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以下の事例に基づき，甲及び乙の罪責について論じなさい（特別法違反の点を除く。）。 

 

１ 甲（４０歳，男性）と乙（３５歳，男性）は，数年来の遊び仲間で，働かずに遊ん

で暮らしていた。甲は，住宅街にある甲所有の２階建て木造一軒家（以下「甲宅」と

いう。）で一人で暮らしており，乙も，甲がそのような甲宅に一人で住んでいることを

承知していた。乙は，住宅街にある乙所有の２階建て木造一軒家（以下「乙宅」とい

う。）で内妻Ａと二人で暮らしており，甲も，乙がそのような乙宅にＡと二人で住んで

いることを承知していた。甲宅と乙宅は，直線距離で約２キロメートル離れていた。 

２ 甲と乙は，某年８月下旬頃，働かずに遊びに使う金を手に入れたいと考え，その相

談をした。そして，甲と乙は，同年９月１日に更に話合いをし，設定した時間に発火

し，その火を周囲の物に燃え移らせる装置（以下「発火装置」という。）を製作し，こ

れを使って甲宅と乙宅に放火した後，正当な請求と見せ掛けて，甲宅と乙宅にそれぞ

れ掛けてある火災保険の保険金の支払を請求して保険会社から保険金をだまし取り，

これを折半することにした。その後，甲と乙は，二人でその制作作業をして，同月５

日，同じ性能の発火装置２台（以下，それぞれ「Ｘ発火装置」，「Ｙ発火装置」という。）

を完成させた上，甲宅と乙宅に放火する日を，Ａが旅行に出掛けて乙宅を留守にして

いる同月８日の夜に決めた。 

３ Ａは，同日昼，旅行に出掛けて乙宅を留守にした。 

４ 甲と乙は，同日午後７時，二人で，甲宅内にＸ発火装置を運び込んで甲宅の１階の

居間の木製の床板上に置き，同日午後９時に発火するように設定した。その時，甲宅

の２階の部屋には，甲宅内に勝手に入り込んで寝ていた甲の知人Ｂがいたが，甲と乙

は，Ｂが甲宅にいることには気付かなかった。 

その後，甲と乙は，同日午後７時３０分，二人で，乙宅の敷地内にあって普段から

物置として使用している乙所有の木造の小屋（以下「乙物置」という。）内にＹ発火装

置を運び込んで，乙物置内の床に置かれていた，洋服が入った段ボール箱（いずれも

乙所有）上に置き，同日午後９時３０分に発火するように設定した。なお，乙物置は，

乙宅とは屋根付きの長さ約３メートルの木造の渡り廊下でつながっており，甲と乙は，

そのような構造で乙宅と乙物置がつながっていることや，乙物置及び渡り廊下がいず

れも木造であることを承知していた。 

その後，甲と乙は，乙宅の敷地内から出て別れた。 

５ 甲宅の２階の部屋で寝ていたＢは，同日午後８時５０分に目を覚まし，甲宅の１階

の居間に行ってテレビを見ていた。すると，Ｘ発火装置が，同日午後９時，設定した

とおりに作動して発火した。Ｂは，その様子を見て驚き，すぐに甲宅から逃げ出した。

その後，Ｘ発火装置から出た火は，同装置そばの木製の床板に燃え移り，同床板が燃

え始めたものの，その燃え移った火は，同床板の表面の約１０センチメートル四方ま

で燃え広がったところで自然に消えた。なお，甲と乙は，終始，Ｂが甲宅にいたこと

に気付かなかった。 

６ Ｙ発火装置は，同日午後９時３０分，設定したとおりに作動して発火した。乙は，

その時，乙宅の付近でうろついて様子をうかがっていたが，Ｙ発火装置の発火時間と

なって，「このままだと自分の家が燃えてしまうが，やはりＡには迷惑を掛けたくな

い。それに，その火が隣の家に燃え移ったら危ないし，近所にも迷惑を掛けたくない。

こんなことはやめよう。」と考え，火を消すために乙物置内に入った。すると，Ｙ発火

装置から出た火が同装置が置いてある前記段ボール箱に燃え移っていたので，乙は，

乙物置内にある消火器を使って消火活動をし，同日午後９時３５分，その火を消し止
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めた。乙物置内で燃えたものは，Ｙ発火装置のほか，同段ボール箱の一部と同箱内の

洋服の一部のみで，乙物置には，床，壁，天井等を含め火は燃え移らず，焦げた箇所

もなかった。また，前記渡り廊下及び乙宅にも，火は燃え移らず，焦げた箇所もなかっ

た。 

７ その後，甲と乙は，甲宅と乙宅にそれぞれ掛けてある火災保険の保険金を手に入れ

ることを諦め，保険会社に対する保険金の支払の請求をしなかった。 

 
解答のポイント 

１ 出題形式としては，事例に登場する甲と乙の罪責を論じさせる例年通りの問題である。 

２ 甲・乙の罪責としてまず検討すべきは，甲宅への放火罪についてである。 

甲宅は，甲所有の木造一軒家で，甲１人で暮らしているものの，犯行当時には，甲の知人Ｂが勝手

に入り込んでいたので客観的には現に人がいる建造物（108条）に当たること，甲宅への発火は，結

果として床板の表面約１０センチメートル四方まで燃え広がったところで自然に消えたということ

であるから，既遂となるか，未遂にとどまるのかが問題となること，甲及び乙は，主観的には非現住

建造物（109条１項）であるとの認識を有していること等を踏まえて論じる必要がある。注意しなけ

ればならないのは，甲宅には火災保険金が掛けられていることから，自己物ではなく他人の物と取り

扱われる点である（115条）。 

このように，甲乙の主観と客観とにずれが生じているため，抽象的事実の錯誤の処理が問題となる。 

抽象的事実の錯誤については，様々な考え方があるが，答案例では，行為態様の共通性及び保護法

益の共通性の重なり合いを検討するというオーソドックスな規範定立・当てはめを行っている。 

結論として，非現住建造物放火の範囲で重なり合いが認められることになろう。 

よって，甲及び乙には非現住建造物放火罪の共同正犯（60条）が成立することになる。 

３ 乙宅への放火については，Ａが旅行に出かけていたことに関し，判例（最判平9.10.21／百選Ⅱ[第

７版]〔83〕）が参考になる。判例は，旅行で一時不在でも人の起居の場所として日常使用されている

ことを理由に現住性を肯定しており，本問でも現住性を肯定することになろう。 

また，物置に放火したことに関しては判例（最決平元.7.14／百選Ⅱ[第７版]〔82〕）が参考になる。

判例は機能的一体性と物理的一体性から判断している。もっとも，学説上は，物理的一体性の存在を

前提条件とし，機能的一体性は，延焼の可能性が弱い場合に補完的に一体性を基礎付け得るにすぎな

いものと解するなど，機能的観点に基づく一体性判断には慎重である。機能的一体性を基準にすると

きは，その意味内容・あてはめを慎重に行うべきであろう。 

本問では，物置を普段から使用していること，木造の屋根つき廊下でつながっていることを適切に

あてはめ，評価することが求められる。 

４ 乙が消火した行為について，中止犯の成立を検討する必要がある。 

要件ごとに，意義を明らかにし，事実に当てはめるという姿勢を見せることが必要であろう。 

５ 保険金の請求をしていないことについて，判例は実行の着手なしとしており，未遂犯は成立しない

が，問題文に書かれているので，成立しないことについて触れることが望ましい。 
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第１ 甲の罪責 

１ 甲宅への放火について 

⑴ 甲宅にＸ発火装置を設置した行為は放火罪の実行行為に当た

る。また，甲宅には，Ｂがいるので現住建造物に当たる。そして，

「焼損」とは，火が媒介物を離れ独立して燃焼を継続することを

いうところ，本問では，発火装置が作動し，毀損しなければ取り

外せない甲宅の床板が１０センチメートル四方燃え広がってい

るから「焼損」したといえ既遂に達する。したがって，現住建造

物放火罪（１０８条）の構成要件の客観面を満たす。 

⑵ もっとも，甲，乙はＢの存在を認識しておらず，「人」（１０８

条）とは犯人以外の者を指すので，主観面では，甲宅は非現住で

ある。また，甲宅は甲の所有物ではあるが，火災保険に入ってい

るため他人物所有にあたる（１１５条）。 

したがって，主観的には他人所有非現住建造物放火罪（１０９

条１項）であるとの認識を有している。そのため，抽象的事実の

錯誤の処理が問題となる。 

⑶ 故意責任の本質は，規範に直面し反対動機が形成可能であるに

も関わらず，行為に出たことに対する非難可能性にある。そして，

規範は構成要件の形で与えられるので，構成要件に実質的な重な

り合いが認められる場合には，その限度で故意責任を問える。 

そして，重なり合いは両罪の行為態様，及び被侵害法益の共通

性をもって判断すべきである。 

本問では，行為態様は共通しているといえる。また，被侵害法

益の点からみると，現住性が異なるものの，建造物への侵害や公

共の危険の発生は共通している。 

⑷ よって，現住性がない限度で重なり合い，より軽い他人所有非

現住建造物放火罪（１０９条１項）が成立する。 

２ 乙宅への放火について 

⑴ 甲宅と乙宅は，直線距離で２キロメートル離れており，発生し

た危険は別個のものといえるので，甲宅への放火とは別罪を構成

する。 

⑵ Ｙ発火装置の設置は，放火罪の実行行為に当たる。 

乙宅は，Ａは留守であるものの，Ａが旅行から帰れば，乙宅を

日常的に使うことが予定されているので，現住建造物に当たる。

乙物置は乙宅と別の建造物ではあるものの，普段から物置とし

て使用されているから機能的一体性が認められる。また，木造の

屋根つきの３メートルの廊下でつながっているから延焼可能性

があり，物理的一体性も認められる。 

よって，乙物置は，乙宅と一体であり，現住建造物といえる。

もっとも，乙物置は乙の消火活動により，ダンボールと洋服が

燃えただけであり，建造物には燃え移らなかった。 

そのため，建造物が独立して燃焼していない以上，「焼損」に

当たらず，未遂にとどまる。 

⑶ 以上より，現住建造物放火未遂罪が成立する。 
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３ 甲及び乙は保険会社への請求はしなかったが，放火はしているの

