
　業務妨害対策委員会には、日々、多様な相
談が寄せられていますが、刑事弁護事件を契
機とする業務妨害に関する相談が、毎年一定
数寄せられています。
　刑事弁護事件は、民事事件と異なる特殊性
を有し、刑事弁護事件特有の配慮を必要とす
る場面も多いのですが、刑事事件は国選弁護
を年に数回する程度という弁護士も多く、刑
事弁護事件の経験が豊富な弁護士は多くあり

ません。
　そういった弁護士の刑事弁護事件に対する
知識や経験の不足が、刑事弁護事件における
トラブルを招き、弁護士に対する業務妨害へ
と発展することもあります。特に新規登録後
間もない弁護士が、1年目の義務である国選弁
護事件を担当した際に、被疑者、被告人との
信頼関係を築けずに、業務妨害の被害に遭う
ということがよく見られます。
　そこで、本特集では、第1部として、刑事弁
護事件の特殊性を踏まえた上で、刑事弁護事
件における業務妨害の実態とその対策につい
て解説をします。そして、第2部として、実際
に刑事弁護事件において業務妨害の被害を受
けた弁護士による体験談をもとにした業務妨
害事案を紹介し、刑事弁護事件における業務
妨害のイメージを持ってもらうとともに、今
後の刑事弁護事件における業務妨害に対する
意識を高めてもらいたいと思います。

特 集

刑事弁護事件における
業務妨害の実態と
その対策

　弁護士に対する業務妨害は、弁護士にとって近年の最
も重要な問題の1つです。弁護士は、依頼を受けた事件
を誠実に処理しなければなりませんが、本来的な業務の
ほかに、どこまでやっていいのか、あるいは、どこまでや
るべきかについては、なかなか悩ましいところです。厳
密には業務外のことだとしても、本人のためになること
ならば、できるだけのことはしてあげたいというのが弁
護士の心情ではないでしょうか。

　しかし、それが逆手に取られ、要求がどんどんエスカ
レートしたらどうしますか？　断って嫌がらせを受けたら
どうしますか？　誰もが遭遇したくない場面です。
　今回の特集は、刑事弁護事件における業務妨害です。当
会での研修をベースとして改めてご寄稿いただきました。
　刑事弁護に熱心なあまり起こり得る業務妨害、明日は
我が身とならないよう本特集をお読みいただければと思
います。
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刑事弁護事件における業務妨害の実態1

（1）  刑事弁護事件における業務妨害者
（妨害主体）

　まず、刑事弁護事件における業務妨害の妨
害主体としては、やはり、被疑者、被告人が
業務妨害者となることが多いと思います。ま
た、担当した事件が終わってからも安心する
ことはできず、元被疑者、元被告人が実刑判
決を受けて服役し、出所後に担当した弁護士
に対して業務妨害を行うということもありま
す。
　さらに、被疑者、被告人の身内や共犯等が
疑われる人からの妨害行為や、場合によって
は、刑事事件の被害者から弁護士に対する業
務妨害もあり得ます。刑事弁護事件に関わる
全ての関係者が、何かをきっかけとして、弁
護士に対する業務妨害に至る可能性があると
いうことを、常に頭に置いておかなければな
りません。
（2）  刑事弁護事件における

業務妨害行為の内容（妨害行為）
　次に、刑事弁護事件において、具体的にど
のような業務妨害行為が行われるか、妨害行
為の態様ですが、これは業務妨害者が、身体
拘束をされているかどうかによって大きく変
わってきます。
　まず、身体拘束をされている被疑者、被告
人からの妨害行為としては、接見時における
脅迫、嫌がらせ、過大な要求をしてくるとい
うことなどが多くみられます。例えば、「お
前、被害者と示談が取れなかったらどうなる
か分かっているだろうな。」などと弁護士を脅
したり、接見時に女性弁護士に対してセクハ
ラ行為にあたるような言動をするというよう
な嫌がらせをしたりすることがあります。ま
た、過大な要求というのは、過剰な頻度で接
見を要求することや、弁護士の個人的な負担
で金員を差し入れるように要求してくるよう

なことがあります。さらに、在監先等から弁
護人に対して過剰な量の手紙を送ってきて、
それらを全て読むように強要をするというこ
となども考えられます。
　他方、身体拘束をされていない在宅の被疑
者、被告人、関係者等からの妨害行為は、特
に刑事事件において特徴的ということではあ
りませんが、妨害者が自由に動けることから、
事務所に過剰な電話連絡をしてきたり、アポ
イントなしで直接事務所を訪れて面会を強要
したり、より直接的な脅迫、強要、危険な暴
力行為等があり得ます。また、近年の特徴的
な妨害態様として、インターネット上に弁護
士に対する誹謗中傷等の書き込みを行うとい
う妨害行為が見られます。
　さらに、身体拘束の有無にかかわらず、明
らかに理由のない懲戒請求や、弁護士会の市
民相談窓口への苦情、さらには刑事弁護委員
会に対する苦情申し立てなどの妨害行為がな
されることもあります。特に懲戒請求につい
ては、明らかに理由がないものについても、
対象弁護士は弁明書の提出などの一応の対応
をしなければならないため、一定の負担を余
儀なくされます。なお、刑事弁護委員会にお
いて懲戒手続などが行われることはありませ
んが、弁護士が不誠実な弁護をしたと認めら
れる場合には、国選弁護事件の推薦停止等の
措置をすることがあります。
（3）  刑事弁護事件における業務妨害事案の

