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8 その他の留意点

（1）被告人の意思確認
　一部執行猶予が適用される場合には、被告
人が完全に自由になるまでの期間は長期化し
ます。被告人の意思確認をするときには、こ
の点に注意していただきたいと思います。全
部実刑の場合、例えば懲役1年なら、場合によ
っては仮釈放されますけれども、最長でも1年
間服役すればそれで完全に自由な状態になり
ます。ところが、懲役1年うち2月の執行を2年
間猶予されることになった場合には、10か月
間服役して、その後2年間、場合によっては保
護観察に付されながら執行猶予期間を過ごす
ことになるわけです。被告人によっては、想
定される刑期次第では全部服役してしまって、
完全に執行猶予もない状態に早くなってしま
いたい、そういうふうにおっしゃる方もいる
かもしれません。そういう方にとっては、実
は一部執行猶予はかえって不利益だというこ
とになります。そのことについて、よく被告
人の意思確認もした上で、一部執行猶予を求
めるのかどうかを決める必要があります。
（2）前刑の執行猶予の扱い
　全部執行猶予の期間中にさらに罪を犯した
方が、一部執行猶予判決を受ける場合には、
前刑の執行猶予は取り消されます。刑の一部
の執行が猶予されても、刑法26条1号の「刑の
全部について執行猶予の言渡しがないとき」
に該当すると解されますので、前の全部執行
猶予判決についての執行猶予は取り消されて
服役することになります。
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（3）一部執行猶予の予備的主張
　最後に、全部執行猶予を求める場合におい
て、一部執行猶予を予備的に求める主張を明
示的にするかという問題があります。これは
なかなか一律に答えを出せる問題ではなくて、
全部執行猶予を得られる見通しと、被告人の
意向次第という当然のことしか言えません。
そのようなときに二分的な審理がされるべき
という議論もありました。つまり、まず全部
執行猶予なのか実刑なのかについて審理して、
何らかの形で裁判所の心証を開示してもらっ
た上で、全部執行猶予が難しいなら一部執行
猶予とするべきかを審理するというような審
理方法があり得るのかということです。否認
事件ですら、そういう二分的な審理がされて
いない中で、全部執行猶予か一部執行猶予か
ということについて、2段階の審理というの
は、少なくとも現時点では実現の見通しは厳
しいと思います。
　なお、一部執行猶予を求めるための主張立
証は、全部執行猶予を求めるためにも有効で
す。特別予防の観点からこの方には社会内で
改善更生のための処遇があるということ、そ
してその処遇を本人は受ける意欲があるとい
うこと、これらは全部執行猶予を主張すると
きにも効いてくる事情になります。ですから、
予備的に一部執行猶予を明示的に主張するの
が難しい場合であっても、特に先ほどお話し
した一部執行猶予の必要性、相当性にあたる
事実は、手厚く主張立証することが求められ
ることになると思います。ただし、全部執行
猶予と一部執行猶予とで主張立証の対象が完
全に一致するわけではありません。全部執行
猶予の場合には、もう判決の翌日から社会内
処遇を受ける準備が整っているということを
主張立証するわけですが、一部執行猶予の場
合には実刑部分の刑期が終わった後に社会内
処遇を受ける準備が整っているという主張立
証をすることになります。そのような時期の
違いがあることには注意した上で、社会内処
遇の必要性と相当性を主張立証するというこ
とになるかと思います。

9 補足質問

（1）一部執行猶予制度と仮釈放
宮 村 　まず仮釈放のことを水野先生に伺い
たいと思います。一部執行猶予制度について、
仮釈放では十分な社会内処遇の期間が確保で
きないから、一部執行猶予制度によって社会
内処遇と施設内処遇の連携を図るという趣旨
説明がされたという話がありました。一部執
行猶予制度ができた後は、一部執行猶予が適
用された事件、適用されなかった事件、それ
ぞれ仮釈放はどうなるのでしょうか。
水 野 　仮釈放制度については従前どおり適
用されます。平均的な執行率は8割ですから、
例えば実刑期間が1年8月だとすると2か月か3
か月ぐらい前に仮釈放はあり得ます。仮釈放
となると、まず仮釈放の執行をします。それ
で1年8月が終わると、そこから猶予期間がス
タートします。理念的にはそういうことにな
りますが、保護観察が付いた場合を想定しま
すと、保護観察所では仮釈放の期間と猶予期
間とを特別区別しませんので、仮釈放の時点
から処遇を始めるとしています。
　仮釈放の要件は宣告刑を基準に3分の1を過
ぎた時点から可能だというのは、皆さんご存
じだと思います。今までは全部実刑しかあり
ませんでしたので、実刑の8割程度を目安に仮
釈放を決めていたわけですが、この座談会＊1

