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はじめに 

私たちが実現を図ろうとしている「取調べに先立って弁護人の助言を受ける権利」や「取

調べにおける弁護人の立会権」は，既に EU 諸国では，実務の世界で現実のものとなってい

る。人と物の自由な移動を保障しようとする EU の理念は，その障害となる各加盟国におけ

る刑事司法手続のバラつきを解消して共通な必要最小限度の規則の策定を要請し，２０１３

年の弁護人アクセス権に関する EU 指令として結実した。 

EU 諸国では，英米法といわれる当事者主義手続を採るイギリス等を除けば，大陸法的な

職権主義手続を採る国が多いが，イギリスを含む EU 諸国は，そのような刑事手続における

構造的な相違を超えて「取調べに先立つ弁護人の助言」や「取調べにおける弁護人の立会い」

を現実に実施しているのである。 

また，英米法の国アメリカでは，１９６６年のミランダ判決以降，被疑者・被告人の黙秘

権の保障を貫徹するため，被疑者の弁護人の選任請求と黙秘権行使の告知によって，捜査機

関は取調べそれ自体を行うことができないという規制をかけてきた。したがって，弁護人依

頼権や黙秘権の行使によって取調べが規制されるため，実際に弁護人立会いによる取調べが

実施されることがない。被疑者が供述しようとすれば，弁護人依頼権と黙秘権とを放棄して，

自ら供述するということになる。その割合も相当に多いという。この点は，EU 諸国との対

比で大きな違いである。 

ただ，いずれにせよ，被疑者による弁護人依頼権と黙秘権の行使とが，取調べ自体には何

らの制約的効果もなく，取調官も全く意に介することなく，黙秘権行使に対しては，これを

解除させようとする取調べを続行する我が国の刑事手続と比較すれば，EU 諸国やアメリカ

における逮捕直後の被疑者の権利保障が一歩も二歩も前を進んでいることは明らかである。 

また，隣国韓国では，２００３年の大法院判決が身体の拘束を受けた被疑者の取調べでの

弁護人立会いを，２００４年の憲法裁判所の判決が身体の拘束を受けていない被疑者への取

調べでの弁護人立会いを認めていたが，これらの判決を受けて２００７年に刑事訴訟法が改

正され，弁護人立会権が法律で明文化された。制定当初は実際の弁護人立会数は少ないとさ

れていたが，近年は，相当多くの事件で現に弁護人が立ち会っている。 

このような諸外国の制度を検討した上，取調べに先立って弁護人の助言を受ける権利を確

立し，また，取調べの際にいつでも弁護人の援助を受けられる態勢を構築（弁護人の立会権）

する EU 諸国の実践と身体の拘束を受けていない被疑者についても弁護人の取調べ立会いが

行われている韓国の実情を学ぶことは，裁判員裁判を契機として相当に改善はされつつある

ものの，今なお，供述に依存する度合いが高い我が国の刑事手続改革を展望するに当たって

は，極めて意義のあることと思われる。 
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そして，刑事訴追の当初の段階での弁護人の援助がないために不利益な供述を強いられ，

刑事上の不利益を受け，場合によってはえん罪の被害者となっている被疑者・被告人が今も

存在していることを想起すれば，これらは喫緊の刑事司法改革課題ということができるので

ある。 

以上のような観点から，日弁連は第６２回人権擁護大会シンポジウム第１分科会（２０１

９年１０月３日徳島）における議論の資料を収集する目的で，２０１９年４月に EU 加盟国

であるベルギー，オランダ，フランス，ドイツの４か国，同年５月に韓国をそれぞれ訪問し，

諸国における弁護人の援助を受ける権利や取調べへの弁護人立会いの実情を調査した。本報

告書は，その成果をまとめたものである。今後の日本での議論のために，少しでも参考にな

れば幸いである。 

第６２回人権擁護大会シンポジウム第１分科会実行委員会 

海外（ベルギー～フランス，韓国）調査団団長 

前 田 裕 司（宮崎県弁護士会） 
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第１編 EU 調査 
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第１編 EU 調査（ベルギー・オランダ・フランス・ドイツ） 

第１章 調査の概要 

第１ 調査の目的 

１ ２０１３年 EU 指令 

２０１３年，EU は，被疑者・被告人の弁護人アクセス権に関する指令を発した。

その指令の内容の概要は，以下のとおりである。 

①警察官若しくは法執行機関又は司法的機関により取調べ（questioning）がなさ

れる前に，②捜査若しくは他の権限ある機関による，面通し，対質，犯罪現場の再現

が行われる場合に，③自由剥奪後遅滞なく，④刑事事件につき権限ある裁判所に出頭

するよう召喚されている場合には裁判所に出頭する前に，という四つの場面と時期と

を列挙した上，そのような場合における EU 加盟国の義務として，以下の弁護人ア

クセス権の保障を規定した。 

① 加盟国は，警察その他の取調べの前を含めて，被疑者・被告人が彼らを代理する

弁護人と秘密で接見し，連絡する権利を確保するべきである。 

② 加盟国は，被疑者・被告人が取調べされるときに彼らの弁護人が立ち会い，かつ

参加する（to be present and participate）権利を確保すべきである。 

③ 加盟国は，被疑者・被告人が，最小限度，彼らの弁護人が以下の捜査的若しくは

証拠収集的活動に，それらが国内法で定められ，被疑者・被告人が立会いを求め

られ若しくは許されている場合には，立ち会う権利を有することを確保すべきで

ある。 

④ 加盟国は，被疑者・被告人が弁護人を得ることを促進するために一般的な情報を

利用できるよう努力するべきである。 

そして，自由を剥奪されている被疑者・被告人に関しては，「弁護人の必要的立会

いの有無にかかわらず，加盟国は自由を剥奪されている被疑者・被告人が権利放棄を

していない限り弁護人に対するアクセス権を効果的に行使する立場にあることを確保

するために必要な措置をなすべきである」としたのである。 

このように，EU 諸国では，①捜査機関による取調べ前に弁護人の助言を得る権

利，②捜査機関による取調べにおいて，弁護人に立会参加してもらう権利，③弁護人

の援助を受ける権利を請求する被疑者・被告人には，弁護人の確保を保障するという

国家の義務があるとされたのである。 

２ 調査の目的 

そこで，今回の EU 調査は，同じヨーロッパの中では弁護人アクセス権がより早

い時期に実現し，これまで何度か日弁連での調査の対象とした英米法系の刑事訴訟手

続を持つイギリス（イングランド・ウェールズ）ではなく，ベルギー，オランダ，フ

ランス，ドイツという大陸法系の刑事訴訟手続を持つ諸国において，EU 指令で規定

された弁護人アクセス権がどのように実現し，どのようか課題を抱えているのかを調
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査の目的とした。 

第２ 調査団と協力者 

本調査団は，第６２回人権擁護大会シンポジウム第１分科会実行委員会の委員を

中心に次の会員から構成された。 

前 田 裕 司（宮崎県弁護士会 全行程 ベルギー～フランス調査団長） 

新 倉   修（東京弁護士会 全行程） 

秋 田 真 志（大阪弁護士会 ベルギー～フランス） 

出 口 聡一郎（佐賀県弁護士会 ベルギー～フランス） 

半 田   望（佐賀県弁護士会 ベルギー～フランス） 

賀 川 進太郎（岡山弁護士会 ベルギー～オランダ） 

川 﨑 拓 也（大阪弁護士会 ベルギー～オランダ） 

西 村   健（大阪弁護士会 ベルギー一部～フランス） 

炭 谷 喜 史（大阪弁護士会 オランダ） 

白 取 祐 司（第二東京弁護士会 フランス～ドイツ） 

幣 原   廣（第二東京弁護士会 フランス～ドイツ） 

中 西 祐 一（金沢弁護士会 フランス～ドイツ） 

山 口 健 一（大阪弁護士会 ドイツ ドイツ調査団長） 

髙 見 健次郎（金沢弁護士会 ドイツ） 

以上（敬称略） 

 

また，次の方々からは，各訪問先のコーディネートや通訳の御協力をいただい

た。この場を借りて感謝申し上げる。 

ベルギー～オランダ調査 笹 倉 香 奈（甲南大学法学部教授） 

フランス調査      小 野 明 美（通訳） 

ドイツ調査       藤 崎 花津子（通訳） 

オリバー・シェーン（前ミュンヘン地方裁判所判事， 

現連邦通常裁判所調査官） 

ヨハネス・カスパー（アウクスブルク大学教授） 

以上（敬称略） 
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第３ 調査日程と訪問先           ※いずれも２０１９年現地時間 

ベルギー 

４月１日（月） 

１０時～１１時 

 

 

午後 

 

①Michele Panzavolta 教授及び大学院生らとの意見交換（ル

ーベン大学） 

日本とベルギーの法制度の違い等についてのディスカッショ

ン 

法廷傍聴（ブリュッセル） 

４月２日（火） 

１０時３０分～ 

 

１４時～ 

 

②Michele 教授，Frank Verbruggen 弁護士との面談（ルーベ

ン大学） 

③検察官らとの懇談 

４月３日（水） 

１４時～１６時 

④フランス語系・ドイツ語系弁護士連合会（Ordre des Barreaux 

Francophone et Germanophones de Belgique, OBFG） 

※OBFG は，ベルギーの弁護士会の半分が傘下に入る全ベルギー組織

で，弁護人依頼権やリーガルエイドについて，法務省を助けてい

る。法務省担当者も参加している。 

Chief Executive, Jago Russell 氏がアメリカよりテレビで参加。 

オランダ・マーストリヒト 

４月４日（木） 

９時 

～１２時３０分 

１３時３０分 

～１６時 

 

①法廷傍聴（Rechtbank Limburg, locatie Maastricht） 

 

②警察 

（Police/ZSM，Police Headquarters） 

検察官（Monique Hogenboom）と警察官（Gerdien Aarts） 

４月５日（金） 

１０時～１５時 

 

③マーストリヒト大学（Dorris de Vocht 教授） 

プレゼンテーションとディスカッション 

１. Dorris de Vocht - Salduz and its European 

aftermath (historic development) 

２. Rebecca Heemskerk - Results Supralat/practice  

３. Robert Horselenberg - Interrogation in the 

Netherlands/the importance of legal assistance 

フランス・パリ 

４月８日（月） 

１０時 

 

①全仏人権諮問委員会（Commission Nationale Consultative 
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～１２時３０分 

１４時３０分～ 

１６時３０分～ 

des Droits de l’Homme, CNCDH） 

②パリ弁護士会（Barreau de Paris) 

③全国弁護士評議会（Conseil National des Barreaux, CNB） 

４月９日（火） 

９時１５分 

～１０時１５分 

１１時～ 

 

④司法官職組合（Syndicat de la magistrature, SM） 

 

⑤パリ大審裁判所 

ドイツ 

４月１１日（木） 

午前 

午後 

 

①ミュンヘン警察署 

②ミュンヘン地方裁判所 

４月１２日（金） 

午前 

 

午後 

 

③ミュンヘン弁護士会 

④ミュンヘン検察庁 

⑤ラインハルト・ミカルケ弁護士（ミカルケ・ロスコプ法律事務所） 

 

第４ 調査の前提 —弁護人アクセス権及び立会権をめぐる EU の状況 

既に見たとおり，２０１３年 EU 指令によって，EU 各国では，弁護人依頼権等を

保障する法整備が義務付けられたが，調査団が，調査の前提として調べた歴史，法源，

各国の法制度の概略を確認しておく。 

１ EU の主な歴史 

１９９３年 EU 発足（マーストリヒト条約） 

１９９９年 タンペレ欧州理事会議長国総括 TAMPERE EUROPEAN COUNCIL 15 AND 

16 OCTOBER 1999-PRESIDENCY CONCLUSIONS 

→判決や決定の相互承認原則を定める。 

２００３年 欧州委員会グリーンペーパー「EU 内の被疑者・被告人の刑事手続的保護」

Brussels, 19.2.2003 COM(2003) 75 final, GREEN PAPER FROM THE 

COMMISSION, Procedural Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal 

Proceedings throughout the European Union 

２００８年 サルドゥズ判決1（２００８年１１月２７日） 

２００９年 EU 理事会決議「ロードマップ」 

Resolution of the Council of 30 November 2009 on a 

                                                
1 ECtHR 27 November 2008, Salduz v. Turkey, No.36391/02。事件当時 17 歳だった被告人は，クル

ド労働者党の非合法デモに参加したとして，警察に留置され，弁護人不在の場で自白した。被告人は検察官及び

裁判官に対しては，事実を否認したが，警察での自白を主たる根拠として，有罪とされたため，欧州人権裁判所

に救済を申し立てたもの。欧州人権裁判所は，「公平な裁判を受ける権利を十分に『実践的で効果的』ならしめ

るために，欧州人権条約 6 条は，原則として，警察に逮捕された被疑者の初回取調べ以前に弁護人にアクセスす

る権利を保障することを要求している。」として，トルコ裁判所の有罪判決を条約違反があるとした。 
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Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or 

accused persons in criminal proceedings 

リスボン条約発効→EU が最小限ルールを定める権限を持つ。 

２０１０年 EU 指令「刑事手続における通訳及び翻訳についての EU 指令」 

DIRECTIVE 2010/64/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in 

criminal proceedings 

２０１２年 EU 指令｢刑事手続における情報に対する権利に関する EU 指令｣ 

DIRECTIVE 2012/13/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings 

２０１３年 EU 指令「刑事及び欧州内の逮捕状についての手続における弁護人へのア

クセス権及び自由剥奪時に第三者機関に連絡を求め，第三者及び領事とコ

ミュニケートする権利に関する EU 指令」 

DIRECTIVE 2013/48/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in criminal 

proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to 

have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate 

with third persons and with consular authorities while deprived of liberty 

２０１９年 ２０１３年 EU 指令報告期限（２０１９年１１月２８日） 

 

２ EU の主な法源 

欧州人権条約６条 公正な裁判を受ける権利 

EU 基本権憲章４７条 公正な裁判を受ける権利 

EU 基本権憲章４８条２項 防御権の保障 

２０１０年 EU 指令 通訳・翻訳を無償で受ける権利 

２０１２年 EU 指令 訴追・嫌疑について告知を受ける権利 

権利（弁護人依頼権・無償で法的助言を受ける権利，通訳・翻訳を

受ける権利，黙秘権等）の告知 

権利告知書 

２０１３年 EU 指令３条 弁護人アクセス権 

１項 現実的かつ実効的な防御の権利としての弁護人アクセス権 

２項 取調べ前のアクセス等 

３項 秘密交通権，取調べへの効果的な弁護人立会権，面通し・再現

等での弁護人立会い 

６条 自由の剥奪を第三者に通知してもらう権利，第三者と連絡を

持つ権利 
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３ 各国の法制度等 

(1) ベルギー 

① ベルギーの刑事手続の概要2 

ベルギーの刑事手続は，４段階に区別される。第１段階は，検察（警察）によ

る捜査である。第２段階は予審である。重罪の場合には予審が義務付けられ，軽

罪の場合には選択的に行うことができるとされている。第３段階は公判であり，

第４段階は刑罰の執行である。 

② 検察（警察）による捜査について 

捜査には，大きく①検察官が行う捜査と②予審判事による捜査がある。重大事

件と強制捜査（捜索・逮捕等）については，②予審判事が行い，それ以外の事件

については①検察官が行う。 

９５％の事件は，①検察官が行う任意捜査で終わる。検察官が捜査の責任を負

い，警察は補助者にすぎない。その後，検察官が起訴・不起訴の判断を行う。更

に捜査や勾留の必要があるときには②予審判事に送られる。 

警察官による逮捕は，現行犯の場合のみ可能である。検察官は，現行犯以外で

も逮捕ができる。 

警察留置の期間は，従前は２４時間であったが，短すぎるということで２０１

７年に４８時間に延長された。 

③ 予審手続 

警察留置された被疑者は，４８時間以内に予審判事の前に出頭する権利を有し，

４８時間以内に出頭できない場合には釈放される。予審判事は，その後の勾留を

決定する。予審判事による勾留は５日間となっている。 

カウンセルチェンバー（予審捜査に関与していない裁判官）が起訴・不起訴を

判断し，起訴するとした場合にはどの裁判所に起訴するかを判断する。また，１

か月の勾留を認めるかどうか，その後更に１か月の延長を認めるかどうか（以後

は，２か月ごとの更新を認めるかどうか），をカウンセルチェンバーが判断する。

カウンセルチェンバーは，予審判事の判断の是非についても判断する。 

証拠書類について証拠開示を受ける権利は，カウンセルチェンバーとの審問の

直前から認められる。カウンセルチェンバーが起訴・不起訴を決定する審問に被

疑者は出頭することができる。審問に先立って被疑者は全ての証拠書類を謄写す

る権利を有する。 

④ 公判について 

犯罪は①重罪，②軽罪，③違警罪（交通違反などの軽微な犯罪）の３種類に分

類され，裁判所も，①重罪院（陪審），②軽罪裁判所，③違警罪裁判所に分かれる。 

②軽罪裁判所と③違警罪裁判所については，正式起訴が行われない事件につい

て，勾留されていない被告人を直接裁判所に召喚する手続もある。 

                                                
2 Michele Panzavolta 著「Belgium rights investigations」(2018 年)205 頁～ 
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陪審は，非常に重い犯罪のみが対象となる。陪審は１２人の陪審員と３人の裁

判官で構成されるが，裁判官は事実認定には参加しない。量刑は裁判官だけが行

う。 

(2) オランダ3 

① オランダの公判前段階の刑事手続の概要 

オランダの刑事手続における公判前の手続は，検察官の指示による警察官の捜

査と予審判事による審問が行われる。 

警察官の捜査がなされた後，検察官が検察官によって定められる一定額の金銭

を被疑者が国庫に対し自発的に納付することで手続を終結させるか（ディバージ

ョンの一種），予審に付すか，起訴するか，不起訴とするかの判断を行う。 

② 警察官による逮捕と警察留置 

警察官による逮捕は現行犯の場合，及び法定刑が４年以上の犯罪に対してのみ

可能である。逮捕の目的は犯罪捜査のための取調べである。 

警察官による逮捕時間は１８時間である。また，指紋や写真など，被疑者が同

一人であることを確認するための処置が必要なときは，更に延長が認められる。 

被疑者は，警察による逮捕時間の満了後に，釈放されるか，又は警察内に留置

される（警察留置）かが決定される。警察留置は検察官又は上級警察官（＝検察

補佐官）によって命令される。 

警察留置は３日間継続できる。検察官は，この命令を，１度だけ，３日間延長

できる。警察留置に付された者は，留置の３日後に，裁判官の面前に引致され，留

置の適法性が審査される。 

③ 勾留 

勾留命令は，法定の要件を満たした場合で，被疑者を予審判事の面前に引致し，

予審判事による審問を経てなされる。期間は１４日間である。 

勾留期間の満了後，なお未決勾留のための相当の事由があるときは，検察官は，

合議制の裁判所に対して勾留延長を請求できる。この請求は更に２度行うことが

でき，通算の身体拘束期間は最大で１１０日と１８時間となっている。 

勾留は，被疑者が拘禁刑を宣告されないことが予見されるときは認められない。 

起訴後の未決勾留制度もあるが，多くの被疑者は起訴と同時に釈放されている

ようである。 

④ 公判段階 

被疑者を起訴する場合，被疑者に対して起訴内容を記載した召喚状が発せられ

る。 

公判手続は，被告人が同一人であることの裁判所の確認と検察官による起訴状

の朗読により開始される。 

                                                
3 ペーター・タック著，中山研一＝山下邦也＝田中圭二訳「オランダ刑事司法入門：組織と運用」（２０００

年，成文堂）に基づく。なお，同書の記述と異なる点（同所執筆後に改正された部分）については現地調査の結

果に基づき記載している。 
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起訴状の朗読の後，裁判所は，被告人と証人，そして鑑定人を尋問する。その

後，検察官と弁護人が，被告人と証人に対して，補足的な質問を行うことができ

る。 

証拠調べの終了後に，検察官が論告を，弁護人が弁論を行い結審，判決となる。 

公判では当事者主義が採用されているが，公判の目的が真実発見とされており，

純粋な当事者主義システムではない。例えば，検察官や弁護人が交互尋問を行う

ことはなく，尋問を行うのはあくまで裁判官である。 

(3) フランス4 

① フランス刑事訴訟の概要 

フランスの刑事訴訟手続は４段階に区別される。 

第１段階は司法警察による捜査であり，第２段階として予審，第３段階として

公判，第４段階として刑の執行がある。 

フランスでは犯罪を重罪，軽罪，違警罪に区分し，重罪の場合には予審は義務

付けられている。他方，軽罪の場合には予審は選択制であり，違警罪については

原則として予審は行わない。 

また，公判についても，重罪については重罪院が，軽罪については軽罪裁判所

が，違警罪については違警罪裁判所がそれぞれ裁判管轄を持つ。 

フランス刑事訴訟法における特色として，捜査・予審段階までは職権主義（糾

問主義）的色彩が強く，公判段階では当事者主義（弾劾主義）的色彩が強いと言

われている。） 

なお，本視察では主に逮捕段階における身体拘束（警察留置 garde à vue）

中の弁護人立会権を中心に調査したものであり，本項でもその点に絞って概説す

る。 

② 逮捕段階における警察留置の概要 

ア 逮捕手続 

自由刑で処罰される重罪又は軽罪の現行犯の場合，司法警察員のみならず全

ての者は，最寄りの司法警察員のところに犯人を引致するために，犯人を逮捕

することができる。もっとも，この場合に必ず警察留置がされるわけではない。 

３年以上の自由刑で処罰される重罪又は軽罪の現行犯に関する捜査の必要

性がある場合，検事正(共和国検事 Procureur de la République)の発する捜

索状に基づき被疑者を逮捕することができる。この場合には逮捕地において警

察留置されることとなる。 

イ 警察留置（garde à vue）制度 

強制処分として，司法警察員が，その職権で又は検事正の指示の下，対象者

を警察留置できる（現行犯の場合には予審判事にも警察留置をする権限があ

                                                
4 本項の執筆に当たっては，白取祐司「フランスの刑事司法」（日本評論社，2011 年），及び，島岡まな＝井上

宜裕＝末道康之＝浦中千佳央「フランス刑事法入門」法律文化社 ２０１９年），並びにこれらに引用されてい

る諸文献を参考とした。 
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る。）。 

２０１１年４月１４日法において，警察留置の要件は厳格になり，①対象者

の関与に関する捜査実施のため，②対象者の証拠資料・証拠物の改変を防ぐた

め，③対象者が証人，被害者又はその家族等に圧力をかけることを防ぐためな

どの６項目が列挙された。 

警察留置の時間は，通常の犯罪の場合は２４時間である。 

対象者が犯した又は犯そうとした犯罪が１年以上の拘禁刑に処せられる重

罪又は軽罪であり，警察留置することが前述の目的を達成するための唯一の手

段であるときは，検事正の書面による理由を付した許可（理由を付した許可状）

に基づき，延長を裁定する判事（自由及び勾留判事 juge des libertés et de 

la détention）の前に引致されたことを条件として，それぞれ２４時間の２回

の延長が認められている（２回目の延長の場合には必ずしも判事の面前に引致

される必要は無い。）。 

なお，テロ犯罪については例外が認められている。 

③ 被疑者（市民）に認められる保障 

ア 被疑者に対しては，①警察留置すること，警察留置の期間及びその延長，②

対象者が犯した又は犯そうとしたと疑われる罪の罪質(罪名 qualification de 

crime ou délit)及びその罪が犯されたと推定される日時，③刑事訴訟法６３-

２条に従って，近親者及びその雇用主に逮捕されたことを通知させる権利，６

３-３条に従って，医師の診断を受ける権利，６３-３-１条ないし６３-４-３条

に従って，弁護士の立会いを求める権利，尋問の際に身元確認を拒否した後供

述をする権利，黙秘権などの要件が告知されなければならない。 

本項では上記のうち弁護人依頼権及び立会権について詳述する。 

イ 警察留置された者は，その開始時から，弁護人との接見を請求することがで

きる。弁護人との接見は３０分間であり，秘密交通権が保障されている。また

警察留置が延長された場合，延長開始時から弁護人と接見できる。 

ただし，例外として，司法警察員の請求に基づき，検事正又は自由及び勾留

判事は，詳細な条件の下で書面による理由を付した決定によって弁護人との接

見を延期することができる。 

弁護人は，接見以降，被疑者の尋問（取調べ）及び対質に立ち会うことがで

きる。 

④ 予審と未決勾留制度の概要 

ア 予審判事は，予審開始請求又は告訴において記載された事実について予審に

付し，罪責を問い得るかを審理する。 

その判断を行うために，予審判事は自ら様々な予審処分を行うことができ，

共助の嘱託という手段を介して司法警察員に予審処分を行うことを請求する

ことができる。 

イ 予審の期間は，予審対象者に問われる事実の重大性，真実の発見に必要な捜
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査の複雑性及び防御権の行使に照らして，合理的な期間を超えることはできな

い。予審期間が２年を超えた場合，予審判事は，６か月ごとに，予審継続の必

要性を正当化しなければならない。 

また，予審対象者に対しては，司法上の監督処分又は電子監視を伴う住居指

定処分を行うことができるほか，例外的に予審対象者を未決勾留することもで

きる（違警罪，及び軽罪の一部の未決勾留は認められない）。 

未決勾留の判断は自由及び勾留判事によって行われる。自由及び勾留判事に

よる裁判では，予審対象者は必ずその弁護人によって援助されなければならな

い。 

未決勾留の期間は，重罪については１年，軽罪については原則として４か月

（ただし延長ができる）である。 

ウ 予審開始決定は非公開であるが，弁護人は予審判事による予審対象者の尋問

に立ち会うことができ，また遅滞なく訴訟記録を閲覧することもできる。 

(4) ドイツ 

① 起訴法定主義 

検察官は，相応の嫌疑の端緒があるときは捜査を開始し，嫌疑が確証されるべ

きときは起訴することが義務付けられている（起訴法定主義）。 

しかし，一方では，手続打切りの制度があり，例えば，検察官は，捜査が終結

すると，公訴提起するか，又は手続を打ち切るかを判断する運用がなされている。 

すなわち，ドイツでは，起訴法定主義が妥当する一方で，検察官は，起訴便宜

主義的理由で手続を打ち切ることもできる。 

② 勾留 

勾留は，被疑者・被告人が罪を犯したことの切実な嫌疑があり，その者が逃亡又

は罪証隠滅を行うおそれが認められる場合に限って認められる。日本に比べて，

かなり厳格に比例原則が貫かれている。 

勾留の理由は，逃亡又は逃亡のおそれ，罪証隠滅のおそれ，重大犯罪の疑い，再

犯のおそれなどがある。迅速な手続に関して特殊なものとして，不出頭のおそれ

がある。 

ドイツでは，多くは逃亡のおそれを理由に勾留され，罪証隠滅のおそれを理由

とされることは少ない。罪証隠滅のおそれを明らかにすることは困難だからとさ

れる。 

勾留に対する法的救済制度として，勾留に対する抗告，勾留審査の申立てがあ

るほか，勾留命令の取消し，勾留執行の停止などがある。勾留に対する抗告があっ

たとき，裁判所は，抗告を却下するか，又は抗告裁判所に回付することができる。

被疑者・被告人は，いつでも，また何度でも，勾留審査を申し立てることができ

る。勾留審査の申立てについては勾留裁判所が審査する。勾留の要件がもはや存

在しない場合，又は勾留の継続が過剰なものとなる場合には，勾留は直ちに取り

消されなければならない。また，勾留の執行が６か月に及ぶ場合には，高等裁判所
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は職権で勾留の継続が許されるかどうかを判断し，許されないと判断した場合に

は取り消さなければならない。勾留執行の停止は，一定の指示や保証金によって

勾留が停止されるもので，日本でいう保釈のようなものである。 

③ 仮拘束（仮逮捕） 

ドイツでは，日本でいう通常逮捕の概念はなく，したがって，勾留の逮捕前置も

ない。 

ただし，勾留命令を待つことができない場合に備えて，要急事例では，暫定的に

被疑者・被告人の身体を仮拘束することができる。 

仮拘束の種類としては，ア現行犯逮捕，イ身元確認目的での拘束，ウ勾留要件が

充足される場合で緊急状況にある場合，エ公判実施のための拘束がある。 

仮拘束後は，被疑者・被告人は，遅滞なく，裁判官の下に引致されなければなら

ない。通常，仮拘束した翌日には裁判官の下に引致されるものとされている。 

④ 弁護人の援助を受ける権利 

被疑者・被告人は，あらゆる手続状況において弁護人を求める権利を有する。弁

護人の援助を受ける権利は，欧州人権条約６条３項ｃにおいて明示で保障されて

いる。 

捜査機関及び捜査判事は，尋問に先立ち，黙秘権と合わせて弁護人と相談でき

る権利まで教示しなければならない。 

⑤ 被疑者の取調べ 

被疑者は，遅くとも捜査が終結する前に（少なくとも１回は）尋問されなければ

ならない。ドイツ刑事訴訟法は，被疑者の取調べについては，義務として規定して

おらず，主体的に手続に関与するための権利として規定している。 

被疑者は，黙秘権を保障されているほか，ネモ・テネテュール原則に基づいて，

自己の罪証立証，事案解明に積極的に寄与すべきことを義務付けられない。 

⑥ 取調べへの弁護人の立会権（同席権） 

弁護人は，被疑者・被告人に対する裁判官のあらゆる尋問及び検察官による尋

問に立ち会うことができる。 

かつて，警察による取調べには弁護人の立会権が法定されていなかったが，２

０１７年の改正で，警察の取調べにおける弁護人の立会権が法定されたと聞き及

んでいる。 

もっとも，以前から，弁護人は，警察の取調べにも立ち会っており，警察もこれ

を拒絶しない運用が定着していた。 

⑦ 記録閲覧権 

弁護人は，裁判所に提出され，又は提出されるべき全ての記録及び証拠を閲覧

することができる。 

ただし，捜査終了後は，記録閲覧権は基本的に無制限で認められるが，捜査手続

が行われている間は，それが調査（捜査）目的を危殆化する場合には，制限され

る。 
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第５ 調査事項 

事前に送付した質問事項書 

１ ベルギー・オランダ・フランス調査 

English 日本語 

0 General Part - backgrounds of 

our research: 

Japan enacted a bill in 2016 to 

make mandatory video-

recordings of whole process of 

interrogating in a felony case 

when the suspect is in custody 

and interrogated by a law 

enforcement officer. The act will 

enter into force in June, 2019. 

１ 総論—調査の背景 

日本では，２０１６年，捜査機関に対

し，重大事件等における身体拘束下の被

疑者取調べの全過程をビデオ録画するこ

とを義務付ける法律が国会で成立し，２

０１９年６月までに刑事手続に導入され

ることになりました。 

The Japanese Government is 

also required as of June 2018 by 

the same act to set up a 

mandatory system of state-paid 

defense counsel for all detained 

suspects if they want (in Japan, a 

public prosecutor is in a position 

to demand a judge to get a 

suspect in custody within 72 

hours after the police arrest for a 

maximum of 10 days, renewable 

once for another term of 10 

days. During this period after 

arrest and custody, the 

prosecutors and police can 

interrogate the suspect or 

investigate the case). 

同法は，２０１８年６月までに，裁判官

に勾留された全ての被疑者（日本では，

検察官が裁判官に対し，警察による逮捕

後７２時間以内に，被疑者取調べその他

の捜査を完了するために，１０日間—最

大２０日間に延長され得る－の勾留を請

求できる）が要求すれば，国の費用で弁

護人の選任を要求できる制度を導入する

ように政府に義務付けました。 

At the same time the act 

establishes an informant or 

“snitch” system, which enables 

a public prosecutor to negotiate 

and to make arrangement with a 

同時に同法は，検察官に対し，被疑者及

びその弁護人と，他人の犯罪についての

証人となることと引き換えに，減刑する

ことについて協議し，合意する制度も導

入しました。その手続は，２０１８年６
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suspect/defendant and his/her 

lawyer(s) to reduce sentencing in 

exchange of his/her agreement 

to stand as a witness against 

other defendants in related 

criminal charge. This new system 

has already started in June 

2018. 

月までに導入されました。 

On the other hand, even the 

defense lawyers in Japan are not 

in a position to assist our client at 

his/her side during the police or 

prosecutor’s interrogation. 

Nothing has changed in this 

respect by the new act. It is 

therefore our earnest aspiration 

for another new law that would 

enable lawyers to assist our 

clients in the interrogating rooms. 

他方で，我々日本の弁護人は，警察は検

察での依頼者の取調べに立ち会うことが

できません。新法は，この点について何

も変えませんでした。そこで，我々は，

弁護人が取調べに立ち会うことを認める

新法の成立を求めたいと思っています。 

Japanese lawyers have a right to 

meet privately with clients who 

are arrested or detained. 

However, there is no guaranteed 

attorney-client privilege. Thus, 

there are cases where a letter 

between an attorney and client 

(who is not detained) is seized 

and used as evidence at trial.  

日本の弁護士は，拘束された被疑者と，

秘密接見することはできます。しかし，

通信秘密（秘密特権）は認められていま

せん。そのため，弁護士と（拘束されて

いない）被疑者との間の手紙が押収さ

れ，証拠として使われるケースもありま

す。 

Detained suspects in Japan 

sometimes will be prohibited to 

meet any person including his/her 

families except his/her lawyers by 

judge. 

日本で勾留された被疑者は，しばしば裁

判官によって，弁護士を除く，家族も含

めたいかなる人物とも接見することを禁

止されます。 

Having such in mind, the 

delegates would like to visit 

several key points in EU countries 

(Netherlands, Belgium, France 

そこで，我々は EU 諸国（現在，オラン

ダ，ベルギー，フランス，ドイツを計画

中です）を訪問し，学者，判事，検察

官，警察官，弁護士らの経験ある関係者
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and Germany are on our agenda) 

to make deep learning from your 

experiences and philosophies. If 

available, we will sincerely 

appreciate meetings and 

discussions with academics, 

judges, public prosecutors, police 

officers, practicing defense 

lawyers among others.  

にインタビューして，皆様の経験を学び

たい。 

1 Questionnaire for all persons 

concerned. 

1) As the European Court of 

Human Rights and/or EU 

Directives may have made 

standing decisions in criminal 

matters, what are the impact of 

these decisions towards your 

domestic criminal legal systems? 

Are there any legal reforms in this 

field? If any, specifications would 

be then much appreciated.  

2) As law enforcement officers 

could basically get a person in 

custody for a criminal charge in 

every country, how long is the 

custodial holding pending before 

filing a criminal charge or 

indictment? 

3) If during detention a law 

enforcement officer could 

interview a person in charge or 

suspect, how long is the interview 

on average in a day (hours) and 

how many days can it continue? 

4) Is the interview electronically 

recorded? Is the interview 

normally electrically recorded in 

such an investigation officer’s 

１ 全ての関係者への質問事項 

 

１) 欧州人権裁判所/EU 指令は，刑事問

題について，指導的な効力を持つ決定を

してきましたが，これらの決定は，貴国

国内の刑事司法にどのような影響を与え

たでしょうか。この間，司法改革はなさ

れたでしょうか？もしあれば，その内容

を詳細に教えていただければありがたく

存じます 

 

 

２)基本的には，どの国でも捜査機関

は，訴追された人を身体拘束できると思

いますが，告発・起訴前には，どれくら

いの長さできるのでしょうか。 

 

 

 

３)捜査機関が，告発され，あるいは嫌

疑を受けた人を取り調べることができる

場合，平均して一日当たりどれくらいの

時間，何日間にわたって取り調べること

ができるのでしょうか？ 

 

４)そのような捜査官の取調べは，例外

なく，通常電磁的に記録されるのでしょ

うか？電磁的記録は，全過程でしょう

か，あるいは一部でしょうか？ 
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interrogation, without 

exceptions? Does the recording 

cover the whole process from the 

beginning to the very end of 

interview or parts of it? 

5) As a criminal suspect has a 

right to counsel, can he/she meet 

with a lawyer before police or 

prosecutor’s interview? If the 

suspect demands to meet his/her 

counsel, how long will it take 

them before he/she can actually 

see his/her defense counsel? Is 

there any case that a law 

enforcement officer should wait 

until the suspect actually meet 

his/her counsel before criminal 

investigation? If so, how long 

should the police wait? 

6) Can a defense lawyer assist 

client at his/her side during 

interviews by a law enforcement 

officer? 

7) Can a lawyer demand law 

enforcement to disclose any 

evidences concerning before or 

during the interview? 

8) If a suspect is actually caught 

in detention, can he/she be 

granted bail? 

9) Other than the suspect 

him/herself, who will pay for a 

defense lawyer? Could you tell us 

how much the fee is in average? 

Does the government pay it? 

10) As we mentioned above, 

Japanese lawyers have no 

guaranteed attorney-client 

 

 

 

 

 

５)被疑者が弁護人依頼権を有する場

合，警察・検察の取調べより前に弁護士

との接見は可能でしょうか。もし，彼ら

が弁護人との接見を希望した場合，実際

に弁護人と接見できる前にどれくらい時

間がかかるでしょうか。実際に接見する

まで，捜査機関が取調べを待つ事例はあ

るでしょうか？そうであれば，どれくら

いの時間待ってもらえるのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

６)弁護人は，捜査機関による取調べの

間，依頼者のために立ち会うことは可能

でしょうか？ 

 

７)弁護人は，取調べ前や取調べ中に，

関連する証拠の開示を捜査機関に求める

ことはできるでしょうか？ 

 

８)被疑者が勾留された場合，保釈は可

能でしょうか？ 

 

９)被疑者自身以外に，誰が弁護費用を

負担するでしょうか？平均はいくらでし

ょうか？政府が負担するでしょうか？ 

 

 

１０)上述のとおり，日本の弁護士は依

頼者との秘匿特権を保障されていませ

ん。アメリカでは，弁護士と依頼者のコ
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privilege. In the United States, 

there is attorney-client privilege 

and communications between 

attorney and client are protected. 

How is the situation in your 

country/ EU? 

 Specific questions are as follows; 

a- How does the law regulate 

attorney-client privilege in your 

country? How is the law 

interpreted and operated? 

b- Can law enforcement read or 

scrutinize letters or email between 

lawyers and his/her clients? Is the 

secret of such information 

protected? 

c- In interview room at detention 

facilities, can lawyers electrically 

record (with video or audio 

device) the private conversation 

between his/her detained clients 

and them? Can they take photos 

of their clients in interview room? 

If so, will the secret of the 

information the lawyers obtain in 

the room be protected? 

11) Do you have any procedure 

to prohibit detained suspects to 

meet any person (including 

his/her families) other than 

his/her lawyers? If so, in what 

kind of situations or conditions? 

12) In order to protect human 

rights during criminal 

investigation, do you have any 

other references to make for our 

attention? 

ミュニケーションを保護する秘密特権が

ありますが，EU/貴国での状況はいかが

でしょうか？ 

具体的な質問は以下のとおりです。 

 

 

 

a 貴国では弁護士と被疑者・被告人

（依頼者）との秘匿特権はどのように定

められ，どのように解釈されています

か。 

 

b 弁護人と被疑者との間でやりとりさ

れる文書や電子メールの内容を捜査機関

が見ることはありますか。また，これら

の情報の秘密性は保障されていますか。 

 

c 弁護人は面会室の中で被疑者等との

会話を録音又は録画し，あるいは被疑者

等を写真で撮影することはできますか。

またその結果得られた情報の秘密性は保

障されていますか。 

 

 

 

 

 

１１)勾留された被疑者が家族を含む弁

護士以外の者との接見を禁止する手続が

あるでしょうか。ある場合，どのような

状況で，どのような条件によるのでしょ

うか？ 

 

１２)刑事手続における人権保障のため

に，他の参考事項があれば教えてくださ

い。 
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2 Questionnaire in regard to 

police officers and/or public 

prosecutors; 

1) What kind of notice or caution 

will you give to a suspect when 

you start interviewing him/her? 

2) What percentage of suspects 

ask for a lawyer before the 

interview starts? 

3) How do you feel when you are 

asked by a suspect that he/she 

would like to call on a lawyer to 

assist him/her during the 

interview before it starts? Do you 

get nervous?   

4) How do you feel when a 

defense counsel assists in the 

interview? Do you feel that the 

interview might be obstructed or 

won’t go so well with a defense 

counsel’s presence in the 

interview room? 

5) What percentage of interviews 

is carried out with a defense 

counsel present? 

6) What percentage of suspects 

remain/keep silent during the 

interview? How do you feel when 

a suspect remains or keeps silent 

in terms of whatever questions 

during the interview? Do you get 

frustrated or irritated? 

7) Do you disclose whatever 

evidence that you keep, 

whenever a defense counsel 

demands it? If so, under what 

conditions or requirements do 

you disclose it to him/her? To 

２ 警察・検察への質問事項 

 

 

１)取調べを始める際に，被疑者にはど

のような告知や警告をしますか？ 

 

２)何％の被疑者が，取調べ前に弁護人

を依頼したいと要請するでしょうか？ 

 

３)被疑者が，取調べ前に弁護人に依頼

したいといった場合，どのように感じる

でしょうか？神経質になりますか？ 

 

 

 

４)取調べに弁護人が立ち会うことをど

う感じますか？取調べの邪魔になります

か？ 

 

 

 

 

５)取調べの何％に被疑者の弁護人は立

ち会うでしょうか？ 

 

６)どれくらいの割合で，被疑者は黙秘

をするでしょうか？被疑者が取調べで黙

秘した場合，どのように感じますか？い

らつきませんか？ 

 

 

 

７)弁護人が，証拠開示を求めてきた場

合に応じますか？応じる場合，どのよう

な状況，条件で，どの程度応じるのでし

ょうか？ 
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what extent do you respond to 

these demands? 

8) When the interviews are video 

recorded, are these video 

recordings used as evidence in 

the following trial? If so, then 

what conditions or requirements 

are needed for admission in the 

trial? Do you introduce such an 

evidence in a trial by way of 

reproducing the recorded video 

or submitting transcripts or 

written statements? 

 

８)録画された取調べは，後の公判で利

用されるでしょうか？利用される場合，

どのような条件で，どのように使われる

のでしょうか？供述調書や反訳書を使っ

たりするのでしょうか？ 

3 Questionnaire in regard to 

defense lawyers; 

1) When a suspect is in detention, 

how can he/she find a lawyer 

who might be available to 

access? Do you have a similar 

system as a duty lawyer in UK? 

2) What kind of defense skills are 

there other than giving advices 

for your client during police 

interview? How often do you 

recommend your clients to remain 

silent? On what conditions do 

you give such an advice? 

3) What tactics or ways of 

assistance do you take when you 

are by the side of your client in 

the interview room? What is the 

point that you think most 

important for an assisting lawyer 

in the interview room? 

4) Is there any case where video 

recorded interviews could be 

used against your clients in a 

trial? If so, then what is required 

３ 弁護士への質問事項 

 

１)勾留された被疑者は，どのようにア

クセスする弁護士を見つけるのですか？

イギリスのような当番弁護士システムは

ありますか？ 

 

２)警察での取調べに当たっての依頼者

へのアドバイスを始めとして，どのよう

な弁護技術があるでしょうか？黙秘を勧

めることはどれくらいあるのでしょう

か？どのような条件のときに，黙秘を勧

めますか？ 

 

３)警察における取調べに立ち会う際の

戦略は何でしょうか？ 弁護人の立会い

をどのように考えますか？ 

 

 

 

 

４)録画された取調べは，公判で依頼者

の 

不利に用いられるでしょうか？用いられ

る場合，どのような条件で証拠になるの
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for admission of these evidences 

in a trial? 

5) How do you develop your 

defense skills? What roles may 

the bar association assume in this 

regard? 

6) As for a lawyer’s fee. How 

much is it paid to a defense 

counsel, and who is in charge to 

fix the sum of money to be paid 

for the counsel? Is there any 

criteria or standard? What can 

one do if the defense counsel 

didn’t work well or that his/her 

skills didn’t meet the 

expectation? Can the sum of fee 

be cut off or reduced? Is there 

someone who may supervise or 

evaluate what the counsel did for 

his/her client? 

7) What do you think of lawyer-

client privilege for 

communication? What way and 

how extent do you think should 

be such privilege guaranteed? 

でしょうか？ 

 

 

５)弁護技術はどうやって発展させます

か？弁護士会の役割はいかがでしょう

か？ 

 

６)弁護報酬について。弁護料は，誰が

どのように決めるのでしょうか？何らか

の基準はありますか？弁護人の技術が良

くなかった場合，報酬は減額されます

か？誰がそのような技術を評価するので

しょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

７)弁護士と依頼者間の通信秘密（秘密

特権）についてどのようにお考えでしょ

うか？どのように，あるいはどの程度，

保障されるべきとお考えでしょうか？ 

4 Questionnaire in regard to 

judges 

1) Do you admit a public 

prosecutor or a defense lawyer to 

introduce the video-recorded 

interview in the court? If so, 

under what conditions and to 

what extent do you admit it? Do 

you ask them to submit a written 

statement or transcript of the 

recorded interview in place of the 

original video-recorded interview? 

2) As you are a judge, what do 

４ 判事への質問事項 

 

１) 検察官や弁護人に公判で取調べの

録画を証拠として利用することを認めま

すか？認めるという場合，どのような条

件で，どのように認めるのでしょうか？

録画の代わりに供述調書や反訳書を使う

ように要請しますか？ 

 

 

 

 

２)裁判官の目から見て，弁護人の取調
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you think frankly about 

assistance and presence of 

defense counsel in the interview 

room? 

3) In a jury case, what instruction 

do you make to jurors in regard 

to reliability of evidence especially 

written statements made through 

video-recorded interview or by 

informants who might have dealt 

with law enforcements? 

べ立会いをどう考えますか？ 

 

 

３)陪審には，証拠の信用性，とりわけ

取調べ録画や捜査機関と取引した可能性

のある情報提供者について，どのような

説示をするのでしょうか？  

２ ドイツ調査 

弁護士会に対して 

１ 被疑者を身体拘束することができる手続，期間 

２ 被疑者には，最初の尋問前の弁護人へのアクセス権はどのように保障されています

か。裁判官の勾留質問前，警察の取調べそれぞれの場合，どうでしょうか。 

３ 被疑者は，仮拘束（逮捕。Vorloeufige Festnahme）中に，警察の取調べを受け

ることはありますか。 

その場合，被疑者は，取調べの前に弁護人の助言を受けることはできますか。 

どのようにして被疑者は取調べ前の弁護人の助言を受けますか。 

弁護士会は，仮拘束中の被疑者の弁護人アクセス権に対応する体制を作っています

か。 

４ 仮拘束された被疑者は，勾留質問前に弁護人を付けたいとき，どうすればいいです

か。どのようにアクセスする弁護士を見つけますか。 

弁護士会は，それに対応するための体制がありますか。 

５ 被疑者は，勾留状が執行された後，弁護人が付されるまでの間，捜査機関の取調べ

を受けることはありますか。 

その場合，被疑者は，取調べの前に弁護人の助言を受けることはできますか。 

どのようにして被疑者は取調べ前の弁護人の助言を受けますか。 

弁護士会は，仮拘束中の被疑者の弁護人アクセス権に対応する体制を作っています

か。 

６ 弁護人は，最初の尋問前に被疑者に面会したとき，被疑者にどのようなアドバイス

を与えますか。 

被疑者に黙秘権させることはありますか。どれくらいの割合で黙秘させますか。 

どのような場合に黙秘させますか。また，どのような場合に黙秘を解除させます

か。 

７ 弁護人は，普通，勾留質問や捜査機関の取り調べに立ち会いますか。 
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８ 裁判官は，弁護人が勾留質問への立ち会いを求めたとき，弁護人が立ち会うまで勾

留質問を待ってくれますか。 

捜査機関は，弁護人が取調べへの立ち会いを求めたとき，弁護人が立ち会うまで取

調べを待ってくれますか。 

９ 裁判官の勾留質問に立ち会った弁護人は，勾留質問の際，何ができますか。また，

何をしますか。 

１０ 警察や検察官の取調べに立ち会った弁護人は，取調べの際，何ができますか。ま

た，何をしますか。 

１１ 勾留に対する法的救済として，抗告，勾留審査の申立て，勾留の取消し，勾留執

行の停止などがあるようですが，どの手続で被疑者の身体拘束が解かれることが多

いですか。 

勾留執行の停止では，どのような条件が付されますか。 

勾留が解かれた事件で，被告人が逃亡して裁判ができなくなることはあります

か。 

１２ 捜査機関から証拠の開示を受けようとする場合，どのようなときに開示を求める

ことが多いですか。 

捜査機関からは満足のいく証拠開示を受けられていますか。不満があるとした

ら，どういう場合ですか。どのような証拠が開示されませんか。 

被疑者に取調べへの対応をアドバイスする際にも，証拠の開示を受けることがあ

りますか。 

そのような場合，捜査機関から，適切な時期に適切な証拠の開示を受けられてい

ますか。 

１３ 欧州人権裁判所の判例（例えば，サルドゥズ判決（Salduz v. 

Turkey.Application no. ３６３９１/０２, Judgment of the European Court 

of Human Right, Grand Chamber (GC), 27 November 2008.）は，ドイツ

の刑事裁判において，どのような法規範性（効力），あるいは法律上又は事実上の

影響がありますか。 

１４ EU 指令（例えば，同３条（警察官，法執行機関，司法的機関により取り調べさ

れる前の被疑者の弁護人へのアクセス権）は，ドイツの司法機関に対して，どのよ

うな法規範性（効力），あるいは法律上又は事実上の影響がありますか。 

裁判官に対して 

１ 被疑者が仮拘束（逮捕。Vorloeufige Festnahme）又は勾留された事件につい

て，被疑者が身体拘束されてから判決が出るまで，刑事手続の平均的なタイムスケジ

ュールはどのようなものでしょうか。 

２ 勾留質問に際して，被疑者が弁護人を依頼したいと言ったとき，どのような対応を

しますか。 
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勾留質問前には，被疑者が弁護人にアクセスする権利はどのようにして保障されて

いますか。 

３ 勾留質問のときに弁護人が付いている割合はどれくらいですか。 

勾留質問のとき既に弁護人が付いている場合，弁護人が勾留質問に立ち会う割合は

どれくらいですか。 

４ 勾留質問に立ち会った弁護人は何ができますか。また，何をしますか。 

５ 裁判官にとって，勾留質問に弁護人が立ち会う場合，メリットはありますか。どの

ようなメリットがありますか。 

反対にデメリットはありますか。どのようなデメリットがありますか。 

６ 勾留請求された事件について，勾留を認めない（釈放する）割合はどれくらいです

か。 

７ 被疑者を勾留するとき，どのような理由（逃走のおそれ，罪証隠滅のおそれなど１

１２条列挙の事由。）で勾留することが多いですか。 

どのような場合に逃走のおそれを認めますか。 

どのような場合に罪証隠滅のおそれを認めますか。 

勾留に条件（制限）を付することがありますか。例えば，一般又は特定の人と面会

できないとか，弁護人以外の人との間で紙面や物の授受を禁止するとか。 

８ 勾留の執行停止（いわゆる保釈）は，刑事手続上どのような段階で認められること

が多いですか。 

勾留された被疑者が公判が開始される前に保釈される割合はどれくらいですか。 

勾留の執行停止ではどのような条件が付されますか。 

勾留失効の停止で被告人が釈放されたとき，被告人が逃亡するケースはあります

か。その場合，裁判はどうなりますか。 

９ 保釈（勾留の執行停止）の条件にはどのようなものがありますか。 

どのような条件が付されることが多いですか。 

ユニークな条件を付することはありますか。どんな条件ですか。 

１０ 勾留された被疑者が国選弁護人を求めるとき，弁護人を指名することはあります

か。その割合はどれくらいですか。 

指名された弁護人は基本的に弁護人に付きますか。弁護人に付かない場合，どの

ような事情で付かないことが多いですか。 

１１ 弁護人から証拠の開示を求められたとき，開示しないことはありますか。どのよ

うな場合に開示しないのですか。 

１２ 法廷で，被告人の被疑者段階での供述を取り調べることはありますか。 

どのようなときに被疑者の捜査機関への供述を取り調べますか。 

被疑者の捜査機関への供述を取り調べる方法，手段はどのようなものですか（被

告人質問，取調官の尋問，被疑者の供述調書等）。 

１３ 欧州人権裁判所の判例（例えば，サルドゥズ判決（Salduz v. 

