
頒価　200 円

��
�����

�����
�������

���������������

����������������������

�����������������

������������

���������������������

�������������������

��������������������

�����������

��������

�
�
�
�

�
�
無
実
�
人
�
自
白
�
�
�
�
��

―

講
演
録―

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

日
本
弁
護
士
連
合
会

なぜ自白表1-4.indd   1 2009/10/29   10:56:21



目 次

1１ はじめに（田中敏夫）

２ なぜ，無実の人が自白するのか？－アメリカの虚偽自白 事例が語る真実125
2（スティーブン・ドリズィン）

16３ イリノイ州におけるえん罪調査と取調べの可視化の状況について 秋田真志（ ）

４ 名張毒ぶどう酒事件における虚偽自白とドリズィン教授の法廷意見書について

20（ ）西田雅年

26５ 足利事件はなぜ起きたのか

1 26( ) 見抜けなかった虚偽自白（佐藤博史）

2 28( ) 悔し涙の虚偽自白（菅家利和）

3 30( ) インタビュー（菅家利和）

4 37( ) 日本におけるＤＮＡ鑑定－再鑑定の保障の必要性（佐藤博史）

46６ こうして嘘の自白に追い込まれた－布川事件（桜井昌司）

51７ 警察車両の中も可視化を－富山氷見事件（柳原浩）

53８ 虚偽自白と再審無罪への道のり－免田事件（免田栄）

56９ パネルディスカッション 自白による誤判・えん罪の悲劇を生まないために（ ）

（スティーブン・ドリズィン，桜井昌司，小坂井久，高野隆）

76１０（パネルディスカッション）虚偽自白の心理と弁護実践－日米比較から

（スティーブン・ドリズィン，高木光太郎，小坂井久，秋田真志）

（表紙：足利事件の菅家利和さん，釈放直後の会見： ［時事通信 ）2009.6.4 ］



１ はじめに

日本弁護士連合会は，現在，取調べの可視化（取調べ全過程の録画）の実現に向けて

全力で取り組んでいる。取調べの可視化の目的は次の２つである。

① 虚偽の自白をなくし，えん罪を防止する。

② ２００９年５月に始まった裁判員制度において，刑事裁判を，裁判員にわかりや

すく，負担をかけないものにする。

①，②のためには捜査機関の取調べの可視化が必要不可欠である。

本冊子は，日弁連主催の講演会・集会と大阪弁護士会主催の弁護士向け研修会の様子

を収録したものである。

そこでは，ドリズィン教授（ノースウエスタン大学）によってアメリカの虚偽自白１

２５事例と誤判の分析，そして改革の方向が報告されている。それだけでなく，死刑再

審無罪の免田事件，受刑後再審無罪となった富山氷見事件，再審請求中の名張毒ぶどう

酒事件，布川事件，そしてごく 近再審開始決定のあった足利事件について関係者によ

ってなぜ虚偽自白が生まれるのか，生々しい報告がなされ，私たちの取り組むべき課題

が議論されている。一部録画も含めて密室の取調べでは虚偽の自白が生まれること，虚

偽の自白をなくすには取調べの可視化しかないことが明らかになっているのである。

本冊子を武器にして，取調べの可視化（取調べの全過程の録画）を現実のものとした

い。

２００９年（平成２１年）１１月

日本弁護士連合会取調べの可視化実現本部 本部長代行 田 中 敏 夫
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２ なぜ，無実の人が自白するのか？－アメリカの虚偽自白125事例が語る真実

－スティーブン・ドリズィン教授－

（２００８年１２月１３日 東京・発明会館）

[講演者紹介]

米国ノースウエスタン大学ロースクール教授

同ロースクール「誤判救済センター」リーガル・ディレクター

虚偽自白・誤判を研究対象とし，米国において虚偽自白がなされた の無罪事例を調125
査・分析した。

再審請求中の名張毒ぶどう酒事件において，自白の信用性を認めた高等裁判所の判断を

批判する法廷意見書を提出した。

年のことですが，私はまだ非常に若い弁護士でした。当時， 歳の男の子に対し1995 11
て 歳の隣人を殺したという嫌疑がかけられて自白をした事件で私は弁護人を務めまし83
た。

その事件における唯一の証拠は自白でした。 歳の男の子が行った口頭での自白，し11
かも，その自白は，両親あるいは保護者の立会いも，弁護人の立会いも一切ないまま行

われた取調べの結果なされたものでした。

少年鑑別所の面接の場所で，私の向かい

側に座った男の子は「確かに僕がやったと

， 」言ったけれども ほんとはやってないんだ

と主張しました。しかし，私は彼を信じま

せんでした。ここにいる多くの聴衆の皆さ

んと同じように，あるいはアメリカや日本

の多くの人々と同じように，当時の私は，

犯してもいない殺人について，たとえ子ど

もであっても，自白することは考えられな

いと思ったのです。

，この男の子の弁護を効果的に行うために

私は，警察の取調べについて，そして虚偽

自白というテーマについて，一生懸命勉強

をいたしました。きょう私が皆さまにお話

し申し上げたいのは，このトピックスにつ

いて私がこれまで行ってきた研究・調査の
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結果についてです。そのような研究・調査を行うことができたおかげで，この男の子は

逮捕されて 年たってようやく無実であることが明らかになりました。10
虚偽自白について研究するにあたって一番良いやり方は，既に虚偽自白であることが

実証された実際の事件について研究をすることでした。そこで，私は何年もかけて，今

回の本の共著者でありますリチャード・レオとともにいくつもの事件を収集し， の125
事例について分析・研究することができました。

虚偽自白に関するいくつかの疑問

きょうのお話の中でまず申し上げたいのは 「誤判とされているものの中で虚偽自白に，

よるものがどのくらいの比率に上っているのか」ということについてです。

次に 「アメリカではどのような種類の犯罪において虚偽自白が見られるか」というこ，

と 「虚偽自白の類型」についても触れます。，

また 「アメリカで虚偽自白を行った人々がその後どうなったのか」ということについ，

てもお話し申し上げたいと思います。

また，皆さまが も知りたいと思っていらっしゃる疑問に対してもお答えしたいと思

います 「なぜ，人は，やってもいない犯罪について自白をしてしまうのか」ということ。

についてです。

さらに 「どういう種類や性格の人が虚偽自白をしやすいのか，より脆弱なのか」とい，

うこと 「虚偽自白のリスクを高める状況とはどういうものなのか」ということについて，

もお話します。

そして，それならば「どのようにして虚偽自白を防ぐことができるのか」ということ

について，とりあえずの答えを披露してみたいと思います。

後に，奥西勝氏の事件（名張毒ぶどう酒事件）についてもコメントをさせていただ

きます。

誤判事例に占める虚偽自白事例の割合

アメリカにおいては，虚偽自白の研

究・分析について長大な文献が存在し

ております。そういった研究の多くが

明らかにしたことは，知られているア

メリカにおける誤判のうち，だいたい

％ないし ％ぐらいが虚偽自白を12 25
原因とするものだということです。
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虚偽自白であることが実証された事件を調査対象としたこと

私たちは，虚偽自白の例として の過去の事例を研究しました。この研究で，私た125
ちにとって重要だったのは，すでに虚偽自白であったことが実証された事件のみを扱う

ことでした。すなわち，ここで私たちが分析した 件は，自白をしてしまった人が無125
実であったことについて全く疑問の余地がない事件のみです。

これらの虚偽自白による事例には，

４類型があります。

まず，４類型の中で一番数が少ない

ケースを申し上げますと，全く起こっ

てもいなかった犯罪について自白をし

たという類型です。例えば，女友達を

殺したと自白した，ところが，その女

友達は後日生きていたことが判明した，といったケースです。

また，別の類型は，その犯行を行うのは物理的に不可能であったことが後に証明され

たという類型です。例えば，その人が実際に刑務所に入っていたときにその犯行が行わ

れていたような場合です。

さらに，科学的に無実が証明されたという類型があります。今日においては，アメリ

カでは，多くの科学的証拠によって，以前なされた自白が実は虚偽であったことが次々

。 ， 。に証明されております そして その多くはＤＮＡ鑑定によって明らかにされています

後の類型は，真犯人がいることが明らかになったという類型です。弁護人が一生懸

命努力をし，真犯人を見つけ出してきて被疑者の無実が明かされたという例もたいへん

多くあります。

どのような種類の犯罪において虚偽自白が見られるか

どのような犯罪において，虚偽自白が

なされたのか。この点では，驚くべき結

果が私たちの研究からわかっておりま

。 ，す 件の虚偽自白事例のほとんどが125
殺人事件についてなされた自白であると

いうことです。アメリカの場合，殺人事

件に対する量刑は，死刑か，あるいは仮

釈放の余地の全くない無期の禁錮刑で

す。

なぜ殺人事件が多いのか。その理由は明らかです。そういう犯罪の場合，警察官には
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大限の圧力がかかってきます。すぐにでも解決しなければならないという圧力です。

だからこそ，大変なプレッシャーのもとで取調べが行われます。殺人事件の場合には，

も経験豊富な殺人課の刑事などが取調べにあたり，自白をとろうとするわけです。

虚偽自白をしてしまった人のその後

●ＤＮＡ鑑定によって発見される場合

さらに，私たちは，虚偽自白を行っ

た被疑者が刑事司法手続の中でその後

どうなるのかをみてみました。

よいニュースとして言えることです

けれども，ＤＮＡ鑑定が行われるよう

になって，アメリカでは虚偽自白につ

いては早い段階で発見されております。すなわち，刑の確定という段階に行く前の早期

。 ， ，の発見に結びついています 私たちの研究の場合 虚偽自白を行った被告人については

６割ぐらいが，実際に有罪判決が確定する前に虚偽自白であることが発見されておりま

す。

●ＤＮＡ鑑定等の有利な証拠がない場合

しかしながら，ＤＮＡ鑑定による証拠といった有利な証拠が得られない被告人につい

ては，帰結ははるかに厳しいものとなっています。 人，すなわち ％が犯してもい14 11
ない罪について有罪答弁を行っております。これは通常は死刑判決を避けるためです。

， ， 。 ， ，他方 公判になった場合 ％が有罪判決になっています そして 後になってから81
自白は虚偽であったことが明らかになっているのです。

●虚偽自白がもたらす害の大きさ

被告人が，行ってもいない犯罪について自白をし，後になって否認をした場合，アメ

リカの司法制度では，より厳しい罰が与えられています。なぜなら，公判の段階になっ

。 ，て否認をすることは全く後悔をしていないと見なされてしまうからです 大多数の場合

判事は，そういった事件については 年以上の禁錮，あるいは無期の禁錮，あるいは死20
刑などの判決を下しています。

自白というものは，真実のものであれ，虚偽のものであれ，司法手続のあらゆる段階

で，被疑者に不利益な効果をもたらします。

， ， ，自白をした被疑者は 保釈も認められず あるいは公判前に勾留されてしまいますし

勾留期間も長くなる傾向がみられます。

有罪判決に至る確率も，また，より厳しい量刑に至る確率も高くなります。そして，

有罪判決になった場合，それが上告審，抗告審の段階で覆される確率も低くなります。

なぜならば，それは，自白が証拠の中でも も強力な証拠として，司法の世界，裁判所
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。 ， ，の世界で認められているからです 自白という証拠は それが誤った方向に働くならば

それ自体が司法手続をおとしめる，あるいは腐敗させる も大きな潜在的な力をもって

いるということができるでしょう。

取調べ時間の長さが虚偽自白のリスク要因の一つであること

アメリカの場合，平均的な取調べ時間はだいたい２時間から６時間ぐらいの間になり

ます。殺人事件では，取調べ時間は平均で６時間以上になり， 時間ぐらいにわたる場24
合もあります。

虚偽自白に結びつく確率・リス

クは，取調べ時間が６時間を超え

るとかなり高くなります。私たち

の研究の結果からわかったところ

では，取調べ時間が６時間を超え

て 時間ぐらいまでの間にかなり24
。多くの虚偽自白がなされています

このような研究結果が私たちに

教えてくれていることは，取調べ

時間の長さが虚偽自白を生み出すリスク要因の一つであるということです。聴衆の皆さ

んの多くは，日本では取調べ時間が非常に長いということをご存知だと思いますが，長

い取調べの結果，多数の虚偽自白が生まれているのではないかということを，是非懸念

していただきたいと思います。

また，被疑者が若年であることも虚偽自白を生み出すリスク要因の一つです。若けれ

ば若いほど迎合しやすい，すなわち示唆を受けやすい，影響されやすい傾向が一般的に

見られます。警察も，こういう被疑者にはかなりの圧力をかけますから，大人などと比

べると，たやすく虚偽自白が引き出されてしまいます。

虚偽自白の原因

●虚偽自白の類型

次に，虚偽自白の類型について触れたいと思います。

研究者は虚偽自白を３つの類型に ＝実際には４つですが＝ 分けております。

１番目の類型は，任意に自発的に虚偽自白をしてしまう場合です。被疑者は全く強要

されずに自ら虚偽自白をしてしまいます。

２番目の類型は，強要されて迎合した場合の自白です。すなわち「減軽をしてやる」

という約束を受けて，あるいは，危害を与えられそうだという恐怖心から自白をしてし

まう場合です。
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さらに，よく見られる類型の虚偽自白の例ですけれども，ストレスによって迎合した

結果の虚偽自白です。すなわち，取調べがあまりにもきつすぎると，被疑者は，取調べ

をやめてほしい，終えてほしいと思うばかりに虚偽自白をしてしまいます。

後の類型は，そう信じ込まされてしまう，あるいは取り込まれてしまった結果とし

ての虚偽自白です。これが実は一番恐ろしい種類の虚偽自白です。被疑者はほとんど洗

脳されています。すなわち，全くやってもいない犯罪について，自分がやったと信じ込

んでしまう，あるいは自分がやったという記憶さえもってしまう種類の虚偽自白です。

●虚偽自白を生み出す取調べの手法

・心理的圧力を加える手法

では，次に，アメリカの警察が，被疑者を取り調べるためにどういう訓練を受けてい

るのかということについて，ご説明申し上げたいと思います。日本には一部該当しない

ものもあるかもしれません。

このプロセスを説明するため

に，チャートを利用させていた

だきたいと思います。まず，縦

軸は，被疑者が取調べを受けた

際に，害を及ぼされることなく

取調べを終えることができるだ

ろう，という被疑者の自信を示

しています。そして，横軸が時

間になります。

取調べにおいて目的とされる

ことの一つは，被疑者の自信を

高いレベルから絶望感を持つレベルまで低下させる，つまり被疑者の自信を打ち砕く取

調べをすることです。そして，絶望感にひたった被疑者は，自分が犯罪を犯したことを

示唆する発言をしてしまいます。

しかし，これはまだ自白というものではなく，事件に関与していたことを認める発言

にすぎないものです。すなわち 「犯行現場にいた」というような趣旨のもので，この時，

。 ，点においてはまだ自白はしていません この段階は取調べにおいて非常に重要な段階で

罪を認めた後の供述が始まる時点です。この段階において，警察官にとっては，被疑者

が真犯人であることを証明するような犯罪についての詳細を聴き出すことが重要になっ

てきます。

， ， ，自白のプロセスを考えますと 自白を認める前の段階に何があったか ということが

その自白が任意であったのかそうでなかったのかを見極めるうえで重要です。そして，

認めた後の発言の内容は，自白の内容が虚偽であるか否かという意味で重要です。
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では，無実の被疑者を絶望感に陥らせ，これ以上無実を主張するよりも自白をしたほ

うが自分にとって有利だと思わせる方法はなんでしょうか。

・被疑者との関係を構築する段階

ここで，取調べの段階について述べます。アメリカにおいては，取調べの初期の段階

では対立のない尋問が行われております。警察官が被疑者との関係を構築しようと努力

する段階です。この段階におきまして，アメリカでは，通常，ミランダ警告が行われま

す。しかし，その伝え方は，ミランダ警告の重大性を 小化するようなかたちです。

アメリカにおいては，ミランダ警告は失敗であるとされています。と言いますのは，

ほとんどの被疑者がミランダ警告上の権利を放棄し，警察官と話をすることを選んでい

るからです。被疑者が成人の場合，権利放棄率は ％から ％，そして，青少年の場80 85
合は放棄率が ％から ％となっています。実は，無実の被疑者における権利の放棄95 100
率はより高くなっております。罪を犯していないから何も恐れることはないということ

で，警察に協力をする姿勢を見せるからです。

そして，この段階においては，警察官は，被疑者がうそをついているような兆候を見

いだそうとします。例えば，座り方もその１つですし，ボディランゲージも見ます。ま

た，警察官とアイコンタクトを保つかどうかは，被疑者がうそをついているかどうかを

判断するうえで信頼できる指標とされています。

しかしながら，さまざまな研究結果によると，今申し上げたようなことは，うそをつ

いているかどうかを見抜くための信頼性の高い基準にはなりえません。警察官は生きた

「うそ発見器」ではないのです。

・被疑者と対立する段階

この関係づくりの段階が終わると，次に取調べは対立段階へと移行していきます。

通常，取調べをする警察官が，被疑者に対して，被疑者がその事件について有罪であ

ると信じていると主張することから始まります。すなわち，例えば「おれたちは，おま

えがやったかどうか聴くためにここにいるわけではない。どうやっててやったのか聴く

」 。 ，ためにいるのだ という発言をします 捜査官は確固たる有罪の証拠があることを伝え

無実を主張しようとする被疑者が発言するたびに割って入る方法をとります。

このプロセスは何時間にも及ぶことがあります。そのプロセスの中で被疑者の自信が

後は絶望感へと至るのです。

・最大化と最小化

また，アメリカの捜査官が使っている２つの戦術があります 「 大化」と「 小化」。

です。

「 大化」は，取調官が持っている証拠を過大に主張することです。そうすることに

よって，被疑者の被疑事実が全く議論の余地もない確固たるものであると被疑者に思わ

せます。
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警察官は被疑者に対してうそをつき，そしてまた，持っている証拠に関してだますこ

ともできます。警察官は，うそを言う際にも非常にクリエイティブです。例えば，被疑

者に対して，｢おまえの指紋が現場にあった」あるいは「精液が発見された｣，そしてま

た「おまえは，うそ発見器の検査で黒と出た。したがって有罪である」というようなこ

とを主張します。

それから 「 小化」という方法があります。これは被疑者の「心理に働きかけるテー，

マ」をもちだして，被疑者が面目を失うことなく有罪を認めることを可能にするもので

す。

その中には道徳的な正当化理由もありますし，また，法的な正当化理由もあります。

例えば 「子どもに食べさせるためにお金を盗んだんだろう」と言うこともありますし，，

また 「被害者を撃ったのは自己防衛のためだったんだろう 「やるつもりはなかったけ， 」

れども事故だったんだろう 「性的な関係をもったのは合意によってであり，強姦ではな」

かったんだろう」というような正当化理由を挙げます。

被疑者に対して与えられる選択肢は２つしかありません。この犯罪は計画的であり故

意に行ったものであるのか，あるいは，事故であった，衝動的なものであった，自衛の

ために行った，という２つの種類だけであり，無実であるという選択肢は与えられませ

ん。そして，その間に被疑者はそれぞれの選択肢について考えているわけですが，そこ

で警察官は自白を強要するような動機づけを与え，自白に追い込んでいきます。

・自白への動機づけの方法

その動機づけの方法ですけれども 「 小化」にあたるものとしては，被疑者の良心，，

良識，信仰，道徳心へ訴えていくものがあります。真実を話すことによって自由になれ

る，解放されることを伝えるものです。

「 大化」にあたるものとしては，危害のおそれを示唆するものがあります。自白を

しなければ死刑になるという内容のものです。あるいは，量刑軽減の約束をする方法も

あります。自白をすることによって命が救われるというものです。

そして 「 小化」と「 大化」の中間の動機づけもあります。これはすなわち，組織，

的な系統立った誘いになります。例えば，自白をするほうが裁判官あるいは陪審員に印

象が良く，被疑者の利益に資するということを言います。自白したほうが印象がいいの

か，あるいは責任をとらず反省しないほうが印象がいいのか，どっちだと思うか，など

と被疑者に話しかけます。

・記憶への自信を失わせる手法

被疑者がだんだん疲れてくると 「自分はやっていない。どうしても犯罪を犯したとい，

う記憶がない」という状態になります。それに対しても捜査官・取調官は十分な答えを

用意しています。それに対する刑事の答えとしては 「記憶にないのは一時的な無意識状，

態にあったからではないか」あるいは「夢遊状態にあったのではないか」と言うことが
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しばしばです。あるいは 「その経験があまりにも痛ましいものだったので，自分の意識，

の中で抑制しているのではないか」と言うのです。

ここで被疑者は自らの記憶に対して疑いを持ち始めます。そして，それこそが強要さ

れた虚偽自白へとつながる道となります。つまり「自分は記憶のない犯罪を犯してしま

ったのでないか」という考えをもつようになるのです。

・心理的圧迫を加える手法

アメリカにおいて，虚偽自白の一番大きな原因となっているものは，警察による心理

的圧迫を加える手法です。

アメリカにおける虚偽自白のほとんどのケースは，警察による２つの動機づけと非常

に深いかかわりがあります。一方で，拒否を続け，否認を続ければ厳しい刑を受ける危

険があるだろう，と示唆され，他方で，自白をすればより減軽を受けられる可能性があ

るだろう，と示唆され，こうした直接的あるいは間接的・暗示的な動機づけによって虚

偽自白に追い込まれてしまうのがほとんどのケースなのです。

●虚偽自白を生み出す個人的脆弱性

警察による取調べ手法だけでなく，被疑者の持っている脆弱性が助長されることも虚

偽自白につながります。

例えば，未成年者のほうが虚偽自白をしやすい傾向があります。同様に，知的障がい

を有する者，また，精神疾患を患う人も虚偽自白をしやすいと言えます。睡眠の剥奪，

また，悲しみになどによって虚偽自白が行われることもあります。

・未成年者－セントラルパーク・ジョガー事件

アメリカにおいて，虚偽自白で一番有名な事件はセントラルパーク・ジョガー事件で

す。この事件では５人の若者が逮捕されました。ニューヨークのセントラルパークにお

けるジョガー（ジョギングを楽しむ人）に対する殺人未遂，そしてまた，性的な暴行の

罪で逮捕されたのです。

この事件は 年４月に起きました。ニューヨークのセントラルパークでジョギング1989
をしていた若い女性が襲われてレイプされ，瀕死の重症を負いました。死亡には至って

おりません。

事件当日，未成年のグループがセントラルパークでたむろしていました。そして，ジ

ョガーを攻撃したり，ほかの人に迷惑をかけるような悪さをしていました。しかし，彼

らがたむろしていた場所はジョガーが攻撃された場所からはかなり離れていました。

しかし警察は，これらの若者たちを逮捕しました。そして， 時間から 時間ずつ10 16
取調べを行いました。取調べは記録されていません。そして，公判において見せられた

のは，何時間もリハーサルをした後の 終的な自白の録画ビデオでした。捜査側はビデ

オを撮る前に，被告人にリハーサルをさせたのです。この自白はリハーサルされたもの

ですから，被告人たちはまるで無感動に犯行を語らされ，被害者に対する反省の気持ち
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の全くない人たちであるかのように記録されました。

こうした経緯の結果，陪審員の評決は有罪でした。この事件では，殺人現場から採取

されたＤＮＡの証拠がこれら被告人とは一切一致しませんでしたが，それでも有罪とさ

れたのです。

検察側は，ＤＮＡ証拠が一致しないのは，ジョガーを強姦したもう１人の仲間がいた

からだと主張していました。その人物，つまり事件現場から採取されたＤＮＡ証拠と一

致する人物は 年後に特定されました。その人間の名前はマティアス・レイズでした。13
マティアス・レイズは刑務所において宗教に目覚め，当局に連絡をとり，自らがニュー

ヨークのジョガー事件を単独で行ったことを知らせました。そして，確かにジョガーの

靴下から採取されたＤＮＡは彼のＤＮＡと一致したのです。

レイズは，先ほどの被告たちとは全く面識がなく，１人で犯行をしたのだと主張しま

。 ， ， 。した また レイズは過去の事件でも 常に単独犯で行動していたことが判明しました

こうして，有罪判決を受けた５人の若者たちは釈放されることになりました。

・知的障がい者

また，アメリカの虚偽自白の多くは，知的障がいがある被告人によるものです。

シカゴ郊外における若いカップルの殺人，そして強姦について自白をしたポーラ・グ

レイさんです。この自白により，グレイさんのほかに４人が起訴され，そのうちの２人

が死刑囚となりました。この４人は犯していない犯罪について有罪判決を受け，ＤＮＡ

鑑定によって無実であることが明らかになるまで 年間，刑務所に収監されました。18
・精神疾患者

カナダ出身のサイモン・マーシャルさんは，一連の性的暴行及び不法侵入を自白しま

した。当時，マーシャルさんは精神疾患を患っており，治療中でした。５年の刑に服し

た後釈放されましたが，その後，また２件の不法侵入を行ったと自白をしました。しか

し，ＤＮＡ鑑定によって，これらの罪状すべてについて無罪が明らかになりました。

このえん罪を受けて，司法関係者が事件についての検討を行いました。その結果，捜

査官らが，虚偽自白であることを示すさまざまな警戒信号を見落としていたことがわか

りました。例えば，被疑者に誇張癖があることです。この被疑者の保護観察官は，被疑

者が迎合的であるため 「言わせようと思えばどんなことでも言わせられる」と懸念して，

いました。また，後になって，捜査官は「実は，記憶を呼び起こすために，被疑者にヒ

ントを与えていた」と言っています。

・薬物濫用者

また，薬物やアルコール濫用歴のある被疑者の場合には，捜査官などから「一時的に

精神錯乱状態になった間に罪を犯してしまったのかもしれない」と説得されやすい脆弱

性があります。
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●虚偽自白を生み出す状況的脆弱性

・悲しみによる脆弱性

また，悲しみによって脆弱になってしまうこともあります。

ゲイリー・ゴーガーさんは，両親が殺害されていることを発見した直後，両親を殺害

した容疑で 時間に及ぶ尋問を受けた末に自白をしました。しかし，死刑囚として２年21
刑に服したあと，無実であることが明らかになりました。

ゴーガーさんは，このつらい経験について，しばしば講演を行っています。取調べの

際に警察官から何度も何度も「血のついた衣服がゴーガーの寝室で見つかった。血のつ

いたナイフがそのポケットに入っていた」と言われたと言っています。そして 「何度も，

聞かされるうちに 『一時的に記憶を失った際に犯罪を犯してしまったに違いない』と思，

い込んだ」と話しています。

・誰にも限界点がある

ただ，こういった脆弱な特徴を持った個人だけが，虚偽自白のリスクにさらされてい

るわけではありません。誰でも耐えられなくなってしまう状態に至ることがあります。

ずっとプレッシャーにさらされ続ければ，ここに集まっている皆さんの誰もが虚偽の自

白をしてしまいかねないのです。

クリストファー・オチョアさんは，成績優秀で犯罪歴は全くない人でした。しかし，

７時間にも及ぶ尋問の末に，若い少女の殺人と強姦を認め，また，親友でありルームメ

イトでもあった友人もかかわっていたという供述をしました。しかし，ＤＮＡの証拠に

よって後日その無実が明らかになりました。

改革のために何ができるか

では，改革のために何ができるでしょうか。

●取調べの録画・録音

虚偽自白に至らないような取調べの改革として も重要なものとなりえるのは，警察

官による取調べについて，その開始から終わる時点まで，取調べ全体のプロセスを電子

的に記録することです。コストがかかるかもしれませんが，そのコストをはるかに上回

るメリットが得られます。録画をすることによって，客観的で，包括的で，また，見直

し可能な証拠が得られます。

これは，自白に任意性があるか，強制されたものか，自白に信用性があるか，という

判断を下すうえで，裁判官にとっても重要なものになります。現在は，被疑者と警察官

のそれぞれの主張だけに基づいて，自白について，任意性があるのか，信頼性があるの

， 。かという判断を行っていますが 現在のこのようなあり方は続けるべきではありません

裁判になりますと，取調室で何が起こったのかということについて，警察の物語と被

疑者側の言い分が非常に異なったものとなります。裁判所は，ほとんど常にと言ってよ
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いほど捜査機関側の言い分を認めます。後に虚偽だとわかった自白ですら，裁判所によ

