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⼥性を眠らせて性⾏為に及ぶ⻤畜…男の有罪を決定づけた“警
視庁初”の科学捜査⽅法とは
『警視庁科学捜査官 難事件に科学で挑んだ男の極秘ファイル』より #2

source : ノンフィクション出版
genre : ニュース, 歴史, 社会, サイエンス

服藤 恵三

コメント

 今や事件の捜査になくてはならない「科学捜査」。その礎は、警視庁で科学捜査官第⼀号として尽⼒
した服藤恵三⽒によって築かれたといっても過⾔ではない。

 ここでは同⽒の著書『警視庁科学捜査官 難事件に科学で挑んだ男の極秘ファイル』（⽂藝春秋）を引
⽤。⼥性たちを眠らせて性⾏為に及ぶという、⻤畜の所業といって過⾔ではない⾏為を⾏っていた犯⼈
を「科学捜査」で追い込んだ際のエピソードを紹介する。（全2回の2回⽬／前編を読む）

◆◆◆

 後に「外国⼈⼥性等に対する薬物使⽤連続暴⾏事件（*1）」として特別捜査本部が設けられるが、こ
の時点では「イギリス⼈⼥性ルーシー・ブラックマンさん失踪事件」として、マスコミが取り上げてい
た。

 *1 薬物を⽤いて10⼈の⼥性（⽇本⼈4⼈と外国⼈6⼈）を準強姦し、2⼈を死亡させたとして、不動産会社社⻑の織原城⼆が無期懲役とな

った。起訴された10件のうち、ルーシーさんの事件だけは準強姦致死罪を認めず、わいせつ⽬的誘拐・準強姦未遂・死体損壊・死体遺棄を

有罪と認定した。

六本⽊で働く外国⼈ホステスの失踪が続く
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 事件の端緒は、7⽉4⽇に⿇布警察署の⽣活安全課に出された「家出⼈捜索願」だ。元ブリティッシュ
エアウェイズの客室乗務員で、六本⽊でホステスとして働いていた21歳のルーシーさんは、その2⽇前か
ら連絡が取れなくなっていた。署⻑報告の段階で⽬に⽌まり、捜査⼀課経験もある松本房敬署⻑が、⽣
活安全部⻑になっていた寺尾さん宛てに「特異家出⼈」として、所⾒を求めたことに始まる。

 寺尾部⻑は直感的に事件性を感じ、有働理事官を呼び寄せ、捜査⼀課で対応するよう話したのだ。

 このとき有働さんから聞かされた被害者は、やはり六本⽊の外国⼈ホステスだった。意識を失ってい
る間に、客の男から乱暴されたという。その男に、捜索中のルーシーさんとの接点があった。48歳の不
動産管理会社社⻑・織原（おばら）城⼆だ。

 被害者の状況から考えられる薬物や⿇酔剤を調べた。飲ませるという⾏為からは、やはりベンゾジア
ゼピン系の薬物が有⼒だったが、⿇酔前投与剤なども考えられた。当時はGHB（γ-ヒドロキシ酪酸）な
ど、多くの脱法ドラッグも流⾏っていた。

 有働理事官からの下命はその後も続き、着⼿が近づいていると感じた。ルーシーさん以外に、被害に
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この記事の画像（4枚）

遺体の解体やコンクリート詰めを⾏ったと思われる⾶沫
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【前編を読む】「5年間」捜査中
だった事件を「1週間」で解決!? 
警視庁初の科学捜査官がもたら
した“⾰命”とは

「さっさとイカせて終わり」未
成年”援デリ”少⼥たちが相⼿す
るヤバい客の正体

⼿⾜をバタバタと……法廷で明
かされた8⼈⽬の被害者、25歳⼥
性へのおぞましい犯⾏

「男⼦中学⽣に淫らな⾏為」で
逮捕 横浜の40歳⼈妻が⾒せ
た“裏の顔”

