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第１ どうして取調べの可視化（かしか）が必要なのでしょうか

日本の警察や検察での取調べは，密室で行われています。

そこには，弁護人は立ち会えません。検察でのごく一部の取調べ

を除いて，取調べの状況が録画・録音されることもありません。

そして，日本で，取調べの結果作成される供述調書（刑事訴訟法

では 「供述録取書」といいます）は，被疑者が，一人で説明した，

かのような文章になっています（一人称独白型物語式調書 。たと）

えば，次のようなものです。

私は，喧嘩になって， のことが，憎くて仕方なくなり， を殺Ａさん Ａさん

してやろうと思いました。そこで，手にしていたナイフを， の胸めがＡさん

けて，思い切り突き刺したのです。もちろん，ナイフで， の胸を思Ａさん

い切り突き刺したりすれば， が死んでしまうだろうということはよくわＡさん

かっていました。

， ， 。しかし この文章は 被疑者が自分で話したものではありません

実際には，次のようなやり取りで作成されたものかもしれません。

取調官 君は，どんなつもりで を刺したんだ。Ａ

被疑者 と喧嘩になり，興奮していたので，自分でもよくわかりまＡさん

せん。でも， を殺そうというつもりはありませんでした。Ａさん

実際，喧嘩などでは，とっさにナイフで防衛することもあります

し，人を刺したときに，殺すつもりがあったかどうかなど，考える

余裕もないことはあり得るでしょう。しかし，日本の取調官は，こ

のようなやりとりだけで，まず納得してくれません。次のようなや

りとりが続くことになるのです。

取調官 わからないことはないだろう。君は， の胸を刺しているんだ。Ａ

胸を刺しているんだから，当然 が死ぬと思っただろう？Ａ

被疑者 いいえ。そんなことを考える余裕はありませんでした。

取調官 いい加減にしろ! 胸を刺せば人はどうなる？

被疑者 ……。

取調官 死ぬだろう？

被疑者 ……そうかもしれません。

取調官 そのことはわかるな？
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被疑者 ……はい。

以上のようなやり取りをもとに，取調官は，まるで被疑者が，自

らすらすらと殺意を認めたかのような調書を作文してしまうので

す。

これは大変おかしなことです。被疑者が，殺意を否定したのであ

， ， 。れば その言い分を そのまま記録に残すべきではないでしょうか

取調官が，どのような質問をしたのかも，記録に残すべきではない

でしょうか。怒鳴ったのか，それとも優しく問いかけたのかなど，

取調官が，どのような言い方をしたのかも，記録に残すべきではな

いでしょうか。

ところが，密室で取調べが行われている日本では，そのような取

調べの生々しいやりとりは，全く残りません。その代わりに，取調

官によって作文された独白型の物語だけが，供述調書として残され

るのです。

このような調書が刑事裁判の証拠になれば，裁判を誤らせてしま

。 ， ，う可能性が高いと言うべきではないでしょうか 実際に 日本では

戦後たくさんの冤罪事件が起こっていますが，その冤罪事件のほと

んどで，自白調書が作文され，証拠として使われてしまっているの

です。そして，現在も，密室の取調べでの虚偽自白から冤罪が生み

出されている現実があり，違法・不当な取調べの発覚も後を絶ちま

せん。刑事裁判において，取調べでは自分の言い分を聞いてもらえ

なかった，言いもしないことを調書に書かれてしまった，という訴

えは，今なお後を絶たないのです。

また，調書に書かれたことが本当かどうかをめぐって，延々と裁

判が続くことも，まれではありません。 年までには，一般の2009
市民が刑事裁判に参加する裁判員裁判がスタートしますが，調書が

正確かどうかのために，長々と裁判をすることになったら，裁判員

の負担は，大変なことになります。

さらに，憲法３１条の適正手続の要請から，捜査も当然適正に行

われなければならないことはいうまでもないことです。暴行・脅迫

・利益誘導など違法な取調べは排除されなければいけません。しか

し，密室の中で，取調べにおいて暴行・脅迫・利益誘導などがあっ

たかなかったかを，供述調書から判断することは容易ではありませ

ん。

このような問題を解決するのは，簡単なことです。取調べのすべ

てを録画・録音すればよいだけです。日弁連は，警察や検察の取調

べをすべて録画すること これを「取調べの可視化」と呼んでいま（
か し か
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平成 年 月 日小泉純一郎総理大臣により衆議院に提出された「衆議院議*1 15 1 28
員植田至紀君提出取調べの可視性確保，密室性排除のための『録音・録画』の

導入に関する質問に対する答弁書 。」

す を提言しています。）

私たちは，ごく当たり前のことを提言しているにすぎません。現

在の技術では，取調べのはじめから終わりまで，そのすべてを録画

することは容易で，大きな費用もかかりません。実際，海外では，

多くの国や地域で，すでに取調べ全部についての録画・録音が実施

されています。

ところが，日本の政府，捜査機関は，この取調べの可視化(取調

べの全過程の録画)に，徹底的に反対しています。

どうしてでしょうか。その反対の理由は，正しいのでしょうか。

「 」 ， 。今からこの 可視化反対論 について 考えてみたいと思います

第２ 取調べの可視化反対論の主張

それでは，日本政府などが取調べの可視化（取調べの全過程の録

画）に反対する理由を見てみましょう。

１ 「信頼関係構築」論・「反省悔悟」論

まず 「信頼関係構築」論・ 反省悔悟」論と言うべきものが反， 「

対理由とされています。

たとえば， 年 月に，小泉純一郎首相（当時）が，国会議員2003 1
からの質問に対し，正式の政府見解として，書面で答弁した内容で

す。

捜査機関は，刑事事件の真相解明を十全ならしめるため，被疑者

との信頼関係を築いた上，極めて詳細な取調べを行っている実情に

あ り ， このよ うな実情の下で取調状況の録音 ・録画を義務付けた場

合，取調状況のすべてが記録されることから被疑者との信頼関係を

築くこ とが困難になるとと もに，被疑者に供述をためらわせる要因と

*1なり，その結果，真相を十分解明し得なくなるおそれがある。

， ，要するに 取調官が被疑者に本当のことを話してもらうためには

信頼関係を築かなければならないが，録画をされていたりすると信
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松尾邦弘検事総長の週刊法律新聞平成 年 月 日第 号のインタビュー*2 16 7 23 1596
記事。

頼関係が作れなくなってしまう，ということです。

また， 年，松尾邦弘検事総長（当時）は，新聞のインタビ2004
ューで次のように述べています。

日本の刑事司法というのは，やはり被疑者を取り調べて，事実関係を

究明し，被疑者がそれを認めて頭を下げて，それで初めて反省，悔悟と

なり，それが矯正，保護につながっている。その中で，取り調べというもの

は非常に大事です。そこでの相対での取り調べを基本にして，捜査側と

被疑者との間のさまざまなやり取りの中で，事実関係を究明し，犯罪を犯

している者が罪を認めて反省，悔悟となっていくというプロセスは，衆人環

*2視のオープンな形の中では，なかなか実現しない。

これも｢信頼関係構築｣論とよく似た主張です。要するに，取調べ

が録画されていると被疑者との間に信頼関係が作れない，というの

と同じように，取調べが録画されていたりすると，被疑者が反省・

悔悟ができない，というのです。

２ 「精密司法」論

それから，捜査機関側からは，日本の司法は「精密司法」である

から，取調べの可視化をすべきではないという主張もよくなされま

す。たとえば，法務省官僚（検察官）が，イギリスと日本の刑事手

続を比較した論文の中で述べた，次のような主張です。少し難しい

表現ですが，引用してみましょう。

英国の刑事司法は，いわゆる精密司法と対比して大まかな司法

（ラフ ・ジャスティス ）であると言われる。この点が，我が国の刑事司

法との最も大きな違いと思われる。……我が国の実体法や手続法

の構造上，検察官が厳格な立証をしなければならない対象は，犯

人性のほか，行為態様等の構成要件の客観面だけでなく ，犯意，

犯行の目的，共犯者との共謀等の主観的要素にも及ぶ上，犯行の

態 様や犯意の発生時期等の いかんによ り異なる構成要件に 該当

する場合もあ り ，更には法定刑の幅が広いため，構成要件に該当

する事実のみならず ，犯行に至る経緯，犯行の動機，犯行後の状

況等の情状に関する事実をも立証しなければ適正な量刑を得るこ
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*3 56 6 71山上圭子「英国における取調べの録音制度について」法律のひろば 巻 号

頁

と ができないが ， これの事項を解明するためには取調べ ，特に 被

疑者の取調べは必要不可欠である 。しかも ，英国に比較して捜査

手段が限定されているこ となどからも ， これらの広範な事項を解明

するためには，必然的に取調べ，特に被疑者の取調べを重視せざ

るを得な い 。……このよ うな実情の下で，仮に取調べの録音 や録

画を義務付ける制度を導入すれば，取調官が被疑者等との信頼関

係を築くことが困難となるとともに，被疑者等に供述をためらわせる

要因とな り ，その結果，真相を解明することが困難となるおそれが

あるが，それが被害者を始めとする国民が求める刑事司法と言える

*3のかどうか疑問である。

先ほどの 信頼関係構築 論と基本は同じですが ここでは 精「 」 ， ，「

密司法」という言葉が付け加わっています。実際，日本は「精密司

法」だという言い方が良くなされます。要するに，日本では検察官

は，詳細な内容を精密に立証しなければならないから，取調べを重

視しなければならない，だから取調べの可視化は疑問である，とい

うのです。小泉首相（当時）の答弁の中にも 「捜査機関は，刑事，

事件の真相解明を十全ならしめるため……，極めて詳細な取調べを

行っている」という表現が出てきました。

３ 「供述人保護」論

３つ目の反対の理由は 「供述人保護」論とでもいうべき考えで，

す。たとえば，国会で政府参考人は次のように述べています。

暴力団事犯などの組織犯罪等におきましては，末端の構成員である

被疑者が，取り調べにおいて，取り調べ官の説得に応じて組織の実態

や首謀者からの指示の状況なども含めて供述する場合でも，組織による

報復を恐れて供述調書に録取しないように頼んでくることもございます。

しかし，このような場合でありましても，その被疑者の供述内容を元に

他の証拠を収集することが可能となり，その結果，捜査を大きく進展させ

ることが出来る場合もあるものと承知しておりますし，また，委員御指摘

のとおり，今お話しするけれども調書の作成は待ってくれということを頼

んでくることもございまして，そういう場合には，今申しあげたような，捜

査を尽くして，その上で機を見て本人の承諾を得て，その後そのときに
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平成 年 月 日に開かれた衆議院法務委員会における政府参考人樋渡利秋*4 16 4 20
法務省刑事局長（当時）の発言。

本江威憙「取調べの録音・録画記録制度について」判例タイムズ 号 頁*5 1116 4
前掲注 ・答弁書*6 1

*4調書を取るということは間々あることだというふうに思っております。

元検察官が書いた論文にも ，供述を得ることが，困難になる具*5

体的な例として 「組織による報復を恐れて供述が調書に録取され，

ることを拒む被疑者」や「自分が 初に自白した事実が分からない

ように 「供述調書の作成時期だけは他の共犯者よりも遅くするよ」

うにして欲しいと希望する者」さらに 「供述調書による事実認定，

が行われることも納得していながら，衆人環視の公判廷では立場上

否認せざるを得ない被告人」などがあげられています。そして「捜

査段階における供述の状況が生の形で公判で再生されることが予想

される，録音記録制度の下では，このような立場の被疑者が取調官

， 。に対して真実の供述をすることは およそあり得ないことであろう

これは，この種の事件の捜査にとって致命的な問題である」などと

述べています。

４ 「刑事司法手続全体」論=「海外比較不適当」論

さらに４つ目の反対理由として，次のようなことも言われていま

す。先に紹介した小泉首相（当時）の答弁は，こう述べています。

「取調状況の録音・録画等被疑者の取調べの在り方については，広く

我が国の刑事訴訟制度全体の枠組みの中で慎重に検討すべき事柄であ

り，刑事訴訟制度が異なる我が国と諸外国とを単純に比較することは適

*6当でないと考えている」

この点，先にみた元検察官の論文では，次のように述べられてい

ます。

「……録音記録制度は，取調による真相解明を著しく困難にするととも

に，公判審理にも重大な影響を与えることとなるが，このことはまさに，こ

の問題が単に裁判員制度下における証拠調べという，一部の問題に留ま

るものではなく，我が国の刑事司法における捜査の在り方，さらには，そ

れを中心とする刑事司法全体の構造にかかわる問題であることを示して

いる。……我が国の刑事司法がその使命を果たすためには，取調べによ
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る真相の解明が極めて重要な位置を占めているのであり，録音記録制度

によって，そのような取調べの機能が大きく阻害されることとなる以上，そ

のような捜査の在り方，さらには訴追および公判審理の在り方，刑罰法令

適用の在り方，これらを包含する刑事司法の構造全体を抜本的に見直す

か否かを問題としなければならない。具体的には，訴追に必要とされる証

拠の基準その他の捜査・訴追の在り方，黙秘権の在り方を含めた被疑者

・被告人の供述の取扱いの在り方，取調べを行わないで真相に迫ること

を可能とする捜査手法（おとり捜査の一般化，刑事免責制度の導入，通

信傍受の拡大等）の許容，情況証拠による事実認定を適切に行うための

方策，犯罪事実の認定と量刑との関連についての実体法，手続法の在り

方など，様々な問題の検討が必要である。……録音記録制度の導入は，

こうした刑事司法全体の枠組みの中で検討されなければ，全体としての

バランスを保っている我が国の刑事司法システムの機能を大きく損ない，

重大犯罪の検挙・摘発が激減し，我が国の治安を不可逆的に悪化させる

*7危険があると考えられる」

５ 「治安悪化」論

５つめの反対理由は 「治安悪化」論ともいうべきものです。上，

記の論文でも 「 取調べの可視化をすると）我が国の治安を不可， （

」 。 「 」逆的に悪化させる危険がある としています 中には 危険がある

にとどまらず 「取調べの可視化を導入すれば，治安の悪化は必至，

*8である」とまで断言する議論もあります。

６ 小括に代えて

取調べの可視化反対論の論拠がいくつか出てきました。それぞれ

の論拠は，相互に関係していますので，厳密に区別することは難し

いのですが，大きく分けると次の５つになります。

① 「信頼関係構築」論・ 反省悔悟」論「

② 「精密司法」論

③ 「供述人保護」論

④ 「刑事司法手続全体」論

⑤ 「治安悪化」論
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これらの論拠は，いずれも取調べを可視化したら被疑者が真実を

話さなくなり，真相の解明ができなくなる，という点では共通して

います。

では，これらの主張は正しいのでしょうか。私たちは，間違って

いると考えています。以下に，私たちの反論を明らかにしたいと思

います。

第３ 取調べの可視化反対論は正しいのでしょうか

今も述べましたように，私たちは，取調べの可視化（取調べの全

） ， 。過程の録画 に反対する主張は 全く間違っていると考えています

その理由を明らかにするために，まずいくつかの事例をご紹介した

いと思います。

１ 過去の密室弊害事例

（１）４つの死刑・再審無罪事件

戦後には，死刑が確定し死刑囚となった人について，その後裁判

のやり直し（再審）によって無罪が言い渡された事件が４件ありま

す。免田事件 ，財田川事件 ，松山事件 ，島田事件 の４事*9 *10 *11 *12

件です。

これらの事件では，拷問，脅迫，利益誘導など警察による強引な

取調べによって 「死刑囚」とされた無実の人に「自白」が強要さ，

れました。

いずれの事件でも 「死刑囚」とされた無実の人たちからは，２，

８年から３４年という，とてつもなく長い時間・人生が理由なく失

われたのです。

死刑事件以外でも，著名な再審無罪事件があります。

① 免田事件

年，熊本県人吉市で発生した祈祷師夫婦殺害事件（娘２1948
人も重傷）で，強盗殺人容疑で逮捕・起訴された当時２３歳の免
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田栄さんは，２日間食事を与えられず，警察から殴る・蹴るの暴

行をともなう過酷な取調べによって犯行を自白させられました。

その後，裁判で無罪を争うも認められず， 年に熊本地方裁1950
判所人吉支部で死刑判決を受け， 年 高裁判所での上告も1952
棄却され，一旦死刑が確定しました。

しかし， 年の第６次再審請求によって熊本地方裁判所八1979
代支部は再審開始決定をなし， 年，同裁判所は，事件発生1983
から３４年６ヵ月を経て，免田さんにアリバイが成立するとして

無罪判決を言い渡しました。

免田事件は，わが国ではじめての死刑囚の再審無罪事件となり

ました。

免田事件再審弁護団は次のように言葉を残しています 「警察。

は二つの大罪を犯した。一つは，一人の無実の人間を死刑台に送

ろうとしたこと もう一つは 真犯人を永久に取り逃したこと で， ， （

ある 」）

② 財田川事件

年，香川県三豊郡財田村（現 香川県三豊市）で闇米ブ1950
ローカーの男性が殺害された事件で，強盗殺人容疑で逮捕・起訴

された当時１９歳の谷口繁義さんは，警察の約２ヶ月にわたる殴

る・蹴るの暴行，脅迫をともなう過酷な取調べによって犯行を自

。 ， ，白させられました その後 裁判で無実を主張するも認められず

年に高松地方裁判所丸亀支部で死刑判決を受け， 年1952 1957
高裁判所での上告も棄却され，一旦死刑が確定しました。

しかし， 年，高松地方裁判所によって再審開始決定がな1979
され， 年，同裁判所は，事件発生から３３年１１ヶ月を経1984

， 。て 谷口さんにアリバイが成立するとして無罪を言い渡しました

一審での裁判を担当し死刑判決書に名を連ねた矢野伊吉元裁判

官が，後に谷口さんの無罪を確信して裁判官を辞職し，谷口さん

の弁護士として再審請求を行ったことはよく知られています。

なお，谷口さんと共犯とされて同じく死刑判決を受けていた男

性は， 年にすでに他界してしまっていました。1983

③ 松山事件

年，宮城県志田郡松山町（現 宮城県大崎市）で一家４1955
人が殺害された後，家が放火された事件で，殺人・現住建造物放

火の容疑で逮捕・起訴された当時２４歳の斉藤幸夫さんは，連日

にわたる警察による厳しい取調べによって何度も自白させられ，
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自白した後に否認するも，また自白させられるということを繰り

返されました。その後，裁判で無実を主張しましたが， 年，1957
仙台地方裁判所で死刑判決を受け， 年 高裁判所での上告1960
も棄却され，一旦死刑が確定しました。

しかし， 年，仙台地方裁判所によって再審決定がなされ，1979
年，同裁判所は，事件発生から２８年７ヶ月を経て，斉藤1984

さんの自宅の布団に付着していたとされる血痕は警察によって捏

造されたものと判断し，斉藤さんに無罪を言い渡しました。

斉藤さんは，留置場で一緒になったある男性から「警察では犯

行を認めて，裁判で争えばいい」と「アドバイス」を受け自白し

ましたが，その男性は警察からそのように斉藤さんに言うように

手回しされていた，ということも明らかになりました。

④ 島田事件

年，静岡県島田市の寺の境内で６歳の女の子が行方不明1954
となり，山林で遺体となって発見された事件で，強姦致傷・殺人

の容疑で逮捕・起訴された当時２５歳の赤堀政夫さんは，警察に

よる拷問を伴う連日の厳しい取調べに耐えかねて犯行を自白させ

られました。その後，裁判での戦いもむなしく， 年に静岡1958
地方裁判所で死刑判決を受け， 年 高裁での上告も棄却さ1960
れ，一旦死刑が確定しました。

しかし， 年の第４次再審請求の抗告審である東京高等裁1986
判所は再審開始決定を出し， 年，静岡地方裁判所は，事件1989
発生から３４年８ヶ月を経て，赤堀さんと犯人の同一性に関する

鑑定結果を信用できないものと判断し，赤堀さんに無罪判決を言

い渡しました。

この事件では，実は，目撃証人が警察に語っていた犯人像は赤

堀さんとは全く違うものでした。警察の強引な捜査により，赤堀

さんは３４年８ヶ月という気の遠くなるような年月を失ったので

す。

⑤ 死刑事件以外の再審無罪事件

年，青森県弘前市で大学教授夫人が殺害された事件で，1949
殺人の容疑で逮捕・起訴された那須隆さんが懲役１５年の判決を

受けた（確定）後に，真犯人が名乗り出て再審無罪となった事件

（弘前大学教授夫人殺人事件）や， 年，徳島県徳島市でラ1953
ジオ販売業の男性が殺害された事件で，殺人の容疑で逮捕・起訴

された冨士茂子さんが懲役１３年の判決を受けた（確定）後に再
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審無罪となった事件（徳島ラジオ商殺し事件）など，有名な再審

無罪事件があります。

那須さんは服役を終えた後にやっと再審手続を受けられ，冨士

さんは，再審決定を待たずに亡くなりました。

（２） 近の事例

このように４つの死刑・再審無罪事件を挙げると，古い事件だか

らではないか，という反論もでてきそうです。しかし，このような

自白強要は，決して過去の出来事ではありません。残念ながら，４

つの再審無罪判決後も，抜本的な制度改革は何一つなされることな

く，密室での取調べは温存されてしまいました。そして，今でもな

お，密室で行われる取調べの中で，自白強要が繰り返されているの

です。

いくつかのケースをご紹介しましょう。

① ケース１ 松本サリン事件

ある殺人事件で被疑者とされて，警察の取調べを受けたＫさん

のお話です。

その人（取調官）はいきなり私に対して，「姿勢を正せ」，こんなふう

に言うわけです。私は反発しました。……そうしましたら，いきなり私を

指さして「お前が犯人だ」というわけです。「おまえは亡くなった人に申

しわけないと思わないのか。おまえの 年間の生活，警察はみんな４４

分かっている。さっさと自分がやったことを認めろ」，こういう自白の強

要が始まったわけです。約 分間，何を言っても聞く耳をもたないの４５

です。ただ，ただ罪を認めろ，それの繰り返しです。……私は抗議した

のです。「こんなことが許されるのか」と言ったわけです。そうしました

ら，その担当の刑事さんは「これも捜査の手法だ。 ，あんたの潔Ｋさん

白はあんたが証明するしかないんだ」，こういうふうに説得してきたわけ

です。そのときは私は「そうか，自分の潔白を自分で証明していかなけ

ればいけないんだ」と思って，引続き事情聴取を続けたわけです。

その後の事情聴取では，例えば利益の誘導，「 ，子どももいＫさん

るだろう。今ここで認めたら過失致死にする。認めなければ殺人罪

*13だ」，こんなことも言われたわけです。
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松山地方裁判所宇和島支部平成 年 月 日判決・判例時報 号 頁*14 12 5 26 1731 153

取調官が，Ｋさんを犯人と決めつけて，自白をとろうとしてい

ることがよく判ります。単なる強要だけでなく 「過失致死にす，

る」などという，甘言，利益誘導がなされています。取調官は，

ここまで決めつけているのですから，Ｋさんが犯人であるという

強い確信があったのでしょう。そして，このような取調べも「捜

査の手法」として許されると考えているようです。

この強い確信は，正しいものだったのでしょうか。

1994 8とんでもありません。実は，このある殺人事件とは， 年

月に起こった松本サリン事件，ここで被疑者として扱われている

「Ｋさん」は，河野義行さんなのです。言うまでもなく，松本サ

， 。 ，リン事件の真犯人は オウム真理教の信者たちです 河野さんは

犯人どころか，この事件の被害者だったのです。

② ケース２ 宇和島事件

次に，ある窃盗事件の判決を引用してみましょう。

判決中に「平成 年」とあることからわかるように，松本サ11
リン事件よりさらに５年後の 年に起こった事件です。否認1999
していた被告人が自白に転じるまでの場面についての認定です。

警察官は，平成 年 月 日，被告人方及び被告人所有の普通11 2 1
乗用自動車の捜索を開始するとともに，同日午前 時 分，被告人7 58
を宇和島警察署に任意同行し，取調室において取り調べた。取調べは

同日午後零時まで続けられたが，被告人は「やっていません。」との言

葉を繰り返し，本件犯行を否認した。

昼食後の同日午後 時から取調べが再開されたが，被告人は午前1
中の取調べに引き続き否認していた。そこで，警察官は，机を叩くなど

しつつ，「証拠があるんやけん，早く白状したらどうなんや。実家の方に

捜しに行かんといけんようになるけん迷惑がかかるぞ。会社とか従業員

のみんなにも迷惑が掛かるけん早よ認めた方がええぞ。長くなるとだん

だん罪が重くなるぞ。」等と述べて，被告人の供述を促した。

被告人は，同日午後 時ころ突然号泣し「誰も自分の言うことは信じ2
*14てくれない。」と述べた後，その供述を自白に転じた。

ここでも，警察官は，河野さんの例と同じように，被告人が犯
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鹿児島踏み字事件の国家損害賠償訴訟（鹿児島地裁平成 年（ワ）第 号*15 16 263
16 6 30 11において，被告鹿児島県から提出された平成 年 月 日付第一準備書面

頁。

人であると決めつけて自白を迫っていることがよくわかります。

結局被告人は，実家への捜索を匂わされたり，罪が重くなるぞ，

などと脅迫されて自白に転じています。任意同行からわずか６時

間後のことでした。この警察官も被告人が犯人であると確信して

いたことは間違いありません。この確信は，正しかったでしょう

か。

実は，この確信も全くの誤りでした。この判決は，宇和島で起

こった有名な冤罪事件（宇和島事件）の無罪判決の一部です。こ

の宇和島事件では，別の真犯人が現れました。被告人は，全く虚

偽の自白をしていたのです。検察官は，公判の途中で慌てて被告

人を釈放し，異例の無罪の論告をしました。しかし，被告人は，

この虚偽自白をきっかけに，釈放まで１年以上にわたり，身体を

拘束されてしまったのです。

③ ケース３ 鹿児島踏み字事件（志布志事件）

さらに 近の事例を見てみましょう。今度は，ある民事訴訟で

提出された書面からの抜粋です。

警部補が， の用紙 枚にそれぞれ「 ，お前をそういう息子にＨ ３ ＹA4
育てた覚えはない □□」，「じいちゃん，早く正直なおじいちゃんに

なってください △△」，「娘をこんな男に嫁にやったつもりはない」と

桃色蛍光ペンで書いて原告の足下に置いたことは認め，原告の義父

「○○」の名前を書いたことは否認する。

原告が 警部補と視線を合わすことなく，首を曲げて下を向いた状Ｈ

態であったことから，真摯に反省し，本当のことを話してほしいという気

持ちを原告の視覚に訴えるため，当該用紙を原告の視線の先である足

下に置いたものである。

「そして， は原告に『反省しろ』……無理やり複数回踏ませた。」のＨ

うち， 警部補が原告の左右の足首を両手で軽く持ち上げて， のＨ A4
用紙 枚のうちの 枚においたことは認め，その余は否認する。３ １

当該行為は 回だけであり，原告が足に力を入れて抵抗することも１

なく，嫌がるのを強いて足を置いたものではない。（中略）

Ｈ警部補の行為は，原告に真摯に反省を促し，事実を正直に話して

*15ほしいとの熱心さから出たものである。
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一読して，異様な情景であることがお分かりいただけると思い

