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国際捜査共肋の要請に基づき︑中華人民共

日日
禾・

いて同国の捜査機関が作成した共犯者の供述調書等
につき証拠能力が認められた事例

に踏み込んだ判断を行っている︒それゆえ︑事件自体は︑福岡

高裁判決を踏まえながら︑具体的事案について詳細かつ理論的

身のＡおよびＢと共謀の上︑深夜︑住居に押し入り︑一家四人

本件は︑中華人民共和国︵以下︑中国︶籍の披告人が同国出

︼﹂ 事実の概要

高

高裁平成▽几年三月ハ日︵公刊物未登載︶を経て︑現在︑上告

全員を殺害して現全等を強取するとともに︑その死体を海中に

Ｔ事実の概要と判決要旨

中

福岡地裁平成一七年五月▽几日判決 判例時報▽几○三号三頁

本判決は︑国際捜査共肋の要請に基づき︑外国の捜査機関が

中であるが︑判例研究として本判決をとりあげる意義は本さい

投棄して遺棄したとして︑住居侵人︑強盗殺人︑死体遺棄の罪

作成した供述調書の証拠能力に関する問題について︑従来の最

︵︒
１︶
と思われる
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行後︑中国に逃亡しており︑それぞれ平成一五年に中国におい

に問われた事案である︒なお︑共犯者とされるＡ及びＢは︑犯

拠能力がない旨を改めて主張した︒

面の要件を満たさないとして︑以上のことから本件調書等は証

性の情況的保障がなく︑刑訴法三二Ｉ条一項三号に該当する書

I 判決の要旨

て身柄拘束されて本件につき白白している︒その後︑本判決に
先だって︑平成一七年一月二四日に中国遼寧省遼陽市中級人民
法院において︑Ａに対しては無期懲役︑Ｂに対しては死刑の判

本判決は︑︵士違法収集証拠排除法則の適用に関して︑﹁本

件捜査共肋は︑国家問の国際礼譲に基づき日本国が中国に任意

決が言い渡されている︒
被告人の公判手続における検察側の証拠調べ請求において︑

によって得られた証拠の証拠能力を否定する違法収集証拠排除

の捜査協力を要請したもので︑その手続は任意捜査の一方法と

の証拠能力が争われ︑福岡地裁はいずれも証拠として採用し
︵３
た︶
︒

法則が︑中国の捜査機関による証拠収集手続に適用されないこ

福岡県警から警察庁︑外務省を通じて中国外務省に対して行わ

弁論手続において弁護人は︑︵古本件調害等につき︑Ａ及

とは明らか﹂であり︑﹁本件取調べが︑日本国からの国際捜査

して適法に行われていること︑国際捜査共助の手続に基づき日

びＢの供述の白出に対する侵害を根拠として違法収集証拠排除

共肋に薬づくもので︑目本の捜査官が予め作成した質問事項に

れた国際捜査共肋の要請に基づき︑中国において遼寧省逡陽市

法則を適用すべき︑︵２︶刑事手続における権利保障が不十分

苓づいて行われたものであったといっても︑本件取調べに立ち

本から捜査協力を要請された外国の捜査機関は︑その国の法令

な中国の刑事訴訟制度︵黙秘権が保障されていないこと︑司法

会った日本の捜査官が直接Ａ及びＢに対して質問することは一

公安︵
局２
係︶
員が作成したＡの供述訓書四通およびＡが作成した図

の独立や無罪推定の不確立︑捜査段階の弁護権の脆弱性︑捜査

切許されていなかったことからすれば︑本件取調べをもって日

に定められた手続に従って証拠収集を行うのであって︑日本の

段階の身柄拘束が司法的抑制を受けないまま長期化しうるこ

本の捜査官による取調べであったと評価することはできな

面一枚︑Ｂの供述調吉三通ならびに翻訳文作成に関する報告書

と︶のもとに獲得された本件調沓は︑刑訴法の精神に照らして

い﹂︒﹁元々違法収集証拠排除法則が日本の捜査官による将来の

法律は適用されないことからすれば︑日本の捜査官の違法行為

証拠の許容性が否定されるべき︑︵３︶反対尋問に代わる信用
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国際捜査共肋の要請に基づき、中華人民共和国において問国の捜査機関が作成した
共犯者の供述調書等につき証拠能力が認められた事例（中島）

ら考えると︑国際捜査共助により得られた証拠の証拠能力に関

違法捜査を抑網する見地から認められた証拠法則であることか

許容性を肯認することができる︒﹂

なかったと言うことができるから︑本件調書等について証拠の

ある本伴取調べが刑訴法の基本理念に実質的に反するものでは

︵３︶そして︑すでにＡ及びＢが中国において有罪判決の言

しては︑証拠の許容性の問題として検討すれば足りる﹂︒
︵２︶その﹁証拠の許容性﹂については︑最高歎平成七年二

も検討する必要があると解するのが相当﹂であり︑﹁元来︑国

拠を事実認定の証拠とすることが許容されるかどうかについて

力に関する諸規定のほか︑刑訴法全体の精神に照らし︑その証

日本の法令に照らして違法であると見られる場合には︑証拠能

裁判において使用されることからすれば︑その証拠収集手続が

ができる︒また︑本件調書等は︑すべて一問一答の問答形式の

された状況の下で任意に取調べに応じ︑供述したと認めること

らすれば︑本件取調べにおいてＡ及びＢは︑供述の白由を保障

に追及的な質問や語導的な質問はなかったと認められることか

官があらかじめ作成した質問事項に基づいて行ったもので︑特

官が︑Ａ及びＢに対して供述拒否権を告げた上で︑日本の捜査

い渡しを受けており︑また︑被告人が直接に関与しなかった犯

際捜査共肋は︑外国における証拠収集のための要件や手続が日

体裁で作成されている上︑本件取調べ後︑Ａ及びＢは︑本件調

月二二日犬法廷判決︵いわゆるロッキーード事件丸紅ルー︲ト︑後

本におけるそれと異なっていることを当然の前提として成り立

書等を閲読してその内容が間違いないことを確認した上で︑・：

行の態様︑状況等を認定できないことから︑刑訴法三二Ｉ条一

つ削度であることを考えると︑国際捜査共助によって得られた

各頁に署名及び指印をしていること⁝などからして︑本件調古

掲裁判例﹁Ⅳ﹂︶刑集四九巻二号一百八を参照して︑﹁国際捜査共

証拠を日本の刑事裁判において使用することが許容されなくな

等にはＡ及びＢの言い分がそのまま記載されていると認めるこ

項三号の﹁供述不能﹂︑﹁必要性﹂の各要件の充足を認めた上で︒

るのは︑外国の捜査機関による証拠収集手続が︑刑訴法全体の

とができる︒加えて︑本件取調べには︑⁝複数の日本の按査官

助に基づき︑外国の捜査機関がその国の法令に従って適法に証

基本理念に実質的に反していると認められる場合に限られると

が立ち会い︑Ａ及びＢに対する本件取調べ及び本件調書等の作

﹁本伴調書等の特信状況についてみると︑本件取調べは︑取調

解するのが相当である﹂として︑本件取調べ状況を具体的に検

成がいずれも適正かつ正確に行われたことを確認していること

拠収集を行ったとしても︑その結果得られた証拠は日本の刑事

討したうえで︑﹁本件調書等については︑その証拠収集手続で
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Ｔ﹂ 束京高裁昭和二九年七月二四日判決︵東高時報四巻五

