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控訴審の弁護活動

1 現状
まず現状ですが、事後審であるということ
について弁護人の理解不足が多いのではない
かということです。控訴趣意書に関しては、
原判決の認定、判断が論理則、経験則に照ら
して不合理なことを、具体的に原審の証拠、
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記録を援用して指摘する弁護活動をすべきな
のに、その指摘がない。続審であるかのよう
に新たな証拠に依拠して事実誤認を主張する
などです。事実取調請求に関しては、弁護人

3 着眼点

請求証拠の番号につき、原審の弁号証の次の

4 裁判員裁判の特色

番号を付してくる、理由を付すことなく原審

6 出口
7 最後に
8 質疑

で取調べ可能であった証拠や原審で取調べた
証人について事実取調請求をする（刑訴法382
条の2のやむを得ない事由の主張がない）な
どです。また、身柄関係については、権利保
釈の適用がないということについて非常に誤

〈前号掲載〉
1 はじめに

解が多いように思います。つまり、控訴審に
おいては、第1審が実刑の場合には裁量保釈し
かないので、いくら罪証隠滅のおそれがない

2 控訴事件の状況

とか、逃亡のおそれがないといっても通りま

3 控訴審弁護の入口

せん。そうではなく、裁量保釈すべき積極的

4 控訴審の性質

な理由、必要というのを打ち出してもらわな

1 事後審

ければ、皆さんの意に沿うような判断をする

2 事後審の特徴

方向にはなりにくいということです（刑訴法
90条の改正内容にも留意してください。）。そ
れから、控訴審弁護人の資格で上告申立ては
当然できますし、控訴審弁護人として控訴審
判決後の保釈請求もできます。しかしながら、
控訴審弁護人として上告申立てをした後に保
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釈請求をされると困ります。上告申立てでそ

