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肉親を失ったり、肉親の行方が分からないことは、家族はもとより友人や地域社会全体にとってもたいへん

つらいことです。その困難な時期に対処するために、Ｅ管区重大犯罪課と統合殺人事件捜査チームは共同

で、この「被害者家族の支援の手引き：殺人事件の被害者遺族と犯罪の疑いがある行方不明者の家族へのサ

ポート」を作成しました。 

警察は、犯人を特定して逮捕し、裁判にかけるために、肉親の方の失踪事件や死亡事件ついて徹底的な捜

査を行います。この捜査中、肉親の方や捜査の過程についてご質問やご懸念がおありでしょう。 

ご質問やご懸念だけでなくサポートの必要なことがあるときはいつでも、このつらい時をたった一人で物

事に対処する必要がないことを覚えておいてください。被害者サービス部にはサポートを担当する職員が

おり、最寄りのＲＣＭＰ分署か警察署を通じて電話で連絡することができます。カナダでは犯罪の被害に遭

われた方は、カナダ被害者権利法、ブリティッシュコロンビア州犯罪被害者法、犯罪被害者援助法に基づい

て、情報にアクセスする権利があります。これには目撃者や被害者の家族も含まれます。 

事件の捜査には多くの段階があり、たくさんの情報をお伝えすることになります。このガイドは、参考文献

として捜査過程の理解とサポート機関の確認の一助となるように作成いたしました。また本書の最後の方

にメモ、ファイル番号、重要な連絡先などの情報を一カ所に記録するページがありますので、後日簡単に取

り出せる便利帳としてもお使いいただけます。 

身近な方の失踪事件や死亡事件についてご質問、ご懸念、提供できる情報などがある場合、主任捜査官へご

連絡いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

敬具 

担当指揮官       担当指揮官 
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担当指揮官からの 

メッセージ  



もしあなたが犯罪の被害者である場合、犯罪によって被った精神的・身体的・経済的影響に対処するため

に様々な支援サービスとリソースを利用することができます。 

被害者サービスプログラムは、犯罪の被害者となった人ならだれでも利用できます。これらのプログラム

は、被害者の権利に関する情報の提供や精神的なサポートだけでなく、刑事司法制度の説明、被害者関連

の警察の捜査状況や訴訟についての新たな情報の提供、犯罪被害によって被った影響に関する陳述書 

〔Victim  Impact  Statement〕の書き方や犯罪被害者支援補償申請書〔Crime Victim Assistance 

Compensation Application〕の実際の記入の援助、並びにさらなるリソースの紹介などをすることができ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害者サービスプログラムの担当者に相談したい場合は、最寄りのＲＣＭＰ分署または警察署へご連絡く

ださい。またＢＣ州の２４時間受付の無料電話情報・サポート・紹介サービス VictimLINK (フリーダイヤル

1-800-563-0808)へ連絡しても、被害者サービスへアクセスすることができます。被害者サービスでは、精

神的なサポートや被害からの回復の援助、二次被害の防止・軽減のための相談を受け付けています。さら

に肉親に関する情報を始め、裁判手続き、逮捕後の犯人に関する情報も提供することができます。 

被害者サービスの担当者は、親身になって話を聞き、また苦悩や悲しみへの対処の仕方などの情報を携え

ていますので、被害者の方に参考にしていただけます。これ以外にも、今後必要となった場合に利用でき

るグリーフ・サポート・サービス、カウンセリングなどを始めとするさらなるサポートサービスの紹介を

することもできます。悲しみは一人で対処するものと思わないでください。この大変つらい時期にあなた

を支援するためのサービスがたくさんあります。 

VictimLINK (1-800-563-0808) 

