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〔実務ノート〕

自動車と自転車が衝突し，自転車の運転者が

傷害を負った交通事件に関し，被告人と犯人の

同一性が争われ，無罪が言い渡された事例

（一審確定）

高 部 道 彦

はじめに

本判決は，さいたま地方裁判所第1刑事部が，平成25年5月10日，自

動車運転過失傷害罪，道路交通法違反被告事件（平成22年（わ）第884

号，以下「本件」という。）に関し，被告人に対し，無罪を言い渡した事

案（判例集未登載）である。

なお，本件は，平成25年5月11日付け埼玉新聞に「さいたま地裁判決

『捜査に疑問』指摘」の見出しで報道されたほか，同日付け東京新聞にも，

「地裁判決『捜査ずさん』と苦言」の見出しで報道された。

筆者は，本件に弁護人として関与し，事実認定上の問題，とりわけ，検

察官請求の交通事故解析にかかる鑑定書の信用性弾劾の難しさを痛感した。

本件事故は，交差点を左折しようとした犯行車両とその交差点を自転車

に乗ったまま，横断しようとした被害者運転の自転車との衝突事故である

ところ，通常，衝突事故は，加害車両と被害車両がそれぞれ一定の速度で

移動している中で発生するものであることを踏まえると，加害車両と判断

された車両（以下「被疑車両」という。）と犯行車両の同一性が争われる

事案においては，被疑車両及び被害車両の双方の損傷部位の発生原因及び

その符合の可能性について，力学的・物理的観点をも加味した合理的な検

証がなされるべきことは当然と考えられる。

しかし，本件においてそうであったように（後記の検察官の主張を参照），
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被疑車両の損傷部位と被害車両の損傷部位が一致するか否かの捜査機関に

よる検証は，捜査機関によるものであれ，捜査機関が嘱託した鑑定人によ

るものであれ，被疑車両の損傷状況と被害車両の損傷状況を静的に突き合

わせる作業によって，被疑車両と被害車両の損傷状況の一致の有無を判断

する，いわゆる「突合せ捜査」によって行われるのが一般的である。

この検証手法は，捜査側が，前述の力学的・物理的観点はもとより，衝

突箇所の物性（材質）等について考慮することなく，ひたすら被疑車両の

損傷部位と被害車両の損傷部位を突合せ，被疑車両の損傷部位と被害車両

の損傷部位が両車の衝突によって生じる可能性があると判断した場合には，

「損傷状況が一致した。」との結論を導くものである（後記捜査機関側の鑑

定人に対する証人尋問の結果を参照願いたい。）。

本件は，裁判所が，後記のとおり，捜査機関による，「突合わせ捜査」

による被疑車両の損傷部位と犯行車両の損傷部位が一致したとする立証方

法に強い疑問を投げかけ，その信用性を否定した事案であり，この点が実

務上最も参考となる論点と考えられるが，それ以外の事実認定上の問題に

関しても，実務上参考となる諸点が含まれていると思われるので，紹介す

ることとしたい。

第1 本件公訴事実の要旨

被告人は，

（1） 平成20年9月30日午後6時30分頃，普通乗用自動車（白色，ホ

ンダフィット）を運転し，埼玉県川口市内の交差点を草加市方面から

川口市西青木方面に向かい，時速約10キロメートルで左折進行する

に当たり，左折方向出口には横断歩道が設けられていたから，前方左

右を注視し，横断歩道上を横断する自転車等の有無及びその安全を確

認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのに，これを怠っ

て漫然と上記速度で進行した自動車運転上の過失により，横断歩道上

を左方から右方に向かい横断してきたＶ（当時15歳。以下「被害者」

ということがある。）運転の自転車右側面部に自車前部を衝突させて

Ｖを自転車もろとも路上に転倒させ，よってＶに全治まで約10日間

を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせ，

（2） 上記日時，場所において，上記のとおり，車両を運転中，Ｖに傷

害を負わせる交通事故を起こしたのに，Ｖを救護するなど必要な措置
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を講ぜず，かつ法律の定める事項を直ちに最寄りの警察署の警察官に

報告しなかった。

なお，検察官は，公判前整理手続終了後であって，公判手続におい

てほぼ証人尋問が終了済みの平成24年8月9日の公判期日において，

被告人管理車両の速度を起訴状記載の時速約20キロメートルから上

記の時速約10キロメートルに訴因変更する旨申し立て（後記の変遷

後の被害者供述を前提にすると，起訴状記載の時速20キロメートル

との検察官の主張の維持が困難となったためと推察される。），裁判所

はこれを許可した。

弁護人は，本件訴因変更申立は，公判前整理手続終了後のものであ

り，公判期日において新たな証拠調べを行うことが不可避であり，こ

れは，法316条の32第1項の証拠制限に反するだけでなく，公判前

整理手続の趣旨，目的にも反することは明らかであって，ひいては，

刑事訴訟規則第1条に違反するなどと主張して，検察官による訴因変

更申立てを不許可とするよう裁判所に求めた経緯があるが，この点は

本稿の紙数の関係等もあり，これ以上は触れない。

第2 検察官の主張等

1 検察官の主張

検察官は，論告において，犯行車両と被告人管理車両の同一性を基礎付

ける事実として，とりわけ，①犯行車両と被告人管理車両（本件当時，被

告人が管理し，運行の用に供していた車両）とは車種や登録番号などの特

徴が一致すること，②被告人管理車両には本件事故の態様（なお，本件事

故の態様，殊に犯行車両と被害自転車との衝突状況に争いがある）と符合

する損傷が存在することを主張した。

ところで，検察官が，平成22年7月15日，公判前整理手続において

「証明予定事実記載書」の「被告人が犯人であることを根拠づける事実」

として主張した事実は，以下のとおりであった。

（1） 本件犯行に用いられた車両と，被告人管理車両が同一の車両である

こと

① 犯行使用車両は，白色のホンダフィットに似た形状で，ナンバーの

下四桁は「1111」である（実際の番号を変更した。筆者註）。他方，

被告人管理車両は，ナンバーが，「所沢123そ1111」（実際の番号と
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は異なるが，ナンバーの下四桁は同一，筆者註）のホンダフィットで

