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平成２２年刑（わ）第２９４９号 公務執行妨害，傷害被告事件 

被告人  大 髙 正 二 

 

弁 論 要 旨 

 

２０１２年６月１３日 

 

東京地方裁判所刑事１０部 御中 

 

                                弁護人 弁護士  萩  尾  健  太 

 

                同        大  口  昭  彦 

 

                同        長 谷 川  直  彦 

 

                同        河  村  健  夫 

 

同        岡  田  浩  志 

 

同        安  井  琢  磨 

 

 

 

 

 

大高正二氏に対する頭書被告事件につき、弁論の要旨は、下記のとおりである。 

 

記 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 本件において、大高氏は、裁判所職員である●●憲治（以下、「●●」という）

氏に対して、暴行・傷害行為も一切行っていない。 

 また、そもそも、裁判所職員が行っていた公務は、違法な公務であり、検察官が

主張する公務執行妨害罪は成立しない。 

 本件は、本件発生前から裁判所の門前で裁判官批判、司法の官僚主義化批判を鋭

く行ってきた大高氏に対して、かねてから悪感情を抱いてきていた裁判所職員らが

大高氏を刑務所に送って「口封じ」することを狙って惹き起こした、明白なえん罪

事件であり、犯罪事実とされているものは全て虚構である。 

   よって、大高氏は、無罪である。ただし、それ以前に、検察官は、大高氏の行為

が犯罪を構成しないことを知りつつ、裁判所事務局の要請に基づいて大高氏を差別

的に起訴したものと言えるから、大高氏に対する起訴は、公訴棄却とされるべきで

ある。 

 

第１第１第１第１ 本件公訴は棄却されなければならない本件公訴は棄却されなければならない本件公訴は棄却されなければならない本件公訴は棄却されなければならない 

弁護人は、本件公訴の棄却を求めている。その理由は、嫌疑無き起訴と、差別的

起訴である。いずれも、裁判所の大高氏に対する嫌悪と偏見を受けて、検察官が恣

意的な起訴をなしたという事実を重要な要素とする。 

嫌疑無き起訴については、嫌疑がないことの内容については、後述する犯罪不成

立論と重なるから、以下では、裁判所の大高氏に対する嫌悪と偏見の事実及び差別

的起訴について、特に論じることとする。 

 

    １１１１    恣意的な公務の執行恣意的な公務の執行恣意的な公務の執行恣意的な公務の執行 

((((1)))) 大高氏の司法批判行動大高氏の司法批判行動大高氏の司法批判行動大高氏の司法批判行動 

  大高氏はかつて、自らが当事者となった裁判において、裁判官が大高氏の主張

を十分に吟味しようともせずに一方的に手続を進め判決を出すやり方を、身を以

て体験した。そのことなどから、司法の官僚主義化の進行に深い危機感を抱き、
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２００６年頃から、東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎前において、裁判所を

利用する一般市民、弁護士、裁判所職員、裁判官等に向けて、拡声器等を用いて

司法の問題を告発する活動を行ってきた。大高氏の告発は、自ら体験した訴訟の

みならず、その後他の事件を傍聴した際の裁判官や裁判所職員らが取った言動に

裏打ちされ、主権者としての立場に確乎として立った合理的で迫力のあるもので

あった。指摘する内容も民事裁判における事実認定や裁判員制度の問題点など多

岐に及ぶものであり、鋭いものであった。大高氏は、法曹関係者ならば誰でも「あ

の人か」と特定できる「有名人」となっていた。 

   大高氏のかかる活動は、表現の自由（憲法２１条）の行使であることは当然と

して、裁判を受ける権利（憲法３２条）や公開裁判制度（憲法８２条）に直結す

る主権者（憲法前文、１条）としての活動であり、高度に保障されなければなら

ない性質のものであった。 

   

    ((((2)))) 裁判所、検察官の大高氏への憎悪と監視裁判所、検察官の大高氏への憎悪と監視裁判所、検察官の大高氏への憎悪と監視裁判所、検察官の大高氏への憎悪と監視 

    しかしながら、大高氏によるこのような正当な告発は、裁判所の正面玄関近く

での再三再四の裁判批判であるため、裁判所にとって面白いはずはなく、東京

高裁、東京地裁の中枢はもとより、「被害者」の●●をはじめとする裁判所の

職員の「憎しみの的」であった。裁判所職員らはこれを敵視し、ことあるごとに

大高氏を裁判所構外に退去させる命令を発し、強制的に執行するなどの行為を繰

り返してきた。 

この点について、検察官は論告要旨１４頁で「被告人が合同庁舎内において問

題行動に出たために、これまで３０回程度にわたる命令の発令、執行が行われ、

その際多数の裁判所職員が打撲などのけがをさせられてきたにも関わらず、被告

人が検挙されずにきたことなどの理由が全く不明である」などと主張する。しか

し、大高氏が「検挙されずにきた」のは、大高氏が実際は裁判所職員に「打撲な

どのけが」をさせておらず、裁判所が大高氏の行動を妨害しようと言いがかりを

つけていたに過ぎないためであって、理由は自明である。 

        そもそも、「多数の裁判所職員の打撲などのけが」の事実については確実な証
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拠の提出はもとより、具体的な事実の主張すらなされていないところの、根拠無

き論告である。被告人に対する検察官の、このような根拠無き非難は、極めて不

当であり違法な訴訟行為であるから、撤回を要求する。 

 そして、かつ、留意さるべきは、検察官がこのように違法不当な論告をなして

いるというこの事実自体によって、この数年間、裁判所前で鋭い批判を浴びせら

れ続けてきた官僚主義司法の主要な当事者である検察官の、被告人に対する強い

嫌悪・憎悪・悪意がはしなくも露呈されているということである。 

     そうした憎悪のもとで、大高氏の動静は裁判所職員らから細大漏らさず監視観

察されていた。そのことは、論告要旨１頁でも「同職員らは､遅くとも平成２０年

ころからは被告人の合同庁舎内における活動に留意しており、必要に応じて適切

な対応がとれるよう関係部署の職員と連絡を取り合うなどしてその動静を監視す

るようにしていた」と記載されているとおりである。 

 

        ((((3)))) 恣意的・差別的な携帯電話を所持しての入構禁止命令恣意的・差別的な携帯電話を所持しての入構禁止命令恣意的・差別的な携帯電話を所持しての入構禁止命令恣意的・差別的な携帯電話を所持しての入構禁止命令 

     ２０１０年２月には、裁判所管理者は、大高氏が法廷前の廊下を写真撮影した

ことを口実に、携帯電話の持ち込みを庁舎管理権を名目に包括的に禁止してき

た。 

  他の裁判所に出入りする者は携帯電話の持ち込みを何ら咎められないのに、

一人大高氏のみ携帯電話の持ち込みを禁止した点に、裁判所管理者の大高氏に

対する強い差別的意図が現れている。 

        なお、ここで注目されることがある。それは、現在の携帯電話の機能や普及の

現況からすると、携帯電話機器を携行しての裁判所庁舎入構を、一般的に禁圧す

ることは出来ないということを、検察官も論告に於いて認めるに至っているとい

うことである（５頁）。これは、本件を評価する上で、極めて重要な事実である。 

    「近時携帯電話機の普及率は著しい」として「通信機器としてのみ使用する意

図で携帯電話機を携帯しているに過ぎない者についてまで庁舎内への立ち入りを

近時、あるいは退去命令を発するのはまず現実的でないし、利用者の権利利益に

対する過度の制約となる」という検察官のこの見解自体は、全く正当である。更
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に、理由としてはこれに加うるに、庁舎内には公衆電話が極く少数しか設置され

ていないという現状も、弁護人は強調しておきたい。すなわち、一日中裁判所の

裁判官室で過ごし、必要に応じて手許の電話機を使用することの出来る裁判官に

はそういう苦労がないかも知れないが、現状に於いては、携帯電話を携行してい

ないと、業務上・生活上の重要な通信も事実上不可能なのであって、「携帯電話

を持ったまま入構するな」などという禁圧自体極めて非現実的措置と言わざるを

えないのである。そのような禁止自体、職業・業務行為に対する妨害とさえ言わ

ねばならない。 

    しかして、裁判所構内での撮影行為自体は、少なからず見られるところである。

しかし、だからと言って、一種保安処分的に将来に向かって携帯電話を携行した

入構を禁止するなどといった措置は、大高氏以外に対しては全くとられてはいな

い。では、なにゆに、大高氏のみに対しては、このように不利益の大きな処分が、

東京高裁によってなされたのであろうか・・・・・・、裁判所当局の大高氏に対

する偏見・嫌悪等を抜きにしては考えられないことが明らかである。 

    なお、更に付言するならば、いわゆる公安事件の公判の場合には、警視庁公安

部の係官が多数出動し、裁判所廊下にまで出張ってきて、傍聴者の面割りを行っ

てメモを作成しているという違法状態が、通常となってしまっている現実が存し

ている。過般５月１８日午前１０時から、庁舎４２９号法廷に於いて、本件と弁

護人を一部共通するさる公安事件の公判が開催されたのであるが、遺憾ながら同

様の事態が現出した。 

    のみならず、公安部職員達はビデオまで携行してきて、廊下に所在していた傍

聴人の撮影を行うという違法行為を行った。傍聴人の抗議によって、さすがに裁

判所職員がこれを停止させたという事態があった旨報告されている。しかし、傍

聴人からの抗議があるまでは、裁判所職員はそのような撮影行為を黙認していた

のである。もちろん、大高氏のような処分を受けたという事実は聞かれない。 

    たった一度、無人の裁判所廊下を撮影しただけで、処分を受けた大高氏と、こ

こまで図々しく撮影行為を行っても黙認され、格別の処分も抗議も受けていない

やに見える警視庁公安部職員に対する、裁判所の対応の相異は、一体何に起因し
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ているのか・・・・。公安警察に対する親和性と共に、これと正反対である、大

高氏に対する異常・過剰な警戒感・敵意の存在は否定できないであろう。 

 

    ２２２２    本件当日の裁判所職員の対応の恣意性本件当日の裁判所職員の対応の恣意性本件当日の裁判所職員の対応の恣意性本件当日の裁判所職員の対応の恣意性 

   本件当日の２０１０年８月１０日においても、大高氏が午前１１時ころ裁判所構

内に入構すると、ただちに裁判所管理課職員及び警務課職員らが「相互に連絡を取

り合い」、大高氏が入廷した４２４号法廷の民事訟廷庶務係事務官にも「大高氏の

動静に留意するように」との連絡をわざわざ入れたとされている（検察官冒頭陳述

２頁参照）。大高氏が事件当日裁判所に入構する際に、粛然と平穏に入構している

ことには争いがない。それにもかかわらず警務課職員らが「相互に連絡を取り合い」

民事訟廷庶務係事務官にも「大高氏の動静に留意するように」との連絡を入れてい

るという事実は、裁判所職員らが大高氏を敵視して日常的に排除の機会を狙ってい

たことを裏付ける事実である。 

   当然ながら、大高氏が何時ころに裁判所構内に入構するか（あるいは入構しない

か）などは、そのときその時になってみなければ分からない。それにもかかわらず

裁判所管理課職員と警務課職員が大高氏の入構を「確認する」ことができた理由は、

大高氏が入構する前から裁判所職員らが大高氏の動静を観察し、管理課職員ないし

警務課職員に報告していたからである。これは、まさに過剰警備以外の何ものでも

ない。 

大高氏に対する入構禁止命令や強制退去命令の発令もそれらの執行もいずれも上

記の動機から恣意的差別的に行われたものである。 

 

３３３３    裁判所管理者、警察、検察の職務犯罪行為裁判所管理者、警察、検察の職務犯罪行為裁判所管理者、警察、検察の職務犯罪行為裁判所管理者、警察、検察の職務犯罪行為 

 大高氏が●●氏に「暴行」を働いたとされたときは、周囲に裁判所職員、即ち

●●の同僚しかいないときであり、「目撃者」はすべて裁判所職員である。端的

にいえば、裁判所の上層部が「大高氏憎し」の観点から働きかければどうにでも

なり得る人たちである。 

 また、本件告訴は、東京高裁の最上層部（長官を含む）の意思に基づき、東京
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高裁を代表する形で東京高裁事務局長が行った告発である。 

 要するに、本件事件は、シナリオの制作から演出、配役その他すべてが東京高

裁、東京地裁であり、裁判所管理者の「一人芝居」とでもいうべき性質を有して

いる。 

 他方、大高氏は、法廷前の廊下から庁外に連行されるときに、身体を強く押さ

えつけられた上「空中浮揚」よろしくの暴行を裁判所職員から受け、全治１週間

のケガを負った（弁６，弁７）。 

 東京逓信病院発行の同日付診断書（弁６）には「左側頭部、前・後頸部、前胸

部、左側胸部、右前腕部打撲傷」「上記打撲症にて本日より７日間の安静による

治療が必要です。」と記載されている。 

 大高氏は、この暴行によるケガを警視庁丸の内署に被害を届け出たが、警視庁

丸の内署は、現在に至るまで一切大高氏の訴えを取り上げようとしない。 

  そのため、大高氏は、２０１０年１１月に逮捕されるに至るまで、丸の内署批

判の街宣行動にも取り組むに至った。それを丸の内署が嫌悪し、大高氏に対する

差別的意図を抱いて、裁判所管理者の告発を積極的に実現すべく事件をねつ造す

るために証拠固めを行うに至ったのである。 

 本件事件が裁判所管理者の「御用達」の事件であるため、警察官は●●氏の供

述をもとに「目撃者」の供述なども調書化して証拠を固めた。 

 このように、裁判所管理者と警察が協力して立件しようとする動きには、検察

官は逆らうことが事実上出来ない立場である。検察官は、裁判所・警察の意を受

けて大高氏について本件で起訴したのである。しかし、それは前述した裁判所と

警察の職務犯罪の認容であって検察官による職務犯罪と言う他ない。 

 検察官自身が大高氏への活動への強い嫌悪感を有していることが本件論告要

旨にも現れている。大高氏の言論･表現の自由に基づく正当な批判に対し「公共の

場では他人に迷惑をかけないようにするというレベルの社会常識、公共マナーが

身についていない」（１６頁）、「自己の人権に関しては激しく声高に主張する

ものの、他人の人権、権利利益に対しては一顧だにせず」（１７頁）、「身勝手

かつ自分優先極まりない人権意識」（１７頁）、などと攻撃する。さらには「被



8 

 

告人は、いずれ社会復帰して後も、従前同様の街宣活動等に藉口した問題行動を繰

り返す旨明言しており」と指摘するなど（１７頁）、大高氏の言論活動そのものを

敵視する立場を表明している。 

 

    ４４４４    公訴棄却の要件について公訴棄却の要件について公訴棄却の要件について公訴棄却の要件について 

((((1))))「チッソ川本事件」１９８０年１２月１７日付第一小法廷決定の誤謬性「チッソ川本事件」１９８０年１２月１７日付第一小法廷決定の誤謬性「チッソ川本事件」１９８０年１２月１７日付第一小法廷決定の誤謬性「チッソ川本事件」１９８０年１２月１７日付第一小法廷決定の誤謬性 

  ア 公訴権濫用論による公訴棄却については、チッソ五井工場川本事件に対する１９

８０年１２月１７日付最高裁第一小法廷決定が存し、これが指導的判例だとする見

方も存しないわけではない。 

   しかし、この決定はそれ自体論理矛盾を来たしており、誤謬性が明らかであって、

何ら採るをえないものである。 

  イ すなわち、同決定は、「検察官の訴追裁量権の逸脱が、公訴の提起を無効ならし

める場合のありうることを否定することはできない」として、原審東京高裁の公訴

棄却判決を維持しながらも（それ自体はもちろん妥当であるが）、しかし、これに

続けて、公訴棄却の要件なるものを示し、「それは例えば公訴の提起事態が職務犯

罪を構成するような極限の場合に限られる」などと判示した。 

  ウ しかし、では、川本氏を起訴した検察官の公訴提起は、「職務犯罪を構成するよ

うな極限的場合」であると最高裁は判断しているのか。 

   この決定が、真に裁判と言うに値するためには、とりわけ最高裁のそれに値すると

いうことが出来るためには、自身が示した要件の正当性についての論証はもとよ

り、何よりも、結論の前提として、自らの立てた要件が充足されているということ

が、チッソ五井工場事件・これに対する検察官の起訴行為事実の吟味に基づき、そ

の該当性が論証されているものでなければならないことは、改めて言うまでもな

い。しかるに、これについては何ら述べるところがない。 

      最高裁は、結論の託宣のみをなして、その他については一切口を噤んでいるので

ある。理由不備・理由齟齬が一見して明らかな欠陥決定である。本件被告人の表現

を借りるならば「でたらめ判決」の典型例である。 

 エ  最高裁第一小法廷のこの矛盾撞着は、「公訴提起が職務犯罪を構成するほどの裁
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量権逸脱」なる要件の有害無益性を明らかに示している。仮に、この決定を意味あ

る判例として援用するというのであるならば、「川本氏に対する公訴提起は裁量権

を逸脱した、職務犯罪をも構成すべきもの」との論証を、同事件の事実に則してま

ず論証すべきである。 

 これをなすことなく、同決定を振回すことは、司法の欺瞞であり、法曹としての

怠慢であるとの譏りを免れないであろう。 

オ  では、最高裁はいかなる事情に基づいて、検察官の上告を棄却し、東京高裁の公

訴棄却判決（寺尾判決）を維持したのか。 

   それは、最高裁といえども、「正義・公平」を最高の指導理念とする司法機関を

統括するものとして、東京高裁の原判決が述べたところの、まことに事理兼ね具わ

った理由を否定することは、出来なかったからである。それは、最高裁が、その言

うところの「職務犯罪・・・」という法理とは別の法理によって、結論を導いたこ

とを自己暴露している。 

カ なお、念のために、ここで、「チッソ川本事件」に関する東京高裁判決（１９７

７年６月１４日）について、瞥見しておくこととする。 

 a  公害史上稀にみる水俣病被害を惹起した加害企業に対する検察権の発動が

時期を失した一方、工場排水の排出中止を求めて抗議活動に出た漁民等に対

する刑事訴追と処罰は迅速、峻烈であったこと、 

 b   水俣病をめぐる複雑な事情を背景に登場した被告人らの自主交渉派の置か

れた客観的状況の下で、本件起訴は対立する当事者の一方に荷担する結果を

もたらしたこと、 

 c  本件傷害の被害者らには被害を甘受すべき理由はないが、被告人らのチッ

ソに対する感情には同社の対応に起因して容易に抜き難いものがあり、被告

人らの行為に行過ぎがあったとしても刑罰で臨むのは妥当性を欠くこと、 

 d  自主交渉の過程におけるトラブルでは、会社側の暴力によって、被告人ら

患者や支援者にも負傷者が出ているのに、チッソ社員に対して訴追がなされ

ていない不平等があること（ チッソ五井工場事件では、会社側の暴力によ

って、世界的なカメランとして著名なカメラマンであるユージン・スミス氏
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も顔面を殴打され、片眼を失明するという違法事案が発生している。しかし、