被害者サービス  



警察への情報提供 

あなたから提供していただく情報はすべて捜査に重要な意味を持つので、肉親の方に関する質問に答える心

の準備をしてください。提供していただく情報量が多いほど、より強力な捜査を実施することができます。 

 肉親の方が最後に目撃された場所はどこか？ その時、何をしていたか？ 誰といっしょだったか？ 付き

合っていた仲間はどんな人たちか？ 見かけはどんな風か？ 傷あとなど目印になる特徴があるか？ 被

害者はＳＮＳを使っていたか？ 携帯電話の履歴などの情報提供や携帯の提出に同意できるか？ 被害者

は危険性の高い行動に関わっていたか、もしくは違法薬物を使っていたか？ 担当者にすでに面談した後

で、言い忘れた情報があることに気が付いたら、すぐに警察に知らせてください。 

 

質問をする 

事件報告／ファイル番号の記録、事件ファイル担当者名、次にフォローアップがある予定日時などの記録を

取っておきましょう。あとになって聞きたいことや報告したい情報がある場合、あなたのファイルを担当す

る捜査官にためらわずに連絡してください。本書の最後にメモ欄がありますので、そこに情報を記録するこ

とができます。 

 

連絡担当者を決める 

警察と、失踪事件もしくは殺人事件の被害者の家族・友人との間の連絡を円滑に行うために、家族を代表し

て連絡窓口として行動する人を決めておくことは重要です。この役目をする人は、家族の一員か、または家

族、捜査官、被害者サービス間の連絡係として行動できる友人が適任です。 

家族の連絡窓口を一人に絞っておくと、情報の連絡洩れを減らせるだけでなく、家族が絶えず最新情報を把

握でき、また捜査班も仕事に集中していくことができます。 

家族の連絡窓口となる人の役目は、家族にとってセンシティブな情報やきまりの悪い情報を警察と共有した

り、警察から困難な知らせや衝撃的な知らせを受けることなどがあります。この役目を引き受けられない、

または引き受けるのに気が進まない場合は、被害者サービスは援助をすることができます。 

警察に協力するには？  

捜査担当者から逐次情報を知らせてもらうには？  



この事件の主任捜査官は、捜査の実施と裁判の準備を担当します。主任捜査官は捜査担当チームと共に、多

くの警官や法執行機関と協力して事件の捜査を進めます。主任捜査官が配置換えになったり、リタイアする

場合、本件は別の担当官に割り当てられ、捜査は中断することなく続けられます。このようなことがある場

合には、事前にあなたに変更内容をお知らせします。殺人事件や犯罪の疑いのある失踪事件については、捜

査はずっと継続し、決して終わることはありません。事件が解決されるまで未解決事件として引き続き取り

調べ捜査が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事件の捜査はまず警察が物理的証拠、電子データの証拠、目撃者の証言を集めることから始まります。 

そして集められた証拠の処理、証拠価値の評価を行い、そしてその証拠により今後の捜査の方向性を決定づ

けることができます。これには、証拠が集まるにつれ、目撃者や家族のさらなる事情聴取や追加的な臨床検

査などが必要となります。 

ご家族であるあなたには、捜査官から事情聴取のために連絡があります。事情聴取が行われるのは決して珍

しいことではなく、必要なこととして行われ、また時として立ち入ったことも聞かれる場合があります。捜

査官はあなたご自身やご家族のことを知る必要があります。事情聴取により捜査官は事件当時にご家族の

皆さんが何をしていたかを把握することができます。提供していただく情報はどんなことでも重要です。触

れられたくない情報について聞かれると、気まずく感じるかもしれません。捜査官は良し悪しを判断した

り、評価するためにそのような質問をしているわけではありません。ご家族の行動を把握して、捜査に役立

たせるためです。あなたから提供していただく情報により、捜査官はご家族の趣味、友人関係、よく行く場

所などを把握することができます。このような情報はすべて捜査に重要です。 

事件の捜査を担当するのはだれですか？  

事件の捜査手順はどのようなものですか？  



あなたが被害に遭った肉親のことを心配したり、捜査の進展を気にかけておられるのはよく承知していま

す。担当捜査官があなたからの電話に出ないのは、いくつか理由があるからです。捜査官は週日週末を問わ

ず決まった勤務時間に束縛されずに捜査にあたっています。さらに裁判所に頻繁に出廷したり、証拠探しや

手がかりを検証するために現場に出かけたりするので、電話に出ることができません。しかしながらメッ

セージを残すか、Ｅメールを送っておいていただければ、担当捜査官か主任捜査官が後ほど連絡いたしま

す。本ガイドの巻末にメモの欄がありますので、連絡先を記録することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逮捕のタイミングは、事件の捜査、捜査状況、事件の複雑さに非常に左右されます。事件発生後数時間以内