活動の手引き

の控訴審の弁護人の選任の効力がなくなると

刑事弁護委員会）にもしっかり書いてありま

いう取扱いが一般的だからです。ですから、

す（「上訴審弁護の10か条の2「上訴審におい

保釈も考えておられるのであれば、せめて上

て、説得力のある控訴趣意書、上告趣意書の

告申立てと同時に、あるいは上告の際に、上

作成は、最も基本的かつ一番重要な弁護活動

告審弁護人としての選任届けをもらった上で

である」」）。

やってください。

上訴審編』第一東京弁護士会

次に、原判決と記録の地道かつ綿密な検討
をやってください。これはあまりにも当たり

2 望ましい弁護活動
次に、望ましい弁護活動とは何か。同じこ

前のことだと思うのですが、これをちゃんと
やっていないのではないかということが多い
のです。原審主張を単に繰り返すだけでなく、

とを繰り返し言っておりますが、控訴審での

このような原審の弁護人の主張があるにもか

攻撃対象は原判決です。検察官の主張立証で

かわらず、こういう判断をした判決はどこが

はありません。原判決時点での原審の資料に

不合理なのかということを、具体的に指摘し

より、そのように原判決が判断したことが不

てください。原審の弁護人の主張と同じこと

合理だということ、あるいは、原判決の審理

を言ったって、控訴理由になりません。よく

手続がこういう点でおかしいということを具

あるのですが、弁護人の独自の前提で事実関

体的に主張してもらわないと困ります。

係はこうなのだと主張して、ところが原判決

そ れ を 踏 ま え て、 控 訴 趣 意 書 の 重 要 性 を

はこういう事実関係を認定していると。これ

重々お考えください。第1審と違って高裁は原

は食い違っているから事実誤認だというよう

則として書面審理です。私の部などは第1回期

な内容の控訴趣意書がございます。それでは

日でよく即決判決をしております。なぜでき

高裁は動きません。というより、動けません。

るかというと、事前に記録を十分検討して、

本当にそういう控訴趣意書は多いのです。

それに従って判断を決めているからです。判

例えば、検察官はAだと言い、弁護人はBだと

断の対象となるのは控訴趣意書です。控訴趣

言ったとしましょう。ところが、原判決はA

意書は、もちろん理屈を言えば、弁護人によ

と認定しました。これに対して、これはBと解

って弁論されない限り判断の対象になりませ

すべきだからおかしいのだというような控訴

んが、弁論されるという前提で、事前に控訴

趣意書はいっぱいあります。我々からすると、

趣意書をよく検討して、実際上は、大部分は

何がおかしいのかさっぱり分かりません。A

判断を決めています。

と認定したことのここが不合理だということ

そうすると、控訴審でよりよい方向の判断

を言っていただかないといけないのです。端

を得るために何ができるかといったら、もう

的に言うと、Bと解すべきだということは必要

一も二もなく、控訴趣意書をしっかり書くと

ありません。第1審の裁判員裁判などでは、い

いうことです。はっきり言って、証拠によっ

わゆるケースセオリーがあるから、そのセオ

て動くということはそんなに数あるものでは

リーを打ち出すということはあるでしょうけ

ございません。大部分は、先ほど来申し上げ

ど、控訴審は事後審ですから、Bと解すべきと

ている控訴審の性質からしても、控訴趣意書

いくら力を持って言われても意味がありませ

で、原判決の審理手続あるいはその判断内容

ん。Aと解したことのここがおかしいというこ

がいかに不合理かというのを分かりやすく説

とを言ってください。ちゃんと適切な理由を

得力を持って書いていただかないと、高裁は

言ってもらって、それについての事実、証拠、

動きません。そこは、法律がそう決めている

記録を援用してくれると説得力が出ます。逆

のだということを声を大にして申し上げたい

に言うとそのパターンに沿わないものは、い

と思います。このことは、手引き（
『国選弁護

くら書かれてもなかなか説得力は出ません。
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また、一般論も大事ですが、具体的事案へ

ます。それが必ずしも一本線になっていない

のあてはめというのを大切にしてください。

ものについては、いくつかの理由があります

実務法律家ですから、判例がこう言っている

が、例えば途中で訴訟手続が変なことになっ

とか、一般的に学説がこうだというのを言っ

てしまったとか、想定外の証拠が出てきてし

てもあまり高裁の裁判官には響きません。標

まったということがあり得ます。そういうの

準的に言うと、間違いなく我々の方が判例と

も1つの着眼点と言えようかと思います。とり

学説は知っております。だからそれを言われ

わけどこが変わったか。変わったところを集

るよりは、例えば本件についてはこういうと

中的に記録に当たってご覧になるというのは、

ころがあるというのを具体的に言ってもらっ

不合理性を指摘する1つのいい材料になるかと

た方が我々にはよほど響きます。

思います。同じことで、証拠と認定の間で漏

ついでにここで言っておきますが、やむを
得ない事由による新たな事実取調請求として

れがないかというのはよくよく検討していた
だきたいところです。

高裁が容れる余地があるのは、法文上、事実

次に、罪となるべき事実と証拠の標目と事

誤認と量刑不当だけです。訴訟手続の法令違

実認定の補足説明と量刑理由をご覧になると、

反、いわゆる違法捜査などでこういう証拠が

結構齟齬があります。実例を見ましょう。

新たに出てきたからということを主張される

事案①

原判決が認定した罪となるべき事実

場合がありますが、これは法文からすると無

は、4月11日から6月下旬までの間、共謀して

理です。それを乗せようとするのだったら、

ある詐欺をしたということです。ところが事

違法収集証拠という訴訟手続の法令違反だけ

実認定の補足説明では、検察官が3月中旬に共

でなく、その前提となる事実認定についても

謀が成立したというような主張をしたもので

誤りがあるとして構成してもらわないと乗り

すから、それを採用しないとした上で、遅く

ません。

ともある計画表を作成した当時までには共謀
が成立したとしています。ところが問題なの

3 着眼点
①原審記録と原判決の比較検討

は、その計画表が作成されたのは、証拠上は4
月20日から5月11日までの間としか認定でき
ず、被告人に有利に考えると、一番遅い共謀

原審記録と原判決を、しっかり比較検討し

成立の時点は5月11日になるわけです。ところ

てください。ここで言う原審記録というのは

が原判決は、罪となるべき事実では4月11日か

証拠だけではありません。公判前整理等が行

ら共謀が成立していると言っている。そうす

われていたらそこもですし、わりと見落とさ

ると、罪となるべき事実では4月11日から共謀

れているのが証拠等関係カードです。ここに

が成立すると言い、事実認定の補足説明では5

は主張する種になるものが結構ございます。

月11日までに共謀が成立したと言っていると

それからいくつかのヒントを申し上げます。

しか読めないのです。では4月11日から5月11

裁判員裁判については、公判前でかなり詰め

日までの間の被告人の関与についてはどうし

た議論が行われております。その結果として

てくれるのかといったら、何も説明がない。

公判前整理手続の結果が表れます。それが審

結局、「罪となるべき事実」と「補足説明」と

理になって、冒頭陳述、証拠調べ、論告弁論、

の間に齟齬があって、しかもそれがかなり大

それから最終的に評議を経て判決となってい

きいということで、破棄差し戻しました。ち

きます。それが、大きな幅を持っていていい

なみに言うと、この点については検察官はも

のですが、一本線になっているかどうかとい

とより、弁護人も全く気付いておられず、主

うのがまず目の付けどころです。攻撃対象に

張もされておりませんでした。

なるのは、証拠から認定への結び付きとか、
認定過程の合理性というところが多いと思い

事案②

交差点手前での一時停止義務違反で

起訴された事案で、罪となるべき事実も同旨
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の事実を認定しました。しかし、量刑理由で

