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       主   文 

 

原判決及び第１審判決を破棄する。 

被告人は無罪。 

 

 

       理   由 

 

 弁護人秋山賢三ほかの上告趣意は，憲法違反，判例違反をいう点を含め，実質は単な

る法令違反，事実誤認，量刑不当の主張であり，被告人本人の上告趣意は，事実誤認の

主張であって，いずれも刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。 

 しかしながら，所論にかんがみ，職権をもって調査すると，原判決及び第１審判決は，

刑訴法４１１条３号により破棄を免れない。その理由は，以下のとおりである。 

第１ 本件公訴事実及び本件の経過 

 本件公訴事実の要旨は，「被告人は，平成１８年４月１８日午前７時５６分ころから

同日午前８時３分ころまでの間，東京都世田谷区内の小田急電鉄株式会社成城学園前駅

から下北沢駅に至るまでの間を走行中の電車内において，乗客である当時１７歳の女性

に対し，パンティの中に左手を差入れその陰部を手指でもてあそぶなどし，もって強い

てわいせつな行為をした」というものである。 

 第１審判決は，上記のとおりの被害を受けたとする上記女性（以下「Ａ」という。）

の供述に信用性を認め，公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して，被告人を懲役１年１０

月に処し，被告人からの控訴に対し，原判決も，第１審判決の事実認定を是認して，控

訴を棄却した。 



第２ 当裁判所の判断 

１ 当審における事実誤認の主張に関する審査は，当審が法律審であることを原則とし

ていることにかんがみ，原判決の認定が論理則，経験則等に照らして不合理といえるか

どうかの観点から行うべきであるが，本件のような満員電車内の痴漢事件においては，

被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく，被害者の供述

が唯一の証拠である場合も多い上，被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯

人と特定された場合，その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認め

られることから，これらの点を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる。 

２ 関係証拠によれば，次の事実が明らかである。 

（１）被告人は，通勤のため，本件当日の午前７時３４分ころ，小田急線鶴川駅から，

綾瀬行き準急の前から５両目の車両に，Ａは，通学のため，同日午前７時４４分ころ，

読売ランド前駅から，同車両に乗った。被告人とＡは，遅くとも，本件電車が同日午前

７時５６分ころ成城学園前駅を発車して間もなくしてから，満員の上記車両の，進行方

向に向かって左側の前から２番目のドア付近に，互いの左半身付近が接するような体勢

で，向かい合うような形で立っていた。 

（２）Ａは，本件電車が下北沢駅に着く直前，左手で被告人のネクタイをつかみ，「電

車降りましょう。」と声を掛けた。これに対して，被告人は，声を荒げて，「何ですか。」

などと言い，Ａが「あなた今痴漢をしたでしょう。」と応じると，Ａを離そうとして，

右手でその左肩を押すなどした。本件電車は，間もなく，下北沢駅に止まり，２人は，

開いたドアからホームの上に押し出された。Ａは，その場にいた同駅の駅長に対し，被

告人を指さし，「この人痴漢です。」と訴えた。そこで，駅長が被告人に駅長室への同

行を求めると，被告人は，「おれは関係ないんだ，急いでいるんだ。」などと怒気を含

んだ声で言い，駅長の制止を振り切って、車両に乗り込んだが，やがて，駅長の説得に

応じて下車し，駅長室に同行した。 

（３）Ａが乗車してから，被告人らが降車した下北沢駅までの本件電車の停車駅は，順

に，読売ランド前，生田，向ヶ丘遊園，登戸，成城学園前，下北沢である。  

３ Ａは，第１審公判及び検察官調書（同意採用部分）において，要旨，次のように供

述している。 

「読売ランド前から乗車した後，左側ドア付近に立っていると，生田を発車してすぐに，

私と向かい合わせに立っていた被告人が，私の頭越しに，かばんを無理やり網棚に載せ

た。そこまで無理に上げる必要はないんじゃないかと思った。その後，私と被告人は，

お互いの左半身がくっつくような感じで立っていた。向ヶ丘遊園を出てから痴漢に遭い，



スカートの上から体を触られた後，スカートの中に手を入れられ，下着の上から陰部を

触られた。登戸に着く少し前に，その手は抜かれたが，登戸を出ると，成城学園前に着

く直前まで，下着の前の方から手を入れられ，陰部を直接触られた。触られている感覚

から，犯人は正面にいる被告人と思ったが，されている行為を見るのが嫌だったので，

目で見て確認はしなかった。成城学園前に着いてドアが開き，駅のホーム上に押し出さ

れた。被告人がまだいたらドアを替えようと思ったが，被告人を見失って迷っているう

ち，ドアが閉まりそうになったので，再び，同じドアから乗った。乗る直前に，被告人

がいるのに気付いたが，後ろから押し込まれる感じで，また被告人と向かい合う状態に

なった。私が，少しでも避けようと思って体の向きを変えたため，私の左肩が被告人の

体の中心にくっつくような形になった。成城学園前を出ると，今度は，スカートの中に

手を入れられ，右の太ももを触られた。私は，いったん電車の外に出たのにまたするな

んて許せない，捕まえたり，警察に行ったときに説明できるようにするため，しっかり

見ておかなければいけないと思い，その状況を確認した。すると，スカートのすそが持

ち上がっている部分に腕が入っており，ひじ，肩，顔と順番に見ていき，被告人の左手

で触られていることが分かった。その後，被告人は，下着のわきから手を入れて陰部を

触り，さらに，その手を抜いて，今度は，下着の前の方から手を入れて陰部を触ってき

た。その間，再び，お互いの左半身がくっつくような感じになっていた。私が，下北沢

に着く直前，被告人のネクタイをつかんだのと同じころ，被告人は，私の体を触るのを

止めた。」 

４ 第１審判決は，Ａの供述内容は，当時の心情も交えた具体的，迫真的なもので，そ

の内容自体に不自然，不合理な点はなく，Ａは，意識的に当時の状況を観察，把握して

いたというのであり，犯行内容や犯行確認状況について，勘違いや記憶の混乱等が起こ

ることも考えにくいなどとして，被害状況及び犯人確認状況に関するＡの上記供述は信

用できると判示し，原判決もこれを是認している。 

５ そこで検討すると，被告人は，捜査段階から一貫して犯行を否認しており，本件公

訴事実を基礎付ける証拠としては，Ａの供述があるのみであって，物的証拠等の客観的

証拠は存しない（被告人の手指に付着していた繊維の鑑定が行われたが，Ａの下着に由

来するものであるかどうかは不明であった。）。被告人は，本件当時６０歳であったが，

前科，前歴はなく，この種の犯行を行うような性向をうかがわせる事情も記録上は見当

たらない。したがって，Ａの供述の信用性判断は特に慎重に行う必要があるのであるが，

（１）Ａが述べる痴漢被害は，相当に執ようかつ強度なものであるにもかかわらず，Ａ

は，車内で積極的な回避行動を執っていないこと，（２）そのことと前記２（２）のＡ



のした被告人に対する積極的な糾弾行為とは必ずしもそぐわないように思われること，

また，（３）Ａが，成城学園前駅でいったん下車しながら，車両を替えることなく，再

び被告人のそばに乗車しているのは不自然であること（原判決も「いささか不自然」と

は述べている。）などを勘案すると，同駅までにＡが受けたという痴漢被害に関する供

述の信用性にはなお疑いをいれる余地がある。そうすると，その後にＡが受けたという

公訴事実記載の痴漢被害に関する供述の信用性についても疑いをいれる余地があるこ

とは否定し難いのであって，Ａの供述の信用性を全面的に肯定した第１審判決及び原判

決の判断は，必要とされる慎重さを欠くものというべきであり，これを是認することが

できない。被告人が公訴事実記載の犯行を行ったと断定するについては，なお合理的な

疑いが残るというべきである。 

第３ 結論 

 以上のとおり，被告人に強制わいせつ罪の成立を認めた第１審判決及びこれを維持し

た原判決には，判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり，これを破棄しなければ

著しく正義に反するものと認められる。 

 そして，既に第１審及び原審において検察官による立証は尽くされているので，当審

において自判するのが相当であるところ，本件公訴事実については犯罪の証明が十分で

ないとして，被告人に対し無罪の言渡しをすべきである。 

 よって，刑訴法４１１条３号により原判決及び第１審判決を破棄し，同法４１３条た

だし書，４１４条，４０４条，３３６条により，裁判官堀籠幸男，同田原睦夫の各反対

意見があるほか，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官那須

弘平，同近藤崇晴の各補足意見がある。 

 裁判官那須弘平の補足意見は，次のとおりである。 

１ 冤罪で国民を処罰するのは国家による人権侵害の最たるものであり，これを防止す

ることは刑事裁判における最重要課題の一つである。刑事裁判の鉄則ともいわれる「疑

わしきは被告人の利益に」の原則も，有罪判断に必要とされる「合理的な疑いを超えた

証明」の基準の理論も，突き詰めれば冤罪防止のためのものであると考えられる。 

 本件では，公訴事実に当たる痴漢犯罪をめぐり，被害を受けたとされる女性（以下「Ａ」

という。）が被告人を犯人であると指摘するもののこれを補強する客観的証拠がないに

等しく，他方で被告人が冤罪を主張するもののやはりこれを補強する客観的証拠に乏し

いという証拠状況の下で，１審及び原審の裁判官は有罪・無罪の選択を迫られ，当審で

も裁判官の意見が二つに分かれている。意見が分かれる原因を探ると，結局は「合理的

な疑いを超えた証明」の原理を具体的にどのように適用するかについての考え方の違い



に行き着くように思われる。そこで，この際，この点について私の考え方を明らかにし

て，多数意見が支持されるべき理由を補足しておきたい。 

２ 痴漢事件について冤罪が争われている場合に，被害者とされる女性の公判での供述

内容について「詳細かつ具体的」，「迫真的」，「不自然・不合理な点がない」などと

いう一般的・抽象的な理由により信用性を肯定して有罪の根拠とする例は，公表された

痴漢事件関係判決例をみただけでも少なくなく，非公表のものを含めれば相当数に上る

ことが推測できる。しかし，被害者女性の供述がそのようなものであっても，他にその

供述を補強する証拠がない場合について有罪の判断をすることは，「合理的な疑いを超

えた証明」に関する基準の理論との関係で，慎重な検討が必要であると考える。その理

由は以下のとおりである。 

ア 混雑する電車内での痴漢事件の犯行は，比較的短時間のうちに行われ，行為の態様

も被害者の身体の一部に手で触る等という単純かつ類型的なものであり，犯行の動機も

刹那的かつ単純なもので，被害者からみて被害を受ける原因らしいものはこれといって

ないという点で共通している。被害者と加害者とは見ず知らずの間柄でたまたま車内で

近接した場所に乗り合わせただけの関係で，犯行の間は車内での場所的移動もなくほぼ

同一の姿勢を保ったまま推移する場合がほとんどである。このように，混雑した電車の

中での痴漢とされる犯罪行為は，時間的にも空間的にもまた当事者間の人的関係という

点から見ても，単純かつ類型的な態様のものが多く，犯行の痕跡も（加害者の指先に付

着した繊維や体液等を除いては）残らないため，「触ったか否か」という単純な事実が

争われる点に特徴がある。このため，普通の能力を有する者（例えば十代後半の女性等）

がその気になれば，その内容が真実である場合と，虚偽，錯覚ないし誇張等を含む場合

であるとにかかわらず，法廷において「具体的で詳細」な体裁を具えた供述をすること

はさほど困難でもない。その反面，弁護人が反対尋問で供述の矛盾を突き虚偽を暴き出

すことも，裁判官が「詳細かつ具体的」，「迫真的」あるいは「不自然・不合理な点が

ない」などという一般的・抽象的な指標を用いて供述の中から虚偽，錯覚ないし誇張の

存否を嗅ぎ分けることも，けっして容易なことではない。本件のような類型の痴漢犯罪

被害者の公判における供述には，元々，事実誤認を生じさせる要素が少なからず潜んで

いるのである。 

イ 被害者が公判で供述する場合には，被害事実を立証するために検察官側の証人とし

て出廷するのが一般的であり，検察官の要請により事前に面接して尋問の内容及び方法

等について詳細な打ち合わせをすることは，広く行われている。痴漢犯罪について虚偽

の被害申出をしたことが明らかになれば，刑事及び民事上の責任を追及されることにも



なるのであるから（刑法１７２条，軽犯罪法１条１６号，民法７０９条），被害者とさ

れる女性が公判で被害事実を自ら覆す供述をすることはない。検察官としても，被害者

の供述が犯行の存在を証明し公判を維持するための頼りの綱であるから，捜査段階での

供述調書等の資料に添った矛盾のない供述が得られるように被害者との入念な打ち合

わせに努める。この検察官の打ち合わせ作業自体は，法令の規定（刑事訴訟規則１９１

条の３）に添った当然のものであって，何ら非難されるべき事柄ではないが，反面で，

このような作業が念入りに行われれば行われるほど，公判での供述は外見上「詳細かつ

具体的」，「迫真的」で，「不自然・不合理な点がない」ものとなるのも自然の成り行

きである。これを裏返して言えば，公判での被害者の供述がそのようなものであるから

といって，それだけで被害者の主張が正しいと即断することには危険が伴い，そこに事

実誤認の余地が生じることになる。 

ウ 満員電車内の痴漢事件については上記のような特別の事情があるのであるから，冤

罪が真摯に争われている場合については，たとえ被害者女性の供述が「詳細かつ具体的」，

「迫真的」で，弁護人の反対尋問を経てもなお「不自然・不合理な点がない」かのよう

に見えるときであっても，供述を補強する証拠ないし間接事実の存否に特別な注意を払

う必要がある。その上で，補強する証拠等が存在しないにもかかわらず裁判官が有罪の

判断に踏み切るについては，「合理的な疑いを超えた証明」の視点から問題がないかど

うか，格別に厳しい点検を欠かせない。 

３ 以上検討したところを踏まえてＡの供述を見るに，１審及び原審の各判決が示すよ

うな「詳細かつ具体的」等の一般的・抽象的性質は具えているものの，これを超えて特

別に信用性を強める方向の内容を含まず，他にこれといった補強する証拠等もないこと

から，上記２に挙げた事実誤認の危険が潜む典型的な被害者供述であると認められる。 

 これに加えて，本件では，判決理由第２の５に指摘するとおり被害者の供述の信用性

に積極的に疑いをいれるべき事実が複数存在する。その疑いは単なる直感による「疑わ

しさ」の表明（「なんとなく変だ」「おかしい」）の域にとどまらず，論理的に筋の通

った明確な言葉によって表示され，事実によって裏づけられたものでもある。Ａの供述

はその信用性において一定の疑いを生じる余地を残したものであり，被告人が有罪であ

ることに対する「合理的な疑い」を生じさせるものであるといわざるを得ないのである。 

 したがって，本件では被告人が犯罪を犯していないとまでは断定できないが，逆に被

告人を有罪とすることについても「合理的な疑い」が残るという，いわばグレーゾーン

の証拠状況にあると判断せざるを得ない。その意味で，本件では未だ「合理的な疑いを

超えた証明」がなされておらず，「疑わしきは被告人の利益に」の原則を適用して，無



罪の判断をすべきであると考える。 

４ 堀籠裁判官及び田原裁判官の各反対意見の見解は，その理由とするところも含めて

傾聴に値するものであり，一定の説得力ももっていると考える。しかしながら，これと

は逆に，多数意見が本判決理由中で指摘し，当補足意見でやや詳しく記した理由により，

Ａの供述の信用性にはなお疑いをいれる余地があるとする見方も成り立ち得るのであ

って，こちらもそれなりに合理性をもつと評価されてよいと信じる。 

 合議体による裁判の評議においては，このように，意見が二つ又はそれ以上に分かれ

て調整がつかない事態も生じうるところであって，その相違は各裁判官の歩んできた人

生体験の中で培ってきたものの見方，考え方，価値観に由来する部分が多いのであるか

ら，これを解消することも容易ではない。そこで，問題はこの相違をどう結論に結びつ

けるかであるが，私は，個人の裁判官における有罪の心証形成の場合と同様に，「合理

的な疑いを超えた証明」の基準（及び「疑わしきは被告人の利益に」の原則）に十分配

慮する必要があり，少なくとも本件のように合議体における複数の裁判官がＡの供述の

信用性に疑いをもち，しかもその疑いが単なる直感や感想を超えて論理的に筋の通った

明確な言葉によって表示されている場合には，有罪に必要な「合理的な疑いを超えた証

明」はなおなされていないものとして処理されることが望ましいと考える（これは，「疑

わしきは被告人の利益に」の原則にも適合する。）。 

 なお，当審における事実誤認の主張に関する審査につき，当審が法律審であることを

原則としていることから「原判決の認定が論理則，経験則等に照らして不合理といえる

かどうかの観点から行うべきである」とする基本的立場に立つことは，堀籠裁判官指摘

のとおりである。しかし，少なくとも有罪判決を破棄自判して無罪とする場合について

は，冤罪防止の理念を実効あらしめるという観点から，文献等に例示される典型的な論

理則や経験則に限ることなく，我々が社会生活の中で体得する広い意味での経験則ない

し一般的なものの見方も「論理則，経験則等」に含まれると解するのが相当である。多

数意見はこのような理解の上に立って，Ａの供述の信用性を判断し，その上で「合理的

な疑いを超えた証明」の基準に照らし，なお「合理的な疑いが残る」として無罪の判断

を示しているのであるから，この点について上記基本的立場から見てもなんら問題がな

いことは明らかである。 

 裁判官近藤崇晴の補足意見は，次のとおりである。 

 私は，被告人を無罪とする多数意見に与するものであり，また，多数意見の立場を敷

衍する那須裁判官の補足意見に共鳴するものであるが，なお若干の補足をしておきたい。 

 本件は，満員電車の中でのいわゆる痴漢事件であり，被害者とされる女性Ａが被告人



から強制わいせつの被害を受けた旨を具体的に供述しているのに対し，被告人は終始一

貫して犯行を否認している。そして，被告人の犯人性については，他に目撃証人その他

の有力な証拠が存在しない。すなわち，本件においては，「被害者」の供述と被告人の

供述とがいわば水掛け論になっているのであり，それぞれの供述内容をその他の証拠関

係に照らして十分に検討してみてもそれぞれに疑いが残り，結局真偽不明であると考え

るほかないのであれば，公訴事実は証明されていないことになる。言い換えるならば，

本件公訴事実が証明されているかどうかは，Ａの供述が信用できるかどうかにすべてが

係っていると言うことができる。このような場合，一般的に，被害者とされる女性の供

述内容が虚偽である，あるいは，勘違いや記憶違いによるものであるとしても，これが

真実に反すると断定することは著しく困難なのであるから，「被害者」の供述内容が「詳

細かつ具体的」，「迫真的」で「不自然・不合理な点がない」といった表面的な理由だ

けで，その信用性をたやすく肯定することには大きな危険が伴う。この点，那須裁判官

の補足意見が指摘するとおりである。また，「被害者」の供述するところはたやすくこ

れを信用し，被告人の供述するところは頭から疑ってかかるというようなことがないよ

う，厳に自戒する必要がある。 

 本件においては，多数意見が指摘するように，Ａの供述には幾つかの疑問点があり，

その反面，被告人にこの種の犯行（公訴事実のとおりであれば，痴漢の中でもかなり悪

質な部類に属する。）を行う性向・性癖があることをうかがわせるような事情は記録上

見当たらないのであって，これらの諸点を総合勘案するならば，Ａの供述の信用性には

合理的な疑いをいれる余地があるというべきである。もちろん，これらの諸点によって

も，Ａの供述が真実に反するもので被告人は本件犯行を行っていないと断定できるわけ

ではなく，ことの真偽は不明だということである。 

 上告裁判所は，事後審査によって，「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があ

る」（刑訴法４１１条３号）かどうかを判断するのであるが，言うまでもなく，そのこ

とは，公訴事実の真偽が不明である場合には原判決の事実認定を維持すべきであるとい

うことを意味するものではない。上告裁判所は，原判決の事実認定の当否を検討すべき

であると考える場合には，記録を検討して自らの事実認定を脳裡に描きながら，原判決

の事実認定が論理則，経験則等に照らして不合理といえるかどうかを検討するという思

考操作をせざるを得ない。その結果，原判決の事実認定に合理的な疑いが残ると判断す

るのであれば，原判決には「事実の誤認」があることになり，それが「判決に影響を及

ぼすべき重大な」ものであって，「原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認め

るとき」は，原判決を破棄することができるのである。殊に，原判決が有罪判決であっ



て，その有罪とした根拠である事実認定に合理的な疑いが残るのであれば，原判決を破

棄することは，最終審たる最高裁判所の職責とするところであって，事後審制であるこ

とを理由にあたかも立証責任を転換したかのごとき結論を採ることは許されないと信

ずるものである。 

 裁判官堀籠幸男の反対意見は，次のとおりである。 

 私は，多数意見には反対であり，原判決に事実誤認はなく，本件上告は棄却すべきも

のと考える。その理由は次のとおりである。 

第１ 事実誤認の主張に関する最高裁判所の審査の在り方 

１ 刑訴法は，刑事事件の上訴審については，原判決に違法又は不当な点はないかを審

査するという事後審制を採用している。上訴審で事実認定の適否が問題となる場合には，

上訴審は，自ら事件について心証を形成するのではなく，原判決の認定に論理則違反や

経験則違反がないか又はこれに準ずる程度に不合理な判断をしていないかを審理する

ものである。そして，基本的に法律審である最高裁判所が事実誤認の主張に関し審査を

行う場合には，その審査は，控訴審以上に徹底した事後審査でなければならない。最高

裁判所の審査は，書面審査により行うものであるから，原判決に事実誤認があるという

ためには，原判決の判断が論理則や経験則に反するか又はこれに準ずる程度にその判断

が不合理であると明らかに認められる場合でなければならない。刑訴法４１１条３号が

「重大な事実の誤認」と規定しているのも，このことを意味するものというべきである。 

２ 刑訴法は，第一審の審理については，直接主義，口頭主義を採用しており，証人や

被告人の供述の信用性が問題となる場合，第一審の裁判所は，証人や被告人の供述態度

の誠実性，供述内容の具体性・合理性，論理の一貫性のみならず，論告・弁論で当事者

から示された経験時の条件，記憶やその正確性，他の証拠との整合性あるいは矛盾等に

ついての指摘を踏まえ，その信用性を総合的に検討して判断することになるのであり，

その判断は，まさしく経験則・論理則に照らして行われるのである。証人や被告人の供

述の信用性についての上訴審の審査は，その供述を直接的に見聞して行うものではなく，

特に最高裁判所では書面のみを通じて行うものであるから，その供述の信用性について

の判断は，経験則や論理則に違反しているか又はこれに準ずる程度に明らかに不合理と

認められるかどうかの観点から行うべきものである。 

第２ 事実誤認の有無 

１ 本件における争点は，被害者Ａの供述と被告人の供述とでは，どちらの供述の方が

信用性があるかという点である。 

 被害者Ａの供述の要旨は，多数意見が要約しているとおりであるが，Ａは長時間にわ



たり尋問を受け，弁護人の厳しい反対尋問にも耐え，被害の状況についての供述は，詳

細かつ具体的で，迫真的であり，その内容自体にも不自然，不合理な点はなく，覚えて

いる点については明確に述べ，記憶のない点については「分からない」と答えており，

Ａの供述には信用性があることが十分うかがえるのである。 

 多数意見は，Ａの供述について，犯人の特定に関し疑問があるというのではなく，被

害事実の存在自体が疑問であるというものである。すなわち，多数意見は，被害事実の

存在自体が疑問であるから，Ａが虚偽の供述をしている疑いがあるというのである。し

かし，田原裁判官が指摘するように，Ａが殊更虚偽の被害事実を申し立てる動機をうか

がわせるような事情は，記録を精査検討してみても全く存しないのである。 

２ そこで，次に被害者Ａの供述からその信用性に対し疑いを生じさせるような事情が

あるといえるかどうかが問題となる。 

（１）多数意見は，先ず，被害者Ａが車内で積極的な回避行動を執っていない点で，Ａ

の供述の信用性に疑いがあるという。この点のＡの供述の信用性を検討するに際しては，

朝の通勤・通学時における小田急線の急行・準急の混雑の程度を認識した上で行う必要

がある。この時間帯の小田急線の車内は，超過密であって，立っている乗客は，その場

で身をよじる程度の動きしかできないことは，社会一般に広く知れ渡っているところで

あり，証拠からも認定することができるのである。身動き困難な超満員電車の中で被害

に遭った場合，これを避けることは困難であり，また，犯人との争いになることや周囲

の乗客の関心の的となることに対する気後れ，羞恥心などから，我慢していることは十

分にあり得ることであり，Ａがその場からの離脱や制止などの回避行動を執らなかった

としても，これを不自然ということはできないと考える。Ａが回避行動を執らなかった

ことをもってＡの供述の信用性を否定することは，同種痴漢被害事件において，しばし

ば生ずる事情を無視した判断といわなければならない。 

（２）次に，多数意見は，痴漢の被害に対し回避行動を執らなかったＡが，下北沢駅で

被告人のネクタイをつかむという積極的な糾弾行動に出たことは，必ずしもそぐわない

という。しかし，犯人との争いになることや周囲の乗客の関心の的となることに対する

気後れ，羞恥心などから短い間のこととして我慢していた性的被害者が，執拗に被害を

受けて我慢の限界に達し，犯人を捕らえるため，次の停車駅近くになったときに，反撃

的行為に出ることは十分にあり得ることであり，非力な少女の行為として，犯人のネク

タイをつかむことは有効な方法であるといえるから，この点をもってＡの供述の信用性

を否定するのは，無理というべきである。 

（３）また，多数意見は，Ａが成城学園前駅でいったん下車しながら，車両を替えるこ



となく，再び被告人のそばに乗車しているのは不自然であるという。しかしながら，Ａ

は，成城学園前駅では乗客の乗降のためプラットホームに押し出され，他のドアから乗

車することも考えたが，犯人の姿を見失ったので，迷っているうちに，ドアが閉まりそ

うになったため，再び同じドアから電車に入ったところ，たまたま同じ位置のところに

押し戻された旨供述しているのである。Ａは一度下車しており，加えて犯人の姿が見え

なくなったというのであるから，乗車し直せば犯人との位置が離れるであろうと考える

ことは自然であり，同じドアから再び乗車したことをもって不自然ということはできな

いというべきである。そして，同じ位置に戻ったのは，Ａの意思によるものではなく，

押し込まれた結果にすぎないのである。多数意見は，「再び被告人のそばに乗車してい

る」と判示するが，これがＡの意思に基づくものと認定しているとすれば，この時間帯

における通勤・通学電車が極めて混雑し，多数の乗客が車内に押し入るように乗り込ん

で来るものであることに対する認識に欠ける判断であるといわなければならない。この

点のＡの供述内容は自然であり，これをもって不自然，不合理というのは，無理である。 

（４）以上述べたように，多数意見がＡの供述の信用性を否定する理由として挙げる第

２の５の（１），（２）及び（３）は，いずれも理由としては極めて薄弱であり，この

ような薄弱な理由を３点合わせたからといって，その薄弱性が是正されるというもので

はなく，多数意見が指摘するような理由のみではＡの供述の信用性を否定することはで

きないというべきである。  

３ 次に，被告人の供述については，その信用性に疑いを容れる次のような事実がある。 

（１）被告人は，検察官の取調べに対し，下北沢駅では電車に戻ろうとしたことはない

と供述しておきながら，同じ日の取調べ中に，急に思い出したなどと言って，電車に戻

ろうとしたことを認めるに至っている。これは，下北沢駅ではプラットホームの状況に

ついてビデオ録画がされていることから，被告人が自己の供述に反する客観的証拠の存

在を察知して供述を変遷させたものと考えられるのであり，こうした供述状況は，確た

る証拠がない限り被告人は不利益な事実を認めないことをうかがわせるのである。 

（２）次に，被告人は，電車内の自分の近くにいた人については，よく記憶し，具体的

に供述しているのであるが，被害者Ａのことについては，ほとんど記憶がないと供述し

ているのであって，被告人の供述には不自然さが残るといわざるを得ない。 

（３）多数意見は，被告人の供述の信用性について，何ら触れていないが，以上によれ

ば，被告人の供述の信用性には疑問があるといわざるを得ない。 

４ 原判決は，以上のような証拠関係を総合的に検討し，Ａの供述に信用性があると判

断したものであり，原判決の認定には，論理則や経験則に反するところはなく，また，



これに準ずる程度に不合理といえるところもなく，原判決には事実誤認はないというべ

きである。 

第３ 論理則，経験則等と多数意見の論拠 

 多数意見は，当審における事実誤認の主張に関する審査について，「原判決の認定が

論理則，経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきである」とし

ている。この点は，刑訴法の正当な解釈であり，私も賛成である。しかし，多数意見が

Ａの供述の信用性に疑いを容れる余地があるとして挙げる理由は，第２の５の（１），

（２）及び（３）だけであって，この３点を理由に，Ａの供述には信用性があるとした

原判決の判断が，論理則，経験則等に照らして不合理というにはあまりにも説得力に欠

けるといわざるを得ない。 

 多数意見は，Ａの供述の信用性を肯定した原判決に論理則や経験則等に違反する点が

あると明確に指摘することなく，ただ単に，「Ａが受けたという公訴事実記載の痴漢被

害に関する供述の信用性についても疑いをいれる余地があることは否定し難い」と述べ

るにとどまっており，当審における事実誤認の主張に関する審査の在り方について，多

数意見が示した立場に照らして，不十分といわざるを得ない。 

 裁判官田原睦夫の反対意見は，次のとおりである。 

 私は，多数意見と異なり，上告審たる当審としての事実認定に関する審査のあり方を

踏まえ，また，多数意見が第２，１において指摘するところをも十分考慮した上で，本

件記録を精査しても，原判決に判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認がある，と認め

ることはできないのであって，本件上告は棄却すべきものと考える。以下，敷衍する。 

１ 当審は，制度上法律審であることを原則とするから，事実認定に関する原判決の判

断の当否に介入するについては自ら限界があり，あくまで事後審としての立場から原判

決の判断の当否を判断すべきものである（最二小判昭和４３．１０．２５刑集２２巻１

１号９６１頁参照）。具体的には，一審判決，原判決及び上告趣意書を検討した結果，

原判決の事実認定に関する論理法則，経験則の適用過程に重大な疑義があるか否か，あ

るいは上告趣意書に指摘するところを踏まえて記録を検討した場合に，原判決の事実認

定に重大な疑義が存するか否か，及びそれらの疑義が，原判決を破棄しなければ著しく

正義に反すると認めるに足りるものであるか否かを審査すべきこととなる。 

２ 本件は，被告人が全面否認し，物証も存しないところから，原判決の事実認定が肯

認できるか否かは，被害事実の有無に関するＡの供述の信用性及びＡの加害者誤認の可

能性の有無により決するほかない。そのうち加害者誤認の可能性の点は，一審判決が判

示する犯人現認に関するＡの供述の信用性が認められる限り，否定されるのであり，ま
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た弁護人からも加害者誤認の可能性を窺わせるに足る主張はない。そうすると本件では，