に犯人を逮捕できるときもありますが、事件によっては数日から数カ月に及ぶものや何年にも及ぶものが

あります。しかしながら、殺人事件の発生時期にかかわらず、犯人起訴に至るまでの期限はありません。事

件は解決されるまで、終結しません。 

犯人は、目撃者（家族を含む場合もある）の協力があると一般的に早く逮捕されます。目撃者が必ずしも協

力的でないこともあります。それは目撃者が犯人を知っていたり、犯人に恐怖心を抱いている場合や、単に

事件に巻き込まれたくないという場合などがあります。 

たとえ目撃者が協力を拒否したとしても、犯罪に関与しているからとは限りません。警察は目撃者が協力

したがらない場合、全力を尽くして、協力を求めるようにしています。  

担当捜査官が私の電話に出ないのはなぜですか？  

警察はなぜ私に事件の詳細を教えてくれないのですか？  

警察はなるべくたくさんの情報をお知らせしたいと思っていますが、時折

法律や個人情報の秘密保持などにより、そうすることができません。例え

ば、あなたや別の人が証人として裁判所に出廷を求められた場合、証拠とし

て使う予定の詳細を共有すると捜査に支障をきたすことがあるためです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

メディア（ＳＮＳを含む）を通じて情報をやり取りすることは、早急に伝えたいことを広めるのにたいへん

良い方法です。メディアがあなたの話を取り上げた場合、非常に多くの人が事件について見たり聞いたりす

るので、ご家族に関する関心が高まります。しかしながら、あなたが提供する情報には、故意にではないか

もしれませんが、あなたが伝えようとしていた本意が必ずしも反映されていないこともあります。メディア

と接触する前に（または接触してからでも構いませんが）、担当の主任捜査官に連絡してください。 

メディアに会見することを決めた場合、心の準備をして落ち着いて対応してください。そうするとあなたの考

えをより明確に自信をもって伝えることができ、予期せぬ質問に不意を突かれる可能性が少なくなります。 

メディアからのインタビューの要請や電話を繰り返し受けると不快になったり、特にメディア数社があな

たの事件を競争で取り合う場合、精神的な負担になることもあります。 

どのような状況でも、メディアと会見する時間と場所、もしくは電話を受けるのに都合の良い時間について

はあなたが決めることです。事前に質問内容を検討し承認することもできますし、質問内容が的確でないと

思ったら、断ることもできます。最終的に、会見はあなたの意志でいつ何時でも終わらせることができます。 

 

“必要な場合メディア担当官が、メディアからの問い合わせの対処に関して 

援助することができます。” 

