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〔実務ノート〕

鑑定資料の残量廃棄・全量消費（全量費消）の
問題点

――2件の薬物事案を例に

関 聡 介(１)

1. はじめに

筆者が、第一審の刑事弁護をここ数年に担当した案件の中で、たまたま
薬物使用（否認）事案における鑑定資料の「残量廃棄」「全量消費（費
消）」が問題となったものが 2 件存在し、再鑑定が不可能であることによ
る防御権の侵害を実感する経験をした。
この 2件においては、いずれも、採尿担当警察官及び鑑定受託者の警視
庁科学捜査研究所技官の各証人尋問が行われ、鑑定資料＝被告人から採取
された「尿」＝の残量廃棄と全量消費の是非が問われる機会があった。
そこで、この 2件の警察官・技官の証言内容等を軸に、鑑定（原）資料
の残量廃棄及び鑑定資料の全量消費の実務上の問題点について、改めて整
理してみたい｡(２)

(１) 弁護士（東京弁護士会）。1999～2002 年度司法研修所（刑事弁護）所付、
2015～17 年度 同教官。2005～2006 年度／2019 年度 成蹊大学法科大学院非常
勤講師、2007～2014 年度／2018 年度 同客員教授。本号追悼の対象である故・
山根祥利教授には、司法研修所及び成蹊大学法科大学院において、長年にわ
たってご指導いただいた。

(２) 鑑定資料の全量消費をめぐる問題を解説するものとして、徳永光「鑑定資
料の保存に関する一考察」（甲南法学 45 巻 1・2 号 229-257 頁、2004 年）、徳
永光「証拠の保存と適正管理」（季刊刑事弁護 75 号 55-59 頁、2013 年）参照。
弁護側からの問題点の指摘として、日本弁護士連合会編『DNA鑑定と刑事弁
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2. 問題の所在

捜査の過程で専門的知識や技術によって証拠物を分析等する必要が生じ
た場合には、捜査機関は、専門家等に対して分析等を依頼することができ
（刑訴法 223 条）、実務上も捜査機関によるこのような鑑定嘱託が広く行わ
れている。
このうち違法薬物の使用が疑われる事案においては、被疑者から採取し
た尿・血液等について、鑑定嘱託が行われることが多いが、その嘱託先
を、ほぼ専ら各都道府県警の「科学捜査研究所」（以下「科捜研」)(３)とす
るのが、現在の警察実務である。
そして、尿を例に取れば、各警察署等において被疑者から採取した尿

（「鑑定原資料」）は、そのうち 25ml 程度が所定容器等に移された後、残
りはその場で全部廃棄（「残量廃棄」）されてしまうことがほとんどであ
る。さらに、所定容器の送付を受けた各科捜研においては、技官である専
門職員が容器の中身の尿（「鑑定資料」）を分析機器に掛けるなどして分析
するが、その際に、鑑定資料を「全量消費」し(４)、その後の公判段階に
おいては鑑定資料の残部は存在しない旨を主張するケースが多く見られる
ところである。
この点、警察捜査を規律する基本的な法令である「犯罪捜査規範」（昭
和 32 年国家公安委員会規則第 2 号）186 条(５)は、「再鑑識のための考慮」
という表題のもと、「血液、精液、だ液、臓器、毛髪、薬品、爆発物等の
鑑識に当たつては、なるべくその全部を用いることなく一部をもつて行
い、残部は保存しておく等再鑑識のための考慮を払わなければならない」
と、明文で規定している（以下、本稿では「再鑑識考慮規定」と表記）。
これを素直に読むならば、現在の警察実務における上述の如き鑑定原資

護』（現代人文社、1998 年）88～90 頁、鑑定受託者の視点からの問題認識と
して、平岡義博『法律家のための科学捜査ガイド―その現状と限界』（法律文
化社、2014 年）113～119 頁参照。

(３) 科捜研の組織上の位置付けにつき、平岡・前掲脚注（2）・4～25 頁参照。
(４) 実際に全量を使い切って繰り返し分析したとする場合と、一部を分析に供
して残りを廃棄したとする場合とがあるが、この点は後述する。

(５) 1994（H6）年施行改正により、いわゆる条ズレを生じている。同改正以前
は 183 条。
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料の残量廃棄や全量消費は、「再鑑識のための考慮」をあからさまに欠い
た行為として、犯罪捜査規範に違反しているのではないか、という疑問が
生じるのは当然のことであり、現にその点を理由とした違法収集証拠排除
の主張が公判段階で弁護人からなされるケースが長年にわたって散見され
るところである(６)。

3. 再鑑識考慮規定の系譜（旧規範 348 条→現規範 183 条→ 186 条）

検討の前提として、最初に、犯罪捜査規範の再鑑識考慮規定の制定・改
正経過や警察実務における同規定の解釈について、確認しておきたい。

3.1. 再鑑識考慮規定の改正経過
まず、戦後間もない 1948（S23）年施行の旧警察法（昭和 22 年法律第
196 号）において犯罪捜査が警察の事務として位置づけられ、新刑事訴訟
法（昭和 23 年法律第 131 号）においても警察が第一次的な捜査機関と規
定されたことを受けて、警察による犯罪捜査の一般準則を定めるべく国家
地方警察本部長官訓令として 1949（S24）年に定められたのが「犯罪捜査
規範」であり、翌 1950（S25）年には国家公安委員会規則としての「犯罪
捜査規範」（以下、必要に応じて「旧規範」と表記）へと衣替えされてい
る｡(７)