Ａの被害事実に関する供述の信用性の有無のみが問題となることとなる。 

３ そこで，上述の視点に立って本件記録を精査しても，Ａの供述の信用性を肯認した

原判決には，以下に述べるとおり，その論理法則，経験則の適用過程において重大な疑

義が存するとは到底認められないのである。 

（１）Ａは一審において証言しているが，その供述内容は首尾一貫しており，弁護人の

反対尋問にも揺らいでいない。また，その供述内容は，一審において取り調べられたＡ

の捜査段階における供述調書の内容とも基本的には矛盾していない。 

（２）多数意見は，Ａの述べる公訴事実に先立つ向ヶ丘遊園駅から成城学園前駅に着く

直前までの痴漢被害は相当に執ようで強度なものであるにもかかわらず，車内で積極的

な回避行動を執っておらず，成城学園前駅で一旦下車しながら，車両を替えることなく

再び被告人の側に乗車している点も不自然であるなどとしているが，Ａは，満員で積極

的な回避行動を執ることができず，また痴漢と発言して周囲から注目されるのが嫌だっ

た旨，及び成城学園前駅で一旦下車した際に被告人を見失い，再び乗車しようとした際

に被告人に気付いたのが発車寸前であったため，後ろから押し込まれ，別の扉に移動す

ることなくそのまま乗車した旨公判廷において供述しているのであって，その供述の信

用性について，「いささか不自然な点があるといえるものの・・・不合理とまではいえ

ない」とした原判決の認定に，著しい論理法則違背や経験則違背を見出すことはできな

いのである。 

（３）また，多数意見は，本件公訴事実の直前の成城学園前駅までの痴漢被害に関する

Ａの供述の信用性に疑問が存することをもって，本件公訴事実に関するＡの供述の信用

性には疑いをいれる余地があるとするが，上記のとおり成城学園前駅までの痴漢被害に

関するＡの供述の信用性を肯定した原判決の認定が不合理であるとはいえず，他に本件

公訴事実に関するＡの供述の信用性を肯定した原判決の認定に論理法則違背や経験則

違背が認められず，また，Ａの供述内容と矛盾する重大な事実の存在も認められない以

上，当審としては，本件公訴事実にかかるＡの供述の信用性について原判決と異なる認

定をすることは許されないものといわざるを得ない。 

４ なお，付言するに，本件記録中からは，Ａの供述の信用性及び被告人の否認供述の

信用性の検討に関連する以下のような諸問題が窺える。 

（１）Ａの供述に関連して 

 Ａの痴漢被害の供述が信用できない，ということは，Ａが虚偽の被害申告をしたとい

うことである。この点に関連して，弁護人は，Ａは学校に遅刻しそうになったことから，



かかる申告をした旨主張していたが，かかる主張に合理性が存しないことは明らかであ

る。女性が電車内での虚偽の痴漢被害を申告する動機としては，一般的に，〔１〕示談

金の喝取目的，〔２〕相手方から車内での言動を注意された等のトラブルの腹癒せ，〔３〕

痴漢被害に遭う人物であるとの自己顕示，〔４〕加害者を作り出し，その困惑を喜ぶ愉

快犯等が存し得るところ，Ａにそれらの動機の存在を窺わせるような証拠は存しない。 

 また，Ａの供述の信用性を検討するに当たっては，Ａの過去における痴漢被害の有無，

痴漢被害に遭ったことがあるとすれば，その際のＡの言動及びその後の行動，Ａの友人

等が電車内で痴漢被害に遭ったことの有無及びその被害に遭った者の対応等について

のＡの認識状況等が問題となり得るところ，それらの諸点に関する証拠も全く存しない。 

（２）被告人の供述に関連して 

 本件では，被告人は一貫して否認しているところ，その供述の信用性を検討するに当

たっては，被告人の人物像を顕出させると共に，本件当時の被告人が置かれていた社会

的な状況が明らかにされる必要があり，また，被告人の捜査段階における主張内容，取

調べに対する対応状況等が重要な意義を有する。 

 ところが，被告人の捜査段階における供述調書や一審公判供述では，被告人の人物像

はなかなか浮かび上っておらず，原審において取り調べられた被告人の供述書及び被告

人の妻の供述書等によって，漸く被告人の人物像が浮かび上がるに至っている。また，

その証拠によって，被告人は，平成１８年４月に助教授から教授に昇任したばかりであ

り，本件公訴事実にかかる日の２日後には，就任後初の教授会が開かれ，その時に被告

人は所信表明を行うことが予定されていたことなど，本件事件の犯人性と相反すると認

められ得る事実も明らかになっている。 

 また，近年，捜査段階の弁護活動で用いられるようになっている被疑者ノートは証拠

として申請すらされておらず，被告人が逮捕，勾留された段階での被告人の供述内容，

心理状況に関する証拠も僅かしか提出されていない。さらに，記録によれば，被告人の

警察での取調べ段階でＤＮＡ鑑定が問題となっていたことが窺われるところ，その点は

公判では殆ど問題とされていない。 

（３）仮に上記（１），（２）の点に関連する証拠が提出されていれば，一審判決及び

原判決は，より説得性のある事実認定をなし得たものと推認されるが，以上のような諸

問題が存するとしても，当審として原判決を破棄することが許されないことはいうまで

もない。 

検察官大鶴基成公判出席 

（裁判長裁判官 田原睦夫 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠幸男 裁判官 那須弘



平 裁判官 近藤崇晴） 
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はじめに 

１．証拠としては、ただ一人の「女子高生」証言のみ 

 本件の成り立ちの全ては、「一人の女子高生が、何を、どのように言ったのか」とい

うことのみに基づいている。 

 本件では、小田急電鉄小田急線向ケ丘遊園駅から下北沢駅に至るまで、６０歳の老人

が１７歳の「女子高生」に対し、７回もの痴漢行為を執拗に働いたとされている。 

 しかしながら、「女子高生」は、直接に陰部を触られたり、指を入れられたりしたと

いうのに、下北沢駅までずっと犯人と一緒の位置に居続けたという。「女子高生」は、

登戸駅で乗り換えることもできたというのに、車輌を移動しようとしていない。成城学

園前駅では、共に一旦は下車しているのだが、２人とも再び従前と同じ位置に戻ったと

いう。 

 しかも、陰部に触ったとされる被告人の手指からは「女子高生」の体液は抽出されて

はいない。触ったとされる「女子高生」のパンティの構成繊維は、被告人の手指から検

出されてもいない。 

 そしてまた、長時間に亘って混雑する電車内でなされたとされる痴漢行為については、

目撃者とされる者が一人として現れてはいない、等々。 

 要するに、被告人が痴漢行為をしたとの客観的証拠は皆無なのであり、「女子高生」

がそのように供述しているというだけのことなのである。 

 これが、本件の最大の特徴である。 

 これまでの痴漢裁判の事例でも、被害者供述の不合理・不自然性、供述の変遷性が顕

著な事例は、ほぼ例外なく無罪が言い渡されている。 

２．本件起訴に至る経過 



 本件に存在する数々の不審点について、担当検察官は、被疑者とされた被告人の言い

分をきちんと聴取しているとは考えられない。 

 最初から被告人を犯人であると決めつけた上、被告人の述べるところを、単なる「真

犯人のする自己中心的な弁明」としてしか把握しようとはしなかったように見受ける。 

 その上で、「女子高生」の供述だけを根拠に、あえて本件起訴を敢行している。 

「電車内痴漢事件」の特色は、被疑者本人の身柄が現実に、既に「被害者」自身によっ

て、警察に確保されている点にある。 

 日夜、捜査に心身を捧げ、検挙率、起訴率の向上を期しているとするならば、捜査機

関としては「積極」に出たいケースであることは否定すべくもない。 

 しかしながら、ＤＮＡ鑑定、繊維鑑定の結果等客観的証拠を集約し、被告人の弁解を

きちんと聴取して起訴・不起訴を決するのが検察官本来の役割だった筈である。客観的

証拠を軽視し、供述証拠のみに依拠した事件処理の不安定さは、古今の刑事裁判の歴史

の上でも既に明らかになっている。 

３．期待される裁判官の役割 

 本件の如き否認事件を担当する裁判官は、何よりも客観的証拠と「女子高生」証言の

関係を正確に位置づけて分析し、その上で「疑わしきは被告人の利益に」原則に則り、

この証拠関係で果たして「合理的な疑いを超えた証明」がなされたと言えるかどうか、

冷静に判断することが望まれる。 

 とりわけ、本件被害者は、なされたとされる痴漢行為に対して何らの回避行為も試み

てはおらず、それ自体不合理・不自然というほかないが、他に目撃者も現われてはおら

ず、裏付けを欠いた主観的な証言しかなし得てはいないのである。 

 要するに原判決は、客観的証拠を軽視し、被害者と称する「女子高生」証言を過信し、

齢６０歳を超えた老教授が必死に訴える供述に耳を貸すことなく、人間的洞察の欠落し

た不当判決と言わざるを得ないのである。 

第一章 憲法違反（刑訴法４０５条一号）の主張 

第１ 憲法３１条違反…原判決は憲法が保障する「無罪の推定」に違反する 

 憲法３１条が規定する法定手続の保障は、刑事裁判がその基本原則を遵守して行われ

ることを保障しており、基本原則に反して行われた刑事裁判手続は憲法３１条違反とな

る。 

 被告人には、「無罪の推定」を受ける憲法上の権利がある。 

 すなわち、起訴されている犯罪事実の存在及び被告人の犯人性について、検察官によ

る立証が「合理的な疑いを超える証明」に至っていない場合、被告人に対しては無罪の



判決がなされなければならない。後述するように、「合理的な疑いを超える証明」に至

っていないのに、「無罪の推定」に反する事実認定方法を採用し有罪を認定した原判決

および第一審判決は、無罪の推定を権利保障内容に包含する憲法３１条に違反している。 

 具体的に指摘するならば、例えば、被告人の両手指および両掌から採取された繊維物

質には、被害者が着用していた下着（パンティ）に由来する旨判定できる繊維片が全く

付着していない。このことは、嘱託鑑定の結果及び嘱託鑑定人の証言内容から明らかで

ある。 

 他方、被害者が着用していた下着の柄、および、被害者が述べている被害態様に照ら

し、もし仮に被告人が本件の犯人であるならば、本件下着に固有の一部赤色色素付着の

綿繊維、一部黒色繊維付着の綿繊維、本件下着の布地の６５％を構成するポエステル繊

維が、全く検出されない事態が起きる確率は、限りなくゼロに近いと言えるのである。 

 この点について、原審での嘱託鑑定人の証言内容は、それを丹念に読むならば、これ

ら繊維が犯人の指や掌に付着しなかった可能性が論理的にゼロではないと述べている

に過ぎず、しかも、何らかの実験結果を踏まえて述べているわけでもないのである。 

 ところが、原審並びに一審裁判所は、もし仮に本件下着の柄をきちんと確認すること

をしたならば実際にはありえない事態であるのに、「柄部分を避けて本件の下着に触る

ことが可能である」とか、「被告人がそのように触った可能性がある」とかと認定して

いる。 

 また、嘱託鑑定人の証言をごく表面的に採用し、一部赤色色素付着の綿繊維、一部黒

色繊維付着の綿繊維や、本件下着のポリエステル繊維が抜け落ちず、被告人の指や掌に

付着しなかった可能性があるとも認定している。 

 しかし、このような事実認定方法は、本来は、被告人の無実を示す内容の客観的証拠

について、被告人の犯人性を示していない確率がゼロでないが故に無視し、他方で、被

告人が犯人であると誤解した可能性が残っている被害者供述にのみ信用性を付与した

上で、あえて被告人を犯人と認定した事実認定方法であり、「疑わしきは被告人の利益

に」原則ないし「無罪の推定」に明白に違反している。 

 このような事実認定方法が憲法３１条に違反することは明白である。 

 尚、原判決が採用した繊維鑑定に関する判断方法が誤っていることについては、弁護

人は、現在、首都圏の繊維専門大学教授の協力により、原判決説示の相当性を検証する

科学的鑑定を実施中であり、いずれ結果が明らかにされる予定である。 

 弁護人らは、その鑑定結果が終了し鑑定書が完成し次第、可及的速やかに貴裁判所に

対し、事実の取調を請求すると共に、弁護人作成の上告趣意補充書を提出する所存であ



る。 

第２ 憲法３１条違反…証拠裁判主義違反、自由心証主義違反 

 本件において、被害者である旨述べるＡが痴漢被害を受けたこと、および、被告人の

犯人性については、当該Ａ自身の供述以外には何らの証拠はない。 

 なお、甲１９号証（Ａ証人の一審尋問実施後に当該Ａ証人を立会人として公判検察官

により作成された実況見分調書）は、そもそも被害者と被告人との「立ち位置」が被害

者の法廷証言とも異なっていることに加え、単に被告人が犯人であることとは矛盾しな

いという証拠であるに過ぎない。 

「悪しき法実証主義」の立場からは、被害者供述という「証拠」があるからとして、そ

の供述の証明力を肯定した原審および第一審の事実認定が、「事実の認定は証拠による」

との刑事訴訟法３１７条（証拠裁判主義）、及び「証拠の証明力は裁判官の自由な判断

に委ねる」（同法３１８条）との自由心証主義に違反しないと強弁することも或いは不

可能ではないかも知れない。 

 しかし、証拠裁判主義は、裁判官が証拠によらずして単なる可能性を想定して事実認

定すること等を禁じる原則であることに加えて、裁判官が被害者供述にのみ依存するこ

となく、他の証拠をも含めて、少なくとも客観的証拠とは矛盾しないように総合的に事

実認定することを求める原則でもある。 

 また、自由心証主義は、法定証拠主義と対比されるそもそもの成立過程に照らし、恣

意的な心証形成や、自称被害者の供述のみによる心証形成を許す原則ではないのである。 

 したがって、例えば、極めて高い確率で被告人が無実であることを示す繊維鑑定の結

果にも関わらず、被害者供述にのみ基づいて被告人の犯人性を肯定した原判決の事実認

定の手続並びにその手法というものは、証拠裁判主義および自由心証主義に違反してお

り、憲法３１条違反であることが明らかである。 

第３ 法定証拠主義と自由心証主義についての補足 

 拷問による自白獲得を許していた中世ヨーロッパの刑事裁判手続において、被告人を

有罪と認定するには、被告人の自白があるか、または、信用性のある証人２名以上の証

言が必要であるとする法定証拠主義が採用されていた。 

 法定証拠主義は、裁判官による恣意的な事実認定を禁じる意味では、優れた制度であ

った。しかしながら、その反面、自白内容や証言内容の証明力に裁判官が疑問を抱いた

としても有罪判決を下さざるをえない制度でもあることから、「市民」にとっては弊害

も大きい制度であり、いわゆる政敵を収監する手段として用いられることが多く、アン

シャン・レジュームを支えていた制度なのである。 



 フランス革命以降、法定証拠主義から移行した自由心証主義は、法学入門などの教科

書において近代法の原則の一つとしては挙げられてはいないものの、その実質において、

近代以降の刑事裁判の基本原則の一つである。すなわち、裁判官の地位を政治権力から

独立させ、証拠の証明力評価を裁判官の理性に基づく合理的な判断に委ねることとした

のである。 

 したがって、自由心証主義は、元々、証拠に基づかない恣意的な事実認定を裁判官に

許す制度ではないのである。とりわけ、被告人の犯人性について、客観的証拠による裏

付けを欠いた被害者供述の証明力を過大に評価した事実認定を裁判官に許す制度では

ないのである。 

 何故なら、もしもそのように解しないと、信頼できる二人以上の証人による一致した

証言を要求していた法定証拠主義の方が自由心証主義よりもましだったと、いうことに

もなり兼ねないからである。 

 近代以降の科学技術の発展に伴い、事実認定において、自白や証言などの供述証拠に

依存しなくても客観的証拠によれば済む事項が増えてきており、客観的証拠の収集も容

易になってきている。従って、犯罪捜査機関は、否認している被疑者に対して自白を迫

り、被害者を含む参考人から被告人の犯人性を述べる供述録取書等を作成するばかりで

なく、客観的証拠の収集にも努めるべきなのである。 

 客観的証拠と矛盾する供述証拠に証明力がないことは、検察官や裁判官にとってはと

もかく、現在では市民にとって自明な常識である。また、科学の世界においては、ニュ

ートン力学上の法則ですらアインシュタインの相対性理論により修正を受けているよ

うに、９９．９％と１００％とは異質なのであり、１００％であると言明した途端に、

その研究者は価値観の世界ないしは信仰の世界に踏み込むこととなる。すなわち、良心

的な研究者であれば、「その確率はゼロか」という質問への回答を義務づけられた場合

に、「ゼロではない」と回答することになる。 

 すなわち、原判決、第一審判決のように、被害者の下着の繊維が真犯人の指や掌に付

着しない可能性がゼロではないからとの理由により，被告人の無実性を示している繊維

鑑定の結果を排斥し、被害者供述のみによって被告人の犯人性を肯定するようなことは、

余りにも非科学的かつ不合理な事実認定方法と言わざるを得ないのである。 

 なお、このような事実認定方法は、刑訴法が規定している証拠裁判主義・自由心証主

義に反しており、判決に影響を及ぼすと共に、被告人を有罪と認定して実刑を課してい

る原判決を破棄しなければ著しく正義に反することとなる。  

 そして、裁判官が抱きがちだと言われているところの、被告人の虚偽否認に騙される



ことへの懸念は、真犯人であることを示す客観的証拠があれば被告人が虚偽否認をする

ことを止めるであろうから、犯罪捜査機関に対して客観的証拠の収集を怠らせないよう

にすれば、不要となるであろう。 

 自由心証主義の制約原理について刑事訴訟法の教科書等は、これまで、「経験則違反」

は許されないとのみ記述してきた。しかし、「経験則」と言われているものの内容は、

論者によって異なるばかりでなく、相互に矛盾していることすらもある。したがって、

事実認定に際しては、経験則にではなく、実務書等において「証明力の評価ルール」と

して記されてきた内容に従うことが望ましい。 

 また、急速に蓄積が進んでいる経験諸科学の成果に反しない事実認定を行うことが望

ましいのである。 

第４「確信の心証」についての補充 

 被告人を有罪と認定するには、当該犯罪事実があったこと、および、被告人の犯人性

のいずれについても、合理的疑いを容れない程度の「確信の心証」が必要であること自

体は法曹の常識である。ただし、合理的疑いの幅を広くとるべきか狭くとるべきかにつ

いては、石井一正元裁判官と木谷明元裁判官との間に、見解の対立がある。 

 しかしながら、冤罪である旨争われている痴漢事件は、「合理的疑い」の幅の広狭に

関する見解が対立している領域よりもはるか以前の段階であるのに、第一審や控訴審裁

判所においては「確信の心証」が得られたとして有罪と認定されている事案であり、本

件もその一事例である。 

 痴漢事件については、当該犯罪事実の有無および被告人の犯人性について、被害者の

供述と被告人の否認供述以外には証拠がなく、そのいずれかを信じるしかないと言われ

ることが少なくない。 

 しかしながら、痴漢事件にも客観的証拠は存在するのであり、客観的証拠に照らして

供述証拠の信用性を虚心に判断するならば、事実認定を誤る恐れが小さくなる筈である。

それにもかかわらず捜査機関は、電車内の混雑状況についての実況見分や、当該混雑状

況下での再現実験など、捜査機関であれば容易に実施可能な捜査を怠っている上に、被

疑者の手指からの微物の採取と嘱託鑑定を怠ることすらままある。 

 なお、本件では繊維片の採取と嘱託鑑定が行われたものの、原判決および第一審判決

は、後述のような証明力の評価ルールを無視した結果、その証明力評価を誤ったために、

「確信の心証」まで抱いてはいけないケースであるのに、安易に「確信の心証」を抱い

てしまっているのである。 

第二章 判例違反の主張（刑訴法４０５条二号、三号） 



第１ 痴漢裁判における無罪事例の続出 

 痴漢否認事件の裁判においては、供述証拠の証明力評価をきちんと実践した平成１０

年１２月２日東京高裁逆転無罪判決（島田仁郎裁判長）（宇都宮線事件…「痴漢冤罪の

弁護」現代人文社出版１３３～１３９頁、６１９～６０８頁）以来、今日まで３０件以

上の無罪判決が出ていることは顕著な事実である。 

 すなわち、同種・同類の事案について３０件以上もの無罪判決が出ているのであるか

ら、「疑わしきは被告人の利益に」原則の下で、有罪を立証する証拠が供述証拠のみで

ある場合には、裁判官が慎重に判断するならば、「合理的疑いを超える証明」がなされ

ていないために有罪とはなし得ないことは、いわば判例になっているとも言えるのであ

る。 

 しかしながら、未だに科学的鑑定等の裏付け証拠を欠く供述証拠のみによる起訴が後

を絶たない状況にあり、また、本件のような「合理的疑問」が多々存在し、無罪の理由

となし得る証拠もあり、いわば誤判が明らかであるにもかかわらず、それでも尚、堂々

と有罪判決が出ているのである。 

 そしてまた、現在のところ、痴漢否認事件の同種・同類の事案において、いずれが無

罪判決になり、いずれが有罪判決になるのかについての証拠構造上の明確な基準は全く

判明しない状況にある。 

第２ 最高裁判例（無罪の推定原則、「疑わしいときは被告人の利益に」原則に関する

最高裁判例）違反 

１．「憲法３１条が法定の手続によらないと生命・自由・財産を奪われることがないと

規定している趣旨には、裁判官が有罪を宣告する心証形成の適正も含まれていると解す

べきである」（藤永他・大コメ第五巻〈１〉１８７頁以下）から、被告人は、刑事裁判

の性質上「合理的疑いを超える証明」がなければ生命・自由・財産を奪われることがな

い防御上の利益を憲法上保障されている。 

 そして、これらの刑事裁判の基本原則は、これまでの最高裁判例、すなわち最決昭和

５０年５月２０日刑集２９巻５号１７７頁（白鳥決定）、最決昭和５１年１０月１２日

刑集３０巻９号１６７３頁（財田川決定）、最判昭和４８年１２月１３日判時７２５号

１０４頁（甲府・長坂町事件）等により、判例上も確認されている。 

２．痴漢否認事件においては、これまでに既に３０件以上もの無罪判決が出ているが、

無罪判決の殆どは、「疑わしきは被告人の利益に」原則の下で、立証証拠が供述証拠だ

けでは、「合理的疑いを超える証明」ができているとは言えないことを理由としている。 

 ところで本件起訴は、供述証拠だけを不当に信用してなされた点において既に無罪と



された３０件以上の起訴事案と証拠拠構造上何ら異なる事案ではない。すなわち原判決

は、同じような証拠構造の下で起訴されたが、結果として無罪とされた被告人が３０人

以上も存在しているのに、有罪と無罪を分ける証拠構造上の明確な基準がないままに、

漫然と判決がなされたに等しいのである。 

 すなわち、証拠ではない裁判官の「主観的確信」に基づいて、裁判所が事件につき予

断と偏見に基づいて裁判したに等しいのであり、このことは「公平な裁判所による裁判」

（憲法３７条１項）に違反し、法の適用は平等であるべきとする法の下の平等（憲法１

４条）にも違反しているというべきである。 

第３ 原判決は、「目撃者による犯人識別供述の信用性」を否定した一連の判例にも違

反している 

 本件のように、「犯人識別供述の信用性」を巡って争われている事案においては、こ

れまでの判例上、「目撃記憶＝あわ雪」論とでも言うべき経験則に従った慎重な吟味が

積み重ねられている（例えば、東京高判平成７年３月３０日判時１５３５号１３８頁）。 

 また、記憶の過程に対する不適切な働きかけによる記憶の歪曲に関する経験則（例え

ば、板橋強制わいせつ事件、最判平成元年１０月２６日判時１３３１号１４５頁）や、

記憶を取調などで表現する過程で、取調官の誘導により表現が歪められる危険性も指摘

されている（例えば、浦和地判平成２年１０月１２日判時１３７６号２４頁）。 

 本件のような、被害者として供述しているＡ証言が、弁護人が原審で指摘した数々の

不合理・不自然に満ちていると考えられるとき、あえてその証拠を無批判に採用して被

告人に有罪を言い渡した原判決は、これら一連の判例にも違反していることは明らかで

ある。 

第三章 原判決が著しく正義に反する法令違反を犯している旨の主張 

（証明力評価ルールに違反している旨の主張） 

第１ 被害者供述の「証明力の評価ルール」 

１．第一審判決がＡ供述に信用性を認めた理由 

 第一審判決（５～６頁）は、被害者供述に信用性を認めた理由として、 

（１）痴漢被害を受けたことについて、不当な意図の介在を窺わせる事情は見当たらな

い、 

（２）ことさらに、被告人を痴漢に仕立て上げる理由はない、 

（３）供述態度が真しである、 

（４）具体的・迫真的であり、不自然・不合理な点はないし、勘違いや記憶の混乱等が

起こることも考えにくい、 



 などと指摘している。 

 以下、これらの論点について、それぞれ一つ一つ検討を加える。 

２．一審判決、原判決の各説示の誤り 

（１）痴漢否認事件においては、痴漢被害の「有無」及び当該被害の「内容」について

は、被害者と称する者の供述以外に証拠がない事案が少なくない。 

 そのような場合に、裁判官が、医学や認知心理学上の基礎的な常識について無知なま

まに、主観的感想によって被害者供述の信用性を認めるのでは、身体の構造や知覚のメ

カニズムに照らし、被害内容が荒唐無稽である事案をつい見逃してしまい、その結果と

して誤判・冤罪が発生することになる。 

 本件において、弁護人が主張・立証したところの、不当な意図の介在を窺わせる事情

である被害者の「遅刻」を、何らの反証もないままに実測データを無視して安易に否定

した点は、原判決、一審判決の「証明力の評価ルール」違反であると言える。 

（２）そもそも、痴漢冤罪事件の被害者と被告人の殆どは、たまたま「同じ電車に乗り

合わせただけの関係」であるに過ぎない。 

 であるから、被害者とされる者に、ことさら被告人を痴漢に仕立て上げようとする理

由などないことは、ごくごく当たり前の話なのである。 

 問題は、「被告人の犯人性」であり、被害者が被告人を犯人と誤解したか否かが最大

の問題であるから、判決が「ことさらに被告人を痴漢に仕立て上げる理由はない」こと

を有罪認定理由として挙げること自体、証明力評価ルールについて第一審裁判所が無知

であったことを顕著に示している。 

 また、被告人を犯人と考えた理由の一つとして、Ａは法廷証言の中で、「被告人が気

が弱そうに見えたこと」を挙げているが、被害者が被告人を犯人だと指摘した根拠に疑

問があるのみならず、本当に痴漢被害を受けたのか否かについてすらも疑問を生じさせ

る供述である。 

（３）原判決は、成城学園前駅以前の痴漢被害を、被告人による痴漢行為と断定してい

ないなど、分かる部分と分からない部分を明確に区分して述べていることをとらえて、

被害者の供述態度は真しであるとしている。 

