日 時 ： ２０１４年６月２１日（土） 午後１時３０分～午後５時
場 所 ： 弁護士会館１７階１７０１会議室
主 催 ： 日本弁護士連合会
【総合司会】
杉 田 明 子 日弁連両性の平等に関する委員会特別委嘱委員
開会挨拶
山 田 秀 雄

１３：３０～
日本弁護士連合会副会長

基調報告
吉 田 容 子
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パネルディスカッション
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宮 地 尚 子 氏 一橋大学大学院社会学研究科教授
牧 野 雅 子 氏 京都大学アジア研究教育ユニット研究員
神 山 千 之 氏 元さいたま地方裁判所川越支部判事
宮 村 啓 太 氏 弁護士
吉 田 容 子

日弁連両性の平等に関する委員会特別委嘱委員

（コーディネーター）

角 田 由紀子

日弁連両性の平等に関する委員会特別委嘱委員

閉会挨拶
深 堀 寿 美
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日弁連両性の平等に関する委員会委員長
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プロフィール
◆

宮

地

尚

子（みやじ・なおこ）

兵庫県生まれ。1986年，京都府立医科大学卒業。1993年，同大学院修了。1989-92年，米国
ハーバード大学に客員研究員として留学，近畿大学医学部衛生学教室勤務を経て，2001年よ
り現職。現在，一橋大学大学院社会学研究科地球社会研究専攻・教授．精神科医師．医学博
士。専攻は，文化精神医学，医療人類学，トラウマとジェンダー。
著書に，『異文化を生きる』（星和書店，2002 年），『トラウマとジェンダー―臨床か
らの声』（金剛出版，編著，2004 年），『トラウマの医療人類学』（みすず書房，2005 年），
『環状島＝トラウマの地政学』（みすず書房，2007 年），『性的支配と歴史―植民地主義
から民族浄化まで』（大月書店，編著，2008 年），『医療現場における DV 被害者への対応
ハンドブック―医師および医療関係者のために』（明石書店，編著，2008 年），『傷を愛
せるか』（大月書店，2010 年），『震災トラウマと復興ストレス』（岩波ブックレット，
2011 年）など。

◆

牧

野

雅

子（まきの・まさこ）

京都大学 学際融合教育研究推進センター アジア研究教育ユニット
奈良教育大学卒業後，警察官として勤務
京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学
京都大学博士(人間・環境学)
社会学，ジェンダー研究
研究テーマ
性暴力と公権力
著書『刑事司法とジェンダー』（2013 インパクト出版会）

◆ 神

山

千

研究員

之（かみやま・ちゆき）

1957 年生
1979 年国際基督教大学卒業
1982 年明治大学大学院法学研究科博士前期課程卒業（公法学専攻，国際法専修）
司法修習 44 期
1992 年裁判官に任官。名古屋，新潟，盛岡（本庁及び支部 4 か所），さいたま（川越支部）
の地家裁と簡裁に勤務し，2010 年退官。
公判審理を担当した性犯罪事件は，合計で 20 件以上 30 件以下というくらいだと思う。少
年審判を含めれば 30 件を超えるかもしれない。
それらのうちの否認事件では，被告人や少年の供述が明らかに不合理と思えるものが多く，
被害者の供述の信用性を疑うような事例はほとんどなかったので，裁判官同士の評議の中で

ジェンダー・バイアスを感じるようなこともなかった。
裁判員制度が発足し，裁判員裁判対象事件が川越支部には係属しない結果として，担当事
件の中に占める性暴力事件の割合が高まった。川越支部で担当した事件に性暴力やＤＶ関係
の傷害についての否認事件があり，ジェンダー・バイアスについて文献を調べる機会が増え，
その過程で考えたことが，刑事法ジャーナル２７号と３０号に拙稿を発表することにつなが
った。
シンポジウムに関連する論文
・ 「合意による性交と強姦の境」（刑事法ジャーナル 27 号）
・ 「強姦事件の審理における被害者の供述の取扱い──事実認定と訴訟指揮──」
（刑事法ジャーナル 30 号）

◆

宮

村

啓

太（みやむら・けいた）

2002 年 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2005 年～2007 年 日本弁護士連合会・裁判員制度担当嘱託
2008 年～ 日本弁護士連合会・司法改革調査室嘱託（現任）
2010 年～ 早稲田大学大学院法務研究科・非常勤講師（現任）
2013 年～ 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻・客員准教授（現任）

◆

吉

田

容

子（よしだ・ようこ）

１９８５年 弁護士登録（京都弁護士会）
１９８５年～現在、京都弁護士会両性の平等に関する委員会委員
１９８９年～１９９４年、２００３年～現在、日本弁護士連合会・両性の平等に関する委員会委員
２００３年～現在、人身売買禁止ネットワーク共同代表
２００７年～現在、立命館大学法科大学院教授
主として、女性や外国人への法的支援、特に離婚や女性に対する暴力の事件を扱う。
主な論文は、「日本における人身取引の課題」（財）アジア・太平洋人権情報センター『ア
ジア・太平洋人権レビュー２００６』
（現代人文社、２００６年）、
「人身取引（Trafficking in Persons）
防止の観点から」ジェンダー法学会編『講座ジェンダーと法
第 3 巻暴力からの解放』
（日
本加除出版、２０１２）など。

〈コーディネーター〉角

田

由紀子（つのだ・ゆきこ）

1942 年北九州市生まれ。
1967 年東京大学文学部卒業。1975 年に弁護士登録。以後，東京弁護士会および日本弁護士
連合会の女性の権利に関する委員会の委員を務め，1983 年以降は女性の権利に関わる事件
を多く手がけている。

1986 年より民間のボランティア組織である東京強姦救援センターの法律アドヴァイザーも
務めている。
セクシュアル・ハラスメントに関しては，沼津事件，福岡事件，秋田事件，東北大学事件，
東北生活文化大学事件などを担当した。
1992 年，8 人の女性によるドメスティック・バイオレンス調査研究会を設立し，日本で始め
ての実態調査を行った。
1994 年から 1996 年にかけて，アメリカのミシガン大学ロースクールで，研究員としてキャ
サリン・マッキノン教授の下で女性法学を勉強した。
2001 年 4 月より，ＮＰＯ法人「女性の安全と健康のための支援教育センター」の代表理事
を務めている。
2003 年 1 月から 4 月まで，ミシガン大学日本研究センターでトヨタ客員教授として，日本
のセクシュアル・ハラスメントおよびドメスティック・バイオレンスについて教えた。
2004 年 4 月より 2013 年 3 月まで，明治大学法科大学院教授。
第二東京弁護士会所属。
主な著書に『性の法律学』（1991 年，有斐閣），『性差別と暴力』（2001 年，有斐閣）など。
共著書に『女性・暴力・人権』
（1994 年，学陽書房），
『ドメスティック・バイオレンス』
（1998
年，有斐閣）などがある。

資料１
２０１４年６月２１日

司法におけるジェンダー・バイアス
～性暴力被害の実態と刑事裁判の在り方～
性暴力被害の実態と刑事裁判の在り方

基調報告
日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会
特別委嘱委員 吉田容子

１、性暴力被害の実態 調査より
１、性暴力被害の実態─調査より
（１）内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査報告
書」 2011年11月～12月実施
2011年11月 12月実施
• 「異性から無理やり性交された経験」のある女性は、回答者の
7.7％（2008年は7.3％、2005年は7.2％）。13人に１人。
• 被害女性（
被害女性（134人）の中で、加害者は「よく知っている人」62％、「顔
人）の中
加害者は「よく知
いる人
「顔
見知り程度の人」15％。計77％が面識ある人からの被害。
• 被害女性の68％は、どこ（誰）にも相談していない。
• 相談しなかった理由は、「恥ずかしくて誰にも言えなかった」46％、
「その とに いて思い出したくなか た
「そのことについて思い出したくなかった」22％、「自分さえ我慢す
％ 「自分さえ我慢す
れば何とかこのままやっていけると思った」21％、「相談したことが
わかると、仕返しを受けたりもっとひどい暴力を受けると思った」
「加害者に誰にも言うなと脅された」各約６％など
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• 相談した場合も、相談先は
相談した場合も、相談先は「友人・知人」18.7％、「家族や親せき」
友人 知人」18.7％、 家族や親せき」
9.7％などで、「警察に連絡・相談した」のは3.7％だけ
• 「男女間の暴力を防止するために必要なこと」の第1位は「被害者
が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」ことで68％

（２）内閣府男女共同参画局「パープルダイヤル～性暴力・ＤＶ電話相
談～集計結果」、2011年2月～3月実施
ア、「急性期の性暴力被害女性向け回線」への電話相談
• 「強姦・強制わいせつ」に関する相談が540件
• 被害の場所は、被害者の自宅、加害者の自宅、道路上、職場・ア
ルバイト先 電車等の乗り物内の順
ルバイト先、電車等の乗り物内の順
• 加害者は「知っている人」57％、「知らない人」16％
加害者は「知っている人」57％ 「知らない人」16％
• 不安、恐怖、不眠、精神症状、フラッシュバックなどの影響
不安 恐怖 不眠 精神症状 フラッシュバックなどの影響
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イ、 「女性相談者向け回線」への電話相談
イ
• 「配偶者等からの暴力」に関する相談8970件。うち1458件（16％）
が「性的強要」
• 「配偶者等からの暴力」以外の相談4819件。うち1220件（25％）が
「強姦・強制わいせつ」にかかる相談（他にセクハラ、ストーカー行
為、人身取引に係る相談が計316件）
加害者は「知っている人」79％ 「知らない人」8％
加害者は「知っている人」79％、「知らない人」8％

（３）内山洵子「性犯罪被害の実態（１）～（３）性犯罪被害調査をもと
」警察学論集 巻
号（
年）
にして」警察学論集53巻3～５号（2000年）
ア、被検挙者553票（人）
• 会社員25％、労務者25％、無職18％、学生15％
成人の学歴は短大・大学入学以上24％、高校卒業31％など
• 〈強姦〉少年の79％、成人の61％が計画的。
〈強制わいせつ〉少年の43％、成人の39％が計画的。
• 被害者選定の理由（基準）は、〈強姦〉「警察に届け出ることはない
と思った」45％ 「おとなしそうに見えた」28％ 「警察に捕まるよう
と思った」45％、「おとなしそうに見えた」28％、「警察に捕まるよう
なことではないと思った」26％、「一人で歩いていた」22％と続き、
「挑発的な服装」は５％以下。
• 〈強制わいせつ〉「おとなしそうに見えた」48％、「一人で歩いてい
た」32％、「警察に届け出ることはないと思った」30％、「弱そうな感
じがした」24％ 「警察に捕まるようなことではないと思った」21％と
じがした」24％、「警察に捕まるようなことではないと思った」21％と
続き、「挑発的な服装」は６％。

3/87

• 犯行場所（実行行為）は、〈強姦〉屋外（路上・公園・空き地など計
約41％）よりも屋内（自宅33％など計57％）が多い 〈強制わいせ
約41％）よりも屋内（自宅33％など計57％）が多い。〈強制わいせ
つ〉屋外57％の方が屋内43％よりも多い。
• 犯行場所の選択理由は「人通りが少ない」「人目につきにくい」な
ど 強姦では「相手をだまして部屋に連れ込む」26％も多い
ど。強姦では「相手をだまして部屋に連れ込む」26％も多い。
イ、被害者204票（人）
• 被害に遭った状況は、勤め（学校）の行き帰り36％、いつもと全く
被害に遭 た状況は 勤め（学校）の行き帰り ％ い もと全く
同じ生活をしていた23％、散歩・遊びの行き帰り13％、自宅にいた
22％など、日常的な生活をしていた者が大部分。
• いつもより帰りが遅かった18％、酒を飲んでいた約９％など、いつ
もより帰りが遅か た
酒を飲ん
た約
など
もの生活と違うことをしていた者は少ない。
• 強姦被害時のダメージは、「とても怖かった」87％、「ショックだっ
た」74％、「相手から何をされるかわからなかった」57％、「言うこと
をきかないと殺されるかもしれないと思った」約71％、「抵抗した
かったが出来なかった」約46％など
• 強制わいせつ被害者では、「相手から何をされるかわからなかっ
た」45％、「言うことをきかないと殺されるかもしれないと思った」
」
、 言う
を
な
殺
な
」
20％、「抵抗したかったが出来なかった」20％など

• 〈強姦〉被害時に受けた暴行脅迫は、「無理やり体を押さえつけら
れた」75％、「逆らったら殺すぞ、おとなしくしろ等と言葉で脅され
た」62％、「相手の体が大きいので（相手の力が強いので）逆らえ
ないと思った」48％ 「殴ったり蹴ったりされた」29％ 「その他の言
ないと思った」48％、「殴ったり蹴ったりされた」29％、「その他の言
葉による脅しを受けた」26％、「後ろから羽交い絞めにされた」22％、
「ナイフなどで脅された」17％が続く。
• 被害者の抵抗については、〈強姦〉「やめてくれと加害者に頼んだ」
63％ 「必死で自分を守 た 38％ 「必死で相手を攻撃して抵抗し
63％、「必死で自分を守った」38％、「必死で相手を攻撃して抵抗し
た」35％と続くが、「何もできなかった」34％も多い。
〈強制わいせつ〉「大声で助けを求めた」54％が多いが 「何もでき
• 〈強制わいせつ〉「大声で助けを求めた」54％が多いが、「何もでき
なかった」も13％占める。
調査対象：2007.10～2008.01末に全国の警察署で取り扱った強姦及
び強制わいせつ事件
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２、刑事裁判・刑事弁護の在り方
、
裁
弁護
（１）季刊刑事弁護 №76 2013冬 P55～
• 「被害者」の過去の不行跡と今回の被害を結びつけて質問すると
「被害者
今
被害を結び
す
いうのは、「被害者」にとって非常に不名誉なこと‥よほど関連性
がないと、そういった尋問はおそらく制限されていくのではないかと
思う（植村元裁判官）
• ‥本来、証言の信用性に関して関連性のない尋問は、すべきでは
ない ‥性犯罪で最も気をつけなくてはいけないのは ケースセオ
ない。‥性犯罪で最も気をつけなくてはいけないのは、ケ
スセオ
リーから外れた質問をしてしまうと、弁護側のケースセオリーが裁
判員に理解されないばかりか‥市民の目には、性的な被害に遭っ
た人をいじめているというふうに見える‥（神山弁護士）
（（２）弁護人は、関連性の有無を的確に判断する必要がある。
）弁護人は、関連性の有無を的確 判断する必要がある。
• 性犯罪の被害の実態を正確に理解する
• 性被害の被害者の心理や行動について正確に理解する

（３）強姦についての間違った思い込み
ア、客観的な事実誤認
① 加害者は見知らぬ人
② 被害は、夜、暗い屋外で起きる
③ 犯行は衝動的であり、
犯行は衝動的であり、「挑発的な服装」などが原因
挑発的な服装」などが原因
④ 本当に嫌なら徹底的に抵抗するはず、そうすれば被害は防げる
⑤ 本当のことを述べているのなら前後関係など混乱するはずがない。
イ、女性の行動に関する思い込み
① 女性がNOと言っても、その真意は嫌でないこともある
② 一緒に飲酒、誘ったら車に乗った等は、性交への同意を推認させる
緒に飲酒 誘 たら車に乗 た等は 性交 の同意を推認させる
法律家も、
被害の実態や被害者の心理・行動等について正確な理解をもたず
各自の経験・日常感覚に依拠して判断すれば、
このような誤認・思い込みに陥る危険がありうる。
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（４）論理則 経験則
（４）論理則・経験則
広く経験から帰納して得られた知識・法則。実験則とも言い、事実の
判断に適用される（有斐閣法律用語辞典）
個別の経験から帰納的に得られた事物の性状や因果関係に関する
知識や法則（刑事法辞典2003）
帰納
（Ａ１）
（Ａ２）

経験則

：
（Ａｎ）

（Ｂ１）（Ｂ２）‥（Ｂｎ）

（（Ａ）条件を具体的に特定する必要（誰のどのような状況下でのどの
）条件を具体的 特定する必 （誰 ど
うな状
ど
ような経験か）
（Ｂ）専門知識・経験を持つ者（複数）が帰納を行う必要
（Ｃ）法則とする以上、再現し検証できなければならない

自然科学の実験を想定すると、
（Ａ）如何なる条件下での如何なる実験かを特定し
（Ｂ）複数の専門家が様々な見地から帰納する
（Ａ）（Ｂ）ともに検証 再現が不可欠
（Ａ）（Ｂ）ともに検証・再現が不可欠
性暴力に関する裁判においても
（Ａ）当該事案の具体的状況を特定し、そのような状況に直面した者
はどのような状態になり、どのような行動をとったのか等を把握
（Ｂ）医学 心理学等の専門的知識経験を持つ複数の専門家が帰納
（Ｂ）医学・心理学等の専門的知識経験を持つ複数の専門家が帰納
し、それを法律家が用いる。
しかし実際には、
（Ａ）法律家が、「通常時」の「一般人」（しかも対等当事者間）の経験
に基づく日常感覚を想像で引き伸ばして推測 法律家各自の経
に基づく日常感覚を想像で引き伸ばして推測。法律家各自の経
験・日常感覚に規定されやすい。
法
、
識
帰
（Ｂ）法律家各自が、自分の経験と知識により帰納している。
（Ｃ）検証・再現はなし（問題にもされない）
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① 他人が自分の日常感覚を引きのばして理解できることではない。
トラウマを引き起こすほどの恐怖は、日常的レベルの「怖い思い」
常
「
とは違う。日常では考えられない、思いがけない反応。
大脳皮質の機能は抑えられ、生存に関わる脳の部分が急激に活
機
性化。考えるよりも先に体が反応。金縛り、相手の命令に自動的
に従ってしまう、現実感がなくなり自分に起きていることと思えない
等々。「不動反射」（フリーズ反応）（闘争/逃走反応の前に）。
② 性暴力は、被害者の圧倒的多数が「女性」であり、直接の加害者
は「男性」を想定（例えば強姦罪）。
男性」を想定（例
強姦罪）。
判断者（法律家）の大部分は男性であり、加害者の経験・視点は
理解しやすいが、被害者のそれは理解しにくい。
判断者が女性であっても ①は同じ
判断者が女性であっても、①は同じ。
そもそも、法律家は、性暴力犯罪の被害者の心理行動について
何の教育も受けておらず、専門的知識経験はない。
③ 従って、被害者自身に接し、医学心理学等の専門的知識経験等
を用いてこれを理解する専門家の知見は、極めて重要。

（４）最高裁2009.4.14（小田急事件判決） ３対２ 資料甲
ア、被告人は捜査段階から一貫して否認。公訴事実を基礎づける証
拠は被害女性Aの供述があるだけで 物的証拠等の客観的証拠は
拠は被害女性Aの供述があるだけで、物的証拠等の客観的証拠は
存しない。
イ 多数意見
イ、多数意見
• 結論部分は、痴漢被害に関するAの供述の信用性にはなお疑い
をいれる余地がある、これを全面的に肯定した第1審判決・原判決
は必要とされる慎重さを欠く、「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」と記載
• しかし、具体的に理由として摘示しているのは以下の3点
しかし 具体的に理由として摘示しているのは以下の 点
① Aが述べる痴漢被害は相当に執拗かつ強度の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とっていない。
②そのことと、Aの被告人にした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。
③ が 成城学園前駅
③A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
たん下車しながら 車両を替える となく 再び
被告人のそばに乗車しているのは不自然。
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•

①②は、実際には経験則に反することを理由としている。
③は、判断の前提となる事実認定の誤り（誤解）。

資料甲・Ｐ４～
資料甲
Ｐ４
① 「女性は性暴力を回避するために常に身体的な回避行動をとる」と、
どうして決めつけられるのか？
人がある状況に対処する方法は様々
しかも、闘争/逃走反応の前に不動反射（フリーズ反応）
② 身動きできない電車内で最初は我慢。成城学園前駅を過ぎても加害
身動きできない電車内で最初は我慢 成城学園前駅を過ぎても加害
行動が続くので、我慢の限界に達し、意を決して注意深く観察を開始。
十分納得できる合理的な行動。
多数意見の考える被害者像は 最初に回避行動をとらなか たのなら
多数意見の考える被害者像は、最初に回避行動をとらなかったのなら
最後までとらない（取れない）女性。どうして決めつけられるのか？
③ Aは「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」と述べている。同じ位置に戻っ
たのはAの意思ではない。多数意見③の認定根拠は何か？

ウ、被告人供述と被害者供述の信用性判断の枠組み
• 多数意見：被告人は、本件当時60歳、前科前歴なく、この種の犯
多数意見 被告人は 本件当時 歳 前科前歴なく 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。
従って、Aの供述の信用性判断は特に慎重に行う必要がある。
• 那須補足意見（資料甲・Ｐ６）
混雑した電車内の痴漢行為は「触 たか否か」という単純な事実の争いであ
混雑した電車内の痴漢行為は「触ったか否か」という単純な事実の争いであ
り、10代後半の女性でも虚偽錯覚誇張を含む「具体的で詳細」な体裁を具え
た供述をすることができる。しかも、公判供述の前に検察官との詳細な打ち
合わせがあるのだから 外見上「詳細かつ具体的 迫真的で不自然 不合
合わせがあるのだから、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」のは当然。
→ Aの供述は、「詳細かつ具体的」などの一般的・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
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
れと言った補強する証拠等もないことから、事実誤認の危険を含む典型的
な被害者供述。
文献等に示される典型的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、経験
則 論理則に含まれる 多数意見は のような見解の上に立 て の供述
則・論理則に含まれる。多数意見はこのような見解の上に立って、Aの供述
の信用性を判断している。
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資料甲・Ｐ６～
資料甲
Ｐ６
• 被害者は「その気になれば」嘘を簡単につくことができる、か？
•

被害実態、被害者の反応・心理状態などについて正確な理解を持ち、か
つ適切有効な補充尋問・反対尋問をすることにより、事実は判明しうる。
しかし、強姦神話に立脚した尋問（事実から遊離した前提で行われる）か
らは、予定されている被害者像とは異なる被害者像が現れる。それが、
「虚偽錯覚誇張」あるいは「合理的な疑い」という評価になり、性暴力に
あったと主張する女性は嘘つきの可能性があるとの思い込みになる。

•

他の種類の事件では、被害者証言が検察官との入念な打ち合わせを経
他の種類の事件では
被害者証言が検察官との入念な打ち合わせを経
たものであることを理由に、特段の補強証拠が必要とはされない。何故、
性暴力の被害者については、検察官との打ち合わせを経ることで、ねつ
造する可能性が高いと言えるのか？

•

「経験則」とは、個人的な経験とは全く異なる。「我々」というのは誰か？
裁判官の個人的経験ではないか（男性一般というのは存在しない）。
「一般的なものの見方」とは何か？
いずれも客観性がないし検証もできない。まして、専門的知見に基づく経
験則に優先するとすべき根拠はない。
験則に優先するとすべき根拠はない

（５）最高裁2011.7.25（千葉事件判決） ３対１ 資料乙
• 多数意見結論は「全面的にAの供述を信用できるとした第1審判決
及び原判決の判断は 経験則に照らして不合理」
及び原判決の判断は、経験則に照らして不合理」
• 争点は
ア、被害者の抵抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫の有無
イ、姦淫行為の有無
ウ、被告人供述の信用性
多数意見・千葉補足意見 ⇔ 古田反対意見・一審判決・原判決
多数意見がそのような経験則を採用した理由は何か？
被害の実態の理解、被害者の心理や行動についての専門的知見を
理解した場合、どちらの判断が経験則に合致するか？
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•

争点１①多数は、自分の日常感覚を引き延ばした理解、男性の経験視
点を、専門的知見よりも正しいとしている。

•

②多数も、自分の日常感覚を引き延ばした理解、男性の経験視点を、専
門的知見よりも正しいとしている。積極的に助けを求めることが不可能で
なければ、積極的に助けを呼ばないことは不自然としている。
須藤①は 認定根拠が不明
須藤①は、認定根拠が不明。

•
•

千葉③は、「それなりの社会経験」とは何か？接客従事者に対する偏見
か？

•
•
•

争点２①多数が、古田意見よりも合理的であるとの根拠が不明。
②多数も 古田意見よりも合理的 あると 根拠が不明
②多数も、古田意見よりも合理的であるとの根拠が不明。
⑥多数も、古田意見よりも合理的であるとの根拠が不明。

•

争点３①～④多数も、古田意見よりも合理的であるとの根拠が不明。

参考文献
• 宮地尚子「トラウマ」岩波新書、2013
• 牧野雅子「刑事司法とジェンダー」インパクト出版会、2013
• 角田由紀子「性と法律─変わったこと、変えたいこと」岩波新書、
2013
• 大阪弁護士会人権擁護委員会性暴力被害検討プロジェクトチー
ム 性暴力と刑事司法」信山社、2014
ム「性暴力と刑事司法」信山社、2014
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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。

を是認して，控訴を棄却した。

１

- 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

- 2 -

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

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

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

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

当裁判所の判断

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，

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

第２

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

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

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

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

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。

(2)

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。

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し入れその陰部を手指でもてあそぶ

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

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

４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

本件公訴事実及び本件の経過

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４

(1)

関係証拠によれば，次の事実が明らかである。

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

第１

る。

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

２

な判断をすることが求められる。

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

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

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

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

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

理

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

被告人は無罪。

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

文

原判決及び第１審判決を破棄する。

主

最高裁第三小法廷 平成21年4月14日
資料甲【小田急事件】
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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

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)

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)

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

- 3 -

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

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

- 4 -

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

Ａが述べる痴漢被害は，相当に執ようか

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

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

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，

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。

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，
５

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

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

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

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

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

４

被告人は，私の体を触るのを止めた。」

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，

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

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

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

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

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

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

「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

うに供述している。

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

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

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

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

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

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

た。

(3)

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

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
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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

いが残るというべきである。

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

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。
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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。

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

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

裁判官那須弘平の補足意見は，次のとおりである。

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

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

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

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

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

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

おきたい。

なければ著しく正義に反するものと認められる。

２

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

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

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，

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

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

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

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

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

結論

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

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

第３

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

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，

と考えられる。

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

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

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

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

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

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

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

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

１

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

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

は必ずしもそぐわないように思われること，また，(3)
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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

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

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

るのである。
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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

３

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

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

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。

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

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

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

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

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

イ

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

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

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

ウ

「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

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

ることになる。

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

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。

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ア
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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

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。

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

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。
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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。

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

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

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

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

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

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

則を適用して，無罪の判断をすべきであると考える。

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

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

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

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

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

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

４

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

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

も適合する。）。

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

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

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

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

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

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

あると認められる。

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

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

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

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

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

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
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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，

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。

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。

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

- 11 -

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
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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

裁判官堀籠幸男の反対意見は，次のとおりである。

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

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

する必要がある。

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

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

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，

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

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

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

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

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

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」

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

裁判官近藤崇晴の補足意見は，次のとおりである。
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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

事実誤認の主張に関する最高裁判所の審査の在り方

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

事実誤認の有無

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
- 14 -

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
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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

(1)

事情があるといえるかどうかが問題となる。

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

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

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

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

いのである。

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

２

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

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

・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

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

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，

２

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

のも，このことを意味するものというべきである。

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。

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

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，

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

の方が信用性があるかという点である。

１

第２

きものである。

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

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

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

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

１

第１

きものと考える。その理由は次のとおりである。

18/87

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

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。

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，
- 16 -

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
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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

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，

(1)

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

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

がある。

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

(3)

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。

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

ることはできないというべきである。

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

３

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

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

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，

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

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

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

(4)

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

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

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。

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

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

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

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

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

(2)

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

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
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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

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

かを審査すべきこととなる。

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

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
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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
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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

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

まりにも説得力に欠けるといわざるを得ない。

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

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

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，

２

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

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

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

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

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

５刑集２２巻１１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

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

第３

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４３．１０．２

はないというべきである。

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

１

以下，敷衍する。

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。

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

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

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

４

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。

(3)

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

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

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。

裁判官田原睦夫の反対意見は，次のとおりである。

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。

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

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，

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

をうかがわせるのである。

(2)

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

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

20/87

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。

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

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
- 20 -

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
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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

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

(3)

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。

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

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

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

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

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

Ａの供述に関連して

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

(1)

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

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

(2)

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。

４

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。

い。

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

て重大な疑義が存するとは到底認められないのである。

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

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

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

(1)

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

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

となることとなる。

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

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

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

３

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

定されるのであり，ま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
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被告人の供述に関連して

