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第１ 調査概要

・２０１０年７月，全会員を対象に，裁判員裁判における被疑者取調べの一部録

画事例に関するアンケート調査を実施。

・上記アンケート調査の結果，公判で一部録画ＤＶＤが取り調べられた，あるい

は取り調べられる可能性があると回答した会員に対し，２０１０年１０月から

追加調査を実施。

・回答総数 ２８１件

第２ 調査結果

１ 被疑者取調べの一部録画の実施の有無

(1) アンケート結果

実施あり 実施なし 無回答 合計

１８７ ７７ １７ ２８１

(2) 分析

裁判員裁判対象事件では，６割以上の事件で一部録画が行われている。

実施あり

(66.5%)

実施なし

(27.4%)

無回答

(6.1%)



ただし，一部録画が行われているのは主として検察官による取調べであり，

警察官の取調べの録画件数はかなり少ないと思われる。

２ 一部録画が行われなかった事例

(1)① 一部録画が実施されなかった理由

捜査機関の判断 被疑者が拒否 その他・無回答 合計

５４ １６ ７ ７７

② 分析

一部録画がなされなかった理由の７割以上は，捜査機関の判断によって

録画が見送られたものであり，被疑者が録画を拒否した事例は少数に止ま

る。捜査機関が，一部録画をしても自白を維持する可能性の高い被疑者を

選別していることがうかがわれる。

捜査機関の判断

(70.1%)

被疑者が拒否

(20.8%)

その他・無回答

(9.1%)



(2)① 被疑者が一部録画を拒否した理由

弁護人の方針 ５

取調べを受けている姿を記録されたくない，見られたくない ４

テレビで放送されると思った １

録画されると緊張して話せない １

不明 ５

合計 １６

② 分析

被疑者の拒否理由のうち最も多いものは弁護人の方針によるものであり，

全体の約３割を占める。

弁護人が一部録画の拒否を勧めた理由は，全て，取調べの全過程が録画

されない限り意味がないというものであり，取調べの可視化（取調べの全

過程の録画）が実施されていれば録画に応じたものと考えられる。

その他の拒否理由の中にも，「テレビで放送されると思った」という明

らかな誤解に基づくものがある。また，「取調べを受けている姿を見られ

たくない」という理由についても，ＤＶＤの利用を取調べ状況の審理に限

定すれば，ほとんどの事案で公判においてＤＶＤが再生されることはない

から，正確な情報を提供することによって解消することが可能な問題であ

弁護人の方針

(31.3%)

取調べを受けている姿を記録されたくない，見られたくない

(25.0%)

テレビで放送されると思った

(6.3%)

録画されると緊張して話せない

(6.3%)

不明

(31.3%)



ると考えられる。

３ 録画の内容（自由記載欄より）

① 実際に録画がなされていた場面

読み聞かせ場面 ２１

署名指印の確認 ５

取調べに問題がなかったことの確認 ４

事件全般に関する聴取 ４

合計 ３４

② 分析

一部録画において録画されるのは，大部分が供述調書の読み聞かせ及び

署名指印の場面や既になされた署名指印の確認，取調べに問題がなかった

ことを確認する場面であり，事件の内容について聴取する場面が録画され

ている例は少数に止まった。

読み聞かせ場面

(61.8%)
署名指印の確認

(14.7%)

取調べに問題がなかったことの確認

(11.8%)

事件全般に関する聴取

(11.8%)



４ 録画時の被疑者の様子

(1) アンケート結果

特に変化なし １２８

乗り気でない，緊張していたなど消極的な態度 １３

積極的に話そうとしていた ２

その他・無回答 ４４

合計 １８７

(2) 分析

一部録画されている状況下での被疑者の態度については，特に変化は見ら

れなかった旨の回答が約７割を占め，録画を意識して取調べに対して消極的

な態度であったとする回答は７パーセントに留まった。

(3) 特徴的な回答

・当初は録画されていることに抵抗していたが，すぐに抵抗感がなくなった

様子だった。（抵抗感なし）

・被疑者が視覚障がい者であったため，調書に署名指印をする場面や調書の

読み聞かせ場面が録画されることに安心感を抱いていた。（抵抗感なし）

・被疑者は，精神障がいのため，取調べの内容が分かっていないようだった。

（その他）

・被疑者が，録画前の取調べで検察官と口論になったが録画時には検察官の

特に変化なし

(68.4%)

乗り気でない，緊張していたなど消極的な態度

(7.0%)

積極的に話そうとしていた

(1.1%)

その他・無回答

(23.5%)



