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第１

１

はじめに ―

再鑑定が必要な理由

「組成上の特徴を同じくする亜砒酸」の存在では請求人と犯人を結びつける

間接事実た り得ない
最高裁は、「カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じくする亜砒酸が、
被告人の自宅等から発見されていること」を請求人が犯人であることを認定す
る重要 な間接事実であるとしている。
しかし 、「カレーに混入されたもの」と「被告人の自宅等から発見されてい
るもの」が「組成上の特徴を同じくする」との事実が、重要な間接事実足りう
るためには 、「組成上の特徴を同じくする」亜砒酸が、本件事件当時、請求人
のみがアクセスできる場所（以下 、「請求人の周辺」という）にしか存在しな
いとい うことが立証されなければならない。
しかし、■■■■が保管していた緑色ドラム缶に在中のもの（以下、後述の
とおり「ドラム缶の粉末」という）を■■産業が中国から購入した経緯や量、
■■商店における亜砒酸の販売状況等に照らせば（弁７〜１０ ）、本件事件当
時、和歌山市内では、同種・同等の亜砒酸、すなわち組成上の特徴を同じくす
る亜砒酸が大量に販売されていたことは明かである。しかし、本件事件当時、
和歌山市内で「カレーに混入されたもの」と「組成上の特徴を同じくする」亜
砒酸がどれほど販売、流通されていたか確定審の証拠上一切不明である。当時
和歌山市内において「組成上の特徴を同じくする」亜砒酸が請求人の周辺にし
か存在していないということも、また、全く立証されていない（再審請求補充
書３〜４頁 ）。 しかも

、「

組 成上の特徴を同じくするといってもスズＳｎ
」
、
（
）、

アンチモン（Ｓｂ ）、ビスマス 、（Ｂｉ）及びモリブデン（Ｍｏ）という重元素
に限られ、しかもそれは起源の同一性しか意味しないのである。これでは、請
求人方から押収されたとされるプラスチック容器内粉末（後述のとおり 、「台
所容器の粉末」という）の一部が分取され、紙コップに移され、紙コップ内粉
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末（後述のとおり 、「紙コップ内粉末」という）がカレーに混入されたという
事実を 推認することはできない 。この「 台所容器の粉末 」→「 紙コップ内粉末」
→「カレー内混入物」の経路を推認するには、重元素に限らず、それぞれの粉
末を特徴付ける軽元素についても組成上の特徴が一致するか否かの認定が必要
といえ るが、確定審の鑑定ではいずれもかかる鑑定はなされていない。
この ようにたとえ請求人の周辺の亜砒酸がカレー内に混入された亜砒酸と
、
、
重元素につき同じ組成であったとしても、請求人の周辺に所在していた亜砒酸
が本件で使用されたとはおよそ認定することができず、無価値な間接事実であ
る。
また、カレーに混入された亜砒酸と「台所容器の粉末」の両者について、早
川・谷口鑑定では不純物が微量であり同種との判断はできないとされている。
したがって、上述のとおり本件各鑑定では上記重元素についてしか着目され
ず、請求人方台所容器の粉末、紙コップ内粉末その他の資料について ､各資料の
特徴を示す軽元素の比較検討をしていないであるから、確定審における鑑定結
果は、同一性確認＝「請求人と犯人との同一性確認」のための間接事実として
は決定的に不十分である。とりわけ、請求人方台所容器の粉末、紙コップコッ
プ内粉末およびカレー内混入物が同一起源であるとした中井鑑定は決定的に不
十分であり ､同鑑定は単に資料の各亜砒酸が中国産であることを示したに止ま
る。証拠価値的には他の証拠によって立証された事実の上塗りでしかなく、同
鑑定を 重視するのは全くの誤りである。
かかる観点から、弁護人らは、①再審請求補充書で、各鑑定資料についての
「原料の産地」の同一性＝各資料の同一性という判断は誤りであり、本件各鑑
定資料の混合物、すなわち軽元素の比較が重要であること、②同年同月同日付
鑑定請求書（２）において中井鑑定と早川・谷口鑑定両者の同一性についての
再鑑定 を請求した。
２

同一識別性化学鑑定 において定性レベルの一致は無意味である
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検察官は、平成２４年３月２３日付「鑑定請求に対する意見書 」（以下、「検
察官意見書」という）において、中井鑑定と谷口・早川鑑定は何ら矛盾するも
のではなく 、「両鑑定の分析結果は、定性的なレベルでは完全に一致している
のであり、両鑑定の結論は、相違するどころか、互いに補完し合い、その信用
性を高 めていると認められる 。」 （６頁）と主張する。
しかし、検察官は、本件証拠構造上における同一性鑑定の持つ意味、位置づ
けを完全に誤っている。本件でカレー内に混入された物質が亜砒酸であること
については争いはない。台所容器の粉末および紙コップ内粉末の主成分が亜砒
酸であることも争いはない 。「亜砒酸」であること＝「定性的なレベル」では
完全に一致している。これは、中井鑑定、谷口・早川鑑定、丸茂鑑定によらず
ともはっきりしている。本件では、その上で、定性的には「完全に一致」して
いる物質の同一性識別が問題になっているのであり、そのために「定量的レベ
ル」で、かつ 、「いかなる元素を指標にすべきか」という観点からの同一性が
問題となっているのである。しかも、カレーに混入された亜砒酸と「台所容器
の粉末」の両者について、早川・谷口鑑定では不純物が微量であり同種との判
断はできないとされていることからすれば、同鑑定と中井鑑定とは結論が一致
するとはいえない。検察官の主張は、本件における「同一性識別」の意味を理
解しておらず全く無意味な主張であって破綻している。本件鑑定で判断さるべ
きは、請求人の周辺に所在していた亜砒酸、とりわけ請求人方「台所容器の粉
末」と「紙コップ内粉末」および「カレー内混入物」が同一といえるかどうか
である。
同一性識別鑑定で問題にさるべきは、定性レベルの問題では全くなく、本件
で比較対照された各資料が、軽元素を指標として同一といえるか否かである。
すなわち、
①

■■■■が保管していた緑色ドラム缶に在中のもの（以下 、「ドラム缶

の粉末」という）
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②

■■■■が保管していた和光堂ミルク缶に在中のもの（以下 、「和光堂
缶の粉末」という）

③

■■■■が保管していた重と記載のある缶に在中のもの（以下 、「重の
缶の粉末」という）

④

■■■■が保管していた茶色円筒形プラスチック容器に在中のもの（以
下、「円筒容器の粉末」という）、

⑤

■■■のガレージにあった雪印ミルク缶に在中のもの（以下 、「雪印缶
の粉末」という）

⑥

雪印ミルク缶の周辺に散乱していたもの（以下「棚の粉末」という）
、

⑦

請求人の台所から発見された白アリ薬剤と記載のあるプラスチック製小
物入れのもの（以下、「台所容器の粉末」という

⑧

紙コップ内のもの（以下、「紙コップ内粉末」という）

⑨

カレー内のもの（以下、「カレー内混入物」という）

に関し、とりわけ、⑦、⑧および⑨が「同一物質」であるといえるかどうか、
それは定性レベルの一致を前提として、軽元素に着目して定量的に同一といえ
るかど うかという問題である。
同一性を推認させる間接事実として「組成上の特徴を同じくする」というこ
とが、請求人と犯人の同一性判断に関する間接実として意味を持つのは 、「含
まれている不純物が同じである 」、すなわち定性レベルで一致しているという
ことに止まるのではなく、それ以上に他の亜砒酸と十分に識別できるほどの組
成上の特徴が一致しているという場合である。検察官はかかる趣旨を全く正確
に理解していない。本件各資料を識別するためには各資料内の軽元素を標識と
して用いるべきであるが、検察官はそのことを無視している。⑦、⑧が他の亜
砒酸と十分に識別できるほどに組成上の特徴が一致しているというためには、
本件各鑑定資料①〜⑨に関する混合物、すなわち軽元素の比較についての鑑定
が必要なのである。かつ、谷口・早川鑑定では量が少なく断念されたが、中井
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鑑定で は行われた同一性の確認が絶対不可欠である。
以下、化学鑑定についての基本的視点、中井鑑定で明らかにされたこと、中
井鑑定の証拠能力およびその信用性の問題点、丸茂鑑定との矛盾等について詳
述する。

第２
１

科学鑑定の許容性に 関する基本的視点
初物づくしの中井鑑定
確定審では、第一審判決が指摘するように 、「現代における最先端の科学技
術を用いて得られた科学的知見が証拠となっており 」、 「刑事裁判においてその
経験が蓄積されていない分野における科学的知見の信用性」が問題になった。
しかも、カレー内の亜砒酸の分析という、化学分析の世界でも全く経験のなか
ったものが証拠とされたこと、資料の量はμ g、 mg単位で 、「分析は、少量ない
し微量の亜砒酸資料中に含まれる ppmレベルの極めて微量な元素の含有状況を探
ろうという元来困難な分析作業 」（第一審判決１９６頁）であったとこと（た
だし、 ppmレベルの分析はハンディ分析装置で分析可能であり、その点からすれ
ば必ずしも Spring-8 を利用する必要ななかった ）、１９９７年（平成９年）１
０月 Spring-8 の供用が開始された翌年に行われ、かつ、未だ刑事事件において
経験さ れたことのない機器分析手法が採用された。
この ように化学分析の世界ですら全く経験のなかった分析結果の証拠採否
、
、
その信用性評価は極めて慎重な態度が要求されるべきであったが、確定審はい
ずれも鳴り物入りの Spring-8という幻影に惑わされ正当な判断をしなかった。

