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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 足利事件は、1990 年に発生した女児殺人事件で、この事件にかかわり、菅家
す が や

利和
としかず

氏が無

実の罪で 17 年間、投獄され、その結果、真犯人が取り逃がされた後に、2009 年 6 月 23 日

に再審開始が決定され、確定判決が覆され、司法当局が公式に冤罪、誤判であることを認

めた数少ない事件の一つである。この事件の上告審で、菅家氏の無期懲役の有罪を確定さ

せた最高裁の審理の裁判長であった亀山継夫氏に対するインタビュー映像が、2009 年 10

月 21 日のテレビ朝日の報道ステーションで放映された。この映像は、インターネットの動

画サイトである youtube にアップロードされ、視聴可能になっていた。筆者は、2012 年ご

ろに、裁判の問題点を検討する資料を収集していたときに、この映像を youtube で見て、

反訳を作成していた。なお、この資料を作成する現時点(2016 年 8 月)で、映像の出所など

を確認するために、このニュース映像を見直そうと、インターネットで検索したところ、

youtube からは既に削除されているようで、映像を見直すことはできなかった。しかし、多

くのブログや掲示板には、この映像を見て、感想をそれぞれに述べる記事が投稿されてい

る。 

 2016 年 7 月 21 日の研究会で、現在の日本の司法制度では、誤判に関与した裁判官が、

まったく再教育されず、誤判の事後検証がまったく行われておらず、そのような状態の根

拠になっている現在の司法制度を改革すべきであるとする問題提起を行った。この点を詳

しく掘り下げるために、このインタビューの反訳を参考資料として、現在の司法の問題点

を検証したい。ところで、本稿の目的は、亀山氏を吊し上げることで溜飲を下げるという

ようなものではないことを、特に確認しておきたい。 

 

足利事件足利事件足利事件足利事件 

 足利事件は平成年代に発生した明白な冤罪事件である。この事件についての詳細な検討

も、いずれかの機会で、この研究会で行う必要もあると思うが、ここでは、wiki などの検

索で明らかにされている事件経過のごく基本的な部分を、インタビューの検証の基礎とし

て、再確認しておきたい。 

 事件の発生は、1990 年（平成 2 年）5 月 12 日で、栃木県足利市で女児が行方不明になり、

翌朝、渡良瀬川の河川敷で遺体となって発見された。事件発生当時の現場付近の運動公園

では、女児を連れてあるく不審な男の姿を、多数の人物が目撃していたが、栃木県警察は

目撃証言を元にした捜査を数か月で取りやめ、プロファイリングにより菅家氏（当時 44歳）

を容疑者として特定し、女児の衣服に付着していた体液と菅家氏の DNA型が一致したとし

て、1991 年（平成 3 年）12 月 2 日に彼を猥褻目的誘拐と殺人の容疑で逮捕した。後に、こ

の DNA鑑定は誤りであることが立証され、菅家氏は再審で無罪となる。 

 菅家氏は警察や検察の取り調べで嘘の自白を強要され、罪を「認める」が、第一審の途
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中で、否認に転じて、無罪を主張した。 

 しかし、菅家氏の無罪主張は認められず、 

・1993 年 7 月 7 日に宇都宮地裁（久保真人裁判長）で無期懲役判決 

 ・1996 年 5 月 9 日に東京高裁（高木俊夫裁判長）で控訴棄却 

 ・2000 年 7 月 17 日に最高裁第二小法廷（亀山継夫裁判長）で上告棄却 

となり、有罪確定となった。 

 第二審の高木俊夫裁判長は、東電 OL 事件での逆転有罪の冤罪判決など、複数の冤罪判決

の確定あるいは再審請求の棄却などにかかわっている問題の多いと思われる裁判官である。

ちなみに、東電 OL 事件の上告審で、上告を棄却した裁判長は、足利事件と同じ亀山継夫氏

だった。 

 最高裁の上告棄却決定では、DNA鑑定の証拠能力を認めるというのがその判断の根拠で

あったが、1997 年 10 月 27 日に、佐藤博史弁護士が押田鑑定書を添付して、DNA型の再

鑑定を求める申し立てを行っていた。 

 最高裁での有罪確定後、2002 年に再審請求が申し立てられ、2008 年 2 月 13 日に宇都宮

地裁（池本寿美子裁判長）が、再審請求棄却したが、菅家氏が即時抗告し、2008 年 12 月

19 日に東京高裁（田中康郎裁判長)が DNA型再鑑定を行うことを決定した。再鑑定の結果、

菅家氏の無実が証明された。2009 年 6 月 23 日に東京高裁（矢村宏裁判長）で再審開始決

定。同年 10 月 21 日に宇都宮地裁（佐藤正信裁判長）で再審公判が始まった。(Wiki の「足

利事件」の項より）。 

 