 しかしながら、被害者が、被告人による行為か否か分からない部分をも、もし被告人

の行為であると断定したならば、それは明白に誣告罪に該当する悪質な犯罪行為である。

そして、通常、あえて犯罪行為までは行わないのが一般市民の常識である。 

 すなわち、一般市民の常識を踏み外さなかったことそれ自体を、「供述態度の真し性」

の徴憑とまで把握したことは、裁判員制度の導入が間近であるにもかかわらず、一般市



民の常識を裁判官が極めて低くみくびっていることの表れである。 

 しかも、本件の事実認定については、供述態度の真摯性と供述内容の正確性とが、結

び付かないことが重要である。被告人の犯人性は、供述態度の真摯性とは切り離して、

その供述内容自体に着目し、しかも、その供述内容が客観的事実と合致しているか否か

によって、客観的・分析的に判断されなければならない。 

（４）本件の被害者供述は、第一審判決の言うような、具体的・迫真的であるとか、不

自然・不合理な点はないとか、勘違いや記憶の混乱等が起こることも考えにくい、など

という内容のものではない。 

 例えば、被害者供述によれば、被告人の「立ち位置」は、被害者のほぼ正面ないし左

寄りであったが、このような「立ち位置」は、本件痴漢事件の真犯人が痴漢行為を行う

際に、真犯人が被告人をいわゆる「幕」として使い易い立ち位置、つまり、被告人が犯

人であるものと被害者に誤解させやすい立ち位置なのである。 

 したがって、被害者および被告人の周辺には、本件犯行を行い得る者がいないと断定

できる場合に初めて、被告人を犯人と認定できる材料になる。 

 なお、本件犯行を行い得る者の有無については、右手か左手か、手を差入れられ抜か

れた方向など、本件犯行内容の詳細を、被告人が犯人であることを前提に考えた上で述

べる被害者供述に依存して判断してはならず、当該部位の「閾値」等々についての認知

心理学上の基本常識を踏まえて判断しなければならない。 

第２ 甲１９号証（公判検察官作成の実況見分調書）に関し、第一審裁判所がとった措

置の違法を看過し、そのまま是認して有罪判決を維持した原審裁判所の措置は著しい法

令違反である 

１．原判決は甲１９に依拠して事実認定している（原判決５頁など）。 

 しかしながら、弁護人が原審において強調したとおり、甲１９は極めて証拠価値の乏

しい証拠であるのに、原判決は、Ａ証言の曖昧な部分を甲１９で補強することによって

初めて、辛うじて「事実認定」をした外形を糊塗している。 

 それだけに、本件において甲１９が果たした役割は悪質・重大である。 

 すなわち、この甲１９は、（１）それが証拠として登場した時期と背景、（２）検察

官があえて作成し、提出したことの意味、（３）書証としての信用性の前提条件が欠落

していること、（４）個別に検討しても全然信用できるような証拠ではないこと、等の

根本的な欠陥を具備した証拠なのである。 

２．甲１９が登場した経過 

 先ず、甲１９は、Ａの証人尋問がなされた後に、検察官によりＡを立会人として実況



見分がなされ、第５回公判において検察官から取調請求がなされた。 

 しかし一審弁護人は、これに「不同意」と意見を述べ、検察官は甲１９を撤回した。

ところが、次の第６回公判（１０月１０日）において、弁護人は、甲１９について、不

同意の意見を撤回し（但し、信用性を争う）、同意することとしたために、ここに甲１

９が取り調べられた。 

 一審弁護人の言によれば、検察官が他の弁護人申請の証拠に同意することと引き替え

に同意せよ、との裁判官の強い勧告と押しつけにより甲１９に同意させられたというの

である。このとき、一審弁護人は、裁判官がそこまで勧告する以上、被告人にとってま

さか不利な扱いにはならないとの強い感触を得ていたという。 

 しかしながら、本件では、一審弁護人が証拠としての信用性を強く争っているのにも

かかわらず、甲１９の信用性について反対尋問のテストの機会が全然与えられてはいな

い。すなわち、同日、検察官の論告、弁護人の弁論がなされ、同日、審理が終結され、

次の第７回公判（１０月３１日）において判決が宣告されている。 

３．甲１９提出の意味 

 検察官が、Ａの証人尋問終了後、同人を立会人として検察庁に呼び、甲１９（実況見

分調書）を作成するという異例の措置に出たのは、第２回公判におけるＡの尋問の最後

に、原審裁判官がした補充質問の内容に関連し、「女子高生」証言の不自然・不合理さ

から、判決の前途に不安を覚えたためと推測される。 

 第一審公判立会検察官は、Ａの公判証言の不自然さを解消するべく、尋問が終了した

Ａにあえて立会を求め、異例の証言した後の検察官作成の実況見分調書の作成に及んだ

のであろう。 

 しかし、如何に証拠構造が脆弱であるとは言いながら、一審裁判所のとった措置は、

審理終結直前に、しかも証拠の内容について、一審弁護人によるテストの機会も与える

ことをしないままにしたもので、誰が考えても憲法３７条、刑訴法３０８条等に違反す

る極めて問題の多い措置と言うべきである。 

 そのことは甲１９に見られる、被告人と「女子高生」Ａとの「立ち位置」の作り替え、

杜撰な写真撮影方法、等々の証拠内容に端的に表れている。 

４．甲１９は信用性の前提条件が欠落している 

（１）前記のとおり、甲１９は、弁護人が信用性に異議を止めているのに反対尋問によ

るテストを経てはいない。 

 本件争点との関係で、重要な点についてのチェックが適切になされていない甲１９を

過信してなされた事実認定は、そもそも刑訴法が定める証拠裁判主義に違反し、単なる



裁判官の直感的判断に依存しただけの杜撰な認定との誹りを免れることができない。 

（２）本件では、被告人がＡの右太ももを触っている際に、Ａが「被告人の腕を目視し、

最初にスカートの裾の部分、肘、肩の順で、被告人に至った」（調書（１）２２頁）と

のＡ証言の信用性の問題がある。検察官は、甲１９によりＡがそれを目視できたとする。 

 更に、本件においては、調書（１）添付写真３の位置関係で、「Ａの右太ももに被告

人の左手が触れることが可能かどうか」が最重要の争点である。 

 この可能性に関し、それを認定するについて積極に働く証拠は、甲第１９のみである

が、その甲１９の信憑性について、テスト（精査）する機会すら与えていないのである

から一審裁判所の措置は著しく不当である。要するに、原判決は、適正手続に反する形

で採用された甲１９を極めて重要な拠り所としているのに過ぎない。 

（３）更に、甲１９は、作成者の尋問の代替として、少なくとも、それを再現した際の

状況を聞くための、立会人たるＡや、それを作成した検察官に対する尋問すら行われて

はいない。 

 原判決は、甲１９を被告人の実行行為可能性の唯一の客観的拠り所としているところ、

信用性に問題がある証拠なのに、何ら理由を明示することなく、全くの個人的主観に基

づいて信用性を肯定してしまっている。 

５．更に、個々に検討してみても、甲１９にはそもそも信用性が全然ない。 

 このことについては、原審弁護人の控訴趣意補充書に詳細に記載されているとおりで

ある。 

第四章 原判決が著しく正義に反する事実誤認を犯している旨の主張（刑訴法４１１条

三号） 

 通例、弁護人が、冤罪・誤判を主張する事案の上告棄却決定の定型的文言は、「単な

る事実誤認の主張であって、上告理由にあたらない」というものである。 

 しかしながら、民事とは異なり刑事事件では最高裁判所が事実審でもあり得ることを

明記する刑訴法４１１条三号に反する扱いと言わざるをえない。 

 被告人の犯人性についての事実誤認は、即、無実の被告人に対して有罪判決を言い渡

したことを意味しており、それが即判決に影響を及ぼすことは明らかである。 

 また、冤罪・誤判で受刑させられる程に重大な人権侵害はないのであるから、基本的

人権保障の最後の砦としての最高裁の役割を放棄する扱いであるとも言わざるをえな

い。 

 すなわち、刑訴法４１１条三号に違反して事実認定の見直しをしない扱いを続けると

いうことは、国民の「司法不信」を益々増大させることになる。 



第１．原判決は、「Ａ証言は詳細かつ具体的であり、疑問を差し挟む余地はない」とし

て、Ａ証言のみで本件犯罪事実を認定している（原判決２頁） 

１．原判決が認定した事実 

 原判決１頁以下は、「女性の原審供述によれば、 

〔１〕電車の中で、女性と被告人とは互いの左半身前側が接着して正面が向かい合う形

となったり、あるいは、女性の左肩側が斜めになり被告人の体の中央付近に接着してい

た、そのような状況の際にわいせつな行為をされる被害に遭い、 

〔２〕電車が成城学園前を発進し、更に、スカートの中に手を入れられ、右の太ももを

なで上げるような感じで触られた、それで最初にスカートが腕に乗っているような感じ

で持ち上がっている部分を確認し、その肘、肩と目線を上げ、その顔を見ると、被告人

であった、 

〔３〕その後、下着の中に手を入れられ陰部を触られたが、その人物は、先ほど太もも

を触り、下着の脇から手を入れ、陰部を触り、その手を抜いて下着の上部から下着の中

に手を入れて来た一連の動作から被告人であるといえる、というのである。女性の原審

供述は詳細かつ具体的であり、疑問を差し挟む余地はない。 

〔４〕しかも、被告人は、検察官に対し、女性とお互いの左半身前側が接着している状

態で左手を下げており、周りのだれかが痴漢行為をしておれば、気付いたのではないか

などと述べている（原審＝１審乙６）が、その供述からしても、被告人の下ろした左手

は女性の陰部付近にあったことが認められる。女性がわいせつな行為をされた相手方を

誤認した可能性はないというべきである。これらに照らせば、被告人が女性にわいせつ

な行為をした犯人であるということができる（原判決１～２頁）」として、１審判決の

事実認定をそのまま是認した。 

２．Ａ証言による「痴漢行為」の態様と犯人特定 

（１）Ａの痴漢行為に関する供述の概略、並びにその供述に基づく電車内の状況につい

ては、別表「本件「女子高生」が被害者を受けたと称する「痴漢行為」について」に記

載したとおりである。 

 Ａが述べる本件痴漢行為とは、電車の区間で分けて、「痴漢第一行為」、「痴漢第二

行為」、「痴漢第三行為」の３つの部分に分かれている。 

 Ａは、この全てが被告人の行為であると証言するが、検察官は、Ａの供述が甚だ曖昧

であることを考慮したためか、成城学園前駅から下北沢駅間の「痴漢第三行為」のみを

本件強制わいせつ罪に該当するとして起訴した。 

 Ａ証言によると、Ａは、走行中の電車内で、 



〈１〉．痴漢第一行為…向ケ丘遊園駅（７時４９分発）～登戸駅（７時５１分） 

（Ａ）スカートの上から下腹部の辺りを触られる（尋問調書（１）９頁） 

（Ｂ）スカートの上から陰部を撫でるように触られる（同１１頁） 

（Ｃ）スカートの中に手が入って来て、下着（パンティ）の上から陰部を触られる（同

１２頁）、 

 という、３つの痴漢行為をされた旨述べている。 

〈２〉．痴漢第二行為…登戸駅（７時５１分発）～成城学園前駅（７時５５分着） 

 Ａは、この間を走行中の電車内で、 

（Ｄ）下着の中に手を入れられて触られた（同１６頁）、下着の上の部分からパンティ

の中に手を入れられ、指で、陰部を直接こするように触られた（同１７頁） 

 という痴漢行為をされた旨述べている。 

〈３〉．痴漢第三行為…成城学園前駅（７時５６分発）～下北沢駅（８時０３分着） 

 Ａは、この間を走行中の電車内で、 

（Ｅ）スカートの中に手を入れられて右太ももに触られた（同２１頁）、 

（Ｆ）太ももを触られた後、下着のわきの部分から手を入れて陰部に触られた（同２４

頁）、 

（Ｇ）その手をわきから抜いて、パンティの上から、又、入れ直して、陰部の割れ目の

部分を、こするように触られた（同２５頁）、 

 という痴漢行為をされた旨述べている。 

（２）第一審判決は、「被害状況、犯人確認状況に関するＡの前記供述は、十分信用で

きる」としたが、原判決もこれをそのまま無批判に踏襲している。 

 従って、「被害状況」については、原判決も一審判決と同様に、十分な理由の説示も

ないままに、Ａ証言をそのままに信用して上記痴漢行為を認定したものである。 

（３）そして、「犯人確認状況」については、痴漢第一行為、第二行為は、起訴されて

はいないので、一審判決は、Ａ証言から「成城学園前駅に着く直前まで、陰部を触られ

た。位置関係等から、犯人は被告人と思ったが、痴漢されているのを見るのがいやだっ

たということもあり、確認はしていない」（４頁）との事実を認定し、「Ａは、成城学

園前以前の痴漢も被告人と思うが、確認していないので断定できない」（６頁）、「Ａ

自身が公判廷で客観的には被告人の行為であることが確認できないことを認めている

成城学園前以前の痴漢行為」（８頁）などと、痴漢第一行為、第二行為の犯人が被告人

である事実についての認定・説示は曖昧である。 

 従って、原判決も、「犯人確認状況」については、主に、起訴された痴漢第三行為に



ついてだけ述べている。 

（４）以上により、一審判決も、原判決も、 

〔１〕痴漢被害 ＝ 痴漢行為の存在については、Ａ証言どおりに、痴漢第一行為、痴

漢第二行為、痴漢第三行為の全てを認めている。 

〔２〕犯人確認状況 ＝ 犯人特定については、痴漢第三行為の犯人が被告人であると

認定している、と言える。 

３．原判決が認定した痴漢第三行為と認定した理由 

（１）痴漢第三行為（Ｅ、Ｆ、Ｇ行為）時の位置関係の認定 

 原判決が、前記１の〔１〕で認定した「女性の左肩側が斜めになり、被告人の体の中

央付近に接着していた」との位置関係は，痴漢第三行為の（Ｅ）行為時の位置関係であ

る。すなわち、「Ａの一審証言調書（１）添付「写真３」の位置関係である（以下、こ

の位置関係を「写真３（Ｅ）の位置関係」という）。 

 また、「女性と被告人とは互いの左半身前側が接着して正面が向かい合う形となった」

とは、第三行為の（Ｆ）行為、（Ｇ）行為時の位置関係である。すなわち、「Ａの一審

証言調書（１）添付」の「写真４」「写真５」の位置関係である（以下、この位置関係

を「写真４、５（Ｆ、Ｇ）の位置関係」という）。  

（２）Ｅ行為の犯人が被告人であるとの認定 

 原判決は、前記１の〔２〕で、「電車が成城学園前を発進し、更に、スカートの中に

手を入れられ、右の太ももをなで上げるような感じで触られた、それで最初にスカート

が腕に乗っているような感じで持ち上がっている部分を確認し、その肘、肩と目線を上

げ、その顔を見ると、被告人であった」と、Ａ証言により「写真３（Ｅ）の位置関係」

でのＥ行為の犯人が被告人である、との事実を認定している（２頁）。 

（３）Ｆ、Ｇ行為の犯人が被告人である、との認定 

 原判決は、前記１の〔３〕で、「その後、下着の中に手を入れられ陰部を触られたが、

その人物は、先ほど太ももを触り、下着の脇から手を入れ、陰部を触り、その手を抜い

て下着の上部から下着の中に手を入れて来た一連の動作から被告人であるといえる、と

いうのである」とのＡ証言により、「写真４、５（Ｆ、Ｇ）の位置関係」で、Ｆ、Ｇ行

為の犯人が被告人であるとの事実を認定した（２頁）。 

（４）認定の理由 

 痴漢第三行為（Ｅ、Ｆ、Ｇ行為）の犯人が被告人であるとの認定について、原判決が

述べた認定の理由は、「女性の原審供述は詳細かつ具体的であり、疑問を差し挟む余地

はない」との理由のみである。 



 しかし、Ａ供述が「詳細」かつ「具体的」であるのは、供述の外形部分についてだけ

であり、それは単なる供述証拠の信用性を検討する際の必要条件であるのに過ぎず、供

述内容の真実性を何ら担保しているものではないから、決して十分条件ではない。 

 すなわち、本件の場合は、Ａ証言だけに依拠して直ちに事実認定が行えるような場合

ではないのである。 

（５）誤認の可能性の排除 

 原判決は、前記１の〔４〕で、「しかも、被告人は、検察官に対し、女性とお互いの

左半身前側が接着している状態で左手を下げており、周りのだれかが痴漢行為をしてお

れば、気付いたのではないかなどと述べている（原審＝１審乙６）が、その供述からし

ても、被告人の下ろした左手は女性の陰部付近にあったことが認められる」ので、「女

性がわいせつな行為をされた相手方を誤認した可能性はないというべきである」として、

痴漢第三行為のＦ、Ｇ行為の犯人を被告人と誤認した可能性を排除している。 

（原審＝１審乙６）中に、被告人が「写真４、５（Ｆ、Ｇ）の位置関係」に居た事実、

及び「被告人が左手を下げていた」事実を認める供述があることはそのとおりである。 

 しかしながら、「被告人の下ろした左手は女性の陰部付近にあった」かどうかは不明

なのであり、仮に、そのとおりであったとしても、混雑した電車内では、乗客同士がそ

のような位置関係になることはままあり得ることである。 

 また、痴漢の犯人は周囲の乗客に判らないように行為を敢行するのが通例であるから、

Ａの証言するＦ、Ｇの痴漢行為それ自体も、どこまでが現実に存在したのかどうかは明

らかではなく、Ａが犯人を誤認した可能性を排除することは到底できないのである。 

第２ Ａ証言のみにより痴漢第三行為、およびその犯人が被告人であることを認定した

原判決は著しく正義に反する事実誤認を犯している。 

 すなわち、本件のような痴漢事件で、ＤＮＡ鑑定や、繊維鑑定等の客観的証拠の裏付

けなしに、供述証拠のみで犯罪事実を認定することは誤判の危険が高く、最高裁判例で

認められた「疑わしきは被告人の利益に」原則、「合理的疑いを超える証明」原則に反

し、しかも、同種事案で３０件以上もの無罪判決が出ているのに、明確な基準もなく有

罪判決をすることは「適正手続の保障」（憲法３１条）「公平な裁判所」による裁判（憲

法３７条１項）、法の下の平等（憲法１４条）にも反している。 

１．以上のとおり、〔１〕痴漢被害、〔２〕犯人確認について、本件犯罪事実を立証す

る証拠としては、Ａ証言の供述証拠しかない。 

 しかしながら、供述証拠は本来的に証明力が弱く、一般的に供述証拠のみでは、犯罪

事実を「合理的疑いを超えて証明」する証明力はないと考えられている。 



 特に、本件のような電車内痴漢事件の場合における犯人特定については、その供述証

拠の証明力は極めて弱いと考えられているのが通例である。 

２．この理は、司法研修所におけるテキスト（司法研修所編「犯人識別供述の信用性」

平成１１年法曹会出版２頁以下）においても、「供述証拠は、〔１〕知覚、〔２〕記憶、

〔３〕表現、叙述、という過程を経て事実認定者に伝えられる。そして、その供述過程

のいずれかの段階において誤りが入る可能性がある。供述証拠は、物証等非供述証拠に

比べて一般的には証明力が劣るといわれるゆえんである」と説かれており、供述証拠の

普遍的な経験則であることが承認されている。 

 即ち、痴漢事件に則して言えば、 

〔１〕知覚の誤りとは、痴漢行為としてではなく、混雑状況や電車の揺れ等で偶然に他

の乗客の身体が触れたのを痴漢行為と勘違いすることが多く、中でも一番多い誤りは、

電車内では、周りに犯人たり得る乗客が多数存在するし、痴漢の真犯人は、被害者に悟

られないように痴漢行為を敢行するから、犯人の特定が難しいために人の間違いを犯し

易く、人違いの誤りが常に発生し易いのである。 

〔２〕記憶の誤りとは、時間の経過と共に記憶が薄れたり、あるいは、変容したりして、

事実と違うことを供述するに至ることである。 

 痴漢事件の場合、自分の捕まえた被告人を犯人だと思い込む心理状態になりがちであ

るから、その方向での記憶の変容が生じ易い。 

〔３〕表現、叙述は証言としてなされるから、証言の誤りとは、言い間違えと、記憶と

違うことを言う嘘と言うことになる。 

３．痴漢事件では、供述心理上、誇張や嘘を供述し易く、真偽を判別し難い 

（１）「人は、一度、犯人と被告人の同一性を承認するとこれを固執する傾向があると

指摘されている。たしかに、いったん同一性を承認し後にこれを取り消すことは、供述

者の自己矛盾であり、その観察・記憶の欠陥を告白することにもなりかねないから、あ

る種の勇気を必要とするであろう。」（石井一正「刑事実務証拠法・第三版」４２５頁）

と説かれている。 

「被害者」が被告人を痴漢犯人として逮捕したのであるから、供述心理上、被告人が犯

人であることについては、できる限り不確かさのないように証言しようとするわけであ

る。従って、自然とここに誇張・嘘が入り込み易いのである。 

（２）また、〔１〕「どのような痴漢行為があったか」、また、〔２〕「誰がその犯人

か」については、「被害者本人」も目撃できず、また、周りの乗客にも目撃し得ないの

であるから、他人には、その真偽は全く分からず、また、検証のしようがないことであ



り、「被害者」は、余りに不自然・不合理でない限りどのようなことでも言えるし、ど

のような嘘でもつけるわけである。 

 これが、もし仮に、証言の最初から最後まで嘘で塗り固められていたならば、嘘であ

ることは誰の目にも明らかになるであろう。 

 しかし、電車への乗車は、誰でもが日常的に経験している事柄であり、また、痴漢行

為も、さほどに特殊な犯罪というわけではなく、ごくありふれた犯罪であり、日常的に

見聞きし、女性であれば誰でもが被害経験も有している犯罪である。 

 この日常的な、誰でもが経験することのある事実をベースにするならば、このベース

の事実を真実として、或いは真実らしく証言することは簡単な事柄である。 

 この「真実のベース」の中に、他人には分からない事実について嘘を混ぜ入れ、真偽

を取り混ぜて証言したとしても、客観的な痕跡の裏付け証拠なしには、どこまでが真実

でどこまでが嘘なのかの判別は極めて難しいのである。 

（３）上記司法研修所のテキストにも、「犯人識別供述の信用性は、本来、補強証拠の

証明力と異なるものとして存在するが、それを吟味する過程においては、補強証拠の証

明力と相まって判断が加えられているのが実情である。事実認定は証拠の総合評価とい

うことになるが、補強証拠の証明力の強さを明確に意識した上で、識別供述の信用性を

検討すべきであり、その場合、犯人識別供述の証明力に強弱があることにも留意すべき

である」（前掲書１１４頁）と説かれている。 

 すなわち、痴漢事件における被害者証言は、 

〔１〕供述証拠の本質として、知覚、記憶、供述の各過程に誤りが入り込みやすく、本

質的に証明力が弱い。 

〔２〕供述心理的にも、痴漢被害をより大袈裟に、被告人を犯人とする方向に誇張や嘘

が入りやすい。 

〔３〕真偽が被害者本人にしか分かり得ず、第三者には検証のしようがない、 

 から、すなわち、被害者証言の証明力はきわめて薄弱であるから、補強証拠の証明力

はきわめて強いものを要する。 

 現在の捜査技術の中で普及しているもののうち、精度が高く、容易に採取される、手

指の微物からのＤＮＡ鑑定や繊維鑑定等、客観的・科学的証拠による補強証拠が必要不

可欠であるゆえんである。 

４．被害者供述・証言の絶対化は誤判の危険がある 

…客観的証拠による裏付けが必要不可欠である… 

（１）多くの痴漢否認事件の有罪判決には、本件原判決が「女性の原審供述は詳細かつ



具体的であり、疑問を差し挟む余地はない」などと、被害者証言を絶対化して犯罪事実

を認定しているように、被害者証言を絶対化し、被害者証言のみで犯罪事実を認定して

いる現実が多数存在することは否定し難い現実である。 

 一審判決６頁も、「被告人とＡは、当日、同じ電車に乗り合わせただけの関係に過ぎ

ないから、被告人がやや強引に鞄を網棚にあげたことに不快感を有していたとしても、

同人が、ことさら被告人を痴漢に仕立て上げる理由はない」などとして、Ａ証言を絶対

化し、被告人に有罪を言い渡している。 

 しかしながら、弁護人が、控訴趣意書、同補充書等で詳説しているように、そして一

審判決がまさにそのことを否定するために指摘したとおり、「…被告人がやや強引に鞄

を網棚に上げたことに（Ａが）不快感を持って、被告人を痴漢の犯人に仕立て上げた」

ことこそが、まさに他ならぬ本件の真相なのである。 

 痴漢冤罪とは、このようなごく単純な、ごく些細な動機から成立する場合が十分にあ

り得る態様の刑事事件なのである。 

 ビデオカメラで撮影した如くに、見た事実をそのままに再現するように証言できる証

人が存在せず、絶対に間違いをせず、絶対的真実のみを証言する人がいないことは一般

常識中の常識であり、経験則の最たるものである。 

 従って、人間違いをし易い状況下において、嘘をついても誰にも嘘とは判明しない状

況の下では、その供述証拠の信用性、供述内容の真偽の判断は、誰の目にも明かな、犯

罪の痕跡を採取した客観的証拠による裏付け補強証拠があるかないかで決するほかは

ないのである。 

（２）確かに、被害者等の供述証拠のみで犯罪事実を認定するということが、およそ全

くあり得ないとまで言い切ることはできないのかもしれない。 

 しかしながら、そのようなことは、〔１〕被害者と犯人のみの二人きりの密室での事

件であるとか、〔２〕犯罪の痕跡が全く残らない事件であるとかであって、〔３〕しか

も、被害者等の供述の信用性が厳密に検討された上での、非常に限定された要件の下で

初めて許される事柄である。 

 本件のような痴漢事件では、手指から微物を採取した上での体液のＤＮＡ鑑定、繊維

鑑定を実践するならば、容易に客観的で科学的な裏付け証拠が採取できる場合である。 

 証明力の高度な科学的・客観的な裏付け証拠が容易に採取され、証拠として提出でき

るのに、あえてこのような客観的証拠による裏付け証拠もないままに、しかも証明力が

弱く不確かな供述証拠のみで起訴し、裁判するのは公正な刑事手続とは言い難く、公正

な刑事手続を保障した憲法３１条に反すると言うべきである。 



第３ Ａ証言には、ＤＮＡ鑑定や繊維鑑定の客観的裏付け証拠はない 

…ＤＮＡ鑑定や繊維鑑定等の客観的裏付け証拠なしに、Ａ証言のみで本件犯罪事実の犯

人が被告人であると認定した原判決は著しく正義に反する事実誤認を犯している… 

１．前述したとおり、Ａ証言によると、本件痴漢行為は、 

（１）痴漢第一行為…向ケ丘遊園駅（７時４９分発）～登戸駅（７時５１分） 

 別表記載（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）という、３つの痴漢行為 

（２）痴漢第二行為…登戸駅（７時５１分発）～成城学園前駅（７時５５分着） 

（Ｄ）という痴漢行為 

（３）痴漢第三行為…成城学園前駅（７時５６分発）～下北沢駅（８時０３分着） 

（Ｅ）、（Ｆ）、（Ｇ）という３つの痴漢行為 

 と、大きく分けて３つの行為、具体的には、７行為ある。 

 そのうち、Ｄ、Ｆ、Ｇ行為時には、Ａは陰部を直接触られたというのであるから、犯

人の手指には、通常であれば、Ａの陰部の体液が付着している筈であり、ＤＮＡ鑑定を

すれば、犯人の手指からＡのＤＮＡが検出される筈である。 

 また、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇの行為時には、犯人は手指でＡのパンティに触っているから、

