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ＬＥＣ専任講師 矢島純一 

刑事訴訟法 

 

伝聞証拠「要証事実」の徹底分析 

 

【問題編】 

 

この冊子は第２部と第３部の問題文のみを掲載しています。 

 

 
平成２９年１２月２９日 

ＬＥＣ専任講師 矢 島 純 一 
 
 
 
＊本講義の全体的な構成 
第１部：伝聞証拠と要証事実の基本事項の確認 
第２部：短い事例を用いた要証事実の設定のトレーニング 
第３部：司法試験の論文過去問を用いた要証事実の設定の仕方の確認
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第２部 短い事例を用いた要証事実の設定のトレーニング 

 
１ 問題１ 
 
→次の(1)及び(2)のＷの公判供述の要証事実を示した上で，これらＷの公判供述が伝聞

証拠に当たるかについて説明しなさい。 
 

(1) Ｂの窃盗被告事件において，「Ａが『Ｂが近所のコンビニエンスストアでガムを万

引きしたのを見た。』と言っていたのを聞きました。」との証人Ｗの公判供述 
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(2) Ａの名誉毀損被告事件において，「Ａが大勢の人前で『Ｂが近所のコンビニエンス

ストアでガムを万引きしたのを見た。』と言ったのを聞きました。」との証人Ｗの

公判供述 
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２ 問題２ 
 
→次の(1)と(2)のＷの公判供述の要証事実を示した上で，これらＷの公判供述が伝聞証

拠に当たるかについて説明しなさい。 
 

(1) Ｖを包丁で刺したことは認めているが殺意を否認しているＡのＶに対する殺人被

告事件において，「Ａは，事件の前日に，『Ｖのことが大嫌いだ。』と言っていまし

た。」との証人Ｗの公判供述 
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(2) Ｖを包丁で刺した当時に心神喪失にあったか争われているＡのＶに対する殺人被

告事件において，「Ａは，事件の１か月くらい前に「私は銀河の帝王だ。私の言う

ことを聞かない者はブラックホールに飲み込まれて消えしまう。」と言っていまし

た。」との証人Ｗの公判供述 
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３ 問題３ 
 
→甲は，平成２９年１２月２０日午後７時頃，Ｈマンション４０１号室のＶ方において，

殺意をもって，Ｖの腹部を包丁で刺して殺害した。甲のＶに対する殺人被告事件に関

する次の証拠①ないし③の要証事実を明らかにした上で，これら証拠が伝聞証拠に

当たるか否かを説明しなさい。 
 
(1) 証拠① 
Ｖ方居室内で，隠れて犯行を見ていたＷの「私は，甲がＶの腹部を包丁で刺すのを見

ました。」との供述を録取した検察官面前調書 
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(2) 証拠② 
「私は，平成２９年１２月２０日午後６時５８分頃，包丁を持った甲がＨマンショ

ン１階でエレベーターに乗り，４階で降りた後，４０１号室の方向に歩いていくのを

見ました。」とのＷの供述を録取した検察官面前調書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 証拠③ 
「私は，平成２９年１２月２０日午後７時１０分頃，包丁を持った甲がＨマンショ

ン４０１号室から飛び出してきて，そのまま非常階段を駆け下りていくのを見まし

た。」とのＷの供述を録取した検察官面前調書 
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４ 問題４ 

 
(1) 犯行計画メモと伝聞法則 その１～共謀の際に作成したメモとメモ作成者 

 
甲及び乙は，甲が夜間にＶ宝石店のシャッターをバールでこじ開けてそのまま店外で

見張りをしている間に，乙が店内に侵入して宝石を盗み，盗んだ宝石を山分けする計

画を立てた。その際，実行の日は１週間後の金曜日の深夜とすることとし，足が付か

ないようにするために道具として使うバールは甲が２００ｋｍ以上離れたホームセン

ターで買うことを共謀した。共謀の際，甲は，計画したことを忘れないようにする

ために，その場で謀議の内容を紙に書きとめて次のようなメモ書きを作成した。 
メモ書き：「今度の金曜日深夜，Ｖ宝石店，甲がシャッターをバールでこじ開けて

店外で見張りをする。乙が店に入って宝石を盗む。バールは甲が２００

ｋｍ以上離れたホームセンターで買う。宝石は山分けする。」 
以上の経緯で甲が作成したメモを，甲にメモに記載されたとおりの意思・計画が存

在したことを立証するための証拠として用いる場合に，このメモが伝聞証拠に当たる

か否かを説明しなさい。 
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(2) 犯行計画メモと伝聞法則 その２～共謀の際に作成したメモと共謀者 
 

