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第３篇 公判前整理手続 

第 １ 章  事 前 準 備 手 続  

第１．事前準備手続の概要 

１．事前準備とは 

訴訟当事者が公判期日前（特に，第一回公判期日前）に行う訴訟の準備活動 

 

２．裁判所の活動 

（１）予断排除の原則との関係 

第１回公判期日前においては，裁判所は事件に関する心証を形成できない 

↓ 

公判前整理手続において行う場合を除き，証拠調べの請求は許されない（規 188但） 

↓ 

裁判所の関与には自ずと限界がある 

 

（２）具体的な活動 

基本的には，後見的に当事者の事前準備を側面から促すことが中心的 

（ア）検察官，弁護人に対する事前準備実施の要請 

 

（イ）検察官及び弁護人の氏名等の相手方への告知（規 178の３） 

 

（ウ）検察官及び弁護人に対する公判期日における審理充当予定時間の告知（規 178の５） 

 

（エ）検察官，弁護人に対する訴訟準備の進行の問合わせ等（規 178 の９） 
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（オ）検察官及び弁護人出頭の上での事前打合せ（規 178の 10） 

事案の複雑な事件等について開かれる 

↓手続の内容 

事前準備の励行，審理計画の策定，第１回公判期日の日取り，審理予定の調整等 

↓ただし 

事件の実質的内容に及ぶおそれのある事項については触れられない（規 178の 10Ⅰ但） 

 

２．検察官・弁護人 

（１）主体的・積極的関与 

検察官及び弁護人には，積極的・主体的な活動が望まれている 

↓すなわち 

規 178の６等，事前準備の内容に関する規定は，例示にすぎない 

 

（２）検察官の活動 

（ア）捜査記録及び証拠物の点検・整理・確認 

 

（イ）立証方針案の検討 

 

（ウ）証拠の整理（還付・仮還付規定の活用。規 178の 11） 

 

（エ）証拠開示及び見込み証拠意見通知（規 178 の６Ⅰ，規 178の７） 

①取調べ請求予定証拠の開示（規 178の６Ⅰ①） 

②弁護人請求予定証拠に対する証拠意見の見込等の通知（規 178の６Ⅰ②） 

③証人等の氏名・住居の通知（規 178の７） 

 

（オ）訴因・争点の明確化に関する弁護人との連絡（規 178の６Ⅲ①） 

 

（カ）立証計画の策定，審理所要予定時間の通知（規 178の６Ⅲ②），証拠調べの準備 
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（３）弁護人の活動 

（ア）起訴状の検討 

 

（イ）事実関係の調査・確認（例えば，被告人・関係者との面接［規 178の６Ⅱ①］） 

 

（ウ）証拠の収集・保全（179Ⅰ参照） 

 

（エ）弁護方針案の検討 

 

（オ）証拠開示及び見込み証拠意見通知（規 178 の６Ⅰ，規 178の７） 

 

（カ）訴因・争点の明確化に関する検察官との連絡（規 178の６Ⅲ①） 

 

（キ）弁護計画の定立，審理所要予定時間の通知（規 178の６Ⅲ②），証拠調べの準備 

 

（ク）被告人の身柄の開放を求める措置等 
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第 ２ 章  公 判 前 整 理 手 続 の 進 行  

第１．公判前整理手続とは 

１．意義 

第３１６条の２ 
１ 裁判所は，充実した公判の審理を継続的，計画的かつ迅速に行うため必要がある

と認めるときは，検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて，第一回公判期日前
に，決定で，事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として，事件を公判前
整理手続に付することができる。 

 

第３１６条の３ 
１ 裁判所は，充実した公判の審理を継続的，計画的かつ迅速に行うことができるよ

う，公判前整理手続において，十分な準備が行われるようにするとともに，できる
限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。 

２ 訴訟関係人は，充実した公判の審理を継続的，計画的かつ迅速に行うことができ
るよう，公判前整理手続において，相互に協力するとともに，その実施に関し，裁
判所に進んで協力しなければならない。 

 

（審理予定の策定・法第３１６条の２等） 
規則第２１７条の２ 
１ 裁判所は，公判前整理手続においては，充実した公判の審理を継続的，計画的か

つ迅速に行うことができるように公判の審理予定を定めなければならない。 
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（１）公判前整理の目的（316の２Ⅰ，316の３Ⅰ，規 217の２Ⅰ） 

公判前整理手続は裁判員制度を見越して創設されたもの 

↓この点 

審理が遅々として進まない，予定通りに公判審理が進行しないと，裁判員の負担が増大 

↓そこで 

充実した公判審理を継続的・計画的・迅速に行うべく公判前整理手続が創設された 

↓ 

公判前整理手続では，概ね以下の目標を達成するために手続が進行する 

①事前に当事者双方の主張を整理し，争点を明確にすること 

②証拠の厳選，証拠調べの順序・方法の決定 

③公判審理に要する時間を概算し，必要な回数の公判期日を指定すること 

 

（２）事前準備手続（規 178 の２以下）との関係 

（ア）沿革 

刑訴規則改正（1950年）において，訴訟関係人の義務として明文化 

↓さらに 

刑訴規則改正（1961年）において，実施すべき具体的な活動内容が明確化 

 

（イ）事前準備手続の弱点 

事前準備手続は，基本的に，検察官及び被告人側の自主的な準備を促すもの 

↓そのため 

受訴裁判所の役割も，自ずと当事者への連絡，調整等補佐的なものにとどまった 

↓それゆえ 

争点の多い，複雑困難な事案等では十分な機能を果たせない 

 



