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・なぜ韓国を視察したのか

・訪問先と調査内容

・韓国における被疑者取調ぺの概要～日本との比較～

・被疑者取調ベヘの弁護人立会い制度

・取調べ録画・録音への取り組み

・韓国視察で分かったこと～取調べ可視化の要請は、既に世界的潮流である～

大法院（最高裁判所）ソウル
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　韓国の刑事手続．刑事訴訟法は、日本のそれとかなり似ています。基本的に公判手続

では当事者主義（検察官と被告・弁護人それぞれが、対等の立場で主張・立証を行い・

裁判官が公平な第三者として判断を示すという制度）が採用されており、また．条文の

体裁も極めて日本の刑事訴訟法と類似しています。

　ところが、日本と基本的に同じ出発点を持つ韓国刑事司法において、近年、弁護人の

取調べ立会いが事実上認められ、また取調べの可視化（録画・録音）についても・積極

的にその導入が検討されているというのです。更に、2003年11月には・r身体の

拘束を受けた被疑者は、その取調べに弁護人を立会いを要求する権利がある」との韓国

大法院（日本で言う最高裁判所）の決定が出ています（韓国大法院2003年11月1

1日決定。所謂rソン事件」）。これは、かなり日本よりも進んでいると言わざるを得

ません。

　日弁連では、現在取調べの可視化実現に取り組んでいますが、これまで、日本におけ

る取調べの可視化状況に関する情報としては、西欧諸国が紹介されることが多く・アジ

アの可視化状況の情報が不足していました。そのため、アジアの取調べ状況を視察し・

日本の可視化実現に役立てるべく、2004年1月4日から7日にかけて、すでに台湾

において取調べの録画・録音及び取調べへの弁護人立会いの実情視察を行いました。そ

して、今回はこれに続いて、上記のごとく取調べの可視化においてめざましい進展を遂

げているお隣の国・韓国を、以下のメンバーで視察することとなったのです。

（視察団）

団長・小坂井久（大阪弁護士会）

団員・山下幸夫（東京弁護士会）

　　　古本晴英（東京弁護士会）

　　　浦　　功（大阪弁護士会）

　　　秋田真志（大阪弁護士会）

　　　財前昌和（大阪弁護士会）

　　　小橋るり（大阪弁護士会）

　　　南郷誠治（大阪弁護士会）

　　　森　直也（大阪弁護士会）

　　　赤松範夫（兵庫県弁護士会）

オブザーバー

　　　渡辺修（甲南大学法科大学院教授）

　　　福島　至（龍谷大学法学部教授）

以上12名
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（1）3月10日（水）

●　ソウル警察庁（日本の警察庁に相当）

　被疑者取調べの実情．警察署に関する概要説明や質疑応答。

YONHAPNEWSインターネットニュース速報より

（2）　3月11日（木）

●　ソウル市端草（ソチョ）警察署

　被疑者取調べの弁護人立会いに関する質疑。弁護人接見室、一般人面会室、捜査用大部

屋の見学。

○端草警察署　弁護人接見室

弁親人接見室

日本のようにアクリル板

で仕切られておらず、

被疑者と弁護人が直接

対面出来るようになって

います
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｛

端草（ソチョ）警察署における「画像面会制圃

　端草警察署留置場内には、専用のコンピ

ューターを設置し、面会を希望する者が、

警察庁の画像面会コーナーにアクセスして

身分などの情報を加えて認証されると、面

会ができるようになるシステムが導入され

ていました。これにより遠方地域に住む被

疑者の家族と被疑者とがコンタクトを取る

ことができ、また、このシステムを使って

弁護人に対し選任依頼を行う被疑者も多い

とのことです。

　弁護人の側も、このシステムを利用して

接見を行うことができるとのことでした。

このように被疑者が外部と

連絡出来るようになってい

ます．

韓国端草警察署画像面会システム

●　ソウル中央地方法院

　拘束手続（勾留）の概要。拘束訊問手続（勾留質問）の導入。拘束適否審の概要など。

　検察官の被疑者供述調書の任意性の争いに関する質疑。弁護人立会いと任意性立証の

　関連などに関する実情について。

●　大法院（最高裁判所）

　　拘束手続（勾留）の概要。拘束訊問手続（勾留質問）の導入。拘束適否審の概要など。

　検察官の被疑者供述調書の任意性の争いに関する質疑。弁護人立会いと任意性立証の

　関連などに関する実情について。
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（3）　3月12日（金）

