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事実の概要

　確定判決（第一審判決）が認定した罪となるべ
き事実の要旨は、被告人（以下、「事件本人」）が、
平成 4年 2 月 20 日、福岡県飯塚市内において、
小学校に登校中の V1 及び V2 を自己の運転する
自動車（以下、「事件本人車」）に乗車させて略取
又は誘拐し、同市内又はその周辺において両名を
殺害し、同県甘木市内の山中に両名の死体を遺棄
したというものである。
　事件本人は事件への関与を否定したが、確定判
決は、①事件本人は、S1 らの目撃供述により犯
人が使用したと疑われる車両と特徴を同じくする
事件本人車を所有し、かつ、被害者両名の失踪場
所等に土地鑑を有すること、②被害者両名の着衣
から発見された繊維片は、事件本人車と同型車種
に使用されている座席シートの繊維片である可能
性が高いこと、③事件本人車の後部座席シートか
ら V1 と同じ z1 型の血痕と人の尿痕が検出され
ているところ、被害者両名ともに殺害時に生じた
と認められる失禁と出血があり、事件本人が犯人
であるとすれば、前記血痕及び尿痕の付着を合
理的に説明できること、④科警研が実施した血
液型鑑定及び DNA 型鑑定によれば、V2 の遺体付
近の木の枝に付着していた血痕並びに被害者両名
の膣内容物及び膣周辺付着物の中に混在していた
犯人由来と認められる血痕ないし血液の血液型と
MCT118（DNA）型が、いずれも事件本人の型と
一致していること、⑤事件本人は、本件当時、病
気により亀頭から容易に出血する状態にあり、事
件本人が犯人であるとすれば、被害者両名の膣内
容物等に犯人に由来すると認められる血液等が混

在していたことを合理的に説明できること、⑥被
害者両名が失踪した時間帯及び失踪場所は、事件
本人が妻を通勤先に事件本人車で送った後、事件
本人方に帰る途中の時間帯及び道路に当たってい
た可能性があり、他方で、事件本人にアリバイが
成立しないことなどが認められ、以上の諸情況を
総合すれば、事件本人が犯人であることにつき、
合理的な疑いを超えて認定しうるとし、事件本人
を死刑に処した（福岡地判平 11・9・29 判タ 1059
号 254 頁）。その後、控訴、上告いずれも棄却さ
れ（福岡高判平 13・10・10 高刑速平 13 年 219 頁、
最二小判平 18・9・8集刑 290 号 209 頁）、第一審判
決が確定し、2年後の 2008 年に刑が執行された。
　2009 年、事件本人の妻（以下、「再審請求人」）
が再審請求を申し立て、④の証明力を減殺する新
証拠として本田克也教授作成の DNA 鑑定書等及
び足利事件の再審判決等を、①の証明力を減殺す
る新証拠として厳島行雄教授作成の目撃供述に関
する鑑定書等をそれぞれ提出した。
　これに対し、福岡地裁（原々決定）は、本田教
授の鑑定書等によって事件本人の正確なMCT118
型はm2－m8 型であることが明らかとなったもの
の、犯人の正確なMCT118 型は m2－m7 型、m2
－m8 型又は m2－m9 型のいずれかに当たりうる
ことから、科警研のMCT118 型鑑定によって、
犯人と事件本人のMCT118 型が一致したとは認
めえないが、他方で、これが一致しないとも認め
えないとした上で、以上のほかに新証拠によって
旧証拠の証明力が減殺されることはなく、確定判
決が認定した情況事実は、各々独立した証拠に
よって認められるものであり、それらのうちから
犯人と事件本人のMCT118 型が一致したこと（④）
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を除いたその余の情況事実を総合した場合であっ
ても、事件本人が犯人であることにつき合理的な
疑いを超えた高度の立証がされていることに変わ
りはないなどとして、再審請求を棄却した（福岡
地決平 26・3・31 判時 2396 号 96 頁）。
　再審請求人は即時抗告を申し立て、新証拠に
よってその立証命題に関連する旧証拠の証明力が
減殺された場合には、新証拠の立証命題とは無関
係に旧証拠を再評価すべきであるのに、原々決定
はそれをしていないなどと主張したが、福岡高
裁（原決定）は、原々決定が「新証拠の立証命題
と関連しない旧証拠に関する弁護人の主張に対し
て明示的に判断を示していないことに誤りはな
〔い〕」などとして原々決定の判断を是認し、即
時抗告を棄却した（福岡高決平 30・2・6判時 2396
号 78 頁）。
　これをうけて、再審請求人は特別抗告を申し
立て、旧証拠のうち、科警研による HLADQ α型
鑑定並びに石山昱夫教授によるミトコンドリア
DNA 型鑑定及び HLADQB 型鑑定は、本田教授の
鑑定書等によって証明力が減殺された科警研の
MCT118 型鑑定と立証命題が有機的に関連してい
るのであるから、これらの再評価をしなければな
らない、とした上で、HLADQ α型鑑定、ミトコ
ンドリア DNA 型鑑定及び HLADQB 型鑑定をそれ
ぞれ再評価すると事件本人の犯人性が否定される
のに、原決定がこうした再評価をしなかったのは、
証拠の明白性の判断方法を誤ったものである、な
どと主張した。