で，詐欺未遂罪（２４６条１項）が成立しないか。 

実行行為は法益侵害の現実的危険性を有する行為であるところ，

詐欺罪の保護法益は，個別財産であり，請求があって初めて，保険

金の給付を検討するので，放火行為だけでは，保険金が給付される

おそれはなく，実行行為には当たらない。 

よって，詐欺未遂罪（２４６条１項）は成立しない。 

４ 罪数 

甲には，他人所有非現住建造物放火罪（１０９条１項）と現住建造

物放火未遂罪（１０８条）が成立し，別個の法益侵害であるので併合

罪（４５条）となる。上記の罪は乙との共同正犯（６０条）となる。

第２ 乙の罪責 

１ 乙は，甲と甲宅及び乙宅への放火と保険金請求を共謀し，甲宅と

乙宅への放火を共同して実行している。 

よって，甲との間で，他人所有非現住建造物放火罪（１０９条１

項）と現住建造物放火未遂罪（１０８条）の共同正犯（６０条）が

成立する。 

２ もっとも，乙は，乙宅への放火において，消火行為を行っており，

未遂にとどまっているので，中止犯（４３条但書）が成立しないか。

中止犯の法的根拠は，責任減少と政策的理由にある。中止犯が成

立するには，「自己の意思により」「犯罪を中止した」ことが必要で

ある。 

「自己の意思により」とは，任意に中止したことを意味し，広義

の悔悟によることをいう。 

本件では，乙はＡや近所に迷惑をかけたくない，隣に燃え移った

ら危ないと思って中止しており，悔悟によるものといえる。 

よって，「自己の意思により」といえる。 

「犯罪を中止した」とは中止行為により，結果惹起の危険性を消

滅させたこと，及び，自己の中止行為により，危険が消滅すること

を認識していることをいう。 

本問では，乙らの発火装置により，乙物置や乙宅が燃える危険が

発生していたが，乙の消火活動により，ダンボールに燃え移ってい

た火は消し止められ，危険は消滅している。 

また，乙は消火により危険が消滅することを認識している。 

よって，「犯罪を中止した」といえる。 

以上より，乙には中止犯（４３条但書）が成立し，刑が必要的に

減免される。 

３ 罪数 

乙には甲との間で，他人所有非現住建造物放火罪（１０９条１項）

と現住建造物放火未遂罪（１０８条）の共同正犯（６０条）が成立し，

現住建造物放火未遂罪については，中止犯が成立し，併合罪（４５条）

となる。 

以 上
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論点リサーチ 統計結果 
 

  【刑法】 論述した 
ある程度 

論述した 

全く触れ

なかった 

放火罪， 

罪数 

放火罪の法的性質（抽象的危険犯），保護法益を踏

まえて，犯罪の成否・罪数を論じている 
54.4% 32.5% 10.5% 

甲宅への 

放火 

甲宅にはＢがいるため，現住建造物に当たることを

認定している 
79.8% 13.2% 5.3% 

 

甲宅にＸ発火装置を設置した行為は放火罪の実行

行為に当たることの指摘 
59.6% 22.8% 15.8% 

 
「焼損」の意義を示している 74.6% 14.9% 7.0% 

 

甲宅の床板 10 センチメートル四方燃え広がったこと

から，「焼損」したといえ，既遂に達することの指摘 
60.5% 15.8% 21.9% 

 

「人」（108 条）とは犯人以外の者を指すことを指摘し

ている 
42.1% 24.6% 30.7% 

 

保険が掛けられている場合，115 条が適用されて

「他人の物」となること 
57.0% 7.0% 33.3% 

 

甲乙はＢの存在を認識しておらず，主観的には他人

所有非現住建造物放火罪の構成要件に該当する

旨の指摘 

73.7% 16.7% 7.9% 

 

抽象的事実の錯誤の処理が問題となることを示し，

自分なりに規範を定立している 
69.3% 18.4% 10.5% 

 

行為態様は共通しており，現住性以外の点で侵害

法益も共通していることを認定している 
61.4% 18.4% 18.4% 

 

甲・乙間の事前共謀を問題文の事実から認定して

いる 
42.1% 30.7% 25.4% 

 

結論として，甲及び乙に非現住建造物放火罪が成

立するとしている 
65.8% 13.2% 19.3% 

乙宅への 

放火 

乙宅そのものではなく物置に放火しているため，物

置と乙宅との一体性が問題となることを指摘してい

る 

77.2% 13.2% 7.9% 

 

一体性の判断に際し，機能的一体性の意義及び考

慮要素とすべきかを論じていること 
56.1% 23.7% 18.4% 

 

物理的一体性，延焼可能性を規範として示し，あて

はめを行っている 
64.9% 26.3% 7.0% 

 

Ａが不在であるため，現住性が肯定できるか問題と

なることを指摘している 
69.3% 19.3% 8.8% 

 

現住性につき，最決平 9.10.21（従業員旅行中の放

火の事案）を意識して論じている 
43.0% 30.7% 24.6% 

 

Ｙ発火装置の設置が放火罪の実行行為に当たるこ

とを指摘している 
59.6% 23.7% 14.9% 

 

ダンボールと洋服が燃えただけであり，建造物には

燃え移らなかったため，未遂にとどまる旨指摘して

いる 

80.7% 10.5% 7.0% 
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甲・乙間の事前共謀を問題文の事実から認定して

いる 
43.0% 35.1% 19.3% 

 

結論として，現住建造物放火未遂罪が成立すること

を認定している 
81.6% 8.8% 7.9% 

 

保険会社への請求を行っていないため，詐欺未遂

罪は成立しないことを指摘している 
56.1% 14.9% 25.4% 

中止犯 

の成否 

乙の行為につき，中止犯の成否が問題となることを

示し，中止犯の法的性格を論じている 
69.3% 22.8% 5.3% 

 

「自己の意思により」の解釈・あてはめを論じ，結論

として任意性を肯定している 
59.6% 28.9% 8.8% 

 

「犯罪を中止した」の解釈・あてはめを論じ，結論とし

て中止行為を肯定している。 
51.8% 32.5% 11.4% 

 

中止犯の効果が甲にも及ばないかを問題とし，中止

犯の法的性格に立ち返って論じている 
50.0% 21.1% 26.3% 

罪数 ２つの放火罪が併合罪となることを示している 58.8% 17.5% 21.1% 

 

 

※「論点リサーチ」とは，論文式試験終了後にLECがWeb上にて受験生を対象に，各項目に

ついての論述の有無をリサーチしたものです。 

 

「ある程度論述した」とは，問題意識だけは示した場合，結論のみ記載した場合，本来

はもう少し論述したかったが時間やスペースの都合上やむなく短くまとめた場合，など

をいいます。 
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刑事 
訴訟法 

次の【事例】を読んで，後記〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。 

 

【事 例】 

平成２８年３月１日，Ｈ県Ｊ市内のＶ方が放火される事件が発生した。その際，Ｖ

方玄関内から火の手が上がるのを見た通行人Ｗは，その直前に男が慌てた様子でＶ方

玄関から出てきて走り去るのを目撃した。 

Ｖ方の実況見分により，放火にはウィスキー瓶にガソリンを入れた手製の火炎瓶が

使用されたこと，Ｖ方居間にあった美術品の彫刻１点が盗まれていることが判明した。 

捜査の過程で，平成２１年１月に住宅に侵入して美術品の彫刻を盗みウィスキー瓶

にガソリンを入れた手製の火炎瓶を使用して同住宅に放火したとの事件により，同年

４月に懲役６年の有罪判決を受けた前科（以下「本件前科」という。）を有する甲が，

平成２７年４月に服役を終え，Ｊ市に隣接するＨ県Ｋ市内に単身居住していることが

判明した。そこで，警察官が，甲の写真を含む多数の人物写真をＷに示したところ，

Ｗは，甲の写真を指し示し，「私が目撃したのはこの男に間違いありません。」と述べ

た。 

甲は，平成２８年３月２３日，Ｖ方に侵入して彫刻１点を盗みＶ方に放火した旨の

被疑事実（以下「本件被疑事実」という。）により逮捕され，同月２５日から同年４月

１３日まで勾留されたが，この間，一貫して本件被疑事実を否認し，他に甲が本件被

疑事実の犯人であることを示す証拠が発見されなかったことから，同月１３日，処分

保留で釈放された。 

警察官は，甲が釈放された後も捜査を続けていたところ，甲が，同年３月５日に，

Ｖ方で盗まれた彫刻１点を，Ｈ県から離れたＬ県内の古美術店に売却していたことが

判明した。 

①甲は，同年５月９日，本件被疑事実により逮捕され，同月１１日から勾留された。

間もなく甲は，自白に転じ，Ｖ方に侵入して，居間にあった彫刻１点を盗み，ウィス

キー瓶にガソリンを入れた手製の火炎瓶を玄関ホールの床板にたたきつけてＶ方に放

火した旨供述した。検察官は，同月２０日，甲を本件被疑事実と同旨の公訴事実によ

り公判請求した。 

公判前整理手続において，甲及びその弁護人は，「Ｖ方に侵入したことも放火したこ

ともない。彫刻は，甲が盗んだものではなく，友人から依頼されて売却したものであ

る。」旨主張した。 

そこで，検察官は，甲が前記公訴事実の犯人であることを立証するため，②本件前

科の内容が記載された判決書謄本の証拠調べを請求した。 

 

〔設問１〕 

①の逮捕及び勾留の適法性について論じなさい。 

 

〔設問２〕 

②の判決書謄本を甲が前記公訴事実の犯人であることを立証するために用いるこ

とが許されるかについて論じなさい。 
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解答のポイント 

１ 設問１について 

設問１では，逮捕・勾留の適法性の検討が求められている。特に問題となるのは，同一被疑事実で

の逮捕・勾留が先行しているため，いわゆる再逮捕・再勾留が許されるかという点である。適法性と

いう問い方であるため，一般的要件（逮捕の理由，逮捕の必要性など）の検討も必要であるように思

われるが，再逮捕・再勾留の可否の検討と実質的に重なる面があるため，参考答案では，後者に絞っ

て作成している。 

再逮捕の可否と再勾留の可否は，いずれも厳格な要件の下で許容するものの，後者については，勾

留期間の長さに鑑み，前者よりもさらに要件を厳格に解するという見解が一般的である。そのため，

答案構成としては，両者を分けて検討するのが妥当であると思われる。 

参考になる裁判例としては，東京地決昭和47年４月４日が挙げられる。同判決は，「先行の勾留期

間の長短，その期間中の捜査経過，身柄釈放後の事情変更の内容，事案の軽重，検察官の意図」とい

う考慮要素が挙げた上で，これらを考慮して，「社会通念上捜査機関に強制捜査を断念させることが

首肯し難く，また，身柄拘束の不当なむしかえしでないと認められる場合に限るとすべき」と判示し

ている。 

本問では，勾留期間は，20日という勾留延長を経た長期にわたるものであること，被害品である彫

刻を被疑者が美術店に売却したという，新証拠が発見されており，甲の嫌疑が高まっていること，ま

た，売却された美術店は被害があったＨ県から離れたＬ県内にあるものであり，従前の逮捕・勾留中

にこれを発見することは困難といえ，捜査経過の中に懈怠があったとはいえないこと，被疑事実が放

火という重大事件であること，釈放した理由は，証拠不十分というものであり，新たな証拠を発見し

たことから，再逮捕・再勾留に出ることは，何ら濫用的な意図があったとは評価できないと考えるこ

とができる。このように，事実を自己が定立した規範に適切にあてはめた上で，説得的に結論を導き

だすことが求められる。 

２ 設問２について 

設問２では，②の判決書謄本を甲が起訴された公訴事実の犯人であることを立証するために用いる

ことが許されるかが問われており，類似事実証拠排除法則が主な論点と考えられる。 

前提として，判決書謄本も伝聞証拠（320条）と考えられるため，証拠能力が否定されないか問題

となる。この点については，「その他公務員（……）がその職務上証明することができる事実につい

てその公務員の作成した書面」（323条１号）に当たる（大コンメ５巻Ⅰ322頁，条解[第４版]881頁）

ことから，伝聞例外として許容されることになる。 

次に，類似事実証拠排除法則の論点については，最判平成24年９月７日／Ｈ24重判〔５〕を意識し

て論じることが重要である。本問は同種前科の場合であるから自然的関連性を肯定し，法律的関連性

が問題になる。 

設問２の中心論点なので，類似事実証拠がなぜ排除されるのかについて，原則から丁寧に論じるべ

きである。その上で，犯人性が問題となっているので，上記平成24年判決のいう例外の規範を，前科

に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し，かつ，それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することが認

