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Ⅰ はじめに

陸上であれ海上であれ、死体が発見された際に、すべての死体に対して

犯罪死の疑いを払拭すべく法医学の専門家である法医による司法解剖が行

われれば、犯罪死の見逃しは防ぎ得る。しかし、すべての死体に対して法

医による司法解剖を実施するということは、財政の観点からも効率的とは

いえない。わが国では、死体が発見され、死体が捜査機関のもとに届けら

れた後、司法警察職員（第一次捜査機関である警察や海上保安庁）が、当

該死体から、死亡の原因において犯罪があると思料すれば捜査の対象とな

って犯罪の捜査が行われることになる（刑訴法 189 条Ⅱ項）。しかし、司

法警察職員において、犯罪があると思料されなければ、当該死体はなんら
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の対応もなされていなかった。 
死体が捜査の対象となるとは、具体的には、捜査機関が、「変死者又は

変死の疑いのある死体」と認識することである。第一次捜査機関の司法警

察職員が、死体について「変死者又は変死の疑いがある死体」と認識すれ

ば、検察官による検視若しくは司法警察員等による代行検視が行われるこ

とになる（刑訴法 229 条）。検視の結果、死亡の原因において犯罪がある

と思料されれば、さらに、捜査を進める上で、具体的な死因を特定する等、

医師による鑑定が行われ（刑訴法 225 条Ⅰ項，刑訴法 168 条Ⅰ項）、死体

が解剖される。しかし、検視の結果において、死亡の原因において犯罪は

ないと思料されれば、当該死体は非犯罪死体とされ、捜査の対象とならな

い死体はなおざりにされていた。 
そうしたなかで、2009（平成 21）年に日本法医学会が、わが国の死因

究明体制の問題点について明らかにし、「日本型死因究明制度構築を目指し

て」という提言をまとめ、「死因究明等を推進する法律」と「警察等が取り

扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」（以下では、「死因身元調

査法」という）の死因究明二法の制定へとつながった1。2013（平成 25）
年に施行された死因究明二法のうちの一つである「死因身元調査法」が施

行され、警察官（司法警察職員）の検視の結果、死体が非犯罪死体とされ、

捜査の対象とならない死体についても、場合によっては、調査解剖が行わ

れるようになった。 
本稿においては、海上において死体があがったときの死体の捜査である

検視（刑訴法 229 条）と鑑定上の司法解剖（刑訴法 168 条Ⅰ項，225 条Ⅰ

項，223 条Ⅰ項）と「死因身元調査法」による調査解剖（「死因身元調査法」

6 条）について、現行法上のそれらの手続きを整理した上で、岡山県をそ

の範囲とする第六管区海上保安本部管轄内の検視、司法解剖と調査解剖の

実際の運用の状況について述べ、陸上の警察と海保の死体の捜査と調査の

運用上の特徴及び違いを明らかにしながら、死体についての刑訴法上の検

視及び司法解剖と「死因身元調査法」上の調査解剖の課題について検討し

                                      
1 平成 26 年、死因究明等推進計画を閣議決定し、その後 2 年間の時限立法であった「死因究明等を

推進する法律」は失効した。 
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たい。 
 
Ⅱ 検視及び司法解剖と「死因身元調査法」上の調査解剖の手続き

１）刑事訴訟法上の検視と死体解剖

わが国では、司法警察職員は、犯罪があると思料するとき、犯人の捜査

（犯人の身柄確保）及び証拠の捜査（証拠の収集）を行う（刑訴法 189 条

Ⅱ項）。「捜査」とは、被疑者の身柄の確保と証拠の収集を指す。死体につ

いての捜査手続には、主に、死体の検視（刑訴法 229 条）と死体の解剖を

主とする鑑定受託者の医師による鑑定（刑訴法 168 条Ⅰ項，225 条Ⅰ項，

223 条Ⅰ項）がある。 
刑訴法 229 条は、「変死者又は変死の疑いのある死体があるときは、そ

の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなけれ

ばならない。」（刑訴法 229 条Ⅰ項）とする。検視については、検察官が主

体となるが（刑訴法 229 条Ⅰ項）、検察事務官又は司法警察員による代行

検視も認められている（刑訴法 229 条Ⅱ項）。 
陸上の警察においては、国家公安委員会規則の検視規則（昭和 33 年国

家公安委員会規則第 3 号）が定められており、「警察官が変死者又は変死

の疑のある死体（以下では、変死体という）」を発見し、またはこれがある

旨の届出をうけたときの検視の具体的手続・方法については、検視規則に

よる。 
検視の対象となる死体は、変死体である。警察官が変死体を発見したり

変死体がある旨の届出を受けたりしたときは、変死体の所在地を管轄する

警察署長へ報告し（検視規則 2 条）、警察署長は警察本部長（警視総監又

は道府県警察本部長）へ報告すると同時に、刑訴法 229 条Ⅰ項の規定によ

る検視が行われるように、その死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区

検察庁の検察官に対して、変死体発見の年月日時、場所、状況や変死体発

見者の氏名、その他参考となるべき事項等を検察官へ通知する（検視規則

3 条）。そして、検視が行われるまでの間、変死体及びその現場の状況を保

存すべく、警察官による現場状況保存が行われ（検視規則 5 条）、検視に

あたっての調査が開始される（検視規則 6 条）。刑訴法 229 条Ⅱ項による
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司法警察員の代行検視の場合は、医師の立会いを求めて行い、すみやかに