特徴（民事事件との比較）
　刑事弁護事件における業務妨害事案には、
民事事件とは異なる特徴的な点があります。
まずは、刑事事件においては犯罪が主題とな
り、犯罪を行った疑いをかけられている被疑
者、被告人が依頼者となるため、民事事件と
比べて、例えば、暴力団関係者のような一般
市民とは異なる人たちとかかわることが不可
避である場合が多いということがあります。
これは、被疑者、被告人に限らず、その周辺

刑事弁護事件における業務妨害の実態とその対策第1部
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の者にもいえることです。なお、私見ではあ
りますが、暴力団関係者について言えば、幹
部であるとか団体の中でそれなりの地位にあ
る構成員は、直接、弁護士に対して脅迫など
の業務妨害をしてくることはあまりありませ
ん。むしろ、末端の構成員や組を破門になっ
た元暴力団員などの方が、業務妨害の危険性
は高いように思います。
　次に、被疑者、被告人の多くが身体拘束を
され、刑事罰に直面しており、肉体的にも精
神的にも緊張状態に置かれているということ
も刑事弁護事件の特徴です。そういう通常で
はない緊張状態にある被疑者、被告人と接し
ていかなければならないため、かなり慎重な
対応をとる必要があり、そこが非常に難しく
なります。ただし、先述のとおり、被疑者、
被告人が身体拘束をされている場合には、こ
れらの者からの業務妨害は非常に限定的です。
少なくとも身体拘束中は、弁護士のところに
は直接来るということはできないため、暴力
行為などの直接的な業務妨害を行うことはで
きません。
　また、これは特に国選弁護人の場合ですが、
自由に辞任ができないというところが問題に
なります。民事事件においても依頼者にはい
ろいろな人がいますが、業務の遂行が難しい
と判断をした場合には、最終的には弁護士が
自由に辞任をすることができます。しかし、
刑事弁護事件のうち国選弁護の場合には自由
に辞任をすることが認められません（昭和54
年7月24日最高裁判決）。日弁連としては、以
前、国選弁護人の辞任を認めるべきだという
公式見解を出していますが、上記の最高裁判
例のとおり、現状、辞任は認められていませ
ん。となると、国選弁護人が担当する事件か
ら離れるためには、裁判所によって解任をし
てもらうしかないのですが、解任は容易には
認められません。
（4）  刑事弁護事件における業務妨害に注意を

すべき弁護士
　刑事弁護事件を担当する全ての弁護士が、
業務妨害の危険性を十分に認識すべきではあ
りますが、特に、若手弁護士と女性弁護士は

より注意が必要です。というのは、実際に、
若手弁護士や女性弁護士が被害に遭う割合が
高いからです。
　若手弁護士が被害を受けやすい理由はやは
り経験が少ないからということが挙げられま
す。経験が少ないために、被疑者、被告人へ
の対応の仕方を誤り、それが業務妨害を誘発
するということがあります。さらに、国選弁
護人の選任は原則1名ですが、業務妨害を受け
た際にも、一人で悩んで困惑し、どうしたら
いいか分からないという場合が多いようです。
研修所等で学んだ座学の知識だけでは実際の
刑事弁護事件の現場ではじめからきちんとし
た対応をすることは難しく、やはり実際の刑
事弁護事件を何件か担当をして、経験を積ん
でいくことで、被疑者、被告人への対応の仕
方も学んでいくことができます。また、被疑
者、被告人、その他の関係者の中には、若手
の弁護士や女性の弁護士を甘く見て対応を変
えるような人が少なからずいるため、これら
の弁護士が被害に遭いやすいということがい
えると思います。刑法犯検挙者の80％程度が
男性で、再犯者率が50％程度という現在の我
が国の状況においては、刑事事件手続の経験
が豊富な再犯の被疑者、被告人や、女性を甘
く見るような男性の被疑者、被告人から、経
験の少ない若手の弁護士や女性弁護士が、業
務妨害を受けるということが少なからず見受
けられます。

