
第 2版はじめに

本書の刊行から 7年が経過した。この間に、わが国の刑事司法制度に実
質的に重要な変化をもたらす平成 28（2016）年の刑事訴訟法等の改正がな
された。それらの改正は、弁護人の援助の充実化（被疑者国選弁護制度の対象
事件の拡大等）、被疑者取調べの録音・録画制度の導入、協議・合意制度の導
入、刑事免責制度の導入、公判前整理手続等における証拠開示制度の拡充
などの多岐の項目に及んでいる。また、判例や学説にも、新たな注目すべ
き展開があった。そこで、概説書としての使命を全うさせるために、改正
内容等を反映させて本書を改訂し、第 2 版を発行することとした。なお、
第 2版でも、概説書としての役割を果たし、より詳細な専門書による学習
をするための基礎を固めるという本書の基本的内容は維持されている。
今回の改訂では、①平成 28 年の改正にともなって、関係する条文の文言

等が修正された箇所は、その条文の説明を現時点での表記に改める。②初
版における難解な表現等を見直して平易な文章に改めるとともに内容の補
充に努める。③初版後に新たに出された重要判例を追加し、判例や学説で
議論されている重要な問題点を説明する。④各章の「コラム」欄について
は、必要に応じてその内容を現時点に対応したものに改めるなどの点に留
意した。今後も初学者に対する概説書としての利用に資するものとするた
めに、適宜、本書の内容の補充に努めたい。
この第 2版の刊行は、忙しい中で改訂のための原稿を執筆して下さった

執筆者各位と、編集等に格別の配慮をいただいた弘文堂編集部の世古宏氏
のご尽力の賜である。記して、厚く御礼を申し上げたい。

2019 年 1 月

関 正晴
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第
1
章刑

事
訴
訟
制
度
の
意
義
と
刑
事
訴
訟
法

本章のポイント

1. 刑事手続は、証拠の発見・収集によって真
実を発見し、犯罪事実の有無を認定して刑
罰を言い渡すために定められた一連の手続
である。それは、憲法の人権規定を基本的
枠組みとして、適正手続の保障の観点から
厳格に法定されている。

2. 刑事手続は、捜査、公訴の提起、公判、刑の
執行という順で進行する。そこでは、捜査
手続における強制処分法定主義、令状主義、
公訴の提起における検察官起訴独占主義、
起訴便宜主義、公判における当事者主義訴
訟構造などの各手続段階を支える原則や制
度がある。

3. 刑事訴訟の主体は、裁判所と、当事者とし
ての検察官と被告人（公訴提起前は被疑者）
であるが、各々の活動に裁判所書記官、検
察事務官、刑事弁護人などが関与する。そ
のほかに、捜査手続では、司法警察職員、参
考人、被害者などが、刑の執行段階では、行
刑機関が手続に関与する。



1 刑事訴訟法を学ぶにあたって

A 刑事訴訟制度の意義と歴史
［1］刑事訴訟の本質
刑事訴訟は、罪を犯したという疑いによって訴追された者について、適

正に判断して犯罪事実の有無を認定し、刑罰を言い渡すための手続である。
民事訴訟では、私人間の紛争を解決する機能が重視され、和解や調停など
の訴訟外の解決が認められるのに対し、刑事訴訟では、刑事訴訟法所定の
厳格な手続による犯罪事実の認定が必要となる。それは、後者の対象が、
国家刑罰権の行使という私的処分になじまない性質のもので、その実現の
過程で関係者の人権を制約するからである。そこで、憲法は、刑事訴訟に
対して、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自
由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」（31 条）と規定して適正な
手続の法定を厳格に要求している。

［2］刑事訴訟制度の歴史
（1）刑事訴訟制度の歴史
わが国では、明治初期に新

しん

律
りつ

綱
こう

領
りょう
（1870 年）、改

かい

定
てい

律
りつ

例
れい
（1873 年）などを基

本に証拠裁判主義を採用し（1876 年）、拷問の禁止（1879 年）を行うことなど
によって法制度の近代化を試みていた。しかし、当時のわが国には、時代
の要請に応えられる裁判制度が存在しなかったため、結局、西欧諸国の法
制度の継受によって近代化が進められることになった。そこで、わが国の
制度の理解にとっては、以下の時代区分で発展した西欧諸国の訴訟制度の
歴史を知ることが有益である。
①神
しん

