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壹、研究動機 

一、研究動機の形成 

（一）、国際的状況 

１９８５年に、日本では、被害者参加制度はおろうか、刑事訴

訟法第２９２条の２が規定する犯罪被害者の心情等の意見陳述制

度はまだ成立していなかった際、国連は、「第７回国連犯罪防止会

議」を経て、「犯罪及び権力濫用の被害者のための正義に関する基

本原則宣言」（Declaration of Basic Principles of Justice for 

Victims of Crime and Abuse of Power；略称：国連被害者人権宣

言）を採択した。 

この宣言は、１９４８年１２月１０日に採択された「世界人権

宣言」と比べて、３７年ほどずいぶん遅れたが、両宣言には、関

係はないとは言えない。むしろ、「世界人権宣言」の前文が掲示し

た「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等」、「人権及び

基本的自由の普遍的な尊重及び遵守」などの原則、或いは第１条

「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と

権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられて

おり、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」、第

３条「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有

する。」、第６条「すべて人は、いかなる場所においても、法の下
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において、人として認められる権利を有する。」、第７条「すべて

の人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなし

に法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣

言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別を

そそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を

有する。」、第８条「すべて人は、憲法又は法律によって与えられ

た基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所に

よる効果的な救済を受ける権利を有する。」、第２２条「すべて人

は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国

家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応

じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのでき

ない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。」な

どの規定から、犯罪被害者に対して具体化したのは、国連被害者

人権宣言である。 

被害者の定義について、国連被害者人権宣言第１条は、「刑事法

に違反する作為又は不作為により、身体的又は精神的障害、感情

的苦痛、経済的損失、または基本的人権に対する重大な侵害など

の被害を受けた者」と規定している。同宣言の第４条において、

「被害者は、その尊厳に対して同情と尊敬の念をもって扱われな

ければならない。被害者は、受けた被害について、国内法の規定

に従って、司法制度にアクセスし、速やかな回復を受ける権利が

ある。」とされる。また、被害者の意見表明について、第６条の（ｂ）

は、「訴訟手続が被害者の個人的利益に影響を及ぼすような場合、

被告人に不利益を与えることなく、かつ妥当する国内の刑事司法
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制度に従って、彼らの意見や関心事を訴訟手続の適切な段階で表

明及び考慮すること。」を挙げている1。 

犯罪被害者の権利利益を中心とする国連被害者人権宣言に対し

て、犯罪加害者の権利利益を中心としたのは、世界人権宣言の第

９条（「何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることは

ない。」）、第１０条（「すべて人は、自己の権利及び義務並びに自

己に対する刑事責任が決定されるに当たって、独立の公平な裁判

所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権

利を有する。」）、第１１条（「１．犯罪の訴追を受けた者は、すべ

て、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判に

おいて法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される

権利を有する。２．何人も、実行の時に国内法又は国際法により

犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされること

はない。また、犯罪が行われたときに適用される刑罰より重い刑

罰を課せられない。」）の他に、１９６６年１２月１６日に採択さ

れた「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（特に、第６条、

第７条、第９条、第１４条、第１５条）もある。国際法において、

採択された日や条約の数等によると、犯罪加害者と比べ、犯罪被

害者のほうが長年軽視されてきたと言えよう。 

しかし、国連被害者人権宣言を契機に、国際法も国内法（例え

ば、日本法）も、軽視されてきた犯罪被害者が表舞台に登場する

                                                       
1 吉村真性「刑事手続における被害者参加論（一）」龍谷法学 ３９（２）（２０

０６年９月）、２５頁。 
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ようになった現象が生じた。その現象の背景的要因として、英国

の学者グディ（ＪＧoodey）は、以下の点を挙げた。①、犯罪率の

増加。②、犯罪被害調査による隠れた犯罪被害の発見。③、大衆

の間の犯罪恐怖の高まり。④、増大する犯罪に対する大衆の不寛

容。⑤、犯罪者処遇の失敗と、被害者側に立つと呼ばれる報復司

法の必要性についての政治的宣伝。⑥、犯罪被害者の傷つきやす

さと犯罪被害者に対する不当な扱いについてのメディア報道。⑦、

対女性暴力、対児童虐待の社会問題化と政治化。⑧、人種差別暴

力の社会問題化と政治化。⑨、犯罪率上昇に直面して、政治家の

得票戦略としての厳罰政策のキャンペーン。⑩、犯罪被害者や患

者の権利獲得運動2。 

（二）、日本と台湾の被害者参加制度 

日本では、後述したように、２０００年５月にいわゆる「犯罪

被害者保護二法」が成立し、同年１１月１日に施行された。「犯罪

被害者保護二法」とは、「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改

正する法律」（平成１２年法律第７４号）と「犯罪被害者等の保護

を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3」（平成１２

年法律第７５号）を指す。 

その後、２００４年１２月１日に「犯罪被害者等基本法」（平成

１６年法律第１６１号）が制定され、翌年の２００５年４月１日

                                                       
2 西村春夫「被害者の刑事裁判参加制度とポピュリズム政治（特集 刑事裁判と

被害者参加）」法学セミナー ５３（９）（２００８年９月）、２６、２７頁。 
3 以下に、犯罪被害者等保護法と略す。 
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に施行され、犯罪被害者の権利利益の保護に対する基本原則が定