検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した

写真等とともに送付しなければならない（検視規則 5 条）。 
検視の具体的な内容としては、①変死体の氏名、年齢、住居、性別の調

査、②変死体の位置、姿勢並びに創傷、その他の変異及び特徴の調査、③

着衣、携帯品、遺留品の調査、④周囲の地形及び事物の状況の調査、⑤死

亡の推定年月日時と場所の調査、⑥死因の調査（特に犯罪行為に起因する

か否か）、⑦凶器その他犯罪行為に供した疑いのある物件の調査、⑧自殺の

疑がある死体については、自殺の原因及び方法、教唆者、幇助者等の有無

並びに遺書があるときはその真偽の調査、⑨中毒死の疑いがあるときは、

症状、薬物の種類、中毒するに至った経緯の調査があげられる（検視規則

6 条Ⅰ項 1 号～9 号）。これらの調査にあたって必要があるときは、立会い

する医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者その他の関係者につい

て必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、

着衣その他特徴のある所持品の撮影、記録、ならびに指紋の採取が行われ

る（検視規則 6 条Ⅱ項）。検視の結果は、検視調書として証拠化される。 
検視調書は、司法警察職員（捜査機関）によって、死因が犯罪に起因す

るかどうかを判断する検視をした場合に、当該司法警察職員によって作成

される。検視調書には、申告者（警察署に変死体発見を申告してきた者）

の申告の要旨、目撃者、死体の外部所見、検案医師の意見等から死者の推

定される死亡年月日時、場所及びその状況を推定し記載し、検視に際して

の死体の状況を記載する。もっとも重要なことは、検視者による「判断及

びその理由」であり、検視者がその死亡を犯罪に起因するものと認めるか

否かの結論を記載し、その理由を記載しなければならない。 
捜査実務においては、検視に引き続き検証又は実況見分が行われること

があるが、その場合には、検証調書又は実況見分調書が作成されるため、

検察官の指示を受けて検視調書が省略されているようである。検視の結果、

犯罪の嫌疑が生じなかった場合で、身元不明死体の身元を明らかにする必

要があるときは、警察の場合は、死体取扱規則、海上保安庁の場合は、海

上保安庁死体取扱規則による。 
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検視という上記の捜査手続を経て、死体を解剖する必要があれば、検察

官、検察事務官又は司法警察職員により鑑定を嘱託することになり（刑訴

法 223 条Ⅰ項）、捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者（鑑定受託者）は、

鑑定のための必要な処分として、刑訴法 168 条Ⅰ項により死体の解剖を行

うことができる（刑訴法 225 条Ⅰ項）。他方で、犯罪行為に起因するもの

ではない死体、すなわち捜査の対象とならない死体については、「死因身元

調査法」により、死体の調査が実施される。 
 
２）死体検案と検視

上記の検視に対して、死体検案というものがある。人が死んだ際には、

戸籍法上、届出義務者による死亡の届出が義務付けられる（戸籍法 86 条

Ⅰ項）。そして、死亡の届出の際には、医師が作成する死亡診断書又は死体

検案書を添付しなければならない（戸籍法 86 条Ⅱ項）。死亡診断書・死体

検案書は医師の診断（死体の検案）により作成される。死亡診断書・死体

検案書において、直接の死因及び死因の原因等について記載し、死因の種

類を特定する。死因の種類については、病死及び自然死か、外因死かを明

確にする。外因死について、不慮の外因子とその他及び不詳の外因死かに

区分される。具体的には、12 の死因（①病死及び自然死、②交通事故、③

転倒・転落、④溺水、⑤煙、火災及び火焔による傷害、⑥窒息、⑦中毒、

⑧その他の不慮の外因死、⑨自殺、⑩他殺、○11 その他及び不詳の外因、○12 不

詳の死のうちから選択する。なお、医師が死体を検案して異状があると認

めたときは、医師法 21 条により 24 時間以内に所轄警察署に届け出なけれ

ばならない。警察（捜査機関）によって、変死体と思料されれば、１）で

述べた検視の対象となる。 
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【図表 1】 死亡診断書（死体検案書）の書式 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf から転載（2018 年 12 月

