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この記録は，２０１２年４月４日に東京，同月５日に大阪，同月６日に広島で開

催された国際シンポジウムのうち，東京シンポジウムの記録に，広島シンポジウム

での中国における取調べの可視化に関する講演を加えて編集したものである。なお，

小坂井久弁護士の講演は，より発言時間の長かった広島シンポジウムでの発言を収

録している。 
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１ シンポジウムの日程及びプログラム 

 

(1) 東京シンポジウム（２０１２年４月４日）のプログラム 

国際シンポジウム in 東京 

世界の捜査官が語る取調べの可視化 

－可視化で捜査実務は変わったのか－ 

プログラム 

日時 ２０１２年（平成２４年）４月４日（水）午後１時～午後５時

場所 弁護士会館２階講堂「クレオ」

主催 日本弁護士連合会

共催 東京弁護士会，第一東京弁護士会，第二東京弁護士会，大阪弁護士会，広島

弁護士会，関東弁護士会連合会，近畿弁護士会連合会，中国地方弁護士会連

合会

司会：古田 茂 弁護士（第二東京）

１１ 開会挨拶  髙崎 暢 日本弁護士連合会副会長

２ 各国における取調べの可視化の現状

(1) イギリス

「イギリスにおける取調べの可視化の２５年」

     ロジャー・ミルバーン 氏（元ロンドン警視庁メトロポリタン警察警部）

(2) オーストラリア

「被疑者取調べの電子的記録」

     デイビッド・ハドソン 氏（ニューサウスウェールズ警察副総監）

(3) アメリカ

① 「取調べの録画に関するアメリカ全体の状況」

トーマス・サリバン 氏（元イリノイ州連邦検察官・弁護士）

※ビデオ出演

  ② 「録画映像の力－取調べを記録する一つの方法」



     ジョナサン・Ｗ・プリースト 氏（元コロラド州デンバー警察署警察官）

(4) 韓韓国  

「韓国における取調べの可視化の実情」 

     李 東熹 氏（韓国国立警察大学校教授）    

３ 概説「取調べの可視化をめぐる諸外国と日本の現状」

     小坂井 久 弁護士（大阪）

４ パネルディスカッション「取調べの可視化による捜査実務の変容」

    パネリスト    ロジャー・ミルバーン 氏

             デイビッド・ハドソン 氏

ジョナサン・Ｗ・プリースト 氏

李  東熹 氏

             青木 孝之 氏（駿河台大学法科大学院教授）

    コーディネーター 秋田 真志 弁護士

５ 閉会挨拶

  田中 敏夫 日本弁護士連合会取調べの可視化実現本部本部長代行



(2) 広島シンポジウム（２０１２年４月６日）のプログラム 

国際シンポジウムin広島 

イギリス・中国 海外の専門家が語る取調べの可視化 

一可視化で捜査実務は変わったのか一 

              進 行 次 第 

日時 ２０１２年（平成２４年）４月６日（金）午後１時３０分～午後４時

場所 広島弁護士会館５階

主催・共催

  日本弁護士連合会，広島弁護士会，中国地方弁護士会連合会

                       司会：向井良（広島）

１ 開会挨拶 水中誠三（中国地方弁護士会連合会理事長）

２ 講演「取調べの可視化をめぐる諸外国と日本の現状」

    講師 小坂井久弁護士（大阪）

３ 講演「中国における取調べの可視化」

    講師  河村有教氏（海上保安大学校准教授）

４ 講演「イギリスにおける取調べの可視化の２５年」

    講師 ロジャー・ミルバーン氏（元メトロポリタン警察捜査官）

５ 質疑

６ 閉会挨拶 小田清和（広島弁護士会会長）



２ 講師のプロフィール 

ロジャー・ミルバーン氏    Roger Milburn 
（元英国ロンドン警視庁メトロポリタン警察警部） 

29年間警察官としてのキャリアを積む中で，自身の経験から

もコミュニケーションの技術と取調べ技術の必要性を重視

し，メトロポリタンポリスアカデミーのマネージャーを務め

た。イギリスにおいても，取調べの録画が義務付けられる前

には，取調べにおいて自白を得ようと強要，強制，暴力的な

行為があったが，1980年代の取調べの可視化導入以降，取

調べ技術が向上し，徹底した訓練が行われている。

デイビッド・ハドソン氏      David Hudson 
（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州警察副総監） 

1981年以降30年にわたりニューサウスウェールズ警察におい

てキャリアを積む。2008年3月には州内の重大・組織犯罪捜査

を所管するステイト・クライム・コマンドの司令官であるア

シスタント・コミッショナーに就任。ニューサウスウェール

ズ州においては，20年以上前から取調べのビデオ録画を導入

しており，その導入に携わった。



ジョナサン・W・プリースト氏 Jonathyn W. Priest 
（元コロラド州デンバー警察署 警察官） 

1980 年以降デンバー警察署で，警察官としてキャリアを

積む。1994 年から 2000 年まで殺人課刑事。その間にデン

バー警察が実施する，取調べのビデオ録画システムの実施

を担当し，その発展に貢献した。2000 年から 2011 年 10
月に退職するまで，重大事件セクションの主任として，殺

人，性犯罪等の複雑な事案の捜査指揮を行う。2011 年 10
月退職し，現在は DNA 型鑑定など捜査問題のコンサルタ

ント。デンバー警察署では，1983 年 11 月から被疑者の取

調べについてビデオ録画を開始し，現在では，被疑者，被

害者，証人の事情聴取についてビデオ録画がなされてい

る。

トーマス・サリバン氏     Thomas P. Sullivan 
（元イリノイ州連邦検察官・弁護士） 

*ビデオ出演

アメリカ・イリノイ州弁護士。Jenner & Block法律事務所パ

ートナー。イリノイ州死刑制度に関する諮問委員会の共同議

長。同諮問委員会の勧告に基づき，イリノイ州では2005年か

ら取調べの可視化が殺人事件について導入された。

李  東 熹 氏      Prof. Lee, Donghee
（韓国国立警察大学教授） 

韓国において，大法院・司法参与企画団（法律機関）委員，

警察庁・司法制度改革専門家TF諮問委員，韓国刑事法学会

渉外幹事，韓国刑事法学会・刑法改正特別委員会委員，韓国

比較刑事法学会・韓国刑事政策学会・韓国警察法学会の常任

理事などを務める。日本語による論文も多く， 近では，「三

井誠先生古稀祝賀論文集」（2012年1月有斐閣刊）に，「韓国

における取調べの可視化の現状と課題」と題する論文を寄稿

している。



青木  孝之  氏     Prof. Takayuki Aoki
（駿河台大学法科大学院教授） 

1994年4月，福岡地方裁判所判事補任官（司法修習46期）。

名古屋家庭裁判所，那覇地家裁沖縄支部，東京地方裁判所

での勤務を経て2004年4月，任期満了退官。琉球大学法文学

部教授，同大学法科大学院教授を経て，2009年4月から駿河

台大学法科大学院教授。

小坂井  久  氏      Hisashi Kosakai
（弁護士） 

1981年，弁護士登録（大阪弁護士会所属）。大阪弁護士会刑

事弁護委員会委員長などを経て，日本弁護士連合会取調べの

可視化実現本部副本部長。早くから，取調べの可視化（取調

べの全過程の録画・録音）の必要性を訴えてきた。法制審議

会新時代の刑事司法制度特別部会の幹事。主な著書に「取調

べ可視化論の現在」（2009年現代人文社刊），「取調べの可視

化－密室への挑戦－イギリスの取調べ録音・録画に学ぶ－」

（2004年成文堂刊）（共編著）など。

河村 有教  氏      Arinori Kawamura
（海上保安大学校准教授） 

神戸大学大学院法学研究科助教，海上保安大学校講師を経て

現職。専門は刑事訴訟法，法社会学，アジア法。博士（法学・

神戸大学）。学生のみならず現場の海上保安官，さらには

ASEAN各国の研修員に対して，刑事訴訟法，海上犯罪論，

海上取締法等を講義している。２年の北京大学法学院での在

外研究から，中国の警察・検察実務についての調査を行い，

中国刑事訴訟法には特に造詣が深い。現在，わが国の取調べ

の可視化についての立法・施策の実施を見込み，中国におけ

る取調べの可視化の試行についての研究を行っている。 



３ 各国における取調べの可視化の現状 

 

 (1) イギリス 

「イギリスにおける取調べの可視化の２５年」 

        ロジャー・ミルバーン 氏（元ロンドン警視庁警部） 

《ロジャー・ミルバーン氏について》 

 ロジャー・ミルバーン氏は，イギリス（イングランド＆ウェールズ）のロンドン

警視庁で３０年間警察官を務め，２０１２年３月，メトロポリタン警察の警部を

後に退職したばかり。そのキャリアの多くを捜査部門で過ごし，スコットランドヤ

ード（ロンドン警視庁本部）で殺人，誘拐などの特別調査チームなどに参加してき

た。１９９０年初めには，特殊犯罪部門に参加し，皇族や政治家などに関わる困難

な著名事件を手がけてきた。

 イギリスは取調べの可視化が実現して約２５年になる，取調べの可視化の先進国

である。ミルバーン氏は，イギリスにおける可視化前の取調べと可視化後の取調べ

の双方を知る生き証人ということになる。その豊富な取調べ経験を買われ，メトロ

ポリタン警察の犯罪アカデミー（警察学校）における刑事司法部門の運営に関わり，

警察官に対する取調べ技法や証拠開示技法の訓練の責任者となった。２０１０年１

１月に日本弁護士連合会の調査団がイギリスの取調べの可視化の実情，とりわけ取

調べの訓練について視察調査を行った際に，犯罪アカデミーの取調べ担当責任者と

して説明していただいたのがミルバーン氏であった。

サセックス警察の取調室（2010 年 11 月撮影） 

 

犯罪アカデミーでは，模擬

取調室などが用意され，ここ

で刑事の卵たちが，本番さな

がらの模擬取調べを行い，訓

練を受けている。

左の写真は，ロンドン郊外

にあるサセックス警察の取調

室。録画装置が置かれており，

取調べが録画される。弁護人

の立会いも行われる。



《ミルバーン氏の講演》 

 皆さん，こんにちは。ロジャー・ミルバーンと申します。４日前まで，ロンドン

警視庁で警部を務めておりました。３０年にわたる勤務を終えて，２０１２年３月

３１日に退職しました。まず初めにこの場をお借りして，皆様にお話をさせていた

だく機会を与えてくださった，日本弁護士連合会の皆様に感謝申し上げます。

 本日は，この２５年間で取調べのプロセスがいかに進歩したかについて，お話し

したいと存じます。

 １９７５年当時は，どのような形で取調べを行っていたのかといいますと，まず，

「一たん被疑者として疑いをかけられたら，その疑いが間違っていると取調官を納

得させるのは被疑者の責任である」と考えられていました。当時，若い刑事には，

「あなたは取調官として，彼がやったと確信している。彼は，あなたにそう思われ

ていることを承知している。だから，そのうち口を割るだろう。何時間もの間，ず

っと取調官の声を聞かされるほど，被疑者を消耗させることはない。」といったアド

バイスがなされていたのです。

 でも，時代は変わりました。

私は，警察官だった３０年間のほとんどを刑事として勤めてまいりました。ロン

ドンの様々な場所で勤務し，何人取り調べたか忘れるほど多くの取調べをしてきま

した。本部長や外部調査チーム，そして証拠管理者の職務を遂行しながら，１０年

以上にわたって殺人事件の捜査に取り組み， 近ではロンドン警視庁で組織犯罪グ

ループに対する取組や，誘拐捜査班，そして特別調査チームでの職務についており

ました。

後の職場となったのは犯罪アカデミーで，警察官を対象とした取調べトレーニ

ング，また証拠開示トレーニングのすべてを担当しました。大変楽しい職務でした。

なぜなら，このトレーニングが土台となって，スキルを備えた，優秀な実戦力とな

る刑事が育成されるからです。このことを，私は常に重視しています。

私の仕事人生における一貫したテーマは，十分なコミュニケーションの必要性で

す。参考人及び被疑者の取調べの意義は，効果的な犯罪捜査における極めて重要な

手段であると認識されてきました。

 警察・刑事証拠法（ＰＡＣＥ）が１９８４年に導入され，その実務規範も導入さ

れました。それ以降，取調べが録音され，そして裁判で緻密な反対尋問が行われる

ことになったことから，必然的に警察の取調べで要求される専門技術が必要不可欠

となりました。

私が警察で働き始めたころの取調べは，すべてペンによる手書きで，多くの時間



ロジャー・ミルバーン氏 

 

私たちはなぜ，自白に頼らないか－自白に基づく訴追はあてにならない 

 

 さて，これから１５分ぐらいで，自白に基づく訴追があてにならないということ

を実証したいと思います。また，さらに被疑者が取調べの間に供述を拒否して，正

式事実審理で証言台に立つことを拒否した場合であっても，法廷で確実な有罪判決

を得られることも御説明します。その被疑者は，アーチャー卿1という名前でした。

これは後ほどお話しいたしましょう。

 世界の関心をひいた取調べによって得られた証拠が絡む誤判に対応する意味もあ

って，１９８４年，警察・刑事証拠法2が導入されました。そのことに焦点を当てて，

英国における取調べの背景にある経緯について，簡単にご説明したいと思います。

 ステファン・キズコ事件 

 私たちがなぜ自白に頼らないか。その理由として，ステファン・キズコの事件が

挙げられます。この事件は，その他の事件とともに，一連の誤判の報道につながり

ました。また，刑事司法制度の抜本的な変革へとつながったのです。

それでは，このステファン・キズコについてお話をしましょう。ステファンがあ

なたの親族であったらと想像してみてください。

これは実際にステファンが投獄された実話です。ステファンは，少女を殺したと

自白し，１９７６年，少女に対する性的殺人の罪で有罪判決を受けました。１９９

1ジェフリー・アーチャー。イギリスの作家で元下院議員，上院議員。元保守党副幹事長。
2 Police and Criminal Evidence Act (PACE)

と労力を要する作業でした。悪用された

り，不正確だったりするおそれがありまし

た。取調べが終わると，巡査部長はいつも

「降参させたか」と聞いてきました。つま

り，自白を引き出したかと聞いてくるわけ

です。皆，この点にしか興味がなかったの

です。しかし，今日では，特別な理由がな

い限り，被疑者の取調べはすべて録音しな

ければなりません。さらに被疑者の取調べ

を， 初から 後まで録画する方向へと進

んでいます。



２年に釈放されるまで，１６年間を刑務所で過ごしました。気の毒なことに，ステ

ファンは釈放の翌年，母親の家で心臓発作を起こして亡くなりました。４４歳でし

た。息子の無罪を証明しようと長い間活動を続けていた母親も，その６か月後に亡

くなったのです。

 ステファン・キズコはＸＹＹ症候群という病気を持っていました。Ｙ染色体を１

つ多く有するという病気です。そうした男性には，時として若干の成長障害や軽度

の行動障害が生じる点を除いては，異常なところはありません。ステファン・キズ

コの行動障害の一つに，車のナンバープレートの番号を書き留めるという癖があり

ました。ステファンは，殺人現場の近くにあった車のナンバーを無意識に書き留め

ていたのですが，これがステファンの不当な有罪判決の一因となってしまいました。

この車のナンバーを知り得た者は，現場にいた者だけだと主張されたのです。極め

て重要なことですけれども，ステファンはその症状の一つとして，有罪判決を受け

る要因となった性犯罪を行う身体的な能力を持っていなかったのです。彼は性的不

能者だったのです。つまり，彼が有罪判決を受けた性犯罪を行うことはできなかっ

たのです。しかし，このことは，一切弁護側に開示されませんでした。

 でもステファンは，警察の取調べの間に，その罪を認めてしまいました。無実に

もかかわらずです。なぜ，彼は自白したのでしょうか。

まずステファンが，どれほど怯えていたか，想像してみてください。弁護士も，

支えてくれる親も，助けてくれる適切な大人も，仲介者もついていませんでした。

彼は学習障害を抱えていたということを思い出してください。非常に脆弱な立場に

置かれていたのです。結局，ストレスの多い状況から逃れるためには，自白は都合

のよい手段であると，ステファンには思えてしまったのかもしれません。一たん自

白さえしてしまえば，警察が自分を釈放してくれる，そして母親が問題を解決して

くれるだろうと，母親のもとに帰れるだろうとステファンは考えたのです。しかし，

ステファンは釈放されませんでした。母親も一生懸命キャンペーンを行いましたが，

彼を助けることができませんでした。

 悲しいことに，ステファンは刑務所にいる間，囚人仲間からしばしば暴行を受け

ました。彼は子どもを殺した人間として扱われ，刑務所内でひどい扱いを受けたの

です。ステファンは釈放された翌年，家族への賠償金が支払可能になる前に亡くな

ってしまいました。

 だからこそ，イギリスでは法律の改正を行ったのです。この話は，いわゆる自白

がいかにあてにならないかということを如実に物語っています。でも１９８０年代

には，私たちは被疑者が自白したときに，なぜ検察官が正式事実審理を行っていな

かったのかを理解することはできませんでした。検察官は弱いんだと，我々がやっ



たように，まずやってみるという気がなかったんだと，実際当時はそう考えていた

のです。しかし，そのころ私は次のことに気付きました。今まで以上にプロフェッ

ショナルにならなければならないのだと。弁護団のように考えることを始めなけれ

ばいけないと。証拠を緻密に調査し，証拠が導くところにいこうと。そして，さら

に重要なのですが，「誤った捜査を避けるためには，偏見のない心を保たなければな

らない」ということに，やっと気が付いたのです。

 録音，そして録画された証拠は，今やイギリスの法律の基本原則となっています。

被疑者の権利がきちんと保護されることを確実にしています。録音されたものがあ

るため，述べられたことが誤った解釈をされるおそれもありません。テープ録音の

おかげで，違法行為があったという申立てを受けないよう，警察官も保護されます。

また，プロセスの透明性も確保されるのです。

 取調べの役割 

被疑者の取調べは，警察が捜査に成功するための重要な要素です。取調べは，有

罪者をつかまえるという点からだけでなく，無実の者を保護するという点からも，

社会にとって重要だと考えます。

 現代の捜査目的の取調べの土台となる原則はたくさんあります。まず，取調べの

役割は，訴追の正当化ではなく，真実の探求であるという原則です。また，取調べ

には，偏見のないオープンな心で臨まなければなりません。取調官は公正に振る舞

い，例えば，ステファンのように，虚偽自白を行う危険性が も高いグループが持

つ特有の問題を認識しなければなりません。

 では，私たちが行うべきなのは， Interview なのでしょうか，それとも

Interrogation でしょうか。私は，個人的に Interrogation という言葉が好きではあ

りません。我々は Interrogation の手法を教えません。しかしながら，この Interview
と Interrogation との間には紙一重の違いしかないと。その両方が１回のセッショ

ンの間で生じるというのが，大多数の意見です。

 Interview というのは，通常，情報の収集を意図した非難を伴わない対話です。

自由な形で質問を行い，対話の大部分を取調べの対象者が話すままに任せます。対

象者の嘘を見破ったときも，追及してはいけません。対話が追及（challenge）の段

階に移行するまで，追及を控えます。追及の段階になると，Interrogation と同じで

はないかと解釈されるかもしれません。でも，Interrogation というのはより敵対的

な対話であり，通常は非難めいたものとなります。（そうではなく）取調べの対象者

の行動について，要点をついた質問を行い，より直接的で限定的な質問をしていか



なければなりません。一たん対話が非難めいたものになりますと，再び対話的な口

調に戻すことは非常に難しくなるということを覚えていてください。

 追及とは，事実上，取調べによって得られた供述その他の形式を通じて収集した

証拠によって，取調官があらかじめ答えを知っている質問です。それは，起きたこ

とに対する取調官の意見ではありません。「追及に向けた取調べ」と，追及とは異な

るものです。「追及に向けた取調べ」は，取調べ対象者に一定の考えを要求する取調

べを指します。この取調べは，取調べ対象者に対して判断を行い，その判断や答え

を堅持することを強いるものです。例えば，「君は家の中のどの部分を触ったのです

か？」という質問です。これは「追及に向けた取調べ」であり，一定の答えを要求

しています。取調官が指紋証拠を保有しているならば，それがその後の追及，例え

ば，「あなたはさっき家の中にいなかったと，どの表面にも触れていないと言いまし

たよね。でも，我々が宝石箱の表面に，あなたのものと確認された指紋を発見した

ことについて，この事実について，あなたはどのように説明するのですか」という

追及へと発展する可能性が出てきます。

 

 被疑者取調べ録音の導入の経過 

 では，そもそも被疑者取調べの録音がいつ行われるようになったのか，御紹介し

たいと思います。

１９８６年に取調べの録音が正式に導入される前の警察官と裁判官との合意形

成が興味深いと思われましたので，調べてみました。

 次に紹介する引用は，１９８４年１２月２１日の『ポリス・レビュー』という雑

誌からのものです。これは録音が正式に導入される２年前の内容です。

「警察は，録音に熱心だった。警察による録音の使用に関連する予備実験から分か

ることは，録音することによって，被疑者の罪の自白が妨げられることはない，ま

た，得られた情報の量は減らなかったということである」。

「かつて被疑者の取調べの録音は，鉛筆を舐め舐め書き留めるのと比べて，何がど

う進歩的なのかという不信感があったため，実験的な録音すら決して始まらないだ

ろうと思われていた。」。これも別の引用です。

 さて，ジーン・グレアム・ホールという裁判官がいました。内務省によって，２

年間の運営委員会委員長に任命された方です。録音というアイデアをロンドンのク

ロイドン警察署で試すことになりました。この裁判官はこう言っています。「録音は

正義を助ける重要なものであり，既に定着してきている」と，こう語っています。

私たちが進歩させる警察業務及び法執行のすべての面で，我々は犯罪組織に対応し，



私たちが奉仕する国民の期待に応える必要があるのです。被疑者の取調べの録音は，

まさにそれを実現しました。被疑者の取調べはちゃんと進歩しました。その理由を

御説明しましょう。

 お話ししたとおり，私は３０年以上も前にロンドン警視庁の一員となりました。

当時，取調べは録音されていませんでした。あらゆる種類の申立てにさらされてい

ました。例えば，私の 初の経験では，不法侵入を侵す準備をした罪で逮捕された

男の取調べを行わなければならなかったのです。この男は庭に侵入するところを警

官に目撃されました。呼び止められると，ドライバーと１組の手袋を投げ捨てまし

た。その男は逃げて，追跡され，拘束されました。そして，警察署に連れていかれ

たわけです。取調べの間，供述は書きとられ，この男はすべて自白しました。とこ

ろが彼は，裁判で無罪を主張しました。自白を強要された，殴られたと主張したわ

けです。

 このことで私は，何と１時間以上，裁判所で反対尋問を受けました。信じてくだ

さい。これは愉快な経験ではありません。結局，彼は有罪判決を受けましたが，私

の言いたいことをお分かりいただけると思います。もしも取調べが録音されていた

ならば，その人物が私の同僚や私に対して「暴行を受けた」と主張する余地はなか

ったはずです。被疑者の取調べの録音があれば，プロセスの透明性が証明され，他

者による精査が可能になったはずです。取調べの模様を聞いてもらうことができま

す。警察が公正でなかった，ないしは熱を入れ過ぎたときは，裁判官がちゃんとし

かるべき裁定を下すことができるわけです。

 取調べの技法－ＰＥＡＣＥアプローチ 

 １９８４年の警察・刑事証拠法の７６条では，自白に関して，その証拠能力につ

いても規定しています。

 では，次に「有罪の推定」（の排除）というお話をいたします。

この新たな法律の導入以来，被害者や証人の取調べに関するさまざまな学術研究，

そして，数としては比較的少ないものの，被疑者の取調べに関する学術研究も多数

行われてきました。被疑者の取調べに関する研究の主な目的は，圧迫が生じるよう

な取調べの慣行の廃絶を促進できるよう，それを特定し，願わくば周知し，取調べ

は道義的にかなったもの，したがって，裁判で証拠として認容されるものにするこ

とでした。
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に関するトレーニングを受けさせています。

 手短に言えば，このトレーニングは捜査対象たる事柄に関する事実を発見し，偏

見のない心で取調べに臨むためのものです。捜査側としての偏見を持たないように

するためのものです。公正かつ偏見のない心でいること。そして重要なのですが，

信頼性のある，真の正確な情報を得ようと進めることを，私は取調官に教えてきま

した。取調べを始める前に，取調官が被疑者の有罪を推定しないことが重要なので

す。

 「推定は，本来そうあるべき無罪の推定ではなく，有罪の推定である。」というの

が昔の考え方でした。警察官は，被疑者は常に有罪だと思い込んで取調べをしてい

たわけです。それは誤っています。私が警察に勤務し始めたころ，被疑者の取調べ

をいかにうまく行うかということについてのトレーニングは，ほとんどありません

でした。同僚から，技とも言えるものを学ぶわけです。その同僚も，昔からいる先

輩警察官から教えられていたわけです。当時，ほとんどの取調べにおいて，自白を

得ることに重点を置いたアプローチがとられていたのです。

 ９２年，私はエリック・シェパード博士が開催する取調べ技能コースに出席しま

した。私が賛同した博士の意見の一つに，こういったものがありました。「被疑者の

Interrogation に没頭する警察官は，Interview を行う警察官とは対極にある。本質

的に Interview とは，個人から情報を得るものである。ところが，Interrogation
では，被疑者の抵抗を制して自白を得ようとするものである」と，彼は言ったわけ