２

科学的証拠の許容性 に関する基本的視点
科学的証拠の許容性については、関連性の有無で決まるといわれており、そ
の証拠が信頼できるものであるためには 、「①基礎となっている科学的原理が
確かなものであること、②用いられる方法（技法）が、その原理によく適った
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ものであること、③その技法で用いられた機器類が正しく作動していたこと、
④その検査にあたって正しい手続がとられたこと、⑤検査を行ったものおよび
その結果を解析した者が必要な資格を備えていたこと 」（光藤景皎著『刑事証
拠法の 新展開』成文堂３頁）が指摘されている。
「科学的原理の妥当性」および「原理の適用の妥当性」に関しては、鑑定の
科学的妥当性の判断基準としては、アメリカ法でいわれる、いわゆるフライ・
テストが参考になる。それは、鑑定の基礎となっている科学理論や発見が「そ
れが所属する特定の分野においての一般的承認」を得ているかを判断基準とす
るものである。フライ・テストの「合理性を支える主たる根拠は、この基準が
科学的証拠の信頼性を認定するのに適していることであり、付随的な根拠とし
て、科学技術の批判的検討の余地を残すこと、科学的証拠についての判断の統
一性に資すること、法廷が科学的論争の場になることを防げることがあげられ
る 」（長沼範良『科学的証拠の許容性』松尾浩也他編「刑事法学の現代的状況
内藤謙先生古希祝賀」所収４６４頁 ）。アメリカでは、フライ・テストつい
ては否定的動向もあるとされるが 、「判例の大勢は、依然として、フライ基準
に依拠し、ただその適用の仕方を工夫する方向にある 」（長沼前掲論文４７９
頁）。
かかる観点からした場合、本件確定審における中井鑑定は科学的原理の妥当
性自体について問題があるといえ、現在、中井が行った鑑定手法および信頼性
については有力な分析化学者による痛烈な批判が加えられている（河合潤『和
歌山カレー砒素事件鑑定資料−蛍光Ｘ線分析 』「Ｘ線分析の進歩４３ 」、同『和
歌山カレーヒ素事件鑑定資料の軽元素組成の解析 』「Ｘ線分析の進歩」４４所
収 ）。 「所属する特定の分野においての一般的承認」を得ていないから 、「科学
的証拠についての判断の統一性に資する」といえず 、「法廷が科学的論争の場
になる ことを妨げる」ことと真逆の様相を呈しているのである。
すなわち、中井鑑定は同一性識別鑑定として 、「科学的原理の妥当性」およ
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び「原理の適用の妥当性」の観点からして妥当性を欠く。確定審はいずれも許
容され ざる科学的証拠である中井鑑定を採用したといわざるを得ず誤っていた。

第３
１

中井鑑定は本件各資料の生産地が中国であることまでしか立証できていない
中井鑑定は物質のル ーツしか注目していない

(1) 中井鑑定の原理＝物質史
中井鑑定は、スプリングエイト及びフォトンファクトリの放射光Ｘ線を使
って各亜砒酸の蛍光Ｘ線分析を行い、その分析結果に基づき、亜砒酸の不純
物であるスズ（Ｓｎ ）、アンチモン（Ｓｂ ）、ビスマス 、（Ｂｉ）及びモリブ
デン（Ｍｏ）を指標元素として 、「同一の工場が同一の原料を用いて同一の
時期に製造した亜砒酸である」との結論を導いている（甲１１７０中井鑑定
書、中井確 定第一審第３４回６７〜７０頁、１１０〜１１３頁）
かかる中井の同一性識別判断の原理は 、「ある物質はその産地に特有の元
素組成を有しているから、ある物質中に含まれる不純物がその原料の産地を
物語ることになる。かつ、あらゆる物質の中にはその物質の起源と現在に至
るまでの履歴の情報が蓄積されている。これを『物質史』ととらえ、鑑識科
学では当該資料の物質史の情報を使って過去に起こった出来事を明らかにす
ることができる 」（中井泉『 Spring-8 放射光を用いた高エネルギー蛍光Ｘ線
分析法の開発 』「化学測定の事典」所収 271〜 272 頁）というものである。「そ
の際注目すべき元素は、当該物質に含まれるユニークな成分であることが必
要であり、それは、鉄よりも重い（元素番号２６）重元素である。重元素の
場合は、その分布がその当該鉱物生成時の温度、圧力、共生鉱物といった環
境の特色を反映しやすい」（下線は請求人弁護人）とする（中井上記論文 271
〜 272頁参照）。
つまり、中井が問題にするのは 、「同一性」＝「原料の産地」であり、そ
の「原料の 産地」を判断する指標が「環境の特色を反映しやすい「重元素」
」
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ということになる。中井が判断した「同一性」＝「異同識別 」（ある証拠資
料が同一の 起源を持つかどうか）は「原料の産地」でしかない。
、
このような中井鑑定の根拠である「物質史」論は、下記のとおり根本的な
疑問がある。

(2) 中井「物質史」論は「過去に起こった出来事」を明らかにできない
中井は、物質の中には現在に至るまでの履歴の情報が蓄積されており
「
」
、
「過去に起こった出来事」を明らかにすることができると述べる。しかし、
中井は 、「原料の産地」について論じるのみで、現在に至るまでの履歴情報
に関する分析手法については沈黙している。すなわち、①ある特定の「過去
に起こった出来事」を判断するために、どの元素を指標にすべきか、また、
②当該元素がなぜ当該「過去に起こった出来事」を示すことになるのか、③
ある特定の 元素がある特定の過去に起こった出来事を示す元素だとして
「
」
、
その特定の「過去に起こった出来事」と、他の特定の「過去に起こった出来
事」はどのように区別できるのか、④ある特定の「過去に起こった出来事」
を示す元素が、その特定の「過去に起こった出来事」の痕跡を残しつつ、現
在も存在しているといえるのはなぜか等、ある特定の「過去に起こった出来
事」と他の特定の「過去に起こった出来事」を区別すること、そして、その
履歴につい ての情報分析は、一切言明していない「過去に起こった出来事」
。
といい「履歴の情報」を分析するというためには、ある特定の元素に、ある
「 特定の過去の出来事」と結びつ ける特徴があり 、その特徴が、他のある「 特
定の過去の出来事」と区別できなければならないはずである。それは、ある
一定の時期と結びつけられなければならないから 、「その原料の産地を物語
る」不純物たる重元素ではその指標たり得ないことになる。重元素は原料の
産地を物語り、現在に至るまで当該物質に含有されていることになるから、
「原物質に含有されている重元素以外の元素等」こそが、ある「特定の過去
の出来事」と結びつき「履歴の情報」を提供することになるはずである。し
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かし、中井 は、この点について全く口を閉ざしている。
すなわち、中井によれば、重元素は原料の産地を物語ることになり、それ
以外の軽元素は原料の産地を物語ることはないが、物質に「現在に至るまで
の履歴の情報が蓄積されている」のであれば、軽元素こそが現在に至るまで
の「履歴の情報」を示し 、「過去に起こった出来事」を反映する元素といえ
るはずである。すなわち、軽元素は「原料の産地」いかんによらず、事後的
に原資料に添加され、あるいは離脱するとすれば、いつ、どのようにその軽
元素が添加 され離脱したかを解析することこそが過去に起こった出来事
、
「
」
を明らかに することとなるのではないか。
本件カレ ーの異同識別鑑定で問題とさるべきはまさにカレー内亜砒酸が
、
、
紙コップを経て請求人方プラスチック容器内亜砒酸に由来するかという「過
去に起こった出来事」について判断することであった。すなわち、請求人方
プラスチック容器から紙コップに亜砒酸が移され、それがカレー内に混入さ
れたかどうかに関する間接事実としての亜砒酸の「同一物質性」という「過
去に起こっ た出来事についての判断である本件で同一性識別さるべきは
」
。
、
本件各資料内各亜砒酸の「原料の産地」＝ルーツを判断することではなかっ
たのである。
中井「物質史」論は、この問題に関して論理をすり替えたものである。中
井「物質史」論は、上述のとおりあくまでも「同一性」＝「原料の産地」し
か判断していないし、できないのであるから、請求人方プラスチック容器か
ら紙コップに亜砒酸が移され、それがカレー内に混入されたかどうかに関す
る間接事実として「過去に起こった出来事」については、中井「物質史」論
の射程外であり、中井「物質史」論は「過去に起こった出来事」を原理的に
明らかにできないのである。にもかかわらず、中井は「同一性」を「同一物
質性」ではなく 、「原料の産地の同一性」＝ルーツの同一性という問題にす
り替えたと いわざるを得ないのである。
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(3) 「産出地」不明の「原料の産地」の同一性は無意味である
前述のとおり、中井は４重元素を指標として「同一の工場が同一の原料
を用いて同一の時期 に製造した亜砒酸である」との結論を導いた。
しかし、この場合「原料の産地」がどの程度の地域・範囲を意味するかに
よって持つ意味合い が全く異なる「その分布がその当該鉱物生成時の温度、
。
圧力、共生鉱物といった環境の特色を反映しやすい」とするが、反映される
とされる範囲・地域が、たとえば「中国」といった場合 、「四川省」といっ
た場合、「上海」といった場合で、その持つ意味合いは全く異なる。中井「物
質史」論の前提は 、「産地に特有の元素組成」であるから、原材料を含む鉱
石、鉱山、ないし鉱床の規模、範囲、量の程度で「同一」の範囲、程度の持
つ意味が全く違ってくる。仮に「上海」の原料鉱山、鉱床をＡと措定したと
しても 、、原料鉱山Ａの当該物質を原材料とした工場を１つに限定すること
は論理状不可能である。また、たとえば、鉱床が同一で近接した鉱山「Ｂ」
「Ｃ 」「Ｄ」等で採取された原材料物質が「甲 」「乙 」「丙」等という複数工
場で同じ時期に製造した場合に、各工場において、各時期においてどの程度
違うのか、それは識別できるのか全く不明である。また、原料鉱山、鉱床Ａ
産出の原材料の重元素の組成比が唯一無二であり、他には同様の組成比の鉱
山、鉱床が存在しな いということは何ら立証もされていない。
さらに、中井証言を前提にすれば、原料鉱石を「いつ」採集したのかとい
うことや、製造過程も最終製品に含まれる微量元素の組成に影響するという
のであるから、同一 の鉱山、鉱床Ａから採集された原料が別々の工場「甲、」
「乙 」、「丙」等で製造されれば、論理的には最終製品に含まれる微量重元素
の組成が異なることになる。しかし、最終製品において「甲 」、「乙 」、 「丙」
等の各工場の各亜ヒ酸において、重元素の組成比の違いがどの程度であるの
か、どの重元素とどの重元素でどのように異同があるのか、区別できるのか
等全く不明のままである。そうすれば、論理的には 、「産地に特有の元素組
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成」が判明していない限り、当該産地と少なくとも鉱床が同一ないし近接す
る鉱床からの産出物であれば、異なる鉱山から採集された原料、異なる時期
の採集であっても、製造過程いかんによっては、最終製品における微量元素
の組成について、区 別することができないことになるのではないか。
そうすると、最終資料の微量重元素の組成が仮に「同一」であったとして
も、あるひとつの限定された「特定の」原料鉱石を「特定の」日時に 、「特
定の」鉱山から採集して 、「特定の」工場で「特定の」方法で製造したかど
うかは不明というこ とになる。
本件鑑定で中井は原料の産地が同一だとして 、「同一の工場が同一の原料
を用いて同一の時期に製造」と結論づけたが、上述のとおり、産地が不明で
あり、産地の範囲、鉱山、鉱床の程度・範囲が不明である以上、上記結論は
机上の空論でしかない。当該物質の「産地」が明確に特定されて、当該産地
の当該物質の元素組成が明確に判明している場合に、両者を比較検討しては
じめて検査資料の原料の産地が当該産地であることの「蓋然性」が高いとい
うことはいえる。しかし、、 「産地」が不特定で、鉱山、鉱床の規模の程度・
範囲が不明である以上、検査資料をいかに厳密に分析したとしても、当該検
査資料についての「原料の産地」は、論理的可能性のひとつとして「鉱山・
鉱床の範囲、程度は不明であるが、同一ルーツ」であるとしかいえないはず
である。

