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子どもの司法面接制度の導入を求める意見書

２０１１年（平成２３年）８月１９日

日本弁護士連合会

意見の趣旨

児童虐待や犯罪等の被害を受けた子ども及び児童虐待や犯罪等の被害の目撃者で

ある子どもから，児童福祉に関する調査及び犯罪捜査のための事実の聴取りを行う

場合は，以下の内容を要素とする司法面接制度を導入すべきである。

１ 誘導・暗示に陥りやすい子どもの特性に配慮し，子どもからの聴取りは専門

的訓練を受けた面接者が行う。

２ 子どもからの聴取りは，誘導的，暗示的な誤った聴取り方法を排して，子ど

もの記憶が汚染される前に，子どもからできるだけありのままの供述を得て，

刑事事件の立件手続の適正を確保するとともに，繰り返し聴取を受けることに

よる子どもの二次被害をできるだけ回避することを目的として，児童福祉に関

する機関，捜査機関等の関係諸機関から構成する多機関連携チームが主体とな

って，一堂に会して別室で見守る中で，専門的訓練を受けた面接者が，原則と

しては，１回限り行うものとする。

３ 子どもからの聴取りにおける質問及び供述並びにそれらの状況は全て録画す

る。

４ 子どもからの聴取りは，子どもが安心して話をすることができる物理的な環

境を備えた場所で行う。

意見の理由

第１ はじめに

児童虐待等，子どもが被害者となる事件は跡を絶たない。全国の児童相談所が

２００９年度（平成２１年度）に対応した児童虐待の相談件数は４４，２１１件

となった（２０１０年度（平成２２年度）の相談件数は，速報値ではあるが，５

５，１５２件となっている ） 。この中で，性的虐待の相談件数は１，３５０。
*1
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件（約３％） である。これらは保護者による性的加害の件数であり，第三者に
*2

よる性的加害の件数は含まれていない。また，事案の性質上，発見が困難である

ことを考えれば，児童が被害者となっている実態は，上記件数をはるかに上回る

ものと考えられる。

被害者となった子どもが被害事実確認のために，警察・検察や児童相談所で事

情聴取を受けることは少なくない。

一方で，子どもが犯罪等の目撃者として警察捜査の対象となり，取調べを受け

ることも少なくない。

また，子どもの供述評価を誤った結果，誤った逮捕・起訴など，えん罪が生じ

ている可能性も否定できない。

そのような過程で，子どもの供述内容が外的に汚染されないようにできるだけ

ありのままに聴き取り，それをそのまま記録し，かつ検証できるようにしておく

ことは，子どもの福祉的保護手続においても，刑事事件の立件手続（被害者保護

とともに，えん罪防止という観点からも）においても，本来必要なことである。

， ， ， ，しかし これまでの我が国の法制度では 不適切な事情聴取により あるいは

捜査機関の描いた構図に合致する供述が得られるまで何度も聴取りが行われるこ

とによって，しばしば子どもの記憶が歪められたり汚染されたりして，供述の信

用性に疑問を生じたり，子どもが精神的な負担を受けるなどの二次被害が生じる

などの問題事例が発生していた。

そこで，子どもの供述内容を，できるだけ汚染のないようにありのままに聴き

取り，その内容をそのまま記録して，後日，関係者が記録された内容を精査する

ことにより，福祉手続及び刑事手続のそれぞれにおいて，適切な措置がとられ，

あるいは適切な処分がなされるような制度的手当が必要である。

第２ 司法面接とは

一般に，いわゆる「司法面接 （英語でforensic interview）とは，専門的な」

訓練を受けた面接者が，誘導・暗示に陥りやすい子どもの特性に配慮し，児童虐

待等の被害を受けた子ども等に対し，その供述結果を司法手続で利用することを



*3 1983年にカリフォルニア州で起きた「マクマーティン・プレスクール性的虐待事件」

を契機とする。幼稚園で多くの幼児が性被害の訴えをし，幼稚園職員や関係者が複数逮

捕されたが，裁判の過程で，子どもの証言は面接したカウンセラーの誘導的な質問によ

って導き出されたもので虐待の事実はなかったとの判断に至り，逮捕者全員が無罪とさ

れた事件である（子どもの虹情報研修センター・平成15年度研究報告書「アメリカにお

ける児童虐待の対応視察報告書」10頁 。）

*4 木田秋津「チャイルド・アドヴォカシーセンターモデルの理論と実践－アメリカにお

ける多職種専門家チームによる虐待事案への対応」自由と正義６１巻１月号９２頁

*5 現在，一部の児童相談所で実践されている，いわゆる「被害事実確認面接」は，主と

して面接技法の側面に着目したものといえよう。
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想定して実施する事実確認のための面接をいう。アメリカ やイギリスにおいて
*3