れた海岸で貝などを勝手に採ってしまったと

はなぜか、「対面信号機が赤色を表示している

いう事案です。この人は朝早くからその現場

のを見て、自車をいったん停止させた後発進

に行って、せっせと採って、ある程度たまっ

し」と書いてしまったのです。説明するまで

たら海岸近くに止めた車のバケツの中に入れ

もなく、停まったのか停まっていないのかで

て、また海岸に入って採ってというのをやっ

齟齬があります。この事案も原判決を破棄し

ていました。海上保安官は、その途中の午前

て差し戻しました。ついでに言いますと、こ

10時18分ころに被告人が漁業法違反行為をや

の事案についても検察官はもとより弁護人も

っているのを発見し、ずっと張っていて、午

何ら主張はされておりませんでした。

前11時ころ、またある程度たまったので車に

事案③

スーパーの駐車場で時速10キロほど

戻ってきたところを捕まえて検挙しました。

の速さで出口に向かっていたときに、歩行者

そして、なぜそういうことをしたかよく分か

が来たのを直前に認め、慌ててブレーキとア

らないのですが、検察官は、午前10時18分こ

クセルを踏み間違えてしまい、衝突して轢過

ろから午前11時ころまでの間に、バケツの中

し、被害者が亡くなったという事件です。公

のもの全部まとめて37個を採捕したとして起

訴事実は、前方左右を注視せず、通路内の歩

訴しました。検察官は、このような事実関係

行者等の有無及びその安全確認不十分のまま

を1審の冒頭陳述でも論告でも説明していま

進行した過失によるとなっており、罪となる

す。それについて弁護人は何も言わない。1審

べき事実の認定もそうなっています。ところ

裁判官も何も言わない。ついでに言うと、控

が、検察官は論告で、「他の車両や歩行者の有

訴審の弁護人も何も言わない。申し訳ないで

無及びその動静を注視することはもとより、

すけど、本当に日本の司法は大丈夫かと、こ

ブレーキペダルとアクセルペダルを的確に操

の事件などを見たら思うのです。当然ながら、

作することも自動車運転者として基本的注意

37個のうちどれが午前10時18分ころから午前

義務であるのに、…ペダル操作も誤り、本件

11時ころまでに採ったものですか、はっきり

事故を起こしたのであるから、過失の程度は

証拠で示してくださいと言ったら、示せませ

重大である」と主張しました。本来、裁判官

んと。それでは仕方がないということで、事

としてはここで、その論告はどうなのと言う

実誤認として破棄、差し戻しいたしました。

べきでしょうし、申し訳ないですけれども弁

こういう例は、原審記録と原判決をきちん

護人も何をしていたのかと思います。ところ

と比較検討すると、何件かに1件はあるのでは

が、裁判所もそれに乗ってしまったのか、「量

ないでしょうか。そのあたりもぜひ控訴審弁

刑の理由」において、「その上、被告人は…間

護人の責務としてやられる必要があるだろう

近に迫って初めて気付くや、狼狽してアクセ

と思っております。

ルペダルをブレーキペダルと間違えて踏み込

②事実認定

み、自車を被害者に衝突させて転倒させ、さ

まず、攻撃対象が検察官の主張立証でなく、

らに轢過したものであり、その不用意で不適

原判決の認定であるというのは申し上げたと

切な運転方法は、厳しい非難に値する」と説

おりですが、ポイントとして、証拠構造の分

示したのです。結局、原判決は公訴事実に本

析と、それから証拠の証明力の評価をしてい

来含まれていないアクセルとブレーキペダル

ただきたい。証拠構造の分析というのは、直

の踏み間違いをも過失としてとらえ、これを

接立証型か間接立証型か。直接立証型だった

重く評価して被告人を処罰しているとみられ

ら、直接証拠の信用性がもっぱら攻撃の対象

るということで、破棄差し戻しました。これ

になります。ただ抽象的に信用できないとい

も検察官はもとより、弁護人も何も主張され

うのではなく、その信用性に関連する補助証

ておりませんでした。

拠、補助事実があるか、ないか。それがどの

事案④

漁業権がないのに、漁業権が設定さ

程度の証明力を持っているか。そのあたりを
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ポイントにされるということになりましょう