決定の要旨

　特別抗告棄却。
　「MCT118 型鑑定の証明力減殺は、同鑑定の手
法が改善されたことによるものであるのに対し、
HLADQ α型鑑定並びにミトコンドリア DNA 型鑑
定及び HLADQB 型鑑定の証明力は、確定判決が
説示するとおり、鑑定資料の DNA 量や状態の不
良、更にはこれらの鑑定自体の特性等に基づいて
評価されるべきものであって、MCT118 型鑑定の
証明力減殺が、HLADQ α型鑑定並びにミトコン
ドリア DNA 型鑑定及び HLADQB 型鑑定の証明力
に関する評価を左右する関係にあるとはいえない
から、それらの再評価を要することになるもので
はない。以上によれば、原々決定がこれらの鑑定

の証明力を再評価しなかったことに誤りはない旨
判示した原決定の判断は正当である」。
　「さらに、所論は、新証拠によって、科警研の
MCT118 型鑑定の証明力が減殺されたほか、S1
の目撃供述の信用性も否定されたから、同鑑定及
び同供述を除いたその余の情況証拠によっては、
事件本人が犯人であるということはできないなど
という。しかし、新証拠によって S1 の目撃供述
の信用性が否定されたとはいえず、犯人と事件本
人のMCT118 型鑑定が一致したことを除いたそ
の余の情況事実を総合した場合であっても、事件
本人が犯人であることについて合理的な疑いを超
えた高度の立証がされており、新証拠はいずれも
確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせるもの
ではないという原々決定の判断を是認した原決定
の判断は、正当である」１）。