って当たり前のように証拠として認められます。

●その他の改革

では，その他の改革のところに進みます。

・捜査機関に対する研修の必要性

記録をとることだけでなく，警察官に対する追加的な研修も必要です。特に，知的障

がい者あるいは未成年者に対して取調べをする際の取調べのあり方について，訓練を受

ける必要があります。

また，検察官に対しても，虚偽自白について，その理解を深めるような訓練をさらに

行うことが重要です。

・自白の信用性を慎重に判断する必要性

また，自白を証拠として採用する前に，裁判所も自白の信用性について慎重に判断を

する必要があります。

信用できる自白であるかどうかを判断する際には，被疑者の自白における供述と，犯

罪にかかわる実際の事実関係とが整合するかどうかをみる必要があります。

罪を犯した被疑者であれば，警察しか知りえないような，あるいは真犯人しか知りえ

ないような事実関係を知っています。そしてまた，新たな証拠につながるような供述を

したり，犯罪について不可解な点について説明をすることができます。無実の被疑者で

あれば間違いだらけの供述となります。

・捜査機関による情報の混入の危険性

ただ，問題は，取調べの中で，警察官はしばしば被疑者に対して，犯罪についてその

， 。 「 」情報を与えてしまう あるいは示唆をしてしまうことがあります これが 情報の混入

という問題です。

来年，新しい研究結果が発表されることになっていますが，この研究では，ＤＮＡに

よって無実が証明された虚偽の自白について調べています。そして，ほとんど全ての事

件で警察によって情報の混入がなされていることがわかっています。

， ， 「 」どの事件においても 刑事は 公判の際に 被告人がそのような情報を自ら供述した

と主張しています。また，多くの事件で警察側は「事件の詳細について被告人に提供し

たことはない」と主張します。また， の事件においては，刑事たちが「非常に注意を21
払って誘導尋問をしないようにした 「犯行現場の写真を見せなかった 「犯行現場に連」 」

れていくことはしなかった」と主張しています。

しかし，こういった刑事の発言がうそだったことが，今はわかっています。

さらに問題を悪化させているのは検察の論告求刑で 「こういった犯罪事実を知ってい，

たのだから真犯人であるに違いない」という論告を行うことです。
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・自白という証拠の危険性

ここでの教訓は，自白という証拠はかなり疑わしいものであるということです。そし

て，事件を決着させるために自白にあまりにも頼りすぎている司法制度においては，虚

偽の自白が生まれてしまう，えん罪が生まれてしまう危険が高いということです。

日本でも陪審に近い制度が導入される時期を迎えている中で，ますます重要性を増し

ているのが取調べの過程を記録にとることです。そして，裁判員が強制的な取調べ，あ

るいは情報の混入がどういったものであるのか理解をすることが重要です。

現在日本で行われはじめている， 終的な自白の部分のみを録音・録画することは，

録音・録画を全くしないことに比べて，さらに悪いかもしれません。自白の証拠を裁判

員があまりにも重視しすぎるリスクが高まってしまうからです。

・裁判官に何ができるか？

また，裁判官としては，自白を証拠として採用する前に，証拠の信用性の確認のため

の予備審問を行うべきです。

また，先ほど申し上げたような事実との整合性の判断を自白の内容について行うべき

です。まず，記録がなされていない自白については信用性がないことを推定するべきで

す。そして，記録がなされていない自白を証拠として採用する際には，警察側が裏付け

となる強力な証拠を提示しなければならないとするべきです。

名張毒ぶどう酒事件について

， （ ） 。私は 日本の奥西勝さんの事件 名張毒ぶどう酒事件 にかかわるようになりました

これは，奥西さんの再審開始決定を取り消した名古屋高等裁判所が，これまでの虚偽自

白の研究などからわかってきていることと矛盾するいくつかの見解を示していると判断

したからです。

●名古屋高等裁判所のいくつかの誤解

名古屋高等裁判所は，奥西さんのケースで，自白についていくつかの誤解をしていま

す。例えば，名古屋高等裁判所は「普通の人は自分が死刑になりかねない重罪で自発的

にうその自白をするわけがない」と言っていますが，実際にはそうではありません。ア

メリカの研究でもわかっていますけれども，非常に多くのケースで，死刑宣告の対象と

なる殺人罪で虚偽の自白が行われていることがわかっています。

また，名古屋高等裁判所は「取調べ時間の長さからいっても虚偽の自白をする可能性

は低い」としています。しかし，奥西さんの取調べは 日間にわたり， 時間に及んで5 49
いますし，中には 時間連続で行われていた日もあります。アメリカの虚偽自白のケー16
スと比べても，奥西さん事件では取調べの時間は非常に長くなっています。

さらに，名古屋高等裁判所は「自発的な自白は当然ながら信用性が高い」という見解

も示しています。アメリカの教訓から何か一つ学ぶことがあるとすれば，それはすなわ
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ち，取調べの全過程についての記録がない中で，自白が自発的なものであるのか，それ

とも強制的なものであるのかということについて裁判所が下す判断は欠陥が多いという

ことです。取調べの際に何が起こったのか，警察側の言い分と被疑者側の言い分しかな

い状況においては，自白が任意性をもってなされたかどうかを裁判所が正確に見極める

ことはなかなかできないことが示されています。

アメリカの場合，えん罪に至った事件において，裁判所は，虚偽自白のほとんどすべ

てを，任意になされたものだったとして，証拠として採用していました。

また，名古屋高等裁判所は 「自分の妻に罪をかぶせるような虚偽の供述は，奥西さん，

が有罪であることを示す有力な証拠である」と言っています。この点についても，アメ

リカの経験をみると，こういった供述は，供述をした人が有罪であるのか無実であるの

かとは全く関係がないことが示されています。

警察官が「妻もかかわっていたのかもしれない」とほのめかしたのか，それとも自発

的に妻のせいにしたのかは，私たちにもわかりません。奥西さんの事件では妻も容疑者

の１人でした。また，この村の親睦会の会長も「妻に容疑があるのではないか」という

ような発言をしていたのです。

●日本の司法に対する提言

このような名古屋高等裁判所の誤解を解くためにも，取調べ過程の 初から 後に至

るまで電子的な記録をとるべきである，という警鐘を，日本の司法に対して発信したい

と思っています。特に，今，日本が大々的な刑事司法制度の改革を行うときに，警鐘を

鳴らしたいと考えています。

さらに，私たちが懸念している点は，自白のみで死刑判決を下してはいけないという

ことです。

また，奥西さんの弁護団から新たに出されている科学的証拠の評価は，新たに行われ

る審理，すなわち再審の中で明らかにされるべきだと思います。

●アメリカの教訓

年にアメリカの 高裁がエスコベード対連邦政府の事件で言った言葉は，今でも1964
重要な意味を持っています。その言葉を引用します 「私たちは古今の歴史から学んでき。

た 『自白』に頼るようになった刑事司法制度は，熟練した捜査により独自に確保した外。

部証拠に基づく制度よりも，長期的にみると信用性が低く，不正が起こりやすい｡」

アメリカでは，今現在，この教訓を学びつつあります。日本でもそろそろその教訓を

学ぶべきではないでしょうか。
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３ イリノイ州におけるえん罪調査と取調べの可視化の状況について

－秋田真志－

（２００８年１２月１６日 大阪弁護士会館）

［講演者紹介」

弁護士（大阪弁護士会所属・日弁連取調べの可視化実現本部事務局長）

アメリカにおける取調べ可視化の状況

アメリカにおける取調べの可視化の状況について，現地に行って見てまいりましたの

で，簡単にご報告したいと思います。

アメリカでは，日本と違いまして，取調べの可視化が非常に進んでおります。その歴

史を簡単にひもといておきます。

一番初めの取調べの可視化は，録音ですけれども，約 年ほど前の 年，アラス20 1985
カ州において， 高裁判決で「取調べの録音をしておかなければ，それは証拠として認

められない」という判断が示されています。そのあと， 年にミネソタ州の 高裁で1994
も同じような判決が出ております。

その後，立法としまして， 年にテキサス州で取調べの録音を義務づける法律がで1999
きます。それから，きょうお越しいただきましたドリズィン教授が誤判研究等をしてお

られるイリノイ州は， 年，今から３年前になりますけれども，取調べの録音・録画2005
が義務づけられる法律が制定され，施行されています。ワシントンＤ Ｃ などでも同じよ. .
うな立法がなされています。また，ウィスコンシン州その他，多くの州で法による義務

化が進められている状況です。

イリノイ州の状況－取調室の入室から退室まで全てを録画する

ドリズィン教授のアメリカ・イリノイ州の状況についてご説明させていただきます。

年に死刑から無罪になるという非常に劇的なえん罪事件が発覚をしたことを契機と2000
いたしまして，当時のイリノイ州知事であったライアン前知事が死刑に関する州知事諮

問委員会，通称ライアン委員会を発足させています。

その２年後になりますけれども，このライアン委員会が勧告を出しています。その内

容は，人の死を伴う犯罪，いってみれば殺人事件とか傷害致死の事件，日本の裁判員裁

判対象事件に非常に似ているかと思いますけれども，そのような事件の取調べでは全過

程をビデオ録画するようにというものです。それに伴い７月に法律の制定が行われまし

て，２年の準備期間を経て， 年７月に録音・録画が実際に開始されました。2005
， ， 。その直後である 年９月に 日弁連として その状況について調査にまいりました2005
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そのときのメンバーの１人が私だったわけですけれども，そのときにシカゴでドリズィ

ン教授ともお会いしました。

ライアン報告書の勧告はこういう表現になっております 「警察の施設で行われる，人。

の生命が奪われた事件の被疑者の身体拘束下における取調べは，ビデオ録画されるべき

である。ビデオ録画は取調べ後の被

疑者によってなされた供述について

のみでなく，取調べの全過程につい

てなされるべきである」という内容

です。

写真１（左記参照）がイリノイ州

シカゴ警察で私たちが実際に見てき

た取調室ですけれども，天井の隅に

広角のカメラが用意されています。

これは死角がないうようにするため

です。このカメラで写された状況は

本当に部屋の隅々まで見えます。天井にマイクが取りつけられています。非常に感度の

いいマイクでした。すべての声が拾える状況です。ここでは取調べだけでなく，そのま

ま接見も行われます。このテレビカメラのスイッチが切られるのは弁護人と接見してい

るときだけという状況でした。

写真２（右下参照）は，これを別室でモニターしている状況です。大きなハードディ

スクとかいろいろな機材がありますけれども，録画データが一元的に管理されておりま

して，編集などが絶対できないようになっています。警察本部と特別な回線でつながれ

ていて，いつどのようにこのビデオにアクセスした人がいるかは，すべて別のところで

記録されるようになっているので

す。ですから，もし改竄をしよう
ざん

ということになったら，その改竄
ざん

の記録なども残ってしまうという

ことで改竄防止が図られているわ
ざん

けです。

では，イリノイ州ではどのよう

な刑事手続になっているかを簡単

にみておきます。逮捕後，チャー

ジという手続があります。これは

起訴に近い手続です。日本の起訴

とは若干違いますけれども，チャージが行われますと，その後は保釈の可能性が出てき
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ます。この点では日本の起訴と非常によく似ていますが，それまでは 大 時間になり48
ます。日本でいうと勾留請求に近い感じとも言えます。その間だけが警察の取調べの持

ち時間になります。

その過程における取調べ状況は，取調室への入室から退去まですべて，先ほどの部屋

の中で録音・録画される状況になります。そして，中央コンピューターで一括管理され

ます。例外は弁護人との接見です。ただし，録音・録画をしていることは説明されませ

んので，初めてであれば本人はわからないという事情はあるようです。

イリノイ州における取調べ可視化までの道のり

さて，こういう法制化をするために，アメリカのライアン委員会のもとで，元検察官

であり，大学の教授もされていますトマス・サリバン氏が全米の取調べの録音・録画の

状況等を調べました。その結果をまとめた「サリバン・レポート」が中心になって，今

回のシカゴでの法制化に至ったのです。ドリズィン教授はサリバン氏と一緒にお仕事を

されています。その中で全米の警察の方にいろいろ事情を聞いて回って，どんなことを

言っていたかが集約されていますので，その内容を駆け足でみていきたいと思います。

全米 州の 人の捜査官にインタビューをしたということです。人口 万以上の38 238 50
都市の警察署を調べていかれたようです。

例えば，カリフォルニア州のサンディエゴ警察署では「録音・録画は，私たちが法廷

に出ると言い分を変えてしまう被疑者の問題を解決してくれる。この方法が気に食わな

いという刑事に会ったことがない｣。モンタナ州の警察署では「経験上，録画には ％100
賛成だ｣。それから，オレゴン州の保安官の事務所では「もし写真に 語分の価値が1000
あるとすれば，ビデオには１万語分の価値がある｣。

結局，たくさんの警察官から事情聴取をした結果，みんな取調べの可視化はいいとい

っているのです。

ライアン委員会は 「当委員会の委員の多数派は，取調べの全過程のビデオ録画は司法，

の公正な運営のために不可欠であると確信をしている。警察官がいったんビデオ録画を

するという発想に適合してしまえば，彼らはこの手続の有用性に気づくであろう。研究

の結果，そういうことが検察官と弁護人が事件を見極めるための助けとなる」と言って

います。

全員が勝者になる

「 」トマス・サリバン教授がまとめられた論文の副題の中に エブリバディー・ウィンズ

という言葉が出てきます。だれもが勝者だという意味です。とにかく，取調べの録音・

録画はだれにも有用である。警察官にも有用である。弁護人にも有用である。被疑者に

も有用である。裁判官にも有用である。陪審員にも有用である。そういう意味で「全員
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が勝者である」と言っています。取調べの録音・録画を説明する意味で非常にわかりや

すいメッセージではないかと思います。
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４ 名張毒ぶどう酒事件における虚偽自白とドリズィン教授の法廷意見書について

－西田雅年－

（２００８年１２月１６日 大阪弁護士会館）

［講演者紹介］

弁護士（兵庫県弁護士会所属）

名張毒ぶどう酒再審請求事件弁護団員

私が担当しております名張毒ぶどう酒事件についてお話をさせていただいて，その関

連で，ドリズィン教授の法廷意見書を提出した経緯も含めてご説明したいと思います。

名張毒ぶどう酒事件の概要

まず，名張毒ぶどう酒事件ですが 歳以上の方はだいたい記憶にあると思いますけれ50
ども， 年３月 日に発生しております。場所は三重県名張市の葛尾です。名張市1961 28
は近鉄沿線で，今は大阪とか名古屋のベッドタウンになっておりますけれども，葛尾は

三重県との境になっております。

「生活改善クラブ三奈の会」ですが，三重県と奈良県からとっております。集落の中

に県境が走っておりますので「三奈の会」ということで，およそ 戸です。生活改善ク23
， 。 ，ラブは何をやっているかというと 主に農業の改良です こういう肥料がよろしいとか

。 ，こういう農薬がよろしいということをやっていました その年次総会が開かれたときに

総会の終了後に恒例の懇親会が開催をされて，男性は日本酒，女性は白のぶどう酒で乾

杯したところ，女性用のぶどう酒の中にテップ剤－有機リン系の農薬で，有機リン系で

すから，いわゆるサリンと同じ仲間です－が混入されていて，これを飲んだ女性会員の

うち５人が亡くなって， 名が入院するという大事件が発生したわけです。事件直後は12
「第２の帝銀事件」ということで騒がれまして，一時は 名を超える報道陣が来まし200
た。 名ですから，およそ村人とマン・ツー・マンで対処するような，それぐらいの200
大事になりました。

自白に至る経緯

捜査経緯としましては，ぶどう酒に混入されていたので，ぶどう酒の搬入経路から，

当日にぶどう酒を出すことを決定した会長さん，それから，会長さんから依頼を受けて

酒屋さんから会長さんの家まで運んだ農協職員，それから，会長さんの家から公民館ま

でぶどう酒を運んだ請求人の奥西勝さんの３名です。この人たちが，重要参考人として

取調べを受けました。
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奥西勝さんは，５人の犠牲者の中に妻と愛人がいたことから，しかも，その前年にテ

ップ剤の一種であるニッカリンＴという農薬を買っていたことから，次第に厳しい取調

べを受けるようになりました。３月 日の取調べ時間が２時間半，３月 日が約６時29 30
間，３月 日が 時間，４月１日が 時間 分，このときは警官が自宅まで一緒に31 12 13 40
来るということで，これはすべて任意の取調べになっています。４月２日に自白したわ

けですけれども，この日が 時間 分という取調べ時間で，およそ 時間取り調べら16 10 50
れて自白をしました。

当初は，奥西勝さんは，自分の奥さんがニッカリンＴの保管場所を知っていたし，ぶ

どう酒瓶の栓を人に開けてもらったと聞いていたので 「ひょっとしたら妻がやったので，

はないか」と言ってしまったわけです。そうすると，捜査官から「妻がやったらおまえ

も一緒だ。幇助だ」と責められて，また，嫁さんを犯人にでっち上げたということで奥

さんの親族からも責められたことから，事件から５日後の４月２日の深夜に自白をし，

翌日，逮捕されました。

自白後は，今はほとんどありませんけれども，記者会見をさせられています。今もＮ

ＨＫのフィルムに残っておりますけれども，記者の前で謝罪させられて，一問一答の質

疑もやっています。

裁判の経過

裁判の経過は，一審の津地裁では無罪判決を受けました。ところが，二審の名古屋高

裁で逆転の死刑判決でした。それ以来ずっと再審をやってきましたけれども，負け続け

ております。

日弁連が事件委員会を設置したのが 年です。設置はしましたけれども，新証拠が1973
なかなかないということで，第２次から第４次まではご本人がずっと請求をしていまし

。 。たけれども負け続けます 第５次請求から日弁連が弁護団を結成して本格的に始めます

第５次，第６次といずれも負けまして，第７次の請求でようやく， 年の４月５日に2005
。 ， ， ，再審開始が認められました ところが 検察官が異議申立てをして 翌年 月 日に12 26

， ， ，くしくも３年近く前になりますけれども 異議審決定で再審開始が取り消されて 現在

高裁の第三小法廷に係っております。

一審判決はなぜ無罪かというと 「自白調書は，動機，準備，実行，実行後の行動すべ，

てにわたって不自然・不合理で信用できない」ということで，自白調書の証拠能力をす

べて否定しました。しかも「毒薬を混入する機会は奥西さんだけではなかった」という

ことで，無罪判決を出しました。

ところが，検察官に控訴され，二審の名古屋高裁は逆転の死刑判決を言い渡すわけで

すけれども，その前提としてどういったかというと，まず第１に「被告人のいわゆる自

」 ，白調書を除外した爾余の証拠により本件を認定し得るか否かを考察する ということで
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自白調書以外の間接事実によって被告人を有罪とできるかどうかを判断したという，非

常に変わった構成をとっております。

そのうち の間接事実を認定しまして 「本件は，被告人のいわゆる自白調書を待つ13 ，

までもなく，被告人の犯行であったと断定するに何ら支障がない」ということで，自白

調書がなくても有罪にできるといったわけです。しかも，当然ですけれども，自白は十

分信用できるという判断をしました。

再審開始を認めた第７次再審請求審の判断

再審開始を認めた第７次再審請求ではどのようにいったかといいますと，新証拠はい

ろいろありますが，説明していると長くなるので省きますけれど 「新証拠による疑問を，

度外視して自白の信用性を検討したところ，自白には大幅な変遷が数多く見られ，その

， 」内容も客観的事実と整合性に欠け不自然であり 自白の信用性はもともと脆弱であった

というわけです。確定判決が下した認定は，自白の信用性についてはもともと脆弱だっ

たというわけです。そのうえで，われわれが出した新証拠を加えてみると自白の信用性

は乏しいということで，ほぼ否定しています。

再審開始決定を覆した第７次再審請求審に対する異議審の判断

ところが，第７次の異議審決定はどのようにいったかというと，自白については積極

的に肯定しました。

それは，まず第１に「本件のような重大事件，要するに死刑が当然予想される事件に

ついて，特段の強制もなく任意に自供した以上，その任意性に問題はなく，当然，その

信用性についても高いものと考えられる」と。自白をしたら死刑になることは当然わか

っているのだから，強制がなければ，それは自分で任意にしゃべったとしか考えられな

いというわけです。

それから 「警察官に対する取調べにおいてだけでなく，その後の検察官に対する取調，

べにおいても１週間近くにわたって自白を維持し続けたのである。この点も自白の信用

性が高いと判断できる」と。請求人は否認と自白を繰り返しますけれども， 終的に自

白調書については 通近くあるわけで，当然，検察官に対する検面でも自白をしていま20
す。

それから 「時間の点だけからいっても，請求人が自ら進んで供述したことは明らかで，

ある。短時間でこれだけの内容と分量のある供述を捜査官が誘導することはできない」

50といっています 要するに 短時間というのは 先ほど見ていただいたように およそ。 ， ， ，

時間の取調べで，それも任意でしゃべったというわけです。

２番目に，異議審は「うその自白をする理由がない」というわけです 「短時間で 初。

の自白調書ができ上がったのは，請求人がまさに犯人であり，自らが体験したことを供
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述したからであると考えるのが自然だ」と。要するに，自白調書が非常に短時間ででき

上がっているのは，捜査官が誘導したのではなく，真犯人が自分が体験したことをその

まま語ったからこういう詳細なものができた。だから，犯人でないのに自ら犯人だとい

ううその自白をする理由がないというわけです。

しかも，うそをついた理由をわれわれもいろいろ出しましたけれども 「請求人の説明，

はどれをとっても不合理で，うその自白をしたことの十分な理由にはなっていない」と

いうわけです。

それから，開始決定の説明によっても「極刑まで予想される重大犯罪の責任を自ら引

き受けるのは納得できないばかりか，請求人の供述は矛盾に満ちており，荒唐無稽であ

る」とまでいうわけです 「自白時点において請求人が疲弊と混乱の朦朧とした状態にあ。

ったとは考えられない」ということで，どうしてそこまでいうのかというぐらいの踏み

込み方をしています。

それから，記者会見も実施していますけれども，その内容について「迫真性に富む発

言であり，取調官でない者に対しての発言という意味でも，信用性判断において重要な

事実と考えられる」というわけです。実際の記者会見の内容を見ていただいたらわかり

ますけれども，なんらそのような迫真性に富む発言ではありません。謝っているのかど

うかわからない「謝罪」の言葉を言って，質問には「はい」か「いいえ」でしか答えて

いないぐらいです。

それから，消極的な理由で排斥しますけれども 「請求人が捜査段階で自白を撤回した，

事情は自白の信用性判断を左右しない」といいます。それはどうしてかというと 「自白，

の撤回自体については，犯人でないから撤回したとも，犯人であるが撤回したとも，い

ずれも理解可能である」というわけです。

そのように言っていくと話が長くなりますので割愛させていただきますけれども，要

するに，異議審決定は請求人の自白が信用できるということを延々と書いているわけで

す。請求審の再審開始決定はそうではなく，新証拠についての判断がどうなのかという

こと，明白性の判断を一生懸命書いているけれども，異議審は自白を信用するというこ

とです。

自白の評価をめぐって無罪と死刑の間を揺れ動く裁判所

もともと，確定前の第一審の名古屋地裁の判決は，自白は信用できないということで

無罪になりました。二審の名古屋高裁は，自白も信用できるけれども，自白以外で十分

有罪だということで逆転死刑判決を出しました。

ちなみに，名古屋高裁の逆転死刑判決は，当時の「判例時報」の解説によりますとそ

れまでにはなかったということですので，初めてということです。そのあとも一審無罪

で逆転で死刑判決になったものはありませんので，名古屋高裁の事例が 初で 後だと
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思っております。

ドリズィン教授の法廷意見書

われわれは，自白の信用性を高めたというか，そういうものに対してなんとか反論し

， ， ，なければいけないと考えまして 当時 伊藤和子弁護士が日弁連から留学をされていて

留学先のアメリカでえん罪についても研究をしていたということで，異議審決定が出た

ときに「これは許せないのでなんとかならないか」という話をしたら，法廷意見書があ

ることがわかりまして，それを頼んだらどうかということから始まったわけです。

そこで，アメリカのノースウエスタン大学のロースクール内にある誤判救済センター

に，異議審決定に問題のある虚偽自白についての法廷意見書を求めました。法廷意見書

は，アメリカでは「法廷の友」と言われて非常に重宝されていて，いろいろな論点につ

いて鑑定的な意見を出すわけです。われわれの感覚でいうと，専門的な知識もそうです

けれども，法律的な解釈も含めて法廷意見書が使われています。

年の４月 日に，われわれはドリズィン教授の法廷意見書を 高裁に提出しま2008 25
した。その中身はどういうことかといいますと，全米で 件の虚偽自白の事例につい125
て分析をなさったというものです。虚偽自白の事例は，後にＤＮＡ鑑定などで完全に無

実であったことが証明されたことが前提になっております。したがって 「疑わしきは被，

告人の利益に」で無罪になったわけではなく，後に真犯人が発見されたとか，ＤＮＡ鑑

定で違うとされたものばかりの 件です。125
その 件のうち ％が殺人事件です。要するに，重大事件について虚偽自白がなさ125 81

れているということです。しかも，その 件の被疑者の平均の取調べ時間が 時間125 16.3
です。名張のケースは 時間ですので，それを大幅に上回っています。 時間はアメ50 16.3
リカでも非常に長いということです。当然，アメリカではミランダ・ルールがあります

ので，１人の取調べはだいたい２時間以内と言われておりますけれども，それから比べ

ても 時間は非常に長いということで問題になっています。16.3
それから， 時間以内に自白した者が ％とも言われておりまして，極めて短時間12 50

に自白がされています。虚偽自白を行ったうちの ％の人が 歳から 歳までの年齢65 18 40
で，精神的遅滞等のない正常な判断を有する者だったということです。普通の大人の人

が虚偽自白をしてしまうということです。

要するに，虚偽自白をするのは時間などもありますし，しかも，アメリカのこの事例

には拷問はありません。日本でも 近は拷問はないですけれども，虚偽自白をすること

が当たり前になっているので，要するに，取調官の心理的なテクニックの結果だと言わ

れておりますけれども，まさにそういうことが証明されているだろうと思います。

法廷意見書の中でいろいろなケースが取り上げられておりまして，伊藤先生の報告書

の中でも，例えば， 年に起こったリンドバーグ事件，リンドバーグさんの息子さん1932
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が誘拐された事件でも 人以上の人が自白をしたという報告がされております。少な200
くとも２～３人が真犯人だとしても， 人以上が虚偽自白をしていることになるわけ200
です。