するのであり︑米国の〇・？︸における聴取詞書であっても同

合にはその者が公判期日に供述することができない場合に該当

証拠能力に関して︑﹁証人が公判廷において胎百を拒絶した場

合の︑同人の米国〇・？︸︵軍特別捜査局︶における聴取調書の

合衆国の軍人である証人が公判廷において証言を拒否した場

成に際し︑供述者Ａに黙秘権のあることを

由を認め得るに由のないとこであるから︑右□供書は︑その作

て︑また︑記録の上においても︑特にその任意性を疑うべき事

に署名したことが窺われると共に︑その供述内容白体におい

も加えられることもなく任意これが供述をした旨自認してこれ

録取された後Ａはこれが調書を全員に亘り閲読し︑何等の脅迫

その供述は︑特に

27−3･4−312（香法2008）

が認められる︒このような事情に加え︑本伴調書等において︑

米軍師団刑事捜査官に対する米国人の□供書の三号嗇面とし

号一五二頁︶

るとともに︑犯行に至った経過や犯行状況等について︑具体的

ての証拠能力に関して︑﹁□供書が披告人の立会なく︑従つて

Ａ及びＢは︑被告人と共に判示第五の犯行に及んだことを認め

かつ詳細に述べていることをも併せ考えると︑本件調書等は︒

その反対尋問なくして作成されたことや披告人がその作成者の

ところを軍裁判所やその他の裁判所で同人の不利益な証拠とし

それのある陳述はこれをするに及ばない旨︑及びその供述した

に従い︑供述者たるＡの不名誉となるとか︑同人を罪に落すお

はない︒﹂﹁□供書の作成に当り︑合衆国憲法等の定むるところ

とがないからといつてその証拠能力に消長のあるべきかぎりで

薗不刑事捜査官によつて被疑者又は証人として取調べられたこ

﹃その供述が特に信用すべき情況の下に作成されたものであ

究

る﹄と認めるのが相当である﹂と判示した︒
二︒研
曰 国外において作成された調書の証拠能力に関する判例の
動向
﹁Ｉ﹂ 束京高裁昭和ニ八年一一月七日判決︵高等裁判所刑事

法第三二Ｉ粂一項三号に該当する書面であることは何等疑いな

法があるとか任意性がないとか⁝︑或いは

て使用することのない旨をＡに予告し︑且つその供述が調吉に

いところである︒﹂﹁米国車人が米国の捜査機関に対し供述する

信用すべき情況の下にされたものでないとか主張して原審がこ

判決特報三九号一七〇頁︶

のでありその調書の記載・内容・態裁から考えても特に信用に

れを証拠に採用したことを論難する主張も当らない﹂︒

四げられなかつた違

足る状況の下に作成されたものと認められる︒﹂

七
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国際捜査共肋の要請に基づき、中華人民共和国において同国の捜査機関が作成した
共犯者の供述調書等につき証拠能力が認められた事例（中島）

﹇Ⅲ﹈ 東京高裁昭和五八年一〇月二八ロ決定︵ロッキード事

た経過も窺えるのであって︑かような証人尋問手続の状況から

すると︑一般的に虚偽の供述がなされる危険性は極めて少な

たということができ︑かかる状況のもとに行われた証人尋問手

件︵小佐野ルート一︶︵刑事裁判月報一五巻一〇号五一

米国連邦地裁大陪審において適式に証人として床百した証言

続における本件証言調書の供述は︑﹃その供述が特に信用すべ

く︑試実な証言を期待できる外部的一般的状況が確保されてい

調書について︑﹁弁護人側は本件証言調書の証人尋問手続の適

き状況のもとにされたもの﹄に該当するということができる︒﹂

五頁︑判例時報一一〇七号四二頁︶

法性⁝について疑義があるようにいうが︑：庇ハ肋の受託国であ
る米国の国内法上の手続に属する事柄であり︑米国側において

︻Ⅳ︼ 最高裁平成七年一一月二二日大法廷判決︵ロッキード事

は︑刑訴法の証拠能力に関する諸規定のほか︑﹃刑事事件につ

本件証言調書を裁判所の公式記録として取り扱つていた以上︑

言一一粂一項三号書面該当性につき︑供述不能性︑不可欠性

き︑公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつ

件﹇丸紅ルート﹈︶﹇刑集四九巻一盲万一百﹈︶

を認めたうえで︑﹁召喚令状により証人として召喚され︑倍審

つ︑事案の真相を明らかにし︑刑罰法令を適正且つ迅速に適用

証人尋問手続は適法に行われたものと認めるべきであるし︑本

員の面前において宣誓したうえ︑虚偽の陳述をすれば偽証の制

実現することを目的とする﹄︵同法一粂︶刑訴法全体の精神に

検事総長の不起訴宣明により︑事実上︑刑事免責を付与して

裁があることを知悉しつつ︑また法廷外に自己の弁護人が待機

照らし︑事実認定の証拠とすることが許容されるものでなけれ

件被告人としては︑その証人尋問手続に重犬かつ明白な矢隔の

していて︑相談したいときはいつでもこれと相談できることを

ばならない︒﹂﹁我が国の憲法が︑その刑事手統等に関する諧規

得られた嘱託尋問調書の証拠能力について︑﹁﹃事実認定は︑証

許された状況のもとで︑逓邦司法省刑事局検事の行った尋問に

定に照らし︑このような制度の導入を否定しているものとまで

存在する等特段の事情が認められない限り︑右手続の瑕疵を主

対し本件供述をしたものであり︑尋問と証言は一問一答形式で

は解されないが︑刑訴法は︑この制度に関する規定を置いてい

拠による﹄︵刑訴法三一七条︶とされているところ︑その証拠

すべて公認速記者により正確に録取されたものであることが認

ない︒この制度は︑前記のような合目的的な削度として機能す

張出来る立場にはない﹂︒

められるほか︑⁝関係証拠を示されて記憶を喚起しつつ証言し

九九
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る反面︑犯罪に関係のある者の利害に直接関係し︑刑事手続上
重要な事項に影響を及ぼす制度であるところからすれば︑これ
を採用するかどうかは︑これを必要とする事情の有無︑公正な
刑事手続の観点からの当否︑国民の法感情からみて公正感に合