Turkey.Application no. 36391/02, Judgment of the European Court of 



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

26 
 

Human Right, Grand Chamber (GC), 27 November 2008.）は，ドイツの

刑事裁判において，どのような法規範性（効力），あるいは法律上又は事実上の影

響がありますか。 

１４ EU 指令（例えば，同３条（警察官，法執行機関，司法的機関により取り調べさ

れる前の被疑者の弁護人へのアクセス権）は，ドイツの司法機関に対して，どのよ

うな法規範性（効力），あるいは法律上又は事実上の影響がありますか。 

検察官に対して 

１ 仮拘束（逮捕。Vorloeufige Festnahme）された被疑者の内，勾留請求する割合

はどれくらいですか。 

２ 被疑者の勾留を請求するとき，どのような勾留理由（逃走のおそれ，罪証隠滅のお

それなど１１２条列挙の事由。）で請求することが多いですか。 

どのような場合に逃走のおそれがありますか。 

どのような場合に罪証隠滅のおそれがありますか。 

３ 日本では検察官は全ての事件で被疑者を取り調べますが，ドイツではどうですか。 

４ 取調べを始める際に，被疑者にはどのような権利告知や警告をしますか。 

５ 取調べ前に弁護人を依頼したいと要請する被疑者の割合はどれくらいですか。 

実際に取調べ前に弁護人が付く割合はどれくらいですか。 

６ 取調べに弁護人が立ち会うことをどう感じますか。取調べの邪魔になりますか。 

７ 取調べに弁護人が立ち会う割合はどれくらいですか。 

８ 検察官の取調べに立ち会った弁護人は，取調べの際，何ができますか。また，何を

しますか。 

９ 検察官にとって，取調べに弁護人が立ち会うことによるメリットはありますか。ど

のようなメリットがありますか。 

反対に，デメリットはありますか。どのようなデメリットがありますか。 

１０ 被疑者が黙秘権を行使する割合はどれくらいですか。 

被疑者が黙秘すると言った場合，どう感じますか。また，どのような対応をしま

すか。 

１１ 弁護人が証拠の開示を求めてきた場合，どのような対応をしますか。 

原則として証拠の開示に応じますか。開示しない証拠にはどのようなものがあり

ますか。 

また，条件を付して証拠の開示に応じることはありますか。その場合，どのよう

な条件を付しますか。 

１２ EU 指令（例えば，同３条（警察官，法執行機関，司法的機関により取り調べさ

れる前の被疑者の弁護人へのアクセス権）は，ドイツの司法機関に対して，どのよ

うな法規範性（効力），あるいは法律上又は事実上の影響がありますか。 

警察に対して 

１ 普通，１件の事件で被疑者の取調べは何回くらい行いますか。 
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取調べ時間はどれくらいですか。取調べ時間に制限はありますか。 

供述調書は何通くらい作成しますか。頁数はどれくらいですか。 

２ 被疑者を仮拘束（逮捕。Vorloeufige Festnahme）した場合，仮拘束してから裁

判官の勾留質問を受けるまでに間に，被疑者を取り調べることはありますか。 

そこで被疑者が弁護人の助言や弁護人の立会いを求めた場合，警察はどのような対

応を取りますか。 

３ 取調べを始める際に，被疑者にはどのような権利告知や警告をしますか。 

４ 取調べ前に弁護人を依頼したいと要請する被疑者の割合はどれくらいですか。 

実際に取調べ前に弁護人が付く割合はどれくらいですか。 

５ 被疑者が取調べ前に弁護人に依頼したいと言ったとき，いまだその被疑者に弁護人

が付されていない場合，どのような対応をしますか。最初の尋問前における被疑者の

弁護人へのアクセス権はどのようにして保障されていますか。 

被疑者が取調べ前に弁護人に依頼したいと言ったとき，どのように感じますか。神

経質になりますか。 

６ 被疑者の取調べに弁護人が立ち会うことをどう感じますか。取調べの邪魔になりま

すか。 

７ 被疑者の取調べに弁護人が立ち会う割合はどれくらいですか。弁護人が付いている

事件では，基本的に全ての取り調べに立ち会いますか。 

８ 弁護人が警察での被疑者の取調べに立ち会いたいと言ったとき，取調官は，弁護人

が到着するまで取調べを待ってくれますか。一定の時間しか弁護人の到着を待たない

ということがありますか。 

取調べの途中で被疑者が弁護人の立ち会いを求めたとき，取調べを中断して，弁護

人の到着を待ちますか。直ちに弁護人が駆けつけることができないとき，どのような

対応をしますか。 

９ 取調べに立ち会った弁護人は，取調べの際，何をしますか。 

１０ 警察にとって，取調べに弁護人が立ち会うことによるメリットはありますか。ど

のようなメリットがありますか。 

反対に，デメリットはありますか。どのようなデメリットがありますか。 

１１ 被疑者が黙秘権を行使する割合はどれくらいですか。 

被疑者が黙秘すると言った場合，どう感じますか。また，どのような対応をしま

すか。 

１２ 被疑者の取調べを録音，録画することはありますか。 

録音，録画された記録は，何に使用されますか。 

１３ 弁護人が証拠の開示を求めてきた場合，どのような対応をしますか。 

原則として証拠の開示に応じますか。開示しない証拠にはどのようなものがあり

ますか。 

また，条件を付して証拠の開示に応じることはありますか。その場合，どのよう

な条件を付しますか。 
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弁護士に対して 

１ 被疑者は，仮拘束（逮捕。Vorloeufige Festnahme）中に，警察の取調べを受け

ることはありますか。 

その場合，被疑者は，取調べの前に弁護人の助言を受けることはできますか。どの

ようにして被疑者は取調べ前の弁護人の助言を受けますか。 

弁護士会は，仮拘束中の被疑者の弁護人アクセス権に対応する体制を作っています

か。 

２ 仮拘束された被疑者は，勾留質問前に弁護人を付けたいとき，どうすればいいです

か。どのようにアクセスする弁護士を見つけますか。 

弁護士会は，それに対応するための体制がありますか。 

３ 被疑者は，勾留状が執行された後，弁護人が付されるまでの間，捜査機関の取調べ

を受けることはありますか。 

その場合，被疑者は，取調べの前に弁護人の助言を受けることはできますか。 

どのようにして被疑者は取調べ前の弁護人の助言を受けますか。 

弁護士会は，仮拘束中の被疑者の弁護人アクセス権に対応する体制を作っています

か。 

４ 弁護人は，最初の尋問前に被疑者に面会したとき，被疑者にどのようなアドバイス

を与えますか。 

被疑者に黙秘権させることはありますか。どれくらいの割合で黙秘させますか。 

どのような場合に黙秘させますか。また，どのような場合に黙秘を解除させます

か。 

５ 弁護人は，普通，裁判官の勾留質問や捜査機関の取り調べに立ち会いますか。 

６ 裁判官は，弁護人が勾留質問への立会いを求めたとき，弁護人が立ち会うまで勾留

質問を待ってくれますか。 

捜査機関は，弁護人が取調べへの立会いを求めたとき，弁護人が立ち会うまで取調

べを待ってくれますか。 

７ 裁判官の勾留質問に立ち会った弁護人は，勾留質問の際，何ができますか。また，

何をしますか。 

８ 警察や検察官の取調べに立ち会った弁護人は，取調べの際，何ができますか。ま

た，何をしますか。 

９ 被疑者に対する勾留は，比例原則に基づいて，適切になされていますか。 

適切になされていないとすれば，どのようなところが適切でないと言えますか。 

１０ 捜査機関から証拠の開示を受けようとする場合，どのようなときに開示を求める

ことが多いですか。 

捜査機関からは満足のいく証拠開示を受けられていますか。不満があるとした

ら，どういう場合ですか。どのような証拠が開示されませんか。 
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第２章 調査結果の概要 

第１ EU 指令の内容ごとに各国での実施状況 

それぞれ，国ごとに見れば，２日から３日間の調査であり，調査先も限定されてい

るので，十分に把握できなかった手続も相当にある。ただ，調査で判明した限りで

は，以下のような実施状況であった。 

１ 警察での留置から裁判所引致までの拘束期間及びその後の勾留期間 

今回訪問した４か国は，いずれも原則的には，大陸法系と言われる職権主義の法

制度が採られている。伝統的には捜査や身体拘束の主体は捜査判事であったが，警察

や検察の捜査権限が強化されたり，他の裁判体の関与が認められたりなど，国によっ

て様々な変容が見られる。 

どの国おいても刑事手続のための被疑者の身体拘束，警察による逮捕がなされて

いるのは共通であり，その後，裁判官又は裁判所の前に引致して身体拘束の継続の可

否につき判断を仰ぐという手続も共通であるが，その後の勾留期間を含めて，国によ

って多少の相違がある。 

ベルギーでは，警察における身体拘束時間は従前２４時間であったが，取調べにお

ける弁護人立会いが入ったことから４８時間に延長された（２０１７年）。その後，

身体拘束の継続の可否は，「捜査判事」によって行われ，その判断による５日間の勾

留（この期間における捜査判事の指示に基づく警察取調べも可能），更に，その後の

カウンセルチェンバー（別の裁判体）の関与に基づく更なる１か月の勾留が可能とな

っている。 

オランダでは，３日間プラス１５時間の警察留置があり，その後裁判官による第１

回公判まで最大１１０日間の勾留が可能（これも法的な制約なく延長されることもあ

る。）となっている。勾留は長期である。 

フランスでは，警察留置は２４時間原則で事件によっては更に２４時間可能（た

だ，３分の２の事件は延長されるという。）であり，組織的犯罪ではさ更に１日，テ

ロ事件では，されに１日まで可能となっているので，事件によっては最大４日間可能

となる。その後の起訴又は予審請求により自由及び勾留判事が勾留決定を行うが，そ

の期間は相当に長く，重罪の場合には原則１年の勾留，最長で通算４年可能，軽罪の

場合には原則４か月，最大通算３年まで可能となっている。ただし，勾留に代わる措

置としての司法統制処分（住居制限，司法機関への定期的出頭など）があり，これに

よる勾留回避が相当数ある。 

ドイツでは，警察による仮拘束がなされた日の翌日中に（したがって最短で２４時

間，最長で４８時間）裁判所に引致しなければならない。裁判官（捜査判事）による

勾留状発付には，期間の制限はなく，その後６か月後に別の裁判体（裁判所）の審査

があり，それ以降は３か月ごとの審査がある。ただ，捜査判事への引致前に検察官の

判断による釈放が相当数なされている。罪証を隠滅すると疑うに足りる理由による拘

束はほとんどないという。 
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これらの警察での身体拘束期間中に，いずれの国でも取調べが行われていることは

共通である。 

２ 弁護人接見と立会いについての実務的措置（時間制限） 

そして，その警察取調べの段階から弁護人の立会いが実施されている。ただ，ドイ

ツを除き，弁護人の要請から２時間が経過すると取調べを行うことができるとの実務

的な措置を採って，取調べとの均衡を図っていた。 

ベルギーでは，２０１６年の法改正によって全被疑者に対する弁護人アクセス権の

保障がなされることになった。そして，弁護人へ連絡後２時間は取調べをしないで待

つことになっており，取調べ前の接見時間は３０分に限定されている。ベルギーの特

色は，被疑者・被告人の権利放棄は可能だが（少年は義務的），放棄をするには，少

なくとも弁護人との電話による相談を経る必要があるとされていることである。 

ベルギーでは，取調べに立ち会う弁護士をサルドゥズ弁護士と呼び，ウエブサイトで

弁護士登録をして派遣する態勢を取っているようで，その呼称にサルドゥズ判決の影

響の大きさを知り，驚きを覚えた。 

オランダでも，２０１６年の法改正によって全被疑者に対する弁護人アクセス権の

保障がなされることになった。ベルギー同様に，弁護人へ連絡後２時間は取調べをし

ないで待つ，取調べ前の接見時間は３０分という規定になっている。派遣される弁護

士は弁護士会による当番弁護士の待機制度に基づく。 

フランスは，２０１３年 EU 指令の前の２０１１年から欧州人権裁判所の判断を受

けて，取調べにおける弁護人立会いを導入した。弁護人へ連絡後２時間は取調べをし

ないで待つ，取調べ前の接見時間は３０分とする点は，ベルギー，オランダと同様で

ある。被疑者・被告人の権利放棄は可能（少年は必要的弁護として義務的）とする点

も同様である 

ドイツでは，従前から，検察官取調べや裁判官による取調べの場合には弁護人立会

いが義務付けられていたが，警察での取調べにおける弁護人立会が法的に義務付けら

れたのは，２０１７年である。ただ，その制度が確立する以前から警察段階での仮拘

束中の取調べの際の弁護人立会いが行われていた。弁護人立会いを被疑者が求める以

上，取調べはしないという実務の取扱いであるようである。弁護人を待っていると事

実上取調べができなくなるような場合には，弁護人立会いなしで取調べを行うようで

あるが，ベルギー・オランダ・フランスにおけるような統一的な待ち時間は定められ

ていないようである。ただ，弁護人を請求する割合が低いので警察での取調べにおけ

る立会いが行われるケースはかなり少ないという。 

３ 弁護人立会いにおける弁護人の権限 

弁護人が取調べに立ち会った場合に，何ができるかは各国によって違いがあるが，

EU 指令は，前記のとおり，「立ち会い，かつ参加する権利」としており，弁護人の何

らかの介入を想定していると思われる。調査をした中では，オランダ，フランスが制

限的，ベルギーとドイツでは，弁護人活動の幅が広いように見受けられた。 

ベルギーでは，被疑者に代わって答えることはできないが，弁護人から特定の質問
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をするように取調官に求めることは可能である。質問中に介入も可能であり，１回だ

け取調べを中断することを求めることができる，その際には１５分間の接見（相談）

ができる。また，取調べの終わりに意見を述べることができる。作成する供述調書の

内容に異議を述べることができる。運用は緩やかで弁護人が比較的自由に対応できる

ようだ。 

オランダでは，被疑者に代わって答えることはできないが，取調べの前後に意見を

述べることはできる。しかし，取調べに介入できるのは，被疑者が質問を理解してい

ないとき，強圧的な取調べが行われたとき，被疑者が身体的・精神的に不調であると

きに限られる。１回だけ中断を求めることができる。 

フランスでの立会いの際の弁護人の活動はより制限的であり，弁護人は最後に意見

を述べることができるが，それ以外の活動はできないとされている。警察官に質問事

項を提示しても警察が拒否することができ，検察官による立会い制限がある。中断権

もない。 

ドイツでは，比較的広い活動が容認されており，弁護人は質問にも介入できるが実

際にはしないことも多いとのことであった。事前の黙秘との打合せどおりに対応しな

い被疑者に黙秘を指示することはあり，直接に被疑者に質問することもできるという。 

４ 弁護人立会いを保障するための公的弁護制度の実情 

弁護人の取調べに先立って弁護人の助言を得る権利や取調べでの弁護人立会いの

規定があっても，実際に弁護人を自力で付すことができない被疑者・被告人に対する

弁護人保障のシステムがなければ，弁護人アクセス権は絵にかいた餅にすぎない。こ

の点での各国は態勢を整えている。 

ベルギーでは，弁護士会が責任を負うオンコールシステムで弁護士が待機している

（サルドゥズｗｅｂ）。これらの弁護士をサルドゥズ弁護士と呼んでいる。ただし，身

体拘束中の被疑者であり，身体拘束のない被疑者にはその保障がない。被疑者に弁護

人指名権はない。 

オランダでは，オンコールシステムで弁護士が待機している。弁護人指名権があり

（リーガルエイドに登録している弁護士であれば），当番弁護士に登録するには弁護

士会の研修を経る必要がある。 

フランスでは，弁護士会で当番制を採っており（少年の場合は必要的，成人は請求

による），そのリストに登録するには研修が必要である。総じて若い弁護士の希望が多

いが，被疑者に弁護人指名権はない。軽罪事件では弁護人が義務付けられていない。 

ドイツでは，裁判所がリストを持っていて指名する。弁護士会は関与しないようで

ある。被疑者に弁護人指名権がある。警察での仮拘束段階で公的弁護制度の構築につ

いては，現在議会で審議中とのことである。ドイツでどのよう制度ができるかは，ド

イツと同じような裁判所・裁判官の選任による国選弁護制度を持つ我が国にとっても

興味深いものがある。 

５ その場合の法律扶助の実際 

資力がなく自ら弁護人を付する経済力のない被疑者・被告人に対する法律扶助の制
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度は各国とも共通している。ただ，資力要件を身体拘束された被疑者からの請求があ

ったときに課している国はなく，いずれも事後的な審査で費用を負担させている。 

ベルギーでは，身体拘束中に被疑者には請求により資力審査をすることなく弁護人

をつけるが，その後の資産調査により弁護士費用を被疑者に負担させる場合がある。 

オランダでは，拘束された被疑者，貧困者への法律扶助が規定されているが，償還

については不明であった。 

フランスでは，法律扶助制度で弁護士費用を負担するが，支払い能力のある被疑者

には負担させることになっている。 

ドイツでは，勾留中や重罪の場合には国費で賄うが，後で被疑者・被告人に負担さ

せる制度であり，１８歳未満被疑者・被告人の場合には必要的弁護となっている。 

６ 警察取調べの段階での弁護人に対する証拠開示 

弁護人が取調べに先立って助言をする，弁護人が取調べに立ち会うにしても，その

時点で捜査機関が所持している証拠にアクセスできなければ，適切な援助，助言がで

きるはずがないというのが，各国における弁護人の共通した見解であった。特に，フ

ランスでは，この証拠開示が改革すべき喫緊の課題であると強調されていた。ちなみ

に，イギリスでも警察取調べの段階での証拠開示は法的には保障されておらず，運用

によるものである。 

ベルギーでは，この段階での弁護人の証拠開示請求権はない。捜査判事による勾留

が付いたときには証拠開示が義務的となる。ただ，警察では個別の捜査官の判断によ

り開示する場合がある（明確な有罪の証拠があるというような場合）。 

オランダでは，警察取調べの段階での証拠開示請求権はない。裁判官引致後に証拠

開示が行われる。 

フランスでは，警察留置の際に，①留置調書，②権利告知書，③健康診断書，④取

調べ中の調書，⑤対質調書，⑥ラインナップ調書は閲覧できるが，それ以外の証拠開

示請求権はない。 

ドイツでは，起訴の前後を通じて弁護人の証拠開示請求権があるが，起訴前の捜査

中には，捜査の支障を理由にして開示を拒否することができるとされており，法的請

求権が確立した数少ない国であるが，イギリスやベルギーなどと実際にどの程度の差

異があるかは，調査できていない。もっとも，今回の調査においてインタビューをし

た弁護士によれば，証拠開示においてストレスを感じたことは，余りないとのことで

あった。 

７ 取調べの録画・録音（司法面接も含めて） 

今回での主たる調査の目的ではなかったが，ドイツを除き，各国とも一定の事件で

の取調べの録画が行われており，ドイツでも２０２０年から実施されるとのことであ

った。 

また，録画物の公判での利用状況についても十分に調査できなかったが，弁護人立

会いの実現により，捜査段階での供述が強制されたものとかいう我が国における任意

性を争う事件は，ほとんどないとされており，我が国とは様相が異なることは明白で
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ある。 

ベルギーでは，少年被疑者は録画の法的義務付けがあるが，そのほかは任意である。

検察官ガイドラインによると殺人事件の被疑者，性犯罪の被害者は録画するようにな

っている。また，弁護人が立会いに代えて録画を求めるケースがあり，このようなと

きにも録画している（義務付けはない。）ようである。 

オランダでは，１２年以上の重大犯罪，性犯罪の被疑者・被害者は録画対象とされ

ているが，それ以外には規定はない。 

フランスでは，少年被疑者と成人の重罪事件は警察留置から，重罪の予審取調べが

対象となっている。 

ドイツでは，２０２０年１月１日から警察取調べを含めての録画が施行されること

になったようである。その対象等は重大犯罪，少年犯罪，障がい者と説明を受けたが，

正確には調査できなかった。裁判官が児童や性犯罪の被害者等に対して司法面接を行

う場合には専用の部屋で録画がされている。尋問者は捜査判事であり，警察官，検察

官，福祉関係者，弁護人が別室で待機し，尋問の様子を視聴したり，捜査判事に対し

て質問を求めたりすることができる仕組みであった。 

８ 取調べにおける弁護人立会いに関する実務家の感想 

いずれも取調べにおける弁護人立会いが法律上の制度として発足して，それほどの

年月が経っているわけではないが，いずれも，制度として根付いてきており，懸念さ

れていた実務上の問題は，解決されてきているというのが共通した見解であった。 

ベルギーでは，警察における取調べが入念な準備の下に行われるようになり，調書

の正確性が増したという評価が聞かれた。弁護人が事件の筋を見極めることができ，

方針が出しやすくなったのではないかと思われる。公判廷での自白の証拠能力を争う

ケースが減った。現在では，警察も弁護人立会いを歓迎しているが，その理由は，弁

護人が立ち会うことによって，不合理な供述がなくなるからであるというような考え

を聞いた。 

オランダでは，警察からすると立会いにより黙秘が増えたとか自白が増えたとかい

うような状況はない。自白が取りやすくなった面も取りにくくなった面も双方あるが，

証拠が明白な場合には，むしろ供述が得やすくなったが，微妙なケースは難しくなっ

たと言えるとの意見を聞いた。 

フランスでは，警察取調べの際の証拠開示が認められていないことに対する不満が

指摘された。取調べの適正（脅しによる自白がなくなった。）と調書の正確性は担保で

きる。調書の有効性が高まった。警察は当初抵抗があったようだが，現場ではうまく

いっているのではないか。弁護人が立ち会った方が取調べる側としては安心感がある。

公正な裁判の要素と言えるとの意見を聞いた。 

ドイツでは，捜査機関としては，弁護人立会いがあった方がプラスに働く。むしろ

供述がとれるようになるとする意見がある一方で，弁護人が入ると黙秘が多くなると

の見解もある。取調べの違法性が争われるケースはなくなった。弁護人としては供述

するケースで立ち会い，正確な供述調書ができるようチェックすることが弁護人の役



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

34 
 

割と考えられている。 

以上のように，各国でも取調べにおける弁護人立会いは，被疑者・被告人の権利と

して受け入れられおり，特に問題があるという指摘は全くなかった。 

 

第２ 総合的な評価 

１ 各国における施行状況 

ベルギー，オランダ，フランス，ドイツにおける弁護人アクセス権の実情に関する

調査をして強く感じたのは，それぞれ，各国における刑事手続や組織の在り様は異な

るものの，弁護人アクセス権がどの国でも被疑者・被告人の権利として法律で確保さ

れているという確固たる現実であり，ここに至るまでの欧州人権裁判所の判決の影響

力と EU 指令の効力の大きさである。 

欧州人権裁判所におけるサルドゥズ判決が，「被疑者取調べの間に弁護人の援助が

ないことは彼らの防御の権利の制約となり，弁護人のアクセスのない警察取調べの間

になされた自己負罪供述が有罪のために用いられたときには，これらの権利は原則と

して回復不能なほどに侵害されたと考える」としたのは２００８年１１月２７日であ

る。そして，その根拠としたのは，欧州人権条約６条の「公平な裁判を受ける権利」

である。公平な裁判を実現するためには，刑事手続の当初の段階から被疑者・被告人

の権利が確立される必要があると考えたのである。 

その後もサルドゥズ判決を受けるような警察取調べにおける弁護人立会いをめぐ

るいくつかの欧州人権裁判所での判決が出された。これら欧州人権裁判所の判決は，

各国を直接に拘束するものではないが，各国の国内法レベルでの裁判に確実に影響を

及ぼした。ベルギーでは，前記のとおり，警察取調べにおける立会いを行う弁護士を

サルドゥズ弁護士と呼び，弁護人確保のためにインターネットを利用しているが，そ

れをサルドゥズｗｅｂと命名している。それには驚きとともに，サルドゥズ判決のヨ

ーロッパにおける刑事手続への影響力の大きさを物語るものであった。フランスが２

０１３年の EU 指令に先行して警察留置の段階での取調べに弁護人立会いを認めたの

は，間違いなく欧州人権裁判所の判決の影響ということができる。 

ただ，欧州人権裁判所の判決は直接に EU 加盟国に国内法の改変を求めるものでは

ない。したがって，フランスのような場合を除いて，一気に国内法の整備が進みサル

ドゥズ判決が指摘した内容の弁護人アクセス権が確保された国は決して多くはない。 

このように，欧州人権裁判所の効力が EU 加盟国への拘束という点で間接的である

のに対し，欧州人権裁判所の判決の内容を踏まえた EU 指令は，EU 加盟国を直接に

拘束するものとして制定され，加盟国にその実施を迫るものである。 

EU は，２００９年「被疑者・被告人の刑事手続における手続的権利の手続権利

の強化のためのロードマップ」を策定し，その具体化として，２０１０年には，「刑

事手続における通訳及び翻訳に関する EU 指令」，２０１２年には，「刑事手続にお

ける情報に対する権利に関する EU 指令」（権利告知書の交付を義務付け），そし

て，２０１３年に，弁護人アクセス権に関する EU 指令を発した。そして，この２
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０１３年 EU 指令は，２０１６年１１月２７日までに EU 諸国における国内法の整

備を終えて，これを発効させることを求めていた（前記のとおり１１月２７日はサ

ルドゥズ判決が出された日と一致している。これに意味があるのかどうか調査では

聞くことができなかったが，おそらく意図してその日になったのではないかと推測

する。更に調べておきたい。）。 

したがって，警察取調べにおける被疑者全ての弁護人立会いの権利が認められる

ようになったのは，ベルギー，オランダでは２０１６年，先行したフランスでは２

０１１年，ドイツでは２０１７年（ただし，ドイツでは法律上の義務付けがなされ

る以前から運用によって実施されていた。）であるように，比較的近年になってから

なのである。 

２ 弁護人アクセス権の意義 

EU 加盟国では，逮捕直後からの弁護人の援助を受ける権利（自由剥奪直後からの

弁護人選任権，取調べに先立って弁護人の助言を得る権利，取調べの際に弁護人に立

ち会ってもらう権利）が保障されている。ただ，ヨーロッパ諸国では，弁護人アクセ

ス権があり，また，被疑者が取調べにおいて黙秘権を行使するからといって，取調べ

それ自体は行われている。取調官が，被疑者に対して質問することやケースによって

は黙秘を解除する説得することが行われているのである。この点がミランダルールの

下，弁護人依頼権の行使や黙秘権行使により取調べ自体が中断されるアメリカとは様

相が大きく異なっている。 

EU においては，刑事手続の当初の段階から適正な能力を備えた援助者たる弁護人

を置くことによって，被疑者・被告人が黙秘権を行使するか否かを含めて，訴追を受

けた者の防御権の行使をトータルに検討し，国家に対抗できる権利保障を構築しよう

とする考えがうかがわれる。 

弁護人立会いについては，どこでも，当初は警察に抵抗があったようであるが，実

務に定着するにつれて，取調べにおける真相解明が阻害されるのではないかというよ

うな我が国における取調べ可視化導入の際に見られたような懸念は，警察及び弁護人

双方の信頼が構築されるにつけ，払しょくされたようで，捜査機関においても，弁護

人立会いがあった方が被疑者からの供述が得られやすくなったという評価もなされて

いる。 

逮捕直後からの公的弁護制度が構築されておらず，取調べに先立って弁護人の助言

を受ける権利や取調べにおける弁護人立会権が存在しない我が国において，いかに弁

護人アクセス権を確立するか，EU 諸国における弁護人アクセス権に関する制度は，

非常に参考となると思われた。 

３ EU における被疑者・被告人の権利伸長の背景 

ところで，EU では，なにゆえに，このような弁護人の援助を受ける権利が全体と

して保障されるようになったのであろうか。それは，EU という組織自体の目的から

理解していくのが分かりやすいように思われる。 

EU には，その域内における国家としての垣根をできるだけ低くして，人と物の移
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動の自由を確保しようとする目的がある。自由・安全・司法の領域の維持と発展が EU

設立の目的となっているのである。 

域内における人の移動の自由を保障しようとすれば，他国において刑事手続の当事

者とされた人が自国では保障されている権利がその他国で保障されていないというよ

うなアンバランスなことがあってはならないことになる。その意味で，加盟国間の刑

事司法手続に対する相互承認の強化と立法の接近，権限ある機関の協力と個人の権利

の保護を促進する必要が生まれるのでる。相互に他国の刑事手続における決定を承認

するという原則は，加盟国が他の加盟国の刑事司法システムを信頼することが前提と

なる。そして，そのためには，被疑者・被告人の権利保護のメカニズムと相互承認の

原則の適用を促進するための，加盟国間における共通最小基準が必要となるのである。 

また，EU 加盟国は欧州人権条約や国際自由権規約に加盟しているが，それだけで

各加盟国の刑事司法についての十分な信頼が提供されるわけではない。そこで，EU は，

EU 機能条約８２条２項で，判決，刑事上の決定及び国境をまたがる警察・司法協力

を促進するため，加盟国に適用される最小限規則の制定を定めた。共通必要最小限規

則の制定は，加盟国領域内における市民の自由な移動の障碍を除去するものとなる。

そして，刑事手続における弁護人に対するアクセス権も，翻訳と通訳に関する権利，

訴追に関する情報を得る権利，親族・雇用主・領事機関との連絡に関する権利，弱者

たる被疑者・被告人に対する特別の措置，法律扶助とともに，そのような共通必要最

小限の原則に含まれるべきものとされたのである。 

しかし，共通必要最小限とはいえ，EU 指令の内容は，世界的に見ても被疑者・被

告人の権利という観点からすると極めて高いレベルにある。そこには，欧州議会での

活動が承認された人権尊重をその理念とするヨーロッパの人権団体（ＮＰＯ法人を含

む。）の存在があったとされているのである。 

我が国からすると，EU 諸国における弁護人アクセス権の保障は，まだ遠い国の話

であるかのように見えるが，目を転ずれば，アジアの隣国である韓国でも，台湾でも

取調べにおける弁護人立会いが実現しているのであり，遠い国の話なのではないと言

える。急に取り組みを開始して，実現を図るべき喫緊の課題と言えよう。 

弁護人の援助がないために，不本意な供述を強いられ，それによって刑事上の不利

益を受け，場合によってはてえん罪の被害者となる被疑者・被告人は，今もなお，日々

存在しているのである。 
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第 3 章 訪問先ごとの調査報告 

ベルギー① Michele 教授及び大学院生らとの意見交換（ルーベン大学） 

 

■ルーベン大学について 

ルーベン大学法学部の Michele 教

授がエスコートしてくださった。ル

ーベン大学法学部は８００人の学生

を有し，ベルギー内では最も優秀な

大学の一つである。歴史も古く，１

４００年代に遡るという。法学部棟

の随所には，絵画等が飾られており，

芸術が学問をインスパイアするとの

考えの下，半年に一度は掲示内容を

変更しているとのことであった。 

 

■ディスカッションについて 

参加者：秋田・前田・賀川・出口・半田・川崎・笹倉（通訳兼務） 

大学側参加者：Michele 教授とアシスタント（大学院生）４名 

 

１ 自己紹介 

各自自己紹介 

Michele 教授：刑事訴訟法。 

大学院生 

アシュレイ：弁護の質について研究するためにニュージーランドから来た。 

マリー：ベルギー人 PhD。行政手続と刑事手続との交錯について研究している。 

ウォルド：実体法の反テロ法。特にテロの予防について研究している。 

カトゥリン：刑事訴訟法。えん罪問題について興味を持って研究している。 

 

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月１日（月）9：００～１１：００ 

訪問先対応：Michele Panzavolta 教授 ベルギーの刑事訴訟法についての理解を深め

るため，Michele 教授とルーベン大学法学部大学院で研究をしている大学

院生らと意見交換を行った。 
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２ 日本の現状について 

秋田：戦後から２０１６年改正までを身体拘束等の問題に絡めながら概略を説明。立会

いがなく，取調べ前にアドバイスする権利も保障されていない現状を説明。今後

の課題として，立会権と取調べ前のアクセス権を導入したいと考えている。 

 

３ ベルギーの現状 

Michele 教授：ベルギーでは，EU 指令の前と後で改革が行われた。弁護人の援助を受

ける権利の国内化としていくつかのステップがある。少なくとも３回，

判例に照らせば，４，５段階の改革があった。現在は，文化（弁護人の

援助を受ける権利）は確立していると言える。ベルギーは，国内法化と

いう意味では成功しているように思われる。 

しかし，いくかの問題もある。 

 

４ ベルギーの身体拘束制度 

元々警察の手持ち時間が２４時間だった。２０１７年改正で４８時間に長くなった。捜

査の持ち時間が少ないことが理由である。 

４８時間後，裁判官が介入して，正式な勾留になる。期間は５日間。５日間の許否の判

断は，予審判事が行う。一審の裁判所にいる一人の判事である。いわば，捜査段階のお目

付役と言える。 

その後，カウンセルチェンバーが更に１か月の勾留延長を認めるかを決める。このカウ

ンセルチェンバーも一人の裁判官だが，予審判事の判断が正しいかも判断する。 

捜査には大きく分けて，二つのタイプの捜査がある。 

① 検察官が行う捜査 

② 予審判事による捜査（伝統的な訴追） 

＊区分けとしては，以下のようなものらしい。 

重大事件＋強制捜査（捜索・逮捕等）を行う事件＝② 

それ以外の事件＝① 

９５％の事件は①で終わる。検察官が責任を負い，警察は補助者である。その後，起訴

不起訴の判断を検察官が行う。更に，捜索や勾留を行いたいときには，予審判事に行って

もらう必要がある（②へ）。 

この場合は，予審判事が責任をもって行うので，検察の手からは離れる。これが更に進

めば，訴追を行うかということを決めることになり，その判断はカウンセルチェンバーが

行うことになる。 

５日の後のカウンセルチェンバーの判断は，最初の勾留の適法性判断と更なる勾留の必

要性判断となる。カウンセルチェンバーの目の前で行われる手続は，当事者主義的に行わ

れる。カウンセルチェンバーの審問の前には，弁護人は証拠にアクセス可能となる。 
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５ 取調べについて 

身体拘束された被疑者は，４８時間の取調べそのものは拒否できない。４８時間以降，

５日の間には取調べに応ずる義務はない。 

５日の後に，カウンセルチェンバーが判断するときには，十分な嫌疑が必要。 

そのときには，取調べの必要はあるが，義務的ではない。 

 

６ 弁護人の立会い 

警察が被疑者を逮捕した場合には，まず弁護人に連絡することが必要となる。この弁護

人は，公的弁護人でも私選弁護人でも良い。 

警察は，この弁護人の到着を少なくとも２時間は待たないといけない。弁護人が到着し

たら３０分秘密接見できる。 

この段階では，証拠開示制度はない。要求することはできるが，少なくとも義務はない。

カウンセルチェンバーの審問の前には開示が義務的だが，この段階で義務はない。 

実際には，全ての事件において弁護人が立ち会っているわけではないが，身体拘束がな

されている場合には，弁護人依頼権の保障が高度化する。 

在宅被疑者に関する検察官が捜査をする（上記９５％の事件）起訴までに取調べを行う

が，サルドゥズの保障（取調べ前の弁護人依頼権の保障）はない。弁護人は付けられ，立

会いもできるが，私選弁護でないといけない。自ら選任しなければならない。 

 

◆立ち会って何ができるか？ 

調書に何を書くかは申立てができる。アリバイ主張を書くことを求めるなど。１５分

休憩取ってくれとも言える。取調べの圧力を止めることもできる。質問の説明を求める

ような異議を言うことができる。 

被疑者の代わりに答えることはできない。 

 

◆弁護士がいるだけで何もしないということが問題になっていないか？ 

介入をしないという弁護士はしばしばいる（２００９年サルドゥズ法制定直後はそう

いうこともあったと思う。）。 

 

７ 公的弁護制度 

ベルギーにも duty soliscitor（当番弁護）のような制度はある。 

公的捜査弁護には２種類ある。 

・公的国選弁護 

・サルドゥズ弁護：すぐに電話（オンコール）で依頼できる弁護士。取調べ前に会うこ

とができる。 

公的弁護としては，パブリックディフェンダーオフィスはなく，アポイントローヤー（日

本同様の選任形式）に資格は特にない。若い弁護人がなることが多い。 

サルドゥズ弁護士は，週７日２４時間体制のオンコールシステムで，弁護士会によって
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アレンジされている。 

公的弁護を依頼する場合は，警察から弁護士へ連絡が入る。私選弁護人がある場合は，

自分で電話する。 

 

８ 取調べの可視化 

可視化は，スタンダードではない。もしかしたら年少者については，されているかもし

れないが，少なくとも録音録画を義務化する規定はない。 

調書を作るときは，基本的に要旨で作る。被疑者が，一言一句書き取るよう求めること

もできるし，後からチェックできる。 

取調べに呼び出す召喚状には，弁護人を連れてきて，立ち会わせることができるという

ことや黙秘権があることは付記されている。 

 

９ 種々の法改正 

４８時間への法律改正があったのは，２０１７年である。 

元々，改革のきっかけになったのは，EC と欧州人権裁判所だが，一番大きいのはサル

ドゥズ判決である。元々ベルギーでは，弁護士の立会権はなかったが，状況に変化が現れ

た。ベルギーの裁判所は，サルドゥズ判決の適用範囲を狭く解釈しようとした。２００８

年か２００９年には，脆弱な被疑者にのみ，サルドゥズ判決の法理が適用されるという判

断をした。次に脆弱な被疑者がどういう人か？という解釈問題がおきた。２００９年には

サルドゥズ法が制定された。勾留中の被疑者は弁護人にアクセスできるとされ，解釈論と

しては，勾留中の被疑者は脆弱な被疑者だと解釈されるようになった。 

ただ，その後また欧州人権裁判所は，取調べ中の被疑者は，勾留中か否かにかかわらず，

立会いが必要という判決を出した。その後，また指令が出た。 

EU 指令は，２０１６年１１月までに国内法化しないといけないというものだったので，

新たな国内法を作った。期限ギリギリに新たな法律ができた。これがサルドゥズビス法（再

サルドゥズ法）と呼ばれている。ここでアクセス権はかなり広くなった。 

なお，在宅の場合は，権利告知は必要だが，弁護人は自分で付けないといけない。証人

の取調べをするときには，告知はないが，弁護人を付けることはできる。 

 

１０ 答弁取引について 

自白が公判で重視されることが余りない。弁護側が争うと排除されることがある。答弁

取引の制度があるかというと，ここ数年で導入されたものもあるが，かなり限定的である。

裁判官が判断しないといけないという制度である。取引が行われるときは必ず弁護人の立

会いが必要とされる。 

 

１１ 公判について 

三つのタイプの刑事法廷がある。 

警察裁判所（交通違反などの軽微な犯罪），矯正裁判所，重罪高等裁判所（陪審） 
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陪審は非常に重い犯罪のみが対象。正式起訴が行われない事件については，被疑者は勾

留されていないので，直接裁判所に召喚する。これは警察裁判所と矯正裁判所とで行われ

る。 

有罪率は分からないが，９９．９％よりは低い。 

公訴取消しや不起訴は，９５％の事件では検察官ができる。一旦，予審判事にいけば，

そこで公訴取消しはできない。カウンセルチェンバー限りで，公判への付託をやめること

はできる。 

非常に厳しい事件（重罪院にいく事件）は，１２人の陪審と３人の裁判官がいるが，裁

判官は司会だけ。量刑は裁判官だけが行う。 

以上 
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ベルギー② 刑事弁護士との面談（ルーベン大学） 

 

１ ベルギーの犯罪の類型と手続 

ベルギーには３種類の犯罪がある。 

① 重罪犯罪 

② 軽罪 

③ 非常に軽い犯罪 

逮捕できるのは①と②のみ。ただし，③は非常に少ない。窃盗（万引き），脅迫なども全

て①か②に入る。 

警察による逮捕と検察官による逮捕がある。警察は，現行犯逮捕しかできない。検察は，

要件（嫌疑）があれば現行犯以外でもできる。４８時間以内に裁判官(Investigating 

Judge)の前に連れて来られなければならない。刑法典に書かれている犯罪の多くは重罪

に分類される。技術的な側面から裁判上は，重罪として扱われずに矯正裁判所(Corrective 

Court)(②)に起訴される。９７％が②と③として起訴。②で起訴されて３０年の刑を科す

こともある。陪審は手間がかかるので避けられる。 

犯罪の軽罪化が問題視されている。議会では改正法が通っていて，重罪は重罪として処

罰されるようにしようとしている。憲法裁判所の判例も出ていて，なるべく軽罪化を防止

するようにしている。裁判所において１年以上の罪（①，②）については勾留(pretrial 

detention)可能。その後，カウンセルチェンバー（Counsel Chamber）が起訴・不起訴，

起訴するとしてどの裁判所に付託するかを判断する。 

 

２ 弁護人アクセス権の保障とその影響 

警察は，弁護人のアクセス権に強い抵抗を見せていた。最終的には，欧州人権裁判所が

判決を言い渡すということにより実現した。 

警察は，戦術的な効果が減ってしまうことをおそれていた。例えばアクセス権が認めら

れる前は，性犯罪でいきなり取調べをして「やってない」と供述する被疑者にＤＮＡを突

きつけて犯行を認めさせるということができた。しかし，立会いが認められるようになっ

てからは同意があったという主張をするようになった。科学的証拠だけでは供述に対して

反論ができないといったことである。 

弁護人へのアクセス権は警察の対応の変化をもたらした。警察はより入念に準備を行う

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月２日（火） 

訪問先対応：Frank Verbruggen 教授（弁護士） 

ルーベン大学教授：刑事法の教授兼弁護士。小さな一般事務所に勤務した

後，渉外事務所に勤務。２０年くらいプロボノ事件はやっていない。 
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ようになった。以前は警察の取調技術によって供述を得られるということがあった。しか

し，弁護人の立会いが認められるようになってからは，例えば２週間後の金曜日に来てく

ださいなどと言って，事件の捜査を十分に行った上で話を聞くということが多くなった。 

アクセス権の導入によって捜査の在り方が非常に大きな変化を遂げた。被疑者から情報

が得られにくくなった。おとり捜査，隠密捜査などが広く行われるようになった。それに

より取調べは捜査の最終段階として行われるようになった。 

 

３ 弁護人アクセス権と費用 

ベルギーでは，アクセス権を認めるとお金がかかるのではないか，ということも危惧感

を招いていた。イギリスでは，アクセス権の導入によって多額の予算がかかっている。そ

のような観点から当初導入には消極的であった。 

全ての立会いの費用を私選で賄うというのは負担が大きいため，一部の事件では被疑者

弁護の費用を節約するために公的弁護を要請しておいて，後に公判になったときに経験の

ある著明な弁護士に依頼するということも行われている。弁護人の立会いが認められてか

ら弁護費用が高額になってきたという実情がある。 

弁護人も８時間とか１２時間を全てチャージするということが忍びないということで時

間の半分だけチャージするというようなことが行われることもある。アクセス権の拡充が

費用対効果では弁護人の負担となっているという指摘もある。 

弁護士は，呼ばれて実際に警察署に赴いた場合には費用が支払われるが，自宅で待機し

ていたとしても費用は支払われない。医療関係者と異なり，弁護人の派遣体制が整ってい

なかった。呼ばれればどのような事情にも優先させて駆けつけなければならない。家族が

いたり子どもがいたりすると大変である。やっと体制が整ってきた。ベルギーは，まだ駆

けつけ弁護や立会弁護について，専門分化はしていない。オランダでは専門分化が進んで

いる。 

在宅被疑者の場合，召喚状が届いて，その際に弁護人がいないということであれば，弁

護人なしに取調べが行われる。 

通訳の問題もある。外国人が夜中に逮捕されると，弁護士のほかに，通訳人を探さなけ

ればならない。しかも警察とは別の通訳人を探さなければならない。通訳人から費用が低

いという意見も出ている。朝まで待つということも行われている。全ての通訳人（警察署

における接見の際の通訳人）の費用は，ベルギーにおいては条約で国が負担するとされる

前から国が負担するとされていた。裁判において訴訟費用を被告人が負担するとなった場

合でも通訳費用については負担させることができない。これは公的弁護の場合の弁護人と

被疑者の接見の場合も同じである。 

 

４ 取調べの実務 

取調べの時間は，殺人事件などは数時間に及ぶことが多い。性犯罪は慎重な取調べがな

されるので，長くなることが多い。建設関係の事件であれば３０分で終わることもある。

必ず２時間で休憩を取る。休憩を求めたことやいつ休憩が行われたなどは全て記録される。 
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５ 弁護士派遣の実際 

被疑者が弁護士を呼んだ場合，弁護士会の会長を通じて若手弁護士たちに割り振られる。

弁護士が指名される。弁護士法人ではない。若い人たちが指名される。一定の研修を受け

なければ正式な弁護士にはなれないので，その一貫として正式な弁護士ではない若い弁護

士が指名される。志願者の弁護士もリストに載っている。刑事事件をやることによって有

名になる。ベルギーでは公的な説明としては，良いトレーニングになると言われている。

だから若い人たちを付けるということになっているが，実際にはコストがかからないから

という側面がある。専門分化へ貢献するという意味合いもある。 

２時間以内に弁護士会の会長が指名した弁護士を警察署に派遣しなければならないこと

に問題が生じたということは聞いたことはない。ベルギーは狭いので，弁護士が直ちに駆

けつけることが可能である。国土の広いフランスや日本では別の問題が生じるかもしれな

い。 

待機リストがありその弁護士がダメなら次にというような体制になっている。ブリュッ

セルであれば沢山の弁護士が待機リストに載っている。ルーベンであればリストに載って

いる弁護士が少ないということもあるかもしれない。例えば，酔っ払いがバーで暴れて１

０人が逮捕されたとする。その場合，警察は朝まで取調べを延期する。すると，私選弁護

人を呼ぶ被疑者もいる。そうすれば，公的な弁護士を呼ぶ必要がなくなるということもあ

る。 

被疑者が弁護士の費用を負担する場合もある。最初は支払えないことを前提に弁護士を

派遣するが，その後，納税額を確認し，それに従い徴収される。後に，納税額が高いこと

が分かった場合には，高い費用を払ってもらえるかもしれないので，若い弁護士がやりた

いという理由になる。 

最初に若い弁護士が付いて，途中から経験ある弁護士に頼むということもよく行われる。

若い弁護士からは不満も多い。最近は，若い弁護士が付いて，その後，経験ある弁護士と

一緒に付くという実践も行われている。ただし，別途の私選となるので，お金はかかる。 

弁護人を付けるか付けないか，立ち会ってもらうか否かは被疑者の権利である。ただし，

欧州人権裁判所は，自分の権利を理解して放棄しなければならないとしている。軽罪は放

棄の要件が軽い。被疑者が理解せずに放棄をするということがあり，これは問題である。 

 

６ 弁護人の立会い 

警察の取調べで弁護人が介入をすることもできる。どのくらい介入するのかということ

は，弁護人の性格，事件の内容，どのような事件で警察がどのような戦術で取調べるかと

いうことにもよる。警察が圧力をかけているということであれば，それを指摘して，記録

に残すことができる。弁護人は，こういう質問を聞いてくれということも警察に言える。

例えばアリバイについて警察が質問をしたときに，弁護人が被疑者はこういう説明をして

いるから，もう少し聞いてくれないかということを言える。最初の段階では，警察がどの

ような証拠を持っているのか分からないため，最初はしゃべらせないという戦術が採られ
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ることが多い。そのような場合に証拠が分からない段階でどの程度介入をすべきかという

ことを見極めていくことも大切である。 

警察は，実際には立会いは悪くないと思っている現状もある。時間とコストの節約にな

るからである。かつては２４時間留置した後に立会いが付くということが行われていた。

現在，弁護人が接見した上で，自白をさせ，情状にシフトするということが行われる。無

理な弁解を避けられる。良い弁護人は全体として見た上で，ダメージを最小限化するとい

うことを行う。 

他方で，実際に弁護人が立会権を放棄するということもよく行われている。それほど複

雑でない事件で弁護人が記録を見て，特に問題がなければ，「ありのままに話せ」と言って，

立会権を放棄させて取調べを受けさせることもある。初回の取調べについては，立ち会う

こともあるが，お金がかかるため，放棄されることも多い。弁護人に電話をかけたら，弁

護人から「きちんと話をすれば良いから，行かなくてもいいだろう」と言われるケースや，

弁護人から「全て録音しろと依頼してくれ」「録音すれば（弁護人が）いなくていいだろう」

と言われるようなケースもある。それほど変なことは行われないから後でチェックすれば

良いという考えによる。性犯罪については録音される。録音は法的義務ではない。弁護人

から録音を求めて，立会いを放棄させるという実務も行われている。 

 

７ 黙秘権の行使について 

仮に被疑者が黙秘をしたとしても，警察官は取調べを終了する義務はない。理論的には

お互い黙ってずっと机に座っておくということも可能である。しかし実務的にはすぐに中

断されることが多い。警察には，黙秘している人を取り調べるというインセンティブがな

いからである。取調べに立ち会う弁護士は公的資金で立ち会っていることも多い。警察官

が被疑者から何も得られないのに，ずっとそこに座らせておいて弁護士も立ち会わせてお

くというのは予算上の無駄が非常に大きい。納税者に説明がつかないので，行われないと

いうことが多い。実務上，黙秘すると留置場に戻される，その後，捜査を行い新たな事実

が発見されたら，再度取調室に被疑者を呼んで再度取調べを行うというようなことが行わ

れる。例えば，事実調査の後に取調べを再度実施したいという場合，再度，弁護人を呼ば

なければならず，２時間待たなければならないというようなケースも想定できる。そのよ

うな場合には弁護人に警察署にあらかじめ待機しておいてもらうということも行われる。

若い弁護士なので柔軟にそういうこともできる。弁護人は黙秘しているのに取調べを継続

しても仕方がないだろうという意見を述べることができ，それを記録に留めておくことが

できる。 

イギリスでは黙秘に一定の場合に不利益推認があるが，ベルギーでは法的にはない。仮

に裁判所が黙秘しているから不利益に扱うということを判決に書いたら破棄の理由になる。

ただし，ベルギーの証拠法というのはそれほど厳格ではない。実務上，裁判において被告

人が例えばアリバイ証拠を提出しなかったなど，他の説明をしなかったことが他の有罪証

拠を強めるという形で事実認定上，不利益な扱いがなされることはある。 

弁護人が到着する前に被疑者がある供述をしていたところ，弁護人と会った後に供述を
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変えたという場合に，裁判官が当初の供述を信用するということはある。どちらを信用す

るのかは裁判官の自由心証の問題となる。 

以上 
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ベルギー③ 検察官との面談（ルーベン大学） 

 

１ 取調べ時間について 

殺人などの重大ケースでは６～７時間（途中に昼食休憩を挟む。）になることもあるが，

短い場合は３０分～１時間程度の場合もある。通訳事件は長くなる。逮捕時点での取調べ

は，あくまで予審判事に勾留の理由があることを説得する資料の確保という意味合いが強

い。釈放後に出頭を求めて取調べをすることもある（この場合は弁護人が同行すれば立ち

会えるが，同行していなければ立会いなしで取調べをすることができる。）。 

予審判事の取調べは，被疑者の経済的事情や心理的事情について行う。 

 

２ 録音録画について 

殺人のような重大事件，性犯罪被害者の取調べ，少年の取調べは全件録音録画をしてい

る。それ以外の場合としては，弁護人が取調べに立ち会わない場合で，弁護人から録音録

画の申入れがあった場合には録音録画をするようにしている。ただし，警察署には設備が

ないところもあり，いつまでに設備が揃うかも不明なため，現時点では申入れに基づく録

音録画は任意的に行われている。 

未成年の取り調べの録音録画は法律上の義務である。それ以外はガイドラインに基づき

実施されている。控訴院に対応する検察官（高検に相当）のガイドラインがあり，これが

全国的なガイドラインとなっている。 

検察官は基本的に録音録画の反訳を読むだけだが，心理的に問題がある等で必要があれ

ば録音録画を確認することもある。ただし，このようなケースはほとんどない。 

子どもが被害者の事件については，専門的なトレーニングを受けた警察官が被害者の取

調べを行い，録音録画もする。事後的に心理学者に録画を見せて供述能力等の確認もして

いる。 

 

３ 取調べへの弁護人立会いの評価 

弁護人が取調べに立ち会い，取調室に入ることについては警察，検察に大きな抵抗があ

ったが，抵抗感は２～３年で薄れてきた。現在では警察，検察とも立会いを受容している。

当初は弁護人が取調べに立ち会うことで被疑者が黙秘するケースが増えるのではないかと

懸念していたが，実際は違った。 

むしろ立会いを認めた方がより真実発見になると考えられるに至っている。その理由と

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月２日（火）１４：３0～１５：３０ 

訪問先対応：検察官４名及び Michele 教授 
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しては，弁護人が戦略として黙秘すべきでないケース（客観証拠が揃っているケース）で

は被疑者に供述を勧めることもあるし，被疑者も弁護人から法的側面についてのアドバイ

スを受けて自信を持って取調べに臨むことができるようになったことが挙げられる。 

二つの理由で全ての当事者にとって良い結果になっている。一つは自白の任意性の争い

が減ったこと，もう一つは弁護人において黙秘させずに供述させた方が被疑者に有利な事

件（証拠上明らかな事件）があることを分かった点である。 

 

４ 立会いにおいて弁護人ができること 

法律上に規定されている。弁護人は立会いの際に発言をすることは認められておらず，

被疑者に代わって質問に回答することや被疑者にシグナルを送ることもできない。 

被疑者は取調べの前に弁護人と３０分秘密裏に面会する権利が認められている。また，

取調べ中に１回１５分間，弁護人と秘密接見で打合せをすることができる。弁護人は完成

した調書を閲覧することができ，これにコメントしたり，再度の取調べを請求することも

できる。 

もっとも，現場では上記規定を厳格に運用しておらず，裁量的に便宜を図っている。例

えば接見時間が超過しても接見を許すなど。ここで厳格に運用すると関係が悪くなり取調

べに支障を来すという判断がある。 

 

５ 立会いをする件数について 

弁護人が取調べに立ち会う方が一般的（マジョリティ）である。 

検察官は基本的に取調べを行わない（警察に取調べを指示する。）ので，正確な割合を示

すことは難しいが，捜査記録を見ると大多数の事件で取調べに弁護人が立ち会っている。

このように立会いがマジョリティになっているのは，弁護士会によるサルドゥズ弁護士の

派遣制度が整備されている効果だと思う。 

 

６ 弁護人依頼権の放棄について 

少年と成人では取扱いが違う。少年は「脆弱な被疑者」であり例外なく弁護人（国選弁

護人）が付けられる。成人については弁護人依頼権を放棄することもできるが，弁護士と

電話で話をした上で，弁護人側で被疑者に依頼権放棄についての真摯な同意があると認め

られない限り放棄できない。これは法律上の規定である。 

弁護人依頼権を放棄するケースは少ない（マイノリティ）。軽微な犯罪の方が放棄するケ

ースは比較的多い。警察官が被疑者に対し弁護人依頼権の放棄を勧めるようなことがある

かどうかは分からないが，そのような事態を防ぐために弁護士との電話を経ないと放棄で

きないようになっている。 

 

７ 捜査段階の証拠開示について 

法制度として証拠開示を義務付ける規定はなく，最終的には警察官の捜査戦略に検察官

から警察官に対し一定の指針を示すことはできる。戦略として証拠開示をしない，あるい
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は一部を不開示とすることもあるが，捜査が進んでいて証拠が多い場合には証拠を開示す

ることもある。 

Frank Verbruggen 教授が「証拠開示まで黙秘をさせてその後戦略的に供述させる」

という弁護方針があるとしたと言うが，被疑者が最初から黙秘をしているケースは１０％

以下であり，感覚的にも少ない。黙秘をしている場合，その事実が量刑上不利に扱われる

ことは当然である。客観証拠で犯人であることが明らかなのに黙秘する場合，非協力的と

みなされて量刑面での影響がある。 

サルドゥズ判決直後の法改正では，弁護人の取調べへの立会いは初回の取調べだけであ

った。その当時は黙秘が有効だったかもしれないが，現在は再度の法改正により２回目以

降の取調べにも立会いができるようになり（弁護人に取調べの質問事項が直接伝わるため）

証拠を隠すメリットもなくなった。 

 

８ 身体拘束期間について 

警察官による逮捕は現行犯のみである。検察官は現行犯以外でも逮捕ができる（捜索等

の強制処分は予審判事が行う。）。例えば，共犯者間での口裏合わせが予想されるケースで

同時逮捕を指示したことがある。 

元々逮捕による身体拘束期間は２４時間だったが，余りに短すぎるということで２０１

７年に４８時間に延長された。 

サルドゥズルールは（弁護人が立ち会うか，弁護人に連絡してから２時間が経過しない

と取調べを開始できないので）身体拘束時間を長くする効果があった。 

４８時間を超えた身体拘束（予審判事による５日間の勾留）は割合としては少ない。５％

程度ではないか。重大事件（陪審制が採られる重罪院で審理する事件）については勾留を

するが，そうでない事件でも勾留をすることはある。ルーベンには予審判事が３人おり，

一人あたりの件数が年間３００件程度と聞いている。 

勾留せず釈放する際に条件を付すことはできるかと言う質問だが，条件を付すのは予審

判事の権限であり，検察官には権限がない。ＤＶ等の事件で事実上の条件を課すことはあ

るが，違反しても制裁はない。 

以上 
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ベルギー④ OBFG 訪問 

 

ブリュッセル市内にある OBFG：Order des Barreaux Fracophone Debouverie 

ベルギーにおいてフランス語かドイツ語を母語とする弁護士の組織，ベルギーの弁護士

の半数が傘下に入っている。 

Fair Trials：EU 全域の法律家に対して，EU 指令や手続の変更などの情報を与え，サポ

ートを行うことを目的とする組織。EU 議会で EU 指令が審議されているときに，キャン

ペーンをしたり，EU 指令ができた後に，国内法化に向けて研修を行ったり，国内法が EU

指令に反していることを示すための戦略的訴訟に対して助言を行う。 

 

１ サルドゥズ判決の射程 

欧州人権裁判所のサルドゥズ判決（トルコ国内の事件）の射程については争いがある。 

この判例は，少年事件だけに適用されるのか？トルコだけに適用されるのか？弁護人立

会権まで要請されるのか？犯罪の軽重に無関係に適用されるのか？など。 

 

２ 弁護人立会権に関する課題 

EU 諸国の多くで弁護人の取調べ立会権について実務上の課題が指摘されている。 

① 捜査官からの不利益告知によって被疑者が立会権を放棄してしまう。 

② 弁護人の仕事が増大することへ対処方法。 

③ 立会い中の弁護人の権利の在り方（質問権，介入権）。 

④ 弁護費用負担をどうするのか：多くの国で事後的に被疑者に弁護費用を求める運用

があるため，被疑者が負担を嫌って，立会権を放棄してしまう。 

⑤ サルドゥズ判決は，明確に弁護人の立会いなしの供述調書証拠能力を否定した。こ

の点に関する EU 指令は，以後は後退し，欧州人権裁判所の判断も後退している。 

以前は，電話で弁護人と相談した上で被疑者は弁護人立会権の放棄を決めていた。 

しかし，法改正により立会権放棄は書面で足りるようになった。被疑者は電話相談なし

で放棄できてしまう（警察署ごとに権利放棄の件数が分かるので，検証可能である。）。 

EU との日本の取調べ時間の差に注意。 

立会権の問題は，EU では２４時間か４８時間という短時間の取調べの問題として扱わ

れているのに対して，日本では，はるかに長期の取調べが予定されているので，立会いに

ついての日本の対応に注目している。 

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月３日（水）１４：００～１６：００ 

訪問先対応：OBFG の弁護士，Ｆair Ｔrials のメンバー（うち Jago Russell はアメリ

カより TV 参加），法務省の担当者。 
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３ ベルギーにおける立会いの実情 

(1) 弁護人が可能なこと 

① 被疑者に対する質問や回答について捜査官に説明すること。 

② 被疑者に対する質問に対して回答しないように助言すること。 

③ 供述調書の正確性を確認すること。 

④ 捜査官に対して特定の質問を行うように示唆すること。 

(2) 弁護人には許されていないこと 

① 被疑者に代わって質問に回答することや被疑者の回答に追加すること。 

② 取調べを中断させること。 

③ （質問に対して答えないように助言はできるが）捜査官が同じ質問を繰り返すこと

を中断させること。 

(3) 立会いをどう活かすかは，捜査官や弁護人の資質や経験にかかわっている。例えば，

被疑者の位置関係の供述を明らかにするため，Googlemap 上で示すように助言したこ

となど有益であるが，捜査官が，このような弁護人の助言について「黙れ」という場合

もある。 

しかし，現在では，一般的に，捜査官は，供述内容が明確になるため弁護人の立会い

があった方が良いと考えている。 

(4) 弁護人の立会いに関する研修方法 

立会権を導入当初，ベルギーには取調べに弁護人が立会いという伝統はなく，戸惑っ

た。そこで，英・米・カナダの弁護士を招いての講演，弁護士会での研修，警察との協

議などにより弁護人の立会技術の取得を図った。 

 

４ 立会いにおける証拠開示 

ベルギーの制度上，弁護人には，立会いの際，いかなる証拠が存在するか不明である。

接見中に被疑者に聞くか，弁護人の経験から推察するしかない。この点で，ベルギーの立

会いは偽善的であると考えている。すなわち，重要なところはブラックボックス化してお

り，弁護人はあくまで手探りで証拠を推察するしかない。 

警察は，ときに，弁護人に対して情報提供したり，証拠開示をする。しかし，それは証

拠上有罪が明らかなとき，被疑者を観念させるためになされるもので，１０件に１件ある

かないかの頻度である。 

一方，EU のいくつかの国においては，逮捕や勾留に争いたいときには，早期の証拠開

示について認めている。 

 

５ 黙秘権行使の実情 

取調べは，罠をしかけるように行われるが，黙秘権を使って対抗することは非常に少な

い。黙秘権行使すると裁判官に悪い印象を持たれることもあって，多くのケースで弁護人

は黙秘を勧めていない。 
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もっとも，黙秘をしたとしても量刑に影響を与えているとは言えない。裁判官は，証拠

がそろっているときは，被疑者に対して黙秘を勧めてことすらもある。 

 

６ 秘密接見交通権の保障 

ベルギーに，これを保障する特定の法律はない。職業上の守秘義務に関する法律を広く

解釈することで対応している。被疑者は弁護人と，書簡，接見，メール，電話などで秘密

に交通することは保護されている。 

法律事務所への捜査官による捜索には，裁判官と弁護士会代表が立ち会う必要がある。 

実際には，弁護人が犯罪にかかわっているような場合を除いて，法律事務所への盗聴，

捜索はほとんど行われない。 

EU 指令４条によって秘密接見交通権規定がある。イギリスは警察署での弁護人と被疑

者との接見について録音し，それをテロリストに手渡すという危険から，４条に署名して

いない。 

この問題は，将来的に判例によって解決されるものと考える。 

 

７ ベルギーにおける弁護士会の体制 

ブリュッセル地域で，約１万人の弁護士

がいる。このうち約６０００人がサルドゥ

ズ弁護士として登録している。ベルギー全

体では約１万８０００人がサルドゥズ弁

護士である。 

サルドゥズ弁護士になるためには，サル

ドゥズ申請書の提出をする。サルドゥズ申

請書には，どこの地域なら出動可能か（全

国の好きな地域を複数登録可能），何語の

対応が可能か，出動可能日時はいつか，電

話相談を行えるのか，少年事件の対応の可否，扶助事件の対応の可否，対応する犯罪種別

などなどをあらかじめ登録する。 

警察は，サルドゥズ申請書に基づいて，弁護人に連絡を取る。警察が弁護人の選任を恣

意的に行うのではない。地域，犯罪種別，その時の対応可能弁護人などの条件からランダ

ムに選任される。 

弁護人報酬は，２時間当たり１５０ユーロの基礎報酬に加えて，実費，移動距離加算に

よって報酬額が決定される。法律扶助を求める場合はその旨の書面を作成する必要がある。 

身体拘束されると扶助の対象の推定が働き，後日被疑者に負担してもらう場合もあるが，

回収できないこともある。 

サルドゥズ弁護士として登録する場合でも私選弁護人となる場合には研修は不要である。

一方法律扶助の場合は公費が支給されるため研修が必要である。最新の判決を学び，警察

と一緒に，サルドゥズ弁護の協議もやる。 
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８ 弁護人の問題 