ます。警察官が 「原告」を侮辱する書面をわざわざ書いて，そ，

の足下に置いたというのです。それだけではありません。警察官

が，原告の足を持ち上げて，その書面を踏ませたというのです。

お分かりだと思いますが，これはある刑事事件の取調べの場面

です。鹿児島で，多くの人が被疑者として検挙された公職選挙法

違反事件において，鹿児島県警が否認する被疑者に自白を迫った

場面なのです 「踏み絵」ならぬ「踏み字」をさせたのです。私。

たちは 「鹿児島踏み字事件」と呼んでいます。このような屈辱，

的な取調べに対して，後に国家賠償訴訟が提起されました。引用

したのは，被告鹿児島県からその訴訟に提出された準備書面の一

部です。原告が主張する「踏み字」取調べは，あまりに特異で，

実際に経験した人にしか語れない内容だったからでしょう。被告

も，その事実を認めざるを得なかったのです（但し，原告によれ

ば，被告が認めるよりも，もっとひどい取調べが行われていたと

いいます 。）

この「踏み字」は，あまりに屈辱的で，精神的な拷問というほ

かありません。しかし，このような取調べは，何年も昔に行われ

たというわけではありません。 年の取調べで行われたので2003
す。２１世紀にもなって，このような取調べが行われていること

に驚かざるを得ませんが，警察側は，このような取調べを「真摯

に反省を促し，事実を正直に話してほしいとの熱心さから出た」

などと，正当化しようとしているのです。

その後， 年 月 日，鹿児島地方裁判所は「特に本件踏2007 1 18
み字においては，その取調手法が常軌を逸し，公権力を笠に着て

原告及び原告関係者を侮辱するものであり，これにより被った原

告の屈辱感など精神的苦痛は甚大といわざるを得ない」と判示し

て，鹿児島県警の取調べの違法性を認め，県の損害賠償責任を認

めました。

また，本件公職選挙法違反事件について， 年 月 日，2007 2 23
鹿児島地裁は被告人１２人全員に無罪判決を言い渡しました。

無罪判決は，その取調べについて「連日のように極めて長時間

の取調べを受け，取調官から執拗に追及されたため，苦し紛れに

， 」供述したり 捜査官の誘導する事実をそのまま受け入れたりした

「自白した被告人らの主張するような追及的・強圧的な取調べが

あったことをうかがわせる 「他の被告人らの供述と辻褄を合わ」

せるために，押し付け的，誘導的な取調べが行われたことが顕著
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にうかがわれる」等と判示しています。

もっとも，本件において裁判所は自白調書の任意性を認めた上

で信用性を否定したのですが，取調べの全過程が録画されていれ

ば，そもそも虚偽自白が生み出されることなどなかったでしょう

し，仮に万が一自白がなされたとしても，自白の任意性が認めら

れるなどという判断はできなかったことでしょう。

④ ケース４ あるけん銃殺人事件

いくつか自白の強要を見てきました。少し違った角度から，密

室の弊害を見てみましょう。以下は， 年に，ある都市で実1999
際に起こったけん銃による殺人事件の被告人の調書からの引用で

す。

私が，うつ向きながらこの様な事をあれこれと考えていた時です。ブ

ロック壁に腰掛けている私の左肩後方のあたりで誰か女の声が聞こえ

たのです。身体を左にひねり，その声のする方を見ると，若い男女が歩

いて車の方に向かっており，すぐに

だ。ＡとＢ

という事がわかりました。

私は，うつ向いてあれこれ考え込んでいるすきにふたりがマンション

から出てくるのを見落としていたのです。

それで の姿を見たとたんＡとＢ

出てきた，どうしよう，どうしよう。

と思ってしまったのです。

それまでは共犯者甲から， を殺すことを命令され，自分でもＡやＢ

当然そのつもりでしたが，いざ自分が殺す相手の姿を目のあたりにす

ると自分が今からしようとしている

人を撃ち殺す

という事が怖く思えてきたのです。

そして，

俺は今から，大変なことをしようとしている。こんなことを母や妻
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が知ったらどんなに悲しむだろう。

等と考えると急にブルブルと身体が小刻みに震えだしたのです。

しかし，いくら待っても当然甲が，私のところに来てくれるはずはあり

ませんでした。

それで私は車を降りる際，私に対し「そばにいるやつも一緒に殺して

しまえ」などと言った時の甲の顔付きを思い出し

確かに には俺自身，何の恨みもない。しかし，このままＡやＢ

俺が怖じ気づいて， を撃ち殺すことが出来なければ，後でＡやＢ

どうなるかわからない。

という甲に対する得体の知れない恐怖心で胸が一杯になったのです。

あのときの甲の顔付きは，私が今まで一度も見たことのない様な怖

い顔付きであり，私がもし 達を殺さずにこの場から逃げ出したりしたＡ

場合，後から甲が私に対してどの様な事をするのかという事がまったく

予想が出来ず，その不気味さが怖さへと変わりふくれ上がっていった

のです。

それであれこれ考えた結果この気持ちから逃れるには，

やっぱり俺が をここで殺すしかない。ＡとＢ

と思ったのです。そこで私は

甲さんも車で待っていてくれる。あの人には今までいろいろと

世話になっていた。あの人の気持ちを裏切る訳にはいかん。

俺がここで 達を撃ち殺してしまえば，今まで以上に大事にしＡ

てくれるにちがいない。人を二人も殺させるのだからそれ相当の

報酬がもらえるにちがいない。

と考え， を撃ち殺す決意をしたのです。など ＡとＢ

まるで小説を読むようです。被告人がけん銃による殺人を決意

するまでの心理が，生々しく「語られて」います。非常に「詳細

な」物語です。

しかし，この調書は，本当に被告人が供述した内容なのでしょ

うか。ちょっと不自然ではないでしょうか。実はこの調書は，被

， ， ，害者が 被告人の目の前に現れて 被告人が引き金を引くまでの
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大阪地裁平成 年 月 日判決（判例集未掲載 。秋田真志「検察官による*16 13 6 29 ）

29警察官調書の引写し問題－浮かび上がったワープロ調書の弊害 季刊刑事弁護」

号 頁・現代人文社（ 年）77 2002

わずか数秒の場面を描写したことなのです。

， ， ，「 （ ）この場面について 被告人は 公判廷では 被害者 ＡとＢ

の姿を見て，思わず飛び出してけん銃を撃ってしまった。頭の中

が真っ白だった。この調書は，取調官がどんどん作文してしまっ

たもので，自分が供述したものではない」と述べました。被告人

が公判で述べることは説得力がありそうです。

この事件のように，実際の刑事裁判では，取調官によって，作

文されてしまった，という訴えが非常に多いのです。

検察官が，まともに取調べもせずに，被害者の調書をワープロ

で流用して，被告人の調書を作ってしまったという例も報告され

*16ています。

このような作文は，取調べの全過程が録画されていない，すな

わち可視化されていない密室だからこそできるのです。

⑤ ケース５ 北方事件

年 月 日，佐賀県杵島郡北方町（現 佐賀県武雄市）1989 1 27
の山林で女性３人の遺体が発見されました。Ｍさんは別件で逮捕

・勾留されて起訴された後，起訴後の勾留中に本件の取調べを受

け，３人の殺害を認める上申書を作成しました。しかし，このと

きは，Ｍさんは本件で逮捕はされませんでした。

この上申書は，佐賀県警が，Ｍさんを丸１日食事抜きで取り調

べ，１日平均１２時間３５分の取調べが１７日間も続いたうえ，

取調官の誘導により作成されたものでした。

ところが， 年 月 日，Ｍさんは本件で逮捕され，公訴2002 6 11
時効完成直前に起訴されました。

その後，佐賀地方裁判所は，検察官が証拠請求した６５通のＭ

さんの上申書の採用を却下しました。

検察官は死刑を求刑しましたが， 年 月 日，佐賀地裁2005 4 10
はＭさんに無罪を言い渡しました。その後，検察官が控訴したも

のの， 年 月 日には福岡高等裁判所もＭさんに無罪の判2007 3 19
決を言い渡し，無罪が確定しました。

Ｍさんの上申書が自発的に作成されたかどうかは，取調べの全

過程を録画・録音していれば容易に立証できるでしょうし，そも

そも取調べの全過程が録画されていれば，佐賀県警は本件のよう
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な違法な取調べはできなかったはずです。

⑥ ケース６ 氷見事件

年 月，Ｙさんは，強姦罪と強姦未遂罪の容疑で富山県警2002 4
に逮捕されました。

Ｙさんは，任意同行の当初は否認したものの，富山県警から強

圧的な取調べを受けて，虚偽自白をしてしまいました。

富山県警は，Ｙさんに対して，Ｙさんの家族がお前に違いない

と言っていると虚偽の事実を伝えたり 「はい，うん，しか言う，

な」と言って，虚偽の自白調書を作成し，また，犯行現場の見取

図も，警察官がＹさんの手を取って作成したとされています。

年 月，富山地方裁判所高岡支部は，Ｙさんに懲役３年2002 11
2005の実刑判決を言い渡し 判決は確定します Ｙさんは服役し， 。 ，

年 月に仮釈放されるまで，刑務所での生活を送りました。1
その後， 年 月，真犯人が現れたことで，Ｙさんの無実2006 11

が初めて明らかになりました。

このケースでも取調べの全過程が録画されていれば，違法な取

調べも，虚偽自白も避けることができたでしょうし，Ｙさんが無

実の罪で服役することもなかったはずです。

⑦ ケース７ １９８６年参院選選挙違反事件（大阪）

ア 事件の概要

年 月 日施行の参議院議員通常選挙に際し，大阪府選1986 7 6
挙区から立候補する予定であったＫ氏（自民党公認 落選）を

当選させる目的で，その立候補届出前に，当時，高槻市議会議

員をしていたＡ氏が，Ｋ氏のために投票及び投票取りまとめ等

の選挙運動をすることの報酬として，①同年３月下旬ころ，そ

の自宅において，２７名に対し，現金３万円（合計８１万円）

を供与し，②同年 月 日，同月 日，同月 日の３回にわ4 7 16 26
たり，高槻市内の宴会・宿泊施設において，それぞれ４５名，

５１名，４６名の者に対して，１人あたり約４０００円相当の

酒食の饗応接待をした，とされた事案です。

イ 起訴関係と判決

Ａ氏が饗応及び饗応接待の各事実について公判請求され，１

４６名の者が受供与ないし受饗応接待の事実について略式命令

を受けましたが，そのうち，１３５名がこれを不服として正式

裁判を請求しました。そして，被告人１３６名のうち，１２４

名が無罪，９名が死亡による控訴棄却，１名が正式裁判の取下
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げ，２名が病気のため未終局との結果になりました。

ウ 捜査の経過

Ａ氏が後援会活動として行った４月の３回の会合につき，そ

の時期が市会議員選挙の行われる１年前であるから 「これは，

おかしい」と感じた大阪府警がその年の７月に行われる衆参同

時選挙のために行われた違法な選挙運動であるという見込みを

。 ， ， ，立てました そして その見込みに従い 関係者から誘導尋問

強引な尋問を行なって，その集会にＫ氏が出席して立候補の挨

拶をしたとの調書をとり，その調書に基づき更に他の関係者を

追及して虚偽自白を導き，結局，１４７名全員からＫ氏が挨拶

をしたとの虚偽自白を次々と取りました。

そして 「４月に１５０人もの人間を集めてＫの選挙を応援，

する会合をやった 「これはＡ氏だけの裁量でできるはずがな」

い 「役員たちとそれなりの謀議があったはずである」と捜査」

官は見込みを立たのです。その見込みに沿う供述調書を誘導，

強引な尋問等により作成し，３月下旬ころの現金３万円の供与

事件をでっち上げました。

このような虚偽自白をさせることが可能であったのは，密室

での取調べにより，様々な違法な取調べが捜査官によって容易

にできたからです。

⑧ ケース８ １９９０年衆院選選挙違反事件（愛媛）

ア 事案の概要

本件は 年 月施行の衆議院議員総選挙に際し，愛媛第1990 2
１区から立候補したＮ氏（落選）を当選させる目的で，同年１

月初旬ころ，決起集会から帰る貸切バスの中などで大量の現金

買収行為が行われたとして，供与者・受供与者合わせて４３名

が起訴された事案です。被告らのうちの一部は捜査段階から一

， ，貫して否認し その他の若干名は捜査段階を通して事実を認め

， ，さらに それ以外の多数の者は捜査段階の初めのうちは否認し

後に捜査官に対して事実を認めていました。

イ 判決の内容

判決は，４３名の被告人のうち１０名を上記バスの中とは別

の現金供与および受供与等の事実で一部有罪としましたが，バ

スの中での現金供与及び受供与の事実については被告人４３名

全員を無罪としました。

ウ 捜査の経緯

この事件の端緒は，愛媛県警の捜査官の供述によると，決起
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集会の約２週間後ころ，バスの中で現金が配られたと聞き込ん

だことにあるとされています。その１０日後ころに，バスガイ

ドから警察官が事情を聴取したところ，世話役の１人がマイク

で「後でビールでも飲んでくれ」とか「決してゴミではないの

で捨てないように」等と何度も繰り返して言い，もう１人の世

話役が封筒を１人１人に配っていたので 「私はすぐにＮ候補，

への投票依頼や票の取りまとめ依頼の趣旨で，封筒内に，現金

かビール券が入っていると直感した」との説明をしました。そ

の説明の翌々日ころから，捜査官は関係者に対する聞き込みを

開始し，４人から事情を聞きました。そのうち１人はバスに乗

っていない，２人はバスに乗ったが現金は貰っていないと説明

し，知的障がいのあるＦ氏（ＩＱ３０を若干上回る程度とされ

ています）がバス車中で現金５０００円入りの封筒を貰った旨

の自白調書を作成されました。知的障がいのあるＦ氏はバスの

外で現金５０００円をもらっていた９人のうちの１人でした。

Ｆ氏が車中での現金受供与を認めたことから，捜査官は車中

での現金配布を確信しました。

年 月の衆議院議員愛媛１区の選挙に関して，愛媛県警1990 2
松山東署では４つの選挙違反のヤマを持っており，約７０～８

０名の警察官を動員し，投票日直後の 月 日から捜査を開2 19
。 。始しました 本件事件の捜査の主力は暴力団係の刑事達でした

エ 自白の強要は次のように行われました。

被疑者とされた人達は前科らしい前科もない善良な市民であ

って，ほとんどの人が警察とは無縁の生活を送ってきました。

被疑者として取調べを受けるのは初めてでしたし，警察と聞く

だけで震え上がるような人達ばかりでした。

取調べのために時間が奪われることだけでも仕事や家庭生活

の上で多大の不利益をもたらしますが，それに加えて被疑者ら

にとって，取調べそのものが苦痛以外のなにものでもなかった

のです。そのような被疑者らに対して，連日，早朝から深夜ま

で執拗な取調べが続けられました。いくら真実を言っても聞い

てもらえず，取調官の誘導に乗って虚偽の自白をしない限り，

取調べは続けられました。

取調べの継続ばかりか，自白しないと逮捕すると脅され，被

疑者らの人間性を無視する取調べが横行しました。果てには，

拳銃型ライターをこめかみ付近に押し当てて着火したり，女性

の被疑者に手錠を示して逮捕されたら留置場で男に遊ばれると

言って脅したり，市役所での身分には影響しないから，早く自
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東京地裁平成 年 月 日判決・判例タイムズ 号 頁。この判決を受け*17 15 3 4 1128 92
，て，本林徹日弁連会長（当時）は，判決当日に「この問題を克服するためには

321 1 2根本的には，伝聞証拠の排除を徹底するべく，同法（刑事訴訟法） 条 項

号後段と 条 項を改正し，調書の証拠能力を厳しく制限する必要があり，322 1
また，取調べの全過程を録画または録音するなどして可視化し，客観的に検証

できるようにすることが必要である」として 「政府に対して，司法制度改革の，

重要な項目の一つとして，調書の証拠能力を厳しく制限するとともに，取調べ

の全過程の可視化のために，刑事手続の抜本的改革に取り組むことを求める」

との声明を発表しました。

白して出所するようにという虚偽の「伝言」を伝えて偽計をは

かり，利益誘導をする等，看過しがたい違法な取調べが敢行さ

れたのです。

自白を潔しとしない人達は見せしめに逮捕され，自白すれば

釈放し，否認すれば勾留するという手法がとられ，逮捕・勾留

が虚偽の自白を強要する手段とされました。

このような強引かつ違法な捜査の結果，取調べや逮捕・勾留

の苦痛と不安に耐えかねた人達は次々と虚偽の自白調書を作成

され，その自白調書が更に次の自白を引き出す材料として使わ

れたのでした。

２ 可視化反対論は密室の弊害を無視しています

以上述べてきたことから明らかなように，密室での取調べにはた

くさんの弊害があります。

暴行，脅迫，利益誘導などの自白強要，そして作文です。上記に

挙げた以外にも，本冊子の付録資料に， 近報道された密室取調べ

の弊害事例を一覧表にまとめていますが，これをご覧になれば，全

国各地で同じような自白強要の事例が頻発していることに驚かれる

のではないでしょうか。しかし，私たち弁護士は，これらは氷山の

一角にすぎず，実際にはもっと多くの自白強要がなされていると考

えています。

裁判の長期化も深刻な問題です。取調室が密室である限り，密室

でとられた調書が，正確なものであるかどうかの水掛け論が避けら

れません。実際に，日本の刑事裁判では，そのような議論が延々と

なされることがよくあります。 年 月に判決が言い渡されたリ2003 3
クルート事件 では，審理に３２２回もの公判が開かれ，１３年*17

以上の時間がかかりましたが，その審理の多くは，密室で取り調べ

られた調書が正確かどうかをめぐる争いだったのです。
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取調室が密室である限り，このような弊害は，絶対になくならな

いのです。可視化反対論は，この弊害について，無視していると言

わざるを得ません。

私たちは，これが取調べの可視化反対論の第一の誤りであると考

えています。

３ 「信頼関係構築」論・「反省悔悟」論の誤り

取調べでは，被疑者と「信頼関係」を構築し 「反省悔悟」させ，

なければならないから，取調べの録画はすべきではないという意見

について考えてみましょう。

（１）本当に信頼関係と言えるのでしょうか

まず，いくら信頼関係を構築し，反省・悔悟させて自白させなけ

ればならないと言われても，それが密室である以上，本当に信頼関

係や反省・悔悟によって自白したのかどうかはわかりません。怒鳴

られて自白させられたかもしれません。暴行がなされたかもしれま

せん。取調官が，被疑者をだましているかもしれません（偽計によ
ぎ け い

る取調べと呼んでいます 。利益誘導なのかもしれません。）

そもそも，信頼関係を構築して得られたはずの自白がなぜ争われ

るのでしょうか。実際には，私たちは，現在の取調べでも，信頼関

係や反省・悔悟とは名ばかりの自白強要が繰り返されていると考え

ています。松本サリン事件（ケース１）で，河野さんに対する取調

べは，信頼関係を構築するようなものだったでしょうか。虚偽自白

をしてしまった宇和島事件（ケース２）の取調べは，信頼関係を構

築するようなものだったでしょうか。鹿児島踏み字事件（志布志事

件 ケース３）の取調べは，果たして信頼関係を構築するようなも

のだったでしょうか。

少なくとも，密室である以上，このような疑いは，いつまでもつ

いて回るのです。そもそも，刑事裁判の証拠は，人の一生を左右す

るものです。それが，どのように話されたものなのかを，後から検

， 。 ，証できるようにすべきなのは 当然のことでしょう そのためには

取調べをすべて録画すればよいのです。

（２）正々堂々と信頼関係を構築すればよいはずです

可視化反対論は，密室でなければ，信頼関係を作ったり，反省・

悔悟させることはできないかのように主張します。しかし，そうな

のでしょうか。本当に信頼関係を構築して，反省・悔悟させて，自

白をさせたと自信を持って言えるのであれば，その過程を正々堂々
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反省，悔悟となってい*18 松尾邦弘検事総長（当時）の前掲インタビューは 「，

くというプロセスは，衆人環視のオープンな形の中では，なかなか実現しな

」と主張し，本江威憙・前掲「取調べの録音・録画記録制度について」 頁い 7
も，録画・録音を「いきなり多数の者の前で」自白を求めることであるかのよ

うに主張します。しかし，取調べの録画・録音は 「衆人環視」にすることでも，

「いきなり多数の者の前」に連れ出すことでもありませんから，その主張には

明らかに論理の飛躍があります。また，録画・録音をしたら「反省・悔悟」で

きなくなるという証拠はどこにもありません。むしろ，正々堂々とフェアーに

2003取調べをしてこそ 真の反省が生まれるとも言えるでしょう この点につき， 。 ，

年 月 日に開催された第 回国選弁護シンポジウム・プレシンポジウムにお3 28 8
ける髙野嘉雄発言・日弁連「第 回国選弁護シンポジウム基調報告書・国費に8
よる弁護制度を担う」 頁参照。236

*19 PEACE Model 1992後述するとおり イギリスでは という取調べ技術を開発し， ， ，

年から，訓練を開始しています。このモデル開発には，実務家，法学者だけで

なく，科学者・心理学者などが協力しました。 ( )National Crime Faculty NCF

( 年）"Practical Guide to Investigating Interviewing 2000" 2000

と，明らかにしたらよいはずです 。*18

密室のひそひそ話でなければ，信頼関係が作れない，というのは

おかしな話です。また，密室でなければ，被疑者を説得できないと

いうのは，情けない話ではないでしょうか。しかも，そのひそひそ

話を刑事裁判の証拠にしようと言うのですから，さらにおかしな話

だと言わなければなりません。

また，諸外国に先駆けて， 年代に取調べの全過程を録音す1980
るようになったイギリスでは，録音が始まってから，警察官たちの

取調べ技術が，非常に進歩したと言われています 。日本の取調*19

官も，密室に頼るのではなく，イギリスを見習い，可視化された中

で，正々堂々と供述を得るための技術こそを磨くべきでしょう。

（３ 「信頼関係」は虚偽自白を生んでしまいます）

「信頼関係構築」論や「反省悔悟」論には，実は，もっと深刻な

問題があります。

これらの議論は，取調官と被疑者の間に「信頼関係」が構築でき

， 。れば 真実が語られるはずだということを当然の前提にしています

しかし 「信頼関係」によって，本当に真実が語られるのでしょう，

か。

実は，そうとは言えないのです。虚偽自白をしてしまった宇和島

事件（ケース２）の取調べはどのようなものだったでしょうか。警
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取調官は 「頑強に否認する被疑者に対し 『もしかすると白ではないか』との疑念を*20 ， ，

もって取り調べてはならない」と教えられています。増井清彦「犯罪捜査１０１問」立

花書房（ 年 。そこでは，真実かどうかより，自らの「確信」 「思い込み」を重視2000 =）

していることがよく分かります。このような取調べの問題性について，浜田寿美男「自

白の心理学」 頁・岩波新書（ 年 。63 2001 ）

， ， ，察官は 被疑者を犯人だと決めつけた上で あの手この手を使って

被疑者を説得しています 「証拠があるんやけん，早く白状したら。

どうなんや。実家の方に捜しに行かんといけんようになるけん迷惑

がかかるぞ。会社とか従業員のみんなにも迷惑が掛かるけん早よ認

めた方がええぞ。長くなるとだんだん罪が重くなるぞ」という言い

方です。被疑者は，このような警察官の取調べに 「誰も自分の言，

うことは信じてくれない」と号泣し，自白に転じたのです。冤罪で

あることが明らかになった後に，この取調べを見れば，被疑者の号

泣が 「絶望」によるものであることはよく分かります。，

しかし，これを取調べ当時の取調官の立場から考えてみるとどう

なるでしょうか。取調官は，嘘の否認を続けている被告人に対し，

「信頼関係」を構築するような情理を尽くした説得を続けただけだ

と考えていたでしょう。その結果，取調官の目には，被疑者が自分

の説得に負けて，真実の自白をしたのだと映ったのではないでしょ

うか。被疑者が号泣したのも，被疑者が 「反省悔悟」した結果だ，

と思えたでしょう。

また，鹿児島踏み字事件（志布志事件 ケース３）の取調べにつ

いて，警察側は 「原告に真摯に反省を促し，事実を正直に話して，

ほしいとの熱心さから出たもの」だと弁解しています。取調官から

すれば 「踏み字」さえも 「信頼関係」を構築し 「反省悔悟」さ， ， ，

せるための一方法だったというのです。

つまり，取調官が 「信頼関係」といい，あるいは「反省悔悟」，

と呼んでいるのは，取調官の思い込み，決めつけに，被疑者が屈し

てしまった状況を指しているにすぎないのです。取調官は，被疑者

に，罪を認めさせること，しかも少しでも重い罪を認めさせること

こそが，自分たちの役割であると考えがちです。しかし，このよう

な考え方は誤りです。それが，真実であるかどうかが二の次になっ

てしまうのです（上記２つのケースの取調官は，皆そのような思考

に陥っていたと思われます） 。そのような取調官に，被疑者が*20

屈してしまうとどうなるでしょうか。お分かりいただけると思いま

す。そのような被疑者は，決して真実を自白しているとは限らない

のです。
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この点を明快に指摘するものとして，浜田寿美男「捜査官と被疑者との『信頼*21
関係』から生まれるえん罪」日弁連取調べの可視化実現委員会編「世界の潮流

になった取調べ可視化」 頁・現代人文社（ 年 。なお，海外での研究で翻8 2004 ）

訳されているものとして，ギスリー・グッドジョンソン著 庭山英雄外訳「取調/
べ・自白・証言の心理学」酒井書店（ 年 ， ・ミルン ・ブル著 原聰編1994 R /R）

