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会長 村 越   進    

 

勧  告  書 

 

 当連合会では，乙さん，丙さん，丁さん及び戊さんから申立てがなされた失踪者

のＤＮＡデータに関する人権救済申立事件（２０１１年度第４１号）について調査

した結果，以下のとおり勧告する。 

 

第１ 勧告の趣旨 

１９８４年（昭和５９年）６月２１日に山形県遊佐海岸で発見された身元不明

の女性の遺体が，朝鮮民主主義人民共和国当局による拉致が疑われる甲さん（１

９６４年生，失踪時の住所・山梨県甲府市）と同一人物であると認定した根拠と

されるＤＮＡ型鑑定書（エレクトロフェログラム資料添付のもの）について，甲

さんの家族（乙さん及び丙さん）及びその代理人が謄写することを認めるよう勧

告する。 

 

第２ 勧告の理由 

  別紙「調査報告書」のとおり。 
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事件名 失踪者のＤＮＡデータに関する人権救済申立事件（２０１１年度第４１号） 

受付日 ２０１２年（平成２４年）３月５日 

申立人 乙外３名 

相手方 警察庁長官 

 

第１ 結論 

  警察庁長官に対して，下記勧告を行うことが相当である。 

記 

   １９８４年（昭和５９年）６月２１日に山形県遊佐海岸で発見された身元不

明の女性の遺体が，朝鮮民主主義人民共和国（以下「北朝鮮」という。）当局

による拉致が疑われる甲さん（１９６４年生まれ，失踪時の住所・山梨県甲府

市）と同一人物であると認定した根拠とされるＤＮＡ型鑑定書（エレクトロフ

ェログラム資料添付のもの）について，甲さんの家族（乙さん及び丙さん）及

びその代理人が謄写することを認めるよう勧告する。 

 

第２ 申立ての趣旨及び理由 

 １ 申立ての趣旨 

   山梨県警察が，１９８４年（昭和５９年）６月２１日に山形県遊佐海岸で発

見された身元不明の女性（以下「Ｙ女」という。）の遺体について，山梨県警

察が名古屋大学大学院医学系研究科に嘱託して実施したＤＮＡ型鑑定（以下

「本件ＤＮＡ型鑑定」という。）を根拠として，甲さんの遺体であるとする発

表・捜査には，甲さん，その家族及びＹ女に対する重大な人権侵害があり，か

つそれらが拉致問題解決への重大な障害になっていることに鑑み，警察庁宛て

に，緊急に下記の措置を講ずるよう要望書を提出すること。 

  (1) 警察庁は，甲さんをＹ女と同一人物であるとした２００４年（平成１６年）

３月５日の山梨県警察の発表について，提起された矛盾について調査し，真

相を明らかにされたい。 

  (2) 警察庁は，甲さんとＹ女が同一人物であるとする唯一の根拠である本件Ｄ

ＮＡ型鑑定書について，甲さんの家族（申立人乙さん，同丙さん）及び同代

理人が謄写することを認めるなど，開示されたい。 

 ２ 申立ての理由（概要） 

  (1) 甲さんの失踪と人権救済申立 

     甲さんは，１９８４年６月４日，山梨県甲府市の自宅から失踪した。その

後，同年６月８日に新潟県柏崎市の荒浜海岸において，本人所有のセカンド
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バックが発見されたが，それ以降の消息は不明である。 

