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事実の概要

　本件の本案訴訟は、Ｘ（申立人、相手方）が、
被告会社の開設する病院の看護師の過失によりＸ
の父であるＡが転倒して頭部を床面に強打したた
めに死亡したなどと主張して、同社に対し、使用
者責任に基づく損害賠償を求めるものである。（な
お、本件転倒事故に関し、業務上過失傷害等の容疑
で捜査が行われたが、本案訴訟提起の時点で業務上
過失傷害罪の公訴時効が成立している。）
　本件は、Ｘが、上記の転倒によりＡが死亡した
こと等を立証するために必要であるとして、Ａの
死体についてＹ１（抗告人、地方公共団体）に所属
する司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当
該鑑定のために必要な処分として裁判官の許可を
受けてした解剖の結果作成された文書等のうち、
①当該死体の解剖の写真に係る情報が記録された
電磁的記録媒体であってＹ１が所持するもの（以
下、「①文書」という。）、②鑑定書等及び上記解剖
の嘱託を受けた者が受領した鑑定嘱託書その他外
部の関係先から受領した資料並びにこれらの写し
（電磁的記録媒体に記録される形式で保管されている
ものを含む。）であってＹ２（抗告人、上記解剖を行っ
た者の属する国立大学法人）が所持するもの（以下、
「②文書」という。）等について、文書提出命令の
申立てをした事案である。
　原審（札幌高決平 31・3・29 公刊物未登載、LEX/
DB25565719、25566404）は、①文書につき、民訴
法 220 条 3 号所定のいわゆる法律関係文書に該
当すると認めるのが相当であるなどとして、②文
書につき、同条 4号ホの刑事事件関係書類に該

当しないとして 4号に基づき、Ｙ１・Ｙ２に対して、
それぞれ提出を命じた。

決定の要旨

　①決定　抗告棄却
　「民事訴訟において死者の死因が争われる場合、
当該死者の死体の解剖がされていれば、その結果
等が記載された文書は重要な証拠となり得る。し
かしながら、検察官、検察事務官又は司法警察職
員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定のために
必要な処分として裁判官の許可を受けてする死体
の解剖（以下「司法解剖」という。）の結果等が
記載された鑑定書等の文書については、文書提出
命令の申立てがされたとしても、民訴法 220 条 4
号ホ所定の『刑事事件に係る訴訟に関する書類』
に該当すると解され、同号に基づく提出義務があ
るとはいえない。もっとも、上記文書が法律関係
文書に該当すれば、これが刑訴法 47 条所定の『訴
訟に関する書類』に該当するとしても、その保管
者による提出の拒否が当該保管者の有する裁量権
の範囲を逸脱し又は濫用するものである場合に
は、裁判所は、その提出を命ずることができる…
（略）…。
　文書提出命令の申立てに係る文書が法律関係文
書に該当するか否かについては、民訴法 220 条
3 号後段の文言及び沿革に照らし、当該文書の記
載内容やその作成の経緯及び目的等を斟酌して判
断すべきであるところ、本件準文書（筆者注：①
文書）は、Ｙに所属する司法警察職員から鑑定の
嘱託を受けた者によるＡの死体についての司法解
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剖（以下「本件司法解剖」という。）の写真を内
容とするものである。死体の解剖に原則としてそ
の遺族の承諾が必要とされる（死体解剖保存法 7
条）ことや、司法解剖をする場合に解剖すべき死
体について直系の親族等があるときはこれに通
知しなければならないとされる（刑訴法 225 条
1 項、168 条 1 項、刑訴規則 132 条において準用
する同規則 101 条）ことなどに照らしても、Ｘは、
その父であるＡの死体が礼を失する態様によるな
どして不当に傷付けられないことについて法的な
利益を有するというべきである。…（略）…そし
て、上記写真は、本件司法解剖の経過や結果を正
確に記録するために撮影されたものであり、犯罪
捜査のための資料になるとともに、本件司法解剖
によるＡの死体に対する侵襲の範囲や態様を明ら
かにすることによってこれが適正に行われたこと
を示す資料にもなるものであると解され、本件司
法解剖によるＸの上記利益の侵害の有無等に係る
法律関係を明らかにする面もあるということがで
きる。
　以上からすれば、本件準文書は、ＹとＸとの間
において、法律関係文書に該当するというべきで
ある。」