開発され，現在では，その有用性が認められ，諸外国でも多く採用されている。

「司法面接」には，面接技法としての側面と同時に，システムとしての側面が

ある。すなわち，後述するように，児童虐待等を受けた子どもが医療機関，福祉

機関，捜査機関，訴追機関等から何度も被害事実の聴取を受けた場合，その度に

被害事実を再体験し，さらなるトラウマを負うという二次被害にさらされること

になる。かかる子どもの負担を可及的に低減させるため，関係諸機関の専門家を

多機関連携チーム（Multidisciplinary Team。以下「ＭＤＴチーム」という ）。

として一つにまとめ，調査及び捜査の段階において，関係諸機関の専門家が一堂

に会して別室で見守る中で，原則として１回に限り，専門的な面接者を介して子

どもからの聴取りを行うというシステムが「司法面接」である 「司法面接」に。

は，こうしたシステムとしての側面も含意されている 。*4*5

第３ 司法面接の意義・有効性

１ ありのままの供述を得るために

面接技法としての司法面接は，子どもの記憶が汚染される前に，誘導的，暗

示的な誤った聴取り方法を排して，子どもから，できるだけありのままの供述

を得ることを目的としている。

すなわち，子どもは，自己の経験と他者からの情報との区別がつきにくいと

いう発達上の認知的特徴や，インタビュアーからの対人的な圧力によって，与

えられた情報を真実と信じやすいという特徴があり，誘導や暗示にかかりやす



*6 仲真紀子「司法面接：事実に焦点を当てた面接法の概要と背景」ケース研究２９９号

３頁

*7 仲真紀子「目撃証言の心理学」北大路書房（２００３年）７９頁

*8 兵庫県西宮市にある知的障がい児の養護施設「甲山学園」で１２歳の児童２人が行方

不明となり園内のトイレ浄化槽で死体となって発見され，同園の保母が容疑者として逮

捕された。この事件においては園児の目撃供述があったが，その信憑性についての疑問

から，２０年以上の年月をかけて無罪判決が確定した。
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いと言われている 。また，容易に記憶の混濁が生じ，虚偽の事実を真実であ
*6

ると思い込んでしまうのが子どもである。

， ， 。そのため 多くの事件において 子どもの供述の信用性が否定されている
*7

そこで，子どもに対する誘導を避け，子どもの自由な供述を得るためには，子

どもが自由な話ができるような環境で，子どもの認知能力等を理解し，十分に

訓練された専門家による事実の聴取りが必要である。

誘導的，暗示的な事実聴取から得られた子どもの虚偽の供述がえん罪を招く

危険もあることを考えれば，誘導的・暗示的でない事実の聴取り方法は，えん

罪防止という観点からも重要である 。
*8

以上のとおり，司法面接の導入により，えん罪の防止とともに，立件すべき

ものは適切に立件する（真の被害者保護）という効果が期待し得る。

もっとも，司法面接の手法は，どんなに訓練を積んだ面接者がセオリーどお

りの方法で供述を得たとしても，そこで得られた供述内容の真実性を担保する

ものではない。

なぜなら，面接時点ですでに子どもの供述が汚染されていることもあり得，

また，何らかの理由により，作られた虚偽の記憶であることもあり得るからで

ある。

司法面接の手法は，子どもからの聴取り方法として，最も優れた方法ではあ

るものの，常に客観的真実と一致する供述が得られるという保証はないという

ことを認識すべきである。したがって，供述に頼らない客観証拠を重視した捜

査を行うべきことは，司法面接を導入した場合でも，何ら変わることのない大

原則である。

この点，すでに司法面接を導入している国においても，司法面接の結果で得

られた供述内容を唯一の証拠として刑事立件や有罪認定がなされることは原則

としてなく，裏付けとなる客観証拠があって初めて供述内容の信用性が認めら
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れると考えられている。また，面接者が面接の結果で得られた供述の真偽を判