められた。 

また、２００７年６月２０日に、「犯罪被害者等の権利利益の保

護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立した。

この法律において、公判訴訟記録の閲覧・謄写の範囲の拡大、被

害者特定事項の保護（不公開）以外に、刑事裁判における被害者

参加制度及び損害賠償命令制度が創設された。 

一方、台湾では、犯罪被害者等に対する個別の保護規定はある

が、日本のような綿密な保護網はないし、被害者参加制度も設け

られていなかった。２０１７年に総統府が召集した司法改革国是

会議が始まり、討論すべき課題が多いため、会議のうち、被害者

参加制度も言及され、将来導入するという結論を決めたが、結論

を決める前に、被害者参加制度の中身を深く討論していなかった。 

その後、台湾の司法院（ある程度、日本の 高裁判所に相当）

は、司法改革国是会議の被害者参加制度を導入すべきである結論

を受けて、「犯罪被害者訴訟参与法案研議委員会」を設け、２０１

７年７月２１日から同年１２月１５日まで、６回の会議を経て、

同年１２月２７日に、被害者参加制度の草案初稿を公布した。 

本稿では、日本の被害者参加制度を紹介して、この制度につい

ての諸問題を討論した後、台湾において発表したばかりの被害者

参加制度草案初稿の紹介と比較をさせていただくと思われる。 
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因みに、本稿が完成する直前の２０１８年３月１４日に、台湾

の司法院は、第１６６回院会を通じて、被害者参加制度草案初稿

に対して若干の修正を認めた上で、草案の通過を決議した。後ほ

ど、国会審議の段階に入る見通しである。この通過した被害者参

加制度草案（以下、司法院草案確定版と略す。）は、被害者参加制

度草案初稿と比べると、草案規定の部分についてほぼ同じで、草

案の説明部分についても、更に詳しく説明した部分は若干あるが、

説明の内容と本旨はほぼ同じである。このため、本稿第五章第三

節において書かれた台湾被害者参加制度草案の紹介と比較は、司

法院草案確定版についての紹介と比較ではなく、被害者参加制度

草案「初稿」についての紹介と比較である。 

二、日本の被害者関連制度の紹介 

（一）、犯罪被害者保護二法成立前4 

被害者の保護に関連する法整備としては、まず、昭和３３年に

行われた「刑法の一部を改正する法律」（昭和３３年法律第１０７

号）による証人威迫罪5（刑法第１０５条の２）の新設及び「刑事

訴訟法の一部を改正する法律」（昭和３３年法律第１０８号）によ

                                                       
4 法制審議会刑事法（犯罪被害者関係）部会配布資料（以下に、審議会資料や配

布資料などと略す。）第１７、１、２頁。 
5 現行の刑法第１０５条の２は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは

審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関し

て、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年

以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。」と規定している。 
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る証人尋問中の被告人の退席6・退廷7（刑事訴訟法第２８１条の２、

第３０４条の２）の新設が挙げられる。これらの規定により、被

害者が証人として刑事手続に関与する際に、以前より一層保護さ

れる。また、当該の刑事訴訟法の改正により、同法第８９条第５

号8、第９６条第１項第４号9が新設され、裁判所は、被告人や被疑

者の保釈等を決めるとき、被告人や被疑者の被害者に対する威迫

等の不正行為を考慮することができるようになった。 

                                                       
6 現行の刑事訴訟法第２８１条の２は、「裁判所は公判期日外における証人尋問

に被告人が立ち会った場合において、証人が被告人の面前（第百五十七条の五第

一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規

定する方法による場合を含む。）においては圧迫を受け充分な供述をすることが

できないと認めるときは、弁護人が立ち会っている場合に限り、検察官及び弁護

人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合

には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与え

なければならない。」と規定している。 
7 現行の刑事訴訟法第３０４条の２は、「裁判所は、証人を尋問する場合におい

て、証人が被告人の面前（第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並

びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。）に

おいては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が

出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被

告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、

これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。」

と規定している。 
8 現行の刑事訴訟法第８９条第５号は、「保釈の請求があったときは、次の場合

を除いては、これを許さなければならない。五、被告人が、被害者その他事件の

審判に必要な知識を有すると認められる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者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理