です。そして，数多くの取調べの事例を見ると，実は，取調べの前に有罪推定で臨

む取調官もいると，結局その有罪推定を検証するための取調べを行ってしまう。真

実を追及するという姿勢が見られなかったということが分かってきたのです。

 一つの提言が，ＰＥＡＣＥとい

うアプローチです。

Ｐは準備（Preparation），計画

（ Planning ）， Ｅ は 関 与

（Engage），説明（Explain），そ

し て 弁 明 （ Account ）， 終 結

（ Closure ）， そ し て 評 価

（Evaluate），これがＰＥＡＣＥ

です。 警察は，多額の投資を行

って，実務に当たるすべての警察

官に，このＰＥＡＣＥアプローチ



 取調べの原則 

 そこで我々は，取調べの原則というものを考えなくてはなりません。そもそも取

調べの原則は何でしょうか。警察の捜査対象である事柄について，被害者，証人，

又は被疑者から，正確で信頼できる供述を得ることです。また，取調官は，被害者

に質問を行うとき，公正に行動しなければなりません。特に弱い立場にある人々に

ついては，特別な配慮をもって扱わなければなりません。また，捜査目的の取調べ

は，捜査の観点から臨まなければいけません。取調べを受けている者から得られた

弁明は，取調官が既に知っていること，又は合理的に立証されることに照らし合わ

せて，常に検証するべきです。

 取調べを行うときに，取調官は，捜査に役立つ可能性のある資料を得るために，

自由にさまざまに質問をすることができます。取調官は，刑事司法制度における早

い段階での自白が持つプラスの効果を認識しておくべきです。でも，それを検証し

なければなりません。 初に出てきた答えを受け入れる義務はありません。質問は

常に，必要であるという理由だけでは不公正とはなりません。黙秘権というものが

認められておりますけれども，黙秘権を行使する場合であっても，取調官は被疑者

に質問する責任を担います。警察官が被疑者の取調べにおいて，敵対的で脅迫的な

手法をとった場合，取調べに圧迫が生じ，得られた自白が信頼できないものとなる

ため，裁判官は，その自白を判断材料から除外するしかなくなってしまうのです。

 そこで次に，人権の問題に立ち戻りたいと思います。人権法3第３条は，人権につ

いてこう語っています。「いかなる者も，拷問又は非人道的もしくは屈辱的な処遇も

しくは処罰を受けてはならない。」。第６条では，「公正な裁判を受ける権利」が語ら

れています。これは相互を補完する関係の条文であると思います。もちろん誰も刑

務所に入りたくないでしょう。特に無罪である場合はそうだと思います。

 自白を得るに当たっては，よい警官が悪い警官に勝ります。筋肉隆々タイプの刑

事が，被疑者を痛めつけては，とんでもない勘違いをしていたと犯罪の専門家は言

います。腕力を使う戦術ではなく，優しく柔和な手段を用いるべきだったと専門家

は言うのです。専門家は，より繊細なアプローチのほうが効果的であるのが常であ

ると言います。けんか腰な警官よりも，よい警官のほうがより巧みに質問を行うと。

巧みに質問されると，犯人は罪悪感から解放されるように感じるために，説得され

て話すようになるのです。

3 The Human Rights Act 1998



 ノーコメントの取調べ――アーチャー卿の例 

 では，ノーコメントの取調べとはどういったものでしょうか。特にアーチャー卿

の例を御紹介します。アーチャー卿は，８０年代，イギリスの保守党の党幹事長代

行を務めていました。アーチャー卿は８６年，名誉棄損の罪でイギリスの新聞社を

訴えて，５０万ポンドの勝訴判決を受けました。かなりの金額です。当時も，当然

のことながら巨額な金額でした。ところが，証拠を偽造し，偽証罪を犯して勝訴し

たのです。１９９９年，私はスコットランドヤード（ロンドン警視庁本部）におり

ました。この告発がなされて，捜査官に任命されました。

 アーチャー卿は，私の行った取調べの間，私の質問にどれも答えないことを選択

したのです。アーチャー卿は，私が尋ねたすべての質問に対してノーコメントと言

いました。彼の訴訟代理人弁護士は，英国で も優秀な弁護士（Solicitor）の方で

した。正式事実審理で，アーチャー卿は，証言台に立つことも拒否しました。考え

てください。まず私に一切語らなかった。そして，正式事実審理でも証言台に立た

なかったのです。２００１年の５月から７月まで審理が行われました。そして７月，

何日間にわたって行われた審議の後，オルトベーリー刑事裁判所の陪審員は，アー

チャー卿が偽証及び司法妨害で有罪であると認め，彼は４年の判決を言い渡されま

した。 終審で裁判長を務めたポッツ裁判官は，アーチャー卿に対してこう言いま

した。「明らかな証拠に基づき，有罪判決が下された。」と。

 また，ポッツ裁判官は，こう言いました。「１９８６年１月，あなたはスター紙に

対して提起しようと決めた訴訟手続を不正に操り始めました。」と。「アーチャー卿，

あなたに有罪判決を宣告しても，私には何の喜びもありません。極めて不愉快な裁

判でした。」と，ポッツ裁判官は語っています。

 証拠の導くところにいく 

 では，あなたの捜査にとって自白は必要でしょうか。答えはノーです。捜査が徹

底的に行われ，犯罪科学的な証拠がきちんと得られたならば，自白の有無は関係な

いのです。我々は，捜査対象者に近づくか，捜査対象者から離れていくか，いずれ

であるかは関係なく，証拠が導くところにいくのです。アーチャー卿は取調べの間，

私の質問に答えることを完全に拒否しました。私は，偏見のない心で捜査を行いま

した。申し立てられた犯罪を裏付けるものがあるか否かにかかわらず，証拠が導く

ところにいったのです。捜査は公正かつ確固たるものでした。

 後に申し上げたいのは，確実な有罪判決を得るためには，被疑者に話をさせる



必要はないということです。偏見なく，目に見える透明性のある捜査を行えばいい

だけなのです。

 結びに 

 この２５年間で，被疑者の取調べはペンからＤＶＤへと進化しました。取調べの

録音，そして今では録画によって，刑事，陪審，裁判官による事実調査の正確性が

高まることは明らかです。総合的に見て，私たちが組織としてなし遂げた進歩は，

不当な有罪判決を阻止する上で大いなる成功をおさめたと確信しています。正確な

チェックとバランスとが保たれることが不可欠です。そして，これからもずっと改

善されることを願います。

 録音・録画された証拠が，警察による供述調書の改ざんや自白の強要を防ぐので

す。

御清聴ありがとうございました。



(2) オーストラリア 

「被疑者取調べの電子的記録」 

 

     デイビッド・ハドソン 氏（ニューサウスウェールズ警察捜査官） 

私がニューサウスウェールズ州警察に入って，３０年以上が過ぎました。可視化

については，２０年間の実績があります。２０年前であれば，可視化がベストプラ

クティスだということを話しますと，笑ったと思います。２０年前，私は，この可

視化がいいことだとは思っておりませんでした。私は可視化の実行に携わる人間で

したが，必ずしも賛成してはいなかったのです。しかし，２０年経ち，可視化は捜

査の中で不可欠な要素となって根付いています。それ以外にこれだけの貢献をする

システムはないと思っておりますので，こういう形で私どもの経験をお話しするこ

とができて，大変うれしく思っております。

 ニューサウスウェールズ州における取調べの可視化は，なぜ導入されたか 

 ニューサウスウェールズ州警察は，オーストラリア 大の警察機関です。当警察

は２万人で構成されており，８００万人の市民のために日々仕事を行っています。

１９９１年，つまり２０年ほど前に，ニューサウスウェールズ州における被疑者取

調べに電子的記録が導入されました。その前は，手書きあるいはタイプライターを

使って取調べの調書を作っていました。なぜ導入したのかということを申し上げて

おきますと，１９９１年当時，取調べに対しては，警察が証拠を捏造した，あるい

は暴力を使って自白を引き出したのだろうということで，法廷に行きますと，必ず

異議が出されたわけです。そして，常に予備尋問（voire dires＝裁判内裁判）でも

のすごく時間がかかっていました。つまり，自白が証拠として採用するに足る証拠

であるかどうかということについて，延々と議論されたわけです。その結果として，

警察の信頼が失われてまいりました。

 もちろん，批判が当然であるような場合もあったかもしれません。しかし，その

割合は非常に少ないわけです。つまり，非常に有効な主張であっても，警察の信頼

性が失われていたがために，すべて警察の主張が横並びで，これは誤った捜査に基

づいたものであろうという批判の目にさらされたわけであります。

 １９９１年ごろ，ニューサウスウェールズ州司法長官の刑事法令審査部が２本の



デイビッド・ハドソン氏 

支持者ではありませんでした。取調べの録音・録画には必ずしも賛成していません

でした。私の取調べ能力が，これによって削がれてしまうと当時私は思っていまし

た。しかし，ここへきて，その考えは間違っていたと思っています。

どのように導入されたか

 １９９１年に警察のプロジェクトとして導入された４年後の１９９５年に，この

プロセスの成功に基づいて法律が制定されました。ですので，１９９５年以降，重

大犯罪で正式起訴犯罪，つまり５年以上の拘禁刑の対象となる犯罪につきましては，

自白証拠の証拠能力の要件として，録音・録画が義務付けられるようになったわけ

であります。

 そして，１９９１年には，電子的記録化を進めるための設備が，すべての拘禁施

設に設置されました。州内には１３０の警察署がありますが，すべての拘禁施設に

おいて設備が設置されました。ですので，検挙されますと，これら拘禁施設のどこ

かに連れていって，取調べをしなければならなくなったわけです。当初使われた設

備は，ハイブリッドの複合型のレコーダーでした。カセットテープ３本とビデオテ

ープ１本から構成される複合型レコーダーでした。現在は，設備はデジタル化され

て，ＣＤとＤＶＤの技術を利用しております。

 コピー１本は，被疑者に渡されます。取調べが終わった直後に，コピー１本を被

疑者に渡します。拘禁が続いているときは，被疑者の所持品の中にコピー１本を入

れます。それから，１本は，異議申立てが発生した場合にのみ使われるよう，封印

されます。つまり，録音・録画の中身を改ざんしたのではないかという批判にさら

報告書を出しました。電子的記録につい

て，海外の経験をもとに，オーストラリ

アでも導入すべきだという議論だった

わけです。そして，１９９１年に録音・

録画が導入されました。その際，立法措

置ではなく，警察のプロジェクトとして

取調べの録音・録画が導入されました。

つまり，警察自身が取調べの録音・録画

が必要だという認識に至ったわけです。

２０年前，私は１０年のキャリアを積

んだ捜査官でした。私は，必ずしも



された場合に，それを使うわけです。そして，もう１本は，反訳（文字起こし），そ

して裁判目的のために警察が保持します。そして，弁護人は公判前にこのテープを

見ることができますが，コピーを持ち出すことはできません。ほとんどの場合，取

調べの録音・録画のテープは，陪審員の前でもよく見せます。

 取調べの手順と手続 

 イギリスのロジャーさんのお話にもありましたけれども，ニューサウスウェール

ズ州の取調べは，ＰＥＡＣＥという取調べの枠組みを使って行っています。そこで

一番重要なのは，計画と準備の段階です。刑事事件の捜査においては，どのような

質問をするのかということをしっかり準備した上で取調べをすることが，非常に重

要であることは言うまでもありません。

 先ほども申し上げましたけれども，１９９５年以降，厳重な正式起訴犯罪，重大

犯罪の取調べについては電子的に記録しなければなりません。ニューサウスウェー

ルズ州の警察では，単に被疑者を取り調べる目的で逮捕又は勾留することが権利と

して認められておりません。合理的な疑いを持っていなければ，逮捕，取調べをし

てはいけないわけです。また，被疑者は質問に答えない権利を有します。

 また，ニューサウスウェールズ州では，被疑者は弁護人又はその他の立会人を，

取調べ中，同席させる権利を有します。権利が侵害されないことを担保するためで

す。また，被疑者を勾留し，取り調べることができるのは，逮捕後４時間のみであ

って，この期間は重大事件の場合，裁判所命令による許可があれば，１２時間まで

延長できますが，法定の期間が経過すると，被疑者は起訴されるか，又は釈放され

なければなりません。つまり，通常は４時間以内に判断しなければならないという

ことです。釈放したならば，同じ犯罪について，３０日間は再逮捕することができ

ません。新しい証拠が出てくれば別ですが。

 警察の最初の抵抗感 

 先ほど申しましたが，２０年前，私自身は可視化の支持者ではありませんでした。

捜査においていろいろな弊害があるだろうと，当時は感じていました。警察の当初

の抵抗感としては，録音・録画されている間，被疑者は自白しようとしないのでは

ないかという懸念がありましたが，そうではないことがこれまでの中で分かってい

ます。ほとんどの場合，ニューサウスウェールズで録音・録画しても被疑者が自白

をすることはちゃんと分かっています。



 ２０年前であれば，録音・録画するというのは，警察の誠実性に対する侮辱だと

いう考えもありました。つまり，調書だけでは信頼してもらえないのかという憤り

が警察側にはあったわけです。電子的な録音・録画をしなさいと言われることは，

警察に対する侮辱であると，誰も我々を信じてくれていないという不満がありまし

た。また当初，警察は，電子的な録音・録画の導入というのは，警察業務に対する

不適切な干渉だと感じていました。つまり，取調べは警察の仕事であり，他者がこ

ういうやり方で取調べをやりなさいというのは，警察業務に対する不当な干渉であ

るという意見もありました。また，機材のコスト，それから設備機器の信頼性に疑

問を呈するという考え方もありました。そういうことで，当初警察は，かなり電子

的な録音・録画の導入に抵抗していたわけです。

 導入の結果 

 ところが，導入してみて，結果はどうだったかといいますと，当初我々が思って

いたような懸念はないことが分かりました。電子的な録音・録画というのは，裁判

官の側から見ても，また陪審員の側から見ても，法廷における有罪答弁の増加につ

ながりました。つまり，事実審に至らないケースが増えてきたということです。そ

の結果として，裁判期間が大幅に短縮され，また警察が公判のために準備をする期

間も，短縮されることにつながっています。先ほど，予備尋問，裁判内裁判の問題

があるということを申し上げましたが，ニューサウスウェールズ州の警察が裁判所

に出廷した場合，供述の信頼性について疑問を呈されるということが減少しました。

そして，裁判所内裁判が減少したことによって，警察に対する市民の信頼が高まり

ました。つまり，取調べはしっかりと適切な約束事（プロトコール）に従ってやっ

ているということを，市民が信じてくれるようになったわけです。

 明らかに警察の不正に関する苦情も減少しました。また，以前は被疑者に対して

弁護人の接見を増やすとか，独立の証拠による裏付けをするとか，さらには身体拘

束下の取調べの禁止といった，被疑者に対するさらなる権利の付与が必要だという

議論がありましたけれども，電子的な録音・録画が導入されたことによって，こう

いった議論があまり見られなくなりました。司法のほかの機関から，警察に対する

こういった要求が少なくなったわけです。つまり，裁判所，そして司法制度に関わ

る人々による，電子的な録音・録画によって取調べに対する信頼性が高まったから

であります。

 その他のメリット 



 その他のメリットとしては，警察の視点から言いますと，電子的記録を用いた取

調べでは，被疑者の態度，あるいは行動まで見えるということがあります。これは

犯罪の直後です。つまり，裁判所に出てくる段階では，しっかりネクタイを締めて

正装をしているわけですが，犯罪が起きたその直後に，まだ怒りが頭の中に残って

いるとき，何かひどいことをやってしまった後に，被疑者がどういう態度や行動を

とっているかということを，電子的記録を見れば，見ることができるわけです。

 そして，電子的記録を見ますと，ドラッグやアルコールの影響下にあるかどうか

ということが見られます。ドラッグやアルコールの影響下にあったから，あのとき

言ったことは嘘でしたということを後日言われても，電子的記録を見れば，明らか

に取調べ中にドラッグやアルコールの影響下にあったかどうかが分かるわけです。

それによって，自白の信頼性が検証できるわけです。また，電子的記録を用いた取

調べでは，被疑者の入れ墨その他の識別できる特徴が見えます。怪我をしている場

合も分かります。

 また，裁判官や陪審員は，電子的記録を用いた取調べ中の被疑者のボディランゲ

ージを評価することができます。ビデオを見ますと，ほんとうのことを語っている

かどうか分かります。ビデオに映っているその映像を見ることによって，被疑者が

言っていることに信憑性があるかどうかを，裁判官や陪審員は判断することができ

るわけです。それ以外のメリットとしても，電子的記録は，さまざまな捜査手法の

補完手段として使うことができます。こちらに書いてはありませんけれども，ＤＮ

Ａや指紋がよく使われます。電子的記録は，ただ単に自白を得るためだけではあり

ません。電子的記録を見ますと，嘘をついているかどうかが分かります。ビデオで

言っていることが，他の証拠，ＤＮＡや指紋と照らし合わせて，言っていることが

ほんとうかどうかが分かるわけです。ビデオでうそを言っているということならば，

被疑者が真実を語っていないということを，法廷で示すことができます。そして，

否認している場合でも，他の証拠と照らし合わせることによって，有罪判決を得る

ことができるわけであります。つまり，電子的取調べ記録を物理的な証拠と合わせ

ることによって，互いに補完させることができるのです。

 先ほども申し上げましたけれども，このシステムを導入して２０年，現在，２万

人いる警察官は，既にこの可視化に慣れ親しんでおります。電子的記録は，すべて

の新人の警察官に教え込まれておりますし，マイナーな犯罪から，特化した捜査手

法を学ぶトレーニングの中まで，電子的記録を用いた捜査が徹底して導入されてい

ます。当初，例えば２０年前に私が録音・録画について聞かれたら，私は反対をし

ていたかもしれません。しかし，ニューサウスウェールズ州については，電子的な



録音・録画はしっかりと定着しておりますし，当初，警察にはいくらかの抵抗感が

ありましたが，通常の実務として，既に根付いて受け入れられています。

 以前は，電子的な記録がなかったために司法手続がなかなか進まないという弊害

がありましたが，現在では取調べの電子的記録以外のシステムはないと思っており

ますし，ニューサウスウェールズ州，警察の実務に既に定着しております。そして，

今のやり方を今後変える，あるいは以前の形に戻すつもりは全くありません。おそ

らく取調べの電子的記録は，この２０年間における大きな変化でしたが，誰に聞い

ていただいても，ニューサウスウェールズ州の警察官は，今，１００％支持してい

ると言うでしょう。

ありがとうございました。



(3) アメリカ 

① 「取調べの録画に関するアメリカ全体の状況」 

トーマス・サリバン 氏（元イリノイ州連邦検察官・弁護士） 

※ビデオ出演

《トーマス・サリバン氏について》

トーマス・サリバン氏は，１９７７年から１９８１年まで，アメリカ・イリノイ

州の連邦検察官を務め，現在はシカゴで弁護士をしている。アメリカの法曹界で数々

の要職を務めてきたが，中でもイリノイ州で，知事により設立された死刑制度に関

する諮問委員会の共同議長としで，当諮問委員会の勧告をまとめたことは有名。イ

リノイ州ではこの勧告に基づいて，２００５年から，取調べの可視化が殺人事件に

ついて導入されている。また，２００４年に，「身体拘束下における取調べの録音・

録画に関する警察の経験」（ ”Police Experience with Recording Custodial 
Interrogations”）と題する報告（通称「サリバンレポート」）をまとめている。こ

の日本語訳は，日本弁護士連合会編集協力・指宿信成城大学教授編の書籍『取調べ

の可視化へ！』（２０１１年６月，日本評論社刊）に収録されている。 
 今回はサリバン氏を日本に招へいすることはできなかったが，イリノイ大学に留

学中の竹内千春弁護士の協力を得て，サリバン氏にインタビューし，本シンポジウ

ムにビデオで御出演いただいた。 
 

【竹内】  それでは，スタートしましょう。まず 初に，アメリカにおける取調

べの可視化の現状についてお尋ねしたいと思います。まず，ビデオ録音を義務付け

ている州がどのぐらいあるのか御存じでしょうか。 
【サリバン】  はい。存じております。まず現時点で，実際に１５の州が，重罪

について，身体拘束下における取調べの録音・録画を義務付けています。コロンビ

ア特別区もそうです。さて，これらのうち４つの州は，州の裁判所の判決によって，

これを義務付けております。それ以外は，州の議会が成立させた法律によって義務

付けています。 
【竹内】  では，警察，そして保安官事務所で自発的にこの制度を導入している

ところがあるのでしょうか。 
【サリバン】  実は，アメリカでは数多くの警察署，場合によっては何百，いや，

おそらく何千という警察署が，実は自主的にこの制度を導入しています。ただ，私

自身，実際に身体拘束下における取調べを録音・録画しているすべての警察署，そ 



 

 

 
トーマス・サリバン氏の発言に聞き入る参加者たち 

 
して保安官事務所について調査したわけではありません。というのは，アメリカの

２万５,０００ものさまざまな機関に電話するだけのスタッフを抱えておりません

ので。しかしながら，おそらく何千以上もの署で，各州で，自発的に，自主的に，

この録音制度を導入していると考えられます。 
 なぜ彼らが自らそうしたかといえば，この数年間，実は警察，そして保安官事務

所においても，取調べの録音・録画が法執行分野のすばらしい改革だということが

知られるようになったからでしょう。警察署において，重大事件の被疑者を取り調

べる際に，何が起きたかについて疑いを挟む余地がない録音があれば，大いに役立

つんだという発想が深まったのだと思います。 
【竹内】  イリノイ州は，初めて議会によって，殺人事件に関わる取調べの義務

的なビデオ録画が導入されたと聞いています。また，この改革の推進役を，あなた

が務めたと聞いています。そもそもなぜ，そしてどうやってイリノイ州は，このビ

デオ録画の制度を導入することができたのでしょうか。また，ほかの法執行機関，

捜査機関等の反対意見や抵抗をどうやって克服したのでしょうか。 
【サリバン】  そうですね，確かにイリノイ州は 初に取調べの録画制度を導入



 

 