繊維鑑定をすれば、犯人の手指からＡのパンティの構成繊維が検出される筈である。 

 このＤＮＡ鑑定、繊維鑑定を実施することにより、被告人の手指からＡのＤＮＡやＡ

のパンティの構成繊維が検出されるならば、被告人がＡの陰部やパンティに触ったこと

が客観的証拠で裏付けられ、Ａ証言の信用性が認められる。 

 このようにすれば、供述証拠のみでは認定の難しい事件についても供述証拠の信用性

を容易に検証することができる。そして、ＤＮＡ鑑定も繊維鑑定も今日では広く普及し、

普遍的に実施されており、その精度も非常に高度になっている。 

２．弁護人が提起した「合理的疑問」の内容 

 原判決２頁は、ＤＮＡ鑑定と繊維鑑定に関する弁護人の主張について、「所論は、〔１〕

女性の陰部に直接触れたという被告人の指には女性の体液が付着していなかったと考

えられる、〔２〕女性の下着に触れたという被告人の指には女性の下着に含まれる化学

繊維並びに一部赤色色素付着の綿繊維及び一部黒色色素付着の綿繊維が付着していな

かったと鑑定されているから、被告人が女性に触れてわいせつな行為をしたことには合

理的な疑いがある、という」と、弁護人による合理的疑問の提起をまとめている。 

３．ＤＮＡ鑑定について 

（１）ＤＮＡ鑑定について、原判決は、「しかしながら、被告人の指に付着した物質に

ついてＤＮＡ鑑定を実施したという証拠はなく、検察官がその証拠を提出していない事



実から被告人の指に女性の体液が付着していないという事実を推認することはできな

い。付着の有無は不明というべきである」（２頁）として、被告人がＡの陰部に触った

ことが客観的証拠により裏付けられてはいないのに、あえてＡ証言のみで犯罪事実を認

定している。 

（２）ＤＮＡ鑑定の技術は、今日ではめざましい発展を遂げている。 

 最近では、特に、本件のような強制わいせつ事件についてまでＤＮＡ鑑定の鑑定対象

が広がっている。 

 本件のＡ証言では、Ａは、指で「陰部を直接こするように触られた（Ｄ行為）」「下

着のわきの部分から手を入れて陰部に触られた（Ｆ行為）」「陰部の割れ目の部分をこ

するように触られた（Ｇ行為）と、３回も執拗に触ったとされているから、もしＡ証言

が真実であったならば、Ａの陰部の体液が被告人の手指に付着しないとは考えられない

ケースである。 

 そして、ほんのわずかの微物でも、試薬で増幅してＤＮＡ鑑定をすれば、「４兆７千

億人に１人の確率」で人物を特定でき、鑑定結果は限りなく１００％確実であると言っ

てよい。従って、被告人の右手指の微物からＡのＤＮＡが検出できれば、被告人がＡの

陰部に触ったことが間違いのない事実として認められる。 

 しかし逆に、本件で被告人の手指の微物からＡのＤＮＡが検出できなければ、被告人

がＡの陰部に手指で触っていないことが間違いのない事実として推認され、被告人の無

実が証明されることになる。 

 このように容易に採取される証拠であり、かつ、有罪立証の強力な証拠になると共に、

同時に被告人の無実立証の強力な証拠ともなりうるＤＮＡ鑑定という証拠なくして、証

明力が弱く真偽が定かではない供述証拠のみで起訴することは勿論、有罪判決までする

ことは、公正な刑事手続とは言えず、原判決は、憲法３１条（公正手続きの保障）に違

反して被告人に有罪判決をしたものと言わなければならない。 

（３）「ＤＮＡ鑑定は存在しない（１８．７．３１ 付検察官意見書）」との検察官意

見の意味 

 本件において、捜査機関がＤＮＡ鑑定を試みていない筈はあり得ない。 

 痴漢被害を申告したＡは、当初から「陰部（割れ目）に指をこすりつけるように入れ

られた」旨述べていたのであり、捜査機関が当該被疑者の手指に付着した体液を検査す

れば、その者が犯人であるかどうかは簡単に判明するケースであったからである。 

 そして、４月１８日、被告人は北沢署に連行されたが、手指からの微物採取用採証テ

ープを持参した警察係官は被告人に対し、「ＤＮＡ鑑定をすることになる。分かるかな。



これをすれば嘘を付いていてもすぐに分かるよ」と述べていたのである。 

 無実を確信する被告人は、警察がそれさえやってくれれば、自分が無実であることが

直ちに判明すると考え、それだけにＤＮＡ鑑定の結果に強く期待し、その他のこと（例

えば、当時、被告人は、「駅員とのやりとり」などについて執拗に聞かれていた）につ

いては、どうでも良いこととして、さしたる関心を払わなかった経緯がある。 

 であるから、本件で検察官が「ＤＮＡ鑑定は存在しない」旨述べているということは、

ＤＮＡ鑑定を実施しようとしたが、被告人が無実であるために、被告人には被害者の体

液の付着がなく、反応が消極的であった蓋然性が顕著だと言い得るのである。けだし、

Ａ証言によれば、被告人は、Ａの陰部に少なくとも３回（Ｄ、Ｆ、Ｇ行為）は触れ、「割

れ目」の部分にも触れているというのである。もしＡ証言が真実ならば、絶対に被告人

の手指（Ａが述べる被告人の「左手」）には、Ａの体液の付着がある筈である。 

 従って、検察官の意見「ＤＮＡ鑑定は存在しない」の趣旨は、「ＤＮＡ鑑定を実施し

たところ、Ａの体液の付着は認められなかった。よって、被告人は無実である」と読み

替えられなければならない。 

（４）疑われる公正手続違反 

 本件におけるように、警察係官が被告人に対して前記のとおりのことを述べ、被告人

の手指から微物を採取した以上、ＤＮＡ鑑定は行われたが、被告人の手指からＡのＤＮ

Ａが検出されなかったために（すなわち、被告人が犯人ではないために）、ＤＮＡ鑑定

の結果を検察官が証拠開示しなかった旨強く疑われる。 

 もし本当に、被告人の手指から微物を採取し、しかも、警察官が「ＤＮＡ鑑定をする

からな」と言っておきながら、ＤＮＡ鑑定をしなかったとしたら、それこそ有罪の決定

的証拠の採取を怠ったばかりか、無実の証拠を採取せずに散逸させてしまう行為に他な

らず、公正な捜査、起訴とは言えず、公正手続に違反していると言うべきである。 

（５）原判決も公正手続違反に加担 

 以上のとおり、原判決２頁２３行目以下が、「しかしながら、被告人の指に付着した

物質についてＤＮＡ鑑定を実施したという証拠はなく、検察官がその証拠を提出してい

ない事実から被告人の指に女性の体液が付着していないという事実を推認することは

できない。付着の有無は不明というべきである」とすることは、本件捜査、起訴におけ

る公正手続違反を追認することに他ならず、ひいては原判決もまた公正手続に反してい

ることになる。 

 さらに、ＤＮＡ鑑定の結果が証拠開示されず、証拠として提出されない以上、ＤＮＡ

鑑定により「付着していない」事実が立証されていないとしても、「付着している」と



の事実もまた立証されてはいないのである。 

 そうすると、「被告人がＡの陰部に手指で触った」事実については、Ａがそのように

述べているとのＡ証言しかないことには何ら変わりはなく、Ａ証言に客観的な裏付け証

拠がないという結論は依然として動かない。 

 そして事柄はまさに、Ａの「被告人が陰部に手指で触った」との証言だけで、この犯

罪事実の中核的事実を「合理的疑いを超える」証明の程度にまで立証できているかどう

かの問題に帰着する。 

 この点について、原判決は「女性の原審供述は詳細かつ具体的であり、疑問を差し挟

む余地はない」と、何ら慎重に検討することもなく、かつ、何ら理由を示すこともしな

いままに信用性のスタンプを押捺し、断定してしまっている。 

 原判決は、供述証拠の証明力評価の基本的検討を何ら真剣に実践することなく、ＤＮ

Ａ鑑定の客観的証拠の裏付けがないのに、本件の中核的事実である「被告人がＡの陰部

に手指で触った」との犯罪事実をＡ証言のみで認定し、著しく正義に反する重大な事実

誤認を犯したものと言うべきである。 

４．繊維鑑定について 

（１）控訴審弁５、６号証に明らかなとおり、繊維鑑定は、大阪府警では０３年から導

入されたが、警視庁では１９９５年と１０年以上も前から導入され、痴漢行為の有無を

裏付ける証明力高度の客観的証拠として犯罪事実を証明する証拠として活用され、多用

されてきている。また警視庁では、９７年に、容疑者が否認している事件で物的証拠は

ないかと捜査官が思いつき、痴漢捜査に繊維鑑定を導入したが、その後、年を追うごと

に、繊維鑑定の件数は増え、０６年には３２６件に増加している。 

（２）この場合の鑑定の結論としては、「特徴が類似」などであるが、弁護人が知り得

たところでは、警視庁科学捜査研究所では、 

〈１〉．類似する＝下着等の対象繊維と手指等の付着物から得られた繊維とを比較して、

色、太さ、形、表面の様子が異なる特徴を有しない、特徴が全部同じ場合。 

〈２〉．類似するが不明＝無色綿繊維のみが検出された場合、 

 無色綿繊維は生活環境下に多数存在するので対象繊維に由来するのか由来しないの

かが不明であり、由来が特定できないので、類似するが不明との判断結果になる 

〈３〉．付着なし＝何かしら特徴の異なる繊維のみがみられた場合、類似する繊維とし

て無色綿繊維のみがみられた場合 

 の３種類に分けている。 

「類似する」との結論が出た場合は、「赤外線分光顕微鏡で見て」、二百数十の分類で



照合し、その精度は限りなく高いので、否認していた容疑者が鑑定結果を突きつけられ

た結果、認めたケースもあるという。 

（３）平成１９年４月１４日付け朝日新聞の記事によれば、繊維鑑定について、 

〔１〕汗の有無や繊維の質にもよるが、一般的に軽くふれた程度では繊維は付着しにく

く、一定時間こすったりつかんだりした場合につくことが多い。 

〔２〕鑑定で類似繊維が見つからなかった場合、それだけで「無罪」とはならないが、

捜査がより慎重になるという側面がある。 

〔３〕「供述だけに頼らないためにも、繊維鑑定など科学捜査をできるかぎり実施すべ

きだ。裁判所も科学捜査を含めて徹底した捜査を求めていく必要がある」との立教大の

荒木伸怡教授のコメントが報道されている。 

（４）確かに、「一般的に軽くふれた程度では繊維は付着しにくい」とは言われている

が、繊維鑑定は、痴漢の犯人が被害者の下着等に触れ、痴漢行為をしたことを立証する

目的でなされ、しかも、年を追うことに実施件数が増え、否認を自白に転じさせるなど、

痴漢行為の立証に大きな成果を上げているのであるから、一般的に言えば「痴漢行為と

して触れた」場合には、繊維が付着する蓋然性が大きいことが、繊維鑑定の目的と実施

状況およびその成果から言える。 

 従って，被害者の供述には「痴漢行為として下着等に触れた」とされているのに、被

告人の手指等から下着等の構成繊維が検出されなかったような場合には、少なくとも被

害者供述の「被告人に触られた」との事実については「合理的疑問」が残ると言うこと

ができる筈である。  

 被害者供述を突き詰めても、あるいは、再現実験をしても、痴漢行為の中核事実であ

る「被告人が触った」事実については、ＤＮＡ鑑定や繊維鑑定以上の高度の証明力を持

つ証拠を採取することはできない。 

 さらに、一般的には「痴漢行為として触った」場合は、繊維鑑定の目的、実施状況、

成果からして、繊維が付着する蓋然性が大きいから、繊維鑑定で下着等の構成繊維が検

出されなかった場合は、「痴漢行為として触っていない」事実が推定され、触っても繊

維が付着しなかったなどの特別の事情があった、或いは、手指からの微物の採取前に手

を洗って繊維が落ちてしまった等の具体的な反証がない限り、この推定は破れることな

く無罪と推定され、その意味で、無罪の証拠になりうる。 

５．繊維鑑定の結果から「合理的疑問はない」とした原判決の事実誤認 

（１）原判決２頁末行以下は、「また、被告人の指には女性の下着の６５パーセントを

構成すると思われるポリエステルと同様の色調、太さ等を持つ化学繊維や、下着のハー



ト柄部分に存在する一部赤色色素付着の綿繊維及び一部黒色色素（光学顕微鏡下での観

察による）付着の綿繊維を発見することができなかったとの鑑定結果がある」と繊維鑑

定の結果並びに、「被告人の手指からＡのパンティの構成繊維が検出されなかった」と

の事実を認めた上で、３頁４行目以下で、 

〔１〕「しかしながら、女性の原審供述によると、被告人が下着の上から女性の陰部を

触ったというのは、向ヶ丘遊園から登戸までの２分間弱のうちの一部分であり、かなり

短かったと考えられる」とし、 

〔２〕３頁６行目以下「また、下着の中に手を入れて陰部を触っている間、指先が下着

にも触れていると考えられるものの、陰部が接触する部分の裏地（クロッチ布部分）は

無色綿繊維により構成されていると認められる。下着の中に手を入れる際に化学繊維が

含まれる他の部分に触れたにしても、その時間はごく短時間であったと考えられるから、

指先に化学繊維の付着がしにくい状況であったといえる」とし、 

〔３〕３頁１１行目以下で、「さらに、化学繊維は、綿繊維と比較した場合、一般に、

繊維が長いために着衣から離脱しにくい、繊維の吸湿性が少なく、表面が滑らかである

ために手指に付着しにくい、という特徴があることも認められる」とし、 

〔４〕３頁１４行目「また、一部赤色色素付着の綿繊維及び一部黒色色素（光学顕微鏡

下での観察による）付着の綿繊維は、下着の生地に占める面積割合が少ないハート柄部

分の表側だけに存在している。そして、これらの色素の付着した綿繊維は、顔料が付い

ているため、衣服からはがれにくい、という特徴があることが認められる」とし、 

〔５〕３頁１８行目「その上、被告人が女性の下着に触った時刻が午前８時ころである

のに対し、被告人の指先から繊維を採取したのは、弁解録取手続が終わった午前９時２

５分ころから取調べが開始された午前１０時ころまでの間である。その間被告人が指先

をどのような状態にしていたか明らかでない」とし、 

〔６〕３頁２２行目「そうすると、下着を構成する化学繊維や色素付着の綿繊維が被告

人の指から発見することができなかったにしても、特に不自然ではない。被告人が女性

に触れてわいせつな行為をしたことには合理的な疑いがあるということはできない」と

している。 

 結局において原判決は、「被告人がＡのパンティに触っているのに、被告人の手指に

Ａのパンティの構成繊維が付着していなかった可能性」を、縷々、頁数や多くの字数を

費やしてまでして５点ほどあれこれと数え挙げた上、繊維鑑定の結果、「（Ａの）下着

を構成する化学繊維や色素付着の綿繊維が被告人の指から発見することができなかっ

た」ことは、「被告人が女性に触れてわいせつな行為をしたことに合理的な疑いがある



ということはできない」として、あえて「被告人がＡのパンティには触っていない」の

ではないか、との合理的疑問が残ることを否定してしまったのである。 

 しかしながら、このことは、原判決が、繊維鑑定という本件におけるかけがえのない

不可欠かつ最重要な客観的証拠の証明力評価を誤り、客観的証拠と供述証拠との関係を

完全に逆転させ、正義に反する重大、明白な事実誤認を犯したものに他ならない。 

 以下、詳しく論述する。 

（２）原判決２頁は、繊維鑑定の結果をまとめて、〔１〕Ａのパンティは、ポリエステ

ル６５％、綿３５％で構成されているが、その内のポリエステル６５％と同様の化学繊

維は、被告人の手指からは検出されなかった。〔２〕綿３５％のうち、パンティの前面

にあるハート柄部分に存在する一部赤色付着の綿繊維及び、一部黒色色素付着の綿繊維

は、被告人の手指からは検出されなかった、とまとめている。 

 すなわち、「被告人の手指には、Ａのパンティの構成繊維の付着は検出できなかった」

との鑑定結果が出たのである。 

 この鑑定結果から合理的に推論されることは、 

〔１〕被告人がＡのパンティに触っていない事実、即ち、被告人がＡ証言のような痴漢

行為をしていない事実（以下、「〔１〕触らない事実」という）、 

〔２〕被告人がＡのパンティに触ったけれどもパンティの構成繊維が付着しなかったか、

或いは、いったん付着したものの、付着後に脱落した事実（以下、「〔２〕触った事実」

という） 

 のいずれかの事実である。 

（３）原判決３頁は、 

〔１〕Ａ証言によると、下着の上（ポリエステル６５％、綿３５％の布地）から陰部に

触ったのは、向ヶ丘遊園から登戸までの２分間弱の内の一部分（Ｃ行為時）であり、か

なり短かったと考えられる。また、下着の中に手を入れて陰部を触っている間（Ｄ、Ｆ、

Ｇ行為時）、指先が下着にも触れていると考えられるが、陰部が接触する部分の裏地（ク

ロッチ布部分）は無色綿繊維により構成されている。 

 下着の中に手を入れる際に、化学繊維が含まれる部分に触れたとしても、ごく短時間

であったと考えられるから、指先に化学繊維が付着し難い状況があったといえる。 