店の順序といったことは被害者の外見上の状

し、間接立証型であれば、間接事実の存否、

況とは全然関連性がないし、Ⓑは7月に来店し

証明力、それ以外に、間接事実の積み重なっ

た際の話ですから、これは明らかに8月5日の

たことによる推認過程が合理的かどうかとい

状況とは無関係です。つまり、重要部分、す

うのがあります。飛躍がないかどうかという

なわち被害者の外見上の状況に関する証言の

あたりをよく見ていただく必要があります。

信用性を直ちに左右するものではないと。そ

それともう1つ、いわゆる民事における間接反

うすると、原判決は証言の中心部分ではない、

証的な反論の場合では、積極証拠として挙げ

周辺的な事情に関する食い違いを理由に、証

られている5つの間接事実からは、確かにこの

言の信用性について深刻な疑問があるとして

ような有罪方向での推認が働くと。しかし、

いるのであって、このような信用性の評価方

消極方向の間接事実が2つあり、これをこの中

法は、第1審判決の事実認定が論理則、経験則

にぶち込むと、先ほどの推認というのは働か

等に照らして不合理であることを具体的に示

なくなるのではないか。そういう観点で検討

しているとはいえないとして、原判決の無罪

されることになろうかと思います。

判決を破棄したのです。

証拠の証明力の評価については、外形的、

では、「不合理」として一般的にどういうも

類型的な批判というのが多いです。例えば証

のが言われているか。一番分かりやすいのは、

言について。皆さん方は、裁判所が合理的自

証明力が高い重要な証拠を見落としたという

然だとか、一貫しているということだけ言っ

ことです。それから、信用性判断が客観的証

たら、それは理由になっていないと絶対攻撃

拠と明らかに矛盾する。それから、客観的証

されるはずなのです。逆に、同じようなこと

拠により認められる客観的事実を見落とした

を主張されても、あまりインパクトがありま

り、考慮しなかったということで、経験則上

せん。

あり得ない推論をしている。あるいは原判決

証明力評価に際して周辺事情と核心部分の

の推論過程、思考過程が明らかでなく、証拠

格差を指摘したものとして、最一小判平成26

関係からしてそのような認定が合理的でない

年3月20日（集68・3・499）があります。

などです。これでは非常に抽象的なので、事

保護責任者遺棄致死事件について、第1審は、

例をご紹介いたします。

その主要な証人の証言を信用できるとして有

事例

スペイン人が、コーヒー豆袋に覚せ

罪としたけれども、控訴審は不合理で信用で

い剤を隠し入れたものをウガンダの空港から

きないとして無罪にした。それをさらに最高

手荷物で持ち込んで、日本に入国しようとし

裁がひっくり返した事案です。控訴審は、Ⓐ8

たという事案です。Aからある会議に出席す

月5日ころに中華料理店に来店した際の被害者

る仕事を依頼され、会議出席者への土産とし

と被告人の入店順序やその動き等に関し、店

てコーヒー豆袋を託されたというものでした。

員の証言と捜査段階の供述が異なっている、

被告人の家族が母国の弁護士を使って、被告

Ⓑ7月に来店した際の被害者の歩き方に対し

人が出国前日にウガンダのスペイン領事に相

ても、証言と供述が食い違っていることを指

談に訪れた状況の証明書を取り、1審の弁護人

摘して、これらは勘違いによるものとは考え

は、これから犯罪に及ぼうとする人物がわざ

にくく、証言の信用性について深刻な疑問が

わざ訪れるはずはないとして、これが無罪の

あるとして無罪にしました。これについて最

証拠だとして出してきました。検察官はこれ

高裁は、この中華料理店の店員の証言で一番

に対して、その証明書によれば被告人は依頼

重要なのは、8月5日ころの被害者の外見上の

された仕事が危険なものである可能性を領事

状況、すなわちどの程度衰弱状態にあったか

からも指摘されており、疑念が払拭された事

ということについて、この店員がどう目撃し

情は見当たらない、むしろ有罪が発覚したと

たかというのを述べる部分であって、Ⓐの来

きの言い訳にするためだと主張しました。こ
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こで問題なのは、同じ証拠について当事者双

