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本特集では、当会刑事弁護委員会より、刑事弁護事件の実務に関する最新のトピックをご紹介します。
刑訴法の改正による一部執行猶予制度の導入をはじめ、事件処理および手続面での大きな変化が見られる
分野ですので、この機会に是非ご参照ください。

1. 国選弁護事件の事件処理上の留意点
金矢 拓（61期）
●Hiraku Kanaya

国選受任にあたって

当会会員
刑事弁護委員会副委員長
〈略歴〉
2008年
2016年
2016年

弁護士登録
刑事弁護委員会副委員長
子どもの権利に関する委員会
副委員長

1 基礎的な周辺知識も事前準備を
現実に国選弁護人として活動する際には、
刑事弁護のスキルがいくらあっても、それだ
けでは活動できない。各種の手続をどの窓口

近時、関係各所から弁護士会刑事弁護委員
会に対し、刑事弁護の中身そのものではなく、

に行ってするか、どの書式に記入して提出す
ればよいかも知っておかなければならない。

付随する手続などについての苦情が多く寄せ

もちろん、手取り足取り教えてくれる先輩

られている。付随する手続は、刑事弁護の中

弁護士が身近にいれば教えてもらえばよいが、

身とは違って修習を終えるまでにみっちりと

それができない、しづらい場合のために、新

鍛えられているわけでもないし、各地で独自

人弁護士向けの実務本も出版されている。接

のルールもある。しかし、残念なことに、社

見時の持ち物から窓口の受付時間まで詳しく

会人として、あるいは弁護士登録している者

書かれている。必要であれば1冊準備しておこ

として、いかがなものかと思われるものも含

う。

まれている。
そこで、この機会に基本的な事柄からおさ
らいしておくこととしたい。

事前の準備を怠って、法テラスや弁護士会
などの窓口で何でも質問するというのは、当
該窓口業務の妨げになるし、純粋に手続の問
題でないとすれば、法テラスや弁護士会の職
員が答えられる問題ではない。ましてや、日
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弁連の会則29条2項で携帯が義務づけられてい

前々日）までに交替し、指名打診に対して拒

る記章（弁護士バッジ）・弁護士会発行の身分

否するようなこと（指名順を後回しにするよ

証を持参せず弁護士であることを証明できず

う依頼することを含む。）がないようにしてお

に、あるいは印鑑（職印）を忘れて事件を受

くことが必要である。

けられないなどという不始末は、絶対起こさ
ないようにしたい。

2 事件の選り好みはしない
ア

窓口で

3 不待機は厳禁
待機日に連絡がつかないのでは、待機の意
味はない。しかし、現実には、休日を中心に
電話がつながらない、さらには折り返しの電

国選弁護の配点においては、新規登録弁護

話もすぐにしないケースが多い。配点事務作

士研修向けの優先枠が設けられている。東京

業の停滞を招かないよう、いつでも電話に出

では先着順で事件を選択することになるが、

られる態勢でいる必要がある。

都合のよい事案を選ぼうと記録閲覧に時間を
かける者がいる。
初めての事件は、応用の多いものではなく
できるだけ単純なものを選んでまずは慣れた
い、ということかもしれない。しかし、優先
枠の閲覧時間は、30分と限られており、同じ
枠で次に閲覧を待つ者が控えている。結局、

当番弁護士・別件弁護人
などからの切替手続
1 国選弁護契約の締結確認を
国選弁護人となるには、法テラスとの間で、

事件の複雑さなどは、接見に行ってみなけれ

国選弁護契約を結ぶ必要があり、締結には1週

ば分からない。一人で記録を抱え込み、ほか

間程度を要する。被疑者国選対象事件であれ

の会員をいつまでも待たせたり、法テラス職

ば、当番弁護士として出動したとしても、被

員に事件選択の意見を求めるようなことは厳

疑者に資力がなければ、国選弁護人として活

に慎みたい。

動するしかない。当番弁護士名簿にのみ登録

イ

している場合でも、国選弁護契約が必要にな

指名拒否はしない
優先枠で選任を受けるのでなければ、事件

は電話で配点される。
また、二弁では、平成28年7月から、被疑者

る可能性が高い。法テラスとの契約は、種類
ごとに結ぶ必要があるので契約漏れがないか
どうか確認しておきたい。

国選の待機日に配点がない場合に、待機日か
ら5営業日の間、控訴・上告事件の指名打診が
あれば原則としてこれを受けることが名簿登
録時の同意事項となった。

2 書式は新しいものを
各種の書式は、順次、不都合を改善したり、

被疑者国選にしろ、控訴・上告を含む被告

法改正に対応するために変更になる。近いと

人国選事件にしろ、法テラスの裁判所に対す

ころでは、「国選弁護人の選任に関する要望

る弁護士指名の回答には厳格な時間制限があ

書」について、中国籍や韓国籍などの漢字名

る。国選事件は、私選と異なり、利害関係が

のある被疑者であってもカナ表記を必ず併記

なければ拒否できないのであるから、早々に

する書式へ変更がされた。これは、裁判所が

事件を受けるべきである。

外国籍の被疑者について、カナ表記のみで管

もし、急に事件が舞い込んだり、体調不良

理しているため、旧書式では、指名通知依頼

等で事件が受けられないと予想される場合に

のあった被疑者と弁護人が法テラスに要望書

は、待機日前日（待機日が休日である場合に

を出している被疑者とが一致せずに、切替手

は待機場所についての連絡が必要であるので

続がなされないことがあり得るからである。
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書式は、その都度、最新のものを確認して