17 日閲覧） 
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３）「死因身元調査法」上の調査解剖

「死因身元調査法」は、警察及び海上保安庁に対し、それらが取り扱う

死体について、「死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすも

のであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その

他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及

び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保する」ため

に制定されたものである。犯罪行為に起因する死体、すなわち捜査の対象

となる死体については、先に述べたとおり、検視を経て、鑑定による司法

解剖が行われ、死因となった犯罪事実を明らかにしていく。しかし、捜査

機関、すなわち警察において犯罪行為に起因すると判断されなくとも、誤

った判断が絶対生じないとも限らない。犯罪死であるにもかかわらず、警

察が、犯罪死を見逃して死体を捜査にあげず問題となった事案には、時津

風部屋力士暴行死事件やパロマ湯沸器事件等がある。犯罪死の見逃しとい

う問題から、非犯罪死体についても、「死因身元調査法」の制定によって、

犯罪を含めて2、死因が災害、事故等市民生活に危害を及ぼすものであるこ

とが明らかとなった場合は、当該死体は、「死因身元調査法」の調査の対象

となることになった。 
「死因身元調査法」上の死体の調査とは、第一段階においては外表の調

査等（「死因身元調査法」4 条Ⅱ項）、第二段階においては体内状況調査等

（「死因身元調査法」5 条Ⅰ項）、第三段階において医師による「調査解剖」

（「死因身元調査法」6 条Ⅰ項）と段階別に規定されている。外表の調査等

や体内状況調査等において、専門的技能を有しないものについては警察官

によって行われる。 
第一段階では、犯罪捜査の手続が行われる死体を除いて、警察及び海上

保安庁が取り扱う死体について、その死因及び身元を明らかにするために、

外表の調査、死体の発見された場所の調査、関係者に対する質問等の必要

                                      
2 犯罪を文言の中に入れる必要があったのか否か疑問である。なぜならば、明らかに犯罪が原因で

の死体であれば、当然のことながら刑事訴訟法上の検視、さらには鑑定（司法解剖）の対象となり

得るからである。 
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な調査を、警察署長は調査をしなければならないとする（「死因身元調査法」

4 条Ⅱ項）。第二段階では、犯罪捜査の手続が行われる死体を除いて、警察

及び海上保安庁が取り扱う死体について、死因を明らかにするために、体

内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、

体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う

薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断（Ai）、その他の政令で定める

検査を、警察署長は実施することができる（「死因身元調査法」5 条Ⅰ項）。

第三段階では、国家公安委員会が厚生労働大臣と協議して定める基準に該

当すると都道府県公安委員会が認めた機関に所属する医師その他法医学に

関する専門的な知識経験を有する者の意見を聞き、死因を明らかにするた

め特に必要があると認めるとき、警察署長は上記の機関に解剖の実施を委

託し（「死因身元調査法」6 条Ⅲ項）、解剖を実施することができる（「死因

身元調査法」6 条Ⅰ項）。 
犯罪捜査の手続が行われる死体を除いて、警察及び海上保安庁が取り扱

う死体については、その死因及び身元を明らかにするために、「死因身元調

査法」4 条Ⅱ項にしたがって外表等の調査をしなければならないものの、

Ai を含めて体内状況調査等については、「死因身元調査法」5 条Ⅰ項の「実

施することができる」とされていることから警察や海上保安庁の裁量によ

り行い、さらに医師に解剖の実施を委託することについては、「死因身元調

査法」6 条Ⅲ項により、体内状況調査等と同様に、警察や海上保安庁の裁

量において、「特に必要がある」という文言により、特に必要があると認め

られるとき医師に解剖の実施を委託することができるとした。 
また、「死因身元調査法」における警察及び海上保安庁が取り扱う死体に

ついて、死体に係る通報、引渡し、その他の行政上の手続きを定めたもの

として、国家公安委員会規則の死体取扱規則（2013（平成 25）年国家公

安委員会規則第 4 号）がある。警察署長は、死体の身元を明らかにするた

め必要があるときは、当該取扱死体の指紋及び掌紋を押なつし、当該取扱

死体に関連する事項を記載した死者身元照会依頼書を作成し、警視庁、道

府県警察本部又は本部の鑑識課長に送付し、警察庁刑事局犯罪鑑識官に対

し身元照会を依頼することができる（死体取扱規則 3 条Ⅰ項）。また、取
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扱死体の組織の一部を採取した場合において、警察署長が、身元を明らか

にするため必要があると認めるときは、警視庁又は道府県警察本部の科学

捜査研究所長に当該組織の一部を送付し、DNA 型鑑定を嘱託することが

できる（死体取扱規則 4 条Ⅰ項）。 
 
４）警察と海上保安庁の相違点

以上、刑訴法上の検視及び鑑定における司法解剖と「死因身元調査法」

上の調査解剖についての手続きの流れを法律の条文にそって整理してきた

が、陸上の警察と海上の海上保安庁においては手続きの内容に違いもある。 
陸上の警察における検視規則は、海上保安庁には適用されていない。検

視については、海上保安庁においては、海上犯罪捜査規範の中に検視に関

する規定が若干設けられているのみである（海上保安庁犯罪捜査規範 31
条～33 条）。海上保安官が変死体を発見したり、変死体がある旨の届出を

うけたりしたとき、部署長に報告し、部署長は、変死体の所在地を管轄す

る地方検察庁又は区検察庁の検察官に、①発見の日時及び場所並びに発見

者の住居、職業、氏名及び年齢、②発見者の届出日時、③死者の住居、職

業、氏名及び性別（これらが判明しないときは、人相、体格、推定年齢、

特徴、着衣等）、④死後の推定経過時間、⑤死因、⑥死体の状況（特に犯罪

に起因する疑いの状況）、⑦所持金品、⑧解剖の要否に関する意見を報告し

なければならない。部署長の検察官への上記の通知は、刑事訴訟法上の検

視が原則は検察官の権限に属するものであることからである。検察官から

変死体について、代わって検視をするよう命ぜられたときは、司法警察員

である海上保安官は、医師及びその他の者の補助を求めて検視を行う（海

上保安庁犯罪捜査規範 32 条Ⅰ項）。検視の結果、検視調書を作成し、検察

官に送付しなければならない。 
検察官の代わりに司法警察員である海上保安官が検視を代行する場合、

具体的にはどのようなことを行うのかは、警察のように、その内容が具体

的には規範化されていない。後で述べるとおり、警察とほとんどが合同で

処理している状況においては、実際上の検視の運用においては、警察にお

ける検視規則に準じて行うことが想定され得るが、陸上で発見される死体
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と比べて海上で発見される死体は腐敗等もひどい状況から、Ai（死亡時画

