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はしがき－スウェーデン調査の目的 

 

なぜ私たちは，スウェーデン調査に赴いたのか？ 

 

ＥＵ諸国における弁護人アクセス権等の保障を学ぶ意義 

 ＥＵ諸国では，弁護人とのアクセスを保障しないままの被疑者取調べは違法とされる1。また，被

疑者取調べでは弁護人が立ち会う権利も保障される2。1980 年代に取調べの可視化が実現したイギ

リスをはじめ，多くの国で取調べの可視化が行われている。 

 もっとも，弁護人とのアクセス権や取調べの可視化，弁護人の取調べ立会いがそれぞれ法制化さ

れているとは言え，その法制や運用の在り方は，ＥＵ諸国によって様々である3。これまで日弁連は，

欧州における取調べの可視化や立会いの状況について，イギリスやドイツを中心にその調査をして

きた。イギリスやドイツが国際的にも世界をリードする先進国であることに疑いはないが，それで

も多数の国々がそれぞれに様々な法制度や運用を持つ欧州全体，さらにはグローバルな司法制度を

理解する上で，これまでの調査だけで十分であったとは言い切れないであろう。現に，イギリスや

ドイツの刑事司法制度やその運用は，それぞれに我が国の制度・運用と大きく異なる部分があり，

そのまま直ちにそれらを我が国の制度や運用として反映できるわけではない。その中で，「揺りか

ごから墓場まで」とも言われるとおり，国家による社会保障が充実しているとされる北欧諸国にお

いて，どのような刑事司法制度がとられているのかについて，日弁連取調べの可視化本部の複数の

委員らは，かねてから強い関心を持っていた。 

 他方，我が国では 2016 年の刑訴法改正により，2018 年 6 月までに勾留全件の被疑者国選弁護

制度とともに訴追協力型司法取引（捜査・公判協力型協議・合意制度）も始まる。そして，裁判員

裁判対象事件と検察官独自捜査事件に限定されてはいるが，2019 年 6 月までに取調べの可視化が

法制化される。これらの新たな制度は，いずれも弁護人がその役割を果たすことが前提である。取

調べの可視化は，我が国のえん罪の温床とも言うべき密室取調べを打破し，被疑者が自白強要によ

って虚偽自白に陥ることを防ぐ役割を果たすであろう。しかし仮に弁護人の適切なアドバイスがな

いままに，可視化された取調べで被疑者が誤った自白に陥っていたとすれば，より深刻な事態とも

なりかねない。私たち弁護人には，可視化時代に見合った弁護スキルが求められることに疑いの余

地はない。また，一部事件において可視化の法制化が実現するとは言え，我が国の取調べでは弁護

                                            
1 欧州人権裁判所の2008年 11月 27日判決（サルダズ判決 ECtHR 27 November 2008， Salduz v. Turkey， 

No.36391/02）は，「公平な裁判を受ける権利を十分に『実践的で効果的』ならしめるために，欧州人権条約 6条は，原則

として，警察に逮捕された被疑者の初回取調べ以前に弁護人にアクセスする権利を保障することを要求している」とす

る。 
2 2013年 10月 22日に欧州議会及び欧州連合理事会（the European Parliament and of the Council of the European 

Union）が発した「刑事及び欧州内の逮捕状についての手続における弁護人へのアクセス権及び自由剥奪時に第三者機関

に連絡を求め，第三者及び領事とコミュニケートする権利に関するEU指令」（Directive 2013/48/EU of the European 

Parliament and of the Council of 22 October 2013）は，「加盟国は，被疑者・被告人が質問を受ける際に，弁護人が立ち

会い，効果的に参加する権利を保障しなければならない。かかる参加は各国法の手続に従うが，その手続は，権利が効果

的に行使され，権利の本質を害さないものでなければならない。弁護人が取調べに参加した事実は，各国の法に従った手

続によって記録されなければならない」とする。 
3 2017年 3月に実施された日弁連によるイギリス視察で入手した Jodie Blackstock， Ed Cape， Jacqueline 

Hodgson， Anna Ogorodova and Taru Spronken “Inside Police Custody-An Empirical Account of Suspects’ Rights in 

Four Jurisdictions”(2014)は，イングランド・ウェールズ，スコットランド，オランダ，フランスの 4司法制度の中で警

察取調べと弁護人依頼権，取調べの立会いの実際を比較した研究であるが，同書からは各国の制度運用が様々であること

が明らかとなる。 
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人の立会いが認められるようになったわけではない。取調べ立会いは，なお我が国で残された重要

な立法課題であることも明らかである。 

 このような我が国の現状からすれば，弁護人アクセス権や取調べの可視化，立会いが日本より進

んでいると考えられる欧州の実情についてさらに調査し，その比較法的な観点から，更なる弁護技

術の向上，新たな運用の在り方や今後の法制度の提案に向けて議論を重ねることに十分な意義があ

るであろう。 

 先にも述べたとおり，日弁連では，これまでＥＵ諸国のうち，イギリスやドイツの弁護人アクセ

ス権・可視化，立会権等について調査したことはあったが，これらの点について，北欧諸国の調査

は空白であった。北欧諸国は福祉国家とも呼ばれ，国民に対する国家的な保護が厚いことで知られ

る。特にスウェーデンは，ヨーロッパでも技術国としての地位を確立しており，日本にとっても参

考になる点が多いと思われる。特に取調べの可視化本部のメンバーからは，従前から早期にスウェ

ーデンの可視化事情等を調査したいとの意見が聞かれていた。 

 

スウェーデンにおけるSBSをめぐる議論 

 ところで，我が国では近時「揺さぶられっ子症候群」（SBS）をめぐる医学的見解（SBS 理論）

を根拠にして，養育者が訴追される事例が急増している。赤ちゃんの頭部外表に目立った外傷がな

いにもかかわらず，硬膜下血腫などの重篤な脳障害を負って生命の危機にさらされるという例が見

られる。SBS理論によれば，当該赤ちゃんに高速度での交通事故被害や高高度からの落下などのエ

ピソードがないにもかかわらず，「硬膜下血腫」「網膜出血」「脳浮腫」の三徴候が見られる場合に

は，その脳障害は，成人による暴力的な揺さぶり＝虐待によるものであると推定できるというので

ある。しかし，このSBS 理論は，アメリカ，イギリス，カナダなどではその医学的根拠が十分では

ないと疑問視されるようになっている。そしてスウェーデンでは，2014年 11 月に，SBS による訴

追に対し，最高裁が逆転無罪判決を出した4。この最高裁判決は，SBS 理論に十分な医学的根拠が

ないとした上で，SBSに依拠した医学的証拠を除けば，捜査段階で録画された被疑者供述しか証拠

がないと指摘し，被告人による虐待があったことには合理的な疑いが残ると判示したのである。と

ころが，日本ではこのような SBS 理論に対する国際的な批判はほとんど紹介されないまま，SBS

理論が鵜呑みにされ，既に相当数の有罪判決が出されている。それらの中には，えん罪事件が含ま

れている可能性が高く，今後も SBS 理論はえん罪を作り出していく危険があると考えられる。刑

事弁護の観点から，このような事態を放置しておくべきではないであろう。少なくとも早期に，SBS

理論をめぐる正確な情報を収集し，我が国に紹介する必要がある。そして，必要な弁護実践があれ

ば，その在り方を検討していくべきと言えよう。 

 他方，前記スウェーデン最高裁判決は，スウェーデンのもう一つの事情を示唆している。取調べ

の可視化である。同判決には「捜査段階において，ビデオ録画された状況の下で，MM（被告人）

は何が起こったかを示している」という一文があった。この判示からすれば，スウェーデンでは，

取調べの録画がなされていることが推測できる。他方，その判示の仕方からすれば，録画が実質証

拠として用いられているようにも読める。日弁連ではこれまで諸外国の可視化事情を調査してきた

が，北欧諸国の実情については手つかずであった。最高裁で SBS 理論を否定し無罪判決を出した

スウェーデンでの SBS の議論状況とともに，その可視化事情を調べることには十分な意義があろ

                                            
4 スウェーデン最高裁2014年11月 2日判決（B3438-12） 
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う。 

 

スウェーデン調査の成果 

 以上のような経緯から，日弁連刑事弁護センター及び取調べの可視化本部は合同で，2017年 8月

21 日から 25日にかけて，スウェーデン調査を実施した。訪問及びヒアリングの対象は，えん罪被

害者，弁護士事務所，弁護士会，警察，検察庁，裁判所，拘置所，大学研究者，医師など多方面に

わたった。その結果得られた成果は，当初予想していたものを遥かに上回るものであった。 

 この報告が，今後我が国の弁護実践はもちろん，在るべき刑事司法制度の議論のために，少しで

も役立つことを願ってやまない。 
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調査訪問日程 

 

 8月 21日（月） 

10:00-12:00  ストックホルム市警察・Polismyndigheten Stockholm City 

             子どもの家ストックホルム・Barnahus Stockholm 

出席者：Mats Lindström  子どもの家ストックホルム所長,捜査官 

          Anders Forsberg ストックホルム市福祉課課長                

住 所：Barnahus Stockholm  

Heleneborgsgatan 2A 

17:00-19:00  弁護士事務所（刑事専門）・Försvarsadvokaterna Stockholm 

出席者：Tobias Fälth 弁護士 

住 所 :Försvarsadvokaterna Stockholm  

Hantverkargatan 78, 2tr  

 

 8月 22日（火） 

10:00-12:00  スウェーデン弁護士会・Sveriges Advokatsamfund 

出席者：Johan Sangborn 法務部長代理・国際関係部長  

住 所：Sveriges Advokatsamfund  

Laboratoriegatan 4  

14:00-17:00  えん罪被害者と支援者 

出席者：Mats Hellberg（E.Eの支援者，SBS問題に関する運動の指導的立場） 

RFFR (Riksförbundet För Famijers Råttigheter, or National Association for the 

Rights of Families)副代表 

E.E(えん罪被害者。2007年起訴，その後服役，再審で無罪)  

    Lina Davidsson（小児科医） 

 

 8月 23日（水） 

9:00-12:00  最高検察庁・Åklagarmyndigheten                                                                                              

出席者：Stina Sjöqvist 上級検事 

      Alexandra Bopp 上級検事 

      Björn Blomqvist 検事長 

     Anneli Lagerberg 検事長付きデスクオフィサー 

住 所：Åklagarmyndigheten  

Östermalmsgatan 87 (hus C), 3tr 

14:00-16:00  ウプサラ大学法医学部・Uppsala Universitet, Rättsmedicin  

出席者：Ingemar Thiblin 教授 

16:00-18：00 ウプサラ大学法学部,Innocence Project Sweden代表 

出席者：Minna Gräns 教授,ほか博士課程の学生 1名 

住 所：Uppsala universitet, Juridiska Fakulteten 

http://rffr.se/
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Trädgårdsgatan 2 

Fakultetsrummet på våning 3 

 

 8月 24日（木） 

10:00-12:00  フッディンゲ拘置所・Häktet Huddinge 

出席者：Karin Redbrandt セキュリティ担当 

住 所：Björnkullavägen 11 

141 25 Huddinge 

 

 8月 25日（金） 

10:00-11:30  スヴェア高等裁判所・Svea hovrätt 

出席者：Bertil Ahnborg 高等裁判所判事，副部長 

住 所：Birger Jarlstorg 16,Riddarholmen 

13:00-14:30  カロリンスカ研究所医療倫理センター 

出席者：Niels Lynoe 教授 

     （http://ki.se/en/people/nielyn）  

          ※2016年報告書の研究責任者 

16:00-18:00  Professor Ulf Högberg (ウプサラ大学産婦人科) 

出席者：Dr. Görang Högberg（臨床疫学者）  

     ※E.Eの事件を含め，多くの SBS事件にて証言 

 

調査団メンバー 

日弁連 

・秋田 真志（大阪弁護士会・41期／日弁連刑事弁護センター副委員長，取調べの可視化本部副

本部長） 

・池田 綾子（第二東京弁護士会・36期／取調べの可視化本部事務局長） 

・黒原 智宏（福岡県弁護士会・59 期／日弁連刑事弁護センター幹事） 

・佐藤 博史（第二東京弁護士会・26期） 

・小池 哲朗（第二東京弁護士会・66期） 

・大村 典央（第二東京弁護士会・67期） 

・郡司  理（第二東京弁護士会・68期） 

・櫻井 唯人（第二東京弁護士会・68期） 

・平塚 晶人（第二東京弁護士会・68期） 

研究者 

・笹倉 香奈教授（甲南大学法学部） 

・古川原 明子准教授（龍谷大学法学部）

http://ki.se/en/people/nielyn
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訪問先に事前に送付した視察目的説明と質問事項リスト 

 

Information about the purpose of our visit:  

 

 We, members of Japan Federation of Bar 

Associations and some criminal law scholars, would 

like to research Swedish criminal legal system in the 

visit. 

We have two purposes for this research. 

One is to learn how suspects’ rights such as access to 

lawyers and so on are protected in the process of 

police or prosecutors’ investigation in Sweden. 

The other is to learn what the discussions has been 

in Sweden about prosecution against caretakers 

which regards “Shaken Baby Syndrome” as child 

abuses.  

訪問の目的 

 

日弁連のメンバー及び刑事法学者である私た

ちは，スウェーデンでの刑事制度の調査をしたい

と考えています。 

調査の目的は二つです。 

一つは，スウェーデンでの警察や検察での捜査

過程では，弁護人へのアクセス権などの被疑者の

権利はどのように保障されているのかを知りた

いということです。 

もう一つは，養育者が訴追される揺さぶられっ

子症候群（SBS）について，スウェーデンではど

のような議論がなされてきたのかを知りたいと

いうことです。 

Background of our questions; 

 

1)In Japan, an Act which obliges the law 

enforcement to video-record whole process of 

interrogation of suspects during custody in felony 

case and so on have passed the Parliament in 2016 

and such system will be introduced in Japanese 

criminal procedure by 2019. 

We Japanese lawyers believe such introduction is 

good to protect suspects’ right and prevent false 

confessions.  

 But on the other hand, we are concerned since if 

they made false confessions in video-taped 

interrogation, such confessions would be very 

dangerous because they must look too much 

impressive and credible. So we think using such 

video-taped confessions as evidence should be 

limited under certain conditions. 

  The Act also demands Japanese government to 

introduce a system that all suspects who are detained 

can ask for state appointed attorneys if they want. 

And the Act will also introduce a procedure that 

Japanese prosecutor can negotiate and make 

agreements with suspects and his/her lawyers to 

have the suspects as crown witnesses for other 

defendants' crimes in exchange for a reduction of 

their punishment. Such procedure will be 

introduced by June of 2018. 

On the other hand, no lawyers in Japan could be 

質問の背景 

 

1)日本では，2016 年に，重大事件等において，捜

査機関に対し，被疑者取調べの全過程を録画する

ことを義務づける法律案が国会で成立し，そのよ

うな制度が 2019 年までに導入されます。私たち，

日本の弁護士は，新たな立法は被疑者の権利を守

り，虚偽自白を防ぐために良いことだと考えてい

ます。 

 

 

 しかし，他方で，録画されている取調べで，虚

偽自白をしてしまえば，そのような自白は，きわ

めて印象的で信用性があるように見えるため，非

常に危険ではないかと懸念しています。そのた

め，そのような録画された自白が証拠として用い

られる場合は，一定の条件の場合に限られるべき

だと考えています。 

 その法案は，日本政府に対し，勾留された全て

の被疑者について，請求により国選弁護人の選任

を求めることができる制度を導入するように要

求しました。また，法案は，日本の検察官に，被

疑者の弁護人と他人の犯罪の証人となることと

引き換えに，減刑を得るという協議や合意ができ

るという手続の導入を認めました。そのような手

続は 2018 年 6 月までに導入されます。 

 他方で，日本の弁護士は，警察や検察官の取調

べに立ち会うことができません。新法は，そのこ

とについて何も変えませんでした。私たちは，弁
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present at interrogation of suspects by police or 

prosecutors but the new Act didn't change anything 

about that. So we'd like to demand our government 

to make a new law which admits lawyers' presence 

during interrogation. 

 We understand that EU members including 

Sweden guarantee rights of suspects to access 

lawyers and record interrogation against suspects 

electronically to avoid investigator compelling 

suspects to confess. 

So we'd like to visit Sweden and learn Swedish 

criminal procedure and experiences about such 

issues in your system. 

2)  In Japan, lots of caretakers of babies who were 

diagnosed with “Shaken Baby Syndrome (SBS)” 

have been charged with child abuses nowadays. We 

believe that lots of innocent people have been 

prosecuted and wrongfully convicted because of 

misunderstanding of SBS. But Japanese court will 

seldom find not guilty once prosecutor charged 

them.  

We knew that the Swedish supreme court made a 

judgement on 2 November 2014 that acquitted a 

father who was charged with child abuse saying, “It 

can be concluded that, in general terms, the 

scientific evidence for the diagnosis of violent 

shaking has turned out to be uncertain.” And that we 

have realized that a Swedish agency charged with 

assessing health technology and social services 

published a review of the shaken baby literature 

declaring the scientific evidence for shaking theory 

“weak” and noting that a number of other medical 

conditions can cause the findings typically used to 

diagnose shaking injury in 2016. 

  “Innocence Project Japan”, which is organized 

mainly by academic and practicing lawyers—of 

which Prof Sasakura is also a member-- and seeks to 

help falsely accused people, has just started to work 

on this SBS issues. Unfortunately, the information 

about SBS in Japan is still insufficient for them to 

warn public the risk of wrongful accusation by SBS.   

  So, we’d like to learn how you started and have 

concluded such argument about SBS. 

護人の取調べ立会いを認める新たな法律の制定

を政府に求めたいと考えています。 

 私たちの理解では，スウェーデンを含む EU 諸

国では，取調べにおける虚偽自白を防ぐために，

弁護人へのアクセス権や電磁的に取調べを記録

する権利を保障していると理解しています。 

 そのため，私たちは，スウェーデンを訪問し，

これらの問題についてのスウェーデンの刑事手

続とその経験を学びたいと考えたのです。 

 

 

 

 

2) 日本では，最近，SBS との診断により，乳児

の養育者の多くが虐待として訴追されています。

私たちは，SBS の誤解に基づき，多くの無実の人

が訴追され，誤って有罪判決を受けていると考え

ています。しかし，日本の裁判所は，検察官が一

旦起訴すれば，滅多に無罪判決は出しません。 

 

 

私たちは，スウェーデン最高裁が，2014 年 11

月 2 日に，虐待で訴追された父親に対し，「一般論

で言えば，暴力的揺さぶりによるという診断につ

いての科学的な証拠は不確実なものであったと

結論付けることができる」として，無罪を言い渡

したことを知りました。そして，健康技術及び社

会福祉評価に責任を負うスウェーデンの政府機

関が，2016 年に，SBS についての文献を精査した

結果を公表し，揺さぶり理論の証拠が「弱い」と

し，典型的に揺さぶりによると診断されてきた所

見が，いくつもの他の医学的条件によっても生じ

うるということを明らかにしました。 

 

 学者と実務家ら－笹倉教授はそのメンバーの

一人です－によって組織され，誤って訴追された

人々を支援する「日本イノセンスプロジェクト」

は，SBS についての取組を始めたばかりです。残

念ながら，SBS による誤判の危険性を社会に警告

するには，日本では SBS についての情報は不足し

ています。 

 

 そのため，私たちはスウェーデンでどのように

SBS の議論が始まり，結論に至ったのかを知りた

いと考えたのです。 
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List of Questions  

 

To lawenforcement 

1)-1 How suspects’ rights such as to access lawyers 

and so on are protected in the process of police or 

prosecutors’ investigation in Sweden? How do you 

prevent such rights from being infringed in criminal 

procedure? 

-2 From law enforcement’s point of view, what do 

you think of video-taped or lawyers attended 

interrogation system during police or prosecutor’s 

investigation?  

If once an accused person makes a confession in 

video-taped interrogation in the process of 

investigation but he/she changes his/her statement 

and denies at trial, how would his/her video-taped 

confession be handled? Would the video be played 

in the court before judges? If so, on what conditions? 

-3 Do you have a system of crown witness who has 

made deal with prosecutors for leniency on their 

own crimes? If so, on what conditions? How do you 

prevent risks or deficiency of such system, such as 

false convictions or unfairness of penalty? 

 

 

2)-1 What has been the argument in Sweden about 

prosecution against caretakers which regards 

“Shaken Baby Syndrome” as child abuses? 

Before Swedish Agency for Health Technology 

Assessment and Assessment of Social Services 

published the report “Traumatic Shaking” in 2016, 

how did Swedish police or prosecutors treat SBS 

cases? From your point of view, have there been any 

change? 

 

How about after the report? Have you reviewed past 

convictions based on SBS? 

- Have there been areas other than SBS where the 

Supreme Court of Sweden made a decision 

regarding unsafe convictions based on certain 

"scientific" theories or practice? (e.g., fire science, 

microscopic hair examination, polygraph testing, 

DNA database, etc.) Or are there any areas in 

forensic science which is currently under debate for 

reforms? What are your reactions and thoughts 

thereto? 

質問事項 

 

捜査機関に対し 

1)-1 スウェーデンにおける警察や検察での捜査

過程において，弁護人に対するアクセス権などの

被疑者の権利は，どのように保障されるのでしょ

うか。刑事手続におけるそれらの権利の侵害をど

のように防いでいるのでしょうか。 

-2 捜査機関の立場から，警察や検察での取調べ

の録画や弁護人の立会いを，どのように思われま

すか。 

 

 もし，録画されている取調べの間に一旦自白を

したけれども，公判段階ではその供述を否定した

場合，取調べにおける自白はどのように扱われる

のでしょうか。法廷では，そのビデオは裁判官の

前で上映されるのでしょうか？されるとすれば，

どのような条件の下でしょうか。 

 

-3 自らの犯罪の減刑を得ることを検察官と取引

して，訴追側に協力する証人になる制度はスウェ

ーデンにあるのでしょうか。もしあるとすれば，

どのような条件があるのでしょうか？誤判や刑

の不公平などといった，そのような制度がもつリ

スクや欠陥をどのように防いでいるのでしょう

か？ 

2）-1 SBS を虐待とみなして訴追することにつ

いて，スウェーデンではどのような議論がなされ

てきましたか。 

 スウェーデン医療技術評価協議会が 2016 年に

「外傷性の揺さぶり外傷性の揺さぶりが疑われ

る事案の医学的調査における三徴候の役割系統

的調査の報告書」を公表するまでは，スウェーデ

ンの警察や検察はどのように SBS 事例を扱って

きましたか？皆様の目から見て，どのような変化

がありましたか？ 

報告書の後はいかがでしょうか。過去の SBS 論

に基づいた有罪判決は見直されたのでしょうか。 

 SBS以外でスウェーデン最高裁が一定の科学的

理論や実務（消防，毛髪鑑定，ポリグラフ検査，

DNA データベースなど）に基づく有罪判決につ

いて，不確かであるとみなす判決をした領域とい

うのはあるのでしょうか。 

あるいは，現在改革の議論の対象となっている

司法科学の分野はあるでしょうか。これらの点に

ついてのご意見はいかがでしょうか。 
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- What is the mechanism in Sweden for redressing 

wrongful convictions? Are there any new 

discussions about reforming the system of relief for 

wrongfully convicted persons? 

Is there a discussion about establishing a so-called 

“conviction integrity units” within prosecutor’s 

offices (as they have done in some jurisdictions in 

the United States)? 

 

誤判を防ぐためのスウェーデンでのメカニズ

ムはどのようなものでしょうか。誤判によって有

罪判決を受けた人に対する救済システムについ

ての何らかの新たな議論はあるでしょうか。 

 検察内部に（米国のいくつかの司法制度で既に

存在するような）いわゆる「有罪見直し部門」を

設立しようというような議論は存在するのでし

ょうか。 

To defense lawers 

1)-1 How suspects’ rights such as to access lawyers 

and so on are protected in the process of police or 

prosecutors’ investigation in Sweden? What would 

Swedish defense lawyers do if they found such right 

were infringed by law enforcement in criminal 

procedure? 

-2 What kind of advice about interrogation do you 

give to your clients when you meet them in the 

police station at the first time? Do you recommend 

them to remain silent whole process of interrogation 

or to explain their story or excuse? Why do you do 

so? 

-3 From defense lawyers’ point of view, what do you 

think of video-taped or lawyers attended 

interrogation system during police or prosecutor’s 

investigation?  

If once an accused person makes a confession in 

video-taped interrogation in the process of 

investigation but he/she changes his/her statement 

and denies at trial, how would his/her video-taped 

confession be handled? Would the video be played 

in the court before judges? If so, on what conditions? 

-4 Who will sponsor fee of defense lawyers? Does 

government do so? If so, how does it evaluate 

appropriate fees? Are they sufficient for lawyers?   

-5 Do you have a system of crown witness who 

makes deals with prosecutors for leniency on their 

own crimes? If so, on what conditions? How do you 

prevent risks or deficiency of such system, such as 

false convictions or unfairness of penalty? 

 

 

-6 Are there areas or topics in criminal justice system 

in Sweden which are under a discussion for 

improvement or reforms? Are there currently any 

recommendations by the defense attorneys? If yes, 

刑事弁護人に対し 

1)-1 スウェーデンにおける警察や検察での捜査

過程において，弁護人に対するアクセス権などの

被疑者の権利は，どのように保障されるのでしょ

うか。刑事手続におけるそれらの権利の侵害をど

のように防いでいるのでしょうか。 

 

-2 弁護人として，警察署での被疑者との初回接

見で，どのようなアドバイスをするのでしょう

か。取調べの全過程で，黙秘するように勧めます

か。あるいは彼らのストーリーを説明したり，弁

解するように勧めますか。それはなぜですか。 

 

-3 弁護人の立場から，警察や検察での取調べの

録画や弁護人の立会いを，どのように思われます

か。 

 

 もし，録画されている取調べの間に一旦自白を

したけれども，公判段階ではその供述を否定した

場合，取調べにおける自白はどのように扱われる

のでしょうか。法廷では，そのビデオは裁判官の

前で上映されるのでしょうか？されるとすれば，

どのような条件の下でしょうか。 

 

-4 刑事弁護人の報酬は誰が払うのですか。政府

でしょうか？もしそうであれば，適正な報酬はど

のように評価されるのでしょうか？ 

-5 自らの犯罪の減刑を得ることを検察官と取引

して，訴追側に協力する証人になる制度はスウェ

ーデンにあるのでしょうか。もしあるとすれば，

どのような条件があるのでしょうか？誤判や刑

の不公平などといった，そのような制度がもつリ

スクや欠陥をどのように防いでいるのでしょう

か？ 

-6 スウェーデンにおいて，何らかの改革が議論

になっている刑事司法制度の論点はあるでしょ

うか。現在，刑事弁護人として改革を求めている
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what are the reactions of the prosecutors and courts. 

2)-1 What has been the argument in Sweden about 

prosecution against caretakers which regards 

“Shaken Baby Syndrome” as child abuses? 

Before Swedish Agency for Health Technology 

Assessment and Assessment of Social Services 

published the report “Traumatic Shaking” in 2016, 

how did Swedish police or prosecutors treat SBS 

cases? From your point of view, have there been any 

change? 

How about after the report? Have you reviewed past 

convictions based on SBS? 

 

- Have there been areas other than SBS where the 

Supreme Court of Sweden made a decision 

regarding unsafe convictions based on certain 

"scientific" theories or practice? (e.g., fire science, 

microscopic hair examination, polygraph testing, 

DNA database, etc.) Or are there any areas in 

forensic science which is currently under debate for 

reforms? What are your reactions and thoughts 

thereto? 

- What is the mechanism in Sweden for redressing 

wrongful convictions? Are there any new 

discussions about reforming the system of relief for 

wrongfully convicted persons? Is there a discussion 

about establishing a so-called “conviction integrity 

units” within prosecutor’s offices (as they have done 

in some jurisdictions in the United States)? 

点はありますか？あるとすれば，検察や裁判所の

反応はどのようなものでしょうか。 

 

2）-1 SBS を虐待とみなして訴追することにつ

いて，スウェーデンではどのような議論がなされ

てきましたか。 

 スウェーデン医療技術評価協議会が 2016 年に

「外傷性の揺さぶり外傷性の揺さぶりが疑われ

る事案の医学的調査における三徴候の役割系統

的調査の報告書」を公表するまでは，スウェーデ

ンの警察や検察はどのように SBS 事例を扱って

きましたか？皆様の目から見て，どのような変化

がありましたか？ 

報告書の後はいかがでしょうか。過去の SBS 論

に基づいた有罪判決は見直されたのでしょうか。 

 SBS以外でスウェーデン最高裁が一定の科学的

理論や実務（消防，毛髪鑑定，ポリグラフ検査，

DNA データベースなど）に基づく有罪判決につ

いて，不確かであるとみなす判決をした領域とい

うのはあるのでしょうか。 

あるいは，現在改革の議論の対象となっている

司法科学の分野はあるでしょうか。これらの点に

ついてのご意見はいかがでしょうか。 

  

誤判を防ぐためのスウェーデンでのメカニズ

ムはどのようなものでしょうか。誤判によって有

罪判決を受けた人に対する救済システムについ

ての何らかの新たな議論はあるでしょうか。 

 検察内部に（米国のいくつかの司法制度で既に

存在するような）いわゆる「有罪見直し部門」を

設立しようというような議論は存在するのでし

ょうか。 

To Judges 

1)-1 How suspects’ rights such as to access lawyers 

and so on are protected in the process of police or 

prosecutors’ investigation in Sweden? What would 

Swedish Judges do if they found such right were 

infringed by law enforcement in criminal 

procedure? For example, may judge declare to 

dismiss such charges?  

-2  From judges’ point of view, what do you think 

of video-taped or  lawyers attended interrogation 

system during police or prosecutor’s investigation?  

If once an accused person makes a confession in 

video-taped interrogation in the process of 

investigation but he/she changes his/her statement 

裁判官に対し 

1)-1 スウェーデンにおける警察や検察での捜査

過程において，弁護人に対するアクセス権などの

被疑者の権利は，どのように保障されるのでしょ

うか。刑事手続におけるそれらの権利の侵害をど

のように防いでいるのでしょうか。 

 

 

-2 裁判官の立場から，警察や検察での取調べの

録画や弁護人の立会いを，どのように思われます

か。 

 もし，録画されている取調べの間に一旦自白を

したけれども，公判段階ではその供述を否定した

場合，取調べにおける自白はどのように扱われる
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and denies at trial , how would his/her video-taped 

confession be handled? Would be the video played 

in the court before judges? If so, in what conditions? 

-3 Do you use crown witnesses who have made deal 

with prosecutors for leniency on their own crimes? 

If so, on what conditions? How do you prevent risks 

or deficiency of such system, such as false 

convictions or unfairness of penalty? 

 

 

2)-1 How has been the argument in Sweden about 

prosecution against caretakers which regards 

“Shaken Baby Syndrome” as child abuses? 

Before Swedish Agency for Health Technology 

Assessment and Assessment of Social Services 

published the report “Traumatic Shaking” in 2016, 

how did Swedish courts treat SBS cases? 

 

 

 

How about after the report? Have courts reviewed 

past convictions based on SBS? 

Now, are there any guidelines which are referred by 

judges about SBS cases? 

- Have there been areas other than SBS where the 

Supreme Court of Sweden made a decision 

regarding unsafe convictions based on certain 

"scietific" theories or practice? (e.g., fire science, 

microscopic hair examination, polygraph testing, 

DNA database, etc.) 

- What is the mechanism in Sweden for redressing 

wrongful convictions? Are there any new 

discussions about reforming the system of relief for 

wrongfully convicted persons? 

のでしょうか。法廷では，そのビデオは裁判官の

前で上映されるのでしょうか？されるとすれば，

どのような条件の下でしょうか。 

 

-3 自らの犯罪の減刑を得ることを検察官と取引

して，訴追側に協力する証人になる制度はスウェ

ーデンにあるのでしょうか。もしあるとすれば，

どのような条件があるのでしょうか？誤判や刑

の不公平などといった，そのような制度がもつリ

スクや欠陥をどのように防いでいるのでしょう

か？ 

2）-1 SBS を虐待とみなして訴追することにつ

いて，スウェーデンではどのような議論がなされ

てきましたか。 

 スウェーデン医療技術評価協議会が 2016 年に

「外傷性の揺さぶり外傷性の揺さぶりが疑われ

る事案の医学的調査における三徴候の役割系統

的調査の報告書」を公表するまでは，スウェーデ

ンの裁判所はどのように SBS 事例を扱ってきま

したか？皆様の目から見て，どのような変化があ

りましたか？ 

報告書の後はいかがでしょうか。過去の SBS 論

に基づいた有罪判決は見直されたのでしょうか。 

 現時点で，裁判官が SBS について参照すべきガ

イドラインは存在するのでしょうか。 

 SBS以外でスウェーデン最高裁が一定の科学的

理論や実務（消防，毛髪鑑定，ポリグラフ検査，

DNA データベースなど）に基づく有罪判決につ

いて，不確かであるとみなす判決をした領域とい

うのはあるのでしょうか。 

  

誤判を防ぐためのスウェーデンでのメカニズ

ムはどのようなものでしょうか。誤判によって有

罪判決を受けた人に対する救済システムについ

ての何らかの新たな議論はあるでしょうか。 
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スウェーデンにおける取調べ等の録音・録画の実情 

 

訪問先（関係部分のみ列挙） 

１ 子どもの家ストックホルム Barnahus Stockholm 

（ストックホルム市警察） 
8月 21 日午前 

   

２ 弁護士事務所 Försvarsadvocaterna Stockholm  8月 21 日午後 

   

３ スウェーデン弁護士会 Sveriges Advokatsamfund 8月 22 日午前 

   

４ 最高検察庁 Åklagarmyndigheten 8月 23 日午前 

   

５ ウプサラ大学法学部 Uppsala universitet, Juridiska Fakulteten 

Minna Gräns教授ら 
8月 23 日午後 

 

逮捕直後の弁護活動の状況，取調べの録音・録画の状況及びSBS（揺さぶられっ子症候群）に

関する取扱いの実情について，2017 年 8月 21日から 25日の間，スウェーデン・ストックホルム

で関係者から事情をお聞きした。 
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１ 子どもの家ストックホルム（ストックホルム市警察） 

 

 

 

（概要） 

 ストックホルム市の中心部に近く，水辺に近い美しい場所に，普通の住居（マンション）のよ

うな建物があり，その一部にこの機関がある。これは，ストックホルム市警察の一部であるが，

もっぱら，子どもを犯罪被害者，大人を被疑者とする事件について扱っており，録音・録画の関

係では，犯罪被害者の子どもからの事情聴取の録画が特徴的である。警察官，検察官のほか，医

師・看護師・心理療法士らも同じ組織に所属し，犯罪に遭った子どものケアも行うこととしてい

る。 

 

○ 設立 

 今回説明をしてくれたMats Lindström 氏が指揮して，10 か月程かかって，3年前，2014 年

9月 15 日に初めて設立された。スウェーデンの女王陛下も開設式に出席。様々な機関と契約を

締結し，予算も付けた。現在拡張を進めている。 

 

○ 組織・規模 

 現在 1600 ㎡であるが，拡張して 500 ㎡増える。警察官 58人（うち，取調官が 40人，他は

事務職），検察官 20～25人，ソーシャルワーカー7人，児童・青少年の精神科医 4人，心理療

法士，医師 2人（ただし，50％ずつのパートタイム）看護師 3人が所属している。 

 また，3 人の法医学の医師が交替で常駐している。 

 Lindström 氏は，この組織の長であるが，他に，大人の犯罪を専門とするチームで 25人の部

下がおり，そのチームの長でもある。 

 ストックホルム市は，14 の地区から成るが，その全てがこの機関の対象である（14 の地区そ

れぞれに社会福祉局がある。）。 
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○ 仕組み 

 スウェーデンでは，15歳以下の子どもが犯罪被害者になったときに，子どもを法廷で尋問す

ることはない。これに代えて，トレーニングされた専門の警察官が子どもから話を聞き，その

様子を録画・録音するという制度となっている。被害者証言は事情聴取の録画・録音で行う。

15 歳を超えると大人と同じ。 

 検察官は，この事情聴取に参加しなければならず，施設内の別室又は自分のオフィスからこ

れを見る。 

 通常は，取調べは捜査官 2人 1組で行う（子どもの前に来るのは 1人だけだが，捜査官が 2

人事案に関与する。もう1 人はモニターで見ると思われる。）。子どもから事情聴取するのは，

トレーニングを受けた警察官（女性の割合が相当高い。）で，他の関係者は必要に応じてイヤホ

ンで質問事項を知らせる。その他の者が直接質問をすることはない。事情聴取する警察官は，

警察大学校に３年行き，捜査官としての教育を受ける。その後，6週間を 1学期とする，子ど

もの事情聴取のための教育を受ける。その後も研修の機会がある。 

 子どもからの事情聴取は，被疑者の弁護人も別室でモニターを見ることができ，その場で，

質問したい事項を事情聴取者に伝える。 

 最初の事情聴取時に被疑者に弁護人が付いていなかったときは，弁護人は，その後，自分の

行いたい質問のために，再度の事情聴取を求めることができる（直接尋ねることはない。）。反

対尋問的に，この点をもう一度聞いてほしい，といったことを求めることができる。誘導尋問

は禁止され，オープンな質問をすることとなっている。予想される反対尋問も含めて尋ねる。

子どもへの事情聴取の時間は，子どもの年齢にもよるが，大体 45 分から 1時間程度である。 

 事情聴取の進め方については，序，プレゼンテーション，グラウンドルールの説明，エピソ

ードの話，休憩，まとめというような順序となっている。 

 

○ 子どもを被害者とする事件の流れ 

学校や幼稚園の先生が子に対する虐待の兆候などがあると認めると，社会福祉局に連絡 

 ↓ 

社会福祉局からこの警察（子どもの家）に連絡が入り，捜査が始まる。 

 ↓ 

 初めに被害届が提出され，関係する人々（学校の先生，ソーシャルワーカー，周辺の人た

ち）を呼んで捜査 

 ↓ 

 子どもについては，裁判所が子ども代理人を選任 

 子どもの家は，子どもと子ども代理人を呼んで捜査（親が加害者であるとき，子どもが呼ば

れていることが親に分からないよう工夫する（子ども代理人が，学校から子を連れて来るな

ど。親以外が加害者のときは，子どもは親と一緒に来る。））。 

   ↓ 

 子どもから話を聞く部屋で，専門のトレーニングを受けた警察官が話を聞き，その様子を録

画・録音する。 

   ↓ 
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 被害が軽いときは，子どもを収容しない。重大な被害があるときは，子を収容する（社会福

祉局が決定）。 

 ↓ 

 子どもの事情聴取についての調査書が検察官のところに届けられる。 

 検察官は，子どもの事情聴取に参加し，その様子を見て被疑者を拘束するかを決める。 

   ↓ 

 子どもについては，事情聴取の後，必要なときは医師の診断を受ける。セラピーが必要なと

きは，同じ施設内でセラピーを受ける。 

 

○ 子どもからの事情聴取の施設 

この施設の 1つの階に 3つずつの部屋のセットが5 つある（合計 15の部屋）。 

① 子どもから事情を聴く部屋（そこには，椅子が2 つあり，正対するのでなく，小さなテー

ブルを挟んで 90～120度くらいの角度で座るイメージ） 

  ↓子どもからの事情聴取室 

 

カメラが正面に 2 つ付いていて録画するようになっている（小さなテーブルの上にもカメ

ラがあり，絵を描いたりするのを映す。）。 

  

2 つあるカメラ 
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② テーブルを囲んで，関係者がモニター画面を見る部屋 

 

 

  見せていただいたのは大体 6～7人が入る部屋で，もっと大きい部屋もあるとのことであ

る。この部屋で，カメラの角度を調整できる（レバーがある。（筆者（池田）注：このレバー

は，ニューヨーク市警で見たものと同様のものであった。））。 

  この部屋の壁に「チェックリスト」が貼ってある（注意事項か）。 

  参加するのは，捜査官 2 人（ただし，1人は子から事情を聞く。），検察官 1 人，子の代理

人，被疑者の弁護人，心理学者，ソーシャルワーカーなどである。 

③ もう一つの部屋 

  事情聴取をする人は，①でイヤホンをし，別室から，質問してほしいことなどの情報が入

る。自閉症の子に対する事情聴取では，別室にいる心理療法士が示唆を与える。 

  検察官は，②に来て他の人と一緒に事情聴取の模様を見ることもあるし，リアルタイム

で，自分のオフィスで事情聴取の模様を見ることもできる。 

   

○ 事件の取扱状況 

 現状，事件が多く，フル回転している（ただし，夏休み期間中なので，半分くらいの職員し

か出勤していない。）。現在 75事件を扱っている。 

 捜査官の詰所のようなところには，取扱中の事件の一覧がスクリーン画面で見られるように

なっている。一覧表は，子どものファーストネーム，年齢，事件届出日，処理満期，犯罪類

型，特別記載事項，近親者による犯罪か否かの別などが記載されている。シェードがついてい

る事件は，  すぐに事情聴取が可能な状態であることを示している。 

 犯罪は，傷害，暴行，性犯罪，その他などで，重罪か否かの区別も記載されている。 

 母親が加害者である事案も多く，その割合は約 40％である。 

 事件受理から子の事情聴取までは 2週間以内に行うこととされているが，事件が多いために

間に合っていない。 

 別途，18歳以下の子に対する犯罪については，被疑者が見つかっていない場合を除き，3か

月以内に終了することとなっている。 
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 SBSの事件は，来るとすればここの施設で対応することになるが，スウェーデン最高裁判決

以降慎重になっている。 

 