この傷害行為に対しては検察官は何ら職務行為を行わなかった・・・・弁護

人注） 

まことに情理兼ね備わった説得的判決と言うべく、ここに、なぜ公訴棄却論が必

要であり、実務上定着するに至ったのか・・・、その根拠を知ることが出来るであ

ろう。 

 上記高裁判決がなされた当時、学説では若干の付加的議論はあっても、これを支

持する見解が大多数であり、マスコミの論調・世論も概ね同様であった。 

 最高裁が上告を棄却した以上、東京高裁判決こそが今も生き続ける判決である。 

キ  しかし、最高裁は、真正面からは東京高裁判決に対する批判は出来ないがゆえに、

結論は維持しつつも、それにとどまることは敢えてせず、自身の結論とは矛盾する

ことが誰の目にも明らかな、全く余計な公訴棄却についての要件論を唐突に持出し

た。以降、公訴棄却について下級審にたがはめをなさんとの政治的機能だけは果た

そうとしたのである。 

   すなわち、「検察官の広汎な裁量権」を前提にした「職務犯罪を構成するほどに

極端なその行使の逸脱 云々」などという要件では、現在の実務のもとでは、多くの

不当起訴事例は公訴棄却該当性を失うことが容易に考えられる。結局は、裁判所は

それらに対するチェック機能を自ら手放し、検察に追随することとなってしまうこ

とが明らかなのである。 

    それらの点で、最高裁のこの決定は、まことに、卑劣で狡猾な裁判行動という以

外の何ものでもない。 

 しかし、例えば、形式的に構成要件に該当する行為を行いながら、自分以外の者

は全て不起訴になりながら自分だけが起訴されれば、誰も納得がいかないだろう。 

それゆえに、公訴棄却について、このような低レベルの最高裁の先例には指導性

は皆無である。それではいけないのである。 

 

((((2)))) 公訴権濫用論の限界を克服した、新たな公訴棄却論公訴権濫用論の限界を克服した、新たな公訴棄却論公訴権濫用論の限界を克服した、新たな公訴棄却論公訴権濫用論の限界を克服した、新たな公訴棄却論 

ア 公訴権濫用論の限界 
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ａ  最高裁の議論は、公訴権濫用論について一定の検討の必要性を示唆している。 

 最高裁決定のこの限界は、検討の視点・作業があくまでも「検察官の公訴提起

行為の限界はどこか」に即して、「裁量権を有する検察官の行った、当該訴追行

為を違法とまで言ってよいのかどうか」という議論に終始しかねない、公訴権濫

用自体の限界でもあったのである。 

ｂ 他方、下級審では営々とした努力が行われてきた。 

  その典型が、例えば、憲法１４条をも援用した「赤碕町長選挙違反事件」に対す

る広島高裁松江支部での控訴審判決（昭和５５年２月４日）である。 

  同判決は、 

    「憲法一四条違反の差別捜査に基づいて、差別された一方だけに対して公訴

が提起された場合、右公訴提起は憲法三一条に違反するから、差別の程度、

犯罪軽重等を総合的に考慮して、これを放置することが憲法の人権保障規定

に照らして容認しがたく、他にこれを救済するための適切な方途がない場合

には、憲法三一条の保障を貫徹するため、刑訴法三三八条四号を準用ないし

類推適用して公訴棄却の判決をするのが相当である。」 

 と判示し、公訴棄却の判決を下した。 

 この判決は、現実へ適用能力を欠いた最高裁の理論より、はるかに妥当な司法と

しての発展性に富むと評価されている。 

ｃ 学説の努力 

   学説からも、最高裁のこうした非現実的な立場・議論に対して疑問が呈された。 

  すなわち、いわゆる実体法説（処罰不相当説）の立場から、 

    「本来の意味での公訴権濫用にふさわしいのは『悪意の起訴』であり、そ

の他のものを公訴権濫用論の名の下に論じることは、検察官の主観的意図の

重視を導き、かえって議論を混乱させるおそれがあり、それらの問題は適正

手続、あるいは被告人保護という観点から訴訟条件の欠如の問題として処理

してゆく方がよい。」（鈴木茂嗣「刑事訴訟法」１０７～１１０頁） 

  として、問題意識の提起と理論構築の試みが続けられているところである。 
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イ 訴訟条件論構成・憲法条項の直接適用、及びその論拠となる判例理論 

ａ 最高裁決定の限界・根本的誤謬の理由は、議論の視点が直接の実定法である刑

事訴訟法のレベルを離れることなく、不必要不相当に拘泥し、これら実定法規の

そもそもの根本規範授権規範である憲法からの視点が一切欠落していることにあ

る。 

  即ち、裁判所は日本国憲法より授権され、裁判権を専権的に行使しているから、

裁判所は、いかなる裁判でも根本的には憲法の条項に則って裁判を行わなければ

ならないにもかかわらず、現実はそれがなされていない。 

  憲法的立場からすれば、起訴が有効か無効かということが問題なのではなく、

そもそも裁判をすること自体が相応しくないと端的にいいうる場合が存在する。

刑事訴訟制度は、このような場合にいかに妥当な対応をなしうるのかという訴訟

理論をこそ備えねばならない。公訴提起の有効性に縛られた発想ではなく、憲法

上裁判が可能であるのかとの訴訟条件論（憲法論的・実定法的）的発想への転換、

拡大である。 

ｂ このような発想は、実は最高裁自身が高田事件判決（昭和５２年１２月２０日）

でとった態度である。同判決は、 

    「（憲法３７）条一項は、迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立

法上・司法行政上の措置を要請するにとどまらず、個々の事件につき、審

理の著しい遅延の結果被告人の迅速な裁判を受ける権利が害されたと認め

られる場合には、具体的規定がなくても、審理打ち切りの非常手段がとら

れることを認める趣旨である。」 

 と宣明し、憲法３７条１項の直接適用により免訴判決を下した。 

 この判決は、学会にも好感をもって迎えられ、さしたる反論もない。この判決

は非常に意義深い判例であり、判例理論である。即ち、一定の重大な憲法違反的

事態が生じている場合には、憲法条項の直接適用によって形式判決をなすべきと

したことである。 

 なお、高田事件の場合、公訴棄却でなく免訴とされたのは、第一審裁判所が、

迅速な裁判条項違反ということから「公訴時効成立の場合に準じ」との構成を行
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ったからに過ぎない。同判決の真骨頂は、憲法条項の直接適用による非常手段と

しての訴訟打切り、形式判決にこそある。その意味で、公訴棄却が特に否定され

た趣旨ではないから、以下、特に区別をなすことなく、憲法的形式判決として議

論を進める。 

ｄ このように最高裁は、「不相当に長い裁判」について、刑事訴訟法レベルでの

実定法的議論では本来的解決に至らない場合には、躊躇なく、刑事訴訟法の上位

規範である憲法の立場から判断を下してきたのである。最高裁自身が採っている、

こうした理論を前提にすれば、当然他の条項にあっても重大な憲法違反的事態の

生じている場合には、当該条項を直接適用し、形式判決により被告人を早期に解

放すべきであるし、それは可能であるという結論が導かれる。 

   検察官に訴追裁量権が与えられていることは事実ではあるが、しかしその裁量

権の行使は適正でなければならないことは、改めて言うまでもない。よって、そ

のような場合、基本的人権の侵害であるし（憲法１３条）、法の下の平等（憲法

１４条）に反するばかりでなく、適正手続（憲法３１条）にも反するのである。 

   その場合、憲法違反故の訴訟条件の欠缺によって、当該裁判所が被告人に対す

る裁判を行う権限を有しないものとなるのであるから、刑事訴訟法３８８条第１

号に基づき、公訴が棄却さるべきである。 

 

    ５５５５    本件の差別的起訴本件の差別的起訴本件の差別的起訴本件の差別的起訴 

 前述のように、大高氏は裁判所職員らの差別的意図による携帯電話持ち込み禁

止、さらに差別的な強制退去命令とその「強制執行」により全治一週間の傷害を

負っている。それにも拘わらず、およそ嫌疑薄弱な大高氏の「暴行」のみを意図

的に取り上げて警察による差別的捜査が行われ、それを受けた検察官が一方の大

高氏のみを起訴－事件化したのである。これは、上記の赤碕町長選挙違反事件同

様、明らかに差別的で不平等な起訴である。 

 差別的、不平等な起訴は、憲法１４条に反するのであるから、本件大高氏に対

しては訴訟条件が欠如していると言える。よって、公訴棄却とされなければなら

ない。 



14 

 

 

    ６６６６    最高裁判例によっても「職務犯罪」に当たる最高裁判例によっても「職務犯罪」に当たる最高裁判例によっても「職務犯罪」に当たる最高裁判例によっても「職務犯罪」に当たる 

 前記のとおり、チッソ川本氏事件に関する、１９８０年１２月１７日最高裁第

一小法廷決定は、何らの指導的意義を有しないものなのであるが、ここで百歩を

譲り、仮に、そこで示されたところの、「職務犯罪・・・・」との要件を前提し

たとしても、本件はこの要件に該当すると言うべきであることを、念のために指

摘しておく。 

 けだし、検察官は公益の代表者として不適切な起訴をなしてはならない厳格な

義務を有しているのであるから、警察等の職権濫用を認容した場合も検察官とし

ての「職務犯罪」にあたる。そのようなものも含めた「極限的な場合」は、近時

の大阪地検特捜部による証拠捏造や、拷問が行われた志布志事件にみられるよう

に、現在も実はしばしば生じている。そして、前述の通り、本件は、まさにそ

うした場合に当たるのである。 

 よって、この点でも、本件は、公訴棄却されなければならない。 

 

第２第２第２第２    裁判所庁舎管理規程の違憲無効性裁判所庁舎管理規程の違憲無効性裁判所庁舎管理規程の違憲無効性裁判所庁舎管理規程の違憲無効性 

  １１１１    本件に於ける裁本件に於ける裁本件に於ける裁本件に於ける裁判所庁舎管理規程の位置（その違憲無効性と、本件への影響）判所庁舎管理規程の位置（その違憲無効性と、本件への影響）判所庁舎管理規程の位置（その違憲無効性と、本件への影響）判所庁舎管理規程の位置（その違憲無効性と、本件への影響） 

    ((((1)))) 刑事訴訟としての本件の構造刑事訴訟としての本件の構造刑事訴訟としての本件の構造刑事訴訟としての本件の構造 

   ア 公務の適法性の要件 

ａ 本件発生の具体的経過に鑑みると、本件の根柢には、裁判所庁舎管理規程の問

題が存在していることが明らかである。 

    すなわち、被害者とされている裁判所職員は、裁判所庁舎管理規程に基づく一

連の、裁判所庁舎からの大高氏の実力排除という公務に従事中であったとされて

いるからである。 

  ところで、公務執行妨害罪成立のための要件としては、当該公務員の執行して

いる公務が、内容・手続に於いて、一般的に、かつ具体的に適法なものであるこ

とが要求されている。憲法前文１項・同１５条２項等の趣旨にふまえるならば、

違法な公務までが、適法なそれと同様に保護されなければならない理由は存在し
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ないから、これは全く当然の解釈である。 

ｂ  それゆえ、本件にあっては、まず、当該裁判所職員の執行していた「大高氏の

裁判所庁舎からの排除」という業務について、当該公務員が、一般的かつ具体的

に職務執行の権限を有していたのか、すなわち、その内容・手続の両面に於いて

適法であったのかということが、大きな問題となる。 

    仮に、それらに瑕疵が存するならば、本件公務は適法ではなかったのであり、

したがって公務執行妨害罪は成立しないのである。 

 

イ 本件の経過 

  このような本件の構造・特質に鑑みつつ、適切な判断が下されるためには、ま

ず、本件の経過が検討されなければならない。 

ａ 本件には、以下の経過が存している。 

① 長年に亘る、裁判所玄関前に於ける、大高氏による司法・裁判所に対する批判

活動の存在 

② ２００９年２月、大高氏の携帯カメラによる、東京高裁・地裁庁舎のいわゆる

「警備法廷」外部の廊下の状況の撮影行為（一度のみ・かつ当該写真の内容に於

いては、単に廊下が写っているだけで、格別に裁判所の秩序を乱すものと評価さ

れるような事情は存在していない）についての裁判所職員による現認 

③ 東京高裁裁判所管理者による、「裁判所の庁舎等の管理に関する規程」（以下

「裁判所庁舎管理規程」ないし「庁舎管理規程」という）１２条１項に基づく、

大高氏に対する２００９年２月２７日付「携帯電話を所持しての入構を禁ずる」

との命令の発出 

④  ２０１０年８月１０日、大高氏が携帯電話を所持して裁判を傍聴した事実を、

裁判所職員が現認。（なお、被告人は携帯電話をマナーモードにしているところ

を現認された。） 

⑤ 昼休直前に裁判は何事もなく終了し、平穏に傍聴していた大高氏は法廷外に退

出していたが、法廷前の廊下に於いて、すでに携帯電話を現実には所持していな

い大高氏に対して、裁判所職員が「構外退去」を命令 
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⑥ 大高氏がその法的根拠等について質問し、議論となっていたところ、 

裁判所警務課から出動してきた職員約１０名程によって、大高氏に対して実力行使

開始。直接に体を持ち上げるなどの行為を行って制圧した上で、庁舎１階の第２

南通用門から構外に排除 

ｂ 裁判所の構外退去命令の執行としては、通常は閉門され施錠されている上記第

２南通用門から、対象者を排除したうえで、再度施錠するまでが構外退去命令執

行の裁判所職員の業務であるとされている。東京高裁事務局管理課課長補佐の■

■和文氏は、施錠は執行の「一番最後の段階だと思います」と明確に証言した（■

■３６頁）。 

   本件は、大高氏が構外舗道上に排除された後に、再施錠行為中の●●守衛長に

対して暴行がなされたと主張されている。 

  よって、本件は、大高氏に対する構外退去命令執行中の公務員に対する 

妨害行為としてなされたと構成されているのである。 

 

ウ 庁舎管理規程、ないし本件に於けるその運用の機能 

  検察官からは、大高氏に対する規制・執行の適法性の一般的根拠としては、裁

判所庁舎管理規程の存在が主張されている。 

 すなわち、裁判所の「庁舎等の管理に関する規程（以下「庁舎管理規程」とい

う）」１２条１項８号には、「裁判所の禁止に反し写真機、録音機その他これら

に類するものを持ち込み、又は持ち込もうとする者」に対して、「管理者は・・

・庁舎等への立ち入りを禁止し、又は退去を命じなければならない」と規定され、

これが、大高氏に対する裁判所庁舎立入禁止命令および構外退去命令の根拠とさ

れている。かつ、本件の具体的事実に即して、その運用の合理性・適法性が主張

されている。 

   それゆえに、●●守衛長に対する大高氏の行為は、適法に公務を遂行している

公務員に向けられた暴行行為であり公務執行妨害罪を構成するものとなされて

いるのである。 

  しかし、本件庁舎管理規程およびその具体的運用を評価すると、後述するとお
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り、それらは明らかに違憲無効である。 

 

    ２２２２  本件裁判所庁舎管理規程の違憲無効性本件裁判所庁舎管理規程の違憲無効性本件裁判所庁舎管理規程の違憲無効性本件裁判所庁舎管理規程の違憲無効性 

  (1)  庁舎管理権についての一般論、および本件「裁判所庁舎管理規程」・本件に於け

るその運用の問題性については、平田和一 専修大学法学部教授作成の「意見書」

（弁９）・新屋達之 大宮法科大学院大学教授作成の「意見書」（弁１０）によっ

て、詳細に立証したところである。 

       そもそも、裁判所の庁舎管理権・裁判所による規程については、通常、丁度本件

に於ける検察官の如くに、恰かも、法的議論以前の、それ自体で当然のものである

もののような、全く没論理としか言いようのない形式主義を以て扱われがちであ

る。 

    しかし、専門家によるこれら論攷によるならば、決してそのような、論理を拒絶

した、単純で権力万能主義とさえ思われるような官僚主義的思考で終始されてよい

問題ではないことが、明白である。 

    以下、これらによりながら、この問題について考察することとする。 

 

    ((((2))))  本件「裁判所庁舎管理規程」の、憲法上の問題性本件「裁判所庁舎管理規程」の、憲法上の問題性本件「裁判所庁舎管理規程」の、憲法上の問題性本件「裁判所庁舎管理規程」の、憲法上の問題性 

   ア いわゆる庁舎管理権の法的考察 

       まず、国家機関や行政庁の庁舎管理の一般論について述べ、更に裁判所のそれに

及ぶこととする。 

 

    ａ 一般論 

ⅰ 公用物としての庁舎の管理について 

  いわゆる公的機関の庁舎は、国・地方公共団体等の行政主体により、直接に公

の用に供せられる個々の有体物、すなわち公物である。 

 公物は公共用物と公用物に分類される。公共用物は、「直接に公共の福祉の維

持増進を目的として、一般公衆の共同使用に供せられる物」である。それに対し

て、公用物は、「主として国又は公共団体等の行政主体自身の使用に供せられる
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物」であり「官公署の敷地・建物・・・など」「国有財産法・・又は地方自治法

・・にいう公用財産」である。公用物は、「ときとして、一般の使用に供せられ

ることがあるが、それが公用物本来の主たる目的をなすものではない」とされて

いる。 

   （原龍之介『公物営造物法』［新版］有斐閣１９７４年・66～67 頁） 

  「庁舎」は、一般に、ここにいう公用物に当たるとされている。 

   （ただし、裁判所庁舎の特殊な性格については、後述する。） 

 

ⅱ 行政規則としての庁舎管理規程 

 「旧憲法のもとにおいては、従来、地方公共団体の公物に関する府県条例を除

き、府県規則で定めるいわゆる公物管理規則は、講学上の行政規則の性格を有

し、公物の利用者は、その利用者たる資格においてこの規則の拘束を受けるほ

かは、一般に第三者に対しては、とくに国の法令の授権のある場合を除いて、

原則として、その効力を及ぼさぬものとされた。 

 今日においても公用公物たる庁舎等の管理に関しては、法規たる性格を有し

ない行政規則（各省庁・各都道府県の庁舎管理規則又は管理規程のごとし）を

もって定めるのが通例である」（原・104～105 頁） 

 

ⅲ 裁判所の庁舎管理規程も、法規としての性格は、この行政規則に当たると考え

られる。 

 「庁舎管理者が管理権に基づき、庁舎本来の機能を発揮させるために必要な限

度で、庁舎の管理・使用に関して定める規則は、公物管理規則又は営造物規則

とよばれるものがで、行政規則である。公用物である庁舎に関しては、庁舎管

理規則が、組織規程（訓令）として定められている。これについては、法律の

根拠を必要としないとするのが、通説・判例である。」 

                 （塩野宏「行政法Ⅲ」第３版・314 頁） 

 公共用物と異なり「庁舎のごとき公用物は、本来、行政主体の公用に供するこ

とを目的とするものであり」「庁舎管理規則それ自体は、一般に、庁舎の内部的



19 

 

規律たる性質」であり「国民の権利義務を定めるものではない」。 この点では、

庁舎管理規則は、「国公立の大学・病院などの内部的規律又は利用規則と同様の

性質」を有し、「ここでの法秩序の維持も、原則として当該管理者の自治的措置

に委ねられていると解すべき」とされている。（原・238 頁） 

                            

