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要通訳事件における捜査弁護の手引き 
―通訳人と弁護人のより良い協働のための留意点― 

 
１ はじめに 

被疑者という立場に置かれ，身体を拘束された外国人，特に，日本語に通じて

いない外国人は，私たちが想像する以上の不安と孤独の中にいます。そのような

状況で，被疑者の権利実現のために活動することができるのは弁護人だけです。

そして，被疑者と弁護人のコミュニケーションの橋渡しの要を担うのが，通訳人

です。 
要通訳事件において誤判を防ぎ，適正手続を実現し，公正な裁判を受ける権利

を全うさせるためには，適正な通訳が不可欠です。特に捜査段階では，公判段階

に比し弁護活動のための情報量が少ない上に，取調官と直接対峙する被疑者への

丁寧な助言が必要となるため，弁護人と被疑者とのコミュニケーションが一層重

要です。捜査段階における適正な通訳は，その後に続く全ての手続が公正に行わ

れるための大前提です。 
適正な通訳のためには，通訳人と弁護人の協働が非常に重要です。通訳人にお

いて，正確に通訳を行っていただくこと，公平性を維持していただくこと等に加

え，弁護人においても，よりよい通訳を実現するために工夫すべきことが多くあ

ります。 
そこで，弁護人及び通訳人に，要通訳事件の捜査段階における基本的な留意点

を理解していただいた上で，お互いの職務について更に理解を深め，活動の御参

考としていただきたいという思いで，本手引きを作成いたしました。 
弁護人は，下記「２ 弁護人の留意点」のみならず「３ 通訳人の皆さんへ（お

願い）」を読んで，通訳人の職務を理解する一助としてください。通訳人は，下記

３のみならず，下記２を読んで，弁護人とのコミュニケーションの参考としてい

ただければ幸いです。 
なお，本手引きは，主に接見通訳を念頭に作成しましたが，幅広く御参照いた

だければ幸いです。 
 
２ 弁護人の留意点（弁護活動における工夫） 

(1) 職務遂行上の支障の有無の確認 
弁護人は，早い段階で，通訳人に以下のような職務遂行上の支障がないかど

うか，通訳人と十分に意見交換して確認します。その上で，以下のような観点
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から，当該通訳人に依頼すべきではないと判断した場合には，原則として，別

の通訳人に依頼します。 
早期接見の重要性に鑑みて，少数言語で通訳人の確保が困難である場合等に

は，当該通訳人に依頼せざるを得ないこともありますが，その場合であっても，

弁護人は，事案等の実情に応じて，職務遂行上の支障を生じさせないよう可能

な限りの努力をすべきです。 
①  利益相反及び利害関係 

弁護人は，通訳人と事件との関係，被疑者を含む事件関係者との関係（例

えば，被疑者と親族・知人関係にある等），又は事件関係者が属するコミュニ

ティとの関係等（例えば，直接の知り合いではないが同じ教会に通っている，

同郷出身者であり帰国後に報復をされるおそれがある等）について通訳人に

尋ね，利益相反及び利害関係がないかどうか確認します。利益相反の可能性

があるため被疑者の権利擁護に反する，又は，被疑者等と利害関係があるた

め弁護人が十分に注意しても通訳行為に徹することを期待できないと判断し

た場合には，別の通訳人に依頼します。 
  ② 当該事件についての捜査機関または裁判所における通訳の経験 

通訳を依頼する事件について，捜査機関における取調べ通訳又は裁判所に

おける勾留質問，公判等の通訳（共犯者等事件関係者の通訳を含む。）をした

ことがないかどうか確認します。既に取調べ等の通訳をしていたことが判明

した場合には，原則として，別の通訳人に依頼すべきです。 
少数言語で通訳人の確保が困難である等の事情により，当該通訳人に依頼

せざるを得ない場合には，特に，公平・中立性の維持や守秘義務の重要性に

ついて改めて理解を求め，共犯者間の口裏合わせ等を疑われることがないよ

う，厳に注意する必要があります。また，弁護人が依頼した通訳人に対して

は，原則としてその後は当該事件について捜査機関や裁判所における通訳を

引き受けないよう，通訳人の理解を求めましょう。 
③ その他 

弁護人は，通訳人の通訳人倫理についての理解，語学力，法的知識，他の

仕事の予定との関係等に照らし，当該通訳人が十分に職務を果たせるか疑問

があると判断した場合には，別の通訳人に依頼することを検討します。 
(2) 通訳人の準備への協力 

接見開始前に，通訳人に対し情報提供をして，通訳人の準備に協力すること

が有益です。 
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① 事件等に関する情報提供 
接見同行のお願いの連絡をする際に，弁護人が把握している罪名等の情報