それから，記憶に新しいところでは，ジョンベネちゃんというかわいい女の子が殺さ

れた事件で， 年にカールという人が「私がやりました」と自白して，日本でもワイ2006
ドショーで取り上げられましたけれども，ＤＮＡ鑑定の結果，あれも虚偽だということ

がわかったということですので，虚偽自白をする理由・動機は様々あることも法廷意見

書の中でいわれております。

われわれは，ドリズィン教授の法廷意見書を出しまして，それをベースとした特別抗

。 ，告理由補充書をこの 月に提出をしました あと２本ほど補充書を用意しておりまして12
来年にはいつ決定が出てもおかしくないと思っています。
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５ 足利事件はなぜ起きたのか

（( )～( )…２００９年６月２４日 参議院議員会館第１会議室）1 3
（( )…２００８年１２月１３日 東京・発明会館）4

(1) 見抜けなかった虚偽自白

－佐藤博史－

［講演者紹介］

弁護士（第二東京弁護士会所属）

●維持された自白

年 月１日の朝，任意同行と称して菅家利和さんの自宅に警察官が押し掛けま1991 12
して，いきなり上がり込んで「 ちゃんを殺したことを認めろ」というようなことを言M
ってきました。当日は結婚式が予定されておりまして，菅家さんは，自分はこれから散

髪に行って結婚式に出なきゃいけないというふうに言うのですが 「そんなことは関係な，

いんだ」と言われて，そのまま警察署に連れて行かれました。自白するのはその日の夜

の 時過ぎで約 時間という時間なのですが，それで「やりました」というふうに言10 13
って，未明に自白供述の下で逮捕状が執行されて，逮捕は 月２日です。ＤＮＡ鑑定は12
合っていたのですが，それだけでは逮捕状が取れなかったので，いわば自白が逮捕の理

。 ， ，由になったということです なぜかというと そのＤＮＡ鑑定は当時で 人に 人1,000 1.2
， ，833 50人に１人ということなので 当時の足利の人口でも約 人該当者がいたわけなので

指紋のようなものではもともとなかったわけです。ですから，やはり自白を得たという

ことが，逮捕の理由になったわけです。

●見落とされた無実の訴え

問題は，公判段階でも事実を認めまして，いったんちょっと否認するのですけど，論

告求刑を受けるまでずっと自白を維持したことです。それで， 後に無期懲役の求刑を

受けたあと「私はやっていません」と弁護士さんに書くのですけど，もうその段階では

弁護士さんも信じてくれなくて２週間後に判決が言い渡されるということなので，マス

コミの人たちも，傍聴していた人たちも，まさかそれが本当の否認だとは考えなかった

というぐらい深刻なものだったのです。そのことは，弁護士も反省しなければならなか

った。私選弁護士さんをお兄さんが付けて，捜査段階で就いているのですが， 初泣い

てるだけだったということですけれど，３回目かなんかに「やりました」というふうに

言って，弁護士さんはそれで安心してしまって，とうとう私の前でも認めてくれたとい

う記者会見をやっているのです。結局は，弁護人も含めて菅家さんの無実の訴えに耳を
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傾けなかったという事件です。

●取調べの可視化の必要性

それで，捜査の可視化ということが問題になっていて，テープ録音ということがある

のですけども，私たちの理解では初期に否認しています。否認をしていて，自白に転ず

るところ，つまり本件でいうと任意同行をして，自宅のところがまさに問題なんですけ

ど，そこはちょっとテープ録音は無理にしても，警察から取調べを受けた一番 初のと

ころから否認のプロセスを経て， 初の自白に転じるところをやっぱりきちんと押さえ

ておいてください。ただ，実は自白をしたあとも，彼は犯人じゃないわけですから，自

白といっても明らかに虚偽なことなので，見る人が見ればどう考えたって見抜けなけれ

ばいけないわけですね。ところが，本件では裁判官でさえそれを見抜けなかったという

ことが問題。これは公判調書が逐語的に自白が取られてるという意味では，警察官が取

ってきた目的とはちょっと違います。それは実は心理学者の責に委ねて鑑定をしてもら

っていました。しかし、これは全然表には出てないわけです。そうすると，表面的には

自白してるのだけれども無実のサインがそこは読み取れるという鑑定結果が出ておりま

す。それは書物にもなってます。そういう意味では，いったん自白を残したあとでもそ

のテープというものを見る人が見れば，真実の判定はできるという意味でも，非常に示

唆に富む事件ではないかと私は思います。
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(2) 悔し涙の虚偽自白

－菅家利和（足利事件 えん罪被害者）－

［講演者紹介］

足利事件えん罪被害者

年 月に発生した女児殺人事件につき，逮捕された。自白とＤＮＡ鑑定結果に基1990 5
づいて有罪となり，無期懲役刑が確定した。

再鑑定の結果，菅家氏のＤＮＡと犯人のものとされるＤＮＡが一致しないことが明ら

かになり， 年 月に刑の執行が停止され，同月 日再審が開始された。2009 6 23

●突然の連行

平成３年 月１日の朝なんですが，７時ごろ１人でおりました。そうしましたら，玄12
関でドンドンという音がしました。それで，何だろうと思い玄関のほうへ向かってカー

テンを開けました。そうしましたら，警察から「菅家，いるか」と言われて，何だろう

なと思いました。それで，鍵を開けましてドアを開けていきなり入ってきたんですね，

刑事たちが。ドカドカドカドカと上がり込んできて，自分は奥のほうへ押されるように

して奥へ行きました。そうしたら刑事がそこへ座り込みました。私も座りました。そう

， 「 ， 」 。「 」 。したら １人の刑事が お前 子どもを殺したな と言うんです え？ と思いました

びっくりしました 「やってません」と言いましたら，いきなりひじ鉄砲で突かれて私は。

後ろへひっくり返りました。そうしましたら，ガラスが後ろにあるんですが，もう少し

でぶつかるところでした。もし，それがもう少し後ろへ行ったら完全に頭をぶつけて大

けがをしたところです。それで，もう１人の刑事が ちゃんの写真をポケットから出しM
て見せました，私に。それから，その刑事が「謝れ」と言うんです。でも私はその時点

では謝ってません。しかし ちゃんの冥福を祈って手を合わせました。それで「今からM
警察へ行くからな」と言われて，その場を立って連れて行かれました。連れて行かれる

前に「私は今日，保育園の先生に結婚式で呼ばれているんです」と話しましたら「そん

なのはどうでもいい」と言われました。私は本当に腹が立って，頭に来ました 「じゃ，。

今から警察へ行くからな」と言われて，そのまま車で警察に行きました。任意でなく強

制でした。全くひどいですね。

●「証拠があるんだ」自白を強要する取調べ

それから警察へ行きまして，２階へ上がって「ちょっと待ってろ」と言われて 分間30
待たされました。それで，１人の刑事が入ってきて「今から取調べをやるからな」と言

われて，それで取調べが始まりました 「お前は子どもをやったよな 「殺したよな」と。 」

また言うんです 「いや，私はやってません」と言いました 「いや，お前だ。絶対にお。 。
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前がやったんだ」と，こういうふうに言われました。本当に何が何だか分からなくなっ

て，本当にぼーっとしてしまいました。それから，何度も何度もやっぱり同じようなこ

とを繰り返されて，ずっと夜遅くまで言われて，それから「証拠があるんだ」と言われ

て，それで私は事件なんていうのとは全く関係ないですので首を傾げました。何でこん

なことがあるんだろうとずっと思ってました。

●悔し涙の虚偽自白

， ， ，それから 時ごろ 私はもうどうでもいいやと思って 家族のことは全然頭になくて10
もう信じてもらえないからどうなっても構わないと。それで「やりました 」とあのとき。

言いました。そしたら刑事は「おお，そうか」と言いまして，それから刑事たちは静か

になりました。それで，もうその日の調べは終わりました。それで私は悔しくて泣きま

した。そうしたら，刑事が反省をしたような感じで取ったと思います。しかし，私はそ

うじゃなくて悔しくて悔しくて泣いておりました。刑事たちに本当に反省して泣いてい

， 。 。 。たと そういうふうに取られました でも違うんです 私は悔し涙で泣いておりました
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(3) インタビュー

菅家利和（えん罪被害者）

（聞き手） 伊藤和子（日弁連取調べの可視化実現本部）

（コメント）佐藤博史 泉澤章（足利事件弁護人）

●暴力を伴う取調べの恐怖

伊藤：取調べで もつらかったことは何でしょうか。

， 「 」 「 ， 」菅家：やはり 警察へ連れて行かれて お前がやったんだ とか いえ やってません

とか，それで頭の毛を引っ張られたり，蹴飛ばされたりされました。本当にひど

いところです。

泉澤：僕のほうから１つだけ聞きます。 初に警察官が来てあなたにひどいことをしま

したよね。

菅家：はい。

泉澤：今まで生きてきて，そういうことをされたことはありましたか。

菅家：いえ，そういうことはないんですが，私は小さいころ気が弱くていじめられっ子

でした。

泉澤：そのとき，警察官が来て菅家さんに暴力を振るいそうになったり，実際強い力で

やったりしたときにすごく恐かったですか。

菅家：ものすごく恐いと思いました。

●言い分を聞いてもらえない取調べ

伊藤：それから， 時間も取調べをされたということですね。普通の人にはちょっと想13
像がつかないと思うのですが， 時間も「お前がやった」というふうに言われ続13
けて，否定しても言われ続けるわけですね。そういう心境というのはどういうも

のなのでしょうか。

菅家：私は絶対にやってませんから，本当に気持ちを絞り切って「やってない 「やって」

ない」とずっと１日言い続けてきたんですが，全然認めてくれなくて本当に恐い

顔をしてるんですよ。本当に恐かったです。そういうのは本当にえん罪事件に関

わった人でないと，本当に分かりません。

佐藤：今「 時間も」と言われたんですけど，実は驚かれるかもしれませんが，多くの13
刑事事件で 時間程度で自白したのはあまりなくて，何とか数日は頑張ってもら13
わないと駄目だというのが当時相場で，裁判官も初日に自白してしまってある程

度の事件の概要がしゃべれたんだから真犯人だと，このように言ってますので，

国会議員の方々も特捜部の取調べが一体どれだけ長く続いたかということはご存

じだと思いますが， 時間で落ちたんです。13
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伊藤：そうですね。ただ，その日だんだん夜遅くなって心細くなってくるじゃないです

か。このまま否認し続けて家に帰れると思いました？

菅家：いや，帰れると思いませんでした。

●悔し涙の虚偽の自白

伊藤：これから否認し続けて，だんだん夜が暗くなっていってどうなってしまうんだろ

うと思いましたか。

， ，菅家：どうなるとかというのは全然分からなくて ただ悔しくてどうなってもいいやと

そういうふうに思いました。

伊藤：殺人事件というのは大きな事件なので，もしかしたら死刑とか，無期懲役とかに

なってしまうかもしれないと。認めたら大変なことになってしまうというふうに

は思いませんでしたか。

菅家：私はそういうふうには全然思ってませんでした。

伊藤：それはなぜですか。

菅家：私は，この事件には全くかかわっていないのでそういう頭は全然なかったです。

伊藤：いつか誰かが無実をはらしてくれるんじゃないかと思ってたんですか。裁判官が

分かってくれると思ってたんですか。

菅家：裁判官は必ず私のことを分かってくれると，それは思ってました。

伊藤：自白を 終的にしてしまったとき，悔しくて涙を流されたという，そのときの心

境をもう少しお話ししていただけませんか。

菅家：やはり，私は無実ですので悔しくてどうしようもなかったんです。それで，長い

時間泣いてました。それで，刑事が反省したと，そういうふうに取ってたと思う

んですが，それは私は違います。絶対やってないですから悔し涙でした。

伊藤：その日は自白をしてしまったわけですけれども，それから自白調書を作るように

なりますよね。

菅家：はい。

●刑事に迎合し，創作するストーリー

伊藤：自分がやってない犯罪について詳しい説明をしなければならないわけですね。

菅家：ええ，そうです。

伊藤：どうやってそんなことができたんでしょう。

菅家：そうですね。１日目の夜なんですが，寝たときに，やったと言った以上はどうや

って説明をしようかと思ってました。それをずっと一晩中考えて，当時，私は自

転車を使っておりました。その自転車を頭に浮かべながら，じゃ，自転車を使っ

たことにしてパチンコ屋さんから交換所まで行って，それで ちゃんがいたことM
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にして「乗るかい？」と話して，それで自転車の後ろに乗せて土手のほうまで行

， 。 ，って 土手から下って野球場のほうへ向かっていったと それで真っすぐ行って

ネットがあるんですよ，野球場の後ろに。そのネットの裏をずっと行きまして，

それで河川敷まで行って，そこで ちゃんを殺して首を締めたと，そういうふうM
に話したんです。これは自分がつくったことですけどね。

伊藤：自分がつくった話なんですね。

菅家：そうです。

伊藤：自白しちゃったけれども，一晩寝て翌日はやっぱり違うんだと否認をすることは

考えられなかったのですか。やってもないストーリーをつくるのは大変だと思う

「 」 。から やってないです というふうに言うということは考えられなかったですか

， ， 。菅家：いや そのときはそういう頭は全くなくて 刑事のことがすごく恐かったんです

それで「やってない」ということは言えなかったんですね。

伊藤：じゃ，そうするとひたすら恐い刑事が納得してくれるように話を考えたというこ

とですか。

菅家：そうですね。もし，何も言わなければどんどんどんどん追い込まれて……。私と

しては刑事たちが本当に恐かったんですね。

伊藤：じゃ，あなたが黙って何も言わないと「ちゃんと話すんだ」というふうに……。

菅家：そういうことです。

， 。 ， 。伊藤：そうなんですね 分かりました 取調べは長いこと続きますよね 何日も何日も

やってないからこんなことをやめたいというふうに思わなかったんですか。

菅家：全然思わなかったですね。

伊藤：それは恐いからですか……。

菅家：はい，そうです。もし話したら何か言われるんじゃないかと。本当に恐かったで

す。

●別件２件での虚偽自白

伊藤：菅家さん，この事件以外にも報道によると２件，別の本当にやってない事件につ

いて自白をさせられてたということですけれども，それはどうしてそういうこと

になったんですか。

菅家：その２つの事件ですけども，刑事が「ほかの事件の取調べをされると思っていた

よな」と言いました 「え？」と思いました。それから，その事件の取調べが始ま。

りまして自供したんですよね。それで「それはお前，やったんだろうな」と 「い。

え，やってません 。それが何回も続く 「違う」と言っても。それで，体を揺す」 。

ぶられたり，何回もですよ 「やりました」と言うまで何回も何回も揺すぶられて。

「お前だろう，お前だろう」と，こう言うんです。それで，私はだんだんだんだ
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ん本当に恐くなっちゃったんです。

， 。伊藤：それで ２件ももう言うしかないというふうになって自白してしまったんですね

菅家：そういうことです。

●無実だからこそ想像できない将来の刑罰

伊藤：３件も殺人事件の自白をしたら，本当にどういう結果になるんだろうとは思わな

かったですか。

菅家：そのときは，やっぱり死刑とか，そういう頭は全くなかったです。

伊藤：何で，死刑という頭が全くなかったんですか。

菅家：やっぱり，私は事件と全く関係がありませんので，死刑とかそういうのは全然頭

にありませんでした。

伊藤：いつになったら，こういう取調べのつらい状況が終わるんだろうということは考

えていましたか。

菅家：いえ，それは考えていなかったですね。全然考えていませんでした。

伊藤：もし，当時のことを考えて，またほかに全く関係ない事件についてもまたやった

んじゃないかというふうに言われたら，それも自白をしなきゃならないような，

そんな状況だったんですか。

菅家：ええ，そうですね。本当に恐いのが先立ってしまいました。

伊藤：弁護士というものがいて，被告人の立場に置かれた状況の人の権利を守ってくれ

る存在のはずなんですけれども，弁護士に頼って自分は無実だということで主張

するということはできなかったんでしょうか。

菅家：そうですね，やはり弁護士の先生自身も何か恐かったような顔でした。本当に恐

かったです。普通じゃないですね。どういう仕事をするとか，自分としては全然

分からなかったんですよ，警察官とか，弁護士の先生がどういう仕事をやる人だ

か全然分かっていなかったんですよ，まるっきり。

伊藤：菅家さん，これまで警察事とか，あまり厄介になったこともないんじゃないかと

思うんですけど，警察とか，検察庁とか，裁判所というものがそもそもどういう

ものかよく分かっていたのですか。

菅家：全然分かりませんでした。

伊藤：弁護士が自分の味方になってくれるかもしれないと，そういう存在だということ

自体が分からなかったんですか。

菅家：全然分からなかったんです。

伊藤：そうすると，弁護士の前でも自白をしていないといけないんじゃないかと思った

ということですか。

菅家：そういうことですね。
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伊藤：それで，菅家さん，裁判になりますよね。

菅家：はい。

●公判で自白を維持した理由

伊藤：裁判になって「あなたはやってるんですか，やっていないんですか」というふう

に裁判官に 初に聞かれると思うんですが，そのときも自分がやっていますとい

うことをおっしゃったということですよね。

菅家：はい，そうです。

伊藤：裁判というのは１番大きなチャンスで，そこで認めてしまったら有罪になってし

まうというふうに思うものだ，と思うんですが，そこでもどうして「やっていな

い」となかなか言えなかったんでしょうか。

菅家：やはり，裁判が始まりまして，傍聴席に刑事たちがいるのではないかと私はびく

びくびくびくしておりました。だから，時折後ろを振り向いて刑事がいるかどう

。 ， ，か確かめました しかし いるかどうかはちょっと分からなかったものですから

その時点でもまだいたら嫌だなと思っていました。

伊藤：もし，刑事があなたがやっていないということを言ったのを聞きつけたら，どう

いうことになると思ったんですか。

菅家：傍聴席から刑事が怒鳴ったりなんかするんじゃないかと思ってました。

伊藤：傍聴席から怒鳴られたりするのは恐いということですか。

菅家：そうですね。私としては，無口で気が小さかったものですから本当に恐かったん

ですね。

伊藤：ただ，裁判でずっと認めていると，今度こそ本当に死刑になっちゃうんじゃない

かとか，刑務所に行くんじゃないかとか，全く思わなかったんでしょうか。

菅家：全く思わなかったですね。

伊藤：もしかしたら，自分は刑務所に入ってしまうんじゃないかと思うようになったの

はいつごろなんでしょうか。

●耳を傾けられなかった無実の訴え

菅家：そうですね，求刑の前だと思うんですが，そのあたりから認めませんとか，やっ

てませんとか，話したと思います。

伊藤：それは，弁護士に対して話をしたということですか。誰に対して話をされたんで

すか。

佐藤：第１回公判の前に公判では認めているんですけど，家族にあてては「私は無実で

す」という手紙を書いてたんですね。それで，お兄さんがおかしいと思って弁護

士に届けたんです。弁護士もその意味が分からないで，法廷でいきなり「ここに
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無実と書いたのはどういう意味なんだ」というふうに聞いたんです。そこで「無

実というのはやってないということです」と言いまして，そうしたら今まで嘘を

ついてたことなのかというふうに法廷で言って「いや，そうです」というふうに

言ったのが 初のきっかけなんです。ところが，弁護士は，弁護士の失態なわけ

ですけど（法廷がそれで終わりましたから ，信頼関係を傷付けられた思いがある）

と，このまま否認を続ければ辞任もありうるというふうに述べられまして，それ

で２日後に拘置所で面会をするわけです。弁護士は怒ってますけど，本人がまた

「知りません」と言っちゃって，裁判長に上申書を書こうと。それで「やってま

せんと言ったんですけど，私がやりました」ともう１回とらされるんですね。そ

れで，年が明けてまた自白を始めちゃって，論告求刑のとき。ですから，彼が言

ったちょっとだけ論告求刑の前にやってませんと言ったのは，今の場面のことで

す。弁護士も甚だ反省しなきゃいけないんですけど，本来はね。

●無実を主張する闘いへ

伊藤： 終的にやっていないということで無実を主張していこうと思ったきっかけはど

ういうことだったんでしょうか。

， 。 ， ，菅家：やはり 支援者の方が手紙を私にくれました それから 面会に来てくれまして

それから私は実はやってませんと話しました。

伊藤：そのときに，あなたがやっていないということを信じてくれる人がいたと。それ

で，これから無罪を主張していけるというふうに思ったと。

菅家：はい，そうです。

伊藤：そういう力を得たということですか。

菅家：そうですね，はい。

●えん罪を防げなかったことに対して

伊藤：それから，非常に長いことかかってしまって，やっと再審開始ということになっ

たわけですけれども，私たち法曹三者としても反省しなければならないことがた

くさんあると思いますが，取調べをした警察官に対してはどのような思いでいら

っしゃいますでしょうか。

菅家：そうですね，やはり私の前に出て謝罪してほしいと思っております。

伊藤：そうですね。それから，弁護士，そして無罪を見抜けなかった裁判官に対しては

どのような思いでしょうか。

菅家：やっぱり，裁判官なら分かってくれるんじゃないかと思ってました。

伊藤：それも裏切られた……。

菅家：そうです。
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伊藤：一審の弁護人に対してはどうでしょうか。

菅家：どうして私のことを見抜いてもらえなかったのかと……。残念です。

●えん罪を防ぐために－取調べ全過程のビデオ録画の必要性

伊藤：こういううその自白をさせられてしまう人というのは，本当に菅家さんだけじゃ

ないというふうに思います。うその自白をさせられる被害者の方々がたくさんい

ると思うんですけれども，そういったえん罪の悲劇をなくすためにどんなことを

これから私たちは気を付けていかなければならないと思われますか。

菅家：やっぱり，警察も取調べ中にビデオで撮るということを徹底してもらって，中の

ことをよく見えるようにしてもらって，内容を見せるようにして取調べをやって

もらいたいと思ってます。

伊藤：今，やっとこういう話ができましたけれども，なかなか裁判ではどんな経過で取

調べがされたのかってうまく説明できないですよね。それから，信用してもらえ

ないですよね。だからそういう意味でビデオを撮ってほしいと。

菅家：そうです，はい。

伊藤：どこからビデオを撮ってほしいとですか。

菅家：やっぱり，調べ室の中にテレビカメラとモニターを設置してもらって，その内容

を見てもらって全国の人に分かるように調べの内容を見てもらえるようにしても

らいたいと思います。

伊藤：取調べが始まった 初からやってもらいたいという趣旨でよろしいですか。

菅家：はい，そうですね。

伊藤：分かりました。ここで終わらせていただきます。ありがとうございます。
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(4) 日本におけるＤＮＡ鑑定－再鑑定の保障の必要性

－佐藤博史－

事件の概要

事件の概要をまずお話しします。 年に足利市で４歳の幼女が行方不明になりまし1990
た。翌日に渡良瀬川の河川敷で死体となって発見されましたけれども，付近の川の中か

ら幼女の半袖下着が発見されました。この半袖下着に犯人の精液が遺留されていたわけ

， ， ，ですけれども 当時は わが国ではまだＤＮＡ鑑定を捜査に用いておりませんでしたが

この精液からはＢ型の血液型がわかりました。

足利市内に居住するＢ型の男性が捜査の対象になりましたけれども，独身で，離れを

借りている菅家利和氏がその年の暮れに見つかりまして，以後，１年間，尾行を続けら

れたのです。

翌年の６月に，尾行を続けている過程で，菅家氏が捨てたティッシュペーパーを警察

が押収します。このティッシュペーパーに精液臭がしたということで，県警は科学警察

研究所にこのティッシュペーパーと犯人の精液が付着した被害幼女の半袖下着を持ち込

みまして，ＤＮＡ鑑定を依頼したのです。その結果，翌年の 月に本件のＤＮＡ鑑定が11
完成しました。

ところが，実は捜査本部は全く知りませんでしたけれども， 月１日に新聞報道がな12
されます。これがその新聞報道です。読売新聞の全国版の１面ですけれども 「幼女殺害，

容疑者浮かぶ 歳の元運転手 ＤＮＡ鑑定で一致」というものでした。実は，この45
報道によって私ども弁護士も，わが国の捜査でＤＮＡ鑑定が性犯罪の決め手になること

を初めて知らされましたけれども，申し上げましたように，取り調べようとした人たち

にも知らされないでこの報道はされました。

捜査・裁判の経過

●自白しなければ帰宅させない取調べ

その結果，菅家氏が警察に事情聴取で呼ばれたときは，周りをマスコミが囲んでいる

中で取調べが行われます。それで，その夜についに彼は自白をしますけれども，実は警

察はそのときには逮捕状は取っておりませんで，自白させなければその晩は帰さなけれ

ばならない状況下で菅家氏を取調べたのです。そして，夜に自白したために，これが翌

日の新聞ですけれども 「元保育園運転手を逮捕 ＤＮＡ一致で自供」ということで，翌，

日， 月２日にこの事件が解決したと報道されました。12
先ほども言いましたけれども，この事件でＤＮＡ鑑定が用いられて被疑者が見事自白

をして事件が解決した，と私どもが知らされた事件が足利事件です。これは 年から1990
年にかけてのことでした。1991
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●繰り返される自白と否認

， ， ， ，その後の経過ですけれども 彼は その年の暮れに起訴された後 これも問題ですが

公判廷でずうっと自白を維持します。第６回公判に至って突如 「間違っていた」と自白，

をいったん撤回しますけれども，弁護人の面会で「申しわけありませんでした。あれは

本当でした」と言って，翌年の１月からまた自白をします。自白したまま論告，弁論を

終えまして無期懲役の求刑を受けて，６月 日の判決を持つ段階で，５月末に弁護士に24
「これまで自白してきたけれども，実はやっていないんです」という無実を訴える手紙

を出します。そこで，予定された判決の日に再び否認の供述をしますけれども，それ以

上の審理はされないで，２週間後の７月７日に予定どおり判決が言い渡されまして，無

期懲役が下されました。

●有罪判決の確定

私は，東京高裁の段階から関与しましたけれども，以後はずうっと否認を貫いていま

すが， 年に東京高裁で一審判決が是認され， 年７月に 高裁で上告が棄却され1996 2000
て有罪判決が確定しました。

その後， 年に宇都宮地方裁判所に再審請求をしましたけれども，ご存じのように2002
今年の２月 日に，その再審請求は認めないという決定が宇都宮地裁で下されました。13
問題なのは，私どもは宇都宮地方裁判所にＤＮＡの再鑑定を求めましたけれども，そう

いうことはしないで，｢菅家利和氏は犯人であると認められる」と言われたことです。

結局，菅家氏が，ＤＮＡ鑑定によって自白をし，逮捕され，有罪判決を下されたとい

うのが足利事件です。

足利事件におけるＤＮＡ鑑定

本件ＤＮＡ鑑定と足利事件●

では，足利事件におけるＤＮＡ鑑定はどうものだったのかですけれども，血液型の鑑

定とＤＮＡ型鑑定の組合せで行われました。

まず，血液型ですけれども，先ほど言いましたように，犯人と菅家氏はＢ型です。出

現頻度は ％です。それからもう１つ，ルイス式でＬ （ － ＋）と言いますが，22.1 e a b
俗に「分泌型 「非分泌型」と言っているものです。これは，血液以外の，例えば汗とか」

「 」 ， 「 」 。唾液に血液型が現れる人を 分泌型 と言い そうでない人を 非分泌型 と言います

ですから，同じＡ型でも分泌型の人もいるし，非分泌型の人もいる。Ｏ型にも分泌型，

非分泌型がありますが，その分泌型になるので，Ｂ型で分泌型が犯人及び菅家氏の血液

型である。当然，犯人の精液からＢ型が出ているので，これは分泌型であることは間違

いありません。

もう１つ問題なのはＤＮＡ型ですけれども，ＤＮＡ鑑定の中のＭＣＴ 型という部118
位の型を鑑定しました。
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ＤＮＡ鑑定については詳しいお話はしませんけれども，人間の遺伝子の中にあるＤＮ

