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第３ 知的障害を有する被疑者に係る試行

１ 試行の概要

(1) 試行の目的

知的障害を有する被疑者であって、言語によるコミュニケーション能力に

問題があり、又は取調べ官に対する迎合性や被暗示性が高いと認められる者

については、その供述の任意性、信用性等をめぐる争いが生じやすいと考え

られる。そこで、公判において、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に、いかなる方策が有効であるか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

て新たに録音・録画の試行を開始した。

(2) 試行の対象とする事件

試行の対象は、知的障害を有する被疑者であって、言語によるコミュニケ

ーション能力に問題があり、又は取調べ官に対する迎合性や被暗示性が高い

と認められる者に係る事件であり、罪種のいかんを問わないこととされてい

る。具体的には、知的障害に係る公的な認定（療育手帳等）の状況の他、次

の事項を参酌し、公判において供述の任意性、信用性等をめぐる争いが生じ

るおそれがあるか否かを総合的に判断して選定することとしている。

○ 取調べにおける供述内容や態度等から判断される当該被疑者の知的能力

又は特性

○ 当該被疑者の生育歴、性格等に関する家族等関係者からの聴取結果

(3) 試行の対象とする場面

試行は、その目的に照らし、供述の状況やその他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を対象として、知的障害の程度やコミュニケーション

能力等の被疑者の特性、事案の内容、被疑者の精神的負担や供述に与える影

響等を考慮した上で、可能な限り広く録音・録画を実施することとしている。

２ 平成24年12月検証の結果

試行が開始された平成24年５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

平成24年12月検証は、試行開始から５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417件（実施回数688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、逮捕から勾留５日目までの間に実施されたもの

が最も多く全体の６割を超え、勾留延長前までで見ると８割を超えている。
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(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３割を占め、その

平均は27分であった。

(4) 不実施件数

試行の対象事件に該当すると判断したものの、全く実施しなかったものは

46件であった（拒否事案13件を含む。）。

(5) 心理・福祉関係者による取調べの助言

録音・録画を実施するに当たり、心理・福祉関係者から助言を受けた事件

は29件であった。

(6) 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404人から意見を聴取してい

る。

その結果、「試行は、個別事件ごとに判断して部分的に取調べの録音・録

画を実施すべきである」と回答した取調べ官は69.6％、「知的障害を有する

被疑者に係る試行はメリットがある」と回答した取調べ官は93.8％いたもの

の、「知的障害を有する被疑者に係る試行にはデメリットもある」と回答し

た取調べ官も79.5％に上った。

(7) 試行の評価

平成24年12月検証の報告書においては、試行による録音・録画は、供述の

任意性、信用性等の判断に有用な証拠となり得るが、事件の内容、証拠関係、

被疑者の特性や精神的負担、供述に与え得る影響等を考慮して、実施の判断

をすることが適当であるとされたほか、取調べの機能に影響を及ぼす場合が

あることから、従来以上に個々の被疑者の特性に応じた、誘導性の低い質問

方法を十分に習得するよう、取調べ技術の高度化を図っていく必要があると

された。

３ 試行の実施状況

今回の検証は、試行が開始された平成24年５月から平成25年４月末までの間

を対象に実施したものである。

(1) 試行の実施状況

試行が開始された平成24年５月以降、平成25年４月末までに取調べの録音

・録画を実施した件数は967件で、回数は1,799回である。試行開始からの月

別の実施状況は表20のとおりである。これは警察において、被疑者が知的障

害を有すると認め、試行対象に該当すると判断して実施したものである。
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(2) 罪種別実施件数