 ⅳ 管理規則の外部効果 

「官庁の庁舎など、特定の関係者の用に供することを前提とする物（公用物）

に関しては、特段の法律は制定されていない」「これは、当該規律の名宛人が

基本的に内部関係者であること、つまり、部分秩序の法理によっているともみ

られる。 

 しかし、管理規則の対象は必ずしも職員に限られるものではないので、ここ

でも、公共用物と同じく、管理規則制定の根拠が所有権その他の物的支配権に

あるとみるのが正当である。なお、この場合、利用が職務上のものである限り、

規律は職務命令として内部化されるが、職員団体、外来の訪問者との関係では、

外部効果が問題とされる余地がある」（塩野・314 頁） 

 この、外部的効果の点について、庁舎管理の効果を比較的に広く認める傾向に

あると思われる原も、以下のとおり叙述している。 

「庁舎の管理保全の目的のための規制と、秩序維持の目的のための規制との２

種」がある。「前者の規定（総則、庁舎等の一般管理、庁舎等の使用管理など）

は、主として内部規律に関するものであるが、後者の規定（立ち入りの制限禁

止、退去命令、撤去等の命令）は、国民の権利義務にも影響を及ぼすような規

定をふくんでいる。後者の場合、どこまで内部規律といえるか、いいかえると、

この種の規定について、法律の根拠に基づくことなくして、これを定めること

ができるかどうか若干疑問である」（原・239 頁）。 

  原によっても「若干」ではあるが「疑問」とされている、この問題については、 

    「『法律による行政』の原理から」「庁舎管理規程において、たとえば、庁舎

等への立入りの制限禁止、庁舎等からの退去命令、文書等の頒布禁止、・・・

などは、憲法の保障する基本的人権の１つである表現の自由を侵すもので、行
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政庁の内部規律たる庁舎管理規則の限界をこえる」 

  ものとする批判がある。 

   （潮見利隆「裁判所庁舎管理規程の役割と性格」法時４１巻１号７０頁） 

    これは、庁舎管理権に関する一般論を考察する上でも、忘れられてはならない

重要な視点である。 

 

 ⅵ 庁舎管理作用及び庁舎管理権について 

 庁舎管理作用について、原は以下のように叙述する。 

「公用物たる庁舎の管理者が、直接、国又は地方公共団体の事務又は事業の用

に供するための施設としての本来の機能を発揮するためにする一切の作用・・

・庁舎の目的に対する障害の防止及び除去（・・・庁舎の秩序維持に支障を及

ぼすおそれのある庁舎内への立入の制限禁止・退去命令・物件の撤去・搬出命

令等のごとし）をなすがごときは、いずれも管理の内容をなす」（原・235 頁）。 

  そして、庁舎管理作用や庁舎管理規則の根拠となる庁舎管理権について、 

原・塩野は以下のように論じている。 

「庁舎管理権は、民間企業における会社の建物・敷地等の企業施設を管理する、

いわゆる『施設管理権』に相当する。施設管理権は、・・・その所有権・・・

にその根拠を求めることができる。」「庁舎管理権は、・・・庁舎をその本来

の目的にしたがって公用に供するために認められる公物管理権に根拠を有す

る。」「庁舎管理権のそのものの本質は、『支配権』の名でよばれるものとは

その本質を異にした、いわゆる管理作用の一種であり、民間企業の施設管理権

とその本質を異にするものではない。」（原・236 頁）。 

すなわち、庁舎管理権は民間企業の施設管理権と同じであり、行政庁舎だから

と言って自力執行力等の特別な権限を有するものではないのである。 

「国益」を強調し「国有財産たる裁判所庁舎に対する管理権」を何か特別なも

のであるかのように述べる論告４頁の記載はこの点で不適切である。 

庁舎管理権の内容としては、原は以下のように述べている。 

「公用物は官公署の建物であれ・・当該建物が奉仕する特定の行政目的のため
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に供される。管理者は、この目的に適合するように管理する義務を有すること

となるし、そこに立入る者は、管理者の管理権（庁舎管理権・・）に服する」

（塩野・350 頁）。 

「庁舎管理権は、・・・消極的に公用に供するという庁舎の目的に対する障害

を防止し、除去し、その他種々の規制をなす作用をふくんでいる（火災、盗難、

その他災害の防止・庁舎内における集会・掲示等の許可・庁舎内への立入・危

険物の持込等の禁止など）。そのうち後者は、一般警察権の作用としても行わ

れる」（原・237 頁） 

 

 ⅶ 公物管理作用と警察作用 

上記の警察作用に関して、庁舎管理規則は 

「職員以外の庁舎利用者にも及ぶが、その違反については、違反者の利用を拒

否することができるにとどまり、原則として、これを実力をもって排除するこ

と、すなわち直接強制は許されない。もし、必要があれば、警察権の発動を要

請するほかはない。」（原・242 頁） 

とされている。 

この点、塩野も、公物管理作用と警察作用を区別して以下の通り叙述している。 

 「公物管理作用は同じ物のうえに行使される警察作用とは異なるものとされる。

警察作用とは、警察法が定める組織体としての警察が行う作用だけではなく、

広く、社会公共の安全と秩序を維持するために、一般統治権に基づき、国民に

命令、強制する作用をさす」                        （塩野・339 頁）。 

                        

 そして、法律の授権がないことを重視して以下のとおり述べている。 

「公用物についても、公物管理と公物警察の問題が生ずる。一般的に、公用

物とりわけ庁舎の管理については、国有財産法も特別の規律を置いていない

し、特別の法律もない。そこで、庁舎管理権者の行使しうるのは、管理作用

にとどまり、警察権を行使することは許されないと解される。したがって、

庁舎等が、外部の者等により占拠されたとしても、公物管理権者としては、
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退去の要請ができるだけで、実力による退去強制はできず、それは、一般の

警察権の発動に待たなければならない」（塩野・340～341 頁）。 

 

 ⅷ 管理作用の実効性の担保手段 

なお、塩野は、一般に、「管理作用の実効性の担保手段」として以下のとおり

り述べる。 

「公物の利用を阻害している者に対し、妨害の排除を図ること自体は管理作

用の内容に当然入ることがらであるが、これをどのように実現するかの問題

がある。すなわち、公物管理権として、退去命令等の命令行為が、行政行為

として認められるかどうかの問題があるが、さらに進んで、これに相手方が

従わない場合に、これに罰則を科すにあたっては法令上の根拠が必要である

ことはいうまでもない。行政上の強制執行に関しても、代執行法の要件を充

足する限りはその適用が考えられるが、物件の引渡し、明渡しなどの直接強

制にわたる実力行使については個別の法律の根拠が必要である（塩野・341

～342 頁）。 

 

   ｂ まとめ 

        以上、代表的と思われる学説をやや詳しく検討してきたが、これらをまとめる

ならば、要するに、 

     「行政当局の庁舎管理権限に基づく庁舎管理規則は、いわゆる行政規則とし

て、庁舎の管理について有効であって、それは外部者に対しても有効ではあ

るが、命令行為や、ましてや強制行為までは認められず、それらは、行政規

則を越える規範力を有する法律による規制・執行によらねばならない。」 

  とされているのである。  

 

  ｃ 特に、裁判所の庁舎管理について 

ⅰ 裁判所も、上記の意味での行政規則の一種である。 

  したがって、上述したところの妥当することは当然である。 
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  しかも、裁判所という場所・空間の特殊性からして、更に以下のことが考慮さ

れなければならない。 

  すなわち、裁判所庁舎には以下のとおりの特質が存在しているのであることが

まず確認されなければならない。 

① 司法を担い、現実に裁判作用を行っている裁判所とは、そもそもは、公衆に解

放されている公共施設であり、更には、 

② 裁判とは、刑事事件であると民事事件であるとを問わず、制度・作用の本質に

於いて、民間人を必須の当事者としている制度である、また、 

③ 裁判所は、公開裁判という憲法上の基本的人権に関わる国民の権利を保障しな

ければならない制度（これも、一般的に刑事民事を問わない）を運営している施

設である（弁１０新屋教授意見書８頁）。 

  庁舎管理とは、そのような裁判所の庁舎に於いて、裁判所が一体どこまで、公

衆の存在・存在態様・行為を制限することが憲法上妥当なのか、或いは許される

のかという、非常に重要な問題に関わるものであって、それゆえに裁判所の庁舎

の管理者だからとして、その自由裁量などに任されてよい問題では全くない。 

ⅱ すなわち、裁判作用は本来的に、裁判官・裁判所職員のみで行われているので

はなく、必ず、一般国民である当事者を必須の構成要素とし、更には、傍聴を憲

法上の権利として行使する市民の使用を当然の前提としている。よって、裁判所

庁舎は、公共用物と公用物の複合的性格を有しているというべきである。 

ⅲ そうした裁判所庁舎の場合、本件のように外部的効果の限界の問題が、一般の

行政庁の庁舎以上に重要なものとして立ち現れてくることになる。 

すなわち、裁判所庁舎の公共用物と公用物との複合的性格に踏まえるならば、

市民は一定の利用について、主体的権限者性を有していることが認められるから、

その利用に対しては、より開放的であることが要請されることになる。したがっ

て、その規制については、いよいよ法律の授権が必要である。ましてや、実力に

よる退去強制などはできないこととなろう。 

ⅳ ところで、「裁判所の法廷については、裁判所法（７１条以下）、刑事訴訟法

（２８８条）、法廷等の秩序維持に関する法律があり、その秩序維持の作用は、
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法廷警察権として説明されている。」 

   「これは、法廷の秩序の維持が公共の秩序の維持に直接関係しているとみるこ

とに由来すると思われる」（塩野・341 頁）。 

    しかし、本件の大高氏への対応は、法廷から出た後の法廷警察権の及ばない場

面であることは言うまでもない。 

        よって、本件では、上記各規定は関係がない。 

 

  イ 本件「裁判所庁舎管理規程」の内容と、憲法上の問題性 

    以上を前提に、「裁判所庁舎管理規程」１２条１項８号の合憲性を検討する。 

    強調してきた如く、行政機関の庁舎管理は、市民に対して法律によらずして一

定の命令やましてや強制をなすことは出来ない。しかも、裁判所は特殊な国家作

用に関する庁舎であって、市民の自由な立入りは、一般の行政庁舎以上に尊重さ

れなければならない。 

    そして、現在、携帯電話の普及率は９２％〜９６％とされており（内閣府及び

総務省の調査結果）、市販されているほぼ全ての携帯電話機にカメラ機能がつい

ている。「カメラ機能付き携帯電話機を所持していること」が入構禁止事由にな

るのであれば、ほぼすべての市民が裁判傍聴をすることができないという非常識

な結論になる。今日において、カメラ付き携帯電話の持ち込みを禁止することは、

一般市民の行動を不当に制限するものであることは明らかである。 

    よって、そうした機器の持ち込みを「裁判所庁舎管理規程」で一律禁止するこ

と自体、違憲の疑いがある。まして、その携帯者について、裁判所長社内に立入

りを禁止し、ないしは退去を命じることは、主権者としての国民の地位を、法的

根拠無くして否認制限するものであるから、憲法前文・１３条・３１条・３２条

・８１条等に違反する。 

 

    ３３３３    結論結論結論結論 

  よって、違憲無効な裁判所庁舎管理規程１２条１項８号による入構禁止命令及び

構外退去命令の発令は違憲違法であり、●●氏の施錠がその執行の一環であるとさ
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れる以上、大高氏が●●氏になしたとされる行為は、適法な公務に対してなされた

ものではないというべきである。 

 

第３第３第３第３ 裁判所職員の公務は違法な公務であること裁判所職員の公務は違法な公務であること裁判所職員の公務は違法な公務であること裁判所職員の公務は違法な公務であること 

    １１１１    本件「裁判所庁舎管理規程」の運用の、憲法上の問題性本件「裁判所庁舎管理規程」の運用の、憲法上の問題性本件「裁判所庁舎管理規程」の運用の、憲法上の問題性本件「裁判所庁舎管理規程」の運用の、憲法上の問題性 

   ((((1)))) 本件「裁判所庁舎管理規程」の合憲限定解釈本件「裁判所庁舎管理規程」の合憲限定解釈本件「裁判所庁舎管理規程」の合憲限定解釈本件「裁判所庁舎管理規程」の合憲限定解釈     

    ア 以上のとおりであるが、一方で、例えば法廷での全く野放図な撮影行為の蔓延

等について、裁判所が事前に一定の抑制をなすことの必要性等の議論にも鑑み、

仮に、一定の合憲限定解釈を試みることとする。 

    その場合、あくまで、その規制措置の必要性の趣旨に則り、当該者の撮影機器

等の持込みによる現実的弊害が実際に発生する高度の危険性が確認された場合

に、最小限の規制が許される、との限定がなされるべきである。 

    庁舎管理にも、いわゆる警察比例原則（ＬＲＡ原則）は当然に適用さるべきも

のとされているが、そのような解釈は、この原則にも適うであろう。 

 前述の原は、庁舎管理権による外部効果として「ある程度、自由の制限を受け

ることがあっても、それが直ちに違法とか違憲と考えるべきではないだろう」と

するが（240 頁）、そのような原でさえも、庁舎管理規則が行政規則であって法

律上の根拠を有しないことを意識して、次のようにその限界を述べていることが

看過されてはならない。 

「ただ、そうした庁舎管理規則による基本的人権の制限は、あくまでも、庁舎

の維持管理の目的にてらし、必要な限度に止まらなければならぬことはもちろ

ん、社会通念上、合理的と判断される範囲に限られなければならない。したが

って、これに基づきなされる具体的な命令・処分その他の措置も、その目的に

てらし、必要な限度にとどまらなければならない。」 

「庁舎本来の公用を妨げるおそれもなく、その機能は害しないような掲示・集

会その他の行為の許可申請を拒否し、又は立入りを制限することは庁舎管理権

の範囲を逸脱することになる」（原・240 頁）。 

    イ 方今、携帯電話の所持者はほぼ１００％近く、その機器には必ずといってよい
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ほどカメラ機能がついている。一方、東京高等裁判所庁舎内には、公衆電話は極

々一部にしか設置されていない。 

 このような現状を前提にするとき、「写真機・・・・禁止し、・・・・命じな

ければならない」などとする本規程の、甚だしい非現実性は言うまでもない。こ

のような規程が、言葉どおりに解釈され、また一律に運用されるならば、そもそ

も裁判所庁舎に立ち入ることの出来る市民は、殆ど皆無となってしまうであろう。

この規程の非合理性は明白なのである。 

ウ したがって、実は、この規程を有効とする立場からしても、現実に運用するた

めには、その限定解釈・及びこれに則った合理的運用ということは、必須の要請

であるはずなのである。 

  しかし、本件においては、遺憾ながら、そのような限定は何ら実行されてはお

らず、違憲の解釈運用であると言わざるをえない。 

 

  (2) 本件におけ本件におけ本件におけ本件における公務の適法性の要件に関わる問題性る公務の適法性の要件に関わる問題性る公務の適法性の要件に関わる問題性る公務の適法性の要件に関わる問題性 

●●氏の公務は、２０１２年８月１０日、他の裁判所職員が大高氏を第２南門

の外に出した後に、門扉を閉め、南京錠を施錠するというものであったが、この

公務には、裁判所による大高氏に対する構外退去命令とその執行が先行し、その施

錠までが構外退去命令の執行であるとされている。そして、その構外退去命令及び

その執行には明らかな違法があり、そもそも構成要件の段階で「公務」の適法性が

認められない。 

この構外退去命令は、①２００９年２月２７日に、▲▲孝管理課課長が大高氏

に対して、カメラ付き携帯電話機を所持しての入構禁止命令を発令したところ、

②２０１０年８月１０日に、その入構禁止命令に大高氏が違反して、カメラ付き

携帯電話機を持ち込んだことを理由に、■■和文管理課長補佐が、大高氏に対し

て、構外退去命令を発令したものである。 

従って、●●氏の公務が適法であるためには、①のカメラ付き携帯電話を所持

しての入構禁止命令、②の構外退去命令が、それぞれ適法である必要がある。 

さらに、③庁舎管理規程に基づいて有形力の行使が認められること、④構外退去
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命令の執行にあたり、必要最小限度を超える有形力の行使がなされていないこと

も、●●氏の公務が適法であると言えるためには必要である。 

このように、上記①～④の要件の一つでも満たさなければ、●●氏の公務は違法

であり、公務執行妨害が成立しないことになる。 

そして、本件においては、前述した合憲的限定解釈の観点に照らせば、上記の各要

件に関し、以下のとおりの問題性が存すると考えられる。 

①α 法廷内ではなく、廊下の状況を撮影したに過ぎない行為を理由として、大高

氏に対して、撮影機能を有する携帯電話を所持したままの庁舎入構を、公衆に

解放された公的空間であるにもかかわらず、禁止した措置（一種の保安処分）

をなしたことに、必要性・合理性・適法性があるか。 

 β 庁舎内での撮影行為は、時折見かけられ、現認した裁判所職員から行為者に

対する制止ないし注意行為が行われているが、しかし特定の来庁者のみに対し

て、携帯電話の所持に関してのかかる保安処分的措置が行われている現実は存

在していない。 

   大高氏のみに対するこのような措置がなされていることについて合理性・適

法性があるか。 

② 当日、大高氏はカメラ機能付携帯電話を所持して、民事訴訟を傍聴したが、不

規則発言等の問題も無く、もちろん荷電も撮影行為もなく（むしろ、大高氏は法

廷であることに配慮して、電話機をマナーモードにしたのである。この操作が職

員によって現認されたのであった）、法廷は終了し、大高氏は法廷から退出して

いた。時間帯は、昼休みに入るところであった。 

 また、大高氏は当該電話機を人に渡しており、現実にはすでに所持していない

状態であった。このような状況に於いて、なお、構外退去が命令されたことに、

必要性・合理性・適法性があるか。 

③ 大高氏がこの命令に即時には従わず、職員に対して抗議・議論を行っていたと

ころ、現場に出動したいわゆる警備室職員多数が、大高氏を実力で構外に排除し

た行為に合理性・適法性はあるか。 

④ 上記行為は、大高氏の身体に直接に実力を加えて制圧の上なされたが、それは
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必要最小限度の実力を超えるものではないか 

 

 以下に述べるように、本件は、上記①～④のいずれの要件も満たさず、●●氏

の公務は違法であり、大高氏には、公務執行妨害罪は成立しない。 

 

２２２２    カメラ付き携帯電話機を所持しての入構禁止命令カメラ付き携帯電話機を所持しての入構禁止命令カメラ付き携帯電話機を所持しての入構禁止命令カメラ付き携帯電話機を所持しての入構禁止命令は違法である（上記①）は違法である（上記①）は違法である（上記①）は違法である（上記①） 

(1) 庁舎管理規程第１２条１項８号に関する▲▲氏の理解の誤り庁舎管理規程第１２条１項８号に関する▲▲氏の理解の誤り庁舎管理規程第１２条１項８号に関する▲▲氏の理解の誤り庁舎管理規程第１２条１項８号に関する▲▲氏の理解の誤り 