亀山継夫氏への「突撃取材」亀山継夫氏への「突撃取材」亀山継夫氏への「突撃取材」亀山継夫氏への「突撃取材」の評価の評価の評価の評価 

 毎日新聞は、2009 年 6 月下旬に、足利事件の上告審を担当した最高裁判事 5名と、再審

請求を棄却した宇都宮地裁の裁判官 3名に対するアンケートを実施した1。これに対して、7

月末までに 6 名が「回答できない」と返答し、他の２名からは、まったく返答がなかった

過程で、毎日新聞 8 月 21 日付の朝刊 31面に、このアンケートについての記事が「謝罪意

志 回答なし」という表題で掲載された。この記事で、上告審の裁判長だった亀山継夫氏

が、電話取材に対して怒った口調で「その手紙(アンケート)は捨てた」と話したという逸話

が紹介されている。アンケートを送付された 8 名の裁判官、元裁判官全員が回答を拒否し

たことについては、元東京高裁判事の木谷明氏が「なぜまったく答えないのか不思議。答

えられる限度で率直に答えるべきではないか」とコメントした。 

このように、事件の有罪確定に関与した裁判官に対するメディアの取材は、拒否されて

いたし、この状況は現在でも基本的に維持されている。 

                                                  
1 主な質問項目は、最高裁判事・宇都宮地裁判事共通最高裁判事・宇都宮地裁判事共通最高裁判事・宇都宮地裁判事共通最高裁判事・宇都宮地裁判事共通①公訴時効成立を招いたことをどう思うか②菅家氏への謝罪の意

思の有無③一般的に裁判官は自らが審理した事件を説明すべきと思うか 最高裁判事向け最高裁判事向け最高裁判事向け最高裁判事向け①「押田鑑定」を当時審理対

象にしたか②対象にした場合、決定文にその言及がなかった理由③対象にしなかった場合、なぜ外したか④DNA 鑑定を

しなかった理由⑤押田鑑定が正しいと考えなかったのか⑥原審を破棄しなかったことについてどう思うか 地裁判事向地裁判事向地裁判事向地裁判事向

けけけけ①DNA 再鑑定すべきだったという批判をどう考えるか②DNA 再鑑定について当時どう考えたか 
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 再審公判が始まった 2009 年 10 月 21 日2のテレビ朝日報道ステーションで放映されたイ

ンタビュー映像は、インタビュアーの長野智子氏が亀山氏の自宅に「突撃インタビュー」

を行うことで得られたものであるとされる。インタビューの内容は、毎日新聞のアンケー

トの内容と符合しており、これはこの事件の審理の問題点として共通的に認識されるもの

であると思える。亀山氏への事前のアポイントメントがあったかどうかについては、未確

認。 

 この映像に関するインターネット上の評論は、ほとんどが亀山氏の無責任な物言いに対

する憤りを示すものであるが、長野智子氏の取材が強引で、亀山氏の身を危険にするもの

だとして、番組の報道姿勢を否定的に評価するブログもあった3。 

 しかし、裁判官は、公務員として、権力を行使する立場にあり、裁判官の判断が明白な

誤判であった場合に4、責任を問われないばかりでなく、説明責任すら免れるのならば、同

じあやまちが何度でも繰り返されることになる。報道ステーションの番組スタッフや長野

氏によって、亀山裁判長の飾らない考え方を聞くことができたという成果は、評価すべき

点がはるかに大きいと思う。ニュース放映後、亀山裁判官の身辺に危険が及んだかどうか

は確認できないが、少なくとも現時点で、そのような事実の報告はない。 

 

亀山氏の語った事柄についての評価亀山氏の語った事柄についての評価亀山氏の語った事柄についての評価亀山氏の語った事柄についての評価 

 このインタビューでは、亀山氏が事前に対策を立てる余裕がなく、記者の質問に直接答

えているので、亀山氏の裁判・司法に対する本音が語られているものと思える。そして、

その内容については、ウェブ上で、さまざまに批判されている。氏の発言には、彼の信ず

る、あるいは体感的に前提としている司法のあり方が、日本国憲法や司法の独立に関する

基本原理などのあるべき原理と背反するのではないかと感じさせる部分が多く見受けられ

る。ウェブ上での批判記事などを参考にしたうえで、このインタビューでの発言に関して、

亀山氏に対する批判点を整理する。 

 