められれば，それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させることができ，実証的根拠

の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないことなどとして，論じていくことにな

るだろう。 

あてはめとしては，「顕著な特徴」と「相当程度類似」とに分けて考えてみると，本件前科と前記

公訴事実とは，同じＶ方に侵入して美術品の彫刻を盗み，ウイスキー瓶にガソリンを入れた手製の火

炎瓶を使用してＶ方を放火していることから，対象の住宅，窃盗の被害品，放火の方法が同じであり，

「相当程度類似」していることは認められるだろう。本問では，「顕著な特徴」といえるかどうかは

評価によって結論が分かれると思われるため，事実を摘示するだけでなく評価にも言及できることが

望ましいだろう。 
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解答例  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 設問１ 

１ 逮捕の適法性について 

⑴ 本問では，甲に対し，平成２８年３月２３日に同一の被疑事実で

逮捕がなされているため，再逮捕の可否が問題となる。 

⑵ この点，逮捕・勾留には，被疑者の身体の自由の保護の観点から，

厳格な期間制限が定められており（２０３条ないし２０８条），そ

の趣旨を没却しないよう，再逮捕・再勾留は原則として禁止される

ものと解される。もっとも，新たな身柄拘束の必要性が生じた場合

にまでかかる原則を貫くことは捜査の流動性からして現実的でな

い。また，逮捕については，再逮捕を前提とする規定が存在する（１

９９条３項，規則１４２条１項８号）。 

そこで，新証拠の発見等，事情変更により再逮捕の合理的必要性

が生じ，被疑事実の重大性，被疑者の不利益の程度等に照らして，

不当な蒸し返しにならないと評価される場合に限り，例外的に再逮

捕をなし得るものと解する。 

⑶ 本問では，甲の釈放後，Ｖ方で盗まれた彫刻１点を甲がＬ県内の

古美術展に売却していたことが判明しており，甲の嫌疑が高まって

いる。したがって，再逮捕をなす合理的必要性が存在する。 

また，被疑事実は，窃盗及び放火という重大事件であり，彫刻が

売却された美術店は，Ｈ県から離れたＬ県であり，先行逮捕勾留期

間中に発見できなかったことはやむをえなかったと評価できる。そ

うすると，本件再逮捕は，身柄拘束の不当な蒸し返しとは評価でき

ない。したがって，再逮捕は許容される。 

⑷ 以上より，①の逮捕は，適法である。 

２ 勾留の適法性について 

⑴ 本問で甲は，同年３月２５日から，４月１３日まで同一の被疑事

実で勾留されており，本件勾留は再勾留である。そこで，再勾留の

可否を検討する。 

⑵ 前述の通り，再勾留は原則として禁止され，加えて逮捕と異なり，

勾留については再勾留を前提とする規定は存在しない。これは，勾

留が身柄拘束期間の長い処分であり，身体の自由に対する配慮が強

く要請されるからと解される。もっとも，逮捕と同様，真実発見の

要請に照らし，再勾留を許容する必要性は存在する。 

そこで，再勾留の合理的必要性が存在し，不当な蒸し返しになら

ないと評価される場合には，再勾留が許容されるが，その要件は逮

捕よりも厳格に解する必要があるものと考える。 

⑶ これを本問についてみると，新たに判明した，美術店への売却は

同年３月５日に行われたものであり，犯行日時と密着している。か

かる短期間の間に，犯人から彫刻を譲り受けたとは考えがたいか

ら，本件新証拠は，甲の嫌疑を強く推認するものであり，再勾留の

必要性は高い。 

確かに，先行する勾留は，勾留延長を経た２０日間という長期間

にわたるものであり（２０８条参照），再勾留による甲の不利益は

大きい。しかし，放火という重大な被疑事実に関わるものであるこ
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とからすれば，再勾留もやむをえず，不当な蒸し返しとは評価でき

ないものと考える。 

⑷ 以上より，①の勾留は適法である。 

第２ 設問２ 

１ 検察官は，②の判決書謄本によって，甲が本件前科を有すること

を立証し，そこから，甲が前記公訴事実の犯人であること（以下「犯

人性」という。）を立証しようとしていると考えられる。 

２ まず，判決書謄本も「公判期日における供述に代」わる書面であ

るから，伝聞証拠に当たる（３２０条）。もっとも，「その他公務員

（……）がその職務上証明することができる事実についてその公務

員の作成した書面」（３２３条１号）に当たることから，伝聞例外

として許容される。 

３ 次に，関連性が認められるか検討する。本件前科は，住宅に侵入

して美術品を盗み放火したという事件であり，前記公訴事実と同種

前科である。同種前科は，犯人性との関係で必要最小限度の証明力

を有するため，自然的関連性は肯定できる。 

４ これに対し，同種前科は，通常，同種前科の存在によって悪性格

が推認され，その悪性格から主要事実を推認する不確かな推認過程

を経るから，事実認定を誤らせるおそれ，争点が拡散するおそれが

ある。したがって，原則として，同種前科は，法律的関連性が否定

される。 

もっとも，悪性格を介さない場合など，実証的根拠の乏しい人格

評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められると

きには，法律的関連性が肯定でき，証拠能力が認められるものと解

する。 

そして，犯人性を立証する場合には，前科に係る犯罪事実が顕著

な特徴を有し，かつ，それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似す

ることが認められれば，それ自体で両者の犯人が同一であることを

合理的に推認させることができ，実証的根拠の乏しい人格評価に

よって誤った事実認定に至るおそれがないと認められる。 

本問では，本件前科と前記公訴事実とは，同じＶ方に侵入して美

術品の彫刻を盗み，ウイスキー瓶にガソリンを入れた手製の火炎瓶

を使用してＶ方を放火していることから，対象の住宅，窃盗の被害

品，放火の方法が同じであり，相当程度類似しているといえる。 

本件前科は，たしかに，ウイスキー瓶にガソリンを入れた手製の

火炎瓶が使用されており，住宅に火を付ける方法としては，特徴が

ある。もっとも，そのような火炎瓶は一般人でも作成可能なもので

あり，それが別人によっても行われることが経験則上考えにくいと

いうまでの顕著な特徴とまではいえない。美術品の彫刻を盗むとい

う点を併せても，顕著な特徴とまではいえず，誤った事実認定に至

るおそれがないとはいえない。 

５ よって，②の判決書謄本は，法律的関連性が否定され，証拠能力

が認められないから，甲が前記公訴事実の犯人であることを立証す

るために用いることは許されない。          以 上
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論点リサーチ 統計結果 

 
 

  【刑事訴訟法】 論述した 
ある程度 

論述した 

全く触れ

なかった 

設問１ 
再逮捕・再勾留の可否が問題となることを指摘して

いること 
80.7% 12.3% 5.3% 

 

再逮捕・再勾留が原則として禁止されることを述べ

ていること 
72.8% 19.3% 6.1% 

 

再逮捕・再勾留禁止の趣旨として，厳格な身柄拘束

期間の制限を述べている 
71.1% 18.4% 8.8% 

 

身柄拘束期間の条文（203 条ないし 208 条）を摘示し

ている 
54.4% 26.3% 17.5% 

 

再逮捕・再勾留を認める必要性があることを述べて

いる 
71.9% 17.5% 8.8% 

 

再逮捕を前提とする規定（法 199 条３項，規則 142

条１項８号）を摘示している 
62.3% 21.9% 14.0% 

 

再勾留については規定が存在しないことを指摘して

いる 
37.7% 8.8% 50.9% 

 

再逮捕よりも再勾留の方が認められる要件が厳格

となることを示している 
26.3% 14.9% 56.1% 

 

再逮捕・再勾留が許される場合として，身体拘束の

不当な蒸し返しとならないかという規範を定立してい

る 

57.9% 19.3% 19.3% 

 

考慮要素として先行の勾留期間の長短，期間中の

捜査経過，身柄釈放後の事情変更の内容，事案の

軽重，検察官の意図を示している 

21.9% 39.5% 36.0% 

 

先に 20 日という勾留延長を経た長期の身柄拘束を

経ている事実を摘示・評価している 
24.6% 15.8% 56.1% 

 

釈放後に被害品である彫刻を被疑者が美術店に売

却したという新証拠が発見されたという事実を摘示・

評価している 

74.6% 18.4% 4.4% 

 

売却された美術店は，Ｈ県から離れたＬ県内にあり，

従前の逮捕・勾留中の発見することが困難であった

ことの指摘 

18.4% 16.7% 62.3% 

 

被疑事実が放火という重大事件であることを指摘し

ている 
38.6% 21.1% 37.7% 

 

検察官に何ら濫用的な意図がないことを指摘してい

る 
14.9% 12.3% 70.2% 

設問２ 
判決書謄本が伝聞証拠（320 条１項）に該当すること

を指摘している 
33.3% 13.2% 50.9% 

 

判決書謄本は，323 条１号書面として証拠能力が認

められることを指摘している 
21.1% 11.4% 64.0% 

 

同種前科を証拠とすることの可否が問題となること

を指摘している 
76.3% 12.3% 8.8% 
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自然的関連性（要証事実に対する必要最小限度の

証明力）が認められることを指摘している 
49.1% 12.3% 37.7% 

 

法律的関連性が原則として否定されることを指摘し

ている 
65.8% 13.2% 20.2% 

 

法律的関連性が原則として否定される理由を述べて

いる 
64.0% 14.0% 20.2% 

 

前科に係る犯罪事実が顕著な特徴といえるかどうか

を規範として示している 
70.2% 16.7% 12.3% 

 

前科に係る犯罪事実が起訴に係る犯罪事実と相当

程度類似するかを規範として示している 
58.8% 22.8% 17.5% 

 