した州です。この録画に関わる法律は，イリノイ州死刑諮問委員会の提言によって

されたものです。今，イリノイ州には死刑はありません。でも，当時はまだ死刑制

度があったのです。2000 年に州知事が，死刑制度のあり方について検討し，刑事司

法制度をもっと公正にできないかということをこの委員会に諮問しました。委員会

の提言の一つが，すべての殺人事件の取調べを録画ないしは録音するようにという

提言でした。なぜ殺人事件に限定したのかといえば，当時，死刑の対象となってい

たのは殺人事件だったからです。２００３年，イリノイ州が録画制度を導入したと

きは，実は殺人事件だけに限定されておりました。 
 でも，法執行機関はさまざまな理由で導入に反対していたのです。彼らが心配し

たのは，もしも録画ないしは録音するとなれば，被疑者の協力が得られなくなる，

そして自白が得られなくなるということでした。ところが，おもしろいことに，何

とか法執行機関を妥協させ，法案をまとめた州上院議員がいました。その州上院議

員の名前は，バラク・オバマ氏でした。当時，彼はイリノイ州の上院議員だったの

です。２００３年のことですが，当時のオバマ議員が，州議会，そして捜査機関と

協力して，上院におけるイリノイ州録画システムに関わる条件整備を行ったわけで

す。 終的に下院も通過し，知事が署名したわけです。 
 では，反対意見をどうやって克服したか。まず，非常に丁寧に，この録音・録画

の義務が免除される事由は何かということを明確に規定したのです。例えば，被疑

者が嫌だと言った場合，また，録画機器がうまく使えなかったり，録画機器がなか

ったりした場合です。また，録音・録画することで，別の第三者の人命が脅かされ

る場合も除外されます。州の外で録音・録画がなされる，ないしは連邦捜査官が取

調べを場合も除外となります。すなわち，免除事由は非常に丁寧に数多くまとめま

した。もう一つ，我々は予算についてコンセンサスを得ました。トレーニングを行

ったり防音対策をとるなどの予算が必要でした。大きな警察署においては，そうい

った防音設備も必要でした。しかも，２年間の段階的な導入にしたのです。来週始

めなさいということではありません。２００５年まで導入を繰り延べたのです。双

方の妥協を経て，イリノイ州は，殺人事件の録音・録画を求める法律を通過させる

ことができたのです。 
【竹内】  先生は，自発的に電子的な録音・録画を行っている警察署や保安官事

務所の調査を行ったと伺っております。録画・録音を義務付けた州の捜査機関の体

験や成果について調べておられると聞きました。まず，各警察署等では，録音・録

画導入についての懸念をどうやって払拭したのでしょうか。 
【サリバン】  そうですね，まず捜査機関，法執行機関の姿勢は，どんどん進化

しています。録音・録画に対する捜査機関の姿勢は変わりました。２００３年，２



 

 

００４年，２００５年， 初にこの提案が出てきたときに，捜査機関は絶対断固反

対と言ったんです。もしも身体拘束下の取調べの録画・録音が要求されたならば，

惨憺たることになると，彼らは予測したのです。その間，私は自発的に，いかなる

組織とも無関係に，自分の好奇心からあるプログラムを立ち上げました。当時既に

自発的に録音・録画を行っている警察署に連絡をとって聞いたのです，録音・録画

の体験はどうですかと。 
 実際に録音・録画を行っていた警察署は，異口同音にすばらしいですよと言った

のです。我々の生活は変わったと。もはや裁判所で証言する必要もないんだと。弁

護人がミランダ警告はしなかったじゃないか，誘導尋問じゃないか，嘘を言ったで

はないかということが言われなくなった，というわけです。 
 さらに録音・録画することで，その人の態度，それから，行動も見ることができ

ると言うわけです。罪の意識があるのかどうか，ビデオに映った態度を見れば，そ

れがわかるというわけです。録音・録画をしようとしない警察は，録音・録画をす

ると，とんでもないことになるという理由も幾つも挙げていましたけれども，一方

で，録音・録画を既に実施している警察からは，そういう話は全く聞こえてこなか

ったわけです。 
 彼らは皆，経験豊かな全米の警官や刑事たちでした。彼らが録音・録画は法執行

に大いにプラスだと言っているという事実を，私たちは積極的に講演や論文を通じ

て伝えていきました。この話が広がっていくにつれ，警察署長協会，全米地方検事

協会，全米保安官協会の中でも，この話が議論されるようになり，自白のチャンス

を失わせないよう，録音・録画義務の例外規定がしっかり入った，よく練られた法

律であれば，法律によって可視化を導入するのは，法執行にとってむしろプラスだ

という認識が広まっていったのです。 
 もちろん時間はかかりました。我々の主張が法執行に関わる人たちの間に広まっ

ていって，可視化に反対するのではなく，そのよいところを，むしろ積極的に取り

込むべきだとわかってもらうためには数年かかりました。トレーニングや部屋，あ

るいは機材の整備，文字起こし，反訳など，初期のコストは当然かかりますので，

そこは立法で予算の手当てをしておく必要もあります。 
また，可視化すると，被疑者の発言について，法廷で異議申立てされる件数が減

るということ，また，有罪答弁が増えるということも分かってきました。なぜなら，

録音・録画されていて，脅迫とかがなかったことが明らかならば，録音・録画され

たことがそのすべてであって，一たん自白したら，そんなことは言っていないとい

う話にはなりません。また，警察官に対して損害賠償を請求する民事訴訟も，数と

して減少しました。何が起こったかというのは，テープを見れば明らかだからです。 



 

 

 あともう一つ，被疑者が無実である場合は，それもテープを見れば分かります。

この人はやっていないというのが，テープを見れば感じ取れるのです。それと，警

察官の中には，数は多くないですけれども，残念ながら，被疑者に対して荒っぽい

人はいます。嘘をついたり，ミランダ警告をしなかったり，被疑者が言っていない

ことを言ったと言ったり，そういう警察官は，数は少ないとはいえ，いるにはいる。

その種の警察官は，もはや刑事としてはやっていけません。そういう警察官を発見

できるのです，録音・録画を見れば。そういう警察官については，辞めさせるか，

配置替えして，取調べの現場から外すということもできるのです。 
【竹内】  可視化の導入で，取調べの実務はどう変わりましたか，あるいは改善

しましたか。 
【サリバン】  録音・録画されることで，取調べのやり方が変わったかというこ

とについては，私たちは警察官を対象に，聞き取り調査をしております。イエスと

いう答えが多かったです。以前よりもフォーマルになり，きちんとした言葉を使う

ようになったし，汚い言葉も使わなくなったし，被疑者を脅したり，被疑者に食っ

てかかったり，被疑者に向かって叫んだり怒鳴ったり，そういうことはしなくなっ

たと。でも，じゃあ取調べがやりにくくなったかというと，礼儀正しく被疑者に接

するようになって，むしろ取調べはやりやすくなったと回答しています。可視化を

導入していない警察から聞こえてくるような問題は，すべて克服できていると言っ

ています。むしろ取調べの準備を以前に比べて周到にするようになったし，取調べ

テクニックが向上したというふうに言っています。また，ビデオをおさらいして，

どうすれば取調べをさらに改善できるか。そういうことをチェックして，トレーニ

ングにも役立てているというのです。新人が入ってきたらビデオを使って，取調べ

テクニックを教えるということもやっていると聞いています。 
【竹内】  後に，可視化が警察捜査の妨げとなる問題は，現在何かありますか。 
【サリバン】  可視化が録音・録画すると捜査の妨げになるという主張は，可視

化をしていない，つまり，録音・録画を導入していない警察が，よくこれまでもず

っと言ってきたことです。録音機があるだけで，被疑者は貝のように口を閉ざす，

しゃべらなくなるというふうに言われています。 
 ただ，２つ言いたいことがあります。まず，裁判所の規則にしても，法律の要件

にしても，こう書いてあるのです。もし被疑者が録音しなければしゃべると，しゃ

べってもいいけど，録音はしてほしくないと言った場合，「録音をしないならしゃべ

ります」と被疑者が言うところをしっかりと録音した上で，録音機をオフにしなさ

いと，裁判所の規則や法律の要件には書いてあるわけです。つまり，録音がゆえに

聞き出せないことがあってはならないと。録音・録画があることによって，被疑者



 

 

の協力が得られないんだったら，録音・録画をしなくてもいいという決まりになっ

ています。 
 ２つ目に，ほとんどの州では，被疑者に録音，あるいは録画の事実を伝えないで，

録音・録画をすることが認められていますけれども，実際にはカメラやレコーダー

がその場にあるわけですから，警察官は，ほんとうは言わなくてもいいんだけれど

も，録音なり録画することを被疑者に，実際には伝えるケースが多いわけです。私

たちが警察官の話を聞いていますと，取調べが始まって数分もすれば，被疑者はカ

メラやレコーダーを気にしなくなるということです。数分もすれば，取調官の顔を

見て，話すようになるということです。 
 私も，駆け出しの弁護士のころは，私が言ったことを法廷で逐一速記者が速記を

とっているのがものすごく気になりましたけれども，何回かやっているうちに，も

はや景色の一部になって，速記者が速記をとっているのが気にならなくなるわけで

す。そこにある椅子と同じ感覚になるんですね。それと同じことが，録音・録画に

ついても言えるようです。録音・録画が取調べの邪魔になる場合は，録音・録画の

スイッチを切ることが認められているというところがポイントです。 
【竹内】  ありがとうございました。非常に価値のあるメッセージをありがとう

ございました。 
【サリバン】  どういたしまして。 



 

 

② 「録画映像の力――取調べを記録する一つの方法」 

     ジョナサン・Ｗ・プリースト 氏（元コロラド州デンバー警察署警察官 

 
 ジョナサン・プリーストと申します。３２年，デンバーの警察署におりました。

大体は殺人事件に関わってきました。その一環として，取調べ－Interrogation，そ

して Interview－というものが，私どもの捜査の非常に重要な一部となったのです。 
私自身は，ビデオ録画の前から警察官の仕事を始めました。小さな取調室でペン

を持って，紙を使って，いろいろな情報収集に努めたものです。ビデオ録画が始ま

るというときには，みんな顔を見合わせて，「あーあ，何か新しい流行かよ。」「やら

なきゃいけないんだろうが，邪魔になるね。」「まあ，少しやってみよう，いずれ消

えるよ。」と言ったものなんです。ところが，利用すればするほど，いかにこの録画

が重要なのかを認識するようになったのです。また，実際に労力，時間の節約につ

ながることに気が付いたのです。この小さな技術，小さな機材が我々を助けてくれ

たのです。 
 さて，我々は，犯行現場の録画というものを，既に７０年代から始めていました。

１９８３年の１１月，今度は取調べの録画を始めたのです。 
 

録画映像の用途 

 
さて，このスライドですけれども，私はこのようなプレゼンテーションをアメリ

カの捜査機関の方々を前にしてよく行いますが，通常は，ビデオで始まります。ウ

ィリアム・ジェファーソン・クリントン，すなわちクリントン大統領のビデオで始

まるものです。クリントン大統領は，ちょっと問題を抱えた時期がありました。不

倫と言われるものに関わっておりました。当時のインターン生とそういった関係に

ありました。彼は大統領であったときに，その女性，ルインスキーさんとは性的な

関係はなかったということを口外したのです。でも，この音声発言が繰り返し披露

されました。繰り返し言われると，どんどんみんな信じるようになったのです。要

するに，権力がある人物が，あえて行った音声発言，録音された言葉が繰り返され

ると，人々は彼の言うことを信じるようになったのです。 
 ところが，同じ言葉をビデオで見るとどうでしょうか。ビデオを見ると，ほんと

うに彼は真実を語っているのかと，疑いを持つに至るのです。というのは，実はた

だ単に音だけではなく，実際に人間の行動がビデオで見られるようになったからで

す。そのビデオは，きょうはご紹介できないことをおわび申し上げます。 



 

 

 
ジョナサン・プリースト氏 

 例えば，映画などで警察官がどういった行動をとるか，目にしますよね。思い起

こすと，１０分に１回は必ず発砲が起きるのが，警察官を扱う映画です。警察官の

中では，一生に一度も銃を触らない人だっているんですが，認識というのは，おそ

らく警官はそんなものだよねとなってしまうのです。一般国民が，例えば警察官に

よる取調べがどうなのかという認識にしても，警官は非常にアグレッシブで，場合

によっては暴力行為に訴えると思われています。ところが，現実はそうではないの

です。 
 録画映像が伴う取調べの存在は，さまざまな方々，特に取調べのプロセスをあま

りよくわかっていなかった方々に，「実際はこうなんですよ」ということを理解して

いただく上で，大変役に立ちました。 
次に示す画像は，カリフォルニア州のロサンゼルスの裁判所の外で撮られたもの

です。この裁判は，ロバート・ブレイクという俳優が対象となっておりました。ブ

レイクさんは，恋人の殺人の疑いで訴追されました。そこで集まっていた報道陣は，

裁判所を出たブレイクさんの映像をとらえようとしたわけです。そこで，このビデ

オが撮られたのですが，このビデオが何を示したか。弁護人とブレイクさんの２人

が映っています。ちょうど裁判所から出てきたところで，敗訴したばかりだったブ

レイクさんは，弁護人にクビだと言っていたわけです。その弁護人と俳優の間は４

フィートぐらいしか離れていないのですが，何と実は木に向かって発砲しているん

です。弁護人は，その木のそばから逃げ惑っている。この俳優はリボルバーを持っ

て，弁護人を撃とうとしている。４回当たりました。 
 ところが，ビデオを見ると，その様子は分かりません。発砲の対象になっている

とは分からないのです。人々は，映画やテレビで得ている先入観で，人は撃たれる

しかし，そのビデオは私から見て

も，録画の持つ力というものを改めて

認識するようになったものでした。 
さて，世界でもそうだと思いますけ

れども，アメリカにおけるビデオとい

うのは，テレビ，映画，日々の報道で

活用されています。要するに，人々に

対して，世界で何が起きているのかと

いうことを人々に伝える上で，ビデオ

が使われるのです。そこで，我々が目

にした結果，ある一定の認識を持つよ

うになります。 



 

 

と１０フィートぐらい後ずさりして，大抵倒れると思っています。ところが，この

ビデオを見ると，実は撃たれてもそうはならないんだということが分かります。で

すから，一般国民に対して，ビデオがあることで，実際はこうなんだという現実を

伝えることができます。この弁護人は４回撃たれたのですが，倒れないし，命を落

とすこともなかった。これを見たら，おそらく一般国民の発砲事件に対する印象は

変わると思われます。 
 
 ミランダ・ルール導入時の反応 

 
 さて，１９６６年６月１３日，アメリカの 高裁判所は，ある判決を下しました。

ミランダ対アリゾナ州の事件です。ミランダ・ルール，ミランダ警告の発祥の事件

です。このミランダ判決によって，捜査機関，法執行機関は，適法に拘束されて，

取調べの対象となる人物に対して，権利について告知しなければならないというこ

とが義務付けられました。その１つの告知されるべき権利は，黙秘権です。また，

発言した内容は裁判所で証拠として活用されることがあるということ。取調べのと

きに，弁護人が立ち会う権利もあるということ。もしも支払う能力がなければ，弁

護士を国選弁護人として提供することができるということです。法執行機関の当時

の反応は，「そんな警告をしたら，被疑者は誰もしゃべってくれないだろう」という

ものでした。弁護人が立ち会う権利があるということが分かったならば，二度と被

疑者は我々にしゃべってくれないだろうというのが，１９６６年当時の捜査機関の

認識だったのです。これは判例にのっとったルールとして導入されました。 
 ここで紹介したいのは，アメリカの俳優，ジャック・ウェッブという人です。「ド

ラグネット」という，アメリカでは比較的人気のあったテレビドラマでジョー・フ

ライデーという役柄を演じた人ですが，彼はこの番組の中で，被疑者に対して権利

を告知しても，ちゃんと被疑者はしゃべってくれるということを示しました。捜査

機関は，身体拘束下のもとであっても，ミランダ警告をしたとしても，ちゃんと被

疑者は話をしてくれる，自白も得られるということが示されたわけです。ミランダ

警告が導入されたからといって，何もやり方が変わったわけではないということが

明確になりました。 
 
 デンバー警察署の録画の歴史－供述は得られなくなったか 

 
 先ほども申し上げましたが，１９８３年１１月，３０年近く前の話になりますけ

れども，デンバー警察署とデンバー地方検察局は協力して，新しいアイデアに取り



 

 

組みました。殺人事件，警察官に対する発砲事件，性犯罪，悪質な住居侵入罪とい

った非常に重大な犯罪に関する取調べの録画制度を始めたわけです。 

                    
 
 

 
 
ムを大体１５年ぐらい使いました。それで供述を得られないということは全くあり

ませんでした。被疑者を取調室に入れて，座らせて，つまり，身体を拘束している

わけです。１９６６年のミランダ・ルールに基づいた権利を告知して，その上で取

調べ対象者に対して，「録画します」と言います。マイクがテーブルの上に設置され

ていて，録画の機材はガラス１枚隔てた後ろの部屋にあるわけですけれども，だか

らといって口をつぐむ被疑者はいませんでした。もちろん，すべて真実を語ってく

れたわけではないかもしれません。しかし，録音・録画があることが理由で，しゃ

べらなくなったというケースはありませんでした。録音・録画の機材を導入した後

も，情報を提供してくれたわけです。録画は，主に殺人事件，あるいは警察官によ

る発砲が絡んだケースに限られておりました。強盗を担当する部門は，一応それを

保存するためには録画をしていましたが，主に使っていたのは殺人事件，あるいは

デンバー警察での取調べの様子。隣接する設

備室側から撮影する 

当時，導入された施設は，主に取調室

と小さな設備室の２室で構成されてい

ました。そして，一方向しか見通すこと

ができないガラスで仕切られていたわ

けです。この施設には２,０００ドルぐ

らいかかりました。１９８３年当時で

も，２,０００ドルというコストは，デ

ンバーのような大都市にとっては大し

た負担ではありません。しかし，２,０
００ドルというコストをかけることに

よって，取調べを録音・録画することが

できるようになったのです。 
これが当時の施設です。三脚に設置さ

れたカメラで，窓越しに撮影をしていま

す。そして，背を向けているのが取調官，

顔を向けているのが被疑者で，被疑者が

供述をしているわけです。設備室の中に  
は録音機もあります。ビデオが何らかの

理由でうまくいかなかったときでも音

声は録れるように，録音機もバックアッ

プとして設置されています。このシステ 



 

 

警察官の発砲が絡んだ事件でした。 
 そして１９９７年，録画できる取調室を２部屋に拡張しました。当時もまだＶＨ

Ｓ，つまりカセットテープで録画を撮っていました。ただ，ＶＨＳのテープはどん

どん増えていき，保管が問題となりました。我々もどんどん取調べの録画のケース

も増えてまいりましたし，ほかの部署もビデオで録画撮りをするようになったので，

保管が 大の問題となって，何か手を打たなければならなくなったわけです。 
 
 裁判所や弁護人が録画のメリットを評価し始めた 

 
 当時，裁判所も録画取調べのメリットを評価し始めました。透明性が高い技術で

す。ビデオを見せれば，取調べの中で何も我々は隠していないということが分かり

ます。取調べの実態を，透明性の高い形で示すことができます。どのように取調べ

を始めて，どのようにビデオカメラを回して取調べを終結させたかということを，

裁判所に対して証拠として示すことができたし，それに対しては，誰も反駁の余地

がありませんでした。一方，被告側弁護人は，ビデオテープに録画されていない場

合に，刑事に対して疑問を呈するようになったわけです。なぜ，ビデオの設備があ

るのに録画をしなかったのかと問われるようになったのです。今，コロラド州では，

取調べを録画しなければなりませんが，それは我々警察としてもやるべきことだと

思っているからです。しかし，当時，被告側弁護人も，ビデオ設備があるのに，な

ぜ録画しなかったのかということを問いかけるようになってきたので，取調官もル

ーティンとして録画をするようになりました。 
 その結果として，録画設備が足りなくなって，重大犯罪の分野の録画を行うため

に，設備を６つに増やす必要が出てきたわけです。そして，６つ地方警察があるわ

けですが，それぞれ録画の設備を導入しました。それから，勾留施設においても，

独自に録画できる設備を持つようになりました。つまり，デンバー全域において，

法執行機関はすべて録音・録画の設備を持つようになったわけです。裁判所，検察，

それから被告側弁護人が，取調べの録音・録画を当然のこととして期待するように

なった結果，それはルーティンになりました。つまり，デンバー署においては，録

画は当たり前のことになったわけです。 
今や捜査官は，録画する取調べしか知りません。録音・録画が導入される前の取

調べというものを知らないのです。１９６６年当時は，ミランダ警告をしなければ

ならなくなったから，もはや誰もしゃべってくれないだろうと思っていたわけです

が，それはとんでもない間違いでした。録音・録画が導入された後も，被疑者は何

もしゃべってくれなくなるであろうと言われていたわけですが，そうではないこと



 

 

が分かりました。そして，これはルーティンとして，今や日常業務の中に深く根付

くようになっております。 
 
 デジタル化の効果 

 
 ２００３年，録画設備がデジタルフォーマットにアップグレードされました。こ

れを使ってすべての取調べをコンピュータで記録しています。コンピュータのディ

スクに録音・録画をしております。その結果，録音・録画して保管することもやり

やすくなりました。デジタル化されたデータなので，保管が簡単なのです。コンピ

ュータのハードディスクで保存しますので，保管場所をとらない。それにデータを

すべて入れて，そこで無期限に保管することができます。 
 何千もの取調べを毎年やります。それを保管しなければならない。それを保管し，

必要に応じてそれを引っ張り出してきて，それを見たいという人には，すべて閲覧

させるわけです。そして，日付が入っていますので，改ざんされていない，誰も手

を加えていないということが検証できるわけです。この透明性のある証拠の完全性

をキープすることができているのです。 

Interview Room
取取調室

Smart Board
電子黒板

Computer messaging
コンピュータ・メッセージング

        

デンバー警察署の取調室 

わけです。ほぼ犯行現場に行かなくても，犯行現場の様子をそこで見ることができ

るのです。これも包括的な，完全な捜査のために不可欠な要素となっています。 
このように，録画映像というのは，身体拘束下の取調べだけではなく，被害者や

証人に対しても有効に活用することができるものです。 
 
録画のメリット 

 

こちらが典型的な取調室です。

取調官の椅子と，取調べ対象者の椅

子です。それに電子黒板，これはプ

ラズマスクリーンで，テレビと言っ

てもいいでしょう。ここに書き込む

ことができますし，デジタルキャプ

チャーも可能となっています。実際

に犯行現場の写真を撮ったらビデ

オルームに持ち込み，電子黒板に表

示して，取調べ対象者に見せて，そ

れについて質問することができる 



 

 

 では，どんな恩恵があったのでしょうか。まずは発言内容についての明確かつ正

確な記録が提供されます。私がどう記憶しているかということではないんです。取

調べについて，たしかこう言ったかなとか，多分こう言ったと思いますよというも

のではないのです。ビデオを見れば，どう言ったか，いつどのような形で，具体的

にどんな言葉が使われたのか，それについては一切疑いの余地がないわけです。参

考人だろうと，被疑者だろうと，服装，髪形，怪我をしていたのか否か。自白を強

要されたと彼らが主張した場合，実際はどうなのかを見ることができます。被疑者

が逮捕され， 初に取り調べられたときの姿とは違った形で裁判所に出頭するわけ

ですから，おそらく外見も違って見えるでしょう。常に人は，被疑者とはこういう

ものであろうと認識しているとおりの姿で現れるわけではありません。 
 取調べにおいては，言葉よりむしろ，実はボディランゲージが重要なのです。体

がどう動いているのか，どのような形で語ったのか，間はどうであったのか。また，

ほかの言葉に比べて，一定の言葉をどのような形で強調したのか，それが取調べの

内容なのです。それは書面ではとらえることはできません。録音だけでは分からな

いものがある。ところが，録画であれば，ほぼ可能な限りすべてのものを，その取

調べについて捕捉することができます。メリットはこういったものです。 
 これは，公判の準備を行う際に，捜査官にとって助けとなります。検察官にとっ

ても，果たしてこの人物を起訴するか否か，公訴提起を判断する際に，大きな助け

となるでしょう。また，裁判官にとっても，法的判断を下す際に一助となるのです。

また，被告側の弁護人にとっても大きな助けとなります。すなわち，果たして陪審

公判にこのまま進むのか否かということを判断する際の材料となります。すなわち，

関係者の時間の節約にもつながるということでしょう。また，録画映像は，時間の

経過によって消えることはありません。実際に裁判に呼ばれる，証言するべき証人

の数を減らすこともできます。また，取調室で起きたことについて，記憶する能力

を高めることができます。また，不当行為，蛮行，脅迫ないしは権利の不遵守の申

立ても，大幅に減ることになるでしょう。 
 私は，言葉よりもやはり映像が，非常に価値を持つと考えています。写真を見る

ことができれば，実際にその現場を見ることができれば，おそらく耳にするだけで

なく，より多くの情報を持って考えることができます。あるストーリーを読むと，

自分で映像を想起します。しかし，実際に目にすると，より生き生きとしたものと

なるでしょう。 
 このビデオは，殺人事件で逮捕された先住民族のアメリカ人です。別の先住民を

刺して殺したということで逮捕されました。それで取調室に連れてこられています。

手錠がかかっています。彼は，少しお酒を飲んでいます。いや，かなり飲んでいま



 