２００４年（平成１６年）１月２９日，北朝鮮当局により拉致されたとさ

れる失踪者１６名について，当連合会に対して人権救済申立てがなされ，甲

さんも対象者の一人であった（以下，当該人権救済申立事件を「２００４年

申立事件」という。）。 

(2) 山梨県警察の発表 

    ２００４年申立事件が審理されていた２００４年３月５日に，山梨県警察

は記者会見を行い，甲さんの失踪から１７日後の同年６月２１日に山形県遊

佐町の海岸で発見された身元不明遺体Ｙ女の骨髄と甲さんの双子の妹丙さ

んの血液をＤＮＡ型鑑定したところ，ＤＮＡ型が一致したとして，このＹ女

と甲さんが同一人物であると発表した。 

ところが，Ｙ女と甲さんが同一人物であるとすることには，下記の主要な

問題点があった。 

記 

    ・甲さんとＹ女の身体的特徴等には多くの相違点がある。 

    ・山梨県警察は，Ｙ女の試料を全て使い切ったとして，再鑑定が不可能と

している。 

  ・山梨県警察は，丙さんからのみ鑑定資料を入手し，母である乙さんから

は一切鑑定資料を入手しなかった。 

    ・山梨県警察は，甲さんとＹ女を結びつける唯一の根拠であるＤＮＡ型鑑

定書を開示せず，家族には閲覧のみを許可し，謄写は認めていない。 

(3) 当連合会の要望及び本件ＤＮＡ型鑑定に対する評価 

２００５年（平成１７年）３月２９日，当連合会は２００４年申立事件に

ついて，内閣総理大臣，外務大臣，警察庁長官に対し，１６名全員が北朝鮮

により拉致された疑いが存在するため，真相究明と所在確認後の帰国につい

て努力を求める要望を行った。その根拠となった認定事実は，別紙（２００

５年（平成１７年）３月付け「北朝鮮拉致疑惑人権救済申立事件調査報告書」

において認定された甲さんにかかる事実経過（抜粋））のとおりである。こ

のとき当連合会は，Ｙ女と甲さんを同一人物であるとする結論の根拠となっ

た本件ＤＮＡ型鑑定の結果について，主に前記の問題点を指摘した上で，甲

さんが拉致された可能性があるとして，上記の要望に至った。 

  (4) 警察庁の責任 

    しかし，山梨県警察は，２００４年申立事件における要望後も，合理的根

拠がないまま，Ｙ女と甲さんを同一人物であるとする立場を変えていない。 
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拉致問題は，日本国の主権，国民の人権に対する重大な侵害であり，警察

においても，都道府県警個別の対応ではなく，警察庁警備局外事情報部の指

揮の下に行われており，甲さんに対する本件も山梨県警察が独自の判断で行

ったものとは考えられない。 

    よって，申立人らは，警察庁の責任において真相を明らかにし，適切な対

応をとるべく，本件申立てに至った。 

 

第３ 調査の経緯 

   ２０１２年 ４月１７日  予備審査の開始 

   ２０１２年 ７月２０日  申立人代理人弁護士からの事情聴取 

   ２０１２年１０月１５日  予備審査報告書提出 

   ２０１２年１０月２４日  本調査開始 

   ２０１２年１１月 １日  警察庁長官へ照会 

   ２０１２年１１月２９日  警察庁警備局外事情報部外事課長から回答 

   ２０１４年 ４月２３日  申立人代理人弁護士から補充意見書提出 

 

第４ 警察庁長官宛ての照会及び回答内容 

   照会概要１ 山梨県警察は，ＤＮＡ型鑑定に付すべきＹ女の試料は，全て使

い切り，再鑑定は不可能であると説明しているようだが，ＤＮＡ

型鑑定に付すべきＹ女の試料は現在存在していないというのは

事実か。 

       （回答）  昭和５９年６月２１日に山形県遊佐海岸で発見された身元不明

死体の資料（以下「本件資料」という。）は，全て消費されてい

ます。 

照会概要２ 甲氏とＹ女が同一人物であるとする積極的な根拠として，前記

ＤＮＡ型鑑定の結果以外に存在するか。 

 存在するとすれば，その根拠を，具体的に御説明ください。 

       （回答）  名古屋大学大学院医学系研究科において行われた本件資料に係

るＤＮＡ型鑑定（以下「本件ＤＮＡ型鑑定」という。）は，刑事

訴訟法等の法令に基づく厳格な手続きに従って実施したもので

あり，信頼性の極めて高いものと考えております。 

                山梨県警察においては，検視及び司法解剖の結果得られた血液

型，性別，推定年齢，推定身長等に関する事項，本件ＤＮＡ型鑑

定の結果等を踏まえ，当該身元不明死体が甲氏の御遺体であると
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判断したものと承知しています。 

なお，山梨県警察においては，甲氏の御遺体であると判断する

ことに関し，法医学の専門家等に確認し，その回答内容はいずれ

も甲氏の御遺体であると判断することと矛盾はないものであると

承知しています。 

照会概要３ 甲氏関係者に対し，前記ＤＮＡ型鑑定書の閲覧を認めたにもか

かわらず，謄写が認められないのは何故か。 

       （回答）  山梨県警察においては，本件ＤＮＡ型鑑定の鑑定書について，

刑事訴訟法４７条（訴訟書類の非公開）の趣旨が捜査，裁判に対

する不当な影響を引き起こすことを防止することにあるとされ

ていることなどに鑑み，同鑑定書の公開が及ぼす影響等を勘案

し，これを公開してこなかったところ，同鑑定書の写しの交付に

ついても，同鑑定書を公開することと同様の結果をもたらす可能

性があることから，これを行ってこなかったところであります。 

 なお，山梨県警察においては，平成１６年以降２度にわたり，

御家族等に対して同鑑定書を提示して説明を行っており，また本

件ＤＮＡ型鑑定を行った鑑定人においても，平成１６年に同鑑定

書を提示して直接御説明をしております。 

 