(4) 本鑑定は、中井「物質史」論手法にも反している
中井は、物質に含まれる重元素に着目してその物質のルーツを判断する。
しかし、そもそもルーツたるオリジナルの物質がどの鉱山・鉱床由来のもの
か不明であ ればルーツそのものが分からないということは理の当然である
、
。
たとえば人類学的観点からの日本人のルーツについて南方起源説、北方起源
説等種々あり、そのルーツを確かめるためにＤＮＡ型を比較したりしている
が、これはルーツたる種族、人種のＤＮＡ型と日本人のＤＮＡ型を比較対照
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分析して判断される。すなわち、対照されるべき種族ないし人種等のＤＮＡ
型が不明で あればルーツを確かめることはできない。
このことは中井「物質史」論における「原料の産地」論でも同じはずであ
る。起源たる「鉱床 」、「鉱山産地」の物質の重元素を調べ、対象資料たる物
質の重元素 を調べ比較対照するからこそルーツといえるか否かが判断できる 。
中井鑑定 （確定第一審甲１１７０号証）は、中国産亜砒酸（対照資料２、）
韓国産亜砒酸 ( 対照資料２ ) 、メキシコ産亜砒酸 ( 対照資料３ ) 及びメルク社製
亜砒酸 ( 対照 資料４ ) との比較等をした上で 、四重元素を識別別指標として「 同
一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した亜砒酸」であると結論
づけた。しかし、中井鑑定の結論の実質的に意味することは、本件各鑑定資
料は、■■方「ドラム缶の粉末」に由来するといっても矛盾しない程度でし
かない。それは、同緑色ドラム缶に「中華人民共和国制造」等と記載されて
おり、■■等の証人尋問の結果により明らかになっている「中国産」である
ことを識別したに止まる。それ以上の詳細な「原料の産地」は不明である。
「中国産」の中でも、どの地方の、どの鉱山の、どの時期の、どの工場かも
全く不明である。中井鑑定では、実は「原料の産地」すら不明なのである。
本件では 、「起源」たる「原料の産地」の「鉱物」は判明していない。し
たがって、当然ながらその「起源」たる「原料の産地」の「同一の工場」の
「同一の原料」を用いて「同一の時期」に製造した亜砒酸と本件鑑定資料の
比較対照も していない。
中井「物質史」論の前提は 、「ある物質はその産地に特有の元素組成を有
しているから、ある物質中に含まれる不純物がその原料の産地を物語る」と
しているのであるから、物質のルーツを探る＝「原料の産地」を探るには、
「その産地特有の元素組成」をも確かめて比較検討することが必須のはずで
ある。しかし、本件鑑定では中井は「物語るべき 」「原料の産地」も分から
ないままであった。すなわち、本件鑑定手法は、中井自身の「物質史」論の
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手法にも反しているといわざるを得ない。にもかかわらず、中井は、抽象的
な理論的可能性の域に止まる 、「同一の工場が同一の原料を用いて同一の時
期に製造」 したと結論づけた。
かような中井鑑定は、科学的解析として極めて不誠実な判断といわざるを
得ず、かかる判断手法は、化学分析学会（日本分析化学会のＸ線分析研究懇
談会）で一 般的承認を得ているとはとうてい考えられない。
要するに、中井鑑定では亜砒酸内に含まれるアンチモン、スズ、ビスマス、
モリブデンという重元素に注目し、本件各鑑定資料内の亜砒酸のルーツに注
目したが、対照さるべき「起源」と措定された「同一の工場が同一の原料を
用いて同一の時期に製造した亜砒酸」は、具体的な資料として存在していな
いためその比較対照分析もできなかった。これは、中井「物質史」論の手法
にも反し、科学的にも論理的破綻を示しているといえる。

２

指標をアンチモン、スズ、ビスマス、モリブデンに限定することは妥当でな

い
中井は 、「亜砒酸は、その原料鉱石をいつ、どこの鉱山から採集して、どこ
の工場でどのような方法で製造したかによって、最終製品に含まれる微量元素
の組成が決まる」との前提で 、「亜砒酸は通常、銅精錬の副産物として製造さ
れるので、銅鉱石に伴う微量元素が亜砒酸に含まれやすいと考えられ、同族元
素のアンチモン、ビスマスと銅鉱石に随伴する元素としてスズ、モリブデンが
妥当」とした 。「捜査機関は、紙コップに付着していた亜ヒ酸とドラム缶由来
の亜ヒ酸が、どちらもＳｂやＢｉを含んで似ていることを明らかにしていたの
で、 Spring-8による分析をすることとした 」（『 Spring-8 放射光を用いた高エネ
ルギー蛍光Ｘ線分析法の開発 』「化学測定の事典」所収 283 〜 284 頁）としてい
る。
同族元素ということであれば、窒素（Ｎ ）、リン（Ｐ）がある。銅鉱石に随
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伴するものとして、スズ、モリブデンをあげるが、銅鉱石として知られている
鉱石には次のようなものがあるとされる（独立行政法人

放射線医学総合研究

所デー タベース「銅鉱」参照。）

(a)

緑塩銅鉱（ atacamite 、 Cu?(OH)?Cl）（天然の水酸化塩化銅）

(b)

藍銅鉱（ azurite 、 Cu?(CO?)?(OH)? ）（塩基性炭酸銅）

(c)

斑銅鉱（ bornite 、 Cu?FeS? 又は erubescite ）（銅及び鉄の硫化物）

(d)

車骨鉱（ bournonite 、 CuPbSbS?）（銅、鉛及びアンチモンの硫化物）

(e)

ブロシャン銅鉱（brochanitite 、 Cu?(SO?)(OH)?）（塩基性硫化銅）

(f)

輝銅鉱（ chalcocite 、 Cu?S）（硫化銅）

(g)

黄銅鉱（ chalcopyrite 、 CuFeS? 又は copper

pyrites ）（銅及び鉄の硫

化物）

(h)

けいくじゃく石（chrysocolla、 CuSiO?･
nH2O）
（含水けい酸銅）

(i)

銅藍（ covellite 、 CuS）（硫化銅）

(j)

赤銅鉱（ cuprite 、 Cu?O）（酸化第一銅）

(k)

翠銅鉱（ dioptase、 Cu?(Si?O18 ) ･
6H?O）
（けい酸銅）

(l)

四面銅鉱（ grey copper

ore 、しばしば銀を産出）、四面安銅鉱（ tetrah

edrite 、 (Cu、 Fe)12Sb?S13又は fahlerz ）（銅及びアンチモンの硫化物 ）、
四面砒銅鉱 (tennanite 、 (Cu、Fe、Zn)12As4S13）又は硫砒銅鉱（ enargite 、
Cu?AsS?）（銅及び砒素の硫化物） (m) くじゃく石（ malachite、 Cu?(CO

?)(OH)?）（塩基性炭酸銅）

(n)

黒銅鉱（ tenorite 、 CuO）（酸化第二銅）

これらの中で、輝銅鉱、黄銅鉱、銅藍、赤銅鉱、四面銅鉱及び斑銅鉱は重要
な銅鉱 石であるとされ黄銅鉱は最も重要な銅の鉱石・鉱物であり微量の金
、
、
、
銀、錫、亜鉛などを含み、少量のニッケルやセレンを含むものもあるとしてい
る。また、「ヒ素を含ん だ無機化合物（ヒ素鉱物）が単独で産することはなく、
一般に金銀あるいは、銅、錫を含む鉱石とともに産する」（『 自然由来重金属等
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による地下水・土壌汚染問題の本質：ヒ素』島田允堯
２９

応用地質技術年報

№

２００９所収３４頁 ）。決して銅鉱石だけがヒ素を含むのではなく、金

銀鉱石、錫鉱石等とともに産する。このような「ヒ素を含む鉱物は５００種以
上知られて」おり、比較的多く産出するヒ素鉱物は、次のとおりである（上記
島田論 文３４頁。）

中井は 、「環境の特色を反映しやすい 」「重元素」が「原料の産地」を判断する
指標として妥当であるとしているから、中井理論からすれば 、「原料の産地」
における原料鉱石にいかなる重元素が含有されるかを分析し、その重元素の組
成比を検討した上で、その重元素およびその組成比と本件各資料の組成比を比
較検討しないと本件各資料の「原料の産地」を特定することはできないはずで
ある。その場合、上述のようにヒ素は銅鉱石にのみ随伴するのではないから、
中井理論を前提としても、指標たる重元素を「銅鉱石に随伴する元素としてス
ズ、モリブデンが妥当」であるとはとうていいえず、論理的整合性、妥当性を
欠く。
現に丸茂鑑定では、アンチモン、スズ、ビスマス、モリブデン以外に、 Na、
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Mg、 Al、

