疑者）が裁判所（裁判官）の責任の分野におけるその制限を規定したもので

ある，と理解するのが正しいのではないかと思われる。そのように，両者は一応

その分野を異にするものと解するならば，裁判所の構内にいる被疑者については，

規則 30 条による裁判官の指定処分の効力は受けるけれども，法 39 条３項による

検察官棟の指定処分の効力は及び得ないものというべきであろう。

このように，議論の余地はあったものの，接見設備等に特段の問題のない庁では，

被疑者が裁判所構内にいる場合には，弁護人から接見の申し出があれば，検察官

の接見指定の有無を問わず接見させるというのが当時の実務の運用であったと思

われ，現在（引用注：1996 年）においても同様であると認められる。

という指摘がなされている92。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

92 前掲注 87，193 頁
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第４編 取調べへの弁護人立会い

第１章 日弁連の刑事司法改革への取組と弁護人立会権の意義

日弁連取調べへの立会いに関する検討ワーキンググループ

第１ 弁護人立会いをめぐるこれまでの経緯（21 世紀以降）

１ 第 62 回人権擁護大会まで

司法制度改革審議会意見書では，人質司法の改革には手が付けられず，取調べ状況

の録音・録画や取調べへの弁護人立会権は，「将来的な検討課題」とし先送りされた。

以下，これらの課題が 21 世紀以降どのように展開されてきたかを概観するが，2019

年 10 月の第 62 回人権擁護大会（徳島市）までの経緯等はその第１分科会基調報告書
93に詳細に論述されているので，ここでは，弁護人立会いを中心に要点を述べる。

⑴ 取調べの可視化実現運動

21 世紀に入ってから，日弁連は主に取調べの可視化（取調べ「全過程」の録画）

の実現に精力を注ぐことになった。2003 年には「『取調べの可視化』についての意

見書」を発し，第 46 回人権擁護大会（松山市）において「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」をし，取調べの可視化実現ワーキンググル

ープを発足させ，2004 年に委員会,2006 年に本部となって，被疑者ノートの普及な

ど，個別実践に力を注ぐとともに，積極的な運動を展開した。そして，2007 年の第

58 回定期総会では「取調べの可視化（録画・録音）を求める決議」をし，2009 年，

第 52 回人権擁護大会（和歌山市）では，「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―」と題する宣言を発した。

この間，検察・警察は，裁判員裁判制度の施行に対応するとして，取調べの一部

録音録画の試行を始めたが，そのような中で，郵便不正事件（いわゆる「村木事件」）

が発生し，2010 年の「検察の在り方検討会議」を経て，2011 年６月，法制審議会に

「新時代の刑事司法制度特別部会」（以下「特別部会」という。）が発足した。特別

部会では，「全過程」か「一部」かが激しく議論されたが，３年余りの審議を経て，

対象事件は限定されているものの，取調べの可視化（身体拘束下の被疑者取調べ全

過程の録音・録画）の法制化が提言された。かくして，国会での議論をも経て，2016

年に改正刑訴法が成立・公布され，2019 年６月１日に可視化制度が施行されたので

ある。

このように，「弁護権拡充」の歴史は着実に進化しているといえる。しかし，取調

べへの弁護人立会制度は，特別部会においても「別途検討」の扱いとされ，議論対

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

93 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/symposium/jinken_taikai/

62th_keynote_report1.pdf
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象から外された。

⑵ 「弁護人を取調べに立ち会わせる権利の明定を求める意見書」等

日弁連は，特別部会の協議進行に応じる形で，2012 年６月から 2013 年１月まで

の間，４本の「新たな刑事司法制度の構築に関する意見書」を公表し，その中には，

弁護人の取調べへの立会権の明定も含まれている。

そして，2018 年４月 13 日には，「弁護人を取調べに立ち会わせる権利の明定を求

める意見書」を公表した。意見の趣旨は，「検察官，検察事務官又は司法警察職員は，

被疑者又は弁護人の申出を受けたときは，弁護人を取調べ及び弁解の機会に立ち会

わせなければならない旨を刑事訴訟法上に明定すべきである。」というものである。

なお，2018 年 10 月 23 日には，弁護人の取調べへの立会権の明定も含む「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」を，2020 年 11 月 17

日にはその 2020 年版をそれぞれ公表している。

⑶ 2018 年近弁連人権擁護大会

弁護人立会いに特化した取組として特筆すべきは，2018 年 11 月 30 日に開催され

た近畿弁護士会連合会（以下「近弁連」という。）の第 30 回人権擁護大会で採択さ

れた「取調べの適正を確保し，被疑者が弁護人の援助を受けて主体的に防御権を行

使することを可能とするために，弁護人による取調べへの立会いを確立することを

求める決議」である。その宣言の趣旨は以下のとおりである。

当連合会は，

１ 捜査機関に対し，被疑者又は弁護人の申出を受けたときは，弁護人を取調べ及

び弁解録取の機会に立ち会わせること

２ 各裁判官に対して，被疑者又は弁護人の申出を受けたときは，弁護人を勾留質

問に立ち会わせること及び被疑者又は弁護人が取調べへの立会いを求めていたに

もかかわらず，弁護人を立ち会わせない取調べで録取された供述を証拠としない

こと

３ 国に対し，迅速かつ着実な法改正により，捜査機関による取調べ及び弁解録取

の機会，勾留質問への弁護人の立会いが保障されることを明らかにすること

を求める。

そして，当連合会は，被疑者・被告人の権利を守るため，あらゆる事件において

積極的に取調べへの弁護人の立会いを求める弁護実践を推進することにより，弁護

人の取調べへの立会いの実現に全力を挙げて取り組む決意を表明する。

２ 第 62 回人権擁護大会

2019 年は,刑訴法施行 70 周年,松江宣言 30 周年,裁判員裁判施行 10 周年，可視化法

施行元年の節目の年であった。2019 年 10 月の第 62 回人権擁護大会（徳島市）では，

「取調べ立会いが刑事司法を変える～弁護人の援助を受ける権利の確立を～」と題す

るシンポジウム第１分科会が開催された。これを受けて，大会において「弁護人の援

助を受ける権利の確立を求める宣言―取調べへの立会いが刑事司法を変える」が採択
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された。宣言主文は以下のとおりである。

当連合会は，取調べの可視化（取調べ全過程の録音・録画）の全件への拡大を実

現するとともに，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確立する

ために，取調べを受ける前に弁護人の助言を受ける機会の保障，逮捕直後からの国

選弁護制度の実現，身体拘束制度の改革（身体不拘束原則の徹底，取調べ時間の規

制など），起訴前を含む証拠開示制度の拡充と併せて，弁護人を取調べに立ち会わせ

る権利の確立の実現に向けて全力を挙げて取り組むことを決意するとともに，

１ 国に対し，検察官，検察事務官又は司法警察職員は，被疑者又は弁護人の申出

を受けたときは，弁護人を取調べ及び弁解の機会に立ち会わせなければならない

旨を刑事訴訟法上に明定するよう改正すること

２ 検事総長及び警察庁長官に対し，前記１の法制化がなされるまでの間，各捜査

機関の捜査実務において，被疑者又は弁護人が求めたときは，弁護人を取調べ及

び弁解の機会に立ち会わせること

を求める。

このように，人権擁護大会という日弁連の 大行事において，弁護人を取調べに立

ち会わせる権利の確立の実現に向けて全力を挙げて取り組むことの宣言をした意味は

大きい。「弁護権拡充」の根幹としての弁護人立会権を実現させるべく，日弁連が全力

を挙げて取り組むことが宣明されたのである。

３ 第 62 回人権擁護大会後の動き

人権擁護大会後，取調べへの立会いに関する検討ワーキンググループが設置された

が，この間，内外で大きな動きがあった。

⑴ 立会い実践運動の高まり

取調べへの弁護人立会いは，本来的には立法により解決されるべき課題であるが，

個別弁護での実践例を積み重ねることもまた重要である。弁護人立会い請求が広範

化し，当たり前のこととなれば，実務は変わらざるを得ない。可視化実現運動がそ

うであったように，そのような実践は立法につながることが期待される。

例えば，大阪弁護士会では 2019 年 12 月，「在宅事件における立会い実践マニュア

ル」を作成し，広く会員に対し，特に在宅事件における弁護人の取調べへの立会い

を実現するよう求めている。

また，同じく大阪弁護士会では，毎年立会い強化運動月間を設けることとし，2020

年度は,2020 年 12 月１日から 2021 年２月末日までの３か月間を「取調べへの立会

い（準立会い）強化運動」に重点的に取り組む期間として会員に呼び掛けた。この

ような取組が全国化していく必要がある。

⑵ 取調べに弁護人が立ち会えないことへの国際的批判の高まり

カルロス・ゴーン氏の逮捕勾留をきっかけに，日本の刑事司法に対する国際的批

判が高まった。例えば，彼の母国であるフランスのみならず，アメリカ，イギリス，



－172－

第４編 取調べへの弁護人立会い

ドイツなどの有力マスコミが弁護人の取調べへの立会いがないことを批判的に取

り上げている94。

また，国際連合人権理事会の恣意的拘禁作業部会は 2020 年 11 月 20 日，ゴーン

氏の勾留は恣意的拘禁との報告を公表したが，その報告の中で，日本の刑訴法 198

条１項に弁護人の取調べへの立会いの規定がないことが特に目立っていると指摘

している95。

⑶ 法務・検察行政刷新会議

2020 年７月，法務省に，法務・検察行政刷新会議が設置され，①検察官の倫理，

②法務行政の透明化（未来志向），③我が国の刑事手続について国際的な理解が得ら

れるようにするための方策の３点が課題とされた。③の課題については，検察の在

り方検討会議提言・法制審議会－新時代の刑事司法制度特別部会とその後の検察改

革等が議論され（法務省ホームページ参照），同年 12 月 24 日に報告書が取りまとめ

られた。同報告書は弁護人立会いについての委員意見を詳しく記載した上で，「結び

－法務・検察に望むこと－」において，次のように述べている。

刑事手続の内容面に関しては，……取り分け被疑者取調べへの弁護人の立会いにつ

いての様々な意見が示されたところであり，令和元年６月までに施行された平成 28

年改正刑事訴訟法の３年後検討が予定されていることから，法務大臣において，前

記各意見の趣旨も十分に斟酌し，検討のために必要十分な資料を収集・分析した上

で，３年後検討の場を含む適切な場において，弁護人立会いの是非も含めた刑事司

法制度全体の在り方について，社会の変化に留意しつつ，刑事手続の専門家以外の

多様な視点も含めた幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応すること。

４ 小括

以上のとおり，日弁連は，これまでに接見交通権を確立させ，当番弁護士運動の展

開によって被疑者国選制度を法制化させ，さらに取調べ可視化を実現した。松江宣言，

松山宣言，和歌山宣言をも経て，日弁連が精力を注入してこのような改革課題を実現

させてくることにより，「弁護権拡充」はまさに実質化され，進化してきたというべき

である。

しかし，刑事司法改革はいまだ道半ばと言わざるを得ない。「弁護権拡充」の根幹で

ある弁護人立会権が法に明定されておらず，刑事訴訟の歴史はその進化をせき止めら

れている。今 も改革し実現すべき課題は，弁護人の取調べへの立会いである。特に

国際的関心がかつてないほど高まっていることも踏まえつつ，法務・検察行政刷新会

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

94 「カルロス･ゴーン氏のメディアを通じて行った主張・報道等及びこれらへの対応状況」

http://www.moj.go.jp/content/001331115.pdf 参照

95 国連人権理事会 恣意的拘禁作業部会意見書（2020 年 11 月 20 日）‘‘Opinions adopted by the 

Working Group on Arbitrary Detention at its eighty-eighth session, 24–28 August 2020

‘‘https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session88/A_HRC_WGAD_202

0_59_Advance_Edited_Version.pdf の注 32 参照。
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議での結論を推進させなければならない。これは，国家百年の大計であり，日弁連の

責務である。
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第２章 弁護人立会権の内容と考えられる法律案

日弁連取調べへの立会いに関する検討ワーキンググループ

第１ はじめに

弁護人立会権は，黙秘権及び弁護人の援助を受ける権利に基づく憲法上の権利であ

る。刑訴法には，弁護人立会権を否定する規定はない。他方で，犯罪捜査規範 180 条

２項は，弁護人の立会いを前提とする。そうであるとすれば，刑訴法に明文規定がな

くとも，当然に認められるべきものである。この点に関し，東京地裁96は，起訴後取調

べに関してではあるが，「捜査官が弁護人を立ち会わせることなく当該被告事件につ

いて取調をすることは，訴訟の当事者としての被告人の本質的権利である，弁護人の

弁護を受ける権利を奪うことになり，被告人に対する任意捜査の方法として許されな

い」旨判示している。また，法務省も，取調官が裁量により弁護人を立ち会わせるこ

とは可能であることを認めている。しかし，現状では，取調官の裁量に委ねられてい

るため，現実には，弁護人が身体拘束中の被疑者の取調べに立ち会った事例は数える

ほどである。そのため，刑訴法を改正し，立法措置を講じて，弁護人立会権を明定す

ることが必要である。また，その際，弁護人立会権は被疑者の権利であるから，取調

官の裁量に委ねるのではなく，被疑者又は弁護人が申し出た場合には，弁護人を立ち

会わせることを義務付ける必要がある。

第２ 弁護人立会権の内容

弁護人立会権の目的，範囲，行使主体（行使権者），行使方法，内容及び効果は，以

下のとおりである。

１ 弁護人立会権の目的

弁護人立会権の目的（基本的性格）につき，被疑者の権利であるという考え方と，

捜査機関の義務規範であるという考え方があり得るが，黙秘権及び弁護人の援助を受

ける権利と同様に，被疑者の権利であると考えるのが妥当である。また，被疑者の権

利であると同時に，弁護人の権利でもあるか（被疑者の意思にかかわらず，弁護人が

行使し得るか）という問題があるが，接見交通権と同様に，弁護人の固有権でもある

と考えるのが妥当である。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

96 東京地決昭和 50 年１月 29 日判例時報 766 号 25 頁
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２ 対象事件の範囲

対象事件の範囲につき，⑴身体拘束の有無及び⑵罪名による限定の可否が問題とな

り得るが，⑴は，刑訴法 198 条１項の取調べ及び弁解録取であれば，逮捕又は勾留さ

れている被疑者に限らず，在宅被疑者を含むと考えるべきである。また，同様に，起

訴後・余罪の取調べを含むと考えるべきである。また，⑵は，対応態勢の問題はある

ものの，被疑者の権利であるから，罪名による限定は認めるべきでない。

３ 弁護人立会権の行使主体（行使権者）

弁護人立会権は，被疑者の権利であるか，弁護人の権利であるかが問題となり得る

が，前記１記載のとおり，被疑者の権利であると同時に，弁護人の固有権でもあると

考えるのが妥当である。ただし，現実には，被疑者の意思に反して，弁護人が立会権

を行使することはないであろう（ただし，被疑者が高齢者・障害者等の場合には，被

疑者の意思に反して，立ち会うことが認められるべきである。）。なお，「弁護人になろ

うとする者」は立会権を行使できないと解するが，弁護人の選任は口頭で足りると解

するべきである。

４ 弁護人立会権の行使方法

被疑者又は弁護人が申し出ることは必要であるが，申出の方法は口頭でも足りると

解するのが妥当である（接見交通権と同様である。）。

なお，申出の機会を保障するため，捜査機関は，逮捕及び送致後の弁解録取の際に

弁護人立会権を告知しなければならない。また，刑訴法 198 条１項の取調べの都度，

弁護人立会権を告知しなければならないと解するのが妥当である。

５ 弁護人の権限内容

取調べ及び弁解録取に立ち会った弁護人は，被疑者と相談，助言ができる。また，

取調官に対し，異議の申立て，意見，質問等ができる。また，メモをとることもでき

る。なお，本来，取調受忍義務ないし出頭滞留義務はないのであるから，被疑者は，

取調室から自由に退出することができると解するのが妥当であるが，弁護人も，少な

くとも，接見交通権に基づき，接見のために取調べの中断を求めることはできると解

される。

６ 弁護人立会権行使の効果

⑴ 立会いの実現

立会権の中核的効果は，立会いの実現であるから，被疑者・弁護人は取調べに立

ち会うことができる旨の権利規定を置くことが考えられる。あるいは，捜査機関は，

被疑者又は弁護人の申出があるときは弁護人を取調べに立ち会わせなければなら
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ない旨の義務規定を設けることも考え得る。その両者の規定を併設することもあり

得る。いずれにせよ，立会権が有効に放棄されない限り，弁護人を立ち会わせずに，

被疑者を取り調べることは許されない。その結果，立会権が放棄されない限り，取

調拒否権（取調遮断効）を認めることになるが，被疑者には取調受忍義務ないし出

頭滞留義務はないのであるから，当然の帰結である。

⑵ 証拠排除

また，弁護人立会権を保障することの結果として，立会権が有効に放棄されない

限り，弁護人を立ち会わせずに取り調べたことにより，仮に供述が得られたとして

も，証拠能力は認められないことになる。この場合，当然に証拠排除されるか，任

意性又は立会権放棄の手続に重大な違法がある場合に限り，証拠排除されるかとい

う問題があるが，黙秘権及び接見交通権と同様に，後者と考えるのが妥当であろう。

⑶ 伝達義務

さらに，弁護人立会権を行使するための前提として，接見交通権と同様に，捜査

機関は，被疑者から申出があれば，弁護人に伝えなければならない。また，弁護人

から申出があれば，被疑者に伝えなければならない。

⑷ 告知義務

また，事前に取調べの日時が分からなければ立会権を行使することはできないか

ら，捜査機関は，被疑者又は弁護人の申出があるときは，取調べの日時，場所を弁

護人に通知しなければならない。

第３ 諸外国の法律との比較検討

アメリカやＥＵ諸国はもちろん，東アジアの韓国や台湾でも，立会権が法定されて

いることは，人権擁護大会における海外調査等により明らかとなっている。

これら諸外国の法律は，「被疑者又は弁護人の請求により」（韓国），「被疑者又は被

疑者の弁護人は」（台湾），「被疑者の申出」（イングランド）と規定しており，被疑者

の権利と位置付けているものが多いように思われ。2004 年３月 30 日に河村たかし外

４名が提出した「刑事訴訟法の一部を改正する法律案（第 159 回衆第 19 号）」は，「被

疑者又は弁護人が求めたときは」としている。なお，刑事訴訟法の一部を改正する法

律案（第 164 回衆第 13 号）も同様である。

また，対象事件の範囲（罪名）について，特段の限定はない。その一方で，「正当な

事由」（韓国），「捜査の秩序」（台湾），「取調べが適切に出来ない場合」（イングランド）

などを例外事由とする法制度も散見される。

権利の内容については，明記されていない例が多いようであるが，「尋問後の意見陳

述，尋問中の不当な尋問方法に対する異議及び取調官の承認を得ての意見陳述」（韓国）

のように明記されている例もある。韓国では，捜査機関の内部規則によって，弁護人

を排除できる事由を定めており，実際に排除されるという弊害も存在するようである。

ただ，例えば弁護人の着座位置について争いが生じたケースについては，国賠訴訟が

提起され，規則改正までつなげたという例もある。また，このような動きを受けて，

常時の助言権限や取調べ中の意見陳述も権利内容として明定する改正法案を審議中で
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ある（2021 年現在）。

他方，権利の内容が明記されていないイングランドにおいても，弁護人は異議申立

ても含めて，取調べ中に相当自由に発言をしている。しかし，捜査機関と弁護人との

対立はさほど深刻ではなく，捜査機関側も弁護人立会いに対しておおむね良好な反応

を示しているとの報告もある。この点は，フランスやベルギー，ドイツ等でも同様で

ある。

このように考えると，弁護人の権利（権限）の内容を明記することにこだわらず，

まずは刑訴法に弁護人立会権を明定した上で，個別事件における弁護実践により，権

利の内容を充実させていくことが現実的である。

第４ 考えられる法律案

立会権の具体的内容は前記第２のとおりであるが，前記第３の諸外国の法律を参照

すると，必ずしもこれらの具体的内容が全て条文に明記されているわけではない。そ

もそも，我が国の刑訴法の条文は簡潔なものが多く，解釈論ないし実務運用に委ねら

れている部分が多い。したがって，具体的内容の全てを書き込むのではなく，前記第

２・６の立会権行使の効果を中心とする中核的規定を明定した上で，弁護実践を通じ

て，その内容を豊かなものにしていくことが現実的であると思われる。

具体的には，前記第２・６の立会権行使の効果のうち，⑴立会いの実現，⑶伝達義

務及び⑷告知義務は明記するが（第２・１の目的，２の対象範囲，３の行使主体及び

４の行使方法の問題は，これに含まれる。），⑵証拠排除は刑訴法 319 条又は違法収集

証拠排除法則の解釈に委ねればよく，別途，規定を置く必要はないと考えられる。ま

た，前記第２・５の弁護人の権限内容を明記する必要はないと考えられる。

⑴ 刑訴法 203 条１項及び 204 条１項の「弁護人を選任することができる旨」の次に

「及び弁護人を弁解の機会に立ち会わせることができる旨」を加える。

刑訴法 205 条の「送致された被疑者を受け取つたときは，」の次に，「直ちに犯罪

事実の要旨，弁護人を選任することができる旨及び弁護人を弁解の機会に立ち会わ

せることができる旨告げた上」を加える。

これは，立会権を保障するための前提として，弁解録取の機会に，立会権の告知

義務を定めるものである。なお，刑訴法 203 条，204 条及び 205 条の弁解録取の際

には，黙秘権の告知を義務付ける規定がない。本来，黙秘権及び立会権の告知を義

務付ける規定を置くべきである。

⑵ 刑訴法 198 条２項の「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」の次に「及

び弁護人を取調べ（及び弁解の機会）に立ち会わせることができる旨」を加える。

これは，立会権を保障するための前提として，刑訴法 198 条２項の取調べの際に，

立会権の告知義務を定めるものである（取調べではなく，弁解録取の機会に立ち会

わせる義務があることを明記する必要がある場合には，刑訴法 203 条，204 条及び

205条に規定を置くか，又は刑訴法198条を準用する条文を置くことが考えられる。）。

⑶ 刑訴法 198 条２項の次に，次の３項及び４項を加える（３項以下は，順にずれる。）。
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３項 前項の取調べに際しては，被疑者又は弁護人の申出があるときは，取調べ

の日時，場所を弁護人に通知しなければならない。

４項（Ａ－１案）被疑者は，第２項の取調べに弁護人を立ち会わせることができ

る。

（Ａ－２案）弁護人は，第２項の取調べに立ち会うことができる。

（Ｂ－１案）第２項の取調べに際しては，被疑者又は弁護人の申出があるときは，

弁護人を取調べに立ち会わせなければならない。

（Ｂ－２案）第２項の取調べに際しては，被疑者又は弁護人の申出があるときは，

弁護人を立ち会わせない限り，被疑者を取り調べることはできない。

３項は，立会権を行使する前提として，取調べ等の日時・場所の通知義務を定め

るものである。

４項は，本法律案の中核的な規定であり，前記第２・６・⑴の被疑者・弁護人の

立会権（ないし捜査機関の立ち会わせる義務）を定めるものである。

なお，規定ぶりはＡ案とＢ案の２種類が考えられる。Ａ案（できる規定）は，権

利性は明確になる反面，弁護人を立ち会わせずに取り調べることができるかどうか

（取調遮断効），取り調べたときの証拠能力がどうなるか（証拠排除）は必ずしも明

確ではく，黙秘権や接見交通権（弁護人の援助を受ける権利）と同様に考えると，

被疑者が弁護人なしの取調べに応じている以上，権利放棄がなされたと言われるお

それがあるように思われる。他方，Ｂ案（しなければならない規定，できない規定）

は，取調べに対する規制という側面からは，刑訴法 198 条に規定することが自然で

あるが，被疑者及び弁護人の権利性が明確ではないという指摘があった。また，「な

ければならない」，「できない」という表現だと，取調遮断効（取調拒絶権）を認め

ることになるのではないかという指摘がある。この点は，引き続き検討する必要が

ある。
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第３章 弁護人立会いの実践と全国的取組について

日弁連取調べへの立会いに関する検討ワーキンググループ

第１ 弁護人立会実践の到達点と今後の展望

１ 弁護人立会制度の憲法論的必要性

⑴ 黙秘権（憲法 38 条１項）を充実化する立会制度

取調べにおいて，個人の尊厳（憲法 13 条）を守り，供述の強要ひいてはえん罪を

防止するためには，黙秘権（憲法 38 条１項）の実質的な保障，すなわち，捜査機関

の圧力に屈することなく，真に自由に黙秘権を行使できる状況が確保されなければ

ならない。

被疑者を捜査の客体と見て自白を迫る供述調書偏重の捜査手法は，かかる憲法的

理念と正面から矛盾・衝突する。そこで，被疑者及び被告人に憲法上保障された黙

秘権の行使を勧奨し，被疑者及び被告人の供述調書の作成及び公判顕出を阻止する

という運動が全国的に展開されてきた。

こうした運動を基礎として，2016 年刑訴法改正に伴い，録音録画制度が導入され

ることとなり，いわゆる取調べの可視化が実現した。これにより，捜査機関の取調

べは監視され，被疑者の黙秘権行使に対する無用な抑圧が取り除かれる可能性が飛

躍的に高まった。

しかし，取調べの 中にこそ，弁護人が傍らにいてほしいという趣旨の村木厚子

氏の発言97にもあるように，取調室内において黙秘権の行使を貫かせることは困難

を強いる場合が少なくない。取調べの録音・録画下においても，精神的圧迫に耐え

かね虚偽の供述を強いられるケースは現在もなお存在する。

したがって，いかなる状況下においても，被疑者の権利擁護者としての立場を有

する弁護人が取調べに同席し，捜査機関の動静を監視しつつ，被疑者が臆すること

なく黙秘権を行使することができるように絶えず助言し続ける必要性は，可視化時

代においてもいささかも揺らぐものではない。このように，憲法に基づき全国一律

に実施される立会制度なくしては，真の黙秘権行使の憲法的実現は果たされない。

ゆえに，立会制度の可及的速やかな創立が求められる。

⑵ 弁護人依頼権（憲法 34 条，37 条３項）を充実化する立会制度

また，被疑者が黙秘権の行使を選択せず，能動的に供述することを欲する局面で

も，弁護人が立ち会い，助言・発問・異議などの措置を講じることで，捜査官の恣

意性が排除されることが期待できる。その結果，被疑者の自由意思に基づく供述及

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

97 「検察の在り方検討会議」において，参考人としてヒアリングを受けた村木厚子氏は，「取調

べ」という場では，プロのボクサー（捜査官）がアマのボクサー（被疑者）に向かってきている

のに，被疑者にはレフェリーもセコンドもいない旨陳述された（2011 年１月 27 日・検察庁の在

り方検討会議第６回議事録参照）。
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びその証拠化が実現される。かかる供述の自由確保の機能は，広義の黙秘権98や弁護

人依頼権（憲法 37 条３項）から導かれる立会権のもう一つの重要な機能である。特

に少年・高齢者・精神障がい者などのいわゆる供述弱者の取調べにおいて一層強く

かかる制度に基づく弁護人立会いが望まれる。

２ 制度構築のための実践論

他方で，かかる制度を実現するためには，その権利性や機能を理論的に演繹するだ

けでは不十分である。法務・検察行政刷新会議において法務省が改めて認めたように
99現行法上取調べにおける弁護人立会いは禁止されていない。したがって，現行法下に

おいても弁護人の立会いは可能であるとの確信に基づき，法制度実現を見据えた戦略

的展望の構築と，その具体的実践の全国的集積が必要不可欠である。

ただ，立会いの実践活動の在り方については，身体拘束下の事例が数えるほどであ

ること100や，在宅事案においても数が限られていることなどもあり，将来の課題とす

るところも大きい。しかし，立会いの成果は一定程度集積及び報告されている。また，

こうした状況を受け，立会実践についての研修が全国で行われ，弁護人の実践を後押

ししている。こうした状況は，現時点での到達点といえる。

そこで以下，簡単に実情を紹介する。

⑴ 黙秘権や供述の自由を補強する具体的実践の例

黙秘権保障との関係では，在宅の被疑者で取調べが行われる前に弁護人が公共施

設（公民館等）の会議室での取調べと立会いを求め101，実際の取調べでは室内まで

の立ち入りは認められなかったものの，室外の近い場所に待機し，被疑者が求める

都度助言をし，実質的に取調室内に立ち会った場合に準じた成果を上げる，いわゆ

る「準立会い」がなされたケースが複数報告されている。

また，立会いを求めたところ警察署構内の応接室で取調べが行われた在宅事件で，

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

98 川崎拓也・斎藤司「弁護人立会いの実践と理論的可能性」（法律時報）では，「供述の自由」（取

調官による個々の質問に対して，供述するかどうか，供述する場合には，何について，どの程度

まで供述するかどうかを選択・決定する自由）まで保証しているとみる立場（広義の黙秘権理解）

が紹介され，この見解からは，黙秘権を根拠に供述している 中の弁護人立会いを導くことは供

述内容をも保護の対象とする（広義の）黙秘権の理解からして当然の帰結であるとされる（法律

時報 1157 号）。

99 「法務・検察行政刷新会議（第６回）」（2020 年 10 月 15 日）議事録によれば，吉田刑事法制参

事官の発言として，「取調べへの弁護人の立会いを禁止する規定は刑事訴訟法にはありません。

禁止されていないということです。」（12 頁），「検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会い

を認めるかどうかは，その取調べを行う検察官において，取調べの機能を損なうおそれ，関係者

の名誉やプライバシー，捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮して，個別の事案ごとに適切に判

断すべきものと承知しております」（16～17 頁）との指摘がなされた。

100 近弁連第 30 回人権擁護大会第２分科会での報告でも，身体拘束下における立会いの報告事

例としては季刊刑事弁護掲載の少年事件１件のみとのことであった（同報告書 82 頁）。

101 近弁連第 30 回人権擁護大会第２分科会の報告書 83 頁記載の大阪ケース②によれば，在宅被

疑者に対する取調べがなされた事例で，弁護人が取調べの場所や条件などを含め立会いを交渉

し実現した。
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威圧的な取調べが行われたため，弁護人が自らの機器を用いて録音・録画を試みた

ところ，応対の煩を厭う捜査機関側が取調べの継続を断念したというケースもある
102。こうした活動は，違法取調べ抑止につながる実践的活動として有用な示唆を与

える。

さらに，実際に立会いをしないまでも，取調室内で署名押印を迫られる被疑者が

弁護人へ架電し，署名押印について指導助言を受けたというケースもある103。

こうした全国での実践例は，黙秘権行使を補強する立会い実践として実践論の組

み立ての上で指標となるものである。

⑵ 研修やマニュアルの例

大阪弁護士会では，過去の事例も敷衍しつつ，出頭滞留義務のないことに争いが

ない在宅事件を突破口に，在宅事件の弁護人がいかにして立会いを申し入れ，実際

の取調べにおいてどのように活動すべきかの活動水準を示す，「在宅事件における

立会い実践マニュアル」（2019 年 12 月）を作成し提供している。

日弁連の発展型研修では，被疑者に取調室内で包括的黙秘権を行使させ，供述を

しない意思表明をさせること，これが捜査機関により拒否されたことが発覚した段

階で，取調室外に待機する弁護人が捜査機関に対して取調べの中断を求めること，

などを内容とする実践例を研修で行うこともなされている。黙秘権を充実化する立

会いの例として，大いに参考とすべきである。

⑶ 立会いについて捜査機関側で一定の理解を有する例

① ある弁護士会の報告によれば，少年事件等の一定の類型の事件については，基

本的に弁護人の立会いの申入れがあれば許容する警察もあるようである。実際に

取調べに立ち会った弁護人からは，パソコン機器の使用，異議・発問・助言など

の行為を含む種々の行動を行うことができる旨報告がされている。

② 兵庫県では，捜査が進まない等の理由で，捜査機関側から立会いを依頼された

ケースが報告されている104。

③ これらの報告も，捜査機関側に立会いへの肯定的態度が見受けられるケースが

一定数存在することを示しており，実践論構築の上で有意な視座を提供するもの

である。

⑷ 高齢者・年少者・障がい者等の供述自由を保障する試み

高齢者・年少者・障がい者が被疑者として捜査の対象となった場合，黙秘権の意

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

102 近弁連第 30 回人権擁護大会第２分科会の報告書 83 頁の大阪ケース③によれば，立会いの申

入れが入れられ，弁護人の要望通り公共施設の会議室で取調べがなされたところ，警察官の取

調べ態様に疑問を感じた弁護人が状況を撮影・録画しようとスマートフォンを向けたところ，

担当刑事が上席と相談し，取調の終了が捜査官より申し入れられた。

103 近弁連第 30 回人権擁護大会第２分科会の報告書 84 頁の京都ケース①によれば，窃盗の被疑

事実で在宅捜査された依頼者と捜査機関が供述調書の署名押印を巡り膠着状態となり，弁護人

の電話による指導助言を受けることを捜査機関も許容し，指導助言の末依頼者も納得する内容

で調書が作成され，起訴猶予となった。

104 近弁連第 30 回人権擁護大会第２分科会報告書中の兵庫ケース②では，詐欺の事案であった

が被疑者が重度のうつ病及び統合失調症にり患していたこともあり，担当刑事から弁護人宛て

に連絡があり，弁護人２名で取調べに立ち会った（同報告書 92 頁）。
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味や内容を理解できず，取調べにおいて不本意な供述をしてしまう可能性は高い。

黙秘する場合だけではなく，弁護人の援助のもと自由意思に基づき供述をする自由

も，弁護人の援助を受ける権利の一場面である（憲法 37 条３項）。触法少年に対す

る質問に保護者と立ち会った事例も報告されており，かかる供述弱者の供述の意思

決定を補佐するために弁護人が助言し効果を挙げることが期待できる105。

⑸ 以上のように，実践論的な観点から様々な工夫や実践例，研修例が試みられてき

ており，これは現在における実践的活動の到達点ということができる。

３ 現状を踏まえた実践活動の展望

以上の到達点を前提に，実践活動としては，以下のようなものが考えられよう。

⑴ 申入れ

黙秘権を充実化するための立会いの活動としては，身体拘束の有無に拘わらずま

ず捜査機関に立会いを申し入れることが必要となる。在宅事件の場合は，捜査機関

に対し取調べの場所の指定など条件を柔軟に申し入れることも検討すべきであろ

う。なお，検察庁内における立会いの実例は皆無に等しいが，警察における立会い

は肯定された事例や弁護人の活動が大幅に認められた事例もあるため，警察に対す

る申入れも注力して行うべきである。

⑵ 交渉

立会いが認められれば供述するとの弁護方針である場合には，捜査機関にその旨

を伝える。立会いが許可されなければ包括的な黙秘の態度を崩さない旨の意思表明

を行う等して立会いを求めることが考えられる。

⑶ 助言・発問・異議等

実際の立会いの場面では，被疑者に対して助言をしたり，捜査機関に対して発問，

異議及び制止を求めることとなる。取調室外において立ち会う場合（準立会い）で

も，黙秘権を行使させておき，休憩の合間などに室外に出てきた被疑者と意思疎通

を図り，捜査機関の対応を監視したり，包括的黙秘権が行使されたことを確認した

上で，取調べの打ち切りを求めたりする活動が考えられる。

⑷ 拒否されたときの対応

立会いが拒否された場合は，拒否された理由を具体的かつ明確に開示するよう求

める必要がある。

４ 今後の課題

以上は個別的な事件における弁護人のあるべき実践活動の例であるが，マクロな視

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

105 近弁連第 30 回人権擁護大会第２分科会報告書中の京都ケース②では，電車内での痴漢行為

を疑われた触法少年の取調べに弁護人が立会い，黙秘権の告知の欠如を指摘したことや，一文

で複数の事実について質問をする，誘導をするなどの捜査官の質問状況が克明に記載されてい

る（同報告書 86 頁）。
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点に立って，今後検討していくべき具体的な課題と展望を以下に詳論する。

