
平成.25年4月16日宣告裁判所書記官青山泰教

平成24年(扮第231号各窃盗朱銘館事件

判 決

被告人A

氏名 セグラ グアノレヴエゾレドセザノレノレイス

SEGl取AVALV関DE CESAR LUIS 

年齢 1974年5月11担金

国籍ベノレー共和国

住居愛知県溺戸市萩山台)'¥.丁胃 1番 102号

職業無職

被告人B

氏名 3号、マラ ヒノレホセアントニオ

G脱線RAGIL JOSE釧TONIO

年 齢 1974年 12，月 1:3日・生

国籍ペノレ}共和国

住居愛知県瀬戸市萩山台四丁目 2番302号

職業無職

被告人C

氏名・ガマラ ヒルミグルアシジェル

G捌ARRAGIL 1ほG田L創GEL

年齢工、976年9月 18日生

国籍ペノレ〕共和問

住居愛知県瀬戸市萩山台七丁語 6番 503号

職業リサイクル業手伝い

出痛検察官坪弁麗太

弁護人梅村浩司{被告人A)~早川真一(被告人B) 1 田中智(被告人c)
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〈各国選)

主 文

被告人3名はいずれも無罪。

理

第1 本件公訴事実の要旨忍び主たる争点等

1 本件公訴事実の要旨

被告人セグラ 9 グァルグェルド。セザル@ノレイスE 同ガマラ@ヒノレ@ホセ@

由

アントニオ及び開ガマラ@ピノレ g ミゲル@アンミヌヱノレはF 共謀の上9 平成24

年3sJ2 1日午前9時2分頃s 下 市宇町三了間 15番地所在の)<@

A方敷地内において9同敷地内に設置されていた間入管理に係るエア2シ室

外機1台(時価6000円相当}を窃取しようと企でs 同室外磯の富己管を切断

したが2 警察官に逮捕された-ため9 その目的を遂げなかった。

2 主たる争点及び証拠構造等

被告人セグラ会グアJレヴェルド。セザノレ e1レイス・(以下 r被告人セずJレj

という。)，開ヌプマラ・ヒノレ@ホセ aァνトニオ(以下「被告人ホセJという。〉

及び同ガマラ@ヒノレ@ミグル・アンジェノレ(以下 f被告人ミゲノりという。)

武一緒に行動‘してp平成24年3月21日午前例寺2分頃 下 市中

町三丁目 15番地所在の X.9/~ 方敷地内(以下 f本件敷地内』という。)に

おいて呈本件敷地内に設置されていたメAが管理するエアコン室外機l台

(以下「本件室外機j という。)の配管を切厳し(以下 f本件切断行為』とい

う。) l その後F 警察官によって逮掃された護実は3 検察官はもちろん被告人

3名lとおいても争いがなく 9 関係証拠によって容易に認定することができる。

本件の主たる争点はE 被告人3名について窃盗の故意及び共謀が認められる

かという点にある。すなわちE 被告人ホセについてはz 窃盗未遂の罪を認める

かのような陳述書(乙.24)が作成されたこともあるが苫被告人3名はp 摸査全

公判を通じ苫ほぼ一貫して窃盗の故意及び共謀を否定する供述をしている。そ
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こでp 本件ではB 被告人3名が否認しているにもかかわらず骨情説寵拠によっ