一〇〇

は︑その証拠能力を否定すべきものと解するのが相当﹂︒

∇﹂ 最高裁平成コー年一〇月三一日決定︵刑集五四巻八号
七三五頁︶

﹁Ａの宣誓供述書は︑日本国政府からアメリカ合衆国政府に

官及び日本の検察官の質問に対して任意に供述し︑公証人の面

致するかどうかなどの事情を慎重に考慮して決定されるべきも

我が国の刑訴法は︑この制度に関する規定を置いていないので

前において︑偽証罪の制裁の下で︑記載された惧述内容が真実

対する技査其肋の要請に茶づいて作成されたものであり︑アメ

あるから︑結局︑この制度を採用していないものというべきで

であることを言明する旨を記載して署名したものである︒この

のであり︑これを採用するのであれば︑その対象範囲︑手続要

あり︑刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とす

ようにして作成された右供述書が刑訴法三二Ｉ条一項三号にい

リカ合衆国に在住するＡが︑黙秘権の告知を受け︑同国の捜査

ることは︑許容されないものといわざるを得ない︒﹂﹁国際司法

う特に信用すべき情況の下にされた供述に当たるとした原判断

件︑効果等を明文をもって規定すべきものと解される︒しかし︑

共助によって獲得された証拠であっても︑それが我が国の刑事

は︑正当として是認することができる︒﹂

﹇Ⅵ﹈ 最高款平成一五年一一月二六日決定︵刑集五七巻一〇

裁判上事実認定の証拠とすることができるかどうかは︑我が国
の刑訴法等の関係法令にのっとって決せられるべきものであっ
て︑我が国の刑訴法が刑事免責制度を採用していない前示のよ

訴法は︑刑事免貴の制度を採用しておらず︑刑事免貴を付与し

容されないものといわざるを得ないからである︒﹂﹁我が目の刑

拠であるからといって︑これを事実認定の証拠とすることは許

り︑同国の裁判官︑検察官及び弁護人が在廷する公開の法廷に

述できるよう手統的保障がされている犬韓民国の法令にのっと

を記載した同国の公判調書に関して︑﹁自らの意思で任意に供

犬韓民国の戟判所に起訴された共犯者の公判廷における供述

号一〇五七頁︶

て獲得された供述を事実認定の証拠とすることを許容していな

おいて︑質問に対し陳述を拒否することができる旨告げられた

うな趣旨にかんがみると︑国際司法共助によって獲得された証

いものと解すべきである以上︑本件嘱託証人尋問調書について
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号により本件公判調書の証拠能力を認めた原判決の判断は正当

ものであることが優に認められるから︑刑訴法三二Ｉ粂一頂三

公判周書は︑特に信用すべき情況の下にされた供述を録取した

上でされたというものである︒このようにして作成された本件

判断を中心に検討していく︒

続﹂への適用︑特信情況要件の該当性に関して本判決が行った

題︑Ⅳのロッキード事件大法廷判決の判断枠組みの﹁他国の手

による証拠収集手続における違法収集証拠排除法則の適用の問

として是認することができる﹂︒

I 違法収集証拠排除法則の適用可能性

うに︑その後︑我が国に違法収集証拠排除法則が浸透するにつ

心に証拠能力の判断を行ってきた︒裁判例ｍ︑Ⅳに見られるよ

適法に獲得されたことを前提として︑主に特信情況の検討を中

は捜査共肋
︵の
４要
︶請により得られた調書につき︑受託国において

えてきた︒その証拠排除の根拠として︑違法授査の抑止︑司法

集証拠排除法則は︑我が国の証拠排除の理諭に大きな影響を与

う︒合衆国連邦最高裁判例において形成︑発展してきた違法収

用の可否について正面から言明されていることが挙げられよ

とは異なり︑積極的捜査共肋における違法収集証拠排除法則適

本判決において注目すべき点として︑前掲の主立った裁判例

れ︑程度の差はあれ彼我の手続の相違に着目して証拠排除の可

の廉潔性︵または無瑕性︶の保持︑違法捜査により権刊侵害を

裁判例Ｔ圭及びＨを見ると︑古くから鍛高裁は︑司法共肋また

能性が検討されてきた︒ｍにおいては︑証拠排除の申立適格に

瑕性︶﹂︑﹁違法捜査抑止﹂が挙げられることが多い︒違法収集

受けた者の紋済が説明されてきている
︵︒
互我が国において︑証拠

拠により証拠排除を行ったのかについては評価が分かれてい

証拠に関するリ九アィングケースである最高裁昭和五三年九月

つき︑傍論ながら言及されていることが注目されよう︒Ⅳにつ

る︒Ⅵにおいては︑受託国の我判所の面前における供述を記録

七日判決︵刑集三二巻六号一六七二頁︶は︑﹁事案の真相の究

排除の根拠が論じられるとき︑﹁適正手続﹂︑﹁司法の廉潔性︵無

した公判調書である点が注目されるが
百︑
︶本判決との関係では︑

明も︑個人の基本的人権の保障を全うしつつ︑適正な手統のも
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いて︑違法収集証拠排除法則を適用したものか︑それ以外の根

参考人ではなく共犯者の供述に関する事案であったことが重要

とでされなければならないものであり︑ことに憲法三五粂が︑

一

憲法三三粂の場合及び令状による場合を除き︑住所の不可侵︑

であろう︒
本稿では︑このような判例の勤向を受けて︑積極的捜査共助

一
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排除の相当性﹂の関係が問題となるが︑これにっき︑①重畳的