実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実

認定に至るおそれがあるかという視点を意識して論

じている 

50.0% 24.6% 23.7% 

 

ウイスキー瓶にガソリンを入れた手製の火炎瓶を使

用した放火という方法を摘示・評価している 
67.5% 20.2% 10.5% 

 

美術品を盗んでいる点が共通であることを摘示・評

価している 
57.0% 21.9% 20.2% 

 同一宅であることを摘示・評価している 12.3% 7.9% 77.2% 

 

最判平 24.9.7（窃盗＋放火），最決平 25.2.20（色情盗

＋放火）との事案の比較を意識して論じている 
8.8% 17.5% 71.1% 

 

 

※「論点リサーチ」とは，論文式試験終了後にLECがWeb上にて受験生を対象に，各項目に

ついての論述の有無をリサーチしたものです。 

 

「ある程度論述した」とは，問題意識だけは示した場合，結論のみ記載した場合，本来

はもう少し論述したかったが時間やスペースの都合上やむなく短くまとめた場合，など

をいいます。 
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民 事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

司法試験予備試験用法文を適宜参照して，以下の各設問に答えなさい。 

 

〔設問１〕 

弁護士Ｐは，Ｘから次のような相談を受けた。 

 

【Ｘの相談内容】 

「私は，自宅を建築するために，平成２７年６月１日，甲土地の所有者であった

Ａから，売買代金１０００万円で甲土地を買い受け（以下「本件第１売買契約」と

いう。），同月３０日に売買代金を支払い，売買代金の支払と引換えに私宛てに所有

権移転登記をすることを合意しました。 

私は，平成２７年６月３０日，売買代金１０００万円を持参してＡと会い，Ａに

対して甲土地の所有権移転登記を求めましたが，Ａから，登記識別情報通知書を紛

失したので，もうしばらく所有権移転登記を待ってほしい，事業資金が必要で，必

ず登記をするので先にお金を払ってほしいと懇願されました。Ａは，大学時代の先

輩で，私の結婚に際し仲人をしてくれるなど，長年お世話になっていたので，Ａの

言うことを信じ，登記識別情報通知書が見つかり次第，所有権移転登記をすること

を確約してもらい，代金を支払いました。しかし，その後，Ａからの連絡はありま

せんでした。 

ところが，平成２７年８月上旬頃から，Ｙが私に無断で甲土地全体を占有し始め，

現在も占有しています。 

私は，平成２７年９月１日，Ｙが甲土地を占有していることを確認した上で，Ｙ

に対してすぐに甲土地を明け渡すよう求めました。これに対して，Ｙは，Ａが甲土

地の所有者であったこと，自分が甲土地を占有していることは認めましたが，Ａか

ら甲土地を買い受けて所有権移転登記を経由したので，自分が甲土地の所有者であ

るとして，甲土地の明渡しを拒否し，私に対して甲土地の買取りを求めてきました。 

甲土地の所有者は私ですので，Ｙに対し，甲土地について，所有権移転登記と明

渡しを求めたいと考えています。」 

 

弁護士Ｐは，【Ｘの相談内容】を受けて甲土地の登記事項証明書を取り寄せたとこ

ろ，平成２７年８月１日付け売買を原因とするＡからＹへの所有権移転登記（詳細省

略）がされていることが判明した。弁護士Ｐは，【Ｘの相談内容】を前提に，Ｘの訴訟

代理人として，Ｙに対し，所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請

求権及び所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権を訴訟物として，甲土地

について所有権移転登記及び甲土地の明渡しを求める訴訟（以下「本件訴訟」という。）

を提起することにした。 

 

以上を前提に，以下の問いに答えなさい。 

(1) 弁護士Ｐは，本件訴訟に先立って，Ｙに対し，甲土地の登記名義の変更，新たな

権利の設定及び甲土地の占有移転などの行為に備え，事前に講じておくべき法的手

段を検討することとした。弁護士Ｐが採るべき法的手段を２つ挙げ，そのように考

えた理由について，それらの法的手段を講じない場合に生じる問題にも言及しなが

ら説明しなさい。 

(2) 弁護士Ｐが，本件訴訟の訴状（以下「本件訴状」という。）において記載すべき請

求の趣旨（民事訴訟法第１３３条第２項第２号）を記載しなさい（附帯請求及び付
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民 事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

随的申立てを考慮する必要はない。）。 

(3) 弁護士Ｐは，本件訴状において，甲土地の明渡請求を理由づける事実（民事訴訟

規則第５３条第１項）として，次の各事実を主張した。 

ア Ａは，平成２７年６月１日当時，甲土地を所有していた。 

イ 〔                              〕 

ウ 〔                              〕 

 

上記イ及びウに入る具体的事実を，それぞれ答えなさい。 

 

〔設問２〕 

弁護士Ｑは，本件訴状の送達を受けたＹから次のような相談を受けた。 

 

【Ｙの相談内容】 

「Ａは，私の知人です。Ａは，平成２７年７月上旬頃，事業資金が必要なので甲

土地を５００万円で買わないかと私に持ちかけてきました。私は，同年８月１日，

Ａから甲土地を代金５００万円で買い受け（以下「本件第２売買契約」という。），

売買代金を支払って所有権移転登記を経由し，甲土地を資材置場として使用してい

ます。したがって，甲土地の所有者は私です。」 

 

上記【Ｙの相談内容】を前提に，以下の問いに答えなさい。 

弁護士Ｑは，本件訴訟における答弁書（以下「本件答弁書」という。）を作成する

に当たり，抗弁となり得る法的主張を検討した。弁護士ＱがＹの訴訟代理人として

主張すべき抗弁の内容（当該抗弁を構成する具体的事実を記載する必要はない。）を

述べるとともに，それが抗弁となる理由について説明しなさい。 

 

〔設問３〕 

本件答弁書を受け取った弁護士Ｐは，Ｘに事実関係を確認した。Ｘの相談内容は以

下のとおりである。 

 

【Ｘの相談内容】 

「Ｙは，既に甲土地について所有権移転登記を経由しており，自分が甲土地の所

有者であるとして，平成２７年９月１日，甲土地を２０００万円で買い取るよう求

めてきました。Ｙは，事情を知りながら，甲土地を私に高値で買い取らせる目的で，

本件第２売買契約をして所有権移転登記をしたことに間違いありません。このよう

なＹが甲土地の所有権を取得したことを認めることはできません。」 

 

上記【Ｘの相談内容】を前提に，弁護士Ｐは，再抗弁として，以下の事実を記載し

た準備書面を作成して提出した。 

エ 〔                              〕 

オ Ｙは，本件第２売買契約の際，Ｘに対して甲土地を高値で買い取らせる目的を

有していた。 

 

以上を前提に，以下の問いに答えなさい。 

上記エに入る具体的事実を答え，そのように考えた理由を説明しなさい。 
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〔設問４〕 

第１回口頭弁論期日において，本件訴状と本件答弁書が陳述され，第１回弁論準備

手続期日において，弁護士Ｐ及び弁護士Ｑがそれぞれ作成した準備書面が提出され，

弁護士Ｑは，〔設問３〕のエ及びオの各事実を否認し，弁護士Ｐは，以下の念書（斜体

部分は全て手書きである。以下「本件念書」という。）を提出し，証拠として取り調べ

られた。なお，弁護士Ｑは，本件念書の成立の真正を認めた。 

その後，２回の弁論準備手続期日を経た後，第２回口頭弁論期日において，本人尋

問が実施され，Ｘは，下記【Ｘの供述内容】のとおり，Ｙは，下記【Ｙの供述内容】

のとおり，それぞれ供述した（なお，Ａの証人尋問は実施されていない。）。 

 

 

 

 念書 

Ａ殿 

 

今般，貴殿より甲土地を買い受けましたが，売却して利益が生じ

たときにはその３割を謝礼としてお渡しします。 

 平成２７年８月１日 

 Ｙ Ｙ印 

 

 

【Ｘの供述内容】 

「Ｙは，建築業者で，今でも甲土地を占有し，資材置場として使用しているよう

ですが，置かれている資材は大した分量ではなく，それ以外に運搬用のトラックが

２台止まっているにすぎません。 

不動産業者に確認したところ，平成２７年７月当時の甲土地の時価は，１０００

万円程度とのことでした。 

私は，平成２７年９月１日，Ｙ宅を訪れて，甲土地の明渡しを求めたところ，Ｙ

はこれを拒絶して，逆に私に２０００万円で甲土地を買い取るよう求めてきました

が，私は納得できませんでしたので，その場でＹの要求を拒絶しました。 

その後，私は，Ａに対し，Ｙとのやりとりを説明して，Ａが本件第２売買契約を

して，甲土地をＹに引き渡したことについて苦情を述べました。すると，Ａは，私

に対して謝罪し，『事業資金が必要だったので，やむなくＹに甲土地を売却してし

まった。その際，既にＸに甲土地を売却していることをＹに対して説明したが，Ｙ

はそれでも構わないと言っていた。Ｙから，代金５００万円は安いが，甲土地を高

く売却できたら謝礼をあげると言われたので，Ｙにその内容の書面を作成しても

らった。』と事情を説明して，私に本件念書を渡してくれました。ただ，それ以降，

Ａとは連絡が取れなくなりました。」 

 

【Ｙの供述内容】 

「私は，建築業者で，現在，甲土地を資材置場として使用しています。本件第２

売買契約に際して不動産業者に確認したところ，当時の甲土地の時価は，１０００

万円程度とのことでした。 

私は，平成２７年９月１日，Ｘが自宅を訪れた際，甲土地を２０００万円で買い
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民 事