の際は、一部実刑の実刑期間を基準に従前ど
おりの執行率とすると、仮釈放を実施してい
くことになると思いますという説明がされて
いました。ですから母数のところがおおむね2
割ぐらい減った中の2割しか仮釈放の期間にな
らないということですから、従前よりも仮釈
放になる期間が短くなるという運用になって
しまうと危惧しています。
宮 村 　全部実刑でいいと考えるか、それと
も一部執行猶予を求めるのかというときに、
全部実刑の方が仮釈放を多くもらえるのなら、
もう一部執行猶予はもらわなくてもいいので
はないかという質問を被告人などから受ける

講演録：刑の一部執行猶予制度について

＊1　 座談会「刑の一部執行猶予制度の施行とその課題」（『論究ジュリスト』17号194頁）
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かもしれませんが、その点はどういうふうに
考えられますか。
水 野 　先ほどの説明を踏まえると、「そんな
ことはない」という答えでいいのです。確か
に仮釈放の期間としては2割の8掛けですから、
平均的には宣告刑期の16%ぐらいしか仮釈放
の期間にならないということになりかねない
わけですが、実際には仮釈放になってみない
と分かりません。平均が8割というだけです。
いずれにせよ一部執行猶予でも仮釈放の適用
はあり、実刑を基準に従前どおりの仮釈放が
なされるわけですので、一部執行猶予で実刑
期間が短くなって、刑務所の中でまじめにす
ごしていればさらに仮釈放で短くなって出て
こられるという説明になります。
宮 村 　ご紹介いただいた座談会でも、法務
省の保護局の方が発言をしていまして、「仮釈
放の判断基準については、一部執行猶予の導
入に伴って何ら変更するものではないという
ことでよろしいのですね」ということについ
て、「そうです」というふうに回答していま
す。一部執行猶予だから仮釈放が認められに
くくなるということはないと理解してよいで
しょうか。
水 野 　よいと思います。
（2）社会内処遇について
宮 村 　社会内処遇とは何なのかというのは
なかなか難しいところです。例えばオレオレ
詐欺のような事件について、オレオレ詐欺に
手を染めないための教育プログラムなどとい
うものは現時点ではないと思われます。ただ、
悪い仲間と付き合いながらこれまできてしま
ったという被告人にとっては、社会の中で罪
を犯したら刑務所に収容されるかもしれない
という緊張した状態に置かれること自体、何
か処遇プログラムを受けるわけではなくても
更生に資するという考え方もあり得るように
思います。この点、更生とは何なのかという
ことや、あるいはオレオレ詐欺のような事件
についてはどのように考えられるのかという
ことについてお聞かせいただけますか。
水 野 　積極的に何か効果が期待できる処遇
プログラムがないと、適用させにくいという

のが裁判所の主流的な考え方だと思います。
今、宮村さんがおっしゃったような、緊張を
強いる中で生活をするということ自体が処遇
だというイメージは、私が意見交換をした裁
判官は持っていないようです。ですから、や
はり何らかの処遇プログラムと呼べそうなも
のがないと難しいと思います。
宮 村 　先ほど、保護観察所の専門的な処遇
プログラムがある場合とない場合があるとい
う話をしました。保護観察所では、薬物事犯、
性犯罪、暴力、飲酒運転などの専門的な処遇
プログラムがあるということですが、裁判所
は処遇プログラムについて、具体的にどのよ
うなものを想定しているのでしょうか。
水 野 　基本的には効果があるものを想定し
ているわけですが、効果があるのは保護観察
所で実施しているものだけだろうという発想
ではないかと思います。しかも保護観察所で
実施していても本当に効果があるのだろうか
という発言もありました。特に性犯罪プログ
ラムなどは本当に効果があるのかと。保護観
察所の方は、効果があると思っているから実
施しているわけですと答えていましたが。で
すから、どの裁判官も安定的に効果的な処遇
プログラムだと認めてくれるのは、残念なが
ら保護観察所で実施しているこの4つだけで、
それ以外のプログラムについては、効果があ
るということを裁判官に説明して、受け入れ
てもらわないといけない。その作業が必要に
なってくるのだろうと思います。
　この4つのプログラムの中身や効果について
は、公知の事実みたいな形で前提として主張
立証活動をしてもらえばよいという話でした
が、それ以外の、例えばクレプトマニアであ
れば、赤城高原ホスピタル、榎本クリニック
などの専門家の証人を呼んできて、この人は
依存症ですということを立証し、それについ
て適切な治療方法があるというところを裁判
官に受け入れてもらわないと、この制度の適
用はしてもらえないのではないかと思います。
宮 村 　そうすると具体的には、窃盗事犯な
どで実刑は避けられないというような事件の
場合、被告人はクレプトマニアであり、実刑