ある。

② 被告人管理車両は，平成20年10月17日に発見されたとき，ボン

ネットが凹損し，ボンネット上に黒色の擦過痕が存し，車両前部のナ

ンバープレートが変形し，前部スカート部分に擦過痕があった。

③ 被告人管理車両の前記損傷と，被害者の自転車を突き合わせたとこ

ろ，損傷個所の位置や状況と自転車の形状等が一致した。

④ 被害自転車の前輪泥よけステーに付着していた塗膜片と被告人管理

車両のナンバープレートから採取した塗膜片を鑑定したところ，両者

は色及び材質が類似していて，同種のものと認められた。

なお，検察官は，本件事故の目撃状況に関し，「目撃者であるＡは，

自車を運転し，本件事故現場交差点付近路上（犯行車両の左折後の進

路の対応車線上）にさしかかり，赤信号に従って，前の車に続いて，

停止した。Ａ運転車両の前には，数台の車両が同様に停止していた。

信号待ちをしていたＡは，大きな音を聞き，その音がした方向を見た。

そして，Ａは，自車前方に被害者とＶ運転の自転車（以下，「被害自

転車」という。）が倒れている場面を目撃し，さらに，対向車線を走

行してくる犯行車両を目撃した。Ａは，自車とすれ違う前後の犯行車

両を注視し，同車のナンバーの下四桁が「1111」であり，ホンダフィッ

トに似た形状の白色の車両であることを確認し，その旨110番通報し

た。」旨主張している。しかし，Ａの捜査段階の供述調書及びＡ立会

の実況見分調書には，Ａが犯行車両の車種を確認したのは，犯行車両

が通り過ぎた後に，犯行車両の後部を確認したことによる旨記載され

ている。

（2） 本件時，被告人が，前記被告人管理車両を運転していたこと

① 被告人管理車両は，被告人のみが使用していた車両であること

② 被告人は，被告人管理車両を運転して，平成20年9月30日午後7

時ころ，本件事故現場付近の営業所に到着したこと

2 検察官の主張についての説明

検察官の上記主張によれば，多くの人が，被告人が本件犯行車両を運転

していたと考えるのではないかと思われる。本判決には触れられていない

が，犯行当日の夕刻（営業所への到着時刻には争いがあり，弁護人は，営

業所到着時刻を午後6時30分ころと主張している。）に，被告人管理車両
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を運転して，本件事故現場付近の営業所に到着したことに争いはない。

