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実力行使の報告、調査、審査
基本原則：公衆に対して説明責任を負い、警察機関の方針策定と訓練の必要性を評価するため、 
実力行使と致命的な実力行使、人に銃口を向けた事例はすべて内部で報告され、指揮官による有意
義な審査を受けるものとします。  

また警察機関には、特定の実力行使を州全体の実力行使データプログラムに報告する義務があります 
(報告要件はRevised Code of Washington［RCW、ワシントン州法］ 10.118.030を参照してください)。

実力行使の報告
(1)	 警官は実力行使や致命的な実力行使の直後に監督者に通知するものとします。この義務は

実力行使をした警官に適用されます。実力行使を目撃した警官も、その旨を監督者に報告
するものとします。実力行使後の監督者への通知義務には、実力行使の対象者またはその
他の人による不当な、または過剰な実力行使に対する苦情や申立てが含まれます。

(2)	 警察機関が致命的な実力行使のインシデントに特化した報告作成プロトコルがある場合の
致命的な実力行使を除き、実力行使をした警官やその場にいた警官は、警官が負傷したな
どの情状酌量される状況でない限り、シフトが終わる前に実力行使の報告を提出するもの
とします。実力行使の報告が遅れることになった情状酌量される状況も記録される必要が
あります。
(a)	 対象者に銃器を向けることは報告義務のある実力行使になります。
(b)	 協力的な手錠掛けは報告の対象ではありませんが、警官は手錠による痛みや、手錠

または手錠を掛けることによる擦り傷、裂傷、打撲傷、その他の負傷については記
録する必要があります。

(3)	 報告内容
警官は実力行使または致命的な実力行使、特定の武器や戦術の使用の決断について説明す
る具体的な事実を提出するものとします。報告は叙述的でインシデントの詳細を説明し、
「コソコソした行動を取った」や「戦う構えをみせた」など観察した行動の一般的または
あいまいなフレーズを避けるものとします。

実力行使の報告には次の情報を含めるものとします。
(a)	 警官と実力行使の対象者との最初の接触の理由、実力行使に至るまでの対象者と

警官の行動、実力行使の具体的な種類と量を説明するインシデントの概要
(b)	 使用した、または試された段階的減少の努力、もしくは何も使用しなかった、 

または試さなかった理由
(c)	 警官や他の人への脅威や、実力行使をする対象者が武器を持っていると確信する根

拠などを含むが、これに限定されない個々の実力行使とその種類の理由
(d)	 他の実力行使やそれ以外の戦術オプションが利用可能であったかどうか
(e)	 警官であることを明かした方法
(f)	 実力行使の前に提示された警告と、それに従うために与えられた時間、もしくは何も

提供されなかった理由
(g)	 関与した警官と目撃した警官の名前と警察機関名
(h)	 一般市民の目撃者の名前と連絡先情報
(i)	 インシデント発生時の警官の状況（制服か私服か、覆面車両か否か、単独か他の警官

がいたかなど）
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(j)	 分かる場合は名前、年齢、性別、人種、民族性を含む実力行使の対象者に関
する情報

(k)	 警官に関して実力行使された対象者の体形や体格
(l)	 実力行使の対象者が危機的な問題行動をとる状態であった証拠
(m)	 実力行使の対象者の特徴や状態に関するその他の情報（妊娠しているように

見えた、未成年または脆弱な成人に見えた、障害の兆候が見られた、英語力
が制限されていた、子供が近くにいたなど） 

(n)	 該当する場合は、留置、逮捕、強制措置を裏付ける事実
(o)	 後援やその他のリソースが要請されたかどうか、要請された場合は、到着した時間
(p)	 警官、実力行使の対象者、または目撃者の負傷または負傷の訴えに関する説明
(q)	 警官が把握している場合、現場で提供された応急処置と医療支援
(r)	 監督者への通知と、監督者が現場に行ったかどうか、またはインシデントの前や

発生中に相談を受けたかどうか
(4)	 Electronic Control Weapon（ECW、電子制御武器）を使用する警官は次も記録するもの 

とします。
(a)	 ECWの型式、モデル、シリアル番号
(b)	 ECWの使用回数と合計放電時間
(c)	 使用したモードの種類（例外的な状況下でのプローブまたはドライブスタン）
(d)	 プローブ/ECWが対象者に接触した部位と、該当する場合はプローブが接触した衣服

の種類
(e)	 武器の有効性を評価するための関連情報（プローブが人に接触したかどうか、

していない場合はその理由［衣服が分厚かった、対象者が離れすぎていた 
など］）

(5)	 目撃した警官は、観察した事項と行動を記録した説明を提供するものとします。 
(6)	 警察機関は州全体の実力行使データ収集プログラムで要求される実力行使と致命的な実力

行使のデータを提供するものとします（RCW 10.118.030）。 

実力行使の調査と審査
(1)	 死亡、重大な身体的危害や大怪我につながるインシデントの場合、警察機関は責任者が制

定した手順に従ってOffice of Independent Investigations（独立調査局）に直ちに連絡する必要
があります（RCW 43.102.120）。