▲▲氏は、第５回公判廷において、一般的にカメラ付き携帯電話を持ち込んで

裁判所に立ち入ることは、裁判所の庁舎等の管理に関する規程（以下、「庁舎管

理規程」という。）第１２条１項８号により禁止されており、問題を起こさない

人がカメラ付き携帯電話を持ち込むことは黙認しているが、大高氏は、２００９

年２月２４日に４２９号法廷前廊下付近において、写真撮影を行い、職員がそれ

を消去するよう指示したが、大高氏が従わなかったことから、入構禁止命令を発

令したと証言する（▲▲３６頁、３８頁、４１頁）。 

しかし、そもそも、▲▲氏の庁舎管理規程第１２条１項８号についての理解は、

上記の合憲的限定解釈の観点に照らせば、明らかに間違っている。 

まず、庁舎管理規程１２条１項８号は、カメラ機能付き携帯電話機の持ち込み

を一律に禁止する規程であると一義的に判断できる文面ではない。カメラ機能付き

携帯電話機はカメラとして使用しなければ単なる携帯電話に過ぎないのである。 

しかも、庁舎管理規程第１２条１項８号は、「

・ ・ ・

裁判所裁判所裁判所裁判所

・

のののの

・ ・

禁止禁止禁止禁止

・

にににに

・ ・

反し反し反し反し写真機、録

音機その他これらに類する物を持ち込み、又は持ち込もうとする者」に対して、

「管理者は、・・・庁舎等への立入りを禁止し、又は退去を命じなければならな

い」と規定されており、同項１号～１１号の中で、唯一、「

・ ・ ・

裁判所裁判所裁判所裁判所

・

のののの

・ ・

禁止禁止禁止禁止

・

にににに

・ ・

反し反し反し反し」

との文言が付加されている。 

すなわち、この庁舎管理規程第１２条１項８号により、写真機、録音機その他

これらに類する物の持ち込みが禁止されているのではない。この規程以外の何か

により、裁判所が写真機、録音機その他これらに類する物の持ち込みを禁止し、

それに違反してこれらの物を持ち込んだ場合に初めて、庁舎管理規程第１２条１
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項８号に該当するということになる。 

この点につき、検察官は、裁判所からの求釈明に対し、看板により、カメラ等

の持ち込みは禁止されており、２００９年２月２７日の入構禁止命令は、看板に

よる「裁判所の禁止に反し」カメラ付携帯電話を裁判所内に持ち込んだ大高氏に

対し、庁舎管理規程第１２条１項８号により、カメラ付携帯電話を所持しての入

構禁止命令を発したと主張する。 

しかし、まず、そもそも、看板によりカメラ等の持ち込みが禁止されているこ

とを示す証拠は、何一つ、検察官から提出されていない。 

さらに、仮に、看板により「カメラ等」の持ち込みが禁止されていたとしても、

カメラ付携帯電話の持ち込みが看板により禁止されているとは解されない。そも

そも、公共の場所である裁判所構内の事項は、看板により、何もかも好き勝手に

禁止できるものではない。実際に、裁判所の入り口における所持品検査で、カメ

ラ付携帯電話を所持しての入構が禁止されていないことは、看板による禁止の対

象になっていないことを示すものに他ならない。 

加えて、看板により、カメラ付携帯電話の持ち込みが禁止されているのであれ

ば、▲▲氏も、改めて、カメラ付携帯電話を持ち込んでの入構禁止命令を大高氏

に発する必要性などそもそもないはずである。▲▲氏の行動自身が、カメラ付

携帯電話の裁判所構内への持ち込みが禁止されていないことを証明している。 

検察官より、この点について、何らの証拠も提出されていないため、看板に書

かれている文言は不明であるが、「カメラ付携帯電話」と明示されていないので

あれば、看板で持ち込みが禁じられているという「カメラ等」の「等」には「カ

メラ付携帯電話」は含まれていないと解釈すべきである。 

 

((((2)))) カメラ付携帯電話が写真機に該当するという特別な理由がカメラ付携帯電話が写真機に該当するという特別な理由がカメラ付携帯電話が写真機に該当するという特別な理由がカメラ付携帯電話が写真機に該当するという特別な理由が必要必要必要必要 

上述のとおり、一般にはカメラ付携帯電話の持ち込みは禁止されていないのであ

るから、カメラ付携帯電話の持ち込みを禁じるには、それが写真機に該当するとい

う特別な理由が必要で、その理由は、合理的なものでなければならない。 

しかし、大高氏に対するカメラ付携帯電話を所持しての入構禁止命令は、何ら合
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理的な理由に基づいていない。 

すなわち、 

○
1
大高氏は、法廷の中で写真を撮ったことなどなく（大高第４回３頁、４頁、７

頁、７０頁）、 

②２００９年２月に１度だけ、裁判所内の廊下と法廷前のバリケードの写真をと

ったことがあるに過ぎない（大高第４回３頁、４頁、７頁、▲▲証言・第５回公

判調書３７頁、甲９号証）。 

これらの写真を撮影することは、来庁者のプライバシーや安全、裁判所の機能に

何ら害悪を及ぼすことでないことは明らかである。 

③そして、その後撮影行為は行われていない。 

以上の事実に鑑みれば、大高氏に対して、属人的に半永久的にカメラ付き携帯電

話機を所持しての裁判所への立入りを禁止する入構禁止命令は、何ら合理的な理由

に基づいていないことは明らかである。 

他方で、携帯電話・公衆電話に関する現状からするならば、同命令は、大高氏か

ら通信の自由・手段を奪うことにもなるのであって、極めて非合理な制限である。 

   よって、大高氏が現実に撮影行為に及ぶか否かにかかわらず、一律に立入を禁じ

た本件命令は、憲法違反である。その関係条文は前記のとおりである。 

 

(3) (3) (3) (3) 検察官論告の誤り検察官論告の誤り検察官論告の誤り検察官論告の誤り 

 なお、検察官は、２００９年２月に裁判所内を撮影したことのみを強調し、「被

告人が携帯電話機を持ち込むときは、カメラとして使用する意図を持っているもの

と推認するのが合理的であると言える。」（論告５頁）と主張している。この点は、

検察官も、携帯電話機持ち込みを原則禁止とはしていない点で重要である。ところ

が、「同命令発令後も携帯電話機を所持したまま入講しようとする行為を繰り返し、

管理課職員らからそのままでは入講できない旨の注意を受けると、その都度、使用

しているオートバイに携帯電話機を置いてから入講するなどしていたものである。

そうすると、被告人は引き続き、カメラとして使用する意図を持って携帯電話機を

持ち込もうとしていたものとの推認を覆すに足る事情はなく、また、カメラとして
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使用する意図を放棄したもの認めるべき事情はない」（同６頁）と主張する。要す

るに、過去に１回携帯電話機をカメラとして使用したからカメラとして使用する意

図があった、その後特段の事情がないから今回もカメラとして使用する意図があっ

た、というのである。 

  しかし、大高氏は２００９年２月以前にも当然携帯電話機を所持して裁判所内に

入講しているが、その際に裁判所を撮影した事実はないから（甲９にも裁判所内の

写真は１枚しかない。）、２００９年２月に１回裁判所内を撮影したことをもって、

カメラとして使用する意図を持っていたと断定することはできない。最初のカメラ

として使用する意図を持っているとの推認自体に論理の飛躍がある。 

 検察官の論告は、論理の体をなしていない。失当である。 

しかも、携帯電話機を所持したまま入講しようとして裁判所職員に「注意」をさ

れたために、やむを得ずオートバイに携帯電話機を置いた行為から何が分かるとい

うのであろうか。ここから分かることは、大高氏が素直に裁判所職員の指示に従っ

ている姿だけであり、カメラとして使用する意図がどうのこうのという問題とは無

関係である。 

 本件当日も、大高氏が、知人に携帯電話を預けて持ち込んだのは、この違法な携

帯電話持ち込み禁止措置を不当と考え、それに屈せずに抵抗するためである。大高

氏の撮影の意図など、検察官は大高氏への尋問などで明らかにすることは全く出来

ておらず、証拠上も凡そ認められないことは明らかである。 

 

    ((((4))))    大高氏に対する携帯電話持ち込み禁止措置の憲法１４条違反大高氏に対する携帯電話持ち込み禁止措置の憲法１４条違反大高氏に対する携帯電話持ち込み禁止措置の憲法１４条違反大高氏に対する携帯電話持ち込み禁止措置の憲法１４条違反 

   更には、そのような命令のなされているのは、裁判所を訪れる数え切れないほど

多数の市民のうち、大高氏ただ一人である。 

   庁舎内で撮影行為がなされることは稀ではないが、しかしだからといって、以後

の立入りが禁止されているという事実はなく、大高氏のみが問題にされているので

ある。 

   結局のところ、裁判所は、前述のように裁判所・裁判官等に対する批判を毎日

続けている大高氏に対して、悪感情を有しており、大高氏の活動を妨害するため
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に、この命令を発したに他ならない。そこには、憲法１４条違反の問題も存してい

る。 

        

((((5)))) 大高氏に対する入構禁止命令の告知方法、内容が相当でないこと大高氏に対する入構禁止命令の告知方法、内容が相当でないこと大高氏に対する入構禁止命令の告知方法、内容が相当でないこと大高氏に対する入構禁止命令の告知方法、内容が相当でないこと 

大高氏に対する入構禁止命令は合理的な理由に基づいたものでないだけでなく、

告知の方法、内容も相当なものではない。 

本来はカメラ付携帯電話の持ち込みが認められるところ、それを禁止するとい

うのは重大な処分であることから、告知は書面でなされてしかるべきであるが、

実際には口頭でなされたにすぎない（大高第４回７１頁、▲▲３５頁）。また、

禁止の期限も定められず（大高第４回７０頁、▲▲３５頁）、発令が取り消され

ない限り、半永久的にその処分の効果が存続するというもので（▲▲４２頁）、

不相当な内容であることは明らかである（弁１０新屋教授意見書７頁）。 

 

((((6)))) まとめまとめまとめまとめ 

以上のとおり、２００９年２月２７日に、▲▲孝管理課課長が大高氏に対して発

令したカメラ付き携帯電話機を所持しての入構禁止命令が違法であることは明ら

かである。 

 

３３３３    ２０１０年８月１０日の構外退去命令が違法であること（上記②について）２０１０年８月１０日の構外退去命令が違法であること（上記②について）２０１０年８月１０日の構外退去命令が違法であること（上記②について）２０１０年８月１０日の構外退去命令が違法であること（上記②について） 

((((1))))    構外退去命令は合理性、必要性が認められない構外退去命令は合理性、必要性が認められない構外退去命令は合理性、必要性が認められない構外退去命令は合理性、必要性が認められない 

大高氏は、２０１２年８月１０日、カメラ付き携帯電話を持って、裁判所内に

入構し、杉並区の夜スぺという事件の傍聴を行ったが、法廷内で、携帯電話を取

り出して、マナーモードにして、すぐにしまった。ところが、それを法廷ののぞ

き窓越しに見ていた裁判所職員から、審理終了後に呼び止められ、構外退去命令

を発令された（大高氏第４回１５～１８頁、■■１８～２０頁）。 

しかし、そもそも、現実の運用としてもカメラ機能付き携帯電話機を持ち込んだ

人間を一律に構外退去させる扱いは全く行われていない。 

また、大高氏はこの日、カメラ付携帯電話を用いて、裁判所内で写真撮影をした
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わけでもなく、法廷内で、単に、他人の迷惑にならないよう、マナーモードにする

ためにカメラ付携帯電話を取り出したにすぎず、マナーモードにした後にすぐにし

まっただけであるから、何ら法廷の秩序に悪影響を与えた訳ではなく、むしろ法廷

の秩序を良好に保持するための行動をとったにすぎないのである。実際、多数の傍

聴者が存在する集団訴訟などにおいて、裁判所職員らが傍聴人に対して事前にアナ

ウンスをする際に「携帯電話をお持ちの方はマナーモードに切り替えて下さい」と

アナウンスしている。それは、携帯電話が法廷に持ち込まれることを前提にした対

処であることが明らかである。 

そのもとでは、携帯電話機を所持していたという理由で構外退去命令を発するに

は、法廷内で大高氏が携帯電話機で裁判の状況を撮影するという蓋然性が認められ

なければならない（弁１０新屋教授意見書１３頁）。 

しかし、当時、大高氏は、 

        ① 裁判が終わって廷外に出ていた。 

        ② 昼休みの時間帯であった。 

       ③ 命令発令時には、現実には所持していなかった。 

     等々に徴すれば、大高氏が法廷内で撮影行為を行うという蓋然性は存在してはい

なかった。 

      これら事情からするならば、退去命令は過剰な規制であって、不必要なものであ

った。 

このような事実があるにもかかわらず、大高氏に対してのみ、携帯電話機を所持

していたという理由のみで構外退去命令を発するという裁判所の行為そのものが、

大高氏を差別的に扱ったものであり（憲法１４条違反）、大高氏が裁判を傍聴する

自由（憲法２１条、８２条参照）を理由なく制限するものであって違法である。 

 

((((2))))    松原証人尋問によって明らかになった事実松原証人尋問によって明らかになった事実松原証人尋問によって明らかになった事実松原証人尋問によって明らかになった事実 

このことは、松原証人の尋問によりいっそう明らかになった。 

松原証人は、種々の裁判の傍聴等にあっても、大高氏と顔を合わせることがあり、

顔見知りであった（松原１頁）。ただし、証人が大高氏の支援者という関係ではな
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い。 

８月１０日、たまたま、いわゆる「杉並区夜スペ授業」問題に関する裁判につい

て取材のため、証人が４２４法廷に傍聴に行ったところ大高氏と顔を合わせた、証

人の記憶では、裁判中大高氏は静穏に傍聴を行っており、何ら問題とされるよう

な行為はなかった、もちろん、法廷で写真を撮るなどということもなかった､と証

言した（松原２頁）。 

ところが、裁判が終わったので、傍聴人が退廷していたところ、裁判所職員が大

高被告に対して何か言っているようであったので、どうしたのか？ と思って近く

に行ったところ「携帯電話」所持のことが問題にされているようであった（松原３

～４頁） 。 そ も そ も 、 今 日 、 携帯電話がないと通常の社会生

活すら困難なほどであって、持って歩くのが当然という時代であるのに、どうして

大高氏に対してとやかく言っているのか・・・と、甚だ不審に思って発言してい

ると、顔見知りである証人が傍らに いることに気がついた大高氏が「預かって

欲しい」として差出してきたので、証人はそのまま受取った旨証言した（７頁）。 

このように、大高氏は、誰にも迷惑をかける行動を行っていなかったにもかかわ

らず、裁判所に対する批判活動を行っていた大高氏に対して悪感情を有していた▲

▲孝管理課長（▲▲３５頁）に、４２４号法廷ののぞき窓からのぞかれる程までに

行動を終始監視され、カメラ付携帯電話を持っているということだけで、審理終了

後、自主的に講外に出るよう促された。大高氏は、この勧告に従わなかったところ、

やはり大高氏に対して悪感情を有していた■■和文管理課課長補佐に、すぐさま構

外退去命令の発令を受けた（■■１８頁）。 

   大高氏は、過去に裁判所内の廊下で撮影を行ったことがある、というだけで、本

件当時は、携帯電話は基本的にポケットにしまっていたのであり、撮影を行ってい

るとか、撮影をする高度の蓋然性は、一切存在しなかった。 

このように、大高氏は、何らの迷惑行為も行っていないばかりでなく、上記勧告

を受けた際に、松原証人に携帯電話を渡した（大高氏質問、■■証言１９頁乃至２

１頁）のであるから、何らの弊害も生じるおそれはなかった。 

それにもかかわらず、一方的に構外退去命令を発すること自体、大高氏に対する
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裁判所職員らの強い敵意の現れである。裁判所への批判的言動を行っている大高氏

に対する裁判所職員らの過剰反応、嫌がらせ、差別的取り扱いがここでも浮き彫り

となる。 

 

４４４４    法律でない庁舎管理規程を根拠に有形力の行使は許されない（上記③について）法律でない庁舎管理規程を根拠に有形力の行使は許されない（上記③について）法律でない庁舎管理規程を根拠に有形力の行使は許されない（上記③について）法律でない庁舎管理規程を根拠に有形力の行使は許されない（上記③について） 

((((1)))) 有形力の行使は許されな有形力の行使は許されな有形力の行使は許されな有形力の行使は許されないいいい 

   ▲▲孝管理課課長は、庁舎管理規程を根拠に、構外退去命令の執行の際に有形

力を行使することができると証言する（▲▲５頁）。しかし、庁舎管理規程は、

法律ではなく、最高裁判所が制定した規程に過ぎない。しかも、最高裁判所が定

めるものには規程の他、規則があるが、規程は公示されず、規則よりも重要度の

低いものを定めることになっている（▲▲４頁）。 

     先に引用した学説も述べていた如くに、庁舎管理規程によっては「退去の要請が

できるだけで、実力による退去強制はできず、それは、一般の警察権の発動に待た

なければならない」のである（弁９ 平田教授意見書８頁、弁１０新屋教授意見書

４頁）。 

   このように、法律ではなく、また、重要度の低い事項を定める規程により、有

形力の行使という重要な行為を行うことは本来はできない。 

従って、本件関しビデオに映っているような、退去の要請もそこそこに、多人数

の裁判所職員が明白な実力による退去強制をなしたことは、庁舎管理規程により許

された範囲を超えた違法な措置である。 

 

(2) (2) (2) (2) 論告の誤り論告の誤り論告の誤り論告の誤り 

 なお、検察官は、国労久留米駅判決を引用し、「このような障害が何らかの人の

行為によって生じた場合、その者が任意にこの除去に応じないような場合や危険が

切迫しているなどの事情から、これを放置すれば庁舎の本来的な公的目的、或いは

これに適合した存続運営が侵害されるような場合には、その除去に必要な限りにお

いて強制力の行使が許容されなければ、管理権の実現すなわち庁舎の適正な管理は

できない。」（論告７頁）と主張する。 
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 しかし、検察官の国労久留米駅判決の引用は極めて恣意的であり、重要な事実が

隠されている。即ち、前記判決は、「鉄道営業法４２条１項は、旅客、公衆が停車

場その他の鉄道地内にみだりに立ち入ったとき等同項各号に定める所為に及んだ

場合、鉄道係員は、当該旅客、公衆を車外または鉄道用地外に退去させうる旨を規

定している。けだし、鉄道施設は、不特定多数の旅客および公衆が利用するもので

あり、また、性質上特別の危険性を蔵するものであるから、車内または鉄道用地内

における法規ないし秩序違反の行動は、これをすみやかに排除する必要があるため

にほかならない。」とあり、鉄道業務が危険であることを前提に、「鉄道係員にお

いて当該具体的事情に応じて必要最少限度の強制力を用いうる」と判示し、鉄道業

務の公共性から有形力行使の必要性を強調し、警察官職務執行法の職務執行におけ

る有形力の行使と明らかに区別している。 

 確かに線路に乗客が勝手に入った場合、そのままでは危険であるため、列車を運

行しようすれば、当該乗客を強制的に排除しなければならない必要性がある。その

反面、裁判所の業務は、危険を伴うものではないから、公判中に法廷に乱入するな

どの特殊な場合を除いて、有形力を行使してでも排除しなければならない必要性は

ない。国労久留米事件と本件事件では、本質的に業務内容、状況が異なる。何より

も鉄道業務は「法律」（単なる庁舎管理規程ではない！）で有形力の行使が可能で

あることを規定されているのに対して、裁判所法には鉄道営業法４２条１項のよう

な規定がない。 

 また、前記判決は、単に自主的に退去しなければ、当然に有形力を行使できると

は判示していない。「警察官の出動を要請するまでもなく、鉄道係員において当該

具体的事情に応じて」と判示し、「自発的な退去に応じない場合」であっても、有

形力を行使するためには、警察官の出動を要請する暇もないような具体的な緊急性

を要求している。 

 ところが、検察官は、前記判決を引用するかのような体裁をとりながら、「その

者が任意にこの除去に応じないような場合や危険が切迫しているなどの事情から、

これを放置すれば庁舎の本来的な公的目的、或いはこれに適合した存続運営が侵害

されるような場合」として、「その者が任意にこの除去に応じないような場合」に
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は具体的な事情を要するまでもなく、当然に有形力の行使ができるかのように歪曲