判例の解説

　一　証拠の明白性の判断方法
　１　旧証拠の再評価
　(1)　証拠の明白性の判断方法につき、最一小
決昭 50・5・20 刑集 29 巻 5号 177 頁（白鳥決定）
及び最一小決昭 51・10・12 刑集 30 巻 9 号 1673
頁（財田川決定）は、いわゆる総合評価説・再評
価説を打ち出した。尤も、白鳥・財田川決定が旧
証拠の再評価をどこまで許容しているのかについ
ては見方が分かれている２）。裁判・検察実務家の
多くは、確定力尊重の必要性などを根拠に、白鳥・
財田川決定は、新証拠が旧証拠の証明力を減殺し
た場合に、その影響の及ぶ範囲に限って旧証拠の
再評価を許容したものと解する（限定的再評価説）。
また、弁護実務家の間には、白鳥・財田川決定は、
新証拠が旧証拠の証明力を減殺した場合に限って
旧証拠の全面的再評価を許容したものとの理解も
存在する（二段階説）。しかし、学説の多くが指
摘するように、白鳥・財田川決定は、無条件に旧
証拠の全面的な再評価を認める立場（全面的再評
価説）に立っていることは明らかである。白鳥・
財田川決定は、証拠の明白性は「当の証拠と他の
全証拠とを総合的に評価して判断すべき」と明言
している。しかも、財田川決定は、新証拠による
旧証拠の証明力の減殺を確認することなく旧証拠
を再評価しそこに存在する疑問点を指摘している
が、これは全面的再評価説からでなければ説明が
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つかない。
　(2)　尤も、白鳥・財田川決定以降の判例の中
には、限定的再評価説の論理を見て取れるものが
存在する。「刑訴法 435 条 6 号の再審事由の存否
を判断するに際しては、……新証拠とその立証命
題に関連する他の全証拠とを総合的に評価〔すべ
き〕」とした最三小決平 10・10・27 刑集 52 巻 7
号 363 頁（マルヨ無線決定）や、旧証拠の再評価
結果に特段言及することなく、新証拠が旧証拠の
証明力を減殺しないことを指摘し、そこから直ち
に再審請求棄却の結論を導いた最一小決平 14・4・
8判時1781号160頁（名張6次決定）がそれである。
　しかし、既に指摘されているように、これらは
全面的再評価説を否定するものではない３）。白鳥・
財田川決定によれば、明白性判断は、❶確定判決
の証拠構造の確認、❷旧証拠の全面的再評価、❸
新旧証拠の総合評価、という手順で行われること
になる。このうち❷では、新証拠から離れて旧証
拠それ自体の再評価（確定判決の事実誤認の有無の
審査）が行われ、その結果、「合理的な疑い」が
生じれば再審が開始されるが４）、「合理的な疑い」
が生じなかった場合には❸へと進む。❸では、新
証拠の立証命題と関連する範囲で旧証拠の再評価
が行われ、その結果、ⓐ「合理的な疑い」が生じ
れば再審開始となる（ⓑなお、新証拠が旧証拠の証
明力を何ら減殺するものではない場合には、それを
もって再審請求棄却となる）が、ⓒ「合理的な疑い」
が生じない場合には、❷の結果を踏まえた新旧全
証拠の総合評価が行われ、その結果、「合理的な
疑い」が生じれば再審開始となり、「合理的な疑い」
が生じなければ再審請求棄却となる。つまり、判
例は、まず❷で旧証拠を全面的に再評価した上で、
更に❸で限定的な再評価をも行ってきたのであっ
て、判例中に限定的再評価説の論理が存在したと
しても、それは❸の判断を意味し、全面的再評価
説の否定を意味するものではないのである。マル
ヨ無線決定に関していえば、同決定は❸に関する
一般論を示したものと解しうる。名張 6次決定
についても、❸ⓑの判断結果を示したものと解す
れば、全面的再評価説と何ら矛盾は生じない５）。
　(3)　本決定は、「MCT118 型鑑定の証明力減殺
が、HLADQ α型鑑定並びにミトコンドリア DNA
型鑑定及び HLADQB 型鑑定の証明力に関する評
価を左右する関係にあるとはいえないから、それ
らの再評価を要する〔ものではない〕」とする。