像）診断も含めて、検視で行い得る内容を規範化せず、実際のケースにあ

わせて海上保安実務家により広く裁量的に行い得るようにあえて規範化し

ていないとも考えられ得る3。 
変死体でない死体、すなわち犯罪に起因しないことが明らかである死体

については、新法の「死因身元調査法」の調査の対象となる。警察でいう

ところの死体取扱規則のようなものにあたる海上保安庁死体取扱規則

（2013（平成 25）年 3 月 26 日保警刑第 145 号）によって、「死因身元調

査法」に基づく死体の調査、具体的には、死体の検査や調査解剖等が行わ

れることになる。 
海上保安庁死体取扱規則 2 条は、「犯罪行為により死亡したと認められ

る死体及び変死体」の取扱いについては、海上保安庁犯罪捜査規範に定め

のあるもののほか、海上保安庁死体取扱規則の定めるところによるとする。

死体の死因及び身元を明らかにするため、海上保安部の部署長は、「死因身

元調査法」4 条Ⅱ項の規定による死体の外表等の調査、死体の発見された

場所の調査、関係者に対する質問等の必要な調査を行わなければならない

（海上保安庁死体取扱規則 8 条Ⅰ項）。そして、部署長が死体の身元を明

らかにするため必要があると認めるときは、死体の指紋を採取して、指紋

照会書を作成し、警察庁又は関係府県警察本部等に対し、指紋を照会する

（海上保安庁死体取扱規則 8 条Ⅱ項）。 
また、部署長が、死体の死因を明らかにするため必要があると認めると

きは、「死因身元調査法」5 条Ⅰ項の規定により検査を実施することができ

（海上保安庁死体取扱規則 9 条）、管区海上保安本部長が認めた解剖を委

託する法人又は機関に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経

験を有する者の意見を聴き、死体の死因を明らかにするため特に必要があ

ると認めるときは、「死因身元調査法」6 条Ⅰ項の規定による医師等に解剖

の実施を委託し、解剖を行わせる（海上保安庁死体取扱規則 10 条Ⅰ項）。

                                      
3 適正手続の保障（憲法31条）の観点から、警察の検視規則のような成文化されたルールによって、

海上保安官が捜査上の検視で行い得る具体的な内容について規範化しておくことがのぞましいと思

われる。 
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部署長は、これらの調査、検査、解剖を実施した場合、死体調査等記録書

を作成しなければならない（海上保安庁死体取扱規則 12 条Ⅰ項）。 
 
Ⅲ 検視及び司法解剖と「死因身元調査法」上の調査解剖の運用実態

１）岡山県における司法解剖と調査解剖の運用実態

警察や海上保安庁によって死体が発見され変死体であると認められたと

き、捜査としての第一段階として、検視が行われる。警察においては検視

規則によって検視が行われることになるが、海上保安庁においては、警察

のような検視規則が成文化されておらず、海上保安庁犯罪捜査規範に若干

の規定が存在するのみである。そうした中で、海上において死体が発見さ

れ、変死体若しくは変死体と疑われる死体であると認識された場合、海上

保安官においてどのような検視が行われているのか、実際の運用について

検証することが重要になる。 
検視の結果、死体が犯罪死体であると捜査機関によって認識されれば、

刑訴法上の実況見分や検証がなされたり、鑑定における司法解剖がなされ

たりすることになる。しかし、検視の結果、非犯罪死体であると捜査機関

によって認識された場合、その死因及び身元を明らかにするための死体の

調査が行われることになる。特に、死因が災害、事故、その他市民生活に

危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合で、死因を明らかにす

る必要があるときは、医師による調査解剖が行われる。 
「死因身元調査法」においては、死因が犯罪以外の災害、事故等による

ものでも、市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合

に、その被害の拡大及び再発の防止、適切な措置の実施に寄与すべく、死

因を明らかにするための調査（検査）、さらには、死因を明らかにするため

に特に必要があるときは医師による調査解剖を行うことを法律上認めた。

現状において、どのような法運用の状況にあるのかを理解することは極め

て重要である。 
以下では、岡山、広島、香川、愛媛、山口県の一部の 5 県の海域を管轄

する海上保安庁第六管区海上保安本部刑事課での聞き取り調査及び岡山県
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の死因究明推進協議会の公開されている議事概要4（残念ながら他県におい