証拠集めと分析  

メディア 

捜査の過程で証拠がいろいろな場所から集められます。証拠の

調査や分析は高い専門知識と技術を用いて行われ、手間のかか

ることもしばしばです。そのため分析結果が科学捜査研究所か

ら捜査チームに明らかにされるのに、何カ月もかかることがあ

ります。外部の人にはこのプロセスがとてつもなく長い時間に

思えるかもしれません。技術職員と捜査チームは、捜査の助け

となる最良の証拠を取り出すために最善の努力をしていますの

でご安心ください。これらの調査は非常に重要で、性急に行う

ことはできません。  



悲しみ  

自然な悲しみとは？ 

自然な悲しみとは身近な人を亡くした時に自ずと湧き上がる感情です。悲しみの感情は自然に沸き起こります。それは

複雑なプロセスで、極めて個人的なつらい経験です。いろいろな感情、気持ち、思考、行動などが入り混じっています。

悲しみとは心の痛みで、死を悼むことは悲しみを表現する方法です。 

殺人事件の悲しみとは？ 

殺人事件の悲しみは自然の悲しみに似ていますが、被害者の家族への影響が深く、長く尾を引く点で異色のものと言え

ます。誰かが故意に肉親の命を奪ったという思いからくるさらなる苦痛は、想像を絶するものです。そしてその苦痛が

警察、メディア、裁判などへの対処のストレスと相まって、遺族にとって長い間、場合によっては何年にも亘り、二次

的被害となることがよくあります。それは、人間関係、仕事、社会生活、心身の健康、精神など人生のあらゆる面に影

響を与える可能性があります。 

殺人事件の悲しみのインパクト 

暴力犯罪がもとで肉親が死亡したことが、頭の中によみがえってくることがあるかもしれません。犯罪現場の状況や遺

体安置所での肉親の身元の確認などのフラッシュバックや記憶に悩まされることもあります。また、自分自身の身の安

全に危険を感じることもあるかもしれません。 

殺人事件の遺族は疎外感や孤独感を覚えることがあったり、社会そのものが被害者を非難していると思うことや、殺人

による死亡に対していわれのない偏見がまとわりついていると感じることがあるかもしれません。周囲の人は誰も自

分の深い悲しみを分かってくれないと感じる人も多く、肉親を殺人によって失った悲しみが癒える時間の長さに関し

て、非現実的な期待感を持っている人もいます。 

警察に対処するのもとりわけ面倒なことです。特に遺族がショックから冷めやらず、何が起こったのか気持ちの整理を

つけようとしている早期の段階では非常に困難です。警察は、事件の捜査が続いているために殺人事件の詳細を公表で

きないことがあり、それに対して遺族が怒りを覚え、疎外感を持ち、困惑する原因ともなります。 

新聞記者やニュースのレポーターは、家族から事件の「真相」を聞き出そうと躍起になることがあります。これは家族

に二次的被害を始め、情緒や心身の健康に影響を与える可能性があります。 

葬儀は悲しみの旅における重要な過程で、被害者にお別れを言う機会となります。遺体との対面はお別れを言う機会と

なりますが、そのイメージが消えないため心の痛みが一層強くなることもあります。遺体を見る見ないは個人個人で決

めることですが、遺族によっては煩悶の原因になることがあります。 

悲しむ権利 

悲しむ時間をとることは大切です。悲しみへの対処の仕方は人によってまちまちですが、周囲の人たちはあなたに対し

て尊重、理解、忍耐、思いやりの心を持って接するべきです。 

殺人事件の被害者の遺族として、あなたは今までに経験したこともない、考え得る最悪の、まさに想像を絶するつらさ

を覚えるときがあるでしょう。この種の旅には予定はありません。遺族のニーズや感情の起伏はこの状況では当たり前

のことなので、周りの人からそれらを尊重してもらう権利があります。遺族によっては完全な事件解決や終止符を打つ

ことは期待できないこともあるでしょう。少しずつかもしれませんが、悲劇的な出来事を受け止めて生活と向き合い、

人生を立て直し、「ニューノーマル、すなわち新たな常態」に向けて努力をしていきます。 

どのくらい時間が必要かの判断をできるのはあなただけです。 

ご自分を責めないでください。 



あなたへのサポート  

経済的なプレッシャー 

子どもが殺害されたり行方不明になったりする悲

惨な出来事が発生すると、悲嘆にくれたり、働く

ことができなくなったりする場合があります。悲

惨な出来事に対処している間に経済的な必要性の

支援に「殺害された子供や行方不明の子供の親に

対する連邦所得補助（ＰＭＭＣ）」制度の給付金

が利用できます。この制度の対象となる親御さん

は、刑法で規定されている犯罪の結果お子さんが

死亡した事件や行方不明になった事件に対処する

ために、働けなかった間の収入の途絶に対して利

用できます。ＰＭＭＣの給付金を受けるには、申

請資格と事件の審査基準の両方を満たさなければ

なりません。援助が必要な時はＲＣＭＰ分署の被

害者サービス部にお問い合わせになるか、下記リ

ンクのＰＭＭＣのWebサイトへアクセスしてく

ださい。 

ブリティッシュコロンビア州 

犯罪被害者援助法（ＣＶＡＡ）  

特定の犯罪によって怪我をした被害者や、怪我ま