　②決定　破棄差戻
　「刑事事件関係書類には犯罪の捜査のため捜査
手法や犯罪の手口のほか関係者の名誉やプライバ
シー等に深く関わる事項が記載されることがある
ので、これが開示されると、関係証拠の隠滅が図
られるなどして捜査や公判に不当な影響が及ぶお
それがあること、関係者の名誉やプライバシー等
に対する重大な侵害が生じ得ることなどの弊害が
生じ得る。開示により上記弊害を生じ得る文書は、
民訴法 220 条 4 号ロに掲げる文書に該当する可
能性が類型的に高いものの、これに該当する旨の
意見を述べるときにその理由を示すべきものとさ
れる監督官庁（同法 223 条 3 項）が当該理由を
具体的かつ詳細に示すことは捜査の秘密等との関
係から困難な場合があり、裁判所が、文書提出命
令の申立ての対象とされた刑事事件関係書類を提
示させたとしても、上記弊害の有無を判断する
ことは必ずしも容易でない。そのため、同法 220
条 4 号ホは、刑事事件関係書類を開示すべきか
否かについて、文書提出命令の申立てを受けた裁
判所がその内容等を個別に検討して判断すべきも

のとせず、これを刑事手続上の開示制度に係る規
律に委ねる趣旨で、刑事事件関係書類を同号によ
り提出が義務付けられる文書から一律に除外した
ものと解される。このことは、同法223条 6項が、
同法 220 条 4 号イからホまでに掲げる文書のう
ち同号ホに掲げる文書を除く文書についてのみ、
そのいずれかに該当するかどうかの判断をするた
め文書提出命令の申立てに係る文書の提示をさせ
ることができるとしていることからも、明らかで
ある。
　そうすると、文書提出命令の申立てに係る文書
等が刑事事件関係書類に該当するか否かを判断す
るに当たっては、当該文書等が民事訴訟に提出さ
れた場合の弊害の有無や程度を個別に検討すべき
ではなく、被告事件若しくは被疑事件に関して作
成され又はこれらの事件において押収されている
文書等であれば当然に刑事事件関係書類に該当す
ると解するのが相当である。…（略）…そして、
検察官、検察事務官又は司法警察職員による鑑定
の嘱託は犯罪の捜査のためにされるものであっ
て、この鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関し
て作成し又は受領した文書等が被告事件若しくは
被疑事件に関して作成され又はこれらの事件にお
いて押収されている文書等に該当することは明ら
かである。
　したがって、検察官、検察事務官又は司法警察
職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関し
て作成し若しくは受領した文書等又はその写し
は、刑事事件関係書類に該当すると解するのが相
当である。」

判例の解説

　一　刑事事件関係書類の意義
　刑事事件関係書類は、刑事訴訟における実体的
真実の解明という公益の追究のため、関係者の名
誉、プライバシーについてまで深く立ち入って作
成されるものであり、これが公開された場合、①
捜査の進捗状況や捜査手法等が明らかになり、関
係証拠の隠滅や犯人の逃走が図られるなど、捜査
や公判に不当な影響が生ずる、②被告人、被害者
などの関係者の名誉、プライバシー等に重大な侵
害が及ぶ、③犯罪の手口が開示され、模倣犯の出
現、犯罪の手口の巧妙化、公の秩序に反する結果
が生じる、④将来の捜査や公判において国民の協
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力を得ることが困難になるなどの様々な弊害が生
ずるおそれがあるとされる１）。
　こうしたことから、刑訴法 47 条は、「訴訟に
関する書類は、公判の開廷前には、これを公にし
てはならない。但し、公益上の必要その他の事由
があって、相当と認められる場合は、この限りで
ない。」と定めている。ここでいう「訴訟に関す
る書類」とは、被疑事件又は被告事件に関して作
成された書類をいい、裁判所又は裁判官が保管し
ている書類に限らず、検察官、司法警察員、弁護
人その他第三者が保管しているものも含まれる。
第 1回公判が開かれた後でも、当該書類が公判
で公にされるまでは、本条の禁止が続き、公判で
公にされることのない書類（不提出書類）につい
ても同様とされる２）。
　こうした刑訴法上の規律を前提に、民訴法 220
条 4 号ホは、刑事事件や少年事件に関係する文
書を、文書提出義務の除外文書として規定し、ま
た、当該文書は、同 223 条 6 項に定めるいわゆ
るインカメラ手続の対象外とされている。