している。明らかに誤魔化しがある。 

 しかも、鉄道業務は元々危険な事業であるから、ある程度広く緊急性が認められ

る具体的事情は認められるであろう。しかし、裁判所の業務は、鉄道業務のような

危険なものではないから、「庁舎の本来的な公的目的、或いはこれに適合した存続

運営が侵害されるような場合」とは、公判中に法廷に乱入するなどの特殊な場合や、

開廷中の状況がまさに撮影されるような場合を除いて、緊急性が認められる具体的

事情はない。 

 実際にも、本件事件の場合、既に裁判は終了していたこと、大高氏カメラを使用

しようとしていたわけではないこと（以上争いのない事実）から、「庁舎の本来的

な公的目的、或いはこれに適合した存続運営が侵害されるような場合」とは到底言

えない。よって、直ちに有形力を行使してでも排除しなければならない必要性、緊

急性は全くない。 

 ここに、検察官の論告の破綻を垣間見ることができる。 

 

((((3))))    正当防衛ないし正当行為は成立しない正当防衛ないし正当行為は成立しない正当防衛ないし正当行為は成立しない正当防衛ないし正当行為は成立しない 

  私人が実力行使をなし得る場合として、刑法上、正当防衛ないし正当行為がある。 

  しかし、本件に於いては、「急迫不正の侵害」「現在の危難」等が存在していた

わけではない。大高氏は、侵害行為たる法廷内での写真撮影を行っていないし、前

述の通り、その蓋然性もなかったからである。よって、そもそもこれらは成立しな

い（弁９ 平田教授意見書８頁）。 

  論告が言及する鉄杭撤去事件判決のいう、行政の管理権に基づく自力救済が認め

られる場合ではないことも言うまでもない。 

 

    ５５５５    必要最小限度を超える有形力の行使がなされていること（上記④について）必要最小限度を超える有形力の行使がなされていること（上記④について）必要最小限度を超える有形力の行使がなされていること（上記④について）必要最小限度を超える有形力の行使がなされていること（上記④について） 

    ((((1))))    防犯ビデオカメラの映像から証明された防犯ビデオカメラの映像から証明された防犯ビデオカメラの映像から証明された防犯ビデオカメラの映像から証明された必要最小限度を超える有形力の行使必要最小限度を超える有形力の行使必要最小限度を超える有形力の行使必要最小限度を超える有形力の行使 

仮に、▲▲孝管理課課長、○○聡管理課課長補佐の見解に立っても、すなわち、

庁舎管理規程に基づく構外退去命令の執行に必要最小限度の有形力の行使が認め
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られるという見解に立っても（▲▲５頁、○○２頁）、大高氏に対する構外退去命

令の執行にあたっては、必要最小限度を超える有形力の行使がなされている。その

ことは、大高氏に対する構外退去の執行の場面を録画した防犯ビデオカメラの映像

から証明された。 

 

 ア 「４２４法廷前」（４分２６秒）１２時１４分３２秒から１８分５８秒まで 

 大高氏が８月１０日に傍聴していた４２４号法廷前の防犯カメラ画像である。 

  裁判が終わり、法廷から傍聴者が出てくるだけの平穏な状況であったのに、裁判

所職員が傍聴者に詰問している。１２時１６分１４秒以降の画像で見ることができ

る黒っぽい服をきた男性が、松原明証人である（静止画１６分２０秒）、右静止画

で、松原氏の方を向いてカメラに背を向けて立っているのが大高氏である。 

 大高氏は、何ら暴行はもちろん写真撮影等をしていないのに、１７分１９秒には、

法廷廊下に警備課詰所から急遽集団的に出動してきたとおぼしき多数の裁判所職

員が大高氏に詰め寄り、同３０秒には、両脇を抱えられ両足をもたれて廊下を運び

出されるという有形力の行使をされている。同３６秒には両足を持ち上げられ体が

宙に浮いているところがはっきりと映っている。 

 １８分２９秒には、腕や体のみならず額を押さえつけられている状況が映ってい

る。 

松原証人は、その状況についても、極く近傍から見ていた。大高氏は大勢の裁判

所職員によって両脇を抱えられ、両足を持ち上げられて、実力で排除されていった。

それに対して大高氏は体を揺すったりもがいたりして抵抗したが、圧倒的多数の職

員らに大高氏が押さえつけられていたために、全く奏功せず、すぐに法廷脇の廊下

から連れ出されていったことを証言した。 

この点に関し、検察官は論告要旨３頁で、大高氏が「頭突きや足払い、足蹴り、

肘打ちをするなどして激しく抵抗したため、同職員らは、被告人の周囲を取り囲み、

その四肢を抱えるなどして押さえつつ、西側エレベーターに被告人を連行し」たと

主張する。 

しかし、上記動画からも明らかなように、まず裁判所職員らが大高氏の「周囲を
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取り囲み、その四肢を抱えるなどして押さえ」たため、大高氏は抵抗を試みたが「頭

突きや足払い、足蹴り、肘打ちをする」ことは実際は出来なかったのである。また、

大高氏は「足蹴りを加えたりしたことを認めている」証言はしていないのであり、

検察官は虚偽を論告要旨３頁に記載している。 

 

 イ 「４階廊下」（２分３３秒）１２時１８分２２秒から２０分５５秒まで 

     ここでも、大高氏が大勢の裁判所職員に両腕や体、そして額まで押さえつけられ、

強制的に裁判所外へ引き摺り出されていく様子が録画されている。静止画１９分４

１秒や１９分５２秒に明らかである。 

 

  ((((2)))) 必要最小限度を超える有形力の行使であったことは明らか必要最小限度を超える有形力の行使であったことは明らか必要最小限度を超える有形力の行使であったことは明らか必要最小限度を超える有形力の行使であったことは明らか 

 このように、当時６９歳であった大高氏に対して、２０代から５０代に属する１

０名から１５名ほどの裁判所職員が力ずくで構外に退去させたのであるが（甲６

号証、大高氏第４回１９頁、○○２０頁、２１頁）、大高氏よりも若く、一般的

に腕力も強いと考えられる者がこれほどの大人数が有形力を行使する必要がなか

ったことは明らかである。 

 この点に関し、検察官は論告要旨３頁で「同管理課長補佐が被告人に対し、自

首対抗しない場合には退去命令を発令、執行する旨複数回にわたって警告したが、

なお被告人が『根拠を示せ』などと述べて抵抗の態度を示した」などと主張する。

しかし、実際には警告などなされなかったのである（大高氏第４回公１８頁）。 

 また、裁判所職員らは、有形力を行使する前に、大勢の職員が来た段階で再度

大高氏に対して説得を試みるべきであったが、大高氏と議論する間もなくいきな

り大高氏を胴上げ状態にして運び始めていることは、録画映像からも明らかであ

る。その時点で、必要最小限度を超えていると言える。 

さらに、必要最小限度を超える有形力の行使が平然と行われたことは、○○聡管

理課課長補佐が知る限り、最大の人数の職員が構外退去命令の執行にあたり、有形

力を行使していたことから明らかである（○○２２頁）。 

検察官は論告要旨で「５名による抱 き 上 げ 」 な ど と し て 、
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か ら もはっきり確認できる事実である。 

加えて、この構外退去命令の執行により、大高氏は南門の外に出た後、門扉に倒

れかかり、さらにはへたり込み、救急車を呼ばざるを得ない程であった。実際に、

大高氏は東京逓信病院に救急車で搬送され、左側頭部、前・後頚部、前胸部、右前

腕部打撲傷により、７日間の安静による治療が必要と診断されたこと（大高氏供述

・第３０頁、弁６）、実際に打撲痕があったこと（弁７）からも明らかである。 
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６６６６    連行までの違法性は、●●氏の門扉を閉める行為まで影響する連行までの違法性は、●●氏の門扉を閉める行為まで影響する連行までの違法性は、●●氏の門扉を閉める行為まで影響する連行までの違法性は、●●氏の門扉を閉める行為まで影響する 

 法廷前の廊下からの強制連行が違法であるとすれば、●●氏の第二南門の門扉の

鍵を閉める行為まで違法性が及ぶか否かが問題となる。 

 大高氏に行われたのは構外退去命令であり、その執行として強制的に法廷前廊下

から連行され、構外退去命令の完結としての行為が第二南門からの強制退去－放り

出しである。第二南門は日常は鍵が閉められていて、構外退去命令を執行するとき

だけ一時的に開錠し、執行後は直ちに施錠することになっているから、門の施錠は

執行の完結を意味している。 

 したがって、●●氏の門扉を閉める行為は、構外退去命令の執行の一部であり、

それ以前の連行が適法でない以上、違法な職務である。●●氏の行為は適法な職務

ではなく、公務執行妨害罪として保護される対象の職務ではない。 

 

    ７７７７    まとめまとめまとめまとめ 

以上のとおり、①２００９年２月２７日に▲▲孝管理課課長が大高氏に対して

発したカメラ付き携帯電話を所持しての入構禁止命令は違法であること、②２０

１０年８月１０日に■■和文管理課課長補佐が大高氏に対して発した構外退去命

令が違法であること、③庁舎管理規程に基づいて有形力の行使は認められないこ

と、④構外退去命令の執行にあたり、必要最小限度を超える有形力の行使がなさ

れていること、のいずれの理由からも、●●氏の公務は違法であることは明らか

であり、大高氏には、公務執行妨害が成立しないことは明らかである。 

 

第４第４第４第４    大高氏が暴行していないこと大高氏が暴行していないこと大高氏が暴行していないこと大高氏が暴行していないこと 

    １１１１    大高氏による暴行が存在しないこと大高氏による暴行が存在しないこと大高氏による暴行が存在しないこと大高氏による暴行が存在しないこと 

   取り調べ済みの防犯ビデオカメラの動画（弁４）、およびそれをソフトで静止し

てカラープリンターでプリントアウトしたもの（弁５ 上記動画は１秒３コマとな

っているため、特に「南門２３分」においては、１秒につき３枚の画像があるもの

がある。）からは、検察官が本件暴行の発生時刻であると主張する１２時２３分及
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びその前後において、大高氏がいかなる意味でも裁判所職員らに暴行を加えていな

いこと、従って、公務執行妨害罪も傷害罪も成立しないことが客観的に明らかにな

った。 

 

    ２２２２    「南門２３分」（１分３０秒）１２時２２分４５秒から２４分１５秒の説明「南門２３分」（１分３０秒）１２時２２分４５秒から２４分１５秒の説明「南門２３分」（１分３０秒）１２時２２分４５秒から２４分１５秒の説明「南門２３分」（１分３０秒）１２時２２分４５秒から２４分１５秒の説明 

  ア  ●●氏と○○氏は、本件暴行の時刻を１２時２３分と証言した。●●氏は時計で

確かめたと証言した。起訴状には「２３分ころ」とあるので、前後１５秒を切り取

ってみたところ、そこには、起訴状記載の暴行を示す状況は全く存在しないことが

明らかになった。なお、重要な時間帯なのでスロー再生となっている。 

イ まず、２３分２０秒３コマ目で、南京錠が施錠されているのが見える。●●氏と

○○氏は、南京錠がいつかけられたのか、はっきり証言しなかったが（●●４６頁、

○○２５頁）、●●氏が暴行を受けたと称するのは、どんなに遅くとも南京錠が施

錠されるのと同時かそれより前のはずであるから、本件暴行は２３分２０秒３コマ

目よりも前であると言える。 

ウ そこで、それより前について見ると、２２分４５秒では、大勢の職員が門扉のと

ころに詰めている。■■の証言によれば、■■が、職員らに、裁判所庁舎内へ撤退

するように言い、職員らが動きだした後に●●氏が施錠に取りかかったとのことで

あるから、これよりも後の時点であることが明らかである。 

エ 職員らが庁舎の方へ振り向いて帰り出すのは２２分５９秒である。その後は、職

員らがただ庁舎内へ帰って行くだけで、○○氏が証言したような、職員らが門の方

へ「一斉に振り向いて戻ってきた」という場面は存在しない。 

オ ２３分１２秒２コマ目から、帰って来る職員らの間から大高氏の顔が見える。大

高氏は、門扉最上部の横棒のすぐ後にあごが見える位置にいるようである。この時

点で、門扉に顔を接近させていたのであろう。 

２３分１３秒２コマ目で、その様子がはっきり分かる。同秒３コマ目では、大高

氏の右腕が門扉最上部横棒に乗っているように見える。そして、同秒１コマ目から、

帰ってきた職員の一人が振り返っている。同秒２コマ目では、さらにもう一人の職

員が大高氏の動きに注目して顔を大高氏の方に向けている。 
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カ 職員らが「振り向いた」と言えるシーンは２３分においてここだけである。 

確かに、この２３分１２秒以降で、大高氏は顔を門扉に接近させ、腕を門扉に載

せ、その動きに反応した職員が振り向いたのであろう。 

しかし、それは、○○氏が証言した「門の上部に上半身を乗り出す」（○○１３

頁）、という状況とは全く異なる。前述のように、あくまで門扉最上部の横棒より

も大高氏の顔は後に映っているのである。 

キ 裁判所職員らや捜査側は、この時点の大高氏の些細な動きを、大高氏が暴行をな

したように歪曲して、「本件暴行」を捏造したものと言わざるを得ない。 

その証拠に、一旦は振り向いた職員らも、たいしたことはないな、という感じで

すぐに向き直り、庁舎内に入って行っているのである。 

ク 検察官の冒頭陳述や○○証言等によれば、大高氏は「門扉の上辺に上半身を乗せ

て被害者の頭上に身を乗り出し」腕を振り上げて２回殴打した、とされているので

あるが、そのような行為が存在したのであれば、画像に写っていないはずは絶対に

ない。 

  しかし、同場面の映像をいくら眺めても、○○証人が証言した「門の上部に上半

身を乗り出す」（○○１３頁）、という状況は存在しない。暴力的な構外退去命令

の執行を受けた大高氏が門扉に倒れかかるように寄りかかっている様子が観察さ

れるのみであって、「暴行」事実など一切存在しない。そもそも、後述のとおり、

門扉の構造・大きさと大高氏の体格等からして、かかる姿勢をもって検察官の言う

殴打行為をなすことは極めて困難である。 

  このように、大高氏による暴行が存在しないことは映像という客観証拠から明ら

かである。 

   これらは、裁判所職員である●●氏、○○氏、■■氏の証言内容とはかけ離れた

事実を写したものであり、●●氏、○○氏、■■氏の証言の信用性が凡そ認められ

ないことを示している。 

 

    ３３３３    ２２分３０秒ころについての検察官の主張の失当２２分３０秒ころについての検察官の主張の失当２２分３０秒ころについての検察官の主張の失当２２分３０秒ころについての検察官の主張の失当 

なお、検察官は、論告要旨１０頁で、「午後１２時２２分３０秒から３１秒に
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かけての部分に、合同庁舎第２南門の門扉上を越える位置に高く振り上げられた

被告人の右手拳から右腕にかけてが一瞬撮影されて」いると指摘する。 

しかし、門扉上を越える位置に一瞬何かが映っているだけで、それは右手拳か

は判然としないし、まして大高氏のものとは到底言えない。右腕らしきものも見

えないのである。このような、一瞬の映像について、大高氏の右手拳から右腕に

かけてと決めつける検察官の主張は、証拠についての恣意的解釈を提示するもの

であることは明らかである。 

しかも、前述の通り、起訴状には、犯行時刻について「２３分ころ」と記載さ

れている。訴因変更も行わずに２２分３０秒ころの事実について指摘する検察官

の主張は、弁護人及び大高氏の防御権を不当に侵害するものであり、失当である。 

 

 ４４４４    裁判所職員らの証言は信用できない裁判所職員らの証言は信用できない裁判所職員らの証言は信用できない裁判所職員らの証言は信用できない 

   この事件は、裁判所が、裁判所に対し日々抗議活動を行っていた大高氏を犯罪者

にでっち上げた、えん罪事件である。 

   被害者とされる●●氏、目撃者とされる○○氏は、大高氏が●●氏を２回殴打し

たと証言したが、以下に述べるように、これら裁判所職員の証言は、いずれも虚偽

供述であり、信用できない。 

   裁判所が、大高氏を陥れるために、組織ぐるみで、偽証を繰り返しているのであ

る。 

   裁判所職員の証言の信用性を検討する上で、注意しなければならないのは、これ

らの者は、皆同僚であり、大高氏の裁判所に対する抗議活動を止めさせたいという

共通の目的があり、また、いくらでも口裏合わせが可能な状況であったということ

である。しかも、捜査官は、そのような問題点について、何ら注意せず捜査を行っ

ていた（荻野９頁）。 

後に口裏あわせをしたことをうかがわせる事実として、２０１０年８月１０日午

後３時３０分ころ、最高裁の診療所で●●氏を「診察」したと称する△△医師は、

同日、●●氏から、同人が「後頭部のあたりを、恐らくはペットボトルのようなも

ので叩かれた」と聞いたという証言である（△△１頁）。 
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これは、後述するように、腰をかがめている●●氏の後頭部を、門扉を越えて頸

椎損傷ないし頸椎捻挫が生じる程殴ることは困難であることから、「ペットボトル

のようなもので叩かれた」との話しを捏造したものと考えられる。 

      しかし、これ以外、●●氏からも、他の「目撃者」からも、●●氏が「ペットボ

トルのようなもので叩かれた」との証言は全くなされていない。それは、ペットボ

トルでは手拳と比べて威力が弱く、頸椎損傷ないし頸椎捻挫が生じる程殴ることは

困難であることが分かったため、後に手拳に合わせたものと考えられる。 

このような変更が生じたのは、要するに大高氏が●●氏を殴っていなかったため

であることが強く推認されるのである。 

   この点以外でも、以下に述べるように、裁判所職員の証言は、全く信用できない

ものである。 

 

 ５５５５    ●●証言の信用性●●証言の信用性●●証言の信用性●●証言の信用性 

        ⑴⑴⑴⑴    はじめにはじめにはじめにはじめに 

    ●●氏は、裁判所を日々批判する大高氏に対して、悪感情を持っており、大高

氏を陥れるために、殴られてもいないのに、殴られたと虚偽の供述をするもので

ある。このことは、以下述べるように、●●氏の供述が重要部分で不合理に変遷

し、また供述内容自体に不合理な点が多々あることからも明らかである。 

 

