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Ⅰ　行刑の理念と死刑
　　日本弁護士連合会（以下「日弁連」という）は，2004 年 10 月 8 日の第 47 回人権擁
護大会（宮崎市）において，「死刑執行停止法の制定，死刑制度に関する情報の公開及
び死刑問題調査会の設置を求める決議」を採択した。
　　この当時における死刑存置国は 78 か国であり，法律上ないし事実上死刑を廃止して
いる国は 117 か国（地域も含む。以下同じ）であった。
　　そして，2010 年現在の死刑存置国は 58 か国であり，法律上ないし事実上死刑を廃止
している国は 139 か国である。死刑の廃止は，世界的な潮流となっている。
　　なお，我が国における 2011 年 7 月 15 日現在の死刑確定者数は 120 人である。
　　明治 41 年に施行された監獄法は，2005 年 5 月 18 日第 162 回国会において，「刑事施
設及び受刑者の処遇等に関する法律」に改正され，さらに，未決拘禁者等の処遇などの
改正に伴い，2006 年 6 月 2 日第 164 回国会において「刑事収容施設及び被収容者等の
処遇に関する法律」に改められ，監獄法は約 100 年を経て全面的に改正された。
　　ところで，監獄法改正に際して，行刑改革会議において，我が国の行刑の基本的な理
念は「受刑者を一定の場所に拘禁して社会から隔離し，その自由を剥奪するとともに，
その改善更生及び円滑な社会復帰を図るという基本的理念に基づき行われたのであり，
今後の行刑運営についても維持されるべきである」（2003 年 12 月 22 日 行刑改革会議
提言）ことが確認された。
　　そして，監獄法改正の過程において，死刑確定者の処遇や死刑の執行方法などについ
ては十分な議論が尽されず，おおむね実務の現状が迫認されただけであった。
　　2009 年 5 月に，裁判員制度が開始され，市民が犯罪の成否及び量刑の判断にも関わ
ることとなった。
　　しかし，裁判員裁判の制度導入に際し，犯罪とは何か，刑罰の目的や在り方は何なの
かという問題について，国民的・社会的議論が十分に尽くされることなく，同制度が実
施されてしまった。
　　すなわち，裁判員は，法定の刑罰として，死刑・無期刑・有期懲役刑などが存在して
いることを前提とし，起訴された事実が有罪であると判断した場合，同犯罪事実に相当
する量刑を判断することになる。例えば殺人などの死刑を含む犯罪について，死刑，無
期刑又は有期懲役刑を選択することになる。そして，裁判員は，死刑制度の廃止につい
て議論することもなく，死刑制度が存在することを前提に当該犯罪事実が死刑に相当す
るか否かを判断することになる。
　　国民には，マスコミ報道などを通じて，ある凶悪犯罪を犯した人に対して死刑が相当
であるのかあるいは無期刑が相当であるのか，という方向に議論が流されてしまうこと
になる。その結果，国民の間で死刑廃止の議論を深めることもなく，我が国において死
刑が恒久化されてしまう危険性がある。
　　我々は，行刑の基本理念及び死刑の廃止の問題について，「人間の尊厳を確保する」
「国民の人権を尊重する」との理念を実現するために，再検討する必要がある。
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　　我が国の行刑の基本的理念について，前記行刑改革会議において確認された「罪を犯
した人を社会から隔離し，自由を剥奪した上で処遇する」ことなどを基本的理念とし，
受刑者の基本的人権を大幅に制限し，凶悪犯と認定された者には，事実上の終身刑によ
り社会から恒久的に隔離し，そして，死刑制度により凶悪な罪を犯した人を抹殺すると
いう方向性を選択するのか，あるいは「罪を犯した人」の立ち直りを助け，その問題点
を克服させ，社会の一員として再び社会復帰できるように努力し，社会に再統合するこ
との方向性を選択するのか，という問題に対して，全社会的な議論を行い，その方向性
を確認すべきである。

Ⅱ　ノルウェー調査
　　日弁連は，本シンポジウム開催にあたり，国民に対し，「私たちは『犯罪』とどう向
き合うべきか」「刑罰制度の本質について，本来あるべき刑罰制度とはどういうもので
あるのか」を問いかけなければならない。
　　そのために，日弁連は，ノルウェーが罪を犯した人の処遇において，世界中でも最高
峰の水準であり，我が国の罪を犯した人の処遇に関する諸改革を実現するために，ノル
ウェーでの視察が緊急かつ重要性が高いものと判断し，2011 年 5 月に視察団を派遣し
た。その調査結果の骨子はおおむね次の通りである。
１　罪を犯した人の処遇理念
　　ノルウェーでは，罪を犯した人であっても，一人の人間として尊重し，福祉を受ける
権利を等しく持っている。罪を犯した人の処遇理念について，「社会内処遇の理念」を
採用し，「刑務所に収容されている者であっても，外の世界の人と同じ権利を持ってい
る」ことを基本としている。
　　出所予定者は，社会福祉サービスなどの制度により，住居の確保，就労支援，生活費
の援助などが保証されており，高齢者の経済的理由とする犯罪（累犯）は，皆無といっ
てよい。
２　ノルウェーにおける死刑廃止の理由について
　　ノルウェーでは，軍隊を含めて死刑を最終的に廃止したのは，1979 年であり，政府
が死刑を廃止する旨の議会での提案理由は，おおむね，次のとおりである。

（1）死刑は，非人道的刑罰である。
（2）国が人殺しを禁じておきながら，死刑で人を殺すことに矛盾がある。　
（3）無実の人を誤って死刑にしてしまう恐れがある。
３　ニルス・クリスティ教授（オスロ大学）の理念
　　クリスティ教授は，人（罪を犯した人を含む）は，野生動物やモンスターなどではな
く「全ての人間は人間である」との素朴なしかし深みのある考え方を示し，罪を犯した
人の社会復帰の必要性や大切さを提唱し，これに対し，死刑制度は，社会復帰の可能性
を全く否定するものであり，死刑制度を存置することは「罪を犯した人を同じ人間とし
てみていないのではないか」と指摘し，次のような事例を説明した。
　　「1942 年ユーゴスラビアから 900 人の囚人が，ノルウェー北部に連れてこられ，強制
収容所に収容され，戦後まで生き延びられたのは，250 人であった。この強制収容所で
は，多くのノルウェー人刑務官及び看守が使われており，そのうち約 50 人が殺害に関



はじめに

与し，300 人は殺害に関与しなかった。
　　ドイツ軍の司令官たちは『このユーゴスラビアから連れてこられてきた人々というの
は，バルカン半島から連れてこられた野生動物だ』などと説明していた。ある囚人が，
独学で，ノルウェー語を学び，ノルウェー人の看守と「私はマッチを持っている」など
とノルウェー語で話したところ，同看守は「彼が危険な野生動物ではなく，我々と同じ
普通の人間である」ことに気づき，彼の生命は助かった。
　　クリスティ教授は，「『人を殺すときは，自分と共鳴できない理解できない人を殺す』
『そういう人は殺しやすい』，換言すれば，『人を人として理解し認識できれば，その人
を殺さない』このことが死刑を語る際に最も本質的で重要なことである」と力説した。

Ⅲ　世界の行刑に関する具体的調査の事例
　　日弁連及び東京三弁護士会（以下 ｢東京三会｣ という）などは，世界の行刑水準を確
認するために，恒常的に海外に委員を派遣しているので，刑罰や行刑の在り方を考える
ために，若干の例を指摘する。
１　スウェーデン（スイス北欧国際人権調査団，1989 年 8 月，東京三会）
　　1974 年行刑法では，社会内処遇が矯正活動の最良の形式であり，施設内処遇は社会
的処遇と密接に協力しなければならないと規定し，1984 年改正の行刑法 7条では，被
収容者は，開放施設への収容を原則とすると規定している。
　　我々は，刑務所（エステタオーケル・ナショナルプリズン，テービーローカルプリズ
ン）を訪問した際，刑務官らの職員と受刑者との関係について，服装は，いずれも私服
であり，職員にのみネームプレートが付いている。食堂は，職員と受刑者が同じ食堂で
同じ時間帯に同じ食事をとる。受刑者には，自由が広範囲に認められており，我々外部
の者と自由に会話ができ，キッチンで夜食を作ることもでき，居室は，清潔な社員寮と
同じような環境であり，外部交通・外部通勤，外泊及び休暇制度が保障され，受刑者は
組合を組織し，施設の長と交渉する権利などが認められており，医療や教育及び労働に
関する権利も保障されている。
２　イギリス（ウォールズ民営刑務所，1995 年 5 月，東京三会）
　　日本では，刑事施設に収容される際には，全裸となり身体検査を受け，収容と同時に
受刑者は基本的人権が大幅に制限され，刑務官ら職員と受刑者の関係は命令服従の関係
となる。ところが，この民営刑務所では，被収容者が施設に到着した際，こぎれいな待
合室で被収容者を待機させ，施設の職員が被収容者にコーヒー又は紅茶をサービスして
一服してもらうことにしている。その理由として，担当の職員は「被収容者を動物とし
て扱えば，社会に戻っても動物になってしまう」「我々は，被収容者に人間として社会
に戻ってほしい。だから彼らを人間として扱うのは当然のことである」と説明した。す
なわち，コーヒーや紅茶をサービスするということは，被収容者を人間として処遇する
という意思表示であり，受刑者も我々と同じ人間であり，人間として尊重して処遇する
必要を教えられた。
３　フランス（ムラン拘禁センター，2000 年 10 月，日弁連）
　　被収容者が 10 年から 20 年の長期刑の成人男性であるのに，所長，看守長，複数の看
守が女性であった。女性の看守長が作業所に案内してくれたとき，気軽に受刑者と話を
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し，見学者とも会話を交わすことができた。独居房にはテレビやパソコンがあり，軽禁
の監房の入口には懲戒審判所があり，懲戒する場合，弁護士の弁護を受けられるとのこ
とであった。
４　ドイツ（ハーケンフェルデ刑務所，2000 年 11 月，日弁連，法務省矯正局）
　　刑期 2年以上の受刑者を収容する開放行刑施設である。
　　受刑者の約 8割（277 人のうち約 220 人）は，監視なしで，外部通勤を行っており，
その他の者は，仕事（外部）を探しているか刑務所内で働いている。
　　刑務所の受付カウンターにタイムカードがあり，全ての受刑者は建物を出入りする際
に，タイムカードで所在を明らかにしている。受刑者は，日中は自由に外出ができる
が，毎日何時間か決められた時間は寮内で生活しなければならない。この時間は最低で
も 8時間であるが，最初のうちは 12 時間から始めることもあり，所長の許可があれ
ば，この時間を 8時間より短くすることもできる。
　　受刑者は，友人と会ったり，家族と会ったり，映画を観ることなどは禁止されていな
いが，飲酒と麻薬は禁止されている。違反者に対しては，警告をしたり，自由時間を減
少させたりするが，何度も繰り返される場合には閉鎖行刑の施設に移送されることもあ
る。
　　行刑法で，受刑者は，週末休暇（泊込みで家族の許や自分のアパートなどに帰るこ
と）を得られる。また，年間 21 日の休暇もある。休暇の際には旅行もできる。
　　受刑者は現金を所持しているので，所内で自動販売機から飲み物や食べ物を購入して
飲食できる。医療についても，外に仕事を持っていて監視なしで施設外活動のできる受
刑者は，疾病保険を掛けて好きな医師にかかることができる。その余の受刑者は，施設
を通してのみ医療を受けることができる。
５　ポーランド（ヴロカヴェク刑務所，2003 年 3 月，東京三会）
　　有期 25 年の受刑者（受刑期間 13 年間経過中）は，地元のヴロカヴェク大学で「芸術
とは何か」という講義を持っており，独りで同大学に通っている。そして，同受刑者
は，我々に対し，名刺を配り「インターネットのホームページを掲載しているので，電
子メールで意見をもらいたい」などと説明した。この事実は，重大な罪を犯した者であ
っても，更生することが十分に可能であり，社会内処遇の成果を上げていることを示し
ている。
６　韓国（ソウル拘置所，2003 年 6 月，日弁連）
　　通路に設置された電話ボックスで，既決囚は原則として通話が可能であり，未決囚も
許可を得て通話できる。一般面会室では，一日 1200 人が面会でき（収容者は 3500 人で
3分の 1が既決），面会者のために，子どもが遊べる大規模な託児所が設置されている。
居房には，冬は床暖房があり，夏は扇風機がある。教育所の一室にはパソコンが多数設
置され，外部講師等により収容者の教育がなされている。死刑確定囚の処遇は一般未決
囚の規定が準用され，一般面会は誰とでも制限なくでき，弁護人とは秘密接見が当然で
あった。そして，電話，信書の授受も一般未決囚と変わらず，死刑確定囚と未決囚との
処遇の違いについては見当たらなかった。そのため，死刑確定囚と未決囚とは日常的に
交流があり，既決囚ともクリスマス等には一緒に参加する。



はじめに

Ⅳ　結び
　　我々は，今回のノルウェー調査などにおいて，罪を犯した人に対する行刑の基本理念
が「社会から隔離すること」「自由を剥奪すること」ではなく，「社会内処遇」及び刑事
施設内における「できうる限り自由を保障すること」の重要性を学んだ。
　　そして，我々は，罪を犯した人にも，個人の尊厳と基本的人権が尊重されるべきであ
ることを改めて確認し，社会からの隔離と自由剥奪という我が国の行刑理念を抜本的に
改革し，社会内処遇を大幅に活用し，社会復帰をスムーズに実現するために，就労支
援，居住場所の確保，経済的な支援及び各種アドバイザーを確保し，そのためにも社会
福祉と連携することが必要であり，これらを実現するための施策を確立する必要があ
る。
　　クリスティ教授の「全ての人間は人間である」との理念は，「罪を犯した人でも我々
と同じ人間であるから，罪を犯したことを理由として，その人を死に至らしめてはいけ
ない」というだけではなく，「どのような理由があっても，人（国家であっても）が人
を殺してはいけない」という考え方に帰結する。我々は，クリスティ教授のこれらの考
え方に深い共鳴を感じた。また，ノルウェー政府は，死刑を廃止する理由として「国が
人殺しを禁じておきながら，死刑で人を殺すことに矛盾がある」と説明しており，同教
授と同じ理念である。
　　我々は，死刑の廃止の問題について検討するに際し，「どのような理由があれ，国が
個人の生命を奪うことは許されない」という価値観をも含めて，死刑の廃止について全
社会的議論を直ちに開始することが必要であると考える。
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第１章　我が国の刑事政策の現状と問題点

第１　はじめに
１　近年における我が国の犯罪の状況は，欧米諸国に比べても，犯罪発生率は相対的に低
く，治安全体としては，安定した状態を保ってきたといえる。しかし，1996 年頃から，
刑法犯の認知件数が増大を続け，2002 年に 369 万 3928 件を記録してピークとなった後，
その後は減少を続けているが，2009 年には，239 万 9702 件となっている（犯罪白書平成
22 年版・3頁）。このような犯罪状況の推移について，龍谷大学法科大学院の浜井浩一教
授は，「2005 年ころまでは，少年犯罪凶悪化の報道に加え，2001 年に発生した大阪教育大
学附属池田小学校での児童殺傷事件，2004 年奈良で起きた幼女誘拐殺人事件，更には外
国人による強盗事件等が頻繁にマスコミに報道され，世界一安全な国を誇ってきた日本の
「安全神話」がついに崩壊しつつあるといわれていた。それに伴って人々の犯罪に対する
不安も増大し，日本の治安が急激に悪化していると考える人が多くなった。世論調査にお
いても，日本の治安が悪い方に向かっていると回答する人の比率が高まっていった。「平
成 14 年版警察白書」は，「犯罪に遭いそうな不安」を感じるものの比率が 1997 年に 26.8
％だったものが，2002 年には 41.4％に上昇している」と指摘している（浜井・実証的刑
事政策論・14 頁）。

２　しかし，1996 年以降の刑法犯の認知件数，検挙件数の推移に関しては，警察の活動
方針との関係を分析すると，罪種によって，暴行・傷害及び脅迫などに顕著なように，警
察統計は警察の活動方針の影響を強く受けていることが判明した。
　すなわち，1996 年以降警察において，被害者対策が重要な施策となっていたことから，
当時の警察庁長官であった國松長官が被害者対策の推進について，1996 年 6 月の警察本
部長会議の訓示において，「（被害者対策によって）潜在化しがちな事件を顕在化させ，事
件検挙によって犯罪の未然防止を図っていく」と指示していることなどが，1997 年以降
窃盗の認知件数が上昇していることに寄与しているものと考えられる。
　また，1999 年に発生した桶川ストーカー殺人事件では，被害者の家族が事前に警察に
相談に行き告訴までしていたにもかかわらず，警察の対応が十分ではなく，被害者が殺害
されるという痛ましい事件が発生したため，市民からの批判の声に応え，警察が粗暴犯に
対する取締りを厳しくした。これが暴行・傷害，脅迫等の認知件数の増大に結びついてい
るものとみられる。
　刑法犯認知件数について，窃盗を除く刑法犯は，2000 年のピーク時から減少している
ものの高止まりの傾向にある。しかし，窃盗を含む刑法犯でみれば，近年急激に減少し，
1990 年代前半のレベルに低下していることがうかがわれる。これは，警察活動により，
統計の数字が大きく変動していることを示唆するものである。なぜなら，殺人などの暗数
が余り存在しない犯罪で見ると，一貫して長期減少傾向になっていること，窃盗の認知件
数については，警察がある窃盗犯を検挙したときに，その者の余罪捜査をどれだけ熱心に
行うかによって認知件数は大幅に増減することがあり得るからである。
　このような分析からすると，警察統計での刑法犯の認知件数などの増減によって，日本
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の治安が悪化したかどうかを結論づけるのは早計ということになるはずである。

３　ところが，1990 年代後半以後，治安が悪化してきたとの市民の認識を背景に，警察
が犯罪への対応を厳しくし，これを受けた検察庁も厳罰の方針を打ち出し，公判請求事件
の比率を上昇させ，厳しい処分を求める方針を取るところとなり，2004 年には，公判請
求人員がピークとなり，14 万 8939 人となった。
　この検察庁の方針から裁判所における量刑についても，重罰化をたどることになった。
死刑判決や無期刑判決は，2000 年以降，それ以前と比較して，急激に増加していること，
自由刑についても期間の長期化が進んできているといえる。
　このため，近時は，日本の治安は必ずしも悪化していないが，体感治安が悪化している
ということがいわれるようになった。これは，日本の市民が，日本における治安が悪化し
ているように感じていることを指す表現である。
　この体感治安の悪化は市民が「安全・安心」な社会を求める動きとなり，このような世
論を背景として，警察による犯罪取締りの強化，検察の厳罰化政策，裁判所における量刑
の重罰化を招く基礎となっている。

４　このような厳罰化政策の背景には，刑罰の位置付けとして，自己の行った犯罪行為に
対する応報として，苦痛を与えることを目的とする応報刑の考え方があるとみられる。厳
罰化政策は，重大犯罪が発生したときの対応として，世論に受け入れられやすい考え方で
ある。
　しかし，犯罪者に苦痛を与え，劣悪な処遇をすればいいという姿勢で，隔離を目的とし
て刑務所での収容を続けたとき，その犯罪者は刑務所では適応できるようになったとして
も，一般社会に戻ったときに社会で適応できるか，疑問なしとしない。すなわち，犯罪者
が刑務所に収容されると，それだけで刑務所収容者とのラベリングをされ，仕事関係や家
族関係から疎外され，出所後に仕事を探すことが困難となり家族との関係も断絶してしま
うおそれがある。刑務所出所者がうまく住居も容易に見つけられない状況におかれ，社会
復帰は極めて困難な状況に陥る。この事態は，刑務所出所者を，再び犯罪へと駆り立てる
ことにつながる。このように考えると，犯罪者に対して課されるべき刑罰は，犯罪者の更
生改善，社会復帰に役立つものでなければならないはずである。
　そして，犯罪を犯した者も以下にみるように，ほとんどの者は社会に戻ってくるのであ
る。そうしたときに，犯罪者を社会は受け入れなくてはならないのである。犯罪者は，自
己の行った犯罪について，刑事手続により，身体拘束され，あるいは，刑務所での矯正教
育を余儀なくされ，または，刑務所に収容されず社会内処遇という方法で，刑罰の制裁を
受け，それにより更生改善し，社会復帰をすることが期待される存在である。刑罰制度の
運用に当たってはそのような観点を重視した施策がとられることが必要である。

５　このような観点から，第１章では，まず，「第２　我が国の犯罪状況と量刑の重罰
化」で，我が国の犯罪への対応はどのようになっているのかを概観し，捜査段階，公判段
階での厳罰化，重罰化の状況，特に自由刑の長期化，無期刑の増加，死刑判決の増加の状
況を確認する。その上で，少子高齢化社会での犯罪状況の変化を概観し，厳罰化の原因と
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もなっていると指摘される「体感治安」の問題点について，考察する。
　次いで，「第３　処遇上の問題点」では，過剰収容の現状と問題点，高齢受刑者の増
加，知的障がいを持つ受刑者の問題，再犯率の高さ，無職者の問題，作業報奨金の問題，
仮釈放をめぐる問題，無期刑受刑者の仮釈放が認められず「終身刑」化している状況につ
いて触れる。
　終わりに，「第４　受容する社会への転換」では，これまでの受刑者に対する処遇の問
題点，受刑者の更生を重視すべきこと，同じ社会の一員として受容する社会へと変えてい
くべきこと，更生するために住居と就労先の確保が重要であることを述べる。

第２　我が国の犯罪状況と量刑の重罰化
１　我が国の犯罪への対応はどのようになっているか
　我が国の刑法犯の 2009 年の捜査段階（認知件数，検挙件数），裁判段階，矯正段階，更
生保護段階の統計によると，我が国の犯罪への対応は，以下の図 1　刑事司法の流れと主
要データ記載のとおりとなっている。
　　

図 1　刑事司法の流れと主要データ
（浜井・刑事司法統計入門・3頁を参考にして，2009 年のデータに改訂した）
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　なお，上記の統計に基づく数字については，飽くまでも警察等に認知された犯罪につい
ての統計に基づくものであり，発生した犯罪の全てと考えることはできない部分がある
（性犯罪などでは，相当数の暗数の存在が指摘され，窃盗などでも，認知されたものの立
件されない余罪が存在し得る）が，おおむねの傾向として把握することは可能であるとい
える。そこで，統計に基づく数値の評価も踏まえつつ日本の犯罪への対応の状況を検討す
る。

２　捜査段階―認知件数，検挙件数，検挙率の推移
　警察統計における認知件数は，警察の取締りの方針によって，件数がかなり人為的に変
化することが指摘されており，警察統計としては，検挙人員の方が行政の影響を受けにく
く，警察活動の実態をよく反映するものであるとされている（浜井・実証的刑事政策論・
14～62 頁）。そのような認識を踏まえて，警察段階での認知件数，検挙人員について 1946
年から 2009 年までの推移（図 2　犯罪白書平成 22 年版・3頁）をみると，近年の特徴と
しては，一般刑法犯（交通関係業過等を除く刑法犯）の認知件数は 2002 年にピークがあ
ること，一般刑法犯の検挙人員は 2005～6 年にピークがあることがうかがえる。
　　

図 2　刑法犯　認知件数・検挙人員・検挙率の推移
（犯罪白書平成 22 年版・3頁）
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　また，殺人などの凶悪犯罪については，長期的にみて減少傾向となっている。
　殺人（未遂を含む）の認知件数については，下の図 3「殺人の認知件数等の推移」のと
おりであるが，1950 年頃から 1955 年頃にかけて，年間約 3000 件認知されていたものが，
1989 年以降は，1100～1500 件程度で推移し，2003 年を小さなピークとして全体としては
漸減傾向にある。
　　

図 3　殺人の認知件数等の推移
（浜井・実証的刑事手続論・85 頁）

　　
　さらに，殺人，傷害致死により，実際に死亡した人数を警察統計とは別に記録している
ものとして，厚生労働省の人口動態統計がある。
　人口動態統計では，犯罪による死亡者は「傷病及び死亡の外因」の中の「他殺」数とし
て挙げられている。この「他殺」の人員を 1984 年以降についてまとめると以下のような
推移となる。次の図 4「加害に基づく傷害及び死亡人員の推移」を見ると，1984 年頃に比
べ，他殺による死亡者は，この 15 年の間に約 2分の 1に減少していることが分かる。ま
た，子どもが他殺によって死亡させられることも，この 15 年間の間に，0～4歳で約 6分
の 1に，5～9歳で約 3分の 1に減少している（浜井・実証的刑事政策論・65～66 頁）。
　このことから凶悪犯罪は増加しておらず，むしろ，2009 年には他殺による死亡者は過
去最低値を記録しているということに注目すべきである。
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図 4　加害に基づく傷害及び死亡人員の推移
（浜井・実証的刑事政策論・65 頁）

３　公判段階
（1）自由刑の増加及び長期化
　　裁判所で言い渡された全確定判決中の有罪判決の約 9割は罰金刑であり，残りの 1割
弱が懲役刑，禁錮刑，拘留刑といった自由刑と死刑になっている。
　　自由刑の内訳を見ると，その 95％が有期懲役刑であり，図 5「有期懲役（実刑）の確
定判決を受けた者の刑期別人員の構成比の推移」のグラフで，その刑期別の構成比の推
移をみると判決の分布の変化は，1990 年代以降，3年を超える刑期の者が増加してお
り，3年以下の受刑者が，1982 年頃には，約 90％程度いたのに比べて，近年は，約 80
％に減少している。
　　自由刑の長期化傾向は新受刑者の刑期別の構成を検討すれば判明するので，以下では
新受刑者の推移についても検討する。

図 5　有期懲役（実刑）の確定判決を受けた者の刑期別人員の構成比の推移
（浜井・刑事司法統計入門・43 頁）



― 21 ―

第１章　我が国の刑事政策の現状と問題点

　　また，裁判所の判決の結果としてある新受刑者の構成比の推移を刑期が 10 年を超え
る部分について拡大してみると，図 6のように，1997 年から 2006 年の 9 年間におい
て，10 年を超える刑期の判決件数が 2倍以上になっていることが判明する。
　　

図 6　新受刑者構成比の推移（10 年以上につき拡大）
（司法統計年報より作成）

96%

97%

98%

99%

100%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

20

15 20

10 15

10

　　
　　次の図 7「5 年を超える長期新入受刑者」のグラフを見ると，5年を超える長期新入
受刑者も 1990 年（642 人）から 2005 年（2457 人）をピークとして，2008 年には，
1838 人と幾分減少したものの，なお高水準を保っている状態にある。
　　

図 7　5年を超える長期新入受刑者
（司法統計年報を基に作成）

　　
　　前述のように，この期間に他殺により死亡した者の数は減少傾向にあったことからも
うかがえるように，犯罪の状況が極端に悪化したという状況は認められない。
　　このような事態となった要因としては，検察庁が厳罰化政策をとったことが大きいと
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みられる。下の図 8「1992 年を 100 とした場合の認知件数，検挙人員，公判請求人員，
新受刑者人員の推移」を見ると，この間，検察官は公判請求を積極的に行い，2004 年
をピークとして公判請求人員を増加させてきており，求刑においてもより長期の刑罰を
求めてきた。これを受けた裁判所の判断が厳罰化しているということが，この変化の要
因であるとみることができる。
　　

図 8　1992 年を 100 とした場合の認知件数，検挙人員，公判請求人員，新受刑者人員の推移
（浜井・刑事司法統計入門・206 頁より）

　　
（2）死刑・長期刑判決の推移
　　自由刑の増加及び長期化について見てきたが，ここでは，より重い刑罰がどのように
なっているかについて，検討したい。

図 9　死刑・長期刑判決数の推移
（司法統計年報に基づき作成）
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　　上記の図 9　1993 年以降の死刑・長期判決数の推移のグラフによると，第 1審判決で
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の死刑，無期刑，15 年以上の長期刑を合計しても，1993 年には，50 人に対して宣告さ
れたにすぎなかったのに，2006 年には，270 人を超える者に対して宣告されている。

（3）無期懲役判決の増加
　　無期懲役刑については，次の図 10 をみると，無期懲役の確定判決を受けた者は，
1990 年代半ばまでは，30～40 人で推移していたが，1990 年代末から急増し，2006 年に
は，136 人でピークとなり，その後やや減少し，2008 年で 53 人となっているが，2009
年には，再び 81 人に増加している。
　　2009 年以降は，裁判員裁判の実施によりどのように推移するかが注目されるが，
2009 年の統計には裁判員裁判でない従前の裁判の結果も含まれるため，評価は難しい。
　　なお，司法統計年報によると，2009 年の第 1 審での無期判決は，69 人とされてい
る。
　　

図 10　新確定無期刑受刑者及び年末無期刑受刑者の推移
（浜井・実証的刑事政策論・311 頁）

　　
（4）死刑判決の増加
　　死刑判決の動向についてみると，近年，特に 2000 年以降は，それ以前と比較して死
刑判決の言渡しが増加していることがうかがえる（図 11，12）。

　　すなわち，死刑判決については，1981 年から 1987 年頃にかけて，死刑の確定判決が
ほとんどない時期があった。また，1989 年 12 月から 1993 年 2 月まで死刑が執行され
ない時期があった。このように，日本においても死刑判決宣告，死刑執行について抑制
的な時期があった。しかし，1988 年以降は，各審級で死刑判決が言い渡されるように
なり，2000 年以降，死刑判決の数は激増している。また，1993 年 3 月に死刑が執行さ
れてからは，毎年執行が継続されるようになった。1993 年から 2006 年まで 14 年間に
51 人執行されており，平均すると，3.64 人となる。ところが，2007 年から 2009 年に
かけて死刑執行数は急増しており（07 年 9 人，08 年 15 人，09 年 7 人を執行），既に死
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刑廃止を実施しているヨーロッパはもとより，死刑存置国であるアメリカ，中国などで
も死刑執行について抑制的な動きが出ている中で，それに逆行するような動きであっ
た。なお，2009 年は，7月に 3人執行された。
　　しかし，注意を喚起したいことは，次の図 11 のグラフにあるように，凶悪事件の指
標となると見られる殺人の認知件数は，1951 年以降 2009 年に至るまで，一貫して漸減
の傾向にあることであり，日本における凶悪犯罪が死刑判決や死刑執行に対応するよう
に激増しているわけではないことである。
　　

図 11　新確定死刑囚，年末死刑囚及び死刑執行人員の推移
（浜井・実証的刑事政策論・310 頁）

　　

図 12
（司法統計年報に基づき作成）

　　
　　上記の図 12 のような死刑判決の言渡し数の変化にはどのような要因が考えられるだ
ろうか。
　　1970 年代の後半から，2000 年代の初めにかけて，1980 年代終わり頃の一時期を除
き，死刑確定者は毎年数人～10 人以下で推移している。
　　1980 年代には，自由刑の寛刑化傾向があり，死刑判決をめぐる動きとしては，永山
事件（19 歳の少年による別の機会に 4人を殺害した事件）についての 1981 年 8 月 21
日東京高裁（船田裁判長）による無期懲役判決があり，この判決では，死刑判決につい
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ては，「ある被告事件につき死刑を選択する場合があるとすれば，その事件については
如何なる裁判所がその衝にあつても死刑を選択したであろう程度の情状がある場合に限
定せられるべきものと考える。」として，死刑判決の言渡しを限定する解釈を示した。

　　しかし，1983 年 7 月 8 日最高裁判決は，前記控訴審判決を破棄し差し戻し，差戻後
の控訴審では死刑判決となり，差戻後の最高裁判決で死刑判決が確定した。
　　また，1980 年代には，いわゆる死刑再審無罪 4事件（免田事件・1983 年，財田川事
件・1984 年，松山事件・1984 年，島田事件・1989 年）があり，死刑判決であっても冤
罪の危険性が存在することが広く報道された。
　　また，死刑をめぐっては，1989 年 12 月～1993 年 3 月まで 3年 4か月の間，死刑執行
がなされない時期が存在した。就任した法務大臣が執行を認めなかったが，この背景に
は，死刑再審無罪 4事件も影響しているものとみられる。
　　上記のように死刑判決，死刑執行に対して，抑制的な運用がされることに検察庁は危
機感を持ったとみられ，1997 年～1998 年にかけて，検察官が無期懲役判決に対して量
刑不当のみで上告するという異例の上告を 5事件について行った。このうち，広島高裁
の無期懲役判決について上告した件（強盗殺人で無期懲役となり，その仮釈放中に強盗
殺人をした事案）のみについて，最高裁は 1999 年 12 月 10 日に破棄差戻判決を行っ
た。差戻後の控訴審で広島高裁は，2004 年 4 月 23 日死刑判決を行い，差戻後の上告審
で最高裁は，2007 年 4 月 10 日，死刑判決を維持する判決を行なった。
　　この動きと併行して，最高裁は，広島高裁で無期判決がなされていた光市事件につい
ても，2005 年 12 月に弁論を行うことを決定し，2006 年 6 月 20 日に無期懲役判決を破
棄して差し戻した。この判決では，永山事件最高裁判決を引用するものの，「その罪責
が誠に重大であって，罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得な
いと認められる場合には，死刑の選択をするほかないものといわなければならない。」
と判示し，永山事件最高裁判決では「死刑の選択も許される」との判示であったものを
原則と例外を逆にしたかのような表現になっている。
　　以上のような，最高裁判決の流れは，被害者に対する配慮という観点からか，応報を
重視して重罰化を推進するという傾向が顕著になったとみられ，このことが下級審にお
いても死刑判決の宣告を増大させているものとみられる。

（5）裁判員裁判の実施によって量刑に変化が生まれたか
　　2009 年 5 月から裁判員裁判が実施されることになった。公判前整理手続が長くかか
り，公判での審理及び判決がなされる時期までに相当期間を要している実情があるた
め，重大事件や否認事件において手続が進んでいない状況がある。
　　裁判員裁判においては，裁判員が公訴事実の存否のみならず，量刑についての判断に
も加わることになっているため，従来の検察庁の求刑基準，裁判所の量刑基準にはとら
われないような量刑がなされ得る状況が生まれた。
　　そこで，制度実施後 2年を経過して，量刑の傾向をどのように見るかが問題となる。
基本的な傾向としては，量刑の幅が広がったと見られる。すなわち，親族間の事件など
については，従前の量刑基準よりも軽い量刑がなされる傾向があるのに対し，性犯罪事
件では，重罰化傾向が顕著になっているとみられる。また，執行猶予判決については，
判決後の更生を求める観点から保護観察が付されたものが増えている。
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４　少子・高齢化時代の犯罪
（1）少年事件の推移
　　少年による刑法犯の検挙人員・人口比の推移は，次の図 13 とおりである（犯罪白書
平成 22 年版・138 頁）。
　　これによると，少年の刑法犯検挙人員は，1946 年から 2009 年までで見ると，1980 年
～1985 年頃に 30 万人から 33 万人程度のピークとなり，その後減少して，2009 年に
は，13 万 2594 人とピーク時の 3分の 1近くまで減少している。

図 13　少年による刑法犯・一般刑法犯　検挙人員・人口比の推移
（犯罪白書平成 22 年版・138 頁）

　　
　　少年事件の推移に関しては，日本における少子化の影響で少年人口が減少している
が，それに伴い，少年事件も減少する傾向があることが指摘されている（浜井・実証的
刑事政策論・365～367 頁）。

図 14　普通出生数の推移
（浜井・実証的刑事政策論・366 頁）
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　　また，次の図 15「殺人の少年検挙人員（人口比）の推移」で 1946 年から 2003 年の
推移を見ても，人口 10 万人当たりの検挙人員の比率は，1970 年代以降，1.0％を下回
っており，2000 年頃に少し上昇しているが，1950 年代から 1960 年代と比較すると 2分
の 1以下の水準であるといえる。
　　

図 15　殺人の少年検挙人員（人口比）の推移
（浜井・実証的刑事政策論・366 頁）

　　
（2）　高齢者による犯罪の推移
　　次の図 16「一般刑法犯　検挙人員の推移（年齢層別）」によれば，65 歳以上の高齢者
の犯罪は，1990 年から 2009 年の間に急激に増加していることが分かる。
　　

図 16　一般刑法犯　検挙人員の推移（年齢層別）
（犯罪白書平成 22 年版・117 頁）
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　　日本においては，急速な高齢化社会への移行が進行しているが，しかし，それ以上の
ペースで高齢者による犯罪が増加している実情がある。下の図 17「各手続段階別高齢
者の犯罪指標の推移」は，1988 年を 100 とした場合の刑事司法手続段階別高齢者の推
移を比較したものである。これを見ると，1988 年から 2009 年までに，高齢者人口は 2
倍程度にしかなっていないのに，一般刑法犯起訴人員は 7倍を超えている。これは，人
口の増加割合より 3.5 倍高齢者犯罪が増加していることを意味する（浜井・実証的刑事
政策論・82 頁以下，同 291 頁）。また，図 18 を見ても，他の年齢層と比較しても 60 歳
以上の者の一般刑法犯検挙人員が増加していることがわかる。
　　

図 17　各手続段階別高齢者の犯罪指標の推移
（犯罪白書平成 20 年版より）

　　

図 18　日本における年齢層別の一般刑法犯検挙人員の推移
（浜井・実証的刑事政策論・291 頁）
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　　しかも，高齢者による犯罪は，多数回繰り返される傾向にあり，年々高齢化が進んで
いる状況がうかがえる（図 19　犯罪白書平成 18 年版・7-3-3-5 図）。
　　

図 19　多数回再犯者の年齢構成
（犯罪白書平成 19 年版より）

５　体感治安をめぐる問題について
　日本全体では，治安が悪化していると感じているのに，自分たちの身の回りでは，悪化
しているとは感じていないという内容のアンケート結果（図 20「2 年前と比較して犯罪が
増えたと思いますか？」）が得られたことについて指摘がなされている。
　　

図 20　2 年前と比較して犯罪が増えたと思いますか？
（浜井・実証的刑事手続論・68 頁）

　　
　なぜこのような状況になっているのか，すなわち，実際には治安が悪くなっている事実
は認められないのに，治安が悪くなっていると感じているのか。浜井・実証的刑事政策
論・71 頁以下に，以下のような分析がなされている。
　すなわち，体感治安の悪化の一つの要因としては，「マスコミによる犯罪報道が，現実
の事件とは全く関係なく 1990 年代に入って増加傾向にあることによる影響があることが
確認された」，ただ単に，それにとどまらず，「マスコミ報道によって作られたモラル・パ
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ニックが，市民運動家，行政・政治家，専門家の参加によって，一過性のパニックとして
終わらずに，新たな社会問題として制度に組み込まれ，恒久的な社会問題として定着して
行く過程」（ジョエル・ベスト）があると分析されている。
　日本では，1990 年代後半から，「犯罪被害者の再発見」があったと指摘されている。日
本においても，その頃から「日本被害者学会や警察庁などを中心に犯罪被害者の権利や支
援に関する取組みがはじまっている。」，「犯罪被害者対策の基本は，被害者の視点に立っ
た取組みであり，被害者の受けた心身の痛みに目を向け，それを理解し，その痛みや苦し
みを忘れないという点にある。」，「1990 年代後半の最大の特徴は，重大事件の発生を契機
に，単にマスコミが報道するだけはなく，被害者支援の活動家が被害者やその遺族ととも
に『二度と同じような被害者を出さないために』と政府に被害者の権利と罰則の強化を中
心とした法改正を求め，それに行政・政治家が呼応し，刑事関係法令の新設，改正が相次
いで行われたことである。」
　実際，この時期に日本では，少年に厳罰を課すための少年法改正，刑の重罰化をもたら
す懲役刑の長期を 30 年に延長すること，危険運転致死傷罪の新設，被害者参加制度の新
設，殺人などの時効期間の廃止など，短期間のうちに重罰化を促す法律の改正が進められ
た。
　また，「法改正がなされることによって，法改正の前提条件である治安悪化が事実とし
て認識されていったのである。」
　しかし，このような治安悪化は事実ではなく，神話にすぎないものであることは，日本
の犯罪状況をみると，人の生命が失われるような重大な犯罪が急激に増加しておらず，む
しろ長期的には減少していることから明らかというべきである。
　このような視点から，私たちは体感治安の悪化という言説に惑わされてはならない。そ
して，日本は，現時点でも世界的にみれば，「安全な社会」であって，犯罪・犯罪者に対
して，恐れることなく冷静に向き合うことが求められているといえる。

第３　処遇上の問題点
１　過剰収容
（1）現状
　　2010 年 4 月 1 日現在，日本には刑務所 62，少年刑務所 7，拘置所 8，刑務支所 8，拘
置支所 103 の合計 188 の刑事施設がある。これらの刑事施設に収容されている人数（各
年末現在，未決拘禁者等を含む）は，1993 年から毎年増加し続け，2006 年には，1956
年以降で最多となった（8万 1255 人）が，翌 2007 年から減少に転じ，2009 年末現在で
は，7万 5250 人であった（図 21）。
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図 21　刑事施設の収容人員・人口比の推移
（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
　　また，刑事施設の収容率（年末収容人員の収容定員に対する比率）の推移をみると，
1993 年から 2002 年に大幅に上昇したが，2005 年から毎年低下し続けている。2009 年
末現在において，収容率は，収容定員 9万 345 人に対し，83.8％であるが，既決（これ
には労役場留置者及び被監置者を含む）に限ると，収容率は 92.8％に達している（図
22）。さらに，収容人員が収容定員を超えている刑事施設（本所に限る）は，77 施設中
20 施設に及んでいる。
　　