　二　法律関係文書との関係
　「相当と認められる場合」の判断は、当該書類
の保管者において、公にする利益とこれによって
予想される弊害とを利益衡量し、合理的な裁量に
より決定されるべきものと解されているが３）、捜
査機関の保管する刑事事件関係書類について、法
律関係文書として文書提出命令の申立てがなさ
れ、これに対し、当該捜査機関から、開示が相当
でないとして刑訴法 47 条に基づき提出を拒絶す
る旨の主張がされた場合において、民事事件の裁
判所が、捜査機関による上記判断の当否を審査し
うるかどうかについて、裁判例は、否定説と肯定
説とに分かれていた４）。
　この点につき、最三小決平 16・5・25（民集
58 巻 5号 1135 頁）は、虚偽の交通事故を作出し、
保険金を詐取したとして有罪が確定した相手方
が、保険会社によって提起された損害賠償請求訴
訟において、自己と共犯者らとの間に共謀がな
かった事実を立証したいとして、刑事事件の公判
手続には提出されなかった抗告人が保管する共犯
者らの供述調書の文書提出命令を申し立てた事案
において、刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」
に該当する文書について文書提出命令の申立て
がされた場合であっても、当該文書が民訴法 220

条 3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し、か
つ、当該文書の保管者によるその提出の拒否が、
民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の
有無、程度、当該文書が開示されることによる被
告人、被疑者等の名誉、プライバシーの侵害等の
弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照ら
し、当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し、
又は濫用するものであるときは、裁判所は、その
提出を命ずることができる、と判示した。その後、
最二小決平 17・7・22（民集 59 巻 6 号 1837 頁）、
最二小決平 19・12・12（民集 61 巻 9 号 3400 頁）
などの他、多数の下級審決定がこの判断枠組みを
踏襲しており、法律関係文書との関係では、判例
は肯定説をとる姿勢を明確にしているといえよ
う５）。

　三　法律関係文書の範囲
　刑事事件関係書類の文書提出義務が問題となっ
た過去の裁判例を見てみると、法律関係文書にあ
たらないとされた例として、申立人を被疑者（後
に不起訴）とする交通事故の捜査書類（福岡高宮
崎支決昭 54・3・27 訟月 25 巻 7 号 1787 頁）、申立
人を被疑者（後に不起訴）とする事件の不起訴裁
定書（東京高決昭 58・12・13 東高民時報 34 巻 9 ＝
12 号 134 頁）がある一方で、法律関係文書にあ
たるとされた例として、申立人らの司法警察員
に対する供述調書（大阪地決昭 60・1・14 判タ 552
号 197 頁）、申立人に対する逮捕状請求に際し疎
明資料として提出された捜査報告書（大阪高決昭
63・7・20 判タ 681 号 198 頁）、申立人に対する勾
留請求等の疎明資料となった被害者の供述調書
（福岡高那覇支決平 10・3・13 訟月 45 巻 4号 641 頁）
などがあり、昭和 60 年以降は、現在に至るまで、
法律関係を広く認める傾向がある。これらの事例
において実際に認定された法律関係としては、「法
の定める手続によらなければ捜索及び差押えを受
けることはないという法的地位の侵害の有無を内
容とする法律関係」（前掲昭和 60 年大阪地決）、「被
疑事件による捜査法律関係」「逮捕状発付の適法
性をめぐる、原告の身体及び自由等の法的地位の
侵害を内容とする法律関係」（前掲昭和 63 年大阪
高決）などがある。
　ただし、これらの事例の基本事件の多くは、捜
査の違法等を主張する原告による、国や地方公共
団体に対する損害賠償請求訴訟であり、本件のよ
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うに、被疑事件の被害者遺族による使用者に対す
る損害賠償請求訴訟において、被害者遺族が文書
提出命令によって捜査資料にアクセスできるかに
ついては、必ずしも明らかではなかった。