録音・録画した事件の罪種別実施件数の内訳は表21のとおりである。知的

障害を有する被疑者に係る試行は罪種にかかわらず実施することとしている

ため、多種多様な事件につき録音・録画が実施されているが、罪種別にみる

と窃盗が434件（44.9％）と最も多く、次いで傷害58件（6.0％）、建造物侵

入58件（6.0％）、詐欺56件（5.8％）と続いている。

「その他」としては、覚せい剤取締法違反、公然わいせつ、占有離脱物横

領、道路交通法違反等である。

注１ 「窃盗」には常習累犯窃盗を、「建造物侵入」には住居侵入を、「強制わいせつ」には

準強制わいせつを、「暴行等」には暴力行為等処罰に関する法律違反を、「建造物等損壊

等」には器物損壊を含む。

未遂処罰規程のある罪名については、未遂のものを含む。

（単位：件・回）

133 179 168 1,799

４月

95

174実施回数 102 159 164 121 142 172 155 130

合計

実施件数 72 93 99 73 80 93 78 58 57 95 74 967

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

【表20】 実施件数・回数



*5 知的障害を有する被疑者に係る試行の実施件数が、裁判員裁判対象事件に係る試行の実施件数

を上回る警察は、岩手、奈良、鳥取、島根、山口、長崎の各県警察である。
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(3) 都道府県別実施件数

期間中、実施件数が多かった都道府県

警察は表22のとおりであり、規模が比較

的大きい警察を中心に実施件数が多くな

っている。他方、知的障害を有する被疑

者に係る試行は、罪種にかかわらず実施

することとしているため、平成24年12月

検証と同様、裁判員裁判対象事件の検挙

が少ない警察では、裁判員裁判対象事件

での実施件数を上回るところもあり*5、

積極的に取り組んでいる状況がうかがわれる。

(4) 不実施件数及び拒否事案

ア 不実施件数

検証期間中、試行対象事件に該当すると判断したものの、取調べの録音

・録画を全く実施しなかったものは70件で、その理由は表23のとおりであ

る。

なお、「その他」は、「勾留されず任意捜査となった。」、「検察において

公判請求が見込まれないことから実施しなかった。」などである。

イ 拒否事案

上記の被疑者が拒否したことを理由とする不実施の20件のほか、２回目

以降の録音・録画等で拒否したものが10件あり、これらを含めると30件に

なる（表24）。

【表22】　実施件数の多い警察

件数 実施都道府県

68 愛知

59 神奈川

55 北海道・福岡

53 兵庫

51 警視庁

49 大阪

38 埼玉

　被疑者が拒否した

【表23】　不実施理由

　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た

6

　その他 44

不実施理由 件数

20

　組織犯罪等において、録音・録画を実施することにより、取
調べの真相解明機能が害されたり、関係者の保護や協力確保等
に支障が生じるおそれがあった

0



*6 公的認定の状況等を総合的に参酌し、知的障害を有する被疑者と判断したものの、当該被疑者

が録音・録画を拒否する等により不実施とした事件が含まれる。
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表24の「①録音・録画されることに対する羞恥心や嫌悪感」の具体例と

