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申立ての趣旨 

原決定取り消す 

 本件について再審を開始する 

との決定を求める。 

 

申立の理由 
第１ 原決定の基本的問題点 

再審における審判の対象は、確定判決の罪となるべき事実の認定について、合理

的な疑いが生じるかどうかであり、再審においても刑事裁判の鉄則である「疑わしき

は被告人の利益に」の原則が適用される（白鳥決定・昭和５０年５月２０日最高裁第

１小法廷、財田川決定・昭和５１年１０月２日最高裁第１小法廷）。 

本件において、竹内景助（以下「竹内」という。）の犯人性を示唯一の直接証拠は

自白である。Ａの目撃供述は、自白を補強するものであるが、それだけで竹内景助の

犯人性が認められるような証拠価値はなく、自白の信用性が最大の争点である。 

自白の信用性を肯定する判断要素としては、供述の変遷がないこと、客観的事実

と整合していること、内容自体に合理性があること、供述内容に体験性があり、具体

的かつ詳細であること、秘密の暴露あるいは秘密の暴露に準ずるような裏付け証拠が

存在すること、被告人以外の者の供述証拠等とも整合していること等があげられ、こ

れらを判断要素とすることは「自白の信用性-被告人と犯行との結び付きが争われた

事例を中心として-」（法曹会）でもあげられている自白の信用性判断についての確立

した手法である。 

したがって本来ならば、原決定は、弁護人が主張する様々な自白の信用性に疑問

を生じさせる問題点について検討するだけでなく、自白の信用性を肯定するのであれ

ば、上記のような判断要素について検討して、自白の信用性が肯定できることを示さ

なければならない。 

しかしながら原決定の中に、弁護人の主張に対する批判的検討は存在するもの

の、竹内の自白の信用性が積極的に肯定できることや、信用性が高いことを示した論

述は一切存在しない。 
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これは本件において、竹内の自白の信用性を積極的に肯定できる要素や、自白の

信用性が高いことを示す事情が存在せず、竹内の自白の信用性が基本的に低いからで

ある。 

これに対して、仮に自白の信用性を積極的に肯定できる要素や、信用性を高める

要素が多々存在する自白であれば、弁護人が自白の信用性に疑問を生じさせる主張立

証をしたとしても、弁護人の主張の問題点などを指摘して、総合的に評価して自白の

信用性を肯定し、被告人が犯人であることについて合理的な疑いが生じていないと判

断することはできるであろう。 

あるいは有罪認定を裏付ける強力な情況証拠が存在するような事案であれば、犯

人性は揺るがないという観点から、自白の信用性を肯定し、同様の判断をすることは

ありうるであろう。 

しかし本件のように犯人性を裏付ける強力な情況証拠が存在せず、自白の信用性

を積極的に肯定できる要素や、自白の信用性が高いことを示す事情が存在しない自

白、すなわち脆弱な自白にあっては、この自白の信用性に疑問を生じさせる弁護人の

主張に対して、仮に１００％その主張が成り立つものではなく、見方によっては別の

見解が成り立つとしても、自白の信用性を相当程度減殺させる効果が生じるのであれ

ば、総合評価において自白の信用性が否定され、被告人が犯人であることについて合

理的な疑いが生じると判断されるべきである。 

原決定は、竹内の自白が基本的に脆弱なものであることを直視せずに、この問題

を無視して、弁護人の主張に対して、反対の見方から一方的に批判的検討を加えてい

るのであって、原決定の最大の誤りはこの点にある。 

自白が客観的な事実と矛盾しており、信用性を欠いていることについては、第２以

下で詳論するところではあるが、ここでは次の点を指摘しておく。 

竹内は、否認、単独犯行の自白、共同犯行の自白、単独犯行の自白、否認、単独

犯行の自白、否認と、合計７回も根幹部分で供述を変遷させている。 

このように根幹部分における供述の変遷が著しい自白は、それだけで自白の信用

性が低いと判断されるべきである。 
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竹内の自白には、秘密の暴露あるいは、秘密の暴露に準ずるような自白の信用性

を担保する事情が存在しない。 

竹内の自白には、主幹制御器の鎖錠装置を針金で解錠した経緯や、コントローラ

ーを紐で結んで固定した経緯など、実行行為の核心部分について、犯人であれば当然

に供述すべき合理的な説明がなく、非体験供述性がうかがわれる。 

このような脆弱な自白にあっては、自白の信用性について、新証拠によって、自

白が客観的事実と矛盾することが完全に証明できなかったとしても、自白の信用性を

相当程度減殺させる効果が生じるのであれば、自白の信用性が否定され、被告人が犯

人であることについて合理的な疑いが生じると判断されるべきである。 

 

第２ 第２車両のパンタグラフについて 

 １ 発車時にパンダグラフが上がっていなかった理由として原決定があげる根拠 

原決定は、発車時にパンダグラフが上がっていなかった理由として、次の点を挙

げている。 

原決定があげる根拠を示すと次のとおりである。 

① 検証調書には、第２車両のパンタグラフは、脱線の際、前頭車のため折損垂

下した電柱などの衝撃を受けてクラッチが外れて上昇したものとの記載がある。 

② 東京鉄道局作成に係る「三鷹駅に於ける電車脱線添付事故の調査報告書」（以

下「本件事故調査報告書」という）では、第２車両のパンタグラフについて、本件事

件後には伸び上がりして破損していないこと、わずかに「Ｎ０.１摺板体」の前面に

小打撃の跡があり、これためクラッチ棒がわずかに押圧されていること、「衝突後上

昇した。#１摺板体小打撃」あるいは「摺板体Ｎ０.１僅かに打撃を受け曲損」との記

載がある。 

③ 本件事故調査報告書を作成したＣが第２車両のパンタグラフが上がっている

原因として、おそらく走っている途中、階段に激突等した衝撃によって、その弾みに

クラッチが外れて上がったものと思うと証言している。 

④ Ｄ技術部長（以下「Ｄ技術部長」という。）は、物体が船板の前方から後方に

向かって衝突して負荷が掛かり変形したと考えられ、もしパンタグラフが上昇した状
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態で、いずれかの物体により衝撃を受ければ、片方だけの船板が破損するのではな

く、両方とも破損している場合が多く、第１車両のパンタグラフのように大破すると

思われること、天井管が若干曲がっていると聞いたが、そうであれば降下している状

態で衝撃を受け、天井管がクラッチから外れ上昇した可能性があると指摘している。 

⑤ Ｄ技術部長は、進行方向から何かが当たり引っ掛かると、集電舟には、後ろ

方向への変形に併せて、集電舟が時計方向に若干回転するため、斜め上方向への変形

も生じることになり、写真１０のパンタグラフの破損状況を見ると、後ろ方向と斜め

上方向への変形があるように認められ、まさに、この構造からくる典型的な破損状況

と合致すると指摘している。 

⑥ Ｄ技術部長は、集電舟の破損が、パンタグラフが上がった状態で発生したと

すれば、事故の規模からして枠組みの変形も相当なもので、折り畳むことが困難にな

ったと考えられるが、パンタグラフの枠組みにほとんど変形が認められないことなど

も総合すると、折り畳まれた状態のパンタグラフに、電柱から落下したワイヤー等が

衝突した可能性が高いと述べている。 

⑦ 本件電車が脱線後停止するまでの間に、第２車両の屋根の部分にもワイヤー

等も含め障害物や飛来物等が接触する状態が生じたとみるのが自然であり、それにも

かかわらず、同車両の破損、変形の程度が軽微であったことは、本件電車が発車した

際に第２車両のパンタグラフは上昇していなかったことを推認させる事情といえる。 

⑧ 第１車両におけるパンタグラフ用上げ紐の状況と、第２車両のパンタグラフ

用上げ紐の状況が異なることは、発車前に第２車両のパンタグラフ用上げ紐が利用さ

れず、パンタグラフが上昇していなかったことをうかがわせる事情である。 

⑨ Ｅの検察官調書で、Ｅはパンタグラフが一つだけ上がっていたと供述しいて

いること 

 以下、これらの点について、順次反論を加えることとする。 

２ 前記①の検証調書と②の本件事故調査報告書について 

 前記①の検証調書と②の本件事故調査報告書で述べられていることは、基本的に同

じである。①の検証調書には、第２車両のパンタグラフは、脱線の際、前頭車のため

折損垂下した電柱などの衝撃を受けてクラッチが外れて上昇したものとの記載があ
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り、②の本件事故調査報告書では、［わずかに「Ｎ０.１摺板体」の前面に小打撃の跡

があり、これためクラッチ棒がわずかに押圧されていること］から、①の検証調書の

内容を裏付けるものとなっている。 

 しかし①及び②は、「摺板体」の痕跡とクラッチ棒の押圧から、①の推論が可能で

あることが示されているに過ぎない。弁護人が主張するように、パンタグラフが上昇

した状態で摺板体が打撃を受けて、クラッチ棒が押圧されたとしても同じ損傷状況に

なるのであって、パンタグラフが上昇していたのか、パンタグラフが折り畳まれた状

態だったのかについて、結論を導くものではない。 

①、②は、パンタグラフが折り畳まれた状態だったという見解に立つと、なぜパ

ンタグラフが上がったのかという説明が必要になり、そのための説明を示しているに

過ぎず、パンタグラフが上がった状態であったことを否定する根拠にはならない。 

３ 前記③のＣの証言 

本件事故調査報告書を作成したＣは、原決定が引用するように、第２車両のパン

タグラフが上がっている原因として、おそらく走っている途中、階段に激突等した衝

撃によって、その弾みにクラッチが外れて上がったものと思うと証言している。 

しかしこの階段等に衝突した衝撃によって、クラッチが外れたというＣの証言

は、前記①、②の見解と矛盾している。 

本件事故調査報告書では、［わずかに「Ｎ０.１摺板体」の前面に小打撃の跡があ

り、これためクラッチ棒がわずかに押圧されていること］がクラッチが外れた根拠と

なっており、階段等に激突等した衝撃ではなく、物理的に摺板体に物体が衝突したこ

とを根拠としてあげている。したがってこのＣの見解は本件事故調査報告書によって

否定されているのである。 

加えてＢ教授は、「第１車両が車止めに衝突して脱線し、その直後に階段などの構

造物が第１車両のパンタグラフに衝突したとしても、第１車両、第２車両ともに各車

両の車体が、各車両の台車から外れてレールのない部分を走行したのであるから（検

証調書添付第三図、脱線車両付近平面図）第２車両のパンタグラフが第１車両のそれ

と同じ軌跡を辿って階段等の構造物に衝突したと考える必要はない」（三鷹事件意見

書、４頁、５頁、新２９）と述べており、Ｃの証言には根拠がない。 
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４ 前記④のＤ技術部長の見解 

（１）船板が片方だけ破損していること 

前記④で述べたとおり、原決定は、Ｄ技術部長が、「もしパンタグラフが上昇した

状態で、いずれかの物体により衝撃を受ければ、片方だけの船板が破損するのではな

く、両方とも破損している場合が多く、第１車両のパンタグラフのように大破すると

思われる」と述べていることを根拠に上げている。 

しかしパンタグラフが折り畳まれた状態であったとしても、大きな物体が落下し

て衝撃が加われば、進行方向前方、後方、両方の船板が破損することになるし、パン

タグラフの枠組みも変形するはずである。 

パンタグラフが上昇していた状態であっても大きな物体が衝突すれば、両方の船

板が破損したり、枠組みが変形することは同じである。第２車両のパンタグラフの損

傷状況は、客観的に見て、大きな物体が、第２車両のパンタグラフに衝突しなかった

事実を明らかにしているのである。 

第１車両のパンタグラフが大破しているのに、第２車両のパンタグラフの損傷が

軽微である理由としては、先に述べたとおり、第１車両が車止めに衝突して脱線し、

その直後に階段などの構造物が第１車両のパンタグラフに衝突したとしても、第１車

両、第２車両ともに各車両の車体が、各車両の台車から外れてレールのない部分を走

行したから、第２車両は階段等の構造物に衝突しない軌跡を通ったと考えることがで

きる。 

したがって片方の船板だけが破損していることは、客観的に見て、第２車両のパ

ンタグラフに大きな物体が衝突しなかったことを明らかにしているだけであり、パン

タグラフが上昇していたことを否定する根拠にはならない。 

（２）天井管が若干曲がった状態であること 

次に原決定は、前記④で述べたとおり、Ｄ技術部長が、天井管が若干曲がってい

る状態であることから、パンタグラフが「降下している状態で衝撃を受け、天井管が

クラッチから外れ上昇した可能性があると」述べていることを根拠に上げている。 

しかしこの見解は、前記①及び②と同様であり、パンタグラフが折り畳まれた状

態であれば、なぜこれが上昇したのかを説明する必要があり、天井管（クラッチ棒と
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同義）が若干曲がっていて、その変形によってクラッチがはずれて、パンタグラフが

上昇した可能性を指摘しているのである。 

 