取るよう求めたことはありません。Ｘと話し合って，Ｘが希望する価格で買い取っ

てもらえればと思って話をしただけで，例えば２０００万円くらいではどうかと話

したことはありますが，最終的にＸとの間で折り合いがつきませんでした。 

Ａは，本件第２売買契約をした時，甲土地を高く転売できたときには謝礼がほし

いと言うので，本件念書を作成してＡに渡しました。その際，ＡがＸに甲土地を売

却していたという話は聞いていません。」 

以上を前提に，以下の問いに答えなさい。 

弁護士Ｐは，本件訴訟の第３回口頭弁論期日までに，準備書面を提出することを

予定している。その準備書面において，弁護士Ｐは，前記【Ｘの供述内容】及び【Ｙ

の供述内容】と同内容のＸＹの本人尋問における供述並びに本件念書に基づいて，

〔設問３〕の再抗弁について，オの事実（「Ｙは，本件第２売買契約の際，Ｘに対し

て甲土地を高値で買い取らせる目的を有していた。」）が認められること（Ｙに有利

な事実に対する反論も含む。）を中心に，〔設問３〕の再抗弁についての主張を展開

したいと考えている。弁護士Ｐにおいて，上記準備書面に記載すべき内容を答案用

紙１頁程度の分量で記載しなさい。 

解答のポイント 

１ 出題形式について 

今年の問題の大きな特徴として，⑴法曹倫理の出題がなされなかったこと，⑵民事保全法の出題が

なされたこと，⑶各設問の配点割合が明示されなかったことが挙げられる。 

２ 設問１⑴について 

Ｐが，甲土地の登記名義の変更，新たな権利の設定に備え事前に講じておくべき法的手段は，処分

禁止の仮処分の申立て（民保23条１項，53条１項）になる。また，甲土地の占有移転などの行為に備

え，事前に講じておくべき法的手段は，占有移転禁止の仮処分の申立て（民保25条の２第１項かっこ

書き，62条１項）になる。前者は，被保全請求権が不動産に関する権利についての登記請求権である

こと，後者は，被保全請求権が物の引渡し又は明渡しを求める権利であることから特定することがで

きる。 

前者の理由としては，民事訴訟が当事者恒定主義をとっていないため，第三者が権利取得したり，

処分制限の登記をしてきた場合に備える必要があることを説明すべきである。すなわち，処分禁止の

登記がなされた後に，第三者が権利取得したり，処分制限の登記をしても，第三者は仮処分債権者に

対抗することができず（民保58条１項），その結果，仮処分債権者は，処分禁止の登記に後れる第三

者の登記について，単独で，かつ第三者に対する債務名義を取得することなく抹消することができる

（民保58条２項）という利点があることを述べればよいだろう。 

後者の理由としては，口頭弁論終結前に第三者が占有を承継した場合及び口頭弁論終結前後を問わ

ず，被告からの承継によらずに第三者が占有を取得した場合には，訴訟引受け（民訴50条）や新訴提

起をしなければ強制執行できないが，この負担が大きいため，占有移転禁止の仮処分によって，当事

者恒定効力を認める必要があることを述べればよいだろう。 

３ 設問１⑵について 

⑴ 所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権（真正な登記名義の回復を原因と

する場合）については，請求の趣旨は，「Ｙは，Ｘに対し，甲土地について，真正な登記名義の回

復を原因とする所有権移転登記手続をせよ。」となる。登記原因の記載が請求の趣旨に必要である

ことは，昨年も問われている。 

⑵ 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権については，請求の趣旨は，「Ｙは，Ｘに対

し，甲土地を明け渡せ。」となる。 



ＬＥＣ・平成２８年予備試験論文問題解析講座・民事実務 

ＬＥＣ東京リーガルマインド                           無断複製・頒布を禁じます 18

４ 設問１⑶について 

訴訟物が所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権であるため，Ｘ所有，Ｙ占有を主張す

る必要がある。Ａが甲土地の所有者であったことに争いがないため，Ａもと所有，ＡからＸまでの所

有権取得原因事実，Ｙ占有が請求原因となる。本件では，アでＡもと所有の事実があらわれている。

そのため，イにはＡＸ間の甲土地の売買契約が締結されたこと，ウにはＹ占有の事実を記載すること

になる。イについては，売買契約は，通常，契約の当事者，締結日，目的物，代金額等によって特定

されることから（新問研４頁），これらを記載すればよいであろう。 

ウの記載においては，①占有しているという摘示で足りること，②物権的請求権の内容からすると，

占有の基準時は現在（現占有説）であることの２点の理解を踏まえて記載すればよいであろう。 

５ 設問２について 

⑴ Ｑが主張すべき抗弁の内容は，対抗要件具備による所有権喪失の抗弁である。 

⑵ 抗弁とは，請求原因と両立し，かつ，請求原因が存在することによる権利の発生を障害し，これ

を消滅させ，又は権利の行使を阻止する法律要件に該当する事実の主張をいう（新問研21頁）。 

本問のように，もとの所有者ＡからＸ，Ｙの二人がそれぞれ譲渡を受けたという二重譲渡の事案

では，所有権移転登記を具備した譲受人が確定的に所有権を取得することができる。そのため，Ｙ

が，甲土地をＡから買い受け，この売買契約に基づき所有権移転登記も備えたことを主張した場合

には，Ｙが所有者Ａから確定的に甲土地の所有権を取得したことになり，その結果，Ｘが所有者で

あるように見えていた地位を失ったといえる。これは，請求原因と両立し，かつ，請求原因が存在

することによるＸ所有の効果を消滅させるものであるから，抗弁に当たることになる。 

６ 設問３について 

問われている再抗弁は，背信的悪意の再抗弁になる。なぜなら，Ｙが背信的悪意者であれば，「第

三者」（民法177条）に当たらず，ＸはＹの登記具備によっても所有権を喪失しない，すなわち，抗弁

の効果を消滅させ，請求原因の効果を復活させる主張になるからである。 

背信的悪意の抗弁の要件事実は，①相手方の悪意と②背信性の評価根拠事実である。②に対応する

ものがオに記載されているため，①に対応する部分をエに記載することになる。基準時がいつかを忘

れずに記載すればよいであろう。 

７ 設問４について 

再抗弁に絞って論じることが求められているので，Ｘとしては，背信性の評価根拠事実を主張し，

結論として，Ｙが背信的悪意者であると認められるように準備書面を構成する必要がある。 

準備書面の主張，事実認定の問題で重要な点は，両当事者間に争いのない事実，成立の真正が認め

られた書証，相手方が認めている自己に不利益な事実を軸に論じるということである。逆にいうと，

ＸとＹの供述内容が食い違っている点につき，一方的にＸの供述内容を取り上げて論じても，説得力

のある準備書面とはならない。 

問題文に提示されているＹが成立の真正を認めた本件念書の内容，Ｙ自身が認めた「2000万円くら

いではどうかと話したこと」，ＡＸ売買の直後にＹがＡから500万円で甲土地を買い受けた事実などを

適切に評価して論じられれば十分であろう。 

Ｙに有利な事実としては，甲土地を資材置場として使用していた事実を挙げることができるが，こ

れは，置かれている資材が大した分量ではなく，それ以外に運搬用のトラック２台が止まっていたに

すぎないと反論すればよいだろう。 
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解答例  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 設問１⑴ 

１ 甲土地の登記名義の変更，新たな権利の設定に備え，事前に講

ずべき手段は，処分禁止の仮処分の申立てである（民事保全法（以

下「民保」という。）２３条１項，５３条１項）。 

民事訴訟では，当事者恒定主義がとられていないため，第三者

が権利取得したり，処分制限の登記をする可能性がある。処分禁

止の登記をすれば，その後に第三者が権利取得・処分制限の登記

をしても，第三者は仮処分債権者に対して対抗することができず

（民保５８条１項），仮処分債権者は，処分禁止の登記に後れる

第三者の登記について，第三者に対する債務名義を取得すること

なく抹消することができるという利点がある（民保５８条２項）。

それゆえ，処分禁止の仮処分の申立てを行う必要がある。 

２ 甲土地の占有移転などの行為に備え，事前に講じておくべき手

段は，占有移転禁止の仮処分（民保２５条の２第１項かっこ書，

６２条１項）の申立てである。 

口頭弁論終結前に第三者が占有を承継した場合及び被告から

の承継によらずに第三者が占有を取得した場合，第三者に対して

は新訴提起もしくは訴訟引受け（民事訴訟法５０条）をしなけれ

ば，強制執行をすることができない。しかし，占有移転に注意を

払うのは困難であるし，新訴提起は費用・時間の面で訴訟経済に

反する。そのため，占有関係を固定し，本案判決の執行の完遂を

期するために占有移転禁止の仮処分の申立てを行う必要がある。

第２ 設問１⑵ 

１ Ｙは，Ｘに対し，甲土地について，真正な登記名義の回復を原

因とする所有権移転登記手続をせよ。 

２ Ｙは，Ｘに対し，甲土地を明け渡せ。 

第３ 設問１⑶ 

イ Ａは，Ｘに対し，平成２７年６月１日，甲土地を代金１０００

万円で売った。 

ウ Ｙは，甲土地を占有している。 

第４ 設問２について 

１ Ｙが主張すべき抗弁の内容は，対抗要件具備による所有権喪失

の抗弁である。 

２ それが抗弁となる理由 

抗弁とは，請求原因と両立し，かつ，請求原因が存在すること

による権利（法律効果）の発生を障害し，これを消滅させ，又は

権利の行使を阻止する法律要件に該当する事実の主張である。 

もとの所有者から，Ｘ，Ｙの二人がそれぞれ譲渡を受けたとい

う二重譲渡の事案では，対抗要件たる所有権移転登記を具備した

譲受人が確定的に所有権を取得することになる。 

第１譲受人Ｘがもとの所有者Ａから甲土地を買い受けたこと

により所有権を取得したと主張する場合，第２譲受人Ｙは，自己

が民法１７７条の「第三者」であること及び対抗要件を具備した

ことを主張することにより，確定的に所有権を取得し，これによ
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り，第１譲受人Ｘが所有者であるように見えていた地位を失った

と見ることができる。 

したがって，対抗要件具備による所有権喪失の主張は，請求原

因と両立し，請求原因が存在することによるＸ所有の効果を消滅

させるものであるから，抗弁となるのである。 

第５ 設問３ 

１ 再抗弁エに入る具体的事実 

Ｙは，本件第２売買契約の際，請求原因イの売買を知っていた。

２ 上記のように考えた理由 

⑴ Ｘの相談内容を前提として主張する再抗弁は，背信的悪意の

再抗弁である。なぜなら，Ｙがいわゆる背信的悪意者であれば

「第三者」（民法１７７条）に当たらず，ＸはＹに対し甲土地

の所有権の取得を登記なくして対抗することができるため，実

体法上，Ｙの登記具備によってもＸは所有権を喪失しないから

である。このように，上記主張は，対抗要件具備による所有権

喪失の抗弁事実と両立し，当該抗弁により生じた所有権喪失と

いう効果を消滅させる事実の主張であるから，再抗弁となる。

⑵ 背信的悪意の再抗弁において主張すべき事実は，①相手方の

悪意，②背信性の評価根拠事実である。本件では，再抗弁オの

事実が上記②にあたるから，同エには上記①に該当する具体的

事実が入る。 

⑶ したがって，再抗弁エには上記の具体的事実が入る。 

第６ 設問４ 

本件念書から，Ｙが当時甲土地を転売することもあり得ると考え

ていたことが認められる。この点，Ｙは，本件念書はＡの謝礼がほ

しいとの依頼に基づき作成したものと主張する。しかし，Ｘの供述

から認められるＡの説明からすれば，Ｙが高く売却できたら謝礼を

あげると言ったことが本件念書作成の経緯であったと認められる。

確かに，Ｙは，甲土地を資材置場として使用しているから，甲土

地を買い受けた目的は，この点にあったとも思える。しかし，資材

置場として使用しているといっても，置かれている資材は大した分

量ではなく，それ以外に運搬用トラックが２台止まっているにすぎ

ない。Ｙは当初から甲土地を売却する意図であったからこそ，甲土

地を収去の容易な資材置場としてのみ使用し，また，Ｘとはじめて

会った９月１日にＸに甲土地の買い取りを求めたのである。 

さらに，Ｙが「例えば」として提示した金額が２０００万円とい

う時価の２倍であったこと，本件第２売買契約の代金額が５００万

円と時価の半額であったことからすれば，Ｙは当初から甲土地を高

値で売却する意図であったことが認められる。 

これに加え，Ａの説明からすると，Ｙは本件第１売買契約の存在

を知っていたと認められる。そうだとすれば，Ｙは，当初より，自

宅を建築するために甲土地を買い受け，これを是非とも手に入れた

いと考えていたＸを売却の相手方として考えていたと認められる。

したがって，再抗弁オの事実が認められる。     以 上 
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論点リサーチ 統計結果 