判
ぱん

の時代
ここでは、ゲルマン時代までの古い宗教と結びついた神の啓示を絶対視

する裁判が行われていた。例えば、小川などに身を投げさせその浮き沈み
具合で有罪・無罪を決する水審などが行われており、そこでは、神は科

とが

人
にん

を罰するという素朴な宗教感情に基づいて裁判が行われていた。しかし、
文化や科学の発達により、このような裁判に疑念がもたれると、神判は廃
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止されることになった。
②糺
きゅう

問
もん

主義の時代
その後に登場したのは、ドイツのカロリーナ刑事法典（1532 年）の手続に

代表される糺問主義に基づく制度である。ここでは、審判者である裁判官
が職権で訴追を開始し、一定の証拠があれば必ず事実を認定するとする法
定証拠主義を前提として、有罪判決には証人 2人の一致した供述か、被告
人の自白が必要とされ、自白の採取のために拷問を許容していた。この裁
判は、神判と比べた限度では合理性をもっていたが、苛酷な拷問を許す人
権を無視した制度となっており、それに対する批判が高まっていった。
③近代的刑事裁判の時代
糺問主義に基づく裁判制度は、フランス革命によって廃止された。この

革命を基礎付けた人権主義思想は、拷問・自白裁判を改める決定的要因と
なったからである。その後、フランスでは、弾劾主義、公開主義、口頭主
義の採用に加えて、自白偏重を防止する自由心証主義が採用されるなど厳
格に証拠を規制する制度がとられた。ここで確立された近代的な制度は、
他の近隣諸国の刑事裁判の改革を促した。
（2）わが国の刑事訴訟制度
わが国では、明治 13（1880）年に、「フランス治罪法」を継受して治罪法
という名称の近代的な刑事訴訟法典が制定されたが、明治 23（1890）年には
明治刑事訴訟法（旧々刑事訴訟法）が制定され、さらに、これがドイツ法制の
強い影響下で全面改正されて、大正 11（1922）年に大正刑事訴訟法（旧刑事
訴訟法）が制定された。戦前までのわが国は、西欧諸国の影響を受けて法制
度を整備したが、その内容は、全体的にみて職権主義的色彩が強く随所に
改革課題をもつものであった。
その後、わが国は、昭和 21（1946）年の日本国憲法の制定を契機に、英米
法制の影響の下で刑事手続の人権主義化の方向を定着させ、昭和 23（1948）
年に現行刑事訴訟法を制定した。ここでは、当事者主義訴訟構造の導入だ
けでなく、弁護権保障の拡充、強制処分に対する令状主義、黙秘権の保障、
伝聞法則などの諸制度が採用されている。
（3）刑事訴訟法の目的
刑事訴訟法 1 条は、「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを
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全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実
現する」ことを目的として規定している。ここでは、事案の真相を明らか
にする実体的真実主義と適正手続（デュー・プロセス）主義という 2つの目的
が調和することを予定しているが、現実には衝突する場合もある。また、
両者のいずれに重きを置くかは訴訟構造の選択に影響を与える。そこで、
以下では、その内容を明らかにする。
①実体的真実主義
実体的真実主義は、裁判所による事実認定が客観的真実に合致し事案の

真相を明らかにすることを要求するが、以下の政策的意図に基づいている。
それは、自白追及のための拷問を許していた古い時代の糺問主義手続から
も伺えるように、刑事裁判における正義の実現のためには、客観的真実を
追及し犯人を必ず罰するという峻

しゅん

厳
げん

性をもつ必罰主義の価値観に立つこ
とが要求され、刑事手続の関心は犯人の発見と処罰に集中し、これがすべ
ての価値基準とされるというものである。その意味で、同主義は歴史的に
刑法に優位性を置いた刑罰制度重視の原理であり、必罰主義の婉曲名辞（ユ
ーフェミズム）にほかならないと理解されており1)、訴訟構造についての職
権主義と結びつくとされている。
②適正手続主義
適正手続（デュー・プロセス）主義は、憲法 31 条～40 条が詳細に規定する、