にっいて︑﹁重犬な違法﹂と違法捜査抑制の見地からの﹁証拠

除法則を採用した︒昭和囲二年判決による排除法則の判断構造

と解すべき﹂として︑最高裁において初めて違法収集証拠の排

と認められる場介においては︑その証拠能力は否定されるもの

が︑将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でない

るような重犬な違法があり︑これを証拠として許容すること

けた刑訴法二Ｉハ粂一頂等の所期する令状主義の精神を没却す

んがみると︑証拠物の押収等の手続に憲法三五条及びこれを受

また︑憲法ご二条が法の適正な手続を保障していること等にか

刑訴法が援索及び押収等にっき厳格な規定を設けていること︑

捜索及び押収を受けることのない権利を憚障し︑これを受けて

判断に入ることなく排除法則の適用が閉ざされることを意昧す

主体﹂の観点から形式的に対象が限界づけられることは︑違法

めなかった︒このように︑違法判断の前に︑﹁証拠収集手続の

ていなかった﹂ことの一事をもって排除法則の適用対象とは認

本の捜査言が直接Ａ及びＢに対して質問することは一切許され

て︑本判決は︑我が国の捜査官が﹁本件取調べに立ち会った日

による活勤﹂を実質的に評価すべきとの弁護側の圭張に対し

条件と考えるのであろう︒この点につき︑﹁我が国の捜査機関

勣と考えられることから︑この要件は︑必然的に導かれる前提

目すると︑その抑制の対象は︑我が国の捜査機関による捜査活

排除法則の根拠とされる﹁将来における違法捜査の抑制﹂に着

活勁であるか否かという点を考慮するのである︒最高裁による

前段階において︑我が国の捜査機関によって行われた証拠収集

一〇一一

な関係と捉える見解︑②競合的な関係と捉える見解︑③前者は

る︒それゆえ︑たとえ証拠収集手続において看過し得ない重犬

な違法があったとしても︑違法収集証拠として排除し得ないこ

要件であるが︑後者は排除法則を正当化ないし必要化するひと
っの棋拠と捉える見解などが挙げらにご︒

︵︒
８っ
︶まり︑
定して法的根拠及び当該手続の適法性を論じている

前者の過程だけが該当するものとして︑当該共助要請手続に限

過程﹂に二分して︑我が国の捜査機関による按査活勤としては

旨に沿わない以上︑原則として排除法則を適用することはでき

ことは︑必ずしも我が国の違法捜査の抑制という排除法則の趣

能力の問題を考えてみる︒例えば︑このような証拠を排除する

この点に関逓して︑私人により違法に収集された証拠の証拠

とになる︒

昭和五三年判決の示した①﹁違法判断﹂︑②違法捜査抑制のた

ないという見解が八ご︒しかしながら︑私人による違法な証拠

本判決は︑当該手続過程を︑﹁共助要請過程﹂と﹁証拠収集

めの﹁排除の相当性判断﹂という枠組みに対して︑違法判断の
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収集が捜査機関の意思に関わらない偶発的なものではなく︑捜
査機関の俵頼︑命令︑協力関係等に基づいてなされた場合には︑
捜査機関の活動を分担するものに他ならないため︑捜査賎関そ
︵︒
1そ
0れ
︶ゆえ︑私
れ白体の行為と同様に考える余地があるだろう
人による違法収集証拠の場合に排除法則を適用しないとする見
解であっても︑違法が著しく重大で適正手続の観点から容認で
きない場合には︑例外的に証拠排除を認めている︒本件と比較
すると︑外国の捜査機関に積極的捜査共助を要請する場合も︑

を得ない︒

国 事実認定の証拠とすることの許容性

本判決は︑前述のように違法収集証拠の排除法則の適用を否

定し︑﹁国際捜査共肋により得られた証拠の証拠能力に関して

は︑証拠の許容性の問題として検討すれば足りる﹂という︒そ

こで本判決が証拠の許容性を論じるに際し参照しているロッキ

ード事件犬法廷判決﹇裁判例Ⅳ一の趣旨及び判断構造を確認す

ロッキード事件犬法廷判決は︑刑事免貴により獲得された嘱

る必要がある︒

造的には変わりない︒それゆえ︑司法の廉潔性の観点を考慮し

託証人尋問調書につき︑﹁刑訴法の証拠能力に関する諸規定の

我が国の﹁捜査機関以外の者﹂に証拠収集を依頼する場合と構

た紋策的判断から︑違法捜査抑制の趣旨より導かれる排除法則

ほか︑・：刑訴法全体の精神に照らし︑事実認定の証拠とするこ

定の証拠とすることは︑許容されない﹂とする︒この犬法廷判

らず︑したがって﹁刑事免貴を付与して得られた供述を事実認

度に関する規定を置いていない﹂ので︑この制度を採用してお

して法定されておくべきところ︑﹁我が国の刑訴法は︑この制

の当否︑国民の法感情からみた公正感などの事情を憤重に考慮

及ぼす制度である﹂ため︑必要性︑公正な刑事手続の観点から

のある者の利害に直接関係し︑刑事手統上重要な事頂に影響を

獲得する手段とされた事実上の刑事免責につき︑﹁犯罪に関係

とが許容されるものでなければならない﹂として︑当該調書を

の適用限界を緩和するため︑違法の重大性及び我が国の捜査機
関の介人の程度︑当該手続を利用しようとする意図または重犬
な過失によって︑わが国の捜査活勤の延長として取り込まれる
鎖域を拡張して︑私人の場合と同様︑排除法則による証拠排除
行︶
を検討する余地があるのではないのだろうか︒
このように︑本判決は︑違法収集証拠排除法則の適用につき︑
極めて形式的に外枠を設定する判断方法を採っている︒排除法
則が適用された場合の呉体的帰結はおいておくとして︑本件取
調べにおける﹁﹃違法﹄の重大性﹂を考慮することなく︑排除
法則の適用を遮断する論理構造を採ることには疑問を感じざる

一〇三
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決に関する研究は︑枚挙にいとまがないが︑それらの分析は︑
次のように二つの方向に大別されるだろう︒﹂つは︑本事案は︑
適正な手続または司法の廉潔性︵無瑕性︶の観点から本来の排
除法則の射程内︑少なくともその延長線上にあると評価するア
プロー︵
チ1
で2
あ︶
り︑もう一つは︑既存の排除法則または証拠法規
定による証拠排除に該当しない証拠排除の新たな契機を創出し
たと評価するアプローチであ諮
る︶
︒
このロッキー︲ド事件犬法廷判決における特徴的な点として︑
①刑事免責を付与して嘱託尋問により供述を獲得する過程に違
法が存するかについて言及していないこと︑②違法収集証拠排
除の申立適格について言及していないことが挙げられる︒①に
ついては︑捜査機関の行う証拠収巣手続そのものが法に反して
︵そして将来の違法捜査を抑制するために証拠排除しなければ
ならないほど︶許されないかという視点から︑当該手続の適法・
違法の判断を行うことなく︑﹁刑訴法全体の精神﹂に照らして︑
端的に﹁証拠の許容性﹂という観点からのみ証拠排除を論じて
いる︒このことから︑捜査手続の違法を判断してから︑排除の
相当性について検討する従来の排除法則とは判断枠組みが異な
るのではないかという疑問が浮上する︒また︑②について︑ロッ
キード事件小佐野ルート東京高裁決定﹂裁判例ｍ︼は︑﹁本件
披告人としては︑その証人尋問手続に重大かつ明白な欠陥の存