 

 89 

（ウ）公判前整理手続の創設 

事前準備手続においては，裁判所が補佐的な役割にとどまる点に難点 

↓そこで 

受訴裁判所が手続を主宰し，主張及び証拠を整理する手続を創設した 

↓ 

公判前整理手続に対しては，当事者は協力する義務がある（316の３Ⅱ） 

 

（エ）事前準備手続の意味 

公判前整理手続に付されると，公判前整理手続に関する規定（316 の２以下）が適用 

↓事前準備手続？ 

事前準備手続の規定に代替する形での適用となる（規 217の 18 参照） 

↓逆にいえば 

公判前整理手続に付された事件でも，いくつかの（訓示的な）規定は適用される 

↓さらにいえば 

公判前整理手続に付されるまでは，事前準備の規定は全て適用 

 

２．手続の関与者 

（１）裁判所 

手続の主宰者として，受訴裁判所が関与する 

↓予断排除との関係は？ 

公判前整理手続は裁判所が心証形成するための手続ではない 

↓また 

公判前整理手続は両当事者が参加して公平中立に進められるものである 

↓∴ 

受訴裁判所が手続を主宰することは，予断排除の原則に抵触しない 

 

（２）当事者 

第３１６条の７ 

公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは，その期日の手続を行

うことができない。 
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第３１６条の９ 

１ 被告人は，公判前整理手続期日に出頭することができる。 

２ 裁判所は，必要と認めるときは，被告人に対し，公判前整理手続期日に出頭する

ことを求めることができる。 

３ 裁判長は，被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には，被告人が出頭す

る最初の公判前整理手続期日において，まず，被告人に対し，終始沈黙し，又は個々

の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。 

 

第３１６条の４ 

１ 公判前整理手続においては，被告人に弁護人がなければその手続を行うことがで

きない。 

２ 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは，裁判長は，職権で弁護人

を付さなければならない。 

 

第３１６条の８ 

１ 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき，又は在席しなくなつたときは，

裁判長は，職権で弁護人を付さなければならない。 

２ 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは，裁判所は，職権

で弁護人を付することができる。 

 

（ア）検察官及び弁護人 

検察官と弁護人は，公判前整理手続期日に必ず出頭する（316の７） 

 

（イ）被告人 

被告人は，公判前整理手続期日に出頭できる（316の９Ⅰ） 

↓被告人が供述した場合 

当該供述は，弁論の全趣旨又は裁判所に顕著な事実として補助証拠となり得る 

↓そのため 

被告人に対しては，黙秘権の告知が必要（316 の９Ⅲ） 

 



 

 91 

（ウ）必要的弁護 

公判前整理手続に付される事件は，複雑困難な事件であることが多い 

↓∴ 

検察官との間で十分な主張整理及び証拠整理を行うには，専門的知識が不可欠 

↓そのため 

公判前整理手続においては，弁護人は必要的（316の４Ⅰ，Ⅱ，316の８Ⅰ，Ⅱ） 

↓なお 

その後の公判手続においても必要的弁護となる点に注意（316の 29） 

 

３．公判前整理手続の対象事件 

（１）裁判員裁判対象事件（裁判員法 49） 

（対象事件及び合議体の構成） 
第２条 

地方裁判所は，次に掲げる事件については，次条の決定があった場合を除き，この
法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は，裁判所法第２
６条の規定にかかわらず，裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。  
① 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件  
② 裁判所法第２６条第２項第２号に掲げる事件であって，故意の犯罪行為により被

害者を死亡させた罪に係るもの（前号に該当するものを除く。） 

 

（公判前整理手続） 
第４９条 

裁判所は，対象事件については，第一回の公判期日前に，これを公判前整理手続に
付さなければならない。 

 

（２）その他 

対象事件について，法定刑の軽重等による制限はない 

↓当事者の意見を踏まえ 

事案の性質，証拠の内容・量，開廷数，証拠開示に関する調整等を考慮して判断 
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４．公判前整理手続の方法（316 の２Ⅱ） 

第３１６条の２ 

２ 公判前整理手続は，この款に定めるところにより，訴訟関係人を出頭させて陳述

させ，又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により，行うものとする。 

 

（１）訴訟関係人を出頭させて陳述させる方法 

出頭させる方法による場合は，公判前整理手続期日を開催する（316の６Ⅰ） 

↓この場合 

傍聴人がいないこと（公開不要）を除けば，手続を行う要件は公判手続と大差ない 

↓例えば 

検察官及び弁護人の出頭（316の７），書記官の立会い及び調書作成（316の 12）等 

↓なお 

出頭による方法と書面による方法は，適宜織り交ぜて行うことができる 

 

（２）訴訟関係人に書面を提出させる方法 

（ア）利用場面 

（ａ）重要な手続に関し正確を期す必要がある場合 

当事者が主張を明らかにする場面，証拠調べ請求をする場面等 

 

（ｂ）簡易な方式として利用する場合 

裁判所と当事者が一同に会する必要がないい場合 

↓ 

書面の交換によって，争点整理及び証拠整理を進めれば十分 

 