上記(1)の甲が作成したメモを，乙にメモに記載されたとおりの意思・計画が存在し

たことを立証するための証拠として用いる場合に，このメモが伝聞証拠に当たるか否

かを説明しなさい。 
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(3) 犯行計画メモと伝聞法則 その３～共謀の後に作成したメモとメモ作成者 
 

甲及び乙は，甲が夜間にＶ宝石店のシャッターをバールでこじ開けてそのまま店外で

見張りをしている間に，乙が店内に侵入して宝石を盗み，盗んだ宝石を山分けする計

画を立てた。その際，実行の日は１週間後の金曜日の深夜とすることとし，足が付か

ないようにするために道具として使うバールは甲が２００ｋｍ以上離れたホームセン

ターで買うことを共謀した。翌日，甲は，計画したことを忘れないようにするため

に，前日に乙と共に計画したことを思い出して，次のようなメモを作成した。 
メモ書き：「今度の金曜日深夜，Ｖ宝石店，甲がシャッターをバールでこじ開け

て店外で見張りをする。乙が店に入って宝石を盗む。バールは甲が２

００ｋｍ以上離れたホームセンターで買う。宝石は山分けする。」 
以上の経緯で甲が作成したメモを，甲にメモに記載されたとおりの意思・計画が存

在したことを立証するための証拠として用いる場合に，このメモが伝聞証拠に当たる

か否かを説明しなさい。 
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第３部 司法試験の論文過去問を用いた要証事実の設定の仕方の確認 
 

・平成２８年度司法論文の設問３の各証拠の要証事実と伝聞性 

以下は平成２８年度司法試験の論文式試験で伝聞証拠に関する出題がされた設問３

を解答するのに必要な事実関係や資料を抜粋したものである。乙が甲に覚せい剤を

譲渡した旨の公訴事実で公訴提起された乙の被告事件において，証人尋問を受けた

甲の証言の証拠能力を伝聞法則の観点から検討していくことになる。 

 
問題文（抜粋） 注：問題文中の波線はこちらで付した。【資料】の実線は元からある。 
４ Ｐは，前記注射器１本を押収するとともに，甲車助手席上のバッグ内からビニール

袋に入った約０．２グラムの覚せい剤１袋を発見して押収し，甲を覚せい剤所持の被

疑事実で現行犯逮捕した。甲は，Ｈ警察署において，任意に尿を提出し，後日，覚せ

い剤の成分が検出された。 

５ 甲は，・・・取調べにおいて，甲は，「平成２７年６月２８日，知り合いの乙方で，

乙から覚せい剤２袋を２万円で買い，１袋分を注射器で使用し，残りを持ってい

た。」旨，覚せい剤所持の事実のほか，その入手状況及び覚せい剤使用の事実につい

ても自白し，甲の自白調書が作成された。 

６ Ｐは，前記甲供述等に基づき，甲に対する覚せい剤譲渡の被疑事実で，乙を通常逮

捕した。乙は，「甲に風邪薬をあげたことはあるが，覚せい剤など見たこともない。

甲に覚せい剤を売ったとされる平成２７年６月２８日，私は，終日，外出していて自

宅にはいなかった。」旨弁解して被疑事実を否認した。乙は，Ｉ地方検察庁検察官に送

致され，Ｓは，必要な捜査を遂げ，乙を「平成２７年６月２８日，Ｇ県Ｈ市○町○番の

乙方で，甲に覚せい剤約０．４グラムを代金２万円で譲り渡した。」との公訴事実に

より，Ｉ地方裁判所に公判請求した。 

７ 乙に対する覚せい剤取締法違反被告事件は，事件の争点及び証拠を整理する必要が

あるとして，公判前整理手続に付された。乙及びその弁護人Ｕは，同手続において，

当初，前記弁解と同様の主張をしたが，裁判所から，「アリバイ主張について可能な限

り具体的に明らかにされたい。」との求釈明を受け，「平成２７年６月２８日は，終日，

丙方にいた。その場所は，Ｊ県内であるが，それ以外覚えていない。『丙』が本名かは分

からない。丙方で何をしていたかは覚えていない。」旨釈明した。その結果，本件争点

については，「⑴ 平成２７年６月２８日に，乙方において，乙が甲に覚せい剤を譲

り渡したか。⑵ その際，乙に，覚せい剤であるとの認識があったか。」と整理され，

甲の証人尋問及び被告人質問等が実施されることが決まった。 

８ 第１回公判期日において，乙及びＵは，公訴事実を否認し，公判前整理手続でした
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のと同様の主張をした。また，同期日に実施された甲の証人尋問において，甲は，

【資料】のとおり証言した。 

 

〔設問３〕 【資料】に記載されている下線部③の証言の証拠能力について，想定さ

れる要証事実を検討して論じなさい。 

 

 

 

【資料】 

 

