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警察における取調べの録音・録画の試行の検証について

第１ 取調べの録音・録画の試行の拡充

１ 試行の経緯

平成24年２月、国家公安委員会委員長が主催する「捜査手法、取調べの高度

化を図るための研究会」による最終報告（以下「大臣研究会最終報告」という。）

が取りまとめられ、取調べの可視化の在り方について更に検討を進めるため、

従来の録音・録画の試行内容を更に拡大すべきであるとの提言が行われた。

警察庁においては、大臣研究会最終報告を受け、平成24年３月、警察として

取り組むべき施策を取りまとめた「捜査手法、取調べの高度化プログラム」を

策定し、これに基づき、取調べの録音・録画の試行を拡充することとし、裁判

員裁判対象事件に係る試行指針及び知的障害を有する被疑者に係る試行指針を

新たに定めた。

２ 試行の趣旨

公判における被疑者の供述の任意性、信用性等の的確な立証に資する観点か

ら取調べの機能を損なわない範囲内で、警察における取調べについて録音・録

画を試行し、その在り方について検討することとする。

３ 試行の開始

裁判員裁判対象事件に係る拡大後の試行は平成24年４月から、知的障害を有

する被疑者に係る試行は同年５月から、それぞれ開始された。

第２ 裁判員裁判対象事件に係る試行

１ 拡大後の試行の概要

(1) 試行の目的

裁判員裁判において、供述の任意性、信用性等について、取調べ状況等の

客観的な記録による的確な判断が可能となるよう、その方策を検討すること

を目的として、取調べの機能を損なわない範囲内で、警察における取調べに

ついて録音・録画の試行を拡大することとした。

(2) 試行の対象とする事件

試行は、裁判員裁判対象事件のうち、公判において供述の任意性、信用性

等について争いが生じるおそれがあるなど、取調べ状況等を客観的に記録す

ることが、裁判所等の的確な判断に有効であると認められるもの（被疑者が

自白をしている場合に限らず、否認等をしている場合も含む。）を対象とす

ることとした。ただし、次の場合は、対象から除外することとされた。
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① 被疑者が録音・録画を拒否した場合

② 組織犯罪等において、録音・録画することにより、取調べの真相解明機

能が害されたり、関係者の身体、名誉、プライバシー等の保護やその協力

確保、その後の捜査等に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

③ 被疑者が外国人である事件で通訳人の協力が得られない場合や、録音・

録画をすることが時間的又は物理的に困難である場合等、録音・録画の試

行に障害があると認められる場合

(3) 試行の対象とする場面

試行の目的に照らし、供述の状況、供述以外の証拠関係等を総合的に勘案

しつつ、取調べの機能を損なわない範囲内で、身柄拘束中の被疑者に係る弁

解録取又は取調べのうち、送致の前後や捜査過程の段階の如何を問わず、捜

査上又は立証上相当と認められる場面（例えば、次の①から⑤までに掲げる

場面）を適切に選択し、必要と認める都度、録音・録画を実施することとさ

れた。この場合において、供述内容に捜査上又は立証上重要な変遷がみられ

るときには、その点に配意して録音・録画を実施することとされた。

① 弁解録取を行う場面（犯罪捜査規範（昭和32年国家公安員会規則第２号）

第130条第１項各号に掲げる措置をとる状況をいう。）

② 供述調書に録取する前に、供述調書に録取する予定の重要な供述内容を

被疑者に対して確認する場面又は否認する被疑者が自白に転じた後の供述

内容やその変遷の理由を確認する場面若しくは否認している被疑者に弁解

を尽くさせる場面等（以下「プレビュー」という。）

③ 捜査過程の比較的早い段階で、完全な自白が得られていなくても、事実

関係についての自白や、秘密の暴露等を録取した供述調書を作成する場合

において、録取内容を被疑者に読み聞かせ、閲覧させ、署名押（指）印を

求めている場面

④ 事件の全容がおおむね解明された時点で、犯行の概略等を録取した供述

調書を作成する場合において、録取内容を被疑者に読み聞かせ、閲覧させ、

署名押（指）印を求めている場面

⑤ 供述の経過、取調べの状況、既に作成された供述書又は供述調書に録取

されている供述内容等について質問し、被疑者が応答する場面（以下「レ

ビュー」という。）
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２ 平成24年12月検証の結果

試行が拡大された平成24年４月から同年９月末までの検証結果が報告書とし

て取りまとめられ公表されている。その概要は、次のとおりである。

(1) 検証対象件数等

平成24年12月の検証は、試行拡大から６か月間の試行について行われたも

のであり、この間に実施された1,241件(実施回数1,689回)の試行が対象とさ

れた。

(2) 実施時期

録音・録画の実施時期は、「送致前に実施したもの」が最も多く、全体の

４割を超えている。

(3) 実施時間

録音・録画の実施時間は、「10分以上20分未満」が最も多く、約４割を占

め、平均は21分であった。

(4) 拒否事案

録音・録画をされることに対し、「弁護人による指導等」などを理由とし

て拒否したため、録音・録画を実施しなかった事例が92件あった。

(5) 実施場面

試行拡大後は、「供述調書の読み聞かせ等の場面」のほか、「弁解録取場面」

や「プレビュー場面」など、多様な場面で実施されている。

(6) 自白・否認別の実施状況

全部自白事件は65.0％、否認事件は34.5％であり、なかでも3.6％は全部

否認で実施している。

(7) 複数回実施状況

録音・録画の実施については、一事件に対し、１回の実施が７割を超え、

平均は約1.3回であった。

(8) 録音・録画されたＤＶＤの公判における利用状況

警察の録音・録画記録(ＤＶＤ)の利用状況については、平成24年９月末で

481件が証拠開示されたほか、公判における証拠調べにおいてＤＶＤが再生

された事例は６件あった。

(9) 試行に従事した取調べ官の意見

検証に当たっては、試行に従事した取調べ官1,116人から意見を聴取して

いる。

その結果、「試行による録音・録画は有効である」と回答した取調べ官は、

91.5％であった。
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取調べの全過程を録音・録画することについては、37.7％の取調べ官が、

「そうすべきである」又は「事件によっては、全過程を録音・録画した方が

よい場合がある」と回答している。

取調べの録音・録画を義務付けることについては、「個別の事件ごとに、

事件の内容、被疑者の性格、属性や特性、証拠関係、取調べの機能への支障

の有無等を考慮して、録音・録画の実施を判断すべきであり、一律に義務付

けるべきではない」と回答した取調べ官は、86.8％であった。

(10) 試行拡大後の実施状況の評価

平成24年12月の検証報告書においては、初期段階をはじめ、様々な時期や

場面で広く録音・録画を実施することは、一般に供述の任意性、信用性等の

的確な立証を図る観点から、効果的であるといえる反面、事件の内容、被疑

者の性格、属性や特性、証拠の収集状況等によっては、罪種にかかわらず取

調べによる真相解明に支障を及ぼすおそれがあることから、取調べの録音・

録画の在り方を検討する際の実証的資料を収集するため、一層積極的に試行

に取り組む必要があると評価された。

３ 拡大後の試行の実施状況

今回の検証は、試行を拡大した平成24年４月から平成25年３月末までの間を

対象として実施したものである。

(1) 試行の実施状況

裁判員裁判対象事件に係る試行を開始した平成20年９月から平成25年３月

末までの月別の実施状況は下表のとおりである。

また、試行を拡大した平成24年４月以降の月別の実施件数は、月平均200

件を超えている。

平成24年４月以降、本年３月末までにおける裁判員裁判対象事件等として

報告があった検挙件数は、3,415件（暫定値）＊１であり、そのうち録音・録

画を実施した事件は、2,637件＊２（被疑者2,399人＊３、4,172回）であり、実

施率は77.2％となっている。

（単位：件）

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月 合計

20年度 12 9 10 13 8 14 8 74

21年度 21 20 35 41 40 29 30 32 30 23 23 34 358

22年度 17 26 45 29 34 39 29 32 36 26 22 24 359

23年度 28 51 82 98 94 100 108 114 121 82 111 129 1,118

24年度 138 201 224 238 187 253 264 236 188 241 234 233 2,637
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＊１ 3,415件は、対象期間中に裁判員裁判対象事件の検挙として報告があった件数(3,311件)と非対象