    ①①①①    裁判官の役割に裁判官の役割に裁判官の役割に裁判官の役割についてのついてのついてのついての問題のある問題のある問題のある問題のある考え方考え方考え方考え方 

   長野氏が、亀山氏に対して「菅家氏に謝罪する気はないのか」と尋ねたときに、亀

山氏は「そういう問題ではない」と答えた。そこで、長野氏は次の二点を指摘した。 

    ・無実の菅家氏が人生を奪われた 

    ・真犯人が捕まっていない 

   亀山氏はこの質問に対し、いくぶん声を荒げて、「それを言うなら、警察とか検察庁

に言ってください。裁判所というのは、裁判に出てきた場に有る証拠だけを判断する。

それしか判断できない。」と答えている。これは、実に身勝手な弁明である。冤罪判決

                                                  
2 この時点で、すでに、確定有罪判決が誤判であったことは、実質的に明らかになっていた。 
3 『痛いテレビ』突撃！隣の裁判長。 

http://zarutoro.livedoor.biz/archives/51287575.html 

4 このインタビューでは、亀山氏が自らの判断が誤りであることすら認めているかどうかわからない。 



足利事件の有罪確定を担当した最高裁亀山裁判長のインタビュー映像について 

 
 

4 
 

を下し、確定させたのは裁判官であるから、冤罪被害についての最終責任は裁判官に

帰する。さらに、その判決が真犯人の捜査を停止させ、公訴時効を完成させたのだか

ら、亀山氏が責任を警察・検察に転嫁するのは筋が通らない。 

亀山氏のいう「裁判所というのは、裁判に出てきた場に有る証拠だけを判断し、そ

れしか判断できない」という状況が事実であるとしても、警察・検察の有罪立証が正

しいかどうかを判断するのが、裁判官であり、裁判所に出てきた証拠についての判断

が正しくなかった場合には、なぜそのような誤った判断が下されたのかという検証が

必要なはずである。亀山氏は裁判官あるいは裁判所のあり方について、誤ったとらえ

方をしているとしか思えない。 

 

    ②②②②    推定無罪の原則の蹂躙推定無罪の原則の蹂躙推定無罪の原則の蹂躙推定無罪の原則の蹂躙 

   裁判所は裁判に出てきた証拠だけを判断するという発言に対し、インタビュアーが

「それで判断間違えた」と指摘すると、亀山は、一度は、言を濁し、次に、「犯人が公

判廷で自白したことが問題だ」と述べ、直後に「被告人が」と言い直している。被告

人は有罪が確定するまで、無罪を推定しなければならないというのは、刑事司法にお

ける基本原則である。日本では、この原則の蹂躙がしばしば問題になっている。たと

えば、メディアが警察のリーク情報に輪をかけて犯人扱いの報道を過熱させ、推定無

罪の原則を踏みにじる世論を積極的に煽り立てることが頻繁に起こっている。このよ

うな警察・検察やそれに追随加担するメディアの情報操作に踊らされる民度の低さも

問題だが、裁判官が同じ水準の思考にとらわれているというのは、論外のことである。

警察、検察あるいはメディアの推定無罪原則の蹂躙の傾向を正す権限を有しているの

は裁判官であり、それは裁判官の責任でもある。 

亀山氏が思わず口にしたこの表現は、推定無罪の原則を否定するものであり、退官

後のこととは言え、最高裁判事という立場での職務に関する発言として、不適切であ

る。亀山氏は、推定無罪の原則を蹂躙する思考に基づいて、判事の職務を執っていた

のではないかと疑わせるに十分なものと思える。 

 

    ③③③③    自白の証拠能力に関する法規定の無視自白の証拠能力に関する法規定の無視自白の証拠能力に関する法規定の無視自白の証拠能力に関する法規定の無視 

   亀山氏は、菅家氏が公判廷で自白したことについて「公判廷でむやみやたらに、う

そでたらめを言ってもらっちゃ困る」と述べている。これは、文脈上、裁判官が被告

人の有罪を心証形成する正当な事由であるという意味にしか取れない。しかし、この

ような思考形式は、日本国憲法 38 条および刑事訴訟法 319 条5の規定により、否定さ

                                                  
5 日本国憲法日本国憲法日本国憲法日本国憲法 

第 38 条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 

２ 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることが

できない。 

３ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 

刑事訴訟法刑事訴訟法刑事訴訟法刑事訴訟法 
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れている。また、番組のナレーションでは、自白において犯人しか知りえない供述が