ては、県が死因究明推進評議会の議事概要を公開していない）をもとに、

海上保安庁における検視と司法解剖及び「死因身元調査法」上の調査解剖

の運用の実態を明らかにしたい5。 
岡山県の人口は、2018（平成 30）年 2 月 1 日の段階で 190 万 6464 人

である6。そのうち、大体、一年間での岡山県の死亡者数は 2 万人程度で推

移している7。戸籍法上義務付けられている医師による死亡診断書・死体検

案書には、12 の死因（①病死及び自然死、②交通事故、③転倒・転落、④

溺水、⑤煙、火災及び火焔による傷害、⑥窒息、⑦中毒、⑧その他の不慮

の外因死、⑨自殺、⑩他殺、○11 その他及び不詳の外因、○12 不詳の死）があ

げられているが、2016（平成 28）年度のデータで、死因分類別の死亡数・

構成割合をみてみると、「病死及び自然死」が 95％を占めている8。死亡総

数の全体の 5％（およそ 1000 人程度）が交通事故、転倒・転落、不慮の

溺死及び溺水、不慮の窒息、煙、火及び火災への曝露、有害物質による不

慮の中毒及び有害物質への曝露、その他の「不慮の事故」、1.8％（およそ

380 人程度）が自殺、他殺、その他の外因等の「その他及び不詳の外因死」

となっている9。 
一年間の岡山県下の死亡者数が 2 万人程度であることに対して、岡山県

警察が扱った死体取扱い数はそのうちの 10％、およそ 2000 体である10。

2000 体が異常死として届けられ、検視の対象となっている。具体的には、

                                      
4 岡山県ホームページ http://www.pref.okayama.jp/page/449992.html（2018 年 7 月 1 日閲覧）保

健福祉部医療推進課「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/232978.pdf 参照。 
5 こうした運用の現状は、課題を理解する上でも、さらには問題点を改善する上での施策を提示す

る上でも研究において必要不可欠である。全国レベルでの各都道府県警察及び海上保安庁各管区の

運用実態の開示を厚生労働省から各自治体に働きかけていただける強く期待したい。 
6 岡山県ホームページ http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/499043_4322303_misc.pdf（2018
年 7 月 1 日閲覧）報道発表資料「岡山県の人口（平成 30 年 2 月 1 日現在）」参照。 
岡山県の毎月流動人口調査については、岡山県ホームページ

http://www.pref.okayama.jp/page/268956.html（2018 年 12 月 17 日閲覧）総合政策局統計分析課

資料参照。 
7 前掲注 6）報道発表資料「岡山県の人口（平成 30 年 2 月 1 日現在）」参照。 
8 前掲注 4）「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」2 頁。 
9 前掲注 4）「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」2 頁。 
10 前掲注 4）「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」2 頁。 
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2367 の死体を検視した結果、207 体の死体が解剖されている11。解剖率は

8.4％である。また、207 体のうちおよそ 180 体は司法解剖が実施され、残

りのおよそ 27 体については「死因身元調査法」による調査解剖が実施さ

れた12。解剖率は、2008（平成 20）年以降、8％から 10％の間で推移して

いる状況にある。 
岡山、広島、香川、愛媛、山口県の一部の 5 県の海域を管轄する海上保

安庁第六管区海上保安本部が取り扱っている一年間の死体数は、およそ

100 体から 150 体であり、2017（平成 29）年度は 146 体であった13。海

で発見された死体ということになるが、死体が海で発見されると、海上保

安庁はほとんどが各県の警察と合同で処理している状況にある。合同で死

体を処理する背景には、捜査管轄権の問題と便宜上の理由がある。前者に

ついては、海上保安官は、海上における犯罪ついてのみ、刑事訴訟法にい

う司法警察職員としての職務を行う特別司法警察職員である（海上保安庁

法 31 条Ⅰ項）。当然のことながら法律によって規定される捜査管轄権外で

の捜査は違法となる。死体が海に浮かんでいたとしても、陸上で殺人を犯

し、その死体を車で運び死体を海に遺棄したという事案であれば、陸上で

犯した殺人という行為そのものに海上保安官が捜査を行う権限を有してい

ないため、仮に海上保安官が捜査管轄権を有していない犯罪に対して捜査

を行ったということになれば、管轄外での捜査は違法となってしまう。そ

のため、裁判になったとき、捜査管轄権について弁護人から疑義がもたれ

ないように、海にあがった死体であっても、「変死者又は変死の疑いのある

死体」であると思料され捜査上の検視の対象となるときは各県の警察と合

同で行うということは適正な手続の範疇であろう。また、便宜上の理由、

家出人届、指紋照会、DNA 鑑定等、海上保安庁での実際上の捜査の限界

から、各県の警察に依頼をして行わなければならない事情が後で生じ得る

ため、前もって警察と合同で処理しておけば、便宜上もそれ以後の捜査を

効率的に行うことができる。 
                                      
11 前掲注 4）「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」2 頁。 
12 18 体については交通解剖が実施され、承諾解剖については 0 体であった。前掲注 4）「平成 29 年

度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」2 頁。 
13 前掲注 4）「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」3 頁。 
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もっとも、海上保安庁が警察と合同で死体を取り扱っているといっても、