（３）打ち合わせ（事前準備手続） 

事前準備手続に関する規 178 の 10の適用は排除されていない（規 217 の 18） 

↓したがって 

公判前整理手続に付された事件でも，法曹三者による打ち合わせが可能 

↓実務において 

公判前整理手続の進行予定を定める際に利用されている 
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５．公判前整理手続の内容（316 の５各号） 

第３１６条の５ 

公判前整理手続においては，次に掲げる事項を行うことができる。 

① 訴因又は罰条を明確にさせること。 

② 訴因又は罰条の追加，撤回又は変更を許すこと。 

③ 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整

理すること。 

④ 証拠調べの請求をさせること。 

⑤ 前号の請求に係る証拠について，その立証趣旨，尋問事項等を明らかにさせること。 

⑥ 証拠調べの請求に関する意見（証拠書類について第３２６条の同意をするかどうか

の意見を含む。）を確かめること。 

⑦ 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。 

⑧ 証拠調べをする決定をした証拠について，その取調べの順序及び方法を定めること。 

⑨ 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。 

⑩ 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。 

⑪ 第３１６条の３３第１項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決

定又は当該決定を取り消す決定をすること。 

⑫ 公判期日を定め，又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。 

 

（１）主張ないし争点の整理に関するもの 

①訴因又・罰条の明確化 

②訴因・罰条の追加，撤回，変更 

③公判期日で行う予定の主張の明示 

 

（２）証拠の整理に関するもの 

④証拠調べ請求 

⑤立証趣旨・尋問事項の明確化 

⑥証拠意見の確認 

⑦証拠決定 

⑧証拠調べの順序・方法の決定 

⑨証拠調べに関する異議申立に対する決定 

 

（３）証拠開示に関するもの 

⑩証拠開示に関する裁定 

 

（４）審理計画の策定に関するもの 

⑪被害者等の参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること 

⑫公判期日の指定，変更その他公判手続の進行上必要な事項を定めること 
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【公判前整理手続の流れ】 

 

裁判所 

Ⅰ 公判前整理手続に付する決定（316の２Ⅰ） 

Ⅱ 検察官の証明予定事実記載書面の提出期限＆請求証拠の請求期限を定める（316の 13Ⅳ） 

 

検察官 

①証明予定事実記載書提出（316の 13Ⅰ） 

②証拠調べ請求（316の 13Ⅱ） 

③請求証拠の開示（316の 14） 

 

弁護人 

ⅰ類型証拠開示請求（316条の 15Ⅰ） 

 

検察官 

④類型証拠開示（316条の 15Ⅰ） 

 

弁護人  

ⅱ検察官請求証拠に対する証拠意見（316の 16） 

ⅲ予定主張記載書面（検察官の主張に対する反論）提出（316の 17） 

ⅳ証拠調べ請求（316の 17Ⅱ） 

ⅴ証拠調べ請求した証拠を開示（316の 18Ⅰ） 

 

検察官 

⑤弁護人請求証拠についての証拠意見を提示（316の 19） 

 

弁護人 

ⅵ主張関連証拠開示請求（316の 20） 

 

検察官 

⑥主張関連証拠開示（316の 20） 

 

裁判所 

Ⅲ 争点及び証拠の整理結果の確認（316の 31） 
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第２．公判前整理手続の概要 

１．公判前整理手続に付する旨の決定（316の２Ⅰ） 

（１）裁判員裁判対象事件 

当然に公判前整理手続に付される 

↓∴ 

検察官及び被告人側の意見を聞くまでもなく，裁判所が決定 

 

（２）その他の事件 

検察官及び被告人側の意見を聴取した上で，裁判所が決定 

 

（３）検察官の主張及び証拠請求の期限設定（316の 13Ⅳ） 

第３１６条の１３ 
４ 裁判所は，検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で，第１項の書面［証

明予定事実記載書面］の提出及び送付並びに第２項の請求の期限を定めるものとす
る。 

 

２．証明予定事実記載書面の提出・証拠請求・請求証拠開示（316の 13） 

第３１６条の１３ 
１ 検察官は，事件が公判前整理手続に付されたときは，その証明予定事実（公判期

日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。）を記載した書面を，
裁判所に提出し，及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合にお
いては，当該書面には，証拠とすることができず，又は証拠としてその取調べを請
求する意思のない資料に基づいて，裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせ
るおそれのある事項を記載することができない。 

２ 検察官は，前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しな
ければならない。 

３ 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては，第２９９条第１項の規定
は適用しない。 
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第３１６条の１４ 
検察官は，前条第２項の規定により取調べを請求した証拠（以下「検察官請求証拠」

という。）については，速やかに，被告人又は弁護人に対し，次の各号に掲げる証拠の
区分に応じ，当該各号に定める方法による開示をしなければならない。 
① 証拠書類又は証拠物 

当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会（弁護人に対しては，閲覧し，かつ，謄写
する機会）を与えること。 
② 証人，鑑定人，通訳人又は翻訳人 

その氏名及び住居を知る機会を与え，かつ，その者の供述録取書等（供述書，供述
を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録
することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。）のうち，
その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの（当該供述録
取書等が存在しないとき，又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあ
つては，その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面）
を閲覧する機会（弁護人に対しては，閲覧し，かつ，謄写する機会）を与えること。 

 

（証明予定事実等の明示方法・法第３１６条の１３等） 
規則第２１７条の１９ 

検察官は，法第３１６条の１３第１項又は第３１６条の２１第１項に規定する書面
に証明予定事実を記載するについては，事件の争点及び証拠の整理に必要な事項を具
体的かつ簡潔に明示しなければならない。 