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

いうまでもない。
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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

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

(3)

ところ，その点は公判では殆ど問題とされていない。

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

(2)

証拠も全く存しない。

裁判官

裁判官

近藤崇晴）

田原睦夫

公判出席
藤田宙靖

裁判官
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【小田急事件】判例分析
1

最高裁判所第三小法廷

2

強制わいせつ被告事件

3

公訴事実

角田由紀子

平成 21（2009）年 4 月 14 日

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し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。
4

時系列に従った事実経過

（1）被告人は、通勤のため、本件当日の午前 7 時 34 分頃、小田急電鉄鶴川駅
から、綾瀬行き準急の前から 5 両目の車両に、被害者（A）は通学のため同
日午前 7 時 44 分頃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 分頃成城学園前駅
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に、左手で被告人のネクタイをつか
み、
「電車降りましょう」と声をかけた。これに対して被告人は、声を荒げて
「何ですか」などといい、A が「あなた今痴漢したでしょう。」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）被告人は、既婚者、当時 60 歳、事件当時である平成 18 年 4 月に助教授か
ら教授に昇任したばかりであり、事件の２日後には教授会で所信表明を行う
ことが予定されていた。証拠には妻の供述書が提出されていた。被疑者ノー
トは提出がない。被告人が逮捕、勾留された段階での被告人の供述内容、心
1
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理状況に関する証拠も僅かしか提出されていない。
第１審では、被告人の捜査段階での供述調書が提出されているが、 被告人
質問でも被告人の人物像は浮かび上がっていない。控訴審で被告人の供述書
及び妻の供述書等が取り調べられ、ようやく被告人の人物像が浮かび上がっ
た。
被告人には、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（これは、記録上見当たらないだけであ
る。その点に付き、捜査されたかも不明。）。
被害者は、高校生であった。
5

争点
被告人は、一貫して犯行を否認しており、目撃証人もおらず、客観的証拠が

ないので、A の供述の信用性が有罪か無罪かの決め手になった。
（1）1、2 審とも A 供述の信用性を認めて、被告人を懲役 1 年 10 月の実刑に処
した。最高裁は、無罪を宣告した。
（2）A 供述の信用性については、1，2 審とも、その内容について、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、被害状況および犯人確認状況に関する A の供述は信用でき
るとして、公訴事実記載の通りの犯罪事実を認定した。
（3）被告人供述の信用性については、最高裁多数意見は、検討をしていない（な
んら触れていないので）。１、2 審では、どのように検討されたかは、最高裁
判決自体からは不明。
堀籠裁判官及び田原裁判官は、被告人供述の信用性に疑いを生じさ せる事
実を指摘しており、田原裁判官は、本件事件の犯人性と相反すると認められ
得る事実が明らかになっていることも指摘している。同裁判官は、A 供述の
信用性の検討でも同人が虚偽の訴えをする動機の有無に関する証拠が全く存
しないことも指摘している。
6

裁判所の判断

（1）結論

刑訴 411 条により、破棄し、無罪を言い渡した。

（2）理由
被告人が捜査段階から一貫して犯行を否認していること、本件公訴 事実を
2
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基礎づける証拠としては、A の供述があるのみで、物的証拠等の客観的証拠
は存しない。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が、（1）A が述べる痴
漢被害は、相当に執拗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 A の被告人にした積極
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入れる余地
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入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 審判決及び原審の判
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（本稿の下線部分は筆者による）。
（証拠構造）被告人の一貫する否認の下、客観証拠が提出されていない以上、
事実認定の結論は、あげて被害者の供述の信用性にかかっている。被告人に
関する必要と考えられる証拠（人物像の認定のため）、被害者に虚偽告訴をす
る動機の有無に関する証拠なども提出されていない状況であったので、ます
ます、被害者の供述の重要性が強調されている。
7

分析

（1）多数意見は、3 名（藤田宙靖、那須幸平、近藤崇晴）で反対意見は 2 名（堀
籠幸男、田原睦夫）であった。
多数意見は、本件の状況の下では（特に、電車内痴漢事件というこ とを明
示的に指摘しているわけではない）、被害者供述の信用性判断は「特に慎重に
行う必要がある」としたが、那須裁判官の補足意見は、多数意見以上に明確
にいわゆる「強姦神話」に依拠するものであり、強く批判されるべきである。
本件批判は、男女が不平等な位置に置かれている上に、強姦や強制 わいせ
つ事件の扱い方にジェンダーバイアスが容易に入りこむという日本社会での
刑事裁判における事実認定の在り方について、論じるものである。認定され
3
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る事実をどのように認識するかということは、性暴力及びそれによる被害を
どう認識するかにかかっている。その認識には、刑事司法における多くの判
断者が加害者と性を同じくする事実（特に女性が被害者の場合）、本件被害者
が女性であり、被害体験や被害への対処の仕方が、判断者である男性の日常
生活の経験とは異なるという事実を前提にしなければならない。
（2）多数意見が、疑いを入れる余地があるとしている 3 点は、いずれもいわゆ
る「強姦神話」に立脚するものである。
ここで想定されている被害者像は、以下のようなものである。被害 者は、
被害を避けるために回避行動をとるものであること、回避行動をとっていな
いのに被告人への強い糾弾行為をおこなったのは同じ人間の言動としてアン
バランスであること。さらに、本当に被害にあったのであれば、成城学園前
でせっかくホーム上に出たのにまた被告人の傍に乗車するのは、被害者の行
動としてはおかしいというわけである。最後の点は、明らかな誤解である。
被害者は、自分から被告人の傍に乗ったとは言っていない。A は、
「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」と述べている（田原裁判官の反対意見）。堀
籠裁判官はさらに「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」ことを述べている。混雑した電車に乗った経
験のある人であれば、ここで起きたことと同じ体験をすぐに思い出すであろ
う。なお、回避行動をとっていないと非難されている場面は、身動きできな
い超満員電車内である。本件被害者でなくとも、容易には回避行動をとるこ
とはできなかったであろう。
多数意見は、身体的に回避行動をとれなかったのであれば、叫べば よいと
でも考えていたのであろうか。他人の窮地に無関心な人の多い都会の満員電
車の中で、被害者が叫んでもどのような救援がされるか不安を覚えて、その
ような挙に出なくても当然であろう。
次に、被害への回避行動の点であるが、強姦罪の構成要件として暴 行・脅
迫を要求し、それが構成要件を満たしたと判断するにあたり、被害者の強度
の抵抗を要求することと同じ思考経路から導かれている。すなわち、女性は、
性暴力をさけるために身体的な回避行動をとるものとの現実離れした決めつ
けから生まれた「誤解」によっている。多数意見は、実に単純な人間理解に
4
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立っていると批判することもできる。人がある状況に対処するときの対処方
法は、それぞれである。その対処方法は、その人のそれまでのさまざまな経
験から生まれる。まして、女性が性暴力犯罪行為に遭っているときは、その
こと自体の恐怖やあからさまに反抗したときの周囲の反応など、種々のこと
を思いめぐらせて行動が決定される。犯罪被害に限らず、身近な経験で考え
てみても、状況に応じた人間の行動様式の多様性は納得いくはずだ。
なぜ、多数意見は、本件痴漢犯罪の被害者について、自分たちが頭 の中で
勝手に想像しているある一つの行動様式を、要求するのであろうか。そこで
想像されている行動様式は、これまで長いこと男性中心の刑事司法の中で受
け継がれてきたものであり、事実であるかの検証抜きに「世間」に流布され
てきたものである。
次に、積極的な糾弾についても、上記と同様な批判が当てはまる。 痴漢被
害 を 経 験 した こ と の ある 女 性 （ 及び 確 か な 想像 力 の あ る男 性 ） で あれ ば 、 A
が身動きできない電車の中で初めは被害を我慢していたが、被告人が成城学
園前を過ぎても加害行為を続けるので、ついに我慢の限界に達して意を決し
て、告発を考えながら注意深く観察を始めたことは、誠に合理的で冷静な行
動であると理解できよう。堀籠裁判官の批判の通りである。回避行動をはじ
めに取らなかったら、最後まで耐え忍べと、多数意見は被害者に言っている
のに等しいと思われる。
（3）那須補足意見の要旨は以下の通りである。
①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する判決例は
多くある。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。以下がその理由である。
②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
当事者間の人的関係の点から見ても、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 10 代後半の女性）がその気に
5
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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
であるとに関わらず、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」などという一般的な指標を用いて供述の中
から虚偽ないし誇張の存否を嗅ぎ分けることも決して容易ではない。
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。
③公判証言の準備として検察官との記憶確認等の詳細な打ち合わせ を行う
が、被害者は虚偽であったとすれば制裁があるし、検察官は被害者供述のみ
が頼りであるから、両者は入念な打ち合わせをする。そのため、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」
ものとなるのは自然な成り行きである。公判での被害者の供述がそのような
ものであってもそれだけで被害者の主張が正しいと即断すれば事実誤認の余
地が生まれる。
④満員電車の痴漢事件については、前述の特別の事情があるので、 冤罪が
真摯に争われているときは、被害女性の供述が「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。そのうえで、補強証拠がないにもかかわらず裁判官
が有罪の判断をするには、
「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かかせない。
⑤被害者の供述の信用性に積極的に疑いを入れるべき事実が複数存在する。
その疑いは、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
て裏付けられたものでもある。
⑥当審における事実誤認の主張に関する審査につき、
「 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、
「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
実効あらしめる観点から、文献等に例示される典型的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。多数意見はこの
ような見解の上に立って、A の供述の信用性を判断し、その上で「合理的な
6
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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。
（4）那須補足意見に対する批判
ⅰ②に対して
「触ったか否か」という単純な事実が争われるというが、「触られた」という直
接事実が証言されるだけではなく、被害者がそのように認識した根拠やその時
の心理状態などが証明されるのが、立証行為である。混雑した電車内での痴漢
被害を訴える女性の真実の経験を知らない弁護人では、有効な反対尋問ができ
ないということは起きよう。しかし、被害者が「その気になれば」嘘を簡単に
つけるという主張は、被害実態を知らないことから出てくる見解であろう。さ
らに、裁判官も虚偽を判別することは容易ではないというのは、おかしな議論
である。被害について正しい認識を有している裁判官であれば、有効な補充尋
問は可能であろう。但し、根拠のない思い込みである「強姦神話」に立脚した
尋問は、事実から遊離した前提で行われるので、尋問結果として予定されてい
る被害者像とは異なる被害者が現れよう。その結果、合理的な疑いが残るとさ
れているのではないか。
弁護人は、有効な反対尋問を工夫するべきであるが、嘘をつかれたら有効な
反対尋問ができないというのは、被害が実際にはどのようなものであるかを正
しく知らないからであろう。裁判官についても同様である。弁護人や裁判官が
被害者の嘘の前にはお手上げになることを理由に、「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。」というのは明らかに間違いである。
この意見の根底には、性暴力被害に遭った女性は嘘つきであるという思い込
みがある。
英米法系の国では、強姦罪で有罪と認定するためには、被害者の証言だけで
は不十分で補強証拠によって立証しなけれなならないというルール
（corroboration rule）があったが、1970 年代以降の強姦罪改正のときに廃止さ
れている。補強証拠を要求する理由は「一言で言えば、それは『女は嘘つきで
ある』という文化的神話（？）に起因している。
・・・
『女は嘘つきであるから』
は・・・男の偏見以外の何物でもない。」（上村貞美「性的自由と法」40 頁～42
頁

2004 年

成文堂）。那須補足意見は、そのような考え方の復活を求めるので

あろうか。そうであれば、国際的な常識と女性の人権基準に逆行すること甚だ
7
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しい。
ⅱ③について
どの事件でも検察官は証人と事前に入念な打ち合わせを行っている。それは
立証責任を負う検察官の職務の一部である。他の事件では、なぜ、入念な打ち
合わせによる被害者証言を、特段の補強証拠なしに正しいと判断することがで
きるのか。なぜ、性暴力被害者だけが、検察官との打ち合わせで、事実を自然
でかつ合理的であるようにねつ造するというのか。これも、性暴力被害女性は、
嘘つきということを前提にしているとしか言えない。
ⅲ④について
これも、性暴力被害女性は、嘘つきということを前提にしているとしか言え
ない。他の事件では要求されない格別に厳しい点検はそれを示している。
ⅳ⑤について
「論理的に筋の通った明確な言葉によって表示され、事実によって裏付けら
れたもの」というのは、文脈からすれば、多数意見が合理的な疑いの理由とし
て示す 3 点であろう。これは、性暴力被害及び被害者の現実体験及び超満員電
車での通勤を体験した男性の体験にも照らせば、非論理的であり事実の裏付け
がないものというしかない。なぜならば、この 3 点こそ、強姦に関する根拠の
ない話の典型であるからだ。堀籠裁判官及び田原裁判官がその反対意見で詳細
に述べている通りである。
ⅴ⑥について
経験則とは、個人的な経験とは全く異なることはいうまでもない。
哲学者杉田聡氏は、本判決に関し、経験則を以下のように説明している。
経験則は、広く経験から帰納して得られた知識、法則のことであるが、問題
は第一に、そもそも帰納されるべき経験の主体は誰かということであり、第二
に、それらの経験から帰納によって経験則を導く主体は誰かということである。
多様な人々の経験をもとに、単なる個人ではなく、長年の研鑽と経験を積ん
だ専門家が帰納する場合であるが、一人の専門家ではなく、専門家の集団によ
って帰納される（もしくは専門家の帰納が専門家の集団によって検証される）
ならはるかに望ましい。そのときこそ、経験則は学説として「法則」という名
でよばれるにふさわしい（「逃げられない性犯罪被害者」青弓社 127 頁～130 頁）。
⑥における経験則は、これとは全く異なるものである。
「文献等に例示される典型的論理則や経験則に限ることなく、我々が社会生
8
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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。」という。
経験則は、誰の経験から誰が導き、誰に適用されようとしているかについて、
杉 田 氏 は 「 我 々 」 と い う 用 語 に 注 目 し て 論 じ て い る 。「『 我 々 』 と あ い ま い に 語
られていますが、それは少なくとも性に関することであれば、補足意見を書い
た裁判官にとってはおそらく男性のことでしょう。つまり、09 年判決は、男性
だけの経験―しかも男性一般というものは存在しない以上、実際にはほとんど
裁判官の個人的な経験にすぎないでしょう―から裁判官自身が導いた狭い見方
を、女性にそのまま当てはめようというのですから、驚きです。」
さらに「一般的なものの見方」を常識と言い換えると、「我々」の常識とは誰
の常識かが問われなければならないが、補足意見が言うのは男性の常識にすぎ
ないだろう。しかし、性犯罪にあっては、女性の常識こそ十分に参照されなけ
ればならない。
杉田氏はさらに以下のように続けている。総じて性に関わることでは、男女
の境界を超えて考えることは容易ではない。性に関する男女の経験は、決定的
と言ってよいほど異なっている。裁判官は圧倒的に男性である。女性と異なる
身体を持った男性は、どんなに想像力を働かせても、女性の体験を明瞭な感覚
を持って十分に追体験することは非常に困難であり、したがって女性に、こと
にその身体に関わりがある判断については、女性の経験や常識を十分に踏まえ
て、慎重の上にも慎重を期する必要がある。
この明確な批判こそ、那須補足意見のいう「論理的に筋の通った明確な言葉
によって表示された」という「疑い」がいかにその言葉とは正反対の間違いを
犯しているかを指摘するものである。
ジェンダー認識が見事に欠如した判断の典型であろう。男性中心で 100 年 経
過した日本の刑事司法の欠陥は、あまりにも大きい。
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ߎߣ㧘ⵍ๔ੱߪ㧘ᣣ㗃߆ࠄߘߩࠃ߁ߥⴕὑߦߒ߫ߒ߫ࠎߢߚᣦଏㅀߔࠆߣߎ
ࠈ㧘ⵍ๔ੱߩ៤Ꮺ㔚ਛߦሽߐࠇߡߚ౮⌀ߩਛߦߪ㧘ߘ߁ߒߚᯏળߦᓇߐࠇ
ߚߣࠄࠇࠆ߽ߩ߇⋧ᒰᢙሽߔࠆߎߣߥߤߩᖱࠍ૬ߖ⠨ᘦߔࠆߣ㧘ᧄઙߦ㑐ߔࠆ
ⵍ๔ੱߩଏㅀߪߚ߿ߔߊឃᢺߢ߈ߥޕ
 㧡 ේ್ߩታቯߩᒰุߩክᩏߪ㧘೨⸥ߩߣ߅ࠅ㧘⺰ℂೣ㧘⚻㛎ೣ╬ߦᾖࠄ
ߒߡਇวℂߣ߃ࠆ߆ߤ߁߆ߩⷰὐ߆ࠄⴕ߁ߴ߈ߣߎࠈ㧘╙㧝ክ್߮ේ್߇


 એߦࠃࠇ߫㧘㧭ߪ㧘ⵍ๔ੱߦኻߒߡᛶ᛫ߔࠆߎߣ߇⪺ߒߊ࿎㔍ߥ⁁ᴫߦ㒱ߞߡ

ߚߣ߃ࠆ߆ߪ⇼ߢࠅ㧘㧭ߩ߁ࠃ߁ߥ⢿ㄼ╬߇ߞߚߣߔࠆߎߣߦߪ⇼⟵

 ᰴߦ㧘ᆞ᷎ߩήߦߟߡߪ㧘㧭ߪ㧘㧞㧜ছࠅߩり㐳Ꮕߩࠆⵍ๔ੱߦฝ⣉ࠍ

ⵍ๔ੱߩᏀᚻߢᜬߜߍࠄࠇߚਇቯߥߢ㧘┙ߞߚ߹߹ήℂ⍫ℂᆞ᷎ߐࠇߚᣦ

ଏㅀߔࠆ߇㧘ߎࠇߪ㧘ࠊߕ߆ߥᛶ᛫ࠍߒߐ߃ߔࠇ߫ߎࠇࠍᜎߎߣ߇ߢ߈ࠆᘒ᭽ߢ

ࠆߒ㧘ߎߩࠃ߁ߥߦ߅ߡߪⵍ๔ੱߦࠃࠆᆞ᷎߇ਇน⢻ߢߪߥߦߒߡ߽ኈ



߇ࠆޕ

৻✜ߦ⾼ߒߚ߆߽ߒࠇߥߣߒߡ㧘ࠫߩ⸥㍳ߦᴪ߁ࠃ߁ଏㅀࠍᄌൻߐߖ㧘ේክ

߹ߚ㧘㧭ߪ㧘ᧄઙ႐ߢήℂ⍫ℂᆞ᷎ߐࠇࠆ⋥೨ߦ㧘ⵍ๔ੱ߿㧭ߩࠆ㧝㨙㧡㧜ছ

ߎߩࠃ߁ߥኻᔕߪਇ⥄ὼߣ߁߶߆ߥߊ㧘ߎߩଏㅀౝኈ߽ኈᤃߦାߓ㔍ޕ

ߩࠫߩ⸥㍳߆ࠄߎࠇߦ╓วߔࠆ⾼߇ࠄࠇߥߣߥࠆߣ㧘╙㧝ክߢߪ߆ࠍ

ࠍᱠߡߟߡⴕߞߚߣߔࠆ㧭ߩଏㅀౝኈߪ㧘ਇ⥄ὼߢߞߡኈᤃߦߪାߓ㔍ޕ

 ઁᣇ㧘ⵍ๔ੱߪ㧘㧟ਁߩ㊄ࠍ࠴ࠪߦߪߐࠎߢ㧭ߦߖߥ߇ࠄ㧘ႎ㈽ߩᡰᛄ

ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣߩߺࠍ⾼ߒߚߣߒߡߚߩࠍ㧘ߘߩᓟ㧘ࠦࡦࡆ࠾ࠛࡦࠬࠬ࠻ࠕߢ

ㅏߍߔߎߣ߽ߥߊ㧘⸥ߩࠃ߁ߥ⢿ㄼ╬ࠍฃߌߡ⸒ࠊࠇࠆ߇߹߹ߦⵍ๔ੱߩᓟࠈ

ߥ߽ߩߢࠆ߆ߪ⇼ߢࠅ㧘ᒝᆞ߇ᱜߦⴕࠊࠇࠃ߁ߣߒߡࠆߩߢࠇ߫㧘㧭ߩ

ࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣࠍᝥߡߚᓟ㧘ᒰೋߪ㧘ࠦࡦࡆ࠾ࠛࡦࠬࠬ࠻ࠕߢᣂߚߦࡄࡦ࠹

ߞߡㅏߍࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚ߁ߣޠޕ㧭ߩଏㅀ߇ࠆߎߣࠍ⠨ᘦߒߡ߽㧘㧭߇

ߚߣߔࠆߎߣߦߪ⇼⟵߇ࠆޕ

ࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣߪ㧘⋥ᓟߩᝡᩏߦࠃߞߡ߽⊒ߐࠇߡߥߦࠄߐޕ㧘㧭ߪ㧘⎕ࠇߚ

ߎࠇࠄߩߎߣ߆ࠄߔࠆߣ㧘ޟᕟᔺߢ㗡߇⌀ߞ⊕ߦߥࠅ㧘ᄌߦㅏߍߚࠄᲕߐࠇࠆߣᕁ

ࠆߒ߆ߒޕ㧘ᒰᤨߩ⁁ᴫ߇㧘㧭߇ჿࠍߒߡⓍᭂ⊛ߦഥߌࠍ᳞ࠆߎߣߐ߃ਇน⢻

ߎߩ߶߆㧘㧭߇ࠦࡦࡆ࠾ࠛࡦࠬࠬ࠻ࠕߩࠧࡒ▫ߦᝥߡߚߣଏㅀߔࠆ⎕ࠇߚࡄࡦ࠹ࠖ

⥋ࠆ߹ߢ‛ℂ⊛ߦ᜔᧤ߐࠇߡߚࠊߌߢ߽ߥߩߦ㧘ㅏߍߒߚࠅ߽ߒߡߥޕ

ࠃ߁ߦ㧘ᆞ᷎ⴕὑߦ㑐ߔࠆ৻ㅪߩ㧭ߩଏㅀߪ㧘ਇ⥄ὼߐࠍࠇߕ㧘ᆞ᷎ⴕὑ߇ߞ

ήℂ⍫ℂᆞ᷎ߐࠇߚߣߔࠆ㧭ߩଏㅀߩⵣઃߌߦߥࠅᓧࠆታ߽ࠄࠇߥ߆ߞߚޕ

ࠄࠇࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕ㧘ตࠎߛࠅ㧘ഥߌࠍ߱ߎߣ߽ߥߊ㧘߹ߚ㧘ᧄઙ႐ߦ

ߢ㧘ߎߩ⁁ᴫࠍℂ⸃ߒߡߊࠇࠆߣᕁ㧘ߘࠇએߩߎߣߪߒߥ߆ߞߚߣଏㅀߒߡ

⸽ߦߥࠅᓧࠆੱ♖ᶧߩᷙߪࠄࠇߥ߆ߞߚߒ㧘⤖╬ߦ்߇ߢ߈ߡࠆߥߤߩ

ߚࠅഥߌࠍ᳞ࠆߎߣ߇ኈᤃߦߢ߈ࠆ⁁ᴫߢࠅ㧘ߘߩߎߣߪ㧭߽ಽ߆ߞߡߚߣ

ߢߪ㘶‛ࠍ⾈ߞߚࠃ߁ߥ⸥ᙘ߇ࠆߣߒߡ߅ࠅ㧘ଏㅀౝኈߦᄌㆫ߇ࠄࠇࠆߩߎޕ

ㅀߔࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕ㧘ᧄઙᒰᣣᷓᄛߦណขߐࠇߚ㧭ߩ⤖ᶧ߆ࠄߪ㧘ᆞ᷎ߩቴⷰ⊛

ߩᤨ㑆Ꮺߪੱㅢࠅ߽ࠅ㧘ߘߎ߆ࠄㄭߊߦ⇟߽ࠅ㧘㚢ゞ႐ߩଥຬ߽ߡ㧘ㅏߍ

⒟ᐲߩߔߋᓟࠈࠍᆫߩ⼊ຬ߇ㅢߞߚ߇㧘ᶡࠍᵹߒߡࠆ⥄ಽߣ⋡߇วߞߚߩ

ᤃߢߥߊ㧘ᆞ᷎߇ⴕࠊࠇߚߎߣ⥄⇼ࠊߒߣߎࠈߢࠆޕട߃ߡ㧘ߘߩࠃ߁ߦଏ

߽㧘ᧄઙࡆ࡞ߩ㓏Ბญ߹ߢⵍ๔ੱߩᓟࠈࠍߟߡⴕߞߚߣଏㅀߔࠆߒ߆ߒޕ㧘ߘ
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ߩ㑆ߢߪ㧘㧭߇ㅢⴕੱ╬ߦኻߒߡഥߌࠍ᳞ߚࠅߔࠆⴕേߦࠆߣ߁ࠬࠢ߇ᄢ
߈ߎߣ߇ᱧὼߣߒߡߚ߽ߩߢࠆߡߒ߆ߒޕ㧘ੱߪ㧘ࠆห৻⋡⊛ࠍ㆐ᚑߔࠆ
ߚߩᚻᲑߣߒߡ㧘⥄ಽߦߣߞߡኈᤃߢࠅ㧘߆ߟోߥⴕേߣߘߩㅒߩ࿎㔍߆ߟ
ࠬࠢࠍ߁ⴕേߣߩੑߟߩㆬᛯ⢇߇ࠆ႐วߪ㧘․Ბߩᖱ߇ߥ㒢ࠅ㧘೨⠪ߩ
ⴕേࠍណࠅ㧘߆ߟ㧘ߘߩੑߟߩㆬᛯ⢇⋧ߩ⪭Ꮕ߇ᱧὼߣߒߡࠆ߶ߤߦߘߩะ
ߪ㗼⪺ߢࠆߣ߁ߩ߇㧘ᚒ⚻ߩޘ㛎ೣߣ߃ࠆ߆ࠄ㧘ⵍ๔ੱߦ߅ߡ߽㧘ߎߩ⚻
㛎ೣߦᾖࠄߒߡ㧘․Ბߩᖱ߇ߥ㒢ࠅ㧘ߘߩࠃ߁ߥࠬࠢߩᄢ߈ᚻญߩⴕേߦ
ࠆߎߣߪ⠨߃ߦߊࠈߎߣࠆ߆ߒޕ㧘ᧄઙߦ߅ߡߪ㧘․Ბߩᖱߪࠄ⸽ߐ