  ⑵⑵⑵⑵    虚偽供述の動機虚偽供述の動機虚偽供述の動機虚偽供述の動機 

    ●●氏は、裁判所の守衛長として、庁舎内の警備や来庁者の対応をしていた者

であり、数年前から毎日のように裁判所前で裁判所批判を繰り返していた大高氏

に対して、悪感情を抱き、抗議活動を止めて欲しいと思っていたのであり（●●

４１～４３頁）、虚偽供述の動機が存在する。 

    しかも、大高氏は、名誉毀損罪で執行猶予付きの有罪判決を受けていたのであ

り、今度何か有罪判決を受けることとなれば実刑の可能性が強い状況であったの

である。 

    かかる状況を合わせ考えると、●●氏はじめ裁判所職員は、一体となって、自
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らの職場を批判し続ける大高氏を長期間拘束し抗議活動を辞めさせるために、あ

りもしない犯罪があったと虚偽の供述をしているのである。 

 

  ⑶⑶⑶⑶    客観証拠との矛盾客観証拠との矛盾客観証拠との矛盾客観証拠との矛盾 

    ●●氏は、１２時２３分ころ、大高氏に２度も殴られたという。 

    しかし、当時の状況を撮影している防犯ビデオカメラには、そのような映像は

一切写っていない（甲６ 写真８８以下）。むしろ、職員が庁舎内に入っていき、

大高氏が１人門の外でたたずんでいるのみである（写真９４以下）。真実殴打事

件が発生していたのであれば、他の職員が詰め寄るなどするはずであるが、２３

分ころには、そのようなことは一切なく、裁判所職員は、何ごともなかったよう

に、庁舎内に戻っているのである。 

    ●●氏の証言は、客観証拠に反するものである。 

 

  ⑷⑷⑷⑷    供述の変遷供述の変遷供述の変遷供述の変遷 

   ア 殴られたときの姿勢 

     ●●氏は、主尋問において、実況見分調書添付写真１７ないし２０のような

姿勢であったと証言する（●●３４頁）。 

     この●●氏の姿勢は、高さ１３５センチメートルの門扉を挟んでいる本件に

おいて、真実大高氏に殴打行為が可能であるかに直結する極めて重要な事項で

あり、●●氏としても、殴られたというのであればその時の姿勢は当然に明確

に記憶に残ってしかるべきである。 

     しかし、●●氏は、２０１０年１０月１３日に行った再現では、明らかに、

実況見分調書よりも低い姿勢をとっている（調書添付） 

     すなわち、実況見分調書では、頭の位置は門扉の上部と同じくらいの高さで

あるが、再現写真撮影報告書では、頭の位置は、門扉の下から４分の３くらい

の高さであり、大きく異なっている。●●氏は、大高氏が殴りやすかったこと

にしようと頭の位置を高く証言しているのである。 

     かかる変遷は極めて不合理であり、このように変遷しているのは、●●氏が
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真実体験した事実ではないからである。 

 

   イ ２発目を避けようとしたか 

     ●●氏は、１発目を殴られ、２発目の前に、避けようとしたと証言する（●

●３７，３８頁）。避けようとしたか否かは、殴られたときの姿勢や内心に関

するものであり、殴られた者にとって、重要な事項である。 

     しかし、２０１０年１０月４日の取調においては、そのようなことを言って

いない（殴られたときの姿勢や内心という重要な事項であることからすると、

そのようなことを話していたのであれば、当然調書に記載するはずであり、調

書に記載がないということは、話さなかったと言うことである）。 

     かかる変遷は極めて不合理であり、このように変遷しているのは、●●氏が

真実体験した事実ではないからである。 

 

     ⑸⑸⑸⑸    供述が不合理であること供述が不合理であること供述が不合理であること供述が不合理であること 

    ●●供述は、変遷が多いだけでなく、その内容自体不合理である。 

 

   ア すぐに門を閉めたのに殴られたとしている点 

     ●●氏は、大高氏が門の外に出された後、すばやく門扉をしめたという（●

●３３頁）。しかし、この証言と、殴られたという証言は、整合しない。 

     すなわち、○○氏いわく、大高氏は、門から出された後、外から看板を倒そ

うとしていたという（○○３０頁）。しかし、看板があるのが門の端の方なの

だから（甲５）、看板を倒そうとしていたのであれば、大高氏が門中央にくる

までに、門扉をしめ終えているはずである。つまり、●●氏が暴行を受ける時

間的余裕はなかったはずである。しかも、●●氏が閉めたという南京錠は、本

体に押し込めば鍵がかかるタイプであり（●●４７頁）、鍵をしめるのに、時

間がかかるものではない。 

     殴られたとする●●証言は不合理である。 
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   イ 大高氏の姿勢等見えたはずが見えていない点 

     ●●氏は、南京錠をしめるとき、大高氏の姿勢は見ていないが、足は見えた

と言い、ただ、門扉のバーに足を乗せていたかどうかについては見ていないと

いう（●●３５頁）。 

     しかし、●●氏と大高氏は、門を挟んで対峙していたのであるから、門扉を

しめようとしていた●●氏には大高氏が足をどこに乗せていたのかについて

も見えていてしかるべきである。しかも、大高氏は暴れていたというのである

から、守衛長である●●氏としては、暴れている人物がどのような様子・位置

関係なのか、注視するはずである。 

     それにもかかわらず、大高氏の姿勢や、足をどこに乗せていたのかを見てい

ないというのは、不合理である。 

実際は、大高氏は足を載せていないのである。また、大高氏が腹を門扉に載

せれば、足は宙に置き、足を乗せることは出来ないのである。 

 

   ウ 時間的間隔がありながら２回も殴られたとしている点 

     ●●氏は、２度殴られたと証言するが、１発目と２発目の時間的間隔は、数

秒、５秒程度あったと証言する（●●３６、４５頁）。この点、人間の時間的

感覚は不確かであるから何秒であったかは確実ではないとも思えるが、少なく

とも、少し考え事をするくらいの時間はあったという。 

     それにもかかわらず、●●氏は、１発目と２発目の間に大高氏の様子を見て

おらず、門から離れようともしていないで（●●３７、３９頁）、２発目を殴

られたという。 

     これは、殴られた人間の行動として、不合理である。 

 

   エ 公務中に２回殴られたといいながら逮捕していない点 

     ●●氏は、公務中に２回殴られたという。しかし、●●氏は、守衛長という

立場にあり、私人であっても現行犯逮捕が可能であることを知っていながら、

大高氏を逮捕していない（●●３９頁）。これは、●●氏の行動として不合理
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である。 

■■は気が付かなかった ▲▲は聞いた 

 

     ⑹⑹⑹⑹    小括小括小括小括 

    以上のように、●●氏には虚偽供述の動機があるところ、現に、●●氏の証言

には、客観証拠に反し、また不合理な変遷、不合理な供述が多々ある。 

    ●●氏は、虚偽供述を行い、大高氏を陥れようとしているが、真実ではないが

故に、このような不合理な証言に終始しているのである。 

    ●●氏の証言は全く信用できない。 

 

 ６６６６    ○○証言の信用性○○証言の信用性○○証言の信用性○○証言の信用性 

  ⑴⑴⑴⑴    はじめにはじめにはじめにはじめに 

    ○○氏の証言も、●●氏と同様、全くの虚偽供述である。 

 

  ⑵⑵⑵⑵    虚偽供述の動機虚偽供述の動機虚偽供述の動機虚偽供述の動機 

    ○○氏は、２００８年から東京地方裁判所に勤務し、２０１０年８月に警務課

課長補佐となった者であり、●●氏と同様、数年前から毎日のように裁判所前で

裁判所批判を繰り返していた大高氏に対して、悪感情を抱いており、虚偽供述の

動機が存在する。 

 

  ⑶⑶⑶⑶    客観証拠との矛盾客観証拠との矛盾客観証拠との矛盾客観証拠との矛盾 

    ○○氏は、●●氏が殴られた際、「あ、こら」と言い、他の人も「危ない」な

どと声を発した。すると、庁舎内に戻ろうとしていた職員が、一斉に振り返って、

戻ってきたと証言する（○○１５頁）。 

    しかしながら、当時の写真からは、職員が一斉に振り返って戻って行っている

様子は一切ない（甲６ 写真８８以下）。 

    ○○氏は、殴られているのを目撃したという自身の虚偽供述の信用性を増そう

と、嘘の上塗りをした具体的な証言をした結果、客観証拠に反する証言をしてい
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るのである。 

 

  ⑷⑷⑷⑷    供述の変遷供述の変遷供述の変遷供述の変遷 

   ア 鍵がかかっていたか 

     ○○氏は、最終的に南京錠の鍵がしまったのか見ていないと証言する（○○

２５、２６頁）。 

     しかしながら、○○氏は、２０１０年１０月１３日には、警察官に対し、●

●さんがしっかりと鍵をかけていたと述べている（○○２６頁）。 

     鍵がかかっていたか否かは、大高氏を構外退去させたという本件において、

警務課課長補佐である○○氏にとって重要なことであり、当然記憶に残ってし

かるべきである。そのような点について供述が変遷しているのは、○○氏が、

虚偽の供述をしているからに他ならない。 

 

   イ 大高氏の足の位置に関する認識 

     ○○氏は、殴ったときの大高氏の足の位置について、記憶がないと証言する

（○○３１、３２頁）。 

     しかし、○○氏は、２０１０年１０月１３日には、警察官に対し、大高氏は

足を門のバーにかけていたと、断言して話している（○○３３頁）。 

     ○○氏は、障害物なくしっかり目撃できたというのであるから（○○１５頁）、

暴れていたという大高氏の姿勢について注目しているはずであり、大高氏の姿

勢についても明確に記憶に残ってしかるべきである。 

     そのような点について供述が変遷しているのは、○○氏が虚偽の供述をして

いるからに他ならない。 

 

  ⑸⑸⑸⑸    供述供述供述供述が不合理であることが不合理であることが不合理であることが不合理であること 

   ア 同じような一連の動作 

     ○○氏は、大高氏の殴打行為について、腕を振り上げてフルパワーで殴り、

２発目も一連の動作で殴った、１発目と２発目の頭部に接触した間隔は１秒程
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度であった、門のバーに上半身が乗っかっている状況であったと証言する（○

○１５、３１、３４頁）。 

     しかし、そのような態勢で、殴打行為、しかも連続して２発も殴ることが可

能か甚だ疑問である。しかも、大高氏が当時６９歳であったことをあわせ考え

ると不可能としか言いようがない。 

     ○○氏は、虚偽供述をしているからこそ、このような不可能な供述をするの

である。 

 

   イ 殴られた後、鍵を締めて撤収しているとの点 

     ○○氏は、●●氏が殴られた後、鍵を締めることができたので、自室の方に

撤収したと証言する（○○１６頁）。 

     しかし、○○氏の証言によれば、大高氏がフルパワーで●●氏を殴るのをみ

たというのに、鍵を締めることができたら自室に撤収したというのは不合理で

ある。真実殴るのを目撃したのであれば、警務課課長補佐としては、大高氏に

詰め寄る、さらには現行犯逮捕するなどするのが通常である。それを、自室に

撤収したというのは極めて不合理であり、かかる証言をするのは殴打行為を見

たということがそもそも虚偽だからに他ならない。 

 

   ウ ●●氏が何も言っていないという点 

     ○○氏は、殴られた後、●●氏は何も声を出さなかったと証言する（○○２

６頁）。 

     しかし、かかる証言は、「何をしているんだ」と言ったとする●●氏の証言

と矛盾する（●●２０頁）。 

     ○○氏は、殴打の音は聞こえたと言いながら、●●氏の声が聞こえなかった

というのは不合理である。 

     ●●氏と○○氏が矛盾する証言をするのは、両者が、虚偽供述をしているた

めである。 
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   エ 大高氏が看板を倒そうとしていたといいながら、殴ったとする点 

     大高氏が看板を倒そうとしていながら、●●氏を殴ったとする点について、

時間的間隔として不合理であることは、既に述べたとおりである。 

 

  ⑹⑹⑹⑹    不誠実な供述態度不誠実な供述態度不誠実な供述態度不誠実な供述態度 

    ○○氏が虚偽の供述をしているのは、その不誠実な供述態度からも明らかであ

る。 

    すなわち、○○氏は、殴ったときの大高氏の足の位置について、記憶があるの

か推測なのか尋ねられ、「（記憶が）そこは、ないことにします」「ないで結構

です」と投げやりな証言をしている（○○３２頁）。 

    ○○氏のこのような不誠実な供述態度も、○○氏が虚偽の供述をしていること

を表しているものである。 

 

  ⑺⑺⑺⑺    小括小括小括小括 

    以上より、○○氏は、虚偽供述の動機があるところ、現に、○○氏の証言には、

客観証拠に反し、また不合理な変遷、不合理な供述が多々ある。 

    ○○氏は、虚偽供述を行い、大高氏を陥れようとしているが、真実ではないが

故に、このような不合理な証言に終始しているのである。 

    よって、○○氏の証言は信用できない。 

 

    ７７７７    ▲▲、■■証言の▲▲、■■証言の▲▲、■■証言の▲▲、■■証言の信用性信用性信用性信用性 

▲▲証人と■■証人の証言には齟齬が有る。■■証人は、大高氏が●●氏を殴っ

た時に暴行事件として直ぐ警察に通報しなかった理由を、暴行を目撃したと思われ

る職員から、現行犯逮捕すべきだという「発言はありませんでした」と答えている

（３５頁）。しかし、同じ現場にいた▲▲証人は、「現行犯逮捕は、すべき」と他

の職員が「言っていた」と証言している（▲▲調書５６頁）。両証人は狭い現場で

１～２メートル離れた所にいた。結局、両証人は警察に通報しなかった。暴行の後、

現場に居た職員は大高氏の為に救急車を呼び、１１０番通報して警察官も呼んでい
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る。しかし、警察官の姿を見ても、大高氏の逮捕を求めなかったのである。即ち、

「現行犯逮捕は、すべき」と他の職員が「言っていた」という▲▲証人の証言は虚

偽であり、職員らは逮捕の必要性を感じていなかったということになる。それは、

暴行が無かったことを裏付ける事実である。 

 

 ８８８８    大高氏供述の信用性大高氏供述の信用性大高氏供述の信用性大高氏供述の信用性 

            大高氏は、●●氏を殴っていないと供述する。以下述べるように、かかる大高氏

供述は信用性が高い。 

 

        ⑴⑴⑴⑴    具体的かつ迫真的であること具体的かつ迫真的であること具体的かつ迫真的であること具体的かつ迫真的であること 

    大高氏は、裁判を傍聴した経緯、構外退去となった経緯、門外に追い出されて

以降の状況等、時系列に沿って、詳細に供述している。 

    特に、門の手前に階段があり、そこで抵抗するのが最後の抵抗であり、結局下

ろされたらもう抵抗のしようがないと供述しているが（大高氏２１頁）、かかる

供述は、現場の状況に合致し、構外退去命令を出された者の心境として、きわめ

て具体的かつ迫真的である。 

 

        ⑵⑵⑵⑵    真摯な供述態度真摯な供述態度真摯な供述態度真摯な供述態度 

    大高氏は、退去命令が出された際「今日は抵抗するからな」と宣言したと述べ

（大高氏１８頁）、同年齢の男性と比べて並よりは力があると述べるなど（大高

氏１９頁）、自己に不利な事実を含めて真摯に供述している。 

    これは、自己に有利不利を問わず、記憶のままに供述しているからに他ならな

い。その様な中、大高氏が●●氏を殴っていないと述べているのは、真実●●氏

を殴っていないからである。 

 

 ９９９９    大高氏が殴打したということが不合理であること大高氏が殴打したということが不合理であること大高氏が殴打したということが不合理であること大高氏が殴打したということが不合理であること 

            以上のように、裁判所職員証言は信用できず、一方、大高氏供述は信用できる。

さらに、以下に述べるように、大高氏が殴打したとすると不合理な点が存在するの
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であり、大高氏が●●氏に対して殴打行為をしていないことは明らかである。 

 

        ((((1))))    大高氏は大高氏は大高氏は大高氏は直前まで裁判所職員らに強度の有形力を行使されており、直前まで裁判所職員らに強度の有形力を行使されており、直前まで裁判所職員らに強度の有形力を行使されており、直前まで裁判所職員らに強度の有形力を行使されており、 

疲労から門扉に頭を載せていた疲労から門扉に頭を載せていた疲労から門扉に頭を載せていた疲労から門扉に頭を載せていた 

  上述したとおり、大高氏は裁判所職員らによって身体の事由を完全に制圧され

る程度の拘束を受け、文字通り裁判所の建物から構外に「つまみ出された」状態

にあったのであり、かかる裁判所職員らの「暴行」によって大高氏は疲労し、門

扉に体を寄せ掛けて支えなければならないほどであった。大高氏は、このときの

状態について、「門扉の上の鉄のところにあごを載せていたのは、裁判所職員ら

との応対により、疲れて、気分が悪くなったからだ」旨述べて（第８回公判大高

１２頁）、その当時の状況を明らかにしている。 

   このような大高氏の様子は、防犯（監視）カメラ映像の２３分１２秒及び１３

秒の映像からも明らかであるし、その後、大高氏を病院に搬送すべく救急車が棟

着している事実からも、大高氏が裁判所職員らによる「暴行」によって身体的被

害を受けて疲労困憊していた事実が裏付けられる。 

   疲労困憊していた大高氏が、「門丈夫に上半身を乗り出」して（○○１３頁）

「被害者」を殴打することなど行おうと考えるはずもなく、事実、映像上からも

大高氏の顏は門扉最上部のバーの後ろに写っているのであって、大高氏が殴打し

たとする検察官の主張との間には決定的な矛盾が存在する。大高氏の供述こそが

真実に合致していることは明らかである。 

 

        ((((2))))    従前の行動パターンと合致しない従前の行動パターンと合致しない従前の行動パターンと合致しない従前の行動パターンと合致しない 

    大高氏は、これまで裁判所を批判してきたが、大高氏に危害を加えていない裁

判所職員に暴力を振るったことなどない。 

    大高氏が●●氏に暴力を振るったとするのは、大高氏の従前の行動パターンと

合致しない。 

この点に関し、大高氏が法廷秩序法違反として監置された事実はある。たしか

に、大高氏が遮蔽板を閉めた行動によって一定の秩序が破られた事態があったか
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も知れないが、しかし、それは、そのこと自体を目的としていた故意行為でない

ことはもちろん、責められるべき過失行為でもない。 

 なぜなら、遮蔽板がそのように極めて高い可動性を有しており、それを窄めるた

めには何も大きな力を入れる必要はないのだということについて、大高氏は全く認

識を有していなかったために、全く意想外の勢いで遮蔽板が移動し、証言台にぶつ

かってしまったのである。 

       むしろ、大高氏は、証人と大高氏の遮蔽という裁判所の措置に協力しようとした

が、上記のような事情から、その気持とは逆の結果になってしまったのであった。 

    よって、この大高氏の監置の経緯は、何ら大高氏に暴行をなす傾向があることを

示すものとはならないのである。 

 