しては､「カメラに録られていると話しづらい。」､「心の病気を持ってい

る姿を他人に見られたくない。」等がある。「②録音・録画の意義に対する

疑念や警戒心」の具体例としては、「なぜ自分だけ録音・録画されるのか

納得できない。」等がある。「④弁護人による指導等」の１件は、「弁護士

に相談してからでなければ実施しない。」というものである。「⑤その他」

は、録音・録画について理解ができないまま拒否した事例などである。

以上のとおり、平成24年12月検証と同様、拒否理由としては、「録音・

録画されることに対する羞恥心や嫌悪感」と「その他」に分類される理由

が多くなっている。

(5) 知的障害を有すると判断した理由

被疑者が知的障害を有すると判断した理由は表25のとおりである。不実施

件数70件
*6
を含めた1,037件のうち827件（79.7％）は、被疑者が知的障害に

係る公的認定を有していたことを理由に知的障害の存在を認定したというも

のであり、そのほとんどは療育手帳によるものである。

「その他」としては、他の資料により知的障害が認定された事例、関係機

関への照会の結果、知的障害が確認されたという事例等がある。

なお、公的認定を有しているが実施しなかった事案は53件あり、その理由は、

「任意捜査に切り替えて事件捜査」、「録音・録画を拒否」、「施設等への入

【表24】拒否理由

拒否理由 件数

①　録音・録画されることに対する羞恥心や嫌悪感 14

②　録音・録画の意義に対する疑念や警戒心 4

③　共犯者の報復に対する恐怖心等 0

④　弁護人による指導等 1

⑤　その他 11

【表25】　知的障害を有すると判断した理由

判断理由 件数

知的障害に係る公的な認定がある 827

取調べにおける供述内容・態度等から判断 477

生育歴等に関する家族等関係者からの聴取結果 306

その他の資料 260

　※　複数回答あり
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院措置」等であった。一方、公的認定は有していないが、被疑者の特性から