図 22　刑事施設の収容率の推移
（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
（2）問題点
　　現時点では，過剰収容は幾分緩和された状態にあるものの，依然として高い水準を維
持しているといってよい。
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　　過剰収容になると，一般的には生活環境を悪化させることとなり，運動・入浴時間の
短縮や医務診察の簡素化なども生じ，処遇の質は著しく低下することとなる。さらに過
剰収容は，各施設や各処遇段階において，いわゆる「空きスペース」の減少をもたらす
ものであるから，拘置施設から刑務所，刑務所から他の刑務所，あるいは刑務所から更
生保護施設への移動が円滑に進まず，受刑者の改善更生を阻害し，いっそう社会復帰を
困難なものとする。この結果，再犯を増加させ，さらなる犯罪不安と厳罰化の原因とな
り，より深刻な過剰収容を生み出すという悪循環に陥る（浜井浩一「実証的刑事政策
論」）。この点，刑務所の適正収容人員は，「定員の 80％ぐらいと考えるのが妥当」との
指摘もある（浜井浩一「刑事司法統計入門」）。

２　高齢受刑者の増加
（1）現状
　　日本は，世界のどの国も経験したことがない高齢化社会を迎えている。内閣府が発行
する「平成 23 年版高齢社会白書」によると，日本の総人口（2010 年 10 月 1 日現在）
が約 1億 2806 万人に対し，65 歳以上の高齢者人口は過去最高の約 2958 万人であり，
総人口に占める割合（高齢者率）は 23.1％に達した（前年は 22.7％）。今後，総人口が
減少する中で，高齢者率が上昇し，2055 年には 40.5％に達し，2.5 人に 1人が 65 歳以
上となると予想されている。
　　しかし，受刑者の高齢化は，一般社会における高齢化よりもはるかに速い速度で進行
している。
　　すなわち，高齢者（65 歳以上の者）の入所受刑者人員は，過去 20 年間，初入者，再
入者ともに，ほぼ一貫して増加傾向にある。入所受刑者総数は，2006 年をピークに減
少し続けているが，それと比べると，高齢者の増加傾向は著しい（図 23）。
　　

図 23　高齢者の入所受刑者人員の推移（入所度数別）
（平成 22 年版犯罪白書より）
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　　また，刑罰が長期化することによって，長期受刑中の受刑者の年齢が年々高くなって
いる。このため刑務所の中での高齢化が急速に進行している。
　　高齢者の入所受刑者を罪名別でみると，窃盗が 50.4％と過半数を超え，次いで，詐
欺（10.8％），覚せい剤取締法違反（7.5％），道路交通法違反（6.4％），傷害・暴行
（3.8％）と続いている。
（2）問題点
　　高齢者について，仮釈放率（出所受刑者に占める仮釈放者の比率）をみると，近年は
低下傾向にあり，2009 年では 29.1％であった。この数値は，出所受刑者全体の仮釈放
率（49.2％）と比べて大幅に低いものとなっている。高齢者の 7割以上が満期で出所し
たこととなるが，これは，高齢者では，引受人がいないなど，釈放後の定住先が確保で
きないことが多いことなどによると考えられる。
　　増加している高齢者犯罪の中心は，万引きや自転車盗であり，その背景には社会的孤
立や生活困窮がある。そして，社会的に孤立しているがゆえに被害弁償もできず，引受
人もいないため実刑となり，社会的に孤立しているがゆえに満期釈放となり，再犯を
し，再び刑務所に戻っている様子がうかがわれる（浜井浩一「実証的刑事政策論」）。

３　知的障がいを持つ受刑者
（1）現状
　　新受刑者の知能程度について，入所時に調査が行われている。2009 年中に新受刑者
となった 2万 8293 人のうち，知能指数 80 未満の者が合計で 1万 2598 人（44.5％）を
占めており，さらに，およそ 4人に 1人（23.0％）が知能指数 70 未満である。知能指
数の検査方法や評価の仕方は幾つかあるものの，おおむね，50 から 70 は軽度の知的障
がい，35 から 50 は中度の知的障がいが認められる（あるいは疑われる）とされている
ことからすると，相当数の受刑者に知的障がいがあると考えられる（図 24）。
　　

図 24　新受刑者の知能指数
（日弁連刑事拘禁制度改革実現本部「刑務所のいま　受刑者の処遇と更生」より）
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　　これに対し，2009 年の新受刑者（2万 8293）のうち，刑事施設等において，精神障
がいを有すると診断された者は 2151 人（7.6％）であり，そのうち，知的障がいを有す
ると診断された者は 242 人（0.9％）にすぎない。

（2）問題点
　　2009 年の新受刑者のうち，6520 人が知能指数 70 未満であるのに対し，知的障がいを
有すると診断された者は 242 人にとどまっており，その多くが適切な処遇を受けていな
いのではないかと懸念される。
　　刑務所内で知的障がいがあると疑われる者のうち，療育手帳を所持していた者（すな
わち，福祉の支援を受けていることを示す）がごくわずかであったとの指摘があるこ
と，しかも，彼らの 4割以上は万引き等（窃盗），次に多かったのは無銭飲食（詐欺）
であったことからすると，「刑務所にいる知的障がい者の多くは，福祉的な支援を受け
ることなく，社会の中で孤立・困窮して，微罪を繰り返すことで刑務所に送り込まれて
いる」（浜井浩一「触法障害者の支援」）といえる。

４　再犯率の高さ
（1）現状
　　入所受刑者総数のうち，刑事施設の入所度数が 2度以上の者（再入者）の人員は，
1999 年から毎年増加し，2007 年からは横ばい状態にあり，2009 年は 1 万 5518 人であ
った。再入者率（入所受刑者人員に占める再入者の人員の比率）は，2004 年から毎年
上昇し続け，2009 年は 54.8％に達した（図 25）。

　　

図 25　入所受刑者人員（初入・再入別）・再入者率の推移（総数・女子別）
（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
　　刑務所を出所した者が再び刑務所に戻ってくる人数を調査したデータがある（図
26）。2005 年に出所した受刑者（3万 25 人）のうち，出所年を含む 5年以内に再入所し
た者の割合は，41.7％であり，満期釈放者に限ると，54.0％であった。また，2000 年
に出所した受刑者（2万 3715 人）のうち，出所年を含む 10 年以内に再入所した者の割
合は 53.6％であり，満期釈放者では 65.6％であった。
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図 26　出所受刑者の出所事由別累積再入率
（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
　　さらに，入所度数別に比較すると，入所度数が多いほど再び刑務所に舞い戻る割合は
高く，特に 2度以上の者は，ほぼ半数を超える者が 5年以内に再入所し，入所度数を重
ねるに従って，改善更生の困難さが増していることがうかがわれる（図 27）。
　　

図 27　出所受刑者の入所度数別累積再入率
（平成 22 年版犯罪白書より）
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（2）問題点
　　刑務所を出所した者のうち，10 年以内に半数以上が再び罪を犯して刑務所に戻って
くるという現実は，刑務所が受刑者の改善更生，社会復帰という機能を十分に果たして
いないことの端的な現れである。特に入所度数が増えれば，比較的早期に多くの者が再
び刑務所に戻ってくるのであり，刑務所内での更生プログラムや社会内での処遇等，再
犯防止のための施策が肝要となる。

５　無職者
（1）現状
　　2005 年から 2009 年までの 5年間に再び入所した受刑者のうち，無職だった者は 71％
を超えている。無職者の割合は，入所度数を重ねるに従って上昇し，5度以上の者では
78.1％に及んでいる（図 28）。
　　

図 28　入所受刑者の就労状況別構成比（入所度数別）
（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
（2）問題点
　　職業を持たず，収入がない状態だと，有効な社会福祉的施策が活用できなければ，と
りわけ窃盗（万引き等）や詐欺（無銭飲食等）といった犯罪に至る可能性が高まるので
あり，出所後の就労を確保し，あるいは，社会福祉的施策を利用して生計の安定を図る
取組が重要である。

６　作業報奨金
（1）現状
　　懲役受刑者には，法律上，作業が義務付けられている。このほか，禁錮受刑者も希望
するときには作業を行う。作業の収入は，全て国庫に帰属し，2009 年度における作業
による歳入額は約 47 億円であった。
　　一方受刑者には，従事した作業に応じ，作業報奨金が原則として釈放時に支給され
る。作業報奨金に充てられる金額は，2009 年度には 1人 1 か月当たり，平均で 4351 円
であった。2009 年中に刑務所を出所した 3万人余りの受刑者について，出所時の作業



― 37 ―

第１章　我が国の刑事政策の現状と問題点

報奨金額を在所期間別にまとめたところ，男女とも 1年超 2年以下の在所期間が最も多
くなっているが，これらの者が受け取る作業報奨金は，男女とも 2ないし 3万円である
ことが多い（図 29）。
　　

図 29　出所受刑者の受刑在所期間別作業報奨金給与額
（日弁連刑事拘禁制度改革実現本部「刑務所のいま　受刑者の処遇と更生」より）

　　
（2）問題点
　　一定期間の服役によって，一旦社会から切り離された受刑者は，再び社会に戻り，就
労し，そして生活基盤を維持するにはおのずと相当の困難が伴う。刑務所を出所する際
に，わずかな所持金しかないとすれば，帰るべき場所への交通費にも事欠く状況であろ
うし，住む家を確保できず，あるいは，家族や関係者からの経済的支援を受けることが
できない者は，当面の生活を維持することも不可能である。出所時に交付される作業報
奨金の額が低廉であることは，社会復帰に資するものではなく，かえって再犯を繰り返
す原因となっていると考えられる。

７　仮釈放
（1）現状
　　仮釈放は，懲役又は禁錮受刑者について，法律上，有期刑については刑期の 3分の
1，無期刑については 10 年を経過した後，「改悛の状」があるときに許可される。しか
し実際の運用では，相当厳しくなっている。
　　仮釈放審理を開始した人員は，受刑者の増加に伴い，1996 年から増加傾向にあった
が，2005 年に減少に転じた。その後，若干の増減があり，2009 年は 1万 6557 人（前年
比 4.9％減）であった。このうち，仮釈放が許可されなかった人員（仮釈放の申出が取
り下げられた者を除く）の比率（棄却率）は，1993 年以降は 2％前後で推移していた
が，2005 年に上昇し，2006 年からは 4％台となり，2009 年は 4.3％であった。
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　　また，仮釈放率（出所受刑者に占める仮釈放者の比率）は，2005 年から低下傾向に
あり，2009 年は 49.2％に低下した（図 30）。
　　

図 30　出所受刑者人員・仮釈放率の推移
（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
　　刑の執行率（執行すべき刑期に対する執行した期間の比率）が低い段階で（すなわ
ち，早期に）仮釈放が許される受刑者は低下傾向にある。累犯は，非累犯と比べると執
行率が高く，刑期別に見ると，刑期が 1年を超える者では，刑期が長い者ほど執行率が
高くなる（図 31）。
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図 31　定期刑の仮釈放者の執行率
（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
（2）問題点
　　仮釈放の棄却率や刑の執行率が上昇傾向にあるということは，受刑者にとって，仮釈
放がますます認められにくくなっているという現実を示している。現に，仮釈放率は長
期的に見て低下傾向にあり，2009 年のデータでは 49.2％になっているところ，これは
すなわち半分以上の者が満期で出所していることを示している。仮釈放が認められにく
くなっている背景には，引受人や帰住先が確保できないことや，更生保護施設の定員が
十分でないことが挙げられる。また，受刑者の高齢化とも無縁ではないであろう。
　　そして，仮釈放を許可されたとしても，執行率が高いということは，仮釈放の期間が
短いこと，すなわち保護観察に付されて指導を受ける期間が短いことを意味し，この結
果，有効な指導監督が見込めないことにもつながる。これによって，再犯に及ぶ可能性
も類型的に高まると考えられる。
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８　終身刑化する無期刑
（1）現状
　　無期刑により新たに刑事施設に収容された者は，2000 年には 60 人であったところ，
2003 年には 114 人，2006 年には 136 人と大幅に増加している。2007 年には減少に転じ
たものの，それまでの無期刑新受刑者の急増に伴い，年末時点で刑事施設に収容されて
いる無期刑受刑者は，2000 年末の 1047 人から 2009 年末の 1772 人と著しく増加してい
る。
　　一方，2000 年から 2009 年までの間に仮釈放となった無期刑受刑者は，増減を伴いつ
つも，おおむね減少傾向にあり，最も多かったのは 2003 年に 16 人（うち無期刑の仮釈
放が取り消された後，再度仮釈放許可となった者を除いた無期刑新仮釈放者は 14 人），
最も少なかったのは 2007 年に 3人（同 1人）であり，この間の無期刑仮釈放者は 86 人
（無期刑新仮釈放者は 65 人）であった。
　　無期刑新仮釈放者の仮釈放時点における平均在所期間は，2000 年に 21 年 2 か月であ
ったところ，おおむね長期化しており，2009 年には 30 年 2 か月に達している。
　　なお，この 10 年間に刑務所内で死亡した無期刑受刑者は 126 人であり，仮釈放とな
った無期刑受刑者の数を大きく上回っている（図 32）。
　　

図 32　無期刑受刑者の推移（平成 12 年～平成 21 年）
（法務省HP「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」より）
　　
　　無期刑受刑者の在所期間についてみると，2009 年末で刑事施設に収容されている無
期刑受刑者 1772 人のうち，在所期間 10 年以上の者が 783 人（全体の 44.2％）であり，
その平均年齢は 59.7 歳である。その中には，在所期間 50 年以上 60 年未満の者が 7人
おり，その平均年齢は 75.4 歳であるなど，収容が長期に及ぶ者や高齢者も相当数みら
れた（図 33）。
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図 33　無期刑受刑者・在所期間（平成 21 年末）
（法務省HP「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」より）
　　
　　2009 年末時点における無期刑受刑者の年齢別在所者数をみると，60 歳代の受刑者が
最も多くなっている（435 人，24.5%）。さらに，60 歳以上の受刑者を合計すると，合
計 654 人に達し，全体の 36.9％を占める（図 34）。

　　

図 34
（法務省HP「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」より）
　　
（2）問題点
　　刑事施設に収容されている無期刑受刑者数は，近年大幅に増加し続けて，2009 年末
で 1772 人に達している。そのうち，4割を超える者は 10 年以上服役し，3人に 1人以
上は 60 歳以上の高齢者である。一方，無期刑受刑者が仮釈放を受けることはほぼ絶望
的といってよい状態が続いており，もはや，生涯にわたって刑務所から出所することは
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著しく困難であって，いまや無期刑は，最後には刑務所内で死亡するという，実質的な
終身刑となっている現実がうかがえる。
　　なお，法務省は 2009 年 3 月 6 日，「無期刑受刑者に係る仮釈放審理に関する事務の運
用について」との保護局長通達を発出し，「より慎重かつ適正な仮釈放審理を実現する
ための方策」として，被害者遺族等に対する調査や検察官からの意見聴取を義務付けた
が，いずれも無期刑受刑者の仮釈放を一層厳格化，消極化させる方向ではたらくことは
避けられないと考えられる。

第４　受容する社会への転換
１　これまでの受刑者に対する処遇の問題点
（1）これまでの我が国は，罪を犯した人を隔離し，自由を剥奪した上で処遇することを基
本理念としてきた。その傾向は近時ますます顕著となってきている。
　　前記のように，犯罪認知件数は減少してきているにもかかわらず，体感治安が悪化
し，量刑の重罰化，自由刑の長期化という傾向にあり，一旦罪を犯した者は，社会から
ますます隔離されていく傾向にある。
　　刑務所を出所して 5年以内に再入所した者の割合は 41.7％であり，満期釈放者に限
ると 54.0％であった。入所度数別に比較すると，入所度数が多いほど再び刑務所に舞
い戻る割合が高い。

（2）就労先と居住先の確保の困難さ
　　2008 年中に再び刑務所に入った 1万 5355 人のうち，無職だった者は 1万 1026 人で
全体の 71.8％に上る。しかも無職者の割合は，入所度数が高いほど多くなっている。
　　2009 年矯正統計年報によると，出所する受刑者に出所後の帰住先を尋ねたところ，
父母や配偶者のもと，更生保護会などのどれにも当たらない「その他」と答えた人が
26.9％にも上る。これらの人々の中には，帰る場所が「ない」という人が相当数含まれ
ていることは容易に想像できる。
　　このことは仮釈放者に比べて満期出所者のほうが「その他」の回答者が圧倒的に多い
（44.6％　これに対し仮釈放者では 5.4％）ことからも分かる。
　　さらに，入所度数を重ねるごとに，確実に「その他」の割合が高くなっている（1度　
16.8％，2度　24.1％，3度　27.8％，4度　33.7％，5度　35.5％，6～9度　39.7％，
１0度以上　54.8％）。

　　なお，2008 年保護統計の結果は以下のとおりである（図 35）。
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図 35　出所受刑者の帰住先
（平成 20 年保護統計より）

　　
（3）このようにみてくるならば，社会から隔離する期間が長くなればなるほど，外部社会
との関係が断絶され，就労先と居住先の確保が困難となり，再び刑務所へ戻ってくる受
刑者の実態が浮かび上がってくる。

２　刑罰には自己の行った犯罪に見合った刑罰を科すべきであるという応報刑の考え方も
あるが，一方罪を犯した人を更生改善に導き，再び社会内で自立した生活を行うようにす
るべきという教育刑の考え方もある。
　翻って考えてみるに，罪を犯した人々もごく例外を除いていずれは社会復帰するのであ
り，そうであるならば，その人が再び罪を犯さない環境を整備する，すなわち，罪を犯し
た人の更生という側面を重視すべきである。

３　さらに，ノルウェーの学者ニルス・クリスティ教授は「全ての人間は人間である。」
という考え方，すなわち，罪を犯した人も我々と同じ社会の一員であるという考え方を提
唱し，事実ノルウェーにおいては，この考え方を基本とする刑務所改革が行われ，可能な
限り受刑者を早期に社会復帰させるため色々な施策がとられている。罪を犯した人に寛大
な社会であるが，それによって，犯罪率が増加したという報告はない。
　罪を犯した人も同じ社会の一員であるという理念の下，受刑者が早期に社会復帰できる
社会の構築をめざすべきと考える（社会への再統合）。
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４　受刑者の社会復帰を考えるに当たっては，住居と就労先の確保ということがまず第一
ということになる。
　しかしながら，この点における我が国の体制は極めて脆弱である。
（1）我が国の体制
①　地方更生保護委員会・保護観察所
ア　保護観察官
　　地方更生保護委員会の事務局と保護観察所には，保護観察官が配置されている。
　　保護観察官は，心理学，教育学，社会学，その他の更生保護に関する専門知識に
基づいて更生保護及び犯罪予防に関する事務に当たる公務員である。
イ　保護司
　　保護司は，保護司法に基づき，法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員であ
り，地域社会から選ばれた社会的信望の厚い方々である。
　　保護司は民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし，
保護観察官と協働して保護観察に当たるほか，本人が刑事施設や少年院から社会復
帰を果たしたとき，スムーズに社会生活を営めるよう帰住先の生活環境の整備や相
談を行っている。保護司は全国に約 4万 9000 人いる（以上法務省ＨＰより抜粋）。

②　更生保護施設における処遇　　更生保護施設～再出発を支える人達
　　犯罪をした人や非行のある少年の中には，頼ることのできる人がいなかったり，生
活環境に恵まれなかったり，あるいは本人に社会生活上の問題があるなどの理由で，
すぐに自立更生できない人がいる。
　　更生保護施設は，こうした人を一定の期間保護して，その円滑な社会復帰を助け，
再犯を防止するという重要な役割を担っている。
③　更生保護施設に入所するまで
　　国（保護観察所）からの委託や保護を必要としている人からの申出によって，更生
保護施設での保護が始まる。
　　更生保護施設では，入所者に宿泊場所や食事の提供をするとともに，更生を果たす
ために必要な指導や援助を行い，その再出発を支えている。
ア　生活基盤の提供
　　入所者が自立の準備に専念できる生活基盤を提供する。
イ　円滑な社会復帰のため指導や援助　
　　日常の生活指導や入所者が地域社会の一員として円滑に社会復帰するための指導
を行う。
ウ　自立に向けた指導や援助
　　入所者ができるだけ早く独り立ちを果たし，退所した後も自立した生活を維持し
ていけるように必要な指導や援助をする。
エ　入所者の問題性に応じた専門的な処遇
　　更生保護施設に入所する人の中には，飲酒や薬物の問題を抱えていたり，対人関
係の問題をうまく除くことができなかったりするなど，社会生活上の問題を抱えて
いる人が少なくない。更生保護施設では，入所者がこうした問題を解決して社会生
活に適応するため専門的な処遇を行っている。
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□　酒害，薬物教育
　　アルコールや薬物の害を学習し，これらに依存しない生活を維持していくこと
を目的として，医療機関や福祉機関とも協力して実施される。
□ＳＳＴ
　　心理学の認知療法に基づいて対人関係場面での振る舞い方を体験的に学ぶもの
であり，円滑な社会復帰のために効果があると認められている。
□コラージュ療法
　　芸術療法の一つであり，雑誌などから，好きな写真やイラストを切り抜いて台
紙に貼り付けるものである。言葉に出来ない感情を表現し，心理的な解放感や思
考の深まりを促進し，情緒の安定を図る。

図 36　全国の更生保護施設の設置状況（2010 年 10 月 1 日現在）
（法務省HPより抜粋）
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（2）自立更生保護センター構想
①　構想目的
　　犯罪をして刑務所に入った人も，刑期が終われば必ず社会に帰ってくる。こうした
人たちが二度と犯罪をすることなく，確実に更生することは，社会の安全にとても重
要なことである。
　　ところで，刑務所を出ても，頼るべき親族や知人がなく，仕事もしない中で，すぐ
に自分一人の力で生活しながら更生することは，決して容易なことではない。
　　こうした人たちを確実に更生できるようにするためには，刑務所からの釈放と同時
に国が手を離しいきなり一人で社会に戻すのではなく，出所後も一定期間国の専門機
関の監督下に置き，犯罪とは縁のない健全な社会生活を送れるよう，指導や援助をし
ていくことが必要である。
　　しかしながら，裁判で言い渡された刑期が終われば，国の監督下に置いてその人の
自由を制約することはできない。そこで，刑務所内で成績が良好で，更生意欲の認め
られる人については，刑期が終わる前に刑務所から仮に釈放し，刑期が終わるまでの
間，一般社会の中で国の監督下に置きながら，必要な指導や社会復帰の支援をする，
仮釈放と保護観察という制度がある。
　　仮釈放をされた人は，刑期が終わるまでの間，国の機関である保護観察所による保
護観察に付され，定められた約束事を守りながら，指導や監督などを受けなければな
らない。これが刑務所管理された生活と一般社会での自由な生活のいわば中間段階に
なる。約束事を破れば刑務所に戻されることもある。
　　仮釈放は，出所後の生活の場が用意されていなければ認められない。親族のもとや
民間の更生保護施設などに受け入れてもらえる人は仮釈放の見込みがある。しかし，
受入先がどこにもない人は，たとえ刑務所内で努力し成績が良好であったとしても，
仮釈放されず結局最後まで刑務所にいて，保護観察という中間段階を経ることなく，
刑期終了と同時にいきなり一般社会に委ねられてしまうという実情がある。
　　自立更生促進センター構想は，こうした現状を改めるため，国がそうした人の受皿
になり，その確実な立ち直りと将来の犯罪の防止，ひいては社会の安全，安心の確保
を図っていこうとするものである。
②　構想の概要
　　この構想は親族や民間施設では受入れ困難な刑務所出所者等を受け入れ，一時的な
宿泊場所を提供するとともに，保護観察官が直接，濃密な指導監督と手厚い就労支援
を行うことにより，これまで十分な社会内処遇を行うことができなかった刑務所出所
者等の改善更生を助け，再犯を防止し，安全安心な国や地域づくりを推進することを
目的とするものである。
　　本構想では特定の問題性に応じた重点的，専門的な社会内処遇を実施する施設を
「自立更生促進センター」と呼び，主として農業等の職業訓練を行う施設を「就業支
援センター」と呼んでいる。
　　「自立更生促進センター」は刑事施設内での成績が良好であるのに，これまで親族
などの適切な受入先を確保できないがために仮釈放されず，満期釈放となり，就職や
住居の確保などの支援をほとんど受けられないままに社会に委ねられていた人たちの
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受入先となるため国が設置した宿泊施設（保護観察所に附設）である。
　　センターでは，保護観察官が，刑事施設から仮釈放された人に対し，一人一人の問
題性に応じた専門的な処遇を行い，二度と過ちを繰り返さないための考え方や行動の
仕方を身に付けさせるとともに，就職活動やセンター退所後の住居の確保を支援し，
円滑な社会復帰を助ける。
　　現在，福島自立更生促進センター（福島保護観察所に附設　2010 年 8 月運営開始
　成人男子 20 人の定員　仮釈放者）及び北九州自立更生促進センター（福岡保護観
察所北九州支部に附設，2009 年 6 月運営開始　成人男子 14 人の定員　仮釈放者）の
2施設が運用されているほか，京都と福岡に予定されているが，設立の目処は立って
いない。
　　「就業支援センター」としては，北海道沼田町の沼田町就業支援センター（男子 12
人の定員，主に少年院仮退所者）と茨城県ひたちなか就業支援センター（成人男子
12 人の定員，将来農業に従事する意思のある仮釈放者及び満期釈放者等　仮釈放期
間終了後，満期釈放の場合は更生緊急保護として扱う）がある（以上法務省HP，「刑
務所のいま」から）。

③　北九州自立更生促進センター
　　北九州自立更生促進センターに入所するのは，再犯のおそれが少なく，更生意欲が
ありながら受入先がないために満期釈放となるおそれがある人で，保護観察期間が 3
か月以上確保できること，執行刑期の合計が 8年未満であること，更生保護施設での
受入れに支障があるとして帰住不可とされたこと，といった事由に該当し，北九州セ
ンターにおける処遇によって自立及び改善更生が見込まれる成年男子である。
　　入所期間は，3か月で各段階において受刑者が社会復帰するために必要な調査，手
続が行われる（「更生保護」平成 22 年 2 月号 50 頁・「犯罪と非行」）。

　　

図 37　写真・北九州自立更生促進センター
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図 38　センターの設備
（以上法務省HPより抜粋）

入所者の居室 入所者の居室（2人部屋）

食堂での食事の様子 事務室での執務の様子

　　
④　茨城県ひたちなか市の茨城就労支援センターがある。
　　水戸保護観察所ひたちなか駐在所に附設された宿泊施設である。
　　同センターは身よりのない刑務所出所者等の受皿確保の必要，農業従事者の減少・
高齢化，農業による処遇効果の三つを結びつける形で法務省がセンターを整備・運営
し，入所者の衣食住の面倒を見るとともに生活指導などを行い，厚生労働省と農林水
産省が就労支援や農業の職業訓練への支援を行うなどして三省が連携して取り組んで
いる事業である。
　　入所者は公共職業訓練として，県内の委託先で農業訓練を受けている。
　　2009 年 10 月 1 日に第 1期職業訓練を開始して，1年間の入所者 15 人のうち，訓練
を終了したのは 10 人であり，そのうち 5人は就農，他の 5人は一般就労であり，一
般就労のうち 3人は実家が農家であるなど将来農家に就く可能性がある。途中退所者
は 5人であった。
　　求人はあり，低賃金で頑張れるのであれば，就農すること自体は十分可能である
が，続けていくことはより困難である。
　　成人男子の就業支援センターはここしかないが，遠方に地元があり，地元に戻りた
い人にとっては，就職のための面接や見学に行きにくかったり，気候や作物が異なっ
ていたり，あるいは，交通費の負担が障害となることもある（「犯罪と非行」164 号
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143 頁，「更生保護」平成 21 年 11 月号 40 頁）。

農作業の様子 農場（ナス畑）の風景

図 39　農業訓練プログラム（10 月入所の例）（法務省HPより）
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図 40（法務省HPより）
集会の様子 入所者の一日（実習日）

　　
（3）「自立支援促進センター」「就業支援センター」は，施設数，受入人数が極めて限定的
であり，罪を犯した人の更生という面から見るならば，不十分といわざるを得ない。
　　この点，ノルウェーでは刑務所改革が行われ，受刑者の社会復帰に向けて数々の斬新
な施策がとられており，次章でみていくこととする。

第５　犯罪被害者に対する配慮
１　三菱重工爆破事件を契機に 1980 年に犯罪被害者等給付金の支給に関する法律（犯給
法）が成立した。
　犯給法に基づく犯罪被害給付制度の問題点として，給付金の性質が見舞金であり権利性
に乏しい，給付額が低廉（労災や交通事故の自賠責に比べても低廉），給付対象者が限定
的（当時は障害給付金支給の対象者は後遺障害 4級以上の重篤の傷害を負った者に限られ
た）などが挙げられていた。これらの問題点については，1999 年に発生した下関通り魔
殺人事件において，自動車でひかれた被害者と包丁で切りつけられた被害者で給付額に圧
倒的な差が生じるなど実際に問題となっている。
　その後，検察庁における被害者等通知制度による情報提供が運用として実施されるよう
になり，2001 年施行の犯罪被害者保護関連二法により刑事裁判における心情に関する意
見陳述制度，刑事公判記録の閲覧謄写制度など，犯罪被害者に一定の権利を認める制度が
制定された。また，同年に犯給法の改正により支給対象者が拡大された。
　2004 年には犯罪被害者の権利を認めた犯罪被害者等基本法が制定され，同法に基づき，
犯罪被害者支援に関する様々な施策の実施を求める犯罪被害者基本計画が策定された。
　さらに，2008 年には，一定の犯罪の被害者について，刑事裁判手続において一定の訴
訟行為に関与することが可能となる被害者参加制度及び刑事手続の結果を利用して簡易か
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つ迅速に損害賠償請求を可能とする損害賠償命令制度が施行された。被害者参加制度につ
いては，資力の乏しい被害者参加人に対しては国選被害者参加弁護士の選定が可能となっ
ている。
　犯罪被害給付制度についても改正が行われ，法律名が犯罪被害者等給付金の支給等によ
る犯罪被害者等の支援に関する法律となり，給付額も最高 4000 万円まで支給が可能とな
った。
　日弁連においては，犯罪被害者法律援助事業により，資力に乏しい犯罪被害者に対して
弁護士による犯罪被害者支援を実施してきた（2007 年 3 月までは財団法人法律扶助協会
の自主事業）。
　また，日本司法支援センターにおいては，総合法律支援法に基づく精通弁護士紹介制度
が実施されている。

２　犯罪被害給付制度は，生命犯及び身体犯の被害者及び被害者遺族に対して給付金を支
給する制度であり，被害者が加療 1か月以上かつ入院 3日以上（精神疾患の場合は 3日以
上労務に服することができない症状）を要する傷病を受けた場合に支給される重傷病給付
金（医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額から算定。上限 120 万円），
被害者に障害が残った場合に支給される障害給付金（障害等級 1級～14 級に応じて 3974
万 4000 円～18 万円が支給される），被害者が死亡した場合に支給される遺族給付金（2964
万 5000 円～320 万円が支給される）の 3種類が存在する。ただし，一定の事情がある場
合には給付金が減額又は不支給となる場合もある。

３　被害者参加制度とは，生命・身体・自由に対する罪など一定の犯罪類型において，犯
罪被害者（被害者参加人）が刑事裁判手続において一定の行為を行うことを可能とする制
度である。
　被害者参加人は，独立した地位により刑事裁判に関与するのではなく，検察官を通じて
裁判所の許可を得た上で一定の行為をするにすぎないため，従前の当事者主義構造には抵
触しない。
　対象事件は，故意の犯罪行為により人を死傷させた罪，強制わいせつ及び強姦の罪，業
務上過失致死傷の罪，逮捕及び監禁並びに略取，誘拐及び人身売買の罪である（刑事訴訟
法 316 条の 33）。
　被害者参加の申出は，検察官を通じて行う（同法 316 条の 33 第 2 項）。
　被害者参加が可能なのは，被害者，被害者の遺族，被害者の法定代理人である。
　被害者参加人は，公判出廷（同法 316 条の 34），検察官への意見申述（同法 316 条の
35），情状証人に対する尋問（同法 316 条の 36），被告人質問（同法 316 条の 37），意見陳
述（同法 316 条の 38　検察官の行う論告に相当するものであり，心情に関する意見陳述
とは別個のもの）である。
　公判出廷（同法 316 条の 34）とは，被害者参加人が法廷に在廷することである。被害
者参加人は，傍聴席ではなく，いわゆる「バーの中」で刑事裁判に関与することができ
る。また，在廷を可能とするために公判期日の日程について意見を述べることができる。
ただし，公判前整理手続の打合せ期日や整理手続期日については，法律上の明確な根拠が
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ない。そのため，裁判所の運用で差異があり，事実上出席を認める裁判所も出席を認めな
い裁判所も存在する。
　検察官への意見申述（同法 316 条の 35）とは，検察官に対して，一定の権利を行使す
ることまたは行使しないことについての意見を述べることである。意見申述に対しては，
検察官は回答する義務を負うことになる。意見申述により，被害者参加人にとって納得の
できない検察官の活動に対する追及が可能となる。なお，検察庁は，意見申述については
被害者参加をしているか否かにかかわらず受け入れる運用をしている。
　情状証人に対する尋問（同法 316 条の 36）とは，情状証人に対する情状に関する事項
についてのみ反対尋問を行うことである。情状証人に対する尋問を行うには，まず検察官
に対して尋問事項を明らかにした上で尋問の申出を行い，検察官を通じて裁判所に申請す
る。弁護人又は被告人の意見を聞いた後，裁判所の許可を得てから尋問を行う。弁護人主
尋問，検察官反対尋問の後に実施される。
　被告人質問（同法 316 条の 37）とは，被告人に対して質問を行うことである。情状証
人に対する尋問とは異なり，情状に関する事項に限られない。被告人質問を行うには，ま
ず事前に検察官に対して尋問事項を明らかにした上で尋問の申出を行い，検察官を通じて
裁判所に申請する。弁護人又は被告人の意見を聞いた後，裁判所の許可を得てから質問を
行う。弁護人主尋問，検察官反対尋問の後に実施される。情状証人に対する尋問とは異な
り，公判期日前に検察官との間で質問事項について打合せが行われるのが一般である（情
状証人に対する尋問は反対尋問のために事前に詳細な打合せが事実上できない）。
　意見陳述（同法 316 条の 38）とは，検察官の論告・弁護人の弁論に相当するものであ
り，事実又は法律の適用に関する意見陳述，被害者論告と呼ばれることもある。心情に関
する意見陳述は情状についての証拠となるが，当該意見陳述は飽くまで意見であり，証拠
とはなり得ない。意見陳述を行うには，検察官に対してあらかじめ意見陳述の要旨を示し
た上で申出を行い，検察官を通じて裁判所に申請する。弁護人又は被告人の意見を聞いた
後，裁判所の許可を得てから意見を述べることとなる。通常は検察官の論告の後，弁護人
の弁論の前に行われる。
　被害者参加人は弁護士に委託をすることができる。また，資力の乏しい被害者参加人に
は国選被害者参加弁護士制度により国費で弁護士を選定することができる。

４　損害賠償命令制度は，刑事裁判の結果をそのまま利用することで，簡易迅速に損害賠
償の請求をすることを可能とする制度である（犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため
の刑事手続に付随する措置に関する法律 17 条以下）。
　対象となるのは，被害者参加の対象事件から過失犯を除いた部分である。つまり，通常
の交通事故事案では損害賠償命令制度は利用できない。また，申立てが可能なのは，第 1
審が地方裁判所に係属している事件のみであり，第 1審が簡易裁判所に係属している事件
では損害賠償命令制度は利用できない（同法 17 条 1 項）。
　損害賠償命令の申立ては，刑事裁判の第 1審の弁論終結前までに行う必要がある。申立
書の記載内容は，予断排除の原則から必要最小限の内容に限られる（同法 17 条 1 項 2 項
3 項）。申立手数料は，1訴因当たり 2000 円である。
　損害賠償命令の審理は，刑事裁判手続中は一切進行せず，判決言渡しが終了してから手



― 53 ―

第１章　我が国の刑事政策の現状と問題点

続が開始する。なお，刑事裁判で無罪判決が出た場合には，損害賠償命令の申立ては却下
される（同法 21 条）。
　損害賠償命令の審理は，口頭弁論によらなくてよい（同法 23 条）。そのため，非公開の
審尋の手続で実施されるケースが多い。刑事裁判で利用した法廷でそのまま審尋を行うこ
ともあるし，別の部屋に移動して審尋を行うこともある。
　損害賠償命令手続は，刑事裁判の判決を言い渡した裁判体が審理を行う。そして，第 1
回目の手続は，被告人の出頭の確保のため，刑事手続の判決言渡しの後に行うことが義務
付けられている（同法 24 条）。
　手続はおおむね 4回程度の期日で終了することを予定しており，第 1回目の手続では，
申立人側の申立書の陳述，刑事裁判で採用された証拠のうち損害賠償命令手続でも利用す
る証拠の採用手続，申立人側の申立書の内容を補充する主張書面の陳述，相手方（被告
人）の答弁が行われるのが一般である。なお，相手方には答弁書の提出義務はない。
　審理を経た後に，決定の形式で裁判が行われる。
　決定に対しては異議の申立てが可能であり，異議の申立てがあった場合には，通常の民
事裁判に移行する（同法 27 条 28 条）。
　また，裁判所が審理に時間を要すると判断したとき，申立人側からの申出があったと
き，当事者双方の同意があるときには，損害賠償命令手続を終結させ，通常の民事裁判に
移行させることができる（同法 32 条）。
　なお，通常の民事裁判に移行した場合には，申立人は訴額に応じた申立手数料を納付し
なければならない（損害賠償命令申立ての際に納付した部分は控除される）。
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第２章　海外調査報告～ノルウェーの刑事司法

第１　はじめに
１　日弁連は 2004 年の人権擁護大会において，死刑執行停止法の実現等を求める決議を
採択し，その中で，我が国の死刑制度の問題点を種々指摘し，これらの問題点が抜本的に
解決されない限り，死刑の執行は許されないと訴えた。

２　しかし，その後も，日弁連が指摘した問題点が全く改善されない状況の下で，2009
年 10 月に NHKで放映された“未来への堤言”「犯罪学者ニルス・クリスティ～囚人にや
さしい国からの報告～」は，私たちに大きな衝撃を与えた。この番組は，「刑務所に拘禁
される囚人数が世界的規模で増え続けている。米国ではこの 40 年で 6倍，日本でも倍増
している。重罰化がもたらしたこの“囚人爆発”という現象に警鐘を鳴らし『このままで
は犯罪は減るどころか治安悪化の一途を辿り社会は崩壊する』と訴えるノルウェー・オス
ロ大学法学部教授の犯罪学者，ニルス・クリスティ氏に話をうかがう」として始まり，
「クリスティ教授は世界中の刑務所を訪れ，どんな人たちが，何を背景に罪を犯したかに
ついて調査し，囚人増の社会的背景を探り続けてきた。その結果，『囚人の大半は失業者
や障害者など社会からの“逸脱者”であり，全ての市民が裁判に参加し，“逸脱者”の実
態を知り，社会秩序を維持するために何をなすべきかを考えることだと訴える。」として
いる。

３　このNHKの番組に触発され，私たちは，シンポジウム第 1分科会のテーマ「私たち
は『犯罪』とどう向きあうべきか？」を考えるに至った。そこで，なんとしても，シンポ
ジウム当日にニルス・クリスティ教授に来ていただき，死刑も重罰もなくしたノルウェー
の経験をお話しいただき，私たちは「犯罪」とどう向き合うべきか，死刑のない社会をど
のように構想するかを考えたい，ということになった。

４　このような経緯から，加毛修本シンポジウム第 1分科会実行委員会委員長を団長とす
る同委員会委員 13 名は，2011 年 5 月 23 日から 26 日の 4 日間（現地時間），ノルウェー
（オスロ市内及びその近郊）において，ニルス・クリスティ教授に本シンポジウムにおけ
る基調講演を正式に要請するとともに，ノルウェーでは犯罪を犯した人の社会復帰のため
にどのような施策がなされているか，また，死刑についてはどのように考えられているか
などについての調査を行った。

第２　調査の概要
１　オスロ大学犯罪・法社会学研究所（オスロ市内）
　まず，前記クリスティ教授のお話を伺った後，法律扶助についてクリスチャン・アンデ
ナス教授から，Krom（クロム，詳細は後述）についてトーマス・マティーセン教授か
ら，被害者の権利についてOle Christian Hjemdal（オル・クリスチャン・イエムダール）
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氏（暴力と心的外傷ストレスの研究のためのノルウェーセンター）から，Juss-Buss（ユ
スブス，詳しくは後述）についてキルステン・ビキスナン・メイレイさん（ユスブス事務
局長）から，それぞれ説明を伺った。その概要は以下のとおりである。
（1）クリスティ教授は基調講演を快諾された後，死刑を中心とした話をされた。同教授に
よれば，第二次対戦中のドイツ占領下に，ノルウェーにも強制収容所が存在し，多くの
ノルウェー人が看守として使用されていたが，囚人を「野生動物」と考えていた看守は
囚人を殺害したのに対し，囚人がノルウェー語を話したら看守はその人を殺すことはで
きなかったという例を引き，人は，共鳴も理解もできない人を殺す，換言すれば，人を
人として理解し認識できれば，その人を殺さない，この点が死刑を語る際に最も本質的
で重要なことであるということを力説された。

（2）クリスチャン・アンデナス教授によれば，ノルウェーにおける法律扶助の概要は以下
のとおりである。
①　刑事事件については，ほとんど全ての刑事事件について無料で弁護人を付けること
ができる。
②　民事事件については，収入や資産状況により，無料の法律相談，代理手続を受ける
ことができ，中間層には割合的な援助を受けることのできる制度もある。
③　ただし，国に対する行政訴訟では法律扶助は利用できないという問題点があり，こ
の場合は，ユスブスを利用せざるを得ない。