    ((((3))))    大高氏の前科前歴の指摘は不当である大高氏の前科前歴の指摘は不当である大高氏の前科前歴の指摘は不当である大高氏の前科前歴の指摘は不当である 

検察官は、論告要旨１７頁で、大高氏が「平成２１年６月には警察官に対する公

務執行妨害事件、さらに金融機関に対する名誉毀損事件で立て続けに検挙され、本

件当時は同名誉毀損事件で執行猶予付き判決を受けたもののこれを不服として控訴

中であった」と指摘する。しかし、かかる前科前歴の存在が、大高氏の証言の信用

性を検討するに当たって微塵も考慮されてはならない。 

「警察官に対する公務執行妨害事件」は、結局、警察も起訴できなかったのであ

り、捏造であることが明らかである。また、「金融機関に対する名誉毀損事件」は

全く本件と罪質が異なるので、考慮されるべきではない。なお、念のために付言す

ると、「金融機関に対する名誉毀損事件」は、「金融機関」の側に隠された資料が

入手できなかったために、無罪とならなかったが、本来無罪とされるべき事件であ

った。 

 すなわち、大高氏は、千葉興業銀行（以下「千葉興銀」という）に対して、相被

告人山野氏とともに街宣活動を行ったことが問題とされた名誉毀損被告事件で、２

０１０年４月２２日、懲役１０月執行猶予３年の刑に処されたが、控訴審判決は、

注目すべき内容であった。 

 大高氏の千葉興銀への名誉毀損とされる行為のうち、「千葉興銀が、その融資に
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際して、日本橋建設が既に被告人山野の母に売却し、その所有となった『本件土地』

上に、その事情を知りながら勝手に根抵当権を設定した」との事実摘示については、

「本件土地」が「被告人山野の母の所有となった」ことは認め「所論指摘の署名及

び押印の相違が存する」と認めた。しかし、本件土地所有権登記名義が株式会社ト

ーショーになっていたことなどを理由に、千葉興銀が「その事情を知っていた」と

の点について真実性の立証がないとされた（１１，１２頁）。 

 また、故意の阻却の有無については、「日本橋建設と被告人山野の母との間の本

件土地の売買について、日付や内容を異にする複数の契約書が存在するとの事情が

認められる」としつつも「確実な資料･根拠に照らして相応の理由があったことを示

す事情は窺われない。」とした（１３頁）。 

 逆に言えば、千葉興銀が「その事情を知っていた」と言える、或いは、そう誤信

するのが相当の「確実な資料･根拠」があれば、名誉毀損罪は成立しなかったはずで

ある。 

 そして、山野氏は、１９８９年２月頃、千葉興銀で、同年２月付の日本橋設計工

務株式会社から千葉興銀への融資申入書を見た際には、山野の母所有の土地上の建

物建築資金としての融資申込書であったという記憶がある。 

 そうであれば、千葉興銀は、本件土地が山野の母所有であることを知っていたは

ずであり、それを後に架空の土地購入資金に改めた（土地購入が架空であったこと

は控訴審判決も１０頁で認定するとおりである）、という経緯からすれば、千葉興

銀は背信的悪意者というべきであり、被告人山野や依頼者の事実摘示の真実性ない

し誤信相当性が証明されることとなる。しかし、その融資申入書が証拠として提出

されず、真実性の立証が為しえなかったものである。 

 

    10    証拠能力のない実況見分調書を採用した違法証拠能力のない実況見分調書を採用した違法証拠能力のない実況見分調書を採用した違法証拠能力のない実況見分調書を採用した違法 

   裁判所は、実況見分調書を法３２１条３項に基づき採用した。しかしながら、仮

に、実況見分調書自体が法３２１条３項の要件を満たしたとしても、写真１１、１

２、１３、１４、１５、１６、１７、２０、２１、２２、は、いずれも再現写真で

あり、なお伝聞性が残るものである。真正立証後に上記写真を含めて採用したのは、
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法３２１条１項２号、３号の要件を満たさない伝聞証拠を採用した違法がある。即

刻証拠から排除すべきである。 

 

第４第４第４第４    傷害は存在しない傷害は存在しない傷害は存在しない傷害は存在しない 

１１１１    傷害結果が存在しないこと傷害結果が存在しないこと傷害結果が存在しないこと傷害結果が存在しないこと 

   本件の「被害者」と称する●●氏は、大高氏の「暴行」の結果として、加療約１

週間の「頭部外傷」「頸椎損傷」の傷害を負ったとされている。 

   しかしながら、そのような傷害事実は存在しないことは、すでに検察官立証にお

いても明らかになっている。 

   そもそも、●●氏を直接診察した□□医師は、外形上「こぶ」も観察できていな

い。首の部分についても異常を認めず、CT スキャンやエックス線による撮影結果

からも異常所見が存在しなかったにもかかわらず、●●氏の口頭による訴えのみを

根拠に加療約１週間という診断を下している。要するに、客観的所見が存在しない

にもかかわらず、自覚所見のみをもって「傷害」との診断を下したということであ

る。 

この点につき●●氏は受診時にはこぶが消失していた旨を述べているが（●●４

０頁）、それは、こぶに関する医学常識に真っ向から反するものであることを、後

記の通り、◎◎医師の意見書（弁８、弁１６）や尋問といった弁護側立証において

明らかにした。 

 

    ２２２２    頭部外傷について頭部外傷について頭部外傷について頭部外傷について 

    ((((1)))) 直径４～５ｃｍ大の「こぶ」ができていたとの証言直径４～５ｃｍ大の「こぶ」ができていたとの証言直径４～５ｃｍ大の「こぶ」ができていたとの証言直径４～５ｃｍ大の「こぶ」ができていたとの証言 

大高氏から暴行を受けたと称する●●氏は、２０１０年８月１０日１２時２３分

頃、大高氏から右後頭部を殴られたことにより、直径５ｃｍくらいのこぶが出来た

と証言した（●●２３～２４頁）。 

このこぶについて、午後３時ちょっと前に（■■２２頁）管理課事務室で見たと

称する裁判所職員の■■和文氏は、「若干赤みがかかって、うっすら、ふっくらと

した」「（厚みが）５ミリぐらいは。で、範囲が大体、五百円玉をちょっと大きく
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したぐらい」「その部分が赤くなってました。」というこぶであったと証言した（■

■１２頁）。なお、検察官は論告要旨では「５ミリもいかない」と記載しているが

（１１頁）、これは、検察官がそのように■■氏を誘導しようとして失敗した発問

である。また、５００円玉は、直径２．５ｃｍであるから、これをちょっと大きく

したぐらい、というのは、３～４ｃｍ程度と言うことになる。 

■■氏とともに管理課事務室で●●氏と会ったと称する裁判所職員の▲▲孝氏は

「こぶが出ていて、しかも赤くなっていて、さわらなくても分かるほどでした。」

「こぶのように膨らんでいて、真ん中、こぶの中央あたりが赤くなっているのが見

えました。」（１７～１８頁）と証言した。 

直径５ｃｍ、厚さ５ｍｍ程度のこぶというのは、医学的には皮下血腫であり、簡

単に言えば皮膚の下の内出血である。「赤くなっていました」というのは、内出血

していることを示す表現であろう。 

この点について、検察官は論告要旨１４頁で、◎◎証人の「証言は、負傷部位か

らして視覚的には負傷の形状等を確認できない被害者が、痛みや感触などからその

負傷を『こぶ』と表現したことのみを根拠に、これが腫脹というべきものであった

という可能性を何らの理由もなく排して、血腫であった旨を断じた上、これを前提

として証言するものであり、本来本件にかかる事実関係を立証する証拠能力自体が

認められないもの」であるなどと非難する。 

しかし、前述のように、「こぶ」と表現したのは●●氏だけではなく、前述の通

り「視覚的に負傷の形状等を確認」したと称する▲▲氏と「実際上、こぶがあった

のは見ました」「こぶはありました」（■■３６頁）と証言した■■氏もである。

そして、そうした形状であれば、皮下血腫と診断されると△△医師も認めている（△

△３８頁）。また、医学的には、血腫というのは腫脹に含まれる概念であるから、

血腫であった旨断言したから腫脹と言わなかった、と言う関係にはない。 

検察官は、「▲▲証人は、先の通り『５ｍｍも行かない程度に腫れたふくらみ』

と表現しており、これを踏まえれば被害者の負傷が血腫ではなかったことは明らか

であるが、◎◎証人はこの表現を考慮に入れなかった理由については特段合理的な

説明をしていない」と非難する。しかし、前述の通り「５ｍｍも行かない」という
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のは検察官の誘導の失敗であって、しかも、厚みが「５ｍｍくらい」と証言したの

は▲▲氏ではなく■■氏である。検察官は虚偽を記載しており、過誤であれば、自

ら申請した証人の尋問調書すら読んでいない不真面目な態度と言えるし、意図的で

あれば悪質極まりない。 

しかも、▲▲、■■、○○の３人の警察に於ける供述調書には、一様にコブの存

在を供述していない。そのことについて、▲▲証人は「質問になかったから」言わ

なかった旨証言している（▲▲調書５２頁）。■■証人は、警察に対し「こぶ自体、

見たっていうのは言いませんでした。」と証言した（■■調書３８頁）。しかし、

コブの存在は、殴られた被害の大きさを説明するために必須の事項である。それを

３人とも警察に言わなかったのは、コブが無かったからであると解する他ない。 

 

    ((((2)))) 直径４～５ｃｍ大の「こぶ」は１時間３０分程度で腫れがひかない直径４～５ｃｍ大の「こぶ」は１時間３０分程度で腫れがひかない直径４～５ｃｍ大の「こぶ」は１時間３０分程度で腫れがひかない直径４～５ｃｍ大の「こぶ」は１時間３０分程度で腫れがひかない 

それから約１時間３０分後の午後４時３０分過ぎ、国際医療福祉大学三田病院で

診察を受けたが、そのときにはこぶはひいていたという（●●調書２６～２７頁）。 

  診察をなした□□淳医師は「触ってみたところでは、自分としては、はっきりと

したのは感じなかったように思いますけれども、当然カルテにこぶの大きさ等を記

載もしてなかった」「首に関してはエックス線を撮り、そして、頭に関してはＣＴ

スキャンを撮りました。」「ＣＴ、そしてエックス線ともに、異常所見は認めませ

んでした」と証言した（□□３，４頁）。 

  しかし、直径４～５ｃｍ大の「こぶ」は、１時間３０分程度で腫れがひくもので

はない。 

  直径５ｃｍ、厚さ５ｍｍ程度、というのは相当の大きさである。こぶの腫れが引

く、というのは、内出血が吸収された状態を意味する。しかし、これほどの大きさ

の内出血がだんだん広がって吸収されるには、受傷後早くて数日、長い場合は一週

間や１０日以上かかることもあり、大きさや部位によって異なる。いったん血管の

外に出た血液が、４時間で吸収されることはない。したがって、●●氏の証言は、

医学的には説明が付かない。 

  また、ＣＴスキャンは頭蓋内の出血などの有無を調べるために検査するわけであ
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るが、一定以上の大きさの後頭部皮下血腫であれば、ＣＴスキャンでも撮影されて

いる可能性が高い。頭部ＣＴスキャンは通常１０ミリごとに撮影しているが、５０

０円玉よりも大きいものであれば、ましてや５ｃｍ大であれば数スライスにわたる

大きな血腫として描写されるはずである。 

    ところが、ＣＴに異常所見は認めなかった、と□□医師は証言している。そのこ

とからは、●●氏の証言した、こぶが生じた、ということは医学的には説明が付か

ない。 

 

    ((((3)))) むくみへの変更も成り立たないむくみへの変更も成り立たないむくみへの変更も成り立たないむくみへの変更も成り立たない 

上記の◎◎医師の意見書を踏まえて、検察官は、●●氏の「負傷」について、こ

ぶ（血腫）から内出血のない腫脹（むくみ）に主張を変更してきた。 

検察官は、◎◎医師に対してその旨の質問をなし、その後に行われた△△医師の

尋問では、完全にむくみを前提とする証言をさせた。しかし、その変更は、●●氏

が５ｃｍ程度のこぶと述べた証言の信用性を大きく低下させた。３時ちょっと前に

「実際上、こぶがあったのは見ました」「こぶはありました」（■■３６頁）、「髪

の毛ありますけど、私よりも短髪にしてらっしゃいますんで、どっちかというと地

肌に近い状態ですんで、よく見えました」（■■１２頁）という■■氏の証言の信

用性も凡そ認められなくなる。それとともに、△△医師の証言自体、矛盾し破綻し

たものとなった。 

すなわち、●●氏を３時過ぎ頃「診察」したと称する△△医師は、患部について

「髪の毛の地肌を、こう髪の毛を押しつけて見た」、髪の毛を押し付けてみないと

赤い部分はよく分からなかったかと問われて「そうであったかもしれません」（△

△４４頁）、「少し柔らかい感じで」「むくみと言ったほうがもしかしたら正しい

のかもしれません」と証言し（△△５９頁）、「２センチくらい」（同６１頁）、

「腫れている中に赤みが差しているような感じ」（同６３頁）、と述べた。 

しかし、５ｃｍ程度の血腫と「むくみ」の発生の仕方は異なるし、外傷によって

血腫を伴わずに「むくみ」だけが単独で発生することは無い。外傷による腫脹の場

合、多かれ少なかれ内出血が必ず生じ、それが多ければ腫脹は赤くなる。当初赤か
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ったというのだから（■■１２頁）、■■氏の証言が真実であれば、血腫に間違い

がない。そして、血腫が、わずか３０分後には確認困難になる、などという症例は

およそ考えられない。 

しかも、△△医師が証言したとおり、「むくみ」であっても、数分で出来るもの

ではなく、数時間で発生するのである（△△６４頁）。そのことからすると、●●

氏が証言した、受傷直後にできたという５ｃｍのこぶを、△△医師の言う「むくみ」

と解することもできない。 

また、受傷後３時間の経過を経た時点で△△医師が確認したと称する「むくみ」

が、その１時間後に診察した□□医師には分からなくなっているとも考えられな

い。仮に、保冷剤で冷やしても１時間後には分からなくなるとは通常考えられない。

三田病院の□□医師も患部が保冷剤等で冷やされていた、とは認識していなかっ

た。仮に冷やされていたら、医師であればそのことは分かったはずであることは前

述の通りである。 

検察官は、論告要旨１３頁で「打撲等の刺激による炎症や腫脹が時間の経過とと

もに消失していくことを考えると、欠く証人の証言は時系列に沿い、生理現象に矛

盾のない合理的な内容である」などと論じている。しかし「打撲等の刺激による血

腫や腫脹」はこのような短時間では消失せず、むしろ拡大するのであるから、時系

列はむしろ逆であって、生理現象に矛盾した不合理な内容である。とりわけ、●●

氏と■■氏の証言は「被害者の頭部の負傷は客観的には比較的軽度のものであった

ことを直裁に証言して」はおらず、「被害内容を大仰に言い立てている様子」が認

められる。各証人の証言は相互に合致し合っておらず、それぞれの信用性は極めて

低い。これに反する検察官の論告要旨１３頁の記載は、明らかに失当である。 

よって、●●氏の頭部に打撲と認められる程度の障害があったことは凡そ認めら

れない。 

 

    ((((4)))) ●●氏の証言は信用できない●●氏の証言は信用できない●●氏の証言は信用できない●●氏の証言は信用できない 

   ●●氏は、０時２３分ころ、殴られ、５センチ大くらいのこぶができたが、午後

４時か４時３０分ころに病院で診察を受けた手前では、こぶが大分引いていたと証
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言する（●●４０頁）。 

   暴行によりどのような怪我を負ったのか、患部の状態はどうなったのかというこ

とは、暴行を受けた者にとって重大な事項である。 

   しかし、●●氏は、こぶがひいたことについて、医者にも話していなし、捜査機

関に一切話していないという。これは、殴られこぶができたために診察を受けた者

として、明らかにおかしい。 

   ●●氏がこのような証言をするのは、２０１１年６月８日に、□□医師が、診察

時に外部的所見がなかったと証言したことから、その証言にあうように、変遷させ

たからに他ならない。 

   かかる変遷は極めて不合理であり、このように変遷しているのは、●●氏が真実

体験した事実ではないからである。 

 

    ３３３３    頸椎損傷について頸椎損傷について頸椎損傷について頸椎損傷について 

  ((((1)))) 頸椎損傷とはいかなるものか頸椎損傷とはいかなるものか頸椎損傷とはいかなるものか頸椎損傷とはいかなるものか 

□□医師は「視診、そして触診、さらにはエックス画像所見上で異常を認めなか

ったのが私の診察結果であるんですけれども、本人、殴られた、そして痛みがある

ということなので、診断としては頭部打撲、そして頸椎損傷という診断をしました。」

と証言した（□□４頁）。 

しかし、頸椎損傷というのは、通常エックス画像所見上で、頸椎に骨折や脱臼な

どの骨傷等の異常を認めた場合に使われる診断名である。すなわち重篤な場合が多

い。異常を認めなかった場合に頸椎損傷と診断することは、一般的ではない。 

 この点については、△△医師も「ＭＲＩとかＣＴとかレントゲンですね、そのあ

たりで診断をつけるということが普通」であり、それによって何かが確認されたと

きに頸椎損傷と診断することを認めている（△△６６頁）。 

 しかし、エックス線画像所見上で、頸椎に骨折や脱臼などの骨傷を認められる場

合には、本人の自覚症状としても重篤であり、激痛などを訴えていたり、動けない、

普通には歩けないなどの症状を伴うのが通常である。バイタルサインにもなんらか

の異常が認められるはずであり、エックス線画像をとって初めて発見される、など



63 

 

というものではない。そして、そのような場合、診断を疑う段階から絶対安静であ

り、患者の移動にも十分な注意を払って行なわねばならない重篤な状態である。他

院を紹介するならば、頚椎を固定の上救急車等での搬送手段を執るのが必須とな

る。 

 △△医師は、頸椎損傷について「頸椎だけではなく周りの、例えば筋肉であると

か、頸椎周囲の筋肉ですね、あるいは靱帯であるとか、周りのいろいろな組織が、

頸椎を支持する組織がございますので、そういうところに何か損傷、傷がつくよう

なことがあれば、頸椎損傷という診断名を使うことはあり得る」（△△５頁）と述

べている。６６頁でも同様に述べている。しかし、それは特異な用語法である。通

常は、頸椎の骨が損傷する場合を頸椎損傷と呼ぶのである。 

   △△医師は、外科の臨床の経験が乏しいのではないかと考えざるを得ない。 

また、頸椎捻挫の疑いであっても、本来、バイタルサインを確認した上で、保冷

剤や湿布等を処方し、安静を指示すべきであるが、それを行っていないというのは

医師の処置として適切ではない。 

なお、三田病院の□□医師も、湿布や痛み止めの薬も処方していなかったとのこ

とである（□□１５頁）。 

これらの２名の医師の対応から言えるのは、「頸椎損傷」についても、●●氏本

人の愁訴だけで何ら重篤な訴えでなく、客観的な臨床所見は認められず、医師とし

て処置の必要性が感じられない程度のものであった、ということである。 

 