録音・録画を実施した事案は193件あり、これらは、被疑者のコミュニケー

ション能力、取調べ官に対する迎合性や被暗示性等を考慮し実施したもので

ある（表26）。

(6) 実施時期

録音・録画の実施時期は、送致前の実施が480回（26.7％）、勾留５日目ま

でが628回（34.9％）、勾留６日目から勾留10日目までが356回（19.8％）、

勾留11日目から15日目までが232回（12.9％）、勾留16日目以降が54回（3.0

％）、追送致事件が49回（2.7％）となっている（表27）。

平成24年５月以降について、一回目に録音・録画を実施した時期を月別に

見てみると、試行開始の５月では、勾留６日目から10日目までが26.4％であ

ったが、平成25年４月では8.4％となっている。また、同時期の送致前を見

てみると、試行開始の５月では19.4％であったものが、平成25年４月では

52.6％と大幅に増加しており、実施時期が早期になっていることが分かる

（表28）。

7

17

1

12

24

19

0

5

10

15

20

25

30

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

件
【表26】認定による実施の有無

公的認定はあるが実

施無し

公的認定はないが実

施有り
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(7) 実施時間

録音・録画の実施時間は、10分未満が213回（11.8％）、10分以上20分未満

が559回（31.1％）、20分以上30分未満が377回（21.0％）、30分以上40分未満

が205回（11.4％）、40分以上50分未満が152回（8.4％）、50分以上60分未満

が125回（6.9％）、60分以上が168回（9.3％）である（表29）。

10分以上20分未満が全体の31.1％と最も多く、次いで20分以上30分未満が

21.0％で、最長は252分、最短は２分であり、平成24年12月検証と同様の結

果となっているが、平均は27分から30分と比較的長くなっている。

また、平成24年５月以降の実施時間を月別に見てみると、試行開始の５月

では、10分未満での実施が14.7％であったが、本年4月では、10.9％となっ

ている。また、30分以上を見てみると、試行開始の５月では24.5％であった

が、本年４月では46.6％と、平均の実施時間からも分かるように、比較的長

くなってきていることが分かる（表30）。

19.4 

52.6 

33.3 

41.3 

30.5 

26.4 

8.4 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

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

％
【表28】実施時期

送致前

勾留５日目まで

勾留６日目から

10日目まで
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(8) 実施場面等

ア 全ての取調べの機会に録音・録画を実施した事件

知的障害を有する被疑者に係る試行については、その趣旨に照らし、可

能な限り広く録音・録画を実施することとされているところ、一つの事件

について、全ての取調べの機会に録音・録画を実施した事件は54件である。

この54件の総取調べ時間に対する録音・録画の実施時間の比率を見ると

61.2％であった。全ての取調べの機会に録音・録画を実施した事件といっ

ても、実施の場面は、被疑者の特性に応じて個別に判断し、被疑者供述の

任意性・信用性等を立証する上で有用と認められる場面について録音・録

画を実施しているものと考えられる。

イ 実施場面

知的障害を有する被疑者に係る試行においては、裁判員裁判対象事件に

係る試行と異なり、その趣旨に照らし、可能な限り広く録音・録画を実施

することとされ、試行指針上は実施場面の例は示されていない。

この点、表31を見ると、実施場面としては、「被疑者との質問・応答の

状況」が554回（30.8％）、「供述調書への録取前に供述内容等を確認する

状況」（いわゆるプレビュー場面）が881回（49.0％）､「供述調書の読み

聞かせ・署名指印等の状況」が170回（9.4％）、「その他の場面」（弁解録

取場面、既に作成された供述書等の内容について質問する場面（いわゆる

レビュー場面）等）が194回（10.8％）となっている。

14.7 

18.0 

10.9 

24.5 

47.7 46.6 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

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

％ 【表30】実施時間

１０分未満

3０分以上
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平成24年５月以降の実施場面を月別に見てみると、試行開始の５月では、

「供述調書への録取前に供述内容等を確認する状況」が66.7％であったが、

本年４月では25.9％となっている。また、「被疑者との質問・応答の状況」

を見てみると、試行開始の５月では16.7％であったが、本年４月では47.7

％となるなど、供述の任意性・信用性等の的確な立証の観点から、被疑者

との具体的な質問・応答の場面を選択して実施していることが分かる（表

32）。

また、実際に録音・録画したＤＶＤを確認すると、取調べ官の質問に対

して、被疑者が言葉での説明に窮した場面では、身振り手振りによって表

現したり、筆談等により説明している状況を録音・録画により記録するな

ど、任意性等の立証上有用な工夫をしていることが分かる。

(9) 複数回実施状況

従来から、知的障害を有する被疑者に係る録音・録画は、その特性等を踏

まえると、一般的に、可能な限り広く実施することが望ましいことから、必

16.7 

47.7 

66.7 

25.9 

7.8 

17.7 

10.9 

8.8 15.5 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

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

％

【表32】実施場面

被疑者との質問応答の場面

供述調書への録取前に供述

内容等を確認する場面

供述調書の読み聞かせ・署名

指印場面

その他の場面
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要に応じて同一事件で複数回の実施に積極的に取り組むことが肝要であると

考えられる｡

この点、表33を見ると、１回が558件（57.7％）と最も多く、次いで２回

の256件（26.5％）、３回が61件（6.3％）、４回が35件（3.6％）、５回以上

は57件（5.9％）となっており、平均は1.9回である。

平成24年５月以降の複数回実施状況を月別に見てみると、試行開始の５月

では、１事件で１回の実施が72.2％であったものが、平成25年４月では

54.7％となっている。また１事件で２回以上の実施を見てみると、試行開始

の５月では27.8％であったものが、平成25年４月では45.3％と、１事件で複

数回の実施に取り組んでいる事例が増加していることが分かる（表34）。

(10) 供述調書等の形式

知的障害を有する被疑者に係る供述調書等の作成に当たっては、その障害

の特性や程度等に応じた適切な工夫が必要とされるところ、供述調書等の形

式を見ると、通常形式（物語形式）が999回（55.5％）、問答形式が293回

72.2 

54.7 

27.8 

56.9 
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（16.3％）、報告書が32回（1.8％）、その他（上申書等）が21回（1.2％）、

供述調書等を作成しなかったものが454回（25.2％）である（表35）。

平成24年５月以降の供述調書の形式を月別に見てみると、試行開始の５月

と平成25年４月を比較した場合、変化が見られるものは、通常形式（物語形

式）が64.7％から57.5％に減少、また、供述調書を作成しなかったものが

13.7％から23.6％に増加するなど、被疑者の特性等を踏まえた上で、被疑者

の供述状況に応じた対応をしていることが分かる（表36）。

(11) 心理・福祉関係者による取調べの助言

知的障害を有する被疑者の取調べに当たっては、これまでも、誘導性や被

暗示性の低い質問方法を用いたり、個々の被疑者の特性に応じて供述調書等

の形式を工夫したり、心理学の専門家等からの助言を活用したりするなどの

配意をしているところ、心理・福祉関係者から助言を受けた事件は58件であ
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り、取調べの録音・録画に立会いを求めたものはなかった。