 

す。対面に座っている捜査官が質問します。「まず，あなたの言い分を聞こうじゃな

いか」と。刑事はそういった言葉しか使いません。彼は淡々と椅子に座り直して，

刑事を見て，こう言います。「刺したんだよ，いいでしょう」と。首を押さえられた

から，私は刺したんだと。捜査官は，何が起きたのか，あるいは刺したのか，とい

うことは聞きませんでした。捜査官が言ったのは，とにかくあなたの言い分を聞き

ましょうとしか言いません。関係をつくろうとしたのです。それから捜査官は，被

疑者の権利について警告をしました。そして，手錠を外したいから立ってくれと言

います。で，手錠を外します。もう一回先ほどの会話が繰り返され，取調べがはじ

まるわけです。被疑者の手が自由になったので，ボディランゲージが使えます。被

疑者は，実際に刺した場面を再現しながら話を進めました。 
 
 百聞は一見にしかず 

 
 では，どうしてこういった状況を録画することが重要なのでしょうか。もしもこ

ういった録画がなくて，ビデオ録画という手段を我々が活用していなかったら，ど

うなるでしょうか。捜査官が，例えば裁判所に行って，陪審員を前に，「取調室に２

人で座りました。手錠を 初かけていました。彼は先住民系のアメリカ人の男性で

す。少し，かなりお酒を飲んでいました。私は，あなたの言い分を聞こうではない

かと言いました。被疑者は，私に自白をしました。」と語ったら，陪審員は捜査官の

言葉を信用してくれたでしょうか。現実は，捜査官の言ったとおりの物事の流れで

した。でも，ビデオの力ほど力強い証言はなかったでしょう。だからこそ，法執行

の捜査に当たって，ビデオは重要な要素なのです。 
 御清聴ありがとうございました。 



 

 

(4) 韓国   

「韓国における取調べの可視化の実情」  

                 李 東熹 氏（韓国国立警察大学校教授） 

 
 ただいま御紹介をいただきました李と申します。 

きょうの発表の内容は，韓国における取調べ可視化の現状ということですけれど

も，詳しくは，御紹介をいただいた論文集の中に 近書いた原稿（プロフィール参

照）がありますので，それを参考にしていただければと思います。 
 発表の概要は，まず，韓国で可視化，狭い意味での録音・録画制度がどのように

導入されたか，その背景と，またその制度はどうなっているかということを簡単に

紹介した後，また韓国では，広い意味での可視化というか，取調べの適正化のため

に，どのような工夫が今までなされているか，実際どうなっているかということと，

日本とできる限り比べながら，説明申し上げたいと思います。その次に，今の録音・

録画の実施状況と， 後に，韓国のこれと関連する立法動向について説明申し上げ

ます。 
 
 韓国における取調べ録音・録画制度の導入経緯 

 
 録音・録画制度の導入経緯と制度概要ですけれども，先ほどアメリカやイギリス，

オーストラリアの導入経緯を聞いたんですけれども，韓国も，捜査段階における制

度の導入において，捜査機関，検察が，また警察も，自主的に法律化の前にこの制

度を実施していたという特徴があります。検察庁は２００５年から，警察は２００

６年から，法律化の前段階で，自らその制度を実施してきた経緯があるんですけれ

ども，その背景には，例えば人権監視の機能を向上させるなどという背景もあるん

ですけれども，１つのポイントは，韓国での司法改革の動きとの関連です。 
 韓国では，日本のように１０年前ぐらいから，司法改革が社会的な重要な課題に

なって，刑事司法の改革の中でも一番メーンのポイントの課題の一つとして，いわ

ゆる公判中心主義を徹底化しろという動きがあったんです。その中身は，言いかえ

れば，今までの韓国の裁判は，ある面では，いわゆる調書裁判ではないかという批

判です。だから，調書に偏った，調書を中心に有罪，無罪を決めるような今の制度 



 

 

 

李 東熹 氏 

だから，特に検察段階の被疑者調書が有罪の重要な役割を果たしてきたのではな

いかということで，今後は検察の調書についても原則として証拠能力をなくそうと

いう動きが，実際立法の司法改革の段階で，立法案として出されたんです。 
 それを克服するために，特に捜査機関，検察側は，そうするんだったら，調書の

代わりに録音・録画することによって人権侵害をするかどうかを監視できるから，

そうした録画物自体を調書の代わりに証拠能力を認めてくださいという立法の代案

を出したのです。それが立法の経緯になっています。後で説明するんですけれども，

実際の立法の段階では，調書の証拠能力はまだ残っている段階という中間的な段階

になっていて，映像録画物はその調書が正しく成立したことを認めるための補完証

拠として使えるようになっているのが，今の韓国の現状です。２００７年の刑事訴

訟法の改正によって立法化されて，翌年の２００８年から実施されている状況です。 
 
 韓国における取調べ録音・録画制度の概要 

 
 制度の概要ですけれども，被疑者取調べの映像録画――韓国では映像録画という

んですけれども，参考人取調べの映像録画の両方があります。法律上の規定は少し

差があるんですけれども，被疑者取調べは捜査機関が裁量でやるということになっ

ています。言いかえれば，義務化されているんじゃなくて，捜査機関がしようとす

ればできる。ただし，参考人については，同意を得てすることになっています。映

像を録画するときには，その回の取調べにおいては， 初の開始から終了までの全

過程を必ず録音・録画しなければならないというふうになっております。だから，

例えば，数回の取調べを行ったときには，その日の回分だけやってもいいという解

は問題がある，改革が必要だという

認識です。だから，そのためにはど

うするかということですけれども，

今まで韓国の刑事訴訟では，警察と

検察の被疑者調書には，少し差別が

あり，警察の調書については，刑事

訴訟法制定のときから，事実上証拠

能力を否定した立法という特徴を

持っていますけれども，検察の場合

は，成立の真正というんですけれど

も，正しくつくられたと言えば証拠

能力が認められてきたのです。 



 

 

釈になっています。 
 映像を録画された録画物の証拠としての活用についてですけれども，もともと実

質証拠としての使用は禁止されています。司法改革の段階で，立法案を成案する段

階で激しい議論があったんですけれども，結局，調書の代替物といえるほどまで実

質証拠として認めるんだったら，そのような映像録画物による裁判も，一定の面で

は捜査段階でつくられた被疑者の陳述が無罪のメーンポイントになる可能性がある。

アメリカなどほかの国に比べたら，韓国の場合は今まで職業裁判官が，捜査段階で

の自白を余りにも重視し，そこから強く有罪の心証を持っているのではないかとい

う批判があったので，映像録画物を実質証拠にしたら，より有罪を判断しやすくな

るのではないかという批判があって結局，このような形になっているんです。 
 また，弾劾証拠としての使用についても制限を加えていて，被告人が，自分が前

に陳述したことの記憶を喚起させるために本人に視聴させるという用途でのみ使え

るようになっています。 
 
 警察・検察の映像録画室 

 
 実際の画像ですけれども，右にある画像が，実際の警察署にある映像録画室です。 
左側に見えるように，２台のカメラが映されています。１つは，全体の風景，客観

的な状況，すべてが見えるように法律上撮影されるようになって，もう一つのカメ

ラは，被疑者の上半身を上映して，両方のカメラが同時に録画されているんです。

右の画面の写真に見えるように，壁の一面はマジックミラーというんでしょうか，

外からは中が見えるようになっているガラスになっています。普通，重要な犯罪だ

ったら，一応取調官が１人とか，立会人２人が入るんですけれども，外で上司とか

ほかの警察官が一緒に見ながら，もし技術的にあまりよくない取調べの仕方をやっ

ているとかという場合には，それを放置しながら，又は交代することもあるようで

す。 
これがその画像ですけれども，右にあるのがその画像です。全景と被疑者の側が，

今，映されている画像です。 
 検察の施設ですけれども，右の写真にあるガラスの中とかが，録画室になってい

ます。検察室の中の一部がそうなっている場合もあるし，別の場所につくられた部

屋もあるんですけれども，そのような形です。 
 



 

 

映映像録画室 (警察)

韓国警察の映像録画室 → 独立型の部屋

magic mirror

 

映像録画室 (検察)

＜ソウル南部地方検察庁＞

－外形－

 



 

 

次が， 後の段階でＤＶＤを封印して，署名・捺印をもらう場面の写真です。

映映像録画物の製作

－封印－ －書名・捺印－

 
 その他の取調べの適正化方策 

 
 韓国で，これ以外の取調べの適正化について簡単に申し上げますと，韓国の場合

は，映像録画以外でも，実際に韓国では，普通の取調べが密室というか個室ではな

いんです。基本的にほとんどすべてだと思われますけれども，映像録画以外の普通

の取調べが大部屋で行われているんです。それは８０年代からだんだんそうなって

いったと思います。昔は個室の施設でやっていたんですが，韓国も３０年前から人

権侵害の問題があったので，大部屋で取調べが行われるようになったというのが一

つの特徴です。検察は，まだ検察官の事務室で行われていますけれども。 
 これは，韓国のある警察署の写真です。上にＣＣＴＶ（監視カメラ）があるんで

す。大部屋で被疑者と捜査官多数が一緒に取調べを行っており，その場所でＣＣＴ

Ｖが撮影されているので，そこで怪しい行動とか，自白強要とか，暴行といったこ

とは普通は行われにくい状況になっているんです。 
 もう一つは，そのＣＣＴＶは，各警察機関の中央統制室とか，警察署だったら捜

査課長とかの部屋にも，画面が２４時間つながれているんです。だから，画像が見

えるようになっている。監視役の上司の警察官とか中央統制室で見ているような様

子で行われているんです。 
 むしろそのように大部屋でやっているために，被疑者とかのプライバシーが問題



 

 

取取調室 (実景)

韓国警察の取調室の風景 → 事務室併用型

CCTV

 

中央統制室

CCTVによる監視 → 取調室、留置場など

捜査課長室

 

になっています。大部屋で，無理やりな捜査はしにくくなっていると思いますけれ

ども，でも，プライバシー問題があるので，その環境をもっと整備しようというこ

とで，空間をもうちょっと広くして，仕切りぐらいは入れて，何とかできるように

再工事が行われている途中です。 



 

 

捜捜査課事務室(取調室)の施設整備

捜査課事務室の施設整備

 

映像録画室 ｖｓ 一般取調室

一般取調室(警察) 
↓

← 映像録画室(警察)

 
 そのほかにも，韓国は調書を問答式で作成しているということも１つの特徴です。

また，勾留された場合の処遇としては，接見交通については，大法院―― 高裁に

当たるんですけれども――の判例によって，いかなる名目でも制限できない。例え

ば，取調べのために接見を指定するとか，制限することはできないという特徴もあ

るんです。また，弁護人以外の接見もそうだし，例えば， 近は遠方にいる知人と

の面会のため，インターネットを利用して，画像で面会ができるようなことも行わ



 

 

れているんです。年間７,０００件以上行われているようです。 
 また，環境整備について，警察の中で去年から推進しているのは，日本も既にこ

うなっていると聞いたんですけれども，捜査官が留置場を管理するのではなくて，

警務課とかそのような部署が留置場を管理するように，法令の改正を行っている途

中です。弁護人接見室ですけれども，韓国の場合，別ほかの弁護人との接見は，２

人が入って監視員は外から窓ガラス越しに見るくらいという秘密接見が行われてい

るということです。 
２００７年に，司法改革の成果として法改正が行われて，幾つか取調べの適正化

の面での改正がありました。１つは，黙秘権です。昔から一応黙秘権の告知はする

ことになっていたんですが，今回はいわゆるアメリカのミランダ告知の内容を，具

体的にすべての被疑者に取調べの前に行うようになっているんです。すべての質問

に黙秘権を行使することもできるし，個別の質問に黙秘権を行使することもできる，

黙秘権を行使しても，何の不利益もないということ，自分が黙秘権を行使せずに陳

述した内容は，法廷で証拠として使うことができるという４つのことを告知するこ

とになっており，その告知を受けたことを，調書に直接被疑者が自筆で書くことに

なっているんです。それが１つの改正でした。 
 映像録画制度の立法化もこの時期にされて，また，韓国では弁護人立会いも立法

化されています。被疑者取調べの適正化の世界的な２つの道と言えば，１つは録音・

録画，もう一つは弁護人の立会いだと思いますけれども，韓国は２００３年から判

例によって認められて，２００７年に立法化されたということです。また，弁護人

以外の，例えば，もし参考人とか被疑者が，外国人とか，女性とか，未成年者とか，

いわゆる社会的な弱者の場合には，弁護士以外の者も，信頼関係にある者が同席で

きるようになっております。 
 また，いつ警察署に到着して，何時間取調べを行われ，また休憩時間はどうなっ

たとかといった取調べ状況を，別の１つの書面に書くことが義務化されています。 
 後に，プリントされた調書を見せられた被疑者から，この内容は私がしゃべっ

たことじゃないから修正してくださいと言われたら，増減・変更がある場合には，

その部分を新たにプリントすることはできず，その上で削るとか増やして，それに

印をもらうようになっています。 
 
 韓国における取調べ録画の実施状況 

 
 映像録画の実施状況です。警察と検察の部分を，一応区分しています。正式な実

施は２００８年からです。２００６年，２００７年は試験実施の段階でしたが，試



 

 

行前の２００７年でも２万件前後ぐらい実施されていたんです。２００８年からは，

警察は９万件もやっていたんですけれども，その後ちょっと減少しているように見

えるし，検察は，代わりにだんだん増加している傾向が見えます。 

3. 映像録画制度の実施状況

区区分 2006 2007 2008 2009 2010

警察 948 17,013 89,338 73,371 38,159

検察 5,723 22,016 27,769 93,422 ―

1) 統計は、警察・検察の内部資料による。

(単位：人)

 

弁護人立会の状況

区分 2008 2009 2010

警察 988 941 1,065

検察 524 962 1,072

1) 「財産犯罪の割合が多い」という特徴を見せている。

 
 
弁護人立会いの状況も参考になると思います。正式な立法化の後の施行の段階で

は，だんだん件数も増加していると思います。被疑者取調べの件数に比べたら少な

い割合だと思いますが，それは捜査機関に弁護人が立会いを申請しなかった事件が

多い――申請した事件はほとんど――警察は１００％だと言っていますけれども―

―立会いを認めているんですけれども，まだ捜査の初期段階で，弁護人自体の選任

率が低いということと関連すると思います。今後，韓国も日本のように，勾留段階

からすべての被疑者に国選弁護は付くんですけれども，その国選弁護人は，取調べ



 

 

の段階での立会いは，まだしていないみたいです。そこまでできるんだったら，も

っと増加するんじゃないかなと思われます。 
 
最近の関連立法の動向 

 
 後の部分です。 近の立法の動向ですけれども，先ほど制度の概要を申し上げ

たんですけれども，韓国の場合，録画が義務化されていないので，特に被疑者取調

べについては，実際に実施する段階で，録画するかどうかを捜査機関が決めるとい

うことになっているんです。この部分については，監視の役割としては問題がある

んじゃないかという疑問の提起があって，２つの提案がありました。１つは義務化

しようという動き。すべて義務化することにちょっと問題があるんだったら，重大

犯罪に限ってだけでも義務化しましょうという動きと，もう一つは，少なくとも被

疑者自身が要求した場合には必ず録画するようにしましょうという提案です。 
 ２つ目の提案は，７年前ぐらいに私が 初にした提案で，それを２年前に国会議

員が議員立法として発表したんですけれども， 初，日本の法務省に当たる法務部

では，被疑者に要求権を与えること自体について反対意見があったんです。しかし，

その後で方針を変えて，検察，法務省も，要求権を受け入れるということで，２０

１０年１２月に，法務部が刑事訴訟法の新たな改正案を，今，立法を予告した段階

ですけれども，その中で，映像録画に対する被疑者の要求権を新設する案が出され

ている状況です。韓国は今月，国会議員の総選挙があります。そこでまた新たな国

会がつくられますので，その後に結論が出される見込みです。 
 他にもお話ししたいことはいろいろあったんですけれども，時間の関係でこれぐ

らいにおさめたいと思います。ありがとうございました。 
 



 

 

(5) 中国 

  「中国における取調べの可視化の実情」 

河村 有教 海上保安大学校准教授 

       ※広島シンポジウムにおける講演 
 

御紹介に預かりました，海上保安大学校准教授の河村と申します。呉にあります

海上の警察官・消防士でもある海上保安官の幹部候補生を育成する海上保安大学校

で，刑事訴訟法や海上犯罪論などを講義しております。保安大の教官は保安大卒の

教官が多い中で，憲法・民法・刑法・刑事訴訟法につきまして伝統的に一般大学の

研究者を採用しています。保安大で教え始めた頃は，苦労をしました。本科の学生

は一般の大学生と同じですから何の背景，知識もありませんので特に問題はありま

せん。しかし，現場の捜査官，初級幹部研修あるいは中堅幹部研修の講義において

は，憲法３１条の適正手続の保障について理解していただくことが非常に困難だっ

たのです。国民の人権を左右する責任ある仕事についていることを理解していただ

きながら，憲法における適正手続の保障から考える捜査的思考に基づいて講義を行

っています。 
さて，本日は本シンポジウムのテーマ「取調べの可視化」について，中国の動き

についてお話しをさせていただきます。 
その前に，わが国の取調べの可視化はどのように考えられているのか，警察庁，

法務省，日本弁護士連合会の意見を御紹介した上で，アジア諸国の取調べの可視化

の現状について触れ，お隣の中国の取調べの可視化について御報告をして， 後に

わが国への示唆についてお話しさせていただきたいと思います。 
 
我が国において取調べの可視化はどのように考えられているのか 

 
昨年６月に警察庁が「警察における取調べの録音・録画の試行の検証について」

を，そして８月には法務省が「被疑者取調べの録音・録画に関する法務省勉強会取

りまとめ」，「取調べの録音・録画制度等に関する国外調査結果報告書」，そして「取

調べに関する国内調査結果報告書」を公表しました。 
これまでの経緯として，警察庁では２００８年４月に警察における取調べの録

音・録画の試行を開始することを表明し，９月から警視庁，埼玉県警，千葉県警，

神奈川県警，そして大阪府警において試行を開始し，２００９年の２月末までの半

年間で計６６件（被疑者にして５８人）の試行を実施しました。 



 

 

 
河村有教氏 

までの検討状況と今後の取組方針～」として中間的な取りまとめを公表しましたが，

実務に即した現実的な形での取調べの可視化を実現するために（その対象とする事

件や範囲について検討を行うために），さらに，録音・録画が捜査や公判，被害者を

はじめとする事件関係者に与える影響やその有用性を検討するために，①司法警察

職員及び検察官が行った被疑者取調べの時間等の調査，②裁判員裁判の施行後，全

国の地方裁判所及び簡易裁判所において自白等の任意性が争いとなった事件の調査，

③検察における取調べの録音・録画の試行の運用状況について，２０１０年６月１

日から２０１１年５月３１日までの１年間に，全地検において，録音・録画の対象

となり得た事件（裁判員裁判対象事件であって，自白調書を証拠調べ請求すること

が見込まれる事件）について，④録音・録画の実施の有無，⑤被疑者の供述心理や

供述内容等に与える影響についての調査，⑥捜査経験者からのヒアリング，検察官

のアンケートから，それぞれ取調べの録画についてどのように考えられているのか

の調査を行い，「取調べに関する国内調査結果報告書」として公表しました。 
そして，日弁連からは，昨年１２月１５日，「『被疑者取調べの録音・録画に関す

る法務省勉強会の取りまとめ』に関する意見書」が出されました。 
警察庁，法務省，日弁連において，取調べの可視化はどのように考えられている

のでしょうか。それぞれの意見についてご紹介しましょう。取調べの可視化は，取

調べの録音・録画を中心とするものですが，取調べの可視化の目的として，警察庁

は①裁判員裁判における自白の任意性の効果的・効率的な立証方策のためと，②取

調べの適正確保に資するためということを挙げています。法務省においては，警察

庁が挙げた自白の任意性の効果的・効率的な立証方策のためにということとある意

味似たり寄ったりですが，公判で自白の任意性を巡る争いが生じた場合に，その客

そして取調べの機能に及ぼす影響につ

いて，より掘り下げた検証を行う必要が

あることから，２００９年４月，試行を

実施する警察を全都道府県警察に拡大

し，２０１１年３月までの２年間，実施

された試行について全てのＤＶＤを見

分するとともに従事した取調官の聞き

取り調査を行い，「警察における取調べ

の録音・録画の試行の検証について」と

いう報告書をまとめました。また，法務

省では，２０１０年６月に「被疑者取調

べの録音・録画の在り方について～これ 



 

 

観的な記録による的確な判断を可能にするためとしています。これに対して，日弁

連の意見は，「公判での任意性の審議を合理化するとともに，冤罪の防止・取調べの

適正化を目指す」ためということを挙げています。こうした警察庁，法務省，日弁

連の目的の捉え方の違いは，取調べの録画の対象事件の範囲や対象とすべき取調べ

の範囲という，可視化の制度設計の在り方にも大きく影響を与えています。 

警警察庁 法務省 日弁連

可視化の目的 ・裁判員裁判における自白の
任意性の効果的・効率的な
立証方策
・取調べの適正確保に資する
もの

公判で自白の任意性をめぐ
る争いが生じた場合に、その
客観的な記録による的確な
判断を可能にすること

・公判における任意性の審理
を合理化する
・冤罪の防止
・取調べの適正化を目指す

対象事件の範囲 裁判員裁判対象事件であっ
て、かつ被疑者が自白してい
るもの（23年4月からは否認
事件についても、5月からは

知的障害がある被疑者の事
件についても実施予定）

裁判員制度対象事件の身柄
拘束下における被疑者の取
調べ（知的能力等に起因する
一定の事情が認められる事

件や検察官の同時捜査事件
を対象とすることも考えられ
るが、検証結果を踏まえて検
討を行うのが相当）

すべての事件

（さしあたり、①裁判員裁判
対象事件、②知的能力等に
起因する一定の事情が認め

られる被疑者の事件、③少
年事件、④要通訳事件、⑤
検察官の独自捜査事件、⑥
被疑者又は弁護人が録画を
請求した事件）

対象とすべき取調
べの範囲

将来の公判において自白の
任意性に争いが生じるおそ
れがあると認められる事件に
ついて、供述調書を作成する
場合において、録取内容を被
疑者に読み聞かせ、閲覧さ
せ、署名押（指）印を求めて
いる状況を基本としつつ、自
己の供述内容について間違