○ 他国の制度との関係 

 この制度は，スウェーデンとノルウェーが先進的で，ドイツでも最近始まったとのことであ

る。ストックホルムの子どもの家は，ヨーロッパの中で最大である。 

 子どもの事情聴取については，米国，アイスランドが進んでおり，1985 年頃，米国で始ま

り，その 10年後にアイスランドが取り入れた。12～3年後，北欧諸国が取り入れた。 

 ノルウェーでは，ソーシャルワーカーが事情聴取をするという点で，スウェーデンとは少し

異なっている。 

 質問の仕方（誘導尋問の禁止，オープンな質問をするなど）は同じである。 

 

○ 治療のための施設 

 5つの治療室と控室がある。 

 子どもと家族が危機的な状況のときは，10～12回にわたって治療する（それ以上必要なとき

は，別のところを紹介する。）。 

 警察官，検察官のほかに，社会福祉サービスが援助する。心理療法のセラピスト，医師，看

護師もいる。 

 ストックホルム市の 14の社会福祉局からこの施設に連絡があったとき，この施設の社会福祉

担当の部署とともに，どのように対応するか検討する。子どもは通常日帰りであるが，宿泊が

必要なときは，社会福祉局が手配する。 

 

○ 被疑者（加害者）の取調べ 

 子どもの事情聴取をする部屋とは異なる階に，被疑者の取調べをする部屋がある。 

取調室ではなく，接見室を見せていただいたが，弁護人と被疑者が向かい合って，調書を確認

する部屋だという。部屋にマジックミラーがあり，音声は聞こえないがときどき警察が姿を確

認するとのこと。 

 取調室については不明だが，少なくとも録画はあまりしていない様子である。話によると，

重罪（傷害は含まれないとのこと。「重傷害」が重罪になるものと思われる。）の場合には録

音・録画がなされるが，軽罪ではそうではないとのこと。公判での供述が重要で，取調べ段階

の供述の重要性は低いという説明であった。 

 拘禁刑になる事件については弁護人が必ず選任され，取調べに立ち会う。被疑者の後ろに座

っている。「邪魔だと思わないか」との質問には，「思わない」とのことである。 

 「黙秘」に関しては，ギャングや重大犯罪の者は黙秘するが，普通の人は話をするとのこと

であった。子どもの家に来る被疑者は，普通の家の親であり，しつけのためにやって傷害に至

ったということが多い。スウェーデンでは，しつけのための暴力には厳しい。 

 

○ その他の施設見学 

・会議室の扉等は，どれもカードで開けた後，30秒間でブザーが鳴ることになっている。セキ
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ュリティのため（侵入防止等）だという。 

・証拠保管室 

 ＤＮＡ検査の試料など，冷蔵庫で保管できるようになっている。 

・トレーニングルーム 

 警察官のトレーニングのためのジムがいくつもある。 

 

（筆者コメント）日本でも，仲真紀子教授（立命館大学総合心理学部）が提唱された「司法面

接」が札幌を始め，全国のいくつかの地域で行われている。これは，犯罪被害者である子ども

に事情を聞くに当たって，①専門家が，一定のルールに従った方法で質問する，②その様子を

録音・録画する，③その事情聴取は，捜査機関と児童相談所等が共同で行う，という特徴があ

るが，ストックホルムの子どもの家は，一定の年齢以下の全ての子どもについてこれを組織的

に行っているものである。 

  さらに，被害を受けた子どもに対する検査やケアをすぐに行うというワン・ストップの施設

になっている（このようなワン・ストップ施設は，日本では，性犯罪の被害者の女性のために

は存在するが，子どもについては私は承知していない。）。子どもの受けた被害について，事案

を解明しようとするとともに，心身の障害の治療をし，事情聴取等の負担を最小限にすること

を目的としており（法廷に子どもを呼ぶことはない），子どもの保護を重視している点で注目さ

れる。 

  我が国の刑事訴訟法改正の法制審議会（新時代の刑事司法制度特別部会）の議論の際，被害

者の尋問をビデオで代替する制度が提案されようとしたが，反対尋問権を保障しなければなら

ず，完全な代替は不可能と考えられた。犯罪被害者や子どもの保護の観点からも，事案解明の

観点からも，本来は，被害直後の記憶が鮮明なうちに，反対尋問的なもの（確認）を行い，記

憶の汚染を避けるべきではないかと個人的には考えるが，そのためには，子ども代理人が付く

ようにし，被疑者の弁護人が事情聴取に立ち会う（別室で）などの大掛かりな仕組みが必要か

と思われる。 
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２ 弁護士事務所 

 

（概要）  

2002 年設立。弁護士補を入れて 13人，うち弁護士 11 人。 

 刑事専門の弁護士事務所としては，スウェーデンで最大規模である。 

 事務所の創設者のうちのお二人からお話をお聞きした。 

 利益相反（コンフリクト）の定めが厳しいので，大規模事務所では刑事事件がしにくいとのこ

とであった。 

 

○ 国選弁護 

 弁護人はほとんどが国選弁護人である。被告人に資力があれば国選弁護の費用を国に支払う

が，そうでなければ国が支払う。大会社の社長などは私選弁護人を依頼する。 

 スウェーデンでは，被疑者が国選弁護人を選んで依頼することができる。弁護士は，多忙や

専門外などを理由に断ることは可能である。また，遠方の場合に，旅費は国選費用で賄われな

いので，被疑者本人が支払う必要が出てくる。このような場合には，裁判所が別の弁護士を国

選弁護人に指名することもある。スウェーデンでは，経験ある弁護士は，事件のためスウェー

デン中を旅行しているという（年間 100日出張していたとのこと）。 

 国選弁護費用は，裁判所が決定するが，基本的には，時間単価が毎年決まっており（弁護士

の経験・能力等に関わりなく一律である。），使った時間（15分単位）とその作業の詳細を記載

した書面を提出して国選弁護人費用を請求することとなっている。作業の詳細が記載されてい

ないなど，場合によっては，請求どおりに認められないこともある。 

 なお，時間単価は，現時点で，1 時間（税抜）1350 スウェーデンクローネ（SEK），これに

25％の消費税が付加される（2万円程度）。 

 小さい事件（3.5時間以下）は，事件単位で払われるものもある。 

 

○ 取調べへの立会い 

 スウェーデンでは，はるか以前から，被疑者取調べに弁護人が立ち会うこととされてきた。

適正な取調べが行われるようにするため，立会いは非常に重要である。一般的には 4回程度の

取調べに立ち会うことになる。薬物など 1 日中調べがあることもあり，弁護人としてはこれに

立ち会うこととしているが，他に法廷がある場合など，別の弁護士が行くこともある。最初の

取調べの前に接見する。被疑者には，いつも弁護人にそばにいてもらう権利がある。 

 なお，弁護士は全国で 6000 人くらいであり（全人口約 950万人），うち 150～200 人が刑事

専門の弁護士である。大都市以外は，専門化することなく何でも行う。 

 

○ 取調べの録音・録画 

 被疑者の取調べの録音・録画は，それほど多くない。録音だけというのは度々ある。録画が

あるのは，子どもや病人。12歳から 15歳の子どもが被害者であるときは，公判出廷には若す

ぎるので，必ずその事情聴取は録音・録画され，記録媒体が公判で使われる。これは，口頭主

義・直接主義の例外である。 
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○ 証拠開示 

 弁護人は，起訴前でも証拠開示を受けることがある。捜査中は無条件で証拠を見るという権

利はない。起訴後は全て見ることができる。 

 

○ 拘束期間に関する問題 

 スウェーデンには，身体拘束や起訴の期限がなく，保釈制度もなく，いつまでも拘束され得

ることになる。このことが国連やＥＵ委員会において，拷問禁止条約に反するおそれがあると

して，問題視されている。もっとも勾留は，2週間ごとに必要性や相当性が審査される。 
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３ スウェーデン弁護士会 

 

（概要） 

 Johan Sangborn 法務部長代理・国際関係部長にお話を伺った。  

 スウェーデン弁護士会は，1914年に，時の首相邸として建築された建物にあり，周辺には各国大

使館などがたくさんある。瀟洒な建物に芝生の庭がある。 

 

○ 弁護士独占ではないこと 

 スウェーデンでは，弁護士になるには，大学院の修士（4 年半）を卒業し，裁判所又は弁護

士事務所で 3年程実務をし，司法試験（倫理と口頭試問）を受けた上で，弁護士会に入会（強

制加入）する必要があるが，弁護士会入会のためには，それまで関係した人々に問合せがなさ

れ，厳しい審査がなされる。よって，弁護士は，非常に優秀で，高い知識を持っている。 

しかし，スウェーデンでは法律事務は弁護士独占ではなく自由市場であり，自分で弁護する

こともできるし，弁護士以外が代理人になることもできる。 

 実際は，95％の割合で弁護士が代理人となっている。 

 

○ 刑事事件と国選弁護人 

 刑事事件では，重罪，拘禁刑か否かが問題となる事件では，必ず弁護人が付く。被疑者は，

自分が疑われていると分かったときは，（逮捕前でも）国選弁護人を付けることができる。 

 被疑者は弁護人を選ぶことができるが，地理的に難しいときは，裁判所がリストの中から選

任する。弁護士は，被疑者に選ばれたときに，多忙や専門外であるという理由で断ることがで

きる。 

 

○ 取調べと弁護人の立会い 

 弁護人は，被疑者の取調べに立ち会うことができるが，ときどき，警察は，弁護人が選任さ

れていない状態で取調べを始めてしまうことがあり，問題となっている。弁護士会は，検察・

警察とその点について議論をしている。 

 

○ 証拠開示 

 弁護人は，検察官が裁判所に提出しない証拠も見ることができる。その上でさらに，別の捜

査をしてほしい，と求めることができる（補充捜査の要求）。（ただし，検察官はその必要はな

い，と言うこともある。） 

 

○ 録音・録画に関する新しい法律の制定 

 2016年 12月 8日に刑事手続に関する改正法案が提出され，2017年 4月1 日から施行され

ている。 

 これは，主として，起訴前の段階の証拠開示について定めたものであるが，その中に，被疑

者の取調べの録音・録画についての定めもある（後に確認したところ，録音・録画を義務化し

たものではなく，「録音・録画することができる」というものであることが分かった。）。 

 現在のスウェーデン語の法文は，以下のウェブサイトで入手可能である。 

  https://data.riksdagen.se/fil/F67C74EE-BCE9-44C1-B927-2633F8C84069 
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４ 最高検察庁   

 

（概要） 

 最高検察庁は，民間の事業者（例えばカタール航空）も多数入っている大きな建物のC棟 3階

にある。入口のセキュリティは厳しく，ガラス張りの細い通り道を折り返すように通ってから受

付に至るようになっている。 

国際関係の責任者である検事Björn Bromqvistからお話をお聞きした。彼は，2002 年頃日本で

刑事司法制度の説明を受け，スウェーデンの制度は日本のそれにかなり近いと考えている。 

 

○ 被害者に弁護士 

 10年程前から，被害者に弁護士が付くようになり（筆者注：日本においても同じ頃に被害者

参加や国選被害者参加弁護士の制度ができた。），検察官は，中立的・客観的な立場に立つこと

ができるようになった。それまでは，検察官は，公益の代表者としての立場と，被害者の世話

をするという立場と両方があり，客観的な立場を保持できなかった。今は検察官としての立場

に専念できるのでよい。 

 

○ 弁護人立会いを求めるのは「被疑者の権利」 

 被疑者の取調べへの弁護人の立会いについて，日本からの質問は，「弁護人の取調べへの立会

権」と記載されていたが，これは，「被疑者が弁護人の立会いを求める権利」である。 

 これは相当以前から行われてきた。 

 立会いは，Win-winの関係である。すなわち，被疑者・弁護人にとっては，適正な取調べと

なるし，捜査側も，監視の下で行動が律せられる。 

 

○ 検察官による被疑者取調べはめったに行われない 

 被疑者や参考人の取調べは，警察官が行い，検察官が行うことはまれである（例えば，9年

間で 1回だけという現場の検事がいた。汚職，国家の安全保障や経済事件など複雑な事件で

は，検察官が取調べを行うこともあるが，そのような事件を担当した検事の割合は 10～15％程

である。）。 

 検察官は，常時 35件くらいを抱えており，全ての取調べを行うことは不可能である。 

 検察官は，警察官の取調べに立ち会うことはある。 

 

○ 録音・録画－被害者である子どもについて 

 録音・録画については，子どもに対する罪で，年少者の被害者の事情聴取は，全て録音・録

画されている。15歳以下の子どもが法廷に出てくることはなく，全て録画した取調べのビデオ

を公判廷で上映することになる。被疑者の弁護人は，子どもの事情聴取を別室で見ることがで

きる。これは，ヨーロッパ人権条約 6条の公正な裁判を受ける権利による。被疑者の弁護人が

子どもの事情聴取に立ち会えず，質問ができなかったときは，もう一度被疑者の弁護人が（別

室で）立ち会って事情聴取を行う。事情聴取は，トレーニングされた専門家である警察官が行

う。 
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 被疑者の弁護人が子どもに直接反対尋問することはできないが，別室で立ち会っている際

に，この点をもう一度聞いてほしい，といった要望をすることはできる。反対尋問の権利より

も，子どもへの悪影響を考え，子どもを重視するという選択をしているものである。反対尋問

を経ていないので，それだけ信用性が低いということを裁判所も前提として判断する。 

 

○ 録音・録画―上記以外 

 それ以外の被疑者の取調べについては，いまだ録画はそれほどなされていない。録音の方が

なされている（録音は 30年くらいの歴史がある。録画は 10年くらいである。）。 

 取調べのときに何を言ったかが問題となるのは，公判廷で，異なることを言った場合と黙秘

した場合である。そのようなときに，「取調べ段階ではこう言ったが」という問題となる。従

来，取調べで被疑者が述べたことは，要約した調書になっていたため，「そのようなことは言っ

ていない」，「捜査官が誤解して記載した」，として争いになった。録音することで，そのような

争いがなくなった。 

 録音は，全て反訳される（自動反訳ではなく，テープを書き起こすもの）。これを作成して，

弁護人にも渡す。反訳ができるまで，短くても数日，長いと何週間かかかる。通常は，反訳が

出来上がったときに，検察官が受け取り，弁護人にも同時に渡す。ただし，取調べの内容が微

妙なときには，公判廷供述をそれに合わせることなどを懸念して，証拠開示の時期をずらす。 

 スウェーデンの新法では，録音・録画について言及されている。録画をするについての考慮

事項としては，事件の重大性，供述者である参考人の重要性，供述者の精神的能力（精神障害

等）や年齢等が挙げられている。 

 経済事件など複雑なものでは，誤解がないように，録音をする必要が出てくる。SBSでも同

様である。 

 個人的には，全て録音・録画すべきであると考えている。それは，検察官にとっても強制に

よる自白がないことを示すためによいからであり，Win-win の関係である。録画がなくても録

音だけは取るべきである。録音・録画に反対する検察官の意見は特にない（同席した別の検事

も同意見）。みんなそうした方がよいと思っている。ただ，組織としては，反訳のためのコスト

の問題がある。 

 録画について，5年後にはもっと進んでいると思う。反訳について，かつて音声反訳を試み

たこともあったが，当時は使い物にならなかった。 

 

○ 弁護人の被疑者取調べへの立会い 

 弁護人の立会いはかねてから行われているが，弁護人は，取調べ中は発言できず，妨害する

ことは許されない。そのようなことが行われたときには，検察庁から，「そのような妨害をする

のであれば立会いは認めない」ということがある。 

 取調べ中に誤解に基づく質問があるなどしたときは，弁護人は，中断を求め，そこで被疑者

と話をすることなどはできる。 

 立ち会う弁護人は，メモを取ることができる。 

 かつて，録音機を持ち込んだ弁護人がいて問題となった。オンブズマンが検討し，これは許

されないとされた。その理由は，検察官は，プライバシー保護について厳しい規則に服してい
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るが，弁護人の場合はそのようなことはない。そのため，プライバシー保護等の観点から，弁

護人による録音は認めないことが適切とされている。 

 警察にとって，弁護人が立ち会っていることは，警察官の行動もよくなりよいことである。

警察官が，弁護人がいて邪魔だ，というのを聞いたことはない。 

 

○ 弁護士独占がないことと立会い 

 スウェーデンでは，法律事務の弁護士独占はない。裁判所が弁護人を指名するときは，弁護

士を指名するが，そうでない場合は，弁護士以外が弁護人になることも可能である（ただし，

事情によっては，裁判所が弁護士を弁護人に指名する。）。取調べの立会いも，弁護士以外の立

会いが可能である。ただし，共犯者など，捜査に支障がある場合は認められない。 

 

○ 黙秘について 

 トレンドがあるようだ。組織犯罪，重大犯罪では黙秘が多い。警察で黙秘がなされていると

き，検察官が介入することがある。自分なら，「これが最後のチャンスだ。話せば起訴しないか

もしれない。しかし，話さないなら起訴せざるを得ない。」ということがある。そして，どうし

て黙秘するのか尋ねる。これが説明の機会であり，最後までしゃべらないと（他の証拠に合わ

せて話をしていると思われて）話の価値が下がる。黙秘の事実は，後の公判での供述の信用性

にも関わる。ただし，黙秘したことで有罪となることはない。 
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５ ウプサラ大学法学部 

 

（概要） 

Minna Gräns 教授にお話をお聞きした。 

 

○ えん罪が起きる原因について 

  捜査が犯罪より被疑者に焦点を置いたものになり，被疑者の取調べの際，客観的な判断をす

るのでなく，有罪推定の取調べが行われている。 

 15年程前から録画の必要性が言われてきた。要約調書作成の際，被疑者はもう疲れていて，

内容を確認することなく調書を認めてしまうが，後になってそんなことを言ったか，というこ

とになる。2015年に最高裁判所が，調書の信用性がないと判示した。本来，捜査は，検察官に

有利なものを集めるのでなく，有利なものも不利なものも集めるべきである。捜査が客観的で

なく，批判的姿勢が失われている。 

 （スウェーデンでは，起訴するだけの証拠があれば，検察官は起訴しなければならないこと

となっているが）検察官が不起訴とするときに，上司からなぜかと問われるので，起訴するべ

きという方向に行きがちである。 

 弁護人は，被疑者の取調べに立ち会うことになっているが，立会いがないこともある。弁護

士の立会いについては，十分な（報酬の）支払が行われていない。 

 弁護人は，証拠にアクセスすることができると言われているが，起訴前は権利としては認め

られておらず，起訴後に権利となる。そのため，準備が十分できないこともある。 

 被疑者は，検察官に対し，更なる捜査を求めることができるが，検察・警察は，それを「不

適切」と言うことができる。一方，被疑者が自分で調べようと思っても，コストがかかり，ま

た有利な証拠が出るという保障もない。追加捜査を求める場合も，検察官を利する結果になる

というリスクもある。そこで，弁護人は，この時点で追加捜査の要求をするのでなく，それを

せずに，後から捜査を批判することになる。 

以上  
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調査団解説：SBS理論とはどのようなものか 

 

 乳児の頭部外表に目立った外傷がないにもかかわらず，硬膜下血腫などの重篤な脳障害を負って

生命の危機にさらされるという例が見られる。当該乳児に高速度での交通事故被害や高高度からの

落下などのエピソードがないにもかかわらず，「硬膜下血腫」，「網膜出血」，「脳浮腫」の三徴候が見

られる場合には，その脳障害は，成人による暴力的な揺さぶり＝虐待によるものであると推定でき

るというのがSBS（shaken baby syndrome）理論である。これら三徴候は，暴力的揺さぶりから

間もなく発症するとされる。そのため乳児と最後に一緒にいた養育者が，その揺さぶりの犯人であ

るとしてよいともされる。 

 このような SBS 理論は，1971 年にイギリスの Norman Guthkelch 医師が，乳児の頭部外表に

目立った外傷がないにもかかわらず，硬膜下血腫などの重篤な脳障害を負った例について，揺さぶ

りが原因ではないかという仮説を発表したことに端を発する。1974 年，アメリカ合衆国の小児放

射線科医 John Caffeyが，この仮説を発展させ，硬膜下血腫，網膜出血，脳浮腫の三徴候があれば，

暴力的な揺さぶり行為によるものと考えられると提唱した。その後 1980 年代から 1990 年代にか

けて，アメリカ合衆国内ではこのSBS仮説が定着し，三徴候がある場合には，他の死亡，傷害の原

因が発見できない場合には，養育者によって暴力的に揺さぶられたことにより死亡，傷害が生じた

と推定すべきとの議論が生まれ，さらには，受傷後間もなく発症する（意識清明期はほとんどない）

とされたことから，傷害を負った被害児に最後に接していた養育者が揺さぶりによる加害を与えた

ものと推定できるとされた。この議論に基づき，多くの養育者が訴追されることとなった。 

 これに対し，1990 年前後頃から，SBS 仮説に対する疑念が明らかになった。Ann Christine 

Duhaime（神経外科医）は，揺さぶりによってかかる力を測定し，乳幼児について許容される力の

閾値と比較した。その結果，揺さぶりのみでは三徴候は生じない，揺さぶりによってかかる力では

乳幼児に致命傷を与えることができないと結論付けた。 

 2001 年，John Plunkett（法医学者）は，低位置からの落下メカニズムを研究し，低位落下によ

って三徴候が生じるか，低位落下後に三徴候が生じた場合にもしばらく意識清明期があるか，低位

落下が致命的となる場合があるかを研究した。この研究では，アメリカ合衆国消費者安全委員会が

提供した 18 件の遊具からの落下事例を検討した。その結果，事故により低位落下した後に意識清

明期があり，硬膜下血腫と網膜出血を伴い死亡する例があると結論付けた。 

 このように SBS 仮説に医学的な疑念が呈されたことから，司法の場でも，再審による雪冤や無

罪判決が出されるようになった。 

 2015 年，ワシントンポスト紙が公表した SBS に関する調査報道によれば，2001 年以降に子ど

もが死亡し，あるいは傷害を負った事例で，SBS仮説に基づいて捜査の対象となったり，起訴され

たりして刑事事件となった事例は全米で 2000件以上あり，そのうち 213件で，起訴取下げ，起訴

取消し，無罪の言渡し，有罪判決の破棄のいずれかになったという。なお，SBS（shaken baby 

syndrome）という用語は，shaken（揺さぶり）という評価が先行しているという批判から，AHT

（abusive head trauma＝虐待性頭部外傷）という表現を用いるべきだという提唱もなされるよう

になった。しかし，この言い換えも，虐待（abusive）という評価が先行している点では，同様の批

判がなされている。 

 イギリスでは J. F. Geddes（神経病理学医）が 2001 年ないし 2004年に実施した研究において，
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虐待によって死亡したとされた 53 人の乳幼児の神経組織を検査したところ，78％が呼吸停止ある

いは呼吸困難，84％が低酸素脳症を発症していたことが確認された。非事故性の子どもの頭部外傷

37 件における脳障害・脳浮腫のうち 75％は，低酸素状態によってもたらされたことが明らかにな

った。また，硬膜下血腫の原因として，外傷ではなく，低酸素脳症と様々な複合的要因によって生

じ得るとの仮説が提示された。 

 2004 年，法務長官が，乳幼児の殺人事件に関する調査を命じ，297 件（そのうち 89件が揺さぶ

り行為によるとされたもの）について調査が行われた。その結果，28件について，有罪判決に問題

があるとされた。2005年 7月 21 日に言い渡された控訴院判決（Rv. Harris 2005 EWCA 1980， 

CT. App. Cim. Div）は，三徴候があったとしても，それらが直ちに揺さぶりを原因とするものとは

言えない，三徴候以外に虐待を示す証拠がない場合には，被告人が揺さぶりで死傷結果を生じさせ

たことには合理的な疑いが残ると判示した。 

 2012 年には，1971 年に SBS 仮説のきっかけとなる論文を発表した Guthkelch 医師自らが，

SBS 仮説に基づいて多くの養育者が訴追されてきたことを憂慮し，三徴候があるからと言って，暴

力的な揺さぶりがなされたなどと判断すべきではないという論文を発表した。 

 カナダでは，2005年，オンタリオ州において元最高裁判事のStephen Goudge を委員長として，

同州の小児法医学者が 1981 年から 2001 年までに行った医学鑑定に対する大規模な調査・評価を

行う委員会が立ち上げられ，SBS も調査対象となった。2008 年に明らかにされた同委員会の報告

書では，「三徴候それ自体が SBS の特徴であるとの支配的だった見解はもはや支持されない」「現

在では 15 年前には生じ得ないとされた低位落下によっても，まれとは言え致死的な傷害が生じ得

るという見解が支配的である」，「1990 年代前半や中盤でのSBSをめぐる議論は今や明らかに論争

的となっていることを，ほとんどの専門家が同意している」などとして，三徴候に基づく SBS 仮

説によって有罪とされた全ての事件を見直すように提言された。また，そのうち 220件について再

調査が行われ，少なくも4 件について，えん罪であるとされた。 

 スウェーデンでは，SBS 仮説に基づき，養育者の訴追が相次いでいたが，2014 年頃からSBS仮

説に対する疑念が問題となり，国家機関である「医療技術評価協議会」（SBU）がSBS仮説につい

ての調査を開始した。2014 年 11 月の最高裁判所判決において，「三徴候の存在が暴力的な揺さぶ

りの強い証拠になるという主張は，既に 1960 年代後半に見られた。しかし，それを支える医学的

な主張は脆弱なものであった。にもかかわらず，その主張は一般的に受け入れられ，証拠のないま

ま数十年にわたって医学的な真実とされるに至った。多くの硬膜下血腫が，暴力行為によるもので

はなく，他の機序によって生じたものであることが現在明らかにされている」，「暴力的な揺さぶり

行為の診断に関する科学的根拠は不確実である」と判示された。 

 2016年 10月，前記「医療技術評価協議会」の調査報告書が発表された。同報告書によれば，三

徴候のみで虐待の有無を判断できるかどうかという問題について，同局の調査委員会は，3700 件

以上の文献を調査し，そのうち三徴候に関連する 1064 件を精査した。このうち 30件が，三徴候の

みによって虐待を認定できると主張するもので，30 件のうち，一定の信頼性があると判断されたも

のは 2件であったが，それは揺さぶりがあった根拠として被告人の自白を挙げるものであった。そ

して，そのような自白が信頼できるものであるかどうか，さらには自白を主要な根拠とすること自

体について，深刻な疑念が提示されている。 

 日本では，1964 年，東京大学中村紀夫教授の研究により，低位落下によっても硬膜下血腫等の頭
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部損傷が生じることが明らかにされてきたが，アメリカ合衆国における議論の影響で，2000 年代

以降，日本国内でSBS仮説が提唱されるようになった。他方，1990 年後半頃から諸国で問題とさ

れるようになった SBS 仮説に対する疑問は，日本ではほとんど翻訳も紹介もされず，医学会でも

ほとんど知られていない状態にある。このため，いまだに，SBS仮説が無批判のまま，定説である

かのように理解され，養育者の訴追が相次いでいる。 
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刑事専門弁護士事務所 

2017年 8月 21日 17時～19 時 

 

 

１ 概要説明 

（トビアス・フォルス弁護士） 

【事務所の構成】 

  この事務所はスウェーデン最大の刑事弁護専門事務所です。 

  13人が所属しており，内訳は 11人の弁護士と，2人の弁護士補から構成されています。13人

で，国内最大かもしれません。スウェーデンでは，弁護士倫理上の事件忌避の要請が極めて厳格

です。そのため，事務所内に誰か利害関係人がいると，その事務所は受任できなくなります。そ

のため，忌避とならないよう大人数にできないのです。 

  なお，事務員は，3人です。1人が電話取次ぎ担当，後の 2人は文字起こし担当です。 

 

【弁護士になるためには】 

  弁護士になるためには，4.5 年の法学修士を経て，その後裁判所での実務修習を受けなくては

なりません。さらに，1.5 年の弁護士事務所での修習を経た後に，試験を受けて弁護士会へ登録

の申込みをすることができます。この登録の際には，実務修習当時に事件で関係した弁護士に問

合せがいき，ここで異議が述べられると入会できないこともあります。 

 

【刑事弁護人の報酬・選任等】 

  刑事事件は，そのほとんどが国選です。国選の報酬は，国が，具体的には裁判所が決定します。

事件の難易にかかわらず，一律に決められていて，タイムチャージで計算されます。1時間 1350

クローネ（税別）です（注：日本円換算で 2万円弱）。 

  公判の時間が，合計で 3.5 時間以下の事件では，タイムチャージではなく，一定額の報酬が算

定されます。 

  タイムチャージで報酬を請求する場合，15 分刻みで記載する報告書を作成しなくてはなりま

せん。守秘義務に反しない限度で，報告書に弁護活動の内容を記載し，裁判官がその内容を見て

報酬が認められる仕組みです。 
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  被疑者において，国選弁護人を誰にしたいのか，任意に選定することができます。 

  遠方の事件の場合，首都ストックホルムの弁護人を選任したときには，弁護人の交通費，宿泊

費は被疑者負担になります。 

  大型事件では，弁護人の複数選任もあります。こちらでは，4月にテロ事件があったのですが，

その犯人を私が担当しています。この事件では私以外に 1名追加選任となりました。 

  この事務所では，1 人が 100 件くらいを担当しています。100 件中 10 件程度が，被疑者の身

体が拘束されている事件です。事件担当の期間は，平均して 1年というところです。スウェーデ

ンにおいて特徴的なこととして，起訴までの勾留期間の制限がありません。起訴まで，3.5 年勾

留されていたケースもあります。 

  この事務所は，ストックホルム地方裁判所のすぐ近くにあります。 

  ちなみに，私は，全国の事件を担当するので，1 年で 100日くらいは出張のため地方のホテル

に宿泊する，という感じです。 

  国内弁護士の数は，約 6000 人です（注：全人口は，約 950 万人）。うち，約 200 人が刑事専

門弁護士です。民事だと，500 人規模の事務所もありますが，刑事では上述のとおり，13 人の我

が事務所が最大です。地方に行くと，専門に特化することなく，民事も刑事も担当する弁護士が

ほとんどです。 

  弁護士会には，懲戒委員会があり，弁護士の活動は，弁護士倫理の観点から厳しい監視を受け

ます。 

 

【SBSについて】 

  こちらでは，80年代からSBSの事件例があり，議論がありました。 

  2014 年までは，三徴候（硬膜下出血，網膜出血，脳浮腫）は揺さぶりによって生じる，これ以

外の説明はできない，したがって揺さぶりの疑いが残る，という SBS 仮説が支持を得ていまし

た。 

  ある裁判では，スウェーデンの弁護士は，アメリカの法医学者を証人として出廷させましたが，

厳しい批判にさらされる，という状況でした。 

  しかし，SBS 仮説が科学的に正しいものではない，というように変化します。これには，国が

調査委員会を設置して，揺さぶり以外に原因が生じ得ると報告したことが大きいです。以降，ス

ウェーデンでは，SBS での逮捕・起訴の事例はなくなりました。 

  私は，SBS の事件を担当したことがあります。被告人は父親で，子どもが台から落ちたという

説明をしていました。しかし，自分が無罪となると，妻が釈放されなくなると考えて，虚偽の自

白をして 5年の拘禁刑判決を受けました。その後，再審をして無罪判決を得ています。 

  現在は，三徴候説には疑いが生じ，揺さぶり以外によっても三徴候は生じ得る，したがって刑

事訴追するには三徴候以外の別の証拠が必要であるとされています。ただし，いまだに SBS で

の拘禁者は残存します。 

 

２ 質疑応答 

（調査団）再審の場合でも，国選弁護制度を利用できるのですか。 

（回 答）いいえ。再審では，国選弁護制度の利用はできません。自分で，弁護士費用と，必要な
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場合，医師などの専門家費用を賄わなくてはなりません。もっとも，再審の結果，無罪判決にな

れば，補償されることは当然です。 

（調査団）2014年に最高裁がそれまでの判断を覆した最大の理由は何ですか。 

（回 答）法医学が，正しい見解を明らかにしたことが大きいと思います。医師が，三徴候説には

理由がないと言わざるを得ない状況が生じたということでしょう。 

（調査団）日本では，多くの医師が三徴候説の立場にあります。今後，日本ではどのようなアプロ

ーチをとればいいでしょうか。 

（回 答）スウェーデンでは，国が，国際的調査を実施したのが大きいと思います。この調査で，

三徴候には他の原因も考えられる，としたのです。 

（調査団）再審制度のなかで，無罪判決は出されますか。 

（回 答）出されます。ただし，その件数は極めて少なく，年間 500～1000 件ある中で，2～3 件

です。先ほどの最高裁判決が出された現在でも，SBS で収監されている方はいます。そのような

収監者で，私が再審を担当している方もいます。今後，法医学者にもアクセスする必要が出てき

ます。 

（調査団）先ほど紹介していただいた虚偽自白事件では，自白の場面での録画はあったのですか。 

（回 答）ありません。スウェーデンでは，取調べ録画制度を採っていません。録画がされるのは，

年少者や病者の証言など脆弱証人の期日外証言の場面のみです。 

（調査団）重大事件でも，取調べ録画制度はないということですか。 

（回 答）はい，ありません。あるとしても，録音だけです。 

（調査団）では，先ほど紹介していただいた事件では，弁護人の立会いはあったのですか。 

（回 答）はい，ありました。 

（調査団）被疑者の自白は，どのように証拠になりますか。 

（回 答）自白は，有力な証拠です。しかし，自白だけで有罪判決が出せるわけではありません。

補強証拠が必要になります。 

さて，スウェーデンでは，弁護士倫理規定があって，その中に，「刑事弁護人は，真実でないと

分かりながら進めてはいけない」というものがあります。そのために，刑事弁護人において，自

白が正しいものではない，と判断した場合には，2 つのアプローチがあり得ることになります。

1 つは，被疑者を説得して，一度行った自白を撤回させるというものです。もう 1つは，辞任す

るということです。この場合の辞任は，それに合理的理由があるか否かを裁判所が判断すること

になります。 

（調査団）被疑者取調べに立会いがありますか。 

（回 答）常にあります。一般の事件で，そうですね，4 回くらいでしょうか，取調べには常に立

会うことになります。一日中取調べの立会いのために座っていることもあります。このような取

調べの立会いは，虚偽自白の獲得に向けて捜査機関が不当な圧力をかけていないかを監視する，

適正手続の保障の観点からなされるものと言えます。 

（調査団）スウェーデンにおける刑事手続の問題点はどこにあるとお考えですか。 

（回 答）警察官，検察官にはいろいろなタイプがあり，捜査手法も様々です。その中で，捜査機

関側が，被疑者・被告人に有利な証拠を開示しないということがあります。弁護人は，証拠開示

を求め，その場合には証拠の閲覧・謄写が可能ですが，ここでの証拠の重要性判断は，弁護人に
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懸かっています。 

（調査団）捜査機関側が，被疑者・被告人にとって有利な証拠を隠すことがありますか。 

（回 答）あります。隠されていると分からないことになります。 

（調査団）どうして取調べの録画制度はないのでしょうか。 

（回 答）公判における口頭主義・直接主義のためだと思います。 

（調査団）取調べの立会いは，いつの頃から始められたのですか。 

（回 答）古くからの伝統です。昔からです。 

（調査団）司法取引制度はありますか。 

（回 答）ありません。許されていません。5～6年前に量刑法ができました。このときに，自首，

捜査協力，共犯者訴追への捜査協力の場合に刑が下がるという定めになりました。ただし，この

場合でも減刑幅を定めるのは裁判所です。検察官が，取調べの際に，求刑を軽くするという約束

をして取調べをすることは許されません。 

（調査団）起訴前の勾留期間は，有罪判決の際に算入されますか。 

（回 答）はい，全ての期間が算入されます。背景に，起訴前の身体拘束期間の方が被告人にとっ

て厳しいものと考えられているということがあると思います。なお，条件付釈放制度というのも

あります。これは，拘禁刑の刑期の 3分の 2を経過した後で釈放を認めるというものです。 

（調査団）勾留の要件は，どうなっていますか。 

（回 答）まず，被疑事実に対する強い嫌疑です。次に，逃亡のおそれ，捜査妨害などです。この

者に自由を与えておくと罪を犯す可能性が高いと考えられる場合，これを防止するための身体拘

束も可能です。なお，捜査妨害での勾留の場合には，接見制限を付けることもできます。その場

合，テレビや新聞の閲覧，親族との面会も禁止されます。弁護人以外の者とは面会できないとい

うことになります。 

以上 

 

  



37 

 

スウェーデン弁護士会 

2017年 8月 22日 10時～12 時 

 
 

１ 概要説明 

（弁護士会国際関係部長ヨハン・サンボーンさん） 

【自己紹介など】  

弁護士会にようこそ。私は，当会の国際関係部長をしています。7年前からこの地位にありま

すが，それ以前は司法省で弁護士関係及びＥＵ関係の業務に従事していました。さらにそれ以前

は判事であり，また弁護士としての経験もあります。皆さんは，刑事訴訟法関係の関心を強くお

持ちで，その調査にいらしたということですね。 

 

【スウェーデンにおける弁護士制度一般】 

スウェーデンは，ＥＵの中でも独特の弁護士制度をとっています。 

スウェーデンでは弁護業務は弁護士の独占業務ではありません（注：刑事弁護については例外。

後述）。当事者自身による自己弁護も可能です。地裁，高裁及び最高裁でも同じです。その意味

で，自由な市場が形成されているとも言えます。もっとも，訴訟事件の 95％は専門性を持った弁

護士によって訴訟代理されています。 

弁護士となるためには，法学部で学んで法学修士となり，3年間の実務経験を経て，裁判所で

の研修を受け，その後口頭及び筆記の試験を突破しなくてはなりません。その上で，弁護士会へ

の入会申請をします。適格性審査や他会員からの批評を受けてここを通過し，入会できて初めて

弁護士”adovokat”として活動ができます。 

弁護士は，高い専門技術性の他に，高度な倫理観が求められます。弁護士会には「倫理規則集」

があり，これに従わなくてはなりません。倫理規則には，4 つの中核的価値があります。 

1 つ目は，独立性です。国を含む他者からの不当な影響を受けないということです。2つ目は，

誠実義務です。依頼者の最大利益を目指さなくてはなりません。3つ目は，守秘義務です。職務

上得た情報を他に漏らすことは許されません。4つ目は，回避です。依頼者と利害関係がある立

場に立たないということです。 

さて，先ほど弁護士の業務独占はないとお話ししましたが，例外が刑事弁護です。刑事事件は，

複雑でかつ当事者への影響が大きいので，弁護士の独占業務とされています。 

 

【国選弁護制度】 

  刑事訴訟手続に関して，公費で弁護人が付されなくてはならないとの規定は，ＥＵ法や国連自
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由権規約にも定めがあるところですが，スウェーデンでは，とりわけ寛容な制度を持っています。 

  原則として，全ての刑事事件において国選弁護人が付きますが，交通違反や万引きといった軽

微な事件には付きません。ただし，軽微な事件であっても，証拠が複雑な事件には国選弁護人が

付きます。 

  スウェーデンでは，被疑者・被告人の側が弁護人を指名できます。指名がない場合には，裁判

所が指名します。弁護人の側には，拒絶権があります。 

 

【弁護人依頼権保障のタイミング】 

  2006・2007 年改正によって，逮捕前であっても嫌疑を受けた時点（参考人取調べを受けよう

とする時期）から，弁護人依頼権が保障されています。この段階で被疑者が弁護人依頼権を行使

した場合には，国選弁護人が選任されることになります。捜査機関は，弁護人選任前には取調べ

をしてはならないことになっています。 

 

【一件記録の提出】 

  検察官は，起訴の際に裁判所に一件記録を提出します。被告人・弁護人は，一件記録の全ての

閲覧ができます。これを見た上で，被告人・弁護人は，必要な場所や物の捜査を求めたい場合に

は，補充捜査を要求することができます。 

 

【2017年 4月 1日施行の新法について】 

  スウェーデンでは，2017 年 4 月 1 日施行の新法によって，弁護人による監視機能が強化され

ました。 

  また，取調べ過程は全て録画されることになりました。目撃証人の取調べ，被害者の取調べ，

被疑者の取調べについて，原則として録画されることになりました。録画できない場合には，録

音されなくてはなりません。捜査機関は，これらの内容の要約を作成し，これも提出されます。

本年 4月から施行された大変新しい法制なので，まだ一般化していないとも思われます。このよ

うな新しい制度の目的ですが，主に被疑者の自白の内容について誤解を生じさせない点にありま

す。すなわち，録画によって撮影された内容を証拠として用いることを認めるものです。このこ

とで自白内容の確実な把握ができ，結果として時間の節約になります。録画であれば，内容の把

握が確実になるからです。この制度のための録画機器は，捜査機関において徐々に導入されつつ

あります。 

 

【公判段階について】 

  公判段階においては，検察官と弁護人は対等です。もちろん証明責任は，検察官が負います。 

  第一審では，裁判官 1 名，参審員 3 名，長期又は複雑な事件では，裁判官 2 名，参審員 4名で

審理判断されます。高裁では，裁判官 3名，参審員 2 名で構成されます。裁判官と参審員の評決

の価値は同じです。同数評決の場合には，被告人に利益に評決されます。 

 

【起訴前の勾留期間について】 

  被疑事実に関して相当の理由がある場合，勾留が認められます。 

  この起訴前の勾留期間について，期間制限がないという点に大きな批判がありました。ＥＵ委



39 

 

員会や国連からも強い批判を受けています。拷問禁止に触れるおそれがあるとも批判されていま

す。そこで，現在，起訴前勾留の期間を，原則として最高 6か月に制限するという法案が審議さ

れています。特別な理由がある場合は，例外という扱いです。18歳未満の場合は，最高 3か月に

制限しようというものです。弁護士会は，この勾留期間制限の法案を強く推進しています。これ

までには 3年を超えて，テレビの視聴や新聞の閲覧，接見を制限されて勾留されたケースが存在

するということが伝えられていますので，無制限に不当に長い勾留を禁止する法案には賛成の立

場です。 

 