なお，犯行車両は，本件交差点を草加方面から左折しているところ，被

告人は，大泉インターチェンジから東京外環自動車道に入っており，検察

官の主張は，被告人が，本件事故現場最寄りの川口西インターチェンジで

東京外環自動車道から降りずに草加インターチェンジまで行ってから，川

口西インターチェンジ方向に逆戻りして本件交差点に差しかかったことを

前提にしている。

ところで，検察官は，前記（1）④の主張を公判前整理手続の段階で請

求証拠とともに撤回した。

この点についても，多くの人が，上記塗膜片は，被疑車両と犯行車両の

同一性を裏付ける重要な客観証拠であり，なぜ，検察官は，上記主張にか

かる証拠を撤回したのかと疑問を抱くのではないかと思われるが，本判決

は，被害者供述の変遷の不自然性を指摘する箇所において，以下のとおり

判示している。

「なお，付言すると，第2供述の際（後記のとおり，被害者の変遷後の

供述を指す。筆者註），取調べ検察官は，Ｖに対し，被害自転車から採取

された塗膜様片のものと被告人管理車両のナンバープレートから採取され

た塗膜片が同種の物と認められたという鑑定結果を説明しており，Ｖは，

『検察官の話を聞いて，被告人が犯人に間違いないと思う』旨の供述をし

ていた。ところが，本件の公判前整理手続の中で，被告人管理車両のナン

バープレートは，車両メーカーとは別個の専門業者が製造したものであり，

その業者は製造したナンバ一プレートを埼玉県内や東京都内の陸運局に大

量に納入していたことが判明し，上記の鑑定結果は，犯行車両と被告人管

理車両との同一性を推認させる根拠にはなり難いことが明らかとなった。

そこで，検察官は，この点に関する主張及び証拠請求をすべて撤回した。」

検察官が，公判前整理手続における弁護人の指摘（ナンバープレート製

造会社に対する調査嘱託の申立て等）を受けて，上記主張及び関連証拠を

撤回したことは言うまでもないが，取調べ検察官が，上記鑑定結果を被害

者に示し，「検察官の話を聞いて，被告人が犯人に間違いないと思う。」と

供述させた事実は，起訴検察官（取調べ検察官）が，この事実を被告人が

犯人であることを裏付ける決め手となる客観証拠と考えていたことを強く

推認させる。
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第3 公判の経過

本件は，平成22年6月16日起訴され，その後，平成22年11月19日

から平成24年1月10日までの9回にわたる公判前整理手続を経て，平成

24年1月13日から平成25年5月10日の判決言渡しまで12回にわたる

公判期日が開かれ，無罪判決を得るまでに約3年の期間を要した。

また，平成22年7月26日から平成24年9月14日まで12回にわたる

「打合せ期日」（1回は公判期日と同日）が実施された。

検察官が，後記の検察官請求のＹ作成の平成23年1月6日付け鑑定書

の証拠請求を行ったのは，起訴後約半年を経た平成23年1月11日であっ

た。

第4 犯行車両と被告人管理車両とは車種や登録番号などの特徴が

一致するとの検察官の主張に対する裁判所の判断

1 目撃者供述の信用性について

（1） 判決要旨

本判決は，本件事故の目撃者供述の信用性に関し，次のとおり，犯行車

両が被告人管理車両であるホンダフィットと同一の車種であるとは認定で

きないと判示した。

① 本件事故を目撃したＡは，証人として出廷した際「犯行車両の車種

や車体の色，登録番号について，今は覚えていない」旨述べ，犯行車

両の特徴については「ハッチバック式の車，トランクがない車」と述

べただけであった。そして，検察官から「警察官調書には，110番通

報した際，逃げた車の特徴として，白色のホンダフィットタイプの車，

ナンバーが1111ということを伝えた，と記載されている。調書を作っ

たときには，自分の記憶に基づいてそのように説明したということで

間違いないか」旨誘導されて，「はい」と答えるに留まった。Ａのこ

のような供述状況に照らすと，犯行車両の車種に関するＡの証言は，

その証明力に限界があるというべきである。

② しかも，Ａは，平成20年10月19日付け警察官調書においても，

犯行車両の車種に関し「私が見た車は，ホンダフィットのような車で

ある。なぜホンダフィットのような車かというと，形的にトランクの

ないタイプの小型車であり，私の頭の中にホンダフィットが浮かんだ
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からである」旨述べているだけであって，犯行車両がホンダフィット

であると断定しているわけではないばかりか，ホンダフィットのよう

な車であるとする理由についても，ハッチバックタイプの小型車であ

ることしか指摘していない。本件事故当時において，ハッチバックバ

ツクタイプの小型車は，ホンダフィットのほかに，少なくともトヨタ

ヴィッツ，トヨタイスト，トヨタパッソ，日産マーチ，日産ノート，

マツダデミオ，スズキスイフトが販売されていたのに，これらの車種

の中からなぜホンダフィットを選んだのかについて，Ａは何ら具体的

な説明をしていない。

③ 以上に加え，Ａの上記証言以外に犯行車両の車種に関する証拠が存

在しないことを併せ考えると，犯行車両の車種については，ハッチバッ

クタイプの小型車との限度でしか認定できないというべきである。

（2） 目撃者供述の信用性に関する検察官主張の信用性判断について

目撃者供述の信用性に関しては，本判決には具体的な判示はないものの，

裁判所が上記心証を形成するうえで，目撃者Ａを取り調べた警察官Ｐの以

下の証人尋問の結果が影響を与えたことは疑いがないと思われる。

裁判長：先ほどの証人のお話ですと，Ａさんは最初から自分でホンダフィッ

トタイプの車であると言ったわけではないんですか。

Ｐ ：カタログで，こんな感じの車だということで，じゃ，こういう

フィットタイプの車でいいんですかという確認を取りまして，フィッ

トタイプの車ということで，書きました。

裁判長：先ほど，そういうふうに御証言されましたよね。Ａさんが車の

タイプについてお話をされて，それに基づいて車のカタログを見

せたところ，ホンダフィットが似ているということになって，ホ

ンダフィットタイプということで最終的には特定し，調書にした

と，そういうことでよろしいんですね。

Ｐ ：そうです。トランクがない車ということで，比較的小型な車だ

ということは言った記憶があります。

裁判長：Ａさんは，車の車種について余り詳しい方ではないんですかね。

Ｐ ：そうだと思います。車名は出てきませんでしたから。

このように，Ａを取り調べた警察官Ｐが，Ａからは，犯行車両の「車名
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は出てこなかった。」と証言していることを踏まえると，Ａが，事故直後