いないこと、任意にした供述
であることなどを確認してい
る状況について録音・録画

身柄拘束後のできる限り広
範囲の取調べ（個別の具体
的事情を問わずに一律に録
音・録画を義務付けるような
制度を行使することは適当で
ない）

原則として、身柄拘束前の取
調べを含む取調べの全過程
の録画

 ロジャー・ミルバーンさんの資料を拝見しますと，捜査官の立場から，イギリス

においての取調べの録画について，「録画は，正義の重要な助けとなるものであり，

すでにイギリスにおいては定着してきている」とあります。そして，録音に伴って

の被疑者の取調べに関するその後の学術研究は，「圧迫が生じるような取調べ実務を

廃絶できるようにそれを特定し，周知し，取調べを道義的にかなったものとして，

したがって裁判所で証拠として認められるものにすることにあった」と書かれてい

ます。取調べの録画の目的については後程お話を伺うことができると思いますが，

録画以降のイギリスにおける被疑者の取調べに関する学術研究の方向性が示すよう

に，冤罪の防止や取調べの適正化を目的の中心に捉えられているようにも思われま

す。任意性を巡る両当事者の争いに決着をつけるのが取調べの可視化の目的とされ

るべきではなく，圧迫が生じるような取調べ実務を廃絶し，取調べを道義的にかな



 

 

ったものとすることを取調べの可視化の目的の中心に置くということがとても重要

なことではないでしょうか。可視化の目的を巡って，警察庁，法務省，日弁連で共

通の理念が模索されるべきであって，その理念による制度設計がなされるべきと考

えます。 
 
アジア諸国における取調べの可視化の意義 

 
さて，イギリスの取調べの可視化は始まって２５年ということです。それでは，

アジア諸国の取調べの可視化の動向は果たして，どうなっているのでしょうか。 
警察庁，法務省それぞれの報告書において，海外の取調べの可視化の動向が紹介

されております。アメリカ，イギリス，フランス，ドイツ，イタリア，オランダ，

オーストラリア，韓国，香港，台湾と，西洋の国のみならず，非西欧，近隣の韓国，

香港，台湾についての調査が行われております。ここで簡単に韓国と台湾について

お話しをさせていただきます。 
韓国においては，取調べの録音・録画の試行が２００４年６月に全国の検察庁１

０庁において開始され，２００７年６月の刑事訴訟法の改正によって取調べの録

音・録画の制度が，捜査官の裁量でという留保がついたものの法律上制度化されま

した。また，身柄が拘束されている（逮捕・勾留されている）被疑者の取調べにお

ける弁護人の立会いが，身柄不拘束の被疑者にまで広がり，２００７年の刑事訴訟

法の改正によって，被疑者又はその弁護人，法定代理人等の申請によって，弁護人

を被疑者と接見させ，一定の事由がない限り，被疑者の取調べに立ち会わせなけれ

ばならないとされました（法２４３条の２）。 
台湾においては，早くに弁護人の被疑者取調べの立会いが法制化されていたもの

の，捜査機関が被疑者への通知を行わなかったり，名目をつけて弁護人の立会いを

回避するなどしたり，制度が実際上機能しなかったため，被疑者取調べの録音の義

務化に向けた刑事訴訟法の改正の機運が高まり，１９９８年の刑事訴訟法の改正に

よって，被疑者・被告人の取調べは全過程を連続して録音しなければならないと，

取調べの録音を法制化しました（法１００条の１）。台湾の警察，検察における取調

べの録画についてはすでに弁護士会の方でも調査がされておりますので，写真等を

見られた方も多くいらっしゃるかと思いますが，これが台湾の警察，検察における

取調べの録音・録画の光景であります。 
韓国や台湾などのアジア，こうした非西欧の可視化実施国の調査は，とりわけ重

要に思われます。先に挙げた，法務省に対する日弁連の意見書においても，「取調べ

が内包する冤罪の危険性を排除するために取調べの可視化を導入することは，英米 



 

 

台台湾検察における取調べの録音・録画

 

台湾警察における取調べの録音・録画

 
法系諸国，大陸法系諸国，アジア諸国などの法文化の違いを超えた普遍的な潮流で

あることは明らかである。『近代化』，『現代化』の必然といえよう。」とあります。 
被疑者の取調べを巡って西欧の研究者が日本の刑事司法を観察するにおいて，日

本ではほとんど全ての被疑者が自らの罪について自白するという特徴が挙げられて



 

 

います。自白が中心的な鍵と目されていることは，アメリカ人の研究者にとって興

味深いことのようです。被疑者には，自白して罪について相応の償いをしなければ，

家族や社会からは多分快く受け入れてもらえないだろうと説明し，思い巡らせるだ

けの十分な時間があれば被疑者は通常自白するという日本の情況に関心を示してい

ます。 
ある学者（Joseph Hoffmann）は，日米の刑事訴訟で語られる「真実」に着目し

て，その違いから，日本的な特徴が現れているのだと説明付けました。すなわち，

日本においては，真実の追求を諦めない限り真実は発見できるものだという固有の

自信あるいは信念があって，徹底的な捜査と徹底的な取調べによって真実を追求す

ることができるとの考え方が支配的であるといいます。それに対して，アメリカで

は，アメリカ人が自らの統治機構に対する歴史に根ざした不信感を共有しており，

また客観性という概念そのものを拒絶する２０世紀の知的傾向に関係していること

もあり，日本のように刑事司法が真実を炙り出すことに常に成功するという認識論

的信念はほとんど見られないといいます。アメリカで語られる真実とは，「法的な真

実」，つまり「陪審員による真実」であって，「事実としての真実」ではなく，自白

を巡る日米の相違は基本的に「真実」に関する態度の相違に基づいているのではな

いかという文化の違いに着目したものです。 
しかし，アジアの諸国，中国や台湾，韓国においては，日本のように，神のみぞ

知る「事実としての真実」が被疑者の語りを通して発見し得るとする「実体的真実

主義」の観念の下に，身柄を長期間拘束して取り調べる「人質司法」的な共通性が

見られます。こうした共通する法文化を有する韓国，台湾，そして中国をはじめと

する東アジアの諸国が，それぞれ取調べ可視化に踏み切ったことを私たちはどのよ

うに考えたらよいのでしょうか。 
これから，中国における取調べの可視化について，お話しをさせていただきます。 
 
中国における取調べの可視化 

 
中国においては，取調べの録音・録画制度，取調べにおける弁護人立会い制度の

国際的な流れを受けて，樊崇義教授，顧永忠弁護士を中心とする中国政法大学訴訟

法学研究センターが中心となって，警察と協力し，警察段階での取調べに全過程録

音・録画及び弁護人の立会い制度を導入すべきかを検討するための実験を実施しま

した。実験のために３か所の公安局，北京市公安局海淀支局，河南省焦作市公安局

解放支局，甘粛省白銀市公安局白銀支局，つまり都市部において も発展している

地域としての北京市海淀区，中部の発展している地域としての河南省焦作市，西部



 

 

の未発展地域としての甘粛省白銀市の公安局が選ばれました。そして２００５年４

月から１１月まで，およそ半年間，①捜査機関及び捜査官が取調べの録音・録画，

弁護人の立会いに適応することができるか，捜査活動においていかなる効果あるい

は影響を及ぼすのか，②取調べにおいて被疑者が録音・録画や弁護人の立会いを必

要としているのか，望んでいるのか，③弁護人の立会いや取調べの録音・録画がな

された被疑者とそれらがなされていない被疑者において，取調べ中の態度に違いが

見られるのかということについて検討がなされました。２００６年３月３０日に「取

調べ手続の改革」についての国際シンポが開催され，２００７年３月に『捜査取調

べ手続改革の実証研究－捜査取調べにおける弁護人立会い，録音・録画制度の実験』

と題する報告書が公刊されています。 
取調べの可視化を進めようとする中国国内の研究者の働きかけの背景には，連続

する冤罪事件の発生が挙げられます。ここでは，２つほど紹介させていただきまし

ょう。 
１つは （シャ・ショウリン）事件と呼ばれるものです。シャ・ショウリン

（以下「Ｘ」）は湖北省京山県の農民でした。１９９４年１月２０日，Ｘの妻Ａが突

然失踪し，彼女の親族らは Xが彼女を殺したのではないかという疑いを持ちました。

１９９４年４月１１日，付近の村の貯水池で女性の遺体が発見され，Ａの特徴に合

致するという親族の確認を得て，公安機関が立件，捜査をしました。そして１９９

４年１０月，Ｘに死刑が言い渡されましたが，Ｘは控訴しました。中国的な刑事裁

判のずさんさ，日本との刑事手続の違いもあって，その間の手続についての言及を

省略しますが，控訴審においてもＸに対して懲役１５年の判決が言い渡されました。

事の転機が生じたのは２００５年３月２８日のことです。Ｘの妻Ａが突然家に戻り，

本事件の真相が明らかになりました。３月３０日，１審と２審の判決を緊急に取り

消し，再審が求められました。２００５年４月１３日，再審においてＸに無罪が宣

告されました。Ｘは，無罪が宣告されるまでの３，９９５日間，刑務所に身柄を拘

束されたのです。ＸはＡを殺害していないにもかかわらず，捜査機関の取調べにお

いて何故Ａを殺したと供述したのでしょうか。冤罪が晴れた後，Ｘは，捜査機関に

自白の強要があったと主張しました。１９９８年の「申訴（不服申立て）」資料では，

Ｘは，「あの１１日間の苦痛は決して人々は理解できないだろう。鼻を何度も打ちつ

けられた後で，捜査官はなんと私の頭を浴槽の中に押さえ入れた。私は力がなくな

り，何度か浴槽の水を飲み，死にそうになった。」と訴えています。 
もう１つは，趙作海（チョウ・サッカイ）事件と呼ばれるものです。１９９７年

１０月３０日，趙作海（Ｘ）とＡが揉め合った後に，Ａが突然姿を消しました。１

９９８年２月１５日，失踪したＡの甥（Ｂ）が警察に通報しました。「消える直前に



 

 

ＸとＡが争っていたということもあって，Ｘが被疑者として挙がり，捜査が進めら

れました。そんな折り，１９９８年５月８日，村で男性の死体が発見されました。

５月９日，Ｘは逮捕され，５月１０日から６月１８日にわたり９回の取調べを受け，

自分がＡを殺したと供述をしました。公判においてＸは，捜査段階で取られた自白

は拷問によるものであるとして，否認に転じました。しかし，中級人民法院はＸの

故意殺人罪を認め，Ｘに対して執行猶予付き死刑の判決を言い渡しました。また，

誰しも思いもかけないことが起こります。２０１０年４月３０日，死んだはずのＡ

が姿を現したのです。２０１０年５月５日，再審が開始され，５月９日にＸは釈放

されました。取調べにおける捜査段階の自白の強要の問題，それから生じた冤罪の

パターンは，先に紹介した と同じでした。 
こうした冤罪事件の発生に対する研究者や弁護士らの非難を受けて，公的にも取

調べの可視化制度を導入していくべきだという声が強まってきて，２００５年１１

月１日には，対象事件を職務犯罪に限って， 高検察庁が「職務犯罪被疑者の取調

べにおける全過程録音・録画の実施に係る規定（試行）」を打ち出し，公務員による

汚職等による犯罪について，取調べの録音・録画制度の試行を開始しました。２０

１０年には，公安部でも一部の事件について，取調べにおける全過程の録音・録画

の試行を開始しました。こうした動きの中で，２０１２年３月１４日に新しい刑事

訴訟法が公布されました。これは２０１３年１月１日から施行されます。建国後は

じめての１９７９年に第１次刑事訴訟法が誕生し，１９９６年にそれを全面改正し，

そして１５年経ての第３次刑事訴訟法の全面改正が行われたわけです。 
新刑事訴訟法におきましては，「捜査官は，被疑者の取調べにおいて，取調べ過程

を録音・録画することができる。無期懲役，死刑事件，その他の重大な犯罪事件に

ついては，取調べ過程を録画，あるいは録画しなければならない。録音・録画につ

いては，全過程について実施しなければならない。」（法１２１条）と明文化してい

ます。 
また，「拷問等の違法な方法によって収集した被疑者・被告人の供述は排除しなけ

ればならない。」（法５４条）ことも明文化されました。２０１０年７月１日に施行

された，「刑事事件における違法収集証拠排除の処理に関する若干問題の規定」の制

定によって，違法な捜査によって収集された証拠が，裁判上証拠として使えるのか，

証拠能力があるのかについて，法律上の明文が設けられましたが，新刑事訴訟法に

引き継がれています。拷問，脅迫，誘引，欺瞞等の手段によって得られた自白は，

証拠として排除されることになりました。 
このたびの中国における刑事訴訟法の改正において，弁護人の立会いは法制化さ

れませんでしたが，中国においての取調べにおける捜査官の自白の強要の問題，そ



 

 

してそれに伴っての冤罪事件の発生を背景としての取調べの録音・録画制度導入は，

中国の刑事手続における適正手続の保障を切り開くべく道を示しています。 
共産党独裁という国家が非常に強い中国。その中での警察組織，検察組織の位置

付けは想像しやすいと思われますが，そうした中でも，緩やかながらも適正手続の

保障（Due Process of Law）への道に向かっていることが伺われます。 
 
おわりに－我が国に与える示唆 

 
日本はこれから，どのような道に進んでいくのでしょうか。可視化によって，我々

はどのような変化を期待するのでしょうか。 
私は，日本においても，取調べを可視化するということは，密室での捜査官によ

る取調べにおける様々な問題に端を発したと理解しています。法執行官，すなわち

捜査官による適正な手続がなされるべきところ，密室での取調べは，しばしば，捜

査官の適正手続の遵守とは正反対の方向へと進んでいきます。捜査熱心，犯罪を世

の中からなくそうという強い捜査官の気持ちから，多くの取調官が，ときには被疑

者が取調室に入る前から被疑者の有罪を想定しており，入室後は自分の想定が正し

いと思い込みます。可視化の目指すべきところは，裁判官が公判で自白の任意性を

巡る争いが生じた場合に，録音・録画された客観的記録による的確な判断というも

のを可能にするためでもなく，検察官が裁判員裁判によって自白の任意性を効果的，

効率的に立証していくためでもなく，警察官や検察官にとっての適正手続の保障，

すなわち，適正な手続に従って正確で信頼できる情報を得ることにあると理解して

います。 
憲法３８条２項，刑事訴訟法の３１９条１項で，任意性のない自白の証拠能力が

何故否定されるのか，自白法則の根拠を巡って裁判実務では任意性説が有力化して

いるように解されます。このため，自白の証拠能力排除の判断が緩やかになってき

ている気がします。任意性説の有力化は，警察，法務省が考える取調べの可視化の

目的（＝自白の「任意性」を中心に議論が動いている）に少なからず影響している

ように思われます。取調べの可視化の目的と併せて，自白法則の根拠についても，

違法な取調べの抑止（取調官の被疑者取調べの際の手続の適正な確保）と捉える違

法排除説が弁護士会の皆さんの間で強く支持されてよいようにも思われます。 
警察庁の「警察における取調べの録音・録画の試行の検証について」の中で，試

行による取調べの機能への影響については，害されないと思うとの回答が６５．８％，

害されると思うとの回答が１４．９％，分からないとの回答が１９．２％と示され

ました。注目すべきは，取調べの全過程を録音・録画することへの意見です。９割



 

 

の警察官が，そうするべきではないと回答していました。その理由に挙げられてい

たのが，「被疑者との信頼関係の構築に支障が生じる」，「被疑者の真実の供述が得ら

れなくなる」とするものです。 
日本における取調べの実際は，取調べの手法は経験から各捜査官に委ねられてお

り，しばしば無理なあるいは不当な取調べが行われていることも否定できません。

こうした取調べにおいて問題となった事件においては，そもそも信頼関係の構築に

は失敗している，真実の供述が遠ざかっているともいえます。取調べが取調官それ

ぞれの裁量に任されるのではなく，適正手続を保障しながらＰＥＡＣＥモデルとい

う取調べ技法モデルとして確立していった，またそれをもとに捜査官が研修を行っ

ているイギリスの２５年の経験というのは，まさに可視化によって捜査実務，捜査

の構造を変革したことを示しているのではないでしょうか。共通する法文化を有す

る中国の捜査実務が取調べの録音・録画によって変わるのか。韓国，台湾，日本と

併せて観察していきたいと思います。 
本日の報告は以上です。御清聴どうもありがとうございました。 

 



 

 

４ 概説「取調べの可視化をめぐる諸外国と日本の現状」 

 

小坂井 久 弁護士 

（大阪弁護士会・日本弁護士連合会取調べの可視化実現本部副本部長） 

  
大阪弁護士会の小坂井と申します。本日のテーマは，表題の上では「可視化をめ

ぐる諸外国と日本の現状」となっておりますが，基本的にはもっぱら日本のことを

お話しすることになろうかと思います。 

 

取調べの可視化の必要性 

 
さて，取調べの可視化の必要性について，改めてお話をしておきたいと思います。

「取調べの可視化」というのは，日弁連の定義によりますと，「取調べ全過程の録画」

です。学術的な意味からいきますと，可視化というのは一部でも録画・録音されて

いると可視化概念に含めていいんだという見解もありますが，我々が求める可視化

というのは「全過程」の録画であります。我々が言う可視化という言葉は「全過程

での録画」という意味で使っていると御理解ください。 
必要性は明瞭です。取調べの適正化が可視化によって全うされるんです。そして 

まず，これを見ていただけますでしょうか。

これは大阪弁護士会の前に建っているオベリ

スクであります。「ないな 可視化しか ない

な」。上から読んでも下から読んでも「ないな 

かしかしか ないな」。このオベリスクが大阪

弁護士会の前には建っています。この横にあ

る建物は天満警察署の別館です。ここにパト

カーが止まっていますけども，警察の横にこ

のオベリスクを建てて，大阪弁護士会あるい

は日本弁護士連合会は，なにも警察に喧嘩を

売っているわけではないんです。挑発してい

るわけでもないんです。「より良い刑事司法を

作りましょう」という呼びかけをしている，

と理解していただければと思います。 



 

 

 
小坂井 久 氏 

んだという認識が，捜査官の中で行き渡ってきております。 
日本の検察も今までは１００％否定的であったという現状から，可視化のメリッ

トに段々と気付き始めているのが現段階だと思います。 
そういう意味で言いますと，私どもは２０年近く前から可視化が 優先課題だと

申し上げ続けてきたわけですけれども，これは“敵に塩を送る”制度であるのかも

しれません。そういう側面があることは否定できないと思っています。しかしなが

ら，仮に法執行機関の側に有利な側面のある制度であっても，我々はこの可視化制

度は受け入れなくてはなりません。なぜならば，より適正，より公正，より正確な

刑事司法はこの可視化制度によって打ち立てられるからです。 
 
可視化はなぜ必要か――供述録取書の構造 

 
可視化がなぜ必要かということに関して図面があります。どうして可視化が必要

なのかということを取調べの実情というところから見ていくと，明瞭に論理的にも，

あるいは実証的にも明確に言えることがあるのではないかと思います。 
そもそも供述調書とは何なのかということを考えたときに，取調べを受けて供述

する人はある出来事を認識し，知覚して記憶し，記憶を保持して表現すると，こう

いう過程になるわけですね。日本の供述録取書は，密室での取調べ過程で取調官と

対象者との情報交換を経た上で，取調官が供述する人の表現過程と逆の過程をたど

って作成していくことになります。取り調べられた人から一旦得た情報を溜め込ん

でいきます。取調官は溜め込んだ情報を彼の言葉で練り上げていきます。貯蔵して

いって表現するわけですね。 

全面的な検証可能性が生まれるんです。

そうすると，冤罪の防止に資するんです。

つまり，より適正，より公正，より正確

な刑事司法を作ることによって司法の尊

厳が打ち立てられるということになろう

かと思います。 
今回のシンポでより鮮明になったので

すが，アメリカの捜査官もオーストラリ

アの捜査官も，また韓国での捜査の実情

を見ても，可視化することによって実は

大きなメリットを得ているのは捜査官な 
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可視化はなぜ必要か？
↓

密室での取調べによる違法な自白強要を防
ぐ

裁判員の誤判の防止

↓
いずれも

えん罪の防止に繋がる
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ここに一人称独白形式という日本独特の調書が生まれるわけですけれども，仮に

この取調官がいかに善意の人でも，どれほど正義感の強い人であっても，どれほど

知的能力が高い人であっても，必ず加工という要素が含まれるんです。絶対避けら

れないんです。こういう供述録取書というものを日本では調書という形で，まさに

ベストエビデンスであるかのように捉え続けてきたんです。これが戦後憲法の下で

延々と続けられてきたと思うと，あらためて驚くべきことなんですけどもね。 
この供述の証拠としての扱い方に３つの過程があって，１つは公判であれば反対

尋問が行われるという場面，要するに供述そのものという場面ですよね。これ自体

がチェックされない状況があって，しかも供述録取という過程自体に問題があり，

更にそれが調書という形になる場合に問題がある。要するに３段階での問題点が含

まれています。したがって，必然的に非常に誤りが含まれてしまうということが，

この供述録取書の構造にはあるわけですね。正確には供述録取書となっていますが，

犯罪捜査機関だったら調書という言い方をしますが，本当の意味での供述録取にす

るのであれば，今のこの調書というシステム自体が極めて危険な，事実認定を誤ら

せてしまう要素を持っているということをもう一度確認しておくべきだろうと思い

ます。これを認識すれば，調書というものがいかに作文に過ぎないのか，いかに誤

りが多いのかということがはっきりしてきます。 
ですので，当然この密室だった部分を全てクリアにすれば，内心の過程のチェッ

クも検証可能ということになってきます。これが可視化の必要性の 大の根拠とい



 

 

うことになろうかと思います。 
 
歴史を振り返る――なぜ，日本で可視化は実現してこなかったか 

 
さて，ここで若干，歴史的な経緯を振り返ってみたいと思います。 
日本の刑事事件で８０年代に何があったのか。４つの死刑再審無罪事件がありま

した。イギリスで録音制度が始まり実施されていったのも８０年代，ちょうどこの

時期なんですよね。他方，日本ではこの８０年代にこれだけの死刑再審無罪事件が

発覚していながら，取調べの根本改革という道に進もうとしませんでした。確かに

時代を見てみますと，戦後１０年ぐらいの事件であることは事実です。だから再審

で無罪が発覚しても，過去のことだと見られたのでしょうか。もちろん，これには

全部，虚偽自白が伴っていて，他にも，物証の間違いとか，鑑定の間違いとか，ア

リバイの見誤りとかがあるわけですが，これだけ４つも大きな事件が発生していな

がら，日本の刑事司法は根本的な改革に着手しませんでした。このとき検察は，検

証はしているんですが，これを公表はしませんでした。あくまでも内部資料として

内部に持ったまま，変革しなかったのが８０年代でした。本当はこの時期に今のよ

うな議論をして，イギリスと同じように可視化の道に突き進むべきだったと思いま

すが，この機を逸したということになろうかと思います。 
こういう衝撃的な事件があったにもかかわらず，なぜ機を逸したのかと考えてみ

ますと，８０年代後半には捜査機関が犯行再現ビデオというものを多用した時期が

ありました。演技が強くなったといいますか，加工が強くなったもの，印象だけを

強めるためのビデオ撮影というものです。これと必ずしも連動しているわけではな

いんですけども，日弁連の方でも７０年代半ば頃に，録画・録音問題に関して，当

時は録音が中心でしたけども議論はしておりました。今の議論とある意味で重なっ

てくるわけですが，捜査の新たな武器になってしまうんじゃないかというような警

戒論が非常に強くて，率直に言いますと日弁連では７０年代から８０年代にかけて

は，どちらかと言えば消極論の方が強かったようであります。ただ，逆に言います

と，まだ当番弁護士制度もできていなくて，捜査弁護活動もまだ充実していない時

期だったということも見逃すことはできないと思います。 
他方，捜査側では幾つかの事件でそういう録音をやっている中で，有名な仁保事

件は録音の件数が非常に多い事件でしたが， 終的には録音場面を基にして，警察

段階での自白は，録音場面をつぶさに検証することによって証拠能力が落ちたとい

う事件でした。 
我々がエポックと考えていますのが，１９９４年に高野山放火事件という事件で



 

 

