法制審議会第１９０回会議配布資料

刑１

諮問第１１５号

諮問第百十五号

刑事手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するため、早急に法整備を行う必要があると思われ
るので、別紙要綱（骨子）について御意見を賜 りたい。

別紙

第一
一
１

要綱（骨子）
起訴状における個人特定事項の秘匿措置
起訴状の抄本の送達等

検察官は、公訴の提起と同時に、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて被告人に送達するものとし

て、起訴状の抄本であって次の⑴又は⑵に掲げる者の個人特定事項（氏名及び住所その他の個人を特

定 させるこ ととなる 事項をい う。以下 同じ。 ）の記載 がないものを提出 すること ができるものとする

刑法第百 七十六条 から第 百七十九 条まで 若しくは第百八十一条の罪、同法第 二百二十 五条若し

次のイからハまでに掲げる事件の被害者

こと。
⑴
イ

くは第二百二十六条の二第三項の罪（わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイに

お いて同じ 。）、同 法第二 百二十七 条第一 項（第二 百二十五条又は 第二百 二十六条の二第三項の

罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。）若しくは第三項（わいせつの目的に係る部分
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⑵

に 限る。） 若しくは 第二百 四十一条 第一項 若しくは 第三項の罪又は これら の罪の未遂罪に係る事
件

児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二

項 の罪又は 児童買春 、児童 ポルノに 係る行為 等の規制 及び処罰並びに 児童の保 護等に関する法律
第四条から第八条までの罪に係る事件

又は

に掲げるおそれがあると認められる事件
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イ及びロに掲げるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特

穏が著しく害されるおそれ

⑴に掲げ るもの のほか、 個人特定 事項が 被告人に知られ ることに より次のイ又はロに掲げるおそ

の者を畏 怖させ若 しくは困惑させる行為がなされるおそれ

に掲げるもののほか、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれら

（イ）

ロ

ハ

定事項が被告人 に知ら れることにより次の

（ロ）

被害 者等（被 害者又は 被害者が 死亡し た場合若しくはその心身に 重大な故 障がある場合にお

（イ）

けるその 配偶者、 直系の親 族若しく は兄弟姉 妹をい う。以下同じ 。）の 名誉又は社会生活の平

（イ）
（ロ）

イ

イに掲げるもののほか、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの

その者の名誉又は社会生 活の平 穏が著しく害されるおそれ

れ があると 認められる者

ロ

１の抄本の訴因は、罪とな るべき事 実を特定したものとしなければならないものとすること。

者を畏怖させ 若しく は困惑させる行為がなされるおそれ
２

裁 判所は、 １による １の抄本 の提出が あった ときは、刑事訴訟法第二百 七十一 条第一項の規定にか

裁判 所は、４ による起 訴状の 謄本の提 出があ ったときは、３による１の抄本の送達と 併せて 、遅滞

状の謄本を裁判所に提出しなければならない ものと すること。

検察官は、１の場合において、被告人に弁護人があるときは、弁護人に送達するものとして、起訴

とすること。

第二百五十五条及び第二百七十一条第二項中「起訴状の謄本」とあるのは、「１の抄本」とするもの

か わらず、 遅滞なく １の抄本 を被告人 に送達 しなけれ ばならないものと し、この 場合において、同法

３

４

５

なく 、弁護人 に対し 、個人特 定事項を 被告人 に知らせ てはならない旨の条件を付して 起訴状の 謄本を
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６

７

８

９

送 達しなけ ればならないものとすること。

検察官は、４に規定する場合において、５による措置によっては、１⑴ハ

を裁判所に提出しなければならないものとす ること 。

若しくは⑵イに規定す

若しくは⑵ロに規定する行為を防

検察官は、８による通知を受けたときは、速やかに、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本

その旨を通知しなければならないものとすること。

裁判所は 、１によ る１の抄 本の提出 があっ た後に弁護人 が選任 されたときは、速やかに、検察官に

、１の抄本を弁護人に送達しなければならないものとすること。

裁 判所は、 ６による １の抄本 の提出が あった ときは、３による１の抄本 の送達 と併せて、遅滞なく

のとして、１の抄本を提出する ことがで きるものとすること。

止 できない おそれ があると 認めると きは、裁 判所に対 し、起訴状の謄 本に代え て弁護人に送達するも

る名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は１⑴ハ

（イ）

裁 判所は、 ９によ る起訴状 の謄本の 提出が あったときは、 遅滞な く、弁護人に対し、個人特定事項
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（ロ）

