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はじめに1
　本件の公訴事実は、被告人（60代のシンガ
ポール人男性）が、覚せい剤が在中物に隠匿
されたキャリーケースを手荷物として日本に
持ち込むことによって、覚せい剤を密輸した
というものである。被告人が覚せい剤密輸の
故意を争ったのに対して第一審の裁判員裁判
は有罪判決であったが、控訴審は訴訟手続の
法令違反（釈明義務違反）を理由に、これを
破棄し、差し戻した。
　本稿の執筆時点において差戻審が係属中で
あるため、本稿では破棄の理由となった釈明
義務違反に焦点を当てて報告する。

第一審2
1  審理経過
（1）当事者の主張
　本件において被告人の故意に係る直接的な
証拠は存在しないが、検察官は、キャリーケ
ースの在中物の内容等の間接事実から、未必
的な故意があったことは明らかであると主張
した。
　これに対して被告人は、Wと名乗る人物か
ら日本に贈り物を運んでほしいと依頼された
もので違法薬物であるとの認識はなかった旨

を逮捕から一貫して述べており、弁護人は、
被告人がいわゆるナイジェリア詐欺によりW
以外の多数の詐欺グループにも多額の金を騙
し取られている極めて騙されやすい人物であ
るうえ、特にWとの関係では約5年間にわたっ
て1000万円を超える金額を騙し取られ、本件
以前にも日本へ10回「贈り物」を運ぶなど完
全にWを信じ込み、Wが自分を騙して違法薬
物を運ばせているとは気づくことができない
心理状態にあったことを主張した。
（2）  メールに関する証拠請求と

裁判長の訴訟指揮
　本件では、被告人がWや他の詐欺グループ
とやり取りしたメールを両当事者から証拠請
求したが、裁判所はその厳選を求めていた。
また、弁護人としては、本件における故意の
有無を判断するにあたっては、被告人の騙さ
れやすい特質やWとの約5年間にわたる経緯も
十分にふまえる必要があると考えていたが、
裁判長は、弁護側立証を2日間（要通訳事件の
ため実質1日間）に限定し、それを超えた部分
は証拠採用を取り消し立証を打ち切ることを
弁護人に予め了承させて調書に記録するなど
して制限した。
　そのため、弁護人は、W以外の詐欺グルー
プとのメールについては、裁判員の分かりや
すさと立証時間の制約を考慮して、提出を控
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えることとした。
（3）  検察官によるメール統合捜査報告書の

証拠請求
　検察官は当初、被告人とWや他の詐欺グル
ープとの間のメールを大量に証拠請求してき
たため、弁護人は、公判で実際に取り調べる
メールを早期に特定するよう求めていた。し
かし、検察官がメールの統合捜査報告書（以
下「本件報告書」という）を請求したのは、
公判前整理手続終結の6日前（第1回公判の13
日前）であった。しかも本件報告書は、それ
だけを見れば、被告人が違法な行為にしばし
ば関わっている人物であるかのような印象を
与えるメールを断片的に抜き出したものであ
った。そのため、弁護人は、本件報告書は裁
判員に誤解を与える危険があり、その誤解を
解くためには前後のメールを多数提出しなけ
ればならないため裁判員に分かりにくい審理
になるばかりでなく弁護側立証の時間も足り
なくなるとして不同意の意見を述べた。しか
し、検察官は、これらのメールは、被告人が
騙されやすい人物であるといった弁護側立証
への反証として必要であり、弁護人が同意し
なければ原メールを証拠物として請求する、
弁護人が必要というなら前後のメールを請求
すればよいとして、強硬に請求を維持した。
　これに対して弁護人は、公判期日が切迫し
ていたこと、弁護側の立証時間が厳しく制限
されていたことから、念のため前後のメール
は証拠請求しておいたうえで、断片的なメー
ルから被告人を誤解することのないように冒
頭陳述で裁判員に注意を促すこと等で対応す
る方針とし、本件報告書に同意した。
（4）本件メールに関する被告人質問
　本件報告書には、被告人がW以外の詐欺グ
ループであるJと名乗る者に、「作り話はもう
うんざりだ。子どもに言うような話ばっかり
だ。」「私がもし日本へ行かないなら、お前ら
困るんだろ。」等と述べたメール（以下「本件
メール」という）が含まれていた。
　弁護人が検察官から証拠開示を受けた、被
告人とJとの間の一連のメールを通して見れ
ば、JとWの間に（実際には裏で関係していた