⑴ 立会いの申入れ件数を増加させ裁量の基準を明確化すること

① 実践件数を増加させる取組

まず申入れをすることが何より重要であり，そのための弁護技法の構築とその

試行を推し進め普及させることが必要である。

また，国選弁護事件の配点において，法テラスからの送付文書に定型的な申入

書や報告書を合わせて送付するよう協力を申し入れることも，考えられるべきで

ある106。

② 捜査機関の裁量基準の明確化を志向する実践

法務省は立会いの許否については検察官の裁量による旨の意見を表明した107。

したがって，個別の検察官及び警察官の対応や判断を引き出させ，全国から事例

を収集し制度論に架橋する取組が必要となる。

③ 刑訴法の証拠能力や国家賠償責任の係争を見据えた実践

また，立会拒否を理由とする違法収集証拠の排除等の個々の弁護活動に結び付

けることや，捜査機関による立会い拒否や立会い拒否を理由とする逮捕について，

弁護人の弁護権を侵害するものであるとの位置付けでの国家賠償請求を行うこと

なども運動論の一環として検討されるべきである。このような中で裁判例や判例

を積み重ね，立会制度を裁量論とは離れた憲法的権利として構築する議論へ追い

風を与える運動論も考えられる。

⑵ 一定の活動基準を会員へ提案すること

立会いが許可されても，何をすればよいか（捜査側からすると何をされるのか）

分からなければ充実した実践議論につながらない。本報告書に記載した実例は弁護

人が手探りの状態で創意工夫してなされた活動である。このような実際の立会事例

の収集と分析を通じて，立会制度の下であるべき弁護人の活動についての検討を行

い，マニュアルや研修を会員へ提供することが引き続き求められる。現状では前記

大阪のマニュアルや，日弁連の発展型研修が検討の足掛かりになるが，これに続く

形で，新たな事例や議論状況を取り込み拡充するものとなろう。

第２ 弁護人立会いの立法化に向けた全国的取組の必要性と展望

１ はじめに

法改正(前章)や弁護人立会実践（本章第１）の取組は，いずれもその緒に就いたば

かりであって，今後の継続こそが重要であるとともに，全弁護士会を横断した取組と

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

106 例えば，前記大阪のマニュアルの書式に類する定型的な申入書を作成し身体拘束下の国選業

務において申入れを行うよう求める，拒否された場合の理由について情報を収集する，などの

運動論の端緒となる種々の書式の送付を個別的な事件において法テラスから送付してもらう

ことが考えられる。

107 「法務・検察行政刷新会議（第６回）」（2020 年 10 月 15 日）議事録参照。
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これを支える多くの会員の実践力を向上するための研修が必要不可欠である。そうで

なければ，第 62 回人権擁護大会での熱気は一過性のものとなりかねず，到底法改正及

び制度改革はなし得ない。

以下，この点について敷衍して述べる。

２ この取組を全国へ

人権擁護大会や取調べの立会いに関する検討ワーキンググループで整理された理

論的な成果や弁護人立会実践の取組は，全弁護士会・弁護士に速やかに報告及び紹介

され，各弁護士会での取組に結び付けることが必要である。そのためには，多くの弁

護士会から選ばれた委員によって，情報が共有され，弁護人立会いは各弁護士会の現

在の課題であることが常に意識される状態にしなければならない。

また，弁護人立会いの権利としての位置付けを明確なものとしていくに際しては，

弁護士会の対応態勢をいかにして確立していくのかが問われる。すなわち，被疑者が

弁護人立会いを求めた場合，全国の弁護士会では，それに応えて立会いをする弁護士

を確保することができるのかという問題が指摘されることになり，これを克服しなけ

ればならない。もちろん，弁護人立会権の内容や立ち会わない場合の捜査機関の取調

遮断効ないし中断効の有無及び内容，立会いを求められた弁護人の立会義務の有無・

内容など，今後実現していくべき制度との関係で，弁護士会が求められる対応態勢は

異なっていくものと思われる。

そして，その制度がいかなるものになるとしても，全ての弁護士会において，でき

る限り均一の対応態勢の整備が必要であることは言うまでもない。しかし，弁護士会

の規模，当番・国選等の刑事関連名簿登録者数の多寡及び地理的状況など，弁護士会

を取り巻く状況は多様である。そうであれば，常に全国の弁護士会と連携を取り，全

ての弁護士会が実施することのできる制度を模索しつつ，更に乗り越えるべき課題を

明らかにしていかなければならず，そのことは，弁護人立会制度実現に必須のもので

ある。

よって，対応態勢を検討する際には，全弁護士会との継続的で濃厚な意見交換，情

報交換及び協議の場面が必要である。

また，前項で述べた任意捜査段階を始めとする弁護人立会いの申入れの普遍化，一

般化，捜査機関の裁量基準の明確化の事例集積，弁護人の立会いを拒否して得られた

供述調書を違法収集証拠として争う実践，さらには，弁護人の立会いを求めたにもか

かわらず，これを受け入れずに行われる取調べを拒絶したことを理由とする逮捕等に

対して，国家賠償請求訴訟を提起するといった取組なども積極的に行っていく必要が

ある。しかし，その実践の方法論及び情報の共有化は，個別弁護人が担い得る範囲を

超える。

そのような観点からも，日弁連が組織的取組，全国の弁護士に指針と情報を提供す

ることによって初めて，多くの弁護人の個別事件に反映させることができる。そして，

こうした指針や情報の提供には，マニュアル作成や情報収集及び整理等の膨大な作業

が必要となるのであって，特定の委員会の一部の活動で賄い得る質・量に収まるもの
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とは考え難い。

そして，日弁連において整理された指針や情報が広く全国の弁護士に認識されるだ

けでは足らず，これらが運動として発展するためには，全国の会員が理解し受け入れ

て，支持される必要がある。そのためには，取調べの可視化本部で取り組んできた可

視化実践経験交流会，日弁連刑事弁護センターや国選弁護本部で行ってきた全国キャ

ラバンなどの経験も参考にすべきである。

さらに，弁護人立会制度の実現には，市民の理解も重要である。日弁連が全弁護士

会や全弁護士会連合会にシンポジウムの開催を働きかけ，日弁連と弁護士会及び弁護

士会連合会が協働して，広く市民に向けた情報発信のための取組を行う必要もある。

また，弁護人立会いの実践は，準立会いを含めて，相当の時間と労力を要する弁護

活動であることは明らかである。日弁連が全弁護士会と弁護士に対し，弁護人立会い

の取組や実践を求めていくこととなれば，当然に費用の問題を生じる。この手当てを

考えることなく，各弁護人の個人的な犠牲的精神に依存している限り，弁護人立会い

の実践は決して広がりを期待することはできない。これを支えるには，本来，憲法上

の権利として認められるべき取調べへの弁護人立会いが法制度化され，国選報酬とし

て明確に位置付けられるまでの期間，日弁連による何らかの費用負担を含む援助制度

の問題も検討しなければならない。かかる援助制度の必要性は，被疑者国選弁護の制

度化を実現する上で，日弁連による当番弁護士費用の一部負担や被疑者弁護援助制度

が全弁護士会及び多くの弁護士による継続的かつ大々的な運動に大きく貢献してきた

ことからも明らかである。

こうした財政支援制度を実現することについては，日弁連及び各弁護士会において

も様々な意見があり得ることは容易に想像がつく。したがって，財政支援制度の検討

は，その必要性だけではなく，支出要件と支出金額及び支出方法等多岐にわたること

になる。そのためには，全弁護士会及び会員との間で議論を深め，合意形成を図るこ

とが不可欠と考えられる。

３ 継続的研修の必要性

弁護人立会いの実践は，刑事弁護に特に熱心なごく一部の弁護士だけではなく，多

くの会員によってなされることによって，初めて立法者に対する強い要求となり得る。

そして，多くの弁護人による立会い実践を実現するためには，継続的な研修は必須で

ある。

そして，この研修は e ラーニング等の作成も伴うものの，それだけでは足りない。

随時新たな取組や実践の成果及び弁護技法の紹介などを含む 新情報の提供が不可欠

である。また，発展型研修のように全国に講師が赴き直接働きかける努力も必要であ

る。よって，かかる研修等は少数者では担いきれるものではない。

ただし，弁護人立会いの研修は，それだけで長時間を要するとは言えず，また，そ

れだけで会員の興味を強く引きつけるのは難しいことは否めない。

この点に関して，弁護人立会権は被疑者の供述の自由確保のための権利であるから，

捜査弁護，特に黙秘原則との親和性が高く，黙秘権行使を現実化するための重要な権
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利であるから，これらテーマの研修と一体性を持った形で行うことが有効と考えられ

る。また，弁護人立会いは，黙秘権行使の場面だけではなく，例えば供述することで

身体拘束からの早期解放や起訴猶予が得られる事件においても，被疑者の供述の自由

を確保して，供述調書等の内容に正しく反映させるという意味で重要な役割を果たす。

したがって，弁護人立会いは，黙秘原則及びその解除後の問題としても重要な意味を

持つのであるから，これらテーマと一体性を持った研修として企画されるのが有効で

ある。

そのためには，取調べの可視化本部の可視化経験交流会や日弁連刑事弁護センター

の捜査弁護一般，特に発展型研修の一環としての黙秘研修の際に，必ず弁護人立会い

のテーマを一定の時間確保するようにすべきである。そして，各研修における弁護人

立会いの内容は，これを専門的に検討する委員会おいて，その時々で もタイムリー

な項目が も有効な形で盛り込まれるように監修されるべきである。

さらに，供述の自由の確保は，供述弱者と言われる高齢者，障がい者及び未成年者

において，特に深刻な課題である。換言すると，弁護人立会いの効果はこうした供述

弱者とされる人にとってこそ一層顕著である。したがって，日弁連高齢者・障害者権

利支援センターや子どもの権利委員会などとの協働も不可欠であり，これらの委員会

が主催する研修においても，できる限り弁護人立会いをテーマの一つとして取り上げ

てもらうよう働きかける必要がある。
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日弁連取調べへの立会いに関する検討ワーキンググループ

第１ 刑事司法改革全体の中における位置付け

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（2020 年度版）」

日弁連は 2018 年 10 月に続いて，2020 年 11 月に「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（2020 年度版）」を公表した。その中では，日本の刑事司法

の現状及び問題点の第一に捜査機関による取調べの特徴を挙げ，長期間・長時間・多

数回の取調べや虚偽の自白及び供述の強要などを指摘した上で，取調べに弁護人を立

ち会わせることを求める国連人権機関の所見（2013 年の拷問禁止委員会及び 2014 年

の自由権規約委員会）を紹介しつつ，被疑者の人権侵害を抑止し，「虚偽自白によるえ

ん罪を防止するためには，弁護人を取調べに立ち会わせる権利を確立することが必要

である。」との見解を改めて確認した。そして，それはえん罪であるか否かにかかわら

ず，罪を犯した人に刑罰が科される場面でも当然に保障されなければならない基本的

人権であって，重要な適正手続保障であるとしている。

２ 刑事司法改革諸課題との関係

我が国の刑事司法，とりわけ捜査段階の現状とその改革課題は，人質司法の打破，

代用監獄の廃止，接見交通権の一層の拡充，そして，取調べ可視化対象事件の拡大，

逮捕直後からの国選弁護制度，起訴前を含む証拠開示制度の拡充など，いまだ多岐に

わたっている上，それぞれが重要であり，かつ克服しなければならない問題点も多い。

このような中にあって，弁護人立会権を明定した法制度の実現は，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確立するために，これらの課題と密接に関係

しつつも，弁護権拡充の根幹に位置付けられる。弁護人立会権が確立しなければ，他

の刑事司法改革諸課題もまた，制度及び機能の両面で十全なものとして完結すること

はできないと言っても過言ではない。

弁護人立会権を確立することは，我が国のこれまでの「取調べ観」を抜本的に転換

させる。すなわち，今日の取調べは，実体的真実の解明と称して，捜査段階において

有罪の事実認定を先取りし，長期間及び長時間にわたる密室での，時に恫喝や欺罔的

手段さえ用いた糾問的な取調べによって，被疑者に自白させた上で，反省悔悟を含む

長大な供述調書が作成され，公判は，多くの場合これを追認する場と化している。上

記の改革諸課題は，こうした「取調べ観」と真っ向から対峙し，これを抜本的に打破

しようとするものである。

取調べの可視化に加えて，弁護人立会権を明記した法制度が実現すれば，被疑者の

黙秘権行使及び供述の自由が確保されることになり，このような取調べをすることは
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実際に不可能ないし著しく困難となる。これにより，我が国の「取調べ観」は，適正

かつ公正なルールの下での一定限度での情報及び証拠を収集するという本来の手続へ

と変容を余儀なくされる。そして，これに伴って公判中心主義の徹底がもたらされ，

捜査から公判を通ずる刑事司法全体が大きく変貌することになる。

その意味で，弁護人立会権の確立は，今日の刑事司法改革諸課題の中でも， も重

要で根源的な標的として実現を目指すべきものといえる。それは，ガラパゴスと評さ

れて久しい我が国の刑事司法の在り方を国際的な人権水準に近づけるための扇の要で

あって，現行刑事訴訟法施行後 70 余年を経た今日，真に弁護人の援助を受ける権利が

制度的にも実質的にも保障された刑事手続を樹立するための百年の大計というべきで

ある。

３ 検察及び警察の抵抗と日弁連の組織的取組の重要性

しかし，弁護人立会制度の実現に対しては，旧態依然とした「取調べ観」とこれに

依拠した公判の在り方を「精密司法」などと称して墨守しようとする検察と警察，さ

らにはこれを是とする裁判所の抵抗が頑強であろうと見込まれる。これは，2011 年６

月から行われた法制審議会「新時代の刑事司法特別部会」（特別部会）及び 2020 年７

月からの法務・検察行政刷新会議における議論の経緯からも想像される。

したがって，その実現は決して容易なことではなく，日弁連及び各弁護士会が文字

どおり総力を挙げて取り組まなければならない課題である。

他方で，弁護人立会制度の実現に向けたこれまでの日弁連の取組は，2018 年４月の

意見書と 2019 年 10 月の宣言で初めて本格的に展開する必要性が確認されたものの，

先行する他の改革課題に比べて立ち後れているとともに，地域的にも，いまだ全国的

なものにはなっていない。

こうした状況を打開して大きく前進させるには，2019 年の第 62 回人権擁護大会に

おいて，弁護人立会権を確立するための取組が採択されたこの機を逃すことなく，日

弁連としての確固とした姿勢を内外に示すとともに，制度設計の議論を拡大及び深化

させ，立法事実の形成に向けた弁護実践を含む強力な運動を全国的に展開しなければ

ならない。

第２ 取り組むべき活動内容

弁護人立会制度を実現するために取り組むべき活動の内容は，前章までに述べてき

たとおりであるが，これを要約すると，以下のとおりである。

１ 具体的な立法構想の策定

⑴ 論点の整理・深化

制度設計を検討する上での論点と立法構想の叩き台については，第２章で当ＷＧ

における議論の到達点を明らかにしている。
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これを踏まえつつ，憲法，国際人権法上の根拠，刑事訴訟法における既存条項と

の整合性及び取調べの遮断効との関係などといった理論的な深化と共に，具体的な

条文の位置や規定ぶりなど，詰めるべき論点を更に整理し，会内合意を形成して，

日弁連として対外的に提起する立法構想を固めていく。

⑵ 関連委員会等及び全弁護士会における議論の拡大と深化

日弁連としての立法構想を内外に提案し，その実現を目指すには，広く日弁連の

関連委員会等の委員及び各弁護士会の会員から成る組織での議論を通じて，会内討

議を深める。これらを集約して，内容的に充実し，かつ強固な基盤に支えられたも

のとしなければならない。

⑶ 研究者との勉強会等

強い抵抗が予想される捜査機関やこれに同調する一部の研究者，さらには犯罪被

害者等及びその支援者らからの反対論を念頭に置きながら，これらを克服できる理

論を構築するため，この問題に造けいの深い刑事法等の研究者を招へいして学習会

を行う。

また，その成果を踏まえて，当該研究者及び委員による論文の上梓や後記３のシ

ンポジウムへの参加と発言などを要請する。

⑷ 海外視察

弁護人立会制度は，既にＥＵ諸国のほか，アジアでも台湾や韓国で導入されてい

る。また，アメリカ合衆国の場合は，弁護人立会権等（ミランダの権利）の行使が

なされれば取調べを拒絶するという形ではあるものの（ミランダ・ルール），立会権

があることを前提とした制度となっている。

これらの法制度や運用の実情については，これまでにも日弁連の関連委員会等が

海外視察を行ってきた。各国の制度や運用は，その後も時を経る中で変化が見られ

る。そこで，立法構想を固めていくに際しては，改めて 新の情報を得るための海

外視察を行わなければならない。

⑸ 意見書の作成と立法提案

以上のような活動を踏まえ，日弁連がこれまでに公表した意見書・宣言をブラッ

シュアップした上で，弁護人立会制度の必要性とその根拠となる人権法理などを説

得的に論述した意見書を作成し，具体的な立法提案を行う。

２ 立法事実形成のための現場における実践活動と研修

弁護人立会制度を実現するためには，第３章で述べたような弁護人立会いの実践を

積み重ねることが必要不可欠である。これらの取組を収集及び分析して，全国の弁護

士会に情報提供し，継続的な研修を企画及び実行し，これらを通じて立法構想に反映

していかなければならない。

この点に関し，現行の被疑者国選弁護報酬に関する約款や算定基準では，弁護人が

取調べに立ち会った場合の報酬の定めはなく，現状では立会いを行っても，これに対

する報酬は支給されない。したがって，その制度化に至るまでは，日弁連において何

らかの形でその点の手当をする措置について検討する必要がある。
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３ 世論喚起のための活動

⑴ 上記２の現場実践や活動と共に，その成果を踏まえつつ，日弁連はもとより，各

弁護士会連合会及び弁護士会において，会員だけでなく，研究者やマスコミ，さら

には広く市民の参加を得て，弁護人立会制度の必要性を周知し，世論喚起をするた

め，シンポジウムを開催する。その企画に当たっては，日弁連が全面的にバックア

ップするとともに，各地の実績を集約し，相互に情報共有をしながら深化させてい

く。

⑵このような活動を踏まえつつ，日本弁護士政治連盟及び同連盟の各支部とも連携し

ながら，国会議員に理解を求めるための活動を展開する。
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第１章 韓国

第１ はじめに

我が国の逮捕段階における公的弁護制度の構想とそのための諸条件の整備につい

て議論を行うに当たり，韓国の刑事司法改革の歩みと現状の把握は重要である。

韓国は，2007 年の刑訴法の大改革により，取調べの可視化，取調べにおける弁護人

立会い等の取調べに関する改革に加え，人質司法打破に向けた勾留質問及びそこにお

ける弁護人立会いの必須化や身体不拘束の原則の訴訟法への明記などを行って大胆な

刑事司法改革を押し進めてきた。

しかし，その韓国においても，我が国と同様に，逮捕段階における公的弁護制度は

構築されていない。ただし，前記のとおり，拘束令状（勾留状）発付における被疑者

審問（勾留質問）の際には，弁護人を付することが必須となっており，そのための，

国選専担弁護士（裁判所が直接雇用する弁護人）の導入が行われるなどした。その後，

現在では，国選専担弁護士による勾留質問への立会制度はなくなり，ノンストップ国

選弁護人と称せられる国選弁護人が，勾留質問後の捜査及び公判の一切の弁護活動を

担う弁護人として選任されている108。また，逮捕段階における公的弁護制度の策定が，

現在の文大統領の公約であるらしく，その実現に向けて，政府での議論が進んでいる

という。

我が国と韓国の刑訴法は，フランス法及びドイツ法を継受し，その後英米法の影響

を受けている点で共通しており，特に戦前の朝鮮に我が国の明治刑訴法・大正刑訴法

がそのまま適用されたことから，現行の刑訴法に至っても，条文の体裁まで非常に類

似性が高いものとなっている。韓国の制度及びその運用実態は，我が国の制度を考え

る上で，参照価値が極めて高い。

これまで，日弁連や各弁護士会・弁護士会連合会において複数の韓国視察が実施さ

れているが，弁護人のアクセス権の確保という観点からの調査は，近年実施されてお

らず，2019 年第 62 回人権擁護大会（徳島市）における韓国調査も，弁護人の取調べ

への立会いが重点調査項目であったことから，公的弁護制度としてのノンストップ弁

護人の選任状況やその活動内容，韓国政府内における逮捕段階における公的弁護制度

の議論状況の正確な把握まではできていなかった。

そこで，逮捕段階における公的弁護制度を含む我が国の弁護人アクセス権改革の構

想とその諸条件を検討する本シンポジウムの趣旨に鑑みて，改めて調査（文書による

照会。当初は現地調査を予定していたが，新型コロナウイルスのまん延により中止。）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

108 日本弁護士連合会第 62 回人権擁護大会シンポジウム第１分科会実行委員会「立会いをめぐ

る世界の潮流～EU 諸国・韓国の 新刑事司法の制度と運用～第 62 回人権擁護大会シンポジウ

ム第１分科会海外調査報告書」（2019 年）参照。
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を行い，さらに，韓国の李龍珉弁護士を講師に刑事司法制度の現状に関する勉強会を

オンラインで行った（2021 年４月 19 日）。

第２ 調査事項と回答

ソウルで法律事務所を経営し，日本での執務経験と韓国検察官としての勤務経験も

有する朴相珍氏（法律事務所エイブル 京畿道安養市東安区市民大路 260,907 号(冠

陽洞,安養金融センターA.F.C)）から書面照会の回答を得た。

１ 韓国における公的弁護制度には，主にどのようなものがありますか。

韓国には公的弁護制度として以下のような制度があります。

①国選弁護人制度

憲法に基づき，すべての国民は刑事訴訟等の事で逮捕または拘束された刑事被告人

(起訴された側)になった時，弁護士を弁護人に選任し，自分の弁護を任せる「権利」

があります。ところが， 被告人の資力が乏しく弁護人を選任できない場合もあり，こ

の場合，被告の「権利」を保障するために国が選定する弁護人です。

国選弁護人として行う業務は同じですが，選定方式によって，国選専担弁護士，一

般国選弁護人，ノンストップ国選弁護人に区分されます。

まず，国選専担弁護士は，裁判所から割り当てられた国選弁護事件のみを処理し，

私選では事件を受任することができません。通常，毎月 30 件前後の国選弁護事件を処

理することになります。

次に，一般国選弁護人は，弁護士の中で国選弁護を希望する場合，各地の裁判所の

国選弁護人名簿に登録され，順番通り国選弁護人に指定されます。地域によって選任

件数は異なると思いますが，通常，月０～２件を処理することになると思われます。

一般国選弁護人の場合は国選専担弁護士のような私選受任の制限はありません。

後に，ノンストップ国選弁護人は，一般国選弁護人名簿に載っている弁護士の中

で，一部を選別し，拘束前被疑者審問時から第１審刑事訴訟手続までに継続して国選

弁護人の選任の効果が維持される制度です。同じく国選専担弁護士のような私選受任

の制限はありません。

②被害者国選弁護士

性暴力・児童虐待の犯罪被害者のために国選弁護士を選定し，事件発生の初期から

捜査，裁判に至るまでの全過程において専門的な法律支援を行う制度です。

被害者が弁護士の助力を受ける権利を実質的に保障する制度で，費用全額を国が支

援します。

２ 韓国の公的弁護制度の費用を，被疑者から直接回収する制度はありますか。

そうだとすれば，例年の回収額，回収率，回収手続（誰がどのようにして回

収するのか）を御教示ください。

法律には国選弁護人の費用などの刑事訴訟費用を被告人に負担させることができま
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す。

すなわち，韓国の「刑事訴訟法」第 186 条では，「刑を言い渡するときは，被告人に

訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない」と規定されていますので，裁

判所が被告人に刑罰を言い渡す際に刑事訴訟費用のことも一緒に言渡すことができま

す。この訴訟費用には国選弁護の費用も含まれています。

裁判所により言い渡された訴訟費用(国選弁護費用を含む)は，検察が徴収すること

になります。 検察は， 初は被告人に自ら納付するように通知しますが，被告人が自

ら履行しない場合，「刑事訴訟法」第 447 条第３項により，国税徴収法に基づく滞納処

分執行方式で強制徴収することになります。

例年の回収額や回収率に関する資料は発見できず，確認できませんでした。

ちなみに，個人的な経験では，裁判所が判決を言渡す際に「刑事訴訟法」第 186 条

による訴訟費用まで含めて言渡すことはあまり見たことがありません。

３ 韓国において，被疑者が逮捕された段階で公的弁護人を選任する議論が現在

進んでおり，また，これに先立ち，2017 年に「ノンストップ弁護人」という

制度が創設され現在運用されていると聞きました。そこで以下の点を教えて

ください。

⑴ ノンストップ弁護人とはどのような制度ですか。

従来，拘束前被疑者審問の段階で選任された国選弁護人は，拘束前被疑者審問が

終われば，拘束の有無には関係なく国選弁護人の選定の効力が失われ，公訴が提起

される際に新しい国選弁護人が選定されました。

しかし，ノンストップ国選弁護人制度では，被疑者に拘束令状が発付され拘束さ

れると，拘束前被疑者審問で選定された国選弁護人がそのまま維持され，１審公判

手続まで連続して弁護することになります。 但し，拘束令状が棄却される場合は国

選弁護人の選定の効力は失われます。

すなわち，ノンストップ国選弁護人制度は，拘束された被疑者に拘束の時点から

起訴の時点の間に国選弁護人が選定されない空白を埋めるための制度です。

⑵ 裁判官から選任されるノンストップ弁護人は，予め，裁判所に登録した弁護人名

簿の中から裁判官により選任されるのですか。

その弁護人名簿への登録にあたっては，各地の弁護士会の関与がありますか（日

本の場合には，弁護士会が登録名簿を作成して日本司法支援センターに提供してい

ます。）。

はい，そうです。

ノンストップ国選弁護人は２年ごとに各裁判所の一般国選弁護人名簿に載ってい

る弁護士の中で裁判所が選定し，別途ノンストップ国選弁護人として名簿に登録し

ます。

その弁護人名簿への登録に当たっては，各地の弁護士会の関与がありますか（日

本の場合には，弁護士会が登録名簿を作成して司法支援センターに提供している）。



－196－

第５編 海外調査報告

各地の弁護士会では，ノンストップ国選弁護人の募集がある時，そのことを各弁

護士に知らせますが，ノンストップ国選弁護人の選定に直接的な関与はしていませ

ん。

⑶ ノンストップ弁護人は，当日待機制をとっていますか。

地域によっては，そのような当日待機の弁護人の対応態勢がとれないところはあ

りませんか。当日の待機態勢がとれない地域などでは，ノンストップ弁護人の選任

はどのようにしておりますか。

拘束前被疑者審問の期日は検察が拘束令状を請求してから１～２日後に開かれる

ため，通常は拘束前被疑者審問期日の前日に電話又は SMS メッセージで国選弁護人

に選定されたことを通知してくれます。

そのため，当日に一日中待機しているわけではありません。

もし事情があってその日に国選弁護人を遂行できない場合，そのことを裁判所に

知らせれば国選弁護人名簿に記載されている次の順番の国選弁護が選定されること

になります。

予め弁護士同士が当直日を変更することもできます。

⑷ ノンストップ弁護人につき，以下の点について一般的にどのような活動をするの

か教えてください。

① 拘束前の被疑者の審問に臨むに当たっての活動

② ①の審問における活動

③ ①の審問後，裁判所が拘束令状を発付する前の活動

拘束令状の請求時点から拘束前被疑者審問期日までの間に接見が可能な期間は，

非常に短いため，通常は，拘束前被疑者審問期日の当日に被疑者が裁判所に待機し

ている間に 30 分ほど接見を行い，弁論することになります。

弁論は，主に犯罪認定の有無，逃走のおそれ，証拠隠滅のおそれなど拘束の必要

性があるかどうかについて被疑者のための意見を提示します。

また，審問後でも被疑者に有利な資料があればその資料を収集して裁判所に提出

します。

なお，拘束令状が発付された場合，被疑者が拘束適否審査（勾留の適否をもう一

度審査する制度で日本にはない制度と思います）を希望すればその申立を行います。

⑸ 裁判所が拘束令状を発付した後のノンストップ弁護人の活動に関して，以下の点

について教えてください。

① 被疑者との接見はどの程度行われていますか。

この部分は個人的な経験から申し上げますと，被疑者が希望する場合に限って接

見を行っております。

通常，拘束について争わずに公訴事実も全部認める事件の場合には，被疑者が弁
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護士への接見を要請する場合がほとんどありませんが，拘束について争ったり無罪

を主張したりする事件の場合は接見を要請することがあり，このような場合は捜査

の過程で１～２回ほど接見を行っています。

② 取調べへの立会いはどの程度行われていますか。

被疑者が取調べへの立会を希望する場合には立会を行っていますが，個人的な経

験では，被疑者が国選弁護人の立会を求めるのはそれほど多くありませんでした。

ほぼ，20 件に１件があるかないかの程度でした。

③ 証拠保全手続の活用などは行われていますか。

必要な場合には証拠保全の手続もできますが，韓国では証拠保全手続自体が十分

に活用されていないようで，国選弁護の場合も同様です。

⑹ ノンストップ弁護人が途中で交代できるような制度がありますか。また，ノンス

トップ弁護人と被疑者とが電話で交通（電話で話をして打ち合わせること）ができ

るような制度がありますか。

弁護士が辞任する場合や被疑者が国選弁護人の交替を要求する場合，裁判所は代

わりに他の国選弁護人を選定することができます。

また，ノンストップ弁護人は，被疑者が拘束されていることが前提となりますが，

現行制度で拘束された被疑者が弁護人に直接電話をかけることはできません。ただ

し，警察または検察のような捜査機関を通じて被疑者が弁護士への接見を希望する

という意思を国選弁護人に伝えることができます

⑺ ノンストップ弁護人の報酬は，どの程度ですか。

拘束前被疑者審問には 10～15 万ウォン，本案訴訟は 40 万ウォンを基本報酬とし，

事件の難易度や接見回数などによって増額を申請することができます。

⑻ ノンストップ弁護人の選任にあたり，被疑者の資力に関する要件（例えば，一定

の資産のある人は選任できない等。）はありますか。

一定の資力のある人に対しては，費用を償還させる制度がありますか。

拘束前被疑者審問の際には必ず弁護人が立会をしなければならないため，被疑者

に私選弁護人がいない場合は例外なく国選弁護人が選定されており，被疑者の資力

の有無とは関係がありません。

この点は，起訴後公判段階で選定される国選弁護人とは異なり，ノンストップ国

選弁護人は資力の有無に関係なく拘束前被疑者審問の段階で選定されるので資力に

応じた費用返済制度も存在しません。

⑼ ノンストップ弁護人の制度ができたことによって，国選専担弁護士（裁判所で選
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任された国選弁護事件のみを担当する弁護士）の活動領域や内容が異なってきたと

思われますが，どのように変わりましたか。

地域によっては，拘束前の被疑者に対する審問への立会いをしていることはあり

ますか。

ノンストップ弁護人制度は，拘束前被疑者審問の段階で選定された国選弁護人が

引き続き１審公判手続までその選定の効力が維持されるため，国選専担弁護士が拘

束前被疑者審問に関わる可能性が低くなったと思います。

また，国選専担弁護士の本案訴訟の比率においても，勾留起訴事件より在宅起訴事

件の比率が高くなったのではないかと思われます。

ノンストップ国選弁護人がいない地域の場合は，国選専担弁護士が拘束前被疑者

審問への立会をすることが結構あると思います。 ただ，この部分は関連資料が見つ

からず，確認できませんでした。

⑽ 国選専担弁護士の役割が変わったことにより，国選弁護事件のうち，国選専担弁

護士とそれ以外のノンストップ弁護人などが事件を担う割合に変化がありますか。

その割合はどの程度ですか。

国選専担弁護士には裁判所から毎月 30 件前後の事件が保障されますので，国選

専担弁護士が処理する事件の件数には大きな変化がないと思います。

ただし，ノンストップ国選弁護人が勾留起訴事件を相当数処理しているため，国

選専担弁護士の場合には，勾留起訴事件より在宅起訴事件の割合が増えたのではな

いかと思われます。

これについては関連資料が見つからず，具体的にどの程度の割合なのかまでは確

認ができませんでした。

第３ オンライン勉強会の内容（2021 年４月 19 日／Ｚｏｏｍ）

講師 李龍珉（イ・ヨンミン）氏

法律事務所シウ所属（マネージング・パートナー）

大韓弁護士会若手弁護士アワード受賞

元大韓弁護士会理事

テーマ 立会い制度をメインに，韓国刑事訴訟手続の基本について網羅的に扱った。
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資料６　講義レジュメ

韓韓国国のの弁弁護護人人立立会会いい
制制度度等等ににつついいてて

イ・ヨンミン弁護士

(法律事務所シウ)

ymlee.law@gmail.com

韓国の弁護人立会い制度について

• 韓国では、告訴人が陳述する際に告訴代理人である弁護士の陳述調
書作成時の立会い、被疑者の被疑者訊問時の立会いが可能です。

• とりわけ被疑者の被疑者訊問時の弁護人の立会い(韓国では通常、弁
護人の参与権と言います)は刑事訴訟法第243条の2に規定されていま
す。

1
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韓国の弁護人立会い制度について

刑事訴訟法

第243条の2(弁護人の参与等) ①検事または司法警察官は、被疑者またはその弁護人ㆍ法定代理人ㆍ配偶者ㆍ
直系親族ㆍ兄弟姉妹の申請によって弁護人を被疑者と接見させるか、または正当な事由がない限り被疑者に対す
る訊問に参与させなければならない。

② 訊問に参与しようとする弁護人が2人以上の場合には、被疑者が訊問に参与する弁護人1人を指定する。指定が
ない場合には検事または司法警察官がこれを指定することができる。

③ 訊問に参与した弁護人は、訊問後に意見を陳述することができる。但し、訊問中であっても不当な訊問方法に対
し異議を申し立てることができ、検事または司法警察官の承認を得て意見を陳述することができる。

④ 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上で弁護人がその調書に記
名捺印または署名するようにさせなければならない。

⑤ 検事または司法警察官は、弁護人の訊問参与およびその制限に関する事項を被疑者訊問調書に記載しなけれ
ばならない。

[本条新設 2007. 6. 1.]