を伝えます。場合によっては，接見の際，その場で勾留状謄本を見てもらう

こと等が考えられます。 
② 被疑者に関する情報提供 

被疑者の用いる言語，方言，話し方の特性，障がいの有無又はその疑いが

あること等も，適正な通訳に資する重要な情報です。弁護人がこれらの情報

を把握している場合には，通訳人とも積極的に共有することを検討します。 
  ③ 接見内容に関する情報提供 
    接見前に，その日の接見でどのようなことを被疑者に聞く予定かあらかじ

め通訳人に伝えておくと，スムーズな通訳が期待でき，有益です。 
(3) 発話方法の工夫 

① 発語のペース，一文一意等 
通訳人が通訳を誤らないために，発語のペース等に細心の注意を払うこと

が必要です。長文にわたるほど，構文が複雑になりがちであるため，一文一

意を心掛けます。また，適切な個所で区切って通訳してもらうようにします。 
被疑者の話が長い場合には，弁護人から被疑者に対し，適宜区切って話す

ように促すことも検討します。 
② 用語・構文選択等の工夫 

通訳人が直訳した結果，意味が通じなくなってしまう場合等には，弁護人

は，通訳人の意見を聞くなどして，より適切な表現で言い直します。複雑な

構文，特に二重否定等は，誤訳の可能性を高めますので，避けるようにしま

す。多義的な表現や，あいまいな表現については特に意識して，できる限り

特定した用語を用いるようにします。 
③ 難訳用語 

通訳人が難訳用語（司法，医療，科学的捜査に関する専門用語，各言語に

おいて日本語に対応する言葉のない用語等，通訳に困難を伴う用語）に通じ

ない場合には，以下の方法が考えられます。 
ア 難訳用語を用いることが予想される場合には，事前に通訳人と意見交換

しておく。 
イ その場で，通訳人の理解を確認し，意味について辞書の参照を促すなど

して，正確な用語を用いるよう求める。 
ウ 弁護人が，用語を置き換えたり，説明を付加したりする（例えば，「故意」



4 
 

を「犯罪を行う意思」と言い換える等）。 
(4) 通訳内容の確認・訂正 

弁護人が，訳語等の誤りに気付いた場合には，その場で通訳人に確認します。

例えば，弁護人が「右手だったか，左手だったか」などと二者択一の質問をし

ているのに対し，被疑者が「はい」と答えるなど，問いと答えが噛み合ってい

ない場合には，通訳が誤っている可能性があります。 
また，通訳人が，独自の判断で弁護人や被疑者の話した内容を省略したり，

付加したりしている場合があります。 
被疑者が話していた時間に比べて通訳が極端に短いような場合には，通訳人

が被疑者の話した内容を省略している可能性があります。 
他方，弁護人からの簡単な質問に対し，通訳人と被疑者との間で何度もやり

取りがされているような場合には，通訳人が弁護人の話した内容以外のことを

付加して被疑者に伝えている可能性があります。このような場合には，どのよ

うなやり取りをしたのか，その内容を全て通訳するよう，通訳人に求めます。 
通訳内容に疑問を持った場合には，その場で通訳人に対し確認し，訂正を求

めます。場合によっては，早期に通訳人を交替することも検討します。 
(5) 休憩の重要性 

通訳行為には高度の集中力を要します。ある研究によると，通訳時間が３０

分を超えると，誤訳等が生じる可能性が高まるとされています。接見が長時間

となる場合には，適宜休憩を取りましょう。通訳人が休憩を申し出た場合，弁

護人は，できる限り協力するようにします。 
(6) 通訳人に関する情報保護 

弁護人は，通訳人の氏名・住所等を含む個人情報について，正当な理由なく

被疑者その他関係者に知らせないようにします。 
初回接見の際には，弁護人が自己紹介する際に，つい通訳人の紹介もしてし

まいがちなので，特に注意します。 
(7) 取調べ通訳の問題点の早期発見の必要性 

警察や検察の取調べにおける不適切な通訳が，後日問題とされる事案が増え

ています。要通訳事件では，取調べの可視化は，特に重要です。受任後直ちに

可視化申入れをします 1。 

 

1 可視化申入書・参考例

https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/shoshiki_manual/keiji/higisha/jissen.html 

https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/shoshiki_manual/keiji/higisha/jissen.html
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また，弁護人は，早い段階で，取調べ通訳はどの言語で行われているか，そ