て被告人3名の窃盗の故意及び共謀が合理的な疑いを差し挟む余地がない程度

まで立羅できているかが開題となる。

第 2 当裁判所の朝断

1 当裁判所はs 被告人3名についてまいずれもs 窃盗の故意を認定すること9

すなわち手①本件室外機の占有者の意思に反して~@・その占有を伎害t，.~自己

又は第三者の占有に移すことの認識があったと認定することには合纏的な揺を

いを入れる余地が残ると判断した。

2 前提事業

主たる争点を理解9 判断するために必要な前提事実p すなわちp 証拠上容易

に認定できs かっP 検察官も特に争っていない事実はp 以下のとおりである。

(1) 被告人3名の身上

被告人3名はB いずれもペノレ}共和冨の出身である。被告人セザノレは3 平

成14年 1月に日本に入国しE その後s 職を転々としていたが9 本件当時は

定職に就いていな・かった。被告人ホセはs 平成13年1月に国本に入国しF

平成2， 4~手 1 月頃から習サイクル業を営んでいた。被告人ミグノレは2 平成 1

3年L月に日本に入国しs 一旦帰国した後再てrf:i本に入国してs 定職に就い

ていた時期もあるがE 本件当時は定職に就いていなかった。被告人ホセは被

告人ミグノレの実兄であり F 被告人セザルの糞が被告人ホセ及び被告人ミグル

のいとこであるD なお9 被告人ホセの凡であるガマラ φ ヒノレ φ ピクトノレ。マ

ヌエノレ(以下 fピクトノレj という。)は島被告人ホセよりも前からリサイク

ノレ業を営んでいる。

〈乙工企 6~ 10~ 14~ 15， 17~ 被告人ホセの第5回公判供述1""

2頁3 ピクトル前E雷工~2頁)

(2) 本件の関保者

X¢ A (以下 rp~~ という。)と~ )(、 B{以下 r'SJという。)
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は夫婦であり(以下宮両者を I，X夫妻j という。)>> 1<}l:<以下 rc.
J という。〉除 Bの父であり3 1.， D' ，(以下 j>- D Jという o1) 

と慨は失婦である(以下島両者を ry嫡 j という。)0 x夫妻はs

本件敷地内の家屋(以下J.\=x加という。)に子供と共に住み~ '¥r央審

は'A方からs 道路を挟んだ約20メート峨の一軒家{以下門知

という。}に子供と共に住んでいる。

T夫議はs 本件以前にs ピクトルや被告人ホセらに対し企)<方l階寧

庫(以ヤ f本件寧庫j という~ )前等で廃バッテPーを無償で譲渡したこと

があった。

(弁 7~ 18，. 193 D 詮雷2，1 8写 41-"2) 55克 L;証言

18""-'9，21---2貰s ピクトノレ証言4'-"'8頁2 被告人ホセの第5国公判供

述1""2頁 a第10回公判供述)・。

(3) )く枇本件室外機

本件室外機及び本件室外機が設置されていた〉く方の所有者は 乙の親

族であるがs これらの管理はY夫妻に任されており F 平成工 6年頃からX

夫妻が〉く方を住居として使用している。 X 対立3階建てでs道，路iこ面

した工階に本{牛車庫があり) 2階と 3，階が居ききで~ 2階に玄関があり s 本件

車庫左手の階段から玄関へと上がるこどができる。本件車庫は， y 夫妻警と

又夫妻主主共簡で使用している。

本件当時， X宅2階玄関横i之氏本件室外機ともう 1台の室外機(以下

f隣の室外機j という。)が並んで置かれていた争本件室外機はF 昭和56

年製でまそのj二部及び前部ほp さび{寸きがひどく F 茶色に変色している。他

方p 隣の室外機はE 本件雷撤の左横にあり F 本件室外壌と比べてさび{すき

はほとんど見られずp 目立った変色もない。なお宮本件車庫内には9 上記2

台よりも新しい室外機(以下 rf特ト室外機j という!3)民取り外された状

懇で寵かれてb、た。
<>'<=帯電=>官、
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(甲 11s 15:;. 23~ 30，弁ム 6~ ま39 1§F Ai証言言14~ 1 

6""8頁， (，謹言48"'-9頁>> ¥)謹書17~83 B iiE言 11~ 32昔

40) 4 1頁)