 化学繊維は、繊維が長く、吸湿性が少なく、表面が滑らかなので、綿繊維よりも手指

に付着し難いという特徴がある。 

〔２〕一部赤色色素付着の綿繊維、及び、一部黒色色素付着の綿繊維は、下着の生地に

占める割合が少ないハート柄の部分の表側だけに存在する。色素の付着した綿繊維は顔



料が付いているため、衣服からはがれにくいと言う特徴がある。 

〔３〕（Ａ証言によると）被告人がＡのパンティに触った時刻が午前８時頃なのに、被

告人の指先から繊維を採取したのは、午前９時２５分頃から午前１０時頃までの間であ

るので、その間被告人が指先をどのような状態にしていたか明らかではない、との３点

の理由を挙げている。 

 しかしながら、原判決が理由とする事実は、ごくごく一般的な可能性事実でしかない

ことに深甚の注意が払われなくてはならない。 

 すなわち、「〔２〕触った事実」即ち、「被告人がＡのパンティに触ったが、パンテ

ィの構成繊維が付着しなかったか、或いは、いったん付着したものの、付着後に脱落し

た事実」を具体的に認定し得るような事実では全くないのである。 

 言い換えると、それらは、せいぜいそのような可能性があることを推定させる事実に

過ぎないのであり、「〔１〕触らない事実」、即ち、「被告人がＡのパンティに触って

いない事実」を否定する事実でも証拠でもないのである。 

 従って、本件繊維鑑定の結果からは、「被告人がＡのパンティに触っていない」事実

を否定することはできないのであり、むしろ、繊維鑑定の結果からは、「被告人がＡの

パンティに触っていない」高度の蓋然性が認められ、「合理的疑問」は大きく残るとい

うべきである。 

 以上により、Ａ供述の信用性を、「合理的疑いを超えて」高度の証明力を持って裏付

けることはできない、というのが本件繊維鑑定の結果の立証構造上の意義であることが

明確になる。 

 すなわち、原判決のように「被告人が女性に触れてわいせつな行為をしたことには合

理的な疑いがあるということはできない」（３頁）とするのは論理的な誤りであると同

時に、原判決裁判官がした、著しく正義に反する事実誤認であるというほかはないので

ある。 

６．繊維鑑定の結果から、「被告人はＡのパンティに触っていない」との高度の蓋然性

が証明されている 

（１）繊維鑑定の目的と精度、実施状況と効果から「合理的疑問」は残っている 

 繊維鑑定は、１９９５年頃から、年を追う毎に実施件数が増え、その精度も高く、否

認を自白に転じさせるなど、痴漢行為の立証に大きな成果を上げている。従って、一般

的には「痴漢行為として触れた」場合には、繊維が付着する蓋然性が大きいことが、繊

維鑑定の目的と精度、実施状況とその成果から言える筈である。 

 従って、被害者の供述から「痴漢行為として下着等に触れた」とされているのに、被



告人の手指等から下着等の構成繊維が検出されなかった場合には、少なくとも、被害者

の供述するようには「触っていなかったのではないか」との「合理的疑問」が残るとい

うべきである。 

（２）被告人の無実が推認される 

 従って、被告人の手指・掌からＡのパンティの構成繊維が全く検出されなかったとい

う事実は、「被告人がＡのパンティに全く触ってはおらず」、本件痴漢行為をしてはい

ない、という事実が強く推認されるところである。 

 そして、原判決が指摘するような可能性事実だけではなく、被告人が本件パンティに

触っても、その構成繊維が被告人の手指・掌に付着しなかった、或いは、本件パンティ

の構成繊維が被告人の手指・掌にいったんは付着したけれども、採取までの間に、手を

洗う等して付着した繊維が落ちてしまった等の具体的事実に基づく反証がない限り、こ

の推認は否定されることはない。 

 その結果、「被告人がＡのパンティに触っていなかった事実」、即ち、被告人が本件

痴漢行為をしていない事実が推認されるというべきである。 

 原判決が述べる可能性事実を全て否定するような「事実の証明」は、ありとあらゆる

可能性を否定する「悪魔の立証」に他ならず、そのような立証は到底不可能である。 

 そして、被告人が無実の立証責任を負っていないことは「疑わしきは被告人の利益に」

原則から導き出される刑事裁判の鉄則である。 

（３）原判決が指摘しているのは「可能性事実」に過ぎず、しかも「極めて希有で微少

な可能性事実」に過ぎない 

（〈１〉） 

ア．原判決３頁は、「（Ａ証言によると）、下着の上（ポリエステル６５％、綿３５％

の布地）から陰部に触ったのは、向ヶ丘遊園から登戸までの２分間弱の内の一部分（Ｃ

行為時）であるが、かなり短かったと考えられる。 

 また、原判決３頁は、「下着の中に手を入れて陰部を触っている間（Ｄ、Ｆ、Ｇ行為

時）、指先が下着にも触れていると考えられるが、陰部が接触する部分の裏地（クロッ

チ布部分）は無色綿繊維により構成されている。下着の中に手を入れる際に化学繊維が

含まれる部分に触れたとしても、ごく短時間であったと考えられるので、指先に化学繊

維が付着しに難い状況があったといえる。化学繊維は、繊維が長く、吸湿性が少なく表

面が滑らかなので、綿繊維よりも手指に付着しにくいという特徴がある」と説示してい

る。 

イ．しかしながら、先述したように、Ａ証言では、 



（Ｃ）スカートの中に手が入って来て、下着（パンティ）の上から陰部を触られた、 

（Ｄ）下着の中に手を入れられて触られた（同１６頁）。 

 下着の上の部分からパンティの中に手を入れられ、指で、陰部を直接こするように触

られた 

（Ｆ）太ももを触られた後、下着のわきの部分から手を入れて陰部に触られた、 

（Ｇ）その手をわきから抜いて、パンティの上から、又、入れ直して、陰部の割れ目の

部分をこするように触られた、 

と、４回も、被告人がＡのパンティに触ったとされている。 

ウ．そして、鑑定書（一審弁３）及び原審○○証人によると、Ａのパンティの構成繊維

は、 

〔１〕身生地部分及び裏地部分～無色綿繊維及び無色ダル入り化学繊維（ポリエステル

６５％、綿３５％） 

〔２〕クロッチ布部分～無色綿繊維 

〔３〕赤色ハート柄部分～一部赤色色素付着の無色綿繊維及び一部赤色色素付着の無色

ダル入り化学繊維 

〔４〕白色ハート柄部分～一部黒色色素付着の無色綿繊維及び一部黒色色素付着の無色

ダル入り化学繊維 

〔５〕ひも部分及びふちレース部分～赤色化学繊維 

である。 

 本件パンティの身生地部分及び裏地部分（ポリエステル６５％、綿３５％）に触った

とされているのは、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇ行為時の全てにわたって触ったとされているのであ

り、必ずしも原判決が言うとおりＣ行為時のみではなく、「ごく短時間」（原判決３頁）

と言うことは相当ではない。 

 そして、Ｄ、Ｆ、Ｇ行為時に触ったとされているのは、必ずしも、原判決が言うよう

に、陰部が接触する部分の裏地（クロッチ布部分）のみではないし、身生地部分に触ら

ずに陰部付近のクロッチ布部分のみに触ることもできない。 

 従って、身生地部分の赤色や白色のハート柄部分に触らずに、無色綿繊維で構成され

ているクロッチ布部分に触るというようなことはできないのである。 

 以上によれば、原判決は、事実誤認をして、身生地部分に触ったとされる時間を殊更

に短くしていると言うべきである。 

エ．上記のようにＡ証言では、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇ行為時の４回の全てにポリエステル６５％

の身生地部分及び裏地部分に触ったとされているのであるから、化学繊維に触ったのが



「短時間である」旨述べている原判決は、明白に事実誤認を犯している。 

 たしかに、化学繊維は綿繊維に比べて手指には付着し難いとされてはいる。 

 しかしながら、○○鑑定人は、「被告人の手指から採取した資料（１）～（１２）か

らも、化学繊維はあったと思うが、対象繊維の無色ダル入り化学繊維と特徴が同一の繊

維がなかったために、化学繊維が何本とは書かなかった」（調書２６頁）と証言してい

る。 

 また、特徴が同一であり、「類似する」化学繊維が認められた場合は、赤外分光光度

計にかけて繊維の材質を検査するが、本件では、化学繊維を顕微鏡で見ただけで類似の

ものはないということで、赤外分光光度計は使わなかった、とも証言している。 

 このように、被告人の手指から化学繊維も検出されているのであり、それは被告人の

日常生活で付着したものと推定されるが、化学繊維が綿繊維よりも付着し難いというの

は、相対的な程度の問題であり、一般的に「化学繊維は、手指に付着しにくい」と言う

ことはできないのである。 

 一般的には、先述の繊維鑑定の目的、精度、実施状況と効果からしても、「化学繊維

も手指に付着する」蓋然性が大く、「付着しない」可能性は小さいのである。 

 ましてや、Ａ証言のように、４回も、かつ、執拗に触ったような場合であれば、化学

繊維が付着しない筈はないと言えるから、この点でも原判決は事実誤認を犯している。 

（〈２〉） 

ア．次に、原判決３頁１４行目以下は、 

「一部赤色色素付着の綿繊維、及び、一部黒色色素付着の綿繊維は、下着の生地に占め

る面積割合が少ないハート柄部分の表側だけに存在している。…色素の付着した綿繊維

は、顔料が付いているため、衣服からはがれにくいと言う特徴がある」と述べている。 

イ．まず、原判決の言う「下着の生地にしめる面積割合が少ない」点についてであるが、

１審甲７「写真撮影報告書」で明らかなように、本件パンティの「赤色ハート柄」「白

色ハート柄」は、表側一面に散らばって配置されており、この「ハート柄」部分だけを

避けて、本件パンティの表側を触ることは実際上は不可能なことである。 

 特に、Ｃ行為では、「下着の上から陰部を触られた」というのであるから、この「ハ

ート柄」だけを避けて、本件パンティの表側の陰部付近を触るなどということは到底不

可能なことである。 

ウ．次に、原判決３頁は、「色素の付着した繊維は、顔料が付いているため、衣服から

はがれにくいと言う特徴がある」と述べるが、これは、○○証人の「赤色色素、黒色色

素（実際には白色色素）は顔料なので、色素付着の無色綿繊維同士がくっついている場



合があると考えられるので、衣服からはがれにくく、付着しにくくなると考えられる」

との証言に依存するものである。 

 ところで、○○証人は、この色素付着については、「繊維の上に色素が乗っかってい

るという状態です」「顔料みたいなものが繊維に乗っかっていると考えてください」「プ

リントして、その粒が乗っかっているというような状態です」（○○証言調書１４～１

５頁）と証言している。 

 要するに、色素の顔料といっても、それは「粒」であり、それが、繊維の上に「乗っ

ている」状態である。顔料自体は、「のり」状であるが、それが「粒」になって、繊維

に「乗っている」状態で、どこまで「のりの役目をして」「無色綿繊維同士がくっつい

ている場合」がどの程度あるかは、具体的には全くわからない。 

 要するに、○○証人のこの証言は、あくまでも一般論を述べたものに過ぎないのであ

り、講学上の理論的な可能性でしかないのである。 

「一部赤色色素付着の無色綿繊維」にしろ、「一部黒色色素付着の無色綿繊維」にしろ、

あくまでも本質は「無色綿繊維」なのであり、相対的には、化学繊維よりは付着し易い

のであり、かつ、「色素＝顔料」の「粒」が「繊維の上に乗っている」状態で、「無色

綿繊維」は付着したけれども、「一部赤色色素付着の無色綿繊維」及び「一部黒色色素

付着の無色綿繊維」は付着しなかったとの、本件における具体的な付着の程度に質的な

差があることを証明するものではない。 

エ．以上により、「無色綿繊維」は付着したが、「一部赤色色素付着の無色綿繊維」お

よび「一部黒色色素付着の無色綿繊維」は付着しなかったとの事実は、講学上の理論的

な、しかも希有にして微少な可能性でしかなく、本件で具体的にこの事実を認めること

はできないと言うべきである。 

 逆に、「一部赤色色素付着の無色綿繊維」及び「一部黒色色素付着の無色綿繊維」は、 

〔１〕その本質は化学繊維よりも付着し易い綿繊維であること、 

〔２〕Ａ証言によれば、被告人は、Ａのパンティを４回も、かつ、執拗に触ったとされ

ていること、 

〔３〕被告人の手指・掌からは、化学繊維を含め多様な色の多数の繊維が検出されてい

ること、 

〔４〕環境中の無色綿繊維とは区別できること、 

〔５〕ハート柄部分は、Ａのパンティの身生地部分に前面に散らばっていること、 

 等の事実があるにもかかわらず、被告人の手指からこの一部赤色色素付着の綿繊維、

一部黒色色素付着の綿繊維が全く検出されなかった事実からは、被告人が本件パンティ



に全く触っていないことが強く推認されるのである。 

 そうだとすれば、「被告人はＡのパンティに触っていない」のではないかとの「合理

的疑問」が消え去ることはないところであり、しかりとすれば被告人を有罪にすること

はできない筈である。 

 この事実からしても被告人の無実・無罪は明らかである。 

（〈３〉） 

ア．原判決３頁１９行目以下は、 

「（Ａ証言によると）被告人がＡのパンティに触った時刻が午前８時頃なのに、被告人

の指先から繊維を採取したのは、午前９時２５分頃から午前１０時頃までの間であるの

で、その間被告人が指先をどのような状態にしていたか明らかではない」と説示してい

る。 

 ここで原判決は、「被告人がＡのパンティに触った時刻が午前８時頃なのに」と無前

提で述べているが、繊維鑑定の結果から「被告人がＡのパンティに触った」と認められ

るか否かを問題にして論じているのであるから、これには（Ａ証言によると）との前提

をつけなければならない。 

イ．原判決の趣旨は要するに、午前８時から９時２５分ないし午前１０時までの１時間

２５分ないし２時間の間に、いったん付着したＡのパンティの構成繊維が脱落し、繊維

鑑定の結果検出されなかった可能性を言いたいのであろう。しかし、逆に、その間に、

被告人が手を洗う等して、いったん付着したＡのパンティの構成繊維が脱落したとの証

拠も全く存在しないのである。 

 さらに、捜査官が、繊維鑑定をするために、被告人の手指から、採証テープで繊維を

採取したというのであるから、経験則上「付着した繊維が脱落した」具体的な機会がな

かったことが合理的に推認されるところである。けだし、「脱落する具体的な機会」が

あったのならば、捜査官は、鑑定嘱託書にそのような事実を記載することが当然に考え

られるからである。 

 そして一般的には、先述の繊維鑑定の目的、精度、実施状況と効果からして、「脱落

しない」蓋然性の方が大きく、「脱落する」可能性は小さいと言うべきである。 

 原判決は、敢えて、具体的には全く認められないところの「付着した繊維が脱落する」

可能性を自ら考え出して、真実に反する事実誤認を犯したものである。 

第４ Ａ証言に内在する合理的疑問 

 原判決は、弁護人が指摘する、Ａ証言自体に内在する幾多の「合理的疑問」を証拠に

より否定し去ることはできないのに、証拠によらない想像上の「可能性事実」のみで否



定してしまい、著しく正義に反する事実誤認を犯している 

１．Ａ証言に内在する根本的な「合理的疑問」 

その一…成城学園前駅で、一旦、下車したのに、再度、乗り込んだときに、被告人との

位置関係がほぼ同じであることの不自然・不合理… 

その二…本件起訴にかかる痴漢第三行為が、大きな身動きのできない程に混雑した電車

内での短時間の出来事に過ぎないのに、大きな動きを必要とする、３回も態様を変えた

上での複雑な行為であることの不自然・不合理… 

（１）Ａは、成城学園前駅で、一旦下車したというのに、再度、乗車したときに、被告

人との位置関係が従前と同じ様なところに位置したというのは、本件における「最大の

合理的疑問」である。 

 Ａの証言中で、最も不自然・不合理なのは、成城学園駅で一旦降りたのに、再度乗車

して後、再び被告人の側に位置したことである。 

 すなわち、別表記載のとおり、Ａは、 

〈１〉．痴漢第一行為（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）…向ケ丘遊園駅（７時４９分発）～登戸

駅（７時５１分） 

〈２〉．痴漢第二行為（Ｄ）…登戸駅（７時５１分発）～成城学園前駅（７時５５分着） 

 というように、時間的にも長く、しかもその態様が、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと４回も変える