（3）トーマス・マティーセン教授によれば，クロムの組織及び活動などは以下のとおりで
ある。
①　クロムは受刑者・元受刑者と教師・学者などから構成される団体で，1968 年に設
立され，マティーセン教授も設立メンバーの 1人であり，現在の会員数は 300 人であ
る。
②　クロムは刑務所改革についての様々な活動を行ってきたが，その中で，若年者に対
する拘禁施設を廃止させたこと，刑期を短期にさせ，受刑者数を大幅に減少させるな
どの成果を挙げた。
③　また，毎年 3日間，教師，社会学者，刑事学者などの専門家，元受刑者，刑務所当
局者などが集まって刑務所改革のための議論をしており（「山の会議」と呼ばれてい
る），既に 42 回開催された。

（4）イエムダール氏によれば，被害者の権利は以下のとおりである。
①　ノルウェーで被害者支援活動を行うのは，「健康保健センター」という公的機関で
ある。
②　2006 年に審議会が設立され，被害者の権利と地位を認めることなどが提言され，
続いて政府からも，被害者の権利や地位の向上が提言され，法改正作業が始まった。
③　しかし，現状は，後記の法務警察省での説明のとおり，被害者は刑事手続の当事者
としては扱われず，代理人依頼権（国の費用で），捜査を進めるよう要求する権利，
捜査情報を得る権利などが認められているにすぎない。
④　死刑の復活を望む意見は考えられず，多くの被害者は厳罰も要求していない。

（5）メイレイさんによれば，ユスブスの組織及び活動などは以下のとおりである。
①　ユスブスは 1971 年に設立された学生団体で，当初，バス（bus）を移動事務所に
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使用していたことから，象徴的に Juss（法）Buss（ブス）と呼ばれている。
②　組織的にはオスロ大学犯罪研究所の中に位置付けられているが，独立した団体で，
法務省やオスロ市からの資金や寄付金で運営しており，メンバーは 30 人である。
③　目的は公的な法律扶助サービスなどの拡大であり，入国管理，借家法，労働法，家
族法，刑務所などに関する事件について，無料相談，弁護士や薬物中毒者支援グルー
プの紹介などを行っている。

２　刑務所
（1）Semb（セム）閉鎖（高セキュリティ）刑務所，Drammen（ドランメン）閉鎖刑務
所，Berg（ベルグ）開放（低セキュリティ）刑務所（以上，いずれもオスロ市近郊），
Sandaker（サンダカール）開放刑務所（ハーフウェーハウス，オスロ市内）の各刑務
所を訪問し，施設内を見学するとともに，各施設の担当者から説明を伺った（ドランメ
ン以外は，受刑者を写さない限り，所内の写真撮影も自由であった）。

（2）セム閉鎖刑務所
　　被収容者には，刑の確定後すぐに収容される者と，他の閉鎖又は開放刑務所に移され
るために待機中の者があり，そのため，後述のベルグやサンダカールに比べて閉鎖的で
あるが，ドランメンよりは開放的であり（正門の向かい側には道路を隔てて小学校があ
る），学習や職業訓練のための施設もある。

（3）ドランメン閉鎖刑務所
　　主として未決勾留者を収容しており（日本の拘置所にあたる），そのためか警備は他
の刑務所に比較すれば厳重であり，内部での写真撮影も許されなかったが，学習や仕事
のための施設もあり，日本に比べればはるかに開放的である。

（4）ベルグ開放刑務所
　　一定の刑期を終了後，社会復帰前に収容される施設であり，セムより更に開放的で，
制服はなく，職業訓練，勉学，学校教育，資格取得などの社会復帰に向けた能力獲得の
ためのシステムも充実している。高い塀はなく開放的な環境で，パソコンの持込みも可
能であり，常時接触する職員は私服で，外部への通勤，通学，家族との交流なども可能
である。

（5）サンダカール開放刑務所（ハーフウェーハウス）
　　全国に 8か所ある最も開放的な刑務所の一つで，通常の集合住宅の 1階にあり，被収
容者は，日中は職場や学校へ行き，通常は，ここで数か月過ごした後，自宅拘禁となっ
て残りの刑期を過ごす。

３　法務警察省（オスロ市内）
　ここでは，ノルウェーの刑事司法や量刑手続，若年犯罪者の処遇，矯正サービスなどに
ついての説明を伺った。
（1）刑事司法
①　ノルウェーの刑事裁判は，1審では参審制，控訴審では陪審制（事実誤認）と参審
制（量刑不当）の双方が採られている。
②　ノルウェーの刑事手続は，職権主義と当事者主義双方の影響を受けているため，裁
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判官は当事者主義を採る欧米や日本より積極的に活動する。また，任命された後は，
その意に反して任地を変えられることはない。

（2）刑事制裁
　　ノルウェーでの刑事制裁は，社会内刑罰，罰金，条件付き拘禁，無条件拘禁などで，
刑期の最高は 21 年で，無期刑はなく，死刑についても完全に廃止された（1905 年に平
時の死刑が，1979 年に戦時の死刑が廃止された）。

（3）犯罪被害者
　　犯罪被害者は刑事手続の当事者としては扱われていないが，代理人依頼権（国の費用
で），捜査を進めるよう要求する権利，捜査情報を得る権利などが認められている。

（4）若年犯罪者の処遇
①　若年（成人年齢は 18 歳で，刑事責任年齢は 15 歳なので，問題となるのは 15 歳か
ら 17 歳までの処遇である）の子どもが犯罪を犯した場合，刑事司法と児童福祉のど
ちらが優先されるべきか（あるいは両者がいかに連携されるべきか）はケースバイケ
ースである。
②　ただし，現在の政権党である労働党は「子どもを刑務所に入れない」ということを
政策目標にしているので，これをいかに実現するかが法務警察省の課題であり，調停
委員会（後述）による解決もその一つである（子どもの同意があれば，子ども，親，
教師，被害者，児童福祉の担当者などでミーティングを開き，子どものための一定の
方策を合意し，合意が成立すれば刑事制裁は科せられず，合意に違反すればこれを科
せられる）。

（5）矯正サービス
①　閉鎖（高セキュリティ）と開放（低セキュリティ）の 2種類の刑務所があり，刑の
初めは閉鎖刑務所に入り，その後開放刑務所に移り，最終段階では，前記ハーフウェ
ーハウスでの生活や電子監視付きの生活が行われる。
②　ノルウェーにおける矯正制度の理念は，受刑者の自由を必要以上に剥奪せず，受刑
者に可能な限り，社会との関わりを保たせ，通常どおりの生活を維持させるというこ
とであり（訪問，電話，ラジオやテレビの使用等の社会情勢を知るために役立つ行為
も含まれる），そのゴールは，受刑者が二度と犯罪を犯さないように自主的な社会復
帰を促進することによって，国民の安全，再犯の防止を実現することにある。

４　国家調停委員会（オスロ市内）
（1）国家調停委員会は，クリスティ教授の提唱に基づき，いわゆる修復的司法（正義）の
実現のために法務省民事局の下に組織された団体で，2004 年からノルウェー全土に実
施された国家調停サービスを取り扱っている。

（2）刑事事件のみならず民事事件も取り扱うが，大多数は刑事事件（無条件拘禁刑が相当
な重大事件は除く）であり，開始には両当事者の合意を必要とする。

（3）調停での合意事項は，和解や被害弁償についてであるが，加害者に何らかの作業や寄
付をさせることなどが取り決められる場合もあり，2010 年度では，調停が開かれた事
件総数 6580 件のうち約 88％の事件で合意が成立し，その合意のうち 81％が実現されて
いる。
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５　ノルウェー弁護士会
（1）弁護士会は任意加入であるが，弁護士の約 90％（約 7200 人）が加入しており，役職
は会員の選挙で決まり，政府の干渉はない。

（2）その他，証拠開示の実態，刑事事件再検討委員会（イノセンスプロジェクト），取調
べの可視化（一部の重大事件で実施されている），予防拘禁の実態，逮捕，勾留手続な
どについてのお話を伺った。

第３　ノルウェーの刑事政策
１　ノルウェーの地理的状況等
（1）ノルウェーはスカンジナビア半島の西側，ヨーロッパの国々の北端に位置する。南北
に長い広大な国土を有し（南北約 2500km，東西の幅は約 6kmから 700km），面積はお
よそ 32 万 5000k㎡，人口はおよそ 450 万人である。広大な国土に極めて少ない人口が
居住している国であるといえる。

（2）ノルウェーの首都であり，最も大きい都市であるのはオスロである。
（3）ノルウェーは高い生活水準かつ資源豊かな国として，読み書き能力，教育，平均寿
命，GDPにおいてリストの上位に挙がる。

（4）ノルウェーは立憲君主制を採っており，国王ハーラル 5世は，主に，イェンス・スト
ルテンベルグ首相率いる内閣を通して行政権を行使するが，内閣はノルウェーの国会で
あるストーティングの信任に依拠している。

（5）ノルウェーは 2度ヨーロッパ連合への加盟を拒否しているが，欧州自由貿易連合のメ
ンバーにはなっており，通貨はノルウェークローネであり，1ポンドはおおよそ 10.15
クローネである。

２　拘禁刑の現状
（1）ノルウェーにおける人口 10 万人当たり被収容者数は，77 人であるが，これを国際的
に比較すると（ICPS World Prison Brief, May 2010），最も多いアメリカは 753 人，次
いでロシアが 603 人となっている（この両国は二大高拘禁率国家であるが，その傾向は
異なっており，ロシアは急激に被収容者人口を減らしているが，アメリカは依然として
増加傾向にある。なお，日本は 58 人である）。

（2）刑務所人口
①　2010 年度の平均収容人数は 3704 人であり，収容率は 95.5％となっている。2011
年 5 月現在の収容者の定員は 3830 人である。収容率はおおむね 93～95％と極めて高
い水準で推移している。
②　ノルウェーにおける未決被収容者の数は，2006 年には 569 人であったが，2010 年
には 976 人にまで増加しており，平均収容日数（未決拘禁期間を含む）も同様の理由
で増加傾向にある。しかし，この増加は外国人被収容者の増加によるものであり，ノ
ルウェー人被収容者のみに限れば，その人口は減少している。

（3）刑期
　　平均収容日数は 123 日であり，多くは軽微な犯罪で短期間服役し，全体の 71.6％が
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90 日以下の刑期である。

３　ノルウェーの刑事政策
（1）刑事制裁の種類
①　はじめに
　　現在，ノルウェーで用いられている刑事制裁としては，コミュニティ・センテンス
（＝Community Sentence，社会内刑罰）（全体の 7.3％），罰金（55％），条件付き（執
行猶予付）拘禁刑（24％），無条件（執行猶予なし）拘禁刑（24％）があり，最も多
いのが罰金である（ただし，罰金刑は他の刑罰に併科されることがあるので，各刑罰
の合計は 100％にはならない）。他にも様々な形態の刑事制裁があるが，それらは条
件付き拘禁刑のもとで行われる。2008 年には電子監視が導入された。電子監視につ
いては，これまで限られた僅かな地域でのみ実施しているため，昨年（2010 年）ま
での実施件数は少ないが，今年に入って対象を拡大しており，件数も増えてきてい
る。ノルウェーにおいては，電子監視は拘禁刑の一種と位置付けられている。
　　なお，深刻な犯罪を繰り返す人たちに対する特別な制裁として，裁判所が，受刑に
よる効果が上がっていないと判断した場合には，社会に対する危険を考慮して収容期
間を延長することができるという制度がある。当該制度が適用されている典型的な例
は児童虐待の加害者の場合である。
②　コミュニティ・センテンス（社会内刑罰）
　　保護観察部門が実施する大きな刑罰としてコミュニティ・センテンスがある。これ
は，裁判所が拘禁刑を科す代わりに，一定時間数の社会内での活動を言い渡すもので
ある。伝統的には無償の奉仕活動であったが，6～7 年前に改革を行って，保護観察
所が別の様々な活動プログラムを提供できるようになった。社会復帰のためのプログ
ラムへの参加や，精神科医の元へ行くといったプログラム内容が一般的なものであ
る。
　　保護観察部門はプロファイリングの専門家集団であり，個人のニーズに応じたプロ
グラムを編み出している。保護観察部門は，裁判所の判断の素材となる調査報告書
（判決前調査）も作成して提出し，裁判所に重用されている。こうした点からも，刑
事司法制度全体の中で保護観察部門が信頼を得ることとなっている。
③　条件付き拘禁刑
　　条件付き拘禁刑の中には，ドラッグコートでのプログラムなどが含まれる。これ
は，長期間拘禁する代わりに，社会内で処遇プログラムを受けるというものである
が，対象となる薬物依存者の数は非常に限られている。対象者は，薬物に関連した多
くの犯罪をしており，裁判所が通常の拘禁刑よりも良い解決になると判断した場合
に，ドラッグコートへと送られる。
　　アルコール等の影響下での自動車運転に対するプログラムという条件付き拘禁刑も
ある。伝統的には，多くの犯罪者が飲酒運転によって短期自由刑を受けてきたが，犯
罪者が自ら抱えるアルコールや薬物の問題を認めている場合，裁判所は，刑務所に送
るよりも社会復帰プログラムとして適切だと判断すれば，この条件付き拘禁刑を選択
することができる。この場合は保護観察部門が刑の執行に責任を持つ。
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④　無条件拘禁刑
　　刑事施設は高セキュリティ施設と低セキュリティ施設の 2種類あり，両者の間には
大きな違いがある。ハーフウェーハウスと呼ばれる施設は低セキュリティ刑務所であ
り，受刑者は施設から社会内での仕事に出かけたり，学校に通ったりしている。この
タイプの施設は刑期の最終段階で用いられるもので，受刑者は，高セキュリティの施
設で一定の期間を過ごし，進歩を示した後，低セキュリティ施設へと移行する。刑期
の最終段階では，こうした開放型の施設か，あるいは，電子監視による自宅拘禁とい
う形が採用される。
　　電子監視も拘禁刑の一形態であり，保護観察部門によって実施される。2008 年の
導入以後，規模が拡大している。拘禁刑の執行等に関する法律 16 条では，刑務所外
での刑の執行について定めており，刑務所に拘禁されていた人が釈放前に電子監視な
しの自宅拘禁刑に付される場合もある。
　　また保護観察部門では，多くの条件付き釈放（仮釈放）者（その条件は保護観察部
門が決定する）を担当している。

４　ノルウェーの刑事処遇の現状
（1）矯正局
①　矯正制度の理念
　　矯正局は，以下の諸点を考慮の上，未決拘禁及び刑罰の実施に責任を持つ。
・全ての市民の安全
・再犯を防止するための取組
・犯罪者たちが，自らのイニシアティブで犯罪的な行いを変えられるようにすること
　　矯正局は，刑を執行する責任を負うが，それだけではなく，受刑者が二度と犯罪を
犯さないように自主的な社会復帰を促進することによって，国民の安全，再犯の防止
を実現していくことを目的とする組織である。
②　矯正局の組織
　　矯正行政の中心を担う法務省については，数年前，組織改革が行われ，幾つかの部
局がより独立性の高い組織とされた。例えば警察は依然として法務警察省の一部では
あるが，警察それ自体が巨大な一部門となっている。また，司法行政はトロンハイム
に置かれている。しかし，矯正行政は依然としてここ矯正局で行われている。
　　全国を 6つの管区（北部，東北部，西部，東部，南部，南西部）に分けた上で，中
央管理部門をオスロに置いている。これについては長年にわたり議論が重ねられてき
た。
　　現在，全国に 50 か所の刑務所があり，44 か所の保護観察所がある。オスロには矯
正職員の教育施設（スタッフ・アカデミー）があり，全ての矯正職員は最低 2年間，
ここでの研修を経なければならない。また別途，情報通信技術部門を置いている。最
も小さい北部の刑務所では 12 人，オスロ刑務所は 392 人を収容している。
③　矯正局のスタッフ
ア　刑務所の職員数は約 3400 人，保護観察所の職員数は約 300 人で，スタッフ・ア
カデミーと情報通信部門には，研修生も含めて 450 人がいる。そのほか，矯正局の
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職員ではないが，医師，歯科医，教師，図書館司書，心理学者など様々な専門家が
刑務所で働いている。これは，ノルウェー矯正局のサービスの特徴でもある。かつ
ては全ての専門職が矯正職員として働いていた。しかし，被収容者は刑務所外の
人々と同等の権利を享受するように制度改革を行い，現在のようなシステムをとる
ようになった。したがって，例えば医療や教育を司る省庁が，自ら直接，被収容者
に対しても責任を負うことになっている。これにより，政府内部での緊密な協力関
係が必要になった。
イ　スタッフ・アカデミーには，毎年約 180 人が新規に入所し，矯正現場で働く職員
は全てここでの研修を経る必要がある。矯正職は人気が高く，採用試験においては
5人に 1人しか合格できない。採用段階では厳しいスクリーニングを行い，学業成
績だけではなく，人格面・資質等も審査する。刑務所での仕事は特殊なものであ
り，それに適切に対応できる人を選定している。ノルウェー矯正局は，世界でも最
も優れた研修を行っていると自負している。
ウ　刑務所でなされる様々な仕事の中で，矯正職員は被収容者の社会復帰にとって，
最も重要な役割を担っている。刑務所では，一人の職員が数名の被収容者を担当す
る，パーソナル・オフィサー制度をとっている。その職務において最も大切な要素
は，職員と被収容者の間の信頼関係であり，職員はある種のメッセンジャーとして
様々な可能性を被収容者に伝え，また，社会復帰のための処遇を直接担当する。こ
うした社会復帰処遇や，関連するマネジメントの技術等については，職に就いた後
に，更にスタッフ・アカデミーでの研修を積むことになる（なお，保護観察部門の
職員については別の研修を行う）。また，パーソナル・オフィサー制度の一環とし
て，被収容者それぞれがどのように更生を図り，かつ，出所後に社会でどのように
働くか，という将来計画を立てる。もっとも，常に期待どおりに計画がうまくいく
わけではなく，議論の余地のあるところである。

（2）処遇
①　未決拘留
　　ノルウェーでは未決被収容者も受刑者と同じ施設に収容している。平均未決拘禁日
数，新規未決被収容者数，拘禁期間に占める未決拘禁日数の割合（％）のいずれもが
上昇していることが，統計上みてとれる。裁判所が未決拘禁を科す件数が増えている
が，これは外国人の増加と関連していると考えられる。外国人は一般的に逃亡の恐れ
が高いとみなされやすいので，より未決拘禁の対象となりやすいためである。さら
に，外国人については捜査に時間がかかるため，未決拘禁日数の長期化につながって
いる。こうして，全拘禁期間に占める未決拘禁の割合も大きくなっていく。
　　未決被収容者は受刑者と同様の権利を有している。しかし，裁判所が一定の制限を
科す傾向があり，その典型的なものが，他の被収容者との接触禁止である。これによ
って，全ての種類の所内活動が不可能となるため，ヨーロッパ拷問防止委員会
（CPT）をはじめ国際的に繰り返し批判を受けている。
②　外部との関わり
　　ノルウェーの矯正処遇においては，服役中も可能な限り外部との接触を維持するこ
とが重要であると考えられている。外部社会との接触を保つための制度として，外
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出，付添い付きの外出，早期釈放，面会がある。ノルウェーにおいては，施設収容は
それ自体，被収容者に悪影響を及ぼすものであると考えられている。したがって，こ
れらの制度は社会復帰に資するというよりは，むしろ拘禁の悪影響を減少させるため
のものであるともいえるが，社会復帰に資する要素であることも間違いなく，誰と面
会するかについては相当の注意が払われている。良い影響を与える社会的ネットワー
クとは接触を保つことができるが，悪影響をもたらす場合にはコントロールされるよ
うになっている。
③　外出等に伴うリスク
　　高セキュリティの刑務所からの逃走者も若干名いる。職員による付添い付き外出の
際に逃走する場合もある。しかし，付添い付き外出の総件数自体が 2010 年には 2万
1844 件にも上っており，そのうち 7人が逃走したにすぎない。ノルウェーにおいて
は，この点について，ほとんどが逃走しないという事実を重視し，そもそも初めから
付添いが必要ではなかったのではないか，という議論が起こっている。また他方で
は，付添い付き外出をもっと増やすべきだという議論も交わされている。しかし，ノ
ルウェーにおいては，一般的に，外出という制度の運用にはリスクが伴うという事実
が広く受け入れられる傾向にある。

５　ノルウェーの刑事政策の発展
　2009 年 4 月，ノルウェー矯正局は議会に対して改革提言の白書を提出した。その主要
なポイントは，社会への再統合の保障，ノーマリティの原則，拘禁を減少させ拘禁代替措
置を増加させること，及び修復的司法である。
（1）社会への再統合の保障
①　どの国でも共通だが，刑務所には一定の傾向の人たちが入ってくる。すなわち，入
所時には無職で，貧困，住居がなく，慢性的な疾患など一般市民に加え極めて劣悪な
健康状態にあり，薬物やアルコールの問題を抱えているという人々である。多くは，
刑務所に入る前に，児童福祉をはじめ様々な公共サービスの対象となってきた人たち
である。もちろん，全ての被収容者がこれらの問題を全部抱えているというわけでは
ないが，全体的にみれば，非常に多くの人々がこうした問題を抱えており，社会への
復帰ということを考える場合，これらの問題には留意が必要である。白書の中ではこ
れを「社会への再統合の保障」と呼んでいる。上記に教育・医療等，矯正サービスの
外からの公共サービスについて説明したが，実際に釈放された後の社会で何が起こる
かが極めて大きな問題である。
②　ノルウェーは高度に発展した国で医療・福祉など各種の社会サービスを受ける権利
が保障されているので，「社会への再統合の保障」は，被収容者に特別の，新たな権
利を付与しようというものではない。しかし，被収容者が実際にそうした権利を得ら
れるように政府内で各当局が協力する必要がある。刑務所の中では各種サービスを担
う人々が様々な訓練等を実施しているが，それが出所後も継続される必要がある。出
所者の再犯防止を真剣に考えるならば，出所時に住む場所があり，職があり，一定の
収入を得ることができるということが必須になるのであって，提言はこのような視点
を重視して行われたものである。
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（2）ノーマリティの原則
①　この白書では，「ノーマリティ（正常）の原則」を掲げている。やや奇異に聞こえ
るかもしれないが，拘禁というものは絶対に必要なものではないと考えている。刑罰
は自由の剥奪であるが，それは誰もが塀の中に閉じ込められなければならないという
ことを意味するものではない。ノルウェーにおいては，受刑者は「クライアント」と
呼ばれているが，そのほとんどは，裁判で実刑判決を受けたあと，逃走しようなどと
は考えておらず，刑期を全うして社会に戻ろうとしている。これは，より多くの受刑
者が，セキュリティレベルの非常に低い刑務所で処遇され得るということを意味して
いる。
②　理論的にも，出所後に遵法的な生活を送れるように訓練しようとするならば，刑務
所はそうした訓練にふさわしい環境でなければならない。刑務所等の施設に入るとい
うことは，自分に対して負うべき責任を奪われるということであり，他者の指示にし
たがって行動することになる。ノルウェーにおいては，被収容者たちに，何が彼ら自
身の責任であるかを自覚し，そのために必要なトレーニングをしていくことが重要で
あると考えられている。もちろん，それを拘禁刑の期間中に行うことは，容易なこと
ではないが，ノルウェーのいくつかの刑務所では，既にこうした取組が相当程度なさ
れている。
③　現在，受刑者の多くは短期刑受刑者であるにもかかわらず，刑務所の過半数は高セ
キュリティ施設である。こうした受刑者たちは，判決後直ちに刑務所に行くのではな
く，収容されるまでの間，社会内で待機し，呼出しを受けて出頭し，受刑することに
なる。3～4か月の無条件拘禁刑の判決を受けた後，さらに 3～4か月，受刑までの間
待機する必要があるのである。言い換えれば，その待機期間中は自由でいることがで
き，家族や仕事その他について様々な準備をすることができるが，一旦受刑者となる
と，高セキュリティの刑務所に入れられるのである。ゆえに「ノーマリティの原則」
が必要なのであり，可能な限り，被収容者は面会，外出，電話を含む社会との接触の
機会を与えられ，かつラジオやテレビ，新聞など，社会で広く生じている出来事を知
ることのできる手段へのアクセスが与えられなければならない。
④　社会関係もたいへん重要であり，良好な社会関係を維持することが必要になる。ノ
ルウェーの矯正局は，社会との接触の機会を増加させるよう努めており，面会に来た
家族が 1～2日滞在できる刑務所もある。

（3）拘禁代替措置の増加
　　ノルウェーにおける拘禁刑の執行には様々なバリエーションがある。白書において
も，政府は拘禁に代わる制裁を増加する必要性が示されており，実際に増加することが
示されている。また，現在のところ余りうまくいっていないが，コミュニティ・センテ
ンスも増加させる必要があると考えられている。
　　その他，白書の中では，修復的司法の重要性についても記述されている。

６　ノルウェーの犯罪状況
（1）近年，ノルウェーにおける最も大きな懸念事項は，外国人の急増，それによる受刑者
の増加，矯正指導の困難にある。ノルウェーの犯罪の発生業況は安定しており，むしろ
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一定の領域においては減少傾向にあるにもかかわらず，統計に表れているように外国人
被収容者は増加しており，単に人数の増加にとどまらず未決拘禁期間の長期化，受刑期
間の長期化につながっている。ゆえに，経済状況は良く，雇用も安定し，犯罪は減少し
ているにもかかわらず，被収容者数は増加しているという状況にある。これは政策を進
めていく上で大きな問題である。

（2）再犯に関する調査は極めて困難であるが，最近の北欧諸国における再犯率に関する研
究では，ノルウェーは他の北欧諸国に比べて再犯率が低く，2年間で再犯に及んだ者は
23％という結果であった。これは欧州諸国の中でも，極めて低い数字であり，ノルウェ
ーが，一定の正しい政策を進めているということがいえるだろう。

７　ノルウェー刑事司法のこれからについて
（1）現在，ノルウェーの政治で問題とされているのは，外国人被収容者であり，外国人被
収容者の増加問題が，ノルウェーにおける矯正制度の基盤をも掘り崩す状況にあるとい
える。すなわち，外国人被収容者は，軽微な犯罪であっても拘禁刑を言い渡され，高セ
キュリティの刑務所に収容される傾向がある。一般論としては拘禁代替措置の活用が言
われるが，実際には受刑者の多くは外国人であるという理由により，その適用を受ける
ことができない。また，刑務所の中では様々な社会復帰処遇を行うが，言葉の違う被収
容者にそうした処遇を実施することは極めて困難である。また，釈放後の生活のための
準備を行うにしても，外国人の場合には多くが国外追放となり，これは非常に困難な問
題である。

（2）現在のところ，この対策として唯一とられた新たな政策は，出身国への受刑者移送の
活用であり，2010 年に移送した受刑者は 40 人であるが，現在もノルウェーには約 1000
人以上もの外国人被収容者がいる。

（3）さらに，この問題は国際的な動向と直接かかわってくる。すなわち，欧州全体でも被
収容者人口は増加傾向にあり，先日，アメリカでは，連邦最高裁が，カリフォルニア州
の過剰収容により違憲状態にあるとして，刑務所人口を 4万人減らすべきとの判決が出
された。アメリカでは単純に人々を拘禁するという政策をとり，有効な社会復帰処遇は
実施してこなかった。結果としてそれは，刑務所システムが過剰な負担にあえぐことと
なり，制度全体を崩壊させ，そして経済的にも破綻をきたすまでの状況に至った。

（4）ノルウェーの矯正局は，ヨーロッパの状況は，アメリカほど深刻ではないが，それで
も主として外国人被収容者の増加によって過剰収容が進行していると考えている。この
状況が社会復帰処遇を困難にし，それが再犯率の高さにつながり，また，経済危機が犯
罪の増加を生むということになるのである。

（5）また，歴史的にみれば，経済的危機に陥れば，政府は刑務所サービスへの投資を控え
るようになる。したがって，現在のヨーロッパの状況は，刑務所運営にとって極めて厳
しいといえる。例えば，多くのヨーロッパ諸国は受刑者移送に積極的に取り組んでいる
が，問題は，受け入れる国の側に収容能力がないということである。よって，論理的帰
結としては―このように述べることは議論を招くであろうが―実際には受刑者移送はほ
とんど実現しないだろうと予想される。しかも，ヨーロッパの経済状況は悪化してお
り，また別の新たな対策がとられることになるかもしれない。
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（6）以上のような状況の下で，ノルウェーにおいても刑務所人口を減らすためのアイディ
アはどんなものでも検討していくべきであると考えられている。現在，ヨーロッパの各
地で様々なイニシアティブや協力体制がとられており，プロベーションについても協力
組織ができているが，ノルウェー矯正局は，刑務所サービスのヨーロッパ組織を作ろう
と働きかけている。

（7）しかし，英国で行われた会議では，英国では新政権による刑務所関連予算の大幅な削
減が実施され，刑務所サービスは予算の 25％を削減されたことが報告された。このよ
うな状況では，皆が智恵を寄せ集めなければならないとノルウェー矯正局では考えてい
る。例えば刑務所内の労働力や設備に着目して各国間で協力し，刑務所内での製造にか
かるコストを節減する，といった制度である。この先将来にわたって，制度を効果的に
運営していくためのイニシアティブが必要となってくるであろうことは間違いない。

（8）社会復帰政策のためには投資が必要だが，それに必要な公的資金を導入できるかとい
うと難しいのが現状であり，ノルウェーにおいても，今後の矯正制度を運営していく上
では多くの困難が待ち受けていると考えられている。

第４　ニルス・クリスティ教授
１　ニルス・クリスティ教授は，1928 年にオスロで生まれた社会学者，犯罪学者で，
1966 年以来，オスロ大学教授である。龍谷大学法科大学院の石塚伸一教授によれば，ク
リスティ教授は，1970 年代には，「アボリショニズム（刑務所廃止論）」の首唱者であり，
北欧犯罪学派の旗手として，世界の犯罪学をリードしてきた。その主張の特徴は，暴力的
な犯罪対策を鋭く批判し，人間と地域社会を大切にする刑事政策を提唱するところにあ
り，厳罰主義的抵抗を強くしてきた刑事政策の代替策として，世界の犯罪学の注目が集ま
っている，とのことである。クリスティ教授の著者は多くの国で翻訳されており，我が国
でも，「刑罰の限界」（1981 年），「司法改革への警鐘―刑務所がビジネスに」（2002 年），
「人が人を裁くとき―裁判員のための修復的司法入門」（2006 年）が出版されている。

２　クリスティ教授の話
　5月 23 日，私たちは，予定の午前 10 時より 30 分ほど早く，指定されたオスロ大学犯
罪学研究所に到着した。ちょうどニルス・クリスティ教授も，本格的なサイクリングヘル
メットを着用し，自転車で同研究室に来られたばかりであった。早速，2階の落ち着いた
雰囲気の会議室に案内された。クリスティ教授は，私たちを窓辺に呼び，「あれが王宮で
す」「あれが世界一のスキージャンプ台です」などと言って，気さくに案内してくれた。
私たちは，改めて，緑の山々に囲まれた美しいオスロの街を見下ろした。

３　クリスティ教授は，東日本大震災を大変深刻に受け止めており，その中で，皆さんが
しっかりと落ち着いた行動をとられていることに，社会学者として，敬意を表する，とい
う言葉で話を始めた。そして，ノルウェーの文化を紹介すると言って，堅パンとリンゴを
取り出して，これを食べて 1日を過ごす，デンマークやスウェーデンのようにいろいろな
ものを食べることはない，と話した。事前の情報では，ノルウェーは，1 人当たりの
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GDP が日本の 2倍もある豊かな国であり，世界屈指の福祉国家である。そのノルウェー
の意外な一面であったが，豊かだからこそ，贅沢ではない本当の幸せを追求できるのだと
いうことを実感させられた。

４　続いて，クリスティ教授は，犯罪学の専門家として何でも答える準備があるので，私
たちに対して，何に関心があるのかを話してほしいと尋ねた。それに応えて，加毛修実行
委員長から，今年 10 月 6 日のシンポジウムに是非ご出席いただきたいこと，日本の実情
を説明した上で，犯罪者の処遇，死刑廃止の犯罪状況への影響，その他の多くの質問に答
えていただきたいと話した。クリスティ教授は，シンポジウムへの出席を快く了解された
上で，本題に入った。

５　死刑制度の根底にあるもの
　クリスティ教授は，ノルウェーも日本も，殺人事件の数が少ないことから，現在は非常
に平和な社会だということを確認した。その上で，ノルウェーは，ずっと平和な状況であ
ったわけではないとして，第二次大戦中のドイツ占領下のノルウェーに存在した強制収容
所の例を挙げて，死刑制度の根底にある思想問題について話された。

＜クリスティ教授＞
　1942 年，ノルウェーの北部に，ユーゴスラビアから 900 人の囚人が連れてこられた。
ヒトラーの「夜と霧の作戦」の結果，強制収容所が作られたのだ。そのうち戦後も生き延
びた人は 250 人のみであった。後に，その強制収容所では多くのノルウェー人刑務官・看
守が使われていたということが分かった。我々にとっては非常に道徳的なショックであっ
た。この平和な国家において，そのようなことがどうして起こるのであろうかと。
　当時，社会学の学生であった私はアンデナス教授から「どんな人が人を殺せるのか調べ
てみないか」と言われて，研究する事になった。私は強制収容所で働いていたノルウェー
人にインタビューした。殺害に関与した 50 人と関与しなかった 300 人がいた。「私はなぜ
殺したのか？」とは聞かず，「このユーゴラスビアから連れてこられた人々というのはど
ういう人々だったのか？」と聞いてみた。すると，見事に，全然違う二つの像が浮かんで
きた。
　ドイツ軍の司令官たちは「このユーゴスラビアから連れてこられた人々というのはバル
カン半島から連れて来られた野生動物だ」と言い聞かせていた。そのため，ノルウェー人
も「バルカンでは人が殺しあっている。強制収容所にはそういう野生動物がいるだろう」
と思っていた。そして，強制収容所はひどい状況にあり，トイレはなく，体を洗う可能性
もなかった。被収容者たちはひどい臭いがしており，傷には臭い膿もたまっていた。目の
前にパンが一箇落ちていると，仕事を放り出してパンに飛びつくという状況だった。
　しかし，そういう状況を見ても，そういう状況に置かれているからそうなのだと理解す
る人たちもいた。
　私は，偶然，生き延びたユーゴスラビア人に会って，話を聞く事ができた。彼は，港
で，ノルウェー語・ドイツ語の辞書を拾った。ユーゴラスビアで教師をしていた彼は，ド
イツ語ができたので一生懸命に勉強した。6月頃で白夜であり，明るい夜に彼はノルウェ
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ー語を勉強する事ができた。その結果，彼の命を救う出来事が起きたのだ。
　彼らは，銃を持つ 2人の看守に監視され，道路建設工事に駆り出されていた。彼らは死
を覚悟していた。1人の看守がもう 1人に「お前マッチもっているか」ときいたところ，
もう 1人の看守は「持っていない」と答えた。そのときに，ユーゴスラビア人がノルウェ
ー語で「私はマッチを持っている」と突然言ったのだ。その一言を言ったがゆえに彼の命
が助かった。それまで，看守たちはずっと，ユーゴスラビアの人々を，言葉も喋ることが
できない，何も意思を伝えることができない，そういう野生動物，しかも危険な野生動物
の集団だと思っていた。それが，突然，ノルウェー語を話すことができる人間になったの
だ。看守たちに「私は，いつも人を殺したりしないじゃないか」「ノルウェーでは人殺し
なんてしないじゃないか」という通常の価値観が動員された。こうして彼は殺されずにす
んだ。
　強制収容所で働いていたノルウェー人の話を聞いた時，殺害に関与したグループの人は
ユーゴスラビアから連れてこられた囚人たちの家族の写真を見たことがない，どういう人
達だったのか知らない，と言っていた。それに対して，殺害に関与しなかったグループの
人は，家族の写真を見たり，夜中に歌っているのを見たり聞いたりして，ユーゴスラビア
の人々を身近な人間として見るようになっていった。
　これこそが，私は，死刑を語るときに最も重要な，本質的なことではないかと思う。
人が人を殺すときは，自分と共鳴できない，理解できない人を殺す。そういう人は殺しや
すい。そうであれば，その人が，訳の分からない人間ではなく，自分と同じ人間なのだと
分かった瞬間に，普通の平和的な生活をしている普通の感覚が戻ってくる。人が親しくな
っていくと，私たちは人間として認識され，他の人も人間として認識される。人間がお互
いに傷つけあう野生動物だなんていうのは真実ではない。これが，犯罪学者としての私の
経験の中核をなすものだ。
　これは弱肉強食の考え方に反するものだ。人間の進化を一番強い者の進化とみる代わり
に，私たちは，どのような社会の仕組みが，人々が互いに協力することを可能にするのか
を見るべきだ。日本は，いろいろな方法でこれを行う能力があるのではないか。
　ノルウェーの人々は，幼すぎるほど人を信用しすぎると新聞に書かれている。これは美
しい，誇りに思うことだ。私たちは，ヨーロッパで一番人を信頼する国だ。
　我々は平等主義的要素を社会に残そうと努力している。なぜなら平等主義的な性質は相
手を見ることを可能とするからだ。

６　最後に
　第二次世界大戦後ノルウェーは何人かの死刑を執行している。しかし，処刑することが
だんだんと苦しくなり，とうとう処刑できなくなった。そして，死刑執行はなくなった。
死刑とは人を殺すことだが，拘禁もその人の一部を殺すものだと考えている。その人の人
生の一部を殺すものだ。
　日本は拘禁率が非常に低く，ノルウェーよりも低いということにびっくりしたが，素晴
らしいことだ。我々も見習うべきものである。
　刑罰とは文化や価値観の問題である。拘禁率は犯罪発生率の問題ではなく，国の考え
方，政策の問題なのである。
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第５　まとめ
１　前記のように，ノルウェーには死刑も無期懲役もなく，刑務所も，その収容の目的に
応じ，警備や自由制限の程度は異なるものの，日本の刑務所に比較すれば極めて開放的で
ある。

２　そこでは，被収容者に可能な限り，通常通りの生活を維持させ，二度と犯罪を犯さな
いように自主的な社会復帰を促進することによって，国民の安全，再犯の防止を実現する
というノルウェー矯正局の理念，更にはこの基礎にあるクリスティ教授の「厳罰化，重罰
化は治安の悪化をもたらすだけである。」という思想が貫徹されている。

３　このようにして，ノルウェー調査により，我々は，死刑も重罰もない国が，「犯罪」
とどう向き合っているかを知り，これにより，本シンポジウムのテーマを考えるについて
の大きなヒントを得ることができたのである。
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第１　国内・国外の動き
１　国内
（1）死刑をめぐる日本の法制度
①　死刑を法定刑とする犯罪
　　我が国の現行法では，次のとおり 18 の犯罪において，死刑を法定刑として定めて
いる。刑法 77 条（内乱罪），同 81 条（外患誘致罪），同 82 条（外患援助罪），同 108
条（現住建造物放火罪），同 117 条（激発物破裂による現住建造物等損壊罪），同 119
条（出水による建造物等浸害罪），同 126 条（汽車転覆等致死罪），同 127 条（往来危
険による汽車転覆等致死罪），同 146 条（水道毒物等混入致死罪），同 199 条（殺人
罪），同 240 条（強盗致死・殺人罪），同 241 条（強盗強姦致死罪），爆発物取締罰則
1条（爆発物使用罪），決闘罪に関する件 3条（決闘殺人罪），航空機の危険を生じさ
せる行為等の処罰に関する法律 2条（航空機墜落致死罪），航空機の強奪等の処罰に
関する法律 2条（航空機強取等致死罪），人質による強要行為等の処罰に関する法律
4条（人質殺人罪），組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 3条（組
織的殺人罪）。
②　死刑確定者の処遇に関する法制度
ア　死刑確定者の処遇の原則
　　死刑確定者の処遇については，刑法 11 条 2 項にて死刑確定者（死刑の言渡しを
受けた者）はその執行に至るまで刑事施設に拘置することとされる。旧監獄法 9条
では，未決の被拘禁者の処遇に準ずると定められていただけであったが，刑事収容
施設及び被収容者等の処遇に関する法律 32 条で，死刑確定者の処遇に当たって
は，その者の心情の安定を得られるようにすることに留意することが原則として定
められ，死刑確定者に対して必要に応じ，民間の篤志家の協力を求め，その心情の
安定に資すると認められる助言，講話その他の措置を執るものとされている。
　　なお，次に述べるとおり，旧監獄法に比し，刑事収容施設及び被収容者等の処遇
に関する法律によって，死刑確定者の処遇に関する具体的な定めがなされたが，そ
の現実の運用も含めて，後述のとおり問題点はまだ多い。
イ　死刑確定者の処遇の態様
　　死刑確定者の処遇の態様については，同法 36 条にて，居室外において行うこと
が適当と認められる場合を除き，昼夜，居室において行うこととされ，居室は単独
室と定められている。また，死刑確定者相互の接触については，前述の死刑確定者
の処遇の原則（同法 32 条 1 項）に照らして有益と認められる場合を除き，禁止さ
れている。
ウ　外部交通（面会）
　　死刑確定者の面会について，刑事施設の長は，死刑確定者に対し，次に掲げる者
から面会の申出があったときには，外国語の場合の翻訳費用を負担しないとき，又
は懲罰により禁止されている場合を除き，面会を許すものと定められている（同法
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120 条 1 項）。
・死刑確定者の親族
・婚姻関係の調整，訴訟の遂行，事業の維持その他の死刑確定者の身分上，法律上
又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
・面会により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる者
　　なお，死刑確定者に対して，ここに掲げる者以外の者から面会の申出があった場
合，刑事施設の長は，その申し出た者との交友関係の維持その他面会することを必
要とする事情があり，かつ，面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生
ずるおそれがないと認めるときは面会を許すことができると定められている（同法
同条 2項）。
　　死刑確定者との面会の際，刑務官の立会いについては，刑事施設の長は，その指
名する職員に，死刑確定者の面会に立ち合わせ，又はその面会の状況を録音させ，
もしくは録画させるものと定められている。ただし，死刑確定者の訴訟の準備その
他正当な利益の保護のためその立会い又は録音若しくは録画をさせないことを適当
とする事情がある場合において，相当と認めるときはこの限りではないとされてい
る（同法 121 条）。
　　同法では，そのほかに，面会の一時停止及び終了等の定め（同法 122 条）や，未
決拘禁者としての地位を有する死刑確定者の面会に関する定め（同法 123 条）が存
する。
エ　外部交通（信書の発受）
　　死刑確定者の信書の発受について，刑事施設の長は，死刑確定者に対し，前述の
面会が許される者との間で発受する信書について，信書の内容による差止等がある
場合（同法 141 条），外国語の場合の翻訳費用を負担しないとき，または，懲罰に
より禁止される場合を除き，信書を発受することを許すものと定められている（同
法 139 条 1 項）。
　　なお，これ以外の信書の発受であっても，刑事施設の長は，その申し出た者との
交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり，かつ，面会により刑
事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認めるときは信書の発
受を許すことができると定められている（同法同条 2項）。
　　信書の検査について，刑事施設の長は，その指名する職員に，死刑確定者が発受
する信書について検査を行わせるものと定めている。なお，次に掲げる信書につい
ては，刑務官の検査は，これらの信書に該当することを確認するために必要な限度
において行うものとされている。ただし，弁護士との間で発受する信書について
は，刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別
の事情がある場合は，この限りでないとされている。
・受刑者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
・受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を
行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書
・受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士
法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士（弁護士法人を含む）との間で
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発受する信書
　　同法では，そのほかに，未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者の信書の発
受に関する定め（同法 142 条）が存する。