P、 Ca、 Cr、 Mn、Fe、 Ni、 Zn、 Se、 Pb等が分析されていた。

前述のとおり、中井は、これらの元素の内、原料鉱石に随伴する元素の中か
らスズ、モリブデンに限定すべき理由を十分合理的に説明はしていないし、中
井理論を前提としても、この両元素に限定する理由は見いだせず、不合理であ
る。

３

中井は、せいぜい本件各亜砒酸は中国製品であるということまでしか判断で
きていない
再審請求補充書で述べたとおり、本件鑑定各資料は、■■方「ドラム缶の粉
末」から小分けされたものと考えられる。この「 ドラム缶の粉末」については、
前述のとおり、大阪の■■産業が中国の広州で年２回開かれる交易会で購入し
たもの（弁７）であることが、他の証拠で判明している。本件鑑定各資料中の
亜砒酸は 、「ドラム缶の粉末」の原産地である中国産であることは、中井鑑定
以外の証拠によって明らかになっている。それ故、本来鑑定で解明すべきこと
として求められたのは、まさにカレー内亜砒酸が、紙コップを経て請求人方プ
ラスチック容器内亜砒酸に由来するかという「過去に起こった出来事」であっ
た。すなわち、「台所容 器の粉末」内の亜砒酸が紙コップに移され、それが「カ
レー内混入物」として混入されたかどうかに関する間接事実としての亜砒酸の
「同一物質性」という「過去に起こった出来事」についての判断がなされなけ
ればな らなかったのである。
しかし、前述のとおり、中井「物資史」論では「原料の産地」を物語る微量
重元素にしか着目しないから、軽元素等に着目して「過去に起こった出来事」
を明らかにすることは原理的にできない。中井が判断し得たのは 、「不純物が
その原料の産地を物語」り 、「重元素の場合は、その分布がその当該鉱物生成
時の温度、圧力、共生鉱物といった環境の特色を反映しやすい」から、アンチ
モン、スズ、ビスマス、モリブデンを指標として 、「ドラム缶の粉末」をはじ

19/43

めとした本件各鑑定資料中の亜砒酸が「同一の工場が同一の原料を用いて同一
の時期に製造した亜砒酸」だとしても矛盾はないということでしかなかった。
しかし、この事実は、前述のとおり中井鑑定外の証拠で十分立証されていたか
ら、結局、中井鑑定は、本件各鑑定資料が■■方「ドラム缶の粉末」から小分
けされたものであっても矛盾はないという事実の再確認というレベルに止まっ
ている。
さら に、厳密にいえば、中井鑑定では「和光堂缶の粉末 」、 「重の缶の粉末」、
「 円筒容器の粉末 」、「 雪印缶の粉末」、「 棚の粉末 」、 および「 台所容器の粉末 」
内の亜砒酸が「ドラム缶の粉末」に由来するという事実についてすら、実は、
直接判断することはできていない。なぜなら、中井鑑定では「原料の産地」＝
ルーツしか問題にせず、上記各鑑定資料間における「過去に起こった出来事」、
つながりを原理的に判断することができないからである。それ故 、「和光堂缶
の粉末」、「 重の缶の粉末」、「 円筒容器の粉末」、「 雪印缶の粉末」、「 棚の粉末 」、
「台所容器の粉末 」、および「紙コップ内粉末」は、各々、抽象的な「同一の
原料 」「同一の工場 」「同一の時期」である「原料の産地」であるということし
か判断 できなかった。
加えて、前述したように当該「工場」、 「原料 」、「時期」はいずれも不明であ
るから、中井鑑定で実質的に判明したのは、上記亜砒酸のルーツは中国産のも
のと矛盾はないというレベルに止まっており、他の証拠で判明している、本件
各資料が「ドラム缶の粉末」に由来するとしても矛盾はないという事実すら直
接には 判断できていなかったのである。

第４
１

中井鑑定の証拠能力 の観点からの問題点
初めての分析ということ
放射光の科学捜査への応用は、本件が初のケースであり、かつ、１１５〜１
１６ｋｅＶという高エネルギー放射光を使って蛍光Ｘ線分析をしたのも世界初
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であった。本件事件当時には、高エネルギーＸ線を励起光に使える蛍光Ｘ線分
析のビームラインは建設されておらず、３００ｋｅＶまでの高エネルギーＸ線
を利用してコンプトン散乱の実験が行われていたＢＬ０８Ｗで実験せざるをえ
ず、中井研究室が所有する装置を持っていき、蛍光Ｘ線分析システムを組み立
てる等ハンドメイドの装置による測定だった（前掲中井論文 284 〜 285頁）ので
ある。 さらに、カレーという物質の測定も世界初であった。
このように本件の鑑定は、蛍光Ｘ線分析という手法はともかく、その他は何
から何まで世界で初めての手法であり、その妥当性の検証は全くなされていな
かった。
しかも、このような世界で初めての分析手法であるにもかかわらず、中井鑑
定は２週間という限られた時間で行われたものでしかなかった。 Spring-8を利
用しての計測時間も５０時間に限られていた。同人の分析能力は別にしても、
かかる初めての分析手法を何らの前例のないところで、化学分析法としての妥
当性確認もせずに行っているのであるから、鑑定にあてる時間として十分では
なかったといえる。これは中井自身が認めるところである（「 メタルカラーの
時代００２」２９１頁 ）。限られた時間内で精一杯やったかどうかの問題では
なく、世界で初めてやる化学分析として、化学分析の分野において一般的承認
を得られるような時間、実験装置、手法、手順等であったかが厳しく問われな
ければ ならない。

２

中井鑑定は確度、精 度等不明である
化学測定については、確度（ａｃｃｕｒａｃｙ；「 真の値」からの隔たりが
大きいか小さいかの問題）、感度（ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ ) 、精度（ｐｒｅｃ
ｉｓｉｏｎ）が要請されるといわれるが、中井鑑定でこれらは満たされている
か、その検証は全くない。とりわけ、確度については検査時間の点や初めての
検査手法だったことから、おおいに疑問である。また、サンプル選択にも問題
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があっ た可能性もある。
『化学と測定―確度・精度・感度―』梅澤喜夫「化学測定の事典」所収４頁
には「資料中のヒ素（紙コップ、プラスチック容器、カレー内等のヒ素のこと
か？；請求人弁護人注）の起源が、その不純物などを含め容疑者の家の庭に散
布されていたヒ素化合物（シロアリの駆除剤）と同一であるかを、後者を標準
物質に見立ててそれと合致するかどうかの分析がなされた」としているが、こ
の論文の記載内容は中井の証言とは異なるし、中井鑑定にもかかる記載は一切
ない。
「容疑者の家の庭に散布されていたヒ素化合物（シロアリの駆除剤 ）」につ
いては、そもそもそのようなヒ素化合物（シロアリの駆除剤）が押収されたと
記録さ えなく、鑑定資料の中にも含まれていない。
仮にそのような検査をし、それを「標準物質に見立ててそれと合致するかど
うかの分析もなされた」とすれば、受託外鑑定であるし、かつ、当該資料の押
収、保管、そして中井への当該物質の移転の経緯が明らかにされなければなら
ない。
加えて、その検査結果に関する全てのデータが開示されなければならない。
また、本件で Spring-8 内における検査について、中井の計測時間は５０時間
と相当短いということもある。それもさることながら、本件測定に当たって上
記確度 、感度、精度の妥当性をどのように確認しているか不明である。
さらに、鑑定前に上記ハンドメイド実験装置による検査結果の妥当性は検証
されて いない。

３

中井鑑定手法は 、「科学的原理の妥当性」および「原理の適用の妥当性」が

ない
上述のとおり、中井鑑定は世界でも初めての手法によるもので 、「科学的原
理の妥 当性」および「原理の適用の妥当性」が問題になる。
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そうすると、前述したように、中井鑑定はその理論的前提たる「物質史」論
が不合理であり、科学的に承認されているか不明であること、本件鑑定が中井
「物質史」論の手法にも反していること、中井「物質史」論は軽元素を無視し
ているから 、「過去に起こった出来事 」「履歴の情報」について明らかにできな
いこと 、「産出地」不明の「原料の産地」の同一性という判断は、犯人と請求
人を結びつける間接事実の立証という観点からは無意味であること、さらに、
同一識別性判断の指標としてアンチモン、スズ、ビスマス、モリブデンに限定
することについて合理性が認められないこと、この４元素は 、「台所容器の粉
末」内の亜砒酸が紙コップに移され、それが「カレー内混入物」として混入さ
れたかどうかに関する間接事実としての亜砒酸の「同一物質性」という「過去
に起こった出来事」を判断するための指標たり得ないこと、中井は、本件各鑑
定資料内の亜砒酸は中国産であるということまでしか判断できていないこと等
に照らせば、本件手法についての科学理論や、技術の当該鑑定における適用の
妥当性 、信頼性があったとはとうていいえない。

第５
１

中井鑑定は信用できない
ピークの帰属、蛍光 Ｘ線選択の恣意性
観測されるエネルギーにより元素について定性分析し、そのエネルギー強度
から定量分析が可能な分析法においては、スペクトルのピークは全て帰属させ
るのが一般的であるといえる。ところが、中井鑑定書（甲１１７０）では、全
てのピークを帰属させてはいない。全ての生データが開示されているわけでは
ないから、実際は帰属しながら、中井の結論と矛盾するものがあるからあえて
触れな かったのではないかという疑いを払拭できない同鑑定書図３−１Ａ
。
（
）
（１Ｂ）ないし図３−（６Ａ ）（６Ｂ）について「拡大したスペクトルでは、 M

o、 Sn、 Sb、 Bi

などのピークが帰属されているが、帰属されていないピークも

多数存在している。丸茂鑑定のように、観測されすべてのスペクトル成分につ
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いて帰属を行うのが正当な試験報告書であって、自分に都合の良い部分だけを
選び出してその部分だけを帰属するというのは分光分析としては問題がある」、
「分光分析の国際会議などでは、帰属されていなかったスペクトル線を質問さ
れて、間違った回答をしたとたんにその研究発表の信頼性が失墜するというこ
とは良く見かけることである 」（河合前掲『和歌山カレー砒素事件鑑定資料−
蛍光Ｘ 線分析』６４頁）と批判されている。
また、甲１１７０の図５はフォトンファクトリーでのスペクトル図であり、
この図 の分析によってＭｏが検出されたことが異同識別の指標となっているが、
この点も問題が指摘されている 。「主に 17.4keV のピーク、 Mo
ている．Mo