たは死亡した人の近親者、そして一部の目撃者は

経済的支援もしくは給付金を受けられる場合が

あります。大概の場合、申請書は犯罪事件が発生

した日から１年以内に必着するように提出しな

ければなりません。給付申請は、犯人の告訴や有

罪判決が確定するまで待つ必要はありません。 

あなたが利用できるリソース  

 

 殺害された子供や行方不明の子供の親に対する連邦所得補助金（PMMC） 

〔Federal Income Support for Parents of Murdered or Missing Children Grant〕 

 http://www.cpomc.ca/legislation/pdf/PMMC-EN.pdf 

 被害者サービスのリンク   

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc  

 カナダ被害者権利法（CVBR）〔Canadian Victims Bill of Rights (CVBR)〕 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-23.7/ 

 ブリティッシュコロンビア州犯罪被害者法（BCVCA） 

〔The British Columbia Victims of Crime Act (VOCA)〕  

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96478_01  

 犯罪の被害者の援助法〔The Crime Victim Assistance Act (CVAA)〕 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/01038_01  

 クライム･ストッパー〔Crime Stoppers〕 http://www.solvecrime.ca/ 
 

これ以外にも裏表紙に記載されています。 

http://www.cpomc.ca/legislation/pdf/PMMC-EN.pdf
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-23.7/
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96478_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/01038_01
http://www.solvecrime.ca/


連絡先とメモ欄  

 

警察ファイル番号〔Police File #〕: _____________________________________________________ 

主任捜査官〔Primary Investigator〕:             

                  

                  

被害者サービス〔Victim Services〕:             

                   

メモ〔Notes〕:                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   



連絡先とメモ欄  

 

_______________________________________________________       

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   



被害者の権利  

 

カナダ被害者権利法（ＣＶＢＲ）およびブリティッシュコロンビア州犯罪被害者法（ＢＣＶＣＡ）： これら

の法令は、あなたが刑法で規定されている犯罪の被害者である場合、一定の権利を規定しています。これら

の権利の行使には、適切な司法の運用を妨げないように制約事項があります。 

ＣＶＢＲの被害者の定義： 被害者とは、犯罪の結果、肉体的・精神的な害、物的損害、経済的損失を被っ

た人を指します。被害者はカナダ国内にいるカナダ国民もしくは永住権保持者であることが求められます。 

被害者の代理として行動する： 被害者が行動できない時にその代わりに被害者の権利を行使できる人を

指します。これには、被害者の配偶者、被害者が死亡する前の最低１年間同居していた事実婚のパートナー、

被害者の親族または扶養者、または被害者もしくは被害者の扶養者の養育権を持っていた人のいずれかが

なることができます。注意 ― 誰かを犠牲にした罪で起訴された人、有罪判決を受けた人、精神疾患により

犯罪の刑事責任が問われない人は、被害者とは定義されません。 

被害者の権利： 被害者は情報請求権を始め、参加、保護、補償を受ける権利があります。請求すると、被

害者は、刑事司法制度や犯罪者に関する情報、被害者が利用できるサービスやプログラム、犯罪者の条件付

釈放と釈放の時期と条件の再審理の内容、犯人の矯正計画に対する進歩度に関する詳細、犯人の釈放日、釈

放に関する定義と釈放条件、および特定の釈放前もしくは実刑期間の最終時点に撮影した犯人の最新の写

真などを受け取ることができます。 