接見

利用していただきたい。

3 援助受任であることが分かる弁選を
現在、弁護人に直接依頼のあった事件を国

1 初回接見は２４時間以内に
言うまでもなく、初回接見は重要である。

選で受任すること（持込国選）は、認められ

弁護人は、被疑者・被告人から事実確認をし

ていない。そのため、勾留前に日弁連の刑事

なければ、どのようなタイムスケジュールで

被疑者弁護援助制度を利用し、勾留決定後に

どのような内容の活動をしなければならない

国選に切り替えるためには、弁護人選任届に

のかが定まらない。即時の助言がなければ、

おいて持込事件ではないことを明示するため、

被疑者が独自の判断で誤った取調べ対応をと

援助制度を利用であることが分かる表記をし

ってしまうこともあろう。

ておくことになる。援助制度利用の有無が明

二弁の「国選弁護、当番弁護士及び弁護人

記されていれば独自書式が排除されるわけで

紹介に関する規則」7条1号でも法テラスから

はないが、当番弁護士マニュアルの書式を使

の指名打診を受諾した後、速やかに、被疑者・

うのが望ましい。

被告人と接見・面会することとされている。
二弁刑事弁護委員会では、この場合の「速や

4 １１時ルールを守る
①当番弁護士として出動した後、弁護人選
任届は提出しなかったが、被疑者国選弁護人

かに」は、被疑者国選弁護の場合、法テラス
の指名打診を受けてから24時間以内であると
の解釈を、2011年以降、各案内に記載して周
知しているところである。

への選任を希望するという場合、裁判所に、

被疑者の押送などがあっても24時間以内の

その旨の要望をする必要がある。裁判所は、

接見ができるように、待機日の夜および翌日

勾留請求後から勾留質問当日の午前11時まで

の予定は、あらかじめ十分に確保しておきた

に受けた要望について取り扱う運用となって

い。

いる（それ以降は、被疑者国選弁護人候補者
として待機している者の中から選ばれる）。
②勾留決定まで援助制度を利用して受任し
ていた場合で、勾留決定後、速やかに国選弁
護人として活動したい場合も同様である。

2 接見資料を忘れずに受領
被疑者国選弁護人は、接見回数が報酬算定
の基礎となっているため、留置施設で複写式

要望は、被疑者に記入してもらった「国選

の接見資料用紙を受領する。例外として、滅

弁護人選任請求書・資力申告書」の原本を裁

失・紛失・汚損、施設における用紙切れ、受

判所に提出する方法に限られ、FAXでの提出

領失念といった理由がある場合、法テラスか

は認められていない。

ら事実証明書用紙の送付を受けて疎明資料と

このルールを守らないでおいて、裁判所で

することができる。

国選弁護人への選任を求めて苦情を言う会員

しかし、接見資料が必要であることを知ら

がいるようである。また、国選弁護人選任請

ず、接見回数分の事実証明書用紙を求める新

求がなされなければ、当然のことではあるが、

規登録弁護士の事例や、そもそも接見してい

国選弁護人には選任されず、国選弁護人とし

ないのではないかと思われる事例が見られる

ての報酬も発生しないが、その点で法テラス

ようである。後者は論外であるが、そうでな

に対して苦情を述べる会員も多いようである。

いとしても安易に例外である事実証明書用紙

いずれも厳に慎んでいただきたい。

に頼らないようにしたい。
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3 通訳には正しい説明を

げられた場合にも、法テラスに対する被告人
国選弁護報告書の提出が必要である。

弁護人が依頼した通訳人に対して、報酬やそ

関連して、現時点では、弁護人が取下げを

の支払方法等について弁護士から誤った説明を

知らずに取下げ直後に接見に行ってしまうと

したり、説明不足であったりするケースがあ

交通費等の費用が支払われない。取下げの可

る。通訳に関する契約は、依頼した弁護人と通

能性を事前に把握している場合には注意して

訳人との間のものであり、弁護人は、支払った

いただきたい。

通訳費用をあらかじめ定められた基準に沿って
法テラスに請求できるにとどまる。したがっ
て、弁護人はその都度、通訳から通訳費用の請

2 二弁宛報告書

求を受けることになる。この点、当番出動時や

二弁では、「国選弁護、当番弁護士及び弁護

刑事被疑者弁護援助制度利用時の通訳基準・支

人紹介に関する規則」7条3号・4号で二弁指定

払（弁護士会が後日支払う）と同内容の説明を

の報告書・資料の提出義務を課している（な

誤ってするケースが特に多く見られる。

お、「国選付添に関する規則」にも同様の規定

通訳事件を配点された弁護士は、もう一度、

がある）。名簿登録者による国選弁護の内容を

法テラスから指名時に配布される通訳事件に

確認して、最低限の質を確保するためにであ

関する説明を確認してほしい。

る。
規則違反は、国選弁護事件の推薦停止処分
にもつながるので注意したい。

報告書の提出

1 法テラス宛の報告書
途中で解任された場合や控訴・上告が取下

2. 改正刑事訴訟法の概略
幣原 廣（34期）
●Hiroshi Shidehara
当会会員
刑事弁護委員会委員
〈略歴〉
2011年 刑事弁護委員会委員長
2015年 日弁連刑事弁護センター委員長