　四　本件両決定の意義
　本件①決定は、前述の平成 16 年最高裁決定を
引用したうえで、司法解剖において撮影された解
剖写真につき、「Ｘは、その父であるＡの死体が
礼を失する態様によるなどして不当に傷付けられ
ないことについて法的な利益を有」し、その侵害
の有無等に係る法律関係を明らかにする面のある
法律関係文書に該当するとし、被疑事件の被害者
遺族と捜査機関との間の法律関係を最高裁として
初めて明らかにした。これは、法律関係文書該当
性を緩やかに肯定したものと見られ、今後、同種
の文書を対象とする文書提出命令事件において、
先例として大きな意味を持つものである。
　また、②決定では、民訴法 220 条 4 号に基づ
く文書提出命令の申立てに係る文書等が刑事事件
関係書類に該当するか否かを判断するにあたって
は、当該文書等が民事訴訟に提出された場合の弊
害の有無や程度を個別に検討すべきではなく、被
告事件若しくは被疑事件に関して作成され又はこ
れらの事件において押収されている文書等であれ
ば当然に刑事事件関係書類に該当すると解するの
が相当であるとし、②文書の提出を命じた原決定
を破棄し、原審に差し戻している。原決定は、「民
事訴訟において提出されたとしても、関係者の名
誉及びプライバシーが侵害されず、また、捜査及
び刑事裁判が不当な影響を受けるおそれのない文
書は刑事事件関係書類等に該当しない」としたう
えで、名誉及びプライバシーが侵害されるおそれ
がほとんどなく、証拠としての重要性が高い②文
書は刑事事件関係書類等に該当しないと判断して
いたが、本件②決定は、そうした実質的な判断を
否定し、形式的該当性のみによって判断するとの
方向性を、最高裁として初めて示したものとして
価値がある。

　五　補足意見について
　なお、②決定には、宇賀克也裁判官の補足意見
があり、「本件文書等が同条 3号等に掲げる文書
に該当する可能性はさておき、本件のように、既
に公訴時効が完成して捜査記録も廃棄されている

ため捜査や公判への現実的な支障を考慮する必要
がなく、被害者の遺族からの文書提出命令の申立
てであって関係者のプライバシー等の侵害を懸念
する必要もほとんどない場合にまで、本案訴訟に
おいて重要な証拠となり得る文書が、形式的に同
条 4号ホに掲げる文書に該当するという理由だ
けで文書提出命令の対象外とされる結果を招きか
ねないことに鑑みると、同条 4号ホに掲げる文
書の範囲を限定することについて、立法論として
再検討されることが望ましいと思われる。」とし
ており、林景一裁判官もこの意見に同調している。
　民訴法 220 条 4 号ホの規定に対しては、立法
当時から学説上否定的な見解があり、平成 15 年
から平成 16 年にかけ、法制審議会民事訴訟・民
事執行法部会においても議論がなされたものの、
審議の結果、同規定の改正は行わないこととなっ
た経緯がある６）。こうした結論に至った要因の 1
つとして、同部会において、法務省刑事局が、運
用上刑事事件関係書類等の開示の範囲を拡張し、
民事訴訟において審理に必要となる書類の入手に
困ることのないようにするとの方向性を示したこ
とが挙げられている。本件②決定のような形式的
判断による提出除外が続くようであれば、立法論
として刑事事件関係書類の提出義務に関する規定
を見直す動きが再び大きくなる可能性もある７）。

●――注
１）深山卓也ほか「民事訴訟法の一部を改正する法律の概
要（下）」ジュリ 1210 号 174 頁。

２）松尾浩也ほか『条解刑事訴訟法〔第4版増補版〕』（弘文堂、
2016 年）103 頁。

３）松尾ほか・前掲注２）108 頁。
４）否定説に属する下級審決定として、後掲昭和 54 年福
岡高宮崎支決、東京高決昭 60・2・21 判タ 560 号 139
頁など、肯定説に属する下級審決定として、東京高決平
9・7・9判タ 1008 号 267 頁などがある。

５）学説も肯定説が有力であるが、否定説に属するものと
して、石渡哲「判批」判評 565 号 34 頁がある。

６）こうした経緯につき、秋山幹男ほか『コンメンタール
民事訴訟法 4〔第 2版〕』（日本評論社、2019 年）450 頁。

７）本件補足意見は立法論の具体的内容には触れていない
が、刑事関係書類の規定に関する立法論として、伊藤眞
「民事訴訟の目的再考」新堂幸司（監）／高橋宏志ほか
（編）『実務民事訴訟講座［第 3期］第 1巻』（日本評論社、
2014 年）36 頁、八田卓也「判批」リマークス 33 号 145 頁、
三木浩一＝山本和彦（編）『民事訴訟法の改正課題』（有
斐閣、2012 年）122 頁などがある。