「体育倉庫のマットの上で“処
理”させられて……」教師による
スクールセクハラ被害者たちが
声をあげた！

「現場でのメイク前にも使って
います」優⽊まおみが使って感
じた、ピラティスにも通じるマ
ッサージ器とは
PR

「禁煙がベストチョイスです」
フィリップ モリスがホンネで語
る喫煙者への提案
PR

「男として元気に…」理想のパ
ンツを追い求める⻑嶋⼀茂が驚
いた！「すごいボクサーパン
ツ」
PR

関連記事

有働理事官 ら 下命はそ 後も続き、着⼿が近 る 感じた。 さ 以外に、被害に
あった⼥性が複数いることもわかっていた。

「いよいよやるぞ。ハラさん（編集部注：筆者の愛称）の⼒が必要だ。現場に付いてきてくれ」

 10⽉12⽇。逮捕と同時に、神奈川県三浦市などに織原が所有していた複数のマンションで、家宅捜索
が始まる。私は当初「逗⼦マリーナ4号棟」へ向かった。そこは明らかに、織原が⼥性を誘い込む場所と
⾒て取れた。その後、転進要請を受けて「ブルーシー油壺」に移動した。ここの床⾯には、よく観察し
ないと⾒逃してしまうほどのコンクリートの⾶沫が円筒形に⽴っていた。⼤きさは1mm程度で、全てが
同じ⽅向を向いている。その⽅向が⼀致する場所で、コンクリートをこねるなどしたのだろう。遺体の
解体やコンクリート詰めを⾏なった現場と思われた。
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仲⾥依紗「ずっとコレ」1本
1200円のコスパと⽑⽳ツルツル
感に⼤反響！真似する⼈続出
AD（NICE cosme on fleuri）

アルバイトからの帰路、⼩柄で
活発な19歳の被害⼥性に何が…
闇に消えた「島根⼥⼦⼤⽣バ…

「1万5000円でいい。頼むから
遊んで欲しい」⼥性が懇願した
伊⾹保温泉のスナックで起き…

⼩泉進次郎環境相 “⼥帝秘書”の
⼤⾂公⽤⾞「不適切利⽤」写真

このオッサン実は65歳!?9割が知
らない…。妖怪レベルに若い理
由を暴露！
AD（RANTrutH）

《今⽇死のうと思う 既読あり
がとう》旭川14歳少⼥凍死 ネ
ットの友⼈3名が明かした「イ…

「⽿鳴り」に効く毎⾷間のこれ1
包で！富⼭の製薬会社の漢⽅と
は
AD（源平製薬）

タバコから乗り換え続出！タバ
コ代を1⽇99円にした新型タバコ
が実質0円e
AD（Dr.Stick 新型電⼦タバコ通信）
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⼥性を眠らせて性⾏為に及ぶ⻤畜…男の有罪を決定づけた“警
視庁初”の科学捜査⽅法とは
『警視庁科学捜査官 難事件に科学で挑んだ男の極秘ファイル』より #2

source : ノンフィクション出版
genre : ニュース, 歴史, 社会, サイエンス

服藤 恵三

1

 捜索は⼗数カ所に及んだ。それらの場所から、予想していたベンゾジアゼピン系の薬物はもちろん、
バルビツール酸系睡眠薬、ブロムワレリル尿素系催眠剤、エーテルのほか、危険性のある抱⽔クロラー

ルやクロロホルム、GHBなどの脱法ドラッグなどが、箱単位で⾒つかった。その量は想像を絶するもの
で、まるで薬問屋のようだった。

 ⼥性たちを眠らせてからさまざまな性⾏為に及ぶ犯⾏の状況を克明に記録した、5000本に達するビデ
オテープも押収された。それ以外にメモや録⾳など、証拠品は多種多様を極めた。

 有働理事官から、「相談したいことがある」と再び呼ばれた。

「押収したビデオなぁ、被害者が全部映ってるだろう。あれから、使ってる薬物わからないかなぁ」

⼤量に⾒つかる薬物

映像から薬物を特定する
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「えっ。映像からですか」

 これには⼾惑った。映像の内容から使⽤薬物を特定したという話など、聞いたこともない。そもそ
も、公判に耐えられる証拠になるのか。使⽤薬物の特定は、その代謝物や胃の内容物を調べて⾏なうの
が普通だが、犯⾏直後でなければ使⽤された薬物は代謝されてしまう。証明が不可能なのだ。

 少しでも可能性があればやってみるし、頼られたら引き受けて全⼒を尽くすのが私の⽣き⽅だ。よく
考えてみると、そういう観点から映像を⾒たことがなかったので、何かわかるかもしれないと思った。

「検討してみます」

 捜査本部から⼤量のビデオテープが持ち込まれ、⼀部の解析を始めていたところだった。映像は、意
識が薄れていく⼥性の様⼦をハンディカメラで収めた場⾯から始まる。次第に⼥性のろれつが回らなく
なり、意識がなくなると、場⾯はベッドで横たわる⼥性を映し出す固定カメラに切り替わる。そこに、
仮⾯やマスクなどを被った男が登場し、執拗な性⾏為が繰り広げられていった。

 その中で、被害者の⼥性の⽪膚が発⾚している場⾯を発⾒した。映像を巻き戻して調べると、最初の
場⾯では発⾚が認められない。精査すると、照明ライトが倒れて被害者に当たったあと、その部分に発
⾚が⽣じていることが⾒て取れた。

©iStock.com

次のページ 被害者が強制的に意識を失わされていることは明⽩
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