D13254_02-11.indd   4 17/03/06   18:01



NIBEN Frontier●2017年4月号 5

部分の期間が経過した後には例えば赤城高原
ホスピタルでの処遇プログラムが予定されて
いるので、実刑部分はできるだけ早く切り上
げて、そちらの方に移行することが必要かつ
相当だと、こういう主張立証をすることが目
標になるということですね。
水 野 　そのとおりです。
宮 村 　それから、薬物事犯や性犯罪など保
護観察所が専門的処遇プログラムを用意して
いる類型であっても、保護観察所以外でも処
遇プログラムに取り組んでいる民間機関があ
ります。場合によっては拘置所や警察署まで
面会に来てくれるような取組みをしている機
関もあります。そういう機関に、実刑部分が
終わった後に助けてもらって再犯防止を図る
ということを考えるケースもあると思います。
その場合には、犯罪類型が性犯罪や薬物事犯
であれば問題なく必要性、相当性が認められ
ると考えてよいのか、それとも保護観察所に
よるものではない処遇だとやはり一定程度の
主張立証が必要なのか、どのように考えられ
ますか。
水 野 　薬物事犯ですと、ダルクがあります。
一定の効果があるということで社会的に認知
されていると思いますので、ダルクで十分だ
という事案であれば、一定程度説得できるの
ではないかと思います。ただ、裁判所が薬物
事犯について刑の一部執行猶予の適用にふさ
わしい類型だと考える理由の1つには、保護観
察所の処遇プログラムには薬物の簡易検査が
セットであり、薬物を使ったらすぐに通報さ
れてしまう状況の中で処遇プログラムを受け
るという点が評価されていました。そういう
評価からすると、ダルクでは簡易薬物検査が
ないので、私個人の印象で言うと、なかなか
認めてくれないのかもしれないと思っていま
す。
　性犯罪のプログラムについては、ダルクの
ように一般的に評価されているものはあまり
知りません。効果のあるプログラムが開発さ
れていくべきですが、現時点ではかなり力を
入れないと難しいのかなという印象です。

（3）一部執行猶予を明示的に求めるか
宮 村 　一部執行猶予を明示的に求めるかど
うかについては、悩みが生じる場合もあるの
ではないかと思います。弁護人がどう考えよ
うとも、明示的に求めなくても、裁判所の判
断で一部執行猶予を適用するということはそ
もそもあり得るのでしょうか。
水 野 　この点については、明示的に主張し
なくても適用できるとされています。ただ、
適用がふさわしい事案であるということが認
定できないと適用はできませんので、少なく
とも公判の中で必要性と相当性に関する要件
を満たす事情が出てこないと適用されません
し、特に相当性に関して受講意欲のあるなし
というのは、ある程度聞かないと適用できな
いということになるので、不意打ち的に適用
されるということにはなりにくいと思います。
裁判官の質問の中などで、もし一部執行猶予
になった場合には、例えば薬物事犯ですと施
設内処遇プログラムもありますので、それを
刑務所内で受ける考えはありますか、刑務所
から出た後も受ける考えはありますかという
ようなことを聞いて、要件を満たすことを確
認した上で判決を書くことになるのではない
かと思います。
宮 村 　否認事件で残念ながら無罪主張が通
らなくて有罪になった場合に、一部執行猶予
が適用されるということは、現実的には考え
られることでしょうか。
水 野 　それは考えにくいですね。例えば、
薬物は使っていないという主張をしていく中
で、使っていないけれども処遇プログラムを
受けますというのは、普通は矛盾しますので。
宮 村 　相当性の要件については、被告人の
意思がチェックされることになりますので、
その点についての主張立証が何もないと、や
はり一部執行猶予は適用され難いだろうとい
うことですね。
（4）一部執行猶予期間
宮 村 　一部執行猶予の場合に、宣告刑のう
ちどの程度が猶予されるのかについて、立法
経緯からしてどう考えられるのでしょうか。
水 野 　立法段階というより立法前段階です