刑傾向の範囲内だというときには、2つのやり

方が正反対の評価をしているというときに、

方があります。1つは、位置付けが間違えてい

どうしたらよかったのかということです。第1

ること。つまり、この量刑傾向の中で重い方、

審は結局､ その後コーヒー豆袋を受け取った

軽い方、真ん中という位置付けが間違ってい

時点では、仕事の真の目的はコーヒー豆袋を

るということです。もう1つは、その量刑傾向

運搬することにある可能性に思い至っていた

によるべきでない特段の事情があることです。

と推認できるとした上で、違法薬物かもしれ

大まかに言うと、量刑についての争い方はそ

ないとの認識を抱いていたとみるのが自然で

ういうことになるだろうと思います。いくつ

あるとして有罪としました。控訴審は、自国

か量刑の破棄事例を挙げます。

民の利益、安全を考える立場の領事が、その

事例①

自宅を繰り返し放火した現住建造物

仕事に不審があるなどと止めなかったことか

等放火事件で、原判決後、控訴審弁護人が知

ら安心して依頼に応じたという被告人につい

り合いの医師や社会福祉士と連携して、本人

て、原判決のように推認するのは唐突で論理

の資質や人格障害を明らかにし、社会的な周

の飛躍がある、違法薬物かもしれないとの認

辺の援助態勢も構築し、それによって今後支

識を抱きながら別段拒否することなく犯行に

援していきますという社会福祉士と母親の証

及ぶというのはそれまでの行動状況にそぐわ

言を出しました。高裁もそれを受け、原判決

ないなどとして、第1審の証拠の評価、推認過

の量刑は現時点ではいささか重すぎる結果に

程には論理則・経験則等に適わない不合理な

なったとして破棄しました。

点があるとして破棄しました。
同じ証拠についてもいろいろな見方はでき

事例②

攻撃の切り口としてこういうことも

あり得るというものですが、いわゆる略式崩

ますけれども、証明力をどういうふうにとら

れの事件で、略式から正式裁判になる間に、

えるか。どういうふうに方向づけるかについ

被害弁償をするという形で、第1審判決までの

ては、やはりそれなりの論理的な説明ができ

間に新たな情状をつくられた事案です。とこ

るようにということを考えられる必要がある

ろが第1審の量刑は略式命令と全く同じ量刑に

だろうと思います。

なっているということで、いわばその1点だけ

③量刑

で破りました。

量刑不当は原判決を論難するものでありま

事例③

罰金120万円、労役場留置期間の換

す。したがって、原判決後の事情だけを言わ

算率一日5000円とした原審について、罰金不

れても適式な控訴趣意にはなりません。現実

完納の場合の労役場留置期間の換算率の点で

問題として、行為責任に基づく量刑というの

重すぎて不当であると控訴された事案で、控

は犯情が中心になります。一般情状はその調

訴審は、同種事案における量刑傾向（罰金額

整要素ということになります。そういう意味

が100万円を超えるときは1日1万円）等に鑑

での行為責任と一般情状をミックスしたとい

み、不完納の場合の労役場留置期間が長すぎ

うことで見たときに、量刑傾向というのは同

るとして原判決を破棄しました。こういうと

じような行為責任の類型の事案で、かつ処罰

ころまで気が付いて主張される弁護人もいる

の公平性から導かれるものです。そうすると、

ということでご紹介します。

行為責任の大枠を合理的な理由なく外れると

④事実取調請求

いうのは、当然、今までの集積としての量刑

「やむを得ない事由」というのは、例えば原

傾向からも外れるということになってしまい

判決が予想外の判決だったとか、甚だしきに

ます。だから、具体的、説得的な根拠なく量

至っては、原審弁護人の弁護活動が稚拙だっ

刑傾向を踏み出すと量刑不当になります。

たからということが法廷で釈明されますが、

量刑のための主張としては、第一に、量刑

抽象的にそんなことを言っても絶対に裁判所

傾向から外れていること。そうではなく、量

は認めません。やるのであれば、具体的にな
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ぜ上訴審で当該証拠を取り調べる必要がある