(4) 本件切断行為前の状祝

被告人3名はp 平成24年 3月21 13 (以下p 岡田の記載は省略すること

があるd )午前7時頃p トラyクに乗って廃品問収凶かけp ぷ争
内で注アコジ?を回収い更に ア制ζ向かい9 午前 9~寺前現同市ヂ

開討す涯を走行していた。被告人ホセと被告人セザルは苫本件寧庫内に件外室

外機を見付け3 被告人ホセがトラ yクを降りて〉ぐ方2階玄関にl白かったむ

その後1 子供を自動車で送って来た p カミ戻札本件事庫iこ棒事した。被

告事人セザルば>> D ~ζ対し9 日本語でs 廃品回収に来たことを言者し3 本件

車庫内の自転車や件外留械を指差して引取りを申し出たが宮断られた。飽

方， p がテlノピを引き酸るように頼むと9 被告人セザかはこれ金断った。

メ方2階から戻った被告人ホセカミ合流し r上p 上j 閣議あるでしょ

う。 Jなどと言ってp 本件車庫前から本件敷地内の¥方2階玄関前代と続

く階設を上がって符き t 被告入セザノレ及び被告人ミグノレも続いて上

がって行った。被告人ホセは3 メ方2階玄関左側iζ設置されていた2台の

エア戸ン室外機のうち9 右側の本件露外機を指差し9 ρ ;ζ対し rこの

エデロン9 襲らないjなどと尋ねてB その号!取りを串し出た。 p が f駄

白。 j と断つ'てもF 被告人3名は r古いからJなどと言って苫本件室外機

の持ち出しを繰り返し頼み続けた。

(申 14~ 15~ D註言1"""7安 32F'y5; 40見被告人ホセの第

5函公判供述，.3~7頁。第 6 回公判供述 8"'-'12>> 14頁 e第 10国公判供

述9 被告人ミグルの第6田公判供述3O~4頁苫被告人セザ、Jレの第 5回公判

供述 2"-'7 真。第 7回公判供述 28r-----3.0~ 44r....45頁。第10居公判供

述)
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(5) 本件切断行為当時の状況

午前8時59分頃， D は，G-に対し，携帯電話で電簡をかけ(以下

九回目の電話j という。)，本件皆ト機を被告人3名に引き取ってもらっ

てもよいか擁認したがF しから承諾を得られず，被告人3名に対し r駄

目jなどと伝えた。しかしF 被告人3名ほE 本件室外機が古いことを訴えて，

その引取りを繰り返し頼んでいたe

午前 9時2~頃， D は，再度t，.に対し，携帯電話で電話をかけた

が(以下 f2回目の電話iとし句。)， Dが{料舎と話している最中に，

被告人ホセは，被告人セザ、ルが持って来たケーブルカyターで‘末件室外機の

菌己管を切断.した。

〈甲16， P t琵言7-..13頁， c... 荘言1-.，4頁s 被告人ホセの第1

回公判供述・第5回公判供述7<'J8，17:1 2 2""3頁・第10回公判供述，

被告人ミグノレの第l回公判供述・第。回公判供述26，-..，，7，37~8頁，被

告人セザルの第6回公判供述12，-..，， 5寅・第7回公判供述23"'4頁)

(6) 本{牛切断行為後の Y夫妻の状況

本件室外機の切断された配管から蒸気が吹き出し，被告人3名は， D

に対し r鑓，鍵iなぎと言って， X方室内のエアコンのコンセントを設

いてもらうように頼んだ。

真由美はJ iく方の鍵を探すために一旦 Y方に戻るとともにF 午前9時

5分頃s 配達め仕事をしていた B'ζ対し2 携帯電話で電話をかけF 被告人

3制宮本件室外機を持ち去ろうとしぞいることを伝えた。その後， p iまz

可方で自分の子供の世話をしていた。

じはF 夜勤を終えて， X方2階玄関前に到著したが，被告人ホセからg

fコンセントF コンセントjなど話しかけられ，本件案外機の室内の電源を

外して欲しい旨頼まれると， X宅の鍵を探すために一旦Y方 開 札 鍵

の所在について p と話し，午前9時15分頃にちにも電話をかけて尋
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ね， ~方にとどまった。

じがY宅に戻った後，被告人3名はs 本件敷地内にとどまり，被告人

セザル及び被告人ミゲルは，近くにあったはしごを使用して，本件室外機の

左側IH三設置されていた隣の室外機の配管の留め金を外した。

Fが〉と方に戻ってきた後，真由美も X"，方に戻ってきた。

(甲 15~ 17， \ì 謹言 11~6 守 22'--8 ， • c:..-誕言1J 4""'" 8頁，

B証言1.....， 2 t 3 2 "'"V.3頁，被告人ホセの第5回公判供述9"""10頁ー被

告人ミグノレの第8回公判供述11---2，工6""8，20 ""V l~ 29-"30， 

48~50 頁，被告人セザルの第7回公判供述2~8 ， 4 5--7頁)