令状主義、証人審問権、弁護人依頼権、黙秘権の保障や、自白法則、補強
法則などの被告人・被疑者の人権保障の重要な部分を構成する2)もので、
人権主義化された刑事手続を要請する。この人権保障という価値基準によ
るとき、刑事訴訟においては実体的真実の発見のみを強調することはでき
ず、むしろ無実の者が誤って処罰されることを防止することが重視され、
手続自体の正義・適正という観点から真実の発見も一定の限度で制限され
ることになる。この適正手続主義は、訴訟構造についての被告人側の防御
権を厚く保障する当事者主義と結びつくとされている。

B 刑事訴訟法の意義
［1］刑事訴訟法の法源
国家の刑罰権を実現する手続を定める包括的な法典は刑事訴訟法（昭和
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23 法 131）であるが、これを「形式的意義の刑事訴訟法」という。そこには、
刑罰法令を適用するための具体的な手続が定められている。これに対し、
他の法規中に定められている刑事手続の規定も合わせた法体系の総体を
「実質的意義における刑事訴訟法」という。このうち最も基本的な法源と
しては憲法があり、刑事訴訟法の運用は、全法規範の上位規範として被告
人などの人権を厚く保障する憲法によって規律されている（第 1章 1 節 C）。
次に、刑事手続の具体的細則を定め、その運用に重要な意味をもつものと
して刑事訴訟規則（昭和 23 最高裁規 32）がある。同様の観点からは、裁判員
の参加する刑事裁判に関する規則（平成 19 最高裁規 7）なども重要である。
そのほかに、刑事手続に関連する機関の組織法としての裁判所法（昭和 22
法 59）、検察庁法（昭和 22 法 61）、検察審査会法（昭和 23 法 147）、弁護士法（昭
和 24 法 205）などがある。また、特別手続を定めるものとして、裁判員の参
加する刑事裁判に関する法律（平成 16 法 63）、少年法（昭和 23 法 168）、交通事
件即決裁判手続法（昭和 29 法 113）、犯罪捜査のための通信傍受に関する法
律（平成 11 法 137）、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続
に付随する措置に関する法律（平成 12 法 75）などがある。

［2］刑事訴訟法の適用範囲
（1）場所的適用範囲
刑事訴訟法は、わが国の刑罰法令が適用され、裁判所で取り扱われるす

べての刑事事件について、犯罪地が国内か国外かを問わず、国内に現在す
る者に適用される。ただし、外国の国家機関が適法に身柄拘束している者
には、その身柄の引渡しを受けなければ刑事訴訟法を適用して刑罰権を行
使することはできない。
（2）時間的適用範囲
刑事訴訟法も、他の法令と同じく原則として施行の時から適用される。

そこで、問題になるのは、新法の施行前に刑事手続が開始され、その施行
後も手続が完了していない事件である。この点、現行刑事訴訟法の施行法
（昭和 23 法 249）は、公訴提起時を基準として、施行前に公訴提起のあった事
件については旧法を適用するとし、施行時に公訴提起のなされていない事
件については、すべて新法を適用するとしている（刑訴施 2条・4条）。
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C 憲法との関係
憲法は、人権を厚く保障する英米法制の影響を受けて、31 条から 40 条

に被告人などの人権を保障する詳細な規定を設けている。そこでは、憲法
31 条に、刑事訴訟に関する基本的規定を置き、「何人も、法律に定める手続
によらなければ、……刑罰を科せられない」と定め、手続の法定とその内
容の適正さを要求している。その上で、強制処分における令状主義（憲 33
条・34 条・35 条）、公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利（憲 37 条 1 項）、証
人喚問権（憲 37 条 2 項）、黙秘権（憲 38 条 1 項）、自白法則（憲 38 条 2 項）、補強
法則（憲 38 条 3 項）、二重の危険の禁止（憲 39 条）などの保障を定めている。
上述した適正手続の保障は、これらの人権の保障の重要な部分を構成する
ものであり3)、人権主義化された刑事手続を要請している。そこで、憲法
が最高法規である（憲 98 条 1 項）ことから、刑事訴訟法は、これらの人権規
定によって基礎を固められ、その枠組みの中で運用され、その解釈は憲法
と適合することが要求される。そこで、憲法を応用して刑事訴訟法の解
釈・運用がなされることになる。その具体例としては、刑事訴訟法には、
憲法が保障する迅速な裁判を受ける権利（憲 37 条 1 項）が侵害された場合の
救済規定はないが、著しく遅延した長期裁判から被告人を救済するために、
憲法の規定自体に基づいて免訴判決により訴訟を打ち切るという手続的救
済を認めた高田事件判決（最大判昭和 47・12・20 刑集 26-10-631〔百選A31 事件〕）
などがある。