２ 質疑応答 

（調査団）取調べの際に，人権侵害はありませんか？ 

（回 答）ありません。今回の新しい法制度も，ベストエビデンスを得るためのものです。録画を

して，証拠の正確性を期すためのものです。スウェーデンは，優れて民主的な国ですから，取調

べの際に人権侵害などないのです。 

（調査団）自白の強要はありませんか？ 

（回 答）ありません。以前は，釈放と引き替えに自白を求める，弁護人が来る前に自白をするよ

うにと促すなどの事象がありました。しかし，弁護士会や議会オンブズマンが遺憾の意を示して，

現在ではそのようなこともなくなりました。とりわけ被疑者が少年の場合には，被疑者が接見を

求めたときには取調べはすぐに打ち切られます。これに反して得られた証拠については，後の公

判では証拠能力は認められない，というルールが確立していますので，このルールの下で取調べ

の規制を図っているということです。 

（調査団）国選弁護人依頼権は，どのように，いつの時点から保障されているのですか？ 

（回 答）国選弁護人を付すには，重罪であることが要件です。軽罪であっても，罰金か拘禁刑か

が争われていたり，責任能力が争われている事件などは国選事件の対象になります。およそ 90％

以上の事件で，国選弁護人が付されているのではないでしょうか。被疑者に対して嫌疑がかかっ

た時点から，国選弁護人依頼権があります。警察から裁判所に，この被疑者にこのような嫌疑が

かかっている，と通知して，裁判所が国選弁護人を付けることになります。国選弁護費用の負担

ですが，有罪になった場合には，経済的な余裕に応じて費用負担を求められます。もちろん，国

選弁護人が付かないケースでも，私選弁護人を付けることはできます。 

（調査団）取調べへの立会権が保障されているのですね？ 

（回 答）はい。取調べの間，継続的に全ての時間で立会いをする権利があります。自由接見が，

国選弁護の方が優れている点です。接見の秘密性は，国選弁護も私選弁護も変わりはありません

が，いつでも希望した時点で自由に接見できるという自由接見は，国選弁護の場合のみ認められ

ています。 

（調査団）取調べの時間は？ 

（回 答）事件によっては，数日に及ぶことがあります。弁護人は，その間，継続的に立ち会うこ

とになります。もちろん，弁護人に他の審理期日がある場合にはそちらを優先することになりま

すが，あくまで被疑者としては弁護人の立会いを求めることができるということです。 

以上 

  



40 

 

えん罪被害者と支援者のインタビュー 

2017年 8月 22日 14時～17 時 

 

えん罪被害者 

E・E 氏（本人の御希望によりイニシャルとする。） 

2007 年にSBSで逮捕・起訴されて，2015年に再審で雪冤。 

支援者 

マッツ・ヘルバーグ氏 

コンピューターアナリスト。2008 年に E・E 氏の事件を知り支援を始める。SBS に関

する様々な文献を英語からスウェーデン語，スウェーデン語から英語に翻訳する。 

リナー・ダビッドソン氏 

医師。2008年頃，息子の友達がSBSで逮捕，起訴されたことから，SBS えん罪事件の

支援に関わるようになる。同事件で医療記録を検討し，弁護側証人ともなるが，有罪判決

となってしまう。その有罪判決の後に他の医師などにもコンタクトを取って SBS の問題

についていろいろ話し合っていたところで，E・E氏に会い，支援を始める。 

 

英米とのネットワークがつながった 

（ダビッドソン）私は，E・E さんの事件を支援する中で，ビタミンD 欠乏症の問題について検討を

始めました。その中で SBS は，一つの産業としてアメリカから輸入されてきたのだということが

次第に分かり始めました。また，支援の過程で，オグバーグ兄弟に会いました。ウーラン・オグバ

ーグさんは精神科医です。ウーラン先生にこの SBS の問題が非常に間違っているということをお

話ししている過程で，その兄弟のウルフ先生が産婦人科医をしているということが分かり，ウルフ

先生ともコンタクトを取り始めたのです。 

  2010 年に，ニュース番組でSBSの問題が 5分くらい取り上げられました。たくさんの家族がそ

れを見て，えん罪だということでコンタクトを取ってきたのです。そのため他の事件にも関わるよ

うになりました。最終的に 35 家族と会っています。その 35 家族はずっと負け続けていたわけで

す。しかし，その過程でアメリカとイギリスの医師のネットワークがあるのですが，そこに私も入
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ることができ，非常に助けられました。医師のネットワークと繋がりを持てるということは非常に

大きいと思います。日本でも，味方になってくれる医師が必要だと思います。 

  スウェーデンでは，それまで SBS について弁護人の味方になってくれるような医師が全くいま

せんでした。そこで，E・E さんの御家族が，イギリスのスクワイヤー先生やアメリカの弁護士な

どに連絡を取って，そこからいろいろな援助を受けられることになりました。E・E さんの再審で

は，訴訟資料や医療関係の記録も全て英語に翻訳して協力者に送り，協力者からの意見を得たらそ

れを全てスウェーデン語に翻訳するという作業を続けました。 

 

2007年当時のスウェーデンの状況と起訴に至る経過 

（ヘルバーグ）2005年に児童保護局に公的なチームが形成され，このチームがSBS についてアメリ

カからいろいろな情報を輸入して，裁判官，検察官あるいは弁護士に対して教育しました。2007年，

2008 年ぐらいには，ガイドラインを作成したということでした。 

ちょうどその頃，スウェーデンでは産婦人科病院が民営化され，民間のクリニックがお産の対応

をするということになりました。ただ，その際に，医療レベルが低いので緊急時が発生したときに

そのケアができないという状況がありました。E・E さんの事件でも，長女の出産時に緊急事態が

発生しましたが，それに対応できなかったのです。それが，長女に障害が残った原因なのですが，

公判の際には，クリニックの責任回避のために，緊急事態に適切に対応できなかったという事実は

秘匿されてしまったのです。このような社会的背景のなかで，E・Eさんの事件は起こったのです。 

児童保護局の本部は，スウェーデンのストックホルムで一番有名な病院の中に設けられました。

そして，この児童保護局は，虐待の分野において最も専門性があると考えられていました。 

2007 年にE・Eさんの長女が生まれました。E・Eさん夫婦には，この長女の上に長男がいまし

た。長女の出産は非常に難産だったのです。生後 15 日のときに，具合が悪くなり，両親は彼女を

病院に連れて行きました。その病院というのが，たまたま，先ほど言った児童保護局の本部がある

病院だったのです。後で分かったのですが，この児童保護局は三徴候が見られるかを調査していた

のです。そして，三徴候があるということで，E・E さんと奥さんは，その日のうちに逮捕されて

しまったのです。医療的な調査が，犯罪捜査に切り替わったのです。捜査の関心は，誰がやったの

かです。自分がやったと言わせることに向けた捜査が始まりました。他の原因については，全く調

べられなかったのです。 

E・E さんの奥さんはタイ人です。長女が生まれてから 2 週間の間に，E・E さんのお母さんと

奥さん，タイから奥さんのお父さんが来て，同じアパートにいました。ですから，虐待が起こって

いないということの証人はたくさんいるにもかかわらず，検察官はそのことについて一顧だにしな

かったのです。 

長女の症状ですが，一つは頭蓋骨骨折，複雑骨折をしていまして，左から右に骨折線が走ってい

ました。加えて，頭蓋骨骨折に関連する出血が少しあったということです。あと硬膜下出血があり

ました。そして，目のところにもあざのようなものがあったんです。骨折とかの脳の損傷があった

のと同じ側の目に，やわらかい瞼のところにアザがあったということです。それから，逆側の目に

網膜出血があったということです。鎖骨の骨折，それから，腕の骨折もあります。大腿骨の成長す

る部分，その部分にも損傷が見られた。つまり，そこにコラーゲンが見られたので，損傷があった

というふうに推定されたということです。それは，実際には骨折ではなく，骨が脆弱になっている
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から起きる，そういう症状なんです。ビタミンD が欠乏すると骨が弱くなるのですが，それによる

症状，あるいはカルシウムが欠乏することによって起きる，そういう症状です。 

気を付けなければいけないのは言葉の使い方です。骨折というふうに表現してしまうといかにも

骨が折れたみたいに思うのですが，これはCMLという症状で，骨が弱くなることによって損傷し

てしまうという症状です。これを公判廷で骨折と表現してしまうと，事実認定者は外力による骨折

だ，というふうに考えてしまうのです。だから，言葉の使い方には，非常に気を付ける必要がある

のです。 

捜査機関は，鎖骨の骨折以外は，SBS あるいはその他の虐待によって起こったことではないかと

判断したわけです。鎖骨の骨折についても虐待の可能性はあるけれども，それについてはよく分か

らないというふうに判断されました。出産時に鎖骨が骨折することもあるからだと思います。 

 

公判での闘い 

E・Eさんの家族らは，自分たちが虐待したのではないということははっきりしていましたから，

他の原因があるに違いないと考えました。 

第一審の段階では身体拘束されていたので，ちゃんとした準備ができなかったのですが，控訴審

に入って，専門家の援助を受けることができました。ストックホルムで一番有名なその病院から，

X 線の検査結果や診療の記録などの医療記録を入手し，両親や友人たちが，この診断が本当に正し

かったのか検証を始めました。調べていくうちに，国際的にはこの SBS の診断については，非常

に疑義があって，必ずしも絶対的なものではないということを理解するに至ったのです。 

 その後，アメリカやイギリスの医師らに連絡を取り始めました。彼らは，医療記録を全て見てあ

げるよ，と言ってくれたのです。結果として，その診断結果については，全く別の知見がもたらさ

れることになりました。 

まず，頭蓋骨の骨折については，いつ骨折が起こったのかはよく分からないと考えられました。

頭蓋骨は骨折した後治るまでにかなりの時間が掛かるものだからです。彼らが言うには，頭蓋骨で

は分からないので，出血がどの程度あるのかということ，出血の状態によって，いつ出血が生じた

のかを判断しようということになりました。そうすると，3 週間前に出血が起こったということが

分かりました。生まれてから 2週間なのに，3週間前に出血が起こっていたということが分かった

のです。ということは，出産に関連した出血ではないかと考えられたわけです。出血を見るために

は，CTスキャンをとるのとMRI をとるのと二つの方法があって，全ての出血がいつ起こったのか

ということを判断するためにはMRIをとる方が適しています。でも，E・Eさんの事件では，MRI

ではなくCT を使ってそれを見てしまったんです。どのようなやり方で出血を判定したのかという

ことは非常に重要です。そして，重要なのは経膣分娩の場合，全ての子どものうち，40％～50％の

子どもには硬膜下出血が起こることです。 

アメリカやイギリスの医師は，先ほどの全ての症状は，実は出産に関連するのではないかと推測

しました。例えば，目の出血は脳出血がある場合には，それが降りてきて目の出血になるというこ

とがありますし，腕の骨折は出産時に事故があって，それが関連するのではないかと推測されまし

た。それから，その子は，頭蓋骨が非常に弱かったんです。リケット（くる病）という骨が弱くな

る病気があるんですが，その子はもともと骨が弱いという体質ではないかと判断されました。おそ

らく鎖骨の骨折も難産のために生じたのでないかということになりました。そして骨が弱かった，
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もともと弱い体質であった上に難産だったことによりこれらの症状が生じてしまったのではない

かと分かったということです。 

さらに，その子は里親に出されたのですが，里子に出た後に新たにX 線検査で，もう片方の足に

もCMLが生じているということが分かりました。そのことからも，その子はもともと骨が弱い体

質であったと推定されるわけです。 

2009 年に控訴審が行われたのですが，その控訴審では，スウェーデンの医師らは虐待によるSBS

だと証言しました。弁護側には，イギリスからスクワイヤー医師が来てくれて，アメリカからは，

スタンフォード大学のパトリック・バーンズ医師が来て，証言してくれることになりました。 

スウェーデンの医師は，「これはSBS以外に他のことは考えられない，SBSだ」と断言した，こ

れに対し，国際的に非常に著名な海外の医師らが，「いやこれはSBSではない」と，「骨が弱かった

ことによって生じた症状だ」と証言したのです。 

 

助産師の偽証で有罪に 

その控訴審の公判には，長女の出産を補助した助産師も出てきたんですね。「その出産は，難産で

はなかった」，「非常にスムーズに生まれた」と証言したんです。実際にはそうではなく，そのタイ

人の奥さんは体がすごく小さい方なんですよね。E・E さんは，とても大きい方です。赤ちゃんが

お腹の中で非常に大きくなっていました。長男のときも同じ病院で出産したんですけども，非常に

難産でした。この長女も非常に難産だったし，その助産師が強い力で引っ張り出さなければならな

い状況にあったのです。分娩に 23時間 45分もかかって，しかも，吸引して出さなければならない

という状況だったんですね。つまり彼女が偽証していたのです。E・E 夫妻が 2 人目もこの病院で

産みたいと言ったときに，ちゃんと帝王切開の準備をして病院は受け入れるべきだったと思います

が，病院はそれをしなかった。偽証した一つの原因は，民営化したクリニックだったからというこ

とがあるんじゃないかなと思います。さらにその助産師は，おそらく外からお腹を押して出産させ

た，そういう力でもって，出産させるやり方をしたと考えられます。実はそのやり方は現在禁じら

れているんです。昔は，それは許されていたんですが，現在禁じられている，そのやり方をやって

しまったことについて非常に恥ずかしく思っていたから，その公判でも，偽証したんじゃないかな

と思われるわけです。 

しかし，その控訴審のときには，出産時の状況については，その助産師の証言だけで，他の証拠

は調べられませんでした。通常の普通分娩ならば問題も生じないはずなので，その出産時に障害は

発生していないと控訴審は判断をしたんですね。出産時の影響でこのような症状が起こったと証言

する専門家の証言は全て排斥することができる，と判断してしまいました。そして，事故でもない

ということで，虐待とされてしまいました。奥さんは釈放されたのですが，E・E さんは，4年の拘

禁刑を言い渡されて，刑務所で服役しました。 

 

再審に向けた再調査 

E・E さんは，その服役中に再審の準備をしたのです。 

子どもの骨が弱かったということについては，確定審では検査が行われなかったんですけども，

奥さんについてはビタミンD 欠乏症であるということが分かっていました。これに対し，里親に出

されていたお子さんについては，生まれてから 1 歳のときに調べたところ，ビタミン D は通常の



44 

 

レベルでした。 

ダビッドソンさんが，生後 4 日目のときの血液にPKU 試験というのをして，ビタミンD のレベ

ルを調べました。スウェーデンでは，生後 4 日目の血を永久保存してあります。この血液を，アメ

リカのオレゴンの研究所に送って，ビタミン D のレベルを測ってもらったのです。そうしたとこ

ろ，基準値の 60％しかなく，欠乏症であることが分かりました。新生児には，ビタミン D のサプ

リメントが与えられるので，そのビタミンD のレベルは基準値に近付いていくんです。だから 1年

後のビタミンD のレベルは，実は生まれたときとは全く違うもので，その検査結果は参考にできな

いことが分かったわけです。 

 それから出産時の状況について再調査を行いました。実は難産だったということが分かってきま

した。出産時に押していたということも医療記録から分かりました。さらに出産時に，奥さんに収

縮剤を与えていたことも判明しました。収縮剤を使うと，子どもに対する負担がより大きくなるの

です。 

 また，この 2人目の女の子が生まれたときも，お兄ちゃんと同じように引っ掛かってしまったん

です。助産師が押して出したことも医療記録にあり，助産師の公判証言は再審段階での調査で偽証

だったことが明らかになりました。 

 

再審で無罪に 

 そのような新証拠を根拠として，再審開始を申し立てまして，最高裁が 2013 年に再審開始決定

をしたのです。この再審開始決定を受けて，検察官がこの事件を法医学の委員会に照会しました。

その委員会の中にウプサラ大学のティブリン先生がおられ，この事件について調査を行ったわけで

す。調査の結果，従前のスウェーデン医師たちの虐待仮説と，出産時の問題だという仮説を比較し

て，前者には全く証拠がないけれども，後者には証拠があるという結論でした。 

この結論を受けて検察官は記者会見を開き，「この事件は証拠が不十分であるから無罪であるこ

とに同意する」として，再審に同意したのです。実際には証拠がないわけですから，「証拠が不十分

であるから」という説明には非常に不満です。 

実は，検察官が法医学の委員会にこの事件について記録を送るときに，一部を抜き取っていたの

です。例えば，女の子が新たな里親の元にいるときに，新たな骨折が分かったわけなんですけど，

その記録なんかは抜き取っていました。検察官には，客観義務があるとは言いますけども，有罪仮

説にこだわっているという状況はあるわけです。後に検察官に対してその抜き取りについて問いた

だしましたけれども，コメントをもらったことはありません。 

 2015 年に最終的には無罪の判決となり，刑事事件については終了しました。ただ，刑事事件につ

いては無罪になったのですが，もう一つの親権の問題が残ることになったのです。 

 

弁護人の活動について 

（調査団）弁護人の活動についてどのように評価していますか。 

（E・E） 弁護人が有効な弁護活動をしてくれたかと問われれば，「そうでもない」と言わざるを得ま

せん。スウェーデンでは公的弁護制度はありますが，専門家への依頼には，公費が出ないというこ

ともあったとは思います。また，弁護士は，法律的な知識はあるけれども，科学的な手法に関する

知識とか医学の分野についての知識は非常に欠けているわけです。だから，法廷で相手方の専門家
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証人が出てきたときに，それに対して有効な反対尋問をすることができませんでした。この問題は

特に科学的手法，医学の知識よりも，科学的手法が妥当かということが問題なんですけども，それ

に対する知識が欠けているというふうに思います。 

弁護人にとって難しいのは，この事件では犯人が誰かではなくて，そもそも犯罪性が問題になる

わけですよね。病気によって症状が出てきていたにもかかわらず，その犯人を探してしまうという

誤りを犯していたのです。ただ，そのような思考の転換は弁護士にとっても難しかったのではない

かなとは思います。 

ただし，この事件には，いろいろな医学的な疑問点があったのも事実です。例えば，新たな骨折

が，里親に出された 1 年後にも女の子に見つかったという問題だとか，ビタミン D の試験の結果

が生後 1年後に行われていたといった問題等がありました。そのような問題があったにもかかわら

ず，ちゃんとその点を弁護人も裁判官も解明できなかった，理解できなかったということが問題で

はないかと思います。もしこれがちゃんと理解されていたら，既に控訴審の段階で無罪判決となっ

ていたのではないかと私は思うわけです。 

加えて，証拠に基づいたいろいろな研究を見る必要があります。例えば，一般的に言って，出産

時に新生児の大体 30％～40％は，自然に網膜出血を発生しています。もともと骨が弱い乳児の場

合には，おむつを替えたり抱っこしたりするだけでも骨折が生じてしまうという 5つの論文がある

んですけども，そのような証拠に基づいた医学的研究が必要じゃないかと思います。 

控訴審が終わった段階で，ヘルバーグさんは検察官側の証人となった医師に手紙を書いて，この

点についてあなたは触れていないじゃないかと指摘したそうです。すると，その医師は警察に電話

をして，ある捜査官がヘルバーグさんのとこに来たらしいんです。その捜査官は，私の事件の捜査

にも関わっていました。ヘルバーグさんがその捜査官と話した際，その捜査官は「でもその女の子

は血まみれだったんでしょ」みたいなことを言ったわけですね。ヘルバーグさんは「いやいやそん

なことはないと，全然出血なんか見られなかった」と言ったら，「え，そうなんですか」という話に

なっていたのです。その捜査官は，てっきりこの事件はいろいろ虐待されて血まみれになった状態

で発見されたと思い込んでいたそうです。SBSの事件は，捜査官もいろいろな想像をしてしまうよ

うな，そういうようなところがあるということです。 

 

捜査機関の予断 

（調査団）捜査にはどんな問題があったとお考えですか。 

（E・E） まず一つ目は，犯人探しに終始してしまったということです。つまり，その他の原因，い

ろいろな症状の他の原因を見つけるということをせずに，犯罪であると，犯人を探さなければいけ

ないというメンタリティーでこの捜査が進んでしまったということにあると思います。 

二つ目は，親に対して，自白を迫ってあるいは他の者がやったということを認めさせるような切

り違えみたいな捜査が行われたということです。 

三つ目は，捜査機関はちゃんと話さなければ子どもを失うぞと脅して，我々に認めさせようとし

た，こういうような問題点があったのではないかと思います。 

SBS の事件については，スウェーデンの警察は，父親がやったというふうに言いたがるようです

ね。どっちかがやったか分からないときには父親がやったと結論付けやすい。ダビッドソンさんに

よれば，アメリカではお母さんかベビーシッターがやったというふうに普通言われるんですけど，
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スウェーデンでは違うということです。あるお医者さんは法廷で，「SBSの 70％の事件では，揺さ

ぶったのは父親です」とさえ証言しているということです。 

（ヘルバーグ）E・E さんの場合には，両親ともに捜査対象になりました。その当時，家には 4 人の

大人が住んでいたわけですね。E・E さんの奥さんの親御さんが来ていたからです。でも 2 人だけ

が捜査対象になった。他の 2 人の親御さんは捜査対象にならなかった。おそらく，スウェーデン警

察には，普通両親のどっちかがやったんじゃないかという思い込みがあるからです。共犯関係にな

って 2人ともが何らかの手段で虐待を加えたか，あるいは 1人はその虐待を見過ごしたか放ってお

いた，放置した，というふうに警察は考えたということです。控訴審判決で，奥さんは無罪判決に

なりましたが，控訴審判決は，E・E さんとその他の誰かがやっただろうと認定したのです。その

ことは民事上の問題を生じさせるということになります。 

奥さんは，E・E さんが有罪であるというふうに一度たりとも思ったことはないわけなんです。

それが民事上どういう問題を生じさせたかというと，奥さんもE・Eさんの主張を支持していると

いう理由から，奥さんからも子どもの親権が奪われることになってしまったのです。 

 

揺さぶりと三徴候 

（調査団）現在医師たちはSBSについてどう考えているのでしょうか 

（ダビッドソン）揺さぶりだけで硬膜下血腫を生じさせるか，ということについてはいろいろな動物

実験なんかも行われていますが，それはできないという結論になっています。揺さぶると，首にむ

ち打ちとか骨折なんかが生じるはずなんですけども，全ての事件においてそのようなことは起こっ

ていないわけなんです。首の骨折について三徴候の中に入っていないことは非常におかしいことだ

と思います。アメリカの小児科学会は，2009 年に，いわゆる三徴候の中から網膜出血を取り除い

て，それに代えて首の骨折というのを入れたらしいです。その理由としては，網膜出血については

他の原因として 30 くらい考えられるのでそれは取り除いたということです。スウェーデンの法医

学者が見解を変えた一つの原因というのは，おそらくティブリン医師が以前から疑念は持っていた

んですけども，アメリカの学会に出席して認識を変えたのが一つのきっかけだったのではないかと

思います。 

この SBS について弁護人側の立場に立って証言する人は，まだスウェーデンではとても少ない

です。私たちと，オグバーグ兄弟，それとウプサラ大学に 4人程医師がいて，産婦人科の医師が 2

人，それから脳外科の医師が 1人です。それから放射線科の医師については，いまだ証言をしてく

れる人がいないので，放射線の証言が必要な場合は，アメリカの医師にお願いをしないといけませ

ん。それからあとウプサラ大学の小児科の医師がおられます。SBSを疑っていなかったようですが，

話を聞いてすぐ考えを変えてくれたそうです。それでも非常にその数は少ないのです。 

多くの医師たちは，中立的というか無関心というか，児童保護局の医師たちが言うのであればそ

れ以上言うことはないという感じで，ほとんど関心を持ってくれていないという状況です。児童保

護局に勤める医師は，他の医師たちとは全然違う立場に立っています。児童保護局の役割は，子ど

もを保護するために引き離すというものです。ところが，その引き離したことが正しかったかどう

かを検証する術がない。その判断をするのは裁判所ということになるわけなんですが，裁判所の判

断であっても，本当に正しい判断が最終的に下されるわけではありません。つまり，児童保護局の

医師たちは，自分のやっていることが正しいのか正しくないのかを分からない状態で仕事をするこ
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とを迫られているわけです。 

結局どういうことになっているかというと，児童保護局の医師らは，裁判所が認めた科学につい

ては正しいと判断するわけなんですよね。自分たちがこれは虐待だと思うと裁判所に言うと。それ

に対して裁判所がはい虐待でしたと言う。裁判所が虐待と認定すると，自分たちは正しかったと確

信するという構造になっています。結局それは循環論法でしかありません。 

それは問題だと指摘したのが 2016年のSBU（スウェーデン医療技術評価協議会）の報告書だっ

たのです。 

 

SBU報告書と医師たちの立場 

SBU の報告書は，3700あまりの論文を検討して，ほとんどが循環論法であると判断したわけで

す。つまり 3700 あまりの正しくない論文が書かれたわけですが，1 つの論文に平均 4 人ぐらいの

医師が関わっていますから，3700×4 ということで，延べ 1 万 5000 人ぐらいの医師が SBS は正

しいと言っていることになります。それに私たちは対抗しなくてはならないのです。それは非常に

困難な道です。 

救急病院に子どもが運ばれて，そこで三徴候のいくつか又は全部が認められるとなったときに，

医師にとって，親が虐待をしたというのは非常に心理的な抵抗があるはずなんですが，児童保護局

の人たちがいると，彼らにとっては親が虐待をしたと指摘することが仕事なので，困難なことでは

ないわけです。医学的な根拠もなく彼らはそういうことをすることができる。そう思い込んでいる

人達に対して医学的な観点から反論するのはとても困難なことです。 

例えば，何らかの原因で病院に子どもを連れて行ったとき，医師は，もしかしたらこれは虐待か

もしれないと考えてX 線で検査をするわけです，検査によって三徴候なんかが表れてしまうと，も

うこれは揺さぶりだというふうに判断されてしまう。そういう過程があるんですね。 

 

混乱が続くE・Eさんと娘さんの法的関係 

（ヘルバーグ）両親の身体拘束が始まってすぐに，児童保護局が子どもたち 2 人を引き取って里親に

出すことになりました。両親は，刑事手続が終了するまでは，彼らを取り戻すことができるとは思

うな，と言われたようです。 

ただし，お兄さんについては，起訴されてから大体 5 か月くらいに虐待の痕跡もないということ

で戻されたのです。確定審では，最高裁で有罪判決が確定したのが 2010 年だったんですけど，そ

の後E・Eさんは奥さんと離婚して，奥さんの方が子どもを里親から取り戻すという手続を始めま

した。2011 年に奥さんの訴えに対し，高裁は女の子を親の元に返すべきだというような判断をした

のですが，それに対して，児童保護局が上告を申し立てました。 

最高裁でも高裁の判断が支持されたのですけれども，それでも児童保護局は異議を述べて，これ

に従っていません。その手続では，裁判所は行政に対して子どもを戻させる権限がなかったのです。

そこで，別の手続を進めないといけないということになって，その手続を 2013 年に始めました。

裁判所は，やはり娘さんを親の元に返すべきだという判断をしたのですが，さらに児童保護局が里

親に親権を持たせるべきだというような申立てをして，結局のところ娘さんはまだ戻っていないの

です。 

さらに悪いことに，親権については，2015 年の無罪判決数日後のことでしたが，高等裁判所の判
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断が出て，親権は里親のものだという判断が出てしまったのです。 

 奥さんは面会交渉権を持っていたのですが，E・E さんは全く親権を持っていなかったために面

会すらできないという事態になりました。どうして親権が里親の方に移ってしまったかというと，

親が裁判で闘い，あるいは服役している間，彼女はずっと里親の元にいたわけで，だからもう里親

の方に親権を移した方がいいと裁判所は判断したようです。 

結局 E・E さんはトータルで 22 回もの手続をいろいろな裁判所でやっているんですけども，い

まだに子どもを手元に取り返すことができず，親権も里親に移ってしまったのです。もっと迅速に

手続が進んでいればそうならなかったかもしれないけれども，生まれて 2 週間後のときからできる

限り迅速に手続を進めていたにもかかわらず，このような結果になってしまっているのです。 

 2015 年にその再審無罪判決を取った後に，E・Eさんは里親に対して民事訴訟を提起して，せめ

て面会交渉権を得るように訴えたんですけども，それについてはまだ認められておらず，現在も先

が見えない状況です。このような状況はスウェーデンでも非常に新しい状況で，いまだその解決策

が裁判所も分かっていないという状態です。E・E さんの奥さんの方は，2 週間に 1 回会えるとい

う権利を認められているのですが，これと同様にE・E さんの方にも 2週間に 1 回会う権利を認め

ることになると，里親の方が週末子どもさんと過ごすという権利が事実上無くなってしまうわけな

んです。このようなケースはスウェーデンでも初めてのケースでして，その判断がどうなるのかも

分からない状況です。E・E さんは子どもの方にも本当の父親に会う権利があるのではないかと考

えていて，その子どもの権利と里親の権利を天秤にかけるということ自体が非常に難しい問題をは

らんでいるのです。 

 

検察の証拠不十分という見解が問題 

このケースでは検察官が最終的に証拠不十分だと言ったところが問題ではないかなと思ってい

ます。スウェーデンのソーシャルワーカーたちは，SBS と考えた事件について，非常に問題ある対

応をします。というのは，親がアルコール依存症で子どもに虐待をしたという事件の場合には，ソ

ーシャルワーカーは親に対しても治療をしつつ，子どもと一緒に過ごさせて，問題がなかったら引

きあげるというような対応をするんです。でも SBS の場合には，子どもと親をすぐに隔離すると

いうことになるんです。子どもの方は別の子どものいないカップルに渡して，あなたのところで「お

そらくこの子を養子にすることができるだろう」というようなことを言うのです。しかもその里親

に出している期間が非常に長くなると，養子の親権を与えてしまうのです。しかし，研究によると，

実親に比較して里親の方が養育環境が悪いことが多く，里親に出された子どもは学校で問題を起こ

したりすることが多いと言われています。ある精神科医によれば，実の両親に返すのが最善の利益

であり，可能な限り少しでも早く心理的な支援をした上で，子どもを里親から実の両親に取り戻す

べきだとされています。しかし，スウェーデンのソーシャルワーカーたちは自分たちで調査を独自

に行いません。実親がいい人達なのかどうかという調査も行わないんですね。 

 ダビッドソンさんが関わった最初の事件では，祖母のところに子どもがいたので最終的には取り

戻すことができました。それで，E・E さんの事件でも自分の家族のネットワークの中で子どもを

置くことができないかと言ったんですけども，児童保護局はそれを拒否しました。 

 私は，5 年ぐらい前にスウェーデン家族の権利協会という団体を立ち上げました。なぜそのよう

な団体を立ち上げたのかというと，スウェーデンは民主主義なので 1 人で主張しても何も通らない
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からです。同じような問題を持っている人たちが集まって権利を主張することが必要です。政府の

方で聞きたいことがあれば我々の方に聞いてくると考えたのです。 

 その団体の 1つの主張は，子どもを里親に出すときには，子どものいないカップルに出すのでは

なくて，既に子どものいるようなところに出した方がいいというものです。そうしないと，もし取

り返したいというときに取り返すことが難しくなるということです。 

 

SBU報告書公表後の状況 

2016 年にSBU報告書が出る少し前に，検察庁がガイドラインを出しています。また，児童保護

局もガイドラインを出していますが，これは全然変更されていません。そのガイドラインではいま

だに三徴候があればSBS なんだということが書かれているのです。 

（調査団）昨日「子どもの家」では，最近はSBSのケースはないと聞きました。 

（ヘルバーグ）そんなことは絶対にあり得ません。SBS に対して科学的根拠がないと言われたら，次

は虐待による頭部損傷，AHT と言い換えてそれを根拠にしています。それに対しても科学的な疑義

が出てきたら，その後は通常の虐待事件として問題にしてくると思われます。 

2016 年のSBU報告書以降，問題はあまり変わっていないか，さらに悪くなっている面もあると

思います。例えば，最近ダビッドソンさんが関与した一つのケースでは，10か月の勾留後，公判が

始まる少し前に相談に来たという事件でしたが，お母さんがつわりで吐き過ぎて妊娠中に 5キロぐ

らい体重を減らしてしまったという例でした。その事件でも赤ちゃんはすぐ死んでしまったんです

けれども，それも肺炎とリケット（くる病），つまり骨が弱くなってしまったせいで亡くなってしま

ったと推測されました。でもこの事件も以前と同じように虐待事件として扱われていることが分か

ったのです。でも警察や検察が巧妙なのは，SBSという言葉を使わないものの子どもに対する虐待

として，同じように起訴しているということになります。 

それから SBU の報告書の基となったリノエ論文がActa Paediatrica という医学雑誌に 2017 年

1 月に発表されましたが，それに対して，その後アメリカの小児学会や小児科医たちから非常にた

くさんの批判が行われています。その批判は，SBU 報告書を撤回させることを目的として集中砲

火を浴びせかけているという状況にあります。 

 「子どもの家」自体はとてもいい施設だと思います。確かに虐待は起こるし，その虐待は許され

ることではありません。ただし，SBS 事件というのは，そもそも虐待ではないわけです。SBU 報

告書も損傷があっただけでは揺さぶりがあったとは言えないと言っているにもかかわらず，その状

態が続いてしまっているということです。そもそも乳児に対して虐待が起こるということはほとん

どなくて，その親が例えば薬物依存症や精神疾患，統合失調症又は産後うつがあるような例外的な

場合にしか，乳児に対する虐待は起こりません。乳児自身に別の疾患があって三徴候のような症状

が生じるということがあるのに，それが見過ごされてしまっているというのは，「子どもの家」の問

題でもあるのではないかということです。 

 

SBSに対する社会関心 

（調査団）SBSに対する社会の関心はどうでしょうか。 

（ヘルバーグ）そもそもメディアというのは，虐待事件が起こったらそれを書き立てるんですけれど，

虐待をしたと言われた後に雪冤されたという事件についてはほとんど取り上げていないのが実情
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です。例えば 1 週間に 500 の家族が雪冤をしたら目立つかもしれませんけども，そんなことはあり

得ないので，そもそも社会的に目立たないのです。確かに 2016年にSBU報告書が出たときは，結

構メディアも書いてくれたのですが，現在ではその関心が移ってしまっていてあまり報道もしてく

れなくなっています。またメディアでは，虐待の問題はタブー視されている面があると思います。

無罪を言い渡されたとしても，もしかしたらやっているかもしれないわけです。そうすると，あま

り殊更取り上げるわけにもいかないということで，ちょっとタブーになっている部分があるのでは

ないかなということです。 

それから問題が起こったときに，例えば救急病院に行って小児科医の意見を求めたらそのまま

SBS なんだと判断されてしまう，そういう話を聞いた人たちは，じゃあ病院に行くのを止めようと

考えてしまうんですね。例えば，ソファーから子どもが落ちたということを言っても，親の言うこ

とは信じてもらえないというような状況が生まれてしまっているのです。小児科医に対する信頼も

下がってしまっていると言えます。 

法医学者というのは，そもそも亡くなった原因，つまり死因が何かということを直接言うわけじ

ゃなくて，裁判所で証人として出廷したときに，「こういうことが考えられますか？」というような

形で質問をされるだけのことが多いのです。法医学者に対して「他の原因として考えられることは

何でしょう？」という問いかけがなされないので，結局は訴追側の話を補強するだけになってしま

う，と思いました。要するに，誰か弁護側に付いてくれる医師が必要だと思います。 

 多くの事件では，硬膜下出血と骨折の所見があります。いずれもX 線の結果をちゃんと診断でき

る放射線科の医師が必要です。このような事件の背景には何らかの疾病があることが多いのです。

その疾病をちゃんと診断できる医師の助けが必要です。出産時に網膜出血があるとか硬膜下血腫が

生じるというようなことをちゃんと知っている医師の支援が必要です。出産時にどういうことが起

こるのかということを診断する医師も必要だと思います。妊娠中にカルシウムやビタミン D 欠乏

症に妊婦が陥っていなかったのかということを診断する人も必要です。小児の神経外科医と法医学

の支援も必要です。 

 骨折について言えば，生まれてから 3～4 か月くらいで非常に骨の成長の速度が速まるので，そ

のときに骨がいろいろな方向に引っ張られて骨折するということはしばしば見られるということ

です。骨折だけがあるから揺さぶったのではないかというようなケースも最近見られるんですけど，

いろんな他の原因があって生じることもあり得るということなんですね。だから揺さぶったから骨

折が生じたという説明についても疑義を持たざるを得ない。十分に科学的根拠がないことになる。 

 それから精神科医ですね。両親に精神的な疾病がなかったのかということを判断する人もいる。

それぞれの分野の医師の支援が必要だと思います。その辺りのちゃんとした知見を持っている医師

たちの支援が必要だということです。 

以上 
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最高検察庁訪問 

2017年 8月 23日 9時～12 時 

 

【自己紹介など】 

自己紹介から始めます。参加者は，ここストックホルムの 3人と，ストックホルムから 400キ

ロ離れたところでテレビ会議を通じて参加する検察官が 1人おります。 

まず，ストックホルムでの参加者は，ビヨンネ・クビストです。ビヨンネは，検察庁の本庁で

検事長の立場にあります。次に，アレキサンドラ・ボップです。ストックホルム市の検察庁の検

事です。専門分野は，子どもに対する犯罪の分野です。 

最後に，アンネリ・ラウゲレ・バリです。デスクオフィサーとしてビヨンネのところで働いて

おり，国際的な問題の担当です。 

ヨッテボリからの参加者で画面に映っているのは，スティーナ・シュヴィストで，ヨッテボリ

の検事です。今日扱われるSBS問題の専門家です。2004 年から検事として働いております。専

門分野は，家族内での犯罪，子どもに対する犯罪です。開発センター（検事としての技術や資格

を開発する）がヨッテボリにあり，去年からそこに所属しています。開発センターの中では，特

に子どもに対する犯罪に対し，どのような方法を用いるかということを担当しています。 

 開発センターというのは，特定分野の判決を集め，司法的にどのように発展しているかを調査

研究する機関ですが，今日扱うSBSの問題についてもハンドブックを作っております。 

 

検察庁の制度について 

検察庁の制度について，全体的なことをお話しします。 

私は，2002 年に日本を訪問しましたが，日本の検察制度とスウェーデンの検察制度は非常によ

く似ていると感じました。 

スウェーデンの検察庁は，1948 年に設立され，その後 1965年に検察庁は独立の組織になりま

した。全体で，1500 人の職員がおり，うち 850人が検事です。 

 スウェーデン全体は，6つの地区に分かれており，それぞれの地区に検察庁が置かれています。

全体的な組織の中に，国際的な犯罪，組織犯罪，収賄罪のような政治的な犯罪，税法上の犯罪に

ついて扱う部門があります。 

 先ほどの開発センターというのは，ストックホルムとヨッテボリとマルメの 3つの場所にあ

り，2005 年に設立されました。設立目的は，検察官の知識，実務などの進め方に関する在り方を

開発し，より良くするためのものです。開発センターでは，司法的な発展や現在の状況を把握し

ているので，最高裁判所に上訴するときには，ここを通します。 

 

検察官の役割 

 検察官の役割は，非常に大きいものがあります。 

 検察官は，第二次的捜査機関として，警察の捜査の監督的な役割という立場にあるほか，複雑

な事件については，検察官が捜査を主導的に行います。 

 訴追をするかどうかの判断権，また，家宅捜査に入るかどうかの判断権も検察官が持っていま

す。第一審と第二審については，検察官が訴追を担当し，最高裁は，検事長が担当をします。 
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 それから，国際的な捜査共助も，基本的には検察官が行います。 

 また，犯罪で傷ついた人の損害賠償の請求も検察官が担当しています。この制度は，以前から

ありましたが，10年前から犯罪被害者に弁護士が代理人として付いて法的な助言をすることがで

きるようになりました。 

 10年前に，この制度ができる以前は，被害者の代理も，検事が担当し，かつ犯罪者に対する訴

追も検察が担当するということで，複雑な立場に置かれていました。 

これが，10年前からこの義務から解放され，やりやすくなりました。 

 日本と同じように，検察官は立証責任を負っており，証拠を請求し提出する義務があり，合理

的な展開を経て，有罪を立証するという義務を負っています。 

 他の国と大きく違うのは，スウェーデンは法的な記録についての情報の開示が大変進んでいる

という点です。この点は，検察庁も例外ではありません。 

 被疑者・被告人は，公判記録だけではなく，捜査の記録についてもアクセス権を保障されてい

ます。検察庁が持っている記録については，基本的には隠すことなく全てを被疑者・被告人，弁

護人側に開示するということになっています。 

 ただし，これには厳しい例外があって，国家の安全に関わる問題について，例えばスパイの犯

罪等における国家安全に関わる機密については，公開しないという例外はあります。 

それから，弁護側は，検察側に対して様々な措置を求めることができます。例えば捜査につい

て，もっと可能と考えられる他の捜査を検察官に求めることもできます。検察官は，基本的には

弁護人側の要求にちゃんと耳を傾ける立場にあります。 

 基本的には，捜査が進行中の場合には，捜査に差し障りのない範囲で開示を段階的に行うこと

になりますが，捜査が終了した段階においては，全てのファイルを開示しますし，さらに追加の

捜査要求があったらそれを聞くということを捜査の終了後に行っています。 

 

最高裁について 

 最高裁は上告を受けるかどうかについて認めるかどうかということを判断する権限を持ってい

ます。そして検察庁には3 人の上級検事がいて，その上級検事たちが最高裁の事件について扱っ

ています。 

 開発センターは，上告すべき事件を選りすぐって，我々の方に提出します。 

 最高裁はどのような判断を行うのかというと，2種類の判断があります。1種類目ですが，被告

人あるいは検察側から上告があって，ある問題についての新たな判断を最高裁に仰ぐという場合

があります。例えば，ある論点について，高裁での判断が食い違っているとか，新たな立法が行

われているというような場合ですね。事実問題ではなくて，法律問題に対する判断を求めるとい

う場合です。 

 