助言等の主な具体例としては、取調べにおける発問想定について、科学捜

査研究所の心理学の専門家に助言を受けた事例や、被疑者の日常生活等につ

いて、被疑者の通院先の医師や勤務先の福祉施設関係者等から助言を受け、

取調べに筆談を取り入れるなどした事例がある。

録音・録画を実施するか否かに関わらず、一般に、知的障害を有する被疑

者の取調べに当たっては、心理学や精神医学の専門家の意見を踏まえること

が有用であることから、個別事案に応じてその必要性、捜査への影響等を勘

案しつつ、積極的に取り組む必要がある。

(12) 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ずるおそれがあ

るほか、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、知的障害を有する被疑者に係るものでの実施は18件であった。

このうち録音・録画を継続できなかった事件は２件である。その１件は録音

・録画を拒否した事例で、取調べ官が既に録音・録画が開始されており、引

き続き録音・録画を継続する旨を申し向けたところ、被疑者は下を向いて「い

や」と答え、録音・録画を拒否したものである。もう１件は、被疑者が取調

べ室に入室したところ、被疑者は、立ったまま、問いかけに対しても全く反

応を示さない状態となってしまったことから、取調べを終了した事例である。

その他の16件については、録音・録画での取調べ自体には影響なく実施す

ることができた。

４ 試行に従事した取調べ官の意見

検証の一環として、試行に従事した取調べ官（940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・録画に関する評価

知的障害を有する被疑者に係る取調べの録音・録画の在り方に関し、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、①「全ての事件において取調べの全過程の録音・録画を実施すべきであ

る」と回答した者が52人（5.5％）、②「個別事件ごとに判断して取調べの全
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過程の録音・録画を実施すべきである」と回答した者が109人（11.6％）、③

「全ての事件において部分的に取調べの録音・録画を実施すべきである」と

回答した者が126人（13.4％）、④「個別事件ごとに判断して部分的に取調べ

の録音・録画を実施すべきである」と回答した者が629人（66.9％）、⑤「そ

の他」と回答した者が24人（2.6％）であった（表37）。

①と回答した者の主な意見

○ 「知的障害を有する被疑者は、迎合性や被暗示性といった特性を有

しているということから、被疑者供述の任意性や信用性を確保する為

にも録音・録画は有効だと考える。」

○ 「被疑者が取調べにおいて、質問内容を理解して供述しているのか

否かが、録音・録画によって確認ができ、取調べが適正に行われてい

ることが明らかになる。」

②と回答した者の主な意見

○ 「録音・録画を実施することで、精神的に負担を感じる被疑者もお

り、十分な供述が得られないと客観的に判断できる場合もあることか

ら、個別の事件ごとに判断すべきだと考える。」

○ 「証拠関係や被疑者の供述から犯人性に問題がない事件は、全過程

の録音・録画をする必要はない。」

③と回答した者の主な意見

○ 「録音・録画の取調べでは、被疑者が緊張により全く話さないなど、

普段通りの供述が出来ない被疑者もいることから、真の供述を得られ

ない可能性がある。」

○ 「事件の真相部分に当たる取調べでは、供述の任意性や信用性を判

断するために録音・録画は必要である。」
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④と回答した者の主な意見