法は、公布の日から起算して4段階に分けて施
行される。
即ち、①20日経過後に施行される（本年6月
23日に施行済）「裁量保釈判断に当たっての考
慮事項の明文化」「公判廷に提出される証拠の
真正担保の方策等Ⅰ」、②6月以内に施行され
る（本年12月1日に施行）「証拠開示制度の拡
充」「弁護人による援助の充実化Ⅰ」「通信傍
受の合理化・効率化Ⅰ」「犯罪被害者等・証人

改正刑事訴訟法の概観

保護方策の拡充Ⅰ」「公判廷に提出される証拠
の真正担保の方策等Ⅱ」「自白事件の簡易迅速

本年6月に通常国会で成立した改正刑事訴訟

な処理のための方策」、③2年以内に施行され
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る（2018年6月までに施行）
「弁護人による援助

告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程

の充実化Ⅱ」
「協議・合意制度（司法取引）等

度のほか、身体の拘束の継続により被告人が

の導入」「犯罪被害者等・証人保護方策の拡充

受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御

Ⅱ」
、④3年以内に施行される（2019年6月まで

の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮

に施行）「取調べの全過程の録音録画制度の導

し、」と明記された。

入」「通信傍受の合理化・効率化Ⅱ」である。
このうち、弁護士マター、つまり弁護士が特

裁判所は、この改正は現在の運用を確認し
ただけのものであると言うが、これにより、

に主体的に取り組むべき課題は、①の「裁量保

裁判員制度の成立以降裁判官の論稿において

釈判断に当たっての考慮事項の明文化」、②の

も保釈の運用の見直しは不可避であると指摘

「証拠開示制度の拡充」、②および③の「弁護

されてきたことも踏まえ、「人質司法」と言わ

人による援助の充実化ⅠおよびⅡ」
、④の「取

れ続けてきた身体拘束の運用が変わり得るも

調べの全過程の録音録画制度の導入」である。

のと思われ、現に以前と比べると変わりつつ

本稿では、以上の改正刑事訴訟法に全て触

あるという声もある。我々自身が、この条文

れることはできないので、特に、弁護士が主

を基にして保釈を積極的に請求していかなけ

体的に取り組むべき課題を中心に、その概略

ればならない。

を述べる。

この場合留意すべきは、権利保釈が原則で
あるということを忘れずに意識しておくこと、
罪証隠滅のおそれの程度は、罪証隠滅の「現

改正刑事訴訟法への対応

実的可能性の程度」であることを考慮し、事
案の性質、証拠の収集状況や手続の進行状況

刑事訴訟法が、自白偏重からの脱却、違法

を踏まえ、罪証隠滅行為が想定しにくいこと、

取調べの撲滅等という弁護権の充実に向けて

罪証隠滅行為に出る具体的・現実的可能性や

改正された面においては、弁護人・弁護士会

実効性がないことを主張するとともに、身元

が被疑者・被告人の防御権の充実のために、

引受人の確保その他逃亡または罪証隠滅を防

最大限その改正点を活かさなければならない。

止するための措置が用意されていることを主

その一方で、被疑者・被告人の防御権さら

張しかつ疎明することが必要である。さらに、

には市民の権利を危機にさらし得る各制度も

検察官の意見の内容を把握し、適切な反論・

設けられている。通信傍受の合理化・効率化、

反証をすることも重要である。

証人の氏名・住居の開示に係る措置、協議合

また、身体拘束の継続により被告人が受け

意制度、刑事免責制度には、特に留意が必要

る「健康上の不利益」「経済上の不利益」「社

である。

会生活上の不利益」等につき、その事由をよ

目の前にいる被疑者・被告人の防御のため
に、実務に携わる弁護人は、改正刑事訴訟法

り具体的に主張し、そのための疎明資料を添
付することも極力追求すべきである。

に否応もなく対応を迫られる。我々は、常日
頃から、改正刑事訴訟法の要点をおさえ、弁
護実践の中で、適正手続の履践を求め、被疑
者・被告人の権利を最大限擁護していかなけ
ればならない。

証拠開示制度の拡充
― 公判前整理手続請求権の付与
被告人若しくは弁護人に公判前整理手続・
期日間整理手続に付する請求権が付与され、

裁量保釈判断にあたっての
考慮事項の明文化
刑事訴訟法第90条に「保釈された場合に被

請求に基づき決定・却下するには相手方の意
見を聴くこととされた。
検察官からその事件の証拠一覧表の交付を
受けるには、公判前整理手続・期日間整理手
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続に付されることが必要である。これらの整