韓国の弁護人立会い制度について

• 実際の事件の被疑者訊問調書の一部

• 陳述拒否権と弁護人の助力権を

告知することになっている。

• 弁護人が立ち会う場合、3番目の問いに

対する答えは「はい」と記載され、

立ち会わない場合には「いいえ」と記載される。

3

4
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韓国の弁護人立会い制度について

実務上の弁護人の立会い手続き

11..  捜捜査査機機関関にに連連絡絡おおよよびび弁弁護護人人参参与与申申請請書書のの提提出出

• 不拘束事件の場合、捜査機関は被疑者に被疑者訊問の日時を通知します。被疑者は弁護人に
日時を確認し、弁護人は捜査機関に、該当する被疑者訊問期日に同席することを電話で伝えま
す。

• 拘束事件の場合、捜査機関は弁護人に被疑者訊問の日時を通知し、弁護人は捜査機関に、該
当する被疑者訊問期日に出席することを電話で伝えます。但し、捜査機関が被疑者訊問日程を
弁護人に通知しないケースもあるため、立会いを準備する弁護人は捜査機関に先に連絡して被
疑者訊問日程を事前に確認することが多々あります。

• 被疑者訊問当日、弁護人は被疑者訊問への参与申請書を提出して弁護士身分証を提示し、捜
査機関はその弁護士身分証を複写した上で返却します。

韓国の弁護人立会い制度について

22.. 被被疑疑者者訊訊問問へへのの参参与与とと記記録録

• 被疑者への訊問がおこなわれる時、普通、弁護人は被疑者の横に座って捜査機関の質問
と被疑者の答弁を入念に聞きます。時折、対話がうまくいかない時に捜査機関が弁護人に
質問することもあります。弁護人は必要な内容についてメモすることも可能です。

33.. 被被疑疑者者訊訊問問中中のの休休憩憩要要請請

• 被疑者訊問が長引いた場合、被疑者の集中力が低下する可能性があるので、弁護人は適
切な時点で休憩を要請することができ、ほとんどの場合、捜査機関は受け入れる傾向にあ
ります。1時間から2時間の間に休憩を要請するのが一般的な傾向です。

44.. 被被疑疑者者訊訊問問調調書書のの閲閲覧覧おおよよびび署署名名ままたたはは捺捺印印

• 被疑者訊問が終わると、被疑者と共に被疑者訊問調書を閲覧し、答弁した部分のうち間
違って記載された部分があれば捜査機関に修正を要請します。修正する部分がない場合、
また修正が完了した場合に、被疑者訊問調書に署名または捺印します。

5
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韓国の弁護人立会い制度について

被被疑疑者者訊訊問問ににおおけけるる弁弁護護人人のの役役割割

11.. 訊訊問問中中のの不不当当なな訊訊問問方方法法にに対対すするる異異議議申申しし立立てて

• 不当な訊問方法に対しては異議を申し立てることができます。

22.. 検検事事ままたたはは司司法法警警察察官官のの承承認認をを得得てて意意見見をを陳陳述述

• 弁護人は、捜査の途中でも検事または司法警察官の承認を得て意見を陳述することができます。

• 例えば詐欺、横領、背任等の複雑な財産犯の場合、被疑者がきちんと答弁できず、またはしどろ
もどろになることがあり、「弁護士さん、今被疑者が言っていることがよく理解できないのですが、
どういう意味か説明してくださいますか」と聞かれたりもします。検事または司法警察官の承認を
得て意見を陳述することができます。

韓国の弁護人立会い制度について

3. 被疑者訊問後の意見の陳述

• 弁護人は、被疑者訊問後に意見を陳述することができます。実務上、捜査
機関で被疑者訊問が終わる頃に、被疑者と弁護人にそれぞれ追加で言い
たいことがあるかと質問することが多いです。そのような場合、被疑者と弁
護人は意見を陳述することができ、その意見は被疑者訊問調書にその要
旨が記載されます。

4. 被疑者訊問調書の閲閲覧覧

• 被疑者訊問調書が作成されると、捜査機関は作成された被疑者訊問調書
を出力して被疑者と弁護人に示します。この時、弁護人は被疑者と共に被
疑者訊問調書を閲覧することができます。

7
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韓国の弁護人立会い制度について

• 被疑者訊問時に弁護人が立会いした内容を毎回記録するわけではないので、
正確な数を示すことは難しいのですが、最近、私は1ヵ月に1回ほど立ち会って
おり、弁護人立会いにおける特別な活躍はありませんでした (3-2に対するお
答え)。

• 私選弁護人の場合、被疑者訊問立会い時に通常、別途の費用の支払いが必
要になるので、依頼人の方で弁護人の立会いを望まない場合もよくあります。
私は1回当たり50万ウォン～100万ウォン（48,000円～95,000円）をもらっていま
すが、ほとんどの場合、50万ウォンくらいです。

韓国の弁護人立会い制度について

• 弁護士の立会いと関連する裁判例の紹介(質問3-3) 

憲法裁判所2017. 11. 30. 宣告2016憲マ503決定

判示事項

検察捜査官である被請求人が被疑者訊問に参与した弁護人である請求人
に対し、被疑者の後方に座るよう要求した行為（以下「本件後方着席要求
行為」という）が、弁護人である請求人の弁護権を侵害したか否か（積極）

9
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韓国の弁護人立会い制度について

• 弁護人が被疑者訊問に自由に参与できる権利は、被疑者が有する弁
護人の助力を受ける権利を実現する手段であるため、憲法上の基本権
である弁護人の弁護権として保護されるべきである。

• 被疑者訊問に参与した弁護人が被疑者の横に座るからといって、被疑
者の後ろに座った場合よりも捜査を妨害する可能性が高まるとか、捜査
機密を流出する可能性が高まるとは見られないため、本件後方着席要
求行為の目的の正当性や手段の適切性を認めることはできない。

韓国の弁護人立会い制度について

• 本件後方着席要求行為により得られる公益よりも弁護人の被疑者訊問
参与権の制限に伴う不利益の程度が大きいため、法益の均衡性要件も
満たしていない。

• 従って本件後方着席要求行為は、弁護人である請求人の弁護権を侵害
するものである。

11
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韓国の弁護人立会い制度について

• 被疑者訊問で弁護人の立会いが活発に利用されているのかどうか（質
問3-4)

• 私選弁護事件では比較的活発に利用されています。但し、何度も取調
べを受ける場合でも1回の立会いで終わるケースが多いです。1回取調
べを受けると、取調べに対する緊張や心配も減り、費用の問題もあるの
で、2回目からは一人で取調べを受けるケースが多いです。

• 但し、国選弁護事件では弁護人の立会いが活発に利用されていません。

韓国の弁護人立会い制度について

• 被疑者訊問で弁護人立会いに所要される時間（質問3-5）

• 大部分の事件は2時間から4時間ほど所要されます。

• 質疑応答をしながら被疑者訊問調書を作成するため、上記程度の時間
がかかるのが一般的です。

• 個人的には8時間以上かかった事件もありますが、特殊なケースです。

13
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電話接見制度

• ウェブ会議システムを利用した被疑者との接見、電話接見制度がある
のか（質問4）

• 画像接見制度があります。但し、更生施設を訪問して当該施設の画像
接見室で利用しなければなりません。

(例 : 釜山の弁護士がソウル拘置所にいる被疑者と画像接見しようと思っ
たら、釜山拘置所に行って釜山拘置所の画像接見室でソウル拘置所にい
る被疑者と画像接見をする形でおこなわれる)

• https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=168046

韓国の公的弁護制度の種類(質問1-1)

• 国選専担弁護士、国選専属弁護士、ノンストップ国選弁護士、犯罪被害者国
選専門弁護士がいます。

• 国選専担弁護士、国選専属弁護士、ノンストップ国選弁護士

- 国選専担弁護士と専属弁護士は起訴後に被告人を弁護する弁護士で、ノンス
トップ国選弁護士は拘束令状実質審査の段階から被疑者を弁護します。

- 国選専担弁護士は国選事件のみ遂行可能で、国選専属弁護士は国選事件以
外にも私選事件を受任することができます。

15
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韓国の公的弁護制度の種類(質問1-1)

• 犯罪被害者国選専担弁護士

- 性暴力・児童虐待の犯罪被害者のために国選弁護士を選定し、事件発
生初期から捜査、裁判に至る全過程で専門的な法律支援をする制度で
す。被害者が弁護人の助力を受ける権利を実質的に保障する制度で、
費用の全額を国が支援します。

ノンストップ国選弁護人

• 現行制度の問題点と改善課題(質問1-2-イ)

• 私は2012. 2.から2021. 2.まで2年間、ノンストップ国選弁護人（拘束令状実質審査から
一審判決の言渡しまで担当する国選弁護人）として活動しました。拘束令状審査に参
与した事件は120件で、そのうち約60％ほどの事件を一審から担当しました（拘束令状
が棄却されたり私選弁護人が選任された場合には自動的に選定が取り消される）。

• ノンストップ国選弁護人に支払われる報酬の現実化が必要です。

(通常1件に40-60万ウォン程度の報酬を受け取りますが、拘置所への出張等、業務処
理内容と機関を考慮すると少ないと言えます)

17
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ノンストップ国選弁護人

• 現行では実務上、ノンストップ国選弁護人は拘束令状請求書を拘束令
状訊問の30分前に確認できますが、その前日の夜には確認できるよう
にすることが望ましいです。

• ノンストップ国選弁護人は捜査段階で被疑者訊問に弁護人立会いでき
るようになってはいますが、現実的な条件ゆえになかなか実現出来てい
ません。制度的な改善が必要です。

韓国の刑事手続きの概要(質問1-1)

出典 : 大韓民国裁判所電子民願センター・サイト

出典 : 大検察庁ホームページ
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第 1章　韓国

拘束令状請求の比率

• 逮捕手続きをおこなわずに直ちに拘束令状請求をおこなうケースの割
合は(質問1-2-ア)

• 韓国は逮捕前置主義をとってはいませんが、実務上、ほとんどの事件
は逮捕手続き（令状による逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕）をおこなった
上で拘束令状請求をしています。割合について検索してみましたが、関
連統計を見つけることはできませんでした。ご理解いただきたいと思い
ます。代わりに、次のページで拘束令状の発行／棄却率をご紹介します。

拘束令状の発行/棄却率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

事件受付総
数

2,389,837 2,379,580 2,492,324 2,589,311 2,415,869 2,302,601 2,391,529

請求 33,105 36,176 38,370 40,083 35,102 30,060 29,647

事件受付総
数に対する
拘束令状請
求率(%)

1.4 1.5 1.5 1.6 1.5 1.3 1.2

発行 26,716 28,466 31,153 32,369 28,340 24,438 24,018

発行率(%) 80.7 78.7 81.2 80.8 80.7 81.3 81.0

棄却 5,914 7,286 6,837 7,187 6,682 5,585 5,587

棄却率(%) 17.9 20.1 17.8 17.9 19.0 18.6 18.9

拘束占有率

(%)
1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1

出典 : e ナラ（国）指標 拘束令状発行現況
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被告人の訴訟費用の負担(質問 1-(3))

• 第186条(被告人の訴訟費用の負担) ①刑の宣告をおこなう際には、被
告人に訴訟費用の全部または一部を負担させなければならない。但し、
被告人の経済的事情で訴訟費用を納付できない場合にはこの限りでは
ない。 <改正 1995. 12. 29.>

• ②被告人に責任がある事由で発生した費用は、刑の宣告をしない場合
でも、被告人に負担させることができる。

• 質問1(3) 捜査段階で国選弁護人の費用を被疑者から回収する制度が
あるか?

被告人の訴訟費用の負担

• 韓国の刑事訴訟法第186条によると、被告人に訴訟費用の全部または
一部を負担させなければならないと規定されていますが、実務上、被告
人が訴訟費用（国選弁護費用等）を負担するケースはほとんどありませ
ん。国選専担弁護士に聞いたところでは、100件中1件未満だろうという
ことです。

• 捜査段階で拘束被疑者の場合、国選弁護人が選任され、拘束令状審
査、接見、拘束適否審査手続き等で国選弁護費用が発生しますが、現
行法上、捜査段階で国選弁護人の費用を被疑者から回収する制度は
ありません。
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第 1章　韓国

韓国の刑事訴訟のIT化について(質問2)

• 民事訴訟は書類の提出、送達等が電子化されていますが、刑事訴訟の場合、まだIT化さ
れていません。

• 但し、捜査段階で捜査官によって一部資料をemailで受け取る場合がありますが、それは例
外的で、訪問または郵便受け付けが原則です。

• 拘束前被疑者訊問前の通知は携帯メールで知らせるところ、電話で知らせるところなどが
あり、全国の裁判所によって異なる状況です。

• 刑事訴訟と関連してIT化で進められている制度と計画中の内容を申し上げます。

韓国の刑事訴訟のIT化について

• 警察、検察の捜査段階で事件番号、事件名、進行状態等、簡単な情報
をオンラインで照会できる。(法務省刑事司法ポータルKICS)

25

26

第 1章　韓国

－211－



韓国の刑事訴訟のIT化について

刑事司法手続きにおける電子文書利用等に関する法律が2021. 1. 26. 国務会議（閣議）を通過

第一、刑事司法機関は原則的に電子文書を作成し、刑事司法機関間で紙文書ではなく電子文書を送付します。

第二、事件関係人は刑事司法機関に電子文書を提出することができ、望まない場合には紙文書を提出することもできま
す。

※紙文書提出時に刑事司法機関がこれを電子化（スキャン）

第三、被告人および弁護人はコンピュータ等を利用して簡易かつ迅速に証拠記録を閲覧・出力することができます。

第四、同意した事件関係人にはｅメール、携帯メール等、電子的な方法で送達または通知することができます。

法務省は、上記法案の提出と共に、電子文書の利用を支援する次世代刑事司法情報システム（ＫＩＣＳ）構築事業を推進
し、2024年頃にサービスを開始する予定です。

(出典 : 2021. 1. 26. 大韓民国法務省報道資料)

ご傾聴いただきありがとうございました。終

弁護士イ・ヨンミン

ymlee.law@gmail.com
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第２章 台湾調査

林揚子（実行委員会委員・奈良）

秋田真志（実行委員会委員・大阪）

第１ はじめに

台湾の弁護人依頼権や立会いについて，笹倉香奈甲南大学法学部教授の紹介により，

台湾中央警察大学の林裕順教授と，台湾刑事弁護士協会理事長で台湾イノセンスプロ

ジェクトの理事でもある尤伯祥弁護士にＺｏｏｍでのインタビューを行う機会を得た。

両氏には，あらかじめ質問事項（資料７，資料 11）をそれぞれお送りし，林教授か

らは統計資料等も含めた詳細な説明を（以下「第２」），尤弁護士からも質問事項に沿

った実務的な観点から説明を伺うことができた（以下「第３」）。なお，尤弁護士のイ

ンタビューは龍谷大学研究員の李怡修氏（一橋大学法学博士）にお願いした。

えん罪の反省から，弁護人の立会いが法制化された台湾における制度と実務運用双

方の実際を知る貴重な機会となった。

資料７ 質問事項 10 月勉強会

質問事項

１ 台湾における国選弁護制度の概要（どの段階から選任されるのか等）及び

その運用状況について。

２ 国選弁護制度の選任手続について，選任されるための要件（資力要件等）。

３ 国選弁護制度について今後改善すべき点や運用上の課題はどのようなもの

があるか。

４ 取調べ前に弁護人依頼権が確保されているのか。

５ 弁護人は取調べにどの程度の割合で立ち会っているのか。

６ 取調べは一つの事件で何回くらい行われ，取調べ一回につきどのくらいの

時間行われるのか。

７ 取調べに立会っている弁護人は意見陳述ができるとのことであるが，具体

的にはどういった意見陳述を行っているのか。

８ その他，条文上規定はされていないものの，時期に応じ助言，異議申し立

てを行うこともあるとのことであるが，具体的にどういった助言や異議申し

立てが行われているのか。

９ 弁護人の立会いの制限はどういった場合に行われるのか，また制限の内容

はどういうものか。

10 取調べの立会いについて今後改善すべき点や課題はどのようなものがある

か。

11 林裕順先生から見て，現時点までの立会いの実効性等について。
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第２ 林裕順教授（台湾中央警察大学）に対するインタビュー

（2020 年 10 月５日）

発言者は林教授，笹倉教授，第 15 回国選弁護シンポジウム実行委員会委員。

（はじめに）

司会 初に笹倉香奈先生から，今回林（リン）先生に勉強会をお願いすること

になった経緯等をご紹介いただきます。

笹倉教授 甲南大学で刑事訴訟法を研究しております笹倉と申します。

林先生は，台湾における刑事訴訟法の改正の中心的な役割を果たされていらっし

ゃいます。 近ですと，人民参審という日本の裁判員制度と同様の制度を台湾は導

入しましたが，導入にあたり，いろいろ政府に助言，提言等をする，あるいは法案

つくりなど中心的な役割をされています。台湾の中央警察大学で教えられていた林

先生が，2000 年から４年間，一橋大学の大学院に留学されまして，大学院の中で，

私がチューターとして林先生と一緒に勉強していたというつながりです。当時，ち

ょうど司法制度改革審議会の意見書が出て，日本も司法制度改革を進めていこうと

いう時期でした。その中で林先生はご研究をされて，日本でいろいろ得た知識を台

湾に持ち帰って，今般の台湾の制度改革に関わられたのです。日本とのつながりも

非常に強く，対日刑事法研究会という台湾で一番日本法について詳しい方々が会議

をされている研究会の常務理事をされています。その他にも法務部であるとか，地

方裁判所等のいろいろな委員を務めておられます。実務にも非常に詳しく，今回立

会いについて，お聞きするのであれば林先生以外には考えられないということでご

紹介しました。

台湾では，この間，めまぐるしく様々な法改正をされており，立会いの問題につ

いても，かなり昔から取り組まれていますので，今日はそのあたりのお話をお聞か

せいただければと思っております。

（台湾における国選弁護制度について）

司会 笹倉先生ありがとうございました。では林先生，よろしくお願いします。

林教授 早速ですが，今回あらかじめ受け取った質問事項に従って，回答をして

まいります。４つの分野に分けて回答いたします。１番目に捜査段階における国選

弁護制度と，台湾の今の実務の運営を紹介します。２番目に取調べと弁護権につい

て，今の法律規定や実務の運用の現状を紹介します。３番目に，弁護人の立会いに

ついて，台湾の今の法律規範や今の実務をどのように運用するのかを紹介します。

後に，今後の台湾の改善すべき課題や私の個人の意見について触れます。

（台湾の刑事司法の概要）

台湾の捜査段階の弁護や，弁護人の立会いについてはかなり昔から設けられてい

ました。1982 年，台湾において，警察官が捜査段階の人権侵害の事件を起こしまし

た。そして，政府は，当時の世間の批判を収めるために，刑事訴訟法の法律を改正
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し，捜査段階の弁護人の選任権がはじめて設けられました。併せて 245 条で，弁護

人の立会権の条文が設けられました。

当時は，台湾は戒厳令の時期でして，そのような条文はありますけれども，実際

はあまりよく運用されていませんでした。

1997 年の法改正として，当時は検察官が職権で勾留することができましたが，台

湾の憲法裁判員にあたるという大法官会議によって，この検察官が勾留権を行使す

ることができるという条文は違憲とされ，はじめて勾留における令状主義が法制化

されました。この法改正に併せて，台湾ではじめて黙秘権告知の保障という条文が

設けられました。同じ年の刑事訴訟法の改正によって，捜査段階取調べの録音・録

画や，あるいは夜間の取調べの禁止という条文も設けられました。

2010 年にはじめて捜査段階弁護人の接見交通権の条文も改正されました。2013 年

には捜査段階の国選弁護人について，台湾の刑事訴訟法 31 条４項で，以下のような

条文の改正がなされました。

知的障害によって陳述ができない被疑者，被告人，もしくは原住民の身分を有す

る被疑者，被告人で，捜査段階に弁護人が選任されていないときは，検察官，司法

警察官また司法警察が法によって設置された法律援助機構に，弁護のため弁護士を

派遣してもらうよう通知をしなければならない。この条文の後半にただし書きがあ

りますが，被疑者，被告人が自らにより直ちに取調べを要求するとき，もしくは弁

護人の到達を待ち４時間を超えその立会いができないとき，直ぐに取り調べること

ができると改正されました

台湾では弁護人の依頼権や立会権とか，大変充実した保障が条文では設けられて

いますが，流れを見る限りは，台湾の実務では，この条文を生かすことができてい

ません。なぜならば，立会いや依頼権は，捜査段階の弁護権を保障するために作ら

れたものではないからです。この 31 条５項の条文を見る限りは，特定の民族とか，

知的障害者のための社会保障という考えによって設けられたものであると考えら

れます。

法律扶助基金会という組織に， 近３年間でどのように運用されているかという

ことを問い合わせた結果，統計表（資料８）を得ることができました。この表は知

的障害者の方に対する３年間の運用状況を，下の表は，原住民に対する３年間の運

用状況をまとめたものです。この上の表の 18 のところをみると，３年間の申請件数

は 7193 件になっています。しかし，右の派遣した小計をみると，実際に国選弁護人

を利用した知的障害者の方は，わずか 6175 件です。また，一番右の下をみると，１

万 3644 件が，国選弁護人はいらないと答えています。

下の表の同じところをみると，実際に国選弁護人を利用した原住民の方も 3804 件

である一方，５万 4092 件が，国選弁護人はいらないと答えています。つまり。約９

割は，弁護人は要らないと答えています。
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資料８ 統計表

その理由については，資料９のとおりです。

資料９ 弁護人を不要と答える理由

申請人表示不需要陪偵律師原因(可複選) 案件數 占比

不需要律師，可自行處理 83569 97.787%

不願等候律師到場 1459 1.707%

不需要律師，可自行處理,不願等候律師到場 262 0.307%

已自行委任律師 150 0.176%

不需要律師，可自行處理,不願等候律師到場,已自行委任律師 11 0.013%

不需要律師，可自行處理,已自行委任律師 6 0.007%

不願等候律師到場,已自行委任律師 3 0.004%

總計 85,460 100%
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2015 年から 2020 年の８月 31 日までの案件の中で，国選弁護人は要らないといっ

た事件は８万 5460 件です。その中の８万 3569 件，97％ぐらいの人は，弁護人は要

らない，自分で対処できると答えています。

台湾の刑訴法 31 条５項に，国選弁護人を依頼しても，４時間で来なければ取調べ

は再開できると規定されていますので，1500 件ぐらいは，弁護士の到着を待ちきれ

ないことを理由として弁護人を要らないと答えています。

その他，自分で弁護人を依頼し又は自分で対処できるという理由で，弁護人は要

らないと答えている人もいます。

（取調べと弁護権について）

次に，２番目の台湾における取調べと弁護権について話をします。台湾において，

取調べに関する統計がありません。台湾の現行の刑事訴訟法では弁護人依頼権や，

黙秘権の保障は厚くなっており，台湾の刑事訴訟法 158 条の２第２項で，弁護人依

頼権や黙秘権を保障するという規定が設けられています。検察事務官，司法警察官，

司法警察は，拘束，逮捕されている被疑者・被告人の取調べにおいて，黙秘権の告

知及び弁護人依頼権の告知をしなければなりませんが，もしこの規定に違反した場

合は，取られた調書や自白及びその他の不利益な供述は証拠にならないと規定され

ています。

2013 年に権利告知に関する規定に追加して，刑訴法 95 条２項は，「被疑者が弁護

人の選任をしたとき，捜査機関は取調べを停止しなければならない」，「被疑者が取

調べを続けるにおいて同意があるとき，例外として，弁護人は取調べを停止するこ

とができる」と改正されました。

台湾は以前から捜査段階の弁護人依頼権，弁護士人の立会権と黙秘権のつながり

の意識が弱く，立会っている弁護人は現場でこれらの権利を十分に活かせていませ

ん。一つの事件に対し，どの程度の時間の取調べがなされるのかわかる直接的な統

計はありません。法律扶助基金会の立会いの弁護人の報酬から逆算して，１回の立

会いはどのぐらいの時間がかかるか計算した結果，２，３時間ぐらいでした。ただ

し，立会いの弁護人が自宅や事務所を出てからの時間で計算しますので，実際の立

会時間は２時間にはならないと思います。なお，弁護人の立会いは，約９割は警察

署で行なわれています。

（取調べの立会いについて）

３番目に入ります。台湾の刑事訴訟法の 245 条２項で，「被告人もしくは被疑者の

弁護人は，検察官，検察事務官，司法警察官あるいは司法警察が被告人もしくは被

疑者を取り調べるときには立会い，意見陳述することができる。但し，立会いによ

って国家機密を妨害したり，証拠隠滅，偽造，変造したり，共犯あるいは証人と結

託したり，他人の名誉を害するおそれがあるときや捜査に影響を生じさせるおそれ

があると認められるときに，制限もしくは禁止される」と規定されています。この

条文の前段の意見の陳述することができるという点は，1981 年に条文ができた際に

設けたものではなく，2000 年に重大な人権侵害事件を警察官が起こしたことにより
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立法院，国会議員によって加えられたものです。

では，刑事訴訟法 245 条２項に基づいて，検察官，警察官がどのように対応して

いるか。検察官が事件を処理するときに注意すべき事項に関する規定として，台湾

法務部「檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項」があり，その 28 条及び 30 条で，

弁護人の取調べへの立会いにおいて，意見があるかないか，警察官や司法警察官が

取調べの中で尋ねなければならないとされています。

また，尋問した後，書記官に取調べ調書に記載するように命ずることも規定され

ており，検察官は，取調べを済ませた後，立ち会っている弁護人に意見があるかな

いかも聞き，もし立会い弁護人が意見を陳述したときに，調書に記載しなければな

りません。逮捕・勾留中の被疑者・被告人の取調べにおいて，弁護人が立ち会えて

いない場合には，検察官あるいは検察事務官が，時間を待って取調べを行ない，身

体拘束されている被疑者・被告人の防禦権を保障するという注意事項も規定されて

います。

取調べへの立会いにおいてどのような弁護活動が行なわれているかというと，検

察官が，弁護人が提出した証拠についても事件の捜査の参考にしたり，出された物

的証拠を真剣に受け止めたりしなければなりません。また，被告人を取調べて必要

があると認められるときには，捜査官からも証拠物を主体的に提示し，立会いの弁

護人の意見を尋ねることになっています。台湾司法警察の捜査実務において重要な

法規範となる「警察犯罪偵查手冊」ですが，その「捜査弁護」の章の 155 条では，

「被疑者を取り調べた後，必要であると認められるときは，証拠物を提示して，弁

護人の意見を聞いたことを供述調書にあわせて付記し署名を求める」と記載されて

います。

刑事訴訟法 245 条２項の後段に規定に基づき弁護人の立会いを制限するのであれ

ば令状主義によって規制すべきであると考えますが，この点について動きはありま

せん。

取調べへの立会いの中で起きた出来事や，やり取りを調書に記載しなければなら

ないと警察機関や司法警察官の注意事項に記載されています。また，疑問点があれ

ば，その場で，意見陳述として記載するように実務では運用されています。

（今後の課題等）

台湾の法制度や実務運営を踏まえて，改善すべき課題や提案について次のように

考えています。台湾においてよく引用される 高裁判例があります。この判例を見

ていただければ台湾の現在の実務運用の問題点がわかると思います。事案の概要は

次のとおりです。Ａさんは，某日の午後，警察によって逮捕された後，午後６時 40

分頃に警察署で取調べを受けました。弁護人選任権の行使を経て，Ａさんが依頼し

た弁護人が現場に到着しましたが，警察官は深夜１時過ぎても取調べを始めません

でした。しかし，この弁護人が警察署を離れた後，警察はＡの同意を得て，深夜２

時頃取調べを開始しました。その間に弁護人の立会いはありませんでした。そのた

め，弁護人の立会いのない中で取られたＡさんの不利益供述の証拠能力の有無が，

裁判で争われました。 高裁は，「被疑者及び被告人を逮捕したときに，直ちに取調
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べをしなければならない。ただし，悪意をもって違反したということは証明できな

いとき，また自白や陳述が自由意思の下でなされたとき，その限りではない」と判

示しました。刑事訴訟法 95 条３項，158 条の２の２号に明文があるため，「司法警

察（官）は被疑者及び被告人から弁護人の選任の表明を受けたら，弁護人の到着を

待ってから取調べをし，理由なく引き延ばしを行なうべきではない。本件で司法警

察（官）が，被疑者が弁護人を選任した後，弁護人の到着を待ったものの，直ちに

取調べをするとの規定を遵守せず，弁護人が去った後に初めて取調べを開始したと

すると，被疑者と弁護人の間で，援助・防禦権の行使についての相談が十分になさ

れたと解されない。これは取調べを行なう前に弁護人選任権の告知がなされなかっ

たことよりも一層深刻であり，また，明らかに司法警察（官）は意図的に行なって

おり，悪意に基づくものであると認められる。したがって，司法警察（官）が刑事

訴訟法第 93 条第１項の直ちに取調べを行なうとの規定に違反するときは，それに

よって得た被疑者及び被告人の不利益供述の証拠は，証拠能力があるとは認めがた

い」とされています。

この事件に対する私の意見は，次のとおりです。 高裁は，黙秘権保障の侵害，

弁護人の依頼権の侵害を理由とするのではなく，直ちに取調べをしていないことに

着目して，証拠能力が無いと判断しています。私はこの判決は，台湾において弁護

人の立会権と黙秘権のつながりが重視されていないことの証であると考えていま

す。台湾における捜査段階の国選弁護人制度は，知的障害者あるいは原住民の方々

に限られて，日本のように資力がない被疑者に対する国選弁護人の制度は存在して

いません。このことが弁護人の立会いが捜査段階の弁護権に十分に活かされていな

い原因の一つであると考えます。この点について法改正する必要があります。台湾

の実務家が，黙秘権と立会いのつながりを意識していない点が，私は一番問題であ

ると思います。

（質疑応答）

笹倉教授 ありがとうございました。かなり早期から，弁護人立会いが認められ

ていたが，それが必ずしも黙秘権であるとか弁護人依頼権とのつながりを考えてこ

られなかったため，少し形骸化しているのではないかというお話だと思いました。

幾つか質問させていただきたい点があります。弁護人の立会いの制度と録音・録

画の制度，台湾ではすべての事件で録音・録画していると思いますが，そのつなが

りはどのようなことなのか，知的障害者と原住民の方については，９割程度の方が

立会いを求めていないということでしたが，そのように誘導するような捜査機関の

働きかけがあるのか等，知的障害者等の事件以外でも同じように放棄する人が多い

のかという点です。

また，林先生が書かれた法律時報の論文（「台湾における弁護人立会権の理論と実

践」法律時報 92 巻 10 号 84 頁・2020 年）の 後に，弁護人が立ち会う前には取調

べは行なわれていないという記載がありましたが，先ほどの大法官の事件のような

問題も，他方では生じているということで，やはり捜査機関が立会いをさせないよ

うにするような動きがあるのでしょうか。
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資料 10 取調室

林教授 台湾の実際の取調室の写真（資料 10）がありますので，それを見ていた

だきながら説明します。この取調室は，台北市にある主に台湾の汚職事件を担当す

る捜査機関の中の取調室の一例です。一番上の右側にカメラが付いていて，取調べ

の全過程を録音・録画しています。また，外では幹部も立ち会っており，取調べ中

に何か追加したいという質問があれば，外にいる幹部からの指示を受けて，この取

調べの担当者はすぐに追加尋問ができるようになっています。弁護人は，手前のと

ころに座るため，捜査官と被疑者のやり取りが目の前で見ることができます。

録音・録画に関する条文は，被疑者の黙秘権を保障するためではなく，警察官が

暴力を振るうという人権侵害が起きたことにより設けられたものです。

仮に自白の任意性を争うことになれば，この録音・録画を証拠調べすることにな

ると考えます。

なぜ約９割の人が国選弁護人をいらないというかというと，主な原因としては，

台湾の原住民の方々は，生活が苦しい方が多く，犯した事件が日本でもよく起きて

いる飲酒運転事件の方が多いからだと考えられます。また，彼らは田舎に住んでい

ることが多く，弁護士に立会いを依頼することは難しいのです。待ち時間の間に捜

査官が誘導したりすることも考えられます。

笹倉教授 その他の通常事件の被疑者はどうでしょうか。
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林 台湾の捜査段階の国選弁護人は，原住民の方々と知的障害者に限られていま

すので，プライベートに依頼することは，この統計に入っていません。

笹倉教授 その他の私選弁護人を依頼している人の中では，立会いというのはか

なり多く行なわれているのかどうかは分かりますか。

林 少ないと思われます。その理由としては，台湾で逮捕された被疑者は，担当

の警察署に置かれる時間が 16 時間ほどであり（検察官段階で約８時間），代用監獄

の仕組みがなく，必要があれば拘留申請されます。また，実務運用を見る限り，黙

秘権保障のため弁護人の立会いを活用することは考えられておらず，私選（国選）

弁護人を依頼してもあまり訴訟上のメリットと見込めないからと推測しています。

この点は，台湾の刑事局の担当者に聞いてみましたが，統計がありませんでした。

台湾の弁護人依頼権の憲法論としては，2009 年の大法官釈字 654 号解釈というも

のがありまして，この憲法解釈によって，捜査段階の弁護人依頼権が重視されるよ

うになりました。憲法 16 条に規定された訴訟権は，国民の公平な裁判を受ける保障

しており，法定の適正手続の要求によって，刑事被告人は十分な防禦を行なう権利

を有します。その中に，弁護人の選任・依頼権や公平な裁判を受ける保障が含まれ

ていて，この憲法の解釈によって，2013 年に，黙秘権とか依頼権を告知する条文の

次に，「弁護人のない被告人が弁護人の選任を表明するとき，取調べを直ちにとめな

ければならない」，という条文が付け加えられました。158 条の２の条文と併せて読

むと，捜査機関が誘導して，弁護人の依頼権を被告人に放棄させたり，弁護人の立

会いを妨害したりすれば，自白の証拠能力が裁判で争われることになると考えます。

西村委員 ４時間待たないと取調べができないということですが，どういう理由

で４時間ということが立法化されたのでしょうか。

林教授 逮捕してから 24 時間以内に被疑者の身柄を裁判所に送らなければなら

ないので，弁護人がなかなか来ないとすれば，24 時間を超えてしまいますので，弁

護人の待ち時間をある程度制限しなければならないためです。

西村委員 例えば２時間じゃなくて４時間とか，８時間じゃなくて４時間という，

この４という数字が何か意味があるのかどうか，教えてください。

林教授 台湾は島国で，交通手段を考えてみると，４時間が妥当であるとされた

からです。

秋田委員 先生のお話の中で，黙秘権の保障と立会いを結びつけることの重要性

をお話しいただいたと思うのですが，これは，黙秘権の保障のために立会権がある

という意見が強いという理解をしていいのでしょうか。そうだとして，そういう意

見が強くなった背景事情があれば，教えてください。

林教授 この両者の結びつきはあまり強くありません。先ほど申し上げた判例を

見る限り，黙秘権を保障するために立会権やあるいは依頼権の条文があると考える

のであれば，調書や自白を証拠排除する理由として，台湾の 95 条とか，158 条の２

の条文を引用したほうが簡潔なのでそうするはずであるからです。しかし，結局

高裁は自白を証拠排除する理由として，直ちに取調べしなければならないという条

文を引用していますので，立会いと黙秘権の告知の憲法上の意味は深く考えていな

いと思います。結局この事件では，深夜の２時に取調べが始まったのですけれども，
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もし同じ状況で，夜の 10 時ぐらいとか，あるいは８時ぐらいとかに取調べを始めた

場合，直ちに取り調べなければならないという条文に違反するかという疑問が残り

ます。

秋田委員 捜査弁護の段階で，取調べで黙秘している被疑者に対して弁護人がど

の程度，そのあたりのアドバイスをしているか，先生，ご存じでしょうか。

林教授 そうですね。台湾刑事訴訟法の 245 条の２項にあるように，弁護人は，

取調べに立ち会えたり，意見を陳述することができますが，弁護人は黙秘権をすす

めるために立ち会うということではなくて，逆に弁護人の方が，できれば自白した

ほうがいいという意見陳述することも多いようです。245 条に基づき弁護人の意見

陳述することができることは，被疑者の黙秘権を保障するという憲法上の考えから

はちょっと離れているかなと思います。

内山委員 台湾の被疑者段階の国選弁護人の選任については，資力については，

要件としてはないということでしょうか。

林教授 そうですね。

内山委員 対象が知的障害，それから原住民の方に限られているようですけれど

も，それ以外の被疑者に国選弁護の選任の対象を広げるという動きや取組は，現時

点ではあるのでしょうか。

林教授 捜査段階から国選弁護人をつけるという考え方は社会に浸透していな

いのではないかと思います。1982 年に，捜査段階で弁護人を依頼することができる

と改正されて，併せて弁護人の依頼権もその当時も設けられました。しかし，この

依頼権，あるいは立会権が設けられた理由としては，捜査官の暴力を防ぐことが主

でした。したがって，黙秘権とか，捜査段階の弁護権について考えているとは言え

ません。

内山委員 台湾では立会権も含めて，かなり早くに制度としてはできている面が

あると思うのですが，残念ながら広く被疑者全体に対して国選弁護権を実質的に保

障するという部分がまだこれからなのかなという印象は受けました。その意味では，

日本と同じような課題をまだ抱えているように思いました。

久保事務局長 台湾では，取調室から自由に退去することは可能なのでしょうか。

それとも，取調べが完了するまでは取調室に滞留しておく義務があるということな

のでしょうか。

林教授 そうですね。私は，後者と同じです。受忍義務があるというふうに実務

家の方々は，受け取っていると思います。

司会 国選弁護制度のことで，追加でお聞きしたいのですけれど，公判段階，起

訴されてからは，罪名には関わりになく，国選弁護人は選任されるということでい

いのでしょうか。

林教授 資力の条件があります。

林委員 資力要件を満たしていれば，どのような罪であってもということですか。

林教授 はい。

笹倉教授 必要的弁護制度はありますよね。

林教授 そうですね。罪の重さによりますが。
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笹倉教授 それは日本と同じような形ですか。

林教授 そうです。

笹倉教授 その場合は資力に関わらず，弁護人は付きますよね。

林教授 はい。国選弁護人とは別に，公務員の一種の公設弁護人がいまして，公

判段階の国選弁護人はほとんど，公務員である公設弁護人が担当しています。

第３ 尤伯祥弁護士に対するインタビュー（2020 年 12 月 11 日）

発言者は尤弁護士，笹倉教授，第 15 回国選弁護シンポジウム実行委員会委員。

資料 11 質問事項 12 月勉強会

質問事項

１ 被疑者段階から一部被疑者のみ対象とした国選弁護制度があるのか，法律

扶助があるだけなのか。

２ 法律扶助と国選弁護との違い。

３ 起訴後は国選弁護制度があるということでよいのか。

４ 台湾における捜査段階の国選弁護制度を広げようという動きがあるとのこ

とであるが，具体的にどのような動きがあるのか。

５ 起訴後の国選弁護はほとんど公設弁護人が担当するとのことであるが，起

訴後，公設弁護人以外が国選弁護人になる場合，どのようして担当が決まるの

か。

６ 国選弁護制度について今後改善すべき点や運用上の課題はどのようなもの

があるか。

７ 取調べは一つの事件で何回くらい行われ，取調べ一回につきどのくらいの

時間行われるのか。

８ 実際にどの程度立ち会っているのか。

９ 逮捕した時は弁護人が来るのを４時間は待つシステムということである

が，この段階での立会調整はどのようにして行っているのか。調整できないこ

とは多いか。

10 立ち会う割合が高い事件，あるいは立ち会った方がよいと思われる事件の

類型はあるか（例えば，経済事犯，否認事件などの類型）。ある場合，そう考

える理由は何か。

11 立会前の接見交通権は保障されているか。

12 接見では被疑者にどのようなアドバイスをするのか。

13 立ち会う前に捜査機関から情報や証拠の開示は得られるか。得られる場合

は，どのような内容につき，どの程度のものが得られるのか。

14 立ち会う場合の弁護人の心がまえ，技術としてどのようなことがあるか。

15 取調べに立ち会っている弁護人は意見陳述ができるとのことであるが，具
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体的にはどういった意見陳述を行っているのか。これまで意見陳述をされた