第５ ２００４年申立事件の認定を変更する事情がないこと 

 １ 甲さんが北朝鮮による拉致の被害者である疑いがあるとの認定 

前記のとおり，甲さんは，２００４年申立事件の対象者の一人であり，当連

合会は，甲さんの失踪について，下記のとおり，北朝鮮当局による拉致の被害

者である疑いがあると認定した。 

記 

    北朝鮮当局によって拉致されたと即断することはできないが，事故などに

遭遇した形跡が認められないこと，自殺，家出などの失踪の理由がないこと，

失踪時の状況が不自然であること，日本国内で生活している痕跡が認められ

ないこと，北朝鮮当局による関与が疑われることなどから，北朝鮮当局によ

る拉致の被害者である疑いがあると判断すべきである。 

 ２ 拉致の被害者である疑いがあるとした理由 

当連合会は，２００４年申立事件において，甲さんが北朝鮮当局による拉致

の被害者である疑いがあると認定するに当たって，本件ＤＮＡ型鑑定において

Ｙ女が甲さんと同一人物であるとされたことに関し，下記のとおり言及した。 
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記 

   ａ ＤＮＡ型鑑定結果と一致しない多数の事情が存在する 

１）歯科医師がＹ女の遺体写真及び司法解剖鑑定書を見て確認したところ

によると，遺体にはフィッシャーシーラント（小窩裂溝封鎖材＝歯の

表面に存在する溝やくぼみのような虫歯になりやすい不潔部位をなく

すために，これを封鎖して，虫歯の発生を予防するための材料）によ

る治療痕が認められる。他方，甲さんは歯が良く，そのような治療を

していない。 

２）甲さんの歯は歯医者にほとんどかかっていなかったほどに健康であっ

た。これに対して遺体からは１３本抜け落ちている上，残存していた

１８本の歯のうち１０本に治療痕が認められた。 

３）甲さんの母親及び妹が司法解剖鑑定書，遺留品の写真，身元不明死亡

票（遺留品の衣類のサイズなど記載）で確認したところによると，遺

体の着衣（ジーンズ，ブラジャー，ガードル）のサイズが甲さんの体

形と合わず，遺体のジーンズ，下着，白のネックレスなども含めて，

いずれも甲さんが持っていたものではない（遺体のジーンズは皮をほ

どこしている珍しいデザインであり，ノスタルジックスペンドという

クラシックカーに乗った男性の絵のロゴの製品であるが，甲さんはそ

のようなジーンズを持っていない。）。 

４）司法解剖鑑定書によると，遺体のサイズは，頭頂部から臀部下端まで

（いわゆる座高の長さ）が９５㎝であるが，甲さんの座高の長さと７．

６㎝も食い違いがある。 

５）遺体の損傷が激しく（頭部及び切断された上肢左腕は白骨化している

こと，両脚・右腕は切断されていること，胴体は死ろう化が進んでい

ること。），写真からは性別・年齢を含めて人物の特定ができない。 

６）ＤＮＡ型鑑定の「試料」を取り違えた可能性も否定できない。 

７）下記ｂないしｅの事情が存在する。 

ｂ 目撃証言 

２００３年（平成１５年）５月２日付けの雑誌「フライデー」には，平

壌市にある「５４５４部隊」で何度か見かけた女性が「甲さんにそっくり」

であるとＡ氏（元北朝鮮工作員）が証言したことが書かれている。 

ｃ 失踪の理由が見当たらない（事故，自殺の可能性はない。） 

甲さんは，失踪当時，大学を目指して受験勉強とアルバイトを行うとい

う規則正しい生活を送っていた。したがって，家出や自殺など自らの意思

5 



により失踪する理由は見当たらない。また，事故に巻き込まれた事情もな

い。 

ｄ 失踪時の状況が不自然である。 

新潟県柏崎市荒浜海岸でセカンドバッグが見つかったと連絡が入った 

翌日（６月９日），両親と叔父（父の弟）の３人が現地に出向き，警察官

の案内で荒浜海岸を歩き，辺りを捜索した。しかし，甲さんの自殺に結び

つくような痕跡はなかった。 

また，甲さんは外出時に，セカンドバッグだけではなく，ショルダーバ

ッグ（縦３０㎝，横５０㎝程度，ジーパンとカーディガンが１枚ずつ入る

程度の大きさ）を持って出かけた。これは図書館通いの時の通常の持ち物

だが，発見されていない。 

ｅ その他の事情について 