 

（証明予定事実の明示における留意事項・法第３１６条の１３等） 
規則第２１７条の２０ 

検察官及び被告人又は弁護人は，証明予定事実を明らかにするに当たつては，事実
とこれを証明するために用いる主要な証拠との関係を具体的に明示することその他の
適当な方法によつて，事件の争点及び証拠の整理が円滑に行われるように努めなけれ
ばならない。 

 

 

（１）証明予定事実記載書（316の 13Ⅰ） 

（ア）目的 

検察官の主張を公判前整理手続の冒頭で明らかにする 

↓すなわち 

裁判所は証明予定事実記載書を確認し，弁護人は当該書面＋請求証拠を確認 

↓これにより 

審理計画策定の出発点となり，被告人側の証拠意見及び主張明示義務の前提となる 
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（イ）記載内容①〜簡潔な記載 

事件の争点及び証拠の整理に必要な事実を簡潔に記載する（規 217の 19 参照） 

↓すなわち 

犯罪事実，重要な情状事実，量刑事実を過不足なく記載する 

↓具体的には 

結論（有罪）に至る骨組みが分かれば，証明予定事実記載書面としては必要十分 

①「直接証拠型」であれば，直接証拠で立証する事実のみを端的に記載 

②「間接事実型」であれば，間接事実の骨組みを端的に記載 

 

（ウ）記載内容②〜証拠構造を明示 

事実と証拠との関係を具体的に明示する等の適当な方法で記載（規 217の 20参照） 

↓ 

物語式の書面ではなく，証拠構造式の証明予定事実記載書面を提出が望ましい 

 

（エ）冒頭陳述との違い 

 証明予定事実記載書面 冒頭陳述 

時期 

 

公判前整理手続 

（起訴後，最初にする作業） 

 

 

公判手続における冒頭 

 

目的 
（裁判所）主張整理＆証拠整理 

（被告人側）防御対象を提示 

（裁判員裁判） 

裁判員に争点＆立証方針を伝える 

（通常事件） 

訴訟指揮の資料提供＆防御対象明示 

内容 

公訴事実 

主要な情状 

争点に関する証拠構造（網羅的に） 

審理の結果明らかになった争点中心 

証拠との関係を具体的に明示 

争点整理の結果を反映 

体裁 
文書形式 

専門家向け 

（裁判員裁判） 

図面・パワーポイントを活用 

（通常事件） 

文書形式 
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（オ）「証明予定事実」に対する求釈明申出（弁護人） 

（ａ）証明予定事実記載書面の問題点 

①公訴事実の存否又は量刑判断との関連性が明らかでない事実が含まれている 

②主張の構造が明らかでない 

↓かかる場合 

弁護人は，証明予定事実記載書面に対する求釈明を申し出るべき 

 

（ｂ）問題のある証明予定事実記載書面 

①犯人性が争われている事件において，間接事実の構造が明らかではない 

②情状事件において，「犯行に至る経緯」が犯情か一般情状か不明である 

 

（２）証拠請求（316の 13Ⅱ） 

（ア）請求証拠の厳選 

事件の経緯等，争点との関連が薄い部分について証拠請求すると，審理が長期化 

↓そのため 

証拠請求は，証拠を厳選して行う必要がある（規 189の２。最良証拠主義） 

 

（イ）釈明 

裁判官は，提示命令（規 192）をした場合を除いて証拠を見ることができない 

↓そのため 

公判前整理手続の段階では採否を留保し，進行状況に応じて最終判断することも 

↓例えば 

被告人の供述調書の採否を留保し，被告人質問の結果次第で撤回してもらう等 

↓もっとも 

証明予定事実及び証拠等関係カードの記載自体から必要性が疑わしいものもある 

↓そのような証拠 

裁判官は必要性について釈明し，場合によっては撤回されることになる 
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（３）請求証拠の開示（316 条の 14） 

（ア）公判前整理手続に付されない場合 

（ａ）証拠開示に関連する規定（299） 

公判前整理手続に付されていない事件に関する証拠開示の直接の規定なし 

↓ただし 

証拠開示制度と関連する規定はある（299Ⅰ） 

↓具体的には 

検察官が証拠調べを請求するときに， 

①証人等の指名・住居を知る機会 

②証拠書類・証拠物を閲覧する機会を与えなければならないと規定 

 

（ｂ）立法趣旨 

証拠として公判に提出するもの 

↓ 

被告人側に事前に準備を整える余裕を与えるべきで，不意打ち防止の観点 

↓そのため 

請求予定のない証拠，請求するか否か未定の証拠は対象外 

 

（ｃ）問題点 

上記のとおり，検察官に請求予定のない手持ちの証拠書類・証拠物の開示なし 

↓さらに 

証人については，証言内容予定の開示なし（証拠知悉の機会の付与のみ） 

 

（ｄ）訴訟指揮権による個別開示 

上記（ｃ）の問題点は，弁護人と検察官の対立を生じさせた 

↓実際 

証拠開示の許否（証人尋問に先立つ当該証人の供述調書の開示）が争われた 

↓判例は？ 

当初は消極的態度を示したが，以下の要件の下，証拠開示決定を認めた（最決昭

44.4.25） 

① 証拠調べの段階に入った後 

② 具体的必要性を示した「一定の証拠」の開示申出 

→「一定」は「特定」より緩やかで足りる趣旨，「申出」は職権発動を促すもの 

③ 事案の性質，審理状況，証拠の種類等から，被告人の防御のために特に重要 

④ 罪証隠滅，証人威迫等の弊害のおそれがなく，相当と認めるとき 
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（イ）公判前整理手続に付された事件 