あるかも知れないので、しつこく追及する姿

理手続に付することによるメリットとして、

勢は必要である。また、捜査に支障が生ずる

証拠一覧表の交付のほか、検察官による証明

おそれがある場合等は開示の除外（不記載）

予定事実・証拠構造の明示、証拠開示、証拠

となるが、ただ除外（不記載）となるのは作

制限、審理予定策定・連日的開廷による公判

成者や供述者の程度のはずであり、証拠の存

中心主義の徹底化、公判での心証形成による

在自体が除外（不記載）となるわけではない

有利な判断の確保が挙げられる。他方、デメ

ので証拠の存在自体は明らかとなる。したが

リットとしては、主張明示、弁護人の証拠制

って、仮に作成者ないし供述者以外のところ

限が挙げられるが、主張明示が義務付けられ

が不記載となるのであれば、求釈明をして明

ている「事件の争点及び証拠の整理に必要な

らかにさせることが必要であるし、捜査に支

事項」の範囲で適切に行い、証拠制限を意識

障が生ずる事由が消滅した場合には、その点

するのであれば、整理手続に付するメリット

の一覧表が開示されなければならないので、

は大きなものがあろう。

その点の追及も忘れずにすべきである。

また、弁護人としては、被告人にも請求権
がある以上、被告人に説明が必要である。

証拠開示制度の拡充
― 証拠の一覧表の交付制度

証拠開示制度の拡充
― 類型証拠開示の対象の拡大
類型証拠開示の対象が拡大されたが、あく
まで、任意証拠開示があっても、証拠一覧表

検察官請求証拠開示の後に（類型証拠開示

をもとに、類型証拠開示請求・主張関連証拠

の前に）、被告人または弁護人の請求に基づく

開示請求を忘れずにすること、一覧表にある

「検察官保管証拠の一覧表」の交付制度が設け

証拠物の全ての開示を請求し、同時に2項で押

られた。
これは、弁護人が想定できなかった被告人

収手続書面の開示を請求して、証拠物の関連
性をチェックすることが必要である。

に有利な証拠を顕出させる契機となり得るも

共犯者がいる場合は、共犯者の身体拘束下

のであり、刑事弁護に不慣れであるが故に経

の取調べ状況等報告書は必ず類型証拠開示で

験と想像力に限界があるような弁護人につい

請求する。なお身体拘束以前の取調べもあり

ても、整理手続における弁護の水準を一定程

得るので、主張関連証拠開示請求も忘れずに

度担保する可能性も認められる。

することとなる。

ただ一覧表の記載事項には、標目しか記載
されず識別不可能なことも多いので、例えば、
証拠物については押収場所、実況見分調書に

弁護人による援助の充実化

ついては見分対象、鑑定書については鑑定対
象の釈明を検察官に求めると、同時にこれに

弁護人選任に係る事項の教示が義務化され

答えた方が証拠開示手続の迅速化に資すると、

た。この教示内容については、各弁護士会と

検察官・裁判所を説得することが必要となる。

都道府県警察との間で協議する必要がある。

ただ留意すべきは、「検察官保管証拠」以外

弁護人は、初回の接見時に、教示義務が果た

は対象外であり、検察官へ未送致の証拠につ

されているのか確認する必要がある。教示義

いては一覧表に上がらないので、リストだけ

務が果たされていない場合は、弁護人依頼権

に頼ってはいけない。

の侵害となり、証拠能力の否定や国賠請求に

追送致された場合には、新たにその一覧表

つながっていく。

が開示されるもので、その際再度の請求は不

なお、2年後には、勾留段階の全被疑者につ

要であるが、ただその開示が遅れること等も

いて、被疑者国選弁護制度が保障されること
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となるが、さらに日弁連としては、逮捕段階
の被疑者にまで弁護権の保障を広げていくた

得ない状況を作っていかなくてはならない。
そのためには、全件で可視化申し入れが必
要不可欠である。

めに検討している。

また、可視化の下では捜査弁護の基本は黙

取調べの全過程の
録音録画制度の導入

秘にあるという原則を頭に入れて、捜査段階
の弁護をすることが、捜査弁護の第一である。
可視化の法制化は、取調べ中心主義の脱却を

制度化されるのは3年後であるが、制度化さ

可能とする武器となり、公判中心主義を確立

れる前の現段階においても、捜査の適正化の

する武器となる。可視化の法制化は刑事司法

要求と作文調書排除の要請は現在と同じなの

を変革する可能性を秘めていることを認識し、

で、改正法の趣旨を活かすためには、現段階

今からその一歩を踏み出すべきである。

から捜査機関が取調べ状況を可視化せざるを

3. 一部執行猶予制度の概要
磯野 清華（61期）
●Seika Isono
当会会員
刑事弁護委員会委員
〈略歴〉
2008年
2015年

弁護士登録
刑事弁護委員会副委員長

者は「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑
の一部の執行猶予に関する法律」で、後者は
刑法（新設された27条の2以下）で規定されて
いる。刑法によるものが基本形であり、そこ
では宣告刑要件、前科要件および再犯防止の
ための必要性・相当性要件が定められている。
なお、薬物使用等の罪を犯した者においては
前科要件がない点が、刑法上の一部執行猶予
制度との最大の違いである。