110番通報した際，犯行車両が「白色のホンダフィットタイプの車」であ

る旨述べたとする検察官の主張に合理的な疑いが残ることは明らかである。

なお，110番通報は通報受理の時点で警察において録音がなされること

は周知の事実であるところ，弁護人が，本件公判前整理手続の段階で，本

件事故車両の特定に係る客観証拠の一つとして，Ａからの本件110番通報

の録音媒体を開示するよう検察官に対し要請したが，検察官は「既に廃棄

済み」であるとして上記録音媒体を弁護人に開示しなかった。

2 車種及び登録番号に基づく車両照会（以下「車両照会」という。）の結

果について

（1） 判決要旨

① 埼玉県Ａ警察署の警察官は，平成20年10月16日，埼玉県内の熊

谷，大宮，春日部，所沢，川越の各陸運局に対し，登録番号の下4桁

が1111，車種がホンダフィットという条件で車両照会をし，該当車

両が15台あったことから，該当車両について車当たり捜査を実施し

た結果，車体の塗色が白色の車両は被告人管理車両だけであった。

② しかし，上記1に説示したとおり，犯行車両の車種についてはハッ

チバックタイプの小型車との限度でしか認定できないところ，そのよ

うな車種はホンダフィットのほかにも複数存在しており，ホンダフィッ

ト以外の車種の販売台数も多数に上る（例えば，ホンダフィットの平

成16年1月から平成20年6月までの販売台数は59万台余り，トヨ

タヴィッツのそれは50万台足らずである。）。

また，本件事故現場は，東京外環自動車道沿いに位置する一般道の

交差点であり，付近には川口西インターチェンジや川口中央インター

チェンジが存在する。東京外環自動車道は川ロジャンクションで東北

自動車道と接続している。そうすると，本件事故現場となった交差点

を通行する車両には，埼玉県内の陸運局に登録された車両に加え，東

京外環自動車道や東北自動車道を利用する東京都内や他県内の陸運局

に登録された車両も少なからず含まれていたことが推認される。

② 以上によれば，車種をホンダフィットに限定し，埼玉県内の陸運局

に対してのみ行われた車両照会は，その対象とした車両の範囲が狭き

にすぎるというべきであるから，そのような車両照会の該当車両に被

告人管理車両が含まれており，車体の塗色が一致したとしても，それ
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による犯行車両であるとの推認力が弱いものであることは明らかであ

る。

（2） 車両照会の結果に関する補足説明

警察が，車両照会を被告人管理車両と車種が同一のホンダフィットに限っ

て行った経緯は，以下の警察官Ｑに対する証人尋問の結果から明らかであ

る。

検察官：本件が警察に発覚した端緒は何でしたか。

Ｑ ：目撃者の110番通報です。

検察官：110番通報の時間は何時でしたか。

Ｑ ：午後6時36分です。

検察官：目撃者から，犯行車両につき何か情報は得られましたか。

Ｑ ：はい。

検察官：どういう情報でしたか。

Ｑ ：塗色白色のホンダフィット様の車で，下4桁1111（実際の番

号ではない。筆者註）です。

検察官：その情報を受けて，あなたは犯行車両の割り出しについて，何

か捜査を行いましたか。

Ｑ ：車両照会です。

検察官：どういう条件で行いましたか。

Ｑ ：埼玉県内の下4桁1111のホンダフィットで絞ってやりました。

（中略）

弁護人：先ほど，証人は，ホンダフィット様の車であるという通報を目

撃者から110番通報として受けたということをおっしゃいまし

たよね。

Ｑ ：はい。

弁護人：なんで，ホンダフィットだけに限定したんですか。

Ｑ ：目撃者がホンダフィットと言っているからです。

弁護人：そうはおっしゃらなかったじゃないですか。ホンダフィット様

のものって先ほど証言されましたよ。

Ｑ ：はい。ホンダフィット様と言われても，ホンダフィットという

車の名前を言っているので，ホンダフィットからやっただけで

す。
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弁護人：結局，ホンダフィットしかやらなかったんだよね。

Ｑ ：やってません。

仮に，Ａから，犯行車両が白色のホンダフィット様の車である旨の通報

があったとしても，警察が，初動捜査の要である車両照会の車種をホンダ

フィットに限定することは常識的に考えにくい。警察は，「白色，下四桁

1111」という条件でＮシステムへの照会を行い（Ｎシステム設置箇所は限

られており，インターネット上の情報ではあるが，平成20年当時，全国

で，830台が設置されていたに過ぎない。），その結果，埼玉県下で登録さ

れた被告人管理車両（白色ホンダフィット）が抽出されたので，被告人管

理車両のみに狙いをつけ，見込み捜査を行った疑いを禁じ得ない。

なお，被告人は，警察における取調べにおいて，取調官から，Ｎシステ

ムに事故現場付近で被告人管理車両が記録されていることを理由に，自白

するよう求められた事実がある。

第5 被害者供述の信用性について

1 判決要旨

（1） 犯行車両との衝突状況に関する被害者の公判供述

被害者であるＶは，本件事故の態様，殊に犯行車両と被害自転車との衝

突状況に関して，概略，次のように証言している。

交差点の横断歩道上を自転車に乗ったまま，ゆっくりとした速度で渡り

始めたとき，自動車が左折してきた。危ないと思ってハンドルを左に切ろ

うとしたがよけきれず，自転車の右側面に自動車の正面がぶっかった。私

の上半身が自動車のボンネット側に倒れて軽く当たり，更に自動車が前進

してきたので，自動車とは反対側に右側面が上になる形で倒れた。自転車

が倒れた後も自動車は更に前進してきたので，自転車のタイヤの一部と私

の右足の膝上10センチメートルくらいまでが車の下に入り，前に押し出

された。その際，ガガガというこすれる音が聞こえた。自動車はその後，

止まってから後退し，私の体と自転車は自動車に引っ張られて引きずられ

た。その際もガガガというこすれる音が聞こえた。自転車が自動車から外

れた後，自動車は逃走した。私のことを自動車から見て右側によけて逃げ

たことは間違いない。

（2） 犯行車両との衝突状況に関する被害者の供述の変遷

Ｖは，犯行車両との衝突状況に関する供述を，次のように変遷させてい
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る。