Kαの約 1/10

Kαのみを示し

の強度の Kβ (19.6keV)はどこにあるのだろうか？

」（

河

合前掲論文６６頁）と疑問が呈され、そのことは中井自身も認めている（第一
審中井 第４３回２２１頁 ）。「 １つのスペクトル線のみから帰属するのは、特に 、
判決に影響する重要なピークとしては別の分析法・装置やビームラインとあわ
せた総 合的な分析結果によってのみ Mo の存在が証明できるというべきである」、
「 Mo ピークの存在が有罪判決の重要な根拠となったので、 Mo ピークの分析は
慎重で あるべきであった」といえる（同上。）

２

中井のパターン認識 は恣意的判断である
中井は 、「（ 数値的に何倍だということは）やっておりません 」「むしろパタ
ーンで比較することが重要である 」「数値化するということはそこに人為的な
作業が加わるわけです。もし濃度に直すということは、そこで補正計算が必要
になってくるわけです。そういう人為的なものを通すよりは、実際にＸ線を当
てて得られた結果そのもので鑑定しようというのが私の態度です 」（第一審中
井第４３回調書１２７〜１２９頁 ）、（
「 スズとアンチモンの比較についても、
ほぼ同一とは１．５倍以下ということかとの質問に対し）そうですね、数値で
表現するのはですから不適切だと僕は申し上げているんで、皆さん、この鑑定
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書の実際のパターンを御覧になって、一致してる程度に一致してると、実際に
目で見ていただいて皆さんが直接お感じになる程度に一致しているということ
が一番適切な表現だと思います 」（同調書１４８頁）等と証言している 。「固体
のまま非破壊で分析することが蛍光Ｘ線分析の利点であるが、測定結果を濃度
に換算する場合、複雑な補正が必要なために確度が低下することは避けられな
いから、確度の低下を避けるために、あえて定量値は用いないで議論する方法
を採用 」（中井前掲『Ｓｐｒｉｎｇ−８放射光を用いた高エネルギー蛍光Ｘ線
分析法 の開発』２７６頁）としている。
ここで中井の述べるパターン認識はおよそ学問的なレベルでのパターン認識
ではない。学問的レベルにおけるパターン認識（ pattern

recognition) とは、

「観測されたパターンをあらかじめ定められた複数の概念の内のひとつに対応
させる処理」とされる（「 わかりやすいパターン認識」石井健一郎他著１頁 ）。
中井が、仮に学問レベル、すなわち科学的批判、検証に真摯に学問的にも応え
ようとするパターン分析を行うのであれば 、「樹状図（ dendrogram ）を用いる
統計的な手法 」（河合前掲論文８５頁）なども存在している。しかし、かかる
パター ン認識ではない。
すなわち、中井が採用した分析手法は 、「パターン認識という素人でも検証
可能な手法 」（確定第一審判決１４２頁）でしかない。得られたスペクトル図
を目で見て、そのスペクトル図が相互に似ているか否かを検討するもので、い
わば視覚的にスペクトル図のパターンを比較して判断しているものである。何
ら科学的知見に基づく法則性を見いだすことはできない。中井におけるパター
ン認識 ではスペクトル図のパターンについて個々の判断者の主観によって
、
、
、
パターンが似ていると判断したり、似ていないと判断したりするなど、判断が
区々になることを避けることができず、科学的に確定した判断手法ではない。
そうである以上、このようなパター認識は 、「鑑定事項に関し、特別ないし専
門的な知識経験を有する者」たる学識経験者が 、「裁判上必要な実験則等に関
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する知識経験の不足を補給する 」（最判昭和２８・２・１９）ものとはいえな
いこと は明かである。
この点、検察官は、中井鑑定がＸ線分析による数値化による異同識別を行わ
なかった事についても、数値化をすれば各種補正作業が必要になり、その作業
ごとに分析資料の個性の影響や不可避の誤差の混入が生じるから数値化をしな
い方が 望ましいと主張する。
しかし 、「素人でも検証可能な手法」が望ましいというのであれば 、「鑑定事
項について法則や法則を適用して得た判断を報告 」（『 条解

刑事訴訟法

第４

版』２９８頁）することなど不要であるといっているに等しい。しかも、中井
自身、濃度換算して数値化すると確度が低下するということを認めているが、
そのこと自体が、測定の前提として資料の精製や測定の仕方、その他本件鑑定
それ自体に問題があることを示している 。「複雑な補正が必要なために確度が
低下する」ということは、複雑な補正計算、処理を必要とするような資料調製
をしている、測定条件の不一致がある等の原因があることを認めているのであ
る。
一方で、証拠開示請求書でも指摘したように、中井は 、『蛍光Ｘ線分析の現
状と展望 』（２００５年「応用物理」第７４巻第４号所収）４５８頁

、『物質

の過去 をＸ線で読む物質史 』（「 Readout」№ 33 August

1粒（ 約

）４０頁には、「

100μ m）の亜ヒ酸結晶から得られたスペクトル スズ＝ 7.4pg、アンチモン＝ 10.
5pg、（スズ、アンチモン＜ 30ppm）」と記載しており、数値化したデータを有し
ている ことは明かである。
専門書では数値を明示しながら、鑑定書および証言では、パターン認識で十
分であると述べているところから見ても、中井は 、「鑑定は、検察庁から提供
された資料が一般に日本で流通した資料と違っており、その提出された鑑定資
料が同 じであるということを言えれば十分で細かな定量的な議論は必要ない
、
、
細かい ことを議論していたら堂々巡りになってしまうからパターンでやった
、
」
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（２０１２年〔平成２４年〕１１月２日第４８回Ｘ線分析検討会における中井
講演の趣旨）というのであり 、「法曹関係者は化学分野に関することは素人だ
から、素人でもわかりやすくパターン認識という手法でやり、専門家である自
分（中井）が同一であると言っているのだから、それに従えばいい 」「数値デ
ータはあるが、それを示すと素人の法曹関係者は的外れな意見を持ち出すので
示す必要なない 」（同上）と言っているに等しい。化学分析の専門家である自
分（中井）の判断に任せればいいと強弁し、恣意的判断であることを押し隠そ
うとし ているのである。

３

スペクトル図選択の 恣意性の問題
中井は実際には合計十数回の実験を行い、各鑑定資料につき、実験はそれぞ
れ１〜３回で、鑑定書登載のスペクトル図は任意に選んだもので、それはどの
スペクトル図をとっても同一のパターンを示したからであると証言した（第一
審中井 第４３回８９〜９２頁。）
しかし、中井とともに鑑定に関与した寺田助手の証言によれば、鑑定資料に
よっては、同じサンプルを複数回測定している場合と、サンプル瓶の中から複
数回取 り出して測定した場合があるという（同寺田３３〜３４頁。）
このような中井鑑定の前提としては、スズ、アンチモン、ビスマス、および
モリブデンは亜砒酸に含まれる不純重元素だから 、「同一物」であれば、その
組成比は変わらないというものである。したがって、同じ鑑定資料を使用した
のであ れば、いずれも同様のパターン図を示すはずになる。
ところが、 D（■■から任意提出された茶色プラスチック製円柱状容器入り亜
砒酸）に関する、検甲１１７０添付の図３−（４Ｂ）と、検甲１５４０添付の
Ｋａｎ４ａおよびＫａｎ４ｂではスペクトル図が異なる。検甲１１７０添付の
図３−（４Ｂ）では、明らかにモリブデンが高く鋭いピークを示しているが、
検甲１５４０添付のＫａｎ４ａおよびＫａｎ４ｂではピークがはっきりしない
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スペク トル図になっている。
寺田証人は、弁護人の反対尋問では、スズおよびアンチモンのピークよりも
低いと 認めたものを検察官の尋問ではピークそのものがないと証言した寺、、
（
田証言調書９２〜９５、１０６〜１１０８頁 ）。このことからすると、どのス
ペクトル図をとっても、上記４元素について同一のパターンを示したものとは
いえない。モリブデンのピークが見えなければ、パターン認識として、その存
在を否定せざるを得ないはずだが、敢えて、ピークの認められないＫａｎ４ａ
およびＫａｎ４ｂの図ではなく、殊更にピークのはっきりしている図３−（４
Ｂ）を 中井鑑定書（検甲１１７０）に登載したということが窺われる。
「試料採取に当たって、試料の代表性に注意を払うことが大切である」こと
が指摘されている（前掲梅澤論文４頁 ）。中井鑑定では、上記の点からする試
料の代 表性についても問題があったといえる。
この点について、これまでの確定審各判決は全く無視している。しかし、鑑
定の評価に当たっては、「『 in dubio

pro reoの原則‥‥』‥‥は、‥‥要証事

実にかかる鑑定の判断に当たっても（たとえば、被告人に有利な鑑定について
はその可能性も否定されることが要求されるが、逆に不利な鑑定については合
理的な疑いが残らないかの検討が要求されるという意味で）有効な基準である
と考える」（浅田和茂『 科学的証拠とその評価』光藤景皎編「事実誤認と救済」
所収４５頁 ）。したがって、被告人に不利な鑑定を排斥するにはそれを否定す
る可能性を示せば足りるのであり、完全に否定することまでも要求されるもの
ではな いはずである。
すなわち、中井鑑定では、資料の代表性にも問題があり、また、上記４元素
について同一のパターンを示したものとはいえないスペクトル図の存在も否定
できないのであるから、この点からも中井鑑定は信用できないというべきであ
る。
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４

４元素選択の恣意性
前述のとおり、中井はアンチモン、スズ、ビスマス、モリブデンを指標とし
て、本件各鑑定資料は「同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造し
た亜砒酸である」との結論を導いた。その前提としてアンチモン、スズ、ビス
マス、モリ ブデンはヒ素と同族または原料鉱石に含まれるということであった。
しかし、すでに述べたように、同族ということであれば、窒素（ Ｎ）、 リン（ Ｐ）
がヒ素と同族である。また、銅鉱石に含まれているということであれば、金、
銀、亜鉛、ニッケルおよびセレン等も検討すべきであったし、ヒ素を含んだ鉱
石は他にも多数ある。本件においいて原料鉱石は全く不明であるから、なおさ
ら原料鉱石に随伴する元素としてスズ、モリブデンに限定することは、論理的
に破綻 している。現に丸茂鑑定ではセレンを検討している。
比較対照すべき元素は多ければ多いほど、異同識別の精度は高まると中井自
身が証言で認めている。にもかかわらず、上記４元素のみを対照指標としたの
は 、「同一」であるとの結論を導くための恣意的な選択であり、他の元素を指
標にすれば「同一とはいえない」との判断がなされることを避けるめだったと
いわざ るを得ない。