ないということで、原判決を破棄して無罪に

のか、説得的に主張してください。

しました。

事件の見通しの重要性に関して、鑑定につ

このこと自体、非常に貴重な事例ですが、

いて2つ面白い対照的な事例があるのでご紹介

ここでお考えいただきたいのは、この弁護人

しておきます。

が非常に賢い方で、鑑定人に、警察などがし

控訴棄却の事案です。強制わいせつ

ょっちゅう頼んでいる大学の先生を選んだの

事件で、被告人が、被害者を携帯で撮影して

です。そのため、検察の方も、検察側には不

いたのですが、警察官が捕まえるまでにその

利になる鑑定結果ですが、実質的な信用性や

携帯の写真のデータを消去してしまい、第1審

証拠能力を争わなかったのです。つまりその

でもそれを調べろということになったのです

鑑定人をわりと検察自体が利用しているもの

が、結局消去して復元できないということで

ですから、その人の鑑定がとんでもないと言

うやむやに終わっていました。ところが控訴

うわけにはなかなかいきにくい。そういう意

審にきて、弁護人が非常に熱心な方で、いろ

味では鑑定人の人選について、党派性をうま

いろ調べられて、復元できるようだというの

く利用するというのも1つの弁護活動としてお

で、それだけ熱心に弁護活動をされているの

考えになっていいことかと思います。そうい

だったら高裁も応えようということで、鑑定

う例として紹介いたしました。

事例①

を採用しました。とどのつまりが、当審にお
ける鑑定の結果、被告人が犯行時所持してい
た携帯電話機内に被告人が被害者をいったん

4 裁判員裁判の特色

写真撮影し、その後その画像を消去した事実

判決、記録はかつてに比べて非常にコンパ

を示すデータが復元画像で確認され、犯行を

クトです。また、公判前整理手続を経ている

否定した被告人の弁解は虚偽であることがい

ということで、新たな事実取調請求が困難に

っそう明らかになったという結論になってし

なります。もともと公判前整理を経て集中審

まいました。もちろんこれは弁護側とか何と

理をやりましょうということで、さすがに主

かという問題ではなく、むしろその弁護人の

張の制限まではできないけれども、証拠制限

活動は非常に立派なことだったと思いますが、

はできるじゃないかという発想で作られた規

やはり事件の見通しというか、そのあたりは

定です。これを貫徹するためには、第1審で証

よく考える必要があるだろうと思います。

拠制限をぎゅうぎゅうやっても、高裁で次か

逆に次の事案では、痴漢だといって

ら次に認めたら、結局しり抜けになりますか

電車から降りた犯人らしき者を、たまたま痴

ら、高裁も今まで以上にきっちりと、やむを

漢警戒中の鉄道警察官が追いかけ、そのホー

得ない事由が本当にあるかどうかというのを

ムで現行犯逮捕したのですが、ラッシュ時で

判断するということになります。裁判員裁判

すから人がいっぱいいるので、その途中で見

などでは高裁に行っても証拠を見てくれない

失っていないかというのが問題になりました。

というようなぼやきが出ておりますが、それ

見失ってない証拠に、追跡の途中で写真も撮

はある意味法規の在り方として当然のことに

ったということでしたが、これについて原審

なるわけです。

事例②

は、写真自体があまり鮮明でなく、被告人で

ただ、いいこともあります。2016年6月号の

ないとは言い切れないというようなことで参

『LIBRA』に地裁の齋藤部長が書かれています

考にしませんでした。控訴審にきて弁護人が

が、要するに本当にポイントとなる証拠調べ

いろいろ頑張られ、専門家に鑑定をしてもら

をして、判決の決め手になった理由を簡潔に

ったところ、「別人であると判断するのが妥当

書いているので、その分、勝負のついたとこ

であろう」と鑑定されました。高裁としては、

ろがはっきり分かるから、控訴理由が書きや

そういうことであれば見過ごすわけにはいか

すいと弁護人から評判だと言っておられます。
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確かに余計な枝葉末節がなく、中心だけとい

評価してくれともし皆さん方がおっしゃると

うことだとすると、それに対応する控訴理由

したら、それは要するに大法廷を開いて判例

も、先ほど言いました不合理というのもかな

変更をしろということです。そうならないよ

り言いやすくなるのではないかと思っており

うに控訴審までで頑張るということは、これ

ます。

は依頼者との関係でも非常に重要なことだろ
うと思います。

6

ちなみに、そういうこともあって、私は示

出口

談の見込みがあると言ったら、結審はします
けれども、判決を少し先にして、それまでに

上告についての話です。上告理由は非常に

示談ができたら持ってきてくださいと。再開

限定されております。上告審で調査官をやっ

しますというような運用をしております。何

ていた経験から言いますと、だいたい9割以上

とか第2審までで事実調べは終わらせたいと思

が事実誤認か量刑不当ということで持ってこ

っておりますし、皆さん方もぜひそういうつ

られますが、これは著しく正義に反するかど

もりでやっていただきたいと思います。

うかということでさらに基準が厳格になりま
すので、なかなか難しいということをよくお
考えいただいた方がいいと思います。
ここでぜひお伝えしておきたい判例に、最
一小判昭和52年12月22日（集31・7・1147）

7

最後に

充実した弁護のための経験の重要性という

があります。これはベテランの弁護人でも知

ことで、少し皆さんにとっては苦いことを言

らない方がいらっしゃいます。最高裁では示

わせてください。裁判官は、一般に高裁は非

談をしても見ませんよという判例です（
「控訴

常に勉強になると言います。つまり初めて高

審に関する刑訴法393条2項、397条2項の各規

裁を経験する人たちは、いわば事件処理を通

定は、上告審に準用がないと解するのが相当

じて様々な下級審の裁判官の訴訟運営とか、

であるから、右のような被告人に有利な情状

審理判決を批判的に検討するわけです。自分

が控訴審判決言渡後に生じ、これを参酌すれ

よりはるかに期が上の裁判長などの事件でも

ば原審の量刑が重きに失するに至ったと考え

そういう目で見ます。だから高裁を一度経験

られる場合であっても、上告審としては、右

すると、すごく視野が広がるとか、いろいろ

事情を取調べることも、また、これを理由に

な見方ができるようになると言われます。

原判決を破棄することもできないのである。

弁護士さんも実は同じだと思います。第2審

したがって、弁護人としては、控訴審係属中

の弁護というのは第1審の弁護活動を同じよう

に情状に関する立証活動を、十分にすべきで

に批判的な目で検討する。自分よりはるかに

あり、控訴裁判所としても、このことに思い

期が上とか、もっとベテランという方の弁護

をいたし事案に応じて適切な審理をすべきも

活動でもそういう目で見るという意味では得

のである。」）。高裁は第1審後に示談をしたら、

難い機会と思います。しかしながら決定的に

なるほど、原判決後の情状ということで2項破

違うのは、裁判所は合議です。したがって、

棄をすることが結構ありますが、最高裁では

高裁未経験の人が来ても、あとの2人は高裁の

そういうのはあり得ないということです。も

経験を十分していて、いろいろな議論を通じ

のすごい額の弁償などをされる方もいらっし

て教えたりしますし、その方も自己研鑽をす

ゃいますが、本当に最高裁の方でも苦慮しま

るということで控訴審の執務に当たります。

す。苦慮するけれども、何かほかの知恵を働

成長の機会があります。ところが弁護人は原

かせない限りはどうしようもない。ここにあ

則として1人でやられます。しかも1回限りで

るのは最高裁判例ですから、これをちゃんと

す。そうすると、全くの未経験者が果たして
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今日散々申し上げたような、原審の、とりわ
け弁護活動についての十分な批判的検討がで