この論理は、まさに限定的再評価説である。
　しかし、マルヨ無線決定などと同様、本決定も
また全面的再評価説を否定するものではない。先
述のように、明白性判断は❶❷❸の手順で行われ
ることになるところ、本決定の上記判示は、❸に
関する判断を示したものと解すれば、全面的再評
価説と何ら矛盾は生じないからである。また、後
にみるように、本決定は、新証拠によって証明力
が減殺された④を除いた各事実によっても「事件
本人が犯人であることについて合理的な疑いを超
えた高度の立証がされて〔いる〕」とした原々決
定の判断を是認した原決定の判断を「正当」とし
ているが、ここから本決定が確定判決の事実認定
それ自体には疑問は存しないと判断していること
が見て取れる。これはまさに本判決が旧証拠を再
評価した結果に基づく判断であり、❷に相当する
判断と解しうるものである。確定判決の事実認定
に疑問が存しない以上、「合理的な疑い」が生じ
るかどうかは、❸の判断、即ち、新証拠によって
旧証拠の証明力が「合理的疑い」の発生に結びつ
く程度減殺されるか否かにかかってくることにな
る。そして、そこで行われる旧証拠の再評価は限
定的再評価であって、新証拠による影響を受けな
いことが明らかな証拠をここで再度
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再評価する必
要はない。本決定の上記判示は、白鳥・財田川決
定によって導かれる当然の理を示したものといっ
てよい。
　２　「合理的な疑い」の判断
　(1)　白鳥・財田川決定によると、新旧全証拠
の総合評価の結果、「確定判決における事実認定
につき合理的な疑い」が生じれば再審が開始され
る。では、「合理的な疑い」が生じた、とはいか
なる場合をいうのか。この点、学説では、新旧全
証拠の総合評価の結果、確定判決の証拠構造が動
揺した場合には「合理的な疑い」が生じたものと
すべきとする見解も有力である６）。しかし、判例
は一貫して、新旧全証拠の総合評価によって確定
判決の有罪の結論が動揺するか否かを問題にして
きた。つまり、新旧全証拠の総合評価の結果、旧
証拠の一部が崩れたとしても、それ以外の旧証拠
によって有罪の結論を維持しうる場合には、「合
理的な疑い」の発生は否定され、再審請求は棄却
されることになるのである７）。
　(2)　この点、本件確定判決の証拠構造は①～
⑥の各事実の総合認定によって事件本人の有罪を
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認定するものであったところ、本決定は、④を除
いた各事実によっても「事件本人が犯人であるこ
とについて合理的な疑いを超えた高度の立証がさ
れて〔いる〕」とした原々決定の判断を是認した
原決定の判断を「正当」としたものである。こう
した本決定の判断は、「合理的な疑い」を有罪の
結論の動揺と解する従来の判例の立場に沿った、
ごく標準的なものと評価しえよう。

　二　情況証拠による事実認定
　(1)　結局、本決定が原決定の判断を是認した
のは、本決定に関与した裁判官が、新旧全証拠を
総合評価した結果、原々決定・原決定と同様、新
証拠によって証明力が減殺された④を除いた各事
実によっても「合理的な疑いを超えた高度の立証
がされて〔いる〕」という心証を得たということ
に尽きるのである。
　(2)　ところで、①～⑥の各事実は、いずれも
情況証拠に支えられた情況事実（間接事実）である。
情況証拠による事実認定においても、有罪認定の
ためには「合理的な疑い」を超える証明を要する
ことはいうまでもない 8）。尤も、情況証拠による
事実認定においては、「証明力が薄いかまたは十
分でない情況証拠」が「量的に積み重ね」られる
ことによって、「合理的な疑い」の存在が見過ご
され、誤判が生み出される危険が常に伴う９）。こ
うした危険に対処すべく、判例は、情況証拠によっ
て有罪認定をするには、「情況証拠によって認め
られる間接事実中に、被告人が犯人でないとした
ならば合理的に説明することができない（あるい
は、少なくとも説明が極めて困難である）事実関
係が含まれていること」を要するとしている 10）。
　(3)　本決定は、先にみたように、④を除いた
各事実によっても「事件本人が犯人であることに
ついて合理的な疑いを超えた高度の立証がされて
〔いる〕」とした原々決定の判断を是認した原決定
を「正当」とするものである。上記各事実は、い
ずれも単独では事件本人を犯人と断定しうるもの
ではないが、総合的にみれば、各事実が事件本人
以外の人物に集中して存在する可能性は否定で
きないとしてもそれは抽象的な可能性に止まり、
従って、本件においては上記判例のいう「事実関
係」の存在を認めることができ、確定判決の有罪
の結論は動揺しないということなのであろう 11）。
　しかし、このような有罪認定に問題はないであ

ろうか。上記各事実はいずれも単独では事件本人
を犯人と断定しうるものではないのであるから、
各事実の推認力について、各事実に内在する問題
点を踏まえつつ、より精密な検討を加えるべき
だったのではないか。各事実のうち重要な地位を
占めていると考えられる③にしても 12）、血痕や
尿痕が V1 のものであることが証明されているわ
けではないのである 13）。本決定は、「証明力が薄
いかまたは十分でない情況証拠」の「量的〔な〕
積み重ね」による誤判の危険を軽視するものとい
えないか、なお疑問の余地がありえよう 14）。
●――注
１）本決定の研究として、前田雅英「判批」WLJ 判例コラ
ム 232 号（文献番号：2021WLJCC011）（2021 年）1頁。
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