一部執行猶予制度とは
刑法等の改正により、新たに一部執行猶予

実際の弁護活動

の制度が創設された。これは、宣告刑の一部
の執行を猶予するものである。主文のイメー

弁護人としては、一部執行猶予制度の適用

ジとしては、「被告人を懲役2年に処す。その

を受け得る事件を受任した場合、まずは全部

刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予す

執行猶予を得ることができるのかを検討し、

る。」というものである。この制度は、あくま

それが困難である場合に一部執行猶予を得る

で実刑相当事案において、施設内処遇と社会

ことができるのかを検討していくことになる。

内処遇との連携における再犯防止と改善更生

ここでの検討のポイントは、①宣告刑は3年以

を目的として創設されたものである。したが

下か②再犯のおそれがあるか③再犯防止のた

って、実刑と全部執行猶予との間の中間的な

めの必要性および相当性が認められるか、の3

選択肢ではないことに注意する必要がある。

点である。

要件については、薬物使用等の罪を犯した

①宣告刑が3年以下か否かという点について

者とそれ以外の者とで若干要件が異なる。前

は、量刑の相場感を持つ必要がある。量刑デ
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ータベース等を活用するのもよいであろう。
②再犯のおそれについては、前述のとおり

1 実刑であること

一部執行猶予が施設内処遇と社会内処遇との

一部執行猶予は中間刑ではない。そして被

連携における再犯防止と改善更生を目的とし

告人は刑務所に実際に入ることになる。した

て創設されたものであるため要件となってい

がって、一部執行猶予があるからといって全

る。したがって、再犯のおそれがないような

部執行猶予の獲得をあきらめるようなことが

事案、例えば過失による交通事犯や衝動的な

あってはならない。

介護疲れ殺人事犯などでは、仮に3年以下の実
刑が見込まれる場合であっても一部執行猶予
制度の適用はない。

2 猶予期間の起算点と国家の関与

窃盗事犯で起訴されたが、別種の前科との

猶予期間の起算点は、猶予されなかった刑

関係で実刑が見込まれる場合、再犯のおそれ

期が執行された時点である。例えば、「被告人

がないとしてできるだけ短期間の宣告刑を求

を懲役2年に処す。その刑の一部である懲役6

めるのか、再犯のおそれはあるけれども社会

月の執行を2年間猶予する。」という冒頭の刑

内処遇で対応できるとして一部執行猶予を求

が宣告された場合、1年6月の実刑が執行され

めるのか、弁護人としては悩ましいところで

た段階で2年間の執行猶予期間が起算される。

あり、被告人とじっくり話し合う必要がある。

このことは、一部執行猶予が宣告された方が、

③再犯防止のための必要性および相当性の

全部実刑よりも国家からの関与が強まること

検討においては、仮釈放では困難な期間を確

がある。先ほどの例で言うと、仮に全部実刑

保して行う有用な処遇方法の存在および社会

であれば2年間の服役後は国家からの関与がな

内処遇の実効性に分けて考えていくとよい。

くなるが、一部執行猶予の場合、1年6月に2年

前者においては、被告人の犯罪行為の具体的

を加えた3年6月間国家から関与されることに

内容や程度に対応する処遇プログラムの存在

なる（一部執行猶予ではほぼ保護観察が付け

や、そのプログラムに被告人を受け入れても

られると想定されるため）。この点について

らえるのかの調査を弁護人が行うべきである。

は、被告人とよく話し合い、短期間の実刑を

処遇プログラムの具体例としては、薬物事犯

求めるのか一部執行猶予を求めるのか弁護方

ではダルク、窃盗事犯ではクレプトマニアに

針を決定する必要がある。

ついての入院・自助グループへの参加などが
考えられる。後者においては、被告人が処遇
プログラムを受ける意思があることが重要で
ある。したがって弁護人は、被告人の受講意

東京地裁における実績と
裁判所の考え方

思を確認し、受講ができるような生活環境の

やや古いが、施行されてから約2か月間の

調整をすることで、社会内処遇の実効性を主

東京地裁における実績は、一部執行猶予判決

張・立証していくことになる。そしてこの主

がなされたものは薬物事犯において40件程度

張立証は具体的なものである必要があり、単

（そのほとんどが覚せい剤の使用、その他は大

に制度を主張するだけでは足りないと言わざ

麻の使用）、その他事犯は強姦未遂で1件であ

るを得ない。

り、ほとんどが薬物事犯において適用されて
いる。そして薬物事犯のうち、明示的に弁護
人が一部執行猶予を求めた件数は15件程度で

留意点

あり、それ以外の事犯では明示的な主張がな
されなかったが一部執行猶予判決が宣告され

一部執行猶予制度に関しては、それを求め

ている。他方、弁護人が一部執行猶予を明示

るかも含め、以下の点に留意する必要がある。

的に求めたものの、実刑が言い渡されたケー
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スは10件程度（薬物事犯以外も含めて）ある。
裁判所としては、弁護人から明示的な主張

最後に

があるケースは例外として、黙示的に主張し
ているように思われるケースの場合、対応に

一部執行猶予制度はまだ始まったばかりで

苦慮するようである。それは、前述のように、

あり事案の集積が待たれるところではあるが、

一部執行猶予は内容によっては被告人に不利

弁護人においては再犯防止の必要性および相

になることもあるため、釈明を求めることが

当性の主張をこれまで以上に行うことが必要

ためらわれるからであろう。弁護人としては、

となってくる。

予備的な主張も含め一部執行猶予判決を明示
的に主張するのか、被疑者との話合いの上で
考える必要がある。

4. 被告人質問先行型の公判
北川 朝恵（57期）
●Tomoe Kitagawa
当会会員
刑事弁護委員会副委員長
〈略歴〉
2007年〜現在 刑事弁護委員会副委員長
2009年 常議員
2014年 日弁連代議員