定することはできないとされていることを銘記すべきである。

したがって，司法面接の結果を録画したビデオ等のみから，その内容の真偽

を判断することは難しい性質のものとして，司法面接の制度構想を検討する必

要がある。

２ 二次被害回避のために

， ，システムとしての司法面接は 調査及び捜査の可能な限り早い段階において

関係諸機関の専門家が一堂に会して，原則としては，１回に限るべく，専門的

な面接者を介して子どもからの聴取りを行うこととし，子どもからの聴取りの

回数を可及的に減らし，二次被害を回避するという目的を有する。

司法面接は，できるだけ汚染のない供述を得る面接技法としての意義・目的

とともに，システムとして被害者の二次被害を防止するという意義・目的を併

， 。 ，せ持つものであり そのどちらかがおろそかになってよいものではない なお

対象者，対象事案等によっては，１回の聴取りでは聴取すべきこと全てを聴く

ことができないことも考えられ，再度の聴取がやむを得ない場合もあり得るで

あろう。したがって，再度の聴取が一切否定されるべきというものではない。

第４ 我が国で司法面接を導入する必要性

１ 児童虐待の現状について

我が国では，児童虐待の深刻さが年々増している。前述したとおり，児童相

談所の相談対応件数は年々増加し，２０１０年度（平成２２年度）には速報値

で５５，１５２件となっている。

しかし，相談件数の増加は，以前は虐待と認識されていなかった行為が虐待

と認識されるようになったとの意識の変化とともに，今まで声を上げることが

できなかった子ども自身が，やっと声を上げるようになったことにも起因して

いると思われる。ようやく声を上げた子ども自身や周囲の人々の虐待通告が，

無駄になるようなことがあってはならない。

児童虐待は，家族間での出来事であり，被害者である子どもにとって，加害

者である親が犯罪者になることが望ましいとは限らないため，児童虐待が刑事

事件として立件されることは多くはない。

児童虐待は家族の中の病理に根付く根深い原因に基づくことが多いため，親

子再統合のためには，家族の病理を精神医学的治療，心理学的ケア，福祉的サ

ポートによって解決することが必要で，必ずしも加害者に刑罰を科することが

再発防止につながるとは限らない。
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しかし，被害者である子ども自身が加害者である親の処罰を望んでいる場合

であっても，捜査機関が立件に手をこまねく実態があるのも事実である。

また，立件の熱意はあっても，子どもからの不適切な事情聴取によって，被

害者であるはずの子どもを一層傷つけてしまう結果になることもある。とりわ

け，性虐待があったとして，子どもが勇気を振り絞って被害申告・告訴をして

も，繰り返しの，あるいは不適切な質問事項を含む事情聴取によって，子ども

が二次被害に遭ったり，挙げ句，立件が断念されたりし，その結果，子どもが

さらに傷つく事態が生じていることは問題である。

２ 保護手続と刑事手続の分離の問題

虐待の被害者たる子どもが発見された場合，児童相談所が子どもを保護する

ための福祉手続を進め，捜査機関が刑事事件としての立件を視野に動くことに

なる。

被害事実の認知は，児童相談所が先に認知していることもあれば，警察が先

に認知して児童相談所に要保護児童通告するという場合もある。

， ， ，いずれにしろ 現状では被害事実の聴取りは 児童相談所と捜査機関により

二重に行われることになる。

しかも，我が国の捜査機関は，しばしば児童虐待，とりわけ性虐待を犯罪と

して立件する場合，被害児童からの聴取りの過程で，当該被害児童を二次被害

に遭わせるという事態が発生している。

性的被害の記憶は，解離症状を伴うことがあるなどの理由により，記憶が事

実なのかファンタジーなのか区別がつき難くなっていることも多い。これに対

し，性的被害者の記憶の特徴に配慮しない捜査官の取調べが行われることも多

く，その過程で，供述内容が虚偽ではないかと子どもを追及したり，何度も同

じことを子どもに聴いたりするなどして，子どもがいわゆる二次被害に遭った

。 ， ，という事例がしばしば報告されている また その追及や誤導・誘導の過程で

記憶が歪められ，汚染されていくという事態が発生する。歪められ，汚染され

た子どもの供述を無条件に信用してしまった結果，えん罪が生まれた事例もあ

る。

そして，捜査機関は，自らの描いた構図に合致しない場合，子どもの供述内

， ， ，容が直ちに信用できないとしてしまったり 他方で 無理な供述を引き出して

子どもの供述に頼った立件をし，公判において被告人側が激しく争うという事

態を招くことがある。

３ 問題の改善の必要性

このような，現状の刑事司法の過程で起きている問題の多くは，司法面接の



*9 外務省ＨＰ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html 「児童の売買，）

児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第12条1に基づき

締約国から提出された報告の審査」Ⅵ．39(ａ）
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手法を導入することによって回避できる。