すなわち，Ｖは，本件事故から間もない平成20年10月5日付け警察官

調書では，「右側から車が来るとは思っていなかったため，避けることも

できずに衝突してしまった。衝突してから，私は自転車と共に転倒してし

まった」旨供述していただけであって，犯行車両の損傷の有無についても

「よく見ていないので分からない」旨述べていた（以下，上記調書におけ

る供述を「第1供述」という）。そして，本件事故から1年半ほど後の平

成22年4月6日付け検察官調書では，「私は，横断を開始した後，相手の

車が右側から来ることに気づき，よけられないと思った。結局ぶつけられ

てしまい，私は自転車ごと飛ばされて転倒した。ぶつかったとき，相手の

車のナンバープレート辺りに自転車が引っかかった感じがあった。転倒し

て横倒しになり，上半身だけ起こして見たときには，相手の車は私をよけ

るようにして逃げてしまった」旨供述していた（以下，上記調書における

供述を「第2供述」という）。ところが，本件事故から2年ほど後の平成

22年10月4日付け検察官調書では，ほぼ公判証言と同様の供述をし，初

めて，①ボンネット側に一度上体が振られたこと，②犯行車両の車底部の

下に自転車のタイヤとＶの右足の一部が入り込み，押し出されたり引っ張

られたりしたことを述べた（以下，上記調書における供述を「第3供述」

という）。このように，Ｖは，犯行車両との衝突状況について，本件事故

から間もない第1供述では簡単な供述しかしておらず，本件事故から1年

半ほど後の第2供述でも，若干詳しいものの第1供述とほぼ同様の供述を

していたのに，本件事故から2年ほど後の第3供述では，供述を詳細化さ

せるとともに，その内容を著しく変遷させ，公判証言でもこの供述をほぼ

維持している。

（3） 本判決が被害者供述の信用性に疑問を投げかけた主たる部分

被害者供述は，上記のとおり，著しく変遷しており，本判決は，その不

自然さを種々の観点から検討を加えているが，この点は，本件特有の論点

ではないことから，その主要部分のみを紹介することとする。

本判決は，次のとおり判示している。

ところで，Ｖは，平成22年8月31日，被告人管理車両の損傷等の状況

を明らかにする実況見分に立ち会い，初めて実際に被告人管理車両のボン

ネット上の凹損や車底部の損傷を確認したりなどした。さらに同日，これ
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らを踏まえた上で，被告人管理車両の損傷部位と被害自転車とを突き合わ

せる実況見分に立ち会ったり，事故状況の再現をして被告人管理車両と被

害自転車との接触状況を確認したりした（Ｖ証言）。

①Ｖは，本件事故から1年半ほどの後の第2供述において，「検察官の

説明を聞いて，被告人が犯入に間違いないと思う」旨供述していた。②上

記実況見分等は本件事故から1年11か月ほど後（第2供述からは5か月

ほど後）に行われたものであった。③Ｖは，本件事故から2年ほど後（上

記実況見分の立ち会いなどから約1か月後）に，衝突状況に関する供述の

内容を詳細化させ，変遷させた第3供述をした。④Ｖは，上記実況見分の

立ち会いなどをし，第3供述をした時点で17歳であった。このような供

述の変遷に至る経緯等に鑑みると，被告人が犯人であると思い込んでいた

Ｖは，本件事故から1年11か月ほど後の記憶が鮮明ではなくなった時点

で上記実況見分の立ち会いなどをし，その際に初めて目の当たりにした被

告人管埋車両の損傷状況に暗示を受けるなどしたことから，影響を受けや

すい17歳という年齢であったことも相侯って，衝突状況に関する記憶が

これらの損傷状況に符合するものに変容したのではないかとの疑いを払拭

できないというべきである。

そのうえで，本判決は，「以上の検討によれば，犯行車両と被害自転車

との衝突状況に関するＶの証言は，その信用性に疑いを差し挟む余地が残

るといわざるを得ない。」として，Ｖの証言の信用性を否定した。

第6 被告人管理車両の損傷部位が被害者供述による衝突状況と符

合するか否かについて

1 はじめに

本判決は，前記のとおり，「検察官は，犯行車両と被害自転車との衝突

状況がＶの証言するようなものであった旨主張するところ，Ｖの証言の証

明力が上記のようなものであることに加え，他に検察官の主張に沿う証拠

が存在しないことに照らせば，検察官の主張する犯行車両と被害自転車と

の衝突状況については，合理的な疑いを容れない程度の立証がされていな

いというべきである。」とし，被害者供述の信用性に疑問がある以上，被

害者供述を前提に被告人管理車両に本件事故の衝突状況に沿った損傷が存

在するとする検察官の主張は，その前提を欠くと判示する一方，「本件で
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は，被告人管理車両に検察官の主張する本件事故の態様（殊に犯行車両と