③　死刑執行に関する法制度
ア　絞首による執行
　　刑法 11 条 1 項は，死刑は，刑事施設内において，絞首して執行すると定められ
ている。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 178 条にて，死刑は，刑
事施設内の刑場において執行すると定め，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法
律に規定する休日，1月 2 日，1月 3 日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日に
は，死刑を執行しないと定められている。
　　死刑執行は，地下絞架式，すなわち，踏み板を床面の高さに設置し，上から下げ
られた絞縄を首にかけ，ボタンの操作によって踏み板を外し，地下に落とし込んで
絞殺する方式が採られている。この方法は明治 6年の太政官布告 65 号に基づくも
ので現在でも有効とされている（最高裁判昭和 36・7・19 刑集 15-7-116）。しか
し，死刑の執行に関して，現在，現実に執行されている方法は，絞首（首を絞めて
殺す）ではなく，縊首（首を吊って殺す）であるとの問題点が指摘されている。
　　また，監獄法が改正された後も，現実に誰が死刑を執行するかについては，法律
の定めがない。慣例として，拘置所の職員が行っているのが現実である。
イ　死刑執行の手続
　　死刑の執行は法務大臣の命令によることとされ（刑事訴訟法 475 条 1 項），この
命令は，判決確定の日から 6か月以内に行わなければならないとされる。ただし，
上訴権回復若しくは再審の請求又は恩赦の出願若しくは申出がされ，その手続が終
了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間
は，これをその期間に算入しない（同法同条 2項）。しかし，これらの事由は 6か
月が経過した後には，いずれも死刑執行の阻害事由とはなっていない。なお，この
6か月間という期間は訓示規定と解されている。
　　法務大臣が死刑の執行を命じたときは，5日以内にその執行をしなければならな
い（同法 476 条）。そして，死刑は，検察官，検察事務官及び刑事施設の長又はそ
の代理者の立会いの上，これを執行しなければならない。検察官または刑事施設の
長の許可を受けた者でなければ，刑場に立ち入ることはできない（同法 477 条）。
　死刑を執行するときは，絞首された者の死亡を確認してから 5分を経過した後に絞
縄を解くものとする（刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 179 条）。
死刑の執行に立ち会った検察事務官は，執行始末書を作り，検察官及び刑事施設の
長又はその代理者とともに，これに署名押印しなければならない（刑事訴訟法 478
条）。

④　少年・高齢者・心神喪失者・懐胎中の女子に対する死刑
　　少年について，犯行時 18 歳未満であったものに限り死刑を適用しないと定められ
ている（少年法 51 条）。高齢者については死刑を排除する法律はない。

　　心身喪失の状態にある者，懐胎中の女子に対しては，死刑の執行が停止されている
が（刑事訴訟法 479 条），そのほかに死刑執行を停止する法律はない。
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⑤　刑事補償
　　死刑の執行による補償は，3000 万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交
付する。ただし，本人の死亡によって生じた財産上の損失額が証明された場合には，
補償金の額は，その損失額に 3000 万円を加算した額の範囲内とする。裁判所は，こ
の補償金の額を定めるには，財産上の損失額として証明された損失額のほか，本人の
年齢，健康状態，収入能力その他の事情を考慮しなければならない（刑事補償法 4
条）。
⑥　日本国憲法における死刑
　　死刑制度を合憲とした最高裁判決（最大判 1948 年 3 月 12 日刑集 2巻 3号 191 頁）
が先例として存在し，その後の最高裁判決も死刑を合憲とする。
　　死刑制度を合憲とする理由としては，憲法 31 条が生命に対する刑罰を必ずしも禁
止しておらず，法律の定めによる手続によれば生命を奪う刑罰は合憲であるとする。
すなわち，憲法 13 条によって保障された生命権も公共の福祉による制限があり，死
刑によって生命に対する国民の権利を剥奪しても違憲ではないとする。そして，この
解釈を踏まえて，憲法 36 条が定める残虐な刑罰の禁止とは，刑罰の執行方法が残虐
で非人道的な刑罰，あるいは罪刑の均衡を著しく損なうような刑罰を意味するのであ
って，死刑がそれ自体において直ちに残虐な刑罰に該当するとは考えられないと結論
づける。
　　しかし，死刑という人の生命を奪う刑罰が公共の福祉の制限によるものと解されて
よいのであろうか。
　　違憲説が理由とするところは，まず，死刑は法令違憲であるとして，次のとおり論
ずる。そもそも憲法 13 条は公共の福祉による人権に対する制限を前提とする規定で
はなく，不可侵の権利として与えられた基本的人権の保障を定めた規定である。基本
的人権として最優位の生命権は抽象的な公益保護によって剥奪することは許されない
ことを原則として，死刑の合憲性に関する憲法解釈を行うべきとする。
　　憲法 31 条の適正手続の保障の解釈において，死刑制度は，誤判や冤罪で生命権を
剥奪される可能性がある刑罰であり，刑事司法制度の現実の限界を踏まえて解釈され
なければならない。このことによれば，生命を奪う適正手続など存在することなどあ
り得ず，死刑に関して適正手続が保障されることなどはあり得ないこととなり，死刑
は違憲であるとする。
　　さらに，死刑による犯罪抑止効果が立証されていない現実を踏まえて憲法 36 条を
解釈する。犯罪抑止効果が確実でない限り，刑罰の一般的予防という目的との関係
で，死刑は不必要な苦痛を与える刑罰であるとしか捉えられない。よって，死刑は憲
法 36 条に定める残虐な刑罰であるとする。
　　さらに，憲法前文と憲法 9条により平和的生存権を保障する日本国憲法において
は，個人の尊重を国家の絶対性よりも高く尊重する理念の下にあるものであって，人
の生命に与えられた不可侵の権利は国家が奪ってはならないものとして，憲法 13 条
や同 31 条は死刑を認める根拠とはなり得ないとする。
　　さらに加えて，我が国の死刑の運用違憲の問題として，死刑と無期懲役刑との間の
量刑誤判の問題が挙げられる。そして，死刑確定者の処遇の現状及び現在の死刑執行
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方法の問題点などからして，運用違憲の観点からしても，我が国の死刑は，憲法前
文，憲法 13 条，憲法 31 条，憲法 36 条などからして違憲であるとの指摘がなされて
いる（以上，山内敏弘『死刑・主権・人権』（日本評論社，第 1版，2003）43 頁）。

（2）日本における死刑制度の運用状況
①　死刑の執行
　　死刑の執行は，札幌，仙台，東京，名古屋，大阪，広島，福岡の全国 7か所にある
拘置所の刑場で行われている。
　　死刑判決の言渡し，及び，死刑執行の統計資料については，第 1章の第 2で説明し
たとおりであり，死刑判決の言渡しは 2000 年以降著しい増加を示し，死刑執行は
2009 年以降増加を示していた。
　　1989～1993 年にかけての 3年 4か月の間，死刑の執行が事実上停止されていたが，
1993 年 3 月 26 日，後藤田正晴元法務大臣により 3人について死刑執行が再開され，
同年に合計 7人の死刑執行がなされた後は，年間 1～6 人の執行で推移してきたが，
2007 年に 9 人，2008 年に 15 人と，鳩山邦夫元法務大臣による執行数（13 人）が激
増し，その後，2009 年に 7人，そして，2010 年 7 月 28 日，千葉景子元法務大臣によ
り 2人が執行された後，2011 年 7 月時点の現在に至るまで死刑は執行されていない。
②　死刑確定者
　　2011 年 7 月現在，死刑確定者が 120 人存在する。我が国の現状においては，死刑
確定者は執行に至るまで刑事施設に拘置されることとなるが，その処遇には問題点が
多く，本章の第 3において詳述するとおりである。
③　裁判員制度における死刑
　　2011 年 7 月現在，裁判員裁判の下，地裁で 8人に対して死刑判決が言い渡された
が，うち 2人が控訴を取り下げて死刑が確定している。

（3）死刑存廃をめぐる動き
①　国会の動き
　　国会の死刑の存廃をめぐる動きは低調である。死刑廃止法案は，1901 年，1902
年，1907 年，1956 年と 4 回にわたり議会に上程されたがいずれも廃案となり，以降
今日に至るまで提案されたことはない。
　　1994 年，超党派の国会議員からなる「死刑廃止を推進する議員連盟」が発足して，
日本における死刑廃止運動は組織化された。日本の政党で死刑制度廃止を公約してい
るのは公明党だけであり，民主党にも死刑廃止の動きが見られたが，死刑制度の廃止
は明確には公約されていない。2003 年，死刑廃止議員連盟は超党派の議員立法で死
刑執行停止法案を作成したが，国会に上程されることなく終わった。
　　死刑廃止議員連盟は，死刑制度に関する会合に議連メンバーが出席して廃止を訴え
たり，死刑執行が行われた際に記者会見で抗議の声明を出したり，法務大臣に死刑執
行停止の申入れを行うなどの活動をしており，2011 年 7 月の現在，新たな死刑執行
停止法案を検討中である。
②　マスコミ報道
　　マスコミは，かつて，死刑制度の是非については広く国民的議論を尽くすべきとい
う論調の下にあったが，1995 年のオウム関連の刑事事件を契機として死刑存置とい
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うよりも死刑推奨の論調にあるといってよい。その後，犯罪被害者感情の報道の高ま
りを通じて，テレビ画面で犯罪被害者遺族に極刑としての死刑願望を発言させるな
ど，その論調は高まることはあれ，死刑廃止論が適正に報道されることがなくなって
いる。
　　さらに加えて，凶悪犯罪が増えているという誤った報道に基づき，体感治安の悪化
の世論を醸成し，死刑容認を求める世論を強める傾向にある。
③　世論調査の問題点
　　政府による死刑に関する世論調査は，内閣府（旧総理府）において，原則 5年ごと
に行われてきたが，2010 年 2 月に行われた最新の世論調査では，死刑存置 85.6％，
死刑廃止 5.7％と報告されている。
　　しかし，政府による世論調査は，死刑存置の結論に誘導する三段論法的な質問の下
に行われており，条件付将来死刑廃止などの多様な意見を全て死刑存置の集計に取り
込もうとするものであり，かつ，死刑に関する情報がほとんど明らかにされていない
状況下における世論調査であって世論調査の前提を欠いているものであるとの批判が
なされている。
　　国連・規約人権委員会は，2008 年，我が国に対して，死刑制度に関し「政府は国
民に廃止が望ましいことを知らせるべきだ」として，「世論調査に関係なく死刑制度
の廃止を検討すべきだ」との勧告を行っている。
④　日本の死刑廃止運動
　　日本の死刑廃止運動は，20 世紀初頭から啓蒙主義者によって行われてきたが，軍
国主義の台頭とともに消滅した。第二次大戦後，1955 年に至って，刑務所の職員，
学者，文化人等が中心となった死刑廃止運動が活発に展開されたが，死刑廃止の実現
に至らなかった。
　　1980 年代に入って，我が国における 4件の再審による死刑誤判が明らかとなり，
1989 年に国連で死刑廃止条約が採択されたことをきっかけとして，アムネスティ・
インターナショナル日本支部などのNGOや，市民，宗教者，弁護士，議員等が中心
となって発足した死刑廃止フォーラム 90（死刑廃止国際条約の批准を求めるフォー
ラム 90）などが死刑廃止運動の中核を担ってきた。しかし，これらの運動は，いま
だに死刑廃止の世論を形成し，政治的に影響を及ぼすには至っていない。

２　国外
（1）世界各国，各地域の動き
　　アムネスティ・インターナショナルの調べによると，1980 年には，死刑存置国 128
か国，死刑廃止国は 37 か国であったが，1990 年には，死刑存置国が 96 か国に対し，
廃止国は 80 か国となり，2010 年 12 月 31 日現在，死刑存置国が 58 か国（そのうち，
同年，現実に死刑を執行した国は 18 か国），廃止国はヨーロッパを中心に 139 か国（法
律であらゆる犯罪〔通常及び戦時〕について・94 か国，法律で通常の犯罪について・
10 か国，過去 10 年以上執行していない事実上の廃止・35 か国）と，いまや世界の 3分
の 2を超える国が，法律上又は事実上死刑を廃止していて，毎年死刑廃止国が増えてい
る状況の下で，死刑廃止が，世界の潮流となっている。
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　　ヨーロッパ地域では，第二次世界大戦後，イタリアが 1947 年 12 月に，イタリア共和
国憲法 27 条により通常犯罪に対する死刑を廃止した（2007 年には全ての犯罪に対する
死刑が廃止された）。続いて，西ドイツでも 1949 年 5 月に国会において死刑廃止が可決
され，憲法 102 条に明文化された（2000 年 10 月 3 日ドイツ統一後は全ドイツ）。その
後，イギリスが 1965 年謀殺（死刑廃止）法で 5年の試行期間，謀殺罪に対する死刑を
廃止し，1969 年上下両院の決議により永久のものとなった。さらに，フランスが 1981
年 10 月全ての犯罪について死刑を廃止した。その後，現在では独裁国家であるベラル
ーシを除き，全ての国が死刑を廃止している。なお，フランスでは 1981 年に死刑廃止
が法制化されていたが，2007 年 2 月 19 日，フランス上下両院は合同会議を開き，賛成
828 票対反対 26 票とほとんど全員一致で，死刑廃止を憲法の条項に新たに付け加えた。
　　現在，先進国中，死刑を存置しているのは日本とアメリカだけとなっている。しか
し，アメリカでも，以下に述べるとおり，最近廃止州が増え，現在では，50 州のうち
16 州が死刑を廃止し，死刑を存置しているのは，連邦及び 34 州になった。
　　まず，ニュージャージー州が，2007 年 12 月 13 日，州議会で死刑廃止法案を可決し，
米連邦最高裁が死刑を合憲と認めた 1976 年以降初めて死刑廃止を決定する州となっ
た。これは，民主党議員らが廃止論議をリードし，州の特別委員会が「死刑は終身刑よ
り経費がかかり，殺人の抑止効果もない」との報告書を出していたことによるものであ
った。それ以降はニュージャージー州では，死刑の代わりに仮釈放なしの終身刑を適用
することとなった。
　　続いて，米南西部ニューメキシコ州において，2009 年 3 月 13 日，州議会が，死刑廃
止法案を賛成多数で可決し，代わりに仮釈放の可能性のない終身刑を制定した。ニュー
メキシコ州のリチャードソン知事は同月 18 日，州議会が可決した死刑廃止法案に署名
し，そのため，ニュージャージー州に次ぎ議会協議を経て死刑を廃止した全米 2番目の
州となった。アメリカで死刑を規定していない州は，アラスカ，ハワイ両州のほかは北
東部の州に集中していたが，ニューメキシコ州が廃止した結果，死刑廃止州が南部に広
がることになった。
　　さらに，イリノイ州では，2003 年 1 月 10 日，退任直前のライアン州知事が「州の司
法システムに問題がある」として未確定囚 11 人を含む同州の死刑囚 167 人全員を減刑
したが，2011 年 1 月 6 日，10 年の死刑執行停止の後に州議会が死刑廃止法案を可決し
た（下院・賛成 60 対反対 50，上院・賛成 32 対反対 25）。その後，パトリック・クイン
州知事が同年 3月 16 日，同法案に署名し，同年 7月 1 日から施行された。その結果，
15 人の死刑囚は，仮釈放なしの終身刑に減刑された。そのため，ニュージャージー州
に続き議会協議を経て死刑を廃止した全米 3番目の州となった。
　　アメリカでは，その他，コネチカット，メリーランド，カンザス，コロラド，ワシン
トン，モンタナなどの州議会が死刑を廃止すべきかの議論をしており，各州が死刑廃止
の方向に向かっている。
　　ところで，1997 年 2 月 3 日，アメリカ法曹協会（ABA）は，死刑に関して存置，廃
止のいずれの立場をとるものではないことを確認しつつ，同協会の諸政策及び諸手続を
履行するまでは，死刑の執行停止を勧告する旨の理事会決議をした。その後，アメリカ
でも死刑制度の存廃をめぐる議論が高まり，2001 年には，連邦議会（上・下院とも）
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に死刑執行停止法案が上程され，審議された。
　　なお，サンフランシスコ連邦高等裁判所は同年 9月 2 日，「死刑判決は裁判官ではな
く陪審によって決定されなければならない」とした前年の連邦最高裁判所の判断に基づ
き，裁判官によって決定された約 100 件の死刑判決を無効とし，終身刑に変更する判断
をした。
　　また，アメリカでは，多くの州で死刑は薬物注射で執行されているが，連邦最高裁判
所は 2007 年 9 月，その方法が，憲法の禁じる「残虐で異常な刑罰」に当たるかどうか
審理に入り，それ以降，全米では死刑執行は停止されていた。ところが，2008 年 4 月，
合憲との結論が出て死刑の執行が再開された。
　　アジア地域でも死刑廃止の議論が高まっている。韓国では，1998 年の金大中大統領
就任以後，死刑は執行されておらず，10 年以上事実上のモラトリアム（執行停止）が
実施されている上，死刑廃止法案が 3回上程された。1度目は，1999 年，91 人の議員
が賛同したが審議に入れず，2度目は，2001 年，無期懲役の最低服役期間を 15 年とし
た内容を盛り込んだ法案で 155 人の議員の賛同を得て上程されたがこれも審議に入るこ
とができなかった。しかし，2004 年の 3 度目になって，死刑廃止に加えて仮釈放や減
刑のない終身刑の導入が盛り込まれ，これにより全議員 299 人の過半数を超える与野党
175 人の賛同を得て審議入りが実現した（総選挙により廃案）。
　　台湾では，2001 年 5 月，法務大臣が 2004 年までに死刑を廃止する計画を発表し，死
刑廃止の方向性を打ち出していたが，2010 年 4 月 30 日に 4人，翌年 3月 4日に 5人の
合計 9人の死刑確定者に死刑を執行した。
　　フィリピンは，1987 年の近代以降アジアで初めて死刑を全面的に廃止した国であっ
たが，1993 年末に 46 の犯罪について死刑を復活させ，1999 年には執行も再開してい
た。その後，2000 年エストラダ大統領が執行停止を宣言し，アロヨ現大統領も任期中
これを事実上継続していたが，2006 年 4 月 15 日，アロヨ大統領は全ての死刑判決を終
身刑に減刑し，同年 6月 6日，フィリピンの両院は，死刑廃止法案を可決して，同年 6
月 24 日，アロヨ大統領が同法案に署名したことにより，再び死刑を廃止するに至っ
た。
　　モンゴルでは，エルベグドルジ大統領が，2010 年 1 月 14 日，国民大会議（国会）で
演説し，死刑廃止を提案した。大統領は死刑執行を拒否する権限があり，法改正が実現
しなくても在任中は死刑執行に同意しない考えを明らかにした。大統領は演説で，廃止
を提案する理由について，国連加盟の多くの国々が死刑を廃止していることや，冤罪に
よる誤った死刑執行が行われる可能性があることを挙げた。また，前年 6月の大統領就
任以降，死刑は一件も執行されていないと語った。

（2）国際人権法と憲法解釈
　　条約は，一般的に，法規範としては，憲法より下位，狭義の法律より上位にあるもの
と位置付けられる。したがって，国が，憲法に違反する条約を批准することができない
のは当然である。
　　しかし，それでは，憲法解釈は，国際的な法規範である条約と全く関係なく解釈され
てよいかというと，無論，そうではない。
　　条約の中でも，国際人権法は人間の尊厳を法益とし，人権の国際水準の向上という目
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的のため，一定の固定的解釈にとどまることなく，その時々の国際水準を反映して，そ
の解釈を向上させている。そして，憲法の国際協調主義（98 条 2 項）は，このように
常に向上し続ける国際的な人権水準を常に我が国の人権水準として取り込むべきことを
要求しているのである。
　　したがって，現時点における国際人権法の到達点は，当然憲法解釈に反映されるべき
であり，憲法を頂点とする国内法体系の解釈においても同様に反映されるべきなのであ
る。この点については，最大判 2008 年 6 月 4 日判決民集 62 巻 6 号 1367 頁も，自由権
規約や子どもの権利条約に基づく国際的人権水準を指摘しつつ，国籍法 3条 1項の違憲
性を判断しており，国際人権法の到達点を憲法解釈に反映させることは，もはや当然の
前提とされているといえる。

（3）死刑をめぐる国連の決議，勧告等
①　国際的には，国連において，世界人権宣言第 3条（生命権条項）の完全保障のため
に死刑廃止を目指し，死刑のより制限的な適用のため，いわゆる「死刑廃止条約」
（正式名称は，「死刑の廃止を目的とする『市民的及び政治的権利に関する国際規約』
の第二選択議定書」。1条において，選択議定書の締約国内にある者は死刑を執行さ
れないこと，各締約国はその管内において死刑廃止のためのあらゆる必要な措置を講
じなければならないことが定められている）が，1989 年 12 月 15 日の国連総会で採
択され，1991 年 7 月 11 日に発効し，2009 年 12 月現在 72 か国が批准している。
②　国際人権（自由権）規約委員会は，規約の実施状況に関する第 3回日本政府報告書
審査（1993 年 11 月 5 日）及び第 4回日本政府報告書審査（1998 年 11 月 6 日）にお
いて，日本政府に対して，「死刑を法定刑とする犯罪を減少させるなど死刑廃止に向
けた措置を講ずること」，「死刑確定者の処遇が規約に反するとしてその改善」を求め
る勧告をした。
③　国連人権委員会（2006 年国連人権理事会に改組）は，1997 年以降毎年，死刑存置
国に対し，死刑適用の制限，死刑に直面する者に対する権利保障の遵守，死刑を完全
に廃止する見通しの下での死刑の執行の一時停止などを呼び掛ける決議を可決してい
る。
④　さらに，我が国は，1999 年に拷問禁止条約に加入しているところ，2007 年 5 月 18
日，これに基づいて行われた国連拷問禁止委員会は，日本政府報告書に対する最終見
解において，死刑に関して，最近の立法が死刑確定者の面会及び通信の権利を拡大し
たことに注目しつつも，死刑を言い渡された人々に関する国内法における多くの条項
が，拷問あるいは虐待に相当し得るものであることに深刻な懸念を示した。
　　とりわけ，まず，
ア　確定判決の言渡し後，独居拘禁が原則とされ，死刑確定後の長さをみれば，いく
つかの事例では 30 年を超えていることは問題である。
イ　死刑確定者とその家族のプライバシー尊重のためと主張されている，不必要な秘
密主義と処刑の時期に関する恣意性，とりわけ，死刑確定者が自らの死刑執行が予
定されている時刻のわずか数時間前に執行の告知を受けるため，死刑確定者とその
家族が，常に処刑の日にちが不明であることによる精神的緊張を強いられることは
遺憾である。
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　と述べ，締約国は，死刑確定者の拘禁状態が国際的な最低基準に合致するものとなる
よう，改善のためのあらゆる必要な手段をとるべきであると勧告した。
　　次に，死刑確定者の法的保障措置の享受に対して課された制限，とりわけ以下の点
に関して深刻な懸念を示した。
ア　再審請求中であっても，弁護人と秘密接見をすることが不可能である点を含め
て，弁護人との秘密交通に関して死刑確定者に課せられた制限，秘密交通の代替手
段の欠如及び確定判決後の国選弁護人へのアクセスの欠如
イ　死刑事件における必要的上訴制度の欠如
ウ　再審手続ないし恩赦の申請が刑の執行停止事由ではないという事実
エ　精神障害の可能性のある死刑確定者を識別するための審査の仕組みが存在しない
こと
オ　過去 30 年間において死刑が減刑された事例が存在しないという事実
　　そして最終的に，締約国に対して，「死刑の執行をすみやかに停止し，かつ，死刑
を減刑するための措置を考慮すべきであり，恩赦措置の可能性を含む手続的な改革を
行うべきである。全ての死刑事件において，上訴権は必要的とされるべきである。さ
らに，死刑の実施が遅延した場合には死刑を減刑し得ることを確実に法律で規定すべ
きである。確実に，全ての死刑確定者が，条約に規定された保護を与えられるように
すべきである。」と勧告した。

⑤　また，同年 12 月 10 日，同月 7日に 3人の死刑を執行した際に，法務省が氏名や犯
罪事実を初めて公表したことについて，国連のアーバー人権高等弁務官は，ジュネー
ブで声明を発表し「これまで秘密裏に執行されてきた死刑の情報が公開されたことは
注目に値する」としながら，しかし「本人や家族への事前の通知なしに死刑を執行す
ることは，死刑の厳格な適用を定めた国際人権規約に反する」との懸念を示し，さら
に今回 70 歳台の死刑囚が含まれていたことに触れ，高齢者に対する死刑執行にも疑
問を示した。その上でアーバー高等弁務官は，世界的に死刑の廃止や執行停止の動き
が広がっているとして，日本政府に対し，死刑制度を見直すよう強く促した。
⑥　同年 12 月 18 日，国連総会は，全ての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める
決議案を賛成多数で初めて採択した。この決議について，国連加盟国 192 か国のう
ち，欧州連合（EU）諸国のほか，南米，アフリカ，アジア各地域の計 87 か国が共同
提案国になった。そして，賛成 104，反対 54，棄権 29 で採択された。死刑制度を続
けている日本，米国，中国などは反対した。この決議の内容は，死刑存置国に対し，
即時の死刑廃止を求めるのではなく，次のような現実的な改善を求めている。すなわ
ち，ア　死刑に直面する者に対する権利保障を規定した国際基準を尊重すること，イ　
死刑の適用，及び，上記国際基準の遵守に関する情報を国連事務総長に提供するこ
と，ウ　死刑の適用を徐々に制限し，死刑の適用が可能な犯罪の数を削減すること，
エ　死刑廃止を視野に入れ，死刑執行に関するモラトリアムを確立すること等であ
る。
　　前年に引き続き，2008 年 11 月 20 日，モラトリアム等を求める国連総会決議が，
賛成 105，反対 48，棄権 31 で，さらに，2010 年 12 月 21 日，3 度目のモラトリアム
等を求める国連総会決議が，賛成 109，反対 41，棄権 35 で採択された。
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⑦　2008年 5月の国連人権理事会の日本に対する第1回普遍的定期的審査においても，
我が国における死刑執行の継続に対する懸念が多数の国から表明され，政府に対し死
刑執行の停止が勧告された。ちなみに，日本に対して 42 か国が発言したが，その懸
念表明・勧告の中で最も多かった課題が死刑についてであった。
⑧　こうした国連での動きを受けて，2008 年 10 月 30 日，国際人権（自由権）規約委
員会が，第 5回日本政府報告書審査において，更に踏み込んで，「規約第 6条，第 7
条及び第 10 条に関連してパラグラフ 16（死刑執行）で，ア　政府は世論にかかわら
ず死刑廃止を前向きに検討し，必要に応じて国民に対し死刑廃止が望ましいことを知
らせるべきである。当面の間，死刑は規約第 6条第 2項に従い，最も深刻な犯罪に限
定されるべきである。イ　死刑確定者の処遇及び高齢者・精神障害者への死刑執行に
対し，より人道的なアプローチをとるよう考慮すべきである。ウ　死刑執行に備える
機会がないことにより被る精神的苦痛を軽減するため，死刑確定者及びその家族が，
予定されている死刑執行の日時を適切な余裕をもって告知されることを確実にすべき
である。エ　恩赦，減刑及び執行の一時延期は，死刑確定者にとって真に利用可能な
ものとされるべきである。規約第 6条及び第 14 条に関連してパラグラフ 17（死刑制
度）で，ア　死刑事件においては，再審査を義務的とするシステム（必要的上訴制
度）を導入し，再審請求や恩赦の出願による執行停止効を確実にすべきである。イ　
死刑確定者と再審に関する弁護士との全ての面会の厳格な秘密性を確保すべきであ
る。規約第 7条及び第 10 条に関連してパラグラフ 21（独居拘禁）で，死刑確定者を
単独室拘禁とする規則を緩和し，単独室拘禁は限定された期間の例外的措置にとどま
ることを確実にすべきである。」と詳細に勧告した。

（4）死刑をめぐる欧州評議会等の動向
①　2001 年 6 月 26 日，欧州評議会は，アメリカと日本に対して，死刑執行の一時停止
を行い，早急に死刑制度を廃止するように促す旨の決議を採択し，2003 年 1 月 1 日
までに明らかな進展がない場合，アメリカと日本のオブザーバー資格を維持すること
について異議を唱えることとした。上記決議の実効性を確保するため，2002 年 5 月，
欧州評議会議員会議の法務人権委員会から議員団が来日し，同委員会と死刑廃止を推
進する議員連盟との共催による「司法人権セミナー　欧州評議会オブザーバー国にお
ける司法と人権：死刑廃止」が開催された。このセミナーの結果を受けて，2002 年 6
月 13 日には，欧州議会（EU）において，「日本・韓国・台湾における死刑廃止に関
する決議」が採択され，これらの国が早急に死刑を廃止するか，若しくは死刑の執行
停止を実現することを要請した。
②　2008 年 10 月 28 日，死刑全廃に向け，その第一歩として世界規模で死刑執行の一
時停止を呼び掛けている欧州連合（EU）の議長国フランスは，同日に行われた日本
での死刑確定者 2人に対する死刑の執行について，「深く憂慮している」との声明を
発表し，日本に死刑執行を一時停止し，死刑の廃止を検討するよう求めた。
③　2010 年 10 月 10 日，第 7回世界死刑廃止デーと第 3回欧州死刑廃止デーについて
EUを代表する議長国は，次のような声明を発表した。
　　「EUは，死刑の適用への絶対的な反対をあらためて表明する。EUは，人権の尊重
と人間の尊厳の保護のためには死刑の廃止が不可欠であると確信している。死刑は，
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全ての人の生存権に関わるものである。全ての人の人権の最終的な保証人としての特
定の義務を負う国家は，何人の生命も奪ってはならない。EUは，死刑廃止に向けた
あらゆる手段の行使を奨励する。
　　EUは，死刑の完全廃止に向けてブルンジとトーゴが 2009 年に行った決定を称賛
し，さらには，ケニヤとガーナにおいて全ての死刑判決が減刑されたことを歓迎す
る。また，死刑の適用を減らすための国家内の取組としては，米国ニューメキシコ州
での死刑廃止を歓迎する。
　　EUは，欧州で唯一死刑の適用を続けているベラルーシに対し，引き続き死刑の廃
止を呼びかける。
　　EUは，また，中国，イラン，サウジアラビア，パキスタン，米国，イラクなど，
一部の国々でいまだに多くの死刑が執行されていることを遺憾に思う。
　　多くの死刑が，取り返しのつかない誤審の結果，執行されている。遺憾なことであ
るが，死刑判決は，国際的に認められている公平な裁判基準を満たしていない裁判で
言い渡されることが多い。EUは，明らかに国際法に違反して未成年や精神障害者に
死刑判決が言い渡されることが多いことを非難する。また，公衆の面前で，そして，
非人道的な方法で死刑を執行する慣行についても非難する。遺憾なことに，一部の国
家では，死刑の適用は依然として秘密のベールに覆われている。
　　死刑を廃止している国家の数はますます増えており，現在 140 か国近くに上る。
　　2007 年 12 月，国連総会は死刑の執行停止に関する決議を採択し，死刑廃止を支持
するという明確なメッセージを初めて発した。決議の採択は，確固たる努力と世界中
のパートナーとの協力の賜物である。EUは，全世界での死刑廃止への道程における
転換点となったこの決議の採択を称賛したい。EUは，2010 年の国連総会で死刑（存
廃）問題についてさらなる進展が図れるよう，さらなる支持の確立に貢献していく。
　　死刑問題は今後も，人権に関するEUと第三国の対話や協議でも適宜取り上げられ
る。個別の案件については，EUは，監視を行い，確立した慣例に基づいて対応して
いく。また，EUは，世界中で死刑廃止運動を支えている市民組織の取り組みを引き
続き支援していく。EUは，勇気と決意を持って現場で活動し，良心に基づいた大衆
運動を展開しようと複数の取組を行っている人権の擁護者を称賛する。」。
　　EU加盟候補国であるクロアチア＊およびマケドニア旧ユーゴスラビア共和国＊，安
定化・連合プロセスにあり潜在的な加盟候補国であるアルバニア，ボスニア・ヘルツ
ェゴビナ，モンテネグロ，セルビア，そして，欧州自由貿易連合（EFTA）加盟国で
あるアイスランド，リヒテンシュタイン及びノルウェー，欧州経済領域（EEA）加
盟国，さらにはウクライナとモルドバも本声明に同調している。
＊クロアチアとマケドニア旧ユーゴスラビア共和国は引き続き「安定化・連合プロセ
ス」に参加している。

第２　問題点
１　死刑執行の現状
（1）死刑執行の実態
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　　第３章第１の１（1）③にて前述したとおり，我が国における死刑執行は，刑事施設内
の刑場において絞首して執行すると定められている（刑法 11 条・刑事収容施設及び被
収容者等の処遇に関する法律 178 条）。しかし，現実の執行方法は，明治 6年の太政官
布告 65 号絞罪器機械図式に基づいており，現在の法令の根拠があるかどうか疑問であ
る。また，絞首ではなく縊首によるという問題点があることは前述のとおりである。
　　死刑の執行の事前告知もなされず，当日の朝に告知を受けて刑場に赴いて執行されて
いるという現実の下，死刑確定者は，毎朝，自分の独房の前を歩く刑務官の足音が通り
過ぎることを確認した後に初めて，その日に自分に対する執行がないことを知るとい
う，極端に人権を無視された不安な日々を過ごさせられるという環境にある。
　具体的な執行方法を定める法律がないことに加えて，現実の執行方法は正式には公表さ
れておらず，政府の密行性の下にある。執行の手続も含めて，その具体的方法について
残虐な刑罰であるかどうか，情報公開の下に全社会的な議論がなされるべきである。
⑵　少年・高齢者・精神障がい者に対する死刑執行
　　少年法 51 条 1 項は，犯行時 18 歳未満の者の死刑による処断を禁止している。しか
し，18 歳以上 20 歳未満の年長少年について少年法は何も規定していない。
　　国際人権（自由権）規約 6条 5 項は犯行時 18 歳未満の者の死刑を禁止し，子どもの
権利条約 37 条も犯行時 18 歳未満の者に死刑又は仮釈放のない終身刑が科されることを
禁止している。同条約前文の国連最低基準規則（北京ルール）は，少年の年齢を区別す
ることなく，死刑は少年がいかなる犯罪を犯した場合にも科してはならないと規定して
いる。
　　以上の国際基準からしても，少年法 51 条が犯行時 18 歳以上の年長少年に死刑を許容
していることは問題であり，早急に 20 歳未満の少年の死刑廃止を検討すべきである。
　　我が国では，死刑の宣告や執行が許されない最高齢についての定めがない。ちなみに
自由刑については，刑事訴訟法 482 条にて 70 歳以上の者について検察官が執行を停止
できると規定されている。しかし，我が国の死刑執行においては，1993 年の再開以来，
60 歳以上で執行された者が 27 人，70 歳以上で執行された者が 6人いる。また，長期間
執行されないまま経過して高齢で死亡する死刑確定者も多い。
　　1984 年国連経済社会理事会及び 1989 年国連総会決議は，死刑の宣告又は執行が行わ
れない最高年齢を確立すべきとしている。国連決議で，その最高齢は定められていない
が，例えば米州人権条約では，犯行時 70 歳を超える者に対して死刑を科すことを禁止
している。我が国においても，高齢の者に対する死刑の執行は憲法 36 条の残虐な刑罰
に該当する可能性があり，少なくとも死刑の執行が行われない最高年齢を定めるべきで
ある。
　　刑事訴訟法 479 条 1 項は，死刑の言渡しを受けた者が心身喪失の状態にあるときは法
務大臣の命令によって執行を停止すると定められているが，この規定に基づいて死刑の
執行が停止された例は報告されていない。しかし，精神状態に障がいがあると推測され
る死刑確定者は存在しており，外部交通の制限や政府の密行主義の下，専門家による的
確な判断さえ行うことができない現実がある。少なくとも，死刑確定者の精神状態を客
観的に把握するための方法について確立することが必要である。

（3）死刑執行指揮処分に対する異議申立
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　　死刑制度に関しては，公判段階の審理とは別に，刑の確定後の執行手続についても，
法律による行政の原則が貫徹されなければならない。再審制度とは別に，違法不当な執
行を阻止するための異議申立制度が整備されなければならない。
　　しかし，我が国では，執行異議制度として，検察官の執行指揮処分に対する異議の申
立権（刑事訴訟法 502 条）が規定されているにすぎないことに加えて，前述のとおり，
執行の告知が当日の朝になされ，家族や代理人弁護士にも事前に知らされない運用の下
では，実質的には，何ら異議制度が保障されていないのと同じである。
　　この点，国際人権（自由権）規約人権委員会が，我が国に勧告を繰り返してきたが，
2008 年の第 5回日本政府報告書審査では，締約国は死刑執行に自ら備える機会がない
ことにより被る精神的苦痛を軽減すべきとの観点から，死刑確定者及びその家族に対し
て，予定されている死刑執行の日時について適切な余裕をもって合理的な事前の告知が
与えられることが確保されるべきであると勧告されている。また，恩赦，減刑および執
行延期は，死刑を科された者にとって真に利用可能なものとされるべきであると勧告さ
れている。
⑷　刑務官の人権
　　死刑執行の際，死刑確定者に死刑を告知し，刑場に連れて行き，目隠しをし，手錠を
かけ，膝を縛り，首に縄をかけ，踏み板を落とすボタンを押し，死亡後の遺体処理とい
う一連の処置を行うのは，一般の刑務官である。第 24 回国会衆議院法務委員会におい
て，46 人の死刑囚を絞首台に送った元大阪拘置所長玉井策郎は次のように述べている。
「刑務官（矯正職員）の任務は，受刑者を矯正し，善良なる国民の 1人として社会に復
帰させることにあります。職責を遂行するにあたり，常に我々は教育者であると自負
し，誇りを持って仕事に精励していると同時に，受刑者にもそのような心構えで接して
いるのです。ところが，死刑確定者に対しては，この教育者としての使命は通用しませ
ん。生命を奪って何の教育であるのか。教育と死刑，この二つの相反する現実に直面す
る刑務官は，その大きな矛盾に悩んできたものであります。」

　　死刑執行は，法律の定めに基づいて行われたとしても，その現実は，人間が人間を殺
す行為である。そして，刑務官が死刑の執行を行うべきという法律上の根拠はない。死
刑執行の職務を強制することは刑務官の人権を侵害するものである。