○ 「知的障害を有する被疑者については、一律に考えるのではなく、

障害の程度に応じて取調べの状況を録音・録画しておけば、供述の任

意性・信用性は確保できる。」

○ 「被疑者は、録音・録画での取調中、カメラに録られていることを

過度に意識し緊張していたが、カメラを片付けた後は非常にリラック

スして、落ち着いた様子で供述した。」

○ 「知的障害を有する被疑者の場合は、特に、被害者を始めとする事

件関係者の名誉やプライバシーに対する配慮の必要性を理解するのが

困難な場合が多いことから、このような場面の録音・録画は避けるべ

きである。」

⑤と回答した者の主な意見

○ 「被疑者の判断能力や供述の変遷がある事件については全過程録音

・録画し、被疑者の供述内容が一貫性のある事件であれば、部分的な

録音・録画で十分である。」

○ 「知的障害を有する被疑者の録音・録画は、全ての事件において早

期の段階で必ず１回実施し、その後は、事件の内容と知的障害の程度

に応じた録音・録画を実施すれば足りる。」

(2) 試行によるメリット

知的障害を有する被疑者に係る試行のメリットについて、「有」と回答し

た者は892人(94.9％）、「無」と回答した者は48人（5.1％）であった（表38）。

「有」と回答した者が挙げた主な理由は、①「供述の任意性・信用性の判

断が容易になる」と回答した者が714人、②「取調べが適正に行われたこと
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が分かる」と回答した者が420人、③「その他」と回答した者が34人であっ

た（複数回答あり。）。

①と回答した者の主な意見

○ 「知的障害の程度により、供述調書の内容の意味をよく理解しない

まま署名指印する可能性もあることから、録音・録画することにより、

供述調書の作成過程を記録し、その供述調書の任意性・信用性が確保

できる。」

○ 「被疑者が質問に対して、自分の言葉で話す状況が録音・録画され

ることから、供述を変遷させた場合でも、その供述の任意性や信用性

の判断が容易である。」

②と回答した者の主な意見

○ 「被疑者が取調べ官の言葉を理解し、自らが考えて説明する状況や、

理解するまで時間を掛けている様子が記録されており、取調べの適正

性が担保できる。」

○ 「供述調書の内容が公判で争点となった場合、その内容が録音・録

画内容と一致することで、客観的に適正と判断できる。」

③と回答した者の主な意見

○ 「被疑者の知的障害の程度や会話能力については、供述調書だけで

は判断することが難しいが、録音・録画により、供述調書の任意性ば

かりでなく、被疑者の会話能力等も判断することができる。」

○ 「公的認定を有している被疑者であっても、録音・録画により、そ

の障害の程度等を判断することができる。」

(3) 試行によるデメリット

知的障害を有する被疑者に係る試行のデメリットについて、「有」と回答

した者は718人(76.4％）、「無」と回答した者は222人(23.6％)であった(表

39)｡
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「有」と回答した者が挙げた主な理由は、①「取調べの機能に影響がある」

と回答した者が355人、②「被害者を含む関係者の名誉・プライバシーを害

するおそれがある」と回答した者が86人、③「警察の負担・コストが大きす

ぎる」と回答した者が342人、④「その他」と回答した者が73人であった（複

数回答あり。）。

①と回答した者の主な意見

○ 「知的障害の程度によるが、録音・録画での取調べを過度に意識し、

普段どおりの対応ができなかったり、録音・録画装置に興味を示し、

取調べに集中できないことがある。」

○ 「被疑者によっては、録音・録画の下での取調べになると急に『分

からない。』としか答えなくなり、態度を変える被疑者もいる。」

②と回答した者の主な意見

○ 「特に、性犯罪の被疑者では、自らの行為について恥ずかしいとい

う気持ちが働き、事件のことについて話さなくなる場合がある。」

○ 「被疑者によっては、被害者のプライバシー等に関することについ

ても特に考えることなく供述してしまうことがある。」

③と回答した者の主な意見

○ 「知的障害を有する被疑者の取調べは、常に誘導のない質問に配意

しなければならず、ましてや録音・録画の取調べにおいては、その緊

張感と相まって取調べ官の精神的負担が大きすぎる。」

○ 「公的認定を持っていない被疑者については、その判断も難しく、

全てを実施した場合は負担も多くなる。」

④と回答した者の主な意見

○ 「取調べ室によっては、録音・録画機器を移動させないと被疑者の
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出入りができない場所もあり、必要な取調べ時に取調べ室が確保出来