Ａは非常にたくさんありますけれども，ＭＣＴ 型は，一番長い遺伝子の中のさらに118
短腕部という短い腕の部分にある部位が「ＭＣＴ 」と名づけられた部位です。その118
部分を調べると， 型だと分かったと言うわけです。これは，同じ単位が 回繰り16-26 16
返している部分と 回繰り返している部分を父親と母親から譲り受けて「 」と表26 16-26
現します。この数字を覚えておいていただきたいと思いますが， 型です。16-26

結局，真犯人と同一の血液型とＤＮＡ型だということでしたが，その出現頻度が問題

になりました。今言いましたように，Ｂ型と，分泌型と， 型の出現頻度を掛け合16-26
。 ，わせますと ％になります これは 人に約 人いるという意味ですけれども0.1224 1000 1.2

第一審判決でもそのように言っています。

犯人がＡＢＯ型のＡ型で，自分もＡ型だから犯人の疑いがあるとは普通考えないわけ

ですが，Ｂ型で分泌型が一致しているだけでなく，ＭＣＴ 型の 型が一致した118 16-26
から，血液型だけでなく， 通りもある多型性を示すＭＣＴ 型が一致した事実が325 118
重要な間接事実になることは否定できない。第一審判決は，そう言って，｢本件において

は被告人と犯行との結びつきを強く推認することできる」と判示しました。

結局，ＤＮＡ鑑定が決め手になって足利事件の犯人と断定されたことになります。

本件ＤＮＡ鑑定の問題点●

しかし，このＤＮＡ鑑定には多くの問題点がありました。

① 出現頻度の著しい増大

その１つが出現頻度です 「出現頻度の著しい増大」と書きましたけれども， 初に調。

べたときから 「データベース」のデータの数が増えていくわけですが，そのことによっ，

て，実は 型が日本人に非常に多いことがわかりました。つまり，サンプル数の増16-26
加に伴って， 型の数は，飛躍的に増大し，その出現頻度は当初の５倍以上になり16-26
ました。

その経過をお話ししますと， 初は 人に 人で，これは 人に１人になりま1000 1.2 833
す。これが 人に 人， 人に 人， 後には 人に 人いることにな1000 2.5 1000 5.4 1000 6.23
りました。これは， 人に１人， 人に１人，さらに， 人に１人になったことを400 185 161
意味します。この会場に何人いらっしゃるかわからないですけれども，同じ型の人がい

る可能性があります。それが本件のＤＮＡ鑑定の出現頻度です。

今のことを図示したものがこれです（次ページ参照 。少しわかりにくいですが，これ）

はもとあったデータベースに基づいて棒グラフ化したもので，つまり， 初はこういう

山の形でした。数が増えていくに従って，この山は，いわば相似形で高くなっていくべ

きものですけれども，実は，ここには数字しか書いてありませんが，あるところだけが

非常に突出することになりました。つまり， という型も， という型も，実は日本人16 26
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にかなり多かったということで

す。

ある部分が高い山ではなく，

できるだけフラットな山の形に

なったほうが犯人である可能性

が高くなるわけです。低いとこ

ろで一致すればもちろんそうで

すが，高いところで一致しても

犯人であるとは断定できないこ

とになりました。つまり， 初

のデータベースは 人を調べただけで本件のＤＮＡ鑑定をしましたけれども，かなり380
危うかったということです。

事件当時の足利市の男性の人口は８万人余りいましたけれども，性犯罪が可能な人数

を仮にこの半分と仮定して，Ｂ型とＤＮＡ型に該当する人が何人いるか考えてみます。

そうすると，一番 初の鑑定でも約 人は同じ型がいたことになりますけれども， 後50
の 人になると，足利市内だけで 人もいたことになります。犯人は，もちろん足6.23 257
利市内に住んでいるとは限りませんから，その周辺も入れれば，実は 人ぐらいもい700
ると言えます。その中から，ＤＮＡ鑑定が一致したからといって，少なくとも 初にあ

った新聞のように，｢重要容疑者が浮かぶ」と書くかということです。

， ， 。それから ドリズィン先生のお話とも極めて関係しますが 実は彼はＩＱが でした77
は正常域と精神薄弱の境界域と言われていますが，知的障がい者ではないですが，知77

的能力が乏しく，人とディスカッションしたり反論したりということは非常に不得手な

人でありました。

結局，足利市を含めて，佐野市とか桐生市とか館林市といった周辺をあわせて計算し

たら，先ほど言ったように 人ぐらいになる，当時でも 人ぐらいいた，というこ706 136
。 ， ， ，とです つまり 本件のＤＮＡ鑑定の結果が正しかったとしても 真犯人と同じ血液型

ＤＮＡ型で，かつ，性犯罪可能な男性は，事件当時，足利市と周辺地域に 人以上も700
いたことがわかりました。

このことから，ＤＮＡ鑑定から菅家氏を真犯人と断定することはもはや不可能である

ことがわかっていただけると思います。

② ＭＣＴ118法の型判定技術

しかし，問題は，型判定自体に誤りがあった可能性があるということです。

これが本件のＤＮＡ鑑定の写真（次ページ参照）です。

非常にわかりにくいですけれども 「Ｍ」と書いてあるのは「マーカー」です 「マー， 。

カー」は物差しにあたるものです。それから「１ 「２」と書いてある薄いものが幼女の」

－40－



半袖下着から抽出したＤＮＡを流したものです。

「３ 「４」が菅家氏のティッシュペーパーから得」

， ， ，たＤＮＡを流したもので 要するに こことここ

こことここが一致している，それから，こちらは

少し見にくいですが，実はこことこことここが一

致している，というのが本件のＤＮＡ鑑定です。

ただ，一致したといっても，ゆがんでいること

と幅があって，どのレベルを見るかによって，一

致と見ることもできるし，一致と見ることもでき

ないことがおわかりになると思います。

ここでＤＮＡ鑑定の仕組みを簡単にお話ししま

すけれども，お弁当箱で寒天を作ったと考えてい

。 。ただきます そういうゲルのものを縦に置きます

その上にＤＮＡを入れる小さな穴を開けますが，

上に並べます。それで，ＤＮＡはマイナスに帯電しています。下のほうにプラスの電極

を置きまして電気を流すと，ＤＮＡが上から下にずうっと流れていきます。

「ゲル」と言いましたが，寒天は実は網の目状でありまして，その中をＤＮＡの断片

が上から下に流れていくわけですが，長い断片は引っかかりながら行くのでスピードが

遅い，短い断片は速く行く。梯子くぐり競争みたいなものです。そのようにしますけれ

ども，今の原理でおわかりのように， 後まで行けば全部が到達するわけです。途中で

止めまして，それを染色して，どの位置にそれぞれがいるかを見るわけです。しかし，

今言った電圧とか中の状況によって，どれがどこまで行くかはそれだけではわからない

わけです。

それで，同時にマーカーという，すでに型がわかっているものを流します。そのもの

がここにあるので，これは何型だと見るわけです。ですから，ここにあるように両方に

マーカーを流しておりまして，これは型がわかっています。わかっている型がここにあ

るから，これは何型だと読む，というのがＤＮＡ鑑定の方法でした。

こういう方法で 型と型判定をしました。16-26
ところが，先ほど言った「ゲル」はポリアクリルアミドゲルと言われるものを使いま

したが，このゲルでは正しい型判定ができないのではないかという科学論文がまずあり

ました。それからもう１つは 「 マーカー」と言いますけれども， 塩基の距離が， 123 123
あるもの，長さの違いがあるものをマーカーにしましたが，このマーカーだと正しい型

判定ができないのではないかという疑問がありました。

実は，研究者によると，まず，アガロースゲルで作ったゲルでなければいけないし，

マーカーはアレリックマーカーでなければいけないのです 「アレリック」は「遺伝子」。
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という意味ですが，人間の遺伝子そのものを物差しに用いる方法です。 塩基は，す123
ぐおわかりのように人工的に作られたものです。こういう人工的な物差しで人間のもの

を測っているので，どうしても不正確なところが出ると批判されました。

そこで，アガロースゲルとアレリックマーカーという正しい型判定の方法で菅家利和

氏の型を判定したらどうなるのか調べてみました。

どうしたかというと，そのことを思いつきまして，面会をしたときに「あなたの髪の

毛を毛根を必ず付けて取って，私に送る手紙の中に入れてほしい」と言いました。検閲

のスタンプが押してありましたが，私が関心があったのは手紙の中身ではなく，無事に

髪の毛が届いているかどうかでしたが，その髪の毛は届いておりました。

，それを日本大学の押田茂實先生に持ち込んだところ

型であることがわかりました。先ほどの 型18-29 16-26
， ，とは全然違うとすぐにお気づきだと思いますが 実は

それだけの単純なものではありませんでした。いずれ

にしても，菅家氏のＭＣＴ 型は 型であるこ118 18-29
とが判明しました。

先ほどの写真は非常にわかりづらいものですが，こ

れが押田先生のＤＮＡ鑑定の写真です。見ていただけ

ば非常にクリアな写真だということがわかります。技

術的に高いレベルというか，現在のＤＮＡ鑑定はこの

水準まで到達していますけれども，本件の時代にはこ

のようなもので判定をせざるを得なかったということ

です。

実は，本件のＤＮＡ鑑定をやった科警研という機関が，ＤＮＡ鑑定の方法が間違って

いたことを論文で認めました。先ほどのようなマーカーが梯子に見えるから「ラダー」

と呼んでいますけれども，それと ラダーとがあって，これの と判定されたものは123 16
と読み替えてください， と判定されたものは と読み替えてくださいと。 とい18 26 30 30

うのは 回繰り返しているという意味です。ですから， と型判定したのは間違い30 16-26
でした，正しくは と読み替えてください，という論文を発表しました。科警研論18-30
文によると， マーカーの 型はアレリックマーカーの 型に該当する，つま123 16-26 18-30
り，この論文によると， 型は 型だという意味です。16-26 18-30

そうすると，すでにおわかりだと思いますけれども，真犯人のＭＣＴ 型は科警研118
論文によると 型になります。ところが，押田鑑定によると菅家氏の型は 型18-30 18-29
でした。当然， と は違うので，これは型が違うことになります。すでにこの段階29 30
で一審判決には合理的な疑いが生じていると私たちは考えたわけです。

26 30さらに，これは細かな問題ですけれども，実は，その後の研究によって， 型は

（押田鑑定）
123右から，アレリックマーカー，

マーカー，菅家氏の ，アレリッDNA
クマーカー，対象資料〔アレリック
マーカーで 型〕29-31
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型になるだけでなく， 型になったり 型にもなるのだと。 ， ， は，すでにご29 31 29 30 31
説明したように， という１つの単位が 回繰り返されている， 回繰り返されてい16 29 30
る， 回繰り返されているという意味で，その長さのものが用意ドンで競争しているわ31
けですが，わずか ， ， という微妙な違いを当時の技術では読み取れなかったので29 30 31
す。結局， の人も， の人も， の人も， と読んでいた可能性があります。その29 30 31 26
結果，真犯人は 型だけれども，菅家氏のように の人も同じように読んでしまっ18-30 29
た可能性があります。

しかし，菅家氏の 型は ％で，この３つのグループの中では も少ない出現頻度29 4.8
です。実は，犯人と推定されている 型は ％になりましたが，いずれにしても菅30 15.7
家氏は 型，犯人は 型であって，同じではない可能性があります。29 30

ＤＮＡ再鑑定の必要性●

こうして，ＤＮＡ鑑定を見直す必要がある，再鑑定する必要がある，ということにな

っていますが，２つの意味で不完全だったことになります。

まず，ＭＣＴ 型の型判定自体を誤っていた可能性があること，それから，現在で118
は，ＭＣＴ 型だけでなく，たくさんのＤＮＡの部位を調べる方法が開発されている118
わけですから，そういう方法によって型判定をすればいいことになります。以上のよう

， ，な意味での再鑑定が必要で ＭＣＴ 型がいったい何かを見極める必要があることと118
それから，菅家氏と真犯人の遺留精液を用いて，ＭＣＴ 型以外のＤＮＡ鑑定もする118
必要があると考えられます。

上告を棄却した 高裁決定は，実はこのように言いました。｢(本件ＤＮＡ）鑑定の証

拠価値については，その後の科学技術の発展により新たに解明された事項等も加味して

慎重に検討されるべきである」けれども，証拠能力はある，証拠に用いることはできる

と言っているだけで，要するに，証拠として使えることは認めるけれども，本当に決定

的な証拠かどうかは見極めなければいけないと言っていました。

それで，これもまた細かな話ですが，ＭＣＴ 型以外に，具体的には，ミトコンド118
リアを対象とするミトコンドリア法と，｢ショート・タンデム・リピート（ＳＴＲ)」と

言われる，先ほど言ったような長いものではなく，非常にタフな短い部分を使う方法と

， 。が開発されておりまして この２つの方法でＤＮＡ再鑑定を行うのが正しいと思います

ところが，検察官はなぜか，ミトコンドリア法には反対をしています。しかし，現在も

科警研ではこの２つの方法を併用しておりまして，この方法で行うべきではないかと思

います。

ＤＮＡ再鑑定へ●

10それで 弁護人はすでに意見を出しましたが 一部新聞で報道されていますように， ， ，

月 日に出した検察官の意見書の中に「裁判所がもしＤＮＡ鑑定を実施する方向である15
のなら，検察官としてあえて反対しない」という意見を書いておりました。いったいこ

－43－



れは何を意味するのかと思いきや，裁判所から検察官の意見書を私たちに交付すると同

時に，書記官を通じてですけれども 「裁判所としてはＤＮＡ鑑定の再鑑定を行う考えな，

ので，行うことを前提に弁護人の意見を述べてほしい」と言われまして， 月２日に補12
充書を出しました。

実は，今週の月曜日の 月８日に，弁護人が出した補充書に対して検察官が意見書を12
出したいと言っていましたが，８日を過ぎたときの裁判所からの連絡では，結局，検察

12 19官としては書面は一切出さないで臨むことになったと。臨むというのは，実は 月

日の三者協議はすでにスケジュールとして組まれておりまして，そこで検察官と弁護人

， ， 。と それから裁判所が入って この件についてどうするかを決めることになっています

問題になっていることは，ＭＣＴ 型という旧鑑定が正しいかどうかを検査するか118
しないかです。検察官は「そんなものはやめてほしい」と反対しています。それからも

う１つは，ミトコンドリア法という方法も加えたＤＮＡ再鑑定をするかどうかです。後

者については検察官も反対しておりませんので，ＤＮＡ鑑定の再鑑定になることは間違

いないと考えられます。

さて，突然ですが 「ジュラシック・パーク」は，ジュラ紀に生きた恐竜を作ってサフ，

ァリパークと同じように興行をしようと考えたけれども，恐竜が暴れ始めるという物語

です。

実は，この恐竜を作るのにＤＮＡを増幅する技術を手に入れているわけです。マイケ

ル・クライトンがそのことをヒントに物語を作ったわけですが，刑事裁判のＤＮＡ鑑定

も，まさにＤＮＡを増幅する技術を用いています。もちろん，私たちは体全体を増幅す

るような技術はもっていません。しかし，化石の中に琥珀がありますけれども，琥珀は

マツヤニが固まったものです。その中に昆虫が入っている，昆虫の中に蚊がいる，蚊は

血を吸う，血はＤＮＡそのものである，恐竜のＤＮＡがその血の中にある，これを増幅

する，という物語が「ジュラシック・パーク」です。

ところで 「ジュラシック・パーク」の中で一番 初に恐竜に食べられる人はだれか。，

その人の職業は何か。クラウチング・スタイルで小屋の中にいて，バカッと食べられる

のですが，それは弁護士です（笑 。法律家がＤＮＡ鑑定を用いた技術に欺かれる 初の）

犠牲者であるのは何を意味するのかですが，これは実はＳＦではなく，わが国では，法

廷の中で， 新の技術を装いながら，それが制御できない状態のままＤＮＡ鑑定が暴走

している可能性があるのです。それをどうやって防ぐのかが現在の問題だと思います。

ところで，ある人がこう書いています 「ＤＮＡ型鑑定は，その初期において究極の鑑。

定として決定的な証拠であるかのような誤解を与えていた可能性がある。従来の血液型

鑑定が４類型に分類されていたのに対し，ＤＮＡ型鑑定は多くの類型が判明していたこ

とから，その識別力に過度に着目したためである。しかし，その鑑定には問題点を内在

するものも少なくなく，その証明力にはおのずと制約があった。しかし，その技術が時
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代とともに格段の進歩をとげた結果，ＤＮＡ型鑑定の証拠価値は，現段階においては，

少なくとも他の証拠資料との総合評価をすることによって，極めて有力な証拠の１つと

なりうるという認識が確立されていると思われる。ＤＮＡ型鑑定は，現場資料から被疑

者を特定すると同時に，被疑者でない者を捜査対象から除外するという側面も有してい

ると評価できるのであって，なお将来性の豊かな証拠であると言えよう｡｣

きょう私がお話ししようとすることが盛り込まれた論文です。この筆者はだれかとい

うと，後藤真理子さんという方です。この本は裁判官のために書かれたものでありまし

て 『刑事の事実認定の重要判決 選』の中に，わが 高裁のＤＮＡ鑑定の判例が書い， 50
てありまして，それが引用されています。ところで，後藤真理子さんは，足利事件の

2000 2005高裁の調査官でありました。 高裁が判決を下したのは 年です。５年たった

年になって初めて彼女が書いたことですけれども，私は彼女に全面的に賛同します。

こうして，ＤＮＡ鑑定によって有罪とされた菅家氏が，ＤＮＡ鑑定によって無実とさ

れる日が来ると思います。アメリカではすでに実現していることが日本ではまだ実現し

ていないですけれども，来年にはきっとそのようになると思っていますので，どうぞご

注目ください。

（参考）

( )の講演は，再審請求審における再鑑定実施前である 年 月 日に実施さ4 2008 12 13
れた講演である。再鑑定の結果，犯人のＤＮＡと菅家氏のＤＮＡが異なることが判明

したため， 年６月菅家氏に対する刑の執行が停止され，同月 日，再審が開始2009 23
された。

本項( ) から( ) の講演・インタビューは，刑の執行停止後（ 年６月 日）1 3 2009 24
のものである。
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６ こうして嘘の自白に追い込まれた－布川事件

－桜井昌司－

（２００９年７月４日 東京・弁護士会館）

［講演者紹介］

布川事件再審請求人

年に茨城県で発生した強盗殺人事件につき，逮捕，起訴され，無期懲役刑が確定1967
した。 年９月に水戸地裁土浦支部において再審開始決定がなされ， 年７月，2005 2008
東京高裁（門野博裁判長）も再審開始決定を支持した。検察官が特別抗告したため，

現在， 高裁判所にて審理中である。

●取調べでうそをつく警察

今から 年前，私と杉山が逮捕され，それ以来，犯人家業，強盗殺人犯をやっている42
のですが（笑 ，あの当時，こんなに長くやるとは思っていませんでした。）

普通の人は，うその自白をすることなんて信じないですよね。私も 年前は，ちょっ42
と悪いこともやってたもんですから，うその自白をすることなんて，絶対にないと思っ

ていました。言えるはずがない，言うはずがないと思っていました。否認している人，

やっていないと言っている人は，自分の罪を償うのが嫌だから，やってないと言うもの

だと確信を持っていました。

ところが，私が昭和 年，今から 年前に逮捕され，Ｈという警察官に捕まりまし42 42
た。とりあえず警察署につれていかれ，アリバイ探しをされました。逮捕されて 数日40
前のことを聞かれても意外に覚えていないものです。

みなさんのように真面目な生活をする人は，昨日もその前のこともよく覚えていると

思いますが，チンピラやってる人間には，わかんないんです。毎日楽しいことばかりや

ってるので，楽しくない日は抜けてしまうのです。

それでも何とか思い出して，この事件のあった日に，東京中野区野方の兄のアパート

にいたなって思い出して言いました。

そしたら，Ｈが「調べてあげる」と言いました。もちろん当然です。

その結果 事件のあった日には おまえ 来てないってお兄さんが言ってるよ 勘，「（ ） ， 」，「

違いだ」と言われたんです。これが真っ赤なうそだったんです。

年前は，警察がうそを言うなんて，誰も知らなかったんじゃないでしょうか。一部42
の弁護士さんだけは知ってたでしょうけど，われわれ，チンピラも知りませんでした。

ましてや強盗殺人事件で調べるっていうんですから，その調べの過程でうそがあるなん

てこれっぽっちも思いませんでした。
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裏付け捜査に行って，違っていると言われる。おかしいな，兄のアパートにいたはず

なのにと思いました。布川事件を支援してくださっている佐野さんという作家の先生に

言われたことがあります。それは 「確証なき確信」と言うんです。警察は，証拠がなく，

ても ％犯人だと思って調べるんだそうです。そのとき 「桜井さんがおかしいなって100 ，

言ったために，ますます疑いが深くなった」と言うのです。警察は，そのときに，自分

のアリバイを強く言われないと真面目に調べない，と言います。

（私の場合も）不用意に警察を信じたために，警察がますます疑いを強め 「お前が犯，

人だ 「証拠がある」と言われました。」，

私が兄のところにいたと言っても，違うと言われ，あれ，おかしいなと思う。こうい

う取調べです。

警察の言うことが間違っていると思っても， 数日前のこと，思い出せません 「わ40 。

からない」と言うと 「何か隠しているだろう，お前犯人だ」と言います。，

「おかしいな，お前，どこかに行ってるんじゃないか 「布川じゃないか （と言わ」 。」

れました ）。

自分にとっては布川はふるさとですから，行くも行かないも毎日いるところです。で

もその日は違ったはずだけど，と思っても，思い出せなくて何も言えませんでした。

そのうち 「お前と杉山を見た人がいる」と言われました。杉山と私とは不思議な関係，

で，腐れ縁で （今は）共犯者関係やってますが，実はあまり仲良くありません。今日も，

彼は別の所に行っています。

「杉山と一緒になんか歩いてない」って言っても 「２人を見た人がいる」と言われま，

した。これもうそでした。いまだにそんな人はいません。

でも，警察はうそ言わないと信じてるので， 初は杉山が誰かとやったんだと思いま

した。

でも 「お前と２人を見た人がいる」と言われました。，

道路を通った人が，杉山がいたと言っている。勝手口でお前は被害者と話をしたんじ

。 ， 。ゃないかと言われました そう言われれば 本当にそう言った人がいると思いますよね

「いや，違います」と言っても 「じゃあ，どこにいたか言いなさい」と。，

私の場合は，一度も殴られてはいません。順々と茨城弁でやられるんです。

●信じてもらえない取調べの苦しさ

「何か隠していないか 「見た人がいるんだよ」と言われる。こういう調べは意外と」，

理性的です。一審の裁判でもそう言われました。

（しかし実際は）苦しいんです。信じてもらえないことが。狭い部屋の中に閉じこめ

られ，マンツーマンで「見た人がいる 「お前が犯人だ 「見た人がいる 「証拠があ」， 」， 」，

る 「アリバイ言いなさい 「言えないのは犯人だからだ」と言われることが本当に辛」， 」，

いんです。
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特に私のように，一生懸命に物事に向かって頑張って乗り越えて何かをなすなんてい

う意思も心も体験もなかった人間にとっては，ああいう狭い空間でやられるのは，本当

に辛かった。

初はその辛さから逃れようと思いました。

「オレではない，信じてよ 」と言えば 「アリバイを言えば信じる」と言われる。。 ，

朝 時から夜中 時までやられてると，答えることがなくなってしまいます。9 12
次に 「黙っているのが怪しい」と言われます。，

滅多に使ったことのない頭を使って，必死にアリバイを考えます。疲労困憊して，何

も言えなくなります。

（それで 「眠らせてくれ」と言えば 「それも怪しい」と言われます 「遊ぶときは） ， 。

， 」 。 ，何時までも遊ぶくせに やましい心があるから眠りたいんだ と言われる これはもう

どうしようもない気持ちになりました。

「 」 ， 。 ，無実だ と言っても そういう辛さをわかった人はいません 私たち自身が 年前42
こういう体験をするまでは，うその自白なんてできるはずないと思っていましたが，や

むを得ないです。本当に，疑って調べられる，留置場の特殊な空間。本当に辛いです。

， ， 。近は 菅家さんの大きな事件があったりして 簡単に人は言わされるとわかります

私は自白したわけじゃない 「やった」と言わされちゃうんです。。

なぜ，私が 後にうその自白をしたのか，というと，うそ発見器なんです 「お前の母。

ちゃんが，自白しろって言ってる，世間に迷惑をかけるなって」と言われる。お袋はも

う亡くなっているので，確認のしようがないですが，そう言われれば，それも信じてし

まう。

●うそ発見器で切れた耐える心

そういう苦しいとき 「お前のことをうそ発見器にかけてやる」と言われ，これは嬉し，

。 ， 。かったんです 言葉で信用されない相手に 機械でやってもらうというのが嬉しかった

機械ならば真実は分かってもらえると思って嬉しかったんです。

うそ発見器にかけられたのは，逮捕されて５日目の昭和 年 月 日。42 10 15
皆さん，やったことないですよね？ 発汗作用と呼吸と心電図の３つのモニターをつ

けます。茨城県警の場合は，トランプみたいなカードにＡＢＣとあって，今から 回質3
問するので全部否定しなさいと言われます。Ａを引きましたね，Ｂですねと言われ，私

は壁を向いてテストをされました。その後，こっちを見なさいって言われたら，３本が

５㎝くらい上がっていました。

意外と性能がいいですね。そういう結果を見せられて，テストで見るとあなたは非常

に反応がいいですから，安心して答えなさい，と言われました。そして，質問が始まり

ます。

「あなたは昭和 年生まれですね？ 「はい 。何を言われるのかと思う間があって，22 」 」
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次の質問になりました。

「あなたは利根町に住んでいますね？ 「はい」」

「あなたの本籍地は栃木県ですね？ 「はい」」

その後，突然 「事件の犯人を知っていますか」と聞かれ 「知りません」と答える。， ，

そんなことが１時間くらい続きました。

この検査をしたＮさんという，もう亡くなった方ですが，帰るときに「よくわかりま

した。あとは取調べの方に事情を話して，理解してもらいなさい 」と言われました。こ。

の言葉は嬉しかったですね。やっとあんな苦しい思いはしないですむと思って。自分の

やったことだけ言って，さっさとしゃばへ帰ろうと思いました。 分， 分後，また留10 15
置場の看守仮眠室に入りました。私の場合，取調室ではないんですよ。留置場の看守仮