訳「取調べの心理学」北大路書房（ 年）など。日本の研究として，渡部保2003
3 1991夫「自白の信用性の判断基準と注意則 「無罪の発見」 頁・勁草書房(」

年 ，浜田寿美男「自白の研究 取調べる者と取調べられる者の心的構図」三一）

書房（ 年 ，前掲「自白の心理学」など。1992 ）

露木・前掲論文 頁。*22 138

実は，密室の取調室の中で，圧倒的な権力者である取調官に対し

ては，無実の人でも，権力に迎合してしまい，時として簡単に虚偽

の自白をしてしまう危険性があるのです。これは，世界中の心理学

の研究の中で，繰り返し指摘されてきたことです 。*21

ですから 「信頼関係」や「反省悔悟」を強調し，密室取調べを，

続けることは，真実を明らかにするどころか，かえって虚偽自白を

生み，危険だとすら言えるのです。取調べの可視化に反対する議論

は，心理学的にみても誤った，非科学的な主張であると言わなけれ

ばなりません。

（４）本当に可視化で真相が語られなくなるのでしょうか

以上に述べたことだけでも 「信頼関係構築」論や「反省悔悟」，

論が誤っていることは明らかでしょう。さらに根本的な問題にも触

れておきましょう。

「信頼関係構築」論や「反省悔悟」論は，密室でなければ真実が

語られない，逆に可視化をすれば真実が語られなくなる，というこ

とを前提にしています。そのような前提の下，取調べの可視化は，

「取調べをするなというに等しい」として 「取調べの可視化を導，

入すれば，治安の悪化は必至である」とまで主張する議論もありま

*22す 詳しくは ７ 治安悪化 論の誤り をご参照ください。（ 「 『 』 」 。）

しかし，それは事実でしょうか。それは一体誰が検証したのでし

ょうか。

この点は，実際に可視化を実現している国の経験が参考とされる

べきでしょう。イギリス・オーストラリア・アメリカなど，実際に

取調べの全過程を録画・録音を導入した諸国で，異口同音に，録画

・録音をしていても，自白率は大きく変化していないとの報告がな
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後述の取調べ可視化を実現している各国の経験を参照。またアメリカ・イリノ*23
イ州に設置されたライアン委員会（後述）のサリバン委員長の調査によれば，

取調べの録画・録音を実施している全米 州 警察署における調査の結果と38 238
して，録画・録音は，被疑者の協力や自白を引き出す妨げにはならないと結論

Thomas P. Sullivan "Police Expriences with Recording Custodialづけています。

Interrogations" Northwestern University School of Law Center on Wrongful Convictions，

( )2004
イギリスの捜査官の指摘として， 年 月 日に大阪で開催された第 回*24 2003 3 28 8

国選弁護プレシンポジウム「取調べの可視化と捜査弁護の深化」におけるクラ

イブ・デントン刑事の発言（日弁連編・第 回国選弁護シンポジウム基調報告8
書 頁 。オーストラリアの経験について，渡辺修・山田直子編 日弁連協力216 /）

「被疑者取調べ可視化のために－オーストラリアの録音・録画システムに学

ぶ （現代人文社・ 年） 頁。アメリカの調査として， 前」 2005 54 Thomas P. Sullivan
掲論文は 「私たちが話をした捜査官のほとんどは，一旦取調べが始まれば，，

初の躊躇は次第に薄れ，被疑者は取調べの主題に注意を集中するから，記録を

取られていることについての被疑者の認識が障害になることはないと言ってい

た」としています。

されているのです 。特に注目すべきなのは，多くの取調官たち*23

が，一旦取調べを開始すれば，被疑者はまもなく録音機の存在など

忘れてしまい ，取調べの障害にはならないと指摘していること*24

です。この点は，実際に録音をした状態で会話をしてみればわかる

でしょう。会話に慣れれば，すぐに録音機の存在など気にならなく

なり，率直に話ができるようになるはずです。可視化をすれば，真

実が語られなくなるとの日本の捜査機関の主張は，全く検証のない

感覚的な主張に過ぎないのです。

４ 「精密司法」論の誤り

（ ） ，取調べの可視化 取調べの全過程の録画 に反対する議論の中で

日本では，精密に事実を明らかにしなければならないから，取調べ

を録画するわけにはいかないという主張について，考えてみましょ

う。

（１）精密司法は取調べの可視化を否定しません

まず，この「精密司法」論は，取調べを録画・録音したら，精密

な取調べができない，ということを前提にしています。しかし，ど

うして，録画をしていたら精密な取調べはできないのでしょうか。

録画をしていても，いくらでも詳細に事実を確認することは可能で
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古川薫訳「吉田松陰留魂録」 頁・徳間書店（ 年）*25 5 1999

す。録画・録音をしていることと，詳細な取調べをすることとは，

。 ， ，関係がないのです むしろ 取調べの全過程を録画しておいた方が

正確に記録がとれるのですから，詳細な取調べをするのに適してい

るとさえ言えるのではないでしょうか。

（２ 「精密司法」論そのものが間違っています）

しかし，実は 「精密司法」論の問題点は，もっと根本的なとこ，

ろにあります 「本当に，日本の刑事司法は，精密な司法と言える。

のか」という問題です。ケース４の供述調書を思い出してみてくだ

さい。確かに，あの供述調書は，詳細でした。殺人の動機を余すと

ころなく説明しているかのようです。しかし，あのように詳細だか

ら，その内容は真実だったと言えるでしょうか 「精密機械」とい。

う言葉でイメージされるような正確さをもった記載だといえるので

しょうか。決して，そうではありません。あのような調書は，取調

官によって 「精密」に「作文」されているにすぎないのです。，

わが国の刑事裁判は 「調書裁判」であると言われています。日，

， ， 。 ，本の裁判では 多くの供述調書が 提出されます そのほとんどが

微にいり細をうがって詳細に犯行のすべてを説明したかのような一

。 ， ， ，人称独白型物語調書です そして 困ったことに 日本の裁判官は

公判での証言や供述より，詳細に書かれた調書を信用しがちなので

す。

ちなみに，このような物語式作文調書がいつごろ始まったかは明

らかではありませんが， 年に安政の大獄で刑死した吉田松陰1859
が遺言書として書き残した「留魂録」に，口書（くちがき）という

作文型の供述調書をとられたことが記載されています。その中で，

，「 （ ）吉田松陰は 吾が心にも非ざる迂腐 うふ＝愚にもつかないこと

の論を書付けて口書とす。吾れ言ひて益なきを知る。故に敢へて云

わず。不満の甚だしきなり」と述べています 。吉田松陰も，心*25

にもない「調書」を作文されてしまったようです。１５０年も前の

江戸時代に起こっていたことが，現在の取調べでも起こっているわ

けです。調書裁判は，わが国の裁判の悪しき伝統として根付いてし

まっているのです。

そのような刑事裁判に慣れきってしまった日本の警察官や検察官

たちは 「精密」に記載した調書を作文してしまえば，それで真実，

が明らかになったかのような錯覚をしています。そして 「精密」，
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山上圭子・前掲「英国における取調べの録音制度について」 頁*26 77

な「作文」を，真相の解明であるかのように主張しているのです。

もし取調べの可視化（取調べの全過程の録画）がなされれば，そ

のような調書は，取調官の「作文」にすぎないことが，直ちに明ら

かになります。その意味で，取調べの可視化をしたら 「真相の解，

」 ， ，明ができなくなる と言って 取調官たちが必死に抵抗することも

よく理解できます。

， ， 。「 」 ，しかし そのような考えは 明らかな誤りです 精密司法 は

決して「真実司法」ではありません。あえて言えば 「精密司法」，

＝「作文司法」にすぎないのです。

「調書」＝「密室で書かれた作文」によって，裁判をするという

のは，どう考えても不合理です。生の供述を明らかにした上で，真

実が何かを探求することこそが，刑事裁判の正しい姿のはずです。

取調官たちが，いかに抵抗しようとも，江戸時代から続く悪しき伝

統である「調書裁判 ，そして「精密司法」の亡霊は打破されなけ」

ればなりません。取調べの全過程の録画が，その特効薬であること

はいうまでもありません。

（３）主観面の立証と取調べの可視化

なお，この「精密司法」論に関連して，日本の刑事法は，諸外国

の刑事法とは違うという議論があります。日本では，故意や動機な

ど，主観面の立証を厳密にしなければならないから，可視化すべき

。 ， ，でないというのです 例えば 先に引用した現職検察官の論文では

我が国の実体法や手続法の構造上，検察官が厳格な立証をしな

ければならない対象は，犯人性のほか，行為態様等の構成要件の

客観面だけでなく，犯意，犯行の目的，共犯者との共謀等の主観的

要素にも及ぶ……が，これの事項を解明するためには取調べ，特に

*26被疑者の取調べは必要不可欠である。

とされている点です。このような議論を前提に，取調べの可視化の

ためには，故意の立証がなくても犯罪として処罰できるよう，刑法

などを改正しなければならないという意見も出されています。

しかし，この議論も誤りです。

まず第一に，この議論は，可視化することによって，真相解明が

できなくなるということを前提にしています。その前提そのものが
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誤っていることは，すでに触れてきたとおりです。この点について

は，後にも，別の観点から述べることにします。

第二に，この議論は，その前提として，日本だけが特殊な刑事法

をもっているかのような主張をしますが，これも誤りです。アメリ

カやイギリスでも，検察官は故意を立証しなければなりません。む

しろ，アメリカでは，故意の内容が 「謀殺 「故殺」などと細か， 」

く分かれているのですから，きめ細かな立証を要求されていると言

うことも可能です。また，後に触れますが，日本と同じような刑事

法をもつ台湾や韓国などでも，取調べの可視化が進んでいます。日

本の検察官だけが特殊であるなどという弁解は，通用しません。

第三に，この議論は，主観面の立証の問題と取調べのあり方を全

く混同しています。反対論者は，主観面の立証を，自白を取ること

だと考えているのでしょうか。さらに言えば 「密室で」自白を取，

ることだ，と考えているのでしょうか。

自白を取ることと，主観面を立証することは，別問題です。自白

がなくても，他の証拠によって，主観面を立証することは可能であ

り，むしろそうすべきです。そもそも，憲法や刑事訴訟法は，被疑

者に黙秘権を保障しているのですから，自白に頼らない立証が求め

られているのです。また，仮に自白があっても，それが虚偽である

ことはいくらでもあります。

問題は，その人の実際の供述がどのようなものであったか，その

供述がどのようにして採取されたのか，ということです。どうして

も自白を取りたいのであれば，すでに述べましたように，録画によ

， ， 。って可視化された中で 公明正大に 正々堂々と取ればよいのです

それでもなお，彼らが密室にこだわるのは，否認している被疑者か

ら，密室を利用して，無理にでも自白を取りたい，と言っているの

と同じでしょう。あるいは，ケース４のように，密室で，被疑者の

主観を自由に作文できることを期待しているのかもしれません。し

かし，そのような自白強要・作文が許されないことは，言うまでも

ありません。

検察官が主観面を立証しなければならないことは，取調べの可視

化に反対する理由になりえないのです。

５ 「供述人保護」論の誤り

可視化反対論の３つ目は，可視化すると，組織犯罪などで，供述

はするけれども調書記載を拒んだり，調書作成の時期を遅らせるこ

とを希望したりする者から供述が得られなくなり，組織犯罪などの

捜査にとって可視化は致命的だという主張でした。この主張につい
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て，考えてみましょう。

（１）ほとんどのケースにあてはまりません

まず初めに，根本的でごく簡単な間違いから指摘しましょう。

「供述人保護」論は，いかなる理屈をつけようと，供述人が「取

調べ状況を録画して欲しい」と要求している場合に，可視化しな

。 ，「 」い理由とはなりえません この一事だけからでも 供述人保護

論と名付けた可視化反対論は，説得力を持たないことが分かるは

ずです。

また「供述人保護」論は 「組織犯罪」では，供述調書への録，

取を拒む被疑者がいるということを強調します。しかし，実際に

組織犯罪などの弁護をしていると，組織の上位者について，決定

的に不利益なことが書かれている供述調書などを目にすること

は，いくらでもあります。それらの調書はどうしてできたのでし

ょうか。

はじめから調書作成を拒んだりしなかったのかもしれません。

あるいは 「供述人保護」論が懸念するように 「供述はするけ， ，

れども調書を作成されるのは嫌だ」と言われたものの，説得が功

を奏したのかもしれません。それとも暴行を加えて無理矢理供述

調書を作成したのでしょうか。

まさか「供述人保護」論も，可視化されたら，暴行を加えるこ

とができなくなるので困るとは言わないでしょう。少なくとも，

説得によって調書作成まで漕ぎつけていることになるはずです。

つまり，調書作成を拒まれたら，直ちにお手上げだという訳では

ないのです。このことは，組織犯罪でも数多くの調書が作成され

ている実例によって示されているのです。

ここで議論を整理してみましょう 「供述人保護」論は，取調。

べ対象者のうち「可視化をせよ」と主張する被疑者を自説の根拠

とすることはできません。組織犯罪の関係者であっても，説得に

より調書にすることを承諾する被疑者は，自説の根拠とすること

はできません。また，もともと組織のことを供述しない人も自説

の根拠とすることはできません。

結局 「供述人保護」論の根拠となりうるのは，供述はするけ，

れども （自分が供述したことが分かる）記録をしないでくれ，，

という被疑者だけです。しかし，供述はするけれども，記録に応

じないといったケースがどれだけあるのでしょうか。そもそも，

取調室が密室である以上，そのようなケースが本当にあるのかど

うかすら分かりません。
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こうしてみると 「供述人保護」論は，あるかどうかもわから，

ない，極めて限られたケースのみを取り上げて，取調べの可視化

全てに反対しようとするものであることが，分かります。

（２）供述人の保護の本筋こそを考えるべきです

供述人が報復を恐れて供述しづらく，その記録を拒むことがあ

るとします。そして，それが捜査の支障になることがあるとしま

しょう。しかし，そのような場合，果たして取調べを秘密と闇の

ベールに包むことが正しい対策なのでしょうか。

そうではなく，正面から供述人をどのように保護するのか，と

考えるべきです。諸外国ではさまざまな証人保護プログラムが考

えられ，施行されています。保護されることによって，その証人

は，法廷で証言をすることが求められるのです。その供述が闇に

葬られる訳ではありません。

ところが，わが国の「供述人保護」論は，供述人の保護の方策

それ自体を論じるのではなく，その供述を隠してしまうことばか

りを主張しています。実際には，供述人のことなど二の次で，い

かに捜査を都合よくやりやすくするか，ということしか考えてい

ないのではないでしょうか。少なくとも，その論理が，本末転倒

であることは明らかでしょう。

（３）真実を覆い隠すことにほかなりません

つぎに指摘するのも根本的なことです 「供述人保護」論は，。

「保護される人の供述」によって 「罪に問われる人」のことを，

全く考慮の外においています。

そもそも 「供述人保護」論によると，その供述は 「保護さ， ，

れる人」とは別の，その供述によって 「罪に問われる人」にと，

ってこそ，意味があることになります。にもかかわらず 「供述，

人保護」論は，罪に問われる人が，自分が罪に問われることにな

った根拠が一体何なのかを知ることができないようにしようとい

。 ， 。 ，うのです はっきり言って ごまかそうというのです これでは

「供述人保護」という名の下に 「真実を覆い隠す」捜査を正当，

化しようとしていることにしかなりません。

（４）適正な捜査にも反します

「供述人保護」論は，供述人の保護を口実に，密室での供述を

すべて記録せず，取捨選択して，その一部だけを調書にすること
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本江威憙・前掲「取調べの録音・録画記録制度について」 頁は，録音記録制*27 7
度の導入論を批判するにあたり 「公判に顕出されることが予定されているのは，，

取調べにおける被疑者の言動すべてではなく，被疑者が供述調書に録取される

ことを了解した供述のみに過ぎない」と主張しています。

を正当化しようとするものです 。ここからさらに，つぎのよ*27

うな重大な問題が生じます。

仮に取調べ中の被疑者の中に 「自分が供述したことが分から，

ないようにして欲しい」あるいは「もっと後から供述したことに

してほしい」と希望した人がいたとしましょう。取調官は，この

ような要望に応じるべきなのでしょうか。違うはずです。

捜査は適正でなければなりません。捜査は場合によれば，国民

の権利を強制的に制限することもできるのですから，その権限の

行使は常に適正なものでなくてはなりません。捜査官の都合で恣

意的に運用されてはならないのです。犯罪捜査規範もそのような

， 。観点から 捜査機関が守るべきルールをいろいろと定めています

例えば，犯罪捜査規範は 「公正誠実に捜査権限を行使しなけ，

ればならない （２条２項）とし 「取調べを行ったときは，特」 ，

に必要がないと認められる場合を除き，被疑者供述調書又は参考

人供述調書を作成しなければならない （１７７条）としていま」

す。ですから，取調官としては，たとえ被疑者から，供述の一部

をなかったことにしてくれ，と頼まれたとしても，そのようなこ

とはできない，と説明すべきなのです。

そうだとすれば，捜査の適正という観点からも，密室での供述

を，ありのままに記録せず，適当に取捨選択したり，隠したりす

ることは，許されないはずなのです。

（５ 「密室における秘密」を保護する理由はありません）

さらに，次のような根本的な問題があります。

「供述人保護」論は，保護すべき供述人の供述が真実であるこ

とを前提にしないと意味がありません。供述人保護を唱える人で

も，供述人が「自分が言ったことを秘密にしておいてくれ」と言

って供述したことが，ずいぶん不正確な話だったり，とんでもな

い嘘である場合に，その供述が維持され続けなければならないと

は考えないはずです。いわんや，その供述人が他の人を陥れよう

として虚偽のことを言う場合に，供述人を保護し，その供述を維

持させ続けなければならない理由などはどこにも存在しません。

ところが 「供述人保護」論が保護しようする供述人が真実を，
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前掲注１の答弁も同旨*28

。 ，語っているという保障はないのです 組織の者を陥れようとして

虚偽を供述する者もいくらでもいます。これまでの裁判例が，共

犯者の供述がいかに危険かを教えてくれています。その供述は，

それがどのようにして語られたか，当然チェックされなければな

らないのです。

本来，ある人の供述が正しいかどうかを検証するのが裁判なの

です。その検証を不可能にしたり，困難にしようとするのは，刑

事裁判の目指す方向とは正反対のものといわなければなりませ

ん。

すでに述べましたとおり，そもそも，供述人が記録しないでく

れ，と主張する状況がどれだけあるのか自体が疑問ですが，仮に

そのような状況があるとしても，それはまさしく「 供述人』の『

保護」そのものを実現することによって解決すべき問題です。け

っして 「 密室における秘密』の保護」によって解決されるよ， 『

うな問題ではないのです。

６ 「刑事司法手続全体」論の誤り

可視化反対論の４つ目として 「刑事司法手続全体」論と呼ぶべ，

きものがありました。しかし，これもとってつけたような理屈とい

わなければなりません。以下，その理由を述べておきましょう。

（１）議論の前提を欠いています

先にみた検察官の論文における論理に明らかなように，この議

論は可視化によって取調べの機能が阻害され，真相の解明が困難

になるということを前提にしています 。そのような重大な影*28

響があるからこそ，刑事司法の構造全体の問題であるとするので

す。

しかし，既にみてきたとおり，可視化によって取調べの真相解

明機能が阻害されるなどということはありません。むしろ可視化

は真相解明に明らかに資する制度なのです（この点，後記 でも7
言及するとおりです 。そうだとしますと，この反対論は，そも）

そも，その前提を欠いているといわなければなりません。

（２）捜査全体の構造は変化しません

可視化によって，捜査全体の構造が変化するか否かを考えてみ
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ましょう。学説では，捜査構造の説明として 「糾問的捜査観 ，， 」

「弾劾的捜査観 「訴訟的捜査構造論」といった見解が唱えら」，

れています。どのような考え方をとるにしても，取調べの可視化

は，捜査構造に変化をもたらすものではありません。可視化それ

自体は 「価値中立的」だからです。可視化は，いずれの捜査観，

（捜査構造論）とも整合し，適合することは明らかです。

可視化は，事実をありのままに伝えるものです。それゆえに，

捜査側と被疑者側の双方にとって等価値のものなのです。可視化

は 「より公正・より適正・より正確 ，すなわち 「刑事司法の， 」 ，

尊厳」には奉仕しますが，それ以上でもそれ以下でもないという

べきでしょう。

（３）可視化は適正な捜査の障害にはなりません

また，具体的な問題として 「調書化を前提としない供述に基，

づいて証拠を収集し，真相解明を図る」などの捜査手法がとれな

いことになる，という指摘があります。

しかし 「調書化を前提としない供述に基づいて証拠を収集す，

る」とはどういうことでしょうか。それが闇から闇へ葬り去られ

るべき供述に基づいて，捜査がなされることが許されるべきだと

いう趣旨であるとすれば，全くの見当違いです。あらゆる捜査は

適正な手続のもとで行われるべきことが憲法の要請です（憲法３

１条 。そうである以上，証拠収集のきっかけとなった供述も適）

法に採取されたものでなければなりませんし，虚偽の供述に基づ

いて，証拠を収集することは許されません。それらの供述も，適

切に記録され，事後的にその採取経過の適法性やその真偽が検証

。 ，できなければならないことは当然のことなのです そのためにも

取調べの可視化は有効な手段です。

また，同様の議論として，関係者のプライバシーを含む捜査上

の秘密に触れずには十分な取調べをすることができない一方，取

調べの中でそれらの秘密に触れた場合，録画内容を秘匿すること

は困難であり，それらの秘密が外部に漏れる危険性が高い，とい

う指摘もあります。

しかし，そのような事後的にすら秘匿性の高い取調べがどれほ

どあるか，きわめて疑問ですし，仮にそのような取調べが存在し

たとしても，捜査上の秘密の保護は別途十分に対応可能です。現

に，刑事訴訟法でも開示記録の目的外使用の禁止（刑訴法２８１

条の以下）や関係者のプライバシー保護（同２９０条の２ ，証）

拠開示における考慮（同３１６条の１５第１項等）など，様々な
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規定が設けられています。そもそも適正な取調べがなされていれ

ば，取調べを録画したＤＶＤが法廷で再生される可能性も低く，

関係者のプライバシーが暴かれるおそれも見出し難いというべき

でしょう。

結局，取調べの可視化は何ら適正な捜査の支障にはなりません

し，むしろ適正な捜査の担保となると言えるのです。

（４ 「海外比較不適当」論は不適切です）

「刑事司法手続全体」論は，わが国の刑事司法制度は諸外国と

は違うので，可視化を導入している諸外国の制度と比較すること

は適当でないなどとも述べています。それぞれの国の刑事司法全

体の構造のなかで議論すべきで，可視化だけを取り上げ議論する

ことはできない，などというのです。

しかし，これは論点のすりかえ以外のなにものでもないでしょ

う。こうしたことを言い出せば，全体の見直しの名のもとに，ど

んな制度も，その導入を（全体を改めるまで）無期延期しなけれ

ばならないということにさえなりかねません。可視化が刑事司法

の構造を変化させるものではないことは既に述べたとおりです

が，諸外国の例は，むしろ次の点にこそ着目すべきであることが

明らかです。すなわち，それぞれ異なった司法制度のなかにあり

ながら，共通して，可視化という制度を導入しているという点で

す。このことは次の「第４ 取調べの可視化が世界の潮流です」

で詳しく触れることになりますが，密室での取調べの弊害という

問題が共通しているからこそ，諸外国では，これを克服するため

に，可視化制度が導入されたのです。

この点，わが国が共通した課題を抱えていることは明らかでし

ょう。むしろわが国は， 大２３日もの間，弁護人の立会いもな

く，全過程録画による可視化も全くなされていないまま，取調べ

を続行できるという国際的にも特殊な制度となっているのですか

， ， 。 ，ら その問題は より一層深刻というべきです まさにわが国は

特殊であるがゆえに，普遍の原理・グローバルスタンダードにこ

そ眼を向けなければなりません。

（５）新たな捜査手法の導入は個別に議論されるべきです

先の元検察官の論文にありましたように，構造全体を抜本的に

見直すという見地から，様々な新たな捜査手法の導入などを同時

。 ，に併せて検討しなければならないとする立論があります しかし

これは，先に述べましたように可視化実現を先延ばしにする論点
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のすりかえでしかありません。また，この点も既に述べましたよ

うに，可視化が実現されることによって，これらの捜査手法を導

入しなければならないような刑事司法構造全体の変化があるわけ

でもありません。実際，諸外国での可視化制度導入に際し，その

前提として新たな捜査手法の導入をセットにしたといった例には

接していません。

したがって，これら捜査手法の導入などは，個々一つずつ，そ

の導入の是非を議論すればよいと思われます。可視化とセットで

論じなければならない必然などはありません。いずれにしまして

も，可視化の実現が何よりも先決の大前提というべき 優先課題

であることは明らかではないでしょうか。

７ 「治安悪化」論の誤り

可視化反対論の５つ目は，いわば「治安悪化」論です。

（１ 「治安悪化」論の構造）

「治安悪化」論は，わが国における取調べは，捜査開始・進展

・事案の解明に不可欠であり，主観的要素等，広範囲の事実の立

証が必要な反面，捜査手法が不十分でかつ身体拘束期間が不十分

であるとして，このような状況で取調べを可視化すると，取調べ

， 。の機能を阻害し 取調べの真相解明機能が低下すると主張します

そして，その結果，重要事件が未解決となり，事実認定・量刑が

困難となって，治安の著しい悪化を招くとしています。

その立論の前提が誤っていることは既に言及したところからも

明らかですが，近時，声高に唱えられている見解でもあるので，

以下，少し詳しく批判しておきましょう。

（２）可視化導入後に治安が悪化した事実はありません

まず，そもそも，可視化を実施した国において，可視化導入後

に治安が悪化したという事実の報告はありません。

また，可視化を実施した国で，その後可視化をやめた国もあり

ません。

「治安悪化」論は，何ら実証のない感覚論にすぎず，可視化に

反対するための空論でしかないのです。

（３）可視化は取調べを否定しません

「治安悪化」論は，取調べの可視化（取調べの全過程の録画）

によって，真相解明機能が低下するということを前提にしていま
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す。その前提そのものが誤りであることは，すでに述べたとおり