の言語を被疑者が十分に理解できているか，適正に通訳が行われているか確認

する必要があります。被疑者から，取調べ時の通訳人に対する不満等も聴取し，

場合によっては，捜査機関に対して弁護人から申入れ等をすることも検討しま

す。 
(8) 被疑者と通訳人との直接のやり取りについて 

被疑者が，弁護人ではなく，通訳人に対して話しかけたり，意見を求めたり

することがあります。被疑者と通訳人が直接やり取りしてしまい，弁護人がそ

の内容を把握できないのは危険です。 
被疑者及び通訳人に，弁護人接見は，被疑者と弁護人との意思の疎通を行う

場であることを理解してもらいましょう。通訳人には，被疑者が通訳人に対し

て話しかけてきた場合には，その内容を全て訳してもらうようにします。 
(9) 接見通訳以外の業務を依頼する場合の注意点 

接見同行を依頼した通訳人に対し，接見通訳以外の業務を当然のようにお任

せすることはできません。接見通訳とはきちんと区別し，弁護人から依頼する

場合には別途費用を支払う必要があると意識すべきです。また，任せきりにせ

ず，その後のやり取りについても弁護人が関与して，通訳人が罪証隠滅等に利

用されることがないよう，注意する必要があります。 
特に多いのは，被疑者から，海外にいる家族に連絡を取ってほしい等の依頼

を受け，海外に電話をかけたいという場合です。弁護人の依頼で海外に電話を

かける場合には，弁護人の電話を使用することを原則とし，通話費用も弁護人

が負担すべきです。電話の内容についても弁護人が把握しておく必要がありま

す。２回目以降の電話でのやり取りについては，あらかじめ協議しておくこと

が有効です。 
(10) 通訳人と予定が合わない場合等 

通訳人とどうしても予定が合わない場合や，通訳人を確保できない場合もあ

り得ます。日弁連ウェブサイトに掲載されている各種言語に翻訳された差し入

れ文書 2及び被疑者ノート 3を御活用ください。 

 
 

2 外国人被疑者接見時の差し入れ文書

https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/shoshiki_manual/keiji/higisha/sashiirebunsy
o.html 
3 被疑者ノート外国語版

https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings/detail/suspect_note.html 

https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/shoshiki_manual/keiji/higisha/sashiirebunsyo.html
https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/shoshiki_manual/keiji/higisha/sashiirebunsyo.html
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings/detail/suspect_note.html
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なお，差し入れ文書は，冒頭の四角囲み部分の記載（「本日は，急いで来たた

め，通訳人を同行することができませんでした。近日中に，通訳人を同行して

再度接見（面会）に来ます。それまでは，本書面をよく読んで対応してくださ

い。」）を除けば，全ての被疑者に共通する内容が記載されています。通訳人を

同行する際にも，四角囲み部分を削除した上で差し入れるなどして幅広く御活

用ください。 
(11) 法廷通訳人の接見同行について 

被疑者が，ある事件について起訴され，被告人として公判の準備をする段階

となった後でも，追起訴予定の事件についての被疑者としての地位が併存する

場合があります。そのような場合を念頭に置いて，法廷通訳人の接見同行につ

いてもここに記載します。 
法廷通訳人が，被告人の話し方の癖などについて事前に把握したい等の理由

から，接見への同行を希望する場合があります。 
接見では，戦略的な打合せ等を行うこともあり，弁護人としては，法廷通訳

人にはその内容を知られたくない場合も多いと思われます。 
しかし他方で，事前に被告人の話す方言や話し方の癖等について法廷通訳人

に把握してもらうことは，法廷での適正な通訳に資する場合もあります。弁護

人は，個別の事情を踏まえて，同行するかどうか判断してください。同行する

場合には，被告人に対して事前に説明し，理解を得ることが必須です。 
また，言語によっては，通訳人が少なく，接見通訳と法廷通訳が同じ通訳人

となる場合もあります。その場合には，接見でのやり取りと法廷でのやり取り

を区別すること，接見で見聞きした内容については，法廷ではもちろん，法廷

外でも，裁判官や書記官に話してはならないことを通訳人に確認することも検

討します。 
(12) 少年事件についての留意点 

被疑者が少年である事件の場合には，特に注意が必要です。 
一見したところ，少年が日本語で会話ができるように見えても，日本語の意

味を十分に理解できていない場合があります。他方，母国語でのコミュニケー

ションも十分に取れない場合もあります。来日時の年齢や，来日後の成育環境

等の影響によって，日本語，母国語のいずれについても，年齢相応の言語能力

を得られないことがあるためです。 
弁護人は，なるべく早い段階で，本人及び家族に成育歴等を確認し，通訳人

にも十分に情報提供をした上で接見に臨んでください。 
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３ 通訳人の皆さんへ（お願い） 