可能性はあるが）関係はないと被告人が認識
していたことは明らかであったが、検察官は、
被告人質問において本件メールを示し、「この
Jという人物も、あなたが日本へ渡航すること
について何か関係を持っていた人物なんでは
ないですか」等、JがWと関係ある人物である
と印象付けるような質問を行った。
　これに対して被告人は両者の関係を明確に
否定したが、念のため弁護人は、その後の被
告人質問の中でもこれを再度確認した。
（5）前後のメールの撤回
　弁護人は、予定された審理が終了した段階
で、本件報告書記載のメールについて裁判員
が重大な誤解をすることはないと判断して、
念のため請求していた前後のメールを撤回し
た。この撤回証拠には、本件メールの前後の
メール（控訴審で再度請求）も含まれていた
が、被告人が検察官にも弁護人にも一貫してJ
とWは無関係である旨回答したこともあり、J
へのメールから被告人がWを疑っていたと誤
解されることなど弁護人は全く予想していな
かった。
（6）論告・弁論
　検察官の論告では、本件メールに対する言
及は一切行われなかった。そのため弁論でも、
JとWが無関係であることの説明はしていな
い。

2  第一審判決
　第一審判決は、ほぼ検察官の主張どおり、
間接事実から被告人の未必的故意を認定した。
　その上で、被告人がもともと騙されやすい
人物でありWを信じ込んでいたために違法薬
物の可能性に気付かなかったとの弁護人主張
については、Jに対する本件メールの記載から
被告人がW側の話に疑念を抱いていたとみる
のが自然であること等から採用できないとし
た。

控訴審3
　筆者らが所属する法律事務所は、企業法務
を中心とする大規模事務所であるが、裁判員
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裁判に関心を持つ弁護士約60名（元検事総長、
高検検事長、判事補・検事の他職経験者、公
設養成弁護士を含む）からなる研究会があり、
事務所の弁護士が裁判員裁判を受任した際に
は研究会がバックアップしている。本件の第
一審では国選弁護人のうち1名が事務所の弁護
士（もう1名は一弁の元刑事弁護教官）であっ
たが、控訴審は被告人の家族の支援により私
選となったため、第一審の弁護人とバックア
ップメンバーを含む総勢9名の弁護団を結成し
た。

1  控訴趣意と事実取調請求
　弁護人は控訴趣意として、覚せい剤密輸の
故意を認めたことについての事実誤認に加え
て、本件メールから被告人のWに対する疑念
を認定した点についての事実誤認および訴訟
手続の法令違反を主張した。
　そして、本件メールの前後のJとのメールを
通して見れば、被告人がJとWとの間に関係が
あるとは全く思っていないことは明らかで、J
への本件メールからWへの疑念を認定するこ
となどできるはずもないことを立証するため、
原審で撤回した本件メールの前後のJとのメー
ル（約140通）の取調べを請求した。
　また、被告人がWを深く信じ込んでいたこ
とを明らかにするため、原審で撤回したWと
のやり取りに関する書証を再度請求したこと
に加え、本件当時の被告人の心理状態につい
て、臨床心理士の意見書と、裁判所の選任す
る鑑定人による心理鑑定等を請求した。

2  審理経過
（1）第1回公判
　第1回公判期日において、裁判所は弁護人に
対し、本件メールに関する法令違反の主張の
具体的根拠等についての釈明を求めた。一方、
検察官に対しては、控訴趣意のうち本件メー
ルに関する事実誤認と法令違反について答弁
書の提出を求めた。
（2）訴訟手続の法令違反の主張
　裁判所の求釈明をうけて、弁護人は、法令
違反の具体的根拠として、①検察官すら主張

していないにもかかわらず、Jへのメールから
Wへの疑念を認定するのは不意打ち認定であ
ること、②JへのメールをWへの疑念の認定に
用いることは、弁護人の同意に付された黙示
の限定の範囲を逸脱していること、③「Jへの
メールからWへの疑念を認定できるか」を争
点として明確にして弁護人の主張立証を尽く
させなかったことは釈明義務違反であること、
を主張した。
（3）検察官の答弁
　検察官は、本件メールに関する事実誤認は
争わず、当該事実誤認は判決に影響を及ぼさ
ず、訴訟手続にも法令違反はなかった旨を答
弁した。
（4）第2回公判
　第2回公判期日においては、弁護人が請求し
た事実取調べのうち、本件メールの前後のJと
のメール（検察官不同意のため証拠物として
取調べ）と被告人質問（本件メール関連に限
定）のみが採用され、その他は全て却下され
た。