裁判官，警察官から，弁護人の弁護活動についての以下のような問題点が指摘される。

弁護人は，効果的な弁護をしていない，あるいは，事件を選り好みする。すなわち，継続

して弁護が可能となる重大事件を好み，小さい事件などは黙秘を勧めて何もしない。 

もっとも，裁判所の報告が間違っている場合もあるので，裁判所の報告については注意

が重要である。 

 

９ 立会いの効果 

弁護人が立会いの経験を積むにつれて，警察と弁護人間に互いの信頼が醸成された。弁

護人は警察の事情も分かってきた。そして，格段に警察内部での暴力事件が減った。また，

供述調書の質や正確性が向上し，裁判所の事実認定に資することにもつながった。 

 

１０ 面会時のパソコン，カメラなどの機器持ち込み 

在宅事件は許される。拘束事件は，事件や状況によって警察が許せば可能である 

以上 
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オランダ・マーストリヒト① 警察裁判所傍聴 

 

オランダ視察の第一弾は，マーストリヒ

ト の 裁 判 所 （ Rechtbank Limburg, 

locatie Maastricht）での法廷傍聴であっ

た。 

２０１９年４月４日（木）午前８時，中

央駅近くのホテルのロビーに視察団員は

集合した。引率してくださるマーストリヒ

ト大学法学部講師の Peggy ter Vrugt さ

ん（欧州人権法，刑事法専攻），学部３回

生の Caroline de Schrijver さんとここで合流し，中央駅前から路線バスに乗って裁判

所に向かった（余談であるが，マーストリヒトの路線バスでは現金払いが廃止されてお

り，交通系 IC カードを所持していない我々は事前にすったもんだの末にバスチケット

を入手することとなった。）。 

裁判所は，中央駅から約２.５km，マーストリヒト中心部の西側にあった。裁判所の

入口では入念なセキュリティチェックが実施されており，私は折り畳み傘を預かられた。 

午前９時，法廷のドアが開いた。法廷では，後方の傍聴席側から正面に向かって，法

壇の中央に女性裁判官，裁判官の左に女性検察官が座っていた。裁判官の右には男性書

記官が座っており，一本指打法でずっと何かを入力していた。法壇の正面に向かい合う

ように，被告人席があった。法廷内の壁には，モニターが３台設置されていた。また，

右前方の壁には，オランダ国王の肖像画が飾られていた。傍聴席は４０席程度あった。

蛍光灯ではなく白熱灯の間接照明であった。 

法廷では，審理の合間に，Peggy さんが英語で手続の内容の解説をしてくださった。

また，Peggy さんの通訳で，裁判官や検察官が質問に応じてくださった。 

今回訪問した裁判所は，警察裁判所と呼ばれ，裁判官１名の法廷で，１年以下の懲役

刑のみを科することができるとのことであった。被告人は，召喚状は送達されるが出頭

義務はないとのことで，実際，被告人が不出頭のまま手続が進められる事件もあった。

多くの再犯者は不出頭なのだそうだ。いわゆる必要的弁護事件はないが，否認事件では

ほとんどの場合弁護人がいるようだった。被告人不出頭事件で実刑判決が出た場合は，

被告人に送達し，被告人が自分で刑務所に出頭するか，そうでなければ警察のシステム

に登録して警察官が街で発見したときに，その場で拘束するとのことだった。 

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月４日（木）９：００～１２：３０ 

訪問先引率： マーストリヒト大学 Peggy ter Vrugt 講師ほか 
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傍聴した事件の審理は，人定質問，検察官の冒頭陳述，被告人質問，検察官の論告，

弁護人の弁論，判決宣告というような流れであった。 

１件目は，無免許運転で保護観察中に薬物を運搬したという事件で，男性被告人のみ

出頭しており，判決は１８時間の社会奉仕活動命令だった。もし社会奉仕活動をやらな

ければ４０日間の服役と前の犯罪での１０日間の服役となるので，きちんと１８時間社

会奉仕活動をやるように，と裁判官が述べて閉廷した。公判時間は１５分程度であった。

この被告人には，警察での取調べ段階では弁護人が付いており，取調べへの立会いもあ

ったが，その後弁護人と連絡が取れなくなって，結局公判には被告人が一人で来ること

になったようだった。 

２件目は，住居侵入・窃盗の事案で，被告人・弁護人いずれも不出頭だった。判決は，

２年間の保護観察付きの４週間の懲役刑（うち２週間は無条件，２週間は保護観察違反

があった場合との条件付き）であった。公判時間は１０分程度であった。 

３件目は，飲酒運転の事案で，被告人のみ出頭。前科があるので，９５０ユーロの罰

金と８か月間の免許停止になっていた。 

４件目は，コカイン所持の事案で，法服を着た男性弁護人のみ出頭し，被告人席の隣

の椅子に座っていた。薬物所持事案では，通常はオランダの科捜研で鑑定をして被告人

が自白すれば有罪になるようだが，本件では，被告人は黙秘しており，（なぜかは分から

なかったが）ベルギーの科捜研に送って鑑定しなければならないのに，多忙を理由に鑑

定をしなかったことから，犯罪の証明がなく無罪との判決が出ていた。 

５件目は，本日唯一，勾留中（別件の薬物使用で服役中）の被告人の事件だった。男

性被告人は，法廷内のドアから警察官２名に連れられて入廷してきた。服装は普段着で，

スリッパを履いており，手錠腰縄はなかった。また，傍聴席側のドアからも警察官１名

が入ってきていた。 

事案の概要は，殺人（傷害致死？）で懲役９年（不定期刑？）の実刑判決を受けた被

告人が，収容の前に家族と過ごせるよう３日間だけ釈放されたところ，交通取締り（ス

ピード違反？）で停止させられ，その後警察官に羽交い絞めにされ，唐辛子スプレーを

かけられ，引き倒されたことの違法性を争っているというもののようであった。被告人

を停止させた警察官が，詐欺（職務犯罪）で訴追されている素行の悪い警察官であるこ

とが判明しており，被告人が実刑収容前の３日間釈放されたことが気に入らなかった警

察官が，そもそも交通違反すら存在しないのに，被告人を犯罪に引き込むために悪意で

取り締まった違法捜査であるというのが弁護側の主張であった。 

被告人質問では，裁判官が制止しても被告人が話し続ける場面があった。車両を止め

た位置関係に関して，弁護人が裁判官と検察官に写真を提出し，被告人も交えて写真を

見ながら何か話している場面もあった。検察官の論告に引き続いての弁護人の弁論はか

なり長いものであった。その後，検察官が再論告をし，弁護人が再弁論をしていた。 

判決では，事件性がないことはなく，違法捜査ではないが，停止させた後の警察官の

行為の過剰性は認めて，量刑を大きく下げて罰金刑にした。公判時間は，６３分間に及

んだ。 
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（以上については，主に法廷傍聴後のランチで，Peggy さん，Caroline さんから事

件の概要を教えてもらった内容による。） 

以上 
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オランダ・マーストリヒト② 警察本部（リンブルフ警察）訪問 

 

１ 自己紹介 

まず，始めに自己紹介をした。モニッ

クは検察官であり，ガルディンとフラン

ソワズは警察官である。ＺＳＭという機

構で事件の解決のために働いている。 

 

２ ＺＳＭについて 

ＺＳＭは，英語で言えばＡＳＡＰ（で

きる限り早く）という意味であり，目的

は，この地域で起きた軽罪についての処

理を可及的速やかに行うというものである。以前は，警察が事件の一件記録を作り，検察

官へ送り，そこで一定時間放置され，一年後に裁判所に送るというケースがよくあった。 

通常の事件であっても，発生から２，３年かかることがよくあったため，単純な事件を

効率的に処理するべく，ZSM ができた。目標はおよそ３日間である。 

事件の全てを裁判所にもっていくわけではないが，以前は，全ての小さい事件が裁判所

に送られていた。そこで，裁判所に加重負担をかけないようにしようということになった。

しかし，これは全ての事件にとって重要なポイントであり，被疑者が自分の処分を早期に

知ることが可能であり，これは被害者にとっても同様である。全ての事件がこの手法にあ

うわけではなく，殺人や性犯罪，巨大組織の事件には当然時間がかかる。事件全体の７０％

は軽微な事件であり，この種の事件を裁判官に関与させずに進めるという制度が ZSM の

制度である。事件類型としては，小さな薬物ケースや暴力事件，万引き事件等である。裁

判所の関与なしに処罰が決められるのは不思議に思うかもしれないが，この制度はそのよ

うな制度設計になっている。ただ，事実関係が明らかでない事件，否認事件は，必ず裁判

所に送ることにしている。 

裁判所の関与なしに訴追するときには，被告人は異議を申し立てることができる。 

例えば，万引き犯で身体拘束を受けている場合，２００ユーロ支払うという ZSM の方

針を受け入れないとなれば異議申立てができるし，一旦受け入れた後も異議申立ては可能

である。例えば，検察官が４０時間の社会奉仕命令を提案する場合は，必ず弁護人と話す

機会を与える。罰金のみの場合には，必ずしも話さなくて良いことになっている。要は，

訪問概要 

訪問日：２０１9 年４月４日（木）13:30～16:00 

訪問先対応：Monique Hogenboom (検察官)及び Gerdien Aarts (警察官) 
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裁判官なしにできる処分は， 

・罰金 

・２００時間までの社会奉仕命令 

・保護観察官の指導を受けさせるということへの同意 

である。 

この手続の特徴は，警察と検察だけでするわけではなくて，全ての被疑者に関する情報

を一手に集めることにある。保護観察官や被害者ユニット，児童相談所が情報交換するこ

ともある。 

どのように仕事をするかというと，大きなスクリーンに被疑者の名前が出ており，皆が

それを見ている（一つ一つは勾留されている被疑者の名前）。それぞれの被疑者にどういう

処分をするかを話し合っていく。 

弁護人の関与については，いてくれたら助かるという思いがあるが，実際はいないこと

が多い。もし弁護人がいたら，被疑者に取引を受け入れるか等について勧めてくれるかも

しれないが，実際弁護人が付くのは特定の段階からである。また，全てに付くわけではな

い。 

自分たちの目的は，混乱に乗じて取引させることではない。それ故，弁護人にいてほし

いと思っている。議論した上で良い提案だと理解してほしいと思っている。しかし財政的

事情から弁護人が全員に付くのは難しい。 

 

３ 逮捕後の手続 

まず警察に連れて来て，弁護人に会うかどうかを聞く。もし弁護人がほしいと言えば，

費用は支払わなくても良いような形で弁護人がくる。例えば，被疑者はこの ZSM がある

警察とは別の地域の警察署に留置されている。拘束している間にＺＳＭ会議をして方針決

定する。留置先の警察に電話する。被疑者が電話の前に出てくる。権利告知をし，証拠の

説明をし，「こういう取引を提案するが，応じますか？」と聞く。そして，取引内容を書面

にして，ＦＡＸ若しくはメールをする。 

オランダでは，３日間と１５時間，被害者を警察に留置できる。これは捜査目的である。

３日が過ぎて捜査が終わらなければ，一旦釈放することになる。釈放した後に，またＺＳ

Ｍ会議をして方針決めることもある。 

もしその事件が重罪事件だと分かったときにはＺＳＭの手続から外してしまう。 

合意が成立した後に，裁判所に合意内容を持って行く必要はない。 

 

４ 情報開示 

被疑者と取引する前提として，情報開示をするのは，証拠そのものではなく情報を与え

る。そこで，自認した場合に，ＺＳＭの事件に入っていく。ただ，弁護人に対して一件記

録を渡すということはできるので，本当はそうしたいと思っている。オランダでは，捜査

記録をかなり早い時期に開示してもらうことができる。もし開示を求められたときには，

基本的に開示を拒否できない。一部について開示しないなら，なぜ開示しないのかを明ら
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かにしないといけない。時期は事件によることとなる。予審判事に送る場合は，その前に

は必ず開示する。 

 

５ 選任率 

ＺＳＭの事件のうち４０％くらいは，弁護人がいるような気がする。選任権放棄の条件

としては，一部の事件では放棄できず，少年や若年の成人も放棄できない。脆弱な被疑者

も最初にまず弁護人に会う必要がある。 

 

６ 黙秘 

ＺＳＭの事件ではほぼないが，それ以外の事件では，多くの弁護人が依頼者に黙秘をほ

とんど勧める。黙秘している人に説得することは禁止されてはいないが，しない。もしカ

メラで現場が映っているようなときには説得するかもしれないが，基本はしない。否認し

ていたとしてもそのまま裁判官に送ることとなる。 

 

７ 立会いについて 

◆Ｑ 警察官としてどう思うか？ 

Ａ 事件によるが 

・明らかな事件→被疑者に賢くなってほしいからむしろ立ち会ってほしい 

・黙秘しているような被疑者に弁護人が立ち会っている場合 

ようやく話し始めたときに，「接見時と違う」と止めてしまうような場面はやはり

嫌だと感じる。ただ，正直，弁護人次第かなと思う。 

 

◆Ｑ 自白は取りにくくなったのか？ 

Ａ 証拠がそろっているときには早くなった。しかし，その他の事件では自白が取りに

くくなったと感じる。 

 

◆Ｑ 調書が正確・明確になったということはあるか？ 

Ａ 正直ない。調書の作り方は，日本と同じで，取調官は１，２名である。内容を打ち

込んでいくが，要約よりは少し詳しいくらいかと思う。事件によっては，録音される

こともある。それを聞き直すこともある。 

 

◆立ち会った弁護人ができること 

１回は取調べをストップすることができる。それ以外にも，被疑者から止めるのは OK。

１回というのは最低限１回という意味であり，弁護人や警察官によって多数認めること

もある。 

 

◆Ｑ 弁護人が文句を言うときは？ 

Ａ その場合は，まず外に連れ出して議論する。それでもダメなら検察官に電話する。つ
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まみだすこともある。 

 

８ 取調べ時間の制限 

オランダでは数年前にえん罪事件で，長時間取調べによる虚偽自白があった。その後，

問題提起されたが，ルールがあるわけではない。そういう事件があったことがきっかけで，

録音録画が義務付けられた。このえん罪事件は，１５年か２０年前なので，立会いがなか

った。 

 

９ 前科 

ＺＳＭの処分は前科になる。看護師等は前科の提出義務あるが，ＺＳＭの場合は，これ

を提出しなくても良い。 

 

１０ 弁護人選任 

◆Ｑ なぜ皆は弁護人を付けないと思うか？ 

Ａ 理由は想像するしかないが，実務的な理由としては，２時間以内にこないといけな

いということになっている。これを待ちたくないと考える人がいるのではないかと想

像する。真実発見は難しくなったと思っているが，権利だし，しようがないよね。自

分も被疑者になるかもしれないし。 

 

１１ ZSM について 

ＺＳＭは７年くらい前からある。犯罪が増えたからというよりも，効率性を求めた。

長期化は，被疑者にとっても余り良くないし，被害者のためにもそれが良い。週７日間

８時から２２時まで，３交代のシフトを作ってやっている。オランダ中には１２チーム

ある。 

以上 
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（資料） マーストリヒト警察本部でもらった被疑者への質問書 

 

  
あなたは犯罪の嫌疑をかけられた被疑者です。 

あなたは被疑者として逮捕され，警察などの捜査機関によって警察署に送られました。

又は，あなたは警察署に任意の取調べのために出頭しました。 

あなたにはどのような権利が保障されていますか？あなたが取調べを受けた場合，どの

ようなことがありますか？ 

 

この書類はあなたが関与する手続における権利と義務を説明します。この書類を注意深

く読んでください。 

 

質問はありますか？ 

この書類を読んで何か質問はありますか？あなたはあなたの弁護士，警察，あなたが関

わるその他の捜査機関に対して，必要な質問をすべきです。 

この書類においては，警察だけでなくその他の捜査機関も含めて「警察」と表記します。 

詳しい説明が必要な場合には（ＵＲＬ）を検索するか，0900-8020(€0.25/分)に電

話してください。 

 

オランダ語を十分に話せない，又は理解できない場合 

あなたのオランダ語を話したり，理解したりする能力は不十分ではないですか？もしそ

うなら，あなたは通訳人を付けることができます。これについて費用はかかりません。ま

た，あなたは，例えば逮捕状や召喚状など特定の文書を翻訳してもらうことができます。 

 

あなたは警察に逮捕されて警察署にいます 

犯罪の嫌疑をかけられ警察から逮捕された場合，あなたは取調べを受けることになりま

す。この意味は，警察官には質問をする権利があるということです。 

 

あなたの権利： 

・あなたにはどのような犯罪の嫌疑がかけられているのか知る権利があります。 

・あなたには警察官の質問に答える義務がありません（あなたには黙秘権があります。）。 

・あなたには（初回の）取調べが開始される前に弁護士と会う（秘密接見）権利がありま

す。 

・あなたには取調べ中に弁護士を立ち会わせる権利があります。詳細については後述しま

す。 

・もし何か分からないことがあれば警察に質問してください。 

・気分が悪い，医師と話がしたい，緊急の診療又は薬が必要な場合には教えてください。 
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・もし検察官があなたを警察署に留置させなければならないと判断した場合，あなたは家

族や家の者に自分が逮捕（勾留）されたと電話で伝えるように頼むことができます。 

検察官がこのことを一時的に拒否することがあります。その場合，検察官はそのことを

告げなければなりません。 

・オランダ国籍を有していないということはありませんか？有していないのであれば，あ

なたはあなたの国の大使館や領事館に警察に勾留されているということを伝えてもら

うことができます。 

・あなたは，もし記録（documents）があれば，読むことができます。仮にこれを検察

官が禁止するなら，あなたはそのことを告げられなければなりません。 

 

警察はどのくらいあなたを勾留することができますか？ 

・あなたが犯したとされる罪によりますが，あなたは最大９０時間（３日と１８時間）勾

留されることがあります。 

・もし捜査のために勾留を延長する必要がある場合には，裁判官が勾留することになりま

す。逮捕されることや勾留を延長することに承諾できない場合には，あなたの弁護士に

尋ねてください。 

 

弁護士へのアクセス権について 

警察の取調べを受ける前に，あなたは３０分間，弁護士と秘密接見をする権利がありま

す。もし必要があれば更に３０分延長が可能です。 

・もしあなたが１２年以上の特に深刻な罪で容疑をかけられている場合（例えば，殺人，

故殺(manslaughter)），警察から精神的弱者と判断された場合，取調べの前に必ず弁護

士と会う権利が保障されます。この場合，あなたには一切経済的な負担はありません。 

もし弁護士との相談が必要でない場合，あなたはそのことを明確に弁護士に伝える必要

があります。 

・もしあなたが深刻な罪で容疑をかけられている場合（例えば強盗など裁判の前に勾留が

許されている罪），あなたは取調べの前に弁護士に会うかどうかを決めることができま

す。そのときは警察において派遣できる弁護士がいるか確認します。 

・もしそれほど深刻ではない罪では，あなたは弁護士に会うかどうかを決めることができ

ます。その場合，弁護士は自分で探さなければなりませんし，その費用は自己負担にな

ります。 

また，あなたには取調べの際にあなたを助けるために弁護士を立ち会わせる権利があり

ます。もしあなたが深刻な罪を犯した容疑を掛けられた場合，その場合，あなたの負担は

ありません。もしそれほど深刻ではない容疑を掛けられた場合，あなた自身が負担をしな

ければなりません。 
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  もしあなたがどの条件に当てはまるか分からない場合は質問してください。 

・あなたの事件で弁護士が必ず派遣されるのか。 

・あなた自身の選択で弁護士を呼ばなければならないのか。 

・あなたが弁護士と話す費用を負担しなければならないのか。 

 

あなたには選びたい弁護士がいますか。もしいるなら警察に教えてください。もしあな

たの弁護士が法律扶助に登録していないとしたら，その場合には，あなた自身が費用を負

担しなければなりません。 

もし警察があなた代わって弁護士の派遣を依頼する際に法律扶助協会にあなたの個人

情報を提供する場合，その情報は法律扶助協会によって管理されます。 

 

・あなたが最初に弁護士に会いたくないと決断した場合であっても，後にそれを変更する

ことができます。 

・あなたが弁護士へのアクセス権を行使するという意思を示した場合には，生命に危険が

あるなど緊急の場合を除いては，弁護士と話をするまでは警察は取調べを開始すること

ができません。 

・弁護士が到着するまでしばらく時間がかかる可能性があるということを知っておいてく

ださい。原則として，弁護士は，警察による権利告知から２時間以内に接見をしなけれ

ばならないということになっています。 

 

あなたは警察署で事情聴取を受けるために警察に呼ばれています。 

犯罪の嫌疑をかけられたということで，事情聴取を受けるために警察に呼ばれた場合，

あなたは，取調べ前にあなた自身で弁護士に会っておくことができます。弁護士はあなた

に（必要な）情報と法的な助言を与えることができます。弁護士は取調べに立ち会うこと

ができます。ただし，弁護士を呼ぶ場合には弁護士の費用はあなた自身が負担しなければ

なりません。あなたはあなた自身の身元を明らかにしなければなりませんので，身分証明

書（例えばパスポートや運転免許証など）を御持参ください。 

 

取調べの前に弁護士はどのようなことがでますか？ 

弁護士は取調べの前に以下のようなことができます。 

・あなたがどのような犯罪について容疑をかけられているのか，告げることができます。 

・法的な助言を与えることができます。 

・取調べの際のあなたの権利と義務を説明できます。 

・（もし希望するのであれば）家族や雇用主にあなたの状況を伝えることができます。 
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  弁護士との接見については，警察官はその内容を聞くことはできません。あなたが弁護

士に話すことは全て秘密が守られます。あなたが弁護士に話したことについて，弁護士は，

全てあなたの承諾がなければその内容を誰にも伝えることができません。そこには警察官

や検察官も含まれます。 

 

弁護士は取調べ中にどんなことをしてくれますか？ 

・弁護士は，取調べの最初と最後に，取調官に対し，意見を述べることと質問をすること

ができます。 

・あなたやあなたの弁護士は，お互いに相談をするために，取調べを中断することができ

ます。中断が余りにも多い場合には，取調官は中断の申入れを拒否することがあります。 

・警察官の説明や質問が分からない場合，取調べの不当な圧力を感じる場合，体調が優れ

ずに取調べを継続することができない場合，弁護士は取調官にこれらのことを指摘する

ことができます。 

・取調べが終了した際にはあなたやあなたの弁護士は取調べにおいて作成され調書を確認

し，不正確な部分を指摘することができます。 

 

取調べを受けた後はどうなるのでしょうか？ 

あなたの事件はいくつかの異なる処理がなされます。 

釈放（dismissal） 

あなたは（一次的に）釈放となることがあります。その場合，あなたは起訴されません。 

しかし釈放される際には，あなたが従わなければならない条件が付されることがありま

す。それは，例えば，被害者に接触してはならない，（又は，あるいは加えて）保護観察官

の監督に服さなければならないなどです。もし釈放の条件に従わなかったらどうなります

か？また釈放中に別の罪を犯したらどうなりますか？その場合には再び事情聴取のため

に召還を受けることがあります。それは，後に裁判所に出頭しなければならないというこ

とです。 

 

検察官による罰則 

もし検察官があなたを有罪と判断した場合，検察官はあなたに罰則を科すことができま

す。罰則には罰金や社会奉仕活動が含まれます。又は運転を禁止され（あなたはどのよう

な乗物であっても運転を禁止されます。），特定の遵守事項が課せられます（例えば，

特定の人物との接触を禁止される，保護観察所への出頭を強制されるなど）。 



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

65 
 

  あなたはあなたの事件を直ちに終了させたいですか？その場合，あなたは罰金を警

察署に直接支払うことができます。これは事前に弁護士に相談した場合にのみ可能で

す。すぐに罰金を支払えますか？その場合には事件は確実に終了します。その場合に

はもはや罰則を争うことはできません。 

検察官は運転の禁止や地域奉仕活動という罰則を課すという判断をしましたか？

その場合にはあなたは事前に質問を受けます。その前に弁護士に相談できます。質問

を受ける際には弁護士も同席できます。 

質問を受ける際に弁護士を立ち会わせたいですか？その場合，また別の機会に質問

を受けることもできます。映像を遠隔地に接続して質問を受けることも可能です。 

 

裁判外での終結 

検察官は裁判外での終結を提案することもできます。その場合には特定の条件が課

されます。この条件に従った場合，以後，訴追を受けるおそれがなくなります。これ

らの条件の中で最も重要なものは：支払額や被害者への補償や差し押さえられた財産

の放棄などです。 

もしあなたがこの条件を遵守しないか，期限内に遵守できなかった場合，あなたは

裁判所に出頭しなければなりません。 

定まった住居がない，住所がオランダにないなどの特定の状況下においては，裁判

所外の終結のための罰金を直ちに支払うことができます。 

 

裁判所 

あなたの事件は裁判所に送られることがあります。その場合には召喚状を受けま

す。召喚状には，あなたがどのような罪で起訴されたのか，犯行があったとされる日

時と場所が記載されています。 

 

前科 

あなたは検察官が発する罰則を受け入れる決断ができましたか？ 

検察官から提案された裁判外の終結を受け入れる決断ができましたか？ 

その場合には裁判上の記録（前科）となります。その場合には，それ以降，あなたは

就職のためや就業体験のために，ＶＯＧの証明を受けることはできません。あなたは

弁護士から更なる説明を受けることができます。 

処分についての説明が記載された別の印刷物が必要であれば警察にお尋ねくださ

い。 

更なる情報が必要な場合には：（URL） 

 

July 2017 



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

66 
 

オランダ・マーストリヒト③ マーストリヒト大学法学部訪問 

 

１ Dorris de Vocht 教授の講演 

ドリスは，マーストリヒト大学で教授（刑事訴訟法）を務める。 

オランダは，制定法の国であるが，国際的に売春や薬物などの犯罪について寛容的な国

として知られている。 

しかし，近年，安全に対する意識が高まり，より抑圧的で，迅速かつ効率的な刑事手続

が求められている。今日では，殺人事件でも必要があれば１日で終わる。 

私訴はなく，全て検察官が訴追を行う。オランダには二つの主な法典(code)として，刑

法と刑事訴訟法がある。刑事訴訟法は，１９２６年に制定された。現在，刑事訴訟法の重

要な改正が審議中であり，改正の主眼は効率化である。 

オランダでは，全て職業裁判官が裁判を担当し，陪審制は採用されていない。 

Rechtbank(地方裁判所)，Gerechtshoft（上級審），Hoge Raad（最高裁）という三

審制が採用されている。最高裁は，法律審となっている。 

オランダの人口は，約１７００万人だが，弁護士は１万７７８４人いる。オランダ弁護

士会があり，１１の地方弁護士会に分かれている。政府からは予算的にも完全に独立して

いる。欧州弁護士会評議会（CCBE）があり，ヨーロッパの弁護士であれば自動的に登録

され，様々な研修を行っている。 

被疑者が逮捕された場合，取調べのために１８時間の身体拘束（detained for 

interrogation）が許されている。延長の必要がある場合，最大６日間の警察留置（Police 

custody）が可能である。その後は，予審のための留置（pre-trial detention）のみ許さ

れている。予審判事は，最大１４日間身体拘束が可能となっている。 

被疑者は，３日と１８時間以内に予審判事の前に連れて来られなければならない。その

時点で，証拠開示を受けられる。 

最初の公判は，１１０日と１８時間以内に開かれなければならない。しかし，第１回公

判では，実質審理がなされる必要はなく，その後も捜査が継続すれば，無期限で身体拘束

が延長される。 

オランダは，ヨーロッパ法（判例法）の影響により刑事手続が大きく変わった。 

欧州評議会は，人権擁護を目的として１９４９年に設立した。現在，４７か国が加盟し

ている。EU は，政治と経済の共同体として１９９３年に設立した。現在，２８か国が加

盟しており，近年，刑事司法への影響力を強めている。 

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月５日（金）10:00～15:00 

訪問先対応：Dorris de Vocht 教授，Rebecca Heemskerk 講師， 

Robert Horselenberg 助教授ほか 
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欧州評議会の定めた欧州人権条約６条の公正な裁判を受ける権利が最も大きな影響を与

えた。同条には，刑事上の罪に問われている全ての者は，(a) 速やかにその理解する言語

でかつ詳細にその罪の性質及び理由を告げられること，(b) 防御の準備のために充分な時

間及び便益を与えられること，(c) 自ら又は自己が選任する弁護人を通じて，防御するこ

と，弁護人に対する充分な支払手段を有しないときは，司法の利益のために必要な場合に

は無料で弁護人を付されること，(d) 自己に不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させ

ること，並びに自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席及びこれに対する

尋問を求めること，(e) 裁判所において使用される言語を理解し又は話すことができない

場合には，無料で通訳の援助を受けることと規定されている。 

EU で２００９年に刑事手続における被疑者，被告人の権利に関し，ストックホルムプ

ログラムといわれる５年計画のロードマップが作られた。このロードマップに基づき多く

の EU 指令が出されるようになった。EU 指令には直接的な法的拘束力があり，加盟国は

期限内に国内立法等の措置を採ることが求められる。従わない場合には，EU から制裁が

課される。 

EU 指令としては，権利告知，通訳と

翻訳の権利，弁護士へのアクセス権，無

罪推定の原則と裁判への出廷の権利，少

年の被疑者や刑事訴追された少年への

特別な配慮，法的な支援を受ける権利，

弱者への特別な保護等があるが，弁護士

へのアクセス権や法的な支援を受ける

権利については，実現に予算がかかるた

め加盟国の反対も大きかった。 

２００８年１１月２７日にサルドゥズ対トルコの判決が出される。警察の最初の取調べ

の前に弁護士にアクセスできる権利が保障されなければならないとされた。当時，様々な

議論があり，トルコは法制度が異なるから，改正の必要はないという意見もあった。 

２００８年当時，オランダには取調べ中に弁護人の援助を受ける権利はなかった。 

２００９年にオランダ最高裁は，取調べ前に弁護人と相談する権利があるとしつつも，

それを未成年者に限るという判決を出した。 

２０１３年 EU 指令３条では，取調べ前の弁護人へのアクセス権と取調べへの弁護人の

立会いを認めた。４条では秘密交通権が守られなければならないことも規定された。なお，

秘密交通権は依頼者と弁護人の手紙，電子メールにも及ぶ。オランダは盗聴が世界で一番

多く行われている。弁護士が使う事務所の番号と携帯の番号を弁護士会に登録する。その

番号については，傍受をやめなければならない。 

２０１４年４月にオランダ最高裁は，サルドゥズ判決は個別事件の判断であり，全ての

警察取調べの際に完全な弁護人の立会いを認めるべきとまでは言えないが，立法化は急務

であるとした。２０１６年３月１日までには逮捕された未成年者に対しては弁護人の立会

いを認める立法化を要求した。 
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ところが，最高裁は，２０１５年１２月２２日，２０１６年３月１日までに逮捕された

成年についても取調べ中の弁護人の立会いを認める立法化を要求した。 

２０１６年３月１日，全ての被疑者に対し，取調べ中に弁護人の立会いを認める法律が

成立した。 

２０１６年１１月１７日，刑事訴訟法が改正され，新しい規定（弁護人に相談できる権

利と弁護人の援助，これらの権利について告知を受ける権利）が設けられ，EU 指令が法

制化された。 

サルドゥズ判決によりヨーロッパ諸国が法改正を要求された。スコットランドは，最も

立法化が早かった国の一つ。フランスは２０１１年４月の法改正で立会いを認めた。２０

１１年８月にベルギーも同様の法改正を行った。アイルランドも２０１４年にアイルラン

ド法がヨーロッパ法に準拠していないという最高裁判決が出された。オランダは EU の中

では改正が遅い方であった。 

２ Rebecca Heemskerk の講演 

レベッカは，マーストリヒト大学の非常勤講師で，弁護士も務める。 

法律扶助（Council for Leagal Aid） 

貧困者のための法的な支援は１５世紀初頭から存在した。１９世紀になって刑事法にも

広げられた。１９３０年代，１９６０年代，１９８０年代に経済的な危機があり，法律扶

助のための資金も不足した。１９８３年に法的な支援を受ける権利を憲法上の権利とした。

１９９３年に法的な支援を受ける権利を法制化した。刑事手続に関与する全ての被告人や

逮捕された被疑者にも法的な支援が与えられた。サルドゥズの前はコールリストがあった

が，取調べ後に弁護士と会うことができるだけだった。逮捕から３日後に全てが終わった

段階で弁護人が接見に赴くというような状況であった。取調べに弁護士が立ち会うことも

認められていなかった。 

サルドゥズによって，取調べ前に弁護人と接見できる権利が認められ，弁護人が取調べ

に立ち会うことができるようになった。これらの弁護士はコールリストの中から呼ぶこと

ができる。コールリストに登録するためには，一定の研修を受ける必要がある。名簿に載

っている弁護士は，刑事弁護全般と初期の被疑者弁護に関し，専門的な知識を有する者で

なければならない。研修義務が課されていて，コールリストへの登載を継続するためには，

２０ポイントを毎年獲得しなければならない。 

弁護人は，取調べ前に警察署に行き接見をして，それから更に取調べに立ち会うことに

なるので，負担は大きい。被疑者との接見では１．５ポイント（１５０€），取調べの立会

いでは１．５ポイント（１５０€）となっている。これらは１回しか得られない。取調べ

が１日中行われたとしても，１．５ポイントにしかならない。弁護士としては，１回目は

立ち会うけど，２回目以降はお金を払ってもらわなければ立ち会わないと言うことが多い。

２回目以降の取調べには弁護士が立ち会わないことがほとんどである。 

レベッカの事務所では，重大事件では立会いの有無が公判を大きく左右することから，

２回目以降も無償で立ち会うようにしている。公判では，１ポイント（１００€）が時間

制で払われることになるので，最終的にはペイできる場合もある。 
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取調べ前の接見が権利として認められている。秘密交通権が保障されている。弁護士は

２時間以内に駆けつけなければならない。２４時間体制のコールリストがある。法的には

３０分間の接見が認められている。EU 指令は３０分とはしていない。重大な事件では３

０分の延長が認められる。この段階では証拠開示はない。３０分で事案を把握し，信頼関

係を築き，法的な助言を与えなければならない。黙秘権を行使するかどうかも決めなけれ

ばならない。コミュニケーションスキルが重要となる。警察との交渉も重要で，場合によ

っては時間の延長の交渉をしなければならない。 

２０１７年警察の内部規則では，弁護人が依頼者の代わりに話すことは許されていない。

最初と終わりには発言できるが，取調べ中には発言できないとされる。発言できるのは，

被疑者が質問の意味を理解していない，不当な強制をされているとき，被疑者の心身の状

態に問題があるときのみとされる。それ以外で発言した場合には，追い出されてしまう。 

３ Robert Horselenberg の講演 

ロバートホースレンバーグ氏は，マーストリヒト大学助教授で欧州心理法学会のメンバ

ーを務める。 

オランダでは性犯罪，１２年以上の刑についてビデオ録画及び（又は）録音がなされる。 

録音録画がなされる場合，取調官は既に取調室で待機している。被疑者が入室する前か

ら録音録画が始められる。全過程が録音録画されることを保障するため。 

３点撮影がなされる。一つは被疑者を映したもの，一つは取調官を映したもの，一つは

全体を映したもの。 

弁護人が，録画されたビデオをチェックする場合，被疑者の姿については確認する必要

はない。表情とか振る舞いとかでは何も分からない。チェックすべきは，捜査官がどのよ

うに捜査しているのかである。捜査官の声の調子はどうか，顔をしかめて質問をしている

のかなどはビデオを見ないと分からない。文字になってしまうと分からない。 

録音録画により，イギリスでは取調べの実態が改善され，取調べ技術も向上した。他方

でアメリカではそれほど変化がない。 

録音録画は，専門家証人（供述心理学等の専門家）による分析のための重要な情報とな

る。 

録音録画により取調べ時間が分かる。１０時間の取調べの結果，わずか４頁の調書が作

成されるということもある。時間が長ければ自白の危険が大きくなる。 

録音録画により取調べの状況を把握することができる。被疑者は，孤独に置かれる。最

初の３日は弁護人しか会うことができない。家族に電話できるのはその間に１回だけ。そ

の接見が禁止された状況は，検察官の要求により延長することもできる。２週間，更に２

週間と延長されることがある。これは，自白への大きなインセンティブとなる。 

留置場は，寒いし，電灯が点きっぱなしで，うるさいので，眠れる状況ではない。判断

能力や記憶に問題が生じる。与えられる食事もひどい。空腹では捜査官の示唆を受けやす

くなる。供述の信用性を判断するに当たっては，食事ができているか，睡眠が取れている

かなども重要な要素となる。これらはビデオで撮影されていれば分かるが，調書になると

分からない。もしビデオ録画がされていないのであれば，食事を取れていない，睡眠が取
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れていない，精神的に問題が生じているということを調書に残すことが弁護人の重要な役

割となる。 

取調べにおいては，最小化と最大化がよく使われるトリックと言われている。最小化と

しては「私たちは自白なんて必要ないんだよ。これはあなたの家族のためだ。家族が，何

があったか知りたがっているんだ。私たちは既に何があったか知っている。」といった手口

が用いられる。最大化としては「重大な犯罪だから自白をしなければ罪が重くなるぞ」と

いった手口が用いられる。 

録音録画されていれば，捜査官が証拠についての嘘をついていることが分かる。「私たち

には証人がいる」，「あなたのＤＮＡと一致した」などというブラフが使われる。ブラフは

非常に被疑者に対し効果的と言われている。自白が得られればそれ以上の捜査が不要とな

るので，経済的とされている。 

録音録画は，圧力をかけられたことをビジュアル化でき，裁判所を説得するための効果

的な道具となる。 

弁護人が立ち会う場合には，必要な技術があることが発見された。弁護人には気付かな

ければならないポイントがある。弁護人は依頼者のコンディションをチェックして，問題

があればそれを捜査官に指摘し，どのような質問の仕方をしたら良いのか提案することが

求められる。例えば，依頼者の精神状態はどうか，脆弱性があるのか，病気にかかってい

るかどうかなど弁護人がチェックする必要がある。 

研修では，虚偽自白がどのようにして発生するかを教えている。迎合的な被疑者であれ

ば，それを弁護人が捜査官に問題点を指摘しなければならない。オランダでは５０％がＩ

Ｑ７０以下であり，１０％が１８歳以下であることが示すように，脆弱性を抱えている確

率は相当高い。 

取調べ中に気付かなければ，公判になって指摘しても手遅れである。これらの発見には，

コミュニケーションスキルが重要である。常日頃の問い，答えといったコミュニケーショ

ンにおいても意識すべきである。 

以上 
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フランス① 全仏人権諮問委員会訪問 

１ Sharon Neill 教授による自己紹介 

全仏人権諮問委員会（以下，CNCDH と

いう。）の事務総長を務めている。 

国際法及びカウンターテロリズムを中心

に，刑事司法システム，司法行政システム，

弁護士と依頼者の関係や弁護技法，フランス

法と EU 法殊に EU 指令のフランス国内に

おけるインパクトについても研究している。 

 

２ Magli Lafourcad 氏による CNCDH についての説明 

CNCDH は世界最古の人権擁護機関である。現場で起こっている出来事を調査し，人権

に関する答申を行っている。世界各国には１３０くらいの同等組織があるが，日本にはな

い。同種機関の多くは，国際人権条約批准各国の制度の中に組み込まれており，国連人権

条約に関する委員会・会議に代表として参加する権限がある。 

多くの人権擁護機関があるが，フランス国内において，人権に関する全体的な問題を扱

っている。諮問（アドバイス）・監視の二つが主な職務である。特に，司法の観点，社会的

正義の観点から，欧州人権裁判所の法理に関わっている。また，欧州人権裁判所の判決が

履行されているか（特に刑事事件・移民・倫理・一般社会の分野）を監視している。 

CNCDH は，６４名の委員と２４名のスタッフから構成されている。委員の半数は専門

分野のエキスパートであり，残りはＮＧＯの代表である。一般的なテーマを扱うＮＧＯ以

外に，特定分野の人権（子ども，移民，障がい者，女性，同性愛者）を擁護するＮＧＯの

代表者も参加している。このように，委員は他に本業を有しており，各自の専門知識を持

ち寄っている。これが強みになっている。スタッフは常勤である。 

予算は国が１００％拠出している。ただし，政府・国会からは完全に独立している。年

間予算は１１０万ユーロである。 

いろいろな部があり，毎日ミーティングが開かれている。ミーティングには全員参加す

るわけではない。ミーティングのほか，月に１回，全員参加の総会がある。 

 

３ Sharon Neill 教授によるフランス刑事手続の概説 

フランスの刑事法は，コモンローとは異なっているが，弁護権等はそれぞれの法域で認

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月８日（月）１０：００～１２：００ 

訪問先対応：Ophélie Marrel 氏，Sharon Ｎeill 教授ほか 
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められている。 

警察留置及び警察捜査については別途説明するので，予審について説明する。 

予審開始は，コモンローにおけるの捜査の開始に相当する。 

予審は予審判事が担当する。英米法のように検察官が担当するのではない。予審判事は

独立して捜査を行い，被疑者にとって有利･不利双方の捜査をする。予審判事は，捜査権・

盗聴権，証人喚問権等，大きな権限を有している。 

被疑者には弁護人選任権，控訴権（不服申立権）が認められている。 

被疑者の身体拘束に際しては，予審判事ではなく自由及び勾留判事が決定する。テロリ

ズム犯罪については，未決勾留は長く，３年，更に公判待ち１年を含めると４年間勾留が

続く。現在，軽罪裁判所に係属しているのは２０１６年に発生した事件である。一方，重

罪裁判所に係属しているのは２０１３年ないし２０１４年に発生した事件である。 

予審期間については，秘密捜査が基本であり，情報公開はされない。もっとも，被疑者

は，弁護人を介して証拠開示を受けることができる。 

予審が終了すると，予審判事が嫌疑の有無を判断し，嫌疑が十分であれば起訴する。罪

状が法定刑１０年以上の自由刑の場合は重罪院，１０年以下であれば軽罪裁判所が管轄す

る。 

重罪院は，陪審制にて審理を行う。ただし，１９８０年から，テロリズム犯罪について

は裁判官のみで構成される合議体によって裁判がなされるようになった。テロリズム犯罪

における合議体は，裁判長と陪席裁判官４名からなる。陪席裁判官は，テロリズムに特化

した裁判官ではない。予審判事や少年事件担当裁判官も陪席裁判官となり得る。 

重罪院における特殊性として，口頭主義が挙げられる，全て口頭で陳述しなければ証拠

とならない。 

一件記録に目を通しているのは裁判長のみである。裁判長が口頭で一件記録を読み上げ，

全体に手続を知らせる。 

コモンローと異なり被告人が中心に公判が進む。まず，被告人の人物像・生育歴・職歴

に焦点を当てて審理する。その後，事件の審理に入る。被害者も私訴原告として参加して

いる。私訴原告代理人が，証人に尋問する。 

公判の主役は裁判長であり，ここがコモンローと違う。裁判長は広範な裁量によって訴

訟の進行方法を決める。中には，事件の審理から始める裁判長もいる。南仏のメラ事件（銃

器による殺人）の控訴審では，裁判長が私訴原告に３日を与え，被害者の話を聞いた。フ

ランスでは，控訴審は覆審である。 

テロリズム関連事件では，従前，警察官が法廷で証言していた。しかし，２０１６年以

降は，テレビ会議システムを用い，匿名で顔をマスキングして証言するようになった。口

頭主義から離れてしまっている。 

２年間，テロリズム関連事件の訴訟を見てきたが，警察留置中の録画記録が公判におい

て証拠として公開されたのは１件のみであった。 

 

４ Vincent Sizaire 氏（犯罪学者，カウンターテロリズムが専門）によるテロリズム対策
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についての説明 

対テロリズムでは，裁判官のコントロールなしで警察が行う行政警察措置が採られる。

２０１５年までは，ほとんどが予防的措置だったが，同年以降は，刑事司法的な性格を帯

びるようになった。 

予防的政策としては，諜報・情報収集がテロの予防として行われていた。しかし，様々

な理由で広範に諜報がなされるため，国民が知らないうちに多くの情報が集められ，公判

に利用されている点に批判がある。予防的諜報については，抑制方法が課題である。諜報

は首相の管轄であり，統制機関・監視機関は意見を出せるが，首相には意見に従う義務は

ない。特に，情報入手に対するコントロールが不十分である。問題視されるのは，民主社

会において，本当に収集された情報が必要な情報であるかが分からない点である。収集し

た情報が，行政手続に利用される恐れがある。 

２０１５年のテロを受けた非常事態宣言以降，行政警察が行ってきた役割が変化した。

その結果，これまで使われなかった方法が使われ始めた。行政警察措置が市民の自由を侵

害する方向で利用されるようになった。司法的統制はなされていないが，刑事手続におけ

る捜査手法的な性格を帯びてきている。 

２１０５年～２０１７年の非常事態後も，非常事態体制が常態化し，昼夜を問わず家宅

捜索がなされたり，個人を軟禁したり，１日３回もの警察署への出頭要請がなされるなど，

日常生活が営めないような措置がなされている。この場合の具体的なリスクは，捜査機関

が集めた情報は，主張であって，司法的な裏付けや証拠，司法的コントロールがないとい

う点である。司法手続では，裁判所のチェックがある。しかし，行政警察活動においては，

当事者が不服申立てをして，事後的に初めて，警察の措置が正当であったかの審査が行わ

れる。また，審査基準が曖昧である。被疑者の挙動・行動等が理由とされるが，曖昧であ

る。要するに，問題となっているのは，行政による国民の統制措置が，個々の犯罪行為の

存在に基づくものではなく，対象者の挙動･行動という曖昧なものに基づいている点であ

る。今年４月４日，特定人の挙動を理由にデモを禁止できる条例が，憲法院で審査された

結果，自由を侵害するものとして取り消された。基準が曖昧すぎ，国民のデモをする権利

を侵害しているとの判断がなされた。 

また，行政警察措置は，司法的措置と比較して，補償が少ない。 

基本的には，行政措置による身体拘束はできない。身体拘束は，司法的に，裁判官の統

制の下でできる。ただし，憲法院は，１２時間以内であれば自由の侵害とは言えないとし

ている。また，警察は，他の方法で国民の自由を侵害することもできる。例えば，１日５

～６回，警察署への出頭を命じるという手法がある。出頭しなければ，自由刑を含む刑罰

に処される。ここにいう警察署への出頭は，サインをすれば良いだけで，警察署に滞留す

る必要はない。しかし，１時間おきに１日に５回出頭するよう命じられれば，社会生活を

営むことができず，身体拘束と同様の自由の制限となる。 

 

５ Sharon Neill 教授によるコメント 

刑事訴訟において有罪判決を受けたテロ犯が釈放された後の行政的な措置についても，
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問題がある。 

 

６ Canile Lucotte 弁護士（パリ弁護士会所属，カウンターテロリズムが専門）による警察

留置に関する説明 

弁護士として同業者と会えて光栄である。最近の報道で，日仏の刑事システムの違いを

痛感させられている。 

警察留置について，事前に受け取っている質問事項に回答する。 

警察留置の条件は，禁錮以上の法定刑の犯罪の嫌疑があることである。警察留置は検察

官の統制下で行われるが，検察官は司法官として独立していないという点が批判の対象と

される。 

留置期間については，普通法上の犯罪においては２４時間であり，２４時間ずつの延長

が可能である。最大６日間の留置が可能である。組織犯罪では９６時間とされる。１回目

の延長の要否は検察官が決定し，２回目以降の延長の要否は自由及び勾留判事が決定する。 

警察留置中の弁護人へのアクセス権は，弁護士が勝ち取った権利である。この点に関し

ては欧州人権裁判所が五つの重要判決を出しているが，これが国内法にも大きな影響を与

えた。フランスも同裁判所から３回の有罪判決を受けている。１回目は２０１０年である。

破毀院及び憲法院で決定がなされ，留置当初から弁護人が被疑者を支援できるとの法律が

制定された。弁護人の接見は，３０分間認められている。その後，留置が延長されるごと

に３０分ずつ，接見が可能である。 

接見禁止によって弁護人の接見時期が遅れる場合がある。１２時間接見できない場合が

ある。更に延長される場合もある。テロ犯罪，組織犯罪においては，３日間接見できない

こともある。 

もっとも，弁護人との接見交通権自体は，２０１１年法以前にも保障されていた。新た

に弁護士が勝ち取ったのは，取調べへの立会いである。弁護人は取調べには立ち会うが，

何も言わない。取調官に対し，最後に，被疑者への質問を求めることができるのみである。

取調官は，弁護人から求められた質問を拒否できる。拒否した事実を調書に記載しないこ

ともできる。その場合，弁護人は何もできなくなる。 

弁護人の異議申立権については，異議が調書に記載されなければ意味がない。立会いは

被疑者にとって重要であるが，バランスを取らなければならない。その場で抗議をするこ

とは戦略的には意味がないと考えている。薬物使用下で自動車を運転した事件において，

警察官が被疑者の負った怪我について質問をしないので質問を求めたが，応えてくれなか

ったという経験がある。 

現在，司法警察による証拠開示がなされていない。この点については，欧州人権条約上

も曖昧である。この点が，現在，弁護人が勝ち取るべき課題である。弁護人が接見をする

と，警察から，被疑者に対して権利告知をした旨の説明を受ける。留置が延長された場合

は，延長前の取調べの調書を開示される。それ以外は，罪名以外の情報は提供されないし，

調書以外の証拠は開示されない。 

２０１１年に警察留置中の取調べの可視化が義務付けられた。１０年以上の自由刑が法
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定されている犯罪や少年事件では必須とされている。ただし，録画媒体は実質証拠にはな

らない。公判供述の弾劾証拠や調書の信用性判断のための証拠として使用される。 

弁護士は２４時間体制で当番制を敷いている。未成年については弁護人選任が義務付け

られている。成人については義務ではない。警察留置中に，警察官が，「弁護人を選任する

と留置が長引く」といって，弁護人を選任しないよう説得するという話を聞く。一旦被疑

者からなされた接見要請が撤回されたという経験もある。弁護人選任を望む被疑者につい

ては，弁護士会のリストに基づいて，弁護人が選任される。 

 

７ Ophelie Marrel 氏による EU 法とフランス法の関係に関する説明 

これまでにフランスが欧州人権裁判所から受けた有罪判決は三つある。それ以前に，ト

ルコが有罪判決を受けた。その結果，２０１１年から，警察留置における弁護人立会権，

黙秘権が保障されるようになった。 

EU 指令が出されると，国内法化を求められる。刑事手続に関しては１０の指令が出さ

れている。具体的には，通訳人選任権・弁護人選任権・黙秘権・無罪の推定等に関する指

令である。 

 

８ 質疑 

◆Ｑ EU 指令及びそれに基づく法改正によって，２００８年のサルドゥズ判決以降，実

務が最も大きく変わったのは，どのような点か。 

Ａ ２０１３年の EU 指令以降，司法省で国内法化作業に関与した経験がある。欧州人

権裁判所の効力は当該事件限りであるが，EU 指令は，国内法化されるので，強い効

力を有している。EU 指令においては，欧州人権宣言による罪（違警罪を除く。）に問

われた場合，弁護人の援助が受けられるとされている。弁護人の接見は，有効な時間

内に，具体的には，身体拘束から直ちになされなければならない。２０１１年から，

警察留置中の被疑者に対する弁護人の支援がなされるようになり，２０１３年以降，

その範囲が拡大した。弁護人は，取調べ以外では，実況見分にも立ち会うことができ

る。また，証人の LINEUP 手続に立ち会うこともできる。 

 

◆Ｑ ２０１１年法に満足しているか？ 

Ａ ２０１１年法以降，進化が見られ，一定の評価はしているが，勝ち取るべきものは

まだ多い。特に，弁護人の地位についてである。この点については，検察官・警察官

に対する不信感がぬぐえない。弁護人は，手続遂行の脅威と見なされており，司法上

の役割を与えられていない。 

２０１１年法施行後，一定期間は試行期間であった。ある程度経つと，警察署によ

ってやり方が違ってきた。警察官との間でより良い関係が構築できる場合も，逆の場

合もある。情報が多くもらえたり，質問が多く採用されたりすることもあれば，警察

官と緊張関係が生じる場合もある。 
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◆Ｑ EU 指令の「Effective participation」をどのようなものと認識しているか。 

Ａ 「Effective participation」との文言は，フランス法の条文には書かれていない。

弁護人は，立ち会った上，最後に特定の質問をすることを申し出ることができる。た

だし，断られることもある。条文上は，弁護人の役割は何も書かれていない。 

 

◆Ｑ CNCDH として，これまで，立会いについて，どのような勧告をしてきたか。また，

今後する予定か？ 

Ａ ２０１１年法について，法案作成中に，弁護人は積極的に質問・参加できるように

すべきであると勧告したが，受け入れられなかった。２０１４年改正についても，証

拠へのアクセス権を中心に勧告を行った。今後も，被疑者の防御権が行使しうる環境

を整えるよう活動していくつもりである。 

◆Ｑ １２時間～２４時間に及ぶ接見制限や，接見時間が３０分しかない点については問

題であると思うが，どう考えるか？ 

Ａ 接見制限には，検事正が捜査上不可避であると判断した場合との制約がある上，自

由勾留判事が関与することとされており，特に議論はない。もっとも，警察留置が終

わった後，事後的に無効とされることがある。 

１２時間もの制限はレアケースであり，９割以上の事件ではすぐに接見できる。 

条文上，弁護人が接見するまで，２時間は取調べを待ってもらえることになってい

る。２時間以内に弁護人が接見しない場合は，本案に関する取調べが可能となる。し

かし，身上については２時間経過前から取調べがされることがある。この点について

は，公正ではないと考えている。 

３０分という接見時間は，非常に短い。逮捕状況や食事・視察の有無を聞いている

と３０分経ってしまう。もっとも，弁護人は罪名しか聞かされていないので，事案が

把握できない。罪名しか分からないので，「窃盗」と聞かされただけの状況では，逆に

３０分も接見する内容がないとも言える。接見については，CNCDH におけるテーマ

には上がっていない。 

以前と比べれば，警察留置の当初から接見できること自体は悪くない。しかし，最

も重要と考えているのは，完全な証拠開示によって，当事者対等を勝ち取ることであ

る。 

以上 
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フランス② パリ弁護士会訪問 

 

カルロス・ゴーンの事件で検察官勾留が長いこと，秘匿特権が十分に保障されていない

（フランスではＳＮＳを含む弁護人との全てのコミュニケーションに秘匿特権が及ぶの

に日本ではそのように保障がないこと）に，フランスの弁護士も大きな関心を示している。 

 

◆Q ２０１１年刑事訴訟法改正によって実務はどう変わったか。 

A 逮捕時点での証拠開示がなく，弁護人としての仕事が十分に全うできないとの思いが

ある。要求はしているが改善されない。（注：予審判事へ事件が送られた時点では全証拠

が開示される。）。現時点で弁護人が逮捕時点でできるのは，警察の取調べが合法的に行

われているかどうかをチェックすることと，供述調書が正確に取られるよう監督するこ

とだけである。 

 

◆Q ２時間以内の接見のルールはパリでは実現できているか。 

A 逮捕直後に弁護人を要請する連絡が入れば実現できる。費用を払えない人はリーガル

エイドで当番弁護士を派遣している。被疑者が「弁護人が不要である」と言わない限り

弁護人の立会いなしでの取調べはできないというルールになっている。 

 

◆Q 権利放棄（被疑者が弁護人を不要とする。）割合はどの程度か。 

 A 正確な数字は出ないが，体感としては１０％くらいだと思う。 

 

◆Q 警察が「弁護人は不要だ」というケースはあるか。 

A ある。弁護人を呼ぶと取調べ開始が遅くなるので，結局釈放も遅くなるから弁護人を

呼ばない方が早く終わると言うことだろう。しかしそれは嘘である。悪い慣行として，

弁護人が到着していても接見まで２時間待たされることもある。 

 

◆Q 弁護人の初回接見の時間は３０分とされているようだが，これは厳格になされている

のか。３０分は接見時間として足りるのか。 

A ３０分の制限は基本的に厳格である。私見だが，逮捕段階の留置は４８時間であり，

事前の証拠開示もないので被疑者と余り話せることもないが，それでも３０分は短すぎ

て信頼関係も作れないし何もできない。黙秘をアドバイスすることが精一杯である。 

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月８日（月）１４：３０～１５：３０ 

訪問先対応：バジル・アデール弁護士（パリ弁護士会副会長）， 

カミーユ・ポティエ弁護士，アンヌ ソルリアック弁護士（人権局) 
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◆Q 接見の際に被疑者に（権利告知書のような）書類を渡すことはできるか。 

A できない。逮捕段階での接見では書類の授受は禁止されている。なおパソコン等の機

器の持ち込みも禁止である。口頭で黙秘権を説明するくらいである。権利告知書につい

ては警察が被疑者に示して，説明を受けたとしてサインをさせている。各国語で用意さ

れているが，確か日本語はなかったかと思う。EU 人権条約６条や各種 EU 指令は最低

限の基本を定めたものと理解されており，各国でそれにプラスアルファをすることは妨

げられてない。オランダの権利告知書が充実しているのはプラスアルファでは。フラン

スはそこまでしていない。 

 

◆Q 黙秘する被疑者の割合はどのくらいか 

A 手続を通じて１０％くらい。フランス人はもともと自分から積極的に弁明したがるの

で，黙秘すると逆に「何か話せないことがあるのでは」と疑われる。予審判事に事件が

送られたら供述するというスタンスを取って，早く予審判事の手続に行くように警察段

階では黙秘するということはある。 

 

◆Q 取調べに立ち会っている際，弁護人は何をしているか。 

A ずっと取り調べ内容のメモをとっている。調書の正確性をチェックする必要がある。 

調書はメモと突き合わせながら時間をかけてチェックし，必要があれば被疑者にも確

認する。誤りがあったり欠落があったりする場合にはサインを拒否するようアドバイス

している。２０００年以降（１９９９年の改正刑事訴訟法以降？）は，警察官が取調べ

で何を聞いたかも調書に記載しなければならなくなった。それまでは質問内容は調書に

記録されていなかったが，これは不公正であると批判をした結果である。調書は要旨に

まとめられることもある。対質の取調べにも弁護人は立ち会える。 

 

◆Q 取調の立会いでどう変わったか。 

A 立会いが実現する前は，警察官による脅しめいた質問や種々のプレッシャーが被疑者

に加えられていたが，立会いによりなくなった。また，調書の内容や録取過程に疑義が

あるとして不服申立てをすることもあったが，立会い実現により調書の信用性・有効性

が高まったと言える。もっとも，警察段階での全面的証拠開示がないため，まだまだ弁

護活動としては道半ばである。なお，２０１９年３月２３日にも刑事訴訟法の改正があ

ったが，ここでも全面的証拠開示は認められなかった。弁護士としては今後も全面的開

示を求めていきたい。 

 