検察官：あなたが平成２７年７月１日に所持していた覚せい剤は，どのように入手した

ものですか。 

甲  ：平成２７年６月２８日に，知り合いの乙から，乙の自宅で，２万円で買いまし

た。 

検察官：どのようないきさつで，乙から覚せい剤を買うことになったのですか。 

甲  ：乙から，電話で，「いい薬があるけど，買わないか。」と言われたからです。「い

い薬」と言われ，覚せい剤だとピンときました。それで乙の自宅に行ったのです。 

検察官：あなたが覚せい剤を買ったとき，乙は，何と言っていましたか。 

甲  ：乙は，覚せい剤だとは言っていませんでした。しかし，乙は，私にビニール袋

に入った覚せい剤を２袋渡して，「帰るときは，Ｋ通りから帰るなよ。あそこは

警察がよく検問をしているから，遠回りでもＬ通りから帰れよ。お前が捕まった

ら，俺も刑務所行きだから気を付けろよ。」（③）と言いました。 

弁護人：異議があります。ただ今の甲の証言は，伝聞証拠です。 

（以下略） 
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＊おまけ 平成２７年度司法論文の設問２の各証拠の要証事実と伝聞性 
講義時間の都合で講義中には説明しないが，Ｈ２７司法論文の伝聞証拠に関する解説を

追記した。 
 

・問題文の概要 

ニュースで話題になったことがわるいわゆる「おれおれ詐欺」の事案で，検察官が，

首謀者である丙とその配下の乙との間の共謀を立証するために証拠調べ請求した問題

文添付の資料１の犯行マニュアルや，資料２の乙のメモの証拠能力が問われた。なお，

本問は，伝聞証拠の問題以外にも，不任意自白の派生証拠の証拠能力の問題が含まれ

る。 
伝聞証拠の問題との関係では，資料１の犯行マニュアルの内容は，実際に発生した

本件事件の内容と整合するもので，乙の筆跡で本件の被害者の電話番号が記載されて

いる上に，資料１からは丙の指紋が顕出されたという事情がある。伝聞証拠の問題を

解答する際に必要となる問題文を以下に抜粋しておく。 
 

１ 平成２７年２月４日午前１０時頃，Ｌ県Ｍ市内のＶ（６５歳の女性）方に電話がかかり，Ｖは，電話の

相手から，「母さん，俺だよ。先物取引に手を出したら大損をしてしまった。それで，会社の金に手を付

けてしまい，それが上司にばれてしまった。今日中にその穴埋めをしないと，警察に通報されて逮捕され

てしまう。母さん，助けて。上司と電話を代わるよ。」と言われ，次の電話の相手からは，「息子さんの上

司です。息子さんが我が社の金を使い込んでしまいました。金額は５００万円です。このままでは警察に

通報せざるを得ません。そうなると，息子さんはクビですし，横領罪で逮捕されます。ただ，今日中に穴

埋めをしてもらえれば，私の一存で穏便に済ませることができます。息子さんの代わりに５００万円を用

意していただけますか。私の携帯電話の番号を教えるので，５００万円を用意したら，私に電話を下さい。

Ｍ駅前まで，私の部下を受取に行かせます。」と言われた。Ｖは，息子とその上司からの電話だと思い込

み，電話の相手から求められるまま，５００万円を用意してＭ駅前に持参することにした。 

Ｖは，最寄りの銀行に赴き，窓口で自己名義の預金口座から現金５００万円を払い戻そうとしたが，

銀行員の通報により駆けつけた司法警察員Ｐらの説得を受け，直接息子と連絡を取った結果，何者かが

Ｖの息子に成り済ましてＶから現金をだまし取ろうとしていることが判明した。 

２～５ 略 

６ Ｐは，前記乙の供述に基づき，Ｖに対する詐欺未遂の被疑事実でＨマンション７０５号室を捜索場所と

する捜索差押許可状の発付を受け，同月１９日，同室において，捜索差押えを実施した。 

同室からは，架空人名義の携帯電話機，Ｖの住所・氏名・電話番号が掲載された名簿などのほか，次

のような文書１通（以下「本件文書」という。）及びメモ紙１枚（以下「本件メモ」という。）が差し押

さえられた。 

本件文書の記載内容は，【資料１】のとおりであり，パソコンで作成されているが，右上の「０ＸＸ－ＸＸ

ＸＸ－５６７８」という記載は手書き文字である。この手書き文字は，Ｖ方の電話番号と一致し，また，
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筆跡鑑定の結果，乙の筆跡であることが判明した。さらに，本件文書からは，丙の指紋が検出された。 