国や県から配分された予算上の問題もあり、海上保安庁が主体的に取り扱

うものとして 30％、警察が主体で取り扱うものとして 70％と、150 体の

うち 45 体は海上保安庁、105 体は警察というように、使える予算内に応

じて海上保安庁か警察かで分けている14。先に、岡山県警では 2367 の死体

を平成 29 年度内に検視したと述べたが、そのうちの 100 体ほどは海で発

見された死体ということになる。平成 29 年度海上保安庁第六管区内の海

で発見された死体は 146 体で、解剖された死体は 51 体であった15。海上保

安庁（六管区）主体で解剖が実施されたものは 10 体であり、岡山県警主

体で解剖が実施されたものは 41 体である16。2016（平成 28）年度につい

ては、解剖された死体は 48 体であり、海上保安庁（六管区）主体で解剖

が実施されたものは 18 体であり、岡山県警主体で解剖が実施されたもの

は 30 体であった17。解剖される死体のおよそ 2～3 割が海上保安庁主体に

よって実施され、残りの 7～8 割が岡山県警主体によって実施されている18。 
 

２）海上保安庁第六管区内の司法解剖と調査解剖の運用実態

一年間のうちに海で発見される死体が 100 体から 150 体であり19、海上

保安官が変死体であると思料すれば、検視が行われる。海上保安庁へ海か

らの死体が搬送されてきた場合には、死体の検案をする検案医の立会いを

求め、警察と合同で検視または調査を行っている20。他方で、警察へ海か

らの死体が搬送された場合には、検視官（警察官）と検案医に立会いを求

めて、海上保安庁と合同で検視または調査を行っている21。 

                                      
14 前掲注 4）「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」3 頁。 
15 前掲注 4）「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」3 頁。 
16 岡山県ホームページ http://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/232999.pdf （2018 年 7
月 1 日閲覧）保健福祉部医療推進課「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会資料」参照。 
17 前掲注 16）「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会資料」参照。 
18 岡山県ホームページ http://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/222240.pdf（2018 年 7
月 1 日閲覧）保健福祉部医療推進課「平成 28 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」3 頁。 
19 海上保安庁第六管区内の死体取扱数による。前掲注 16）「平成 29 年度岡山県死因究明推進協議会

資料」参照。 
20 岡山県ホームページ http://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/206597.pdf（2018 年 7
月 1 日閲覧）保健福祉部医療推進課「平成 27 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」6 頁。 
21 前掲注 20）「平成 27 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」6 頁。 
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海上保安庁六管区内においては、警察における「検視官」の育成は進ん

でいないようである。第六管区においては、それに代わる「専門捜査員（検

視捜査員）22」を検視に臨場させている。検視の対象となる死体は、およ

そ 60 体から 70 体のようである23。海で発見された死体の半数は非犯罪死

と認定されていることがわかる。検視の結果、司法解剖（法医等による死

体の解剖）が必要であると認められれば、法医等を鑑定受託者として、鑑

定における司法解剖が実施される。司法解剖が実施されるのは、検視され

た 60 体から 70 体のうち、45 体から 60 体ほどだそうである24。海で発見

される死体は、腐敗もひどく、検視だけではよくわからないということも

多々あり、検視の対象となった死体の 70～80％は解剖されている25。一般

には、犯罪に起因することを疑うもの、あるいは、身元不明死体であれば

「変死体」という理由により司法解剖を実施するようである。司法解剖を

行わなくとも、犯罪死であること、またその死因が明らかである場合は、

実況見分あるいは検証で済ませる。また、検視の結果、非犯罪死だと海上

保安官によって認定される事案がどの程度の割合であるのかが重要である

が、実際上は、腐敗等が進み、解剖が実際上難しい状況の中で解剖を行っ

ても犯罪死か否か判断することが難しい場合に、検視のみで済ませるとい

う実務の状況であろうとも解される。 
また、検視の結果、非犯罪死体であるとされても、当該死体の死因が「災

害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかと

なった場合」には、「死因身元調査法」の調査解剖の対象になり得る。検視

の結果、非犯罪死であると海上保安官によって認定されるものが全くない

                                      
22 海上保安庁第六管区内において、専門捜査員として検視捜査員を指名しているようである。警察

でいうところの「検視官」と「検視専門員」が同じなのかは聞き取り調査ではわからなかった。検

視捜査員が現場に臨場する率についても公表されていないため、明らかではない。第六管区では、

岡山大学、香川大学、広島大学、愛媛大学の医学部法医学教室に約 6～7 ヶ月間、そのほか、検視実

務研修生として各県の警察が実施する法医実務専科の研修を受講させているようである。研修修了

者に対し検視捜査員を指名しているものと思われる。前掲注 4）「平成 29 年度岡山県死因究明等推

進協議会議事概要」3 頁参照。 
23 前掲注 4）「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」3 頁。平成 29 年は、146 体の死

体うち検視の対象は 78 体（約 53％）であった。 
24 前掲注 4）「平成 29 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」3 頁。平成 29 年は、146 体の死

体のうち解剖数は 51 体（約 35％）であった。 
25 平成 29 年は、検視の対象となった 78 体のうち 51 体が解剖されている。前掲注 4）「平成 29 年