この 1950 年の旧犯罪捜査規範においては、「鑑識」の章が設けられ、そ
のうち 348 条において再鑑識考慮規定が置かれた。その後、1957（S32）
年に、全面的に制定し直されて現在の犯罪捜査規範（以下、必要に応じて
「現規範」と表記）が設けられた際に、上記旧 348 条はほぼそのまま 183
条として制定された。そして、1994（H6）年施行改正で条番号がずれて
186 条となったものの、旧 348 条の原形を相当程度保ちつつ現在に至って
いる〔表 1〕。

(６) 本稿で取り扱う A・B 両事件を含め、裁判例を見る限り、科捜研技官等に
よる「全量消費」を問題視する弁護人の主張が多いのに対し、採尿担当警察
官による鑑定原資料の「残量廃棄」を問題とする主張は少ないと見受けられ
るが、本稿においては、その両方に再鑑識考慮規定違反の疑いがあるとの前
提で検討する。

(７) 平成 20 年「警察白書」2頁以下（特集第 1節「刑事警察の歴史」）参照
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3.2. 実務上の解釈
犯罪捜査規範について、その警察実務上の解釈を最も網羅的に示してい
る書籍が「逐条解説 犯罪捜査規範」であり、1957（S32）年の初版発行
より多数回の版を重ねて現在に至っている(８)。
上記書籍の再鑑識考慮規定部分の解説は、初版（当時の 183 条）におい
ては、「鑑定は 1 回だけで済むとは限らない。時間を隔てて同一資料を他
の鑑定人に嘱託して万全を期する必要も生ずるので、鑑定資料でその一部
を用いるだけで足りるものは、なるべくその一部を用いて残部は証拠価値
を失わないように注意して保存しておかねばならない」とのみ端的に記載
されていたが、その後版を重ねても、当該部分の解説は、末尾の表現が
「おかなければならない」と現代語化された点を除いては手を加えられな
いままで推移している。
また、検察官執筆陣による別の逐条解説書では、上記とほぼ同様の表現
が用いられた後に、さらに、「また、将来、公判において鑑定資料が重要
な証拠物となり、再鑑定を要する場合もあり、このような場合、残部がな
ければ、これらの立証に困難を来すことになる」という警告的解説が敢え
て付加されている(９)。

(８) 初版は、警察庁刑事部編『逐条解説犯罪捜査規範』（警察図書出版、1957
年）。その後、ある時点から警察の部内資料扱いとなって公刊されていない
が、本稿執筆時直近では 2018 年 3 月発行版（東京法令出版）まで数十次にわ
たる改訂が重ねられている。

表 1 犯罪捜査規範における、再鑑識考慮規定の推移

旧規範

→

現規範

（再鑑識のための考慮）
第三百四十八條
血液、精液、唾液、臓器、毛髪、

薬品、爆発物その他鑑識のための検
査により原形を失い、回復すること
ができないものについては、検査に
あたつて、なるべくその全部を用い
ることなく、一部をもつてこれを行
い、残部は、事後の再鑑識等のため
保存しておくようにしなければなら
ない。

（再鑑識のための考慮）
第 186 条 ※H6年施行改正まで 183 条
血液、精液、だ液、臓器、毛髪、薬
品、爆発物等の鑑識に当たっては、
なるべくその全部を用いることなく
一部をもつて行い、残部は保存して
おく等再鑑識等のための考慮を払わ
なければならない。
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ところで、表 1からも明らかなとおり、旧規範 348 条の文言は、現規範
制定の際に若干変更されているので、両者間での規定趣旨の変化の有無が
問題となるが、この点については、改正時の警察幹部による解説において
旧規範と「同趣旨」であると明言されており(10)、新旧両規範間で再鑑識
考慮規定の趣旨に変更は生じていなかったと認められる。
とすれば、そもそも旧規範 348 条がいかに解釈されていたかということ
も参照されるべきところ、当時の警察実務の基本書ともいうべき「警察全
書」のうちの「犯罪捜査規範」編の旧規範 348 条の逐条解説部分には、
「鑑識の結論について後日よく公判で争われることがある。そうした場合
には公平を期するため裁判所によつて他の者に再鑑定を命ぜられるのが普
通であるが、その際の資料を残すことを考えて、鑑識には三分の一程度の
資料を使用することを原則とする心がまえが必要である」との記載がなさ
れている(11)。
そうすると、警察実務上の確立された解釈としても、現規範 186 条は、

「後日公判で・・公平を期するため裁判所によって他の者に再鑑定が命じ
られる・・際の資料を残すこと」や「時間を隔てて同一資料を他の鑑定人
に嘱託して万全を期する必要も生ずる」ことを想定して、「鑑識には三分
の一程度の資料を使用することを原則とする心がまえ」を持ち、鑑定資料
は「なるべくその一部を用いて残部は証拠価値を失わないように注意して
保存しておく」ことを要求する条文として、長年一貫して理解されてきた
というべきであろう。