事件(裁判員裁判対象事件と併合審理が見込まれる事件をいう。以下同じ。)104件の合計数。

＊２ 2,637件には、対象期間中に実施した非対象事件が含まれる。

＊３ 同じ被疑者について複数の事件で録音・録画を行った場合は、それぞれ１件として計上している

ため、被疑者数が実施件数よりも少なくなっている。

また、試行を拡大した平成24年４月以降の月別の実施率をみると、４月は

54.5％であったが、その後、緩やかに増加を続け、本年３月では91.4％とな

っている(表１)。

以上の状況から、裁判員裁判対象事件について、試行拡大後一層積極的に

試行に取り組んできていることがわかる。

(2) 罪種別実施件数

罪種別では、強盗致傷854件、殺人等688件、現住建造物等放火279件、強

姦致傷等170件、強制わいせつ致傷等162件、傷害致死113件、強盗強姦等78

件、通貨偽造等71件、覚せい剤取締法違反等50件、強盗殺人等41件、危険運

転致死23件、身代金目的拐取２件、その他106件となっている（表２）。
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注１ 「殺人等」には殺人幇助を、「強盗殺人等」には強盗致死を、「強盗強姦等」には強盗強姦致傷

を、「強姦致傷等」には集団強姦致傷及び準強姦致傷を、「強制わいせつ致傷等」には準強制わい

せつ致傷を、「通貨偽造等」には偽造通貨行使（交付）を、「覚せい剤取締法違反等」には麻薬特

例法違反を含む。「その他」は、保護責任者遺棄致死２件と非対象事件である死体遺棄28件、凶

器準備集合罪16件、強姦12件、窃盗９件、強盗８件、傷害７件、強制わいせつ６件、非現住建造

物等放火３件、保護責任者遺棄３件、詐欺３件、建造物等以外放火２件、暴行２件、準強姦１件、

準強制わいせつ１件、器物損壊１件、監禁１件、強要未遂１件である。

未遂処罰規定のある罪名については、未遂を含む。

注２ 本資料中の図表による構成比については、四捨五入の関係で、合計の数値と内訳の数値の計算

が一致しない場合がある（以下同じ。）。

(3) 都道府県別実施件数 【表３】実施件数の多い警察

期間中、実施件数が多かった都道府県警察は

表３のとおりである。裁判員裁判対象事件の取

り扱いが多い大規模の警察を中心に実施件数が

多くなっている。

件数 実施都道府県
331 大阪
313 警視庁
189 愛知
162 千葉
149 神奈川
131 兵庫
116 埼玉
113 北海道
110 福岡
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(4) 拒否事案

試行指針においては、録音・録画を実施するに際して被疑者に対してその

旨を告知し、明確な拒否等がなされない限り、実施することとされているが、

録音・録画を実施する旨を被疑者に告知した際、被疑者が録音・録画を拒否

した件数は178件である。

被疑者が拒否した理由で最も多かったのは、①「弁護人による指導等」で

55件（30.9％）、拒否理由が明確でない「その他」を除き、次に多いのは、

②「録音・録画されることに対する羞恥心や嫌悪感」44件（24.7％）、③「録

音・録画の意義に対する疑念や警戒心」25件（14.0％）、④「共犯者の報復

に対する恐怖心等」４件（2.2％）の順となっている。⑤「その他」は、50

件（28.1％）であった。

それぞれの具体例は、次のとおりである（表４）。

① 弁護人による指導等

○ 「弁護士から断るように指示されているので拒否します。」

② 録音・録画されることに対する羞恥心や嫌悪感

○ 「カメラを気にしすぎて普段どおり話ができないので嫌だ。」

○ 「緊張してうまく話せない。」

③ 録音・録画の意義に対する疑念や警戒心

○ 「取調べで素直に答えているから録音・録画はやらない。」

○ 「録音・録画が自分にとって有利なのか不利なのか分からない。」

④ 共犯者の報復に対する恐怖心等

○ 「共犯者のことを話しているところをビデオに残されるのは嫌だ。」

⑤ その他

○ 「黙して語らず。」

○ 「体調が悪い。」

などであった。
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(5) 実施時期

録音・録画の実施時期については、「送致前に実施したもの」が全体の

46.8％（1,953回）で最も多く、次に「逮捕後13日目から17日目（勾留延長

以降）に実施したもの」が18.5％（770回）の順となっている（表５）。また、

実施時期の平均は逮捕後5.7日＊４である。

平成24年12月検証時には、最も多かったのは「送致前に実施したもの」で

全体の43.2％を占め、僅かながら今回の検証時の方が増えている。また、実

施時期の平均は1.2日早くなっている。

＊４ 対象期間中に裁判員裁判対象事件等として実施した2,637件のうち、1回目を実施（2,602件）

した時期を比較（2,602件は、35件の追送致事件を除いた件数）。
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また、試行を拡大した平成24年４月以降の月別の録音・録画実施時期を見

ると、４月では「送致前に実施したもの」と「逮捕後13日目から17日目（勾

留延長以降）に実施したもの」がそれぞれ全体の32.5％(50回)で最も多かっ

たが、その後、「送致前に実施したもの」は増加し、本年１月には最も高い

57.0％(245回)となり、同年３月では46.7％(212回)となった。反面、「逮捕

後13日目から17日目（勾留延長以降）に実施したもの」は、本年３月では

15.9％(72回)と大幅に減少した。その他の実施時期では、いずれも割合に大

きな変化はなかった(表６)。

更に、月別実施時期について、一回目の録音・録画を実施した時期を見る

と、平成24年４月では「送致前に実施したもの」が全体の35.6％(48回)と最

も多く、その後、増加し、本年１月では、69.6％(167回)となり、同年３月

になると62.8％(145回)となった。反面、「逮捕後13日目から17日目（勾留延

長以降）に実施したもの」が、平成24年４月では33.3％(45回)と「送致前に

実施したもの」に次いで多かったが、その後、減少し、本年３月になると

7.4％(17回)と大幅に減少した。その他の実施時期では、「逮捕後３日目から

７日目」が僅かに増加し、本年３月では15.2％(35回)と「送致前に実施した

もの」に次いで多く、「逮捕後８日目から12日目」と「逮捕後18日目以降」

がいずれも僅かに減少した(表７)。
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以上の状況から、逮捕後、早い時期に録音・録画を実施する傾向が強まっ

ていることがわかる。これは被疑者の供述の任意性、信用性を確保するため

には、被疑者の初期供述を録音・録画することが有効であると考えているた

めであると思われる。

(6) 実施時間

録音・録画の実施時間は、「10分以上20分未満」が1,515回（36.3％）と最

も多く、次に「20分以上30分未満」が912回(21.9％)、「10分未満」が571回

(13.7％)であり、その他「30分以上のもの」は1,174回（28.1％）となって

いる（表８）。最長は269分、最短は1分で、平均は27分である(最短の１分の

事例は、「告知の上、録音・録画を開始したところ、拒否に転じた。」「弁護

士から黙秘するように指導されたと申し立てた後、黙秘した。」など、短時

間で終了したものである。)。

平成24年12月検証時では、「10分以上20分未満」が全体の44.7％と最も多

く、次に「20分以上30分未満」が21.0％、「10分未満」が15.2％、「30分以上」

が19.1％、平均は21分であった。

35.6 

69.6 

62.8 

8.1 

15.2 14.1 
11.3 

33.3 

7.4 8.9 
3.5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

％

【表７】月別実施時期（一回目）

送致前

逮捕３日目から7日目
(勾留5日目まで)