ことがあればその内容等を教えていただきたい。

16 その他，条文上規定はされていないものの，時期に応じ助言，異議申し立て

を行うこともあるとのことであるが，具体的にどういった助言や異議申し立

てが行われているのか。助言や異議申し立てをされたことがある場合，その内

容を教えていただきたい。

17 弁護人の立会いの制限はどういった場合に行われるのか，また制限の内容

はどういうものか，具体的なご経験があれば教えていただきたい。

18 在宅事件の被疑者の取調べへの弁護人の立会いの状況について。

19 立会制度の開始後，捜査官の取調べの方法は変化したか。

20 立会いに対する評価はどのようなものか。弁護人，被疑者，捜査官，裁判官

それぞれの立場からの評価を教えていただきたい。

21 取調べの立会いについて今後改善すべき点や課題はどのようなものがある

か。

以上

（はじめに）

秋田委員 取調べに対する弁護活動等の実情について，お話をいただこうと思っ

ております。笹倉先生から，尤先生，通訳をしていただく李先生，台湾とのつなが

り等について，ご紹介いただきます。

笹倉教授 甲南大学法学部で刑事訴訟法を担当しております笹倉と申します。尤

先生は，台湾における刑事弁護の第一人者でいらっしゃいまして，個人的には，台

湾の若き後藤貞人というふうに勝手に言っています。非常にシャープな先生で，私

も大ファンです。

尤先生は，台湾刑事弁護士協会の理事長をされていると同時に，台北弁護士会の

理事長もされていまして，この分野の誰もが認める第一人者です。その他にも，民

間司法改革基金の常務執行役員や台湾のイノセンスプロジェクトの理事もずっと

務めておられまして，様々な台湾のイノセンスプロジェクトの事件を担当され，そ

して雪冤をされています。はじめて尤先生にお会いしたのは，2015 年の台湾イノセ

ンスプロジェクトのシンポジウムに招かれたときでした。それ以も何度もお話を伺

い，2019 年９月，京都弁護士会が死刑についての調査を台湾にしに行った際も尤先

生をはじめとして，いろいろな先生方に死刑弁護についてお話を伺いました。尤先

生は死刑事件もいろいろ担当されていまして，2013 年には，非常に画期的な判決を

台湾の 高裁で獲得されています。その判決で死刑事件においては，厳格な量刑の

基準というのが必要であるということを台湾の 高裁がはじめて述べて，それ以降，

慎重な死刑の適用，あるいは求刑が行なわれているといった台湾の状況があります。

今日，通訳を担当してくださっている李怡修先生は，一橋大学の大学院の私の後

輩でして，2019 年に刑事手続における証拠の閲覧・開示・保管という博士論文で博

士号も取得されています。現在は，龍谷大学犯罪学研究センターの嘱託研究員をさ
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れていて，現在，台湾に一時帰国されています。

台湾では既に 1982 年に弁護人の立会いを認める条文が設けられています。その

後，2000 年には立会いの際の意見陳述も認められています。現在では，うまく運用

されており，あまり任意性などが争われるような事案はないというふうに言われて

います。ただし，2002 年の事件で，チェン・シンツウさんの事件があります。この

方も台湾のイノセンスプロジェクトによって，2016 年に再審開始決定を受け，2017

年 10 月に雪冤されたのですが，彼は 2002 年の時点で非常に激しい取調べを受けて

自白をしています。その自白がえん罪の原因になりました。つまり，立会いの条文

ができて，運用が始まっているのにも関わらず，このような取調べもまだ台湾では

2002 年の時点で行なわれており，それがえん罪の原因になっているということです。

ですので，立会いの条文ができ，制度ができた以降，どのようにそれが発展してき

たのか，現在ではそれがどのように運用されているのかということも含めて，今日

はお話を伺えればと思っております。

秋田委員 それでは，尤先生のお話に入りたいと思います。前提としまして，今

回，質問事項書をあらかじめ送っておりますので，これに沿ってお話していただき

ます。

（台湾における国選弁護制度について）

尤弁護士 ２番の質問から入りたいと思います。

まず，台湾語では「強制辯護」といいますが，日本語における必要的弁護制度に

ついてです。必要的弁護の弁護人の種類は，三つあります。一つ目は私選弁護人，

二つ目は国選弁護人です。そして，裁判長によって弁護人の指定する方法です。

法律扶助は，日本では法テラスの制度がありますが，この法律扶助は，台湾では

法律扶助法という法律による制度でして，主に財力が無い国民に対して弁護人を提

供します。法律扶助は，刑事弁護の中の必要的弁護事件のみならず，他の民事訴訟

とか，他の事件の代理人，あるいは和解事件，法律文書の意見書を書いてもらうこ

ともできます。

法律扶助と国選弁護は，全く違う二つの制度です。

法律扶助は，必要的弁護事件における国選弁護人の一種類であります。

必要的弁護は，法テラスから選任してもらう他，裁判所は対外的に国選弁護人に

なりたい人を募集して，そのまま裁判所では弁護士のリストを作ってもらって，そ

こから弁護人を選任することもできます。

３番目の質問に入ります。公判段階も必要的弁護制度はあるのですけれども，弁

護人は捜査段階と同じ，私選弁護人，国選弁護人，及び裁判所による弁護士の選任

という三つの選択肢があります。

捜査段階の弁護人の制度について説明します。

台湾ではもともと必要的弁護は，公判段階に限っていたのですが，2017 年にある

憲法解釈がありまして，それによって必要的弁護は捜査段階まで拡がりました。捜

査段階まで必要的弁護を拡げましたが，すべての事件ではなくて，捜査段階におい

て，検察官が勾留請求，または勾留延長請求，勾留の再執行を請求する事件に限り
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ます。捜査段階の必要的弁護は，台湾の刑訴法 31 条の１第１項に定められていま

す。捜査段階において勾留請求される場合は，必要的弁護となり，必ず弁護人がい

なければならないので，被疑者に弁護人が付いていない場合は，裁判長が弁護士を

指定し，または法テラスに依頼して弁護人を選任してもらうことになります。

勾留請求のときの弁護人の選任ですが，裁判長には二つの選択肢があります。一

つ目は，先ほど申し上げたように，法テラスに弁護人を選任するよう要求します。

二つ目は，裁判所に義務的な弁護をしてもいいという弁護士のリストがありますの

で，そのリストから弁護士に連絡して，この事件の弁護人になってもらえますかと

連絡するという選択肢もあります。その他，心身疾患がある，または原住民に弁護

人が付いていない場合，裁判長もその者のために弁護人を選任しなければなりませ

ん。

４番目の質問に入ります。確かに台湾の民間団体では，捜査段階の必要的弁護を

もっと拡大しようという動きがあるのですけれども，これに対して検察側は反対し

ています。捜査段階はどういう罪名になるのかまだ定まっていないので，すべてに

拡大するのは難しいと検察官は言っています。しかし，この説に対して民間団体は，

少なくとも重大な事件，あるいは公判段階において，必要的弁護になる事件に関し

ては，全部国選弁護人が付くようにしようというキャンペーンをやっています。し

かし，刑事訴訟法の法改正を担当する台湾の司法院は，この両方の説に対しても，

何の反応をしませんでした。

５番目の質問に入ります。公判段階の国選弁護ですが，裁判所は，まず被告人に

弁護人が付いているかどうか確認し，弁護人が付いていなければ，裁判所の公設弁

護人に弁護人になってもらうようにします。そして，公設弁護人に回した事件のう

ち，公設弁護人は，自分がやりたい事件を残して，他の事件は裁判所に戻します。

その後，裁判長は法テラスに連絡するか，裁判所の弁護人リストにある弁護士に連

絡するかします。

６番目の質問に入ります。裁判所の公設弁護人は公務員として訓練されており，

能力を弁護士と比べられないので，大多数の被告人は，公設弁護人のことを信頼し

ていません。そして，法テラスの弁護士や裁判所の弁護士リストの弁護の報酬は，

一般的な弁護士の報酬より大変低くなっているので，このことが弁護の質にも影響

していまます。

この二つの理由から私は，私選弁護以外の国選弁護や法テラスの弁護の質につい

て，大変問題視しています。これは台湾において，将来的な課題です。

（取調べの実際と立会いについて）

７番目の質問に入ります。これは一概には言えません。１回，２回で終わる事件

もあり，数十回の取調べで終わった事件もあります。時間的にもそれぞれです。30

分で終わる事件も，数十時間かかった事件もあります。８番目の質問の答えと同じ

と思いますので，８番目の答えはここで省略させていただきます。

９番目の質問に入ります。まず，台湾の刑訴法 31 条５項により，心身疾患の人と

原住民の人に弁護人が付いていない場合は，裁判長は法テラスに連絡して，弁護人
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を選任してもらわなければならないので，まずこの二種類の人は，必要的弁護にな

ります。つまり，31 条５項のただし書きの弁護人を４時間待たなければならないと

いう規定は，先ほど申し上げた心身疾患のものと原住民の方の場合に限られます。

４時間以上待って弁護士が来なければ，警察は取調べを始めてもいいし，または

被疑者が待たなくていいと言ったら，警察は取調べを始めてもいいのです。

10 番目の質問に入ります。この質問は４点に分けて説明します。

どういう事件が取調べの立会いの比率が高いということについて，政府の白書の

ような統計の数字がないので，私の説明は法テラスの統計による説明になります。

法テラスは，2007 年から検察と警察に対する取調べの立会いを協力するという専

門プロジェクトを始めました。警察からはじめて取調べを受けた国民が法テラスに

連絡して，弁護人を派遣することができるというプロジェクトなのですが，2016 年

までの数字があります。

まず申込数は年々上がってきます。2016 年ぐらいから毎年の申込数は２万件以上

になっています。しかし，実際に弁護人を派遣した事件は，全部の申込数の 15％し

かなかった。これは何故かというと，法テラスの分析によりますと，大多数の申込

者が犯した罪名は，軽い罪なのです。あるいは，逮捕もされなかった事件なのです。

したがって，早く取調べを始めたら，早く帰れますよと言われたら，軽く警察のア

ドバイスに応じてしまい，申込みはしたが，弁護人が来るまでに調書の作成を終わ

らせて，警察から離れてしまうのです。

この統計数字の中に一つの特徴があります。法テラスが弁護人を派遣した事件は，

原住民と心身疾患の持つものの事件が一番多いです。これは刑事訴訟法 31 条の５

項に，この二つのものに必ず弁護人が付かなければならないと規定されているから

です。その中でも原住民の申込み数は一番高いです。これは何故かというと，法テ

ラスにおいて，原住民のために特別なプロジェクトを立ち上げたためです。心身疾

患者が法テラスの弁護人に来てもらう確率が多い理由は，法テラスの分析によりま

すと，心身疾患者とコミュニケーションをとるために，警察は大変苦労しています。

ですので，法テラスの弁護士に来てもらってコミュニケーションとれるようにして，

そして調書の正確性までの確認してもらって，サインしてもらうのは，警察にとっ

ても便利だからです。

取調べへの立会いについて，大多数の国民が法テラスの弁護人を派遣してもらう

よう申込まないのは，主な原因は警察が弁護人が来ることに抵抗感があるからだと

思います。そのため，警察は法テラスにも連絡できることを警察に来た人に積極的

には言いません。

法テラスの弁護人と一般の私選の弁護人との違いは，一般の私選弁護人が警察局

に行って立ち会うと，時間での費用を計算しますので，一般的に１時間，台湾ドル

で数千円だから何万円になるので，１回の立会いは数万円から十数万円になります。

つまり，大多数の依頼者にとっては大変経済的な負担になるのです。そして，大多

数の人は，警察への取調べがその後の訴訟において決定的な影響を持っていること

はあまり知らず，この立会いの費用も払いたくありません。ですので，警察の段階

で弁護人を選任して立ち会ってもらう人は，相当な財力を持っている人がほとんど



－228－

第５編 海外調査報告

です。こういう場合の依頼者は，大体ホワイトカラーの犯罪者で，経済犯罪とか，

あるいは覚醒剤犯罪の犯罪組織です。犯罪組織もお金持ちなので，被疑者のために

弁護費用を払うこともあります。

（弁護人のアドバイス）

11 番目の質問に入ります。刑事被告人，刑事被疑者が弁護人と何の介入もなく十

分に自由にコミュニケーションとることは，被告人の防御権にとって重要なことで

あると憲法解釈の 654 号の中で宣言されたので，勾留請求された被疑者は，警察と

検察の介入がない状況で弁護人と接見することが憲法上の権利になっています。

この憲法解釈を受けまして，刑事訴訟法も法改正されました。法改正された条文

は 34 条２項にありますが，この規定は，弁護人と捜査段階で勾留請求された被疑

者，あるいは逮捕された被疑者と接見したり，コミュニケーションとることについ

ての制限をしてはならないという規定です。この接見時間は１時間かつ１回に限る

のですけれども，刑事訴訟法 93 条の１の１項の 24 時間の時間には算入されません。

34 条２項が法改正されたのですけれども，３項も改正されました。弁護人と被疑

者，被告人の接見に関する規定ですが，検察官は，緊急かつ正当な理由がある場合

は，接見を後にすることはできるけれども，その後にすることと同時に，接見の時

間と場所を指定しなければならない。その指定は，被告人，被疑者と弁護人とのや

りとりや正当な防御権行使を妨害してはならないという内容になりました。

このように法改正はされたのですけれども，検察官がこの条文に基づき弁護人と

被告人，被疑者との接見を制限したことは，私はまだ聞いたことがありません。

12 番目の質問に入ります。弁護士は，警察の取調べに対してどういう認識を持つ

べきなのか。そして，弁護士は，そういう認識のもとで自分の依頼者にどういうア

ドバイスをすべきなのか。この二つに分けて説明します。

まず，弁護士は，警察の取調べに対してどういう認識を持つべきなのか。これに

ついて，六つのポイントがあります。

まず取調べの環境は，被告人，被疑者はひとりぼっちになる空間であることを理

解しなければなりません。二つ目は，被告人，被疑者は１人で，警察は数人いると

いう環境，これも理解しなければなりません。三つ目は，警察の取調べの唯一の目

的は自白を取ること，あるいは供述を取ることであるということです。ですので，

取調べを担当する警察は，常に犯罪被疑者は，真犯人であることという認識で取調

べをしています。四つ目に，被疑者にとって警察局は，敵意があふれ，罪を認めな

ければならないというストレスある環境であるということです。五つ目に，犯罪被

疑者はこういう環境にいて，罪を否認すればするほど，大きいプレッシャーをかけ

られます。一問一答は，テニスの試合，あるいは卓球の試合みたいに，何を言って

も必ずボールは返ってきます。六つ目に，今の時代では仮に拷問がなくても，被疑

者はテニス，あるいは卓球みたいに試合に負けるかもしれない。こういう高圧的な

警察の取調べの中でストレス，プレッシャーに負け，虚偽自白あるいは自分に不利

な供述をしてしまうことはしばしばあることです。

弁護人は，依頼者にどういうアドバイスをすべきなのかについて説明します。
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前提として，依頼者が警察に行く前に弁護人に依頼したり，あるいは弁護人と事

件の内容について，相談したりしていない限り，事件の内容はよく分からない状態

です。そのため，事件の内容について，あるいは警察にどういう答えをすべきなの

かについて，具体的なアドバイスをすべきではないと思います。その他，刑訴法 34

条の２項において，弁護人の接見時間が１時間しかないと定められていますので，

短い接見の中で具体的な答弁，あるいはアドバイスをすべきではないと思います。

そのため，私は後輩に対し，１時間の接見によって何をアドバイスすべきなのか，

次のように言います。

その依頼者は違法な逮捕をされたのか，弁護人が来る前に警察と何を話したのか。

不利な陳述をしてしまったのか。脅迫的詐欺的な，あるいは他の不正な取調べが行

なわれたかどうか。通訳が必要かどうか。これについて，まず依頼者に聞かなけれ

ばならないです。依頼者が敵意あふれる環境にいることをまず理解してもらわなけ

ればならない。親切なふりをしている警察を友達と思ってしまったら大変なことに

なるとか，いやであれば，黙秘権を行使することもできること等，これらのことを

依頼者に理解してもらわなければなりません。

また，台湾の憲法に，逮捕してから 24 時間以内に裁判所に送らなければならない

という規定があるので，限りなく警察に留置されることはないので，頑張ってもら

うという目標を立てます。

依頼者に取調べの途中，いつでも弁護人に相談することができることも理解して

もらわなければなりません。弁護人に相談することに検察が同意しなければ，依頼

者は黙秘権を行使することができます。

（取調べの立会いの実際）

13 番目の質問に入ります。台湾では，被疑者と弁護人が資料を獲得する制度は，

日本では証拠開示制度といいますが，台湾で記録閲覧制度といいます。今の制度で

は，公判段階，原則的にすべての記録を閲覧することができますけれど，捜査段階

において，勾留請求手続の場合に限って，弁護人が記録閲覧することはできます。

そのため，この被疑者は，検察官に勾留請求されなければ，弁護人は捜査段階にお

いて，検察や警察から資料を獲得することができます。

14 番目の質問に入ります。弁護人は，まず，理解しなければならないのは，依頼

者だけではなく，弁護人にとっても，警察署は，敵意あふれるプレッシャーが高い

環境でもあることです。そのため，公判段階と比べて，捜査段階の弁護人はより重

要です。

弁護人は，依頼者を守るためにいつでも警察と対抗するという心理的な準備をし

なければならない。こういう高圧力の環境にありますけれど，警察の取調べに対し

て，時には異議申立てをする勇気を持つことは大事です。異議申立てと言いました

けれど，これは刑訴法 245 条２項に基づくものです。この規定によって弁護人は警

察の取調べ時に意見の陳述することはできます。しかし，この規定にはただし書き

があります。つまり，警察は弁護人の権利行使は，捜査の取調べに影響する，不当

に影響する場合は，警察は制限または禁止することができます。そのため弁護人は，
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何回も異議申立てをしてしまったら，衝突しすぎてしまったら，警察はこのただし

書きによって弁護人の立会い，または弁護人の意見陳述を制限することになるかも

しれません。そのため弁護人は対抗する勇気を持たなければならないですけれど，

一方，落ち着いて，衝突にならないように，いつ取調べに介入するか，いつ異議申

立てをするのか。これはかなり経験が必要です。

技術の面に関して私たちは後輩の弁護士に，まず警察署に行ったら，警察は刑訴

法の規定によって録音又は録画しているかどうかを確認するようにと言います。異

議申立てのときはマナーを守りながら異議申立てをします。そして，録音・録画の

記録の中にもなるべく異議申立ての内容を記録してもらいます。録音・録画だけで

はなく，できるだけ調書にも異議申立てたことを記入してもらいます。

15 番目の質問に入ります。陳述の権利はあるのですけれども，どういう意見を陳

述するか，事件によって，状況によって違います。単なる警察に対して不当な取調

べの抗議をするだけではなく，例えば監視カメラの証拠を確保してもらうとか，警

察に対してそういうリクエストしますとか，警察に通訳，あるいは病気にかかって

いる被疑者に何か医療を提供するとか，そのような要求もします。そして，意見陳

述権の行使をして，取調べを中断してもらうこともあります。仮に，前の接見で一

時間超えたとしても，依頼者はこのように警察に要求することもできます。同意し

なければ，黙秘権を行使するというふうに，警察に言えば検察は相談することを同

意してくれるかもしれません。

16 番目の質問に入ります。この答えは，警察の取調べでの異議申立ての規定は，

先ほど説明した刑訴法 245 条２項ですので，ここでは省略します。

17 番目の質問に入ります。刑訴法 245 条２項のただし書きによれば，先ほど申し

上げたように，弁護人の権利行使は不当で，捜査の手続，取調べ手続に影響すると

き，制限又は禁止することはできるのですけれど，その他，弁護士の立会いは国家

機密あるいは情報の隠滅，偽造，変造すること，あるいは共犯者と口裏を合せるこ

と，あるいは他の人の名誉を妨害すること，そういう恐れがあるとき，制限または

禁止することもできます。

台湾において，弁護人の立会い制度が始まったばかりのとき，警察と検察官はす

ごく抵抗しており，このただし書きの規定はかなり濫用されていました。例えば，

弁護人は，被疑者に近づいてはならない，あるいは取調室の隣のルームでモニタリ

ングすることしかできない。あるいはメモを取ることはできない。あるいは，立ち

会うことはできるのですけれど，意見陳述することはできない。そうでなければ弁

護人は，取調室から離れろと言われていました。

18 番目の質問に入ります。勾留請求されない事件について，二つの状況がありま

す。

まず一つ目の状況は，逮捕されたけれども，検察に移送されない状況です。この

場合は警察署で取り調べられるのですけれども，この状況は，先ほど申し上げたよ

うな弁護人の立会いと同じ処置になります。

二つ目は，逮捕はされないのですけれども，警察からの通知をもらって自ら警察

に行った場合，もし依頼者が警察に行く前に弁護士に相談することがあれば，弁護
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人はあらかじめ事件の状況について分かるし，これによって意見のアドバイスもす

ることができます。ついでに依頼者に警察署はどういう環境なのか。取調べ手続，

あるいは自分の黙秘権はどのように行使するのか教えてやることもできます。

しかし，先ほど申し上げた状況とは違った状況があるのです。それは警察がただ

依頼者に証人という身分で来てもらう。その場合，台湾の刑訴法上の証人には弁護

人選任権がないので，もし弁護人が依頼者と一緒に警察に行ったら，警察は依頼者

が証人であるという理由で，弁護人の立会いを拒絶することになります。このよう

な場合，もし弁護士があらかじめ依頼者と事務所で相談することがあれば，弁護人

はその場で，依頼者は被告人被疑者になる可能性があるかどうか判断しなければな

りません。そして，もし被疑者になる可能性があるのだったら，依頼者に警察に対

して，弁護人の立会いがなければ，取調べを拒絶すると答えます。台湾では，警察

の通知は拘束力がないので，このように警察に答えたら，警察もストレス，プレッ

シャーを感じます。

もし，当事者が弁護人との相談をせずに，自ら一人で警察署に行って，取調べの

途中で弁護人を依頼すると要求したら，この弁護人が警察に行った後，対応と処置

は，依頼者が逮捕されたときと同じです。

19 番目の質問に入ります。今まで，この問題について実証的な研究が行なわれて

いることは，私は見たことないのですけれども，個人的な経験によりますと，確か

に警察の取調べは，弁護人がいるかどうかによって，かなり違ってきます。弁護人

が立ち会う場合は，弁護人は自分の職責をちゃんと果たしていれば，通常の場合，

警察は，不正に供述を取ることはないです。しかも対応もよくなるのです。今の時

代では，警察はあまり拷問をしないのですけれども，弁護人がいない場合は，被疑

者に対して肩を叩くとか，軽い脅迫の手段を使ったり，そういう不正な方法で供述

を取ったりすることはあると思います。

20 番目の質問に入ります。台湾の立会制度は，1982 年に，社会的に非常に注目さ

れていたあるえん罪事件によって法改正されて，やっとできた制度です。当時台湾

はまだ民主化されていませんでした。今は，意見陳述することもできて，自由な状

態で被疑者とコミュニケーションをとることもできるので，かなり進歩してきたと

思います。今，裁判所では弁護人に立ち会ってもらうのは，被告人，被疑者の人権

であることは，もう常識であります。現在では，取調べ段階で弁護士を委任するこ

とが被告人，被疑者の権利であることはもう裁判官たちには常識です。

検察官は相変わらず弁護士が立ち会うことはあまり好きではありませんが，先ほ

ど申し上げたとおり，一部の警察だけではなく，検察官も被告人を証人という身分

で召喚して，この方法によって弁護人の立会いを避けることもあるのですけれども，

高裁判所の判決によって，検察官がこういう方法で被告人を呼んでくる場合，悪

意の程度に至ったら，証拠排除されます。ですので，その方法で被告人を呼ぶこと

も少なくなってきました。検察は弁護人立会いの制度は好きではありませんが，少

なくとも，警察の長官とか，公の場でこの制度はよくないとか，制限すべきとか，

こういう発言はありません。

21 番目の質問に入ります。これは，先ほどもちょっと触れましたが，法テラスの
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後，裁判所の国選弁護の方も両方とも弁護士の報酬はすごく低いので，このことは

弁護の質にすごく影響しています。それに警察での立会いの事件の確率はやはり高

くありません。法テラスの予算は，減らされる危機があるので，楽観視できないと

思います。

秋田委員 それでは，今のお話を受けて，笹倉先生からコメントいただき，その

後，質疑応答に入りたいと思います。

笹倉教授 台湾ではかなりのたくさんの事件で立会いが行なわれているのかと

思いきや，警察段階では財政的な問題というのがきっとあるのだと思うのですが，

まだまだ少ないというようなことが非常に示唆的でした。報酬の問題が大きな課題

で，報酬が低いということによって，弁護の質が低い可能性があるといったことも，

非常に重要なご指摘かなと思いました。ただ，その反面，制度ができた当初は，ま

だ問題がある取調べが行なわれていたりしたけれども，それが徐々に問題がある取

調べというのは，少なくなってきたというような制度運用の面での変化というのは，

非常に大きいものがあると思いました。

意見陳述が取調べの際にできるようになったということは，大きかったと思いま

すし，2000 年の法改正で条文に追加されたということは，重要なことだったと思い

ます。ですので，日本で取調べの立会いについて制度化するという場合，録音・録

画というのが必ずされることも必要ですが，現場で弁護人がどういうことを警察に

対して言うことができるのか。あるいは取調べを中断するようなことも，台湾では

できるといったことは，非常に大きな示唆があるのかなと思いました。

いずれにしても，勾留の段階までいけば，かなり権利保障があるということです

が， 高裁が様々な憲法解釈で積極的な判断をしているということも，台湾の特色

の一つかなと思いました。

あとは，制度ができているけれども，その運用がこれから改善の必要な点がある

ということで，特に警察での立会いの割合をどうやって高めていくのかということ

が，重要なのかと思いました。

在宅の事件についての取調べへの立会いも普通になっているとのことでした。た

だ，その抜け道として証人として呼ばれるという在り方があるということで，その

辺りも非常に興味深いというか，捜査機関もいろいろ考えるのだなと思いました。

立会弁護人が実践的にどういうことをされているのかということをご自身のご

経験も含めていろいろお話をいただいたことを興味深くうかがっていましたが，

初は警察や検察も抵抗はしていたけれども，現在ではそういうこともないというこ

とで，この 20 年間の積み重ねが大きな成果を生んでいるのだと思いました。

（質疑応答）

林委員 質問事項の 10 番のところで，原住民の方とかの場合は，立会いができる

ことを警察が積極的に言うのだけれども，一般の人々の場合にはあまり警察は積極

的にそういうことができるということは言わないというお話があったかと思うの

ですけれども，弁護士の方から警察がもっと積極的に言わなければいけないように
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しようという動きはあるのでしょうか。

尤弁護士 私の意見としては，例えば警察が法テラスに連絡して弁護士に来ても

らうことを警察の成績として認められれば，警察は積極的に非原住民の人にも，法

テラスの弁護士が来てもらうことができますという助言をするようになると思い

ます。

奥村委員 制度の関係ですが，逮捕段階で 24 時間以内に裁判所へという話でし

た。それで，その間に障害者とか原住民の方の場合は，取り調べる前に４時間の時

間をおくと。じゃあそうではない方については，時間をおかずに取調べが始まって

しまうのか。その被疑者が弁護人を依頼するといった場合，取調べはどうなるのか。

止まるのか。そのまま続けられるのか。そのあたりを教えてください。

尤弁護士 台湾の刑訴法によると，弁護人を選任しますと取調べを受けた者が主

張しても，弁護人を待たなくてもいいということになります。24 時間の制限は逮捕

された者にしか適用されないので，実務上，かなりあることは，警察は故意に逮捕

せずにそのまま取調べに入ること，そういうのはすごく多いです。取調べ中に逮捕

されたら，その 24 時間の計算が始まります。そういう場合，被疑者は弁護人を選任

します。「弁護人に来てもらいます」と言うのだったら，弁護人が来る前にその時間

は 24 時間以内に計算されないです。

奥村委員 弁護人を選任すると，事実上取調べは止まってしまうということでし

ょうか。

尤弁護士 原則的に，その被疑者は弁護人を待ちますと言ったら，必ず待たなけ

ればならない。しかし，実務上，警察は弁護人が来るのは時間がかかりますなどと

被疑者に言います。

久保事務局長 1982 年のえん罪事件をきっかけとしてこの取調べの立会い義務

が法定されたということなのですけれども，それはどういう事件だったか，教えて

いただけますか。

尤弁護士 1982 年のある銀行強盗事件（王迎先事件）なのですが，台湾でははじ

めて犯人が銃を持って銀行に入った事件なので，社会的に注目されました。政府が

警察に対して，ある期間内に必ず真犯人を逮捕しなければならないという圧力をか

けたので，警察もかなり焦っていました。警察は，王さんが真犯人と思って逮捕し

ました。取調べのときも拷問したので 後に自白を取れました。実況見分で王さん

を現場に連れていった途中に，王さんが橋から身を投げました。しかし１か月後，

真犯人が現れて逮捕されました。そのため政府は，大変なえん罪事件だと攻撃され，

その年に法改正されて，捜査段階でも弁護人選任すること，立ち会うことができる

ようになりました。

髙見委員 台湾では，警察とか検察官は，被疑者が黙秘しますと言ったとき，ど

のような対応を取りますか。素直に黙秘には応じてもらえるのでしょうか。

尤弁護士 警察についてなのですが，やはり供述してもらいたいのです。そのた

め，あらゆる手段を使って黙秘権を放棄させるようにします。しかし，もし，弁護

人がいる場合は，そのようなことはしません。警察と比べて，意外と検察と裁判官

は，被疑者被告人の黙秘権行使に抵抗しています。
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私の経験したある事件ですが，その依頼者は，法廷で黙秘権を行使しました。裁

判官はすごく怒りました。 後に，その裁判官は怒りすぎて，被告人に黙秘権はあ

るべきではないと言ってしまいました。我々も理解しなければならないのは，黙秘

権は実は，人間の考え方に反しているということです。やはり，何か聞かれたら答

えたくなります。しかも，相手は裁判官ですし，黙秘したら自分の運命を決める人

である裁判官・検察官に，私が何か隠しているのではないかと思われてしまいます

ので，すごく怖いのです。

谷萩委員 台湾では，警察が被疑者の身体拘束をした状態で，被疑者の取調べの

できる期間，日数はどのぐらいあるのでしょうか。

尤弁護士 台湾の警察は，現行犯または準現行犯逮捕した場合は，警察は必ず速

やかに検察に送致しなければならないので，基本的に警察は被疑者を拘束する権限

はないです。

川上委員 日本でも，警察は原則 48 時間以内に検察庁に被疑者の身柄を送らな

ければいけないことになっていますが，その後も，勾留が認められた場合には，警

察の留置場にいて，警察官の取調べを受けます。台湾の制度を教えてください。

尤弁護士 台湾では，勾留されたら看守所（日本の拘置所に相当）に行かなけれ

ばならないです。つまり，日本のように警察の看守所で被疑者を留置することは，

台湾ではないです。警察が取調べの必要があって，被疑者を取調べたいという場合

は，まず検察官に請求しなければならないです。そして，検察官は，看守所から被

疑者を検察のところに呼んで，そしてまた警察のところに行って，警察の取調べが

終わったら，基本的に当日に終わらなければならないのですが，終わったら，もう

一度検察に戻します。検察からまた看守所に戻します。こういう流れになります。

こういうときは，被疑者にとって非常に大変なことになります。朝早く看守所か

ら検察に行かなければならないし，全部終わってまた看守所に戻ったときも，夜遅

くになります。お風呂に入ることもできないし，ご飯を食べることもできない。そ

のため，警察がこういう取調べはたくさんやりたいとき，被疑者にとって大変大き

なストレスになります。しかも，台湾の捜査段階の勾留期間は２か月プラス延長で

２か月，トータル４か月なので，十数回の取調べあるとき，被疑者に対してすごく

負担になります。その負担が重すぎて自白してしまった場合もあります。

川上委員 日本では，10 日プラス 10 日の 20 日間勾留されることが多いのです

が，その間の取調べはほとんどを警察が行ないます。検察官の取調べは数えるほど

です。

先ほどのお話で２か月プラス２か月合計４か月の勾留の期間の間に，実際に取調

べを担当するのは警察官なのでしょうか。多くは検察官が取調べをするというのが

実態なのでしょうか。

尤弁護士 司法警察官，あるいは台湾では調査局という刑事事件を担当する部署

がありまして，重大事件，主に汚職事件を担当する部署もあります。多くの取調べ

は，この司法警察官と調査局が担当します。検察官がどういうとき取り調べるかと

いうと，大体は一旦司法警察官が取調べします。その後，同じ質問の内容を繰り返

して被疑者に質問します。それによって，検察官面前調書ができます。検察官が主
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導して違う質問をすることもあります。重大な汚職事件などの場合です。

秋田委員 ありがとうございました。日本にはまだ立会いもなくて，取調べの録

音・録画も非常に限られた事件であるため，いろいろ制度も運用も変えていかなけ

ればなりません。そのためには，台湾の状況をもっと勉強したいと思っております。

第４ まとめ

台湾では，拷問により自白を得るなどの人権侵害や冤罪が起きたことが，法改正の

動きにつながり，弁護人の取調べの可視化や立会いの法制化につながった。日本より

も法改正への道程はきわめて迅速である。

尤弁護士が語るとおり，弁護人立会いの効果は明らかである。弁護人が取調べに立

ち会っていることで，被疑者が暴力を振るわれるなど不正な方法ができなくなること

はもちろん，黙秘権を行使した際に警察から放棄させようとされないことにもなる。

また，台湾の捜査機関も，制度化当初は立会いに抵抗していたが，現在では立会いの

制度が定着し，意見陳述権が認められるなど充実してきたようである。裁判所では，

立会権を認めることが常識となっているという。

もっとも，課題もある。林教授によれば，裁判所は，立会いを黙秘権保障と結びつ

けて考えられていないことが問題であるとのことであった。尤弁護士からは，国選の

弁護報酬が低額であることなどや，裁判官も黙秘権行使に否定的な姿勢を示した例も

紹介された。

そのような課題も含めて，早期に取調べの可視化や弁護人立会いを実現してきた台

湾から学ぶべきことは多い。

日本での今後の刑事弁護を充実させるとともに，よりよい刑事司法制度を実現して

いくために，是非とも参考にすべきであろう。

後となったが，周到な準備の下，快くインタビューに応じていただいた林裕順教

授，尤伯祥弁護士の両先生，専門用語も含めてわかりやすい通訳をしていただいた李

怡修先生，そして，コーディネートと共に，貴重なコメントをいただいた笹倉香奈教

授に，心から御礼を申し上げたい。
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第３章 ドイツの被疑者国選弁護制度