被害自転車との衝突状況）と符合する損傷が存在するのかが中心的争点と

され，これに焦点を当てた攻防がされてきた。このような本件審理の経過

に鑑み，仮に犯行車両と被害自転車との衝突状況がＶの証言するようなも

のであったとしたら，これと符合する損傷が被告人管理車両に存在するの

かについても検討することとする。」と判示している。

本判決は，犯行車両を被告人管理車両と特定するに足りる証拠に乏しく，

かつ，犯行車両と被害自転車の衝突状況に関する被害者供述の信用性にも

合理的な疑いが残ることを理由に，被告人管理車両が犯行車両であるとす

る検察官の主張は，その余の検討を行うまでもなく，その証明が不十分で

あって，被告人は無罪であると結論づけていると考えられ，その意味で，

本件は，主戦場に行き着く前に，決着がついた事案と評価し得ないではな

い。

このことは，本件の起訴検察官が，「被害自転車の前輪泥よけステーに

付着していた塗膜片と被告人管理車両のナンバープレートから採取した塗

膜片を鑑定したところ，両者は色及び材質が類似していて，同種のものと

認められた。」ことを決め手として，本件を起訴し，検察官が，弁護人の

指摘を受けて，上記事実にかかる証拠請求を撤回したこと，その時点では，

被告人管理車両は，警察から還付され，3人の所有者に転々と転売されて

いたにもかかわらず（その間の損傷状況を明らかにする客観証拠はなく，

かつ，被告人管理車両の前部バンパー部分の損傷は塗装による修復がなさ

れていた。また，当然のことながら，ナンバープレートも付け替えられて

いる。），捜査機関は，半年以上にわたる「補充捜査」を行い，当時の所有

者から被告人管理車両を差し押さえた上，被告人管理車両の損傷状況と被

害者供述とが符合することを立証しようとしたことと無縁とは思われない。

2 検察官請求にかかるＹ鑑定の内容

（1） 検察官請求にかかるＹ鑑定人作成の鑑定書及びＹ鑑定人の証人尋問

の結果（以下，両者を併せて「Ｙ鑑定」ということがある。）

本判決は，Ｙ鑑定の内容を以下のとおり要約して判示している。

被告人管理車両と被害自転車との突き合わせを行ったところ，①被告人

管理車両のスカート部の損傷部位と，転倒した被害自転車の右ペダルの高

さが一致し，さらに，被告人管埋車両の車底部のエンジンアンダーカバー
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（以下「アンダーカバー」という）にある2本の線状の損傷と，被害自転

車のペダルとが一致している，②被告人管埋車両のナンバープレートの凹

損と被害自転車前輪の泥よけステーの高さ，被告人管理車両の右前部バン

パーの擦過痕（2箇所）と被害自転車の前輪ハブ部や前籠ステーの高さが

それぞれ一致している，③被告入管理車両のボンネット上の凹損と，Ｖが

背負っていたギターケースの上部の位置とが一致していることなどからす

ると，被告人管理車両に存在する損傷はＶの供述する本件事故の態様と完

全に一致する。

なお，Ｙ鑑定人は，捜査機関からの嘱託を受けて，本件による証人尋問

までに約300件の交通事故解析にかかる鑑定を行い，ひき逃げ事件に関し

ても約30件の鑑定を行ったと証言している。

（2） Ｙ鑑定の鑑定手法に関する本判決の判示

本判決のＹ鑑定の鑑定手法に関する判示は次のとおりである。

① Ｙが被告人管理車両等の見分を行ったのは，正式に鑑定を依頼され

た平成 22年 11月 5日よりも前の同年 9月 29日の 1回だけである

（Ｙの証言）。正式に鑑定を依頼されるか否かは，後にならないと分か

らない旨Ｙ自身が証言していることに照らせば，Ｙは，鑑定を行うこ

とを前提とした見分を一度も行っていないことになる。

② Ｙが実際に見分を行った時点では，本件事故時のナンバープレート

は取り替えられ，前部バンパーの擦過痕も補修されており，本件事故

から問もない時点で確認された損傷を正確に視認できなかったはずで

ある。しかるに，本件証拠上，Ｙが捜査官に対してその点を確認した

のか明らかではない。

③ Ｙがどのようにして被告入管理車両と被害自転車との突き合わせを

行ったのかも，本件証拠上，明らかではない。鑑定書の衝突箇所が一

致したとする説明も，すべて捜査機関の撮影した写真等を引用してい

るにすぎない。このように，鑑定の経過が明らかではない。

④ これらによれば，Ｙ鑑定は，その手法にも疑問があるというべきで

ある。

（3） Ｙ鑑定が，犯行車両及び被害自転車の走行状況を一切考慮しないで

突合わせ捜査を行い，その結果，損傷状況が一致するとの結論に至って

いることについての本判決の判示等
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Ｙ鑑定は，被告人管理車両のナンバープレートの凹損と被害自転車前輪

の泥よけステーの高さ，被告人管理車両の右前部バンパーの擦過痕と被害

自転車の前輪ハブ部の高さがそれぞれ「完全に一致している」としており，

被告人管理車両が犯行車両であることは間違いない旨述べている。

これに対し，本判決は，次のとおり判示して，Ｙ及び捜査機関が実施し

た「突合わせ捜査」の問題点を指摘している。

① 被害自転車の前輪ハブ部は，被告人管理車両のナンバープレートの凹

損と被害自転車を突き合わせたときにはナンバープレートの位置にあっ

たにもかかわらず，右前部バンパーの2箇所の擦過痕と被害自転車を突

き合わせたときには，被告入管理車両の右端に近い位置まで通常の走行

する状態で立ったまま移動している。前輪ハブ部がナンバープレートの

位置にあるときに被告人管理車両との衝突が始まったのであれば，被害

自転車はその時点で右横から大きな力を受けることになるのであって，

通常の走行する状態で立っていることが困難になったはずである。しか

るに，前輪ハブ部が被告人管埋車両の右端に近い位置に至った時点にお

いても，依然として通常の走行する状態で立ったままというのは不自然

というほかない。すなわち，これらの損傷は，本件事故の一連の動きの

中で連続して生じたものとして検討すると，両立し得ないものである。

② 被害自転車は高さも凹凸もあるから，動的要素を考慮せずに，静的に

突き合わせをするだけならば，どのような損傷とも相当程度突き合わせ

ることが可能である。現に，被告人管理車両の右前部バンパーの擦過痕

は，平成21年1月14日に警察官により実施された突き合わせ捜査のと

きには，倒れた被害自転車の右ペダルと一致するというＹ鑑定とは異な

る判断がされていたのである（Ｐの証言。）。そうすると，被害自転車の

本件事故時における一連の動きを考慮せず，被告人管理車両の損傷の一

つを選び出して，静的に被害自転車と一致する箇所があるかを検討する

ことには，さしたる意味はないというべきである。

③ これらによれば，被告人管理車両の損傷と被害自転車の各部の高さが

それぞれ一致している旨のＹ鑑定の説明は，両立し得ないものを両立す

るものとして評価したり，それだけではさしたる意味を持たない個別の

一致を取り出したりしたにすぎないもの，といわざるを得ない。

（4） 突合わせ捜査に関するＹの証人尋問の結果

「完全に一致する。」という表現が，いかなる意味を有するのか疑問を

成蹊法学82号 実務ノート
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抱かざるを得ないところ，Ｙ鑑定人は，その証人尋問において以下のとお