なかったことが指摘されている。亀山氏がこれらの法規定や足利事件における自白の

性格を理解していたら、判決の時点での結論が変わったかどうかは別にして、のちに

その点について質問されたときに、このような言い方にならないのではないか。氏が、

この法規定を知らなかったとすれば、氏の法律家(氏は検事から最高裁判事に就任した)

としての資質を疑わせるものであるし、知っていてこの規定を無視あるいは軽視して

いたとしてら、それは大きな問題である。 

 

    ④④④④    重要な証拠のはずの押田鑑定書についての不明瞭な発言重要な証拠のはずの押田鑑定書についての不明瞭な発言重要な証拠のはずの押田鑑定書についての不明瞭な発言重要な証拠のはずの押田鑑定書についての不明瞭な発言 

   弁護側は DNA に関する押田鑑定書を上告判決の前に最高裁宛に提出していたが、最

高裁はこれを取り上げなかった。後に、DNA 再鑑定により、菅家氏の冤罪が確認され

たのであるから、最高裁が押田鑑定書の段階で DNA鑑定の問題に注意を払っていたら、

菅家氏の無罪は 10 年近く前に確認されていたはずであり、前述の毎日新聞のアンケー

トも、それに触れていた。 

   インタビューでも、その問題が問われたが、亀山氏の答えは、当を得ないもので、「弁

護団が DNA鑑定を出していなかった」と話がかみ合わずに堂々巡りの議論になるのだ

が、ナレーションでもその点を説明している。亀山氏が、弁護側から提出された重要

な証拠について、かなりいい加減な理解のまま、最高裁の判決を出したことは見て取

れるようだ。 

 

    ⑤⑤⑤⑤    全力を尽くしてあれ以外やりようがなかったという発言について全力を尽くしてあれ以外やりようがなかったという発言について全力を尽くしてあれ以外やりようがなかったという発言について全力を尽くしてあれ以外やりようがなかったという発言について 

   亀山氏は、最高裁で証拠の取り調べをいちいちやっていたら、審理をすべてやりな

おさなければならないことになる。そのようなことはできないという趣旨のことを述

べている。また、全力を尽くしてベストのことをやったのであり、あれしかできなか

ったといっている。これらの言葉はいろいろな意味にとれるが、次に並べるような意

味を含んでいることは、間違いないと思う。 

   １．最高裁では、制度上、事実審にあたる審理は担当しない 

   ２．最高裁に与えられている人員で、すべての裁判を事実審からやり直すことはで

きない。 

   ３．亀山氏は、足利事件の上告審で、全力を尽くして最善の仕事をした。それでそ

ういう結果になった。 

   この三番目の意味合いから、亀山氏は冤罪被害者の菅家さんに謝罪する気はないと

いう話に結びついているのであろう。 

                                                                                                                                                  
第 319 条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑

のある自白は、これを証拠とすることができない。 

２ 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有

罪とされない。 

３ 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。 
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   1番目の、最高裁の審理の性質上、事実の審理は行わないという点はよく言われるこ