２　死刑確定者の処遇
⑴　処遇の原則
　　刑事施設及び被収容者の処遇等に関する法律 32 条 1 項により，死刑確定者の処遇
は，その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとされた。旧来，
「心情の安定」とは，死刑確定者に対する非人道的処遇の元凶として機能してきた。こ
れに比し，同法の定める「心情の安定」とは，同法成立時の衆参両院の法務委員会にお
ける附帯決議で，心情の安定は，死刑に直面する者に対する配慮のための原理であり，
これを死刑確定者の権利を制限する原理であると考えてはならないとの内容が盛り込ま
れた。この原則は，同法の解釈及び現実の死刑確定者の処遇の原則において活かされな
ければならない。しかし，原則通りに運用されているかどうか，強い疑問が指摘されて
いる。
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⑵　処遇の態様
　　死刑確定者の処遇の態様として，居室は単独室で，居室外においても処遇の原則に照
らして有益と認められる場合を除き，相互に接触させないものとされた（同法 36 条）。
しかし，隔離処遇が心身に与える悪影響は深刻なものである。国際人権（自由権）規約
委員会は，2008 年第 5回日本政府報告書審査において，「締結国は，死刑確定者を単独
室拘禁とする規則を緩和し，単独室拘禁は限定された期間の例外的措置にとどめること
を確保」すべきであると勧告している。他者との交流が心情の安定に有益であることが
期待されることに照らし，可能な限り，死刑確定者に対して共同処遇の機会が提供され
なければならない。
⑶　外部交通権
　　第 3章第１の１（1）②にて前述したとおり，刑事施設及び被収容者の処遇等に関する
法律により，面会・信書の発受について，一定の者との間では外部交通権として法定さ
れたことに加えて，交友関係の維持のためなどの場合でも，規律及び秩序を害する結果
を生ずるおそれがないと認めるときに裁量的に許すことができるとした。
　　しかし，実際の運用においては，重要用務処理者として弁護士以外の者の面会が認め
られるケースはほとんどなく，また，親族以外については，死刑確定者に対し，法律上
のどの要件に該当するかを問わず，一律に事前に外部交通の希望の申請を出させ，施設
長が許可した者についてのみ外部交通が認められるというような，法定された者との間
の外部交通においてさえ誤った取扱いがなされており，法の趣旨からはかけ離れた運用
の状態が続いている。これらの運用は改善されなければならない。
　　また，刑務官の立会いに関して，現実の実務では，若干の例外を除き，弁護士との面
会であっても刑務官の立会いが付されるのが通例の扱いとされている。その理由につい
て法務省は「心情把握の必要性」を強調しているが，国会審議でも明らかとされたよう
に，「心情の安定」を権利制限の原理と捉えてはならないのであり，一般的な心情把握
の必要性により刑務官立会いを正当化する余地はなく，現実の運用が改善されるべきで
ある。
　　信書の発受に関する検査においても，同法 140 条によって受刑者に関する同法 127 条
2 項が準用され，自己の処遇に関し弁護士との間で発受される信書は特別な事情がない
限り，内容の検査を受けないこととされたものの，それでは，再審弁護人との間で発受
する信書は内容検査の対象となってしまうことから，この点は改正されるべきである。

３　死刑に関する情報公開
　死刑制度やその運用に関する情報を公開することは，死刑の廃止に向けての全社会的議
論を行う前提として必要不可欠である。そして，裁判員裁判にて市民が量刑の判断にも関
わり，死刑宣告の判決にも参加する裁判員裁判の下，死刑制度やその運用に関する情報開
示は，国民に対して積極的に行われなければならない。
⑴　我が国の現状
　　我が国政府は，年度ごとに作成する統計資料により，その年度の死刑執行数を公表す
るものの，個別の死刑執行の事実については公式には明らかにしないという極端な密行
主義を長い間続けてきていた。1998 年 11 月以降，法務省は，死刑執行の事実及び被執
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行者数についてのみ公表するようになり，さらに，2007 年 12 月以降，被執行者の氏
名，生年月日，執行場所及び執行の原因となった犯罪事実について公表するようになっ
たが，それ以外の情報については，依然として明らかにしようとしない。
　　2010 年 7 月，自ら死刑執行の場に立ち会った千葉景子元法務大臣によって東京拘置
所の刑場の公開が試みられたが，とても，死刑に関する全社会的議論の前提となるため
の公開とはいえないものであった。
　　我が国において，現在，国民は，死刑確定者がどのような処遇を受け，どのように死
刑が執行されていくのか，ほとんどの情報が与えられない中で，裁判員裁判に参加し
て，2011 年 7 月時点で，8件の死刑判決に関わった。しかし，これらの事件の裁判員ら
が，現実の死刑に関する情報をどれだけ知った上で，審理・評議されたのか，不安は尽
きない。
⑵　刑場の公開
　　刑場の公開について，かつては司法修習生がその修習の一環として刑場を見学できる
時代もあったが，現在はこのような見学は一切行われておらず，刑場に関する密行性が
高まっていた。2003 年 7 月，衆議院法務委員会の国会議員 9人が東京拘置所の新舎を
訪れ，その際に刑場も視察したが，刑場が部外者に公開されるのは約 30 年ぶりだった
そうである。その後，2007 年 11 月 22 日参議院法務委員会の国会議員 11 人，同月 26
日衆議院法務委員会の国会議員 13 人が，東京拘置所の刑場を視察しているが，あくま
でも国政調査権に基づくものであって国民に対する情報公開としては極めて不十分であ
る。一部の刑事施設視察委員が刑場を視察することもあったが，何ら，国民に対する情
報開示に至っていない。2010 年 7 月，千葉景子元法務大臣の下，東京拘置所の刑場が
マスコミに公開される方針が示されて実現したが，型にはまった映像が公開されただけ
であって，やはり，国民に対する情報公開としては極めて不十分である。
　　司法記者クラブや弁護士会による刑場視察の申入れについて，繰り返し行われている
が，いずれも拒否されて実現していないのが現状である。
　　日弁連の有志において，2004 年，行政機関の保有する情報の開示に関する法律（以
下「情報公開法」という）に基づき，大阪拘置所の刑場の図面の開示を請求したが，全
部が不開示とされた。そのため，その不開示決定の処分の取消しを求めて，東京地裁に
抗告訴訟を提訴した（東京地裁平成 17 年（行ウ）第 298 号行政文書不開示取消請求事
件）。東京地裁は，死刑執行を妨害しようと企図する者に，その適切な手法を知るため
の資料を提供することになるとし，かつ，死刑確定者が刑場の詳細を知ることになり死
刑の執行に支障を生じさせることになるなどとして，犯罪の予防，刑の執行その他公共
の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると判断し，不開示と決定したことには
相当の理由があるとして請求を棄却した。その後，控訴，上告したが棄却された。
⑶　死刑執行に関する行政文書の公開
　　情報公開法により，死刑に関する行政文書のうち法務省の保有するものは法務大臣に
請求することができることになった。拘置所や刑務所の保有する行政文書については，
法務大臣から矯正管区長に対して開示に関する権限・事務が委任されているので，矯正
管区長に開示を請求できることになった。
　　これを踏まえて，日弁連有志が，2004 年に死刑執行指揮書や死刑執行命令書などの
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行政文書の開示を，法務大臣や大阪行政官区長に対して求めたが，ほとんどが黒塗りと
なった部分開示となったために，その不開示部分の決定処分の取消しを求めて，東京地
裁に抗告訴訟を提訴したが（東京地裁平成 17 年（行ウ）第 421・422 号行政文書不開示
処分取消請求事件），いずれも棄却され，控訴及び上告も棄却された。

　　その後，2007 年 12 月以降，死刑執行の際に，被執行者の氏名，生年月日，執行場所
及び執行の原因となった犯罪事実について公表するようになったことを受けて，死刑執
行指揮書などにおける情報開示が是正された傾向はあるが，我が国の政府が，死刑に関
する情報に関して，極めて強い密行性の下にあることに変わりはない。
⑷　世論調査の前提としての情報公開
　　日々のテレビをはじめとしたマスコミ報道の下，多くの市民が，被害者遺族が「加害
者を死刑に」と訴える姿を見れば，確かに，被害者遺族の感情に同調して死刑を求める
であろう。そして，このようなマスコミ報道の中，あえて積極的に死刑廃止を唱える市
民は少ないであろう。
　　その中で，政府により行われている世論調査の結果を引用し，死をもって償うのは我
が国の文化であるなどと発言する元法務大臣の下，我が国の死刑制度が正当化されてい
るなどの実態がある。
　　しかし，我が国では，死刑の執行の具体的方法が，いまだに明治 6年の太政官布告
65 号絞罪器機械図式を根拠として行われている事実を市民は知らない。そして，歩行
困難な車椅子による生活にあった死刑確定者が死刑を執行された事実を知らない。死刑
執行の告知が当日の朝に行われ，その日のうちに執行されている事実についても市民は
知らない。そして，この告知を行い，刑場に連れて行き，目隠しをし，手錠をかけ，膝
を縛り，首に縄をかけ，踏み板を外すボタンを押し，死亡後の遺体処理を行うのが一般
の刑務官であるとの実態を市民は知らない。死刑確定者は，日々，自身の死刑執行に脅
える中，独居房で一人で過ごす拘禁生活にあり，長い者の拘禁は数十年に及び，精神を
害する死刑確定者が多くいることを市民は知らない。自己の犯罪を悔い，自省の念を深
めている死刑確定者がいることを市民は知らない。
　　我が国の政府は，死刑制度に関する国際情勢や，我が国に対する国際機関からの勧告
などについて，市民に対して情報提供していない。
　　そして，このような死刑制度に関する情報の密行性の下，裁判員裁判における一般市
民たる裁判員は，死刑判決の審理及び評議に参加させられている。
　　国連・規約人権委員会が，2008 年，我が国に対して，死刑制度に関し「政府は国民
に廃止が望ましいことを知らせるべきだ」として，「世論調査に関係なく死刑制度の廃
止を検討すべきだ」との勧告を行っているのは，我が国の死刑制度の密行性を踏まえれ
ば，当然の要請といえる。
⑸　まとめ
　　以上のとおり，我が国では，国民は死刑制度やその運用状況について多くを知らされ
ていない密行性の下にある。特に，死刑判決確定後の処遇や死刑執行の決定及び実施状
況等については，法務当局が情報を独占し，極端な密行主義とも呼べる様相を呈してい
る。
　　しかし，死刑制度やその運用に関する情報を公開することは，死刑制度について全社
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会的議論を行う前提として必要不可欠である。のみならず，死刑確定者に対する適正手
続の保障の状況を監視するものとしても不可欠といえる。
　　したがって，死刑廃止についての全社会的議論を行うために，死刑確定者の処遇の状
況，刑場の状況，執行方法・手順，被執行者が死亡に至る経過，刑務官など死刑執行に
関与する者の苦痛の程度，死刑制度を維持するための費用，死刑執行の意思決定過程，
被執行者を選定する基準，執行時における被執行者の心身の状態，被執行者が行ってい
た再審の請求，恩赦の出願に関する状況などが，政府から市民に対して，積極的に明ら
かにされなければならない。

４　死刑と冤罪
（1）はじめに
　　死刑は，被告人の生命を剥奪する回復不可能な刑罰である。冤罪であるにもかかわら
ず死刑が執行された場合，司法による殺人というほかなく，これ以上の不正義はない。
死刑を適用・執行するに当たって，冤罪は絶対に防止しなければならない。
　　しかし我が国では，免田事件，財田川事件，松山事件，島田事件という 4件の死刑確
定事件について，冤罪であったことが明らかとなり，再審無罪が確定している。
　　また，無期懲役となった重大殺人事件において，近年，足利事件，布川事件が冤罪で
あったことが明らかとなり，再審無罪が確定している。
　　さらに，死刑確定事件である名張事件，袴田事件は，冤罪である可能性が高く，日弁
連が支援している。
　　このほか，死刑確定事件である飯塚事件，死刑求刑事件である鹿児島事件は，冤罪で
あると主張されており，注目されている。
　　このように，現実に死刑確定事件，重大殺人事件には冤罪が存在しており，また，死
刑確定事件及び死刑求刑事件には，冤罪の可能性が高い事件，冤罪を主張する事件が存
在している。以下，概観する。

（2）死刑再審 4事件
①　免田事件
ア　事件の概要
　　1948 年 12 月 29 日に熊本県人吉市で発生した一家 4人が殺傷された強盗殺人事
件（夫婦が殺され，子ども 2人が重傷）で，被害者はいずれも頭部に鉈様の凶器に
よる多数の傷痕があり，指紋や遺留品はなかった。
　　犯人とされた免田栄さん（事件当時 23 歳）は翌年 1月に警察に連行され，別件
窃盗事件で逮捕され，本件の強盗殺人について不眠不休の取調べを受け，逮捕後 3
日目に自白して起訴された。
　1950 年 3 月，熊本地裁八代支部は死刑判決を宣告し，1951 年 3 月，福岡高裁は控
訴を棄却し，同年 12 月，最高裁は上告を棄却し，死刑判決が確定した。
イ　再審の経緯
　　免田さんは，1952 年 6 月から再審請求を行い，1956 年 8 月 10 日，第 3次再審請
求で一旦は熊本地裁八代支部が再審開始を決定したが，福岡高裁によって取り消さ
れた。その後も再審請求は棄却され続け，日弁連の支援により申し立てた第 6次再
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審請求により，1979 年 9 月 27 日，福岡高裁が再審開始を決定した。
　　これに対して，検察官は特別抗告したが，1980 年 12 月，最高裁はこれを棄却し
て再審が開始され，1983 年 7 月 15 日，熊本地裁八代支部は無罪を言い渡し，確定
した。
ウ　誤判の原因と無実の証拠
　　捜査機関は，極端な見込み捜査により，別件で免田さんを逮捕し，暴行，脅迫，
誘導，睡眠を取らせない等の方法により，免田さんに自白を強要した。免田さんは
当初からアリバイを主張しており，移動証明書や配給手帳等により裏付けられてい
たが，全て無視された。
　　裁判所も，自白を偏重して全面的にこれを信用し，免田さんのアリバイを無視し
て，有罪判決を言い渡し，再審請求を棄却し続けた。
　　第 6次再審請求の抗告審で，ようやく，免田さんの自白が客観的事実に反してい
ること，免田さんにアリバイがあることが認めた。
　　なお，免田さんは，再審請求中に，国を相手として，無罪を裏付ける重要な証拠
である鉈，マフラー，手袋等の重要証拠の返還を求めて提訴したが，国は「紛失し
た」と言って返還を拒んでいる。

②　財田川事件
ア　事件の概要
　　1950 年 2 月 28 日，香川県三豊群財田村（当時）で発生した強盗殺人事件で，独
り暮らしの男性（62 歳）が就寝中に襲われ，鋭利な刃物で三十数か所の傷を負っ
て失血死した。
　　犯人とされた谷口繁義さん（事件当時 19 歳）は，地元素行不良者の一人として
別件逮捕され，同年 4月 1 日に隣村で発生した強盗致傷事件で同年 6月 15 日に懲
役 3年 6月の有罪判決を受けたが，引き続き数度の別件逮捕により代用監獄で自白
を強要され，同年 7月 26 日に至って本件を自白して起訴された。
　　1952 年 2 月，高松地裁丸亀支部は死刑判決を宣告し，1956 年 6 月，高松高裁は
控訴を棄却し，1957 年 1 月，最高裁が上告を棄却して，死刑判決が確定した。
イ　再審の経緯
　　第 1次再審請求は棄却されたが，その後谷口さん本人が高松地裁丸亀支部宛てに
「事件時に着用したズボンに付着した血液につき男女の区別をする鑑定をしてほし
い」旨の手紙を出し，これが発端となって，1969 年 4 月に第 2次再審請求が始ま
った。
　　その後，曲折を経て，最高裁が 1976 年 10 月 12 日に高松地裁に差し戻し，高松
地裁は 1979 年 6 月 7 日に再審開始を決定した。
　　これに対して，検察官は即時抗告したが，1981 年 3 月 14 日，高松高裁はこれを
棄却して再審が開始され，1984 年 3 月 12 日，高松地裁は無罪を言い渡し，確定し
た。
ウ　誤判の原因と無実の証拠
　　捜査機関は，地元の風評以外に何の根拠もないのに，谷口さんを犯人と確信し，
別件逮捕を繰り返して，極めて長期間，代用監獄に谷口さんの身体を拘束して，食



第３章　死刑制度が抱える問題点

― 94 ―

事を増減したり，暴行を加えたりして，谷口さんに自白を強要した。
　　また，裁判所も自白を偏重し，当時法医学の権威とされた古畑種基東京大学教授
の鑑定を安易に信用するという誤りを犯した。再審開始決定において，古畑鑑定
は，検査対象とされた血痕は事件後に付着した疑いがある等から，信用できないも
のとされた。
　　さらに，1970 年に，裁判所が検察官に対して不提出証拠の有無につき釈明を求
めたところ，紛失したという回答があった。しかし，1977 年になって，裁判所が
検察官に対して開示を促したところ警察の捜査書類綴が提出された。本件では，犯
人が刃物で被害者の胸を突き刺し，刃物を体外に全部抜かずに，また突いた（二度
突き）という自白があり，これが犯人しか知り得ない秘密性を持つ事実だとされて
いたが，再審で提出された警察の捜査書類綴の中に二度突きの記載があり，捜査官
が二度突きの事実を知っていたことが明らかとなり，自白の嘘が暴露された。

③　松山事件
ア　事件の概要
　　1955 年 10 月 18 日，宮城県志田郡松山町（当時）で火災があり，一家 4人（夫
婦と幼児 2人）の焼死体が発見された。
　　同年 12 月 2 日，隣村出身の斎藤幸夫さん（事件当時 24 歳）が別件暴行事件によ
り東京で逮捕され，同月 6日に本件につき自白し，すぐ撤回したが，殺人・放火事
件の犯人として起訴された。
　　1957 年 10 月，仙台地裁古川支部は死刑判決を宣告し，1959 年 5 月，仙台高裁は
控訴を棄却し，1960 年 11 月，最高裁が上告を棄却して，死刑判決が確定した。
イ　再審の経緯
　　第 1次再審請求は全て棄却され，第 2次再審請求は，仙台地裁が 1971 年 10 月
26 日に棄却したが，1973 年 9 月 18 日，即時抗告審の仙台高裁は，原決定を取り消
して仙台地裁に差し戻し，1979 年 12 月 6 日，仙台地裁は再審開始を決定した。
　　これに対して，検察官は即時抗告したが，1983 年 1 月 31 日，仙台高裁はこれを
棄却して再審が開始され，1984 年 7 月 11 日，仙台地裁は無罪を言い渡し，確定し
た。
ウ　誤判の原因と無実の証拠
　　捜査機関は，斎藤さんを別件逮捕した上，斎藤さんの同房者である前科 5犯の男
性をスパイとして利用し，自白するように唆すという謀略的な取調べを行ってい
る。
　　また，「掛布団襟当の血痕」が自白を補強するものとされたが，再審では，血痕
の付着状況が不自然であり，捜査機関によって押収された後に付着したと推測でき
る余地を残しているとされた。
　　さらに，斎藤さんの自白では，「犯行の返り血でズボンやジャンパーがヌルヌル
した」となっているが，警察の鑑定では，着衣には血痕の付着がないことは分かっ
ていた。弁護側の強い要求により，これは控訴審の結審間際に提出されたが，犯行
後に洗われたことにより，血痕は消失したとされた。しかし，再審において，血痕
反応は洗濯などでは消失しないことが判明した。
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　　なお，再審を請求した直後から，弁護人は検察官に対して不提出証拠を開示する
よう繰り返し要求したが，1975 年になって，裁判所の勧告により検察官はようや
く証拠を開示した。この中に，①「布団に血痕は付着していない」という事件直後
に作成された鑑定書，②布団の写真，③警察のスパイとなって斎藤さんに自白を勧
めたという斎藤さんの同房者の供述調書等，重大な証拠が含まれていた。

④　島田事件
ア　事件の概要　　
　　1954 年 3 月 10 日，静岡県島田市内の幼稚園で 6歳の女児が誘拐され，3日後，
市内を流れる大井川沿いの山林で死体が発見されるという幼児強姦殺人事件が発生
した。
　　当時放浪生活を送っていた赤堀政夫さん（事件当時 25 歳）は，同年 5月 24 日に
放浪先の岐阜で職務質問の上，連行されて一旦釈放されたが，別件窃盗罪で再逮捕
され，同月 30 日に代用監獄で自白して起訴された。
　　1968 年 5 月，静岡地裁は死刑判決を宣告し，1960 年 2 月，東京高裁は控訴を棄
却し，同年 12 月，最高裁が上告を棄却して，死刑判決が確定した。
イ　再審の経緯
　　第 1次から第 3次の再審請求は全て棄却され，第 4次再審請求も，静岡地裁は
1977 年 3 月 11 日に再審請求を棄却したが，即時抗告審の東京高裁は，1983 年 5 月
に原決定を取り消して静岡地裁に差し戻し，静岡地裁は 1986 年 5 月 30 日に再審開
始を決定した。
　　これに対して，検察官は即時抗告したが，1987 年 3 月 26 日，東京高裁はこれを
棄却して再審が開始され，1989 年 1 月 31 日，静岡地裁は無罪を言い渡し，確定し
た。
ウ　誤判の原因と無実の証拠
　　捜査機関は，見込み捜査により，別件で赤堀さんを逮捕し，暴行，脅迫等によ
り，赤堀さんに自白を強要した。
　　赤堀さんは，事件当時には東京にいたというアリバイを主張していたが，全て無
視された。
　　また，自白によると凶器は石とされ，当時法医学の権威とされた古畑種基東京大
学教授の鑑定がこれを裏付けているとされていた。しかし，再審で，被害者の傷痕
が石では生じないことが明らかになった。
　　さらに，捜査機関は約 200 人に上る前科者，放浪者等を取り調べており，警察の
強引な取調べのため，赤堀さん以外にも自白した者がいる。検察官の不提出証拠の
中には，これら赤堀さん以外の自白調書や捜査の過程を示す捜査日誌があった。し
かし，弁護人の度重なる開示要求にもかかわらず，検察官はついに開示せずに押し
通した。

（3）再審無罪が確定した無期懲役事件
①　足利事件
ア　事件の概要
　　1990 年 5 月 12 日，4 歳の女の子が行方不明となり，約 400 ｍ離れた河川敷の草



第３章　死刑制度が抱える問題点

― 96 ―

むらの中で，全裸の遺体となって発見された。また，付近の川底から，被害女児が
着用していた下着等が発見された。
　　捜査機関は，被害女児の下着に付着していた精液と，菅家利和さんがゴミに出し
たティッシュペーパーに付着した精液について，DNA鑑定（MCT118 鑑定）を行
い，両者は一致しているとされた。
　　捜査機関は，1991 年 12 月 1 日に菅家さんを任意同行して取り調べ，菅家さんは
当初否認したものの，同日夜に自白したため翌 2日に逮捕され，わいせつ誘拐，殺
人，死体遺棄の犯人として起訴された。
　　第 1審において，菅家さんは自白したまま結審したが，結審後に全面的に否認し
た。しかし，1993 年 7 月 7 日，宇都宮地裁は無期懲役を宣告し，1996 年 5 月 9
日，東京高裁は控訴を棄却し，2000 年 7 月 17 日，最高裁が上告を棄却し，無期懲
役判決が確定した。
イ　再審の経緯
　　菅家さんは再審請求を行ったが，2008 年 2 月 13 日，宇都宮地裁は再審請求を棄
却した。即時抗告審において，東京高裁はDNA再鑑定を実施したところ，2009
年 4 月 20 日，菅家さんのDNAと被害女児の下着から検出された男性のDNAが
一致しないことが判明した。
　　同年 6月 4日，検察官は，菅家さんの無実が明らかになったとして菅家さんを釈
放し，同月 23 日，東京高裁は再審開始を決定した。
　　2010 年 3 月 26 日，再審公判において，宇都宮地裁は菅家さんに無罪を言い渡
し，確定した。
ウ　誤判の原因と無実の証拠
　　再審請求の即時抗告審で行われたDNA鑑定により，本件の犯人は菅家さんでは
なく別人であることが明らかとなった。
　　そもそも，捜査機関が行ったDNA鑑定（MCT118 鑑定）は，控訴審の段階から
その不正確性が指摘されていた。しかし，上告審の最高裁はDNA再鑑定を採用せ
ず，再審請求でも宇都宮地裁はDNA再鑑定を採用しなかった。
　　また，菅家さんの自白は，客観的な裏付けが全くないばかりか，目撃証言と矛盾
する，被害女児の遺体所見と矛盾する，照明も持たずに日没後の河川敷で自白どお
りの犯行を行うことは不可能等，客観的事実に反する不自然な内容であった。
　　再審公判において，菅家さんの取調べ状況を録音したテープが開示され，菅家さ
んを自白に追いやった捜査機関の取調べの内容が明らかになった。

②　布川事件
ア　事件の概要
　　1967 年 8 月 30 日朝，茨城県北相馬郡利根町布川で，独り暮らしの大工（62 歳）
が，自宅 8畳間において死体で発見された。解剖の結果，死因は窒息死，死亡した
のは 28 日夜とされた。
　　捜査機関は，同年 10 月に櫻井昌司さんと杉山卓男さんを別件逮捕し，櫻井さん
と杉山さんは厳しい取調べにより自白に追い込まれ，12 月に強盗殺人罪で起訴さ
れた。
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　　櫻井さんと杉山さんは起訴された後に全面的に否認したが，1970 年 10 月 6 日，
水戸地裁土浦支部は無期懲役を宣告し，1973 年 12 月 20 日，東京高裁は控訴を棄
却し，1978 年 7 月 3 日，最高裁は上告を棄却し，無期懲役判決が確定した。

イ　再審の経緯
　　第 1次再審請求は全て棄却され，第 2次再審請求において，2005 年 9 月 21 日，
水戸地裁土浦支部は再審開始を決定し，2008 年 7 月 14 日，東京高裁は検察官の即
時抗告を棄却し，さらに，2009 年 12 月 14 日，最高裁は検察官の特別抗告を棄却
し，再審が開始された。
　　2011 年 5 月 24 日，再審公判において，水戸地裁土浦支部は櫻井さんと杉山さん
に無罪を言い渡し，確定した。
ウ　誤判の原因と無実の証拠
　　もともと櫻井さん，杉山さんと犯行を結びつける物証は何一つなく，直接証拠は
自白だけであった。
　　捜査機関は，櫻井さんと杉山さんを別件で逮捕し，代用監獄を利用して，偽計や
脅迫を用いて自白に追い込んだものである。また，自白の内容も，変遷が著しく，
自白内容も二人で甚だしく食い違い，「秘密の暴露」といえるものも何もなかっ
た。
　　再審請求において，弁護団が提出した新証拠により，自白は現場の客観的状況や
死体所見と全面的に矛盾していること，自白の殺害行為の方法と順序が死体所見と
異なること等が明らかになった。
　　また，第 2次再審請求で，それまで捜査機関が「存在しない」としてきた櫻井さ
んの取調べ状況を録音したテープが提出され，この点に関する取調官の偽証が明ら
かになった。しかも，音響専門家の分析により，このテープに 10 か所以上の編集
痕が見つかり，「取調べにおける誘導」が明確になった。

　　さらに，検察官から開示された毛髪鑑定書により，死体周辺で採取された 8本の
毛髪に櫻井さんと杉山さんのものが 1本もなく，5本は被害者のものでもないこと
が判明し，むしろ櫻井さん，杉山さんとは別人が犯行現場にいたことが明らかにな
った。
　　目撃証言についても，第 2次再審請求でこれまで提出されていなかった供述調書
が開示され，いずれの供述も不自然な形で変更された経過が明らかとなり，また，
事件が発生した頃に被害者宅前にいた人物は，櫻井さん，杉山さんとは別人である
ことも明らかとなった。

（4）冤罪の可能性が高い死刑事件
①　名張事件
ア　事件の概要
　　1961 年 3 月 28 日夜，三重県名張市葛尾の公民館で，地元の生活改善クラブ「三
奈の会」の懇親会が行われた。この時，女性会員用に用意されていたぶどう酒の中
に農薬が混入されており，乾杯と同時にそれを飲んだ女性会員のうち 5人が死亡，
12 人が傷害を負うという事件が発生した。
　　この死亡した 5人の女性の中に奥西勝氏の妻及び愛人が含まれていたことから，
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奥西氏に殺人罪，殺人未遂罪の嫌疑をかけられた。奥西氏は当初否認していたが，
捜査機関の厳しい取調べにより自白に追い込まれ，その後，否認，自白と変転し，
捜査の最終段階で再び否認し，以後一貫して無実を訴えている。
イ　事件の経緯
　　第 1審の津地裁は，①奥西氏以外の者にも犯行機会がある，②ぶどう酒の王冠上
の傷痕は奥西氏の歯牙によって印象されたか不明である，③奥西氏の捜査段階の自
白は信用できない，として，1964 年 12 月 23 日に無罪判決を言い渡した。
　　これに対して，検察官が控訴し，控訴審の名古屋高裁は，1969 年 9 月 10 日，第
1審判決を破棄し，一転して死刑判決を宣告した。そして，1972 年 6 月 15 日，最
高裁によって上告も棄却され，控訴審の死刑判決が確定した。
　　その後，奥西氏は再審請求を行い，第 5次再審請求から日弁連が支援している。
ウ　冤罪の疑いが強いこと
　　多数の事件関係者は，事件発生当初，奥西氏以外の者の犯行機会を否定していな
かったが，相当な日時を経過した後に一斉に供述を変更した。しかも，証拠として
提出されていない供述調書が多数存在しているが，いまだに開示されていない。
　　また，弁護団が提出した新証拠により，証拠物の発見場所等から犯行場所を特定
することはできず，奥西氏以外の者の犯行機会は否定できなくなった。
　　ぶどう酒の王冠上の傷痕について，控訴審で検察官から提出された鑑定は，奥西
氏の歯牙によって印象されたものと断定し，死刑判決の大きな根拠となった。しか
し，弁護団が提出した新証拠により，この鑑定は，写真の倍率を操作した虚偽鑑
定，不正鑑定であることが明らかとなった。
　　奥西氏が所持していた農薬はN社製「ニッカリンT」であったが，弁護団の提
出した新証拠により，本件で使用された農薬は「ニッカリンT」ではなく，S社製
「Sテップ」であるという可能性が非常に高くなった。
　　また，本件のぶどう酒は白ぶどう酒であるが，弁護団が提出した新証拠により，
「ニッカリンT」は赤色であり，これを混入するとぶどう酒が赤色に変色してしま
うことも明らかになった。
　　奥西氏の捜査段階の自白についても，秘密の暴露がない，客観的事実と矛盾す
る，変遷が著しい，内容が不自然・不合理である等と極めて問題が多い。「三角関
係の清算」という動機についても疑問視されている。
エ　現在の状況
　　2005 年 4 月 5 日，第 7次再審請求において，名古屋高裁（刑事 1部）は，奥西
氏の主張を認め，再審開始と死刑執行停止を決定した。しかし，これに対して検察
官が異議申立を行い，2006 年 12 月 26 日，名古屋高裁（刑事 2部）は，再審開始
と死刑執行停止を取り消した。
　　2010 年 4 月 5 日，最高裁は再審開始決定を取り消した異議審決定を更に取り消
し，名古屋高裁に差し戻す決定をした。現在，名古屋高裁で差戻審が審理されてお
り，検察官の異議が棄却されて再審開始が確定する可能性が十分にある。

②　袴田事件
ア　事件の概要　　
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　　1966 年 6 月 30 日午前 2時，静岡県清水市（現静岡市清水区）の味噌製造会社専
務宅が全焼するという火事が発生した。焼け跡からは，専務，妻，次女，長男の 4
人が刃物でめった刺しにされた死体が発見された。
　　警察は，当初から，味噌工場の従業員であり元プロボクサーであった袴田巌氏を
犯人と決めつけて捜査を進め，8月 17 日に袴田氏を逮捕した。
　　袴田氏は，当初否認をしていたが，警察や検察からの連日連夜の厳しい取調べに
より，勾留期間の満了する直前に自白し，その後公判において再度否認した。
イ　事件の経緯
　　警察は，逮捕後連日連夜，猛暑の中で取調べを行い，おまるを取調室に持ち込ん
でトイレにも行かせない状態にしておいて，袴田氏を自白に追い込んだ。袴田氏は
9月 6 日に自白し，9月 9 日に起訴されたが，警察の取調べは起訴後にも続き，自
白調書は 45 通にも及んだ。なお，弁護人が袴田氏に接見した時間は，この間合計
でわずか約 30 分であった。
　　袴田氏の自白の内容は，日替わりで変わり，動機についても当初は専務の奥さん
との肉体関係があったための犯行などと述べていたが，最終的には，金が欲しかっ
たための強盗目的の犯行であるということになっていた。
　　さらに，当初から犯行着衣とされていたパジャマについても，公判の中で，静岡
県警の行った鑑定に信用性がなく，実際には血痕が付着していたこと自体が疑わし
いことが明らかになってきた。そうしたところ，事件から 1年 2か月も経過した後
に，新たな犯行着衣とされるものが工場の味噌樽の中から発見され，検察が自白と
は全く異なる犯行着衣に主張を変更するという事態になった。
　　第 1審の静岡地裁は，上記のような方法で取得された自白調書のうち 44 通を証
拠から排除したが，1通の検察官調書のみを証拠として採用し，さらに，5点の衣
類についても袴田氏のものであるとの判断をして，袴田氏に有罪を言い渡した。
　　東京高裁は，1976 年 5 月 18 日に控訴を棄却し，最高裁は，1980 年 11 月 19 日に
上告を棄却し，第 1審の死刑判決が確定した。
　その後袴田氏は再審請求を行い，日弁連が支援している。
ウ　冤罪の疑いが強いこと
　　袴田氏の 45 通に上る自白調書は，捜査機関のその時点においての捜査状況を反
映した捜査機関の思い込みがそのまま作文にされている。その自白調書の内容から
しても，袴田氏が事件について何らの知識を有していないことが如実に伝わってく
る。これについては，「自白の心理学」で有名な浜田教授が細かく分析し指摘して
いる。
　　味噌樽から発見された衣類は，ズボンには血痕の付着していない場所であるのに
股引には付着していたり，股引には血痕がついていないのにブリーフには付着して
いたり（同様のことがシャツと下着にもいえる）等，犯行着衣と考えると非常に不
自然な点が多数ある。また，1年 2か月以上も 2トンもの味噌に漬かっていたと考
えるには，シャツは依然白く，血液は鮮血色であり，非常に不自然である。これに
ついては，弁護団の実験で，1年 2か月も味噌に漬けられていれば，衣類は焦げ茶
色に変色し，血液は黒色に変色することが明らかになっている。さらに，ズボンに
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至っては袴田氏には小さすぎて，着衣実験では袴田氏の腿の辺りまでしか上がって
こなかった。
　　袴田氏が通ったとされる裏木戸には鍵がかかっており，人が通れる隙間はなかっ
た。これについて，捜査機関は，鍵を外した上で通り抜け実験を行って裁判所に報
告していた。すなわち，捜査機関は，袴田氏を有罪にするために虚偽の実験を行っ
ていたのである。
エ　現在の状況
　　第 1次再審請求は，1994 年 8 月 9 日に静岡地裁が再審請求を棄却し，即時抗告
審で東京高裁は，5点の衣類に付着した血痕のDNA鑑定を行ったが，鑑定不能の
結果となり，2004 年 8 月 27 日，即時抗告は棄却された。さらに，2008 年 3 月 24
日，最高裁は特別抗告を棄却し，第 1次再審請求は終了した。
　　現在，第 2次再審請求が静岡地裁に係属中である。弁護団は，支援者と協力し行
った 5点の衣類の味噌漬け実験の結果を新たな証拠の一つとして裁判所に提出し
た。
　　2010 年 9 月以降，検察官が任意に証拠を開示し，その後も弁護団は，証拠開示
請求を行っている。
　　また，2011 年 7 月に行われた三者協議で，5点の衣類についてDNA鑑定を再度
行うことが合意された。

（5）冤罪が主張されている死刑事件
①　飯塚事件
ア　事件の概要
　　1992 年 2 月 20 日，福岡県飯塚市で小学校 1 年生の女児 2 人が登校途中に失踪
し，翌 21 日に隣接する甘木市でいずれも遺体となって発見されるという幼児強姦
殺人事件が発生した。また，翌 22 日に遺体発見現場から数 km離れた場所から，
被害者の遺留品が発見された。
　　その後，遺留品発見現場付近，被害者の失踪現場付近で自動車を目撃したという
証人が現れ，これに該当する車両は福岡県内で 127 台あったが，久間三千年氏がそ
のうちの 1台を使用していたことから嫌疑をかけられた。
　　久間氏は，1994 年 6 月 23 日に逮捕されたが，一貫して犯行を否認し，無実を訴
えていた。
イ　事件の経緯
　　第 1審の福岡地裁は，「被告人と犯行の結び付きを証明する直接証拠は存せず，
情況証拠の証明する情況事実は，そのどれを検討しても単独では被告人を犯人と断
定できない」としながら，被害者の身体等に付着した犯人の血液の血液型，DNA
型が久間氏と同一である等と認定し，1999 年 9 月 29 日，久間氏に対して死刑判決
を宣告した。
　　また，福岡高裁は 2001 年 10 月 10 日に控訴を棄却し，最高裁は 2006 年 9 月 8 日
に上告を棄却し，第 1審の死刑判決が確定した。
ウ　冤罪の主張
　　飯塚事件で用いられたDNA鑑定は，足利事件と同じMCT118 鑑定であり，時
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期もほぼ同時期で，技法や技術も共通で，科警研のほぼ同様のメンバーで行われ
た。
　　しかし，飯塚事件のMCT118 鑑定は，足利事件以上に不出来であり，①目盛と
なる 123 ラダーマーカーに重大な欠陥がある，②電気泳動像のバンドの幅が広す
ぎ，形が悪すぎて，型判定ができない，③現場で採取した試料と被告人から採取し
た試料を同時に電気泳動していない等，数々の問題点がある。
　　また，科警研は，たくさんあった鑑定試料を全て鑑定で消費してしまったと主張
しており，再鑑定が不可能であるという重大な問題がある。
　　遺留品発見現場の目撃証言は，目撃後に相当時間が経過しているのに，内容が余
りにも詳細にすぎ，実際には見えないはずのことまで証言している等の問題点があ
る。
　　被害者の失踪現場付近での目撃証言も，事件発生から何か月も経過してから証言
を始めた，科警研のDNA鑑定が出た後に証言を始めた，その内容も余りにも詳細
にすぎる等の問題点がある。
エ　現在の状況－死刑執行に対する重大な疑問
　　2008 年 10 月 17 日，足利事件でDNA再鑑定が行われる見通しであることが広
く報道された。しかし，その一週間後の同月 24 日，森英介法務大臣が死刑執行を
命令し，同月 28 日，判決確定からわずか 2年余りという極めて異例の早さで死刑
が執行された。死刑執行の時期や極めて異例の早い執行から，本件の問題点を覆い
隠すための死刑執行ではないかとの疑問が指摘されている。
　　久間氏の遺族は，2009 年 10 月 28 日，福岡地裁に再審を請求した。再審請求で
は，足利事件のDNA再鑑定を行った大学教授による鑑定書が，新証拠として提出
されている。

②　鹿児島事件
ア　事件の概要
　　2009 年 6 月 19 日，鹿児島市内において，老夫婦が何者かによって頭部や顔面等
を強く殴打されて殺害される事件が発生した。
　　捜査機関は，犯人が侵入する際にスコップで叩き割った窓の網戸の破れ面に被告
人のDNAとほぼ一致する細胞片が発見された，窓ガラスの破片に被告人の指紋が
付着していた，室内の物色された形跡が残る場所に被告人の指紋が付着していた等
として，被告人を強盗殺人で起訴した。
　　被告人は当初から一貫して否認し，無罪を主張していた。
　　本件は裁判員裁判で審理された。
イ　第 1審判決
　　第 1審判決は，以下のように判示して，被告人に無罪を言い渡した。
（ｱ）検察官が主張する犯人の行動については，侵入の手口や犯行の目的，逃走経路
等，重要な部分について疑問を差し挟む余地がある上，凶器のスコップを無造作
に現場に残す一方で，電話線を引きちぎるなど，そつのない行動にも出ており，
ちぐはぐである。

（ｲ）網戸から採取した細胞片やガラス片に付着していた指紋から，被告人が，現場
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に侵入するためスコップで本件窓のガラスを叩き割り，クレセント錠を解錠して
三角形のガラス片を動かしたとの検察官の主張を認めることはできず，整理ダン
ス周辺の指紋も決め手にはならない。検察官の主張は破綻している。

（ｳ）被告人は，本件のような重大犯罪を犯すほど経済的に追い詰められた状態にあ
ったとは認められない。

（ｴ）被告人が，被害者両名の生活状況を把握していたと認めるに足りる証拠もな
い。

（ｵ）被告人以外の第三者に由来するDNA型や指紋が存在する可能性も十分にあ
り，検察官が主張するように「被告人以外の不審な第三者の痕跡がなかった」と
評価するのは不適切である。
　　真相解明のための必要な捜査が十分に行われたのか疑問が残り，検察官が主張
するように「徹底的に現場を調べ上げた」と評価することはできない。
　証拠提出の経緯等から，他にも被告人に有利にはたらき得る証拠があるのではな
いかと疑わざるを得ず，「被告人以外の不審な第三者の痕跡がなかった」という
検察官の主張自体が採用できない。

（ｶ）最も重要な証拠の一つであるスコップから，被告人の痕跡が全く検出されなか
った事実は，被告人の犯人性を否定する方向に大きくはたらく事情であるが，そ
の点を合理的に説明することは困難である。

（ｷ）被害者両名の殺害態様は怨恨を疑わせるものであり，本件犯行の目的が金品目
的の強盗であったのか自体に疑問が残ることも，被告人の犯人性を否定する方向
に働く事情である。

（ｸ）被告人の側から，犯行と被告人とを結びつける痕跡が全く発見されなかった事
実も，犯人性を疑わせる消極的事情の一つである。

（ｹ）仮に被告人が犯人であるとすれば，ちぐはぐな犯行を実行しつつ，指紋や
DNA等の重要な痕跡を残し，容易に発見できる金品を残して立ち去った上に，
徹底した証拠隠滅に及んでいることになり，行動の不自然さは一層際立ち，この
点でも被告人を犯人と断定することには違和感がある。

（ｺ）被告人が嘘をついている一事をもって，直ちに被告人を犯人であると認めるこ
とはできない。なぜなら，被告人が嘘をついた理由が，本件犯行と関係するのか
どうかすら解明できていないからである。