由があるとき。」と規定している。 
9 現行の刑事訴訟法第９６条第１項第４号は、「裁判所は、左の各号の一にあた

る場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行

停止を取り消すことができる。四、被告人が、被害者その他事件の審判に必要な

知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え

若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。」と規定

している。 
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更に、昭和５５年に被害者の保護・支援を直接の目的として行

われた法整備として、「犯罪被害者等給付金支給法」が制定された。

この契機は、昭和４９年８月に発生した三菱重工ビル爆破事件で

あった。 

また、警察庁において、平成８年２月に、被害者対策に関する

基本的な事項を取りまとめた被害者対策要綱が策定された。その

後、平成１１年６月に、犯罪捜査規範が改正され、被害者の保護・

支援に関する規定、例えば、第１０条の２10、第１０条の３11、第

１１条第１項12、第７０条13などの規定が設けられた。 

                                                       
10 現行の犯罪捜査規範第１０条の２は、「１．捜査を行うに当たっては、被害者

又はその親族（以下この節において「被害者等」という。）の心情を理解し、そ

の人格を尊重しなければならない。２．捜査を行うに当たっては、被害者等の取

調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚

えさせないようにするための措置を講じなければならない。」と規定している。 
11 現行の犯罪捜査規範第１０条の３は、「捜査を行うに当たっては、被害者等に

対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者

等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。

ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名

誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。」と規

定している。 
12 現行の犯罪捜査規範第１１条第１項は、「警察官は、犯罪の手口、動機及び組

織的背景、被疑者と被害者等の関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に

後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被

害者等の氏名又はこれらを推知されるような事項を告げないようにするほか、必

要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。」と規定

している。 
13 現行の犯罪捜査規範第７０条は、「警察官は、親告罪に係る犯罪があることを

知った場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後にお

ける捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合

においても、捜査しなければならない。この場合においては、被害者またはその

家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。」

と規定している。 
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更に、平成１１年の刑事訴訟法等の一部を改正することで（平

成１１年法律第１３８号）、証人尋問の制限14（刑事訴訟法第２９

５条第２項）及び証拠開示の際の証人への加害行為等の防止のた

めの配慮15（刑事訴訟法第２９９条の２）等の規定が新設され、被

害者が証人として証言した際に、一層の保護を図るようになった。 

（二）、犯罪被害者保護二法 

前述したように、２０００年５月にいわゆる「犯罪被害者保護

二法」が成立し、同年１１月１日に施行された。「犯罪被害者保護

二法」とは、「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」

（平成１２年法律第７４号）と「犯罪被害者等の保護を図るため

                                                       
14 現行の刑事訴訟法第２９５条第２項は、「裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又

は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人若しくはこ

れらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれら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があり、これらの者の住居、勤務先その他その

通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳

人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項につ

いての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限すること

により犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは

弁護人のする尋問を制限すること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は、この限りでない。」と規定している。 
15 現行の刑事訴訟法第２９９条の２は、「検察官又は弁護人は、前条第一項の規

定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え

又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、

通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載され

若しくは記録されている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加

え又はこれら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がある

と認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その

他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又

は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者（被告人を含む。）に知ら

れないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように

配慮することを求めることができる。」と規定している。 
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の刑事手続に付随する措置に関する法律」（平成１２年法律第７５

号）を言う。 

この「犯罪被害者保護二法」は、刑事手続において「忘れられ

た人々」であった被害者を「再発見」する重要な目的を果たした16。 

まず、「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」を

簡単に紹介する。性犯罪等の被害者が証人として証人尋問を受け

る際に、被告人等の面前であることにより、精神的な苦痛や衝撃

を受け、二次被害を防ぐために、証人への付き添い17（刑事訴訟法

第１５７条の２）、遮蔽措置18（刑事訴訟法第１５７条の３）、ビデ

オリンクの措置19（刑事訴訟法第１５７条の４第１項）を新設した。 

                                                       
16 平山真理「刑事裁判はどのように変わるのか:被害者参加制度と裁判員制度の

インパクト」（刑事法）（法学部創立５０周年記念論文集）青山法学論集 ５１

（１）（２００９年１２月）、５８７頁。 
17 現行の刑事訴訟法第１５７条の４（平成２８年法律第５４号の法改正による条

数繰下げ）は、「１．裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心

身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあ

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き、その不安又は緊

張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは

証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認

める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。２．前項の規

定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは

訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響

を与えるような言動をしてはならない。」と規定している。 
18 現行の刑事訴訟法第１５７条の５（平成２８年法律第５４号の法改正による条

数繰下げ）は、「１．裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証

人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面

前（次条第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。）において供述す

るときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合で

あって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告

人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができな

いようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を