刑事弁護事件における業務妨害への対策2

　さて、ここまでは刑事弁護事件の特殊性を
踏まえた上で、刑事弁護事件における業務妨
害の概略、特徴について解説をしてきました。
　ここからは刑事弁護事件における業務妨害
への対策について、具体的な行動指針を提示
していきます。刑事弁護事件における業務妨
害対策の第一歩は、被疑者、被告人、その他
の関係者との間で業務妨害につながるような
トラブルを避けるということです。最終的に
は個別具体的な対応が必要にはなりますが、
刑事弁護事件を進めていく上で、一般的な注
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意点として以下のことを意識しておくことは、
刑事弁護事件における業務妨害への対策とし
て、非常に有用だと思います。
（1）接見を十分行う
　被疑者、被告人から弁護人への不満として、
ほとんど接見に来ずに話を聞いてもらえなか
った、言いたいことが言えなかったから判決
が重くなったなどという話をよく聞きます。
特に国選弁護事件などでは、必要最小限度
（弁護人にとって）しか接見に行かないという
弁護士も結構いますが、そういった不満を抱
かせないためにも、接見を十分行うよう心が
けるべきです。先述のとおり、過剰な接見要
求というのはそれ自体が業務妨害になり得ま
すが、特に国選弁護事件においては、被疑者、
被告人との間に信頼関係が無いことから始ま
るので、十分な接見を行って被疑者、被告人
の話を聞いて、信頼関係を構築していくこと
が必要です。
　また、被疑者、被告人と接見に行くと約束
した場合は、必ず約束どおりに接見に行くべ
きです。どうしても急な用事で行けなくなっ
た場合には、手紙や電話などで必ず連絡を入
れた方がよいと思います。ある裁判員裁判の
事件で、若手の弁護士が、急用ができたため
に被告人との接見の約束を守れず、連絡もし
なかったことで、被告人との信頼関係が破壊
され、それ以降、接見に行っても会ってくれ
ずに非常に対応に困ったという事案も報告さ
れています。1つ間違えばそれが業務妨害につ
ながるということも十分あり得ました。
（2）  弁護人ができることとできないことを

明確にする
　被疑者、被告人に対して、弁護人ができる
こととできないことを明確にするということ
は非常に大事になります。ここを明確にして
おかないと、被疑者、被告人の要求はエスカ
レートしていくことがあります。
　まずは当たり前のことですが、違法な行為
を頼まれた場合はきちんと断る必要がありま
す。例えば、身体拘束を受けている被疑者、
被告人から、明らかな証拠隠滅行為や、明ら
かに証拠隠滅行為とは言えないが非常に疑わ

しい行為を頼まれることがありますが、弁護
士はそういう証拠隠滅行為は一切できないと
きちんと明確にすべきです。また、共犯事件
において、弁護人が被疑者、被告人から依頼
を受けて共犯者と連絡をとることがあります
が、慎重に対応しないと、共犯者間の口裏合
わせなどの証拠隠滅行為に荷担させられたり、
証拠隠滅行為を行ったと捜査側から非難され
ることがあります。違法、不当な要求に対し
てはじめに明確に断らずに頼みを聞いてしま
うと、次はこれ、その次はこれと次々に違法
性が疑われる行為を頼まれてしまい、一度や
ってしまったので断れない、一度疑わしい行
為を頼まれてやったことを脅されて従わざる
を得ないという事態になってしまいます。
　また、特に身体拘束を受けている被疑者、
被告人に関して、刑事弁護とは直接関係のな
い小間使いのような要求についても、できる
こととできないことを明確にした方がよいと
思います。ただし、この点については被疑者、
被告人との信頼関係の構築の面で難しい問題
もあります。身体拘束を受けている被疑者、
被告人にとっては、刑事弁護とは関係がない
ことも、弁護人にしか頼めないこともありま
す。刑事弁護に関係ないことは一切やらない
ということでは、被疑者、被告人との信頼関
係が構築されないということもあり得ます。
　そこで、刑事弁護とは直接関係のないこと
を頼まれた場合には、本人が対処可能な事項
はまず自分でやってもらうように言います。
例えば、手紙の投函を頼まれた場合、接見禁
止が付いてなければ被疑者、被告人が自分で
出すことができます。東京拘置所の場合は、
接見禁止が付いていない場合でも1日1通しか
投函できませんが、緊急性がない場合は、1日
1通の範囲で、自分で投函させることになると
思います。
　また、被疑者、被告人自身が自分ではでき
ないようなことを頼まれて、それに応じる場
合にも、自分は刑事の弁護人なので刑事事件
の弁護はきちんとするが、それ以外のことは
できることとできないことがあるということ
を最初の接見の段階できちんと明確にしてお
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くべきです。あとは、被疑者、被告人との信
頼関係の構築との関係で、どこまで応じるか
ということですが、その判断はなかなか難し
いところがあります。刑事弁護委員会に相談
があった事案などでは、身体拘束を受けてい
る被疑者から猫や熱帯魚にえさをやって欲し
いと頼まれたが応じるべきかというものもあ
りました。応じなくても差し支えないと思い
ますが、信頼関係を構築するために必要と判
断すれば、協力してもよいかとは思います。
最終的にどこまでの要望に応じるかは、具体
的な事案において自分で判断せざるを得ませ
んが、基本的には「距離を置いた熱心さ」と
いう態度で応じる、すなわち、弁護人は刑事
弁護本来の仕事は熱意を持って一生懸命やる
けれども、それ以外の被告人のことに関与す
るには限度があるので一定の距離を置く、と
いう冷静な対応が大事になります。
（3）  身体拘束を受けていない被疑者、