１）セカンドバッグが発見された地点は，１９７８年（昭和５３年）に蓮

池薫さんらが拉致された現場からわずか２～３㎞の距離にあり，北朝

鮮工作員が出入りしていた可能性が高い。本件地点より東方向の新潟

市海岸では１９７７年（昭和５２年）に横田めぐみさんも拉致されて

いる。 

２）失踪後１か月ほどしてから，自宅に無言電話が入った。妹（丙さん）

が甲さんだと確信して話しかけても，電話の相手はじっと耳を澄まし

ている様子であり，やがてすすり泣くような声が聞こえて１５分後に

は電話は切られている。 

以上のとおり，ＤＮＡ型鑑定結果が公表されているものの，遺体Ｙ女と甲

さんの同一性を疑わせる多数の事情が存在することから，遺体Ｙ女と甲さん

との同一性についての疑問が完全に払拭しきれていない。しかも，上記ｂな

いしｅの各事情も考慮すると，甲さんについて北朝鮮当局により拉致された

疑いがある。 

 ３ 甲さんが拉致の被害者である疑いがあるとの当連合会の判断を変更すべき事

情がないこと 

当連合会は，２００４年申立事件において，上記のとおり検討した上で，甲

さんは北朝鮮当局の拉致の被害者である疑いがあると認定したが，その判断以

降，甲さんが拉致の被害者であるかについての新たな情報は覚知されていない

ので，現時点において，２００４年申立事件における当連合会の判断を変更す

る事情はない。 
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第６ 当委員会の判断 

 １ 申立人らがＤＮＡ型鑑定書の謄写を求めている理由 

   申立人らが本件人権救済申立事件においてＤＮＡ型鑑定書の謄写を求めてい

る理由は，捜査当局が甲さんが死亡したことの根拠としている本件ＤＮＡ型鑑

定の結果が,甲さんの拉致問題の真相を解明する方向で進展していない最大の

原因となっており，本件ＤＮＡ型鑑定の結果が正当か否かの検証が不可欠であ

ると考えているからである。 

   そのため，申立人らは，この２００４年に公表施された本件ＤＮＡ型鑑定の

結果を現在のＤＮＡ型鑑定手法の科学的到達点に立って検証するために本件

ＤＮＡ型鑑定書を謄写して入手したいが，警察当局が現時点でその謄写を拒否

することは，甲さん及びその家族に対する重大な人権侵害であると主張してい

るものである。 

２ 申立人らがＤＮＡ型鑑定書の謄写を求める権利について 

  (1) 憲法１３条の本件における意義 

憲法１３条は，「すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び

幸福追求に対する国民の権利については」「最大の尊重を必要とする」と定

めており，一般原理の表明にとどまらず，個人の尊重，生命・自由及び幸福

追求という個人の人格的生存に不可欠の権利である幸福追求権を宣明するも

のである。そして，今日では，幸福追求権によって基礎付けられる個々の権

利は，裁判上の救済を受けることができる具体的権利であるとするのが通説

となっている。 

そして，プライバシー権は，他人からみだりに自己の私的な事柄について

の情報を取得されたり，他人に自己の私的な事柄をみだりに第三者に公表さ

れたり利用されたりしない私生活上の自由として，人格的自律や私生活上の

平穏を確保するための私法上の権利として認められた人格権の一内容とし

て，憲法１３条によって保障されている。 

さらに，今日の情報化社会の進展に伴い，個人に関する情報が膨大に収集

され，独占的・集中的に管理されている状況にあるが，このような社会にお

いては，人格的自律と私生活上の平穏を実効的に確保するためには自己のプ

ライバシーに属する情報の取扱い方を自分自身で決定することが極めて重要

である。すなわち，個人が，自己に関する情報にいつでもアクセスし，その

情報内容を認識し，それが正しく管理されているか否かを点検でき，その管

理された情報に誤りがある場合には訂正し，若しくはその情報の抹消を求め

ることができなければ，個人の尊厳，ひいては人格的自律や私生活上の平穏
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を確保することができなくなる危惧が生ずることになる。 