ࠆ߶߆㧘ⵙ್ቭోຬ৻⥌ߩᗧߢ㧘ਥᢥߩߣ߅ࠅ್ߔࠆ߅ߥޕ㧘ⵙ್ቭ㗇⮮ᱜ

ᒾ㧘หජ⪲ൎ⟤ߩฦ⿷ᗧ߇ࠆޕ

 ⵙ್ቭ㗇⮮ᱜᒾߩ⿷ᗧߪ㧘ᰴߩߣ߅ࠅߢࠆޕ

 ⑳ߪ㧘ᄙᢙᗧߦ⾥หߔࠆ߽ߩߢࠆ߇㧘ⵍ๔ੱߩⴕ㧘⢿ㄼߦߟߡߩ㧭ߩଏ

ㅀߩା↪ᕈߦ㑐ㅪߒߡ㧘એਅߩὐࠍᜰ៰ߒߡ߅߈ߚޕ

 㧝 㑐ଥฦ⸽ߦࠃࠇ߫㧘ᧄઙᒰᤨ㧘ⵍ๔ੱߪ㧘ᐕ㦂߇㧠㧤ᱦߢ㧘ߘࠇ߹ߢߩ

྾㧘ᐕߩ㑆㧘⍮ࠄߧᅚᕈߦ㧝㧜㧜࿁એߦࠊߚࠅᚻ᷎╬ߩᕈⴕὑߦදജߐߖߡ



ߣߎࠈߢࠆ߇㧘⸥ߩࠃ߁ߥⴕേะ߿ታ㛎ߩⓍߺ㊀ߨ߇ࠆⵍ๔ੱߦߞߡ

⪺ߒߊᱜ⟵ߦߔࠆ߽ߩߣࠄࠇࠆޕ

᧦ߚߛߒᦠ㧘㧠㧝㧠᧦㧘㧠㧜㧠᧦㧘㧟㧟㧢᧦ߦࠃࠅ㧘ⵙ್ቭฎ↰♿ߩኻᗧ߇

ਇน⸃ߥ߶ߤߩήᛶ᛫⁁ᘒߦߥߞߡ㧘‽ੱߩᗧߩ߹߹ߦߥࠆߎߣ߇ታᘒߣߒߡࠆ

್ߦߪ㧘್ߦᓇ㗀ࠍ߷ߔߴ߈㊀ᄢߥታ⺋߇ࠅ㧘ߎࠇࠍ⎕᫈ߒߥߌࠇ߫

߆ߟ㧘ోߢࠆߩߦᲧߒߡ㧘㚞೨ߩ〝߿ߘߎ߆ࠄ㧤㧜㨙߽㔌ࠇߚᧄઙ႐߹ߢ

ᆭ⊛⸒േߢᅚᕈ߇ᕟᔺࠍᗵߓߡࡄ࠾࠶ࠢߦ㒱ࠅ㧘ᓟᣣߦᝄࠅߞߡߺࠇ߫ߣ߽

 એߩߣ߅ࠅ㧘ⵍ๔ੱߦᒝᆞ⟋ߩᚑ┙ࠍߚ╙㧝ክ್߮ߎࠇࠍ⛽ᜬߒߚේ

 ࠃߞߡ㧘ೃ⸷ᴺ㧠㧝㧝᧦㧟ภߦࠃࠅේ್߮╙㧝ክ್ࠍ⎕᫈ߒ㧘หᴺ㧠㧝㧟

ߪ㧘ฎ↰ⵙ್ቭ߇ኻᗧߢᜰ៰ߔࠆߣ߅ࠅ㧘ㅢⴕੱ߇ࠆ〝ߢߞߡ߽☻ߥ

 ╙㧟 ⚿⺰

ߐߖࠆߣ߁ᚻญߪ㧘⸥ߩ⸒⪲Ꮑߺߦ⯯⸒ࠍ↪ߡ⺃ㄟᣇᴺ߇ኈᤃߢࠅ㧘

ੱߦߟߡ᧪ߐߖࠆߣ߁ⴕേะ߇ࠆߎߣ߇⋴ขߐࠇࠆߡߒ߆ߒޕ㧘৻⥸⊛ߦ

ߩ⸽߇චಽߢߥ߽ߩߣࠊߑࠆࠍᓧߥޕ

߇චಽߢߥߣߒߡ㧘ⵍ๔ੱߦኻߒή⟋ߩ⸒ᷰߒࠍߔߴ߈ߢࠆޕ

ߌ㧘Ꮑߺߦ⯯⸒ࠍ↪ߡ㊄㌛ߢೝỗߔࠆߥߤߒߡߘߩᅚᕈࠍᕈⴕὑߩ႐ᚲ߹ߢⵍ๔

ℂ⊛ߥ⇼߇ᱷࠆߣ߁ߴ߈ߢࠅ㧘ᧄઙ⸷ታߦߟߡ⟋ߣߔࠆߦߪ㧘‽⟋

ߥߩ႐ᚲߦㅪࠇㄟ߽߁ߣߔࠆߣߒߡ߽㧘☻ߥᆭ⊛⸒േߦࠃߞߡ㧭ࠍߟߡ᧪

ሽߐࠇߡࠆߣࠆߔࠅࠃߣߎߩߎޕ㧘ⵍ๔ੱߦߪ㧘ⴝ㗡ߢⴕ߈ߕࠅߩᅚᕈߦჿࠍដ

߇ߞߡ㧘ⵍ๔ੱ߇ᧄઙ⸷ታ⸥タߩ‽ⴕࠍⴕߞߚߣᢿቯߔࠆߦߟߡߪ㧘ߥ߅ว

ᒰክߦ߅ߡ⥄್ߔࠆߩ߇⋧ᒰߢࠆߣߎࠈ㧘ᧄઙ⸷ታߦߟߡߪ‽⟋ߩ⸽

ߦߪᧄઙࠃࠅ೨ߩห᭽ߩᕈⴕὑߦ㓙ߒߡᓇߒߚߣߺࠄࠇࠆ᷎ࠄߥ౮⌀߇ᢙᄙߊ

ේ್ߩ್ᢿߪ㧘⚻㛎ೣߦᾖࠄߒߡਇวℂߢࠅ㧘ᤚߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥߚߒޕ

ߪ㧘ᒝᆞߔࠆߚᧄઙߩࠃ߁ߥᤨ㑆Ꮺ㧘႐ᚲߢჿࠍដߌߚ㧘ᧄઙ‽ⴕ႐ߩࠃ߁

ߦ߅ߡߪ㧘ⴕ߈ߕࠅߩᅚᕈߦႎ㈽ᡰᛄࠍⵝߟߟห᭽ߩᕈⴕὑߦ߮㧘៤Ꮺ㔚

ߡㆡಾߦ⠨ኤߔࠆߎߣߥߊ㧘ో㕙⊛ߦ㧭ߩଏㅀࠍା↪ߢ߈ࠆߣߒߚ╙㧝ክ್߮

 ߘߒߡ㧘ᣢߦ╙㧝ክ߮ේክߦ߅ߡᬌኤቭߦࠃࠆ┙⸽ߪዧߊߐࠇߡࠆߩߢ㧘

ࠆߎߣࠍ⥄ߒ㧘ߦ㧘ᧄઙ⊒↢ࠃࠅ⚂㧝ᐕඨᓟߩᄙᢙᗧ╙㧞ߩ㧞  ߩઙ

್␜ߔࠆὐࠍ⠨ᘦߒߡ߽㧘⸥ߩࠃ߁ߥ⻉ᖱ߇ࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕ㧘ߎࠇߦߟ
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ߩ㗔ၞߩ㗴ߢࠆޕታክⵙ್ᚲߪ㧘⸽⺞ߴࠍ⋥ធߦⴕ㧘ଏㅀᘒᐲ߇⌀ߢ
ࠆ߆ߤ߁߆ߣ߁ὐࠍߡ㧘㑐ㅪߔࠆታ߿⸽╬ߣߩ㑐ㅪߢ㧘߆ߟ㧘චಽߥ
㗴ᗧ⼂ࠍᜬߞߡଏㅀߩା↪ᕈߩ್ᢿࠍਤᔨߦⴕ߁ߢࠈ߁߆ࠄ㧘ߘߎߢߩታ
ቯߪ㧘⋥ធਥ⟵㧘ญ㗡ਥ⟵ߩⷰὐ߆ࠄߒߡ߽㧘╙৻ᰴ⊛ߦዅ㊀ߐࠇࠆߴ߈ߢߞ
ߡ㧘ᦠ㕙ߩߺߦࠃࠆ㑆ធ⊛ߥክℂࠍⴕ߁ߛߌߩᒰክ߇㧘ଏㅀߩା↪ᕈ߿ታቯߩ
ᒰุߦߔࠆߎߣߪၮᧄ⊛ߦᘕ㊀ߢࠆߴ߈ߛࠈ߁߇ߛޕ㧘ᩮḮ⊛ߦ߃߫㧘ೃ




ߥߊ㧘್ὼߣߒߥޕ㧕㧘ߘߩ⚿ᨐ㧘ࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣࠍ⾈ᦧ߃ߐߖࠄࠇߚ

ߣߔࠇ߫㧘ᭂߡᒝⵍኂᗵᖱࠍᜬߟߩߪࠄ߆ߢߞߡ㧘ⵍ๔ੱߦኻߒߡ⸵ߒ㔍

᳇ᜬߜߦߥࠆߎߣ߽߹ߚᒰὼߣᕁࠊࠇࠆߚ߹ޕ㧘㧭ߪ㧘ⵍ๔ੱ߆ࠄߎߩࠃ߁ߥ੍

ᦼߒߥⵍኂࠍฃߌߚߚ㧘↪ോߣߐࠇߡߚ⾈‛߽ߢ߈ߥ߹߹ൕോవߩࠠࡖࡃ

ࠢࡉߦᚯࠆߎߣߣߥߞߚ߽ߩߢࠅ㧘ߘߩ⺑߽ᔅⷐߢߞߚߣ⠨߃ࠄࠇ

ࠆߦࠄߐޕ㧘หᓥᬺຬ߇㧭ߩᒝᆞⵍኂࠍฃߌߚߣߩ↳๔ߢㄟࠎߛߣ߁⁁ᴫ

߽ࠆߩࠄࠇߎޕᖱߪ㧘㧭߇Ꮻᐫᤨߦ␜ߒߡߚ᭽ሶߩᗧว߿ᧄઙ႐ߦⴕ



  ߣߎࠈߢ㧘⢿ㄼ╬ߩታߩሽุ߿ߘࠇࠍᏀฝߔࠆଏㅀߩା↪ᕈߪታቯ

╬ߩታߦߟߡߪ⌀னਇߢࠆߣ߁ߎߣߢࠆޕ㧕ޕ

ߥߣ߁ߴ߈ߢࠆ㧔߽ߞߣ߽㧘ⵍ๔ੱߩᗧᕁߢ㧭ࠍᧄઙ႐ߦㅪࠇߡⴕ߈㧘߆

ߥߒߦⵍ๔ੱ߆ࠄᚻ߿ࠦ࠻ߩⴿญߦ♖ᶧࠍដߌࠄࠇߚ߽ߩߢࠅ㧘ߘߩᓟᆎᧃࠍ

ᚻߢᜬߜߍࠄࠇ㧘ᆞ᷎ߐࠇ㧔߽ߞߣ߽㧘ߎߩᆞ᷎ߩὐߪ㧘╓วߔࠆቴⷰ⊛ታ߇

⇇ࠍ߃ࠆ㧕ὐ߇ࠅ㧘⸷ታߦߟߡวℂ⊛ߥ⇼ࠍ߃ߚ⸽߇ߥߐࠇߡ

 㧞 ߥ߅㧘߇ߥὐߩߺࠍߡ߽㧘㧭ߪߘߩᗧߦߒߡ㧘߆ߟࠄߩኻଔ߽

ߦ߽ਇ⥄ὼ㧘ਇวℂߥߣߎࠈ߇ࠆ⚿ޕዪߩߣߎࠈ㧘ⵍ๔ੱߩ㚞೨ߩ〝ߢߩ⢿ㄼ

ታࠍቯߒߚㆊ⒟ߦߪ㧘⺰ℂೣ㧘⚻㛎ೣ╬ߦᾖࠄߒߡਇวℂߥ㧔⥄↱ᔃ⸽ਥ⟵ߩ㒢

ߡߪวℂ⊛ߥ⇼߇ࠆߣ߁ߴ߈ߢࠆޕ

႐ߢ㧘ฝ⣉ߢࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣ㧘ࡄࡦ࠹ࠖ╬ࠍ⣕߇ߐࠇ㧘ฝ⣉ࠍⵍ๔ੱߩᏀ

߇ࠆ߆ࠄ㧘ේ್߇ߎߩ㧭ߩଏㅀㇱಽࠍో㕙⊛ߦା↪ߢ߈ࠆߣߒߡ⢿ㄼ╬ߩ

ା↪ᕈ್ᢿߦߪ⚻㛎ೣ㆑߇ࠆߣ߃ࠆߡߞ߇ߚߒޕ㧘ේ್ߩታߩቯߦߟ

ߩᕈⴕὑߣᆞ᷎ߣߪ৻⥸ߦኒធߥㅪ⛯ᕈ߇ࠆߎߣߥߤ߆ࠄߒߡ߽㧘ⵍ๔ੱߩᑯ⸃

ߩଏㅀ߇໑৻ߩ߽ߩߢࠆߣߎࠈ㧘એߦㅀߴߚ⻉ὐࠃࠅߔࠆߣߘߩା↪ᕈߦߪ⇼

ߡ⠨ᘦࠍᛄ߁ߎߣߥߊ㧘㧭ߩ⸽⸒߇ା↪ߢ߈ࠆߣߒߡࠆߩߢߞߡ㧘ߘߩࠃ߁ߥ

ࠄࠇࠆߣߎࠈߢࠆߡߒ߹ޕ㧘ᒰᤨ㧝㧤ᱦߩ㧭ߣߒߡߪ㧘㧝㧞ᧃߩᄛߩ㓏Ბ〭ࠅ

 㧟   ⵍ๔ੱߩ㚞೨ߩ〝ߢߩ⢿ㄼ╬ߩታࠍⵣઃߌࠆߴ߈⸽ߣߒߡߪ㧘㧭

⇼ࠍᛴ߆ߑࠆࠍᓧߥޕේ್ߪ㧘ⵍ๔ੱߩⴕേะߩࠃ߁ߥ㊀ⷐߥታߦߟ

ࠊ߆ߦߪ⚊ᓧߒ㔍ᄌㆫ߇ࠆߎߣ㧘ⵍ๔ੱ߇ߒ߫ߒ߫ⴕߞߡ߈ߚߣ߁ᚻ᷎㑐ㅪ

ࠆߎߣߦߪ⇼߇ᱷࠆޕ

ࠆὐߪ⸥ߩ⚻㛎ೣߦᾖࠄߒߡ⠨߃ߦߊߩߢߞߡ㧘㧭ߩ⸥⸽⸒ߩା↪ᕈߦߪ

ࠄ߆ߢ㧘ߎߩὐߛߌ߆ࠄߢ߽㧘㧭߇ᛴߚⵍኂᗵᖱߪ⋧ᒰᒝ߆ߞߚߎߣ߇චಽ⠨߃

⽾ߒߡ⢿ㄼ╬ߦߟߡᗧ࿑⊛ߦ⯯னߩଏㅀࠍߒ⛯ߌࠆേᯏߪ⠨߃ࠄࠇߥߣߒߡ

ߙࠇࠊ⸒ߣޠޕ㧘ߘߩࠦ࠻ߩⴿࠍߟ߆߹ࠇߚߣߞߚ⢿ㄼ╬ࠍട߃ࠄࠇߚߣㅀߴ

ߟ㧘㧭ߩ⌕ߦⵍ๔ੱߩ♖ᶧ߇ઃ⌕ߒߡࠆߎߣ㧘ⵍ๔ੱߩଏㅀߦߪ㊀ⷐߥὐߢߦ

ࠆߣᕁࠊࠇࠆߣࠆߔ߁ߘޕ㧘ේ್߇㧘㧭ߦ߅ߡᝡᩏᲑ㓏߆ࠄ್Ბ㓏߹ߢ৻

߆ࠄ㚞೨ߩ〝ߢળߞߚ⋥ᓟߦ໊⓭ߦ㧘ߪ⽝ᄌߒߡ㧘ߣߥߎߡߟޟᲕߔ

ߥߊߐࠇߚࠄ߆ߣߎߩߎޕ㧘㧭ߪᒝዮㄗᗵ㧘ਇᔟᗵࠍࠊࠊߐࠇߚߎߣߪ

ߊߦ⥋ߞߚ⚻✲ߦ㑐ߔࠆ㧭ߩଏㅀߩା↪ᕈࠍ್ᢿߔࠆߢ㧘චಽߦ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇

ࠇߡߥ߆ࠄ㧘⚿ዪ㧘ⵍ๔ੱߩ⸥ߩ․ᓽ⊛ߥⴕേะߩਅߢߪ㧘㧭߇㧘ⵍ๔ੱ
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ࠆቴⷰ⊛ታߣߩᢛวᕈ╬㧘ⵍኂ⠪ߩଏㅀߦ㑐ㅪߔࠆ⻉ᖱࠍㆡಾߦ⠨ኤߒߡߐࠇ
ߚวℂ⊛ߥ߽ߩߣ߃ࠆ߆ߤ߁߆߇߹ߕክᩏߐࠇࠆߎߣߦߥࠆޕ
 ৻⥸ߦ㧘ⵍኂ⠪ߩଏㅀߪ㧘ߘࠇ߇ࠊࠁࠆ⁅⸒ߢߥ㒢ࠅ㧘ⵍኂ㛎ߦၮߠߊ߽
ߩߣߒߡㄼ⌀ᕈࠍߔࠆߎߣ߇ᄙ߇㧘ߘߩߎߣ߆ࠄ㧘Ᏹߦ㧘ⵍኂ⠪ߩଏㅀߢࠆ
ߣ߁ߛߌߢା↪ߢ߈ࠆߣ߁వⷰࠍᜬߞߚࠅ㧘ઁᣇ㧘ⵍ๔ੱߩᑯ⸃ߪ㧘ህ⇼ࠍ
᥍ࠄߒߚߣ߁ᔃᖱ߆ࠄߐࠇࠆߚ㧘৻⥸ߦߪ⇼ࠊߒߣ߁వⷰࠍᜬߟߎߣ
ߪ㧘ା↪ᕈߩ್ᢿࠍ⺋ࠆ߅ߘࠇ߇ࠅ㧘ߎߩὐ߽ଏㅀߩା↪ᕈߩ⹏ଔߦ㓙ߒߡߩ⇐
ᗧ㗄ߢࠈ߁ޕ


್ᚲߪᦨ⚳ክߢࠅ㧘‽⟋ࠍ‽ߒߡߥⵍ๔ੱࠍᢇᷣߔࠆᦨᓟߩ⎏ߢࠆߩߘޕ

ߎߣߦᾖࠄߖ߫㧘๔ክߚࠆᒰክߣ߃ߤ߽㧘ᧄઙߦ߅ߡ㧘ේክ߹ߢߦࠇߡ

ࠆ㑐ଥฦ⸽ࠍᚲਈߩ೨ឭߣߒߡߢߪࠆ߇㧘ߎࠇࠍᲧセᬌ⸛ߒ㧘㧭ߩଏㅀౝኈߩ

ା↪ᕈߦߟߡ㧘⺰ℂೣ㧘⚻㛎ೣ╬ߦᾖࠄߒߡ್ᢿߔࠆߎߣߪᒰὼኈߐࠇࠆߎߣ

ߢࠆߡߒߘޕ㧘ߘߩ್ᢿߩ⚿ᨐ㧘ⵍ๔ੱߩ‽⟋ታߦߟߡวℂ⊛ߥ⇼ࠍ߃

ߚ⸽߇ߥߐࠇߡߥߣߐࠇࠆߥࠄ߫㧘㊀ᄢߥታ⺋ߣߒߡ⡯ᮭࠍ⊒േߔࠆߎ

ߣߦぷふߔߴ߈ߢߪߥߢࠈ߁ߚߒ‽ࠍ⟋‽ޕ⠪ࠍ‽⟋⠪ߣߒߥߎߣߪ⇼߽

ߥߊਇᱜ⟵ߢࠆ߇ߛޕ㧘‽⟋ࠍ‽ߒߡߥ⠪ࠍ‽⟋⠪ߣߔࠆߎߣߪ㧘࿖ኅߦࠃ

ࠆੱᮭଚኂࠍᗖߒ㧘⸵ߐࠇᓧߥਇᱜ⟵ߦᒰߚࠆޕᒝᆞ⟋ࠍ‽ߒߚߎߣߦߟ߈ว

ࠇ㧘ߘߩὐ߆ࠄ߽㧘ଏㅀߩା↪ᕈߦߟߡߪ㧘⸽ੱࠍ⋥ធߦ⺞ߴ㧘ߘߩ㓙ߩ⸽⸒ᘒ
ᐲ╬ࠍߡࠆ╙㧝ክߩ್ᢿߪ㊀ⷐߢ㧘ၮᧄ⊛ߦߪዅ㊀ߐࠇࠆߴ߈ߢࠅ㧘ប⸷ክ
߽ߎߩὐߦߟߡߪᓟክߣߒߡߩ┙႐߆ࠄߩ࠴ࠚ࠶ࠢߦߣߤ߹ࠆߴ߈߽ߩߢ
ࠆ߿ߡߒ߹ޕ㧘๔ክߪ㧘ේೣ⊛ߦᴺᓞክߢࠅ㧘ߥ߅ߐࠄߢࠆ߇ߥߒ߆ߒޕ
ࠄ㧘ᧄઙߪ㧘ේክ߇ᓟክߢࠆߎߣߪੌ⸃ߒߥ߇ࠄ߽ⵍኂ⠪ࠍౣᐲ⸽ੱߒߡ
ࠆߎߣ߆ࠄ߽߁߆߇ࠊࠇࠆࠃ߁ߦ㧘ⵍኂ⠪ߩଏㅀߦߪਇ⥄ὼߥὐ߇ᄙߊ㧘ߘߩା
↪ᕈ߇ᄢߦ㗴ߦߥࠆߣߎࠈߢࠆߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘޕ㧘╙㧝ክߪߘߩଏㅀߩ
ା↪ᕈࠍో㕙⊛ߦ⢐ቯߒ㧘ߎࠇࠍၮߦᒝᆞߩ‽⟋ታࠍ㧘ේክ߽⚿ዪߎࠇࠍ⛽
ᜬߒߡࠆߩߢ㧘ᒰክߣߒߡߪ㧘⸥ߩߣ߅ࠅ㧘ߘߩቯ㧘್ᢿ߇ᒰଏㅀߩା↪
ᕈߦ㑐ߔࠆ⸥ߩ⻉ᖱࠍㆡಾߦ⠨ኤߒߚߢߐࠇߚ⚊ᓧߩߊ߽ߩߢࠆߩ߆ุ
߆㧘ߔߥࠊߜ㧘⚻㛎ೣ╬ߦߘߋࠊߥਇวℂߥὐ߇ߥ߆ߤ߁߆ࠍᡷߡีߔࠆ
ᔅⷐ߇ࠆߡߒߘޕ㧘ߘߎߦਇวℂߥὐ߇ࠄࠇࠆߩߢࠇ߫㧘‽⟋ታߩ⸽


ℂ⊛ߥ⇼ࠍ߃ߚ⸽߇ߥߐࠇߚߣߪ߃ߥᧄઙⵍ๔ੱߦߟߡߪ㧘ߒࠊ⇼ޟ

߈ߪⵍ๔ੱߩ⋉ߦ߁ߣޠೃⵙ್ߩ㋕ೣߦᚯࠆߴ߈ߢࠆޕ

 ⵙ್ቭජ⪲ൎ⟤ߩ⿷ᗧߪ㧘ᰴߩߣ߅ࠅߢࠆޕ

 ⑳ߪ㧘ⵍ๔ੱߦᒝᆞ⟋ߩᚑ┙ࠍߚ╙㧝ክ್߮ߎࠇࠍ⛽ᜬߒߚේ್ߦ

ߪ㧘್ߦᓇ㗀ࠍ߷ߔߴ߈㊀ᄢߥታ⺋߇ࠆߣߔࠆᄙᢙᗧߦߟߡ㧘ᰴߩ

 㧝 ೃⵙ್ߦ߅ߌࠆ⸽⹏ଔ╬ߦߟߡ

  ᄙᢙᗧ߇ㅀߴࠆߣ߅ࠅ㧘ᒰክ߇ⴕ߁ේ್ߩታቯߩᒰุߩክᩏߪ㧘



ᓟክᩏߦࠃߞߡ㧘್ޟߦᓇ㗀ࠍ߷ߔߴ߈㊀ᄢߥታߩ⺋߇ࠆޠ㧔ೃ⸷

⸩ᴺ㧠㧝㧝᧦㧟ภ㧕߆ߤ߁߆ࠍ್ᢿߔࠆ߽ߩߢࠅ㧘ේ್ߩ⸽ߩ⹏ଔ㧘ߘࠇߦ

ၮߠߊታቯ߇⺰ℂೣ㧘⚻㛎ೣ╬ߦᾖࠄߒਇวℂߣ߃ࠆ߆ߤ߁߆ߩⷰὐ߆ࠄⴕ

߁ߴ߈ߢࠆߡߒߘޕ㧘╙㧝ክ㧘ේክ߇ⵍኂ⠪ߩଏㅀࠍၮߦ‽⟋ታࠍቯߒߡ



ὐࠍ⿷ߒߡ߅߈ߚޕ

  ߣߎࠈߢ㧘ೃⵙ್ߢߪ㧘╙㧝ክߩክℂߦ߅ߡ㧘⋥ធਥ⟵ߩේೣ߇ណࠄ

ࠆ႐วߦߪ㧘ߘߩଏㅀߩା↪ᕈࠍ⢐ቯߒߚ್ᢿ߇㧘ઁߩ⸽߿ߘࠇߦࠃࠅࠄࠇ

มᴺߪ㧘ⵍ⇼⠪㧘ⵍ๔ੱߩੱᮭ㓚ߩᓎഀࠍᨐߚߔᕈᩰࠍߔࠆߦ․ޕ㧘ᦨ㜞ⵙ
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್ᢿⷐ⚛ߢࠅ㧘ߘߩี߇↪ߢࠆߎߣߪ⇼߁ߪߥߪࠇߎޕ㧘⸽ੱ
ࠍ⋥ធⴕߞߚ╙㧝ክߢߩ್ᢿ߇ၮᧄ⊛ߦዅ㊀ߐࠇࠆߴ߈ߢࠆߣߐࠇࠆࠁ߃ࠎߢ߽

ߡ㧘⸽߇චಽߢߥߣߐࠇࠆߎߣߦߥࠆޕ



ㄝߩታ߿ᧄઙ‽ⴕ߇ⴕࠊࠇߚߣߐࠇࠆ႐ߩ⁁ᴫߣߞߚቴⷰ⊛ߦࠄ߆ߢ
ࠆߣᕁࠊࠇࠆታߣⵍኂ⠪ߩଏㅀౝኈ߇╓วߒ⍦⋫߇ߥߩ߆㧘ߘߎߦ⇼ࠍᏅߒ
ߪߥ߆㧘ߤߩ⒟ᐲߩߤߩࠃ߁ߥౝኈߩ⇼߿ߘߏ߇↢ߓߡ߅ࠅ㧘ߘࠇࠍ
⠨ᘦߒߚߢ߽ߥ߅㧘ଏㅀߩା↪ᕈࠍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆㧘ା↪ᕈࠍࠆߣߒ
ߡ߽㧘ߤߩ⒟ᐲߩ㧘ࠆߪߤߩㇱಽߦߟߡା↪ᕈࠍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆㧘╬
ࠍᘕ㊀ߦ㧘ৼካߦ㧘੍ᢿࠍ߹ߕߦีߔࠆᆫ߇᳞ࠄࠇࠆߣߎࠈߢࠆ㧔߃
߫㧘ᦨ㜞ⵙᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧔㧕╙㧝㧣㧤㧡ภห㧞㧝ᐕ㧠㧝㧠ᣣ╙ਃዊᴺᑨ್ೃ
㓸㧢㧟Ꮞ㧠ภ㧟㧟㧝㗁ߩ㇊㗇ⵙ್ቭߩ⿷ᗧ߇ߎߩὐࠍᜰ៰ߒߡࠆޕ㧕ߒߘޕ
ߡ㧘ᒰክߦ߅ߡ߽㧘એߩࠃ߁ߥⷰὐ߆ࠄ㧘ߘߩା↪ᕈࠍߘࠇߦၮߠ߈‽⟋