です。ところが「治安悪化」論は，可視化を取調べの否定と同義

であると決めつけています。そして，可視化することは取調べと

いう捜査手段を捨て去ることであるとまでいうのです。

しかし，前記６の(２)で述べましたように，可視化は価値中立

的なものです。取調べを格別否定するものではありません。捜査

機関は，正々堂々と取調べをし，真相を解明し，その様子をすべ

て録画・録音しておけばよいのです。その方が，取調べに対する

信頼を高め，治安にも好影響を与えるでしょう。取調べの可視化

は，取調べという捜査手段を捨て去るものではありません。違法

な手段による取調べを捨て去るのです。

それとも「治安悪化」論は，わが国の治安は，密室取調べによ

って維持されていると考えているのでしょうか。仮にそうだとす

れば，治安維持のためには，密室での自白強要も許されるという

前提に立っているとしか考えられません。しかし，そのような考

えは，憲法・刑事訴訟法に反したものというほかありません。こ

の点 「治安悪化」論は誤った前提に立っていると言わざるを得，

ないのです。

（４）カメラやマイクの存在は理由になりません

また 「治安悪化」論は，ビデオカメラやマイクを向けられた，

ときに身構えない人はいない，これは根源的な問題だ，などと言

います。

しかし，この立論は，可視化の実情から離れた，余りにも観念

。 ，的なものと言わざるを得ないでしょう 録画・録音をしていても

， ，取調べが始まると被疑者は すぐに機材のことなど忘れてしまい

取調べの支障にはならなかったと報告されています。そもそも被

疑者は，取調べに身構えるかもしれませんが，これは取調べその

ものに身構えているのであって，これ自体は当然のことです。被

疑者が，録画・録音されているかどうかにこだわり続けるとは考

えられません。録画・録音することだけを取り上げて根源的な問

題だとすることには余りに飛躍があります。検証できない場でし

か，真実の供述を得られないかのような固定観念に捜査官が囚わ

れていることこそが，より根源的な問題だといわなければなりま

せん。

ビデオカメラやマイクの存在などの機材が問題だというのであ

れば，それを意識させないようにする工夫は，技術的にいくらで

も可能でしょう。現に，可視化を実施している諸外国において，
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カメラやマイクが目立たないように様々な工夫をしている例は数

多くあります。現在，一部録画を試行している日本の検察庁にお

いても，被疑者に一見して機材の存在を意識させることがないよ

うな形態で機材を設置しています。

結局，カメラやマイクの存在は，到底根源的な問題とは言えま

せん。これを根源的な問題であるなどとという主張は，およそ実

証的ではない上，本末転倒な議論であると言わざるを得ないでし

ょう。

（５）取調べは信頼関係に基づいて行われません

さらに 「治安悪化」論は，自ら犯した犯罪について供述する，

には勇気が必要であるところ，被疑者と取調官の人格のぶつかり

合いの中から心の交流が図られて，取調官と被疑者との納得の上

で，供述調書が作成されるとしたうえで，可視化はこのような信

頼関係を阻害する，と指摘します。

， ， 「 」しかし 前記の３で述べましたように そのような 信頼関係

論自体が誤りです。

また，取調べが「信頼関係」などに基づいて行われていないこ

とは 鹿児島踏み字事件 志布志事件 ケース３ や氷見事件 ケ， （ ） （

ース６）が証明しています。

志布志事件や氷見事件を例外などとみる見解もあるようです

が，もとより，そうではありません。密室取調べのシステムその

ものは同じなのですから，程度の差はあるとしても，無理な取調

べ，違法・不当な取調べは，むしろ日常的に行われているとみざ

るをえないのです。志布志事件や氷見事件は氷山の一角というべ

きです。

そして，信頼関係が築かれて取調べがなされる事例があるとす

れば，可視化はそれを阻害するものでなく，むしろそれを担保す

るものです。このことは前述３のとおりです。

（６）取調べの可視化は捜査を効率化させます

取調べの可視化（取調べの全過程の録画）をすれば治安が悪く

なるという主張については，より根本的な観点からも批判が可能

でしょう。取調べの可視化がなされていない現在，どれだけ多く

の捜査官たちが，どれだけ多くの時間を，取調べや調書の作文に

費やしているかおわかりになるでしょうか。日本の取調べが，

大２３日間にも及ぶ一つの大きな原因は，延々と水掛け論を繰り

返したり，調書を作成するのに多大な労力をかけたりしているこ
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前掲論文は，取調べの録画・録音によって捜査が効率化されたとする*29 Sullivan
全米の多くの捜査官たちの声を紹介しています。例えば，アラスカ州の警察官

は「取調べの電子的記録のおかげで，警察官は膨大なノートを取る必要がなく

なり，被疑者の身体の動きを観察できるようになりました。取調べの録画・録

音をしない警察がいるなんて，私には理解できません」と述べたと指摘してい

ます。

とです。取調べの可視化によって，取調べの内容が自動的に記録

， ，される制度へと移行していくならば そのような無駄な取調べや

調書作成も短縮することができるでしょう。また，これまでも述

べてきましたとおり，公判で取調べについての無用な水掛け論を

防ぐこともできます。

このように取調べの可視化は，無駄な取調べから捜査官を解放

， 。し より有効な捜査に集中することができるようになるはずです

治安を悪化させないためには，密室取調べで無駄な労力を費やす

より，取調べの可視化をして捜査を効率化させることの方が，よ

*29ほど有効だとも言えるのです。

８ 取調べの重要性を根拠とすることの誤り

（１）わが国の刑事司法においては，事案の真相を解明し，真犯人を

適正に処罰することが国民から強く求められていることを根拠

に，可視化に反対する意見があります。日弁連も事案の真相を解

明し，真犯人を適正に処罰することを何ら否定していません。ま

た，わが国の国民だけでなく，諸外国の人々も事案の真相を解明

， 。し 真犯人を適正に処罰することを強く求めているのは当然です

我が国だけが特殊な国であるかのようにいうのはそもそも誤りで

す。

犯人の適正な処罰は当然です。同時に国民は，適正な捜査によ

って，事案の真相が解明され，真犯人の処罰が実現されることを

強く求めているのです。志布志事件や氷見事件に対する世論の反

応から明らかなように，国民は冤罪事件を生む現在の刑事司法に

疑いと怒りの目を向けています。

取調べの可視化によって冤罪事件を防止することは真実の発見

そのものなのです。

（２）また，真犯人を特定し，さらに犯罪の動機・態様・結果等をも

十分に明らかにするため，被疑者の取調べは，不可欠の役割を果

たしていることを強調する意見があります。
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しかし，そのことが密室の取調べを正当化することにはなりま

せん。密室では，真犯人を特定し，犯罪の動機・態様・結果等を

十分に明らかにするとの名目で，自白が強要され，虚偽自白がな

されるケースが後を絶たないのです。しかも，その自白がなされ

た経緯が密室であるがゆえに，闇に葬り去られるのです。このよ

うな自白強要や虚偽自白は，何の真相解明でもありません。むし

， ， 。ろ 事案の真相を葬るものであり 真実の発見にも反するのです

仮に，被疑者の取調べが不可欠であるとしても，その取調べを

密室の闇の中でするのではなく，後から検証できるように可視化

すべきなのです。

この取調べの役割を強調する意見は，真犯人を特定するのでは

なく，まちがった犯人を作り出してしまう例が後を絶たないこと

を無視する詭弁にほかなりません。

（３）さらに，地下鉄サリン事件において，実行犯の一人の自白がな

ければ，主犯の関与はおろか，他の実行犯の特定も困難な状況に

あった，という意見もあります。

しかし，地下鉄サリン事件の共犯者の自白と可視化は関係あり

ません。取調べが可視化されていたら共犯者が自白しなかったと

いうような根拠はないのです。

ちなみに，地下鉄サリン事件を含むオウム事件において，共犯

者が調書の記載内容は供述したとおりに書かれていないと主張す

る事例も存在します。これは，密室の闇の中で調書が作成されて

いるからです。

９ 取調べの現状に問題はなく，適正確保に資する制度も存在するという

主張の誤り

（１）現在，大多数の取調べは問題なく適正に行われており，自白の

任意性が争われる事例は例外的である上，その中で，裁判所にお

いて自白の任意性に疑いがあるとされた事例は極めて少数にすぎ

ない，という主張があります。

しかし，大多数の取調べが問題なく適正に行われているかどう

かは全く証明されていません。自白の任意性が争われる事案の審

理については，裁判員制度の実施をにらみ， 高裁判所も研究を

続けています。任意性が争われる事案は，無視できない割合を占

めているのです。信用性が争点となる事案はさらに多いとみるべ

きでしょう。

警察庁は，取調べの適正化のために，取調べの監視・監督を行
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う専門部署を設置する予定であるとしており，取調べの適正化の

必要性は警察庁も認めています。もっとも，身内の監督では，取

調べの適正化はまったく不十分でかえって問題が生じることにも

なりかねません。また，監督部署を設置するだけでは，裁判員裁

判での分かりやすい立証には何の役にも立ちません。

（２）取調べの適正確保に資する次のような制度が既にある，という

主張がありますが，いずれも全く不十分です。

① 取調べ状況の書面記録制度

取調べ時間や調書作成の有無等が記録されるに過ぎず，どのよ

うな取調べが行われたのかは全く記載されません。

② 公判前整理手続における証拠開示

現時点では，取調べの内容を客観的に明らかにする証拠がほと

んど作成されていません。仮に，取調べの内容に関する捜査報告

書・備忘録などが作成されていても，それらは，必ずしも客観性

を担保しませんし，しかも，それらさえ直ちには証拠開示されな

い建前で運用されています。従って，現在の証拠開示制度は，取

調べの適正さを担保するものとして機能する要素に極めて乏しい

のです。

③ 被疑者国選弁護制度

逮捕前の任意同行・任意取調べの段階では国選弁護人は選任さ

れないという問題があります。

宇和島事件・志布志事件・氷見事件では，いずれも逮捕前の任

意取調べの段階で虚偽自白がなされているのです。

④ 供述調書の作成手順の明確化

作成手順についての取り決め自体が全く不十分なものでしかあ

りません。そのうえ，取調べの可視化（取調べの全過程の録画）

が実現しない限り，作成手順を守っていたかどうかを確認するこ

とができません。

⑤ 身体拘束中の被疑者と弁護人の接見の機会の保障

任意同行・任意取調べの時点で弁護人が選任されることはまれ

， 。であり 任意取調べ段階の取調べの適正化には関係がありません

既に述べましたように，任意取調べで虚偽自白をさせられた例
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は決して少なくないのです。

また，そもそも刑事訴訟法３９条３項は今なお存置され，現に

接見指定されているケースも決して少なくはありません。自由な

接見が実現しているという現状ではないのです。

（３）万一，違法な取調べがあった場合には，厳正に対処する，とい

う反論もあります。

しかし，志布志事件・氷見事件では，違法な取調べが明らかと

なっているにもかかわらず，担当警察官・検察官個人に対する処

分はなされませんでした。これまで違法な取調べがあったと裁判

所に指摘された例は少なくありませんが，その指摘を受けて厳正

な対処をした事例は皆無に等しいのです。

10 真相解明のためにこそ取調べの可視化が必要です

可視化反対論は，取調べを可視化すれば真相解明が困難になると

， 。 ，主張していますが 本当にそうなのでしょうか 彼らの言うように

本当に，取調べの可視化（取調べの全過程の録画）によって真相を

明らかにできなくなるのでしょうか。

いいえ，むしろ逆だというべきです。密室における取調べは，決

して真相を解明するものとは言えません。密室では，取調べの真実

が隠されてしまいます。密室である限り，供述がなされた経過はも

とより，調書に書かれたとおりの「供述」が，実際になされたのか

どうかすら，分からないのです。そのような密室で作られた調書に

よって，どうして真相を解明できるのでしょうか。いくら密室取調

べで，真相を明らかにしたと強弁されても，それを額面どおりに受

。 ， ，け止めることができるはずもありません 密室によって かえって

事件の真相が，歪められているかもしれないのです。

問題はそれだけではありません。供述がなされた経過について，

事後においても客観的に検証できないのです。その「供述」が実際

になされたのかどうかの直接の確認方法が何もないのです。ですか

ら，検証できない密室取調べの結果，裁判では，調書の内容が真実

， 。かどうかについて 延々と水掛け論が続いてしまうことになります

このような無駄が，どうして許されるでしょうか。詳しくは「第５

裁判員裁判実施までに取調べの可視化の実現を」で述べますが，

特に， 年までに実施される予定の裁判員裁判では，裁判員と2009
なる市民の皆さんの負担を考えると，密室で何が言われたかについ

て，時間をかけて審理することなどできません。端的に，取調室を

全過程録画して，真実をありのままに残せばよいだけのはずです。
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渡部保夫「被疑者尋問のテープ録音制度」前掲「無罪の発見」 頁，渡辺修*30 357
・山田直子監修 小坂井久・秋田真志編著「取調べ可視化－密室への挑戦－イギ/
リスの取調べ録音・録画に学ぶ」成文堂（ 年）2004

取調べの可視化（取調べの全過程の録画）によって，取調べの真

実を明らかにすべきです。そうすることこそが，事案の真相を明ら

かにすることにもつながると言うべきでしょう。

第４ 取調べの可視化が世界の潮流です

海外では取調べの可視化はどのようになっているのでしょうか。

１ 欧米での取調べの可視化

まず，欧米での取調べの可視化を見てみましょう。

① イギリス

， 。 ，取調べの可視化の先進国は イギリスです イギリスでは*30

年代から，取調べの録音の提唱がなされていましたが，警1960
察の反対でなかなか実現しませんでした。しかし，冤罪事件の調

， ， ，査などを通じて 録音の必要性が指摘されるようになり 政府は

年初頭から，録音の試験実施に踏み切りました。すると，1980
録音に反対していた警察側から，録音に積極的な意見が多く出さ

れるようになりました。録音をしても，自白を引き出すことは妨

げられず，かえって，取調べ方法に対して，警察官が非難される

ことがなくなったことなどが，その理由です。こうして，録音制

度は，取調べ実務として定着し， 年から，テロ犯罪等一部1992
の例外を除いて，原則として，警察署における被疑者のすべての

取調べの全過程の録音が義務付けられるようになりました。録音

は，ダブルデッカーという取調べ録音の専用機器で，２本のテー

プに同時録音されます。うち１本は改ざん防止のために封印され

て保管されます。残り１本が，証拠として使われ，そのコピーは

被疑者にも渡されます。

なお，イギリスでは，拘束された被疑者は，取調べ開始前に，

無料で弁護人（ソリシター）の助言を受けることができる法的扶

助の制度があり，また，取調べにソリシターが立ち会うことも認

められています。
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前掲 参照。 につい*31 NCF "Practical Guide to Investigating Interviewing 2000" PEACE Model
ては， ・ミルン ・ブル・前掲「取調べの心理学」 頁以下が，詳しく解説R /R 191
しています。その実務での評価について，渡辺修外監修・前掲「取調べ可視化

－密室への挑戦」 頁， 頁以下。71 154
日弁連編「裁判員制度と取調べの可視化」明石書店 頁（ 年）*32 103 2004
「 （被疑者取調べの電磁的記*33 Electronic Recording of Interviews with Suspected Person
録 」の頭文字をとったものです。）

イギリスでは，取調べが可視化されたことにより，取調官の取

調べ技術の問題点が次第に明らかにされるようになりました。こ

のため，警察においては， という取調べ技法を開発PEACE Model
し ，取調べにあたる警察官らに教育を始めるなど，取調べ技*31

術が格段に進歩したのです。

年 月からは，さらに進んで，取調べの全過程の録画の試2002 5
験運用が開始されています。

② オーストラリア

イギリスと制度の似ているオーストラリアでも，取調べの録画

・録音が実施されています 。オーストラリアの場合，録音が*32

， ，なされるようになったきっかけは 年から 年にかけて1989 1991
自白の任意性が争われたいくつかの刑事事件において，高等法院

（日本の 高裁にあたります）によって，取調べの全過程の録画

・録音がなされていない自白には，原則として，証拠能力がない

とする判決が出されたことでした。

録画・録音の仕方は，州によって多少の違いがありますが，シ

*33ドニーがあるニューサウスウエールズ州では，取調べで ERISP
というシステムが整備され，原則として，取調べの全過程が録画

・録音されています。 では，同時に３本のテープに録画・ERISP
録音され，１本が被疑者に渡されます。

この の導入以後，警察官の取調べに対する不服や抗議がERISP
激減し，取調べに要する時間も短縮したのです。なお，オースト

ラリアでも，取調べが開始される前に，弁護人と立会いなくして

接見する権利が保障され，弁護人が取調べに立ち会う権利も認め

られています。それでも，依然として自白はなされており，かえ

って，有罪答弁が増えたというのです。このような 導入のERISP
効果は，ニューサウスウエールズ州の警察をはじめ，すべての司

法関係者から高く評価されているようです。
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アメリカの可視化の状況については，渡辺修「被疑者取調べの録画『可視化』*34
原理と『包括的防御権 （季刊刑事弁護 号 頁，特に 頁以下）参照。』」 39 105 107

， （ ）*35 711 P.2d 1156 1158 Alaska 1985Stephan v. State，
， （ ）*36 518N.W.2d 587 592 Minn.1994State v. Scales，

*37 http://www.law.wisc.edu/news/main.php?ID=828
本文記載の 近のアメリカ合衆国における動向は，日弁連取調べの可視化実現*38

委員会が 年 月 日に東京で行った 氏（本文記載のライ2005 12 7 Thomas P. Sullivan
アン委員会の共同議長を務めたイリノイ州弁護士）からの聴き取りに基づくも

のです。

③ アメリカ

， ，アメリカでは 被疑者が取調べに弁護人の立会いを求めた場合

警察は，弁護人の立会いなしで，被疑者の取調べをすることはで

きません。このルールは，ミランダ・ルールと呼ばれています。

このようなルールがあるアメリカでは，取調べの可視化は必要

ないような気もします。しかし，実際には，そのアメリカでも，

密室での自白強要による冤罪事件が問題となり，その対策として

多くの州で同時並行的に取調べの可視化が進められているのです

。*34

アラスカ州では， 年，州 高裁の判例で，身体拘束下の1985
被疑者取調べ全過程を録音することが，州憲法の要請であると判

断され，可視化が実現しました 。*35

ミネソタ州でも， 年，州 高裁の判例により，身体拘束1994
中の取調べは全て録音しなければならないとされました 。*36

年代に入ると，イリノイ州，コロンビア特別区（ワシン2000
トン ，メイン州，ニューメキシコ州などで，相次いで取調DC）
べの可視化を義務付ける法律が制定されました。また，マサチュ

ーセッツ州とニュージャージー州でも，可視化が実現されつつあ

ります。さらに， 年には，ウィスコンシン州でも，州 高2005
裁が，少年に対する取調べの可視化を義務付けました 。そし*37

て現在，全米の２０の州において，取調べの可視化を義務付ける

法案が審議中です 。*38

なお， 近の調査によれば，判例や法律による義務付けがなく

ても，多くの都市や郡の警察署，保安官事務所等で，自発的に取
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*39 Thomas P. Sullivan 2004前出の 氏は 全米の捜査機関について調査を行った結果， ，

年の時点で，少なくとも 州の の捜査機関において，身体拘束下にある被38 238
Thomas P.疑者の取調べの録画・録音が実施されていることを確認しています。

を参照。Sullivan "Police Experience with Recording Custodial Interrogations"
髙倉新喜「イリノイ州の取調べの可視化への動き－ライアン・レポート」季刊*40

刑事弁護 号 頁（ 年）42 126 2005
シカゴ警察の取調室は，留置場も兼ねており，被疑者は，同じ部屋で寝泊まり*41

し，取調べを受けます。

本文記載の録画システムはシカゴ警察でのシステムであり，同じイリノイ州で*42
も，シカゴ以外の地域では異なる方法で録画・録音がされているようです。

調べの録音・録画がなされているのです 。*39

このように，アメリカ合衆国では，急速に可視化が実現されつ

つあるのです。

日弁連取調べの可視化実現委員会（当時）は， 年 月，全2005 9
米で 初に可視化を義務付ける法律を制定したイリノイ州の状況

を視察しました。イリノイ州における可視化の現状を紹介してお

きましょう。

イリノイ州では，死刑判決が言い渡された１０件以上の事件で

相次いで冤罪が判明したことをきっかけに， 年，ライアン2000
（ ） （ ）州知事 当時 によって死刑制度の調査委員会 ライアン委員会

が設けられ，死刑制度や冤罪事件の検証が行われました。その結

果，密室の取調室での警察官による強引な自白の強要と，これに

よる虚偽の自白が冤罪の重要な原因の一つであることが問題とさ

れ，同委員会は， 年，冤罪防止策として，取調べの録画・2002
録音の義務化を勧告しました。この勧告に従い， 年，イリ2003
ノイ州において，殺人等の人の死を伴う犯罪について，警察署な

どの施設で身体を拘束されている被疑者の取調べの全過程を電気

2005的に記録することを義務付ける法律が成立し，この法律は

年から施行されました 。*40

シカゴ警察では，取調べだけではなく，被疑者が逮捕されてか

ら勾留されるまでの４８時間の間，弁護人の接見時以外は，取調

室の状況を録画しています 。録画されたデータは警察本部の*41

。 ， ，ハードディスクに保管されます そして 警察官や検察官は*42

インターネットの専用回線を利用して，デスクのパソコンでいつ

で録画画像を見ることができます。このように，シカゴ警察は，

新のＩＴ技術を使用した極めて現代的なシステムを導入してい

ます。
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指宿信「カナダにおける取調べ可視化と目撃証言問題－ソフォノー事件調査委*43
員会報告によせて」季刊刑事弁護 号 頁（ 年）38 144 2004

*44 5 74 2003松田岳士「イタリア被疑者取調べと弁護人立会い」カウサ 号 頁（

年 ， 高裁判所事務総局刑事局監修「陪審・参審制度 イタリア編」司法協会）

頁以下（ 年 ，衆議院調査局法務委員会調査室「衆議院法務委員会海外100 2004 ）

派遣報告書」 頁（ 年 。12 2004 ）

シカゴ警察では，非常に徹底した可視化がなされていますが，

どうして，そこまで徹底して可視化するのかという私たちの質問

に対して，シカゴの警察官が （隠すものは何もな"Nothing to Hide!"
いからだよ！）と力強く答えていたのが印象的でした。

④ カナダ

カナダでは， 年に冤罪事件であることが明らかとなった2000
， 。ソフォノー事件をきっかけに 調査委員会が設置されました*43

調査委員会は， 年 月に調査を完了し，被疑者のすべての取2001 6
調べが，ビデオ録画または少なくとも録音されるべきであること

などを内容とする勧告をしました。そして， 年 月には，2001 11
オンタリオ州 高裁で，録画・録音のないことを理由にして，自

白の任意性を否定する判例が出されています。

今後，取調べの可視化が進められていくものと思われます。

⑤ イタリア

イタリアでは， 年の刑事訴訟法改正により，身体を拘束1995
されている被疑者の取調べは，必ずテープ録音（まれに録画）さ

れています 。録画・録音されていなければ，取調べで作成さ*44

れた調書は，公判で証拠として使用できません。拘束されていな

い場合は，取調べは録音されないことも多いようですが，場合に

より，録音や速記がなされています。

また，警察での取調べには，原則として，弁護人の立会いが必

要です。検察官の取調べでは，弁護人の立会いは義務付けられて

いませんが，取調べの開始の２４時間前までに，弁護人に通知さ

れなければならず，弁護人が立会いを求めれば，立ち会わせなけ

ればならないとされています。検察官は，被疑者に私選弁護人が

いない場合は，国選弁護人選任の手続を取った上で，弁護人を立

ち会わせるのが通例となっており，弁護人の立会いなしに取調べ

が行われるのは，まずあり得ないとのことです。
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衆議院調査局・前掲「衆議院法務委員会海外派遣報告書」 頁*45 15
日弁連編・前掲「裁判員制度と取調べの可視化」 頁， 頁。*46 103 239
日弁連は， 年 月，調査団を香港に派遣し，香港における取調べの可視化*47 2004 9

の実情を視察しました。本文の説明は，この調査を基にしています。

サニーチョンマンクワン「香港刑事司法制度における取調べ実務の変遷－被疑*48
者の権利と取調べの可視化」季刊刑事弁護 号 頁( 年)。44 182 2005

⑥ フランス

， 。フランスでは 少年の取調べにビデオ録画を義務付けています

また，身体拘束された被疑者が，弁護人の立会いを求めることが

*45権利として保障されています。

⑦ ドイツ

ドイツでは，取調べの録画・録音はなされていませんが，これ

は，捜査段階の被疑者供述が，そのまま公判での証拠として使わ

れることがないからです 。また，ドイツでは，捜査段階の被*46

疑者取調べに，弁護人の立会いが保障されています。

２ アジアでの取調べの可視化

以上は，欧米での取調べの可視化の状況です。このような紹介を

すると，日本は欧米とは違うという言い方がよくなされます。

しかし実は，取調べの可視化がなされているのは欧米だけではあ

。 ， 。りません 近くのアジアでも 取調べの可視化は進んでいるのです

① 香港

香港では， 年の中国返還の前後を通じてイギリスのコモ1997
ンローと香港独自の警察マニュアル等によって刑事手続が行われ

ています 。*47*48

年代にイギリスでテープ録音が開始されたのに合わせて，1980
香港でも，取調べの録音が導入されることとなりました。

また中国返還に向け，法律改革委員会報告書が 年に出さ1992
れ，この中でも取調べを可視化すべきことが提言されました。こ

れを受け，独立汚職調査委員会（ 。わが国の地検特捜部のICAC
ような機関です ）では， 年から可視化設備を備えた取調室。 1993

1995が作られ 取調べのビデオ録画制度が導入されました また， 。 ，

年ころから警察における被疑者の取調べにもビデオ録画が導入さ

れ，現在香港警察全土の警察署で録画装置の設けられた取調室が

あります。

-48-



日弁連は， 年 月，調査団を台湾に派遣し，台湾における取調べの可視化*49 2004 1
の実情を視察しました。その経過等については，財前昌和「台湾における可視

化の実情」季刊刑事弁護 号 頁（ 年 ，日弁連編・前掲「裁判員制度と39 87 2004 ）

陳運財「台湾にお取調べの可視化」 頁。また台湾の可視化の実情について，245
日弁連取調べの可視化実現委員会編・前掲「世界の潮ける取調べ可視化の現状」

34頁。流になった取調べ可視化」

ビデオ録画は全ての事件の取調べには義務付けられてはいませ

， 。んが 被疑者から要求されれば警察が拒否することはありません

ビデオ録画は，被疑者が取調室に入室したときから（取調べの

開始前から）取調べの終了まで行われています。ビデオ録画装置

， ， ，の設けられた取調室内には三角形の机が置かれ 取調官 被疑者

弁護人が座るようになっています。香港でも，弁護人に取調べの

立会いが認められており，弁護人は被疑者に助言を与えることが

できます。また，取調室内には広角ミラーが設けられ，これを通

して取調室内の様子は全てビデオ録画がされており，取調室内に

は死角はないように工夫されています。録画テープは３本同時に

録画され，うち１本はマスターテープとして取調べ終了後に被疑

者のサインを得た後封印され，１本は被疑者に交付されます。

捜査機関も取調べの可視化，つまり弁護人の立会いやビデオ録

画によって，取調べ過程の不正がなくなり，自白の任意性の確保

に大きく寄与すると同時に，裁判時間が短縮されたとして 「非，

常に公正で真実性を保持する制度」であると，高い評価をしてい

ます。弁護人の立会いや録画なしの取調べによって得られた供述

は，裁判において使うことが困難になると考えているのです。

② 台湾

台湾の刑法は，日本の刑法と大変よく似ています。その台湾で

も取調べの録画・録音が実現しています 。*49

台湾では， 年代に既に捜査当局内部から，取調べを録画1970
・録音することによって公判での被告人による自白の任意性の争

いを減少させることが提案されていました。そして， 年代1970
に検察内部で 「検察官は，重大事件について必要と認める場合，

には，職権で捜査手続きの全部または一部を録音させることがで

きる。当事者は取調べが行なわれる前に，検察官に対して録音機

の使用を申し立てることができる」という内部訓令が出され，取

調べの録音が開始されました。その後 年代後半から，警察1970
でも録音が行われるようになりました。
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日弁連は， 年 月，調査団を韓国に派遣し，韓国における取調べの可視化*50 2004 3
の実情を視察しました。その経過等については，山下幸夫「韓国視察から学ぶ