◆Q 取調べに際し弁護人から意見を言うことはできるか。 

A  取調べで弁護人からみてインシデントがあると思われる場合には意見を述べることが

できる。弁護人からの意見は調書に取られる。弁護人と警察官との間に適切な緊張感と

良い関係があれば，「嘘つきポーカー」のようなコミュニケーション（牽制？）を事実上
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することもある。 

 

◆Q 取調べ時間はどのくらいか 

A 長いときは１日８時間に及ぶことも珍しくない。夜間に１０時間の取調べがあり，弁

護人が立会いをしたこともある。通常であれば１時間～３時間くらいが多いのではない

か。 

 

◆Q 拘束事件で２４時間以上の身体拘束がされる割合は 

A ３分の２くらい。延長は数時間だけ，ということもある。統計としてはないが，体感

としては，３分の１は不起訴になっている。 

 

◆Q 取調べには常に同じ弁護人が立ち会うのか 

A 基本的には同じ弁護人が立ち会うが，同僚に代わりに行ってもらうことはある。取調

べ時間について，弁護人が立ち会える時間に取調べをするよう警察に求めることはでき

る。警察官によっては，弁護人が立ち会えない時間を狙って取調べをすることもあると

聞いている。被疑者が弁護人の立会いがないと黙秘するだろうという場合には，警察か

ら時間をアレンジしてくることもある。弁護人が立ち会わないと黙秘する，ということ

は可能である。 

 

◆Q 取調べへの立会いについて研修を実施しているか。 

A 実施している。刑事弁護を行う弁護士はプレステージが高く評価されており（注：職

権主義の下で弁護人の仕事は弁論による裁判官の説得が中心と理解されており，刑事弁

護人は弁論の能力が高いと考えられている。），リスト登録希望者も多数いる。要件とし

ては年１２時間のトレーニングを受けないといけない，としている。 

報酬は１回の立会い（１２時間まで）で２５０ユーロ（３万円くらい）。昼夜で別にカ

ウントされるが，時間内でどれだけ取調べがあっても同じで，正直言って安い。若い弁

護士は刑事を積極的に行っている。華がある憧れの仕事，と捉えている。ただそれだけ

では食えない。 

当番の出動頻度は年４～５回程度。リストには１２００人が登録している（パリの弁

護士は３万人）。希望者は登録の２倍くらいになっている。 

 

◆Q 取調べの録音録画の状況 

A 重大事件と未成年の事件では必ず録音録画が必要。未成年の事件で録音録画がなされ

ておらず手続が無効になった場合もある。ただし警察によっては機材が故障していてで

きない，という事例もあるようだ。 

 

◆Q 取調べに弁護人が立ち会わないことはあるか。 

A 基本的には立ち会うが，行けないことはある。その場合は黙秘をアドバイスすること
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になる。 

 

◆その他 

  休憩が必要な場合，弁護人から

警察に申し出ることはできるが

強制力はない。警察が休憩を取ら

ないこともある。 

  取調べを中断しての打合せは，

拘束事件の場合には求める権利

はない。法律上も規定はないが，

警察が裁量で認める場合（特に弁

護人から被疑者を説得すること

を期待する場合）に許されること

はある。 

  書類の差し入れは警察段階では

できない。 

  電話接見のような制度はない。 

以上 
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フランス③ 全国弁護士評議会訪問 

 

１ 事前質問に対する回答 

◆Ｑ EU 指令の影響について 

Ａ EU 指令は直接的に影響を与える。欧州人権裁判所の判断も，国内法に影響を与え

る。 

フランスは長い間，garde à vue（警察留置）で立会いはなかった。欧州人権裁

判所の判断を待たなければならなかった。警察留置で弁護人がいないのは，不適当と

いうもの。 

法改正に対して警察は賛成していなかった。仕事が複雑になると思っていった。

しかし，現在は，うまくいっていると思う。警察官は，弁護人がいると，自白が取れ

なくなるであろうと思っていたようだ。欧州人権裁判所の判断が国内法に与えた影響

は大きい。欧州司法裁判所も国内法に影響を与えている。EU 法をきっちり適用しよ

うとする。外国人が国外退去しないからと言って拘束するのはダメとの判断をした。

各裁判所の判例法も同様である。 

死刑について言うと，欧州人権裁判所は，死刑存続国に対して，犯人を引き渡し

てはならないという判断をしている。アメリカ人で法定刑で死刑になるような犯人

が，EU に逃げてきても，アメリカに引き渡すことはできない。他方，EU には裁判

権がないので，裁判できないので，悠々と生きることができる。イギリスは，長い

間，死刑存続国にも引き渡ししていた。しかし，欧州人権裁判所の判断の後，できな

くなった。 

 

◆Ｑ 秘密交通権について 

Ａ 弁護人が四つ折りの紙を立会い時に渡した。警察は中身を知りたかった。職業上の

秘密が保障されなかったと主張。その結果，予審判事が，法令違反として不起訴にし

た。控訴院が不起訴を追認。破毀院も棄却した。欧州人権裁判所も，それを追認する

判決を出した。人権裁判所は，弁護人の権利を保障する傾向が強い。 

 

◆Ｑ 警察留置等について 

Ａ 警察留置と，アメリカの police custody と日本の逮捕勾留とは，概念が異なる。

ヨーロッパ各国で異なる。フランスは，予審があるとともに，その前に予備捜査があ

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月８日（月）１７：００～２０：３０ 

訪問先対応：Richard Sédillot 弁護士，Etienne Lesage 弁護士 
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る。警察留置のルールはシンプル。行政検束のようなもの。警察（内務省系の国家警

察）あるいは憲兵隊（国防省系の警察権を持つ軍隊）が捜査する。犯した罪に違いは

ない。２４時間原則。４８時間まで延長可能。例外は組織犯罪で４日間。テロは９６

時間。しかし，殺人も重大性犯罪も４８時間。 

EU 指令のうち，拘束されたとき，権利を知らされるとか，証拠開示がされるとい

うのが重要であった。 

フランスの立法者の解釈は，証拠開示を受けるのは，裁判所に連れられた（引致

された）時（警察留置が終了した後）と解した。 

警察留置の最初（冒頭）で３０分間接見可能。証拠開示はない。罪名のみ知らさ

れる。 

取調べの際，立会いが可能。立会いしても証拠開示がないので余り意味がない。

２０１１年以降立会いが可能となった。１９９３年以降２０１１年までは，留置中に

１回だけ接見できるというものであった。 

留置後検察官（共和国検事＝日本の検事正に相当する役職）が起訴するか釈放す

るか決める。事件が裁判所に来た段階で，初めて証拠に接することができる。 

警察留置中も黙秘権があり，告知をする必要がある。欧州人権裁判所は，フラン

スは黙秘権告知が不十分で違法と判断された。黙秘が有罪の証拠とみなされることは

ない。 

 

◆Ｑ 警察留置期間等について 

Ａ 警察留置の期間は前述のとおり。人権裁判所で，迅速な裁判が要請されているの

で，ここでも迅速性が重視されている。私は，調書を無効にしたことがある。取調べ

が長時間で，マラソン的なので，証拠排除した。 

殺人，重大性犯罪，武装強盗等は，警察の取調べ，予審では録音録画が義務的。

未成年も録音録画必要。 

 

◆Ｑ 立会いなき取調べについて 

Ａ ２時間待っても弁護士が来なければ取調べ可能。 

 

◆Ｑ 弁護人立会いの意味について 

Ａ 予審における弁護人の役割より，警察での立会いの弁護人の役割は小さい。しか

し，警察のプレッシャーは少なくなった。取調べの最後にコメントすることができ

る。条件が悪いと，調書（報告書？）に記載させる。 

 

◆Ｑ 証拠開示について 

Ａ 警察では証拠開示がない。予審ではある。 

 

◆Ｑ 未決勾留期間について 
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Ａ 自由勾留判事が決定する。数か月可能。 

 

◆Ｑ 弁護人の報酬について 

Ａ 依頼者が貧困の場合，扶助がある。ただ，非常に低い金額である。全部込みの一

括。短時間の軽罪でも，長くかかる事件でも同じ。ルクセンブルクでは，弁護士の仕

事の量を評価して決める。依頼者に支払能力あれば，自ら弁護士に支払う。自由料金

であり，契約して決める。しかし，法外な料金を求めることはできない。弁護士会が

監視している。 

取決めは各弁護士が持っている。細かくなると１０頁くらいになる。異議がある

と，弁護士会会長が判断者となる。弁護士会の判断に不服があると，控訴院の院長が

決定する。 

報酬は各弁護士会がそれぞれの基準で決める。 

 

◆Ｑ 秘密特権について 

Ａ 弁護人との会話，レター，Ｅメールは，全て，被告人の不利な証拠とすることはで

きない。また，弁護人には守秘義務がある。依頼人以外に話してはならない。死後も

同様。 

秘密特権については例外がある。会話において，弁護人が犯罪に関与した疑いが

ある場合である。盗聴中に，他の犯罪が浮かび上がった場合も秘密特権がない。例え

ば，盗聴の最初は，そのような理由で聞いていなかったが，聞いている途中で，他の

犯罪の疑惑が生じた場合である。具体的には，ビスムット（？）とサルコジ大統領と

の会話が問題になった。欧州人権裁判所にかかっているが，その判断はまだである。 

このような場合，弁護士事務所の家宅捜査がなされることもある。そこでは，弁

護士会の会長が立ち会って，関連する犯罪以外の捜査を阻止できる規定がある。会長

が事件に関係ないと指摘することもできる。ただし，差押えできるかどうかは，最後

は自由勾留判事が判断する。アメリカの弁護士より，フランスの弁護士の権利の方が

大きいと思う。秘密特権は重要だと思う。フランスでは，かなりのレベルで保障され

ている。欧州人権裁判所も重要視している。警察がそばにいるような場合は，部屋を

くれとか，そばにいないでくれということができる。 

 

◆Ｑ 接見状況について 

Ａ 警察にも接見室がある。しかし，録音，写真撮影はできない。予審判事が，特定の

人物との接見を禁止することができる。例えば，共犯者の場合である。勾留中は，家

族以外は会えない。兄弟が共犯者であれば，兄弟にも会えない。警察留置では一切会

えない。家族が面会できる場合でも，違法物を渡すことはできないし，携帯電話での

話もできない。違反すると，その家族との接見が禁止される。 

 

◆Ｑ 勾留条件等について 
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Ａ ２０年前と比べると，裁判官は，慎重に判断する傾向にある。合理的な期間内にし

なければならない。勾留の条件については，欧州人権裁判所から違法と判断されてい

る国もある。非人道的な条件の場合，国が損害賠償を支払わなければならないという

場合もある。 

 

◆Ｑ 弁護士会の名簿について 

Ａ 弁護士会は，当番リストを持っている。警察，憲兵隊は，弁護士の電話番号を持っ

ている。連絡がすぐに付くようになっている。警察留置中，未成年は弁護人選任が不

可欠。全ての段階で立会いあり。これは，２０１７年１月１日から施行されている。

勾留者は，自分で弁護士を呼ぶこともできるし，弁護士会会長に求めることもでき

る。軽罪の場合，弁護人選任は義務付けではない。重罪になると，弁護人選任が義務

付けである。 

 

◆Ｑ 黙秘を勧めるのはどんな場合か。 

Ａ 例えば，事件が複雑で，留置中で情報が分からない場合，拘束者にストレスがあ

る，軽はずみのことを言いそうで，不利な発言をするような場合などである。簡単な

事件の場合，本人が認める場合，たくさん話した方が良い場合もある。黙秘を勧める

かどうかはケースバイケースである。 

 

◆Ｑ 立会いの弁護技術について 

Ａ ケースバイケースである。依頼人によるし，事件にもよる。弁護士会で，教育プロ

グラム（研修プログラム）を持っている。リストに掲載されるためにはトレーニング

（研修）を受ける必要がある。 

 

◆Ｑ 録音録画について 

Ａ 重罪は義務付けされている。公判で自白の任意性が争われた場合，弁護人が録画を

見せるよう求める場合もある。また，被告人が，捜査段階で一切そのようなことを

「言っていない」と主張した場合，裁判官が録画の上映を求める場合があるが，例と

しては余りない。法廷の公判は録画されない。１９５０年代の法律でできないことに

なっているが，今は変えるべきと考えている。 

 

◆Ｑ 通訳について 

Ａ 重罪院において，外国人でフランス語が分からない場合（珍しい言語が母国語であ

った。）。接見の際の通訳人と，法廷での通訳人とを別にしたかったが，重罪院が拒否

した。それでは法廷に臨めないということで，弁護人が退廷しようとした。しかし，

それでは手続が進まないので，妥協的に別の通訳人にした例がある。 
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２ 個別質問 

◆Ｑ 重罪事件での弁護人選任義務付けは，どの段階からか？ 

Ａ 警察留置の段階ではない。予審段階からである。 

 

◆Ｑ 電話による弁護人との接見は可能か？ 

Ａ 警察留置ではできない。未決勾留時点でもできない。受刑者になったときはでき

る。この違いは弁護士としては残念。未決勾留中は，携帯電話が出回っているので，

勾留中に電話する場合があるが，かかってくる場合がある。分かっている場合は拒否

する。切らないと弁護士倫理違反となり得る。 

 

◆Ｑ フランスでは，国選弁護人を指名できるか？ 

Ａ できない。しかし，ある弁護士を選びたいが，お金がない場合，法律扶助が出る場

合もある。 

 

◆Ｑ 予審請求されない場合の身体拘束はできるか？ 

Ａ できる。自由勾留判事ができる。近日中に裁判できる場合は，未決勾留できる場合

がある。司法統制処分にする場合もある。 

以上 
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フランス④ 司法官職組合訪問 

 

EU 指令により弁護士へのアクセス権は拡大した。警察留置は原則２４時間で１回延長が

可能。延長は検察官が判断（令状が必要）。被疑者が弁護人との接見を希望した場合には，

警察は２時間待たないといけない。その間に名前や年齢を尋ねたりはできるが，罪体につい

て質問することはできない。例外として，検察官 が待たないという令状を書いた場合に

は，２時間待たずに取調べを開始できる。接見時間は最大３０分。 

弁護人は，取調べ中に立ち会うことができる。被害者との対質が行われた場合にも，弁護

人は立ち会うことができる。 

 

警察留置の段階で全ての証拠の開示を受けることができるわけではない。被疑者は，留置

記録，権利告知書，留置の際に診察を受けた際の記録については，確認できる。被疑者の供

述調書の開示も受けられる。対質があった場合の被害者の供述調書の開示も受けられる。フ

ランスでは警察留置中の被害者との対質が比較的頻繁に行われる。予審でも行われる。弁護

人から対質を求めることもある。 

弁護人は，接見の前に警察から事前に開示を受けた資料に目を通してから来るのが通常で

ある。 

 

重罪の場合は，警察留置対象者の取調べの録音録画は義務付けられている。調書の内容に

争いが生じた場合には，録音録画の記録媒体を使って確認をする。検察官が監督する。録画

できない場合には，警察官は直ちに検察官に伝えなければならず，それをしないと手続が無

効になる。検察官は，リアルタイムで警察を監視している。 

 

接見中に弁護人が録音をしたり，写真撮影をしたりすることはできない。裁判官が捜査を

主導するのであって，当事者が捜査に関わるわけではないから。弁護人から裁判官に依頼し

て，捜査をさせるということはある。 

 

２０１１年法改正による影響について，それ以前に EU の判例が出ており，その影響で

判事が自ら弁護人を付けるなどの動きがあった。法改正後は，弁護人を立ち会わせなければ

手続が無効となるので，運用は徹底している。 

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月９日（火）９：１５～１０：００ 

訪問先対応：Lucille Rouet(ルシル・ルエ)判事 

元検察官で，現在は少年係の判事（刑罰適用判事） 
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弁護人が立ち会うことにより調書の記載に関する争いは減ったのではないかという印象が

ある。 

弁護人は，現在も全面的な証拠開示を警察留置の段階で受けられないことに不満を持って

いる。改善が必要な点を挙げるとすれば，やはりこの点になるのではないか。黙秘権ができ

たことは非常な進歩。 

弁護人は警察留置の前で黙秘させ，証拠開示のある予審判事の段階で供述をさせるという

ことが行われるようになった。 

弁護人のアクセス権，立会いが認められるようになった当初，警察の不満が予想された。

ただ，現在の状況を見ると，弁護人の権限も限られており，警察の不満というものが表だっ

ていない。一番の問題としては，２時間待つことだろう。２時間待たないということはほと

んどない。何らかの強い理由がないと正当化されない。例えば未成年の場合には，警察留置

されたことをすぐに両親に伝えなければならない。例外も認められているが，なるべくその

ようなことはしないような実務上の運用になっている。秘密交通権は絶対的。フランスの判

例で秘密交通権に関するもので，同じ部屋に警察官がいたらいけないというものがある。例

えば盗聴されていたとしても，調書にはできない。１９７１年１２月３１日法というものが

ある。 

被疑者の面通しは行われるが，写真のラインアップを見ることはできない。 

健康診断は，医師が当番制で行う。少年については義務付けられている。かなり簡易なも

ので，ケガをしていても見落とすということもある。定期的に飲んでいる薬などは記録す

る。医師が留置に耐えられるかどうかを判断し，仮に医師が耐えられないと判断した場合に

は，医師がその場で検察官に伝える。医師が耐えられないという意見を述べたら，その場で

検察官が令状を書いて釈放する。 

以上 
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フランス⑤ パリ大審裁判所訪問 

 

１ はじめに 

質問事項の中には，答えられない質問も混じっている。その場合は，答えられない理由

も含めて説明したい。 

検察官としては，実際に，被疑者と弁護人に対面する機会はない。公判において初めて

会うこととなる。 

フランス刑事司法における検察官の位置付けは，第一に捜査機関である。被疑者は警察

留置で身体拘束を受け，あるいは在宅で取調べを受けるが，取調べは警察官が実施する。

検察官は関与しない。検察官は，被疑者が起訴されて初めて被疑者・弁護人と顔を合わせ

る。例外的に，起訴前に検察官が被疑者･弁護人と顔を合わせる場合もある。検察官が管

理している警察捜査が終わった段階で，検察官が被疑者･弁護人に出頭を求める場合であ

る。 

裁判所に事件を付託する方法は複数ある。警察が直接付託する方法，予審を経て予審判

事が起訴する方法，検察官が執行吏を通じて出頭命令を出す方法，執行吏を通さずに出頭

命令を出す方法（直接呼出し，軽罪に限る。）等である。統計的には，検察官の出頭命令

及び即時出頭の数は少ない。最も多いのは警察官の出頭命令である。これ以外にも，調書

による召還や，数か月後の呼出し，即時出頭もある。裁判所に事件が係属する手続につい

ては，刑事訴訟法３９３条以下に規定されている。 

検察官の一番の義務は，被告人に対して権利告知を行うことである。２０１４年及び２

０１６年の法改正や憲法院の判断以前は，検察官が被告人を呼び出す際に裁量の余地があ

った。しかし，上記法改正や判決を経て，権利告知を行うことが一番の義務になった。 

弁護人立会に関するルールも整備されてきており，防御権・対審の原則ができてきたと

言える。即時出頭の場合は，弁護人に証拠開示もなされる。 

 

２ 質問事項に対する回答 

◆被疑者に対する告知・警告について 

刑事訴訟法３９３条以降に規定がある。 

地下鉄でスリをして逮捕された事例を例にすると，警察留置されると最大４８時間の取

調べがなされる。警察官から電話があり，前科があれば，すぐに送検させる。その日のう

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月９日（火）１１：００～１２：３０ 

訪問先対応：イブ・バドルク検察官（検事正補佐） 
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ちに公判を行う決定がされた場合は，被疑者と会う。その際，直接，召喚状（起訴状を兼

ねる）を渡してサインさせる。この場合，予審に付す必要はない。 

被疑者には弁護人選任権がある。弁護人は取調べに立ち会うこともできる。検察官は，

被疑者に対し，通訳人選任権があること，被疑罪名及び法定刑を告知する。地下鉄でのス

リの法定刑は５年である。この際，弁護人選任権も告知する。多くの場合は，既に弁護人

が選任されている。 

被疑者が希望すると，弁護人同席のもとで面談を行うこととなる。検察官は，被疑者に

質問をするが，被疑者は黙秘しても良い。この検察官による質問は，実務上は，取調べや

尋問とは見なされていない。理論上は取調べと見る余地があるが，実務上，裁判所に係属

させる要件が具備しているので，被告人（裁判所に出頭する段階で被告人）に対する質問

と考えられており，取調べとはみなされない。ここが，唯一，検察官として被告人に会っ

て質問する場面である。稀に，予審判事の尋問に検察官が同席し，質問することもある。

しかし，実務上はほとんどない。 

被疑者に私選弁護人が選任されている場合は，警察留置の段階から関与している。当該

弁護人は，通常は公判まで担当する。国選弁護人の場合，弁護士会ごとにやり方が違う可

能性がある。人が替わることもあるかもしれない。 

 

◆弁護人を依頼する被疑者について 

弁護人が立ち会わない限りは，取調べは行われない。これは，検察官は弁護人がいない

限りは何もできない，ということである。弁護人の立会いに由来する絶対的な権利であ

る。 

一般的には，大規模庁では，被告人が送検されると，速やかに証拠開示がなされる。 

取調べ中は，弁護人は質問ができない。意見を述べることはできる。これは，２０１６

年改正法及び憲法院の判断に基づくものである。 

かつては，検察官の面前で否認をしていた被疑者に自由に質問をしていくと自白をする

ということがあった。被疑者が，自白した方が利益になると気付いて自白していた。かつ

ては，裁量で様々なやり方があったが，それができなくなった面はある。 

 

◆弁護人選任を希望する被疑者，弁護人立会いに対する感想 

答えるのが困難な質問である。 

弁護人の立会いは，警察にとっては革命的な出来事であり，やり方が大きく変わると身

構えていた。しかし，今は慣れてきている。 

検察官は，職務上，弁護人と関わることが多かったが，警察官はほとんどなかった。警

察官にとっては大きな変化で，心理的にはインパクトが大きい。検察官は，弁護人と接触

することが多いので，神経質にもならないし，邪魔にもならない。いた方が，安心感があ

ると感じる。検察官が被告人に告知する各種権利について，弁護人がいた方がより正確に

理解してくれると思う。難解な権利もあるので，弁護人が咀嚼して説明してくれる。重要
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な事柄であるが，分量が多かったりもする。弁護人立会いは，検察官が関与する段階にお

いても，公正な裁判に導く一つの要素になっている。 

弁護人の中にはアグレッシブな人もいるが，自分は何とも思わないので，上手く対応し

ている。 

裁判所の規模によっても違いがあると思う。かつて，地方のバール・ルデュックにい

た。検察官３名，弁護士２０名といった規模で，このような地方では，パリとは人間関係

が違う。 

検察官による事情聴取の時間は，長くても１０分くらいである。極端に言えば，「認め

るか」，「Yes.」だけで終了する。 

もし，被告人が従前の供述を変更したら，質問を重ねることとなる。スリの例でいえ

ば，小さい事件なので，その場合でも時間はかからない。もっとも，私は，被告人から新

たな弁解や供述変更理由を聞くことはない。若い検察官は時間をかけて聞いているかもし

れないが，私は聞かない。その後，すぐに公判が行われるので，被告人の弁解を聞くのは

公判に譲れば良いと思っている。 

 

◆弁護人が取調べに立ち会う割合について 

１００％である。送検され，召喚状を受け取った者の中には，弁護人選任を希望しない

者もいるが，その割合は分からない。 

この問題については，裁判所の関与や，弁護士会の対応体制も関係している。 

 

◆黙秘権行使について 

フランス刑事訴訟法における黙秘権の歴史は浅く，１０年経っていない。認められたの

は，２０１０年か２０１１年だったと思う。 

被疑者・被告人は捜査段階でも公判段階でも黙秘ができるが，あらゆる手続段階を通じ

て，黙秘権行使をする者は，非常に珍しい。 

個人的に経験はないが，組織犯罪では，黙秘権を行使する者が多いのではないか。被疑

罪名や証拠が判明するまで黙秘する者がいるかもしれない。 

被疑者が黙秘をすると，犯行の理由･動機が分からず，フラストレーションが溜まる。

思うようにいかないと感じる。 

なお，検察官の前で黙秘をするということは，自白をするようなものだと言われてい

る。司法手続上は，黙秘による影響はない。しかし，心証上の影響はあると思う。有罪心

証につながったり，量刑上の影響がある。例えば，「隣人があなたを目撃したと言ってい

ますよ。」と捜査官に言われて黙秘すると，隣人の証言だけが残る。「いや，彼が，その時

間その場所にいるはずがない」などと反論した方が良いはずである。 

 

◆証拠開示について 

証拠開示は，１部は無料で行われる。同じ証拠の２枚目以降は有料である。小規模検察

庁では，ＣＤ－ＲＯＭで渡すこともある。 
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弁護人の手元に証拠のコピーがない場合，弁護人は期日変更を求めることができる。 

 

◆取調の録音録画について 

取調べの録音録画は，未成年者と重罪事件について行われる。録画記録を再生すること

は珍しいが，弁護人から，録画記録の取調べを請求することもある。 

録画記録は，質問と回答が記録されているので，信用性判断が容易になる。また，取調

べの雰囲気が確認でき，忠実に調書が記載されているかが分かる。 

 

◆質疑 

Q 取調べに立ち会っている弁護人が警察官に質問を求めたが，質問をしてくれず，抗議

しても，抗議が調書に記載されないような場合，録画は使用されないのか？ 

Ａ 調書には書かなくても，別紙に記載されているはずである。 

弁護人は，検察官に対し，取調べに対する抗議をすることができる。検察官は，弁護

人の報告書を一件書類に編綴する。 

もっとも，普通法の犯罪において，弁護人が質問を希望することも，警察官が拒否す

ることも珍しいと思う。 

 

 Ｑ 弁護士と検察官は，なるルートが完全に違うのか？ 

Ａ ルートは違う。法学部までは同じだが，その後は違う。 

相互に転職するための橋はあるが，余り渡ってくる人はいない。 

検察官退官後に弁護士になる者もいるが，少ない。 

逆に弁護士から司法官になろうとする者は増えている。弁護士が司法官になるには，

通常の試験・書類選考・一定のキャリアに加え，１年の研修が必要である。希望者の面

談をしていると，年々，弁護士が経済的に難しくなっているという話が多い。 

以上 
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コラム 

フランス SBS 関係者との懇談 

秋 田 真 志（大阪弁護士会） 

 

フランス視察組の秋田，出口，半田の３名は，４月８日夜，フランスのＳＢＳ

（揺さぶられっ子症候群）仮説に基づくえん罪問題5に取り組むグループとの懇談

会に参加した。 

フランスでも，SBS 仮説に基づく虐待認定によって，養育者の訴追・親子分離

が相次いでいるという。しかし，最近になって，SBS 仮説を疑問視する動きが始

まり，えん罪被害を訴え，被害者らを支援する市民グループ Association Adikia

が設立された。懇談会は Association Adikia の中心メンバーである Cyrille 

Rossant 氏の呼びかけで行われたもので，えん罪被害を訴える被告人の方のほ

か，SBS 事件に取り組む医師・弁護士・支援者が集まった。イギリスからはウェ

イニー・スクワイア医師も駆けつけた。ちょうど２０１９年３月４日には，フラ

ンス・レンヌで，Association Adikia の議長であるバネッサさんの無罪判決が出

されたばかりでもあり，熱気に包まれたものであった。バネッサさんは，２児の

母親である。生後６週間の次男が発熱し，入院することになったが，検査の結

果，頭蓋内に出血が発見されたことから，SBS 理論に基づき虐待と認定されてし

まったのである。刑事訴追されたが，４年にわたる法廷闘争の末，無罪を獲得し

た。主任弁護人であった Me Gregoire Etrillard 弁護士も参加し，SBS 問題の深

刻さを熱っぽく語った。 

Gregoire 弁護士によると，フランスでは数百件の SBS 事案が訴追され，同弁

護士は，そのうち４０件ほどを扱っているという。フランスでも SBS は，激しい

論争の的になる一方で，多くの裁判が滞留しているという。既に起訴後６年を経

て，未だに公判が開かれていない事件もあるという。また，裁判の長期化に耐え

かねて，訴追された養育者の多くが争うことを諦めて，有罪を認めている実態も

あるという。 

複雑事案の刑事裁判の長期化は，どの国でも深刻な課題であることは間違いな

さそうである。 

 

  

                                                
5 ＳＢＳ仮説をめぐるえん罪問題については，日弁連刑事弁護センター・取調べの可視化本部編「誤判の悲劇を

繰り返さないために－スウェーデンの刑事司法制度と SBS（揺さぶられっ子症候群）をめぐる議論状況」

（2017 年）https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/sbs_gironjokyo.pdf 

を参照されたい。  
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ドイツ① ミュンヘン警察署訪問 

 

１ はじめに 

私は，１４年間警察で勤務している。 

  今は，刑事部殺人捜査課に勤務し，警視長。まだ下の方の地位であり，実際に取調べに

も関わっているので，現場での話をすることができる。 

今日は，日弁連の質問に対して，警察の立場からの説明をするとともに，検察と警察が

いかに緊密に職務を協同しているかということをお話ししたい。 

ドイツは，連邦制であり，１６の州に分かれている。 

警察権は，連邦ではなく州に属しているので州により違いが見られるが，刑法や刑事訴

訟法は，連邦を通じて違いはない。 

警察の主な仕事は犯罪捜査と防犯であり，防犯は州により違うが，捜査は州を通じてど

こも同じである。 

バイエルンは，１０の警察管区に分かれており，それぞれに警察本部がある。警察署の

数も１０か所であるが，検察庁はミュンヘンの警察に対応するものとして１か所であり，

バイエルン全体を管轄する検察庁が一つあるわけではない。 

事件が発生した場合，その発生した場所の警察と検察庁がその事件に関わることになる

（ミュンヘンで発生した場合は，ミュンヘンの警察とそれに対応するミュンヘンの検察庁

が事件を処理する。）。 

ミュンヘンの人口は２５０万人，警察官の数は６７００人である。うち，保安警察官は

３４００人（女性は１９％），刑事警察官（員）は１３００人（女性は２３％）である。 

ミュンヘンでの警察への通報数や出動件数は多く，年間約５１万件の通報があり，警察

の出動件数は約３０万件である。 

この警察署には，１２の刑事部門とその下にいくつかの課が存在する。課としては，殺

人捜査課の他，強盗，車両関係の窃盗など細かく区分されている。 

殺人捜査課は，殺人とりわけ被害者が攻撃されるのが予測されない類いの殺人を取り扱

っているほか，拳銃による傷害，人質を取るような事件，州警察が銃を使って取りかかる

ような重大（悪質）な事件を扱っている。 

 

２ 被疑者に対する権利告知 

これから，被疑者に対する告知について話をする。 

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月１１日（木） 

訪問先対応：マティアス・ハイトマン刑事（殺人捜査課） 
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まず，被疑者には，どういう犯罪で捜査されているのかを告知する。警察での取調べの

際，被疑者には，例えば，あなたは自分の妻を殺しましたという程度のことを告げる。誰

に対して殺人を犯したということを告知するが，具体的な殺人類型（故殺，謀殺など）に

該当する事実や，刑法何条に当たるということまでは告げない。起訴状には罰条は記載さ

れるが，罰条の該当性は全ての証拠（捜査結果）を踏まえてなされるのであるから，警察

の段階では罰条までは言えない。 

次に，何も話さなくてもいいし，話しても良いことを告知する。 

更に，いつでも弁護人に依頼することができることを告知する。電話してもいいし，ど

のような方法でも弁護人を依頼することができることを告げる。 

これらの告知は，警察官が逮捕した場合，逮捕のときにも告知されている。 

ここで，「仮拘束された者に対する教示」と題する書面が配布された。 

この書面は，法務省からダウンロードして，外国人被疑者に見せる。日本語版もある。 

被疑者は，逮捕されたときにこの書面を示される。そして，取調官は，最初の取調べを

する段階でこの書面を見たかどうか，理解したかどうかを確認する。もし，見ていないと

か，理解していないと言われれば，取調べの段階でもう１度それを示して，内容を説明す

る。 

なお，外国人の犯罪の場合，被疑者に大使館などに連絡するかと聞く。連絡してほしい

と言えば大使館に連絡するが，ほとんどの被疑者はしないでほしいという。 

権利告知に誤りがあると，被疑者の供述が裁判で使用できないこともある。 

例えば，ある人が警察署に自首して，「自分の妻と姉を殺した」と話した。この場合，

取調べ前に重大な殺人を犯していることを供述したことになる。これは，権利告知前の供

述であるが，公判で使用することができる。 

それと異なり，「人を殺した」として，警察署に出頭したが，警察官が「話してみなさ

い。」とか，「記録してもいいか。」と言って，権利告知しないまま，どこで，誰を殺した

か，どこに死体があるか，凶器はどうしたかといったことを対面した警察官が質問して供

述がなされ，その警察官は捜査官には被疑者が自首したことのみ伝え，警察官が聞き出し

たこと（犯罪の場所，被害者，遺体の場所，凶器の場所など）は担当官に伝えなかったと

する。その後，捜査官は，権利告知して，取調べをするが，後になって，事前に権利告知

せずに警察官が聞き出した情報があったことが（録音や調書など他の資料で）分かった場

合，権利告知後の取調べによって得られた情報であっても，警察官が聞き出していた情報

は裁判では使えないことになる。その場合，被疑者に証拠として使用できなくなったこと

を伝える。検察官や裁判官にもこれまでのことは忘れてくれという。その上で，自首した

ときに自ら発言した「人を殺した」という部分だけを出発点として改めて取調べをする。

改めて取調べをしてみると，前の取調べと異なる供述をすることもあるし，より詳しい供

述をするときもある。ただ，こういった場合，弁護人が供述は全部なしにしようというこ

とはよくある。 

他の権利告知の内容としては，証拠の申請を被疑者は求めることができることの告知が

ある。 
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３ 取調べ 

(1) 被疑者と証人 

捜査の主体は検察官であるが，警察は，検察官から権限を与えられて捜査をする形に

なる。 

取調べには，証人の取調べと被疑者の取調べがある。 

証人と被疑者の違いを話す。 

例えば，警察官が現場に臨場したとき，ナイフを持ってその場にいた人物が被疑者で

あることは明白である。また，ある男性が警察に恋人がいなくなったと届出をした後に

なってその恋人が死体で発見された場合もその男性は疑わしい，つまり被疑者として扱

われることになろう。 

いろいろな状況から判断して，どうも疑わしいとなったときは，検察官と連絡を取っ

て被疑者として取り扱って良いかを協議する。 

我々は，被疑者を勾留したり，身体検査をしたり，ＤＮＡや指紋などを採取する案件

が多いため，いつも慎重に検察官と連絡を取り合っている。 

(2) 被疑者の取調べ 

殺人捜査課には五つの班があり，これら五つが当番制で２４時間待機し，迅速に対応

している。 

２４時間体制ですぐに駆けつける体制なので，現場に行って直ちに被疑者に対処する

ことになり，その場で被疑者から話を聞くことができる。 

殺人以外の一般の事件では，通常，警察官が被疑者を連れて来て，その翌日に捜査員

が被疑者を取り調べすることになるが，殺人捜査課ではすぐに臨場できる２４時間体制

のホットラインで対応しているので，捜査員自身が現場に駆けつけ，被疑者や関係者を

連れて来ることになり，直ちに被疑者や関係者を取り調べることができるのである。 

取調べの時期は，勾留の前後を問わない。勾留後にも取調べをすることもあるし，勾

留決定前の仮拘束中にも取調べをすることもある。 

被疑者には取調べに応じる義務があるのではなく，供述する権利があるのである。 

被疑者を取り調べる時間の制限はない。被疑者が取調べに応じることができる状態か

どうかについて，被疑者に疲れていないかとか，休憩を取るかなど尋ねたりして，取調

官がまだ取調べを継続することができるかどうかを判断する。取調べに応じられない状

態でありながら取調べを継続した場合，後の裁判で問題になる（証拠使用禁止の問

題）。 

争いのない事件（被疑者が自白し，弁護人も供述させる事件）における警察の取調べ

がどれくらいの回数，どれくらいの時間を要するかということについては，特に言えな

い。事件の性格にもよる。５分の場合もあれば，７時間の場合もある。１件につき９０

枚くらいの調書を作成したこともある。普通は，３０～４０枚程度か。例えば，被疑者

の生い立ちから聞かなければならなかったり，究明すべきことがらが多い場合には，取

調べ時間や調書の枚数は多くなる。 
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殺人には，例えば，被害者が殺害を予期し得ない事件，他の犯罪を隠す目的でなされ

た事件など，いくつかの類型がある。そして，我々にはその類型ごとのリストが作られ

ており，警察では，どのリスト（類型）に該当するかが分かるような形で取調べを行

い，作成した調書を検察官に送致し，検察官が事件類型（リストの該当性）を判断す

る。逆の言い方をすると，警察は，検察官がどの殺人類型に該当するかを判断すること

ができるように，リストの該当性に沿った形で取調べ（被疑者への尋問）を行うことに

なる。 

取調べで禁止されていることは，脅迫，薬物の使用など。 

指紋が発見されていないのに発見されたといった嘘をついたらだめだが，「ナイフに

指紋が残っているんじゃないか。」と言うことは許される。それは，被疑者を騙してい

ることになるわけではないから。もちろん，ナイフが証拠として調べられていない時点

だが。 

供述した方が「罪が軽くなる。」とか，「すぐに出られる。」と言うことはできない。

もっとも，「自供した場合には公判でそれが考慮され得る。」と言うことはできる。 

証拠使用が禁止される供述は，被疑者が承諾しても使用できない。 

なお，少年犯罪の場合には，親権者が立ち会うことができることになっている。 

(3) 証人の取調べ 

犯人が未だ判明しない間は，関係者を取り調べるとき，そこには被疑者となる人物が

存在する場合もあるが，被疑者でない間は，まずは証人として関係者を取り調べること

になる。 

以前は，検察官だけが証人を出頭させることができた（出頭義務）が，２０１７年８

月から，警察も独自の権限で証人を出頭させて取調べをすることができるようになっ

た。 

出頭を拒んだ場合，まずは罰金を課すことで出頭させようとするが，それでも出頭し

なければ警察官をして引致することができる。 

証人には警察に出頭する義務があるとともに，真実を語る義務がある。 

一方で，証人は証言拒絶権がある。被疑者の親族又は家族には証言拒絶権がある。 

また，自ら刑事責任を負わされることになりかねない場合にも証言を拒むことができ

る。例えば，２年半前にストリップなどをする風俗店で客が別の客に刺されて死亡する

という事件があり，犯人はヘルスエンジェルスという組織に関わっていたが，事件当

時，現場にいたボディガードは，自分は何も見ていないし，知らないと話していた。と

ころが，１年後にあった公判で，そのボディガードは弁護士とともに証人として出廷し

たが，弁護士がボディガードは法廷では何も証言しないと述べた。本来ならば，ボディ

ガードは，法廷で自分の氏名，住所のほか，事件当時その場にいたということやその日

の営業時間，来店した客の数なども証言しなければならないが，ボディガードには客を

救助しなかったことが罪に問われるおそれがあるとして，弁護士は一切の証言を拒否す

るとして，ボディガードに証言させなかった。 
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４ 黙秘権 

被疑者が黙秘すると言った場合，その時点で取調べを打ち切り，被疑者を留置施設に戻

す。 

もっとも，被疑者が黙秘すると言った場合，警察官が更に話を聞くことができるかどう

かはいろんな見解があるし，いろいろな判決もあるが，自分は，説得して話をしてもらお

うとする。被疑者の権利を侵害するつもりは全くないが，話した方が良いのではないかと

説得する。説得した結果被疑者が供述した場合には，なぜ被害者が供述することにしたの

かを供述調書に記載する。場合によっては，後で弁護人から批判されたり，法的な不利益

な結果になることもあるということは分かっている。 

 

５ 勾留 

警察では，仮拘束中の２４時間のうちに，被疑者を身体拘束することが可能かどうかに

ついて検察官と相談し，勾留請求する。 

裁判官は，そこまでの調書を見て，被疑者を勾留するかどうか判断する。 

 

６ 弁護人選任権 

警察では，仮拘束中の２４時間のうち

に，被疑者を身体拘束することが可能かど

うかについて検察官と相談し，勾留請求す

る。 

(1) 主に仮拘束直後 

仮拘束して最初に被疑者を取調べする

とき，被疑者に弁護人を付けるかどうか

聞いたところ，被疑者が弁護人を付した

いが，知っている弁護士がいないと言った場合，警察の方で弁護人選任を手助けする。

そのやり方は，特定の弁護士を紹介するのではなく，弁護士会が準備しているホットラ

インを紹介するような方法である。その場合，普通は被疑者自らも電話することができ

るが，大体は警察がホットラインに電話して，事情を話して，弁護人選任を依頼する。

例えば，弁護士保険に加入している被疑者の場合，保険会社にもホットラインが設置さ

れているが，そういった場合には被疑者自らが保険会社のホットラインに電話をして弁

護人を依頼することになる。 

弁護士会のホットラインに電話して，弁護士がすぐに対応できないときは，被疑者に

それを告げて，取調べを続けるかどうかを尋ねる。被疑者が取調べの継続を選択した場

合には，取調べを継続する。 

弁護人選任依頼をしたものの受任を断られた場合や，弁護人の依頼を断られながらも

被疑者が取調べの継続を選択した場合には，それらのことを調書に記載する。 

被疑者が取調べを拒否したときは，取調べを取りやめる。 



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

98 
 

自分の経験からすると，担当する事件の性質からだと思うが，弁護人が選任されない

ケースが多い。被疑者は，「自分はやっていないから，弁護人は要らない。」ということ

が多い。被疑者が自分で弁解することが多い。最初の尋問前に被疑者がホットラインな

どで弁護人（弁護士）を依頼し，駆けつけた弁護人（弁護士）と協議（接見）した上

で，弁護人を選任しないで取調べに応じる被疑者も多い。 

勾留請求前の国選弁護人を付する制度（必要的弁護制度）については，国会で議論さ

れているが，まだ法律は通っていない。その法律が成立した場合には，警察官として

は，弁護人なしで被疑者を取り調べることができないことになるし，警察が犯罪類型ご

とのリストに沿った取調べをしようと場合，弁護人は（犯罪類型の該当性を分かってい

るので，その場で）被疑者に黙秘させるので，警察にとっては重要な法律になる。 

そのような法律が成立すると，警察としては，真相究明が難しくなるし，弁護人にと

っては，より軽い刑に当たる犯罪類型の方に事件を持って行きやすくなるので，弁護の

成果を上げやすくなる。警察にとっては大きな課題である。 

例えば，殺人事件の場合，計画的な犯行であったかどうかを判断するために，ナイフ

を持っていたかどうか，どこに持っていたかどうかも，警察は聞けなくなる。 

警察がやりたいことは，被疑者の刑を重くすることではなく，何がどう起こったのか

という事実を記録することである。弁護人の立場からすれば，被疑者の刑を軽くしたい

ということは分かるが。 

(2) 国選弁護人（必要的弁護） 

裁判官は，仮拘束の翌日には被疑者を勾留するかどうかを判断するが，その時点で，

国選弁護人が必要かどうかを判断し，弁護人が付いているかを被疑者に尋ねる。 

重大犯罪の場合では，必ず国選弁護人が選任されることになる。 

被疑者は，国選弁護人を指名することができる。例えば，被疑者が前の事件で付いて

いた弁護人を今回も付けたいとして指名することができる。 

被疑者が弁護人を指名しないときは，裁判官が独自の判断で国選弁護人を選任する。 

国選弁護人を選任するのは，勾留質問した裁判官である。 

勾留決定された後，被疑者に弁護人が選任された場合，そのことは，直ちに検察官を

通じて警察に連絡がある。 

国選弁護人が付いた後でも，被疑者は私選弁護人を追加して選任するができる。その

場合でも，国選弁護人は解任されない。というのは，被疑者が貧困のためある時点で私

選弁護人を継続して付しておくことができなくなった場合などに弁護人が不在となって

しまうが，そのような場合に備えて国選弁護人を付したままにしておくのである。 

現時点では，警察での最初の取調べ前の国選弁護人制度（必要的弁護制度）はない

が，近いうちに変わるかもしれない。 
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７ 弁護人の取調べへの立会い 

日本の司法制度はドイツを見本にしていると聞いているし，その後に英米法が導入され

ているのであれば，なおさら警察の取調べに立ち会うことは普通に認められていると思う

が，実際には違うのか。 

弁護人が選任された事件では，弁護人が取調べに立ち会わないことは滅多にない。 

基本的には，被疑者を取り調べようとするときは，事前に弁護人にそのことを知らせ

る。法律上は弁護人に連絡しなくても良いが，実務上は連絡しているのが普通。 

仮拘束中などでも，弁護人が取調べに立ち会いたいと言った場合には，弁護人が到着す

るまで取調べを待つ。いつまでも待つというわけではなく，弁護人が駆けつけるまでに要

する時間を弁護人に聞いて，それを被疑者に伝える。そして，被疑者に弁護人が到着する

まで取調べを待つかどうか，仮に弁護人が到着せず，取調べにも応じないまま勾留質問を

受けた場合には勾留されることになるかもしれないが，それでも待つのかどうかどうかを

被疑者に尋ねる。 

勾留状が執行され，国選弁護人が選任された後，弁護人に被疑者を取り調べることを告

げ，弁護人が「今日は立ち会えないから取調べをしないでほしい。」と言われても，それ

には応じられない。私選弁護の場合も同じ。 

弁護人は，取調べに立ち会うことを求めることはできるが，取り調べしないことを警察

に要求することはできない。 

被疑者には取調べに応じないという権利はあるが，弁護人には取調べしない（させな

い）ことを求める権利はないのである。 

弁護人は，取調べに立ち会ったとき，取調官にそんな質問をするなとか，取調事項につ

いて意見することが時々ある。そういった場合，例えば，取調官があることがらを被疑者

に尋ね，弁護人がそのようなことを聞くなと発言したときは，そのことも調書に記録す

る。その場合でも，取調官は更に被疑者に「どうなんだ。」と尋問を続ける。 

弁護人は，警察の取調べに意見を述べることはあるが，警察の取調べを禁止することは

できない。 

弁護人は，ある尋問に対して，その場で，それに答えないよう被疑者にアドバイスする

こともできる。それでも，警察は質問する。 

警察の取調べに対する弁護人の立会権は法的には確立していない。ただ，弁護人が取調

べに立ち会いたいと申し入れたときには，警察はそれを拒むことは絶対にない。弁護人の

立会いを拒否すれば，被疑者が完全に黙秘するおそれが出てくる。警察としては，弁護人

に立ち会ってもらい，弁護人にアドバイスしてもらって，答えられるものには答えてもら

うことにしてもらった方が良いし，そのことは被疑者にとっても利益である。 

弁護人によって対応は異なるが，供述した方が本人の利益だと判断して，被疑者に供述

させる弁護人ももちろんいるので，警察はむしろ弁護人に立ち会ってもらうのである。 

警察は，勾留の前後を問わず，被疑者を取り調べるが，いずれの時期であっても，法的

には確立していないものの，弁護人が立ち会うと言えば，同じ対応をする。 
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２０１７年に警察の取調べについても弁護人の立会権が法律で認められていないかとい

うことについては，確信がなく，答えられない。そういったことは，検察庁で確認しても

らいたい。 

まれに，警察は，弁護人に連絡しないで（弁護人に連絡して，取調べさせないと言われ

たときは，無意味になるから。），拘置所に赴いて，被疑者を取調べしようとすることがあ

る。ただ，こういったことはあくまで例外である。 

去年ころ，６人がインシュリンで殺害されたと疑われる事件が発生し，警察が弁護人に

拘置所に被疑者の取調べに行くと告げたところ，弁護人から「被疑者は何も話しません

よ。」と言われたが，実際に弁護人の立会いなしで取り調べたところ，被疑者は９人殺害

したと供述した。 

 

８ 証拠開示 

証拠開示については，検察官に聞いてもらいたい。開示するかどうかは検察官が判断す

るから。 

 

９ 取調べの録音・録画 

重大犯罪，少年の犯罪，障がいのある者の犯罪については，来年から，録音録画する制

度が始まる。 

録音録画は，まだ施行されていないので，それを証拠として使用することができるかな

ど，録音録画の取扱いについてはなんとも言えない。ただ，検察官は紙に書いたものを欲

しがる。 

警察としては，録音録画した場合，調書の作成はやりたくない。そうしないと，録音録

画の意味がない。だけれども，法務省は，録音録画した場合でも書面化することを求め

る。 

以上 
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（資料）仮拘束された者に対する教示 
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ドイツ② ミュンヘン地方裁判所訪問 

 

２人は，現在，民事事件に関与している。銀行関連の事件や倒産事件を担当している。 

バイエルン州では，司法官は，検察官・裁判官双方について長期間の研修を受ける必要

があり，刑事事件についても十分に把握している。両名とも，検察官としての勤務経験も

ある。 

ゲオルグ判事は，任官後数年間，検察官として勤務した。その後，勾留質問担当の裁判

官となり，再び検察官となった。現在は，裁判官である。 

レーダーマン判事は，検察官として勤務した後，研修所の教官として民事・刑事双方を

担当した経験がある。 

バイエルン州では，司法官が裁判官と検察官の両方を担当するのが通常である。裁判官

からキャリアを始めた場合も，１，２年で検察官を経験することとなる。 

 

１ 勾留状発付の要件とその後の手続 

(1) 解説 

勾留状発付要件は，容疑の緊急性・被疑者が実際に逃亡したこと・罪証隠滅のお

それ・逃亡のおそれ等である。これら以外にもいくつかの要件がある。 

逃亡のおそれについては，重大犯罪において勾留理由とされることが多い。軽罪

では，勾留の理由とはなりにくい。 

逮捕後，勾留しない限りは，被疑者を釈放しなければならない。逮捕後の留置時

間は，何時間と定められているわけではなく，逮捕の翌日までとされている。午後１

１時４０分に逮捕した場合は，翌日中なので，翌日午前中には勾留請求の準備をしな

ければ間に合わない。午前１時の逮捕だと，持ち時間が長くなる。 

勾留請求を行うのは検察官であり，警察官が請求することはない。 

勾留担当裁判官は，警察署に常駐している。平日２名，休日１名の体制である。

警察署には，検察官のオフィスもある。 

勾留期間には時間的制限がない。 

被疑者は，なるべく早く身体拘束から解放されることを望む。解放されるための

手段はいくつかある。 

検察官は，毎日，勾留理由が継続しているかをチェックする。 

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月１１日（木） 

訪問先対応：ユリア・レーダーマン判事，ゲオルグ判事 
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刑事訴訟法上，「勾留の裁判は，その理由がなくなった場合，又は適切でなくなった

場合は，直ちに取り消す」と規定されている。例えば，被疑者に対する嫌疑の存在を

揺るがせる様な事実が発見された場合は，被疑者は釈放される。検察官は，常に，勾

留の必要性が継続しているかをチェックしないといけない。 

保釈など，勾留の裁判を中断する，あるいは取り消すという方法によっても，身

体拘束からの解放がなされる。 

検察官は，勾留を維持することが適切でないと判断した時点で，裁判官に報告す

る。 

被疑者は，自ら，勾留取消を請求することもできる。 

勾留を解くかどうかを決めるのは，勾留決定をした裁判官である。 

勾留に対する抗告は，上級裁判所に申し立てることとなる。 

(2) 質疑応答 

髙見：刑事訴訟法１１７条に勾留審査に基づく申立てはよく使われているのか？ 

Ａ：起訴後に申し立てられることがたまにあるが，被疑者被告人自身が取り下げ

る例が多く，申立てが認容される例は少ない。 

前田：勾留決定に期限が付されることはないのか？ 

Ａ：期限はない。勾留決定に対するチェックは，検察官による自己チェック，６

か月経過後の裁判所によるチェック，その後は３か月ごとに裁判所によるチ

ェックがなされる。勾留をチェックする裁判所は，公判担当裁判官でも，勾

留質問を行った裁判官でもない。勾留質問を行った裁判官とは異なる裁判体

が行う。 

ＮＳＵ事件（右翼による殺人等事件）では，２０１１年に被疑者が逮捕さ

れ，２０１３年から公判が始まり，２０１８年に第一審で無期懲役の判決が

言い渡されたが，現在も勾留は続いている。この事件は被害者が多く，極め

て複雑な事件である。なお，共犯者２名は，刑期のほとんどが未決勾留日数

の算入により消化された結果，収監までに逃亡のおそれはないと判断され，

判決日に釈放された。 

 

２ 弁護人選任の実情と勾留質問における弁護人の立会い 

(1) 解説 

被疑者が弁護人選任を希望する場合には，それに応じる。必要であれば，弁護人

の到着を待つ。 

勾留質問を担当した経験があるが，その際は，弁護人が来るのを待った。弁護人

と被疑者が相談することもあった。 

弁護人がすぐには来られない場合は，基本的に，調整は行う。例えば，週末に質

問しなければならない被疑者は通常９～１０名いるので，まず，弁護人を選任しない

被疑者を先に質問する。しかし，例えば，午後９時でなければ行けないと弁護人に言
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われた場合は，弁護人を待たずに質問をする。弁護人が来るまでにかなり時間を要す

る場合は，弁護人の到着を待たずに質問をする。 

弁護人が「今日は来られない。」と言う場合は，質問をする。被疑者は，答えなく

ても良い。しかし，被疑者が黙秘すると，勾留決定がなされる。その場合，被疑者

は，後日弁護人と話し合い，審査を請求したり，供述することを選択したりすれば良

い。 

どの段階でも，被疑者に対する権利告知を行う。黙秘権も告知する。しかし，在

宅の場合と勾留の場合で，被疑者の対応は異なる。在宅の場合，黙秘を続けても不利

益はないが，勾留されている場合，被疑者も早く手続を進めてほしいと願うことがあ

る。その場合は，供述をするのではないか。 

勾留質問に関してのみ，裁判官が担当する。 

(2) 質疑応答 

前田：２０１７年の法改正によって警察における取調べにおいても，被疑者が弁護人

の立会いを求める権利が認められたと聞いたが，そのとおりか。 

Ａ：そのとおりである。 

山口：刑事訴訟法１６８ｃ条が警察官の取調べにも準用されるのか。それは，何条に

規定されているか。 

Ａ：刑事訴訟法１６３ａ条４項である。 

 

３ 実際に勾留質問で弁護人の付く割合 

逮捕から勾留質問までの間に弁護人が選任されている被疑者の割合は，３０％程度で

はないか。 

弁護人が選任されている割合と，勾留質問における立会いの割合は，ほぼ同じ。立ち

会わない弁護人もいるが，それは非常にまれである。 

 

４ 勾留質問における弁護人の活動内容 

(1) 解説 

弁護人は，勾留質問中，自ら，被疑

者に質問できる。また，その内容を元

に，裁判官に対して，意見を述べるこ

とができる。それ以外にも，被疑者に

代わり，事実に関する陳述をすること

もできる。 

(2) 質疑応答 

前田：弁護人は，勾留質問の段階で証拠開示を求めることはできるか。 

Ａ：できる。勾留質問の場には薄い調書ぐらいしか証拠がない。参考人の供述も

ほとんどない。弁護人から証拠を提出することもできる。また，弁護人から

特定の証拠の収集や参考人からの事情聴取を求めることもできる。この時点
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で証拠開示に応じるかどうかは，検察官が判断する事項である。しかし，通

常は証拠開示がなされる。 

 

５ 弁護人立会いに関する意見 

(1) 解説 

裁判官としては，弁護人が立ち会っている方がメリットがある。 

捜査に異議を申し立てるタイプの弁護人の場合は面倒だが，通常は弁護人がいる

方がスムーズに進む。弁護人がいる方が話が短く建設的な話ができる。また，被疑者

が落ち着いて話ができるようになる。 

勾留質問を行う裁判官は，捜査に関心を有していない。被疑者の供述の有無や内

容とは関係を有していない。勾留質問で被疑者と話す時点で方針は決まっている。勾

留質問で新たな主張が出されると困るので，裁判官としては，むしろ，被疑者が話さ

ない方が楽である。 

(2) 質疑応答 

髙見：勾留質問に対して黙秘させる弁護人はいるか。 

Ａ：ほぼ，そうである。裁判官にとってはラッキーである。裁判官にとっては，

弁護人がいる方が早く終わって良い。警察官・検察官は，裁判官とは立場が

違うので，弁護人がいない方が良いと思っているのではないか。 

 

６ 勾留請求却下の割合 

(1) 解説 

数は把握していない。 

余り多くはないだろうとしか言えない。ないことはない。ほとんどないが，皆無

ではないといった程度。 

検察官は，判断基準を把握しているので，リスクの高い請求はしない。 

検察官は，逃亡・罪証隠滅については，勾留事由があると判断しやすい傾向にあ

る。裁判官が，さほど恐れが高くないと判断した場合，請求が却下されることがあ

る。 

(2) 質疑応答 

前田：検察官は，勾留理由がないと判断すると，釈放するのか。 

Ａ：そうである。殺人などでは，勾留は１００％近いが，それ以外の事件では，

そうではない。 

髙見：窃盗で勾留することはほとんどないと聞いたが。 

Ａ：銀行での窃盗や広範囲に多数の犯行を重ねた被疑者でなければ，勾留はしな

い。 

 

７ 勾留の要件，勾留中の被疑者に対する制限的措置 

(1) 解説 
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勾留中の被疑者に対する何らかの自由の制限については，刑事訴訟法１１９条に

定められている。 

同条の制限は代表的なものであり，全てが列挙されているわけではない。例え

ば，面会・電話の受信についての許可がある。 

(2) 質疑応答 

山口：逃亡のおそれで勾留することはあるが，罪証隠滅の恐れを理由に勾留すること

は余りない，と裁判官から聞いたことがあるが，どうか。 

Ａ：そのとおりである。 

山口：罪証隠滅は，予測が難しいから，と言われたが，そうか。 

Ａ：かなり細かい態様に関する具体的なものが必要なので，余りない。 

髙見：そのような事情も，勾留状に記載されるということで良いか。 

Ａ：勾留状には，勾留の理由も記載される。罪証隠滅の恐れについては，なぜ認

められるのかの理由も記載される。罪証隠滅の恐れの理由付けは難しい。 

 