 
 

  【民事実務基礎】 論述した
ある程度 

論述した 

全く触れ

なかった 

設問１(1) 

甲土地の登記名義の変更，新たな権利の設定に備

えて講じるべき手段として，処分禁止の仮処分の申

立てを指摘している 

64.9% 21.9% 11.4% 

 

処分禁止の仮処分の条文として，民保 23 条１項，53

条１項などを指摘している 
57.9% 28.1% 12.3% 

 

民事訴訟法が当事者恒定主義をとっていないことを

指摘している 
9.6% 12.3% 76.3% 

 

民保 58 条の規定などを示し，処分禁止の仮処分を

行う理由・実益を適切に論じている 
25.4% 36.8% 35.1% 

 

甲土地の占有移転に備えて講じるべき手段として，

占有移転禁止の仮処分の申立てを指摘している 
62.3% 21.1% 14.0% 

 

占有移転禁止の仮処分の条文として，民保 25 条の

２第１項かっこ書や 62 条１項などを指摘している 
33.3% 28.9% 35.1% 

 

占有の承継がなされると新訴提起や訴訟引受けの

負担が生じることを指摘している 
33.3% 30.7% 34.2% 

 

上記負担を回避するために当事者を恒定する必要

があることを論じている 
16.7% 31.6% 50.0% 

設問１(2) 
所有権移転登記請求権につき，請求の趣旨に真正

な登記名義の回復という登記原因を記載している 
36.8% 13.2% 47.4% 

 

土地明渡請求権につき，請求の趣旨を「Ｙは，Ｘに対

し，甲土地を明け渡せ。」と記載している 
79.8% 12.3% 6.1% 

設問１(3) 
Ｘ所有，Ｙ占有を基礎付ける必要があることを理解し

ている 
73.7% 18.4% 6.1% 

 

ＡＸ売買の主張として，当事者，日時，目的物，売買

代金などを記載している 
68.4% 24.6% 5.3% 

 

相手方の占有は現占有であるの理解をもとに，「Ｙ

は，甲土地を占有している。」と記載している 
75.4% 16.7% 6.1% 

設問２ 
Ｙが主張すべき抗弁は，対抗要件具備による所有権

喪失の抗弁であることを理解している 
78.1% 15.8% 4.4% 

 
抗弁の意義を適切に示している 59.6% 26.3% 10.5% 

 

二重譲渡において，民法 177 条，不確定物権変動

説，対抗要件を備えた方が確定的に所有権を取得

することを理解している 

66.7% 21.9% 8.8% 

 

請求原因と両立し請求原因の効果を消滅させる事

実であるため，抗弁に当たることを説明している 
57.9% 27.2% 13.2% 

設問３ 
再抗弁エに入る事実として，相手方の悪意が必要と

なることを指摘している 
69.3% 14.0% 14.9% 

 
再抗弁の意義を適切に示している 37.7% 28.9% 30.7% 
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背信的悪意者は民法 177 条の「第三者」に当たらな

いため，登記なくして対抗できることを理解している 
64.0% 25.4% 8.8% 

 

背信的悪意の再抗弁は，①相手方の悪意，②背信

性の評価根拠事実からなることを理解している 
60.5% 25.4% 11.4% 

設問４ 
当事者に争いのない事実，物証から論じることを意

識している 
21.9% 33.3% 42.1% 

 
念書の内容を分析・評価して，背信性が認められる

ことを説得的に論じている 
47.4% 40.4% 8.8% 

 

Ｙが，Ｘに対し甲土地の買取りを２０００万円でどうか

と提示したことを摘示・評価して背信性が認められる

ことを論じている 

58.8% 31.6% 7.9% 

 

ＹがＡから時価の半額で，ＡＸ売買の直後に買い受

けたことを摘示・評価して背信性が認められることを

論じている 

46.5% 33.3% 17.5% 

 

Ｙが甲土地を資材置場として使用していたこと，それ

に対するＸの反論を適切に論じている 
53.5% 28.9% 15.8% 

 

 

※「論点リサーチ」とは，論文式試験終了後にLECがWeb上にて受験生を対象に，各項目に

ついての論述の有無をリサーチしたものです。 

 

「ある程度論述した」とは，問題意識だけは示した場合，結論のみ記載した場合，本来

はもう少し論述したかったが時間やスペースの都合上やむなく短くまとめた場合，など

をいいます。 
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次の【事例】を読んで，後記〔設問〕に答えなさい。 

 

【事 例】 

１ Ａ（男性，３２歳，暴力団甲組組員）は，平成２８年２月１２日，Ｖ（男性，４

０歳，暴力団乙組幹部組員）を被害者とする殺人未遂罪の被疑事実で逮捕され，同

月１４日から勾留された後，同年３月４日にＩ地方裁判所に同罪で公判請求された。 

上記公判請求に係る起訴状の公訴事実には「被告人は，平成２７年１１月１日午

後２時頃，Ｈ県Ｉ市Ｊ町１丁目１番３号に所在する暴力団乙組事務所前路上におい

て，同事務所玄関ドア前に立っていたＶに対し，殺意をもって，持っていた回転弾

倉式拳銃で弾丸３発を発射したが，いずれも命中しなかったため，同人を殺害する

に至らなかった。」旨記載されている。 

２ 公判請求までに収集された主な証拠とその概要は次のとおりであった。 

証拠① Ｖの検察官調書 

「私は，平成２７年１１月１日午後２時頃，配下のＷを連れて乙組事務所

から出掛けることとした。Ｗが先に玄関ドアから外に出たので，私が少し遅

れて玄関ドアから外に出て，歩き出そうとした瞬間，私の左側に立っていた

Ｗが私の上半身を両腕で抱え，Ｗの方に引っ張ったので，私は，Ｗ共々左側

に倒れ込んだ。倒れ込むと同時に，拳銃の発射音が何発か聞こえた。玄関ド

アの南側正面には道路に面した門扉があるが，私は，玄関ドアから出て倒れ

るまで，門扉の方を見ていなかったし，倒れた後には，門扉の向こう側には

誰もいなかった。私の身長は１８０センチメートルである。」 

証拠② Ｗ（男性，２５歳，暴力団乙組組員）の検察官調書 

「私は，平成２７年１１月１日午後２時頃，私が先に乙組事務所の玄関ド

アから外に出て，左手の隅によけ，Ｖが出てくるのを待っていた。しばらく

してＶが玄関ドアから出てきたが，ふと玄関ドアの南側正面にある門扉の方

を見ると，門扉の向こう側の右側からマスクをした男が走り出てきて，門扉

の正面で止まり，拳銃を両手で持って，玄関ドア前に立っていたＶに銃口を

向けて構えた。私は，Ｖが撃たれると思い，とっさにＶの上半身に抱き付き，

私の方に引き倒すように引っ張った。私とＶが倒れるのと前後して，『死ね。』

という男の声と同時に，拳銃の発射音が複数回した。倒れてから門扉の方を

見たが，既に誰もいなかった。拳銃を撃った男が誰かは分からない。」 

証拠③ 実況見分調書（平成２７年１１月１日付け，立会人Ｗ） 

「本件現場は，Ｈ県Ｉ市Ｊ町１丁目１番３号に所在する暴力団乙組事務所

（以下「事務所」という。）玄関ドア付近である。事務所は３階建てのビルで

あり，南側に玄関ドアがある。事務所の敷地の周囲には高さ約２．５メート

ルの塀があるが，南側には塀に設置された門扉があり，門扉の高さは約１．

３メートルである。事務所敷地南側は道路に面しており，門扉の正面の路上

に立つと，事務所玄関ドアが門扉越しに遮る物なく北方向正面に見える。門

扉と玄関ドアとの距離は，約３メートルである。玄関ドアは防弾仕様であり，

玄関ドアの中央（玄関ドア東端から西方へ約１メートルから約１．３メート

ル，玄関ドア下端から上方へ約１．３メートルから約１．４メートルの範囲）

に，弾丸３個がめり込んでいた。Ｗは，㋐『私がＶに抱き付く前に，Ｖはこ

の位置に立っており，私はこの位置に立っていた。』と言って，玄関ドア前に

Ｖ役の警察官Ｙ（身長１８０センチメートル）を立たせ，自らは玄関ドア前
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の脇に立ったので，それぞれの位置を計測したところ，Ｖ役Ｙの位置は，玄