髙見健次郎（実行委員会委員・金沢）

第１ はじめに

ドイツでは，2010 年１月から，勾留状が執行された被疑者には弁護人が選任されな

ければならないとされ（必要的弁護制度），勾留により身体拘束された被疑者の弁護人

に対するアクセス権が厚く保障されることにはなった。

しかし，それでは，なお「直接に又は自ら選任する弁護人を通じて防御する権利」

を保障する欧州人権条約６条項ｃ及び「警察官若しくは法執行機関または司法的機関

により取調べ（questioning）される前に」あるいは「刑事事件につき権限ある裁判所

に出頭するよう召還されている場合，裁判所に出頭する前の然るべき時に」弁護人に

アクセスする権利を謳う 2013 年ＥＵ指令３条を満たさないという問題が残されてい

た。

そこで，今般，ドイツでは，「被疑者が勾留の裁判のため，裁判所に引致されている

とき」などにも弁護人の関与を必要とする法改正がなされ，これが 2020 年１月から施

行されるに至った。

以下，ドイツにおける必要的弁護事件の拡大に関する法改正に関して報告する。

なお，本来ならば，本シンポジウムの開催に合わせて，実行委員会は上記法改正に

ついてドイツを現地調査することになっていたが，新型コロナウイルスのまん延によ

り，それが叶わない状況となったため，加藤克佳教授（専修大学法学部・愛知県弁護

士会）を講師として日弁連で勉強会を開催した（2021 年１月 27 日）。以下の報告は，

その勉強会によるところが大きい。加藤教授にはこの場をお借りして深く感謝申し上

げる。

第２ 刑事弁護人の法的地位

刑事弁護人の法的地位に関しては，実務及び学説上，司法機関説が伝統的かつ支配

的見解である。これに対して，特に弁護人の司法機関としての地位を否定し，もっぱ

ら被疑者・被告人の利益のために奉仕すべきことを強調する代理人説が対立する構造

となっていたが，近時，司法機関説を修正して，公的機能は，弁護の実効性，核心領

域での司法の実効性に限定されるとする限定的機関説が有力に唱えられている。

第３ 国選弁護制度（特に起訴前の身体拘束段階における国費による弁護制度）

１ 必要的弁護と国選弁護（公選弁護）

ドイツ刑事訴訟法（2020 年 12 月 21 日改正。以下「刑訴法」という。また，特に法

律を示さず条文のみを記載する場合は，同法を指す。）は，特に重大な事件（重罪など）

の訴追に際して，又は被疑者・被告人に重大な障害（精神疾患など）がある場合には，
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刑事手続には常に弁護人を関与させなければならないと定めている（いわゆる「必要

的弁護」）。そのような事案で被疑者・被告人が弁護人を選任していれば，この法的要

請は満たされる。その場合，私選弁護人は，同時に必要的弁護人でもある。

これに対して，被疑者・被告人が弁護人を選任していない場合には，同人に対して，

職権で弁護人が付される。裁判所（裁判官）が職権で付した弁護人が国選弁護人（公

的弁護人）である。すなわち，必要的弁護人と国選弁護人の概念は，完全に一致する

わけではないが，全ての国選弁護人は，同時に必要的弁護人である。

２ 被疑者国選制度の概要（新たな必要的弁護制度を中心に）

⑴ 必要的弁護

刑訴法は，その 140 条１項で，被疑者又は被告人が，115 条（管轄裁判官への引

致），115a 条（ 寄りの区裁判所裁判官への引致），128 条（仮拘束の際の引致）１

項又は 129 条（起訴後の仮拘束の際の引致）により，勾留又は仮収容処分について

の裁判のため，裁判所に引致されているとき（４号），被疑者又は被告人が，裁判官

の命令又は承認に基づいて施設収容されているとき（５号），裁判官による尋問の際

に，尋問の重要性に基づいて，被疑者又は被告人の権利保護のため弁護人の関与が

必要と思われるとき（10 号），視聴覚や言語に支障のある被疑者又は被告人が，任

命を請求したとき（11 号）は，弁護人の関与を必要とすると定めた。

仮拘束は，日本でいう逮捕（現行犯逮捕，緊急逮捕）に相当するものと理解して

よい。ドイツでは，被疑者が仮拘束されたときには，遅くとも翌日までには裁判官

に引致されなければならず，引致された被疑者は，裁判官から勾留質問を受け，勾

留するかどうか判断されることになるが，その際には，弁護人の関与を必要とする

と定められたのである。これは，日本でたとえると，逮捕された被疑者が裁判官の

勾留質問を受けるために裁判所に移送された際には弁護人を付けなければならな

いことを定めたことになる。

すなわち，ドイツでは，被疑者・被告人に対して未決勾留又は仮拘束の執行がな

されている場合には，必要的弁護として弁護人の関与を必要とする法律が 2010 年

に施行されていたが，近時，その必要的弁護の範囲を仮拘束後裁判官の面前に引致

される際にまで広げたのである。

⑵ 国選弁護人の任命の時期

必要的弁護の場合には，行為非難が開始されているのに弁護人を有しない被疑者

又は被告人に対しては，同人が教示を受けた後，明示的に請求したときは，速やか

に国選弁護人が任命される。この請求については，遅くとも，同人の尋問又は同人

との対質の前に，裁判されなければならない（141 条１項）

そして，①被疑者又は被告人が，勾留又は仮収容処分についての裁判のため，裁

判所に引致されているとき，②行為非難が開始されている被疑者又は被告人が，裁

判官の命令又は承認に基づいて施設に収容されていることが判明したときなどに

は，被疑者又は被告人の請求がなくても，必要的弁護の場合には，国選弁護人が選

任される（同条２項）



－238－

第５編 海外調査報告

ただし，①身体若しくは生命への現在の危険又は人の自由への現在の危険を避け

るため特に必要な場合，②刑事手続の著しい危殆化を避けるため特に必要な場合は，

起訴前手続においては，被疑者の尋問又は被疑者との対質は，141 条２項とは異な

り，国選弁護人の任命の前に行うことができるとされる（141a 条）。

⑶ 被疑者・被告人の弁護人指名権

国選弁護人の任命前に，被疑者又は被告人に，一定の期限内に弁護人を指名する

機会が付与される。この場合，136 条( 初の尋問)１項３文及び４文の規定を準用

する。重要な反対理由がない限り，同人に，期限内に指名された弁護人が任命され

る。重要な反対理由は，当該弁護人が対応できないか，又は適時に使用できないと

きにも存在する(以上，142 条５項)。

自己が指名した弁護人ではない者が国選弁護人として同人に任命された場合に

は，連邦弁護士会の名簿から，選択することができる。その際には，名簿に登録さ

れた弁護士のうち，刑事専門弁護士か，又は，連邦弁護士会に国選弁護の受任を申

し出ており，弁護の受任に適した弁護士を選択するものとする(同条６項)。

国選弁護人の任命についての裁判所の裁判に対しては，即時抗告することができ

る(同条７項)。

さらに，被疑者又は被告人が 142 条５項１文により定められた期限内に指名した

弁護人とは異なる弁護人が任命されたか，又は弁護人の選択のため短い期間しか設

けられなかった場合に，任命についての裁判所の裁判の告知後３週間以内に，これ

と別の弁護人を任命するよう請求したときで，これに反対する重要な理由がないと

きは，国選弁護人の任命を取り消し，新たな国選弁護人を任命するものとされる

（143a 条２項１号）。

なお，上記 142 条５項で準用されている 136 条第１項３文とは，被疑者・被告人

が尋問の前に弁護人と相談することを希望した場合には，弁護人に連絡をすること

を容易にする情報を提供しなければならないという規定であり，同第４文とは，そ

の際，既存の当直弁護士のことを教示しなければならないという規定である。ここ

にいう「当直弁護士」とは，日本でいう当番弁護士と考えて差し支えない。

このように，ドイツでは，被疑者・被告人に対して国選弁護人の指名権が与えら

れており，その指名に当たっては， 初の尋問前に，当番弁護士の教示を含めて弁

護人と相談することを容易にする情報が提供されなければならず，当該弁護人が対

応できないか，適時に受任できないときなど重要な反対理由がない限り，被疑者・

被告人が指名した弁護士が国選弁護人に選任されることになっており，指名した弁

護士が国選弁護人に選任されなかった場合には改めて連邦弁護士会の名簿から弁

護人を選択することができることになっている。

被疑者に弁護人の指名権が認められているのは，ドイツでは，国選弁護人の選任

においても，被疑者・被告人と弁護人との信頼関係が重視されるためである。

⑷ 国選弁護人の任命の継続及び解消

国選弁護人の任命は，刑事手続の打切り又は確定的な終結によって終了する（143

条１項）。

また，必要的弁護事件でなくなった場合には，任命を取り消すことができる（同
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条２項）とされ，この決定に対しては即時抗告することができる（同条３項）。

必要的弁護事件でなくなった場合には，任命を取り消すことができるとする規定

が実務上どのように運用されているかは不明であるが，日本の被疑者国選弁護人が

被疑者釈放時には任務終了とされ，その後の国選弁護が断絶される不都合を抱えて

いることに比べれば，事件の確定的な終結によって終了するとされる制度は大変魅

力的である。

３ 近の法改正の経緯・内容

ドイツでは，すでに述べたとおり，2010 年１月には，勾留状が執行された被疑者に

は弁護人の関与が必要される必要的弁護制度が開始された。日本では，逮捕前置主義

との関係で勾留決定される被疑者は必ず逮捕されていることになるが，ドイツでは勾

留状は必ずしも身体拘束されている被疑者に発せられるとは限らないので，「勾留状

が執行されたとき」必要的弁護とされる。そして，実体的には勾留により身体拘束さ

れた被疑者は必要的弁護とされるので，被疑者の請求を要件とされる日本の被疑者国

選弁護制度に比べると，身体拘束された被疑者の弁護人による援助権は相当手厚く保

護されているといえる。なお，勾留全件を必要的弁護とする場合，弁護人の対応態勢

は整っているのかという疑問が生じるかもしれないが，ドイツでは，日本に比べると，

罪証隠滅を理由として勾留されることはあまりなく（勾留の 90％以上は逃亡のおそれ

を理由とされる。），比例原則が徹底されていることから，勾留される被疑者の数は日

本に比べてかなり少なく，対応態勢に問題は生じていないと推測される。

とはいえ，2010 年施行の上記必要的弁護制度は，あくまで勾留状が執行されてから

適用されるものであり，裁判官の面前に引致される前の仮拘束中の被疑者には必要的

弁護が及んでいなかった。そして，この点は， 初の尋問前の弁護人のアクセス権を

保障すべきとするＥＵ指令を満たしていない状態として問題視されていた。

そこで，刑訴法は，被疑者・被告人が仮拘束された被疑者が勾留又は仮収容処分に

ついての裁判のため裁判所に引致されているときには，弁護人の関与を必要とするこ

とに改正されたのである。

もっとも，身体若しくは生命への現在の危険又は人の自由への現在の危険を避ける

ため特に必要な場合や刑事手続の著しい危殆化を避けるため特に必要な場合には，国

選弁護人の任命前に被疑者の尋問を行うことができるとする規定は，不明瞭で不当な

制限であるなどとして問題視されてはいる。しかし， 初の尋問前に弁護人の援助を

受けることができるとする 2013 年ＥＵ指令（これは欧州人権条約６条３項３に基づ

くものである。）の要求を少しでも即応すべく必要的弁護制度の時間的枠を広げる今

回の刑訴法改正は，日本が大いに見習うべき改正とみるべきである。

４ 関連する制度と 近の法改正（「 初の尋問」）

⑴ 初の尋問

先にも触れたが， 初の尋問の開始の際，被疑者・被告人が尋問の前に弁護人と
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相談することを希望した場合には，弁護人に連絡をすることを容易にする情報を提

供しなければならない（136 条１項３文）。その際，既存の当直弁護士のことを教示

しなければならない（同項４文）。

なお，刑訴法では，日本の刑事訴訟法のように，取調べ，弁解録取，勾留質問，

法廷での被告人質問を意識して区別しておらず，警察官，検察官，裁判官が被疑者・

被告人に質問することを全て「尋問」と表現している。

過去に日弁連が行ったドイツ調査において，警察や検察庁では， 初の尋問前に

被疑者が弁護人へのアクセスを求めたときには，電話帳を示すだけのこともあるが，

賢明な刑事は弁護士救急センター（日本の当番弁護士に相当する。）に連絡するとの

結果が得られていたところであるが，近時の法改正では， 初の尋問の開始の際，

被疑者が尋問の前に弁護人と相談することを希望した場合には，弁護人に連絡をす

ることを容易にする情報を提供しなければならず，その際には当直弁護士（弁護士

救急センター）のことを教示しなければならないと改善されたのである。

現在，日本の警察は既に司法界では周知となっている当番弁護士の案内に対して

も消極的な態度を示していることからすれば，上記当直弁護士を教示しなければな

らないとする法改正は，日本でも大いに見習うべきものである。

なお，過去の日弁連の調査によれば，弁護士救急センターでは，おおむね要請が

あってから 30 分程度で弁護士が接見に赴いているとのことであり，その点は，今後

日本で逮捕段階の国選弁護制度を創設するに当たっては参考にされなければなら

ない。

⑵ 尋問の録音・録画

近時の刑訴法改正では，尋問の録音・録画について，次のような規定が盛り込ま

れた。

136 条４項

被疑者又は被告人の尋問は，画像・音声を記録することができる。ただし，以下

の場合は，画像・音声を記録しなければならない。

１．故意の死亡犯罪の手続で，記録が尋問の外部事情や特別の緊急性に反しないと

き。

２．被疑者又は被告人が明らかに知的能力が低減した者であるか又は重大な精神障

害者であるため，その保護に値する利益が記録により一層保護されるとき。

過去に日弁連が行った調査では，警察，検察庁，弁護士会いずれも，取調べの録

音・録画にはあまり関心を示されていなかった印象があるが，近時，取調べの録音・

録画(取調べの可視化)については，上記のような改正がなされた。

ドイツには，日本のような伝聞法則はないが，取調官の証人尋問によって捜査段

階の被疑者の供述が法廷に顕出されることはあるものの，原則として捜査段階の被

疑者の供述調書には証拠能力がなく，直接主義・口頭主義が徹底されているため，

法廷で捜査段階の被疑者の供述調書の任意性・信用性が争われることは少ないよう

である。

過去の日弁連の調査では，警察としては被疑者の取調べを録音・録画されれば，
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供述調書を作成しなくてもよいという扱いにしたいが，検察官は録音・録画した場

合でも供述調書を作成すること(書面化すること)を求めているということを聴き

取っている。上記法改正により，取調べの録音・録画の記録媒体がどのように利用

されるかは，今後の運用に委ねられることになり，大いに注目される。

５ 日本法への示唆

確かに，ドイツの被疑者国選弁護制度は，必ずしも国際基準(ないし欧州基準)に達

しているものとはいえない。

しかし，次の諸点は，日本の立法(法改正)に当たり，大いに参考となり得る。

前提として，「被疑者」＝「被告人」と位置づけている。更にいうと，まず「被疑者」

について規定し，「被疑者」と「被告人」を「未決」と「既決」というように対置する

規定をしている。すなわち，むしろ捜査手続を刑事訴訟の重要な段階すなわち主戦場

としてとらえる姿勢が見受けられる。

その上で，まず，必要的弁護事件では，被疑者に，その請求があれば遅滞なく( 初

の尋問前に)国選弁護人を任命すべきものとしている。ただし，弁護人なしの尋問に明

示の同意がある場合には例外が認められており，この点は注意を要する。

次に，必要的弁護事件では，被疑者の請求がなくとも，①勾留事例(被疑者が，勾留

又は仮収容処分についての裁判のため，裁判所に引致されているとき)，②収容事例

(行為非難が開始されている被疑者・被告人が，裁判官の命令又は承認に基づいて施設

に収容されていることが判明したとき)，③防御能力欠如事例(被疑者が，特に尋問や

対質の際に，自ら防御することができないことが起訴前手続において明らかなとき)

など，一定の場合に，「職権で」国選弁護人を任命すべきものとしている。ただし，多

くの例外を認める特則を設けている点は，注意を要する。

さらに，被疑者には一定の期限内に弁護人を指名する機会が付与されている。

そして，国選弁護人の任命の要件に加えて，管轄及び任命手続，任命の継続及び解

消，弁護人の変更，国選弁護人の追加等に関する詳細な手続的規定を設けている。
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第４章 カナダの刑事手続における被疑者・被告人の権利保障

秋田真志（実行委員会委員・大阪）

佐藤大樹（実行委員会委員・第二東京）

西村健（実行委員会委員・大阪）

第１ はじめに－なぜカナダを調査することにしたのか？

日本の刑事司法の問題点は多いが，特に取調べ前の弁護人依頼権の保障，取調べへ

の弁護人立会い，人質司法の打破については 重要の課題である。取調べへの弁護人

立会いに関しては，ＥＵ指令によりＥＵ諸国で法制度化が進められているほか，韓国

や台湾でも導入されてグローバル・スタンダードになりつつあるといえる。人質司法

に関しては，海外では身体不拘束が原則化している例も多いほか，近時はＧＰＳ技術

の発展が身体拘束の在り方を変えつつあるという現状もある。それらの国際的な波は，

遅かれ早かれ，日本の刑事司法にも影響を与えていくであろう。

これに対し，カナダでは，2010 年 高裁109において，弁護人の取調べへの立会権が

否定された。カナダで立会いが認められていないとすれば，Ｇ７諸国の中で，カナダ

と日本が取調べへの弁護人立会いが認められていないことになる。また，2018 年に華

為技術（ファーウェイ）の 高財務責任者（ＣＦＯ）がカナダで拘束された際に，Ｇ

ＰＳ装置の装着により早期に釈放されたことが報じられ，日本との違いが明らかとな

った。

しかし，これらの情報だけでは，カナダの法制度や実務運用は明らかになったとは

言えない。また，日弁連として，上記のような観点からカナダの刑事司法制度を調査

したことはない。そこで，本シンポジウムに向けて，カナダの刑事司法の実際を調査

することとした。

当初，カナダを訪問してのインタビューを計画したが，新型コロナウイルスのまん

延もあり，断念せざるを得なかった。同時に，同ウイルスの問題は，海外とのオンラ

イン会議を一般化させることにもなり，リモートでのインタビューが容易となった。

そこで，笹倉香奈甲南大学法学部教授の協力を得て，カナダで刑事弁護に詳しい研

究者，弁護士の紹介を受けた結果，カルガリー大学のリサ・シルバー准教授，同准教

授の夫でアルバータ州のクイーンズカウンセルのマーカム・シルバー弁護士，さらに

オンタリオ州のカナダ 大都市であるトロントで事務所を経営するボリス・バイテン

スキー弁護士に対し，Ｚｏｏｍでのインタビューを行うことができた。

インタビューは，笹倉教授による通訳の下，シルバー夫妻に対しては 2021 年３月

31 日，バイテンスキー弁護士に対しては翌４月１日に約２時間実施した。それぞれに

事前に質問事項（資料 12）を送付しており，バイテンスキー弁護士からは事前にメー

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

109 SUPREME COURT OF CANADA /CITATION: R. v. Sinclair, 2010 SCC 35, [2010] 2 S.C.R. 310 

/DATE: 20101008.
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ルでの回答（資料 13）が寄せられたので，追加質問事項（資料 14）を送付したところ，

この追加質問についても回答（資料 15）があった。

これらの質問事項と回答を基に，それぞれのインタビューはスムーズに行われた。

資料 12 質問事項

Questionnaire about defendants' rights in Canadian Criminal Justice

1 Physical Restraints in Canada １ カナダの身体拘束について

【Ｑ】 (1) What is the process of physical restraint after 
arrest until the conclusion of trial in Canada?

【質問】⑴ カナダにおいて，逮捕後結審され

るまでの身体拘束の状況は，どのような流れに

なっているのでしょうか。大まかに教えてくだ

さい。

【Ｑ】⑵ Could you tell us about the GPS monitoring 
program for persons released on bail?

【質問】⑵ 保釈の際のＧＰＳの運用状況につ

いても教えてください。

In Japan, when a person is arrested, the public 
prosecutor decides within three days whether to detain 
the person. When a detention request is made by the 
prosecutor, the court decides whether to detain the 
person or not and issues a warrant. If the person is 
detained, the physical restraint continues. In principle, 
the period of detention is between 10 and 20 days, 
during which time the prosecutor decides whether to 
prosecute. If the case is prosecuted, a trial date will be 
set in one to two months. The case will conclude in one 
trial date for short cases, while for longer cases, the trial 
will take several years. After being charged, unless the 
court allows you to be released on bail, you will be 
physically detained. In Japan, GPS monitoring system 
is not yet in use. There is a discussion going on in the 
Ministry of Justice whether we should bring in this 
system.

日本では，逮捕されると，３日以内に検察官

が勾留をするか決めます。検察官からの請求が

あると，裁判所が勾留するかどうかを決定し，

勾留されると身体拘束が続きます。勾留の期間

は，原則として 10 日～20 日以内で，それまで

に検察官が起訴するか判断します。そして，起

訴されると，１～２ヶ月で裁判期日が指定さ

れ，短い事件は１回の期日で結審，長い事件は

数年をかけて審理されます。起訴された後，裁

判所が保釈を許さない限り，身体拘束が続きま

す。日本では，ＧＰＳの運用はなされておらず，

今後の運用に向けて法務省での議論がされて

いる状況です。

2 The right to receive advice from an attorney prior to 
interrogation

２ 取調べに先立つ弁護士の助言を受ける権

利について

【Ｑ】⑴ How is the right of a suspect to receive advice 
from counsel prior to interrogation currently 
guaranteed in Canada? Also, can suspects actually 
speak with counsel prior to interrogation?

【質問】⑴ 現在，カナダにおいて，被疑者が

取調べに先立って弁護士から助言を受ける権

利はどのように保障されていますか。また，実

際に，取調べに先立って，被疑者は，弁護士と

話すことができていますか。

In Japan, if the investigator informs the suspect of the 
right to request an attorney before the interrogation 
begins, the interrogation can be conducted regardless of 
whether he/she requests one or not. As a rule, it is not 
possible to get advice from an attorney over the phone.

We have read the decision of the Supreme Court of 

日本では，捜査官は取調べをはじめる前に被

疑者に対して弁護士を依頼できる権利がある

ことを伝えれば，実際に依頼する場合でもしな

い場合でも取調べを行うことができます。しか

し，電話で弁護士から助言を受けることは原則

できません。
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Canada in Sinclair (R. v. Sinclair, 2010 SCC 35, [2010] 2 
S.C.R. 310).

In the decision, it was pointed out that before starting 
an interrogation, the investigating officer only needs to 
inform the suspect of his right to receive advice from 
counsel and the suspect can be interrogated without 
actually receiving advice from counsel. It was also 
pointed out that in some instances, the 
investigator should give additional opportunity to the 
suspect to receive advice from counsel where 
developments in the course of the investigation make 
this necessary to serve the purpose underlying s. 10 . 
Furthermore, we learned that the defendant in the 
Sinclair case had received advice from his lawyer over 
the phone.

我々は，カナダのシンクレア判決（R. v. 
Sinclair, 2010 SCC 35, [2010] 2 S.C.R. 310）
を読みました。

判決では，取調べをはじめる前に，捜査官は，

弁護士の助言を受ける権利を告知すればよく，

実際に被疑者が弁護士から助言を受けなくて

も取調べをはじめることができる，と指摘され

ていました。また，場合によっては，捜査官が，

改めて弁護士の助言を受ける権利を告知しな

いとならない場合がある，とも指摘されていま

した。さらに，シンクレア事件の被告人は，電

話で弁護士から助言を受けていたことがわか

りました。

3 Attendance at Interrogation (Witnessing) ３ 取調べ同席（立会）について

【Ｑ】⑴ In Canada, how many times and for how long 
are interrogations conducted after a person is arrested 
and taken into custody?

【質問】⑴ カナダでは，身体拘束された後，

どのくらいの回数，どのくらいの期間，取調べ

が行われますか。

【Ｑ】⑵ Is it currently possible for an attorney to be 
present during an interrogation in Canada? Are there 
any regulations or precedents that allow such 
attendance?

【質問】⑵ 現在，カナダでは，弁護士の取調

べの同席（立会）は行われていますか。また，

同席（立会）を許す規定や判例はありますか。

【Ｑ】⑶ If the answer to the above question depends on 
the circumstances, such as whether the suspect is 
arrested or detained, whether the person confessed or 
admits his/her guilt, or the gravity of the offence, please 
tell us about it. Also, please tell us the percentage of 
cases where an attorney is  present (witnessing) during 
the interrogation.

【質問】⑶ 身体拘束がされているか，事件を

認めているか，事件が重大かどうか，など事情

によって違う場合には，その違いについても教

えてください。また，同席（立会）が行われて

いる割合についても教えてください。

【Ｑ】⑷ What rights are granted to the attorney who 
attends (or is allowed to attend) the interrogation? i.e., 
objecting to interrogation, interrupting interrogation, 
giving opinion during/after the interrogation, correction 
of the police statement, right to ask questions to the 
suspect during interrogation, etc.

【質問】⑷ また，同席（立会）が許されてい

る場合，同席（立会）した弁護士にはどのよう

な権利（異議，中断，意見を述べる，調書の訂

正，質問権など）が認められていますか。

Currently in Japan, there are very few cases in which 
a lawyer is allowed to be present during an 
interrogation. However, it has been reported that in 
very rare cases, it is allowed in cases where the person 
is not in physical custody and has admitted to the crime 
he/she is accused of.

In addition, there are no regulations or precedents in 
Japan that allow the presence of the counsel.

現在，日本では，弁護士が取調べの同席（立

会）を求めたとしても，許されるケースはほと

んどありません。ごく稀に，身体拘束されてい

ない事件で，罪を認めている事件の場合に，許

されるケースがあることが報告されています。

また，日本には，同席（立会）を許す規定や

判例もありません。

他方，日本では，逮捕から起訴までの間に上
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On the other hand, in Japan, there are up to 23 days 
between arrest and prosecution as mentioned above, 
and interrogation is conducted every day during this 
time period.

We have read the Canadian Sinclair decision (R. v. 
Sinclair, 2010 SCC 35, [2010] 2 S.C.R. 310). In the 
decision, it was pointed out that “Section 10 (b) of 
the Charter does not mandate the presence of defence 
counsel throughout a custodial interrogation”.. On the 
other hand, in the judgment, it was also pointed out that 
“here is of course nothing to prevent counsel from being 
present at an interrogation where all sides consent, as 
already occurs. The police remain free to facilitate such 
an arrangement if they so choose, and the detainee may 
wish to make counsel's presence a precondition of giving 
a statement. The police remain free to facilitate such an 
arrangement if they so choose, and the detainee may 
wish to make counsel's presence a precondition of giving 
a statement”.

記のとおり 大 23 日間あり，連日取調べが行

われます。

我々は，カナダのシンクレア判決（R. v. 
Sinclair, 2010 SCC 35, [2010] 2 S.C.R. 310）
を読みました。判決では，被疑者には，取調中

に弁護士を同席させる権利がない，と指摘され

ていました。他方，判決では（There is of course 
nothing to prevent counsel from being 
present at an interrogation where all sides 
consent, as already occurs.  The police 
remain free to facilitate such an arrangement 
if they so choose, and the detainee may wish 
to make counsel’s presence a precondition of 
giving a statement.）とも指摘されていました。

4 About the Public Defense System ４ 公的弁護制度について

【Ｑ】⑴ Please describe us about the public defense 
system in Canada. Please tell us how an attorney can 
advise his /her client after the client is arrested 
/detained.

【質問】⑴ カナダにおける，公的弁護制度，

身体拘束された後の被疑者に弁護士が助言を

する制度はどのようになっていますか。

Currently in Japan, suspects are granted the right to 
public defense after detention. The same is true when 
the suspect is not in physical custody and has been 
charged with a crime.

However, during the period between arrest and 
detention (up to 72 hours), there is no right to public 
defense. Therefore, in Japan, there is a system in which 
lawyers work pro bono to go to the police station and 
advise the suspect when requested by the arrested 
suspect (duty lawyer system).

現在，日本では，勾留後の被疑者には公的弁

護を受ける権利が認められています。身体拘束

されていない場合でも，起訴をされた場合には

同様です。

しかし，逮捕された後，勾留までの間（ 大

72 時間）には，公的弁護を受ける権利がありま

せん。そこで，日本では，弁護士がお金を出し

合って，逮捕された被疑者から要請があった場

合に，弁護士が警察署まで行き，被疑者に助言

をする制度（当番弁護士制度）が用意されてい

ます。

以上
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第２ シルバー夫妻に対するインタビュー

発言者はリサ・シルバー准教授，マーカム・シルバー弁護士，

第 15 回国選弁護シンポジウム実行委員会委員。

（自己紹介―リサ・シルバー准教授）

リサ・シルバー准教授（以下「リサ准教授」） リサ・シルバーと言います。私は，

現在，カルガリー大学法学部の准教授をしています。法学部の准教授になったのは

８年前で，その前は約 20 年間，刑事弁護をしていました。刑事弁護は第一審の段階

だけでなく，控訴審でも事件を担当していました。また，その間，治安判事を２年

間務めたほか，カルガリーの警察の委員会にも６年間所属していました。現在，大

学では，刑法，証拠法，刑事弁護，第一審の弁護を担当しています。

（逮捕後の身体拘束手続）

一つ目の質問は，カナダにおいて，逮捕後結審するまでの身体拘束の状況はどの

ような流れになっているか，大まかに教えてくださいということです。これは非常

に大きな問題でありますけれども，まず概括的にカナダの刑法，そして刑事訴訟法

について話したいと思います。

カナダは，コモンローの体系に属する国ですが，その一方で，立法も持っていま

す。そして，証拠法あるいは刑事手続に関する立法の一部は法律化されています。

これは刑法典(Criminal Code)の中に条文化されているということですが，この刑

法典自体は 1892 年に作られ，その後何回も改正を繰り返されてきました。法典はあ

りますが，その個別の条文については解釈の余地があり，裁判官による解釈の対象

になります。つまり，立法があると同時に，法解釈も展開されています。

法典，そしてコモンローの両方の法体系があるわけですが，いずれについても上

位の法があります。これは The Canadian Charter of Rights and Freedoms「人権

と自由に関する憲章（以下「憲法典」という。）」です。この憲法典は，刑法典及び

刑事手続との関係で非常に重要な役割を果たしています。逮捕や身体拘束に関わる

法体系も，この憲法典の中に規定されています。

これから，段階ごとに手続についての話をしますが，まず憲法典にどのような規

定があるかお話します。これは，後にお話する内容に非常に大きく関わってきます。

まず，憲法典は，特定の権利についても規定していますが，一般的な権利につい

ても規定しています。この一般的な権利に関する条文は，憲法典７条です。これは，

「何人も生命・自由，そして安全に関する権利を持っており，これらの権利は，基

本的な正義の原理に基づく場合を除いて侵害されない」と規定しています。刑法の

分野にとって，この７条，特に自由に関する権利は非常に重要です。というのも，

刑事手続の様々な部分で，この自由に関する権利を侵害することの葛藤があるから

です。人の自由は，７条に規定されているように，制約・侵害を受けることはある

けれど，それは基本的な正義の原理に従う場合に限られることになっています。憲

法典にはその他にも特定の権利に関する条文がありますが，これらは全てこの７条
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から派生しています。刑法にとっては，基本的な正義の原理に反しないことは非常

に重要です。とりわけ逮捕後の身体拘束に関しては，７条が上位規範として存在す

るのです。

本日，皆様からのご質問に書かれている様々な重要な権利は，この７条から派生

している９条や 10 条に関わるものです。９条は，「何人も恣意的に拘束され，ある

いは拘禁されない権利を持っている」と規定します。10 条は，「何人も逮捕あるい

は勾留において，以下の権利を持つ」と規定しており，10 条ａ項において，「なぜ

身体拘束をされたのかの理由を即座に告げられなければならない」，同ｂ項におい

て，「遅れることなく弁護人を依頼する権利を持つ」と規定されています。これらの

権利に関わるのが今日の話です。

さらに，逮捕後，審理が終わるまでの身体拘束については，11 条ｅ項が重要にな

ってきます。犯罪でチャージされた，起訴されたものについては，ｅ項では，「正当

な理由なく保釈を否定されない権利があると規定します。加えて刑法典（Criminal 

Code）16 章 502 以下では，必ず判事の面前に被告人を連れてこなければいけないと

いう権利，そして保釈に関する権利について規定しています。これらは，「逮捕され

た全ての被疑者には保釈の権利がある」と規定しているのです。身体拘束された被

疑者は，基本的には釈放されなければいけない，正当な理由がない限りは身体拘束

を解かれなければいけないというのが原則です。

釈放にはいくつかの方法があります。たとえば，犯罪の重大性や公共に与える危

険性，その人の安全性などを考慮して判断されるわけですけれども，一番早い段階

であれば，被疑者が逮捕され又は警察署に引致された時に，裁判所に出頭する旨を

書面により誓約させて，釈放するということができます。これが も介入が少ない

方法の釈放です。

警察は，その場で釈放しないとき，さらに合理的な理由がある場合には，身体拘

束を続けることができます。ただし，逮捕から 24 時間以内には，治安判事の下に被

疑者を出頭させ，更に身体拘束を続けるか否か，釈放するかを判断してもらいます。

大体の被疑者は，早い段階で釈放されますが，先ほど申し上げたとおり，警察が

合理的に公共の利益にかなう考える場合には，身体拘束を続けることができます。

この場合，警察署で身体拘束を続けることができますが，これも先ほど申し上げた

とおり，24 時間以内に治安判事に身体拘束が妥当かどうかの判断を仰がなければな

りません。24 時間以内，いつでも治安判事が判断できる状況でなければならないと

いうことです。

私も治安判事時代は夜勤をして，事務所で夜中の 12 時から朝の８時まで待機し

たこともありました。その当時から電話による身体拘束継続請求があり，その電話

によって審問を行うこともありました。当時は，警察官が 24 時間以内に出頭したと

きの審問において検察官のような役割を担っていましたが，現在は法改正されまし

た。つまり，検察官の役割を警察官がこの段階で担うのはおかしいのではないかと

いうことで，現在は検察官がこの身体拘束継続請求を担当しています。

このように治安判事，あるいは判事の前で保釈審問をしますが，このときには弁

護人が付いている場合もあれば，いない場合もあります。ただし，この段階では基
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本的には釈放の原則が支配していて，治安判事はその原則に基づいて判断をしなけ

ればなりません。

憲法典 11 条ｅ項に規定されているのですが， 近刑法典が改正されて，刑法典

493.１条に身体拘束の原則に関する条文が挿入されました。493.１条は，裁判官は

できる限り早期に，そしてできる限り少ない条件によって釈放を考えなければいけ

ないと規定しています。この考慮事項は，身体拘束を求めるかどうかを判断する警

察にも適用されます。段階的に釈放条件が規定されているということを考慮しなけ

ればいけないのです。 初は無条件で釈放する。その後は，例えば釈放のときの条

件をより付加していくという形になります。そして， 終的に理由がある場合には

身体拘束を続けることができる。そのような段階的なシステムになっているのです。

493.１条のほかに刑法典で改正された条文があります。それは警察が身体拘束に

ついて判断するときには，その対象者，つまり被疑者がアボリジニの人たちなのか，

原住民の人たちなのか，あるいは，その他の脆弱な人たちなのか，例えば歴史的に

差別をされてきた，あるいは人種的に差別をされてきた黒人なのかどうかも考慮し

なければいけないと規定されています。

この段階で釈放されないときには，基本的には公判終了段階まで身体拘束は続く

ことになっています。しかし，この間にも釈放に関する審査の申立て，あるいは審

査が自動的に行われる場合があります。一つは，90 日ごとに自動的に勾留を見直す

という審査です。さらに，事情の変更があったとして被疑者が釈放を請求すること

もできるようになっています。この申立ては上級審によって審査されます。被疑者

又は被告人としては，身体拘束の判断時以降に事情の変更があり又は法の適用の誤

りがあったことを主張しなければいけません。

釈放された場合についても，釈放について審査するメカニズムがあります。例え

ば公判前に再犯を行った場合等は，それらの事情について審査し，再度身体拘束が

なされる場合もあります。

これから実務的なことにつき，マーカムに話していただきますが，一つだけお話

しすると，釈放されている場合にも，公判が終了したときに有罪判決が出た場合に

は，検察官は刑執行までの間，身体拘束を求めることができます。

このように検察官が有罪判決後に身体拘束を求めることができるのは，その段階

では無罪推定の原則の適用がなくなるからです。今までお話ししてきた保釈や釈放

に関する様々な規定，身体不拘束の原則は，この無罪推定の原則から来ているので

す。

それでは，これからマーカムに，ＧＰＳモニタリングに関する話をしてもらいま

す。

（自己紹介―マーカム・シルバー弁護士）

マーカム・シルバー弁護士（以下「マーカム弁護士」） マーカム・シルバーと言

います。私は，36 年間，刑事弁護人をしてきました。オンタリオ州の弁護士でもあ

り，そしてアルバータ州の弁護士でもあります。この二つの州の他，サスカチュワ

ン州であるとか，ブリティッシュコロンビア州においても弁護をしたことがありま
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す。ロサンジェルス，カリフォルニアの事件も担当したことがあります。私自身は