再審について 

 再審を提起する場合には 2 つの方法があって，1つは高裁に事件を持ち込む，そしてもう 1 つ

は最高裁に事件を持ち込むという方法があります。 

再審が認められるのは，新たな証拠があり，そして新たな状況が生まれていて，その事件の結

果が変わるかもしれない，変わる可能性が高いというような場合には，確定後に最高裁に申立て
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を行い，再審を開始するかどうかを最高裁が決定することになります。 

最高裁は再審を開始するべきだと判断した場合には，その事件に対して検事総長の意見を聞く

というルートをたどります。 

 

SBSへの対応について 

 一般に，有罪判決を得るためには，検察官は合理的な疑いを超えてその事実を立証しなければ

なりません。犯罪被害者の証言だけだと，有罪判決を得るということはできません。 

SBS とか虐待による頭部損傷（AHT）の事件においては，犯罪被害者は声を上げられません。

他方，検察官には非常に強い客観義務がありますので，客観的な立場から，被告人の立場からも

考えた上で訴追を行う必要があります。そして証拠によって犯罪の証明ができるという確信を得

た場合には，起訴をするということが義務付けられています。 

 SBSないしAHTの事件では，被疑者を，傷害，重傷害，あるいは非常に重い傷害，あるいは

謀殺，あるいは故殺のいずれかによって起訴をするということになります。過失致死傷あるいは

過失致死で訴追することもあります。ですので，SBS の事件については基本的には故意犯として

起訴をして，もし裁判所が故意ではないだろうというふうに故意を認めない場合にはそれを過失

に落とすというような形をとっています。 

 養育者がいて子どもには傷害結果が出ている，そして親の方は傷害を与えていないという場合

ですけれども，そういう場合は，親がその子どもを病院に治療に連れて行かなかった場合に，そ

の親に対して犯罪を問い得る場合があるということです。 

 

（調査団）証拠の開示を段階的にされるということですが，それはどのような感じですか。起訴さ

れたら開示というのは分かりますが，その前の開示はどのような感じなのですか。 

（回 答）まず，用語の問題として明らかにしておかなければいけないのは，スウェーデンでは，

収集した資料は全て証拠となるということです。捜査に支障がない範囲では開示する義務があり

ます。私は，捜査が終了したら全部開示はしますけれども，捜査が進行中の時には基本的には開

示をしないというようなやり方を採っています。 

（調査団）例えばSBSの場合，鑑定書が作成されますね，それは，起訴される前の段階で弁護人と

か被疑者に対しては開示される可能性はありますか。 

（回 答）揺さぶられっ子症候群の事件の捜査段階において，私たちは法医学者の方から意見書を

作成してもらいます。それは，被疑者の方には開示しません。被疑者に何が起こったのかという

ことを説明する前には開示しないのです。供述した後には，被疑者も弁護人も目を通すことがで

きます。基本的に検察官は，被疑者から任意で自由に取調べをしたいと考えています。そのた

め，供述に影響を与えてしまうような，証人，証拠，証拠物は供述を得るまでは見せないよう

に，影響を与えないようにしたいと考えています。 

  

SBSについて 

 私は，SBSとAHTに関する法律的な進展について，お話させていただきたいと思います。こ

の問題が注目を浴びたのは，1970 年代の半ば辺りです。乳幼児が小さな傷害を持って病院の方に

来るようになりました。この傷害を見て病院側の方では，乳幼児を激しく揺さぶることによって
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この傷害が起きたと診断するようになりました。 

ここでの傷害結果というのは，三徴候と呼ばれています。硬膜下における出血，眼底出血，脳

浮腫です。最近になって問題化されているのは，この 3つの傷害結果だけを見て，暴行があった

との判断が許されるかどうかということです。 

この問題の出発点は，６か月以内の乳幼児ですね，非常に小さいので，自分で自分に傷害を作

ったとは思えません。そういう子どもは，自分で這うこともできず，遊ぶということもできない

ので，自分の動きが原因によってそのような傷害が生まれたということは考えられません。そし

て乳幼児は家庭において両親と一緒にいます。それからその家族以外には，何が一体この子ども

に起こったかという証人がいません。そして乳幼児ですので，自分自身話すこともできません。

ということで，両親の証言が唯一の証言ということになります。 

 このような症状を持った乳幼児は，病院に運ばれます。呼吸，意識に非常に影響を持った症状

で来ています。そういう場合には，病院は，即座に警察に届出を出します。また，この病院は，

社会庁（ソーシャルシアンス）に連絡をし，社会庁からも警察の方に連絡が入るというシステム

です。 

 スウェーデンで子どもに関して働いている人たちは，学校であったり，幼稚園であったり，ま

たは病院であったりします。そこで働いている人たちは，子どもに何かあった場合は必ずこの社

会庁に連絡をするという義務があります。例えば年長の子どもに関して言いますと，その子ども

が学校で話したとか，青あざ，打撲傷などが見られたとか，そういう思わしくない事情ですね。

そのような事情があると，社会庁は警察に連絡しなければならないという，非常に厳格な義務が

あります。 

 先ほどのAHTの乳児における症状ですが，非常に調査するのが難しい状況にあるということで

す。ここで検察官は，中立性を守らなければいけないという義務を負っています。また，検察官

は全ての状況に関して調査しなければならないということです。被疑者にとって有利なもの，不

利なものを問わず調査しなければいけないということです。 

 もっとも，医学的，医療的な分野について判断するのは非常に難しいということがあります。

私たちは，そういった知見を持ち合わせていないので，医学専門家の方に依存することになりま

す。 

皆さま方から質問がありましたように，2014 年に最高裁から，ある事件に対して判断が下され

ております。その事件は，ある父親が 3か月の乳幼児に対して害を加え，傷害を生じさせたので

はないかが争われた事件です。 

第一審において，有罪となりました。第一審では，父親の暴行が子どもの傷害の原因となった

とされました。最高裁では，法医学者から新しい情報が入ってきました。そのときには，科学的

な確実性を持って診断ができるかということに対しての疑いが生じたということですね。 

 ここで一つの問題が生じました。その症状は，他の発生原因があるのではないかという問題で

す。最高裁から出た判決というのは，有罪にするためには疑惑から外に置かれたものでなければ

いけないということです。揺さぶりが原因で傷害結果が生じたのかという疑惑が，合理的な枠の

外に置かれたかどうかということです。 

 科学的な立証点という基盤があります。そして実際には，これ以外に何か原因があるのではな

いかという疑いは除外されています。しかし，この科学的な確実性が疑われてきました。それ以
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外に他の状況が，その傷害結果の発生に対して考えられるものはありませんでした。最高裁は，

その父親を無罪にしました。 

ここで，もう一つ強調したいことは，科学的な基盤ばかりがその判決結果に至ったのではあり

ません。それ以外に，小さいながらでも，それを支持する証拠というものがなかったということ

です。その判決結果ゆえ，SBS理論を見直す必要があるということになりました。 

 

2016年SBU報告について 

 そして，御覧になったと思いますけれども，それゆえにSBUが報告書を作成しました。非常に

たくさんの科学的な調査が書いてあります。そして結果的には，30の論文が検討されました。そ

して，三徴候と揺さぶりとの関係が，証明されないとされました。三徴候だけでは，揺さぶりが

あったという十分な科学的証拠にはならないということです。 

 SBUの報告書では，「三徴候によって揺さぶりがあったとは言えない」と言っていますが，「揺

さぶりによって三徴候が生じないとは言っていない」と，ここが重要なのではないかと検察庁と

しては考えています。 

 もっとも，この報告に対しては，いろいろな方向から，疑問が呈されています。この報告の基

盤になるものが，問題視されています。その問題点は，このレポートはどういう人たちが集まっ

て書いたかということです。小児科の医者によっては，この基盤となる資料から結論を見出すけ

れども，これは間違った結論を出しているという者もいます。 

 ということで確かなことは，今，実に不確かな状況にあるということです。そこで，このよう

な不確かな状況に対応すべく，検察庁で，SBSに対してレポートを書きました。これは検察官に

対するハンドブックになっておりまして，このタイプの事件を扱う検察官のマニュアルになって

おります5。 

そして，このタイプの新しい事件が来たときには，資料をアップデートしております。また，

新しい科学的な理論が出てきた場合もアップデートしています。 

 

SBS問題に関する，検察庁の現在の到達点 

 現在の到達点として，結論的に述べれば，検察庁は，三徴候だけでは，揺さぶりがあったとい

うことで起訴いたしません。 

非常に重要なのは，傷害の全体を見るということです。例えば腕や足に骨折があるかどうかと

いうことです。それから，内臓に傷害があるかということです。首に傷害があるかどうか，そし

て体全体に，青あざ，打撲傷があるか。この全体観察を通じて，子どもに暴力があったのかの判

断をします。 

他方，いろいろな検査をして，その子どもが，他に病気を持っているかどうかの検査をしま

す。そして，被疑者がどのようにこの傷害を説明しているかどうか，そしてこの被疑者の説明

が，疑惑を排除しているかどうかも調べます。ということで，広範囲にわたる調査が必要になっ

ております。子どもが持っている傷害の全体を見ることが重要です。 

  

                                            
5 資料 3として巻末に抄訳を掲載。 
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【事件報告】～アレキサンドラ検事 

2014年 11月に，現在，再審事件として係属中でありますが，私が，同僚の 1 人と一緒に扱っ

た事件についてお話いたします。2014年 11月という時期は，例の最高裁判決の後でありますけ

ども，SBU の報告書ができる前の時期になります。 

この事件は（註：調査団が前日にインタビューしたE・Eさんの事件），お父さんがその娘さん

に対する重傷害について，2009年 3月に控訴審で4 年の拘禁刑を受けた事件です。この事件を担

当する時期には，既にこのお父さんは刑期を終えていました。 

この女の子は，生まれて2 週間の間に虐待を受けて，頭部，腕，手首及び足，そして脳内出血

が起こっている状態でありました。 

最高裁は，2013年 12月にこの事件について再審開始決定をいたしまして，私は，控訴審でこ

の事件を担当しました。 

 

再審開始となった新証拠 

新証拠として最高裁が認めたものは，女の子が生まれて 4日経ったときのビタミンＤのレベル

に関する血液検査の結果でした。最高裁は，そのビタミンD 欠乏症だけが様々な障害の原因だと

は断定できないと述べたのですが，その他にも，出産時の状態が難産であったというようなこと

も原因として考えられるのではないか，というふうに述べています。 

これに対して，スティナから話があった 2014年の最高裁判決に結び付いた例の事件では，ＲＳ

ウイルスの問題と以前の頭蓋骨の骨折が障害の原因となったというような問題でしたので，今お

話している事件とは，全く別の論点をもつ事件でありました。ビタミンD 欠乏症とその出産時が

難産であったというときの問題です。 

弁護側の証人としてウェイニー・スクワイヤーさん（イギリスの小児外科医）が出廷いたしま

した。スクワイヤーさんの証言が一つの理由となって，最高裁は，再審の開始を認めたというこ

とになります。 

 最高裁が 2013年に再審開始の判断をした後，私ともう 1人の同僚が事件を担当することになっ

たのですが，どうすればよいのかよく分かりませんでした。というのは，この事件は 2009年に起

こったので，その当時の医師や看護師に話を聞いたとしても，彼らがどれだけのことを覚えてい

るのか，記憶しているのかが定かではなかったからです。 

そこで，我々は，社会庁児童保護局の医師たちに対して，現在，その当時 2014 年の時点で持っ

ている全ての情報，つまり以前の医療記録を含めて 2014年の段階で出た新しい記録までの全ての

記録をもう一度見直すように依頼したのです。 

 その社会庁の結論としては，その資料を見た後で，骨が弱くなるくる病を女の子が発症してい

たということを示す証拠はどこにもないということでした。くる病が原因だったというふうには

科学的には言えないけども，でもそれが原因でなかったとも言えない，よく分からないという結

論を出しました。 

 ということで，社会庁は，それが傷害事件なのかそれとも別の原因で様々な損傷が生じたかと

いうことは結論付けられないという結論に達しました。 

それからあの医師たちが全体的にSBSあるいはAHT のどのような立場にあるのか揺れ動いて

いるということも社会庁の方々が言及しました。 
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 社会庁は，結局結論としてそのような報告書を出してきたので我々としてはこれ以上続けたと

しても有罪判決は見込みがないと判断をしました。つまり証拠不十分ということです。 

 ということで，控訴審裁判所に対して，この事件において彼は有罪にされるべきではないと主

張したのです。その再審の公判においては，証拠不十分なのでもう一度有罪判決を得ることはで

きないであろうと検察官から主張したことになります。 

もっとも，控訴審裁判所としては，検察官がそのように有罪判決の見込みがないと主張したと

しても，自分たち自身でもう一回証拠を見て判断をする必要があるということでした。結果とし

て，その控訴審裁判所が，傷害の原因がどこにあるのかというのは判断できないという結論に達

したのです。 

一つは，このように証拠が分からなくなってしまったケースは非常に難しいということが言え

ます。もう一つは，外国からお医者さんが出てきて別の意見を言った場合，非常に難しい立場に

検察官は置かれるということです。 

検察官というのはこの問題についての専門家ではないので，この専門家はこういうふうに言っ

ている，というふうにしか見ることができないのです。 

結局，そのイギリスの医者スクワイヤーさんは，その後医師免許を剥奪されるんです6。医師免

許を剥奪されてそれはどうなったかは分からないんですけども，でも私たちとしてはその社会庁

のお医者さんたちの言うことを聞いてそのような判断をしたわけです。 

スウェーデンでは一般的に，検察官も裁判所も，公的な調査の結果とか，公的な委員会の言う

ことは，非常に信頼しています。 

例えば，イギリスやアメリカでは，当事者がそれぞれ自分たちの専門家証人を呼んできて，法

廷で戦うということになるんですけども，スウェーデンではそういうことは基本的にしていなく

て，公的な調査の結果どうなったのかということを非常に重視した判断をしています。 

ただし，このケースに見られるように，今後は，その当事者が独自の専門家証人を連れてくる

ということがスウェーデンでも見られるようになるかもしれません。 

先ほどの 2016 年のSBU の報告書についても，検察官も裁判所もあらゆるところで引用してい

ますし，それについては非常に重視しているということです。 

先ほど少しお話したんですけども，基本的に捜査が終了すると検察官は弁護側に対してもっと

捜査が必要な点はないかとか，他に必要な証人はないかということを聞きます。これは，検察官

の客観義務から来るものですが，弁護側としてはその時点で，もし例えば専門家証人をイギリス

から呼んでくるのが必要なんだと言うべきだと思いますし，その他にも自分たちがどういう証拠

を求めているかということをその時点で言うことが法の支配にとっても必要なのではないかと思

います。 

先ほどのお話は再審の段階だったのでこれは仕方がないですよね，他の国から専門家を連れて

来ても仕方がないんですけども，もしこれが第一審段階の事件だったということであれば，捜査

が終了した段階でそのような専門家が必要だということを弁護人は検察官に申し立て，検察官が

その必要性を判断するというような手続が取られてしかるべきだったと思います。 

                                            
6 ウェイニー・スクワイヤー医師は，警察による通報に基づき，その専門領域を超えてSBS仮説を疑問視する証言をした

として一旦医師免許を剥奪されたが（その審査は，退職した警察官，退職した空軍中尉，精神科医の3名で行われたもの

であった。），後にその名誉は回復され，医師免許も回復している。 
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最近のスウェーデンの一つのトレンドは，弁護側から非常に時機に遅れた証人請求があるとい

うことです。例えば，長い捜査の後に，弁護人に何か必要かと聞いても弁護人は何も答えず，「い

や必要ありません。」と答えている。しかし，公判が始まる一週間前に，突如としてこの証人につ

いてもっと調べてほしいとか，この証人を請求して欲しいと言い出す。結果として，そのような

場合には公正な裁判が阻害されるのではないかと思います。公判の目的というのは真実を発見す

ることであって，何かそういう驚きを見つけることではないのではないかと思います。 

なお，これは全世界的に見られるトレンドなのではないかと思います。英米法で特にこういう

状況をけん引しているのではないかというふうに思いますけれども，公判においてもこのような

時機に遅れた証人請求をしないように秩序が必要なのではないかなと考えている次第です。 

こういうルールができたのは，1960 年代とか 1970 年代で，非常に昔で，その頃弁護人はそん

なに活動的にちゃんと弁護活動をしていませんでした。しかし現在は，とてもアクティブな弁護

活動を活発にしているので，そういうときにたまに限界を超えた事例が最近見られるのではない

かなと思うわけです。 

つまりこれは弁護側の戦略であって，コモン・ローの英米法の国のように，びっくりさせると

いうようなことが戦略の一つとして使われている国のものなのではないかと思います。ただしそ

ういう国では，検察側も逆に証拠を隠したりするということも認められているわけです。 

逆にスウェーデンでは，検察側はできる限りオープンにしているわけです。そういうオープン

にしている中で弁護側だけがそういうことをしているということは全体としての真実発見を阻害

する要因となっているのではないかと考えます。 

スウェーデンではどういうふうに専門家証人を請求するかというと，検察官が裁判所に行き，

裁判所に専門家証人を指名してくださいと述べ，裁判所の方でそれを指名するということになり

ます。これも，検察官の客観的な立場ということをよく示しているのではないかと思います。 

こういう種類の事件では，検察官としては全ての人に関係者に話を聞く必要があるので，もし

それが難産だったという証拠を検察官がつかんでいたとしたら，それは客観義務から，ちゃんと

それを証拠提出するという必要があります。 

 2014 年の最高裁判決や2016 年のSBUの報告書の後，たぶん裁判所が怖くなったんでしょ

う，その後はSBS を有罪にする基準が高まり，ほとんど有罪判決というのが見られなくなりまし

た。 

ただし，最近 1，2件，虐待の事件で有罪判決が出たことがありますが，最近では，ただ単に傷

害結果だけ，損傷結果だけでは有罪はとれないということです。 

最近判断された事件では，お父さんが虐待を疑われたのですけども，お父さんの弁解が全く通

らないということで，頭蓋骨骨折と網膜の出血とそれから硬膜下血腫により有罪判決を受けたと

いう事例が出てきています。 

 

【取調べについて】 

 

年少者証人に対する取調べの際の録音・録画 

子どもに対する事件の場合には，子どもがある一定の年齢に達する前までは子どもの供述過程

についてはビデオ録画をして，それを裁判所で上映する証拠として提出することになっていま
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す。 

子どもが被害者となった場合，その取調べが行われるときには，弁護人は別の部屋から取調べ

の状況を見ることもできます。これはヨーロッパ欧州人権条約第 6 条の公正な裁判を受ける権利

の一環であるということです。 

 そしてその被害者である少年に対して 1 回しか取調べが行われていないという場合には，被疑

者とその弁護人は，その取調べの録音・録画を見ることができ，子どもに対して質問があるかな

いかを問われるということです。特別にトレーニングを受けた警察官がさらに質問がある場合に

は，子どもに対する取調べを行うことになります。 

 

録音・録画に関する新法について 

2017年 4月から施行されている法律によれば，録音・録画あるいは録音をすることができる，

「しなくてはならない」ではなく，「することができる」と規定されています。 

そしてこの録音・録画がされるべきかどうかを判断するに当たっては，いくつかの事情を考慮

するということになります。犯罪の重大性，例えばDVの事件では必ず録音・録画がなされる必

要があると思います。それから，当該供述の証拠としての重要性，供述者の精神的な成熟度ある

いは年齢などが考慮されるということになります。 

捜査段階での取調べから得られる供述は，証拠そのものにはならない，ということです。公判

廷において供述が行われた際に，相反する供述が行われる，あるいは供述不能というか，黙秘が

行われるという場合，そういう場合に初めて捜査段階で作成された調書，あるいは録音・録画さ

れた媒体を上映することができる。そしてその上映する場合もそれ自体が証拠となるのではなく

て，その矛盾した供述を法廷でしたけれども以前にはこういうふうに言っているではないかとい

うことで，弾劾するための資料として使われるのです。 

アレキサンドラ検事の個人の見解としては，全ての事件において録音・録画されるべきだと思

います。それは，後で被告人が，公判廷において「そんなことは言っていない」と供述した場合

に，「いやあなたこういうふうに言ったでしょ」と，それを弾劾することができるからです。ま

た，取調べ自体が適正に行われたということも立証できる点でも，全てWinwin の関係になるの

ではないかなと考えるのがその理由です。録音・録画に反対する立場の人には出会ったことはな

いように思います。 

特に子どもが 15 歳以下の場合は録音・録画が全面的になされるべきだというふうに思います。

15 歳以下の人達はそもそも訴追されないので，被疑者としてという場合ではなくて，被害者であ

る場合とか証人であるという場合ですが，その取調べの状況というのは録音・録画されるべきだ

と思います。 

録音・録画したものは，全て反訳されます。この反訳は，機械が自動的にやるのではなくて，

人がやります。 

 

（調査団）録音・録画の重要性は分かりました。ただ，被告人や弁護人の立場からは，録音・録画

で足りる，公判廷で証言しないということで，反対尋問権の在り方として十分ですか。 

（回 答）調査団の御質問の趣旨もよく分かります。ただし，他方で，子どもの権利というものも

守らないといけない部分が大きく，反対尋問されるというのは，子どもにとって非常に良くない
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という配慮もあります。そこで，反対尋問は認めないことになるのですが，その分，その証拠の

証拠価値は下がってしまうという扱いになります。そのために，私たち検察官としては，もっと

多くの物証，例えば怪我がどうだったのかとかそういう証拠を集める必要が生じるのです。 

 

2017年 4月新法について 

2017年 4月の法律は，あまり周知がされていないというか，運用上あまり反映されておらず，

ほとんどの被疑者取調べは，録音・録画されていないと思います。ただしSBS の事件について

は，以前から被疑者に，どうやって揺さぶったのかという犯行再現の状況については，必ず録

音・録画をしています。 

30 年くらい前から，録音というのは結構行われていたんですけれども，10年から 15年くらい

前から被疑者の取調べについても録音・録画がなされるようになってきました。ただしそれはま

だ一般的手続であるとは言えません。 

ただし，事件の詳細が問題になるとき，例えば経済犯罪のときは，細かい事情というのが問題

になるので，少なくとも録音はされるべきだと思います。 

検察官の立場から，一つ悪い点があるとしたら，全て反訳書ができるので，反訳が膨大にな

り，それを読むのが大変だということかと思います。検察庁の立場からは，コストも問題になり

ます。ただし，弁護人が録音・録画を要求し続けていけば，検察官もそれに応じざるを得なくな

るのではないかと思います。それゆえ，スウェーデンでも 5年後にはおそらく録音・録画が一般

化しているのではないかなと思います。そうすればコストも下がり，より一般化していくのでは

ないでしょうか。 

 

弁護人立会権について 

被疑者が勾留されているときには，公的弁護，すなわち国選弁護人の援助を受けることができ

ます。在宅事件の場合には，重大事件のときに国選弁護人選任が認められるということになって

います。 

弁護人は，被疑者とともに取調べに立ち会うことができます。ただし，それは立ち会って取調

べの様子を見ているだけでありまして，最後の段階までは口を出すことができないということで

す。 

18 歳以下の被疑者の場合には，捜査官としては被疑事実を告げることしかできないというこ

と，そして弁護人が到着しなければ一切の質問をすることができないということです。 

 

（調査団）弁護人立会いについては，どのような考えをお持ちですか。 

（回 答）それはWin-win の関係です。検察官にとっても，非常にいいことであると思います。 

ただし，ときに，黙って座っていなければならない弁護人が，いろいろと口出ししてきた場合

に，これは止めてほしいというふうに取調官から検察官の方に報告が上がり，検察官から弁護人

に対して電話を入れなければならないことはあります。 

取調べ中に誤解が生じたりするようなときには，弁護人は，取調べをストップさせて，被疑者

と隣の部屋で打合せをして，その後また取調べを再開するということになります。 

（調査団）取調べの立会いの際に，弁護人自身が録音することはできますか。 
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（回 答）数年前に，弁護人が録音機器を持ってきたというケースがあったんですけども，そのと

きにオンブズマンがそれはできないという判断をしました。被疑者のプライバシー保護という意

味で，それでいいのではないかと思います。 

（調査団）取調べの立会いの際に，弁護人は，ノートはとれますか。 

（回 答）ノートはとれます。また，取調べの反訳書については時間が掛かりますが，弁護人も，

検察官と同じ時期に入手することができます。ただし，その捜査の終了段階で，以前の供述を被

疑者に見せたくない事情があるとき，例えばですけれどもその前の供述に合わせて次の供述をし

てしまう可能性があるというときには，その部分の反訳書については被疑者に渡さないという選

択も，それは検察官の裁量でできます。 

 

検察官による取調べ 

通常，検察官が自ら捜査段階で被疑者の取調べを行うということは一般的ではありません。ア

レキサンドラ検事は，ほとんど被疑者取調べを担当したことがなく，スティーナ検事も 5回程度

ということです。 

ビョール検事は，国家の安全保障に関する事件，汚職事件や経済事件を担当するので，そうい

う場合には自ら取り調べるということもありましたが，そういう場合でも全体の 10％～15％程度

と思います。そういう事件の場合には，証人の取調べも検察官が行います。 

検察官は，非常に忙しく，全ての事件の取調べを担当するということはとてもできないという

のがその理由です。 

 

黙秘権について 

被疑者・被告人が黙秘権を行使する事件は，例えば重大犯罪や組織犯罪については最近増えて

います。 

ビョール検事は，被疑者が黙秘権を行使している場合には，「どうして黙秘するの。弁解のチャ

ンスが与えられているんだよ。もしちゃんと弁解をすれば，もしかしたら不起訴になるかもしれ

ないのに。」と問いかけます。そうすると，話し出す人も多いです。 

黙秘したという事実は，後の公判において被告人の供述の信頼性にも関わってきます。ただ

し，黙秘した事実そのものが，不利益に扱われることはありません。 

以上 
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ティブリン教授の講演 

2017年 8月 23日 14時～15 時 30分・ウプサラ大学 

  

インゲマル・ティブリン教授 

ウプサラ大学の法医学教授。スウェーデンでは死亡した被害者だけではなく，性犯罪の被

害者なども法医学者が検査を行う。SBS の関係でも，死亡した乳児だけではなく，死に至ら

なかった乳児についても，法医学者が検査を行う。もっとも，そのような事件はそれほど多

いわけではないという。ティブリン教授は，三徴候が虐待の証拠であるとのSBS 理論に疑問

を持ち，研究の結果，SBS 理論には十分な根拠がないと確信するようになったという。 

 

 

 

私もSBS理論肯定論者だった 

（ティブリン）実は 5 年程前までは，私は SBS 理論を支持するグループに入っていました。つまり

三徴候が，虐待があったことを示すと信じていたわけです。 

 しかし，5年程前にある事件に接しました。生後 3 か月の男の子が約 1メートルの高さのベビー

ベッドから落ちて，そして 24 時間後に発作を起こして病院に連れて行かれたという事件でした。

そこで三徴候が見つかったわけです。さらに大腿骨の膝の辺りに小さい骨折も見つかりました。こ

れはCMLとよばれます。SBS 仮説によると，このCML という骨折は，揺さぶられた際に足をぶ

らぶらしたことによって生じると言われていました。つまりこの事件では 4つの症状があると考え

られたわけです。いわゆる三徴候とCML ですね。したがって，当初，この事件では，揺さぶりに

よって生じたと結論付けるべきだと考えたのです。 

 それより遡ること 15 年間，私は学生たちに，このような場合は揺さぶりによって生じたと考え

て良いというふうに教えてきました。私がこの事件の鑑定書を送る直前に，検察官から連絡があり

ました。小児科の医師が，膝の骨折の周りには全く腫れがないと言っている，骨折があるのに腫れ

がないのはなぜなのかという質問でした。そのときは，あまり深く考えずに，よく分からないが，

こういう骨折では症状は出ないんだよと，症状が生じるとしても，それはX 線検査でしか見ること

はできないのではないかと言ったわけです。 
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SBS仮説の循環論法 

 しかし，そのように答えた後に，何かおかしいと思えてきました。そこで放射線科医に，この症

例についてどう思うかと聞いたわけです。放射線科医もこれは揺さぶりによって生じたんだろうと

言いました。それで「なんでそれが分かるんだ」と聞くと，「そのように本に書いてあるからだ」と

言うのです。そこで私はその本を買って読んでみました。しかし，本を読んでみて，実はこの問題

についての医学的根拠が非常に薄いんじゃないかということに気づいたのです。といいますのは，

実際に揺さぶられた虐待によってこのような骨折が生じたという事実をちゃんと確認した人はい

なかったからです。これでは仮説に過ぎません。 

 この症例をきっかけに，「三徴候」についても興味を持つことになり，200 くらいの論文を読みま

した。それらの論文はいずれも三徴候が，虐待あるいは揺さぶりに結び付いているというものでし

た。しかし，それらの論文では，虐待があったということ自体が前提となって，その原因は虐待だ

と言われていたんですね。つまりこれは循環論法ではないのかということを同僚たちに言いました。 

 そして，2016年のSBU（医療技術評価協議会）の報告書も同じ結論を出したのです。 

 例えば，「たばこは膀胱がんの原因である」という仮説を検証しようとします。その場合には，喫

煙者と非喫煙者とを比べる必要がありますね。例えば膀胱がんを持つ 100人の患者を集めて，一人

一人に喫煙するかどうかを聞いていく。ところが患者の中に，仮説に反して喫煙しないという人が

出てくると，いえいえあなた嘘をついているんじゃないか，あなた実は喫煙しているはずだと決め

つけて，喫煙者に振り分けてしまうと。 

 SBS の事件でも同じようなことが起こっているのです。つまり養育者が，「いや，揺さぶってな

い。虐待していない」と言ったとしても，「いやいやこの症状は揺さぶりによって起きていることは

分かっているんだ」と，そのように言ってしまっているんだということです。これは医学による不

正と言えると思います。 

 

三徴候の原因は様々である 

 三徴候のうちの脳障害以外は実はその周囲の状況は見えません。その網膜出血も硬膜下血腫もそ

うであるわけです。そしてあばら骨の骨折なんかについては，20％の子どもは，あばら骨の骨折と

いう症状を持っているわけです。 

 ある意味オカルト的というか，症状があると虐待であると決めつけてしまう，そういう論理構成

になってしまっているということです。そして，三徴候は，実は独立のものではありません。お互

い関連し合って生じてしまうというものでもあるんですね。ある疾病が原因である，例えばくる病

が原因であったりして，このような症状が起こってしまうということがあり得るわけです。 

 日本のアオキ医師7が述べていますが，例えばくる病の患者のお子さんは，非常に頭蓋骨が薄いわ

けです。そうすると，脳と硬膜との間の腔が非常に大きくなります。そうすると出血がしやすいと

いうことにもなります。くる病の場合には骨折もしやすいということになります。ですから，例え

ばビタミンD 欠乏症があるかどうか，出産のときあるいは妊娠中の状態がどうだったか，これらを

大きなリスクファクターとして常に考慮しないといけません。 

                                            
7 確認をしなかったが，脳神経外科で，小児の頭部外傷に詳しい青木信彦医師と思われる。青木医師はアメリカでSBS理

論が提唱された早期から，SBS理論に対し，強い疑問を呈していた。 
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 三徴候は，乳幼児が生後 3，4 か月のときから 6 か月くらいに起こることが多いです。それ以上

になると起こることは少ないと思います。大体それが見つかるのは，脳の障害により，例えばいき

なり発作を起こして倒れてしまうとか，意識不明になるなどして病院に連れて行かれる，病院で検

査をしたところ，その他の網膜出血や硬膜下血腫が見つかるというケースが多いです。そして，そ

のときにオカルト的な骨折，CML ですとか，あばら骨の骨折を発見される。月齢を見てみると，

そういう症例は，生後 1か月から 2か月の乳児が多いのです。これに対し，生後 5か月の子どもで

は同様の症例は見られなくなる。三徴候の原因が変わってくるんですね。骨折も三徴候もいずれも

くる病と関連があるのではないかと私は思っています。乳児が生まれると，ビタミンD の投与を始

めるので，そうすると大体５か月位で骨折が少なくなってくるのではないかと思われるのです。 

 急性の骨折，1 か所の骨折のケースがどのような出現率であるかというと，きれいな曲線になら

ずに，様々な年齢で，ランダムに様々な数が起こるんです。 

 そして，三徴候はあるが，他に外傷がないということでSBS仮説が生まれたわけです。しかし，

SBU の報告書では，他にも原因があり得るということで，そのリストを挙げて指摘しています。 

 SBS仮説は，45年くらい前に提唱されたわけですが，その 45年前から今にかけて，実際に健康

な乳児が揺さぶられてその症状を発症したというケースは 1 件たりともちゃんと確認されていま

せん。 

 

SBU報告書後の医学界 

 法医学者が 2016 年の SBU 報告書の後，どのようなリアクションをとっているかですが，大体

半数くらいの法医学者は，確かに SBU の報告書は正しいと，このような事件を扱うときには注意

深くしないといけないと述べているのに対して，残り半分の法医学者は，この報告書自体が間違っ

ているんだと主張しています。検事総長は，たまたまどの法医学者に意見を求めるかで結果が変わ

ってしまうとして，このような事態を非常に憂いています。例えばストックホルムの法医学者に頼

んだらこうなるが，別の地域の法医学者に頼んだら異なる結果になってしまうのは問題ではないか

ということです。 

 私たちのウプサラ大学でどういうふうにしているかというと，小児科医や放射線科医，それから

眼科医が，これは虐待であると述べたときには，ちゃんとその理由を言ってくれと言っています。

そのように尋ねると，その理由を循環論法以外の方法でちゃんと言える人はいないのですね。する

と，彼らは非常に怒るんですね。SBS仮説を支持する側の人たちは，我々が虐待を許してしまって

いるのではないか，子どもをちゃんと守らなければいけないのだというふうに怒ってくるわけです。

そして，私たちのことを，小児虐待が起こらない，起こることを否定する論者だと言ってくるので

す。それが現状です。 

 スウェーデンでは医学者にも 2種類あります。研究者と，実務者です。私たちのような研究側か

ら言うと，SBS仮説には理論的なバックグランドがないと考えるのですが，実務者側は非常に単純

な考え方をしていて，例えば「これなければあれなし」みたいな考え方をしてしまいます。物事を

単純化しすぎるのです。しかしこのSBSの問題というのは，それほど単純なものではありません。

裁判所や検察庁，医学生あるいは看護学校の学生さん，法学部の学生さんなどには，我々とは逆の

グループの人たちが，協力をしたりトレーニングをしたりして，あるいは公判廷で証言をしたりし

ているわけなんです。それに対して我々がちゃんとした理論的な背景のある意見を申し述べると，



65 

 

彼らは，意見を変えるどころか，「まぁそういうような意見があるということはよく分かった。しか

し我々は虐待を防止するためにできることをこれからもし続けるんだ」と言って意見を変えようと

しない，そのような状況にあります。医学者の中には，理論的に背景のあることを追求しなければ

ならないという立場と，今までやってきたことをそのまま続けるべきだという立場の人たちがいる

ということです。 

 いろいろな専門領域によってですね，医師も意見が違うということですね。例えば，少なくとも

私がこれまでに会った全ての小児神経外科医は，この SBU の報告書に同意しています。というの

も，彼らは脳圧の亢進によって脳の障害が起こるということをしょっちゅう見ているわけです。そ

して 80％の子どもが慢性硬膜下血腫を持っているということも既に知っているからです。さらに

小児集中治療室の人たちも，ほとんどこの問題には異論を唱えません。彼らは新生児が様々な骨折

を併発しているということを見ているからです。そして法医学者はどうかというと大体今 50％，

50％だと思います。ただ少しずつですね，こちらの立場に汲みする人が増えてきていると思います。 

 これは一定のプロセスなわけですよね。物事はすぐには変わらず，少しずつ徐々に変わっていく

のではないかというふうに思います。 

 

虐待論が問題を複雑化している 

 ただ例外として，全くこれを受け付けない人たちがいます。小児虐待認定医の立場の人たちであ

りまして，彼らは Acta Paediatrica という医学雑誌に，SBU の報告書が出てから，4 個から 6 個

の批判的な論文を書いています。しかし彼らの論文には全く医学的根拠が書かれていないという状

態です。 

 何が問題を複雑化させているかというと，おそらく問題が子ども，特に乳児の虐待に関すること

だからだと思います。つまり乳児の虐待だ，という時点で脳が思考停止をして，「許されない」と思

ってしまうわけです。感情論に走ってしまうのです。おそらく我々は本能的に，赤ちゃんを守らな

ければいけないと，全ての大人がそう感じると思います。例えば今，道のそこで，赤ちゃんが誰か

に虐待されているのを目撃したら，すぐに私は躊躇なくその子を守りに行くと思います。それが 5

歳の子どもだったらおそらく躊躇はすると思いますが。要するに，乳児に関する問題というのは，

感情論になってしまいがちなのです。虐待論で論陣を張ってきたことについて，自分は正しいこと

をしてきたと考えて，それを守ろうとしているのではないかというふうに思います。 

  

スウェーデンにおける専門家の立場 

 裁判所はどちらかと言うと，他の専門家よりも，我々の言うことにちゃんと耳を傾けてくれてい

るような気がします。そして我々は，当事者とは中立的に症状を記録して，その症状の原因を解明

する，解釈を行うという立場に立ちます。子どもを虐待から保護するという立場とは異なります。

つまり厳格に中立的な立場です。したがって我々は検察官からもよく証人として呼ばれます。しか

し我々はあくまで中立的な立場で，検察側でもなく，被告人側でもなく，科学者としての使命を果

たすということが求められています。被告人は，法医学者の意見を求める権利を持っていますけれ

ども，我々はそれを拒否することができます。 

 不公平があるということなんですね。法医学者は基本的には，警察や検察の立場から証言をする

ことになっています。表向きは中立ということになっていますが，しかしやはりそこには不公平が
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あるのではないかと思います。例えばですけれども，私の同僚が検察の側について，私の同意しな

いような鑑定結果を出したとしても，私はそれに対して弁護人にコンタクトを取って，彼の言って

いることは間違っているなどとアドバイスをすることは認められません。 

 法廷で 2人の専門家が証言して，その証言が全く相反するものであったときにどうなるかという

と，裁判所は大体，初期に実際にその子どもの検査を行った方の法医学者の意見を採用しがちです。

つまりどちらの見解に科学的根拠があるのかということはちゃんと見ずに，初期の鑑定をした者の

方が正しいのではないかという前提で動いてしまっているのが現状です。 

 スウェーデンは統一的なシステムを取っているので，基本的には一つのところから鑑定依頼が来

ます。そのやり方は，原則としてはうまくいっているのではないかと思います。これに対し，アメ

リカなんかで行われているような検察側の証人とか，弁護側の証人として専門家が行く場合には，

どうしてもそこに党派性が生まれてしまって，中立性が損なわれるのではないかと思います。これ

に対し我々の今のスウェーデンの制度はうまくいっていると思いますが，社会の信頼に応える必要

があると思います。しかし，SBSの事件においては，十分にその社会の信頼に応えられていない側

面があったのではないかというふうに思います。 

 

【質疑応答】 

専門的な問題についての裁判所の判断 

（調査団）SBS のような専門的な問題についての裁判はどうあるべきでしょうか。日本の刑事裁判は，

英米と同じように当事者主義ですが，当事者主義について，どのように思われますか。 

（ティブリン）裁判所が，どちらが正しいと判断できるのかどうかというところに私は疑問を持って

います。例えば，この議論は，循環論法であるとか，こちらが間違っているとかという場合に，結

局裁判所がどちらを採用するかというと，分かりやすい方，つまり単純な理論の方を採用してしま

う傾向にあるのではないかと私の自身の経験から考えています。 

 当事者主義がどうなのかということは，ちょっとよく分かりません。例えば，イギリスで何が起

こったかというと，ウェイニー・スクワイヤー医師は，当時の主流派の考えと違う考えをとってい

るということで，一旦は医師免許を剥奪されるというところまで至ってしまった訳なんですよね。

そのときは，コンセンサスがある方が正しいという考え方が取られてしまったんですけれども，そ

れは必ずしも正しくないのです。 

 

見解を変えることに葛藤は？ 

（調査団）ティブリン先生自身が，5 年程前に御見解を変えたことについて，フラストレーションや

葛藤があったりはしなかったのでしょうか。 

（ティブリン）私はありませんでした。前に言っていたことが間違っていたというだけです。それは

私の性格の問題かもしれませんけれども，それ以前に，間違ったいろんな診断をしてしまったとい

うことを認めるということも，別に私にとってはそんなに難しいことではありませんでした。 

 冒頭に説明した 5年前の 3 か月の男の子の事件については，私が鑑定をした 3 か月後にどうなっ

たのかを検察に問い合わせました。その時は少しずつ私の考え方は変わっていった段階で，全く180

度逆の考え方を取るという段階には至ってなかったんですけれども，その事件について検察官は両

親の言っていることが信頼できるということで，起訴を行わなかったそうです。それを聞いたとき
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にとても安堵しました。 

 その事件以外にも，私はこれまでにたくさんの誤った診断をしてきてしまっているんですけれど

も，私はそのことと向き合ってこれから生きていかなければいけないというふうに思っています。 

 現在，SBS仮説について批判的なイギリスのウェイニー・スクワイヤー医師であるとか，アメリ

カのパトリック・バーンズ医師，ジョン・プランケット医師らも，やはり私と同じようにですね，

もともと SBS 理論を支持していたけれども，後に意見を変えたのです。同じような過程を経てい

るんですね。 

 