D 刑法との関係
刑法は、罪刑法定主義に基づきあらかじめいかなる行為が犯罪とされ、

それにいかなる刑罰が科せられるかを定める法律であるが、これと刑罰権
の実現手続を定める刑事訴訟法は、国家の刑事司法制度を支える 2つの大
きな柱となっている。つまり、刑法が定める国家の刑罰権と犯人の刑罰受
忍義務は観念的なものにすぎず、その具体化には、刑事訴訟法の定める証
拠に基づく事実認定などの厳格な手続の履践が必要である（憲 31 条）。こ
の関係から刑法は実体法に、刑事訴訟法は手続法に属するとされ、従来は、
刑事訴訟法は刑法の補助的機能を有するにすぎないとする見解が支配して
いた。しかし、現在では、既に憲法との関係の箇所で触れたように、刑事

6 第 1章 刑事訴訟制度の意義と刑事訴訟法



訴訟法の犯罪者を含めた市民の人権保護を図る役割・機能が重視されてお
り、そのことから刑事訴訟法は刑法とは独立した存在意義をもつ法体系と
理解されている。

2 刑事訴訟の特色

A 刑事手続の概要
刑事手続は、犯罪発生の疑いにより開始され、捜査、公訴提起、公判お

よび刑の執行という基本的な流れで進行する。なお、職務質問などの行政
警察活動は、刑事手続と密接な関係にあるが性質の異なる手続である。

［1］捜査
捜査は、犯人・証拠を発見・確保し公判を維持・遂行するために行う準

備活動である。それは、被害届の受理や職務質問の実施などによって、捜
査機関が、「犯罪があると思料する」に至ったとき（189 条 2 項・191 条 1 項参
照）開始され、その後に、聞き込み、尾行などの任意捜査や逮捕・勾留、捜
索、差押えなどの強制捜査が実施される。
事件の解明のためには、初期捜査が重要とされるが、犯行状況が現認さ

れている場合には比較的容易に捜査は進むのに対し、人通りの少ない路上
で死体が見つかったなどの通報によって捜査が開始された場合には、その
現場を緊急に保全した上で、死体や現場の状況の確認、凶器、犯人の遺留
品、被害者の所持品などを発見し、通報者などからの事情聴取などの証拠
の保全と犯人を特定するための活動を慎重に行う必要がある。それらによ
り証拠を伴って被疑者が特定されたときは、逮捕（199 条以下）や勾留とい
う身柄拘束が実施され（207 条 1 項・60 条）、その状態を事実上利用して、被
疑者取調べが実施される（198 条 1 項ただし書）。その際、被疑者には、黙秘権
（198 条 2 項）、弁護人との接見交通権（39 条 1 項）などが保障されている。こ
の捜査活動と併行して、参考人取調べ（223 条）や、捜索・差押えなどの強
制処分（218 条など）が実施される。
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捜査の端緒
証拠収集（捜索・差押え、検証、参考人取調べ、被疑者取調べなど）
被疑者の身柄確保（逮捕・勾留）
検察官への事件送致