べきこと」季刊刑事弁護 号 頁（ 年 ，日弁連編・前掲「裁判員制度と39 93 2004 ）

取調べの可視化」 頁。また韓国の可視化の実情について，朴燦運「弁護士が240
- 39 98見た韓国における捜査の可視化 近の状況と論議の内容 季刊刑事弁護 号」

頁， 「世界の潮流になった取調べ可視日弁連取調べの可視化実現委員会編・前掲

44化 甲木真哉 韓国における取調べの可視化の 新事情 季刊刑事弁護」 「 」16頁。

号 頁( 年)。137 2005

年 月には，取調べを録音すべき事件の範囲が「すべての1990 4
刑事事件」に拡大され，さらに録音の実効性を担保するため，取

調べの全過程を録音することなどの録音方法を明確化するととも

に，重大な事件やその他の事件については，検察官が必要がある

と認めた場合に，全部または一部をビデオ撮影することを定めま

した。

このように台湾では，捜査当局の側が，取調べ過程の録画・録

音に積極的だったのです。ただ，実際には内部訓令に違反して，

録音する事件を選別したり，捜査機関が重要と判断した部分だけ

を部分的に録音する事態がしばしば起こったようです。そのため

年 月，議員立法によって刑訴法が改正され，取調べの全過1998 1
程の録画・録音制度が法制化されるに至りました。

日本の捜査官は，録画・録音をしたら，真実が明らかにできな

， 。 ， ，くなるとして 取調べの可視化に反対します しかし 台湾では

全過程録画・録音制度を導入する際に，予算や手間の点からの反

対はありましたが，そのような反対論は聞かれなかったと言いま

す。取調べの真実を明らかにするために，全過程録画・録音制度

が導入されたのです。

また，台湾では， 年には被疑者取調べに弁護人の立会い1982
が認められ， 年には，取調べに立ち会った弁護人の意見陳2000
述権も明文化されています。

③ 韓国

韓国でも，取調べの可視化は進められています 。韓国の刑*50

法や刑事訴訟法も，台湾と同様，日本の刑法や刑事訴訟法と非常

によく似ており，刑事手続も非常に似通っています。

韓国では，これまで警察の捜査段階では，取調べの可視化が義

務付けられているわけではありませんでしたが，取調べは原則と

して，監視カメラのついた大部屋で，他の被疑者の取調べと並行
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韓国大法院 年 月 日決定。その詳細については，朴燦運・前掲「弁護*51 2003 11 11
士が見た韓国における捜査の可視化」 頁。102

して行われてきました。したがって，そもそも「密室」での取調

べではなくなっていました。また，被疑者が弁護人の立会いを求

められたら，令状請求等の緊急の必要がある場合を除き，弁護人

が到着するまで，取調べはなされません。さらに，取調調書は，

取調官の質問とそれに対する被疑者の回答という，問答形式で記

載されています。

一方，検察官の取調べについては，日本と同様，各検察官の部

屋という「密室」で取調べがなされてきました。但し，韓国大法

院（日本の 高裁判所にあたります）が， 年 月 日，い2003 11 11
わゆる「ソン事件」決定 で，捜査に特段の支障がないにもか*51

かわらず 拘束中の被疑者に対する取調べの際 弁護人の参与 立， ， （

会い）を認めないのは，自由な接見交通権を保障する憲法に違反

するとの判断を示したため，その後は原則として弁護人の取調べ

。 ， ，への立会いが保障されています さらに 年 月 日には2004 9 23
憲法裁判所において，非拘束の被疑者に対する取調べの際にも弁

護人の参与（立会い）は認められ，さらに被疑者は取調べ中に弁

護人に相談し助言を求めることができるという内容の決定がなさ

れています。

そして，取調べの録音・録画の動きも，具体的に始まっていま

す。韓国警察庁は， 年 月に，取調べの全過程を録音・録画2003 1
する制度を導入する方針を表し， 年からは，性犯罪被害者2004
の取調べについての録画がいくつかの警察署において始まりまし

た。また検察庁においても， 年 月 日から全国１０ヶ所の2004 5 1
検察庁で，取調べの録画設備を設置するとともに，取調べの録画

の試験的実施を始めました。

さらに，司法制度改革の流れの中で，弁護人参与権と取調べの

録画制度が法制化され，被疑者・参考人の取調べの全過程録画制

2007 6 1 2008度を定めた改正刑事訴訟法が 年 月 日に公布され，

年 月 日から施行されました。1 1

④ モンゴル

モンゴルでは 年に社会主義体制から自由主義体制に変革1990
1994 2002され これに伴い 刑事訴訟法が 年に改正され その後， ， ，
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日弁連は， 年 月，調査団をモンゴルに派遣し，モンゴルにおける取調べ*52 2005 7
の可視化の実情を視察しました。その経過等については，赤松範夫「モンゴル

における可視化の実情－捜査上の都合から被疑者人権に対する配慮へ」季刊刑

事弁護 号 頁( 年)。44 142 2005

*52年に新しい刑事訴訟法が制定されました。

しかし，この刑事訴訟法では，勾留期間が 長２６ヶ月間も認

められたり，起訴後にも一定の条件で再捜査が認められたりする

など批判も多く，日本を含む各国からの法制度支援が行われて，

さらなる刑事訴訟法改正の動きがあります。

現在，モンゴルでは弁護人は被疑者取調べに立ち会う権利が認

められ，立会中に被疑者にアドバイスしたり，作成された調書の

訂正を求めたりすることが認められています。

また，モンゴルでは， 年の改正刑事訴訟法の証拠に関す1994
る規定を根拠として被疑者取調べの録音が行われています。当初

は被疑者の人権に対する配慮という観点よりも，捜査側の都合で

行われており，取調べの全過程の録画・録音は行われていません

でした。

しかし， 年刑事訴訟法の改正によって，当事者主義的色2002
彩が強くなり，弁護人側から取調べ状況の録画・録音要求がなさ

れ，これに応じる取扱も増えてきています。現在では特に重い罪

については録画・録音されている件数が増えているとのことで

す。

また，モンゴルでも近時性犯罪被害者等の供述についての録画

制度が開始され，新たな刑事訴訟法改正作業が具体的日程にのぼ

っており，弁護士会からは取調べの全過程の録画・録音の要求が

なされています。また，モンゴル検察庁は韓国検察庁の協力を受

けていますので，韓国と同様に取調べの全過程の可視化が進めら

れることも予想されます。

このように，モンゴルにおいても弁護人立会制度は確立してお

り，取調べの全過程の録画・録音に向けた歩みを始めているので

す。

， ， ，このように欧米 アジアを問わず 世界各地で取調べの可視化は

進められています。韓国大検察庁が言うとおり，取調べの可視化は

世界的な潮流であり，もはや不可避なのです。

取調べの可視化もなく，弁護人の立会いもなく，取調室を完全な

密室にし続けているのは，日本だけと言ってもよい状態です。世界
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浦和地判平成 年 月 日判例時報 号 頁は，パキスタン人が放火犯*53 2 10 12 1376 24
として起訴された事件について，無罪を言い渡すにあたり 「外国人被疑者に対，

する取調べにおいては，近時その必要性が強調されている『捜査の可視化』の

要請が特に強く， 小限度，供述調書の読み聞けと署名・指印に関する応答及

び取調べの冒頭における権利告知の各状況については，これを確実に録音テー

プに収め，後日の紛争に備えることが不可欠である」と指摘しています。

日弁連の可視化運動の経緯については，小坂井久「取調べ可視化実現に向けて*54
の動きと基本的考え方」季刊刑事弁護 号 頁以下（ 年 。38 14 2004 ）

年 月 日に招集された第 回通常国会では，刑事司法改革の重要法*55 2004 1 19 159
案として 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 「刑事訴訟法の一部を改， 」

正する法律」などの外，被疑者を含めた公的刑事弁護制度の創設などを盛り込

んだ「総合法律支援法」などが審議され，成立しました。

的にも恥ずべき事態だと言うべきでしょう。

， 。現代社会では 透明性とそれに見合った説明責任が要求されます

そのことは，取調室も同じです。日本だけが，取調べの可視化に背

を向け続けることなど，絶対に許されないはずです。

第５ 裁判員裁判実施までに取調べの可視化の実現を

１ 可視化立法の動きが始まっています

（１）国会における議論

日本でも，取調べの可視化の必要性は，繰り返し主張されてきま

した。実際に，無罪判決の中で，取調べの可視化の必要性が指摘さ

れたこともありました 。しかし，すでに述べましたように，捜*53

査機関からの強い抵抗があって，可視化を実務運用のなかで実現す

る目処は全く立たない状況が続いてきたのです。

そこで，日弁連は，この問題を立法の実現によって解決する方針

を打ち出しました。 年 月には，取調べの可視化立法案（刑2003 12
事訴訟法改正案）を策定しています 。その骨子は 「被疑者の取*54 ，

調べに際しては，開始から終了までの全過程を録画または録音しな

ければならない 「録画・録音をせずに取調べを行って作成され」，

た供述調書は証拠とすることができない」というものです。

年から 年にかけて，司法制度改革のための様々な法案2003 2004
が，国会で議論されることになりました。

このうち 年第１５９回国会に提出された刑事司法改革関連2004
法案 の政府案では，取調べの可視化は盛り込まれませんでした*55

-53-



年 月 日「与党政策責任者会議司法制度改革プロジェクトチーム合*56 2004 1 26
意」

衆院法務委員会では 年 月 日，参院法務委員会では， 年 月 日*57 2004 4 23 2004 5 20
に，それぞれ取調べの可視化に関連する附帯決議がなされています。

， ， ， ，が 政府案が確定されるに先立ち 年 月 自民党と公明党は2004 1
「取調べ状況を録音録画する制度の採否を含む，捜査・公判手続の

あり方全体を見直すための検討を開始すべき」との合意をしました

。また民主党は，同年 月に，取調べの可視化と弁護人立会い*56 3
2007を法制化する刑事訴訟法改正法案を国会に提出したのに続き，

年 月には，取調べの全過程の録画・録音を義務付ける刑事訴訟12
法改正案を国会に提出しました。

これらの法案の議論の過程で，取調べの可視化についても，多く

の質疑がなされました。また，関連法案の審議に際しても，取調べ

の可視化に関する多くの質疑が引き続きなされ，そうした法律の通

過・成立に際し，取調べの可視化に関して，衆参両院で何度も附帯

2004決議がなされました 。このうち，参院の法務委員会では，*57

年 月に，次のような決議がなされています。5

政府及び最高裁判所は，本法の施行に当たり，次の事項について格段の

配慮をすべきである。

二 政府は，最高裁判所，法務省及び日本弁護士連合会による刑事手続

の在り方等に関する協議会における協議を踏まえ，裁判員の参加する刑

事裁判に関する法律施行までの実現を視野に入れ，実質的な論議が進

展するよう，録画又は録音による取調べ状況の可視化，新たな捜査方法

の導入を含め，捜査又は公判の手続に関し更に講ずべき措置の有無及

びその内容について，刑事手続全体の在り方との関連にも十分に留意し

つつ実質的検討を行うこと。

このように，国会内では，取調べの可視化を求める機運が，確実

に高まっているのです。このような附帯決議の趣旨からしても，私

たちは，是非とも，裁判員裁判の実施までに，取調べの可視化を実

現していかなければならないと考えています。

（２）検察庁による取調べの一部録画・録音試行

年 月から，検察庁は被疑者取調べの一部を録画・録音する2006 8
試行を始めました。
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*58 1913 21この点は，吉丸眞「録音・録画記録制度について（上 」判例時報 号）

頁（ 年）においても 「捜査官が，警察署，検察庁又はこれに準じる場所で2006 ，

被疑者を取調べるときは，その取調べの全過程を録音又は録画するものとす

る 」と当然の前提とされています。。

， ， ，しかし この試行は ①警察の取調べが対象とされていないこと

②検察官の取調べについても，検察官が録画する事件を自ら選んだ

上で，さらにその取調べのうち，検察官の裁量によって「自白の任

意性の効果的・効率的な立証に必要かつ相当と判断される部分」の

みを録画するものであって，取調べの全過程を録画するものではな

いこと，③訴追側の便宜のために自白の任意性を立証する方策のみ

を目的とするものであることなどの点で，多くの問題があります。

一部の録画・録音では，録画・録音されない取調べの適正を確保

できませんし，録画・録音されていない部分の取調べをめぐって自

白の任意性が争われるなど，任意性・信用性を立証する役には立ち

ません。役に立たないばかりか，自白過程について誤った印象を与

える危険性が高いと言うべきです。

高検察庁は 「取調べの録画・録音の試行の検証について（中，

間取りまとめ （ 年 月）の中で 「任意性を立証する手段と）」 ，2008 2
しての有効性が認められる」などとして， 年 月から全国の地2008 4
方検察庁及び裁判員裁判対象事件を扱う地検支部で一部録画の試行

を実施することとしています。

しかしながら，検察庁において試行されている一部録画は，否認

から自白への変遷過程など，まさに自白の任意性が問題となりうる

場面を録画したものではなく，既に作成した自白調書についての確

認場面であるとか，読み聞かせをして署名を求める場面のみを録画

するというものにすぎません。捜査機関に都合の良い部分のみを録

画しているだけなのです。

これでは，結局どうしてそのような自白をしてしまったかについ

ては客観的な検証が不能なままであり，取調べの可視化などと到底

呼べるものではありません。

取調べの可視化は，取調べの全過程の録画によって初めて実現さ

*58れるものです。

取調べの録画・録音が可能となった現在，取調べ状況に関する立

証について 「取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に，

関する資料を用いるなどして，迅速かつ的確な立証に努めなければ

ならない （刑事訴訟規則１９８条の４）と規定している趣旨から」

すれば，取調べの録画・録音がなされていない自白調書は原則とし
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*59 19 12 26 ,東京地裁平成 年 月 日決定は，本文で述べた言い方をしているものの

他方 「本件ＤＶＤは，取調べの過程の一部分を録画したものではあるが，これ,
のみでも録画されている供述が任意になされたものであることは十分感得でき

るのであって，有用である」などとして，検察庁の試行した一部録画でも任意

性立証に有効であるかのような判断をも示しています。しかし，自白に至った

経緯そのものが可視化されてこそ，任意性立証が尽くされたというべきです。

このような判断は，捜査機関による恣意的な一部録画を正当化し，かえって今

後の任意性立証をゆがめることにもなりかねません。その意味で，同決定の判

断は，不当といわざるをえません。

て任意性に疑いがあると考えるべきです。

実際にも 「録画・録音媒体等の客観的な証拠が提出されていな，

い本件においては，取調べ状況に関する被告人の前記供述を排斥す

ることはできない」とした上で，被告人の供述を前提に任意性に疑

19いがあるとして自白調書の採用を却下した事例（大阪地裁平成

年 月 日決定）がありますし，犯罪捜査規範１３条に基づく取7 11
調べ警察官作成にかかる取調べメモ（備忘録）の証拠開示を認めた

決定でも （刑事訴訟規則１９８の４は 「水掛け論となり審理が， ）

長期化していたことを防止し，できるだけ客観的な資料により取調

べの状況を立証していくべきものとしたものである。このような資

料としては，取調べ過程を録画・録音したものが も客観的であっ

て望ましいと考えられる （東京高裁平成 年 月 日決定）と」 19 11 8
述べられています。

検察庁の一部録画によるＤＶＤについては，数例が裁判所で取り

調べれられていますが，①自白に至った時点の１か月後に録画され

たＤＶＤにつき 「本件ＤＶＤの証拠価値を当該検察官調書の任意，

性についての有用な証拠として過大視することはできない （東京」

地裁平成 年 月 日判決）とした事例，②否認から自白に転19 10 10
じた際の取調べの状況をＤＶＤの証拠価値に録画するが望ましいと

（ ） 。述べた決定 東京地裁平成 年 月 日決定 などがあります19 12 26
検察官は，その全過程を録画することなしには任意性を立証する

*59ことはできないと考えなければなりません。

， ，「 ，反対に 一部録画されたＤＶＤから 被告人の弁解を無視して

自己の意図する供述内容を誘導ないし誤導して押しつけるという取

調べ方法は，供述の信用性の有無という程度を超えて，任意性に疑

19 11 14いを生じさせるものというべきである 大阪地裁平成 年 月」（

日決定）として，任意性を否定した事例があります。

この事案は，まさに，任意性に疑いを持たせるには一部で足りる
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が，任意性を立証するにはその全過程を録画・録音する必要がある

ことを示しているのです。

２ 裁判員裁判では取調べの可視化が不可欠です

以上みましたように，裁判員裁判の導入・実施を控え，可視化に

関する議論・運動は活性化してきています。それも当然でしょう。

以下，この点について述べておきます。

（１）自白の任意性や信用性が争われるとどうなるのでしょう

すでに述べましたように，調書の任意性・信用性が裁判で争わ

れた場合，その法廷での審理は，まず「水掛け論」となってしま

います。直接の客観的な証拠がないままに，ああでもないこうで

もないという証言・供述が続くのですから，そういうことになっ

てしまうのは，やむを得ないというしかありません。実際，その

審理には，膨大な時間とエネルギーが使われています。しかし，

どれほどの時間・エネルギーを費やしても，その審理は，お世辞

にもわかりやすいものとはいえないのです。現に裁判官も，その

判断は，とても難しいものだと言っています。

これは，あまりに不毛な審理・争いというべきではないでしょ

うか。本来かけなくともよいところに，膨大なエネルギーと時間

を使っているのです。しかも，その結果，取調べの真相が明らか

になっているともいえないのが，実情なのですから，なおさら不

毛感を感じることになってしまいます。

これは本当におかしなことです。その問題の根本は，近代的な

刑事裁判手続に，前近代的なシステムが紛れ込んでしまっている

ことだと思われます。近代の刑事裁判手続では 「直接主義 「口， 」

頭主義」と呼ばれる大原則があります。公開の法廷で，直に証拠

を調べること，証人を尋問することによって，犯罪事実の存否を

見定めていこうというシステムです。過去の歴史のなかで多くの

冤罪を生んだ密室裁判・暗黒裁判を防ぐための大原則です。

ところが，日本の刑事裁判で定着している「密室での取調べ」

「調書裁判」は，この大原則に完全に背いているのです。とてつ

もなく前近代的なシステムといっても過言ではありません。この

ような前近代的なシステムが，近代の刑事裁判に紛れ込んでしま

っているのです。

このような前近代的なシステムが残存しているために，わが国

の刑事裁判では 「本来，かけなくともよい」時間・エネルギー，
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この点に言及するものとして，後藤昭「刑事司法改革の到達点と展望」法律時*60
報 年 月号 頁( 年 。2004 9 28 2004 ）

， 。が膨大に費やされていることが 十分ご理解いただけるでしょう

考えてみれば，国家が取調べを開始したときからの経過などは，

， 。国家がその気になりさえすれば 客観的に明確にできるはずです

取調べは，いわば捜査機関の手の内で行われるのです。その状況

を，直接的で客観的な証拠（ベスト・エビデンス）で，争いの余

地のない状態にすることは，国家にとって，容易なことはいうま

でもありません。

刑事裁判は，検察官が立証しようとする犯罪が，本当にあった

かどうかということを認定するために行われます。ところが，日

本の裁判は，そのような犯罪の有無の認定とは別に，密室の中で

一体何が話されたか，調書に記載されていることが，本当に本人

が言ったことなのか，というレベルでの事実認定をしなければな

らなくなっているわけです。あまりにおかしなことと言わざるを

得ません。

（２）裁判員裁判と取調べの可視化

， 。 ，こうした無駄は もうやめなければなりません 裁判員裁判で

そのような審理が許容され続けるはずもないのです。もし裁判員

裁判でも，密室をめぐる水掛け論の審理が延々と続くとしたら，

裁判員となった市民の皆さんは，どう感じられるでしょうか。お

よそ耐え難く感じられることでしょう。

簡単に録画・録音できるのに，なぜ捜査官は，それをしないの

でしょうか。自分たちの領域にある取調室内のことです。捜査機

関の側は，ベスト・エビデンスを，いともたやすく確保できるの

です。それをしないでおいて，ああでもない，こうでもないとい

う水掛け論を続けようというのです。市民にとって，その前近代

性自体，およそ理解困難というべきではないでしょうか。

裁判員裁判を具体的にイメージしたとき，取調べの可視化（取

調べの全過程の録画）が必然だという認識に到達するのは当然で

す 。裁判所は，これまで取調べの可視化について，一部の裁判*60

例などをのぞいて，基本的に沈黙してきました。しかし，裁判員

裁判の実施が近づくにつれ，元裁判官が取調べの可視化の必要性
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吉丸眞「裁判員制度の下における公判手続きの在り方に関する若干の問題」判*61
例時報 号７頁（ 年 ，佐藤文哉「裁判員裁判にふさわしい証拠調べと1807 2003 ）

合議について」判例タイムズ 号 頁（ 年 。1110 9 2003 ）

*62 1268 91松本芳希 裁判員制度の下における審理・判決の在り方 ジュリスト 号「 」

頁（ 年 ，前掲「取調べの可視化で変えよう，刑事司法」 頁以下の仲戸2004 18）

川隆人裁判官の発言，同 頁で紹介されている裁判員制度・刑事検討会におけ36
る池田修裁判官発言，同 頁で紹介されている陶山博生裁判官のパブリックコ37
メントなど。なお，岐阜地裁多治見支部平成 年 月 日判決は，少年事件17 11 29
で不処分になった事件で，捜査の違法を訴えて国家賠償請求を求めた事案につ

いて，以下のように判示して密室取調べを批判しています 「我国では，戦後の。

一時期，一連の冤罪事件が発生し，…不適切な捜査が横行していることが，大

きな社会的問題となった歴史が存在する…。…警察・検察全体において，上記

のような不適切な捜査への反省が徹底されたはずである点を勘案すると，数十

年が経過した現在，これら冤罪事件と同様の問題が残存している事態に，当裁

判所は強い憂慮を覚えずにはいられない。…関係諸機関には…，同様の事件の

再発防止のために猛省を求めるものである。…特に，自白した被疑者と捜査官

との間には，心理的距離の異常な接近という現象がみられる場合がままあり，

これが自白内容の吟味の軽視等の問題につながることが従前から指摘されてい

るが，…この点でも，警察・検察には，捜査官に対する組織的教育の必要性に

ついて再認識を求めねばならない。…本件において，…取調に関する不法行為

の成立が否定される結果に終わったのは，前…判示のとおり，もっぱら取調過

程が客観的に記録化されていないことに起因するものであるところ，捜査段階

における黙秘権その他の被疑者の人権が高度の保護を要するものである点に鑑

みれば，今後も同様の事態によって，疑いの残る捜査が違法の評価を免れるこ

とはあってはならないのであって，このような状況が放置されること自体，問

題といわねばならない。かかる記録化の遅れた段階で，今後も疑問とされる捜

査が繰り返されるのであれば，取調過程の記録化の措置を取らないこと自体が

別の違法行為を構成する余地もあるというべきであって，被告 （引用者注・B
岐阜県。実質的には警察を指す）などに対しては，将来的な措置を含めた検討

を要請するものである 」。

を唱えはじめました 。そして，現在，少なからぬ現職の裁判官*61

も，これを肯定するに至っています 。あまりに当然のこととい*62

うべきでしょう。

（３）充実した集中審理に向けて

， （ ） ，もし 取調べの可視化 取調べの全過程の録画 をしないまま

裁判員裁判の実施に踏み切ることになりますと，裁判員となった

多くの市民の方々が，不毛な争いにつきあわされることになって

しまいます。そして，よくわからないままに判断だけはしなけれ
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司法研修所の教官である今崎幸彦判事は 「 裁判員制度導入と刑事裁判』の*63 ， 『

概要－裁判員制度にふさわしい裁判プラクティスの確立を目指して」判例タイ

ムズ 号 頁（ 年）の中で，刑事裁判官による共同研究会の報告として，1188 4 2005
「任意性が争われた場合については，刑訴規則 条の の趣旨にのっとって198 4
迅速かつ的確に立証してもらう必要があり，そのような立証がされない場合に