  ᧄઙߪ㧘ᒝᆞߩᚑ┙ࠍⵍ๔ੱ߇ߞߡࠆઙߢࠅ㧘ⵍ๔ੱ߇ⵍኂ⠪ߦ

ኻߒߡ᛫ᜎߒ㔍⒟ᐲߩⴕ⢿ㄼࠍⴕߞߚߩ߆ุ߆㧘ߘߩ⚿ᨐᆞ᷎߇ߐࠇߚߩ߆ุ

߆߇ࠊࠇߡࠆߩߘޕὐߢࠊࠁࠆో㕙ุߩઙߢࠆߡߒߘޕ㧘ᧄઙߢߪ㧘

‽⟋᭴ᚑⷐઙታߩሽࠍⵣઃߌࠆቴⷰ⊛ߢቯ⊛ߥ⸽ߪሽߒߥߢߎߘޕ㧘

ⵍኂ⠪ߩଏㅀߩା↪ᕈ߇ᦨᄢ㧘໑৻ߩᚻߦߥࠆߩߢࠅ㧘ା↪ᕈߩีߪᘕ㊀

ߩߦ߽ᘕ㊀ߦߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ

  ଏㅀߩା↪ᕈ߇ᄢ߈ߥὐߣߥࠆઙߦ߅ߡ㧘ᄙߊߩ႐ว㧘ା↪ᕈߩี

ߦ㓙ߒߡߪ㧘ଏㅀౝኈߦ৻⽾ᕈ߇ࠆ߆㧘ኻߦ߽ំࠄߢߥ߆㧘⸽⸒

ᘒᐲ߇⌀ߥ߽ߩߢࠆ߆㧘ౝኈߦㄼ⌀ᕈ߇ࠆ߆㧘⯯னߩଏㅀࠍߔࠆวℂ⊛ߥേ





  ᧄઙߦ߅ߡߪ㧘એਅߦㅀߔࠆࠃ߁ߦ㧘⸽ߦࠃߞߡࠄࠇࠆ᭽ߥޘ



ᨩߢࠆߦ․ޕ㧘ᧄઙߩࠃ߁ߥ㧘ቴⷰ⊛ߢቯ⊛ߥ⸽߇ሽߒߥ႐วߦߪ㧘

ℂߥㇱಽࠍ❲߁ߥߤߒߡ⸽ജࠍ⥄ࠄ߇ቢߒߡ㧘‽⟋ߩᚑ┙ࠍ⢐ቯߔࠆᣇะߢ‽



ߎߣߦ᳇ઃ߆ߐࠇࠆߎߣ߽ࠆߩߢߞߡ㧘ᘕ㊀ߢ಄㕒ߥᬌ⸛߇Ᏹߦ᳞ࠄࠇࠆ

ࠍήℂߦಽᨆߒ㧘ߟߥ߉วࠊߖ㧘ផℂ߿ᙘ᷹ࠍ㚟ߒߡߘߩਇ⿷ಽࠍ㧘ਇว

 㧞 ᧄઙߦ߅ߌࠆⵍኂ⠪ߩଏㅀߩ⟎ઃߌߣߘߩା↪ᕈߦߟߡ

߇චಽߦࠅߘ߁ߦ߃ߡ߽㧘ᦠ⸽╬ߩቴⷰ⊛⸽߿ታߣᾖࠄߒߡ㧘ߘ߁ߢߥ

⺰ℂೣࠍ↪ࠆ▸࿐ࠍ߃ߡ㧘⥄Ꮖߩ⁛⥄ߩ⍮ࠍ߆ߖߡ㧘ਇචಽ㧘ਇቢోߥ⸽

ߦ⇐ᗧߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

ߦߥࠆߣߎࠈߢࠅ㧘ଏㅀᘒᐲ߇⌀ߢଏㅀౝኈߦㄼ⌀ᕈࠍߒ㧘߆ߦ߽ା↪ᕈ

ὐ߆ࠄ㧘ᱜ߆ߟ಄㕒ߦ⸽ߩีࠍߔߴ߈ߢߞߡ㧘␠ળ⊛㧘৻⥸⊛ߥ⚻㛎ೣ߿

ࠈߢࠈ߁߇㧘ᚒߡߒߣޘ㧘Ᏹߦ⥄ᚓߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣߎࠈߢࠈ߁ޕ

⊛⏕ߥ್ᢿ߇ߢ߈ࠆ߆ߪ㧘ೃⵙ್ߩߺߥࠄߕ㧘᳃ⵙ್ߦ߅ߡ߽ߒ߫ߒ߫㗴

ߢ㧘ⵙ್ቭߪ㧘⸷ㅊ⠪ߩឭߒߚ⸽߇⟋ቯߦචಽߥ߽ߩ߆ุ߆ߣߞߚⷰ

⸥ߩⷰὐ߆ࠄା↪ᕈࠍ⢐ቯߒ৻᳇ߦ⟋ቯߔࠆߎߣߦߪ㧘Ᏹߦෂ㒾ᕈ߇߁ߎߣ

 ߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘ߎࠇࠄߪ㧘ଏㅀ⠪ߩ⸽⸒ᘒᐲ╬ߦߟߡߩ߽ߩߢࠆ߆ࠄ㧘Ᏹߦ

ታࠍቯߔࠆߩߦਇචಽߥ႐วߦߪᒰὼߦή⟋ߩ್ࠍߔߴ߈ߢࠆߩߘޕᗧ

⟋ታߩቯࠍⴕ߁ߴ߈߽ߩߢߥߎߣߪᒰὼߢࠆߩߎޕὐߪ㧘⇣⺰ߩߥߣߎ

ࠆޕ

ߒ㧘ߎࠇߦၮߠ߈ㆡᱜߥታቯࠍⴕ߁ߎߣߢࠅ㧘⸽╬ࠍ⹏ଔߒߚ⚿ᨐ㧘‽⟋

  ߁߹ߢ߽ߥߊ㧘ೃⵙ್ߩߪ㧘߹ߕ㧘⸽ߩ⸽ജ╬ࠍ⊛⏕ߦ⹏ଔ

ᯏ߇ࠆ߆╬߇್ᢿߩⷐ⚛ߣߥࠆߣᜰ៰ߐࠇߡࠆߩࠄࠇߎޕὐߪ㧘ᒰὼ㧘㊀ⷐߥ

ߦߟߡߪ㧘ೃⵙ್ߩⵍߪ߈ߒࠊ⇼ޟ๔ੱߩ⋉ߦ߁ߣޠᄢේೣߦ┙ߜߞ
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ߕߩ↵ᕈ߆ࠄ㧘⺆᳇ᒝߊ⢿ㄼ⊛ߥ⸒ㄉࠍ⊒ߖࠄࠇߚߛߌߢ߽㧘ߘߩ㓙ߩ⁁ᴫ╬߆ࠄ
ᕟᔺᔃߦᡰ㈩ߐࠇࠆߣ߁ߎߣ߽ࠅᓧࠃ߁ߩߎޕὐߪ㧘ᒝᆞ⟋ߩክℂߦᒰߚࠅ⇐
ᗧߔߴ߈ὐߢߞߡ㧘৻⥸⊛ߦ⸒߃߫㧘⋧ᚻߣⵍኂ⠪ߣߩߘࠇ߹ߢߩ㑐ଥ㧘ⵍኂ⠪
ߩ⟎߆ࠇߚ┙႐㧘ㆊߩⴕ╬ߦࠃࠅⵍኂ⠪߇ࠊࠁࠆ࠻࠙ࡑ⁁ᘒߦߥߞߡߚ
߆ุ߆㧘ⵍኂ⠪ߩ♖⊛⡺⊛ߥ․ᕈ㧘⋧ᚻߩ㘑⽩߿৻ㅪߩ⸒േߩౝኈ㧘ߘߩ႐ߩ
⁁ᴫ╬ࠍ✚วߒߡ⠨ኤߔߴ߈ߢࠅ㧘ߘߩ㓙ߦ㧘ⵍኂ⠪߇ᅚᕈߢࠆ႐วߦߪߘߩ
ᅚᕈߩᔃℂ⁁ᘒߦߟߡߩචಽߥℂ⸃߇ᔅⷐ߆ߟ೨ឭߣߥࠆߣߎࠈߢ߽ࠈ߁ޕ


ߎߣ߇ࠄࠇࠆߕ߹ޕ㧘ⵍ๔ੱ߇ჿࠍដߌߚ႐ᚲߪ㧘㚞೨ߩࡠ࠲ㄭߊߢ㧘

ࠆߣ߃ࠆ߆ุ߆ࠍᬌ⸛ߒߡߊߎߣߦߥࠆޕ

 એߩὐࠍ߰߹߃ߡ㧘એਅ㧘㧭ߩଏㅀߩା↪ᕈ╬ߦߟߡᬌ⸛ߔࠆޕ

 㧟 ᒝᆞߩ᭴ᚑⷐઙታߣߒߡߩⵍኂ⠪ߩ᛫ᜎࠍ⪺ߒߊ࿎㔍ߦߔࠆ⒟ᐲߩⴕ

⢿ㄼߩሽุߦߟߡ

  ߎߩὐߩ‽⟋ታߣߒߡߪ㧘ᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧝㧞㧞㧣ᣣඦᓟ㧣ᤨ㧝㧜ಽ㗃㧘



ජ⪲Ꮢਛᄩߩ੩ᚑ㔚㋕ජ⪲ਛᄩ㚞೨ㄭߊߩᱠߦ߅ߡ㧘㧭ߪ㧘ⵍ๔ੱ߆ࠄߟޟ

ߡߎߥߣᲕߔߙ⺆ߣޠޕ᳇㍈ߊࠊࠇߚߣ߁⢿ㄼⴕὑ߇ࠅ㧘ߘߩᓟ㧘ࠦ

࠻ߩⴿࠍߟ߆ࠎߢᒁߞᒛࠄࠇࠆߣ߁ⴕ߇ߐࠇ㧘ߐࠄߦ㧘หᣣඦᓟ㧣ᤨ㧞㧡ಽ

㗃㧘ᧄઙ႐ߢ㧘ⵍ๔ੱ߆ࠄოߦߒߟߌࠄࠇ㧘ߘߩᏀ⣨ߢ㧭ߩฝ⣉ࠍᜬߜߍࠆ

ᐫ㧘㘶㘩ᐫ╬㔀ዬࡆ࡞߇ኒ㓸ߔࠆ❥⪇ⴝߩᱠߢࠅ㧘ߎߩᤨ㑆Ꮺߢࠇ߫㧘⋧
ᒰߩੱㅢࠅ߇ߞߚ߽ߩߣ੍ᗐߐࠇࠆ႐ᚲߢࠅ㧔╙㧝ክߢߪ㧘㧭߽㧘ࠅߦੱ߇
ߜࠄ߶ࠄߚߣଏㅀߒߡࠆޕ㧕㧘ߘߎ߆ࠄㄭߊߦߪ㧘⇟߽ࠅ㧘㚞೨ࡎ࠹࡞ߩ
㚢ゞ႐ߩଥຬ߽ዬߡ㧘㧭ߪ㧘ߘߩߎߣࠍ⍮ߞߡߥ߇ࠄ㧘ߎࠇ߹ߢ㕙⼂ߩߥ߆ߞߚ
ⵍ๔ੱߩ⸒⪲ࠍฃߌߡ㧘ตࠎߛࠅ㧘ഥߌࠍ߱ߎߣ߽ߥߊ㧘ㅏߍߒߚࠅ߽ߒߡ
ߥޕ㧭߇㧘ߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߩਅߢ㧘ߘࠇߛߌߩ⸒⪲ߢഥߌࠍ᳞ࠄࠇߥߊߥࠆ߶
ߤߩᕟᔺᔃࠍᛴߚߣ߁ߎߣߦߪ⇼ࠍᛴ߆ߑࠆࠍᓧߥޕ㧭ߪ㧘㧝㧤ᱦߢ⧯ᐕ
ߢߪࠆ߇㧘ᒰᤨ㧘ࠠࡖࡃࠢࡉߢൕോߒߡ߅ࠅ㧘ធቴᬺോߩ⚻㛎߽ߞߡ㧘
ߘࠇߥࠅߩ␠ળ⚻㛎ࠍߒߡ߅ࠅ㧘⧯ᐕߢࠆߎߣࠍㆊᐲߦ㊀ⷞߔߴ߈ߢߪߥޕ
ߘ߽ߘ߽㧘ⵍ๔ੱ߇㧭ߣߩᣣᏱ⊛ߥળࠍߒߡߚߦ߽߆߆ࠊࠄߕ㧘೨⸅ࠇ߽ߥߊ
⓭ὼߣߥߎߡߟޟᲕߔߙ⸒ߣޠޕߒߚߣ߁ὐߪ㧘ࠅߦ໊߽⓭ߩᗵߓࠍ
ࠇߥ㧔ⵍ๔ੱ߇㧘ߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߩਅߢ㧘㧭ࠍߚߜߤߎࠈߦ⇊ᔺߐߖࠆߎߣ߇


  ߣߎࠈߢ㧘ⵍ๔ੱߣ㧭ߣ߇ળߞߚ㓙ߩ⁁ᴫߦߟߡߪ㧘ජ⪲ਛᄩ㚞೨ㄭ



ߊߩᱠߢ㧘ⵍ๔ੱ߇ᱠߡߚ㧭ࠍដߌ㧘ㄭߊߦࠞࠝࠤᐫ߇ᚲߒߡࠆ߆

ࠍߨ㧘ᓙߜวࠊߖߒߡߚᅚᕈ߇᧪ߥߩߢ࿎ߞߡࠆ╬ߩߒដߌࠍߒ㧘㧭

ߪ㧘ߘࠇߦߘࠇߥࠅߦᔕ╵ߒߡߚߩߢࠆ߇ࠈߎߣޕ㧘⓭ὼߣߥߎߡߟޟᲕ

ߔߙࠇࠊ⸒ߣޠޕ㧘㧭ߪ㧘ᔺߊߡ㗡߇⌀ߞ⊕ߦߥߞߡᛶ᛫ߢ߈ߥߊߥߞߚߣଏㅀߒ

ߡࠆߒ߆ߒޕ㧘ⵍ๔ੱߪ㧘ߘߩ㓙㧘Აࠆなࠆ╬ߩⴕߪߒߡ߅ࠄߕ㧘‛ࠍ⓭߈

ઃߌࠆߥߤߩⴕὑ߽ߒߡߥࠎࠈߜ߽ޕ㧘ᒝᆞߩ႐ว㧘Ᏹߦߎߩࠃ߁ߥᒝὓߥ

ᒻജߩⴕ߇ߐࠇࠆߣߪ㒢ࠄߕ㧘ᄖᒻߐ߶ߤߩᒻജߩⴕ߇ⴕࠊࠇߥ႐วߢ

ߞߡ߽㧘ⵍኂᅚᕈ߇⋧ᚻߩ⸒േߦࠃࠅᒝᕟᔺᔃࠍᛴ߈ᛶ᛫ߢ߈ߥߊߥߞߚࠅ㧘

࿎ᖺߒ಄㕒ߥ್ᢿ߿ㆱ㔍ⴕേࠍขࠇߥߊߥࠆߣ߁ߎߣߪ৻⥸ߦࠅᓧࠆߣߎࠈߢ

ࠅ㧘߃߫㧘⋧ᚻ߇ജ࿅ߩ⚵ຬߢࠆߎߣࠍ␜ߒ㧘ᛶ᛫ߔࠇ߫ኂᖡࠍ߷ߔ╬



ߣߞߚⴕࠍฃߌߚߣߒߡࠆޕ

  ᧄઙ߽㧘ߎߩࠃ߁ߥⷰὐ߆ࠄࠆߎߣߦߥࠆ߇㧘ᰴߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߦߞߚ

ࠍዊჿߢ߶ߩ߆ߔ╬ߢ߽㧘ᛶ᛫ߒ㔍ᔃℂ⁁ᘒߦߥࠆߎߣ߇ࠈ߁ߒ㧘ߕ⍮ࠄ

ታࠍቯߔࠆߎߣ߇⚻㛎ೣ╬ߩⷰὐ߆ࠄߺߡ㧘⥄↱ᔃ⸽ਥ⟵ߩ㒢⇇ࠍㅺ⣕ߒߡ
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ᥧደࠍㆱߌ㧘ߎߩࠃ߁ߥੱ߇ㅢࠆ㓏Ბߩࠆ〭ࠅ႐ࠍࠊߑࠊߑㆬࠎߛߣ߁
ⵍ๔ੱߩⴕേߪ㧘ᒝᆞߒࠃ߁ߣߒߡࠆ⠪ߩⴕേߦߪߘߋࠊߥߣߎࠈ߇ࠆޕ
 ߹ߚ㧘㧭߇ⵍ๔ੱߣ〭ࠅ႐ߦዬߚ㓙㧘㓏Ბਅ߆ࠄᆫߩ⼊ຬ߇ㄭߠߡ߈ߚ
߇㧘ߘߩ⿷㖸ࠍ⡞ߚⵍ๔ੱߪ㧘⋥ߜߦㅏߍࠃ߁ߣߪߖߕ㧘⌕ߢਅඨりߩ㔺ㇱ
ಽࠍ㓝ߒ㧘ߩߎޟᓟ㧘ߤߎ߳ⴕ߈ߚߒߣߤߥޠޕដߌ㧘㓙ਛߩ↵ᅚࠍⵝߞߡ
ߘߩ႐ࠍ߿ࠅㆊߏߔኻᔕࠍߒߡ߅ࠅ㧘ߎࠇߪ㧘ᒝᆞᦨਛߩ‽ੱߩⴕὑߣߪߣߡ߽ᕁ
߃ߥޕ


߇㧘㧭ߪ㧘⼊ຬࠍᶡ⋡ߢߚߣ߁ߩߺߢ㧘ჿࠍߔߥߤߒߡⓍᭂ⊛ߦഥߌࠍ᳞

㔍ߊ㧘߹ߚ㧘ࠊࠁࠆ⸒ߩߢޠߣ߽ࡔ࠳ޟേߣߺߡ߽㧘ਇ⥄ὼߐߪุቯߢ߈ߥ

ޕ㧕ߦࠄߐޕ㧘ߘߎ߆ࠄ⚂㧤㧜㨙㔌ࠇߚᧄઙࡆ࡞߹ߢ㧘㧞ੱߢᱠߡࠆߣߎ

ࠈ㧘ⵍ๔ੱߪ㧘ᦨೋߦ㧭ߩⴿࠍᒁߞᒛߞߚߎߣߪߞߚ߇㧘ߘߩᓟߪ㧘ᧄઙࡆ࡞ߩ

㓏Ბߩߣߎࠈ߹ߢ⚳ᆎ㧭ߩ೨ࠍᱠߡ߅ࠅ㧘㧭ߪⵍ๔ੱߩᓟࠈࠍᱠߡࠆߩߢ

ߞߡ㧘ήℂ⍫ℂ㧭ࠍㅪࠇߡⴕߊࠃ߁ߥ᭽ሶߦߪ߃ߕ㧘ⵍ๔ੱߪ߹ࠆߢ㧭߇ഥߌࠍ

ࠎߢㅏߍߒߚࠅߔࠆࠃ߁ߥߎߣߪᔨ㗡ߦߥࠃ߁ߦ߃ࠆ߽ߘ߽ߘޕ㧘ⵍ๔ੱ

ߩଏㅀߦࠃࠇ߫㧘หੱߪ㧘㧶㧾ජ⪲㚞᭴ౝߢ⚊ຠߩࠍ⚳߃ߚᓟߦ㧘㚞ߩ㚢ゞ႐

ߦ࠻࠶ࠢࠍ㚢ゞߒߚ߹߹㧘Ꮻ␠ߔࠆ߹ߢߩ㑆ߩੑ㧘ਃචಽ⒟ᐲߩᤨ㑆⊛ߒ߆

ߥ߆ߞߚߩߢࠅ㧔ⵍ๔ੱߪ㧘⚊ຠᬺ⠪߇㗫❥ߦ㚢ゞߔࠆ႐ᚲߥߩߢ㧘ࠍ⚳߃

ჿ߽ߖߥ߶ߤߩᕟᔺᔃߦ߆ࠄࠇߡߚߎߣࠍⵣઃߌࠆࠃ߁ߥⵍ๔ੱߩ⸒േ߿ᧄ
ઙ႐ߩ․ߥ⁁ᴫ╬ߪోߊ߁߆߇߃ߥޕ

ᔃߢ㗡ߩਛ߇⌀ߞ⊕ߦߥࠅ㧘᛫ᜎ߇⪺ߒߊ࿎㔍ߦߥࠆࠃ߁ߥ⁁ᘒߦߥߞߚߣߔࠆଏ
ㅀߪ㧘ᅚᕈߩᔃℂ⁁ᘒ╬ࠍ⠨ᘦߒߡ߽㧘⚻㛎ೣ߆ࠄߒߡኈᤃߦߪ⚊ᓧߢ߈ߥ߽ߩ
ߢࠅ㧘ߦࠊ߆ߦା↪ᕈࠍࠆߎߣߪߢ߈ߕ㧘ߎࠇࠍၮߦ㧘ⵍ๔ੱ߇ᒝᆞߩߚ
ߩⴕ⢿ㄼࠍⴕߞߚߣߔࠆቯߪ㧘⥄↱ᔃ⸽ਥ⟵ࠍ೨ឭߦߒߡ߽ኈᤃߦᤚߔࠆ
ߎߣ߇ߢ߈ߥߣߎࠈߢࠆޕ


ߩ࠻࠶ࠢࠍ㚢ゞߐߖߚ߹߹੩ᚑ㔚㋕ජ⪲ਛᄩ㚞ߩㄭߊࠍᱠߡࠆߣ㧘ᅢߺߩ࠲
ࠗࡊߢߞߚ㧭ߦળߞߚߩࠤࠝࠞޕ႐ᚲࠍ⡞ߊߥߤߒߡߒដߌߥ߇ࠄ㧘㧭ߣ




ߎߣߦߔࠇ߫ᑯ⸃߇ߣ߅ࠆߩߢ㧘ߘߩᤨ㑆ࠍ↪ߒߚᣦࠍଏㅀߒߡࠆޕ㧕㧘ߎߩ

㑆ߦ㧘วᗧߦࠃࠆᚻ᷎ߥࠄߢࠆ߇㧘ᒝᆞߣߞߚᄢ߈ߥ‽ⴕ߹ߢ߿ࠅㆀߍࠆߦ

ߪᤨ㑆߇ࠅߦ߽⿷ࠅߥ᳇߇ߔࠆޕ

  ߐࠄߦ㧘ᧄઙࡆ࡞ߩਅߣ㧝㧘㧞㓏ߪ㘩ၴᐫ⥩ߣߥߞߡ߅ࠅ㧘ࠊࠁࠆ

⿒ឭἮ߽ᄙᢙ㘼ࠄࠇ㧘ᐫߩ⋴᧼߽⸳⟎ߐࠇ㧘ੱߩࠅ߇੍ᗐߐࠇࠆ႐ᚲߢࠆޕ

㧞ੱߪ㧘ߘߩᄖ㓏Ბࠍ⊓ࠅ㧘৻ᣤደߦߚ߇㧔ߎߩὐߪ㧘㧭ߪุቯߒߡࠆ߇㧘

ᒰᣣߩታᴫಽߩ㓙㧘㧭߇⥄ࠄደߢᜰ␜ࠍߒߡࠆ╙ޕ㧝ክߢߎߩὐࠍᜰ៰ߐࠇ

ࠆߣ㧘ࠃߊⷡ߃ߡߥߣଏㅀߒߡࠆ߇㧘ደߦߚߎߣߪࠄ߆ߢࠆޕ㧕㧘

ߘߩᓟ㧘ᒁ߈ߒߡ㧘ᧄઙ႐ߦᚯߞߡࠆߣߎࠈ㧘ߘߎߪ〭ࠅ႐ߣߥߞߡ߅ࠅ㧘

ⰯశἮ߇ߟߡߡੱߩ㗻߇⼂ߢ߈ࠆ߶ߤᲧセ⊛ࠆߊߥߞߡࠆ႐ᚲߢࠆ

㧔ߥ߅㧘ⵍ๔ੱߪ㧘ደ߆ࠄᧄઙ႐ߦᚯߞߚߩߪ㧘ደߪᥧߊ㧘ࠆᣇ߇㧭߇





  ઁᣇ㧘ߎߩὐߦߟߡߩⵍ๔ੱߩᑯ⸃ߪ㧘ޟ㈩㆐ߩ߇⚳ࠊࠅ㧘㈩ㅍ↪

  એߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߦࠃࠇ߫㧘㧭ߦ߅ߡ㧘ⵍ๔ੱߩ⸥ߩ⸒⪲ߦࠃࠅᕟᔺ

ࠆⴕേߦߡߥ⼊ߩ࡞ࡆߥ߁ࠃߩߎޕࠍᜂᒰߔࠆ⠪ߦኻߒߡߐ߃߆ߔ߆ߥ

ߚࠄߔߋゞࠍߐߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߇㧘ੑ㧘ਃචಽ⒟ᐲߢࠇ߫㧘㘩ࠍߒߡߚ

  ߐࠄߦ㧘ߎߩ⼊ຬߪ㧘ⵍ๔ੱ߿㧭߆ࠄ㧝㨙㧡㧜ছߩߔߋᓟࠈࠍㅢߞߚ

ᔃߔࠆߣᕁߞߡᚯߞߚߣଏㅀߒߡࠆޕ㧕ޕደߪኙ߆ߞߚߣߪផ᷹ߐࠇࠆ߇㧘

ߢ߈ࠆߣ⠨߃ߡߎߩࠃ߁ߥ⢿ㄼ⊛ߥ⸒േߦ߈ߥࠅࠆߣ߁ߎߣ߽㧘ㅢᏱߪ⠨߃
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߹ᆞ᷎ߐࠇߚߣ߁ߎߣߦߥࠆ߇㧘ߎࠇߪ㧘⺈ߦਇቯߢࠊߕ߆ߥᛶ᛫ࠍߒߐ߃ߔ
ࠇ߫ᝌࠍ㒖ᱛߢ߈ࠆߢࠅ㧘ߎߩࠃ߁ߥߢήℂ⍫ℂᆞ᷎ߔࠆߎߣߪ㧘⋧
ᒰߦ࿎㔍ߢࠆ㧔ߥ߅㧘㧭ߩଏㅀߦࠃࠇ߫ߘߩ㑆㧘ⵍ๔ੱߩฝᚻߪ㧘㧭ߩญࠍႧ
ߛࠅ⢷ࠍ⸅ߞߡߚߣ߁ߩߢࠅ㧘㧭ߩࠍਔᚻߢߐ߃ઃߌߡߚࠊߌߢߪߥ
ߊ㧘ⵍ๔ੱߪᭂߡਇቯߥߢߐ߃⛯ߌߚߎߣߦߥࠆޕ㧕ޕ


ࠇߡ⎕ࠇߚߩߢ㧘ߘߩᓟࠦࡦࡆ࠾ࠛࡦࠬࠬ࠻ࠕߩࠧࡒ▫ߦᝥߡߚߣ߁ଏㅀࠍߒ
㧔╙㧝ክߢ߽㧘㧭ߪ㧘㑆㆑ߥߊߘߎߦᝥߡ߹ߒߚߣଏㅀߒߡࠆޕ㧕㧘ߘߩࠧࡒ

ઙࡆ࡞ߩർᄖ㓏Ბደ〭ࠅ႐ߦⴕߞߚޕ㧭ߩࠦ࠻ߩࡐࠤ࠶࠻ߦ࠴ࠪࠍࠇߚ

߇㧘ߘࠇߪ㧟ਁࠍࠎߢߥ࠳ࡒߩ࠴ࠪߛߞߚⵍޕ๔ੱ߇㧘㧭ߦਅ⌕ࠍ

ߖߡ߶ߒߣ㗬ߣ㧘㧭ߪ㧘⥄ಽߢࠬࠞ࠻ࠍߊߞߡਅ⌕ࠍߖߡߊࠇߚⵍޕ๔

ੱ߇㧭ߦࠆࠇߊߡߞ߿ޡ㧫ߣ߁ߣޢ㧘㧭ߪ㧘ฝᚻߢᚻ᷎ⴕὑࠍߒ㧘ⵍ๔ੱߪ㧘㧭

ߩฝᚻߩߦ♖ߒߚߩߘޕᓟ㧘ⵍ๔ੱߪ㧘వߦ㓏Ბࠍ㒠ࠅ㧘⚿ዪ㊄㌛ߩᡰᛄࠍߒ

ߥ߆ߞߚࠅߢߩ߽߁ߣޠޕ㧘ᄢ╭ߦ߅ߡ㧘⸥ߩࠃ߁ߥᒰᤨߩ⁁ᴫࠍήℂߥ

ߊ⺑ߔࠆߎߣ߇ߢ߈㧘ቴⷰ⊛ታߣ߽⍦⋫ߔࠆߣߎࠈߪߥߊ㧘ߎࠇࠍߍߦឃᢺ

ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ

㧔ߥ߅㧘ߎࠇࠍೋേᝡᩏߩࡒࠬ߇ߞߚน⢻ᕈ߇ࠆߥߤߣߒߡ㊀ⷞߒߥߎߣ
ߪ㧘ࡒࠬߩਇ⋉ࠍⵍ๔ੱߦ⽶ࠊߖࠆߎߣߦߥࠅ㧘⸵ߐࠇߥߣߎࠈߢࠈ
߁ޕ㧕ޕ


ࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣߩߺࠍ⾈ߞߚߣଏㅀߒߡࠆ߇㧘⸷ᓟߢઙ߆ࠄ㧞ᐕㄭߊߥ
ߞߡ߆ࠄࠦࡦࡆ࠾ࠛࡦࠬࠬ࠻ࠕߦኻߔࠆᾖળ߇ߐࠇ㧘ࠦࡦࡆ࠾ࠛࡦࠬࠬ࠻ࠕߩࠫ
ߩ⽼ᄁ⸥㍳ࠍขࠅነߖߚ⚿ᨐ㧘㧭ߩଏㅀߔࠆᤨ㑆ߦ㧘ࠨࠗ࠭ߩว߁ࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶
ࠠࡦࠣߩߺ߇⾼ߐࠇߚታߪᒰߚࠄߕ㧘ࠨࠗ࠭ߩว߁ࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣߩ
⾼ߪ㧘ࡍ࠶࠻ࡏ࠻࡞ߣ৻✜ߦ⾼ߐࠇߚ⸥㍳߇ࠆߩߺߢߞߚߣࠆߔ߁ߘޕ㧘
ᐲߪ㧘╙㧝ክߢߪ㧘㧭ߪ㧘߆ࠍ৻✜ߦ⾼ߒߚ߆߽ߒࠇߥߣߒߡ㧘ዋߒ࠻