●　大韓弁護士協会

　弁護人立会いの現状の把握、捜査弁護の実際など。

●　大検察庁（最高検察庁）

　検察庁の被疑者取調べ録音録画に関する姿勢など。

大検察庁での会談風景
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1　司法制度について

　韓国では裁判所のことをr法院」といいます。

　1987年に法院組織法（日本の裁判所法に相当）が全面改正され、大法院（日本の最高裁）、

高等法院（日本の高裁）、地方法院（日本の地裁）、家庭法院（日本の家裁）の4種類に定め、

さらに地方法院を民事地方法院と刑事地方法院に分離しました。

　1994年に大幅に改正され、法院の種類に特許法院と行政法院を追加すると同時に、民

事地方法院と刑事地方法院の区分を廃止しました。

　また、1987年の憲法改正によって旧西ドイツ式の憲法裁判所の設置を規定し、具体的

事項を1988年に制定・発効した憲法裁判所法で規定しました。

　憲法裁判所の決定は、刑事訴訟法の改正と実務に多くの影響を及ぼしているようです。

2　刑事手続について

　韓国と日本とは、極めて類似した刑事法を有しています。刑法は条文構造もほぼ同じ

です。また、刑事訴訟法も、基本的に日本と同じ当時者主義を採用している他、条文の

体裁も極めて類似しています。

3　被疑者に対する身体拘束制度の概要

　韓国では、日本と異なり逮捕前置主義はとっておらず、逮捕を経ずに、拘束令状が請

求されて拘束されることもあります。

　逮捕時間は48時間、拘束期間は警察段階で10日間、検察段階で10日間（但し検

察庁では10日を限度に延長が可能）、最長30日間拘束されます（一部特別の犯罪に

ついてはそれ以上の拘束が認められています）。

　逮捕された被疑者は、逮捕及び起訴前拘束の適否審査を請求する権利を有しています（韓

国刑訴法214条の2第1項）。これは日本における勾留に対する準抗告に相当するものです。

請求を受けた裁判所は、被疑者を審問し、また、捜査関係書類・証拠物を調査して、釈

放を命じることができます（同条第3項）。そして、逮捕・勾留が違法でなくても、身体

拘束の必要性がない場合に保証金を納付して釈放される制度（起訴前保釈）もあります。

　なお、拘束令状の発布率も約76％で日本と比較するとかなり低く、裁判所の人権に

対する配慮の態度が日本とは相当異なっているようです。
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拘束令状処理の現況（2003．1．1～2003．12．31）

請求 発布 棄却 弁護人

I任件数
請求 審問申請 審問 不審問 計 審問 不審問 計

9，671 5，988 4，879 2，520 7，399 2，158
71

2，229
280

拘束令状請求に対する発布比率；76．5％

拘束令状請求に対する棄却比率；23％

拘束令状請求時の弁護人選任比率；2．9％

4　被疑者に対する取調べ

　韓国では、捜査権限は検察官に帰属し、警察はその補助としてこれを実施するものと

されています。

　被疑者取調べについては、警察捜査段階の拘束期間および検察官送致後の検察官拘束

期間に行われます。

■警察の取調べ

　警察署における取調べは、原則として、大部屋で行われます。

　訪問先である端草警察署でも、大部屋を使って、参考人および被疑者の取調べを実施

していました。この部屋における取調べで、拷問、脅迫などを伴う違法・不当な取調べ

が行いにくいことは明らかです。

　また、個室で取調べを行なう場合、監視カメラを設置して内部を上司が観察できるよ

うにしている等、被疑者の人権に対する配慮がなされています。

　被疑者取調べは一問一答方式でなされ、調書もそれに応じて取調官の質問とそれに対

する被疑者の回答という形で記載されています。これは、被疑者の独白形式の日本の調

書とは異なるものです。
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韓国警察での取調べの実情

・被疑者が弁護人の立会いを求めたら、令状請求等の緊急の必要がある場合を除き、弁

　護人が到着するまで、取調べはなされない。

・取調べ前の弁護人との接見は、法的に制約し得ない（韓国には日本の刑訴法39条3

　項に該当する規定はありません）。

・取調べは基本的に大部屋でなされ、例外的に個室で行われる場合にも、監視カメラに

　よって人権侵害がないかモニターされている。

大部屋入口に掲げられている取調官の机配置と顔写真

■検察官の取調べ

　通常は、個室の検事室で行います。ただ．地方検察庁の中には、録画・録音施設のある

r共同（共用）調査室」を持つところもあります。現在その増設も課題になっているよう

です。

　2年前に地検の検事室取調べで被疑者が急死する事件が発生して以来、検察庁での取調

べにも透明性を要求する世論が高まっているとのことです。
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1　韓国における被疑者取調べへの弁