      （鉄道車両工業４４８号６１頁 図４） 

しかしパンタグラフが上昇した状態であっても、天井管は、摺板体と近接してい

るから、摺板体が衝撃を受けたときに、天井管が若干変形することは十分に考えられ

るのであって、天井管が曲がった状態であることは、パンタグラフが上昇した状態で

摺板体に物体が衝突したことを否定する根拠にならないことが明らかである。 

５ 前記⑤のＤ部長の見解 

（１）Ｄ技術部長の見解とこれに対するＢ教授の反論 

Ｄ技術部長は、前記⑤のとおり、「進行方向から何かが当たり引っ掛かると、集電

舟には、後ろ方向への変形に併せて、集電舟が時計方向に若干回転するため、斜め上

方向への変形も生じることになる。写真１０のパンタグラフの破損状況を見ると、後

ろ方向と斜め上方向への変形があるように認められ、まさに、この構造からくる典型

的な破損状況と合致すると推定した。」と述べている。 

これに対してＢ教授は、次のとおり反論した。 

「上方と後方の両方向への力が働いたという意味では理解できるが、後方への僅か

の変形と上方への大きな変形を説明できるかどうかは疑問である。仮に、Ｄ理事の図
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２(大脇警部作成の平成２６年７月２９日付聴取報告書 別添資料３ 図２)に示されて

いる時計方向の回転角が２０°程度であるとすると、後方への衝撃力の回転した舟体

（弁護人注・集電舟と同義であり、本意見書では集電舟又は舟体と表記する。）の上方

への分力は舟体の後方への分力の tan２０°(約０．３６) 倍に過ぎず、これで後方

への変形の数倍の変形が舟体に生じるためには、舟体の後方への剛性が上方への剛性

に対して桁違いに大きい必要があるが、そのような設計をしているとは考えにくい。

つまり、定性的には理解できるが、定量的には説明困難と思われます。」（新５８・Ｂ

意見書４頁） 

この点については、弁護人ら作成の平成３０年９０月２８日付再審請求理由補充意

見書１２頁で詳細に論じているところであり、以下引用する。 

「写真１０（昭和２４年８月２日付検察官等による検証調書添付の写真）を見ると

舟体が上方向に変形していることは明らかであり、後方への変形の程度よりも大きい。 

 

ａ/ｂ=Tan２０°＝約０．３６ 

しかし上図のように列車の進行方向とは反対方向の外力が加わった場合、Ｂ教授が

指摘するとおり、上方への衝撃力（ｂ）は後方への衝撃力（ａ）の０．３６倍に過ぎ

ない。 

なおここでＢ教授が舟体の回転角を２０°で計算したのは、Ｄ理事が内容を確認し

ている平成２６年７月２９日付聴取報告書別添資料３図２の回転角が２０°よりも

少ないからであり、参考値として２０°で計算している。しかし同図２の実際の回転

角を分度器で測定すると約１０°であり、 
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ａ/ｂ=Tan１０°＝約０．１７６となり、より上方への衝撃力が弱くなることを指摘

しておく。 

したがって、パンタグラフが折り畳まれた状態で、上記のような力が加わって、写

真１０から認められる舟体の上方への変形が生じたとは考え難い。」 

（４）原決定の判示 

このＢ教授の見解に対して、原決定は、「衝突による衝撃力の上方と後方への伝わ

り方は、衝突時の車体の動きや衝突物の形状等によっても異なってくるものと思わ

れ、かならずしも上記の計算通りになるとは限らないから、Ｂ教授の指摘は、実際の

写真も見た上でのＤ技術部長の上記意見の信用性を大きく減殺するものとは言えな

い。」と判示している。 

（５）原決定の判示の誤り 

弁護人らは、衝突による衝撃力の上方と後方への伝わり方は、衝突時の車体の動

きや衝突物の形状等によっても異なってくること自体を否定するものではなく、その

伝わり方が、回転角２０°の場合、上方への衝撃力は、後方への衝撃力の０．２６

倍、回転角１０°の場合、上方への衝撃力は、後方への衝撃力の０．１７６倍と、

計算通りになると主張しているのではない。 

列車の進行方向と反対方向の外力が加わった場合に、上方への衝撃力の方が、後

方への衝撃力よりもずっと少なく、上方への変形の方が少なくなるという科学的知見

に基づく経験則を主張しているのである。 

加えて原決定は、「Ｂ教授の指摘は、実際の写真も見た上でのＤ技術部長の上記意

見の信用性を大きく減殺するものとは言えない。」と判示しているところ、検証調書

の添付写真１０を見ているのは、Ｄ技術部長もＢ教授も同じである（なお検証調書添

付写真１０を見れば、一見して上方への変形が大きいことは明らかである。）。 
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          （検証調書添付写真１０） 

原決定の判示は、科学的知見に基づく経験則に反していると言うべきである。 

６ 前記⑥のＤ部長の見解 

（１）Ｄ技術部長の見解とこれに対するＢ教授の反論 

Ｄ技術部長は、前記⑥で、集電舟の破損が、パンタグラフが上がった状態で発生

したとすれば、事故の規模からして枠組みの変形も相当なもので、折り畳むことが困

難になったと考えられるが、パンタグラフの枠組みにほとんど変形が認められないこ

となども総合すると、折り畳まれた状態のパンタグラフに、電柱から落下したワイヤ

ー等が衝突した可能性が高いと述べている。 

これに対してＢ教授は、平成３０年２月１４日付三鷹事件意見書（新５８）３

頁、４頁で反論を加えている。 

この内容については、弁護人ら作成の平成３０年９月２８日付再審請求理由補充

意見書１３頁～１５頁で詳細に説明しているところであるので、以下で引用する。 

「 イ これに対してＢ教授は、次の図を作成して場合分けをして、Ｄ理事の見解の

誤りを説明している。 
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上図のうち折り畳まれた状態では、天井管がフックに固定されているから下から上

方向への力が加われば舟体が上方向に変形する（新５８・Ｂ意見書２頁、４頁）。 

上図のうち、低く上昇している場合（約３００ｍｍ）や普通に上昇している場合（５

００mm～９００mm）は上下に動ける状態であるから、下から上への力を受ければ上に

動くだけで舟体の変形になりにくい（新５８・Ｂ意見書２頁、４頁、５頁）。 

一方「最初から上昇していた場合には、電車線のない部分で伸びきった状態になる

から、この場合も集電舟を変形させ」（新５８・Ｂ意見書４頁）と述べている。 

すなわち折り畳まれた状態（フックによって固定されていた状態）か、電車線のな

い部分で延びきった状態（上方向に動けない状態）のいずれかで、下から上方向への
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力を受ければ、舟体は上方向に変形するのである 

先に述べたとおり、第２車両は、台車からはずれてレールの無いところ走行してい

るから電車線（パンタグラフに接して電力を供給する線）の無い部分を走行して、伸

びきった状態になっていて、その時に下から上方向への力を受ければ、集電舟は上方

向に変形するのである。 

ウ 次にＢ教授は、パンタグラフが折り畳まれた状態と、伸びきった状態で、どち

らの方がパンタグラフの枠組の破損が生じる可能性が高いかについて次の通り説

明している。 

「折り畳まれた状態と伸びきった状態の二つが可能性として生き残った中で、折り

畳まれた状態と伸びきった状態で、どちらの可能性が高いか、を議論する必要がある。 

枠組みを破損させず、集電舟だけを破損させるには、ワイヤー等の先端が左右の枠

組を結ぶ横梁よりも高い位置でかつ集電舟よりも低い位置で衝撃する必要がある。先

端が横梁よりも低い位置で衝撃すれば、横梁は舟板よりも手前にあるから、先に横梁

に衝撃してこれを破壊するからである。この二者の高さの差は折り畳まれた状態では

約１００ｍｍ (大脇警部作成の平成２６年７月２９日付聴取報告書 別添資料２ (PS

１３型パンタグラフの図参照)しかないのに対して伸びきった状態では約１０００ｍ

ｍあるから、伸びきった状態でこのようになる可能性は、折り畳まれた状態でこのよ

うになる可能性の約１０倍ある、と考えられます。」（新５７・Ｂ意見書４頁、５頁） 

Ｂ教授が述べているとおり、パンタグラフが折り畳まれた状態であれば、パンタグ

ラフの横梁と集電舟（舟体）の約１０ｃｍの隙間から障害物が入って（障害物が１０

ｃｍ以上あれば不可能である）、集電舟だけに衝突するという極めて希な現象が起き

たことになるが、パンタグラフが伸びきった状態であればパンタグラフの横梁と集電

舟の間隔は約１ｍあり、その間隔に障害物が入って集電舟に衝突したことを想定すれ

ば良いのであって、後者の方が、著しく可能性が高いことは明白である。 

したがってパンタグラフが折り畳まれた状態で電柱から落下したワイヤー等が衝

突した可能性が高いというＤ理事の見解は誤りである。」 

（２）原決定の判示 

このＢ教授の見解に対して、原決定は何らふれることはなく、一切判断を示してい
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ない。 

パンタグラフが折り畳まれた状態で、物体が、パンタグラフの横梁に衝突すること

なく集電舟に衝突するとすれば、パンタグラフの横梁と集電舟（舟体）の約１０ｃｍ

の隙間から、１０ｃｍ以下の障害物が入ることが必要になり、極めて希な現象が起き

たことになるが、パンタグラフが伸びきった状態であれば、パンタグラフの横梁と集

電舟の間隔は約１ｍあり、その間隔に障害物が入って集電舟に衝突したことを想定す

れば良いのであって、後者の方が、著しく可能性が高い。これは科学的知見に基づく

経験則と言うべきである。 

原決定は、弁護人らが主張していた科学的知見に基づく経験則に対して、反論がで

きないため、これをただ無視しているのであり、科学的知見に基づく検討をしていな

いことが明らかである。 

７ 第２車両のパンタグラフの破損、変形が軽微であることについて 

原決定は、前記⑦のとおり、本件電車が脱線後停止するまでの間に、第２車両の屋

根の部分にもワイヤー等も含め障害物や飛来物等が接触する状態が生じたとみるのが

自然であり、それにもかかわらず、同車両のパンタグラフの破損、変形の程度が軽微

であったことは、本件電車が発車した際に第２車両のパンタグラフは上昇していなか

ったことを推認させる事情といえると判示する。 

しかし第１に、パンタグラフが折り畳まれた状態であったとしても、第２車両の屋

根、パンタグラフ付近に大きな飛来物、衝突、落下物があったとすれば、パンタグラ

フの枠組みが変形するのであって、第２車両のパンタグラフの変形が軽微であること

は、第２車両のパンタグラフ付近に大きな物体の衝突、落下等がなかったことを示し

ている。 

第２に、本件事故について、現在残されている事故状況の証拠からすると、電車が、

脱線し、第２車両が台車から外れて走行して行った経過の中で、具体的にどのような

飛来物が第２車両のパンタグラフ付近に存在したのか、第２車両のパンタグラフが上

がっていたとすると、パンタグラフの枠組みを損傷させるような飛来物が現実的に存

在したのか、これを確定することは不可能であり、原決定が指摘する点は、証拠に基

づかない推測に過ぎないものである。 
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これに対して、第２車両のパンタグラフの船板に下から上方向の衝撃が加わって

いて、進行方向と逆方向の衝撃よりも、下から上方向の衝撃の方がずっと大きく、こ

れはパンタグラフが上昇していたときに、船板に下方向から上方向に衝撃力が加わっ

たことを示していること（三鷹事件鑑定書４頁～６頁、新１）、第２車両のパンタグ

ラフの枠組みに変形がないことは、パンタグラフが上昇していた段階で船板に衝撃が

加えられた事実を明らかにしていること（三鷹事件意見書３頁、４頁、新５８）は、

科学的知見に基づく経験則というべきである。 

したがって証拠に基づかない推測に基づいて判断するのではなく、科学的知見に

基づく経験則に従って判断すれば、本件電車発車時にパンタグラフが上昇していた認

められるべきは明らかである。 

８ パンタグラフ用上げ紐について 

（１）原決定の判示 

原決定は、前記⑧のとおり、第１車両におけるパンタグラフ用上げ紐の状況と、

第２車両のパンタグラフ用上げ紐の状況が異なることは、発車前に第２車両のパンタ

グラフ用上げ紐が利用されず、パンタグラフが上昇していなかったことをうかがわせ

る事情であると判示する。 

（２）Ｂ教授の見解 

これに対してＢ教授は、第２車両の上げ紐の輪金が掛け金にかかったままの状態

であることについて、三鷹事件意見書（新２９）、２頁、３頁で次のとおり述べてい

る。 

「検察官意見書９頁の『紐の輪金が背部の掛け金に掛けたままで天井から右掛金まで

の紐にたるみはない』や『三鷹事件臨場記録』の上げ紐の写真（番号４８）は、上げ

紐が引かれた様子がないことを意味しない。 

つまり、運転室の天井から掛け金までの途中の紐を掛け金に掛かったままの状態で

一旦引いて手を離せば、パンタグラフを上昇させることができ、その後は上げ紐の写

真(番号４８)の状態になるから、同意見書10頁の『パンタグラフの紐を引いた後、ま

た紐を元通りに輪にしてフックに引っかけて元通りにしたことになる』は根拠を失う。      
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上記上げ紐の写真（番号 48）によれば、このような方法で紐を引くことが十分に可