ߪ㧘ᝌߐࠇߡߚᤨ㑆ߪ⚂㧝㧜ಽ㑆ߢࠆߣଏㅀߒ㧘ߘߩᓟ㧘ᬌኤቭߩข⺞ߴߦ

߅ߡߪ㧘㧝㧜ಽ㑆߇㐳ߔ߉ࠆߣᗵߓߚߚ߆㧘ਃ㧘྾ಽ㑆ߣଏㅀࠍᄌ߃ߡࠆޕ

ߒ߆ߒ㧘ߎߩଏㅀએᄖߦߪ㧘ߎߩࠃ߁ߥᆞ᷎ࠍⵣઃߌࠆ⸽ߪߥߊ㧘ㅢᏱߞߡ߽

ࠃ⸽߽ߥߜࠊߥߔޕ㧘ᧄઙᒰᣣᷓᄛߦណขߐࠇߚ㧭ߩ⤖ᶧ߆ࠄߪᆞ᷎ߩቴⷰ

⊛⸽ߦߥࠅᓧࠆੱ♖ᶧߩᷙߪࠄࠇߕ㧘ήℂ⍫ℂᆞ᷎ߐࠇߚߦߒߡߪ⤖ߦ்

߽ࠄࠇߡߥࠎࠈߜ߽ޕ㧘ᧄઙߪ㧘♖ߪ⤖ᄖߢߐࠇߚߩߢࠅ㧘ੱ♖ᶧߩ

ᷙ߇ࠄࠇߥߎߣ╬߇ᆞ᷎ߩߥ߆ߞߚߎߣࠍ⋥ធⵣઃߌࠆ߽ߩߢߪߥ߇㧘

ߎߩࠃ߁ߥᆞ᷎ߩⵣઃߌߣߥࠆߪߕߩቴⷰ⊛ߥ⸽߇ోߊሽߒߡߥએ㧘ߘ

ࠇߢ߽ᆞ᷎ࠍࠆߚߦߪ㧘ା↪ᕈࠍߔࠆઁߩචಽߥ⸽ߩሽ߇ᒝߊⷐ⺧ߐ

ࠇࠆߣߎࠈߢࠆޕ



ࠆ߇㧘⎕ࠇߚࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣߪ㧘⋥ᓟߩᝡᩏߦࠃߞߡ߽⊒ߐࠇߡߥ

  㧭ߪ㧘ⵍ๔ੱߦήℂ⍫ℂᆞ᷎ߐࠇߚߣߒ㧘ᒰೋߩ⼊ኤߢߩข⺞ߴߦ߅ߡ





  ߐࠄߦ㧘㧭ߪ㧘ᝡᩏᲑ㓏ߢߪ㧘ߘߩ೨ߦࠦࡦࡆ࠾ࠛࡦࠬࠬ࠻ࠕߢᣂߚߦࡄ

▫߽․ቯߒߡࠆߪࠇߎޕ㧘ᒝᆞߩᚻߦߥࠅᓧࠆ߽ߩߢ㧘ᭂߡ㊀ⷐߥὐߢ

 㧠 ᆞ᷎ߩήߦߟߡ

  ᦝߦ㊀ⷐߥታߣߒߡߪ㧘㧭ߪ㧘ࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣࠍήℂ⍫ℂ⣕߇ߐ

ࠅߩり㐳Ꮕߩࠆⵍ๔ੱߦ㧘┙ߞߚ߹߹ฝ⣉ࠍⵍ๔ੱߩᏀᚻߢᜬߜߍࠄࠇߚ߹

ࠇࠍኻଔߦᚻ᷎ߒߡ߶ߒߣ㗬ࠎߛߣߎࠈ㧘ੌ⸃ߒߚߩߢ㧘วᗧߩߢ㧘৻✜ߦᧄ

  ߘࠇߤߎࠈ߆㧘ᰴߩࠃ߁ߥታ߽ᜰ៰ߢ߈ࠆޕ㧭ߩଏㅀߦࠃࠇ߫㧘㧞㧜ছ



ߩળ߆ࠄ⣂߇ࠆ߆߽⍮ࠇߥߣᕁ㧘㧟ਁߩ㊄ࠍ࠴ࠪߦࠎߢ␜ߒ㧘ߎ

41/87

ឭߦߔࠇ߫㧘㧭ߪ㧘วᗧߩߣߪ߃㧘ህޘᚻ᷎ࠍ㗬߹ࠇ㧘ߘߩ㓙㧘⼊ຬ߇ߔߋ
ᓟࠈࠍㅢࠅដ߆ߞߚ㓙㧘ᚻ᷎ࠍ㓝ߔߚ㓙ਛߩ↵ᅚߩᝄࠅࠍߔࠆߎߣߦදജߐߖ
ࠄࠇ㧘ߘߩ⋥ᓟ㧘ฝߛߌߢߥߊ㧘ࡃ࠶ࠣ߿ࠦ࠻ߩฝⴿญ╬ߦ߹ߢ♖ᶧࠍដߌࠄ
ࠇ㧘ᦝߦߪ㧘㧟ਁ߇߹ࠇߡࠆߪߕߩ࠴ࠪࠍࡐࠤ࠶࠻ߦࠇࠄࠇߚ߇㧘ߘߩ
ᓟ߅㊄߇ߞߡߥߎߣ߇ಽ߆ߞߚ╬㧘੍ᦼߖߧᖎߒ᧪ࠍᰴߣޘ㛎ߒ㧘
࡚ࠪ࠶ࠢࠍฃߌߚߩߢࠆ߆ࠄ㧘㧭ߩ⸥ߩ᭽ሶߪ㧘ߘߩߚߢࠆߎߣ߽ផኤߐ
ࠇᓧࠆߣߎࠈߢࠅ㧘ዋߥߊߣ߽ߘߩ⇼ࠍߧߋࠆߎߣߪߢ߈ߕ㧘ߎࠇࠍᒝᆞ
ߩⵍኂߩࠇߣઃߌࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ
 㧢 ⵍ๔ੱߩଏㅀߩ⹏ଔ

ߩ࡞࠻ࡏ࠻࠶ࡍޟ㘶‛߽৻✜ߦ⾼ߒߚ߆߽⍮ࠇߥޠ㧘ޟ㘶‛ߣ৻✜ߦ⾈ߞߚ⸥

ᙘ߇ࠆߣޠ㧘ࠫߩ⸥㍳ߦᴪ߁ଏㅀߦᡷߡ߅ࠅ㧘ቴⷰ⊛ߥታߦวࠊߥὐ߇

ߡߊࠆߣᓸᅱߦଏㅀࠍᄌㆫߐߖߡࠆࠈߒߦࠇߕޕ㧘⎕ࠇߚࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠ

ࡦࠣࠍᝥߡߚߣߔࠆ㧭ߩଏㅀߪቴⷰ⊛ߥታߦߘߋࠊߕ㧘ߘߩታߩሽ⥄߇ᭂ

ߡ⇼ࠊߒߣߎࠈߢࠆޕ

  એߩࠃ߁ߦ㧘ᆞ᷎ߩⵣઃߌߣߥࠆቴⷰ⊛ߢቯ⊛ߥ⸽ߪߥߊ㧘ᆞ᷎ⴕ



ὑߦ㑐ߔࠆ৻ㅪߩ㧭ߩଏㅀߪ㧘ߘߩౝኈ߆ࠄߒߡኈᤃߦߪା↪ߒ㔍ߊ㧘ਇ⥄ὼߥᄌ

ㆫ߽ࠄࠇ㧘ේክ߇ߎࠇࠍା↪ߢ߈ࠆߣߒߚߎߣߪ㧘ߘߩὐ߆ࠄ߽⚻㛎ೣ⇼⟵߇

ࠅ㧘ߎࠇࠍၮߦᆞ᷎ߩታࠍߚߎߣߪ㧘⥄↱ᔃ⸽ਥ⟵ߩᨒࠍ߃ࠆ߽ߩߢ

ߘߩᓟᄌㆫߒߡ߅ࠅ㧘ߒ߆߽㧘ୃᱜߒߚℂ↱ߦߟߡวℂ⊛ߥ⺑߇߁߆߇ࠊࠇ
ߕ㧘ߘߩାᙀᕈߦᒝ⇼ᔨࠍᛴ߆ߑࠆࠍᓧߥߣߒߡࠆߩߎޕὐߢ㗴ߦߥࠆߩ
ߪᰴߩ㧟ὐߢࠆޕ
 ߹ߕ㧘ᝡᩏᲑ㓏ߦ߅ߡߪ㧘ජ⪲߳᧪ߚߩߪ㘑ଶᐫߦⴕߊߚ⥄ቛ߆ࠄ᧪ߚߣㅀ
ߴߡࠆ߇㧘ߘߩᓟ㧘㧶㧾ජ⪲㚞᭴ౝߢ⚊ຠߩࠍ⚳߃ߚᓟߦ੩ᚑ㔚㋕ජ⪲ਛᄩ
㚞ߦ᧪ߚߣଏㅀࠍᄌ߃ߡࠆߪߡߟߦࠇߎޕ㧘ኅᣖߦ⍮ࠄࠇߚߊߥߣ߁ᕁ
߿㧘ߩฃᵈవߦኻߒ㧘㈩ㅍవߩ㚢ゞ႐ߦ࠻࠶ࠢࠍ㚢ゞߒߚ߹߹ㆆ߮ߦដߌ
ߚߎߣ߇⍮ࠄࠇࠆߣ࿎ࠆߩߢᒰೋߪཐࠍߟߚ╬ߣᑯ⸃ߒߡࠆޕ
 ߹ߚ㧘ⵍ๔ੱ߇♖ߒߚᤨᦼ߇㧘⼊ຬ߇ㅢࠅㆊ߉ࠆ೨߆ᓟ߆ߦߟߡ㧘ᒰೋߪ
೨ߣଏㅀߒߡߚߩߪ㧘⼊ຬ߇ㄭߊߦ᧪ߚ߆ࠄߣߞߡᚻ᷎ࠍวᗧߒߥ߇ࠄߐ
ߕߦᏫࠆߟ߽ࠅߛߞߚߩ߆╬ߣข⺞⼊ኤቭ߆ࠄ⸒ࠊࠇߚߚ⯯னߩታࠍㅀߴߚߦ




 㧡 㧭߇ൕോవߩࠠࡖࡃࠢࡉߦᚯߞߡ߈ߚᤨߩ᭽ሶߦߟߡ

 㧭ߩଏㅀߩ߶߆㧘ᓥᬺຬ߿⚻༡⠪ߩ⸽⸒ߦࠃࠇ߫㧘㧭ߪ㧘ઙᓟൕോవߩࠠࡖࡃ

ࠢࡉߦᚯࠅ㧘㔡߃ߡᵅߡߚ᭽ሶߢߞߚߎߣ߇ࠄࠇࠆޕ

 㧭ߩᵅߡߚℂ↱ࠍᓥᬺຬ߆ࠄࠊࠇ㧘㧭ߪ㧘ߣߚ߃╵ߣޠߚࠇࠄ߿ޟଏㅀߒ

ߡࠆ㧔ᬌኤቭߦࠃࠆข⺞ߴߩ㓙ߪޟᒝᆞߐࠇߚ߁ߣޠଏㅀߢࠆ߇㧘╙㧝ክߢ

ߪ㧘ߤ߁߁⸒⪲ߢ⸒ߞߚ߆ߣ➅ࠅߒ⡞߆ࠇ㧘߆ߣߚࠇࠄ߿ޟ㧘ᦨೋ㧘ߘ߁ߞ

ߚࠃ߁ߥߎߣࠍᄙಽ⸒ߞߚߣᕁ߹ߔߣޠޕଏㅀߒߡࠆ߅ߥޕ㧘ߣޠߚࠇࠄ߿ޟ

߁ߪ㧘ᒝᆞߐࠇߚ႐วߦ߽ࠊࠇࠆߢࠈ߁߇㧘ᒰᤨߩ⁁ᴫ߆ࠄߒߡ㧘ᒝᆞ

ߐࠇߚߣ߁ߎߣߛߌߢߥߊ㧘ߛ߹ߐࠇߚ㧘ህߥߎߣࠍߐߖࠄࠇߚ㧘╬ࠍߔࠆ

႐วߦ߽ࠊࠇࠆ߽ߩߢࠆޕ㧕߇㧘ߎࠇߛߌߢ㧘ߎߩ႐ߩ㧭ߩᘒᐲ㧘ᔕ╵߇ᒝᆞ

ߩⵍኂࠍߔ߽ߩߣᢿቯߔࠆߎߣߪߢ߈ߥߜࠊߥߔޕ㧘㧭ߩߎߩᤨߩ᭽ሶߪ㧘㧭



ࠆޕ

  ේ್ߪ㧘ⵍ๔ੱߩଏㅀߪ╙㧝ክߢਇ⥄ὼߢࠆߣᜰ៰ߐࠇߚὐߦߟߡ

߇♖⊛ߦㄆߊ✕ᒛߒߚ႐㕙ࠍ㛎ߒߚߎߣࠍ߁߆߇ࠊߖࠆ߇㧘ⵍ๔ੱߩᑯ⸃ࠍ೨

ࡦ࠳࠙ࡦߒߚ⸽⸒ࠍߒ㧘ߐࠄߦ㧘ේክߢߪ㧘ࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣߩߺߢߥߊ㧘
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ߩᑯ⸃ߤ߅ࠅ㧘หᗧߦၮߠ߈ᧄઙᅚᕈ߇ᚻ᷎ⴕὑߦᔕߓߚߩߢࠇ߫㧘ߎߩࠃ߁ߦ
⌕ߦដ߆ࠆߎߣߩߥࠃ߁ߦߔࠆߪߕߢࠆߩ࠻ࠦޕฝⴿㇱಽߦ♖ᶧ߇
ઃ⌕ߒߡࠆታߪ㧘ߘࠇߛߌࠍߺߡ߽㧘หᅚߩᗧᕁߦߔࠆ᧪ߣ⠨߃ࠄࠇ㧘
ᧄઙᅚᕈߩⵍኂ⁁ᴫߦ㑐ߔࠆ⸥⸽⸒ߣᐔ੶߇ว߁߽ߩߣ߃ࠆ␜⺑ߣޠޕ

 ߐࠄߦ㧘ⵍ๔ੱ߇ᧄઙࡆ࡞߆ࠄ┙ߜࠆ㓙ߦ㧘㓏Ბߩߣߎࠈߦ㊄ࠍ⟎ߡᏫߞ

ߚߣㅀߴߡߚߩߪ㧘ข⺞⼊ኤቭ߆ࠄ㧘㊄ࠍᡰᛄࠊߥߢ┙ߜߞߚߎߣߦߟ

ߡ㧘⹊᱂Ꮷ߿ࡍ࠹ࡦᏧߥߤߣߥߓࠄࠇߚߩߢ⯯னߩታࠍㅀߴߚߣᑯ⸃ߒߡࠆޕ



ߜࠄߦะ߆ࠊߖࠃ߁ߣߒߚ߽ߩߣ߃ࠆߩߢߞߡ㧘ߎߩࠃ߁ߥⵍ๔ੱߩᑯ⸃ߩౝ
ኈࠍචಽีߔࠇ߫㧘ߦ⌕ޟដ߆ࠆߎߣߪߥߣޠᢿቯߔߴ߈ߢߪߥߒޕ
ࠈ㧘ߦ⌕ߡ߃ޟដ߆ࠆࠃ߁ߦߒߡ㧘ࡐࠤ࠶࠻ߩਛりࠍߔߋߦ⺞ߴߥࠃ߁ߦߒ
ߚ⿰߁ߣޠᣦߩᑯ⸃ߢࠆ߆ࠄ㧘⌕ߦដ߆ࠆ㧔ߥߒ㧘ដߌࠆ㧕ߎߣߪᒰὼߢ

 ߐࠄߦ㧘ේ್ߪ㧘ⵍ๔ੱߩᧄઙᅚᕈߣળߞߚ㓙ߩਔฬߩ߿ࠅขࠅࠍ⚦ߦㅦ
⸥㍳㧝㗁ࠅߦࠊߚࠅࠃߤߺߥߊㅀߴߡࠆߎߣࠍᜰ៰ߒ㧘ߎߩࠃ߁ߥଏㅀౝኈ߿
ᘒᐲߪ㧘ഃߢࠆߎߣࠍ⇼ࠊߖࠆߦ⿷ࠅࠆ߶ߤ㧘ὑ⊛ߢਇ⥄ὼߥ߽ߩߣࠊߑ
ࠆࠍᓧߥߣߒߡࠆ㧔ේ್㧞㧟㧘㧞㧠㗁㧕ߒ߆ߒޕ㧘ⵍ๔ੱ߇ଏㅀߒߚᧄઙߢ
ߩਔฬߩળߩ㓙ߩ߿ࠅขࠅߪ㧘ᓟ⸥ߩ┻ࡁႦ㚞ઃㄭߢઁߩᅚᕈߦႎ㈽ࠍ᧦ઙߦ


ࠆߣ߃ࠆߩߢࠆޕ

ߢߪߥ߽߆ߒޕ㧘ᄌᦝᓟߩౝኈߪ㧘ߕࠇ߽ቴⷰ⊛ߥታߥߒᒰᤨߩ⁁ᴫߣ⍦

⋫ߔࠆ߽ߩߢߪߥߊ㧘ߒࠈ㧘߅㊄ࠍᛄߞߡᚻ᷎ߒߡ߽ࠄ߁ߎߣࠍ㗬ࠎߢ㧘⤖ᄖߦ

♖ߒ㧘ߘߩᓟߏ߹߆ߒߡ㊄ࠍᛄࠊߥߢ┙ߜߞߚߣ߁ⵍ๔ੱߩᑯ⸃ߩ㛽ᩰߣ

ߥࠆㇱಽߣࠃߊᢛวߔࠆ߽ߩߢߞߡ㧘߹ߚ㧘ଏㅀࠍᄌ߃ߚℂ↱߽ߘࠇߥࠅߩ⺑

ߦߥߞߡ߅ࠅ㧘ଏㅀ߇ᄌࠊߞߡࠆߎߣߩߺࠍℂ↱ߦ㧘ߍߦߘߩା↪ᕈࠍุቯߔ

ࠆߎߣߪߢ߈ߥߣ߁ߴ߈ߢࠆޕ

  ේ್ߪ㧘㧭ߩଏㅀߩା↪ᕈߦߟߡߪ㧘ߘߩ⸽⸒ᘒᐲ╬ߪޟᭂߡ⌀

߆ߟ⺈ታߥ߽ߩߢࠅߒߣޠ㧘ߘߩౝኈߦߟߡ߽㧘‽ⴕ⁁ᴫ߆ࠄߡวℂ⊛ߥ߽

ߩߢࠆὐࠍㅙ৻⺑␜ߒߡࠆ৻ߩߘޕᣇߢ㧘ⵍ๔ੱߩଏㅀߦߟߡߪ㧘ᄙߊߩ

㗴ὐࠍᜰ៰ߒ㧘ਇ⥄ὼߢࠆᣦࠍ➅ࠅߒߡࠆ߫߃ޕ㧘ⵍޟ๔ੱߩ♖ߒߚ♖





߇ࡐࠤ࠶࠻ߦᚻࠍࠇߡ⏕ߔࠆߎߣߦࠃࠅߘߩߎߣ߇⊒ⷡߔࠆߩࠍ߅ߘࠇߡ㧘ߘ

ߘߩᄌㆫ߽㧘߃߫ᚻ᷎ߩኻଔߣߒߡ㊄ࠍᷰߒߚ߆ߤ߁߆╬ߩ⚻✲ߦߟߡߩ߽

ࠅ㧘ࠦ࠻ߩฝⴿญ╬ߦ߽♖ᶧ߇ដ߆ࠆࠃ߁ߦ♖ߒߚߣߒߡ߽ห᭽ߦ㧭ߩ᳇ࠍߘ

ᛮߚ࠴ࠪߛߌࠍ㧭ߩࠦ࠻ߩࡐࠤ࠶࠻ߦߒㄟࠎߢ߅ࠅ㧘┙ߜࠆ㓙ߦߪ㧘㧭

 ߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘ߎࠇࠄߩᑯ⸃ߪ㧘‽⟋ߩᚑ┙ߦ⋥ធ㑐ଥߔࠆ߽ߩߢߥ߆ߞߚࠅ㧘

ߢߪߥߊ㧘‽⟋ߩᚑ┙ࠍၮ␆ઃߌࠆታߘߩ߽ߩߦߟߡุߦォߓߚߣ߁߽ߩ

ࠈ߁ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ㧘ⵍ๔ੱߩᑯ⸃ߦࠃࠇ߫㧘ⵍ๔ੱߪ㧭ߦ᳇ઃ߆ࠇߕߦ㧟ਁࠍ

ࠅ㧘⌀ߥ߽ߩߣߪᐩ⸒㔍ߣߎࠈߢࠆޕ

ߩࠃ߁ߥ⏕ⴕὑࠍߔߋߦߪߐߖߥߚߦ㧘߃ߡ㧘ฝߦ♖ᶧࠍដߌߚߩߢ

 ⏕߆ߦ㧘㧭ߩଏㅀࠍ೨ឭߦߔࠇ߫㧘ߎߩࠃ߁ߥ್ᢿ⺑␜߽ࠅᓧࠆߣߎࠈߢ

ㅀࠍᄌ߃ࠆߥߤߒߡ߅ࠅ㧘ߘߩᗧߢ㧘ߘߩଏㅀᘒᐲߪ㧘ᆑᕷߢ㧘႐ᒰߚࠅ⊛ߢ

ߩߢ㧘㊄ߩᡰᛄࠍኻଔߣߒߡᚻ᷎ߒߡ߽ࠄߞߚߣ߁ᑯ⸃ߩ㛽ᩰࠍᄌᦝߔࠆ߽ߩ

ߒߡࠆ㧔ේ್㧥㗁㧕ޕ

ࠆߣߘࠇߦኻᔕߒߡଏㅀࠍᄌ߃㧘╙㧝ክߢਇ⥄ὼߢࠆߣᜰ៰ߐࠇࠆߣ㧘⋧ᔕߦଏ

  ߎߩࠃ߁ߦ㧘ⵍ๔ੱߪ㧘ᝡᩏᲑ㓏ߢߪᝡᩏቭ߆ࠄ㕖㔍߿⇼ࠍ߱ߟߌࠄࠇ

ᶧ߇ᧄઙᅚᕈߩ⌕↪ߒߡߚࠦ࠻ߩฝᚻⴿญㇱಽߦઃ⌕ߒߡࠆ߇㧘ߦⵍ๔ੱ

ㆊ߉ߥߣᑯ⸃ߒߡࠆޕ
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⇣⺰ߪߥ߇㧘ᧄઙߦ߅ߡේ್ᢿߩ⸽⹏ଔ߮ߎࠇߦၮߠߊቯߦ⚻㛎ೣߦᾖ
ࠄߒߡਇวℂߪߥߊ㧘๔ࠍ᫈ළߔߴ߈߽ߩߣ⠨߃ࠆޕએਅ㧘ߘߩℂ↱ࠍㅀߴࠆޕ
 㧝 ᄙᢙᗧߪ㧘⢿ㄼⴕὑ╬ߦ㑐ߔࠆ㧭ߩଏㅀ߇⁁ᴫ╬߆ࠄߡਇ⥄ὼߢࠆߣ

 ߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘ㅢⴕੱ߇⋧ᒰᢙࠆ〝ߢ⢿ㄼⴕὑ㧘ᤨߦߪⴕ߽ⴕࠊࠇࠆߎߣ
ߪ߹ࠇߢߪߥߚ߹ޕ㧘ᕈ‽⟋ߦ߅ߡߪ㧘ⵍኂ⠪㧔ᄙߊߩ႐วᅚᕈ㧕߇㧘ᆭ⊛
ߥ⸒േߦࠃࠅ⪜❗ߒߡᛶ᛫ߢ߈ߥߊߥࠆ႐ว߇ዋߥߊߥߩ߇ታᘒߢߞߡ㧘⼊ᚓ
ߒߡߥ⋧ᚻ߇㧘ᘒᐲࠍ⽝ᄌߐߖߡ㧘☻ߥᆭ⊛⸒േࠍ␜ߔߣ㧘ᕟᔺࠍᗵߓ㧘


ߔࠆޕ

  એߩߣ߅ࠅ㧘ⵍ๔ੱߩଏㅀߪ㧘ᧄઙߦ߅ߌࠆቴⷰ⊛ߥታ߿ᒰᤨߩ⁁ᴫ

ߣߩᢛวᕈ߇චಽࠄࠇ㧘ઁᣇ㧘㧭ߩଏㅀߦߪߎࠇࠄߣᢛวߒߥᄙߊߩ⇼ὐ

߇ࠅ㧘ో㕙⊛ߦା↪ᕈࠍߚේ್ᢿߪ㧘⚻㛎ೣߦߔࠆ߽ߩߣ߁ߴ߈ߢ

 ߥ߅㧘ⵍ๔ੱߪ㧘એ೨㧘᧲੩ㇺ⿷┙ߩ┻ࡁႦ㚞ઃㄭߢ㧘หߓࠃ߁ߥᚻญߢᅚᕈ

ߦႎ㈽ࠍ᧦ઙߦᚻ᷎ߒߡ߽ࠄ㧘ႎ㈽ࠍᛄࠊߕߦㅏߍߡᖱ⡬ขߐࠇ㧘⁁ᴫࠍ⺑

ߒߚߩߜ⸃ߐࠇߚߣ߁ઙ߇ࠅ㧔ᄙᢙᗧ╙㧞ߩ㧞  㧕㧘߹ߚ㧘ⵍ๔ੱߩ

៤Ꮺ㔚ߦࠄࠇߡࠆ౮⌀ߦߪ㧘ᅚᕈߦᚻ᷎╬ࠍߒߡ߽ࠄߞߚ᭽ሶࠍᓇߒߚ



ࠆޕ

ᑯ⸃ࠍឃᢺߒߡᒝᆞߩ‽⟋ታࠍቯߔࠆߎߣߪ㧘ޟวℂ⊛ߥ⇼ࠍ߃ߚ⸽ޠ

ߡⵍ๔ੱߩଏㅀߩ⇼ὐࠍᒝߊᜰ៰ߔࠆห᭽ߩ⺑␜߇㧘ᄙߊࠄࠇࠆߣߎࠈߢ



ℂ↱ߢߘߩା↪ᕈࠍ⢐ቯߒ㧘ᚻߣߥࠆ⸽߽ឭߐࠇߡߥߩߦ㧘ⵍ๔ੱߩ

ߦߪ㧘߶߆ߦ߽㧘ߎߩࠃ߁ߥ㧭ߩଏㅀߩା↪ᕈࠍో㕙⊛ߦ⢐ቯߒ㧘ߘࠇࠍ೨ឭߣߒ

ߡਇวℂߣ߃ࠆ߆ߤ߁߆ߣ߁ⷰὐ߆ࠄߥߐࠇࠆߴ߈ߢࠆߣ߁ὐߦߟߡߪ

߆߆ࠊࠄߕ㧘ߎࠇߦߟߡචಽߦ⠨ኤߔࠆߎߣߥߊ㧘⸽⸒ౝኈ߇৻⽾ߒߡࠆ╬ߩ

ᢿቯ⊛ߥ⹏ଔߦߪߥࠄߥߣ߁ߴ߈ߢࠆ㧔ߥ߅㧘ㅙ৻ᜰ៰ߪߒߥ߇㧘ේ್

ߥߢࠈ߁ޕ

ᬌ⸛ߦࠃߞߡ㧘ߘߩା↪ᕈߪᄢ߈ߊំࠄߢ߅ࠅ㧘⸥ߩࠃ߁ߥ⻉ᖱ߇ࠆߦ߽

߇ࠃߤߺߥߊ⚦ߦㅀߴߚߎߣߪ㧘ޟὑ⊛ߢਇ⥄ὼߣࠊߑࠆࠍᓧߥ߁ߣޠ

 ⑳ߪ㧘ታቯߦ㑐ߔࠆᒰክߩክᩏߪ㧘ේ್ߩቯ߇⺰ℂೣ㧘⚻㛎ೣߦᾖࠄߒ

 㧭ߩଏㅀߦߪਇ⥄ὼߥὐ߇ࠆߎߣߪේክ߽ߡࠆߣߎࠈߢࠆ߇㧘⸥ߩ

ߒߚ߽ߩߣઃߌࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ㧕㧘ߎߩὐࠍㆡಾߦ⠨ኤߔࠇ߫㧘ⵍ๔ੱ

ኤߒߡߪߓߡ್ᢿߢ߈ࠆ߽ߩߢࠅ㧘㧭ߩଏㅀߩߺࠍ೨ឭߦ್ᢿߐࠇࠆߴ߈ߢߪ

 㧣 ⚿⺰

㧔ߕࠇߦߒࠈ㧘ߩઙߩ㓙ߩ߿ࠅขࠅ߿᨞ⓨߩࠍᧄઙߢߩ߿ࠅขࠅߣߒߡഃ

 ⵙ್ቭฎ↰♿ߩኻᗧߪ㧘ᰴߩߣ߅ࠅߢࠆޕ

ߥߣߎࠈߢࠆޕ

ߞߡ߅ࠅ㧘ߘߩߚࠃߤߺߥߊଏㅀߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߣ߽ផኤߐࠇࠆߣߎࠈߢࠅ