８ 被告人の保釈割合 

公判前の保釈割合については，統計的な数字は分からない。感覚的には多いと思う。 

十分に保証金を納付しているので，逃亡しないであろうと考えられている。 

 

９ 勾留に代わる措置（勾留を回避する措置） 

(1) 解説 

保証金を積ませるケースが最も多いが，保証金以外の条件で保釈されることもあ

る。週に１回の面会や，パスポートの預託等である。 

(2) 質疑応答 

山口：居住地の届出，制限もあると聞いたが。 

Ａ：そういうこともある。住所が頻繁に変わる者，住所不定者について，実家で

の居住を指定する等。しかし，コントロールが難しいので，そのようなケー

スは少ない。後は，警察に毎日や週に１回出頭する等。 

前田：証人予定者に面会しないという条件はあるか。 

Ａ：逃亡の危険がある場合には，そのような条件は付かない。罪証隠滅の恐れが

ある場合は付く。 

中西：保証金はどのような場合に没取されるのか 

Ａ：保釈条件が履行されない場合である。 

 

１０ 国選弁護人選任制度 

(1) 解説 

国選弁護制度については，法制度の変更があった。 

数年前までは，国選弁護人の選任時期は，勾留開始から３か月後であった。現在

は，勾留当初から国選弁護人が選任されている。 
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被疑者は，国選弁護人を指名することができる。 

弁護士又は法学教授が国選弁護人になれる。 

かつては，近辺の弁護士から選任していたが，現在では，被疑者と弁護人の信頼

関係を重視し，遠方の弁護士であっても，選任することが可能である。ドイツ国内で

登録されている弁護士であればベルリンからでも良い。 

被疑者から「信頼している弁護士がベルリンにいる。」と言えば，断ることはな

い。費用は断る理由にならない。しかし，十分な弁護活動ができないので，近い場所

の弁護士を選ぶ被疑者が多い。ただし，重大事件では，ベルリンやフランクフルトの

弁護士を選任することもある。 

国選弁護人に選任された場合に受任するのは義務なので，業務過多等の理由がな

ければ就任を断ることはできない。 

被疑者の指名による場合，被疑者が弁護士に連絡を取り，弁護士から裁判所に報

告することによって選任される。 

(2) 質疑応答 

山口：ドイツで登録している弁護士は，裁判所から選任されると，全員，受任しなけ

ればならないのか。 

Ａ：ドイツで登録している弁護士は，全員が，引き受ける義務がある。実際に

は，希望者が中心になって対応している。 

裁判所にリストがあり，国選受任を希望する弁護士が記載されている。若手

の弁護士や仕事の少ない弁護士が多いと思う。 

 

１１ 証拠開示について 

起訴後には記録が裁判所に届いており，開示する。開示しない理由はない。 

 

１２ 被告人供述の公判での顕出方法と調書の公判での取扱い 

被告人に法廷で質問することもある。様々な方法がある。 

検察官が調書を朗読し，被告人に間違いがないか確認することもある。 

被告人が捜査段階の自白を公判で撤回した場合，捜査段階の供述については，裁

判官の面前供述であれば使用できる。また，捜査官が証人として出廷することもあ

る。 

 

１３ 欧州人権裁判所の判決や EU 指令の影響 

(1) 解説 

欧州人権条約４６条に，判例は，当該事件・当事国についてのみ効力があると規

定されている。欧州人権裁判所の判例によって，加盟国の判例が覆されるわけではな

い。もっとも，ドイツとしては，欧州人権裁判所の判例を考慮するという立場を採っ

ているので，裁判官も考慮する必要がある。同様の事案がドイツで発生した場合，欧

州人権裁判所に係属してしまう。そうならないよう考慮している。 
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EU 指令については，ドイツ国内においても実行される必要があり，影響が大き

い。欧州司法裁判所においてチェックされる。現在，義務付けられていないが，近々

義務付けられるので，国内法を変える必要がある。２０１６年 EU 指令が。２０１

９年に国内法化される。 

以上 
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＜ミュンヘン裁判所 質問室見学＞ 

 

１ 図①Ａ室にて 

・刑事訴訟法１２５条により，性犯罪被害者の取調べは，公判利用のために録画しなけれ

ばならないとされている。 

・また，例えば，売春婦など，公判廷への出頭が期待できない証人の取調べについても録

画がされる。 

・特に，子どもの場合，性犯罪の被害者であるなどした場合，供述すること自体を怖がる

ことがある。 

・これから案内する部屋は，特に未成年の被害者や証人に対する事情聴取を録画するため

の部屋である。今いる部屋（Ａ室）は，被害者や証人の控え室である。 

 

２ 図①Ｂ室（図②の部屋）にて 

・勾留質問に向けて，裁判官が参考人に対して質問する部屋である。 

・裁判官は，質問前に，子どもと遊んでリラックスさせる。 

・図②のカメラ①～カメラ③は，参考人を撮影するためのカメラである。故障等に備えて

３台設置してある。 

・カメラ④は，担当裁判官を撮影するためのカメラである。 

・クマのぬいぐるみが置いてあるのは，姿勢等を実演させるためである。 

・被疑者は，勾留質問の際に「そこにいること」が保障されているが，被疑者と参考人や

被害者が会わないよう配慮している。被疑者は，別室で質問の様子を視聴することがで

きる。 

・被害者の代理人は，質問に立ち会うことができる。 

・被疑者の弁護人は，別室にいる。 
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３ 図①Ｃ室にて 

・この部屋に，検察官・被疑者・弁護人がいて，質問の様子を視聴している。 

・パソコンを利用して，質問担当の裁判官に対し，してほしい質問を送信することもでき

る。 

・被疑者及び弁護人がいるのは，立会いを認めることによって，公判において記録媒体を

使用できるようにするためである。 

・このような形で，被疑者に対し，尋問権が保障されている。ただし，その後，新たな争

点が浮上した場合などは，公判廷において，再度，反対尋問をすることが許される。 

・児童の専門家も関与することが可能である。 

・警察官も来る。 

・参考人は，これらの人物がいることに気付いていない。 

 

４ 図①Ｄ室にて 

・この部屋は，被疑者と弁護人が打合せをしたり，関連事件の担当裁判官や担当検察官が

質問状況を視聴するための部屋である。 

・関連事件の担当裁判官や担当検察官は，質問をすることはできない。 
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＜ミュンヘン地方裁判所レーダーマン判事の書面による回答＞ 

 

ミュンヘン地方裁判所のレーダーマン判事（一部，ベルンハルト判事）からは，我々の質問

事項に対して，書面で回答していただいた。 

その翻訳文を以下に掲げる。 

 

◆１ 被疑者が仮拘束又は勾留された事件について，被疑者が身体拘束されてから判決が出

るまで，刑事手続の平均的なタイムスケジュールはどのようなものか。 

 

◇回答（以下，特記ない限り，レーダーマン判事） 

勾留は，次の場合に行われる（ドイツ刑事訴訟法１１２条以下）。 

被疑者・被告人が罪を犯したと疑うに足りる強い理由（勾留理由）があり，かつ勾留

の要件が存在するとき，これを勾留することができる（１１２条１項本文）。 

勾留審査には，比例原則（事件の軽重と科せられるべき刑罰が均衡すること）が妥当

する（同項ただし書）。 

特定の事実に基づいて，次のいずれかに当たると認められるときは，勾留の要件が存

するものとする（同条２項）。 

① 逃亡しているとき 

② 逃亡のおそれがあるとき。 

③ 罪証隠滅のおそれがあるとき。 

④ 一定の犯罪については，再犯のおそれがあるとき（１１２a 条）。 

特に重要な犯罪については，要件が緩和されている（１１２条３項）。他方，軽微な

犯罪については，要件が加重されている（１１３条）。 

勾留状に基づいて被疑者を拘束したときは，速やかに管轄裁判官の下に引致しなけれ

ばならない（１１５条１項）。時間的制約は，「速やかに」（同項），「遅くとも翌日中

に」（同条２項）である。 

ただし，勾留状が専ら逃亡のおそれに基づいて発せられている場合において，その執

行よりも緩やかな処分で勾留の目的が達成できると期待すべき十分な理由があるとき

は，勾留状の執行を猶予〔保釈〕する（１１６条１項）。また，勾留状が罪証隠滅のお

それに基づいて発せられている場合であっても，その執行よりも緩やかな処分で罪証隠

滅のおそれを著しく減少させられると期待すべき十分な理由があるときは，勾留状の執

行を猶予〔保釈〕することができる（同条２項）。 

このほか，現に罪を行っているときに捕捉され，又は追跡された者について，逃亡の

おそれがあるとき，又はその身元が直ちに確認できないときは，何人も，裁判官の命令

なしに，その身柄を仮に拘束することができる（仮拘束。１２７条１項）。仮拘束され

た者は，速やかに，遅くとも拘束の日の翌日までに，拘束した地を管轄する区裁判所裁

判官の下に引致しなければならない（１２８条１項）。裁判官が，身体拘束の理由がな
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く，又はその根拠が消滅したと考えるときは，釈放を命ずる。その他の場合には，検察

官の請求により，又は職権で，勾留状を発する（同条２項）。 

身体拘束から判決宣告までの流れは，検察官の（更なる）捜査（原則として時間的制

約はない），公訴提起，開始決定，公判，判決である。 

被疑者・被告人は，勾留状発付後，勾留され続けるとは限らない（勾留状の取消し。

１２０条）。勾留状は，職権審査（検察官の請求を受けて裁判所が判断する。）により，

次の場合に取り消されなければならない。 

① 勾留の要件（強い犯罪の嫌疑，狭義の勾留の要件）がもはや存在しなくなったと

き。 

② 勾留が比例原則に反する（均衡を欠く）とき。 

③ 手続が終局的に打ち切られたとき。 

④ 公判開始が拒否されたとき（２０４条）。 

勾留状の執行は，職権審査（検察官の請求を受けて裁判所が判断する。）により，こ

れを猶予することができる（勾留状の執行猶予〔保釈〕。１１６条）。 

勾留審査（１１７条）は，被疑者が勾留されている間は「いつでも」裁判所に請求す

ることができる。管轄は，捜査裁判官（既に勾留状を発し，これを維持している者）で

ある。勾留審査の際には，被疑者の請求により又は職権で，口頭弁論に基づいて裁判す

る（１１８条１項）。口頭弁論に基づいて勾留が維持された場合は，勾留が少なくとも

３月継続し，かつ最後に口頭弁論を行ったときから少なくとも２月を経たときに限り，

重ねて口頭弁論の請求をすることができる（同条３項）。口頭弁論の日時・場所につい

ては，検察官，被疑者及び弁護人にこれを通知する（１１８a 条１項）。被疑者が弁論

期日への立会いを希望しないか又は立ち会うことができない場合には，弁護人は立会い

の義務を負う（同条２項３文４文）。 

勾留に対する抗告（３０４条）は，勾留状を維持する裁判に対して行うことができ

る。管轄は，抗告裁判所（地方裁判所・小刑事部）である。抗告の提起は，原裁判（勾

留）の執行を妨げない（３０７条１項）。抗告についての裁判に対しては，再抗告する

ことができる（３１０条１項１号。管轄は上級地方裁判所である。）。 

勾留期間には制限がある（１２１条，１２２条）。すなわち，勾留状は，原則とし

て，６月を経過した後これを取り消すものとする（１２１条２項）。ただし，事件（被

疑事実）が特に困難であるため，又は，捜査の規模が特に大きいため，その他特別の重

大な理由があって判決に熟するに至らず勾留の継続を相当とするときは，上級地方裁判

所は，勾留の継続を命令することができる（１２１条１項，１２２条）。勾留の継続を

命令するに際しては，３月ごとに審査を繰り返さなければならない（１２２条４項２

文）。比例性は常に審査される。再犯のおそれを理由とする勾留の場合には，勾留状の

執行は，１年を超えて維持することはできない（１２２a 条）。 

被疑者・被告人が勾留されている場合は，常に，必要的弁護事件となる（１４０条１

項４号）。弁護人の選任は，勾留状の執行「後」「速やかに」行わなければならない（１

４１条３項４文。したがって，弁護人は，１１５条による管轄裁判官の審査の際にはま
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だ選任されず，１１５条４項による勾留を維持する裁判の「後」にようやく選任され

る。）。この時点の前には，欧州人権条約６条３項 c 号を考慮しても，重大犯罪の強い

嫌疑がある場合でさえ，被疑者に弁護人を選任する義務はない（Meyer-Goßner, 

StPO, § 140 Rn. 14 m.w.N.，連邦通常裁判所〔判例〕）。そこで，法改正が計画さ

れている。 

 

・連邦司法・消費者保護省専門家草案（２０１８年１０月１１日）必要的弁護権の新規定

のための法律の草案

(https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/notwendi

ge_Verteidigung.html) 

刑事手続における容疑者及び被疑者，並びに欧州逮捕の執行のための手続で対象とさ

れている者に対する訴訟費用援助に関する２０１６年１０月２６日の欧州議会及び欧

州理事会の EU〔欧州連合〕指令２０１６/１９１９〔２０１６年１９１９号〕（ABl. 

L 297 vom 4.11.2016, S. 1; L 91 vom 5.4.2017, S. 40。以下，これを

「PKH 指令」という）は，２０１９年５月２５日までに国内法に置き換えられるべき

である。 

この指針の内容は，刑事訴訟法１４０条に関する多くの改正によって〔国内法に〕置

き換えられるべきである。すなわち，まず第１に，現行法とは異なり，必要的弁護事件

〔に伴う弁護人の選任〕が勾留状の執行又は仮の拘束によってようやく認められるので

はなく，既に裁判官への引致に伴って認められるべきである。第２に，その他の自由剝

奪の場合における現行法の時期的制約は削除されるべきである。第３に，予想される刑

罰の重さの考慮についての PKH 指令の内容を欧州人権裁判所の判例に照らしても遵守

するために，必要的弁護事件を一般的に少なくとも６月の自由刑が予想される場合には

認めるべきである。さらに，PKH 指令は，弁護人選任の時期（４条５項），公的弁護

人〔国選弁護人〕の資格（７条１項），弁護人の変更の可能性（７条４項）及び必要な

法的救済措置（８条）に関する規定を含んでいる。これらは，ドイツ法において調整が

必要である。この目的のために，警察，他の刑事訴追機関又は司法機関による尋問の前

に，又は被疑者との対質を行う前に，公的弁護人の選任に関する決定を規定通りに行う

ことを，最初に規定する必要がある。このために，検察庁の迅速な決定権限が設けられ

るべきである。その他，被疑者には，指針の内容に基づき，これについて教示（告知）

を受ける請求権が認められるべきである。全体として，公的弁護人の任命に関する決定

は即時抗告で審査可能なものとすべきである。 

 

◆２ 勾留質問に際して，被疑者が弁護人を依頼したいと言ったとき，どのような対応をす

るか。また，勾留質問前には，被疑者が弁護人にアクセスする権利はどのようにして

保障されているか。 

 

◇回答（ベルンハルト判事） 
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原則的な区別は次のようである。すなわち，被疑者が，特定の弁護士に依頼すること

を希望するか，又は，特定の弁護士を自らに選任させることを希望する場合には，（電

話での）接見の可能性が生ずる。 

それ以外の場合には，公的弁護人〔国選弁護人〕の請求は，調書に記録される（その

選任は，これまでのところ捜査裁判官に管轄権はなく，公判手続の裁判所に管轄権があ

る〔１４１条４項〕。）。又，電話による救急刑事弁護人との相談が示唆される。 

なお，１３７条〔私選弁護人の選任〕を参照されたい。 

勾留質問前については，弁護人が〔選任されておらず〕現れない場合は，勾留開始の

範囲内で，被疑者に，事件（被疑事実）について何らの陳述をする義務もないことが告

げられ，次いで，弁護人の選任〔の可能性〕が告げられる。さらに，〔勾留審査の〕口

頭弁論の期日が告げられる。 

最初の尋問の際には，警察官，検察官，裁判官は，弁護人を選任する権利を教示する

義務を負う。 

① 警察官の尋問については，１３６条１項２文を準用する１６３a 条４項２文。 

② 検察官の尋問については，１３６条１項２文を準用する１６３a 条３項２文。 

③ 裁判官の尋問については，１３６条１項２文。 

 

◆３ 勾留質問のときに弁護人が付いている割合はどれくらいか。  

勾留質問のとき既に弁護人が付いている場合，弁護人が勾留質問に立ち会う割合はど

れくらいか。 

 

◇回答（ベルンハルト判事） 

私の概算によると，３０％を下回る例外的な場合であろう。 

勾留質問のとき既に弁護人が付いている場合，弁護人が勾留質問に立ち会う割合はほ

ぼ１００％であろう。 

 

◆４ 勾留質問に立ち会った弁護人は何ができるか。また，何をするか。 

 

◇回答 

① 裁判官による被疑者の尋問の際の立会権（１６８c 条１項）。 

② 裁判官による証人又は鑑定人の尋問の際の立会権（１６８c 条２項）。 

③ 期日について事前に通知を求める権利。ただし，期日の変更を請求することはでき

ない（１６８c 条５項）。 

④ 以上は，警察官による尋問及び検察官による尋問にも妥当する。１６３a 条３項２

文，４項３文。 

⑤ それぞれには，説明権及び質問権が含まれる（１６８c 条１項２文，２項２文。そ

の限りで，法律は，２０１７年に EU 指令２０１３/４８の３条３項 b 号によって補

足された。）。 
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⑥ 実務上は次のようである。 

弁護人は，質問の際に介入し，自ら質問をし，（四つの目で会話を行うために）中

断を要求することができる。すなわち，弁護人は，確かに司法機関である（連邦弁護

士法１条）が，しかし，自己の依頼人の利益を法治国家的手段によってできる限り守

るという任務を負っているのである（同法３条３項を参照）。 

 

◆５ 裁判官にとって，勾留質問に弁護人が立ち会う場合，メリットはあるか。どのような

メリットがあるか。 反対にデメリットはあるか。どのようなデメリットがあるか。  

 

◇回答（ベルンハルト判事） 

しばしば勾留尋問の迅速化に役立つ。なぜなら，弁護人と相談できる被疑者は，事件

について陳述を行うか，又は，いずれにせよ，詳しい説明を行うからである。他方で，

そのような被疑者は，（証拠）申請を行ったり，証拠開示までそれ以上の陳述を行うの

を留保したりする。 

法治国家原則を維持するのに役立つ（弁護人による被疑者の保護，支援による）。 

被疑者が冷静になることができる。 

しばしば相談後にきちんとした陳述が行われる。 

デメリットとしては，被疑者が非協力的な対応を取っている場合にこれを弁護人が擁

護・助長することが挙げられる。 

 

◆６ 勾留請求された事件について，勾留を認めない（釈放する）割合はどれくらいか。 

 

◇回答 

具体的にはよく分からないが，基本的に，検察官は（勾留状を請求するだけである

が）法１１２条以下の要件も熟知している〔ので，無理な勾留請求はしない〕。しか

し，ときに，（「よりバランスの取れた」）裁判官より「（勾留に）熱心」である。私の概

算であるが，裁判官が勾留を認めない（釈放する）割合は，２５％未満であろう。 

 

◆７ 被疑者を勾留するとき，どのような理由（逃亡のおそれ，罪証隠滅のおそれ等，  

１１２条列挙の事由）で勾留することが多いか。  

どのような場合に逃亡のおそれを認めるか。  

どのような場合に罪証隠滅のおそれを認めるか。  

勾留に条件（制限）を付することがあるか（例えば，一般人又は特定の人と面会でき

ないとか，弁護人以外の人との間で書面や物の授受を禁止するとか）。  

 

◇回答（ベルンハルト判事） 

私たちは現在どちらも刑事裁判官ではないので，一般的なお答え，あるいは記憶から

のお答えにとどまる。 
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身体拘束の最も一般的な理由は，おそらく，逃亡のおそれである。これは，個々の事

件の諸事情を考慮した結果，被疑者が刑事手続から逃れることが，同人を身体拘束する

場合より蓋然的となる場合である（Meyer-Goßner, StPO, § 112 Rn. 17）。 

逃亡のおそれの根拠（「特定の事実」〔１１２条２項本文〕，「個々の事件の諸事情の考

慮」〔同項２号〕は，次のようである。 

- 考慮事項：行為の種類，被疑者の人格，被疑者の生活関係，被疑者の前歴，行為の前

後の被疑者の行動。 

- 例（Meyer-Goßner, StPO, § 112 Rn.20）：著しい住居地又は職場の著しい変

更，偽名又は偽造文書の使用，テロリスト集団への帰属，不安定な情緒，ギャンブル

又は薬物中毒への傾倒，家族関係又は職業関係の欠如，容易に離脱し得る住居関係又

は定住先の欠如，外国との関係，海外での資産，優れた語学力，実際に予想される高

い刑期。 

- 海外での居住：全体的な評価において考慮に入れることはできるが，単独では十分で

はない。つまり，祖国に戻るだけでは十分ではない（争いがある。Meyer-Goßner, 

StPO, § 112 Rn.17a）。 

- EU の外国人の場合：他の EU 加盟国で居住していることだけでは不十分である

（Meyer-Goßner, StPO, § 112 Rn.20a）。 

- 拠り所のない亡命希望者は，自動的に逃亡の危険に晒されているとは見なされない。 

- 離脱：単なる不服従（例えば，召喚に応じない。）又は対立行動のみでは不十分であ

る。なぜなら，さもなければ，差別禁止〔の原則〕を侵害してしまうからである。た

だし，総合評価に際しては考慮に入れることができる（争いがある。Meyer-

Goßner, StPO, § 112 Rn.18）。 

罪証隠滅のおそれの根拠（加えて，「強い嫌疑」〔１１２条２項３号〕）。 

- 高い蓋然性が要求され，単なる可能性は十分ではない。 

- 被疑者の行動，人間関係及び生活状況から特定の事実が要求される（Meyer-

Goßner, StPO, § 112 Rn.28）。 

- 行動は，手続規定に違反し不当なものでなければならない（Meyer-Goßner, 

StPO, § 112 Rn.29）ので，証言を拒絶する又は反論するだけでは不十分であ

る。 

- 例（Meyer-Goßner, StPO, § 112 Rn.30）：当該手続又は以前の手続における

具体的な罪証隠滅行為が，準備されたり，試みられたり，実施されたりした場合。あ

る犯罪行為に関する偽証又は誣告により以前に有罪判決を受けている場合。詐欺・脅

迫・暴行に基づいて全生活を営んでいる場合。問疑されている行為に特定の諸事情が

ある場合（偽装，隠蔽，犯罪者グループ又はテロリストグループのメンバー，ホワイ

トカラー犯罪者のサークルのメンバーであり，その行為が，計画及び遂行の後，任務

の前後に隠蔽を必要とするもの。争いがある。）。 

更なる制限を伴う勾留（連絡禁止）： 

- １１９条１項２号の可能性（「特に」）。 
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〔逃亡のおそれ，罪証隠滅のおそれ，再犯のおそれを防止するため必要な限り，身体

拘束された被疑者に制限を加えることができる〔１１９条１項１文〕。「特に」次のも

のを命ずることができる〔同項２文〕。〕 

「訪問，電話通信，並びに書面や物の授受を監視すること」（１１９条１項２号）。た

だし，一般的な訪問〔接見〕禁止は原則として許されない（Meyer-Goßner, StPO, 

§ 119 Rn.9）。また，特定の被身体拘束者又は他の全ての被身体拘束者から隔離して

拘束することは，欧州人権条約３条から問題がある。 

- 前提：逃亡のおそれ，罪証隠滅のおそれ，再犯のおそれを防止するため必要な限り，

許される（比例原則）。 

- これと基本権の制限が結び付くため，個々の事件で慎重な審査と理由付けが必要とさ

れる（連邦憲法裁判所〔判例〕）。 

 

◆８ 勾留された被疑者が，公判の開始される前に保釈される割合はどれくらいか。 

  

◇回答 

・ 具体的な割合は分からない。 

一般的にはしばしば行われている。１１６条１項２文４号（勾留状の執行猶予の条件

としての，本人又はその他の者による相当な担保の提供）参照。その額は，差し迫った

逃亡の危険の消滅が成り立つと期待されるように算出される（罪証隠滅については想定

されず，原則として適切でもない。Meyer-Goßner, StPO, § 116 Rn.16）。 

 

◆９ 保釈の条件にはどのようなものがあるか。どのような条件が付されることが多いか。

ユニークな条件を付することはあるか。どんな条件か。  

 

◇回答 

- 保証金の支払は可能なものでなければならず，それゆえ，被疑者が手続から逃れないこ

とを期待できる（「このようにして勾留の目的も達成することができる。」＝刑事手続の

遂行を保障することができる。）ものでなければならない。 

- 現金，有価証券，質権の設定又は「適当と認められる者」の保証による（１１６a 条１

項）。 

- 外国人の場合：更に，〔国内の〕送達受領権限者を挙げなければならない（１１６a 条

３項）。 

- 後日の罰金刑で相殺することは許されない（Meyer-Goßner, StPO, § 116 

Rn.10。１２７a 条〔担保の提供による釈放〕１項２号によると，後日の相殺のため

の担保の提供が許されるのは，そのために勾留状が発付されないか又は取り消された場

合に限られており，単なる勾留状の執行猶予の場合には許されない。）。 
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◆１０ 勾留された被疑者が国選弁護人を求めるとき，弁護人を指名することはあるか。そ

の割合はどれくらいか。 

指名された弁護人は基本的に弁護人に付くか。弁護人に付かない場合，どのよう

な事情で付かないことが多いか。 

 

◇回答 

被疑者は，必要的弁護事件の場合には，特定の弁護士を公的弁護人〔国選弁護人〕と

して選任することを要求することができる。これは，その特定の弁護士が以前は彼の私

選弁護人だったが，被疑者には現在そのためのお金が（もはや）残っていないという場

合にしばしば起こる。 

より多くの場合は，被疑者が弁護士を誰も知らないため（例えば，このような状況で

初めて），裁判所は公的弁護人を「リストに従って」任命する。 

基本的には，任命された弁護士がその命令を受け入れる。同人が既に私選弁護人であ

った場合には，既に接触と信頼関係が既にあるので，依頼者は「失望」することはあり

得ない。しかし，「リストの中から」の公的弁護人であっても，依頼者は，通常，（成功

した弁護士ではなく，若い弁護士の）稼働の可能性に満足している。 

弁護士がその命令を受け入れない場合（この場合を私は知らないが），同人はおそら

く病気や加重負担を主張するであろう（私の推測である。）。 

 

◆１１ 弁護人から証拠の開示を求められたとき，開示しないことはあるか。どのような場

合に開示しないのか。 

 

◇回答 

- 捜査手続において：１４７条２項。 

記録又は記録の一部の閲覧が捜査の目的を阻害するおそれがあるときに限り，それらの

閲覧〔証拠開示〕を〔検察官は〕拒絶することができる。 

ただし， 

勾留事件では，弁護人は，自由剝奪の正当性（特に，強い嫌疑）を判断できるだけの

情報を獲得できるのでなければならない（同項２文）。 

被疑者の尋問，又は「裁判官による真相解明行為で，弁護人が立会権を有するもの」

（証人尋問，鑑定人尋問，検証）に関する記録の閲覧は，常に保障されなければならな

い。 

- 捜査終了後について：１４７条２項（記録閲覧の完全な権利があり，これを拒否する理

由はない。）。 
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◆１２ 法廷で，被告人の被疑者段階での供述を取り調べることはあるか。どのようなとき

に被疑者の捜査機関への供述を取り調べるか。  

    被疑者の捜査機関への供述を取り調べる方法，手段はどのようなものか（被告人質

問，取調官の尋問，被疑者の供述調書等）。  

 

◇回答 

ドイツでは，裁判所は，「審理の全体から」被告人の有罪又は無罪の確信を引き出す

必要がある（２６１条〔自由心証主義〕）。これは，審理に（正しく）「導入された」も

のしか考慮してはならないことを意味する。どの事実をどのようにして〔審理に〕導入

して良いかについては，かなり複雑に規定されている。： 

- 書面：朗読しなければならない（２４９条。同様に，公務所又は意思の供述書につい

て，２５６条）。 

- 証人：原則として自ら（再度）証言しなければならない（２５０条。直接主義）。 

例外として，裁判官による（２５１条２項）又は裁判官以外による（同条１項）尋問

調書は，一定の要件の下で証拠とすることができる（２５２条〔証言拒絶権の行使〕

も見よ。） 

伝聞証人（特に裁判官による又は裁判官以外による被尋問者）は，直接主義に何ら違

反しない。 

- 被告人の供述。 

被告人には，公判で再度，供述拒絶権について教示〔告知〕される。しかし，自白し

ている被告人は，しばしば，自白を繰り返す。また，それまで供述を拒絶してきた被

告人が，自白することもある。人は，以前の供述を維持し，それを繰り返すことを望

むものである。しかし，そうしない場合には，以前の供述は，〔そのままで〕適正に

導入されることはない。 

以前に自白した被告人がもはや何らの供述もしたくないという場合には，この自白

は，別の方法で導入されなければならない。裁判官の尋問調書に含まれている自白

は，朗読することができる（２５４条１項）。警察官に対してなされた自白は，警察

官（伝聞証人）の尋問によって，導入することができる。 

・被告人の以前の供述が導入されるのは，以下の場合である。 

- それが，被告人が公判審理で行った供述と矛盾する場合。 

- 審理中に何らの供述もなされなかった場合。 
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◆１３ 欧州人権裁判所の判例（例えば，サルドゥズ判決（Salduz v. 

Turkey.Application no. ３６３９１/０２, Judgment of the European Court 

of Human Right,Grand Chamber (GC),２７ November ２００８.）は，ドイ

ツの刑事裁判において，どのような法規範性（効力），あるいは法律上又は事実上

の影響があるか。  

 

◇回答（ベルンハルト判事） 

ドイツの規定を解釈する際には，欧州人権裁判所の判例（先例）を考慮に入れる必要

がある。 

 

◆１４ EU 指令（例えば，同３条（警察官，法執行機関，司法的機関により取り調べされ

る前の被疑者の弁護人へのアクセス権）は，ドイツの司法機関に対して，どのよ

うな法規範性（効力），あるいは法律上又は事実上の影響があるか。 

 

◇回答（ベルンハルト判事） 

ヨーロッパにおける超国家的機関には，基本的に二つの別々の柱がある。 

 

A. 欧州評議会と欧州人権裁判所（例えば，質問１３で引用されている判決） 

欧州人権裁判所の判決は，原則として，訴訟当事者のみを拘束し，争われた事件

しか拘束しない（欧州人権条約４６条１項）。 

しかし，ドイツでは，「基本法の国際法友好」の原則が存在し，それは判例の枠内

においても考慮に入れられなければならない。正式な拘束力がなくても，欧州人権裁

判所により展開された諸原則は，国内法の適用と解釈において考慮されなければなら

ないのである（連邦憲法裁判所１９８７年３月２６日決定，Az。2 BvR 

589/79,Rn.39, BVerfGE 74,358，同２００４年１０月１４日決定，Az。2 

BvR 1481/04，BVerfGE 111, 307）。一つの限界は，法律の文言のみである。

すなわち，ドイツの裁判官は，それを適用して，正式な法律に反対する判決を下すこ

とはできない。条約違反の疑いがあれば，それは，被告人が，欧州人権裁判所の手続

で主張しなければならないのである。 

 

B. EU 加盟国の機関 

EU の基本的権利の憲章は，加盟国が EU の法律を適用する限りにおいてのみ適用

され，純粋に国内の事実関係には適用されない。とはいえ，手続法が司法と内務とい

う柱に関してますます調和していく限り，その意味は着実に増加している。 

EU 指令は通常，加盟国の相応する法律によって初めて置き換えられる必要があ

る。その後，国内法は司法機関を拘束する。直接的な有効性が認められることは，刑

法では非常にまれである（そのようなことがあるであろうか？）。 



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

122 
 

現在，ドイツは，例えば，刑事手続における容疑者及び被疑者，並びに欧州逮捕

の執行のための手続で対象とされている者に対する訴訟費用援助に関する２０１６年

１０月２６日の欧州議会及び欧州理事会の EU 指令２０１６/１９１９（ABl. L ２

９７ vom ４.１１.２０１６, S. １; L ９１ vom ５.４.２０１７, S. ４０。前述のよ

うに，「PKH 指令」という。）を，２０１９年５月２５日までに国内法に置き換えら

れるべく，動いている。 

既にお示ししたように（質問１参照），連邦法務省からの専門家草案（２０１８年

１０月１１日）がある。

(https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/notwen

dige_Verteidigung.html)  

 

例： 

- 弁護人が説明及び質問をする権利に関する明確な規定（１６８条１項２文。EU 指令

２０１３/４８の/３条３項 b 号の置換え。２０１７年以降）。 

- 警察官の尋問においても弁護人の立会権の導入（１６８c 条を準用する１６３a 条４

項。EU 指令２０１３/４８/の３条３項 b 号の置換え。２０１７年以降）。 

- 通訳者を求める権利及び警察官・検察官の尋問の際のその告知を求める権利に関する

明確な規定（１６３a 条５項。EU 指令２０１０/６４の２条，３条及び５条３項の

置換え。２０１３年以降）。 

 

※質問項目には直接含まれていないが関連する事項，事例 

◆１ 

更なる捜査のための（厳密に定量化された）時間的要件（時間的限界）はない。例として

Zschäpe 事件がある：身体拘束は２０１１年１１月８日，公判の開始は２０１３年５

月６日，判決は２０１８年７月１１日であった。未決勾留はこの日まで約７.５年続い

た。 

 

◆７ 

現在進行中の公判における罪証隠滅のおそれを，私は，次の場合に認める。すなわち，被

告人及び同人によって挙げられた証人が明らかに真実に反することを述べ，さらに，追加

の証人尋問の請求を行った場合である。 

 

◆１０ 

ある事例を私は知っている。すなわち，被疑者と私選弁護人が支払をめぐって争いにな

り，被疑者はその後裁判所の指名による公的弁護人〔国選弁護人〕の任命を申し立てたと

ころ，それまでの私選弁護人が明確に公的弁護人として任命「されない」ことを申し立て

た事例である。 

以上 
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ドイツ③ ミュンヘン弁護士会訪問 

 

１ 

◆Ｑ 被疑者を身体拘束することができる手続，期間 

 Ａ 

・訴訟法上，拘束が可能な理由は四つ挙げられている。 

〔勾留の要件〕 

勾留の要件は，罪を犯したと疑うに足りる強い理由がある被疑者・被告人に

ついて，次の四つのうちのいずれかの事由（勾留理由 Haftgrund）がある場

合である（１１２条，１１２条 a）。 

① 逃亡中又は逃亡のおそれ（Flucht oder Fluchtgefahr）。 

② 罪証隠滅のおそれ（Verdunkelungsgefahr）。 

③ 人命に対する重罪（殺人，重大な傷害，放火等 Schwerkriminalität）。 

④ 性的虐待又は常習的犯行で，裁判確定までに再犯のおそれがあるとき。 

（Wiederholungsgefahr） 

それ以外にも，二つの理由がある。 

・一つ目は，逃亡の危険のうち被疑者の所在不明。 

・二つ目は，逃亡の危険のうち，被疑者の所在は判明しているが，重罪故に

逃亡が懸念される場合。 

この要件については，多くの判例がある。重い刑が予想されることが逃亡の

おそれの徴表となるという考え方であるが，それが５年か１０年か，などにつ

いて，様々な判例がある。 

また，社会的理由に基づく逃亡のおそれという考え方もある。例えば，３０

年以上同じ場所に居住し，家族もいる被疑者であれば，逃亡のおそれは低いと

考えられるが，逆の場合は，逃亡のおそれが高いと考えられる。 

・刑事訴訟法１１２条には，罪証隠滅のおそれが挙げられている。被疑者が，証人等に

対して影響を与えるおそれがあるというのが理由である。 

・もう一つの理由は，重罪ではないが，拘束しないと再犯に及ぶ危険性がある場合であ

る。 

・最後は，犯罪の重大性に基づく事由である。 

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月１２日（金） 

訪問先対応：ヨヘン・Ｄ・ウーア－弁護士，マルク・Ｆ-Ｘ・グレブル弁護士 
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・ほかにも身体拘束を理由付ける事情があると言われている。それは，検察官による捜

査上の観測である。拘束されることによって，被疑者が，拘束から解放されることを

希望して自供するのではないかという予測である。この場合，拘束自体が，被疑者に

対する脅し・圧迫になる。もちろん，これは法定されていない。 

・拘束の目的は，捜査を保障するためである。拘束事由があれば，拘束に期限はなく，

公判まで続くこともある。 

・拘束理由が適切であるかは，常に裁判所がチェックする。１回目は６か月後，その後

は３か月ごとである。 

・検察官は，裁判所に対して，拘束事由が継続していることを，裁判所に報告しなけれ

ばならない。 

・拘束期間が長くなると，結果的に，刑が短くなる。 

・拘束が解かれる場合もある。自供した場合，保証金を納付した場合。これらの場合

は，逃亡の危険性が減少するからである。 

・身体拘束から解放されても，刑事手続は進行する。 

 

◆Ｑ 仮拘束された被疑者は，勾留質問前に弁護人を付けたいとき，どうすれば良いか。

どのようにアクセスする弁護士を見つけるか。 

弁護士会は，それに対応するための体制があるか。 

Ａ 

・地方によって，運用上，保障される内容が異なる。権利自体は，もちろん，誰でも同

じである。 

・最初の取調べの前に弁護人に接触することが，権利として保障されている。知ってい

る弁護士に電話等で連絡することが可能である。 

・弁護人選任の有無に拘わらず，黙秘することが可能である。誰であっても，自分自身

に不利益なことをする必要はない。 

・取調べの間，何も言わなくても良い。警察官が取調べをしたいときに，被疑者が，弁

護人と相談したいと言えば，警察官は，それを考慮しなければならない。 

・ミュンヘン，ベルリン等の大都市では，弁護士会のホットラインがある。これによっ

て，被疑者は，２４時間，弁護士にアクセスできる。 

・小さい町では，そのような体制が整備されていないところも多いが，今は，携帯電話

があるので，誰かしらの弁護士にアクセスすることは，どんな小さな町でも可能だと

思う。 

・弁護士会は，内務省と提携して体制整備をしている。例えば，警察署にホットライン

の電話番号を備え付けたりしている。もし，弁護士が，警察等の司法機関が適切な対

応をしていないと弁護士会に訴えた場合，弁護士会としての影響力を行使して，是正

するようにしている。 

◆Ｑ 被疑者には，最初の尋問前の弁護人へのアクセス権はどのように保障されている

か。 
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裁判官の勾留質問前，警察の取調べそれぞれの場合はどうか。 

Ａ 

・尋問前における弁護人へのアクセス権については，憲法に定められている。関係機関

は，遵守しなければならない。 

・警察官がトリックを使ってすり抜けようとすることはある。捜査のため，という理由

は理解できる。しかし，それによって，誤った捜査・取調べが行われているというこ

とになりかねない。その結果，刑事手続が判決まで至らないこともある。もちろん例

外的な事態であり，そのような事態があれば，警察官・検察官も刑事責任を問われる

ので，滅多に起こることはない。 

・裁判官の勾留質問については，警察官にせよ，裁判官にせよ，被疑者が弁護人を選任

したいと言った場合に，選任される，という段階である。弁護人選任が被疑者の意思

にかからしめられているのは，被疑者の行為の自由に関わるためである。例えば，被

疑者が弁護人は必要ないといった場合，この段階では，それが認められる。 

 

◆Ｑ 弁護人は，最初の尋問前に被疑者に面会したとき，被疑者にどのようなアドバイス

を与えるか。 

被疑者に黙秘させることはあるか。どれくらいの割合で黙秘させるか。 

どのような場合に黙秘させるか。また，どのような場合に黙秘を解除させるか。 

Ａ 

・一般的な答えはできない。司法関係者がよく言うことだが，それぞれの例によって，

それぞれ異なる。 

・例えば，取調べ開始前に接見したとしても，何も証拠を見られない。弁護人として分

かることは，警察官の「誰が何をしたのか」という説明と，被疑者から与えられる情

報のみである。弁護人は，被疑者の主張の全てが実際に正しいとは思っていない。な

ので，まずは，黙秘をアドバイスする。他の証拠や証人が揃った時点で，方針を考え

ましょうということである。 

・黙秘については，よくさせる。理由は，上述のとおりである。 

・例外もある。供述によって，被疑者の状況が好転する場合には，部分的に供述するこ

とを勧める場合もある。どのようなメリットがあるかというと，それによって勾留か

ら逃れることができる。 

・自供した場合，判決に反映される場合もある。いつ，自供したかも考慮される。例え

ば，警察が把握していなかった事実を自供することによって，量刑が軽くなる可能性

がある。 

・弁護人はアドバイスをするだけで，実際にどうするかは，被疑者が決めることであ

る。 

◆Ｑ 弁護人は，普通，勾留質問や捜査機関の取調べに立ち会うか。 

Ａ 

・被疑者が求めた場合は，立ち会うことができる。 
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・警察官によって，立会いが実現しないようにされることもある。しかし，それは，法

的には認められていない。滅多にないことだが，あることはある。 

・例えば，ある市で，農夫が失踪した。妻が警察に失踪届を出した。失踪者は見つから

なかった。農夫の家族が殺害したのではないかとの嫌疑が生じた。妻，子ら，４名の

被疑者がいた。長時間の取調べによって，４名が同じ供述をした。全員が，被害者を

撲殺し，遺体を切り刻んで豚の餌にしたと供述した。全員が殺人罪で判決を言い渡さ

れた。全員，別々の取調べで同じ供述をしたので，裁判所は，供述通りの事実を認定

した。数年後にドナウ川で自動車が発見され，失踪していた農夫の遺体が見つかっ

た。４名が相談することはあり得ない。検察官が意見を述べた際，「なぜ，そのよう

なことが起こったのかは分からないが，警察の間違いではない。」と言った。この例

から，警察が常に適正な捜査をしているとは限らないということが分かると思う。 

 

◆Ｑ 裁判官は，弁護人が勾留質問への立会いを求めたとき，弁護人が立ち会うまで勾留

質問を待ってくれるか。 

捜査機関は，弁護人が取調べへの立会いを求めたとき，弁護人が立ち会うまで取

調べを待ってくれるか。 

Ａ 

・自分は，時間通りに到着するようにしている。裁判官から１１時と言われたら，５分

前には行くようにしている。もちろん，事故等で遅れることはある。そのような場合

は，裁判官に連絡する。通常，裁判官は待ってくれる。 

・捜査機関でも，同じことが言える。捜査機関の関心は，弁護人がいた方が良い，とい

うことである。弁護人がいないために被疑者が黙秘することがある。そのため，弁護

人がいた方が良いと考えている。 

 

◆Ｑ 裁判官の勾留質問に立ち会った弁護人は，勾留質問の際，何ができるか。また，何

をするか。 

警察や検察官の取調べに立ち会った弁護人は，取調べの際，何ができるか。ま

た，何をするか。 

Ａ 

・被疑者だけで，参考人にその権利はない。 

・自分の重要な仕事は，事前に被疑者と接見し，供述するかどうか，供述するなら何を

供述するかを決めることである。 

・勾留質問の場合，裁判官に対し，勾留の必要がない旨の意見を述べる。検察官に対し

ても同様である。 

・例えば，社会に根付いた生活をしているとか，さほどの重罪ではない，警察に対して

も，事件への関与が薄いなどの主張をする。 
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◆Ｑ 勾留に対する法的救済として，抗告，勾留審査の申立て，勾留の取消し，勾留執行

の停止などがあるようだが，どの手続で被疑者の身体拘束が解かれることが多いか。 

勾留執行の停止では，どのような条件が付されるか。 

勾留が解かれた事件で，被告人が逃亡して裁判ができなくなることはあるか。 

Ａ 

・二つの手段がある。 

・どちらの方法よっても，必ず勾留が解かれ

るわけではない。裁判官の判断によって解

放される。 

・一つは勾留決定に対する異議申立（抗告）

である。この場合，書面に基づき審査がさ

れる。勾留決定をした裁判所が審査を行

う。裁判所が勾留を継続するとの裁判をし

た場合，上級裁判所の判断を仰ぐ。 

・もう一つは，勾留審査である。裁判官が，被疑者と面接して判断する。それ以外の部

分は，抗告と同じである。解放されなかった場合は，上級裁判所の判断を仰ぐ。 

・どのような場合に抗告が解かれるかは，法定されていない。裁判所が，勾留すべき理

由があると判断すれば，勾留が継続する。 

・被告人が逃亡して裁判ができなくなる場合もあるが，非常に珍しいケースである。長

期間逃亡が続くということは，非常に珍しい。 

・自分が経験した事案では，今年の１月に，被疑者がルーマニアに逃亡し，４，５週間

後に捕まったことがある。被告人の恋人を警察が監視していた。その恋人は，何度も

ルーマニアに電話をしたり，５日間ブカレストに滞在するチケットを購入していた。 

 

◆Ｑ 捜査機関から証拠の開示を受けようとする場合，どのようなときに開示を求めるこ

とが多いか。 

捜査機関からは満足のいく証拠開示を受けられているか。不満があるとしたら，どう

いう場合か。どのような証拠が開示されないか。 

被疑者に取調べへの対応をアドバイスする際にも，証拠の開示を受けることがある

か。 

そのような場合，捜査機関から，適切な時期に適切な証拠の開示を受けられている

か。 

 

Ａ 

・証拠を見ずに弁護をすることはとても難しい。事件に関与した様々な関係者からの情

報を見ないことには，弁護活動はできない。 

・例外的に，証拠が見られないとか，公判直前にならないと見られないことがある。そ

のような場合でも，もちろん，弁護はできるが，間違いを犯す危険性が高くなる。 
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・捜査機関から満足のいく証拠開示を受けているかという点については，基本的には，

そうである。殺人等の事件では，問題がある場合もある。 

・証拠によっては，中心となる調書と，付属的な調書がある。付属的な調書の中に，被

疑者に有利なものがあった場合，開示がされない場合がある。ミュンヘンでは，検察

官や裁判所から開示を受ける。書証をもらいに行く。 

・昨日もらってきた書類を，今日もらいに行くときに返してきた。ストレスのない感じ

で証拠開示を受けている。 

・証拠開示が必要な場合は，被疑者にアドバイスを与えるためである。証拠開示は，基

本的には，警察ではなく，検察官からなされる。被疑者が勾留される場合，身体拘束

に関しては裁判官と弁護人には同じ資料が与えられなければならないという発想があ

り，証拠の一部は，すぐに開示される。 

・証拠開示に関しては，ほぼ，ストレスはない。 

 

◆Ｑ 欧州人権裁判所の判例（例えば，サルドゥズ判決（Salduz v. 

Turkey.Application no. 36391/02, Judgment of the European Court of 

Human Right,Grand Chamber (GC),27 November 2008.）は，ドイツの刑事

裁判において，どのような法規範性（効力），あるいは法律上又は事実上の影響があ

るか。 

Ａ 

・ドイツの刑事裁判に，影響を与えている。 

・EU 指令には，既に，ドイツ法に含まれている部分も多い 

・新しい部分があるとすれば，ドイツの法律が，EU 指令に適合するよう改正すべきか

が審査される。 

・少年被疑者に対する国選弁護人の選任について，実際にどのように行うかについて政

府で検討中である。 

 

２ 質疑応答 

・山口：証拠開示の方法について。写しがもらえるのか。 

・Ａ 原本をもらってくる。ミュンヘン地検であれば交付を受ける。他の地検であれば，

送付してもらう。事務所でコピーして返却する。電子データでもらうような場合は，

写しをもらってくる。ＣＤの場合は５ユーロかかる。費用は，最終的には被疑者の負

担となる。国選でも私選でも，同じ方法である。 

共犯事件の場合は，原本ではなく写しをもらう。 

・髙見：ドイツでは，証拠の改竄や毀損の懸念はないのか。 

・Ａ もし，弁護人が証拠を改竄したり毀損をしたりすると，刑事事件となる。リスクが

高すぎる。 

 

・山口：立会いの方法について。捜査官の質問に対する異議申立てはできるか。 
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・Ａ 基本的にはできる。しかし，しないことの利点の方が多い。例えば，問題があれ黙

秘させれば良い。 

 

・山口：取調べ中にアドバイスできるのか。 

・Ａ できる。昨年，被疑者に，父親に刑事責任が及ぶ可能性のある供述をしないで済む

よう，黙秘させたことがある。 

 

・山口：弁護人が被疑者に代わって尋問に答えることはあるか。 

・Ａ 公判ではよくある。警察の取調べでは余りない。そもそも，弁護人が警察の取調べ

に立ち会っていること自体が珍しい。 

 

・山口：勾留前の身体拘束中の被疑者に弁護人が選任される割合は。 

Ａ 感覚的には，既に依頼している被疑者は５～８％。立会いの割合は，全体の１％。 

 

・山口：勾留決定前の身体拘束下にある被疑者に対する国選弁護人制度はあるか。 

・Ａ ない。勾留前から私選弁護人を依頼していた被疑者が勾留された場合は，引き続き

私選弁護人が弁護活動に当たる。被疑者に弁護人が選任されていない場合には，勾留質

問裁判官が，「希望する弁護人を申し出てくれれば選任する」と伝える。国選弁護人を

希望しない場合は，私選弁護人が継続する。 

 

・山口：現在，この段階の被疑者に対する国選弁護制度が議論されていると聞いている。

その内容は。 

・Ａ 現在審議中であるが，実際に実現するか，どのような内容かは，まだ分からない。 

 

・山口：現在なされている議論に関する資料は入手できるか。 

・Ａ 法律関係者のフォーラムや会議で提供されている資料はある。ドイツ弁護士会が出

した意見書がある。 

 

・前田：２０２０年１月から取調べの録音録画が法定されると聞いている。録画対象は。 

・Ａ 最近の情勢は詳しくない。弁護士の視点からすると，全てが録音録画されるべきと

考えているが，詳細は未定である。 

以上 
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ドイツ④ ミュンヘン検察庁 

 

１ あいさつ（ウォルター・ホーン副長官） 

・このミュンヘン１検察庁はバイエル

ンで最も大きい検察庁であり，ドイ

ツでも３番目に大きい検察庁であ

る。 

管轄は，ミュンヘン市内とその周

辺地であり，その人口は，１８００

万人ほどである。 

ここでは約４５０名が勤務してお

り，そのうち１７０名が検事であ

る。 

・ここの検察庁は，八つの課に分かれている。特に重点的な役割を果たすのは，経済関係

の刑事事件，組織犯罪，少年犯罪，薬物犯罪などである。 

バイエルンの他の検察庁には経済関係犯罪課はなく，ドーピング関係も他の検察庁で

は滅多に扱わない。 

・ここには若い検事がたくさんいる。バイエルン州では裁判官になりたい人は検事の仕事

をしておくことが伝統だから。まずは，交通事故などの一般的な刑事事件を経験し，更

に経験を積んでいく。そして，４～５年くらいしたら，裁判所に異動する。 

裁判官を何年か経験した後，検察に戻ってくる人もいる。ラフロイヤー検事もそのう

ちの１人であり，特別の役割を果たしている。殺人などに関わる事件を担当している。 

検察での勤務の後に，更に裁判所に戻ることができる。そのときは以前より上の地位

の裁判官にもどることになる。 

ワーグナー検事は，一度，裁判所に戻ることなく，検察庁内でキャリアを上げた。 

裁判所と検察庁とではそういった人事交流をしている。 

私は，４か月前までミュンヘン地方裁判所で裁判所所長代行（副所長）だった。 

 

２ 国選弁護人に関する大まかな説明（ラウレント・ラフロイヤー検事，ペトラ・ワ

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月１２日（金） 

訪問先対応：ヴァルター・ホーン検事，ラウレント・ラフロイヤー検事， 

ペトラ・ワーグナー検事，フェリックス・ホフマイヤー検事 
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ーグナー検事） 

事前に日弁連側から提出されている質問事項に基づき，EU 指令に関する国選弁護人

の改革を中心に説明する。 

(1) ドイツでは，起訴前の被疑者，起訴後の被疑者及び被告人の三つの段階があり，それ

ぞれの段階において取扱い，権利等が異なる。 

どの時点で起訴前の被疑者に当たるかというと，それは疑いが生じた時点ということ

になる。警察や検察が何かしらの犯罪を犯したのではないかとの疑惑を持った時点から

被疑者となる。 

その時点を特定するのはかなり難しいことではあるが，その時点から，被疑者として

の権利が発生すると言う意味において，重要である。 

証人の段階であれば，供述する義務があるが，他方，被疑者の段階となると，黙秘す

る権利がある。 

当初の時点において目撃者ということで聞き取りをしていても，その間に警察などに

より疑わしいと判断された瞬間に，証人に対する質問を打ち切り，被疑者に対する黙秘

権の告知を行わなければならない。 

刑事訴訟法１３７条により，被疑者は，現状の法律としては，どの時点でも弁護人に

依頼することができる。ただ，「できる」ということであって，必ず弁護人を付されな

ければならないという意味ではない。 

被疑者は，３人まで弁護人を選任することができる。 

未成年の場合は違う。２１歳以下まではいろいろな違いがある。 

基本的には１８歳以下が未成年であるが，２１歳までは個人差を考慮する。実際に成

年法で裁くことができるのか，少年法を適用すべきかということが判断されることにな

るが，精神的に幼いときには（成人であっても）少年法が適用されることになる。その

ことは，裁判官が判断する。精神科医の意見も考慮する。 

一般的に少年法の適用は１８歳未満であるが，１８～２０歳（前述では２１歳という

年齢を述べたが，ここでは２０歳と説明した。）の間で，重罪の場合，精神的に成長し

ているかどうかで判断する。 

少年法は，教育目的が含まれているので，１８歳を超えていてもまだ教育により人格

形成がなし得るのであれば，少年法が適用される。 

微罪（軽罪）の場合には，裁判官が決めるが，重罪の場合は，必ず精神科医による鑑

定をする。多くの場合，少年法を適用する結果になる。 

(2) 国選弁護制度についての説明について 

国選弁護人を付けるかどうかについては，被疑者の資産は全く関係ない。お金を持っ

ていようが，持っていないかにかかわらず，弁護人を付する。被疑者が弁護人を付けた

いかどうかにかかわらず，弁護人を付する。 

２０１０年改正された刑事訴訟法１４０条に義務的な国選弁護人の規定があり，その

中でも，１４０条４号が重要である。 
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とにかく，「勾留されている被疑者には，必ず弁護人をつけなければならない。｣とさ

れた。 

重罪とか複雑でない犯罪でも被疑者が勾留される事件があるが，被疑者が勾留されて

いれば，それだけで弁護人が選任されなければならない。 

ドイツでも必要的弁護制度についてはいろいろ変わっている過程にある。 

１年以上の刑に当たる事件（法定刑），そのような重要な犯罪のときには，被疑者は

勾留される。重要なのは，これは逮捕時には当てはまらないということで，逮捕時に弁

護人を付けなければならないという規定は現段階ではない(現在，国会で審議されてい

るとのことである。)。 

検察が勾留請求し，裁判所が認めた時点では，国選弁護人が付されるということであ

る。 

EU 指令と関連して重要なことであるが，例えば日本で犯罪を犯した者が犯罪人引渡

条約に基づき，ドイツから日本に送られる場合は，現状では，国選弁護人は付かない

が，EU 指令に沿う形になれば，国選弁護人が選任されなければならないことになる。 

 

３ 日弁連の質問事項に対する回答（ラウレント・ラフロイヤー検事，ペトラ・ 

ワーグナー検事） 

(1) 仮拘束された被疑者のうち，勾留請求される割合はどのくらいかについて 

よくあることだが，夜間に被疑者が仮拘束された場合，検察官は，その翌日に，勾留

請求するかどうか決めなければならない。 

仮拘束の理由と勾留の理由は同じである。だから，仮拘束された被疑者は全て勾留請

求されることになる。 

しかし，被疑者が仮拘束されてから勾留請求される時期までの間に，何かしらの事情

に変化が生じ，勾留請求されなくなることもあるので，発生した事件数に対する仮拘束

される割合と勾留請求される割合との間には差が生じる。 

ドイツ，特にバイエルンでは，警察は，仮拘束した事件が勾留に見合わないことにな

らないよう，仮拘束する時点で，勾留の要件を満たしていることを念頭において慎重に

判断した上で仮拘束する。被疑者を勾留すべきかどうかということは，検察官が初めて

検討するのではなく，警察が仮拘束する時点で考慮されているということになる。 

警察と検察との間にはホットラインがあり，仮拘束される段階で警察から連絡がきて

仮拘束の有無について協議する。仮拘束をするかしないかの段階で，警察から状況を聞

き取り，検察官が勾留が可能かどうかをあらかじめチェックし，可能であれば仮拘束を

するし，不可能であれば仮拘束しない。仮拘束に検察が全く関わっていないものではな

いのである。 

であるから，数としては分からないが，仮拘束された人が勾留請求される割合は高

い。勾留される割合も高い。 

自分の経験としては，仮拘束された被疑者について勾留請求が却下された例はない。 
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裁判官は，検察官が作成した勾留請求書にサインするだけで勾留を認めることができ