そこで，憲法１３条で保障されるプライバシー権は，自由権的側面のみな

らず，自己に関する情報をコントロールする権利として捉えられている。 

(2) 本件における前記コントロールする権利の意義 

① 申立人乙さん及び丙さんが本件で謄写を求めているのは本件ＤＮＡ型鑑

定書であるが，捜査当局は，同鑑定書に基づいて，甲さんが死亡したと結

論付けており，本件ＤＮＡ型鑑定書は，甲さんの生死に関する情報にほか

ならない。この情報が,甲さんの「自己に関する情報」であることは明らか

であるが，申立人乙さん及び丙さんにとって「自己に関する情報」といえ

るかが問題となる。 

申立人乙さんは甲さんの実母であり，申立人丙さんは甲さんの実妹であ

るから，甲さんの生死に関する情報は，肉親として重大な関心事である。

また，身元不明遺体Ｙ女が甲さんであるかどうかは，甲さんが北朝鮮によ

る拉致被害者として現在も行方不明状態にあるのか否かの判断に直結し，

甲さんの生死に関する情報は，甲さんの救出に重大な影響を及ぼすことに

なる。 

さらに，申立人丙さんは，本件ＤＮＡ型鑑定に際して，Ｙ女の髄液と対

照する資料として同人の血液を，自らの意思と判断で提供しており，密接

な利害関係をも有するものである。 

     以上のことから，甲さんの家族であって甲さんの生死に関して重大かつ

密接な利害関係を有する申立人乙さん及び丙さんにとっても，甲さんの生

死に関する情報は「自己に関する情報」であるということができる。 

また，甲さんの生死に関する情報が申立人乙さん及び丙さんの「自己に

関する情報」とはいえないとしても，少なくとも現在は，甲さん自らがそ

の情報をコントロールすることが不可能であることから，肉親である申立

人乙さん及び丙さんが，甲さんの「自己に関する情報」をコントロールす

る権利を,甲さんに代わって行使することができるというべきである。 

② 「自己に関する情報」と家族の立場 

前記のとおり，甲さんが自己の意思で失踪した可能性が低く，拉致被害

者である疑いがあるという事情のもとでは，甲さんの生死に関する情報は，

甲さんの肉親である申立人乙さん及び丙さんの「自己に関する情報」であ

るといえ，若しくは甲さんの「自己に関する情報」のコントロール権を，

肉親である申立人乙さん及び丙さんが行使することができる。 

このような判断が正当なものであることは，犯罪被害者等基本法及び犯
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罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関す

る法律（以下「犯罪被害者保護法」という。）において，犯罪被害者の家

族又は遺族を被害者本人と同様の権利の主体としていることからも明らか

である。 

すなわち，犯罪被害者等基本法は，同法３条１項で，「すべて犯罪被害

者等は，個人の尊厳が重んぜられ，その尊厳にふさわしい処遇を保障され

る権利を有する」とされているが，同条２項は「犯罪被害者等」を「犯罪

等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう」としており，犯罪被

害者の家族についても被害者と同様に「個人の尊厳が重んぜられ，その尊

厳にふさわしい処遇を保障される」とされている。 

また，犯罪被害者保護法は，同法３条１項において，「刑事被告事件の

係属する裁判所は，第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間にお

いて，当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれ

らの者から委託を受けた弁護士から，当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は

謄写の申出があるときは，検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き，閲

覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質，審理

の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと

認める場合を除き，申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとす

る。」としている（同法４条１項も同様の規定である。）。 

     このように，諸法令により，犯罪被害者の家族に対してもその尊厳にふ

さわしい処遇がなされるべきであるとされ，犯罪被害者の遺族に対して，

一定の範囲ではあるものの，犯罪に関する情報の閲覧又は謄写が認められ

ている。 

     甲さんについて，当連合会は，北朝鮮当局によって拉致された疑いがあ

ると判断しており（前記第５），甲さんの肉親である申立人乙さん及び丙

さんに対しては，犯罪被害者の家族としての取扱いがなされなければなら

ない。 

     したがって，甲さんの生死に関する情報は，申立人乙さん及び同丙さん

にとって「自己に関する情報」若しくはそれに準じるものといえるから，

申立人乙さん及び丙さんは，自己に関する情報をコントロールする権利を

行使して，甲さんの生死に関する情報にアクセスし，その情報内容につい

て説明を受け，その情報に誤りがある場合には，訂正，抹消を求めること

ができることになる。 

(3) ＤＮＡ型鑑定書の謄写は認められるべきである 
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そして，申立人乙さん及び丙さんは，甲さんが死亡したとする捜査当局の