4. 2 件の事案の概要

以上を念頭に置いた上で、改めて、冒頭で述べた 2件（以下便宜上「A
事件」「B事件」と表記）について見てみる。

(９) 古田佑紀編集代表『刑訴法からみた 犯罪捜査規範』（真正書籍、1991 年再
版）の、183 条（当時）解説部分

(10) 北野筍一郎（警察庁刑事部警視正＝当時）「犯罪捜査制度の改正とその運営
（四）―新犯罪捜査規範逐條解説」警察研究 28 巻 11 号（通巻 335 号、1957 年
11 月）64 頁以下。このうち 65～66 頁の犯罪捜査規範 183 条（現 186 条）の
逐条解説部分においては、「旧規範第三百四十八條と同趣旨。」とのみ述べら
れている。

(11) 桐山隆彦（国家地方警察本部調査統計課長＝当時）「犯罪捜査規範」警察研
究会編著『警察全書』（第 4版、1951 年）のうち、犯罪捜査規範編の 146 頁。
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2 件ともが、前述の警察実務における残量廃棄＋全量消費の壁に直面し
た事案である。その概要は以下の通りである。

4.1. A 事件(12)

被告人が職務質問後に交番に任意同行され、交番において「尿」を任意
提出するよう説得を受けた事案である。被告人は、交番内の小部屋にて、
所携のウーロン茶のペットボトルを机の上に置いて時折飲みながら説得を
受け、最終的に採尿に応じるべく立ち上がる際に口の中にウーロン茶を含
み、そのままトイレで、渡された紙コップ内に小便をする仕草をしながら
ウーロン茶を吐き出して警察官に交付した、と主張している。
警察官は、紙コップの内容物を、所定の容器に移し、残量はその場で廃
棄してしまったとする。そして、その後、容器を受領した科捜研の技官
は、鑑定資料 23ml 全量を消費したとする。

4.2. B 事件(13)

被告人が職務質問後に警察署に任意同行され、警察署において「尿」を
任意提出するよう説得を受けた事案である。被告人が特段の抵抗をするこ
となく採尿に応じ、警察署のトイレで、渡された紙コップ内に小便をし警
察官に交付した点に、特に争いはない。
警察官は、紙コップの内容物を、所定の容器に移し、残量はその場で廃
棄してしまったとする。その後、容器を受領した科捜研の技官は、やは
り、鑑定資料 24ml 全量を消費したとする。
これに対し、被告人は、自分の尿からコカイン成分が検出されたとされ
ることにつき、何の心当たりもないと主張している。

4.3. 両事件の問題点
A 事件においては、被告人の主張（提出したのは尿ではなくウーロン

(12) 東京地裁平成 27 年特（わ）第 183 号覚せい剤取締法違反被告事件、平成 27
年 9 月 28 日判決、公刊物未登載。浦城知子弁護士（東京弁護士会）とともに
弁護を担当。

(13) 東京地裁平成 29 年特（わ）第 345 号麻薬及び向精神薬取締法違反被告事
件、平成 31 年 1 月 9 日判決、公刊物未登載。本多貞雅弁護士（東京弁護士
会）とともに弁護を担当。
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茶である旨）の当否は、鑑定資料さえ残っていれば、再鑑定でその成分を
分析することによって容易に判断できるはずであった。しかし、鑑定資料
の残量廃棄＋全量消費の結果、そのような端的な方法による事案解明は不
可能となってしまった。その結果、採尿を担当した警察官及び鑑定を担当
した科捜研技官の証人尋問及び被告人質問によって、事実の見極めを裁判
所に迫るしかなくなってしまったものである。
他方、B事件については、被告人に何らの心当たりもない以上、弁護人

としては、尿の採取から鑑定書の完成までのいずれかのプロセスにおい
て、何らかの鑑定資料の取り違え・混入・変質等 and/or 鑑定の誤り（機
器不良、検査結果の見誤り等）等が存在した可能性があるとの指摘をし、
その全プロセスを検証せざるを得なくなった。しかも、その検証は、採尿
を担当した警察官、科捜研に鑑定資料を運搬した警察官及び鑑定を担当し
た科捜研技官に対する、いわば手探りの証人尋問に依らざるを得ず、被告
人・弁護人にとっては極端に大きな負担とならざるを得なかった〔表 2参
照〕。

表 2 参考：採尿～鑑定書作成までの全プロセスを検証するポイント一覧(14)

(14) 実務家教育用に、弁護人として争うべきポイントを模式的に整理した表を、
本稿に合わせて調製したものである（筆者作成・調製）。
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AB両事件ともに、残量廃棄＋全量消費という警察実務の結果、客観的
な証拠に基づく端的で実効的な反証の機会が失われ(15)、被告人・弁護人
の防御の利益が大きく減殺される不都合が生じた上、訴訟経済にも反する
事態が招来されてしまった(16)。

5. 2 件の事案における「残量廃棄」「全量消費」の実情

5.1. 採尿担当警察官と鑑定担当科捜研技官の各証言内容
AB両事件とも、
①採尿を担当した警察官証人は、所定の容器（容量約 25ml）に移した
後に紙コップに残った尿は廃棄した（再鑑定用の予備は確保・保管しな
かった）旨を公判廷で証言し、
②担当の科捜研の技官証人は、鑑定の過程で鑑定資料を全量消費した旨
を証言した。
このうち①の部分はAB事件である程度共通していたが、②の部分の実
情は大きく異なっていた。これを整理したのが以下の表 3である。