， ，すなわち 児童相談所と捜査機関が一堂に会して司法面接を行うことにより

児童相談所と捜査機関がそれぞれ独自に手続を進めることによる事情聴取の重

複を避けることができる。

， ， ，また 子どもからの聴取りについて 訓練を受けた面接者が面接をするので

誤導・誘導等の誤った手法を排することができる。もちろん，子どもを傷つけ

るような質問は行わず，子どもが聴取りに耐えられる精神状態にあるかどうか

を観察しながら行うので，子どもの二次被害も防ぐことができる。

また，記録された供述内容を，複数の専門家が多角的に検討することができ

るようになる。

我が国の現在の捜査手法は，国際的にも問題視されているところである。す

なわち，国連子どもの権利委員会は 「児童の売買，児童買春及び児童ポルノ，

に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」に基づく日本政府報告の審査

を行い，２０１０年６月，日本に対する総括所見を出したが，その中で，司法

面接について以下のとおり勧告した。

「繰り返し証言するよう求められることによって子どもがさらなるトラウマ

を受けることがないようにするため，当該分野の専門家と協議しながら，証人

となる被害者の子どもに支援及び援助を提供するための手続を緊急に見直すと

ともに，この目的のため，当該手続において口頭での証言ではなく録画による

証言を使用することを検討すること」 （Ⅵ．３９（ａ ）
*9

）

４ 小括

以上のように，面接技法としての司法面接，そして，システムとしての司法

面接は，いずれも子どもの最善の利益にかなうばかりでなく，真実の発見やえ

ん罪防止にも寄与しうるものであるから，我が国においても導入を検討すべき

である。

第５ 我が国で導入する場合の制度構想

そこで，我が国でも，諸外国に倣って，面接技法及びシステムとしての司法面

接制度を導入する必要があると考えるが，その制度は, 例えば以下のようなもの



*10 アメリカでは，目撃者である子どもに対しても司法面接が行われている。

*11 イギリスやオーストラリアでは知的障がい・精神障がい等のある大人の被害者も対象

とし，イスラエルでは，知的障がいや発達障がいのある大人の被疑者や１６歳未満の性

犯罪被疑者も対象としている。

*12 ３頁注３参照。
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とすることが考えられる。

１ 対象事件

① 子どもが被害者となっている（可能性のある）事件

② 子どもが目撃者の場合

。 ，これまで述べたように①が司法面接の対象となることは明らかである また

面接技法としての司法面接は，子どもから事実を聴き取る方法として，もっと

も信頼に足る方法であるという点から，②の子どもが目撃者である場合でも活

用すべきである 。*10

ここでの対象となる「子ども」の年齢については，諸外国においても様々な

例があり（特に上限については１４歳程度から１８歳程度の幅がある ，今。）

後検討すべき課題である。

なお，成人であっても知的障がいや精神障がいのある者が被害者となってい

る場合などにも司法面接の手法を採用している国があることからしても ，対
*11

象事件が上記①②に限られるべきと断定するものではない。

２ 実施主体，関係機関

司法面接は，児童福祉に関する機関や捜査機関も含めたＭＤＴチームが必ず

連携してチームを組んで行うべきものである。

具体的には，関係機関が虐待等の捜査・調査の端緒を得た場合，ＭＤＴチー

ムとして，独立した第三者機関を実施場所として，専門的資格を有する面接者

に司法面接の実施を委嘱することが考えられる。

我が国の縦割行政の現状に鑑みれば，関係諸機関のいずれか一つにおいて実

施するよりも，外部機関に委嘱して実施する方が，かえって連携をとりやすい

という実情がある。アメリカにおいても，ワシントンＤ.Ｃ.などでは，チャイ

ルド・アドヴォカシーセンターという民間組織がＭＤＴチームの一員となり，

そこに所属する面接者が司法面接を実施している 。我が国においても，こう
*12

した制度を参考に検討すべきである。なお，司法面接の実施時点では，犯罪の

嫌疑の有無自体や容疑者の特定が必ずしもできているわけではなく，容疑者に
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対する弁護人ということは想定できないことも多い。その意味では，ＭＤＴチ