態度が非常に軟化しており拍子抜けしたと語っていた。（その他）

・録画時だけ検察官が優しかった。（その他）

・検察官に押し切られて調書に署名指印していた。（その他）

・一部しか録画してもらえないことに不公正感を抱いていた。（その他）

・誘導質問が多く，検察官の意図に反する供述がしにくいように見えた。

（その他）

５ 公判における一部録画ＤＶＤの活用状況（追加アンケート結果）

(1) 裁判員裁判の公判前整理手続において一部録画ＤＶＤの取調べが請求され

た件数

・１１件

※このうち１件は，公判前に取調べ請求が撤回され，実際には再生されな

かった。

(2) 録画された取調べの実施機関

・検察官：１０件

・警察官： ０件

・両 方： １件

(3) 取調べ請求者と立証趣旨

① アンケート結果

検察官：７件

・取調べ状況（被告人の調書の任意性・信用性が争われた事案）

６件

・認知症の疑いのある被告人が取調べ内容を理解していること

（被告人の調書の任意性が争われた事案） １件

弁護人：４件

・被告人の精神状態（責任能力が争点となった事案） ３件

・被告人の主張の一貫性（殺意が争われた事案） １件



② 分析

取調べ状況の立証のために一部録画ＤＶＤの取調べが請求された事案は，

全て検察官からの請求である。捜査機関が一部録画を行う事件を選別して

いることからこのような結果になったものと思われるが，このこと自体が

一部録画が公平を欠く制度であることを示している。

弁護人は，主に，被告人の精神状態を立証するために一部録画ＤＶＤを

活用しようとしている。

(4) 争点についての裁判所の判断とＤＶＤが裁判所の判断に与えた影響

① アンケート結果

a. 被告人の調書の任意性・信用性が争われた事案

a) 裁判所の判断

：ＤＶＤが取り調べられた６件全てにおいて信用性・任意性ありとの

判断がなされた。

b) ＤＶＤが裁判所の判断に与えた影響

・影響なし・不明（判決文でＤＶＤに触れられなかった） ３件

・影響があったと思われる ２件

○自白直後の取調べの最後の部分のみが録画されており，強い影響

があったと思われる。実際は，被告人が犯行状況を知らないので

はないかと思わせるような不自然な供述経過があったが，その部

分が録画されていなかった。

○「取調べで認めていた」という心証につながったのではないかと

思われる。

・判決文でＤＶＤに言及された １件

○「被告人については記憶力の低下がうかがえるものの，検察官が

きっかけを与えると記憶を喚起しており自身の供述内容を理解し

ている」旨が判決に記載



c) 裁判員の評価

・ＤＶＤより被告人質問の方が参考になったという裁判員の意見が報

道された。

・取調べの最初の様子を確認したかった，全面可視化が必要という裁

判員の意見が報道された。

・打合せをした上での録画」「取調べの真実とは思えない」などの理

由で証拠として役に立たなかったとの裁判員の意見が報道された。

b. 被告人の責任能力が争われた事案

a) 裁判所の判断

：３件中，検察官の主張が採用されたものが２件，調査時点で判決が

言い渡されていないものが１件

b) ＤＶＤが裁判所の判断に与えた影響

・影響なし・不明（判決文でＤＶＤに触れられなかった） １件

・判決文でＤＶＤに言及された。 １件

○「ＤＶＤをみても心神喪失とは認められない」と判決に記載され

た。

② 分析

一部録画ＤＶＤに基づいて弁護人の主張が採用された事例はなかった。

しかし，弁護人の主張が排斥された事案においても，一部録画ＤＶＤが

心証に影響した旨が判決に明示された事例は少数に止まっている。却って，

裁判員が一部録画の証拠価値に疑問を表明した例が複数報告されており，

取調べ状況の解明において一部録画ＤＶＤの果たす役割が高く評価されて

いるとは考えられない。



６ 一部録画に対する弁護人の感想等

※ 括弧内の数字は同趣旨の回答数

(1) 一部録画の当否に関する感想

・調書の読み聞かせ場面のみの録画であり，実際にどのような取調べが行わ

れていたのか分からなかった。任意性の立証に役立つとは思えない。（２

１）

・署名・指印の事実の確認や調書の内容を確認したかなど，形式的な確認に

終始しており，意味がない。（５）

・誘導質問で取調べに問題がなかったことを確認するだけだった。（４）

・誘導質問ばかりであり，被疑者は「はい」としか答えていない。（８）

・最後の取調べのみの録画で，被疑者の回答も棒読みのような状態であり，

生の取調べとはほど遠い。（２）

・被疑者は，録画される前の取調べで自分の言い分が聞き入れられなかった

ことで無力感を抱いており，自分の言い分を主張することができなかった。

（３）

・一部録画はない方がいい。一部録画は拒否すべきである。（１）

(2) 検察官の対応に関する感想等

・録画前にリハーサルや検察官からのアドバイスが行われていた。（４）

・乱暴・横柄な態度だった検察官が，一部録画の際は丁寧な質問の仕方にな

っていた。（２）

・被疑者の調書のうち，検察官に都合のいい部分だけをつなぎ合わせて質問

し，録画されていた。（１）

・被疑者が不満を持っている調書については全く触れられていなかった。

（１）

(3) その他

・被疑者が調書の誤りを指摘するなど，冷静に対応していた。（１）



・被疑者の責任能力に疑問を感じる言動が録画されていた。（１）

・通訳事件の調書の読み聞かせにおいて，通訳がわかりにくく，被疑者が考

えている間に次の部分が読み上げられていた。調書の訂正を申し立てたが，

趣旨が歪曲されて訂正調書が作られていた。（１）

第３ まとめ

○ 取調べが可視化されても被疑者の供述態度に大きな変化はない

・一部録画を拒否した被疑者は少数である。

・一部録画の拒否理由の中には，取調べの可視化（全過程の録画）の導入や

その運用によって解消可能な理由が多い。

・実際に録画をされた被疑者の大部分は態度に変化が見られなかった。

○ 一部録画は不公正な制度である

・録画を実施する事件や録画する取調べの内容を捜査機関が選別している。

・録画前にリハーサルが行われた事例が複数存在する。

・録画されていない取調べと録画されている取調べで取調官の態度が異なっ

ていたとされる事例が複数存在する。

○ 一部録画では取調べ状況は分からない

・既に作成された調書の内容の確認の場面などしか録画されていないことな

どから，実際の取調べの場面が分からないという批判が多くの弁護人から

されている。

・被告人の供述調書の任意性・信用性を認めた判決においても，一部録画Ｄ

ＶＤに言及されていないものが見られる。

・裁判員経験者からも，一部録画ＤＶＤの証拠価値を疑問視する指摘がなさ

れている。