り証言した。

弁護人：資料16の11丁目には，この写真18のエの位置と，それから

4の高さに関して（被告人管埋車両のナンバープレートの凹損

と被害自転車前輪の泥よけステーの高さが一致するとのＹ鑑定

を指す。筆者註），捜査機関がどういうふうに評価していたか，

御記憶にありますか。

Ｙ ：ございません。

弁護人：捜査機関は，被疑車両のナンバープレートと，被害車両の前輪

泥よけステー右側の高さが，おおむね符合するという評価をし

ているんですが，おおむね符合するというのと，一致するとい

うのとは，同じですか，違うんですか。

Ｙ ：もちろん，言葉尻は違います。

弁護人：言葉尻が違うというのは，どういう意味ですか。

Ｙ ：おおむねと，完全一致という意味では，違いがありますねとい

うことです。

弁護人：ということは，おおむね，つまり，あなたが一致すると判断し

たのは，捜査機関が書いてるような，おおむね符合するという

状況の下に，一致するという評価を下されたという埋解で正し

いですかとお尋ねしてるんですが。

Ｙ ：正しいです。

弁護人：エと4の高さが近接しているという記載も，資料16の11丁目

には記載があるのですが，近接するというのと，符合するとい

うのは，同じことですか。

Ｙ ：まあ，ほぼ同じだと思います。

弁護人：どれぐらいの許容範囲なんですか。1センチですか，5ミリで

すか，外れてるのは。

Ｙ ：…何とも言えないですけど，まあ，5ミリでも10ミリでも，

そのときの判断で，一致してると思えば。それは，上下という

のは移動するものですから，だから，ほぼ一致してれば，形状

も一致してれば，私の場合は，一致すると判断いたします。

（中略）

（ ）244163
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弁護人：事故が起こったのは，平成20年9月のことであることは，証

人は御存じですね。

Ｙ ：大分前だということは知ってます。

弁護人：あなたが自動車を見分されたのは，平成22年の9月だという

こともよろしいですね。

Ｙ ：はい。

弁護人：2年間の間に，車に損傷が生じているかどうかに関する確認を

行われたことがありますか。

Ｙ ：いや，その間に事故が何かあったかという意味ですね。

弁護人：いや，そうではなくて，車自体に損傷が生じるようなものがあっ

たかどうかということについて，前提として，確認される作業

を行ったかどうかでお尋ねですけど。鑑定を行う前提として。

Ｙ ：それも同じ答えなんですけど，突き合わせして，不整合，何が

あっても絶対触らない部分について，それは合わないというこ

とで，確認作業の一つですので，作業をしたということと同じ

だと私は思います。

弁護人：鑑定書の6ページの写真7を示します。左側の三日月形の，要

するに，穴が開いている状況があるのが確認できますか。

Ｙ ：はい。

弁護人：ここにも，確認をしたという意味で，丸く，赤で印を付けてい

ただけますか。（タブレットを使用して赤色で記入したので，

印刷して速記録末尾に4枚目として添付した）

弁護人：この傷は，本件事故とは関係がないということですか。

Ｙ ：はい，結論的には，私は関係がないと判断しました。

弁護人：なぜ，関係がないと言えますか。

Ｙ ：突き合わせて，ペダルの位置と一致する場所がないからです。

弁護人：要するに，証人は，ペダルと突合させて，合わない傷について

は，本件事故とは関係がないという姿勢で鑑定をされたという

ことですね。

Ｙ ：はい，そのとおりです。

3 弁護人請求の鑑定

弁護人は，本件の反証として，交通事故解析の専門家であるＴ鑑定人に

本件衝突状況の解析を，材料工学の専門家であるＫ教授に被告人管理車両

成蹊法学82号 実務ノート
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の損傷及び被害自転車の損傷状況を踏まえ，例えば，自転車ペダルにより，