3  控訴審判決
　控訴審判決は、本件メールにより被告人の
Wへの疑念を認定した原判決は、本件メール
の趣旨を根本的に誤解したものであったとし
たうえで、本件メールが誤解を招く危険性の
ある証拠であったにもかかわらず、検察官が
請求の際にその本来の趣旨を明確に説明しな
かったこと、また弁護人が本件メールの前後
のJとのメールを撤回し、弁論等で本件メール
の趣旨を適切に説明しなかったことは、とも
に不適切な訴訟活動であったとして、訴訟手
続の法令違反に関する弁護人の主張はいずれ
も失当としたが、以下のように判示して、訴
訟手続の法令違反を理由に原判決を破棄差し
戻した。
　本件の結論を左右する中心的な問題は、被
告人がWを深く信頼していたことによって、
被告人の犯意を認定するについて、合理的な
疑いがあるかどうかにある。そして、本件メ
ールによって、委託者側の話に被告人が疑念
を抱いていたことが認められるとしたことは、
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原判決が弁護人の主張を排斥する上で最も有
力な根拠となっており、有罪の結論に至るう
えで重要な役割を果たしている。
　ところが、検察官による論告には、本件メ
ールについて何らの言及もされていない。
　本件メールのように、検察官請求証拠で、
裁判所の認識を前提とする限り、弁護人の主
張の根幹に関わる客観的で重要なものについ
て、論告中で何ら言及されていないという通
常なら考え難い事態が生じている場合には、
そのような状況が明らかとなったところで、
審理の段階にかかわらず、裁判官は当事者に
その証拠の趣旨の釈明を求め、必要に応じて
補充立証を促すなど、証拠の誤解に基づく判
断に陥る危険を防止する措置を講じる義務が
ある。
　にもかかわらず、本件メールの趣旨につい
て、当事者に釈明を求めないまま、客観的な
趣旨を根本的に取り違えた上、これを前提と
して結論を導いた原審の訴訟手続には、釈明
義務に違反した違法がある。
　結論を導く過程において重要な役割を果た
したことがうかがわれる証拠について根本的
な誤解があったのでは、原審の判断を審査す
る前提が欠けているので、本件メールに関す
る誤解を是正した上で、再度裁判員の参加し
た裁判で判断するのが相当である。

終わりに4
　裁判員裁判では証拠の厳選を求められ、細
かい審理スケジュールが事前に定められるが、
公判の展開に即応して必要と考えられる場合
には、事前に定めたスケジュール等に拘るこ
となく追加の審理を求めて防御を尽くすべき
ことを、本判決により改めて認識させられた。
　とはいえ、第一審で弁護人をバックアップ
していた筆者らから見れば、今回の事態が生
じた原因は、裁判長が弁護人の立証を厳しく
制限していた状況で、検察官が被告人に悪印
象を持たせるメールを断片的に抜き出した本
件報告書を、公判前整理手続終結の直前に立
証趣旨を明確にすることなく証拠請求したば

かりでなく、被告人質問においてJがWと関係
ある人物であると印象付けるような質問を行
った点にある。一般市民にも分かりやすい主
張立証が求められる裁判員裁判において、被
告人がJとWが無関係である旨一貫して述べ、
検察官も両者が関係しているとの主張は全く
していない状況で、本件メールによる誤解を
防ぐために前後のメール（控訴審では約140通
の提出を要した。）の取調べの追加を求めなか
ったことが不適切な弁護活動であったとする
のは、原審弁護人に酷と思われる。
　差戻審においては、本件メールを含む本件
報告書記載のメールによる裁判員の誤解を防
ぐ措置を講じた上で、控訴審判決も中心的問
題と指摘した、被告人がWを深く信じ込んで
いたために違法薬物の認識を持てなかったこ
とを十分に立証し、無罪判決を獲得したいと
考えている。 
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