被告人、関係者への対応
　刑事弁護事件においては、被疑者、被告人
が身体拘束を受けていなければ、当然、被疑
者、被告人と直接面会をしなければいけませ
ん。また、被疑者、被告人が身体拘束されて
いても、その家族、関係者などの話を聞くた
めに、それらの者と直接面会、電話等をする
必要があり得ます。
　直接の面会についても、必要以上の面会を
要求してきたり、過剰に電話連絡がくるなど
の状況になりそうな場合には、きちんと弁護
士が応じられる範囲を告げて、対応をすべき
です。特定の日時に一定の時間を決めてその
日だけ面会をするなどして、一定の範囲で相
手の希望に応じ、それ以上は原則応じないこ
ととして対応するのがよいと思います。
　相手方への対応として、いわゆる「居留守」
を使うことはおすすめできません。一般の事
件の場合もそうですが、居留守は電話をかけ
てきた相手方に伝わってしまうことが多く、
相手方の感情を非常に害してしまい、トラブ
ルのもとになります。

（4）  刑事弁護の弁護方針、事件の見通しは
慎重に伝える

　刑事弁護事件における弁護方針は、被疑者、
被告人の要求と対立することもあり、被疑者、
被告人の不満が残るところでもあります。あ
まり刑事弁護事件の経験がない弁護士の中に
は、被疑者、被告人が否認をしているにもか
かわらず、きちんと事件の内容を検討するこ
となく、否認してもどうせ認められないなど
と簡単に被疑者、被告人に伝えて自白をさせ
た結果、後に被疑者、被告人から懲戒請求を
されたり、弁護士会に苦情が来たりすること
があります。事件内容をよく検討しないまま
に安易に自白をすすめるようなことは、絶対
に避けなければいけません。
　他方、現行犯で逮捕されているにもかかわ
らず犯人性を否認するなど、明らかに不合理
な否認をしている場合もあるので、その場合
は被疑者、被告人を説得して犯罪事実を認め
させることも必要になります。ただし、その
ような場合であっても、被疑者、被告人があ
くまで否認をする場合には、弁護人としては
否認事件として弁護活動を行わざるを得ませ
ん。その場合には、裁判官から不合理な否認
であると認められる可能性が高く、自白をし
た場合よりも量刑が重くなる恐れがあるとい
う見込みを伝えておく必要があります。そう
いった見込みをきちんと伝えておかないと、
やはり後に被疑者、被告人とトラブルになっ
てしまう恐れがあります。
　なお、被疑者、被告人に対して、刑事事件
の見通しを伝える際には、安易に楽観的な見
込みを語るべきではありません。先述のよう
に、身体拘束され、肉体的にも精神的にも辛
い状況にある被疑者、被告人は、弁護人が事
件の見通しについて楽観的な見込みを伝えれ
ば、それにすがってしまうことがあります。
そのため、その楽観的な見込みが外れた場合
には、弁護人への怒りを爆発させるようなこ
ともあります。被疑者、被告人と1対1の関係
で厳しい見込みを伝えるのは辛いことですが、
そこは弁護人として事件の見立てを率直に伝
えるべきです。簡単に執行猶予が付くかもし
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れないなどと言ってしまい、後で実刑になっ
てしまったために、被疑者、被告人と大きな
トラブルになったということもあります。
　また、これは事件の見通しに限りませんが、
被疑者、被告人、関係者などとの交信はでき
る限り記録を残すようにして、事件終了後も
一定期間は保管するようにします。後にトラ
ブルになった際に、自分の防御のために必要
になることもあります。
（5）ミスをしたときの対応は慎重にする
　弁護活動を行う上で、ミスをしてしまった
ときの対応は慎重にする必要があります。ミ
スをしたことで心理的な負い目ができてしま
うと、そこにつけこまれて、被疑者、被告人
の不当な要求を断れなくなってしまいます。
ミスを認めるということはなかなか難しいで
すが、どこかできちんと区切りを付けなけれ
ばいけません。
　以前、登録して間もない新人弁護士が道交
法違反の国選弁護事件を担当した際、初回の
接見において酒気帯び運転の法定刑を聞かれ、
法改正直後ということもあって誤った答えを
してしまったということがありました。その
弁護士は熱心な弁護活動を行っていましたが、
それ以降、その間違いにつけこまれ、接見時
に脅されたり、接見を拒否されるという状況
になってしまいました。結局、この事件は裁
判所に二人目の国選弁護人を選任してもらい
対応することとなりました。確かに、安易に
誤った回答をすべきではなかったとは思いま
すが、特別法の法定刑まで正確に記憶してい
る弁護士は多くはありません。次回の接見の
際に訂正して弁護活動を進めればよく、そこ
で必要以上に負い目を感じて対応をすべきで
はないでしょう。
（6）  新たな依頼の諾否の回答を速やかにする