講演録：刑の一部執行猶予制度について
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が、法制審議会部会のときは中間的な刑事責
任という考え方でした。ですから、事案を踏
まえて半分でも、6割でも、さすがに8割とい
う発想はなかったですが、カットしていいの
ではないかということが話題になっていまし
た。しかし、現時点では中間刑ではないとい
う理解に変わっています。ですから全部実刑
と一部執行猶予との負担感が同じでなければ
いけないという、そのこだわりを変えられな
いわけです。そうだとすると、1～ 3割程度し
かカットできないから、その分、猶予期間は
そんなに長くしないという考え方がセットで
出てくるのだと思います。
　ただこれは、今の裁判官がそういう制度と
して理解して、そういう制度として運用しよ
うと言っているだけの話です。今述べたこと
はどこにも書いてありませんので、中間刑で
はないと理解したときに、半分カットしたら
いけないのかというのは正直言ってよく分か
らないです。半分以上というのは難しいでし
ょうけれども、半分ぐらいカットして、その
代わり猶予期間を長くする方が更生に資する
のであれば、そういう主張や適用の仕方とい
うのは、あってもいいと思っています。
　ただ、薬物以外の保護観察所の処遇プログ
ラムは、3か月で終わってしまいます。薬物の
処遇プログラムは、今までは6か月しかなかっ
たのですが、一部執行猶予が始まるというこ
とで、フォローアッププログラムという2年で
も3年でも続けられるプログラムを作りまし
た。そうすると、薬物の場合は長い処遇がで
きるわけです。ほかの事案ですとあまり長い
猶予期間をもらって処遇するという感じにな
らないので、現状では難しいと思います。現
在の裁判所の考え方を覆すのは難しいだろう
と思いますが、チャレンジは、ぜひ、してい
ただきたいと思います。

10 検討事例
覚せい剤取締法違反被告事件1

宮 村 　この事件について、一部執行猶予制
度が導入された後に弁護活動を進めていくに
あたって、どのようなことが考えられますか。
水 野 　まず何を狙っていくのかということ
だと思いますが、見込みとして再度の全部執
行猶予を狙えるかというと、私の感覚では、
ほぼ絶望的ではないかと感じます。そこを被
告人と共有できるかどうかです。共有できた
場合に、一部執行猶予の獲得を目指すのでし
ょうけれども、最初からそこでいくのか、そ
れとも一応再度の全部執行猶予を主張するの
か、どちらもあり得ると思いますが、そこを
決めていくのだと思います。
　また、この設例ではダルクの利用を考えて
いるわけですが、私としては、ダルクでは一
部執行猶予の適用は少し難しいと考えるので、
保護観察所の処遇を受けるのでもいいか、そ
の場合は簡易薬物検査を受けることになると
いう点について、きちんと被告人に確認しま
す。東京ですと、月1回、集団で指導を受ける
ことになります。平日の昼間です。平日の昼
間、月1回、猶予期間中ずっと通わなければい
けないということを説明します。さらに月2回
を目安に、保護司のところに行くということ
もしなければいけません。保護司によっては、
仕事が終わった後や土曜、日曜でもいいとい
うことになるとは思いますが、そういう負担
もずっと続いていきます。また、単身独居が
ストレートにマイナスになるわけではないと