(2)	 警官が実力行使したことにより、対象者が負傷したり、負傷を訴えたり（一時的な不快感
でなく）、入院または死亡に繋がるインシデントの場合、監督者は適切な指揮官に直ちに
通知するものとします。

(3)	 実力行使をした、または実力行使を目撃、指示または命令した監督者は、そのインシデン
トを調査または審査する任務や責務を担わないものとします。この状況になる場合は、関
与していない監督者を指名し、調査や審査の任務と責務を担う必要があります。

(4)	 監督者の責任：調査

実力行使を通知する際、監督者は低いレベルの実力行使が通知される場合を除き、合理的
に可能な場合は直ちに現場に行き、適切な調査を行うものとします。低いレベルの実力行
使も記録され審査されるものとしますが、インシデント発生時に低レベルの実力のみ行使
される場合、監督者は現場に行って調査を行う必要はありません。  
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低レベル以上の実力行使の場合、監督者が直ちに現場に行くことができない際は理由を記
録します。 

致命的な実力行使が伴わないインシデントの場合、監督者は次のステップを踏む責任があ
ります。
(a)	 現場を保全し、管理する。
(b)	 負傷者全員が適時に医療支援を受けられるようにする。
(c)	 インシデントに関与した警官、インシデントを目撃した警官、またはインシデン

ト発生時に現場にいた警官全員を特定する。許可される場合は、インシデント 
の一般的な状況について関与、そして目撃した警官と話し合い、警官が負傷し 
たなど酌量すべき状況によりできない場合を除き、シフト終了時までに報告を完
了する。

(d)	 実力行使に関して実力行使の対象者と面談し、ミランダ権利を尊重しながら可能
な限り面談の記録を試みる。

(e)	 一般市民の目撃者を特定する。監督者は現場に留まることを拒否する目撃者を拘束
したり、離れ去ることを妨げたりしないものとしますが、目撃者の身体的特徴、 
連絡先、ある場合はその他の身分証明書（運転免許証など）、目撃者の声明は記録
するものとします。

(f)	 負傷と、提供または拒否された応急処置を記録する。
(g)	 実力行使の対象者や負傷した警官を含め、すべての負傷と負傷の訴えをすべて写真に

残す。
(h)	 実行可能な場合、現場の写真を撮り、照明や天候、車両の配置、カバーポイント、

その他の関連情報を描写する。
(i)	 警官がボディカメラを装着している場合、実力行使の関連映像を取得し、確認する。
(j)	 実力行使に関連するすべての証拠が詳しく調査され、収集され、記録されるよ 

うにする。 
i.	 現場付近の監視カメラ、私設のホームカメラを含む、インシデントを録画した

可能性がある第三者の動画を特定し、場所を記録し、映像の取得を試みる。閲
覧または取得できない場合は、理由を記録する。見つからない場合は、その旨
を記録する。 

ii.	 ECWを使用した場合は、カートリッジ、プローブ、リード、ECWデータダウン
ロードのコピーを収集する。

(k)	 負傷した人や警官を診察し、医療支援を提供した医療関係者を特定する。
(l)	 違反行為や潜在的な犯罪行為は適切な指令官に直ちに報告する。

(5)	 監督者の責任：審査
(a)	 監督者はインシデントのすべての書類と証拠を適時に審査し、完成度、精度、適時

性を確認します。監督者は審査中に取った行動（利用可能なすべての報告書、警察
機関が記録した動画、第三者の動画、目撃者の声明、写真、その他の調査情報や観
察事項の審査など）を記録するものとします。

(b)	 監督者は未完成または不十分な実力行使の報告書を戻し、追加の詳細や明確化を求
めるものとします。
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(c)	 監督者は実力行使が警察機関の方針に準拠していたかについて、書面による最初の
勧告を作成するものとします。またインシデントによって提起された方針、訓練、
戦術、監督、計画と調整、行使する実力のオプション、装備、インシデント後の行
動、遂行の問題を特定し、こうした懸念事項と推奨事項を記録するものとします。

(d)	 監督者は実力行使の審査を速やかに完了し、評価と実力行使の報告、指揮系統審査の
調査を提供するものとします。 

(6)	 指令審査
(a)	 指揮系統の各審査官には、実力行使の報告と調査の精度、完成度、適時性を確認す

る責任があります。各審査官は実力行使が警察機関の方針に準拠しているかどうか
について自身の意見を記録し、インシデントによって提起された方針、訓練、戦
術、装備、インシデント後の問題を特定し、懸念事項と推奨事項を記録するものと
します。

(b)	 最終的に、警察機関所長または被指名人が実力行使が警察機関の方針に準拠してい
るかどうかを判断し、インシデントによって提起された方針、訓練、戦術、監督、
計画と調整、行使する実力のオプション、装備、インシデント後の行動、遂行の問
題が解決されるようにするものとします。