被告人の管理車両の損傷が形成されるか等の鑑定を，それぞれ依頼した。

（1） 材料工学の専門家Ｔ教授の鑑定結果（証人尋問の結果を含む。）に対

する本判決の判示

本判決は，この点について以下のとおり判示している。

Ｙ鑑定は，経験上，アンダーカバー等の材質からすると，ペダルの端の

鋭い部分が接触すれば，本件車底部の損傷のような損傷が生じることは可

能である旨説明する。

（中略）

他方，本件車底部の損傷が被害自転車との衝突の際に形成されたものか

について鑑定を行ったＫ鑑定人（以下「Ｋ」という）は，その鑑定書及び

証言において，概略「フロントバンパーに形成された損傷は，形状が鋭利

な硬度が高い物質によって削られたような削り取り痕である。このような

損傷を生じさせることができる部分は，鑑定時の被害自転車の磨耗したペ

ダルにはない。また，アンダーカバーには，裏まで及ぶほどの亀裂が生じ

ている。アンダーカバーは，泥よけとして使用されており，材質と取り付

け方の両面で変形に対する柔軟性を持たせているのであるから，このよう

な亀裂が生じるためには，局所的に大きな力がかかる必要がある。しかし，

鑑定時の被害自転車の磨耗したペダルには，その硬度や形状からしてその

ような力を加えられる箇所が存在しない。また，スカート部にも亀裂損傷

が生じている。スカート部は工業用ゴムで製造されているから，鑑定時の

被害自転車の磨耗したペダルがぶつかっても，めくれあがるだけであって，

このような亀裂損傷を生じさせることはない」旨の見解を述べている（以

下，Ｋがその鑑定書及び証言において述べる見解を「Ｋ鑑定」という）。

この見解は，本件車底部の損傷に比して明らかに軽度な損傷の形成しか確

認されなかったという本件衝突実験の結果と整合している。また，Ｋは，

材料力学の専門家であり，本件鑑定を行うに際して，2回にわたり被告人

管理車両のフロントバンパー（スカート部と一体となったもの）やアンダー

カバー，被害自転車のペダルに実際に触るなどして，それらの材質や硬度

を確認している。そうすると，特段の理由がないのに，Ｋ鑑定の上記見解

を不合理として排斥することは困難である。

（2） 交通事故解析の専門家であるＴ鑑定人の鑑定結果（Ｔ鑑定人の証人

（ ）246161
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尋問の結果を含む。）

本判決には，弁護人嘱託のＴ鑑定人の鑑定結果について判示した箇所は

認められないが，本判決が示した判断には，Ｔ鑑定人の意見を踏まえたと

思われる箇所が散見される。例えば，本判決の前記判示部分である「被害

自転車の本件事故時における一連の動きを考慮せず，被告人管理車両の損

傷の一つを選び出して，静的に被害自転車と一致する箇所があるかを検討

することには，さしたる意味はないというべきである」との裁判所の判断

は，静的な「突合わせ捜査」が，衝突事故の原因分析，とりわけ，被疑車

両と犯行車両の同一性判断に，さしたる意味がないとのＴ鑑定人の意見と

符合するからである。

車両後部がハッチバック式の車両には，車両前部が，キャブオーバー型

のボンネットノーズが高い位置にある車種もあれば，セダン型のボンネッ

トノーズが低い位置にある車種もあることは常識に属するところ，Ｔ鑑定

人は，犯行車両は，車両前部がキャブオーバー型のボンネットノーズが高

い位置にある車種であって，セダン型で，ボンネットノーズが低い位置に

あるホンダフィットではないと鑑定した。

Ｔ鑑定人は，犯行車両が，仮に，ホンダフィットのように，セダン型で

あって，自転車と乗員の重心高さよりも低い着力点で衝突する場合，自転

車乗員の頭部は衝突車側に倒れるので本件のように前方に倒れることはな

く，停止の順番が，衝突車〈乗員〈自転車の順になり，Ｖ供述と一致しな

いこと，この場合，自転車乗員は，ボンネット上に一端倒れ込んでからず

り落ちるので，転倒停止まである程度長い時間を要するところ，Ｖは，

「私はいったん，車のボンネット側に上体を振られた後，すぐに，車とは

反対側に，自転車ごと倒れてしまいました。」と供述していることと矛盾

すること等を詳細に検討している。

このように，Ｔ鑑定人の鑑定は，Ｖ供述の衝突状況と損傷状況との符合

の有無等を分析しているところ，本判決が，Ｖの公判供述の信用性につき

消極に解していることから，裁判所が，Ｔ鑑定について判示するまでもな

いと判断した可能性は否定できないが，他方，Ｖは，事故当時から，停止

の順番を衝突車〈乗員〈自転車と供述していないこと等を踏まえれば，裁

判所が，Ｔ鑑定を積極的に採用することになれば，本件が，いわゆる灰色

無罪ではなく，被告人が犯人でないとの「真白」の判断をせざるを得なく

なることも影響しているように思われる。
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第7 最後に

検察官請求にかかる鑑定書を作成したＹ鑑定人が，これまで約300件の

交通事故解析を行ってきたと公判廷において証言していることを踏まえる

と，衝突事故の際の被疑車両と犯行車両の同一性立証に当たり，静的な

「突合わせ捜査」が多用されてきたものと認められる。交通事故解析の専

門家が，「突合わせ捜査」の結果を基に損傷状況が一致すると証言した場

合には，その証言の信用性を反対尋問で覆すことは容易ではなく，また，

裁判所が上記鑑定人の意見を尊重するきらいがあることも否定できない。

弁護人が，被告人に対し，交通事故解析の専門家及び材料工学の専門家に

よる鑑定を実施したいとの要請を行った際，被告人が，余裕のない中で，

鑑定費用を工面し，弁護人の上記提案に応じてくれ，両鑑定人からも全面

的な協力を得られたことが，本件において無罪を勝ち取ることができた大

きな要因と考えている。衝突事件において，訴追側の鑑定に対する反証を

行うためには，弁護側においても，鑑定を実施することが不可欠であり，

有能な鑑定人を確保する必要性が高いことは明らかである。

しかし，弁護人が，1審で無罪確定後行ったさいたま地方裁判所に対す

る費用補償請求においては，上記鑑定費用に関し，加算項目との評価は得

られたものの，その大半についての補償は認められなかった。費用補償請

求が，日本司法支援センターが定める国選弁護人の事務に関する契約約款

の国選弁護人に支給すべき規準に則り行われるものであるとしても，本件

のような車両衝突事故においては，交通事故解析等の鑑定が，弁護人の反

証として不可欠であることを考えると，前記契約約款の柔軟な運用が期待

される。

以上

（ ）248159



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