判断を争っており，当該判断の根拠となった本件ＤＮＡ型鑑定の結果の正確

性を検証する機会が与えられなければならない。すなわち，申立人乙さん及

び丙さんは，これまでに本件ＤＮＡ型鑑定書を閲覧し，内容の一応の説明を

受けてはいるが，捜査当局の対応により申立人乙さん及び丙さんによる本件

ＤＮＡ型鑑定の結果を検証できないのであれば，申立人乙さん及び丙さんの

自己に関する情報をコントロールする権利を侵害することになるのであり，

捜査当局は，申立人乙さん及び丙さんが，甲さんが死亡したとの認定の根拠

となっている本件ＤＮＡ型鑑定の結果を検証できるようにしなければならな

いのである。とりわけ，前記第４記載のとおり，本件ＤＮＡ型鑑定の際にＹ

女の資料は全て消費されているため，再鑑定は不可能であるから，本件ＤＮ

Ａ型鑑定の結果の検証が必要不可欠である。 

そのためには，現在のＤＮＡ型鑑定手法の科学的到達点に立って分析・検

討することが必要であるが，本件ＤＮＡ型鑑定書を申立人乙さん及び丙さん

に閲覧させるだけでは事実上検証は不可能であって，申立人乙さん及び丙さ

んに対する本件ＤＮＡ型鑑定書（添付されているエレクトロフェログラム資

料を含む。）の謄写が認められるべきである。なお，申立人乙さん及び丙さ

んは，本件ＤＮＡ型鑑定書を謄写して内容を検証するための体制を既に確保

している。 

３ 自己に関する情報をコントロールする権利と刑事訴訟法４７条（訴訟記録の

公判開廷前の公開禁止の原則）の定めとの関係 

本件において，警察庁は，前記第４記載の警察庁長官宛ての照会に対し，刑

事訴訟法４７条が訴訟に関する書類を公開しないとの趣旨が「捜査・裁判に対

する不当な影響を引き起こすことを防止する」ことにあるとし，本件ＤＮＡ型

鑑定書の写しを交付しなかったことも同趣旨からであったと回答している。 

警察庁が指摘している刑訴法４７条は，訴訟に関する書類について「公判の

開廷前には，これを公にしてはならない。」との原則を定め，ただし書きにお

いて「公益上の必要その他の事由があって，相当と認められる場合には，この

限りでない。」として例外を定めている。 

この点，本件ＤＮＡ型鑑定書の謄写が認められれば，申立人乙さん及び丙さ

んによって鑑定書の内容について現時点の科学的到達点からの検証が行われる

ことになり，その結果次第では，Ｙ女と甲さんが同一人物であるとする判断が

否定される可能性があり，警察当局の「死」の判断の是正に直ちにつながる可

能性がある。また，Ｙ女と甲さんの同一性が否定されることになれば，甲さん
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が北朝鮮の拉致被害者であるとの政府の認定にもつながり得る。したがって，

甲さんの「生死」の判断の重要な根拠となる本件ＤＮＡ型鑑定結果の検証のた

めに刑訴法４７条の公開禁止の措置を解除することは，公にする目的があり，

またその必要性が極めて大きく，「公益上の必要その他の事由があって相当と

認められる場合」(同条ただし書)に当たるといえる。 

また，この場合において，警察庁が申立人乙さん及び丙さんに対して本件Ｄ

ＮＡ型鑑定書の謄写を認め，申立人乙さん及び丙さんによる検証の結果として，

Ｙ女と甲さんが同一人物でないと判断され，かつ，Ｙ女のＤＮＡ型が特定され

た場合には，その事実を公表することによりＹ女に対するプライバシー権侵害

が発生する可能性がある。しかし，Ｙ女は既に死亡しており，Ｙ女のＤＮＡ型

についての情報は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律で保護さ

れる個人情報には該当しない（同法２条２項）。また，ＤＮＡ型に関する情報

は個人のセンシティブ情報であるが，今後，Ｙ女の氏名などが判明してＹ女が

誰であるか具体的に個人として特定されない限り，特定の個人のプライバシー

権の侵害は生じないところ，Ｙ女の鑑定資料が全て消費されているとする山梨

県警察本部の回答を前提とする限り，今後，Ｙ女の氏名等が特定される可能性

は極めて小さい。したがって，本件ＤＮＡ型鑑定書が謄写され，その結果とし

てＹ女のＤＮＡ型が公表されることになったとしても，関係者の名誉やプライ

バシーの侵害等の弊害発生のおそれは極めて小さいといえる。 

以上のとおり，本件ＤＮＡ型鑑定書を開示することの目的や必要性，また，

名誉・プライバシーの侵害等の弊害のおそれの観点からの検討によれば，申立

人乙さんと同丙さんによる，自己に関する情報をコントロールする権利の具体

的な行使としての本件ＤＮＡ型鑑定書の謄写の請求は，刑事訴訟法４７条によ

って制約されないものというべきである（なお，最高裁第三小法廷平成１６年

５月２５日決定は，「同条ただし書きの規定による『訴訟に関する書類』を公

にすることを相当と認めることができるか否かの判断は，当該『訴訟に関する

記録』を公にする目的，必要性の有無，程度，公にすることによる被告人，被

疑者及び関係者の名誉，プライバシーの侵害等の上記の弊害発生のおそれの有

無等諸般の事情を総合的に考慮してされるべきもの」であるとしており，当連

合会の判断は上記最高裁決定の判断に沿うものである。）。 

４ 本件ＤＮＡ型鑑定書の謄写に際して人権保護上配慮すべきこと 

既に検討したとおり，本件ＤＮＡ型鑑定書が謄写され，その結果としてＹ女

のＤＮＡ型が公表することによってＹ女に対するプライバシー権の侵害が生じ

る可能性は極めて小さいといえるが，他方で，Ｙ女が具体的な個人として特定
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される可能性がないともいい切れない。そうであるとすれば，その可能性が認