５

中井鑑定では、カレー内亜砒酸と請求人方「台所容器の粉末」および「紙コ

ップ内粉末 」の「同一物質性」を判断していない
前述のとおり、本件鑑定で解明すべきこととして求められたのは、まさにカ
レー内亜砒酸が、紙コップを経て請求人方プラスチック容器内亜砒酸に由来す
るかど うかという事実についての化学分析であった。
しかし、中井「物資史」論では重元素しか着目しないから、請求人方プラス
チック容器内亜砒酸を起点として、その亜砒酸と紙コップ内亜砒酸、カレー内
の亜砒 酸が同一物質であるといえるかということは原理的に判断できない
「
」
。
結局できたことは、本件鑑定資料内の各亜砒酸の「原料の産地」＝ルーツが中
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国であることでしかなかった。しかも、中井鑑定では、本件各鑑定資料内の亜
砒酸が大阪の■■産業が中国の広州で年２回開かれる交易会で購入したもので
ある（ 弁７ ）こと以上の事実を何ら明らかにしていない 。さらに厳密にいえば 、
「 和光堂缶の粉末 」、「 重の缶の粉末」、「 円筒容器の粉末」、「 雪印缶の粉末 」、「 棚
の粉末 」、および「台所容器の粉末」内の亜砒酸が「ドラム缶の粉末」に由来
するとしても矛盾しないという、他の証拠で明らかになっている事実について
すら、 実は、中井鑑定では直接判断することはできていないのである。

第６

再結晶の問題
第一審判決は 、「カレー中から採取された亜砒酸結晶については、複雑な溶
解−再結晶の過程で、微量元素がどのような出入りをしていてもおかしくない
Ａ
Ｅ
から、仮に指標元素の含有状況が資料○ないし○と同様の結晶があったとして

も、それが複雑な溶解−再結晶の過程で偶然そのような含有状況になった可能
性を否定できない以上、その結晶が溶け残りの結晶であって、混入された亜砒
酸の指標元素の特徴をそのまま残しているとはいい切れない。したがって、個
々の結晶の分析結果から混入された亜砒酸の由来を特定することができないと
いうべきである 」（２１０〜２１１頁）とする。このことは、中井鑑定、谷口
・早川鑑定において再結晶に関する見解が異なり、相矛盾するものであること
からも裏付けられるといえる。すなわち、カレー内の亜砒酸結晶の成分構成の
機序は 不明であるといわなければならない。
したがって、この立場からすれば、「ドラム缶の粉末 」、「和光堂缶の粉末 」、
「重の缶の粉末」、「円筒容器の粉末 」、「雪印缶の粉末 」、 「台所容器の粉末」と
カレー 内結晶の同一性判断は不可能であると結論づけられるはずである。

第７
１

中井鑑定と谷口・早 川鑑定の関係の問題点
中井鑑定および谷口 ・早川鑑定のそれぞれの射程範囲
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(1)

中井鑑定の射程範囲
中井鑑定は、各鑑定資料の起源が同一、すなわちルーツが中国産であると
いう、各鑑定資料の帰属する母集団を求めた。中井「物質史」論に基づき、
微量重元素 を指標として「原料の産地」を判断したものである。しかし（厳、
密にいえば、中井鑑定では、実は、本件各鑑定資料内の亜ヒ酸「ドラム缶の
粉末」に由来するという事実すら、直接判断することはできておらず、抽象
的に「同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した」という判断
をしたに止 まるかつ母集団がどれほどの範囲・規模かも全く不明である
。
、
。
別言すれば、中井鑑定は本件各鑑定資料は、中国産「Ｘ 」（Ｘ a〜Ｘ nを含
む）に属すると判断しただけで、本件各鑑定資料内の亜砒酸はＸ a〜Ｘ nのい
ずれであるかは不明であるが、とにかく「Ｘ」に含まれるということしか判
断できていない。たとえば、「和光堂缶の粉末」は「Ｘ a」、 「重の缶の粉末」
は「Ｘ b」、 「円筒容器の粉末」は「Ｘ c」、 「雪印缶の粉末」は「Ｘ d」、 「台所
容器の粉末」は「Ｘ e」内の亜砒酸 、「ドラム缶の粉末」は「Ｘ n」に由来し
たとしても、いずれも「Ｘ」に属するもので「同一起源 」「原料の産地」で
あるという判断でしかない。したがって、かかる中井鑑定の結果によれば、

「 和光堂缶の粉末

」「

Ｘ a」、「 重の缶の粉末

」「

Ｘ b」、「 円筒容器の粉末

」「

Ｘ c」、

「雪印缶の 粉末「Ｘ
」
d」、および「台所容器の粉末 」「Ｘ e」内の亜砒酸 が「ド
ラム缶の粉末」「Ｘ n」に由来するかどうかは不明ということになる。
他の証拠で、上記本件各鑑定資料内の亜砒酸が「ドラム缶の粉末 」「Ｘ n」
に由来するという事実についてすら、中井鑑定からでは直接判断することは
できていな いのである。

(2)

谷口・早川鑑定の 射程範囲
谷口・早川鑑定は、文字通り「同種」のものであるということしか意味し
ない。同一工場で同一原料を用いて同一時期に製造された亜砒酸であれば、
「同種」ということはいえる可能性はあるが、同鑑定では 、「原料の産地 」、
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亜砒酸製造時に存在する元素に注目して判断したものでもない。単に、モリ
ブデン、スズ、アンチモン、ビスマスという元素に注目してその含有、定量
に基づき異同を判断した。かかる元素に注目すれば、その範囲で「同種」で
あると判断した。当然のことながら、本件各鑑定資料内の亜砒酸が同一の起
源を有するか否か 、「原料の産地」が同一か否かについては、判断対象外で
ある。
したがって、この谷口・早川鑑定結果をもって、中井「物質史」論に基づ
く「 起源の同一性 」が支持される わけではない 。ただ、起源が同一であれば、
そこに含まれる重元素の組成特徴、組成比が近似するということは、演繹的
に妥当することでしかない。各物質のルーツを探るための指標元素を再確認
できたとい う意味合いしか持たないといえる。
そして、谷口・早川鑑定でもモリブデン、スズ、アンチモン、ビスマスと
いう重元素に注目して判断しているから、本件各鑑定資料間の同種性の判断
に止まり、上記重元素を判断指標とすれば 、「Ｘ a」〜「Ｘ n」として同種だ
ということを述べているにすぎない。谷口・早川鑑定でも上記重元素を判断
指標としたから、「和光堂缶の粉末 」、 「重の缶の粉末 」、「円筒容器の粉末 」、
「雪印缶の粉末 」、 「棚の粉末 」、および「台所容器の粉末」内の亜砒酸 が「ド
ラム缶の粉末」「Ｘ n」に由来するかどうか判断できていないし、そもそもそ
のことは谷 口・早川鑑定の射程範囲外であった。

２

(1)

谷口・早川鑑定が明 らかにしていること
谷口・早川鑑定も 「過去に起こった出来事」を判断していない
確かに、 谷口・早川鑑定は精緻であり、正確、精確であるといえる。
しかし、上述のとおり 、谷口・早川鑑定は本件各鑑定資料内の亜砒酸が「 同
一」であるとは判断していない。モリブデン、スズ、アンチモン、ビスマス
という元素 に注目すればその範囲で同種であると判断したにすぎない
、
「
」
。
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各資料の「同一性」には何ら言及していない。中井「物質史」論 、「異同識
別」（ある証拠資料が同一の起源を持つかどうか）論とも無関係である。
その限りで、谷口・早川鑑定それ自体からは、本件各資料の「同一性」は
立証されているとはいえない。かつ、重元素を判断資料としたため、請求人
方プラスチック容器から紙コップに亜砒酸が移され、それがカレー内に混入
されたかど うかに関する間接事実としての亜砒酸の同一物質性という過「」
「
去に起こった出来事」についての判断とは無関係である。ここでも 、「和光
堂缶の粉末」「Ｘ a」、「重の缶の粉末 」「Ｘ b」、「円筒容器の粉末 」「Ｘ c」、「雪
印缶の粉末 」「Ｘ d」、および「台所容器の粉末 」「Ｘ e」内の亜砒酸が「ドラ
ム缶の粉末 」「Ｘ n」に由来するかどうかは不明なのであり 、「Ｘ a」、 「Ｘ b」、
「Ｘ c」、 「Ｘ d」、および「台所容器の粉末 」「Ｘ e」内の亜砒酸が「ドラム缶
の粉末 」「Ｘ n」に由来するという他の証拠で判明している事実すら判断でき
ない結果と なっている。
これらの判断に止まったのも、中井「物質史」論が重視した重元素に着目
すべきだとのドグマに毒されたからであり、判断指標たるべき元素の選択を
誤ったからであるといえる。本件では、請求人方プラスチック容器から紙コ
ップに亜砒酸が移され、それがカレー内に混入されたかどうかに関する間接
事実としての亜砒酸の「同一物質性」という「過去に起こった出来事」につ
いての判断がなされなければならなかったのであり、そのためには軽元素に
着目すべき だったのである。

(2)