(7) 本体切断行為後の神奈の状況

Bは，午前9時5分嘆に pからの電話を受けて本件切断行為を知り，

その後，勤務先に電話をして早退する旨告げた。そして，)3は，本件切断

行為を f室外機泥棒』の仕業と考え，午前9R:寺11分頃に110番通報して

¥方へ向かい，午前9時15分頃に伸治から， X方の鍵の所在を尋ねる

電話を受けた。

ちが薮下方に到着するとs 被告人3名は本{牛車庫前に立っており.B
が〉く方2階玄関前に上がると，被告人3名も予の後を追って〉ぐ方2階

玄関前へと・上がった。

Bきさz 阻管が切断されて転がっている本件室外機を確認した後，被告人

3名に対し r切っちゃ駄目だよね。 Jなどと尋ねると，被告人ホセは fち

ょっと日本語が分からない。.Jなどと答えた。続いて苫ちが，被告人ホセ

に対し)rお父さんがいドって言ったの?J rお母さんがいいって言ったの?J

と尋ねると，被告人ホセは rお母さんがいい。 1 fお父さんがいいって言

ったD jなどと答えた。その後，被告人ホセは， .13に対して2000円を

渡そうとした。

(甲 15，17， 予読書1-""10，14'""'16頁)
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~8} 被告人3名の現行犯逮捕

午前 9時35分頃，神奈の 110番通報を契機~.1:.，て駆け付けたア警察

署の警察官が x方に到著し，午前9時40分毘被告人3名をそれぞれ窃

盗未遂罪の現行犯として逮捕した。

(甲 1~ 27---29， r3証言1~10 ， 16頁)

3 窃盗の故意を背定する事情(積極的情祝証拠)の検討

本件切断行為?な，本件室外機の占有を侵害し量かっ，自己又は第三者ρ占有

に移す行為の一部であ札本件切断行為の実行行為者は被告人ホセであると認

められるが，被告人3名は共同して本件切断行為を行ったものと評価で、きるo

そして，被告人3名は[駄目j という程度の日本語は理解できるこt:， j) 