められる限り，Ｙ女に対するプライバシー権を侵害する事態は回避されなけれ

ばならない。 

そこで，当連合会としては，申立人らに対し本件ＤＮＡ型鑑定書の謄写が認

められた際には，申立人らが本件ＤＮＡ型鑑定書に基づく検証を行い，その結

果，Ｙ女と甲さんとのＤＮＡ型が一致せず，かつ，将来Ｙ女が具体的な個人と

して特定された場合を想定し，Ｙ女のＤＮＡ型を社会的に公表しないことを警

察庁に予め誓約するなどして，Ｙ女のプライバシー権に最大限の配慮をするこ

とを強く求める。 

５ 小括 

  以上に検討したとおり，申立人乙さん及び同丙さんは，憲法１３条によって

保障される自己に関する情報をコントロールする権利に基づき，自己に関する

情報若しくはそれに準じる，甲さんの生死に関する情報である本件ＤＮＡ型鑑

定書の謄写を求める権利を有している。 

そして，警察当局が鑑定書の謄写を拒むことは，申立人乙さん及び同丙さん

の同権利を侵害するものであるから，警察当局は鑑定書を申立人乙さん及び丙

さんに謄写させなければならない。刑事訴訟法４７条は，警察当局が本件ＤＮ

Ａ型鑑定書の謄写を拒む根拠とはならない。 

ただし，本件ＤＮＡ型鑑定書の謄写が実現した後，将来においてＹ女が誰で

あるか特定され，鑑定書の公表により当該人物のプライバシー権を侵害するこ

とがないよう，申立人乙さん及び丙さんは，将来Ｙ女のＤＮＡ型が判明したと

しても公表することがないよう誓約すべきである。 

 

第７ まとめ 

以上のとおり，本件の場合において，捜査当局が，前記ＤＮＡ型鑑定書を申立

人乙さん及び丙さん並びに同代理人らに謄写させることを拒んでいるのは，申立

人乙さん及び丙さんに対する憲法１３条違反の人権侵害であるから，「第１ 結

論」のとおり，警察庁長官に勧告すべきである。 

以 上 
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（別紙） 

 ２００５年（平成１７年）３月付け「北朝鮮拉致疑惑人権救済申立事件調査報告

書」において認定された甲さんにかかる事実経過（抜粋） 

ア 失踪時の状況 

甲さん（１９６４〔昭和３９〕年生。失踪時２０歳。以下「甲さん」と

いう。）は、当時山梨県甲府市に両親、妹（丙さん）と一緒に住んでいた。

甲さんは、１９８２年（昭和５７年）県立甲府東高校を卒業し看護学校に

入学したが、その後同校を中退し、１９８４年（昭和５９年）当時は、大

学受験生であった。 

同年６月４日（月）朝１０時ころ、甲さんは母親に「図書館に行く」と

言って、５０cc のバイクで自宅から出かけた。家の裏で駐車場の工事をし

ていた叔父にも、「行ってくるね」と声をかけたのを最後に、そのまま失

踪して現在に至っている。 

イ 警察の捜査活動と日本政府の判断について 

ａ 警察の捜査について 

失踪から４日後の６月８日、柏崎警察署から自宅に、新潟県柏崎市荒

浜海岸に甲さんのセカンドバッグ（ポシェット）が落ちていたとの連絡

が入った。セカンドバックの中には、現金８,５０７円とバイクのキイの

入った財布及び免許証等が入っていた。翌９日、家族は新潟県警察本部

へ、翌１９８５（昭和６０）年４月１５日には山梨県警察本部にそれぞ

れ捜索願を出している。２００４（平成１６）年１月２９日、申立人ら

は、山梨県警察本部に対し、国際移送目的略取誘拐罪の容疑で告発をし

た。 

ところで、荒浜海岸で甲さんのセカンドバックが発見された日から１

３日後である１９８４（昭和５９）年６月２１日に山形県遊佐町に漂着

した遺体（以下Ｙ女という）について、山梨県警は、１９８４（昭和５

９）年７月５日の時点で情報を入手している。山梨県警は、Ｙ女の遺体

情報を入手した１８年後の２００３（平成１５）年になって、Ｙ女の骨

髄と甲さんの妹である丙さんから採取した血液とを使ってＤＮＡ鑑定を

行った。鑑定はまず、２００３（平成１５）年５月、警察庁科学警察研

究所で行い、同年６月上旬、甲さんである可能性はあるが断定できない

旨の回答を得たため、同年１０月上旬、名古屋大学に対して再度鑑定依

頼をしたところ、Ｙ女は甲さんであるとの鑑定結果がでた。そこで、２

００４（平成１６）年３月４日、丙さんに鑑定結果が電話で伝えられ、
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翌日（３月５日）には公表された。しかしながら、下記の理由からＹ女