は，これまでのように水掛け論的な証拠調べにいたずらに時間を費やすべきで

はないという意見が大勢を占めた。…また，少なくない数の研究員から，これ

までの実務の在りようについて，任意性を比較的緩やかに認めた上で，信用性

の観点からの吟味に力点を置いてきた面がないとはいえないという認識を前提

に，裁判員制度の下でこのような運用を続けた場合には，裁判員がその自白調

書で心証をとってしまうおそれもあるから，今後は，任意性のレベルできちん

と勝負をつけていく必要があるとの指摘や，今後は，明らかに被告人の主張が

排斥できる場合を除き，客観的な証拠が提示されない場合には，任意性に疑い

があるとして却下する場面が増えていくのではないかという意見が述べられ

た」と紹介しています。

*64 57伊藤雅人・高橋康明 刑事訴訟規則の一部を改正する規則の解説 法曹時報「 」

巻 号 頁（ 年 。9 49 2005 ）

ばならないという苦痛と負担を，裁判員の方々に与えることにな

りかねないでしょう。

この点で， 年 月，裁判員裁判実施に向けて連日的開廷を2005 11
実現するための刑事訴訟法の一部改正と合わせて， 高裁規則で

注目すべき改正が行われました。新たに刑事訴訟規則１９８条の

４として 「検察官は，被告人又は被告人以外の者の供述に関し，，

その取調べの状況を立証しようとするときは，できる限り，取調

べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用い

るなどして，迅速かつ的確な立証に努めなければならない」とい

う規定が設けられたのです。この新規則は，直接取調べの可視化

を義務付けるものではありません。しかし， 高裁がこのような

規定を設けたのは，裁判員裁判の際に，これまでのような密室取

調べについての水掛け論をするわけにはいかないとの危惧感の表

れだといえます 。 高裁の解説でも 「取調べ状況に関する資*63 ，

料」の例としては，録音記録媒体なども広く含む趣旨であり 「立，

， ，証責任を負っている検察官に対し 新たなプラクティスを追求し

迅速かつ的確な立証に努めることを求める」 とされており，取*64

調べの可視化を視野に入れた改正だと言えるでしょう。日弁連も

この改正規則の施行を踏まえ， 年 月，弁護人が捜査機関に2005 10
取調べの可視化（取調べの全過程の録画）を求める申入書のモデ

， ， 。ル案を作成し 全国の弁護士会を通じて 弁護士に配布しました
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渡辺修外監修・前掲「取調べ可視化－密室への挑戦」 頁。*65 141

今後，この申入書と改正規則が活用され，実務運用の中で取調べ

の可視化（取調べの全過程の録画）が実現されていくことが期待

されるところです。

（４）まとめ

いずれにしても，取調べの可視化が実現すれば，任意性の争い

はまず絶滅するといってよいでしょう。イギリスのある法廷弁護

士（バリスター）は「テープ録音が実施された途端に，取調べで

被疑者の発言に関する議論が，突然に，全く，なくなってしまっ

た」と言っています 。もっとも，香港のある刑事弁護人は，録*65

画スイッチが入るまでの問題が残るとは言っていました。それで

も，任意性をめぐる争い自体が大きく減少することは確実です。

信用性の争いも調書の正確性という観点からは，ほとんど消滅

すると思われます。少なくとも，その審理は，とても容易なもの

になることは疑いがありません。

これによって，何が実現されるかは明らかでしょう。取調べの

可視化（取調べの全過程の録画）は，捜査段階で何を話したかと

いう争いをなくし，犯罪事実をめぐる真の争点に集中する充実し

た審理を可能にします。裁判員裁判にとって，まさしく取調べの

可視化（取調べの全過程の録画）は必要不可欠なことがおわかり

いただけると思います。

第６ まとめに代えて－取調べの可視化は権利です

ここまでお読みいただいて，現在の刑事司法実務で，取調べの可

視化（取調べの全過程の録画）が実現していないことを奇異に思わ

れたのではないでしょうか。取調べの可視化は余りに当然のことだ

。 ， ，からです 私たちは そのような取調べの可視化を請求することは

市民の権利であると考えます。

残念ながら，わが国には，取調べの可視化について，何らかの言

及をした法律は存在しません。それなのに，いきなり取調べの可視

化を権利だというと，突拍子もなく聞こえるかもしれません。しか

し，私たちは，そのような現行法の下でも，取調べの可視化は被疑
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小坂井久「 取調可視化』論の現在( )」大阪弁護士会刑事弁護委員会・刑弁情*66 3『

報 号 頁以下( 年)。同｢刑事司法改革と可視化｣法律時報 年 月号13 11 1996 2004 9
頁以下。なお，渡辺修・前掲「被疑者取調べの録画『可視化』原理と『包括52

的防御権 」 頁参照。』 109

2003者の権利として十分に構成できると考えています 日弁連は*66。

年 月 日に松山市における人権擁護大会で「被疑者取調べ全過10 17
」 ，程の録画・録音による取調べの可視化を求める決議 をしましたが

その「提案理由」は「可視化請求権の権利性」について，次のよう

に述べています。

「被疑者は，憲法３８条１項によって黙秘権を保障されている。身体拘束下の被

疑者取調べにおいて黙秘権保障のための手続的保護措置が不可欠であることは，

1966憲法３８条１項と同旨の憲法修正 条をもつアメリカにおいて，ミランダ判決（５

年）によって確認され，ディカソン判決（ 年）で憲法上の要請であることが明示2000
されている。手続的保護措置が不可欠との法理は，我が国においても，何ら異なる

べき理由がない。むしろ，憲法３８条 項は同条１項を受けて，被疑者に供述の自２

由を確保するための手続的保護措置を求める趣旨と解することができる。刑事訴訟

法 条及び 条が任意性に疑いがないことの立証責任を検察官に負わ３１９ ３２２

せているのも同様の趣旨と解することができ，その証明の程度は，合理的な疑いを

超えるものでなければならない。客観的な資料，言い換えれば，可視性を十二分に

もつ資料による立証がなされない限り，任意性を肯定できないというルールが確立

されるべきである。被疑者がこのような供述の任意性を確保する手続的保障措置と

して取調べの可視化を求めることは，本来，被疑者の権利として構成されるべきも

のであり，憲法 条による自己情報支配権，憲法 条及び刑事訴訟法 条に１３ ３１ １

よる適正手続の保障，さらに防御の主体としての防御権そのものからも，そうした権

利を導きうるものというべきである。自らの供述の自由を確保するため，また，自ら情

報を提供するにあたり，情報提供の経過及び内容を完全に保全する措置を求める

ことは，国家から告発された者にとって，その人格上の当然の権利として構成され

なければならない」

。 ， ，少しむずかしい表現だったかもしれません しかし その要点は

とてもシンプルです。自らの言葉を，自らのものとして残しておけ

るのは人間として当然の権利ではないかということです。国家から

犯罪を犯したのではないかと告発され，追及されるような場面にあ

って，一個人が，そのような要求を実現できることは，あまりに当

たり前のことではないでしょうか。

すでに繰り返し述べてきましたとおり，現在，日本で未だ取調べ
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日弁連は，被疑者自らが取調べを可視化する取組として，被疑者が取調べ状況*67
を詳しく記録できるように工夫した「被疑者ノート」を作成しました。日弁連

は， 年 月から，この被疑者ノートを全国の弁護士会に配布し，その活用2004 3
を呼びかけています。この被疑者ノートの取組については，秋田真志・小林功

39 82武「実践の中で取調べの可視化を－被疑者ノートの試み」季刊刑事弁護 号

2004 45 121頁（ 年 ，井上明彦「実情に即したノートの誕生とその広がり」同 号）

頁，今井力「被疑者ノートで自白強要と対抗し，無罪に」同 頁，黒田一弘126
「証拠採用され大幅減軽された事例」 頁( 年)。130 2006

の可視化（取調べの全過程の録画）は実現していません。しかし，

可視化による透明性の確保が「より公正，より正確，より適正」な

刑事司法を実現するために必要不可欠なことは，十分お判りいただ

けたのではないでしょうか。

取調べの可視化を実現するためには，可視化が権利であるとの認

識のもと，弁護人一人一人が弁護活動のなかで可視化を求める実践

をすることが今後さらに必要でしょう 。そして同時に，市民の*67

「 ， ， 」 ，方々の より公正 より正確 より適正 な刑事司法を求める声が

必要不可欠なのです。

この日本で，２１世紀にふさわしい刑事司法システムを実現させ

。 ， ，なければなりません 間近に迫った裁判員裁判の実施までに 是非

取調べの可視化（取調べの全過程の録画）を実現させましょう。
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付録資料

１ 政府見解全文（平成15年1月28日付総理大臣答弁書）

平成十四年十二月十三日提出質問第四八号

取調べの可視性確保，密室性排除のための「録音・録画」の導入に関する質問主意

書

衆議院議員

提出者 植田至紀

取調べの可視性確保，密室性排除のための「録音・録画」の導入に関する質問主意

書

わが国の捜査手続きは，「自白」重視傾向であり，そのため，自白の強要，拘

留，取調べから逃れるためのウソの供述が生じている。取調べを録音，録画する

ことは，被疑者にとっての最大の防御であり，自白誘導と取調べ中の「事故」，「調

書の改ざん」の排除が可能である。記録の客観性と正確性を確保し，公正な取調

べの実現を求める立場から質問するものである。

１ 過日，横浜地裁において，神奈川県警の取調べ中に被疑者が拳銃の暴発によ

り，死亡したとする業務上過失致死の判決が出されたところである。また，少年事

件においては草加事件，綾瀬事件という自白誘導による「冤罪」が発生し，痴漢

行為で犯行を認めず長期拘留された方が無罪判決を得るなど，犯罪の重さを問

わず，「自白偏重」の弊害が生じている。司法制度改革審議会でも，取調べの録

音・録画導入が議論されたが，司法審の指摘を待つまでもなく，取調べの可視

性，客観性が担保されない状況は現に存在している。「密室性」ゆえに「自白の

信用性」が疑われる事例は，先進諸国で行われている取調べの「録音」または「ビ

デオ録画」等の「記録」が行われていれば，排除されるのではないか。

取調べに「録音」または「録画」による記録を導入することについての認識を明ら

かにされたい。

２ 司法制度審議会では，取調べの公正と記録の客観性，正確性の確保のため，

録音，録画の導入意見が多数出されていたが，反対意見委員及び警察庁等の参

考人は，録音・録画されていると，捜査官，取調官と被疑者等との「信頼関係」の

構築が阻害される，被疑者等の発言が困難となる，録音，録画を意識して振る舞

うなどの理由を述べている。英国では，とくに取調べのテクニックも必要とされな

いような軽微な現行犯の取調べでも，取調べの模様は同時録音・録画していると
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いう。英国においても，取調べに求められるテクニックは日本と同様と思われる

が，取調べの録音・録画を導入した諸外国で取調べに阻害を来している事例を

承知しているのか。

３ 警察・検察で，取調べの模様を録画，録音を行っている事例もあるときく。どのよ

うな事例を，いかなる目的をもって録画，録音したのか述べられたい。また，その

結果，取調官との信頼関係などを阻害された弊害があったのか如何。

４ 被疑者に国選弁護人がつかず，かつ弁護士が同席できないわが国の取調べ状

況では，被疑者の防御が不十分という指摘がある。とくに，少年事件等，とりわけ

自白に重点が置かれる事件で，取調べの公正，記録の客観性確保のために，現

状改善の必要性を認識するか。また今後どのような施策をとるべきと考えるか。

右質問する。

平成十五年一月二十八日受領

答弁第四八号

内閣衆質一五五第四八号

平成十五年一月二十八日

内閣総理大臣 小泉純一郎

衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員植田至紀君提出取調べの可視性確保，密室性排除のための「録音・

録画」の導入に関する質問に対し，別紙答弁書を送付する。

衆議院議員植田至紀君提出取調べの可視性確保，密室性排除のための「録音・録

画」の導入に関する質問に対する答弁書

１及び４について

捜査機関は，刑事事件の真相解明を十全ならしめるため，被疑者との信頼関

係を築いた上，極めて詳細な取調べを行っている実情にあり，このような実情の

下で取調状況の録音・録画を義務付けた場合，取調状況のすべてが記録される

ことから被疑者との信頼関係を築くことが困難になるとともに，被疑者に供述をた

めらわせる要因となり，その結果，真相を十分解明し得なくなるおそれがあるほ

か，その再生，反訳等に膨大な時間と労力・費用を要する等の問題がある。その

一方，供述調書は，その内容を供述者に対して読み聞かせ又は閲読させ，補充

訂正の申立てがあればそれを加筆し，内容が間違いないことを確認した上で供

述者が署名押印するという手続によって作成されるものである上，公判廷におい
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てその供述の任意性・信用性が争われれば，検察官においてその存在を立証す

る責任を負い，その存否の判断は裁判所にゆだねられているのであるから，供述

の任意性及び信用性の担保措置は十分に講ぜられているものと考えている。平

成十三年六月十二日に内閣に述べられた司法制度改革審議会の意見において

も，取調状況の録音・録画については，「刑事手続全体における被疑者の取調べ

の機能，役割との関係で慎重な配慮が必要であること等の理由から，現段階でそ

のような方策の導入の是非について結論を得るのは困難であり，将来的な検討

課題ととらえるべきである。」とされているところであり，政府としては，現時点で取

調状況の録音・録画を義務付ける制度を導入することは考えていない。

もっとも，同意見において，「被疑者・被告人の身柄拘束に関連する問題」とし

て，「我が国の刑事司法が適正手続の保障の下での事案の真相解明を使命とす

る以上，被疑者の取調べが適正を欠くことがあってはならず，それを防止するた

めの方策は当然必要となる。」とした上で，「被疑者の取調べ過程・状況につい

て，取調べの都度，書面による記録を義務付ける制度を導入すべきである。」と提

言されたことから，政府としては，被疑者の取調べの適正をより一層確保するた

め，平成十四年三月十九日，司法制度改革推進計画を閣議決定し，被疑者の取

調べの過程・状況につき，取調べの都度，書面による記録を義務付ける制度を導

入することとし，平成十五年半ばころまでに，所要の措置を講ずることとしている。

２について

諸外国において取調状況の録音・録画により取調べに支障を来している事例

があるか否かについては，承知していない。

なお，取調状況の録音・録画等被疑者の取調べの在り方については，広く我

が国の刑事訴訟制度全体の枠組みの中で慎重に検討すべき事柄であり，刑事訴

訟制度が異なる我が国と諸外国とを単純に比較することは適当でないと考えてい

る。

３について

個別の具体的事件における警察官又は検察官の取調状況の録音・録画の有

無，その目的及びそれによる弊害の有無については，具体的事件の証拠関係に

かかわる事柄であるので，お答えを差し控えたい。

なお，一般論として申し上げれば，警察官及び検察官は，被疑者の取調べに

当たり，事案の性質及び証拠関係等の個別的事情に照らし立証上特に必要であ

って取調状況の録音・録画による弊害が少ないと認めるときは，これを行うことが

あり得ると承知しているが，それとは異なり，取調状況の録音・録画を必ず行うこと

とする制度を設けた場合には， 及び についてで述べたとおり，刑事事件の真１ ４

相を十分解明し得なくなるおそれ等の問題が生ずると考えている。
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２ 国際人権規約委員会の勧告（1998年11月5日採択）

国際人権（自由権）規約委員会が，市民的及び政治的権利に関する国際

規約（Ｂ規約）第４０条に基づき，日本政府から提出された第４回報告に

対し， 年 月 日に開催された第１７２６回及び第１７２７回会合に1998 11 5
おいて採択した 終見解（配布 年 月 日 原文1998 11 19 CCPR/C/79/Add.102
英語）より

委員会は，刑事裁判における多数の有罪判決が自白に基づくものであ25
るという事実に深く懸念を有する。自白が強要により引き出される可能

性を排除するために，委員会は，警察留置場すなわち代用監獄における

被疑者への取調べが厳格に監視され，電気的手段により記録されるべき

ことを勧告する。

-67-



による調査報告の経緯については，日弁連編・前掲「裁判員制度と取調べ*68 IBA
40 78 2004の可視化 。小野正典「捜査の可視化への展望」季刊刑事弁護 号 頁(」

年 。）

３ 国際法曹協会（IBA）の提言（2003年12月）

国際法曹協会（ 略称 ）が， 年 月にInternational Bar Association IBA 2003 11
行った来日調査に基づき， 年 月に作成した報告書「日本における被2003 12

*68疑者の取調べ－電磁的記録の導入」において行った提言

は，次の通り提言する。IBA

（ ） 警察および検察の行う取調べの全過程を録画または録音する電磁記1
録制度を導入するという日弁連の提案を支持する。これにより自白がど

の程度強制されたものなのか，および警察による被疑者の取調べに対す

る外部からの異議申立ての理由等の問題について適切な裁決機関――裁

。判所――がより効率的な検討評価を確実に行うことができるようになる

（ ）提案されている司法制度改革 「裁判員制度」を歓迎する。この｢裁判2 ，

員制度｣とは，コミュニティーから選出される一般国民が裁判官と協働し

て評議する陪審員制度を変形した制度である。

（ ）提案されている裁判員制度が実施された場合，取調べの電磁的記録の3
必要性がさらに高まるという日本弁護士連合会の見解を支持する。

（ ）日本政府は，日本に 適な制度を 終的に確立するという観点から，4
世界の取調べ方法の比較研究を遅滞なく着手することを検討すべきであ

る。

（ ）警察による被疑者取調べの全過程を録画および録音する制度を直ちに5
導入することは刑事司法手続きにとって以下のようなメリットがあると

考える。

・ 他の記録方法よりも信頼性が高く，必要であれば後に検討・活用が

可能な状態にある，客観的で完全な経過記録を作成できる。

・ 被疑者を虚偽の自白の捏造から守ることができる。

・ 警察官による被疑者の不当な扱いの可能性が減少する。

・ 捜査官による不当行為への申立てが減少し その結果 モラール 志， ， （

気）と社会的信用が向上する。

・ 警察官が取調べ，および裁判の準備と出廷にかける時間と費用が減

少する。

・ 社会的正義の達成が促進される。
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４ 拷問等禁止条約第１９条に基づく日本政府報告書の検討 拷問禁止委

員会の結論及び勧告（仮訳・抜粋 2007年5月18日）

代用監獄

１５．委員会は，被逮捕者が裁判所に引致された後ですら，起訴に至るま

で，長期間勾留するために，代用監獄が広くかつ組織的に利用されてい

ることに深刻な懸念を有する。これは，被拘禁者の勾留及び取調べに対

する手続的保障が不十分であることとあいまって，被拘禁者の権利に対

する侵害の危険性を高めるものであり，事実上，無罪推定の原則，黙秘

権及び防御権を尊重しないこととなり得るものである。特に，委員会は

以下の点について深刻な懸念を有する。

)捜査期間中，起訴にいたるまで，とりわけ捜査の中でも取調べの局a
面において，拘置所に代えて警察の施設に拘禁されている者の数が

異常に多いこと

)捜査と拘禁の機能が不十分にしか分離されておらず，そのために捜b
査官は被拘禁者の護送業務に従事することがあり，終了後には，そ

れらの被拘禁者の捜査を担当し得ること

)警察留置場は長期間の勾留のための使用には適しておらず，警察でc
拘禁された者に対する適切かつ迅速な医療が欠如していること

)警察留置場における未決拘禁期間が，一件につき起訴までに２３日d
間にも及ぶこと

)裁判所による勾留状の発付率の異常な高さにみられるように，警察e
留置場における未決拘禁に対する裁判所による効果的な司法的コン

トロール及び審査が欠如していること

) 起訴前の保釈制度が存在しないことf
)被疑罪名と関係なく，すべての被疑者に対する起訴前の国選弁護制g
度が存在せず，現状では重大事件に限られていること

， ，h)未決拘禁中の被拘禁者の弁護人へのアクセスが制限され とりわけ

検察官が被疑者と弁護人との接見について特定の日時を指定する恣

意的権限をもち，取調べ中における弁護人の不在をもたらしている

こと

) 弁護人は，警察保有記録のうち，すべての関連資料に対するアクセi
スが制限されており，とりわけ，検察官が，起訴時点においていか

なる証拠を開示すべきか決定する権限を有していること

) 警察留置場に収容された被拘禁者にとって利用可能な，独立かつ効j
果的な査察と不服申立ての仕組みが欠如していること

)刑事施設では廃止されたのと対照的に，警察拘禁施設において，防k

-69-



声具が使用されていること

締約国は，未決拘禁が国際的な 低基準に合致するものとなるよう，

速やかに効果的な措置をとるべきである。とりわけ，締約国は，未決拘

禁期間中の警察留置場の使用を制限するべく，刑事被収容者処遇法を改

正すべきである。優先事項として，締約国は，

) 留置担当官を捜査から排除し，また捜査担当官を被収容者の拘禁にa
関連する業務から排除し，捜査と拘禁（護送手続を含む）の機能の

完全な分離を確実にするため，法律を改正し，

) 国際的な 低基準に適合するよう，被拘禁者を警察において拘禁でb
きる 長期間を制限し，

) 警察拘禁中の適切な医療への速やかなアクセスを確実にすると同時c
に，法的援助が逮捕時点からすべての被拘禁者に利用可能なものと

され，弁護人が取調べに立ち会い，防御の準備のため起訴後は警察

記録中のあらゆる関連資料にアクセスできることを確実にし，

) 都道府県警察が， 年 月に設立される予定の留置施設視察委員d 2007 6
会の委員には，弁護士会の推薦する弁護士を組織的に含めることを

確実にするなどの手段により，警察拘禁に対する外部査察の独立性

を保障し，

) 警察留置場の被留置者からの不服申立てを審査するため，公安委員e
会から独立した効果的不服申立制度を確立し，

) 公判前段階における拘禁の代替措置の採用について考慮し，f
) 警察留置場における防声具の使用を廃止するべきである。g

取調べに関する規則と自白

１６．委員会は，とりわけ，未決拘禁に対する効果的な司法的統制の欠如

， ， ，と 無罪判決に対して 有罪判決の数が非常に極端に多いことに照らし

刑事裁判における自白に基づいた有罪の数の多さに深刻な懸念を有す

る。委員会は，警察拘禁中の被拘禁者に対する適切な取調べの実施を裏

付ける手段がないこと，とりわけ取調べ持続時間に対する厳格な制限お

よびすべての取調べにおいて弁護人の立会いが必要的とされていないこ

とに懸念を有する。加えて，委員会は，国内法のもとで，条約第 条15
に違反して，条約に適合しない取調べの結果なされた任意性のある自白

が，裁判所において許容されうることに懸念を有する。

締約国は，警察拘禁ないし代用監獄における被拘禁者の取調べが，全
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取調べの電子的記録及びビデオ録画，取調べ中の弁護人へのアクセス及

び弁護人の取調べ立会いといった方法により体系的に監視され，かつ，

記録は刑事裁判において利用可能となることを確実にすべきである。加

えて，締約国は，取調べ時間について，違反した場合の適切な制裁を含

む厳格な規則を速やかに採用すべきである。締約国は，条約第１５条に

完全に合致するよう，刑事訴訟法を改正すべきである。締約国は，委員

会に対し，強制，拷問もしくは脅迫，あるいは長期の抑留もしくは拘禁

の後になされ，証拠として許容されなかった自白の数に関する情報を提

供すべきである。
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５ 写真で見る諸外国の可視化実例

① イギリス

イギリスの取調べで使われるダブルデッカー。２本のテープで同時録音

され，時刻も自動的に録音されます。

② オーストラリア

ニューサウスウエールズ州ロックス警察署の取調室。

取調べの状況は，取調室内の机の端に設置されたカメラと被疑者側に埋

め込まれたマイクによって録画・録音されます。カメラは，被疑者の心理

的抵抗を和らげカメラを意識させない棒状となっていて，被疑者や取調官

がカメラの死角とならないように，被疑者席は，カメラの正面，取調官席
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はその両側と決められています。画像は取調室の全体画像と被疑者の表情

のアップ画像が定期的に自動で切り替わります。取調記録は 「ハイブリッ，

ド・レコーダー」というディスプレイがついた録画・録音装置が取調机の

下に設置され（これも，被疑者の視界から機械装置を遮断しています ，音）

声録音用のカセットテープ３本とビデオテープ１本が同時に作成できるよ

うになっています。なお，録画テープには年月日と秒単位の時刻が記録さ

れ，改ざんできないようになっています。

③ アメリカ・イリノイ州

シカゴ警察署の取調室。シカゴ警察では，被疑者が警察にいる 大４８

時間全てを録画・録音していました。録画・録音が止められるのは，被疑

者と弁護人との接見の間だけという徹底ぶりです。取調室は長方形４畳半

くらいの大きさです。天井の一隅にカメラが設置されています。死角はあ

りません。マイクは天井の中央部付近に設置されており，内部の音を全て

拾うようになっています。
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取調室横のモニター室。ビデオカメラで撮られた画像は，別室のモニタ

ー室でも確認できます。この別室のモニター室では，画像はもちろんのこ

と天井のマイクで拾った音声もモニターされます。

被疑者が取調室に入った瞬間から，別室のモニター室のハードデスクに

形式で記録されます。通常，ミランダ警告なども全て録画・録音さMPEG4
れることになります。録画・録音された記録は，光ファイバー回線で本部

に送信され，本部ではさらに大規模なハードディスクで集中管理・保管し

ています。
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④ 香港

香港 取調室。ビデオ録画装置の設けられた取調室内には三角形のICAC
机が置かれ，取調官，被疑者，弁護人が座るようになっています（弁護

人に取調べの立会いが認められています 。取調室内には広角ミラーが設）

けられ，これを通して，取調室内にはビデオに写らない死角はないよう

に工夫されています。また，ガラス越しに監視室があり，取調室内が見

通せる構造となっています。
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⑤ 台湾

台湾台北警察の取調室（内政部警政署刑事警察局 。右側が被疑者の席。）

被疑者の様子は，天井にセットされたカメラで録画され，音声も録音でき

るようになっています。壁面中央のガラスは，マジックミラーとなってお

り，隣室からモニターできるようになっています。
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⑥ 韓国

ソウル南部地方検察庁の被疑者用取調室。天井にカメラが２台設置され

ていて，顔のアップと部屋の全景とが同時に撮影できるようになっていま

す。また，偽造防止のために，必ず時計が設置され，それが映像に映るよ

うになっています。

取調べ終了後に２枚の に映像を記録し，この に事件名などが印刷CD CD
されたラベルを貼り，２枚ともに取調官や被取調者が署名をします。そし

て，それぞれ紙製のケースに入れて，１枚についてはケースに封をして封

緘部分に指 して保管用となり，もう１枚については封をせず，弁護人な

どが後で確認できるようになっています。そして，この ケースに，さらCD
に取調べの要約文書を添付する形で記録化されています。

⑦ モンゴル

スフバートル区警察署の取調室。モンゴルでも近年の諸外国の例に漏れ

ず被害者保護のための諸制度が設けられるようになりました。

この流れの中で，被害者が未成年である場合や性犯罪の場合，被害者供

述録取の録画制度ができ，そのための設備がスフバートル区警察署に設け

られています。スフバートル区警察署の録画装置付取調室の構造は，マジ

， 。ックミラー付きの部屋で操作でき 韓国の取調室の構造とよく似ています
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６ 日弁連意見（取調べの可視化についての意見書 2003年7月14日）