護人参与（立会い）実現への流れ

　韓国では、既に90年代初めころか

ら取調ベヘの弁護人参与（立会い）が

事実上認められるようになっていまし

た。そして、99年には韓国警察庁が

弁護人参与指針を発表し、　r尋問過程

に弁護人を参与させ、被疑者の陳述を

助言出来ることとし、自由かつ任意的

な尋問雰囲気を助成して被疑者の人権

保護に寄与」するものとしています。

そして、韓国大法院2003年11月

11日決定（いわゆるrソン事件」決

定）は、検察官取調べの際、弁護人立

会いを検察官が拒んだことについて、

捜査に特段の支障がないにもかかわら

ず、拘束中の被疑者に対する取調べの

際、弁護人の参与（立会い）を認めな

いのは、自由な接見交通権を保障する

憲法に違反するとの判断を示したので
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弁護人の立会いを求め

得ることが赤字で記載

されています

す。また、現在、刑訴法の改正作業も行われています。

　また、大検察庁（日本で言う最高検）においても、2003年1月に法務部長官の指

示があり、取調べへの弁護人立会いの実施を始めたとのことです。具体的には・証拠隠

滅や共犯などの逃亡のおそれがなければ、弁護人の請求によって立会いを認めているの

です。また、賄賂事件など重大な事件では弁護人立会いのもとに取調べを実施している

とのことでした。

　今回の訪問で、警察庁幹部も、実際に取調べに当たっている刑事も・ロをそろえて取

調べへの弁護人立会いを積極的に評価していたのは驚きでした。

2　弁護人立会いの具体的な運用

　司法警察官は、取調べ開始時に被疑者にロ頭で弁護人立会いを求めることができる旨

告知し、被疑者の答え一弁護人参与（立会い）を求めます、あるいはこのまま取調べを

うけます一を調書に記載します。

　また、捜査機関は、被疑者が弁護人を選任し、弁護人の参与（立会い）の下で取調べ

を受けることを望むときには、弁護人が参与できるように相当な時間を被疑者に与えな

ければなりません。
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　弁護人の参与（立会い）は、罪証隠滅のおそれがあるとき、特に組織犯罪、麻薬関係で