証拠開示に関する規定は不十分 

↓また 

判例による証拠開示の枠組みも，対象となる証拠が限られ，開示の時期も遅い 

↓そこで 

公判前整理手続においては，請求証拠は開示すべきことが規定された 

↓さらに 

類型証拠開示，主張関連証拠開示の制度も創設された（→後述） 

↓なお 

判例による証拠開示決定の枠組みは，通常事件との関係では生きているので注意 

 

（ａ）証拠書類又は証拠物（316の 14①） 

証拠書類及び証拠物の閲覧の機会を付与（従前も認められていた） 

↓のみならず 

弁護人に対しては，証拠書類及び証拠物の謄写の機会を与える（新設） 

 

（ｂ）証人等（316の 14②） 

氏名及び住居を知る機会を与える（従前も認められていた） 

↓のみならず 

証人の供述内容が明らかとなる供述録取書等の開示が必要 

 

（ｃ）開示の時期 

条文上は，証拠調べ請求後の速やかな時期と規定（316 の 14柱書） 

↓もっとも 

実務上は，早期の段階で任意に開示されていることが多い 
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３．類型証拠開示請求（316 の 15） 

第３１６条の１５ 
１ 検察官は，前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて，次の各号に掲

げる証拠の類型のいずれかに該当し，かつ，特定の検察官請求証拠の証明力を判断
するために重要であると認められるものについて，被告人又は弁護人から開示の請
求があつた場合において，その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために
当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊
害の内容及び程度を考慮し，相当と認めるときは，速やかに，同条第１号に定める
方法による開示をしなければならない。この場合において，検察官は，必要と認め
るときは，開示の時期若しくは方法を指定し，又は条件を付することができる。 
① 証拠物 
② 第３２１条第２項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面 
③ 第３２１条第３項に規定する書面又はこれに準ずる書面 
④ 第３２１条第４項に規定する書面又はこれに準ずる書面 
⑤ 次に掲げる者の供述録取書等 

イ 検察官が証人として尋問を請求した者 
  ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて，当該供述録取書

等が第３２６条の同意がされない場合には，検察官が証人として尋問を請求す
ることを予定しているもの 

 ⑥ 前号に掲げるもののほか，被告人以外の者の供述録取書等であつて，検察官が
特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を
内容とするもの 

⑦ 被告人の供述録取書等 
 ⑧ 取調べ状況の記録に関する準則に基づき，検察官，検察事務官又は司法警察職

員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて，身体の拘束を受け
ている者の取調べに関し，その年月日，時間，場所その他の取調べの状況を記録
したもの（被告人に係るものに限る。） 

２ 被告人又は弁護人は，前項の開示の請求をするときは，次に掲げる事項を明らか
にしなければならない。 
① 前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 

 ② 事案の内容，特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実，開示の請求に係
る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし，当該開示の請求に
係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその
他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由 

 

（１）意義 

一定類型に該当し，「特定の検察官請求証拠の証明力判断のために重要」な証拠を開示 

↓これにより 

受動的防御準備に必要な証拠が開示される 

↓具体的には 

①検察官請求証拠に対する意見を的確に行うのに資する証拠 

②公判における検察官請求証拠に対する弾劾その他の防御に資する証拠 
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（２）請求の時期 

開示要件として「特定の検察官請求証拠の証明力判断のために重要」であることが法定 

↓したがって 

開示請求の時期は，検察官が証拠調べ請求をし，請求証拠が開示された後 

↓すなわち 

検察官の主張立証の全体像が明らかになったところで，実施するもの 

↓ 

類型証拠開示の結果，被告人側の防御方針決定（予定主張明示・証拠請求）が可能に 

 

（５）類型証拠開示請求の方法 

（ア）思考の流れ 

類型証拠開示制度は「特定の検察官請求証拠の証明力判断のために重要」な証拠開示 

↓したがって 

まず，①検察官が請求する各証拠につき証明力を判断する必要があるか 

↓その必要があるとして 

証明力判断のため，②いかなる類型の証拠開示が必要か，という流れで検討すべき 

 

（イ）開示請求の要件（316 の 15Ⅱ） 

（ａ）類型及び開示請求にかかる証拠を「識別するに足りる事項」 

「識別するに足りる事項」として証拠の特定は不要 

↓例えば 

「Ａの全ての供述録取書等」でＯＫ（「供述調書」などと無用な限定はしない） 

 

（ｂ）開示が必要な理由 

特定の検察官請求証拠の証明力判断に重要といえる理由（重要性）を簡潔に記載 

 

（ｃ）相当性？ 

相当性は，弊害があると考えた場合に検察官が判断すべき事項 
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（ｄ）記載例（法教 398号 142頁参照） 

甲◯（共犯者とされるＡ２）の証明力判断のための証拠 

１ Ａ２の供述録取書等 

類型：５号ロ 

  理由：甲◯の証明力を判断するには，Ａ２の未開示供述録取書等の全ての開示を

受けて供述経過を検討することが重要である。 

２ ◯年◯月◯日から◯月◯日までの間にＷが使用した携帯電話の発着信履歴その他

の通話記録 

類型：１号 

  理由：甲◯には，Ｗが◯年◯月◯日から◯月◯日にかけて被告人と電話で犯行計

画について相談した旨の供述があるから，同供述の証明力を判断するには，

標記通話記録と比較検討することが重要である。 

 