（職務基本規程34条）
　刑事弁護の場合には、全く面識のない被疑
者、被告人からの接見希望の連絡が警察署や
拘置所から入ることがあります。警察署、拘
置所内で弁護士の話を聞いたという場合や、
備え付けの弁護士名簿を見てランダムに連絡
をしてくるような被疑者、被告人もいます。

　そういった依頼を受任するか否かは個々の
弁護士次第ではありますが、受任しない場合
には、その旨を速やかに伝える必要がありま
す（職務基本規程34条）。全く面識がないから
といって無視して放置してしまうと、職務基
本規程34条違反になる可能性があり、後に懲
戒請求等のトラブルに発展する恐れもありま
すので、注意が必要です。
（7）業務妨害の問題は一人で悩まない
　刑事弁護事件において業務妨害等のトラブ
ルになったときは、自分一人で解決しようと
せずに、早めに誰かに相談をすべきです。自
分一人で手に負えなくなったときは刑事事件
の経験が豊富な知り合いの弁護士に相談をし
ましょう。自分が所属する事務所の他の弁護
士に相談をしてみてもいいと思います。自分
の事件の問題で事務所に迷惑をかけたくない、
できれば事務所には言わずに解決したいとい
う意見もよく聞きます。しかし、業務妨害が
エスカレートした際には、事務所の他の弁護
士や事務職員に被害が及ぶということもよく
あります。事務所内では情報共有をして業務
妨害に対する備えをしておかないと、いざと
いうときに対処ができず、より深刻な事態を
招いてしまう可能性もあります。
　また、刑事弁護事件における業務妨害対策
については、弁護士会にも刑事弁護委員会、
業務妨害対策委員会という相談の窓口が用意
されています。実際に委員会で対処をすると
いうことを望まない場合は、とりあえずアド
バイスだけをしてもらうということもできま
すので、比較的軽度な業務妨害であっても、
被害が深刻化する前の段階で、まずは一度相
談をしてみてください。
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　本特集の第2部では、新規登録1年目の初め
ての刑事弁護事件で実際に業務妨害を受けた
弁護士の方に、当時の体験談を語っていただ
きます。この体験談は、実際の内容から多少
の修正をしていますが、これを読めば、刑事
弁護事件における業務妨害のイメージをつか
むことができると思います。

初回の出動から不起訴まで1

　私は、68期の弁護士です。今回、私がお話
をさせていただくのは、私が新規登録後に初
めて弁護士会の研修で担当した刑事弁護事件
において、業務妨害を受けたときの体験談で
す。
　この事件の時期としましては、5月頃だった
と思います。刑事弁護の研修で初めて当番弁
護の配点が来て接見に行きました。被疑事実
は窃盗事案でしたが、接見時に話を聞いてみ
ると本人は否認をしており、事実関係からし
ても無罪が取れる余地もあるのではないかと
思い、初めての事件で無罪が取れるかもしれ
ないと少し浮かれていました。
①過剰な電話要請
　まず、当番弁護で初回の接見に行ったとき
に、被疑者から、数名の人に連絡をしてくだ
さいと言われました。そのときはだいたい5名
ぐらいでしたが、全員自分の親族なので連絡
をしてくださいと言われました。しかし、私
が実際に連絡をしてみると、5人ともいわゆる
反社会的組織の人たちでした。後で聞いてみ
ると、その人自身も既に破門されてはいまし
たが、以前は反社会的組織に属しており、連
絡先というのはその組織の組長とか幹部など
の反社会的組織の関係者でした。しかし、被
疑者本人は、この人は実は親だからとか、兄
弟だからというようなことを言い、電話で連
絡をするようにしつこく頼まれました。
　私は、当番弁護で初回の接見を行ってから