 ⵍ๔ੱߩଏㅀߩା↪ᕈߪ㧘ߘߩᑯ⸃㧘ߘࠇߣᐔ੶ߩว߁ᒰᤨߩ⁁ᴫ╬ࠍචಽߦ⠨

߽㧘ᒝᆞߢߪߥߊߎࠇࠄߣห᭽ߩⴕὑߛߣߔࠆᑯ⸃߽㧘ߍߦឃᢺߔࠆߎߣߪߢ߈

๔ੱߦߣߞߡߩᏱᅃᚻᲑߣ߽߁ߴ߈߽ߩߢ㧘ߟ߽หߓࠃ߁ߥߒដߌࠍߒߡ⺃

ߩὐ߆ࠄᄢߦ㗴߇ࠆߣࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ

ⵍ๔ੱߪ㧘ߘߩᣇะߩ༵ᅢࠍᒝߊߔࠆ⠪ߣផኤߐࠇ㧘ߘߩߎߣ߆ࠄߒߡ߽㧘ᧄઙ

߇ࠄࠇࠆߣࠆߔ߁ߘޕ㧘ߎࠇߪ㧘ᄙᢙ࿁ߦࠊߚࠅᚻ᷎ⴕὑߩଐ㗬ࠍߒߡ߈ߚⵍ

ࠆޕ㧕ޕ

߽ߩ߇ᄙᢙሽߒߡ߅ࠅ㧘㧝㧜㧜ઙએ߽ห᭽ߩⴕὑࠍߒߡ߈ߚߣ߽ㅀߴߡࠆޕ

ᚻ᷎ࠍଐ㗬ߒߚઙߦ߅ߌࠆળߩ㓙ߩળߣ߶߷ห᭽ߩౝኈߩ߽ߩߢࠆߎߣ
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⍮ࠄߧᅚᕈߦኻߒ㧘㊄㌛ࠍឭଏߒ㧘ࠆߪ㊄㌛ࠍឭଏߔࠆߎߣࠍⵝߞߡ㧘㓏Ბ
〭ࠅ႐߿㚢ゞ႐╬ߢᚻ᷎╬ߩᕈ⊛ⴕὑࠍߐߖࠆߎߣࠍ➅ࠅߒ㧘ᤨߦߪᆞ᷎ߦࠎ
ߢߚߣ߁ߩߢߞߡ㧘ߘߩਛߦߪઁੱߦࠄࠇߚߎߣ߿ᔅߕߒ߽ⵍ๔ੱߩᗧߩ
߹߹ߦߥࠄߥᅚᕈ߽ߚߢࠈ߁ߎߣߪචಽᗐቯߢ߈ࠆߣߎࠈ㧘⸥ߩࠃ߁ߥὐ
߽ߡ㧘ઁੱߩᔕ㧘ᅚᕈࠍ⥄ᏆߩᗧߦᓥࠊߖࠆᚻᲑ߿ᅚᕈ߇ߤߩࠃ߁ߥⴕേࠍ
ߣࠆ߆ߥߤࠍᾫ⍮ߒߡߡਇᕁ⼏ߪߥޕ

ോߦᓥߔࠆ⠪ߩㅢߩ⼂ߣߥߞߡࠆߣ߃ࠆޕ

 ᧄઙߩ⁁ᴫ߆ࠄ߽㧘㧭߇⢿ㄼߐࠇߚߣ߁〝ߪ㧘ࡎ࠹࡞ߩญߩ೨ઃㄭߢࠆ

߇㧘ߔߋߪ㚢ゞ႐ߢࠅ㧘ㅢⴕੱߪ⧯ᐓߚ⒟ᐲߣࠄࠇ㧘⢿ㄼߔࠆߚߦᄢ

ჿࠍߔᔅⷐߪߥߩߢࠆ߆ࠄ㧘ㅢⴕੱ╬ߦ᳇߇ઃ߆ࠇߥࠃ߁ߦ㧭ࠍ⢿ㄼߔࠆ

ߎߣߦ࿎㔍߇ߞߚߣߪ⠨߃ࠄࠇߥߒ㧘ⵍ๔ੱߪⴿࠍᒁߞᒛࠆߥߤߒߡ㧭ߦᆭ

ࠍട߃ߥ߇ࠄᧄઙࡆ࡞ߦ⥋ߞߚߣ߁ߩߢߞߡ㧘㧭ߩⴕേ߇ਇ⥄ὼߣߪ߃ߥ



 ⵍ๔ੱߪ㧘⥄ߔࠆߣߎࠈߦࠃߞߡ߽㧘ᧄઙ߹ߢ㧘⚂㧡ᐕ㑆㧘ᄙᢙ࿁ߦࠊߚࠅ㧘

ⓥ╬ߦ߅ߡ߽ߒ߫ߒ߫ᜰ៰ߐࠇߡࠆߣߎࠈߢࠅ㧘ᄙߊߩᕈ‽⟋ࠍขࠅᛒ߁⡯



ࠍᕟࠇߡ⟎ߔࠆߎߣߪචಽࠅᓧࠆߎߣߢࠆޕ

 ߹ߚ㧘ߎߩ⒳ߩ‽⟋ߦ㑐ߒߡߪ㧘ㅢⴕੱ╬߽㧘ࠃ߶ߤߩ⇣Ᏹࠍᗵߓߥ㒢ࠅ㧘↵

‽ੱ߇ᢿᔨߔࠆߎߣࠍ㗿߁ߦߣߤ߹ࠆߎߣ߽ᄙޕㅢⴕੱ߇ࠆ〝ߢࠆ߆ࠄ⢿

߁ߥ⚻㛎ೣ߿ේೣ߇ዉ߆ࠇࠆ߽ߩߢߪߥߪߣߎߥ߁ࠃߩߎޕ㧘ᕈ‽⟋ߦ㑐ߔࠆ⎇

ߔࠆࠃ߁ߥᖱߣߪ߃ߥޕ

ߒߡᗧߪߥⵍޕኂ⠪ߣߒߡߪ㧘࿐ߩ⠪߇ᕋߒࠎߢჿࠍដߌࠆߥߤߒߡߊࠇ㧘

ᗧߔࠆߩ߇ㆡᒰߢߞߚߣߪ߃ࠃ߁߇㧘ࡊࠗࡃࠪߦߔࠆߎߣߣߥࠆߎߣ

ߘߩߎߣ߇〝ߢ⍮ࠄߧ↵߆ࠄޟᲕߔߙߣޠ⢿ㄼߐࠇߚ႐วߦᛴߊᕟᔺᗵߦᓇ㗀

ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥߎߣ߽⃟ߒߊߥߩߢߞߡ㧘⇟߇ㄭߊߦࠆߣ߁ߎߣߦߐ

ࠆ߽ߩߩ㧘ߎߩ⒳‽⟋ߩታᘒ߆ࠄਵ㔌ߒߚ߽ߩߢߞߡ㧘ታߩ‽⟋߆ࠄߪߘߩࠃ

ߒ㧘㧭߇ᒰᤨࠠࡖࡃࠢࡉߦൕോߒߡ߅ࠅ㧘ធቴᬺോߩ⚻㛎߇ࠆߣߒߡ߽㧘

߹߹ߦߥߞߡࠆߎߣ߽ߒ߫ߒ߫ࠄࠇࠆ⼊ޕኤቭ߇ߔߋㄭߊߦߡ߽ഥߌࠍ᳞

ߦߊደߦࠆ㓏Ბߩ〭ࠅ႐ߦࠅㄟࠎߢߚߩߢࠆ߆ࠄ㧘⼊ຬߣߒߡߪᵈ

ߣ߁ߩߢࠆ߆ࠄ㧘໊⓭ߣ߁ࠃࠅᘒᐲࠍ⽝ᄌߐߖߚߣ߁ߎߣ߇⋧ᒰߢࠆ

ߥ߇ࠄ㧘Ⓧᭂ⊛ߦߘߩࠃ߁ߥⴕേߦࠆߎߣ߇ߢ߈ߕ㧘ᛶ᛫ߒߥ߹߹‽ੱߩᗧߩ

ߪᛶ᛫ࠍ⹜ߺߡߥߩߪਇ⥄ὼߢࠆߣ߁ࠃ߁ߥ⠨߃ߪ㧘৻Ᏹ⼂⊛ߦߪ߃

 ߥ߅㧘ᧄઙ⢿ㄼߪ㧘㧭߇ࠍᛂߜಾߞߡ┙ߜࠈ߁ߣߒߚߎߣࠍฃߌߡⴕࠊࠇߚ

ߪ㧘ഥߌࠍ᳞㧘ࠆߪㅏߍࠆߎߣ߇ኈᤃߢࠆߣࠄࠇࠆ⁁ᴫ߿ᯏળ߇ࠅ

ߒߡࠆߣߎࠈ㧘ᄛ㧣ᤨㆊ߉㗃ࡑࡦ࡚ࠪࡦߩዬ⠪ߣᕁࠊࠇߥ↵ᅚ߇ੱ⋡ߦߟ߈

႐วߪ㧘ⵍኂ↳๔ࠍߔࠆߎߣߪ߶߷ߥߩ߇ታ㓙ߢࠈ߁ޕ㧕ޕ

ฃߌߚ႐วߦᛶ᛫ߢ߈ߥ⁁ᘒߦߥࠆߎߣߦߩਇ⥄ὼ߽ߥޕቴⷰ⊛㧘ᓟ⊛ߦ

߇ߢ߈ࠆ⁁ᴫ߇ࠆߩߦⵍኂ⠪߇ߎࠇࠄߩⴕേߦߥߩߪਇ⥄ὼߢࠆ㧘ࠆ

ߕߒ߽ᄙߊߥ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆߒ㧘⋧ᚻᣇ߽㧘නߦᕟᔺࠍᗵߓߚߩߺߦߣߤ߹ߞߚ

ߣߪ㧘ߟߣߦᜰ៰ߐࠇߡࠆߣߎࠈߢࠆޟޕᲕߔߙ߁ߣޠ⊕ߥෂኂߩ๔⍮ࠍ

ᅚ㑆ߩ㗴ߣ⠨߃ߡߥ߰ࠅࠍߔࠆߎߣ߇ᄙᧄޕઙߦ߅ߡߪ㧘⼊ຬ߇⋡᠄

߿ߞߡߺࠆߣ߁ၞࠍ߃ߡ㧘ߊ߹ߢၫᜓߦ⋡⊛ࠍታߒࠃ߁ߣߔࠆߎߣߪ㧘ᔅ

⁁ᘒߦㅊㄟߦߪ㧘ᄙߊߩ႐ว㧘☻ߥᆭ⊛ᘒᐲࠍ␜ߔߩߺߢචಽߢࠆߎ

ㄼⴕὑ߇ⴕࠊࠇࠆߎߣߪㅢᏱ⠨߃ࠄࠇߥߣ߆㧘ኈᤃߦㅏߍߚࠅഥߌࠍ᳞ࠆߎߣ

㧔ߥ߅㧘ᧄઙߩࠃ߁ߦ㧘〝ߢⴕ߈ߕࠅߩᅚᕈߦ߈ដߌࠆࠃ߁ߥ႐ว㧘߿ࠆߛߌ

ࡄ࠾࠶ࠢߦ㒱ࠆߩߪࠃߊࠆߎߣߢࠆޕᅚᕈࠍ⪜❗ߐߖ㧘ᔃℂ⊛ߦᛶ᛫߇ߢ߈ߥ
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╬߽ࠄ߆ߢߪߥߒ㧘ታ㓙ߦᝥߡߡ߽ߥߩߦ․ቯߩࠧࡒ▫ߦᝥߡߚߣ߁㧘
ⵣઃߌࠍขࠇ್߫ߔࠆ߅ߘࠇ߇㜞⯯னߩታࠍ㧭߇ߔࠆℂ↱ߪߒ㔍
ޕᓟ⠪ߦߟߡߪ㧘ᄙᢙᗧߪଏㅀߩᄌㆫߢࠆߣߔࠆ߇㧘ᒝ♖⊛࡚ࠪ࠶ࠢ
ࠍฃߌߚ႐ว㧘ᒝߊᗧ⼂ߒߚ߽ߩߢߥⴕേߥߤߦߟߡ⸥ᙘ߇ᰳ⪭ߒߡࠆߎߣ
ߪߒ߫ߒ߫ฃߌࠄࠇ㧘ߘߩࠃ߁ߥ႐ว㧘ઁߩ⸽߆ࠄ㧘⍎ߥ⸥ᙘߪߥ߽ߩߩ
ታ㓙ߪߘߩࠃ߁ߥߎߣ߇ߞߚߩ߆߽ߒࠇߥߣ⠨߃ࠆࠃ߁ߦߥࠆߎߣߪ⥄ὼߥߎ
ߣߢࠆޕ㧭ߩଏㅀߪ㧘㘶‛ࠍ⾈ߞߚߎߣߩ⏕ታߥ⸥ᙘ߇ࠆߣߒߡࠆࠊߌߢߪ
ߥߊ㧘⏕ޟታߥߎߣߪಽ߆ࠄߥ߇㧘ߘߩࠃ߁ߥߎߣ߇ߞߚ᳇߽ߔࠆࠃ߁ߦߥߞ


ߣߎࠈߢⴕࠊࠇࠆߩ߇ㅢᏱߣ߃ࠆ߽ߩߢ߽ߥߊ㧘ਇ⥄ὼߢߪߥޕ㓏Ბ〭ࠅ႐

ߪߒ߫ߒ߫ᕈ‽⟋ߦ↪ߐࠇߡࠆߣ߁ታᘒ߽ࠆ⼊ޕຬߩ⿷㖸ࠍ⡞ߡ߽ㅏ

ߍࠃ߁ߣߖߕ㧘㓙ਛߩ↵ᅚࠍⵝߞߡ߿ࠅㆊߏߔߩߪ㧘ㅏߍߖ߫߆߃ߞߡᕋߒ߹

ࠇࠆߎߣߪࠄ߆ߢߞߡ㧘ߒࠈᏱᅃ⊛ߥᚻᲑߢࠆޕ

 㧟 ⤖ౝ߆ࠄ♖ᶧ߇ᬌߐࠇߡߥߣ߁ὐߪ㧘⤖ౝߢ♖ߒߡߥߣ

ࠄࠇࠆߩߢ㧘ߒࠈᒰὼߩߎߣߢࠆߥ߁ࠃߩߘޕ႐วߢ߽ߥ߅♖ᶧ߇ᬌߐࠇࠆ

ߎߣ߇ࠆߩߪታߢࠆ߇㧘♖ᶧ╬߇ᬌߐࠇߥߎߣ߇ਇ⥄ὼߢࠆߣ߁ᴺ



ᝡᩏᲑ㓏ߦ߅ߡߪࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣએᄖߩ߽ߩߪ⾈ߞߡߥߣㅀߴ㧘╙㧝

ᆞ᷎ⴕὑߩታⴕߦᡰ㓚߇ࠆࠃ߁ߥ߽ߩߢߪߥߒ㧘㧭ߦ㧘ოߦ߽ߚࠇ߆߆ࠆᆫ

ࠆ৻ᣇ㧘ደߦߟߥ߇ࠆ㓏Ბ〭ࠅ႐ߪṌᄙߦੱ߇᧪ߥߣߎࠈߢࠅ㧘ᒝᆞߪ⭯ᥧ

 㧠 㧭߇ᝥߡߚߣଏㅀߔࠆࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣ߇⊒ߐࠇߡߥߎߣ㧘㧭߇

ࠆߣ㧘ߘߩᏅߪ㧘ࡄࡦࡊࠬ߇Ꮐฝߣ߽⣕ߍߡߚߣߒߡ߽㧘⚂㧝㧜ছߣផߐࠇ㧘

ߪᤨ㑆߇⋧ᒰ⚻ㆊߒߡ߆ࠄߣᕁࠊࠇࠆߣߎࠈ㧘ߘࠇ߹ߢߩ㑆ߩࠧࡒ▫ߩಣℂߩ⁁ᴫ

ߩߢ߽ߥޕ

㗴ߪ⢆ਅߩ⟎ߩᏅߢࠆߣߎࠈ㧘ᣣᧄੱߩᐔဋ⊛ߥり㐳ኻ⢆ਅ㐳ߩᲧ₸߆ࠄߔ

㧞㧞㧣ᣣߩඦᓟ㧣ᤨㆊ߉ߣ߁ᤨ㑆߆ࠄߒߡ㧘ደߪኙ᳇߇ᒝ߆ߞߚߣ⠨߃ࠄࠇ

߇ਇ⥄ὼߢࠆߣ߁ℂ↱ߣߪߥࠄߥߒ㧘ታቯߦ⇼ࠍ↢ߓߐߖࠆࠃ߁ߥ߽

ߒߡਇ⥄ὼߥ߽ߩߢߪߥߚ߹ޕ㧘ⵍ๔ੱߣ㧭ߩり㐳Ꮕߪ⚂㧞㧞ছ೨ᓟߢࠆ߇㧘

೨⠪ߦߟߡߪ⊒ߐࠇߥ߆ߞߚℂ↱ߪࠄ߆ߢߥ߇㧘ࠧࡒ▫ߩᝡᩏ߇ߐࠇߚߩ

⊛ߥ⸽ߪߥߣ߁ߦߣߤ߹ࠅ㧘ߘࠇ⥄ਇ⥄ὼߥߎߣߢߪߥ߆ࠄ㧘㧭ߩଏㅀ

ߢߪߥ৻ᣇ㧘ࠊࠁࠆ┙ߩߘࠇߣߒߡઍ⊛ߥ߽ߩߩ৻ߟߢࠅ㧘ߘࠇ⥄ߣ

 ߥ߅㧘ᒝᆞߪᔅߕߒ߽㐳ᤨ㑆ࠍដߌߡⴕ߁߽ߩߢߪߥߒ㧘႐ᚲߦߟߡ߽㧘㧝

ࠊࠇࠆߩࠄࠇߎޕὐߪ㧘⚿ዪ㧘㧭ߩଏㅀએᄖߦߪᆞ᷎ⴕὑ߇ߞߚߎߣࠍ␜ߔቴⷰ

ࠆߒ㧘㧭߇ㅀߴࠆᆞ᷎ߩᣇᴺ㧘ᆫߪ㧘ᗐߦࠃࠅኈᤃߦㅀߴࠄࠇࠆࠃ߁ߥ߽ߩ

ߴߡߚߣߎࠈ㧘ේክߦ߅ߡߘߩᣦߩ⸥ᙘ߇ࠆߣㅀߴߡࠆߩߪታߢࠆޕ

߆ߩシᓸߥ்ኂ߇↢ߓࠆ߆ߤ߁߆ߪ㧘ᅚᕈߩ⺞㧘ᐕ㦂╬ߦࠃࠆߎߣ߇ᄢ߈ߣᕁ

 ߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘ᛶ᛫ߒߥߎߣ߇ਇ⥄ὼߣߪ⸒߃ߥߎߣߪవߦㅀߴߚߣ߅ࠅߢ

߽ߥޕ

ߟߡ߽㧘㗼⪺ߥ்ኂ߇↢ߓࠆน⢻ᕈߪ⠨߃ࠄࠇߕ㧘ᓸ⚦ߥ⊹⣕߽ߡࠄ

ߎߣߪኈᤃߢߥߣ߁ޕ

ክߦ߅ߡߪ㘶‛ࠍ૬ߖߡ⾈ߞߚ߆⸥ᙘߒߡߥ߇߆⾈ߞߚ߆߽ߒࠇߥߣㅀ

߇߹߹ߦߥߞߡߚߣ߁ߩߢࠆ߆ࠄ㧘ߦᄖ்߇↢ߓࠆᄾᯏߪߥߊ㧘⤖ౝߦ

ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߽ߩߢࠅ㧘߹ߚり㐳Ꮕࠍ⠨߃ࠇ߫ߘߩࠃ߁ߥᆫߢᆞ᷎ࠍߔࠆ

ࠍߣࠄߖߡߚߣ߁ߩߢߞߡ㧘ⵍ๔ੱߩᆫ߇․ਇቯߦߥࠆࠃ߁ߥ߽ߩߢ

කቇߩ⍮ߪᛚ⍮ߒߥߚ߹ޕ㧘ᄖ்߇ࠄࠇߥὐ߽㧘㧭ߪⵍ๔ੱߦߐࠇࠆ

 㧞 ᄙᢙᗧߪ㧘㧭߇ㅀߴࠆᆞ᷎ߩᆫߪਇቯߥ߽ߩߢ㧘ࠊߕ߆ߩᛶ᛫ߢᜎุ
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߆ߦ㑐ߒ㊀ⷐߥ߽ߩߢࠆޕ㊄㌛ߩឭଏࠍ↳ߒߡ⺃ߞߚߣ߁㒢ᐲߢߪⵍ๔ੱߩ
ଏㅀߪ৻⽾ߒߡࠆ߇㧘ߘߩౕ⊛ᘒ᭽ߦߟߡߪ㧘⸥ߩߣ߅ࠅ㧘㊄㌛ߩឭଏߩ
ήࠍ㧘ᄢ߈ߊᄌㆫߒߡࠆߩߢࠆޕ⽎⊛ߦߪ⿰ᣦ߇৻⽾ߒߡ߅ࠅ㧘߆ߟ
ⵍ๔ੱߩ┙႐ߦ߅ߌࠆଏㅀߢࠆߎߣࠍ⠨ᘦߒߡ߽㧘ߘߩㅀߴࠆౕ⊛ᘒ᭽߇ߎࠇ
߶ߤߦᄢ߈ߊᄌㆫߒߡࠆ႐ว㧘ቴⷰ⊛ߦ⊕ߥⵣઃߌ߇ࠆߥߤߩᖱ߇ߥߌࠇ
߫ା↪ᕈࠍࠆߩߪ࿎㔍ߢࠆ߅ߥޕ㧘ᅚᕈߦᚻ᷎╬ࠍߐߖߡࠆ౮⌀╬߇ࠆ
ߣߒߡ߽㧘ߔߴߡ߇㊄㌛ߩឭଏࠍ⚂᧤ߒߡߐߖߡߚ߽ߩߣ߁ߎߣߪߢ߈ߥޕ


ࠅ㧘ߘߩᑯ⸃ࠍ৻ߦุቯߢ߈ߥߣߔࠆޕ

 ⏕߆ߦ㧘ዋߥߊߣ߽┻ߩႦߩઙߩᒰᤨ㧘ⵍ๔ੱߪᧄઙߢᑯ⸃ߔࠆࠃ߁ߥᚻญࠍߒ

߫ߒ߫↪ߡߚࠃ߁ߦ߁߆߇߃ࠆࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ㧘ᧄઙߦߟߡߩⵍ๔ੱߩଏㅀ

ࠍࠆߣ㧘ᝡᩏᲑ㓏ߢߪ㧟ਁࠍ߅ߡ┙ߜߞߚߣㅀߴ㧘╙㧝ክߢߪ㧭߇⥄ಽߦ

ߟߡਅࠅߡߊࠇ߫㊄ࠍᷰߔߟ߽ࠅߛߞߚ߇ਅࠅߡߎߥ߆ߞߚߣᑯ⸃ߒߡߚߣߎ

ࠈ㧘ߎߩᑯ⸃߇ឃᢺߐࠇࠆߣ㧘ේክߦ߅ߡ㧘ⓨߩ൮ߺࠍᷰߒߡ┙ߜߞߚᣦߩᑯ

⸃ࠍߔࠆߦ⥋ߞߚ߽ߩߢࠆ╙ޕ㧝ክߦ߅ߡ⸥ᑯ⸃ࠍߒߥ߆ߞߚℂ↱ߦߟ



ࠍุቯߢ߈ߥޕ㊄㌛ߩឭଏߦ㑐ߔࠆଏㅀߪวᗧߦࠃࠆⴕὑߣࠄࠇࠆ߆ߤ߁

ߎߣ߇ઙߣߐࠇߥ߆ߞߚਥߥℂ↱ߢࠆ߆ߩࠃ߁ߦଏㅀߔࠆ߇㧘㑐ଥ⸽ߣߘߏ

ߒߚ߽ߩߢߪߥߊ㧘㧭߇Ꮻᐫߒߚ㓙ߦࠦࡦࡆ࠾ߩࡆ࠾࡞ⴼߣᕁࠊࠇࠆ߽ߩࠍᜬߞ

 㧕ߦ߅ߡ㧘ⵍ๔ੱߩᑯ⸃ߣห৻ߩᣇᴺߦࠃࠅ㧘ᅚᕈߦᚻ᷎ࠍߐߖߚታ߽

ߣࠄࠇࠆⵍޕ๔ੱߪ㧘┻ߩႦߩઙߦ㑐ߒ㧘ᅚᕈ߇ᚻ᷎ࠍߒߡࠆേ↹߇ߞߚ

ࠆߦ⥋ߞߚߣߒߡ߽ਇ⥄ὼߢߪߥߚ߹ޕ㧘ේ್ᢿߪ㧘㧭ߩଏㅀߩߺߢᤃߦ್ᢿ

ࠆᑯ⸃߇ࠇࠄࠇߥ߆ߞߚߎߣ߆ࠄ㧘ઙߣߐࠇߥ߆ߞߚ┻ߩႦߩઙࠍ↪ߒߚ⇼

ࠇ߇․ߦㅊߐࠇࠆߎߣߪߥߊ㧘ߒࠈߥᑯ⸃ߣߥࠅᓧࠆߎߣߪಽ߆ߞߡߚ

ߦⴕߊߣ߁ᘒߦߥࠅ㧘㧭߽ߎࠇߦหⴕߒߚߩߢࠆ߆ࠄ㧘ߘߩ㛍߉ߩߚᔓࠇ

ᬌߩ┵✜ߣߥߞߚᧄઙ߆ࠄ⚂㧝ᐕඨᓟߩ┻ߩႦߦ߅ߌࠆઙ㧔ᄙᢙᗧ╙㧞ߩ㧞

ᢿߐࠇߚ߽ߩߢߞߡ㧘ᧄઙߢㅱߐࠇߚᒰᤨ㧘⸥ߩࠃ߁ߥⴕὑࠍଏㅀߒߡ߽ߘ

ߟߡ⸥ᙘ߇ᰳ⪭ߔࠆߎߣߪචಽߦ⠨߃ࠄࠇࠆ㧘ᧄઙߦ߅ߡߪ㧘⼊ຬߦ᛫⼏

߳ߩ⌕ାࠍⵝ߁ߎߣ߽㧘┻ߩႦߩઙߩ㓙ߩᑯ⸃ߣ㉃ૃߒߡ߅ࠅ㧘╙㧝ክߦ߅ߌ

ࠈ㧘㊄㌛ࠍឭଏߔࠆߣߞߡ⺃ߞߚ᩺ߣࠄࠇߚߎߣ߆ࠄઙߦߥࠄߥߣ್

ᐔ㕒ߐࠍขࠅᚯߘ߁ߣߔࠆඨ߫⊛ߥⴕേߢߞߚน⢻ᕈ߇ᄙಽߦࠅ㧘ߘࠇߦ

ታ߇ࠄࠇ㧘៤Ꮺ㔚ߦሽߐࠇߚߘࠇߦᴪ߁ࠃ߁ߥ౮⌀߽ࠆߒ㧘ߦⵍ๔ੱ

ߖߡᚻ᷎ߐߖߚ߇ታ㓙ߦᷰߒߚ൮ߺߪⓨߢߞߚߎߣࠍଏㅀߔࠆߦ⥋ߞߚߣߎ

߁⏕ߥᗧ⼂ࠍᜬߞߚⴕേߢ⸥ᙘߦᱷࠆ߽ߩߢࠆ߇㧘ߘߩ㓙㘶‛ࠍ⾈߁ߎߣߪ

ߚߣ߁ὐߪ㧘ߘߩࠃ߁ߦᕁ߁ᩮ߇ਇߢࠆޕේክߦ߅ߌࠆᑯ⸃ߪ㧘៤Ꮺ㔚

߇ߞߡࠆ൮ߺߣⓨߩ൮ߺࠍᚲᜬߒߡࠆߩࠍ⊒ߐࠇ㧘㊄ߩߞߡࠆ൮ߺࠍ

ߣߞߡࡄࡦ࠹ࠖࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣࠍ⾼ߒߚߎߣߪ⎕ࠇߚࠬ࠻࠶ࠠࡦࠣࠍขࠅᦧ߃ࠆߣ