(15) この点は、犯人性にかかる DNA 鑑定の事案ではあるが、福岡高宮崎支判
平成 22 年 9 月 9 日（後掲脚注（31））の「DNA型鑑定は、その信用性が肯定
された場合には、犯人と被告人との同一性に関する強力な証拠となり、その
事件の帰趨を決するともいうべき重要な証拠であり、DNA型鑑定自体の信用
性を弾劾する以外の方法で、犯人と被告人との同一性について反証をするこ
とは著しく制限されざるを得ないものであるから、同一の鑑定資料を用いた
再度の鑑定によって当初の鑑定の妥当性を検証することは有力な反証の方法
である。」の判示に、端的に表現されている。（下線は筆者）

(16) A 事件では、第一審で 8 回の公判期日が開かれ、起訴から判決言渡まで 7
カ月半を要した。B 事件では、公判担当検察官による証拠開示漏れの影響も
相まって、第一審で 14 回の公判期日が開かれ（それ以外に期日間整理期日も
開かれている）、起訴から判決言渡まで 1年 10ヶ月間を要している。

表 3 A・B両事件における、鑑定資料残量廃棄・全量消費の証言概要

A事件 B事件

①
採
尿
時

原 鑑定資料 尿（被告人が紙コップに排尿）

原資料の量 不詳（紙コップ 1個の中に相当量あり）

所定容器に移し
た量＝鑑定資料

所定容器 1個分（再鑑定分確保なし）
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(17) (18) (19) (20)

5.2. 採尿担当警察官が、鑑定原資料の残量廃棄をした理由
A 事件においては、担当警察官（浜田証人）は、尿を紙コップから所

(17) A 事件第 2 回公判期日における浜田政（新宿警察署組織犯罪対策課銃器薬
物対策係所属＝当時）証人尋問調書 17 頁

(18) B 事件の第 4 回公判期日における佐藤洋（麻布警察署銃器薬物対策係所属
＝当時）証人尋問調書 4頁

(19) A 事件第 3 回公判期日における宮元礼生奈（警視庁科捜研第２科学課第３
係係長、薬物研究員＝当時）証人尋問調書 14 頁

(20) B 事件第 3 回公判期日における伊澤秀二郎（警視庁科捜研薬物研究員＝当
時）証人尋問調書 33～34 頁

残量 残っていたか記憶にないが、
「通常、残っていたとした
ら、残りの尿は捨てても
らっております｣(17)

（被告人に）「採尿カップの
残量をトイレに廃棄させま
した｣(18)

②
鑑
定
時

鑑定資料 尿（所定容器入り）

鑑定資料の量 24ml 23ml

鑑定技官所属 警視庁科捜研

検出対象 覚せい剤 コカイン類

検出方法 ①ガスクロマトグラフィー
法、②ガスクロマトグラ
フィー／質量分析法、③高
速液体クロマトグラフィー
／フォトダイオードアレイ
法

①ガスクロマトグラフィー
／質量分析法、②高速液体
クロマトグラフィー／質量
分析法

鑑定資料の消費 上記①②③で合計 6ml を消
費。
その後全量消費するまで検
査を繰り返し「最後には
残っていなかったと記憶し
ています｣(19)

上記①②で合計 4～5ml を消
費。
残 り（＝18～19ml）は、「容
量を量るということで、一
応使用したということにな
るので、そういった意味で
はすべて鑑定に使用されて
いることになり」、「廃棄し
ています｣(20)
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定容器に移した後の残量について、その有無を含めて記憶にないとしつつ
も、普段からの取扱いとして、残っていたとしても通常は被疑者本人に捨
ててもらっている実務である旨を証言している(21)。
これに対し、B事件では、担当警察官（佐藤証人）は、紙コップから所
定容器 1個に尿を移した後の残量を被疑者自身にトイレに廃棄させた旨を
証言し、その理由を「残った尿に何か異物を入れられて、疑いを掛けられ
ないように捨てさせました」と証言した(22)。さらに、同証人は、薬物事
案の採尿に立ち会った経験を多数回有するものの、再鑑定用の尿を別途確
保・保管した経験は一度もない旨を証言し、将来の再鑑定の可能性につい
て採尿時に考えなかったのかとの問いに対しても「再鑑定の考えはありま
せんでした」「再鑑定という概念が、我々銃器薬物対策課にはないので、2
個採尿しておくということはしておりません」とした上で、再鑑識考慮規
定の遵守については「当然、そのときには採取して、それを持ち込んだ尿
がありますので」と、科捜研に持ち込んだ尿の中から科捜研の責任で再鑑
定分を確保すれば足りるとの認識を証言した(23)。
つまり、この両証言からは、警察の採尿実務においては、①採尿容器 1
個に尿を移した後に紙コップ内に残った尿は、直ちに廃棄する、②再鑑定
用の予備分の採尿容器を確保することはしない、③犯罪捜査規範 186 条
は、科捜研の責任で遵守されるべきものと考えている、という取扱いが広
く定着していることが窺われるところである。

5.3. 科捜研技官が、鑑定資料を全量消費をした理由
A事件において、3 種類の検査（各 1 回）1 セットで合計 6ml の鑑定資
料を消費した旨を述べた科捜研技官（宮元証人）は、残りの鑑定資料
17ml の行方を問われ、「残りで再確認の検査を行います」「最後には残っ
ていなかったと記憶しています」と証言した。そして、計算上約 4セット
もの検査を本件で繰り返して全量消費した理由を問われたのに対しては、
「今回は、私は必要と考え、行いました」「結果的に、今回は、3回以上っ
てふうに思っています」としか説明できなかった。つまり、実態として
は、初めから全量消費ありきの前提で、全量を消費し切るまで再検査を繰