事案の概要：被告人は、2年前に覚せい剤の自
己使用罪で、懲役1年6月・執行猶予3年の同種
前科の宣告を受けたことがある。今回の犯行
は執行猶予中の犯行である。執行猶予判決を
宣告された1年後から覚せい剤の使用を再開し
て、今回の逮捕に至った。被告人は犯行を認
めて反省の弁を述べ、ダルクのプログラムを
受けて社会復帰したいと誓約している。
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は思いますが、本当は家族などと同居できれ
ばそちらの方がいいでしょうけれども、事情
が許さなければ、許される範囲で弁護活動を
するしかないと思います。
宮 村 　そうすると、検討手順としては、ま
ずは全部執行猶予を目指すのかどうかを決め
ます。見立てとしてはやはり難しいだろうと
いうことで、被告人と協議することになりま
す。そこで、全部執行猶予を求めるのは難し
いという共通認識になったら、次に一部執行
猶予を求めるかどうかについての協議をしま
す。一部執行猶予になった場合には、国家の
干渉が解かれるまでの期間は長くなります。
全部実刑なら実刑期間が終わったら完全に自
由になるところが、一部執行猶予では、裁判
所の想定している運用ですと、場合によって
は猶予期間中ずっと保護観察に付されながら
処遇を受けることになります。これを前提に
一部執行猶予を求めるかどうかの意思確認を
するということです。
　それでは一部執行猶予を求めた場合に、こ
の事案で必要性、相当性が認められそうかと
いう点の見通しはどういうふうに考えられま
すか。
水 野 　服役が終わった後、受講環境として1
人きりというところが若干不安要素ではあり
ますが、これまで処遇プログラムを受けてい
ないのであれば、まだ一度も離脱のためのチ
ャレンジをしていないということですので、
とにかくチャレンジさせてくれと。チャレン
ジもさせないで駄目だと言うのはおかしいで
しょうという感覚が私にはあるので、認めら
れてしかるべき事案かと思います。
宮 村 　そうすると、ダルクだけで処遇と認
められるかどうかというところはハードルが
ありますが、場合によっては保護観察所の処
遇プログラムを受けることを考えれば、その
ステップはクリアできる。その処遇を実効的
に実施できるか。服役が終わった後に被告人
がちゃんと処遇を受け続けるような環境に身
を置くかどうかという、将来の見通しの判断
になるので、そこが課題になるということで
すね。

過失運転致死被告事件2

宮 村 　この事案で全部執行猶予が得られる
見通しが立ちそうかどうかは、もう少しいろ
いろな事情を考えないと判断できないもので
はありますが、過失の態様が悪質で、被害者
が亡くなっているため、一発実刑ということ
も考えられる事案です。被害弁償の状況など
からして全部執行猶予は難しいというときに、
一部執行猶予を狙うことはあり得るでしょう
か。
水 野 　あり得るかと聞かれると答えにくい
ですが、私ですと狙わない気がします。過失
犯について、注意深くなるようにという処遇
プログラムがあるわけではありません。不注
意がどういう不注意だったのかにもよると思
いますが、それに対する有効な社会内処遇が
あるようには思えませんので、私であればと
にかく全部執行猶予を目指して、仮に実刑に
なるとすれば、できるだけ刑期が短くなるよ
うにということを目指す弁護活動をします。
宮 村 　再犯のおそれがあるかが検討の出発
点になります。例えば交通事犯の中でも飲酒
運転のように再犯のおそれがあるようなもの
はあっても、過失犯だと、再犯のおそれがあ
ってそれをどう処遇するかという問題になじ
まないのが一般的だと思われます。
　そうすると、再犯のおそれがある人は一部
執行猶予で早く社会復帰ができるのに、再犯
のおそれが認められないような事件だと一部
執行猶予が適用されず早く社会復帰すること
ができない。これはねじれているのではない
かという疑問を被告人からぶつけられる可能
性があると思います。先生ならどうお答えに
なりますか。
水 野 　専門家でない方に納得してもらうの
は難しいかとは思いますが、負担は同じだと
説明します。全部実刑で懲役2年の例と、うち
4月について2年間執行猶予とでは同じ重さだ
と、一部執行猶予によって刑が軽くなるわけ

講演録：刑の一部執行猶予制度について

事案の概要：被告人は、対面信号機が赤信号
にもかかわらず進入して被害者を死亡させた。
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ではないんだという理屈上の説明をした上で、
仮釈放に向けて頑張っていこうと言うぐらい
しか思い付きません。
宮 村 　ここは本当に悩ましいところです。
再犯のおそれがない人に適用されないのはア
ンバランスだという疑問については、一部執
行猶予は刑を軽くする制度ではないからアン
バランスを重視する必要はないという説明の
ほかに、再犯のおそれが乏しい人は、そのこ
とが考慮されて刑期が短くされていると考え
られる、あるいは、比較的早期の仮釈放が期
待できる、などの説明が見られます。ただ、
水野先生がおっしゃったように、納得を得ら
れるのかどうかは難しいところかもしれませ
ん。