ありますでしょうか。
井上

最初については、法改正前の控訴審

きるのでしょうか。率直に言って疑問に思わ

の運用が、言い方は変ですが、いわばガス抜

ないでもありません。現実に実情がそうでな

き的に被告人質問だけはある程度やろうかと

いというケースが多いところは、お話しした

いうことをやっていたと仮定しますと、それ

とおりです。

は今は一切やっておりません。なぜそうなっ

そうすると、充実した弁護のためには、そ

たかというのは、先ほど裁判員裁判のところ

れができるだけの経験を有するということが

で申し上げたとおりです。被告人質問であろ

本当は前提になるのではないか。そのような

うと事実取調べですから、それをやむを得な

ことが重要ではないかと思っております。皆

い事由なしにやってしまうということは、結

さん方のところでも、裁判員用の名簿という

局は第1審の公判前整理手続までないがしろに

のは一定の研修等を要件として作られている

し、足元を崩しかねないというようなことが

と伺っております。アメリカなどでも、州も

あります。ただ、例えば原判決後の情状に関

連邦もそうですが、上訴審についてはそこで

しては、当然できると法規上考えております

弁論するのは一定の経験年数を要件にしてお

ので、それをやらないという部はないはずで

ります。これだけ弁護士の数が増えてきた今

す。それ以外の実質にわたる部分については、

日、例えば高裁、あるいはまず最高裁という

なぜあらためてやらないといけないかという

ことでもいいですが、そういう方向で何らか

ところについて、きちんとやむを得ない事情

の是正をすることができないだろうかと思い

を示していただければ、もちろん判断する余

ます。何より第1審に対して不満があって控訴

地がございます。被告人質問の場合、通常は

した被告人本人の権利擁護のために本当にこ

考えにくいですが、結局被告人が言わなかっ

れでいいのかと思わないではありません。

たというのは、心理的不能も含めてだいたい

そのあたりは、今日最後ですからお許しい

やむを得ない事由に当たらないというのが今

ただいて、率直な感想を述べさせていただき

までの学説の見解でもありますから、全く新

ます。ご静聴ありがとうございました。

たな証拠とかそういうものが発見されたとき
に、それについての説明というようなことで

8

あれば、これはやむを得ない事由というのが

質疑

認められるケースがあるのではないかと思っ
ております。

まず、近年裁判員裁判制度になって

それから2番目の答弁書の関係ですが、これ

からですが、控訴審が被告人質問もやらない

については逆に皆さん方が、ある程度の大き

ケースもかなり増えているということが、原

な事件とか複雑な事件のときに検察官が答弁

田國男先生の『逆転無罪の事実認定』という

書を出しますね。それをどう見るかというの

書籍に書いております。高裁としてはどのよ

がそのまま裏返しになるだけということであ

うなケースについて被告人質問を行うという

ります。ただ1つ考えておいてほしいのは、答

ような運営をしておられるのでしょうか。

弁書を出すというのは原判決を維持する立場

Ｑ

それから2点目ですが、検察官控訴事件につ

ということでしょうが、だからといって原判

いて、特に弁護人としては控訴趣意書ではな

決が全て正しいという必要はないということ

く答弁書を書くことになると思いますが、そ

です。何回も申し上げましたように、事実で

のような弁護人が作成した答弁書について、

あろうと量刑であろうと、原判決のこのよう

どのような点について注意しておられるのか。

な判断がこのように不合理ですというのが今

あるいは弁護人が作成した答弁書でこういっ

破棄する際の一定のハードルになっています。

た問題があるのではないかというような点が

そうすると、検察官の趣意書がそこをきちん
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と指摘しているかどうか。もし指摘していな