(21) A 事件の前掲・浜田政証人尋問調書 17 頁
(22) B 事件の前掲・佐藤洋証人尋問調書 4頁
(23) B 事件の前掲・佐藤洋証人尋問調書 20 頁
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り返したものと理解される証言内容である。その上で、再鑑識考慮規定と
の整合性を問われた同証人は、「再鑑定等を考えるのであれば、科学捜査
研究所に持ち込む前に保存しておくべきだと私は考えています」とし、再
鑑識に向けた「その考慮は、私ではなく持ち込む前にすべきだ」という趣
旨である旨を補足説明をした｡(24)

他方、B 事件においては、鑑定のための検査に実際に使用した量は
4～5ml だと証言した科捜研技官（伊澤証人）は、残りの鑑定資料
18～19ml の行方を問われ、「廃棄」したと証言しつつも、検査に先立って
鑑定資料全体の分量を計測したことを理由に、「容量を量るということで、
一応使用したということになるので、そういった意味ではすべて鑑定に使
用していることになります」と強弁した。その上で、再鑑識考慮規定との
整合性を問われた同証人は、「再鑑定用に必要であれば、今回で言うと麻
布署の方で予め 2つとっておくというかたちになっておりますので、科捜
研では来た資料はすべて鑑定に使うという方針でいます」と証言し、検査
に供されなかった残余分が現に存在するのに返却せずに廃棄した理由につ
いても、「鑑定でいうと、資料の量を量るというのが鑑定作業になるので、
鑑定に使用したものを返すということはしません」との説明に終始し、再
鑑定の重要性・有効性の指摘に対しても「疑問を差し挟まないから鑑定書
にしている訳であって、そういったことは考えたことがありません」とま
で言い切っている｡(25)

つまり、この両証言からは、科捜研の鑑定実務においては、①鑑定資料
は、あくまでも全量消費する、②場合によっては、検査に先立って分量を
計測しただけでも鑑定に「消費」したと見做す、③実際に検査に供されな
かった鑑定資料が残ったとしても、警察署に返却せず廃棄する、④再鑑定
が必要な場合にはあくまでも警察署に予備の鑑定資料を確保・保管すべき

(24) A 事件の前掲・宮元礼生奈証人尋問調書 14～15 頁、18 頁。なお、この証言
内容から、担当検察官は、鑑定データ上の検査回数との矛盾を突かれること
を気にした模様で、証言約１か月後になって、「再検査を行う場合、その全て
の検査結果をデータとして保存するわけではなく、保存していないものもあ
りますので、データとして保存されているものよりも、実際の再検査は多く
行われています」という宮元証人からの電話聴取書をわざわざ追加作成し、
甲 13 号証として取調べ請求している。

(25) B 事件の前掲・伊澤秀二郎証人尋問調書 33～34 頁
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責任があり、科捜研は再鑑定には一切協力も関与もしない、という取扱い
が広く定着していることが窺われるところである(26)。

5.4. 裁判所の判断
ABいずれの事件においても、一審の東京地裁は、採尿や鑑定行為の違
法性（犯罪捜査規範違反）を認定せず、鑑定書を証拠採用し、有罪判決を
言い渡している。
A事件にかかる東京地裁平成 27 年 9 月 28 日判決(27)は、詳細な理由を
示すことなく「本件鑑定対象資料を全量費消するに至った経緯に関する宮
元の供述に不自然な点はないから、本件鑑定対象資料の一部が残っていな
いからといって、被告人が提出した物が尿であることが立証されていない
とはいえない」等と判示するに止まっている(28)。
B事件にかかる東京地裁平成 31 年 1 月 9 日判決(29)も、前記伊澤証言を
無批判に引用した上で「伊澤が本件採尿容器に入れられていた尿の全てを
廃棄した点につき、ことさらに再鑑定を妨げる意図を窺うことはできな
い」ことを主たる理由として、鑑定書の証拠能力を是認する判示を行っ
た(30)。

(26) 平岡・前掲脚注（2）・118 頁では、鑑定資料たる尿について、所定容器によ
る少量の受付＋全量消費という科捜研の現在の実務が定着するに至った背景
について、率直な説明がなされている。この説明を参照する限り、きちんと
予算措置を講じれば再鑑識考慮規定の遵守は十分可能であると認められる。

(27) 安永健次裁判官。公刊物未登載。一審で確定。
(28) 同判決 13 頁
(29) 内山裕史裁判官。公刊物未登載。一審で確定。
(30) 「伊澤は、再鑑定用に必要であれば警察署のほうで予め２つとっておくとい
うルールであり、科捜研では持ち込まれた資料を全て鑑定に使うという方針
でいる旨述べるほか、尿を鑑定する場合は尿全体の量を量るところ、これも
『使用』したことに変わりなく、使用したものを返すことはしない旨述べてお
り、伊澤が本件採尿容器に入れられていた尿の全てを廃棄した点につき、こ
とさらに再鑑定を妨げる意図を窺うことはできない。本件鑑定においては、
鑑定手法や解析方法の適正等について、事後的に科学的な検証、検討が可能
であることなども考慮すれば、本件鑑定書を違法収集証拠として証拠から排
除すべきであるとはいえない」（同判決文 6～7頁）
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6. 検討（その 1）～裁判例の傾向との関係