 㧡 ᄙᢙᗧߪ㧘ⵍ๔ੱ߇㊄㌛ࠍឭଏߔࠆߣߒߡᅚᕈߦᕈ⊛ⴕὑࠍߐߖߡߚ

ߚޠᣦㅀߴࠆߒ߆ߒޕ㧘㑐ଥ⸽ߦࠃࠇ߫㧘ⵍ๔ੱߪ㧘┻ߩႦߩઙߦ߅ߡ㧘㊄㌛

ᄌㆫߣߔࠆߎߣߪᒰࠍᓧߚ߽ߩߢߪߥߩߎޕὐߦ㑐ߒ㧘ᦝߦᢝ߃ࠎߔࠇ߫㧘㧭ߦ

߇ࠅ㧘⯯னߣ⸒ࠊߑࠆࠍᓧߥⵍޕኂ⠪ߩ߇ା↪ߐࠇࠆߎߣߪߥߣᕁߞߡ

ߊߡ߽㧘〝ߢ⢿ߒߚߣ߁ⵍኂ⠪ߩଏㅀߪା↪ߐࠇߕ㧘ή⟋ߦߥࠆߣାߓߡ

ߡࠆ߽ߩߣࠄࠇ㧘⸥ߩὐࠍ߽ߞߡଏㅀߩା↪ᕈߦ⇼⟵ࠍ↢ߓߐߖࠆࠃ߁ߥ

ߡ߅ࠅ㧘ࠦࡦࡆ࠾ߢ⾈‛ࠍߒߚߎߣ߇ផߢ߈ࠆߎߣࠍ〯߹߃ߚ߽ߩߢࠆޕ

ߡ㧘ߥ߁ࠃߩߘޟᣇᴺߢᅚᕈࠍ㛐ߒߚߩߪ⹊᱂ߦߥࠆߣᕁߞߚߥࠊ⸒ࠍߣߎߩߘޕ

ߚ⿰ߩߘ߇ߩ߁ߣޠޕᣦߣࠄࠇࠆޕ㧭ߪ㧘⥄Ꮖߩ⸥ᙘߦߟߡ₸⋥ߦଏㅀߒ
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⍮ࠍ߆ߖ㧘ਇቢోߥ⸽ࠍήℂߦಽᨆߒ㧘ᙘ᷹߿ផℂࠍ߆ߖߡਇวℂߥㇱಽ
ࠍ❲߁ࠃ߁ߥߎߣࠍߔߴ߈ߢߥߣ߁ߎߣߪߘߩߣ߅ࠅߢࠆߪߣߎߩߎޕ

߇ㅀߴࠆࠃ߁ߥ⚻✲ߢࠇ߫㧘㧭ߪ㧘᛫⼏߿⧰ᖱࠍ⸒߁ߩ߇⥄ὼߢࠆߣߎࠈ㧘ߘ
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【千葉事件】判例分析
１

最高裁二小法廷

２

強姦被告事件

吉田容子

平成 23（2011）年 7 月 25 日

【公訴事実】
被告人は、平成 18 年 12 月 27 日午後 7 時 10 分頃、千葉市中央区本千葉町 15 番 1 号先歩道
上において、A（当時 18 歳）に対し、「ついてこないと殺すぞ」などと語気鋭く申し向け
るとともに、同人のコートの袖をつかんで引っ張るなどして、同人を同所から同区本千葉
町 13 番 1 号所在の甲ビル北側外階段屋上踊り場まで連行し、同日午後 7 時 25 分頃、同所
において、同人に対し、同人を壁に押し付け、左手で同人の右脚を持ちあげるなどの暴行
脅迫を加え、その反抗を著しく困難にしたうえ、無理やり同人を姦淫したものである。

争点１：被害者の抵抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫の有無
多数意見

古田裁判官反対意見

① 駅前付記の路上→約 80ｍ→ビル階段入 ・通行人が相当数ある路上で脅迫行為、と
きには暴行も行われることはまれでは

口

→

人通りがある、近くに交番がある、駐車

ない。性犯罪では、被害者が、威圧的な

場の係員もいる

言動により委縮して抵抗できなくなる

逃げたり助けを求めることが容易にで

場合が少なくないのが実態であって、警

きる状況。そのことはＡもわかっていた

戒していない相手が態度を豹変させて

と認められる。しかし、A は叫んだり助

粗暴な威圧的言動を示すと、恐怖を感じ

けを呼ぶこともなく、物理的に拘束され

パニックに陥るのはよくあること。女性

ていたわけでもないに、逃げ出したりも

を委縮させ、心理的に抵抗ができない状

していない。

態に追い込むには、多くの場合、粗暴な
威圧的態度を示すのみで十分であるこ
とはつとに指摘されている。「殺すぞ」
という明白な危害の告知を受けた場合
に抵抗できない状態になることに何の
不自然もない。
・客観的事後的には、助けを求めあるいは
逃げることが容易であると認められる
状況や機会がありながら、積極的にその
ような行動に出ることができず、抵抗し
ないまま犯人の意のままになっている
こともしばしばみられる。被害者として
は、周囲の者が怪しんで声をかけるなど
してくれ、犯人が断念することを願うに
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とどまることも多い。
・警察官が直ぐ近くにいても助けを求める
ことができないことも珍しくないので
あって、交番が近くにあるということに
さして意味はない。
・通行人がいる路上であるから脅迫行為が
行われることは通常考えられないとか、
容易に逃げたり助けを求めることがで
きるのに被害者がこれらの行動にでな
いのは不自然であり、抵抗を試みていな
いのは不自然であるというような考え
方は、この種犯罪の実態から乖離したも
のであって、現実の犯罪からはそのよう
な経験則や原則が導かれるものではな
い。
②

直前に被告人やＡのいる１m50 ㎝程度 ・客観的事後的には、助けを求めあるいは
逃げることが容易であると認められる

のすぐ後ろを制服姿の警備員が通った。
Ａは、涙を流している自分と目があった

状況や機会がありながら、積極的にその

のでこの状況を理解してくれると思った

ような行動に出ることができず、抵抗し

のでそれ以上のことはしなかったと供

ないまま犯人の意のままになっている

述。しかし、当時の状況がＡが声を出し

こともしばしばみられる。被害者として

て積極的に助けを求めることさえ不可能

は、周囲の者が怪しんで声をかけるなど

なものであるかは疑問。強姦がまさに行

してくれ、犯人が断念することを願うに

われようとしているのであれば、Ａのこ

とどまることも多い。

のような対応は不自然。

・この種の犯罪に関しては、通行人等も、
よほどの異常を感じない限り、男女間の
問題と考えて見ないふりをすることが
多い。本件警備員も、夜 7 時過ぎ頃にマ
ンションの居住者と思われない男女が
人目に付きにくい屋上に出る階段の踊
り場に入り込んでいたのであるから、プ
ライバシーの介入することを怖れて放
置することは十分ありうること。
・被告人は約 5 年間、金銭を提供しあるい
は提供することを装って、階段踊り場や
駐車場等で手淫等の性的行為をさせる
ことを繰り返し、時には姦淫に及んでい
たのであって、その中には他人に見られ
たことや必ずしも被告人の意のままに
ならない女性もいたであろうことは十
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分想定できるところ、上記の点を含め、
他人の反応、女性を意に従わせる手段や
女性がどのような行動をとるかなどを
熟知していて不思議はない。
須藤裁判官補足意見
①

被告人には、街頭で行きずりの女性に （吉田）「100 人くらいの女性に町で声を
声をかけ、巧みに虚言を用いて金銭で刺

かけ、3000 円から 3 万円を払って手で陰

激するなどしてその女性を性行為の場所

茎をこすってもらったりしていた」（被

まで被告人について来させる行動傾向が

告人の供述）ということ自体、合理的と

ある。出会った直後に脅迫するようなリ

は思われない。仮にそのような行為を繰

スクの大きい手口の行動に出ることは考

り返していたとしても、他の（把握され

えにくい。

ていない）行動もありうるのだから、そ
のような「行動傾向」があると言えるの
か疑問。また、被告人は、携帯電話に「そ
のような行為」にかかる写真を多数保存
してところ「竹ノ塚事件の際に‥すべて
消去した」とするが、携帯電話にそのよ
うな写真が多数残っていたことを認定
した根拠は不明（すべて消去したという
のであるから）。仮に本件の写真のみ消
去したというなら、その理由が不明。

②

意に反して対価もなく手や袖口に精液 （吉田）A の供述が虚偽であるとの前提に
たつ議論

をかけられた女性の被害感情は強く、勤
務先への説明も必要であった。脅迫等に
つき意図的に虚偽の供述をし続ける動機
はないという原審認定には疑問がある。
③

被告人の弁解にも不自然、不合理なと
ころがある。結局、駅前の路上での脅迫
等の事実については真偽不明であるとい
うこと。

千葉裁判官補足意見
①

古田裁判官反対意見

被告人は、殴る蹴るなどの暴行をして 前記
おらず、刃物を突きつけるなどの行為も
していない。
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②

被告人が声をかけた現場は、駅前のロ

前記

ータリーの近くで、商店、飲食店等雑居
ビルが密集する繁華街の歩道であり、こ
の時間帯であれば相当の人通りがあった
ものと予想される場所であり（第 1 審で
は、Ａも、周りにちらほら人がいたと供
述している）、そこから近くには、交番
もあり、駅前ホテルの駐車場の係員もい
て、Ａはそのことを知っていながら、こ
れまで面識がなかった被告人の言葉を受
けて、叫んだり、助けを呼ぶこともなく、
逃げ出したりもしていない。Ａが、この
ような状況下で、それだけの（被告人の）
言葉で助けを求められなくなるほどの恐
怖心を抱いたということには疑問を抱か
ざるを得ない。
③

④

⑤

Ａは 18 歳で若年ではあるが、当時、キ

キャバレーに勤務し接客業務の経験が

ャバレークラブで勤務しており、接客業

あるとしても、そのことが路上で見知ら

務の経験もあって、それなりの社会経験

ぬ男から「殺すぞ」と脅迫された場合に

を有しており、若年であることを過度に

抱く恐怖感に影響するような事情とは

重視すべきではない。

言えない。

そもそも、被告人がＡとの日常的な会

本件脅迫は、Ａが話を打ち切って立ち去

話をしていたにもかかわらず突然「つい

ろうとしたことを受けて行われたとい

て来ないと殺すぞ」と言い出したという

うのであるから、唐突というより態度を

点は、余りに唐突。

豹変させたということが相当

そこから約 80m 離れた本件ビルまで二 ・前記
人で歩いているが、被告人は最初にＡの ・強姦は必ずしも長時間をかけて行うもの
袖を引っ張ったことはあったが、その後 ではない
は終始Ａの前を歩いており、Ａは被告人
の後ろを歩いていたのであって、被告人
が無理やりＡを連れて行く様子には見え
ず、被告人はＡが助けを呼んで逃げ出し
たりすることは念頭にない様に見える。
帰社途中で 2,30 分程度の時間的余裕しか
なかった被告人が強姦という大きな犯行
をやり遂げるには時間が余りに足りない
気がする。
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⑥

暗い屋上を避け、人が通る階段の明る
い踊り場をわざわざ選んだ行動や、強姦 ・12 月 27 日の午後 7 時過ぎという時間か
しようとしている者の行動にはそぐわな

らしても屋上は寒気が強かったと考え

い。警備員の足音を聞いた被告人は直ち

られる一方、屋上につながる階段踊り場

に逃げようとはせず、上着で下半身の露

は滅多に人が来ないところであり、強姦

出部分を隠し交際中の男女を装ってやり

は薄暗いところで行われるのが通常と

過ごす対応をしており、強姦中の犯人の

言えるものでもなく、不自然ではない。

行為とはとても思えない。

階段踊り場はしばしば性犯罪に使われ
ているという実態もある。
・警備員の足音を聞いても逃げようとせ
ず、交際中の男女を装ってやり過ごすの
は、逃げ出せばかえって怪しまれること
は明らかであって、むしろ常套的な手段
である。

⑦

前記

この警備員は被告人やＡから 1m50 ㎝
のすぐ後ろを通ったが、A は警備員を涙
目で見たと言うのみで、声を出すなどし
て積極的に助けを求める行動に出ていな
い。かすかな声も出せないほどの恐怖心
にかられていたことを裏付ける被告人の
言動や本件現場の特別の状況等は全く伺
われない。

争点２：姦淫行為の有無
多数意見
①

古田裁判官反対意見

20 ㎝余りの身長差のある被告人の左手 ・抵抗しないことが不自然とは言えない
ことは前述

で右脚を持ち上げられた不安定な体勢で、

立ったまま無理やり姦淫されたとするＡの ・Ａが述べる姦淫の方法、姿勢は、想像
供述は、僅かな抵抗をしさえすればこれを

により容易にのべられるものではない

拒むことができる態様であるし、このよう

一方、いわゆる立位のそれとして代表

な体勢においては被告人による姦淫が不可

的なもののひとつであり、それ自体不

能ではないにしても容易でなく、姦淫が行

自然なものではない。

われたこと自体疑わしい。

・被告人とＡとの身長差は約 22 ㎝である

・抵抗しないことが不自然とは言えないこと が、問題はまた下の位置の差であるとこ
は前述

ろ、日本人の平均的な身長対また下長の比

・Ａが述べる姦淫の方法、姿勢は、想像によ 率からすると、その差は、パンプスが左右
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り容易にのべられるものではない一方、い とも脱げていたとしても、約 10 ㎝と推認
わゆる立位のそれとして代表的なものの され、姦淫行為の実行に支障があるような
ひとつであり、それ自体不自然なものでは ものではない。Ａに壁にもたれかかる姿勢
をとらせていたというものであって、被告

ない。

・被告人とＡとの身長差は約 22 ㎝であるが、 人の姿勢が特別不安定になるようなもの
問題はまた下の位置の差であるところ、日 でもない。
本人の平均的な身長対また下長の比率か
らすると、その差は、パンプスが左右とも
脱げていたとしても、約 10 ㎝と推認され、
姦淫行為の実行に支障があるようなもの
ではない。Ａに壁にもたれかかる姿勢をと
らせていたというものであって、被告人の
姿勢が特別不安定になるようなものでも
ない。
②

当日深夜に採取されたＡの膣液からは人 ・膣内で射精していないと認められるの

精液の混在は認められず、膣等に傷ができ

で、むしろ当然。そのような場合でも

ている事実も認められなかった。

なお精液が検出されることがあるのは
事実であるが、精液等が検出されない
ことが不自然であるという法医学上の
知見は承知しない。
・外傷が認められない点も、Ａは被告人
にされるがままになっていたというの
であるから、体表に外傷が生じる契機
はなく、膣内についても顕著な障害が
生じる可能性は考えられず、微細な表
皮剥離も含めて何らかの軽微な障害が
生じるかどうかは、女性の体調年齢等
によることが大きいと思われる。
・これらの点は結局、Ａの供述以外に姦
淫行為があったことを示す客観的な証
拠はないというにとどまり、それ自体
は不自然なことではないから、Ａの供
述が不自然であるという理由とはなら
ないし、事実認定に疑問を生じさせる
ようなものではない。
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③

Ａがコンビニのゴミ箱に捨てたと供述す ・発見されなかった理由は明らかではな

る破れたパンティストッキングは直後の捜

いが、ゴミ箱の捜査がなされたのは時

査によっても発見されていない。

間が相当経過してからと思われるとこ
ろ、それまでの間のゴミ箱の処理の状
況等も明らかでない。
・実際に捨ててもいないのに特定のごみ
箱に捨てたという、裏付けを取れば判
明する怖れが高い虚偽の事実をＡが作
出する理由は見出しがたい。

④

コンビニで新たにパンティストッキング ・強い精神的ショックを受けた場合、強

のみを購入したとの供述が、その後変遷し

く意識したものではない行動などにつ

ている（何かを一緒に購入したかもしれな

いて記憶が欠落していることはしばし

い、飲み物を買ったような記憶がある）。

ば見受けられ、そのような場合、他の
証拠から、明瞭な記憶はないものの実
際はそのようなことがあったのかもし
れないと考えるようになることは自
然。
・Ａの供述は、飲み物を買ったことの確
実な記憶があるとしているわけではな
く、「確実なことはわからないが、そ
のようなことがあった気もしてきた」
というのがその趣旨。Ａは自己の記憶
について率直に供述しているものと認
められ、上記を持って供述の信用性に
疑義を生じさせるような変遷とするこ
とは棟を得たものではない。
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千葉裁判官補足意見
①

古田裁判官反対意見

Ａは、当初警察では挿入時間は約 10 分 前記

間と供述したが、検察官には 3～4 分と変
えている。通常あってもよい証拠もない。
即ち、本件当日深夜に採取されたＡの膣液
からは人精液の混在は認められず、無理や
り姦淫されたにしては膣に傷も認められ
ない。それでも姦淫を認めるためには、信
用性を有する他の十分な証拠の存在が強
く要請されるところである。

争点３：被告人供述の信用性
被告人
３万円の現金をチラシにはさんでＡに見せな
がら、報酬の支払いを条件にその同意を得て、
本件現場にＡと一緒に行き、手淫をしてもら
って射精をした。
多数意見
① その供述内容と同様の事実（竹の塚の件）
が存在する。
②

被告人は日頃からそのような行為にしば （吉田）「100 人くらいの女性に町で声

しば及んでいたと供述し、被告人の携帯電 をかけ、3000 円から 3 万円を払って手で
話に保存された写真の中にそうした機会に 陰茎をこすってもらったりしていた」
撮影されたとみられるものが相当数存在す （被告人の供述）ということ自体、合理
る。

的とは思われない。仮にそのような行為
を繰り返していたとしても、他の（把握
されていない）行動もありうるのだから、
そのような「行動傾向」があるとできる
のであろうか。また、被告人は、携帯電
話に「そのような行為」にかかる写真を
多数保存してところ「竹ノ塚事件の際に
‥すべて消去した」とするが、携帯電話
にそのような写真が多数残っていたこと
を認定した根拠は不明（すべて消去した
というのであるから）。仮に本件の写真
のみ消去したというならその理由が不
明。
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③

これらの事情を考慮すると、その供述は

たやすく排斥できない。
千葉裁判官補足意見
①

大筋において、当時の状況を無理なく説

明することができ、客観的事実とも矛盾す
るところはなく、これをむげに排斥するこ
とはできない。
千葉に来た経緯、射精の時期、現金を置いて
帰ったかどうか、の３点について被告人の
供述は変遷している。その供述態度は、姑
息で、場当たり的であり、真摯なものとは
到底言い難い。
しかしながら、これらの弁解は、犯罪の
成立に直接関係するものではなかったり、
弁解の骨格を変更するものではなく、犯罪
の成立を基礎づける事実そのものについて
否認に転じたというものではない。供述が
変わっていることのみを理由に、むげにそ
の信用性を否定することはできない。
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資料２
シンポジウム「司法におけるジェンダー・バイアス」

精神医学的に⾒た

性暴 被
性暴⼒被害の実態
実
⼀橋⼤学⼤学院社会学研究科地球社会研究専攻
宮地尚⼦
2014年6⽉21⽇(⼟)


とりわけ被害体験が過酷だった事例
瑞穂さん（仮名）
「刑事裁判が何のメリットも⾃分にないの
は分かっています。でも裁判で⾃分が被害
者だということを認められるまで、私は⼈
間ではないんです。毎⽇死にたいと思って
いますが、今死んだら⼈間と認められない
まま死ぬことになります 監禁されて⼈間
まま死ぬことになります。監禁されて⼈間
扱いされなかった時の⾃分のままです。裁
判で勝 たら や と安らかに死ねると思
判で勝ったら、やっと安らかに死ねると思
います。」
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本日 講演内容
本日の講演内容

１ 性暴⼒被害の実態と影響
１.

被害の多さ、最中と直後の反応、反応の性差

２. 性暴⼒被害の特異性と傷つきの深さ
性暴⼒のPTSD発症率はなぜ⾼いのか

３. 性暴⼒被害についての誤解

ジェンダ
ジェンダー・バイアスをもたらすもの
バイアスをもたらすもの

1.性暴力被害の実態と影響
被害の多さ、最中と直後の反応、反応の性差
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1 1 性暴力
1-1

 レイプ
 セクシュアルハラスメント
 痴漢
 ⼦どもへの性的虐待
ど
性的虐待
 Etc.
Etc
スト カ やDVとも関連（デ トDV含む）
ストーカーやDVとも関連（デートDV含む）

1 2 内閣府調査報告（2012）
1-2
 「異性からむりやりに性交された経験」

→⼥性の7.6%
 そのうち、⼩学校⼊学前や⼩学⽣のときの被害
→13.4%
→⼥性の100⼈に1⼈が中学校に上がる前に
レイプ被害に遭っている（刑法で強姦罪）
 誰にもそのことを相談していない⼈の割合
→67 9%
→67.9%
 警察に連絡・相談した⼈の割合
→3 7%
→3.7%
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→レイプのほとんどは、加害者が処罰されない

1 3 性暴力被害のPTSD発症率の高さ
1-3
性暴力被害 PTSD発症率 高さ
 PTSD発症率
発症率 (Kesslerら,
(
l ら 1995))
外傷的出来事の種類

男性

女性

レイプ

65.0

45.9

モレステ シ ン
モレステーション

12 2
12.2

26 5
26.5

身体的暴行

1.8

21.3

戦闘

38 8
38.8

ー

武器による脅迫

1.9

32.6

生命的危険を伴う事故

63
6.3

88
8.8

自然災害、火事

3.7

5.4

目撃（傷害、殺人現場）

6.4

7.5

幼年期のネグレクト
幼年期
ネグ クト

23.9
3.9

19.7
9.7

幼年期の虐待

22.3

48.5

1 4 事件の最中と直後の反応①
1-4
事件 最中と直後 反応①
 トラウマ反応

＝「異常な出来事に対する正常な反応」
当事者以外は、⾃分の⽇常感覚をひきのばし
当事者以外は
⾃分の⽇常感覚をひきのばし
て理解しようとしてしまうが…

 トラウマを引き起こすほどの恐怖は、⽇常的な

レベルの「怖い思い」とは違う

→⽇常では考えられない 思いがけない反応
→⽇常では考えられない、思いがけない反応
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1 4 事件の最中と直後の反応②
1-4
事件 最中と直後 反応②
 ⼤脳⽪質の機能は抑えられ、⽣存に関わる脳の部

分が急激に活性化
 考えるより先に⾝体が反応してしまう

・⼿が震える
⼿が震える
・⾜に⼒が⼊らない
・⾦縛り
⾦縛
・そのつもりはないのに相⼿の命令に⾃動的に従っ
てしまう
・現実感がなくなり、⾃分に起きていることと思え
現実感がなくなり、⾃分に起きていることと思え
ない etc.