主に刑事弁護をしておりまして，第一審段階だけでなく，上訴審の段階も少しやり

ます。2012 年にクイーンズカウンセルになりました。このクイーンズカウンセルと

いうのは，アルバータ州の司法長官によって，名誉的に与えられる称号でありまし

て，特に優れた業績を持っている者に対して与えられるものです。私は，弁護士の

他に，カルガリー大学においても，時々非常勤で証拠法や実務関係科目を教えてい

ます。リサが指導する弁護クリニック，弁護に関する授業においてもアドバイザー

をしています。

（保釈審問）

それでは，保釈審問について，付加条件がどのようなものかという観点からお話

をしたいと思います。身体拘束されている被告人の場合は，無罪推定の原則を貫徹

するために，手続をできる限り迅速に進めなければなりません。先ほど，リサは，

治安判事又は判事がこの釈放について審問をするということについて話しました。

このとき，治安判事，あるいは判事が身体拘束を続けるかどうかを判断するに当た

って考慮しなければいけないのは，次の三つの問題です。

一つ目は，裁判所への出頭を確保するために身体拘束が必要かどうかです。必要

である場合には身体拘束が行われるということになりますが，そうでない場合には

次の問題に移ります。二つ目は，公共の保護，あるいは安全のためにその人を身体

拘束する必要があるかという問題です。たとえば，再犯の可能性があるという場合

にはイエスになるわけです。そして，公共の保護，安全のために必要でない，ある

いは再犯の防止のために必要でないという場合には，三つ目の問題，司法の運営に

対する信頼を損なうかどうかが問われます。

保釈審問を受けるときには，入念な計画を立てなければいけません。つまり，先

ほどの三つの問題それぞれに答えなければならないのです。つまり，裁判所への出

頭をしっかりしますよ，そして再犯は行いませんよ，そして司法の運営にも支障が

ありませんよということを，裁判所に対してプランを提出しなければなりません。

一つの方法は，保証人を立てることです。その被疑者は出頭するし，問題も起こし

ませんよということを保証する保証人を立てるという方法です。被疑者が裁判所に

対して保釈金を支払うことを約束するということもあります。刑法典は，連邦法な

ので，カナダ全土において適用されます。ただし，司法の運営については，各州の

責任において行われるということになります。

（ＧＰＳについて）

一部の州ではＧＰＳによるモニタリングを行うことを許しています。連邦や州の

政府は，身体拘束をする場合の費用は払いますが，釈放されたときのＧＰＳモニタ

リングの費用は支払ってくれません。被疑者がＧＰＳのモニタリングの対象となる

ことを提案する場合には，自分自身でＧＰＳモニタリング機器の費用を負担する必

要があります。また，ＧＰＳモニタリングによって得られたデータについては，全

て提供するという合意書にも署名しなければいけません。ＧＰＳモニタリングを行
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っている会社は，警察に対して全ての条件違反について報告しなければならず，被

疑者が過去にいた位置，そして現在いる位置についても，全て情報を提供しなけれ

ばならないことになっています。

基本的に公判が終了するまでには大体２年ぐらいはかかるので，このＧＰＳモニ

タリングをつけるという提案は，非常に高額のお金がかかります。皆さんご存じか

と思いますが，ブリティッシュコロンビア州で拘束されたファーウェイの CFO につ

いて，ＧＰＳモニタリングが行われています。私は，サスカチュワン州での第一級

殺人事件を担当したことがありますが，この事件では，２人の被告人は身体拘束を

されていましたが，１人の被告人はＧＰＳモニタリングを行うことを条件に釈放さ

れました。そして，この事件は結着までに３年かかりました。

ということで，カナダにはＧＰＳモニタリングのシステムはありますが，使うこ

とができるのは裕福な人のみ，つまり，お金を支払える人のみです。このようにＧ

ＰＳモニタリングによる釈放制度はありますが，運用については非常に制限的です。

（逮捕時の弁護人からの助言）

次に，弁護士からの助言についてのご質問について，お話ししたいと思います。

先ほどリサのお話で，憲法典には，逮捕又は勾留された時に弁護人と相談する権利

が被疑者に保障されていることについて紹介がありました。この権利は，カナダで

は憲法上の権利です。被疑者としては，この段階で，既に自分が選んだ弁護人がい

る場合はその弁護人と話をすることもできますし，あるいは国選弁護人と話をする

こともできます。少なくとも，まず一回は弁護人と電話で話すことができます。取

調べの間に嫌疑の標的が変わった場合などには，更に弁護人と相談する機会を与え

られなければなりません。基本的には，弁護人とは電話で話をすることになり，こ

の電話で話す時間については，制限がありません。

（弁護人の立会い）

取調べ時に警察官が同意する場合には，弁護人は同席することはできますが，基

本的には警察官は同席には同意しません。

（弁護人の助言内容）

弁護人からのアドバイスは，基本的には次のような内容です。

まずは，被疑者には黙秘権があるということ，つまり，質問には答えなくてもい

いということ，事件に関しては基本的には何も答えるなということをアドバイス，

助言することになります。カナダにおいては，黙秘権を行使したからといって，そ

れによって不利益な推認をすることはできません。取調べは数時間で終わることも

あれば，数日にわたることもあります。なので，被疑者が警察に何も喋らないとい

うことは非常に難しいです。

（少年の場合の立会い）

立会いが基本的には認められないことの例外は，被疑者が 18 歳未満の場合です。
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この場合には立会いが認められます。カナダの少年司法法のもとでは，取調べの間

において，18 歳未満の者については，弁護人または保護者の同席が認められます。

ただし，この場合にも私のアドバイスは，黙秘をする，質問には答えるなというも

のです。

（弁護人依頼権について）

リサ准教授 シンクレア判決に関連してですが，憲法典 10 条ｂ項の弁護権に関

する規定は，自己負罪と秘密接見に関連する条文です。この権利は，情報に関する

権利に関わります。つまり，被疑者が情報を得た上で自己負罪的な供述をするかど

うかの選択権を与えるための条文です。被疑者が自分から弁護人について何の申出

もしなかったとしても，警察としては，弁護人の助言を受けることができることを

遅滞なく告知しなければなりません。そして，弁護権を告知するまでは警察官は被

疑者に対して取調べをすることができません。弁護権を告知した後に，被疑者が弁

護人の助言を受けたいといった場合には，合理的な期間の間は，被疑者に対して取

調べをすることができません。

被疑者が弁護人と話したいという場合には，その要望をかなえるためにいくつか

の手続を警察官として執る必要があります。たとえば，警察官は，被疑者に弁護人

がいない又は弁護人を付けるお金がない場合には，当番弁護士，デューティカウン

セルに連絡がとれるように手配しなければなりません。つまり，警察官の義務とし

ては，被疑者に対して遅滞なく弁護人へのアクセスを認めなければいけないという

ことです。そして，これについては，判例があり，弁護人依頼権を行使した場合に

は，すぐにその機会を与えなければ，憲法典の弁護人依頼権に違反するとされてい

ます。たとえば，警察署以外での逮捕時に弁護人の助言を受けたいと被疑者が言っ

た場合には，警察署に連れていくまでもなく，電話があれば即座に電話をさせなけ

ればいけない，これが判例法理です。

（秘密接見について）

さらに，被疑者が秘密接見を求めたか否かに関わらず，憲法 10 条ｂ項で規定され

ている警察官の義務として秘密接見を保障しなければなりません。

アルバータ州では， 近興味深い判例が出ていて，弁護人の助言を受けることに

ついて，警察は合理的な手段を採らなければならないとされました。弁護人と連絡

をする手段は，インターネット上のアクセスも含まれるという判断です。警察署で

の逮捕手続が執られているときに，助言を受けたいと被疑者が言った場合には，秘

密接見ができるような部屋，そして電話が用意されている部屋に被疑者を連れてい

くことが求められていたのですが，この判例によって，さらにインターネット，つ

まり，コンピュータでのアクセスも保障しなければならないことになりました。

（弁護人の助言を受けた後の取調べと立会い不存在の弊害）

弁護人と接見した後に再度の取調べすることは可能です。弁護人と会ったとして

も，取調べを中止する必要はありません。被疑者が黙秘権を行使したとしても，取
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調べをすることができます。

依頼者が警察署から電話をかけてきた場合に，弁護人は何をするかというと，先

ほどマーカムが言ったような助言をします。つまり，黙秘権を行使し何も話さない

ように助言しますが，その後，被疑者はまた取調室に戻って，取調べでベラベラ喋

ってしまうことがあります。このとき弁護人としては何もできないということにな

ります。自白に関する法的な規律はありますけれども，それ以上は何も弁護人とし

てはできないことになってしまいます。

マーカム弁護士 確かに，リサの言うとおり，助言をしたのに黙秘権を行使して

くれなくて喋ってしまう被疑者がいるというのは事実です。

（立会いをした場合の弁護人の立場）

このことに関連する質問にいくつかお答えしたいと思います。

取調べ時に弁護人が同席することができたとしても，その取調べにおいて，弁護

人が異議を申立てる，中断をする，意見を述べる，調書を訂正する，質問権を行使

するということはできません。また，弁護人が取調べに立会ったときは，その弁護

人はこの取調べに関する証人として扱われることになります。そのため，この弁護

人はそれ以降，その事件に関わることができないということになってしまうのです。

つまり，弁護人が取調べに立ち会ったときには，その取調べの証人になるというこ

とになりますから，客観的にこの弁護を続けるということができません。取調べに

関する証言をすることはできますけれども，それ以外はできないということになっ

てしまいます。

リサ准教授 私自身も学生だったときに，別の弁護士がやっている事件について，

警察署で取調べの立会いをしたことがありますけれども，それは私以外の人が弁護

人だったからできたことです。

マーカム弁護士 カナダにおいては，弁護人と依頼者との関係というのは，秘匿

特権の対象になります。この秘匿特権は，カナダでは依頼者のものであって，弁護

人のものではありません。つまり，依頼者は秘匿特権を放棄するということができ

ますが，弁護人はできません。依頼者が私に対して何か言ったときには，私はその

依頼者の言ったことを墓場まで秘密にして持っていかなければいけません。

（取調べの録音・録画について）

カナダでは基本的には全ての取調べが録音・録画されています。アルバータ州で

は，少なくともカルガリーにおいては，警察が街頭での職務質問において，被疑者

と色々なやりとりをした場合にも，その警察官が体に装着しているカメラによって

全てのやりとりが録音・録画されます。さらに，警察車両は，覆面の警察車両も含

めて，全て車の内外にカメラを装着しています。

（取調べ技法について）

カナダにおいても，多くの事件で虚偽自白がえん罪の原因になったということが

あります。長期間の間，カナダの警察は，リードテクニックを用いて，精神的な圧
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迫によって被疑者から自白を獲得する方法について研修を受けています。このリー

ドテクニックについては，ご存じのとおり，様々な議論があり，これは有罪を推定

するような取調べ方法でした。カナダにおいても，何もやっていない無実の人が虚

偽自白を行って，そしてそれが有罪判決に繋がってしまったという例は多いです。

このリードテクニックによる取調べは，質問に対して二つの選択肢を被疑者に与え

るものですけれども，そのいずれについても，被疑者は，非常によくない立場に置

かれます。非常に問題のある選択肢と，それほど問題のない選択肢の二つを与える

のです。被疑者に対して有罪を自認するということを迫る質問をした上で選択肢を

与えるというものです。そのような手法を用いた取調べテクニックです。

さらに，ここ数年カナダでよく用いられるミスタービッグという捜査手法があり

ます。これは特に殺人事件などで用いられる手法なのですが，捜査機関が覆面でギ

ャングの中に入っていって，おとり捜査のようなことをもちかけるという捜査手法

です。

リサ准教授 これは逮捕前の捜査手法として行われていることで，逮捕後には行

うことはできませんが，そのような捜査手法が広く行われているということですね。

マーカム弁護士 犯罪者になりすました警察官が一定期間，犯罪を持ちかけると

いうような捜査手法ということになります。被疑者との間の全てのやりとりが記録

されるのですが， 終的にはボスのところに被疑者が連れていかれることになるわ

けです。ここで気をつけなければいけないのは，この被疑者は，警察官に話してい

るのではなくて，別の犯罪者に対して話していると捉えられるので，この段階では

弁護人の依頼権等は保障されないことです。これらの捜査手法によってえん罪が起

こるということもあります。

（取調べ手法の改革について）

そして，これらのえん罪事件によって，取調べの改革が一定程度行われています。

リードテクニックは適正な取調べの技法とはされていません。また， 高裁は，ア

ール対ハート事件110とアール対マック事件111において，先ほどお話ししたミスター

ビッグという捜査手法についても，一定の制限をかけています。

（黙秘と保釈審理について）

黙秘した場合に，それが保釈審問で不利益に使われるのかということですが，こ

れは絶対にありません。保釈審問においては，事件に関して，検察官も弁護人も，

被疑者に対して質問することが許されないからです。

リサ准教授 ただし，被疑者にアリバイがある場合には，弁護人ができるだけ早

い段階でそのアリバイがあることについて開示しなければなりません。そうするこ

とによって，警察がそのアリバイについて捜査することができることになっていま

す。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

110 R. v. Hart, 2014 SCC 52.

111 R v. Mack, 2014 SCC 58.
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（ミランダ・ルールについて）

マーカム弁護士 ミランダ・ルールについてですけれども，アメリカ法は，カナ

ダには適用されません。ただし，カナダの憲法が与える権利保障は，アメリカの憲

法，あるいはミランダ・ルールの法理等が与える保障よりも，より強いものだと考

えています。シンクレア判決の多数意見で，ミランダ・ルールの法理が排斥された

ように見えますが，そうではなくて，カナダ法にはアメリカ法が適用されないとい

うことです。

リサ准教授 多数意見は，ミランダ・ルールの権利は，空っぽの権利であると述

べています。つまり，80％以上の事件が権利放棄されているのではないかと指摘さ

れたわけです。カナダの憲法によって保障されている権利の方がより重厚であると

判断されたのだと思います。

（法律扶助について）

マーカム弁護士 法律扶助と公的弁護制度について，お話しします。法律扶助に

は二つの側面があります。

まず，各州は，州内の法律扶助及び公的弁護制度について責任を持っています。

取調べ段階においては，リーガル・エイド，つまり法律扶助の弁護士にコンタクト

をとらせる義務が警察にはあるということになります。法律扶助の弁護士は，即座

に情報や助言を与えるという役割を果たすことになります。このサービスは，被疑

者の資産状況に関わらず無償で与えられるものです。

助言は全て電話で行われます。この取調べ時の法律扶助への連絡は，全カナダに

おいて一つの電話番号で行われています。つまり警察がそこに電話をすると，割り

当てられた弁護士から電話がかかってきて，被疑者は秘密の部屋，他に誰も来ない

部屋に入り，電話で相談が行われます。この電話サービスについて，誰がその費用

を払うかについては，連邦と州の政府の間で取り決めが行われています。

もう一つの法律扶助は，身体拘束が行われた後の段階，つまり公判段階における

法律扶助です。この段階の法律扶助は，各州に保障の義務があります。これを保障

するためには，二つのシステムがあります。一つは，公的弁護システムで，このシ

ステムにおいては，弁護士がある事件に指名されることになります。サスカチュワ

ン州ではこのシステムが採用されています。もう一つのシステムは，この法律扶助

協会の方で法律事務所に弁護を依頼するシステムです。オンタリオ州やアルバータ

州，そしてブリティッシュコロンビア州では，このようなシステムが採用されてい

ます。被疑者はリーガル・エイドの資格を持っている弁護士の中から自由に選ぶこ

とができるということになっています。この法律扶助を受ける場合には，資力制限

があります。また，一定の軽微な犯罪については，自由や財産の剥奪がありません

から，この法律扶助の対象にならない場合もあります。被疑者は弁護人を選ぶこと

ができるので，一定の場合には，現在の弁護人を解任して別の弁護人を選任すると

いうこともできます。

このリーガル・エイドの資格を与えられた弁護士の中から任意で選ぶというシス

テムにはデメリットもあります。それは，私選弁護で受けるよりもこのシステムで
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受けた方が弁護報酬が安いことです。私ぐらいの年齢の弁護士になると，私選弁護

の場合，大体１時間あたり 650 カナダドルぐらいチャージすることができるわけで

す。このシステムの下だと，１時間あたりサスカチュワン州では 88 ドル，アルバー

タ州では 96 ドル，オンタリオ州では 140 ドル，ブリティッシュコロンビア州では

103 ドルしかもらえません。なので，この法律扶助事件を受けない弁護士も多いで

す。私の場合，殺人事件については，この法律扶助の事件を受けることはあります

けれども，もっと軽い事件については，若い弁護士に任せて，自分は受けないとい

うことになります。このシステムのもとでは，法律扶助協会の方から弁護士に対し

て電話がかかってきて，この事件を弁護してくれないかという依頼が行われること

もあります。

先ほどの一つ目のパブリックディフェンダーシステムを採っているところでも，

重大な事件については，法律扶助協会の方から，弁護人が選任されるというような

こともあります。

さらに，保釈審問や初回出頭など，有罪の答弁手続が行われるときには，法廷に

当番弁護士が待機していて，弁護人がいない被疑者・被告人が来た場合には，その

人に簡単なアドバイスをすることも行われています。これは扶助協会から費用が支

払われています。カナダの全州において，この保釈審問や初回出頭の法廷には当番

弁護士が待機しています。今は新型コロナウイルスの問題がありますので，これら

の審問もＺｏｏｍあるいはＷｅｂｅｘで行われています。Ｗｅｂｅｘ上で当番弁護

士が待機していて，保釈審問や有罪の答弁，そして初回出頭の手続のときに，弁護

人が付いていない者が来た場合には，アドバイスをしています。

質疑応答

（取調べ再開の待機時間について）

前田委員 先ほど，カナダでは，弁護人に相談したいと被疑者が言った場合には

合理的な時間は取調べができないとおっしゃいました。一方で，電話での助言を得

ることができるということなので，電話での助言を得たときには，取調べができる

と理解していいでしょうか。

マーカム弁護士 はい，そういうことです。

前田委員 フランスなどでは弁護人と直接に面談したいという被疑者について

も，２時間待って弁護人が来ないときには取調べができることになっていますが，

カナダでは時間的な制約はありますか。

リサ准教授 カナダでは，先ほどお話ししたように，電話でいつでも当番弁護士

と連絡できることになっているので，そもそも時間が空いてしまうということは考

えられません。あと，カナダでは機会を与えれば取調べを再開することができるこ

とになっているわけですが，少なくとも電話ではいつでもアクセスができる状況に

なっています。

マーカム弁護士 特定の弁護士に相談したいと被疑者が言っている場合には，合

理的な時間を置いて，その弁護士にコンタクトさせなければいけないことになりま

す。ただし，飲酒運転などのような場合で，すぐに呼気検査をしなければならない
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場合には，もし，選んだ弁護士とコンタクトが取れないときには，当番弁護士に電

話しろと警察の方で言うことになります。

（取調べ中断効等について）

西村委員 カナダでは数日取調べが行われるということですが，その間に実際に

弁護士が被疑者に直接接見に行く場面がどのぐらいあるのかということと，接見に

行った場合において，取調べが行われているときに，取調べが中断されるのかどう

かについて，教えてください。

マーカム弁護士 基本的には，取調べがそんなに何日も何日も続くということは

ないということが前提です。というのも，黙秘をしていたにも関わらず取調べを続

けてしまうと，今度はその得られた自白の証拠能力がない，任意性がないとされて

しまうことがあるからです。被疑者が黙秘をする，「私はこれ以上，何も喋らない」

といったときには，基本的に警察は，その意思を尊重しなければならないことにな

っています。ただし，私のやった事件では，黙秘権を行使したにも関わらず取調べ

が続いて，122 回被疑者が「弁護人と話したい」と言いましたが，事情変更がない

との理由でその機会は与えられなかったことがあります。そして，87 回目には「居

室に戻りたい」と言ったけれども認められなかったというケースもあります。です

が，いつかの段階では，これ以上の取調べはしないという判断が行われる可能性も

あります。

あと，警察がよくやる手法としては，長時間取調べをした後に，警察署の居室に

被疑者を戻します。同じ居室に別の警察官を入れて，別の被疑者であるかのように

して，被疑者から供述を得るということも行われています。

秋田委員 時間がきてしまいました。リサさん，マーカムさん，どうも本当にあ

りがとうございました。 後に，大迫委員長から一言お礼をお願いします。

大迫委員長 委員長をしております大迫です。リサさんもマーカムさんも，今日

非常に詳細なご親切な解説をしていただきまして，ありがとうございます。非常に

参考になりました。これを参考に我々もまたカナダの刑事手続について勉強してい

きたいと思いますので，今後ともよろしくお願いいたします。笹倉先生も長い間，

通訳ありがとうございました。

笹倉教授 ありがとうございました。

リサ准教授 シンポジウム頑張ってください。すごく重要なお仕事だと思います。
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第３ ボリス・バイテンスキー弁護士へのインタビュー

発言者はバイテンスキー弁護士，第 15 回国選弁護シンポジウム実行委員会委員。

資料 13 質問に対する回答

Physical Restraints in Canada

1). In Canada, there are some minor differences 
depending on the Province where the matter 
arises. For example, in British Columbia 
(Vancouver is the largest city in that Province), 
Crown prosecutors are typically involved in the 
charging face - between arrest and the formal 
commencement of proceedings - and uｒsually have 
to approve the process to move forward. That is not 
true in the other Provinces, where the police 
initiate the formal court proceeding after arrest.

In Canada, there are generally speaking two types 
of criminal offences for the purpose of explaining 
bail procedures. For the most serious charges -
listed in section 469 of our criminal code (we call 
these "469 offences") - murder, conspiracy to 
commit murder, treason - the procedures are much 
more limited and I'll discuss them below, 
separately. For all other offences (which is about 
99% of all charges in Canada), the general 
procedure I'll describe below applies.

For non-469 offences, after a person is arrested, the 
police have a discretion to release the person, with 
or without conditions, if they sign documents 
promising to come to Court and, if conditions are 
imposed, to abide by those conditions. That person 
is then released from police custody and that form 
of release with those conditions will remain in 
place until the end of the proceedings [subject to 
either side seeking a medication of that status or 
those conditions]. Between the time of arrest and 
the actual release, the police may attempt to 
interrogate the person, subject to the legal 
restrictions imposed on interrogations.

If the police do not release the person from the 
station as described above, they must bring the 

カナダにおける身体拘束制度

カナダでは、州に応じて少し違いがあります。例え

ば、ブリティッシュコロンビア州（バンクーバーは

同州の 大の都市です）では、検察官は、通常、チ

ャージ段階（逮捕と正式な手続きの開始の間）に関

与しています。そして、検察官は事件が先に進むか

否かを承認する必要があります。他の州では、逮捕

後に正式な裁判手続を開始するのは警察の役目で

す。

カナダでは、保釈の手順を説明するときには、２つ

の類型に犯罪を分けます。 も深刻な犯罪（カナダ

刑法の 469 章に規定されている、殺人、殺人の共謀、

反逆罪など（我々はこれらを「469 犯罪 」と呼んで

います）、これらにおいて手続は限定されています

（次にそれを説明します）。他のすべての犯罪（これ

はカナダのすべての犯罪の約 99％にあたりますが）

については、下記述べる一般的な手続が適用されま

す。

469 章犯罪以外については、逮捕後、裁判所に出頭

することを約束する文書に署名し（その他の条件が

課される場合も課されない場合もある）、その他の

条件が課された場合にはそれに従うことを約する

とき、その人を釈放するという裁量権を有していま

す。そのような場合には警察による拘束から解放さ

れます。そして、条件付きの釈放に関する釈放形態

は、手続終了時まで効力を有するということになり

ます（いずれかの側が修正を求める場合もありま

す]。逮捕と実際の釈放との時間の間、警察は、取調

べに関する法的制約の下、その者の取調べをしよう

と試みることがあります。

上記のように警察署から釈放しない場合には、合理

的に可能な限り速やかに（一般的に 24 時間以内に）
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person before the Court as soon as reasonably 
possible, and generally within 24 hours. In some 
places (Alberta for example) most bail courts are 
open 24 hours a day. In most other provinces, the 
are only open during regular or extended business 
hours. In some more remote communities, they 
may not even operate daily. The person remains 
in police custody until brought to Court. During 
this time, the police may attempt to interrogate the 
person, subject to the legal restrictions imposed on 
interrogations.

Depending on the charge, the bail proceeding is 
either "crown onus" or it is "reverse onus". Some 
serious charges are automatically "reverse onus" 
(for example, trafficking in serious drugs, firearms 
offences and some others). It is also a "reverse 
onus" if the person is not ordinarily resident in the 
jurisdiction or if the person is already out on bail 
and is accused of committing a new offence while 
on bail. In a "crown onus" case, the prosecutor must 
convince the court that a detention order or specific 
conditions of release are "necessary". In a "reverse 
onus", the accused must convince the court that a 
detention order denying bail is not necessary. 
Otherwise, the procedure and timing of bail is 
generally the same. As a practical matter and 
regardless of the legal test, however, the vast 
majority of proceedings are de facto treated as 
"reverse onus" and it is usually up to the accused 
person to explain why bail is appropriate. That's 
not what the law requires, but that is often how 
these cases play out.

Once in Court, the hearing may be adjourned at the 
request of the prosecutor or at the request of the 
defence, but an adjournment cannot be for more 
than 3 clear days (which means until the 4th day) 
unless the accused person consents. This issue of 
delay has been the subject of significant recent
litigation in Canada. An adjournment until a bail 
hearing means the person remains in a local 
detention centre (not the police station). Bail is 

被疑者を裁判所の面前に出頭させる必要がありま

す。いくつかの法域（例えばアルバータ州）では、

ほとんどの保釈裁判所が 24 時間開いています。他

のほとんどの州では、裁判所は通常のあるいは延長

された営業時間にしか開いていません。遠隔地で

は、毎日開いていないということもあります。裁判

所に出頭させられるまでは、身体拘束は継続しま

す。警察は、取調べに関する法的制約の下、その者

の取調べをしようと試みることがあります。

犯罪事実に応じて、保釈手続は「国側に立証の負担

がある(crown onus)」場合と、「立証責任が転換され

る(reverse onus)」場合のどちらかになります。重大

な犯罪の中には、自動的に「立証責任が転換される」

場合になるものもあります（例えば、重大な薬物の

密売、銃器犯罪など）。通常、管轄区域内に居住して

いない場合や、保釈されて保釈中に新たな犯罪を犯

したとされている場合には、「立証責任転換」になり

ます。

「国側に立証負担がある」場合、検察官は、勾留

の決定（order）や特定の釈放条件が「必要」である

ことにつき裁判所を説得しなければなりません。

「立証責任転換」の場合、被告人が、保釈を否定す

る決定が必要ないということにつき、裁判所を説得

しなければなりません。それ以外の保釈の手続や時

期についてはいずれの場合も大体は同じです。しか

し、実務上の問題として、また、法律上の判断基準

によらず、事実上、大多数の手続については「立証

責任転換」があると扱われています。保釈が適切で

ある理由を説明するのは通常、被告人に委ねられて

いるのです。それは法律が要求するものではありま

せんが、多くの場合ではそのようになってしまって

います。

裁判所では、検察官の要求により、または弁護人の

請求により、審理を延期することができます。ただ

し、延期は被告人の同意がない限り、３日以上（つ

まり４日目まで）は延期することはできません。延

期の問題は、カナダでの 近の重要な訴訟の対象と

なっています。保釈審問が延期されるということ

は、被告人が地元の拘置所（警察署ではない）に身

体を留め置かれることを意味します。保釈は、その

後、裁判所によって認められるか却下されます。ほ
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then either granted or refused by the Court - in 
most cases, the prosecutor will agree to a form of 
bail so it is not contested. The Court has a fairly 
broad discretion to impose conditions. This form of 
bail (or order denying bail) will remain in place 
until the end of the proceedings; again, subject to 
applications to a higher court for review by either 
side seeking a change to that status - either by 
seeking a change to the conditions, or by seeking a 
change to the status (bail to detention or vice 
versa).

For section 469 offences, the accused person is 
automatically denied bail and will remain in a 
detention centre UNLESS that person applies to 
the superior court of their Province and that higher 
court grants bail.

2) GPS - this varies from Province to Province as 
well, as the availability of GPS devices is typically 
administered by each respective Provincial 
government. Criminal law generally is a federal 
law, but criminal procedure and administration of 
the courts is a Provincial responsibility. In Ontario, 
prior to Covid-19, GPS and other forms of 
electronic monitoring was rarely used for purposes
of bail. It is something that can be proposed by 
defendants, usually in very serious cases only. It 
would be at the expense of the accused and has 
traditionally been seen as the application of last 
resort where bail would otherwise be unlikely. So, 
you may see that type of application in very serious 
charges for people with criminal records, or 
allegations of significant gang affiliations or 
something similar.

Covid-19 has led to a number of initiatives 
designed to reduce the number of people in our 
jails. One has been a pilot project where the 
Ontario government made GPS and electronic 
monitoring devices available for use on bail, free of 
charge. There are a limited number of units that 
were made available and all were scooped up fairly 
quickly. There is now a waiting list, although 
people can still attempt to get bail with GPS if they 
wish to pay for it themselves, and arrange for it 

とんどの場合、検察官は、保釈形態に同意をし、争

いません。裁判所は、条件を課すためにかなり広範

な裁量権を持っています。保釈形態（または保釈を

拒否する決定）は、手続が終了するまでそのまま継

続します。条件の変更を求める側は、条件の変更か、

状態の変更（保釈から勾留へまたはその逆）の審査

を審級が上位の裁判所に求めます。

469 章犯罪については、被告人は自動的に保釈を否

定されます。州の高等裁判所に保釈を請求し、高等

裁判所が保釈を認めない限りは、拘置所に留まるこ

とになります。

2）GPS 
GPS デバイスは通常、各州政府によって管理されて

いるため、GPS の状況は州によって異なります。刑

法は一般的に連邦法ですが、刑事手続と裁判所の運

用は州に責任があります。オンタリオ州では、

Covid-19 以前は、GPS や電子監視の他の形態は、

保釈の目的のために使用されることがほとんどあ

りませんでした。それは通常、非常に深刻なケース

でのみ、被告人から提案されていました。金銭的に

被告人が負担するもので、そうでなければ保釈の可

能性が低い場合の 後の手段として見られてきま

した。ですから，前科のある者の重大なチャージや、

重大な暴力団関係者の疑いがあるような場合，その

他類似の場合においてはそのような申請を見るこ

ともありました。

Covid-19 によって、刑事施設の収容者数を減らすた

めのいくつかの試みが始まりました。１つは、オン

タリオ州政府が GPS と電子監視装置を保釈中に無

料で使用できるようにしたパイロットプロジェク

トです。利用できるようにした機器の数には限りが

あり、すべてがかなり迅速に使用されました。現在

は順番待ちの状態です。ただし GPS で保釈される

ために、個人的に支払って手配をすることは、なお

可能です。
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privately.

On the one hand, this has been successful in 
helping some people obtain bail. On the other hand, 
this has led to some tension and concern that the 
requirement to use GPS will become more common. 
This is a good idea if limited only to the most 
serious case, and to those individuals that would 
otherwise not receive bail at all. However, in my 
view, it is a major concern if courts start relying on 
GPS in more common cases, and we should do 
everything possibly to avoid having this become 
any kind of "typical" or "usual" condition.

2) The right to receive advice from an attorney 
prior to interrogation

1- every person arrested or even detained in 
Canada generally has the right to be informed of 
their right to access counsel (including a free 
attorney if they do not have one they wish to call), 
and also have to be given the opportunity to contact 
an attorney. No questioning of someone under 
arrest or even detention can occur without these 
rights being explained. If a person wishes to 
contact a lawyer, they must be given that 
opportunity before they are questioned. There are 
some exceptions in "exigent" or urgent 
circumstances, but these are rare. Of course, 
someone can knowingly "waive" this right, but they 
must be given that information and that 
opportunity before any questioning.

Those that exercise that right will actually be 
permitted to speak with counsel by telephone in 
private prior to any interrogation.

Sinclair does NOT permit an interrogation to 
proceed if the person asks to speak to counsel. They 
must be given the opportunity to speak to counsel 
if they ask for it.

What is more controversial is if they have to be 
given an opportunity to speak to a lawyer a second 
time if they speak to one initially (or if they initially 
choose not to do so). The general law is as follows:

一部の人々はこれによって保釈されることができ

ました。他方で、これは、GPS を使用するための要

件がより一般的になるという懸念につながってい

ます。GPS は、 も重大なケースに限定される場合、

そうでなければ保釈を受けられないような個人に

限定される場合には、良いアイデアだと思います。

しかし、私は、裁判所がより一般的なケースで GPS
に頼り始めた場合について大きな懸念があります。

私たちは、これが「典型的な」または「通常の」な

条件になることを阻止しなければなりません。

3) 取調べ前に弁護人から助言を受ける権利

1 カナダで逮捕・勾留されたすべての人は、一般的

に弁護士にアクセスする権利（すでに弁護人がいな

いときには無料で弁護士を呼ぶことができる権利

を含む）の告知を受ける権利を有しており、また、

弁護士に連絡する機会を与えられる必要がありま

す。逮捕・勾留中の被疑者・被告人に対する取調べ

は、これらの権利が告知されなければ行われ得ませ

ん。弁護士に連絡することを希望する場合、取調べ

前にその機会を与えられなければなりません。「緊

急」の場合にはいくつかの例外がありますが、まれ

です。もちろん知悉して権利を「放棄」することは

できますが、取調べ前にこれらの情報を告知され、

機会を与えられなければなりません。

実際には、権利行使した者は、取調べ前に弁護人と

電話で個人的に話すことが許可されます。

シンクレア判決は、本人が弁護人と話すことを要求

した場合、取調べを続行することを許可していませ

ん。弁護人と話す機会を与えられなければならない

のです。

争いがあるのは、彼らが当初、弁護人と会ったとき

（または当初には会わないことを選択したとき）、

その後、弁護人と会う２回目の機会を与えられなけ

ればならないかどうかということです。一般的なル
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- there is no automatic right to speak to a lawyer a 
second time
- there is a right to speak to a second lawyer if the 
police reasonably believe that the accused did not 
have a proper opportunity to speak to a lawyer the 
first time. This could be because of a language 
barrier as an example. Or, sometimes the accused 
clearly says that they were not satisfied with the 
discussion with the first lawyer and want to speak 
to someone else - that will typically require the 
police to allow the accused to make further phone 
calls to get additional advice.
- there IS a right to be informed of the right to
speak to a lawyer, and to be given the opportunity 
to speak to a lawyer, if the circumstances change. 
So, if the person is initially charged with a minor 
offence, speaks to a lawyer and starts to be 
interrogated, and the police receive further 
information (perhaps from the person under arrest 
himself) that makes them suspect a new more 
serious crime, the rights to counsel must be given 
again.

3) Attendance at interrogation (witnessing)

1- There is no specific limit to how many times or 
for how long someone can be interrogated. There IS 
a requirement to bring the person under arrest 
before a court within (at most) 24 hours, but the 
police can circumvent that by deciding to release 
someone from the police station with bail 
conditions. Also, there will be some point (not 
written as a specific number) if a person under 
arrest repeatedly refuses to answer questions that 
the court will say was a failure to respect the right 
to silence, but this is a slippery concept and nothing 
is ever set in stone. It always depends on the 
circumstances. In short, there are not a lot of 
restrictions on the police power to interrogate.

2 - An attorney is sometimes permitted to be 
present at an interrogation, but there is NO 
requirement for the police to permit this. It is 

ールは以下の通りです。

・弁護人に２回会うという自動的な権利はありませ

ん

・被告人が弁護人に会うという適切な機会がなかっ

たと警察が合理的に信じる場合は、二人目の弁護人

と会う権利があります。例えば、言語の壁があるよ

うな場合です。または、時には明らかに 初の弁護

士との議論(discussion)に満足しておらず、別の人と

話したいと被告人が言うようなときには、通常、警

察は、被告人が追加の助言を得るためにさらに電話

をかけることができるようにする必要があります。

・弁護士と会う権利を告知される権利があります。

また、状況が変化した場合にはさらに弁護士に話を

する機会を与えられる権利もあります。従って 初

に軽微な犯罪でチャージされ、弁護士と会った後に

取調べが開始されたような場合、新たな重大犯罪を

疑うような情報（逮捕された人自身から聞くことも

あるだろう）を追加的に得たときには、弁護人に関

する権利について再び与えられなければなりませ

ん。

3) 取調べへの立会い（witnessing）

1 取調べが何回行われるか、どの程度の長さ行わ

れうるかについて明確な制限はありません。逮

捕された人を（遅くとも）24 時間以内に裁判所

の面前に出頭させなければならないというル

ールはありますが、警察は保釈条件をつけて警

察署から釈放することで、その要請を回避する

ことができます。また、逮捕された者がたびた

び取調べにおいて答えることを拒否している

とき、いつかの時点では（どの程度かはルール

化されていません）、裁判所は、黙秘権が保障さ

れていなかったと判断することになるでしょ

う。しかしこれは不明確ですし、明確な規定も

ありません。状況によるのです。つまり、取調

べ権限については多くの制限が課せられてい

ないのです。

2 取調べに弁護人が立ち会うことは認められる

こともありますが、警察には認める義務はあり

ません。完全に彼らの選択・裁量に委ねられて
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entirely at their choosing/discretion. There is no 
RIGHT that an accused person has (not like in the 
US) to have an attorney present. All that is 
required is the right to speak and get advice by 
phone. In some serious cases, the police will allow 
the lawyer to be present. But this is their choice. Of 
course, when a lawyer is actually present, it will 
make any confession more likely to be admissible 
later in trial, and will make it difficult to challenge 
for legal or constitutional compliance. That is why 
some police officers will allow it. In most cases, this 
does not occur, and the defendant cannot insist on 
it if the police decline to permit it.