窃盗被告事件3

宮 村 　この事件で一部執行猶予が考えられ
るかについてはいかがでしょうか。
水 野 　十分考えられると思います。窃盗に
ついては、依存症、クレプトマニアという疾
病であるケースがあり、その場合、刑務所に
入れて治るわけではなく、治療が必要だとい
うことになり、治療に取組んでいる医療機関
もあります。そこを主張して全部執行猶予が
取れていますので、一部執行猶予は十分可能
性があると思います。ただ、裁判官は、本当
に依存症なのかという疑問を示しましたし、
本当に効果はあるのか、治るのかという疑問
を投げかけられましたので、そこの立証はき
っちりやらないと適用されないだろうと思い
ます。あと、通院で足りるのであればよいの
ですが、入院が必要ということになると、一
部執行猶予の場合、服役が終わってから入院
ができる（空きがある）という立証ができる
のかが、若干悩ましいところです。

覚せい剤取締法違反被告事件4

宮 村 　一部執行猶予を狙うことを考えたと
きに、どのような点がハードルになるでしょ
うか。
水 野 　保護観察中に処遇プログラムを受け
ていたのに薬物を使ってしまった事案だとす
ると、一度処遇プログラムを受けて離脱でき
なかったのであるから、また同じ結果になる
のではないかという疑問にどう対応していく
かです。薬物事犯は累犯でも一部執行猶予の
適用があるとした法の趣旨と、薬物依存症か
ら離脱していくためには、スリップと言うよ
うですが、再使用を経ながら使わない状態を
少しずつ長くしていくことで離脱していく、
再使用は離脱していく中の過程の1つであると
いうこと、また、刑務所に入って薬物を使え
ない環境の中で処遇プログラムを受けてもあ
まり意味はなく、使える環境の中で処遇プロ
グラムを受けて使わない訓練をしていくとこ
ろに意味があるという中で、原因分析とその
対策を示すことがポイントではないかと思い
ます。なぜプログラムを受けていたのにまた
使ってしまったのか。何かトラブルがあった
のか、ストレスを感じたのか、あるいは友人
の勧誘があったのか。例えば友人の勧誘があ
ったということになれば、その人と縁を切る
ための対策を採れば、今度は大丈夫かもしれ
ない。ですから、そこを説得的に裁判官に訴
えられるのかどうかということだと思います。
　また、施設あるいは保護観察の中で処遇プ
ログラムを受けていた場合には、捜査機関、
検察官が照会書を出して、保護観察所などが
それに回答する形で、受講の有無、受講の態
度などについての報告書が書証として申請さ
れるということがあり得ます。そういうもの
が出てきて、それを題材にして、検察官が一
部執行猶予は適切ではないという論告をして
くる可能性があります。その受講態度のとこ

事案の概要：被告人は、ショッピングセンタ
ーで化粧品10点を窃取した。同種前科（万引
き）が2犯ある。夫は年収1,000万円以上の医
師であり生活に困っていないが、ストレス発
散のためにどうしてもやってしまう。

事案の概要：覚せい剤の自己使用の事案。同
種前科があり、保護観察付きの執行猶予中の
犯行。
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ろはしっかり見て、本当に書証に同意してい
いのかどうかチェックしていただければと思
います。
宮 村 　このような類型の事件では、処遇を
実効的に実施できるのかが課題であると考え
られます。今回は保護観察付き執行猶予中と
いう設定で考えましたが、仮釈放に伴う保護
観察中の再犯、あるいは保護観察付き一部執
行猶予期間中の再犯の場合にも同じことが問
題になり得るわけです。一部執行猶予期間中
の保護観察付き執行猶予中の再犯や、仮釈放
中の再犯、保護観察付き全部執行猶予中の再
犯の場合には、この人には社会内処遇は意味
がない、相当性がないという検察官の主張に
対する反論が必要になります。
　ご紹介した『論究ジュリスト』の座談会で
最高検の検察官は、処遇への適合性について
は、検察官において保護観察所や刑務所から
被告人の過去の処遇状況や、受刑状況などに
対する報告書を定型的な書式で照会して取り
寄せるという連携の仕組みを作っていて、こ
れを取り寄せて証拠請求することが考えられ
ると述べています。これは積極証拠、消極証
拠のいずれかの方向性を持って立証するもの
ではなくて、あくまでも客観的な基礎資料と
して法廷に提出するという趣旨なので、弁護
人にはあまり警戒しないでいただきたいと、
こういうことを述べています。ただ、弁護人
の立場では、その報告書が証拠請求されたら
被告人に見せて、被告人が、きちんとプログ
ラムに出ているのに出ていないと書かれてい
たら、不同意にする。こうならざるを得ない
と思います。証拠法のお話をしますと、その
ような報告書について不同意とした場合、証
拠能力が認められるのかが議論になる可能性
があります。刑訴法323条に伝聞例外の規定が
あります。同条2号の業務の通常の過程におい
て作成された書面として、伝聞例外が認めら
れるという主張が検察官からあるかもしれま
せん。そのときに注意していただきたいので
すが、保護観察を実施する過程で日々記録し
ているカルテと同じようなものであれば、そ
れは確かに伝聞例外にあたる可能性がありま