能な高さにある。つまり、紐の右にあるHS(高速度遮断器)の入り切りを行うレバーと

同程度の高さでこれを行うことができ、写真の右端にある車掌弁を動作させた後に非

常ブレーキを緩解・復位させるために操作する位置(写真右上部の弁)よりは明らかに

低い位置にある。 

上げ紐の途中の部分を引いてパンタグラフを上げることは物理的に可能なだけで

なく、私は、実際にそのような方法でパンタグラフを上げていた運転士が多くいる

ことを経験的に知っている。」 

（３）Ｂ教授の見解に対する原決定の反論 

このＢ供述の見解に対して原決定は次のとおり判示する。 

「仮にＢ教授が指摘する方法で、第２車両のパンタグラフを上昇させることが物

理的には可能であるとしても、第１車両と同様に、パンタグラフ用上げ紐を掛け金

から外して引っ張り、パンタグラフを上げることは容易で、そのようにすることに

ついて支障があったともうかがえない。犯行に及ぼうとする者が、短時間でかつ容

易になし得る方法がありながら、これを選択しないことは、不自然といえる。」 

（４）原決定の判示の誤り 

しかしながら、原決定はなぜ、現場の運転士において、上げ紐を掛け金から外さず

にそのまま引っ張る者がいるのかという点を全く理解していない。 
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一つは、掛け金から外すという動作を省略して引っ張る方が、より容易かつ迅速

に行動できるからである。 

加えて実際に電車を運転する運転士の場合、上げ紐を引っ張った後で掛け金にか

けて元に戻すという動作も必要になり、これを省略できるという利点もある。 

本件では後者の点は、問題にならないが、犯人が運転士又は元運転士の場合、習慣

として掛け金から外さずに上げ紐を引っ張るという動作を行ってい可能性があり、

本件のように無人電車を暴走させる場合であっても、習慣から掛け金から外さずに

上げ紐を引っ張るというのは十分に考えられるところである。 

原決定は、「犯行に及ぼうとする者が、短時間でかつ容易になし得る方法がありな

がら、これを選択しないことは、不自然といえる。」と判示するが、むしろ掛け金か

らはずさずにそのまま引っ張る方が、短時間でかつ容易になし得る方法なのであっ

て、原判決の判断は失当である。 

加えて原決定は、第１車両の上げ紐の状況と、第２車両の上げ紐の状況が異なる

ことを根拠にするが、弁護人らは複数人による犯行を前提にしているところ、第１

車両で上げ紐を操作した者と第２車両で上げ紐を操作した者が異なるのであるから、

操作の仕方が異なることは何ら不自然ではない。この点についての原決定の判示も

失当である。 

９ Ｅ供述について 

（１）捜査段階の供述について 

原決定は、前記⑨で述べたとおり、Ｅが第２車両のパンタグラフについて、電車走

行時に上がっていなかったと昭和２４年７月３１日付検察官調書（検２）で述べてい

ることを、第２車両のパンタグラフが発車時に上がっていなかったという判断の根拠

としてあげている。 

そしてＥのこの供述について、「この供述は、記憶が鮮明で、捜査機関による誘導等

の可能性も伺われない時期における、電車運転士による目撃供述であるといえること

に照らせば、特に疑うべき事情もない。」と判示する。 

しかしながら事件が発生したのは、昭和２４年７月１５日であり、竹内が逮捕され

たのは、昭和２４年８月１日である。このＥの供述は竹内が逮捕される前日に検察官
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によって作成されたものであり、竹内が実行犯として無人電車を第１車両で発車させ

たという筋書きが出きていたと考えられる。 

したがって第２車両のパンタグラフは上がっていなかったという前提で捜査を進

めていた可能性が高く、Ｅの供述調書を作成するにあたっては、検証調書に記載され

ているように、電車の発車時には、第１車両のパンタグラフだけが上がっていたとい

うストーリーでＥを誘導して供述調書が作成された可能性が高い。 

Ｅにしてみれば、第２車両のパンタグラフが上がっていたかどうかに特に着目して

いなかったはずであるし、その重要性も認識できていなかったと思われるから、衝撃

的な事故状況の中で、第２車両のパンタグラフについての記憶が曖昧で、捜査官の誘

導にしたがった可能性がある。 

したがって捜査機関による誘導等の可能性も伺われない時期における、電車運転士

による目撃供述であるから、特に疑うべき事情もないという原決定の判示は誤りであ

る。 

（２）公判段階の供述 

Ｅは、確定審第１１回公判において、見たのは、後部の二、三車両で、何回か強烈

なスパークはあったが、パンタグラフが上がっていたかどうかは分からない旨を証言

している。 

これに対して原決定は、「Ｅは、本件電車がスパークしながら走行していたことを繰

り返し証言しているから、パンタグラフが上がっていたことを前提に、後部の二、三

車両に関する内容を述べたと解するのが自然である。」と判示する。 

しかし原決定も判示するとおり、公判では、「自分が見たのか後部の２、３両」でと、

具体的に目撃した車両を特定したうえ、パンタグラフが上がっていたかどうか分から

ないと述べている。 

したがってこの公判供述を素直に読めば、Ｅは後部の二、三車両が通過するのを目

撃していたが、その車両についてパンタグラフが上がっていたかどうかは分からない

と述べている。 

Ｅは、第２車両のパンタグラフを見ていたというようなことは一切述べておらず、

て、公判では、「自分が見たのか後部の２、３両」でと、具体的に目撃した車両を特定
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しているのであって、これに反する捜査段階の供述調書を否定する内容の供述である

ことは明らかである。 

この公判供述も加えて考慮すれば、Ｅの捜査段階の供述は検察官の誘導によるもの

であり、第２車両のパンタグラフが上がっていたかどうかについてＥは目撃していな

いと解するのが正当であり、Ｅ供述は、第２車両のパンタグラフが上がっていたとい

う弁護人の主張を否定する証拠とはならない。 

（３）Ｊの証言  

次に、事件発生当時、三鷹駅の信号係として勤務して、信号所の２階にいて本件電

車が走行してくるのを上から目撃したＪは、第７回公判において、「パンタグラフは上

がっているように見えた。目の前に架線のセクションがあるのでそれによってスパー

クした。前の方で２回、大きく続いてスパークしたのを覚えています。」旨述べている。 

そしてそのスパークについて、「２つのパンタグラフから出たスパークのように見

られたか、それとも１個のパンタが２回スパークしたようにみえらか、記憶ありませ

んか」と質問されて、「２個のパンタでやったように思います。」「１個１回のように思

います。」と、パンタグラフが２個上がっていたことを示す明確な供述をしている。 

Ｊは信号所の２階にいて、上から、本件電車が平素よりも異常に早い速度で近付い

て通過するのを目撃しているから、本件電車の全体を注意して目撃していたものであ

る。しかも目の前に架線のセクションがあり、それによってスパークしたというので

あるから、近い距離でスパークを目撃しており、「前の方で２回、大きく続いてスパー

クしたのを覚えています。」「２個のパンタでやったように思います。」という供述の信

用性は高いというべきである。 

パンタグラフがスパークする可能性があるのは架線のセクションを通過するとき

であり、パンタグラフが１個しか上がっていなかったとすれば、Ｊが目の前の架線セ

クションを見ていて、そこでスパークが２回起きるということはあり得ない。 

目の前の架線セクションでスパークが２回あったということは、パンタグラフが２

箇所で上がっていたことを明らかにしている。 

これに対して原決定は、「２か所と判断したのは、２回大きくスパークしたことを根

拠とするにとどまり、それ以上に具体的に観察した様子は見当たらない。そうすると
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これらの証言は、前記Ｅの検察官調書の内容を直ちに排斥するものとはならない。」と

判示する。 

しかし既に述べたとおりスパークするのはパンタグラフが架線セクションを通過

するときであるから、パンタグラフが１箇所しか上がっていなかったとすれば、Ｊが

見ていた架線セクションで２ヶ所スパークが起きるということは理論的にあり得ない

ことである。 

原決定は、架線セクションでスパークが起きるという鉄道員ならば常識的に知って

いる経験則を認識せずに誤った判断をしているのであって、原決定にはこの点につい

ても経験則違反があると言うべきである。 

10 小結 

以上のとおり、第２車両のパンタグラフについて、新証拠及び旧証拠を総合的に評

価すれば、第２車両のパンタグラフが発車時に上昇していたことが十二分に示された

というべきである。 

したがって本件のように本来的に脆弱な自白は、その信用性が否定されるべきは明

らかである。 

 

第３ 前照灯について 

 １ 原決定における証拠の明白性の判断について 

（１）はじめに 

 再審開始のための証拠の明白性（刑事訴訟法４３５条６号）の判断をするにあたっ

ては、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめればたりる意味にお

いて、「疑わしいときは被告人の利益に」という原則の適用がある（最決昭和５０年５

月２０日）ことは第１で前述した通りである。 

 しかし、原決定は竹内景助の自白の信用性が脆弱であることを看過した結果、後述

する通り、確定判決における竹内単独犯という認定の自然性や合理性について論じる

のみで、「確定判決における事実認定についての合理的な疑い」の有無についての実

質的な検討を行わず、容易にこれを肯定している。さらに、原判決が自然性や合理性

を肯定した過程も、仮定を重ね決めつけをした上で導いたものである。このように、
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原決定は、誤った判断方法をとっていると言わざるをえない。 

 以下、詳述する。 

（２）原決定が、仮定と決めつけをした上で、自然性や合理性を肯定していること 

 原決定は第１、１(3)(ウ)において、「本件電車は、本件当時午後３時３０分頃まで、

三鷹電車区車庫の１６番線（屋内）において交番検査を受けており、前照灯をはじめ

とする電灯装置の点検も、パンタグラフを上げた状態で行われるものであることが認

められる。」「本件電車は、前照灯と運転室室内灯のスイッチが連動していて、一方

が「入位置」ならば他方は「切位置」となる仕組みであり、スイッチの状態がいずれ

であっても、パンタグラフを下ろすと消灯する。」とし、交番検査時のパンタグラフ

の状態と前照灯と運転室室内灯のスイッチが切替式になっていることを認定する。 

 その上で、「第７車両の前照灯スイッチが「入位置」の状態で、パンタグラフをお

ろして交番検査を終了していれば、車庫１６番線から車庫１番線への入替えのため、

パンタグラフを上げて本件電車を移動させた際、同車両の前照灯は点灯した状態であ

ったことになる。」とするが（原決定書２４頁）、これは仮定にすぎない。交番検査

を終えたときに第７車両の前照灯スイッチが「入位置」であったかどうかということ

自体が弁護人と検察官との間で争われ議論が尽くされたにもかかわらず、原決定はそ

のことについて何らの検討をすることなく、上記仮定を行う。 

 続けて、原決定は第１、１(3)(エ)において、「本件電車の前照灯スイッチについて

は、交番検査終了時の状態のまま入換運転し、そのまま何の操作もせずに降車したと

いう可能性を否定できない。」とし、またもや可能性の認定を行っているが（原決定書

２５頁）、やはりこれも仮定にすぎない。 

 さらに、原決定は、事件当時は戦後で電力供給が欠乏していた時期であり、前照灯

の方が室内灯よりも消費電力がずっと多いのであり、昼間に前照灯を切る必要はむし

ろ大きかったことを看過し、「昼間は運転室室内灯を点灯させるために前照灯を切る

必要性もない」と断ずる（原決定書２５頁）。その上で、「交番検査終了時に、第１車

両の前照灯スイッチは「切位置」に、第７車両の前照灯スイッチは「入位置」になっ

ていたとしても、格別不自然なことではない。」とその自然性を肯定する（原決定書２

５頁）。 
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 そして、原決定は、これらの仮定や決めつけをもとに、「そうすると、第７車両を本