(1) 職務遂行上の支障の開示  

通訳人は，以下のような職務遂行上の支障があると考える場合には，なるべ

く早い段階で弁護人に申し出てください。 

①  利益相反及び利害関係 

通訳人自身が事件と何らかの関係を有している場合，又は，被疑者を含む

事件関係者の誰かと知り合いであるとか，親戚関係その他の関係を有する場

合には，そのことが判明した，あるいは疑いを抱いた時点で，直ちに，弁護

人にその旨を申し出てください。 

② 当該事件についての捜査機関又は裁判所における通訳の経験 
通訳を依頼された事件について，捜査機関における取調べ通訳又は裁判所

における勾留質問，公判等の通訳（共犯者等事件関係者の通訳を含む。）をし

たことがないかどうか確認してください。既に取調べ等の通訳をしていたこ

とが判明した場合には，速やかに，弁護人に伝えてください。 
少数言語で通訳人の確保が困難である等の事情により，当該依頼を引き受

けざるを得ない場合には，特に，公平・中立性の維持や守秘義務の重要性に

ついて改めて御確認の上，共犯者間の口裏合わせ等を疑われることがないよ

う，厳に御注意ください。 
また，弁護人から依頼を受けて通訳を行った場合には，原則として当該事

件について，捜査機関や裁判所における通訳を引き受けることはお控えくだ

さい。 
③ その他 

通訳人は，被疑者の言語的な特性・依頼された事案の性質や他の仕事の予

定との関係等に照らし，御自身が十分に職務を果たせるか不安があると判断

した場合には，速やかに弁護人に申し出て，別の通訳人と交代することも検

討してください。 
(2) 通訳行為に徹する 

通訳人は，通訳行為に徹してください。被疑者やその関係者等から話しかけ

られたり，何か尋ねられたりした場合には，直接やり取りせずに，その内容も

全て訳して弁護人に伝えてください。法律上の助言を行ったり，事件の見通し

等について個人的意見を述べたりしないでください。 

(3) 正確な通訳 
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通訳人は，被疑者，弁護人等の話した内容を忠実に通訳してください。正当

な理由なく増減，変更，修飾，修正，省略，編集等をしないでください。直訳

すると意味が通じなくなってしまう等の理由で，忠実な通訳のために必要な変

更，修飾，修正等をした場合には，その場で弁護人に申し出るようにしてくだ

さい。 
話が長くて正確に通訳することが難しいと感じた場合には，被疑者，弁護人

等に対して途中で区切るよう求めてください。 
疲労のために正確な通訳が難しいと感じた場合には，遠慮なく休憩を申し出

てください。 
難しい言葉や分かりにくい質問などは，その場で弁護人に確認してください。 
弁護人の質問と被疑者の答えがかみ合っていないと感じても，そのまま通訳

してください。被疑者の発言に，言い間違いと思われる内容が含まれている場

合であっても，そのまま通訳してください。何かおかしいと感じた場合には，

その都度，弁護人に対して確認してください。 
法廷通訳人として選任されているときに，当該事件の被告人の接見に同行し

た場合には，公判では，被疑者が弁護人との接見の際に話した内容にとらわれ

ることなく，公判での発言を正確に通訳してください。 
正確な通訳のためには，メモを活用することが有効です。接見に同行する際

には，写真付きの身分証明書のほか，辞書，メモ用紙，筆記用具をお持ちくだ

さい。 

(4) 公平・中立性の維持  
通訳人は，被疑者から偏見，先入観，不公平さを疑われるような行動は，決

してしないでください。 

(5) 守秘義務 

通訳人は，担当した事件に関して職務上知った事項は，誰にも漏らさないで

ください。 

特に，弁護人と被疑者・被告人との間の接見及び面談等の内容については，

警察官，検察官等の捜査関係者，裁判官，書記官等の裁判関係者や被疑者，被

告人の家族，友人を含め，絶対に誰にも漏らさないでください。 
(6) 録音・録画について 

警察や検察における取調べにおいて，通訳人が録音・録画を拒否したために，

取調べの録音・録画ができなかった事例が報告されています。録音・録画によ

り，適切な取調べがされていたかどうかを事後的に検証できるようにすること
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は，特に要通訳事件では極めて重要ですので，録音・録画に協力してください。 
 
(7) その他 

正確な通訳を実現するために，その他必要又は有益な事項があるときは，遠

慮なく弁護人に申し出て，十分に協議してください。 
以上 

 