ームに弁護人を参加させるべきという構想には困難な面はあるが，捜査・調査

の適正さをモニターする役割として，あらかじめ弁護士会の推薦を得た弁護士

を同チームに参加させるという考えはあり得る。

そして，司法面接は，記憶の汚染等を避けるためできる限り早期になされる

べきであるが，その段階までに関係諸機関の専門家が事前に入手できたあらゆ

る資料（診断書や大人からの事情聴取結果，家族関係等）を共有し，福祉機関

は子どものケア・親子分離の必要性等の視点から，捜査機関は今後どのような

捜査が必要か等の視点から，訴追機関は公判の維持が可能か等の視点からとい

うように，それぞれの立場で事前に面接者に何を聴いてほしいかを指示する。

そして，面接中はバックスタッフとしてモニタールームで待機しつつモニター

を通じて面接に立ち会い，監督し，それぞれの目的に応じた情報が足りなけれ

ば途中でその旨を面接者に告げることができる制度とすべきである。

なお，検察官がＭＤＴチームに加わる場合には,児童虐待や児童ポルノ法等

に関わる高度な専門的知識を有する検事を置くことが望ましい。

このように，児童福祉機関を含め，捜査機関等の高度な守秘義務を負う専門

諸機関が緊密に協力して司法面接にあたることは，関係諸機関の入手した個別

の情報を共有することができるとともに，子どもの最善の利益という視点から

多角的に事件を検討することを可能にするものであり，また，児童福祉という

観点からも捜査という観点からも有益である。

そのため，上記の制度構想によれば，司法面接実施の委嘱を受ける第三者機

関の設立等の準備や専門的訓練を受けた面接者の育成などが必要であり，さら

に捜査機関，児童相談所ともに，司法面接を実施すべき事案の連絡があったら

直ちに日時を調整して実施できるように，ＭＤＴチームの結成方法などの対応

体制を整える必要がある。

また，関係機関が司法面接制度についての正しい理解を得て，これを有効適

切に活用するよう，研修等を実施する必要がある。

３ 面接者

司法面接において行われる子どもからの聴取りは，誘導や暗示を排し，子ど

もの任意の発話を促すものでなければならず，そのための専門的技法を訓練し

修得した面接者が行うべきである。

専門性の担保のため，新しい国家資格の創設及び研修の義務化等が検討され

るべきであろう。また，司法面接技法のプロトコル（又はガイドライン）を作

成するプログラミング等が行われる必要がある。
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なお，司法面接の面接者は，捜査機関からも児童相談所からも独立した第三

者機関に所属することが望ましい。しかし，現在すでに，我が国においても一

部の児童相談所において，諸外国のさまざまな司法面接技法が取り入れられつ

つあり，関係諸機関においてかかる技法の研修などが行われている現状を踏ま

え，暫定的にはこの人材を活用することも検討されてしかるべきである。

４ 実施場所

， ，(1) 面接者が司法面接を行う場所は 子どもが精神的にも物理的にも安心でき

かつ安全な場所でなければならない。

現在の通常の捜査機関における聴取りは，容疑者に対する取調べと同様の

威圧感を被害者である子どもに対して与える危険性が否定できないため，適

切ではなく，現状においては，独立した中立的な第三者機関で行うことが望

ましい。例えば，発達心理学等を研究している大学の研究室や，子どもの権

利擁護活動を目的としている社会福祉法人やＮＰＯ法人等の民間団体が開設

した面接室を利用するということが考えられる。

(2) 子どもが被害事実あるいは目撃した事実を語るには，相当のストレスや恐

怖心を伴うところ，かかるストレスや恐怖心を可能な限り取り除き，子ども

が安心してありのままの事実を語ることができるような場所である必要があ

る。

独立した中立的な第三者機関において司法面接を実施する場合でも，待合

室や面接室のセッティングや内装及び備品には，子どもの精神的な安定を確

保できるよう，特別の配慮が必要である。

５ 聴取結果の保存方法

司法面接を行うに当たっては，その質問及び供述並びにそれらの状況をＤＶ

Ｄ等の映像及び音声を同時に記録することができる記録媒体に全て記録しなけ

ればならない（子どものみならず，質問者の映像も同時に録画されている必要

がある 。。）

子どもの言葉による表現能力は未熟であり，とりわけ，幼児の場合には身体

表現で補完する場合もある。また，前述のとおり，子どもは被暗示性が強く，

その結果，記憶も汚染されやすい。面接者が身体を使って誘導してしまう可能

性もある。こうした特徴に鑑みれば，後から面接の経過を確認できるように，

質問と供述及びその状況の映像及び音声を全て同時に記録できるようなＤＶＤ

等の記録媒体で記録する必要がある。

６ 司法面接の法的位置付けと，実施しなかった場合の効果

， ，司法面接制度を導入した場合には 関係機関に対して多機関連携を義務化し
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司法面接制度を潜脱するような，単独の機関だけで子どもからの聴取りを実施