は甲さんの遺体ではない可能性もある。なお、山梨県警は、ＤＮＡ鑑定

結果が出た後も、拉致の可能性も完全には排除できないとして、捜査を

継続すると甲さんの家族に通知している。 

ｂ 日本政府は、拉致被害者と認定していない。 

ウ 北朝鮮当局による拉致の可能性 

以下述べる事情から総合的に判断すると、上記遺体Ｙ女は甲さんではな

く、甲さんは北朝鮮当局により拉致された疑いがある。 

ａ ＤＮＡ鑑定結果と一致しない多数の事情が存在する 

1) 歯科医師がＹ女の遺体写真及び司法解剖鑑定書を見て確認したとこ

ろによると、遺体にはフィッシャーシーラント（小窩裂溝封鎖材＝歯

の表面に存在する溝やくぼみのような虫歯になりやすい不潔部位をな

くすために、これを封鎖して、虫歯の発生を予防するための材料）に

よる治療痕が認められる。他方、甲さんは歯が良く、そのような治療

をしていない。 

2) 甲さんの歯は歯医者にほとんどかかっていなかったほどに健康であ

った。これに対して遺体からは１３本抜け落ちている上、残存してい

た１８本の歯のうち１０本に治療痕が認められた。 

3) 甲さんの母親及び妹が司法解剖鑑定書、遺留品の写真、身元不明死

亡票（遺留品の衣類のサイズなど記載）で確認したところによると、

遺体の着衣（ジーンズ、ブラジャー、ガードル）のサイズが甲さんの

体形と合わず、遺体のジーンズ、下着、白のネックレスなども含めて、

いずれも甲さんが持っていたものではない（遺体のジーンズは皮をほ

どこしている珍しいデザインであり、ノスタルジックスペンドという

クラシックカーに乗った男性の絵のロゴの製品であるが、甲さんはそ

のようなジーンズを持っていない）。 

4) 司法解剖鑑定書によると、遺体のサイズは、頭頂部から臀部下端ま

で（いわゆる座高の長さ）が９５㎝であるが、甲さんの座高の長さと

７．６㎝も食い違いがある。 

5) 遺体の損傷が激しく（頭部及び切断された上肢左腕は白骨化してる

こと、両脚・右腕は切断されていること、胴体は死ろう化が進んでい

ること）、写真からは性別・年齢を含めて人物の特定ができない。 

6) ＤＮＡ鑑定の「試料」を取り違えた可能性も否定できない。 

7) 下記ｂ乃至ｅの事情が存在する。 
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ｂ 目撃証言 

２００３年（平成１５年）５月２日付の雑誌「フライデー」には、平

壌市にある「５４５４部隊」で何度か見かけた女性が「甲さんにそっく

り」であるとＡ氏が証言したことが書かれている。 

ｃ 失踪の理由が見当たらない（事故、自殺の可能性はない） 

甲さんは、失踪当時、大学を目指して受験勉強とアルバイトを行うと

いう規則正しい生活を送っていた。したがって、家出や自殺など自らの

意思により失踪する理由は見当たらない。また、事故に巻き込まれた事

情もない。 

ｄ 失踪時の状況が不自然である。 

新潟県柏崎市荒浜海岸でセカンドバックが見つかったと連絡が入った

翌日（６月９日）、両親と叔父（父の弟）の３人が現地に出向き、警察

官の案内で荒浜海岸を歩き、辺りを捜索した。しかし、甲さんの自殺に

結びつくような痕跡はなかった。 

また、甲さんは外出時に、セカンドバッグだけではなく、ショルダーバ

ッグ（縦３０cm、横５０cm 程度、ジーパンとカーディガンが１枚づつ入

る程度の大きさ）を持って出かけた。これは図書館通いの時の通常の持

ち物だが、発見されていない。 

ｅ その他の事情について 

1) セカンドバッグが発見された時点は、１９７８（昭和５３）年に蓮

池薫さんらが拉致された現場からわずか２～３㎞の距離にあり、北朝

鮮工作員が出入りしていた可能性が高い。本件地点より東方向の新潟

市海岸では１９７７（昭和５２）年に横田めぐみさんも拉致されてい

る。 

2) 失踪数１ヶ月ほどしてから、自宅に無言電話が入った。妹（丙さん）

が、甲さんだと確信して話しかけても、電話の相手はじっと耳を澄ま

している様子であり、やがてすすり泣くような声が聞こえて１５分後

には電話は切られている。 

以上のとおり、ＤＮＡ鑑定結果が公表されているものの、遺体Ｙ女と甲

さんの同一性を疑わせる多数の事情が存在することから、遺体Ｙ女と甲さ

んとの同一性についての疑問が完全に払拭しきれていない。しかも、上記

ｂ乃至ｅの各事情も考慮すると、甲さんについて北朝鮮当局により拉致さ

れた疑いがある。 
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