日本の医師をどうやって説得すべきか？ 

（調査団）先生の経験から見て，どうしたら日本の医師を説得できるとお考えでしょうか。 

（ティブリン）時間が掛かると思いますが，例えば SBU 報告書は，こういう方法で研究をするべき

だといった提案をしています。その手法に基づいて研究をいろいろと積み重ねていくことによって，

これを読んだ研究者たちが説得されていくということになるのではないかと思います。実際，私も，

今ちょうど SBU で使われたコホート分析の方法に従った研究を終えて，数か月後にこれを公刊す

る予定です。これから 2，3 年のうちに同じような研究が積み上げられていくということになると

思います。 

そして，いつもこういう問題についてまず納得するのは研究者たちなんですね。研究者たちが納

得したときに，何年か掛かって実務家たちが説得されていくと，そういう過程を経ているとは思い

ます。 

 父親が家庭内で娘を性虐待するという事件においても，娘さんの記憶が変わってしまうというよ

うな問題があったんですけれど，それもやはり 10年，15年，20年かけて，ちゃんと理論的に正し

いことが広まっていったと私は思います。 

 例えば日本の法医学者の中でも，研究に携わっている方にまずフォーカスを当てて説得をしてい

くというのは一つのやり方ではないかと思います。疫学学者に対して説得をしていくということも

必要かと思います。SBU 報告書も疫学的な方法をとっています。疫学を専攻している京大の反町

吉秀教授（調査団注：現在は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自

殺総合対策推進センター室長）とは，何回か一緒に研究をしたことがありますので，よろしければ

紹介しますよ。 

 

骨折も検討すべきだった 

（調査団）SBU報告書はどのように評価されているのでしょうか。 

（ティブリン）三徴候については慎重な人が多くて，大体 50％以上の人がこのSBU のレポートを支

持しているんですけれども，骨折もプラスして評価する場合については，支持されるのはフィフテ

ィ・フィフティなんじゃないかなというふうに思います。というのは，SBU報告書は，三徴候につ

いては検討しているのですが，骨折がある場合については検討から外してしまったんですよね。こ

れは非常に大きな問題点であると思っています。この SBU の研究が続いている間に私は，その責

任者に連絡を取って，骨折も検討に入れるべきだというふうに言ったんですけども，既に研究が進

んでしまっていたので，入れられませんでした。そこで私は同僚と一緒に，骨折の問題についても，

SBU 報告書と同じような手法をとった研究を現在進めていて，その初期の段階にいるところです。
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例えば 50ｍの高さから落ちた子どもであっても，全くあばら骨の骨折がないけれども，内臓はぐち

ゃぐちゃになっている場合があります。事故でお腹を轢かれた子どもであってもあばら骨の骨折が

なくて，内臓はぐちゃぐちゃになっている場合とか，その逆もある，というようなことがあるので

す。今，そのような研究をしているのです。 

 

虐待とされた事件の見直し 

 あとは虐待があったとされる 12 件について，調べ直しています。12 件のうち 7 件については，

早産だったり双子だったりして，他に三徴候の原因があり得ることが分かりました。2 件について

は，急性硬膜下血腫がありましたが，それは明らかに子どもの頭をどこかにぶつけたという原因が

ありました。我々の研究結果によると，おそらく虐待事件であると考えられる事件というのは乳幼

児 10 万当たり 0.6 件ではないかというように思います。諸外国では 7 件から 8 件だと言われてい

ますが，その 10 分の１程度の数しかないということですね。 

 三徴候を揺さぶりに結び付けてしまって，誤って虐待とされてしまう事件があるだけではなくて，

三徴候がなかったことによって誤って虐待がないというふうに判断してしまう事件が起こってく

ることも防げないということなんですよね。 

 例えばこういう事件がありました。生後４か月の赤ちゃんが病院にあざを作ってきたんですね。

小児科医がその子を調べたところ，三徴候が見つからなかった。そこで虐待ではないと小児科医は

判断して，その子を家に帰したんですね。ところがその赤ちゃんは実際の虐待で死んでしまったの

です。三徴候を揺さぶりに結び付けてしまうということによって，こういう事件が起こり得るとい

うことについても気を付けなければいけないと思います。 

 

SBU報告書に対する批判 

（調査団）SBUに対する批判的な見解についてはどう思われますか。 

（ティブリン）彼らの批判には科学的根拠がないと思います。批判の多くは，虐待を見逃してしまう

のではないかということに向けられているわけです。彼らがよく批判の中で言うのは，氷山の一角

であるということですね。氷山をもっと明らかにしていかなければいけないのに，それを SBU の

報告書はしなかったというようなことですね。この批判はActa Paediatrica という雑誌に掲載され

ています。 

 もう一つ最近よく言われているのは，消去法的な批判です。つまり虐待以外の方法を除外してい

って，結果として虐待があったと総合的に判断するべきだというような議論が出てきています。例

えばですけれども，白血病だと免疫不全があったかどうかを除外して診断していくのと同じです。

SBS の場合，交通事故があったかとか，高いところから落下したかとか，そういうような他の原因

がなければもうこれは虐待だと判断してもいい，というような議論がなされています。しかし，そ

れは誤っていると思います。なぜなら，他の原因がないから，虐待があったというような判断をで

きるというわけではないからです。 

 三徴候と関連付けられた特徴，－例えば，未熟児であるとか双生児であるとか，体格が小さいと

かあざがないとか，それから養育者は否認しているとか，男児の方が女児よりも多いとか，生後 6

か月未満の乳児であるとか－，三徴候がある事件では，こういう特徴があるというふうに言うこと

ができるんですけれども，ではその三徴候以外の特徴を見てみると，これらは別に虐待を示すよう
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な事情ではないわけですよね。結局，根拠がないのに虐待と結論付けているのと同じことなのでは

ないかと，彼らが言っているのはそういうことではないかと思います。 

以上 
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フッディンゲ拘置所訪問 

2017年 8月 24日 10時～12時 

 

 スウェーデン調査の一環として，ストックホルム郊外にあるフッディンゲ拘置所を視察した。

同拘置所は，単に未決の留置施設にとどまらず，スウェーデンの教育刑としての行刑政策の一

部を担う矯正施設の機能も有しており，その視察は極めて興味深いものとなった。 

 

【拘禁制度全般の方針等について】 

・ヨーロッパ人権憲章に則って運営されている。 

・社会復帰プログラムに力を入れ，拘禁時の処遇も社会復帰を目的としている。 

・収容者は，依存症を抱えていることが多いが，その治療も拘禁の目的の一つである。拘置所に拘

禁されている段階から，依存症治療のためのプログラムがある。 

 

【スウェーデンにおける未決拘禁の制度設計について】 

・逃亡や捜査妨害のおそれがある場合に未決拘禁される。 

・国内に 31の拘置所がある。 

・未決拘禁者は，国内全体で毎年 5,000人程度である。 

・再犯のおそれがある場合，保安的に未決拘禁することができる。 

・スウェーデンには，保釈制度はない。もっとも，拘禁中，2 週間ごとに裁判所による拘禁の必要

性判断の機会がある（勾留審査）。 

・起訴までの未決拘禁の期間に制限はない。1年～1 年半未決拘禁される者もいる。 

・拘禁されて 24時間以内に看護師と面会する権利が認められている。そのため，看護師は，終日，

施設内につめている。 

・検察官によって，家族との接見も制限され得る（接見制限）。 

・弁護人との接見は無制限で，秘密接見である。 

・家族との接見は，拘置施設の許可も必要であるが，その場合，原則として無立会である。 

・弁護人との通信（電話通信）は，24時間可能である。ただし，保安上の理由から制限されること

はある。 

 

【フッディンゲ拘置所について】 

・173 の拘禁室と 2 つの隔離室がある。 

・160 人の職員，60人のパートタイマーで運営されている。 

 

【刑務所について】 

・国内に 47施設がある。 

・拘禁刑の期間は，14 日から終身刑までである（死刑は廃止されている）。 

・終身刑は，10年を超えると仮釈放の申立権がある。 

・終身刑を言い渡されている人の平均収容期間は，17～18 年である（終身刑で拘禁された最長は

35 年だという。）。 
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・未決勾留期間は，全て刑に算入される。 

・議会によって任命される司法オンブズマンという独立の監視機関がある。 

・再犯率は，およそ 50％程度である。 

・最近，犯罪の若年化が目立つ。 

・外国人の割合は，およそ 30％程度である。 

・一般の刑期の 3 分の 2で仮釈放されていることが多い。 

・仮釈放期間には，保護観察が付く。 

・そのために，全国で 34の保護局がある。 

・各拘禁者の情状調査は，拘置所にいる段階から始まっている。 

・保護局が行う調査結果を踏まえて，拘禁刑以外のプログラムの方が適しているかどうかの判断

がなされている。 

以上 
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アンナ・ダルボーム弁護士との面談 

2017年 8月 24日 13時～14 時 30分 

 

自己紹介 

（アンナ弁護士）主に刑事弁護をやっています。この事務所には 2000 年に，まだ学生のときにいま

して，その後，司法試験に受かり，そのままこの事務所に就職しました。現在は，この事務所の CEO

をしており，パートナー弁護士です。 

皆さんは，特に SBSの問題について興味があるということですね。予定表によれば，私がこれま

でいろんな事件で関わってきた多くの専門家にお会いになるということで，とても嬉しく思ってい

ます。いろいろな事件をこれまで扱ってきました。皆さんがお会いになった専門家やお医者さんは，

これまで事件を通じてお付き合いをしてきた方々です。 

 

私が関わったSBS事件 

今日は，私が扱った事件，弁護した事件の中でも一番有名な事件についてお話したいと思います。

その中で，事前にいただいた御質問についてもお答えしたいと思います。もし，御質問があれば，

途中で自由に質問していただきたいと思います。 

 私が，この揺さぶられっ子症候群の事件にどのように関わり始めたのかについてお話しします。

2015年のことでした。 

私に連絡を取ってきたのは，あるお医者さんでした。そのお医者さんは，ある双子の赤ちゃんが

脳に負った重障害について，地裁で 5年の拘禁刑を言い渡されたお父さんの事件についてコンタク

トを取ってきたわけです。 

この事件以前には，揺さぶられっ子の事件で起訴された事件を私は扱ったことがありませんでし

た。この事件の他の弁護士はですね，友人の他の弁護士たちが扱ったということは聞いたことがあ

りましたが，自分で揺さぶられっ子の事件を担当したことはありませんでした。 

2015年の時点では，既に，上訴審でSBSの問題について無罪判決がいくつか出ていたのですが，

それにもかかわらず検察官は，この揺さぶられっ子の事件を起訴していました。再審が認められた

事件が 2014 年に相次ぎましたし，さらに 2014 年にはもう一つ非常に有名な事件の判決が最高裁

で言い渡されるということもありました。2014 年のその最高裁判決は，その揺さぶられっ子の理

論については十分な科学的根拠がないというふうに断言したのです。にもかかわらず，各地の検察

庁は，揺さぶられっ子の事件を起訴し続けていたのでした。 

 

被疑者は自白していた 

私が担当した事件は，控訴審の段階にありましたが，非常に複雑な事件でした。 

その理由はいくつかありまして，刑事弁護人として大変だったのは，その被告人は，既に自白

していたんです。捜査段階でも自白していましたし，第一審の公判廷においても自白をしていま

した。もう少し詳しく言いますと，その捜査段階の取調べでも自白をしていましたし，その犯行

状況の再現をさせられたときには，揺さぶり方を見せながら自白をしていましたし，公判廷でも

自白をしていたのです。 

私に連絡を取ってきたお医者さんが言うには，この被告人であった父親は第一審の判決が出た
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後も，実は自分はやっていないんだと主張しているということでした。 

皆さんも刑事弁護をされているのでお分かりだと思いますけども，刑事弁護人にとって被告人

が自白しているということ，そしていわゆる専門家たちが，裁判の中で実際に双子が受けた傷害

結果と自白が整合しているというふうに証言しているということは，非常に重いものがありまし

た。 

 第一審の判決は，検察側の様々な医学関連の人が受傷の状況についていろいろな証言をしたわ

けなんですけども，それらが非常に自白と整合的であると言った上で，その双子両方について－

この双子は生後 2か月の月齢だったわけなんですけども－，揺さぶって傷害結果を生ぜしめたと

して，このお父さんに有罪判決を言い渡したのです。 

私は，この事件を受けた際，まず拘置所に依頼者に会いに行きました。その依頼者の話を聞い

てみると，彼は，「自白は強要されたものであった，私は実は無実です。」と訴えたのです。 

取調べの調書を読んだところ，問答の形式でずっと書かれていたのですが，それを読むと，即

座にその取調べがとても厳しいものであったということが分かったのです。 

 警察は，どういうふうに言っていたのかというと，男の子と女の子の双子だったんですけど

も，特に女の子の方は受傷状況が非常に悪く，死にかけている状況だったのです。警察は，「早く

自白しろ。どういうふうに揺さぶったのか言え。どうしてそのような傷害が生じてしまったのか

を言わないと，その女の子の方は助からない」と迫っていたのです。これに対し被疑者が，「説明

できない」というようなことを言うと，彼に罵詈雑言を浴びせかけて，「なんでこのようなことを

したんだ。あり得ない」というようなことを言っていたということが調書から分かりました。 

この被告人は，過去に全く逮捕されたこともないし，警察から何か追及を受けたこともない

し，交通違反の切符さえ切られたことすらない善良な市民だったわけです。 

 

取調べの可視化がされていた 

記録を読んで，この取調べが，録音・録画されていたということが分かりました。その状況が

分かったので，警察から取調べの録音・録画媒体を入手し，それを見たところ，確かに，警察官

が取調べで，叫んでいるというか怒鳴っているということが分かったんです。アメリカの映画の

ように，「どうしてこんなことになったんだ。早く自白しろ」というふうに怒鳴りながら警察が迫

っている様子がビデオに映っています。被疑者は，その度に「分からない」と繰り返していま

す。数えてみたら，彼は 37回「分からない」と答えていました。 

彼に捜査段階で付いていた弁護人は，そこに立ち会っていたんですが，何にもしていなかった

のです。 

 警察は，本当は使ってはいけないリード・テクニック8を使った取調べをしていたのです。典型

的なリード・テクニックでした。この事件について難しい一番目の点は，以上の点でした。この

虚偽自白が非常に大きな問題だったのですが，録音録画媒体が発見されたために，取調べの様子

を実際に高等裁判所の法廷で上映することを通じて，裁判所においても，どのようにしてその自

                                            
8 リード（Reid)・テクニックとは，アメリカのポリグラフ検査官であったジョン・リードによって開発された糾問的な要

素を含む取調べ技法を指す。否認する被疑者に対し，取調官が心理的に優位に立ち，被疑者を受動的な気分にさせて操作

し，自白に導く9段階の技法を提唱する。リード・テクニックは，虚偽自白を生む危険性が高いと批判されている。詳細

については，ギスリー・グッドジョンソン／庭山英雄外訳『取調べ・自白・証言の心理学』（酒井書店，1994年）40頁以

下。 
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白が採取，収集されたのか，その過程を見ることができたので，それが一番良かったと思ってい

ます。 

 

 ↓取調べビデオを再生しながら熱く語るアンナ弁護士 

 
 

SBSの問題―特殊な双生児だった 

もう一つがSBSの問題です。 

まず，その双子に問題がありました。双子は，出生時，未熟児でした。そして，そのお母さん

は胃のバイパス手術を受けていました。というのも，お母さんはとても太っていたので，妊娠前

に体重を減らすために，胃のバイパス手術を行っていたんです。 

IVF という不妊治療もしていました。少なくともその双子の一人については体外受精法が採ら

れていたというわけです。本件は，非常に興味深いケースなんですけども，そのお母さんの方は

妊娠しようとして体外受精をしていたわけです。しかし，体外受精をする前に実は自然妊娠して

いたんですね。ということで，受精卵を体内に戻した際に，双子になったんですけども，双子の

内の一人のほうが，IVF 法で妊娠した子よりも少しですが年齢が上，つまり早く妊娠していたわ

けなんです。ということで，2人とも未熟児だったわけなんですけれども，そのうちの IVF法，

つまり体外受精によって受胎した女の子の方が 1週間，より若かったということになります。そ

のために，より弱かったということになります。 

 しかもお母さんが，胃のバイパス手術を受けていたわけです。胃のバイパス手術を受けると，

ビタミン類を吸収しにくい身体になってしまうんです。妊娠しているときにビタミンを取って

も，ビタミン不足になってしまう。お母さんがビタミン不足だということは，ビタミンが子ども

たちにいかないということです。それで，骨密度が非常に弱い子どもになってしまうのです。 

 1週間後で妊娠した女の子の身体をいろいろ検査すると，いろんなところに骨折や，骨のひびが

見つかりました。女の子の方は，さらに，脳の硬膜下血腫も併発していました。その硬膜下血腫

は結構大きいものでした。さらに女の子は発作を起こしていて，震えたりしていたわけなんで

す。病院に運ばれたときには，女の子は人工呼吸器に繋がれたのです。 

 こういう複雑な状況でありましたので，1つや 2つの分野の専門家では足りず，5つの分野の専
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門家に依頼することになりました。 

 

アンナ弁護士による再調査 

皆さんが明日の夕方にお会いになるウルフ・オグバーグさんは，産婦人科医ですが，彼から

は，出産・妊娠にまつわるいろいろなリスク要因を教えてもらいました。 

 それから，ウルフさんが，スタンフォード大学の放射線科医の先生であるパトリック・バーン

ズ先生とコンタクトを取ってくださいました。このバーンズ先生は，その子どもたちのいろいろ

な骨折について所見を書いてくださり，鑑定書にまとめてくださいました。 

 バーンズ先生の所見によれば，これらの双子の骨密度が非常に低かったわけですが，そうする

とさらにミネラルも不足していたということで，とても骨が折れやすい，もろい状態だったとい

う所見をいただきました。 

未熟児の問題について詳しいのは，新生児学の先生になりますが，ヘルシンキの先生は，南ス

ウェーデンでも仕事しているので，その人にコンタクトを取りました。彼女の所見によると，そ

の女の子の方は，脳梗塞状態だったのはではないか，ということでした。脳の血管の中が詰まっ

ていたのです。脳の血管が詰まっていたということによって，脳から血が降りてこないというこ

とになっていたんですね。ですので，その発作を実際に起こすちょっと前から，脳に血が溜まっ

て頭蓋骨が大きくなるという状況になっていました。それが破裂することによって硬膜下血腫が

起こったのではないかと考えられます。 

検察側の証人は，Ｘ線写真を見て，この出血というのはすごく新しいものだというような意見

を出していました。そのため，Ｘ線写真についても，私自身，研究を進めなければいけませんで

した。例えば，延髄液が漏れてしまったときに，どのような写真になるのかということについて

も，研究をする必要がありました。ということで，その当時は，放射線科の大学教授－ウルフさ

んのたぶん同僚であった思います－にもコンタクトを取りました。 

こういういくつもの医学上の諸論点について，詳しく調査を進めなければいけなかったので

す。  

さらに，この事件について総合的に見る上で，明日，皆さんがお会いになるウーラン・オグバ

ーグ先生と兄弟ですが，その方の支援も受けました。調査を進める間に，例えば言葉で分からな

いとか，いろいろな知見について分からないところがあった場合には，ウルフ・オグバーグ先生

から説明を受けたのです。 

彼らから多くの知見を得たのですが，総合すると次のような結論に達したわけです。つまりこ

の子どもたちが持っている損傷は，実は外傷ではない，ということです。彼らが持っている疾

病，しかも様々な疾病症状の複合体であるということが，総合診断の結果であったわけです。 

 

控訴審での弁護活動 

検察側の専門家たちは，これはもうSBSに違いないという考えで凝り固まっていたのに対し

て，私たちは，この 5人の医師のチームを引き連れて高等裁判所に行き，そこで我々の知見を示

したわけです。 

2014 年の 11月に，既に最高裁は，SBSの理論的根拠は乏しいと述べています。理論的根拠

は，「ない」とまでは言っていませんが，「乏しい」というふうには既に言っていたわけです。し
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かし，検察側の証人は，未だにSBSの理論について，全く疑問を持っていなかったのです。そし

て，彼らの中の主導的地位にある医師は，2014 年の判決自体が間違っているというふうに証言し

ました。私は，法廷で，その証人に対して反対尋問を行い，「その判決は間違っている」という証

言も引き出しました。その証言をした専門家というのは，ウプサラ病院の小児保護チームの，一

番のリーダーでありましたけれども，彼は，プロフェッサーではなく，単なる病院の先生だった

わけです。反対尋問のときに，そのお医者さんに対して，「あなたは，未熟児の専門家でもないで

すね。放射線科の専門家でもないですね。産婦人科の専門家でもないですね。新生児学の専門家

でもありませんよね。でもあなたたちは，私たちの側の教授たちの言っていることよりも，より

多くのことを知っているんですか」と聞いたところ，彼は「はい」というふうに言ったんです。

それが，その証人の証言の信用性が一気にがらがらと崩れた瞬間でもありました。 

検察側には，彼のほかにもたくさんの専門家証人と呼ばれる人たちがいまして，ウプサラ大

学，児童保護局に勤めている人たちも証言をしましたが，高等裁判所は，彼らの言うことを採用

しませんでした。 

ということで，私は，法廷で，まず，取調べ技法によって，虚偽自白が生まれたということを

証明することができ，かつ，虐待による損傷とされていた医学的見解を，異なる医学的見地から

他の説明が付く，他の原因によるものであることの説明が付くということを立証した，というこ

とになります。つまり，合理的な疑いを超えて，その男の子が揺さぶられて傷害を負った，かつ

女の子が揺さぶられて傷害を負ったことは証明されていない，ということを弁論で述べたわけで

す。そうしたところ，判決は，有罪にするには証拠が足りないということで，無罪を言い渡した

のです。 

まず，私は，そのことについては時系列で，どういうふうにこの出来事が起こったのか，事件

が発生したのかということを説明しました。 

女の子の方は，最初は，骨折ぐらいしかなかったんですが，日を追うにつれて，どんどん悪く

なっていったわけです。吐いたり，意識を失ったりしていたんですが，その後，とても状況が悪

くなってきて，両親がその病院にその女の子を連れて行ったわけなんですけども，その病院にお

いて，ついにそのお父さんは逮捕されて，そのまま拘禁されたのです。そのお父さんが，いかに

切迫された状況にあったか，というような説明をしました。 

 

録画ビデオでリード・テクニックを弾劾 

そして，その次に，リード・テクニックがどういうものなのか，ということについて説明しま

した。そのリード・テクニックが目指している戦略や，どのような順を追って取調べが進められ

ていくのか，などの説明をしました。 

例えば，取調官は，自白をしなければ，どのような悪い状況に陥るかを話して脅すこともでき

れば，反対に，自白をすれば状況が好転することを話して自白を求めることもある。リード・テ

クニックについて，理論的説明に加えて，実際の取調べの場面ではどういうふうに用いられるの

かということについて，その取調べ録画ビデオ，実際の録音・録画媒体というものを見せたので

す。 

まず被疑者がどういう悪い状況に置かれて，警察が自白を迫るのか，ということについてお話

しした後に，その部分のビデオを見せたのです。 
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「自白をしなければ女の子は死んでしまうよ。」，「どういう状況に女の子を置いているのか分か

るのか。」というような部分ですね。 

全ては，その警察での取調べで始まった事件と言えますので，最初の自白がどのように得られ

たのか，ということを説明しました。捜査段階の取調べの問題点，すなわち虚偽自白がどのよう

に得られたのかということを説明した後に，彼が，これまでそういう状況に置かれたことがなか

った，裁判なんてかけられたこともなかったので，前に言った供述を覆すことができるというこ

とすら知らなかったためにそのとおりに言わなければいけなかったのだ，自白を撤回することが

できるという選択肢があることを知らなかったのだということを説明しました。 

公判での自白についても，機械的に，彼の供述の内容を，練習してやったかのように，こうや

って男の子を揺さぶって，そして女の子を揺さぶって，男の子を揺さぶったというやり方でです

ね，非常に機械的に自白が行われていたということを説明したのです。 

 

スウェーデンの取調べ可視化事情 

（調査団）第一審弁護人を批判したのでしょうか。 

（アンナ）基本的には被告人質問において，被告人に対してなんで自白をしてしまったのか，とい

う理由を聞く中で，ちゃんとしたアドバイスを受けていないということが分かり，その後，被告

人が自分自身で，いかに効果的な弁護を受けられなかったのか，ということを公判廷において説

明しました。 

（調査団）スウェーデンでは取調べを録画・録音するかどうかは，警察の裁量だと聞きました。こ

の事件では，どうして録画はなされていたのでしょうか。 

（アンナ）この事件で録音・録画がなぜなされたのかということについては，理由は分からないで

すけども，警察が，取調べの内容を検察官に見せたかったらしいんです。皆さんは，「子どもの

家」に行ったときに，隣の部屋で検察官がこういうふうに見ることができるという部屋があった

と思うんですけれども，そこでたまたま取調べをやっていたために，たまたま録音・録画がされ

ていた，という状況だったんじゃないかと思います。その録音・録画の状況を，警察も，たまた

まそれを保管していたのではないかと思います。被告人自身も，取調べのときに録音・録画が行

われていたことを知らなかったそうなんです。だから，単なる偶然で，録音・録画がなされてい

たのではないかと思います。 

 フェイスブックのページに，この録音録画媒体のビデオ記録を載せたのですが，それがすごく

有名になったようです。私のフェイスブックのページを見れば，今もビデオを見ることができま

す。 

（調査団）第一審段階での弁護人が，虚偽自白についてなぜ何も言わなかったのでしょうか。 

（アンナ）その理由は分からないですね。一審の弁護人とは全く連絡を取ったことはありませんの

で。捜査段階と公判段階の弁護人は，同じ男性の弁護士でした。弁護士としてはとても経験のあ

る人だったにもかかわらず，そうだったのです。北スウェーデンの田舎の方の人なんですけれど

も，刑事弁護で自分はとても有名だと，できるというふうに自負している人のようですね。その

ホームページを見ると。 

 ある新聞社が，私がウェブサイトに載せたビデオのリンクを貼ったのです。スウェーデンで

は，公判廷に提出された証拠は，その時点で公的記録になりますから，新聞社が，例えばそれに
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アクセスすることはできるようになるのです。私は，その公判廷において，取調べのいくつかの

場面について，このビデオクリップを作ったのですが，その一部分について，You tube にその新

聞社がアップロードしたのです。ただ元被告人の顔については，ぼかしがかかっています。仮

に，被害者とか子どもとか少年が，参考人として録音・録画の対象となった場合には，必ず保秘

されますが，被告人の場合には全然違うということですね。被害者などの場合については，訴訟

関係人しかその記録にはアクセスできない，記録媒体にもアクセスできないんですけれども，被

告人の場合については，それは公的な記録になるということです。 

 この事件では，捜査機関側もそのビデオの存在を隠していたわけではありませんでした。第一

審の弁護人がそれを見せてくれというふうに全く言わなくて，私がその調書を読んでいて，それ

がビデオ録画されているということが分かったので，それを開示しろと言ったわけです。 

 取調べの際に，音声を録音することは結構よくあることです。その音声の録音媒体について

は，判決が確定するまで残してあって，その後は，破棄されてもよいということになっているん

ですけれども，録音・録画までされているという事件はほとんどないと思いますし，私はこうい

う類の事件は初めてでした。この事務所でも録音・録画されていた事件について扱った人はいな

いというふうに思います。だからこれはとても珍しいことなんです。 

 通常，スウェーデンでは捜査段階での取調べについては，その取調べで得られた供述というの

は証拠にならず，公判廷での供述が証拠になるので，あまり意味がないのですね。だから，スウ

ェーデンではあまり録音・録画の話が出てこないんじゃないかと思います。  

 ただ個人的には，虚偽自白の問題に関心があります。なぜなら，この事件もありましたし，も

う一つ，被疑者が虚偽の自白をしてしまうというケースもありましたし，被害者が警察によって

証言を誘導されてしまうという類型の事件もあるのです。 

 私が担当した別の事件に次のようなものがありました。2016年の秋に，3 歳から 6歳の子ども

を教えている保育園の男性の先生が，そのうちの4 人の子どもについて，性犯罪の被害を与えた

ということで逮捕され，起訴されたという事件です。この事件においては，4人の子どもたちは，

警察や両親から，性虐待の被害について証言内容について誘導されていたんですね。結局，この

男性についても，虚偽の証言があったということで，無罪になりました。そういうような事件も

担当しました。 

 

全面証拠開示 

さて，揺さぶられっ子の事件では，まず，ウルフ・オグバーグ先生から別の医師の紹介を受け

て，またその医師から別の医師の紹介を受けて，というような形で広がっていきました。それか

ら，ウプサラ大学の放射線科の先生であるユアンさんという，当時は准教授だった方について

は，実は捜査段階で，警察が面会していろんな話を聞いていたらしいのです。そのことは一件記

録の方に入っていなかったんですけれども，一件記録以外の記録を見ていく中で，そのユアンさ

んの名前を見つけたので，すぐにコンタクトを取りました。 

一件記録の中に入らない記録っていうのがあるわけなんです。それは，いわゆる「残飯」記録

というふうに呼ばれているわけですけれども，それについてもいろいろ見ていくということはで

きるわけです。警察署のこのような会議室のような部屋にいろいろ記録が置いてあるんですけれ

ども，それを閲覧する権利があるのです。閲覧した上でですね，謄写を申し立てなければいけな
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いんですけれども，こういう事件では一件記録外の記録，「残飯」記録がそれなりの厚さがありま

した。謄写を申請すれば，コピーを警察の方から送ってくれるのです。 

スウェーデンのお医者さんたちは，皆さん無料で協力をしてくれました。2014 年の最高裁判決

が出たにもかかわらず，検察官がそれに従っていなかったということなので，専門家たちもそれ

に憤りを感じていました。SBSには十分な理論的根拠がないということで，もっと社会に知らし

める必要があるということで，そういう責任感も彼らは持っていたのではないかと思います。 

 

国選弁護受任の経緯 

（調査団）国選だったのでしょうか。 

（アンナ）私は，国選で選任されています。被告人の方が私を指名したということなんですが，被

告人はこの法律事務所のルイスさん，一番トップの，70歳以上の方なんですけど，その人を指名

したんですが，まあちょっと御高齢であるということと，非常に複雑な事件であるということ

で，より若くてより熱心な私を指名したのです。ルイスさんが指名したので，私が裁判所によっ

て選任されました。 

スウェーデンではそういう権利がありますので，こういう大きな事件については，誰を弁護人

にするかということは，被告人自身が指名してその弁護人を国選に選任するということができる

のです。 

さらにもう 1人この事務所のアシスタント弁護士の男性がいて，その男性が別のSBSの著名な

事件で再審無罪となった事件にアシスタントとして関わっていたので，彼のいろいろな助言とい

うのも非常に役に立ちました。 

でもそれ以外は，ほとんど自分で担当しました。法廷でビデオを再生するとき以外は（笑）。 

 

AHTとしての訴追が続いている 

結局のところ，脳静脈の血栓が原因であったと思います。つまり，その血流が脳に集中し過ぎ

たことによって，様々な脳の機能が失われて，それによって窒息が起こったのではないか，とい

うふうに思います。 

おそらく，小児科のお医者さんたちは，現在ではさすがに三徴候だけで虐待だというふうには

言わないんですけれども，虐待による頭部損傷というより広い診断方法によって虐待を認定して

いるのではないかと思います。 

さらに言うと，我々にとっては 2016 年のSBUの報告書で，もう最終的な結論が出たというふ

うに思ったのですけれども，しかし，特に地方の検察官はSBUの意味すらあまり分かっていない

のではないかと思います。 

ある女の子が南スウェーデンの方で死んでしまったという事件で，検察官はそれを外傷による

頭部損傷，AHTだというふうに言って起訴をしたんですけれども，そして皆さんが昨日お会いに

なったティブリン先生もその事件に関与されていたようですけれども，1か月程前に結果として無

罪になったという事件がありました。 

ということで，検察官や警察や小児科医は，いまだにAHTということで事件を追求し続けてい

るのではないかと思います。 

最近の事件と私の事件の違いというのは，私の事件では，検察官は「揺さぶり」という言葉を
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使ったんですね。最近の事件の傾向としては，「暴力」という言葉を使っていて，その暴力の詳細

についてはちゃんと公訴事実にも書かないというような状況がある，それが大きな違いなんじゃ

ないかなというふうに思います。 

社会の関心，社会の同情をもらうということは，こういう類型，つまり子どもの虐待が問題に

なるケースでは非常に難しいのではないかと思います。例えば私の事件でも，被告人とその妻は

虐待者としてレッテルを貼られていましたし，無罪判決が出た後でさえ，SNSなどでは「火のない

所に煙は立たないよ」みたいなことを言われていて，「どっちみち彼らは虐待をしていたんだ，で

もいい弁護人が出てきて助けてやったんだ」みたいなことを書かれている。だからこういう事件

については，同情を買うということは難しいんじゃないかと思います。 

この事件が終わった後，私はSBSの分野においては専門的な弁護士ということになったので，

国内の各地から私の助言をもらいたいという人たちが相次いでいます。そこで，例えば専門家の

紹介をしたりいろんなことをしています。 

実際に 2，3の事件については，法廷には立ちませんがかなり助けている事件もあります。残念

ながら依頼者の同意がありませんから，これらの事件の内容はお伝えすることができませんが。 

 

スウェーデンでの取調べ立会い 

他の弁護士のリアクションですけれども，「いやぁ，ちょっと医者じゃないとこんなこと分かん

ないよ」というふうには言いますけれども，私自身はこういう医学的な問題について医学的な知

識を得て弁護することがとても好きなので，向いているのかもしれません。 

ただし，SBSの事件自体がスウェーデンではあまり多くないので，SBSについて広めたとして

もあまりニーズもないかもしれないなと思います。 

そもそもスウェーデンは全国で人口が 900万人でSBS の事件も少ないので，この事務所は今ま

でに 2件SBSの事件をやったんですけど，それだけでもSBSで有名な事務所になっています。

ただそれだけやっていても全然ペイしないということですね。 

スウェーデンでは，基本的には弁護人が取調べに立ち会う権利がありますし，警察もそんな無

茶な取調べはしません。さらにその取調べに先立って被疑者と弁護人が会って，その中で取調べ

に対応するためのいろいろな準備をするということができますので，基本的に一般的にはそんな

に録音・録画が必要ないという状況にあるのではないかなと思います。 

基本的には取調べにおける被疑者に対して，どのような取調べが行われてはいけないか，例え

ば休憩をしない取調べはいけないとか，人格を尊重しない取調べはいけないということは，ちゃ

んと法律の中に書かれているので，あまり無茶な取調べはされていないと思います。ただし無茶

な取調べをする場合には，それが事件の帰趨を左右してしまうということになります。 

一審でそういう問題が起こったということが分かったとき，すなわち虚偽自白の問題があると

分かったときに，それを控訴審で弁護するというのが，私の得意分野の一つになっています。 

 検察官上訴は，法律上認められているのですが，検事総長がそれを認めないといけません。こ

のケースでは上訴されませんでした。 

以上 
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スヴェア高等裁判所訪問 

2017年 8月 25日 10時～11 時 30分 

 

控訴裁判所の概要 

スヴェア高等裁判所は，国内に6か所ある高等裁判所のうちの 1つです。この高等裁判所は，ス

トックホルムの辺り，つまりスウェーデンの中心部，真ん中辺りを管轄としています。そしてスウ

ェーデンで最も大きい控訴裁判所です。 

 スウェーデンで最も古く，そしてヨーロッパの中でも最も古い裁判所の１つです。創設からおよ

そ 400年経ちます。何年か前に 400周年の大々的な祭典を行いました。ここに来るときに島を渡ら

れたと思いますが，この島の建物というのは，貴族たちの家でした。この建物自体も，非常に有名

な王侯貴族の方の建物でした。しかし，1600年代の終わりに，宮殿が焼け落ちてしまい，その次の

宮殿を建てるために 50年かかったのですが，その 50 年の間王様と王侯貴族たちは，ここを宮廷と

してこの建物の中に住んだのです。この部屋は，昔はもう少し広い部屋だったんですけれども，こ

の裁判長席のところに玉座がありました。宮殿がようやく完成した後は，王様たちが新宮殿に移っ

たので，控訴裁判所がこの建物の中に移動することができたというわけです。それからずっと，こ

の場所に控訴裁判所はあります。壁周りに掛かっている絵は，この控訴裁判所の歴代長官の肖像画

の一部です。 

 戦争が激しかった時代で，ロシアやドイツやデンマークと，スウェーデンが戦っていたころ，こ

こではたくさんの歴史的なことがありました。1792 年にここでスウェーデンのグスタフ 3 世が殺

されたんです。そのときの殺人事件の審理もここで行われたらしいです。その被告人はこの建物の

地下にずっと拘留され，その後処刑されました。 

控訴裁判所は，8つの部からなっています。そのうちの 6つの部は，一般事件，つまり刑事事件

と民事事件を担当しています。残りの 2つは特別部で，1つは知財関係専門，もう 1 つは，環境に

関する事件を担当する部です。 

 この裁判所には約 350 人の職員がいます。350 人のうちの約 200 人は，控訴裁判所の裁判官で

す。 

6 つの一般部，すなわち刑事事件，民事事件を扱う部について説明しますと，各部に 10人程の裁

判官が所属しています。裁判体は，3人の裁判官で構成されます。そして 2人の参審員が付きます。

刑事事件と家事事件についてはそのような構成になっています。 

民事事件については，裁判官が 3人から 4人です。民事事件については，何年か前から，控訴を

するためには許可を得なくてはならなくなりました。控訴したいという場合には，控訴裁判所にな

ぜ控訴しなければいけないのかという理由を明らかにしなければならないということです。その理

由があるかどうかは，控訴裁判所の 3人の裁判体によって判断されます。控訴を認めるかどうかの

判断は，書面による審査をして判断することになります。そこで第一審の判断に疑義があるという

場合にのみ，控訴が認められるということになります。その控訴が認められるのは全体の約 25％で

す。それから先例として非常に重要な判断を出さなければいけないような場合，そのほかにも特別

な事情がある場合には控訴が認められます。 

スウェーデンには，大小合わせて 48の地方裁判所があります。その 48のうちのスウェーデンの

中央部の地域にある裁判所が，この控訴裁判所の下に置かれているということになります。 
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国際的に見ても，スウェーデンでは控訴される事件がそもそも少ないです。地裁で判断のされた

事件のうち，10％から 15％程度しか控訴されません。正確な数字ではありませんけれども，非常に

低い数字だったと思います。 

 毎年この裁判所では，約 12,000 件の控訴の申立てを受理します。民事事件については，先程申

し上げたような控訴を認めるか否かを判断するシステムがありますので，刑事事件が我々の仕事の

中心ということになります。 

 一定期間で，審理を終えることを目標にしています。控訴審で審理が進むのは結構早いと思いま

す。特に刑事事件で被告人が勾留されているものについては，なるべく迅速に審理をしようと考え

ています。1 年経っても控訴裁判所の判断が出ないというのは，非常に悪い状況にあると考えてい

ます。審理の迅速化には非常に力を入れています。当事者には迅速な裁判を受ける権利があるので

す。 

 

控訴裁判所の審理（刑事では録画された地裁審理を視聴する） 

 我々の仕事の中心は，先程申し上げたとおり，刑事事件です。 

 何年か前から，地裁における審理は，証人尋問，被告人質問を全て録音・録画することになりま

した。控訴裁判所では，基本的には，証人自身は公判廷に出廷しません。被告人，弁護人と検察官

が出廷します。控訴裁判所における審理は，基本的には地裁などで録画されたビデオを視聴すると

いうことになります。 

 控訴裁判所の各法廷にはですね，このスクリーンよりももう少し大きいスクリーンがあって，そ

れをずっと見ている，そういう形で審理が進められるということになっています。つまり，新たに

覆審的に手続を進めるということはしないということです。地裁で行った判断の正当性を確かめる

というのが，控訴裁判所の役割である，そういう考えに基づいてこのような手続が採られています。 

基本的に民事事件においては当事者も出廷する必要がないので，代理人だけが出廷するというの

が通常です。当事者も証人も，出廷しなくていいということについては，非常にありがたいと思っ

ているようです。他方，刑事事件では被告人は必ず出廷しなければなりません。 

このような録画を再生する方法による審理は，とてもつまらない手続になるのではないかと最初

は心配していました。しかし，つまらないどころか，我々はこの手続はとても効果的というか，効

率的であると考えています。なぜなら，結局その地裁に提出されたのと同じ証拠をみることができ

ますし，かつスウェーデン中から証人を再度集めてこなくてもいいということで，とても効率的に

進めることができるからです。 

 例外ももちろんありまして，刑事事件においては，新たな証拠を控訴裁判所に提出するというこ

とも出来ます。これに対して，民事事件では，新たな証拠を提出するときには，いくつかの要件を

クリアしなければ認められないということになります。 

 

参審制度の評価 

（調査団）参審員は，どのようにして選出されますか。 

（裁判官）刑事事件では，2 名の参審員がいます。彼らは地区の評議会によって指名されます。地区

の評議会で選ばれた参審員たちは，1 つのリストに載るわけなんですけど，そのリストの中から予

定が合う人を選んで任命するというものです。一つ一つの事件に個別に任命するという手続になっ
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ています。 

 地方裁判所では，裁判官 1 人に参審員が 3 人ということになっています。参審制度については，

賛否について大きな議論がありまして，個人的には好意的に思っていません。特に控訴裁判所には

ふさわしくないのではないかと考えています。ただこれは公的な裁判所の意見ではありません。制

度としてそこに存在するので，公には裁判官たちも，それは仕方ないと言っているんですけども，

内心では裁判官の多くは，あまり好意的ではないのではないかと思います。しかし，参審制度が，

廃止される見込みというのは当分ないと思います。 

控訴裁判所では，特に法的に複雑な論点についての審理が行われるわけですよね。法的に複雑な

審理というのは，専門家の判断を必要とするのではないかと思います。かつ裁判官には地位の保障

というのがあります。それに対して，参審員にはそれがないわけです。裁判官は地位の保障がある

からこそ，ポピュリズムにくみしないように独立した判断をすることができる，そういった保障が

あるんですけれども，参審員にはそういう保障がない，つまりポピュリズムにくみしてしまうリス

クが常に存在するということです。いくつかの実験では，参審員が実際に，あまりプロフェッショ

ナルな行動をしないというような事例も見られました。例えば，メディアに喋るべきではない事情

について喋ってしまったりするということも見られました。守秘義務に関する規定も参審員にはあ

るのですが，他の控訴裁判所で実際喋ってしまった，そういう事例がありました。その点は，職業

裁判官と同じですね，規則に従って任務をする必要があります。裁判官も参審員もその意味では対

等だと思います。 

  