一〇四

在する等特段の事情が認められない限り︑右手続の瑕疵を主張

出来る立場にはない﹂として︑証拠排除に関する被告人の申立

適格を原則として否定しており︑違法収集証拠排除法則の検肘

を前提としていると考えられる︒ところが︑同じく第三者への

捜査活勁が問題となっている大法廷判決において︑申立適格ヘ

の言及がないことから︑犬法廷判決は︑違法収集証拠排除法則

を念頭に置いて論じているわけではないと推測される︒これら

から︑異なる論理︑すなわち排除法則とは異なる趣旨および枠

組みの排除理論を提示していると考えるべきだろ︵
う1
︒4︶

このような判断粋組みを前提に︑本判決は︑中国の刑事訴訟

法九三︵
粂1
が5
﹁︶
被疑者の真実供述義務にを定めており︑﹁被疑者

の黙秘権が制度的に保障されていなかったとしても︑被疑者の

取調べが実質的に供述の自由を保障した上で行われたと認めら

れるのであれば︑その取調べを刑訴法の基本理念に実質的に反

していると評価するまでの必要はない﹂として︑①中国の挫査

機関がＡ及びＢを中国の刑法に従って処罰するために行った手

続ではないと認められること︑②肉体的強制の不存在︑②本件

取調べ開始前の供述拒否権告知︑①調書の体裁が一問一笞の問

答形式であること︑⑤供述拒否権を奪われるような精神的強制

の不存在を挙げて︑﹁中国刑訴法が制度として被疑者に真実供

述義務を課し︑黙秘権を否定しているとしても︑本件取調べに
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Ｘ λ Ｎ Ｘ Ｘ Ｘ ゝ Ｘ ゝ ゝ
て許容しうるかどうかを論じているのであり︑当該証拠収集手

Ｘ Ｘ Ｘ へ Ｘ Ｎ ヘ

る被疑者弁護制度の不十分さについては︑我が国の被疑者弁護

ことはできない﹂とした︒さらに︑中国の刑事訴訟制度におけ

証拠収集手続が刊訴法の基本理念に実質的に反しているとみる

はないと言うことができるから︑本件調書等を作成するための

得られた資科を我が国の刑事裁判上事実認定の証拠とすること

して右のごとき嘱託証人尋問をし得るということと︑その結果

判官の補足意見として︑﹁捜査の端緒ないし捜査資斜の収集と

い︒この点につき︑ロッキード事件大法廷判決における犬野鉄

続白体が国内法に照らして違法かどうかまでは言及していな

おいては︑Ａ及びＢが供述の白由を侵害されたと見るべき事情

の情況を引き合いに出すことにより︑また︑起訴前の長期の身

ができるということとは別個の問題であり︑異なった観点から

つまり具体的な捜査活動及びそれにおける権利侵害の有無に着

的経過について︑我が国の法に照らして許容しうるかの判断︑

拠の許容性﹂に関する考察は︑当該証拠収集手統における具体

とはできない﹂としている︒このように︑本判決における﹁証

取調べが刑訴法の基本理念に実質的に反していると評価するこ

的側面を配慮していれば︑証拠収集手続自体の違法判断へと繋

供述強制的側面に言及していない︒もし大法廷判決が供述強制

与えることと引き替えに︑制裁を背景に証言を強制するという

免れるという取引的側面に着目しているのであり︑刑事免貴を

根拠につき︑刊事免責を付与されて証言することによって罪を

また︑犬法廷判決は︑当該証言に関して許容性が否定される

Ｕ︒ｓｏ

柄拘束については︑Ａ及びＢは這捕当初から概ね事実を認めて

の考察が必要である﹂との指接は︑本判決の判斯構造上の問題

目して︑刑訴法の基本理念に従って﹁あるべき捜査との比較評

の問題に踏み入っており︑むしろ︑そのような違法捜査を禁じ

﹁許容性﹂判断を考察の出発点としながら︑捜査手続の違法判断

られる場合﹂と述べる本判決は︑犬法廷判決を参照して︑その

﹁その証拠収集手続が日本の法令に照らして違法であると見

親和性を見出すことも可能だったかもしれない︒

がりえて︑証拠収集手続自体の適法性を問題とする本判決との

ヽＩＳ．︒&︒４︒１｡ｓ．Ｊ

いたことから本件取調べが行われるまでの問の身柄拘束が彼ら

︵︒
16︶
点を浮き彫りにするものであろう

Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ／ ／ Ｚ ／ Ｚ ／ Ｚ ／ ／ ／ Ｚ ／ ／ ／
ＵｆＪ ！２&ｚｉ
ｒ７︲ｉ７Ｍ︲９ ０Ｚ ａ ｌｈｔｔp：／/ｗwｗ.﹄ｇｎｌｎｌｌｆ ／１︑ふ Ｆ Ｘ

の倶述に不当な影響を与えたとは考えられないとして︑﹁本件

Ｎ Ｘ Ｘ

価﹂を行っているのである︒このことは︑前提となる判断枠組
みにおいて﹁その証拠収集手続が日本の法令に照らして違法で

かかと見られる場合﹂と言及していることからもうかがえよ

前述のように︑ロッキード事件大法廷判決は︑当該証拠収集
Ｎ Ｎ Ｘ Ｘ Ｘ へ Ｘ Ｘ ゝ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ へ Ｘ へ Ｎ ヘ ヘ Ｎ Ｘ
手続の成果を﹁事実認定の証拠とすること﹂が国内法に照らし

一〇五
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れない場合の証拠排除の可能性を残しながら排除法則の判断枠