（６）裁判所の関与？ 

証拠開示の請求は，裁判所を介することなく当事者間でなされるのが基本 

↓したがって 

どのような証拠開示の請求がされたのかは，裁判所には分からない 

↓もっとも 

実務上は，当事者が証拠開示に関する書面を参考のため裁判所にも送付する 

 

４．類型証拠開示（316の 15Ⅰ） 

（１）意義 

検察官は，被告人側からの類型証拠開示請求を受けて 

①316の 15各号に規定する類型のいずれかに該当し 

②特定の検察官請求証拠の証明力判断に重要であると認められる証拠について 

③重要性及び開示の必要性と，開示により生じ得る弊害を考慮し相当と認めるとき 

速やかに類型証拠の開示を実施する 
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（２）類型証拠開示の要件 

（ア）類型該当性 

316の 15①〜⑧のいずれかに該当すること 

 

（イ）重要性 

重要性＝特定の検察官請求証拠により証明しようとされている事実と齟齬，矛盾，両

立しない可能性がある証拠 

①開示請求対象の証拠の信用性は問題にならない 

②外形上の矛盾がなくとも，他の証拠と合わせて矛盾の可能性あればよい 

→検察官請求の供述調書の弾劾に利用できる可能性があればＯＫ 

 

（ウ）相当性 

重要性その他の開示の必要性と，開示による弊害の内容及び程度を比較衡量 

 

（４）類型証拠の種類 

（ア）客観的証拠等 

① 証拠物 

② 検証調書 

③ 実況見分調書 

④ 鑑定書 

 

（イ）被告人以外の者の供述録取書等 

⑤ 証人予定者の供述録取書等 

⑥ 被告人以外の者の供述録取書等（⑤を除く） 

 

（ウ）被告人の供述録取書等及びその取調べに関するもの 

⑦ 被告人の供述録取書等（上申書を含む） 

⑧ 取調べ状況記録書面 

 

５．証拠意見明示，予定主張記載書面提出，証拠調請求，請求証拠の開示等 

第３１６条の１６ 
１ 被告人又は弁護人は，第３１６条の１３第１項の書面［証明予定事実記載書面］

の送付を受け，かつ，第３１６条の１４［検察官請求証拠］及び前条第１項の規定
による開示をすべき証拠［類型証拠］の開示を受けたときは，検察官請求証拠につ
いて，第３２６条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないか
どうかの意見を明らかにしなければならない。 

２ 裁判所は，検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で，前項の意見を明ら
かにすべき期限を定めることができる。 
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第３１６条の１７ 
１ 被告人又は弁護人は，第３１６条の１３第１項の書面［証明予定事実記載書面］

の送付を受け，かつ，第３１６条の１４及び第３１６条の１５第１項の規定による
開示をすべき証拠［検察官請求証拠，類型証拠］の開示を受けた場合において，そ
の証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律
上の主張があるときは，裁判所及び検察官に対し，これを明らかにしなければなら
ない。この場合においては，第３１６条の１３第１項後段の規定を準用する。 

２ 被告人又は弁護人は，前項の証明予定事実があるときは，これを証明するために
用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては，第３１６条
の１３第３項の規定を準用する。 

３ 裁判所は，検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で，第１項の主張を明
らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。 

 

第３１６条の１８ 
被告人又は弁護人は，前条第２項の規定により取調べを請求した証拠については，

速やかに，検察官に対し，次の各号に掲げる証拠の区分に応じ，当該各号に定める方
法による開示をしなければならない。 
① 証拠書類又は証拠物 

当該証拠書類又は証拠物を閲覧し，かつ，謄写する機会を与えること。 
② 証人，鑑定人，通訳人又は翻訳人 

その氏名及び住居を知る機会を与え，かつ，その者の供述録取書等のうち，その者
が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの（当該供述録取書等
が存在しないとき，又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては，
その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面）を閲覧し，
かつ，謄写する機会を与えること。 

 

（１）証拠意見明示（316の 16） 

被告人又は弁護人は，開示を受けた証拠を検討 

↓具体的には 

類型証拠を手がかりとしつつ，検察官請求証拠の内容を吟味 

↓そして 

検察官請求証拠に対する同意の有無（326参照）及び異議の有無に関する意見を明示 
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（２）予定主張明示（316の 17Ⅰ） 

（ア）意義 

検察官による証明予定事実記載書面送付＋請求証拠等開示＋類型証拠開示 

↓被告人側 

審理予定策定（規 217 の２）のため，予定主張を明らかにする義務 

↓充実した審理を連日，集中して行うために 

弁護人も公判期日でする予定の事実上・法律上の主張を事前に明らかにすべき 

↓弁護人としても 

公判前整理手続終了後は，新たな証拠請求が制限される（316の 32Ⅰ） 

↓そのため 

公判前整理手続段階で必要十分な主張をなし，証拠請求も併せてしておく必要 

 

（イ）明示する主張（316の 17Ⅰ） 

（ａ）「証明予定事実」 

公判期日において証拠により証明しようとする事実 

 

