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「防犯 カメラと冤 罪一 監視社会 を考 え る」 シンポジウムの報告
日本弁護士連合会主催 の「防犯 カメラと冤罪―監視社会を考える」シンポジウムが 11月 7日 に、弁護 士会館 錬
京)で 開かれま した 弁護士 ドッ トコムNtts 2017年 11月 16日 、10時 00分 で発信 されました。紹介 しま九
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冤罪を生む 「防犯 カメラ」、憤る冤罪被害者
「都合良 く抜 き出され 、 こじつ けられた」

煙 石

大阪弁護士会

辰巳創史
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広島から参加した煙石博さん 久保豊年弁護士

街中や店内な ど、いたるところに配置 されてい る防犯カメラ。事件解決に大きな力を発揮する一方で、冤罪 を
作 り出す こともあるよう亀
11月 7日 、弁護 士会館 爾
で開かれた 日弁連主催のシンポジウムでは、カメラの映像による冤罪被害者 らが、
の
一
「都合 良しヽまんの 部だけを抜き出 して、 こじつ けられた」などと怒 りを口に しれ

「無 罪 だ と確 信 して い て も、判 決 の 日は震 え る く らい怖 か つ た 」
大田府のミュージシャン・側ЧDYUさ んは 2012年 、2カ 現 前に起きたコンビニから1万 円が盗まれた事件の容
疑者として逮捕 され、窃盗の疑いで起訴された 犯人はマスクで日元を隠 していたが、店員が複数の顔写真の中
からSp lll■lさ んに似ていると証言 したことや、防犯カメラに映った背格好、店の ドアについた指紋が根拠にな
つた

しか し、検察か ら開示を受けた映像をチ ェ ックしたところ、犯人は指紋 の場所を触 つていなかったことが判明。
さらに事件 5日 前、3UN EIYtlさ んが該当箇所に角
てい るシー ンも見つかつた 犯行時 のア リバイも証明され 、
輛ン
裁判 では無罪 が言い渡 された。身柄拘束は 302日 に及んた
「無罪だと確信 していて も、一歩間違 うと、明 日から刑務所に入 るか も しれない。判決 の 日は最 も怖 かつた 1日 。
震えるくらし,布 かつた」 lSUN DWさ ん)
SLlf Dlllさ んは、捜査機関が防犯カメラの映像を十分に精査せず、「決めつけ捜査」を行なつたなどとして、国家
賠償を求 めている。一審・ 二審で敗れたが、「間違 えたことに対 して謝罪 してほしいJと 最高裁 で も争 う覚悟汽

「映像は科学的に分析・解析 して、公正中立に扱 うことが大前提」
東京都八王子市の 411代 男性 も 2016年 、不鮮明な防犯カメラの映像などを根拠に、2年 前の傷害事件 で逮捕、
起訴 された 牛田喬允弁護 士によると、警察の初動 が遅れ、より鮮明な映像が映 つていたかもしれない防犯カメ
ラを押 さえられなかつた可能性があるとい う。
男性側 が、犯人 が逃走に使 つたタクシー を突き止め、 ドライブ レコーダーの映像を入毛 別人が映っていたこ と
が決め手にな り、公訴棄却 になった。牛田弁護士は、「少 しし力渡 っていないのに、映像が過度 に使われている」
と問題提起する。
今年 3月 、最高裁 で逆転無罪判決を受けた、広島県のフ リーアナ ウンサー・煙石博 さんも防犯カメラの映像で
冤罪被害を受けた 1人 a
煙石 さんは 2012年 、広島県内の銀行 で他の客が置き忘れ た封筒に入 つていた 6万 6600円 を盗んだ として、逮捕・
起訴 され た 映像にE石 さんが封筒 を手に したシーンはなく、指紋 も検出されなかったが、ほ力ヽこ封筒に近づい
た人がいなかつたことから、一審・二審は有罪判決を下 した。
これに対 し、最高裁 は、映像か ら煙石 さんが封筒 に触れていない と認定 した。封筒 には最初 か らお金が入 つてい
なかった可能性がある。「監視カメラの映像 を都合 よく使われた。映像は科学的に分析・解析 して、公正 中立に扱
うことが大離 だ」 C睡 石さん)

容疑者 。被告人側が証拠にアクセスす るのは容易でない
3人 に共通するのは、カメラの映像によつて冤罪が生まれてい る一方で、映像が疑惑を晴 らす決め手にもなっ
ているとい うことだも しか し、容疑者・被告人側 が、証拠 にアクセ スするのは容易ではない とい う。
成城大学 の指宿信教授は、販 疑者段階で弁護人の 脚 への)ア クセスについての定めはなし、 起訴 されれfよ
証拠閉示手続きに乗るが、検察官まで上がってこなかった証拠にはアクセスできなし、 証拠全体に対す るアクセ
ス側障が弱い」 と指摘する。
防犯カメラについては、プライバ シーなどの問題 もあ り、指宿教授は 「日本では監視カメラが野放 しにされてい
「国会 で映像の管理法な どについて、
る」と問題視す る。その一方で、映像が冤罪 の証明 になる場合 もあるとして、
個人情報 の対象 として盛 り込むことを検討す べき」 と話 していた
(弁護士 ドッ トコムニュース)

みなさん 逆転無罪判決 ご支援ありがとうございま した。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆★★★★★★★★★★★
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki noor jp/ は、
当面残 し、煙石博プログ、Enseki news号 外

を 随峙発信 します。