度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」3 頁。 

海保大研究報告　第 63 巻　第２号 ― 75

― 75 ―



あるいは母数が少ないのか、発見された死体が腐敗して解剖しても犯罪死

かを特定することが大変難しいのか、理由は不明であるが、「死因身元調査

法」が施行されて以降も、「死因身元調査法」による調査解剖は、承諾解剖

も含めて、一年のうちに 1 体か 2 体かという状況のようである26。 
海で発見された死体については、海上保安官による検視の結果、犯罪死

の疑いが否定できず、また、死体を解剖し得る状況にあれば、刑訴法上の

鑑定にもとづく司法解剖が行われているという実務の状況であることが推

測され得る。もっとも、海で発見された死体 100 体から 150 体のうち、検

視の対象となるものが 60 体から 70 体ということで、その過程において、

予算の事情も含めて、海上保安官の主観的判断によって、振り分けられて

いるおそれがないわけではない。 
「死因身元調査法」による調査解剖の実施が 1～2 体の状況において、

海上保安官は、いかなるものさしで犯罪死か非犯罪死かを認識しているの

かも重要になる。捜査機関として警察と同じものさしとも推認されるが、

①死体現象、②現場観察、③家庭環境、④社会環境を総合的に判断して、

自過失、自殺及び病死等の非犯罪死体であることに疑いをいれない場合、

非犯罪死体と認定しているようにも思われる。①死体現象については、外

表所見、簡易薬物等検査、Ai 診断によるもので、②現場観察とは、遺留品、

落水状況、足取り、第一発見者、通報者及び発見経緯等が判断の要素にな

るのだろう。また、③家庭環境については、病歴、怨恨、生計状態、自殺

原因（未遂歴）、投薬服用状況や遺書の存在等が判断の要素になり、④社会

的環境については、社会的地位の有無（反社会性の有無）や地域との折り

合いが判断の要素になると推測される。 
身元不明死体については、先に述べたとおり、司法解剖の対象になりや

すいが、身元が判明している死体において、解剖を経ずしてわかる死体の

現象と現場の状況や死者がおかれていた社会的状況等の複合的な要素によ

る総合的な判断によって、海上保安実務においては、犯罪死か否かを決定

していると言ってよい。 

                                      
26 前掲注 16）「平成 29 年度岡山県死因究明推進協議会資料」参照。 
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岡山県警の場合、2010（平成 22）年以降は検視官を 5 人体制にして、

24 時間の検視業務へ対応している27。検視においては、Ai（死亡時画像診

断）を活用したり、簡易薬物検査キットを導入したりしている28。刑事手

続上の検視手続から司法解剖へ進めるか否かの判断基準については、それ

らの結果を重視してきているのかについて現在の運用を検証する必要があ

る。 
 

 
【図表 2】 死体の捜査と調査の流れ 

 
Ⅳ おわりに

これまで、刑事手続上の検視（刑訴法 229 条）及び鑑定における司法解

剖（刑訴法 168 条Ⅰ項，225 条Ⅰ項，223 条Ⅰ項）、そして「死因身元調

査法」上の調査解剖について、関係する法律から手続きの流れを整理し、

手続きの運用の実態から、わが国の死因究明制度の現状について明らかに

することを試みた。以下では、法的にみる現行法の枠内での死因究明制度

の課題についてまとめ、さらに今後の展望について述べたい。 

                                      
27 前掲注 20）「平成 27 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」4 頁。 
28 前掲注 20）「平成 27 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」4 頁。 

海保大研究報告　第 63 巻　第２号 ― 77

― 77 ―



現行法の枠内での課題は、大きく三つある。第一に、発見された死体の

うち、捜査機関は検視の対象としてどのような基準によって検視するか否

か死体を振り分けるのかという問題である。捜査機関による変死体か否か

の認識の判断は、当該捜査官の主観的なものによって足りるものであり、

客観的な基準によるものではない。法医による死体の解剖によってわかる

所見はそれに比べればはるかに客観的なものであるが、死体を検視の対象

とするか否か、すなわち刑事手続の俎上に載せるか否かを、検視官という

法医でもない非専門家に、専門家の関与なくして、死体観察を通しての高

度な客観的であるべき判断を任せておいてよいのかという問題がある。 
第二に、刑事手続上の検視の手続きから、鑑定上の法医による死体解剖

への手続きへと進めるか否かの捜査機関による判断基準についてである。

第一の課題と同様に、検視の対象となった全部の死体に法医が関与し司法

解剖が行われれば問題はないが、実際上は、捜査機関の主観的な認識に委

ねられ、捜査機関によって司法解剖が必要であると解されれば検視に続い

て、刑事手続上の鑑定が鑑定受託者に委嘱され司法解剖が行われる。逆に、

捜査機関が検視を行った結果、犯罪死体でないと認められれば司法解剖は

行われない。司法解剖を行わずして検視において犯罪死体であることが明

らかであるケースは存在するとしても、死体を観察するのみで司法解剖が

行われない死体が必ずしも犯罪死体でない保証はない。 
第三に、死体の検案医による検案及び法医による司法解剖や調査解剖の

信用性の問題、クオリティ・コントロールに欠けることである。警察が死

体の検案を依頼するにおいては、死者の主治医、最寄りの医師、警察嘱託

医、警察協力医等である29。岡山県では、警察の死体取扱い数 2000 体のう

ち、警察協力医の死体検案は 800 体程度で、警察で取り扱った死体の 36％
が警察協力医によるものであるとされる30。警察協力医のほとんどは法医

としての非専門家ではない個人病院の医師で、また特定の医師に負担が偏

っている状況にあるという31。 

                                      
29 前掲注 20）「平成 27 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」15 頁。 
30 前掲注 20）「平成 27 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」15 頁。 
31 前掲注 20）「平成 27 年度岡山県死因究明等推進協議会議事概要」15 頁。 
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また、法医による司法解剖や調査解剖においての信用性にも問題は残る。