護人が同意している場合は、乙号証の取調べ
をまず行い、その後、補充的に被告人質問を
行うことが一般的でした。しかし、裁判員裁
判制度がスタートしてからは、裁判員に分か
りやすい裁判を目指すという観点から、裁判
員裁判では被告人質問先行型の公判を実施す
ることがほぼ原則となりました。しかし、近
年では裁判員裁判にとどまらず、いわゆる裁
判官による通常の裁判でも、被告人質問先行

被告人質問先行型の公判とは
近年、被告人質問先行型の公判が多く実施
されるようになりました。被告人質問先行型
と は、 自 白 事 件 で 弁 護 人 が 被 告 人 供 述 調 書

型の裁判が広く実施される傾向にあります。

実際に経験した
被告人質問先行型公判

（乙号証）に同意している場合でも、乙号証の

実際、私が平成27年に担当した覚せい剤取

採否を裁判所が一旦留保し、まずは被告人質

締法違反事件（自白事件）でも、被告人質問

問を先行させ、その結果、必要な供述がなさ

先行型の公判が行われました。公判期日の2週

れ乙号証の取調べが必要なくなった場合は、

間くらい前に裁判所書記官から電話があり、

検察官が乙号証を撤回、もしくは裁判所が乙

「うちの部では自白事件でも被告人質問先行型

号証の請求を却下する、という審理方法です。

でやっているのですが、先生はおやりになっ
たことはありますか？」と突然言われてびっ
くりしたのを覚えています。被告人質問先行

近年の傾向

型という方法があること自体は何となく知っ
ていたので、特に反対もせず（というよりか

従来型の裁判では、自白事件で乙号証に弁

あまり考えもせず）、被告人質問先行型を実施
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することになりました。

いか、といった意見があります。

公判当日、乙号証には全て同意していたの

他方、裁判員裁判とそうでない裁判とで運

ですが、裁判所は、被告人の身上経歴の調書

用に差を設ける必要はないのではないか、直

と戸籍関係、前科前歴関係の乙号証のみ取調

接主義、口頭主義、公判中心主義の原則から

べを行い、その余の公訴事実に関する供述証

は、裁判員裁判であろうとなかろうと、むし

書については全て採否を留保しました。その

ろ被告人質問先行型の方が事実認定者に分か

上で、弁護人から、罪体、情状の順番で被告

りやすく、的確な心証形成を可能とするので

人質問を行い、検察官が反対質問をし、最後

はないか、といった立場から、通常の裁判官

に情状証人の尋問という流れでした。情状証

裁判においても被告人質問先行型を導入する

人の尋問が終わると、裁判官から検察官に対

ことに積極的な意見もあります。

し、乙号証のうち採否留保中のものについて
どうするかとの質問があり、検察官が撤回し、
論告弁論を経て、結審しました。
実際に被告人質問先行型をやってみて、当

具体的ケースにおいて被告人質問
先行型を実施するかどうか

初、検察官に立証責任のある罪体について弁

実際に被告人質問先行型を経験（と言って

護人から質問させるというのは、立証責任の

も一件しかありませんが）した立場から言わ

転換ではないか、被告人に不利になるのでは

せていただくならば、個人的には、被告人質

ないか、との懸念も頭をよぎりました。しか

問を先行させ、被告人本人の口から不利な部

し、本事案では、覚せい剤に手を染めてしま

分も含めて一貫したストーリーを語らせた方

った経緯について被告人本人の口から語らせ

が、裁判官にも伝わりやすいですし、結果、

ることができ、真摯な反省の態度を表わすこ

被告人の描いた方向での事実認定につながる

とが結果的に情状にも有利に働いたケースだ

可能性が大きいのではないかと思います。捜

と思いますので、妥当な方法であったと思い

査官の言葉で書かれた一人称形式の供述調書

ます。

の読み上げと、被告人本人の口から語られる
事実とでは、全くインパクトが異なるからで
す。そのためには、事前に被告人と綿密な打

被告人質問先行型をめぐる議論

合せをし、いかにして裁判官に伝わりやすい
ストーリーを組み立てるか、被告人のよさを

裁判員裁判以外の通常の裁判官裁判におい

引き出すにはどのような質問が効果的か、な

ても被告人質問先行型を導入することの是非

どを十分検討する必要があります。なお、被

については、議論がなされているところです。

告人質問先行型を受け入れるかどうかは一概

導入に消極的な立場からは、被告人質問先

には言えず、事案によります。例えば、犯行

行型は、立証責任は検察官が負うという当事

態様が残虐で、被告人の口から具体的に犯行

者主義構造に反するのではないか、真相の解

態様が語られると逆に心証が悪くなるような

明がおろそかになるのではないか、被告人の

事案では、被告人質問先行型には応じない方

主張が公判前整理手続などで明らかになって

針をとることも考えられます。

いる裁判員裁判と違い、通常の裁判では検察

いずれにせよ、今後、被告人質問先行型の

官にとって被告人の公判供述の内容を予測す

公判はさらに広がっていく傾向にあります。

ることができないため、被告人質問の時間が

被告人がより充実した裁判を受けられるよう、

長引き迅速な裁判の要請に反するのではない

弁護人としては従前の調書型裁判への対応の

か、自白事件であるにもかかわらず争いのな

みならず、被告人質問先行型に十分対応でき

い罪体についてまで全て被告人質問を行わな

るだけの尋問技術を習得していく必要性がよ

ければならないのは非効率かつ不合理ではな

り高まっていると言えます。
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5. 社会福祉士・精神保健福祉士との連携
江口 大和（66期）
●Yamato Eguchi
当会会員
裁判員センター副委員長、刑事弁護委員会委員
〈略歴〉
2014年
2016年