　　以上のとおり，本件程度の情況証拠をもって被告人を犯人と認定することは，刑
事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」という原則に照らして許されな
い。
ウ　現在の状況
　　検察官は，第 1審判決を不服として控訴し，現在福岡高裁宮崎支部に係属中であ
る。

（6）小括
　　以上のとおり，死刑再審 4事件，足利事件，布川事件，名張事件，袴田事件，飯塚事
件，鹿児島事件を概観してきたが，死刑確定事件，重大殺人事件に冤罪があり，また，
冤罪の可能性が高い事件が存在していることは疑い得ない。冤罪が主張されている事件
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についても，その主張には十分な根拠があり，冤罪である可能性は否定できない。
　　冤罪が発生した原因は，①捜査機関の見込み捜査，無理な取調べ，裁判所の自白偏
重，②捜査機関の証拠隠し，証拠の捏造，③捜査機関，裁判所の科学的証拠，客観的証
拠の無視，軽視，④捜査機関，裁判所の被疑者，被告人に対する予断偏見，「疑わしき
は罰せず」の原則の無視等である。これらは，長年にわたって誤判原因として指摘され
てきたものであるが，現在においても全く克服されていない。
　　このような状況からすれば，死刑事件において，これからも冤罪が発生する可能性が
高いといわざるを得ない。しかも，冤罪が主張されている飯塚事件においては，既に死
刑が執行されてしまっている。冤罪であるにもかかわらず死刑を執行してしまう危険性
は，現実のものなのである。
　　なお，我が国と同様に死刑を存置しているアメリカ合衆国では，1973 年から 2011 年
現在まで，138 人の死刑囚が冤罪と判明し，釈放されている。
　　死刑事件において，冤罪の発生を防止することができず，冤罪であるにもかかわらず
死刑を執行してしまう危険性を否定できないとすれば，死刑制度を存置する正当性は根
本から疑われることになる。

５　防御権・弁護権の保障
（1）死刑事件の特質と実態
①　死刑事件の特質
　　死刑の求刑が予想されるか，既に死刑判決が宣告された事件（以下「死刑事件」と
いう）では，裁判の結果によって，被告人の生死が左右される。その意味で，死刑事
件は究極の裁判であり，通常事件の場合より一層，被疑者，被告人の防御権，弁護人
の弁護権を保障し，無罪推定の原則，「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則が厳守さ
れなければならない。
　　1984 年 5 月の国連経済社会理事会は，「死刑は，被告人の有罪が，事実について他
に代わるべき説明の余地を残さないほど明白かつ説得力のある証拠に基づいている場
合にのみ，科すことができる」と決議している。
　　また，第 44 回国連総会は「死刑が規定されている罪に直面している者に対し，死
刑相当でない事件に与えられる保護に加えて，手続のあらゆる段階において弁護士の
適切な援助を受けることを含む弁論を準備する時間と便益を与えることによって特別
な保護を与えること」を決議している。
②　死刑事件の実態
ア　死刑事件では，捜査機関は，その犯行結果を目の当たりにして，事件の全体像や
犯人像をその凄惨さに見合ったものとするべく，被疑者の取調べに臨む。
　　事実関係を基本的に争わない事件においては，被疑者の方も，強い自責の念にあ
る場合がほとんどであり，捜査機関の取調べに十分な弁明ができない。また，極度
の興奮状態で犯罪を犯してしまうことも多いため，そのような場合には事実を整理
することも不可能である。
　　このような状況で，被疑者は捜査機関に迎合してしまい，事実は捜査機関のイメ
ージのままに作り上げられ，被疑者はそのイメージに沿って自白することになる。
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その結果，自白が事件の真相とは大きくかけ離れたものになってしまうことがよく
ある。
　　また，死刑事件において，現実には弁護人も事案の重大さに押しつぶされ，書証
等は全て同意し，事実関係について争うことはほとんどせず，結果的に事実関係に
ついては十分検証しないまま，被告人の反省悔悟の情を述べて情状酌量を求めるだ
けとなりがちであり，またそうするしかないような圧倒的な社会的な圧力を受ける
ことになる。
イ　否認事件においては，捜査機関は，目の前の被疑者が犯人であると確信し，事件
解決への社会的圧力から，被疑者から何とかして自白を得ようとして，無理な取調
べを行うことが多い。
　　上述した死刑再審 4事件，足利事件，布川事件，名張事件，袴田事件は，捜査機
関の無理な取調べにより，全ての事件において被疑者は自白に追い込まれている。
　　そして，裁判所には，「死刑が予想される重大事件において，やってもいないこ
とを自白するはずがない」という自白偏重主義がいまだに広く蔓延している。その
ため，一旦自白をしてしまうと，無実を明らかにして無罪判決を獲得するために
は，極めて多大な困難が伴うのである。
　　上述の死刑再審 4事件，足利事件，布川事件では，冤罪が明らかになり無罪とな
るまで，免田事件が 34 年，財田川事件が 34 年，松山事件が 29 年，島田事件が 35
年，足利事件が 19 年，布川事件が 44 年という年月がかかっている。
　　また，名張事件は事件発生から 50 年，控訴審の逆転有罪判決から 42 年たち，い
まだに再審が開始されていないが，裁判所の自白偏重主義の典型例である（第 7次
再審請求で再審開始を取り消した名古屋高裁の異議審決定を参照）。

（2）捜査段階における問題点
①　被疑者国選弁護の問題点
　　2006 年 10 月から被疑者国選弁護の制度が始まり，2009 年 5 月から，対象事件が長
期 3年を超える懲役または禁錮に当たる事件にまで拡大された。これにより，死刑事
件を含む一定の被疑者に対して国選弁護人が選任されることになった。
　　しかし，死刑事件の場合，捜査機関はまず死体遺棄罪（3年以下の懲役）で逮捕勾
留して取り調べ，その後に殺人罪で逮捕勾留して取り調べるという手法を日常的に行
っている。そのため，現在の被疑者国選弁護制度では，最も弁護人の法的援助と助言
が必要となる捜査の初期段階で，国選弁護人が選任されないという事態となる。
　　したがって，全ての被疑者に国選弁護人を選任すべきである。
②　接見交通権の問題点
　　被疑者と弁護人には接見交通権が保障されており，いつでも，時間の制限なく，立
会人なく接見交通できる権利を有するのが原則である（憲法 34 条，刑訴法 39 条 1
項）。
　　しかし，刑訴法 39 条 3 項は，捜査機関が捜査のため必要がある場合に，捜査機関
側が接見の時間・場所を指定できるとされている。そのため，その立法当初より，捜
査機関により，刑訴法 39 条 3 項を名目に，接見交通権が制限される運用がなされて
きた。
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　　最高裁は，1978 年 7 月，いわゆる杉山事件判決において，捜査機関の指定による
制限は必要やむを得ない例外的措置である旨を判示したが，1991 年 5 月，いわゆる
浅井事件判決において，実質的には杉山判決を後退させる判示をしている。
　　これ以上の改善は立法によるほかはなく，接見交通権を制限する刑訴法 39 条 3 項
は廃止されなければならない。
　　国際人権（自由権）規約 14 条は，いついかなるときでも，被疑者は弁護人の援助
を受ける権利があることを認めており，国際人権（自由権）規約委員会は，「すべて
の被疑者が取調べ過程の最中を含み弁護士と秘密に交通できる権利…を確保すべき」
と勧告している（2008 年第 5回日本政府報告書審査）。

③　取調べの可視化
　　自白調書は密室の取調室で作成され，取調べの過程で何が行われたかを，信頼性の
高い証拠で事後的に検証することができない。そのため，取調べの過程において，捜
査機関による自白の強要や誘導が行われ，虚偽の自白の温床となっている。
　　したがって，警察官及び検察官による被疑者取調べの全過程を可視化（録画）する
制度が確立されるべきである。
　　なお，取調べの一部だけの録音・録画では，捜査機関に都合のいい部分だけが録
音・録画され，取調べ過程全体につき誤った印象を与える危険があり，むしろ有害で
ある。取調べを録音・録画する以上，全過程でなければ意味はない。
　　今日，イギリスやアメリカの多くの州のほか，オーストラリア，イタリア，台湾，
韓国などでも，取調べの録音・録画が実施されている。
　　国際人権（自由権）規約委員会は，我が国における被疑者取調べ制度の問題点を特
に指摘して，「取調べの全過程における録画機器の組織的な利用を確保し」なければ
ならないと勧告している（2008 年第 5回日本政府報告書審査）。また，国連の拷問禁
止委員会も，警察拘禁ないし代用監獄における被拘禁者の取調べを「全取調べの電子
的記録及びビデオ録画」等により監視すること，及び，この録画等の記録が刑事裁判
において利用可能となるようにすることを求めている（2007 年第 1 回日本政府報告
書審査）。
④　取調べの弁護人立会権
　　我が国の捜査実務は，刑事訴訟法 198 条 1 項ただし書の反対解釈により，被疑者取
調べの受忍義務を肯定している。また，被疑者取調べの弁護人の立会いが被疑者や弁
護人の権利として認められていない。
　　しかし，被疑者取調べの受忍義務を肯定することは，黙秘権を侵害するおそれが強
い。また，弁護人の取調べの立会いは，違法・不当な取調べ方法を抑制し，黙秘権の
適切な行使を保障するとともに，被疑者の防御権を十全に行使することを可能ならし
めるものであり，極めて重要である。
　　したがって，取調べの弁護人立会権を，明文をもって保障し，捜査機関にその告知
を義務付け，これを侵害して作成された自白調書は証拠から排除されなければならな
い。
　　なお，取調べの可視化と取調べの弁護人立会権は，並立的に採用されるべきであ
る。アメリカ合衆国では，ミランダ判決により，取調べの弁護人立会権が認められて



第３章　死刑制度が抱える問題点

― 106 ―

いるが，被疑者が権利放棄をすることにより，弁護人立会いがないまま取調べが行わ
れ，虚偽自白がなされる事例が多数発生している。このため，アメリカ合衆国でも，
取調べの可視化が非常に重要視されるに至っている。
　　国際人権（自由権）規約委員会も，「取調べの全過程における録画機器の組織的な
利用を確保し，取調べ中に弁護人が立会う権利を全被疑者に保障しなければならな
い」と勧告している（2008 年第 5回日本政府報告書審査）。

（3）公判段階における問題点
①　証拠開示
　　冤罪の最大の原因となっていることは，検察官が，手持ち証拠を被告人，弁護人に
開示しないという問題である。検察官が取調請求をしない手持ち証拠の中に，被告人
の無罪を示す証拠が存在することが往々にしてある。
　　死刑事件では，死刑再審 4事件，「諏訪メモ」で有名な松川事件等で，検察官手持
ち証拠の開示によって，冤罪が明らかになっている。
　　公判前整理手続において，証拠開示の範囲は拡張されたが，検察官手持ち証拠の全
部が開示されるわけではなく，検察官請求証拠の証明力を争うための類型証拠（刑訴
法 316 条の 15），被告人，弁護人の主張に関連する証拠（刑訴法 316 条の 20）に限ら
れている。そのため，被告人にとって有利な証拠の全てが開示されない可能性があ
る。
　　そもそも，検察官がどのような証拠を持っているか，被告人，弁護人は知ることが
できないため，証拠の特定，識別が困難である。また，被告人，弁護人の証拠開示請
求に対して，検察官が「存在しない」と言った場合，それを確認することができな
い。ちなみに，松川事件でも，検察官は「諏訪メモ」の存在を隠し続けていた。
　　さらに，本来は警察から全ての捜査記録が検察官に送致されなければならないが
（刑訴法 246 条），警察から検察官に送られない証拠も多数存在する可能性が高い。
　　したがって，警察官・検察官に，全証拠の一覧表の作成と，被告人・弁護人に対す
る交付を義務付け，被告人・弁護人に全ての証拠の開示請求権が認められなければな
らない。
　　国際人権（自由権）規約 14 条 3 項 b では，被告人，弁護人が検察官手持ち証拠の
全てにアクセスする権利が認められている。国際人権（自由権）規約委員会は，「締
約国は，すべての被疑者が…自分の事件と関連するすべての警察記録の開示を受ける
権利…を確保すべきである」と勧告しており（2008 年第 5回日本政府報告書審査），
国連の拷問禁止委員会も，「防御の準備のため起訴後は警察記録中のあらゆる関連資
料にアクセスできることを確実に」すべきであると勧告している（2007 年第 1 回日
本政府報告書審査）。

②　鑑定の公正化と再鑑定の保障
　　法科学・法医学等の鑑定は，裁判において極めて重要な証拠となるが，過去に誤っ
た鑑定が数多くの誤判，冤罪を生み出してきた。死刑再審 4事件でも，誤った鑑定
が，誤判の大きな原因になっている。
　　しかし，我が国では鑑定の信用性の判断は，裁判官の自由心証に委ねられており，
鑑定の公正化のための制度的な保障がない。
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　　検察官や捜査機関側の鑑定人は，被告人に対する予断偏見を持ち，有罪と決めつけ
て鑑定をすることがある。また，捜査機関の行った鑑定に対して刑訴法 321 条 4 項が
準用され，安易に証拠として採用されてしまっている。このようなことを防ぐために
も，鑑定は裁判所が選任した複数の鑑定人に行わせる必要がある。
　　また，被告人，弁護人には，再鑑定の権利を保障する必要がある。科学技術は日進
月歩であるから，ある時点での科学的な結論が，その後更に精密に測定されたり，以
前の結論の間違いが分かったりすることもある。
　　足利事件では，1991 年 12 月に，被害者の衣類に付着した犯人の体液とDNAが一
致するとして，菅家さんが逮捕，起訴され，無期懲役判決が確定したが，再審請求に
おいてDNAの再鑑定を行ったところ，2009 年 5 月，事件当時のDNA鑑定は誤りで
あり，菅家さんと犯人の体液のDNAは一致せず，冤罪であることが明らかになって
いる。
　　我が国では，鑑定に際して，捜査機関が「試料を全て消費した」ということが日常
的に行われているが（飯塚事件を参照），このようなことは許されない。なお，国際
オリンピック委員会（IOC）が行っているドーピング検査では，常に後の追試検証が
可能なように行われている。
　　また，被告人，弁護人の鑑定請求権を保障するために，DNA，指紋，血痕等の鑑
定試料を常に利用可能な状態にする必要がある。
③　公判段階における弁護人の選任権
　　死刑事件では，手続のあらゆる段階において，被告人に対する弁護人の法的援助が
必要である。
　　公判段階では国選弁護人が選任されるものの，控訴後に控訴審の国選弁護人が選任
されるまでの間，上告後に上告審の国選弁護人が選任されるまでの間，弁護人の不在
期間が生じ，又は生じる可能性がある。この弁護人不在の空白期間に，被告人から控
訴や上告の取下げがなされ，そのまま確定してしまうという事態が多数発生してい
る。
　　このような事態を避けるためには，自動的上訴制度を採用するほか，弁護人の空白
期間が生じないように，弁護人の権限，選任について法整備をすべきである。

（4）確定後における問題点
①　確定後の弁護人選任権
　　上述のように，死刑事件では，手続のあらゆる段階において，被告人に対する弁護
人の法的援助が必要であるが，刑訴法 30 条 1 項は，被疑者・被告人の弁護人選任権
しか規定しておらず，刑訴法 36 条以下の国選弁護人の選任権は確定後には保障され
ていない。
　　しかし，確定から執行までの段階においても，弁護人の法的援助は必要不可欠であ
り，また，極めて重要である。
　　具体的には，再審請求，恩赦申請，人身保護請求，執行指揮処分に対する異議申立
等を行うとともに，死刑確定者の処遇の改善に努めなければならない。また，これら
の弁護活動においては，秘密交通権，確定記録や未提出証拠の閲覧・謄写権が保障さ
れる必要がある。
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　　したがって，確定から執行までの段階においても，国選弁護人を選任し，死刑確定
者の弁護人選任権を保障する必要がある。
　　アメリカ合衆国では，死刑執行に弁護人も立ち会うことが可能であり，最後まで権
利行使の機会が与えられている。我が国においても，弁護人は，死刑確定者の救済の
ために，最後まで全力を尽くす必要がある。
②　再審
　　刑訴法 435 条 6 号は，無罪を言い渡すべき「明らかな証拠」を「あらたに発見し
た」とき，有罪の確定判決を受けた者の利益のために，再審を認めている。
　　長い間，この要件は厳格に解釈され，再審は「開かずの門」と呼ばれていたが，最
高裁は 1975 年の白鳥決定，1976 年の財田川決定により，①明白性を「確定判決の認
定を覆すに足りる蓋然性」とし，②再評価した旧証拠と新証拠との総合的評価を認
め，③「疑わしいときには被告人の利益に」の原則の適用を認めるに至った。こうし
て，死刑再審 4事件の再審開始・無罪判決が出されることとなった。また，最近で
も，足利事件，布川事件が再審開始・無罪となっている。しかし，冤罪の可能性が高
い死刑事件である名張事件，袴田事件は，いまだ再審が認められていない。
　　再審制度は冤罪の救済のための制度であり，再審の要件を厳格に捉えて救済を否定
することは，再審制度の理念に反する。また，死刑は被告人の生命を剥奪する究極の
刑罰であるから，その適用は慎重かつ謙抑的に行うべきであり，死刑事件では重大な
量刑誤判や，十分な防御権が保障されずに死刑判決が確定した者も救済する必要があ
る。したがって，再審の理由を緩和しなければならない。
　　また，現行制度では，国選弁護人制度，弁護人の秘密交通権，手続の公開，請求人
の意見陳述権や立会権等が認められておらず，不服申立は 3日（即時抗告又は異議申
立の場合）又は 5日（特別抗告の場合）と極めて短期間に理由書を提出しなければな
らない，刑の執行停止の効果の範囲が不明確である等，通常事件と比べて，請求人の
防御権や適正手続の保障が不十分である。再審の重要性に鑑みれば，通常事件と同様
に，請求人の防御権や適正手続を保障する必要がある。
　　なお，2007 年改正の刑事収容処遇法 120 条，121 条は，死刑確定者の再審請求にお
ける弁護人との秘密接見に道を開いた。しかし，裁量的であるため，いまだに一部の
事件の一部の弁護人にしか秘密接見が実現していない。
　　さらに，再審開始決定に対する検察官の不服申立を認めていることが，冤罪の救済
を遅らせる原因となっている。検察官の主張は再審公判で主張すれば十分であり，再
審開始が決定されれば，これに対する検察官の不服申立を許すべきではない。

（5）弁護活動の問題点
①　弁護活動，弁護体制
ア　死刑事件において防御権・弁護権を保障したとしても，弁護活動，弁護体制が十
分でなければ，防御権・弁護権は活かされない。死刑事件は，被告人の生死が左右
される究極の裁判であり，徹底した弁護活動，充実した弁護体制が求められる。
　　すなわち，
（ｱ）捜査から公判前，公判，上訴，確定後に至るまでの一貫した弁護活動
（ｲ）弁護人による事件内容，被告人の成育歴，精神状態等に関する徹底的な調査活
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動と主張立証活動
（ｳ）精神鑑定，犯罪心理鑑定，情状鑑定等の積極的な活用
（ｴ）いわゆる永山基準に基づく同種事件の判例の調査，特に死刑求刑事件で無期判
決が宣告された事案の収集

（ｵ）被害者遺族の被害感情の宥和
（ｶ）弁護人間の情報共有
（ｷ）弁護人に対する弁護士会の組織的な援助
　等が必要である。
　　なお，裁判員裁判における死刑事件の実践的な弁護活動の在り方については後述
する。
イ　そして，弁護活動，弁護体制の充実のために，
（ｱ）捜査，公判前整理手続，公判，上訴審，確定後における死刑事件の弁護活動の
ガイドラインの策定

（ｲ）死刑事件の弁護活動に対する弁護士会の組織的な支援体制の確立
（ｳ）弁護士会による死刑事件弁護の研修
　等が必要である。
　　日弁連は，その一環として，特別研修会「裁判員制度下における死刑事件弁護」
を 2006 年 3 月，2008 年 11 月に実施し，2005 年から現在まで，「死刑事件弁護経験
交流会」を毎年実施してきている。
　　また，2010 年から死刑事件弁護プロジェクトを立ち上げ，弁護活動，弁護体制
の充実のための調査，研究，提言等を行っている。
　　アメリカ合衆国では，アメリカ法曹協会（ABA）が，1997 年 2 月に死刑執行モ
ラトリアム決議を採択して以降，死刑モラトリアム実行プロジェクトに取り組み，
2003 年 2 月に「死刑事件における弁護人の選任と活動に関するガイドライン」を
発表している。
　　このガイドラインでは，①高い水準の死刑事件弁護活動を行うための計画と実
施，②水準維持に責任を持つべき機関の設置，③弁護団と弁護団支援サービスの在
り方，④死刑事件を担当する刑事弁護人の適格性，⑤仕事量の調整，⑥弁護活動の
監視，⑦弁護人の訓練，⑧資金及び報酬の保障，⑨弁護人の行動基準の確立等が規
定されている。

②　費用
　　死刑事件における防御権・弁護権を十分に保障し，弁護体制を充実させたとして
も，言うまでもなく弁護活動には費用がかかり，弁護人も弁護士としての業務を行っ
ている以上，費用が保障されなければ画餅に帰することになる。
　　死刑求刑が予想される事件の弁護人の多くは国選弁護人であるが，日本の国選弁護
報酬は，欧米諸国と比較しても著しく低い。
　　米国・オクラホマシティーで 1995 年 4 月に連邦政府ビルが爆破された事件（死者
168 人）では，19 人の国選弁護人の費用は，報酬が約 8億円（時給約 15000 円），他
の費用を含めると弁護側には約 17 億円が連邦政府から支出されている（検察側の調
査費は約 100 億円）。
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　　これに対して，我が国では，麻原彰晃事件において，1996 年から 2003 年までの 8
年間で，他事件の受任が困難となるという事情があったにもかかわらず，12 人の国
選弁護人の費用は，日当が 2065 万円，報酬が 3億 9975 万円であり，1人当たり年間
約 438 万円である。また，謄写料が 1762 万円，旅費が 35 万円，証人・鑑定人費用が
387 万円であり，総計が 4億 4224 万円である。
　　2006 年 10 月から日本司法支援センター（法テラス）が国選弁護報酬を支払ってい
るが，基礎報酬・各種加算とも，日弁連の要求する水準にはいまだ遠く及ばず，特に
一部の重大事件については，現行水準では労力が適正に報酬に反映されないという問
題もある。
　　また，記録謄写費用の一部や採用された鑑定費用は支払われるが，対象や支給額は
限定されている。したがって，国選弁護人は熱心に弁護活動を行なえば行なうほど，
自己負担が増えてしまいかねないという実態にある。そして，死刑求刑事件で死刑判
決を回避しても，それ自体に対する加算制度はない（一部に特別成果加算制度は存在
する）。
　　十分な死刑事件弁護を実現するためには，死刑事件の国選弁護報酬を大幅に増額さ
せるとともに，調査等の弁護活動費用（実費）と成功報酬が認められなければならな
い。

６　課題
（1）「裁判官・裁判員全員一致制」について
　　2009 年 5 月 21 日から裁判員制度が導入され，その結果，裁判員裁判対象事件は，原
則として裁判官及び裁判員の合議体，例外として裁判官の合議体がそれぞれ有罪・無罪
及び量刑の判断をすることになった。そして，裁判官及び裁判員の合議体の評決の場
合，構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によること
とされ，裁判官の合議体の評決の場合，従来通り，合議体の過半数で行うこととなった
（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判員法」という）67 条 1 項，裁判
所法 77 条）。このことは，死刑を適用する場合も同様である。

　　しかし，死刑を適用する場合は，以下の理由から，構成裁判官及び裁判員あるいは裁
判官の全員一致によるとの制度（以下「裁判官・裁判員全員一致制」という）を導入す
る必要性が叫ばれている。
①　死刑は，全ての利益の帰属主体である人間の生命を剥奪する回復不可能な究極の刑
罰であるのに対し，その他の刑罰は，自由や財産など生命から派生する利益を奪う刑
罰であるという点で本質的な差異があり，したがって，死刑判決には絶対に誤りがあ
ってはならない。そこで，死刑の適用は極めて慎重かつ謙抑的に行わなければならな
い。
②　我が国では，1983 年から 1989 年にかけて，四つの死刑確定事件（免田・財田川・
松山・島田各事件）について再審無罪判決が確定しており，死刑判決にも誤りが生じ
る危険性があることが明らかになった。
　　国際的にも，陪審制をとるイギリスが 1965 年に「謀殺（死刑廃止）法」を成立・
発効させて，5年の試験期間を定めて死刑を廃止する契機となった理由は，1950 年代
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に死刑が執行された後に無実が判明した事件があり，誤判による死刑執行という不正
義を経験したからであった。
　　また，現在も 35 州が死刑を存置している（15 州が廃止）アメリカ合衆国において
は，全ての法域において，死刑を科すか否かの判断に陪審が関与することとされてお
り，多くの州で，12 人の陪審員が「死刑相当」と判断しなければ被告人に死刑の宣
告はできないとする「全員一致」のルールがある。
③　いわゆる永山事件の控訴審（船田三雄裁判長）判決（1981 年 8 月 21 日。以下「船
田判決」という）は，「ある被告事件につき死刑を選択する場合があるとすれば，そ
の事件については如何なる裁判所がその衝にあっても死刑を選択したであろう程度の
情状がある場合に限定せらるべきものと考える。立法論として，死刑の宣告には裁判
官全員一致の意見によるべきものとすべき意見があるけれども，その精神は現行法の
運用にあたっても考慮に値するものと考えるのである」と判示した。
　　しかし，同事件の上告審判決（1983 年 7 月 8 日。以下「永山判決」という）で，
最高裁判所は，「結局，死刑制度を存置する現行法制の下では，犯行の罪質，動機，
態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性，結果の重大性ことに殺された被害者の
数，遺族の被害感情，社会的影響，犯人の年齢，前科，犯行後の情状等各般の情状を
併せ考察したとき，その罪責が誠に重大であって，罪刑の均衡の見地からも一般予防
の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には，死刑の選択も許されるもの
といわなければならない」と判示して，船田判決を破棄差戻しした。
　　この永山判決が一つの基準とされ，多くの死刑相当事件の判決は原則として死刑を
避けるべきだとの立場から判断されてきたが，2006 年，最高裁判所は，山口県光市
の母子殺害事件に対する判決において，一定の条件下では原則として死刑を適用すべ
きだとする考え方を示した。
　　このように，我が国の死刑と無期の量刑基準は，現在は極めて曖昧であるといわざ
るを得ない。量刑の判断の誤りをなくすためには，裁判員に対し死刑の適用に関する
客観的で公平な基準を与えるだけでは不十分である。
④　裁判員裁判の導入に当たり，義務的に選ばれた一般市民が死刑判決に関与すること
が予定されている。しかも，有罪・無罪の決定及び量刑の判断において，多数決によ
って意に反して死刑判決に加担させられる可能性があり，下された死刑判決が自分の
意に反することを口外することすら守秘義務により生涯禁止されている。このような
制度は，死刑を廃止しているヨーロッパ諸国の参審制とも全員一致で評決するアメリ
カ合衆国の陪審制とも異なるものである。
　　ところで，袴田事件の第 1審判決を担当した左陪席裁判官は，無罪意見であったに
もかかわらず評議において 2対 1で敗れ，死刑判決を書かざるを得なかったことを悩
み，裁判官を退職して弁護士となったが，その後法曹界から離れざるを得なかったこ
とを告白している。このように職業裁判官ですら味わう筆舌に尽くしがたい悩みを一
般市民に強いることは酷に過ぎるといわざるを得ない。この点からも有罪・無罪の決
定及び量刑の判断に関して，裁判員が自己の良心に従って独立して判断した死刑に反
対する意見は尊重すべきである。
　　また，現在，法曹三者で定着を図るべく努力している裁判員制度については，意に
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反して死刑判決を言い渡す可能性や，評議において死刑適用に反対しても守秘義務の
ためそれを公に言うことができず，死刑を言い渡した裁判体の一員であることを一生
引きずらなければならない苦痛を理由に参加を躊躇する意見が聞かれる。しかし，死
刑適用における裁判官・裁判員全員一致制が導入されれば，裁判員となることに躊躇
している一般市民が裁判員となりやすい環境を作ることにも寄与する。
　　死刑の適用に関する裁判員の悩みを一票の自分の反対票でも阻止できることで取り
除くことによって裁判員制度を成功させる必要性がある。
⑤　日弁連は，1974 年 3 月作成の「改正刑法草案に対する意見書」において，誤判の
可能性を制限するために死刑判決の裁判官全員一致制の採用は不可欠であると強く主
張し，1983 年 11 月，日弁連刑法「改正」阻止実行委員会作成の「現行刑法の現代用
語化・日弁連試案」において，「死刑の言渡しには，裁判官の全員一致で決すること
を要する。」と規定することを提案した。そして，この趣旨は，短期間の審理によっ
て判決が言い渡される点及び裁判員という刑事裁判には素人の一般市民が裁判に関与
する点で，誤判の可能性が否定できない裁判員裁判においても妥当する。
⑥　死刑廃止・死刑執行停止を求める国際人権機関からの要請に合致する（本章，第
１，２，（2）参照）。

（2）「自動上訴制度」について
　　我が国において，刑訴法 372 条，405 条で控訴，上告は任意的としており，被告人の
意思にかかわらず上訴の効果が生ずる自動的上訴制度は認められておらず，死刑の判決
を受けたこと自体が控訴理由，上告理由とされていないことはもちろん控訴理由，上告
理由も制限されている。
　　ところが，我が国では，上訴について，「死刑に直面する者の権利の保護の保障に関
する決議」（1984 年 5 月 25 日国連経済社会理事会決議）は，死刑事件について義務的
上訴を要求し（付属文書 6），「死刑に直面している者の権利の保護の保障の履行に関す
る国連決議」（1989 年第 44 回国連総会で決議）も，必要的上訴を規定することを求め
ており（総会決議 1ａ），両決議は被告人の意思にかかわらず上訴の効力が生ずる自動
的上訴の制度を要求しているものと解される。これら決議の趣旨は，死刑判決につい
て，より慎重に審理を行い，万が一にも誤判を防ぐために，第 1審のみの短期間の審理
で死刑判決が確定し，執行されるという事態を避けなければならないというところにあ
る。
　　したがって，我が国の上訴制度は，両決議の要求に沿うものとはいえない。なお，我
が国と同様に死刑を存置する米国では，死刑を存置している州のほとんどで，被告人の
意思にかかわりなく死刑判決は自動的に上訴されることになっている。

（3）「検察官上訴の禁止」について
　　検察官の上訴を認めることは憲法 39 条が禁じているとの解釈論もあったが，最高裁
判所大法廷判決は，「一審の手続も控訴審の手続もまた，上告審のそれも同じ事件にお
いては，継続せる一つの危険の各部分たるにすぎないのである。……それ故に，下級審
における無罪又は有罪判決に対し，検察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求
めることは，被告人を二重の危険に曝すものでもなく，従ってまた憲法 39 条に違反し
て重ねて刑事上の責任を問うものでもない」と判示した（最大判昭 25・9・27 刑集
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4-9-1805）。しかし，何ゆえに 1審から上告審までが「継続せる一つの危険」にすぎな
いのか最高裁は説明していない。この最高裁の合憲判決以来，我が国では，無罪判決に
対する検察官上訴が定着してしまっている。陪審の無罪評決を職業裁判官が破ることが
できるのでは，陪審裁判の意義は半減してしまうという理由から，実際，陪審制の裁判
で，検察官上訴を認めている国はない。我が国でも一般市民が参加する裁判員裁判を導
入したことを契機にこの点を法律で明確に禁じておく必要がある。

第３　日弁連の死刑問題に対する取組
１　日弁連の基本政策　
（1）2002 年 11 月の理事会における「死刑制度問題に関する提言」の採択
　　日弁連理事会は，2002 年 11 月 22 日「死刑制度問題に関する提言」を採択した。こ
の提言は，死刑問題について日弁連として最初のまとまった提言であり，歴史的な意義
を有するものである。
　　この提言は，死刑制度の存廃につき議論を尽くし，また死刑制度の改善を行うまでの
一定期間，死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法（死刑執行停止法）
の制定を提唱し，日弁連自身は，死刑制度の改善のために各種の取組を推進するとして
いる。

（2）日弁連死刑執行停止法制定等提言・決議実現委員会の設置
　　日弁連は，同年 12 月，上記提言を実現するために，「死刑制度問題提言に関する実行
委員会」を設置した。なお同委員会は後述する 2004 年の人権擁護大会決議後，提言及
び決議を実行するための「日弁連死刑執行停止法制定等提言・決議実現委員会」（「死刑
執行停止実現委員会」）と改組され，その後の日弁連の死刑執行停止を求める運動の中
心となっている。

（3）2004 年 10 月の人権擁護大会決議
　　また，日弁連は，2004 年 10 月に開催された第 47 回人権擁護大会において，「21 世
紀，日本に死刑は必要か－死刑執行停止法の制定と死刑制度の未来をめぐって」という
テーマの下にシンポジウムを開き，「死刑執行停止法の制定，死刑制度に関する情報の
公開及び死刑問題調査会の設置を求める決議」を採択した。
　　この決議は，前記の提言を発展させたもので，政府及び国会に対し，以下の施策の実
行を求めるものである。
①　死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法（死刑執行停止法）を制定
すること。
②　死刑執行の基準，手続，方法など死刑制度に関する情報を広く公開すること。
③　死刑制度の問題点の改善と死刑制度の廃止について国民的な議論を行うため，検討
機関として，衆参両院に死刑問題に関する調査会を設置すること。

（4）2008 年 10 月の「国際人権（自由権）規約委員会の総括所見に対する会長声明」
　　2007 年から 2008 年にかけて , 国際人権機関による下記のとおり審査が行われた。
・拷問禁止委員会による第 1回政府報告書審査
・国連人権理事会による普遍的定期審査
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・国際人権（自由権）規約委員会による第 5回政府報告調査
　　その中で，例えば「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（以下「自由権規約」
という）の実施状況に関し，日本政府は第 5回日本政府報告書を提出したが，これに対
し 2008 年 10 月 31 日国際人権（自由権）規約委員会はその調査結果を踏まえて総括所
見を発表した。同委員会は，死刑問題について，概略以下のように勧告している。
　　「死刑制度については，政府は世論に拘わらず死刑廃止を前向きに検討すること，国
民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせること，死刑確定者の処遇及び高齢者・精神
障害者への死刑執行に対し，より人道的な対応をとること，死刑執行を事前に告知する
こと，恩赦・減刑・執行の猶予が利用可能となること，必要的上訴制度を導入し，再
審・恩赦の請求に執行停止効を持たせること，そして再審弁護人との秘密接見を保障す
ること」
　　日弁連会長は，同日，この勧告について，以下のような会長声明を発表し，その中で
「当連合会は，日本政府が，委員会の勧告を誠意をもって受けとめ，その解決に向けて
努力することを強く求めるとともに，その実現のために全力で努力していく所存である
ことをここに表明するものである。」と述べた。この会長声明は政府に「世論に拘わら
ず死刑廃止を前向きに検討すること」を求めている勧告の実施を求めるものであり，日
弁連の死刑に対する姿勢を「死刑の存廃について議論すること」から「死刑廃止を前向
きに検討すること」へ前進させたとも評価できる内容である。

（5）2008 年 3 月の「日弁連死刑執行停止法案」の提唱
　　日弁連は東京，岡山など全国 5か所で死刑執行停止に関する全国公聴会を開催し，
2008 年 3 月，「死刑制度調査会の設置及び死刑執行の停止に関する法律（案）」（通称
「日弁連死刑執行停止法案」）を取りまとめた。
　　この法案は，死刑制度の存廃その他死刑制度に関する事項についての調査を行うた
め，衆議院及び参議院に，死刑制度調査会を 5年間設け，死刑制度調査会は，死刑制度
に関する調査のため，公聴会の開催及び参考人の調査を行い，広く国民の意見を聴取
し，調査の経過及び結果について報告書を作成し各議院の議長に提出することとし，死
刑制度調査会の設置期間中は，死刑の執行を停止するものである。
　　これは，従前の死刑執行停止の提言を法律案としてまとめ上げたものである。
（6）2010 年 3 月の「誤判原因を究明する調査委員会」の設置を求める意見書の採択
　　日弁連理事会は，2010 年 3 月 18 日，上記意見書を採択した。その内容は，「わが国
で起訴後に冤罪であったことが明らかにされた無罪確定事件と有罪判決がなされた後に
上級審あるいは再審において誤判であったことが明らかにされた有罪破棄無罪確定事
件・再審無罪事件について，誤判（誤起訴を含む。以下同様とする）発生の原因を明ら
かにするとともに，捜査と公判における問題点を摘出して，わが国の刑事司法制度およ
びその運用において緊急に改善すべき点と今後検討を進めるべき課題を明らかにするた
め，公的機関としての「誤判原因を究明する調査委員会」を設置すべきである。」とす
るものである。
　　この点は，「近年，わが国の刑事事件において，志布志事件，氷見事件，引野口事
件，足利事件など，重大な無罪確定事件，再審無罪事件が相次いでいる。これまでも免
田，財田川，松山，島田の死刑 4事件について再審無罪が確定した例を見るまでもな
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く，多くの誤判が繰り返されてきた。にもかかわらず，総合的な誤判原因の究明（検
証）が行われたことはない」という，問題意識の下で提唱されたものであるが，この調
査委員会が設置され，重大事件の誤判事件の原因解明がなされれば，日本の死刑問題は
大きく前進するはずである。

（7）日弁連の基本政策集
　　日弁連は，2009 年 11 月，今後の日弁連の人権擁護活動の指針として「人権のための
行動宣言 2009」を第 52 回人権擁護大会において承認したが（「人権のための行動宣言
2009」のもと人権擁護活動を一層推し進める宣言），この行動宣言において，「死刑をめ
ぐる人権」について，「政府に対し，死刑廃止を前向きに検討することを求めている国
連機関・人権条約機関による勧告を誠実に受けとめるよう働きかける」と述べ，「日本
弁護士連合会基本政策集」においても同様のことを述べている。

２　法務大臣に対する死刑執行停止要請活動と会長声明
（1）2002 年 11 月の理事会における「死刑制度問題に関する提言」の採択以後，日弁連
は，新任の法務大臣が就任する都度，あるいは法務大臣の就任中複数回にわたって，死
刑執行停止要請を繰り返し行ってきた。
　　2009 年 9 月に民主党政権が成立し，千葉景子法務大臣が最初の法相に就任したが，
同法務大臣については直接面談して死刑執行停止の要請書を手渡すことができた。また
2011 年 1 月には，日弁連会長が江田五月法務大臣に直接面談し死刑執行停止を要請し
た。
　　ちなみに，日弁連は，この要請において，その都度文章について工夫をし，死刑執行
停止の要請をするとともに，併せて各種の要請をしている。例えば千葉法務大臣に対す
る要請書においては，次のような要請をしている。
　［要請の趣旨］
　　現状の死刑制度について，速やかに以下の措置をとられるよう要請する。
①　死刑冤罪事件を未然に防ぐため，緊急に以下の措置を講じること。
・科学的に信頼性の高い方法によって再鑑定を受ける権利の確立
・死刑確定者と弁護人等との秘密交通の確保
・再審請求における国選弁護制度の創設
・再審請求による死刑執行停止効の確立
②　上記 4点をも含めた改善措置がとられるまでの間，死刑の執行を停止すること。

（2）死刑執行に対する日弁連会長の死刑執行停止声明と単位会会長の声明
　　死刑の執行は，1999 年 5 人，2000 年 3 人，2001 年 2 人，2002 年 2 人，2003 年 1 人，
2004 年 2 人，2005 年 1 人，2006 年 4 人，2007 年 9 人，2008 年 15 人，2009 年 7 人，
2010 年 2 人と毎年行われている。この間，杉浦正健法相は，在任中（2005 年 10 月～
2006 年 9 月）には死刑執行を行わず，2005 年 9 月以降，1年 2 か月以上死刑執行が行
われていない状態が続いていたが，その後就任した長勢甚遠法相，鳩山邦夫法相は，短
期間に死刑の執行を繰り返した。2009 年，自民党政権から民主党政権へ政権交代した
が，2010 年 7 月，千葉景子法相は死刑を執行した。

　　その中で日弁連は，死刑執行がなされるごとに死刑執行停止要請を繰り返し行ってき
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た。
　　また，全国各地の弁護士会でも死刑執行について同趣旨の会長声明を出しており，別
紙「死刑執行に関する会長声明・談話等一覧」のとおり，これまでに全国 52 弁護士会
のうち，過半数の 27 会において何らかの会長声明が出されている。
　　ちなみに，犯罪統計によれば殺人事件等の重大犯罪は増加していないにもかかわら
ず，1991 年から 1996 年の 6 年間と，2001 年から 2006 年までの各 6年間の死刑判決言
渡し数（死刑判決を維持したものを含む）を比較すると，地方裁判所では約 3倍，高等
裁判所では約 4倍，最高裁判所では約 2倍へと異常に急増している。近時，この急増傾
向は収まったものの，死刑確定者の数は増え続け 2011 年 7 月現在の死刑確定者数は
120 人である。

３　日弁連（人権擁護委員会と死刑執行停止実現委員会等）と単位弁護士会の活動
（1）日弁連（人権擁護委員会）は，1959 年依頼，再審事件に積極的に取り組み，死刑再
審 4事件（免田，財田川，松山，島田）について再審無罪判決を勝ち取り，死刑事件で
はないが，足利事件と布川事件で再審無罪となったことは，周知の事実である。また，
死刑再審事件でも，名張毒ぶどう酒事件や袴田事件，マルヨ無線事件等について，精力
的な弁護をしている。