海上保安庁第六管区海上保安部の場合、岡山県は岡山大学、広島県は広島

大学、香川県は香川大学、愛媛県は愛媛大学、山口県は山口大学の各医学

部の法医学教室に法医学研究者に鑑定における解剖の嘱託を依頼している。

海上保安官（捜査機関）が捜査機関ではない中立公正な機関に所属する専

門家である各大学の法医学教室の教授（法医学研究者）らに捜査上の鑑定

を嘱託し、法医学を専門とする研究者らによって司法解剖がなされること

はのぞましいことである32。とりわけ、当該死体が犯罪死体によるもので

あると認定されたときに、その具体的な死因を中立公正な機関に所属する

専門家である法医が明確にすることは信用性が高い。しかしながら、従来

から指摘されているとおり、ダブルチェックがなく、各県によっては一つ

の大学の法医学教室で、一人の法医学の専門家（研究者）しかいない状況

でもあり、そうした状況がよいのかについては疑問である。調査解剖も同

様の課題を有しているといえよう。 
2009（平成 21）年 1 月、日本法医学会「死因究明の在り方に関する検

討委員会・同ワーキンググループ」は、「検視体制や死体解剖システム」の

日本における死因究明制度の不備の問題をあげて、各地域に「死因究明医

療センター（仮称）」を設置して、より精度の高い検案・解剖を実施し、正

しい死因診断を行うことを提言した33。臨床医や警察嘱託医等による死体

検案における誤認検案のおそれの課題は依然解決されていない。 
今後も、現行法の枠の中で上記の課題をどのように解決するかが求めら

れようが、検視手続に進めるか否か、また検視の後に法医学を専門とする

専門家による鑑定（司法解剖）を実施するか否か、臨床医ではなく、法医

学の専門家の立会いを義務づけて専門家らと協議して捜査を進めていくか

否かを決定することが重要ではないかと思われる。また、法医学の専門家

                                      
32 一般の鑑定においては、裁判の場で、弁護人が嘱託した鑑定受託者による鑑定もあり、捜査機関

と弁護人がお互いの鑑定受託者の鑑定をめぐって争いがあるときは、当然、裁判所が鑑定人に鑑定

を依頼することになる。裁判所の判断においては、専門家たる鑑定等が証拠となっている場合、鑑

定の前提条件等に問題があるなど、合理的な事情が認められれば、その意見を採用しない。 
33 日本法医学会ホームページ http://www.jslm.jp/（2018 年 7 月 1 日閲覧）日本法医学会「日本型死

因究明制度の構築を目指して―死因究明医療センター構想」

http://www.jslm.jp/topics/teigen090119.pdf（2009 年 1 月）参照。 
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の人材育成から、やはり、国立の「法医研修所（仮称）」を設立して、医師

国家試験の免許を取得した後、法医の道を進むにおいては、「法医研修所（仮

称）」での 1 年～2 年の研修を経て、研究より実務者として実際の現場で法

医として業務を行うか、大学院で法医学を専門とする研究者となるのか、

選択し得る制度設計にすべきであろう。そのために、実務者として実際の

現場で法医として業務を行う者をどこに配置するべきかという課題が生じ

えるが、日本法医学会があげた各地域における「死因究明医療センター（仮

称）」か、もしくは、各都道府県警察の組織の一つとして「死因究明研究所

（仮称）」を設置して複数名の法医学を専門とする研究員をおくことも実現

不可能ではないことと言える。 
「死因身元調査法」上による調査解剖は、解剖率の高い特定の地域に偏

って行われている。また、公衆衛生上の必要性から監察医制度が導入され

ている、東京、大阪、神戸においては、解剖数の合計において司法解剖と

調査解剖を除いた「その他の解剖」（監察医による行政解剖と承諾解剖の両

者）の占める割合が非常に高い34。身元不明の死体について、刑訴法上の

変死体として司法解剖に付するのか、「死因身元調査法」上の調査解剖に付

するのか、各都道府県の警察によって異なるようである35。身元不明死体

を変死体として司法解剖に付すのか、調査解剖に付すのか、どのように死

体をそれぞれの手続きに振り分けているのか、また、調査解剖については

法医が解剖を実施している運用状況にあるのか、不明な点も多い。 
死因究明の意義は、病死及び自然死による死体は当然のこと対象外であ

るが、犯罪の見逃し、事案の真相を明らかにして刑事責任を問うという目

的のみならず、事故等による不慮の外因死による非犯罪死体について、事

故の防止を目的として有効な再発防止策を検討するにおいて重要な意味を

有している。犯罪の見逃し、事案の真相を明らかにして刑事責任を問うと

                                      
34 死体解剖保存法第 8 条は「政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染

病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因

を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合

には解剖させることができる。但し、変死体又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第

229 条の規定による検視があつた後でなければ、検案又は解剖させることができない。」とする。 
35 石原憲治・矢島大介・武市尚子・岩瀬博太郎「死因・身元調査法施行の解剖制度への影響に関す

る考察」千葉医学第 94 巻第 2 号（2018 年 4 月）62 頁。 
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いう目的の枠のみならず、事故の防止、事故を繰り返さないための再発防

止策を講ずるという目的の枠においても、死因究明の一連の手続について、

運用から明らかになった課題を改善していく必要があろう。 
 
 
＊本研究は、JSPS 科研費 16K13323（「地方における死因究明制度の実態

に関する研究」研究代表者：松原英世教授）の助成を受けたものです。 
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