る（勾留状が作成される）。なので，ギリシアなど裁判官が書き上げて勾留状を作成し

なければならない国と比べると，ドイツでは裁判官は勾留状を出しやすいのではない

か。 

(2) 勾留するとき，どのような勾留理由で請求することが多いかについて 

勾留理由は次のとおりである。 

①逃亡した場合，②逃亡のおそれがある場合，③証拠隠滅のおそれがある場合，④重

罪の場合，⑤再犯のおそれがある場合 

「逃亡」や「罪証隠滅」のおそれといった理由は訴訟手続を保障するための要件で，

公判を実現することができるかどうかという司法的な理由である。 

これに対し，「再犯のおそれ」は，防犯目的であり，他の勾留理由とはカテゴリーが

異なる。検察官にとっては関係のないことで，警察の領域に関わるものである。 

ドイツで一番多い勾留理由は，逃亡のおそれである。 

日本と異なり，罪証隠滅のおそれを理由とする勾留は少ない。 

ただ，経済関係事犯では比較的多くなる例として，アウディのディーゼル車関連の事

件において，社長が３か月間勾留されたことがあるが，そのときは罪証隠滅のおそれが

疑われて勾留された。 

被疑者が証人や関係者に影響を及ぼせるのではないのかという考えだけでは，勾留す

る理由としては弱すぎる。 

実際に事実として既に被疑者が関係者に働きかけたことを関係者が話した場合などに

は罪証隠滅のおそれの確実性が高いと言えるが，証拠隠滅があるのではないかという抽

象的なおそれだけでは，勾留の理由とはならない。 

逃亡のおそれについては，例えば荷物をまとめて逃げそうだという具体的事実（証

拠）は必要なく，重罪であるとか，訴訟から逃れたいというふうに考えられるとか，外

国人の場合や外国に家族や恋人がいる場合とかいった場合には，それが逃亡のおそれと

いう理由が明確だというふうに扱われている。定住先なしとか，実際に定住先とされる

ところに住んでいるか分からないとき，難民施設に居住しているとかいった場合にも検

事としては逃亡のおそれを理由付けにしやすい。また，量刑が重いと思われるときにも

逃亡するおそれが高いと言え，勾留請求が認められる可能性が高い。被疑者の社会的背

景（仕事があるか，家族がいるか）ということも，逃亡のおそれの判断材料になる。 

(3) 取調べを始める際に，被疑者にどういう権利告知をするかについて 

刑事訴訟法１３６ａ条１～３項に規定がある。 

(4) 取調べ前に弁護人を依頼したいと要請する被疑者の割合はそのくらいかについて 

被疑者が取調べ前に弁護人を依頼するかどうかということは，ケースバイケースであ

る。 

例えば，軽罪（微罪）の場合，店舗での窃盗の場合，弁護士を呼ぶことはめったにな

い。 
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これに対し，先ほどのアウディの社長に疑いがあるような事件では，弁護人がいない

状態で供述することはまずないので，弁護人に依頼する。 

犯罪の種類と被疑者の社会的地位により，弁護人を依頼するかどうかが異なる。 

今までに何度も捕まっているような人であると，取調べ前に弁護人を依頼したいとい

うことが比較的多い。 

組織犯罪など，被疑者が犯罪のプロフェッショナル度が高いほど，弁護人を依頼した

がる。 

また，取調官がどういうふうに取調べをするかという態度にもよる。 

殺人課の捜査官などは取調べについての経験が豊かなので，弁護人を依頼させずに被

疑者との間で，取調べに応じさせて話を持ち込める。もちろん，弁護人を依頼したいと

いうこともあるが，例えば，午前３時に弁護士が捕まらないような場合，弁護士が捕ま

らないと被疑者に話をして，その上で「どうする，それでも弁護人が来るまでに話した

くないか。」と聞くと，被疑者が話し始めることもある。 

ただ，被疑者がしゃべりたくないといった場合は，何度もしつこく話すよう促すこと

はしない。 

現在，夜中に国選弁護人が呼び出されなければならないといったことは法律で決めら

れていない。 

(5) 取調べに弁護人が立ち会うことについて 

弁護人が取調べに立ち会うことをどう感じるか，取調べの邪魔になると思わないのか

との質問に対して，立ち会った弁護人がどういったタイプの弁護人かによる，捜査のや

り方にいちゃもん的な感じで対応しようとする弁護人は困る，とは冗談交じりで答えて

くれた。ただ，弁護人も，検察官も，裁判官も，法の範囲内で，それぞれの役割を果た

そうと考えているので，弁護人の立会いが取調べの障害になるとは思っていないとのこ

とであった。 

実際には，弁護人が完全黙秘をアドバイスすることが多いので，邪魔かどうかは問題

にならない，ということ，現に，弁護人が来ると，黙秘になることが多い。 

公判でも黙秘することが多くなっており，公判で，被疑者が黙秘し，弁護人が被疑者

に代わって答弁することもある。この場合，検事は，公判で，裁判官に対して質問する

ことはできないということであった。 

自分が担当する事件では，黙秘が多い。 

ドイツの検察官は，被疑者にマイナスになることだけでなく，プラスになることも追

求する。真相を究明するのであり，検察官は，客観的視点で仕事をしているが，弁護士

は，被疑者の立場に立ち，主観に近くなるとも批判的に言われた。 

警察では，弁護人の立会いは邪魔になると言われたのではないかと逆に質問され，

「警察でも弁護人の立会いはしてもらった方が良いと言われた。」と当方から答える

と，笑っておられた。 

警察や検察は，被疑者がしゃべりやすいようにする。弁護士は，しゃべらないように

する，と言うのが，各々の役割，と割り切っておられるように感じた。 
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(6) 取調べに立ち会った弁護人は何ができるかについて 

法的には，ちゃんと定められていない。 

そもそも，今の訴訟法によると，警察の取調べに弁護人が立ち会うことは決められて

いない。法的な権利はない。 

これに対し，当方から，弁護人は警察官の取調べに立ち会うことができることが刑事

訴訟法１６３ａ条４項，１３６条などで規定されており，警察の取調べにも弁護人の立

会権が定められたのではないかとの質問に対しては，回答しなかった。 

ただ，現実に，警察も検察も立会いを認めているので，法の条文より前に実施されて

おり，問題とされていないという理解のように思われた。 

被疑者が弁護士なしでは何も言わないという割合は高いので，実際には警察での取

調べでも弁護人が立ち会う。 

取調べに立ち会った弁護人は，質問することもできる。現実にもそうしている。 

普通は，検察官，警察官が質問し，その後，弁護人が質問する。 

自分が担当する事件では，弁護人は黙秘させることが多い。 

弁護人が取調べを中断させて休憩させることもある。 

取調べに立ち会った弁護人は，他にも，例えば被疑者にプラスになる証拠を出すとい

うこともある。 

(7) 弁護人の立会いは，検察にとってメリットやデメリットはあるかについて 

検察官も弁護人も同じ司法養成を受けている。 

司法試験や司法修習を終えて，同じ背景や理解の下でやるので，まともな弁護人であ

れば，取調べへの立会いは，（取調官との）良い交流，意見交換になる。 

弁護人が付されている被疑者より，付されていない被疑者の方が供述する割合が高い

という事実がある。反対の場合ももちろんある。 

逆に，弁護人がいることで供述が多くなるというメリットのある場合もある。 

取調べの違法性，不当性が公判で争点になる場合があるが，弁護人が立ち会うとそう

いう争点はなくなるというメリットはある。 

量刑の幅がある。供述をどの程度するか，いつするかということで，量刑の幅が変わ

ってくることがあるので，弁護人がいると，そのことについて検察官と弁護人は意見交

換することができる。 

(8) 証拠開示について 

刑事訴訟法１４７条に規定がある。 

重要なのは，捜査が終了しているか，していないかという時点である。 

捜査が終わったというサインを検事がした瞬間から，弁護人は証拠を開示してもらう

権利がある。これは，書類に載っているもの全部について（全面開示）である。 

それ以前は，捜査に支障があると（検察官が）判断すれば，これとこれとこれができ

ませんというような選択ができて，部分的に拒否できる。 

捜査終了前に，逃亡のおそれありということで勾留状が発せられた場合，（勾留状が

執行されない間は）勾留状は開示されない。捜査終了前は，全面開示されなくても良
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い。勾留状が発せられていても，被疑者が拘束されていない間，弁護人には勾留状は開

示されない。 

勾留されている場合（被疑者が勾留で身体拘束されている場合），勾留理由を見るた

めに開示することができる。 

自分は殺人担当の検事であるから，自分が担当する事件では，基本的に被疑者は勾留

されている。１６～７０歳まで被疑者はいたが，全員勾留されている。 

組織犯罪など複雑なものは，勾留が始まった時点で，捜査が終わっていなくても，全

面開示される。 

 

◆Ｑ 弁護人からの証拠開示請求は何回もされるのか。 

Ａ はい。 

自分の経験（やり方）から言うと，証拠は警察から順次送られてくる。医療関

係とか，技術的な関係とか，順次。警察から証拠が送られてくると，その都度，

秘書に「これ，弁護士に送っておいて。」と指示し，秘書は弁護士に「新しいのが

来ました。」と連絡する。 

ドイツでは，基本的に，検察官と弁護人は同じ資料を持つべきという観点か

ら，検察官も捜査を障害するかどうかということを厳しい目で判断し，それに該

当しないものはなるべく弁護人に渡したい。お互いに同じものを持っていて，同

じ知識を持っていて，同じ事件に関わっているので，同じ情報を共有していた方

が全体の流れの助けになるという関係である。 

 

◆Ｑ 勾留審査のときとそれ以外のときとでは，開示される証拠の量は違うのか。 

Ａ 全面開示だが，覆面捜査班（潜入捜査）の場合など，被疑者によって，危険にさ

らされる可能性のある人の所在地とかの場合は別である。 

以上 
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ドイツ⑤ ラインハルト・ミカルケ弁護士（ミカルケ・ロスコプ法律事務所） 

 

１ 総論 

・ラインハルト・ミカルケ弁護士 

刑事専門弁護士。 

かつてライトナー＆パートナー弁護士事務所で勤務していたが，現在は独立して，ミュ

ンヘンでミカルケ・ロスコプ弁護士事務所を共同経営している。 

・まず，日本では捜査機関の取調べに弁護人が立ち会うことができないと聞いて驚いた。 

・弁護人の立会いなくして被疑者を取調べに応じさせてはならない。 

 

２ 被疑者の地位 

(1) ネモ・テネテュール原則 

本日皆さんに渡した私のカードがあるが，そこにはラテン語のことわざで「Nemo 

tenetur se ipusum accusare」と書いてある。被疑者・被告人は，自己の罪責立証

に協力する義務を一切負わないという意味である（－ネモ・テネテュール原則－）。 

(2) 必要的弁護制度と弁護人選任権 

被疑者は，いつでも弁護人を付する権利がある。 

ドイツでは，勾留状が執行されたときには弁護人が選任されなければならないという

制度（勾留後の必要的弁護）があるが，勾留前の仮拘束の段階で弁護人が付されなけれ

ばならないという制度はいまだない。 

EU 指令で明確化されている権利だとしても，ドイツで仮拘束中に弁護人が付されな

ければならない制度ができるかどうかは今後の問題である。 

個人的には，そのような制度が実現された方が絶対に良いことは間違いないと考え

る。弁護人が選任される時期が勾留状の執行がされたときというのでは遅いので，現状

は良くないということは分かっている。 

仮拘束中に警察の取調べを受けることはあるが，そのとき被疑者は弁護人の援助を受

けるにはどうしたら良いか。 

仮拘束中の被疑者が弁護人の援助を受ける権利を実現する方法としては，被疑者が

「弁護人が来るまでは何も話しません。」というのが最も端的なやり方である。それで

も警察官は，特に弁護人の介入を嫌がる警察官の場合，そのまま被疑者を説得してしゃ

べらそうとする。それでもなお被疑者が弁護人の援助を求めたときは，警察官は，被疑

訪問概要 

訪問日：２０１９年４月１２日（金） 

訪問先対応：ラインハルト・ミカルケ弁護士 
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者にしゃべらせることを諦めて，「はい，これが電話帳だよ。これが電話機。」と電話機

と電話帳を被疑者に示して，弁護人に電話連絡させることになる。 

(3) 取調べへの対応 

被疑者には，警察から取調べの呼出しを受けた場合であっても，呼出しに応じる義務

はない。 

私は，依頼者が事務所を訪れてきたとき，まず，弁護人が取調べに同行するかどうか

ということについて依頼者と話し合う。 

依頼者から取調べへの呼出しを受けていると聞いたときには，被疑者が一人で警察に

出頭するようなことはさせない。依頼者が弁護士以上の情報や知識を持っていてうまく

話すことができるというならば別であるが，普通は弁護士なしで取調べに応じさせるよ

うなことはしない。 

依頼者が取調べに応じるのが難しいと状況であれば，取調べを拒否させる。 

また，依頼者が書面で取調べへの呼出しを受けている場合には，私は，まず①黙秘す

ることと，②証拠開示を求めることを書面で捜査機関に回答する。 

初期段階における被疑者の取調べ（呼出し）に対する対応は以上のとおりである。 

もっとも，早い段階で被疑者に取調べ（呼出し）に応じさせた方が良い場合もある。 

被疑者が身体拘束されそうな場合である。例えば，被疑者から，勤務先に警察が訪れ

たが，たまたま依頼者が不在だったので，警察はそのまま帰ったと聞かされた場合な

ど，警察が被疑者の身体拘束を考えていることがうかがえる場合がある。そのような場

合には，警察に対し，こちらから警察に出頭することを伝えた上，被疑者を出頭させ

る。先にこちらから被疑者の人間性（人物像）を警察に示すことは重要である。 

(4) 黙秘 

弁護人が事件について情報を得られていない間は，まずは被疑者には黙秘させる。 

一度供述させてしまったら，それを後から取り消すことはできないので，被疑者が供

述することができる状態でなければ，黙秘させるのが基本である。 

黙秘権は，次のような場合に解除する。 

ア 被疑者が勾留された場合で勾留から解かれるようにする場合 

例えば，被疑者が拘束された場合，弁護人又は被疑者は，いつでも，また，何度

でも，勾留審査を申し立てることができる（法１１７条）が，こういった方法で被疑

者を身体拘束から解放させるときに，黙秘を解除することがある。 

イ 勾留質問時 

被疑者が仮拘束され，その翌日に裁判官の勾留質問を受けることになるが，その

ときに黙秘させるか，黙秘を解除するかは難しい問題である。 

その時点では，開示を受けている証拠は少なく，事件に関して供述させることが

できる範囲は非常に限られている。 

したがって，その場合には，事件に関しては余り話させないが，勾留の理由に関

すること，つまり，逃亡のおそれがないといったことに関して被疑者にしゃべらせる

ことにする。 
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ウ 取調べへの弁護人の立会いと黙秘 

弁護人が取調べに立ち会った際，基本的に被疑者に黙秘させることはない。 

被疑者に黙秘させたいときは，そもそも被疑者をして取調べに応じさせるという

ことがないからである。弁護人立会いの下であっても，被疑者に取調べに応じさせる

ということはすなわちしゃべらせるということであるから，弁護人が取調べに立ち会

った上で被疑者に黙秘させるということはない。 

そのことは，被疑者が身体拘束を受けているときも同じである。 

 

３ 取調べへの弁護人の立会い 

取調べに弁護人が同席しないということは考えられない。弁護人が同席できないのなら

ば，被疑者には取調べに応じさせない。 

では，取調べに立ち会った弁護人は何をするか。 

被疑者が供述したとおりに記録されているかを確認することが最も大事である。例え

ば，被疑者の供述を取調官が自分の声で録音するという方法で記録している場合，被疑者

の供述と異なる取調官の声が録音されようとしているときには，その場で「そんなことは

言っていない。」とか，「そのような表現は間違いである。」などと指摘して訂正させる。

また，取調官が書面で被疑者の供述を記録する場合には，暫定的に作成された書面を見せ

てもらえるので，そこで被疑者の供述と書面の記載が異なっていることが発見されたと

き，それを指摘して書面を訂正してもらう。取調官によっては，修文して書面を書き直す

こともあれば，修正液で訂正することもある。 

なお，自分の経験で最も長く取調べに立ち会った時間は，朝の９時から夜の９時までの

１２時間ということがあった。被疑者や弁護士が遠隔地から来ており，１日で取調べを終

わらせてほしいというときには，それくらいの長時間になることもある。 

 

４ 証拠開示 

(1) 原則 

証拠開示は非常に大事なことである。法１４７条に規定がある。 

証拠開示における考え方として大事なのは，捜査機関と弁護人は同じ情報を持ってい

なければならないということである。 

被疑者に黙秘させるか，供述させるか，どこまで供述させるかということは，弁護人

がどの程度の証拠を把握しているかということによるので，証拠の開示は被疑者の取調

べへの対応との関係で非常に重要である。 

弁護人は，なるべく早く，なるべく多くの証拠を開示するように求める。そこに理由

は不要である。 

請求の方法としては，書面で求めるだけでなく，検察官と電話で交渉するというやり

方もある。 

また，例えば家宅捜索があった場合，家宅捜索で発見された証拠の検討が未了なら

ば，検察官はその証拠を直ちに開示することはできない。そういった場合は，「家宅捜
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索によって得た証拠の検討が必要なのは分かるから，そうであれば，家宅捜索するまで

に集められた証拠を見せてくれないか。」などとして検察官と電話で交渉する。 

自分なりの経験で，個々の検察官の性格ややり方が分かるので，それに応じて交渉す

る。良い関係にある検察官ならば，検察官のところに立ち寄って「裁判所に来たから，

ついでに寄ってみた。ちょっとコーヒーでもどうか。」などと言って，話をすることも

ある。 

要は，いろいろなやり方で，検察官と話しをして，証拠開示の落としどころを見つけ

るのである。 

証拠開示の請求や回答は，逐一書面化するようなことはしていないが，一定の時期ご

とに証拠開示請求の書面を検察官に出している。これは，後々公判になったとき，弁護

人がある時期には証拠開示請求をしていたということを裁判所に明らかにするためであ

る。 

開示された証拠は，物的証拠については外に持ち出すことはできないが，警察や検察

官が作成した書面は原本を持ち出すこと（貸出し）ができる。 

(2) 捜査段階の例外 

捜査目的を阻害するときは，検察官は証拠の開示を拒否することができる（法１４７

条）。 

証人の取調べが未了ということも証拠の開示を拒否することができる場合に該当す

る。 

開示されない証拠には，例えば，傍受された電話の通話内容がある。４～５年前まで

は，傍受記録をデータで落としたものを検察官から渡されていたので，被疑者と一緒に

それを聞くこともできた（被疑者が身体拘束を受けているときは，拘置所で一緒に聞く

こともできた。）。ところが，音声データに関して証拠開示請求が認められないとする裁

判が出た。そのため，音声や画像といったデータは，外部に持ち出すことができなくな

り，弁護人が警察や検察庁に赴いて捜査機関立ち会いの下で開示を受けなければならな

くなった。そうなると，弁護人がどの音声や画像に着目したのかが捜査機関に分かって

しまうので，開示を受けにくくなったのである。いまでも，音声データなどの開示（持

ち出し）を求める従来のような請求を検察官に対してはしてはいるが，なかなか認めら

れなくなった。 

以上 
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第２編 韓国調査 
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第２編 韓国調査 

第１章 調査の概要 

第１ 調査の目的 

第６２回人権擁護大会シンポジウム第１分科会では，「取調べ立会いが刑事司法を

変える～弁護人の援助を受ける権利の確立を～」と題し，これまでの刑事司法の実情

と問題点，日弁連の刑事司法制度改革に関する取組，その成果と課題，また更なる改

革課題の全体像を踏まえつつ，(1)取調べにおける弁護人の立会いの実現，(2)起訴前

保釈の創設を中心とする身体拘束制度の改革，(3)全面的証拠開示の制度化に重点を置

いた報告及び討議を行う予定である。 

これらの点について，韓国では，法律上又は実務上，我が国よりも先進的な制度が

導入されている。すなわち，韓国では，(1)取調べにおける弁護人の立会権が２００７

年の刑事訴訟法改正により明文化されており，拘束前被疑者審問や拘束適否審査でも

弁護人の立会権が認められている，(2)身体不拘束原則が刑事訴訟法に明文で規定され

ており，起訴前の保釈請求権は認められていないものの，逮捕拘束適否審査制度が実

質的に起訴前の保釈制度として機能している，(3)限定的ではあるが捜査段階の証拠開

示規定があるほか，公判段階では，公判準備手続とは独立した証拠開示制度が２００

７年の刑事訴訟法改正により導入され，更に実務上は刑事訴訟法上の開示範囲を超え

た事実上の全面的証拠開示がなされている運用があるようである。我が国と韓国の刑

事訴訟法は，フランス法及びドイツ法を継受し，その後英米法の影響を受けている点

で共通しており，特に戦前の朝鮮に我が国の明治刑事訴訟法・大正刑事訴訟法がその

まま適用されたことから，現行の刑事訴訟法に至っても，条文の体裁まで非常に類似

性が高いものとなっている。韓国の制度及びその運用実態は，我が国の制度を考える

上で，参照価値が極めて高い。 

今般，韓国における各種制度等の実態を，上記重点分野を中心にしつつ可能な限り

網羅的に調査し，その近時の変化や，制度上・運用上の問題点について明らかにする

ことは，我が国の刑事司法の更なる改革を構想するに当たって大いに参考となるもの

であることから，韓国調査を企画した次第である。 

 

第２ 調査団と協力者 

本調査団は，第６２回人権擁護大会第１分科会実行委員会の委員を中心に次の会

員から構成された。 

前 田 裕 司（宮崎県弁護士会，団長） 

新 倉   修（東京弁護士会） 

飛 田   桂（神奈川県弁護士会） 

稲 田 知江子（高知弁護士会） 

賀 川 進太郎（岡山弁護士会） 



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

143 
 

髙 見 健次郎（金沢弁護士会） 

炭 谷 喜 史（大阪弁護士会） 

鄭   裕 靜（青山学院大学・立正大学 非常勤講師） 

以上（敬称略） 

 

また，次の方々からは，各訪問先のコーディネートや通訳の御協力をいただい

た。この場を借りて感謝申し上げる。 

柳  光 玉（弁護士，通訳） 

朴  ソヨン（大韓弁護士協会国際課職員） 

朴  濟 民（通訳） 

以上（敬称略） 

 

第３ 調査日程と訪問先           ※いずれも２０１９年現地時間 

５月２７日（月） 

１４時～ 

 

 

 

１８時３０分～ 

 

 

国選専担弁護士事務所訪問 

①事務所内見学 

②国選専担弁護士との懇談会 

 

李東熹先生（韓国国立警察大学校教授）との懇談会 

 

５月２８日（火） 

午前 

 

１３時～ 

 

１４時～ 

 

 

１５時３０分～ 

 

 

 

 

 

１８時～ 

 

 

 

各自見学等 

 

大韓弁護士協会表敬訪問 

 

ソウル中央地方法院訪問 

裁判官との懇談会 

 

ソウル中央地方検察庁訪問 

①映像録画装置付き取調室見学 

②接見室見学 

③記録閲覧謄写室見学 

④検察官との懇談会 

 

法務法人良才訪問 

刑事弁護士との懇談会，懇親会 
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５月２９日（水） 

終日 

 

 

 

※２０時～ 

 

各自見学等 

※警察署訪問，裁判所における拘束前被疑者審問・拘束適否審査

の傍聴は，先方の都合により実現せず。 

 

刑事弁護士から回答未了だった質問事項への回答を聴取 

 

 

第４ 調査の前提：韓国の刑事司法制度の概要 

１ はじめに 

韓国の刑事訴訟法は，我が国の刑事訴訟法と非常に多くの類似点を有している。韓

国（朝鮮）では，日韓併合後の１９１２年に制定された「朝鮮刑事令」により我が国

の明治刑事訴訟法が適用され，１９２２年に我が国で大正刑事訴訟法が制定されると

これが適用され，韓国の現行刑事訴訟法が第二次世界大戦後の１９５４年に英米（特

にアメリカ）の刑事手続の影響を受けて制定されるまで用いられた。我が国と韓国の

刑事訴訟法は，フランス法及びドイツ法を継受し，その後，英米法の影響を受けてい

る点で共通しており，特に当時の朝鮮に我が国の明治刑事訴訟法・大正刑事訴訟法が

そのまま適用されたことから，現行の刑事訴訟法に至っても，条文の体裁まで非常に

類似性が高いものとなっている6。 

２００７年６月１日公布の刑事訴訟法改正（２００８年１月１日施行）では，かな

りの制度変更があり，事実上の全面的改正となった。 

２ 身体拘束制度について 

(1) 逮捕及び拘束 

韓国刑事訴訟法では，不拘束捜査の原則が２００７年改正で明文化されている

（法１９８条１項）。なお，無罪推定の原則も，憲法及び刑事訴訟法に明文規定があ

る（憲法２７条４項，法２７５条の２）。 

逮捕には，通常逮捕，緊急逮捕，現行犯逮捕の３種類がある。なお，韓国では，

逮捕前置主義は採られていない。 

拘束（勾留）事由は，被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること

及び法７０条１項各号（１号：住居不定，２号：罪証隠滅のおそれ，３号：逃亡又

は逃亡のおそれ）のいずれかに該当する事由があることである（法２０１条１項，

７０条１項）。 

韓国の捜査段階では，原則として，警察段階での身体拘束が最大１０日間（最大

４８時間の逮捕もここに含まれる。拘束場所は通常は警察署留置場。），司法警察官

が検事に送致した後の検察段階での身体拘束が最大２０日間（拘束場所は通常は拘

置所。）であり，合計最大３０日間の身体拘束が認められている（法２００条の２第

                                                
6 安部祥太「韓国における被疑者取調べとその適正化—日本の被疑者取調べ適正化への示唆—(1)」青山ローフォ

ーラム１巻１号（２０１２年）７４～７５頁。 



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

145 
 

５項，２００条の４第１項・２項，２１３条の２，２０２条，２０３条，２０３条

の２，２０５条１項。なお，事件単位である。）。 

起訴後の公判段階の身体拘束は，一審，控訴審，上告審ともそれぞれ最大６か月

である（法９２条１項ないし３項）。 

(2) 拘束前被疑者審問 

拘束令状の請求を受けた判事は，遅滞なく，被疑者を審問しなければならない（対

面による拘束令状実質審査制度。法２０１条の２第１項。我が国の被疑者段階の勾

留質問に相当するが，勾留質問と異なり対審制の手続である。）。 

被疑者に弁護人がいないときは判事が職権で国選弁護人を選任する（法２０１条

の２第８項。その選任の効力は拘束令状発付の請求が棄却されない限り第１審まで

続く。）。 

被疑者の審問は，特別な事情がない限り，拘束令状請求日の翌日までに行う（法

２０１条の２第１項）。検事及び弁護人には出頭権・意見陳述権がある（法２０１条

の２第４項）。 

拘束前被疑者審問に参与する弁護人は，拘束令状請求書及びそれに添付された告

訴・告発状，被疑者の陳述を記載した書類と被疑者が提出した書類を閲覧すること

ができる（規則９６条の２１）。また，拘束令状が請求され，又は逮捕若しくは拘束

された被疑者・その弁護人等には，緊急逮捕書，現行犯人逮捕書，逮捕令状，拘束

令状及びその請求書の謄本交付請求権がある（規則１０１条）。 

(3) 逮捕拘束適否審査 

逮捕拘束適否審査（法２１４条の２。我が国の勾留に対する準抗告・勾留取消と

起訴前保釈を合わせたようなもの）の請求を受けた裁判所は，非公開の法廷で被疑

者を審問する（法２１４条の２第４項，規則９６条の１４本文）。弁護人には出頭権

がある（法２１４条の２第９項）。拘束前被疑者審問の際の国選弁護人選定の効力は

拘束適否審査手続でも継続するが，被疑者に弁護人がいないときは，裁判所は職権

で弁護人を選任しなければならない（法２１４条の２第１０項の準用する３３条）。 

逮捕拘束適否審査を請求した被疑者の弁護人は，拘束令状請求書及びそれに添付

された告訴・告発状，被疑者の陳述を記載した書類と被疑者が提出した書類を閲覧

することができる（規則１０４条の２の準用する９６条の２１）。 

裁判所は，逮捕・拘束が違法又は不当ではなくとも，被疑者の出頭を保証するに

足りる保証金の納付等を条件に被疑者の釈放を命じることができる（法２１４条の

２第５項ないし７項）。起訴前の保釈請求権は認められていないが（法２０９条，９

４条参照），実質的に起訴前の保釈制度として機能している7。 

                                                
7 近畿弁護士会連合会刑事弁護委員会韓国調査団編『韓国における身体拘束制度について—いかにして人質司法

は打破されたのか—』（２０１１年）４８頁，李東熹「韓国における保釈及び勾留制度の改革について」自由と

正義５９巻２号（２００８年）３２頁。 
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３ 取調べにおける弁護人の立会権について8 

韓国においては，被疑者の取調べへの弁護人立会い（韓国では「弁護人参与」とい

う。）が１９９９年ころから捜査機関の裁量により始まり，２００３年の大法院決定が

身体拘束された被疑者の取調べへの弁護人立会いを被疑者の権利として認め，２００

４年の憲法裁判所決定が身体を拘束されていない被疑者に対しても取調べ時の弁護人

立会いを認め，２００７年の刑事訴訟法改正により弁護人立会権が明文化された（法

２４３条の２第１項「検事又は司法警察官は，被疑者又はその弁護人，法定代理人，

配偶者，直系親族，兄弟姉妹の申請により，弁護人を被疑者と接見させ，正当な事由

がない限り，被疑者に対する取調べに立ち会わせなければならない。」）。 

検事又は司法警察官は，被疑者を取り調べる前に，供述拒否権や「取調べを受ける

時は，弁護人を立ち会わせることができる等弁護人の助力を受けることができること」

を知らせなければならず（法２４４条の３第１項），検事又は司法警察官は，同条項に

規定する事項を知らせたときは，被疑者が供述を拒否する権利及び弁護人の助力を受

ける権利を行使するかどうかを質問し，これに対する被疑者の答弁を調書に記載しな

ければならず，この場合には，被疑者の答弁は被疑者に自筆で記載させ，又は検事若

しくは司法警察官が被疑者の回答を記載した部分に記名捺印又は署名させなければな

らない（同条２項）。 

被疑者の権利行使に伴い，捜査官が取調べを中止する義務はなく，そのような明文

規定もない。弁護人が立ち会わないと取調べを行うことができないということはない。

しかし，被疑者が弁護人立会権を行使したにもかかわらず，直ちに取調べを中止する

ことなく質問・説得を継続し，これにより獲得した供述を記載した調書は，調書の証

拠採用要件である「適法な手続及び方式により作成されたもの」（法３１２条１項・３

項）を満たさず，かつ違法収集証拠排除法則に関する法３０８条の２の「適法な手続

によらずして収集した証拠」に該当し，証拠とすることができない（２０１３年３月

２８日大法院判決）。そのため，捜査官には，被疑者の権利行使を無視して取調べを継

続する利点がなく，結果的に，取調べ中止効と同様の効果が実質的に生じることにな

るものと思われる。 

取調べに立ち会った弁護人には，意見陳述権と異議申立権がある。取調べに立ち会

った弁護人は，取調べの終了後に意見を述べることができる（法２４３条の２第３項

本文）。取調べ中は，検事又は司法警察官の承認がなければ意見を述べることができな

いが（法２４３条の２第３項ただし書），「不当な取調べ方法」に対する異議を提起す

ることはできる（同）。 

どのような場合が弁護人の立会いを制限できる「正当な事由」（法２４３条の２第１

項）に当たるかについて，国会審議の結果，刑事訴訟法には明示されなかったが，２

００３年大法院決定及び２００４年憲法裁判所決定は，弁護人立会いを制限する基準

として，取調べ妨害のおそれ，捜査機密漏洩のおそれ，違法な援助のおそれを提示し

                                                
8 近畿弁護士会連合会刑事弁護委員会編『第３０回近畿弁護士会連合会人権擁護大会シンポジウム第２分科会報

告書 取調室の扉を開こう！～取調べの可視化から弁護人立会いへ～』（２０１８年）４２頁以下。 
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ている。検察庁では，内部規則である「検察事件事務規則」９条の２第４項において，

「検事は，弁護人の立会いにより，次の各号のいずれかの事由が発生し，取調べ妨害，

捜査機密漏洩等，捜査に著しい支障をもたらす場合には，被疑者の取調べ中であって

も，弁護人の立会いを制限することができる。」として，「①検事の承認なく不当に取

調べに介入したり，侮辱的な言動等を行う場合，②被疑者の代わりに答弁したり，特

定の答弁をすること若しくは供述を翻すことを誘導する場合，③法２４３条の２第３

項ただし書に反し，不当に異議を提起する場合，④被疑者の取調べ内容を撮影・録音・

記録する場合。ただし，記録の場合，被疑者に対する法的助言のために弁護人が記憶

喚起用に簡略にメモをすることを除く。」の４項目を規定している。「正当な事由」の

挙証責任は，捜査機関が負う（２００３年大法院決定）。弁護人の立会い制限及び退去

処分については，裁判所への準抗告（法４１７条）や憲法訴願（憲法裁判所への訴え）

が可能である。 

４ 証拠開示制度について 

捜査段階においては，証拠開示を一般に認める規定はないが，上記のとおり，拘束

前被疑者審問及び拘束適否審査の際に限定的ながら証拠開示が認められている。 

公判段階においては，２００７年の刑事訴訟法改正により，公判準備手続とは独立

した証拠開示制度が導入された。 

起訴後，被告人又は弁護人は，検事に対し，公訴提起された事件に関する書類又は

物（以下「書類等」という。）の目録（法２６６条の３第１項柱書）並びに公訴事実の

認定又は量刑に影響を及ぼし得る①検事が証拠として申請する書類等（同項１号），②

検事が証人として申請する者の氏名・事件との関係等を記載した書面又はその者が公

判期日前に行った陳述を記載した書類等（同項２号），③①又は②の書面又は書類等の

証明力と関連する書類等（同項３号）及び④被告人又は弁護人が行った法律上・事実

上の主張と関連した書類等（関連する刑事裁判確定記録，不起訴処分記録等を含む。）

（同項４号）の閲覧・謄写（又は書面の交付）を申請することができる（同項）。 

検事は，国家安全保障，証人保護の必要性，証拠隠滅のおそれ，関連事件の捜査に

障害をもたらすと予想される具体的な事由等，閲覧・謄写又は書面の交付を許容しな

い相当の理由があると認めるときには，閲覧・謄写又は書面の交付を拒否したりその

範囲を制限することができる（法２６６条の３第２項）。ただし，検事は，書類等の目

録については閲覧・謄写を拒否することができない（同条５項）。被告人又は弁護人は，

検事が書類等の閲覧・謄写又は書面の交付を拒否したり，その範囲を制限したときに

は，裁判所にその書類等の閲覧・謄写又は書面の交付を許容するよう申請することが

できる（法２６６条の４第１項）。検事が閲覧・謄写等に関する裁判所の決定を遅滞な

く履行しないときには，当該証人及び書類等の証拠申請をすることができない（同条

５項）。 

  



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

148 
 

第５ 調査事項 

事前に送付した質問事項書は，次のとおりである。結果的に回答が得られなかった

質問も含まれている。【】内は，質問先を指す（J：裁判官，P：検察官，B：弁護士，

専担 B：国選専担弁護士，K：警察官）。 

 

１ 取調べにおける弁護人の立会いについて 

(1) 被疑者に対する取調べについて 

Q０１・【P・K・B】韓国では，逮捕・拘束された被疑者について，原則として，警察

段階での身体拘束が最大１０日間（最大４８時間の逮捕もここに含まれる。），司法警

察官が検事に送致した後の検察段階での身体拘束が最大２０日間，合計最大３０日間

の身体拘束が認められていると理解していますが，そのとおりでしょうか。警察官が

被疑者の取調べを行うのは，この３０日間のうち，最初の１０日間だけですか，それ

とも検事送致後の１１日目～３０日目の間にも取調べを行うことがありますか。検事

は，この３０日間のうちどのタイミングで被疑者の取調べを行いますか。 

Q０２・【P・K・B】被疑者に対する取調べは，何回程度，１回当たりどの程度の時

間，行われますか。単純な事件と複雑な事件，自白事件と否認事件・黙秘事件で，ど

の程度異なりますか。 

Q０３・【P・K】現行犯逮捕以外の事案（逮捕・拘束までに捜査の時間がある事案）に

おいて，逮捕・拘束までに行う被疑者取調べと，逮捕・拘束中に行う被疑者取調べ

は，どの程度の割合ですか。 

Q０４・【P・B】被疑者に対する取調べが行われた日時を事後的に弁護人が知る方法と

して，どのようなものがありますか。例えば，取調べの日時が記載された捜査報告書

が起訴後に弁護人に開示されることはありますか。 

Q０５・【P・K】韓国では，被疑者の陳述を調書に記載する義務があるようですが（刑

事訴訟法２４４条１項），被疑者に対する取調べが実施された場合，供述調書（被疑

者尋問調書）は取調べごとに必ず作成しますか。被疑者が完全に黙秘した場合も作成

しますか。取調べの録音録画を実施した場合も作成しますか。作成しないことがある

ならば，どのような場合ですか。 

Q０６・【P・K・B】韓国では，実務上，身体拘束中の被疑者に取調べ受忍義務があり

ますか（捜査官は，身体拘束中の被疑者に取調べを強制できますか。身体拘束中の被

疑者には，取調べを受けることを拒否する権利がありますか。）。身体拘束中の被疑者

の取調べ受忍義務について，学説や実務で何らかの議論はありますか。 

(2) 取調べへの弁護人立会いについて 

Q０７・【P・K】警察・検察での取調べにおける弁護人の立会い回数に関し，最近の統

計資料があれば御教示ください。 

Q０８・【P・K・B】取調べへの弁護人立会いが最近活発になってきているという意見

がありますが，実感としてはどのように感じますか。最近活発になってきているとす

れば，その理由は何ですか。 
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Q０９・【J・P・K】取調べに弁護人が立ち会うことを，どのように評価しています

か。メリットとデメリットは何だと考えていますか。 

Q１０・【P・K】取調べに弁護人が立ち会うことによって，捜査に何らかの支障が生じ

たことはありますか。 

Q１１・【P・K・B】弁護人が取調べに立ち会うためには，被疑者の取調べが行われる

日時を知ることが必要ですが，弁護人は，被疑者の取調べが行われる日時をどのよう

にして知ることができますか（検察官や警察官から事前に弁護人に通知する，弁護人

から検察官や警察官に問い合わせをするなど）。 

Q１２・【P・K・B】韓国の制度では，被疑者又は弁護人が弁護人立会権を行使（取調

べへの立会いを申請）しても，捜査官が取調べを中止する義務はないものと理解して

いますが，他方で，「被疑者が弁護人立会権を行使したにもかかわらず，直ちに取調

べを中止することなく質問・説得を継続し，これにより獲得した供述を記載した調書

は，調書の証拠採用要件である『適法な手続及び方式により作成されたもの』（刑事

訴訟法３１２条１項・３項）を満たさず，かつ違法収集証拠排除法則に関する刑事訴

訟法３０８条の２の『適法な手続によらずして収集した証拠』に該当し，証拠とする

ことができない」という趣旨の大法院判決（２０１３年３月２８日）があり，弁護人

立会権を侵害した状態下で得た自白は証拠排除されるものと理解しています。被疑者

又は弁護人が弁護人立会権を行使（取調べへの立会いを申請）したにもかかわらず，

実際には弁護人が立ち会わない場合，実務上，被疑者の取調べは行っていますか，行

っていませんか。行っている場合には，立会権を放棄させるなどの手続を行っていま

すか。 

Q１３・【J・P・B】取調べに立ち会った弁護人が供述調書（被疑者尋問調書）に署名

した場合（刑事訴訟法２４３条の２第４項参照）に，弁護人が公判で当該供述調書の

証拠能力や証明力（信用性）を争うことが法律上又は事実上困難になることはありま

すか。この点が公判で問題になった事案や，裁判例はありますか。 

Q１４・【P・K・B】憲法裁判所が，立会い弁護人の着席位置に関し，被告人の後ろに

弁護人を座らせる実務慣行は違憲とする決定を下した（２０１７年１１月３０日）と

の情報や，大検察庁の「弁護人の被疑者取調べ立会い運用指針」が改正された（２０

１７年１２月４日。弁護人が被疑者の隣の席に座ることを容認，取調べ内容のメモを

容認，身体拘束中の被疑者を取り調べる際に取調べ時間・場所を弁護人に通知，立会

い申請書の簡略化等）との情報がありますが，これらにより，立会いの実務に何らか

の変化はありましたか。 

Q１５・【P・K・B】弁護人の立会い申請に対し，立会いを認めないことや，立ち会っ

ている弁護人を途中で退出させることは，どの程度ありますか。立会いを認めないの

は，どのような理由に基づきますか。 

Q１６・【B】弁護人立会いに対する最近の妨害事例として，どのようなものがありま

すか。妨害事例の件数は，以前と比べて，増えていますか，減っていますか。 

 



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

150 
 

２ 身体拘束制度について 

Q１７・【J・P】被疑者・被告人の身体拘束率について，統計資料があれば御教示くだ

さい（被疑者段階，被告人段階のそれぞれについて）。 

Q１８・【J・P・K・B】身体不拘束原則が刑事訴訟法に明文化されたこと（１９８条

１項）は，実務上，何らかの影響をもたらしましたか。 

Q１９・【B】拘束前被疑者審問（刑事訴訟法２０１条の２）を受ける被疑者に対して

選任された国選弁護人は，拘束前被疑者審問までに，どのような弁護活動を行います

か。私選弁護人の場合には，何らかの違いがありますか。 

Q２０・【J・B】弁護人は，拘束前被疑者審問に必ず出席しますか。出席しない弁護人

の割合はどの程度ですか。私選弁護人と国選弁護人で，その割合は異なりますか。出

席しないのは，どのような場合ですか。 

Q２１・【B】逮捕拘束適否審査（刑事訴訟法２１４条の２）を請求した場合，弁護人

は，どのような弁護活動を行いますか国選弁護人と私選弁護人とで，何らかの違いが

ありますか。 

Q２２・【J・B】弁護人は，逮捕拘束適否審査に必ず出席しますか。出席しない弁護人

の割合はどの程度ですか。私選弁護人と国選弁護人で，その割合は異なりますか。出

席しないのは，どのような場合ですか。 

Q２３・【J・B】拘束適否審査を請求した事件で，拘束を違法又は不当とは判断しない

が，保証金の納付を条件に被疑者を釈放すること（刑事訴訟法２１４条の２第４項）

は，どの程度ありますか。保証金の金額は，一般的にどの程度ですか。保証金の納付

以外の条件を付すこと（刑事訴訟法２１４条の２第５項）は，どの程度あり，どのよ

うな条件を付しますか。 

Q２４・【J・B】起訴後，一審での被告人の拘束期間は，最大６か月であり（刑事訴訟

法９２条１項ないし３項），この期間を超えると釈放しなければならないと理解して

いますが，そのとおりでしょうか。拘束された被告人の一審の公判が６か月で終わら

ず，釈放されて不拘束事件になる事例はどの程度ありますか。別事件でも起訴され

て，全体として見ると被告人段階の拘束期間が６か月を超える事例はどの程度ありま

すか。 

 

３ 証拠開示について 

(1) 被疑者段階 

Q２５・【J・B】拘束前被疑者審問に参与する弁護人及び逮捕拘束適否審査を請求した

被疑者の弁護人は，拘束令状請求書及びそれに添付された告訴・告発状，被疑者の陳

述を記載した書類と被疑者が提出した書類を閲覧することができる（刑訴規則９６条

の２１，１０４条の２）との規定があり，また，拘束令状が請求され，又は逮捕若し

くは拘束された被疑者・その弁護人等は，緊急逮捕書，現行犯人逮捕書，逮捕令状，

拘束令状及びその請求書の謄本交付を請求することができる（刑訴規則１０１条）と

の規定がありますが，これらの規定はどの程度活用されていますか。これらの書類の
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閲覧や謄本交付を希望する弁護人は，具体的にどのような手続を行う必要があります

か。費用はどの程度かかりますか国選弁護事件の場合，その費用は国と国選弁護人の

どちらが負担しますか。これらの規定により弁護人に開示された情報は，弁護活動に

どの程度役立っていますか（裁判官として，どの程度役立っているように感じます

か。）。 

Q２６・【J・B】上記規定に明記されていない書類（例えば，被害者が提出した書類，

被害者の陳述を記載した書類など）について，実務上，拘束前被疑者審問や逮捕拘束

適否審査に関連して弁護人に開示されることはありますか。どのような書類が，どの

ような場合に開示されますか。 

Q２７・【P・K・B】実務上，被疑者段階で，弁護人から検察官や警察官に証拠の内容

について問い合わせがあった場合に，証拠を見せたり，証拠の内容を知らせることは

ありますか。どのような場合に行いますか。 

Q２８・【P・K・B】実務上，取調べ中に，被疑者に対して証拠（例えば，防犯カメラ

映像や，携帯電話の通話履歴など）を見せたり，証拠の内容を知らせることはありま

すか。どのような場合に行いますか。 

(2) 被告人段階 

Q２９・【J・B】証拠開示制度（刑事訴訟法２６６条の３）の対象事件は，「公訴提起

された事件」と規定されており（刑事訴訟法２６６条の３第１項），国民参与裁判対

象事件や公判準備手続（刑事訴訟法２６６条の５以下）に付された事件などに限定さ

れていませんが，国民参与裁判対象事件以外の事件で証拠開示制度が活用されること

はどの程度ありますか。その場合，公判準備手続にも付されることと，公判準備手続

には付されないことは，どちらが多いですか（国民参与裁判対象事件以外の事件で，

証拠開示制度の活用と公判準備手続に付すことに関連性はありますか。）。 

Q３０・【P】「公訴提起された事件に関する書類又は物（書類等）の目録」（刑事訴訟

法２６６条の３第１項柱書）には，捜査過程で作成・収集した書類等の全部（警察か

ら検察に送致された書類等と，検察で作成・収集した書類等の全部）が記載されます

か。記載されない証拠があるとすれば，どのような証拠がどのような理由で記載され

ませんか。 

Q３１・【P】「公訴提起された事件に関する書類又は物（書類等）の目録」（刑事訴訟

法２６６条の３第１項柱書）について，どの程度の詳細さの記載が必要ですか。法令

や検察の内部規則などで，基準が定められていますか。 

Q３２・【P・B】「公訴提起された事件に関する書類又は物（書類等）の目録」（刑事訴

訟法２６６条の３第１項柱書）のサンプル（匿名処理したもので結構です。）をご提

供ください。また，可能であれば，当該事件に関する「検事が証拠として申請する書

類等」（刑事訴訟法２６６条の３第１項１号）の一覧も御提供ください。 

Q３３・【P・B】弁護人が検事に対して，刑事訴訟法２６６条の３第１項各号の書類等

の閲覧・謄写を申請する場合，弁護人は，検事に対する申請書に，どの程度の記載を
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する必要がありますか（「１号の書類等」「４号の書類等」などと書くだけで良いの

か，弁護人が開示を求める証拠の標目や関連性等を記載する必要があるのかなど）。 

Q３４・【P・B】開示対象となる刑事訴訟法２６６条の３第１項各号の書類等には「公

訴事実の認定又は量刑に影響を及ぼし得る」との限定が付されていますが（刑事訴訟

法２６６条の３第１項柱書），実務上，「公訴事実の認定又は量刑に影響を及ぼし得

る」という文言が存在することによって開示対象となる証拠の範囲が狭くなることは

ありますか。 

Q３５・【P・B】弁護人が検事に対して，可能な限り広範囲な証拠の開示を希望し，刑

事訴訟法２６６条の３第１項１号から４号までの書類等の閲覧・謄写を申請した場

合，実務上，検事が保管する証拠全体のうちどの程度の割合の証拠が弁護人に開示さ

れますか。 

Q３６・【P・B】弁護人の証拠開示申請から検事の回答までの時間制限は，４８時間

（刑事訴訟法２６６条の３第４項参照）と理解して良いですか。実務上，どの程度の

時間で回答がなされていますか。回答は，書面と口頭のいずれでなされますか。回答

が書面でなされる場合，回答書のサンプル（匿名処理したもので結構です。）を御提

供ください。 

Q３７・【P・B】検事が，証拠開示を拒否したり，その範囲を制限すること（刑事訴訟

法２６６条の３第２項）は，どの程度ありますか。どのような理由に基づくものです

か。 

Q３８・【J・B】検事が弁護人に対して証拠開示を拒否したりその範囲を制限した場合

に，弁護人が裁判所に対して証拠開示の申請をすること（刑事訴訟法２６６条の４第

１項）は，どの程度ありますか。 

Q３９・【J・B】検事が，証拠開示に関する裁判所の決定を履行せず，当該証拠の証拠

申請ができなくなること（刑事訴訟法２６６条の４第５項）は，どの程度あります

か。 

Q４０・【P・B】検事が弁護人に開示すると通知した証拠について，弁護人が実際に閲

覧・謄写をする際には，具体的にどのような手続を行う必要がありますか。費用はど

の程度かかりますか国選弁護事件の場合，その費用は国と国選弁護人のどちらが負担

しますか。 

Q４１・【B】弁護人として，検事の証拠開示が不十分だと感じる事案はどの程度あり

ますか。どのような証拠が開示されないことが問題だと感じますか。 

Q４２・【P】検事として，弁護人に広範な証拠開示を行うことによる何らかの弊害が

生じていると感じることはありますか。 

Q４３・【J】裁判官として，検事と弁護人の間の証拠開示のやり取りがうまくいって

いないと感じることはありますか。 

Q４４・【J・P・B】被告人又は弁護人が，検事から開示を受けた証拠を目的外利用

（刑事訴訟法２６６条の１６）して問題になった事案はありますか。 
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Q４５・【J・B】裁判所にある訴訟記録について，弁護人が閲覧・謄写をする際には，

具体的にどのような手続を行う必要がありますか。費用はどの程度かかりますか国選

弁護事件の場合，その費用は国と国選弁護人のいずれが負担しますか。 

 

４ その他 

(1) 公的弁護制度（国選専担弁護士制度を含む）について 

Q４６・【J・P】弁護人選任率，国選弁護人・私選弁護人の割合について，統計資料が

あれば御教示ください（被疑者段階，被告人段階のそれぞれについて）。 

Q４７・【J・B・専担 B】拘束令状を請求されて拘束前被疑者審問を受ける被疑者に私

選弁護人が選任されていない場合に，裁判官が職権で選任する国選弁護人（刑事訴訟

法２０１条の２第８項参照）は，国選専担弁護士のみですか国選専担弁護士以外の弁

護士も含まれますか。後者の場合，その割合はどの程度ですか。 

Q４８・【J・B・専担 B】拘束前被疑者審問の際の国選弁護人選任は，拘束令状請求が

棄却され効力が消滅した場合を除き第１審まで効力が継続するとされていますが（刑

事訴訟法２０１条の２第８項），実務でも，被疑者段階の国選弁護人が被告人段階で

も引き続き弁護活動を行いますか。 

Q４９・【J・B】起訴後，国選弁護人も私選弁護人もいない被告人の割合は，どの程度

ですか。どのような被告人が，弁護人なしで公判に臨みますか。 

Q５０・【B・専担 B】国選専担弁護士の弁護活動の概要はどのようなものですか（拘

束前被疑者審問への対応を専門的に行うのか，拘束前被疑者審問への対応と被疑者段

階の接見・取調べへの立会い等の活動のいずれも行うのかなど）。 

Q５１・【J・B・専担 B】国選弁護人の報酬は，どのようにして決まりますか（国選専

担弁護士，国選専担弁護士以外の弁護士のそれぞれについて）。報酬基準が定められ

ていれば，御教示ください。 

Q５２・【B】私選弁護人の報酬は，一般的にどの程度ですか。 

Q５３・【J・B】日本では，裁判員裁判対象事件では原則として２名の国選弁護人が選

任されますが，韓国で，複数の国選弁護人が選任されることはありますか。あるとす

れば，どのような場合ですか。 

(2) 刑事弁護活動全般について 

Q５４・【B】被疑者段階の標準的な弁護活動の概要はどのようなものですか（接見回

数，取調べ立会い回数，その他の活動等の内容）。国選事件と私選事件とで，弁護活

動の内容に何らかの差はありますか。 

Q５５・【B】被告人段階の標準的な弁護活動の概要はどのようなものですか（接見回

数，証拠の閲覧等の公判準備活動，公判での活動，その他の活動等の内容）。国選事

件と私選事件とで，弁護活動の内容に何らかの差はありますか。 

Q５６・【B】弁護士に対して，刑事弁護に関する研修は行われていますか。どのよう

なテーマの研修がありますか。研修の実施主体は誰ですか（大韓弁護士協会，各地方



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

154 
 

弁護士会，裁判所等）。研修の講師は誰が務めますか（弁護士，裁判官，大学教授

等）。刑事弁護を行う弁護士に，研修の受講義務はありますか。 

Q５７・【J・P・K・B】刑事弁護に関する問題事例（弁護人の職務怠慢等）として，

どのようなものがありますか。 

(3) 取調べの録音録画（映像録画制度）及び取調べ内容に関する捜査官尋問について 

Q５８・【P・K】警察・検察における取調べの録音録画（映像録画制度）の実施回数に

ついて，統計資料があれば御教示ください。 

Q５９・【J・P・B】取調べの録音録画が実施されていないことが，公判で争点になっ

た事例や，裁判例はありますか。 

Q６０・【J・P】韓国の制度では，実務上，取調べの録音録画媒体を実質証拠として用

いることができないと理解していますが，そのとおりでしょうか。 

Q６１・【K・P・B】司法警察官作成の被疑者取調べ調書は被告人・弁護人が公判で調

書の内容を認めなければ証拠能力が否定され（刑事訴訟法３１２条３項），実務上，

取調べの録音録画媒体を実質証拠として用いることが認められていないにもかかわら

ず，警察での弁護人立会いが相当数行われているのは，取調官が公判において被告人

の取調べ時における供述内容を証言した場合にその証言が実質証拠となり得ることを

明文で認めた刑事訴訟法３１６条１項と何らかの関係がありますか。 

Q６２・【J・P・B・K】取調べ内容に関する捜査官尋問についての法改正（刑事訴訟

法３１６条１項）について，どのように評価していますか。活用例はどの程度ありま

すか。 

(4) 国民参与裁判について 

Q６３・【J・B】起訴から国民参与裁判の公判までの期間は，一般的にはどの程度です

か。統計資料があればご教示ください。被告人が拘束中の事件と，非拘束の事件・保

釈中の事件とで，差はありますか。 

Q６４・【J・B】国民参与裁判対象事件では，公判準備手続（刑事訴訟法２６６条の５

以下，国民の刑事裁判参与に関する法律（以下「参与法」といいます。）３６条１

項）は，どの程度の頻度で，何回程度行われますか。標準的な事件では，各回の公判

準備手続ではどのようなことを行いますか。 

Q６５・【J・B】公判準備手続の終結から国民参与裁判の公判期日までの間に，一定の

期間をおく必要はありますか。 

Q６６・【J・B】国民参与裁判対象事件では，原則として結審した期日に判決を宣告し

なければならず（参与法４８条１項），原則として１日で参与員選任，冒頭手続から

判決までを行うと理解していますが，具体的な審理スケジュールのサンプルを御提供

ください。また，判決まで２日以上かかる事案はどのような事案で，どの程度ありま

すか。 

Q６７・【J・P・B】国民参与裁判以外の事件と比べて，国民参与裁判の公判で特に心

掛けていることはありますか。 

Q６８・【J・P・B】国民参与裁判に対し，何らかの問題点は指摘されていますか。 
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(5) 韓国におけるその他の刑事司法改革課題 

Q６９・【P・K】「２０１８年６月２１日，韓国政府は，検察の捜査指揮権を廃止し，

警察に全ての事件に対する一次捜査権と終結権を付与することなどを柱とする検察・

警察の捜査権調整に関する法務部長官と行政安全部長官の合意文を発表した。」との

報道（聯合ニュース日本語版）がありましたが，その後，検察と警察の関係に何らか

の変化は生じましたか。 

Q７０・【J・P・B・K】韓国において議論されている刑事司法改革課題には，他にど

のようなものがありますか。 

以上 

  



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

156 
 

第２章 調査結果の概要 

限られた時間での調査であり，十分に把握できなかった部分もあるが，調査で判明

した限りでは，以下のような状況であった。 

 

第１ 被疑者取調べにおける弁護人の立会い 

１ 被疑者段階の身体拘束時間制限と取調べの実施状況 

韓国では，身体不拘束原則が刑事訴訟法の２００７年改正の際に明文で規定され

ており，実際に，身体拘束される被疑者の割合は相当低下している。拘束令状請求

（勾留請求）が棄却されることも多く，検事の拘束令状請求件数自体が減っており，

いわゆる在宅事件が増加している。ソウル中央地検での拘束（勾留）人員占有率は，

２０１６年が１.６%，２０１７年が１.５%，２０１８年が１.３%で，減少傾向にあ

る。また，一審公判段階での拘束率は，全国で年間３万件を割り込んでおり，率にし

て約１割にとどまっている。 

被疑者段階の身体拘束時間制限は，原則として，警察段階での身体拘束が最大１

０日間（最大４８時間の逮捕もここに含まれる。拘束場所は通常は警察署留置場。），

司法警察官が検事に送致した後の検察段階での身体拘束が最大２０日間（拘束場所は

通常は拘置所。）であり，合計最大３０日間の身体拘束が認められている。 

被疑者に対する取調べは，原則として，警察段階では警察官のみが行い，検察段

階では検事のみが行う。被疑者に対する取調べの回数は，事案にもよるが，自白事件

や単純な事件では１回のみの場合が多く，それ以外では警察官により２回程度，検事

により２回程度行われることが多いようである。逮捕された事案では，逮捕直後の４

８時間の間の取調べが多い。国家保安法違反事件など，取調べ時間が長い事件では，

取調べが朝から夜まで行われたり，夜１２時まで行われたり，連日行われることもあ

る。 

なお，被疑者の警察官調書については，公判で不同意にすれば証拠能力がない

（ただし，弾劾証拠としての使用は妨げられない。）が，被疑者の検察官調書につい

ては，検察官が取調べの映像録画物（録音録画）により実質的真正成立，特信情況を

立証すれば証拠能力が認められる。実務では，自白事件が９割を占めており，警察官

調書も同意により証拠となっている事件が大半である。黙秘する事件は公安事件が中

心であり，一般事件で黙秘することは余りない。 

２ 弁護人立会いの実施状況 

ソウル中央地方検察庁では，２０１５年には９００件，２０１６年には９３４件，

２０１７年には１１０１件，２０１８年には１７７１件の弁護人立会いが実施されて

おり，継続して増加している。 

警察では，全国で２０１５年には５０９２件，２０１６年には５９４１件，２０１

７年には９７８１件，２０１８年には１３５２９件の弁護人立会いが実施されてお

り，検察よりも大きな伸び幅を見せている。 
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いずれも，多くは私選弁護人によるものであり，国選弁護人による立会いは余り行