請求人方プラスチック容器内亜砒酸と鑑定資料１〜５の亜砒酸は同種とは

判断できない
谷口・早川鑑定は、請求人方プラスチック容器内亜砒酸と鑑定資料１〜５
の亜砒酸は同種とは判断できないと結論付けている。前述したとおり、中井
鑑定は確度、精度等不明であり 、「科学的原理の妥当性」および「原理の適
用の妥当性」がないこと、その判断もパターン認識に見られるように極めて
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恣意的で信用できないこと等に比し、谷口・早川鑑定は精緻であり、正確、
精確であるといえる。したがって、谷口・早川鑑定の、請求人方プラスチッ
ク容器内の亜砒酸と鑑定資料１〜５の亜砒酸は同種とは判断できないとの結
論を無視す ることはできない。
この点について、検察官は、資料が散らばった可能性があり、判断できな
かったので あると主張する。
しかし、上記可能性の根拠となっているのは「資料が非常にちらばってし
まっております。で、当初これが集まっていたのか、あるいはその当初から
散らばって・・・立ち会った寺田さんの話では、以前に比べたら資料が散ら
ばってるというようなお話は伺いました 」（第一審谷口第８４回２７頁）と
いう谷口証言である。これは、伝聞に基づく証言に過ぎず信用することはで
きない。谷口証人は 、「すべて前の鑑定の段階によって得られた資料をその
まま測定するという立場に立ちました 」（同２７頁）と述べ、結論が変わる
理由について憶測を述べているだけであり、谷口・早川鑑定と中井鑑定の異
同を説明す る理由として合理的とは到底いえない。

(3)

中井鑑定 と谷口早川鑑定には矛盾が存する
検察官は、中井鑑定と谷口早川鑑定は矛盾するものではないと主張する。
しかし 、（請求人方プラスチック容器内の亜ヒ酸は）「極めて量が少なく、微
量元素の定量が困難であるので、■■・■■提出容器５点在中の亜ヒ酸と同
種であるとの判断はできない」というのは、蛍光Ｘ線分析の判断として、同
種であるとはいえないということを意味しており、中井鑑定の結論と明確に
矛盾する。検察官は 化学分析における「同種（モリブデンの含有も考慮し、
」
スズ、アンチモン、ビスマスが存在し、その存在比がほぼ同一であるという
こと〔谷口第８５回３０頁 〕） ｢同一｣との概念についてあまりにも恣意的で
ある。
また、検察官はカレー中の結晶についての相違について、谷口・早川鑑定
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が再結晶化した結晶を鑑定し、中井鑑定は溶けずに再結晶化しないものを鑑
定したこと が結論の違いであると考えられると主張する。
しかしながら、カレーの中の再結晶の過程というのが、どのような過程で
再結晶されているかということ自体不明なのであり（谷口第８５回１１頁、
早川第８６回４４〜４７頁 ）、検察官の主張は、かかる化学分析の専門家の
証言にも反する。谷口・早川鑑定が再結晶化した結晶を鑑定し、中井鑑定は
溶けずに再結晶化しないものを鑑定したとの事実については本件各証拠によ
って何ら立証されておらず、検察官の希望的憶測にしかすぎず妄論である。
さらに検察官は、中井鑑定によって得られたスペクトルには、バリウムの
ピークが認められ、谷口・早川鑑定でも同様に認められているということは
両鑑定の分 析結果が一致しているということを意味すると主張する。
しかしながら、中井鑑定で鑑定の対象となった中井自身が発見したとされ
る結晶（ 早川・谷口鑑定の鑑定資料８からはバリウムが検出されているが
）
、
カレーから 発見された別の結晶からはバリウムが発見されなかった ( 同４頁 ) 。
この違いについて検察官は、溶け残った砒素か否かという観点から可能性を
指摘するにとどまっており、これでは合理的な説明とは到底いえない。前述
したように 、「カレー中から採取された亜砒酸結晶については、複雑な溶解
−再結晶の過程で、微量元素がどのような出入りをしていてもおかしくない
Ａ
Ｅ
から、仮に指標元素の含有状況が資料○ないし○と同様の結晶があったとし

ても、それが複雑な溶解−再結晶の過程で偶然そのような含有状況になった
可能性を否定できない以上、その結晶が溶け残りの結晶であって、混入され
た亜砒酸の指標元素の特徴をそのまま残しているとはいい切れない。したが
って、個々の結晶の分析結果から混入された亜砒酸の由来を特定することが
できないと いうべきである（第一審判決２１０〜２１１頁。」）
中井鑑定は確度、精度等不明であり 、「科学的原理の妥当性」および「原
理の適用の妥当性」がないこと、谷口・早川鑑定は精緻であり、正確、精確
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であることは前述した。そうすれば、中井が発見したとされる砒素からのみ
バリウムが発見されたということと、谷口・早川教授が確認した、カレーの
中に混入された結晶からバリウムが発見できなかったという事実のいずれが
科学的に信用性があり、重視されるべきであるかは自ずと明らかである。中
井鑑定と谷 口・早川鑑定には矛盾が認められる。
以上より 検察官の主張は失当である。

３

中井鑑定と谷口・早 川鑑定は相互補完しない
両鑑定は、相互補完することはないし、両者を総合考慮しても意味はない。
中井鑑定は前述したように、化学的な分析という面から見ても原理的に問題
がある。また、同鑑定で認定できるのはせいぜい本件各鑑定資料内の亜砒酸の
ルーツが中国産であるという限度である。かつ、かかる「中国産」の範囲・量
が不明である。しかも、前述のとおり、他の証拠で本件各鑑定資料内の亜砒酸
が「ドラム缶の粉末 」「Ｘ n」に由来するという事実についてすら、中井鑑定か
らでは直接判断することはできていない。したがって、自然的関連性があると
いえず 、この点からも証拠能力は否定されるべきである。
仮に証拠能力が認められるとしても、前述しているところから明らかなよう
に、中井鑑定では本件各鑑定資料内の亜砒酸のルーツが中国産であるという限
度であり、その「原料の産地」の範囲・程度・量も不明であるから、かかる鑑
定を前提に他の証拠、とりわけ谷口・早川鑑定と補完的に判断することはでき
ないと いうべきである。
しかも、前述したように、谷口・早川鑑定によって、中井鑑定の結果との関
係で明らかにされたことは、各物質のルーツを探るための指標元素を再確認で
きたという意味合いしかなかった。谷口・早川鑑定でも中井鑑定と同様の重元
素を判断指標としたから 、「和光堂缶の粉末 」、「重の缶の粉末 」、 「円筒容器の
粉末 」、「雪印缶の粉末 」、「棚の粉末 」、および「台所容器の粉末」内の亜砒酸
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が「ド ラム缶の粉末「Ｘ
」
n」に由来するかどうか判断できていなかった。
本件では、請求人方プラスチック容器から紙コップに亜砒酸が移され、それ
がカレー内に混入されたかどうかに関する間接事実としての亜砒酸の「同一物
質性」という「過去に起こった出来事」についての判断がなされなければなら
なかったのであるが、この間接事実に関してはいずれの鑑定も無意味だったの
であり、この事実についての科学的側面からの相互補完はそもそもあり得なか
ったし 、相互補完することもできていないのである。

第８
１

丸茂鑑定からいえること
丸茂鑑定ではスズ、アンチモン、ビスマス、モリブデン以外の軽元素も検出

されている
科警研では、高周波誘導結合プラズマ発光分光光度計（以下 、「ＩＣＰ−Ａ
ＥＳ」という）によって「ドラム缶の粉末」、 「和光堂缶の粉末 」、 「重の缶の粉
末 」、 「円筒容器の粉末 」、 「雪印缶の粉末 」、 「台所容器の粉末」および ｢紙コッ
プ内粉 末｣について鑑定が行われたいわゆる｢丸茂鑑定｣確定審甲１１６８
（
。
）。
その結果、アンチモン、スズ、ビスマス、モリブデン以外に、 Na、 Mg、 Al、 P、
Ca、 Cr、 Mn、 Fe、 Ni、 Zn、 Se、 Pb等が分析されていた。また、林健治はヒ素に

セメン ト等を混入していたから Ba等という重要な元素もある。
丸茂らは、これらの分析された元素の中から、軽い元素等環境からの汚染に
より混在する可能性が高い元素、量があまりに少ない元素および後に混ぜもの
として加えられた可能性のある元素も除外し、上記元素のうち、セレン (Se)、
スズ (Sn) 、アンチモン (Sb)、鉛 (Pb)・ビスマス (Bi) の５元素を異同識別の指標
として 、ＩＣＰ−ＡＥＳ分析をした。
しかし、本件では、まさにカレー内の亜砒酸が、紙コップを経て請求人方プ
ラスチック容器内亜砒酸に由来するかという「過去に起こった出来事」を明ら
かにすることであったのであるから、後に混ぜものとして加えられた可能性の
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ある元 素、すなわち軽元素にこそ注目されるべきであった。
しかも、各鑑定資料について採取、保管状況を見ると、カレー内亜砒酸が、
紙コップを経て請求人方プラスチック容器内亜砒酸に由来するかという「過去
に起こった出来事」を判断する上で、支障となるような異物の混入や環境から
の汚染 があったとは認められない。
すなわち、紙コップは７月２５日事件発生後の同月２６日午前６時頃和歌山
県警東 署に搬送され、以後警察等において保管された。
「ドラム缶の粉末 」、 「和光堂缶の粉末 」、 「重の缶の粉末 」、および「円筒容
器の粉末」は、９月３０日警察に任意提出され、以後警察等において保管され
た。
「雪印缶の粉末」は、１０月１３日の■■方捜索において発見押収され、以
後、警 察等において保管された。
「 台所容器の粉末 」は 、請求人方宅捜索中の１０月６日発見押収され 、以後 、
警察等 において保管された。
これら鑑定資料の保管状況については、科捜研や科警研において資料の汚染
はなく、資料搬送時にも同様に汚染されることはなかったと第一審判決（７３
〜９４頁）は認定しており、かかる判決の立場からすれば、本件各資料につい
て、発見押収された時点の状態が鑑定時まで保持されていたといえる。また、
本件事件当日である７月２５日から警察による各資料の発見押収時までに、各
資料について何らかの異物や混ぜ物をした、あるいは環境汚染を疑わせるよう
な事情 は、証拠上何ら存在しない。
すなわち、丸茂鑑定で検出された軽元素は、各鑑定資料内において発見押収
時の状況をそのまま保持されており、ひいては本件事件当日である７月２５日
の各資料に存在する各元素の定性的、定量的状況が維持されていたと考えられ
る。そうすれば、これら各資料には、７月２５日段階において発生した「過去
に起こ った出来事を明らかにする状況の痕跡が残っていたといえるのである
」
。
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２