弁護士登録
裁判員センター副委員長

2 国選弁護人・国選付添人への援助金制度
国選弁護人・国選付添人は、福祉士に支払
う費用について、原則5万円を上限とする援助
金の支給を弁護士会から受けることができる。

3 注意点
※ 以下では、社会福祉士と精神保健福祉士とをまと
めて「福祉士」、精神保健福祉士を「PSW」
と呼
ぶことがある。

（1）連携は私選も可、援助金は国選のみ
連携制度は私選の場合でも利用できるが、
援助金の支給は国選の場合に限られる。

基礎知識 〜福祉士との連携と
援助金の制度〜
弁護人が福祉の専門家と連携して弁護活動

（2）相談依頼書と援助金申請書の書式
それぞれの書式は、二弁人権課で入手でき
る。
（3）連携の申請は速やかに

を行うことができるよう、第二東京弁護士会

行政や病院など外部機関も含めた環境調整

は2015年4月から、東京社会福祉士会、東京精

には、時間を要する。まだ環境調整が進んで

神保健福祉士協会との連携および援助金の支

いない段階で、検察官請求証拠について当初

給制度を設けている。

から大半を同意してしまうと、すぐに弁護側

以下では、まずこの制度について紹介し、
次いで実践例について報告する。

立証に移り、報告できる内容が整っていない
ことに苦慮する事態となってしまう。福祉士
との連携の申請は起訴前から可能なので、早

1 福祉士との連携制度
二弁の弁護士は、「相談依頼書」に必要事項
を記載して、弁護士会に提出する。その後、

めの段階から連携の申請をしておくことをお
勧めする。
（4）精神科医のような診断を求めてはいけない
福祉士は医療専門職ではないので、被告人

弁護士会からの情報提供を経て、社会福祉士

の事件当時の精神状態について医学上の診断

会または精神保健福祉士協会において担当の

を述べることはできない。そのため、PSWに

福祉士が指名される。福祉士には、依頼者に

証人となってもらう場合でも、証言してもら

必要な支援に関する相談、生活環境の調整活

えるのは、あくまで被告人が精神的な問題に

動への協力（医療機関や行政機関との面談な

よって抱えていた社会生活上の困難（生きづ

ど）、接見への同行、更生支援計画の作成への

らさ）についてである。

協力、証人としての出廷などを依頼すること

（5）責任の幅は動かせない

を、事案に応じて検討することになる。この

福祉士との連携による環境調整は、あくま

連携制度は、国選・私選を問わず利用できる。

で量刑の調整要素であり、責任の幅は動かせ
ない。責任非難を軽減するケースセオリー＊1
は別途必要である。

＊1 ケースセオリーの意味については、
『 法廷弁護技術 第2版』18頁以下を参照。
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他方、抗うつ剤のジェイゾロフトには、服

実践例の紹介

用を急に中断すると衝動性・攻撃性が高まる
という副作用があることが指摘されていた＊2。

1 実刑が危ぶまれた事案
（1）被疑事実
Aさん（50歳代、男性）は、自宅において、

このことを日弁連や製薬会社等の資料から立
証し、責任非難の程度を減少させようと試み
た。また、被害者との長期間にわたる交渉を
経て示談を成立させることができ、寛大な処