（ｂ）証明予定事実以外の「事実上の主張」 

①検察官の主張事実を否認する主張 

②検察官請求証拠ないし被告人の公判供述で立証しようとする事実の主張 

 

（ｃ）争点を明らかにするために必要な事実 

公判前整理手続の目的は，あくまでも争点及び証拠の整理 

↓したがって 

殊更に詳細な主張をする必要はなく，争点が明らかになる限度でよい 

①検察官が主張する重要な間接事実，量刑事実を争う主張 

ⅰ間接事実の存在自体を争う（否認） 

ⅱ間接事実の存在は争わないが，主要事実への推認過程を争う 

⒜間接証拠の信用性を争う 

⒝間接証拠から間接事実への推認過程を争う 

②被告人側が積極的に主張する犯罪阻却事由該当事実，重要な間接事実，量刑事実 

ⅰ正当防衛，心神喪失の主張 

ⅱアリバイ主張，被害弁償等の主張 



 

 107 

（ウ）明示の時期 

被告人側の予定主張は，主張の全体が固まってからまとめて行うものではない 

↓すなわち 

それぞれの主張（公訴事実，間接事実，阻却事由等）が予定できた時点で都度主張 

 

（ａ）主張例 

１ 公訴事実に関する主張 

  被告人は，Ｖから本件カバンを盗んでおらず，無罪である 

２ 間接事実に関する主張 

 ⑴ 証明予定事実記載書面⑴第１第１項の事実は否認する。犯行現場付近で目撃さ

れた人物は，被告人ではない。 

 ⑵ 証明予定事実記載書面⑴第１第２項の事実は否認する。逮捕時に被告人が所持

していた財布と本件被害品とは同一ではない。 

 ⑶ 証明予定事実記載書面⑴第１３項の事実は認める。しかし，被告人が逮捕時に

所持していた現金は，逮捕される１時間前にパチンコ店で獲得したものであり，

本件被害とは無関係である。 

３ 阻却事由等 

⑴ アリバイ 

被告人は，犯行時刻頃，友人のＢとともに北海道にいた 

⑵ 正当防衛 

（略） 

 

（ｂ）主張の時期 

各事実によって，主張できるようになる時点は異なる 

↓そのため 

類型証拠開示が終わる前に，（任意的に）予定主張を明示することもしばしば 

↓実際上 

予定主張明示により主張関連証拠の開示請求ができるので，防御に資する面がある 

↓また 

充実した争点整理を行うには，当事者の主張を早期に噛み合わせた方がよい 

 

（３）証拠調べ請求（316の 17Ⅱ） 

上記「証明予定事実」がある場合，当該事実を証明するための証拠調べを請求 

 

（４）弁護人請求証拠の開示（316の 18） 
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６．検察官による証拠意見明示（316の 19） 

第３１６条の１９ 
１ 検察官は，前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは，第３１６

条の１７第２項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠［主張関連
証拠］について，第３２６条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異
議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。 

２ 裁判所は，検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で，前項の意見を明ら
かにすべき期限を定めることができる。 

 

（証拠決定・法第２９８条等） 
規則第１９０条 
１ 証拠調又は証拠調の請求の却下は，決定でこれをしなければならない。 
２ 前項の決定をするについては，証拠調の請求に基く場合には，相手方又はその弁

護人の意見を，職権による場合には，検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かな
ければならない。 

 

（１）証拠意見明示義務 

 法 316の 16，316の 19 規則 190Ⅱ 

性質 当事者の義務 
裁判所の行為規範 

（当事者の権能） 

時期 

公判前整理手続 

手続内での期限設定あり 

（316の 16Ⅱ，316の 19Ⅱ） 

公判期日 

証拠決定前 

 

目的 
審理予定の策定 

（証拠整理） 

公判手続の進行 

（証拠整理） 
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７．主張関連証拠開示請求（316の 20Ⅱ） 

第３１６条の２０ 
２ 被告人又は弁護人は，前項の開示の請求をするときは，次に掲げる事項を明らか

にしなければならない。 
① 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 

 ② 第３１６条の１７第１項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被
告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由 

 

（１）意義 

被告人側が明らかにした予定主張に関連する証拠の開示を求めるもの 

↓これにより 

能動的防御準備に必要な証拠が開示される 

↓具体的には 

①被告人側の積極主張事実の検討に資する証拠 

②（公判における）被告人側の積極主要事実の証明に資する証拠 

 

（２）請求の時期 

被告人側の予定主張明示（316の 17Ⅰ）後に速やかに行う 

↓すなわち 

予定主張は各主張が予定された時点でその都度行うので，開示請求も順次行う 

 

（３）請求の方法（316の 20Ⅱ） 

（ア）開示請求にかかる証拠を「識別するに足りる事項」（316の 20Ⅱ①） 

不要な限定を加えない（不必要に限定しない） 

 

（イ）開示を必要とする理由（316の 20Ⅱ②） 

明示した主張と開示請求証拠が関連することを簡潔に示す 

 

（ウ）記載例（法教 398号 142頁参照） 

① 被告人の精神状態についての医師の鑑定書その他医学的判断が述べられている書面 

② 被告人が入通院した医療機関において被告人に関して作成された診療録その他の書

面（診察に付随する検査資料等を含む） 

③ 被告人の精神状態に関する供述を内容とする被告人以外の者の供述録取書等の書面 

（理由） 

弁護人は，「被告人は，本件犯行当時，◯◯症に罹患しており，心神耗弱だった」と

の主張を予定しているが（◯月◯日付予定主張書面◯項），上記各証拠は，この主張と

関連し，その開示を受けて検討することは，防御準備のために必要性が高い。 
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８．主張関連証拠開示（316 の 20Ⅰ） 