す。しかし、そうではなくて、検察官が今回
の公判のために報告を求めて、今回の公判の
ために保護観察所が回答してきたものであれ
ば、それは業務の過程で作られたものではあ
りませんので、伝聞例外にあたらないと主張
すべきだと思います。業務の通常の過程で作
られたものかどうかによって変わるはずです
ので、その点は請求されたものを見るときに
注意していただければと思います。
　そうすると、水野先生がおっしゃったよう
に、1回失敗したときには、その失敗した理由
をきちっと把握して、相当性を失う事情では
ないということを明らかにしないといけない。
受講意欲がないということではなく、受講意
欲があってちゃんと受講していたけれども、
離脱過程での不可避の失敗をしてしまったの
であり、この人に適性がないことを示すもの
ではないと。こういうことを主張していくと
いうことになると思います。そこは具体的に
どういうふうに立証するんでしょうか。
水 野 　友人の勧誘だという例だと、その人
とは関係を絶ちます、そのためにも引っ越し
ますとか、そういう話なんだと思います。何
らかのストレス、トラブルが原因ということ
になると、そういうストレスを感じたときに
は、今度は薬に走らないで、ほかの気分転換
の方法を身に付けるように努力しますという
ことですかね。弱いかもしれませんが。

11 質疑応答
Q 　罪を犯した原因の中に何らかの知的
障害や発達障害がある、いわゆる責任能力ま
で響かないにしても、精神疾患があることが
影響しているという場合には、その後の原因
対策、更生にとって、障害を配慮した上での
何らかの関係機関の働きかけや、治療によっ
て改善する余地があるというのは、公判の中
で立証していく部分になると思います。そう
いった専門機関による継続的なサポート、治
療といったものがこの枠組みの中で考慮され
得るのか。

講演録：刑の一部執行猶予制度について
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　関連するのですが、処遇プログラムに裁判
所が焦点を当ててきているとなると、保護観
察所の方でそういったプログラムの充実化、
あるいは拡充という議論になっていってない
のか、教えていただければと思います。
水 野 　まず知的障害、精神疾患の方につい
ての適用の可能性は、残念ながらないと思い
ます。依存症以外の病気を、一部執行猶予を
使って治してもらうという発想は、おそらく
ないと思います。知的障害や精神疾患が犯行
の要因の1つになっているのであれば、それは
そのことによって刑事責任が軽減されるので
あって、どうしても実刑ということなのであ
れば、その実刑の刑期が短くなるというとら
え方と受け止めています。
　保護観察所は、プログラムの充実化の前に、
今は保護観察官の充実等で対応が手いっぱい
というのが私の印象です。薬物事犯について
は処遇プログラムの受講可能期間を長くする
点は対応してくれましたし、再犯防止は政府
の重要課題の1つですので、保護観察所はプロ
グラムの開発に意欲はあると思います。ただ、
そう簡単に開発できないということのようで
す。
宮 村 　保護観察に関しては、『自由と正義』
（2016年4月号）の中で、「保護観察における処
遇プログラム」という論稿を水野先生が書い
ておられます。それから法務省の保護局の方
が、「保護観察の実情を踏まえた刑の一部の執
行猶予制度の運用について」という論稿を書
いていますので、これもぜひご覧いただけれ
ばと思います。
　処遇プログラムに関して、私も少しだけ申
し上げさせていただきます。「処遇」という言
葉自体は法律に一部執行猶予の要件として書
いてあるわけではありません。ではなぜ処遇、
処遇と言われるかというと、刑を軽くするわ
けではないので刑務所に入っているのと等価
の何らかの処遇を受けているという説明で制
度全体を理解しようとしているから、具体的
で積極的な処遇プログラムが必要だとされて
いると考えられます。ですから、刑務所から
早く出なければいけない事情、例えば介護し