することを禁止することが必要となってくるであろう。したがって，児童虐待

防止法等において司法面接制度を明確に位置づけ，司法面接を実施する場合の

関係諸機関の踏むべき手続規定を明確にしておく必要がある。

しかし，虐待が疑われる事案において，例えば，捜査機関が捜査の端緒を得

たが，直ちに児童相談所に通告せず，司法面接も実施しないまま，独自に事情

聴取を行った場合等はどうなるのかが問題となる。

というのは，児童相談所にしろ，捜査機関にしろ，当初の見立てでは虐待の

疑いを認めず，司法面接を実施しないで済まそうとしたところ，後に虐待の疑

いを持つに至るという事案はあり得るからである。その意味で，独自の事情聴

取を完全に無くすことは困難な面があるといわざるを得ない。

一方，司法面接の方法が原則化していくことによって，司法面接を実施しな

いことによる形式的な「制裁」というものを規定しなくても，司法面接の方法

によらずに得られた供述の信用性が否定されるという流れになっていくと思わ

れる。そうなると，刑事処分を科すことができなくなるというリスクを考える

ならば，児童相談所も捜査機関も司法面接を利用することが最善の方法だと判

断して，積極的に司法面接を利用するということになってくるであろう。

仮に，司法面接の実施に先立ち，多機関連携チームを構成することになる特

定の機関が独自に聴取りをしてしまった場合には，その全過程の録画がない場

合には，記憶がすでに汚染された後に司法面接がなされたとして，司法面接時

（ ，の供述の信用性が否定される事態にもなろう 全過程の録画があった場合でも

その内容次第では同様である 。したがって，可能な限り早い，汚染のない。）

段階で最初の聴取りを司法面接の手法で実施することが社会の原則となること

に，さほどの年月は要しないものと思われる。

７ 証拠の利用範囲

司法面接の大きな意義が，捜査機関も福祉機関も，可能な限り，子どもから

一度で聴取りを終えることにあるとする以上，児童相談所が福祉的措置をとっ

たり，児童相談所長としての権限を行使して司法上の申立てを行ったりする際

に，ＤＶＤ等を利用することができなければ意味がない。

したがって，児童福祉法２８条の審判申立てや児童相談所長が申立人となっ

て行う親権喪失宣告の申立て等において，ＤＶＤ等を証拠として利用できるよ

うにすべきことは当然である。

さらに，両親の間で，親権争いや監護権争いが生じ，その中の争点が虐待の

有無である場合，当事者がそのＤＶＤ等を証拠として利用したいという場面が
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生じるであろう。これが利用できないとなれば，家庭裁判所調査官が改めて子

どもから聴取りを行うことにならざるを得ず，聴取りの１回性の原則に反する

結果となってしまう。しかし，一方で，児童相談所が当事者となる審判ではな

いという点で，児童相談所に存する証拠を無条件に当事者に開示することは適

切ではない。したがって，子どもの福祉に反しない限り，当事者がＤＶＤ等を

利用することができる方法を考えるべきである。

なお，司法面接の結果得られた録画による子どもの供述が，刑事訴訟手続の

中でどのように扱われるかについては，憲法３７条２項の要請を充たさなけれ

ばならないといった観点をも含め，今後の重要な検討課題というべきである。

第６ まとめ

現在，我が国でも，児童相談所，警察等において，それぞれ独自に面接技法と

しての司法面接の研究が進んでおり，司法面接的な面接を試行しているところも

ある。

しかしながら，各関係機関が個別に聴取りを行う体制は変わっておらず，子ど

もが度重なる聴取りによる二次被害にさらされたり，汚染された供述を前提に刑

事手続が進められ，えん罪の危険性を生んでいる状況は，依然として放置された

ままである。

このような事態を少しでも改善し，被害を受けた子どもが被害の事実を語る際

の負担を少しでも減らすとともに可及的に，より汚染されていないありのままの

供述を得るために，関係諸機関の緊密な連携の下に，調査・捜査段階における聴

取りを原則として１回に限るというシステムが一刻も早く導入されるべきであ

る。

そのために，当連合会も含め，関係機関を集めた検討会を早急に立ち上げ，司

法面接の検討を直ちに開始すべきである。

以 上