本件メモの記載内容は，【資料２】のとおりであり，全ての記載が手書き文字である。これらの文字は，

筆跡鑑定の結果，いずれも乙の筆跡であることが判明した。 

７ このように，本件文書から丙の指紋が検出されたほか，乙が逮捕時に所持していた同人名義の携帯電話

の通話記録について捜査した結果，Ｐが同月１３日にＦマンション５０２号室のベランダで乙の会話を聴

取・録音したのと同じ時刻に，乙が丙に電話をかけていることが判明した。そこで，Ｐは，これらに基づ

き，Ｖに対する詐欺未遂の被疑事実で丙の逮捕状の発付を受け，同月２１日，丙を通常逮捕した。 

丙は，逮捕後の取調べにおいて，「全く身に覚えがない。」と供述し，同月２２日，Ｌ地方検察庁検察

官に送致されて引き続き勾留されたが，その後も同様の供述を続けて一貫して被疑事実を否認した。 

乙は，同月２３日，Ｒによる取調べにおいて，「私は，甲と一緒になってＶから現金５００万円をだま

し取ろうとしました。私が電話をかける役であり，甲が現金を受け取る役でした。昨年１２月頃から同

じような詐欺を繰り返しやりました。」と供述したものの，丙の関与については，「丙のことは一切話した

くありません。」と供述し，本件文書については，「これは，だます方法のマニュアルです。このマニュアル

に沿って電話で話して相手をだましていました。右上の手書き文字は，私がＶに電話をかけた際に，そ

の電話番号を記載したものです。このマニュアルは，私が作成したものではなく，他の人から渡された

ものです。しかし，誰から渡されたかは話したくありません。このマニュアルに丙の指紋が付いていた

ようですが，丙のことは話したくありません。」と供述し，本件メモについては，「私が書いたものですが，

何について書いたものかは話したくありません。」と供述した。そこで，Ｒは，これらの乙の供述を録取

し，末尾に本件文書及び本件メモの各写しを添付して検察官調書１通（以下「本件検察官調書」とい

う。）を作成し，乙の署名・指印を得た。なお，乙は，丙の関与並びに本件文書及び本件メモについて，

その後も同様の供述を続けた。 

８ Ｒは，甲については，延長された勾留期間の満了日である同月２５日，釈放して起訴猶予処分とし，乙

及び丙については，乙の延長された勾留期間の満了日である同年３月１０日，両名を，甲，乙及び丙３名

の共謀によるＶに対する詐欺未遂の公訴事実でＬ地方裁判所に公判請求し，その後，乙と丙の弁論は分離

されることになった。 

９ 同年４月１７日の丙の第１回公判において，丙は，「身に覚えがありません。」と陳述して公訴事実を否認

し，丙の弁護人は，本件検察官調書について，「添付文書を含め，不同意ないし取調べに異議あり。」との

証拠意見を述べたことから，Ｒは，丙と乙との共謀を立証するため，乙の証人尋問を請求するとともに，

③本件文書及び本件メモについても証拠調べを請求した。丙の弁護人は，本件文書及び本件メモについて，

「不同意ないし取調べに異議あり。」との証拠意見を述べた。 

同年５月８日の丙の第２回公判において，乙の証人尋問が実施され，乙は，丙の関与並びに本件文書

及び本件メモについて，本件検察官調書の記載と同様の供述をした。 

 

〔設問１〕 略 

〔設問２〕 ③で証拠調べ請求された本件文書及び本件メモのそれぞれの証拠能力について，証拠収集上の

問題点を検討し，かつ，想定される具体的な要証事実を検討して論じなさい。 
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【資料１】 

 

０ＸＸ－ＸＸＸＸ－５６７８ 

先物取引 

息子 

〔母さん／父さん〕，俺だよ。 

先物取引に手を出したら大損してしまった。 

それで，会社の金に手を付けてしまい，それが上司にばれてしまった。 

今日中にその穴埋めをしないと，警察に通報されて逮捕されてしまう。 

上司と電話を代わる。 

上司 

息子さんの上司です。 

息子さんが我が社の金を使い込んでしまいました。 

金額は５００万円です。 

このままでは警察に通報せざるを得ません。 

そうなると，息子さんはクビですし，横領罪で逮捕されます。 

しかし，今日中に穴埋めをしてもらえれば，私の一存で穏便に済ませることができます。 

息子さんの代わりに５００万円を用意してもらえますか。 

私の携帯電話の番号を教えるので，５００万円を用意したら，私に電話をください。 

〔    〕まで，私の部下を受け取りに行かせます。 

 

※ 受取役は，警察に捕まった場合，「知らない男から，『謝礼を支払うので，自分の代わりに荷物を受け取って

ほしい。』と頼まれて引き受けただけで，詐欺とは知らなかった。」と言い張ること。 

 

 

【資料２】 

 

１／５ 丙からｔｅｌ 

チカンの示談金はもうからないのでやめる 

先物取引で会社の金を使いこんだことにする 

金額は５００万円 

マニュアルは用意する 
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