という執拗な痴漢行為をされたというのに、しかも、この痴漢行為をしたのが被告人で

あると主尋問で証言しているＡが、成城学園前駅で一旦下車して、再度、乗り込んだと

きに、あえて被告人を避けることなく、従前とだいたい同じような位置、体勢で被告人

の側に接着したという証言は、まことに不自然・不合理極まりないことである。 

 しかも、Ａは、被告人の存在に「そのドアに乗る直前に気付きました」「同じような

所に立っていました」「電車の中に被告人がいるのに気付いた」（Ａ証言（１）２０頁）

と述べて、電車に乗る前に気付いていたと述べており、そのドアから「移動することは、

まあ、できたかもしれないけど」（同上）と、そのドアからの移動の可能性を認めてい

る。 

 しかも、移動の可能性を認めながらも、次いで、「やっぱり混雑していたもので、同

じドアから乗るしかなかったです」（同上）というのは、まさに自己矛盾と言う他はな

く、「混雑」が理由ではなく、自己の意思により、再度同じドアから乗り込んだことを

認めているわけである。 

 上記のような長時間に亘り、執拗で、態様を４回も変えて痴漢行為をされた張本人だ

と認識している被告人について、「電車に乗る前に気付いていた」のなら、Ａが同じド



アから電車に乗り込むことは絶対にない筈である。 

 また、Ａが、主尋問では、痴漢第一行為、痴漢第二行為の犯人が被告人である旨証言

しながら，反対尋問では、犯人が被告人であると確認はしていない、と証言が変遷した

ことと考え合わせると、これは、実はただＡが証言しているだけのことであり、何らの

裏付けがないことからも、痴漢第一行為、痴漢第二行為は、全くの「空中楼閣」であり、

その存在自体に大きな疑問があると言える。 

（２）Ａ証言の痴漢第三行為についての「合理的疑問」 

 このように、痴漢第一行為、痴漢第二行為の存在自体が疑わしいのであるから、これ

に引き続いてなされたとされる痴漢第三行為の存在、及び、その犯人が被告人だとする

Ａ証言にも大きな疑問があり「合理的疑い」が顕著にあると言える。  

 すなわち、Ａ証言によると、別表記載のとおり 

〈３〉．痴漢第三行為…成城学園前駅（７時５６分発）～下北沢駅（８時０３分着） 

 この「７分間」という短い時間内に、Ｅ、Ｆ、Ｇ、と３回もの態様を変えられた痴漢

行為がなされたというのである。 

 そして、成城学園前駅と下北沢駅間では「電車内は混んでいた」（Ａ調書（１）２３

頁）「肩を動かすというのはそんなに大きくはできないですけど、微量なら動く範囲で

した。」（Ａ（２）４３頁）というのであり、電車内は、大きな身動きができない程に

混雑していたことが明らかである。 

 このような混雑した電車内で、「スカートの中に手を入れて」「下着（パンティ）の

わきの部分から手を入れて陰部に触られた」との痴漢行為をすること自体甚だ困難であ

ると考えられるが、次いで、「その手をわきから抜いて、パンティの上から、又、入れ

直して、陰部の割れ目の部分を、こするように触られた」と、更にパンティの上から手

を入れ直すことは、更に困難であると共に、そもそもそのような行為をする意味自体が

合理的に理解することができない。 

 すなわち、せっかくパンティの脇から手を入れて陰部に触っているというのであるか

ら、そのまま触っていれば良く、大きな身動きのできない電車内で、わざわざ、上から

入れ直すなどと言う困難にして余計な動作をする必要と合理性は全く考えられない。 

 このＦ．Ｇ行為についてのＡ証言は、余りにも不自然・不合理であることが明らかで

ある。 

（３）Ａ証言どおりに犯罪事実を認定することはできない 

 Ａ証言によれば、パンティの中に手を入れられて陰部を触られたとの証言が、Ｄ．Ｆ．

Ｇ行為と３回もある。 



 ところで、「陰部に直接手指で触られる」行為は、痴漢行為の中でもおよそ典型的に

して最も究極の行為であり、迷惑防止条例違反などではなく、強制わいせつ罪に該当す

る重罪行為である。 

 しかも、混雑した電車内で、他人の目から見えないところでの出来事であるから、目

撃者がいる筈もなく、「陰部に直接手指で触られた」か否かの真偽は、その様に述べる

Ａ本人と、本当に触った犯人が居たとしたら当該犯人にしか分からない筈の事実である。 

 そして、被告人は「陰部に直接手指で触られた」事実を終始否認しているから、Ａ証

言と被告人供述のいずれが真実であるかは、裁判官であれ誰であれ、第三者にはその正

確な真偽の判定は全く判断不能である。この真偽を判断するには、既に述べたように、

ＤＮＡ鑑定や繊維鑑定の客観的証拠の裏付けを以てするしかない。 

 原判決のように、このような客観的裏付け証拠なしにＡ証言の信用性を認めて有罪認

定をするとしたら、それはまさに、被害者と称するＡの言うがままであり、しかも、迷

惑防止条例違反と強制わいせつ罪の区別さえＡの言うがままに認定できることになる。 

 これでは、痴漢被害を申告し、他人には判らない痴漢行為の被害を証言したならば、

偶々電車に乗り合わせて、痴漢行為のできる位置に居た乗客なら誰でも、どのようにで

も、どのような痴漢行為の犯人にでも仕立て上げることが可能と言うことになる。 

 本件は、まさに、その典型的な事案である。 

（４）被害者（Ａ）証言のみに基づく判断は極めて主観的な判断である 

 本件では、弁護人のＡ証言に内在する「不自然・不合理な疑問」の指摘に対し、原判

決は、単なる「可能性があるとの事実」を挙げて反論するだけで、直ちにＡ証言の信用

性を認め、本件起訴にかかる痴漢第三行為の犯人が被告人である旨を認定している。 

 しかしながら被告人は、長年、女子高校の国語教師の職にあり、短歌の選者もつとめ、

現在は防衛医科大学校教授の任にあり（「起訴休職中」）、その職員全員から上申書も

出され、個人的にも社会的にも絶大な信用があり、しかも、６０歳で身体的にも糖尿病

で病弱で、本件のようなアグレッシブな痴漢行為を敢行する動機も体力も乏しい状況に

ある。 

 このような状況にある被告人の述べることは一切信用されず、未だ社会的経験も全く

なく、被告人が、偶々、電車内で痴漢行為が可能な位置に居たというだけのことで、し

かもＡ本人にしか判らない痴漢行為を、ＤＮＡ鑑定や繊維鑑定等の裏付け証拠もなしに、

果たして「合理的疑いを超えて」認定できるのだろうか。 

 Ａ証言のみで有罪を認定するには、Ａ証言を裁判官の主観的判断のみで信用性を認め

て有罪を認定するしかないが、原判決は、まさに、Ａ証言を裁判官の主観的判断だけに



よって信用性を高めてしまい、その上で犯罪事実を認定して有罪判決をしてしまったも

のである。 

 原判決は、刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」原則に基づく近代裁

判ではなく、刑事訴訟法３１７条の証拠裁判主義に反し、ＤＮＡ鑑定や繊維鑑定等の客

観的証拠によらず、Ａ証言を裁判官の主観的判断のみにより信用して有罪を認定したも

のであり、著しく正義に反する事実誤認と言うべきである。 

２．Ａ証言の痴漢第三行為（＝本件起訴痴漢行為）時の、被告人とＡの「位置関係」と

体勢には合理的疑問がある。 

（１）弁護人の主張に対する原判決のまとめ 

 原判決３～４頁は、弁護側からの疑問の提示をまとめて、 

「所論は、〔１〕女性の左肩側が男性の体の中央付近に斜めになって接着した、という

女性の供述する二人の位置関係を前提とすると、両者の体型の相違からして、被告人が、

スカートの中に左手を入れ、女性の右太ももに触れるためには、大きく肩を落とすか、

かがんだ体勢をとらなければならないし、利き腕でない左手を目一杯伸ばすことにもな

るばかりか、女性の右側にいた乗客の体が邪魔となっている、〔２〕同じ位置関係で、

被告人が下着の右脇から指を入れて女性の陰部を触るためには、同様に大きく肩を落と

すか、かがんだ体勢をとらなければならない、〔３〕女性と被告人のそれぞれの左半身

前側が接着して互いに正面で向かい合う形となった二人の位置関係を前提にし、被告人

が下着の上部から手を入れて女性の陰部に触ろうとすると、被告人の左腕が折れ曲がっ

て他の乗客に当たり、かつ、女性のスカートもめくれ上がって、下着が見えるほどの状

態となり、ほとんど動きがなかったという女性の供述する被告人の体勢と大きく異なる

ばかりか、このようなことをすれば、満員電車の中で他の乗客に気付かれないはずがな

いから、被告人が女性の供述するわいせつな行為をすることは客観的に不可能である、

という」 

 と、弁護人の主張をまとめている。 

 原判決の言う痴漢行為は、本件起訴にかかる痴漢第三行為の内、 

〔１〕＝（Ｅ）行為 スカートの中に手を入れられて右太ももに触られた 

〔２〕＝（Ｆ）行為 太ももを触られた後、下着のわきの部分から手を入れて陰部に触

られた 

〔３〕＝（Ｇ）行為 その手をわきから抜いて、パンティの上から、又、入れ直して、

陰部の割れ目の部分をこするように触られた（同２５頁） 

 についてである。 



 ここで原判決が述べる被告人とＡの「位置関係」は、「下着の上の部分から手を入れ

直されたときには、もう正面を向き合っていました」とあるが、この位置関係は「写真

４、５」なので、Ａは、〔３〕＝（Ｇ）行為時に「写真４、５（Ｇ）の位置関係」にあ

った旨証言していることになる（Ａ調書（１）２７頁）。 

（Ｅ）（Ｆ）行為時の位置関係は、Ａ証言でははっきりと特定されておらず曖昧である

が、（Ｇ）行為時には、写真４、５の位置関係になっていたが、「途中で位置が変わる」

までの位置関係は写真３しかないので、（Ｅ）（Ｆ）行為時は、写真３の位置関係にあ

ったとするほかなく、これを「写真３（Ｅ）（Ｆ）の位置関係」とする。 

（２）原判決の弁護人主張に対する説示 

 痴漢第三行為の際に弁護側が提示した疑問について、原判決は、まず、次のように述

べている。 

「 しかしながら、女性の原審供述によれば、 

〈１〉．電車の揺れもあって、被告人の細かな動きはよく分からない、というのであり、

被告人の動きが全くなかった、とまでいうのではない。 

〈２〉．加えて、靴を履いた状態で女性の股間までの高さが床面から６８センチメート

ルで、同様の状態で被告人が力を入れずに指先を下ろすと、指先までの高さが床面から

６８．５センチメートルである。そして、被告人が腕から指先までを単純に伸ばすこと

だけで、指先までの高さが床面から６７センチメートルになっている。目立たない程度

に脚を曲げ、肩を下げ、体を前後左右に傾けるなどするほか、両脚を少し広げることで、

床面から指先までの高さを数センチメートル以上縮め、実質的に腕を長く伸ばしたのと

同様の効果を上げることが可能であると考えられる。 

〈３〉．女性の左肩側が被告人の体の中央付近で接着し、二人の体の正面が接着しない

形においても、女性はやや斜めとなっているし、満員電車の中で、被告人の正面に女性

の体が左肩から押し付けられているとも考えられるから、女性の下腹部と被告人の下ろ

した左手はそれほどは離れていない。 

〈４〉．また、女性は体の右側にやや大きめのかばんを持っていたのであるから、女性

の右太ももの外側に若干の余裕があったと考えられ、被告人がスカートの裾をたくし上

げるなどして、大きく肩を落とさず、かがんだり、左手を目一杯伸ばした体勢を取らな

いまま）女性の右太ももの外側から前側の部分に触れることは十分に可能である。 

〈５〉．同様の理由から、被告人が大きくその体勢を変えないで、下着の右脇から指を

入れて女性の陰部を触ることも可能であると認められる」（４～５頁）と説示している。 

（３）原判決説示からの「スカートに手を入れる行為」の脱落 



 まず、原判決が述べるところの、 

「靴を履いた状態で、女性（Ａ）の股間までの高さが床面から６８センチメートル」 

「同様の（靴を履いた）状態で被告人が力を入れずに指先を下ろすと、指先までの高さ

が床面から６８．５センチメートルである。そして、被告人が腕から指先までを単純に

伸ばすことだけで、指先までの高さが床面から６７センチメートルになっている」 

 との事実は、甲１５、甲１６によっても明らかなところである。 

 しかしながら、原判決は、Ａの本件時の「スカート丈は床面から５８ｃｍ」（甲１９）

であるとの事実を、何故か、敢えて殊更に記載してはいない。 

 被告人が立った状態で指をまっすぐ伸ばしただけでは、その指先は、床面から６７ｃ

ｍもあるのであるから、被告人がスカートの中に手を入れ、（Ｅ）右太ももを触る、（Ｆ）

パンティの脇から手を入れて陰部を触る、（Ｇ）パンティの上から手を入れて陰部を触

る、という行為の前提行為としては、どうしても、「スカートの中に手を入れる行為」

が論理的前提として必要なのである。 

 なお、（Ｇ）行為は、甲１９の写真１６、１７、１８からも明らかなように、スカー

トの上から手を入れる行為ではなく、「スカートの中に手を入れて」から「パンティの

上から手を入れて陰部を触る」という二段階の行為であり、これだけでも容易に身動き

できない混雑した電車内では、非常に困難な行為であると言える。 

（４）「９ｃｍの高低差」の克服 

 ところで被告人が、痴漢第三行為の前提行為としての「スカートの中に手を入れる」

行為をするためには、立った状態で被告人の指先は、伸ばしても床面から６７ｃｍある

が、Ａのスカート丈は、床面から５８ｃｍしかないから、９ｃｍの高低差があり、この

高低差を克服するためには、 

〔１〕被告人が上体を９ｃｍ以上下げる…被告人は、肩を落として腕を下に伸ばすか、

膝を曲げる等して、９ｃｍ以上も上体を下げて、床面から６７ｃｍの高さの被告人の指

先を床面から５８ｃｍの高さのＡのスカートの丈（下端）の所まで下ろさなければなら

ない。 

〔２〕被告人がスカートをたぐり上げる…被告人が立った姿勢はそのままで、６７ｃｍ

以上の高さの被告人の指先で、Ａのスカートをたぐり上げて、スカートの下端を６７ｃ

ｍ以上にしなければならない。 

 原判決は、「〈３〉．女性の左肩側が被告人の体の中央付近で接着し、二人の体の正

面が接着しない形においても、（「写真３（Ｅ）（Ｆ）の位置関係」）女性はやや斜め

となっているし、満員電車の中で、被告人の正面に女性の体が左肩から押し付けられて



いるとも考えられるから、女性の下腹部と被告人の下ろした左手はそれほどは離れてい

ない」と述べているが、「被告人の左手」がＡのスカート内に入るには、この９ｃｍの

高低差を克服しなければならないのである。 

（５）「上体を９ｃｍ以上下げる」可能性事実 

ア．原判決は、この９ｃｍ以上の高低差の克服のために、被告人が「〔１〕上体を９ｃ

ｍ下げる」行為を、 

「 しかしながら、女性の原審供述によれば、 

〈１〉．電車の揺れもあって、被告人の細かな動きはよく分からない、というのであり、

被告人の動きが全くなかった、とまでいうのではない。 

〈２〉．目立たない程度に脚を曲げ、肩を下げ、体を前後左右に傾けるなどするほか、

両脚を少し広げることで、床面から指先までの高さを数センチメートル以上縮め、実質

的に腕を長く伸ばしたのと同様の効果を上げることが可能であると考えられる」 

 として可能な行為であると認定した。 

イ．この点について、Ａは、 

「黄川田弁護人 被告人がモソモソ、モソモソと何か動いているような感じはしません

でしたか。 

 Ａ 電車の揺れもあったので、細かい動きはというのはよく分かりません。 

電車の揺れ以外に被告人が若干、腰をかがめるような状態とか、あなたからちょっと離

れて、あなたの顔をのぞき込むような姿勢を取ったりすることはありませんでしたか。 

 Ａ 腰をかがめることはなかったです。顔をのぞき込むこともなかったです。」 

（Ａ調書５頁） 

 と証言している。 

 この証言で、Ａは、原判決のいうように、「電車の揺れもあって、被告人の細かな動

きはよく分からない」と証言しているが、「腰をかがめることはなかった」とも証言し

ている。 

 原判決は、Ａのこの証言に矛盾しない範囲内で、被告人が腰をかがめるのではなく、

「目立たない程度に脚を曲げ、肩を下げ、体を前後左右に傾けるなどするほか、両脚を

少し広げることで、床面から指先までの高さを数センチメートル以上縮め、実質的に腕

を長く伸ばしたのと同様の効果を上げることが可能であると考えられる」として、被告

人が痴漢第三行為をするための可能性事実を認定したのである。 

 すなわち原判決は、結局は、この可能性事実から、被告人は、「腰をかがめる」ので

はなく、Ａから判らないように「脚を曲げたり肩を下げたりし」「体を前後左右に傾け



たり、両足を少し広げたりして」上体を下げ、被告人は、この９ｃｍの高度差を克服し

て、左手をスカートの下端に届かせてスカートの中に手を入れて、痴漢第三行為をした

との事実認定をしたものである。 

ウ．しかしながら、Ａは、右太ももに触られたとき、「被告人の姿勢はかがんでいると

言うふうには見えませんでした」（Ａ調書（２）１７頁）「電車が混んで、肩を動かす

というのは大きくはできないが、微量なら動く範囲でした」（同（２）４３頁）と明確

に証言している。 

 このＡ証言からは、肩をごく微量に下げることはできるかもしれないが、９ｃｍも大

きく下げることは、電車の混み具合からしても不可能であることが判明する。 

 そして、Ａは、痴漢第三行為をされたときに、被告人が「脚を曲げたり」「体を前後

左右に傾けたり」「両足を少し広げたり」して、９ｃｍも上体を下げたとの証言は全く

してはいないのであり、このすぐ側に居たというＡに悟られることなく、被告人が上体

を９ｃｍも下げることなどは到底不可能である。 

 要するに、原判決が想定した「可能性事実」とは、このＡ証言に反しているのであり、

到底、認定できない事実なのである。 

 すなわち、原判決が認定した可能性事実とは、 

〔１〕Ａ証言には全く存在しない事実、であるとともに、 

〔２〕Ａ証言に反する事実、でもあるわけである。 

 このように、Ａ証言中にも存在せず、かつ、Ａ証言にも反している可能性事実を認定

し、この可能性事実を前提として痴漢第三行為を認定した原判決が著しく正義に反する

事実誤認を犯していることは明らかである。 

 そもそも、「被告人は腰をかがめていない」「被告人の細かな動きは判らない」と明

確に供述しているＡ証言の間隙を縫って、Ａ証言には存在していない可能性事実を想定

し、その可能性事実を前提として犯罪事実を認定する、というような原判決の誠に荒唐

無稽な事実認定方法は、Ａ証言にもよることなく、また、何らの証拠にもよらずに、裁

判官が主観的に勝手に想定した可能性事実によって事実を認定する手法に他ならず、証

拠裁判主義（刑訴法３１７条）に明白に違反する誤った事実認定と言わなければならな

い。 

（６）「スカートをたくし上げる」可能性事実 

ア．原判決５頁２行目以下は、 

「〈４〉．また、女性は体の右側にやや大きめのかばんを持っていたのであるから、女

性の右太ももの外側に若干の余裕があったと考えられ、被告人がスカートの裾をたくし



上げるなどして、大きく肩を落とさず、かがんだり、左手を目一杯伸ばした体勢を取ら

ないまま）、女性の右太ももの外側から前側の部分に触ることは十分に可能である。 

〈５〉．同様の理由から、被告人が大きくその体勢を変えないで、下着の右脇から指を

入れて女性の陰部を触ることも可能であると認められる」と説示し、原判決は、「被告

人がスカートの裾をたくし上げた」可能性事実を想定して事実認定をしている。 

 たしかに、被告人が立ったまま上体を下げないで左手が届いたスカートをたくし上げ

れば、スカートの下端は９ｃｍ以上も上に上がり、被告人がスカートの中に手を入れる

ことが可能になる。 

 原判決は、この「スカートをたくし上げる」という行為が可能な可能性事実があるの

で、この可能性事実に依拠して、痴漢第三行為が認定できるとして、犯罪事実を認定し

てものである。 

イ．しかし重要なことは、Ａ証言中には、この被告人がＡの「スカートをたくし上げる」

という行為に関する証言は全く存在しないないということである。 

 そもそもＡ証言には、「スカートの中に被告人の手を入れられて」「右太ももを触ら

れた（Ｅ行為）」「パンティの脇から手を入れられて陰部に触られた（Ｆ行為）」「パ

ンティの上から手を入れられて陰部に触られた（Ｇ行為）」との、痴漢第三行為の結果

についての証言しかなく、（被告人が）どのようにして「スカートの中に手を入れた」

かについての過程の証言が全くないのである。 

 すなわちＡ証言によれば、被告人の手がいきなり「スカートの中に入り」痴漢行為を

されかの如くである。 

 これは、Ａ証言が現実の実体験に基づく証言ではなく、単にＡが想定しただけの架空

の痴漢行為についての証言だからである。 

ウ．このＡが、実体験ではない痴漢行為を想定して証言しているだけであることがよく

分かる証言部分がある。 

 すなわち、黄川田弁護人による「パンティの右の脚の所から手を入れられたのは、ど

のようにして入れられたのか」との質問に対し、Ａは「その下着の脇から滑り込んだよ

うな感じで下に下がってきました。」（Ａ調書（２）２頁）と答えた後に、 

「黄川田弁護人 指先を下に向けて滑り込まされたのか、指先を上に向けて滑り込まさ

れたのか。 

 Ａ 指は下に向けてです。 

… 

被告人があなたの左側に立っているときに、あなたから多分、遠い位置にあると思うん



だけど、そのときに。 

 Ａ すみません、間違えました、指先だけを曲げて、上に向けた状態という意味です。」

（Ａ調書（２）３頁） 

 と、急遽、訂正して答え直している。 

 これは、「パンティの脇から手を入れられて陰部に触られた（Ｆ行為）」時に、被告

人の手がどのようにパンティの右の脚の所から滑り込んだかを聞かれて、よく考えない

ままに、「指は下に向けてです。」と答えたものの、その場面をよくよく想定して考え

ると、「指を下に向けた」ままでは、パンティの右の脚の所からうまく手が入らないこ

とが判ったので、その場面を良く考えて、「指先だけを曲げて、上に向けた状態」を想

定して答え直したものである。 

 この位置関係で、指先がどうなるかは、誰にでも頭の中では、一応、想定できること

ではあるが、Ａの実体験ではなかったので、思わず「指は下に向けて」と答えたものの、

その後Ａは、慌てて誰にでもできる想定により答え直したことがこの証言により実によ

く分かる。 

 このように、痴漢第三行為は、Ａの実体験ではなく、Ａが単なる想定で証言している

ために、痴漢行為をされたとしか証言できず、どのようにして「被告人の手がスカート

の中に入ってきた」のかについての過程の証言ができないのである。 

エ．以上のように、原判決は、Ａの証言にも、また、他の証拠にも存在していない「ス

カートをまくり上げる行為」という可能性事実を主観的に想定して「認定し」、これに

より痴漢第三行為の犯罪事実を認定したものである。 

 これは明白に証拠裁判主義（刑訴法３１７条）に反していると共に、著しく正義に反

する事実誤認を犯したものである。 

（７）証拠に存在しない可能性事実の認定で犯罪事実を認定することはできない 

 以上より、原判決は、痴漢第三行為を行うための前提である２つの論理的必然的事実

を、Ａ証言や他の何らの証拠にもよることなく、単なる裁判官の主観的想像で「可能性

事実」として認定し、被告人に犯行が可能であった位置関係・体勢の客観的状況を可能

性事実としてしか認定しないままに、この客観的状況の可能性事実から、被告人が本件

起訴にかかる痴漢第三行為を犯したとのＡ証言は信用できるとして本件犯罪事実を認

定している。 

 しかし，犯罪事実の立証証拠がＡ証言しかない本件では、被告人にとつて客観的に犯

行が可能な状況かどうかは、犯罪の成否に関わる重要な事実であると共に、Ａ証言の信

用性の前提事実でもある。 



 すなわち客観的状況の上で、被告人にとって犯行が不可能であれば、Ａ証言の信用性

は全くないことになる。 

 客観的状況上、被告人に犯行が可能であるとの事実が認められて初めて、Ａ証言の信

用性の有無・程度が問題になる筈である。 

 そして、ＤＮＡ鑑定や繊維鑑定の客観的証拠の裏付けもなしに、痴漢事件の特質上、

また、供述証拠の特質上、被害者（Ａ）証言のみで犯罪事実を認定できないことは、既

に繰り返し詳述したところである。 

 この被告人とＡの位置関係・体勢の客観的状況は、被告人に犯行が可能であったかど

うかを認定するための、まさに犯罪の成否を左右する重要な事実であり、やはり、証拠

によって認定されなければならない。 

 しかるに原判決は、この被告人とＡの位置関係・体勢の客観的状況を、Ａ証言や他の

何らの証拠によっても認定できないのに、また、単に主観的な想像上の可能性事実とし