「台所容器の粉末」と「紙コップ内粉末」の軽元素の組成状況の対比等丸茂

鑑定では検 討していない
丸茂鑑定においては、鑑定請求書（２）３頁（５）で述べているように「紙
コップ」からカルシウム、カリウム、ケイ素、デンプンは発見されず、砒素の
みが検 出されている。
紙コップを介して亜砒酸が混入された蓋然性が高いというのが、明示的にで
はないにせよ第一審からの想定した認定である。そうだとすれば、請求人方台
所容器の粉末からもカルシウム等上記軽元素や物質が発見されなければならな
いはずである。逆に、それらカルシウム等の軽元素が請求人方台所容器の粉末
からは発見されないとすれば矛盾していることになる。少なくとも、紙コップ
内粉末と「台所容器の粉末」内の軽元素を比較検討すれば、上述したようにそ
の各資料内の元素状況は本件犯行当時の状況を保持していたはずであるから、
「台所容器の粉末」を分取して紙コップ内に移し、カレー内に混入したか否か
について、決定的な証拠となるはずである 。「台所容器の粉末」と「紙コップ
内粉末」の軽元素が一致すれば、請求人が犯人である決定的な証拠となる。し
かし、 丸茂鑑定では台所容器の粉末について分析検討していない。
この点について、丸茂鑑定のみならず、その他の各鑑定でもこの点を全く検
討しな いまま、請求人有罪の判断が下された。
前述のとおり、丸茂鑑定ではアンチモン、スズ、ビスマス、モリブデン以外
に、 Na、 Mg 、 Al 、 P、 Ca、 Cr 、 Mn 、 Fe、 Ni、 Zn、 Se、 Pb等が分析され 、「セレン
（ Se）、スズ（ Sｎ ）、アンチモン（ Sb）鉛（ Pb）、ビスマス（ Bi）」が異同識別
の指標とされている（丸茂鑑定、５頁）のであり、上記セレン等５元素以外の
元素を指標とする異同識別も行えるのはあきらかである。軽元素も、当然に異
同識別 の指標元素たり得る。
本件では、請求人方プラスチック容器から紙コップに亜砒酸が移され、それ
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がカレー内に混入されたかどうかに関する、間接事実としての亜砒酸の「同一
物質性」という「過去に起こった出来事」に関する判断がなされなければなら
なかったのであるから、各鑑定資料における軽元素に注目し、その異同識別こ
そ求め られるべきであった。

３

丸茂鑑定は中井鑑定 、谷口早川鑑定と相互補完しない
第一審判決は、丸茂鑑定、中井鑑定および谷口・早川鑑定により 、「ドラム
缶の粉末 」、「和光堂缶の粉末 」、「重の缶の粉末」、「円筒容器の粉末 」、 「雪印缶
の粉末」の５点の亜砒酸粉末 、「台所容器の粉末」および「紙コップ内粉末」
の亜砒酸は、原料鉱石由来の微量元素の構成が酷似していることから、製造段
階において同一といえるばかりか、製造後の使用方法に由来するバリウムをも
ほぼ共通して含有していることが明らかとなった、本件紙コップ内の亜砒酸が
東カレー鍋に混入された可能性が高いといえることを合わせ考えると、東カレ
ー鍋には 、「ドラム缶の粉末 」、「和光堂缶の粉末 」、 「重の缶の粉末 」、「円筒容
器の粉末 」、 「雪印缶の粉末」の「台所容器の粉末」の亜砒酸のいずれかが、本
件紙コップを介して混入された蓋然性が高いといえると結論づけた（第一審判
決２２ ４〜２２７頁。）
しかし、前述したように丸茂鑑定ではスズ、アンチモン、ビスマス、モリブ
デン以外の軽元素も検出されており 、「紙コップ」からは、カルシウム、カリ
ウム、ケイ素、デンプンは発見されず、砒素のみが検出されているという注目
すべき鑑定結果が示されている。この点を真摯に検討すれば、丸茂鑑定が中井
鑑定および谷口・早川鑑定を相互補完するということにはならないことがわか
るはず である。
これ まで再三再四述べてきたとおり本件ではまさにカレー内の亜砒酸が
、
、
、
紙コップを経て請求人方プラスチック容器内亜砒酸に由来するかという「過去
に起こった出来事」を明らかにすることであったが、上記３鑑定はいずれもこ
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の ｢過去の出来事」について何らの明らかにするものではない。これは、重元素
に拘泥した誤りに原因がある。本件鑑定では、７月２５日段階において発生し
た「過去に起こった出来事」を明らかにする状況の痕跡を示す元素、各資料の
個性を示す軽元素にこそ注目して異同識別の判断をしなければならなかったの
である。

第９

軽元素を比較すれば 、「台所容器の粉末」と「紙コップ内粉末」内亜砒酸は
異なる
本件で、各鑑定資料が■■方「ドラム缶の粉末」に由来したとしても矛盾は
ないという事実は、本件各鑑定を待つまでもなく、それ以外の■■等の証人尋
問等関係各証拠によって明らかになっていた。したがって、本件では、まさに
カレー内の亜ヒ酸が、紙コップを経て請求人方プラスチック容器内の亜ヒ酸に
由来するか否かが判断されなければならなかった。それ故、鑑定で明らかにさ
れなければならないのは、請求人と犯人の同一性に関する間接事実として、請
求人方「台所容器の粉末」と「紙コップ内粉末 」、および「カレー混入物」内
亜砒酸の「同一物質性」であった。すなわち、鑑定で明らかにされなければな
らなかったのは、本件各鑑定資料内の亜砒酸が「同一の工場が同一の原料を用
いて同一の時期に製造した亜砒酸」であるかどうか＝「原料の産地」の同一性
ではなく、請求人方「台所容器の粉末」が分取され、紙コップに移されカレー
内に混入されたといえるかどうかという「過去に起こった出来事」に関する事
実についての「 台所容 器の粉末 」と「 紙コップ内粉末 」および「 カレー混入物 」
内の亜砒酸との同一物 質性である。
本件では 、「亜ヒ酸をシロアリ駆除剤として使う際に，デンプンやカルシウ
ムによって希釈して使ったと思われ、元の緑色ドラム缶から分けたヒ素の保管
状況や混ぜ物の種類に依存して軽元素分布 (Na， Mg， Al ， P， S， Cl ， K， Ca， Ti
〜 Zn の遷移金属元素 ) が異なるため，所有者の特定が可能となる 」。確かに、丸
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茂および中井は異同識別については重元素を用いることが適切であり、軽元素
は指標として用いるのは不適切であるのと趣旨のことを述べるが 、「軽元素が
異同識別に適さないと いうのは資料１〜７が同一のドラム缶に由来するのか
，
，
そうではないのか，という異同識別が目的の場合であって，Ｍ氏（ 資料１〜４），
Ｔ氏（資料５ ），Ｈ氏

( 資料７）に付着していたかを決定するためには軽元素

の分析が重要な手掛かりとなる 」（河合潤『和歌山カレー砒素事件鑑定資料の
軽元素組成の解析 』「Ｘ線分析の進歩４４」所収 ）。上記資料１は「ドラム缶の
粉末 」、同２は「和光堂缶の粉末 」、同３は「重の缶の粉末 」、同４は「円筒容
器の粉末 」、同５は「雪印缶の粉末 」、同６は「棚の粉末 」、同７は「台所容器
の粉末」、 同８は「 紙コップの粉末」に対応する；弁護人注）。 前述したように、
本件各資料について、発見押収された時点の状態が鑑定時まで保持されていた
のであるから、丸茂鑑定で検出された軽元素は、本件事件当日である７月２５
日の各資料に存在する元素の状況が保持され、その各元素の定性的、定量的状
況が維持されていた。したがって、これら各資料の各資料の個性を示す軽元素
を分析すれば、本件各鑑定資料から請求人と犯人を結びつけることができるか
否かが判断できることになる。その結果 、「紙コップのヒ素と，紙コップ以外
の同一起源の６種のヒ素とは， Fe, Zn, As, Mo,Ba元素濃度に関して統計的に有
意な差異があり，６種のどのヒ素とも一致しなかった．紙コップのヒ素が６種
以外のヒ素であったと結論するならば，真犯人が別に存在するか，あるいはカ
レー鍋に混入させたヒ素は， H 氏宅台所のプラスチックケース（鑑定資料６）
等，鑑定した６種のヒ 素とは別のものであったと結論できる（前同。」）
このように、本件各鑑定資料内亜砒酸の軽元素こそが、請求人と犯人を結び
つける間接事実としての「台所容器の粉末」と「紙コップの粉末」内の亜砒酸
の同一性識別の指標になるが、この軽元素に着目すれば、両者は異なるという
ことが結論づけられる のである。
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第 10

結語 ―

軽元素に着目した再鑑定が必要不可欠である

以上詳論したとおり、確定審における異同識別鑑定は中井鑑定をはじめ、い
ずれもスズ、ビスマス、アンチモン、モリブデン等重元素を判定指標としての
異同識別鑑定であった。その結果、中井鑑定に典型的なように、せいぜい本件
鑑定資料内の各亜砒酸の「原料の産地」＝ルーツが中国であることを示しただ
けである。この事実は他の証拠で判明していることでしかなく、これら各鑑定
によって請求人と犯人を結びつけることはできておらずその証拠価値は極めて
低い。
最高裁が同一性を推認させる間接事実として判示する「組成上の特徴を同じ
くする」という判断が正しいといえるか否かは 、「含まれている不純物が同じ
である 」、すなわち定性レベルで一致しているということだけでは決定的に不
十分であり、重元素のみならず軽元素においても、定性的、定量的に一致して
いるといえるかどうかが重要である。むしろ、カレー内の亜砒酸が、紙コップ
を経て請求人方プラスチック容器内亜砒酸に由来するかの判断が請求人と犯人
の結びつきにとって決定的に重要であるから、鑑定で指標とされなければなら
ないのは軽元素であり、これら軽元素を指標とした鑑定が必要不可欠であるで
ある。かつ、谷口・早川鑑定では量が少なくて断念されたにもかかわらず、中
井鑑定ではこれができたとするのであるから、両鑑定における鑑定資料が別物
であっ た可能性が高く、その同一性の確認が絶対不可欠である。
以上
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