を被 告人に知 らせて はならな い旨の条 件を付 して起訴 状の謄本を送達しなければなら ないもの とする

10

二
１

こと。
検察官は、８に規定する場合において、

による措置によっては、１⑴ハ

若しくは⑵ロに規定する行為を防

若しくは ⑵イに 規定す

（イ）

裁判所は、

による１の抄本の提出があったときは、遅滞なく、１の抄本を弁護人に送達しなけれ

のとして、１の抄本を提出する ことがで きるものとすること。

止 できない おそれ があると 認めると きは、裁 判所に対 し、起訴状の謄 本に代え て弁護人に送達するも

る名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は１⑴ハ

10

き は、被告 人又は 弁護人の 請求に より、当 該措置に 係る個 人特定事 項の全部又は一部を被告人に通知

裁 判所は、 一３に よる措置 をとった 場合に おいて、次の⑴ 又は⑵ のいずれかに該当すると認めると

被告人 又は弁 護人に対する個人特定事項の通知

すること。

１により提出された１の抄本が２に違反するときは、判決で公訴を棄却しなければならないものと

ばならないものとすること。

11

する旨の決定をしな ければな らないものとすること。
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（ロ）

11
12
13

２

次のイ又はロに掲げる当該措置に係る個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合で

当該措置に係る事件に係る罪が一１⑴イ及びロに規定するものに当た

被害者以外の者の個人特定 事項

当該措置に係る者が一１⑵に掲げる者に当たらないとき。

らず、かつ、 当該措 置に係る事件が同ハに掲げるものに当たらないとき。

被害者の個人特定事項

あるとき。
イ

ロ

当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ず るおそ れがあるとき。

による措置をとった場合において、次の⑴又は⑵のいずれかに該当すると認

による措置によって、一１⑴ハ

及び⑵イに規定する名誉又は社会生 活の平 穏が著し
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⑴

⑵
裁判所は、一７又は

一５又は

及び⑵ロに規定する行為を防止できる とき。

当該措置により 被告人の 防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。

く 害され ること並びに一１⑴ハ

（イ）

に知らせ てはなら ない旨の 条件を 付して当 該個人特 定事項 の全部 又は一部を通知する旨の決定をしな

めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人

12

ければならないも のとする こと。
⑴

⑵

（ロ）

10

三

３

裁判 所は、１ 又は２に よる請 求につい て決定を するには、検察官の意見を聴かなけれ ばなら ないも
のとすること。

１ 又は２に よる請 求につい てした決 定に対し ては、即時抗告をするこ とがで きるものとすること。
弁護人による訴訟に関する書類又は証拠物の閲覧及び謄写の制限

裁判所は、一１⑴に掲げる被害者について一４又は９による起訴状の謄本の提出があったときは、

弁護人が刑事訴訟法第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写する

に 当たり、 弁護人に 対し、こ れらに記 載され 又は記録 されている当該措 置に係る 氏名又は住居（いず

れも被害者のものに限る。）を被告人に知らせてはならない旨の条件を付するものとし、ただし、当

該措置に 係る被害 者の供述 の証明 力の判断 に資する ような 被告人 その他の関係者との利害関係の有無

による一１の抄本の提出があっ たとき は、弁

を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると
きは、この限りでないものとすること。
裁判所は、一１⑴に掲げる被害者について一６又は
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４

１

２

護人 が刑事訴 訟法第 四十条第 一項の規 定によ り訴訟に 関する書類又は証拠物を閲覧し 又は謄写 するに

11

四

五

つ いて、こ れらの うち当該 措置に 係る氏名 又は住居 （いずれ も被害 者のものに限る。）が記載され又

は記 録されて いる部 分の閲覧 又は謄写 を禁じ なければ ならないものとし、ただし、当 該措置に 係る被

害者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめること

が できなく なると きその他 の被告人 の防御に 実質的な 不利益を生ずる おそれが あるときは、この限り
でないものとすること。
起訴状の朗読方法の特例

一３による措置がとられた場合においては、刑事訴訟法第二百九十一条第二項後段の規定は、二１に

よる措置（同⑵に該当することを理由とするものに限る。）がとられた場合に限り適用するものとし、

この場合において、同項後段中「起訴状を」とあるのは、「一３による措置に係る個人特定事項の全部

につ いて二１ の決定 があった 場合に あっては 起訴状を 、一３による措置に係 る個人 特定事項の一部につ

いて二１の決定があった場合にあっては起訴状の抄本であって当該措置に係る個人特定事項の記載がな
いものを」とするものとすること。
その他所要の規 定の整備 を行うこと。
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第二
一
１