両事件の判決は、上述のとおり、犯罪捜査規範 186 条の具体的解釈に全
く踏み込むこともなく、また、違法性判断基準の規範定立をしてあてはめ
を行うという基本的作業も回避したまま、鑑定書の証拠能力肯定の結論へ
と進んでおり、その判示内容は、本稿でここまで縷々述べてきた内容との
関係ではいわば拍子抜けの感が否めないであろう。
ただ、このような裁判所の態度自体は、それほど特異なものとはいえな
い。再鑑識考慮規定違反が問われた事案の裁判例を見ても、判示内容は、
どれも似たり寄ったりの状況であり、正面からその解釈適用に真摯に挑ん
だ裁判例は見出しがたい〔表 4〕。
再鑑識考慮規定違反となるか否かの判断基準（分かれ目）についても、
その事件ごとに場当たり的な判断がなされる事態が続いているといわざる
を得ないが、ある程度の共通点を見出すとすれば、福岡高裁宮崎支部判決
の判示した「再鑑定を妨害する意図があったなど特段の事情がない限り」
といった程度の、極限まで緩和された基準を見出すのがせいぜいであろ
う。
(31) (32)

(31) 高刑速報平成 22 年 246 頁
(32) 裁判所ウェブサイト、LEX-DB 文献番号 25447676、LLI-DB 判例番号
L07050538

表 4 再鑑識考慮規定違反が問われた事案の裁判例

判決の表示 判示内容（判断基準）

福岡高宮崎支判
H22/9/9(31)

「再鑑定を妨害する意図が捜査機関にあったなど特段の事情が
ない限り」鑑定書の証拠能力に影響することはないというべき
である。

神戸地判
H27/8/5(32)

「再鑑定を妨げる等の目的からではなく、あくまで鑑定の精度
を確保するために必要との判断から嘱託された資料を全量消費
したものであることが明らか」→「各鑑定書の証拠能力は否定
されないというべきである」
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(33)

7. 検討（その 2）～犯罪捜査規範の再鑑識考慮規定自体の解釈と
の関係

犯罪捜査規範における再鑑識考慮規定の長年にわたる解釈に関しては、
前記 3. で確認したところである。
前記 3.2. の末尾で確認したとおり、現規範 186 条は、「後日公判で・・
公平を期するため裁判所によって他の者に再鑑定が命じられる・・際の資
料を残すこと」や「時間を隔てて同一資料を他の鑑定人に嘱託して万全を
期する必要も生ずる」ことを想定して、「鑑識には三分の一程度の資料を
使用することを原則とする心がまえ」を持ち、鑑定資料は「なるべくその
一部を用いて残部は証拠価値を失わないように注意して保存しておく」こ
とを要求するものと解されてきたというべきである。
この点、AB事件の関係証人の証言内容からすれば、少なくとも同じ警
視庁管轄下の警察署と科捜研が、再鑑識考慮規定の存在を重々承知しなが
らも、相互にその遵守義務を押し付け合い、結果としていずれもそれを全
く遵守しない実務を放置・容認しているものと認められるところであり、

(33) LEX-DB 文献番号 28095484

※前提として、2名の鑑定受託者の所為につき以下の通り認定

（技官）「Ｙは、尿資料による向精神薬等の鑑定の場合は、そ
の代謝物等が排出される量が少ないため、できるだけ資料の
全量を消費して鑑定を行っているという」と、認定。

（技官）「Ｚは、尿資料による覚せい剤以外の薬物の鑑定の場
合は、鑑定のための必要量として 20ml を嘱託してもらうこと
にしており、それ以上あれば返却するが、今回の資料は 10ml
であったため全量を消費したという」と、認定。

仙台地判
H16/3/30(33)

「薬毒物分析が重要であるとの認識から、各鑑定資料の性質及
び残量に応じて可能な限り徹底的に分析を行う意図で、上記の
鑑定を行ったもので、そのような薬毒物分析の必要性自体は首
肯でき、また、薬毒物分析の方法も合理的なものであったと認
められる」→「全量消費をあながち不当と断ずることはできず、
そのことをもって本件各鑑定書の証拠能力や信用性を否定すべ
き事情があるとはいえない。」
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このような事態は明らかに上記の現規範 186 条の要求を満たしていないと
評価されなければならない。
したがって、ABいずれの事件においても本来、犯罪捜査規範 186 条違
反は、鑑定原資料の残量廃棄と鑑定資料の全量消費の双方の場面で認定さ
れるべきものであったというべきである(34)。

8. 検討（その 3）～再鑑識考慮規定遵守の必要性と相当性

以上述べたとおり、再鑑識考慮規定の沿革等からしても、現在の警察実
務や裁判例の判断傾向には大いに疑問が残るところであるが、そこから離
れてもう少し大局的見地から再鑑定用の資料の確保・保管（＝残量廃棄・
全量消費の回避）の必要性と許容性について検討してみると、以下の点を
指摘することができる。

8.1. 残量廃棄・全量消費回避の「必要性」
8.1.1 鑑定の正確性担保
言うまでもなく、およそ科学的な分析において、再試験の機会の保障と
いうのはその正確性・信用性担保のための基本中の基本であり、しかも他
者による検証の機会の確保が肝要であることは言うまでもない。
この観点からすれば、少なくとも再鑑定用の鑑定資料自体の残部（残
量）確保を怠って強行された採取＋鑑定作業自体は、後日の検証の機会を
一切封じ込めるという点において「再鑑定を妨げる意図」があったものと
推定するのが相当であり、違法と評価されるべきであろう。
そして、この推定が覆されるのは、①最大限の努力を払って最大量を採
取した証拠全量が鑑定に供せられ、かつ、②最大限の努力を払っても鑑定
（検査等。容量測定等を含まない。）作業を行ったにもかかわらず、残量を
残すことができなかった場合に限られる、と解するのが相当である。な
お、②については、検査等の繰り返しは、最大でも 2回までしか許容され
ない（それ以上の再検査は、後日の第三者に委ねられるべき）と解するべ
きであろう。