眠室でした。

そこで，Ｈ刑事から 「桜井，気の毒だった」と言われました。，

刑事は，下を向いて両手を組んでしまいました。

「俺にはお前と同じ年の息子がいる。おまえが犯人でなければよいと思ったのに，ダ

メだ。うそ発見器の結果が犯人と出た」と言われました。

。 ， 。うそ発見器からは逃れられないと思いました その瞬間 私は耐える心が切れました

どうせいつかは杉山か誰かが犯人だとわかると思いました。

それで，やったと認めたのは 月 日午後５時過ぎでした。10 15
●誘導されて創作するストーリー

， ， ， ，自分は 検察官というものは知らず また どういう経過で検察に行くかもわからず

ましてや 日の勾留期間も知りません。勾留が何日続くかもわかりませんでした。23
この過程の中で，やったと言えばいいと思っていました。言えと言われたら困って，

何か言うしかないですよね。

「おまえ，被害者の家に行ったことを言え」と言われ，何か言うしかなくて 「勝手口，

に行きました 」と答えました。。

「どんな服装をしてた？」と聞かれ，考えるようなふりをしながら 「長袖，半袖，白，

だ」と答えました。警察官が持っている知識に合うまで，何度も質問されました。

お前は人殺しをしてるんだから 興奮してわからないのは当たり前だ と言われ 何「 ， 」 ，「

度も話しているうちに思い出すから，言え」と言われました。

警察官は現場見取図を持っているから，どんな人でも一度「やった」と言うと，自白

ってできるんです。

そういう過程は（外からは）本当にわからない。

一般の方も検察官もわからない，裁判官はもっとわからない。司法試験にすぐに合格

して，裁判官にリクルートされるような，そういう優秀な方は，多分，人間に弱みがあ

って，そこを責められて苦しさに負けてしまい，一時逃れで言ってしまうということは
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分からない。

裁判官に 「なぜそんな大事な日を忘れたんですか」と（聞かれました 。Ｈという裁， ）

判官でした 「昭和 年８月 日なんて，自分にとっては大事な日じゃない。大事じゃ。 42 28
ないです，普通の日です」と言ったら，さすが裁判官は頭がいいです 「殺人事件は大事。

でしょ」と言われました。今は大事だけど，大事じゃない。

●うその自白は誰でも作られる

。 ， 。うその自白は誰でも作られる 私のような立場にならないと 気づかないことですが

もし 年前に完全な可視化があって，我々どうなっていたかというと，多分こんな立42
場には絶対なっていません。あれから社会に出てまた悪いことをして，チンピラになっ

て，どんな生活してるかわかりません（笑 。）

我々は当時，可視化があれば助かったかもしれません。

それがいいかどうかは分からないですが（笑 ，えん罪は間違いなく作られなかったと）

思います。

裁判に出てきた警察官は 「桜井昌司は何も聞かないうちに，涙を流して自白した」と，

（証言しました 。それを裁判官が信じてしまうんですね。）

やっていない人が「やった」と言うはずがない。２人の自白は，大筋で一致したと。

そんなの図面持ってやっているんだから，そんなの当たり前ですよね。

●えん罪をなくすために

えん罪はどうすればなくなるんだろうと思いますが，私自身の体験から言えば，たと

え可視化してもえん罪は間違いなく作られると思います。

人間は誤りを犯すし，検察官も裁判官も弁護士も誤りを犯すと思う。誤りを犯したと

きに，間違ったことがあるんだと証明できるものが必要だと思います。

ですから，私にはこの 年間の体験を通して，今，警察や検察庁が一部可視化でごま42
かそうとするなんて，信じられません。あの人たちは，布川・足利事件と同じように，

えん罪を作り続けると言っていることと同じだと思います。

布川事件ももうすぐ判決が出ますが，これからもいろんなところで検察・警察の取調

べを分かるようにしないと，たくさんえん罪を作り続けるんだということを訴え続けて

いきたいと思います。皆さんもこのような実態を見て，心や耳をえん罪の訴えに傾けて

いただきたいと思います。
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７ 警察車両の中も可視化を－富山氷見事件

－柳原浩－

（２００９年７月４日 東京・弁護士会館）

［講演者紹介］

富山氷見事件えん罪被害者

年に富山市県内で発生した強盗・強姦未遂容疑で逮捕され，虚偽の自白調書をと2002
られた。懲役３年の有罪判決を受け服役した後，真犯人が発見され，再審により無罪

となった。現在，真相究明のため国家賠償請求訴訟を提起している。

私は，可視化は，ぜひ実施されなければダメだと思っています。

私が経験したことを少しお話しすれば，全面可視化が必要だとおわかりいただけると

思います。

私は，当時タクシードライバーでした。

取調官は，事件の内容も告げずに取調べをしました。

私は，３回取調べを受け，３回目で自白というかたちになりました。

自白した後，私は裁判所と検察庁で否認をして警察署に帰ってきたんです。

すると取調官から，思いっきりテーブルを叩かれ，その後は今から俺の言うことを書

けと言われて，上申書を書かされました。その内容は，今後，ひっくり返すようなこと

は一切いたしませんというものでした。氷見警察署長殿とあり，右手人差し指で押印さ

せられました。その後，警察官からは 「これから俺の言うことに対して，はい，か，う，

ん，だけで答えろ」と言われました。これは，私がやりましたとだけ認めるということ

， ， ， ， 。 ，で いいえ とか 違う という言葉を使うことは許されませんでした それもあって

全部の警察署取調室には，全面可視化が絶対に必要だということです。

あと，取調室の可視化も必要ですが，経験上言えば，全警察車両の中も可視化が必要

です。

私は被害者の家を知りません。案内しろと言われたにもかかわらず，私が被害者の家

を知らないので，警察官に「ここを真っ直ぐ」とか 「ここを左に曲がってください」な，

ど，そういう感じで言っていたら，警察官は「違うだろ，この家だろ」と言い，被害者

の家の前に車が止まるんです。そこで警察官が私に「どの家か指をさせ」と言うんです

が，指す家は，その１軒の家だけしかないんです。その後，被害女性の家の中を見ろと

言われます。見ろと言って，私が見た後に取調室に戻り，中の見取図を描けと言うので

すが，被害女性のお宅の中を見た後なのでスラスラと描けるんです。奥の方はわからな

いのですが，警察官が私に肩の力を抜けと言う。そう言って私の後ろに来る。私の右手
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の上に，警察官が手がおかれ，警察官の手によって，描いていったということです。強

姦既遂事件のほうのお宅ですが， 初から警察官による下書きがありました 「下書きの。

ところをボールペンでなぞって，はみ出たところは消しゴムで消しなさい」と言われま

した。そういうこともあるので，警察車両，もしくは取調室には絶対に全面可視化が必

要だと私は言いたいです。
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８ 虚偽自白と再審無罪への道のり－免田事件

－免田栄－

（２００８年１２月１３日 東京・発明会館）

［講演者紹介］

免田事件えん罪被害者

年 月に熊本県人吉市で発生した祈祷師夫婦殺人事件にて逮捕され，拷問・脅1948 12
迫を伴う取調べを受けた結果，虚偽の自白をした。

高裁で死刑が確定したが， 年７月，再審で無罪となった。1983

死刑の刑が確定しまして， 年少々，獄中に住まわせてもらいました。多くの死刑囚34
を見て，人の裁きというもの，これほど矛盾したものはないと自分の体験から教わりま

した。

今，先生がアメリカの例をとって話されましたが（注：同日に実施されたドリズィン

教授の講演〔本報告書収録〕を指す ，この国では，アメリカの良い面よりも，アメリ。）

カの悪い面が常識的に行われていることを，どうか皆さん方も忘れないでください。そ

のために，今でも多くの誤判者・えん罪者が被告人の立場，あるいは確定囚の立場で再

審及び裁判を行っております。実は，私も獄中に長く居て社会へ帰り，皆さんの支えで

ヨーロッパとかアメリカ，カナダ，そういったところの死刑廃止運動に参加しました。

そうした国々の国民の方々の話を聞きますと，日本は民主主義の歴史に 年の遅れが500
あると言われます。

こんなことを言うと失礼でございますが，私の経験からしてなるほどなと思います。

100 85私が再審無罪になったとき 地元の新聞がアンケートをとりましたところ のうち， ，

％の人が「この無罪判決には疑いがある」という声が強かったと聞いています。

●強制，強要，誘導による虚偽自白

話は飛びますけれども，私は，昭和 年の１月の 日に，人吉市内で起きた殺人事24 13
件で逮捕されまして，ものすごい暴力を受けました。

なぜ私を逮捕したかといいますと，刑事たちが，その当時，売春制度の闇業を巧みに

使って大儲けしていたわけです。昭和 年の 月の 日，ちょうど事件のあった夜で23 12 29
すが，たまたま私がその晩泊まったところは警察のたまり場といいますか，そうした商

売のたまり場みたいなところであって，年若い ～ ぐらいの娘を ， に年を偽っ15 16 19 20
て売春の登録をし，その身柄の保証人を刑事がしていたんです。その娘のお母さんがこ

の会のブローカーで，地方の貧しい家庭の娘さんたちを誘って，年を偽って登録し，そ

の身柄の保証人に刑事がなっていたわけです。
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このため，それを知った私を，そのグループの刑事たちが「免田をつぶせ」というこ

とになったわけです。たまたま運が悪いことに，その私が泊まった晩に人吉市内で殺人

事件がありました。祈祷師の家族で，ご両親が２人死に，子どもさんが重症を負うとい

うその事件に，私を巻き込んだのです。

明けて昭和 年の１月 日に連行されて 日まで，寝ることも食事も与えられない24 13 19
で刑事に小突かれ，引きずり回されて，その中で強制・強要，誘導尋問という戦術で自

白調書を作成されました。もうへとへとになりました。これで死ぬのかと思いましたけ

れど，幸運にも，こんな健康な体で長生きするようになったことは，話が前後しますけ

れど，死刑が確定して，刑務所の中で麦と米の半々のご飯を 年間食べたためだろうと30
思います。この点に対して，私は刑務所に感謝しております。

●再審無罪への長い道のり

それはともかく，死刑が確定した私は，なんとしてもこれを勝ち抜かないと，自分の

人生，真実に反すると思って，学校も出ていない私が一生懸命勉強を始めまして，上申

書を書き，裁判官に自分の心情を訴えて泣きすがりました。そして勝ちえたのが，あの

再審開始決定（西辻決定）です。

でも，この記事に書いてあるとおり，検察はそれを取り消すために，証拠物隠し・証

人偽造という悪質なことを行いまして，再審を取り消しました。

再審事件で，皆さん方も多分ご存じかと思いますが，四国でラジオ商事件という事件

がございました。その弁護をされていた日本弁護士連合会の人権擁護委員会の委員長を

されていた津田騰三という方が面会に来ていただきまして，いろいろ相談をした結果，

私の浅い知恵から罪名を変えようと思いまして 「白福事件」で起訴された私は 「免田， ，

事件」という名前で第４次から再審を始めたのです。

津田先生の了解を得まして，先生のお力添えで日本弁護士連合会に支援していただく

ようになりました。これもたいへん難関な道がありましたけれども 「正義は必ず勝つ」，

という言葉がありますとおり，死刑囚で初めて再審の道を開きました。これは日弁連の

先生方並びに心ある皆さん方のお力添えと，いまだに感謝しております。

●司法・人権運動への取り組み

今，私は 歳です。いつまで生かされるかはわかりませんけれども，このご恩をこれ83
からこの社会に尽くしてみたいと思って，微力ながら司法と人権の運動をやらせてもら

っております。

きょうは皆さん方の前でこんな失礼な話をする場を与えてくださいまして，本当に感

謝しております。先生もご苦労でございます。

どうか皆さん方にお願いしたいのですが，人が人を裁くということは，どんなに能力

があっても，どんなに力があっても，お金があっても，正しくできません。私は，死刑

が無罪になって，現在，社会に帰っておりますけれども，日本の法律は矛盾がありまし
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て，いまだに死刑囚です。死刑確定者です。なぜかというと，法律に決まりがないため

に，厳密な意味では，有罪死刑判決が取り消されていないからです。その私が皆さんの

中で堂々とこんな話をし，また，言動を共にしております。これはやはり民主主義の芯

である人権，生きる権利といいますか，これが乏しいからではないかと思います。さっ

きも言いましたように，ヨーロッパに行きまして，日本は民主主義の社会に 年の遅500
れがあると言われましたが，まさにそのとおりだと思っております。

お互いに考えてください。考えましょう。そして，少しでも犯罪の起こらない明るい

社会を建設したいものです。
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９ （パネルディスカッション）自白による誤判・えん罪の悲劇を生まないために

パネリスト

スティーブン・ドリズィン教授

桜井昌司（布川事件再審請求人）

小坂井久（弁護士・大阪弁護士会）

コーディネーター

高野隆（弁護士・第二東京弁護士会）

（２００８年１２月１３日 東京・発明会館）

それでは始めたいと思います。新しく加わったパネリストの方がお二方○高野弁護士

いますので， 初に，お二方から簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。桜井

さんから，どうぞお願いします。

皆さん，こんにちは。ご紹介いただきました布川事件の桜井と申します。○桜井氏

布川事件といいますのは，今から 年前の 年に茨城県北相馬郡利根町布川とい41 1967
うところで起きた強盗殺人事件ですが，その地名をとりまして「布川事件」と呼ばれて

います。私と，杉山卓男という当時 歳前後のチンピラですが，この２人が素行不良に20
よって別件逮捕されまして，うその自白をさせられました。そのうその自白だけをもっ

29 12て無期懲役にされまして，拘置所と刑務所であわせて約 年ほど生活をしまして，

年前に仮釈放で社会へ帰ってまいりまして，日本弁護士連合会のご支援，そして国民救

援会というボランティア団体の支援をいただきまして， 年に再審開始決定を得まし2005
た。今年の７月 日，同じように東京高等裁判所で再審開始決定が維持されたと，そう14
いう事件でございます。

どうぞよろしくお願いします｡（拍手）

小坂井さん，お願いします。○高野弁護士

大阪弁護士会の小坂井です。○小坂井弁護士

1981 1993 94年から弁護士をしております 大阪弁護士会の刑事弁護委員会では 年か。 ，

年ぐらいからだと思いますけれども，日弁連が取り組むべき次の刑事司法改革テーマは

被疑者取調べの可視化であろうということで運動を開始しました。今日まで可視化実現

についてさまざまな活動をしてきたつもりです。細かな経過は省きます。 世紀の今，21
日弁連も，まさに取調べの可視化が刑事司法改革の 優先課題だということで，取り組

んでいます。このことは皆さんもご承知のとおりです。
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私は，そういう立場にあるものですから，こういったえん罪関係のテーマで話をする

ときには，まず可視化の話をしないといけないという使命感に駆られております 「ない。

な『可視化しか』ないな｣，日本の刑事司法改革のまず 優先課題は可視化だということ

を繰り返し訴えていきたいと思っています。

きょうは，第１部で非常に貴重なご報告がいろいろありました。それを踏まえてどこ

まで可視化問題とリンクさせ

ながらお話しできるかわから

ないところもありますが，皆

さんと一緒に考えていきたい

と思います。よろしくお願い

します｡（拍手）

このパネルデ○高野弁護士

ィスカッションのテーマは 自「

白による誤判・えん罪の悲劇

を生まないために」というこ

とです。虚偽自白をいかに防

ぐか，そして虚偽自白による

えん罪からどうやって人々を

救済するかがパネルディスカッションのテーマですけれども，その前提として，先ほど

ドリズィン先生からご報告のあった「なぜ，無実の人が自白するのか？」という点を，

私たちはもう一度踏まえておく必要があるだろうと思います。

誤判事例の研究がなぜ可能であったのか？

まず，この点から入りたいのですけれども，その前に，ドリズィン先生○高野弁護士

が行われたような極めて説得力のある研究，つまり，明白に無実の人が，あるいは，あ

とから明白に無実になった人がなぜ自白をしたのか，そういう研究がなぜ可能になった

のかについて，少し背景を説明していただいたら理解がしやすいのではないかと思いま

す。

それと沿うテーマの質問が，実は来ております。龍谷大学の石塚伸一先生からの質問

ですけれども，次のようなものです 「アメリカでは， 年代にＤＮＡ鑑定の活用に。 1990
よって，死刑確定者のえん罪が客観的に証明されました。なぜ，このようなことが可能

であったのでしょうか。鑑定のサンプルは，それまでどこに保存されていたのでしょう

か」これが先ほどの研究の背景の１つかと思われますけれども，研究がなぜ可能であっ

たのかについて，簡単にご説明をいただきたいと思います。

まず，私がこの調査をした理由は，新聞に，自白をして有罪になっ○ドリズィン教授
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た人が，後に無実になったという記事がたくさんあったからです。そして，それに基づ

いて，私がケースのファイルを作っておりましたところ， にも達しましたので，そ125
れに基づいて調査を進めていったわけです。このケースファイルは新聞記事だけではな

く，供述調書とか公判調書，捜査メモ，それから取調べの内容に関する録音テープまで

もが含まれており，そういったものを収集することが可能になったわけです。

こうしてケースファイルを１件１件検討していって，どこに問題があったのか，取調

べはどうだったのか，取調べの長さはどれぐらいだったのか，といった誤判の要因を検

討していったわけです。

しかし，こういった事件について，ジャーナリスト，そして新聞・テレビといったメ

ディアにきちんと報道していただかなければ，私がこういう調査をすることは不可能だ

ったと思います。

ありがとうございました。ＤＮＡサンプルがどこに保存されていたかと○高野弁護士

いう点は，いかがでしょうか。捜査官側が保存しているＤＮＡサンプルに対するアクセ

スは，アメリカではどうなっているのでしょうか。

ＤＮＡ証拠によって無実が証明できたということですけれども，こ○ドリズィン教授

ういったＤＮＡ証拠にアクセスすることができたのは，たまたまラッキーだったとしか

言いようがありません。そのうちのいくつかについては，警察のファイルの中にありま

した。また，いくつかについては検察庁のファイルの中にありました。そういったもの

を見つけてきたわけですけれども，その他のものについては，ＤＮＡ証拠が見つからな

かった，もしくは劣化して，ＤＮＡ証拠が破壊されてしまっているものも多かったので

す。そういう意味では，無実の人のために，すべてのケースでＤＮＡ証拠がまだ使えて

いる状況ではないのが実情です。

近になって，ＤＮＡ証拠による無罪が増えてきています。州によって法律が違うわ

けですけれども，被疑者・被告人に対してＤＮＡサンプルにアクセスする権利を認める

ことを定めた法律を作っている州がいくつもあります。そして，そういった州では，ど

ういったかたちでＤＮＡ証拠を劣化しないように保存しておくべきかといったことも細

かく定められています。

ありがとうございました。○高野弁護士

なぜ，無実の人が自白するのか？ 布川事件の場合

それでは，本題に入りたいと思います。現在， 高裁に特別抗告審が係○高野弁護士

属中ですけれども，布川事件で虚偽自白をしてしまった桜井さんから，なぜ，自分がや

ってもいないことを自白してしまったのかについて，直接ご本人からお話をお聞きした

いと思います。

不思議ですね。ほんとに。自分も， 年前に，まさかうその自白をするとは○桜井氏 41
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全く思っていなかったですから。先ほど先生がおっしゃったように，うその自白などあ

ろうはずがないと確信していましたから。それがたった５日で自白したわけです。

まず第１は，やはり警察がうそを言います 「うそつきは警察の始まり」じゃないです。

が，常套手段です。あんな警察だとは思わなかった。警察は正義の執行機関で，うそは

， 。 」言わないものと確信していましたから ｢お前のアリバイは違ってるよ 裏付けがないよ

と言われると，それを信じてしまう 「お前を見た人がいる。杉山と２人だよ。２人を見。

た人がいる」と言われると 「あんなやつとやんないよ」と思っても，見たと言っている，

人がいるというので，それが本当だと思ってしまう。

朝から夜中まで調べられる 「認めないと死刑だ」と言われる。うそ発見器にかけられ。

て「犯人と出た」と言われる。そういうひとつひとつの積重ねにより，その苦しさから

とりあえず逃れたいと思ってしまうんです。まず第１の原因はこれです。

私の場合は暴力をされたわけではないんですけれども，まず，疑われるということそ

のものが苦しいのです。本当は，殴ったりするんじゃなくて，狭い取調室の中で朝から

晩まで何日もやられると，その苦しさに負けてしまうのがだいたいの原因だし，私もそ

うでした。

ドリズィン先生のご報告の中に，取調べ時間の長さが，虚偽自白のイン○高野弁護士

パクトの１つとして挙げられていましたけれども，桜井さんの場合は，どのぐらいの長

さの取調べだったのでしょうか。

， 。 」○桜井氏 だいたい朝の９時ごろから 夜のだいたい 時過ぎごろまでです ｢やった11
と言わされるまでは。

そうすると， 時間ぐらいということですね。○高野弁護士 14
そうですね。だいたい 時間ぐらい。○桜井氏 14

それが何日ぐらい続くのでしょうか。○高野弁護士

何日でも 「やった」と言うまで続くんじゃないですか。たまたま自分の場合○桜井氏 ，

は，５日で「やっちゃった」と言っちゃったと，それだけのことだと思います。

今のお話の中に「見た人がいるぞ」とか，うそ発見器の話が出てきまし○高野弁護士

たが，｢見た人がいるぞ」というあたりは，取調べのどういう段階で出てくるのでしょう

か。

「 ， 」 。○桜井氏 アリバイがわからないだけで なぜ犯人扱いするんだ と怒ったときです

そうしたら，Ｈというやつが「いや，違う。お前と杉山を見た人がいるんだ。自転車で

通った人が見てるんだ。杉山は道路に立ってた。お前は勝手口で被害者と話してたの見

られてる」と言うんです。

自分は見られるわけがないという，はっきりした自信があったと思うの○高野弁護士

ですけれども……。

もちろんそうです。○桜井氏
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それが揺らぐ瞬間は，どんな感じでしょうか。○高野弁護士

そのときは揺らがなかったです。行ってないから。○桜井氏

ご自身が自白する瞬間はどういう心理状態ですか。○高野弁護士

初は「うそ発見器の結果，お前が犯人という証拠が出たよ」と言われたん○桜井氏

で，もうどうでもいいという気持ちだったんです。 初は。

どうでもいい。○高野弁護士

「やったと言いたくないけど，言わせるのはお前が悪いんだとよ」という思○桜井氏

いです。とにかく目の前の苦しさから「もういいや」と思って 「お前が悪いんだから，，

あとは知らないよ」という感じだった。 初はそうでした。

ポリグラフは，どんな使われ方をしたのでしょうか。○高野弁護士

使われ方というほどではなく，ただそれをやって，｢お前がやったという証拠○桜井氏

が出ちゃった」と言われました。

結果だけを知らされたんですね。○高野弁護士

そうです。○桜井氏

それを聞いた瞬間は，どんな気持ちがしましたか。○高野弁護士

なんとしても警察は「やった」と言わせたいんだ，もうこれは犯人にするま○桜井氏

ではどんな手段でも使うなという，そういう気になりました。

， 。○高野弁護士 ５日目に自白をされたときは どんな気持ちで自白をしたのでしょうか

初は，どうせわかるだろうという気持ちでした。○桜井氏

いずれ真相はわかるに違いない，だから，とりあえずこの場は，苦しさ○高野弁護士

から逃れるために自白だけしておこうと。

そうです。○桜井氏

トリズィン先生の分析によりますと，そうして認めた後のプロセスがま○高野弁護士

た別にあって，そこから先は自白がどんどん作られていくのだと思いますけれども，い

ったん認めた後のプロセスはどうでしょう。

「記憶がなくなった時点からの話をしろ」と言われるんですが，あれはちょ○桜井氏

っとうろたえました。自分は初めて逮捕されて，その前は逮捕の経験がないもんですか

ら，そういう詳しい自白を求められるとは思わなかったんです 「やった」と言えばＯＫ。

という感じだったんで 「ええっ，なぜ訊くの」という感じだったです。，

「やった」と言えば終わると思ったけれども，今度はやった内容を説明○高野弁護士

しなければならないと。

あれは焦りました。ちょっとどうしたらいいのかわからなかった。○桜井氏

そのときはどうしたのですか。○高野弁護士

もう「ノー」と言えないじゃないですか。何か答えるしかないじゃないです○桜井氏

か。
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で，どうしたのですか。○高野弁護士

やむを得ないから，記憶の途切れた時点から，いろいろ体験したことを突き○桜井氏

合わせていった。９月１日に体験したこと，我孫子という駅に行った，それから成田線

， ，の布佐という自分のふるさとの駅に行った それから利根川を渡って自分の町へ帰った

こういう当時のいろいろな日の出来事をつなぎ合わせて作っていったんです。

物語を自分で捏造するわけですね。○高野弁護士

そうです。○桜井氏

それはお一人でされるのでしょうか。それとも，警察が助けてくれた？○高野弁護士

自分の知っている部分は自分で作ります。ただ 「被害者の家に行って，被害○桜井氏 ，

者はどんな服装していたの？」と言われると，あとはわからないもんですから，どうい

う答えを求めるのかなと考えながら答えていったといいますか，予想といいますか，そ

んな感じです。

予想が当たるときと，外れるときとあると思いますが。○高野弁護士

違います 「どんな服着てたの？ 長袖？ 半袖？」と訊いてくるんです。夏○桜井氏 。

の８月 日ですから，そんなのわかりますよ 「半袖かな」と言うとそれをノートへ書28 。

いていくんです 「色はどんな色？」と訊くから「白っぽかった」と言うと「白ね｣，｢襟。

はどんなの？」と訊くから「襟，ついてたと思います」と言うと「ついてたの？」とま

。 ， 。「 ， 」「 ，た訊くんです 訊き返す以上 ついてないんでしょう ああ ついてなかった ああ

ついてない」とやっていく，そんな感じです。

なるほど。そういう感じの取調べ，つまり，いったん認めたあとに物語○高野弁護士

を構築していく取調べはどのくらい続くのでしょうか。

その後，ずうっと 月まで続きますけど，約 日間ぐらいですか。○桜井氏 11 20
何回ぐらい同じようなことを話すのですか。○高野弁護士

毎日です。毎日必ずやられました。毎日調書を作りました。○桜井氏

終的にきっちりした自白のストーリーが完成する。○高野弁護士

いや，うその自白ですから，奥西さんのように１人ですとうまくできるんで○桜井氏

しょうけど，２人でしたし，私たち仲が悪いもんですから，話が合わないところがたく

さん残りました。

そういうときは，どうするのですか。○高野弁護士

どうするって，警察が訊いてきます 「どっちが本当なんだ」と。面倒くさい○桜井氏 。

から「合わしていい」と言うんです。そうすると 「いや，向こうの警察官，実は若いん，

だよ。おれのメンツがないんだ」と言うんです。本当に 「合わせていいですから 「い。 」

や，いいんだよ。おまえが正しいんならいいんだ」と，そういう食い違いが残っちゃう

んです。私たち布川事件の場合，食い違いがなぜ残ったかというと，捜査官同士のお互

いのメンツですね。きっと。多分そうだったような気がするんです。
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ありがとうございました。今のはほとんど笑い話のような話ですけれど○高野弁護士

も，実際，その当時としては，もちろん笑い話どころではなかったと思いますが，心の

奥底ではどう感じていたのですか。そういう全くうその話がどんどん作られていくわけ

ですが，奥底ではどう感じていたのですか。

初は「いつか無実が判るのに，ばかだな」と警察官に同情してました。う○桜井氏

その自白をさせられて， 日ほどたってから 「お前，東京の兄貴の家へ帰ってるだろ10 ，

う」と言われたんです。突然。それまでは違う日の話をしてたんですけど。それが実際

の自分のアリバイだったもんですから，話しているうちに思い出したんです。それでア

リバイを主張しました。 年の 月 日になって。夜だったんです。９時ごろでし1967 10 27
たか 「調べてくれ」と言ったんですけど，次の日の朝の９時に「きのう君の言っていた，

