○ 「有罪 の言渡 しを した確 定判決 」 とは =有 罪判決、刑 の免除判決、略式命令、即決裁判。
「判決。
請求 に含 まれ ない もの =無 罪判決、免訴、控訴棄 去

*北 陵 ク リニ ック事 件 は、1審 有罪判決 が確 定判決で、再審請求 の対象 とな ります 。
○ 「無罪 を言渡す べ き明 らかな証拠 をあ らた に発 見 した とき」
この規定 (明 白性 、新規性 )を どの よ うに解釈 ・ 適用す るのか。
戦後長 い 問、確定判決 を重視す る立場 が とられ 、
明 白性 については、「無罪 の高度 の蓋然性 」 =「 犯罪事実 の不存在が確実 にな った場合」
「1日 証拠や 心証の見直 しはせず、
「新証拠 のみに よつて判断せ らるべ きもの」
が必 要 とし、
それだ けで無罪 を証明で きる新 しい証拠 が 出て きた とき」 (単 独評価説、心証 引継 ぎ説 )
と解釈す るきび しい判例 が続 き、再審 は 「開 かず の扉」 とい われて きま した。
▼真犯人 が現れ て も再審 が認 め られ なか った事件 もあ りま した。
3、 最 高 裁 「 白鳥 口財 田 川 決 定 」

(1)「 白鳥決定」
白鳥事件 の再審請求 に対 して 1975年 5月

20日

、最高裁第 1小 法廷で出 された決 定。

再審請求 は棄却 したが 、再審理 由を規定す る解釈 で新 たな判断 を行 い ま した。
「再審開始 のため には確定判決 にお け る事実認定につ き合理的な疑 い を生ぜ じめれ ば足 り
る」 とし、そ の意味 において 、
「再審 にお い て も疑 わ しい ときには被告人 の利益 に とい う刑事裁判 にお ける鉄則 が適用 さ
れ るもの と解す べ きで あ る」 としま した。

(2)「 財 田川決定」
財 田川事件 の再審請求 に対 して 1976年

10月 12日 、最高裁 第 1小 法廷 で 出 され た決

定。地裁・ 高裁 の決定 を取消 して 、高裁 に審理 を差戻 した もの。「 白鳥決定」をさらに具体
的 に判示 しま した。
「確定判決 が認定 した犯罪事実 の不存在 が確 実である との心証 を得 る ことを必要 とす るも
ので はな く、確定判決 にお ける事実認 定 の正 当性 につい て の疑 いが合理的な理 由に基 づ く
もので ある ことを必要 とし、 かつ 、 これ をもつて足 りる と解す べ きであ る」 したがつて、
「犯罪事実 の証明 が十分でない ことが明 らか にな った場合 にも右 の原則 があてはま る」 と
しま した。
「白鳥・ 財 田川決定」 による、無事 の救済 のた めの立場
①明 白性 を 「確定判決 の認 定 を覆す に足 りる合理的な疑 い」
②再評価 した 旧証拠 と新証拠 との総合的評価
③ 「疑 わ しい ときには被告人 の利益 に」 の刑事裁判 の鉄則 を適用
この 白鳥決定後、死刑再 審 4事 件が再審 。無罪 にな るな ど、「開 かず の扉」 を開 いた。