(34) 同種事案においては、最終的に違法収集証拠排除法則の基準（最判昭和 53
年 9 月 7 日刑集 32 巻 6 号 1672 頁）によって証拠排除されるか否かはともか
く、まずは、その前提段階として手続の違法自体は認定されるべき場面が多
いと考える。
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それこそが、犯罪捜査規範 186 条の趣旨（≒前記 3.2.）にも合致する
し、適正手続、裁判の公正、被告人の防御権保障、司法の廉潔性のいずれ
の観点からも要求される解釈であるというべきである。

8.1.2 冤罪の抑止（再審事件の教訓）
再鑑定用の資料の確保は、現実にも、大きな意義を有していることが実
証されている。
その代表例が、いわゆる「足利事件」であり、「電力会社ＯＬ事件」で
あろう。これらの再審において、誤判が判明したのは、まがりなりにも再
鑑定用の資料が残っていたからに他ならない。再鑑定用の資料確保自体
が、真実の発見と誤判からの救済のための最後の砦であることが改めて確
認された以上、司法全体がその教訓を生かす責任を負っているというべき
である(35)。
その観点からも、犯罪捜査規範 186 条を上記 8.1.1 のように厳格に解
釈・適用することは、当然の要請である。

8.1.3 再鑑定のニーズの高まり
再鑑定自体は、上述の再審事件の審理の場のみならず、様々な場面でそ
のニーズが増大しているということができる。特に、殺人罪等の時効撤廃
によって、鑑定資料の長期間保管後に再鑑定を行う場面や、科学技術等の
進展に伴って当初の鑑定では技術的に取得不可能だった新たな結果が得ら
れる場面等がこれまで以上に広く想定されることとなった。
この状況に応えるためにも、再鑑定用資料の確保は相対的に重要性を増
している(36)。

(35) この間に相当数発生した再審無罪事件の内容を踏まえ、元裁判官の視点か
ら、鑑定に対するあるべき吟味方法の検討を行った最近の論文として、佐藤
學「刑事裁判と DNA 鑑定―ある事件を素材にして―」（名城法学 67 巻 1 号
41～65 頁、2017 年）が挙げられる。

(36) 平岡・前掲脚注（2）・117～118 頁「2010 年 4 月に殺人罪などの公訴時効が
廃止され、再審事案で無罪判決も報道されるなど、証拠資料の再鑑定のニー
ズが高まっている現状にあるといえます。『全量消費』という措置は、公判で
証拠隠滅のように取られ、鑑定する者としてはむしろ積極的に残すように努
めることが、公判維持には有利と思われます」
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8.1.4 薬物使用事件の「特段の事情」論との関係
再鑑定は、犯人性を争点とする事件のDNA鑑定資料の文脈で論じられ
ることは多いが、本稿で紹介の対象とした違法薬物の自己使用が公訴事実
となる事件における尿などの鑑定結果は、犯人性にかかるDNA鑑定と勝
るとも劣らない証拠価値を実務上は認められている。被告人が否認し、そ
れ以外の証拠がなくても、尿などから当該薬物成分が検出された場合に
は、「特段の事情」がない限り、他の証拠がなくとも有罪認定ができると
の裁判実務が定着しているのである（「覚せい剤は、厳しく取り締まられ
ている禁制薬物であるから、通常の社会生活の過程で偶然の事情により人
の体内に摂取されてしまうということは通常あり得ないといえる。そうす
ると、尿鑑定により被告人が覚せい剤を使用したという事実が客観的に認
められた場合は、被告人は、特段の事情がない限り、自己の意思で何らか
の方法により覚せい剤を自己の身体に摂取したものと合理的に推認できる
ことになる｣(37)、との論理構成である）。
そうすると、薬物使用事件において、尿などの鑑定結果（≒鑑定書）は
唯一絶対的な証拠価値を持つ証拠（有罪／無罪の分かれ目）となるとこ
ろ、その信用性を正確に吟味するためには、当然のことながら当該鑑定資
料についての他者による再鑑定が不可欠である。
その観点からすれば、違法薬物使用事件における、尿・血液・毛髪と
いった鑑定資料を再鑑定用に確保しておくことは、適正手続上も必須とい
うべきである。

8.2. 残量廃棄・全量消費回避の「許容性」
以上述べたとおり、再鑑定用資料の確保・保管の必要性は極めて大きい
ものというべきであるが、これを確保・保管する相当性・許容性も、目下
の実務の実情を考慮しても以下のとおり十分に広く認められるところであ
る。