件直前に運転したＧが、前照灯が点灯した状態で車庫１番線に入庫後にパンタグラフ

を降ろした場合には、同車両の前照灯スイッチは「入位置」のまま、同車両の前照灯

が消えることになり、本件事件前に同車両の前照灯が点灯していたのは、竹内が第１

車両のパンタグラフを上昇させて電車を通電させた際に第７車両の前照灯が点灯し

たにすぎないと考えることに、不合理さはない。」とした上で（原決定書２５頁）、「確

定判決における事実認定についての合理的な疑いを抱かせるなどとはいえない」とし

ているのである（原決定書２６頁）。 

（３）原決定は竹内景助の自白の信用性が脆弱であることを看過した結果、「確定判

決における事実認定についての合理的な疑い」の有無についての実質的な検討を行わ

なかったこと 

 このような原決定の判断方法は、仮定を重ね決めつけをした上で導いたものである

という点で不当なものであるが、そのような判断がなされたそもそもの原因は、竹内

景助の自白の信用性が脆弱であることを看過したことにある。 

 そのような看過の結果、「確定判決における事実認定についての合理的な疑い」の

有無についての実質的な検討を行うことなく、検察官の主張するストーリーが成り立

ちうるといった程度の認定で、合理的な疑いの存在を否定するという誤謬に陥ったの

である。 

 「確定判決における事実認定についての合理的な疑い」を検討し、「疑わしいとき

は被告人の利益に」判断するのであれば、本件車両暴走前の段階では第７車両の前照

灯スイッチが切位置になっていたが、真犯人が第７車両の前照灯を入にしたという疑

いが成り立つかどうかという検討がなされることが必須なのである。しかし、原決定

はこのような疑いを排斥しようとすらしておらず、誤ったものである。 

 ２ 弁護人提出の証拠の信用性について 

 裁判所は、弁護人が提出したＦの意見書等につき、以下の通り論難する。 

（１）Ｆの経験について 

 原決定はまず、「Ｆは、三鷹電車区での勤務経験はなく、検査係や交番検査に従事し

た経験もない。このような点に照らすと本件当時の三鷹電車区における運転の実態等
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に関する意見は、当時の状況や事情を正しく認識した上でのものとは言い難く」（原決

定書２０頁）とする。 

 しかし、Ｆは交番検査に従事していたものではなく運転士であったことは事実であ

るが、運転士として交番検査を終えた電車に乗るという経験は日常的にしているので

あり、運転台内部がどのような状態だったのかについて正しく認識していたものであ

る。 

 そして、Ｆは、池袋電車区、田町電車区、弁天橋電車区、中野電車区、武蔵小金井

電車区、豊田電車区等多くの電車区での勤務経験に基づいて意見を述べていることか

らすれば、Ｆが述べる当時の運用が電車区毎に異なるとは考えられず、ましてや三鷹

電車区だけ他の運用がなされていたとは考えられない。 

（２）実際に行われていた操作等を推認することができること 

 次に原決定は、手ブレーキに関して、「Ｆの意見書等は、国鉄内に存在した規程類に

ついての解釈や、運転士としての合理的な電車の操作等に関する意見を述べるもので

ある。仮に規程類の解釈や運転士としての操作等の在り方が、その意見のとおりであ

ったとしても、そもそも、実際にどのような操作等が行われたのかは別の問題であっ

て、Ｆの意見は、行われた操作等の可能性を指摘するにとどまるもので、竹内以外の

第三者による第７車両の手ブレーキの操作を具体的に示すものではない。」（原決定書

２０頁）とする。 

 その上で、「Ｆの意見書等については、三鷹電車区において、実際にどのような操作

等が行われていたかという点についての証明力に乏しく、また、弁護人が指摘する規

程類やその解釈に関しては、行われた操作等の可能性を指摘するにとどまることは前

記の通りであり」（原決定書２０頁）とし、前照灯についても同様の結論をとっている。 

 しかし、Ｆの意見書等は、国鉄内部に存在した規程類についての解釈や、運転士と

しての合理的な電車の操作等に関する意見を述べることにより、実際に行われた操作

がどのようなものかを強く推認させるものである。 

 原決定は、行われた操作等の可能性を指摘するにとどまることをもってその信用性

が乏しいことの根拠としている。 

 しかし、そのような可能性がＦの意見書等にも当時の規程類にも繰り返し現れてい
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ることから、実際にどのような操作等が行われていたのかを窺い知ることができるの

であり、一つ一つの証拠が行われた操作等の可能性を指し示すものであることをもっ

て証明力を乏しいとすることはできず、「確定判決における事実認定についての合理

的な疑い」を投げかけるだけの証明力は有していることは明らかである。 

（３）Ｆの運転整備についての意見は証明力が高いこと 

 特に、Ｆが述べるところの、交番検査が終了する際、そして、運転士が運転台を降

りる際に、運転台をそのまま昼間に車掌が乗ったときに発車ができる状態（運転整備）

にしておく、つまり、前照灯については消した状態にしておくことについては、常識

的に考えても合理的な手順である上、事件当時の関係者もこれに沿う証言をしており、

その証明力は高い。 

 以下詳述する。 

 ア 運転台から降り、電車を停めておく時に、運転整備の状態に、次の運転士が、

どちらの運転台に乗っても、他方の運転席の操作をすることなく発車できるようにす

ることは合理的な手順である。 

 もし、運転整備の状態にしない、つまり、運転台の前照灯を点けたままにしておけ

ば、その運転台側を次に使わない場合に、わざわざその運転台まで来て前照灯を消さ

なければならなくなってしまうからである。 

 当時の国鉄の運転手が、このような合理性を見出し、業務の煩雑を避けたことは容

易に想像できるところであり、運転整備という概念が存在すること自体がそもそも自

然かつ合理的といえる。 

 イ そして、このような運転整備という決まりが守られていたこと、言い換えれば、

運転台を降りる際に前照灯を消すということについては、当時の事件関係者もこれに

沿う証言をしている。 

（ア）運転手であるＭは、本件事件前に６番線に電車を入庫させた際のことについて、

「前照灯を消しましてスイッチを整備して」と証言している（確定審第一審４５回公

判）。Ｍが行ったこのような操作は運転整備の状態と一致する。 

（イ）三鷹電車区の助役であったＫは、「前照灯は室内灯と切り替えておくのが普通で

す。ふつうに入庫した場合ですね。」と運転席の前照灯は車庫に入れた場合に切位置に
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する旨証言している（確定審第一審１１回公判）。これも運転手が降車時に運転整備の

状態をとっていたことを裏付けるものである。 

（ウ）運転手であるＯは、「十六番線をでる時に、電灯スイッチを動かす時に上の方を

見たら、電燈はついていたと思います。」と証言している（確定審第一審１１回公判）。

これも、十六番線に止められていた本件電車第１車両の前照灯が切位置になっていた

ことを意味しているのであり、Ｏが乗った時点でこの電車の第１車両が運転整備の状

態にされていたことを裏付けている。 

 ウ このように運転台を降りるときに運転整備の状態にし、前照灯を消した状態に

するということについては、合理性があり、当時の運転手等の関係者の証言による裏

付けがあることからすれば、その証明力は極めて高い。 

 エ そして、運転整備という考え方からすれば、交番検査を終了した際、そして、

Ｇが本件車両から降りた際に、第７車両の前照灯は切になっていたとの疑いを否定す

ることはできないはずである。 

 しかし原決定はこのような疑いの有無という視点を持たず、単独犯であることの合

理性・自然性を肯定できるかどうかという判断をした結果、証拠の明白性の判断につ

いて誤った判断をしたのである。 

 ３ 夜間と昼間での、前照灯の点灯に関する乗務員や作業員の意識について 

 なお、原決定は夜間と昼間での前照灯の点灯に関する乗務員や作業員の意識につい

て触れている（原決定書２５頁）。しかし、原決定の挙げるＭ及びＬの昼間と夜間の認

識に違いがあるのは当然である。 

 すなわち、Ｍは夜間に先頭車両にのっていたのであるから、自らが運転台を降りる

際に運転整備の状態にするために前照灯を消さなければならないのであるから前照

灯の入切について意識があるのは当然である。 

 他方で、Ｌは合図手であり自ら前照灯を操作するのではないし、昼に前照灯・室内

灯を問わず電灯がついていたかどうか分かりにくく、夜に電灯がついているかどうか

が分かりやすいのは当然である。 

 このような認識に違いがあることと、運転手がどのような操作を行っていたか、つ

まり降車時に前照灯を滅にしていたかどうかは別の問題である。 
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 そして、事件当時は戦後で電力供給が欠乏していた時期であり、昼間に前照灯を切

る必要はむしろ大きかったことを考えれば、昼間の前照灯の消灯について運転手が遵

守していたことを窺い知ることができる。 

 

第４ 手ブレーキ（原決定 第３、１、（２））について 

 １ 「ウ」について 

（１）「（ア）」について 

 ア 原決定は、検察官が平成３０年１１月３０日付け意見書に添付して提出した「運

転取扱心得」（添付資料６）の１０１条から１０３条及び「運転取扱心得解説（運輸編）」

（添付資料３）を引用し、①「このような運転取扱心得や解説の内容に照らすと、弁

護人が指摘する昭和４０年に作成された執務規程の内容は、本件事件当時に直ちに当

てはまるとはいえない。」とする。また、②「加えて、本件事故調査状況報告書により

認められる本件当時の天候や風速の状況や、Ｃの証言（確定審第１審第３０回公判）

等に照らしても、本件当時の三鷹電車区の天候や車庫内の状況は、側線に留置した本

件電車が逸走したり、転勤して本線を支障したりするおそれがあったようなものでは

なかったといえる。」とし、③「したがって、本件電車は、側線に留置した場合であっ

て、前記１０１条と同様の取扱いが必要となる場合には当たらない。」と結論づけてい

る。 

 イ 原決定の根本的な誤りは、まず、本件事故当時の電車の構造や機能をまったく

理解しようとしていない点である。本件事故当時の電車の制動機は主に空気圧ブレー

キであるが、３０分程度で空気が抜けてしまい、制動力を喪失してしまうため、電車

の転動防止措置として手ブレーキを緊締する運用がなされてきたという理解が欠落し

ていることである（運転取扱心得及び同細則、第６０条・弁３２）。この点を捨象して

国鉄内の規程類を形式的に解釈し、本件事故当時、三鷹電車区構内に留置されていた

本件電車について手ブレーキを緊締する規程類がないから、手ブレーキは緊締されて

いなかったと認定したことは重大な事実誤認である。 

 ウ 原決定の根本的な誤りは、次に、国鉄内の規程類がどのような理由で定められ

たかという趣旨をまったく理解しようとしていない点である。国鉄内の規程類は、電
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車の構造や機能、乗客の安全の確保を前提として規定されたものである。それゆえ、

電車の操作・運転について取扱いや運用が確立していく過程で、乗客の安全を確保す

る取扱や運用が規程類として確認的に定められていくのが常態なのである。 

 エ それゆえ、原決定の上記①は、「関東支社動力車乗務員執務基準規程（電車乗務

員編）」（弁３３）や「動力車乗務員執務標準（電車）」（弁３１）が昭和４０年に規定

されたからといって、昭和４０年になって初めて三鷹駅構内で電車を留置する際に手

ブレーキを緊締することになったのではなく、従前からの運用の実態を具体的に確認

したものであること、「運転取扱心得」及び「運転取扱心得解説（運輸編）」は本件事

故当時に規定されていたものであり、側線（本線以外の線路）に留置する電車でも「転

動して本線に支障するおそれのあるとき」（１０２条）は、転動防止措置として手ブレ

ーキの緊締が義務づけられ、そのような運用の実態が存在したこと（Ｆの意見書等（弁

３８、５９、６０、６２））を考慮すれば、まったくの誤りである。 

 オ 原決定の上記②について、Ｃの証言（確定審第１審第３０回公判）では、第７

車両の手ブレーキが緊締されていたか否かに言及していないからといって、本件電車

の主な制動機が空気圧ブレーキであり、制動措置を講じた後３０分程度で制動力が喪

失してしまうにもかかわらず、手ブレーキを緊締させて転動防止措置を講じる必要が

なかったと認定することはできない（運転取扱心得及び同細則、第６０条・弁３２）。

それゆえ、側線に留置した本件電車が逸走したり、転動して本線を支障したりするお

それがあったようなものではなかったという理由で、本件電車の第７車両の手ブレー

キが緊締されていなかったと認定することは到底できない。 

 カ 原決定の上記③について、「関東支社動力車乗務員執務基準規程（電車乗務員

編）」（弁３３）の６９条や「動力車商務員執務標準（電車）」（弁３１）の４１条は、

本件事故当時に規定されていた「運転取扱心得」及び「運転取扱心得解説（運輸編）」

の内容を具体的に確認した規程類であり、本件事故当時から、三鷹電車区構内に留置

する電車については、「転動して本線に支障するおそれがある」と認識されていたから

規定されたものである。それゆえ、「本件電車は、側線に留置した場合であって、前記

１０１条と同様の取扱いが必要となる場合には当たらない。」と結論づけるのは、本件

電車の構造や機能、乗客の安全の確保を前提として定められた規程類の趣旨や運用の
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実態を逸脱する点で誤りである。 