場合の具体的帰結はともかく︑明らかに捜査の手設として許さ

るがえって前述の排除法則適用に関する考察において︑本件の

点から判断を行っている可能性がある︒そうであるならば︑ひ

て抑制する見地から証拠を排除する違法収集証拠排除法則の視

与えた刑事免貴により獲得された但述であったなら︑本件との

してクリアすべき問題がある︒また︑大法廷判決が︑合衆国の

の違法捜査の仰制を目的として重視する点に︑適用の可否に関

であることから︑排除法則が︑少なくとも我が目における将来

ではあるが︑その手統の主体が形式的には﹁他国の捜査機関﹂

対して本判決は︑まさしく本来排除法則が適用されるべき鎖域

親和性はまだ認められるが︑犬法廷判決は︑日本の検察官によ

る刑事免責の付与に関して公正の観点から証拠を排除した事案

受託国の捜査機関が拷問を用いた取調べを行った場合︑我が

容性﹂判断の適用において考慮すべき事案の性質ないし状況が

五三年最高裁判決の論理を狭く解すると違法収集証拠排除法ｍ

国の裁判所としては︑そのようにして作成された証拠は採用で

である︒これらのことにもかかわらず︑犬法廷判決を参照しな

を考慮しにくい事案である点が共通しているが︑その困難さの

きないだろう︒このような極限的な場合において証拠排除する

犬きく異なるのではないか︒犬法廷判決の事案においては︑我

性質において両者は全く異なる︒つまり︑犬法廷判決の事案は︑

可能性を残すために︑本判決が採った選択肢は︑最高裁におけ

がら︑他国の証拠収巣手続について日本法に照らして︑刑事手

合衆国の証人尋問手続において得られた調書の証拠能力が争わ

る違法収集証拠排除法則の趣旨を司法の廉潔性の観点から解釈

が国の法には存在しない手続を﹁検察官が利用したこと﹂が︑

れたのであるが︑日本の検察官が付与した事実上の刑事免責に

することにより射程を拡張する方法ではなく︑ロッキード事件

続の基本理念に反するかという判断に立ち入った本判決は︑犬

ついて問題としており︑我が国の検察官の﹁事実上の行為﹂に

犬法廷判決の﹁証拠の許容性﹂による公正さの観点からの証拠

他方︑本件においては︑我が目の法に照らすと違法とされる可

ついて︑﹁違法﹂と言いうるかという︑端的に刑訴法に違反し

排除に依拠する方法であったのかもしれない︒しかしながら︑

法廷判決の射程を拡大している可能性がある︒

た捜査を行ったという﹁違法﹂とは︑少し次元の異なる議論が

証拠排除の可能性を残すならば︑いずれにせよ最高裁判例の解

能性がある﹁他国の手続﹂が問題とされている︒いずれも昭和

さらに︑そもそも本判決とロッキード事件犬法廷判決は︑﹁許

組みを検討する方が方向性としては白然ではないだろうか︒

ノヘ

必要な鎖域において排除法則の適用の可否が問われる︒これに
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国際捜査共助の要請に基づき、中華人民共和国において同国の捜査機関が作成した
共犯者の供述調書等につき証拠能力が認められた事例（中高）