われていない。 

被疑者の警察官調書は公判で不同意にすれば証拠能力がないにもかかわらず，警察

での弁護人立会いが相当数行われているのは，大半を占める自白事件ではきちんとし

た内容の調書を作成した方が良いとの判断から，あるいは警察が検察との捜査権争い

に関連して検察より人権保障に厚い機関だとアピールするために弁護人立会いを積極

的に受け入れているからのようである。 

３ 弁護人立会権の行使と弁護人立会いなしでの取調べの実施 

弁護人立会権に関する刑事訴訟法２４３条の２第１項は，「検事又は司法警察官

は，被疑者又はその弁護人，法定代理人，配偶者，直系親族，兄弟姉妹の申請によ

り，弁護人を被疑者と接見させ，正当な事由がない限り，被疑者に対する取調べに立

ち会わせなければならない。」と規定する。 

検事又は司法警察官は，被疑者を取り調べる前に，供述拒否権や「取調べを受け

る時は，弁護人を立ち会わせることができる等弁護人の助力を受けることができるこ

と」を被疑者に知らせなければならず，被疑者が供述拒否権及び弁護人の助力を受け

る権利を行使するかどうかを質問し，これに対する被疑者の答弁を被疑者に自筆で調

書に記載させなければならない。 

被疑者が弁護人立会権を放棄する答弁をした場合には，弁護人が立ち会わないで

被疑者取調べが行われることになる（捜査機関が被疑者に対し，弁護人立会いは不要

だと説得する場合もあるようである。）。 

他方，被疑者が弁護人立会権を行使した場合，被疑者の権利行使に伴い捜査官が

取調べを中止する義務はないが，実務では，弁護人が立会いに来るまで取調べを中断

するのが通常だという。被疑者が弁護人立会権を行使したにもかかわらず，直ちに取

調べを中止することなく質問・説得を継続し，これにより獲得した供述を記載した調

書の証拠能力を否定した大法院判例（２０１３年３月２８日大法院判決）が存在する

ことから，捜査官には被疑者の権利行使を無視して取調べを継続する利点がなく，実

質的には被疑者の権利行使に取調べ中止効と同様の効果があるものと思われる。 

もっとも，現実には，弁護人立会権を行使した被疑者に対し，弁護人の立会いが

なくとも取調べを行うことがあるという。その法理について，裁判例はないようだ

が，正当な理由なく取調べのための出頭要請に応じない（又は応じないおそれがあ

る。）ことが令状逮捕の要件になっていることから，逮捕には「取調べのための逮

捕」という性質が含まれており，逮捕段階には４８時間という時間制限もあることか

ら，逮捕段階については弁護人立会いなしでの取調べが可能と言い得る（なお，弁護

人立会権を明文化した２００７年刑事訴訟法改正に先立つ２００３年大法院決定及び

２００４年憲法裁判所決定では，弁護人立会権を制約し得る事由として「取調べ妨害

のおそれ，捜査機密漏えいのおそれ，違法な援助のおそれ」を挙げていることから，

逮捕段階での取調べが弁護人立会権を制限し得る「正当な事由」（法２４３条の２第

１項）に当たるという解釈は難しい。「逮捕段階の取調べ（の必要性）が『正当な事
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由』に当たるから，弁護人立会いなしでの取調べが可能」ということではなく，逮捕

の性質や時間制限から導かれる解釈である。）のに対し，拘束（勾留）段階について

は，拘束は罪証隠滅や逃亡の防止のためのものであり，「取調べのための拘束」が認

められるとの解釈は難しいとの見解がある。身体拘束中の被疑者の取調べ受忍義務に

ついては，大法院判例（大法院２０１３年７月１日２０１３モ１６０決定9）が，拘

束令状の効力によって被疑者を取調室に拘引することができるものの，取調べ自体は

あくまでも任意捜査であり，被疑者には陳述拒否権があり，捜査機関は取調べ前に被

疑者に陳述拒否権を告知しなければならないとしており，取調室への出頭義務は肯定

したが，取調室への滞留義務や取調べ受忍義務を正面から肯定したものではない（検

事も，実務的には逮捕令状の発付を受けて被疑者を取調室に強制的に拘引することは

できるが，供述の強制はできないとのことであった。他方，刑事弁護士は，取調べを

拒否すれば無理矢理取調室まで連れて行かれることはないとのことであった。）。日本

の刑事訴訟法１９８条１項ただし書のように反対解釈可能な規定が韓国の刑事訴訟法

にはなく，学界は取調べ受忍義務否定説である。 

そうだとすると，少なくとも拘束段階又は在宅の被疑者が取調べへの弁護人立会

いを要求し，弁護人が取調べに立ち会わない場合には，アメリカの実務（ミランダル

ールの下で，被疑者が弁護人立会いを希望すれば捜査官は弁護人立会いなしでは取調

べを行うことができなくなり，実際に弁護人が立ち会うことはないので，取調べ自体

が行われなくなる。）のように取調べができなくなる余地はあるように思われる。韓

国の大法院・憲法裁判所はそこまでは言及していないが，それを明確に否定している

わけではなく，刑事弁護士も，そのような議論をしたことがないとのことであった。 

検事は，逮捕時間制限（４８時間）又は公訴時効が迫った事件等例外的なケース

では，内部規則である「検察事件事務規則」９条の２第３項に基づき，弁護人が相当

な時間内に出席できない場合には弁護人の立会いなく被疑者の取調べが可能との見解

であったが，憲法上の弁護人の助力を受ける権利に基づき刑事訴訟法上に規定された

弁護人立会権を検察庁の内部規則で制約できるとの見解には疑問が残る。仮に，弁護

人立会権を行使しながら弁護人が実際に取調べに立ち会わないことが「取調べ妨害の

おそれ」として弁護人立会権を制限し得る「正当な事由」（法２４３条の２第１項）

に該当するとの見解であると解するとしても，弁護人立会権を被疑者が行使した場合

                                                
9 同決定の決定要旨は次のとおり。「刑事訴訟法（以下「法」という。）第 70 条第 1 項第 1 号，第 2 号，第 3 号，

第 199 条第 1 項，第 200 条，第 200 条の 2 第 1 項，第 201 条第 1 項の趣旨と内容に照らしてみれば，捜

査機関が管轄地方法院判事が発付した拘束令状によって被疑者を拘束する場合，その拘束令状は基本的に将来公

判廷への出席や刑の執行を担保するためのものだが，これと共に法第 202 条，第 203 条で決める拘束期間の範

囲内で捜査機関が法第 200 条，第 241 条ないし第 244 条の 5 に規定された被疑者取調べの方式で拘束された

被疑者を取り調べるなど適正な方法で犯罪を捜査することも予定していると言える。したがって，拘束令状発付に

よって適法に拘禁された被疑者が被疑者取調べのための出席要求に応じず捜査機関取調室への出席を拒否するな

らば捜査機関はその拘束令状の効力によって被疑者を取調室に拘引することができると見なければならない。た

だし，このような場合にもその被疑者取調べ手続はあくまでも法第 199 条第 1 項本文，第 200 条の規定にとも

なう任意捜査の一方法として進められなければならず，被疑者は憲法第 12 条第 2 項及び法第 244 条の 3 によ

り一切の陳述をしなかったり個々の質問に対し陳述を拒否することができ，捜査機関は被疑者を尋問する前にそ

のような権利を教えなければならない。」 
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に「被疑者の弁護人立会権」が弁護人の行動（不出頭）によって制約され得るのか，

また，弁護人がいない被疑者（在宅事件で私選弁護人を選任していない場合など）が

弁護人立会権を行使して「弁護人がいないので弁護人が来ない場合」も「取調べ妨害

のおそれ」に当たるのかなどは，不明である。 

４ 弁護人立会いにおける弁護人の権限 

弁護人の着席位置については，被告人の後ろに座らせるのは違憲であるという憲

法裁判所の決定（２０１７年１１月３０日）が出て，被疑者の隣に変わったという。

しかし，現場では，弁護人は被疑者の後ろに座るのが当たり前だと悪気なく考えてい

る捜査官もいるようだ。 

取調べに立ち会った弁護人には，取調べ終了後の意見陳述権がある。被疑者が供

述調書に署名する際には，弁護人も供述調書の閲覧が可能である。 

取調べ中は，弁護人は，検事又は司法警察官の承認がなければ意見を述べること

ができないが，不当な取調べ方法に対する異議申立権はある。捜査官が別件の供述を

得ようとしたときには，直ちに止めることができるという。刑事弁護士によれば，不

当な方法の取調べが行われている場合に，弁護人が取調べ自体をやめさせることは刑

事訴訟法上できないが，正面から抗議する弁護人もいるし，弁護人がトイレに行くこ

とや水を飲むことを理由にしたり，被疑者との秘密接見を要求するなどして，事実上

中断させる弁護人もいる。 

検察事件事務規則では，電子機器を利用してメモを取ることは制限され得る規定

になっているが，刑事弁護士によれば，現在はメモを取ることやパソコン，タブレッ

トの使用も制約なくできるという。 

取調べは，被疑者が供述する場であるので，弁護人が被疑者の供述に関与した場

合，それは捜査妨害になる。もっとも，被疑者の供述が弁論の方向性と異なる場合に

は，休憩を取らせて取調べを中断させ，別室で被疑者と供述について打合せをし，被

疑者に供述を訂正させることはできる。 

弁護人の立会いが制限された事例は，ソウル中央地検の場合，２０１７年には０

件，２０１８年には１件であった。立会い制限や退去措置に至らなくても，弁護人の

取調べ妨害だとして捜査機関が制止及び警告をする事案は時々発生しているとのこと

である。刑事弁護士は，弁護人立会いに対する捜査機関からの妨害は，増加はしてい

ないが，減少しているかは分からないとのことであった。 

５ 弁護人が立ち会った取調べで作成された供述調書の証拠能力等 

弁護人が立ち会った取調べで作成された供述調書について，判事は，弁護人が立

ち会ったというだけで証拠能力や証明力を安易に認めることはしないとのことであ

り，検事も，ときには裁判所が供述調書の特定部分の証拠能力を否定することがある

とのことであった。国選専担弁護士からは，弁護人が取調べに立ち会うと，そこで作

成された被疑者に不利な内容の供述調書の証拠能力，証明力を争うことができなくな

ることがあるので，弁護人が取調べに立ち会うことは必ずしも被疑者に有利になるわ

けではないとの発言があり，刑事弁護士からも，弁護人として気を付けなければなら
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ず，後で公判で戦うには立ち会わない方が良いときもあるとのことだった。 

６ 公的弁護制度の実情 

韓国では，拘束前被疑者審問（日本の被疑者段階の勾留質問に相当）の請求を受

けた被疑者に弁護人がいないときは，判事が職権で国選弁護人を選任し（刑事訴訟法

上，その選任の効力は拘束令状発付の請求が棄却されない限り一審まで続くとされて

いる。），弁護人は，国選・私選を問わず，拘束前被疑者審問に必ず立ち会っていると

のことである。 

従前は，拘束前被疑者審問の段階で被疑者に選任される国選弁護人は，国選専担

弁護士が担っていた。しかし，国選専担弁護士は，拘束前被疑者審問への立会いで多

忙であり，拘束令状が発付された場合に以後の被疑者段階における被疑者取調べへの

立会いは余り行われていなかった。また，実務上，起訴後には，拘束前被疑者審問の

段階で選任された国選弁護人とは別の国選弁護人が選任されていた。 

２０１７年になって，このような制度が変更され，「ノンストップ国選弁護人」と

いう制度が創設された。拘束前被疑者審問の請求を受けた被疑者に対して，当番制で

待機しているノンストップ国選弁護人の候補者の中から国選弁護人が選任され，当該

弁護人が拘束前被疑者審問に立ち会い，拘束令状が発付された場合には一審まで弁護

を担当する制度である。国選専担弁護士は，拘束前被疑者審問に立ち会うことはなく

なり，起訴後の被告人国選弁護事件のみを担うようになった。 

しかし，現在でも，国選弁護人による被疑者取調べへの立会いは，それほど活発

に行われているわけではないようである。多くの弁護人立会いは，私選弁護人により

行われているというのが現状である。 

なお，国選弁護人の報酬は，ノンストップ国選弁護人は事件ごとに令状段階で１

０万ウォン，公判段階で４０万ウォンとのことであり，国選専担弁護士は月給制（月

に被告人弁護を３０件程度担当）で弁護士の経歴により月６００万～８００万ウォン

とのことである。 

７ 被疑者段階での弁護人に対する証拠開示 

第３・１で述べるが，ほとんど行われていない。 

８ 取調べにおける弁護人立会いに関する実務家の感想 

判事は，憲法上保障された弁護人の助力を受ける権利を保障するために必要であ

り，違法捜査の防止や適正手続の保障が図られるとする。弁護人の立会いにより，証

拠隠滅や捜査情報の漏洩等があれば捜査妨害のおそれがないとは言えないとしつつ，

そのようなおそれがある場合には捜査機関が制限できるので，そこまで捜査側に配慮

する必要はないとしていた。 

検事は，取調べで弁護人の助力を受けたいという雰囲気が増えており，弁護人立

会いは活発化しており，重要な事件では弁護人が立ち会っており，告訴人や参考人も

弁護人立会いを求めることが増加しているとする。人権保障のための制度的仕組みと

しての長所があり，捜査過程における人権侵害との論難も払拭でき，正当な弁護活動

により立ち会おうとすることには絶対反対しないとしつつ，共犯者側に捜査情報が漏
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洩する場合があり，証拠隠滅が一番心配だという声もあった。 

国選専担弁護士は，捜査段階では弁護人は記録を見ていないので，取調べに立ち

会う弁護人の最も重要な役割は，作成された供述調書の内容を確認して，誤りがあれ

ば被疑者に訂正させることであり，他には被疑者の人権侵害を防ぐくらいのことしか

できず，積極的に何かをすることができるわけではないとの見解であった。他方，刑

事弁護士は，取調べに立ち会う弁護人の最も重要な役割は，被疑者の心理を安定させ

ること，違法捜査がなされないようにすること，捜査官が先入観を持っている場合に

はそれを止めること，誤った供述調書をとられないようにすることだとする。弁護人

が立ち会うことで，脅迫的な取調べが減ってはいるが，捜査機関は被疑者の権利を制

限する方向での主張をしてくるとし，弁護人が立ち会っていても，弁護人がいないと

ころで圧力をかけたり，違法な取調べをしようとしていることはあるという。 

警察は，弁護人立会い関連制度を強化し持続的に管理してきた結果，制度に対す

る共感が内外に形成され，弁護人立会いも増加傾向にあるとする。弁護人立会いは，

被疑者の人権保障と適正手続遵守の監視のためのもので，不安定な心理状態である事

件関係人に心理的安定を提供して取調べに集中できる環境を作ることなどに役立つ場

合があるという。 

９ 取調べの録音・録画 

今回の主たる調査目的ではなかったが，韓国でも一定の事件で取調べの録音・録

画（映像録画）が実施されている。 

第１・１で述べたように，韓国では，被告人の供述調書について，警察官調書は

公判で不同意意見を述べれば証拠能力を有しない（ただし，弾劾証拠としての使用は

妨げられない。）が，検察官調書は検察官が取調べの映像録画物（録音録画）により

実質的真正成立，特信情況を立証すれば証拠能力が認められる。 

録画物（映像録画物）の公判での利用については，いわゆる実質証拠としての利

用はできず，供述調書の任意性立証及び供述者の記憶喚起のための利用に限定されて

いる。 

 

第２ 身体拘束制度 

１ 身体不拘束原則 

第１・１で述べたように，韓国では，身体不拘束原則が刑事訴訟法の２００７年

改正の際に明文で規定されており，実際に，身体拘束される被疑者の割合は相当低下

している。 

２ 逮捕拘束適否審査における起訴前保釈 

逮捕拘束適否審査（我が国の勾留に対する準抗告・勾留取消と起訴前保釈を合わ

せたようなもの）の請求を受けた裁判所は，逮捕・拘束が違法又は不当ではなくと

も，被疑者の出頭を保証するに足りる保証金の納付等を条件に被疑者の釈放を命じる

ことができる。起訴前の保釈請求権は認められていないが，この保証金納付条件付き

釈放の制度が，実質的に起訴前の保釈制度として機能している。 
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判事によると，この際の保証金の金額は，被疑者の資力や犯行内容，逃亡の可能

性等を考慮して決定し，およそ１０００万ウォンが必要であり，事案によっては１億

ウォン以上となることもあるとのことである。 

 

第３ 証拠開示制度 

１ 被疑者段階における証拠開示 

被疑者段階においては，証拠開示を一般に認める規定はない。 

拘束前被疑者審問に参与する弁護人は，拘束令状請求書及びそれに添付された告

訴・告発状，被疑者の陳述を記載した書類と被疑者が提出した書類を閲覧することが

できる。また，拘束令状が請求され，又は逮捕若しくは拘束された被疑者・その弁護

人等には，緊急逮捕書，現行犯人逮捕書，逮捕令状，拘束令状及びその請求書の謄本

交付請求権がある。 

逮捕拘束適否審査を請求した被疑者の弁護人は，拘束令状請求書及びそれに添付

された告訴・告発状，被疑者の陳述を記載した書類と被疑者が提出した書類を閲覧す

ることができる。 

また，警察庁例規により，被疑者・被陳情人，その弁護人は告訴状，告発状，陳

情書の閲覧・謄写を申請できる。 

被害者の供述調書や被害者の提出した証拠などを見ることはできないが，取調べ

において捜査官が被害者の供述内容等に言及したり，証拠を提示したりすることで，

おおよその内容が分かることはあるという。 

２ 被告人段階における証拠開示 

被告人段階においては，２００７年の刑事訴訟法改正により，公判準備手続とは

独立した証拠開示制度が導入された。公判準備手続に付されているかどうかに関係な

く，全ての事件で証拠開示制度が活用されているとのことである。 

実務では，起訴後，弁護人は公訴状（起訴状）と証拠目録（検察官請求証拠の目

録）を受け取り，「証拠記録一体」と「捜査記録目録」の閲覧謄写を申請する。捜査

段階で収集された全ての捜査記録が記載された捜査記録目録が弁護人に開示され，捜

査記録目録に記載された証拠は開示請求をすれば原則開示される（申請書の様式に法

２６６条の３第１項各号の書類が不動文字で記載されており，申請書にチェックして

提出する。原則４８時間以内に検事から回答がある。）が，個人のプライバシーに関

するものや追加捜査の内容に関するものなどは不開示になるとのことである（検事は

ほぼ開示しているとのニュアンスであり，刑事弁護士はある程度不開示になるとのニ

ュアンスであった。事案による部分もあろう。）。なお，刑事弁護士によると，捜査記

録目録に一部の証拠が記載されていないこともあるとのことである。 

検事が証拠開示を拒否又は制限したことに対し，弁護人が裁判所に裁定を求める

ことについて，対応した判事には経験がないとのことだったが，検事と刑事弁護士に

よると，弁護人が裁定請求をすると，実務的には裁判所の決定前に検事が弁護人に任

意開示したり，証拠を見せて弁護活動に関係ないことを説明することもあるようであ
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る。 

 

第４ 調査団長雑感 

韓国ソウルへは５年ぶりの訪問であったが，５年の時の経過は，韓国では新たな

制度を作るには十分な時間と見えた。 

以下，４点ほど，私の印象に残った事項を記しておく。 

１ 拘束前被疑者審問（勾留質問）への弁護人の立会い 

(1) 国選専担弁護士 

韓国は，拘束前被疑者審問（我が国の勾留質問）の際に全ての被疑者に弁護人

を付す制度を構築していたが，その際の弁護人を確保するために制度化されたの

が，地方法院（地方裁判所）が任期を１期２年として直接雇用する国選専担弁護

士であった。すなわち，国選専担弁護士は，拘束前被疑者審問の段階で被疑者に

弁護人が付いていない場合には，即座に弁護人として活動できるよう，その担当

弁護士が裁判所に控えて対応できるような態勢を整えていた。 

私は，２０１２年に国選専担弁護士事務所を訪問して，その活動の実情を調査

したが，その際に分かったことは，拘束前被疑者審問に立ち会った弁護人がその

後の捜査段階及び起訴後第１審までの弁護人となると規定されてはいたものの，

拘束前被疑者審問には立ち会うものの，その後もそれに関する業務が多忙で，拘

束令状が発付された被疑者とのその後の接見や取調べの立会いには，必ずしも十

分に対応できていないという現実であった。 

(2) ノンストップ弁護人 

ところが，今回の調査で，そのような拘束前被疑者審問における弁護人立会い

の態勢が一新されたことを知った。拘束前被疑者審問に立ち会う弁護人から国選

専担弁護士を外し，国選であるが，ノンストップ弁護人と称する弁護人が立ち会

う制度を構築したというのである。すなわち，拘束前被疑者審問から起訴後第１

審までを継続して担う弁護人を国選専担弁護士以外から選ぶ制度に替えたのであ

る。したがって，国選専担弁護士は，起訴後の被告人段階での審理を専ら担う弁

護士として衣替えすることになったのである。 

これから先は，私の推測になるが，以上のようなノンストップ弁護人の出現を

促したのは，私が２０１２年に調査して感じた国選専担弁護士による捜査段階で

の必ずしも十分でない弁護活動，すなわち，拘束前被疑者審問における立会いに

力を割かれるためにその後のフォローが十分でない現状を改革する目的があった

のではないか。そして，韓国における急激な弁護士増（年間１５００人の弁護士

が誕生）によって，国選専担弁護士に頼らずとも，拘束前被疑者審問における立

会いを確保できるだけの刑事弁護人が存在するようになったということではない

かということである。 

２ 在宅被疑者の増加と私選弁護人による取調べの立会い 

二つ目は，これまでの調査でも明らかであるように，韓国では，身体不拘束の原則が
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刑事訴訟法に明記され，身体拘束をされたままで起訴される被疑者の数が２００７年の

刑事訴訟法改正以降激減し，その分，在宅での被疑者に対する取調べが多くなってい

る。しかし，在宅被疑者に対する国選弁護人制度はまだ確立していないため，取調べに

おける弁護人立会いについては，多くの私選弁護人が担っているようであった。 

３ 逮捕直後の公的弁護制度 

三つ目は，韓国では逮捕段階での公的弁護制度も（韓国の場合には，逮捕前置主義で

はないが），まだ制度化されていない点では我が国と同様である。しかし，既に，逮捕

段階からの公的弁護制度に関する議論が始まり，制度化することを前提として，その運

営主体をどこにするか，裁判所が直接に雇用する国選専担では問題があるのではない

か，我が国のような法テラスに近い組織に運営させるべきではないかというような議論

が行われているようである。近いうちに立法化されるものと予測された。 

４ 法曹一元 

最後に，法曹一元は既に実施されているが，法制定以来，弁護士３年経験，５年経

験，７年経験と順次裁判官任官のための弁護士経験年数を増大させてきたが，２０２１

年には最後の弁護士１０年経験者が裁判官になる年になるようである。 

このように，韓国の改革の速度にはいつもながら，驚くばかりである。 

以上 
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第 3 章 訪問先ごとの調査報告 

韓国① 国選専担弁護士事務所訪問 

 

 

第１ 事務所内の見学 

国選専担弁護士事務所は，法院（裁

判所）が借り上げてくれている。 

パク・クネ前大統領の裁判は，国選

専担弁護士の５人が担当した。カン・

チョルグ弁護士も弁護人の１人だっ

た。今でもそのときに弁護団会議をし

た部屋を残してある。 

この事務所には，国選専担弁護士が

４０名在籍しており，事務職員は１３

名で弁護士３名ずつ担当している。 

 

第２ カン・チョルグ弁護士らから，次のとおり，説明を受けた。 

１ はじめに 

私たちは，ソウル中央地方法院に所属する国選専担弁護士である。 

カン・チョルグ弁護士は，総務を担当している。 

この場には，代表のクォン・テソク弁護士，運営委員長のチャン・ジエ弁護士，キ

ム・ミンジ弁護士，イ・ミンジョン弁護士，クン・ミンヨク弁護士，キム・ドンイ弁護

士，ウ・ロンイ弁護士，キム・ウネ弁護士が来ている。 

今年２月まで，イ・ミンジョン弁護士とキム・ミンジ弁護士が被疑者弁護人（後述の

ノンストップ国選弁護人）をしていた。 

この事務所ができたのは１５年前であるが，今回の日弁連からの訪問が最も大きな訪

問団になる。 

２ 国選専担弁護士 

現在，国選専担弁護士は，高等法院の選任により，地方法院に所属して，起訴後の国

選弁護人（被告人国選弁護人）を担当している。 

概要 

日時：２０１９年５月２７日（月）１４：００～１５：３０ 

訪問先対応：カン・チョルグ弁護士，クォン・テソク弁護士 

国選専担弁護士計９名 



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

166 
 

カン・チョルグ弁護士は，１か月に３０件くらいの国選弁護を行うが，いずれも被告

人国選弁護人である。 

拘束前被疑者審問（「拘束」とは日本でいう「勾留」に相当し，「拘束前被疑者審問」

は「勾留質問」に相当する。）のとき，被疑者に弁護人が付いていなければ，その時点

で国選弁護人が選任されることになる。２０１７年までは，国選専担弁護士が被疑者国

選弁護人に選任されて拘束前被疑者審査に立ち会っていたが，それ以降は後述のノンス

トップ国選弁護士が拘束前被疑者審問を担当するようになったため，国選専担弁護士が

拘束前被疑者審問に立ち会うことはなくなった。 

韓国ではいろんな種類の国選弁護人がある。性暴力被害者のための国選弁護人，一般

国選弁護人，ノンストップ国選弁護人，国選専担弁護士などである。 

国選専担弁護士が被告人国選弁護人に選任される事件は，被疑者段階で弁護人が付い

ていない事件，被疑者段階ではノンストップ国選弁護人が付いていたけれども何らかの

事情で起訴後にノンストップ国選弁護人がいなくなった事件，ノンストップ国選弁護人

が付されている被疑者が別件で捜査対象となり，当該別件では拘束されていない場合な

どである。 

３ 被疑者国選弁護人（ノンストップ国選弁護人） 

(1) ノンストップ国選弁護人の制度 

国選専担弁護士制度ができたころ，拘束前被疑者審問のとき，国選専担弁護士と

一般国選弁護人が国選弁護人に選任されていた。 

そのころは，拘束前被疑者審問のときに選任された国選弁護人が被疑者段階の弁

護人となり，起訴後には法院から別の国選弁護人が選任されていた。 

その後，捜査段階の被疑者の権利，特に拘束された被疑者の権利侵害がかなり問

題になり，拘束前被疑者審問から捜査段階，公判段階（一審）まで弁護するノンスト

ップ国選弁護人の制度が作られることになった。 

ノンストップ国選弁護人の制度が作られたのは２０１７年のことである。 

制度が始まったころは，地域によってはノンストップ国選弁護人がいないところ

もあった（例えば，釜山の法院ではノンストップ国選弁護人を選任するが，光州では

ノンストップ国選弁護人ではなく一般の国選弁護人が選任されるなどといったことが

あった。）が，現在では全国的にノンストップ国選弁護人の制度が行われているよう

である。 

ノンストップ国選弁護人は，当番制で各地方法院の控室に待機し，その日の拘束

前被疑者審問の弁護を担当する。その結果，拘束令状が発付されたときには，引き続

き被疑者国選弁護人として活動し，拘束された被疑者が起訴されれば，一審の弁護も

担当する。しかし，拘束令状が発付されなかったときには弁護を担当しない。 

ノンストップ国選弁護人は，自分の事件を持ちながら国選弁護人になる弁護士で

あり，国選を専門に担当するものではない。 

ノンストップ国選弁護人の制度が作られたのは，弁護士の数が増えたからという

わけではない。確かに，現在では一般の国選弁護人を希望する弁護士はあふれている
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が，法院は，弁護士の専門性を上げることになるし，法院の手続を簡単にするため

に，当初は国選専担弁護士を拘束前被疑者審問の際の弁護人に選任していたのではな

いかと思う。 

(2) ノンストップ国選弁護人の活動 

ノンストップ国選弁護人は，拘束令状が請求されたとき，審問前（その前日又は

当日）に令状請求書を閲覧する。 

審問時間より十分前に被疑者に接見し，被疑者の主張と法院に伝えてほしいこと

がらを聴き取る。 

そして，被疑者から聴き取ったことを弁論で述べる。 

拘束令状を発付するかどうかの判断は拘束前被疑者審問の当日にはなされるが，

ノンストップ国選弁護人は，その判断までの短い時間内に，意見書を書いたり，在職

証明書や家族からの手紙，被害者からの書面などを取得したりして，被疑者に有利と

なる活動をする。 

法院は，ノンストップ国選弁護人に対し，拘束令状が発付されたときにはすぐに

被疑者に接見し，早急に拘束適否審査を申し立てることを促している。 

また，ノンストップ国選弁護人は，起訴後には証拠がなくなるおそれがあるた

め，証拠保全手続を行うこともある。 

 

４ 取調べへの弁護人の立会い 

(1) 韓国では，１事件当たりの取調べは，ケースバイケースだが，事件数が日本より

ずっと多いこともあり，通常は，検察では２回くらい，必要であれば更に１，２回行

われる。警察の取調べも同程度の回数行われる。 

告訴事件では，告訴されてから起訴されるまで普通は６～８か月くらいかかる

（告訴されてから１０か月になると監察を受けることになる。）が，その間に上記程

度の取調べが行われる。 

逮捕事案では，警察は，被疑者を逮捕してから１０日間のうちに上記の程度の取

調べを行うが，逮捕から４８時間以内に被疑者を取り調べることが多く，この期間は

夜遅くまで取調べがある。 

なお，逮捕されてから拘束令状請求までの４８時間に公的弁護人を選任する制度

はない。 

(2) 被疑者段階の弁護人は，取調べの立会いを行うが，必ずしも立ち会わなければなら

ないわけでもない。 

法院は，①被疑者に知的障がいや精神障がいがあるとき，②故意で人を死亡させ

たなどの重大事件で無罪の蓋然性があるときには，取調べに立ち会うよう国選弁護人

に求めている。 

しかし，弁護人が取調べに立ち会うほどの大きな事件の数は多くはないので，ノ

ンストップ国選弁護人が立ち会うことは多くはない。 
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捜査段階では弁護人も記録を見ていないので，取調べに立ち会った弁護人は，被

疑者の人権侵害（自白強要等）を防ぐほか，被疑者が間違ったことを言ったときには

それを正確に言い直させるくらいのことしかできず，積極的に何かをすることができ

るわけではない。 

(3) 取調べに立ち会った弁護人は，被疑者の後ろか横に座っているが，被疑者の供述を

直すことはできない。取調べは，被疑者が供述する場であって，弁護人が話す権利は

なく，弁護人が被疑者の供述に関与した場合，それは捜査妨害になる。 

もっとも，被疑者の供述が弁論の方向性と異なる場合には，取調べを中断させる

ことはできる。休憩を取らせて，別室で被疑者の供述について打合せをする。休憩を

取らせることは検事の裁量によるし，余り頻繁に休憩を取らせると捜査妨害と言われ

るが，休憩を求めて取調べを中断させることはできる。 

また，被疑者が事実関係について弁護人と話をしたいと言って，検事の許可を取

ることもできる。 

取調べに立ち会った弁護人の最も重要な役割は，作成された供述調書の内容を確

認して，間違った調書が取られたときに，被疑者をしてそれを訂正してもらうことで

ある。 

(4) 弁護人が取調べに立ち会うと，そこで作成された被疑者に不利な内容の供述調書の

証拠能力，証明力を争うことができなくなることがある。したがって，弁護人が取調

べに立ち会うことは必ずしも被疑者に有利になるわけではない。 

そうとはいえ，取調べに立ち会うと，取調官が別件の供述を得ようとしたときに

は直ちにそれを止めさせることができるので，その点は被疑者に有利と言える。 

以上 
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韓国② 李東熹先生（韓国国立警察大学校教授）との懇談会 

 

 

１ はじめに 

韓国調査１日目の夜は，狎鴎亭の韓一館

において，李東熹先生（韓国国立警察大学

校教授・研究部長）との懇談会（会食）を

行った。李東熹先生は，神戸大学への留学

経験があり，三井誠先生の指導の下で法学

博士号を取得されている。日韓両国の刑事

法に精通した研究者であり，これまでの日

弁連や各弁護士会等の韓国視察等でも大

変お世話になっている先生である。 

李東熹先生からは，弁護人立会いに関す

るお話や，公的弁護制度に関するお話を中心に，韓国刑事法の最新の話題を幅広くお聞き

することができた。また，今回の韓国調査の調査項目ではなかったが，司法面接に関する

話題でも熱い議論が交わされた。 

 

２ 弁護人立会いについて 

２００３年の大法院決定，２００４年の憲法裁判所決定を受けて２００７年に改正（新

設）された刑事訴訟法２４３条の２により，被疑者には弁護人立会権が明文で認められる

ことになった。現在，警察では年間１万件ほど弁護人立会いが行われている。拘束（勾留）

されたまま一審を受ける件数が年間３万件を割り込んでいることから（率にして約１割。

９割は不拘束である。），３万分の１万は立会いが行われていると見ることができるかもし

れない。 

実務上，被疑者が弁護人立会権を放棄すればともかく，そうではない場合にも弁護人が

立ち会わないで被疑者の取調べが行われている。その法理について，裁判例はない。 

被疑者が取調べへの弁護人立会いを希望すれば，実務上，被疑者の権利であるから，捜

査官は待つことになる。接見交通権侵害下での自白調書の証拠能力を否定した１９９０年

の大法院判例もある。しかし，逮捕段階については，４８時間という時間制限があるから，

余り長く待つことはできない。取調べ受忍義務について，日本の刑事訴訟法のように反対

解釈可能な規定が韓国の刑事訴訟法にはなく，学界では否定説であるが，大法院の判例が，

肯定説かのような表現を用いたことはある（黙秘権はあるが，取調室への拘引はできる。）。

概要 

日時：２０１９年５月２７日（月）１８：３０～２１：００ 

場所：韓一館（狎鴎亭） 
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取調べのための出頭を求めることができ（刑事訴訟法２００条），正当な理由なく出頭に応

じない，又は応じないおそれがあると，令状逮捕できる（刑事訴訟法２００条の２）。そう

すると，逮捕には，「取調べのための逮捕」という性質が含まれ，そのような逮捕の性質か

ら，弁護人立会いなしでの取調べが可能と言い得る。なお，弁護人立会権を制限し得る「正

当な事由」（刑事訴訟法２４３条の２第１項）に逮捕時の取調べが含まれるという解釈は難

しい。上記大法院決定・憲法裁判所決定では，正当な事由は「取調べ妨害のおそれ，捜査

機密漏えいのおそれ，違法な援助のおそれ」とされており，逮捕時の取調べはそのような

場合に当たらない。 

他方，拘束（勾留）段階では，拘束は罪証隠滅や逃亡の防止のためのものであり（刑事

訴訟法２０１条１項，７０条１項），「取調べのための拘束」が認められるとの解釈は難し

い。そうだとすると，拘束段階の被疑者が弁護人立会いを要求し，弁護人が取調べに立ち

会わない場合，アメリカの実務のように取調べができなくなるのかどうか。アメリカの実

務では，ミランダルールの下で，被疑者が弁護人立会いを希望すれば捜査官は取調べを行

うことができなくなっており，実際に弁護人が立ち会って取調べを受けるということはな

い。韓国の大法院・憲法裁判所は，そこまでは言っていない。理論的にはいろいろあり得

るだろう。 

韓国では，自白事件が９割を占めており，被疑者の警察官調書も同意により証拠となっ

ている事件が大半である。そのような事件では，ちゃんとした調書が作成された方が良い

との判断から，弁護人が立ち会って供述してちゃんとした調書を作成してもらう。他方，

否認事件では，警察官調書は公判で不同意にすれば足りるが，弾劾証拠としての利用は妨

げられない（刑事訴訟法３１８条の２）ので，例えば弁護人立会いの下で自白していた事

実が公判廷で弾劾証拠として出てくる可能性があることから，否認事件の警察官による取

調べには弁護人は立ち会わない方が良いのかもしれない。ちなみに，韓国では，黙秘する

事件は公安事件が中心であり，一般事件で黙秘することは余りない。 

なお，弁護人が被疑者取調べに立ち会った場合，その際に作成された被疑者の供述調書

のコピーをすぐにもらえるような扱いはない。 

 

３ 取調べの可視化（映像録画）について 

韓国では，被疑者の供述を記載した警察官調書は，公判で不同意にすれば証拠能力を有

しない。他方，検察官調書については，かつては作成の形式的真正さえ立証すれば実質的

真正，特信情況，任意性が推定されるという判例により広範に証拠能力が認められていた

が，２００４年の大法院判決により，そのような推定が認められなくなり，検察官調書が

証拠能力を有するための要件が非常に厳しくなった。２００７年の刑事訴訟法改正では，

取調べの映像録画物（録音録画）により実質的真正成立，特信情況が証明されれば，検察

官調書の証拠能力が認められる制度となったが，公判中心主義の要請から，録音録画を実

質証拠として使うことはできないとされている。 

他方，被疑者の取調べをした捜査官が，取調べでの被疑者の供述内容を公判廷で証言し，

その証言を証拠とすることは，以前は伝聞供述として禁止されていたが，２００７年の刑
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事訴訟法改正により明文で認められることになった（刑事訴訟法３１６条１項）。このよう

な捜査官の証人尋問の利用例は，公式統計はなく，数としてはわずかであろうが，以前よ

りは増加傾向にあるようである。特に，国民参与裁判において，被告人の捜査段階の自白

調書で立証せず捜査官の証言での立証を試みる事案があるようである。もっとも，自白し

ていたら有罪というわけではなく，結局は自白の信用性をどう評価するかの問題であり，

国民参与裁判での無罪率は１～２割程度ある。 

 

４ 公的弁護制度について 

ムン・ジェイン大統領が選挙公約で「刑事公共弁護士制度」（アメリカのパブリックディ

フェンダー制度のようなもの）を掲げており，半年ほど前から法務部（日本の法務省に相

当）で立案作業が行われている。法務部の案は，法律救助公団（現在も１００数十人の弁

護士を雇用している）主導で弁護士を雇用するというもののようである。 

国選専担弁護士制度との関係では，韓国の法曹一元制度についても話題になった。韓国

では，法曹養成制度が変更され，２００８年にロースクールが創設され，移行期間を経て

従来の司法試験・司法研修院が廃止され，弁護士試験を受験する制度となった。弁護士試

験合格後もすぐには裁判官になることができず，現在は７年の弁護士経験が必要で，２０

２１年からは１０年の弁護士経験が必要になる。裁判官任官時にプラス評価を受けるよう

にと，裁判官任官を希望する者の中には，ロークラーク（裁判所の研究官）として２年間

働く者がおり，それと同じような機能として，国選専担弁護士になろうとする者もいると

のことである。 

以上 
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韓国③ 大韓弁護士協会表敬訪問 

 

 

毎回であるが，日弁連の韓国における刑

事司法制度の調査に際しては，大韓弁護士

協会を通じて，裁判所，検察庁，警察署な

どの訪問のコーディネートをお願いしてき

た。 

今回も同様であったが，特に，今回は弁

護士会の委員会との意見交換する場を設定

していなかったので，調査団は，裁判所や

検察庁での調査の前に，大韓弁護士協会を

表敬訪問した。 

大韓弁護士協会はかつては，ソウル中央地方法院の近くにあったソウル弁護士会館の最上

階に事務所を置いていたが，２０１２年に，現在の地下鉄２号線江南駅近くのビルの１８階

に移っている。 

事務総長のワン・ミヤン弁護士と事務局長が対応された。 

通訳を交えての２０分程度の懇談であったが，主として昨今の韓国の弁護士事情について

の話になった。韓国では約２万７０００人の弁護士がいるが，実働しているのは約２万人で

あり，そのうち，１万４０００人がソウルにいるという。東京よりも集中度が高いと思われ

た。したがって，若い弁護士の方の就職も大変であり，いわゆる社内弁護士となる人や公務

員となる人も増えているとのこと，また，法律事務所の顧客獲得の競争も激化しているよう

であった。地下鉄３号線の新沙（弁護士事務所が比較的多い。）駅には，弁護士の顔写真が

掲載された法律事務所の宣伝広告・看板が多数あふれていたのも，そのような事情が反映し

ているものと思われた。 

２０１９年９月には，韓国でＩＢＡ総会が開かれるとのことで，そのマスコット人形（タ

イガー）を調査団全員がお土産としてもらった。 

 

 

 

 

以上 

  

概要 

日時：２０１９年５月２８日（火）１３：００～１３：３０ 

訪問先対応：ワン・ミヤン事務総長（弁護士），ホ・ジョン事務局長 ほか 
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韓国④ ソウル中央地方法院訪問 

 

 

１ 懇談会概要 

４名の裁判官が，当方からの各質問に回答する形で対応して下さった。各裁判官の自己

紹介は以下のとおり。 

オ・ミンソク部長判事 今は民事だが，２年前は刑事の令状専担判事を担当していた。 

ホン・ジュンソク判事 刑事単独事件を担当している。 

チャン・ソンギュン判事 刑事控訴審担当であり，拘束前被疑者審問について詳しい。 

イ・ジェチャン判事 企画担当であり，本日の司会を務める。 

なお，統計資料などで公開されていないものは回答できない旨のお断りがあった。 

 

２ 取調べの立会い・拘束前被疑者審問

等について 

質問９（取調べの弁護人立会いへの評

価）について 

答 憲法上保障されている弁護人の助

力を受ける権利を保障するため必要

だと考える。 

弁護人の立会いにより，違法捜査

を防止し，適正な手続の保障が図ら

れる。 

しかし，立会いにより証拠隠滅や捜査情報の漏えい等があれば捜査妨害のおそれがな

いとも言えない。 

しかるに，そのようなおそれがある場合には捜査機関が制限できるので，そこまで捜

査側に配慮しなければならない必要はない。 

質問１３（立会いをした弁護人が署名した調書の証拠能力や証明力）について 

答 取調べの途中で弁護人は捜査方法について意見を言える。弁護人の意見は調書に記録

するようになっている。弁護人が意見を調書に残し，後で証拠能力や証明力を争うこと

もある。 

実務的に言えば，弁護人が立ち会った調書は，証拠能力や証明力を争うと弁護人が主

張しても，検察官が，弁護人が立ち会っている状況で作成されたものだと主張すること

概要 

日時：２０１９年５月２８日（火）１４：００～１５：３０ 

訪問先対応：オ・ミンソク部長判事，ホン・ジュンソク判事，チャン・ソンギュン判事， 

イ・ジェチャン判事 



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

174 
 

がある。裁判所としては，弁護人が立ち会ったというだけで，証拠能力や証明力を安易

に認めることはしない。 

弁護人の立会いについての例だが，捜査官が，弁護人は被疑者の隣ではなく，後方に

座るよう指定したため，弁護人が弁護権の侵害で争ったというものがある。裁判所は，

弁護人が後方に座っていては，被疑者が積極的に弁護人に助力を求めることはできず，

また，被疑者が提示された証拠を正確に検討することもできないのであって，特別に後

方に座らなければならない正当な理由がない限り，弁護権の侵害に当たると判断した。 

質問１８（身体不拘束原則の明文化が実務にもたらした変化）について 

答 在宅捜査が原則であることは，２００７年に明文化され，翌年施行され，実務的に実

現されている。 

以前は，拘束令状が請求された際，裁判官が判断に必要だと考える場合にのみ直接審

問を行っていたが，２００８年以降は，直接審問を必要的に行うようになった。 

被疑者を拘束する審査基準は厳しく，実務上は請求が棄却されることも多い。それに

従い，検察官の令状請求件数自体が少なくなり，在宅捜査が増えたという実情がある。 

過去には，懲役を受ける被告人は拘束されたまま裁判を受けることも多かったが，現

在は在宅事件で実刑判決を受け，法廷で拘束されるといった例も多い。 

質問２０（拘束前被疑者審問への弁護人の出席）について 

答 拘束前被疑者審問の際，弁護人がいなければ裁判所が国選弁護人を選任している。国

選・私選を問わず，弁護人が参加せずに審問が行われることは絶対にない。 

たまに，私選弁護人で出席していないこともあるが，その際には裁判所がその場にい

る弁護士を国選弁護人として選任し，接見させてから審問に立ち会わせている。 

質問２２（逮捕拘束適否審査への弁護人の出席）について 

答 逮捕拘束適否審査についても，弁護人がいないときには裁判所が国選弁護人を選任し

ている。 

逮捕後４８時間以内に拘束令状請求がされ，時間が短いので，逮捕適否審査請求の件

数は少ない。逮捕適否審査は，私選弁護人がいるときがほとんどであり，参加しないこ

とは余りない。 

質問２３（拘束適否審査で保証金の納付を条件に被疑者を釈放すること）について 

答 自分が知る限りであるが，釈放にはおよそ１０００万ウォンの保証金が必要である。 

保証金の金額は，被疑者の資力や犯行内容，逃亡の可能性等を考えて決めるが，１億

ウォン以上となることもある。 

保証金の納付以外では，住居制限や指定日時場所への出頭，罪証隠滅の禁止，被害者

に危害を加えないことを条件とすることがある。 

質問２４（起訴後の被告人の拘束期間）について 

答 拘束の期間は起訴後２か月が原則であるが，延長は２回可能で，一審で最大６か月で

ある。 

概ねその範囲で判決となっており，その期間を超える事件は余りない。 
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例外として，余りに事件が複雑である場合や，被告人が別件で捜査されていて，他の

事件が起訴され，その事件で拘束令状が出てから併合される場合がある。 

質問２５（拘束前被疑者審問・逮捕拘束適否審査における弁護人の書類閲覧）について 

答 弁護人は例外なく，拘束令状請求書の内容を検討している。ソウル中央地方法院で

は，国選弁護人の場合には選任と同時に，裁判所が同請求書を弁護人に FAX してい

る。 

私選の場合には，弁護人が裁判所を訪問して閲覧やコピーを請求している。１０００

ウォンの印紙が必要である。その他のコピー代などはかからない。 

弁護人は，請求書を検討し，審問前に被疑者と接見し，相談して審問に臨む。裁判所

は審問１時間前には被疑者を裁判所に呼び，弁護人と接見ができるようにしている。 

質問２６（拘束前被疑者審問等における拘束令状請求書以外の書類閲覧）について 

答 弁護人は，拘束令状請求書やそれに添付された告訴状・告発状，被疑者の供述調書や

被疑者が出した証拠等を閲覧できる。 

被害者の供述や被害者が出した証拠は見ることができない。 

 

３ 証拠開示及び公判準備手続について 

質問２９（証拠開示と公判準備手続との関係）について 

答 証拠開示は，基本的には当事者間で行うこととなっており，裁判所は介入しない。公

訴状一本主義が採られており，第一回公判前に裁判所は証拠を見られないからである。 

第一回公判前に，弁護人は検察官に証拠の閲覧謄写を請求して証拠を十分に検討し，

公訴事実や証拠について意見を述べる必要がある。全ての事件で証拠開示制度が活用さ

れている。 

自分は単独事件担当のため，公判準備手続を担当することは余りない。しかし，ほと

んどの弁護人が公判前に証拠の閲覧謄写を行っており，公判準備手続事件であるか否か

により，状況は変わらない。 

公判準備手続と，証拠開示には余り関連性はない。 

質問３８（検察官の証拠開示拒否の場合の，裁判所に対する証拠開示申請）について 

答 自分は検察官が証拠開示をしなかったために，裁判所に証拠開示を求められた経験は

ない。同僚の裁判官に聞いても，聞いたことがないということだった。 

国選専担弁護士に聞くと，起訴後は証拠が捜査記録と証拠記録（検察官請求証拠）に

分けられており，証拠記録は必ず開示されるが，捜査記録については，リストは開示さ

れるものの，それ以外は開示されないということである。 

被害者の個人情報などはマスキングされている。 

性犯罪の被害者の証拠（動画）は，弁護人が閲覧はできてもコピー不可のときがあ

る。 

質問３９（検察官が証拠開示に関する裁判所の決定を履行しない場合）について 

答 自分の経験上，問題になったことはない。 
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判例として，検察官が被告人に有利な証拠を提出しなかった場合，検察官は立証責任

を果たしたとは言えないという趣旨のものがあり，学説上も同旨のものが多い。 

質問４３（当事者間での証拠開示がうまくいかない場合）について 

答 問題になったことはない。 

質問４４（証拠の目的外利用）について 

答 問題になったことはない。 

質問４５（証拠開示の手続）について 

答 裁判所にある訴訟記録について，閲覧・謄写の申請書が出された場合であるが，許可

するか否かは個人情報の観点も考慮している。個人情報を消した後は大体許可してい

る。性暴力犯罪のときには被害者の意見を考慮することがある。 

裁判所には閲覧謄写センターがあり，弁護士の団体が備え付けたコピー機があり，弁

護士事務所の事務員がコピーをする。紙のコピーの場合には，紙を持参して自分でコピ

ーすればそれ以上の費用はかからない。動画の場合は，事務員が USB 等を持参して謄

写室のパソコンを使って自らコピーする。動画のコピーは７００MB まで５００ウォ

ン，その後は３５０MB ごとに３００ウォンかかる。 

国選専担弁護人の場合には，コピー代も給与に含まれている。 

裁判所が選任した国選専担弁護士以外の国選弁護人の場合には，自分でコピー代を払

ってから事件ごとに裁判所に請求する。 

４ 公的弁護制度について 

裁判所が決める国選弁護人の種類については，拘束令状請求段階で決められるいわゆる

ノンストップ弁護人と，起訴後の国選弁護人として国選専担弁護士と一般の国選弁護人が

ある。 

質問４７（拘束前被疑者審問の国選弁護人選任）について 

答 拘束前被疑者審問のときに弁護人がいなければ，裁判所が職権で決める。いわゆるノ

ンストップ弁護人を選任する。国選専担弁護士は，被告人段階のみを担当するようにな

っている。 

質問４８（被疑者段階の国選弁護人の継続弁護）について 

答 拘束前被疑者審問で選任された国選弁護人（ノンストップ弁護人）は，拘束適否審査

や，もっと進んで一審の公判も担当する。 

質問４９（起訴後弁護人がいない被告人）について 

答 被告人が拘束された場合，未成年である場合，７０歳以上である場合には必要的弁護

事件となる。 

それ以外でも，被告人が国選請求するときには裁判所は積極的に検討している。 

起訴された後，弁護人がいない割合は非常に少ない。 

しかし，被告人が自白していたり，事件が単純であったりするときには弁護人なしで

公判を行うこともある。そのような事件でも，量刑に関する判断材料がいるときには国

選弁護人を選任している。 

質問５１（国選弁護人の報酬）について 
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答 国選弁護人の報酬は，弁護人の選任態様によって異なる。２０１８年で，国選専担弁

護士の報酬は，弁護士の経歴により，月に６００万から８００万ウォンである。 

国選弁護人は，国民参与裁判に参加すれば追加報酬が得られる。 

ノンストップ弁護人は，事件ごとの報酬で，令状段階で１０万ウォン，公判段階で４

０万ウォンである。 

ノンストップ弁護人や国選弁護人の給与は，大法院が年末に決定している。 

質問５３（複数選任）について 

答 原則として１人の被告人に１人の弁護人。しかし，事件が複雑であったり争点が多か

ったりする場合には，２人以上付く場合もある。 

共同被告人で利害対立がある場合には，一人一人別の弁護人が付く。 

質問５７（刑事弁護に関する問題事例）について 

答 弁護人はおおむね熱心で，特に問題がある事例は聞かない。 

接見の過程で十分に被告人とコミュニケーションが取れていないことにより，弁護人

が十分な意見を言えない場合には，期日を続行することもある。 

質問５８から６１（取調べの録音録画）について 

答 録音録画は捜査機関は本証（実質証拠）として使用することはできない。 

調書の形式的な証拠能力を証明するときや，供述者の記憶喚起のためには使われる。

警察の調書は不同意にされれば使うことはできない。 

 

５ 国民参与裁判等について 

質問６３から７０について 

答 裁判部によって異なるが，ある部では公判準備手続は３，４回行われる。そこでは冒

頭陳述の時間や，証人尋問の必要性，事実関係の照会の必要，被告人側の証拠請求等に

ついて確認し，準備がなされる。 

公判準備手続終了後，少なくとも５週間置いて期日となる。５週間置くのは，陪審員

になったことを通知し，質問票に回答してもらい，出席できない理由があれば確認する

ためである。 

公判は１日で終わることが多い。２日以上の事件は余りない。自分は嘱託殺人の事件

で５日間やった経験がある。 

国民参与裁判で最も気を遣うのは，陪審員にわかりやすい説明をすることである。 

フェアトライアルのために，陪審員に十分な発言時間を設けている。 

問題点であるが，陪審員が法律に従わない判断をすることがあることである。また，

被告人が申請したときのみ，国民参与裁判になるために，件数が少なく，量刑としての

妥当性が備わっているか否かの判断が困難なことである。 

現在，一番の改革課題は，全ての記録を電子化し電子訴訟化するという問題である。 

以上 
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韓国⑤ ソウル中央地方検察庁訪問 

 

 

第１ 施設見学 

懇談会に先立ち，映像録画装置が付いた取調室，接見室，記録閲覧謄写室の見学をさ

せていただいた。 

まず，庁舎５階にある捜査５部の検事執務室に案内された。執務室の入口には，検事

と担当の検察捜査官・検察実務官の３名の名札がかかっていた。普段は，室内にある検

事の執務机で取調べを行っているが，取調べの録音録画（韓国では「映像録画」とい

う。）を行う場合には執務室の一角に区切られている映像録画装置付きの取調室を使用

しているとのことである。映像には，部屋全体と被疑者の顔が写っており，検事の顔は

写らない（後頭部が写る。）。弁護人立会い申請があると，弁護人は被疑者の隣に座る。

もともと後ろだったが，判決が出て変わったという。 

接見室は，同じ５階にあった。アクリル板等による区切りはなく，テーブルと椅子が

置かれた小部屋であった（ただし，拘束中の被疑者の場合もここを使用するかどうかの

確認を失念した。）。 

記録閲覧謄写室は，庁舎１階にあった。申請書を提出し，法律事務所の事務員が自分

でコピーしに来るか（入口に，コピーカードの自動販売機が設置されていた。），手数料

を払ってコピーしてもらう。室内には，５名分くらいの閲覧席のほか，２０台程度のコ

ピー機がずらりと並んでいた。国選専担弁護士専用のコピー機もあった。 

 

第２ 懇談会 

１ 挨拶 

最初の挨拶のみ，次長検事が参加

されて，「今日の機会を通じて，韓国

ソウル中央地方検察庁と日弁連の関

係がもっと深くなればと思っていま

す。リラックスした会話になればと

思っております。」と述べた。 

 

２ 配布資料等の説明内容 

概要 

日時：２０１９年５月２８日（火）１５：４０～１７：２０ 

訪問先対応：次長検事，総務部長，特捜３部長，李容均検事，孔浚赫検事，白承周検事 
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視察団の質問事項に対する回答書（後記のとおり。）や，その他資料が配布された。

実際の事件に基づく資料については懇談会後に回収されたが，閲覧請求の申請書などは

持ち帰り可能とのことだった。 

 

３ 記録目録と証拠目録について 

配布された資料には，証拠関係の目録（リスト）として，「記録目録」と「証拠目

録」があった。 

(1) 記録目録（捜査段階で収集した証拠のリスト） 

記録目録は，司法警察員が検察官に事件送致するときに捜査記録を整理して作成

するもので，捜査段階で集めた全ての捜査記録が記載される。捜査記録の作成日付順

に記載するのが原則である。 

記録目録のイメージは，次のようなものである。 

記録目録 

標目 陳述者 作成年月日 ページ数 

意見書  ６月１８日 １-１ 

犯罪認知  ６月１２日 ２ 

犯罪認知（余罪）  ６月１８日 ８ 

発生報告（車両火災）  ６月１１日 １１ 

【中略】    

（略）  （略） ２６６ 

ソウル中央地方検察庁    

（略）  （略） ２６９ 

１番目の意見書の作成年月日が６月１８日と，最初のものではない。４番目の発

生報告（車両火災）は６月１１日付けで，多分この記録は交通事故で車両火災が起き

たもの。４番目からが日付順に並んでおり，警察が検察庁に事件送致する直前に最終

的に作成された意見書が最初にある。 

また，ページ数２６６の行の次に「ソウル中央地方検察庁」との標目があり，日

付も何も書いていないのは，検察庁送致後に検察庁で作成された記録はここからとい

うことを示すものとのことだった。 

標目には，単に【捜査報告】だけではなく【捜査報告（どこどこの放火現場で回

収された珈琲の袋）】【発生現場の CCTV】などと書かれている。 

(2) 証拠目録（公判での検察官請求証拠のリスト） 

証拠目録は，公判で検察官が証拠調べを請求する証拠のリストであり，証拠申請

書と考えればいい。証拠の採否等の記入欄もあり，日本の証拠等関係カードのように

なっている。 

 

４ 証拠開示について 
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日本では捜査記録として存在しても公判に証拠として出されていないものについて議

論があると聞いているが，韓国では通常は，捜査記録の目録に入っているものは開示さ

れている。通常は弁護人がこの捜査記録目録の閲覧を要求して，このリストを根拠とし

て捜査記録自体の閲覧請求をしている。個人のプライバシーに関するものや，追加捜査

をしている捜査内容が含まれているときには拒否することがある。手続としては検事が

拒否したときに，裁判所に異議を出すことができる。そのときは，検事の方が記録自体

を裁判所の方に出して，裁判官がそれを判断することになっている。実務的には裁判所

が許可する傾向になっている。実務的には裁判所の決定の前に，検事が弁護人に記録を

見せて，これが弁論活動に余り役に立たないということを説明して，話し合う場合が多

い。 

 

５ 質問３５に対する回答 

原則としては提出した証拠は全て出すことになっている。検事と弁護人で公訴事実に

関係があるかどうかで立場上違うことがあるため，そのときは裁判所が裁定することに

なっている。 

 

６ 質疑応答 

前田；韓国の場合は２００７年に法律ができて，取調べの立会いができるようになった

が，実際には余り弁護人が立ち会うことがなかった。しかし，最近はかなりの頻度で

立ち会うようになったと聞いた。実際検察官の立場での経験としてどうか。 

特捜３部長；私の個人的な経験としては，２００７年に法律が定められた後，重要な事

件では弁護士が立ち会っていたし，事件として問題があるのは多分日本でも同じだ

が，企業のオーナーなどの横領事件など，下の実務者から取調べをして，段々上がる

場合があるが，その実務者の弁護人が，オーナーの弁護人や紹介した弁護人だから，

そこから捜査内容をオーナーなどに知らせてしまうことがある。その問題について

は，正しい回答があるかは疑問だ。捜査情報の漏洩がひどいときは弁護人立会いを制

限することもある。取り調べられる当事者が，この弁護人は私の弁護人じゃないとい

うこともある。検事としては証拠隠滅が一番心配だ。 

総務部長；一般的に弁護人が立ち会うことが増えているかという質問だが，特捜などの

事件（注：検察独自捜査事件）と，警察から送致した事件では違う。刑事部の事件で

巨額詐欺・横領事件などは大体弁護人が立ち会うが，検察独自捜査事件と比較して，

立会いの率は高くない。しかし，韓国人としては，取調べで弁護人の助力を受けたい

という，そういう雰囲気が増えている。被疑者だけでなく，告訴人・参考人なども弁

護人と一緒に取調べを受けることが増加している。 

前田；録音録画について，日本では取調べがやりにくくなると言って反対があった。取

調べの立会いはこれから制度化しようとしているが，捜査機関が取調べがやりにくく

なると言って日本では反対されそうだ。韓国はどうか。 
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総務部長；韓国でも最初録音録画が始まったとき，だいぶ検事が反対した。韓国では映