（2）日弁連（死刑執行停止実現委員会）は，上記で述べた活動以外にも，市民に死刑の残
虐性と問題点をあらためて考えてもらうため，例えば映画「休暇」等を上映し，日弁連
の死刑執行停止の活動について講演する「死刑を考える日」を全国各地で開催してき
た。別紙「『死刑を考える日』等実施一覧」のとおり，これまでに東京，大阪，名古
屋，広島（後援），仙台，香川，長崎，岡山，和歌山，長野，横浜，京都，福井，静
岡，岐阜，山梨，札幌等で開催し，延べ 4000 人近くの参加を得ている。
　　また 2005 年 12 月，欧州委員会（EC），アメリカ法曹協会（ABA）と共催で，「人権
と死刑に関する国際リーダーシップ会議」を開催し，2010 年 6 月には「アメリカの被
害者遺族からあなたへ　人権のための殺人被害者遺族の会（MVFHR）が語る命と死
刑」を開催した。

（3）日弁連では，市民に対し死刑に関する正確な情報をできる限り平易な表現で提供し，
市民自らが死刑について考え，日弁連の提唱する死刑執行停止法について理解してもら
うため，日弁連のホームページ内に「死刑を考える」ページを設けた。

４　死刑事件弁護の研鑽
　日弁連は，2004 年の人権擁護大会において，「死刑に直面している者が，手続のあらゆ
る段階において弁護士の適切にして十分な援助を受けることができるよう，死刑に直面す
る者の刑事弁護実務のあり方についての検討に直ちに取り組む決意である」ことを決議し
た。この決議を実行するためには，死刑事件を担当した弁護士の経験を広く共有し，分析
して，今後の重大事件の弁護活動に生かしていくことが重要と考え，研修会や経験交流会
を通じてあるべき弁護の姿とは何かを考え，研鑽に努めてきた。
　日弁連は，2005 年 5 月，第 1回目の死刑事件弁護経験交流会を開催し，その後も毎年
経験交流会を開催し 2010 年 3 月には第 7回目の経験交流会を開催した。これまでに報告
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された事件は，名張毒ぶどう酒事件，木曽川・長良川殺人事件，奈良女児誘拐殺人事件，
秋田保険金殺人事件，山口県光市殺人事件等多数に上っている。
　また 2006 年，2007 年には，「裁判員制度下における死刑事件弁護―効果的弁護を探る
―」等と題し，日弁連特別研修会を実施した。

５　日弁連が問われるもの
　以上のとおり，日弁連は，死刑問題に関連して各種の活動を行ってきた。しかし，これ
までその基本的な立場は，死刑執行を停止して国民的な議論をするというところであっ
た。日弁連は，弁護士の強制加入が義務付けられている職能団体であるが，弁護士法 1条
に規定されるとおり，基本的人権の擁護を目的としている。日本の死刑制度の抱える問
題，あるいは死刑に内在する問題（基本的な欠陥）ゆえに，基本的人権を擁護する立場に
ある日弁連は，死刑問題について基本的な姿勢を鮮明にすることが求められているもので
ある。

第４　被害者遺族と死刑制度
　もし自分の子が殺されたら，誰でも応報の観念から加害者を殺せというかもしれない。
そして，それが人間として自然な感情であるかもしれない。
　しかし，国家がそれを認めることは残虐な犯罪者と同じことを国家がやることになる。
国家はヒューマニズムを追求すべきであるから，人を殺した人に対する刑罰も人道的なも
のでなければならない。刑罰はこれを必要とするやむを得ない場合にのみその適用を見い
だされるべきであるとする刑法の謙抑主義はその表れである。国家刑罰権は刑罰目的のた
めに存在している。刑罰目的は一般予防（注），特別予防である。一般予防，特別予防の
ためには死刑は全く役に立たない。被害者の最善の利益（真に被害者が必要としているこ
と）は何かということを議論しなければならない。被害者のためには応報感情を満足させ
ることが重要なのではない。被害者の保護を厚くすることが，人々の法への信頼を確保
し，ひいては法的平和（敵対感情と対立する概念）の再生につながる。例えばドイツの被
害者支援団体である白い環は，「最高刑で処罰するのではなく，行為者に責任に適合した
処罰を与え，そして，死者の生命とその遺族の喪失感を事柄の性質に適合したように問題
化する公正な裁判によって，それは達成される」と宣言している。
　そして，そこから，被害者遺族という事件の当事者が，応報の観念から，加害者に対し
死刑を求めることは人間の自然な感情としては理解できるが，しかし，それは，市民，社
会人という公的な立場から，犯罪（殺人等に至る暴力）のない社会を作りたいという思い
と，どのようにしたら調整できるのか，という問題が浮上する。
　それは，必然的に，犯罪（暴力）の原因は何か，暴力の原因は，社会のいかなる人間関
係によってもたらされるのか，ということを考える契機となる。　
　そして，それを明らかにするためには，過去に起きた暴力事件の原因を追究することが
必要不可欠であるという考えに結び付く。例えば，連合赤軍事件，地下鉄サリン事件，秋
葉原事件，元厚生省局長事件，大阪教育大付属池田小学校事件などが起きた背景を分析
し，その原因を追究することが有益であると思えてくる。そして，そのためには，加害者
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本人を死刑にして抹殺するのではなく，原因追究のために生きていて，そのために協力し
てもらうことが必要であるということになる（それは，加害者が生きて，そして罪の償い
をすることにもつながる）。
　そのようにして，将来，同種の事件が発生しないような方策を探求することが可能とな
る。
　一例を挙げると，世界一の自動車大国である中国で，ひき逃げ（全事故の 10～20%）
で凶悪な殺人事件が続発している背景には，中国の自動車保険は商業性が強く補償額に制
限があるために，被害者救済の機能が不十分なことがある，といわれているが，これは，
無制限の任意保険制度を作れば，改善が期待できることは明らかである。　
　これは，死刑を考えるとき，被害者感情については，公的な立場からの必要性（ニー
ズ）と，私的な立場からの要求（ニーズ）を比較衡量して調和点を見いだそうとする考え
方である。
　なお，全国犯罪被害者の会（あすの会）は，2011 年 1 月 23 日，第 11 回全国犯罪被害
者の会シンポジウムにおいて，「死刑制度の廃止ないし執行の停止には反対であり，死刑
制度を存続させるべきである」と決議し，その理由の中で，「被害者遺族が死刑を求める
のは，被害者を生き返らせる方法がないから，命をもって謝罪して欲しいからである」と
述べている。
　　
　　
注）ここにいう一般予防とは，積極的一般予防を指している。
　　従来からいわれている一般予防論が「一般市民の中で犯罪を犯そうとする者（潜在的
な犯罪者）が，同種の犯罪を犯した者が厳しく処罰されたことを知って，自分が罪を犯
したとき，その者と同様に厳しく処罰されると思って犯行を思いとどまる，という意味
で犯罪予防の効果があるとする考え方」であるのに対し，積極的一般予防論とは，「市
民を潜在的な犯罪者とみるのではなく，公正な裁判が行われたことによって，一般市民
の法に対する信頼が確保され法的平和が再生されるとする考え方」である。
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第１　裁判員裁判と量刑
１　はじめに

――市民は，直接刑罰と向き合うことになった
（1）裁判員は，裁判員裁判において，事実認定にとどまらず，刑の量定（量刑）にも関わ
り，被告人に対する刑を決定するとともにこれを直接被告人に宣告することになった。
すなわち，市民は裁判員として国家刑罰権の行使者となり，必然的に直接その審判者と
して刑罰と向き合うことになったのである。

（2）量刑は，広い視野に立った専門的な考察や知見，専門的な知識や経験を要する総合的
な判断であるといわれている。アメリカの陪審裁判では，量刑は原則として陪審員に委
ねられることはなく，多様な情報源に基づく刑事政策的判断の下，専門裁判官が行うこ
とになっている。

（3）このような専門的な知見等による総合的判断を要する量刑を，無作為抽出で 1回限り
裁判に関与する，量刑については全く素人の裁判員に委ねるのは酷であり，このような
裁判員に刑を決められ刑を科される被告人もたまったものではない。裁判員の職務は事
実認定にとどめ量刑はその職務から外すべきだ，という見解が存在するゆえんである。
　　刑事裁判の目的は，適正な事実認定（無実の者を処罰しない）と適正な量刑（責任以
上の刑を科さない）にある。裁判員に刑の量定をも求めるのであれば，裁判員が，行為
責任原則の下，一般予防と特別予防に配慮し，被告人の更生と社会復帰のための刑事政
策的判断を踏まえた適正な刑の量定をすることができるための条件整備とルール作りが
不可欠である。

２　裁判官裁判における裁判官の量刑について
（1）裁判官の量刑判断の理論的側面

――行為責任原則に立脚した相対的応報刑論に基づく量刑判断
　　裁判官裁判における裁判官の量刑判断の過程については，裁判官は一般的傾向とし
て，「犯情（犯罪行為自体に関係する情状）に応じて量刑の大枠を決定し，その枠の中
で事案に応じた個別的な一般情状（一般予防・特別予防に関する情状を中心とするが，
これに限られない）を考慮して最終的な量刑を決定している。」（原田國男「裁判員裁判
と量刑評議」刑事法ジャーナル 16 号 56 頁）といわれている。
　　これは，通説的な見解である行為責任原則に立脚した相対的応報刑論といってよいで
あろう。すなわち，刑罰の本質は応報にあることを前提に，応報の対象は行為であるか
らまず行為を確定し，次いで行為に関係する事情（犯情）に応じて責任の枠の上限を定
める。その責任の枠内で，刑罰の目的は犯罪の予防・抑止にあるとして，予防・抑止効
果と無縁な絶対的応報は認めず，一般予防・特別予防の観点を取り入れて最終的な量刑
を決定する，というものである。

（2）裁判官の量刑判断の実際
――量刑相場に基づく「ブラックボックス状態」の量刑判断
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　　裁判官裁判における裁判官の量刑判断は，上記のとおり，理論的には行為責任原則に
立脚した相対的応報刑論に基づく量刑判断といえるが，実際の量刑判断は，いわゆる量
刑相場を量刑の基準として，これに依拠して行われてきた。
　　この量刑相場とは，同種・同性質・同程度の行為を内容とする事件に対しては，同刑
量の刑罰を適用するのが妥当であるという考え方を根拠とし，長年の実務的経験の積み
重ねにより形成され確立した量刑の具体的基準である，とされている。そして，量刑相
場の幅はほぼ責任の幅に相応するものと考えられており，量刑相場に沿った量刑判断を
すれば，その量刑は行為責任の幅の中に自然に収まることになるという。これは，熟達
した裁判官であれば，一応身に付けている認識判断で，犯罪事実が確定されれば，経験
的に想定される極めて限定された幅の中で具体的な刑が決定されることになる，といわ
れている。（原田「量刑判断の実際（第 3版）」3頁参照）
　　すなわち，裁判官の量刑判断の実際は，裁判官の長年の経験に基づく一種の勘による
もので，理論的に裏付けられたものとは言い難く，どのようにして判決の量刑に至った
のか判決を見てもよく分からないというのが実態である。裁判官裁判における量刑判断
は「一種のブラックボックス」であった（同書 353 頁），といわれるゆえんである。
　　この量刑相場による量刑判断のシステムは，裁判官に任せておけば裁判官は経験に裏
付けられた適切な量刑判断をする，という前提に立ち，逸脱した場合には上級審が量刑
不当を理由に破棄することで是正する，ということで成り立っていた。

（3）最高裁判所の「量刑の基本的な考え方について」
――一般市民である裁判員が量刑に関与する裁判員裁判への対応

　　裁判官の量刑相場による量刑判断については，検察官や弁護人も暗黙の了解の上に当
然のこととして対応していた。
　　ところが，裁判員裁判の導入で一般市民が裁判員として量刑にも関与することにな
り，状況は一変した。裁判官，検察官，弁護人という実務専門家の間での上記の暗黙の
了解ごとが一般市民である裁判員に通用するはずはなく，裁判所として量刑判断に関す
る基本的・統一的な考え方を提示しなければならなくなったのである。それが，裁判員
制度施行直前に最高裁判所が全国の裁判官に配布した「量刑の基本的な考え方につい
て」である。
　　「量刑の基本的な考え方について」が示す量刑判断は，上記（1）の行為責任原則に立脚
した相対的応報刑論に基づくものである。
　　すなわち，量刑とは，被告人の犯罪行為にふさわしい刑事責任を明らかにする作業で
あり，「量刑の基本的な考え方について」が示すその手順は概略以下のとおりである。

　　第 1段階として，被告人がどの犯罪行為を行ったのか（罪質）を確定し，その法定刑
により刑の上限と下限を定める。この段階で刑の加重減免事由も考慮する。
　　第 2段階として，当該犯罪行為の動機・態様・結果等（犯情）に着目して，当該行為
が行為としてどのような社会的類型に該当するのかを確定し，広い法定刑の枠内で当該
行為がどの範囲に属するのかを明らかにする。「被害者の挑発」や「模倣性の程度，社
会に与えた不安感等の社会的影響」等の諸事情もここで考慮する。
　　そして最終段階として，犯罪行為との関連では周辺的・付随的な事情を考慮して，一
定の範囲（幅）の中から宣告刑を決定する。この周辺的・付随的な事情には，例えば被
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害者側の事情としては，①被害者の落ち度，②被害者の年齢・性別・社会的立場等，③
第 2段階で考慮されていない被害者側の一般的事情，④被害感情，⑤損害賠償の有無・
示談の成否等の諸事情があり，被告人側の事情としては，①被告人の属性による加重事
由（累犯加重等），②刑の加重方向にはたらく同種前科・常習性・犯罪傾向・粗暴性・
反社会性・一般的生活態度等の被告人の性格・人格に関する諸事情，③被告人の年齢，
④犯行後の行動，⑤反省の有無・程度，⑥家庭事情や不幸な生い立ち，精神的未熟性等
責任能力の問題に至らない被告人の精神状態，知的能力等の諸事情がある。また，将来
における被告人の更生の見通しなど特別予防的な観点もここで考慮される。
　　なお，行刑の実情については，それが量刑を決するようなことがあっては本末転倒で
あるとして，量刑に当たって行刑の実情の考慮は一定限度にとどめられる，とされてい
る。しかし，行刑の実態を考慮しないで，量刑を決するということは無責任であろう。
行刑改革会議提言（2003 年 12 月 22 日）には，「行刑の基本的理念」として，「我が国
の行刑は，受刑者を…社会から隔離し，その自由を剥奪するとともに，その改善更生及
び円滑な社会復帰を図るという基本的理念に基づき行われてきた。」（7頁）と明記され
ている。受刑者の「改善更生及び円滑な社会復帰を図る」ためにはどのような量刑が適
切か，それを判断するためには行刑の実態を知ることが不可欠の前提である。量刑を決
するに当たり行刑の実情を考慮することは，「本末転倒」どころか，必須である。

（4）量刑事情としての被告人の更生・社会復帰
――裁判官の量刑判断における被告人の更生・社会復帰の位置付けと評価

　　被告人の更生と社会復帰は，裁判官の量刑判断にあっては，理論的には量刑の最終段
階である特別予防の観点から考慮されることになっている（上記（1））。しかし，裁判官
の量刑判断の実際は，量刑相場に依拠したものであり（上記（2）），被告人の更生と社会
復帰が量刑判断の中核の一つとして位置付けられているとは言い難い。
　　最高裁判所の「量刑の基本的な考え方について」の考え方も同様である。最終段階
で，被告人の更生の見通しなど特別予防的な観点も考慮されることになってはいる。し
かし，量刑に当たって行刑の実情は一定限度にとどめられるとするなど，量刑判断に当
たり被告人の更生と社会復帰について特別予防や刑事政策的観点から考慮することに，
最高裁判所の姿勢は謙抑的・消極的であるといわざるを得ない（上記（3））。
　　また，裁判員裁判の評議における量刑判断の資料として，最高裁判所は量刑検索シス
テムを開発している。この量刑検索システムは，主として犯情に関わる基本的な量刑因
子を入力して検索することにより，同種先例の量刑の傾向を視覚的に把握できることを
目的とするもので，その使用により，量刑評議で同種先例の量刑の傾向を参考にしつ
つ，当該事件の個性に着目して量刑について自由に議論することが可能になる，と説明
されている。この量刑検索システムの基本的な量刑因子は主として犯情に関わるもので
あり，被告人の更生と社会復帰という特別予防や刑事政策的観点は対象とされていな
い。
　　そもそも，被告人の更生と社会復帰という観点から量刑判断を行うためには，刑事政
策的な知識や矯正保護に関する系統的な知識，刑事施設や保護観察における矯正処遇等
の実情などに関する知識が不可欠である。全ての刑事裁判官にかかる知識があるとは言
い難く，このような実情の下では，裁判官が被告人の更生と社会復帰という観点から的
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確な量刑判断を行うことは困難である。

３　裁判員裁判における量刑について
（1）裁判員裁判を契機とした量刑判断の変化

――量刑判断の透明化と合理化の必要性
　　裁判官裁判における量刑判断は，前記のとおり，「一種のブラックボックス」であっ
たが，裁判員裁判においては，「量刑判断の透明化と合理化」（原田，前掲書 353 頁）が
強く求められている。「量刑判断の透明化」とは，裁判官には，どのようにしてその量
刑判断に至ったかについてきちんと裁判員に説明する責任があるということであり，
「量刑判断の合理化」とは，裁判官は，これまで必ずしも踏み込んだ検討がなされずに
きた量刑判断における理論的諸問題について，裁判員にきちんとした考え方を示して説
明する必要があるということである（同書 353 頁～354 頁）。

　　量刑は専門的な知見等による総合的判断を要するものであり，これを全く素人の裁判
員に委ねるのは問題で，裁判員の職務から量刑は外すべきだ，という見解も存在する。
そのような問題のある量刑に裁判員を関与させる以上，裁判員が的確・適正な量刑判断
をするためには，裁判官が評議に当たって量刑について説得力のある十分な説示をする
ことが不可欠である。また，これまでいわゆる量刑相場に基づいて行ってきた量刑につ
き，裁判官には，個々の量刑事情ごとに個別具体的にその量刑判断の理由を説明し，裁
判員と率直な意見交換をすることが求められている。
　　以上のとおり，裁判員裁判で的確・適正な量刑判断が行われるためには「量刑判断の
透明化と合理化」が必要不可欠である。裁判員制度が施行された現在，裁判官裁判にお
いても「量刑判断の透明化と合理化」は実現されなければならない課題である。

（2）個々の量刑事情としての被告人の更生・社会復帰
――「量刑判断の透明化と合理化」の要請と被告人の更生・社会復帰

　　前記のとおり，被告人の更生と社会復帰という観点から量刑判断を行うためには，刑
事政策的な知識や矯正保護に関する系統的な知識，刑事施設や保護観察における矯正処
遇等の実情などに関する知識が不可欠である。
　　したがって，裁判官は，刑罰の目的が犯罪の予防・抑止にあることを前提に，「量刑
判断の透明化と合理化」の要請の下，一般予防・特別予防の観点を取り入れた量刑判
断，殊に特別予防や刑事政策的観点から被告人の更生・社会復帰を主眼においた量刑判
断の重要性を説示する必要がある。また，裁判員が被告人の更生・社会復帰を主眼にお
いた量刑判断を的確・適正に行うためには，裁判官は裁判員に対し，被告人の更生・社
会復帰に関する裁判員の質問等について，必要に応じて的確に刑事政策的な説明や矯正
保護に関する系統的な説明，刑事施設や保護観察における矯正処遇等の実情に関する説
明をしなければならない。
　　殊に，①執行猶予か実刑か，②有期懲役か無期懲役か，③無期懲役か死刑かという刑
種の狭間にある事案については，行刑の実情がその量刑判断の重要な鍵，場合によって
は決定的な鍵となることは否定できない。最高裁判所が「量刑の基本的な考え方」で，
量刑判断における「行刑の実情」という量刑事情を抑制的・消極的に捉えていることの
誤りは明らかである。
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　　①については，最低限，刑務所における更生・社会復帰に向けた矯正処遇や教育等の
実情，執行猶予の場合の社会内での更生に向けた施策の有無・内容等，保護観察付執行
猶予の場合の保護観察における矯正処遇・教育等の実情等々が，②については，最低
限，刑務所における有期刑・無期刑の囚人の更生・社会復帰に向けた矯正処遇や教育等
の実情，無期刑の終身刑化の実情等々が，③については，最低限，刑務所における無期
刑の囚人の更生・社会復帰に向けた矯正処遇や教育等の実情，とりわけ無期刑の終身刑
化の実情，死刑囚の日々の生活（毎日死刑執行されるのではないかという恐怖など），
悔悟（死刑にする必要が今もあるのかなど），絞首刑という死刑の執行方法（その残虐
性など），刑務官など被告人の死刑判決に関与していない者の死刑執行への関与等々
が，それぞれ裁判員に懇切丁寧に説明されなければならない。
　　これらの説明を受けて初めて裁判員は「行刑の実情」を踏まえ，被告人の更生・社会
復帰の観点を考慮した量刑判断ができるのである。そもそも，そのような懇切丁寧な説
明を裁判官はしているのか，というより係る説明がそもそもできているのか，もっとい
えば，そのような説明ができるほど行刑の実情を把握しているのか，重大な疑問を持た
ざるを得ない。

（3）裁判員裁判における量刑の傾向と特徴
――重いものはより重く，軽いものはより軽く

　　裁判員裁判における量刑（宣告刑）については，いくつかの傾向と特徴がある。もち
ろん，事例も裁判員裁判における量刑の傾向や特徴を確定できるほど多くはなく，裁判
員となった市民はまさに十人十色であり，その「国民の健全な社会常識」もまた十人十
色であるから，裁判員裁判における量刑（宣告刑）の傾向を確定するのは現時点ではな
かなか困難である。
　　ただ，これまで新聞記事や最高裁判所の「裁判員制度の実施状況」の集計結果（2010
年 4 月に（その 1），2011 年 2 月に（その 2）が公表されている。以下「最高裁集計結
果」という），日弁連が収集した判決の分析などによると，現時点における裁判員裁判
の量刑の傾向とその特徴として以下の諸点が指摘されている。（原田「裁判員裁判にお
ける量刑の傾向」第一東京弁護士会会報No. 455 の 3 頁～，森下弘「特集の趣旨と分析
の試み」季刊刑事弁護No. 66 の 22 頁～，岡慎一「裁判員裁判における量刑判断　日弁
連での判決分析から」季刊刑事弁護No. 66 の 34 頁～など）。

　　以下の①～⑤は「重いものはより重く」という裁判員裁判の重罰化傾向の事例であ
り，⑥～⑧は「軽いものはより軽く」という裁判員裁判の寛刑化傾向の事例である，と
一応はいえよう。
①　強姦致傷や強制わいせつ致傷などの性犯罪及び傷害致死については，実刑の場合，
重罰化の傾向がある。
　　最高裁集計結果（その 1）によると，強姦致傷，強制わいせつ致傷，傷害致死につ
いては，裁判員裁判の実刑の量刑のピークは裁判官裁判のそれに比し重い方向にシフ
トしている。
　　判決理由においても，強姦致傷事件につき，「（従前の裁判例の）量刑分布は，被害
者となる女性の立場等を考えるとやや軽過ぎると思われ，見直しの必要性がある。」
（徳島地裁 2010 年 2 月 18 日判決），「性犯罪の量刑のあり方について，裁判員裁判が
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始まったのを機に，一般市民の処罰感情に立って改めて検討し直すことが求められ
る。これまでの量刑傾向はやや軽きに過ぎたと指摘せざるを得ない。」（大阪地裁
2010 年 3 月 5 日判決）などの判決がある。なお，後者については検察官の求刑どお
りの判決（懲役 7年）が下されている。
　　また，傷害致死事件については，「殺意をもっての行為ではないとしても，人の命
を奪ったという重大な結果に照らせば，これまでの刑では軽いのではないかと考え
る。」として，検察官の求刑どおりの判決（懲役 8 年）が下されている（東京地裁
2010 年 10 月 26 日判決）。
②　強姦事件については既遂と未遂の区別が曖昧になり，未遂も既遂と同じ程度に重い
量刑をする傾向がある。
　　裁判官裁判では，既遂と未遂の間には量刑に当たって明確な区別があり，未遂は量
刑に当たり有利な事情と評価されていた。
　　ところが，裁判員裁判では被害者が受けた精神的打撃を重視し，強姦による被害者
の精神的打撃は未遂であっても既遂であっても同じである，として未遂を重く処罰す
る傾向がある。
　　例えば上記の大阪地裁 2010 年 3 月 5 日判決は，「結果的に強姦は未遂に終わってい
るものの，…未だ年若い被害少女は，肉体的にも精神的にも想像を絶する大きな苦痛
を被っていることがうかがわれる。同女は，本件当時 17 歳の高校生であって，しか
も処女であったというのであり，本件被害が同女の今後に影を落とすことがないの
か，強く懸念されるところである。」として，上記のとおり検察官の求刑どおりの判
決（懲役 7年）を下している。
③　少年の逆送事件の場合は，ほとんどが求刑どおりの量刑となっている。
　　模擬裁判の評議では，少年だからこそ危険であり，長期間刑務所に入れておいても
社会復帰は可能で，その更生のためには長期間刑務所に入れておくべきだ，という裁
判員の意見が堂々と述べられ，弁護士，裁判官，検察官は驚愕，傍聴の一般市民は納
得という場面が存在した。世論調査で危険人物，不審者，潜在的犯罪者などとして外
国人，精神障がい者と並び少年が必ず掲げられているのも係る市民感覚の一環といえ
よう。
　　2003 年の司法研究における少年事件に関する量刑調査では，犯行時少年であった
ことは刑の加重事由になると回答した市民が 25％もいた。裁判官は当然のことなが
らゼロであった。裁判官においては，少年法の理念の下，被告人の年齢が若いという
ことは可塑性に富み刑罰による影響の大きいところから，特別予防の点で有利な情状
と考えられていたからである。この市民感覚と少年法の理念に鍛えられた裁判官の感
覚の差は裁判員裁判の量刑に見事に反映している。
　　その典型がいわゆる石巻事件死刑判決（仙台地裁 2010 年 11 月 25 日判決）であ
る。同判決は，被告人が本件当時 18 歳 7 か月の少年であったとの弁護人の指摘に対
し，「この点は，被告人の刑を決めるにあたって相応の考慮を払うべき事情ではある
が，先に見た本件犯行の残虐さや被害結果の重大性に鑑みると死刑を回避すべき決定
的な事情とまではいえず，総合考慮する際の一事情にとどまり，ことさらに重視する
ことはできない。」と，明確に少年法の理念を否定し，一気に死刑判決に至ってい
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る。
　　検察官の死刑求刑は立場上ある意味やむを得ないとしても，少年法の理念を踏まえ
た弁護人の弁護活動と裁判官の説示が説得力をもって十全になされたのか重大な疑問
のある判決である。
④　従来の量刑傾向が軽いと指摘して，従来の量刑分布を逸脱した量刑，検察官の求刑
どおりの量刑，あるいは検察官の求刑を超える量刑をする例も少なくない。
　　例えば，上記①の徳島地裁 2010 年 2 月 18 日判決，大阪地裁 2010 年 3 月 5 日判
決，東京地裁 2010 年 10 月 26 日判決がそれである。
　　また，殺人についても，「これまでの量刑は，この種の犯罪の結果・行為の評価と
しては不十分であり，人の生命が軽んじられている現代の世相に鑑みると，改めるべ
きとの結論に至り，このような犯罪を抑止し，我々の平穏な社会生活を守るために
は，従前の量刑幅よりも重い量刑をもって臨むのが相当」として懲役 17 年の判決
（求刑は懲役 18 年）を下し（千葉地裁 2010 年 2 月 8 日判決），あるいは「従前の量刑
傾向を参考としつつも，これに機械的に当てはめて結論を導くのではなく，そもそも
国民の健全な良識に照らし，いかなる刑罰が適切かという観点からも十分に検討され
なければならない。…身勝手な動機から，強固な殺意に基づき，一人の人間のかけが
えのない生命を奪ったという厳然とした事実に対する報いとしては，検察官の求刑の
前提となっている従前の量刑傾向がやや軽いのではないかとの感が否めないところで
ある。」として検察官の求刑どおりの懲役 15 年の判決（千葉地裁 2010 年 9 月 10 日判
決）が下されている。
⑤　行為責任原則に反して重い罪が宣告されたのではないかと思われる判決もある。
　　例えば，和歌山地裁 2010 年 1 月 27 日判決は，焼損面積 0.211㎡，被害額も少額，
自然鎮火で周辺への危険性も発生していない，被害者（両親である）は被告人を許し
ている，保釈中に周辺住民に謝罪しその許しも得ている，という事案につき，被告人
の反省が表面的で深まりがないこと，両親が真に目を向け改善すべき点に思い至って
いないことを理由に，「被告人の社会内における更生は非常に困難であって，被告人
に対しては，執行猶予をつけるのは相当ではなく，矯正施設に収容した上，本件犯行
や，これに至る要因となった自分自身の生活状況等を振り返り，猛省を促すべきであ
る」として実刑を言い渡している。
⑥　殺人や殺人未遂でも，家庭内暴力や介護疲れによる家族間の事件については寛刑化
の傾向がある。例えば東京地方裁判所 2010 年 2 月 19 日判決などがこれに当たる。
　　2010 年 5 月 20 日時事通信社記事によれば，家庭内暴力や介護疲れによる家族間の
殺人や殺人未遂事件では，執行猶予付き判決や検察官の求刑の半分以下の判決もあっ
たという。
⑦　強制わいせつ致傷や傷害致死については，法定刑の最下限を少し上回る求刑の場合
には執行猶予となっている事案も少なくない。これも裁判員裁判で保護観察付きの執
行猶予判決が増えている一因であろう（後記⑧参照）。

⑧　裁判員裁判では，保護観察付きの執行猶予判決が多くなっている。
　最高裁集計結果（その 1）では，執行猶予判決の保護観察率は，裁判官裁判が 36.6
％，裁判員裁判が 59.2％となっている。
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　　また，最高裁集計結果（その 2）では，裁判員裁判の方が裁判官裁判より執行猶予
判決が多く，したがって，当然のことながら控訴率も下回っている反面，保護観察付
きの執行猶予判決が多くなっているという。
⑨　裁判員は被告人の立ち直りや更生に強い関心を示していると評価する論者が多く，
上記⑧の裁判員裁判における保護観察付き執行猶予の多さはそれを直接裏付けている
と説明されている（原田「裁判員裁判における量刑の傾向」第一東京弁護士会会報№
455 の 3 頁～など）。
　　確かに，量刑理由において，被告人の更生の可能性に触れた判決は多い。上記⑤の
和歌山地裁 2010 年 1 月 27 日判決がそれであり，同じく放火の事案で「被告人には社
会内での更生の機会を与えるのが相当である」として執行猶予判決を下した名古屋地
裁岡崎支部 2010 年 9 月 9 日判決，検察官求刑の 15 年の長期の受刑では 28 歳の被告
人の更生は極めて困難になり，再起可能な年齢での社会復帰の機会を付与することが
相当として懲役 10 年を言い渡した，さいたま地裁 2010 年 7 月 7 日判決などがある。

（4）上記の量刑の傾向と特徴から見た裁判員裁判の量刑の問題点
――裁判員裁判の重罰化・寛刑化と「国民の健全な社会常識」

　　司法制度改革審議会意見書 103 頁の「（量刑についても）国民の健全な社会常識を反
映させるべきである」という思想がそのまま裁判員裁判に連動し，その量刑は当然に
「国民の健全な社会常識」を反映するものとされている。
　　しかし，果たしてそうであろうか。そもそも「国民の健全な社会常識」なるものは観
念的には存在しても具体的には存在し得ないものである。裁判員裁判の模擬裁判の多様
な実態，裁判員裁判における多様な量刑の存在は，その事実を端的に証明している。
①　裁判員裁判における宣告刑には様々なばらつきがある。例えば，その当否は別とし
て，検察官の求刑どおりの，あるいは求刑を超える宣告刑があるが（上記（3）④），
これは，この宣告刑を受けた被告人と従前の量刑基準に基づく宣告刑を受けた被告人
（裁判員裁判の宣告刑の多くは従前の量刑基準の枠内にある）との間に著しい不公
平・不平等を惹起するもので，量刑相場や最高裁が量刑検索システムで目指してきた
「同種・同性質・同程度の行為を内容とする事件に対しては，同刑量の刑罰を適用す
るのが公平・平等である」という公平・平等の要請に反するものである。
　　もちろん，最高裁判所が「量刑の基本的な考え方について」で述べるように「これ
までの量刑基準も，それが絶対的に正しいわけではないし，固定的なものでもない」，
「あらゆる社会的スタンダードと同様に，常時変動している」ものである。しかし，
係る判決をする場合には，何故従前の量刑基準から外れた重い量刑判断をしたのか，
その量刑理由について被告人が納得できるだけの説明をすることが不可欠である。
②　裁判員裁判では，上記（3）で取り上げただけでも，既遂と未遂の区別が曖昧化した
判決（上記（3）②の大阪地裁 2010 年 3 月 5 日判決），行為責任原則に反すると思われ
る判決（同⑤の和歌山地裁 2010 年 1 月 27 日判決），「二重評価禁止の原則」（例えば
「量刑傾向の幅という中の前提としての事実として，既に評価済みのものがあるの
に，それをその幅の中で，もう一度評価するということは，許されない」等。原田，
前掲書 355 頁。高畑満「弁護人の立場からどのように量刑を理解し，活動すべきか」
第一東京弁護士会会報№ 455 の 8 頁～）に違反すると思われる判決（同①の東京地裁
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2010 年 10 月 26 日判決。傷害致死事件であるから，人の命を奪ったという事実は既
に評価されている。それにもかかわらず「人の命を奪ったという重大な結果に照らせ
ば，これまでの刑では軽いのではないか」として，人の命を奪った事実を再度評価し
ている），少年法の理念を無視した判決（同③の仙台地裁 2010 年 11 月 25 日判決）が
存在する。
　　裁判員裁判において，このような量刑原則や刑法理論，少年法の理念等に反する判
決が存在するのは，これらの量刑原則や刑法理論，少年法の理念等について，評議の
場で，裁判官が裁判員に対して，裁判員が理解できる平易な言葉で説明や説示をして
いないことに最大の原因があるのではないかと思われる。もちろん，弁護人が法廷に
おいて係る量刑原則や刑法理論，少年法の理念等について裁判員に分かりやすく説明
しその理解を求めるのは当然のことである。裁判員が，量刑原則や刑法理論，少年法
の理念等にのっとって「国民の健全な社会常識」の下に的確で適正な量刑判断ができ
るかどうかは，ひとえに裁判官（と弁護人）の裁判員に対する量刑原則や刑法理論，
少年法の理念等に関する説得力にかかっているといってよい。

（5）裁判員裁判と被告人の更生・社会復帰
――裁判員が被告人の更生・社会復帰に向けた適正な量刑判断をするためには

　　裁判員は，上記（3）⑨で述べたように，被告人の立ち直りや更生に強い関心を示して
いる。その量刑に当たっても，実際に，被告人の立ち直りや更生の観点から量刑判断を
して，その結果，保護観察付き執行猶予判決（上記（3）⑧），社会内での更生は非常に困
難という理由で実刑判決（同⑤の和歌山地裁 2010 年 1 月 27 日判決），被告人の社会復
帰年齢を考慮して刑期を定めた判決（同⑨のさいたま地裁 2010 年 7 月 7 日判決）な
ど，被告人にとって有利・不利を問わず多種多様な判決が下されている。
　　係る裁判員の被告人の立ち直りや更生に対する関心の深さとそれが量刑にも直結して
いる裁判員裁判の現状に照らすならば，上記（2）で述べたように，裁判員が被告人の更
生・社会復帰を主眼においた量刑判断を的確・適正に行うために，裁判官は裁判員に対
し，被告人の更生・社会復帰に関する裁判員の質問等について，必要に応じて的確に刑
事政策的な説明や矯正保護に関する系統的な説明，刑事施設や保護観察における矯正処
遇等の実情に関する説明等をすることが不可欠であり，裁判員も受け身の姿勢ではなく
自ら積極的に学ぶことが必要である。
　　これを怠るときは，執行猶予が相当であるのに実刑にしてしまう，社会復帰が不可能
になるような長期の有期刑あるいは無期刑を下してしまう，最悪の場合は命まで奪って
しまう，という取り返しのつかない過ちを犯すことになってしまうのである。この量刑
誤判は立派な誤判であり，被告人の人権を著しく侵害し，死刑の場合にはこれを完全に
剥奪してしまうものであることを銘記しなければならない。

（6）量刑における裁判員の負担と，被告人と同じ人間として
――裁くのも裁かれるのも同じ仲間の人間であること

　　ほとんどの普通の市民は，現実の犯罪に邂逅することなく一生を終えていく。裁判員
裁判の対象となる殺人などの重大事件に邂逅する確率はほとんどゼロに等しいといって
よいであろう。
　　このような普通の市民が，裁判員として，突然，殺人などの重大犯罪について被告人
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を裁く者として刑事裁判に関与することになるのである。被告人の自由を奪い，場合に
よってはその生命をも奪うことができる権力を付与され，その権力を的確・適正に行使
することが要請されるのである。その行使の過ちは，直ちに被告人の人権に対する違法
かつ重大な侵害につながるのであり，最悪の場合には「殺人者」にもなりかねないので
ある。その裁きのためには，惨たらしい殺害現場や被害者の死体そして解剖写真も見な
ければならず，惨たらしい殺害の状況について微にいり細にいった尋問や供述について
も集中して聞き，そして理解しなければならない。その精神的苦痛たるや想像に絶する
ものである。裁判員にトラウマが発生するのも当然であろう。
　　また，我が国の刑法典は限りなく法定刑の幅が広く，裁判員制度導入に当たって，裁
判員を量刑に関与させるのであれば，現行刑法の構成要件と法定刑を細分化し，法定刑
を基準とした量刑ができるようにすべきだという議論も存在したが，係る法改正は行わ
れなかった。
　　前記のとおり，職業裁判官は量刑相場に依拠して量刑判断をしてきたため，量刑理論
や量刑ルール，刑事政策，矯正保護，刑事施設や保護観察における矯正処遇等の実情
等々に関する知識がなくとも，経験的な勘によって量刑を行っていた。そのため，法定
刑の幅の広さは職業裁判官にとっては量刑判断の障害とは認識されていなかったといっ
てよいであろう。
　　しかし，裁判員経験者からは「法の規定する量刑の幅が広すぎて，規定自体は全然参
考にならない。」，「量刑の基準が広くて判断の基準にならない。」，「5年と 6年の差，3
年と 4年の差がわからない。」，「死刑や無期懲役がどういう刑なのか，正確に把握しな
いと判断できない。」などの感想が述べられている。裁判員にとって，法定刑の幅の広
さはその量刑判断にとって重大な障害となっているのである。
　　この現行刑法の構成要件と法定刑の細分化は，裁判員裁判において，上記（4）①で指
摘した「同種・同性質・同程度の行為を内容とする事件に対しては，同刑量の刑罰を適
用するのが公平・平等である」という公平・平等の要請にも資するものである。
　　さらに，裁判員は，犯罪被害者あるいはその遺族の激烈な被害感情にも直撃される。
マスコミも犯罪被害者に同情的で，犯人に厳しい姿勢を貫くのが一般的である。他方で
裁判員は被告人の立ち直りと更生，社会復帰に重大な関心を持っている。犯罪被害者や
その遺族の激烈な被害感情とそれを代弁するかのようなマスコミ報道と，被告人の立ち
直りと更生，社会復帰を実現させたいという思いの狭間で思い悩む裁判員の心情はいか
ばかりのものか。
　　このような厳しい状況を打開するためには，裁判員が被告人もまた自分と同じ人間で
あるという意識を持つことが必要ではないか。
　　「刑事裁判には，裁く者と裁かれる者との間に同じ人間だという共通の意識が存在す
ることが必要です。それがなければ血の通った裁判はできません。裁く者に自分もどこ
かで人生の歯車が狂えば，被告人席に座っているかもしれないという意識のある場合
と，被告人となるような人間と自分とは全く別世界の者だという意識しかない場合とで
は，同じ刑を言い渡しても，被告人に与える感銘力には各段の違いが生じます。残念な
がら，常に被告人を見下している現在の多くの裁判官には被告人も同じ仲間の人間だと
いう意識が乏しいように思われます。しかし，裁判員の皆さんには，そのような意識は
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なく，被告人の悩みを同じ仲間の人間として，率直に受け止める感受性を備えているは
ずです。どうかそのような気持ちを失わずに被告人の量刑を考えて下さい。そのような
気持ちは，必ず被告人に通じ，裁判官からは得られない感銘を被告人に与え，その更生
の大きな力となるのです。」（石松竹雄・伊佐千尋「裁判員必携――批判と対応の視点か
ら」ちくま新書 179 頁～180 頁）。

　　この裁判員の真摯な姿勢は，被告人だけではなく，犯罪被害者やその遺族にも通じる
のではないか。犯罪被害者やその遺族もまた，被告人や裁判員と同じ仲間の人間だから
である。