拠排除法則による排除が妥当であろうと考える︒

釈の拡張は回避できないのであり︑前述したように違法収集証

判例Ｖ︑Ⅵ︶を見ると︑いずれも外部的付隨事情によって特信

︵︒
1近
8年
︶の最高裁の特信情況に関する判断︵裁
解も多く見られる

固 三号書面﹁特信情況﹂要件について

いが︑少なくとも﹁具体的かつ詳細に述べていること﹂白体を

慮しており︑特信性を認めるうえでの位置づけは明らかではな

︵︒
1本
9判
︶決において︑④の部分が供述内容を考
情況を認めている

本判決は︑①本件取調べにおいてＡ及びＢは︑供述の自由を

調古等にはＢ及びＣの言い分がそのまま記載されている︵一問

るのは極めて例外的であり︑本来﹁信用すべき情況﹂で行われ

ところで︑通常︑単なる員面調杏が三号書面として認められ

積極的な要素と考えることは問題があるといえよう︒

一答形式︑署名・指印︶︑③日本の捜査官が立ち会い︑Ｂ及び

るはずの警察官による取調べが︑適法に行われたという状況だ

保障された状況の下で任意に取調べに応じ︑供述した︑②本件

Ｃに対する本件取調べ及び本件調嗇等の作成がいずれも適正か

︵︑
2こ
1れ
︶が特信情況を積極
は︑①などの存在を担保するにすぎず

けで︑﹁特に﹂信用すべき情況が存すると認められるとは文言

三号書面の絶対的特信情況の要件に関しては︑公判外の供述

的に基礎付けるとするならば︑我が国の捜査機関が作成するす

つ正確に行われたことを確認している︑①犯行を認め︑経過や

に証拠能力を付与する要件の一つであるから︑供述時の外部的

べての調書に特信性が認められよう︒したがって︑①及び③か

及び理論上考え心づに︒本判決は︑①を筆頭に挙げているが︑そ

付随事情であると考えらにご︒しかしながら︑最高裁昭和三〇

らは︑特に信用性を矢く情況がないこと︵いわば我が国におけ

犯行状況等について︑具体的かつ詳細な供述である︑以上のこ

年盲旦一日判決︵刑集九巻言こ四頁︶は︑二号書面の特信

る適法な取調べと同視しうる情況があったこと︶が認められる

もそも刑訴法三二五粂は任意性を要求しており︑特信情況の前

情況につき﹁必ずしも外部的な特別の事情でなくても︑その供

にとどまる︒本件において特信情況の存在を積極的に基礎付け

とから︑本件調古等につき﹁その倶述が特に信用すべき情況の

述の内容白体によつてそれが信用性ある情況の存在を推知せし

る要素として考え得るのは︑②の根拠となる﹁本件調害等は︑

提条件が満たされていることを示すにすぎない︒③について

める事出となると解すべき﹂としている︒また︑供述内容につ

すべて一問一答の問答形式の体裁で作成されている﹂という部

下に作成されたものである﹂と認めている︒

き外部的付随事情の存否の判断貢科として考慮できるという見

一〇七
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分であろう︒
三︒おわりに

一〇八

22︶

法廷判決の﹁証拠の許容性﹂判断は︑﹁手続の適正﹂や﹁司法

︵

の廉潔性﹂の観点を介して接近することになるだろう︒そうで

はなく︑②証拠収集手続に違法がないか違法を問題としえない

証拠排除を認める余地があることを意昧する︒このことは︑犬

るいは軽微な違法しかない︶場合であっても︑後者の観点から

ることなく︑許容される態様で行われる︑つまり違法がない︵あ

る︒この論理の帰結は︑たとえ証拠収集手続白体が法令に反す

すること﹂が許されるかという観点から考察を行うものであ

本判決は︑犬法廷判決を参照して﹁刑訴法全体の精神﹂に照

このような関係と考えるのが素直な解釈であるように思える︒

ロッキード事件大法廷判決および小法廷七四の趣旨からすれば

を否定すると考える場合にこのような関係になる︒平成七年

きないが故に︑﹁公正な刑事手続の観点﹂から︑証拠の許容性

らず︑違法収集証拠排除の法則を含む証拠法則によって排除で

場合に︑﹁刑訴法全体の精神﹂に照らして証拠の許容性を判断

法廷判決が︑証拠収集手続における違法の有無について言及し

らして証拠の許容性を検討する必要があるとしながら︑﹁証拠

これまで確認してきたように︑ロッキード事件犬法廷判決の

ていないことからも明らかであろう︒これに関しては︑前者の

収集手続が日本の法令に照らして違法であると見られる場合﹂

することにより﹁落ち穂拾い﹂的に機能する関係にあると考え

観点からの違法収集証拠排除法則と後者の観点からの﹁証拠の

を前提としている︒大法廷判決につき︑本判決のような解釈を

示した﹁証拠の許容性﹂の論理は︑証拠収集手続白体に違法が

許容性﹂判断の両射程の関係が問題となろう︒すなわち︑①後

前提とするならば︑両排除理論の関係は①のようになるだろ

るのであろうか︒大法廷判決は︑﹁刑訴法仝体の精神に照らし︑

者の判断は前者の判断を包摂的または競合的な関係にあると考

う︒本判決の一見錯綜した論理は︑違法収集証拠排除法則およ

あり︑そのような違法な手続が許されるかどうかという観点か

えるのか︒この場合︑違法な捜査により獲得された証拠は︑後

び証拠の許容性の観点からの証拠排除のそれぞれの根拠に関逓

事実認定の証拠とすること﹂が認めるべきではないにもかかわ

者の観点からも許容し難いと説明可能である︒包摂するのか競

する両理論の射程の曖昧さを如実に表している︒

らではなく︑﹁刑訴法全体の精神に照らし︑事実認定の証拠と

合するのかは︑両排除理論の趣旨から導かれる判断基準の異同
に依拠するだろう︒いずれにせよ︑違法収集証拠排除法則と犬

27−3･4−322（香法2008）

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

国際捜査共肋の要請に基づき、中華人民共和国において同国の捜査機関が作成した
共犯者の供述調吉等につき証拠能力が認められた事例（中高）

︵古 本判決の判例評釈として︑松田岳＋才刑事司法ジャーナル四号︵二〇
〇六年︶ 一〇〇頁以下︑塩厚健丁警察公論二月号︵二〇〇五年︶九八
頁以下︒
︵２︶ 中国における警察機関の名称︒同国の刑事手続を概観する論稿とし
て︑陳光中﹁中国刑事訴訟法の形成と特徴﹂西原春夫編﹃中国刑事法の