ことは全部調べた」と言うんです。これはうそですよね，いくら警察でも。自分のアリ

バイが握りつぶされないために，またうその自白をして，検察庁に送られるまでは自白

を維持しました。

それで，検察庁へ行って「やってない」と言ったら，検察官が信じてくれまして，否

認調書というのを作ったんです。そしたらまた今度， 月１日に警察に戻されました。12
逆送というんですけど。また言うんですよ 「お前は犯人だ。この調書がお前を有罪にす。

。 」 。 。るんだよ おれはお前のためを思って言ってやってんだ と言うんです うまいんです

Ｈというやつは。そうすると，自分は無知なもんですから，法律を知らないもんですか

ら，本当にこれが証拠で犯人にされちゃうんだと思いました 「お前，死刑だよ」なんて。

言われると，それが怖くなっちゃうんです，今度。

ですから，その 月のときのうその自白の心理は，全然違いました。そのときは「自12
分は本当に死刑にされちゃうんだ。なんだよ，これ」という感じでした 「どうしてこん。

」 。「 ， 」なことになっちゃうの と結構焦りました どうしたらいいんだ どうしたらいいんだ

とうろたえたような状態でした。でも，もう「やってない」と言えなくなってしまうと

いいますか。気が弱かったもんですから。

ありがとうございました。○高野弁護士

日本における虚偽自白の原因

小坂井さんは，取調べの可視化に行き着いているわけですけれども，行○高野弁護士

き着く前にいろいろな紆余曲折があったと思います。小坂井さんから見た日本における

虚偽自白の原因といいますか，根本的な背景といいますか，そのへんはどうお考えです

か。

先ほどから話題に出ていますように，まず１点目は， 日間という時○小坂井弁護士 23
間です。よく「トゥエンティースリーデイズ？ アワーズじゃないの」と言われること

がありますけれども，やはり時間の圧倒的な長さが，まずあると思います。桜井さんが
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まさに経験されたのは，そういう経験だと思います。これは精神的には，膝に石をどん

どん乗せているのと同じことだと思います。

。 。 。次が場所です 代用監獄制度です とにかく 時間その人を支配下におく形態をとる24
時間と場所の問題がとにかく一番の原因になるでしょう。けれども，さらに根本的な

のは，やはり取調官の姿勢です。アメリカでも共通なのかもしれないですけれども，桜

井さんを取り調べた刑事も 「おれはとにかく真実をこいつからしゃべらせるんだ」と思，

い込んでいたのであろうと思われます。神のごとく，おれは徹底的に真実を追及して，

いかなる手段を使ってもともかく自白させるのが正しいと思い込んでいる。

まさに今年の自由権規約委員会の 終見解の中で 「警察の役割は真実を確定すること，

ではなく，裁判のために証拠を集めることだということを，きちんと認識しなさい」と

。 ， ，いう趣旨の勧告があったと思います 今日なおそうだと思いますけれども ある意味で

日本型の刑事司法の根本的な問題は，取調官の姿勢に行き着く。検察官ももちろんそう

です。あるいは裁判官もそういう姿勢です。さらに言えば，弁護士も真実を追及する姿

勢が非常に強くて，そういう指向性が虚偽自白を生む一番のベースになっているのでは

ないかという印象を持っています。

ありがとうございました。○高野弁護士

23日間にわたる異常な取調べ

今，時間とおっしゃいました。時間の前提が，アメリカと日本は桁が違○高野弁護士

うということですけれども，アメリカの場合は，先ほどのご報告ですと，６時間を超え

ると虚偽自白が生まれやすいということでした。こういう質問をするのは少しばかげて

いるかもしれませんが，日本の取調べ時間について，ドリズィン先生はどうお考えでし

ょうか。私たち日本の法曹は，６時間の取調べは，多分短いと評価すると思います。６

時間で自白したということであれば，日本の裁判所は任意性には疑いがないと胸を張っ

て判決を書くでしょう。

私の考えでは， 日も毎日毎日取調べをすることができるのは，ま○ドリズィン教授 23
。 ，さに異常としか言いようがないのではないかと思います 日間も取り調べているのは23

真実を訊くというよりは，とにかく虚偽自白を引き出そうとしているとしか思われませ

ん。桜井さんがおっしゃったとおり，取調室は非常にストレスのかかる空間です。そし

て，取調室は非常に小さいですけれども，そこにいますと，だんだんその部屋がどんど

ん小さくなって壁が迫ってくるような気がするわけです。そのようにして，みんなすぐ

に非常に絶望的な気持ちになってしまうわけです。

日本の状況から見て，６時間は短いとおっしゃいました。日本のスタンダードからす

ると短いのかもしれません。私も無実か，真犯人かを見極めるために，６時間あれば足

りるとまで言わないですけれども。しかし，例えば 時間ぐらいあれば，捜査官は，こ12
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の人が無実かそうでないかはわかると思います。それにもかかわらず，そこで否認して

いる人にさらに自白を求め続けていくのは，まさに虚偽自白，やってもいない人の自白

を求めていくリスクが大変高まると思います。

これは桜井さんに訊くのが適切かどうかわかりませんけれども，何時間○高野弁護士

ならＯＫですか。

今だったら１カ月ぐらい耐えられるんですけれども， 年闘いましたので。○桜井氏 41
どうですかね。せいぜい２日ぐらいじゃないですか。３日はきついです。きょうとあし

たぐらいでしたら頑張れると思いますけど。

ありがとうございました。私だったら半日でダウンすると思います。○高野弁護士

もう１つ，身体拘束の問題があるような気がします。ドリズィン先生のご報告の中で

私が非常に印象に残っているところがあります。先生は，虚偽自白をした人の被る損害

として，保釈が認められないことだとおっしゃいました。そこはちょっと，あれっと思

いました。

なぜかというと，日本では捜査官は「自白をすれば保釈が認められる。自白をしない

と保釈が認められないぞ」と言うことが多いからです。実際，そのような保釈の運用に

なっているわけです。つまり，釈放を餌に自白をとるプロセスが，日本にはあると思い

ますが，アメリカではそういう現象はあるのでしょうか。

これは，日本とは全く逆だと思います。確かに被疑者は，自白をす○ドリズィン教授

れば寛大な処分を受けられるのではないか，保釈もされるのではないかと思って自白し

てしまうことはありますけれども，その期待に反して，実際に自白をした人に対しては

有利な司法取引もありませんし，早く釈放されることもなかなかないわけです。

小坂井さん，この点について何か補足はありますか。○高野弁護士

もちろん罪質によると思いますけれども，日本では，確かに任意性に○小坂井弁護士

一番疑いを抱かせる要素として，保釈による利益誘導が挙げられます。それが日本の捜

査手法では，常套手段になっている。そこのところは，アメリカとはやはり違うのでは

ないかという感じが，お話をお聞きしていてしました。

ありがとうございました。○高野弁護士

ポリグラフによって生み出される虚偽自白

もう１つ，桜井さんのお話にあったポリグラフ検査ですけれども，ポリ○高野弁護士

グラフを利用して自白を迫る事例について，実は 「ポリグラフと虚偽自白の関係につい，

て教えてください」という質問が来ています。ドリズィン先生，アメリカでは，ポリグ

ラフと自白の問題について，どんなことが行われているのか，あるいはどういう研究が

なされているのか，その点について，もし何かあったらお願いします。

私もこれから論文を書こうとしていますが，それがまさにポリグラ○ドリズィン教授
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フを中心とするうそ発見器についてです。

アメリカにおいても，うそ発見器，特にポリグラフは使われております。しかし，そ

れはあまり正確なものではないと言われております。しかしながら，ポリグラフが取調

べにおいてよく使われているわけです。そして，被疑者は，ポリグラフないし，うそ発

見器が非常に信用のできないものだということを知りません。ですので，ポリグラフの

結果，もしくはうそ発見器の結果 「おまえが黒と出た」と言われてしまうと，それが非，

常に心理的に影響して虚偽の自白をしてしまうことが多いです。ポリグラフなどに基づ

く虚偽自白は，本当に数え切れないぐらいのたくさんの実例があります。

ありがとうございました 「ポリグラフの結果，黒と出た」と言うことは○高野弁護士 。

被疑者に対しては，相当なインパクトがあるのでしょうか。先ほど，桜井さんのお話に

もありましたけれども，そのへんはどのようなインパクトを持つのでしょうか。

先ほども言いましたけれども，これは非常に重大な影響を被疑者に○ドリズィン教授

対して与えます。取調官は「うそ発見器などによる結果は，非常に客観的で中立的なも

のだ」と言うわけです。そうすると被疑者は，自分は無実であると信じているわけです

けれども，うそ発見器は中立的なもので，それによって自分の有罪が裏付けられたこと

によって大きく動揺してしまうわけです。そして，この証拠は裁判所に行っても通用す

ると考えてしまいますので，そうなりますと非常に絶望的な気持ちになって虚偽の自白

に至ってしまうわけです。

桜井さんがおっしゃったように，被疑者の人たちの多くは，警察官がうそをつくこと

自体をあまり知らないわけです。ですので，警察官に「うそ発見器によって，君が黒と

出た」と言われた場合，それ自身が真実であると信じてしまいます。それで，警察官は

「 ， 」よく 私のことが信用できないとしても 君はうそ発見器のことなら信用できるはずだ

と言うわけです。うそ発見器で黒と出たこと自体が本当は疑わしいことを彼らは知らな

いわけですし，警察官は，たとえうそ発見器で結果が出ないとしても 「黒と出た」とう，

そをつくことがある，ということも被疑者はなかなか考えないものです。

桜井さん，桜井さんにうそ発見器の結果を示した刑事はどんなことを言○高野弁護士

いましたか。

うそ発見器が終わりまして，取調べが再開された冒頭に，自分は嬉しくて言○桜井氏

ったんです 「おれじゃないとわかったでしょう」と。そうしたら，両手を組んで下向い。

て「気の毒だったな」と言うんです 「おれにはお前と同い年の息子がいるんだ。ずうっ。

とお前が犯人じゃなければいいと願っていたけど，もうだめだ。犯人と出ちゃったよ。

もうどうしようもないぞ」と言われて，じゃあしょうがないなという気持ちになっちゃ

いました。だから 「どうしても犯人だと言わせたいんだな，この人は」という気持ちに，

なったんです。そのとき。

ありがとうございました。○高野弁護士
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客観的・科学的証拠によって生み出される虚偽自白

ポリグラフは，客観的に間違いのない証拠のように使われている，それ○高野弁護士

で自白が導かれているということですけれども，足利事件では，ＤＮＡ鑑定がそういう

役割をして虚偽自白を引き出すきっかけになっているのではないかと感じました。ドリ

ズィン先生にお伺いしたいのですが，アメリカでは客観的・科学的な証拠を利用した虚

偽自白は事例としてあるのでしょうか。

そういうことはよくあります 「あなたの指紋が被害者のところで見○ドリズィン教授 。

つかりました」もしくは「毛髪が見つかりました 「ＤＮＡ関係証拠が見つかりました」」

というようなことが捜査官の口から被疑者に告げられ，それが虚偽の自白を導き出すこ

とはよくあります。特に，被害者のことを全く知らない人ではなく，被害者となんらか

の関係があった人，そして被害者の家に行ったことがある人，しかし無実である人は，

こういったことを言われると非常に弱い立場に陥れられ，虚偽自白をしてしまう傾向に

あります。

ありがとうございました。○高野弁護士

共犯事例の虚偽自白の特性

。 。○高野弁護士 少し違う観点にいきたいと思います 共犯者がいるケースについてです

桜井さんのケースも２人が共犯者とされたわけですけれども，この点について質問が来

ています。ドリズィン先生への質問ですが 「教授が扱った虚偽自白の事例の中には，複，

数の者が共犯者としてそれぞれ虚偽の自白をしているケースもあると思われますが，複

数の共犯関係とされるものの虚偽自白は，単独での虚偽自白と異なる特性，注目するべ

き傾向があるのでしょうか。あるとすれば，それはどのようなものなのか教えていただ

きたい」という質問が来ています。

先ほどの桜井さんの説明ですと 「仲が悪かったので話を合わせるのが大変だった」と，

いうような話がありました。共犯関係，複数の被疑者の虚偽自白には何か特性があるの

かについてお伺いしたいと思います。

非常によい質問だと思います。そのケースはよくあります。共犯者○ドリズィン教授

の自白は往々にして虚偽自白であるリスクが高いですけれども，なぜかといいますと，

取調官は被疑者に対して「ほかにも誰かいるだろう。ほかの人についても話せ」とよく

言うからです。

警察官はいろいろな示唆を与えますけれども，例えば「あなたは犯罪の場所にいただ

けですよね。あなたは目撃者なのではありませんか」と言ったりします。結局，その目

的は何かといいますと，被疑者に対して犯罪現場にいたと認めさせることで，それが重

要なのでそういうことをするのです。被疑者は，そういうことを認めたとしても，犯罪
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現場にいただけで共犯とみられて起訴されてしまう可能性があることを知らないわけで

す。それは，先ほどご報告したセントラルパーク・ジョガー事件というえん罪事件で発

生したことです。

私が思うのは，虚偽自白を１つ得てしまうと，それに連なってさらにほかの虚偽自白

を得ることは非常に容易だということです。

ありがとうございました。○高野弁護士

裁判官による証拠採否の基準

次のテーマにいきたいと思います。仮に被疑者がうその自白をしたとし○高野弁護士

ても，裁判でそれが証拠にならなければ，その虚偽自白によって有罪にはならないわけ

です。証拠に使うかどうかを決定する権限は，裁判官にあります。アメリカでも，裁判

官が自白を採用するかどうかを決めます。日本でも，裁判官が自白を採用するかどうか

を決めます。自白は，任意にされたものでなければ証拠にならない，任意性に疑いがあ

れば証拠にならない，という法律上の基準も，たぶん日米共通だと思います。

この点について，小坂井さんに説明していただきたいのですけれども，日本では，裁

判官による証拠の採否の基準は，実際上どのように運用されているのでしょうか。

理論的には確かに，今，高野さんがおっしゃったように，アメリカで○小坂井弁護士

言われている「事情の総合説」というかたちになっています。いろいろなファクターを

考慮しながら決めると言われているわけです。けれども，私は 年から弁護士をやっ1981
ていると言いましたが，少し前まで，自白の任意性を飛ばす，つまり証拠能力を認めさ

せないことは，率直に申し上げれば，無罪判決をとるよりもハードルが高い時代がずう

っと続いてきたと思います。

先ほどのドリズィンさんのご報告の中にも，アメリカでも多くの裁判官が捜査機関の

側を信用して自白を証拠として採用するというお話がありましたけれども，日本の場合

も，その基準は極めて厳しいものがあります。めったなことでは自白の証拠能力は飛ば

ない時代が長らく続いてきたと思います。

しかし，今，来年，裁判員裁判を控える状況下で，かすかではあるかもしれないけれ

ども 「 世紀型から 世紀型へ」と私はあえて大風呂敷を広げた言い方をしますけれ， 20 21
ども，徐々に判断基準がシフトしつつあることは間違いないのではないか。

先ほど，ドリズィンさんがいくつかの虚偽自白のタイプをおっしゃった中に，強要さ

れた迎合自白というのがありました。あるいはストレスによる迎合自白，桜井さんのケ

ースもそれかもしれないですけれども，そういった取調官側の誘導による迎合型につい

ても，任意性に疑いがあるのではないかと考えていこうという裁判例がぽつぽつと出て

きています。それが現在の状況ではないかと思います。

そういう意味では，裁判員裁判を前にして，任意性の基準自体をシフトさせていこう

－67－



という姿勢は，日本の裁判所にも見受けられつつあるのではないか。そういう感触は持

っています。

時間の点は，どうですか。○高野弁護士

取調べ時間ですか。○小坂井弁護士

先ほどの桜井さんのお話ですと，９時から 時までぶっ通しで調べられ○高野弁護士 11
たわけです。そういう自白について，日本の裁判官は時間だけで証拠能力を排除するこ

とはあるのでしょうか。

それは率直に申し上げれば考えにくいでしょう。○小坂井弁護士

なぜ考えにくいのですか。○高野弁護士

， 。○小坂井弁護士 それは今までの実例がまさにそうだから ということになるでしょう

日本の裁判官は，確かに事実関係は事細かく見ていきます。本当に判断しているかどう

かは別にしまして，取調べ過程についても見ようとします。もちろん，１つのファクタ

ーとして長時間になっていることを取り上げることはあるにしても，時間だけで任意性

を飛ばすという発想はまだ持っていないと思います。

ドリズィン先生，日本の裁判官は，今，小坂井さんが説明してくれたよ○高野弁護士

うに，任意性がないことで

排除することに非常に消極

的ですけれども，アメリカ

。の裁判官はどうでしょうか

アメリ○ドリズィン教授

カでも，似たような実情が

あります。裁判官は任意性

をなかなか否定したがりま

せん。非常に暴力的なこと

が行われた場合，もしくは

非常に長い時間取調べをさ

れていた場合であれば例外

がありますけれども，そう

でない限り，普通は任意性は認められてしまいます。

今おっしゃった非常に長い時間というのは，どのくらいの時間を指して○高野弁護士

いるのでしょうか。

そうはいっても，アメリカは日本の基準とは少し違うと思います。○ドリズィン教授

例えば， 時間， 時間， 時間， 時間といった取調べが連続して行われています12 15 18 24
と，アメリカでは誤判のリスク，虚偽自白のリスクが高いということで，裁判官は，本

当に信用できるのか，本当に任意性があるのかを非常に慎重に丁寧に吟味します。
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それからもう１つは，被疑者が少年である場合とか発達障害のある方の場合に，時間

が長い取調べが行われると，その２つが結びついて，その結果，任意性が否定されるケ

ースは非常によくあります。

先ほどの小坂井さんの話だと，日本の裁判官は， 近かどうかわかりま○高野弁護士

せんけれども，取調べ経過についての事実をきちんと調べようとする姿勢が見られてき

たということですけれども，よくあるパターンは，被告人が法廷で「自分は捜査官から

『これが真実だ。おまえが犯人だ』と言われてその気になってしまった」あるいは「利

」「 」 ， 「 ， 」益誘導された 強迫された と述べるのに対して 捜査官が いや そんなことはない

とそれを否定して，事実の主張が食い違うことがあるわけです。それに対して，日本の

裁判官は，どのように事実を判断していくのでしょうか。

裁判官によってかなり個性の違いがあると思われますので，なかなか○小坂井弁護士

難しい質問です。ただ，日本の裁判官の場合，確かに事実を緻密に見ようとはするけれ

ども，そういうかたちで水掛け論になった場合，捜査官側に軍配を上げるケースが多い

のは事実です。

それはおそらく，先入観として，捜査機関はそもそも合法的な刑事司法手続をやって

いるはずだという前提を置いている。あるいは，身体拘束されている場合だったら，ま

さに日本の捜査においては，出頭滞留義務，取調室にいなければならない義務があると

いう前提に，一応立っていると思われます。そういう状態自体が合法だという前提のも

とに出発しているところがどうもあるのではないかと思われます。そういうときに水掛

け論になったら，どうしても捜査官側に軍配を上げる判断を今までは多くしてきた。

しかし，今，それはやや反省されつつあるのではないかという感じがあります。

直接の当事者である桜井さんにお聞きします。桜井さんは，もちろん，○高野弁護士

法廷で自分がなぜ虚偽の自白をしたのか説明し，かつ，捜査官の証言もお聞きになって

いるわけですけれども，裁判のとき，どんな思いをされましたか。

裁判官は，法律には詳しいかもしれないけど，事実を見る目はどうなんでし○桜井氏

ょうか。あの人たちは，やっていない人が「やった」と言うはずがない，これが基本で

す。日本の裁判官はほとんどそうです。そういう人じゃないとなれないんですか。日本

の裁判官には。そんな気さえします。

確定審の裁判長が「やっていない人が『やった』と言うはずがないでしょう」と言う

から「記憶なくなっちゃったんです」と言ったら 「あなた，なぜ，そんな大事な日を忘，

れたんですか」なんて言われましたから，頭にきて「私にとっては，そんな日，大事じ

ゃないです」と言ったんですけど，とにかく法廷に立つ人間は「やった」と言った以上

犯人だ，まずこれを前提に調べますから。

一方，警察はうそを言わない，検察も証拠を隠したりしない，という前提に立ってい

ますので，そもそも裁判官の根本的な資質の問題じゃないですか。そんな気がします。

－69－



基本的には。

ドリズィン先生，アメリカではどうでしょうか。捜査官の証言と被告人○高野弁護士

の証言とが対立する場面は，もちろんアメリカでもあると思いますけれども，裁判官は

どういう傾向を持っているのでしょうか。

アメリカでも，警察官と被疑者の意見が対立した場合，基本的にす○ドリズィン教授

べての場合において，裁判官は被告人の言い分ではなく，警察の言い分を信用します。

例外としては，警察官に非常に問題のある虐待行為とか拷問行為を行った前科がある

ことを知っている場合は，被告人側に有利な判断をしますけれども，シンプルに警察官

と被告人とどちらが信用できるかといえば，通常は被告人側ではなく警察官側に軍配が

上がります。

だからこそ，それが１つの要因ですけれども，ぜひ，取調べの過程がすべて白日のも

とにさらされるように確定的に記録される，つまり，全面的な取調べの可視化を推進し

ていくことが私の立場です。

取調べの可視化の話が出ましたが，小坂井さん，もう少し待っていてく○高野弁護士

ださい。もう少し裁判官について話したいと思います。

要するに，法を知っている人，そして法律によって自分を守る術を知ってい○桜井氏

る人は，そういう傾向が強いのではないでしょうか。無知な人間といいますか，弱い人

間がやっていないことを「やった」と言わされてしまっていることが理解できないとい

いますか，裁判官なんか，自分たちが犯人として逮捕されたり尋問されたりなんて本当

に想像することもできないんじゃないですか。そういう意味で思いますが，法律に詳し

いといいますか，鎧と剣を持って自分の身を守る術をもっているといいますか，そんな

気がするんです。裁判官という人たちは。

ですから，私たちのように何も持っていない人間の弱さをわからないのではないかと

いう気がするんです。

要するに，裁判官は，被告人の立場にある人に対してあまり共感できな○高野弁護士

いのではないかと。

基本的に被告人は悪いやつがいっぱいいるんで同情はできるんですけど，そ○桜井氏

ういう気がします，自分の体験から言いますと。

ドリズィン先生，それはアメリカでも同じでしょうか。裁判官たちは被○高野弁護士

告人に対してあまり共感を持たないことが多いのでしょうか。

， 。○ドリズィン教授 私としては すべての裁判官について一律にこうだとは言えません

ただ，多くの裁判官は検察官出身者であることが多いので，アメリカにおいても，被告

人の言い分をなかなか信じようとしない人が多いと思います。しかし，すべての裁判官

， ， ， 。はこうだ だめである と言い切るのは少し危険であり 留保をしたいと私は思います

実は，取調べの可視化は，アメリカでも議論されているわけですけれども，アメリカ
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の裁判官の多くは，全面的な取調べの可視化に非常に好意的で，ぜひやってほしいと推

進する立場にあります。と言いますのは，裁判官自身も誤りたくないわけです。無実の

人を有罪にしたり，違った事実認定をしたいと思っている人は１人もいません。裁判官

も，判断をする根拠となる事実，すなわち取調べで何があったかという事実関係を知る

機会を奪われているわけです。だから誤った判断になってしまうのではないかと私は思

っています。

私たちはどうすべきか－取調べの可視化へ

では，私たちはどうしたらいいのか。今，ドリズィン先生から取調べの○高野弁護士

可視化の話が出ましたので，それを引き取って小坂井さんに話を伺いたいと思います。

私たちはどうすべきかという観点でお願いします。

私もドリズィンさんと同じで，日本の裁判官すべてが感覚が悪いと申○小坂井弁護士

し上げるつもりはないです。けれども，確かに，取調べの実情自体がわかっていらっし

ゃらないと言えば，そうかもしれない。まだ弁護士のほうが，毎日接見している中で取

調べの状況はリアルに想像できるかもしれないと思ったりします。いずれにしても，こ

こは全くのブラックボックスになったままで調書が作られ，その調書に基づいて事実認

定することを繰り返してきたわけです。そこにまさに虚偽が紛れ込む要素があるし，ド

リズィンさんの研究でいえば，えん罪や誤判の理由として，虚偽自白が から のパ15 25
ーセンテージを占めているということです。

私は，もちろん統計資料は持っていないですけれども，先ほどから出ている日本の取

調べの実情を踏まえて考えれば，日本で誤判の原因として虚偽自白の占める割合は，そ

れよりもずうっと高いものにならざるを得ないだろうと思います。あるいは，共犯者の

自白の話が出ましたけれども，そういった供述証拠による誤判の率は，日本の取調べ状

況を前提にする限り，極めて高いものにならざるを得ないだろうと思います。

なんらかの出来事があり，事件があると，取り調べられる者はそれを知覚して，記憶

して，取調べの場で表現叙述する。取調官がそこで問いを発し，答えがあって，情報を

， 。 ， ， ，交換しながら 取調官がそれを認識する それをメモして 貯蔵して 整理・要約して

さらには加工して供述録取書が作られる，というプロセスをたどっているわけです。

今の状況は，この取調べの部分がすべて隠されているわけです。結果としての供述録

取書を「調書」と一般的に言っているわけですけれども，それのみがあって，そこから

ストレートに事実認定をしようとしている。これは出来事に対する認識，事件に対する

認識が必然的にゆがむ状況になっているわけです。

どこの国でもこのことが問題になってきました。アメリカでもそうです。もともとは

イギリスが可視化先進国になりますけれども，虚偽自白による誤判がある，えん罪があ

ることがわかってきたときに，人間は何を学習するかといえば，では，このブラックボ
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ックスの過程をきちんと検証できるようにしようではないかと思う。それは，あまりに

も当然自明のことになるわけです。

今まさに裁判員裁判を控えて，私たち日弁連が何よりもまず実現しないといけないと

言っているのは，この全過程をきちんと検証可能なものにすることです。しかも，それ

は一部では意味がない。むしろ一部では極めて危険です。

今，可視化の話が出ましたのでついでに申し上げておきますけれども，検察庁でも，

警察でも，日本でも一応一部録画を始めたわけです。でも，その実態は，例えば 日間20
だとした場合，ブラックボックスの取調べを 日間続けるわけです。そこで仮に 後に19

， ，自白が出たとしたら そのあとで一部録画をするのが今の警察・検察のやり方ですから

これが極めて危険なことは申すまでもないことになります。

したがって，全過程を見えるように検証する必要がある。そのことによって，それで

直ちに万能薬だという気持ちは私にはないです。けれども，少なくとも，虚偽自白を防

止する大きな要素になることは間違いない。

さらに申し上げれば，裁判員というかたちで市民の方に裁判所に来てもらって判断を

してくれと国の側が頼むわけですね。その裁判員に対し，取調べの全状況を明らかにす

ることは，国の側は当然，これはやろうとさえ思えばできることですから，そのプロセ

スを全面的に検証可能なものにするのは当然ではないか。これはある意味では取調べだ

けに限らないですけれども，捜査全般の過程において，あとからきちんと客観的に検証

可能なものにしていくことは，裁判員にとっても判断するうえで絶対必要なことです。

それを今実現すべきときが来ている，実現しなければならないと思っています。

ドリズィン先生，アメリカでの取調べの録音・録画の状態は今どうなっ○高野弁護士

。 ，ているのでしょうか 先ほどの報告で割愛された反対論・賛成論の議論の紹介も含めて

少しご説明いただけますか。

これまで，取調べの全面可視化をめぐるさまざまな闘いを私たちも○ドリズィン教授

アメリカでやってきました。いろいろな抵抗もありましたが，しかし，今では取調べの

全面可視化について好意的な傾向が増えてきております。 年までに，アラスカ州，2000
ミネソタ州が，州の 高裁の決定に基づいて，取調べの全面可視化を実現しました。し