逮捕8日目から12日目
(勾留6日目から10日目まで)

逮捕13日目から17日目
(勾留11日目から15日目まで)

逮捕18日目以降
(勾留16日目以降)
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また、試行を拡大した平成24年４月以降の月別の録音・録画実施時間を見

ると、平成24年４月では「10分以上20分未満」が全体の44.2％(68回)で最も

多かったが、その後、減少し、本年３月では25.6％(116回)と大幅に減少し

た。また、「10分未満」についても平成24年４月では16.9％(26回)であった

が、その後、増減を繰り返しながらも本年３月では8.1％(37回)と減少した。

一方、「30分以上40分未満」「40分以上50分未満」「50分以上60分未満」「60

分以上」が増減を繰り返しながらも増加した。なお、「20分以上30分未満」

には大きな変化はなかった(表９)。

以上の状況から、試行を拡大後、徐々にではあるが録音・録画実施時間が

長くなってきていることがわかる。
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(7) 実施場面

試行指針において示された実施場面のそれぞれの実施回数及びその割合

は、「弁解録取場面」が810回（19.4％）、「プレビュー場面」が1,162回

（27.9％）、「レビュー場面」が529回（12.7％）、「供述調書の読み聞かせ等

の場面」が1,065回（25.5％）、「その他」は、「供述調書作成を伴わない取

調べ等」(以下「ライブ方式」という。)で606回(14.5％)となっている

（表10）。

平成24年12月検証時においては、「弁解録取場面」が17.5％、「プレビュー

場面」が22.9％、「レビュー場面」が16.3％、「供述調書の読み聞かせ等の場

面」が37.6％、「ライブ方式」が5.7％となっている。

また、試行を拡大した平成24年４月以降の月別の録音・録画実施場面の状

況をみると、平成24年４月では「供述調書の読み聞かせ等の場面」が100回

（64.9％）で最も多かったが、本年３月では72回(15.9％)と大幅に減少した。
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【表９】月別時間区分

10分未満

10分～20分未満

20分～30分未満

30分～40分未満

40分～50分未満

50分～60分未満

60分以上
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反面、平成24年４月に少なかった「プレビュー場面」17回（11.0％）、「ライ

ブ方式」１回（0.6％）が、増減を繰り返しながらも、本年３月には「プレ

ビュー場面」140回(30.8％)、「ライブ方式」131回(28.9％)と大幅に増加し

た。その他、「弁解録取場面」が平成24年４月では14回（9.1％）が、本年３

月には77回(17.0％)と増加し、「レビュー場面」は平成24年４月では22回

(14.3％）が、本年３月では34回(7.5％)と減少した。

以上のように、従来の試行から行っていた「供述調書の読み聞かせ等の場

面」や「レビュー場面」が大幅に減少し、「弁解録取場面」や「プレビュー

場面」、「ライブ方式」など、多様な場面で実施していることが分かる(表11)。

また、「弁解録取場面」が増加したことからは、供述の任意性、信用性等

を立証するうえで、初期供述を確保することが重要との認識をしてきている

ものと考えられる。更に、本年３月の段階では、「プレビュー場面」「ライブ

方式」を併せると59.7％に上っているが、いずれの場面についても被疑者に

多くの発言機会を与える方法であることから、供述の任意性、信用性等の立

証の観点からは、このような被疑者との質問・応答等を中心とした「プレビ

ュー」や「ライブ方式」が効果的であると考えているものと思われる。

このように「プレビュー場面」「ライブ方式」の実施回数の増加と同場面

の実施時間が長くなったことが、全体としての録音・録画の実施時間が長く

なっていることの一つの理由と思われる。
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【表１１】月別実施場面

弁解録取を行う場面

供述調書に録取する前に録音・録画

する場面(プレビュー)

供述調書の読み聞け、署名・指印等

の場面

既に作成された供述調書等に録取さ

れている内容について質問する場面

（レビュー）

その他
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「弁解録取場面」についての主な意見

ア 利点

○ 「弁解録取は、取調べと異なり、逮捕直後の被疑者の言い分をありの

ままに録取する手続きであることから、これが記録として残るため、そ

の後、供述内容が変化したときに有効である。」

イ 問題点

○ 「自供している被疑者は問題ないが，否認被疑者の場合は，供述が固

定するおそれがある。」

○ 「逮捕直後であるために被疑者の精神的動揺が大きく、それまでの被

疑者の態度とは違い、録音・録画下では明らかに口が重くなった。」

「プレビュー場面」についての主な意見

ア 利点

○ 「供述が変遷する被疑者の場合、その変遷する状況が明らかになる。」

○ 「被疑者が自発的に供述している場面をより多く確保できる。」

○ 「被疑者が身振り手振りで供述する状況など、供述調書だけでは表現

しにくい状況が分かりやすい記録として残せる。」

イ 問題点

特に問題点としての意見はなかった。

「供述調書の読み聞かせ等の場面」についての主な意見

ア 利点

○ 「被疑者自ら署名指印等をしている状況が客観的に記録できる。」

イ 問題点

○ 「プレビュー場面に比べて、被疑者が自発的に供述する場面が少ない

ことから，任意性の立証上、被疑者の態度が分かりにくい。」

「レビュー場面」についての主な意見

ア 利点

○ 「供述調書や被疑者が任意に作成した上申書等を確認することによっ

て、被疑者の態度や表情から、供述調書、上申書等が任意に作成された

ものであることが立証できる。」

○ 「一旦作成された供述調書等の内容を確認する場面であるため、円滑

に実施することができる。」

イ 問題点

○ 「被疑者が既に作成された供述調書等の内容と異なる供述をする可能
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性もあり、経験の浅い取調べ官の場合、対応に苦慮することも考えられ

る。」

○ 「既に作成された供述調書等の内容を確認するものであり、被疑者が

自発的に供述する場面が少ないことから供述の誘導や強要がなかったこ

とを立証する上では、必ずしも有効であるとはいえない。」

「ライブ方式」についての主な意見

ア 利点

○ 「形式等を気にせずに自由な質問で実施できるほか、被疑者について

も自由に、かつ自発的に供述できるため、任意性が確保できる。」

イ 問題点

○ 「被疑者の発言機会が増えるため、思いもよらない発言をされる可能

性があり、経験の浅い取調べ官の場合、対応に苦慮することも考えられ

る。」

「各場面共通」の意見

ア 利点

○ 「被疑者の弁解内容及び心理状態が録音・録画されることにより、公

判廷において、裁判員が被疑者の性格や考え方を容易に理解することが

できる。」

○ 「被疑者の供述に信用性があるほか、取調べ官に誘導がないこと、さ

らに被疑者には迎合性がないこと等を立証するのに役立つ。」

○ 「供述調書では表現が困難なものをより分かり易く、記録に残すこと

ができるなど、任意性、信用性等を立証するのに役立つ。」

イ 問題点

○ 「録音・録画をしていないときには、積極的に供述していた被疑者が、

カメラを前にして極端に言葉数が少なくなるなど、供述や態度が大きく

変わってしまった。」

○ 「録音・録画をしていないときは取調べに非協力的であった被疑者が、

カメラを前にすると、殊更に反省している態度を見せるなど、明らかに

自分に有利になるような行動をした。」

○ 「録音・録画をしていないときには、共犯者を含む事実について供述

していた被疑者が、カメラを前にすると急に共犯者を庇う供述になっ

た。」

○ 「性犯罪の被害者については、本件立証に直接関係のないプライバシ

ーの部分まで録音・録画されるおそれがある。」
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(8) 自白・否認別の実施状況 【表１２】 供述状況