関ドアから南側に約５０センチメートル，門扉から約２．５メートルの玄関

ドア正面であり，門扉の南側路上から見ると，弾丸の玄関ドア着弾位置はＹ

の胸部の後方となった。Ｗの位置は，玄関ドア東端から東方へ約３０センチ

メートル，事務所建物壁から南方へ約１メートルの位置であった。Ｗは，㋑

『犯人は，門扉の外の路上に立ち，拳銃を玄関ドア方向に向けて真っすぐ構

えていた。』と言ったので，Ｗが犯人と同じくらいの身長の者として選んだ犯

人役の警察官Ｚ（身長１７５センチメートル）を，Ｗの説明どおりに門扉の

南側路上に立たせ，模擬拳銃を玄関ドア方向に真っすぐ構えさせたところ，

犯人役Ｚの立ち位置は，門扉の中央正面（門扉東端から西方へ約１メートル，

門扉から南方へ約１メートルの位置）であり，銃口は門扉の上端から約１０

センチメートル上方であり，銃口から玄関ドアまでは約３メートルであっ

た。」 

証拠④ 弾丸３個 

証拠⑤ 捜査報告書 

「暴力団乙組事務所玄関ドア東側付近に設置されていた防犯カメラの平成

２７年１１月１日午後２時頃の映像は，次のとおりである。午後１時５７分

頃，Ｗが事務所玄関ドアから出て，同ドアの東側脇に立つ。午後２時頃，Ｖ

が同ドアから出て，同ドア前に立った後，ＷがＶを抱えるようにして東側に

倒れ込み，その直後，高速度で物体が玄関ドアに当たり，玄関ドア表面から

煙かほこりのようなものが立ち上るとともに，映像が激しく乱れた。なお，

同カメラの映像は，玄関ドア周辺しか撮影されていない。」 

証拠⑥ Ｂ（男性，２０歳，青果店手伝い）の検察官調書 

「私は，平成２７年１１月１日当時，甲組の組員見習として同組組員であ

るＡの運転手をしていたが，同日，私は，Ａの指示で，ＡをＨ県Ｉ市Ｊ町ま

で車で送った。私がＡの指示どおりＪ町の路上に車を止めると，Ａは，『すぐ

戻ってくるから。』と言って車から降り，どこかに行った。その時間は午後２

時頃だった。５分ほど経過して，少し遠くで『パン，パン』という音が聞こ

え，間もなく，マスクをしたＡが車に走って戻ってきて，後部座席に乗り込

んだ。その際，Ａは，右手に拳銃を持っていた。その後，私は，Ａの指示ど

おりＡをＡ方に送った。翌２日，Ａの指示で，ＡをＨ県Ｋ市内のレンタルボッ

クス店まで車で送った。」 

証拠⑦ 捜査報告書 

「Ｂの供述からＨ県Ｋ市内のレンタルボックス店を特定し，同店に照会し

た結果，平成２７年１１月２日に，Ａ名義で同店のレンタルボックスを借り

た者がいることが判明した。そこで，平成２８年１月５日，捜索差押許可状

に基づき，Ａ名義で賃借中の上記レンタルボックスを捜索したところ，封筒

に入れられた回転弾倉式拳銃１丁が発見された。」 

証拠⑧ 回転弾倉式拳銃１丁 

証拠⑨ 鑑定書 

「証拠④の弾丸３個は，口径９㎜△△型回転弾倉式拳銃用実包の弾丸であ

り，発射時に刻まれた擦過痕が一致しているため，同一の拳銃で発射された

ものと認められる。証拠⑧の回転弾倉式拳銃１丁は，口径９㎜の△△型回転

弾倉式拳銃である。科学警察研究所の技官が，証拠⑧の拳銃で試射し，試射

弾丸と証拠④の弾丸を対照した結果，試射弾丸と証拠④の弾丸の発射時の擦
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過痕が一致した。よって，証拠④の弾丸３個は，証拠⑧の拳銃から発射され

たものと認められる。」 

証拠⑩ 捜索差押調書 

「平成２８年２月１２日，捜索差押許可状に基づきＡ方の捜索を実施した

ところ，メモ帳１冊が発見され，本件に関係すると思料される記載があった

ため，これを押収した。」 

証拠⑪ メモ帳１冊（２頁目に『１１／１ Ｊ町１－１－３』という手書きの記載

があり，その下に乙組事務所周辺に似た手書きの地図が記載されている。そ

の他の頁は白紙であるが，表紙の裏にＡとＣが一緒に写っている写真シール

が貼付されている。） 

証拠⑫ Ｃ（女性，２５歳，飲食店従業員）の警察官調書 

「私は，平成２７年２月頃からＡと交際しており，Ａが私の家に泊まって

いくこともある。Ａといつ会ったかなど，いちいち覚えていない。」 

証拠⑬ Ａの上申書（平成２８年２月２６日付け） 

（Ａ４版のコピー用紙に証拠⑪のメモ帳の２頁目を複写した書面の余白に

以下の記載がある。） 

「これは私が書いた犯行計画のメモに間違いない。実行予定日と乙組事務

所の住所とその周辺の地図を記載した。」 

証拠⑭ Ａの検察官調書（平成２８年３月１日付け） 

「事件の１週間前，乙組の組員が甲組や私の悪口を言っていたという話を

聞いたので，私は頭に来て，拳銃を撃って乙組の連中を脅そうと思った。そ

こで，私は，知人から拳銃を入手し，平成２７年１１月１日，Ｂに運転させ

て，乙組の事務所近くまで車で行き，午後２時頃，私だけ車から降りて乙組

事務所に向かった。私は，乙組事務所の門扉に近づくと，ズボンのポケット

に入れていた拳銃を取り出し，門扉前の路上から門扉の向こう側正面にある

乙組事務所玄関付近を狙って拳銃を３発撃った。目を閉じて撃ったため人が

事務所から出てきたことに気付かなかった。」 

３ 受訴裁判所は，平成２８年３月７日，Ａに対する殺人未遂被告事件を公判前整理

手続に付する決定をした。検察官は，同月１８日，証明予定事実記載書を同裁判所

及びＡの弁護人に提出・送付するとともに，同裁判所にⓐ証拠①ないし⑨及び⑭の

取調べを請求し，Ａの弁護人に当該証拠を開示し，Ａの弁護人は，同月２３日，同

証拠の閲覧・謄写をした。Ａの弁護人は，同年４月６日，検察官に類型証拠の開示

請求をし，検察官は，同月１１日，同証拠を開示した。 

Ａの弁護人は，逮捕直後からＡとの接見を繰り返していたが，当初からＡが証拠

⑭と同旨の供述をしていたため，同月２０日の公判前整理手続期日において，ⓑ「Ａ

が拳銃を撃った犯人であること（以下「犯人性」という。）は争わないが，殺意を争

う。」旨の予定主張を裁判所及び検察官に明示するとともに，ⓒ検察官請求証拠に対

する意見を述べた。 

４ 同月３０日，Ａの弁護人がＡと接見したところ，Ａは，これまでの供述を翻し，

「本当は，自分はやっていない。名前は言えないが世話になった人から頼まれて身

代わりになった。押収されたメモ帳もその人のもので，私はそのメモ帳には何も書

いていない。自分にはアリバイがあり，犯行当日は，女友達のＣと，Ｃ方にずっと

一緒にいた。」旨述べた。Ａの弁護人は，同年５月１日，Ｃから事情を聞いたところ，

Ｃは，「平成２７年１１月１日は，Ａと自宅にずっと一緒にいた。警察官から取調べ

を受け，その日のＡの行動について尋ねられたが，覚えていないという話をしたか
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もしれない。」旨述べた。Ａの弁護人は，Ｃの警察官調書の開示請求をしておらず，

証拠⑫を閲覧していなかったが，上記の経過を受けて，ⓓ殺意は争わないが，犯人

性を争う方針を固めた。 

５ 平成２８年５月２０日の公判前整理手続期日において，ⓔ検察官は，犯人性が争

点となったため，証拠⑩，⑪及び⑬の取調べを追加請求したが，Ａの弁護人は証拠

⑩については同意し，証拠⑪については異議あり，証拠⑬については不同意である

旨意見を述べた。 

その後，数回の公判前整理手続期日を経て，同年６月１５日に，裁判所は，証拠

決定をし，争点はＡの犯人性であること及び証拠⑥の採用を留保し，Ｂの証人尋問

を実施すること等の証拠の整理結果を確認して審理計画を策定し，公判前整理手続

を終結した。公判期日は，同年７月１日から同月６日までと定められた。 

 

〔設問１〕 

下線部ⓑに関し，Ａの弁護人は，証拠⑭と同旨のＡ供述を基に，Ａの殺意について，

どのような事実上の主張をすべきか，殺意の概念に言及しつつ答えなさい。 

 

〔設問２〕 

下線部ⓐに関し，検察官は，証拠③の実況見分調書を「犯行現場の状況等」という

立証趣旨で証拠請求したところ，Ａの弁護人が下線部ⓒにおいて，「下線部㋐及び㋑は

立会人の現場供述であるため，証拠③は不同意である。なお，作成の真正も争う。」旨

の意見を述べた。これに対し，検察官は，証拠③の証拠請求を維持したいと考えた。 

(1) 検察官は，裁判長から下線部㋐及び㋑が現場供述であるか否かについて意見を求

められた場合，どのような意見を述べるべきか，理由を付して答えなさい。 

(2) Ａの弁護人が，証拠③の実況見分調書について不同意意見を維持した場合，検察

官は，どのような対応をとるべきか，答えなさい。 

 

〔設問３〕 

Ａの弁護人は，下線部ⓓの弁護方針の下，それまでの犯人性についての主張を変更

し，Ａが犯人ではない旨主張し，Ｃの証言により，Ａが犯行当時Ｃ方にいた事実を立

証したいと考えた。Ａの弁護人が，下線部ⓓ以後の公判前整理手続において行うべき

手続は何か。公判前整理手続に関する条文上の根拠を挙げて，手続内容を簡潔に列挙

しなさい。 

 

〔設問４〕 

(1) 下線部ⓔに関し，仮に証拠⑬が存在しなかった場合，証拠⑩及び⑪から「Ａが犯

人である事実」がどのように推認されるか。証拠①ないし⑨から何者かが公訴事実

記載の犯行に及んだことが認められることを前提に，検察官の想定する推認過程に

ついて答えなさい。なお，証拠⑪の２頁の記載は，対照可能な特徴を有する文字が

少ないため筆跡鑑定は実施できなかったものとする。 

(2) 証拠⑩及び⑪に加えて，証拠⑬も併せて考慮することによって，小問(1)で答え

た「Ａが犯人である事実」を推認する過程にどのような違いが生じるか答えなさい。 

 

〔設問５〕 

(1) 第１回公判期日において，Ｂの証人尋問が実施され，検察官が尋問の冒頭で以下

の質問をしたところ，弁護人が誘導尋問である旨の異議を申し立てた。検察官は，
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異議には理由がないと述べた場合，裁判所は，その申立てに対しどのような決定を