像録画の方が本証ではなく，供述調書が証拠になる。検察の捜査段階で自白したのに

起訴後公判で否認する可能性があるので，そのときに映像録画することになってい

る。 

特捜３部長；検事によると思うが，韓国では，映像録画をかなり活用している。捜査を

良くするトレーニングに使ったりもする。結論的には刑事訴訟法の理念として，適法

手続原則と実体真実発見との関係にもよる。日本の実体真実発見を優先というのも分

かるところではある。しかし，被疑者の権利が完璧に保護されていない中で集めた証

拠を国民がどういうふうに受け入れるかを考えると立会いの必要はある。捜査妨害で

はなく，形式的に効果ある供述確保することを一番気にしている。別の話になるが，

捜査心理学について考えると，被疑者が供述するのは被疑者に利益と名分になるから

であるが，どのようにして被疑者に利益と名分を与えるか考えるべきである。私たち

は，検事に，被疑者を自分の側にしなければならないと言っている。被疑者の弁護人

をうちの味方にしないといけない。 

総務部長；正当な弁護活動によって立ち会おうとするのは絶対に反対しない。しかし事

件によっては妨害することがあるので，それは心配だと思っている。弁護人の助力を

受ける権利が金持ちの権利になるのではないかと心配している。法務部では無資力の

被疑者に弁護人をつける制度を考えている。法の弁護人の助力を受ける権利は，資力

に関係なく受けられるようにすべきだと思う。検事としては弁護人も同じ法律家とし

て実体的真実発見のパートナーだと思う。 

飛田；原則不逮捕，弁護人立会い，という中，捜査機関としてはどういう努力をされて

いるのか。 

特捜３部長；今，努力はしているが，検察庁として，供述心理学とか，当然研究してい

る。研修もしている。今，フォレンジック，デジタル分析とかしている。分析センタ

ーがある。アカウントとか，そういうのを追跡する方法とかも研究している。 

総務部長；まとめると，供述証拠だけではなく客観的な証拠の確保が重要だと思ってい

るということだ。 

前田；資力のない被疑者について逮捕から拘束令状請求までの４８時間についてどう思

うか。 

総務部長；個人的見解では，最初の取調べから弁護人は付けるべきだと思う。その制度

の運用主体をどこにするかが今問題になっているし，弁護人を決めるお金をどうする

かがもっと問題となっている。韓国では，無資力の被疑者に弁護人の助力を受ける権

利が認められることが注目されるようになってきて良かった。弁護人の数が増えれ

ば，刑事手続の効率性が上がると思う。人権保護の程度が上がる。 

飛田；フォレンジック，デジタル分析の研究はどこかの国を参考にしているか。 

総務部長；フォレンジック専門家を採用しているし，ここで働いている人が国際刑事裁

判所のフォレンジック専門家としても働いている。ファイル暗号解読能力とかは，世

界で１番と思う。モバイルデータ分析は，韓国独自のものを持っている。現場で，デ
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ジタル証拠などが押収されたら，その場でイメージングして（変化できないようにし

て），大検察庁で保存している。インテグリティといって，その証拠が変わらずその

ままの状態であることを確保するためだ。サイバー捜査官の中には世界ハッキング大

会で３位になった人もいる。ヤン検事が大会で，フォレンジック手続を担当した。 

 

第３ 回答書の内容 

懇談会において受領した回答書を和訳した内容は以下のとおりである。 

A０１ 

警察での拘束期間である１０日間は司法警察官が被疑者尋問。 

警察からの事件送致後，検察での拘束期間（通常１０日，最長２０日）の間は検事が被

疑者尋問（送致後は司法警察官が被疑者尋問を行うことはない。）。 

A０２ 

被疑者尋問の回数と１回当たりの所要時間について一律的に言うことはできない。 

自白事件や単純な事件の場合，通常１回の被疑者尋問で終結処分される場合が多いが，

否認事件又は複雑な事件の場合，数回にわたり被疑者尋問が行われる。 

黙秘事件の場合も事案によって違いがある。 

A０３  

一律的にその割合を算定することはできない。 

ただし，逮捕令状による逮捕，緊急逮捕の場合は逮捕時間制限４８時間以内に核心をつ

いた被疑者尋問が行われるため，拘束後被疑者尋問は拘束前被疑者尋問より取調べ回数が

少なくなるのが通常である。 

A０４ 

起訴後に弁護人が証拠記録の閲覧，謄写を要請すれば被疑者尋問調書の写本が提供され

るので，被疑者尋問の日時を弁護人が確認することは可能である。 

A０５  

被疑者尋問時ごとに必ず被疑者尋問調書を作成する（被疑者尋問の過程を映像録画する

場合にも被疑者尋問調書を作成することになっている。）。 

黙秘する場合も被疑者が黙秘したという趣旨で被疑者尋問調書を作成する。 

A０６  

被疑者尋問の法的性質は被疑者の任意の陳述を聞くことであり，強制捜査ではなく任意

捜査に過ぎない（大法院２０１３.７.１.２０１３モ１６０決定）。 

実務的には被疑者が出席を拒む場合，逮捕令状の発付を受け被疑者を強制的に拘引する

ことができる。 

しかし被疑者には陳述拒否権が認められており，取調べ室へ強制的に拘引されても検事

又は司法警察官の尋問に対し答えを拒むことができる。 

A０７ 

被疑者尋問時の弁護人立会いは，中央地検の場合２０１５年９００件，２０１６年９３

４件，２０１７年１,１０１件，２０１８年１,７７１件であり，継続して増えている。 
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A０８ 

被疑者尋問時の弁護人立会いは活発化している。 

被疑者の人権保護のために，「被疑者尋問時の弁護人立会い」を規定した検察事件事務規

則（法務部令）が弁護人の立会権を強化する方向に改正され，これによって弁護人を選任

した被疑者が弁護人へ尋問時の立会いも要請する事例が増えている。 

同時に参考人の場合も弁護人立会いを要請する事例が増えている。 

A０９  

［長所］適法手続の遵守と人権保護のための制度的仕組み，捜査過程における人権侵害と

の論難の払拭，被疑者陳述の任意性を立証容易。 

［短所］弁護人が尋問を妨害したり，共犯に捜査機密を漏らす等捜査に支障が生じるおそ

れがある。 

A１０ 

(1)実際の尋問過程で弁護人が被疑者の代わりに答弁を続け，検事の承認なく尋問に介入

するので「検事の承認を得て意見を陳述し，再び行う場合は退去させる」と警告した後，

これを調書に記録した事例，(2)弁護人が被疑者の陳述を制止したり，メモ等を通じ虚偽の

陳述を誘導して，取調べを受けた内容を共犯に伝えた事例，(3)収賄側の弁護人がその後贈

賄側の弁護人としても選任され，贈賄側の取調べにも立会って両者の話を整合させ捜査が

困難に陥った事例等があった。 

A１１ 

被疑者尋問の日時は検事や検察捜査官が事前に弁護人へ通知する。 

A１２ 

原則的に被疑者が弁護人立会い下で取調べを受けることを希望する場合は，尋問を中断

したり延期している。 

ただし，逮捕時間制限（４８時間）又は公訴時効が迫った事件等例外的なケースでは，

弁護人が相当な時間内に出席できないときには弁護人の立会いなしで被疑者尋問可能（検

察事件事務規則第９条の２第３項）。 

A１３ 

弁護人が立会って署名捺印した被疑者尋問調書について，公判で調書の実質的真正成立

（証拠能力）を争うケースが時々ある。 

弁護人は尋問終了後に被疑者尋問調書の内容を全て検討した後に署名捺印するため，法

院でこれを受け入れる可能性は低いものの，ときには法院で被疑者尋問調書の特定部分の

証拠能力を否認することもある。 

実際の事例としては，(1)検察の被疑者尋問調書の真正成立を争ったところ裁判長が調書

のどの部分の真正成立を争うのか特定するよう釈明，弁護人がその部分を特定すると，法

院は映像録画がないので客観的な方法によって真正成立は認められないという理由から証

拠能力を否認した事例，(2)不法貸付業事件で貸付企業の運営者が既に刑事処罰を受けた

状況下で，所属する役員や職員に対する公判時に弁護人立会い下で作成された検察の被疑

者尋問調書について，公判段階で新しく選任された弁護人が上記調書の真正成立を争った
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事例（ソウル中央地法２０１８コ単３４７０→立会った弁護人を証人申請をするに至る。），

等があった。 

最近になり中央地方法院は被告人が調書の真正成立を否認する場合，弁護人立会いの有

無を問わず映像録画物等の客観的証拠がないという理由から証拠申請を棄却しており，調

書の特信状態に関する検事の意見表明も受け入れられない事例もある。 

A１４ 

大検察庁の「弁護人の被疑者尋問立会い運営指針」改正により，被疑者尋問時の弁護人

立会権が大幅に強化され，これに従って検察事件事務規則も改正された（検察事件事務規

則第９条の２，第１３条の１０）。 

主要な改正内容は，(1)記憶喚起のための手記メモを許容（他人の陳述や証拠資料，調書

の問答内容，第３者の私生活の秘密を侵害するおそれがある内容はメモ禁止），(2)不当な

尋問に対する異議提起可能，(3)尋問中弁護人の助言可能（代わりに答弁したり，特定の答

弁誘導又は尋問遅延行為は制限），(4)被疑者の横に同席可能（取調べ人員，空間等を考慮

し横に同席が難しい場合は弁護人と協議し他の指定も可能），(5)拘禁された被疑者を召喚

する場合，弁護人に尋問日時，場所を通知等。 

A１５  

ソウル中央地検の場合２０１７年には立会い制限をした事例はなく，２０１８年には１

件あった（０.０６％）。 

被疑者の共犯が運営する会社の諮問弁護士が選任され立会い申請をしたが，既にその共

犯が被疑者に対し虚偽陳述を誘導し弁護人もこれに積極的に加担した情況が見つかったた

め立会いを制限した事例であった。 

また立会い制限や退去措置に至らなくとも，弁護人の尋問妨害に対し制止及び警告する

ケースは時々（注：種々？同音異義語）発生する。 

A１７  

ソウル中央地検の拘束人員占有率は２０１６年１.６％，２０１７年１.５％，２０１８年

１.３％で，減少趨勢。 

A１８ 

拘束令状判事棄却率が増加しているのは不拘束捜査原則の影響もあると判断される。 

A２７  

原則的に証拠の内容については知らせていない。 

A２８ 

被疑者尋問過程で被疑者が犯行を否認する場合，収集した証拠を提示しながら被疑者陳

述の矛盾点を追及する場合がある。 

A３０ 

公訴提起された事件に関する書類又は物の目録は「記録目録」と称され，捜査過程で作

成，収集した書類等の全てが記載されている。 

これは刑事訴訟法第１９８条第３項で，「検事，司法警察官吏とその他職務上捜査に関係

する者は捜査過程で捜査に関連して作成したり取得した書類又は物に関する目録を漏れな



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

185 
 

く作成しなければならない。」と規定しているためである。 

A３１ 

記録目録は実務上，捜査過程で作成又は取得した書類等の標目，作成者，作成日等を記

載する。 

司法警察官が事件を検察に送致するとき，送致の書類には刑事訴訟法第１９８条第３項

に基づき作成した書類又は物の全てを記した記録目録が含まれており，この内容は「検事

の司法警察官吏に対する捜査指揮及び司法警察官吏の捜査準則に関する規定（大統領令）」

第８２条第３項で規定されている。 

その他具体的な記録目録の記載方式については法令で定めていない。 

A３２ 

記録目録と証拠目録（検事が証拠として申請する書類の目録）のサンプルをプリントア

ウトして面談室に備置（ただし，懇談会終了後は回収予定。）。 

A３３ 

申請書の様式に刑事訴訟法第２６６条の３第１項各号の書類が不動文字で記載されてお

り，申請する際に申請書の該当書類にチェックして提出する。 

申請書の様式は検察事件事務規則別表第１７０の２に書式がある（別表書式及び実際の

事件の申請書の様式は別添し，実際の事件のサンプルは懇談会終了後に回収予定。）。 

A３５  

検事が法院に提出した証拠目録に記載された証拠は原則的に全て提供する。 

A３６  

検事が弁護人の証拠開示の申請に対してこれを拒んだりその範囲を制限しようとすれば，

遅滞なくその理由を書面で弁護人に通知する（刑事訴訟法第２６６条の３第３項，検察事

件事務規則別表第１７０の４書式及び実際の事件の範囲制限通知書の様式は別添した。実

際の事件のサンプルは懇談会終了後に回収予定。）。 

万が一，検事が上記のような通知を４８時間以内に行わない時は弁護人が法院に閲覧，

謄写に関する決定を申請することができる。 

A３７ 

拒否又は範囲制限事例がどの程度あるのか具体的な統計資料がない。 

検事は国家安保，証人保護の必要性，証拠隠滅の懸念，関連事件の捜査に支障をきたす

と予想される具体的な事由がある場合には，閲覧，謄写を拒否したり，その範囲を制限す

ることができる（刑事訴訟法第２６６条の３第２項）。 

検察事件事務規則は閲覧，謄写の拒否又は範囲制限が可能な場合として次のような事由

を挙げている（検察事件事務規則第１１２条の３）。 

１．事件関係者の名誉，私生活の秘密又は生命，身体の安全や生活の平穏を著しく乱す

おそれがある場合。 

２．法令上他人に提供又は漏洩したり，目的外使用が禁止された情報・資料又は捜査方

法上の機密を保護する必要がある場合。 

３．捜査機関の意見又は法律判断等を記載した内部文書の場合。 
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A４０ 

申請書作成→民願担当者受付→範囲指定案内→申請人の範囲指定→検事の許容範囲決定

→閲覧謄写書類発給（手数料収納）の順序で手続が進み，費用は謄写書類１枚当たり５０

ウォン。 

国選弁護事件もその費用は国選弁護人が負担，ただし国家は国選弁護人へ法令で定めた

報酬のみ支給（その報酬には各種費用も含まれていると解釈）。 

A４２ 

弁護人が公訴事実の立証や量刑資料と無関係の捜査機関内部文書（証拠として提出され

ない内部捜査報告書，法律検討報告書等）に対して不必要な閲覧謄写申請をする場合があ

る。 

検事が実務的に感じている問題点としては(1)弁護人に提供された証拠資料の事後管理

に関する疑問点（流出や目的外使用等），(2)民事訴訟に勝訴するため刑事告訴を行い，こ

れによって得た資料を訴訟に活用する等，民事事件の刑事化助長，(3)被害者，参考人に対

する被告人側の無差別的な接触の試み，懐柔や脅迫の可能性等証拠隠滅や２次被害発生の

おそれ，(4)重要証拠である文書が開示されればこれを利用してこれに反する文書を捏造，

偽造する等の時間を与えてしまう問題，(5)公判過程では実体真実を明らかにすることに

焦点を絞るべきであるが，それとは無関係の証拠確保の経緯や捜査過程での枝葉的内容と

手続の問題に没頭し，捜査の正当性や手続上の瑕疵に焦点が絞られることもあること（こ

れらを見つけるために証拠として提出したもの以外の捜査機関内部文書まで証拠開示を求

める場合もある。）。 

A４４ 

被告人又は弁護人が取得した証拠書類を外部に流出したり，当該事件の弁論又は関連訴

訟準備目的外の別の目的で使用したケースが発生。 

刑事訴訟法第２６６条の１６第２項では，被告人又は弁護人が当該事件又は関連訴訟の

準備に使用する目的ではない別の目的で第３者に交付又は提示した場合，１年以下の懲役

又は５００万ウォン以下の罰金に処するとしている。 

実際に，組織暴力事件で弁護人が検挙された組織員に対する拘束令状請求書を渡し，捜

査情報と情報提供者の人的事項が漏洩した事例等があった。 

A４６ 

弁護人選任率，国選と私選の割合について具体的な統計資料がない。 

A５７ 

弁協は刑事弁護と関連し弁護士に懲戒事由がある場合は懲戒開始及びその結果について

検察に通報する。 

実際の事例としては，(1)弁護人が被告人に虚偽の陳述をするよう助言したり積極的に証

拠捏造に加担した事例，(2)参考人や証人を逼迫したり証言を強要又は侮辱する不適切行

為の事例，(3)不当な裁判遅延の試み→事実関係より法理争いが争点の事件，又は執行猶予

期間を徒過させる目的で裁判を遅延させようと返信に長期間を要する事実照会や海外居住

者の証人申請等で裁判を空転させる事例，(4)同じく裁判遅延目的で全ての証拠を不同意
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にしてから，検察側証人尋問時には反対尋問もいっさい準備せずに（無差別的な証人申請）

裁判に臨む事例，(5)性暴力被害者に事件と無関係な性経験や性関係の回数等を悪意的に

尋ねる２次加害の事例，(6)捜査官の言動を問題視し，行政訴訟を提起したり，懲戒要請を

する方法で捜査の進行を妨害する事例，(7)弁論が全般的に準備不足の事例，等が時々ある。 

A５８ 

全国検察の映像録画実績は下記のとおり。 

２０１６年３２,８６７件（総取調べ件数２４５,５５８件の１５.１％） 

２０１７年２６,９１３件（総取調べ件数１８５,７５５件の１６.４％） 

２０１８年２１,８５５件（総取調べ件数２１２,３２４件の１１.４％） 

A５９ 

検察での陳述を公判廷で覆し被疑者尋問調書の真正成立を争うケースが発生するが，映

像録画をしていなければ真正成立の立証はかなり難しくなる。 

弁護人の立会い下での被疑者尋問後，弁護人が被疑者尋問調書に署名捺印までしたにも

かかわらず，公判廷でその調書の真正成立を争う事例が発生しており，この時映像録画を

していなければ，場合によっては法院が調書全体のうち弁護人が争う部分の証拠能力を否

認する傾向がある。 

特に児童，青少年対象の性犯罪被害者の陳述内容と取調べ過程は必ず映像録画するよう

特則を規定しており，映像録画物のない陳述書や陳述調書は証拠能力が否認されることが

ある（児童青少年の性保護に関する法律第２６条第１項） 

A６０  

韓国の刑事訴訟法上，映像録画物は本証（注：実質証拠）として使用できない。 

ただし，被疑者尋問調書の実質的真正成立を証明するための補助手段として使用可能で

あり（刑事訴訟法第３１２条第４項），被告人や証人が公判廷で陳述するときの記憶が明白

でない事柄について記憶を喚起させる必要があると認められるときに限り，これを再生し

て視聴させることができる（刑事訴訟法第３１８条の２第２項）。 

例外的に児童，青少年対象の性犯罪被害者に対する映像録画物は取調べ過程に立ち会っ

た信頼関係者の陳述により真正成立が認定されれば証拠能力がある（児童青少年の性保護

に関する法律第２６条第４項）。 

A６１ 

映像録画物の証拠能力認定の可否と弁護人立会いの問題は関連性がない。 

上記質問は「映像録画物が本証として認められないのに，警察で映像録画の取調べが相

当数行われている状況は，警察官が公判で被疑者尋問当時の陳述内容を証言する場合その

証言の証拠能力を認定することができると規定した刑事訴訟法第３１６条第１項と関係が

あるのか？」という趣旨で解釈できる。 

司法警察官の被疑者尋問映像録画は人権侵害の論難払拭に主たる目的があるものと理解

できる。 

A６２ 

実際の公判で警察官が証人として出席し証言する事例は時々（注：種々？同音異義語）
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ある。 

しかし，このような警察官の証言は証拠能力が認定されるだけでその証言の証明力は別

個の問題である。 

A６７ 

偏見を持たずに判断する陪審員をどのように選定するのか，有罪判決を下す程度の立証

の程度がどの程度なのかをいかに理解してもらうのか，難解な法理を一般人に理解しやす

いよういかに説明するのか等に神経を使わなければならない。 

一般の事件とは違って陪審員を説得するために陪審員相手に発言時の態度，発言，言葉

の速さ等に神経を使わなければならず，事案の説明，適用される法理，証拠関係等につい

て視覚的にやさしく理解できるよう PPT 資料を準備している。 

A６８ 

国民参与裁判制度が可能な対象事件の範囲が拡大されすぎて，国民参与裁判で得られる

利益と訴訟費用間の不均衡を招いている（例えば，罰金３０万ウォン求刑の事件について

国民参与裁判を申請する等）。 

専門法官（注：職業裁判官）の視点で判断すると，有罪が宣告される事件が無罪宣告さ

れるなど一般の裁判を受ける被告人との衡平性の問題が生じており，時には実体真実に反

する結果をもたらす問題点（特に法理的判断に従って有罪，無罪が決まる事案では結論の

正確性を担保することが難しい。）。 

陪審員の評議では主に少数の陪審員が主導し，自分の意見をきちんと明らかにせず少数

の陪審員たちの意見に従うことになり，評議が歪曲される問題点が発生。 

一般の裁判の場合，証人を申請すれば証人に召喚状を送付し召還に応じなければ期日を

延期して過怠料を課して出席を強制することができるが，国民参与裁判の場合，証人が出

席を拒んだり，出席予定だったにもかかわらず，裁判期日に出席しない場合は証人の証言

なしで裁判が進行し宣告となるおそれがある。 

短時間での膨大な量の書証の取調べは実質的に不可能である。→午前に陪審員を選定し，

午後に証人尋問と証拠調べを行うが，膨大な量の書類を書証として提示しながら書類の内

容を効果的に陪審員に伝達することが非常に難しい（実際の事例として，８００余頁に達

する書類の内容から被告人の主張を弾劾しなければならない状況にもかかわらず書証の取

調べ時間は４０分しか与えられなかった）。 

性暴力事件で被害者が証人として出席する場合，陪審員と証人の間に遮蔽幕が設置され

ず２次被害のおそれがある。 

A６９ 

国会に係留中の捜査権調整関連の刑事訴訟法改正案について，検察と警察で意見の違い

が存在してはいるが，現在検察と警察の関係に大きな変化があるわけではない。 

A７０ 

自治警察制の完全導入に関連した捜査権調整の問題，検察又は警察とは独立した高位公

職者非理捜査処，国家捜査庁，麻薬及び組織暴力犯罪捜査庁等の新設が議論されている。 

刑事訴訟法上個別の争点で検事が作成した被疑者尋問調書の証拠能力，映像録画物の本
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証認定，司法妨害罪及び虚偽陳述罪の導入，参考人強制拘引制度の導入，起訴法定主義の

導入，裁定申請の全面的拡大，検察市民委員会制度の正式法制化，デジタル証拠の押収関

連執行方式の改善，遠隔押収の許容可否等が議論されている。 

以上 

 

  



第 62 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会海外調査報告書 

 

 

190 
 

韓国⑥ 法務法人良才訪問 

 

 

第１ 懇談会 

１ はじめに 

法務法人良才（Law Firm YangJae）のキム・ヨンミン代表弁護士より，自身が韓

国の刑事訴訟制度について素直に答えられる数少ない弁護士の一人だと思うとのこと

で，主に説明を受けた。 

この事務所はもともと立会いが活発な事務所であり，その日も，去年入所したばかり

のキム・ソラ弁護士が，被疑者の取調べに立ち会っていた。在宅私選事件で（この事務

所では国選事件は余りやっていない。），同日は検察官調べの二回目で，依頼者（被疑

者）は「今日は弁護士がいたから雰囲気が良かった。（弁護人立会いのなかった）前回

は怒鳴っていた。」とのことだった。取調べ時間は１時間程度で，その後調書の閲覧を

１０分ほど行ったとのことであった。 

 

２ 弁護人立会いの手順 

捜査側（警察と検察）で，弁護人の立会いについての手順・態様は基本的には変わら

ない。 

在宅事件の場合，捜査側から被疑者に取調べ日時が通知され，被疑者から弁護人に連

絡し，被疑者又は弁護人から捜査側に立会いを要求する。 

拘束事件の場合は，かつては，弁護人に通知がないまま取調べが行われることもあっ

た。被疑者が拘置所から取調べを行う検察庁に連れてこられてから弁護人の立会いを求

め，当局が弁護人を呼ぶことになる。その後，捜査側が弁護人に直接取調べ日時を通知

するように変化したが，実務上，通知が完璧に行われているわけではなく，通知されな

かった場合もあった。 

 

３ 弁護人の対応と報酬 

弁護人としては，拘束事件を受任するときには，いつでも取調べに立ち会えるように

できるだけスケジュールを空けて待機するようにしており，報酬は高額になる。 

 

４ 捜査側の対抗 

概要 

日時：２０１９年５月２８日（火）１８：１０～１９：００（懇談会） 

１９：１５～２１：００（懇親会） 

訪問先対応：キム・ヨンミン弁護士，キム・ピルソン弁護士，キム・ジニョン弁護士， 

キム・ソラ弁護士，リュウ・クヮンオク弁護士（通訳兼任） 
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被疑者が立会いを要求しても，捜査側が，いろいろな理由をつけて，弁護人が立ち会

っていないところで被疑者に直接面談し，弁護人の立会いなしでの取調べを受けるよう

に説得するケースもある。 

 

５ 立会いなしで取調べ 

弁護人から立ち会う時間を指定すると，捜査側はそれまで取調べを待つ運用が多い。

被疑者は，立会いがない状態での取調べを許容することもできるし，立会いがない取調

べを拒否することもできる。弁護人としては，「弁護人の立会いがなければ，取調べを

受けず，供述を拒否しなさい。」と助言している。 

なかには，捜査側が立会いなしの取調べを強行する例もあるが，弁護人の助力を受け

る権利を侵害して作成された供述調書の証拠能力は否定されるというのが確立された判

例である。もっとも，弁護人の助力を受ける権利を侵害していないことを検察が立証す

べきであるのに，事実上，弁護人の助力を受ける権利が侵害されたことの立証責任が弁

護人にある。 

 

６ 取調べ時間と黙秘権行使 

国家保安法違反事件など，取調べ時間が長い事件を担当することが多い。取調べが朝

から夜まで行われたり，夜１２時まで行われたり，連日行われることもある。 

取調べ時間が長いということは，捜査側が自白強要をしようとしていたり，被疑者に

嫌がらせをしようとしているおそれが高いということであり，立会いの必要性が高い。 

在宅事件では，取調べ開始前に「何時まで」と話し合っておき，弁護人の都合で取調

べを終了させて帰ることもある。 

黙秘している場合，捜査側が被疑者に「簡単な事件だから弁護人立会いは不要だ。」

などと説得することもある。黙秘権行使を勧める弁護人に対して懲戒請求をする検察す

ら存在した。黙秘したことで，公判で処罰が重くなることもある。 

２～３年前は，黙秘していても，長時間にわたって用意した尋問を全て行い，供述調

書に「答えなかった。」と記載したことも多かったが，これ自体が黙秘権侵害になると

いう批判があり，そのような取調べは減った。最近は，被疑者を呼んで「黙秘権を行使

しますか。」と尋ね，被疑者が黙秘権を行使すれば一旦帰して，次の日にまた呼んで

「黙秘権を行使しますか。」と尋ねるようになった。しかし，毎日のように黙秘権行使

の意思を聞くこと自体が黙秘権行使への圧力になる。 

 

７ 立会いの際，弁護人として可能なこと 

立会いの際，弁護人は供述調書の閲覧が可能である。 

今は，メモを取ることやパソコン，タブレットの使用も制約なくできるが，録音は禁

止されている。 

不当な方法の取調べが行われている場合に，弁護人が，取調べ自体をやめさせること

は刑事訴訟法上できないが，正面から抗議する弁護人もいるし，弁護人がトイレに行く
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ことや水を飲むことを理由にしたり，被疑者と秘密に面談することを要求したりなどし

て，事実上の中断は可能である。 

被疑者の手錠を外さず取調べを行ったことに抗議した弁護人が退出させられたケース

では，国家賠償請求が認められた。 

立ち会う弁護人の席は，被疑者の後席での立会いだと，被疑者の様子や示された物な

どがよく見えないことから，判例で禁止された。判例の事案は，代表のキム・ヨンミン

弁護士の事件である。検察庁の内部規定も変わり，少なくとも私たちは被疑者の隣に座

るようになったが，他の取調べがどうかは分からない。 

弁護人が立ち会うことで，脅迫的な取調べが減ってはいる。しかし，弁護人が立ち会

っていても，弁護人がいないところで圧力をかけたり，違法な取調べをしようとしてい

ることはある。取調べではなく被疑者とのただの話し合いだなどと言って，弁護人の立

会いを拒否することもあるが，違法だ。 

 

８ 補足 

時間の関係で御回答いただけなかった質問事項については，後日御回答いただくこと

ができた（後記のとおり。）。 

 

第２ 懇親会 

１ はじめに 

法務法人良才所属の弁護士とは，事

務所での懇談会に引き続き，事務所か

ら徒歩１０分程度の飲食店「平壌ミョ

ンオク」で懇親会を行った。ソウルで

は珍しいという平壌の郷土料理に舌鼓

を打ちながら，テーブルごとに様々な

話題で盛り上がった。 

以下では，いくつかの話題について

報告する。 

 

２ 代表弁護士の話として，次のような話があった。 

＊ 弁護人を取調べ時に後ろに座らせたという事件では，弁護人の助力を受ける権利を

侵害した調書であるということで，調書の証拠能力を争った（国賠ではない。）。検察

庁のガイドラインは，「適切な位置」というようなあいまいな記載になっていて，そ

のガイドラインの運用が被疑者の後ろに弁護人が座るように使われているので，その

ような取調べ方法による供述調書の証拠能力を争ったものである。その事件での証拠

能力は否定されたが，ガイドラインは変更されていない。 
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＊ 韓国では身体拘束率が低く，身体拘束されていない被疑者段階では私選が付く。立

会いは私選においてよく行われている。国選での立会いは，実際は余り活発ではな

い。 

＊ 検察庁の総務部長の話を伝えたところ，それは建前であって，やはり検察や警察は

被疑者の権利を制限する方向での主張をしてくる（ムン・ジェイン大統領の選挙公約

で身体拘束中の国選弁護人の選任を挙げていて，そのため「仮案」まで作られている

という情報を提供して，政府のそのような動きに総務部長として受け入れるという趣

旨の態度表明ではないかとコメントしたところ，代表弁護士は笑っていた。あり得る

ことだという趣旨か。）。 

 

３ 相手は，梨花女子大学ロースクール出身，去年５月に弁護士となったばかりの新人女

性弁護士，キム・ソラさん。 

法務法人良才には，刑事弁護を多くやっている事務所であるとは知らずに入り，刑事

が多いのに驚いた。 

弁護士会（あるいはロースクールのことかもしれないが）の研修に関しては，重要判

例を取り上げる研修が多い。講師が解説した後，グループで討論することが行われるの

で，判決の読み方が非常に深くなる形式のものである。法廷弁護技術や接見の技術など

は，これからの研修で行われると思われる。 

事務所では，刑事が多いが，民事の相続問題なども既に経験している。 

ロースクールの同窓生には，法曹一元の下での裁判官を目指す人もいたが，その人た

ちの就職先までは把握していない。 

 

４ オボクチェンバンを食べながら。 

韓国でも夜１２時まで取調べをするのは普通ではない。任意性が否定されるおそれが

出てくる。韓国でも取調べに立ち会うことを負担に感じる人もいる。だから，全ての事

件に立ち会っているわけではない。 

立ち会った弁護人は，何をするかというと，そんなにすることはない。メモをして，

変なことを言ったときに，中断させる。立ち会った弁護人の最も重要な役割は，被疑者

の心理を安定させること。違法な捜査が行われないようにすること，捜査官が先入観を

もっている場合にはそれを止めること。また，調書の取られ方が重要。違った供述調書

をとられないようにする。無罪にならなければならない事件で，調書の記載のために有

罪になることがあるから，それを避けなければならない。 

国選弁護人が取調べに立ち会った場合，報酬は出る。ただし，すごく詳しい報告書を

書かなければならない。かつ，報酬額は少ない。一般の国選弁護人の起訴後の国選弁護

報酬は，３万円だったりする。国選専担弁護士だと，月に３０件とかやるので，６０万

円とか８０万円とかの報酬をもらえる。 
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日本で取調べに弁護人が立ち会えない理由は何なのか。立会いを禁止する根拠（法

律）はないのではないか。根拠がなければ，取調室に入っちゃえばいいんじゃないか。

立ち会えない理由が分からない。 

韓国では，立会いは憲法上の権利（弁護人の援助を受ける権利）として保障されてい

るものとして，法律に定められていなくても実務で行われるようになった。 

日本では，どれくらいの弁護士が立会いをできないことを問題視しているのか。一般

の人はどう考えているのか。韓国では，検察など権力に対する反感が強い。国民は，え

ん罪に対して，敏感なところがある。最近，セクハラや性暴力に対する訴えが多く，何

の証拠もなく，ただ被害者が一貫した証言をするだけで有罪になることがある。 

国選の弁護の質は，まちまちだと思う。 

最近は，２年間ほど，裁判所で研究すること（ロークラーク）をやって，国選専担弁

護士に採用されるルートがあるようだ。そして，国選専担弁護士を３年間やった後，裁

判官になることができる。この５年間で裁判官になるのはエリートコースのようなも

の。ただ，弁護人は裁判所と戦わなければならないのに，国選専担弁護士は裁判所から

雇われているようなもので，問題がある。 

韓国ではまだ日本の当番弁護士制度のようなことはしていないけれども，法律は立法

予告している。 

 

第３ 質問事項への追加回答 

懇談会において時間の関係で御回答いただけなかった質問事項について，後日，以下

のとおり追加回答をいただくことができた。 

A０１ 

警察官による取調べは検察官送致までだが，捜査指揮権によってまた警察に送る事件

も少ないながら存在する。 

A０２ 

私は夜１２時まで立ち会った経験はないが，国家保安法違反事件では取調べは長い。

懇談会でソラさん（弁護士）は１時間半程度と言っていたが，私は立ち会って１時間半

で終わった事件はない。もし「午前中に来て。」と言われたら，一日かかるものと考え

る。簡単な事件なら午後２時や３時に呼んで２～３時間取調べを行い，調書を閲覧して

午後５時半くらいには終わるのが普通だと思う。 

なお，国選専担弁護士が「立ち会ったことはない。」と言っていたのは，ショック

だ。私たちの事務所で話すと，立ち会わないことに皆驚いていた。国選専担弁護士は私

たちの方こそ変だと思うのかもしれないが。 

A０４ 

取調べの日時などを記載した書面が供述調書の末尾に添付されるので，それを見れば

分かる。 

A０５ 
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調書を作らない取調べはない。取調べをすると普通は供述調書を作る。黙秘しても，

黙秘したという調書を作る。 

A０６ 

取調室に行かないと言うことができる。無理矢理に連れて来られることはない。 

A０８ 

パク・クネ大統領の時代やムン・ジェイン大統領の時代に，著名人が取調べを受ける

際に弁護人が立ち会っているというニュースがよく流れており，取調べへの弁護人立会

いが一般にも知られるようになった。 

弁護人立会いが増えているように思うが，国選弁護人は立ち会っておらず，立ち会っ

ているのは私選弁護人である。弁護人立会いには，認識とお金が必要である。立会いを

在宅被疑者の段階から行うには法テラスのような制度が必要ではないかといった議論が

なされている。 

A１２ 

弁護人がいない被疑者が弁護人の立会いを希望すると，国選弁護人が付くか，地方弁

護士会で弁護士を付け（注：紹介し，の意か），弁護人が決まってから取調べを受け

る。急ぎなら，警察に当番弁護士がいるので，その弁護士が立ち会って取調べをする

か，警察が「弁護人なしで取調べを受けた方が良いよ。」と説得して権利放棄させると

思う。 

弁護人の立会いを希望しながら，弁護人が取調べに立ち会わず，取調べ自体ができな

いようにするというようなアメリカのミランダ的な発想については，そのような議論を

したことがない。もし弁護人の立会いを希望しながら弁護人が立ち会っていない状況で

捜査機関が取調べを強行すれば，その際に作成された供述調書には証拠能力がない（２

０１３年の大法院判例）。 

検察庁は，検察庁の内部規則を根拠に，弁護人が来ない場合でも取調べができると言

っているが，その場合，供述調書にはどのように書くのだろうか。 

A１３ 

困難になるという判例はないが，弁護人としては気を付けなければならない。後で裁

判で闘うには立ち会わない方が良いときもある。 

A１４ 

実感している変化はない。立会いに行くと「弁護人は後ろに座るのが当たり前」と

（悪気なく）考えている捜査官もいる。「基本権の侵害だ。」と言うと雰囲気が悪くなる

のでそのまま後ろに座る場合もある。 

警察が変化したのは，憲法裁判所の決定が原因ではなく，検察との捜査権争いで警察

がより人権保障に厚い機関だと言うためにやっている。 

年配の弁護士によると，昔は，検察は弁護士を見下していたが，警察は昔から弁護士

を尊重している雰囲気があったようだ。 

A１５・１６ 

立会いの妨害は，増加はしていない。減少しているかどうかは分からない。 
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闘う事件では，取調室から追い出された方が得なこともある。わざと変なことをして

追い出されるようにしようかと議論したこともある。取調官も，弁護人を退室させると

問題になると分かっているので気を遣っている。 

A１８ 

私が弁護士になってからずっと在宅捜査が原則であり，拘束率は低くなっているが，

罪名にもよる。殺人や性暴力や交通事故の致死傷事件は拘束が原則になっている。経済

犯罪について，「有銭無罪，無銭有罪」のようなことに対して国民的抵抗があり，最近

は賄賂や横領などでも企業の幹部などが拘束されることが増えている。 

A１９ 

拘束前被疑者審問の段階で受任する私選事件はなく，それ以前から受任して，話を聞

いたりしていて，拘束令状請求されそうという予測をしていることが多い。 

A２３ 

拘束適否審査については考えが分かれるところで，できることは全部やるという考え

もあるし，拘束を決めたのは捜査機関ではなく裁判所だから，拘束適否審査で裁判所の

拘束判断の違法性を闘うことはしない（裁判所の拘束審査がきちんとされているわけで

はないが。）という考えもある。韓国では，犯罪の証拠がしっかりあると拘束される面

がある（刑事訴訟法上の拘束事由とは必ずしも一致しない。）。ある裁判官がテレビで

「証拠があるのに闘っていることが，逃亡のおそれを強める。」と発言して批判された

ことがある。 

拘束適否審査について，「保証金納付での釈放を求めるための拘束適否審査」という

考えは，私は余りない。 

A２５ 

逮捕書などは特別な内容が記載されていないので，余り役に立たない。告訴された

ら，自分が供述したものは情報公開請求で入手できる。刑訴規則の規定により書類を入

手することは余りない。 

A２６ 

ない。 

A２７・２８ 

取調べで捜査官が「被害者がこう言っている。」「被害者がこういう写真を出した。」

などと言って，ある程度重要な内容は分かることが多い。 

A３３ 

弁護人は，起訴後，公訴状（起訴状）と証拠目録（検察官請求証拠の目録）をもら

う。証拠閲覧謄写申請書に「証拠記録一体・捜査記録目録」と記載して閲覧謄写申請

し，捜査記録目録を入手する。 

入手した捜査記録目録と証拠目録と見比べて，証拠目録にないものをリストアップし

て全部閲覧謄写申請する（申請書に閲覧謄写を希望する証拠の標目のリストを付け

る。）。この段階では，関連性や必要性を申請書に記載することも，記載しないこともあ
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る。その後，検事から，不許可の通知があれば，必要性等の主張をすることが多い。動

画は，部分的に個人情報を消すことが難しいので，不許可になることが多い。 

閲覧謄写許可が出れば，事務員が検察庁の記録閲覧謄写室に行って，コピーする（ソ

ウル市内では，コピーカードを使うと１枚４５ウォンで，検察庁にコピーしてもらうと

１枚５０ウォンである。）。その際，謄写に行く事務員が，自ら個人情報をマスキングし

て検事の許可をもらう。そのため，コピーには大変時間がかかり，一日がかりになった

り二日以上かかることもある。 

A３５ 

証拠開示はどんな事件でもかなり行われている。 

検事は，収集した証拠全部を記録目録に記載しないといけないのが原則である。しか

し，ある事件で，取調べを受けたのにその時の供述調書が記録目録に記載されていなか

ったことがある。全ての証拠が記録目録に記載されているとは思っていない。 

A３６ 

回答は４８時間以内にされることが多い。不許可の場合は不許可の書面が交付され

る。全部不許可になることは余りないので，事務員が「いつコピーに行けばいいか。」

と問い合わせている。 

A３７ 

全面拒否はないが，全面許可もない。 

A３８ 

裁判所に証拠開示の申請をするかどうかは，弁護士にもよるし，事件にもよる。ある

事件では裁判所に申請して，裁判所が検事に開示を勧告し，検事から任意開示を受けた

ので撤回した。裁判所の決定の前に検事が開示すると言うことが多い。 

A３９ 

裁判所の決定が出ても検事が不開示にしたことは，私の経験ではない。 

A４１ 

よくある。闘っている事件こそ，証拠関係がおかしいと思うことがある。「酩酊して

いて判断ができない状態だった。」という被害者に対する準強姦事件で，被害者の供述

調書に，捜査官が被害者に防犯カメラ映像を見せて「これは私です。」と確認したとの

記載があるのに，当該防犯カメラ映像が目録になかったことがある。争ったが，裁判所

は「検事が持ってないと言っているから開示させられない。」との態度だった。多分被

害者がちゃんと歩いていて酩酊状態ではなかった状況が映っていたのだと思う。目録が

信用できれば，こんなことは起こらない。 

A５２ 

一般的には言えないが，５５０万ウォンから１０００万ウォンくらいのことが多いと

思う。私の事務所では無料の（手弁当の）ボランティア弁護もかなりやっている。 

ちなみに，韓国では，弁護士が成功報酬を取るのは違法との大法院判決が出ており，

大韓弁護士協会が，憲法違反だとして憲法裁判所に訴えている。 
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法外に高額な弁護士報酬を受領して，弁護士法違反で実刑判決を受けて服役中のヤメ

判弁護士もいる。 

A５４・５５ 

人によるし，事件による。捜査段階の接見は，多いと２～３日に１回，取調べが１回

しかないなら１か月に１回のこともある。公判段階では準備のため２回くらい接見す

る。 

韓国には「接見弁護士」という俗語がある。弁護活動のためではなく接見室に来ても

らうことを目的に選任する弁護士がいることは確かである。接見時間によって，１週間

に３回・１回１時間でいくらという契約をするらしい。 

A６２ 

活用例は，あることはある。客観的な証拠があると，取調官を呼ばないこともある

が，供述調書で有罪無罪が決まる事件では必ず捜査官が証人として呼ばれる。 

A６４ 

私は今まで国民参与裁判を３回経験したが，公判準備手続はいずれも１回で終わっ

た。公判準備手続に入る前に，証拠意見，証人申請，事実照会申込み機関などについて

裁判所と検事と十分話し合いができるので，公判準備手続では日程と順番などを決めれ

ば良い。 

公判準備手続で一番気にするのは証人尋問の順番と時間である。裁判所としては可能

な限り１日で終わらせようとするが，弁護側証人を棄却されないようまとめるのが難し

く，重要である。 

A６７ 

最近は，世論のことを大変気にしている。法理論的には十分戦えると思っても世論の

傾向が友好的ではない場合，国民参与裁判を希望するかどうか決めるのは結構難しい。

被告人が自信を持って国民参与裁判を希望する場合，かなり悩む。 

裁判は裁判であり，世論のことを気にするべきではないと思うが，一般人の考え方は

偏っているので（特に韓国はひどいかもしれない。），世論の傾向を相当の時間をかけて

調べる。 

性犯罪（これも時によって傾向がかなり変わる。），詐欺罪，職権濫用罪などが，かな

り世論が厳しい。 

A６８ 

最近，いくつかの裁判で，陪審員の無罪評決を裁判部が受け入れずにひっくり返して

しまい，話題になった。 

裁判所の方は，決められた陪審員が結構な比率で断るので苦労をしているそうだ。 

以上 
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韓国⑦ 警察庁からの回答 

 

今回の調査では，先方の都合により，警察署への訪問は実現しなかったが，韓国警察庁か

ら質問事項に対する書面回答を得ることができた。 

回答書を和訳した内容は，以下のとおりである。 

 

１ 取調べの弁護人参与関連 

 

(1) 被疑者取調べ関連 

 

A.０１ 

質問に記載された期間のとおり捜査機関別に最長拘束期間を規定しており，司法警察官

が被疑者を拘束したときには最長１０日以内に検事に引致しなければならないが，この期

間内に必要な被疑者尋問などの調査を終えて事件を送致しており，事件を送致した後の司

法警察官の被疑者取調べはほとんどなく，必要な場合検事が随時調査（取調べ）してい

る。 

検事は事件の送致を受けてから随時被疑者尋問（取調べ）をしているが，検事の調査時

点に関する正確な検察内部規定や指針の有無については分からない。 

（参考条文略） 

A.０２ 

事件内容と状況によってそれぞれ違うので一般的な返答を差し上げることができない。 

A.０３ 

事件内容と状況によってそれぞれ違うので一般的な返事を差し上げることができない。

ただし逮捕された被疑者の場合，通常被疑者取調べは逮捕されてから行われており，拘束

の場合は拘束前後の状況に沿って適切に被疑者取調べが行われることが多い。 

A.０５ 

刑事訴訟法に‘被疑者の陳述は調書に記載しなければならない’という強行規定があ

り，被疑者に対する尋問が行われた場合は調書を必ず作成しなければならない。したがっ

て被疑者に対する調査を行うたびに尋問調書を作成して，被疑者が完全に黙秘する場合に

も調書を作成するケースもある。  

被疑者調査を映像録画する場合にも調書作成義務は維持される。映像録画時に調書作成

が省略される場合は被疑者でない性暴力被害者が児童又は障がい者であるケースで，映像

録画を実施して調書の代わりに速記録作成が可能になるとして運営中である。 

（参考条文略） 

A.０６ 

刑事訴訟法上，拘束中である被疑者に対する明示的調査（注：取調べ）受忍義務規定は

ない。ただし判例では，拘束令状発付によって適法に拘禁された被疑者が被疑者尋問のた
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めの出席要求に応じない場合は，拘束令状の効力によって調査室（注：取調室）へ勾引す

ることができると判示している。 

[大法院  ２０１３. ７. １.  ２０１３モ１６０] 

捜査機関が，管轄地方法院判事の発付した拘束令状によって被疑者を拘束する場合，そ

の拘束令状は基本的に将来公判廷への出席や刑の執行を担保するためのものだが，これと

共に法第２０２条，第２０３条で定める拘束期間の範囲内で，捜査機関が法第２００条，

第２４１条ないし第２４４条の５に規定された被疑者尋問の方式で拘束された被疑者を調

査するなど，適正な方法で犯罪を捜査することも想定済みであろう。したがって拘束令状

発付によって適法に拘禁された被疑者が被疑者尋問のための出席要求に応じず捜査機関調

査室への出席を拒否するならば，捜査機関はその拘束令状の効力によって被疑者を調査室

へ勾引できるとみなされる。ただしこのような場合にもその被疑者尋問手続はあくまでも

法第１９９条第１項本文，第２００条の規定にともなう任意捜査のひとつの方法として進

められなければならず，被疑者は憲法第１２条第２項と法第２４４条の３により一切の陳

述を行わなかったり，個々の質問に対し陳述を拒否することができ，捜査機関は被疑者を

尋問する前にそのような権利を伝えなければならない。 

 

(2) 取調べの弁護人参与関連 

 

A.０７ 

最近５年間警察調査過程での弁護人参与統計は次のとおりである。 

年度 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 

計 ３，８３９ ５，０９２ ５，９４１ ９，７８１ １３，５２９ 

 

A.０８～０９ 

警察庁は１９９９年に捜査機関として初の「被疑者尋問過程弁護人参与制」指針を制

定，施行して以来警察調査過程での弁護人の参与権を保障するために関連制度を拡大運営

してきた。 

○ ２００７年刑事訴訟法改正により弁護人参与権が明文化されて持続的に制度履行現況を

管理しており 

 ２０１３年には制度の規範力向上をめざし既存指針を補完，「弁護人接見・参与等規

則」（警察庁訓令）を制定して適用対象を被害者など全ての事件関係人に拡大した 

 ２０１８年３月には警察捜査改革の一環として「弁護人参与権実質化方案」を施行し

て，警察調査過程でのより積極的・具体的な弁護人の参与を保障している 

※ ２０１８年８月「弁護人接見・参与等規則」（警察庁訓令）改正を通じてこれを明文化 
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＜弁護人参与関連法令＞ 

区分 刑事訴訟法 捜査準則（大統領令） 「弁護人接見・参与等

規則」（警察庁訓令） 

尋

問

前 

弁護人の参与 正当な事由がない限

り尋問に参与するよ

うにしなければなら

ない 

正当な事由がない限

り尋問に参与するよ

うにしなければなら

ない 

捜査に著しい支障を

与える憂慮がない限

り尋問に参与するよ

うにしなければなら

ない 

日程協議 － － 弁護人と尋問前に調

査日時・場所を事前協

議，通知 

尋

問

中 

調査便宜 － － －実質的な助力をす

ることができるよう

に座席配置など便宜

確保 

－調査が長くなる場

合，調査の流れなどを

考慮して休息付与 

弁護人メモ － 下の各号の事由が発

生して捜査に著しい

支障がある場合，参

与制限可能 

１.不当な尋問介入

等 

２.被疑者の代わり

に返答，特定の返答

又は陳述反復誘導 

３.刑事訴訟法規定

に反する不当な異議

提起 

４.撮影・録音・記録

（簡単なメモ除外） 

捜査機密漏洩などの

憂慮がない限り最大

限メモの保障 

助言及び相談 － 尋問妨害などの憂慮

がない限り助言・相談

の保障 

意見陳述 尋問後意見陳述 

※尋問中不当な尋問

方法に対する異議提

起や承認を得て意見

陳述 

捜査に顕著な支障が

ない限り意見陳述要

請を最大限承認 

弁護人参与制

限 

尋問参与及び制限に

関する事項を尋問調

書に記載 

尋問妨害・陳述反復誘

導等捜査に顕著な支

障があるとき 

準用規程 － － 被嫌疑者（被内偵者）・

被害者・参考人に準用 

＊ 捜査準則：「検事の司法警察管吏に対する捜査指揮および司法警察管吏の捜査準則に関

する規程」 
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○ このように関連制度を強化し持続的に管理してきた結果，制度に対する共感が内外に形

成され弁護人の警察調査参与も増加する傾向＊にある。 

＊ 警察調査過程で弁護人参与回数１５,６７３件(２０１８年６月～２０１９年５月)，前年

対比３４.３%増加 

○ 警察調査過程での弁護人の参与は不安定な心理状態である事件関係人に心理的安定を提

供して調査に集中できる環境を作ったり， 

 与えられた事実関係を基に，法理解釈・意見導出などにつき相互間の理解に基づき調査

に役に立つ場合があるという警察官・弁護人・事件関係人の意見がある。 

 

A.１０・５７ 

関連法令は正当な事由がない限り弁護人の尋問参与を規定しているが，捜査に著しい支

障が生じる一定の＊場合に限り，参与を制限することができるように規定している。 

※主な類型：△不当な尋問介入△被疑者の代わりに返答又は陳述反復誘導△不当な異議提起

△撮影・録音・記録（簡単なメモは除外） 

A.１１ 

警察庁で’２０１８年３月に施行した「弁護人参与権実質化方案」を通じて調査日程を

弁護人と事前協議している。 

※制度主要内容は‘A.０８～０９’の回答を御参考にしてください。 

A.１２ 

弁護人の参与申請を受ける場合，弁護人と尋問日時を協議して弁護人が参与できる相当

な時間を与えなければならないが，連絡不可などで協議が成り立たなかったり協議した日

時・場所で実際に弁護人が参与しない場合には，電話又は携帯電話メッセージなどで通知

した後に取調べが可能になる。 

A.１４ 

検察捜査官の尋問参与弁護人に対する後方着席要求行為が違憲確認（憲法裁判所，２０

１６憲マ５０３決定）されるなど，関連規程準備が要請されるに伴い， 

○ 「弁護人接見・参与等規則」には，弁護人が尋問に参与する場合，実質的な助力が可能

になるよう弁護人の座席を被疑者の横に用意するなどの方法で座席配置するように規定を

新設した（第１０条）。 

○ また，尋問に参与した弁護人に尋問事項を簡単にメモできるよう最大限保障している

（ただし，撮影・録音は禁止）。 

A.１５ 

「弁護人接見・参与等規則」によって捜査に著しい支障が発生して弁護人の参与を制限

する場合， 

 警察官はその内容を調書に記載し，被疑者又は弁護人にその事由を説明して意見を陳述

する機会を与えなければならず，事由が解消されたときには尋問に再び参与してもらう

（規則第１５条）。 
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 弁護人の参与を初めから認めない事例はないものと推定され，参与を制限して途中退出

させることは可能であるが，どの程度の頻度であるかは統計的に管理しておらず分からな

い。 

 

２ 身体拘束制度関連 

 

A.１８ 

実務的に捜査機関と司法府で拘束事由を判断するときは，より慎重になる傾向にあると

判断される。 

 

３．証拠開示関連（被疑者段階） 

 

A.２７ 

刑事訴訟法第２６６条の３を通じて公訴提起以後，段階に応じて被告人又は弁護人の申

請にともなう‘証拠開示制度’を置いているが，公訴提起前の捜査段階ではこれを許容し

ておらず，「警察捜査書類閲覧・謄写に関する規則」（警察庁例規）により被疑者・被陳情

人，その弁護人は告訴状，告発状，陳情書の閲覧・謄写を申請するようにしている 

※ この場合告訴・告発状，陳情書の内容のうち嫌疑事実に限定して個人情報，嫌疑事

実のうち参考人に関する事実，証拠方法及び添付された提出書類などは除外。 

これとは別に刑事訴訟法第１８４条により検事・被告人・被疑者・弁護人に‘証拠保全

の請求’権を認めており，この場合同法第１８５条により判事の許可を得て関連書類と証

拠物に対する閲覧・謄写をすることができる。 

（参考条文略） 

A.２８ 

事件と状況によって様々であるが，捜査官の判断に従って被疑者の陳述に矛盾があった

り，嘘の否認をする場合，被疑者の嘘の陳述を明らかにするため証拠を提示する場合があ

り得，被疑者が覚えていないときには記憶を喚起するために提示する場合がある。 

 

４．その他 

 

A.５８ 

警察の最近５年間（２０１４～２０１８年）罪種別映像録画実施現況は次のとおりであ

る。 

年度 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 

計 ６７,３５４ １００,３８８ ６８,８２９ ５６,０４３ ５４,３６５ 
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A.６１～６２ 

警察段階での弁護人参与は捜査段階における被疑者の人権を保障し，適法手続遵守可否

を監視するなどの次元で成り立っており，調査者（注：取調官）証言制度とは特に関連性

はないと判断される。 

○  刑事訴訟法上，調査者証言（第３１６条第１項）は２００７年の刑事訴訟法改正時に検

事の被疑者尋問調書の証拠能力下降を前提に反対尋問権保障と公判中心主義実現のために

導入されたが， 

 実際には検事被疑者尋問調書に対して優越的証拠能力が維持されており，法廷に調査者

を呼んで証言を聞く必要性は大きくなく，制度が活性化されていない。 

○  日本の場合，警察と検事が作成した被疑者尋問調書間に証拠能力の差異は見られない

が， 

 韓国の場合，法廷で被告人が内容を否認したとき，警察調書は証拠として使用が不可能

ある一方，検事調書は証拠として使用することができ，調書作成の主体によって証拠能力

に差異がある。 

○  これに対し現在刑事訴訟法改正を議論中である司法改革特別委員会では 

 検事調書の証拠能力も警察調書と同じく被告人又は弁護人が内容を認める場合に限って

認める法改正を推し進めており， 

 このような内容に法が改正されれば，被告人の捜査段階陳述を確認するための‘調査者

証言’が活性化して公判中心主義が定着すると見られる。 

A.６９ 

合意文発表以後，国会司法改革特別委員会が構成されて合意文の趣旨を反映した刑事訴

訟法など捜査権調整法案を議論中であるが，いまだ法律改正には至っておらず警察と検察

の関係変化はない。 

○ （合意文発表背景）合意文発表以前から長らく検察・警察捜査権調整関連立法の試みは

頻繁にあったものの，全て失敗に終わっている。 

 現政府は検察改革に対する国民的な熱い要望をくみ，捜査権調整を国政の課題として選

定して推し進め，昨年歴史上初めて合意文を発表した。 

○ （捜査権調整法案主要内容）△検事の捜査指揮廃止△警・検協力関係設定△警察に１次

的捜査終結権を付与した。 

 国会で捜査権調整法案が通過すれば，検察と警察の関係が過去の‘命令と服従’の垂直

的関係から‘牽制と均衡’の水平的関係に変化するものと予想される。 

 特に，検事が作成する被疑者尋問調書の証拠能力を警察が作成する被疑者尋問調書と同

一の条件に制限した点は公判中心主義実現のために望ましい方向である。 

 ただし，検事の直接捜査範囲を従前どおり幅広く規定しており，警察捜査に対して過度

に介入する余地が残り，警察捜査の主体性を阻害する憂慮もある。 

A.７０ 

様々な他の刑事司法改革課題が進行中であるが，代表的なものは検察改革の一環として

議論されている高位公職者犯罪捜査処（以下，「公捜処」という。）の新設である。 
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○ 公捜処は△大統領△国会議員△警務官以上の警察公務員△判事・検事など高位公職者の

不正腐敗を捜査する機関である。 

○ 高位公職者の腐敗根絶のための国民の要求が増加しており，現行制度下では検察に対す

る牽制が不可能であるという理由から国会で公捜処新設が議論中であり警察はその趣旨に

共感している。 

以上 
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