表12のとおり、56.4％は全部自白

事件における実施であるが、43.3％

は否認事件における実施であり、な

かでも10.2％は全部否認で実施して

いる。なお、全部自白、一部否認、

全部否認以外の「その他」は黙秘等

である(表12)。

平成24年12月の検証時は、65.0％が全部自白事件、34.5％が否認事件、ま

た3.6％が全部否認であった。

また、試行を拡大した平成24年４月以降の月別自白・否認の実施状況は、

４月では、全部自白が77.3％(119回)と多く、否認(全部・一部否認を含む。)

が22.7％(35回)と少なかったが、その後、全部自白は減少、反面、否認が増

加し、本年３月では全部自白が49.6％(225回)、否認(全部・一部否認を含む。)

が50.4％(229回)と僅かに否認が上回った(表13)。

以上の状況から、試行拡大後は、自白事件に限らず、否認事件についても

試行の趣旨を踏まえて積極的に録音・録画を実施していることが分かる。

回数 割合

2,355 56.4%

1,383 33.1%

犯意 878 21.0%

行為 398 9.5%

共謀 36 0.9%

その他 71 1.7%

425 10.2%

9 0.2%

供述状況

全部自白
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その他

77.3 

49.6 

22.7 

50.4 

0.0 0.0 0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

％

【表１３】月別供述状況
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(9) 複数回実施状況

試行拡大後は、供述の任意性、信用性等のより的確な判断に資するという

観点から、「必要と認める都度」実施することとされ、必要性が前提とはい

え、同一事件における複数回実施について積極的に取り組むこととされた（表

14）。この点、表14を見ると、１回の実施が1,703件（64.6％）で、２回が

712件(27.0％)、３回が136件（5.2％）、４回が32件（1.2％）、５回以上が

54件（2.0％）であり、平均は1.6回となっている。

平成24年12月の検証時では、１回の実施が73.7％、２回が21.0％、３回が

3.4％、４回が0.8％、５回以上が1.0％であり、平均は1.3回であった。

また、試行を拡大した平成24年４月以降の月別複数回実施状況は、４月は

１回の実施が119件（86.2％）で、２回が17件(12.3％)、４回が１件(0.7％)

５回以上が１件（0.7％）、３回の実施はなかった。その後、１回の実施は減

少、２回の実施が増加し、本年３月では１回の実施が127件(54.5％)、２回

が74件(31.8％)、３回が21件(9.0％)、４回が５件(2.1％)、５回以上が６件

(2.6％)であった(表15)。
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その他、全ての取調べ時において、録音・録画を実施している事件は５件

あり、その内容は次のとおりである。

○ 現住建造物等放火事件

14回の取調べに対して録音・録画を14回実施し、場面としては、「弁解録

取場面」「プレビュー場面」「供述調書の読み聞かせ等の場面」「ライブ方

式」で実施した。

総取調べ時間は、23時間56分、総録音・録画時間は、14時間33分、最長

107分、最短28分であった。

全ての取調べ時に録音・録画を実施した理由は、被疑者が精神的に不安

定であり、理解力にも乏しいことから、供述の任意性、信用性について疑

義が生じるおそれがあったため。

○ 殺人事件

33回の取調べに対して録音・録画を33回実施し、場面としては、「弁解録

取場面」「ライブ方式」で実施した。

総取調べ時間は、74時間40分、総録音・録画時間は、69時間50分、最長

260分、最短10分であった。

全ての取調べ時に録音・録画を実施した理由は、被疑者が取調べに非協

力的であり、また、不合理な供述を繰り返していたことから、被疑者の供

述の任意性、信用性を適切に判断するため。

○ 通貨偽造事件

19回の取調べに対して録音・録画を19回実施し、場面としては「弁解録

取場面」「プレビュー場面」「供述調書の読み聞かせ等の場面」「ライブ方

式」で実施した。

総取調べ時間は、42時間32分、総録音・録画時間は、15時間41分、最長

88分、最短９分であった。

全ての取調べ時に録音・録画を実施した理由は、被疑者が不合理な供述

をするほか、供述の変遷が著しく、供述の任意性、信用性に疑義が生じる

おそれがあったため。

○ 保護責任者遺棄致死事件

12回の取調べに対して録音・録画を12回実施し、場面としては「プレビ

ュー場面」「ライブ方式」で実施した。

総取調べ時間は、31時間33分、総録音・録画時間は、16時間14分、最長

167分、最短51分であった。
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全ての取調べ時に録音・録画を実施した理由は、被疑者が精神的に不安

定であったほか、事件について否認するなど、供述の変遷が見られたこと

から、供述の任意性、信用性に疑義が生じるおそれがあったため。

○ 殺人事件

28回の取調べに対して録音・録画を28回実施し、場面としては「弁解録

取場面」「プレビュー場面」「ライブ方式」で実施した。

総取調べ時間は、63時間39分、総録音・録画時間は、32時間21分、最長

207分、最短14分であった。

全ての取調べ時に録音・録画を実施した理由は、被疑者が不合理な供述

をするほか、事件について完全否認を続けたことから、供述の任意性等を

立証するため。

以上の状況から、１回の実施が依然として多くを占めているものの、２回

の実施が大幅に増加し、３回以上の実施も僅かに増えているほか、一部全て

の取調べ時に録音・録画を実施しているものも見受けられることから、現場

では事件内容や被疑者の特性等を考慮し、必要に応じて複数回の実施を念頭

において実施していると考えられる。

(10) 録音・録画されたＤＶＤの公判における利用状況

録音・録画されたＤＶＤが証拠開示された事例として警察庁に報告があっ

たものは、平成20年９月以降は641件、このうち平成24年４月以降では256件

であった。

また、公判において証拠調べがなされたものとして報告があったものは、

平成20年９月以降は７件であり、このうち平成24年４月以降では２件である。

公判において証拠調べがなされたものは次のとおりである。

事例１ 現住建造物等放火

・ 起訴後に全面否認に転じ、捜査段階の自白には任意性がない旨を主張。

・ 検察官の請求により警察及び検察のＤＶＤが証拠採用。

→ 判決でＤＶＤに言及し「ＤＶＤに記録された映像音声を見る限り、

被告人が、捜査段階での警察官及び検察官による取調べにおいて、公

判段階で供述するような不当な働きかけや強制をうかがわせる様子は

見あたらない」と認定した。

事例２ 強盗殺人等

・ 起訴後に犯意否認に転じ、捜査段階の自白には任意性がない旨を主張。

・ 弁護人請求により警察のＤＶＤが証拠採用。
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→ 判決でＤＶＤに言及し「被告人質問等に顕れ、また、ＤＶＤに録音