3 - see above. I would say an attorney is actually 
present for an interrogation in MUCH LESS THAN 
1% of all cases. Maybe 0.1% or 0.01%. VERY VERY 
RARE!! I have been a lawyer for nearly 30 years 
and I have never been with a client at their 
interrogation as far as I can recall. In practice, the 
police may be much more willing to have an 
attorney present if that "statement" is likely to be 
used against someone else. So, for example, in some 
cases where the person under arrest is prepared to 
provide information that will ultimately be used 
AGAINST SOMEONE ELSE, the police are much 
more likely to be flexible with permitting counsel 
to be present).

4 - There are no formal rules and what a lawyer 
will be permitted to do will likely depend on the 
dynamics of any specific situation. I have seen 
some interrogations where the lawyer has objected 
or said to their client "don't answer that question". 
I have seen others where that hasn't happened.

4) About the Public Defense System

This also varies from Province to Province, as the 
funding for each system varies from place to place. 
Even within a Province, this varies. In Ontario, we 
have a duty counsel system. Anyone under arrest 
can call their own lawyer of choice, but if they do 
not have one, it is most likely that duty counsel will 
be called. These are typically salaried employees of 

いるのです。被告人が弁護人を同席させる権利

は（アメリカのように）ありません。必要なの

は、電話で話して助言を受ける権利だけです。

一部の重大事件では、警察は弁護人が立ち会う

ことを許可します。しかし、これは彼らの選択

に委ねられているのです。もちろん、弁護士が

実際に立ち会っている場合、後の公判で自白の

証拠能力が認められやすくなります。つまり、

法的・憲法的な規定を遵守していないという反

論をしにくくします。だから警察官の一部は立

会いを認めます。しかし、ほとんどの事件では、

このようなことは起こりませんし、警察が許可

しなかった場合にも、被告人が求めることはで

きません。

3 上記参照。おそらく全事件の１％よりもさらに

少ない事件でしか、取調べに実際に弁護人の立

会がある例はないと思います。多分 0.1％か

0.01％。非常に非常にまれです！私は 30 年近

く弁護士をしていますが、私の記憶の限りでは

依頼人の取調べに同行したことはありません

実際には、警察は、「供述」が他の誰かの事件に

おいて使用される可能性がある場合は、弁護人

の立会いを認めやすいです。従って、逮捕され

た人がその後に誰かに対して使用される情報

を提供するような準備がされている事件では、

警察は柔軟に取調べへの弁護人の立会を認め

るでしょう。

4 ［立会弁護人が何をできるのかについて］正式な

ルールはありません。弁護人ができることは、状況

によります。私は弁護士が異議を唱えたり、依頼者

に対して「その質問には答えないように」と告げた

りしたような例を見たことがあります。そのような

ことがなかったケースも見ました。

4）公的弁護制度について

州ごとに財源が異なるため、州ごとに異なります。

州の中でも違いがあります。オンタリオ州では、当

番弁護士（duty counsel）制度があります。逮捕中

の誰もが自分の弁護人を呼び出すことができます

が、弁護人がいない場合には、当番弁護士の出番に

なることになる可能性が高いです。当番弁護士は、

通常、オンタリオ州法律扶助協会に雇われていま
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"Legal Aid Ontario". They will have lawyers 
available 24/7 to speak to people who have been 
arrested and to provide them with advice. They 
also provide salaried lawyers to work in bail courts 
across Ontario to provide free assistance to anyone 
needing help in bail courts. In smaller cities, this 
may be local private lawyers who rotate and get 
paid a daily rate, rather than full time employees 
of Legal Aid Ontario. Anyone under arrest has the 
option of arranging for their own lawyer, or using 
the services of a free lawyer at the Court.

Since our system does not require police to invite 
lawyers to attend at interrogations, these duty 
counsel lawyers do not typically need to worry 
about attending at police stations for 
interrogations. I imagine that if an unusual case 
arose where a lawyer was needed to attend the 
police station, a privately hired lawyer would likely 
be involved at that point (not duty counsel).

I hope these answers are helpful and I look forward 
to speaking with you next month

Boris Bytensky

す。逮捕された人々に助言を提供するために 24 時

間 365 日利用可能な弁護士がいるわけです。彼らは

また、オンタリオ州の保釈裁判所で無料の弁護を提

供するために、オンタリオ州全域の保釈裁判所で働

く弁護士が雇用されています。小さな都市では、法

律扶助協会の職員弁護士ではなく、民間の弁護士が

順番に日当を支払われてこれをになうこともあり

ます。逮捕された誰にも、自分の弁護士を手配する

か、裁判所で無料の弁護士のサービスを利用すると

いうオプションがあります。

カナダには、警察が取調べの際に弁護士を立ち会わ

せるという制度がありません。従って、これらの当

番弁護士は、通常、取調べのために警察署に出頭し

ません。警察署への立ち会いに弁護士が必要な珍し

いケースが発生した場合には、私選弁護人が関与す

る可能性が高いのではないかと想像します（当番弁

護士ではなく）。

これらの回答が参考になれば幸いです。来月お話し

できることを楽しみにしております。

ボリス・バイテンスキー（翻訳：笹倉香奈）

資料 14 追加質問事項

6 You mentioned "in practice, the police may be 
much more willing to have an attorney present if 
that "statement" is likely to be used against 
someone else. So, for example, in some cases where 
the person under arrest is prepared to provide 
information that will ultimately be used AGAINST 
SOMEONE ELSE, the police are much more likely 
to be flexible with permitting counsel to be 
present)."

On the other hand, even if the presence of a 
defense attorney is discussed in Japan, 
investigative agencies are likely to strongly oppose 
the presence of a defense attorney in accomplice 
cases where one suspect's statement is used by 
someone else. This is because they are concerned 
that if they allow defense counsel to be present 
during the interrogation in an accomplice case, 

6「実際には、警察は、『供述』が他の誰かの事件にお

いて使用される可能性がある場合は、弁護人の立会

いを認めやすいです。従って、逮捕された人がその

後に誰かに対して使用される情報を提供するような

準備がされている事件では、警察は柔軟に取り調べ

への弁護人の立会を認めるでしょう」とのことでし

た。

逆に、日本では仮に弁護人の立会いが議論される

としても、ある被疑者の供述が他の誰かに用いられ

る共犯事件について、捜査機関は、弁護人の立会い

に強く反対すると思われます。なぜなら、捜査機関

は、共犯事件で取調べに弁護人の立会いを認めると、

他の共犯者に捜査情報が伝わることを懸念するから

です。
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information about the investigation will be passed 
on to other accomplices.
Our additional question is:

In Canada, the presence of a defense attorney is 
more likely to be allowed in an accomplice case 
than in a lone offender case, but doesn't this raise 
the same concern that Japanese investigative 
agencies have?

追加質問

カナダでは、共犯事件の方が、単独犯の事件より

も、立ち合いが認められやすい、ということですが、

日本の捜査機関が持つような懸念は、生じないので

しょうか？

7 You mentioned "in Ontario, we have a duty 
counsel system."

Our additional questions are:
What is the contact system for the duty lawyer?
Is the duty lawyer system available 24 hours a 

day?
Does the duty lawyer give advice only by 

phone? Or does the lawyer visit the police station 
to meet the suspect and give advice?

Will the duty lawyer attend the bail hearing?

7 オンタリオ州では、当番弁護士（duty counsel）制

度があるとのことでした。

追加質問

当番弁護士は、どのような連絡体制なのでしょう

か？

当番弁護士制度は、１日 24 時間体制でしょうか？

当番弁護士によるアドバイスは電話のみでしょう

か？あるいは、当番弁護士が警察署を訪問し、被疑

者と接見して、アドバイスすることはないのでしょ

うか？

当番弁護士は、保釈審問に出席するのでしょう

か？

8 Our additional questions are:
In Japan, as a practical matter, a suspect is 

obliged to undergo interrogation if he or she is 
under physical restraint. However, lawyers have 
criticized the recognition of such an obligation as 
it violates the guarantee of the right to remain 
silent.

In Canada, is there any debate on whether or not 
there is a duty of the suspect/defendant to be 
interrogated?

In Canada, are interrogations recorded 
electrically (audio and video recordings)?

Have there been any cases in Canada where 
false confessions were the cause of wrongful 
convictions?

If so, have such cases led to interrogation 
reforms?

In Japan, denial or silence is often used against 
a person in a bail or other physical restraint 
release situation, and this has been criticized as 
"hostage justice". What about in Canada? Do you 
have such problem or criticism?

8 追加質問

日本では、実務上、身体拘束がされている場合、被

疑者は取調べを受ける義務があるとされています。

しかし、そのような義務を認めることは、黙秘権の

保障に反するとして、弁護士は批判しています。

カナダでは、取調べを受ける義務の有無について

議論はありますか？

カナダでは、取調べは電磁的に記録（録音録画）さ

れるのでしょうか？

カナダでは、虚偽自白が冤罪原因となった事例は

あるのでしょうか？

あったとするならば、そのような事例が取調べの

改革につながったのでしょうか？

日本では、保釈などの身体拘束の解放の場面では、

否認していること、黙秘していることが、解放を認

めるかどうかの判断に関し、不利に働いていて、「人

質司法」として批判されています。カナダではどう

でしょうか？同じような問題や批判は生じていませ

んか？
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We think the majority opinion in Sinclair was 
skeptical of the US Miranda rule. What is the 
current assessment of the US Miranda rule in 
Canada?

シンクレア判決の多数意見は、アメリカのミラン

ダルールに懐疑的であったと思います。現在、カナ

ダでは、アメリカのミランダルールについてどのよ

うな評価がなされているのでしょうか？

資料 15 追加質問に対する回答

Good afternoon from Canada. 
Here are the answers to the additional questions.

1). When a police officer chooses to release a person 
under arrest from the station with conditions, the 
conditions must comply with the following legal 
requirements (these are set out in section 501 of 
our Criminal Code). There is a mandatory 
condition to attend court at a time/place specified. 
The optional conditions - if they are "reasonable 
and necessary" to ensure attendance in court or for 
the safety of victims or witnesses, must come 
within one or more of the following categories 
(specified in section 501(3)), generally summarized 
as follows:

* reporting to police periodically;
* remaining withing a geographic boundary or 
territory;
* notifying police of changes in address, 

employment or education;
* prohibiting contact with victims or witnesses 
(sometimes with exceptions to that general 
restriction) or going to a particular address
* depositing passport with police
* residing at a specific address
* firearms/weapons prohibitions
* anything else necessary to protect safety of 
victims/witnesses

So, for someone charged with crimes such as theft, 
it is typical to include conditions prohibiting 
contact with the victim, and from going to the 
location of the theft. For minor crimes of violence 
(eg assault), it is typical to prohibit contact with 
the victim and any witnesses, and to prohibit 
attending at their addresses. For other crimes, 
conditions are tailored to the circumstances. For 
accused with a minor history of failing to show up 
in court or follow orders, or if there are minor flight 

カナダからこんにちは。

追加質問へのお答えです。

1). 警察官が逮捕された人を条件付きで署から釈放

することを選択した場合、その条件は以下の法的要

件を満たさなければなりません（これらは我が国の

刑法第 501 条に規定されています）。指定された時間

と場所において裁判所へ出頭するという必須条件が

ある。その他の条件は-法廷への出席を確実にするた

め、または被害者や証人の安全のために「合理的で

必要」であれば、一般的や要約による以下のカテゴ

リー（第 501 条３項に規定）の１つ以上に当てはま

らなければなりません。

* 定期的に警察に連絡すること。

* 地理的な境界または領域内にいること。

* 住所、雇用、教育の変更を警察に通知すること。

* 被害者や目撃者との接触を禁止すること（一定の

場合には例外もあります）、特定の住所に行くことを

禁止すること

* パスポートの警察への預け入れ

* 特定の住所に居住すること

* 銃器・兵器の使用禁止

* その他、被害者や目撃者の安全を守るために必要

なこと

つまり、窃盗などの犯罪で起訴された場合は、被害

者との接触や窃盗現場への立ち入りを禁止する条件

を盛り込むのが一般的です。また、軽微な暴力犯罪

（暴行など）の場合は、被害者や証人との接触を禁

止したり、彼らの住所への立ち寄りを禁止するのが

一般的です。その他の犯罪の場合は、状況に応じて

条件を設定します。裁判所に出頭しなかったり、命

令に従わなかったりした履歴が少ない被告人や、逃

亡の危険性が少ない場合には、報告やパスポートの

預託などの条件が課されることもありますが、警察
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risk concerns, some of the conditions to report or 
deposit passport might be imposed, but these are 
more rare for police releases.

As for rate of release, this has gone up significantly 
since COVID-19 because the police have been 
trying to keep as many people out of the remand 
population as possible. So, they are under strict 
instructions to release from the station with 
conditions whenever possible. I don't have actual 
percentages, but they are much higher than they 
used to be. In fairness, there was already a trend 
to use more police releases, even before the 
pandemic. At the end of the day, this depends 
mostly on the offence. This is now VERY common 
for property offences (other than for serial 
offenders), most low level crimes of violence 
(common assault for example) and many low level 
computer offences.

2)    The most recent statistics I could find online 
are from 2019. These are for the Province of 
Ontario only. The link is

https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/stats/bail/20
19/2019-Bail-Offence.pdf.
The first page is the Provincial total, and the 

remaining pages are broken down by regions 
within the Province.

These overall figures show - 220,548 cases 
"disposed" (completed) in 2019. Of these, 99,661 
(about 45%) began in bail court. This means that 
about 55% started with police release.

Of the cases that started in bail court - 55,225 (so 
about 55%) resulted in bail being granted, 3,184 
(3%) resulted in bail being denied, and about 41% 
resulted in no bail outcome at all - these are almost 
all people that entered guilty pleas without 
seeking bail. Most (but not all) of those people 
would probably be poor bail candidates, but some 
would have been granted bail had they sought it.

The link to the PDF shows how these figures are 
broken down by offence category.

の釈放ではこのようなことはより稀です。

釈放率については、COVID-19 以降、大幅に上昇

しています。これは、警察ができるだけ多くの人を

拘置所に入れないようにしているからです。だから、

可能な限り条件付きで署から釈放するように厳しく

指導されています。実際のパーセンテージはわかり

ませんが、以前に比べてかなり高くなっています。

公平に見て、パンデミックの前から、警察の釈放を

多く使う傾向はありました。結局のところ、これは

犯罪の内容に大きく依存します。現在では、財産犯

（連続犯を除く）、ほとんどの低レベルの暴力犯罪

（一般的な暴行など）、多くの低レベルのコンピュー

タ犯罪では、非常に一般的になっています。

2)ネットで見つけた 新の統計は、2019 年のもので

す。これはオンタリオ州のみのものです。

https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/stats/bail/20
19/2019-Bail-Offence.pdf.

初のページは州の合計で、残りのページは州内の

地域ごとに分かれています。

※

この全体の数字を見ると、2019 年には 220,548 件が

「処理」（終結）されています。このうち、99,661 件

（約 45％）は保釈裁判所から始まっています。つま

り、約 55％は警察段階で保釈されているということ

です。

保釈裁判で始まった事件のうち、５万 5225 件（つ

まり約 55％）は保釈が認められ、3184 件（３％）は

保釈が却下され、約 41％は全く保釈の結果が出ませ

んでしたが、これらはほとんどが保釈を求めずに有

罪を認めた人たちです。これらの人々のほとんど（全

員ではない）は、おそらく保釈候補者としては不十

分であろうが、中には保釈を求めていれば保釈され

た人もいるでしょう。

ＰＤＦのリンクは、これらの数字の事件名ごとの内

訳を記しています。



－267－

第４章 カナダの刑事手続における被疑者・被告人の権利保障

3) I'm not sure what the current cost for the device 
is monthly, as I have not had a client with a GPS 
bracelet release for quite some time. From 2020, I 
have the following information:

Retainer:….$250.00
Installation:.$350.00 + Travel
Removal:…….$250.00 + Travel
Deposit:…….$500.00 - $750.00
GPS Ankle Bracelet Rental;
..$400 - $750.00/Month (1st & Last Month)

   Day Rate may be lowered if client provides 
consistent compliancy records

The "next-to-last step" in a bail plan (before 
offering GPS monitoring) would be to have a very 
structured supervision plan. So, you would propose 
a series of individuals who would all agree to 
supervise and attempt to cover 24/7. This would 
involve the defendant living with one or more of 
the proposed sureties and being supervised by one 
or more sureties at all times, almost always with a 
house arrest type condition (perhaps with minor 
exceptions when in the presence of a surety).

4) As I wrote before, generally people in police 
custody are NOT entitled to have a lawyer present 
in Canada. They ARE entitled to telephone advice, 
and that advice must be provided in private. Most 
police stations have special consulting rooms that 
are NOT audio monitored. A defendant is placed in 
that room to be permitted to speak with a lawyer 
over the phone. That conversation is NOT recorded 
and is intended to be confidential. If it is 
determined that the police were listening in on 
lawyer/defendant telephone calls, that would 
probably result in a case being thrown out (stayed) 
for these constitutional violations.

There is no time limit to obtain advice, although I 
think some degree of common sense is required. It 
is not uncommon to speak to a lawyer for 10-20 
minutes, although the majority are shorter. I have 
had long discussions with clients, and officers have 

3）久しく GPS のブレスレットを使った依頼者の事

件を担当したことがないので、現在のデバイスの

月々のコストはわかりません。2020 年からは以下の

ような情報があります。

初期費用:.......$250.00
取り付け：...350 ドル＋交通費

取り外し:.......$250.00 + 旅費

デポジット:.......$500.00～$750.00
GPS 足首ブレスレットのレンタル

...$400 - $750.00/月(初月と 終月)

依頼者が定期的に支払いする場合は、日割り料金が

下がることがあります。

保釈プランの（GPS モニタリングを提供する前の）

「 後のステップ」は、非常に構造的な監督プラン

を持つことです。つまり、24 時間 365 日体制で監督

することに同意する複数の人物を提案するのです。

これには、被告人が提案された保証人の１人または

複数と同居し、１人または複数の保証人によって常

に監督されることが含まれ、ほとんどの場合、自宅

監禁のような状態になります（おそらく、保証人が

いる場合には細かい例外があります）。

4) 前にも書きましたが、一般的に警察に拘束されて

いる人は、カナダでは弁護人の立会いを受ける権利

はありません。彼らは電話でのアドバイスを受ける

権利があり、その助言は秘密接見でければなりませ

ん。ほとんどの警察署は、オーディオモニターされ

ていない特別なコンサルティングルームを持ってい

ます。被告は、電話で弁護人と話すことを許可され

その部屋に配置されます。その会話は録音されてお

らず、秘密になされます。もし、警察が弁護人と被告

の電話を盗聴していたことが判明した場合、おそら

くこれらの憲法違反のため、その事件は公訴棄却（取

消し）されることになるでしょう。

アドバイスを受ける時間の制限はありませんが、

ある程度の常識は必要だと思います。弁護士と 10～
20 分話すことも珍しくありませんが、大半はもっと

短いです。私はクライアントと長い時間話をしたこ

とがありますが、警官がドアをノックして話が続い
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knocked on the door just to make sure the 
conversation is still ongoing. They have never 
interfered with one of my conversations to my 
memory.

The most important (and most common) advice is 
to advise the defendant to remain silent, and the 
extent to which the police may attempt to 
penetrate that silence. We also typically tell them 
not to participate in co-ordination tests (drinking 
and driving cases for example), police lineups (not 
common anymore) or other "tests" that the police 
may offer to do. But yes, the right to remain silent 
is the key advice, and I typically go much further 
and get into detail about how to actually ensure 
that this is respected (in Canada, the police have a 
general right to continue to ask questions, even 
when a person says they wish to remain silent.... 
so we provide some advice about how to deal with 
that, and what they can expect).

5) The "second opportunity" is a bit of a gray area, 
and most police officers do not understand it well. 
Some judges don't understand it well. Many 
defence attorneys don't understand it well. As a 
general rule, you need to give a second opportunity 
if the jeopardy of the defendant changes from the 
time the initial lawyer consultation occurred. So, if 
the police were initially investigating an assault, 
but they later learn that the victim died (and are 
now treating it as a potential homicide), they must 
re-read the rights to the defendant and give them 
a second opportunity to speak with counsel. Or, if 
they are initially investigating a drinking and 
driving case, and learn that the defendant is 
wanted for a bank robbery, they must re-start the 
rights. There is also an obligation to give a second 
call if it is clear that the person did not fully 
understand the initial rights or something else 
that makes the police believe that there was a 
failure to fully exercise the rights the first time.

However, if there is a general request to speak to a 
lawyer "again", the police have the right to say 
"no". In my experience, the police sometimes 

ているかどうかを確認したことがあります。私の記

憶では、彼らが私の会話を妨害したことは一度もあ

りません。

も重要な（そして も一般的な）アドバイスは、

被告人に黙秘するよう助言すること、そして警察が

その黙秘をどの程度まで妨害するよう試みることで

きるかということです。また、検査（例えば飲酒運転

事件）や警察のラインアップ（今はもう一般的では

ありません）、その他警察が提案する「テスト」に参

加しないように助言するのが一般的です。しかし、

そうですね、黙秘が 重要のアドバイスです。私は

通常、さらに踏み込んで、これが尊重されるように

するにはどうしたらよいかを詳しく説明します（カ

ナダでは、本人が黙秘したいと言っても、警察は質

問を続ける一般的な権利を持っています....、私たち

はそれにどう対処したらよいか、何が期待できるか

についてのアドバイスを提供します）。

5）「２度目の機会」はグレーゾーンで、ほとんどの警

察官はそれをよく理解していません。一部の裁判官

さえそれをよく理解していません。多くの弁護人は

それをよく理解していません。原則として、 初の

弁護人相談が行われた時点から危険性の変化した場

合には、再度の機会を与える必要があります。つま

り、警察が 初は暴行事件を捜査していたが、後に

なって被害者が死亡したことを知った（そして、現

在は殺人事件の可能性があるとして扱っている）場

合、被告人に対して権利を再度告知し、弁護人と話

す２回目の機会を与えなければならないのです。ま

た、飲酒運転の事件を 初に捜査していて、被告人

が銀行強盗で指名手配されていることを知った場合

も、権利を再確認しなければなりません。また、本人

が 初の権利を十分に理解していなかったことが明

らかな場合や、 初の権利行使が十分に行われなか

ったと警察が考えるような何かがあった場合にも、

再度電話させる義務があります。

しかし、「もう一度」弁護人と話したいという一般

的な要望の場合、警察は「ノー」と言う権利がありま

す。私の経験では、警察は潜在的な法的議論を避け
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permit a second call, just to avoid any potential 
legal arguments, but they are not required to do so. 
The police decide whether to permit the second call 
or not. That decision may be challenged at trial, 
which is why sometimes they err on the side of 
caution.

6) The most common example of having a lawyer 
present will be AFTER the co-accused (or 
accomplice) is already aware of the proceedings 
against them. That may be, in some cases, days or 
weeks or months after the initial arrest; although 
I have seen examples much earlier in an 
investigation as well. I don't see the concern you 
raise as a big problem in most cases, because a 
lawyer has a duty of loyalty to his/her client and a 
duty of confidentiality. In many cases, the client 
you represent will not want you to disclose 
anything to the accomplice (and sometimes it may 
be dangerous for that disclosure to be made), so the 
lawyer will be ethically prohibited from saying 
anything.

7) The duty counsel is a 1-800 (toll free) telephone 
number and is available 24/7. They give advice 
only on the phone, never in person. When a person 
is brought to bail court, there are free duty counsel 
lawyers (not the same ones that would handle the 
initial call on the phone) that will assist anyone 
with bail that does not have private defence 
counsel. The duty counsel you speak to on the 
phone following arrest will NOT be the same 
lawyer who attends for bail. In fact, in many cases, 
that lawyer will not even share his/her notes with 
the bail duty counsel office, although the notes can 
be obtained down the road if needed to see what 
was discussed (with the client's consent of course).

8) This is a very lengthy question - you can write a 
Master's Thesis on some of these topics:

-    there is no serious debate about the right of 
the police to ask questions. Our Supreme Court 
has made that clear and I don't see that changing 

るために、２回目の電話を許可することがあります

が、そうしなければならないわけではありません。

２回目の電話を許可するかどうかは、警察が決める

ことです。その判断が裁判で争われる可能性がある

からこそ、警察は慎重に判断することがあるのです。

6) 弁護人を同席させる も一般的な例は、共同被告

人（または共犯者）が自身に対する手続について認

識した後です。それは、場合によっては、 初の逮捕

から数日後、数週間後、数ヶ月後になるかもしれま

せんが、捜査のもっと早い段階での例も見たことが

あります。弁護人には依頼者への忠実義務と守秘義

務がありますので、ほとんどの場合、皆様の懸念が

大きな問題になるとは思いません。多くの場合、依

頼者は、あなたが共犯者に何かを開示することを望

んでいないでしょうから（時には開示することが危

険な場合もあります）、弁護人が何かを言うことは倫

理的に禁じられています。

7）当番弁護士は、1-800（トールフリー）の電話番号

で、24 時間 365 日対応しています。彼らは電話での

み助言をし、被疑者と直接会うことはありません。

保釈裁判所に連れてこられた人には、無料の当番弁

護士がいて（ 初に電話で対応した弁護士とは別人

です）、私選弁護人がいない人の保釈手続を支援しま

す。逮捕後に電話で話す当番弁護士は、保釈のため

に出廷する弁護人とは異なります。実際には、多く

の場合、その弁護士も彼/彼女のメモを、保釈を担当

する当番弁護士の事務所と共有しませんが（もちろ

ん、依頼者の同意を得て）議論された内容を確認す

るために必要な場合は、後日メモを取得することが

できます。

8）これは非常に難しい質問です。これらのトピック

のいくつかについては、修士論文を書くことができ

ます。

- 警察が取調べをする権利については、深刻な議論

はありません。警察が質問をする権利については、

深刻な議論はありません。 高裁はこの点について
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any time soon. There is also no serious debate that 
everyone has the right to remain silent. It's an 
imperfect system, but I don't see it changing soon.

-    There is no law that requires interrogations 
to be recorded. However, many cases have 
questioned the admissibility and accuracy of those 
that are not. So in practice, almost every formal 
interrogation is fully recorded. Sometimes you get 
a police officer who claims that they were told 
something during transport or another occasion 
that wasn't recorded. This is also very suspect. In 
most serious cases, the police will now record every 
minute of their dealings with a defendant to avoid 
these problems. So, in practice, it is usually 
recorded and highly suspicious when it is not.

-    False confessions are seen as a major cause of 
wrongful convictions. Yes, it absolutely has 
happened. Multiple times.

-    Silence in the face of police questioning CAN 
NOT be used against someone in Canada. This 
would offend the right to silence. So, failing to deny 
an allegation is not used against someone. 
However, a DENIAL (if it's false) can be used 
against someone. For this reason, it is my practice 
to advice all my clients NOT TO DENY 
ANYTHING. The best answer someone can give 
(the only one that can't be used against them) is to 
say "I don't wish to answer that question" or "I 
don't wish to say anything".

-     You are correct that the majority in Sinclair 
declined to follow Miranda. There is no foreseeable 
adoption of Miranda in Canada and it's key points 
(right to an attorney present, obligation to stop 
questioning) are not going to be adopted in Canada 
anytime soon.

I hope these answers are helpful.

Boris

明確にしており、今後もすぐに変わるとは思えませ

ん。また、誰もが黙秘権を持っていることについて

も、真剣な議論はありません。これは不完全なシス

テムですが、すぐに変わるとは思えません。

- 取調べの録画に関する法律はありません。しかし、

多くのケースで、録音されていないものの証拠能力

や正確性が問われています。したがって、実際には、

ほとんどすべての正式な取調べは完全に記録されて

います。時に警察官が、移送中や別の機会に、記録さ

れていないことを言われたと主張することがありま

す。これも非常に疑わしいことです。このような問

題を避けるために、ほとんどの重大な事件では、警

察は被告人とのやりとりを１分１秒単位で記録しま

す。ですから、実際には、通常は記録されており、記

録されていない場合は非常に疑わしいのです。

- 虚偽の自白は、誤った有罪判決の大きな原因とさ

れています。はい、絶対に起こっています。複数回こ

のような冤罪事件は起こっています。

- カナダでは、警察の取調べで黙秘したという事実

を、証拠として使用することはできません。これは

黙秘権を侵害することになります。ですから、嫌疑

を否定しなかったという事実も、証拠として使われ

ることはありません。しかし、否認は（それが虚偽で

あれば）証拠として使われる可能性があります。こ

のような理由から、私はすべてのクライアントに否

認しないようアドバイスしています。その質問には

答えたくありません」または「何も言いたくありま

せん」と言うのが、その人ができる 高の答え（その

人に不利にならない唯一の答え）です。

- シンクレアの多数派がミランダに従うことを拒否

したというあなた方の理解は正しいです。カナダで

は Miranda の採用は予想されておらず、そのキーポ

イント（弁護士の同席を求める権利、取調べを止め

る義務）もすぐには採用されないでしょう。

これらの答えが、お役に立てば幸いです。

ボリス
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（はじめに）

秋田委員 それではカナダとＺｏｏｍをつないでのインタビューを始めたいと

思います。本日インタビューに応じていただきましたのは，カナダ 大の都市であ

るオンタリオ州トロントのボリス・バイテンスキー弁護士です。バイテンスキーさ

んは，本日通訳をいただきます笹倉香奈教授を通じて，カナダの弁護士の中から，

刑事弁護に詳しい弁護士としてご推薦をいただきました。1993 年からオンタリオ弁

護士会に所属され，現在はバイテンスキー・シックマン刑事法律事務所のパートナ

ーをされています。刑事弁護人の経歴からスタートされたようですけれども，犯罪

被害者支援，検察官の経験もお持ちのようです。それからロースクールでは法廷技

術についての講師もされているとのことです。また，刑事手続等に関して，テレビ

などでコメンテーターもされているとのことです。リーガル・エイドについて，過

去３度委員長をお務めになったという経歴もお持ちです。笹倉先生に通訳をお願い

していきたいと思います。

バイテンスキー弁護士 少し前に検察官になるという経験もしました。また，こ

こ 20 年は大学でも教えています。

秋田委員 バイテンスキーさんには，質問事項を既にお送りして，メールでのご

回答もいただいています。これから，その質問事項に沿った形で，お話を進めたい

と思います。

バイテンスキー弁護士 皆様から質問をいただいて，それに答える形でもよろし

いでしょうか。

秋田委員 はい，分かりました。私の方から，大まかな質問をさせていただく中

でお答えいただく形をとらせていただきます。大きく二つに分かれます。一つは，

カナダでの身体拘束について，それから，取調べに対して弁護人がどう対応するの

かという二つです。

（身体拘束の流れ）

秋田委員 まず，身体拘束について，カナダでの身体拘束の流れを簡単にご説明

いただいてよろしいでしょうか。

バイテンスキー弁護士 カナダでは，逮捕された人は誰でも，釈放条件について

すぐに判断してもらうという権利を持っています。

カナダで犯罪事件というのは，大きく二つの類型に分かれます。

一つは，重大な犯罪類型です。全体の犯罪のうちの大体１％ぐらいに当たります。

１％にしか当たらないということですが，大体は殺人であるとか，反逆罪であると

か，殺人の共謀であるとか，重大な事件に関するものです。これらについては，他

の事件と異なる別の手続が用意されています。このような重大犯罪については，釈

放してもらう権利が被疑者にはありません。もし，釈放を求める場合には，より上

位の裁判所に請求しなければいけません。請求をしない限り，基本的には自動的に

手続の終了まで拘置所に身体を拘束されるということになります。特にご質問がな

ければ，これらはまれな犯罪類型でありますので，あまり時間を割きたくないと思

っていますが，もしご質問があればどうぞ。



－272－

第５編 海外調査報告

（警察段階の釈放について）

秋田委員 重大犯罪と，必ずしもそうでもない犯罪ということに大きく分かれる

ということですので，後で重大犯罪について聞くことにして，まず警察で釈放され

る場合にはどのような条件が付されて，どのような形で手続が進められていくのか

教えてください。

バイテンスキー弁護士 重大犯罪以外の 99％の事件については，警察署の段階で

釈放されることもあります。 近の統計によりますと，大体 50％から 60％ぐらいが

警察署の段階で釈放されています。この 50％から 60％以外の事件については，「保

釈審問」が裁判官の前で行われ，釈放されるかが決定されます。警察署の段階で釈

放するためには，必要的な条件が一つあります。一定の日時に，特定の裁判所に出

頭することを誓約することです。そのほかの条件は，選択的な条件ですが，ある一

定の地理的な範囲内にとどまること，被害者や目撃者との接触を禁じること，パス

ポートを警察に預け入れること，特定の住居に居住すること，DV 事件の場合であれ

ば夫や妻にコンタクトを取らないことが考えられます。

秋田委員 条件について，弁護人と警察との間等で交渉したりするのでしょうか。

バイテンスキー弁護士 時々交渉が行われることもありますが，基本的には行わ

れません。なぜかといいますと，警察署の段階で釈放されるのであれば，速やかに

警察の提示する条件で釈放されることがいいからです。その条件では困るというこ

とであれば，翌日には裁判所の面前に出頭することになりますから，その段階で条

件を聞いた上で付すことになります。つまり，警察署の段階では交渉の余地がそも

そもないのです。

（裁判所での保釈について）

秋田委員 先ほど警察段階で大体 99％のうち５割から６割釈放されるというこ

とでしたが，そうすると，残りの４割のうちどれぐらいが裁判官の段階で保釈にな

ると考えたらよいでしょうか。

バイテンスキー弁護士 コロナ禍においては，身体拘束からの解放が増えました

が，増える前の 2019 年の状況についてお話したいと思います。

今からお話する統計112はオンタリオ州のもので，他の州については，この統計の

数字が異なる可能性はあります。ただし，大きくは異ならないのではないかと思い

ます。まず，2019 年の数字ですが，裁判所で保釈を求めた人の 55％については保釈

が認められ，３％については却下され，41％の人はそもそも保釈を求めていません。

保釈を求めない人々は，その場で有罪の答弁をしてしまうことになりますが，その

うち 75％ぐらいの人はそもそも求めても保釈を受けられなかったような人で，残り

の 25％については保釈された可能性がある人だと思います。保釈を求めた場合，多

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

112 バイテンスキー弁護士が言及している統計については、追加質問への回答にも触れられてい

るオンタリオ州裁判所のホームページ

https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/stats/bail/2019/2019-Bail-Offence.pdf

を参照されたい。
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くの人が「認められる」ということになるかと思います。