ない場合がある。」

○ 「被疑者の特性によっては、録音・録画機器に興味を持ってしまい、

機器をいじっていたずらする者もいる。」

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

試行による知的障害を有する被疑者の取調べの録音・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。

○ 窃盗（車上ねらい）事件の被疑者は、犯行現場の状況を言葉で上手

く説明することができないことから、模型を使用して、実際に被疑者

がいた位置や犯行状況を説明する場面を録音・録画したことから、供

述調書では表現できない部分を記録することができた。

○ 窃盗（万引き）事件の被疑者は、普段は多弁であるのにも関わらず、

録音・録画を開始すると押し黙り、あまり言葉を発しない態度を見せ

るが、被疑者に被害品（成人用雑誌等）を提示すると、急に態度を変

え、多弁となるなど、普段の様子を記録することができた。

○ 傷害事件の被疑者は、供述はしないものの、筆談での取調べを申し

向けたところ、顔を頷かせ応じる意思を示したことから、質問事項を

用紙に記載し、その内容を読みながら閲覧させた。録音・録画中に被

疑者はその質問に対して言葉を発することはなかったが、質問事項が

記載された用紙に自筆する場面が記録することができ、供述内容の任

意性・信用性を明らかにすることができた。

(2) 試行による取調べの録音・録画が取調べに支障があると認められた事例

知的障害を有する被疑者に係る試行が取調べに支障があると認められた事

例は、次のとおりである。

○ 詐欺（無銭飲食）の被疑者の録音・録画を実施するに際し、取調べ

室への入室時から録音・録画を実施したところ、被疑者は、録音・録

画機器に興味を持ち、入口付近で取調べ官の言葉にも全く反応しない

状態となった。最終的に録音・録画の下での取調べを実施することが

できなかった。

○ 窃盗（色情盗）の被疑者は、録音・録画の下での取調べにおいて殆
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ど話さなかったことから、録音・録画しない取調べに切り替えたとこ

ろ、言葉数も増え、余罪についても供述し始めた。被疑者自身からも

「カメラがあったら緊張する」という話もあった。

○ 窃盗事件の被疑者は、録音・録画を実施する旨を告げたところ、「な

ぜ、自分だけ録音・録画しなければいけないのか納得できない」と、

自己の障害について隠したがり、録音・録画の下での取調べを拒否し

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

期間中、試行対象事件に該当すると判断されたものの、録音・録画を全く

実施しなかったものの事例は、次のとおりである。

○ 傷害事件の被疑者は、録音・録画の下での取調べを実施する旨を告

げると、「自分がやったことは正直に言うが、録音とか録画されると本

当のことを話しづらい」と拒否したため、録音・録画は実施しなかっ

た。

○ 窃盗事件の被疑者は、事件のことについては供述するものの、「心の

病気を持っている自分の姿を機械で映されて、誰かに見られるのは絶

対に嫌だ。弁護士からもやったほうがいいと言われているけれど、絶

対嫌だ」と頑なに拒否したため、録音・録画は実施しなかった。

○ 傷害事件の被疑者は、中度の知的障害の他、統合失調症を患ってお

り、これまでも入退院を繰り返している状況で、逮捕時も支離滅裂な

言動があり、病院側と協議した結果、措置入院の手続きとなった。

６ 試行の実施状況の評価

(1) 平成24年５月から本年４月までの12か月間の実施件数は、既述のとおり、

967件である。これは警察において被疑者が知的障害を有すると認め、対象

事件に該当すると判断した1,037件の約９割に当たるもので、平成24年12月

検証と同様に積極的に取り組んでいると認められる。

実施の傾向についてみると、取調べ官は、コミュニケーション能力等の被

疑者が有する特性を考慮し、公的認定を有していない被疑者に対しても積極

的な試行に取り組んでいることが特徴的であり、逮捕後の比較的早い段階で、

被疑者が自ら供述する場面を選択し、被疑者供述の任意性・信用性等の立証

を意識した取組に移行していることが分かる。

これらは、録音・録画に従事した取調べ官の９割以上がメリットがあると
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回答しているように、「供述調書では確認することができない被疑者の供述