ヵ~， ~申治に対する 1回目の電話後i 本件切断行為より前lζ .r駄目 J などと言

って被告人3名に対して本件室外機の処分を拒絶する意思を表明していたこ

と， D が本件切断行為申に被告ム 3名のそばで~C 1こ対して2回目の欝苦

をかけていたごとは，本件切断行為が本件室外機の占有者の意思に反して行わ

れたととを推認させる事'清で、ある。

さらに，本件切断行為について，被告人ミゲルは Pが許可した旨供述す

るものの(被告人ミグルの第1回公判供述)，被告人3名の中で比較的日木が

港能な被告人ホセは，本件切断行為後に駆け付けたとy から，本件室外機と憐

の室外機を持ち出す許可を受けていた旨供述し(被告人ホセの第1回公判供

述) 1 .またs 被告人セザノレも逮捕当時間五は泥棒ではない。家のお父さんに聞

けばわかるはずだ。 Jと言って犯行を否認しているが(甲 1)，これらの.各被

告人の供述はF 本件捌断行為時にはまだ本件室外機の占有者とみられる Y突

嚢の承諾を受けていなかったととを推認させるものである。

そうすると，被告人3名による本件切断行為は，窃盗の故意の下，すなわち，

①本件室外機の占有者の意思に反してp ②その占有を侵害し，自己又は第三者

の占有に移すことについての認識の下に行われたと推認する余地はあるo

。。



4 窃盗の故意を否定する事情(消極的情況認拠)の検討

しかしs 本件ではs 以下のとおり，窃盗の故意の推認を妨げる事情(消極的

情況認拠)を指摘することができ，これらの事情は，窃盗の故意を否定する被

告人3名の供述内容に合理性を与えE その信用a陸を高めている。

(1} 消握的予見的情況証拠の個別評価

ア 第1に，被告人3名には，本件以前に，廃品回収の実績や経綿があるこ

とである。すなわち，被告人ホセは，本件以前?と Y失業から廃パァテリ

ーを回収したことがある上，被告人3名は，本件当日X方に到着する前

に他の地域で廃品回収を行っているo この事実は，被告人3名が廃品回収

目的で¥方を訪れたことを推認させる。

イ 第2に，j) が本{牛車庫に吾u著して被告人3名を発見する前に，被告

人3名に窃盗の故意を推認させるような言動が見当たらないことである。

すなわちs 被告人3名氏 pが戻る前Jこ既に本件寧庫前に到着してお

り，中古の自転車や本件室外機よりも新しい件外室外機など，本件室外機

よりも価値があると思われるような物が本{牛車庫内にあるのを認識し，ま

た，被告人ホセに蚕つては家人のいない〉ぐたf2階玄関前で既に本件室外

携を確認しているにもかかわらず，直ちにこれらを物色したりすることな

し本{牛車庫前で p と廃品回収の変渉をしている。このような p 

が氷件車庫に到着する前の被告人3争の行動は，1) が到着した時点で，

被告人3名について窃盗の故意が生じていなかった乙とを強く推認させ

る。

検察官は，被告人3名は当初本件室外機の無償引き取りを試みたが，

vfこ断られたために窃盗に及んだ官主張するが，X方の家人と思われ

る p が到着してE しかもE 他の家族にも電話で連絡しているという，

窃盗の実現がより困難と思われる状況になった後に，被告人3名について

窃盗の故意が生じたとみるのは合理的とは言えない。
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(2) 消極的併存的'清況証拠の個別評価

ア 第3に3 被告人3名が持ち出そうとした本体室外機ほ，廃品又は不用品

の外観を皐していることである。すなわち，本件室!外機は，昭和56年製

であってs 既に製造から 30年が経過し，上部及ひ首都のさび付きがひど

く，茶色に変色しており，たとえ百己管が接続されていても，廃品又は不用

品と見間違えられる蓋然性が高り。特に， )く方にあった件外室外機や隣

(J)室外機と比較するさz本件室外機}立廃品又は少なくえ主主恩盈玄あを主一

いう印象を一層強くさせる。

検察官民・公訴事実において本件室外機の被害額を f時恒6000円相

当Jと主張しているが， B:，の証言によれば) r 6 0 0 0 ~J は本件室外

機をリサイクルに出した場合の処分費用である(.{3証言8> 17，40 

"'1頁〉というから， r6000円j という金額は，本件慰ト機の交換価

値とは認められない。本件歪外機の製造年や外観等を基準に考えれば，本

件室外機の交換価値は，金属くずとして f20 0 0円から4000円， 3 

000円j位という被告人ホセの公判供述(第6回公判供述7頁)の方が

信用伎が高い。

もっとも，本件室外機の交換価値がいくらであれ，本件室外機の外観が

廃品又は不用品と見間違われでも仕方がない状態であることは否定でき

ない。

イ 第4に，被告人3名がいる湯所で， ¥') がじに対して2回目の電話

をかけていることである。すなわち， T ， t~ま1 L'~こ対する 1 悶自の電

話の後にp 被告人3名に対して r駄目」などと告げているがp その後更

にp 乙に対1...， 2回目の電話をかけている。本件室外機が廃品又は不用

品の外観を呈していることも考慮すると， j) がかけた2図自の電話

はp 被告人3名にとづて r駄目jの撤回を確認するための電話zつまり，

『本件室舛機・の勉づき-の承諾をイ写右ため国の電話士受・け取伝オ1同右余地がおすた
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ことは否定できない。