スウェーデンの法曹養成制度 

 控訴裁判所は，もちろん事件の判断もするのですが，それとともに，将来の裁判官を訓練するト

レーニング・アカデミーでもあります。OJTですね。ベテランの裁判官に付いて，その人たちと一

緒に仕事をするということになります。実務面と理論面の訓練ということになるんですが，ここで

の訓練の比重は実務面での訓練に置かれています。 

 法曹は，まず，大学で法学修士号（LLM）を取った後，地方裁判所においてロークラークをする

ということになります。ロークラークの時期を経た後，任期が終わると，今度は，検察官になりた

い人は検察庁に行き，弁護士になりたい人は弁護士事務所に行きます。裁判官になりたいという人

は，ここの裁判官育成プログラムに申込みをするということになります。地方裁判所でロークラー

クとして 2年仕事をし，その後，この控訴裁判所で 1 年間ロークラークをするということになりま

す。ここでのトレーニングを 1年終えると，再度，地方裁判所で 2年間のトレーニングを受けると

いうことになります。そしてそのトレーニングを終えると，判事補（ジュニア・ジャッジ）になる

ことができます。判事補は，自分で一般事件，民事でも刑事でも担当することができる，そして独

立で職務を行うことできるという権限を持った裁判官です。 

 地方裁判所での 2年間のトレーニングの後，再度この控訴裁判所に 1年間戻ってくることになり

ます。控訴裁判所に来た最初の 1年間は，事件の準備をすることしかできません。つまり，裁判体

の一部を構成することはできないのです。控訴裁判所での最後の 1 年間の訓練においては，裁判体

の 1 人になることができます。合計すると，2 年＋1 年＋2 年＋1 年と 6 年の訓練が行われるとい

うことになります。その後正式な裁判官になります。LLM を終了してから 6 年間の訓練期間を経

て，アソシエイトジャッジになるということができます。 
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アソシエイトジャッジになった後は，永久に裁判官になるための資格を申請するということもで

きますが，ほとんどの裁判官たちはそうはしません。つまり，すぐに裁判官になるのではなくて，

例えば政府機関に就職したりとか，法律事務所で働いたりとかして，他の諸機関で働くことになっ

て，そのまま裁判官にはならずに人生を終えるということもよくあります。アソシエイトジャッジ

になった後にもう一度，裁判官になるための申込みをする人は，一番短くて 4 年くらい経ってから

申請をするのでないかなと思います。私の場合は，6 年間のトレーニングを終えた後で 10 年間別

の省庁で働いて，その後裁判官になりました。 

このアソシエイトジャッジの人たちは，社会の中でとても重要な役割を果たすようになります。

特に省庁，官公庁においては，彼らの活躍ぶりが目立つということになります。特に司法省におい

ては，アソシエイトジャッジが占める割合というのはとても多くて，彼らはアソシエイトジャッジ

の役割に依存しているというふうにも言えると思います。 

つまり裁判所で結局は働かない人たちを 6 年間トレーニングするということになるんですけど，

それはそういう社会の成り立ち，仕組みになっているので，別にそれに対して文句は何もありませ

ん。 

 

事件の係属状況 

私の部では，今，約 270件の事件を抱えています。部にいる 10人の裁判官全体で 270件という

ことです。そのうち 70％くらいが刑事事件です。地裁でも基本的には民事事件よりも刑事事件の方

が多い状況にあって，大体 6対 4で，刑事事件の方が多いのです。 

 

控訴審審理 

 この部屋は，基本的には会議室なんですけども，他の部屋が全て埋まっているときには法廷とし

て使うこともあります。 

 

       

 

 

歴代長官らの肖像画 

当事者席 

裁判長席 
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【法廷として使われることもある会議室】 

 刑事事件の場合には，中央に裁判官が座って，裁判官を挟んで一方に検察官が座り，もう一方に

被告人と弁護人が座ります。証人が新しく出てくる場合には，裁判官の方を向いて座ります。通常

の法廷では，裁判官の席は法壇上にあります。検察官と被告人と弁護人は同じレベルにあります。

他の国では，検察官と裁判官が対等で法壇上に上がっているというような国もありますが，スウェ

ーデンにおいては，検察官と被告人というのは対等であると考えられているのです（日本の法廷と

ほぼ同じ）。 

控訴審の審理の手続ですが，基本的に録画はしません。新たな証人が証言をする場合も音声での

録音のみになります。 

第一審の公判記録で，ここに送られてくるのは，ビデオ録画したものと判決文だけです。ですか

ら，公判の逐語訳は送られてきません。 

地方裁判所では，証拠提出の宣言がないと取調べがなされません。起訴状に一件記録は添付され

ますが，その一件記録のうち検察官が見てほしいと言ったもの，あるいは，弁護人が見てほしいと

言ったものしか，裁判官は見ない。そして，その法廷でその部分が提出されて初めて見るというこ

とになるんですけれども，その法廷で見たものだけが証拠として考慮されるということです。 

例えば医師の診断書なんかが一件記録の中に入っている場合もありますけれども，それを当事者

が指摘しない限りは，裁判官は証拠調べをしません。公判廷で，両当事者が証拠提出を宣言しない

限りは，それを証拠として考慮することができないということになっています。 

（調査団）裁判官の男女比はどれくらいでしょうか。 

（裁判官）たぶん，女性の裁判官の方が現在は多いと思います。昔は，男性の方が多かったです。ス

ウェーデンでは，法服は着ません。フォーマルなダークスーツを着ればそれでいいとされています。 

 

【法廷へ移動】 

グスタフ 3世は実はこの部屋で生まれたそうです。さっき述べた殺された人です。中央が裁判官

の席です。3 人の裁判官と 2 人の参審員，1 人の書記官が座ります。刑事事件の場合にはこちらに

検察官が，向こうには弁護人が座ります。 

ここに，地裁審理のビデオを投影するプロジェクタがあります。パナソニックですね。 

被害者が特に関心があるのは，おそらく損害賠償ですが，検察官と同じ役割を果たすことができ

るので，よく検察官の隣に損害賠償請求の代理人弁護士が座っていることもあります。証人に対し

て尋問することもできます。 

基本的には，審理は公開されています。もっとも，子どもに対する性犯罪などは審理に関する一

部分については非公開となっています。審理においては，基本的に公開されています。判決文にな

どにおいても，被告人の名前は必ず出されます。もっとも，子どもが性犯罪の被害に遭われたとき

には，審理中は子どもの名前は出されるんですが，判決には子どもの名前は出さない可能性があり

ます。 

被害者が望む場合には，被告人を別の部屋に入れて，被害者を証言させるということはあります。

しかし，被害者自体を匿名にすることは許されていません。基本的に，控訴裁判所では，被害者は

法廷に来ません。 
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  【法廷】裁判官席側から見た状況 

 

                 プロジェクタ（パナソニック製） 

 

  

被告人は，席に座って，すぐさまここで手錠が外されるということになります。暴力を振るった

りとか，逃亡したりするおそれがある場合には，審理中も手錠をしたままにできます。被告人が危

険人物の場合については，保安警備法廷というのを使うことがあって，そこは安全なかたちで審理

手続をすることができるそうです。しかし，この建物には，保安警備法廷がないので，地裁のそう

いう法廷を借りなければならないということですね。 

以上 

 

  

裁判官・参審員席 

弁護人席 

証人席 
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カロリンスカ研究所リノエ教授インタビュー 

2017年 8月 25日 13時～14 時 30分 

SBU 報告書―SBS 医学文献のシステマティック・レビュー 

 

 

ニールス・リノエ教授 

 カロリンスカ研究所9の医療倫理学教授。2016年に公表されたSBU（社会保険省内の医療

技術評価協議会）の報告書「外傷性の揺さぶりが疑われる事案の医学的調査における三徴候

の役割」（末尾資料 2）の系統的調査（システマティック・レビュー10）において専門家委員

の委員長として関わる。 

 

委員長となった経緯 

（リノエ）SBS のシステマティック・レビューに関して，まず，私の医学的な経歴について御説明し

ましょう。この調査に関わるまで，SBSの問題にも小児科の問題にも関わったことはありませんで

した。私は，15年間カロリンスカ研究所の医療倫理の教授を務めています。法律概念と医科学概念

の違い，特に証明というものがどう違うかについても理解しています。医学における証明というも

のは，科学的に正しいと証明されるものではありません。一定の仮説が，実証的・経験的に（empirical）

支持されるというものに過ぎません。いずれにしても，私はこれまで司法医学について関わったこ

とはありませんでした。私は，利害関係のない中立な立場として，委員会の中の専門家委員として

委員長に選ばれたのです。私が委員長に選ばれたのは，2014 年春のことです。 

（調査団）だとすると，それはまだ最高裁判決が出る前のことですね。そのときに政府機関で調査が

始まったのは，特別な理由があったのですか。 

（リノエ）いえ，特別な理由があったというわけではありません。ただ，2012 年頃から，SBS 理論

がおかしいのではないかという警告が聞かれるようになっていたのです。 

 私の立場は，小児科や児童虐待に直接関わってこなかったということで利害関係がないというも

                                            
9 スウェーデン・ストックホルムにある医科大学。スウェーデンでの最大の研究教育機関であり医学系の単科教育研究機

関としては世界で最大。ノーベル生理学・医学賞の選考委員会がある。 
10 システマティック・レビュー（Systematic Review 系統的調査）とは，文献をくまなく調査し，ランダム化比較試験

（RCT）のような質の高い研究のデータを，出版バイアスのようなデータの偏りを限りなく除き，分析を行うことであ

る。根拠に基づく医療（EBM）で用いるための情報の収集と吟味の部分を担う調査とされる。 
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のでした。他の専門家委員のメンバーは，次のとおりです。 

 

Göran Elinder 教授。小児科学の教授ですが，既に引退してコンサルタントをされていました。

この問題に関わったことはあるようですが，法廷証言などをされたことはない方でした。 

Anders Eriksson 教授。法医学教授で，かつては SBS を支持する立場から法廷証言をされてい

ましたが，このプロジェクトに関わるようになって考えを変えた方です。最高裁では，「今は

何も確実なことを言えない」と証言しています。 

Boubou Hallberg 医師。新生児科で，もともとSBU で別のプロジェクトのリーダーだった人で

す。  

Måns Rosén 教授。彼女は疫学の専門家で，この問題にこれまでかかわったことのない人です。 

Pia Sundberg 小児放射線科の教授で，彼女はCTやMRI などの専門家です。 

 

 エリクソン教授は，過去にSBS問題に関わったことがあるわけですが，彼はもともとSBS を支

持していたことを明らかにした上で，この問題は明確ではないということを公式に宣言することを

受け入れました。他に，この委員会に関わることを強く希望していた小児科の教授がいたのですが，

彼女はこの問題に関わっていたことを隠そうとしていたので，委員には選ばれなかったのです。エ

リクソン教授は，アメリカのサウスダコタやカリフォルニア，テキサスなど多くのところで，この

問題について意見を求められて，法廷で証言もしています。皆さんが彼に証言を求めれば，経験豊

かで適した人物だと思います。彼にはその用意もありますよ。 

  

SBUの調査対象と調査方法 

 調査の対象は，外傷性の暴力的な揺さぶりだけで，どの程度確実に三徴候（硬膜下血腫，網膜出

血，脳浮腫）の原因だと言えるのか，ということでした。三徴候があった場合に，それが暴力的な

揺さぶりによるものであるとどの程度確実に言えるかです。生後 12 か月以下の子どもで，他に外

傷の外的サインがなく，暴力的な揺さぶりによって三徴候が生じたと疑われている事例に焦点を当

てています。 

 3,773の医学文献の概要を読み，うち 1,065件について全文を精査しました。その結果，1,035件

は，科学的な評価基準に適合しないことから排除され，30 論文が科学的な質について評価の対象

となりました。その結果，2 文献についてはバイアスの中程度のリスクがあり，28 論文はバイアス

のハイリスクがあることが判明しました。中程度のリスクとは，証拠の質が低く，統計用語の解釈

に問題があったということです。ハイリスクというのは，証拠の質が非常に低いことを意味します。

バイアスのリスクがない文献は 0だったのです。SBS 理論は，一般的に言ってその背景にある前提

そのものが，非常に貧弱な科学であると言わざるを得ません。三徴候があることは暴力的な揺さぶ

りがあることを基礎付けないというのが，私たちの結論の一つです。 

 我々の評価は，SBUの観察研究（observational studies）のプロトコルに従っています。観察研

究においては，実験条件を十分にコントロールしなければ，バイアス・リスクを避けられません。

実験デザインを慎重に行うことによって，初めてバイアスを避けることができ，より安全な結論だ

と言えるのです。観察研究では，患者の過去に遡り，患者が過去にどのような状況にさらされてい

たかを十分に推測することが，観察研究のリスクを避けるために重要です。 
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 評価においてよく生じる問題は，対照されるグループ，あるいは統制グループの意義です。例え

ば交通事故との対比などです。ある文献では，平均生後 3か月の乳児と，106 か月の幼児が比較さ

れていました。ある疫学学者でさえ，単純に交通事故と比較してしまっていました。 

 

児童保護チームの循環論法と「完全過ぎる」不正 

 児童保護チームの行っていた対照における分類が，循環論法を生んでおり，大きな問題となって

いました。というのは，児童保護チームは，養育者の説明を受け入れないところから出発するので

す。児童保護チームは，三徴候があり，他に三徴候についての医学的な説明が見つからないと，養

育者の説明が受け入れられるものかどうかを考えることなく，暴力的な揺さぶりがあったと決めつ

けます。ダミー人形を用いた工学的な実験によって，そのような医学的所見を生む他のメカニズム

が存在すると反論されているのですが，児童保護チームは，何の説明もないまま，子どもは暴力的

に揺さぶられたに違いないとします。また，この子はテーブルなどから落ちたという説明があった

場合には，1 メートル以下の落下であれば，それは嘘だと決めつけて，これは実際に暴力的な揺さ

ぶりがあった事例であると分類してしまうのです。その前提には 1メートル以下では発生しないと

いうメカニズムがあるはずなのですが，その部分はブラックボックスのままに決めつけてしまって

います。そこには自動的に決めつける循環論法があります。実際には，低位落下や分娩，白血病や

凝固異常など様々な基礎疾患などもそれらの所見の原因となり得ます。 

（調査団）日本の小児科医は 3メートル以下では発症しないという基準を使っているんですよ。 

（リノエ）3 メートルですか！電子的な装置を用いたいくつかのダミー人形の実験から，そのような

ことは言えないと反論されています。どの高さで症状が生じるかは分からないのです。アメリカや

ヨーロッパ双方の実験で，1メートル以下，40センチくらいでも起こり得るということが示されて

います。 

 児童保護チームは，両親が，蘇生などで揺さぶる前に意識消失などの症状が出ていたと説明した

り，何の説明もできなかったりすると，その説明を嘘だとか決めつけてしまいます。このように両

親の説明を嘘だと決めつけて，真実のSBSケースだと分類してしまうと，「誤って揺さぶりがあっ

たと認定する事例」が完全に消滅してしまうことになります。 

 次の一覧表のようになります。 

 

 児童保護チームが揺さぶりを認定 児童保護チームが揺さぶりはなかった

と認定 

三徴候がある 実際に揺さぶりがあった事例 誤って揺さぶりがあったとされた事例 

三徴候がない 誤って揺さぶりがなかったとされた事

例 

実際に揺さぶりがなかった事例 

 

 「実際に揺さぶりがあった率」は， 

        「実際に揺さぶりがあった数」           

「実際に揺さぶりがあった数」＋「誤って揺さぶりがあったとされた数」 

 

です。しかし，「誤って揺さぶりがあったと認定する事例」が消滅してしまうと，「実際に揺さぶり
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があった率」は 100％となります。つまり，「完全過ぎる」ことになってしまうのです。これは「悪

い科学」というにとどまらず，もはや科学の不正（misconduct）です。児童保護チームが，「揺さ

ぶりがあった」と決めつけてしまえば，それが「実際に揺さぶりがあった」ということになってし

まうのですから。小児科医や児童保護チームがこのような循環論法を続けることはもはや不正です

が，残念なことに，揺さぶりの認定をより確実にするものとして，このようなデータが使われてい

るのです。科学の分野でこのような「完全過ぎる」データが出てきたときには，「何かが間違ってい

る」と考えなければなりません。 

 

自白のリスク 

 私たちが中程度のリスクがあると評価したフランスの論文にも，実はこの「完全過ぎる」データ

が使われていました。この論文は，自白があることを前提としていたのですが，「虚偽自白」のリス

クが十分に考慮されていませんでした。司法取引の手続もあります。検察官は，被疑者に対し，「君

が何を言おうと有罪だ」と言っていたかもしれません。「事実を認めれば 5 年で済むが，否認して

いたら 25 年だぞ。どちらを選ぶ？」と言われていたかもしれません。アメリカではこのような虚

偽自白が起こることがよく知られています。私の知る限り，フランスでも同じような司法取引が

2011 年以降認められているはずです。自白を迫る検察官や警察官は，彼らが有罪であるという確信

があります。その確信は，児童保護チームの専門家によって与えられたものです。ここにも再び循

環論法が現れます。 

 スウェーデンでは自白強要は違法ですが，2015年には，双子のSBSが疑われたケースで警察が

強要をしていた例が明らかになりました。 

（調査団）その事例について，私たちは弁護を担当した弁護人にお会いしました。 

（リノエ）その事例では，警察官はリード・テクニックを使っていましたし，「認めれば妻は釈放され

て子どもの面倒を見ることができる」と嘘をつかれていました。警察が自白を得ようとすることは，

アメリカだけでなく，フランス，スウェーデンや日本でも同じだと思います。そして，その警察の

考えの背景には，児童保護チームの専門家の考えがあるのです。 

 

副次的な成果 

 このシステマティック・レビューの副次的効果として，通常の経膣分娩は，慢性硬膜下血腫を起

こすことがあること，慢性硬膜下血腫は何もしないでも再出血し，意識消失させたり，呼吸停止に

陥らせる可能性があることが分かってきました。つまり，何もなかったのに，急変して病院に運ば

れるということが起こるのです。揺さぶりも何もありません。しかし，両親がその原因について何

の説明もできないと，暴力的な揺さぶりであると決めつけられて，訴追されてしまう可能性がある

のです。 

 また，興味深いのは，SBS とされるケースの 65％が男児であることです。男児の方が女児に比

べて頭蓋骨は少し大きいのです。分娩の際，血腫を生じやすいことになります。多くの場合，それ

は何の症状も起こさず，2～3週間で消えてしまいますが，時には慢性硬膜下血腫となります。そし

て，慢性硬膜下血腫は突然再出血し，呼吸停止や意識消失の発作を生じさせることがあるのです。

経膣分娩の場合 41％に硬膜下血腫があるとも言われています。 

 1983 年に胃がんの原因としてピロリ菌説が唱えられたときの状況に似ています。疾病の原因に
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ついては，様々な原因が考えられるわけですが，ピロリ菌説が提唱された当初は，何をばかげたこ

とを言っているとして相手にされなかったのです。しかし，これまでブラックボックスの中に置か

れていたことについても検討するようにしなければなりません。分娩の経緯や頭囲などです。 

 三徴候の発症やそれが進行するメカニズムは解明されているわけではありませんが，私は硬膜下

血腫がまず起こり，そこからの出血が二次的に網膜出血や脳浮腫などを引き起こす可能性が高いと

考えています。出血による脳圧の亢進が網膜出血や脳浮腫などを引き起こすメカニズムがあり得る

ということです。言い換えれば，硬膜下血腫と眼底出血は相互の血管の連絡により，別々に発症し

ているとは言えないのです。 

 

我々の結論とその影響 

 いずれにしても，三徴候だけでは暴力的な揺さぶりがあったとは言えないというのが我々の結論

です。現在この考え方は，裁判所でも取り入れられ，検察官は，三徴候だけの場合は，暴力的揺さ

ぶりとして訴追することはなくなりました。骨折などの他の虐待の証拠が必要だと考えるようにな

ったのです。 

 

報告書に対する批判 

 報告書の内容は，公表前に慎重な手続で，何度も何度も精査をしました。ところが，いくつかの

国際的あるいは国内の小児科医や小児放射線医のグループが，その公表前に，公表そのものをやめ

させようと妨害してきたのです。公表前ですから，彼らは読んでさえいません。直接連絡をしてき

た人に「読んだのですか」と尋ねると「読んでいない」ということなので，「御提案ありがとう。で

も公表後に御批判ください」と伝えました。批判をしてきたのは，アメリカや，イギリス，ノルウ

ェー，それからスウェーデン国内のグループでした。彼らは非常に怒っていました。これまでこれ

ほど論争的な問題に，政府機関が見解を示すということがなかったからかもしれません。とにかく，

あれほどたくさんの批判メールをもらったことはありませんでした。 

 彼らは，内容ではなく委員のメンバーの能力を問題にしてきました。要は，児童保護チームのメ

ンバーこそが，委員であるべきだと言いたいのです。 

 三徴候について言えば，「わら人間」(註：Straw man＝実体がない幽霊のような存在であること

のたとえ）のようなものでした。とにかくそれが所与の前提となって，闘うにも闘えない相手にな

ってしまっていたのです。 

 イギリスの非常に攻撃的な医師から手紙が来て，強く批判されましたが，彼は私の説明する循環

論法を理解しようとしませんでした。「委員に利害関係のあるものがいる。なぜなら委員の中には，

子どもがSBSで訴追されたものがいるからだ。」という批判も受けました。そのような事実はあり

ません。私たちは，皆独立して仕事をしました。 

 Ottermanというスウェーデン系のアメリカ人からも強い批判を受けましたが，彼からの批判は，

非常に個人的なもので，科学的なものではありませんでした。 

 そのようなグループの過去の研究の中で，私たちの研究と一致するものを見出すことはできませ

んでした。彼らの結論は，一体どのような科学的根拠によって出されたものだったでしょうか？自

白でもありません。目撃でもありません。とにかく三徴候があれば，暴力的な揺さぶりがあると決

めつけているだけです。 
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 私たちの調査は，前向きコホート研究，後ろ向き研究などの手法や事例集積など，SBUの定式・

ガイドラインに基づいたものです。対照群に選択バイアスがないかなどを検証します。この事例だ

けでなく，一般的に通用する科学的手法です。特に証拠の質に注意を払っています。自白について

も，司法取引や繰り返しの尋問による虚偽自白の危険性を考慮しなければなりません。執拗な取調

べは，精神的な拷問であり，虚偽自白を生むリスクが高くなります。初回か 2 回目かの自白か，作

話によるものではないかといったことが問題になります。 

 時として，過度に確信的な専門家には気をつけなければなりません。完全過ぎる結果には，不正

が隠されているかもしれません。 

 

日本へのアドバイス 

 日本も現在非常に難しい状況にあることはよく分かります。日本の状況が変わるには，きっと時

間が掛かると思います。10 年か，あるいは 20年掛かるかもしれません。しかし，いずれは正しく

理解する新しい人たちが出てきて，必ず変わるでしょう。そのためには，科学的な人たちと，批判

のための批判をする人たちを区別することです。批判を続ける人たちは，立ち止まって何が合理的

かを考えられない人たちです。 

 そのような人たちを区別して，科学的な人たちと話をしていくことが，あなたたちの活動を支え

ることになると思いますよ。 

以上
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オグバーグ兄弟のインタビュー 

2017年 8月 25日 16時～18 時 

ウルフ・オグバーグ教授（ウプサラ大学産婦人科） 

  ウーラン・オグバーグ医師（精神科医，臨床疫学者）   

 

SBS理論と闘うには海外の知見を利用すべき 

（調査団）日本では検察官がSBS仮説を信じていて，SBS仮説に基づく訴追が増えています。 

（ウーラン）SBSは，アメリカで構築された理論です。数年前にアメリカの医師が訪日して，SBSの

問題点について講演したと聞いていますが。 

（調査団）ええ，来られて講演されたことは聞いていますが，日本ではSBSに対する批判的な見解は

ほとんど聞くことができません。 

（ウルフ）SBSで問題となる症状は，揺さぶり以外の他のリスク要因でも十分に生じ得ます。例えば，

私が関与した事例では，リスクは母親から来ていました。母親の肥満が一つの原因でした。母親が

肥満のための胃のバイパス手術を受けていたことから，赤ちゃんの頭蓋骨がもろくなってしまった

のです。他にも，双子であることや，未熟児での出産などもリスク要因でした。外部環境もリスク

要因です。難産など分娩自体もリスク要因です。硬膜下血腫のリスクでもありますし，骨折のリス

クでもあります。赤ちゃんの骨はもろいので，分娩で骨折をしてしまうということはよくあります。

感染症などもありますし，赤ちゃん自身の代謝異常なども原因となり得ます。ビタミンD やビタミ

ンK の欠乏症，頭蓋骨成育異常などもあります。 

（ウーラン）赤ちゃんの症状を見るときには，分娩経過だけではなくお母さんの妊娠過程や，赤ちゃ

んの成育過程なども慎重に見る必要があるのです。 

（調査団）私（秋田）が日本で担当しているSBSの事件では，生後間もない乳児が生後約 3週間のと

きに，2 歳半の兄によってベビーベッドから約 80 センチの高さから落とされ，さらにそれから 20

日後の生後 1か月半のときに，再びその兄が抱きかかえて放り出されて，70センチくらい落下した

という事例です。2 回目の落下後しばらくして心肺停止しました。その乳児は亡くなっていません

が，植物状態になってしまいました。母親がその被害児を暴力的に揺さぶったということで，殺人

未遂で逮捕されたという事例です。 

（ウーラン）SBS 理論では高速度の交通事故や 2 階からの落下などでなければ SBS 症状は出ないな

どとされていますが，現在の研究ではそれは完全に否定されています。多くの証拠から非常に低位

の落下でも，角度や接触箇所などによって非常に危険で，致死的になり得ることが明らかにされて

います。50センチの落下でも危険とされています。特に乳児の場合は，頭蓋骨がまだ閉じていない

こともあって，打ち所によっては大変危険になり得るのです。今，アメリカで虐待だとして 15 年

服役した事件で再審となっている事件があります。新たな科学によって，あらゆる低位落下が危険

だとされるようになったからです。日本では，弁護側は対抗する専門家証人を出せるのですか。 

（調査団）出せるのですが，現在日本にはSBS理論に反対する専門家が見つからないのが実情です。 

（ウーラン）外国人の専門家証人は出せるのですか。 

（調査団）できますが，現時点で日本ではSBSについての海外の情報そのものが不足しています。こ

れからは，外国から専門家を招くことも考えないといけないと思います。 

（ウーラン）海外文献を使って日本の医師を反対尋問することと，アメリカなどの海外の専門家証人
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を利用することが有意義だと思います。 

（調査団）そうですね。ただ，日本の裁判官は，証人の必要性判断について大きな裁量を持っていま

す。彼らは外国からの専門家証人を呼ぶことに消極的でためらうのではないかと思います。そのた

めにも，私たちは今，SBU 報告書などできるだけ多くの海外文献を翻訳しようとしています。 

（ウーラン）日本にはSBS という新しい問題について考える専門家のチームはないのですか？ 

（調査団）児童虐待を防ごうというグループの側に SBS 理論について支持するチームはあるのです

が，残念ながら弁護側のSBS 問題に批判的な立場のチームはありません。 

 

SBS理論による虐待数の増加は疫学的に不合理 

（ウーラン）ここにニュージーランドでの興味深い論文がありますが，20年程前に児童虐待からの保

護を推進するグループが，SBS 理論について各国で医師たちを教育していったことが分かります。

それによって，突然虐待として認知される事件の割合が 4倍に増えたのです。再検証すると，この

増えた部分は全て無実のケースではないかとも言われています。 

（ウルフ）スウェーデンでも同じ歴史をたどっています。 

（調査団）1995年にニュージーランドで飛躍的に数が増えているのですね。 

（ウルフ）スウェーデンでは 15年遅れて増えました。 

（調査団）何があったのですか。 

（ウルフ）アメリカ人がやってきたんですよ（笑）。 

（調査団）えー。何という名前の人ですか？ 

（ウルフ）Otterman という医師です。スウェーデン系アメリカ人です。彼が児童保護チームに強く

働きかけました。彼は現在でも全くその立場を変えていません。注意しなければならないのは，こ

のような数字の増加は，疫学的には不自然だということです。スウェーデンでは，1 歳から 6 歳児

の場合は年を追うごとに虐待そのものの数値は右肩下がりに減ってきていました。ところが，乳児

だけ虐待数が不自然に増えたのです。これは SBS 理論によるもので，真の数値を表していないこ

とを意味しています。そして，スウェーデンでは 2014 年に最高裁が SBS についての判決を出し

て，今度は虐待とされる件数が劇的に減りました。 

 

SBS理論を広めた国際組織の存在 

（ウーラン）スウェーデンで問題なのは，小児科医たちが SBU 報告を受け入れようとしないばかり

かそれを破壊しようとしていることです。そこには構造的な問題があります。まずアメリカの虐待

防止の小児科医の委員会があります。この委員会がセクトの中心なのです。彼らは毎年新しいガイ

ドラインを作っています。どのようにSBSを診断し，虐待と認定するかというガイドラインです。

SBS という用語をAbusive Head Trauma（AHT）と変えたのも彼らです。彼らの下には，いくつ

かの小児科医の委員会があって，国際的に彼らの考え方を推進しているのです。彼らはヨーロッパ

などにも下部組織を持っていて，その理論を世界的に拡げているのです。それ以外にも「揺さぶる

な Dontshake 団体」という組織が作られたりしています。彼らは「SBS は虐待の中で最重要の問

題なんだ」などと言って基金を作っているわけです。そのような基金に，州から資金が出ていたり

します。1 つのビジネスになっているのです。彼らの運動によって，既にアメリカでは多くの人が

有罪判決を受け，25年の刑を受けたりしているわけです。彼らからすれば，もはや自分たちが間違
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っていたなどと言えるわけもありません。既に極めて強力な国際組織ができあがってしまっている

のです。一種のセクトです。その中心にいるのが，Carole Jenny という医師です。 

（調査団）彼女のことは聞いたことがあります。2007 年に日本に来ていますし，日本のベビー用品の

メーカーと一緒に仕事をしたりしています。 

 

SBU報告書に対する感情的な批判 

（ウーラン）彼らは，SBU 報告について医学雑誌に多くの批判論文を載せたりしているのですが，そ

の内容は児童虐待を見逃すのか，子どもたちを守らなくて良いのか，といった感情的なもので科学

的議論になっていません。 

（ウルフ）SBU報告書について言えば，非常にシステマティックな手法が用いられています。過去の

文献をシステマティックに独立した立場から再検証しているものです。SBU というのは世界的に

も，最も由緒があり権威のある調査機関です。SBUの報告書は常に高度の信用性があり，高いリス

ペクトを受けてきました。ところが，SBU報告書は，主に小児科医からですが，イデオロギー的な

批判を受けています。SBS パラダイムはこれまで学問的にこのような抵抗を受けたことがなかった

からでしょう。SBSパラダイムの存亡をかけてSBU 報告と闘っているのです。スウェーデンでは

これまでになかったような出来事です。彼らは，Acta Paediatrica で批判をしているのですが，と

にかく注意深く科学的な議論を避けています。 

（調査団）どのように避けているのですか。 

（ウーラン）委員の個人攻撃ですね。とにかく科学的な議論をしません。我々が診断をしなければ，

多くの乳児が死んでしまうことになる，といった論調です。しかし，SBU報告書の科学的な部分に

ついては反論していません。深刻なのは，乳児突然死症候群（SIDS)の事例でも，養育者が訴追さ

れていることです。仮に親が乳児を虐待するというのであれば，その親は精神的におかしいはずだ

ということになります。しかし，実際にはそのような訴追を受けている親のほとんどは普通の人た

ちです。私がこれまで関わった多くの事例でもそうです。確かに，精神的に異常をきたした親が子

どもに手をかけるということもあり得ないではないですが，そのような事例は極めてまれです。

SBS による虐待だとされている事例でそのような精神的な異常が見つかることはまずありません。

そのような事実が考慮されずに，SBS理論の陰に隠されてしまっているのです。 

  ヨーロッパでは，1500 年や 1600年頃には，赤ちゃんが突然死すると，それは悪魔の仕業だとか，

魔女だとかと言われる文化があったのです。一種の神話です。SBS の議論の背景には，そのような

文化もあるような気がしています。何か原因が分からないことが起こると，誰かのせいにして，責

めなければ気が済まないという考え方があります。SBS 理論もそれと似ています。 

（ウルフ）そのあたりでは，ヨーロッパと日本で文化の違いがあるかも知れません。 
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オグバーグ兄弟。右から二番目の人物がウーラン医師（精神科・疫学），一番左の人物がウルフ医師

（産婦人科）。 

 

SBS理論は二重の悲劇を生んでいる 

（ウーラン）話を戻しますと，SBU報告書の意味するところは，虐待を診断のデフォルトとしてはな

らないということです。SBS 理論支持者らは，三徴候があって，養育者が他に原因を説明できなけ

れば虐待と考えて良いといいます。しかし，医学的な所見，硬膜下血腫や眼底出血は暴力の証拠で

はありません。虐待は他の証拠，真の目撃者やビデオ，あるいは真の自白などによって証明されな

ければならないのです。しかし，医学所見だけで虐待と認定できるというのは，彼らの生命線です。

彼らの組織の基本なのです。 

（ウルフ）本当は医学的な問題なのですが，アメリカでの議論は，社会的なものとなってしまってい

ます。 

（ウーラン）お金の問題もあるのか，アメリカの小児科医の多くは批判と闘うのが仕事になっていま

す。彼らはSBSが子どもにとって最も危険なことなんだ，などと言っていますが，それは事実では

ありません。問題なのは，ソーシャルワーカーたちがそのような医師の言うことを信じ切っていて，

「それが一番危険なことなんですね。彼らから子どもたちを引き離します」などと言うことです。

子どもにとっては，親との交流こそが大切です。それなのに，彼らは親から子どもを取り上げてし

まうのです。「ちょっと待ってください。この親子で一緒に写っている写真を見てください。他の親

戚の話も聞いてください。」などと言うのですが，彼らは直ちに引き離してしまいます。短い間であ

れば問題は大きくならないのですが，時間が長くなると大きな問題となります。 

（調査団）日本でも同じ問題が起こっています。児童相談所が，子どもを親から引き離してしまうこ

とが多いのです。 

（ウーラン）乳児の場合には，慢性硬膜下血腫を発症していることが多いのです。慢性硬膜下血腫は，

水腫に移行して長く残りますし，再出血することも多いのです。硬膜下血腫は経膣分娩でも起こり

得ますし，低位落下でも起こります。医学的な所見からは何も分からない，というのが正しいので
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す。ところが，SBS仮説では，高位落下や高速の交通事故がなければ，親の説明は嘘だと決めつけ

てしまいます。 

（調査団）SBU報告書が出た後のスウェーデンの状況はどうなんでしょうか。 

（ウーラン）確かに裁判は慎重になっていると思います。ただ，多くの小児科医は変わっていないと

思います。Otterman医師は今でもアメリカの支援を受けて，SBS理論を主張しています。 

（ウルフ）問題なのは，SBU 報告の後，三徴候の代わりにSBU報告書が触れなかった部分を根拠に

虐待だという議論をするようになったことです。問題なのは骨折です。骨折を虐待の根拠と考えよ

うという議論が出てきているのです。しかし，骨折は低位落下でも起こりますので，虐待の証拠と

は言えません。 

（ウーラン）問題が深刻なのは，誤った訴追は親から愛する子どもを奪ってしまうということで二重

の悲劇を生んでしまうということです。今，そのようなえん罪被害者のネットワークを作ろうとい

う動きがあります。誤った訴追で奪われた子どもを取り戻そうという闘いのための集まりです。そ

れにこのようなことが続くと，小児科の医師に対する信頼も損なわれてしまうという問題もありま

す。医師が親のことを信じないで子どもから引き離されるということになれば，子どもが必要な治

療を受けられないことにもなりかねません。 

 

裁判に勝つことが重要 

（調査団）日本で SBS の問題を取り上げていくに当たって，どのように社会を説得していけばよい

か，アドバイスはありますか。 

（ウーラン）まず，SBS問題に関心のある医師のネットワークを作ることでしょう。それから個別の

事件，裁判で勝つことが重要です。裁判で勝つことが，他のSBSで虐待を疑われている家族を勇気

付けることにもなります。そのためには，例えば疑われている親がスマホなどで毎日撮っている子

どもの写真などを裁判所に提出して，このような親が虐待するはずがない，ということを示してい

くのも 1 つの方法でしょう。それから，SBS を支持するグループはそう簡単にはなくなりません。

彼らの議論を収集して，ちゃんと反論していくことが必要だと思います。また問題のある事例につ

いてメディアなどにも訴えていく必要があるのではないでしょうか。 

（ウルフ）皆さんの取組は，本当に重要ですばらしいことです。時間は掛かるでしょうが，是非頑張

ってください。私たちにできることであれば，何でも協力しますので，連絡をしてください。 

（調査団）ありがとうございました。 

以上 
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まとめに代えて－スウェーデン調査から見えてきたもの 

 

 スウェーデン調査は，驚きの連続であった。 

 驚きといっても，良い意味での驚きばかりだったわけではない。当初予想していた取調べの可視

化は，スウェーデンでは捜査機関の裁量に過ぎず，むしろほとんど行われていなかった。ある意味

でがっかりの驚きから始まった。 

 ところが，それは瞬く間に良い意味での驚きに変わった。SBS 事例での取調べ全過程の録画が，

優れた弁護実践と相まって，えん罪の救済に威力を発揮していた例に出会ったのである。えん罪防

止のためには取調べ全過程の録音・録画と，弁護実践が重要であることを改めて認識させるもので

あった。そして，そのスウェーデンでも確実に可視化が進められていた。 

 SBS をめぐるスウェーデンの議論状況もまた驚きの連続であった。最高裁判決で SBS 仮説に十

分な根拠がないと確認されるまで，予想をはるかに超えるえん罪被害者による苦闘が続いていた。

徹底した研究により SBS 仮説の危うさが明らかにされてもなお，驚くべきことに一部の医学者ら

による感情的な抵抗が続いていた。我が国での今後の SBS 問題への取組が決して平坦ではなく，

前途多難であることを示唆するものと言えるだろう。 

 スウェーデン調査で得られた知見は，いずれも本来であれば詳細で緻密な分析が必要なものばか

りであろう。しかし，鉄は熱いうちに打たなければならない。粗雑で不完全なものであれ，これら

の驚きが冷めないうちに，そこから見えてきてきたものを概観しておくことにも，重要な価値があ

ると言えよう。あえてその概要をまとめておきたい。 

 

１ スウェーデンの主な刑事手続（取調べの可視化と立会いを中心に） 

(1) 立会権と可視化の現状 

スウェーデンでは，被疑者段階で国選での弁護人選任権が保障され，被疑者の取調べには弁

護人の立会権が認められる。ただし，弁護人の立会いでは不相当な取調べの中断を求めたり，

取調べ終了時に意見が述べることができるとされる一方，検察官のコメントでは，弁護人は 

「取調べ中に発言して妨害することはできない」と言う。どのような場合に「妨害」とされる

のかは微妙であろうが，実際の立会いにおいては，弁護人が糾問的な取調べに何も述べずに消

極的な態度に終始した例に接した。 

 被疑者取調べの可視化は，従前から捜査機関の裁量であり，実施率は高くない。その背景に

は，取調べに弁護人の立会権が認められ露骨な自白強要はなされないこと，法廷では直接主義・

口頭主義が徹底され，捜査段階の供述が重視されないことがあるとされる。2017 年 4 月 1日

施行の新法に取調べの可視化が定められたが，正確な記録という観点であり，あくまで捜査機

関の裁量である。 

 アンナ弁護士が担当した SBS 事例では，取調べへの弁護人立会いがなされていたが，取調

官はリード・テクニックを使って自白を迫るのに対し，立ち会った弁護人の態度が消極的であ

ったために，虚偽自白に繋がっていた。しかし，たまたま取調べ全過程の録画・録音がなされ

ていたことから，自白の信用性が否定され，高裁で逆転無罪判決となった（検察官が上訴せず，

確定した。）。立会権があっても漫然と立ち会っただけでは虚偽自白を防げないこと，捜査機関

の裁量ではなく取調べ全過程の録音・録画こそが重要であることを端的に示す事例である。 
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 なおSBS事例については，2014 年最高裁判決を受けて，検察官に対し，両親の取調べにつ