逮捕 手続等 における個人特定事項の秘匿措置
逮捕手続の特例

検 察官又は 司法警 察員（警 察官たる 司法警察 員については、国家公安 委員会 又は都道府県公安委員

会 が指定す る警部 以上の者 に限る。 ）は、刑 事訴訟法 第百九十九条第 二項の規 定による逮捕状の請求

と同時に、裁判官に対し、書面で、逮捕状に代えて被疑者に示すものとして、逮捕状の抄本であって

次の⑴又は⑵に掲げる者の個人特定事項の記載がないものを交付することの請求をすることができる

刑法 第百七十 六条から 第百七十 九条ま で若しくは 第百八十 一条の罪、同法第二百二十五条若し

次のイからハまでに掲げる事 件の被害 者

ものとすること。
⑴
イ

くは 第二百二 十六条の 二第三 項の罪（ わいせつ 又は結 婚の目的に係る部分に限る。 以下こ のイに

おいて同じ。）、同法第二百二十七条第一項（第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の

罪 を犯した 者を幇助 する目 的に係る 部分に 限る。） 若しくは第三項 （わい せつの目的に係る部分

に限る。）若しくは第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事
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⑵

ロ

ハ

件

児童福祉 法第六十 条第一 項の罪若 しくは 同法第三十四条第一項第九号に係る同法 第六十 条第二

項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第四条から第 八条ま での罪に係る事件

イ及びロに掲げるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特
又は

に掲げるおそ れがある と認められる事件

被害者等 の名誉 又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ

定事項が被疑者に知られることにより次の

（ロ）

⑴に掲げ るもの のほか、 個人特定 事項が 被疑者に知ら れること により次のイ又はロに掲げるおそ

イに掲げ るものの ほか、 その者若 しくは その親族の身体若しくは財産に害を加 え又はこ れらの

その 者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ

れがあると認められる者
イ
ロ
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（イ）

に掲げるもののほか、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれら

（イ）

の者を 畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ

（イ）
（ロ）

二

２

３

１

者 を畏怖さ せ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ

裁判官は、１による請求を受けたときは、逮捕状の抄本であって１⑴又は⑵に掲げる者の個人特定

事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載したものを交付するものとし、ただし、当該

請 求に係る 者が１ ⑴又は⑵ に掲げる 者に当た らないこ とが明らかな場 合には、 この限りでないものと
すること。

１ による請 求により 逮捕状の 抄本の交 付があ ったときは、逮捕状により 被疑者 を逮捕するに当たり
、逮捕状に代えてこれを被疑者に示すことができるものとすること。
勾留手続の特例

検察 官は、刑 事訴訟法 第二百 四条から 第二百 六条までの規定による勾留の請求と同 時に、 裁判官に

対し、書面で、勾留を請求された被疑者に対する被疑事件の告知を一１⑴又は⑵に掲げる者の個人特

定事項を明らかにしない方法により行うこと及び勾留状に代えて被疑者に示すものとして勾留状の抄

本 であって 当該個 人特定事 項の記 載がない ものを交 付する ことの請 求をすることができるものとする
こと。
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２

３

４

５

裁判 官は、１ による請 求を受 けたとき は、当該 請求に係る個人特定事項を明らかにし ない方 法によ

り被 疑事件の 告知を 行うもの とすると ともに 、勾留状 の抄本であって当該個人特定事 項を明ら かにし

ない方法により被疑事実の要旨を記載したものを交付するものとし、ただし、当該請求に係る者が一

１⑴ 又は⑵に 掲げる者に当たらないことが明らかな場合には、この限りで ないもの とすること。

１による請求により勾留状の抄本の交付があったときは、勾留状を執行するに当たり、勾留状に代
えてこれを被疑者に示すものとすること。

１による請求に係る措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が一１⑴又は⑵に掲げる者に

該当しないことを理由として、刑事訴訟法第四百二十九条第一項の規定による請求をすることができ
ないものとすること。

裁判官は、１による請求に係る措置をとった場合において、次の⑴又は⑵のいずれかに該当すると

認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑

次のイ又 はロに 掲げる当 該措置に 係る個 人特定事項の区 分に応じ 、当該イ又はロに定める場合で

者に明らかにしなければならないものとすること。
⑴
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三
第三
一

