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本来あるべき取調べの形を言語化！
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『取調べの技術』を体系化

著者が経験から得た「真実を聞き出す」ノウハウ・コツを体系的に言語化。

被疑者以外の関係者への聴取例も充実

本書の特長

被疑者取調べはもちろん、想定事例に沿って、被害者、目撃者、警察官
といった様々な立場で事件に関わる人物への取調べについても紹介。

詳細は
こちら！

実務で役立つ調書記載例を詳解
出るべきはずの「事実」がオープンに聞いても出ない場合には，それを放置する

聴取内容に応じた調書記載例を徹底解説。
ことなく，物証等を示して，説明を求める質問をする必要があることは当然です。
また，客観的な物証から直ちに認定できる「事実」であれば，被害者に最初か
らそれを示して説明をしてもらえば足りるということは第11講で説明したとおり

内 容 見 本

です。

この設例では，被害者調べにおいても，誘導質問で場面を設定し，オープンな

時々あります。

質問をして詳細を語らせるのが基本であることを改めて確認していただければと

殴られたのは三次会で，殴られた記憶は全くないので

思います。

しょうか。

被疑者調べであれ，被害者調べであれ，取調べである以上，その手法は同じで
す。事実をオープンに聞き，客観証拠との整合性を確かめ，供述の信用性を吟味
します。

はい，そうです。

イラストやアイコンが豊富で読みやすい！

なぜ殴られたのか，その経緯について何か記憶はあり

次に，被害者特有の問題として，示談の意味や処分の見通しの伝え方を考えて
みたいと思います。

ませんか。

ありません。

設例 2

そうすると，あなたはどのように殴られたことを知っ

被疑者は，会社の同僚の送別会に参加し，その三次会の席上において，部下社

たのですか。

員の顔面を数回殴り，加療約 5 日間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。

翌日，三次会にいた同僚から，被疑者に殴られたこと

三次会の席上，参加した社員等はそれぞれに相当程度酒に酔っており，被害者

を教えてもらいました。

自身は被疑者から顔面を殴られたことは
覚えていない。

あなたの被害届によると，
「被疑者から 4 ， 5 発殴ら

翌朝，被害者は三次会に同席していた

れた。
」との申告がありますが，これはあなたの記憶

同僚から事情を聞き，被疑者に数回顔面

によるものではないということでいいですか。

を殴られたと知り，警察に被害届を提出

はい。同僚から聞いたことに基づいて被害申告をしま

したことから本件が発覚した。

した。

被害者は，示談を含め，被疑者に対す
る対応を検討したいと述べている。
録音録画の下でどのような取調べを行

と，記憶がない理由と，被害届の申告事実が第三者から聞いた事実に基づくもの

うべきか。

であることを明確にしておくとよいでしょう。

検

記載されていましたが，「被疑者から 4 ， 5 回殴られたと同僚から聞いた。」旨の

なお，本件では，被害届に「被疑者から 4 ， 5 回殴られた。」旨の申告内容が
討
まず，どのような捜査スケジュールを組むのかを考えてみましょう。本件の暴

被害届を作成するのが相当だと思います。

行行為を立証するための証拠構造を考えた場合，何が立証の柱となるでしょうか。
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第3章

被害者調べについて

次に，殴られたことをどのように知ったのかを明確にすべく，次のような発問
を組み立てることになります。
そうすると，あなたは，被害を受けたその日には殴ら
れたことを意識しないまま自宅に帰って眠ったという
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ことですか。

録音録画時代に、真実を聞き出すための取調べの技術とは―
設例で検討する17講
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