・録画された取調べ状況等からすれば、被告人の捜査段階の供述は任

意になされたものではない疑いがあるとはいえず、証拠能力が認めら

れる」と認定した。

事例３ 強盗殺人等

・ 捜査段階では単独犯による犯行を自供していたが、起訴後に「共犯者

がいた」旨主張し実行行為等について否認し、捜査段階の自白には信用

性がない旨を主張。

・ 検察官の請求により警察及び検察のＤＶＤが証拠採用。

→ 警察のＤＶＤには被疑者が供述調書の訂正を申し立てる状況が記録

されていたところ、判決では「仮に単独犯行との供述が虚偽であるの

なら、その状況の細かな態様についてまでわざわざ訂正を申し立てる

とは考えにくい」と指摘した上で、捜査段階の自白の信用性を認めた。

事例４ 傷害致死

・ 起訴後に正当防衛を主張。

・ 検察官の請求により警察及び検察のＤＶＤが証拠採用。

→ 正当防衛は成立しないが、過剰防衛が成立すると判断した（判決で

はＤＶＤに言及していない。）。

事例５ 殺人､強姦致死等

・ 被告人は、起訴後に殺害時に姦淫目的はなかったと主張し、捜査段階

の自白には信用性がない旨を主張。

・ 検察官の請求により検察のＤＶＤが、弁護人の請求により警察のＤＶ

Ｄが、それぞれ証拠採用。

→ 捜査段階の自白の信用性を認め、殺害時に姦淫目的があったと認定

（判決ではＤＶＤに言及していない。）。

事例６ 強盗殺人等

・ 被告人は、被害者ともみ合う際偶然に刺さった旨を主張し、殺意はな

かったことを主張。

・ 弁護人の請求により警察のＤＶＤが証拠採用。

→ 被告人には強い殺意があったと認定（判決ではＤＶＤに言及してい

ない。）。

事例７ 殺人未遂、強姦致傷

・ 被告人には知的障害があり、取調官の誘導に乗りやすく、捜査段階に

おける自白供述は信用できない旨を主張。

・ 弁護人の請求により検察官、警察のＤＶＤが証拠採用。

→ 警察及び検察のＤＶＤに対し、判決では「警察官や検察官からの質
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問に対し、自発的に供述している場面も多々みられるのであって、こ

れらの供述が虚偽のものであるとは考え難く、十分信用できる。」と

して捜査段階の供述の信用性を認定。

(11) 入室からの録音・録画の試行

平成24年12月の検証結果では、録音・録画を拒否する事案が増加してい

るところ、これまでの試行方法ではその理由が客観的に記録されず、拒否

したことが被疑者本人の意思によるものか否かについて疑義が生じること

が懸念された。また、せっかく録音・録画を実施しても、入室後から録音

・録画開始までの記録がないため、この間の取調べの在り方が争点となり

得ることも懸念された。そこで、試行の一環として、一部の府県において

平成25年１月の１か月間、被疑者が取調べ室に入室する場面からの録音・

録画を実施した。

試行期間中、裁判員裁判対象事件での実施は70件を実施し、そのほとん

どは、いずれも

○ 「入室時から録音・録画をすることにより、拒否理由が記録され、そ

の内容が明らかとなるため、利点がある。」

○ 「入室時から録音・録画を実施する場合でも、現行どおり事前告知し

てから録音・録画を実施する場合でも、いずれの場合でも被疑者が拒否

すれば以後の録音・録画は行われないので支障がない。」

という意見であり、支障がないという回答であった。

なお、３件の支障があるとの意見があったが、これは

○ 「録音・録画の実施自体には問題はない。取調べ室への被疑者の同行

は２人以上で行わなければならないという内部規定があり、同行者に録

音・録画担当者以外の捜査員を使わざるを得ないため、人員的に負担と

なる。」

という意見であり、実質的に録音・録画に支障があるという意見はなかっ

た(表16)。
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４ 拡大後の試行に従事した取調べ官の意見

検証の一環として、試行拡大後の平成24年４月から本年３月末までの試行に

従事した取調べ官（2,155人）から意見を聴取した。その結果は次のとおりで

ある。

(1) 試行による録音・録画の有効性に関する評価

供述の任意性、信用性等の立証の観点等から実施した録音・録画の試行の

有効性に関し、どのように評価するかについて試行に従事した取調べ官の意

見を聴取したところ、「大きな効果がある」と回答した者が516人（23.9％）、

「ある程度の効果がある」と回答した者が1,474人（68.4％）、「効果がない」

と回答した者が82人（3.8％）、「分からない」と回答した者が83人（3.9％）

であり、92.3％の取調べ官が試行による録音・録画が有効であると回答した

（表17）。

平成24年12月の検証時においては、試行による録音・録画の有効性につい

て、「大きな効果がある」及び「ある程度の効果がある」と回答した取調べ

官は91.5％、「効果がない」と回答した取調べ官は3.9％であり、９割を超え

る取調べ官が試行による録音・録画は有効であると回答し、本検証において

も試行に従事した取調べ官の意見に大きな変化はなく、多くの取調べ官が有

効と考えている。

以上の結果と試行の状況を踏まえると、否認や黙秘事件を含め、実施場面

等を拡大した録音・録画であっても、その方法如何によっては立証上有効で

あると取調べ官が考えていることが分かる。
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ア 試行による録音・録画が「大きな効果がある」又は「ある程度効果があ

る」とした回答の例

回答を大別すると、①「被疑者の供述の任意性・信用性の判断が容易」

(1,571件）、②「取調べが適正に行われたことが分かる」(1,296件）、③「そ

の他」(168件）に分類された（複数回答あり。）。それぞれの主な例は、次

のとおり、捜査現場では、取調べの機能を損なわない範囲内で、様々な場

面や時期を適切に選定しながら広く録音・録画を実施するという試行方法

であれば、立証上有効であると考えていることが分かる。

①、②の回答の主な例(平成24年12月検証時の意見を含む。)

○ 「被疑者が自ら供述するほか、供述調書への署名押（指）印している

状況が明らかになるなど、供述の任意性と適正な取調べをしていること

が第三者から見ても容易に分かる。」

○ 「供述調書等の書面では分かりにくい被疑者の供述態度、性格等が容

易に判断できるなど、取調べ時の状況が裁判員にも分かり易く証明でき

る。」

○ 「自発的に自供している状況が客観的に明らかになることで、仮に被

疑者が供述を翻した場合でも自白の任意性の立証上有効な証拠となる。」

○ 「後日、自認から一転して否認に転じたとしても、自供している状況

を録音・録画できたことから、供述の任意性、信用性等が争点となって

も書面では分からない被疑者の表情や態度が客観的に確認することがで

きるため、供述の任意性等の判断が容易になる。」

○ 「被疑者とやり取りをしている取調べの状況を録音・録画（複数回の

実施）することで、取調べが適正に行われたことが分かる。」
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③の回答の主な例(平成24年12月検証時の意見を含む。)

○ 「女性被疑者に対して、取調べ官から不適切な言動がなかったことが

証明できるなど、適切な取調べをしていることを担保できるため、効果

的と思われる。」

○ 「被疑者が『公判で否認したいが、ビデオの存在が邪魔で否認できな

い』旨話しているのを聞き、一定の効果があると思った。」

○ 「否認事件で、矛盾点を追及した際、被疑者は合理的な説明ができず、

しどろもどろとなる状況が録音・録画できた。」

○ 「事件によっては、録音・録画により被害者や関係者に二次被害を及

ぼすおそれが考えられることから、実施時期や場面の選定を適切に行え

ば録音・録画は有効である。」

イ 試行による録音・録画が「効果がない」とした回答の例

回答を大別すると、①「一部の録音・録画であることから全体の状況が

分からない」（30件）、②「録音・録画していない供述の任意性、信用性等

が争点となる」（29件）、③ 被疑者が任意に発言する場面が少ない（16件）、

④「その他」（25件）に分類された（複数回答あり。）。

試行による録音・録画は、必ずしも取調べの全過程を対象とするもので

ないため、録音・録画されていない部分の供述の任意性等が争点となった

場合、的確に立証できないのではないかとの意見もみられる。

他方、試行は取調べの機能を損なわない範囲内で行うものであり、捜査

現場では実施場面等を適切に選択して録音・録画を行っているにも関わら

ず、被害者等の関係者のプライバシーにわたる内容が記録されたり、共犯

事件では報復等を恐れて供述を拒む場合があるなど、録音・録画が取調べ

に支障を及ぼす場合を完全に排斥することができないと考えていることが

分かる。

それぞれの主な例は、次のとおりである。
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①の回答の主な例(平成24年12月検証時の意見を含む。)