（２）「（イ）」について 

 ア 原決定は、弁護人が、運転取扱心得１０３条について、機関車又は動車が停止

しているときは、制動機を緊締してその自動を防止した上、動力のある間は、これを

看守しなければならないと規定していることを指摘したことについて、本件検証調書

には、第７車両は制御車であり、運転台はあるが、モーター及びパンタグラフを備え

付けていないとあるから、自動するおそれのない車両であり、運転取扱心得１０３条

が適用される場合とは解されないとする。 

 イ しかし、原決定は、同条の文言をきわめて形式的に解釈するのみであり、同条

が電車の転動防止措置を義務づけている趣旨をことさらに捨象している。すなわち、

本件電車は機関車又は動車を連結しており、第７車両が制御車であっても、他の機関

車や動車と相まって転動するおそれがあり、手ブレーキを緊締する必要はまったく同

様なのだから、原決定のように同条を形式的に解釈するのは誤りである。 

（３）「（ウ）」について 

 ア 原決定は、弁護人が、運転取扱心得６０条（弁３２）、運輸、運転従事員職制及

び服務規程第４章１３２条（弁３９）を指摘したことについて、三鷹電車区内に留置

した本件電車に当てはまる規程であるとはいえない、国有鉄道建設規程７５条（弁４

２）も、手ブレーキを緊締することが求められる場合等を規定したものではないとす

る。 

 イ 弁護人の主張の趣旨は、本件事故当時の電車は主な制動機が空気圧ブレーキで

あり、わずかな時間で制動力を喪失するという特性があるため、転動防止のために手

ブレーキを緊締する必要があるということを裏付けるため、国鉄内のさまざまな規程

類がさまざまな局面で手ブレーキの緊締を義務付け、電車の転動防止措置を徹底して

いたという運用の実態を明らかにすることである。原決定は、そのような運用の実態

をまったく理解していない。 

（４）「（エ）」について 

 ア 原決定は、「Ｆの意見書等（弁３８、５９、６０、６２）は、国鉄内に存在した

規程類についての解釈や、運転士としての合理的な電車の操作等に関する意見を述べ
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るものである。仮に規程類の解釈や運転士としての操作等の在り方が、その意見のと

おりであったとしても、そもそも、実際にどのような操作等が行われたのかは別問題

であって、Ｆの意見は、行われた操作等の可能性を指摘するにとどまるもので、竹内

以外の第三者による第７車両の手ブレーキの操作を具体的に示すものではない。加え

て、証拠（弁４５ないし４７）によれば、Ｆは、三鷹電車区での勤務経験はなく、検

査係や交番検査（略）に従事した経験もない。このような点に照らすと、本件当時の

三鷹電車区における運転の実態等に関する意見は、当時の状況や事情を正しく認識し

た上でのものとはいい難く、確定判決の事実認定に合理的な疑いを生ぜしめるような

証拠とは認められない。」とする。 

 イ しかし、Ｆは、国鉄内に存在した規程類についての解釈や運転士としての合理

的な電車の操作等に関する意見を述べているだけではない。電車の構造や機能を説明

し、それを前提とした乗客の安全を確保する対策が講じられ、それが規程類として定

められた趣旨を述べているほか、電車の操作や運転が実際にどのように行われていた

かという運用の実態を説明している貴重な内容である。それゆえ、Ｆが三鷹電車区で

の勤務経験がなくても、電車の構造や機能、乗客の安全の確保、それらを前提とした

規程類は国鉄内で共通の考え方に基づいており、Ｆが三鷹電車区に勤務したことがな

いということは理由にならない。また、Ｆが検査係や交番検査に従事した経験がない

ことがＦの意見書等の信用性を減殺させる根拠にはならない。なぜなら、Ｆは、検査

係や交番検査の内容を解説しているのではなく、交番検査が終了した後、本線に乗り

入れる直前の電車の状態、すなわち、「運転整備の状態」はどうなっているかを中心に

説明しているのであり、原決定のＦの意見等に対する評価はまったくの誤りである。 

 ２ 「エ」について 

（１）原決定は、Ｇの証言（確定審第１審第１１回公判）が手ブレーキの緊締やその

状況の確認等について言及がなかったこと、本件事故調査報告書には空気圧ブレーキ

による制動が記載されているのみであることから、Ｇが本件電車停止後に行った制動

措置は、空気圧ブレーキによる常用制動のみであり、手ブレーキを緊締していたとは

認められないとする。 

（２）しかし、手ブレーキに言及していないから手ブレーキが緊締していたとは認め
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られないとするのは論理の飛躍がある。また、原決定は、本件翌日（７月１６日）の

朝日新聞（弁３０）について、Ｇの説明は手ブレーキの操作に及んでいないとしてい

るが、Ｇは、点検した後でパンタグラフを降ろし、ブレーキを掛けスイッチを切って

おりた、降りた時には何の異常も認めなかったと説明しているのだから、基本的な終

了作業はすべて行ったという趣旨と受け取ることができ、当然に手ブレーキも緊締し

たと理解することができる。 

 ３ 「オ」について 

（１）原決定は、確定審第１審で取り調べられた三鷹電車区関係者（Ｋ、Ｌ、Ｍ）の

証言が手ブレーキに言及していないことを指摘する。 

（２）しかし、確定審の審理の段階では、手ブレーキが緊締されていたか否かについ

て関心が及んでいないことがそもそもの問題であり、本件再審請求において、第７車

両の手ブレーキが緊締されていたか否かが、竹内の犯行の有無と深く結びついている

ことが理解されるようになったのだから、原決定の指摘は誤りである。 

 ４ 「カ」について 

（１）原決定は、Ｃの証言（確定審第１審第３０回公判）を引用し、本件事故調査報

告書において、本件が人為的な発車であるのかという点が問題とされ、本件電車にブ

レーキが掛けられていたかどうかが調査対象となっていたこと、東京鉄道局長Ｎの証

言（確定審第１審第４６回公判）に照らせば、本件事故の責任の所在を調査し、職員

に職務の懈怠がないかを検討した際、Ｇによる手ブレーキ緊締の有無等が検討された

とは認められないから、本件電車に手ブレーキが緊締されていなかったことについて、

事故原因で問題とされていなかったことの表れとみることができると指摘する。 

（２）本件事故調査報告書やＮの証言において、本件事故直後の調査が第７車両の手

ブレーキが緊締されていたか否かについて及んでおらず、手ブレーキが緩解されてい

たことが問題視されなかったのは、上記５（「オ」について）と同様、確定審の審理の

段階では、手ブレーキが緊締されていたか否かが竹内の犯行の有無と深く結びついて

いることが理解されていなかったからであり、原決定の指摘は誤りである。 

 ５ 「キ」について 

 原決定は、Ｇが第７車両を降車する際に手ブレーキを使用して制動措置を講じてい
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たとは考え難く、弁護人が提出した前記各証拠は、確定判決の事実認定に合理的な疑

いを生じさせるものではないと結論づけているが、電車の構造や機能、乗客の安全の

確保、それらを前提として定められた規程類の趣旨、Ｆの意見書等で明らかにされた

運用の実態をまったく無視している点で、その誤りは明らかである。 

 

第５ 扉（戸閉）連動スイッチ（第３、１、（３））について 

 １ 「イ」について 

（１）「（ア）」について 

 ア 原決定は、本件検証調書によれば、本件検証時には、第１車両及び第７車両の

扉（戸閉）連動スイッチが非連動位置にあったことは明らかであり、本件事故時にも

その位置にあったと考えられると認定しているが、その点に異議はない。 

 イ 原決定は、Ｇの証言（確定審第１審第１１回公判）において、第１車両と第７

車両の扉（戸閉）連動スイッチの状況が明らかとなっていないとか、平成２４年８月

２日付け交通営団職員Ｐ作成の鑑定書においては、第１車両及び第７車両の扉（戸閉）

連動スイッチが非連動にあったことを検討した様子はなく、本件各車両の扉（戸閉）

連動スイッチの位置が特に異常なものと受け止められていなかったとする。 

 ウ しかし、原決定には、ここでも電車の構造や機能、乗客の安全の確保がどのよ

うに考えられていたかという理解が欠落している。本件電車は、交番検査が終了し、

「運転整備の状態」、すなわち、「翌朝に本線運転を行える状態」で三鷹電車区構内の

１番線に留置されていたのであれば、扉（戸閉）連動スイッチは連動位置、切換スイ

ッチは後位置であったはずである。なぜなら、電車は、乗客の安全を確保し、車両の

すべての扉が閉まっている状態でなければ、起動できない構造になっている。そのた

め、扉（戸閉）連動スイッチは連動位置にあることが定位であり、非連動位置にある

のは構内で車両の連結をする等の非常時の使用方法である。このような運用の実態を

考慮すれば、交番検査を終了し、「運転整備の状態」であれば、本件電車の扉（戸閉）

連動スイッチは連動位置にあったと考えられ、非常時の際の非連動位置にあったとは

考えられない。 

 エ ところが、本件事故当時、本件電車の扉（戸閉）連動スイッチは非連動位置に
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あったことが明らかになった。すなわち、本件電車を起動させた真犯人は通常では行

わない非常時の運転操作を行ったのである。それゆえ、本来ならば重要な問題である

にもかかわらず、当時はその重要性が認識されていなかったため、Ｇの証言やＰの鑑

定書において戸閉連動スイッチに言及していないのであって、確定審の審理が行われ

ていた段階で、「特に異常なものと受け止められていなかった」のである。 

（２）「（イ）」について 

 ア まず、原決定は、運転取扱心得及び同細則に扉（戸閉）連動スイッチの定位に

関する規定が見当たらないこと、入庫後の各種スイッチ類を置く位置を定める昭和４

０年５月付け東京鉄道管理局作成の「動力車乗務員執務標準（電車）（弁３１）にも扉

（戸閉）連動スイッチについての定めがないことから、扉（戸閉）連動スイッチの定

位が連動位置であるという弁護人の主張は、本線で電車を運行する場合を想定したも

のといわざるを得ず、電車区に留置された本件電車の戸閉連動スイッチには必ずしも

当てはまるものではないとする。 

 イ しかし、原決定の認定は、電車の構造や機能、乗客の安全を確保するための規

程類の運用の実態をすべて捨象し、規程類の文言のみで判断しようとする極端な形式

主義に偏重した考え方である。電車は、車内の乗客の安全を第一義に考えなければな

らない。そのために、すべての扉が閉まった状態でなければ電車を起動させてはなら

ないという運用の実態が導かれる。そして、扉（戸閉）連動スイッチを非連動とする

のは、車両の入換作業時とか、緊急に人の出入りをさせる必要がある場合といった例

外的な非常時に限られる。それゆえ、本件電車は電車区構内（側線）に留置されては

いたが、交番検査が終了し、本線に入る「運転整備の状態」であったのだから、扉（戸

閉）連動スイッチが非連動となっているはあり得ないことである。 

 ウ また、原決定は、運転取扱心得及び同細則４４２条の出発合図の規程も、同４

４１条（検察官作成の平成２７年７月３０日付け意見書添付資料１の「運転取扱心得

解説（運輸編）」（昭和２３年１１月１５日発行）の「３３６」の項の出発合図の方式

と手笛の併用（４４１）参照）をみると、列車を出発する運転のときに適用される規

程であり、電車区構内での車両入換運転には適用がないとみるのが相当であるとする。 

 エ しかし、原決定の認定は、ここでも規程類の文言のみで判断しようとする極端
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な形式主義に偏重した考え方に立っている。本件電車が動き出したのは、電車区構内

で車両入換運転をしていたときではなく、交番検査がすべて終了した「運転整備の状

態」の時である。そして、「翌朝に本線運転を行える状態」と同様の状態の時に動き出

したものである。このような状態の時に扉（戸閉）連動スイッチは本線に乗り入れて

も支障が生じたい状態、すなわち定位である連動位置にあったと考えるのが自然であ

る。 

（３）「（ウ）」について 

 ア 原決定は、弁護人が、扉（戸閉）連動スイッチは連動位置が定位であるとする

根拠規程は、いずれも乗客を乗せて電車を本線で運行する「列車運転」の場合を想定

したものであり、電車区構内で車両入換運転をする場合は、乗客を乗せることを予定

しておらず、「乗客の安全の確保」は問題とならない上、本線での運行の際に原則とし

て扉の開閉を担当してこれに責任を持つ車掌が乗り込むものでもないから、これを本

線における列車運転と同様に考えることができないとする。 

 イ しかし、これはまったくの論理のすり替えである。上記（２）でも確認したと

おり、本件電車が起動したのは、交番検査を終了し、「運転装備の状態」の時であり、

電車区構内での車両入換運転をしていた時ではない。本線で乗客を乗せて運行するこ

とを目前に控えた状態の時、すなわち、「乗客の安全の確保」を予定した状態の時であ

るから、戸閉連動スイッチは定位の連動位置にあったと考えられる。 

（４）「（エ）」について 

 ア 原決定は、「電車区構内に留置してある車両の運転を開始するに当たり、その各

装置類を運転が開始できる状態に設定するのは、当該車両に乗務して本線で運転する

ことになる電車運転士の責任で行うことであり、本線での運転を担当する電車運転士

には、電車区内に留置された電車を最初に本線の運転に供する際、運転開始前に助役

から乗務する電車の状況を聴き取った上、出庫点検を行うことが義務付けられ、その

際に各スイッチ等の整備してあること、パンタグラフ起伏動作の完全なこと、制動筒

行程の適当なこと、各種装置作用の安全なことを確認する必要がある（検察官作成の

平成２７年７月３０日付け意見書添付資料２の「電車出庫点検の取扱方について」（昭

和２２年７月１９日東達甲第２１０号）１条、２条参照）。出庫点検時に行うべき確認
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項目の中には、制御装置作用の点検として、非連動運転が可能であることを確認する