かし，その後， 年以降に９州が加わりまして，現在，取調べの全面可視化が 州2000 11
で認められております。

イリノイ州について少し付け加えたいと思います。私は， 年から 年まで５1998 2003
年間の間，取調べの全面可視化を実現しようということで，私がおりますイリノイ州で

活動してきました。なかなかうまくいかなかったのですけれども， 年にイリノイ州2003
， 。では少し勢力図が変わりまして 共和党に代わって民主党が州議会で多数をとりました

そのときに州の上院議員になった１人の若い議員が，取調べの全面可視化法をきちんと

取りまとめるようにということで指名されました。
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私は，彼と６カ月間にわたって一緒に働きながら非常にいろいろなことをやって，つ

いに 年の７月にイリノイ州で「取調べの全面可視化に関する法律」を実現したわけ2003
です。私が一緒に働いていた州の上院議員が，今回，アメリカの大統領に選ばれました

バラク・オバマ氏です。

小坂井さんの親友が，内閣総理大臣になる日が来るのを期待します。○高野弁護士

その確率は，ちょっと低いですね。○小坂井弁護士

えん罪被害者を救うために

さて，仮に取調べの全面可視化が実現したとしても，名張事件の奥西さ○高野弁護士

んが自白する瞬間を録音・録画することは，もうできないわけです。桜井さんが刑事か

らうそのポリグラフ検査結果を突きつけられて自白した瞬間を記録に残すことは，もう

。 ， ，できないわけです しかし 現に日本には虚偽自白の結果有罪判決を受けて服役した人

あるいは獄につながれている人がたくさんいるわけです。彼らをどう救うのかというこ

とです。

ドリズィン先生の報告にあった の事例は過去のもので，取調べが録音・録画され125
ていないケースもたくさんあります。しかし，彼らの多くは救われました。私たちにそ

れができないのかということを議論したいと思います。私たちは，今，虚偽自白の結果

えん罪を訴えている人たちをどうしたら救うことができるのか，何ができるのか，非常

に大きな問いですけれど，ドリズィン先生にまずご意見を伺いたいと思います。

初に重要なことは弁護士の役割です。自分たちの周りで「虚偽自○ドリズィン教授

白をした」と言っている人たちのケースについて，もっと注意深く検討していくことが

必要だと思います。

そして，アメリカでもありましたけれども，ＤＮＡ証拠によって虚偽自白の問題が明

， 。 ， ，らかになって えん罪から救われる人もいると思います また ほかの可能性としては

弁護士が非常にいろいろなかたちで頑張って調査活動を行って，ＤＮＡではないですけ

れども，科学的な証拠を見つけたり，さまざまな新しい証拠を発掘して，えん罪から救

い出すこともアメリカではございます。

しかし，そういった証拠もない，しかし自白が存在する，そういう事案もあるわけで

す。そこで，私が集積したたくさんの虚偽自白の事例をぜひ使っていただきたいのです

けれども，自白という証拠がいかに危険であるかを人々に教育する，普及することが大

切だと思います。とくに，これから新しい裁判員制度が始まると聞いておりますので，

これから裁判員になっていく方々に，自白という証拠がいかに危険であり誤りやすいも

のかを私たちの事例を使っていただいて，ぜひ教育をしていただきたいと思います。

また，ジャーナリストも，こういった事件についてきちんと取り組んでいただきたい

と思います。ぜひ光を当てていただきたいと思います。実は，アメリカの誤判が救済さ
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れた過程で活躍したのは，弁護士の数よりも，非常に熱心なジャーナリストの活躍が多

いのではないかと思います。

小坂井さん，補足をお願いします。○高野弁護士

， 。○小坂井弁護士 高野さんの質問は非常に難しくて かつ答えにくい質問だと思います

， ， 。では 弁護士の立場で何をするかといえば いつもの弁護実践をするしかないわけです

誤判原因のうちの３位か，４位か，５位かは知りませんけれども，弁護過誤が今まで

のえん罪の１つの要因になっている。このことはおそらく否定できない事実であると私

は思います。

弁護士が現場で捜査弁護から手順を追って，今だったら公判前整理手続も兼ねますけ

れども，公判手続をやっていくという現在進行形で言えば，現在の弁護実践の中でどれ

だけ丁寧なひとつひとつの積上げができるかが，弁護士にとっては１つの大きなポイン

トになるでしょう。もう１つは，自分の依頼者である被疑者・被告人との間でコミュニ

ケーションをきちんととって，とにかく意思疎通を完全なものにしていく努力をする。

当たり前のことですが，実は，その当たり前のことがなかなかできてこなかったところ

が一方ではあるのではないかと思います。

弁護士の立場では，そのうえで，あとは判断者にきちんと判断してもらわないといけ

ないことになります。ドリズィンさんがおっしゃったように，虚偽自白がいかに起こり

やすいものかをもっともっと，ある意味では心理学的な勉強もし，学んで，共通認識に

していく必要があるだろうと思います。

， ，先ほどから日本の刑事司法は異常だという話が出ていますけれども 確かに日本では

日間，２畳か３畳の小さな取調室で延々と調べ続けて，そのうえで自白させて，再逮23
捕，再々逮捕というケースも現にあります。そうなってくると， 日， 日という単位40 60
で取調べが続くことが現になされています。その果てにできあがった自白が，いかにも

ろいもので危険なものかについての共通認識をみんなが持たないといけないだろうと思

います。それが出発点になると思いますし，直近の改革課題とすれば，それが完全に検

証可能性をもつことがやはり 優先課題だと私は思います。

終わりに

残念ながら時間が来てしまいましたので， 後にお二方に一言ずつお願○高野弁護士

いします。どうぞ。

今，日本の裁判所，特に 高裁判所は，虚偽自白という問題につい○ドリズィン教授

。てどのような態度をとっていくべきかに関して非常にユニークな機会に恵まれています

きょう私がお話しした名張事件，そして布川事件は，いずれも虚偽自白が非常に問題に

なっているケースですが，その事件に関する審理が，今， 高裁にかかっているからで

す。
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高裁は，たいへん親切なことだと思いますけれども，私たちが書いた奥西氏の自白

の信用性に関する法廷意見書を受け付けてくれました。それは非常によいチャンスで，

虚偽自白の問題について，日本でも，そして世界でも，もっと議論していくきっかけに

もなるようなよいことだと思います。この機会を 高裁がきちんととらえて，自白が本

当に信用できるものかどうかに関するきちんとした見解を示し，そして，将来的には取

調べの全面可視化をすべきだという意見も付して，きちんとした公明正大な判断を下す

ことを私は期待しております｡（拍手）

ありがとうございました。桜井さんから一言お願いします。○高野弁護士

すみません。先ほど過激なことを申し上げましたけれども，日本の裁判の不○桜井氏

幸は，やはり裁判官・検察官が科学的事実に非常に傲慢だということです。王冠につい

ていた歯型は奥西さんのものではないということが科学的に証明されたでしょう。あの

時点で，この事件は終わっているはずです。それなのに，また自白で有罪にするって話

ないじゃないですか。自白だけを信じるのは裁判官が，科学的事実に非常に傲慢だから

です。この前，足利事件の再審請求を棄却した宇都宮地裁の裁判官は，なぜ，ＤＮＡ鑑

定を拒否したんですか。おかしいじゃないですか。採用したうえで再審を認めないなら

いいですけど，何もしないで棄却する，こういう傲慢さが日本の裁判を誤まらせている

と自分は思っています。

ですから，もちろん， 高裁判所に対しての期待もしていますけれども，証拠を隠し

たり，あるいは科学的事実を無視するようなこんな裁判が続く限り，やっぱりえん罪は

作られ続けると私は思っています。ですから，私自身は，こういう裁判所を１日でも早

く直したい。そのためにこれからも声を上げ続けていきたいと思っています。

きょうはどうもありがとうございました｡（拍手）

ありがとうございました。○高野弁護士

それでは，これでパネルディスカッションを終えたいと思います。ありがとうござい

ました｡（拍手）
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１０ （パネルディスカッション）虚偽自白の心理と弁護実践－日米比較から

パネリスト

スティーブン・ドリズィン教授

高木光太郎（青山学院大学教授）

小坂井久（弁護士・大阪弁護士会）

コーディネーター

秋田真志（弁護士・大阪弁護士会）

（２００８年１２月１６日 大阪弁護士会館）

アメリカの虚偽自白研究は日本で応用できるか？

それでは，まず高木さんにお尋ねしたいと思います。ドリズィン教授の○秋田弁護士

研究はアメリカでの虚偽自白の研究だったわけですが，この研究成果は日本でも生かせ

るのでしょうか。また，日本での同様の研究がどのようになっているのかについてもお

教えいただければありがたいと思います。

私はこの十数年の間，日本における目撃証言と自白の信用性に関する研究○高木教授

に基づいて，いくつかの事件で鑑定書等を作成するような仕事をしてまいりました。そ

うした経験の中で，ドリズィン教授のお話しされた，特に虚偽自白のメカニズムに関す

る部分は，おそらく日本でもほとんど変わりがないだろうという印象を受けました。

ここでなぜ「印象」という言葉を使うかといいますと，まさに可視化の問題とかかわ

っているわけでありまして，具体的にどのようなテクニックが使われているのかに関し

て，日本にいるわれわれは非常に断片的なことしかわかっていないわけであります。

先生方の中にもご経験をお持ちの方がいらっしゃると思いますけれども，虚偽自白を

してしまった当事者の方にお話を伺って 「どんなことがあったんですか」というかたち，

で，事後的にインタビューをしても，多くの方が「よく覚えていない ，特に，落ちる前」

までのプロセスを聞いても「覚えていない」と答えます。これは，このこと自体が，心

理学的にみると彼らが非常に混乱した状況にあったこと，あるいは非常に高いストレス

下にあったことを示していると考えられますが，いずれにせよ，日本の警察がどのよう

な圧力をかけて，具体的にどのようなかたちで無実の人を落としているのかに関しては

明確な情報がないのが現状ではないかと思います。

先ほど講演が終わったあとにドリズィン先生に１つ質問をしまして，お話にあったよ

うな落としのテクニックというのでしょうか，圧力をかけていくようなテクニックは，

アメリカの捜査官の場合 トレーニングされているのかどうかを伺いましたけれども ｢イ， ，

エス」というお答えをいただきました。
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これに対して，日本の場合はおそらく警察学校のカリキュラムの中にも取調べの技術

はあまり入っていないのではないかという認識を私は持っています。もっと現場の中で

たたき上げてきた職人的な技術でやっているのではないかと考えられます。

基本的に，先ほどのお話の中で出てきた虚偽自白にかかわる諸問題は，同じ人間です

のでほとんど差はないと思います。 も大きな差は何かというと，おそらく日本の捜査

官たちが，今申し上げたとおり職人技で仕事をしていて，自分たちが使っているテクニ

ックにあまり意識がないことだと思います。これは，もしかすると制度改革をするとき

に非常に大きな障害になるかもしれない。つまり，より有効なテクニックを求めて意識

的に作業をするような環境にある人たちであれば，よりよいテクニックを示せば，そち

らのほうがいいのかもしれないと思ってくれる可能性があるかもしれないのですけれど

も，日本の場合，そこがもしかするともっと根深い壁になってくるかもしれないといっ

たことを１つ考えました。

自白をする側の心理

引き続きお話をお伺いしたいのですけれども，今，取調官側の現状とい○秋田弁護士

うことで職人的な技術というお話がありましたが，自白をする側の心理の研究について

は日本ではどのようになっているのでしょうか。

自白をする側の要因は，これも人間ですので，特に日本で大きな差がある○高木教授

とは考えにくいです。

ただ，これは日本の虚偽自白研究の第一人者でいらっしゃる浜田寿美男先生がご著書

の中で指摘していることですけれども，日本の市民は一般的に裁判所に対する信頼が非

常に高いことがあって，虚偽自白をするときに，今ここで虚偽自白をしていても裁判の

場になれば絶対疑いが晴らされるに違いないと考えがちです。日本の社会がつくってき

た司法制度に対する高い信頼感が，皮肉なことに虚偽自白に結びついている。つまり，

警察は間違ったことをするけれども，裁判になれば疑いは晴れるだろうという予測をも

たせやすくなっていることは１つあるかもしれません。

ほかにもいろいろありますけれども，とりあえず。

ありがとうございます。○秋田弁護士

日本の取調べの現状と虚偽自白～板金捜査

今の高木さんのお話も踏まえて，小坂井さん，今の日本の現状を確認し○秋田弁護士

ておきたいと思います。冒頭，西田さんから名張事件のご報告もありましたけれども，

ミスター可視化の目から見た今の日本の現状はどういうことになるのでしょうか。

「職人」という言葉が出ましたが，日本の場合は，おそらく弁護士も○小坂井弁護士

今までずうっと職人芸でやってきて，自らのテクニックや技能を相対化する機会がなか
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ったのではないか。裁判員裁判を控えて，ここ数年，特に大阪だったら秋田さんなどを

中心に研修を行って，自らの技能を相対化する基盤がようやくできてきた状態ではない

かと思います。つまり，警察が職人芸なら，弁護人も職人芸で対応してきたのが今まで

の日本の刑事司法ではないのかなというのが前振りです。

日本での虚偽自白の事例について，もちろん私は統計を持っていません。けれども，

， ， ，ドリズィンさんのご報告を前提に考えたとき おそらく誤判原因として 日本の場合は

共犯者自白などまで含めて言えば，アメリカよりももっと高い割合の虚偽自白がある。

虚偽自白によってより多くのえん罪がつくられているのが日本の刑事司法ではないか，

というのが率直な印象になります。

。 ，近でも虚偽自白の事例は絶えることがない現状です 皆さんもよくご承知のとおり

昨年の２月に，鹿児島県志布志町の公職選挙違反で 人全員無罪確定という判決があり12
ました。この事件の場合ですと，たしか 年（平成 年）の選挙だったと思います2003 15
が，４月の投票で，２月３月に計４回の会合があったとされています。志布志町という

非常に辺鄙，と言うと失礼ですけれども，田舎でわざわざ４回も会合をして，そこで選
へ ん ぴ

挙投票依頼の買収行為をしたということで起訴されたわけです。しかし，公判をやって

いる途中で弁護側が反証に転じてアリバイを立証し，２つの会合は全く存在していない

ことがほぼ明々白々になった事件です。

ところが，この自白調書を見ていますと，存在しない会合の食事の内容が微に入り細

をうがって書いてあるわけです。ビールの銘柄が「アサヒビール」と書いてある。これ

。 ， 。 ，はなんなのだろう 要するに そこまで作文するのが取調官だということです しかし

これは実は今に始まったことではなくて，大阪だったら， 年代に高槻の選挙違反事1980
件で 人が無罪になったという有名な事件がありますが，あのときも同じです。来て147
もいない候補者が来たことになっていて，その会議の様子が微に入り細をうがって書か

れている。そういう作文をすることに，日本の取調官はまさに職人芸としての喜びを見

いだしていらっしゃるのではないか。

ドリズィンさんの話で時間の問題がありました。鹿児島の志布志事件の場合の取調べ

時間は，私は今は正確に把握できていません。けれども，例えば，富山の氷見事件も去

年有名になったえん罪事件ですが，この場合だったら，在宅で２日，朝から晩まで調べ

られて，２日目の夜に家に帰って絶望的気分になって農薬を飲んだ，というようなくだ

りがあります。これは３日連続ではないですけれども， 初の１日は先にやって，あと

の２日は連続なんですが，３日目に「家族もお前を疑っている」と言われて自白をしま

す。ドリズィンさんのおっしゃっている平均時間の 時間をはるかに超えた時間帯に達16
しているわけです。

あるいは私は，ちょうど２日前にドリズィンさんの会が東京でありましたので，布川

事件の桜井さんの話を聞きました。彼は「私は５日目で自白した」と言っていました。
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取調べ時間は，だいたい１日 時間で 時間ぐらいに達しているのではないか。きょ10 50
う問題になっていた奥西さんも， 時間で自白したとなっています。49

ですから，日本の場合には，精神的には膝の上に順に重い石をのせていく感じがしま

す。これが仮に正式に逮捕されれば１件 日間です。トゥエンティースリーアワーズで23
40はなく トゥエンティースリーデイズ こういう状態が続くわけです 再逮捕されれば， ， 。

日，再々逮捕されれば 日になるわけです。60
私は実はこれを「板金捜査」と呼んでおります。金属をバンバンバンバンバンとたた

いて薄く伸ばして加工して一丁上がり，こういう「板金捜査」を職人の方が繰り返して

きたのが日本の取調べの現状であろうという認識を持っております。

虚偽自白を引き出す23日間の取調べ

今のお２人のお話を聞いて，ドリズィン教授から，アメリカの虚偽自白○秋田弁護士

の研究をされたお立場から見て，日本の取調べあるいは日本の現状についてどのような

ことをお感じになったのかお話を伺えればと思います。

23○ドリズィン教授 東京と京都で話をして，そして大阪で講演してまいりましたが，

日も拘束できるシステムで， 時間も 時間も取調べをすることは，虚偽の自白を引12 13
き出すためのレシピとしか言えません。

ビデオテープからわかることは，陪審員に対して，どれほどのプレッシャーが被疑者

にかけられたかということです。テープがあれば，どれほど取調室が狭く，息苦しく，

取調官が目の前にいるか，どのように怒鳴っているのか，どれほど非難の言葉を浴びせ

ているのか，そのために取調室の中で何が起きたか，そういったことを見ることができ

。 ，るわけです アメリカのように２日間の取調べでもそのようなことがあるわけですから

日間は私の想像を超えています。23

可視化議論の日米比較～日本の捜査官は可視化をおそれるな！

可視化の話に進んでまいりましたので，やはりミスター可視化に，日本○秋田弁護士

の取調べの可視化に向けての現状について確認しておきたいと思います。小坂井さん，

その点についてのご説明をお願いします。

先ほどのドリズィンさんの話の中にも一部録画の話が出てきたかに思○小坂井弁護士

いますが，皆さんご承知のとおり，検察庁が 年でしたか，一部録画の試行をすると2006
。 。 ，いう発表をいたしました 今年の３月にその 終結果をまとめています 彼らいわくは

任意性立証に有用であるということで，全国の検察庁で裁判員裁判対象事件については

どんどんやっていきましょうということになっています。

警察も今年の秋から，警視庁，大阪府警等々ですけれども，主要な警察庁で一部録画

を開始しています。
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とりあえず現状ということであれば，そういうことです。

取調べの可視化反対論について

要は，全過程の録画については日本の捜査機関はなお反対しているわけ○秋田弁護士

ですが，この可視化反対の論理，小坂井さんからいうと全く逆の立場を説明せよという

ことになりますが，その点についても説明いただけますか。

密室の中でないと信頼関係がつくれないんです。１対１で職人が膝と○小坂井弁護士

膝を突き合わせて，心と心を通わせて初めて真実の自白が引き出せるんです。そんな前

， ， ， ，提もなしにカメラが向いていて たとえば こんなに人がたくさんいて 本当のことが

しゃべれますか 「きのうの晩，僕は家に帰りませんでした」とは言えないでしょう。密。

， 。室の中で１対１になるからこそ真実が発見できる というのが彼らの論理でございます

録音導入後，反対から賛成に変わったアメリカの捜査機関

今，そういうことを日本の捜査機関は言っていますけれども，ドリズィ○秋田弁護士

ン教授にお聞きしたいのですけれども，アメリカでも録画を導入するにあたっていろい

。 ，ろな議論があったとお聞きしています その中で反対論もあったかと思いますけれども

， 。今の日本の捜査機関が言っていることについて どのようなご意見をおもちでしょうか

アメリカでも全く同じことを聞きました 「カメラがあれば被疑者は○ドリズィン教授 。

口をつぐんでしまう」というのです 「カメラがあることによって，警察官が信頼関係を。

築くことができなくなる」という意見でした 「カメラがあることによって，われわれの。

， 」テクニックも一般に知られてしまうし そうなればもはやテクニックは有効でなくなる

という意見もあります 「カメラは高すぎる。システムの導入には金がかかりすぎる。そ。

のような機械を全部の取調室に導入することはできない」という意見もありました。ま

た 「陪審員は，取調べの様子を見てわれわれに対して悪い印象を持つだろう」という意，

見もありました。

こういった反対意見はアメリカでも日本でも聞かれますが，このディベートの中で

も驚くべきことは，秋田先生が 初におっしゃったように，アメリカでは，捜査機関の

反対意見が導入後に大きく変化したということです。実は，強制的な方法を使っていた

同じ警察官がテープを使い始めると そのテープの一番熱心な賛成者となったのです 記， 。「

録をすることによって自分たちの捜査の質が高まった」と彼らは言い出すようになった

わけです。

日本で起こっていることは煙幕を張るようなことです。知らないことは怖いというこ

とです。しかし，皆さんに申し上げます。日本の捜査機関は恐れることは何もないので

す。
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イリノイ州の取調べの可視化

ドリズィン教授が主に活動しておられるイリノイ州では，先ほど私から○秋田弁護士

もご紹介を差し上げましたけれども， 年から，特に殺人事件などで取調べの可視化2005
が実現をしています。その影響がどのようなものかについても，もしおわかりであれば

ご説明いただければありがたいと思います。

この影響は非常に大きいです。イリノイでは捜査官が，特に検察官○ドリズィン教授

はビデオテープの改革に対して非常に期待をしています。それから，裁判官も期待をし

ています。捜査官が自分の仕事を正しくやり，そしてビデオでそれを録画すれば，法廷

で無駄な時間を費やすことが少なくなります。何が本当に捜査段階で起こったのかを調

べるための時間が少なくなるわけです。

， 。アメリカにおいては 有罪の答弁がビデオ録画制度導入前に比べて多くなっています

適切なやり方をして得られた自白があるからです。この制度に対する影響はすばらしい

ものです。

いくらかまだ反対している捜査官もいます。しかし，大多数の捜査官は，この取調べ

の可視化は素晴らしい影響を捜査と公判にもたらしていると考えています。

可視化は真相解明を阻害しない

○秋田弁護士 全過程の録画をすると被疑者が真実を話さなくなってしまう。だから，

真相解明ができなくなることにつながるという反対論の説明があったかと思いますが，

この点について，供述心理学を研究しておられるお立場からどのようにお感じになられ

るでしょうか。

基本的には，なんら心理学的根拠のない主張としか言いようがないと思い○高木教授

ます。ビデオ録画を導入すると現状の捜査官が非常にやりにくくなるということですの

で，結果的には自白がとりにくくなると思います。しかし，世界各国で可視化が行われ

ている国の実例を見ればわかるとおり，ごく一部に記録を拒否するケースや，しゃべら

ないケースがあるかもしれないですけれども，それ以外の場合，大きな支障が出ること

は非常に考えにくいのではないか。逆に，録画が当たり前になってしまえば，そうした

取調べを受けるのが普通になるのではないか。

それから，このパネルディスカッションに出るための準備資料として読ませていただ

いたものの中に，今，文献は手元にないですけれども 「拒否をされたらその時点でやめ，

ればいい」という指摘がありました。原則はとる 「しゃべりにくいからやめてくれ」と，

言われたらハンドライティングに切り替えるというやり方にすれば，さしたる問題はな

いのではないかと思います。ですので，心理学者の立場からいっても，それが非常に大

きな障害になるとは思えないわけです。
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もう１つ，心理学者はだいたい人間の心理過程を研究するときに，その場を録画しな

がらやるわけです。もちろん，そういうときにプライベートなことは聞かないわけであ

りまして，状況は違いますけれども，例えば少し難しい計算問題などをやらせたりする

わけです。これができないと大人はちょっと恥ずかしいみたいなことがあるわけですけ

れども，そういうときに事前に録画していることを伝えても，それで人間の心理プロセ

スが大きくゆがめられることはないというのがわれわれの認識です。これがないと大半

の心理学研究はできなくなりますので，われわれからみれば，ビデオの録画自体が取調

べのプロセスにそれほど甚大な影響を与えるとは考えにくいということです。

録音停止の例外について

今，高木さんのお話の中に出ましたテープを止めることについては，先○秋田弁護士

ほど私からご紹介しましたトマス・サリバンさんが作られた，モデル的な法案の中に記

載されている内容かと思います。ドリズィン教授はトマス・サリバン教授とも一緒にお

仕事をされているということですので，もし，サリバンさんが考えておられることにつ

いてご説明いただけるようであればお願いしたいと思いますけれども，いかがでしょう

か。

イリノイ州の可視化に関する法律をつくる過程で，警察は「もし被○ドリズィン教授

告人が録音・録画を嫌がれば，自白が証拠として認められないのではないか」と心配し

ていました。つまり，証拠として認められるためにはテープ化が絶対必要だと思ったわ

けです。そこで，警察は「それはあまりにもやりすぎだ，記録ができない場合もある，

例えば機器が壊れる場合もあるし，被告人が『話したい。でも記録されたくない 』と言。

うときもある」と主張したのです。サリバン氏もこうした懸念には合理性があると考え

ました。そこで，法律には記録の義務化はありますが，ある程度警察側に譲ったかたち

の法律になっています。

その中で も重要なのは，被告人・被疑者が「話をするが，テープをとるのはやめて

くれ」と言うことを認めているところです。実は私は，そういった例外は好ましいと思

いません。というのは，警察側が，被疑者がそれを望んでいないと思わせるために説得

する場合が考えられるからです。そして，そのあと非常に強制的な手段を用いて自白を

引き出す可能性があるからです。ですから，それはビデオテープの義務化前と同じ状態

に戻ってしまうわけです。

しかしながら，その交渉においてそういった譲歩をしましたけれども，そういった手

法がすでに使われているかどうかは今の時点ではまだわかりません。

一部録画はナンセンス

日本でも一部録画が試行されていることは皆さんもご存じかと思います○秋田弁護士
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けれども，ただ，一部録画事例でどのような取調べが行われているのか，どのような録