６

７

⑵

当該措置 に係る 事件に係る罪が一１⑴イ及びロに規定す るもの に当た

被害者以 外の者の個人特定事項

当該措置に係る者が一１⑵に掲げる者に当た らない とき。

らず、かつ、当該措置に係る事件が同ハに掲げるものに 当たら ないとき。

被害者の個人特定事項

あ るとき。
イ

ロ

当該措置により被疑者の防 御に実質 的な不利益を生ずるおそれがあるとき。

裁 判官は、 ５の請求 について 裁判をす るとき は、検察官の意見を聴かな ければ ならないものとする
こと。

裁判官が ５による 措置に関 する裁判 をした 場合において 、不服 がある者は、刑事訴訟法第四百二十
九条第一項の規定による請求をすることができるものとする こと。
その他 所要の 規定の整備を行うこと。
証拠開示等における個人特定事項の秘匿措置
証拠開示等の際の被害者特定事項の秘匿の要請

検察 官は、第 一の一 １により 第一の一 １の抄 本を提出した場 合には、 刑事訴訟法第二百九十九条の三
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二

の 被告人 に知られ ないよう にする ことの求 めを、被 害者特定 事項（ 同法第二百九十条の二第一項に規定

する 被害者特 定事項 をいう。 ）のう ち起訴状 に記載さ れた事項であって当該措置に係 るものに ついても

に係る部分に限

１ に規定す る場合 には、検 察官は、 証拠書 類又は証拠物に 記載さ れ又は記録されている１の抄本の

の被告人の防御に 実質的な 不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでないものと するこ と。

に資する ような被 告人その 他の関 係者との 利害関係 の有無 を確か めることができなくなるときその他

は第二項の措置をとることができるものとし、ただし、当該措置に係る被害者の供述の証明力の判断

名 又は住居 （いずれ も被害者 のものに 限る。 ）につい ても、刑事訴訟法 第二百九 十九条の四第一項又

る。）の被害者について第一の一１により第一の一１の抄本を提出した場合には、当該措置に係る氏

検察官は、第一の一１⑴イ若しくはロに掲げる事件又は同ハに掲げる事件（同ハ

証人等の氏名及び住居の開示に係る措置

することができるものとすること。

１

２

提 出に係る 氏名又 は住居（ いずれ も被害者 のものに 限る。 ）につい ても、刑事訴訟法第二百九十九条

の四 第三項又 は第四 項の措置 をとるこ とがで きるもの とし、ただし、当該措置に係る 被害者の 供述の
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（イ）

３

証 明力の判 断に資 するよう な被告 人その他 の関係者 との利害 関係の 有無を確かめることができなくな

ると きその他 の被告 人の防御 に実質的 な不利 益を生ず るおそれがあるときは、この限 りでない ものと
すること。

１又は２による措置をとった場合において、刑事訴訟法第二百九十九条の四第五項及び第二百九十
九条の五から第二百九十九条の 七までと 同様の規律を設けること。
その他所要の規定の整備を行うこと。
裁判書等におけ る個人特 定事項の秘匿措置

第一の一１⑴に掲げる被害者について第一の一３による措置がとられた事件については、刑事訴訟法

第四十六条の規定にかかわらず、被告人その他訴訟関係人（検察官及び弁護人を除く。）は、裁判書又

は裁 判を記載 した調 書の謄本 又は抄 本のうち 当該措置 に係る氏名又は住居（ いずれ も被害者のものに限

による措置をとった事件について

る。）が記載された部分について、同条の規定による交付の請求をすることができないものとすること。
裁判所は、第一の一１⑴に掲げる被害者について第一の一５又は
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三
第四
一

二

、弁 護人から 刑事訴 訟法第四 十六条 の規定に よる交付 の請求があった場合において、 裁判書又 は裁判を

10

三

四

五
第五

記 載した 調書に当 該措置に 係る氏 名又は住 居（いず れも被害 者のも のに限る。）が記載されているとき

は、 弁護人に 裁判書 又は裁判 を記載 した調書 の謄本又 は抄本を交付するに当たり、弁 護人に対 し、当該

による措置がとら れた事 件については、刑事

氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨 の条件を 付さなければならないものとすること。
第一の一１⑴に掲げる被害者について第一の一７又は

訴訟 法第四十 六条の 規定にか かわらず 、弁護人 は、裁判 書又は裁判を記載した調書の謄本 又は抄 本のう

ち当該措置に係る氏名又は住居（いずれも被害者のものに限る。）が記載された部分について、同条の
規定によ る交付 の請求をすることができないものとすること。

刑事訴訟法第二百九十九条の四又は第二百九十九条の六の規定による措置をとった場合において、裁

判書又は裁判を記載した調書に当該措置に係る氏名又は住居が記載されているときについても、一から
三までと同様とす ること。
その他所要の規定の整備を行うこ と。
そ の他所要 の法整備を行うこと。
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