日弁連が， 年 月 日に関係各機関に執行した意見書2003 7 14

取調べの可視化についての意見書

第１ 意見の趣旨

日本弁護士連合会（以下「日弁連」という）は，裁判員制度の導入と同

時に，被疑者取調べの全過程をテープ録音ないしビデオ録画（以下まと

めて「録音・録画」という）する制度が確立されるべきであると考えま

す。

第２ 意見の理由

１ はじめに

わが国の刑事裁判は捜査段階において作成される自白調書に強く依存

しています。それにもかかわらず，自白調書は密室で作成され，取調べ

の過程で何が行われたかを信頼性の高い証拠で検証することが全くでき

。 ，ません そのことが取調べの過程で強制や誘導が行われることを誘発し

ひいては虚偽の自白がなされる危険を温存しているのです。日弁連は，

このような現状を改善するために，かねてから，刑事司法改革の 優先

課題のひとつとして，捜査官による被疑者の取調過程を録音・録画する

（ 「 」 ） 。こと 以下 取調べの可視化 という の必要性を強く訴えてきました

今日イギリスやアメリカのいくつかの州のほか，イタリア，台湾など

でも，取調べの録音・録画を義務付ける改革が既に行われています。国

連の規約人権委員会は，わが国における被疑者取調べ制度の問題点を特

に指摘して，取調べの過程を「電気的に記録すること」を勧告するに至

っています。周知のとおり政府の司法制度改革推進本部はわが国の司法

制度を抜本的に改革すべく議論をしており，その具体的な内容は今年度

中にも明らかにされるでしょう。われわれは，いまこそ「取調べの可視

化」を実現して，文明国の名に恥じない司法制度の礎の一つとすべきで

あると考えます。

以下において，取調べの可視化の意義などを述べ，日弁連の立場を明

らかにしておきます。

２ 裁判員制度の導入と同時に取調べの可視化が必要である

今回の司法制度改革では，国民の司法参加の一環として，一般市民が

刑事裁判において被告人の有罪・無罪を決定する「裁判員制度」が創設

されます。この制度のもとでは，一般の市民にとって分かりやすい手続
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が行われなければならないことは言うまでもありません。できるだけ明

瞭で分かりやすい証拠を当事者が提出することによって，裁判員に無用

， 。な負担をかけないことが この制度を成功させるうえで大切なことです

ところで，刑事裁判においては被告人が捜査段階でしたとされる自白

が果たして被告人の自発的な意思で行われたのかどうか（ 自白の任意「

性 ）がしばしば重大な争点となり，そのことをめぐって検察側と弁護側」

が熾烈な攻防を繰り広げることがあります。しかし，現在の実務ではこ

の重大な争点に関して裁判所に提出される証拠は決して明瞭な証拠では

ありません。捜査官から強制や誘導を受けたと主張する被告人と，その

ようなことはしていないと主張する捜査官とが，法廷で「証言合戦」を

行うだけの場合がほとんどです。要するに，法廷は決め手を欠く「水掛

け論」の場と化しており，裁判官は信頼性の低い証拠を評価して結論を

出さなければなりません。そのことが誤った有罪判決をもたらす原因の

一つともなっているのです。

裁判員制度の導入に際してこの現状が改められなければならないこと

はあまりにも当然のことではないでしょうか。

取調室の中で何が行われたのかについて明瞭で分かりやすい証拠を用

意することはきわめて簡単です。取調べの 初から 後までを録音・録

画しておけばよいのです。そうすれば，被告人と捜査官の「証言合戦」

に対して裁判員はさほどの苦労をしなくとも適正な判定を下すことがで

きるでしょう。これは誰でも思いつく簡便な方法です。

３ 取調べの可視化がもたらすもの

１）検察官の自白の任意性立証が容易になる

取調べの録音・録画によって，検察官が供述の任意性を立証すること

は極めて容易となることはいうまでもありません。そして，現実には，

任意性の争いは，イギリスの例がそうであったように，ほとんど消滅す

るでしょう。また 「言ってもいないことを書かれた」といった主張も姿，

を消し，権利告知がなされなかったといった取調手続きの違法が主張さ

れることも少なくなるでしょう。要するに，適正な取調べがなされてい

る限り，被告人が事実無根ともいうべき争いを法廷に持ち込む可能性は

封殺されるわけです。捜査官が誤った非難を受けることはなくなり，適

。正な取調べを心がけている捜査官はこの制度によって保護されるのです

２）違法な取調が著しく減少する

また，取調べの可視化によって，捜査官による違法行為の可能性は著

しく減少するでしょう。そして，仮に，そのような行為が行われれば，

録音テープやビデオテープがその証拠として保全されることになるわけ

です。これによって，本来，任意性に疑いがあるものとして採用される

べきでなかった自白が，誤って証拠採用されるような危険－それは，と
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りもなおさず，無実の者が有罪とされる危険といえますが－は著しく減

少するでしょう。実際のところ，今日でも，暴力さえ伴う違法・不当な

取調べが存在しています。これは，近時においても，そのような取調べ

の存在を認める判決例を見出すことができることからも明らかです。今

般の刑事司法改革において，これに完全に終止符を打たなければなりま

せん。

４ 可視化に反対する意見はいずれも根拠がない

１）真相解明を妨げることにはならない

取調べが録音・録画されていると被疑者は事件の真相を話したがらな

くなるので，｢取調べの可視化｣は事案の真相の解明を妨げると言って反

対する人がいます。しかし，この反対論は全く理由がありません。

客観的に検証することができない密室でしか「真実」は話されないな

どという実証は何処にもありませんし，そのような経験則もないはずで

す。密室でしか｢真実｣は話されないという見解は，直接主義・伝聞法則

の下での公判中心主義，すなわち，近代における裁判制度を否定する考

えではないでしょうか。取調状況の一部とはいえ，これが録音・録画さ

れた事例は現にいくつも存在しているのですから，捜査官の側から，こ

のような見解が表明されるのは，実に奇妙なことといわなければなりま

せん。

実際，録音・録画がされていても，取調官と被疑者の密室での対のや

りとり自体が変質するわけではありません。要は，テープやビデオの存

在を意識するか，しないかの違いだけのことで，この制度が導入されれ

ば，いずれは，誰もがその存在に慣れ，テープやビデオの存在を意識し

なくなるでしょう。イギリスにおいては，その経験から取調官も被疑者

もテープやビデオの存在を意識しなくなったとの報告がなされており，

すでに実証されています。また，現在の録音・録画技術の水準からすれ

ば，被疑者にテープやビデオが回っていることを意識させずに，録音・

録画することは極めて簡単なことです。

「録音・録画されていると真相を話したがらない」という議論は，録

音・録画を是非してほしいという被疑者の要求を拒否する理由とならな

いことも明白です。

むしろ，取調過程がそのまま保存されることによって，その過程に作

為や加工が入り込む可能性は封殺され，その意味で，虚偽が混入する要

素は低められることが明らかです。取調べの状況がありのままに明確に

され，その｢真相｣が示されることによって，事案そのものの真相解明に

も資することになるというべきでしょう。真相解明を妨げるという立論

は全くの謬論と断じることができます。

２）捜査構造論とは無関係である
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また，取調べの可視化を論ずるにあたって，刑事訴訟構造全体との関

連を考えるべきだとして消極論を展開する向きもあります。捜査の構造

に関して，糾問的捜査観，弾劾的捜査観，訴訟法的捜査構造論といった

説がありますが，可視化それ自体は 「価値的には中立」であり，被疑者，

の 主体性 を高める方向に働くと同時に 被疑者の証拠方法化を高め｢客「 」 ，

体化｣する方向にも働きうるものです。取調べの可視化はどのような理念

。に立っても捜査の構造論そのものに変化をもたらすものではありません

したがって，捜査構造を変えるとの立場から反対する理由はまったくあ

りません。

５ 書面による記録化は不十分で混乱をもたらす

取調過程を書面によって記録する制度の創設ということがいわれ，ま

もなく実施されるともいわれています。これは，従来，ほんのまれにし

か公判に提出されてこなかった「取調経過一覧表」を，制度として明確

に規定しようとするものです。リアルタイムの記録化が義務づけられた

うえで，その記録を法廷に顕出することをも予定するという意味で，こ

れは，従来よりは一歩前進したものと言えなくはありません。

しかし，裁判員制度のもとでの適正で充実した集中審理（正確でわか

りやすい集中審理）という観点からみると，このような書面による記録

， ， 。 ，が それを実現させることになるとは とても思われません 捜査官が

自ら「私は脅迫して自白を得ました」と記録するわけはありません。そ

れゆえ，任意性の争いは消滅しません。また，被疑者・被告人に適正な

取調べを担保し，重要な証拠を付与するという要素も決定的に欠けてい

ます。書面による記録は，法廷における「水掛け論」をより細密化する

ばかりで，裁判員をより混乱させるおそれさえあるでしょう。結局，審

理はより長期化するおそれさえあるといわねばなりません。

結局，客観的で直接的な証拠，すなわち，録音・録画による取調べの

記録に優るものはないのです。さらにいえば，書面による記録化には膨

大な作業を要します。これと比べて，録音・録画は簡便・容易です。記

録装置のスイッチを入れるだけの手間で済みます。これは捜査機関の作

業を効率化させるという点でも重要です。司法全体の資源ということを

考えれば，相当のコストダウンが図れるというべきでしょう。

６ 取調べの一部ではなく全過程の録音・録画が必要である

取調べの全部ではなく，その一部だけを記録すべきだという意見もあ

ります。しかし，これでは，上述した可視化の効果が生じるとは思えま

せん。

， 。例えば 当初犯行を否認していた被疑者がその後に自白したとします

この場合に自白した後の状況だけを記録しても，問題の解決にならない

ことは明らかでしょう。重要なのは，被疑者が自白する前の取調べで何
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が行われていたのかです。この部分について「証言合戦 「水掛け論」が」

解消されなければ，録音・録画の意味はありません。

取調べの過程の一部に録音・録画されていない部分があれば，必ず，

記録されていない部分で何が行われたのかについて争いが起こり，その

部分を巡って信頼性の低い証拠が提出されて，審理は紛糾することでし

ょう。

このように考えますと，取調べの 初から終わりまでを録音・録画す

ることが不可欠であることは自明です。正確でわかりやすい集中審理を

実現させるためには，取調べの「全過程」の録音・録画が実現されなけ

ればならないのです。

そして，取調べの全過程が録音・録画されていない場合には，自白の

証拠能力は否定されるべきです。取調べの一部だけでも録音・録画して

，いれば自白調書を証拠として採用することができるということになれば

。 ，捜査官は全体を録音・録画しようとはしなくなるからです 少なくとも

「全過程」でないことが判明したときは，任意性の疑いが推定されるも

のとしなければなりません。併せて，そのテープ・ビデオのコピーを，

被疑者に交付し，あるいは，遅くとも公訴提起後直ちに，被告人に交付

するものとすべきでしょう。これらは「全過程」の録音・録画制度を実

質的に機能させるために必要な措置です。

ちなみに，取調べの全過程を録音・録画することは非常に簡単なこと

です。被疑者と捜査官が取調室に入ったときに機械のスイッチを入れれ

ばいいのです。取調べが中断するときには，そのことを告げてスイッチ

を切り，再開するときにもう一度スイッチを入れて，再開されたことを

告げればそれで良いでしょう。

７ 録音・録画は当面は証拠許容性の判断に用いるべきである

録音・録画したテープやビデオの法廷への顕出についてですが，さし

あたり，これらの記録は，自白の許容性の判断のために，取調べの状況

・過程を立証するという限度で用いられることとすべきでしょう。これ

を被告人の有罪を証明する証拠として採用することを許すべきとする見

解もないではありませんが，法曹三者の間で現段階で異論のないレベル

は，上記限度と考えられ，まずは，その限度で施行すればよいと考えら

れます。

もっとも，自白の信用性判断のため，取調べの状況・過程を証明する

証拠として利用することも許されるべきでしょう。また，被告人・弁護

人が，供述の一貫性を立証する趣旨で，これを利用することも許される

べきです。

このように，録音・録画を証拠の許容性判断に用いることを想定すれ

ば，捜査段階の「自白」の証拠能力の有無は公判準備手続の過程におい
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て，まずは裁判官の判断でなされるとすることも一つの考えですが，い

ずれにせよ，被告人・弁護人は，裁判員も参加した公判審理の過程で，

その証拠排除を求めることができ，その際，公判廷でテープを再生しう

るものとすべきです。

自白が真に被告人の自発的な意思に基づいてなされたかどうかという

問題は，単なる法律問題というよりも事実問題の要素が極めて強く，こ

れを裁判員の判断の対象から除外することは相当ではないからです。

８ 参考人の取調べ可視化も前向きに検討すべきである

参考人に対する取調べの可視化については，賛否両論があります。直

接主義・口頭主義を徹底するためには，刑事訴訟法３２１条１項２号を

削除すべきであり，あくまでも法廷証言のみを資料とする審理が想定さ

れるべきです。また，参考人については「全過程」を記録するという担

保措置を採ることが困難だという問題や弁護人によるチェックの不存在

という問題をあげる向きもあります。

しかし，参考人供述の録音・録画化を禁じる理由自体は何もないので

す。とりわけ，共犯者の自白には問題が多く，その取調過程を録音・録

画しておく必要性は，被疑者の場合とほとんど同じでしょう。したがっ

て，参考人の取調過程についても録音・録画の制度化を前向きに検討す

べきです。

９ おわりに

日弁連は，上記のような理由から，裁判員制度の実現と同時に取調べ

の可視化が実現するよう，各会員の実践を呼びかけると共に，会として

総力をあげて取り組む決意です。
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７ 被疑者取調べ全過程の録画・録音による取調べの可視化を求める決議

（2003年10月17日）

松山市で開催された第４６回日弁連人権擁護大会における決議

被疑者取調べ全過程の録画・録音による取調べ可視化を求める決議

わが国の刑事裁判は，捜査段階の密室での取調べで作成された被疑者の

自白調書に強く依存している。その作成過程は客観的証拠で検証すること

ができない。このことが，捜査官の強制などの不当な取調べを誘発し，虚

偽の自白による多くの冤罪を生んできた。このような刑事裁判の現状を改

善するため，当連合会は，かねてから，被疑者の取調べ過程を録画・録音

することによる取調べの可視化を強く求めてきた。

諸外国においては，被疑者取調べの可視化が広く実施されており，国際

人権 自由権 規約委員会も 日本政府に対し 被疑者取調べについて 電（ ） ， ， 「

気的な方法により記録されることを強く勧告」しているところである。被

疑者取調べの可視化は，国際人権法，憲法，刑事訴訟法の上からも，被疑

者の権利として構成され，かつ，保障されなければならない。

， ， 。ところで 今般の刑事司法制度改革において 裁判員制度が導入される

裁判員制度では，市民にわかりやすい審理が求められるとともに，できる

だけ明瞭な証拠提出を心がけ，裁判員に過大な負担をかけないことが求め

られる。これまでのように，自白の任意性・信用性をめぐって長時間にわ

たる証人調べを行うことは不可能であり，そうした立証課題は，取調べ全

過程の可視化によって果たされなければならない。裁判員制度にとって，

被疑者取調べ全過程の可視化は必要不可欠の条件である。

また 「裁判の迅速化に関する法律」が施行されたが，被疑者・被告人の，

権利を保障しつつ，充実した審理によって迅速に事実を解明するという同

法の目的を達するためにも，被疑者取調べ全過程の可視化が必要である。

ここに，当連合会は

１ 国に対し 「裁判の迅速化に関する法律」が施行されたことを受けてす，

みやかに，遅くとも裁判員制度の導入時までに，被疑者取調べの全過程

を録画・録音し，これを欠くときは，証拠能力を否定するか少なくとも

任意性の疑いが推定される法律を整備すること

２ 検事総長，警察庁長官に対し，上記１の法制化がなされるまでの間，

各捜査機関の捜査実務において，少なくとも被疑者がこれを求めたとき

は，即時に被疑者取調べ全過程の録画・録音を実施するよう指導を徹底
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すること

を求めるとともに，被疑者取調べ全過程の録画・録音による可視化の実現

のため，当連合会が，全力を挙げて取り組んでいくことを決意する。

以上のとおり決議する。

年（平成 年） 月 日2003 15 10 17
日本弁護士連合会
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８ 取調べの可視化を求める決議（2007年5月25日）

第５８回日弁連定期総会における決議

取調べの可視化（録画・録音）を求める決議

わが国の取調べは，完全な密室で行われている。そのため，これまで違

法・不当な取調べが繰り返され，自白調書の作成過程を検証できない虚偽

の自白によって，多くの冤罪が生み出されてきた。 年（平成 年）に2007 19
入ってからも，わずか３か月のうちに，富山県下で，無実の者が虚偽の自

白により有罪判決を受け，刑に服していたことが明らかになった（富山事

件 。鹿児島県下では，多くの者が虚偽の自白を強いられ，６人もの人々が）

違法・不当な取調べに耐えかねて虚偽の自白をしていたことが無罪判決で

認定された（志布志事件 。また，佐賀県下では，連続殺人事件について，）

任意取調べの名のもとに深夜にまで及ぶ１７日間の取調べを受け，犯行を

認める旨の虚偽の上申書を書かされており，裁判所から，取調官の強制と

誘導によって書かされたもので重大な違法性があると厳しく指弾されて，

無罪判決が言い渡された（北方事件 。）

もはや，密室での取調べに依存したわが国の刑事手続が破綻しているこ

とは，連日の報道を待つまでもなく明らかである。

当連合会は，かねてから，このような違法・不当な取調べと，虚偽の自

， ， ，白による冤罪を防ぐためには 人質司法の改革 代用監獄の廃止とともに

取調べの全過程の録画・録音が不可欠であるとして，取調べの可視化を強

く求めてきた。

世界を見渡せば，密室取調べの弊害に対する反省から，今や欧米諸国の

ほとんどにおいて録画・録音や弁護人の立会いによる取調べの可視化が実

施され，韓国・台湾をはじめとするアジアの国においても，取調べの可視

化が実施されるに至っている。

さらに， 年（平成 年） 月までに実施される裁判員裁判では，市2009 21 5
民にわかりやすい審理が求められるとともに，できるだけ明瞭な証拠提出

を心がけ，裁判員に過大な負担をかけないことが求められており，これま

でのように，自白の任意性・信用性をめぐって，長期間の審理をすること

は許されない。

2006 18 5ところで 高検察庁は こうした流れを背景に 年 平成 年， ， ， （ ）

月 「裁判員裁判対象事件における被疑者取調べの録音・録画の試行」とし，
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て，取調べの録画・録音の試験的実施を発表した。

しかしながら，この試行は，対象事件も録画・録音する範囲も，検察官

の裁量に委ねるもので，しかも，これまで多くの虚偽自白を生み出してき

た警察官による取調べは対象とされていない。

こうした部分的な録画・録音では，密室での取調べの弊害は全く除去さ

れないばかりか，かえって，取調べの状況についての誤った判断につなが

るおそれすらあり，自白調書の作成過程をめぐる争いはなくならない。

全ての被疑者の取調べの全過程を可視化すれば，違法・不当な取調べを

することはできなくなる上，自白の任意性・信用性をめぐる争いがほぼな

くなることは，諸外国の例が示しているところである。そうすることによ

って，諸外国において治安が悪化したとか，捜査に支障を来したという例

は聞かない。

したがって，裁判員制度の実施を目前に控え，速やかに，取調べの全過

程を録画・録音する立法措置を講じることが必要である。

ここに，当連合会は

１ 国に対し，裁判員制度の実施を目前に控え，速やかに，被疑者取調べ

の全過程を録画・録音し，これを欠くときは，証拠能力を否定する法律

を整備すること

２ 検事総長，警察庁長官に対し，上記１の法制化がなされるまでの間，

各捜査機関の捜査実務において，被疑者又は弁護人がこれを求めたとき

は，即時に被疑者取調べ全過程の録画・録音を実施すること

を求めるとともに，被疑者取調べ全過程の録画・録音による可視化の実現

のため，全力を挙げて取り組むものである。

以上のとおり決議する。

年（平成 年） 月 日2007 19 5 25
日本弁護士連合会

提 案 理 由

１ 年（平成 年） 月，富山県下の強姦，強姦未遂事件において，2007 19 1
無実の者が虚偽の自白を強いられた結果，有罪判決を受け，刑に服して

いたことが判明し，同年 月 日，富山地方検察庁は，再審請求をした2 9
（以下「富山事件」という 。。）

また，同年 月 日には，鹿児島地方裁判所により，鹿児島県下の公2 23
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職選挙法違反事件につき，１２名の被告人全員に対する無罪判決が言い

渡された（以下「志布志事件」という。その後確定 。この事件において）

は，強圧的，誘導的な取調べにより１２名の被告人中，実に６名もの被

告人が虚偽の自白をしていた。その結果，捜査機関がつくりあげた虚偽

の事実により起訴されてしまった。この無罪判決に先立つ同年 月 日1 18
には，家族の名前などを書いた紙を強引に踏ませる「踏み字」を強要す

る取調べが行われたことについて，鹿児島地方裁判所は，鹿児島県に慰

謝料の支払いを命ずる判決を言い渡し，この判決は確定している。

さらに，同年 月 日，福岡高等裁判所は，佐賀３女性連続殺人事件3 19
（以下「北方事件」という ）について，一審の佐賀地方裁判所の無罪判。

決を支持し，検察官の控訴を棄却する判決を言い渡した（確定 。この被）

告人も，任意取調べの中で虚偽の上申書を書かされたことが判明してい

る。

これらの事件で明らかになった事実は，あまりに重い。

いずれの事件でも，全く無実の人々が自白をした。とりわけ，志布志

事件では，６人もの人が身に覚えのない自白をした。この事件により，

現在でも密室での取調べでは，虚偽の自白を強要する違法・不当な取調

べが横行していること，そして，誰もが虚偽の自白をしてしまうことが

広く世間に明らかとなった。

また，いずれの事件でも，検察官は，虚偽の自白を前提に捜査をすす

めている。このことは，検察官でさえも，警察署の密室での取調べの実

態を知ることができないこと，そして違法・不当な取調べを是正するこ

とができないことを実証した。

富山事件では，偶然真犯人が判明した結果として，無実の者が有罪判

決を受けていたことが判明したのであり，このことは，密室での取調べ

によって得られた自白が存在する以上，真犯人が判明するなどしなけれ

ば，冤罪は明らかにならなかったこと，隠れた冤罪が多数存在する可能

性を示している。

また，志布志事件では，無実であることを明らかにするために，５４

（ 。） ， ， ，回 判決宣告を含む にもわたる公判期日を要し その間 捜査機関は

違法な取調べをしたことを否認し続けた。このことは，捜査機関は決し

て真相を語らないこと，被告人が密室での取調べの実態を明らかにする

ことが極めて困難であることを実証した。

さらに，北方事件においては，任意取調べの名の下に深夜にまで及ぶ

１７日間もの取調べが行われ，その中で，犯行を認める旨の虚偽の上申

書を書かされており，控訴審の福岡高等裁判所から，取調官の強制と誘

導によって書かされたもので，重大な違法性があると強く指弾されてい

るのである。
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２ この三つの事件が明らかにした事実は，いずれも特殊なできごとでは

ない。わが国の密室での取調べが抱えている本質的かつ致命的な欠陥で

ある。

また，これらの事実は，初めて明らかにされたことではない。これま

で死刑再審四事件をはじめ幾多の冤罪事件，取調室での人権侵害事例に

よって繰り返し実証されてきた事実である。そして，そのことは，捜査

機関には，わが国の取調べが抱えている本質的かつ致命的な欠陥を是正

することは期待できないことをも示している。

３ 過去には，世界の多くの国で，密室での取調べがなされていた。しか

し，冤罪事件や取調室の中での人権侵害事例により，密室での取調べの

抱える本質的かつ致命的な欠陥が明らかになるにつれて，多くの国が，

このような密室での取調べをなくした。

今や，欧米諸国のほとんどの国において，また，アジアでも，韓国，

台湾，香港，モンゴルなどにおいて，取調べの録画・録音，弁護人の立

会い等による可視化がなされるに至っている。

年（平成 年 ，国際人権（自由権）規約委員会は日本政府に対1998 10 ）

し 「委員会は，刑事裁判における多数の有罪判決が自白に基づくもので，

あるという事実に深く懸念を有する。自白が強要により引き出される可

能性を排除するために，委員会は，警察留置場すなわち代用監獄におけ

る被疑者への取調べが厳格に監視され，電気的手段により記録されるべ

きことを勧告する 」との 終見解を示した。わが国における自白強要型。

の取調べシステムが，国際人権（自由権）規約第７条，第９条，第１０

条，第１４条に違反することは明らかである。

にもかかわらず，いまだ恐るべき密室での取調べに固執しているわが

国の刑事手続は，今や完全に世界の後塵を拝している。

４ 違法・不当な取調べをなくすためには，取調べの内容を検証可能なも

のとすること，すなわち取調べの全過程を録画・録音するしか方法はな

い。

また， 年（平成 年） 月までに施行されることとなっている裁2009 21 5
判員制度においては，市民にわかりやすい審理が求められるとともに，

できるだけ明瞭な証拠提出を心がけ，裁判員に過大な負担をかけないこ

とが求められている。これまでのように，自白の任意性・信用性をめぐ

り，被告人と取調官の長期間にわたる論争を繰り返すということは，お

よそ想定されていない。

全ての被疑者の取調べの全過程を可視化すれば，違法・不当な取調べ
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をすることはできなくなる上，自白の任意性・信用性をめぐる争いがほ