制限することが出来るとされていますが、実際には、立会いを求められて拒否する事例

はほとんどないとのことです。

　立会いした弁護人は、被疑者に助言したり、取調べ方法について意見を述べることが

認められています。

　弁護人が立会いした場合には、その取調べの際に作成される調書について閲覧を認め、

訂正などの申立にも捜査官は柔軟に応じています。

　また、立会いを認めた事例では、弁護人が被疑者に黙秘をさせることはなく、むしろ、

弁護人の助言のもとに取調べに応じて陳述を行っているとのことでした。すなわち、弁

護人立会いを認めたことで、黙秘が増えたという印象は捜査官も持っていませんでした。

トピックス

韓国における弁護人立会いに関する最近の判例

・大法院決定2003年11月11日決定（所謂「ソン事件」決定）

　身体拘束された被疑者である宋斗律（ソン・デュユル）氏の弁護人が、捜査を担当し

ているソウル地方検察庁に対して、宋氏の取調べにおける弁護人の立会いを要求したが、

検察庁はこれを拒絶した。これに対し宋氏の弁護人は、弁護人立会いを認めなかった検

察庁の処分の取消を求める準抗告をソウル地方法院に提起した。当該準抗告が地方法院

において認容されたため、ソウル地方検察庁検察官は、大法院に再抗告した。

　当該再抗告に対し大法院は、「現行法上身柄拘束された人と弁護人間の接見交通権を

制限する規定は設けられていないので（筆者注　韓国の刑事訴訟法には、被疑者の弁護

人との接見に関し、日本の刑事訴訟法第39条第2項、第3項に該当する規定が存在し

ない）、身柄拘束された人は捜査機関から被疑者尋問を受ける途中であっても、何時で

も弁護人と接見交通することが保証され、許容されるべき」として、接見交通権を制限

することの違法性を述べた上で、原則として「拘禁された被疑者は、被疑者尋問を受け

るにおいて弁護人の参与を要求することができ、そのような場合、捜査機関はこれを拒

絶することはできないと解釈する』ことが憲法の精神にも符合すると判断し、検察官の

抗告を棄却した。

・その他、1997年U月には、検察官が、弁護人か5出された被疑者の捜査記録の

閲覧・謄写申請を拒否した事案に対して、憲法裁判所が違憲を宣言する決定がなされた（捜

査記録閲覧事件）。すなわち、同決定多数意見は「検事が、弁護人の捜査記録一切の閲覧・

謄写申請に対して、国家機密の漏洩や証拠隠滅、プライバシーの侵害の憂慮など、正当

な事由を明らかにしないままに拒否したものは、被告人の迅速で公正な裁判を受ける権

利と弁護人の助力を受ける権利を侵害するものであり違憲」としたのである。
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　韓国大検察庁（最高検察庁）は、既に取調べの録画・録音の研究に本格的に取り組ん

でいました。既に従前から検察庁では、一部事件について任意性の紛争を防止し、陳述

の信憑性を担保する資料として使用するために必要な場合、取調べ状況を録画・録音し

ていました。そして、2003年12月には、法務省に対し、これまで行ってきたイギ

リス、香港、カナダ、オーストラリア等海外の視察結果に関する報告書が提出され、2

004年5月には取調べの録画・録音の試験的実施を開始する予定だというのです。

　また、我々が訪問中の3月12日には、13歳未満の性暴力被害者保護法が成立し、

これらの被害者の取調べについては義務的に録画・録音がなされるようになったとのこ

とです（これは、あくまで被害者の保護に力点を置くものですが、可視化の流れの一環

とも言えます。）

　今回の訪問でも、韓国大検察庁が、取調べの可視化（録画・録音）が世界的な潮流で

あるとの認識の下、その導入について積極的意見を有していることが強く伝わりました．

■検察取調べと録画・録音（最高検察庁での聴き取り）

・大検察庁としては、情報の科学化の流れの中で、被疑者取調べの録画・録音は必然の

　流れと受け止めている。

・昨年から部内で調査を開始している。イギリス、オーストラリア、アメリカ、カナダ、

　香港等を調査し報告書をまとめた。1月に検事総長に、2月に法務部に報告書を提出した。

・3月はじめ、科学捜査推進団が正式に発足した。ことしの5月から、テスト的に実施

　する予定である。問題点やプラス面を整理している。

　今回の訪問で、何よりも驚いたこと、それは、弁護人側ではなく、捜査側（警察署・

検察庁）が、取調べへの弁護人立会い制度、ひいては取調べの録画・録音制度の導入に

積極的見解を持っていることでした。

　端草警察署で直接取調べに当たっている刑事はr取調べにおいて被疑者が真実を語る

かどうかは、弁護人が立会っているかどうかとは関係がない」と言い切っておられました。

そして、検察庁においては、現代の時代の流れの中で、取調べの録画・録音制度の導入

は最早不可避である、との見解も聞くことが出来ました。
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　いずれも、刑事司法が国民の信頼を得る為に、そして、被疑者・被告人の人権擁護の

ために、これからは刑事司法により透明性が求められるという認識の下に、制度改革が

進められているとの印象を持ちました。勿論、韓国内においても、可視化制度導入消極

論はあるとは思いますが、それを超えて、新しい刑事司法の扉を開こうとしている韓国

刑事司法関係者に、新しい世紀の刑事司法を切り開いていくのだという力強さを感じま

した。それと同時に、既に取調べの録画・録音制度の導入は、世界的潮流であり、欧米

諸国だけでなく、アジアにおいても、最早避けては通れない問題だという認識を新たに

しました。

取調べの録画・録音制度の導入　→　刑事司法の透明化　→　国民の司法への信頼

韓国警察庁捜査局長（談）

「現代は、透明性の要請が増し、隠すことが出来なくなった時代です。そのような時代

には、すべてを公開することによってこそ信頼が得られるのです。」

検察庁における視察団記念撮影
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