とであるが、その根拠は刑事（民事）訴訟法にあるということだろう。刑事訴訟法で

は、405条で上告の理由として憲法違反、憲法の解釈の誤り、最高裁などの判例違反の

三点を列記しているが、最高裁でこれだけを審理すればよいというわけではなく、411

条では、事実誤認などをも上告審での原判決への変更の理由として挙げている。だか

ら、上告審では憲法違反や判例違反の類の審理だけをすればよいというわけではなく、

最高裁が怪しい証拠について、再鑑定等をすることを行わないことが法的に正しいと

は言えない。 

   しかし、現在の最高裁の組織や人的構成が、上告審において、憲法違反などの審理

だけを行うことを前提として編成されているので、最高裁で証拠の取り調べをする余

裕はないのだという意味で、それを言っている場合、どうあるべきかの議論ではなく、

事実の指摘に過ぎないということになる。つまり、上告審を審理する最高裁には、証

拠の審理などを行うマンパワーなどの力量が保障されていないのだから、そんなこと

はできないのだというのである。そのような制度的な制約があり、その中で全力を尽

くしてベストを行ったというのが、続く、2番目と 3番目の意味なのかもしれない。①

から④で示されている亀山氏の資質に関する疑問をいったんおき、与えられた職場の

環境と権限の範囲で、一定の水準の能力を有する人物が全力を尽くして、できる限り

のことをして、それしかできなかったとすれば、その作業を担当した裁判官が他の人

物だったとしても、同じ結果になったという含意もある。そうであるとすると、その

ときに判断が誤ったとしても、その責任を亀山氏のような立場の人間に一方的に負わ

せることはできないという釈明もある程度は成り立つかもしれない。 

   しかし、彼が与えられた制約条件内で全力を尽くしたのかどうかの真偽は、上告審

の審理がどのようなもので、どのような制約があったのかについての情報が公開され

ていなければ、確認することはできない。そして、そのような情報は、現在の司法の

制度、運用のあり方では、一般的に公開されることはなく、そもそもそのような言い

分が妥当なものであるかどうかを公的に検討する機能、機構は存在しない。 

   亀山氏の主張が正しく、彼には適正な裁判官としての知識と良識と能力があり、上

告審の審理において、全力を尽くして最善の方策を講じ、そのうえで、誤判が発生し

たとするのならば、それは当時の司法において、単に個人的なミスではなく、制度的

な欠陥がある可能性を考慮しなければならないことになる。そのような欠陥が、制度

の中に存在しているとなれば、それは看過できないもので、欠陥があるのかどうか、

あるとすればそれはどのようなものであるのか、実施された審理の過程を振り返りな

がら、検証しなければならない6。その意味で、亀山氏の職務は、審理において結論と

                                                  
6 日本の司法では、亀山氏がインタビューで述べたとおり、冤罪が起きる原因を司法の制度的な欠陥ではなく、警察、

検察がミスを犯したことだけに、限定しようとする姿勢が現在も継続している。足利事件などの冤罪が明らかになった

後、裁判官の判断ミスを導いた裁判制度上の欠陥に可能性は、公的には問題視されないまま、警察、検察の捜査の問題

に限定して、捜査の可視化などが法的に検討された。ところが、制度として実現した刑事訴訟法の改訂では、取り調べ
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しての判決を下した時点で完了するのではなく、その導出過程に問題はなかったのか

どうかをいつでも再検討するために情報を用意しておくところまでが範囲であると考

えるべきである。特に、足利事件のように、「最善を尽くした」結果が誤判になった場

合には、そのような情報の提供と検証は非常に重要になる。 

 

    ⑥⑥⑥⑥    足利事件は特別なものではなく普通の裁判だったという認識足利事件は特別なものではなく普通の裁判だったという認識足利事件は特別なものではなく普通の裁判だったという認識足利事件は特別なものではなく普通の裁判だったという認識 

   亀山氏が、足利事件の失敗＝誤判の原因に関する、自らの職務の遂行過程について

の検証情報を、いずれかの機関に提供し、いずれかの機関で検証が行われたかどうか

は、不明である。氏は、足利事件は普通の裁判だったと答えているので、特別な検証

は何も行わなかったと考えるべきかもしれない。仮に、そのような検証が行われたと

しても、その情報の公開がなければ、検証結果が次回に生かされる可能性は極めて小

さい。 

 

裁判官人事シ裁判官人事シ裁判官人事シ裁判官人事システムの根本的な見直し、改革の必要性ステムの根本的な見直し、改革の必要性ステムの根本的な見直し、改革の必要性ステムの根本的な見直し、改革の必要性 

日本国憲法 15 条 1 項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権

利である」と定めており、これは、公務員である裁判官の任免、懲戒などを含む人事への

監視経路が国民に保障されねばならないと解される。しかし、足利事件の誤判に関与した

裁判官の状況を見て明らかなように、裁判官の任免や罷免に関する権限に国民・市民・人

民が参与する制度的な道筋は欠落している7。誤判に関与した裁判官の処分どころか、誤判

が確定したときの裁判所における意思決定過程を知ることが、不可能になっている。この

ような状態は、司法の制度と運用によって、発生するものであるが、その根拠になってい

るのが、日本国憲法第 6章の規定、特に 78条と 79条の規定であるという疑いがある。 

司法のあり方について、制度と運用の二方面から検討する必要がある。運用について、

これを批判して改善させる国民・市民・人民からの経路がない。制度については、日本国

憲法第 6 章の規定の失敗にその根拠がある可能性がある。したがって、この問題を取り扱

うためには、日本国憲法第 6章の規定を含めた司法の再検討を行う必要がある。 

以上 

2016 年 8 月 18 日 

巫召鴻 

                                                                                                                                                  
の可視化の実現は、極度に限定され、しかも、その交換条件として、司法取引など検察の権限を強化する規定が盛り込

まれた。検察の焼け太りだという指摘もある。 

7 他方、砂川事件の先例が示すように、最高裁は容易に外部の圧力に屈服し、裁判官はその最高裁の司法行政の管理に

従属しているという現状がある。 