和歌山地裁が一部自白の任意性を否定する決定をして，その結果一部無罪になった

青年がおります。大阪の後藤貞人弁護士とかが担当されておられた事件ですけども，

取調べがいっぱい録音されていました。開示されて録音テープを並べてみると，も

のすごい量がある。聞いてみると，取調官と青年とが非常に和やかに話しをしてい

る。首都当てクイズみたいなのをやっておって，「イギリスの首都はどこかな？ ロ

ンドンかな？」というようなやりとりがあって， 初に聞いたとき弁護団の方は「こ

れはあかん。これでは任意性に疑いがあるわけがない」という風に思われたらしい

ですね。しかし，そのテープをつぶさに聴いていくと，なぜか取調べ時間とテープ

を並べて聴いていくとテープがまだらになっていて，プツッと途切れたりするので，

法廷で取調官に何故かと聞いたところ，「いきなり故障したんです」とか「ちょうど

そのときはテープがなくなった」とか，いろいろ訳の分からない言い訳をする場面

があったようです。 
こりゃおかしいなということで聴き込んでいくうちに，こういう場面に出くわし

ました。「お前は放火事件でも保釈で出たいやろ」「放火事件で保釈なんかで出られ

へんでしょ」「ほんなこと分からんがな。賭けてみいや。殺人でも保釈で出られる人

は世の中におるさかい，放火でも保釈で出られることはあるんや」。そういう場面が

このテープの中で見つかって，それが大きな原因となって自白の任意性が否定され

て，その結果一部無罪になった事件です。要は，こういった中で犯行再現ビデオが

あり，この種の事件が起きた流れで，捜査機関の側はこの新兵器である録音制度に

警戒をし始めました。これをこのままやっていくと，密室で取調べをするというこ

とに支障が生じかねないと捜査機関の方が考え始めたようです。そのせいかどうか

分かりませんが，平成初めの頃以降，犯行再現ビデオというものはほぼピタリと止

まりました。犯行再現写真ではやっていますが，それ以降，再現ビデオが公判に登

場することはなくなったという流れがあるように思います。 
 
司法制度改革審議会の議論 

 

可視化という問題から見ると，このような一種の停滞期であった９０年代を経ま

して，その間，弁護士会の側は当番弁護士制度を立ち上げ，１０年かけて被疑者国

選弁護制度の実現にまで持っていきました。そういう防御権を強化する活動を一生

懸命にやってきたわけですが，法執行側，取調官側の捜査実務は変わらない状態が

続いてきたと思われます。 
さて，９０年代を経過して次に大きな変革期としては，司法制度改革審議会の議

論があったことは皆さんよく御存知のとおりです。２０世紀から２１世紀にかけて



 

 

日本の司法を改革していかねばならないということで設置されました。この改革で，

裁判員裁判制度という大きな果実を得ることができました。ただ，冤罪を防止する

という観点から議論されていたわけではありません。 
この審議会の中で，今までの経緯から見て当然，可視化についても議論されたわ

けですが，このあたりから，公然と政府が可視化反対論というものを強調し始めま

した。他人に見られていては，真実は話せない。録音なんかされると自白が出なく

なると。それまでも言われていたことではありますが，公の機関が公然と言い始め

たのが，この時期ではないかと思われます。 
こういった議論を経て，司法制度改革審議会の議論は結局，可視化問題について

は先送りとなりました。今の証拠開示制度で言いますと，刑訴法３１６条の１５の

８号書面と言われているものだけが記録されることになったのです。考えてみれば，

それまでは，彼らがどのような時間帯にどれくらいの時間，調べられていたかも分

からない時代が続いていたわけですから，それに比べれば進歩だと言えるかもしれ

ませんが，司法制度改革審議会は，取調べの可視化問題については，弁護人立会い

をも含め，結局，「将来的な検討課題ととらえるべき」だとしたわけです。その背後

にある取調べの機能論というのは，取調べは真相究明のために極めて重要で，更に

は改善更生機能も持っている，それほど重要なものなんだと，録音することによる

支障は大きいから将来的な検討課題だと，このような議論で結論とされてしまいま

した。ちょうどこの時期，まあもう少し後になりますが，正式に政府として可視化

反対論を打ち出しました。要するに，真相解明のためには信頼関係を築かなくては

いけないということが，公然と言われ始めました。 
この場合の信頼関係とは，英語で訳すときには多分ラポールと言われることもあ

るでしょうが，心理学で言うラポールとは，ほんの短時間であってもお互いを人格

として認め合ってコミュニケーションを取ろうというようなものを本来ラポールと

言うわけであって，この日本型の，２３日間延々と膝と膝を突き合わせて，取調官

が言うところの心と心を通わせて真相が引き出せるというのは正に疑似信頼関係で，

間違った自白が生み出されやすいかと思いますが，政府としては公式にこういう見

解も出されるようになりました。事程左様に可視化に対する反対論が強いというこ

とが明確になってきたわけであります。 
こういう時代を経て，日弁連は２１世紀以降，可視化を刑事司法改革の 優先課

題としてとらえてきたわけですけれども，２０００年を過ぎて日弁連の活動が活発

になるに連れて，状況は変化してきたと言えると思います。 
私はこれから変化の問題と現状の問題に話を移していきたいわけですけれども，

変化してきた理由は大雑把に言えば３点くらいあるだろうと思います。１つが数々



 

 

の冤罪の発生。２つ目が裁判員，これが非常に大きいと思います。３つ目が政権交

代ですかね。 
さて，冤罪の発生ですが，２１世紀前後から書き連ねてみただけでこれだけある

ということですね。鹿児島の志布志事件が２００３年，富山の氷見事件が２００２

年ですから，司法制度改革審議会が可視化をやろうと打ち出していたとしても，法

改正のペースから言えばこの事件に間に合ったかどうかは難しいところかもしれま

せん。でも村木（厚子）さん（元厚生労働省局長）の事件は２００７年，２００８

年ですから，その後の捜査ということになりますから，あのとき司法制度改革審議

会が可視化を実現する方向性を出しておれば，あるいは，こういう冤罪が再生産さ

れることもなかったのではないかという気がいたします。 
こういった多くの冤罪が発生する中で，大阪地検特捜部が厚労省元局長事件で証

拠を改ざんするといったことになったわけですが，もう一度，日本の刑事司法シス

テムを根本的に見直さなくてはいけない。特に調書裁判というものは見直されるべ

きだと言われ始めました。 
 
「精密司法」の実態とは何なのか？ 

 
ずっと８０年代，９０年代を通して，日本の刑事司法というのは非常に精密な司

法なのだと言われてきました。「精密司法」という言い方を松尾浩也先生が名付けら

れたときには，必ずしも肯定的に言われたわけではないのかもしれませんが，どち

らかと言えば肯定的な言葉として使われてきました。しかし，多くの冤罪事件，虚

偽自白が生まれる中で，「精密司法」と言われるものの実態は一体なんなのかという

ことを，もう一度考え直す機会が生じたのではないかと思われます。 
結局，捜査官がストーリーを作り上げ，そのストーリーに沿った調書を作文する

んです。作文が精密で「真実」になってしまうわけです。これが精密司法と言われ

るものの実態なのではないのか。そうすると，法執行機関が実体的真実主義と絶え

ず言うわけですが，実は，調書裁判という問題は実体的真実主義というフィクショ

ンを表しているのではないのか。 
浜田寿美男教授などは，日本の捜査官のやり方は「仮説に固執する司法」だとお

っしゃっています。これは口書き型の前近代的な非科学的な司法だということです。

日本の捜査官あるいは取調官は自分が立てた仮説に必ず固執してしまうんですね。

そうではなくて，仮説を立てるのは捜査上，仕方がないにしても必ずそれを検証す

る形にしなければならない。そういう近代・現代型司法にすることによって，科学

的な評価が可能になってくる。その不可欠の前提として，検証可能になる取調べの



 

 

可視化があるだろうと思います。可視化される中で，取調べの機能というものが変

わっていく。今まではどうしても仮説固執型で自白追及型だった取調べが，もっと

ニュートラルな情報収集，正確な情報を収集するという形に変容していくのが可視

化の大きな機能として浮かび上がってくるのではないかと思います。 
次に，口書きについて少しうん蓄を語らせてください。 
分かりやすい本で言いますと吉田松陰の「留魂録」があります。１８５９年に書

かれたもので，元々，徳間書店が発刊していた本でありますが，今は講談社学術文

庫で発刊しています。吉田松陰の遺書なんですけれども，彼が政府高官の暗殺を企

てて，身体拘束をされ，お白洲に連れて行かれていろいろと吟味される場面があり

ます。 初のうちは自分の思想について彼は一生懸命に話すわけですね。しかし何

をしゃべっても奉行は全然受け付けない。結局，奉行は自分にとって一番分かりや

すい，松陰にとっては極めて通俗的な理由で政府高官の暗殺を企てたという文章を

作っていくわけです。これを「我が心にも有らざる迂腐の論を書きつけて口書きと

する」という風に彼は書いております。「迂腐」とは馬鹿げた，どうしようもないと

いう意味ですね。吉田松陰の心に全く無いことを勝手に書いていって調書を作って

いったわけです。松陰は 初の頃は抵抗していましたが，何度言っても取り合って

もらえず何を言っても無駄だと思い，彼は「益無きを知る」と書いていますが，

後には口書きにサインしました。こういうことを吉田松陰は遺書の中に書いていま

す。これが日本の調書の伝統であります。元々こういう形で日本の調書は一人称独

白形式で出来ていったものなんですね。私が 近，相談を受けた依頼者も吉田松陰

のような目に遭っておりました。まだ続いています。 
 
裁判員裁判と可視化 

 
こういったことが段々と自覚されてきて，冤罪を防止しなければいけないという

大きな改革の流れと同時に，今，改革の中で起こっている大きな理由は裁判員裁判

です。裁判員裁判を経験した弁護士の多くの方が感じることですけれども，日本の

裁判員は極めて優秀で，慎重に的確に，一生懸命で真面目に議論してくださってい

ます。それは，多くの弁護士が感じていることだろうと思います。中には波長の合

わなかった裁判員も当然いたでしょうが，私自身は自分の経験からそう感じていま

す。とにかく国は，一般市民の義務だということで事実認定者の立場に座らせるわ

けですね。義務を尽くさねばならないと，市民をそういう立場に置くわけです。そ

うであるならば，国家の側は市民に対して，曖昧な証拠ではなく，あやふやな何通

りにも取れる証拠ではなくて，きっちりとした一義的にクリアな形ではっきりする



 

 

証拠を提供する義務があります。公正な裁判というような意味をも含めて，裁判員

制度は明らかに取調べの可視化を強く要求しているでしょうし，施行から今，３年

経ち，裁判員裁判もどんどん進展していく状況下にあるわけですけれども，公判中

心主義や直接審理主義といった問題と合わせつつ，可視化の必要性は今後も高まっ

ていくし，これに向けて制度改革をしていかなくてはいけないという動きになって

きていると思います。 
 

この２年間の大きな変化 

 
政権交代という問題もありまして，ここ２年くらいの間に大きな変化がありまし

たので，ここで少し振り返って結びにしたいと思います。 
政権交代後，例えば国家公安委員長の主宰により，「捜査手法，取調べの高度化

を図るための研究会」が２０１０年に設置されました。その後，厚労省元局長事件

があり，検察のとんでもないスキャンダルがあり，２０１１年３月末に「検察の在

り方検討会議」の提言が発表されたことは皆さんも御存知のことだと思います。検

察の在り方検討会議の提言に，検討会議の議論の趣旨が本当に過不足なくきっちり

と書き込まれているかについては疑問があると思いますが，少なくとも可視化に関

して大きな一歩を踏み出す提言になっていることは間違いありません。 
検討会議の提言に基づいて，当時の法務大臣が検事総長に指示を出しました。特

捜部・特別刑事部の検察独自捜査事件，知的障害によりコミュニケーション能力に

問題がある被疑者等の取調べ，それと裁判員裁判対象事件の３種類については，全

過程を含む録音・録画の試行が開始されております。この提言を受けての通達ある

いは事務連絡が次々とございます。２０１１年４月８日に指示があって，２６日に

は運用面での 高検検察改革推進室が要領を発表しました。制度面では，５月１８

日には法務大臣が法制審議会に諮問をいたしました。ここで可視化を含んだ制度を

検討するんだということで，２０１１年６月，法制審議会新時代の刑事司法制度特

別議会の第１回目が開かれたという経緯をたどっています。 
その後，７月８日にも通達が出され，独自捜査事件への拡大の仕方，知的障害に

よるコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に対する取調べへの拡大の仕方

など，録音・録画の拡大について通達を次々と出しております。続いて８月８日に

は，法務省はこれまでの勉強会の取りまとめを発表し，同時に，法務省自身が「取

調べの可視化実現に向けて」という文書を出しました。 
こういう時代になりました。ただ，注意しておかなくてはならないことは，法務

省が使う「取調べの可視化」という言葉は，取調べの全過程の録画・録音だけを意



 

 

味しているわけではないということです。そこに概念的な食い違いはあろうかと思

いますが，「冤罪を防止するために可視化が必要だ」と法務省が言い出したのが８月

８日であります。ここで幾つかの制度案を検討しています。我々から見ると不満の

ある内容，批判しなければならない内容ではありますけれども，そういう方向に進

み出したことは事実です。そして８月９日には，これは運用面ですけれども，裁判

員裁判対象事件での試行拡大も明言されました。身体拘束下ではありますが，検察

段階での全過程での録画はなされているはずですから，裁判員裁判対象事件におい

て被疑者接見に行ったら，弁護士はまず「録画されましたか」と被疑者に確認しな

ければならない時代になっています。録画されたかどうかをまず確認して，録画に

対するアドバイスをどうするかというところから，捜査弁護活動を始めなくてはい

けないということを銘記していただきたいと思います。 
今年になってからですが，国家公安委員会委員長研究会の中で，２年間で２３回

にわたり議論をしてきました。日弁連からは竹之内明さんと私が研究会に参加して

おりました。 終的な報告書がまとまっております。警察庁のホームページに出て

おりますので是非見ていただきたいと思うのですが，可視化の制度論・在り方論に

ついては，ああでもないこうでもないと延々と書いてあります。ただその中で，は

っきりと警察も試行拡大をようやく打ち出しました。御承知のように，今まで警察

は取調べの 終段階の１，２分を録画するだけでしたが，今回は試行を拡大すると

明言しました。すでに通達が出まして今年４月１日からは裁判員裁判対象事件は，

一挙に試行拡大すると言っており，様々な場面を録音・録画すると言っております。

また，今年５月１日からは知的障害者に関して試行拡大すると言っております。こ

れらは全過程を含みます。３月５日でしたか，松原仁国家公安委員長が衆議院の予

算委員会の場で「これらは全過程を含む」と明言されました。ですから今，一挙に

試行が拡大しておりますので，弁護活動の方もこれに対応する準備をしていただか

なくてはいけない時代になってきております。 
法制審議会特別部会の本格的な制度議論は今秋からやっていくことになろうかと

思います。全過程を録音・録画するという可視化制度を打ち立てるために今後も頑

張りたいと思います。その鍵は何と言っても弁護実践だということを皆さんも御認

識いただいて，今後も頑張っていきましょう。 
以上です。 



 

 

５ パネルディスカッション 

「取調べの可視化による捜査実務の変容」 

    パネリスト    ロジャー・ミルバーン 氏 

             デイビッド・ハドソン 氏 

ジョナサン・Ｗ・プリースト 氏 

李  東熹 氏 

             青木 孝之 氏（駿河台大学法科大学院教授） 

    コーディネーター 秋田 真志  弁護士（大阪） 

 

 
               秋田真志氏 

 
 
 可視化は世界の潮流 

 
【青木】  御紹介いただいた青木です。可視化については，とりわけ専門という

わけではないので，視点の提示になるかどうか分かりませんが，第１部の発表を聞

いていた感想を幾つかしゃべらせていただこうと思います。 
 まず１つは，取調べの可視化が，世界的に見ても，歴史的に見ても，１つの大き

な潮流であるということは間違いなく言えるんだろうと思います。先ほど来の発表

が雄弁に物語っていたということは言っていいのではないかと思います。 
 ２つ目は，これだけ多くの法域（ジュリスディクション），さまざまな法制度や法

文化を持った刑事司法を運用している地域，国で可視化が実現して立派に機能して

いるのだろうから，日本で少なくともだめだということにはならないだろう，我が 

【秋田】  それでは，まず新たに御登

壇いただきました青木さんからお話をお

伺いしたいと思います。今，イギリス，

オーストラリア，アメリカ・コロラド州，

韓国と，海外の可視化事情についてフル

コースディナーを満喫したような気分に

なっています。しかし，いくらおいしい

ものを食べたとしても，これをちゃんと

消化して，血となり肉としていかなけれ

ばいけないと思いますので，どのように

消化すればいいのか，その視点をまず青

木さんから御提示いただければと思いま

す。 



 

 

 
                         青木孝之氏 

いると一般に言われている，同じ東アジアの韓国でも可視化が我が国に先駆けて実

現して機能している。これは注目に値することだろうと思います。 
 ３つ目ですけれども，供述証拠という証拠が大切であるということは論をまたな

いし，おそらく弁護士サイドの論者もそれを否定しているわけでは決してないのだ

ろうと思いますが，問題は，いかにして良質な供述証拠を得るかという，その獲得

の方法にあるのだろうと思います。 
 先ほど来の報告を見ていますと，どの国も，一言で申しますと，心理学，行動科

学，その他様々な科学の知見をも活用してコミュニケーションスキルを高めること

により供述を獲得している。いきなり怒鳴ったりとか，机を叩いたりとか，おまえ

の言っていることは結局，私がまとめたらこういうことになるんだというようなあ

る種のプリミティブなやり方で良質な供述を獲得している法域はないと，そういっ

たことが大ざっぱには言えるんじゃないかなと思っています。 
 
 諸外国では，なぜ可視化が導入されたか 

 
【秋田】  ありがとうございました。今，幾つかの視点を挙げていただきました

けれども，初めに可視化が世界の１つの潮流になっていることは間違いないであろ

うというお話をいただきました。そこで，諸外国ではなぜ可視化が導入されてきた

のかについて，まず再確認をしてみたいと思います。 
歴史的に見ますと，デンバーが一番早く，１９８３年に可視化が導入され始めて

いるということでしたので，まずプリーストさんから，なぜコロラド州では可視化

が導入されたのか，そのときに冤罪事件との関わり等があったのかどうか，そのあ

たりについて教えていただければと思います。 

国でもやれるだろうというふうには思い

ます。 
 少しだけ具体的に申しますと，ニュー

サウスウェールズやユナイテッドキング

ダムやコロラド州デンバーは，言うまで

もなく英米法系の国で，英米法系の国の

刑事手続の諸制度は我が国にも大きな影

響を与えていて，共通するところも少な

くありません。それから，個人的には，

法制度や法文化が非常に我々の国と似て  



 

 

 
                       ジョナサン・プリースト氏 

アメリカ，全米の中で，捜査当局の中には一定程度の録音・録画をやっていると

ころはありました。音の録音，それから映像の録画，やっているところはありまし

たけれども，定着させた正式なプログラムとして可視化をやっているところはなか

ったので，正式な可視化のプログラムを導入することによって，コロラド州での実

践を通じて，ほかの全米の捜査機関に対してこれは非常にいいやり方なんだという

ことを示したかったわけです。もちろん冤罪ですとか，そんなに数は多くありませ

んでしたし，我々が荒っぽい取調べをしているということを苦情として申し立てら

れることはそれほど多くなかったんですけれども，できればそういう可能性をゼロ

にしたいと思っていたわけです。それをやることが正しいことだと思ったというの

が経緯としてあります。 
【秋田】  ちなみにコロラド州で可視化を導入するに当たって現場の捜査官には

抵抗等はなかったのでしょうか。 
【プリースト】  そうですね。とにかく新しいものを導入しようと思うと，大体

全世界の警察官は変化を嫌いますよね。彼らから見れば，今までのやり方と違った

ようなものを嫌う傾向があると思います。我々の分かりやすい例で言えば，例えば

自動車が挙げられます。みんな運転したり，自動車を利用することはありますよね。

でも，１００年前を考えれば，おそらく自動車というのは，何か呪術師の変な魔法

に見えたかもしれません。新しいものについては常に一定の抵抗が出てくるものな

んです。実際そうでした。私も実は抵抗していた一部の人間でした。我々のやり方

に介入するものだと反対していたんです。 
 ところが，この制度を利用して，自分が間違っていたということに気が付きまし

【プリースト】  初に可視化を導入する

かどうかの検討が始まったときに，警察官に

よる，取調官による暴力行為がありました。

あるいはちゃんとした手続を踏んでもらえま

せんでしたというような主張がなされること

を回避するために 良の方法は何なのかとい

うことを検討しました。法律もチェックしま

したし，もちろん法律に基づいてしっかりと

取調べはやっていたんですけれども，警察に

対して信頼を持ってもらうためにどうすれば

いいのか。そして，地方検察庁と協議をした

結果，やはり可視化がやり方としては正しい

だろうという結論に至ったわけです。 



 

 

た。実は自分のためになるシステムなんだと，普及するべきだと思うに至りました。 
 コロラドでの取組の結果，そして，さっきビデオに出演したサリバンさんとも協

力して，全米で，取調べの技法，特にビデオ録画を用いた取調べ方法について教え

るようになったんです。当初多くの捜査機関はやはり反対していました。ところが，

トレーニングが終わる段階になると，そして実際に利用期間が経過すると，すべて

の捜査機関は，実は自分たちのためになるんだと分かって，変えてよかったと言っ

ております。 
 
 国民の信頼を得るために役立った録音・録画 

 
【秋田】  ありがとうございます。それでは，同じ質問を引き続き，イギリスの

場合について，ミルバーンさんにお伺いしたいと思います。イギリスでは取調べの

可視化が導入されるに当たり，どのような議論があり，そして，その中で冤罪等の

関わりなどについても議論されたのでしょうか。 

                        ロジャー・ミルバーン氏 

ぜ録音・録画しないのかという話になったわけです。 
技術が発展したということに加えて，もう一つあったのは，先ほども言いました

けれども，かなり大型の事件で誤判が３件か４件か発生したわけです。なぜ警察は

ちゃんとやらなかったのかという批判が出ました。１９８２年から１９８４年には，

それほど大きな変革が行われませんでした。もちろん新しい法律ができたというこ

とはありましたけれども，１９８４年から今に至るまで，次から次へと変革が行わ

れました。警察はその流れについていかざるを得なかったわけです。新しい法律も

どんどんできてきたし，それに慣れていかなければならない。例えばテロ犯罪に対

【ミルバーン】  ２つあると思います。

私が８２年にメトロポリタン警察に入った

当時，被疑者を取り調べる場合には，取調

官が質問し，もう１人の取調官が答えを筆

記するという作業がありました。その取調

べが１時間，２時間，３時間続いてまいり

ますと，どうししても筆記の質が劣化して

いくわけです。 後のほうは， 悪の場合

には，手書きですので，それが後になって

読めない，ひどい手書きであるという場合

もあったわけです。そこで，実際に録画・

録音できるという技術が発達してきて，な 



 

 