(37) 杉山愼治「42 薬物事犯の成否（2） ― 使用の認識」小林充・植村立郎編
『刑事事実認定重要判決 50 選（下）第 2 版』（立花書房、2013 年）141～149
頁のうち、145 頁からの引用（ただし、下線は筆者）。東京高判平成 11 年 12
月 24 日高刑速報平成 11 年 116 頁、東京高判平成 14 年 6 月 12 日高刑速報平
成 14 年 3175 頁等参照。
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8.2.1 鑑定資料残量を返却する実務の存在
本稿のA・B両事件は警視庁の科捜研が関与した事件であるが、埼玉県
警の科捜研での長年にわたる鑑定経験を有する雨宮正欣証人(38)は、B 事
件の弁護側証人として採用され、自らの埼玉県警科捜研勤務中において、
鑑定資料の残量を（鑑定嘱託元の）警察署等に返却する実務を実践してい
た旨を証言している。
前掲神戸地判平成 27 年 8 月 5 日の「Z」証人（兵庫県警科捜研技官と
思われる。）も、「尿資料による覚せい剤以外の薬物の鑑定の場合は、鑑定
のための必要量として 20ml を嘱託してもらうことにしており、それ以上
あれば返却する」旨を証言しており、ここでも、残量返却の実務が現に存
在することが裏付けられている。
この点、前掲のA・B両事件における警視庁科捜研の宮元証人及び伊澤
証人の証言内容を仔細に検討しても、20～30ml 程度の鑑定資料のうち、
検査に最小限必要な量を除いた残量を警察署に返却することを不可能ない
し困難ならしめるような具体的な事情は、一切見出されなかった。

8.2.2 DNA資料に関する通達
DNA 型鑑定対象資料については、前述の再審無罪事件の発生を受け
て、警察庁刑事局長が 2010 年に新たな通達(39)を発出している。そこにお
いては、鑑定資料について、①全量消費の可及的な回避、②鑑定資料残量
の再鑑定に配慮した保存（冷凍庫・超低温槽の活用）、③鑑定の際に分離
された試料の保存、④保存資料の管理の徹底が具体的に指示されてい
る(40)。加えて、⑤鑑定の「経過等が記録されている書類」についても

(38) 現在は、株式会社法科学研究センター所長
(39) 「DNA 型鑑定の運用に関する指針の改正について（通達）」（2010 年 10 月
21 日付け、警察庁丙鑑発第 65 号＝警察庁丙刑企発第 90 号）

(40) 上記通達 5項（2）イ（現場資料の鑑定及び鑑定後の留意事項）
「（ア）鑑定はなるべく資料の一部をもって行い、当該資料の残余又は鑑定後
に生じた試料（府県科捜研において鑑定に使用するため資料から採取等して
分離した物をいう。以下同じ。）の残余は、再鑑定に配慮し、保存すること。
この際、冷凍庫や超低温槽の活用を図ること。
（イ）資料の残余又は試料の残余は、他の資料との接触及び混同を防止するた
め、個別の容器・袋等に収納保存すること。なお、保存容器は凍結破損しな
いものを使用すること。
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「将来の公判等に備えて適切に保管しなければならない」とされているこ
とに(41)、注意が払われるべきである。
この通達を受けて、各都道府県警察においても、全警察署に保存用冷凍
庫を備える等の対応を行うとともに関連する通達の改正等を行い、既に全
国的に対応済みであると認められる(42)。
DNA型鑑定資料に関してこのような相当程度徹底した対応が全国的に
実現できたのであるから、薬物事件にかかる尿などの鑑定資料について
も、その確保・保管を徹底することに具体的支障はないと言うべきであ
る。

9. おわりに

本稿においては、A・B両事件における経験と犯罪捜査規範 186 条を軸
にして、鑑定資料の残量廃棄・全量消費の実務の実情と、再鑑定用の資料
の確保・保管の必要性と相当性について改めて確認した。
再審無罪事件の苦い教訓もある中で、未だに薬物事件の鑑定資料の残量
廃棄・全量消費の捜査実務が強行され続けていることは、正当化の余地が
ないというべきである。そして、186 条の義務を恣意的に狭く解釈し、鑑
定書等の証拠能力を肯定し続ける裁判実務が、上記のような捜査実務を温

（ウ）（ア）の保存に当たっては、資料の残余については採取・保存年月日、
事件名、押収した際の資料名等を、試料の残余については同表記に加えて資
料の残余との同一性を明らかにする事項を記載したラベルを貼付するなどし
て分類保存するとともに、保存簿冊を備え付け、保存の状態を明らかにして
おくこと。」

(41) 上記通達 6項（鑑定書等の取扱い及び保管）
「鑑定書その他鑑定結果又はその経過等が記録されている書類については、刑
訴法等の定めに従い適切に取り扱うとともに、将来の公判等に備えて適切に
保管しなければならない。」

(42) たとえば、ウェブ上で確認できる対応として、福島県警「冷凍庫による
DNA 型鑑定資料の適正な管理について（通達）」（2010 年 10 月 28 日付け、
達（鑑、生企、刑総、交企、公）第 479 号）。その第 1 項では、「証拠物件の
取扱い及び保管については、・・このたび、証拠物件として取り扱う DNA型
鑑定資料・・の保存用冷凍庫（マイナス 20℃の温度設定が可能なもの。・・）
が全署に整備されたことに伴い、冷凍庫による鑑定資料の保存管理上の留意
事項を定め、適正な運用を図ろうとするものである。」との趣旨説明がなされ
ている。
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存する支えとなっていることも、大きな問題として指摘しなければならな
い。
鑑定資料の残量保管と再鑑定の機会確保の取扱いが一日も早く正常化さ
れ、科学的証拠の評価の正確性担保と誤判・冤罪の防止に資する実務が定
着することが、強く望まれるところである。