勾留延長期限まで23日間この被疑者の弁護を
行いましたが、この23日間はほぼ毎日電話の
連絡をするように言われました。接見に行か
ない日にも毎日大量の手紙が事務所に送られ
てきて、その手紙の中にたくさんの人の名前
と電話番号が書かれており、そこに電話をす
るように要求されました。
②過剰かつ不要な接見要請
　また、身体拘束中の23日間の間に、毎日、
接見要請が来ます。1日2 ～ 3回は必ず事務所
に接見希望の電話が来ました。私も初めての
刑事弁護事件でしたし、無罪なんじゃないか
と思っていたので、その度に気合を入れて接
見に行くのですが、接見をして話を聞くとた
いしたことのない内容です。それが23日間繰
り返され、結局、23日間ほぼ毎日接見に行っ
ていました。
③携帯電話の解約の依頼
　さらに、最初の接見のときに、本人から、
「私が使っている携帯電話を解約しておいて欲
しい。」というお願いをされました。ただ、私
自身が本人として解約の手続をするわけにも
いかないので、代理人として解約する方法を
確認してみますということを告げました。
　私も初めての刑事弁護事件で、刑事事件の
研修などでは、依頼者が逮捕されているとい
ったことは言ってはいけない、依頼者が逮捕
されても、全然知らない人に逮捕されている
事実を伝えると危ないということを聞いてい
たので、私自身もかなり身構えて慎重になっ
ていました。そこで、逮捕されていることは
告げないで、弁護士が代理人として解約手続
をする方法を聞いてみたところ、携帯電話会
社所定の委任状の提出が必要だということだ
ったので、被疑者に委任状を差し入れて記入
してもらい、それを持って手続をするという
ことになりました。その委任状の差し入れを
したのが金曜日で、土日は接見に行けなかっ
たので、月曜日に接見に行った際に記入して
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もらった委任状を宅下げして、手続を行いま
した。
　この行為自体の是非は、弁護人としてある
程度どこまで本人のためにやるかというとこ
ろなのかもしれませんけれども、実はこの金
曜日の委任状の差し入れから月曜日の宅下げ
までに3日間のタイムラグがあったことが、被
疑者が再逮捕された後の話につながっていき
ます。
④手紙の投函要請
　さて、この被疑者からは、この他にも、こ
れをやって欲しい、あれをやって欲しいとい
うように、直接刑事弁護には関係のないこと
を、次から次へと頼まれるようになってしま
いました。事務所には接見希望の電話が毎日
きますし、手紙も毎日来ます。
　さらに困ってしまったのが、大量の手紙を
出すように頼まれることです。初回の接見の
ときに、「この手紙を出してほしい」と言わ
れ、2通の手紙を受け取りました。一つは女性
宛で、もう一つは弁護士宛です。どういった
関係かは聞かなかったのですが、一応、脅迫
文言などがあるとまずいと思って、内容を全
部確認しました。そこで、中身は特に問題な
かったので、その手紙を出しました。そうし
たら次の日にその弁護士から電話がかかって
きて、「先生、この人はどこにいるんですか。」
と言われ、「どういうことですか。」と聞くと、
その女性が被疑者からストーカー被害を受け
て警察に相談をしている。住所も1度変更した
のだけれどもそれも突き止められ、すごく大
変な思いで、何とか今ここまで至っているの
で、手紙はもう送らないでくださいと言われ
ました。当然、それ以降はその女性に手紙は
送っていません。
　そうすると、被疑者から預かって自分が持
っている手紙、これから頼まれる手紙も、も
しかしたら何か問題があるんじゃないかと思
い、ほかに何か前科がありますかと聞きまし
た。そうしたら業務妨害の前科があります、
ここのお店、どこのお店に業務妨害をやりま
したといって、いろいろなお店の名前が出て
きました。実際に被疑者から預かった手紙の

中に、その業務妨害の対象となったお店に対
しての手紙もありました。被疑者が過去にそ
のお店に業務妨害をしていたとの過去に鑑み
れば、また業務妨害や脅迫になりかねないよ
うな結構危ない文言の手紙を、実は託され続
けていたというところがあって、そういった
前科の確認をしたときには、もうこれ以上や
らないからというような話をしました。そう
すると、その場では分かったと言って納得し
てくれたのですが、1日経つと被疑者はすぐ忘
れてしまうのか、また大量の手紙をどさっと
準備して、これを出してくださいと言い出し
ます。
　この手紙ももしかしたら何かの違法行為の
手助けをしているのかもしれないという不安
も感じ始めたので、その時点ですぐに事務所
のパートナーにどうすべきかを相談しました。
私自身も初めての刑事弁護事件でしたし、も
ちろん外部接見や外との交流は弁護人だけが
できるものだからというスタンスで、できる
限りやってあげたいと思っていたのですけれ
ども、ここまで来ると何をやるべきで、何が
やるべきじゃないのかということが分からな
くなってきたので、事務所のパートナーに相
談をしてみました。そのパートナーからは、
できる限りやってあげるのは大事だけれども、
自分でできることは自分でやらせるべきだ、
別に身体拘束中でも手紙は送れるだろうと言
われました。幸いなことに接見禁止は付いて
いなかったので、被疑者には、手紙は中から
自分で送ってください、私はもうやりません
からと伝えました。それで今まで預かった手
紙も含めて、1回全て中に戻しました。しか
し、次の日には大量の手紙と切手が入った封
筒が被疑者から送られてきて、以前と同様に
「これを送ってください。」という内容でした。
ちょっとこれはまずいなということで、手紙
はそのまま差し入れる、そういったやりとり
が繰り返されました。そうしたら途中から、
「何で出さないんだよ。」と接見中に暴れ始め
て、「前の弁護士はやったぞ。」とか「お前も
やれよ！」とか怒鳴り始めます。その人は前
科がかなりあって、人生の半分以上、刑務所
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に入っているような方だったので、刑事事件
のことについては良く知っていました。逆に
私は初めての刑事弁護事件で何もよく分かっ
ていない状態だったので、そこにつけ込まれ
るような形で、いろいろなことをやれよと言
われてしまいました。
⑤接見拒否と不起訴処分
　その後も、いろいろなことをやれと言われ
続けたのですが、パートナーの弁護士に相談
をした以降は、私も気持ちを強く持って、き
ちんと断ることにしました。すると、今度は
肝心の事件の話をしようとしても、接見拒否
されてしまうようになり、やっと接見するこ
とができたとしても、途中で部屋を出て行っ
てしまうようになりました。こちらも接見拒
否をされても、被疑者援助で入っていたので
辞めるにも辞められず、そもそも辞め方もよ
く分からないので、とりあえずやるしかなか
ったため、なんとか被疑者の機嫌をなだめな
がら進めていました。その人も精神的に不安
定なところがある方だったので、すごく怒っ
て接見の途中で部屋を出て行ってしまっても、
次の日に行くと、普通にけろっとしているこ
とも多かったです。
　途中からは、何をどう対応していいかも分
からなくなってしまいましたが、当時の私自
身は、そもそもこれが業務妨害なのかもよく
分かっていなかったです。研修のときには、
刑事弁護はこういう進め方をします、接見は
こうして、捜査弁護の方針はこういうふうに
立てて、みたいなことは座学では習うのです
けれども、被疑者・被告人からの業務妨害が
ありますよというようなことは、研修では全
く聞いていなかったので、これが業務妨害な
のかすらも良く分かっていませんでした。弁
護士になった時には、業務妨害というと刃物
で脅されるとか、そういう形しか想定してい
ませんでした。でも、確かにこの被疑者の対
応をしていた期間中は精神的にもかなり苦し
んでいて、この件については、常にパートナ
ーや周りに相談をしていました。
　それでも、刑事弁護人として自分の仕事を
きちんとやろうと考え、検察官に2回ぐらい面