すべきか，理由を付して答えなさい。 

検察官：「それでは，証人が，平成２７年１１月１日に，被告人を乗せて車を運転

したときのことについてお尋ねします。」 

(2) 第２回公判期日において，Ｃの証人尋問が実施され，Ｃは，弁護人の主尋問にお

いて，「平成２７年１１月１日，Ａは，一日中，私の家で私と一緒におり，外出し

たこともなかった。」旨証言し，検察官の反対尋問において，「Ａが起訴される前に，

私は警察官の取調べを受けたが，どのような話をしたのか覚えていないし，その時，

警察官が調書を作成したかどうかも覚えていない。」旨証言した。検察官は，更に

Ｃの記憶喚起に努めたが，その証言内容に変更がなかったため，裁判長に許可を求

めることなく，Ｃに証拠⑫のＣの署名押印部分を示そうとした。 

このような調書の一部を示す行為は，検察官の反対尋問において許されるか，条

文上の根拠に言及しつつ結論とその理由を答えなさい。 

 
解答のポイント 

１ 本年の刑事実務基礎科目は，殺意の有無，伝聞・非伝聞の検討，公判前整理手続，犯人性の検討，

誘導尋問や書面を示してする尋問など，刑事訴訟法及び刑事訴訟実務についての知識及び理解を幅広

く問うものであった。 

２ 設問１は，被告人の供述を下に，殺意の有無について弁護人がなすべき事実上の主張は何かを問う

ものであった。まずは，殺意の概念を簡潔に示し，それとの関係で被告人の供述が殺意の有無とどの

ようにかかわるのかを具体的に論述することが重要であると考えられる。 

３ 設問２は，実況見分調書中の立会人の説明部分が現場供述に当たるのか現場指示であるのかという

点，また，実況見分調書の伝聞例外の規定についての理解を下に，実況見分調書が弁護人により不同

意とされた場合に検察官がとるべき対応についての理解を問うものであった。いずれも伝聞法則の基

礎についての適切な理解がなされているかがポイントとなろう。 

４ 設問３は，公判前整理手続についての理解を実際の事例を下に問うものであった。具体的には，弁

護人側が予定主張を変更する必要が生じたときに，弁護人がどのような手続きをとるべきかを問われ

ていた。公判前整理手続の条文についての適切な理解があるかがポイントとなる。 

５ 設問４は，犯人性を立証する特定の証拠の推認過程の理解を問うものであった。何者かによる公訴

事実記載の犯行→公訴事実記載の犯行と日時・場所が一致する内容のメモ帳１冊がＡ方から発見→メ

モ帳の表紙の裏にＡとＣが一緒に写っている写真シールの貼付からメモ帳はＡ作成→Ａが公訴事実

記載の犯行計画・意思を有していた→Ａの犯人性推認という構造をたどるのが証拠⑬が存在しない場

合であり，証拠⑬が存在すると，何者かによる公訴事実記載の犯行→Ａが公訴事実記載の犯行計画・

意思を有していた→Ａの犯人性推認という構造をたどることを指摘できればよいだろう。 

６ 設問５の小問⑴については，まず具体的な尋問が誘導尋問に該当するか，該当するとして例外的に

許される場合に当たるのかどうか，誘導尋問の異議に理由がある場合に裁判所がどのような決定を下

すべきかについて，条文を適示しつつ簡潔に論じることが求められよう。 

小問⑵については，書面等を示してする尋問についての刑事訴訟法規則の条文の理解が問われるも

のであった。刑事訴訟法規則であっても，これらの条文は実務上重要であり，習熟が求められよう。 
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第１ 設問１ 

殺意とは，殺人の故意のあることをいう。具体的には，人

を殺す危険性のある行為を，それと認識して行うことをいう。

本件では，Ａは，乙組の連中を脅そうと考えて本件行為に及

んだのであり，人に命中させる意図は全くなかった。また，

Ａは発砲したときに目を閉じていたため，乙組事務所玄関前

に人が出てきたことを認識せずに発砲している。したがって，

Ａは，本件発砲行為が人を殺す危険性のある行為であると認

識しておらず，Ａには殺意が認められない。 

第２ 設問２ 

１⑴下線部アについて 

検察官は，現場供述ではなく，現場指示であると意見を述

べるべきである。下線部アは，発砲行為の直前に，Ｖの立っ

ていた位置とＷの立ち位置を示したものであり，実況見分の

動機・手段を示すものであるから，供述内容の真実性は問題

とならない。したがって，この下線部アは，現場指示であっ

て，現場供述ではない。 

⑵下線部イについて 

検察官は，現場供述ではなく，現場指示であるとの意見を

述べるべきである。イの供述は，Ｗが目撃した犯人が拳銃を

構えていた位置と姿を述べるものである。証拠③の立証趣旨

は，犯行現場の状況等であるところ，この供述は，Ｗの目撃

した地点から犯行が可能かどうかを見聞する前提となる位置

等を示すものであり，犯行当時犯人が拳銃を構えていた位置

や姿勢をこの供述により立証するものではない。したがって，

下線部イは，現場指示であって，現場供述ではない。 

２ 検察官は，刑事訴訟法３２１条３項により，証拠③の実況

見分調書を証拠請求し，あわせて，本件実況見分調書を作成

した供述者の証人尋問請求をする。 

第３ 設問３ 

弁護人はまず，殺意の否認から犯人性を争う旨の主張へと

予定主張を変更することを明らかにする必要がある（３１６

条の２２第１項）。そして，Ａが犯行時刻はＣ方でＣと過ごし

ていたというアリバイの主張をしているため，弁護人として

はこの主張を裏付ける証拠として，Ｃの証人尋問請求をする

（３１６条の２２第２項）。加えて，弁護人としては，Ｃの捜

査段階での供述調書一切について主張関連証拠の開示請求を

することになる（３１６条の２２第５項の準用する３１６条

の２０）。 

第４ 設問４ 

１小問⑴ 

証拠⑩及び⑪からは，公訴事実記載の犯行と日時・場所が一致す

るメモ帳１冊がＡ方から発見されたことを認定することができる。

そして，証拠⑪の表紙の裏にＡとＣが一緒に移っている写真シール
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が貼付されている事実からすると，メモ帳の作成者はＡだと推認す

ることができる。これにより，公訴事実記載の犯行計画・意思をＡ

が有していたことが推認され，その結果として，Ａが犯人であるこ

とが推認されることになる。 

２小問⑵ 

証拠⑬も併せて考慮する場合には，公訴事実記載の犯行意思・計

画をＡが有していたことを直ちに推認することができ，それにより

Ａの犯人性を推認することができる。 

よって，犯人性を推認する過程が小問⑴の場合と比べて短縮され

るという違いが生じることになる。 

第５ 設問５ 

１小問⑴ 

⑴ 裁判所は，弁護人の異議申し立てに対し，異議を認め，検察官

に対して質問を変えるよう命じるなどの決定をすべきである（法

３０９条３項，規則２０５条の６第１項）。 

⑵ 証人尋問においては，誘導尋問をすることは原則として許され

ない（規則１９９条の３第３項本文）。本件検察官の尋問は，尋

問の冒頭であって，Ｂが「犯行当日に被告人を乗せて車を運転し

た」とはまだ供述していないのに，犯行当日にＢが被告人を乗せ

て車を運転したことを前提とする尋問であり，誘導尋問にあた

る。そして，被告人・弁護人は，犯行当日のアリバイを主張して

いるのであるから，犯行当日にＢが被告人を乗せて車を運転した

かどうかは，「訴訟関係人に争いのないことが明らかな事項」

（規則１９９条の３第３項３号）に該当せず，他の誘導尋問を許

す例外的な場面にもあたらないから，上記結論となる。 

２小問⑵ 

⑴結論 

本件で検察官が反対尋問において，裁判所の許可を求める

ことなくＣに証拠⑫のＣの署名押印部分を示すことは，許さ

れる。 

⑵理由 

規則１９９条の１０第１項により，訴訟関係人は，書面の成立に

ついて証人を尋問する場合に必要があるときには，その書面を示す

ことができるとされている。この場合には，記憶喚起のための書面

等の提示と異なり，裁判長の許可を得ることは要求されていない。

本件で検察官がＣに供述調書の署名押印部分を示そうとしたのは，

Ｃが捜査段階での供述内容はおろか調書を作成したかどうかにつ

いてすら覚えていないと供述したため，Ｃの供述調書の成立の真正

について尋問をする必要が生じたためである。そのような場合に

は，調書の署名押印部分を示すだけであるならば，規則１９９条の

１０第１項により，裁判所の許可を得ることなくすることができ

る。 

以 上 
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論点リサーチ 統計結果 

 
 

  【刑事実務基礎】 論述した
ある程度 

論述した 

全く触れ

なかった 

設問１ 「殺意」の意義について論じていること 66.7% 27.2% 3.5% 

 

乙組の連中を脅す意図しかなかったことを摘示・評価

している 
68.4% 21.1% 8.8% 

 

目を閉じて発砲したため，人が事務所から出てきたこ

とに気付かなかったことを摘示・評価している 
74.6% 18.4% 5.3% 

設問２(1) 
下線部ア，イいずれも現場指示であるという意見を述

べるべきであること 
57.0% 33.3% 7.9% 

 
現場指示と現場供述の相違を理解している 44.7% 37.7% 14.9% 

 

下線部アについて，実況見分の動機・手段であること

を示すものであることを指摘している 
57.9% 21.9% 18.4% 

 

下線部イについて，立証趣旨も踏まえ，犯人が拳銃を

構えていた位置や姿勢を示すものではないことを指摘

している 

17.5% 25.4% 54.4% 

設問２(2) 
321 条３項により，実況見分調書を作成した供述者の

証人尋問請求をすることを指摘している 
62.3% 19.3% 16.7% 

設問３ 
予定主張の変更（316 条の 22 第１項）について，指摘

している 
50.0% 19.3% 28.9% 

 

アリバイを裏付けるべく，Ｃの証人尋問請求（316 条の

22 第１項）をすべきことを指摘している 
23.7% 24.6% 50.0% 

 

Ｃの捜査段階での供述調書一切について主張関連証

拠の開示請求（316 条の 22 第５項・316 条の 20）を指

摘している 

23.7% 19.3% 52.6% 

設問４(1) 

公訴事実記載の犯行と日時・場所が一致する犯行メ

モ帳１冊がＡ方から発見されている事実を指摘してい

る 

68.4% 21.1% 8.8% 

 

そのメモ帳には，ＡとＣの写真が貼ってあることから，

Ａが作成したと推認されることを指摘している 
52.6% 14.0% 31.6% 

 

メモをＡが作成したのであれば，Ａが公訴事実に対応

する犯行意思・計画を有していた→Ａの犯人性推認と

いう構造を理解している 

47.4% 34.2% 16.7% 

設問４(2) 

証拠 13 が加わると，公訴事実に対応する意思・計画

をＡが有していることを直ちに推認できることを指摘し

ている 

42.1% 34.2% 19.3% 

 

公訴事実と日時・場所が一致するメモがＡ方で発見→

Ａが公訴事実に対応する意思・計画を有している→Ａ

の犯人性推認という構造 

41.2% 40.4% 16.7% 

設問５ 

弁護人の異議を認め，検察官に質問を変えるよう命ず

べき（法 309 条３項，規則 205 条の６第１項）ことを指摘

している 

33.3% 29.8% 34.2% 
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誘導尋問が原則として禁止されること（規則199 条の３

第３項本文）を，その趣旨と併せて論じている 
36.8% 40.4% 20.2% 

 

誘導尋問が許される例外的な場合にも当たらないこと

を論じている 
37.7% 27.2% 33.3% 

 
裁判長に許可を求めることなく，Ｃに証拠のＣの署名

押印部分を示すことは許されると結論付けている 
22.8% 21.9% 52.6% 

 

それがなぜ許されるかの条文（規則 199 条の 10 第１

項）・趣旨を適切に論じている 
10.5% 26.3% 60.5% 

 

 

※「論点リサーチ」とは，論文式試験終了後にLECがWeb上にて受験生を対象に，各項目に

ついての論述の有無をリサーチしたものです。 

 

「ある程度論述した」とは，問題意識だけは示した場合，結論のみ記載した場合，本来

はもう少し論述したかったが時間やスペースの都合上やむなく短くまとめた場合，など

をいいます。 
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