○ 「被疑者の取り調べ時の言動、態度などが全て分かるわけではない。」

○ 「被疑者が、脅迫をされた旨や無理やり署名押（指）印をさせられた

ことがある等と供述する可能性がある。」

○ 「部分的な録音・録画では、その場面についてだけの供述の任意性等

の判断しかできない。」

○ 「被疑者は、録音・録画を実施しているときだけ反省しているような

態度を取る。」

○ 「録音・録画をしない取調べにおいて供述していた重要な場面につい

て、録音・録画を開始すると供述をしなくなった。」

②の回答の主な例(平成24年12月検証時の意見を含む。)

○ 「被疑者が、脅迫をされた旨や無理やり署名押（指）印をさせられた

ことがある等と供述する可能性がある。」

○ 「自白していた被疑者について、録音・録画を実施したところ、否認

に転じ、結果として自白していた供述の任意性について争われる結果と

なった。」

○ 「供述が変遷する被疑者は、結果的に自白している供述のみ録音・録

画したため、公判において、録音・録画していない否認している部分等

が争点となった場合、供述の任意性等を的確に立証できるか疑問である。」

③の回答の主な例(平成24年12月検証時の意見を含む。)

○ 「意思表示がうまくできない被疑者について、真実等を供述すること

が、事件やその後の生活等にどれだけ影響が及ぶのかを必要以上に考え、

異常に緊張して供述しなくなった。」

○ 「被疑者が被害者に関することを供述する場面等で、被害者の名誉や

プライバシーに関する文言により、被害者の名誉等が侵害されるおそれ

があることから、被疑者に対する質問も慎重となり、被疑者も言葉を選

んだ供述となってしまった。」

○ 「共犯事件においては被疑者が仲間からの報復等を警戒するため、録

音・録画を実施しないときに得られた供述を得ることができない。」

○ 「被疑者だけでなく、取調べ官自身も緊張してしまったため、もとも

と口数の少ない被疑者であったこともあり、取調べ官の質問が適切でな
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く、被疑者がただ頷いているだけという印象となってしまった。」

○ 「被疑者がカメラの前で供述すると不利になると考え、自発的な供述

をしなくなった。」

④の回答の主な例(平成24年12月検証時の意見を含む。)

○ 「録音・録画をしない取調べ時には自白していたものの、弁護士との

接見後、録音・録画を実施したところ、黙秘に転じた。」

○ 「取調べに非協力的であった被疑者が、カメラの前では素直な態度に

変わるなど、被疑者に都合の良い場面となった。」

○ 「普段の取調べ時と異なり被疑者が緊張してしまい、普段のような取

調べができなかった。」

(2) 取調べの全過程を録音・録画することについての意見

取調べの全過程を録音・録画することについての意見を聴取したところ、

①「そうすべきである」と回答した者が74人（3.4％）、②「そうすべきでは

ない」と回答した者が1,138人（52.8％）、③「事件によっては、全過程を録

音・録画した方がよい場合がある」と回答した者が778人（36.1％）、④「分

からない」と回答した者が165人（7.7％）であり、「そうすべきである」と

「事件によっては、全過程を録音・録画した方がよい場合がある」を併せる

と39.5％であった(表18）。これは多様な場面や時期に録音・録画を実施する

という試行を通して、その有効性を認識したためと思われる。しかし、その

うちのほとんどが「事件によっては」という留保付きであることは、平成24

年12月検証時と同様であり、取調べの全過程の録音・録画の可否については、

捜査現場は、個別の事件ごとに、事件内容や被疑者の性格、特性、供述状況、

証拠の収集状況等を考慮する必要があると考えているものと認められる。

平成24年12月の検証時においては、①「そうすべきである」と回答した者

が42人（3.8％）、②「そうすべきではない」と回答した者が609人（54.6％）、

③「事件によっては、全過程を録音・録画した方がよい場合がある」と回答

した者が379人（34.0％）、④「分からない」と回答した者が86人（7.7％）

であり、「そうすべきである」と「事件によっては、全過程を録音・録画し

た方がよい場合がある」を併せると37.8％であり、本検証と比較して各項目

とも大きな変化はなかった。

取調べの全過程の録音・録画の可否については、捜査現場は、個別の事件

ごとに、事件内容や被疑者の性格、特性、供述状況、証拠の収集状況等を考

慮する必要があると考えていることがわかる。
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ア 「そうすべきである」と回答した者の主な意見(平成24年12月検証時の

意見を含む。)

○ 「全過程を録音・録画すれば，被疑者の供述内容や態度，表情，供述

の変遷などを，ありのまま記録しておくことができ，供述調書では伝わ

らない状況を記録することができる。」

○ 「否認や捜査に非協力的な被疑者の普段の言動や態度を明らかにする

ことができる。」

○ 「逮捕当初から録音・録画することにより、供述が否認に転じたとし

ても当初の供述が録音・録画されていることにより、供述の変遷につい

て追及できる。」

イ 「そうすべきでない」と回答した者の主な意見(平成24年12月検証時の

意見を含む。)

○ 「一部の録音・録画であっても被疑者が組織関係については語らず、

被疑者から供述を引き出すことが困難であった。これを考えると全過程

の録音・録画は更に真相解明に支障が生じると考えられる。」

○ 「一部の録音・録画でも被疑者は、緊張して思うように話せないと申

し立てており、全過程の録音・録画での取調べでは、被疑者は常に緊張

感を持ち続けることとなるため、真の供述が得られないと考えられる。」

○ 「取調べ官は、事件とは直接関係しない内容の話をする中で、被疑者

と人間関係を構築していくものであり、その中には個人的な経験や意見

が含まれている。したがって、全過程の録音・録画をした場合、このよ

うな話をすることを躊躇してしまうため、被疑者との人間関係が構築で
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きないおそれがあり、ひいては、取調べの真相解明に支障が生じるおそ

れがある。」

○ 「全過程を録音・録画した場合、特に、被害者等の関係者に関する部

分の供述において、名誉やプライバシーを侵害するおそれがある。」

○ 「性犯罪被疑者の中には、自身の性癖等について供述したがらない者

もいるため、全過程を録音・録画することとなると、カメラの前で虚偽

の供述をするなどのおそれもある。」

ウ 「事件によっては、全過程を録音・録画した方がよい場合がある」と回

答した者の主な意見(平成24年12月検証時の意見を含む。)

○ 「個々の事件ごとに被疑者の性格等を考慮し、供述の任意性、信用性

が争われる可能性がある場合は、取調べの全過程の録音録画も効果が見

込まれる。」

○ 「任意性を担保するため、否認かつ供述調書の署名・押（指）印に応

じない被疑者については、弁解の不合理性等を立証するため、取調べの

全過程を録音・録画する必要がある。」

○ 「供述の変遷が著しく、否認する被疑者について、その供述の変遷状

況を明らかにするために、取調べの全過程を録音・録画することが効果

的である。」

エ 「分からない」と回答した者の主な意見(平成24年12月検証時の意見を

含む。)