(c)	 実力行使の対象者またはその他の人による違反行為の訴えは記録され、警察機関の
訴えに関する手順に従って調査されるようにします。

(d)	 指揮官は実力行使の審査で犯罪行為や方針違反の申立てが示される場合、適切な通
知と照会を行うものとします。これにはRCW43.101.135で要請されるCriminal Justice 
Training Commission（刑事司法訓練委員会）への報告が含まれます。

(7)	 訓練の審査

警察機関の訓練教官は実力行使の報告書をすべて審査し、傾向を判断して実地訓練の作成
を指導するものとします。

(8)	 致命的な実力行使の行政調査 

43.102 RCWにより確立されたOffice of Independent Investigations（独立調査局）とWashington 
Administrative Code（WAC、ワシントン行政規則）139-12により確立されたIndependent 
Investigative Team（独立調査チーム）が実施する致命的な実力行使のインシデントに関与し
た警官の犯罪捜査とは別に、犯罪捜査後、関与する警察機関は致命的な実力行使のインシ
デントの調査と審査を適時に行い、警察機関の方針と手順への準拠を判断して、訓練の必
要性を特定します。行政調査が完了したら、関与した警察機関はSerious Incident Review 
Board（重大インシデント審査委員会）を招集する必要があります。

Serious Incident Review Board 

各警察機関はSerious Incident Review Board（重大インシデント審査委員会）を維持し、個々の致命的
な実力行使や拘留中に人が死亡するインシデントを含む、重大なインシデントを審査する必要があ
ります。審査の目的は(1)警官が合法的かつ警察機関の期待事項、訓練、方針に基づく方法で権限を
使用したことを確認し、(2)必要な訓練と方針の変更を特定するためにインシデントを客観的に評価
することです。 

この内部審査プロセスは、Office of Independent Investigations、Independent Investigative Teamまたはイン
シデントの調査や評価における権限を有する外部機関によって実施される他の調査に追加して行わ
れる必要があります。  

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.101.135
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Serious Incident Review Boardは警察機関指導者の裁量で、実力行使をとりまく状況を審査するために
招集される場合があります。  

(1)	 構成 
実行可能な場合、委員会は少なくとも次の要員で構成されます。  
(a)	警察機関指導者または高位につく被指名者
(b)	インシデントに関与していない他の指揮官または被指名者
(c)	訓練担当者
(d)	警官以外の地方管轄からのコミュニティメンバー

(2)	 範囲と責任
Serious Incident Review Boardは、インシデントからのすべての声明、面談、報告、証拠を考
慮し、インシデントのすべての側面を評価し、戦術、訓練、方針、装備の観点から勧告を作
成する任務があります。 
委員会が考慮すべき領域には次が含まれますがこれに限定されません。  
(a)	実力行使に先行する、コミュニケーションや計画を含む戦術的な意思決定
(b)	警官が段階的減少戦術を使用した範囲
(c)	現場での監督または遠隔での監督の有効性
(d)	無線通信（通信指令部員を含む）の有効性
(e)	適切な装備の有効性と利用可能性
(f)	 現在の方針が関与した警官に十分なガイダンスを提供したかどうか
(g)	提示された状況に備え警官を準備するための現在の訓練の充足性 
(h)	現場の警官がどれくらい効果的に救出モードに移行し、応急処置を提供または促した

かを含む、インシデント後の意思決定
(i)	 医療専門家（Emergency Medical Technician［EMT、救急医療師］、救急救命士など） 

とのコミュニケーション 
(j)	 負傷者の家族にインシデントを通知するためのコミュニケーションの有効性
(k)	証拠の保全や目撃者の特定を含む、実力行使後の監督の遂行
(l)	 インシデント報告の質

(3)	 行動項目
(a)	Review Boardには委員会の話し合いから生じるすべての勧告と行動項目を記録、実施、

監視するための正式なプロセスがあり、実行可能な場合は公衆に透明性を提示する必
要があります。  

(b)	各Review Board会議の最後に、Review Boardによって特定されたすべての問題につい
て、関与した警官、目撃した警官、現場の監督者を事情聴取する委員を指定する必要
があります。 

(c)	Review Boardは得られた教訓を警察機関の全担当者に伝達する必要があります。  



実力行使の報告、調査、審査に関するベストプラクティス 7

実力を行使したインシデントの独立した監査と実 
力行使の審査プロセス

警察機関は、内部または外部で問題を引き起こす重大な実力行使や致命的な実力行使があったイ
ンシデントを審査する独立審査官の採用を考慮する必要があります。また独立監査官を定期的に
採用し、警察機関の実力行使に関する方針や、警官による実力行使に関する期待事項が訓練や警
察機関の実力行使審査プロセスを通じてどの程度実施されているかを調査することを考慮する必
要があります。独立監査官の調査結果と推奨事項は公的な報告書に記録される必要があります。  

警察機関は、当該の審査や調査を実施する独立監査官がすべての関連文書を自由に利用できるよ
うにする必要があります。  