ですから今の点につきましては、公判前整

かったら、そのことを言われればいいわけで

理手続が終結したという一定のハードルはあ

すし、うまいこと言われたなと、そこは確か

りますけれども、破棄差し戻しをされたと。

に原判決の弱いところだと思ったら、それを

なおかつ、昔流に言うと審理不尽、証拠調べ

いかにして補強するかということをお考えい

が尽くされていないからということで破棄差

ただく。例えば原判決が理由としていくつか

し戻しをしたときに、その証拠を調べましょ

挙げているうちの1つ、これは明らかに原判決

うという形でやるということについては、い

の勘違いだと検察が言っていて、それはその

わば制限は取っ払ってしまうということにな

とおりだと思ったときに、これはそうだけれ

るのではないかと思います。問題は、それ以

ども、しかしほかを全部足すとまだ合理的な

外の部分について、これもだったらやってく

疑いを容れるのだというふうに言うなどです。

ださいと言ったときに認められるかどうかで、

あるいは、確かにこの点は落ちるかもしれな

これについてはいろいろな考えがあると思い

いけれども、原判決は取り上げていないこう

ますけれども、先ほど言いました公判前整理

いう事情があるじゃないかと。それも踏まえ

手続の証拠制限とか、控訴審における証拠制

ると、なお合理的な疑いが残ることは明らか

限などを運用する立場からすると、それは駄

であるから、検察官の控訴は理由がないとか。

目よということにおそらくなるだろうと思い

そういうふうに、視点を原判決を攻防の対象

ます。

と考え、かつ具体的には原判決の不合理性と

Ｑ

情状事件における控訴趣意書につい

いうふうに絞っていかれるとよろしいのでは

てお聞きします。情状事件で、私は第1審の弁

ないかと思います。

論をするときは、犯情を述べた後、同種事案

最近高裁で裁判員裁判を破棄差し戻

の中での位置付けというのをだいたい書くよ

しするケースが増えています。公判前整理手

うにして、例えば執行猶予があり得るですと

続を経た場合の新証拠の制限ということにつ

か、あるいは軸として罰金を軸に検討すべき

いて、特別な事情がなければならないという

であるとか、そういうことを書きます。それ

のは条文にもはっきりあるのですが、この特

に対する判決で、犯情についてもろもろ書い

別な事情の中に、破棄差し戻しになったとい

た後、同種事案の中での位置付けを書かずに

うこと自体を特別な事情と考えて、ある程度

執行猶予はあり得ないとか、あるいは懲役を

新証拠の使用も可能だと高裁ではお考えなの

軸に検討すべきであるというふうに判決が書

か。これはひょっとしたら破棄判決の拘束力

かれることがままあります。

Ｑ

との関係も絡むかもしれませんが、その点お
考えをお聞きできればと思います。

そういう場合に、控訴して、原判決に則し
た控訴趣意書を書くとなりますと、原判決の

まず前提からしますと、破棄判決の

量刑不当を言うときに、同種事案の中での位

拘束力というのは、破棄する時点での事実関

置付けというのは書くべきでないのか、ある

係、証拠関係、記録を前提にしてですから、

いは書いた方がいいのか、あるいは書いても

新たなものがあれば当然そのことだけで直ち

いなくてもどっちでもいいのか、どのように

に破れるということは言えようかと思います。

感じられますでしょうか。

井上

通常、破棄差し戻しのときには、とにかく原

井上

量刑というのは本当にケース・バイ・

審が訳が分からないから破棄差し戻しとは書

ケースで、証拠関係とか被告の立場などによ

かずに、この点がおかしいので破棄差し戻し

っていろいろあると思いますが、申し上げら

しますと言っています。それはある意味、高

れることは、もし原判決の量刑理由が最終弁

裁としてはこの部分に限っては新たな証拠調

論で言ったことについてきちんとした対応を

べはむしろやられてしかるべきと。そこまで

してないということであれば、そのこと自体

のメッセージは送っているつもりです。

を論難するということは十分考えられます。
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講演録：高等裁判所裁判官から見た控訴審弁護人の弁護活動
それは要するに、被告弁護側が求めたことに
対して答えを十分してくれてないと。そのこ
と自体がまず問題があると。

くことがよろしいと思います。
ついでに申し上げますと、そういうときに
往々にあるのが、似たような事例を持ってこ

それから2番目に、量刑傾向の中での位置付

られて、これが猶予だからこっちも猶予にし

けですけれども、それは先ほど私が一般論で

ろと。これはもう本当に高裁としては困って

申し上げたところに尽きると思います。つま

しまいます。例えば明らかにもう1つの方がこ

り、量刑傾向から外れているか、その範囲内

ちらより情が悪い。量刑事情としても飛び抜

かというのをまず見て、量刑傾向から外れて

けて重いのに猶予になっているというのをだ

いれば、それを指摘すればそれで終わりです。

いたい自信満々で持ってこられるのですが、

量刑傾向の範囲内に残念ながら入るというこ

こちらとしては、今目の前にしている事件が

とであれば、自分としてはこの量刑傾向の中

量刑傾向の中でどのあたりに収まるかという

でこのような個別の事情からするとこのあた

のを考えて、それが収まっていると考えたら、

りに当たるというふうに考えると。ところが

申し訳ないけど持ってこられた事案の方がお

判決はこうなっていると。そうするとそこは

かしいですねというふうになるわけです。だ

食い違いがあると。そこは位置付けの判断が

から量刑傾向というのは、ある程度の目安と

おかしいと言っても差し支えないと思います。

いうか、その程度に考えられた方がいいので

ですから、具体的な事案を基に言っていただ

はないかと思います。
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