（捜　査）

（公　判）

【
第
一
審
】

（検察官の終局処分）……（検察官起訴独占主義・起訴便宜主義）

（判　決）

【控訴審】……（事実審・法律審）

【上告審】……（法律審）

（犯罪の発生）

不起訴処分
家庭裁判所送致（少年）
起訴処分

不起訴処分（狭義）
起訴猶予処分

人定質問
起訴状の朗読
黙秘権等の告知 
被告事件についての被告人・弁護人の陳述
（罪状認否）

検察官の冒頭陳述 
（裁判員制度では弁護人も冒頭陳述を行う）
証拠の申請・取調べ（人証・物証・書証）
被告人質問

論告・求刑
弁論
最終陳述

再審　………事実認定の誤りに対する救済
非常上告……法令違反を是正

（略式手続）

事前準備・
公判前整理手続

冒頭手続

（簡易公判手続）
（即決裁判手続）

証拠調

最終弁論

【判決確定後の非常救済手続】

（刑の執行）

図 1-1 刑事手続の流れ



捜査が進み事件を処理できる段階に達すると司法警察員は、事件と証拠
を検察官に送致し（246 条）、検察官は、それを検討して起訴決定などの捜査
の終局的処分を行う（247 条・248 条）。

［2］公訴提起
検察官は、起訴・不起訴などの決定をする（247 条）が、事件の具体的事
情を考慮して起訴猶予処分を選択できる（248 条）。なお、その際、検察官は、
軽微な罰金・科料に処する事件については非公開の簡易・迅速な手続であ
る略式命令を請求できる（461 条）。この公訴権の行使が適正に行われるよ
うに、検察審査会制度（検察審査会法）、付審判請求・準起訴手続（262 条以下）
が設けられており、公訴権濫用論（最決昭和 55・12・17 刑集 34-7-672〔百選 38 番
事件〕参照）が議論されている。

［3］公判
公訴提起から裁判所の審理が終結するまでの手続である公判手続では、

以下の 4つの手続を柱にして、裁判所が当事者の訴訟活動の結果を判断す
る構造の下で手続が進められる。
（1）冒頭手続
公判審理の冒頭で行われるまとまりをもった手続を冒頭手続という。こ

こでは、起訴状に表示された者と被告人との同一性を確認する人定質問（規
196 条）、起訴状の朗読（291 条 1 項）、黙秘権の告知（291 条 3 項、規則 197 条）、
起訴事実についての被告人・弁護人の意見陳述（291 条 3 項）が行われ、その
陳述を通しておおよその事件の争点が明らかにされる。なお、裁判所は、
被告人が有罪である旨を陳述したときには、軽微事件については簡易公判
手続で審理することを決定できる（291 条の 2）。
（2）証拠調手続
検察官は証拠により証明する事実を明らかにするため冒頭陳述（296 条）

を行う。その後、両当事者が証拠調請求をし（298 条 1 項）、裁判所がその採
否を決定する（規 190 条）。証拠調は、人証、書証、物証などの証拠の種類に
応じて、尋問、朗読、展示が実施され（305 条～307 条）、通常、最終段階では、
被告人質問（311 条 2 項）が実施される。
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（3）最終弁論
検察官は、事実・法律の適用についての意見陳述である論告と求刑を行

う（293 条 1 項）。弁護人も最終弁論を、被告人も最終的な陳述を行った（293
条 2 項）後に、弁論が終結する。
（4）判決
裁判所は、当事者の訴訟活動の結果を判断して、有罪判決あるいは無罪

判決を言い渡す（335 条・336 条）。なお、第一審判決に対する不服申立制度
として控訴があり（372 条以下）、控訴審の判断に不服があるときは、最高裁
判所に上告できる（405 条以下）。さらに、判決確定後の非常救済手続として
再審（435 条以下）と非常上告（454 条以下）がある。

［4］刑の執行
有罪判決の確定後、検察官の指揮によって刑が執行される（472 条）。

B 刑事裁判の基礎原理と各手続を支える原則
［1］刑事裁判の基礎原理
刑事裁判は、歴史的に糺問主義から弾劾主義の手続へと変遷している。

その後、多くの国では、誰が訴訟の主導的役割を担うかの制度選択につい
て、職権主義と当事者主義のいずれかの訴訟構造を採用している。

裁判所

被告人

裁判所

糺問主義 弾劾主義

検察官

［訴追・審判機関］ ［審判機関］

［訴追機関］

被告人

訴訟の主導権の担い手
の理解によってさらに
職権主義と当事者主義
に分かれる。

図 1-2 刑事訴訟の基礎原理・構造

（1）糺問主義と弾劾主義
糺問主義とは、審判機関が職権で自ら訴追をして裁判を開始する手続で、
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