する捜査にも役立つような法律です。そういった中で，変化の波についていかなけ

れば，警察としては停滞してしまうのです。そして，なぜ警察はその流れについて

いってないのかという批判の対象となってしまう。国民の信頼を得るためには，次

から次へと起こる変化の波についていかなければならなかったわけです。固定観念

として人々の心の中には，暴力的な警察官が取調べをする，と思われています。映

画の中でもそのようなシーンはいっぱいあります。そんなことは実態としてやって

いないんだということを我々は身をもって示していかなければならない。それは録

音・録画が大いに役立ったと思っています。 
【秋田】  イギリスでは可視化の導入に当たって，現場の警察官等からの抵抗と

いうのはなかったのでしょうか。 
【ミルバーン】  そうですね。私は，個人的には歓迎していたんです。私は当時

まだ若い警察官で，まず近代的な機材を使いたいと思ったのです。また，被疑者と

ちゃんと対話をしたい，リアルタイムで話をしたいと思いました。答えを聞いて，

そして書きとめるのを待ってから，次の質問をするというのは結局，取調べの流れ

が遮断されるんです。例えば，今であれば，同時通訳がされていますので，しゃべ

るのをやめなくていいわけです。それと同じです。歓迎いたしました。でも，あの

時点でもう少し年輩の警察官は，もしかしたら抵抗したかもしれません。でも，１

回，２回，そういった取調べをテープで体験すれば，その価値を分かってくれまし

たよ。 
【秋田】  オーストラリアの例について，ハドソンさんに伺いたいと思います。

オーストラリアでも１９９０年代に可視化が導入されたようですけれども，どのよ

うなことがきっかけであったか，プレゼンテーションでも触れられていましたけれ

ども，もう一度かいつまんでお話しいただけますか。ハドソンさん自身，抵抗する

気持ちがあったというお話もありました。そのあたりの状況についてもう一度御説

明いただければと思います。 
【ハドソン】  そうですね。まずニューサウスウェールズの場合，導入のきっか

けは，実はすべての刑事裁判に当たって何らかの不正行為に対する申立てがあった

からなんです。弁護人というのは当然無罪を得るために報酬を得ているわけです。

なので，弁護側は戦略としてまず警察を非難しようとする。そして，陪審員の前で

恥をかかせようとする。そうすることで無罪をかち得ようとするわけです。したが

って，警察官の誠意を損なうことができれば，自分たちの依頼人が無罪になりやす

いと考えたのです。したがって，すべての審理，裁判に当たって何らかの形で申立

てが警察に対してなされ，これがメディアの注目を集めることになったのです。 



 

 

 
デイビッド・ハドソン氏 

した。私自身も当時は反対だったんです。我々が変わらなければならないのか。弁

護士たちが不正な申立てをしていたのに，変わるのは警察のほうなのかと思ったわ

けです。 
 ところが，警察が変わった後，実は弁護士たちが我々に謝罪してくれたんです。

自分たちの依頼人が，例えば殺人とか強盗，ないしは誘拐だとか，ないしは恐喝と

いったような重大事件の自白をするとは思わなかった。ところが，録音・録画を導

入すると，今まで私自身を不正行為で訴えた弁護人が謝ってきました。依頼人を今

まで信じていたんだと，これが真実だとは思わなかったと謝ってくれたんです。 
 なので，当初はやはり現場の警察官は抵抗しておりました。私自身もそうでした。

しかし，２０年経過した今，もう，それ以外の方法は知らないんです。我々の作業

の一部になっています。そして，今まで警察に対して行われていた申立てや，不正

な申立てによって生まれた無罪というものはなくなりました。 
 なので， 初は指導層が導入しました。でも，それは実際に有罪になるべき人物

を有罪にできると彼らが考えたからです。結局，有罪が得られたということで，た

めになったと思います。 
【秋田】  それでは，引き続き韓国の状況についてお聞きしたいのですが，先ほ

どのお話では，韓国は少し違った意味で導入されたのかなと思います。もう一度そ

の点を李先生からお願いしたいと思います。 
【李】  そうですね。先ほど韓国でも司法改革の面で，調書の証拠能力をなくそ

うという立法案が出されたこと，捜査機関としてはそれを何となく取調べした結果

を法廷で提出できるような代替物みたいな制度として導入されたという経緯があっ  

ただ，こういった申立ては，実は全く正当性のない

非難だったのですが，それでも本来正当な審理で負

けるようなことがありました。場合によっては，陪

審員はそういった申立てを信じるようなこともあ

ったわけです。まあ，信じないこともありましたけ

ど。そこで，警察機構としても変わろうと考えたの

です。 
まず地元のコミュニティの方々の信任を得てい

ないと思うようになりました。政府ではなく，警察

が自らまず電子的な録音・録画に移ろうとしたので

す。警察の指導層がそう決めたのです。現場はどう

かと言えば，実はその概念に対しては反対していま 



 

 

 
李 東熹 氏 

８０年代の国家保安法とか民主化運動の時期には，取調べ中死亡させた事件も起き

たことがあったんですね。だからこそ，逮捕された一般人を無視して何とか取調べ

するとか，その場面もすべて一応ＣＣＴＶで録画するとかということになったんで

すね。 
で， 近になって立法化されたのは，そのようなことと一緒に考えればいいんじ

ゃないかなと思います。だから，いろいろな取調べの適正化の制度の中で，また録

音・録画自体も役立つという意識を持って捜査機関よりの試験実施の前でもそのよ

うな提言がずっとなされてきて，今回の立法の中でそのような結果になったのでは

ないかと思われます。 
 捜査官の抵抗はなかったかという質問ですけれども，韓国では，今の立法の段階

では，検察官も警察も賛成したんですけれども，一応自ら試験実施しながら導入し

た制度ですので，抵抗はある程度少なかったと言えるかもしれない。 
 でも，韓国は今の段階では，被疑者に対する取調べの録画は義務化されてはいな

いんですよね。裁量でやるというぐらいだから，録画をしたくない場合はしなくて

もいいとなっているので，まだ限界がある制度になっているんです。すべて義務化

するとしたら，どのように現場の捜査官が反応するかということはまだはっきりは

分かっていないんです。 
 でも，１つの個人的な感覚と，また先月，日本の刑法学者の先生たちが韓国の拘

禁制度の視察のために来られて，私が韓国の警察署を一緒に案内したことがあるん

ですけど，そこでの話の中で，警察官の実際の取調官の答えが今記憶に残っていま

す。一応やってみたら， 初は自分が取調べをしている場面では，捜査官によって

はきちんといい言葉を使う人もいるんですけれども，時には荒い言葉を使う人もい

たと申し上げたんですけれど

も，それは一番直接的な背景で

あるとは思いますね。でも，そ

れ 以 外 に も ， 韓 国 で あ

らゆる適正化方策が講じられ

るようになったのは，ずっと長

い間，取調べに問題が多かった

からでしょうね。韓国も特に７

０年代，８０年代には取調べの

過程で，いろいろな人権侵害の

事例が報告されました。暴行と

か，深刻な事件としては，特に 



 

 

るでしょう。だから，そのような場面が映されることを懸念する人はいると思った

んですけれども，いざやってみたら，ある程度やってみたら，むしろ 初思ったよ

りすぐに，カメラがあることを忘れてしまうという答えも１つの特徴としてありま

した。また，やってみたら，むしろ自分は今まで取調べしていたのを客観的に見る

ことができなかったのですが，後で映像を見たら，自分がやっていることをほかの

人と比べたり，また，客観的に悪い点が見えたりすることができて，むしろ役に立

つ部分も多かったという反応もあります。大体その場での答えとしては，経験した

捜査官たちの反応はいいというか，ある程度肯定的な反応でしたので，やってみた

段階では，前よりは肯定的な意見が多くなっているんじゃないかなということです

ね。 
 
 どうなる，日本の「可視化」 

 
【秋田】  なるほど。どうやらお話を聞いていますと，諸外国ではいろんな動機

で始まるようですけれども，途中で抵抗があっても，いつの間にやら捜査機関のほ

うが積極的になるという状況のようです。青木さん，今の日本の現状の中で可視化

への動きというのはどうつながっていくのか，諸外国と比較してどうなっていくの

かということについて御意見をお聞かせいただけますか。 
【青木】  プレゼンテーションから通して聞いておりまして，導入のきっかけと

いうと，大きく３つぐらいのパターンがあるように聞こえました。 
 １つには，著名な誤判，あるいは冤罪と呼ばれる事件がきっかけになって，捜査

を適正化しなければならないという世論が後押しになって可視化の導入につながる

もの。 
 もう１つは，警察，第一次的な捜査機関が自発的に，いわば捜査の適法性に対す

る不当な偏見とか批判を解消しようという動機でボランタリーに導入されるもの。

デンバーなどはそのような動機が強いようにお聞きしました。 
 それから，韓国の場合，非常にユニークで，調書裁判から脱却しようという，ど

こかで全く同じフレーズを我々はよく聞くわけですけれども，まさしく今，我が国

で議論されているような，書証に頼り過ぎる，あるいは捜査段階でつくられた書類

に頼り過ぎている裁判の構造がややいびつではないのかという，そういういわば制

度的な，政策的な発想から導入されている。大きく分けるとこの３つぐらいになる

ような気がして聞いておりました。 
 実に興味深いことに，この３つは我が国の今の状況に，すべてことごとくうまく

当てはまっている。冤罪事件や誤判事件というのは，先ほど小坂井弁護士のプレゼ



 

 

ンテーションの中で取り上げられておりましたし，それから，それと関連しますが，

自発的に，とりわけ裁判員制度のもとにおいては，自白の任意性や信用性に関する

分かりやすい的確な立証が求められるということで，少しずつではありますが，捜

査機関の運用として，捜査手法の運用としてそういうものが取り入れられていると

いうのもあります。そして， 後の韓国で議論されておりました，裁判員という人

たちが事実認定者に入ってくるということになると，今までのように大量の書類に

依拠するような裁判は構造的に立ち行かなくなるのだということは，実務の世界に

身を置いている者なら誰しもが知っていること，実感していることです。 
 この３つの大きなファクターというのは，現代の現時点での我が国の状況にぴた

っと当てはまっているのではないかなと思っています。 
 後に残っているのは，導入が実現するかどうかと。そして，導入したときに，

我が国の捜査官も，やってみたら意外にいいじゃないかと。むしろ，捜査官にとっ

てのベネフィットが多いではないかと。小坂井弁護士の立場から見ると，逆に見る

と，敵に塩を送る制度だったんだと，小坂井弁護士の言うとおりだったということ

になるのかどうかという，そういう状況に，段階にあるのだと思います。 
 
 可視化先進国の取調べ技法 

 
【秋田】  青木さんの冒頭のお話では，日本でも可視化して大丈夫だということ，

それから，各国では良質な供述を得ようとしているんだというお話もあったかと思

います。そこで，可視化を導入した国では取調べのスキル，取調べ技術が向上して

いるという話も伺いましたので，そのあたりについてお話をしていきたいと思いま

す。可視化の先進国といいますとやはりイギリスということになるかと思いますけ

れども，可視化後に，先ほどのお話に出ていましたＰＥＡＣＥモデルというものが

開発されたようですけれども，このＰＥＡＣＥモデルはどのように開発されてきた

のか，ミルバーンさんにお話を伺いたいと思います。 
【ミルバーン】  そうですね。その背景について申し上げます。まず取調べ技法

に関わる導入というものは大体８６年ぐらいに始まったんです。当時実は捜査官は

どうやって取調べをするのかというトレーニングを得ることがほとんどできなかっ

たんです。昔であれば，取調べは先輩の捜査官のやり方をまねるということしかな

かったわけです。先輩捜査官の習慣が悪いものであれば，それをそのまままねてし

まうということがあったのです。 
 大体１９９２年ぐらいでしょうか，学術的な研究がエリック・シェパード先生に

よって行われたのです。シェパード先生はある枠組みを策定して，警察に対してこ



 

 

れを使ったらどうかと提言したのです。私は実際シェパード先生のコースに参加い

たしました。シェパード先生が教えるこのコースで，ＰＥＡＣＥ手順，ＰＥＡＣＥ

モデルというものを学んだのです。 
 ＰＥＡＣＥ手順の一番 初の部分は，Ｐの部分ですね。まず 初のＰは，プラン

ニング，計画，もう一つのＰがプレパレーション，すなわち準備です。可視化の結

果，警察はとにかくもっと研鑽を積まなければならなかった。自分たちの専門知識

を深める必要があると気が付いたのです。というのは，他者がそのテープを聞くか

らです。自分がプロフェッショナルにできなければ，恥をかくのは自分だと。なの

で，取調べの準備，プレパレーションのＰが大変重要でした。準備，計画のＰだけ

ではありません。その犯罪だけに関わる準備，計画だけではないのです。被疑者に

関わるリサーチもしなければならない。被疑者が何に反応するのか，それを模索し

なければならなかったのです。 
 イギリスの場合はとにかく黙秘権があります。コースの 初で黙秘権があるとい

うことを伝えます。ですから，一番大事なのは話してもらうことです。でも，それ

が万能薬ではありません。決して話さなくても，例えばアーチャー卿はそうでした。

でも，取調べはやりました。関連する質問は全部，アーチャー卿に聞きました。裁

判で弁護の手段として彼はあらゆることを使ったわけですが，捜査段階では，せっ

かく話すチャンスが与えられたにもかかわらず，しゃべらなかったのです。 
 このＰＥＡＣＥモデルはまさにイギリスの警察官が取調べをする方法を一変させ

ました。このＰＥＡＣＥモデルはうまく機能しています。警察官はよりプロフェッ

ショナルにならなければならなかった。何よりも大きかったのが，被疑者の取調べ

で，被疑者がしゃべるのを邪魔しないで，ずっとしゃべらせるということです。そ

して，自分がカバーしたいテーマ別の取調べを行うということです。その取調べは

スクールで何週間もかけて学びます。 
【秋田】  訓練の話も出てきたので，少しお伺いしたいのですが，イギリスでは

どのようにそのＰＥＡＣＥの技術を後輩の警察官たちに教えているんでしょうか。 
【ミルバーン】  刑事を対象としたプログラムについて御紹介いたします。 
 警察官が刑事になるためには，まず書類審査を受けなければなりません。その書

類の試験を受けなければならないわけです。そしてそれに合格すれば，刑事育成コ

ースというものを受けます。その一部が取調べということになります。まず１週間

かけて，被害者，そして参考人に係る取調べについて学びます。それが１週目です。

２週目は，被疑者に対する取調べを学びます。実際に１週目のトレーニングではさ

まざまなスキルを教えます。それが実は被疑者に対する取調べにもつながるわけで

す。そんなに大きな違いはないんです。要するに相手が，何が起きたのかを話して



 

 

くれるように持ちかけるということです。そして，言ったことをちゃんと分析し，

それに反駁するということです。ただ，それは倫理的にしなければなりません。し

ゃべってくれれば，それはすばらしい。でも，話したくないという人物は話してく

れません。その際にはさまざまな捜査手段を使えばいいわけです。黙秘権があるわ

けですから，黙秘する場合は黙秘をするでしょう。 
 さて，コースですけれども，この２週間のコースを終えると，今度はその刑事は

実際の刑事の実務につくことになります。取調べを行うようになります。すぐれた

取調官もいるわけです。すなわち，パーソナルスキルもすばらしい，そうした取調

べスキルがすぐれた刑事もいます。そういった人がやはり取調べをする捜査官とし

ては 善であるわけです。上司などがそれを評価します。 
 そういったすぐれた刑事に対しては，より上級のコースを受けることになります。

そして，取調べのコースを専門できることになります。３週間のコースです。この

３週間の専門の取調べコースでは，非常に緻密に取調べに係る各テーマについて学

ぶことになります。そして，犯罪アカデミーを離れることになるわけです。このよ

うに十分なトレーニングを受けます。 
 ただ，トレーニングを受けただけで，非常にすぐれた高度な捜査官になるわけで

はありません。すなわち１２か月かけてさらにそのスキルを向上させるのです。短

所，長所というものをちゃんと精査する。そして，ちゃんとメンターが１２か月つ

くのです。１２か月を経て，今度は２つのスペシャリスト取調べというものをやり

ます。で，これを修了し，私が定年を迎える前は，私のところにやってきて，私が

その評価をしていました。優秀だと認められれば，上級取調官として認められるわ

けです。 
【秋田】  イギリスでは刑事になるのは大変そうですね。オーストラリアでもＰ

ＥＡＣＥモデル等を利用しているというお話があったかと思います。オーストラリ

アのＰＥＡＣＥモデルの活用状況，それから，訓練状況についてハドソンさんにお

伺いしたいと思います。 
【ハドソン】  イギリスのやり方と非常に似ています。ＰＥＡＣＥのプロトコル，

ＰＥＡＣＥモデルは，単に電子的な取調べの記録とりだけではなく，取調べすべて

に適用されます。もし被疑者が電子的に記録されたくない，録音・録画されたくな

いということであれば，録音・録画されない権利というものが被疑者にはあります

ので，その場合には取調べを筆記する，あるいはタイプするという形になります。

しかし，電子的な記録をとられたくないという，その主張についてはしっかり記録

に残します。電子的に記録されたくないという人たちの中には，時間がかかる，考

えさせてほしいということもあるかもしれませんので，その希望についてはしっか



 

 

りと記録をとると。そして，電子的に記録をとるにしても，タイプするにしても，

警察のプロトコルに従って行われます。 
 このプロトコルにはすべての内容が入っておりまして，取調べのすべてをカバー

する内容になっているのがこのプロトコルです。プロトコルの中身はイギリスと同

じです。オーストラリアは言うまでもなく，イギリスで既にすぐれたものがある場

合にはそれをそのまま使わせていただくという国ですので，イギリスが使っている

ものが非常にいいという場合にはそのまま導入します。 
 トレーニングですけれども，刑事のトレーニングには３段階あります。１８か月

あります。まず１か月ごとのトレーニングが６か月ごとにあります。そして１か月

のうち２週間は取調べのトレーニングです。これはハイレベルの刑事，捜査官に対

してです。ＰＥＡＣＥプロトコル，それから取調べのテクニックは新人にも教えま

すので，キャリアを通じて取調べのスキルを学ぶということになります。どのレベ

ルの犯罪にどのようなスキルが必要かということを徹底して教えるわけです。です

ので，それが日常業務の中で実践されることになります。しかし，刑事のトレーニ

ングが新入警察官のトレーニングにプラスして行われるわけです。この刑事向けの

トレーニングの中にはさまざまな実践のプログラムが入っており，非常に集中度の

高いものです。 
 ただ，練習をいくらやっても，実際にはオン・ザ・ジョブで，現場でやるという

ことが何よりもまして有効ですので，現場で取調べをすれば，その腕は上がります。

警察官で何度も取調べを経験している人が一番うまいですよね。やはり取調べは実

践を積むことが第一だと思っています。 
【秋田】  オーストラリアも大変そうですね。では，コロラド州の場合の取調べ

技法，あるいはそれについての訓練がどのようになっているのか，プリーストさん

にお伺いしたいと思います。 
【プリースト】  トレーニング，それから警察官に対する教育の構造を説明しま

すと，イギリスやオーストラリアとは若干異なっております。正式なトレーニング

というのはありません。 
 しかし，警察学校，訓練所，アメリカ，全米についてもそうですし，コロラド州

が特にそうなんですけれども，基本的なレベルでは，取調べのスキルを教えます。

法執行担当者であるならば，まず被疑者に対して話ができなければならない。それ

を基礎訓練としてやります。そして，実践を積んでいくと，その中で，捜査の分野

に適した人材が分かってまいりますので，それを選別します。実際の実務，仕事ぶ

りを見て，犯罪に目が利く人，あるいは現場の証拠をうまく集めるような警察官を

警察官全体のレベルから特定して，彼らを取調官に引き上げていきます。オースト



 

 

ラリアの方がおっしゃっていたように，刑事になる人には基本的な取調べのスキル

が当然備わっていなければならない。その上で実際に取調べを行うことによってス

キルアップしていくわけです。 
 それに適した資質を持っている人を探して，非常にすぐれた取調べの資質がある

警察官には追加的なトレーニングを行います。資質のある刑事をトレーニングに送

って，高度なスキルを学ばせます。実際に取調べをやらせてやるわけです。 
 ですので，イギリスやオーストラリアのような制度として，システムとして発展

したトレーニングのプログラムはありませんが，プロセスとして取調べ能力を高め

るというプロセスはありますし，取調べのスキルを身につけさせるプロセスはあり

ます。 
 法執行官，つまり警察官は，皆，自分は常に取調べをやっているから，自分は取

調べに適しているとみんな思っているわけですけれども，しかし，必ずしも全員が

取調べの資質があるということではないので，警察官の中から取調べの資質がある

人を選んで，一番能力が高そうな，潜在的な能力を持っている人に対してトレーニ

ングを行うというやり方でやっております。 
【秋田】  李先生，韓国の場合はいかがでしょうか，警察官に対する訓練，その

あたりのことがどうなっているのか，実情を御存じであれば，教えていただければ

と思います。 
【李】  私は実務家ではないんですけれども，個人の経歴として，過去，日本に

留学する前までは現場で捜査官として警察官の経歴が約８年間ぐらいあります。そ

の中で６年間ぐらいは取調官で働いていたんです。ある程度警察の信条というか，

この制度に絡む内容もちょっと経験したものがあるので，また，今も警察絡みの警

察大学というところにいるから，お答えできるかもしれないんですけれども，一応

韓国でも，従来，取調べにおける技術というか，スキルをどのように教育したかと

いうと，さっきほかの国も，昔は例えば一般に，ＯＪＴというんでしょうか，現場

で経験しながら学ぶという方法が中心だったんじゃないかと思いますけれども，そ

れ以外にも，一応新規採用のときとか昇進した場合には，各階級段階別の基本教育

とかあるんでしょうね。何か月以上かかるから，その中で，捜査部門の教育がメー

ンになっているし，またその中で，調書の作成方法とか取調べの基本的な技術とか

は練習するんですけれども， 近韓国も，警察庁は２００６年，検察庁は２００５

年から録画が試験実施になっているんですよね。 
 それとの関係でちょっと変わったという部分があるとすれば，昔より警察はその

時期からは映像録画されていることを利用した教育というか，また，映像録画する

ための教育とか，その専門教育課程を１つつくったという特徴があるんですね。そ



 

 

れは２００７年だと記憶しています。一応韓国には普通の警察学校とかでは新人教

育とかが行われるんですけれども，捜査部分を特に専門化するための教育機関が別

にあるんです。全国の捜査官を対象にして，年間５,０００人とか６,０００人ぐら

いの教育が行われている捜査研修院というものがあって，そこで２週間ぐらいの課

程がつくられたんです。その段階で映像録画する技法も身につけるんですけれども，

映像録画を自分が実践してみて，録画されたものをまた見ながら，さっきおっしゃ

ったように評価するとか，チーム別で訓練みたいな感じでする場合もあるみたいで

すね。 
 教育課程としての変化としてはそういうものがあって，もう一つ，警察と検察の

中では，映像録画が始まってからは，もうちょっと技術的に，自白を，また陳述を，

良質な陳述をどのように受けることができるか，習得することができるかというこ

とで，各機関別の研究は結構行われていますね。検察の場合も，四，五年前からず

っと今まで，結構研究チーム，現場の検事とか検察官とか，また一般大学の教授と

か，心理学の専門家とかが一緒に研究チームがつくられて，ずっと何年間研究も続

けられてきたし，警察もそうなっているんですけれども，もう一つは，心理学の修

士号とか博士号をとった人を特別採用して，警察にも３０人ぐらい入っていますけ

れども，その人が実際の現場で連続殺人とかが起こった場合の取調べ過程に直接そ

の人が参加して，このようにすれば，一応プロファイリングの技術もそこに含まれ

ると思いますけれども，行動分析学とか，そのような関係で結構研究している人が

だんだん多くなっているとか，それも１つの影響じゃないかなと思われますけど。 
【秋田】  青木さん，今，取調べの可視化を導入した国における取調べ技法の進

化，あるいはその訓練方法の進化ということについてお話を伺ったんですけれども，

これに比較して日本の場合はどのように見ればいいのでしょうか。 
【青木】  我が国の場合は，一言で言うと，個人的な経験，それも成功体験に頼

り過ぎているということは言えるんじゃないかと思います。取調べという場は，生

身の人間が向かい合って対峙する場面だから，そこには独特の人間的な力が必要だ

と。そこまでは一般論としてよく分かります。ただ，曲がりなりにも我が国の取調

べ技術を支えてきたいろいろな条件は，現代の社会ではかなり変化してしまってい

て，基本的には我々の日常生活を考えればすぐ分かることだと思うんですけれども，

例えばパーソナルコンピュータであっても，携帯電話であっても，嫌だったらすぐ

にシャットダウンしたり，画面を切りかえたりすることができます。そういう中で

暮らしている我々が，以前のような対人折衝能力といいますか，面と向かい合って

相手の本音を引き出していくというような，そういう力が以前のようにあると考え

るほうが私は冷静さを欠いているんだと思います。 



 