ぼなくなることは，諸外国の例が示しているところである。そうするこ

とによって，諸外国において治安が悪化したとか，捜査に支障を来した

という例は聞かない。

2006 18 5５ ところで 高検察庁は こうした流れを背景に 年 平成 年， ， ， （ ）

，「 」月には 裁判員裁判対象事件における被疑者取調べの録音・録画の試行

として，取調べの録画・録音の試験的実施を発表した。

しかしながら，その方針は 「裁判員対象事件に関し，立証責任を有す，

る検察官の判断と責任において，任意性の効果的・効率的な立証のため

， ，必要性が認められる事件について 取調べの機能を損なわない範囲内で

検察官による被疑者の取調べのうち相当と認められる部分の録音・録画

を行うことについて，試行する」というものである。すなわち，その対

象事件も，録画・録音する範囲も，検察官の裁量に委ねられており，し

かも，これまで多くの虚偽自白を生み出してきた警察官による取調べは

対象とされていない。

１で述べた三つの事件が明らかにした密室取調べの弊害は，あらゆる

事件に共通するものであり，かつ捜査機関による取調べの全過程が可視

化されない限り，除去され得ない。そればかりか，部分的な録画・録音

は，事実上その対象を絞ることによる作為を許すものであり，かえって

取調べの状況についての誤った判断につながるおそれすらある。

加えて，そもそも，密室での取調べが抱えている本質的かつ致命的な

欠陥の是正を捜査機関に期待することが誤りであることは，歴史が明ら

かにしている。

６ 当連合会は， 年（平成 年） 月 日「 取調べの可視化』につ2003 15 7 14 『

いての意見書」において，取調べの全過程を可視化する制度を確立すべ

きとの意見書を採択し，同年 月 日の第４６回人権擁護大会では，10 17
2006 18取調べの全過程の可視化を求める旨決議した。そして， 年（平成

年） 月 日には，取調べの可視化の試験的実施を提案した。1 20
密室での取調べに依存したわが国の刑事手続の破綻が誰の目にも明ら

かになり，かつ，裁判員制度の実施が目前に迫っている今，全ての事件

における被疑者取調べの全過程を録画・録音することが急務である。

７ さらに，現在の刑事手続においては，人質司法，代用監獄も問題とし

なくてはならない。

志布志事件の判決においては 「自白した方が早期に釈放されるとの認識，

の下，早期の釈放を期待して，否認から自白に転じ，その後もその自白
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を維持したことが如実にうかがえる。本件のように，法定刑が比較的低

く，有罪になっても，罰金刑かせいぜい執行猶予付きの懲役刑になる可

能性が高いと見込まれる場合，身柄拘束を受ける被疑者・被告人にとっ

て，刑事責任を負うかどうかよりも，身柄拘束がいつまで続くのかの方

が，はるかに切実な問題となるのは至極当然である。…このような状況

においては，被疑者が早期に釈放されることを期待して，たとえ虚偽で

あっても，取調官に迎合し自白に転じる誘因が強く働くと考えられる 」。

などと指摘している。このように虚偽の自白をした被告人は，比較的早

い時期に保釈が認められているのに対し，否認を貫いた被告人について

は，長期にわたる身体拘束を受け，供与者とされた被告人は，実に１年

１か月もの間勾留され，４回にわたってされた保釈請求のいずれもが退

けられ，そのためもあり，勾留の途中において，当選した県会議員を辞

職せざるを得なくなるに至っている。

そもそも，捜査機関である警察自らが２４時間身体を管理する代用監

獄が，それ自体自白強要の圧力となるものである。国際人権（自由権）

規約委員会の前記 終見解は，日本政府に対し，代用監獄の廃止と起訴

前勾留の改革について勧告している。しかしながら，監獄法の改正作業

の過程で設置された「未決拘禁者の処遇等に関する有識者会議」の提言

では，代用監獄問題は 「刑事手続全体との関連の中で検討すべき」課題，

として先送りされた。こうして 年（平成 年） 月に成立した「刑2006 18 6
事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律」の審議

過程で，衆参両議院法務委員会は，刑事司法全体が大きな変革の時代を

迎えていることなどを踏まえて，刑事司法制度の在り方を検討する際に

は，取調べを含む捜査の在り方について検討するとともに，代用刑事施

設制度の在り方についても，刑事手続全体との関連の中で検討すべきこ

ととの附帯決議をしている。

８ したがって，当連合会は，代用監獄の廃止及び人質司法の打破を訴え

るとともに，とりわけ今日においては，喫緊の課題として，国に対し，

速やかに，被疑者取調べの全過程を録画・録音し，これを欠くときは，

。 ， ，証拠能力を否定する法律を整備することを求める あわせて 検事総長

警察庁長官に対し，その法制化がなされるまでの間，各捜査機関の捜査

実務において，被疑者又は弁護人がこれを求めたときは，即時に被疑者

。取調べ全過程の録画・録音を実施するよう指導を徹底することを求める

当連合会は，被疑者取調べ全過程の録画・録音による可視化の実現の

ため，全力を挙げて取り組んでいくことを決意する。

-91-



９ 日弁連可視化法案（2003年12月）

日弁連が 年 月に提言した取調べの可視化のための刑事訴訟法改正2003 12
案。

刑事訴訟法の一部を次のように改正する。

第１９８条に次の１条を加える。

第１９８条の２

Ⅰ 前条の取調に際しては，検察官，検察事務官又は司法警察職員は，取

調の開始から終了までの全過程を，録画又は録音しなければならない。

Ⅱ 前項の録画又は録音は，次の方法によらなければならない。

① 録画又は録音の際には，音声及び画像若しくは音声を記録するための

ビデオテープ，録音テープ又は電子的方式・磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方法で作られる記録であって電子計

算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体（以下「電磁的

記録媒体」という）のうち，同じ記録媒体を２つ用いて同時に記録しな

ければならない。

② 取調を開始する場合は，それに先立って録画又は録音を開始し，被疑

者に時計を示して時刻を確認させなければならない。

③ 取調を中断する場合は，中断の理由及び再開予定時刻を被疑者に告知

し，被疑者に時計を示して時刻を確認させた上で録画又は録音を中断し

なければならない。

④ 第２号の規定は，取調の再開時においてもこれを準用する。

⑤ 取調を終了する場合は，被疑者に時計を示して時刻を確認させた上で

録画又は録音を終了しなければならない。

⑥ 録画又は録音の終了後直ちに，取調を同時に記録した２つのビデオテ

ープ，録音テープ又は電磁的記録媒体のうち１つについては，取調官が

署名押印して封印しなければならない。その場合被疑者に対し署名押印

。 ， 。を求めなければならない 但し 被疑者はこれを拒絶することができる

Ⅲ 取調官は，前項第６号の封印と同時に，被疑者に対し，以下の事項を

記載した記録媒体目録を交付しなければならない。

① 取調官の氏名・官職及びその他取調に立ち会った者の氏名及び官職

② 取調の開始，中断及び終了の年月日時刻

③ 取調場所
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④ 被疑者調書作成の有無及びその数

Ⅳ 記録媒体の複製の交付請求

① 被疑者又は弁護人は，被疑者に対する取調を記録したビデオテープ，

録音テープ又は電磁的記録媒体の複製の交付を請求することができる。

② 前号の請求を受けた検察官，検察事務官又は司法警察職員は，直ちに

取調を記録した記録媒体のうち第２項６号の封印をしていないもの（以

下「複製作成用記録媒体」という）から複製を作成して交付しなければ

ならない。

Ⅴ 検察官は，公訴を提起したときは，速やかにその裁判所の裁判官に第

２項６号により封印した記録媒体（以下「封印記録媒体」という）を提

出しなければならない。

Ⅵ 封印記録媒体を保管する裁判所は，第４項により交付された複製の正確

性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認

めるときは，被告人又は弁護人の請求により，封印記録媒体の聴取若し

くは閲覧又は複製の作成を許可しなければならない。

第３２２条に次の１条を加える。

第３２２条の２

法１９８条の２第１項の録画若しくは録音がなされなかったとき，第２

項若しくは３項の方法が履行されなかったとき，又は第４項のテープの交

付がなされなかったときは，被告人の供述を録取した書面で，被告人の署

， 。名若しくは押印のあるものであっても これを証拠とすることができない
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１０ 国会附帯決議

（１）参議院法務委員会平成 年 月 日決議15 7 9
「裁判の迅速化に関する法律案に対する附帯決議」

政府及び 高裁判所は，本法の施行に当たり，次の事項について格段

の配慮をすべきである。

（略）

二 裁判所における手続の充実と迅速化を一体として実現するため，民

事裁判における証拠収集手続の一層の拡充並びに刑事裁判における証

人尋問中心の公判手続の実施，検察官手持証拠の事前開示の拡充に努

めるとともに，取調べ状況の客観的信用性担保のための可視化等を含

めた制度・運用について検討を進めること。

（２）衆議院法務委員会平成 年 月 日決議16 4 23
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」

政府は，本法の施行に当たり，次の事項について格段の配慮をすべき

である。

一 政府は， 高裁判所，法務省及び日本弁護士連合会による刑事手続

の在り方等に関する協議会における協議を踏まえ，例えば，録画ない

し録音による取調べ状況の可視化，新たな捜査手法の導入を含め，捜

査又は公判の手続に関し更に講ずべき措置の有無及びその内容につい

て，刑事手続全体の在り方との関連にも十分に留意しつつ検討を行う

こととし，本委員会は，裁判員の参加する刑事裁判に関する法律施行

までに実質的な論議が進展することを期待する。

（略）

（３）参議院法務委員会平成 年 月 日決議16 5 20
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」

政府及び 高裁判所は，本法の施行に当たり，次の事項について格段

の配慮をすべきである。

（略）

二 政府は， 高裁判所，法務省及び日本弁護士連合会による刑事手続

の在り方等に関する協議会における協議を踏まえ，裁判員の参加する

刑事裁判に関する法律施行までの実現を視野に入れ，実質的な論議が

進展するよう，録画又は録音による取調べ状況の可視化，新たな捜査

方法の導入を含め，捜査又は公判の手続に関し更に講ずべき措置の有

無及びその内容について，刑事手続全体の在り方との関連にも十分に

留意しつつ実質的検討を行うこと。
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（略）

（４）衆議院法務委員会平成 年 月 日決議18 4 14
「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案に

対する附帯決議」

政府は，本法の施行に当たり，次の事項について格段の配慮をすべきで

ある。

（略）

七 前項の取組を踏まえ，次なる課題として，刑事司法全体が大きな変

革の時代を迎えていることなどを踏まえて，刑事司法制度の在り方を

検討する際には，平成十六年四月二十三日の当委員会決議第一項を尊

重し，取調べを含む捜査の在り方について検討するとともに，代用刑

事施設制度の在り方についても，刑事手続全体との関連の中で検討す

べきこと。

（略）

（５）参議院法務委員会平成 年 月 日決議18 6 1
「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案に

対する附帯決議」

政府は，本法の施行に当たり，次の事項について格段の配慮をすべきで

ある。

（略）

， ，六 裁判員制度の実施を控え 刑事司法制度の在り方を検討する際には

取調べ状況の可視化，新たな捜査方法の導入を含め，捜査又は公判の

手続に関し更に講ずべき措置の有無及びその内容について検討を進め

るとともに，代用刑事施設制度の在り方についても，刑事手続全体と

の関連の中で検討すること。

（略）
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１２ 取調べの可視化申入書モデル案（改訂版）

検 察 官 殿

司法警察職員 殿

申 入 書（モデル案）

被疑罪名

被 疑 者

上記被疑者の今後の取調べについて，その「全過程」をビデオ録画ないしテ

ープ録音されるよう要求します。

， ， ，刑事訴訟規則第１９８条の４は 検察官に対し 取調べ状況の立証に関して

「できる限り・・・取調べ状況に関する資料を用いるなどして，迅速かつ的確

」 。 ，な立証に努めなければならない と定めています このような立証のためには

本来，取調べと同時に客観的な資料が作成されなければなりません。それには

取調べの「全過程」をリアルタイムに録画・録音する方法による取調べの可視

化を措いてありません。取調べの可視化は，今や国際的に確立された被疑者取

調べの規準というべきでしょう。

なお， 年 月から，検察庁は「 裁判員対象事件に関し ）検察官による2006 7 （ ，

被疑者の取調べのうち，自白の任意性の効果的・効率的な立証に必要かつ相当

と判断される部分の録音・録画を試行する」としています。しかし，このよう

な部分的な録画・録音では，任意性の適正な検証はできません。のみならず，

録画・録音のない状態で違法不当な取調べが行われ，その影響下で虚偽自白が

なされる場面が録画・録音される場合などを想定すると，それを任意性肯定の

資料として用いることの弊害は極めて大きいといわなければなりません。本件

にあっては，検察官において，取調べ「全過程」を録画・録音され，併せ，司

法警察職員に対し，その旨指揮されることをも求める次第です。

いずれにしましても，本件について 「全過程」の可視化を履践しないままに，

作成された調書については，将来の公判で証拠請求されたとき，弁護人は，任

意にされたものでない疑いがあると主張することとなります。予め御承知おき

下さい。

年 月 日

弁護人
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１３ 取調べの可視化に関する主な参考文献

渥美東洋「取調べ手続の可視性の向上」研修 号（ 年）508 1990

川崎英明「違法取調の抑制方法」総合研究被疑者取調べ 頁・日本評論社102

（ 年）1991

渡部保夫「無罪の発見」勁草書房( 年）1991

浜田寿美男「自白の研究 取調べる者と取調べられる者の心的構図」三一書房

（ 年）1992

ギスリー・グッドジョンソン著／庭山英雄外訳「取調べ・自白・証言の心理学」酒井書

店（ 年）1994

11小坂井久「取調べ可視化論の現在」大阪弁護士会刑事弁護委員会・刑弁情報

号（ ）～ 号（ ）1995 3 17 1998 7年 月 年 月

後藤貞人「自白調書と公判弁護－取調べのテープ録音と自白の任意性」渡辺修編

著/刑事手続の最前線 頁・三省堂（ 年）22 1996

「 」ジョン・ボールドウィン 警察取調べの録音と警察署における弁護人の役割

自由と正義 巻 号 頁（ 年）48 10 14 1997

14 40梶田英雄「取調経過一覧表による立証の失敗と教訓」季刊刑事弁護 号

頁（ 年）1998

後藤貞人「自白の任意性を争う弁護活動」同 号 頁（ 年）14 42 1998

小坂井久「弁護士からみた任意性の基準・その立証について」同 号 頁14 61

（ 年）1998

山上博信「検察官および警察官調べにおける録音について」愛知学泉大学コ

ミュニティ政策学部紀要 号 頁（ 年 月）2 191 1999 12

14 75 1998大出良知「取調べのテープ録音は導入可能か」季刊刑事弁護 号 頁（

年）

多田辰也「被疑者取調べとその適正化」成文堂（ 年）1999

宮野彬「刑事裁判でのヒデオテープ論争」法学研究 号（ 年）68 1999

「座談会・取調べ可視化に向けて 秋田真志・伊賀興一・石松竹雄・小坂井久/

」 （ ）・後藤貞人・渡部一郎・渡辺修 大阪弁護士会会報 号 頁 年212 19 2000

大阪弁護士会刑事弁護委員会「シンポジウム・取り調べ可視化の実現に向け
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て （ 年）」 2000

浜田寿美男「自白の心理学」岩波新書（ 年）2001

三井誠・陳運財「被疑者取調べにおける弁護人立会い権－中華民国（台湾）の新し

い制度」捜査研究 号～ 号・東京法令出版467 476

小坂井久「捜査の可視化」季刊刑事弁護 号 頁（ 年）25 91 2001

小川秀世「 無法地帯』にビデオカメラを！－捜査の可視化の意義，方法，範『

囲」自由と正義 巻 号 頁( 年）52 6 106 2001

3 2001梅田豊 取調べの適正性の確保 法律時報増刊号 シリーズ司法改革( ) (「 」 「 」

年）

渡辺修「被疑者取調べと司法改革の視点」法律時報 巻 号 頁74 7 36

近畿弁護士会連合会「第 回国選弁護プレシンポジウム・弁護実践によって7

取調べの可視化を （ 年）」 2001

浜田寿美男「＜うそ＞を見抜く心理学－『供述の世界』から」 ブックスNHK

( 年）2002

秋田真志「検察官による警察官調書の引写し問題－浮かび上がったワープロ調書

の弊害」季刊刑事弁護 号 頁（ 年）29 77 2002

吉丸眞「裁判員制度の下における公判手続の在り方に関する若干の問題」判例時

報 号 頁（ 年）1807 3 2003

佐藤文哉「裁判員裁判にふさわしい証拠調べと合議について」判例タイムズ 号1110

頁（ 年）4 2003

日弁連「第 回国選弁護プレシンポジウム基調報告書・取調べの可視化と捜8

査弁護の深化 （ 年）」 2003

日弁連「第 回国選弁護シンポジウム基調報告書・国費による弁護制度を担8

う」 頁以下（ 年）198 2003

本江威 「取調べの録音・録画記録制度について」判例タイムズ 号 頁憙 1116 4

（ 年）2003

56 6 71山上圭子「英国における取調べの録音制度について」法律のひろば 巻 号

頁（ 年）2003

小坂井久「取調べ『不可視化』論の現在」季刊刑事弁護 号 頁（ 年）35 12 2003
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・ミルン ・ブル著 原聰編訳「取調べの心理学」北大路書房（ 年）R /R 2003

白取祐司「捜査の可視化と適正化」自由と正義 巻 号 頁( 年）54 10 79 2003

秋田真志「 」大密室の扉を開こう－今こそ取調べの録画・録音による可視化を

阪弁護士会刑事弁護委員会・刑弁情報 号 頁（ 年）28 2 2003

棚瀬誠「取調べの書面による記録制度の導入について～犯罪捜査規範の一部

改正にあたって～」捜査研究 号 頁( 年)626 4 2003

棚瀬誠「取調べ状況報告書の作成等について 警部補と 巡査の 」捜A B Q&A

査研究 号 頁( 年)628 36 2004

渡辺修・山田直子監修／小坂井久・秋田真志編著「取調べ可視化－密室への挑戦

－イギリスの取調べ録音・録画に学ぶ」成文堂（ 年）2004

大阪弁護士会刑事弁護委員会・刑弁情報 号特集「取調べ可視化に向けて」掲29

載の各論文（ 年）2004

日弁連可視化実現ワーキンググループ編「取調べの可視化で変えよう，刑事

司法」現代人文社（ 年 月）2004 3

浜田寿美男「取調室の心理学」平凡社新書（ 年）2004

60田中敏夫「取調べ全過程の可視化（録画・録音）の実現を」現代刑事司法

号( 年）2004

38小坂井久「取調べ可視化実現に向けての動きと基本的な考え方」季刊刑事弁護

号 頁( 年 月 日）14 2004 4 10

指宿信「カナダにおける取調べ可視化と目撃証言問題－ソフォノー事件調査

委員会報告によせて」季刊刑事弁護 号 頁( 年 月 日)38 144 2004 4 10

四宮啓「新しい刑事司法と刑事弁護士－裁判員法等の成立を機に」季刊刑事

弁護 号 頁( 年 月 日)39 8 2004 7 10

39小坂井久「現実的な立法課題となった『取調べの可視化 」季刊刑事弁護』

号 頁( 年 月 日)80 2004 7 10

秋田真志・小林功武「実践の中で取調べの可視化を－被疑者ノートの試み」

季刊刑事弁護 号 頁( 年 年 日)39 82 2004 7 10

財前昌和「台湾における可視化の実情」季刊刑事弁護 号 頁( 年 月39 87 2004 7

日)10
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山下幸夫「韓国視察から学ぶべきこと」季刊刑事弁護 号 頁( 年 月39 93 2004 7

日)10

「 」朴燦運 弁護士が見た韓国における捜査の可視化－ 近の状況と論議の内容

季刊刑事弁護 号 頁( 年 月 日)39 98 2004 7 10

渡辺修「被疑者取調べの録画－『可視化』原理と『包括的防御権 」季刊刑事』

弁護 号 頁( 年 月 日)39 105 2004 7 10

石田法子「無罪事例報告 捜査方法に暗示・誘導等の問題点があったとして

犯人識別供述の信用性を否定した事例」大阪弁護士会刑弁情報 号 頁30 82

( 年)2004

川崎英明「刑事司法改革の成果と課題」法学セミナー 号 頁( 年）594 50 2004

後藤昭「刑事司法改革の到達点と展望」法律時報 年 月号 頁2004 9 25

小坂井久「刑事司法改革と可視化」法律時報 年 月号 頁2004 9 52

日弁連接見交通権確立実行委員会・刑事弁護センター「取調べの可視化シン

ポジウム記録 （ 年）」 2004

1151 18 2004木谷明 合理的疑い の範囲などをめぐって 判例タイムズ 号 頁「『 』 」 （

年）

日弁連編「裁判員制度と取調べの可視化」明石書店（ 年）2004

日弁連取調べの可視化実現委員会編「世界の潮流になった取調べ可視化」現

（ 年 月）代人文社 2004 10

40 78 2004 10 10小野正典「捜査の可視化への展望」季刊刑事弁護 号 頁( 年 月

日）

2004後藤貞人「刑事裁判の充実・迅速化－弁護士の立場から－」現代刑事法

年 月号12

森直也「可視化の 新システムを導入した香港」季刊刑事弁護 号 頁41 141

( 年 月 日)2005 1 10

秋田真志「オーストラリアの徹底した可視化事情」季刊刑事弁護 号 頁41 146

( 年 月 日)2005 1 10

41 149古田茂「録画・録音は 低条件のイタリアから学ぶ」季刊刑事弁護 号

頁( 年 月 日)2005 1 10
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岡慎一「 刑事手続きの在り方等に関する協議会』の経過と現状」季刊刑事弁『

護 号 頁( 年 月 日)42 124 2005 4 10

髙倉新喜「イリノイ州の取調べの可視化への動き－ライアン・レポート」季

刊刑事弁護 号 頁( 年 月 日)42 126 2005 4 10

菅原雅子「被疑者取調べの可視化」立命館法政論集 年第 号2005 3

日弁連取調べの可視化実現委員会編『可視化でなくそう！ 違法な取調べ』

現代人文社（ 年 月）2005 6

112 1 2露木康浩 取調べ可視化論の問題－治安への影響－ 法學新法第 巻第 ・「 」

号( 年 月)2005 7

坂根真也 プチ取調べの可視化 季刊刑事弁護 号 頁( 年 月 日)「 」 43 104 2005 7 10

渡辺修・山田直子編，日弁連協力「被疑者取調べ可視化のために－オースト

ラリアの録音・録画システムに学ぶ」現代人文社（ 年 月）2005 10

56 10 2005李東憙 韓国における被疑者取調べの可視化 自由と正義第 巻第 号(「 」

年 月)9

岡慎一「 取調べ状況に関する立証』についての刑事訴訟規則制定の経緯」自『

由と正義第 巻 号（ 年 月）56 10 2005 9

小橋るり「改正刑事訴訟規則 条の の『的確な立証』に関する試案」自198 4

由と正義第 巻第 号( 年 月)56 11 2005 10

甲木真哉「韓国における取調べ可視化の 新事情」季刊刑事弁護 号 号44 137

( 年 月 日)2005 10 10

赤松範夫「モンゴルにおける可視化の実情－捜査上の都合から被疑者人権に

対する配慮へ」季刊刑事弁護 号 号( 年 月 日)44 142 2005 10 10

サニーチョンマンクワン「香港刑事司法制度における取調べ実務の変遷－被

44 182 2005 10 10疑者の権利と取調べの可視化」季刊刑事弁護 号 頁( 年 月

日)

56 12秋田真志 取調べの可視化実現へ向けての現状と課題 自由と正義第 巻第「 」

号( 年 月)2005 11

今崎幸彦「 裁判員制度導入と刑事裁判』の概要－裁判員制度にふさわしい裁『

判プラクティスの確立を目指して」判例タイムズ 号（ 年 月）1188 2005 11
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小坂井久「平成刑訴と可視化に関わる弁護実践」季刊刑事弁護 号 頁45 116

( 年 月 日)2006 1 10

45 121井上明彦「実情に即したノートの誕生とその広がり」季刊刑事弁護 号

頁( 年 月 日)2006 1 10

45 126今井力「被疑者ノートで自白強要と対抗し，無罪に」季刊刑事弁護 号

頁( 年 月 日)2006 1 10

45 130 2006黒田一弘 証拠採用され大幅減軽された事例 季刊刑事弁護 号 頁(「 」

年 月 日)1 10

1913 16 2006 2吉丸眞 録音・録画記録制度について 上 判例時報 号 頁( 年「 （ ）」

月 日)11

1914 19 2006 2吉丸眞 録音・録画記録制度について 下 判例時報 号 頁( 年「 （ ）」

月 日)21

本江威憙「取調べの録音・録画記録制度と我が国の刑事司法」判例時

報 号 頁( 年 月 日）1922 11 2006 5 11

「 被疑者ノートの活用』～『被疑者ノート』はお役に立ちます！～」大阪に『

おける当番弁護士活動第 集( 年)13 2006

中野俊徳「当番弁護士日誌」月報福岡県弁護士会 号 頁( 年)412 44 2006

48 2中山博善「被疑者取調べの意義・根拠と可視化の是非」金沢法学第 巻第

号( 年)2006

吉丸眞「裁判員制度の下における公判審理及び評議のプラクティス」ジュリ

スト 号 頁( 年)1322 108 2006

今崎幸彦「裁判員裁判における複雑困難事件の審理－司法研修所における裁

判官共同研究の概要－」判例タイムズ 号 頁( 年)1221 4 2006

金山泰介「米国における取調べの録画録音について（上 （下 」警察学論集） ）

第 巻 号・ 号( 年)60 1 2 2006

57 12 149 2006小坂井久 取調べ可視化問題の現状と課題 自由と正義 巻 号 頁(「 」

年)
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周防正行・木谷明「徹底対談 日本の刑事裁判はどうなっているのか （ そ」「

れでもボクはやってない 日本の刑事裁判，まだまだ疑問あり！」幻冬舎

( 年)2007

630中川孝博「取調べの可視化は進展したか・改善されたのか」法学セミナー

号 頁( 年)24 2007

小坂井久・中西祐一「取調べ可視化導入の必要性とその制度構想」判例時報

号( 年)1966 2007

中島宏「志布志事件（鹿児島選挙違反事件）無罪判決が問いかけるもの」法

学セミナー 号 頁( 年)631 6 2007

幣原廣「知的障がいに配慮した取調べを 宇都宮誤認逮捕事件人権救済申立

事件」法学セミナー 号 頁( 年)631 128 2007

高内寿夫「被疑者取調べと弁護権」村井敏邦他編「刑事司法改革と刑事訴訟

法（上 」 頁 日本評論社( 年)） 474 2007

小池振一郎・海渡雄一・大橋毅・田鎖麻衣子「拷問禁止委員会第１回政府報

58 8 80告書審査に基づく 終見解の意義と日弁連の課題 自由と正義 巻 号」

頁( 年)2007

「 『 』 『 」 」渡辺修 被疑者取調べ 可視化 とは ビデオ録画による 正義 の実現を

月刊公明 年 月号2007 9

小坂井久・中西祐一「取調べの可視化制度と検察庁による取調べ録画試行」

自由と正義 巻 号 頁（ 年）58 10 41 2007

指宿信「被疑者ノートの理論的検討」自由と正義 巻 号 頁（ 年）58 10 51 2007

58 10 61 2007森直也 被疑者ノートを利用した弁護実践 自由と正義 巻 号 頁「 」 （

年）
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１４　最近報道された密室取調べの主な弊害事例
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