談に行ったりして、何とかこの被疑者を不起
訴にすることができました。そこで、早くこ
の被疑者との関係を断って、この変なやりと
りから抜け出したいということから、急いで
法テラスと弁護士会に終了報告を出しました。

再逮捕と接見要請2

①不受任事件の接見要請
　ところが、すぐにその日のうちに別の警察
署から電話がかかってきて、不起訴になった
はずの被疑者から接見要請が来ていますと言
われました。聞くと、その被疑者は釈放後そ
の日にすぐ再逮捕され、別の警察署に留置さ
れているということでした。私としては、私
自身が担当した事件は不起訴で終了しており、
逮捕された事件は別の事件ですし、もうこれ
以上はこの人に付き合えない、自分の別の仕
事にも本当に支障が出ると思ったので、連絡
があった警察官の方に、私が担当した事件は
終わっているので、当番弁護士を呼ぶように
言っておいてください、私は行きません、と
いうことを伝えました。
　しかし、それからまた毎日2～ 3回接見希望
の連絡が来るようになりました。恐らく別の
弁護士が当番弁護士として話を聞いているは
ずなのですが、それでも私に接見希望が来る
ので、その都度行きませんよと伝えてもらい
ました。すると、今度は以前と同様に手紙が
来るようになりました。来る手紙の内容は、
また刑事弁護事件を担当してくださいという
内容です。警察には不受任を伝えているので、
いいかなと思ったのですが、弁護士職務規定
の関係もあり、手紙で受任要請が来ている以
上、手紙で不受任を伝えるのが対応としては
適切だったのかなと今では思います。
②金銭要求・脅迫
　すると途中から手紙の内容が変わりました。
先ほどお話ししましたが、被疑者から携帯電
話の解約を頼まれた件で、「携帯のアプリの使
用料が発生してしまっているので、それを取
り返してきてください、携帯の解約の委任状
を出しましたよね、先生は私の代理人ですよ
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ね。」という手紙がきました。私が依頼をされ
たのは携帯の解約だけでしたし、アプリの話
は聞いてもいなかったので、まさかそんなこ
とを言われるとは思っていませんでした。ど
うしたらいいですかとパートナーの弁護士に
相談し、ここは書面できちんと対応をしよう
ということになりました。「委任状の委任事項
にも記載してありますが、携帯電話自体の解
約以外はお受けしておりませんし、アプリの
件は聞いてもいません。代理人でもありませ
んのでお受けできません。」と返答しました。
そうすると今度は被疑者からの手紙が過激に
なってきて、「お前が金曜日に委任状を持って
帰って手続すれば、アプリの代金が発生する
前に解約できたのに、お前が月曜日まで来な
かったから期限に間に合わずに料金が発生し
たんだろ。それはお前の怠慢によるミスだろ
う。」ということが、ずっと書かれていまし
た。さらに途中からは、「代理人としてやらな
いんだったら、お前が代わりに支払え。」とか
「どうなるか分かってるんだろうな。ここか
ら出たら会いに行くから楽しみにしてろよ。」
「無視するんだったらとことんやってやるから
な。」みたいな内容の手紙が続きました。手紙
の内容が事務所に直接来ることを示唆するよ
うな内容になってきました。私の事務所の受
付には事務職員がいますので、万が一被疑者
が事務所に来たときに暴れ始めたら、最初に
直接の被害を受けるのは事務職員の可能性が
高いです。今度はそれがすごく怖くなってき
て、パートナーにこういう手紙が来始めてい
ますと報告しました。パートナーの意見とし
ては、その人はまだ身体拘束中で今のところ
は現実的な危険性は無いし、手紙の文言とし
てもそこまで危険とまではいえないけれども、
もし、さらに内容がエスカレートしてきて危
険性を感じたりするようなものがあったりし
たら報告しなさいと言われました。その後は
適宜パートナーに手紙を見せるようにしまし
た。
　しばらくの間、そのような感じの手紙が続
いてきたのですが、ぱたっと手紙が来なくな
りました。その人が起訴された段階で送るの