○ 「録音・録画には、捜査の適正性の確保や供述の信用性等の担保とい

ったメリットと自白そのものの獲得が困難になるといったデメリットが

ある。」

○ 「取調べ官の発問の仕方によっては、被疑者が真実を自白していても

誘導による自白と受け取られかねない。発問の仕方が誘導的になってし

まうと録音・録画したことがマイナスの結果に作用するのではないか。」

(3) 取調べの録音・録画を義務付けることについての意見

取調べの録音・録画を義務付けることについての意見を聴取したところ、

①「供述の任意性等立証の観点から、全事件又は一定の事件について、取調

べの全過程の録音・録画を義務付けるべきである」旨の意見が96人（4.5％）、

②「個別の事件ごとに、事件の内容、被疑者の性格、属性や特性、証拠関係、
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取調べの機能への支障の有無等を考慮して、録音・録画の実施を判断すべき

であり、一律に義務付けるべきではない」旨の意見が1,913人（88.8％）、③

「分からない」146人（6.8％）であった（表19）。

平成24年12月の検証時においては、①「供述の任意性等立証の観点から、

全事件又は一定の事件について、取調べの全過程の録音・録画を義務付ける

べきである」旨の意見が52人（4.7％）、②「個別の事件ごとに、事件の内容、

被疑者の性格、属性や特性、証拠関係、取調べの機能への支障の有無等を考

慮して、録音・録画の実施を判断すべきであり、一律に義務付けるべきでは

ない」旨の意見が969人（86.8％）、③「分からない」95人（8.5％）であり、

平成24年12月検証時と比較すると、①「供述の任意性等立証の観点から、全

事件又は一定の事件について、取調べの全過程の録音・録画を義務付けるべ

きである」に大きな変化はなく、②「個別の事件ごとに、事件の内容、被疑

者の性格、属性や特性、証拠関係、取調べの機能への支障の有無等を考慮し

て、録音・録画の実施を判断すべきであり、一律に義務付けるべきではない」

が僅かに増加、③「分からない」が僅かに減少した。

それぞれの主な例は次のとおりである。

①と回答した者の主な意見(平成24年12月検証時の意見を含む。)

ア 全事件、全過程の録音・録画に関するもの

○ 「裁判員に分かり易く取調べ状況を確認させることができる。」

○ 「取調べにおける被疑者の供述の任意性、信用性を立証するために有

効である。」

○ 「全事件について、全過程の録音・録画を義務付けた方が、取調べ官
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の取調べ能力の向上につながる。」

イ 一定の事件での全過程の録音・録画に関するもの

○ 「義務付けることにより、公判で被疑者の供述の任意性等が争点とな

った場合、録音・録画を実施していることで、その判断が容易にできる。」

○ 「裁判員裁判対象事件の場合、（録音・録画を義務付ければ）被疑者

の供述の任意性の確保や裁判員の判断で有効であると考えられる。」

②と回答した者の主な意見

○ 「取調べの任意性を担保する必要性はあるが、義務付けとなれば常に

被疑者が緊張した状態で取調べを受けることになり、被疑者の真の供述

が得られにくくなると考えられる。」

○ 「取調べにおいては、取調べ官と被疑者との人間関係が築かれること

により、真の供述が得られることにつながる。しかし、取調べの中には、

事件に直接関係のない名誉やプライバシーに関する事柄も含まれるた

め、録音・録画が義務付けられると、このような事柄も明らかになるの

で、真の供述が得られなくなり、取調べに対して大きな影響が出ると考

えられる。」

○ 「録音・録画の実施の可否は、被疑者や事件ごとに判断するべき。公

判において供述の任意性等が争われる可能性があれば、録音・録画の実

施について判断すべき。」

○ 「被疑者は心を許した取調べ官だけに本心で語ることが多く、こうし

た被疑者の言葉がきっかけで事件の真相が明らかになることもある。カ

メラの前では本心を語らない被疑者もいることから、被疑者の性格や特

性を考慮し、録音・録画の実施を判断すべきである。」

○ 「録音・録画が有効であるかは、事件の内容や重大性、被疑者の性格

・態様によって、その都度判断する必要があり、全ての事件において義

務付けるべきではない。」

○ 「被疑者によっては頑なに口を閉ざす者もいるが、否認供述を録音・

録画することにより、その後の取調べにおいて、被疑者がかえって真実

の供述をしづらくなるおそれがあることから、全事件を義務付けした場

合、取調べの機能に支障が生じると考えられる。」
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③と回答した者の主な意見

○ 「被疑者個々の性格も違えば、事件の態様も違うことから、録音・録

画を義務付けすべきかは判断できない。」

○ 「録音・録画での取調べでは、内面部分を話したがらない被疑者もい

るので、録音・録画をした方がいい場合もあるが、義務付けするべきか

どうかについては判断できない。」

○ 「経験不足なので、現時点では、義務付けることについて判断できな

い。」

以上のことから、本検証時においても、平成24年12月検証時と同様に捜査

現場は、取調べの全過程の録音・録画を、全事件又は一定の事件について一

律に義務付けることには弊害があり、個別の事件ごとに事件内容、被疑者の

性格、取調べの機能への支障の有無等を考慮の上、録音・録画の実施を判断

すべきであると考えているといえる。

５ 具体的な試行事例

(1) 試行による取調べの録音・録画が有用であると認められた事例

試行による取調べの録音・録画が供述の任意性等の立証上有用であると認

められた具体的な事例は、次のとおりである。

○ 殺人事件の被疑者に対して逮捕後数時間が過ぎた際にプレビュー場

面の録音・録画を実施したところ、「私がやりました。」と逮捕事実

を認めるほか、実行行為について身振り手振りで自ら詳細な供述をし

た。しかし、弁護士の接見後は、取調べには応じるものの、供述調書

の署名・押（指）印を拒否するほか、録音・録画も拒否した。

この録音・録画による取調べでは、被疑者は、犯行の動機や犯行当

日の状況から実行行為までの一連の流れまでを全て詳細に供述するな

ど、その表情や態度は真に本人の意思として供述していると見られる

状況を記録することができた。

○ 集団強姦致傷事件について、被疑者は逮捕後10日以上の間、取調べ

において「覚えていない。」「知らない。」等と否認を続けており、犯

行現場に設置の防犯ビデオを確認しながらの取調べをする状況のプレ

ビュー場面の録音・録画を実施した。

この録音・録画による取調べでも否認を繰り返していたが、防犯ビ

デオ画像を確認しながらの質問を続けていく中で、自認に転じること
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となり、自供していく被疑者の表情や態度のほか、誘導等のない取調

べをしている状況を記録することができた。

(2) 試行による取調べの録音・録画が取調べに支障を及ぼしたと認められた事

例

試行による取調べの録音・録画が取調べに支障を及ぼしたと認められた具

体的事例は、次のとおりである。

○ 強制わいせつ致傷事件の被疑者に対し、プレビュー場面で録音・録

画を実施した。被疑者は逮捕後、全ての事実について詳細な供述をし

ていたが、録音・録画による取調べを実施したところ、取調べ官が「こ

の前話してくれたことについてもう一度話をして。」と質問すると、

被疑者はわいせつ行為の事実について恥ずかしそうに話をしたもの

の、カメラを意識して「この前説明したので言いたくない。」と申し

立て、供述をしなくなった。

○ 強盗致傷事件の被疑者に対し、弁解録取場面で録音・録画を実施し

た。被疑者は、素行不良者であり、取調べ官の質問にも耳を傾けるこ

となく、暴言を吐きながらも自らの要求を何度となく繰り返し、この

中で取調べ官が操作するパソコン機器を何度となく叩く行為をしたも

のであるが、取調べ官がカメラを過度に意識してしまったため、適切

に対処できなかった。

○ 準強姦致傷事件の被疑者に対し、弁解録取場面で録音・録画を実施

した。被害女性は、被疑者と顔見知りの間柄にあり、事案について女

性は直ぐに内容が広まってしまうことから、心の中では公にしたくな

いという気持ちであった。その中で、被疑者に対して事案について質

問したところ、「女性からしてきた。全て女性から頼まれた。」等と

申し立て、被害女性の性的問題が原因であるような言動が記録される

など、被害女性を辱めるような結果となってしまった。

(3) 試行による取調べの録音・録画を全く実施しなかった事例

試行指針に基づき、対象事件のうち録音・録画も検討をしたが、録音・録

画をしなかった具体的な事例は、次のとおりである。

○ 殺人未遂事件

被疑者については、両下肢機能障害を有し、取調べには車椅子が必

要であるほか、勾留場所が刑務所であったことから、機材の搬入に問
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題があり、さらに、取調べ室が機材設置に必要な広さがなかったため、