(3) 消極的遡及的情況証誕の個別評価

ア第5に，本件切断行為後の p 及びじの被告人3名に対する対応を

挙げることができる。すなわち，本件切断行為後，. 1)及び'レ}まき被

告人ホセらの求めに応じて，本件室外機の室内の電波を切るため，それぞ

れ Y宅に渓って×方の鍵を探している。

確かにs 本件切断行為によって蒸気が立ち上るところを目撃した D 

については~X 方が火事にならないよう lとするためにその鍍を探しに戻

った台みる余地もあるo しかし， p ~は火事の危険性を電話でβ に訴

えているわけではない<[)涯曾19.......21頁， 47.........8頁， β証言

33頁)0 >ぐ方の鍵を探しに行く Y夫妻の行動はs 被告人3名からす

れば，本件室外機の持ち出し行為を容認し，協力するものであって，本件

切断行為当時， 12が，被告人3名の前で，本件室外機の持ち出しを許

容するような態度をとっていたことを推認させ'るものである。

イ 神奈に対する被告人ホセの発言

第6に，被告人ボセ比 χ方に戻ってきた神奈からJl犬釦吉本件

切断行為を承諾したのかと尋ねられて，これを肯定するような日本語の発

言をして~ '(夫妻の承諾を得ていた認識を神奈に対して示している。

との札検察官は，被告人ホセの上記発言は， ちに対して単なる言い

逃れをしようとしたに過ぎない旨主張する。

確かにs 被告人ホセは) D の「駄目Jという日本語は十分理解でき

ていたと認められる。しかし2 本件室外機が廃品又は不用品の外観を呈し

ていることや p が被告人ホセらの申し出の拒絶後に 2盟国の電話をか

けていることに加えF 本件切断行為の現場にいた p はもちろん，その

後駆け付けた伸治も，被告人3名による本件切断行為を問い詰めるような

態度に出ていたとは認められないから，被告人ホセの上記発言を単なる言

由 11可』



い逃れと断定することはできない。本件切断行為について 110番通報を

し先のがs その現場に居合わせた p ではなく，まだ現場の状況を確認、

していなかった Bであるととも，被告人ホセの上記発言が単なる言い逃

れではないという判断を裏付けるものである。

ワ 被告人S名だけの空白の時間帯

第 7~こ，被告人3名は，本件切断行為後， r>:が薮下宅の鑓を取りに

行ってから C がメ宅に来るまでの時間，さらに，その~(.，も鍵を探す

ために〉く方敷地内から離れて神奈がメ去に戻って来るま・での約十数

分間，いずれも-被告人3名だけで×方敷地内にとどまっている。被告人

g名が，これらの空白の時間帯に，本件敷地内がら逃走することも本件室

外機や本件車庫内の中古品などを盗もうとすることもな〈本件敷地内に

とどまっていたことは，窃盗の故意を有する者の行動としては矛盾するも

の又は合理的に説明し難いもので、あってE むしろ，被告人3名が pか

ら本件室外機の回収の承諾を得ていたと認識していたことを強く推認さ

せる事情であり，窃盗の故意を否定する方向に強く働く情況認拠といえ

る。

この点p 検察官はs 被告人3名が本件敷地内にとどまっていたのは，本

件切断行為によって予想以上に蒸気が上がってしまい，薮下方が火事にな

ってしまうのではないかと心配になり~ • p らに本件掛機の電源を外

してもらう旨頼み，)(方が火事になることま1:は望んでいなかったから

である旨主張する。

しかし~ 'i<方が火事になること JLs.. ia Lrてとどまっていること自体，窃

盗の故意を有する者の行動としては矛盾反は合理的に説明することが難

しい事情・である。

また，検察官は， t らがいない隙は被告人3名古宮本件室外機を持ち

出すことがで、きなかったのは，被告人ホせが2 更に配管を切断することに
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よって自.分が感電するかもしれないとおそれたからであり，それゆえ隣の

室外機についても直己管を切断することができなかったも'のと合理的に説

明じうる旨主張する。

確かに，エアコンのロンセントを外すことなく，室外機の記管を切断す

ると，感電の危険性がある(弁26)。しかし，0/が Y宅に戻った後，

被告人セザル民〉く方にはしごをかげるなどして，本件室外機の左側に

設置されていた憐の室外機の血管の留め金を外しており，このような被告

人セザノレの行動ば11夫妻が×方の鍵を持って戻り，室内の献を切

っ・てくれることs つまり，'f婚が本{牛室外機械の案外機の引き取り

に協力してくれることを期待していなければ合理的に説明できない行動で

あり，被告人セザルが， >く方からの廃品問収作業が未だ終了していなか

ったと認識していたことを強く推認させる事情である。またョもし被告人

3名が本件室外機に対する窃盗の故意を有していたのであれば，最も古い

と見られる本件室外機や隣の室外機に固執する必要はなく，既に取り外し

済みの本件草庫内の件外室外機や自転療などイ也の中古品等を盗んで逃げる

ことも十分可能な時間的余裕があったので、あるから=やはりこれらの空白

の時間帯の被告人3名の行動は，窃盗の古文意の推認を否定する方向に強く

働く情況証拠と評価できる。

5 情況証拠の総合的検討

(1) 消極的情況証拠の推認、カ

まず，被告人S名が窃盗の目的で χ方を訪れたと認め・るに足りる言瑚Eは

な凡むしろ，¥) が〉く方に戻る前までの被告人3名の言動は3 被告人

3名が廃品田啄の目的で×方を訪れた事実を強く推認させるものである。

そうすると F その後，本件切断行為に至るまでの聞にp 被告人3名について

本件露外機に対する窃盗の故意が生じたことになるが，そのような発生の契

機になるような事情はうかがわれずh むしろs 客観的には， 0の登場と
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D からの'G，への電話によって，窃盗の機会は乏しくなっていたといえ