（保釈保証金について）

秋田委員 その場合の保釈の条件について，日本では保釈保証金が 低でも 200

万円とか 300 万円程度かかることがありますが，カナダではどうでしょうか。

バイテンスキー弁護士 アメリカでは保釈保証金が非常に重要な役割を果たし

ていると思いますが，カナダでは，実は保釈保証金というのはほとんど重視されて

いません。カナダでは 95％の場合，保釈保証金は不要です。ただし，残りの５％の

事件では，保釈保証金が求められる場合もあります。公判に出頭しない可能性が高

いという人の事件の場合です。保釈保証金が求められることは一般的ではありませ

ん。

お金が不要な事件では，誓約や約束がなされます。出頭しなかった場合に，一定

の金額を支払うという約束です。ですので，保釈される段階では実際には払わず，

条件に違反した場合にお金を払わなければならないわけです。払われない場合は，

州から訴訟を起こされます。資産がない被疑者が多いので，大体この約束するお金

は 500 ドルから 1,000 ドルぐらいの金額です。もう少し重大な犯罪で，しかもお金

がある人には，高い金額が設定されることがありますが，その場合でも， 初にお

金を払って出るということは起こりません。裁判所は，資力を証明させるために，

例えば，銀行の預金口座の残高，あるいは不動産を所有しているかの証明を求める

場合もあります。

秋田委員 日本とだいぶ違いますが，逃げてしまう人はいないでしょうか。

バイテンスキー弁護士 裁判所に出頭しない人は，経験的には少ないのではない

かと思います。保釈条件に違反する人はそれよりも多いかもしれませんが，そもそ

も出頭しない人は非常に少ないと思います。実際に出頭しない，あるいは逃亡する

という人は，薬物を使用している人であったりとか，精神異常がある人というよう

な人が多いと思います。故意に「逃亡してやろう」という人は，少ないのではない

かと思います。保釈条件に違反する人は特にＤＶ事件などでは多いかと思います。

実際に，保釈された人が夫や妻に会いに行ってしまい，保釈条件に違反してしまう

ことが頻繁に起こり，保釈条件を見直すべきではないかという重要な議論が始まっ

ています。カナダの 高裁判所は，ここ２年の間に，実際に課されている保釈条件

の多くは実は必要がないものではないか，そもそも条件を付加すること自体に制限

的でなければいけないのではないか，つまり，公共の安全であるとか，出頭の確保

のために真に必要な範囲内で保釈条件を課すべきではないかというような判断を

行っています。

（被疑者の認否と保釈との関係について）

秋田委員 ３％の人は，保釈を裁判所でも拒否されるというお話でしたが，日本

では否認をしていること，あるいは黙秘をしていることなどによって，証拠を隠滅

する恐れがあるということで保釈をされないということがよく起こっています。カ

ナダではそういうことはないでしょうか。
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バイテンスキー弁護士 それは非常に残念なことだと思います。カナダでは，被

疑者・被告人には，黙秘権という絶対的な憲法典上の重要な権利であるとされてい

ます。保釈審問において，被疑者・被告人が黙秘権を行使した，あるいは否認をし

たなどということを検察官が指摘するということさえありません。もちろん罪証隠

滅の証拠がある場合には，保釈審問において考慮の要素の一つになるということに

なりますが，否認や黙秘をしていることそのことが，保釈審問において判断要素と

なるということはありません。

かつてはカナダでも，重大な犯罪について起訴されている人については，自動的

に逃亡のリスクがあるという判断をされる，つまり，保釈が認められにくいという

見解もありました。しかし，このような考え方は今では採用されていません。もし

かしたら，日本の黙秘に関する考え方，見方というのも同じかもしれませんし，そ

れが将来的にはなくなっていくということを期待します。

（保釈の認められにくい重大犯罪について）

秋田委員 １％を占める重大犯罪については，保釈が認められにくいというお話

でしたけれども，ここでいう重大犯罪（469 章犯罪）とはどんな犯罪か，もう少し

具体的に教えていただければと思います。殺人とか，殺人の共謀，反逆罪を例とし

て挙げていただいています。他にどんな犯罪が 469 章犯罪に当たるでしょうか。

バイテンスキー弁護士 基本的には殺人，殺人の共謀，反逆罪以外はほとんどあ

りません。この 469 章犯罪には，例えばクーデター行為のようなものが含まれてい

るということになりますが，基本的にはないです。

（ＧＰＳの運用について）

秋田委員 あと，ＧＰＳについても若干お聞きしたいと思います。ＧＰＳの運用

状況を簡単に教えていただければありがたいです。

バイテンスキー弁護士 まず，コロナ禍の前の話をしますと，ＧＰＳというのは，

多少は使われていました。ＧＰＳの前は電子監視の方法，例えば居宅を離れた場合

にアラームが鳴るというような単純な構造のものが使われたこともありますが，こ

れは多くの場合，有罪判決が言い渡されて自宅拘禁という判決が出た場合に，モニ

タリングをするために使われていました。コロナ禍の前はたくさん使われているわ

けではありませんが，都市部ではより使われていました。保釈時のＧＰＳの装着は，

おそらくカナダ全土で見ても，１年間に 50 件もなかったのではないかと思います。

自分でＧＰＳの装着にかかるお金を支払うため，極めて少なかったのです。

コロナ禍の影響で，州ごとにおそらく運用が違うと思いますが，例えばオンタリ

オ州においては，ＧＰＳや電子監視が多くの保釈に使われることになりました。州

政府は，電子監視の機器は恐らく 100 程度，ＧＰＳの機器は 140 か 200 程度準備し，

貸出を行いました。すると，５か月でこの貸出が全部出払ってしまって，現在では

空きを待つ状態です。

秋田委員 ありがとうございます。この時点で身体拘束について，追加してお聞

きになりたい方おられますか。



－275－

第４章 カナダの刑事手続における被疑者・被告人の権利保障

山口委員 ＧＰＳについて，民間から借りるなど，お金持ちでないと使えないと

いうようなことはあるのでしょうか。

バイテンスキー弁護士 機器の貸出プロジェクトは，州の方でお金を払ってくれ

ます。ただ，まだ借りられないという人は，自分でお金を払って手配することがで

きますけれども，その場合は自費です。コロナ禍の前には基本的に自分で払うとい

うことになっていました。ただ，有罪判決後の自宅拘禁の場合の機器については，

州がお金を出すということになります。ＧＰＳの装着費用について，自費で手配す

る場合には，大体月 400 ドルから 750 ドルぐらい，更に装着費などの必要経費がか

かるということになるかと思います。

（弁護人を依頼する場合について）

秋田委員 弁護人へのアクセス権のことをお聞きしますけれども，逮捕された被

疑者が弁護人を依頼するまでの手順のアウトラインを説明してください。

バイテンスキー弁護士 第１段階として，警察官は身体拘束された被疑者に対し

て，まず情報，すなわち無料で弁護士に話す権利があるということと，弁護士にア

クセスする権利があるということについて，告知しなければいけません。つまり，

被疑者に対して選択権を与えるということがこの段階では必要とされていまして，

もし「いらない」と言った場合には，取調べに移行することになるわけです。

もし弁護人と話したいと被疑者が言った場合には，次の三つの方法があり得ます。

一つ目は，既に被疑者が私選で弁護人を雇う場合です。警察官に対して「ボリス・

バイテンスキー弁護士に連絡を取ってくれ」と言うわけです。このような申し出が

あったら，警察は，連絡を取る努力をしなければなりません。例えば「お父さんに

連絡してくれ，お父さんが恐らくボリス・バイテンスキー弁護士の連絡先を知って

いるから」というような依頼が行われる場合もありますが，いずれにせよ警察官は

現実的な努力をしなければならないことになります。

二つ目の選択肢です。弁護士を知らないという人の場合には，警察は，電話帳を

見るとか，グーグルサーチで探します。法律上は電話帳を見せて探さなければいけ

ないことになっているんですけれど，基本的に警察官は当番弁護士に電話をかける

と思います。当番弁護士制度は州ごとに設けられており，24 時間 365 日いつでも無

償でアクセスできます。

被疑者が警察官に対して「電話したい」と言った場合，警察署に行ってから電話

させる場合もあります。例えば，街中で逮捕した場合など，周りに電話をするよう

な手段がないというときです。カナダの法律では，弁護士に電話をするまで，警察

官は質問・取調べを行ってはならないという規定があります。

秋田委員 今の話だと，弁護士を知らない被疑者は，任意で弁護士を選べるとい

う意味ですか。

バイテンスキー弁護士 選択できます。 初の段階で選択できますし，その後に

依頼するときに， 初とは違う弁護士に依頼することもできます。弁護士の方でも

受任拒否できますので，基本的には合理的な範囲で選択権があるといえるかと思い

ます。
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好きな弁護士が選べないという場合は，例えば，弁護士が電話に気づかないとい

うようなとき，警察は２回ぐらい連絡を取るように試さなければいけません。それ

でも連絡が取れない場合には，先ほどの州の弁護士，あるいはその他の弁護士に連

絡をとらなければなりません。いつまでも好きな弁護士を待ち続けるということは

できないのです。

（電話によるアドバイスについて）

秋田委員 日本の捜査機関は，電話による連絡は，電話の向こうにいるのが本当

に弁護士なのかどうか分からないという議論をするのですけれども，カナダの場合

は，相手が弁護士であることをどうやって捜査機関は確認しているのでしょうか。

バイテンスキー弁護士 カナダでは警察がまず弁護士に電話をして，弁護士であ

るということを確認した後，電話を被疑者に渡すという形になります。

秋田委員 そのときには，例えば電話の向こうに別の人がいる可能性もあるとか，

そのあたりは問題にならないのでしょうか。

バイテンスキー弁護士 電話は秘密性がなければならないので，被疑者側には，

誰も付いていないということになります。カナダにおいては，アメリカとは異なっ

て弁護人の立会権が認められていませんので，電話でコンタクトを取るという権利

しかありません。電話を受ける側の弁護士には守秘義務があり，弁護士倫理によっ

て規制されていますから，自分の方で倫理的に規制することになります。

秋田委員 今の話だと，携帯電話などにもかかってくることもあるわけですね。

バイテンスキー弁護士 携帯電話にかけてくるとこともあります。

秋田委員 インターネットを使った，ビデオ接見の制度はあるでしょうか。

バイテンスキー弁護士 現在のところありません。まだその技術が確立されてい

ません。この１年の間，裁判所の方ではビデオ会議が整備され，現在，公判もビデ

オで行われています。けれども，警察署ではその技術が整備されていません。保釈

の認められなかった被疑者などについて，いくつかの拘置所ではビデオ会議の設備

を持っていますが，警察署にはまだそれがありません。

秋田委員 警察署の電話設備はどんな設備になっているのでしょうか。

バイテンスキー弁護士 大都市の警察署では，インタビュールーム，取調室，面

会室などという名称の特別な部屋があります。そこには電話が壁に付けられていて，

警察が別の部屋で弁護士に対して電話をかけて，それが繋がった場合には，そこに

転送し，依頼者（被疑者）がその部屋から電話を取ることになります。

秋田委員 弁護人と電話でのアクセスを依頼する被疑者の割合はどの程度なの

でしょうか。

バイテンスキー弁護士 数字は分からない部分もありますが，恐らく多くの人は，

特に無償の弁護士に電話をすると思います。よい警察官は，後でトラブルを避ける

ために，被疑者に対し「弁護士を呼んだら」と強く助言すると思います。被疑者が

自白した場合に，弁護士にコンタクトを取らなかったことによってその証拠能力を

否定されることがあってはならないので，警察官が 初の段階で弁護士に連絡をす

ることを強く推奨すると思います。



－277－

第４章 カナダの刑事手続における被疑者・被告人の権利保障

（被疑者に対する具体的なアドバイスについて）

秋田委員 具体的な電話の内容について，お聞きします。まず，どんなアドバイ

スをすることになるのでしょうか。弁護士会などで研修をすることもあるのでしょ

うか。

バイテンスキー弁護士 まず，当番弁護士については研修があるかと思います。

ただし，その他の弁護士については，人によるというか，研修を受ける人も受けな

い人もいると思います。

私の考えでは，この段階の助言というのは，その刑事事件の依頼者に対するアド

バイスとしては も重要なものだと思っていますし，私自身もこれを重視していま

す。逮捕されていない人で，未だに逮捕に至っていない人についても，先んじて助

言をするということにしています。

まず，どうやって助言をするかですが，逮捕されている人には色々な人がいるわ

けで，特にあまり頭がよくない人もいるわけですね。それ以外にも精神疾患がある

人とか，お酒飲んでいる人とか，薬物をしている人とかもいて，なかなか内容が理

解できない人もいます。ですので，私はどのように助言をするかということについ

ては，自分が助言した内容を私に対してもう一度リピートさせています。

カナダにおいては，アメリカとは被疑者の権利が違います。被疑者が話したくな

いと言った場合に取調べを遮断するという効果はありません。カナダには黙秘権は

ありますけれども，取調べを止めることはできません。ですので，私はまず依頼者

に対して「警察は取調べをしてくるでしょう。そしてあなたが何を言ってもその取

調べを止めるということはできないでしょう。」といいます。次に，そのようなとき

にどうしたらいいのかについて，助言をします。私は，この段階，この２，３時間

でどう対応するかということが事件の帰趨を決めることを，怖がらせるぐらい強調

してお話します。カナダでは，警察は取調べのときに被疑者に対して嘘をつくこと

ができます。例えば，本当にその被疑者が緑の車に乗っていたかどうか分からなく

ても，「その緑の車に君は乗っていただろう」ということができます。なので，私は

被疑者に対して，警察が言うことは，本当かもしれないし，本当じゃないかもしれ

ないと説明します。

また「この段階では我々にはほとんど情報がないんだ」ということについても，

話します。つまり，この事件の早い段階においては，事件にとって何が重要なのか，

何が重要じゃないかということが分からないわけです。ですので，被疑者が「これ

が重要だ」と思うことがそうではないかもしれませんし，大したことと思っていな

いことでも重要な意味を持ってくることもあるかもしれない，ということについて

助言します。

結論としては，後に問題が生じない答え，というのはただ一つしかなくて，「私は

それにはお答えできません」とか，「私はそれに答えないように弁護人に言われてい

ます」とか，それに類するような言葉です。また，何かについて否定をするのも非

常に問題なので，それは絶対しないように，というふうにもお伝えします。この段

階ではまだまだ我々には情報がないし，特に嘘を言ったことが問題とされてしまう
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こともあると思いますので「否定はしないように」と伝えます。

具体的に取調べの際にどういう戦略をとるよう話すかというと，まず，数を数え

るようにと言います。つまり，「答えたくない」と言ったにも関わらず取調べが続く

場合には，「２回目お答えしますけれども，私は答えたくありません」と。まだ聞か

れる場合には「これで３回目になりますけれども，お答えしたくありません」とい

うふうに数えさせて，数字だけに集中するように，というような助言を行います。

もう一つの戦略は，取調室にはビデオカメラがありますので，そのビデオカメラ

を見て，（後にそれを見るかもしれない）裁判官に語りかけるように。「裁判官殿，

私は話したくありませんというふうに申し上げました」と言い，それでも聞かれた

ら「はい，裁判官殿，私は２回目，このようなことをお伝えしました」と話しかけ

てはどうかという助言も行います。

もう一つは，その取調室には机がありますので，目を閉じて，頭を机の上に伏せ

て何も答えるなと伝えます。そうすると警察官は多分机を部屋から出すので，その

場合には，床に伏せて頭を下ろして目を閉じ，捜査官が疲れてくるまで待つように，

そのような戦略をとりなさい，というふうに言います。このような助言をすること

で，被疑者の方も事の重大性に気づくというふうに思います。

何も喋るなということ以外に，保釈についても話をします。特に，翌日の保釈審

問の情報収集のためになるべく多くのことを聞きます。

秋田委員 黙秘をしている場合に，取調べはどれぐらい続くものなんでしょうか。

日本では黙秘をしていても，１日８時間を，場合によっては 20 日間続けたりとかと

いうそういう取調べが行われたりすることがあります。カナダの場合は黙秘をして

いる被疑者に対してどれぐらい取調べが続くものなのでしょうか。

バイテンスキー弁護士 それは，ちょっと信じ難いですね。カナダではまず保釈

審問が逮捕後 24 時間以内に行われることになっています。一部の保釈裁判所は 24

時間開いていますが，多くの場合は午前９時から午後５時までしか開廷していませ

ん。その時間が警察官にとってはいわば締め切りのようなものになっていて，その

間に保釈裁判所に連れていかなければいけません。保釈裁判所で審問があった後は，

被疑者は拘置所に身体を拘束されるので，警察官はアクセスできません。つまり，

カナダでは取調べが何日も続くことはありません。

（カナダにおける弁護人立会権の議論状況について）

秋田委員 黙秘のアドバイスを守れない被疑者の方も結構いると思いますが，そ

のために弁護人が立ち会った方がよいのではないかという議論はカナダにはない

のでしょうか。

バイテンスキー弁護士 立会いについて，議論があるのかというと，議論はあり

ません。ほぼありません。それはなぜかというと，現実的ではないからです。それ

からシンクレア判決で 高裁が「そのような権利はない」と判断をしたので，みん

なそういうものだと受け止めていると思います。政治的にも議論はありません。刑

事弁護人としても，警察署に毎日毎日行きたくないと思っているのではないかと思

います。
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（２度目の弁護人依頼権について）

バイテンスキー弁護士 我々にとってもっと大きな問題は，弁護人の１回目の電

話のあと，２回目はどうなのかということです。２回目の電話については，さらに

認めるべきではないかという議論はあります。現在では例外的な場合に２回目の電

話が権利として認められているとなっていますが，それをもう少し保障していくべ

きではないか，この点が議論になっています。

（軽微事件について）

前田委員 取調べもなく釈放される方々も結構いらっしゃるのでしょうか。

バイテンスキー弁護士 軽微な事件なので，あまり深く警察の方でも追及はしな

いとは思いますけれども，いずれにせよ，逮捕されていますので，弁護人と話す権

利があるということの告知はされます。ただし，その後取調べが行われた後にすぐ

に釈放されるというようなケースになります。警察段階で釈放される事件の多くは

飲酒運転の事件ですけれども，弁護士からのアドバイスを受けた後に検査が行われ，

その後，釈放されるケースが多いかと思います。

（保釈審問後（勾留後）の取調べについて）

川上委員 先ほど，保釈審問までが警察の持ち時間なんだというお話をされてい

ました。結局，保釈が認められなかった事件などに関しては，身体拘束が続くとい

うことだと思うのですが，その間の取調べは認められていないという意味なのでし

ょうか。それとも実際には行われていないという実態の問題なのでしょうか。

バイテンスキー弁護士 まず拘置所にいるので，アクセスがなかなかしにくいと

いうこともあり，警察官が拘置所の同房者に扮して供述を得ようとするような実務

はあります。基本的に法の建付けとしては，この保釈審問後については，被疑者の

同意がなければ取調べ，質問することができないということになっています。警察

が拘置所に訪ねていって「質問してもいいか」と聞いた場合，多くの被疑者は「任

意の取調べは受けない」というふうな答えをするかと思います。禁止されているわ

けではないということです。

（保釈審問手続について）

谷萩委員 保釈の審問は，実際に被疑者と裁判官が面会をして質問するという手

続なんでしょうか。そうだとした場合，そこに検察官や弁護人は立ち会うのでしょ

うか。

バイテンスキー弁護士 現在コロナ禍においては，この審問自体がビデオで行わ

れたり，電話で行われたりする場合もありますが，大体 98％から 99％の事件では判

事と検察官と弁護人が立ち会って審問が行われます。ただし，カナダの一部では第

１回目の保釈審問に弁護人を参加させないという運用をしている場所もあり，「問

題だ」と思っています。なお，参加する弁護人は私選弁護の場合もあれば，裁判所

に張り付いている当番弁護士の場合もあります。
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（電話によるアドバイスの際の通話者の確認方法について）

川上委員 電話での弁護人とのやり取りに関して，日本では，その弁護士が別の

人間に電話を代わるのではないかということを理由に非常に消極的です。カナダで

はその懸念に関しては，弁護士の守秘義務と弁護士倫理という二つのハードルをあ

げておられたように思うんですが，そういう結論でよろしいのでしょうか。

バイテンスキー弁護士 もちろんカナダでも機械を用いて三者の通話をしてし

まうような弁護士がいないとは限りません。ただ，警察がこのような弁護士との通

話について介入するということがあれば，恐らく裁判所は非常に怒ると思います。

あるいは，現在テクノロジーの面から見ても，電話を三者通話にしてしまった場合

にはシステム上分かってしまうのではないかと思います。しかも，弁護士としては

拘禁されている人，逮捕されている人のために法違反をして，懲戒を受けたり資格

を剥奪されたりとかするようなリスクを冒したくないと普通は思っていると思い

ます。弁護士に対する信頼というのも一定程度あるのではないかなとは思いますけ

れども。

（電話によるアドバイスの時間と内容について）

内山委員 電話でのやりとりというのは，一般的にはどれぐらい時間をかけて行

っているのでしょうか。二つ目は，電話の場合と面談と比べて，電話で十分なアド

バイスができないというふうに感じることはありますか。あるとすればどんなケー

スでしょうか。

バイテンスキー弁護士 まず一つ目の質問ですけれども，これは人によりますし，

事件によりますというふうに言わざるを得ないかと思います。重大な性犯罪とか殺

人の場合には，より長くということになるかと思いますが，大体 10 分ぐらいから

20 分から 30 分ぐらいかかることもありますし，重大な事件については，30 分程度

お話しするということもあります。また，依頼者の方にもよるということで，例え

ば非常に感情的になってしまっている人とか，飲酒をしている人とか，理解力に乏

しいという場合には，より多くの時間を割くということになるかと思います。

もちろん顔を突き合わせての面会の方がいい場合というのが多いと思います。例

えば逮捕前に逮捕に備えるためのミーティングをするという場合には，基本は面会

やビデオ会議で行ったほうが，電話よりはいいというふうに思っています。ただし，

逮捕後には，基本的には面会というオプションはなくて，１回のみの電話接見にな

ってしまっています。それに我々も慣れています。

（立会いをした場合の弁護人の立場などについて）

秋田委員 弁護人が立ち会った場合は，その弁護人は証人になり，弁護ができな

くなるのでしょうか。もしそうだとしたら，それはどんな理由によることなのでし

ょうか。

バイテンスキー弁護士 そんなことはありません。そもそも立会いは少ないです

けれども，立ち会った場合には取調べをする警察官だって同じく証人になるのでは

ないかと思いますし，自動的に弁護ができなくなったというケースは聞いたことが
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ありません。もちろん，例えば録音・録画がされていないような取調べで何を言っ

たか，言わないのかということが問題になったときに，弁護人が「いやいや，そん

なことはなかった。こうだった」と言ったときに，その弁護人自身が選択して証人

になるということはあり得ますし，依頼者の方で弁護人に対して証人になってくれ

と言って証人になってもらうという場合はあり得るかもしれません。しかし，自動

的に弁護が認められないということはないと思います。ただ，問題になり得るのは，

こういう録音・録画がされていないケースです。

（録音録画について）

秋田委員 カナダでは必ずしも録音・録画は義務付けられていないということで，

数も少ないと思っていましたが，オンタリオでは一般的なことなのでしょうか。

バイテンスキー弁護士 立法上は必要的な録音・録画の制度はありません。しか

し，普通に録音・録画が行われています。警察車両の中や警察官の制服にカメラが

装着しており，実際は，録音・録画が行われているということが多いかと思います。

それは，警察官自身が録音・録画して，後で違法な捜査を行ったとか，脅した，や

ってはいけないことをした，と文句言われないようにするためだと思います。だか

ら，立法ではないですけれども，現実的には行われています。しかも，録音・録画

がないと通常裁判官の方も懐疑的になります。例えば自白をしたというふうに取調

官が言うけれども，録音・録画がされていないという場合には，非常に十分な説明

をしない限りは，裁判官の方では自白を採用しないということになるかと思います。

（終わりに）

大迫委員長 今日は本当にありがとうございました。この委員会は逮捕のときか

らちゃんと弁護人の援助を受ける権利を確立したいという委員会です。今日のご経

験に基づいた逮捕時点でのアドバイスについては本当に有益で，今後の我々の活動

に活かしていきたいと思っております。本当にありがとうございました。

バイテンスキー弁護士 非常に名誉な機会をいただけまして，本当にありがとう

ございました。カナダの刑事司法制度についても知りたいと思っていただいて，本

当にありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。

第４ （参考）カナダ連邦最高裁シンクレア判決について

カナダ 高裁判所 2010 年 10 月８日判決

被告人 トレント・テレンス・シンクレア

【論点】

・憲法典の 10 条（b）（逮捕又は勾留された場合，人は「遅滞なく弁護人を依頼し，

助言を受ける権利」を有すると規定）に基づく弁護人の援助を受ける権利の性

質と限界について。

・拘禁の開始時に 10 条(b)の権利が適切に与えられた被拘禁者が，取調べの過程

で更に弁護人と協議する憲法上の権利を有するか。
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・被拘禁者が求めた場合に，取調べへの弁護人立会権が認められるか。

【事案の概要】

・殺人容疑で逮捕されたシンクレア氏は，警察の教示を受け，取調べに先立ち，

個室で３分間弁護人と電話をして，法的助言を受けた。

・約３時間後，選任の有無を尋ねるために警察官が弁護人に架電し，そのときも，

シンクレア氏は，個室で３分間弁護人と電話をして助言を受けた。ただし，弁

護人は選任しなかった。

・その後の取調べにおいて，シンクレア氏は，黙秘権の行使を示唆するとともに，

弁護人の再度の相談を求めることが複数回あった。

・警察官は，シンクレア氏に対し，黙秘権があることを告げたものの，弁護人と

の再相談は認めず，その後も取調べを継続した。

・すると，シンクレア氏は殺害をほのめかす自白をした。

・取調べ後，シンクレア氏は潜入捜査官と同じ房に収容されたところ，その潜入

捜査官に対しても，殺人に関与したことをほのめかす自白をした。

・さらに，その後，シンクレア氏は警察に同行して殺害現場で再現を行った。

・取調官に対する自白，潜入捜査官に対する自白，その後の再現に，それぞれ任

意性が認められた結果，それらが証拠として採用され，シンクレア氏は有罪判

決を受けた。

・そこで，シンクレア氏は，憲法典 10 条(b)【弁護人へのアクセス権】を根拠に，

弁護人と話をしたいと申し出た場合，警察には取調べを中止する義務があり，

更に進んで，10 条(b)では，身体拘束中の取調べについて，弁護人の立会いを

求めた場合には弁護人立会権が認められていることを根拠に，自白や再現に証

拠能力がないものと主張して，上告した。

・なお，10 条(b)では，「全ての人は，逮捕又は勾留された場合，以下の権利を有

する。」，「遅滞なく弁護人を依頼する権利，及びその権利を知らされる権利が

ある。」と定められている。

【憲法典 10 条(b)】
10. Everyone has the right on arrest or detention:
…

(b) to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that 
right;

【判示事項】

第１ 10 条 (b)の目的，再相談をする権利

【多数意見】

・被留置者に法的状況に関連する法律上の助言を得る機会を提供することであ

る。

・10 条(b)は二つの方法でその目的を果たす。第一に，弁護人に相談する権利を
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知らされることを要求する。第二に，弁護人に相談する権利を行使する機会を

与えることを要求する。

・弁護人からの法的助言によって，被留置者が直面している状況に関し，警察の

捜査に協力するかどうかを選択する権利を援助することにある。

・新たな状況や新たに明らかになった状況では，当初の助言がもはや適切ではな

い可能性があり，状況の進展により再相談する権利を与えるべきである。

・警察は，黙秘権が行使された場合でも，説得をして取調べを継続することが可

能である。

・警察は，弁護人との再相談を勧めることができる。取調官は，被拘禁者を安心

させるために，弁護人との更なる相談が可能であることを示唆し，これは，有

用なテクニックであると考えることさえある。

・再度の相談の権利が付与されるためには，主観的に混乱していた，又は助けを

必要としていたと主張するだけでは不十分であって，警察の追加的な実施義務

を発動させるためには，客観的に観察可能な状況の変化がなければならない。

・例えば，新たな手続が行われる場合，捜査が進展して新たにより深刻な事態に

なった場合，及び当初の助言を警察が弱体化させてもはや当該助言が適切でな

くなった場合などがこれにあたる。

・本件では，シンクレア氏に対する危険は終始変わらず，新たな手続が求められ

ていたわけでもなく，（取調官とのやり取りを見る限り）シンクレア氏自身，黙

秘する権利については何の疑いも持っていなかったことが明らかであった。

・したがって，警察には，再度の相談の機会を付与する義務はなく，10 条(b)の
権利が侵害されたとの主張は認められない。

【反対意見①】

・①弁護人との事前の接触の程度，②取調べ後，助言が行われるまでの時間の長

さ，③警察が提供した情報（真実か虚偽か）で，当初の助言が弱体化したこと

可能性，④取調べの緊急性，⑤付随的な出来事に関する質問の有無，⑥被拘禁

者の精神的・身体的状態に関する取調官の認識等の事情を勘案した上で，再度

の相談の機会を付与する義務が生じる場合がある。

・本件では，取調官が，ＤＮＡ情報に関する虚偽の情報に基づいて取調べを行っ

たときに，被拘禁者が再度弁護人と協議をしたいと考えるのは合理的であっ

て，この時点において取調官には，再度の相談の機会を付与する義務があった。

・これを拒否された被拘禁者は，10 条(b)の権利を侵害されたものであって，そ

の後に続く潜入捜査官に対する自白と犯行現場での再現も，取調べの際の自白

と関連性が認められるから，いずれも，憲法典 24 条(b)に基づき排除されなけ

ればならず，上告は認められる。

【反対意見②】

・10 条(b)は，（一時的なものではなく）弁護人に相談する継続的な権利を含むも

のである。
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・無罪推定の原則は，自白に対する保護，黙秘権の保障と密接に関連するところ，

その権利行使に当たっては，弁護人の援助が重要である。

・多数意見は，被留置者が自白に対する権利を確保することができるようにする

という狭い目的を持っていると解釈するが，弁護人の援助を受ける権利（10 条

(b)）の包括的な目的は，強制的自白に対する保護にある。

・10 条(b)の弁護人のアクセス権は，単に弁護人の援助を受ける権利ではなく，

効果的な弁護人の援助を受ける権利である。

・被拘禁者が黙秘権を主張し，話さないことを選択した場合，「国家は，被疑者の

意志を覆し，その選択を否定するために，その優れた力を行使する権利を有し

ない」とされているところ，本件で取調官は，まさにそれを行った。

・シンクレア氏の多数の要求にもかかわらず，尋問を中断し，弁護人と相談する

ことを許可しなかった警察の誤りは，憲法典の 10 条(b)で保障されている権利

の違反を構成していた。

・その後に続く潜入捜査官に対する自白と犯行現場での再現も，取調べの際の自

白と関連性が認められるから，いずれも憲法典 24 条(b)に基づき排除されなけ

ればならず，上告は認められる。

第２ 取調べへの弁護人立会権

【多数意見】

・10 条(b)の文言も，取調べの過程で弁護人が継続的に存在することを必ずしも

意味するものではない。

・10 条(b)の目的から考えると，取調べの過程において弁護人の継続的な立会い

を要求するものではない。

・ミランダ・ルールの原則は，現場で実際に行使されていないケースが多いこと，

対象者が限定されていること，ミランダ・ルール違反の自白でも弾劾証拠とし

ての利用が許されていることなどからして，被告人の利益とならない面もあ

り，カナダにそのまま移植されるべきものではない。

・もちろん，すでに行われているように，双方が同意した取調べに弁護人が立ち

会うことを妨げるものは何もない。

・警察は，望むならば，そのような取り決めを自由に行うことができ，被留置者

は，弁護人の立会いを供述の前提条件とすることを望むことができる。

第５ おわりに

インタビュー等の結果，人質司法との関係では，カナダでは釈放が多く身体不拘束

が原則となっていること，黙秘や否認は保釈を認めない理由とはされないこと，ＧＰ

Ｓによる保釈はコロナ禍もあって増えつつあるが，費用が高いこともあって，必ずし

も一般化していないことなどが明らかになった。

次に，取調べ前の弁護人依頼権の保障や弁護人立会いについては，カナダでは，被

疑者が弁護人依頼権を行使した場合，被疑者が弁護人と相談するまでは取調べが行わ
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れないこと，弁護人の相談は電話によって迅速に行われること，弁護人立会権が一般

的に保障されているわけではないが，その背景には，上記のような弁護人アクセス権

の保障とともに，裁判官に引致されるまでの拘束時間が厳密に 24 時間に制限されて

いることなども明らかとなった。カナダの司法関係者は，権利放棄が常態化している

アメリカのミランダ・ルールよりも，カナダの法制の方が人権保障に適しているとい

う自負を持っているようである。

後に，日本との比較で，次のような点を指摘しておきたい。

まず，18 歳未満の子どもの場合，弁護士等の立会いなき場合の供述は証拠とするこ

とはできないようである。これは，供述弱者への配慮と理解できるが，日本では，少

年であっても弁護人等の立会いなく取調べができる制度とは異なる。

次に，上述のとおり，身体拘束された際，少なくとも弁護人との電話による秘密接

見が１回行わなければ取調べを行うことができない。拘束されている警察署に弁護士

が現実に赴いて接見申出しない限り取調べが中断されない日本とは異なる。そして，

その際の弁護士の基本的アドバイスは黙秘である。現在，日本の被疑者弁護における

アドバイスとして，黙秘を勧める例が多くなっている。カナダの弁護実践は，日本で

も参考になりうる。

何よりも，シンクレア判決文や今回のインタビュー等からすれば，日本と異なり，

取調べ時間ははるかに短いようである。それ故，虚偽自白の危険性は否定できないよ

うではあるが，長時間の取調べが行われる日本と比較すれば，虚偽自白の危険性自体，

相対的に低いと評価しうるように思われる。また，カナダでは，黙秘を勧められた被

疑者が黙秘をしても，捜査官による発問は禁じられてない（黙秘する被疑者に対する

繰り返しの発問後の自白については任意性が問題にはなりうるが）。それゆえ，弁護人

立会いがなされないカナダでも，黙秘する被疑者に対する供述強要の懸念は消えない

が，日本より短い取調べ時間からすると，その懸念は相対的に低いと言いうるであろ

う。

後に，こちらからの質問に対して詳細にご回答いただき，時差にもかかわらずＺ

ｏｏｍインタビューに快く応じていただいたカルガリー大学のリサ・シルバー准教授，

同准教授の夫でアルバータ州のクイーンズカウンセルのマーカム・シルバー弁護士，

トロントで事務所を経営するボリス・バイテンスキー弁護士，そして，カナダの先生

方のご紹介等のコーディネートや翻訳・通訳のみならず，学術的にも様々なアドバイ

スをしていただいた笹倉香奈甲南大学法学部教授に，改めて心から謝意を申し上げた

い。
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おわりに
大迫唯志（実行委員会委員長・広島）

国選弁護シンポジウムは，日弁連の中でも刑事関係のシンポジウムとして長い歴史があ

り，1987 年に名古屋市で第１回が開催され以降，今回の広島市で第 15 回を迎えることに

なりました。この国選弁護シンポジウムは，本書第１編の総論「第２ 刑事弁護に関する

日弁連等の取組」に詳細に紹介されているように，各回のシンポジウムにおいて，刑事関

連の各委員会が検討してきた国選弁護の拡大や刑事弁護への取組についての新しい制度案

や新たな取組が提案され，シンポジウムの中でその内容を検討することを通じ，提案され

た制度・取組を周知し，これを持ち帰った弁護士が，自ら，あるいは各弁護士会や委員会

を通じて弁護実践に活かすことで刑事弁護の充実を図る，という役割を担ってきました。

本シンポジウムでも，第１部では，逮捕段階からの国選制度の実現のため，前回（第 14

回）のシンポジウムで指摘された問題点を踏まえた新たな制度案を提案し，第２部では逮

捕段階からの国選弁護に取り組む場合に，弁護士が経験するであろう接見交通権を巡る問

題について実践的な検討を行い，第３部では今後の刑事弁護の充実に不可欠である取調べ

の立会いについての今後の取組の提案をテーマに選びました。また，本書も上記各テーマ

にそった内容のほか，ドイツ，カナダ，韓国，台湾の 新の刑事制度を盛り込んだ海外調

査報告，現在の日弁連が掲げる刑事弁護の充実のためのさまざまな取組が各地でどのよう

に実践されているかを集約したアンケート結果など，今後の個々の弁護士の刑事弁護活動

や弁護士会での活動の参考にして頂ける内容としています。

刑事弁護は闘いの歴史です。一つ一つの事件が闘いであるとともに，刑事制度の改革も

闘いです。我々は，事件を通じて刑事制度の問題点を体感し，それを改善するための取組

を考え，その取組の実践に併わせて制度の改革案を提案することで，刑事制度の改革を実

現してきました。今回の国選弁護シンポジウムで提案した制度案や取組が，また本書の内

容が，参加の皆さんの今後の刑事弁護での実践や各弁護士会での取組に寄与し，新たな制

度へと繋がることを期待しております。

後に，本シンポジウムは，本来昨年 10 月に開催が予定されていたことから，一昨年秋

に当実行委員会が立ち上がりましたが，新型コロナウイルスまん延の影響を受け，やむな

くシンポジウムの開催が１年延期されました。この間，計画していた海外への制度調査も

実施できないなど，開催の延期だけではなく，多くの影響を受けてきました。しかし，Ｗ

ｅｂ会議等を活用して海外の弁護士，学者等へのインタビューを行うなど，各委員の努力

を経て，ようやく開催することができました。また，新型コロナウイルスまん延への対応

としてＷｅｂでの配信による参加という新しい試みも行いました。今後の国選弁護シンポ

ジウム等の開催方法の参考にしていただくことで，本年度の各委員の工夫が活かされるこ

とを願っています。
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