をやめたのか、それとも手紙を送り過ぎて切
手を買うお金がなくなったのか、理由はよく
分かりません。それから1年以上経ちました
が、幸いなことに、それ以降、手紙は来てい
ません。ただ、もしその人が現在服役中で、
今後出所して外に出てきたらどうなるんだろ
うという気持ちは今もあります。私の事務所
の場所は検索すれば簡単に分かりますし、そ
もそも手紙を送ってきているので事務所の住
所は当然分かっています。事務所の中でもそ
ういうことがあったという情報を共有して、
最近は監視カメラを玄関に設置したり、受付
の事務職員にも注意をするようにということ
を告げて、一応の対策を進めております。
　以上が、私が初めて一人で担当した刑事弁
護事件で業務妨害を受けたときのお話です。
刑事弁護事件の事案としては特別難しいとい
うものではなく、初めて刑事弁護をする弁護
士でもできるような内容だったのですが、刑
事事件で業務妨害を受けるなどという事態を
全く想定していませんでしたので、業務妨害
を受けたときの対応が分かりませんでした。
被疑者から頼まれたことも、自分ができるこ
とは全てやってあげるべきだと考えてしまっ
て、結局、被疑者から頼まれたことを、これ
はできる、これもまだできるというところで
はじめは全て応じてしまいました。そのため
に、要求がエスカレートしていったのだと思
います。最初の段階で、自分のできることの
範囲を相手に示さなかったために、このよう
な事態を招いてしまったということもあるの
かなというところは強く感じています。新人
の弁護士が、初めての刑事事件で自分のスタ
ンスを被疑者にしっかり伝えるというのがそ
もそも難しいところであるとは思いますが、
私が体験したような事態などを避けるために
は、ある程度、できることとできないことと
いうのをはっきり示すべきです。
　あと、司法研修所では業務妨害に関する研
修や知識などを得る機会が全くありませんで
した。そういった業務妨害に対する知識や意
識が無かったことも今回の事態を引き起こし
た原因の1つかもしれません。新規登録研修な
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どで、業務妨害に対する知識や意識、対処法
などの話が聞けていたら、また結果も変わっ
ていたかもしれません。現在も新規登録研修
に業務妨害に関する講義はなかったと思いま
すが、今後は新規登録研修にも業務妨害に関
する講義は必要だと思います。その他にも業
務妨害対策委員会が開催している研修などに
参加して、業務妨害に対する知識を深め、意
識を高めることが、業務妨害を避ける一助に
なると思います。 

育児期間中の会費が免除されます!
（育児に従事することが免除要件となります）
　男性女性問わず、会員が育児と弁護士業務を両立することを支援するため、育児中の会員のみなさまに対して、
育児期間中の会費を免除する制度があります。平成29年12月末現在、944名の会員から申請を受け付けました。
　制度内容は以下のとおりですので、該当の会員の先生におかれましては、どうぞご利用ください。

＊その他詳細につきましては、Q&A（会員サービスサイト「書式・マニュアル」に掲載）でご確認ください。
お問い合わせ先　総務課（TEL：03-3581-2258／ FAX：03-3581-3337）

会員のみなさまへ

《制度内容》
◆ 免除対象者
満2歳に達するまでの子を有する会員。子は、会員との親子
関係があれば足り、養子を含みます。

◆ 免除内容
6か月間の当会一般会費免除（子が満2歳に達するまでの連
続した6か月を任意に指定できます）。子が満2歳に達するま
でに申請があれば、既に納めた会費の還付申請もできます。

◆ 免除要件
子の育児に従事し、免除期間終了後に育児報告書を提出。
（上記報告書は、ホームページ等で公開されることがあります。）

◆ 申請方法
子が満2歳に達するまでに申請書、子の出生を証する書面
および会長の定める誓約書（子の育児に従事すること、免
除期間終了後に育児報告書を提出することを内容とする）を
提出して申請してください。

◆ 申請書入手方法
申請書は、会員サービスサイトで入手していただくかまた
は事務局にお問い合わせください。

◆ 受付方法
持参、または郵送で総務課宛に書類をご提出ください。
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