九八六年︶七八頁参照︒

︵８︶ これまで共肋要語権限につき一九七条一項に求められると考えられて

きた︒杉山治樹﹁国外における捜査活動の限界﹂﹃新実例刑事訴訟法こ

二九九八年︑青林書院﹄六﹂頁参照︒本判決は︑共勣要請を任意捜査
として位置づけ︑このことを確認している︒

︵９︶ 桧尾浩也﹃刑事訴訟法・下﹁新版袖正第二版﹂﹄︵一九九九年︑弘文堂︶

コー一頁︑光藤景咬﹃口述刑事訴訟法・中﹁神訂版﹂﹄︵ニｏｏ五年︑成

形成と特色一﹄︵一九九二年︑成文堂︶五三頁以下︑桧尾浩也﹁中国の
刑事訴訟法について﹂ジュリストー一〇九号︵一九九七年︶四三頁以下

文堂︶ 一五九頁参照︒

︵Ｈ︶ 他方において︑他国の手続そのものを対象として︑自国の手続に照ら

︵10︶ 井上・前掲註︵６︶四コ八頁以下参照︒

参照︒

介として︑今村智仁﹁国際捜査共肋の要請に基づき中華人民共和国にお

して︑端的に﹁違法かどうか﹂の評価を行うこと白体︑根本的に検討す

︵３︶ 福岡地飲平成ヱ八年一一月三〇日決定︵公刊物未登載︶︒本決定の紹

いて作成された供述調沓が刑訴法三二Ｉ条一項三号杏面に当たるとされ

る余他があると思われる︒その意味で︑平成七年大法廷判決は︑なお慎
重な選択をしたといえる︒

た事例﹂研修六八二号︵二〇〇五年︶五七頁以下︒
︵４︶ 司法共助および捜査共肋に関して︑伊名波宏仁﹁国際化と裁判手続−

石︶ 井上正仁﹁刑事免責と嘱託証人尋問調書の証拠能力︵二︶﹂ジュリス

トー○七二号︵一九九五年︶ 一四〇頁以下参照︒ただし︑証拠を排除し

裁判の立場から辻二井誠ほか編﹃新刑事手続ｎ﹄︵二〇〇二年︑悠々社︶
四〇九頁以下︑小本曽綾﹁国際捜査共肋・刑事司法共助﹂現代刑事法二

た大法廷判決の結論に消極的である︒

︵13︶ ﹁立法の欠卸を理由に嘱託証人尋問調書の証拠能力をただちに否定し

九号︵二〇〇一年︶四三頁以下参照︒
︵５︶ 他に︑第一審及び原審において特信情況を基礎づける方向で評価され

証拠排除法則のほかに︑証拠として許容性・：の要件を認めた﹂とする龍

た﹂と評価するものとして︑高田昭正こソュリスＦ一〇九一号︵一九九

︵６︶ 合衆国の違法収集証拠排除法則の展開については︑光藤景咬﹃刑事訴

岡資晃ほかこンュリストー○七一号︵一九九五年︶ 一一〇頁︑中谷雄二

てきた﹁本件弁護人による反対尋問﹂が行われたことが︑最高裁におい

訟行為論﹄︵一九七四年︑有斐閣︶二六七頁以下︑桧尾浩也﹃刑事訴訟

郎﹁手続の公正と証拠の許容性﹂﹃刑事裁判の理論と実務﹄言九九八年︑

六年︶ 一七〇頁︑﹁証拠能力に関して︑刑訴法の明文規定や︑違法収集

の原理﹄︵一九七四年︑東京犬学出版会︶四八頁以下︑井上正仁﹃刑事

成文堂︶二Ｉ一頁以下参照︒

て評価されなかった点も憤認しておくべきである︒

訴訟における証拠排除﹄︵一九八五年︑弘文堂︶六一頁以下参照︒

うに︑将来における捜査の抑制や司法の廉潔性ないし無瑕性の維持を目

︵14︶ この点につき︑中谷・前掲註︵Ｂ︶は︑﹁違法収果証拠排除法則のよ

例百選﹇第六版ご二九九二年﹈ 一二九頁︑②の見解として︑井上・前

的とするものではなく︑立法手当の欠訣により刑事手続の公正さを欠く

︵７︶ ①の見解として︑三井誠﹁違法収集証拠の証拠能力﹂﹃刑事訴訟法判

掲註︵６︶五五七頁︑③の見解として︑田官裕・警察研究五五巻一号二

コ⁚︶九
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一 一〇

事情になるという︒丁寿興﹁刑事訴訟における被告人の権利およびその

との判断であると評価する︒また︑川出敏裕・

事情から特伍情況を是認できるときはそれでもって足り︑あえて供述内

している︒

行させるべきことを暗示したものという理解も不可能ではない﹂と指楠

なくとも外部的事情によって特信情況が肯定できる場合には︑それを先

￣￣い

て︑｀﹁捜査機関作成の供述調書では︑このような特別の情況のないのが

れらが十分粂件ではないことはいうまでもない︒なお︑実務の現状とし

した場合などが特信情況を認定する積極的要素といえよう︒ただし︑こ

者であり何ら利害関係を有しない供述者が︑すすんで交番に赴いて供述

銃昭和二六年二月二四日判決︵判時二三号三四頁︶における単なる目撃

︶ 例えば︑臨終の際の供述︑弁護人の立ち会いのもとでの供述︑大阪高
八
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事態の生じることの回避を目的とする﹂新しい証拠排除の枠組みとして

供述の地位と役割﹂西原春夫編﹃中国刑事法の形成と特色３﹄︵成文堂︑
一九九五年︶六一頁参照︒

︵16︶ 同趣旨の指摘として︑犬法廷判決が示す許容性判断のための﹁刑訴法

﹁不公正手続証拠排除法則﹂なる新しい証拠排除の枠組みを最高裁は創
出したと評価する見解があり傾聴に値する︒この見解は︑ロッキード犬
法廷判決の判断枠組み及び最高裁平成七年六月二〇日第三小法廷判決

れらの証拠法則の問題関心は︑当該証拠収集手続が捜査の手段として許

の証拠能力に関する規定のほか・：刑訴法仝体の精神﹂に関逓して︑﹁こ

という行政目的を達成するために︑人国管理当局が出人国管理及び難民

されるか否かにではなく︑当該証拠を裁判所の事実認定の証拠に供する

︵刑集四九巻六号七四一頁︶による﹁退去強制は︑出入国の公正な管理

認定法に基づき一定の要件の下に外国人を強削的に国外に退去させる行

ことが許されるか否かにある︒﹂松ｍ⁝Ｔ前掲註︵←︶︒

一〇三頁参照︒

︵17︶ 江家義男﹇刑事証拠法の基礎理論﹈訂正版ご︵一九五二年︑有斐閣︶

政処分であるが︑同じく国家機関である検察官において当該外国人がい
ずれ国外に退去させられ公判準備又は公判期日に倶述することができな
くなることを認識しながら殊更そのような事態を利用しようとした場合

桧尾浩也﹃刑事訴訟法ふ︲﹁新版補正第二販﹂﹄︵一九九九年︑弘文堂︶

︵18︶ 鈴木茂嗣﹃刑事訴訟法﹁改訂服﹂﹄︵一九九〇年︑青林書院ご一〇八頁︑

しているにもかかわらず強制送還が行われた場合など︑当該外国人の検

六一頁参照︒

はもちろん︑裁判官又は執判所が当該外国人について証人尋問の決定を

察官面前調害を証拠請求することが手続的正義の観点から公正さを矢く

こともあり得る﹂という判断に︑立法的手当の欠鉄による刑事手続にお

容に立ち入るまでもない

一〇〇五年︶九九頁は︑裁判例Ｖについて︑﹁少

︵19︶ 裁判例Ⅵにつき︑松浦緊・現代刑事法六巻一〇号九四頁は︑﹁外部的

ける不公正の回避の観点から﹁不公正手続証拠排除法則﹂を見出す︒た

ジュリストコ已五号︵

と認められるときは︑これを事実認定の証拠とすることが許容されない

だし︑本事案における﹁不公正手続証拠排除法則﹂の適用は︑その趣旨
からして困難であろうと思われる︒
中国刑訴法九三条﹁捜査員は︑披疑者の取調べに当たって︑まず被疑

りのままに答えなかった場合は偽証罪を構成するものではないが︑量刑

リストー一〇九号︵一九九七年︶六二頁︒なお︑真実義務に開して︑あ

松尾浩也・田口守一・張凌共訳﹁中華人民共和国刑事訴訟法全訳﹂ジュ

当該事件と関係のない質問に対しては︑回答を拒否する権利を有する︒﹂

は︑捜査員の質問に対して︑ありのままに答えなければならない︒但し︑

無罪についての弁解を行わせた後︑質問をしなければならない︒被疑者

者の犯罪行為の有無を取調べ︑披疑者に有罪の情状についての陳述叉は

15︶
八
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国際捜査共肋の要請に基づき、中華人民共和国において同国の援査機関が作成した
共犯者の供述調吉等につき証拠能力が認められた事例（中島）

むしろ通常﹂であり︑﹁実務上はむしろ特に信用性を欠くような情況が
なければ証拠能力を肯定する﹂ことが多く︑﹁いわば絶対的な必要性が
ある場合にはそれもやむをえないとして肯定されている﹂との指摘があ
る︒桧尾浩也監修﹃条解刑事訴訟法﹃第三版一﹄︵二〇〇三年︑弘文堂︶
七〇四頁︒
︵21︶ なお︑川出・前掲註︵19︶ 一〇〇頁は︑裁判例Ｖにおいて日本の検察
官が取調べに立ち会ったことについて︑﹁少なくとも︑それが特信情況
を積板的に基礎付ける１つの要素となることは否定できない﹂という︒
︵９９一︶ 特に違法収集証拠排除法則において﹁司法の廉潔性の保持﹂に重点を
置いて︑諸要素を総合的に検討しながら排除を判断するとなると︑ます
ます両理論の違いは曖昧になる︒反対に前者が後者を包摂する考え方も
あるだろう︒井上・前掲註︵12︶ 一四二頁︑小川桂樹﹁刑事免責による
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供述強制﹂田目守一・寺埼嘉憾編﹃判例演習刊事訴訟法﹄︵二〇〇四年︑

一

成文堂︶二四二頁︒
︵23︶ 前掲註︵14︶参照︒

一
‑