画が行われているのかについては，必ずしも多くの会員の方が経験されているわけでは

ないと思います。その点につきまして，小坂井さんは自ら殺人未遂の事件等で一部録画

事例の弁護もなさって，現に，自白の任意性が却下された決定例もとっておられます。

そういうことで，今度は小坂井さんに，一部録画の中でどのような実務が行われている

のかについてご紹介いただければと思います。

今，検察と警察で行っている一部録画のやり方は，彼ら自身の言葉で○小坂井弁護士

言いますと，まず１つが「レビュー方式」と言われるものです 「レビュー方式」は，ま。

さに調書ができ上がったあと，その日のうちにやることもあれば，２～３日後にやるこ

ともあれば，ひどいケースでは１カ月後のときもあります。例えば私が見た事案であれ

ば，４日前の調書作成に関して 「これが４日前に私が君を取り調べたときに作った調書，

だよね」というところから始まって，署名・指印を確認させ，中身をパラパラッと見せ

たあとに振り返って中を確認していきます。｢レビュー方式」というのは彼ら自身の表現

ですけれども，そういうやり方が１つです。

それからもう１つが「読み聞かせレビュー方式」と言われているものです。これは

後のほうはレビューになりますけれども， 初，つまり署名・指印する直前までの調書

の原案は作っておいて，その後の読み聞けの場面からおもむろに録画スイッチを入れて

録画を開始して，署名・指印をさせて，あとはレビューと一緒のかたちでやっていく。

おおむねこの２通りだと検察自身が表明しているわけです。これ以外のものがあった

という話は今のところ聞きません。つまり，取調べそのもののプロセスを録画したケー

スはまだ報告されていません。ただ，例えば弁解録取を終わった段階で直ちにその弁解

録取についてレビューしたようなケースは報告されています。けれども，いずれにして

， 「 」 「 」 。も 方式自体は レビュー方式 か 読み聞かせレビュー方式 でしかやっていません

特に職人技がどうなのか，取調官がカメラの前でどのようなことをして○秋田弁護士

いるのか，ご紹介いただければと思います。

話が先に行ってしまうかもしれませんけれども，今，そういった一部○小坂井弁護士

録画テープを見て，裁判所の判断自体が大きく分かれています。どういうことかといい

ますと，１つは「こんなものを証拠としてもだめです」あるいは「少なくとも自白調書

の信用性を担保するような機能は全くないです」と明言してくれた判断例が一方であり

ます。他方では 「たとえ１カ月後であっても，いろいろ問題があるにしても，本人が任，

意に自白的にしゃべっているとわかるから有用だ」と判断をしている裁判官もいらっし

ゃって，今，判決例自体は真っ二つに分かれているような状態です。

秋田さんの質問がそういうご趣旨だと思いますから，私自身の経験を踏まえてお話し

します。私は，とにかくまず非常に違和感を感じました。４日前の調書を引っ張り出し

てきて 「君，これ，４日前に作ったよな」から始まるわけです。あれだけ立派な機械を，
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入れたのだから，なにも４日前の話をそこでしなくてもいいのではないかと思うわけで

す。調書を作成するまでの取調べ，まさに調書の作成以前の状態から原案作成まで，プ

リミティブなところから映していくのが当然ではないか。なにも完成した後にそんなこ

とをやる必要はないだろうという感じが，まず違和感としてありました。

， ， 。よく見ていますと 必ず署名・指印を確認させて だいたい調書を１回見せています

私が知っている限りではそうです。皆さん，仮に法廷でのそんな場面を想定してくださ

い。検察官がいきなり調書を示して「記憶喚起します」と言って始めたとすれば，これ

は日本の刑訴規則でいえば 条の 違反になってきます。つまり，不当な誘導の典型199 11
例とされているわけです。それを彼らは平気でやっています。

その次に読むわけです。ほとんど朗読です。私の 初の依頼者の場合は，耳の聞こえ

にくい，こう言っては恐縮ですが，識字率も高くないおじいちゃんでしたが 「こうだっ，

たね」｢はあ 「ああだったね」｢はあ」というやりとりです 「実は殺す気なかったんだ」 。

けどな」と彼がつぶやくと「まあまあまあ，ちょっとちょっとちょっと，君，４日前の

には殺すつもりだったと書いてあるよね」というようなやりとりだったわけです。これ

を続けて 後までいくパターンです。

そのおじいちゃんの場合には，今言ったような非常に印象的な場面もいくつかありま

した。それで，裁判所は，このＤＶＤだけを見て任意性を飛ばすという，ある意味では

非常に画期的な判断をしてくださいました。けれども，それこそ先ほどのドリズィンさ

んの話じゃないですけれども，おじいちゃんであろうと一般の方であろうと，どんな方

に対する「レビュー方式」でも基本は一緒です。すべて刑訴規則 条の 違反から始199 11
まって，それからおもむろに不当な誘導を繰り返し，何か言いたそうなことがあればそ

れを遮断し遮って，自らのストーリーを押し付けて再確認していく。そういう作業をす

るのが今の検察庁の一部録画方式ですし，警察がまさにやろうとしている一部録画方式

だと思います。

ですから，裁判例は分かれていますけれども，結論を先に言ってしまえば，弁護実践

いかんによっては当然これは，証拠能力，証拠の適格性自体を失わせる方向で展開して

いってしかるべき状況だと思っています。

誤判を生みやすい一部録画

ドリズィンさんにお伺いしたいのですけれども，今，日本の非常に特殊○秋田弁護士

な一部録画による取調べのやり方のご説明がありましたけれども，それを聞かれてどの

ようにお感じになりましたでしょうか。

既に申し上げましたように，捜査機関の 初の反応はアメリカでも○ドリズィン教授

同様でした。私は，仕上げの自白部分だけをビデオテープに撮ることは，自白の証拠と

， 。「 」しての影響力を高めてしまい 誤判の可能性を高めてしまうと思います 仕上げの自白
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だけを記録にとる場合には，多くの場合，カメラを回す前に何時間もリハーサルをして

いるわけです。陪審員にはそれはわかりません。あるいは理解もしないわけです。です

から，録画された自白を，自発的な自白で，かつ被疑者が自分の犯した犯罪について後

悔の念も見せないものとして捉えてしまうわけで，非常に誤判を生みやすい，偏見を生

みやすい証拠になってしまうと思います。

ほかにアメリカで警察官がやることは，日本でもやることですけれども，被疑者にカ

メラの前でもう１回再現をさせるわけです。鉛筆か何かを渡して，どうやって被害者を

刺したのか，あるいは首を絞めたのかを再演させます。こうしたドラマは，これが全く

うそであっても，陪審員にとっては非常に説得力をもちます。

高木さんにもお話をお伺いしたいのですけれども，今のような一部録画○秋田弁護士

がなされている現状をどのようにお感じになりますか。

「一部録画」という言い方自体が少しミスリードな感じがします。これは○高木教授

取調べの「結果」をビデオで見せるというものです。

ところが，可視化の一番のポイントは何かというと，被疑者が自分の言葉で自分の記

憶を喚起して体験を語るという一連のプロセスを押さえられる，ということです。結果

， ，だけを見せるのであれば 調書の 後に署名するのを少し派手にしたといいましょうか

それと変わらない仕組みです。それでは今までの日本の調書主義の中で， 後に名前を

書いて印が押してあればそれはその人が認めたことである，というのとほぼ等価なこと

をビデオでやっているだけであって，可視化でもなんでもないわけです。

仮に技術的な問題とか実際上の問題で断片的にしかビデオがとれていないとしても，

実際の捜査官とのやりとりが一定程度以上記録に残っていれば，そのときの取調べの圧

力や問題点はある程度は把握できます。実際に今，われわれも断片的なテープの録音の

分析を行っていますが，集中して分析していけば取調べのおかしさはある程度見えてき

ます。

体験を告白するときの捜査官と本人の一連のやりとりが記録されていることにとにか

くこだわらないと，可視化の意味がなくなってしまって，単なる捜査機関側の印象操作

の道具になっていくのではないかということを強く思います。

虚偽自白をどうやって見破るか

一部録画のナンセンスさが浮彫りになってきたとは思います。そうはい○秋田弁護士

いながら，今，一部録画しかしていない状況の中で，われわれは弁護実践をしていく必

要があります。

弁護実践としては，まず，虚偽の自白を見破らなければなりません。先ほどのドリズ

ィン教授のお話の中にも出てきましたが，もう一度，虚偽自白を見破るためにどうすれ

ばいいのかについてお話を伺っていきたいと思います。

－85－



虚偽自白を見破るのは非常に難しいです。捜査段階の全てが記録さ○ドリズィン教授

れていれば運がよいわけですが，実際には捜査官は緻密にメモを取ることすらあまりし

ません。しかし，場合によっては，自白の中に被疑者の供述が詳細に書かれているかも

しれず，また，優れた弁護人であれば，そのような自白の細部が虚偽であることを証明

できるでしょう。

自白の信頼性に疑問を投げかけるには，陪審員に対していろいろな働きかけをしなけ

ればなりません。自白に書かれている情報が，被疑者に事前に知らされていたかもしれ

ない。例えば既に公になっている情報源から被疑者が知りえたのかもしれない，という

。 ，ことを示す必要があります あるいは自白の中に真実ではないことが含まれている場合

例えば，被疑者がアサヒビールを飲んでいたとか，こんな食べ物を食べたなどと詳細な

事実が自白に書いてあるのですが，実際はその会合がなかったというような場合，ある

いは被疑者のアリバイが成立する場合，これは自白の範囲を超えて被疑者の無実を示す

ことになりますので，こうしたことを証明していかなければなりません。これは簡単な

ことではありません。

高木さんにもお聞きしたいと思います。非常に難しいポイントだと思い○秋田弁護士

ますが，心理学的に虚偽自白を見破るポイントは何か見いだすことができるのでしょう

か。

われわれは，供述調書から虚偽自白の兆候を読み取れないかということに○高木教授

関して，かなり時間かけて研究をしてきました。とりわけ，先ほども少しお名前を出し

た浜田寿美男先生が先駆けとなって，供述調書に見られる変遷の構造に注目した分析を

行っています。

取調べでは同じことについて何回も聴かれるわけです。日本の場合は５回とか６回と

か聴かれるケースがたくさんあるわけですけれども，特定の事項に関して繰り返し聴か

れている部分については，まず，その変遷をすべて洗い出します。このへんは弁護士の

先生方がおやりになる供述批判と全く同じです。まず変遷を洗い出して，その時間的展

開を見ていくわけです。個々の事項について変遷があると言っても全体的な評価にはな

かなかつながらないので，ここが変わるとこっちも連動して変わるというような変遷の

連関構造を見ていくわけです。

このように変遷構造を分析して，それが人間の自然な記憶の変化とか記憶間違いによ

って説明できるのか，それとも，本人がなぜか意図的にうそをついていることによって

つくられているのか，あるいは，捜査官由来のなんらかの圧力によって変化が起こって

いるのか，という視点で分類します。例えば，新証拠が出てきた瞬間に，翌日の取調べ

では新しい情報が組み込まれるかたちで犯行様態の供述がガラッと変わってしまうこと

がよくみられるわけですけれども，このように捜査官の圧力による変化が強く推認され

るようなケースについては，さらにさまざまな虚偽の兆候を供述調書の中で探していき
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ます。

１つの典型例としては，いわゆる「無知の暴露」というわれわれの中では有名な概念

がありまして，犯人であれば当然知っているはずのことを知らないものとして供述して

しまうケースです。例えば，部屋に侵入するとき，扉が少し特殊で，１回上にガチャン

と上げてから横に引かないと入れないような変なカギがついていたケースであった場合

に 「スッと開けて入りました」という供述をしたり，お金の隠し方の様態が特殊で，例，

えば靴下の中に現金が入っていたときに，そのことに全く言及せずに 「そこにあったお，

金をポケットに入れて逃げました」というような話をするなど，犯人であれば当然知り

えたことを全く説明していないような場合です。そういった情報が１個２個欠けていて

も，それは偶然の記憶違いで処理できるかもしれませんが，特にえん罪が疑われるよう

な事件の場合にはこれが相当量出てくるわけです。

このような分析をして，かなり怪しいということになったら，ドリズィン教授からも

お話がありましたけれども，被疑者に犯行についての知識が全くなくても，捜査官が持

っている情報と，新聞報道等の普通に知りえるような情報だけでどのぐらいの中身がし

ゃべれるのかをチェックするわけです。捜査情報と報道情報などでだいたい説明できて

しまうということになれば，犯行体験がなくても十分に自白ができて，しかも，体験が

ない人特有の自白の兆候が見られるということで，虚偽自白である可能性が高いのでは

ないかということになります。たとえば，こういうような取組みをしています。

虚偽自白をさせない弁護実践を

供述内容の分析を通じて虚偽自白を見抜いていこうということですね。○秋田弁護士

この点を弁護実践にどうつなげ

るべきか，ミスター可視化，重

い責任を果たしてください。

弁護人に必要○小坂井弁護士

なのは虚偽自白を見破ることで

はありません。虚偽自白をさせ

ないことです。

｢ないな『可視化しか』ない

な｣。要するにこれは，日本の刑

事司法改革には全過程の録音・

録画しかないことを示している

図面だとご理解ください。先ほ

どから何度も出ている調書作成過程を示しているわけです。出来事があって，取り調べ

られる者が知覚し，記憶し，そして取調官からの問いに答えることによって情報を交換
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して表現叙述する。取調官はそれを認識して，メモをし，貯蔵し蓄えて，それを要約し

て表現する。そこに加工過程がある。取調べ過程，供述証拠の採取方法がこうだという

のは，まさに事実だと思います。だから，表題のつまらなさは別にしまして，この構造

図自体は正しいです。

そして，今，日本で何が起こっているか。その過程が全部隠されている。 後の供述

録取書，調書のみがポコッと生まれます。このポコッと生まれた調書から出来事をみて

いこうということになっているわけです。

もちろん，われわれが今やっている弁護実践の中では，高木先生がおっしゃったよう

に，あるいは 初にドリズィンさんがおっしゃったように，この供述録取書の中身自体

から，どこまでそれが事実を的確に表しているのか表していないのかをチェックしてい

く注意則はいろいろあるわけです。けれども，あえて言えば，日本の場合，こういう構

23 23造で この図面が 枚あって 毎日作るわけではないですけれども それはともかく， ， ， ，

23日終わった後， 後に，一部録画場面をもってくる。私も 初は誤解していました。

枚あったら，ペラペラ漫画のように途中でどこかをちらっと見せてくれるのかなと思っ

ていました。それもサブリミナル効果のような気がしますけれども，そうではなくて，

先ほど高木先生もおっしゃったように，全部やって固めに固めて「板金捜査」が全部終

わった段階で，伸びに伸びて加工できた段階で屋上屋を架してもう一回付け足して，そ

こだけを写すということです。

説明が長くなりましたが，何が言いたいかというと，こういう過程で調書を作って長

時間やっている限りは，私は，基本的に供述内容は「虚偽」と言うと言い過ぎかもしれ

ないけれども，ほとんどすべてが不正確になっていくと言って間違いないと思います。

今のシステムでは本人の言った生の供述がちゃんと反映される担保は何もないのですか

ら。

そうすると，ドリズィンさんのおっしゃった虚偽自白のタイプで，確かに， もおも

しろくなかった自発的な虚偽自白をした，リンドバーグ・ケースはとりあえず別にしま

しても，つまり，明らかに任意になされた虚偽自白というものも存在はするでしょうけ

れども，ほとんどの供述採取過程は強要されて供述しているといえます。ストレスによ

る迎合があって供述している。あるいは，非常に特徴的な自白類型として信じ込まされ

取り込まれて自白している。こういうことが非常に起こりやすいわけですから，とりあ

えず弁護人の仕事は虚偽自白を見破ることではなく，虚偽自白をさせないように弁護活

動をすることです。

虚偽自白の危険性をどうやって説明すべきか

今の小坂井さんの話では非常に大きなポイント，要するに，虚偽自白の○秋田弁護士

， ，動機面についても言及があって その点についてもお聞きしたいと思いましたけれども
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ドリズィン教授の研究の成果は，動機がそれほど重いものでなくても虚偽自白を生んで

しまうということだったのではないかと思います。

ただ，この点については一般の人，あるいは一般の人だけでなく，裁判官も非常に誤

解をしやすいですよね。まさに名張事件では裁判官が大きな誤解をしています。ここに

大きな問題があると思います。この点についてもう一度，ドリズィン教授にお話をお伺

いしたいと思いますけれども，虚偽自白をしてしまう人間の心理，虚偽自白をする動機

， ，をわれわれはどのように考えて それをどのように裁判所に説明をしていけばいいのか

この点についてわれわれにアドバイスをいただければと思います。

アメリカでは，裁判官・陪審員に対して虚偽自白の心理を説明する○ドリズィン教授

２つの方法があります。

１つは，警察から発表された一般的な出版物を使うことです。どのように取調べをし

。 ，ているかについて書かれたものです そのような出版物は手に入れることができますし

あるいは，警察が使っている取調べのトレーニングマニュアルを使うこともできます。

どのようなテクニックを使っているのかを法廷で示すことができます。それを使って裁

判官・陪審員に対して捜査側の戦略がどのようなものかを説明できます。日本ではそう

いうものがあるかどうかわかりませんし，そういったマニュアルがあるかどうかもわか

りませんけれども。また，それがあったとしても入手できるかどうかわかりませんが。

もう１つの方法としては鑑定人を使うことです。つまり，虚偽自白についての心理学

の専門家を使うことです。あるいは，そのような虚偽自白をした被疑者を臨床的に調べ

た専門家を使って，この被疑者は非常に人に迎合的であり圧力に屈しやすい，あるいは

社会心理学者を使って，警察の取調べ方法がどのようにして虚偽の自白を引き出すか，

そういうことを証言してもらうことができます。日本でこの方法が使えるかどうかはわ

かりませんけれども。

捜査手法に関するマニュアルの研究

２つのご指摘をいただきましたので小坂井さんと高木さんに１つずつ振○秋田弁護士

りたいと思います。まず，小坂井さん，一番はじめにドリズィン教授がおっしゃいまし

， ，た捜査官側のマニュアル あるいは捜査官側がどういう考えで取調べを行っているのか

その点についてはどのように考えればいいでしょうか。

書物はあることはあります。だいぶ古いですが，立花書房から出た綱○小坂井弁護士

川さんの本がありました。それから，検察官のものもあることはありますが，相当古い

文献だと思います。

ただ， 近ですと，愛媛県警が取調べマニュアルを作っていたのがウィニーで流出し

たような事実があります。そこで書かれていることは，浜田寿美男さんなどもあちこち

で引用されていますけれども，とにかく取り調べる側は，当初よもや無罪だと思っては
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ならない，こういうのが職人としての基本的な精神なわけです。絶対に無罪だと思って

はならない，少しでも疑いを生じてはいけない，とにかくこいつは有罪だと決めつけて

取調べをしなさいということが，こういったマニュアルすべてに書かれていると言って

いいでしょう。表現にはいくつかバリエーションがありますけれども。

日本の警察はそういうかたちで取調べをしているわけです。確かに裁判官はそのへん

の認識は意外に乏しいのでしょうか，よくわからないですけれども，何が言いたいかと

いいますと，このドリズィンさんの本は裁判官にきっちりと認識してもらうための資料

が豊富です。ですから，いかに虚偽自白のハードルが低いのか，そういうことがこの本

からは少なくともうかがえることは明らかなわけですから，これからは，それをもっと

もっと言っていっていいのではないかと思います。

供述心理に関する専門家の活用

専門家証人という話がありました。特に高木さんは専門家というお立場○秋田弁護士

になるわけですが，今，小坂井さんから紹介のありました取調官の心理も踏まえて，も

し高木さんが証人となればその点をどう裁判所に説得するかなども含めて，専門家の可

能性についてご発言いただければと思います。

虚偽自白の可能性そのものについて法廷で専門家証言をしたことはないで○高木教授

す。われわれが自白の信用性評価をする場合，だいたい鑑定書か意見書のかたちでまと

めることになります。先ほど言ったような具体的な分析をやっている場合でも，その前

段に必ず，教科書的に，文献も引用しながら，人間は短時間の間に追い込まれて自白を

してしまうことが心理学的な事実であることをきちんと説明して，それから具体的な分

析に入る，というのがだいたいのスタイルです。ただ，裁判所がどのぐらい真剣に取り

合ってくれるのかは別問題です。

それからもう１つは，これは長期的な話ですけれども，例えば，今，私は２つのロー

スクールで「法と心理学」という授業をやっています。そこでこれから法曹になる人た

ちに早い段階で専門家の常識として，人間がいかに取調べ状況において弱いものである

かということを， 回の授業のうち３回の時間を使って説明しています。地道なことと15
してはこういうかたちで広く知ってもらうことがあると思います。

実は，心理学者の立場からみていると，虚偽自白の問題だけでなく，記憶のことに関

しても，法曹家も含めた一般の常識と心理学的な事実がだいぶ乖離しているケースがあ

ります。それを「素朴心理学」などと呼びますけれども，そういうものをできるだけ払

拭していくような出版活動や，さらに直接的には法廷での専門家証言などに，われわれ

も積極的に取り組んでいく必要があるだろうと考えております。
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裁判員裁判で虚偽自白と闘う弁護実践

もう一度小坂井さんに戻したいと思います。今，裁判官にどこまでわか○秋田弁護士

ってもらえるのかというお話が出てきましたけれども，これから裁判員裁判が始まる中

で，われわれは新たな弁護技術，弁護実践を考えていかなければならないと思います。

虚偽自白の問題について具体的にどのような弁護実践を考えるべきなのかについての小

坂井さんのご意見をお伺いしたいと思います。

時間も迫っていますので手短に述べたいと思います。なかなか難しい○小坂井弁護士

， ， ， ， ，問題ですが 裁判員裁判を前提にすれば 捜査段階 公判前整理段階 そして公判段階

。これらをトータルに見通して弁護戦略・弁護方針を立てていく必要が当然あるわけです

初の段階では，言うまでもないですが，先ほど私が申し上げたとおり，虚偽自白を

させない捜査弁護活動をどこまでやりきれるかということになります。そのときのアイ

テムとしては，きょうは研修の意味もありますからあえて言いますが，可視化申入れを

します。可視化申入れは，捜査段階で捜査官に対する抑制機能があります。冗談で言っ

ているのではありません。効果があります。ですから必ずします。そして 「被疑者ノー，

ト」を本人に差し入れます。本人は「被疑者ノート」に毎日の出来事をいろいろ書くこ

とによって勇気づけられるところがあります。

そういったなかで接見を繰り返します。先ほども出てきましたように，弁護人は取調

官側の心理といったものを十分把握しながらアドバイスしていく必要があります。トゥ

エンティースリーデイズは確かにひどいです。ひどいですけれども，一応 日が納期で23
す。再逮捕されたらまたいろいろありますけれども，とりあえずその納期に向かって彼

らは自白をとらなければなりません。取調官の側が非常に焦る場面もあります。そこを

こらえきれれば，自白なしで起訴されずに終わるケースは現にあるわけですから，そう

いう弁護実践をまず第一に心がけるべきでしょう。

ただ，言うまでもありませんが，毎日のように精神的には石を抱かされているわけで

す。４課だったら肉体的な強制が現にあります。それはさておいても，万が一，不幸に

も自白してしまったような場合，あるいはしそうな場合には，弁護人は直ちにそれを察

知して，今の弁護実践でいいますと，間違いなく一部録画があるであろうことを被疑者

・依頼者にきちんと告知しておかなければなりません。そして，録画の場面ではどうい

う態様をとるべきかについてもきちんとアドバイスしなければなりません。

要点は１つないし２つです。１つは，事実と違うのであれば，やっていないのであれ

ば，とにかく「やっていない」という骨の部分をきっちり録画場面で言いなさいという

ことです。もう１つ，仮にその方にもう少し体力と気力があるのであれば，なぜ虚偽自

白の調書にサインしてしまったのか，その理由もその場で述べなさいと。

今までも日本の警察・検察は録音・録画は結構やっているわけです。だから，闇に埋

もれた録音・録画は，実は，それこそ昭和 年代・ 年代から，オープンリールの時20 30
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代からやっているわけです。例えば松山事件の斉藤さんの再唱，同じことを反復するだ

けの棒読みの有名なテープ録音がありますけれども，そういうものは全部闇に埋もれて

いました。今回の彼らの一部録画はひどいものではあるけれども，１点だけ違うのは，

フォーマルなものとして設定されていることです。いったん入れたスイッチを彼らは止

めることができません。また，ＤＶＤに残してしまったら，それは必ず証拠開示しなけ

ればならないというシステムは確立されています。

ですから 「次善の策」という言い方もできるかもしれませんが，捜査段階でもし自白，

しそうだ，あるいは自白した場面があれば，必ず今のような一部録画のアドバイスをし

てください。

， 。「 ，そして できることならばシミュレートしてあげてください おれが取調官になって

ここに録画機があるという前提でこれからやってみるから，君の本音の部分をとにかく

」 。 ， ，言え と もちろん虚偽自白をさせられているのですから ストレスはたまっているし

強要されているし，様々なストレスの中にいらっしゃるわけですから，それをこちら側

に奪還するのは非常に難しいでしょう。けれども，きちんとシミュレートまですれば，

一部録画場面で彼の言い分がはっきりして，少なくともその一部録画は自白調書の任意

性を裏付けるようなものにはなってこない可能性が高い。そうすると，一部録画だけで

も任意性に疑いがあるという判断が招来させられるような録画もありうることになりま

す。

次に，公判前整理段階になれば間違いなくきちんと類型証拠開示をやってもらい，そ

のＤＶＤを謄写して穴があくほど見て，どういう状況でこうなっているのか。あれはけ

っこう見ればみるほどいろいろ味わえるものがありますから，味わっていただいて，ど

こに問題があるかをつぶさに見る作業が必要です。

さらに言いますと，主張関連証拠開示などで，あちらの取調べメモの類，報告書類，

あらゆるものを開示させてください。それらがすべて開示されることによって取調べ状

況の全体像がわかってきます。そういったものを用いて公判に臨むことになれば，たと

え取調官が出てきても，だれもが秋田さんのように取調官を粉砕する尋問ができるよう

になります。以上です。

可視化時代の弁護実践

後に，高木さんとドリズィン教授のお２人に，今の小坂井さんの力強○秋田弁護士

い弁護実践論に対するコメント，彼がきちんと責任を果たしたと言えるのかどうかのコ

メントと，それから，われわれ弁護士に対してのメッセージをそれぞれお願いできれば

と思います。まず，高木さんからお願いします。

そんな大それたことはできないので，もう１つ，心理学者として危惧をす○高木教授

ることを指摘させていただきます。今のお話のように周到なことをされても，映像のイ

－92－



ンパクトは，特に裁判員にとっては極めて大きいので，目の前で被疑者が，部分的にで

も犯行を告白しているとか，中途半端な抵抗をしているというのは，いかようにも受け

取られる危険性があります。これは私たちの課題でもありますけれども，もしも部分可

視化でそういう映像が出てきてしまうことがあるとするならば，その映像の効果を 小

限にするような弁護活動プラス，場合によっては専門家の証言等を入れていかないとい

けないのではないかと思います。

映像は われわれが普通に思う以上に 特定の方向に人間を導くものでもあります 映， ， 。「

像リテラシー」という言い方がありますけれども，映像を読むスキルがないと，実は映

像から真実は読み取れないわけです。これはテレビなどを考えれば十分わかると思いま

す。この点からも，本来であれば，こうしたスキルがあまり必要ないきちんとした全面

可視化が当然必要になってくるわけですけれども，部分的可視化であるとするならば，

このような映像の威力をもう少し真剣に考えていく必要があるだろうと思います。

日本の刑事司法に対するメッセージ

ありがとうございました。では， 後にドリズィン教授にわれわれに対○秋田弁護士

するメッセージをお願いできればと思います。

小坂井先生のアドバイスは非常に重要だと思います。というのは，○ドリズィン教授

10 16弁護士は自分のクライアントをその強制的なプレッシャーから守るからです 時間。 ，

時間，尋問された後，なぜ自分が告白したかを知らせなければならないとおっしゃいま

したが，それは非常に重要なことだと思います。

もう１つ重要なことは，心理学者は録音・録画について学ばなければならないという

ことです。研究によりますと，カメラが回っていることによって，裁判官・陪審員は，

自白に本当に信頼性があるかどうかということから注意力がそれてしまう危険性があり

ます。つまり，被疑者だけに注目が集まると，自白は非常に信頼性があるものだ，とい

う理解になってしまうことがあります。ですから，カメラは双方に向けなければなりま

せん。つまり，取調官・被疑者両方に公平に焦点を当てて，被疑者だけに焦点を当てる

べきではないと，私たちはアドバイスしています。
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頒価　200 円
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