 

 おそらく可視化を導入された国は，好むと好まざるとにかかわらず，そういう気

合いで被疑者と向かい合って，ある種自分のコントロールのもとに置いて，そして

供述を引き出していくというやり方が通用しなくなる場面に置かれて，それで必要

に迫られて，先ほど私，コミュニケーションスキルという言葉を使いましたが，コ

ミュニケーションスキルを磨いて，系統立った，いろいろな諸科学の知見を取り入

れた供述を引き出すスキルを磨いていったということなんだろうと思います。私，

何も口当たりのいいことを，もの分かりのいいことを言おうとして言っているわけ

じゃなくて，いい意味で日本の取調官ももう少し洗練されてほしいと希望していま

す。 
【秋田】  どうなんでしょうか。可視化されていくと，そういうことは日本の捜

査機関もできるんでしょうか。 
【青木】  捜査官も含めて，私自身は日本人の勤勉さであるとか環境順応能力を

信じておりますので，それは必ず対応してくれる，あるいは，それなりのまた新し

い技術が出てくるんじゃないかと好意的に考えています。 
 
 現場の捜査官の抵抗を，いかに克服するか 

 
【秋田】  先ほどからのお話の中で，現場の捜査機関の捜査官の抵抗という話が

何回か出てきたんですけれども，我が国の場合実際どうなのかということはあまり

明確にしないまま話を進めてまいりました。ここで，青木さんに，お立場が違うの

で難しいかもしれませんけれども，日本の可視化消極論，あるいは反対論と言って

いいのかもしれませんけれども，そのあたりについてまず御紹介いただけますでし

ょうか。 
【青木】  じゃあ，これは私の意見としてではなくて，私が理解する可視化導入

に反対ないしは慎重という方々の論拠を御紹介いたしますと，一言で言うと，真相

の解明が阻害される，これに尽きると思います。人は，ある種秘密の保たれている

空間，状況で個人的な信頼関係が形成された後にほんとうのことをしゃべるのであ

って，ある種形式的な手続的な原理が支配している場，それがおそらく公開法廷が

その象徴的なものだと思いますけれども，そういう場ではなかなか本音を言わない

のだと。あるいは，積極的に嘘すらつく人もいる。そういう強固な信念といいます

か，それは体験的なものも含まれているのだと思いますけれども，それが一番の根

本にあるんだと思います。ですから，その場に録音や録画が入ってしまうと，人は，

先ほどの表現でいいますと，貝のように口を閉ざして，ほんとうのことを言わなく

なる。すると，犯罪の全容や，例えば組織的な背景のあるような犯罪でも，そのあ



 

 

たりの事情は分からなくなってしまう。今，検挙，解明できているものの何がしか

が失われてしまう。それが反対論の も根幹にある部分だと私は理解しています。 
【秋田】  そこで，今お話のありました可視化消極論，慎重論について，各国の

捜査官の方々の御意見を伺ってみたいと思います。まずコロラドで捜査経験が非常

に長いプリーストさんから，今の日本での消極論についての御意見を伺えればと思

います。 
 
 とにかく，始めること（プリースト氏） 

 
【プリースト】  そうですね。まず，日本における反対意見というのは，実は私

自身がアメリカで体験した反対意見とは全く違っておりません。アメリカの捜査機

関，法執行機関も，実は取調べの可視化に関しては反対しておりました。同じ理由

です。しゃべってくれなくなる，真実が分からなくなる，録音・録画があると正し

い捜査ができないというものでした。場合によっては真実を語ってくれない人はい

るでしょう。また，場合によっては，捜査がうまくいかないこともあるかもしれま

せん。しかし，そういうケースは少数だと思います。ほとんどの事案の場合，真実

の一部，場合によっては全面的に真実を語ってくれるのです。捜査官は，話をする

ときに真実というのは一遍に出てくるわけではないのです。といいますか，少しず

つ真実を語ってくれるのが普通であるわけです。 
 なので， 善の成果が何かと言えば，とにかくやり出すということだと思うんで

す。とにかく始めていただきたいということです。導入さえすれば，その恩恵は必

ず分かります。嘘をつくんじゃないかと，その根拠は当てはまりません。すべての

ケースに当てはまらないからです。確かに一部そういったことはあるかもしれませ

んが，すべての事案で当てはまるわけではありません。アメリカと同じです。それ

が私の個人的な体験です。同じような反対意見がありましたよ。でも，徐々に学習

して，そういった機能を使えるようになる。そして，その恩恵が分かってうまくい

ったというのが我々にとって重要だったと思います。 
【秋田】  ありがとうございます。ミルバーンさん，イギリスの経験から見て，

今の日本の反対論，あるいは消極論についてどのようなご意見をお持ちでしょうか。 
 
 プロセス全体が改善する，使い始めればメリットは分かる（ミルバーン氏） 

 
【ミルバーン】  簡潔に言って，やってみなきゃわからないですよね。私がこれ

まで話をした警察官は，誰も以前の状況には戻り得ないと言っています。すべて手



 

 

書きで筆記しなければならない，そういう昔の状況には絶対戻れないと言っていま

す。つまり，被疑者の供述を録音・録画できない状況にはもう後戻りできないと言

っています。簡単だと彼らは言っています。 
 つまり，すべてプロセス全体が改善すると。裁判所の時間も削減されるし，警察

官は本業である捜査に力を注ぐことができる，被疑者の取調べにばかり時間を費や

すことをしなくて済むようになると言っています。また，大事なこととしては，市

民の信頼，そして警察に対する国民のイメージが改善するということは間違いなく

言えると思います。警察官としては，やはりプロとしての意識を高く持っていかな

ければならない。我々はやるべき仕事をするためにいるわけです。そして，国民を

守るために，市民を守るために，そしてコミュニティを守るために警察官はいるわ

けです。そのためには悪者を退治していかなければならない。しかし，そのために

は，的がずれることがあってはならないわけです。 
 私が警察官になって４年目からこのシステムが導入されたわけです。だから，私

のキャリアの中でもビデオ録画をして取調べをするという経験がほとんどを占めて

いるわけです。それ以外のやり方は考えられません。 
 司法の中で日本がどうすべきかということは，日本独特のカルチャーもあります

から，こうすべきということは言えませんけれども，警察官の経験からいって，私

は強くお勧めしたいと思います。かけてもいいです。もし日本で可視化が導入され

るならば，以前のやり方に戻りたいという意見は少なくなるでしょう。一たん使い

始めればどれだけのメリットがあるかということは皆さん分かってくれると思いま

す。 
【秋田】  ハドソンさんにも同じ質問をしたいと思います。オーストラリアの経

験から見て，日本の消極論，慎重論についてどのような御意見をお持ちでしょうか。 
 
 率先して改革していくこと，それによって国民の信頼を得る（ハドソン氏） 

 
【ハドソン】  やはり警察は特に慎重だと思います。警察というのは常に変化に

対しては慎重です。ただ，電子的な記録を使った取調べというのは，警察の透明性

を高めるためには不可欠であり，コミュニティを守るため，コミュニティの意思を

実践するのが警察ですから，そのためには不可欠だと思っています。 
 ９１年，２０年前に時計を巻き戻しましょう。警察は録音・録画を導入したとき

に，私と同じような現場の人間は若干抵抗を持っていましたけれども，その当時の

警察の幹部は先見の明を持っていたと思って，感謝しています。やはり警察として

自らの将来を決めていかなければならない。外から警察の将来を決められるのが嫌



 

 

ならば，自ら率先してやっていくしかないと思います。 
 ２０年前，警察の当時の幹部が自発的にこのシステムを導入したことによって，

警察に対する批判が減少しましたし，裁判の時間も削減することができましたし，

警察に対する国民の信頼も改善しました。これは英断だと思うんです。そうでなけ

れば，５年後におそらくもっと厳しいシステムを警察に対して政府が課すという流

れになっていたと思います。ですので，警察が関連機関と協調することによって，

自ら率先して変化を導入していく，変革を導入していくと。そして，警察の望まし

い形の将来を自ら築いていくということが重要だと思います。警察に対して上から

何かを強制されるのではなくて。それは絶対警察は嫌でしょうから，警察がイニシ

アチブをとるべきだと思います。 
 オーストラリアで導入されてから２０年経っておりますけれども，警察の当時の

幹部が可視化を導入するという判断をしたということ，これは英断だったと思って

います。非常によかったと思っています。そうでなければ，法律で警察の行動がか

なり縛られるということになったと思います。それが嫌ならば，電子的な取調べの

記録をとる，可視化をするという判断を警察自らが率先して実施することによって

透明性を高めていくべきだと思っています。そのことによって，警察に対して外か

らさまざまな制約が課されることを回避することができると思うわけです。 
 なかなか変化に賛成しない，そういう気風があるということは当然だと思います。

これまでのやり方でもうまくいっているではないかと。ただ，うまくいかない場合

もあるだけの話だと。でも，うまくいかない場合があるからこそ，変化を導入して

いかなければなりません。自らイニシアチブをとって変革を起こしていかなければ，

自分たちとしてどうしても好ましくないものを外から課せられることになってしま

います。それを回避していかなければなりません。 
【秋田】  李先生にも同じ質問をお願いしたいと思います。韓国での状況を御覧

いただいて，日本の消極論についてどのような御意見をお持ちでしょうか。 
 
 
 国民の信頼獲得のために弁護人立会も認める（李氏） 

 
【李】  日本での状況を判断しがたいので，消極論というか，それの根拠につい

てコメントすることは厳しいと思います。一応韓国の例だけを申し上げますと，韓

国でも今，全面的な義務化がされていないので，捜査機関の反対が少なかったとも

判断できるかもしれないし，一方では，裁量でするからこそ，捜査機関がそのよう

な形で自ら導入してやっているということですね。でも，また先月，日本の研究者



 

 

たちが来たときの捜査官たちの話によれば，一応録画されていても，それを意識す

る時間というのはごくわずかで，５分とか１０分ぐらい経ったら，あまり意識しな

くなるという。それは捜査官だけじゃなくて，被疑者とか，映像，録画を行ってい

る参考人もそのような傾向だったという経験談はあったみたいですね。 
 また，警察としてそのような新たな制度ができて警察捜査にいろんな面であまり

にも監視が入ったら捜査ができなくなるのではないかといった懸念が韓国において

もなくはないんですけど，韓国でも，国民から適正化の要求が強かった時期もある

し，その段階からむしろ，画期的にある面では改革的な措置を一応受け入れてみた

らどうかという動きはあるみたいですね。韓国の弁護人立会いもそうですけれども，

捜査機関としては弁護人立会いがある場合には捜査しがたいという意識はあるんだ

と思いますね。でも，捜査機関が今までの適正化に問題があるという国民からの指

摘が多かったので，韓国の場合，自ら立法化の前に，１９９９年から警察は弁護人

立会いを認めているんですね。それは自分が国民から信頼を受けるために努力する

という様子にも評価されると思いますけど，そのような韓国の経験が参考になるの

ではないかと思われます。 
【秋田】  ありがとうございます。さて，青木さん，先ほどは御自身の御意見は

留保していただいた上で，消極論についての御紹介だけいただいたわけですけれど

も，今，各国のお話をお伺いした上で，青木さんの消極論についての御意見をお聞

かせ願えますか。 
【青木】  現実にはさほど高くない蓋然性，危険性をもとにして，制度全般に非

常に慎重といいますか，消極的な態度をとっているという意味において，私は消極

論には賛同できないと個人的には考えています。 
 後に残るのは，欧米の方と話していても，組織犯罪みたいなもので，捜査の現

場の方がおっしゃる突き上げ捜査といいますか，組織犯罪の全容を解明していく，

組織の上位者に捜査を展開していくというような場面において，あるいは反対論者

のような方が言っているような場面というのが出てくるかもしれません。それは私

も理解できないわけではないと思っています。 
 しかし，それは別の制度，別の方法を工夫することによって解消すべき問題なの

であって，そのような場面が抽象的に想定できるからといって，今，可視化につい

て消極的な理由をとるというのは私にはちょっと理解しかねるところであります。 
 １つだけつけ加えます。現在，我が国でやっている可視化の議論というのは，ま

さしく，別に刑事訴訟法を改正しようとか，そういう話ではなくて，今我々が現に

毎日使っている手続法の運用として全過程の可視化をやったらどうでしょうという

話で，努力すればあしたからでもできるレベルの話だと思うんですね。それは先ほ



 

 

ど来議論に出ているように，むしろ不当な捜査の適法性に対する批判とか，そうい

ったものも解消するという意味において，また，制度全体としては非常に大きなメ

リットをもたらすのは，先ほどのプレゼンテーションの中にもありました。一言で

言うと，手続が早くなる，コストダウンにつながる。コストでものを考えるのかと，

ある種功利主義的な側面があって，誤解を招くかもしれませんけれども，コストダ

ウンにつながるのも間違いない。そういったさまざまなメリット，理念的なメリッ

ト，現実的なメリットに十分目を向けずに，人がほんとうのことを話さなくなると

いう一点張りというのはいかがなものかなと現時点では思っています。 
 
 可視化先進国からのアドバイス 

 
【秋田】  それでは，大分時間も押してまいりましたので，我々は，まだまだこ

れから取調べの可視化の実現のためにいろいろなものを乗り越えていかなければい

けませんので，そのあたりについて，可視化を導入してこられた経験を踏まえて，

我々にアドバイスをいただければなと思っています。特に先ほども出てきましたけ

れども，日本のいろいろな捜査文化，取調べ文化のようなものもあります。そのあ

たりも踏まえて，是非これから導入していくということについてアドバイスがあれ

ば，お１人ずつお聞かせいただければと思います。李先生のほうから順番に， 後

プリーストさんまでお願いしたいと思います。 
【李】  アドバイスということまでは至らないと思いますけど。日本と韓国の両

国を比べたら，韓国は録画制度だけではまだ不十分な課題が結構残っている状況で

すね。日本の場合，さっき小坂井弁護士の報告にも見られたんですけれども，去年

からもう既に裁判員裁判対象事件とかでは検察ですべて全過程の録画が実施されて

いるとか，警察も今年からそうなっているということで，結構大きな変化が現在進

行中ではないかなという印象をもったんですね。韓国でも，警察とか捜査機関が，

前は例えば弁護人立会いとか，ＣＣＴＶシステム導入のときとか，録画制度の導入

のとき，すべての現場の警察官がそれに賛成したとは思わないですね。でも，一応

必要だと思って，政策を決める段階でやってみたら，ある程度自信をつけたような

感じもあるようです。だから， 近，要求すれば必ずするという立法案も法務部，

検察も賛成するという段階までは至っているんじゃないかなと思われますね。 
 そのような段階，段階ごとに国の状況は違いますし，刑事裁判の証拠の問題とか，

刑事組織全般の問題とも絡んでくるので，判断しがたいと思いますけれども，いろ

いろな面での実体的真実発見を損なわない限り，人権面での問題とか，そのような

関連で十分な措置がとられたほうがいいんじゃないかなと思われますね。そうなっ



 

 

たら，だんだん日本の制度がもっと発展していくことを個人的にも祈っているし，

時代的にも，実際昔，今の刑事訴訟法の制定のときには，半世紀以上前のときには，

記録媒体が手書きするとかタイピングするしかできなかったかもしれないんですけ

れども，もう今は完全にその場面をそのまま正確に保存できる時代になっているか

ら，将来的にはどの国でも個人的にはそうなっていくんじゃないかなという印象も

持っています。そのような感覚で日本のことがもうちょっと前向きに発展すること

を祈っています。 
【秋田】  ありがとうございます。ミルバーンさん，日本の可視化導入へ向けて

のアドバイスがあればお聞かせください。 
【ミルバーン】  新しいアイデア，あるいは新しい機材を法執行のプロセスに導

入する際，重要な側面の一つは，警察官を十分にそのためにトレーニングしておく

ということです。トレーニングは非常に重要です。そこはしっかりと検討していた

だきたいと思います。検察官，警察官に対して取調べのスキル，それから対人コミ

ュニケーションのスキルをしっかりと身につけてもらうということがまず大事です。 
 私の経験から申しまして，聞く耳を持つ，つまり，被疑者の口から出る言葉一つ

一つに注意を払って聞くということが重要です。どうしても警察官をやっておりま

すと，相手が言っていることを軽視して，自分のストーリーにその話を近づけたく

なってしまうわけです。自分が取調べを受けているわけではない，被疑者を取調べ

ているんだということを認識することが重要です。つまり，聞く耳を持つ，相手の

言っていることによく耳を傾ける，そのスキルを身につけることが重要です。そし

て，プロセスが検証可能な形で透明性の高いものになるということが重要です。警

察官が偏見を持たない，開かれた心で話を聞くということが重要です。捜査のバイ

アスから脱却しなければなりません。 
 警察官としては，殺人事件もあれば，強姦もあれば，児童虐待のケースもあるで

しょう。とんでもない悪人を前に取調べをしているかもしれません。けれども，そ

ういった相手でも，人間関係を築く，ラポール（信頼関係）を築くという努力が必

要です。３件，４件と殺人事件に手を染めている人かもしれません。でも，その人

とも関係を築かなければならないのです。プロとして１人の人間を前にして取調べ

をするというスキル，これはトレーニングをしなければ身につけることはできませ

ん。まずちゃんとトレーニングをするということです。そして，システムの使い方

にも慣れるということです。それをやってみて，どういう改善が見られるか検討し

ていただきたいと思います。ありがとうございます。 
【秋田】  それでは，引き続きハドソンさんからもアドバイスをお願いしたいと

思います。 



 

 

【ハドソン】  これまでの方がおっしゃったこと，すべてそのとおりだと思いま

すが，先ほど申しましたように，プロセスをしっかり整備して，関係者がみんな納

得してくれるようなプロセスにする必要があります。裁判所，弁護人，検察官，そ

して，地域社会に受け入れられるものでなければなりません。おそらくすべての関

係者からコンセンサスを得るというのが一番大変だと思いますけれども，意思の力

さえあれば実現できないことではないと思います。 
 私が見ていて重要だと思うのは，おそらく運用の部分だと思います。実際に設備

が導入されましたら，それを運用することが極めて大変だと思います。９１年にニ

ューサウスウェールズ，シドニーで私は仕事をしておりましたけれども，２年間と

いう移行期を設けました。その２年間の間においては取調べを録音・録画するかと

いうことはオプションでした。手書きでやってもいい，筆記でやってもいいし，録

音・録画してもいいというオプションの時代が２年間あったわけです。警察官の間

では当初，抵抗がありました。そこで自白が多分出るだろうと，証拠もしっかりあ

るし，自白したいという意識が被疑者の側にある場合には，電子的な録音・録画を

やりました。ただ，当時，それ以外の事件については筆記を続けていたわけです。

ある期日を決めて，その日からはすべての取調べを電子的に録音・録画するという

のはかなり厳しいです。設備も必要ですし，慣れる，親しむということも必要です

ので，１８か月，つまり１年半から２年ぐらい移行期を設けることが重要だと思い

ます。つまり，２年間の間は警察官に対して，録音・録画しても，しなくてもいい

というオプションを与えるわけです。その後，みんなが納得した上で，録音・録画

したほうがやりやすいということで，すべての取調べを録音・録画するということ

になったわけです。 
 録音・録画すればタイピングする必要がない。それが非常に簡単であるというこ

とがわかって，これはメリットかあると。録音・録画しても口を閉ざすことはない，

自白するべき被疑者は自白してくれるということが分かってきた。それまではいろ

んな批判が録音・録画にはありましたけれども，この移行期を経て，ニューサウス

ウェールズ１３０か所においてすべての録音・録画設備が導入されました。そこか

ら録音・録画の歴史が始まったわけです。それは全部警察官が率先してやった，警

察がイニシアチブをとって率先してやったと，自発的に自ら率先してやったという

ことが極めて重要な要素だったと思っています。なぜならば，捜査は警察官が主導

して行われるからです。 
【秋田】  じゃあ，プリーストさんも，我々に対するアドバイスがあれば，よろ

しくお願いします。 
【プリースト】  プレゼンテーションの中でも申し上げましたけれども，１９６



 

 

６年６月３０日，アメリカの 高裁によって米国の捜査機関，法執行機関は，身体

拘束下の被疑者に対して，権利を伝えなければならなくなったのです。捜査機関は

それを嫌いました。でも，法律で定まったからということで提供してきました。こ

のミランダ警告が法執行の文化の一部となったわけです。ちゃんと逮捕時にミラン

ダ警告をするというのは，もはや当たり前のことになったのです。これが日常茶飯

事のこととなりました。 
 さて，可視化が導入されたときに， 初に確かに同じような抵抗がありました。

しかしながら，利用し始めると，これは取調べの記録をとるすばらしい方法だと思

うようになったのです。そして，その結果，新しい方法にだんだんなじんでいきま

した。こうやって我々が集まって，それについて話をしていること自体，これは決

して消え去ることはないでしょう。これからもこのテーマについて皆さんは議論を

続けるのだと思いますが，この議論の後どうするのかということです。次の一歩を

踏み出すんでしょうか。何か新しいものに我々は突き進んでいくのかということで

すよね。 
 なので，私のアドバイスとしては，慎重に検討してください。そして，うまくい

く部分というものをちゃんと特定してください。でも，いずれはおそらく踏み出し

てやろうということになるんじゃないでしょうか。 
【秋田】  具体的なアドバイスありがとうございました。でも，アドバイスを受

けただけではだめです。青木さん，アドバイスの内容をちゃんとまとめて，我々が

どうすべきなのかについてお話をお聞かせください。 
 
 具体的な制度設計の時期（青木孝之氏） 

 
【青木】  任が重いですが，ちょっとしゃべってみます。どのようにすべきかと

いう問いに対しては，具体的な制度設計の議論を始めるべきだとお答えしたいと思

います。これは私自身が大変新鮮な驚きだったのですが，きょうこのシンポジウム

を経験して，４方のお話の中に，我々が可視化と呼んでいる制度ないし運用のすべ

ての論点が出てきているように聞きました。対象事件の範囲をどうするか。そして，

それは判例でやるのか，立法でやるのか，警察の自主的な運用，ある種の捜査規範

としてやるのか。ミランダ・ルールに代表される供述拒否権との関係をどう考える

のか。弁護人立会権との関係をどう考えるのか。それから，被疑者に録音・録画す

るということの選択権ないし拒否権を与えるのかどうか。それから，録音や録画を

することがほんとうに自由な供述の障害になるのか。録音・録画した記録媒体その

ものが証拠になるのか。どのように扱われるのか。あるいは，供述調書の扱いはど



 

 

うなのか。 
 すべての問題がきれいに出てきていて，整理すればすぐにＡ案，Ｂ案，Ｃ案みた

いな具体的にプランニングに入れるんじゃないかとすら思いながら聞いておりまし

た。ですから，たたき台をつくって，そろそろ具体的な議論をする時期に来ている

のではないかと思います。 
 後に，もう一つだけ，新鮮な驚きを付け加えさせてください。前にいらっしゃ

る４人のプレゼンテーターは，いずれも警察実務家出身である。ですから，どうで

しょうか。やっぱりタフガイに見えますね。世界中どこでもポリスは，犯罪を憎み，

犯罪を追いかけ，治安を維持しようと。それは全世界中どこでも変わらないんだと

思います。 
 しかし，警察実務家出身の，それぞれ制度も文化も違う方たちが，やってみたら

いいものだとすぐに分かるよと口をそろえておっしゃっているというのは，それは

私は偶然の符合ではないし，ましてややらせではないと思いたいと思っています。

そのことが私にとっての非常に新鮮な驚きの一つでした。以上にさせていただきま

す。 
【秋田】  ありがとうございました。まだまだお話をお伺いしたいところであり

ますけれども，ちょうど時間が来たようです。これでパネルディスカッションを終

わらせていただきます。ありがとうございました。 
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