なければいけない家族がいるとか、早く出ら
れれば仕事に復帰できるということでは、一
部執行猶予の必要性、相当性につながらない
ことになります。ご質問にあった治療目的と
いう場合でも、犯行と全く無関係の治療とい
うことでは一部執行猶予につながらないと思
います。この制度に絡めてくるならば、犯罪
の原因を除去するための社会内での何らかの
働きかけであるということを言っていくこと
が必要だと思います。
Q 　今、頭を悩ませているのが、一部執
行猶予を弁護士報酬基準の中でどう位置付け
るかです。中間刑ではなく実刑相当だとする
と、そもそも報酬をもらってはいけないので
はないかと思うところもあります。ただ他方
で、社会に戻ってくる時期が早くなるという
意味では、成功と言っていいような部分があ
るようにも感じます。そもそも論として、一
部執行猶予の場合に成功報酬を規定すること
について妥当と感じられるかどうか、どうで
しょうか。
宮 村 　被告人が一部執行猶予を望むのであ
れば、その望んだ成果を得られればもちろん
成功と言えると思います。ただ、建前として
一部執行猶予と全部実刑は等価だと言われて
いますし、本当に一部執行猶予の方が被告人
にとって有利かどうかは、ケース・バイ・ケ
ースです。ですから、一部執行猶予を主張す
るという方針を決めるときには、どれぐらい
の刑期の執行が猶予されるかの見通し、保護
観察が付されるかについての見通し、さらに
保護観察が付いた場合にどういう負担を負う
のかといったことを理解してもらった上で、
一部執行猶予が認められた場合は成功報酬を
いただくことを説明して、意思確認をして委
任契約に成功報酬の定めをすることが大事だ
と思います。それをあまり理解しないで、た
だ早く社会に復帰できるという程度の理解で
意思確認を終えてしまって、後になって何で
わざわざ一部執行猶予なんて求めたんですか、
こんなはずじゃなかったと言われることがな
いようにする必要があります。
Q 　更生という趣旨にかんがみるならば、
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おおむねの傾向として長く見守る方が更生に
資するのだから、実刑を大きく切り取って、
その分長期の執行猶予を希望するということ
が考えられると思います。しかし今の議論の
話によりますと、ほとんど実刑を切り取られ
ないのに猶予期間のみが長くなるという懸念
もぬぐえません。大変使いにくいと思うので
すがいかがでしょうか。
宮 村 　4割、5割の刑期の執行を猶予する代
わりに、猶予期間5年という長い負担を負うと
いう形での活用もバリエーションとしてあっ
てもいいのではないかと私は思います。実刑5
割カットというのは軽くし過ぎではないかと
いう議論が裁判所の中にあり、そこが課題に
なると思いますが、でもそういう取組み自体
は法律の立て付けとは矛盾しないと私は思い
ます。
Q 　一審で一部執行猶予になったが、自
分としては早く懲役をして終わらせたい、全
部実刑の方がいいから量刑不当で控訴したい
ということは、主張としては成立し得るので
しょうか。
宮 村 　そこはまだ答えが出ていなくて、い
ずれどこかで判例が出てどこかに載るのでは
ないかと思います。感覚的には、懲役1年の実
刑判決に対してそのうち2月を一部執行猶予に
してくれという量刑不当の主張をするのはあ
り得るように思いますが、一部執行猶予なん
て余計だから全部実刑にしてくれという量刑
不当の主張が通るかどうかは、まだ定かでは
ありません。
Q 　更生の観点からは、ショック療法的
に最初の1月だけ実刑にして、あとは執行猶予
にするという運用もあり得るところだと思い
ますが、そういったことは全く考えられてい
ないという理解でよろしいでしょうか。
水 野 　はい。全く考えられていないという
ことでいいと思います。ショック療法で少し
入れるという発想はないと思っています。
宮 村 　今のお話は、この人は1か月ぐらい入
るのがいいんだという発想がまず根底にある
のではないかと思いますが、裁判所で考えて
いる手順だと、基本的にまず1年入るべき人な

んだという判断をした上で、全部実刑か、そ
のうちの一部を削ってその分長い猶予期間の
負担を負ってもらうのがいいのか判断します。
ですから、1か月ぐらい入ればショック療法と
して十分だという方だとすると、なかなかこ
の判断手順に乗ってこないと思います。 
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