ため、前部及び後部運転台で連動スイッチ（扉（戸閉）連動スイッチ）を非連動位置

にした状態で、前進１ノッチで起動できることについても試験を行う必要があるので

あるから（同４条参照）、留置車両を翌朝、そのまま直ちに本線運転を行える状態にし

ておくという意味で扉（戸閉）連動スイッチを連動位置にしておくことに意味がある

とは考え難い。」とする。 

 イ しかし、原決定は、鉄道において運転士や作業員が注意を払っても故障・毀損

や整備不良を見逃してしまい、それによって事故が発生したという反省に基づき、そ

のような事故を回避し、乗客の安全を確保するためにさまざまな局面で注意確認や監

視の制度が幾重にも張り巡らされてきたという運用の実態をまったく無視している。

本線を運転する電車運転士が運転開始前に上記認定するような確認動作や点検をする

よう規定されているのはそのとおりである。Ｆの意見書等は、電車の構造や機能、乗

客の安全の確保を徹底させるための国鉄内の規程類やその運用の実態を明らかにする

ものである。それゆえ、本線を運転する電車運転士が各装置類を確認・点検するから、

それまでは各装置類がまったく野放図の状態であるとはとうてい考えられない。問題

は、本件電車が、交番検査が終了し、「運転整備の状態」で、本線に乗り入れるために

留置された本件電車の扉（戸閉）連動スイッチがどの位置にあったのかということで

あり、電車の構造や機能、乗客の安全の確保を前提とした運用の実態を考慮すれば、

定位である連動位置にあったものと考えられるのである。 

（５）「（オ）」について 

 原決定は、弁護人提出の証拠を根拠として、本件事故直前の電車区内に留置されて

いた第１車両及び第７車両の扉（戸閉）連動スイッチが連動位置にあったはずである

とは認め難いとしているが、電車の構造や機能を無視し、規定を極めて形式的に解釈

すれば、そのような結論を導くこともできようが、電車の構造や機能、乗客の安全の

確保を前提とし、そのための規程類の運用の実態を考えれば、原決定の誤りは明らか

である。 

 ２ 「ウ」について 

（１）原判決は、本件を、第１車両を操作して本件電車を三鷹駅方向に向けて発進さ
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せ、その後脱線させようとした事件としてみた場合、その最後部の第７車両において、

弁護人指摘のような操作をすることの意味や必要性は不明であって、弁護人の主張は、

このような観点からも疑問があるという。   

（２）扉（戸閉）連動スイッチが定位である連動位置にあったにもかかわらず、非連

動位置にした理由であるが、真犯人は複数であり、第１車両の運転台で操作した者の

ほかに、第２車両から第７車両に乗降した犯人が存在したことが予想され、犯人が扉

を開閉して乗降しても本件電車がするためには非連動の位置にする必要があったから

である。 

 

第６ コントローラー・ハンドルに関連する事実について 

 １ コントローラー・ハンドルの開錠・固定の「実現可能性」の意味 

原決定は、竹内が本件の実行行為時の行動について、犯行現場付近で拾った針金を

差し込んで開錠し、同様に現場付近のごみ穴で拾った紙紐を用いてコントローラー・

ハンドルを３ノッチの位置で固定することは、いずれも困難であったとはいえないか

ら、確定判決等の判断に合理的な疑問を抱かせるものではないと指摘する。 

しかし、犯行態様に関する自白の合理性についての判断は、それが実行可能であっ

たかどうか（困難であったかどうか）という物理的な可能性の判断ではない。むしろ、

犯罪行為という意識的な行為において、その実現に向けた行為の過程に数々の困難要

素があるとき、犯人はどのような手段を選び、あるいは選ばないのが合理的かという、

合目的的な評価が求められる。当該犯人にとって、より容易で時間がかからず、かつ

確実な手段を選び得るのに、あえて不確実な方法、あるいは手間がかかり面倒な方法

を、いくつも選択するという事態は、通常想定できない。そのような選択は、犯行の

実現に失敗し、あるいはその発覚に繋がるなど、犯人にとって不利な事態であり、不

合理な判断だからである。 

 ２ 本件における選択 

コントローラー・ハンドルを開錠するために用いる針金を、現場の付近で探して見

つけることは、不可能ではないかもしれない。確定判決によれば、見つけることがで

きたということである。しかし、日常的に整備・清掃された電車区内で、暗い中、適
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切な針金がすぐに見つかるという保証はなく、むしろ時間を空費し、あるいは見つけ

られないで終わる可能性も大きいのである。他方で、針金で容易に開錠できるのなら、

事前に釘や針金など、身近な道具を自宅から持ち出す方が、余程簡単であり、確実で

ある。そもそも竹内は元運転士であるから、本来の鍵を用意するのが自然であるし、

仮に鍵が入手できなかったとしても、代用となる道具を携行しないはずがない。それ

を、現場に赴くまで何も考えなかったというのは、あり得ない筋書きである。 

紙紐についても同様に、あるいは一層不合理な選択である。日常的に清掃がなされて

いる電車区内で、コントローラー・ハンドルを緊縛して固定するに適切な長さと強度

を備えた紙紐を探しても、見つかる保証はなく、時間を空費し、あるいは見つけられ

ないで終わる可能性が大きい。さらに、復元力によって定位置に戻ろうとするハンド

ルを手で押さえつけながら、３ノッチの位置で止まるように加減しながら、紙紐を結

んで固定するなどという手作業は、手間と時間を要し、何度もやり直さなければなら

ない可能性が大きい。さらには発車後に緩んでしまって、ハンドルが定位置に戻って

しまう不安もあったはずである。そうであれば、ハンドルとマスターコントローラー

の間の隙間に、くさびのように差し込むことが出来る適切な太さの釘等を持ち込む方

が、よほど確実で簡単である。現に、運行中にそのような便法を行う運転士もいたの

である。コントローラー・ハンドルの構造や仕組みを熟知している竹内が、そのよう

な当然の思慮もなく漫然と現場に赴き、途中のごみ穴で麻紐を拾ったなどという供述

は、非常に不自然である。 

 ３ 実行行為全体としての合理性の欠如 

以上のとおり、ここでの判断の要諦は、個々の行為が可能であるか（困難であるか）

をバラバラに論評することではなく、それぞれの所為の選択と実行が、電車を無人で

発車させるという犯行の実行に向けて、一連の行為として合理性を有するかの評価で

ある。 

上記のとおり、犯罪行為という明確な意思に基づく意識的な行為において、より確

実で、かつ容易で時間を要しない手段を選びうるのに、竹内の説明した内容は、いず

れの段階においても、あえて不確実で、かつ手間がかかり面倒な方法を選択している

としか言えず、非常に不合理である。 
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そうであるにもかかわらず、個々の選択と行為を個別バラバラに評価し、いずれも

「困難とは言えない」という論旨を重ねて合理化する判断は、著しく経験則に違反す

る。かかる判断は、犯罪実行行為としての行動に対する評価として、根本的に誤って

いる。 

 

第７ 竹内の７回にわたる供述の変遷について 

竹内は昭和２４年８月１日に逮捕されてから８月２０日に至るまで、警察、検察官

の厳しい取り調べにも関わらず、三鷹事件への関与を一切否定し、無実を主張し通し

た。その間、同じ容疑で同時に逮捕された伊藤正信、Ｒが、三鷹事件は竹内と共同で

電車を暴走させたと自白した。取調べ検察官はその事実も示しながら、竹内により一

層厳しく自白を迫ったが、竹内は頑としてこれを拒んだことは、証拠上、明らかであ

る。 

ところが、竹内は８月２０日に三鷹事件は自分の単独犯行だと自白したが、検察は

他の９人との共同犯行だとして起訴し、検察官はそれに合わせるために起訴後も竹内

に対する厳しく取り調べを続け、その結果、竹内は１０月１４日、２５日、２８日に

共同犯行であると自白した。 

三鷹事件の第１回公判は１１月４日に開かれたが、竹内は１１月２１日の第３回公

判で単独犯行であると供述したものの、翌年２月２２日の第２２回公判において事件

との関りを否認し、さらに６月３０日の第５４回公判において単独犯行であると供述

を変更した。 

同年８月１１日に第一審裁判所が判決を言い渡したが、竹内を除く被告人に対し、

「共同犯行」は「空中楼閣」であるなどという言葉も用いて無罪を言い渡す一方、三

鷹事件は竹内の単独犯行だとして竹内に無期懲役刑を言い渡した。自白した共同被告

人についてそのように判断しながら、竹内の自白については、信用性があると判断し

たことは、それ自体、矛盾していると言って過言でないであろう。 

一審判決に対して、竹内は８月１５日に控訴し、控訴申立書には「無実」であると

記載したが、１２月１１日に弁護人正木ひろしが提出した控訴趣意書には、一審判決

について、適用法条は争うが認定事実および情状については争わないと記載した。 
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東京高裁は事実調べを全くすることなく、竹内に対する無期懲役を変更し、死刑判

決を言渡した。竹内は上告し、自ら記載した上告趣意書に自分が無実であることを詳

細に主張し、弁護人らも控訴判決を批判し、破棄差し戻しを求めたが、最高裁大法廷

は昭和３０年６月２２日に、８対７の僅差で竹内の上告を棄却した。 

竹内は、確定審の判決は間違っているとして、昭和３１年２月３日に東京高裁に再

審を申し立てたが、１０年間放置されたまま、昭和４２年１月１８日に、脳腫瘍で獄

死してしまった。 

竹内は、三鷹事件について否認、単独犯行の自白、共同犯行の自白、単独犯行の自

白、否認、単独犯行の自白、否認と、合計７回にもわたって供述を変遷させているが、

このようにいわば七転八倒ともいえる自白と否認が交差していることは、それだけで

も自白の信用性に重大な問題を生じさせると言うべきである。 

ところが、原決定の内容を見れば分かるように、それについて全く考慮することな

く、竹内の自白を唯一の直接証拠と決めつけ、三鷹事件を竹内の単独犯行であると認

定している。 

なお、事案は異なるが、確定審において無罪となった事案および再審において無罪

となった事案は、大森勧銀事件、鹿児島ホステス殺人事件、八海事件、青梅事件、小

島事件（静岡強盗殺人事件）、免田事件、梅田事件、松山事件、布川事件など、枚挙に

いとまがないほど存在する。 

竹内は、確定判決が間違っている理由として、なぜ自分が自白したのかについて、

事実を踏まえて詳細に記載した再審理由補足書（上）（下）上申書（一）（二）を提出

し（本件再審請求ではそれを冊子にしたものを新証拠番号４で提出）ている。ところ

が、原決定はそれを読んでさえいないのか、全く無視し、竹内の供述の変遷について

全く判断を示さずに、本件再審請求を棄却した。 

弁護人の主張については、当初の再審請求書の４２頁以下に記載した通りであるが、

竹内が何ゆえに自白したかについては、少なくとも上記の証拠および弁護人が新証拠

６３で提出した「文芸春秋」の昭和３２年２月号に掲載された竹内の「おいしいもの

から先に食べなさい」を丁寧に読むべきである。そこに書かれている取調べの実態や

弁護人の働きかけ、それに対して竹内がどのように対応したかを正しく理解すれば、
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竹内の自白に信用性がないことは容易に理解されるはずである。 

 

第８ 犯行動機について 

１ 本件事故当時の労働組合の状況 

弁護人は、当時の国鉄労働組合の役員らの口述書、上申書（新証拠８ないし２０）

１３通を新証拠として提出して、当時の労働組合は、確定判決が判示した、整理解雇

に対抗するためにストライキを敢行し、さらには電車事故を起こして、これを契機に

ストライキに突入する口火にしようと考えるような状況にはなかったことを証明した。 

すなわち、本件当時の三鷹電車区等の労働組合は、６月１０日の一番電車からスト

を行ったところ、午後になって GHQからスト中止命令が出され、闘争委員会がスト中

止を指令して終了したこと、組合内には、闘争委員幹部の懲戒免職処分による動揺や、

闘争には勝ち目がないという見方が広がり、闘争的な情勢は沈静化していた。むしろ、

宣伝活動の強化と組合内部の団結強化が主な活動になり、組合の方針としては国鉄の

状況を訴え、馘首反対の世論を作っていくという地味な運動が中心になっていた。既

に、緊迫した情勢にはなかったのである。 

２ 新証拠の内容 

ところが原決定は、これらの新証拠は「モーターに水をかけろ」等の過激な言動や、

竹内の組合活動の様子等を否定したものにすぎず、確定審が想定済みの内容だとして、

確定判決等の認定に合理的な疑いを生じさせるものではないとした。 

しかし、以下のとおり新証拠の内容を見れば、これは明らかに誤った評価であり、

失当である。 

Ｑの口述書（新証拠９）は、「その当時の職場の空気は、『もう一度ストをやるぞ』

というような緊迫した状況ではありませんでした。」、「当時の組合の闘争方針は荒廃

した国鉄の現状を皆様に訴える数々の宣伝と国鉄復興のために馘首反対の世論を作っ

てゆくと云う地味な活動でした。」と述べている。 

Ｒの聴取書（新証拠１７）は、「この国電ストは・・・GHQのエーミス労働課長代理

のスト即時中止命令が出されると共に、国鉄中闘（中央闘争委員会のこと：弁護人注）

もスト中止原決定を指令してきましたので、十一日には平穏にふくし電車は従来のよ
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うに動きました。」「過激な言葉がとりかわされたことは・・・聞いた記憶はありませ