  ((((2)))) 大高氏の身長、門扉の状況からして頸椎損傷・頸椎捻挫は不可能大高氏の身長、門扉の状況からして頸椎損傷・頸椎捻挫は不可能大高氏の身長、門扉の状況からして頸椎損傷・頸椎捻挫は不可能大高氏の身長、門扉の状況からして頸椎損傷・頸椎捻挫は不可能 

   大高氏の身長は、１６７．５センチメートルであり、門扉の高さは１３５センチ

メートルであり、門扉の上部が首の付け根あたりにくることになる。 

   しかも、門扉は厚みが相当程度あることもあわせ考えると、大高氏が腰をかがめ

た●●氏を「殴打」することは物理的にも不可能である。 

   裁判所職員は、その不可能さを克服するために、大高氏が門のバーに上半身が乗

っている状況であったと証言する。しかし、そのような姿勢をとると、足が地に着

かず、宙に浮いてしまうから、頸椎損傷ないし頸椎捻挫が生じるほど強い力で殴る
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ことは、当時６９歳であった大高氏には不可能である（なお、この点裁判所が検証

請求を却下したことは、真実発見義務に反して違法である）。 

 

    ４４４４    △△医師の証言による「診察」は信用できない△△医師の証言による「診察」は信用できない△△医師の証言による「診察」は信用できない△△医師の証言による「診察」は信用できない 

    ((((1)))) カルテに基づかない「診察」についての証言は客観性が担保できないカルテに基づかない「診察」についての証言は客観性が担保できないカルテに基づかない「診察」についての証言は客観性が担保できないカルテに基づかない「診察」についての証言は客観性が担保できない 

 △△医師は、●●氏の診察をしたと言いながら（調書２頁）、カルテは作成して

いないと述べる（同５頁）。しかし、診察をした以上はカルテ（診療録）を作成し

なければ医師法２４条１項違反である。診療録の作成義務は重大であり、通常、診

療録に記載のないことを医師が述べても診察していないか、その供述にどの程度客

観性があるのか、どこまでが真実なのか担保できない、と医療過誤訴訟等でも判断

される。 

 診療録を作成していないのに医師として診察したなどとして証言する△△医師

の証言は（△△医師自身、「厳密な意味で診察ではありません」と言い直している

（４２頁）とおり）、医療界の常識としては、証拠価値が極めて低いものである。

その点に関して反対尋問をなした大高氏の指摘は正しいものである。 

 

 ((((2)))) 「非常に疾患として重篤である場合」との判断と「診察」方法の矛盾「非常に疾患として重篤である場合」との判断と「診察」方法の矛盾「非常に疾患として重篤である場合」との判断と「診察」方法の矛盾「非常に疾患として重篤である場合」との判断と「診察」方法の矛盾 

 △△医師は、カルテを作成しなかった理由として「この頭部外傷の場合にはやは

り非常に疾患として重篤である場合もありますので、とにかく専門医、脳外科医で

すね、専門医にまずきちんと診察をしてもらうと言うことが必要」と証言している

（△△６頁）。 

 しかし、それほど重篤な症状の可能性もあるというならば、むしろ十分な診察を

してカルテを作成し、診療情報提供書を作成して他院に紹介する、というのが医師

としての責務である。 

 △△医師自身、頭部打撲の患者に対しては「バイタルサイン」，すなわち「呼吸

とか血圧とか循環動態を見る」「意識障害」「神経学的な異常がないかどうか」を

確認すると証言している（△△３５，３６頁）。これはその通りであり、瞳孔の大

きさや対光反射の有無なども確認する必要がある。ところが、△△医師は、本件の
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●●氏に対してはそのような診察を行ったと証言していないし、そのことを確認で

きるカルテも存在していない。また、応急措置として患部を冷やしてはいないと証

言している（△△３７頁）。 

 △△医師は、初診診療報酬のことばかりを気にしているが、上記の措置をとるこ

とこそが、重篤な症状が疑われる患者に対して本来、医師が取るべき態度である。 

 △△医師は、自分は「した覚えはないんですけれども」●●氏自身が保冷剤や濡

れタオルで患部を冷やされた可能性はある、とも証言している（３６頁）。しかし、

診察をした医師は、本人がどのような措置を行ったか聞くのが通常であるし、保冷

剤や濡れタオルを宛てていれば、患部が濡れていたり冷えていたりするので触診す

れば分かるはずである。 

 また、「診療所のスタッフが冷やしたほうがいいよと言って保冷剤を渡した可能

性はあるので、私には分かりません」と証言している（△△３７頁）。 

 これも、「非常に疾患として重篤である」危険のある患者への対応としてはあり

得ない。まず、診療所のスタッフが医師の指示もなく保冷剤を渡す、というのは医

師法違反である。しかも、頭部外傷で「非常に疾患として重篤である」危険のある

患者について、バイタルサインの確認もせずに、保冷剤を渡すこと自体、危険な行

為であるし、スタッフ任せで「私には分かりません」という態度はおよそ「非常に

疾患として重篤である」危険のある患者への対応としては無責任極まりない。 

 さらに、「非常に疾患として重篤である」危険のある患者に「精密検査ができる

医療機関に速やかに行っていただくという必要がある」と判断したというならば

（△△６頁）、救急車を手配する、少なくともタクシーを呼ぶなどして、その医療

機関に責任を持って送り届けるべきである。 

 

  ((((3)))) 電話を診療情報提供書に代えることはできない電話を診療情報提供書に代えることはできない電話を診療情報提供書に代えることはできない電話を診療情報提供書に代えることはできない 

 △△医師は「電話をしたときに、診療情報提供書を持って行かないので、だから

より電話をして情報を提供したということになります。」と証言した（△△４１頁）。

しかし、カルテも診療情報提供書も作成せずに電話で正確に十分な情報を伝えるこ

とはできない。電話で済ます、という点でも「非常に疾患として重篤である」危険
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のある患者への対応として不適切である。 

 診療情報提供書は、診療点数に関わる点で三田病院にとっても必要な書類であ

り、三田病院に対する態度としても、電話で済ますという点で問題がある。 

 △△医師は、●●氏の医療費を心配しているが、その割には診療情報提供書料す

ら「私、会計をしているわけではないので分かりません」という態度であり、誠実

な医師の態度とは言えない。患者にとって一番利益になるような措置をとっている

様子がないのに、診療情報提供書に関しては患者のためとして金がかからないこと

を選択したというのも腑に落ちない。  

 このような△△医師の態度からは、むしろ、●●氏は「非常に疾患として重篤で

ある」危険のある患者ではなく、一見して重症の可能性がないと判断し、△△医師

自らは責任を持って何らかの症状を診断できないため、他院を紹介したのではない

か、と考えるほかない。 

 

  ((((4)))) ●●氏の証言が裏付ける、症状を診断できなかった事実●●氏の証言が裏付ける、症状を診断できなかった事実●●氏の証言が裏付ける、症状を診断できなかった事実●●氏の証言が裏付ける、症状を診断できなかった事実 

この点に関し、●●氏は以下の通り証言した（●●２５頁）。 

「一応診ていただきましたけども、こういうことだから、もうちょっと注意して、

もっとほかの大きい病院へ行ったほうがいいよと言われまして、その先生に病院

のところを紹介していただいて、そちらのほうに行きました。」 

「（こういうことだからというのは）恐らく事件の内容じゃないでしょうか。や

はり、そういったものですと、後からいろいろな問題がでてくるんだろうし、こ

こでも診られますよといわれました、先生に。でも、ここで診るよりは、やはり

精密っていうか、そういった器械があるところでよく診てもらったほうが、公務

のときに、公務をしている間にやったもんだから、そちらのほうがいいですよと

紹介されたんです。」 

この●●氏の証言からは、△△医師が、●●氏について重篤である可能性がある

と判断したことは全くうかがわれない。むしろ、△△医師は、「公務」災害申請か、

公務執行妨害での証拠化を予想したが、他覚症状が確認できなかったため、精密機

械のある他院で、症状が確認できないか、調べたほうが良い、と勧めたものと考え
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られる。 

 

  ((((5)))) 既往歴を確認しなかったことの不自然既往歴を確認しなかったことの不自然既往歴を確認しなかったことの不自然既往歴を確認しなかったことの不自然 

  では、一見して重症である可能性がないのに、●●氏は何故愁訴をなしていたの

だろうか。●●氏に既往歴があり、それが８月１０日の件によるストレスで、愁訴

をなさなさしめたものと考えられる。 

 △△医師は、２０１０年８月１０日の１年以上前に一度●●氏を診療したことが

あると証言した（２０頁）。しかし、裁判長から、頸椎捻挫等で首が痛いと言って

以前から受診していたかと質問されて「分かりません、そこについては」と答えて

いる。 

 これは、医師としては極めて疑問のある回答である。△△医師は、数年前のこと

だから記憶がないかのように答えている。しかし、数年前の問題ではなく、８月１

０日の「診察」の際に既往歴についてカルテを見たり問診して確認するのが医師と

して当然取るべき方法である。ところが、△△医師は「私の手元にカルテがあった

かどうかは、ちょっと今覚えておりません」と述べている（２１頁）。仮にカルテ

を見ていなかったとしても、既往歴、特に同種の既往歴について問診したはずであ

るが、△△医師が●●氏の既往歴が分からない、ということは、問診すら行わなか

ったものと考えられる。それは、医師としての基本姿勢に関わるものであって極め

て疑問である。 

  ●●氏が「非常に疾患として重篤である」危険のある患者であるというならば、

既往歴を確認しなかったことはますます問題である。 

 △△医師は、最高裁勤務なので過去に於いて●●氏を最高裁で診察したが、●●

氏は霞ヶ関勤務だから霞ヶ関の診療所にカルテがある可能性がある、と述べてい

る。 

 しかし、他の診療所での診察のカルテが回付されて診察を行った診療所にはその

カルテが残っていない、ということはおよそ考えられないことである。 

 医師法２４条２項には「前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する医師

のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者に於いて、その他の診療
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に関するものは、その医師において、５年間これを保存しなければならない。」と

記載されている。すなわち、カルテは診療所単位で保存していなければ医師法違反

なのであり、△△医師が説明したような事態は違法である。 

 この点については、△△医師が思い違いか偽証をしているものと考えるほかな

い。 

 ●●氏は「私自身、事件当日から、ちょっと気持ち的に不安定だったもんですか

ら、自分で医者に、精神科の方にちょっと行ってるところもあるもんですから、そ

ちらのほうに予約をして行きました。」と証言しており（●●調書３０頁）、本件

以前から精神科にも通っていたようである。また、本件の後「精神的に不安定とい

うか」（３１頁）、「結局、精神的に一番ダメージが大きいです。それだけですね。」

（３２頁）と述べている。 

●●氏の既往歴が肩や頸部痛であれば、従来から●●氏はそのような症状を訴

えていたのであって、２０１０年８月１０日の大高氏の行為と●●氏の当日の愁

訴との因果関係は認められないこととなる。 

また、●●氏の既往歴が精神面のものであれば、８月１０日当日の●●氏の愁

訴は精神的な思い込みによるものとの疑いも強くなる。 

裁判所における●●氏のカルテ、および、８月１０日の三田病院における●●

氏のカルテにも、既往歴を診断した内容が記載されているはずである。 

そこで、●●氏の既往歴を明らかにするためにも、そのカルテが開示され検討

されることは重要である。 

それは、本来、立証責任のある検察側がなすべきことである。しかし、４月２

５日の公判廷で弁護側が要求したにも関わらず、検察官はこれを行わなかった。

よって、●●氏の愁訴と既往歴との因果関係が否定できないから、大高氏の行為

による●●氏の障害発生は認定できないのである。 

 

 ((((6)))) まとめまとめまとめまとめ     

  以上の通り、△△医師の●●氏への「診察」に関する証言は、カルテを作成して

いない点で信用性の低いものであるが、その内容としても、「非常に疾患として重
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篤である」危険があると考えて他院を紹介した割には、その「診察」態度は医師と

しては不適切であり、むしろ、●●氏に見るべき症状がないためにそのような態度

を取ったものとしか考えられない。なお、その医学的知識・診療態度からしても、

頭部外傷･頸部損傷等の臨床の経験については疑問である。 

 

    ５５５５    検察官による●●氏の精神的苦痛の主張の失当検察官による●●氏の精神的苦痛の主張の失当検察官による●●氏の精神的苦痛の主張の失当検察官による●●氏の精神的苦痛の主張の失当 

検察官は、論告要旨で「被害者はその後、少なくとも２ヶ月間程度、頸部の痛み

に悩まされたほか、あまりに思いがけない被害を被ったことにより精神的に深い衝

撃を受け、当公判廷における証言態度からも明らかなように、今なおその衝撃から

は回復することが出来ずにいる。」などと主張する（１５頁、ただし、証言時から

１年近く経過した「今なおその衝撃からは回復することが出来ずにいる」ことを立

証する証拠は存在しない）。 

しかし、本当に、●●氏が「精神的に深い衝撃を受け、当公判廷における証言態

度からも明らかなように、今なおその衝撃からは回復することが出来ずにいる」と

したら、それは、前述した精神面の既往歴の影響であるとともに、裁判所の圧力

の下に、真実に反して「暴行により負傷する被害を受け」たなどと証言せざるを

得なかったことによる良心の呵責のためであると考えるほかない。 

よって、大高氏が●●氏について「でっち上げを証言しているから泣いた」と

評したのは正当である。それを「必至に証言している被害者を愚弄して更に精神

的苦痛を加え、傍聴する支援者らを扇動するかのごとき供述をするなどして被害

者を脅かし、まさに二次被害とも言うべき被害を被らせた」と記載した論告要旨

は（１６頁）、事実の歪曲であるのみならず、前提を誤っており失当である。 

 

 ６６６６    診断書の証拠能力と信用性診断書の証拠能力と信用性診断書の証拠能力と信用性診断書の証拠能力と信用性 

    ⑴⑴⑴⑴    診断書の証拠能力診断書の証拠能力診断書の証拠能力診断書の証拠能力 

   裁判所は、□□医師作成の診断書（甲４）を法３２１条４項に基づき採用した。

しかし、そもそも同項が伝聞例外として証拠能力を認めたのは、鑑定書は専門性を

有する特別の知識経験のある者だけが認識しうる法則又は事実の供述であるから、
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相当の正確性を有することによる。 

   ところが、本診断書は、前述の通り、●●氏に何ら客観的な異常が見あたらなか

ったのにもかかわらず、患者の訴えのみに基づいて作成されており、特別の知識経

験に基づくものでは全くない。かかる診断書が法３２１条４項に該当しないことは

明らかであり、これを採用したのは、違法である。即刻証拠から排除すべきである。 

 

    ((((2)))) 診断書の信用性診断書の信用性診断書の信用性診断書の信用性 

   仮に、診断書に証拠能力があったとしても、信用性は極めて低いものである。 

   前述の通り、診断書（甲４）を作成した□□医師によれば、●●氏を診察した際、

触診でも明らかな異常はなく、エックス線、ＣＴスキャンを行っても、異常所見は

認められず、神経学的にも異常がなかったという（□□１０頁）。 

   □□医師は、●●氏の訴えのみに基づいて、頭部打撲傷、頚椎損傷という診断書

を作成したに過ぎない。 

   結局、診断書からは、診察において●●氏が、頭と首に痛みがあると訴えたとい

うことが分かるのみである。 

   以上より、当該診断書には、●●氏が頭部打撲傷、頚椎損傷を負ったことに関し

て証拠価値は全くない。 

 

    ７７７７    △△証人請求の違法△△証人請求の違法△△証人請求の違法△△証人請求の違法 

  上記のとおり、血腫は４時間程度で引くことはなく、頸椎損傷も他覚症状のない

場合には通常つけない診断名である、という点について明確に証言した◎◎医師の

尋問の後に、検察官は、最初に●●氏を診察したという△△医師の証人申請をして

きた。しかし、△△医師の証人申請は、次の通りいくつもの違法を重ねたものであ

り、その点でも信用性が低い。 

  まず、憲法３７条２項は、「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機

会を十分に与えられ」ると規定している。実質的に「審問する機会を十分に与え

られ」るようにするためには、検察官の主張を十分に弾劾できるように、検察官

側立証がまず行われなければならない。そのために、刑訴法２９８条を受けた刑
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訴規則１９９条が証拠調べの順序を規定している。すなわち、刑訴規則１９９条

は「まず、検察官が取り調べを請求した証拠で事件の審判に必要と認めるすべて

のものを取り調べ、これが終わった後、大高氏又は弁護人が取調を請求した証拠

で事件の審判に必要と認めるものを取り調べるものとする」と規定している。同

条について、青林書院新社「注解刑事訴訟法」〔全訂新版〕５４０頁には、「争

点ごとに双方が証拠調べを請求するという順序をとることはさしつかえない。し

かし、この場合でも、まず検察官が請求するという順序をとるべきである。」記

載されている。 

よって、●●氏の傷害の争点においても飽くまで検察官が先に△△医師を取り

調べなければならない。△△医師が先に取り調べられていれば、それを踏まえて

◎◎医師の尋問を行うことにより△△医師の証言を医学的観点で弾劾すること

が出来るが、逆になるとそれが出来ないからである。 

しかも、検察官は◎◎医師の証拠調べ請求に先んじて△△医師の証拠調べを請

求することが十分に可能であった。弁護人が◎◎医師の意見書（弁８）を検察官

に証拠調べ請求予定証拠として Fax 送信したのは、２０１１年末のことであり、

弁護人が◎◎医師の証拠調べを請求したのは１月２３日公判当日であった。他方、

検察官は、２０１０年８月１０日に△△医師が最高裁の診療所で杉浦氏を診察し

たことはもともと知っており、１月２３日以前に△△医師の証拠調べを請求する

ことは十分に出来たのである。むしろ、△△医師の尋問内容が◎◎医師の証言に

よって医学的側面から弾劾されないように、わざと△△医師の尋問を後回しにす

ることを意図した、後出しの証拠調べ請求と考えるほかない。 

よって、検察官の証拠調べ請求は刑訴法２９８条、刑訴規則１９９条に反する。 

 さらに、検察官による△△証人の証拠調べ請求は、上記各条に反することによ

り、被告人の証人尋問権を保障した 憲法３７条２項に違反する。 

 それにも関わらず、裁判所は、△△証人の尋問を認めた。しかし、上記の違法

な請求による尋問であるから、その信用性は極めて低いものと言える。他方で、

△△証人の証言を弾劾する内容である◎◎医師の第２意見書（弁１６）は、上記

の違法を治癒するために反対尋問権を検察官が放棄したものと理解されるから、
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高度の信用性が認められるべきである。 

 

第５第５第５第５    結語結語結語結語 

以上に述べたとおり、大高氏は、●●氏に対して暴行を加えておらず、傷害罪も、

公務執行妨害罪も成立せず、本来無罪である。また、●●氏の公務は違法であるこ

とからも、大高氏には公務執行妨害罪は成立せず、やはり無罪である。 

検察官は、そのことが分かっていながら、裁判所の大高氏に対する嫌悪を受け

て恣意的･差別的に大高氏を起訴したものであるから、本件公訴は棄却されなけれ

ばならない。 

 

以 上 

 