第３１６条の２０ 
１ 検察官は，第３１６条の１４及び第３１６条の１５第１項の規定による開示をし

た証拠［検察官請求証拠，類型証拠］以外の証拠であつて，第３１６条の１７第１
項の主張［予定主張］に関連すると認められるものについて，被告人又は弁護人か
ら開示の請求があつた場合において，その関連性の程度その他の被告人の防御の準
備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそ
れのある弊害の内容及び程度を考慮し，相当と認めるときは，速やかに，第３１６
条の１４第１号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において，
検察官は，必要と認めるときは，開示の時期若しくは方法を指定し，又は条件を付
することができる。 

 

（１）要件 

（ア）関連性 

明示した主張に関連する証拠であること 

↓関連するとは？ 

被告人側主張事実の存否の証明，主張内容の検討に実質的意味を有すること 

 

（イ）相当性 

関連性の程度その他の開示の必要性の程度と弊害の内容及び程度の比較衡量 

 

（ウ）開示対象 

（ａ）総説 

類型による限定はない（cf．類型証拠開示） 

↓類型証拠との役割分担 

弁護人の予定主張中で，検察官の主張の否認ではなく抗弁になる主張をカバー 

 

（ｂ）捜査官が作成したメモ 

以下の①②に当たれば，主張関連証拠開示の対象（判例） 

①捜査官が捜査過程で職務のために書き留めたメモであること 

②その内容に関連する証拠調べが予定されること 

 

９．争点及び証拠の整理結果の確認（316の 24） 

第３１６条の２４ 
裁判所は，公判前整理手続を終了するに当たり，検察官及び被告人又は弁護人との

間で，事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。 
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第３．公判前整理手続を経た公判手続の特則 

１．被告人側の冒頭陳述（316の 30） 

第３１６条の３０ 
公判前整理手続に付された事件については，被告人又は弁護人は，証拠により証明

すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは，第２９６条の手続［検察
官の冒頭陳述］に引き続き，これを明らかにしなければならない。この場合において
は，同条ただし書の規定を準用する。 

 

（１）通常事件 

検察官は，証拠調べの冒頭に，証拠により証明すべき事実を明らかにする（296） 

↓通常事件であれば 

被告人側冒頭陳述は，検察官冒頭陳述終了後適宜の時期に任意で行う（規 198） 

↓すなわち 

必要的ではない上に，その時期も定まっていない 

 

（２）公判前整理手続に付された場合 

被告人側冒頭陳述は，検察官冒頭陳述に引き続き，必要的に実施される 

↓これによって 

その後の証拠調べの争点が，より明確になる 

 

２．公判前整理手続の結果の顕出（316の 31Ⅰ） 

第３１６条の３１ 
１ 公判前整理手続に付された事件については，裁判所は，裁判所の規則の定めると

ころにより，前条の手続が終わつた後，公判期日において，当該公判前整理手続の
結果を明らかにしなければならない。 

 

（１）意義 

公判前整理手続は，あくまでも公判の準備 

↓そのため 

争点整理及び証拠整理の結果を，公判で明らかにする目的で行う 

↓具体的には 

公判前整理手続調書の朗読または要旨の告知により行う（規 217の 29Ⅰ） 

 



 

 112 

（２）時期 

被告人側冒頭陳述終了後に，裁判所が行う 

 

３．証拠調請求の制限（316 の 32） 

第３１６条の３２ 
１ 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については，検察官及び被告

人又は弁護人は，第２９８条第１項の規定にかかわらず，やむを得ない事由によつ
て公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを
除き，当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には，証拠調べを請求
することができない。 

２ 前項の規定は，裁判所が，必要と認めるときに，職権で証拠調べをすることを妨
げるものではない。 

 

第２１７条の３０ 
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について，公判前整理手続又は

期日間整理手続において請求しなかつた証拠の取調べを請求するには，やむを得ない
事由によつてその証拠の取調べを請求することができなかつたことを疎明しなければ
ならない。 

 

第２１７条の３１ 
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について，やむを得ない事由に

より公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつた証拠の
取調べを請求するときは，その事由がやんだ後，できる限り速やかに，これを行わな
ければならない。 

 

（１）新たな証拠請求の制限（316の 32Ⅰ，規 217の 30，規 217の 31） 

（ア）証拠制限 

公判前整理手続における争点整理＆証拠整理に実効性を持たせる必要 

↓そこで 

新証拠の請求は，「やむを得ない事由」がなければ制限（316の 32Ⅰ） 

 

（イ）「やむを得ない事由」 

① 証拠は存在していたが，これを知らなかったことがやむを得ない場合 

② 証拠の存在は知っていたが，物理的にその取調請求が不可能だった場合 

   ③ 証拠の存在を知り，証拠調請求も可能だったが，手続の進行等にかんがみ証拠調

請求を不要と考え，その判断に十分な理由がある場合 
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（２）職権証拠調べ 

裁判所は，必要と認めるときは職権で証拠調べ可能（316の 32Ⅱ） 

↓ 

当該証拠調べの必要性と，それにより新たに必要となる審理等から判断 

 

４．必要的弁護（316の 29） 