いて追及的な取調べを行わず，ビデオで録画することなどの指針が勧告されている。 

 他方，15 歳以下の未成年被害者は，法廷で証言しない代わりに取調べの全過程が録画録音

され，訓練を受けた捜査官による司法面接手法が取り入れられている。この未成年被害者の取

調べは，別室でモニターされ，被疑者弁護人にも補充質問を求める権利がある。 

(2) 身体拘束 

 捜査段階での身体拘束後，起訴までの期間制限も保釈制度もない。勾留の必要性は，2週間

ごとに裁判所の必要性判断がなされるが，時として起訴前の勾留が相当長期化する。なお，勾

留の必要性判断では再犯可能性も考慮される。起訴後弁護人は，捜査機関に補充捜査を求める

権利を持つ。 

(3) 訴訟構造 

 起訴法定主義であり，検察官にはいわゆる訴追裁量はないとされる。起訴により，一件記録

と収集証拠は全面証拠開示の対象となる。訴訟構造は，当事者主義となっており，直接主義・

口頭主義が徹底される。ただし，15 歳以下の被害者供述は録画媒体が取り調べられ，反対尋

問も行われない。その供述の信用性は慎重に判断されるという。当事者主義ではあるが，検察

官は中立的な立場であるとの意識が強い。SBS の再審請求事件でも，検察官側が証拠不十分

と判断して再審に同意したという。 

 科学的な鑑定は，政府機関など中立的な第三者機関によって行われるとの意識が強いようで

ある。ただし，E・E氏の事例やアンナ弁護士の事例に見られるように，SBS 事例では，弁護

側が積極的にイギリス・アメリカなどの専門家に支援を求め，弁護側証人として法廷で証言を

求めたことが雪冤に繋がっている。 

(4) 評価 

 以上の概観からすれば，スウェーデンの刑事司法手続では当事者主義構造が採られているも

のの，国家がパターナリスティックに後見的な立場で手続を進めるというイメージが強いと言

えるであろう（日本で言えば，少年事件に似ている。）。そのイメージは社会保障が充実したス

ウェーデンの国家観と無縁でないように思われる。そのようなスウェーデンの刑事訴訟手続観

が，裁量的な可視化，立会いにおける弁護人の消極的姿勢，検察官の中立意識，起訴法定主義，

起訴後の補充捜査申立権，再犯可能性も含めた勾留，全面証拠開示，中立的な専門家鑑定など

に繋がっていると考えられるのである。 

 他方で，アンナ弁護士の例に見られるように，スウェーデンでも，取調べ全過程の録音・録

画や全面証拠開示を背景としつつ，当事者としての弁護人の積極的な弁護実践活動が雪冤に結

び付いていることは特筆すべきであろう。 

 

２ SBSをめぐる議論や刑事訴追 

 スウェーデンにおける SBS をめぐる議論や刑事訴追の展開も，前記のようなスウェーデンの

国家観，司法観が色濃く反映しているようである。 

 国家機関が総体として，SBS 仮説を肯定している間は，SBS 仮説に基づく訴追やえん罪が後

を絶たなかったようである。これに対し，当事者主義的な観点から SBS のえん罪支援に海外の

医学的知見が取り入れられるようになった 2014 年頃から，国家的なレベルで SBS 仮説に疑念
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が持たれるようになり，政府機関である医療技術評価協議会（SBU）による調査が開始され，最

高裁での逆転無罪判決に繋がった。そして，SBU は 2 年にわたり全世界の 3700 以上の医学文

献を検討するという徹底した調査を行った結果，SBS 仮説の医学的な根拠の不十分さを明らか

にしたのである。他方，SBS 事案での検察官に対する捜査指針が勧告され，現にSBSによる訴

追が慎重になされることになったことも視察の中で明らかとなった。えん罪に関わる疑念に対し，

国家的なプロジェクトとして取り組むスウェーデンの姿勢は，えん罪が判明しても総じて反省が

乏しい我が国の司法の在り方として，学ぶべき点が多いであろう。 

 他方，SBU報告の後も，虐待からの保護を強く訴えるグループから，なおSBU 報告に対する

感情的な批判が根強く残っているという点も十分に留意すべきである。一度学会などで定説とし

て受け入れられた仮説を覆すには，多大なエネルギーを要することは間違いない。 

 我が国ではSBU のような国家的なプロジェクトとして，SBSを検証しようとする動きは皆無

である。また，日本の医学会は虐待を防止しようとするグループを中心に，SBS 仮説が強く支持

され，むしろ仮説に基づく訴追を推奨しようという動きが強い。SBS仮説に依拠して欧米諸国で

繰り返されたえん罪の悲劇を，これ以上我が国でも繰り返さないために，一刻も早く新たな取組

を開始しなければならない。
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研究者の立場から 

 

乳幼児揺さぶられ症候群とスウェーデン調査 

 

笹倉香奈（甲南大学法学部・教授） 

 

乳幼児の脳と頭蓋骨とをつなぐ架橋静脈が頭部の激しい揺さぶりによって破断し出血して生じ

る硬膜下血腫のほか，網膜出血，脳浮腫などの脳障害という三つの徴候（いわゆる「三徴候」）

が乳幼児揺さぶられ症候群（Shaken Baby Syndrome， SBS）の特徴であるといわれる。症状が

重篤な場合には，死に至ることもある。 

SBS に関する理論は，1970 年代に提唱され，1980 年代から 1990 年代に英米を中心に発展

し，全世界に広がった。「揺さぶりによって三徴候が起こりうる」という仮説はいつか「三徴候

があれば揺さぶりがあった」という推論に変化した。体表に虐待の明らかな痕跡，例えば傷やあ

ざ，骨折などがなくても，三徴候が存在するということによって乳幼児が養育者などによって激

しく揺さぶられた，つまり虐待されたと結論付けられる事例が世界的に見られるようになった。 

検察官は刑事裁判で，揺さぶりによって三徴候が生じ，すぐに乳幼児は重篤な状態に陥るか

ら，最後に子どもと一緒にいた人が虐待の犯人であるとして起訴を行った。子どもを揺さぶった

ことはない，でも数十センチから 1メートル程度の低い場所から落下したことはある，というよ

うな養育者側の主張に対しては，低位置からの落下によって，このような重篤な結果は生じない

と指摘した。 

しかし実は，SBS理論に対しては，1990年代頃からすでに批判が向けられてきた。SBS理論

は，三徴候が揺さぶりによって生じるという。しかし，揺さぶりがなくても低位置からの落下に

よって頭部を床などにぶつけた場合には三徴候が生じうるという指摘や，頭部の損傷があった場

合に意識清明期とよばれる時間をおいて重篤な状態に陥ることもあるという指摘がなされた。こ

れらの知見からすれば，低位置からの落下では三徴候は生じない，あるいは重篤な症状が出る前

に最後に一緒にいた人物が子どもを揺さぶったことを所与の前提とすることは誤りである。三徴

候が生じるほかの原因についても検討されねばならない。 

生体力学的な観点から，頭部の揺さぶりがあれば，頸部の組織などにも損傷があるはずなの

に，SBSと診断された事例においてそのような頸部損傷がある事案がほとんどないとの批判も行

われた。SBS理論自体が理論的な欠陥を持っているのではないか，とも批判された。 

日本では 1990 年代の後半頃からSBS理論を紹介する論文が増加し，その後 2000 年代の初期

にはSBS理論に基づいた起訴事案が出現し，2000 年代後半から 2010年代にかけてその数は増え

つつある。しかし，SBS 理論に対して上記のように強い疑念が提起されていることについては，

これまで詳細な紹介が行われてこなかったのであった1。 

これに対して，欧米諸国では現在，SBS事例の検証が進んでいる。同時に，雪冤事例も増加し

ている。 

このようにSBS理論の検証を進めた国のひとつがスウェーデンであった。 

                                            
1 以上のSBSを巡る議論を概観したものとして，笹倉香奈「アメリカの科学証拠最前線：乳幼児揺さぶられ症候群・火

災調査」季刊刑事弁護92号（2017年）146頁。 



102 

 

スウェーデンではイギリスやアメリカからSBS理論が輸入され，2000 年代の後半頃からは

SBS の診断に基づいて訴追され有罪判決を受ける事件数が増加した。そのような中，SBS理論に

批判的な議論が 2010年頃から紹介されることによって，医学者や法律家たちは次第にSBSの理

論的根拠に疑念を抱くようになった。 

そして，2014年 11月 2日のスウェーデン最高裁判所判決が出された。 

本件で問題となったのは，2009 年に発生した，生後三ヶ月の乳児が父親に暴行を受けたとされ

た事件である。乳児が硬膜下血腫，網膜出血，脳浮腫（三徴候）を来していたため，父親が暴力

的な揺さぶりによってこれらの障害を負わせたとの医師の診断が下され，その診断に基づいて起

訴が行われた。 

しかし，最高裁の段階で二人の医師が証人として証言を行い，三徴候から揺さぶりがあったこ

とを認める診断の科学的根拠が脆弱であること，三徴候は揺さぶり以外によっても生じうるこ

と，従って三徴候から暴力的な揺さぶりを認めることはできないことなどを述べた。二人の医師

のうちの一人は，実は本件の一審段階ではSBS理論を支持し，本件傷害は暴力的な揺さぶりによ

って生じたと証言していた。その後の研究の結果，彼は自らの以前の証言の誤りを法廷で認めた

のであった。 

最高裁は，本件で子どもへの傷害を被告人が発生させたことには合理的な疑いがあるとして，

無罪判決を言い渡した。 

本判決が言い渡された時，すでに社会保険省のもとにある医療技術評価協議会（SBU，世界で

最も古い医療技術評価機関であり，SBUの報告書は社会的に大きな影響を与えるといわれる）2は

SBS の理論的根拠について検証を開始していた。この検証プロジェクトはSBS に関連してそれま

でに公表された 3700以上もの文献をSBUのプロトコルに従って分析し，システマティックに

SBS の理論に科学的根拠があるか否かを検証するものであった。2016年 10 月に公表された「外

傷性の揺さぶり外傷性の揺さぶりが疑われる事案の医学的調査における三徴候の役割：系統的調

査の報告書」（医療技術評価および医療福祉評価局報告書 255E）は，結論としてこれまで執筆さ

れたSBS理論に関する論文に十分な科学的エビデンスのあるものはないと結論づけた。 

10 年前は日本の現在と同様の状況であったスウェーデンで，なぜ議論に大きな変化が見られた

のか。また，2014年の最高裁判決，そして 2016年のSBU報告書のインパクトはどのようなも

のであり，その後実務はどのように変化しているのか。以上のような事情について探りたいとい

う思いで，スウェーデン調査に参加した。 

現在，スウェーデンにおいては三徴候のみに基づいてSBSの診断を行い，その診断によって養

育者を捜査・訴追するような事案は見られなくなっていることが明らかになった。このような状

況に至るまでには，法律家，医学者，そして一般市民が色々な形で検証を続けたという事情があ

ることも明らかになった。また，虐待によるものとされてきた骨折についても，別の原因で生じ

うるとの説明があり，その点についても検証が必要であることが判明した。 

乳幼児に対する虐待は絶対に許されてはならない。しかし，乳幼児を虐待したとして，誤った

                                            
2 医療技術評価協議会（SBU）の組織や評価の手順の詳細については，伊藤暁子「イギリス及びスウェーデンの医療制度

と医療技術評価」レファレンス2013年 10月号111頁参照。伊藤によれば「医療技術評価とは，個々の医療技術に対

し，有効性や費用対効果，社会的影響など，その開発や普及，使用で生じる医学的，経済的， 社会的，倫理的な意義を

多面的に分析する政策研究の方法である」（同118頁）であり，客観的な立場から，医療技術を検証する方策のひとつで

ある。 
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有罪判決が言い渡されることも同様に許されてはならない。SBSの診断が果たして妥当なのか，

SBS 理論に問題はないのか，日本においても科学的な視点から十分な検証が行われてしかるべき

である。 

＊本稿は，龍谷法学 50巻 3号に寄せた小稿に大幅な加筆・修正を加えたものである。
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スウェーデン調査の意義 

 

古川原明子（龍谷大学・准教授） 

 

 スウェーデンは「福祉大国」とも呼ばれ，広範な対象に向けて充実した手当を約束するその社会

保障制度は日本でも広く知られているところである。また，裁判制度を中心に，スウェーデンの司

法制度を日本に紹介する論稿は少なくない。 

 日本では近年，社会保障と司法，特に福祉と刑事司法との連携が進められようとしている。そこ

で，「福祉大国」スウェーデンの社会保障制度と刑事司法制度の現状，あるいは社会保障制度と刑事

司法制度それぞれの理念の関係や影響に対しては，これまで以上の関心が寄せられるものと思われ

る1。 

 しかし，刑事司法制度そのものについては，いくつかの調査や報告がこれまでにあるものの2，最

新の法改正や運用状況の継続的なフォローが日本国内で十分に行われているとは必ずしも言いが

たい。さらに，本調査のテーマの一つであった科学鑑定や科学的証拠については，近年は目立った

報告がないように思われる。だが，このことは，スウェーデンの刑事司法制度を学ぶ意義を減じる

ものではない。なぜなら，本調査でも取り上げた医療技術評価協議会（SBU）の 2016 年報告書を

みるに，社会保障省といういわば政府機関のもとで，かくも大規模かつ丁寧な検証を行いえた背後

には，科学鑑定に対する高い関心と意欲があったものと推察されるからである。科学鑑定に関する

調査，研究，教育に対する責任を負うものとして，2015 年に警察内の独立組織として設立された国

立科学鑑定センター（National Forensic Center: NFC）の存在も，そのような姿勢のあらわれと評

価されよう3。このセンターは，1999 年に運用が開始された国民DNAデータベース（National DNA 

database）4を現在管理している。さらに言うならば，DNAのコンタミネーションを除去するため

の手続きを定めた除去データベース（elimination database: EDB）に関する法律が近年成立して

おり，日本の刑事司法制度，特に科学鑑定についてはスウェーデンから多くの示唆が今後も得られ

るものと期待される。揺さぶられっこ症候群に関する最新の知見を得るにあたって，科学鑑定につ

いての知見を蓄積してきたスウェーデンはまたとない選択であったと改めて感じている。同行をお

許しくださった日本弁護士連合会ならびに調査団の各位には，心よりお礼を申し上げる。

                                            
1 斎藤・土井・井上[他] 編「刑事司法と福祉の連携に関する調査研究(スウェーデン)報告」龍谷法学 46(3)，689頁以下

（2014）がある。 
2 2000年以降のものとしては，例えば矢野恵美「世界の修復正義 スウェーデンの修復的司法」 

罪と罰40(4)，47頁以下（2003），椎橋隆幸「スウェーデンの少年司法」法學新報112(1/2)，669頁以下（2005），矢野恵

美「スウェーデンにおける子どもを被害者とする性犯罪対策 (シンポジウム 社会の安全と個人情報保護--子どもを被害者

とする性犯罪対策を中心に)」比較法研究 (70)，80頁以下（2008），萩原金美訳『「翻訳」スウェーデン訴訟手続法 : 民

事訴訟法・刑事訴訟法』（中央大学出版部，2009），前田忠弘「スウェーデンの少年司法 (ミニ・シンポジウム 新時代に

おける少年司法の課題 : 日米独仏瑞の比較法的検討)」比較法研究 (76)，177頁以下（2014），矢野恵美「刑事司法教育

における犯罪学の位置 スカンジナビア諸国における犯罪学教育と刑事司法 : スウェーデンにおける犯罪学教育」犯罪学

雑誌 82(2)，52頁以下（2016），廣瀬健二「外国少年司法事情(4)北欧(3)スウェーデンの刑事司法制度」家庭の法と裁判

10，130頁以下（2017）がある。 
3 Nationellt forensiskt centrum， http://www.nfc.polisen.se/en/English/ (2017/10/05最終閲覧) 
4 The Police Data Protection Act (1998）に基づく。この法は，警察が一定の場合に犯罪捜査情報と並んでDNA情報を

保管することを認めている。2012年 3月に新法施行。SWEDISH NATIONAL POLICE BOARD ， The Swedish 

Police-Polisen， p17. 
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参加弁護士のひと言 

 

秋田真志 “所変われば「品」変わる”ではなくて，”「司法」が変わる”，ということを改めて認

識させられた 1週間でした。やはり，現地で生の声を聞かなければ，諸国での運用の実際は分

かりません。SBS 仮説に関わる多方面の関係者にインタビューできたことは極めて貴重でし

た。 

 

池田綾子 スウェーデンの刑事司法制度は，全体として，我が国に近い部分があるように感じま

した。我が国で，導入するためのハードルが低いものもあると思います。子どもの家ストック

ホルムの方式は，特に興味深く思いました。一方，SBS は，国境を越えた問題で，我が国でも

深刻さを増しており，弁護士会でも取組を強化する必要があります。 

 

黒原智宏 大変充実した調査となりました。ここで得られた知見は，日弁連刑事弁護センターへ

還元し，効果的弁護の実現へと結び付けたいと思います。 

 

佐藤博史 SBS に重大な問題が潜んでいることを私は視察の直前に知ったが，スウェーデンで

は，捜査関係者を含め，SBS の問題性が広く知られており，日本との情報共有の差に驚いた。 

 しかし，幼児虐待は，共通の課題で，その意味で，スウェーデンの「子どもの家」は，大い

に参考にすべきであろう。なお，虐待を疑われた親が，無罪になっても，子と引き離される悲

劇は，我が国でも起き得るように思われた。 

 視察で最も驚いたのは，未決拘禁施設の視察で，そこでは，被拘禁者は，クライアント（患

者または依頼者）と呼ばれ，未決であっても処遇の対象とされていることも意外だった。 

 視察の目的のひとつは，スウェーデンにおける取調べの可視化の現状だった。しかし，取調

べの録音・録画の重要性は，弁護士間で共通の認識になっていないように思えた。その一方，

警察官による取調べが，問題の多いアメリカのリード・テクニックを用いたものと批判されて

おり，捜査官による取調べは，洋の東西を問わないものなのかと思った。 

 しかし，取調べに弁護士が立ち会うのが当然とされているスウェーデンでの取調べは，疑い

もなく，日本のそれよりもはるかに穏やかなものであるに違いない。 

 スウェーデンの視察は，北欧 4国の陪審制・参審制の視察以来 15年ぶりだったが，司法が

まだまだ「権威」的な我が国にとって，スウェーデンは，なお一歩先を歩む先輩であるように

思われる。 

 

小池哲朗 取調べ可視化を始めとする日本の刑事司法制度が抱える問題を，より顕著に，かつ深

刻に感じることとなった調査であった。新たな法整備や制度の改革に関する議論，提言はもと

より，それを扱う弁護士の一人として更なる意識，技術の昇華に努めたい。 

 

大村典央 今回のスウェーデン視察は，大変有意義なものでした。秋田先生，黒原先生ほか諸先

生方には大変お世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。SBS は，刑事弁護に取

り組む者としてはもちろん，2児の父として強い関心を持っていました。SBS の悲劇は，何ら
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かの原因で死亡し，あるいは傷害を負ってしまった子どもの親が犯人として扱われる点にあり

ます。親は，失意の中，捜査機関から犯人の疑いをかけられるのです。その精神的負担たるや

容易に想像できます。考えただけでもゾッとします。スウェーデンでは，最高裁の無罪判決が

出され，また SBS 三徴候に科学的根拠がないと結論付けた報告書が作成されるなど，議論が

進んでいますが，それでも，依然としてSBS三徴候神話は一部で生き残っているようでした。

SBSは医学的知見に依拠する部分が多く，難しい議論を残しますが，三徴候を肯定する見解を

一つ一つ弾劾していくほかないのかもしれません。今回の視察が日本での議論を活性化するき

っかけになってもらえればと思います。 

 

郡司 理 SBS についてニュースなどで報道される程度の知識しか持ち合わせていなかった私

が，この視察を通じて最先端の議論に触れ，SBS の持つ大きな問題を共有できるようになり

ました。この視察では，えん罪被害者，弁護士，検察，裁判所とそれぞれの立場から意見を伺

うことができ，立体的な視点で問題を捉えることができたように思います。帰国後も SBS に

関する事件は後を絶たず，一刻も早い対応が必要であることを改めて痛感しています。 

 

櫻井唯人 スウェーデン調査に同行させていただく前は，正直，SBSをめぐる問題点について，

必ずしもよく理解できていない状況でした。しかし，関連施設を訪問し，当事者から話を聞く

中で，今後日本においても大きな議論となる問題であると認識し，えん罪救済のためにも，必

ずSBSをめぐる問題点を正確に理解しておく必要があるのだと痛感させられました。帰国後，

法律家以外でも，この問題に関心を持っている人が案外多いことを知り，今後の情報発信の重

要性を感じています。私自身も，スウェーデン調査をきっかけに，今後も SBS 問題に関心を

持ち続けていきたいと思っています。 

 

平塚晶人 弁護士になって 2 年目での，1 週間に及ぶスウェーデン視察は，私にとって，刺激，

発見があまりに多く，未だに消化し切れていない状況です。総じて印象に残ったことは，制度

を構築する際の，人の細かな配慮でした。視察初日に訪れた「子どもの家」では，虐待等の被

害者である子どもにインタビューする部屋は全て，壁の前に柔らかな色彩のブラインド・ロー

ルがおろされており，「壁」が視界に入らないように部屋がデザインされていました。そこで

行われる聴き取りは，「聴取」ではなく，まさに「インタビュー」なのだと感じました。未来

の日本の司法制度の参照対象として，スウェーデンの制度は，投じることのできるマンパワー

やマネーについては，一朝一夕には真似できないものがありますが，直ちに実行し，あるいは

マインドとして取り入れられるものは少なくないと感じました。 
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資料 1 2014年 11月 2日スウェーデン最高裁判決翻訳 

 

スウェーデン最高裁判所判決 

〈翻訳：秋田真志・笹倉香奈〉 

 

 

事件番号 B3438-12 

上告人 MM 

上告人の代理人（国選弁護人） AB 

被上告人 検事総長  住所：Box5553, SE-114 85 Stockholm 

事件名 重暴行被告事件 

原判決 西スウェーデン控訴裁判所 2012年 6月 25日，B4560-11 

 

主文 

 

 当裁判所は控訴裁判所の判決を破棄し，MM に無罪を言渡す。犯罪被害者基金への MM の支払

い義務を取消す。 

 当裁判所は，地方裁判所への国選弁護人と特別代理人の費用として 84,000 セクを MM に支払わ

せることとした命令を取消す。上記費用は国がこれを支払え。 

 MM は最高裁判所に出頭するための費用（交通費と一泊の宿泊代金）2,100 セクを公的基金から

補償される。MMは本件における証拠に要した費用として10,540セクを公的基金から補償される。 

 収入の逸失への補償に関する MM の請求については棄却する。 

 AB は当裁判所における弁護費用として，133,461 セクを公的基金から補償される。上記費用の

うち，86,768 セクは弁護経費，8,775 セクは時間給，11,226 セクは必要経費，26,692 セクは VAT

である。上記費用は国により支払われる。 

 

当裁判所における当事者の主張 

 

 MM は，自分が無罪とされるべきであると主張した。 

これに対し，検事総長は控訴裁判所の判決を変更することについて反論を行った。 

検事総長は刑法第 3 章第 6 節に規定される重暴行，又は刑法第３章第 8 節第２段落に規定され

る傷害（重罪）について MM を有罪とするべきであると主張した。当裁判所において，検事総長

は下記のとおり本件における主張を変更した。 

 

被告人は，2009年 5月 14日にクングスバッカ所在の自宅において，実子である OMを激しく揺さぶり，頭部を

殴り，何かに頭部をぶつけることにより，又はその他の暴力を頭部に加えることによって暴行を加えた。暴力により

Oは脳の硬膜下及び両目の眼底部に出血を来した。本件犯行は重暴行である。本件行為は生命の危機をも

たらすものであり，Oは重大な身体的損傷を受けたからである。重暴行が認められない場合，OMを激しく揺さぶ

り，頭部を殴り，何かに頭部をぶつけることにより，又はその他の暴力を頭部に加えることによって，不注意により O

に脳の硬膜下及び両目の眼底部に出血を来たすという傷害を生じさせた。傷害の性質とこれが MMによる故意

による危険の招来であったことにかんがみると，本件行為は重大な傷害行為であるといえる。 
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これに対して MM は反論し，O に傷害を与えておらず，故意にあるいは不注意により傷害を与

えたこともないと主張した。MM は，当裁判所が傷害は MM によるものでありかつ故意または不

注意によるものであると認定した場合であっても，自身は緊急事態に対応するために行為をした

のであって，本件行為は犯罪を構成しないと主張する。無罪判決が言い渡される場合には，収入

の逸失と当裁判所における審理手続に出席するためにかかった諸経費，および地方裁判所におけ

るイェンス・グロガード証人の費用の補償を請求している。 

 

 

判決理由 

 

背景事情 

1. OM は 2009 年 2 月 25 日に MM とパートナーの EN の長男として出生した。O には双子の弟

A がおり，O と A は帝王切開法により出生した。分娩は合併症なく無事に行われた。MM と

EN には 2004 年に出生した長女がいる。 

 

2. 出生の数週間後，A は RS ウィルス（気道を攻撃するウィルスである）に感染した。2009 年 3

月 18 日に O と A は病院に搬送され 14 日間入院した。O もウィルスに感染した。O が病院に

搬送された際，O の片側の頬には打撲痕があり，法医診断書によれば「左脚の左下肢前部全体

に」打撲痕があった。 

 

3. 検察官の主張する 2009 年 5 月 14 日，一家は小児医療センターに赴いた。O が 2 日間連続し

て「激しい嘔吐」を繰り返していたからであった。午後 O は girny【原語？】であった。18 時

ころ，MM は O とともにトイレに入っていたが O は叫び続けており，その後急に静かになっ

た。トイレの外にいた EN が入室すると，O には生気がなく，呼吸も不良であった。EN は即

座に SOS アラーム（救急時のサービスである）を呼び，SOS アラームは救急車を派遣した。

EN がオペレーターと会話をしている間，MM が O を抱いていた。 

 

MMの主張と本件の争点 

4. MM は次のようにいう。O を乳幼児用のテーブルに寝かせていると，O は急に前よりも激し

く叫びだしたのち，静かになった。その後意識を失い，「手足をだらっと」させ，「白目をむき」

始めた。M はパニックに陥って O を揺さぶり，意識を戻そうとした。本件における最初の争

点は，MM が O を揺さぶり，頭部を殴り，何かに頭部をぶつけることにより，又はその他の

暴力を頭部に加えることによって傷害したかどうかという点である。 

 

救急車による搬送とその後の入院 

5. 一家の自宅に救急隊が到着した時，O は意識不明の状態にあった。呼吸は絶え絶えであり，顔

面蒼白状態であった。MM は O とともに救急車に乗り込んだ。病院に搬送される間，O は酸

素の吸入を受け，呼吸は回復した。脈拍も改善し，緊張状態も改善した。O は 30 分弱救急車

で搬送された後，ゴーテンバーグの病院に搬入された。救急隊員は O の状態は改善したが，

依然として悪い状況であると感じたという。 

6. 病院に入院している間，O は繰り返しけいれんを起こし，てんかん薬を与えられた。呼吸器も

装着された。呼吸器が外された後，肺炎の疑いがあったために抗生物質を与えられた。O の健

康は徐々に改善し，2009 年 5 月 27 日にゴーテンバーグの病院を退院し，レンスユクフセット
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（郡病院）に入院した。そこで 2 日間入院したのち，自宅近くの福祉サービスユニットでの検

査を受けることとなった。 

 

法医診断書 

7. 本件において証拠として提出された法医診断書は，2010 年 4 月に全国法医委員会ゴーテンバ

ーグ支部のエリザベス・ワーナー・レナーマン医師によって作成された。診断書は，ゴーテン

バーグの病院にいたときに，Ｏには硬膜下の出血があったこと，つまり硬膜下に血液の残滓と

「髄液との混合物」が存在し，さらに両目の眼底部にも出血があったことを記録している。さ

らに，徐々に症状は改善したものの「呼吸は不定期であり」，「顔面蒼白で循環系への影響がみ

られ」，「衰弱と意識障害」がみられたことが記録されている。そしてＯの泉門部には緊張がみ

られてけいれんがあり，ＥＥＧに異常な神経細胞の活動がみられた。 

 

8. 法医診断書によれば，Ｏの傷害は鈍的暴力によるものであった。暴力の種類について，診断書

は硬膜下出血と両目の眼底出血の外観，場所，そして範囲にかんがみると，成人による暴力的

な揺さぶりによって生じたと考えられると記載している。これに対して，2009 年 3 月 18 日に

みられた顔面と脚の打撲傷がどのような鈍的暴力によって発生したかを判断することはでき

ないと記載している。 

 

9. 出血がいつ生じたかについて，全体的な急性症状と出血からは，救急車の到着直前に行われた

暴力的揺さぶりにさらされたことが強く示唆されると診断書は記載している。しかしながら，

出血が別の時期に発生したこと，したがって繰り返された暴力的揺さぶりにより別の時期に発

生した可能性があるとも記載している。診断書によれば，出血がいつ発生したのかを判定する

ことはできない。 

 

補助的な法医診断書 

10. 法医診断書が発行された後に，Ｏの脳の詳細な検査がＭＲＩにより行われた。エリザベス・ワ

ーナー・レナ―マンは最初の法医診断書をＭＲＩ検査の結果により補充した。多少の「脳萎縮」

と「比較的広範囲のグリオーシス（脳の支持細胞の増加，瘡蓋）」がみられることから，Ｏに

は脳損傷があり，脳損傷は成人による暴力的な揺さぶりにより発生したと記されている。 

 

全国保健福祉局の法律諮問委員会の見解 

11. 当裁判所が上告を受理したのち，検事総長は全国保健福祉局の法律諮問委員会からの意見書を

提出した。2013 年 11 月 5 日の意見書によれば，法律諮問委員会は顧問医師であるアンダー

ス・エリクソン教授の意見に従うとのことであった。エリクソン教授は，法医学の専門家であ

り，全国保健福祉局の法医顧問である。アンダース・エリクソンが 2013 年 10 月の意見書で

示した見解によれば，Ｏの症状が成人による故意行為以外によって発生した可能性は極めて低

い。アンダース・エリクソンは，地方裁判所と控訴裁判所において立証された傷害の原因以外

に，傷害原因を判断するための情報は新たに見つかっていないとの見解であった。 

 

当裁判所における証人尋問 

12. 当審において，アンダース・エリクソンと，MM（被告人）の要求によりペーター・アスペリ

ン教授の両名が証言し，意見を述べた。 
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13. アンダース・エリクソンは次のように述べた。彼の，法律諮問委員会に対する当該意見の結論

は，Ｏ（被害者）に３つの症状が存在しており，それらの症状が同時に発生しているときは，

子どもがその他の高エネルギーによる暴力―例えば交通事故や高位からの落下―にさらされ

ていない限り，暴力的な揺さぶりがあったことを強く示しているという伝統的な見解に基づい

たものである。その３つの症状とは，硬膜下の出血，眼底の出血，そして脳浮腫である。しか

しながら，これらの診断モデルは，批判にさらされている。批判のポイントは，それらの症状

は他の原因によっても生じ得るということである。これを無視することはできない。スウェー

デン健康テクノロジー評価委員会は，それゆえに乳児の暴力的ゆさぶりについてのプロジェク

トを現在立ち上げている。このプロジェクトは，２年間で文献のシステム的な研究を行うが，

どのような科学的な証拠が暴力的揺さぶりの診断に利用する様々な方法の正確性にとって有

用であるかを明らかにすることを意図している。彼自身がこのプロジェクトに専門家として参

加している。最近提起された見解からすれば，現在，三症状の構成が，どの程度まで暴力的揺

さぶりを特定するかは明らかとは言えない。したがって，現時点では三症状の発症は，暴力的

揺さぶりを立証するものと言うことはできない。その代わり，私たちは判らない，と結論付け

なければならない。私たちは泥沼の中にいる。これは，彼が法律諮問委員会に出した意見をも

はや支持していないことを意味している。その代わりに，彼はペーター・アスペリンが意見と

して述べたことに同意している。 

 

14. ペーター・アスペリンは述べた。彼は，医師であり，放射線医学の教授である。彼は，スウェ

ーデン健康テクノロジー評価委員会の科学諮問委員会の委員長を 6 年間務めた。彼はその意見

の中で，暴力的ゆさぶりに関する調査集団には 2 つの陣営があるという。論争は，子どもの揺

さぶりが害を与えるかどうかについてではない。議論中の問題は，子どもに発見された様々な

傷害が，科学的な確実さをもって，どのように生じうるかを確立できるかどうかである。三症

状の発生は，暴力的なゆさぶりの強力な証拠であるという主張は，1960 年代後半に遡る。し

かしながら，そのための医学的な証拠は，比較的薄かった。しかし，その主張は一般的に受け

入れられ，数十年間医学的な真実とされた。それでもなお，証拠としての状況は変わらなかっ

た。眼底出血の多くは，暴力と関係なく，他の方法で生じることはよく知られている。神経が

切れると，脳はそれ故に浮腫を生じるが，暴力的なゆさぶりとはつながらない。頸部の損傷が

なくとも，暴力的な揺さぶりを実際にできるかも問われるようになっている。三症状について

は他の反対もある。結論としては，暴力的揺さぶりの診断についての科学的な支持は不確実で

あると言える。確立した診断基準は存在しない。様々な基準の観点からも，その診断を科学的

に支持できるかどうかは明らかではない。 

 

最高裁の評価 

15. MM がトイレの中にＯといたとき，すなわちＯが泣きわめき，突然静かになったときに，何が

起こったのかを明らかにする証拠はない。唯一の情報は，MM から提供された情報だけであ

る。ＥＮが述べる浴室での一連の出来事は，いかなる結論をも引き出さない。 

 

16. MM の供述は，以下のようなものである。O を乳幼児用のテーブルに寝かせていると，O は

急に前よりも激しく叫び出したのち，静かになった。その後意識を失い「手足をだらっと」さ

せ，「白目をむき」始めた。M はパニックに陥って O を揺さぶり，意識を戻そうとした。捜査

段階において，ビデオ録画された状況の下で，ＭＭは何が起こったかを再現している。揺さぶ

りは比較的慎重なものであり，暴力的な揺さぶりとは全く異なる（原々判決で言及されている
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アメリカ小児学会の定義を引用すれば，以下のとおりである。「揺さぶりは重大で，暴力で，

著大である。「木馬に乗って」の遊びや，誰かの腕で揺さぶられたり，乳児用のいすで揺さぶ

られたりすることなどによって生じるような小さな揺れとは全く異なる。出来事の経過を見た

洞察力のある人であれば，即座に，子どもがとても危険な方法で扱われていることに気づくに

違いない」）。したがって，Ｏの揺さぶり方法に関するＭＭの供述によって，Ｏの症状を説明す

ることができない。 

 

17. 以上は，MM がＯの傷害を引き起こしたとの検察官の主張を裏付ける唯一の証拠は，Ｏが重大

な事故に巻き込まれていない以上，その傷害が MM の暴力の使用以外には起こりえないもの

であるということだけであることを意味している。問題は，検察官がこの結論を支持するため

に引用した情報が，MM がＯに生じたと言われる傷害を合理的な疑いを超えて説明するもの

かどうかである。 

 

18. ある結果が生じたことのみから，主張されている行為があったことを証明しようとするような，

本件の証拠を評価するときには，慎重を期す必要がある。当裁判所の NJA（最高裁判所の判例

集）1999 年 56 頁の事件における判示内容を思い出す必要がある。その事件での争点は，被告

人以外の別の人物が被害者に暴行を加えて殺害をしたという可能性を否定できるかというこ

とであった。当該事件における当裁判所の判決の理由によれば，捜査の上，他者による犯行の

可能性が存在しないという否定的事実に基づいて有罪判決を言い渡すことができるような例

外的な場合にしか，そのような認定をすることはできない。 

 

19. 一定の身体の傷害が，ある者により，一定の犯罪として処罰される方法によって生じたことを，

その傷害が存在するという事実のみに基づいて，合理的な疑いを超えて証明するためには，そ

の結論が極めて強い科学的根拠によって裏付けられている必要がある。同時に，実務上，傷害

についてその他の説明はありえないということが示されなければならない。 

 

20. 他の証拠がある場合に，法科学に関する知見が一つの証拠として使われる場合には，当然のこ

とながら問題は異なる。例えばある傷害が存在するときに，その傷害がいつ発生したのかとい

うことを説明する場合などである。また，ある状況のもとで生命や健康に対していかなるリス

クが発生するのかを評価するために，法科学的な知見を用いることも考えられる。 

 

21. 一般論としては，暴力的な揺さぶりの診断についての科学的な証拠は不確実なものであると判

明したと結論づけることができる。この特定の事件の事実が，その不確実さにもかかわらず，

Ｏの傷害が暴力的なゆさぶりか他の MM による暴力によって生じたと確実にするものではな

い。他方で，ＯがもともとＲＳウィルスを持っていたことや，硬膜下に陳旧性の血腫の兆候が

あったことなどの一定の事実は，Ｏの症状について別の説明を示唆するものと言える。 

 

最高裁の結論 

22. 結論として，合理的な疑いを超えて，MM が検察官の述べるＯの傷害の原因を与えたとみるこ

とはできない。MM はそれゆえに無罪とされなければならない。 

 

費用の問題について 

23. MM は無罪であるから，地方裁判所の判決によって言い渡された，国選弁護と特別代理人の費
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用（84000 セク）の支払いは取り消される。また，犯罪被害者基金に対する支払いの命令も取

り消される。 

 

24. MM は当裁判所における審理に出席するための日当と旅費の支払い，そして地方裁判所にお

ける証拠の提出にかかった費用の支払いを受ける権利がある。しかしながら，MM に当裁判所

の手続に出席したことによって失われた収入の補填を求める権利はない（司法手続法第 31 章

第２節および証人に対する公的基金による補償規則第 7 節などを参照（1982:805））。 

 

25. 弁護人によって請求された補償額は合理的である。 

 

最高裁判所裁判官エラ・ニストローム，リナ・ムア，マーティン・ボルゲーケ，スワンテ・O・ヨ

ハンソンとラース・エドルンド 

事案を提示した審理判示：ジェニー・ユクストローム 

 

2014 年 11 月 2 日 

 

 

＊訳注：本稿は，Riksforbundet For Familijers Rattigheterによる 2014 年のスウェーデン最高裁

判所の判決の英語への翻訳（※）を翻訳者の責任において日本語に翻訳したものである。 

※http://rffr.se/wp-content/uploads/2014/12/Swedish_supreme_court_20141016.pdf

http://rffr.se/wp-content/uploads/2014/12/Swedish_supreme_court_
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資料 2 2016年 10月医療技術評価協議会報告書 

 

外傷性の揺さぶり 

外傷性の揺さぶりが疑われる事案の医学的調査における三徴候の役割 

系統的調査の報告書 

 

医療技術評価協議会報告書 255E（2016 年） 

翻訳：笹倉香奈（甲南大学） 

 

 

SBU (Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services) 

Assessment/ Report 255 E (2016), Traumatic Shaking: The role of the triad in medical investigations of 

suspected traumatic shaking—A systematic review 

 

 

 

検証結果の要旨 

 系統的調査により，以下の評価結果が明らかにされた。 

・ 三徴候1とそれを構成する三つの徴候が外傷性の揺さぶりと関連するということを示す科学的なエビ

デンスは限定的なものにとどまる（質の低いエビデンス） 

・ 外傷性の揺さぶりを判別する際の三徴候の診断の正確性を評価するための科学的エビデンスは不十

分である（きわめて質の低いエビデンス） 

 

限定的な科学的エビデンス（質の低いエビデンス）とは，良質なあるいは中程度の質の研究の総

合的評価によって，エビデンスが著しく弾劾される要因が明らかにされたことを意味する。た

だし，ある手法や効果の信頼性に関する科学的エビデンスが限定されているからといって，科

学的な裏付けが全くないということにはならない。 

 

不十分な科学的エビデンス（きわめて質の低いエビデンス）とは，研究が全く存在しないこと，

あるいは存在する研究の質が低いこと又は矛盾した結果を示すことを意味する。 

 

エビデンスの評価は GRADE による正式なエビデンスの評価に基づいて行われたのではなく，

総合的な科学的根拠の評価に基づいて行われた。 

 

1． 目的 

 外傷性の揺さぶりが疑われる事案における診断は，従来，3 つの所見に基づいて行われてきた。

この 3 つの所見を併せて「三徴候」という。硬膜下血腫（硬膜と脳との間の出血），網膜出血，そし

て様々な脳の症状（脳障害）である。既往歴としては，昏睡や無呼吸などがみられる。本評価の目

的は，1 歳以下の子どもにおける三徴候およびその三つの症状が，外傷性揺さぶりによるものであ

るとの説明に，どの程度信頼性があるのかを判断することである。 

                                            
1 全体を構成する三つの要素。一般的に、SBS に関連するとされる三徴候は、硬膜下血腫、網膜出血と脳障害である。 
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2． 背景事情 

 

医学文献における児童虐待への言及は，すでに 1800 年代にみられる〈1〉。しかし，児童虐待に

対する意識の高まりがみられるようになったのは，ずっと後のことである〈2, 3〉。児童虐待は，し

ばしば家族内で隠ぺいされる。そして，子どもが言い分を言うことができないということもあり，

過小な診断が行われるリスクがある。しかし同時に，過大な診断は重大な結果をもたらす。なぜな

らば，誤った理由により，家族が引き裂かれることもあるからである。子どもの症状について，他

の原因を考慮に入れずに，三徴候が外傷性の揺さぶりによってしか生じないという医療原則に従っ

てしまうことは，過大な診断につながることがある。 

 

 

外傷性の揺さぶりとは？ 

外傷性の揺さぶりとは，子どもの頭が前後に動くように揺さぶられることを指す。1971 年に神経

外科医の Guthkelch は，頭蓋骨に外的な受傷の痕跡が発見できないときには，このような揺さぶり

によって硬膜下血腫が生じたと考えられるという仮説を提唱した〈4〉。Guthkelch 論文には，子ど

もが発病する前に何らかの理由で子どもを揺さぶったという保護者が供述した，2 つの事例が記載

されている。乳児の一人には網膜出血もみられた。外傷性の揺さぶりと，硬膜下血腫および網膜出

血との関連性は，1972 年に Caffey によって説明づけられ，むち打ち揺さぶり乳児症候群と名付け

られた〈2〉。子どもを揺さぶることによって，頭が加速・減速し，回転加速度がかかる。このこと

によって損傷が生じるとされた。しかし，1987 年に Duhaime らの研究〈5〉はこの説に疑問符を

付した。Duhaime らの生体力学的研究は，直接的な暴力が加えられない場合，上記で説明したよう

な傷害を生じさせるだけの十分な力は揺さぶりのみによって生じえないと結論付けた。 

この症状は，その後，乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）と呼ばれるようになった。臨床的知見や