てしか認定できないのに、あえて証拠裁判主義（刑訴法３１７条）に違反して事実認定

を誤り、著しく正義に反する事実誤認を犯したものである。 

３．再現状況実況見分調書（１審甲１９）の欺瞞性 

（１）原判決のした説示 

 原判決５頁は、「検察官が女性を立会人として行った被害の再現状況実況見分調書（原

審甲１９）によれば、女性と被告人のそれぞれの左半身前側が接着して互いに正面を向

かい合う形となった二人の位置関係を前提にしても，被告人の左腕をさほど曲げずに下

着の上部から手を入れて女性の陰部を触ることは可能であると認められる（なお、女性

は太ももを触られた際にスカートや犯人の腕を確認した、と供述しているが、下着に手

を入れられていた間にスカートを確認した、と供述していないから、女性のスカートの

めくれ具合が大きいとしても、それを見ていない女性がそのことを供述しないことは当

然といえる。）。」 

「所論は、この被害の再現状況は、女性の原審供述による説明の場合と比べて犯人の足

や右腰の位置を犯人がよりわいせつな行為をしやすいように変えられている、という。

しかしながら、それぞれにおいて撮影された写真を比較してみても、両者に格別相違が

あるとは認められない。この被害の再現が、恣意的であるとか、信用性に劣るとかとは

いえない。」と説示している。 

（２）Ｆ～Ｇ行為は一連の行為で、犯人の左肘は後ろに突き出されて邪魔になる 

 まず、原判決５頁が、「被害の再現状況実況見分調書（原審甲１９）によれば、女性

と被告人のそれぞれの左半身前側が接着して互いに正面を向かい合う形となった二人



の位置関係を前提にしても、被告人の左腕をさほど曲げずに下着の上部から手を入れて

女性の陰部を触ることは可能であると認められる」としている点であるが、この場面と、

それについて説明されて写されている写真は、甲１９の写真１５、１６、１７、１８で

ある。  

 このうち、写真１５、１６、１８は、被告人役がＡの陰部付近に左手を置いている格

好であり、被告人役の左手肘は、さほど曲がってはいない。 

 しかし、写真１７は、「下着の上部から指を入れたときの状況」と説明された状況で

あり、被告人役の左手肘は、若干ではあるが、明らかに折れ曲がっている。 

 この再現実験は検察官が実施しているのであるから、なるべく不自然に見せないよう

な格好を作って再現している筈であるが、Ａのパンティの上から左手を入れようとする

と、どうしても左手の肘が折れ曲がってしまうことを如実に証明している。 

 ましてや、このＧ行為の動作は、その前の「パンティの右脇から左手を入れて陰部を

触った」（Ｆ行為）に引き続いての行為であり、パンティの右脇から左手を抜いて、更

に、パンティの上側から左手を差入れるという大きな動きを伴った複雑な行為である。 

 すなわち、Ｆ～Ｇ行為は、 

（Ｆ）太ももを触られた後、下着のわきの部分から手を入れて陰部に触られた、 

（Ｇ）その手をわきから抜いて、パンティの上から、又、入れ直して、陰部の割れ目の

部分を、こするように触られた 

 との一連の行為である。 

 このような一連の複雑な行為として考えた場合、写真１７よりも左手の肘がより折れ

曲がり、混雑した電車内では、周囲の乗客に当たって邪魔になり、甚だ不自然な行為に

なることは見易い道理である。 

（３）「行為の過程」の欠落が意味するもの 

 甲１９の写真１３は、「下着の右脇部分から指を入れたときの状況」（Ｆ行為時）と

説明され、写真１６は「下着の上部から指を入れたときのスカートの状況」（Ｇ行為時）

と説明されている。 

 この写真１３、１６は、ともにスカートはめくれあがり、Ａから視認可能となってい

る。 

 そして、写真１３から写真１６の行為は、Ｆ～Ｇ行為の一連の行為であり、当然に、

パンティの右脇から左手を抜き、更に、パンティの上から左手を入れるという大きな動

作を伴う行為である。 

 しかるにＡの証言には、この左手を入れ替えるという大きな動作についての証言が何



も存在しないばかりか、スカートも写真１３．１６のようにめくれあがり、しかも動く

のに、この状況についての証言が全くない。 

 このように、Ｆ～Ｇ行為の痴漢行為には具体性、迫真性が全然なく、過程が抜け落ち

ており、突然にこのような痴漢行為をされたかのごとき印象を受けるのは、既に述べた

ように、これはＡの現実の体験ではなく、単に想定で証言しているに過ぎない強い疑い

が存在するからである。 

（４）甲１９の写真１１の欺瞞性 

ア．弁護人が、「女性の原審供述による説明の場合と比べて犯人の足や右腰の位置を犯

人がよりわいせつな行為をしやすいように変えられている」というのは、甲１９の写真

１１である。 

 写真１１は、「太ももを触ったときの状況」と説明されている。 

 写真１１は、「スカートの中に手を入れられて右太ももに触られた」（Ｅ行為）時の

状況を再現したとされているときの写真である。 

 Ａ証言によれば、Ｅ行為時の犯人（＝被告人）とＡのＥ行為時の位置関係・体勢は、

前述の「写真３（Ｅ）（Ｆ）の位置関係」すなわち、Ａ調書（１）添付の写真３（これ

を「添付写真３」という）の位置関係である。 

 なお、「右の太ももの横の方から前の方に掛けて触られているような感じ」（Ａ調書

（２）４３頁）とあり、甲１９写真１１に「太ももを触ったときの状況」として、被告

人役がＡの右太もも外側を触っている写真が写っているので、Ａは、右太もも外側を触

られたと証言しているものである。 

イ．この添付写真３の「立ち位置」関係と同一の甲１９の写真は、写真７、８である。 

 この３枚の写真には、Ａ本人が写っており、Ａの体格は実物の通りである。 

 写真７、８の被告人役の女性検事の身長（靴を履いた状態）を被告人が靴を履いたと

きの身長の１６８ｃｍに合わせて写真を撮っており、また、甲１０の写真でも判るとお

り、被告人の体格は男性として大きい方ではなく、写真７、８及び、添付の写真３被告

人役の女性検事の体格と大きくは変わらない。 

 この写真７、８と添付写真３のＡと被告人役の立ち位置関係では、被告人役の左手が

Ａの右太もも外側に届くのには、被告人役が体勢をかなり左に傾けて左手を伸ばさなけ

ればならない。 

 ましてや、被告人役が左手をＡの穿いている９ｃｍ下のスカートの右側下端に届くに

は、再現ＤＶＤ（原審弁１）の再現実験１の通り、被告人は、身体を大きく左側に曲げ

たりしゃがんだりすることなしには不可能であることが、この３枚の写真から判明する。 



ウ．しかるにＡは、右太ももに触られたとき、「被告人の姿勢はかがんでいると言うふ

うには見えませんでした」（Ａ調書（２）１７頁）「電車が込んで、肩を動かすという

のは大きくはできないが、微量なら動く範囲でした」（同（２）４３頁）と証言してい

る。 

 被告人が、この３枚の写真の「立ち位置」関係にあったときに、Ａが被告人がかがん

でいるとか、左側に傾いて左手を伸ばしている姿勢を全く見ていないということは、具

体的には、被告人が左手でＡの右太ももを触った痴漢行為（Ｅ行為）はなかったという

ことを意味しており、この３枚の写真とＡ証言が、被告人がＥ行為をしていないことを

具体的に証明している関係にある。 

エ．更に、この３枚の写真を見れば判明するが、Ａの右前、被告人役の左側が空いてい

るが、実際に本件電車の乗車時には、この空間に乗客が接着していたものである。この

ことは「実況見分調書」（１審甲７）添付の「現場見取り図１」からも明らかである。 

 そうすると、実際の電車内では、被告人は、このＡの右前、被告人の左側にいた乗客

の体に遮られて、被告人の左手を伸ばしてＡの右太ももを触ることは不可能である。 

 無理にその乗客とＡの体の間を被告人が左手を押し通そうとすれば、Ａは勿論、その

乗客に気付かれてしまい、実際上は不可能である。また、そこまで無理して左手を伸ば

して右太ももを触らなくても、右手で、Ａの左太ももや左臀部を触る方が遙かに容易で

あり、痴漢の態様としても自然である。 

 このように、実際の混雑した電車内では、被告人が左手を伸ばしてＡの右太ももに触

ることは、間にいる他の乗客に遮られて、客観的に不可能である。 

 また、そのように他人に気付かれやすく、右手で右側を触る方がより容易であるのに、

わざわざより困難な態様の痴漢行為をする必要がそもそも考えられず、通常の痴漢犯人

の心理としても誠に不自然・不合理である。 

オ．ところが、甲１９の写真１１では、被告人役が直立したままで、Ａの右太もも外側

を触っている写真が写っている。 

 しかし、この写真１１は写真７、８及び添付写真３とは、Ａと被告人役との「立ち位

置」関係が全く異なり、直立したまままでも、被告人役の左手が、Ａの右太ももに左手

が触れるような位置関係に立って撮影した欺瞞的な写真である。 

 写真８は、足先がはっきり写っていなくてよく判らないが、写真７及び添付写真３で

は、Ａの左靴先の外側が被告人役の左靴先の外側に位置している。 

 そして、Ａの左半身が右側に開いて、被告人役の前面のほぼ真ん中当たりに、カタカ

ナの「ト」の字型に接着している。 



 しかし、写真１１では、両者の靴先ははっきり写っては居ないが、写真から、Ａの左

靴先内側に、被告人役の左靴先が入っており、Ａの右半身は「ト」の字型に開いてはお

らず、Ａの左半身と被告人役の左半身は接着して正対している。 

 このように、写真１１は写真７、８及び添付写真３とはＡと被告人役の立ち位置関

係・体勢がそもそも違っている。 

 従って、写真７、８及び添付写真３では、被告人役が直立したままでは、その左手が

Ａの右太もも外側には届くのが不可能なように写っているが、写真１１では被告人役が

直立したままで左手がＡの右太もも外側に触わっている写真が写せたのである。 

カ．以上のように、甲１９の写真１９は全くの欺瞞的な写真であり、明らかに「女性の

原審供述による説明の場合と比べて犯人の足や右腰の位置を犯人がよりわいせつな行

為をしやすいように変えられている」事実が明らかである。 

 しかるに、原判決は、「それぞれにおいて撮影された写真を比較してみても、両者に

格別相違があるとは認められない。この被害の再現が、恣意的であるとか、信用性に劣

るとかとはいえない」と断定して、写真１１の信用性を認め、Ａ証言にある痴漢Ｅ行為

にある「合理的疑問」を否定し、本件犯罪行為を認定して、著しく正義に反する事実誤

認を犯したものである。 

４．「アナザー・ストーリー」成立の可能性 

 本件で、仮にＡが何らかの痴漢被害に遭っていたとした場合、そのときに「疑われる

べき人物」は、「Ａの右側に居た男女不明の人物」と見るべきである。 

（１）Ａの証言内容 

 Ａは、被告人が痴漢犯人であると考える理由として、一審で以下のように証言してい

る。 

証言調書（１）２５頁～２６頁 

「検察官 

なぜ、被告人だと言えるんですか。 

 その太ももを触って、わきから手を入れて、最終的に下着の上から手を入れたんです

けど、それが体の脚の部分を触り続けた状態で、その入れ直したりしていたので、同じ

人だと言えます。 

あなたと被告人の周りには、被告人以外にも男の人はいますか。 

 はい。 

被告人以外の男の人があなたの体を触ったということはないんですか。 

 ないです。 



なぜ、ないと言えるんですか。 

 私の左側はスーツ姿の人が背を向けて立っていて、後ろは女子高生が立っていて、右

は男女不明なんですけど、やっぱり横から手が入ってくるような感覚ではなかったし、

後ろは女子高生だったので、やっぱり正面から来ているおじさんだと思いました。 」 

 すなわち、Ａは、「消去法」に従って犯人は被告人として特定しているわけであるが、

「男女不明の人物」が右側にいたこと自体は認めている。「それが横から手が入ってく

る感覚ではなかった」として、「痴漢犯人候補者」の中から排除していることが判明す

る。 

（２）しかし、最もやり易いのは「右側」の「男女不明」の人物 

 繰り返しになるが、Ａが証言する別表記載の痴漢第三行為とは、成城学園前駅（７時

５６分発）～下北沢駅（８時０３分着）の走行中の電車内で、 

（Ｅ）スカートの中に手を入れられて、右太ももに触られた（調書（１）２１頁） 

（Ｆ）太ももを触られた後、下着のわきの部分から手を入れて陰部に触られた（同２４

頁） 

（Ｇ）その手をわきから抜いて、上から又入れ直して、陰部の割れ目の部分を、こする

ように触られた（同２５頁） 

 と、いうものであった。 

 ところで、（Ｅ）（Ｆ）（Ｇ）の３つの行為のいずれについても、これを最も現に実

践し易いのは、「女子高生」の右側にいた「男女不明」の人物であることに注意を払う

必要がある。 

ア．先ず、（Ｅ）行為（スカートの中に手を入れられて、右太ももに触られた行為）に

ついて考えてみる。 

 この行為が最もやり易いのは、甲７号証の現場見取図１（書面末尾添付の別紙３）に

記載されている、「被害者」の右横、「被疑者」の斜め向いに居る「乗客」と記載され

た乗客である。この「乗客」が、Ａが調書（１）２６頁で述べる「右は（右側にいた人

物は）」と述べていた人物である。 

 このＡの「右側」にいた「乗客」が「女子高生」の右太ももに右手で触ることが容易

であることについては多言を要しない。また、背中合わせになっていたとしても、この

人物がＡに触ることは可能である。 

 他方で、調書（１）添付写真３の位置に所在した被告人が、Ａの「右太もも」に触る

ことは、ほぼ不可能であることは既に繰り返し述べたとおりである。 

イ．次に、痴漢行為（Ｆ）「太ももを触られた後、下着のわきの部分から手を入れて陰



部に触られた行為」について考えてみる。 

 別紙３の一審甲７号証「現場見取図１」記載のＡの右側にいた「乗客」は、その右手

で、Ａの下着の右脇の透き間から指を入れてＡの陰部に触ることは可能である。この場

合も、前記位置関係にいた被告人よりも、そのことがやり易いこと自体は疑う余地がな

い。 

 ただ、調書（２）４４頁で、裁判官の補充尋問に答え、Ａが以下のように答えている

関係が問題となり得る。 

「裁判官 

それから、下着の右下から手を入れられたとき、このときは、手の甲の部分が体に当た

ったんですか。それは感触が分かりますか。 

 その下着のわきから入ったときですか。 

ええ、そのとき。 

 そうです。手の甲、指の甲ですね。 」 

 というように、Ａが「手の甲」が当たったと供述している関係を、どのように理解す

べきかである。 

 しかしながら、裁判官が、被告人が犯人かどうかを疑っていることとの関係から、「手

の甲」かどうかを確かめる気持ち自体は理解できるとしても、このときのＡの証言は、

単に「便乗的」な、単に裁判官の問いかけの意味を肯定するだけの意味しか持たない可

能性が強く、必ずしも前記証言を重視すべきものとは考えられない。 

 被告人が、調書（１）の写真３の位置から、手を伸ばしてＡの右太ももに触る場合、

手の甲が当たる可能性はあるけれども、その場合には距離的にもはるかに遠く、動作に

も多くの困難を伴うのである。 

 Ａの右側の「乗客」が、右手で、Ａの脇から手を入れる場合でも、「手の甲」が当た

ることもあり得るわけであるから、このことも「Ａの右側に居た乗客」が、痴漢行為（Ｆ）

を行った可能性を十分に肯定することができる。 

ウ．次に、痴漢行為（Ｇ）「その手をわきから抜いて、上から又入れ直して、陰部の割

れ目の部分を、こするように触られた行為」について考えてみる。 

 この場合も、この行為を一番実行し易いのは、Ａの「右側にいた乗客」であることに

変わりがない。 

 こうして、仔細に検討してみると、消去法により被告人が犯人ではないかとのＡのし

た推定は、Ａの右側に居た「男女不明の人物」であると考えても、むしろより合理的に

成り立つことが判明するに至るのである。 



エ．また、Ａ証言の成り立ちについても、捜査機関としては、Ａが被告人を犯人だとし

て連れて来ている以上、できるだけその者が犯人である可能性を追及するのもごく自然

のならいであって、その他の人物については自ずから捜査の関心から消え去ることが多

いのである。 

 また、現実に被告人を犯人として起訴した以上、被告人が犯人であると裁判所が認定

するにつき妨げになるような証拠は、できるだけ曖昧になるように配慮される場合も当

然にあるわけである。 

 弁護人は、本件における「男女不明」の人物とは、そのような捜査当局の潜在的な意

図から、殊更に「男女不明」とされた気配を感じないわけにはいかない。 

オ．再現実験４の結果（原審弁１のＤＶＤ） 

 Ａは、一審甲７（実況見分調書）作成の立ち会いの際、「私の右側には男性か女性か

分かりませんが、二人の人が重なって立っていました」と説明している。 

 そして、原審再現実験４の結果、甲７添付の現場見取図１のＡの「右前」「右横」（「男

女不明の人物」とされている）に居た人物については、いずれも痴漢行為は可能である

ことが判明している。 

 これらのＡの「右前」「右横」に居た人物は、距離的にも、またＡとの位置関係から

しても、被告人と比較すると、Ａが述べる痴漢行為をはるかにやり易い位置に居たこと

が明らかに認められるのである。 

（３）誤認の可能性はあり、カバンは邪魔にならない。 

 以上から、Ａの「右前」「右横」の人物が、被告人よりは、はるかに、痴漢行為をや

り易い位置にいたものであり、それらの人物により痴漢行為がなされた可能性を否定す

ることはできない。 

 従って、原判決が「女性が被告人を犯人と誤認したという所論の前提には、何ら裏付

けとなる証拠がない。むしろ女性の原審供述からは、そのような誤認の可能性はないと

認められる。」（ｐ６）とは断じる事はできず、これは、事実誤認である。 

 また、原判決は、この点に関し「所論は、女性の右側にいた人物がわいせつな行為を

した可能性がある、というが、前記のように、女性は体の右側にやや太き目のかばんを

持っていたのであるから、かばんが邪魔となって右側からわいせつな行為を試みること

は容易でない。そのような可能性はないといえる」（ｐ６）と断じている。 

 しかし、「本件状況を明らかにするため」として、「被害者撮影報告書」（１審甲５）

の写真１，２，３に写っている、Ａがカバンを右肩に掛けている写真では、「右横」「右

前」の人物が痴漢行為をするのに「容易ではない」といえるような格好ではなく、むし



ろ、このカバンが他の乗客の視線を遮って、いわゆる「幕」になって、かえって、「右

横」また犯人「右前」の人物が痴漢行為をし易い格好になっている。 

 従って、この点でも、原判決は事実誤認をしている。 

５．Ａの供述は、不自然・不合理な変遷を遂げており、「合理的疑問」がある 

（１）弁護人が、控訴趣意書で指摘したＡの供述の変遷は次の三点である 

〔１〕成城学園前駅以前に、痴漢中の犯人の左手を見たか否か 

 Ａは、員面調書（１審弁７）では、「向ヶ丘遊園駅を過ぎた辺りで、犯人が左手で私

の陰部を触っているのが見えました」と供述していたのに、公判証言では「読売ランド

から成城学園前までで、被告人の手を確認したことはない」（Ａ調書（２）２０頁）と

供述が変遷している。 

〔２〕成城学園前駅で再び乗車するときに、被告人に気が付いていたか否か 

 Ａは、員面調書（１審弁７）では、成城学園前駅では「犯人と離れたから大丈夫だと

思い、また、同じドアから乗り込んだが、電車に乗り込むと、先ほどと同じ場所に、再

び犯人と向き合う形になってしまった」と、電車に再乗車する前には犯人に気がついて

いなかったと供述していたが、公判証言では「そのドアに乗る直前に気付きました」（Ａ

調書（１）２０頁）と、電車に再乗車する以前に犯人に気がついたと供述を変遷させて

いる。 

〔３〕痴漢第三行為のＥ行為時における犯人確認方法の詳細化 

 Ａは、痴漢第三行為のＥ行為時に、員面調書（１審弁７）では、単に、「犯人が左腕

を動かしたのを確認」としか供述していなかったが、公判証言では、「その太ももを触

っている腕を見て、最初にスカートが変に持ち上がっている部分を確認して、その後

徐々に目線を上げていくと、そのおじさんの肩に目線が行きました」、「一番最初にそ

のスカートの裾の部分を見て、ひじの辺りに上がっていて、肩を見て、その人の顔を見

ました」（Ａ調書（１）２２頁）と、「スカートの部分」「腕」「ひじ」「肩」「顔」

と「スカートの部分」から「顔」まで部分をつなげて、しかも見た範囲が拡大しており、

犯人確認方法が極めて具体化・詳細化する形で変遷を遂げている。 

（２）原判決は、上記〔１〕の「成城学園前駅以前に、痴漢中の犯人の左手を見たか否

か」のＡの供述の変遷について、７～８頁で、 

〈１〉．「なるほど、女性の捜査段階における警察官調書と原審供述を比較すると、電

車が成城学園前に到着する前に女性が犯人の左手を見たか否かで相違がある。 

 しかしながら、被告人の左手を目で確認した時期が異なるだけであって、女性が、電

車の中で女性の体を触っている被告人の左手を確認したという大枠では一貫している。」 



〈２〉．「また、女性は、原審において、成城学園前に到着する前の出来事として、正

面から手が伸びているとの感覚があり、下着の中に手を入れたのは、正面にいた被告人

だと思った、目ではなく体で確認したといえる、と供述している。女性の供述内容の変

化は実質的には小さいといえる。」 

〈３〉．「そして、その変化は、女性が、捜査官から、女性の体を触った犯人が被告人

であると断定することができる根拠について慎重に記憶を確かめられ、それに応じて記

憶を呼び起こし、その内容を変えたことによるものと推測することができる。 

 女性の供述内容が不自然に変遷しているとはいえない。」 

 と判示している。 

 しかしながら、成城学園駅前以前の痴漢行為時（Ｄ行為時）に、Ａは、明らかに「犯

人が左手で私の陰部を触っているのが見えました」と供述していた。それが、「目では

なく体で確認した」との供述への変遷は、初期供述が「目で見た」という内容であった

のが、その後に「目では見てはいない」と言う内容への変遷であって、初期供述では、

なぜ、「目で見た」と供述したのか、その理由が解明されない限り、この供述の変遷は

合理的な変遷と解することはできない。 

 ましてや、初期供述が「目で見た」であったものが、「慎重に記憶を確かめられ、そ

れに応じて記憶を呼び起こし」たら、「目で見た」のではなく「体で感じた」と体験が

希薄化していく方向で供述が変遷していくことが自然であると言うことは絶対にでき

ない筈である。 

 既に述べたように、Ｄ行為の体験そのものの存在が疑わしいからこそ、「目で見た」

と言う内容から「目で見てない」「体で感じた」と言う内容へ体験が希薄化する方向で

の供述の変遷があったと理解することができる。 

（３）上記〔２〕の「成城学園前駅で再乗車するときに、被告人に気が付いていたか否

か」の変遷について、原判決は何も説示してはいない。 

 既に述べたように、成城学園前駅で、再乗車するときに、Ａが再乗車の前か後かのい

ずれで被告人の存在に気がついたかは、成城学園前駅以前の痴漢第一行為、第二行為の

存否そのものにも関わる重要な事実であり、従って、Ａ供述のこの点に関する変遷の態

様が不自然・不合理であり、「合理的疑問」があることは明らかである。 

（４）上記〔３〕の「痴漢第三行為のＥ行為時の犯人確認方法の詳細化」について、原

判決８頁は、「さらに、女性の警察官調書に、成城学園前以降において犯人を特定する

具体的な供述の記載がない訳ではない。そこには、女性が成城学園前を過ぎて男が左腕

を動かしたのを確認すると同時に体を触られ、男が犯人だと分かり、男のネクタイをつ



かんだとの記載がある。女性の供述内容が詳しくなったのは、その点を細かく聞かれた

からと考えることもできる。いずれにしろ、不自然な変遷があるとは認められない。」

と説示している。 

 しかしながら、弁護人が控訴趣意書で指摘しているのは、Ａの成城学園前駅以前の犯

人確認方法と成城学園前駅以後の犯人確認方法の変遷ではなく、「Ｅ行為時」の員面調

書と公判証言との犯人確認方法についての供述の変遷である。 

 すなわち、員面調書では単に、「犯人が左腕を動かしたのを確認」としか供述してい

なかったのが、公判証言では，「スカートの部分」「腕」「ひじ」「肩」「顔」と「ス

カートの部分」から「顔」まで部分をつなげて、しかも見た範囲が拡大し、犯人確認方

法が詳細化している。 

 このことは、繊維鑑定の結果、捜査機関の期待に反して、被告人の手指からＡのパン

ティの構成繊維の付着が見られなかったために、被告人の犯人性を証明する証拠がない

ことが判明した関係上、捜査機関により、Ａ証言によって、犯人特定方法を詳細化・具

体化する必要性が生じたために、その旨の捜査側の意図のもとになされたものであるこ