ん。」と述べている。 

Ｓの聴取書（新証拠１９）は、「スト中止命令等の諸般の状（ママ）勢を考慮して長

期闘争体制を固める方針の下に、当時荒廃した国鉄の現状や危険な六三型電車の改造

等の要求をもって、これを国民に知らせ、首切りになればますます国鉄が荒廃してゆ

くであろうことを市民に宣伝し、・・・非常に地味な闘争でした。」と述べている。 

このように、これら多数の新証拠は、単に当時の労働組合に戦闘的・過激な言動が

なかったことを示し、竹内においても同様に、落ち着いた様子であったことを示すだ

けではない。むしろ労働組合全体の状況が、ストの実行という状況から沈静化し、地

味な運動方針に収束していたことを如実に示している。かかる空気の中で、１人竹内

だけが、無人電車を暴走させてストを断行させる突破口にしようなどという荒唐無稽

な動機を抱いて、かかる犯行に及ぶということは、動機として突飛であり、非現実的

なものであることは明白である。原決定の上記認定は、こうした実態を無理に否定し

ようとしたものであり、経験則に反する不合理なものというべきである。 

 

第９ Ａの公判供述の信用性について 

 １ Ａの公判供述の内容及びＨ鑑定の位置づけ 

 第１審判決は、事件当夜に三鷹電車区正門前で竹内を見たとの第２３回公判におけ

るＡの供述を有罪認定の根拠の１つとし、確定判決も第１審判決のその判断を是認し

ているが、このＡ公判供述が信用できないことは再審請求書３６頁以下で述べた通り

である。 

 弁護人らは、本件の再審請求後、このＡ公判供述の信用性を検討するために、日本

大学教授で文学博士のＨ氏に鑑定を依頼し、その鑑定書を証拠提出した（新証拠６１。

以下｢Ｈ鑑定」という。）。 

 このＨ鑑定が、Ａ公判供述に信用性がないことを示す新たな明白な証拠であること

は、弁護人らの２０１８（平成３０）年９月２８日付け再審請求理由補充意見書６９

頁以下で述べたとおりである。 

 ２ 原決定の判断 
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 これに対し原決定は、Ｈ鑑定における再現実験につき、 

① 歩く人物の背中側からのみ光を当てるなど光の当たり方等について、三鷹電車区

正門前の状況、Ａの目撃時の状況と異なり、条件が大きく違う 

② Ｈ鑑定の第２実験において、被験者に対し、先入観等を抱かせないようにすべく、

写真帳の中に目撃した人物がいるかもしれないしいないかもしれないという教示をせ

ず、「目撃した人物を探して選ぶように」と教示する条件を採用していて問題である 

と言い、結論として、Ｈ鑑定はＡ公判供述の信用性に合理的な疑いを抱かせるほどの

証明力はないとする（原決定３８～３９頁）。 

 しかし原決定の上記の判断は、経験則にも論理則にも違反するものであり、Ｈ鑑定

の証拠の評価を根本的に誤っているといわざるを得ない。 

 以下詳述する。 

 ３ 上記①について 

（１）原決定の上記①の判断は、三鷹電車区正門前の状況及びＡの目撃時の状況につ

いて、以下のような前提に立っている。 

 即ち、 

ⅰ 「昭和２４年７月１５日当夜照明状況・三鷹電車区構内外灯配線図其ノ１」（以下

「照明状況図」という。）における三鷹電車区正門前の電灯の照明範囲に正門前路上が

含まれていること（原決定３６頁） 

及び、 

ⅱ 第１審の１９５０（昭和２５）年５月２日付け検証調書で、正門前につき、正門

のところに外灯があって「この照明により付近一体は明るい」とされていること（同

３６頁）、 

を根拠に、正門前付近の照明状況について「付近一体は明るい」とするⅱの検証調書

の結論を是認し（同３６頁）、更に、 

ⅲ Ａが正門前の路上を歩いている人を目撃したという事実を根拠に、この目撃され

た人物はこの照明範囲の中を通過したのだという前提に立つ（同）。 

 加えて、 

ⅳ Ａの１９４９（昭和２４）年８月２日付け検察官調書の「外灯の光ではっきり顔
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が見え竹内だと分かった」との記載を引用し、Ａが目撃対象者の顔を外灯の照明に基

づいて見たということを前提としている（同）。 

 原決定は、以上の前提に立ち、Ｈ鑑定の再現実験の設定条件、即ち、照明を被目撃

者の背後から照らすという条件について、上記①のとおり、「条件が大きく違う」と言

うのである（原決定３８頁）。 

（２）ア しかしまずⅰについていえば、そもそもこの照明状況図の言う「照明範囲」

なるものは、図面上に極めて大雑把にただ丸をつけただけの代物であり、照明範囲内

の部分が具体的にどの程度の照度であったのかを示しているわけではない。 

 この「照明範囲」なる記載部分は結局、その照明範囲の内であろうと外であろうと、

目撃対象人物を識別できるほどの明るさであったかどうかなどは全く分からないもの

である。 

 これはいわば、この照明状況図を作成した者の主観・直感に基づいてただ丸がつけ

られただけのものであり、正門前の照明状況についての科学的・客観的な記録とは到

底言えないものなのである。 

イ 次にⅱについていうと、１９５０（昭和２５）年の時代を生きていた者が「照明に

より…明るい」という言葉を用いていたからといって、その明るさが、目撃対象人物

の識別が可能な程度のものを指しているとは到底いえない。 

 終戦から間もない頃の東京郊外の外灯の設置状況・照明状況が十分でなかったこと

は公知の事実というべきであるうえ、かつ、外灯のないところよりも外灯のあるとこ

ろのほうが明るく感じるのは当然のことなのであり、したがって、外灯のある箇所の

照明状況につき「付近一帯は明るい」とされているからといって、そこの照度が目撃

対象人物の識別が可能な程度のものであるとは全くいえないのである。 

 検証調書のこの「明るい」という文言も、検証者の主観・直感に基づくものに過ぎ

ず、正門前の照明状況についての科学的・客観的な記録とは全くいえないものである。 

ウ 更にⅲについていえば、照明状況図における正門前の「照明範囲」は、正門前路

上全体を覆っているわけではないのであり、目撃された人物が正門前の路上を歩いて

いたからといって照明状況図における「照明範囲」内を通過したということにはなら

ず、原決定の判断は粗雑で恣意的なものであるといわざるを得ない。 
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エ 以上の通り原決定のⅰ～ⅲの判断にはそれぞれ大きな問題がある。 

 しかしそれよりここで銘記されるべきなのは、原決定の上記ⅰ～ⅲの判断が、そも

そも目撃対象人物と光源との位置関係の問題とは全く関係のない指摘だということで

ある。 

 Ｈ鑑定の実験条件における被目撃者と光源との位置関係と、事件当夜における被目

撃者と外灯との位置関係は、２０１８（平成３０）年１２月２７日付け再審請求理由

補充意見書６４～６７頁のとおりなのであり、被目撃者に対する光源の位置は、いず

れも、被目撃者の横から始まり被目撃者が進行するにつれて光源が背後に退き、光が

背後から当たるようになっていくというものなのであって、両者は同じなのである。 

 原決定は、正門前が「明る」かったかどうか（ⅰ・ⅱ）とか被目撃者が通過したの

が「照明範囲」の内なのか外なのか（ⅲ）という検討をするのみであって、肝心の光

源との位置関係については何ら検討していないのであり、ⅰ～ⅲの検討をもって、Ｈ

鑑定を「光の当たり方…が違う」（原決定３８頁）と言うのは、明らかに論理の飛躍で

あって判断を誤っている。 

オ 更に言うと、原決定は、正門前の照明状況に関して付近一帯は明るかったと断じ

ているが、Ｈ鑑定の実験条件のほうが遥かに明るい条件設定だったのであり、この点

が看過されてはならない。 

 即ち、事件当時の三鷹電車区正門前の外灯の電球は、照明状況図記載の通り６０ワ

ットだったのに対し、Ｈ鑑定の再現実験に用いられた電灯の電球は、Ｈ鑑定書記載の

とおり１００ワットであった。また、三鷹電車区正門前の外灯は、地上５メートルの

高さに設置されていたのに対し（照明状況図）、Ｈ鑑定の再現実験の電灯は高さ１．８

４メートルの高さに設置されていたのである（新６５・Ｈ教授作成の報告書）。 

 つまりＨ鑑定の設定条件のほうが、より明るい、より光源が近い条件だったのであ

る。 

 この事実は、Ｈ鑑定の設定条件のほうがより目撃に適する条件だったことを示して

いるのであり、このようにより目撃に適する条件だったにも拘わらず誤識別が多かっ

たというＨ鑑定の実験結果を、条件が異なるとしてその証明力を否定するのは、論理

的に明らかにおかしい。 
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 原決定は、Ｈ鑑定の再現実験における光源のワット数や光源の高さに全く触れない

でＨ鑑定の証明力を否定しているのであり、かかる判断は到底合理性を有しない。 

 結局原決定は、Ｈ教授の行なった実験の科学性・客観性を無視し、照明状況図や検

証調書における主観的・直感的な記載のほうを採用しているのであり、科学的合理性

が全くなく、かかる判断は経験則に違反するものであるといわざるを得ない。 

（３）続いてⅳについて述べると、原決定は、Ａの１９４９（昭和２４）年８２日付

け検察官調書に「外灯の光ではっきり顔が見え竹内だと分かった」との記載を根拠に、

Ａが目撃対象者の顔を外灯の照明に基づいて見たという前提に立つが、この検察官調

書の「外灯の光ではっきり顔が見え」という記載がこの調書で初めて登場したものだ

ということを正しく評価していない。 

 “外灯の光ではっきり顔が見えた”という趣旨の供述は、それより前の同年７月２

９日付けの警察官調書には全くなく、とすると、８月２日付け検察官調書でかかる記

載が挿入されたということは捜査官による誘導が疑われるのであり、Ｈ鑑定も同旨の

意見を述べているのであるが、この点について原決定は、「加わった部分は、竹内と分

かった根拠を説明したものと解される」とのひと言で、誘導等の疑いを排斥する（原

決定３７頁）。 

 しかし、７月２９日の時点では述べられず、８月２日になってもっともらしく「竹

内と分かった根拠」が挿入されていることこそがまさに誘導の産物ではないかという

のが弁護人の主張でありかつＨ鑑定の意見なのであり、原決定の上記説示は、弁護人

の主張及びＨ鑑定の意見を排斥する理由になっていない。 

 つまり、「外灯の光ではっきり顔が見え竹内だと分かった」というＡの検察官調書の

記載に信用をおくことなど到底できないのである。 

（４）以上まとめると、原決定は、Ｈ鑑定の再現実験の条件設定に何ら問題がないに

も拘わらず、誤った事実認定に基づいて「条件が大きく違う」と誤った判断をしてい

る点において失当であり、また、Ａが三鷹駅正門前において目撃対象者の顔を外灯の

光によってはっきりと見たなどと到底言えないにも拘わらずあたかもＡが外灯の光に

よって竹内をはっきりと目撃したかの如き認定をしており、この点においても判断を

誤っているのである。 
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 ４ 上記②について 

（１）原決定は、Ｈ鑑定の第２実験において、「目撃した人物を探して選ぶように」と

教示した点を取り上げて問題視し、鑑定結果の証明力を否定する（原決定３８～３９

頁）。 

 しかし、第２実験は、正しく識別できる割合を知るため、ターゲットを写真帳の中

に入れている（つまり正解が写真帳の中に入っている）のである。 

 したがって、「目撃した人物を探して選ぶように」という教示をすることは、写真帳

の中に正解があることを暗示することであり、目撃者がより正解に達しやすくなる可

能性はあっても、誤答を誘導する可能性は全くない。 

 それにも拘わらず第２実験での正解率は低かったのであり、Ｈ鑑定はかかる正解率

の低さを問題にしているのである。 

 かように上記の教示は、正解率が高くなる可能性はあっても低くなる可能性はない

のであり、そのような教示の存在をもって、正解率の低さを問題とするＨ鑑定意見の

証明力を否定するのは、明らかに論理的におかしいのであり、原決定の判断は論理則

に違反している。 

（２）この教示に関する問題は、同旨のことを検察官がすでに２０１８（平成３０）

年１１月３０日付け意見書の５５頁で指摘し、それに対して弁護人らが同年１２月２

７日付再審請求理由補充意見書７０頁で反論をしている。 

 それにも拘わらず原決定は、弁護人らの上記反論があたかも全く存在しないかのよ

うに検察官の主張をただ繰り返してＨ鑑定の証明力を否定しているのであり、原決定

の判断は、弁護人の反論を全く乗り越えていないといわざるを得ない。 

 ５ 補足 

 なお原決定は、Ｉの聴取書の証明力を検討する文脈において、Ａの知人らが供述調

書等を挙げ、それらの調書に、Ａが本件事件直後から近親者等に対し竹内と三鷹電車

区正門前路上で会った旨を話していた旨の記載があることに触れているが（原決定４

０頁）、これは単に、Ａが、当初から誤った認識を周囲に語っていたに過ぎないと判断

するのが相当である。 

 このことは、２０１８（平成３０）年１２月２７日付け再審請求理由補充意見書６
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３～６４頁で述べたとおりである。 