るe したがって，本件切断行為当時の被告人3名と Pの関係はp 廃品図

収業者と廃品又は不用品の提供者の関係のままであり，このような泰清は，

窃濃の故意を否定する方'駒に働く。

次にs 本件室外機が廃品又は不用品の外観を呈している上=被告人3名が

件外室外機や隣の室外機と比較して本件室外機を見ていた事実は，被告人3

名が本件室外機を廃品又は不用品であると認識していたことを強く推認させ

る事情である。また P が1国自の電話後に本件室外機的i取りをj輸

したもののF ・更に2回目の電話をかけようとした事実は，被告人3名にとっ

て本件室外機の持ち出しの主主諾を得られるであろうという期待や認識を強め

る事情である。ごれらの事情はs 窃盗の故意を否定する方向に強く働く。

さもにs 本件切断行為後の被告人3名の一連の行動はs 本件室外機に対す

る窃盗の故意を有していた者としては合理的に説明することが困難な事情で

あり，むしる，本件室外機の持ち出しについて承諾を得7ていて更に本件敷地

内からの廃品回収作業を継続していた者の行動ととらえる方が合理的であ

るるこのような事情は，窃盗の故意を否定する方向に強く働く。

しかも，これらの消極的情況誕拠は，被告人側の供述めみに基づいて認定

せざるを得ない部分がないわけで、はないが，その大半は，客観的証拠s 第三

者の供述，~夫妻々γ夫妻の供述及びこれらと符合する被告人3名の供
述に基づいて認定できるもので、あってF ほぽ動かし難い事実と評価できる。

そして，このような動かし難い事実に基づく消極的情況証拠が，本件切断行

為誌 a 本件切断行為当時・本件切断行為後の全ての段階で存在することは2

個々の消短的情況証拠の推認、カを相互に補強し合いE 窃盗め故意を否定する

方向での推認カを飛躍的に高めているo

以上からするとs 被告人8名l丸木件切断行為当時，本件慰卜機の占有者

が1:婚のいずれかであると認識した上で，本件切断行為は本件室外機の
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占有者の意思に反しないものと認識していた蓋然性が非常に高い。

{2) 総合的検討

確かに，被告人3名の捜査段階及び公判供述は金変遷があったり，前提事

実と来盾したり s相互に食い違う部分も見られる。しかし，これらの点は，

記憶違いなどの原因によるものと解する余地があるものであってs 窃盗の故

意を否定する綾心部分では一貫しており，窃盗の故意を積極的に捻認させる

事情とまで評価できるもので、はない。その他，被告人ホセが神奈に対して2

000円を渡そうとしたことなど検察官が主張するその余の事情を総合考慮、

しても F 被告人3名の窃盗の故意を否定する方向に働く情況認拠による推認

を妨げた上で窃盗の故意を認定する立足りる事実関係は認められない。

したがって幸被告人3名の窃盗の故意を否定する供述は，既に指摘した消

極的情況証拠によって非常に高度の蓋索令陸が与えられ r合理的な疑いJを

生じさせる程度の十分な合理性を有するといえ3 本件では，被告人3名の窃

盗の故意が合理的な疑いを差L挟む余地がない程度まで立証できていないと

言わざるを得ない。

付言すれば，本件の一連の経過を全体的総合的に観察した場合，本件は，

被告人3名の早とちりによる廃品回収をめぐるトラブルの域を出ておらず島

被告人3名の過失又は重大な過失を理由に×夫妻側に民事上の損害1音償請

求権が発生することはあっても，国家刑罰権の行使を伴う犯罪の成立には至

らない事案と評価することができる。

6 窃盗の故意についてのまとめ

以上によれi武被告人3名の窃盗の故意lごついては，いずれも合理的な疑い

を容れる余地があるというべきでありJ 本件においては2 公訴事実の寵明が十

分でないと言わざるを得ない。

第3 結論

以上のとおり=被告人3名の窃盗の故意を認定することはできずg 結湾本件
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公訴事実については，共謀の成否を検討するまでもなく F 被告人3名について

いずれも犯罪の証明がないことになるから，刑事訴訟法336条により被告人

3名に対し去れぞれ無罪の言渡しをする。

よってE 主文のとおり判決する。

(求刑被告人3名につき，各懲役1年〉

平成25年4月 16日

名古屋地方裁判所岡崎支部刑事部

裁判官 爵弁 4霞石器

とれは謄本である
平成之宮年斗月ほ日
名古屋地方裁判所爵崎支部刑事部

裁判所番記雷管出泰
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