自宅の清掃を依頼していた清掃・廃品回収業

分を望む旨の言葉も得た。

者である被害者が靴を履いたまま室内での作

イ

執行猶予が相当な環境を整える

業を始めたことに憤慨し、台所にあった包丁

まず、Aさんは逮捕後、通院していた病院

を持ち出し、殺意をもって、同人の腹部を突

とは没交渉になっていた。そこで、PSWに当

き刺そうとしたが、抵抗されたため前腕刺創

該病院との連絡役になってもらい、弁護人と

を負わせるにとどまったという殺人未遂の容

PSWとで主治医と面談し、Aさんの通院をま

疑で逮捕された。Aさんは捜査段階で黙秘を

た受け入れてくれる旨の言質を得た。

続けた結果、傷害罪で起訴された。
（2）責任非難を軽減する事情
Aさんは、40歳代のころからうつ病になり、

次に、Aさんは持ち家こそあるものの、身近
に近親者がいなかった。そこで、PSWに行政
との連絡役になってもらい、弁護人とPSWと

抗うつ剤としてジェイゾロフトを服用してい

で区の保健所の保健師と面談した。その結果、

た。またアルコール依存症でもあり、何度か

保健所としてもAさんのことを認識して、Aさ

禁酒をしていたが、前年の母親の死をきっか

んが相談に来ればいつでも協力する旨の言質

けにまた酒浸りの生活に戻った。事件の数日

を得た。

前から、Aさんはうつ病がひどくなり、食事も

こうして、社会復帰後のAさんを受け入れ

ろくに摂らず、ジェイゾロフトの服用も中断

る環境を調整した。そのことを、PSWに証人

し、ただ飲酒だけを続ける状態になっていた。

として証言してもらった。

事件当日、Aさんは空腹のままアルコール

（4）判決での評価

度数の高い泡盛を飲んだ。ゴミだらけの家の

判決では、Aさんが事件当時酩酊しており

中を片付けようと思い、面識のあった清掃・

事理弁識能力、行動制御能力が大きく減退し

廃品回収業者を呼んだ。Aさんの記憶はそこ

ていたこと、その原因となった飲酒の背景に

で途切れている。

はうつ病への罹患があることに触れた上、A

その後については、証拠によれば、Aさんは

さんを非難すべき程度は上記各能力の減退が

到着した業者に土足のまま家に上がるよう招

ない事案と比較して相当程度低いとした。そ

いた。業者が土足で室内で作業をしていると、

して、本件は原則実刑であるが、被害弁償も

Aさんは「なんで土足なんだ」と呟き、上記

含むその余の情状次第では執行猶予も考慮で

犯行に及んだとのことであった。

きる事案と位置付けた。

（3）弁護活動、福祉士に依頼した活動と
ア

その上で、相当額の示談金を支払い、被害

その証拠化

者も寛大な処分を求めていることや、本件犯

執行猶予があり得る部類に持ち込む

行には抗うつ剤服用の中断やアルコール依存

起訴罪名は傷害罪に落ちたものの、行為の

が影響しており、Aさん自身もそのことを自

危険性は高く、被害結果は全治6か月と重く、

覚していること、医療機関や自治体担当者に

また被害者に落ち度はないので、実刑の可能

よる支援態勢もあることに触れて、懲役2年6

性が濃厚であった。

月・執行猶予4年とした。

＊2

田岡直博弁護士（香川県弁護士会、元当会会員）
にご教示いただいた。
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執行猶予が見込まれたが
2
さらに環境調整活動を行った事案
（1）公訴事実
Bさん（70歳代、女性）は、自宅において、

う、夫が入所できる老人ホームを見つけても
らった。さらに、PSWと一緒に病院側と面談
し、Bさんが社会復帰後もその病院に通院でき
る態勢を整えた。そのほかにも、PSWを通じ
て区の保健所にもBさんのケースを相談し、B

夫（70歳代）に睡眠薬を飲ませ、両手を縛っ

さんが社会復帰後に初めて病院へ通う際には

た上、殺意をもって頭部をバットで複数回殴

保健師に同行してもらうという段取りもつけ

りつけたが、抵抗されて殺害を遂げなかった

ることができた。

という殺人未遂罪で起訴された。
（2）責任非難を軽減する事情
夫は認知症を患い、また足が悪かったため、
夫の通院には付き添いが必要であった。とこ
ろが、同居している息子たちには介護に協力

そして、裁判ではPSWに証人となってもら
い、Bさんの抱えていた困難さやBさんを受け
入れる環境が整っていることについて証言し
てもらった。
（4）判決での評価

する姿勢がなく、夫の介護はBさんが1人で行

判決では、行為の危険性や結果の重大性は

っていた。家事もBさんがしていた。もっと

それなりに重いとしながら、犯行に至る経緯

も、Bさんも年々体力が低下しており、夫の症

や統合失調症の影響を考えれば多分に同情の

状、Bさんの体調ともに回復する見込みはなか

余地があり、殺人未遂全体の中ではかなり軽

った。

い事案であると位置付けて、執行猶予が相当

また、Bさん自身も長年統合失調症を患っ

であるとした。その上で、福祉関係者による

ており、内科のほか精神科にも通院していた。

支援の手が差し伸べられ、Bさん夫婦にとって

事件の数か月前からBさんの体重は減少を続け

適切な生活環境が整いつつあること等を考慮

ており、潜血便も見られた。長年通院してい

して、懲役3年・執行猶予4年とした。

た病院からは、転院を指導されてもいた。こ
うした状況の下で、Bさんは自身や家族の将来

おわりに

を悲観して、夫を殺して自分も死のうと考え、
上記犯行に及んだ。
（3）弁護活動、福祉士に依頼した活動と
その証拠化
犯行態様は危険で、被害結果も全治1か月と

支給される援助金は、現在最大で5万円であ
り、福祉士の方に割いていただく時間と労力
に比して十分とは感じられないことがある。

重めである。しかし、犯行に至る経緯には多

連携していただく福祉士の方々には、援助

分に同情の余地がある。また、担当の精神科

金の上限をあらかじめ説明した上、その金額

医と面談したところ、統合失調症が犯行に影

に比して負担が過重とならないよう弁護士の

響を与えた可能性はあるとのことであり、そ

方で配慮することが望ましい。

の旨の意見書も作成してもらえた。これで、

援助金制度はありがたいが、金額の上限が

責任非難の程度は弱まることが期待でき、執

この先も5万円でよいかは検討を要する。今

行猶予が見込まれるようになった。

後、援助金の上限が拡大されることを願って

もっとも、事件前の家庭環境から変化がな

いる。

ければ、Bさんの負担は変わらず、再犯のおそ
れは残るし、執行猶予になっても元の木阿弥
である。そこで、PSWと連携して、作る情状
を実践した。
具体的には、まず区の高齢者支援担当へ相
談に行き、Bさんの介護の負担を減らせるよ
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