６ まとめ 

 以上のとおり、新証拠であるＨ鑑定の再現実験の結果及び旧証拠を総合評価すれば、

事件当夜に竹内を見たというＡの公判供述の信用性が低いことは明らかであり、Ｈ鑑

定の再現実験の結果の証明力を否定する原決定には、論理則及び経験則違反があると

言うべきである。 

 

第１０ アリバイについて 

 １ 「三鷹事件停電状況図解」の評価 

弁護人の証拠開示請求によって提出された「三鷹事件停電状況図解」（以下「図解」

という）により、本件当夜における三鷹駅ないし電車区周辺の停電状況について、そ

の正確な状況が明らかになった。 

原決定は、図解の内容は、確定審第 1審第 9回公判における、Ｕ、Ｖ、Ｗの各証言

（以下「配電関係証言」という。）と整合し、確定審第 1審判決はこれらの証言を根拠

として、最初の停電の直前である午後９時２３分頃に本件事件が発生したと認定して

いるから、図解は確定審第 1審段階の関係者の供述に沿うものにとどまると判示し、

その実質的な新規性を否定した。 

しかし、この指摘は誤りである。確かに、図解は上記 3名の配電関係者証言の内容

と整合している。しかし、本件事件当夜における三鷹駅ないし電車区の周辺一帯にお

ける停電の状況については、この証言のほかに多くの関係者の供述調書があり、それ

らの体験した内容は区々であって、必ずしも全体として整合的ではないのである。特

に、竹内の自宅がある官舎付近と共同浴場がある電車区内の一角において、いつどの

ような停電が発生したかについて、こうした多様な供述の存在により、かえって確定

し得ない状況にあったことが、確定審及び第一次再審における未解明の課題だったの

である。それは、本件（第 2次再審）の申立段階においても変わらない。配電関係者

証言とは微妙に異なる様々な調書の存在により、どの停電が事故発生時を示している

のか確定できず、そのため、竹内が共同浴場にいた時に発生した停電が事故発生時を

示しているという推論を可能にし、竹内が浴場に出かける前に自宅で経験した停電こ
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そが事故発生時であることを、確信を持って主張できない要因になった。 

しかし、図解の開示により、配電関係者証言と食い違う部分が排除され、竹内の自

宅及び共同浴場周辺においては、浴場に出かける前に自宅で経験した停電こそが事故

発生時を示すことが明らかになった。 

このように、図解は本件におけるアリバイ事実を示す上での前提となる事実につい

て、新規性のある重要な証拠である。 

２ アリバイの成立 

（１）新しいアリバイの浮上  

以上のような停電時刻の特定を前提に、本件事故が発生した時刻において竹内が何

処にいたか、すなわちアリバイ事実を示すのが、証拠開示によって提出された竹内の

昭和２４年８月１日付警察官調書（新証拠５２）、Ｔの同月３日付警察官調書（新証拠

５５）、同じく同月１３日付検察官調書（新証拠５６）である。これらの新証拠は、確

定審において取り調べ済みの各調書及び確定審第１審第４６回公判におけるＴ証言と

整合し、アリバイの信用性を大きく強めた。 

ところが原決定は、これらの新証拠の内容は、確定審第１審において取り調べられ

た竹内の３通の検察官調書（同月３日付、同月８日付、同月９日付）、さらに同第４６

回公判におけるＴ証言と同様の内容が録取ないし供述されているから、確定判決等は

これらの供述があることを踏まえて判断していると言えるので、これら新証拠は確定

判決等の証拠関係に大きな差異をもたらすような証拠ではないと評価した。 

しかし、この評価は誤りである。けだし上記のとおり、配電関係者証言が示してい

る本件発生時を示す停電が、確実なものとして特定されていなかったことから、確定

審においては竹内のアリバイを正確に特定することが出来ていなかった。そのために、

竹内及び確定審における弁護人は、共同浴場において竹内が経験した停電をもって事

故発生時を示すものと誤解し、そのような立論に依拠してアリバイ立証を重ねていた。

当然、裁判所における事実認定の対象も、同様の偏りを余儀なくされて、竹内が逮捕

された８月１日以降の初期供述（否認段階の各供述）は、少なくとも最初の停電の発

生時に関して、アリバイを示す事実認定の対象として吟味されていなかった。 

従って、新証拠である図解（新証拠５１）と併せて審理の対象に浮上した新証拠５２、
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５５、５６は、確定審における意味とは異なる、アリバイ事実の新証拠として大きな

差異をもたらしている。 

（３）初期供述の重要性 

次に、これらの新証拠が、逮捕後の初期供述を構成するものであることの重要性を、

原決定は見過ごしている。本件のように、否認から単独犯行自白、共同犯行自白、単

独犯行自白、否認、単独犯行自白、そして否認と変遷を繰り返した事案において、身

柄拘束を受けた当初の期間における初期供述が、様々な意味において重要な位置と証

明力を持つことは、疑いのないことである。 

突然の身柄拘束によって外界と遮断され、情報がない中で、自分の記憶のみに基づ

いて供述している初期供述は、取り調べによる強制が混入しにくい。また、アリバイ

に関する事実について、竹内が作為的な供述をしようにも、停電に関する具体的な事

実を知らなければ、語りようがない。 

そして、竹内の初期供述と、妻であるＴの同時期における供述が一致していること

は、一層その証明力を相互に補強し合う。けだし、突然に逮捕された竹内との間で、

そうした作為に関する意思疎通がなされたはずがなく、また何が竹内にとって有利な

事実であるかの知識も持ち得ないＴにとっては、作為的に供述を一致させることが出

来ないからである。 

このような重要な意味を持つ時期における供述が、新証拠によって多数補完された

ことは、確定審における証拠関係の評価とは、大きな差異をもたらすものと言える。

そして、上記のとおり、確定審においては、自宅で経験した最初の停電がアリバイを

意味するという主張がなされていないことを併せ鑑みれば、これらの新証拠が持つ意

味が重大であることは一層顕著である。 

３ 供述変更の評価 

（１）初期供述の変更  

竹内は、確定審第１審の第３３回公判において、本件への関与を否定しつつ、事故

発生前の９時頃に自宅から散歩に出かけたと述べるに至った。そして散歩から帰宅し、

共同浴場に出かけようとしたとき、停電が生じたと供述した。つまり、事故直後の停

電が発生した時に自宅にいたという供述は変わらないが、その直前に散歩に出かけた
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という新たな事実が加わったのである。そして竹内は、この散歩から帰って来るとき

に、電車区のグランドの西のところで、黒い鉄道服を着た電車区の者と出会ったと供

述した。 

原決定は、これらの供述状況を理由に、竹内の８月１日付警察間調書（新証拠５２）

は、アリバイ供述の信用性判断を見直すような証拠とはいえないとした。しかし、こ

の評価は誤っている。 

（２）供述の変更・混乱の評価 

竹内の初期供述に反するこれらの供述は、いずれも不実であり、実際には初期供述

の内容が、一貫して事件当時の状況を正しく説明している。それなのに竹内が第３３

回公判において、散歩に出かけて鉄道服の者に出会ったという供述をしたのは、第２

２回公判におけるＡ証言による動揺と不安によるものである。つまり、身に覚えのな

い嫌疑でありながら「目撃証言」を突き付けられて、この証言によって有罪・死刑に

されてしまうのかという不安と恐怖で、竹内は激しく動揺したはずである。 

加えて、竹内は捜査段階で虚偽の自白をさせられて以来、否認と自白（単独犯行な

いし共同犯行）という変遷を繰り返し、その間にもはや真実の記憶と強いられた供述、

作為的な供述の区別がつかなくなり、記憶が曖昧化した状況に陥っていたものと解さ

れる。そもそも、家族とともに夕食をとり、それから夕涼みの散歩に出掛けたり風呂

に行くという行動は、まさに日常生活そのものであるから、本件事故の当時にも、自

分がどの日に何をしていたか記憶が定かでなくても不思議はない。なぜ捜査段階の取

調べにおいて言わなかったのかという質問に対して、「（事件から逮捕まで）十五日も

過ぎておりまして、その時には毎日のように散歩に出ておりましたので、つまり頭に

ありませんでした」と答えている供述は（第３３回公判調書）、そうした実態を示して

いるとも解される。 

このような状態の下で、竹内は曖昧な記憶のまま混乱した供述を重ねたものという

べきであるが、重要なことは、８月１日の警察官調書（新証拠５２）をはじめとする

初期供述は、一貫して最初の停電の際には自宅にいたという事実を述べており、第３

３回公判における供述も、その点においては変わりがないことである。したがって、

同公判における新たな供述は、８月１日の警察官調書（新証拠５２）以下のアリバイ
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供述の信用性を揺るがすものとは言えない。 

 ４ Ｔ供述における「２回目の停電」 

原決定は、Ｔの警察官調書（新証拠５５）において、竹内が風呂から帰宅した後、

竹内と２人で出かけていたときに２回目の停電があった旨を供述しているという検察

官の主張を援用して、弁護人のプラットフォームの見通し状況及び写真撮影報告書（弁

５７）と併せて検討しても、Ｔ供述（新証拠５５、５６）はアリバイ供述の信用性判

断を見直すような証拠とは言えないとした。 

しかし、これも既に解明済みの事実であり、原決定の理解は誤っている。 

竹内が２回目の停電の際に共同浴場にいたことは、確定審を通じて、既に疑いのない

事実として明らかになっている。とはいえ、肝心の最初の停電の際には、まだ竹内は

風呂場に着いていなかったので、この事実はアリバイにはならない。 

しかし、Ｔが竹内と共に駅の方に出かけたのは、竹内が風呂から帰宅した後である

から、２回目の停電は既に回復している。したがって２回目の停電が生じた際に、Ｔ

と竹内が一緒に散歩していることはあり得ないのである。 

では、Ｔの供述をどう理解すれば良いのかを解明したのが、上記弁５７の報告書で

ある。すなわち、Ｔが供述した停電は、駅構内の停電であり、これは本件事故の翌日

まで続いている。しかし、竹内とＴの自宅がある電車区周辺の停電は、２回目の停電

が復旧した後は回復したままであり、Ｔは自宅から駅方向に歩いていく途中で、通電

している場所から停電している場所に至り、それを「停電した」ものと誤解したので

ある。この理屈は、本件現場周辺の地理を理解すれば、矛盾も疑問もなく理解しうる

ことであり、この点についての検察官主張は、何ら異とするに足りない。 

 

第 11 結論 

 原決定は、本件自白について、竹内が７回も供述の変遷を繰り返し、秘密の暴露な

ど自白の信用性を担保する事実が存在せず、基本的に脆弱なものであることを無視し

ている。 

弁護人は、本件自白と客観的事実との矛盾として、第２車両のパンタグラフが発車

時に上がっていたことや、犯人は第７車両で前照灯のスイッチを「入位置」にして、
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手ブレーキを寛解し、戸閉め連動スイッチを非連動にしていること等を主張したが、

これらの弁護人の主張について、原決定は、完全な証明ができていないことや、反対

仮説が成り立つ可能性があることを理由に排斥している。 

しかし原決定の上記判断には、論理則違反、科学的知見に基づく経験則違反、鉄道

員なら当然に知っている経験則違反が多々含まれているのであって、上記弁護人の主

張を排斥した原決定の判断は誤りである。 

原決定は、Ａの目撃供述についても、その信用性を肯定しているが、Ｈ鑑定で行わ

れた目撃実験等の結果に基づけばＡ供述の信用性が否定されるべきは明らかであり、

原決定には、この点についても科学的知見に基づく経験則違反がある。 

加えて、新証拠によって、竹内が本件発生時に、妻と一緒に自宅にいた蓋然性が高

いことも十分に示されている。 

よって、新旧全証拠を総合的に評価すれば、本件自白の信用性が否定されるべきは

明らかであり、確定判決の罪となるべき事実の認定について、合理的な疑いが生じて

いるから、裁判所は、原決定を破棄して、速やかに再審開始を決定すべきである。 

以上 