状況を記録として確認することができ、供述の任意性や信用性の立証には有

効である」といった内容の意見が多いことからも、取調べ官自身が知的障害

を有する被疑者に対する録音・録画を有効であると考えていると思われる。

(2) 他方、実施時間は比較的短時間に止まっているところ、「特性を有する被

疑者の録音・録画での取調べを意識しすぎるあまり、十分な質問ができない」

や「被疑者の特性によっては、録音・録画されていることを意識して普段ど

おりの対応ができない」といった意見が多いことから、知的障害を有する被

疑者の取調べ技術が十分でないことが、少なからず実施時間に影響を与えて

いる事案もあると考えられる。

また、知的障害を有する被疑者に係る録音・録画は、その特性等を踏まえ、

可能な限り広く実施することが望ましいところ、実施回数を見ると、複数回

実施を意識した取組は増えつつあるが、今後は、より効果的な取組が求めら

れるところである。

なお、公的認定を有していない被疑者の場合、「捜査の初期段階で被疑者

が有するコミュニケーション能力に関する特性」を判断することは難しいと

の意見もあり、軽微で、犯人性が明白な事件は、一般的に勾留期間が短いた

め、終盤で知的障害があると判断される事例も少なくないと考えられる。

(3) 知的障害を有する被疑者に係る録音・録画は、被疑者の特性に配意した取

調べは勿論、その状況を録音・録画することにより、被疑者供述の任意性や

信用性等ばかりでなく、取調べの適正についても的確な立証を図る観点から、

効果的であるといえる。反面、被疑者が有する特性の程度、事件の内容、証

拠の収集状況等を考慮すると、取調べ全過程の録音・録画については、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も留意が必要

である。

７ 今後の方針

既述のとおり、知的障害を有する被疑者に係る録音・録画の実施については、

試行開始から１年間の実施状況を見てみると、実施件数が増加しつつあるほか、

実施場面についても工夫がみられるなど、全体的には積極的に取り組む姿勢は

みられるものの、未だ、一部の捜査員には、被疑者の有する特性の判断や、特

性に配意した録音・録画の取調べに対して不安を有している者もおり、実施内

容（実施時間、実施回数等）に少なからず影響していることは否めない状況で

ある。

知的障害を有する被疑者の取調べや録音・録画の実施に当たっては、捜査の

初期段階において、被疑者の特性等を早期に把握することは勿論のこと、被疑
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者供述の任意性・信用性に疑義が生じることがないよう、特性に応じた質問方

法や個々の被疑者の特性に応じて供述調書等の形式を工夫することが必要であ

り、併せて、心理学的知見に基づく誘導性の低い質問方法等について、全ての

捜査員が習得するよう、取調べ技術の高度化を引き続き図る必要がある。

なお、既述のとおり、公的認定を有していない被疑者について、コミュニケ

ーション能力の程度を判断することの困難性を指摘する意見が多数寄せられて

いることから、心理学的知見に基づき、コミュニケーション能力の程度を計る

ことができる指標の調査研究を実施し、これを捜査現場で活用することも有用

であると考えられる。

いずれにせよ、取調べの録音・録画の試行については、その趣旨や目的につ

いて更に周知徹底を図った上、多くの捜査員が経験を積み重ねることができる

よう、一層積極的かつ有効な試行に取り組んでいくことが求められる。