実施しなかった。

○ 覚せい剤取締法違反事件

被疑者は事件に対して否認するほか、弁護士接見後は黙秘し、さら

に、録音・録画を実施したうえでの検事調べでは完全な黙秘状態であ

った。しかし、その後の警察における取調べでは、録音・録画をしな

いときは、事件についての事実について供述する場面もあったことか

ら真相解明のために実施しなかった。

○ 強盗致傷事件

裁判員裁判対象事件として逮捕したものの、その後の取調べを含む

捜査結果から、検事と協議した結果、対象事件での起訴見込みがない

ことを理由に実施しなかった。

○ 現住建造物等放火事件

逮捕後、被疑者には重篤な疾患（肺気胸）を有していることが判明

したため、送致前に釈放したため実施しなかった。

６ 試行拡大後の実施状況の評価

(1) 試行拡大後の実施状況を見ると、実施件数や実施率が大幅に増加している

ことから、捜査現場において、試行の目的や趣旨を踏まえて、積極的に試行

に取り組んでいると認められる。

内容について見ると、録音・録画を拒否する件数も増加しており、特に、

弁護士の指導による拒否事案が増加していることが、平成24年12月検証時と

同様の特徴である。

全体的には、「弁解録取場面」など、捜査段階の早期に実施していること

から、初期供述の重要性及び録音・録画の有効性を認識の上、取り組んでい

るものと思われる。さらに、実施場面については、「プレビュー場面」や「ラ

イブ方式」での実施が増加し、反面、従来の試行で多くみられた「供述調書

等の読み聞かせ場面」での実施が減少したことから、捜査現場においては、

被疑者に多くの発言機会を与えるなど、録音・録画の有効性を踏まえ、実施

方法を工夫し、供述の任意性、信用性等の効果的立証の観点により、実施す

るようになってきているといえる。

「プレビュー場面」や「ライブ方式」については、被疑者に多くの発言機

会を与える取調べ方法であり、取調べ官の意見でも、

○ 「被疑者が自発的に発言しているほか、表情や態度まで画像に残るの

で任意性、信用性が確保できる。」
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という意見が多数を占めている。また、警察における取調べ状況を録音・録

画したＤＶＤが公判において証拠調べがなされた例(前記第２の３の(10)事

例７)についてみると、判決文の中で、

○ 「自発的に供述している場面が多々見られる。」

○ 「警察官との遣り取りについて意思疎通に特段の支障も見受けられな

い。」

等という評価がなされ、捜査段階の供述の信用性が認められている。

このように、被疑者が自発的に発言する機会を多く与える方法により取調

べを行い、これを録音・録画することは、供述の任意性、信用性の立証上極

めて有効であると考えられる。この点、取調べの相手方から正確な情報を可

能な限り多く入手するための効果的な質問や説得の方法等、心理学の知見に

基づく基本的な技術を習得することにより、取調べの録音・録画の有用性を

一層高めることができると思われる。

(2) 一方、細部について見てみると、実施時間は、徐々に長くなってきている

ものの、依然として比較的短時間に止まっている。

また、複数回実施は少なく、いまだ捜査終盤に実施しているものも見受け

られる。

さらに、実施場面については、全国的に「プレビュー場面」や「ライブ方

式」が主流になっている中で、一部では、いまだ供述調書等をベースにした

実施に偏重している府県も見られる。

これらは、取調べ官自身が録音・録画の実施に対する負担感を抱いていた

り、捜査指揮官が録音・録画の効果的活用について意識が足りないなどが理

由として考えられるところであり、改善の余地があると認められる。

(3) さらに、拡大後の試行に従事した取調べ官からの意見聴取結果を見ると、

ほとんどの取調べ官が試行による録音・録画の有効性を認める一方で、全過

程の録音・録画の一律実施については、否定的である。すなわち、録音・録

画の実施の可否は、個別の事件ごとに、事件の内容、被疑者の性格、属性や

特性、供述状況、証拠の収集状況等を考慮した上で判断すべきであると考え

ているといえる。

また、試行指針に基づいて適切に実施場面等を判断したとしても、例えば、

被疑者の供述の中にそれが公になれば被害者等の関係者の名誉やプライバシ

ーを不当に害することになる事項が含まれてしまったり、共犯事件では共犯

者である仲間からの報復等を恐れてカメラの前では供述を渋るなど、取調べ

に支障を及ぼす場合があることが報告されていることも看過できないと思わ

れる。



- 35 -

(4) 以上のとおり、裁判員裁判対象事件に係る試行による録音・録画は、一般

に、初期段階を始め、様々な時期や場面で広く実施することは、供述の任意

性、信用性等の的確な立証を図る観点から、効果的であるといえる。反面、

罪種にかかわらず、事件の内容、被疑者の性格、属性や特性、証拠の収集状

況等によっては、録音・録画の実施が取調べによる真相解明に支障を及ぼす

おそれがある場合があることにも留意が必要である。

これらの点については、平成24年12月検証時と同様である。

７ 今後の方針

以上のとおり、供述の任意性、信用性等について、取調べ状況等の客観的な

記録による的確な判断を可能とするための方法として、「弁解録取場面」「プレ

ビュー場面」「ライブ方式」の効果的な活用が有効であると認められることか

ら、これら実施場面を中心とした録音・録画を実施していくことが肝要である

と思われる。

また、これまでの試行方法では入室後から録音・録画開始までの記録がなか

ったことから、拒否状況に疑義が生じたり、録音・録画開始前の取調べの在り

方が争点となり得ることが懸念された。そこで入室時からの録音・録画の試行

は、客観的な記録を残すことができるため、拒否状況等が争点となったときで

も、この記録をもとに、より分かり易く判断をすることが可能となるものと考

えられる。よって、供述の任意性、信用性等をより的確に立証するという観点

からは、入室段階からの録音・録画も有効であると考えられることから、全国

的に取り組んでいくことが必要である。

更に、既述のとおり、供述の任意性等の立証に係る取調べの録音・録画の有

用性を一層高める観点から、心理学的知見に基づく取調べ手法を習得すること

は、極めて効果的であると考えられるところである。そこで、「取調べ(基礎編)」

(平成24年12月 警察庁刑事局刑事企画課)を活用するなどして、心理学的知見

に基づく取調べ手法の習得に努め、質・量ともに一層積極的に録音・録画の試

行に取り組むことが求められる。

一方、録音・録画を実施したことで

○ 「被疑者が必要以上に警戒心を強め、捜査に非協力的になった。」

○ 「自白していた被疑者が、録音・録画を実施したことで供述が否認に

変わった。」

○ 「録音・録画をしない中での取調べでは、事件の核心についての供述

をする被疑者が、録音・録画を実施した際は、真実を話さなかった。」

○ 「『関係者に迷惑がかかる。ざっくばらんな話ができない』等と言い、

真実を話さなくなった。」
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等という結果から目を背けるわけにはいかず、取調べにおける録音・録画につ

いては、その方法如何により取調べの真相解明機能に大きな影響を与え得るこ

とについても十分留意が必要である。