エックス線による所見と，子どもの暴力的揺さぶりによる傷害との関連についてはいくつかの研究

が存在する〈6－13〉。 

近年，虐待による頭部外傷（AHT）ということばが使われている（用語の定義の項を参照）。本

プロジェクトは外傷のメカニズムについて説明する場合には「外傷性の揺さぶり」ということばを，

実際の徴候や症状について説明するときには「三徴候」ということばを用いることにした〈13〉。 

 

 

徴候と症状 

 科学的文献においては，様々な徴候と症状が外傷性の揺さぶりと関連付けて説明されている。「三

徴候」という一般的名称は，最もよくみられる損傷（硬膜下血腫，網膜出血と脳障害）を示すもの

である。本報告書の主要な対象は，この三徴候にある（用語の定義の項を参照）。外傷性の揺さぶり

に関連して報告される他の徴候には，胸部打撲，肋骨と脛骨の骨折（骨幹端骨折）などがあるが，

これらの損傷については，本報告の対象にはしていない。 

 

 

既往歴 

 発症した子どもに対する治療が行われる場合に，発作，昏睡その他脳障害の様々な症状が既往歴

に含まれる。当初の診察や放射線検査によって，硬膜下血腫やその他の脳の機能不全を示す症状の

存在が明らかにされる。硬膜下血腫，網膜出血とその他さまざまな脳障害は，重大な後遺症をもた

らすことがあり，それによって脳や目の永久的な損傷が起こることもある。永久的な損傷は，認知
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機能や運動機能に重大な機能障害をあたえることがあり，子どもの健康，発達，そして将来的な生

活の質に広範な悪影響を及ぼし得る。究極的には致死的なものになりうる可能性もある。 

 医療関係者は，三徴候を構成する結果に対して警戒する必要がある。法（社会福祉法第 14 章第

1 項）も，医療関係者が子どもの虐待を知った時や疑うにいたった時，あるいは子どもが保護を要

することを知った時や疑うにいたった時には，社会福祉委員会に通知をすることを義務付けている。

しばしば引用される米国小児科学会の 1993 年の論文〈14〉は，新生児の脳に影響する外傷に気づ

いた医師は，詳細な検査を行うとともに，外傷性の揺さぶりがあったことを確認できる診断や X 線

写真の所見についてよく理解しておく必要があるという。ストックホルム郡議会の 2011 年の地域

医療計画は，次のようにいう。 

 

   「交通事故やある程度の高さからの落下などを経験したことがない場合，硬膜下血腫および

浮腫又は出血を伴う脳障害が存在することは，子どもが虐待されたことを強く示唆する。さ

らに網膜出血がみられる場合には，医学的観点からして，虐待があったという診断は明らか

である。」〈15〉 

 

 虐待を受けているあるいは虐待を受ける危険性のある子どもに関する，他の地域のケアプログラ

ムやスウェーデン全国健康福祉委員会も，虐待の疑いがあるときの乳児のケアについてのガイドラ

インを発行している〈16，17〉。 

 しかし近年，三徴候が外傷性の揺さぶりによるものであると確実に診断できるのかという点につ

いては，疑念が呈されている〈18 から 26〉。外傷性の揺さぶりと，三徴候の症状と徴候の問題につ

いて議論を行う多くの論文と記事が，国内外のジャーナルやメディアに出された。このような流れ

の中では，以上のような徴候や症状の原因が外傷性の揺さぶりであるという結論が，最上級の科学

的エビデンスに基づいているのか否かという点を確認する必要がある。しかし，科学性を支えるエ

ビデンスの等級付けは，これまで，当該個人ではなく，集団の評価に基づいて行われてきた。疾病

や損傷と体調悪化との関連について，司法や社会福祉が何らかの言及をする場合には，個々のケー

スの評価が必要であると同時に，その際には，他の観察や症状を考慮に入れる必要がある。 

  

 

用語の定義 

 三徴候を示す英語の言葉は，”Shaken Baby Syndrome”乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）である。

SBS は，頭部が物体にぶつからないような形で揺さぶられた場合などのような，外傷性の揺さぶり

の後に生じたとされる徴候や症状のことを意味する。 

 米国小児科学会は，2009 年に，「虐待による頭部損傷（AHT）」というより広い用語を用いるこ

とを推奨した。これは，頭部への直接的な衝撃を含む〈27〉。文献にはその他，いくつかの用語が現

れる。それは，一部的に又は完全に，乳幼児揺さぶられ症候群又は虐待による頭部損傷ということ

ばと重なるものである（第 9 章参照）。これらの言葉は科学論文において様々な方法で使用されて

おり，このことは外傷性の揺さぶりの影響に関する研究の方法論的明確性が欠けていることの一因

になっている。本研究グループはしたがって，対象を外傷性の揺さぶりだけが存在する場合に限定

した。つまり，頭部への直接的な衝撃（外的な損傷）があったという証拠がないケースに関する研

究に限定した。さらに，筆者は SBS と AHT ということばを用いることを避けた。なぜならば SBS

や AHT ということばは，研究結果の背景にある徴候や症状，そしてメカニズム，主観的意図さえ

も含むことばだからである。その代わりに，筆者は損傷を与えるメカニズム（「外傷性の揺さぶり」）

と診断結果（「三徴候」）とを明確に区別することとした。 
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外傷性の揺さぶりに基づく可能性のある損傷の調査 

 脳損傷が疑われる場合の診断は，コンピューター断層撮影（CT）や磁気共鳴映像法（MRI）に基

づいて行われる。網膜出血の存在は，検眼鏡検査又は眼底検査による眼底部の検査によって判断さ

れる。 

 

 

三徴候とその要素との他の原因になりうるもの（鑑別診断） 

硬膜下血腫 

 頭部への衝撃によって硬膜下血腫が起こることはよく知られている。成人においては，架橋静脈

が一つあるいは複数破断し，硬膜下腔に出血が起こるというメカニズムで発生する。このような場

合の多くでは，軟部組織の出血という形で，外部的な衝撃の兆候が見られる。その他，外部には衝

撃の証拠がない場合にも，CT スキャンによって内部的な損傷が明らかになることもある。 

 乳児を揺さぶると，頭蓋骨の動きと同調しない脳の動きが生じる。しかし，出血のメカニズムに

ついてはコンセンサスが得られていない。出血が毛細血管の損傷によって生じると提唱されたこと

がある〈28，29〉。外傷性の揺さぶりによって，頭部に直接的な衝撃は加わらない。したがって，軟

部組織の腫脹，挫傷，裂創，頭蓋骨の骨折などの衝撃の外的徴候は見られない。したがって，軟部

組織の損傷や頭がい骨骨折が存在する場合には，その出来事は外傷性の揺さぶり単独のものとは分

類されない。軟部組織の損傷と頭蓋骨の骨折がある場合には，単独での外傷性揺さぶりが除外され

る。 

 画像技術によって経膣分娩と関連して硬膜下血腫が起こりうること，通常は数週間で吸収される

ことが明らかになっている〈22〉。血腫によって生じた腔への浸出（体液の漏れ）は，脳脊髄液など

を含む硬膜下水腫に発展することがある。この腔内へのさらなる出血が自然発生的に，あるいは小

さい衝撃によって起こりうることが提唱されている〈30 から 33〉。また，くも膜下腔が拡大するこ

とで，硬膜下出血のリスクが高まるとの主張もある〈19，34 から 36〉。 

 

 

網膜出血 

 外傷性の揺さぶりによる網膜出血は，眼の硝子体のせんだん力が網膜の毛細血管の圧力亢進によ

って網膜に伝わり，血管が断裂することによって生じるとされてきた〈37 から 39〉。また，揺さぶ

りの間に加速と減速とが反復することによって，硝子体と網膜との間にせんだん力が生じ，また眼

球そのものに損傷が生じるともされてきた。しかし，疾患によって硬膜下血腫に伴って眼底部の出

血が生じることもあり，硬膜下血腫の結果として網膜下血腫が生じることもあるとも示されてきた。

一つの説明は，脳浮腫による頭蓋内圧の亢進が網膜中心静脈内圧の亢進を引き起こし，網膜の鬱血

をもたらすというものである〈40，41〉。硬膜下血腫と網膜出血との間に関連性があるという知見

は，網膜出血のみが起こるという事例はほとんど存在しないという研究からも支持される〈38，41〉。

網膜出血も，通常の経膣分娩の後にみられる〈42〉。 

 

 

脳障害 

 脳障害は昏睡，発作，呼吸困難などの徴候を伴う。これらの徴候は脳や頚部髄質の摩擦損傷や脳

浮腫によるものである可能性がある。脳浮腫と脳低酸素症は，不可逆的な脳損傷を引き起こし得る。
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脳浮腫や硬膜下血腫によって頭蓋内圧が亢進した場合には，発作，無呼吸や昏睡などが起こること

もある〈43，44〉。脳浮腫はコンピューター断層撮影（CT）と磁気共鳴映像法（MRI）とを用いて，

脳溝の消失や脳室の圧縮などがみられることで判明する。CT や MRI による所見で最も重篤なの

は，脳白質と灰白質との区別があいまい化しており，脳全体が不可逆的に虚血性損傷に陥っている

場合である。 

 

診断の方法 

頭蓋内検査 

 CT 検査は，異なる密度の物質や組織による X 線の吸収差に基づくものであるが，MRI は物質や

組織の様々な性質を生かして行う検査である。したがって MRI は CT に比べて検査対象となる組

織の特性に関する情報をより詳細に呈示する。 

 いずれの技術も脳全体について，その薄く切った「部分」の観察を可能にするものである。いく

つもの断面で脳を復元することもできるし，（血管造影剤を使うことで）頭蓋内の血管の評価をす

ることもできる。またいずれの方法も，脳浮腫の際の脳室の圧迫や脳水腫における拡張，血種によ

る転移や脳ヘルニアのリスクなど，脳室や基底槽の変化についての情報を明らかにしてくれる。 

 しかし，MRI 検査は CT 検査では得られない情報を提供してくれる。例えば，新鮮な血液の存

在，血鉄素（ヘモグロビンの分解生成物）の凝結，早期の虚血性損傷や軸索損傷などである〈45，

46〉。 

 幼い子どもの急性硬膜下血腫は新鮮な血液から成るが，亜急性硬膜下血腫は，通常，体液が上層

に，凝固した血液が下層にある混合物から成る〈47〉。出血が徐々に進行すると，CT と MRI 上で，

異なるパターンがみられる。このパターンが進行し，持続している期間は重なりあうこともある。

したがって，損傷が何歳の時のものであるかという判断は，不確定である〈48〉。脳組織において

は，稀に石灰化が新鮮な血液だと誤って判断されることもある。MRI の画像に比べて，CT スキャ

ン上では出血はよりはっきりしたパターンを示すことがある。そして，出血の蘇生や損傷から経過

した時間の長さによって，様々な外観や類似する外観を呈することもある。したがって，CT によ

って硬膜下出血の年齢を判断する方が MRI によって判断するよりも，より信頼性が高いとされて

いる〈49，50〉。硬膜下血腫が発生した年齢を見極めることのできる能力は，損傷の時期との関連

で重要になる。 

 CT も MRI も，脳浮腫を判断するために用いられる。脳浮腫は，脳の表面の溝の消失や脳室と基

底槽の圧搾によって認められる。骨折を判断する際には，MRI に比べて CT の信頼性は高い。 

 

 

網膜の検査 

 眼底の検査には 2 種類の方法が用いられる。最もよく行われるのは眼底検査で，散瞳する場合と

しない場合とがある。最近では，RetCam というデジタルカメラ撮影を用いた方法が開発された。

この方法においては，検査後に病歴や検査の目的を知らない他の観察者により，結果の評価を行う

ことができる。 

 解剖が行われる場合には，眼球全体を検査することができ，他の所見を得ることもできる〈53，

54〉。 

 眼底出血は CT や MRI により通常は判断できない。しかし，最近公表された MRI に関する研究

では，検眼鏡検査と MRI の画像とが比較され，83％において MRI により網膜出血が検出できたこ

とが明らかになった〈55，56〉。 

 この文脈では，CT，MRI，そして眼底検査の解釈は主観的なものであり，個々の観察者の経験が
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最終的な評価に影響を与えうるということを認識しておく必要がある。 

 

 

3. 系統的評価：方法 

明らかにされるべき問い 

 本調査の目的は，次の問いに答えることであった。三徴候（硬膜下血腫，網膜出血，脳障害）が

外傷性の揺さぶりのみによって生じたということは，（外的に衝撃の徴候がない場合に）どの程度

確実に言えるのであろうか，という問いである。 

 

 

PIRO 

 P（母集団）：12 か月以下の子ども 

 I（指数試験）：外傷性の揺さぶりが疑われる事件における三徴候 

 R（基準準拠テスト，黄金の基準）：外傷性の揺さぶりその他の衝撃が自白・目撃されていること 

 O（結果判定法）：診断上の正確性 

 本プロジェクトは，SBU のマニュアルで説明された方法に基づいて行われた〈57〉。 

 

 

 

包摂と除外の基準 

包摂の基準 

研究デザイン 

 症例管理，コホート研究，登録された研究と分析において質的方法を適用した研究。 

 

 

観察 

 選別の際の確率的誤差を減少させるために，10 件以上のケースを含む研究のみを包摂した。他に

説明可能性がある場合（鑑別診断）については，本プロジェクトグループは，三徴候の原因が常に

外傷性の揺さぶりであるという仮説に疑問を抱くためには，一件でも公表された例があればよいと

考えている。鑑別診断に関する論文は質的には評価されておらず，したがって結論を導くためには

使われていない。AHT 研究において外傷性の揺さぶりの対象となった下位集団が存在する場合，

あるいは 12 か月（中央値・平均年齢）の下位集団が存在する場合は，本プロジェクトグループの

研究対象とした。外傷性の揺さぶりの対象となる子どもの年齢の中央値は，２か月から３か月であ

るといわれており〈58〉，本プロジェクトグループはしたがって中央値あるいは平均年齢が 12 か月

以下の子どもに関する研究のみを対象とすることにした。 

 

 

言語 

 英語，ドイツ語，フランス語，スウェーデン語，デンマーク語，ノルウェー語で書かれた研究を

対象とした。 
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その他の基準 

 本プロジェクトグループは，10 件以下しか扱っていない研究を除外した。また，頭部への外的な

損傷や骨折等の損傷があるケースを含む AHT 研究は除外した。 

 生体力学的研究や，三徴候のその他の原因について分析する研究については別途検討し，補遺１

と２でその結果を示した。 

 

 

研究の選別方法 

 本プロジェクトが答えるべき問題を解決するために，文献データベースの系統的な探索が行われ

た。情報の専門家と本プロジェクトグループの専門家は，緊密に連携をとりつつ探索を行った。文

献探索は，2015 年 10 月 15 日までの PubMed，Embase とコクラン図書館のデータベース上で行

われた。さらに，個別研究や系統的研究の参照文献リストに基づいて，さらにマニュアルで探索が

行われた。探索をした用語や限界の詳細については，補遺４を参照されたい。 

 

 

関連性の評価 

 文献探索によって得られた要旨のリストが，独立した 2 人の専門家によって検討された。本プロ

ジェクトの課題と関連すると，少なくとも1人の専門家が判断した場合には，論文全文が入手され，

本プロジェクトの包摂基準に合致するかをさらに２人の専門家が独自に検討した。論文全文が検討

され，包摂基準に合致しなかった研究は除外された。そして除外の理由が記録された（補遺５を参

照）。論文を読んだ 2 人の専門家の意見が一致しない場合には，その専門家同士の議論が行われた。

一部のケースでは，この議論にプロジェクトグループ全員が加わり，同意に基づいて包摂・除外が

決定された。 

 

 

個別の研究の質評価 

 本研究分野の特殊性にかんがみ，本プロジェクトグループは包摂された研究の質とバイアスの危

険性（循環論法。第 5 章の「臨床と研究における循環論法」の項を参照）を判断するための SBU の

テンプレートを一部変更した。テンプレートには，研究の種類（前向き研究，診断研究，生体力学

研究など），研究の主な目的，研究が硬膜下血腫，網膜出血と脳障害について言及しているかなどが

含まれた。SBU のガイドラインに基づいて，中程度あるいは高度の質のある研究のみが結果・考察

で取り上げられている〈11〉。 

 この領域の系統的研究の質は，AMSTAR を用いて判断された〈57〉。本報告書の結果は，元とな

る研究にもとづいており，他の系統的研究にもとづくものではない（第 5 章を参照）。 

 

 

結果の統合方法 

 複数の研究の結果を質的に評価し，より大きなサンプルからデータを得て統計的不確実性につい

て信頼できる査定をするために行われる統計的方法がメタ分析である。結果をプールするためには，

複数の研究が同様の方法で行われており，類似した背景要因の分析をするための調整が可能である

ことが必要である。包摂された研究のうち 1 件のみが準拠集団を用いていたため，メタ分析をする

ことができなかった。 
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エビデンスの質評価 

 エビデンスの質は結果の信頼性の程度を示す。研究の質（バイアスの危険性），矛盾，不正確性，

公表バイアスと間接性の評価に基づく。 

 メタ分析をすることができなかったため，包摂された研究のナラティブ統合によって結論を導い

た。エビデンスの評価は，GRADE に基づく正式なエビデンス評価ではなく，全体的な科学的根拠

の評価に基づいて行われた。高い，あるいは中程度の質の研究の統合的な評価によってエビデンス

が弾劾される要因が発見される時には，エビデンスの質は限定的（低い）ものであるとされる。研

究が存在しないとき，存在する研究の質が低い時や同様の質の研究が矛盾する結果を示す場合には，

エビデンスの質は不十分（とても低い）とされる。ある方法や効果の信頼性に関する限定的なエビ

デンスは，科学的支持が全くないということを意味するのではないことには気を付ける必要がある。 

 

 

4. 結果 

 

 文献調査により，3773 件の論文要約が得られた。うち，1065 件について，全文を入手した。こ

のうち 1035 件は，包摂の基準に合致しなかったため除外された。残りの 30 件のうち，2 件につい

ては中程度の質のものであると判断され，質が高いとされたものはなかった。質的要求を満たす研

究の数が少なかったのは，これらの研究には外傷性の揺さぶりが行為者によって自白されたか，あ

るいは目撃者によって目撃されたかについての情報が記載されていなかったからである。したがっ

て，結果は自白のある外傷性揺さぶりに関する 2 つの研究に基づくものであり，メタ分析もするこ

とができなかった。検討された研究の結果について，本プロジェクトグループにおいては議論が行

われた。 

 

 

論文探索のフローチャート図 

〈略〉 

 

エビデンスの質 

系統的調査により，以下の評価結果が明らかにされた。 

・ 三徴候とそれを構成する三つの徴候が外傷性の揺さぶりと関連するということを示す科学的な

エビデンスは限定的なものにとどまる（質の低いエビデンス） 

・ 外傷性の揺さぶりを判別する際の三徴候の診断の正確性を評価するための科学的エビデンスは

不十分である（きわめて質の低いエビデンス） 

 

 中程度の質の 2 研究は，いずれもフランスで実施された。依拠した事案は，行為者が子どもを揺

さぶったと自白したものであった。Vichon らによる研究は，前向き研究であった。2001 年 5 月か

ら 2009 年 2 月までの間に病院に搬送された 2 歳以下の子どもの外傷性頭部損傷の記録に基づいて

行われた。この病院の管轄は，人口およそ 400 万人であった〈59〉。研究の対象は 412 件であり，

うち 124 件が故意による頭部損傷（IHI），288 件が事故による衝撃（AT）に分類された。故意によ

る頭部損傷グループ（IHI グループ）のうち，自白があったのは 45 件であった。30 件には外傷性

の揺さぶりに関する自白があり，15 件では他の外的衝撃についても自白があった。しかし，行為者

がどのように損傷行為を行ったか，あるいはどのような状況で自白が得られたかについての詳細な

説明はなかった。このグループの子どもたちは，公の場所で事故による衝撃が目撃された 39 事件
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（AT グループ）の子どもたちと比較された。 

 故意による衝撃グループにおいては，45 件中 37 件（82％）で硬膜下血腫がみられた。事故によ

る衝撃グループでは，39 件中 17 件（44％）であった。44 件中 37 件（84%)には網膜出血がみられ

た。事故による衝撃グループでは 35 件中 6 件（17%）であった。45 件中 12 件（27％）には脳虚

血がみられたが，事故による衝撃グループでは 39 件中 1 件（３％）であった。 

 Adamsbaum らによる研究は，後ろ向きの観察研究であり，29 の自白のある外傷性の揺さぶり事

案（うち 5 件では，頭部への直接的な衝撃が存在した）と，対照として 83 の自白のない事案が扱

われた〈60〉。研究に包摂されるための基準は，CT スキャンによって明らかにされた硬膜下血腫と，

被疑者の自白の存在であった。硬膜下血腫が外傷性揺さぶりグループに包摂されるための基準の 1

つであったため，この調査にあたっては網膜出血の結果のみを見ることができた。 

 外傷性の揺さぶりに関する自白が存在したグループ（グループ A）においては，24 人の子ども

（83％）に網膜出血がみられた。自白のある事件すべてにおいて，揺さぶりは暴力的なものである

と説明され（100％），一部の事件（55％）では，何度も揺さぶりを行ったとの自白があった。硬膜

下血腫の濃度と，揺さぶりの回数との間に有意な関連はなかった。グループ A の 29 件中 14 件で

は，被疑者がどのように行為を行ったかの詳細な説明が存在した。別のグループ（グループ B）の

中には，蘇生のために揺さぶられた子どもや，事故による損傷を受けた子ども，そして症状が生じ

た原因についての説明がなされていない子どもが含まれていた。したがってこのグループは適切な

準拠集団とはいえない。 

 Vinchon らと Adamsbaum らの研究はいずれも外傷性の揺さぶりが硬膜下血腫と網膜出血の原因

となると結論付けている。Vinchon らの研究では，外傷性の揺さぶりについての自白があるグルー

プにおいては，目撃された事故による損傷グループの子どもに比べ，硬膜下血腫と網膜出血，脳虚

血のある子どもが多くみられた。Adamsbaum らは行為者が外傷性の揺さぶりについて自白をした

子どものグループを，自白のない子どものグループと比べた。しかし，このいずれのグループへの

包摂についても，バイアスが生じうる。この 2 つの研究のうち，関連性のある準拠集団があった研

究は 1 つのみであったため，メタ分析をすることはできなかった。 

 2 つの中程度の質の研究と同様，自白についての詳細な説明が存在するような，公表された研究

は存在するものの，これらは除外された（不適切な母集団，不適切な研究デザイン）〈61，62〉。中

程度あるいは高度の質の研究が少なかったため，三徴候によって外傷性の揺さぶりを正確に診断で

きるのか否かについては，判断することができなかった。 

 

 

〈表 4.1〉省略 

 

 

5. 考察 

 

 検討に入れるための基準を満たす研究は比較的多数あったものの，中程度の質が認められる研究

は，文献探索によれば 2 研究のみであった。この事実には当惑した。なぜなら，外傷性の揺さぶり

は非常に重大なものであり，子どもにとっても，その家族にとっても重大な帰結をもたらす出来事

だからである。この研究領域は複雑である。しかしながら，だからといって循環論法や，収集した

データの不適切な提示が許されるわけではない。この領域に関する検証においては，この領域の研

究が有する方法論的欠陥の特性を検討する必要がある。 

 Adamsbaum らによる研究と Vinchon らによる研究には，中程度の質が認められた。両研究とも
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方法論的限界は存在するものの，外傷性の揺さぶりのみによって三徴候が生じるという仮説を支持

する。 

 Vinchon らの研究の前向き研究は，400 件以上の事例に基づくものであった。124 件では，頭部

への故意による損傷が，288 件では事故による損傷が存在した。45 件は故意による頭部損傷につい

ての自白があり，うち 30 件では自白により外傷性の揺さぶりのみを行ったとされる事件であった

（IHI 群）。 

 39 件は目撃者のいる事故であった（AT 群）。この研究の特長は，長年にわたって，病院におけ

るすべての外傷性の事件が登録されていたという点である。さらに，明確に定義づけられた準拠集

団が存在することである（目撃証人の面前で自己性の損傷を受けた子ども）。しかしながら，上記の

準拠集団の子どもは，やや年齢が上である。本研究の限界の 1 つは，揺さぶりの出来事がいつ，ど

のようにして起こったのかに関する詳細な説明が欠けている点である。Vinchon らは三徴候の構成

要素を別々に分析した。しかし，Vinchon らは同時に，別の組み合わせから成る三徴候を作り出し

たのである。硬膜下血腫，網膜出血と，「頭皮の腫脹の不存在」である。 

 脳への影響に関するデータは研究に登場する。発作，昏睡などである。定義上，外傷性の揺さぶ

りのみの子ども群には，外的な衝撃の徴候がない事例のみが含まれる。これに対して，事故による

損傷群には，外的な衝撃の徴候がある事例のみが含まれる。本プロジェクトのグループは，調査の

早期に Vinchon 博士に連絡をとり，いくつかのあいまいな点について明らかにしようとしたが，す

べての質問に対する回答が得られたわけではなかった。我々の質問には「網膜出血の定義」「三徴候

についての感度，特異度，的中率の計測方法はどのようなものか」「なぜ三徴候について異なる構成

要素を選択したのか（脳障害の代わりに「頭皮の腫脹の不存在」を選択した理由）」「嫌疑をかけら

れた行為者がいかなる場合に自白し，自白の内容はどのようなものだったか」などが含まれていた。 

 

 Adamsbaum らの研究は，後ろ向き観察研究であり，外傷性の揺さぶりにつき被疑者が自白した

29 事件を対象とした。14 件については詳細な自白が存在したが，詳細な自白が得られなかった事

件の一部では，子どもが脳損傷の症状を見せた後に揺さぶり行為が存在した可能性があった。研究

対象とされた事件群は，83 件の自白のない準拠集団と比較対照された。しかし，これは厳密な意味

での準拠集団とはいえない。なぜなら自白のない 83 件のうちにも，外傷性の揺さぶりがあった事

件が含まれている可能性があるからである。硬膜下血腫がある事件が研究対象とされたので，網膜

出血の有無のみが考慮されることとなった。 

 文献の検証の中で，本プロジェクトグループは三徴候の三つの徴候をもたらしうる様々な症状や

出来事を発見した。これらの症状や出来事の一部は，不可逆的な障害にいたることはない，あるい

は滅多にないが，三徴候やその三つの徴候の原因が揺さぶり以外にもありうるということについて

は注意する必要があるだろう。したがって，外傷性の揺さぶりが疑われた事件の捜査においては，

これらの他の鑑別診断を考慮する必要がある。社会福祉サービスや裁判システムによる判断は，医

学的所見のみならず，他のエビデンスにも基づくものである。 

 生体力学的研究（補遺２）の分析からは，矛盾した結果が明らかになった。子どもがこれらの損

傷を受けるために必要な最小限の力がどれくらいのものなのかについては，結論を得ることができ

なかった。 

 

 

方法論的問題 

 12 か月（平均あるいは中央値は 12 か月以下）の子どもにおける外傷性の揺さぶりの診断につい

ての科学的エビデンスの検証によって，これまで公表されてきた研究の方法論的問題点がいくつか
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浮かびあがってきた。 

 

 

外傷性の揺さぶりの定義 

 本プロジェクトは，外傷性の揺さぶりが子どもの損傷の第一次的な原因である場合に関する研究

を対象としたが，いくつかの研究においてはより広い定義，例えば故意による頭部損傷がある場合，

というようなものを採用していた。したがって，外傷性の揺さぶりを原因とする損傷と，頭部に対

する直接の衝撃を原因とする損傷とを区別することが常にできたわけではない。 

 

 

対象をグループ化する際の問題点 

 次の方法論的問題は，外傷性揺さぶりが常に目撃されていたり，被疑者が自白していたりするわ

けではなく，外傷性の揺さぶりがあるグループと準拠集団とに事件を適切に分類することは困難で

あるという点である。つまり，三徴候と外傷性の揺さぶりとの間の関連性を不正確に評価してしま

う危険性が存在する。虚偽自白の危険性はあるものの，映像によって録画されている場合を除き，

自白は乳児に実際のところ何が起こったのかについての情報を得るための唯一の手段である。しか

し，虚偽自白の危険性があるため，これらの研究における自白の扱いには注意が必要である。 

 したがって，自白があるという事件のみを選ぶプロジェクトグループの判断には，少なからぬリ

スクが存在する。司法取引の一環として行われた自白の場合もある。また，強要によって虚偽の自

白が行われる場合もある〈63 から 65〉。 

 

 

臨床と研究における循環論法 

 社会福祉法の下では，社会福祉委員会はすべての児童虐待（の疑いのある）事件について通知さ

れなければならないのみならず，子どもが危害を受けやすく，保護を必要とするような場合につい

ても通知されなければならない。保険サービスや医療サービスの従事者，歯科医，幼稚園，学校，

社会サービスや刑事司法の従事者も，児童虐待の疑いがある場合には通知をしなければならない

（社会福祉法 14 章第１節）。 

 多くのケースにおいて，外傷性の揺さぶりの疑いがある事件の捜査をするのは，児童保護チーム

である。長年かけて，これらのチームは一定の症状や徴候がある場合，子どもの症状にほかの原因

がない場合には，外傷性の揺さぶりと関連付ける基準を作り上げてきた〈66，67〉。これらの基準

の一部は，養育者の信頼性にかかわる。養育者は，子どもの症状について「受け入れられる」説明

を与えることができなければ（例えば，子どもが低位から落下し，外的な損傷がないというような

場合），信用できないと判断される。供述の変遷（例えば，養育者が当初は揺さぶりを否認したが，

その後揺さぶったことを自認した場合。しかし，その揺さぶりは子どもが息を止めたり意識を失っ

たりしたあとにしか行っていないと供述した場合）があるばあいには，養育者の信頼性は低下する。

子どもが急変した（呼吸困難や無呼吸）ため揺さぶられたというときは，揺さぶりの前に子どもの

状態に問題があり，揺さぶりによって症状が起きたわけではないと推測するのが合理的である。し

かし，このような出来事の説明が「受け入れられる」ものであるととらえられなければ，その事件

は外傷性の揺さぶりによるものであると結論付けられてしまうのである。 

 児童保護チームの基準は，基本的には臨床的アプローチに準拠している〈66，67〉。のちに三徴

候と外傷性揺さぶりとの関連を系統的に研究する研究者たちによって，その基準が検証されない場

合には問題が生じる。つまり，児童保護チームの解釈が科学的な調査と仮説の検証を規定すること
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になってしまう。そして，このことは，慣習的なアプローチが検証されることなく，強化されてし

まうことを意味する。さらに，研究が行われる前に，研究によって検証されるべき問題の答えが出

されている場合（つまり，三徴候の症状と徴候と外傷性の揺さぶりとの間の関連性が児童保護チー

ムの基準に基づいて説明されてしまっている場合のように），循環論法が生じる。この文脈で用い

られるとき，この論法にはバイアスの高いリスクがある。そして，何が比較されようとしているの

かが研究者にもわからないという状況が生じるのである（つまり，外傷性による揺さぶり群には，

揺さぶられていない子どもが含まれている可能性があり，準拠集団には揺さぶられている子どもが

含まれている可能性がある）。これらの集団を比較して得られる感度，特異度，的中率は，誤った結

論につながる。誤った計測にもつながる。 

 このような循環論法を避けるためには，研究対象となるケースと統制集団のケースとが明確に区

別されねばならない。本プロジェクトグループは揺さぶりの目撃（又はビデオ録画）があった場合，

あるいは子どもを揺さぶったことについての詳細な自白がある場合のみが研究対象になりうると

考えた。 

 

 

診断方法 

 硬膜下出血がいつ生じたのかという判断は不確実である。さらに，12 か月以下の子どもの硬膜下

出血の特徴は成人と異なるため，この判断は子どもの場合にはより不確実である。子どもや乳児の

硬膜下出血は，体液が上層に，凝固した血液が下層にある混合物から成る。硬膜下出血が亜急性で

あるとき，この層は様々な希釈の度合いを示す〈47〉。CT や MRI スキャンを用いることによって

より確実な診断が可能になっているものの〈46〉，やはり異なったパターンや，一部重なるパター

ンがみられる時には，出血の時期を判断する場合には注意が必要である。 

 コントロールされた実験研究や観察研究においても，系統的誤差が生じる。なぜなら，観察者が

複数いれば，彼らは常に同じ観察をするとは限らないし，観察した内容の解釈も異なりうるからで

ある。観察者がどれだけよくトレーニングを受けているのかによって，ある研究における調査者の

観察や解釈に違いが生じうる。観察や評価一般のみならず，外傷性の揺さぶりが疑われる事案にお

ける症状や症候の検査や診断についてもこのことは当てはまる。 

 例えば，ある研究においては，網膜出血についての観察者の解釈には大きな幅がみられた（観察

者間の一致度が低かった）〈51〉。 

 

他の批評的研究の結果との比較 

 本プロジェクトグループは，本報告書と同様の問題について検討する系統的文献研究７つを発見

した〈68 から 74〉。これらの文献は，本報告書の「結果」には含まれていない。しかしながら，こ

れらは科学的研究にしばしば引用されている文献であることから，検討し評価した。すべての系統

的研究は本研究グループによって，質が低い（高いバイアスの危険性がある）と判断された。大多

数のものは，三徴候が存在した場合に子どもの揺さぶりがあったと判断する研究に依拠していた

（循環論法である。「臨床と研究における循環論法」の項を参照）。さらに，外傷性の揺さぶりが特

定されず，より一般的な AHT という用語が用いられており，この用語に何が含まれるのかについ

て詳細な説明が存在しないという欠点も見られた。 
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6. 将来的な研究の課題 

 

 様々な年齢の子どもを様々なレベルで揺さぶるようなランダム化実験を行うことは不可能である。

ダミー人形や，種々の内蔵式測定装置を装着したモデルを使った生体力学的研究によって，子ども

に対する機械力の影響を調査することが試みられてきたが，矛盾した様々な結果が得られている。

さらに，様々な理由から，動物実験の結果を乳児に当てはめることは難しい。 

 したがって，本プロジェクトグループにおいては，暴露（つまり揺さぶり）が起こったと推測さ

れるケースについての観察研究のみを対象とせざるを得なかった。最も信頼性があるのは前向きの

コホート研究である。そして外傷性の揺さぶり群にふくまれるべき対象は，理想的には，行為者が

詳細な自白を行い，さらに自白が得られた状況についての記録が行われているというケースのみで

ある。 

 検討した研究において，準拠集団に含まれた子どもは，外傷性の揺さぶり群の子どもに比べて，

相当程度年齢が高かった。2 か月の乳児と 8 か月の子どもとを比べると，脳，頭蓋骨，そして頚部

の筋肉の状態は異なる。0 か月から 2 か月の乳児は，より大きな乳児に比べて揺さぶりによる損傷

への耐性はより低いと推定されている。2 つのグループ（外傷性の揺さぶりグループと事故による

損傷グループ）の比較を行う場合，年齢が一致していなければ選択バイアスが生じ，不正確な結果

が導かれることになる。一致した年齢のグループを比較する研究は，感度，特異度，的中率の測定

を可能にするだろう。そうすれば，三徴候が外傷性の揺さぶりと関連する可能性があるという意見

は，より高い確実性をもって主張されうるだろう。 

 経膣分娩による硬膜下出血と網膜出血の発生の病理生理学についての詳細な知見は存在しない。

分娩に伴う出血の多くには症状がなく，数か月たつと消滅する（吸収される）が，出血が水腫に発

展する場合も存在する〈19，30，36〉。分泌液の限局性集積が皮膜組織に生じ，そこに小血管が形

成され，その後新たな出血（再出血）が起こり，慢性的に硬膜下の液体蓄積が生じる。再出血によ

って症状が出るケースもあるという可能性は否定できない〈19，36〉。このことは子どもが急に脳

障害の徴候（昏睡，呼吸困難，発作）を呈する理由の一つになりうるし，この時養育者は病院に駆

け込むだろう。仮説的に言えば，このような再出血は自然発生的に起こることもあれば，ごく小さ

い衝撃によって生じることもあるだろう。したがって，硬膜下出血と網膜出血の病理生理学と，自

然な発生要因について研究することは火急の課題である。さらに，よりよい生体力学モデルを開発

することによって，外傷性の揺さぶりについての理解は深まるであろう。例えば，脳と頸椎に対す

る外傷性の揺さぶりの影響を考慮したモデルの開発などが考えられる。 

 

 

科学的不確実性を解決するためには，どうすればよいか？ 

 この領域における科学的不確実性の理由は様々である。したがって，それに対応するためにも

様々な方策が必要である。将来的な研究の方向性に関して領域全体が協力すること，正しい方法論

に基づいて研究がおこなわれ，研究がどのように行われたのかを詳細に記載することなどが必要で

あろう。 

 

 

国際的な調整 

 領域において診断を改善するためには，国際的なレベルでの大規模な調整を行い，適切なサイズ

の研究対象の母集団を確保する必要がある。この領域の研究者はどの課題の検討がもっとも緊急を

要するものであるか合意し，より大規模な研究を，類似した研究デザインを用いて行う必要がある。
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そうすることで研究結果を簡単に比較することができる。さらに，自白があり，十分に記録がなさ

れているケースの国際的なデータベースが必要であろう。 

 

 

優先されるべき研究課題 

 脳，頸椎，眼球の診断画像の診断的正確性を高めるための研究は特に必要であろう〈75〉。観察さ

れた損傷の自然経過を研究するためのよりよい方法を開発する必要もある。分娩に伴う新生児の出

血の鑑別診断についても研究がなされ，自然経過の判別が行われる必要がある〈22，36，76，77〉。

三徴候の病理生理学の理解を増進するための研究も必要であろう。精緻化された生体力学モデルは，

外傷性の揺さぶりに関する理解を促進するだろう。 

 さらに，研究はあらかじめ定められた質保証の基準をクリアする必要がある。研究者が損傷の原

因であると疑われているメカニズムについて知っていてはならないし，診断の正確性が判断できる

ような方法で結果が提示されなければならない。後者は，研究対象となっているグループと準拠グ

ループとの双方において，個々の結果が評価できなければならないということを意味する。 

 この領域でエビデンスを発見することが難しかった理由のひとつは，多くの研究において方法と

結果とが正確に記述されていなかったことにある。将来的に研究が行われる場合には，下記の勧告

と要請とが満たされる必要がある。これらが満たされることによって，研究の質を評価することが

できるし，メタ分析を行うことも可能になるだろう。 

 

今後の研究は，次のように行われる必要がある。 

・ 自白があり，十分に記録が行われているケースについて，信頼できる方法論を用いた前向きな観察研

究が行われなければならない。虚偽自白のリスクは，最小限に抑えられなければならない。 

・ 研究対象となるグループと，準拠グループとの年齢が一致している必要がある。 

・ 研究の素材がいかに収集されたかが詳細に記述される必要がある。検討のテクニックの記録や，鑑別

診断を除外するために行われる補充的な調査がある場合には，その詳細も記録されねばならない。 

・ 疑われている原因について，症状や徴候の観察者が知らなかった（気づいていなかった）ことが示さ

れなければならない。そして盲検はどのように実現したのかが説明されねばならない。 

・ 生データ，感度，特異度と信頼区間が示されねばならない。 

・ 適度な大きさの素材に基づいており，統一的な検査方法が通じて用いられていなければならない。 

・ 自白の詳細を記述し，何が自白されたのか，どのような状況下で自白が行われたのかが示されなけれ

ばならない。 

 

 

＊訳注：本稿は，SBU (Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of 

Social Services) Assessment/ Report 255 E (2016), Traumatic Shaking: The role of the triad in 

medical investigations of suspected traumatic shaking—A systematic review   

の英語版を翻訳者の責任において日本語に翻訳した私訳である。 

基の報告書は，下記より入手可能である。 

http://www.sbu.se/contentassets/09cc34e7666340a59137ba55d6c55bc9/traumatic_shaking_2016

.pdf 

  

http://www.sbu.se/contentassets/09cc34e7666340a59137ba55d6c55bc9/traumatic_shaking_2016.pdf
http://www.sbu.se/contentassets/09cc34e7666340a59137ba55d6c55bc9/traumatic_shaking_2016.pdf
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資料 3 検察官への勧告指針 

 2014 年の最高裁判決を受けて，スウェーデンで 2016 年 5 月にSBS 関連事件の訴追について検

察官に対して勧告がなされた捜査指針 

 

4.1 勧告 

 上述の（訳注：最高裁無罪判決事例の検討を指す）所見は，捜査段階において，いくつかの重要

な方策がとられるべきであることを示している。それらの方策とは，以下のようなものである。 

○子どもに関連する全ての記録を入手すること 

○出生についての記録を入手すること 

○近親者，友人，隣人らの取調べを通じて，出生から現在までの子ども及びその健康状態について

利用可能な全ての情報を検索すること 

○初期に子ども及び両親と接した救急隊員及び医療機関スタッフから，家庭において適切な状況で

あったかについての彼らの観察を聴取すること 

○再現し，動画で記録をすること 

○居住設備のあり得る落下高さを記録すること 

○良好な取調べ環境を整えること 

○非追及的な取調べ手法を用いること 

○被疑者である親，被疑者とはされない方の親，さらには疑わしい事情がない場合であっても，親

の取調べはビデオで記録すること 

 

4.2 結論 

 SBU による乳幼児虐待についてのプロジェクトでは，診断に対する科学的なサポートは不確実

なままに残されることが予想される。脳に傷害を発生させるほどの何らかの暴力に子どもがさらさ

れたことの十分な証拠を，捜査によって収集することが求められている。子どもの傷害には他の説

明し得る原因が存在しないことを，広くかつ深く明らかにする捜査が実施されなければならない。

法医学的な証拠は，現時点では，主に傷害の程度とその発生時期を明らかにし得るのみである。 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017 年スウェーデン調査報告書 

 

誤判の悲劇を繰り返さないために 
 

スウェーデンの刑事司法制度と 

SBS（揺さぶられっ子症候群）をめぐる議論状況 
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