とは、既に弁護人が原審の段階で控訴趣意書で述べているとおりである。  

第五章 刑の量定が著しく正義に反する旨の主張（刑訴法４１１条二号） 

１．被告人は、現在６２歳の老齢である。 

 被告人は、これまでに同種前歴等は勿論のこと、およそ前科・前歴等は一切存在しな

い生真面目な教員として人生であった。このような被告人に対し、万に一つ有罪と言う

ことがあり得るとしても、第一、二審が被告人をいきなり実刑に処する理由は、到底、

理解することができない。 

 案ずるに、第一、二審はＡの表面的な証言を盲信し、検察官の不当な求刑に引きずら

れる余り、被告人に前記重刑を言い渡したものとしか考えられない。 

２．求刑並びに量刑の不当 

 のみならず、本件の被告人に対する求刑（懲役２年６月）と判決（懲役１年１０ケ月）

が事案に照らして著しく不当であることは、過去の同種・同類の電車内痴漢事件に関す

る裁判例を垣間見ることによっても尚一層明確になる。 

 すなわち、後記〔１〕の判決は、「『パンティーの内側に手を差入れた上』、その『陰

部に指を挿入』して弄んだ」事例であるが、求刑が懲役２年、判決が懲役１年６月、３

年間の執行猶予付きである。 

 後記〔２〕の判決は、電車内ではなく、路上における事案であるが、やはり「『右手

をパンティーの中に差し入れ』『陰部を触る』」事例である。陰部に端的に指を挿入し



た事案かどうかは定かではないが、少なくとも手をパンティーの中に差し入れた事案で

ある。にもかかわらず、執行猶予付きの判決となっている。 

 後記〔３〕の判決は、「『パンティーの中に手を差し入れ』た」実刑事案である。し

かも認定事実によれば、過去４回も同様の被害者に同様の犯行に及んでいることが認定

されており、この点が実刑判決を下した大きな要素の１つであると考えられ、本件とは、

量刑事情を全く異にしていると言える。 

 後記〔４〕の判決は、１審の無罪判決を覆して逆転有罪としたものであり、事案とし

てはパンティーの中に差し入れて陰部を触る事例であるが、名古屋高裁は執行猶予付き

の判決としている。 

 後記〔５〕の判決は、実刑判決を下しているが、これは、電車内において約１０分間

にわたって自己の勃起した陰部を触らせるという事案に対するものであり、本件とは事

案を異にし、事実であるとすれば極めて悪質な事案である。 

 後記〔６〕の判決は、以上の事案とは異なり、下着の上から同女の臀部や陰部を弄ん

だとの事案である。しかし、１週間ほどの間に同一の被害者が同一の犯人から４回の被

害を受けたとの事案であり、しかも、判決は被告人が教師であることをとらえて、「・・・

教職者としてあるまじき犯行であるのみならず」と量刑の理由を述べていることから、

量刑事情を異にすると評価できる。 

後記〔７〕の判決は、「パンティーの中に手を差し入れて陰部を弄」んだ事案であるに

もかかわらず、執行猶予付の判決を言い渡している。 

 後記〔８〕の判決は、１審の無罪判決を覆して逆転有罪としたものであるが、事案と

しては「パンティーの中に右手を差し入れて手指で肛門付近等を弄」んだ事案であるに

もかかわらず、東京高裁は執行猶予付の判決を言い渡している。 

 以上のとおりの、最近における過去の裁判例を概観することによって判明するのは、

「パンティーの中に手を差し入れて陰部を弄」んだと認められた事案についても、実刑

判決とするか執行猶予付き判決とするかは微妙であるということである。 

 原審判決が量刑不当であることは明白である。 

（参考とした裁判例：「痴漢冤罪の弁護」２００４年現代人文社出版参照） 

〔１〕浦和地裁平成１０年３月３０日（平成９年（わ）第１３４７号）（前掲書６１６

～６１９頁） 

求刑：２年 判決：懲役１年６月、３年の猶予 

〔２〕東京地裁平成１２年３月１３日（平成１１年刑（わ）第２１８５号）（前掲書５

４８～５６８頁） 



求刑：２年 判決：懲役２年 ４年の猶予 

〔３〕東京地裁平成１３年２月７日（平成１２年刑（わ）第１９８８号）（前掲書４５

４～４５９頁） 

求刑：２年 判決：懲役１年６月 

〔４〕名古屋高裁平成１４年７月２４日（平成１３年（う）第４４３号）（前掲書４０

０～４０５頁） 

求刑：１年（１審） 判決：懲役１年 ３年の猶予 

〔５〕東京地裁平成１３年１２月６日（平成１２年刑（わ）第４１１２号）（前掲書３

８５～３９８頁） 

求刑：１年６月 判決：懲役１年２月 

〔６〕千葉地裁平成１４年１月１５日（平成１２年（わ）第２４６９号）（前掲書３４

２～３５９頁） 

求刑：１年６月 判決：懲役１年 

〔７〕横浜地裁平成１４年３月１８日（平成１２年（わ）第５３０号）（前掲書３１８

～３２９頁） 

求刑：２年 判決：懲役１年６月 ３年の猶予 

〔８〕東京高裁平成１６年２月１９日（平成１５年（う）第１８８５号）（前掲書２５

３～２７０頁） 

求刑：２年（１審） 判決：懲役１年４月 ３年の猶予 

３．最高裁における刑訴法４１１条二号の適用事例 

 最高裁判所において、過去に量刑不当を理由として刑訴法第４１１条二号を適用して

原判決を破棄し、執行を猶予した事例として紹介されている（原田國男「量刑判断の実

際」４３頁以下、「執行猶予と実刑の選択」及び同書２９１頁以下参照のこと）。 

 それらと比較してみても、被告人については、原判決を破棄して執行猶予とすべき特

別の事情が存在すると言うべきである。 

４．貴裁判所に対する嘆願書の存在 

 被告人に関しては、勤務先の国立防衛医科大学校（目下、被告人は起訴休職中）の職

員を初めとして合計３９人の者からそれぞれ３９通の嘆願書が寄せられている（上告審

第１ないし第３９号証）。 

 被告人を知る者や職場の同僚関係で、被告人が本件のような痴漢行為を真実働いたと

信じている者は誰一人として存在してはいない。 

 被告人の人格と人柄を知る者の全ては、今回の事柄が全くの「濡れ衣」であると考え



ており、心から被告人を気の毒がっている。 

 控訴審判決の前までは、それまではニュースとして広く報道されては来なかったため

に、具体的な行動を差し控えていた人達や、何一つとして知らなかった人達が、控訴審

判決の報道に接して、相次いで嘆願書を寄せてきたのである。 

 このような嘆願書の存在は、被告人が本件痴漢行為を働くような人物ではないこと、

そして本件が全くの冤罪であることの端的な証拠である。 

第六章 おわりに 

…何卒、供述証拠よりも客観的証拠の方を重視して下さい… 

１．痴漢行為など考えることも出来ない人物でも犯人に仕立て上げられる 

「痴漢行為」など、およそ考えることすらできない人物でも「痴漢犯人」に仕立て上げ

られることがあり得る。 

 長年、ひたすら実直に国語教師を勤めてきた被告人は、今回、突然、被疑者・被告人

と呼ばれる立場になった。争い事を好まぬ地味な人生しか知らなかった被告人にとって、

それ以後の人生はまさに想像を絶するつらい日々となった。 

 電車内痴漢事件は、被告人のようにごく地道に生きてきた一市民が、突如として、「被

疑者・被告人」として一挙に世間から指弾される立場に陥ることになる。場合によれば、

刑務所に収容される恐るべき「現在の陥穽」ともなり得る。 

 それも、たった一人の女性が「痴漢された」と述べるだけのことによって…。 

 そしてまた、その供述が、警察・検察・裁判所当局によって、そのまま、まるまる１

００％信用されることによって…。 

２．客観的証拠の不在 

 本件では、被告人が痴漢犯人であることを裏付ける「客観的証拠」は何一つとして存

在してはいない。本件における唯一の客観的証拠とも言うべき繊維鑑定の結果には、被

告人の手指にＡ着用のスカートの構成繊維の付着は認められてはいない。この客観的事

実を重視する限り、被告人には「無実の推定」が働く筈である。 

 また、被告人は、本件直後、警察官から「ＤＮＡ鑑定をやれば、（痴漢行為を）やっ

たかやっていないかはすぐに分かる」旨告げられている。やっていない確信のある被告

人は、ではすぐに無実であることが判明するものと安心し切っていたところ、原判決は、

「ＤＮＡ鑑定を実施したという証拠はなく、検察官がその証拠を提出していない事実か

ら被告人の指に女性の体液が付着していないと言う事実を推認できない」（原判決２頁）

として有罪を言い渡している。 

 しかしながら、被告人が痴漢行為をした旨断定するというのなら、Ａの言葉だけでは



なく、現実に被告人がそのことを実行したという、また、そのことが被告人にはできる

のだ、という客観的証拠を示して貰いたい。 

 原判決の論理では、客観的証拠と供述証拠との関係が完全に逆転している。すなわち、

客観的証拠は被告人の無実を強く示唆しているのに、一人の「女子高生」の供述のみが

不当に重視されている。そしてまた一審判決、原判決においては、「女子高生」証言の

諸々の不合理・不自然性はきちんと分析されてはいない。 

 最高裁の裁判官におかれては、何卒、主観的な供述証拠よりも、本件における客観的

証拠の方を重視して頂きたい。 

 権力を持たない市民は、裁判官の良心と実務力量にひたすら頼る以外に方法がないの

である。 

３．繊維専門大学教授による鑑定結果待ち 

 既に述べたとおり、本件繊維鑑定の結果（一審弁３号証）については、別途、繊維専

門大学教授のご協力により、原判決説示の相当性を検証するための科学的鑑定実験を、

鋭意実施中であり、いずれその結果が明らかにされる予定である。 

 弁護人らは、その鑑定結果が判明した時点で、速やかに鑑定書を証拠として提出する

と共に、更に上告趣意補充書等により、被告人が無実・無罪であるゆえんを明らかにし

た上、貴裁判所のご判断を仰ぐ所存である。 

以上 

 

別紙１ 

「女子高生」が被害を受けたと称する本件痴漢行為の（Ｅ）行為，（Ｆ）行為の位置関

係 

（証人尋問調書（１）） 

右側…被告人役 

左側…「女子高生」 

写真３ 

 

別紙２ 

「女子高生」が被害を受けたと称する本件痴漢行為の（Ｇ）行為の位置関係 

（証人尋問調書（１）） 

右側…被告人役 

左側…「女子高生」 



写真４ 

写真５ 

 

別紙３ 

「女子高生」が被害を受けたと称する本件痴漢行為の（Ｅ）行為の位置関係 

（甲７号証実況見分調書） 

現場見取図１ 

 

本件「女子高生」が被害を受けたと称する「痴漢行為」について 

 原審第２回公判における「女子高生」の証人尋問調書（１）、及び（２）によると平

成１８年４月１８日の本件「痴漢行為」は次のとおりである。（電車の発着時刻は甲１

３による） 

尚、便宜上、電車が向ヶ丘遊園駅から登戸駅まで走行中「女子高生」が被害を受けたと

称する行為を「痴漢第一行為」、登戸駅から成城学園前駅までの「女子高生」が被害を

受けたと称する行為を「痴漢第二行為」、成城学園前駅から下北沢駅まで走行中「女子

高生」が被害を受けたと称する行為を「痴漢第三行為」と名付けることとする。これら

三行為の内、本件起訴は「痴漢第三行為」のみである。 

 

小田急線電車 「女子高生」が被害を受けたと称する「痴漢行為」 電車内の状況など

（「女子高生」供述による） 

鶴川駅 

 進行方向右側のドアが開く、被告人が乗車（前から５両目）（乙２号証） 

午前７時３４分発 走行中 ↓ 

読売ランド駅 

 進行方向左側のドアが開く、「女子高生」が乗車（前から５両目）（調書（１）２頁） 

午前７時４４分発 走行中 ↓ 

・「女子高生」が乗った位置は、（座席）の手すりから斜め後ろ辺り。進行方向と逆を

向いて立っていた（調書（１）３頁、調書（１）末尾添付の図面Ｎｏ．１） 

生田駅 

午前７時４６分発 走行中 ↓ 

・被告人が無理矢理、網棚にかばんを置いた（調書（１）５、６頁） 

・そのことで、「女子高生」は後ろにのけ反るような感じになった（調書（１）６頁） 



・そのような体勢を取った理由は、その人とかばんが顔にぶつからないようにというこ

とからである（調書（１）６頁） 

 

・被告人と「女子高生」は向かい合った状態で、お互いの左半身がぶつかるように、く

っつくような感じで立っていた（調書（１）５頁） 

・車内の混雑の程度は、身動きがとれないわけではないけど、大きく移動したりとかは

できないような状態だった（調書（１）５頁） 

 

向ヶ丘遊園駅 

 

午前７時４９分発 走行中 ↓ 「痴漢第一行為」（不起訴） 

（Ａ）・スカートの上から下腹部の辺りを触られた（調書（１）９頁） 

・手は開いた形、手のひらの部分（調書（１）１０頁） 

・左手で正面から触られていると思った（調書（１）１０頁） 

（Ｂ）・スカートの上から陰部の部分を触られた（調書（１）１１頁） 

・陰部というのは股の脚の間に入る手前を指す（調書（１）１１頁） 

・なでるような感じで触ってきた（調書（１）１１頁） 

（Ｃ）・スカートの中に手が入ってきて、（パンティ）の上から手で触られた（調書（１）

１２頁） 

・陰部の部分を触られた（調書（１）１２頁） 

・手のひらで股をなで上げるような感じで触ってきた（調書（１）１３頁） 

・陰部を触っている部分は指（調書（１）１３頁） 

・指を何本かくっつけた状態で触られた（調書（１）１３頁） 

・正面から触られている感覚であった（調書（１）１４頁） 

・登戸駅に着く少し前に手を抜いた（調書（１）１５頁） 

 

・スカートの上から体を触られたとき、その場で動いて逃げることはできなかった（調

書（１）１２頁）満員で身動きはとれても、移動とか場所を変えることはできなかった

からである（調書（１）１２頁） 

・スカートの中に手をいれられたとき、スカートは何か変に持ち上がったような感じだ

った（同１３頁） 

・「女子高生」は触った男の顔は見ていない（調書（１）１３頁） 



・このときに、相手を「痴漢だ」といって声を上げることはしなかった。周りから注目

されてしまうのが嫌だったからである（調書（１）１４頁） 

・被告人と「女子高生」の位置関係は左半身が少し重なるような感じだった（調書（１）

１５頁、調書（１）末尾添付の写真１，２） 

 

登戸駅 

 

午前７時５１分発 走行中↓ 「痴漢第二行為」（不起訴） 

（Ｄ）・下着（パンティ）の中に手を入れられて触られた（調書（１）１６頁） 

・下着の上の部分から手を入れられた（調書（１）１６頁） 

・下着の前側から手を入れられた（調書（１）１６頁） 

・手が全体的に入っていた（調書（１）１６頁） 

・手は開いた状態で、指が少しだけ角度がついている状態です（調書（１）１６頁） 

・触られた部分は、陰部の部分である（調書（１）１６頁） 

・下着とか服とかの上じゃなくて、直接触られた（調書（１）１７頁） 

・何か、こするような感じで触ってきた（調書（１）１７頁） 

・そのこすった部分というのは相手の指である（調書（１）１７頁） 

・その触られてるという行為が止まったのは、成城学園前に着く直前である（調書（１）

１８頁） 

 

・電車が登戸駅から出てからも、さっき立ったように、お互いの左半身がくっつくよう

な感じで立っていた（調書（１）１５頁） 

・下着（パンティ）の中に手を入れて触られたとき、正面にいる被告人が体を触ってい

ると判断したのは、手の伸びている感覚が、横とか後ろとかじゃなくて正面だったから

である（調書（１）１７頁）。 

・「女子高生」は読売ランドから成城学園前までで、被告人の手を確認したことはない

（調書（２）２０頁） 

・体の感覚でしか確認していない（調書（２）２１頁） 

・「やめて下さい」とか、そういう声を出す勇気が出なかったのは、やっぱり周りの目

を気にしてしまったからである（調書（１）１８頁）。 

 

成城学園前駅 



・電車が着いたとき、「女子高生」は、いったんホームに降りた（調書（１）１８頁） 

・降りた後、すでに並んでいるお客さんの中で、途中くらいまでの所に行ってもう１度

並んだ（調書（１）１９頁） 

・その際に被告人の姿を見失った（調書（１）１９頁） 

・「女子高生」は、同じドアからもう一回乗った（調書（１）１９頁） 

・その理由は、被告人を見失ってしまってドアを変えようかと迷っているうちに、電車

のドアが閉まりそうになったので、同じドアに乗った（調書（１）１９頁） 

・別のドアに移動することは、まあ、できたかもしれないけれど、やっぱり混雑してた

のもあったので、同じドアに乗るしかなかったのである（調書（１）１９頁） 

・再び被告人の姿に気づいたのは、そのドアに乗る直前である（調書（１）２０頁） 

・被告人は、前に立っていた所と同じような所に立っていた（調書（１）２０頁） 

・乗り込むときに、被告人のそばに行かないように避けて場所を立つということができ

なかった理由は、やっぱり後ろから乗ってくる人も結構いたりもしたんで、押し込まれ

る状態だったんで、避けるような感じにはならなかった（調書（１）２０頁） 

 

・電車を降りるとき、被告人は降りる直前までは、私（「女子高生」）の前にいた（調

書（２）１２頁） 

・ホームに降りたときには、もう見失っていた（調書（２）１３頁） 

・「女子高生」が電車を降りる直前の位置関係は、調書（２）末尾添付の図面Ｎｏ．２

である（「女子高生」は、Ａ→Ｂ、被告人は、◎→甲へ移動）（調書（２）１４頁） 

・電車に再び乗ったとき、「女子高生」と被告人の位置関係は、最初に乗ったときと同

じようだったが、「女子高生」は、被告人を少しでも避けようと思って向きだけ変えて

立っていた（調書（１）２１頁） 

・被告人は、「女子高生」の左側にいるような状態だった（調書（１）２１頁） 

・「女子高生」の左肩が、被告人の中心の方にくっつくような感じだった（調書（１）

２１頁） 

・「女子高生」が再び乗ったとき、乗った位置およびその時の向きは、調書（２）末尾

添付の図面Ｎｏ．３である（調書（２）４３頁） 

 

午前７時５５分発 走行中↓ 「痴漢第三行為」（本件起訴） 

（Ｅ）・スカートの中に手を入れられて、右の太股を触られた（調書（１）２１頁） 

・なで上げるような感じで触られた（調書（１）２１頁） 



・被告人の左手で触られた（調書（１）２１頁） 

・右太股をなでられた時間は大体３０秒ぐらいである（調書（２）２頁） 

・手のひらで太股をなで上げるような感じで触ってきた（調書（２）１６頁） 

・私（「女子高生」）の太股のわきから中心に来るような感じだった（調書（２）１６

頁） 

・右の太股の横の方から前の方に掛けて触られているような感じだった（調書（２）４

３頁） 

・このとき被告人の姿勢は、かがんでいるというふうには見えませんでした（調書（２）

１７頁） 

・そのときに伸びて来た手を確認した（調書（１）２１頁） 

・その太股を触っている腕を見ていて、最初にスカートが変に持ち上がっている部分を

確認して、その後、徐々に目線を上に上げていくと、被告人の肩に目線が行った（調書

（１）２２頁） 

・一番最初に、そのスカートの裾の部分を見て、肘の辺りに上がっていて、肩を見て、

その人（被告人）の顔を見た（調書（１）２２頁） 

・被告人の顔は、「女子高生」の左肩の辺りにあった（調書（１）２２頁） 

・そのときに被告人の手は、「女子高生」の右太ももの真ん中辺りにあった（調書（２）

４２頁） 

（Ｆ）・太ももを触られた後、下着（パンティ）のわきの部分から手を入れて触ってき

た（調書（１）２４頁） 

・わきというのは脚の部分ということである（調書（１）２４頁） 

・右側の前側である（調書（１）２４頁） 

・指でわきの下着（パンティ）の所の透き間から指を入れて、陰部の部分に入れてきた

（調書（１）２４頁） 

・手の指の部分で触られた（調書（１）２４頁） 

・手は下着（パンティ）のわきから滑り込んだような感じで下に下がってきた（調書（２）

２頁） 

・下着の右下から手を入れられたとき、手の甲、指の甲、の部分が体に当った（調書（２）

４４頁） 

・指を曲げた状態で下着の中に手を入れて、その後に下に下がって行って、ちょうど脚

の間に入る所で手を伸ばした（調書（２）４４頁） 

・このとき被告人は腰をかがめるようなことはなかった（調書（２）５頁） 



・「女子高生」の顔をのぞき込むこともなかった（調書（２）５頁） 

（Ｇ）・その手をわきから抜いて、下着（パンティ）の上からまた入れ直して陰部の部

分にまた触ってきた（調書（１）２４頁） 

・割れ目の部分を触ってきた（調書（１）２５頁） 

・割れ目というのは、穴の手前辺りである（調書（１）２５頁） 

・こするような感じで触られた（調書（１）２５頁） 

・スカートのベルトの部分と，下着（パンツ）の上の部分は５センチほど開いていた（調

書（２）３４頁） 

・下着の上の方から手を入れられたとき、下着を下げられたということはない（調書（２）

４４頁） 

・正に手を入れられるときに、スカートはあんまり大きなめくりとかはなかった（調書

（２）４４頁） 

・「女子高生」は、駅に着いたら「この人が痴漢だ」と言おうと思っていた（調書（１）

２９頁） 

・左手で相手（被告人）のネクタイをつかんだ（調書（１）２９頁） 

・混雑していたが、左手を無理やりな状態で上げて、その左手で相手（被告人）のネク

タイをつかんだ（調書（１）２９頁） 

・「女子高生」は下北沢駅までの間、そのネクタイをつかむ直前ぐらいまで体を触られ

ていた（調書（１）２９頁） 

 

［被告人と「女子高生」の立ち位置関係について］ 

・成城学園前駅から下北沢駅までの、「女子高生」と被告人の位置関係は、乗り込むと

きと、途中で位置関係が変わった（調書（１）２７頁）。 

・太股に触られて、そのときに腕を見て確認した時点での位置関係は、「女子高生」の

向きがドアに向いていた（調書（１）２７頁、調書（１）末尾添付の写真３） 

・途中で最初に乗ったときと同じように、お互いの左半身がくっつくような感じになっ

た（調書（１）２７頁、調書（１）末尾添付の写真４，５） 

・位置が動いてしまった理由は、電車が大きく揺れる所があったりして最終的にあの形

に戻ってしまった（調書（１）２８頁） 

・下着の上の部分から手を入れ直されたときには、もう正面を向き合っていた（調書（１）

２８頁） 

・電車内は混んでいた（調書（１）同２３頁） 



・右の太ももに触られたとき、被告人の腕が見えたのは、私（「女子高生」）の右半身

ら辺、私（「女子高生」）の前に立っている被告人以外の人がちょうどドア側を向いて、

背を向けて立っていたので、そこにできた空間にあったからである（調書（１）２３頁） 

・太股に触られているとき、「女子高生」が確認したのは被告人の腕であり、手ではな

い（調書（２）５頁） 

・腕というのは、手首から大体１０センチくらい上である（調書（２）５頁） 

・下着の中に手を入れて直接陰部にさわったのも被告人であり、被告人以外の男の人が

「女子高生」の体を触ったということはないと言える（調書（１）２５頁） 

・なぜなら、私（「女子高生」の左側はスーツ姿の人が背を向けて立っていて、後ろは

女子高生が立っていて、右は男女不明なんすけど、横から手が入ってくるような感覚で

はなかったし、後ろは、女子高生だったので、やっぱり正面から来ている被告人だと思

った（調書（１）２６頁） 

・直接陰部を触られたわけだが、そのときに、すぐに「この人痴漢です」と声を上げて

はいない（調書（１）２６頁）。  

・それは、そのときは、今ここで周りの人たちに迷惑を掛けるより、下北沢駅に着いて

駅員に言ったほうが確実だと思ったからである（調書（１）２６頁） 

・「女子高生」が車内で痴漢行為を避けようという行動をとっていないのは、その行動

が取れないような状態にあったからである（調書（２）８頁） 

・それは、体の向きを変えるなどすると、周りに迷惑をかけてしまうし、その体を回す

ことが車内では不可能であったからである（調書（２）８頁） 

・成城学園前駅から下北沢駅のところまでの間は、肩を動かすというのは大きくはでき

ないが、微量なら動く範囲だった（調書（２）４３頁） 

 

下北沢駅 

・「女子高生」はネクタイをつかんで、この被告人に対して「電車を降りましょう」と

言った（調書（１）２９頁） 

・その時、被告人から「何ですか」と言われた（調書（１）２９頁） 

・「女子高生」は、「あなた、今、痴漢したでしょう」と言った（調書（１）２９頁） 

・「女子高生」は、駅員に対して被害に遭ったと訴えた（調書（１）３０頁） 

・駅員は、被告人と話して説得したような形で連れて行った（調書（１）３０頁） 

 

・被告人を痴漢だと言ってネクタイをつかんだ時、周りに人はいた（調書（２）２１頁） 



・このとき、だれか「女子高生」の助けをしてくれる人はいなかった（調書（２）２１

頁） 

 

午前８時０３分発 

 

 