1 4 事件の最中と直後の反応③
1-4
事件 最中と直後 反応③
 攻撃を受けた動物→不動反射（フリーズ反応）
 強直性不動という偽死反応（いわゆる死んだふ

り）
 性差や個⼈差、⽂化差、慣れや訓練などによって
も多少変わる
 危機的状況では、交感神経が⾼まり、「闘争か逃
⾛か」という反応が起こるもの？
→動物でも⼈間でも、びっくりすると、まず⾝が
固まったり、すくんだりするもの
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1 4 事件の最中と直後の反応④
1-4
事件 最中と直後 反応④
「事件の翌⽇もいつもどおり仕事に⾏ったのは
不⾃然」？
事件後の被害者や遺族が「冷静」に⾒えるのは
なぜ？
 意識や記憶の⼀時的な消失、尿や便失禁
意識や記憶
時的な消失、尿や便失禁
 ⿇痺や離⼈感、現実感の喪失

1 4 事件の最中と直後の反応⑤
1-4
事件 最中と直後 反応⑤

「急性解離」「周トラウマ性解離」
 急性ストレス反応（ASR）
 急性ストレス傷害（ASD）
 外傷的事件から１ヶ⽉を超えるとPTSDに診断が

変わる
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1 5 PTSD
1-5

⼼的外傷後ストレス傷害
外傷後
傷
 DSM-5 『精神疾患の分類と診断の⼿引き』

⽶国精神医学会（2013）
 「外傷的出来事」の基準は、「死、重傷、性
的暴⼒ もしくはそれらの脅威に暴露される
的暴⼒、もしくはそれらの脅威に暴露される
こと」のみ
 PTSDの四症状群
症状群
①過覚醒（覚醒亢進）
②再体験（侵⼊）
③回避
④否定的認知・気分

1 6 PTSD以外の反応や症状
1-6
PTSD以外 反応や症状

 抑うつ症状

 不安障害、パニック発作、
不安障害 パニ ク発作
恐怖障害

 強迫症状、幻覚・妄想な
強迫症状 幻覚 妄想な

どの精神病様症状
 ⾝体表現性障害
 摂⾷障害、アルコールや
薬物への依存
 ⾃傷⾏為、⾃殺企図

肩こりや頭痛、下痢や
胃痛などの⾝体的不調
免疫・内分泌系への影
響 ⾝体疾患への罹患
響、⾝体疾患への罹患
の増加
 肯定的⾃⼰イメージ構
肯定的⾃⼰イメ ジ構
築の困難
 安定した対⼈関係構築
の困難
 解離
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1 7トラウ 反応 性差①
1-7トラウマ反応の性差①
⽣物学的研究の視点から
 トラウマのような危機的な状況への咄嗟の対処

には、⽣物学的な影響を無視できない
 闘争-逃⾛反応
闘争 逃⾛反応
 交感神経系の亢進←「強い」オスモデル

1 7 トラウマ反応の性差②
1-7
トラウ 反応 性差②
⽣物学的研究の視点から
物学的 究 視点
 いたわって仲間になる Tend and befriend
 闘争
闘争-逃⾛反応は多くの⼥性にとって適応的では
逃⾛反応は多くの⼥性にとって適応的では

ない

 妊娠中、⼩さな⼦どもを抱えているとき
妊娠中
⼦
 社会的サポートの希求
 絆ホルモンともいわれるオキシトシン

 副交感神経系（背側迷⾛システム、腹側迷⾛システ

ム）

◎「迎合」≠「同意」「誘惑」「媚び」
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1 7 トラウマ反応の性差③
1-7
トラウ 反応 性差③
⽣物学的研究の視点から
 従来の⽣物学的モデル

→強いオス中⼼ ⽣死の関わる場合の反応に焦点
→強いオス中⼼、⽣死の関わる場合の反応に焦点
 ⼈間の⾏動はより⾼度で複雑
⼈間 ⾏動
り⾼度 複雑
 多くの抑制や他者との共感や協⼒によって社会を

発達させている

◎「なぜ逃げなかったのか」「なぜ抵抗しなかった
のか」＝単純で古い⽣物学的モデル

２.性暴力被害の
２
性暴力被害の
特異性と傷つきの深さ
性暴⼒のPTSD発症率はなぜ⾼いのか
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2-1 加害者との距離の近さと身体感覚の侵襲①
加害者と 距離 近さと身体感覚 侵襲①

PTSD発症に影響する主要な因⼦
1. 外傷的事件にさらされている期間
2 近接度
2.
3. 強度

◎性暴⼒ではまさにこの３点が揃う

2-1 加害者との距離の近さと身体感覚の侵襲②
加害者と 距離 近さと身体感覚 侵襲②

 密着され、侵⼊される

→加害者との距離がゼロかマイナスに
 視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚すべての⾝体感覚
の侵襲が⻑く続く
侵襲が⻑く続く
 ⾃⼰の⽪膚や内部に、五感としてトラウマ記憶
が刻印される
→⾃⼰の⾝体がフラッシュバックのトリガ に
→⾃⼰の⾝体がフラッシュバックのトリガーに
 ⾃分の⾝体から逃れることは不可能なので、安
⼼できる空間が消滅してしまう
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2 2 妊娠や性行為感染症をめぐる問題
2-2

 妊娠やHIV/AIDSを含む性⾏為感染症への強い不安
妊娠やHIV/AIDSを含む性⾏為感染症 の強い不安
 妊娠した場合の苦悩や中絶にまつわる葛藤
 出産した場合の⼦どもの処遇をめぐる問題

2 3 動画・画像流出への恐怖と不安
2-3
動画 画像流出
恐怖と不安

 被害時にビデオや写真を撮られる
被害時
写真 撮
 ⼝⽌めや呼び出しに使われる

→性犯罪の潜在化、常習化、悪質化
性犯罪の潜在化 常習化 悪質化

 インターネットや携帯カメラ、ビデオなどの普
インタ ネットや携帯カメラ ビデオなどの普

及はここ20年のことであり、法整備が追いつい
ていない
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2 4 性にはりつく象徴的な意味づけ
2-4
性にはり く象徴的な意味づけ
 「汚れ」「恥」「わいせつ」
 わいせつで汚れていて恥ずかしいのは加害者のはず






なのに、被害者は⾃分のことを汚れていて恥ずかし
いと思わされる
恐怖の中では、恥辱感や屈辱感が深く⼼⾝に刻み込
まれやすくなる
⾝近な⼈にこそ話したくないという⼼理
被害を秘密にしておくことの苦しさ
「こういう被害を受けるのは⾃分だけなんだ」「逃
げられなかった⾃分が悪い」という誤った思い込み
の固定化

2 5 人間不信、男性不信
2-5
人間不信 男性不信

 性暴⼒は⼈為的なものであり、交通事故等とは

異なる暴⼒的な体験である
異
暴⼒的 体験 あ
 「⼈間扱いしてもらえなかった」
 「モノ扱いされた」
 「性的な存在としてしか、価値を認めてもらえ
なかった」
→被害者の⼼に衝撃を与え、その後の⻑い⼈間
不信や男性不信に ながる
不信や男性不信につながる
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2-6 二次被害
 「あなたにも隙があったんじゃないか」
 「嘘をついているんじゃないか」

→⼆次被害
次被害
 警察や検察などでも最近は研修が⾏なわれるように
 事件が報道された場合には、興味本位の詮索がなさ
事件が報道された場合には 興味本位の詮索がなさ

れ、プライバシーが暴かれ、職場や学校などで噂が
広ま て ⽣活の基盤を奪われてしまうこともある
広まって、⽣活の基盤を奪われてしまうこともある

２のまとめ： PTSDの発症率の高さ
重傷化、遷延化の原因
 性暴⼒は、恐怖や無⼒感、戦慄（おぞましさ）を

もたらす深刻なトラウマ体験である

 ⾝体レベルでも、⼼理的・象徴的レベルでも、社
⾝体レ ルでも、⼼理的 象徴的レ ルでも、社

会的レベルでも、その被害が強く⻑引く

 打ち明けにくく、理解されにくいために、回復の

ための環境が整わないことが、PTSDの発症率の⾼
さや重症化、遷延化に影響を及ぼしている
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３.性暴力被害についての
誤解
ジェンダー・バイアスをもたらすもの

3 1 望まない相手との性行為の苦痛
3-1
望まな 相手と 性行為 苦痛
 性⾏為⾃体

→他の暴⼒とは異なり、同意の上で望む相⼿と望
→他の暴⼒とは異なり
同意の上で望む相⼿と望
む内容でするのであれば、喜ばしい⾏為
 望まない相⼿が、⾃分の意志を踏みにじって境界

線を越えてくるということ

→恐怖以外の何ものでもない
恐怖以外の何ものでもない
 ⾝体感覚、アイデンティティ、道徳感覚や⾃⼰の

尊厳、個的領域の著しい損傷
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3 2 被害者から見える光景≠ポルノ①
3-2
被害者から見える光景 ポ
①
 「強姦被害の状況を想像してみてください」
 泣き叫ぶ被害者の顔？
 引き裂かれる服？
引き裂かれる服

 露になる被害者の下着？
 必死にもがく⼿⾜？

＝加害者から⾒える光景

→性暴⼒について聞く側の想像⼒が、よくあるポル
ノの構図にとらわれてしまっている

3 2 被害者から見える光景≠ポルノ②
3-2
被害者から見える光景 ポ
②
被害者
被害者から⾒える光景
光

 豹変して迫ってくる加害者の異様な顔つき
 ⾸元に感じるなま暖かい息
 ⽻交い締めにされる感覚
 汗くさい匂いやべとつき
 ⾃⼰の⼼⾝の⾃由が奪われ、未来が予測不能に

陥ったときの恐怖と混乱
 気持ち悪さ、おぞましさ
気持ち悪さ おぞましさ
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3-3 身体的暴力が伴わない性暴力の恐怖①
身体的暴力が伴わな 性暴力 恐怖①
「性⾏為が⽬的なのだから、命の危険はないはず」？
「逆らわなければ痛くも何ともない」？
 結果的に強要したのは性⾏為「だけ」だったとして
も それがどこまでエスカレ トしていくのか 被
も、それがどこまでエスカレートしていくのか、被
害者にはあらかじめわかりようがない
 ⽶国のレイプ被害者の調査で⼀番多く報告された反
応
→恐怖
 「相⼿から何をされるかわからなかった」

3-3 身体的暴力が伴わない性暴力の恐怖②
身体的暴力が伴わな 性暴力 恐怖②
 「強姦」と認められるには

→被害者が強く抵抗すること、そしてその証拠が⾝体に
→被害者が強く抵抗すること
そしてその証拠が⾝体に
残ることが求められることが少なくないが…
 抵抗は、恐怖の時の反応としては
抵抗は、恐怖の時の反応としては⼀般的ではない
般的ではない
 何がおきているのかわからないという混乱
 ⼈がたくさんいる公の空間で起こるケース
⼈がたくさんいる公の空間で起こるケ ス

→だからこそ逆に、恐怖や混乱、孤⽴感や他者への不信感
が増すこともある
 無理な抵抗をやめ、⽬を閉じ、⽿をふさぎ、早く終わるの
を待つ
→外傷的刺激の強さと時間を減らすという意味でも 理に
→外傷的刺激の強さと時間を減らすという意味でも、理に
かなった反応
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3-3 身体的暴力が伴わない性暴力の恐怖③
身体的暴力が伴わな 性暴力 恐怖③

 ルワンダ国際刑事法廷

̶̶レイプ「強制的な状況下での⼈間に対する性的な性
レイプ「強制的な状況下での⼈間に対する性的な性
質を持った⾝体的侵襲」と定義
（アカイエス事件（ICTR-96-4-T）1998年9⽉2⽇判決
（アカイエス事件（ICTR
96 4 T）1998年9⽉2⽇判決
http://www.ictr.org/）

 ハーグ国際司法裁判所（旧ユーゴスラビアでの戦争犯罪

の裁判）

̶̶⾮合意が明らかであれば、暴⾏はなくとも強姦であ
ると明⾔
（ Kunarac, Kovac, Vukovicに対する2002年6⽉12⽇判決）

3-4 知り合いから受ける性暴力の傷つき
知り合 から受ける性暴力 傷 き

 知り合いから受ける被害が多い
 今まで信⽤してきた⼈間の⾏動の豹変

 安全だという⾃分の予測や判断が裏切られる

 「この後どうなるかわからない」という強い恐

怖に変わりはない
怖に変わりはな

 信⽤を利⽤して加害者が被害者を追い込む
 その後の共通の⼈間関係にも深刻な影響を与える
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3 5 疑似恐怖と二次被害
3-5
 恐怖と疑似恐怖の混同
 疑似恐怖＝安全だと頭のどこかでわかっていながら

の恐怖（サスペンス映画、ジェットコ
の恐怖（サスペンス映画
ジェットコースター
スタ 、バ
バ
ンジージャンプなど）
→快の体験になりうる
→被レイプ幻想と疑似恐怖
プ

 疑似恐怖が本当の恐怖になったら？

3 6 疑似恐怖と二次被害
3-6

 恐怖と疑似恐怖やスリルの混同は、⼆次被害に直接

つながる
が

 「あなたも楽しんだんでしょ」「気持ちよかったん
「あなたも楽しんだんでしょ」「気持ちよか たん

じゃないの」？

 ⾃分の意思を裏切ることもある⾝体（それを加害者

が故意に悪⽤することも多い）
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まとめ
 隠れた被害が多い
 必ずしも逃げたり闘ったりできない
必ず
逃げた 闘 た
き
 傷つきが深い
 相談しづらい
 法的に訴えづらい（プライバシ
法的に訴えづらい（プライバシーを守ること
を守ること

が困難）

 訴えても２次被害を受けやすい

今後の検討課題
 性教育やデートレイプ予防教育の拡充
性教育やデ トレイプ予防教育の拡充

 ワンストップセンター／レイプクライシスセ
ワンストップ ンタ ／レイプクライシス






ンター
⼦どもへの⾯接システムの確⽴
男性の性被害、性⾵俗産業における性被害へ
の取り組み
性犯罪事犯を専⾨的 扱
性犯罪事犯を専⾨的に扱う、警察や検察、裁
警察や検察 裁
判所における部署 設置
判所における部署の設置
性暴⼒禁⽌法
法律領域での教育や研修カリキュラムの充実
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資料３

性犯罪捜査 裁判 問題点
性犯罪捜査・裁判の問題点
性暴力加害者の調査事例から

京都大学 学際融合教育研究推進センタ
学際融合教育研究推進センター
アジア研究教育ユニット研究員
牧野雅子

事例・調査の概要
• 2001年8月
2001年8月～9月に発生した連続強姦事件
9月に発生した連続強姦事件
（被害性・加害性に疑問の余地なし）
• 調査期間 2001年12月～2002年11月
• 本人に対するインタビュー
本人に対するインタビ
119回
• 往復書簡（受信81通、発信108通）
往復書簡（受信 通、発信
通）
• 公判傍聴9回
• 事件記録の閲覧
• 関係者に対するインタビュー
関係者に対するインタビュ
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動機立証の必要性
• 不可欠な立証項目
欠な立証
• 犯罪事実を支える
殺人事件・・・「恨み」の存在
強盗事件・・・多額の借金
• 動機の有無が立件要因になる場合も
強姦未遂か強制わいせつか
（性交の意思（動機）の有無）

犯行動機とは
• 行為者の内面に存在し、行為を駆動するもの
• 一般的な「なぜ」に対する解
般的な「なぜ 対する解
• 刑事司法が示す犯罪原因
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どうすれば動機を「立証」できるのか
・本人の供述（内面の吐露）
動機は行為者の内面に存在し 行為を駆動
動機は行為者の内面に存在し、行為を駆動
・関係者の供述や物品、記録
日頃の言動からの推察（例 暴力傾向）
日頃の言動からの推察（例：暴力傾向）
借金の有無
特異なコレクション

性的動機の先取り
• 動機に
動機についての取調の前に、「動機」を裏付ける
取調 前に 「動機 を裏付ける
証拠品の捜索が行われる
・性的動機の立証を目論む捜査機関
性
論 捜
・令状を発布した裁判官の判断
• 動機についての取調の前に
動機についての取調の前に、事件時は性的欲
事件時は性的欲
求不満にあったことを聴取
・性欲の強さ
・パートナーとのセックスの頻度、方法等
78/87

説明用語としての「性欲」「本能」
≠ 動機・原因
• 「性欲」や「本能」の語が都合よく使用される
（例）「性欲の赴くまま」「本能の赴くまま」女性宅に侵入
（ベランダに入る本能 って？）
（ベランダに入る本能・・って？）
• 計画性との矛盾
事前に周到な計画、準備 ・・・きわめて「知的」な行為！
• 語法上の問題
（例）「女性を襲って強姦するといった性的欲望」
（強姦する欲望が性欲なら 性欲によって強姦し
（強姦する欲望が性欲なら、性欲によって強姦し
たという説明は、同義反復）

前提となっている「性欲」
• 捜査参考書・マニュアル
・性犯罪の動機は「性欲」と決まっている？
・取調項目・・・性交の頻度や満足度
取調項目
性交の頻度や満足度
• 判決 「被告人は性欲を満たすために～」
・裁判官の判断が前例となる
裁判官の判断が前例となる
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「性欲」原因説の問題
• 加害者を免責
• 「性欲」の発露にかかわった被害者に責任を
負わせる（落ち度！）
• なぜ性「暴力」なのか（なぜ強姦をしたのか）
は全く明らかにされない
• 加害者の再犯防止対策に支障
• 「動機」「原因」の再生産

甘い加害性の追求
• 女性に対する差別意識の放置
女性は男性の所有物？
• 被害者をわいせつなものとするまなざし
• 写真撮影行為の暴力性は不問
「わいせつ性」や「性癖」が問題
• 被害者に対するスティグマの放置
被害者に対する
グ
放置
性暴力を隠蔽する装置を不問
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性暴力被害者に対するスティグマ
被害者のプライバシー保護
被害者保護
・被害者保護
・事件の潜在化防止
一方で・・・ どのようにすれば被害者は被害
申告を躊躇い、犯行を隠蔽できるのかという、
犯行に利用可能な情報
→法が法の効力を無効化する材料を提供して
法 法 効
効 す
いる

被害者に対するスティグマの付与
論告
「本件の強姦被害者らは、いずれも、近い将来、妻とな
り、母となるはずの若い女性たちであり、ささやかに生
活していながらその夢を打ち砕かれ、将来にわたって
生涯忘れることのできない大きな傷を負わされたもの
であ て 被害者らの受けた精神的及び肉体的苦痛
であって、被害者らの受けた精神的及び肉体的苦痛
は計り知れない程重大」
・どの被害者の供述にもそのような発言が一切なし
・検察官の一方的な考え
←性暴力被害者に対するスティグマを利用して「口封
じ」を行った被告人の悪質さは追及されないのに、被
害者に対しては 方的にスティグマを付与する
害者に対しては一方的にスティグマを付与する
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資料４

性暴力に関する研修
神山千之
司法研修所での研修
インターネットで検索したところによると、司法研修所において判事補、判事任官者及
び簡易裁判所判事全員を対象とする研修や、刑事事件担当裁判官、少年事件担当裁判官を
対象とした各種研究会において、講義の中で、被害者保護関連二法により導入された諸制
度の趣旨・内容や、被害者等への配慮の在り方について取り上げている。また、刑事実務
研究会、少年実務研究会等で、専門家を招き、犯罪被害者の心理について理解を深める特
別のカリキュラムを設けている。犯罪被害者等基本法（平成１７年４月１日施行）１９条
によって国が講ずるものとされている「犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環
境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発」の一環と思われるが、同法施行前から実
施例はあるという（平成１２年度特別研究会、平成１３年度少年実務研究会など）。
（http://www8.cao.go.jp/hanzai/suisin/kihon/pdf/3/1/saikou.pdf)
私自身は、
「判事補、判事任官者及び簡易裁判所判事全員を対象とする研修」への参加は
平成１７年以前に終えてしまっており（平成１４年の判事任官者に対する研修が最後）、ま
た、平成１７年以降に司法研修所での上記「各種研究会」に参加したこともないので、そ
の研修の実態について報告できる立場にない。
高裁での研修
高裁単位では、「犯罪被害者等の置かれた立場、状況等に関する理解を深めるための研究
会」等のタイトルで開かれている。
遅くとも平成１９年以降はあった（それ以前の記憶はない。）。
裁判官を含む裁判所職員を対象としている。私が平成２０年に仙台高等裁判所での研究
会に参加した際、刑事部の裁判官と職員に行ってもらうと言われた。
性暴力被害に特化したものではない。
研修の内容は、講演と質疑応答（平成２２年・東京高裁での研究会の講師は、元被害者
支援センター事務局長と、国立精神・神経センターの医師）
研修のあり方（私見）
(1)

司法研修所での研修では、最近の最高裁判決を批判するような内容を盛り込むのは難

しいだろう。医師等の講演、性暴力に関する捜査や公判審理等についての海外の実例紹介
のような内容が中心になりそうに思う。
(2)

地裁レベルで、裁判官、検察官、性暴力事件担当経験のある弁護士の３者での非公式

の意見交換を活発に行うようにできればよいと思う。
公式の場（協議会等）では、そこでの発言が「約束」のように受け取られることを恐れ
て、本音を話しにくい。非公式の場が良い。
以上
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性暴力に関わる経験則

～

２つの最高裁判決に関連して
神山千之

１

はじめに
性暴力に関して、「強姦神話」と呼ばれる偏見が社会に広く蔓延しているということは

以前から指摘され、裁判所の判断においても「強姦神話」と重なる内容──たとえば、性
交渉に不同意であれば激しく抵抗したはずであるとの偏見──が経験則として振りかざ
されているとも言われることがある（たとえば文献１・１０頁）。
「強姦神話」はジェンダ
ー・バイアスの基づく考えの典型例である。
経験則とは、「個別の経験から帰納的に得られた事物の性状や因果関係に関する知識や
法則」（文献２・１７３頁）である。それは、「法則」やそれと同列に挙げられる「知識」
であるから、普遍性を持ったものであるはずである。
本当に裁判所は上記のような偏見を「経験則」としているのだろうか。最高裁平成 21
年４月１４日判決（以下「小田急事件最判」という）と最高裁平成２３年７月２５日判決
（以下「千葉事件最判」という）の２つの最高裁判決を素材にして検討してみる。これら
の判決では、被害者が抵抗や回避行動が乏しかったことを不自然と指摘しているが、これ
は、「本当に被害にあったのであれば逃げたり激しく抵抗したりするはずである」という
ことを経験則と扱っていることになるのだろうか。
２

各判決の破棄理由

(1) 判断形式
両判決とも、「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」
（刑事訴訟法 411 条３号）を理由としているが、その結論に至
る判断の過程で、被害者の供述を全面的に信用した第１審判決及び原判決の判断につい
て、千葉事件最判では「経験則に照らして不合理」と指摘しているのに対し、小田急事
件最判では経験則違反との指摘をせず、「必要とされる慎重さを欠く」と指摘するにと
どめている。
小田急事件最判は第１審判決及び原判決の判断について経験則違反とはしていない
ので、その合議体を構成する裁判官たちが前記のような偏見を経験則と考えているかど
うかはわからない。
(2)

千葉事件最判の実質的検討
次に、経験則違反との指摘をしている千葉事件最判について、この判決が第１審判決

及び原判決の判断のどういう点を経験則違反と見ているのかを考えてみる。
１で述べたとおり経験則は普遍性を持ったものであるはずなので、「本当に襲われた
のであれば、逃げたり激しく抵抗したりするはずである」などといった命題は経験則と
はいえない。この点について古田裁判官が反対意見で述べているところは正当であると
考える。また、この命題の真偽について、古田裁判官は「偽」としているし、法廷意見
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を支持する千葉裁判官の補足意見には「被害女性が相手の言動により強い恐怖心を抱き
抵抗できなくなったり、困惑し冷静な判断や避難行動を取れなくなるということは一般
にあり得る」とあるから、法廷意見を支持した裁判官たちも、前記の命題を経験則と考
えることはできなかったろうと思われる。合議体の判断の中で、ある命題を経験則と称
する以上、少なくともその合議体の構成員の間では、その命題が「真」であるとの共通
認識があるはずである。
そこで、合議体の裁判官全員の共通認識といえるものの中から性暴力に関する経験則
と称し得るものを探すことになる。
裁判官たちの判断の分岐点は、被害者の取った行動が合理的といえるか否かである。
また千葉裁判官の補足意見には前記のとおり「被害女性が相手の言動により強い恐怖心
を抱き抵抗できなくなったり、困惑し冷静な判断や避難行動を取れなくなるということ
は一般にあり得る」とある。そうすると、本件で問題とされている経験則は、①性暴力
の被害者が抵抗や避難以外の行動を取ることがあり得る、②被害と上記行動との因果関
係は合理的に説明できるはずである、という２つであると考えられる。この２つが「真」
であることは本件の合議体の裁判官全員の共通認識と考えられるし、一般にも受け入れ
られるものであると思われる。
この判決は、第１審判決及び原判決が、被害者が自己の行動として述べる内容と被害
との因果関係を合理的に説明できないにもかかわらず、合理的に説明できると判断した
ことが誤りで、経験則②の適用を誤っているという意味で経験則違反であるという評価
をしているものと思われる。
(3)

小結
結局、両判決の法廷意見は、「本当に襲われたのであれば、逃げたり激しく抵抗する

はずである」というジェンダー・バイアスに基づく偏見を経験則と考えているわけでは
なく、経験則を適用する段階での判断がジェンダー・バイアスの影響を受けているのだ
と考えられる。つまり、性暴力の被害者が抵抗や避難以外の行動を取る可能性があるこ
とは認めつつ、その可能性を実際よりも小さいものと考えているものと思われる。
被害者の供述の不自然な点として、小田急事件最判では、
①被害者が車内で積極的な回避行動を取らなかったこと
②それなのに、被害者が被告人のネクタイをつかみ積極的な糾弾行為を行ったこと
③被害者が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た
こと
を挙げているが、堀籠裁判官や田原裁判官が指摘するとおり、これらは何ら不自然では
ない。なお、③で「再び被告人のそばに乗車した」というのは事実誤認であろう。被害
者は人波に押され、心ならずもその位置になってしまっただけである。また、①につい
ては、満員の車内で効果的な回避行動を取ることは困難なので、積極的な回避行動を「と
った」かどうかではなく「とろうとした」かどうかを問題とすべきであろう（その点を
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問題とした上で、体が硬直してしまって回避行動が取れなかったなどという認定もある
かもしれない。）。
千葉事件最判では、被害者の供述の中に
④人通りもあり、近くに交番もあり、駐車場の係員もいるなどの状況を分かっていなが
ら、叫んだり助けを呼んだりしなかったこと
⑤物理的に拘束されていたわけでもないのに、逃げ出すこともなく、脅迫等を受けて言
われるがままに被告人の後ろを歩いてついて行ったこと
⑥強姦される直前に、すぐ近くを通った制服姿の警備員に対し、声を出して積極的に助
けを求めることをしなかったこと
などが不自然であるとしているが、古田裁判官が指摘するように、これらはいずれも合
理的に説明することが可能である。
３

各判決の結論（無罪）の当否についての私見

(1)

検討の指針
両判決には、ジェンダー・バイアスに影響された、支持しがたい部分が含まれている

が、そうだからといって本件の被告人らが有罪であると直ちにいえるわけではない。各
事件の証拠関係のもとで、起訴された事実が立証されたといえるかどうか。特に「疑わ
しきは被告人の利益に」の原則との関係が問題となる。
同原則のもとでは、被告人は、犯罪事実の存在に合理的な疑いを差し挟む程度の立証
をすれば無罪判決を得られる。今回の各事件においては、検察官の立証の柱は被害者の
供述のみであり、客観的証拠は乏しい。他方、被告人にとって有利な客観的証拠も乏し
い。このような場合に、被告人はどのような立証をすれば「合理的な疑いを差し挟む程
度」の立証をしたといえるかが問題である。
(2)

小田急事件最判について
法廷意見が指摘しているような、被告人の一貫した否認、公訴事実を基礎付ける客観

的証拠がないこと、被告人の年齢（60 歳。性的欲求が高くないという評価と結び付く）、
前科前歴がないこと（犯罪傾向が認められないとの評価に結び付く）といった点を、犯
罪事実の存在に「合理的な疑いを差し挟む」ものと評価できるなら、無罪の結論を導く
ことは可能であろう。
しかし、本件では被害者の供述は非常に具体的であるし、敢えて嘘をつくような動機
も見当たらないので、上記の評価をして無罪とするのは難しいと思われる。
なお、那須裁判官の補足意見で、被害者の供述が「詳細かつ具体的」などの一般的・
抽象的性質を具えているだけでは有罪の根拠にはならず、さらに特別に信用性を強める
方向の内容や、他に補強する証拠等が存在することが必要であるとしている点について
は、証明力判断の一般的な考え方とは異なるものであり、賛同できない。供述の証明力
を判断する際、詳細かつ具体的であるかどうかということと、裏付け（特別に信用性を
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強める方向の内容や、他に補強する証拠等）があるかどうかということはいずれも、証
明力を総合的に判断するにあたって考慮される要素にすぎない。一般的に、裏付けがあ
る供述が重視されることは確かだが、これが不可欠のものであるかのように述べたこと
は、以後の下級審の判断を歪めるおそれがある。
(3)

千葉事件最判について
被害者の供述に不合理な点がなくとも、犯罪事実の存在に合理的な疑いがあるとの評

価につながる事実として、被告人のこれまでの行動が本件についての被告人の弁解内容
とつじつまが合っているという点が挙げられる。
被告人は本件での行動について、３万円の現金をチラシにはさんで被害者に見せなが
ら、報酬の支払を条件にその同意を得て、本件現場に被害者と一緒に行き、手淫をして
もらって射精をしたなどと供述している。その内容は、被告人が別の事件で平成 20 年
６月に実際に行ったのと同様の行動である。また、被告人は日頃からそのような行為に
しばしば及んでいた旨供述しており、被告人の携帯電話中に保存されていた写真の中に
は、そうした機会に撮影されたと見られるものが相当数ある。
上記のような行動傾向や実体験の積み重ねがある被告人にとっては、言葉巧みに虚言
を用いて女性を誘い込む方法が容易であり、かつ検挙されるリスクも小さく安全である。
それに対して、粗暴な威圧的言動を用いて女性についてこさせるという方法は、検挙さ
れるリスクが大きいものである。特段の事情がない限り、被告人がリスクの大きい後者
の手口を用いたとは考え難い。本件では、特段の事情は何ら証明されていない。（須藤
正彦裁判官の補足意見１同旨）
以上の点は、被告人の弁解をむげに排斥することはできず、犯罪事実の存在に合理的
な疑いがあるという判断につながる事実である。しかし、本件では（最高裁判決の記述
からはわからないことであるが、原審の高裁判決によると）被告人は、本件の手淫行為
等の様子を携帯電話機で撮影したがその後消去したということである。消去した理由等
はっきりしない点があるが、被告人の供述の信用性を低下させ、有罪認定につながる可
能性がある事実といえる。また、被告人の弁解内容を前提とすると、被害者のコートの
袖口に被告人の精液が付着することは比較的容易に説明できるが、被害者のカバンに被
告人の精液が付着したのは不自然（文献１・１１０頁で後藤弘子氏が指摘している。）
であって、この点も被告人の供述の信用性を低下させる。
４

下級審の場合
両判決の法廷意見はジェンダー・バイアスに基づく偏見を経験則と考えているわけでは

ない、と私が考えた理由の１つに、最高裁の合議体を構成する裁判官相互の見解の対立が
あるから各裁判官はその見解を経験則とは考えないはずだという点がある。そうすると、
最高裁ではなく下級審の場合には、裁判所（裁判官）がジェンダー・バイアスに基づく偏
見を経験則と考えている場合があってもおかしくないということにもなる。地裁の単独審
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理の場合は、担当裁判官が検察官の主張を軽視して、自己の考えを（ジェンダー・バイア
スに基づく偏見とは意識せずに）経験則であると述べることがあるかもしれない。合議事
件であっても、合議体の裁判官のキャリアに大きな差がある場合、後輩が先輩に容易に説
得されてしまうかもしれない。斉藤豊治氏が「裁判では、裁判官の『経験則』なるものを
根拠に、抵抗したり、助けを求めたりしなかったのは不自然とされる。また、強姦された
後も怖くて、身動きができない状態が継続していてすぐに逃げ出さなかった事例で、すぐ
に逃げ出すのが『経験則』であるといった判断が示されることがある」と指摘されている
（文献１・２０～２１頁）のも、そのようなケースではないだろうか。
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