４　おわりに
――裁判員が適正な量刑判断をすることができるための条件整備とルール作り

　第 1項の「はじめに」で述べたとおり，裁判員が量刑に関与する以上，裁判員の的確・
適正な量刑判断を実現するためには，その条件整備とルール作りが不可欠である。
　第 1に，刑法の構成要件と法定刑の細分化である。上記のとおり，裁判員経験者も現行
刑法の法定刑の幅の広さの問題点を指摘している。そのためには刑法の全面改正が不可欠
である。しかし，係る刑法の全面改正など待ってはいられない。
　とすれば，第 2に，上記刑法の全面改正までの間，犯罪類型ごとに量刑の枠を決め，こ
れを量刑のガイドラインとするとともに，既遂と未遂の区別，行為責任原則，「二重評価
禁止の原則」，少年法の理念などの量刑のルール（前記 3（4）③参照）を確立し，これらの
量刑ガイドラインと量刑ルールを裁判官が裁判員に噛み砕いて説示することが不可欠であ
る。
　この量刑ガイドラインと量刑ルールの策定は，裁判官・検察官・弁護士という我々実務
家と学者に与えられた使命といえよう。一刻も早く量刑ガイドラインと量刑ルールが策定
されなければならない。
　これら第 1及び第 2の課題は，本来ならば裁判員制度導入前に当然のこととして実現さ
れていなければならなかったことである。
　第 3に，学校教育，政府広報，マスコミ報道等を通じて，国民が量刑理論や量刑ルー
ル，刑事政策，矯正保護，刑事施設や保護観察における矯正処遇等の実情等々に関する知
識を持つことである。学校や政府，そしてマスコミには国民に係る知識を普及させる義務
がある，ということである。
　第 4に，裁判員裁判開始に当たって，裁判員に選ばれた市民に刑務所における処遇の実
態や保護観察の実態を見てもらい，行刑の実態を実感してもらうことである。裁判官が行
刑の実態について裁判員に噛み砕いて説示することが不可欠であることはいうまでもな
い。
　第 5に，公訴事実等（公訴事実及び犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由と
なる事実）に争いのある事件においては，公判手続を「公訴事実等の存否についての審
理」と「刑の量定についての審理」に二分することである。これにより，否認事件で有罪
の判断が下された場合も，この有罪判断を踏まえて被告人の更生と社会復帰に向けた量刑
に関する審理が可能になる。また，量刑に集中した審理により，事案に応じた刑事政策的
な対応や矯正処遇の実情等々を踏まえた被告人の更生と社会復帰に向けた十分な審理もで
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きることになろう。
　第 6に，裁判員裁判における量刑の実情を国民全体の経験として共有するために，裁判
官の量刑に関する説示と評議の内容（もちろん裁判員の匿名性を厳格に守った上で）が公
開されることが不可欠である。これは，裁判官の量刑に関する説示と評議について国民が
監視・批判できるということであり，係る国民の監視と批判の下で裁判員裁判による量刑
はより的確・適正なものに進化していくのではないか。
　これまで述べてきた条件整備と量刑のガイドライン・ルール作りは，裁判員が「国民の
健全な社会常識」の下に的確で適切な量刑判断をするために必要不可欠な，喫緊の実現す
べき課題である。法曹三者，刑事法学界，政府，国会，文部科学省，マスコミ等々におい
て，直ちにその実現に向けた行動を取ることが求められている。

第２　これまでの死刑求刑事案における裁判官裁判
１　死刑求刑事案における審理の実情
（1）はじめに
　　従前の裁判官裁判での死刑求刑事案における審理の実情は如何であったか。もとよ
り，被告人の犯人性を争う（人違いを主張する）事案，人違いを主張するものではない
が正当防衛等の正当化事由を主張する事案，罪体の成立は認めながらも，重要な情状で
ある犯行態様の事実関係を争う事案，事実関係は争わず情状のみを主張する事案の各々
によって，弁護方針も変わり，審理の実情も変化することは当然である。
　　ここでは，各種鑑定が真相解明に与える重要性の問題に焦点を当てて論じたい。死刑
求刑事案では，残虐な結果が生じており，被告人がなぜこのような行動をなしたのか，
専門家の知見を借りて犯行時の心理状態や精神状態を解明することが不可欠であり，ま
た，犯行態様の事実関係を解明するために法医学鑑定等の鑑定も求められるからであ
る。

（2）各種鑑定の実情
①　法学鑑定
　　正当防衛や緊急避難等の正当化・無責化事由を主張する事案では法学鑑定が重要で
あるが，死刑求刑事件では死刑の合憲性（憲法 36 条の残虐な刑罰に当たらぬか否
か）をめぐる法学鑑定の問題が起こりうる。もっとも，この問題は単に法学的な問題
であるにとどまらず，法医学的にも重大な問題を蔵しており，現に「死刑は，憲法
36 条の残虐な刑罰にあたらない」とした最大判 1948.3.12（刑集 2-3-191）では法医
学者古畑種基の鑑定が重要な根拠とされていた。ただし，この古畑鑑定には疑問があ
り，現在大阪地裁に係属中のある裁判員裁判では，日本の死刑執行方法の残虐性をめ
ぐって，オーストリアの法医学者の証人調べが予定されている。
②　法医学鑑定
　　法医学鑑定は弁護側にとってもほとんど全ての事案において必須である。死刑が問
題になる事件では全ての事案で被害者が死亡しており，その死体所見（死体現象）を
めぐって訴追側の鑑定がなされる。
　　これに対して，被告人の犯人性を争うときは，例外なく弁護側の法医学鑑定によっ
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て，自白にかかる犯行態様と死体所見の矛盾等をめぐって訴追側鑑定の弾劾がなされ
るが，しかし，この弾劾は犯人性を争う場合にのみ求められるというものではない。
　　無罪を主張する事案ではなくとも，犯行態様の事実関係は，残虐性の程度をめぐ
り，死刑と無期の分水嶺となることも少なくない。それが一見微細なものに見えて
も，死刑求刑事件においては量刑上の重要な争点であって，起訴前の取調べに対する
対応とともに，弁護側法医学鑑定による訴追側鑑定の弾劾は決定的に重要である。
　　しかるに，これまでの死刑求刑事件において，このような立場から弁護人が法医学
鑑定を検討することは比較的少なく，単に弁護人の法的主張としてのみ情状が論ぜら
れることが多かったといわなければならない。これは重要な反省点である。
③　精神鑑定
ア　日弁連死刑執行停止法制定等提言・決議実現委員会が 2009 年にまとめた ｢日本
における死刑制度その問題点と改善の提言｣ においては，精神鑑定について以下の
（ｱ）～（ｴ）を提言している。
（ｱ）死刑判決の手続的要件としての必要的精神鑑定制度を採用する。ただし，被告
人又は弁護人が責任能力以外の犯罪成立要件の全部又は一部を争っているとき
は，原則としてその争点に関する証拠調の終了後に精神鑑定を行う。

（ｲ）鑑定の適正手続要件として，医療施設における鑑定留置，鑑定人面接における
黙秘権の告知，麻酔分析・催眠分析の原則的禁止（被告人が強度の健忘を訴え，
他に反証の方法がない場合，防御のために例外的に認められる余地はあるが，鑑
定人の裁量で行ってはならない），鑑定人による被鑑定人に対する問診状況の録
画・録音と諸検査記録の作成を命じるとともに，これを鑑定書に添付して提出さ
せる。

（ｳ）鑑定の際，事件当時の責任能力に加え，犯意の存否と鑑定時の訴訟能力につい
ても注意する。

（ｴ）人格障害を死刑の量刑理由とされることが少なくないが，人格障害論の再検討
が必要であり，特に発達障がいや微細脳器質障害との関連による限定責任能力の
可能性と情状論上の価値に注意する。

イ　上記の（ｱ）～（ｴ）は今後に向けての提言であり，裏を返せば現状はそうなっていな
いことを示している。
　　特に，死刑判決の手続的要件としての必要的鑑定制度は決定的に重要であるが，
これまでは鑑定がなされない事例が少なくなかったといわなければならない。
　　医療刑務所からの報告によれば，服役中に精神障がいの治療を受けた受刑者のう
ち精神鑑定を経てきている者は 2～3 割にとどまる上，鑑定を受けていない者もそ
の精神障がいが犯行に無関係とは思われないケースが多いとされている。このこと
は死刑事件も例外ではないと推定され，我々弁護人が被告人の精神障がいを看過し
たケースも少なくないと考えなければならない。
ウ　精神鑑定は責任能力が減免される事例にのみ有用という訳ではない。精神障がい
が認識能力若しくは判断能力の低下をもたらし，それが犯意の成立にも影響するこ
とは自明であろう。正当防衛における防衛の意思を論ずるについても有益である。
急迫不正の侵害による生命の危機は原始反応としての驚愕・恐怖反応を招きやす
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く，係る場合，錯乱若しくは昏迷状態に陥って，思考能力・行動能力を失ったり，
事後的に記憶障害を残したりするので，目撃者がない限りその状況を証明すること
は至難であり，それゆえの誤判も少なくないはずである。
　　また，上記のように犯罪成立の実体的要件を阻却する場合でなくとも，精神鑑定
が隠れた動機を明らかにし，それが重要な量刑資料になることがある。さらに，限
定責任能力の程度には達しなくとも，被告人の疾病性や微細脳器質障害が量刑事情
として考慮されることもある。
　　ここでは，死刑求刑に対して無期懲役判決が確定した事例のうち，精神鑑定によ
って被告人の健忘と犯意の関係が論ぜられ，それが判決に寄与したと思われる秋田
連続児童殺害事件と，重要な量刑資料とされた事案として，愛人との生活を続ける
ため，妻子 3人をバットで殴り気絶させて自宅に放火し殺害した事例を取り上げ
る。
エ　秋田連続児童殺害事件　　秋田地判 2008 年 3 月 19 日，仙台高秋田支判 2009 年
3 月 31 日（1審・2審とも無期懲役）
　　事案は長女である 9歳の被害女児と 2人暮らしの 33 歳の女性が，2006 年 4 月 9
日，午後 6時 45 分ころ，橋の欄干の上に川の方を向いて腰かけた女児が，怖いと
言いながら背後にいた被告人に抱きつこうとしてきた瞬間，とっさに殺意をもっ
て，その身体を押し返し，同児を欄干の上から川に転落させて溺水により死亡させ
（第 1事件），同年 5月 17 日被告人方玄関内において隣家の 7歳の男児に対し，殺
意をもって，その頸部に腰紐を巻きつけて窒息死させた（第 2事件）というもので
ある。
　　被告人は特に第 1事件について強い健忘を訴え，起訴前簡易鑑定，1審本鑑定，
控訴審弁護側私的鑑定が行なわれた。鑑定の論点は多岐にわたるが，起訴前簡易鑑
定では ｢健忘は徐々に進行したものであり，半ば自覚的に記憶を抑圧していた｣ と
されたが，1審本鑑定では ｢長女落下直後に重篤な健忘が生じた｣ とされた（もっ
とも同鑑定人の所見は，長女殺害は ｢無理心中未遂｣，男児殺害は ｢強制殉死｣ と
いう極めて特異なものであった）。
　　1審判決は「記憶抑圧の結果，男児殺害当時，被告人は，自らが長女を殺害した
事実を明確に認識していなかったことも認められるのであり，記憶を保ちつつ連続
殺人を行った場合に比較すると，男児殺害の際の主観面における被告人の悪質性
は，多少なりとも減ぜられることは否定できない。」としており，本鑑定の一定の
効果が認められる。
　　控訴審における私的鑑定においても，第 1事件の核心部分の記憶障がいは犯行直
後に始まったこと，第 2事件が突発的に遂行されたことを明らかにしており，控訴
審の無期判決に寄与している。
オ　愛人との生活を続けるため，妻子 3人をバットで殴り気絶させて自宅に放火し殺
害した事例　　福岡地小倉支判 1996 年 7 月 12 日（判時 1581―143），福岡高判
1997 年 12 月 4 日（判時 1633―147）（いずれも無期懲役）

　　本件においては，1審公判で正式鑑定がなされ，下記（ｱ）～（ｳ）の所見が提示され
た。
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（ｱ）被告人は心因性の軽度の抑うつ状態にあった。
（ｲ）被告人の脳には微細脳器質性障害があり，カタストローフ（破綻）反応が惹起
されやすい状態にあった。

（ｳ）被告人は，本件犯行当時，抑うつ気分に支配されて自殺念慮や絶望感が持続し
ていたところ，動機の形成過程において攻撃対象の逆転が生じて，偶発的に自殺
（拡大自殺，心中）ではなく，殺人（家族殺人）を酩酊下に発想したものであ
る。

　　これに対し，1審判決は鑑定意見によっても心神耗弱は認められないというにと
どまるものであるが，控訴審判決は上記（ｳ）の自殺念慮は否定しながらも，（ｱ）と
（ｲ）を認め，重要な量刑事情としている。特に（ｲ）について，｢被告人の人格以外の
身体的負因（脳器質障害）が寄与した可能性を否定できない」としていることは極
めて注目に値するというべきである。
カ　鑑定の適正手続要件としては，鑑定人面接における黙秘権の告知，問診状況の録
画・録音が重要であるが，ここでは麻酔分析の問題に触れたい。
　　実は，我が国においても精神鑑定において麻酔分析がなされた事例は少なくな
い。死刑に関連するものとしては島田事件（我が国の死刑再審無罪 4件のうちの一
つで，1954 年の幼女強姦殺人事件）がある。
　　1審で正式鑑定がなされたが，鑑定書中にはイソミタール（アモバルビタール）
面接の記述があり，その部分を引用すると，「イソミタール 2.8㏄静注直後上機嫌
になり，笑いながら『お恥ずかしいことですがこう（性交の真似をする）やっちゃ
ったんですよ』と述べた」とされており，起訴前においては自白調書が作成され，
公判で否認していた本件において，裁判官に対し強烈な有罪心証を与えたことが想
像に難くないのである。

④　犯罪心理鑑定ないし情状鑑定
ア　犯罪心理鑑定は，心理学的立場から犯罪の真相に迫ることを目的とする。
　　犯罪捜査においては，捜査官の見方（仮説）に従って物証が集められ，そして被
疑者の供述（自白）調書が作成されていくことが多いが，それは事案の一面を見て
いるにすぎないことが一般である。ここで少なくとも二つのことに注意しなければ
ならない。第 1に，被告人自身が述べる事件の筋が真相に合致する保証はないとい
うことである。むしろ，それは被疑者の取調過程における捜査官との共同作業によ
って形成された想念であることが多い。第 2に，弁護人もまた捜査官と同じ法律家
として，捜査官の作った筋書きを受け入れてしまうことが多いということである。
　ここに，犯罪心理鑑定の意義がある。犯罪心理鑑定の鑑定事項は，通常，（ｱ）被告
人の成育環境の問題性，（ｲ）成育環境が被告人の人格に与えた影響，（ｳ）前記（ｱ）（ｲ）
と本件犯行に至る経緯及び動機形成との関係性，（ｴ）量刑及び処遇上特に留意すべ
き事項，である。当然ながら人格査定もこの中には含まれる。実際，鑑定人の心理
学的知見によって，捜査官や弁護人には見えなかった事案の真相が提示されること
が少なくない。
イ　情状鑑定は犯罪心理鑑定と同義で用いられることもあるが，通常はもう少し広義
に，情状全般の鑑定の意味に用いられる。それでも心理学的知見が活用されること
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が多いので，犯罪心理鑑定と重なる部分が多い。
ウ　死刑事件弁護においては，精神鑑定とともに，犯罪心理鑑定ないし情状鑑定は必
須である。
　　しかるに，これまでの死刑事件においてこれが活用された事例は余りにも少ない
といわなければならない。ここでは，情状鑑定が活用された例として，死刑求刑さ
れ，無期懲役判決が確定した，2005 年の静岡大生による強盗殺人（2人殺人）等被
告事件（静岡地判 2006.6.12，東京高判 2007.6.14）を取り上げる。
　　事案は，被告人が母のように慕っていた女性がＳ医院で治療を受けるも，大腸癌
等で死亡したことから，Ｓ医師の殺害を企図してＳ医院に侵入したが，同医師は不
在であり，たまたま内部に職員の女性 2人がいたところ，被告人が同医師を狙って
いることを知ってしまった 2人の殺害を決意して，これを殺害し，また，金銭目的
の行きずりの強盗犯人の犯行であると見せかけようとして現金を強取したというも
のである。
　　本件の弁護には著しい特徴がある。捜査段階では事案を徹底的に争うとともに，
被疑者の調書を作成させず（黙秘ないし署名・指印拒否），第 1回公判で一転して
殺人を認め，被害者への謝罪を表明するという劇的要素があった。1審公判での情
状鑑定の請求は却下されたが，心理学者の私的鑑定意見書は採用された。その中で
幼少期の虐待による人格形成が明らかにされ，それが判決にも影響しているが，捜
査段階の調書が存在せず，したがって，捜査官による被告人の人間把握の筋書きが
存しなかったことが大きいと思われる。

（3）これまでの死刑求刑事案における審理の実情
　　以上に述べたように，幾つかの事例においては弁護人から適切な鑑定請求がなされて
いるが，しかし，その数は余りにも少ないといわなければならない。今後の裁判員裁判
においても，訴追側の鑑定に対し，公判における再鑑定請求が認められるべきである
が，現状は公判における再鑑定の採用は極めて稀である。よって，弁護人は公判前整理
段階における鑑定に腐心しなければならないであろう。
　　また，これまでの裁判官裁判においては，鑑定に長期間を要すること，専門的知見を
伝える鑑定書が大部なものになることも許容されてきた。裁判員裁判においては，その
いずれをも問題視する向きが少なくないが，死刑求刑事件にあっては審理がどれほど慎
重であっても慎重すぎるということはないのであり，近時の傾向には問題があるといわ
ざるを得ない。

２　死刑求刑事案における裁判官裁判の判断
（1）はじめに
　　裁判官裁判も裁判員裁判も永山最高裁判決に従って判断されている。
　　しかし，時代背景などによって，その判断に違いや傾向がみられることも否めない。
　厳罰化風潮の到来によって判断された裁判例からみると，永山最高裁判決及びその直後
以降の判例では，死刑判断に謙抑的な傾向を読み取ることが出来た。これは当時の無期
懲役判決をみれば明らかである。
　　光市母子殺害事件第 1次上告審判断前後からは，むしろ死刑判断を積極的に言い渡す
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傾向が出てきた。これはかつての無期判決相当事案に対する死刑判決をみれば明らかで
ある。
　　裁判員裁判の在り方を検討するに際してどちらの傾向，流れで検証するのかが問われ
ている。

（2）裁判官裁判による死刑判断の傾向　
①　第 1次永山最高裁判決（1983 年 7 月 8 日刑集 37 巻 6 号 6090 頁）の意義
　　死刑の適用は，永山事件において最高裁が示したいわゆる永山基準に従って判断す
るというのが判例であり，裁判員も拘束されている。
　　そこでは，犯行の罪質，動機，態様，殊に殺害の執拗性・残虐性，結果の重大性，
殊に殺害された被害者の数，遺族の被害者感情，社会的影響，犯人の年齢，前科，犯
行後の情状などを考慮し，「その罪責が誠に重大であって，罪刑の均衡の見地からも
一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には，死刑の選択も許さ
れる」と述べていた。
　　この永山事件判決をめぐっては様々な議論があるが，その意義をまとめると以下の
ようになる（法学セミナー2011／6／ No. 678　本庄武）。
　　第 1に，被告人に有利な事情を含め罪質等の各情状要素を丹念に検討することを求
めており，これら要素は死刑事件でなくても通常問題となるが，死刑事件では検討を
義務的にした点で意義がある。とりわけ迅速審理が強調される裁判員裁判において
も，この要請がはたらくことにその意義は大きい。
　　第 2に，罪刑均衡と一般予防の二つの観点からして死刑が「やむを得ない」と認め
られる場合でなければならず，かつその場合でも死刑選択が「許される」にとどま
り，被告人の改善更生の可能性を考慮してもなお死刑を回避する余地があるとした部
分にその意義がある。
　　第 3に，被告人に不利な事情と有利な事情を総合的に評価して死刑を適用すべきか
を決しているが，そこには不可避的に不明確さを伴うが，死刑適用を極めて謙抑的に
行うことによりその問題を出来るだけ緩和させているところに意義がある。実際に永
山事件判決以降死刑の適用は謙抑的に行われてきた。
②　永山最高裁判決以降の従来の死刑判決の傾向　
　　永山最高裁判決では被害者の数が重要視され，それは人命尊重の理念に基づいてい
る。ここでいう被害者は，殺意を持って死亡させられた者であり，その数が多けれ
ば，被告人において，人命軽視の態度が明確に表れてくるからである。
　　そして永山最高裁判決以降，死刑判決が言い渡されるのは，3人以上殺害した事案
であり，2人殺害事案ではケースごとに犯情が悪質かどうかで判断が分かれ，1人殺
害では原則的に死刑にならない，との傾向があった（第 47 回宮崎人権大会報告）。
　　少年法が 18 歳未満の場合には死刑を科せられないとあり，少年の場合には，2人
殺害事案では原則死刑回避であり，1人殺害事案では死刑は回避される，というのが
実務感覚であった（光市母子殺害事件 1審，2審判決等に示される判決）。
　　犯情が悪質かどうかは，行為の客観面｛犯行の計画性の有無（衝動的殺人か計画的
殺人か），程度（綿密かどうか），残虐性（特別の残虐性があるかどうか），執拗性，
凶悪性（凶器の種類に着目），冷酷性（躊躇したかどうか）｝と行為の主観面，例えば
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動機が金銭的目的かどうか，身勝手かどうか，動機に異常があるかどうかなどが考慮
され区別される。とりわけ殺害の発生時期及び殺意の強弱，そして殺害の計画性の有
無が裁判では重要な問題とされてきた。
　　2人殺害事案においては同一機会型では無期懲役判決，別機会型では死刑判決にな
りやすい。
　　被害者数が多くても家族の場合特に一家無理心中は死刑にならない傾向があった。
　　以上総括すれば，死刑か無期かの限界は，結局，被告人が殺人事件を繰り返す危険
性のある抜きがたき犯罪傾向を持っているかどうかが問われていた。
③　しかし，1997 年「地裁，高裁で死刑を回避する傾向が強まっている」と危機感を
募らせていた検察によって 5事件が死刑求刑のため上告された。
　　その結果，強盗殺人罪により無期懲役に処せられ仮出獄中に再び強盗殺人を犯した
被告人に対し，1999 年 12 月 10 日最高裁は「本件で殺害された被害者は 1名である
が，被告人の罪責は誠に重大であって，特に酌量すべき事情がない限り，死刑の選択
をするほかないものといわざるを得ない」と述べて破棄差戻した。この言い回しは，
後の光市母子殺害事件の少年に対して最高裁によって使われるようになる。また，国
立市主婦強盗殺人事件において 1999 年 11 月 29 日最高裁（判例時報 1693 号 154 頁）
は，「殺害された被害者が１名の 1人殺害事案でも，諸般の事情を考慮して，極刑が
やむを得ないと認められる場合がある」と初めて明言し，1人殺害事案において死刑
回避の実務的運用に問題提起をする形を残した。
④　犯罪被害者支援運動の高まり，2000 年以降被害者遺族による意見陳述制度実施，
刑法改正による厳罰化，体感治安の悪化という社会的風潮など犯罪被害の重要性が強
調されるようになった。
　　このような風潮の中では，犯罪被害が強調されるようになり，犯罪被害の観点から
すると，被告人が少年か成人か，前科の有無，犯罪傾向の有無，殺害の計画性の有無
等，同一機会型かどうか，等の事情の重要度は後退し，むしろ，行為の残虐性が強調
されるようになる。
　　従来 1人殺害事案で死刑が問題とされるのは，専ら身代金目的誘拐殺人事件，保険
金殺人事件，あるいは前科が強盗殺人で無期懲役に服し仮出獄中に同種の殺人事件を
犯した場合に限られていた。
　　しかしながら，この枠組みが崩れ始めた。
　　前掲事件の被害女性に対する逆恨み殺人事件で 1審無期判決を受けていた被告人に
対し，控訴審判決（東京高裁 2000 年 2 月 28 日判タ 1027 号 284 頁）が破棄自判・死
刑を言い渡し，そこでは，悪質さの点で保険金目的や身代金目的の殺人と比べて選ぶ
ところがないこと，殺人の前科には前件の強姦致傷や本件との類似性があることを理
由にしており，最高裁判決でも控訴審判決の評価を支持した（2004 年 10 月 13 日判
タ 1174 号 258 頁）。
　　また名古屋・スナック経営者 1人殺害事件（強盗殺人）で名古屋高裁 2004 年 2 月
6 日は，1審無期懲役判決を受けた被告人に対し，過去に同様の殺人罪を犯し 15 年に
処せられたことなどを理由に死刑判決を言い渡し，2007 年 3 月 22 日最高裁で確定し
た。
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　　さらに，帰宅途中の女子短大生を車に押し込んで暴行殺害した静岡・三島女子短大
生暴行焼殺事件では，殺害の計画性がないことを理由に 1審は無期判決を言い渡して
いたが，東京高裁は，生きた人間に灯油をかけ焼き殺した点に着目して破棄自判・死
刑を言い渡し，最高裁も「意識のある人間に火をつけて殺すという残虐な殺害方法な
どからすれば死刑はやむを得ない」と述べ，2008 年 2 月 29 日上告が棄却された。

　　この表は，年代別の死刑判決の数であるが，1990 年代と 2000 年以降を比べると異
常なほどの違いがあることが分かる。
⑤　2006 年光市母子殺害事件第 1次上告審判決の原則例外基準
　　そして，1審・2審とも無期判決を言い渡されていた犯行時 18 歳の少年に対して最
高裁は，永山事件判決を引用しながらも「死刑の選択も許される」という部分を「被
告人の罪責は誠に重大であって，特に酌量すべき事情がない限り，死刑の選択をする
ほかないものといわざるを得ない」と言い換えた上，「死刑の選択を回避するに足り
る特に酌量すべき事情の存否について審理するよう」破棄差戻しした。（2006・6・20
判時 1941 号 38 頁）
　　これは，重大事案の場合には，例外的に死刑を回避すべき事情がない限り原則とし
て死刑を科すというものであり，永山事件判決が示した死刑を出来る限り謙抑的に適
用するという考えに反するものといわざるを得ない（No. 1332　2007.4.10 平川宗
信，法学セミナー2011／6／ No. 678　本庄武）。

　　この判決の基準の下では，実務上以下の帰結をもたらすことになると考えられる。
　　まず第 1に，個々の減軽事由毎に酌量すべきかが問われるため，単独で強力な減軽
事由でなければ考慮されないこととなり，かつ複数の減軽事由を総合的に考慮して死
刑を回避する余地がなくなってしまう。言い換えれば，この原則例外基準は裁判員に
とっては，従来の永山基準に比べれば判断しやすく，馴染みやすい。
　　第 2に，死刑求刑事案の場合慎重な審理が求められるはずであるが，特に酌量すべ
き事情になる可能性のない事情は審理する必要がないと判断され，構造的に審理が不
十分になるおそれを内包している。裁判員裁判では裁判の迅速審理が強調されている
ので，原則例外基準は馴染みやすい。
　　第 3に，この原則例外基準は永山基準の下位基準の一つであり，最高裁判例の中で
総合評価基準に従って原審の無期懲役判決を支持する法廷意見に対し，原則例外基準
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を用いて死刑に処すべきとの反対意見が付されているものがあり（2008 年 2 月 20 日
判時 1999 号 157 頁），いかなる場合にこの基準を用いるべきか最高裁自体においても
はっきりしていない。
　　したがって，どちらの基準で運用されるかは今後の運用に任されているといわざる
を得ない。

（3）裁判官裁判における無期懲役判決例
　　現在まで行われてきている裁判員裁判を検証する上で参考となる裁判官裁判における
無期懲役判決例を以下挙げることとする。
①　2人殺害事案についての死刑か無期かの限界事例　
ア　同一機会に 2人殺害事案
　　2人殺害事案において，異なる機会に 2人を殺害した場合には，殺害を繰り返し
たということで，死刑判断になりやすいが，同じ機会に 2人を殺害した場合には無
期懲役判断になったものが多い。
　　例えば，1審死刑判決を言い渡された犯行当時 19 歳 6 か月の少年に対するアベ
ック殺人事件名古屋高裁控訴審判決（1996 年 12 月 16 日・判時 1595 号 38 頁）で
は，「被害者両名の殺害等に関する犯行は，当初の予測を超え，エスカレートして
行われたもので，稀にみる残虐で重大な結果をもたらした事件であるけれども，別
個の機会に犯意を新たにした殺人反復事案ではなく，『バッカン』を起因とする約
45 時間にわたる軟禁の継続中に，順次敢行された一連の流れに属する犯罪である」
として，同一機会 2人殺害事案に位置付け無期懲役判決（確定）を導いている。
　　また成人である被告人が 2人の被害者を殺害して強盗殺人罪に問われた事案で，
検察官が永山最高裁以降被害者 2人殺害の強盗殺人事件に関する判例を挙げ，極刑
以外考えられないとする所論に対し，東京高裁控訴審判決（1995 年 4 月 28 日・判
例時報 1569 号 135 頁）は，「所論指摘の 20 件のうち，9件は，本件と同じく 2名
の被害者が殺害された強盗殺人事件ではあっても，本件のように同一の機会に 2名
の被害者が殺害された場合ではなく，被害者 1名ずつについて，全く機会を異に
し，新たな動機に基づいて強盗殺人を反復した事案であり」，検察官の所論は本件
より犯情が悪質な事案であることを理由に無期懲役判決をした原判決を維持してい
る（確定）。
　　最高裁で確定したケースとして，1999 年 12 月 16 日最高裁判決（判例時報 1698
号 148 頁）は，被告人が犯行当時 19 歳の共犯者と共謀の上，計画的にその共犯者
の両親を殺害して金品を強取し，後日自動車の座席に乗せた両親の各死体にガソリ
ンを散布して着火するなどしてこれを遺棄し，また強取した預金通帳等を利用して
関係書類を偽造行使して現金を騙取した強盗殺人，死体遺棄等の事案について共犯
者と同様に無期懲役判決に処した原判決を維持している。
　　また，最近の例として 2008 年 9 月 29 日最高裁判所は，被告人が医師を殺害する
目的で診療所に侵入したところ，たまたま居合わせた被害者 2人をナイフ様の物で
前頸部を切り裂き殺害した，いわゆる元静岡大生 2人殺害事案について無期懲役判
決に処した原判決を維持している。この事案では人を殺害する目的で凶器を準備
し，2人を殺害しているが，その犯行決意につながる被告人の偏った価値観は，不



― 147 ―

第４章　裁判員裁判と死刑

遇な成育歴による影響を否定することができない，として死刑回避の理由に挙げら
れている。この理由を導いたのは，臨床心理学者による私的鑑定意見であった
（2009 年 3 月 14 日日弁連第 5回死刑事件弁護経験交流会―死刑求刑で無期判決を
獲得した静岡事件に学ぶ）。
イ　異なる機会に 2人殺害事案
　　異なる機会に 2人を連続して殺害した事案では死刑になりやすいが，無期懲役判
決が言い渡された例もある。例えば，被告人が自分の娘を殺害し，後に近隣の男子
を殺害したいわゆる秋田連続児童殺害事件において，1審（2008 年 4 月 10 日）・2
審（2009 年 3 月 31 日）は無期懲役判決を言い渡している。1審では，娘に対する
殺害について被告人は過失致死罪を主張し，判決ではしりぞけられているが，検察
官の主張する被告人が確定的乃至積極的な殺意を有していた旨の認定にまでは至っ
ていないことが極刑回避の理由として挙げられる。2審では，男子殺害について誘
拐に基づく計画的な殺害という検察官の主張を，私的精神鑑定によって否定し，場
当たり的な犯行であることを印象付けたことが死刑回避の原動力になっている
（2010 年 3 月 13 日日弁連第 7回死刑事件弁護経験交流会―いわゆる秋田連続殺害
事件に学ぶ）。

②　3人殺害事案についての死刑か無期かの限界判断
ア　被告人が家族を 3人以上殺害した事案
　　家族殺のケースのうち，自分が死のうとまで思い詰めているのであるから，そこ
まで思い詰めて死にきれなかった者を死刑にすることはないという考え方及び死刑
にすれば，法の名の下で一家無理心中させたことになってしまうことを避けるとい
う考えが一家無理心中事案では無期判決を導いている（森炎著「なぜ日本人は世界
の中で死刑を是とするのか」幻冬舎新書 150 頁）。このケースでは被告人が自殺未
遂あるいは自殺を考えたことが必要になってくる。
　　この類型以外にも無期になっているものがある。被告人の殺害動機の原因に被害
者側にも落ち度があり，同時に他の被害者をこの世の中に生かすことが不憫である
等と考えて殺害した場合である。
イ　一家無理心中事案
（ｱ）妻子 5人殺害事案・判例時報 1474 号 147 頁
　1審無期懲役判決【1990 年 11 月 16 日盛岡地裁】
　　「本件犯行の本質は自らの死を決意するとともに家族をも道連れにしようとし
たいわば無理心中事件であり，被告人の反社会性というよりも非社会的な不適応
性が表面に浮かび上がる事件であることも否定できない」と認定した。
　2審死刑判決【1992 年 6 月 4 日仙台高裁】　　　　
　　「原判決が本件の本質は被告人が自ら死を決意するともに家族をも道連れにし
ようとしたいわば無理心中事件としているのは事実認定を誤ったものであり，…
本件は，被告人が心底から妻と子供らを自殺の道連れにしようとしたというより
も，妻と離婚して妻や子供が実家に取られるぐらいなら，妻と子供を殺した方が
ましだというこの上ない身勝手かつ自己中心的かつ短絡的な意図から出た犯行で
あるところに本質を見いだすことができるのであって，まさに被告人の反社会的
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性格に起因する凶悪犯罪である。」
（ｲ）岐阜県中津川市の市職員による家族 5人殺害及び娘の夫傷害事案
　1審無期懲役判決【2009 年 1 月 13 日岐阜地裁】
　　判決認定事実：被告人は 2005 年 2 月 27 日午前 7時半頃，自宅で寝ていた整体
業の長男（当時 33），母（当時 85）の首をネクタイで絞めて殺害。同日午前 11
時頃，近くに住む長女（当時 30）と長女の長男（当時 2）と長女（当時 3か月）
の 3人を車で自宅に連れてきて，ネクタイで首を絞めて殺害。さらに約 2時間
後，長女の夫（当時 39）も包丁で刺し，2週間の軽傷を負わせた。他に飼い犬 2
匹も殺害。被告人はその後，自分の首を包丁で刺し自殺を図った。なお，被告人
の妻は犯行時不在だった。
　　判決：「被告人が精神的に追い詰められ，母を殺害するほかないと考え，その
場合残された家族の背負うであろう苦しみに耐えかねた末の一家心中の犯行であ
るという面を否定できず，一方的な増悪や利欲的な動機による犯行と比較する
と，一抹の酌量の余地がある。」
　2審無期懲役判決【2010 年 1 月 26 日名古屋高裁】控訴棄却，双方上告中。
　　（動機・経緯について）
・被告人の妻に常軌を逸した嫌がらせをして被告人の苦悶の種をまいた母に落ち
度があることは明らかであり，本件の経緯や母殺害の動機については酌量の余
地がある（しかし，被告人自身が積極的に母に関わって関係を改善するよう努
力するほか，他にとり得る方法もあったことなどから，酌量の余地があるにし
ても，その程度が極めて大きいとまではいえない）。

　　（犯行後の被告人の行動や心情）
・被告人は反省悔悟している（被害者らの供養，娘婿や遺族に対する謝罪も行っ
ておらず，被告人に反省の情が認められないという主張を排斥）。

　　（遺族の被害感情・処罰感情について）
・被告人の弟及び被告人の妻（共に遺族としての立場あり）：死刑回避を望んで
いる。
・娘婿（被害者かつ遺族）：処罰感情は必ずしも一貫しておらず，被告人が外部
に自分の悔悟の気持ちを表せるようになれば和らぐ可能性も十分ある。なお，
娘婿の母（殺害された孫 2人の祖母）が極刑を望んでいることは，最大限斟酌
されるべきであるという検察側の主張は，本件で遺族として最大かつ深刻な被
害を受けたのが娘婿であり，これに次ぐのが被告人の弟，被告人の妻であるこ
とから，これらの者の被害感情よりも重くみるのは相当でないとして排斥。
・多数の地域住民による嘆願書への署名。
・前科前歴がなく，本件に至るまで犯罪傾向はみられなかった。

ウ　被告人が家族を 3人以上殺害した事案―心中事案ではないが無期判決になったも
の
（ｱ）つくば医師による妻子 3人を殺害した上死体を海中に投棄した事案
　1審無期懲役判決【1996 年 2 月 22 日横浜地裁】判例時報 1581 号 143 頁
　　「本件各殺人の動機を見ると，妻の殺害は，夫婦不和と夫婦けんかの繰り返し
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により憎しみの感情が生まれ高められていた中で，直前のけんかの際の妻の挑発
的な言動を切っ掛けに憎しみが頂点に達した結果であり，子供らの殺害は，母親
を亡くし父親が殺人者となった子供らの将来を不憫に思った結果であり，いずれ
も衝動的で短絡的であって，強く非難されるべきところである。しかしながら，
本件妻子の殺人が，例えば，自己の物欲や情欲のため妻子の殺害を図るといっ
た，甚だ一方的な利己的目的のため敢行された計画的犯行ではないことは明らか
であり，本件各殺人が動機において余りに身勝手で悪質極まるものとまではいえ
ない。また，…本件犯行の背景及び誘因としての夫婦不和と夫婦けんかの繰り返
しについて考察すると，被告人の責めにのみ帰することができない面があり，斟
酌すべき事情がある。」
　2審無期懲役判決【1997 年 1 月 31 日東京高裁】判例時報 1604 号 53 頁
　　「妻の殺害は，衝動的，偶発的であり，他方，子供二人の殺害は，妻の殺害が
なければなかったという意味において，衝動的，偶発的側面があり，たとえ結果
が重大であっても被告人に有利な情状として考慮すべきである。」
　　「被告人夫婦の喧嘩不和の原因は，被告人の度重なる浮気にあるが，結婚生活
が破綻していったことについては原判決の説示する理由で被告人の責めにのみ帰
することができない面も否定できず，酌量すべき事情があるとした原判決の説示
は不当であるとはいえない。」

（ｲ）愛人との生活を続けるため，妻子 3人をバットで殴り気絶させて自宅を放火し
殺害した事案
　1審無期懲役判決【1996 年 7 月 12 日福岡地裁小倉支部】判例時報 1581 号 143 頁
　2審無期懲役判決【1997 年 12 月 4 日福岡高裁】判例時報 1633 号 147 頁
　　「本件と類似する事案（上記（ｱ）事案）においては，無期懲役刑が選択されてい
るのであって，本件における原判決量刑が，他の類似事案のそれと均衡を失する
とまではいえない。」

エ　被告人が親族以外の 3人を殺害した事案
　　被告人は交際相手の被害者から別れを告げられ立腹，タイル職人の交際相手とそ
の夫を包丁で刺殺。室内にガソリンをまいて放火し，2歳の長女も焼死させた事
案。
　　1999 年 6 月 25 日大阪地裁無期懲役，2001 年 1 月 19 日大阪高裁無期懲役確定。
オ　無期求刑事案
　　また，親族 4人を殺害したにもかかわらず，死刑求刑されなかった事例も存在す
る。
　　【事件番号】　千葉地方裁判所判決／平成 20 年（わ）第 2342 号
　　【判決日付】　2009 年 12 月 16 日
　　【判示事項】　自宅で同居の妻，息子夫婦，孫娘の 4人を次々と大ハンマーで撲殺
した被告人について，（1）大うつ病性障害の影響により心神喪失又は心神耗弱の状
態にあった疑いが残るとする弁護人の主張を排斥し，適応障害にり患していたが犯
行に直接の影響を及ぼしたとはいえないなどとして完全責任能力を認め，（2）量刑
に関しては，被告人の体調を気遣う家族の対応を曲解し不満を抱くなどしたという
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動機の身勝手さ，犯行態様の執ようさ・残虐性，結果の重大性等を考慮すると極刑
にも値しうると指摘しつつ，被告人の体調不良や家族に関する不安，これらによる
不満の蓄積，適応障害の症状等を考慮し，犯行の経緯等について全てを被告人の責
に帰するのは酷であるなどとし，謝罪・悔悟等の事情もしん酌して，検察官の求刑
どおり，被告人に対して無期懲役を言い渡し，確定した。【掲載誌】　LLI/DB　判
例秘書登載

第３　死刑求刑事案における裁判員裁判の現状
１　死刑求刑事案及び判決
　この原稿執筆時の 2011 年 7 月 25 日段階で，筆者が把握している裁判員裁判における死
刑求刑事案は，下記のとおり 11 件である。
（1）東京地裁　2010 年 11 月 1 日判決　無期懲役　耳かき店店員殺害事件
（2）横浜地裁　2010 年 11 月 16 日判決　死刑　高速切断機首切り事件
（3）仙台地裁　2010 年 11 月 25 日判決　死刑　石巻少年事件
（4）宮崎地裁　2010 年 12 月 7 日判決　死刑　家族 3人殺害事件
（5）鹿児島地裁　2010 年 12 月 10 日判決　無罪　老夫婦強盗殺人事件
（6）東京地裁　2011 年 3 月 15 日判決　死刑　南青山強殺事件
（7）長野地裁　2011 年 3 月 25 日判決　死刑　長野一家 3人強殺事件
（8）横浜地裁　2011 年 6 月 17 日判決　死刑　川崎大家一家殺害事件
（9）静岡地裁沼津支部　2011 年 6 月 21 日判決　死刑　静岡女性 2人殺害事件
（10）千葉地裁　2011 年 6 月 30 日判決　死刑　千葉女子大生殺人放火事件
（11）さいたま地裁　2011 年 7 月 20 日判決　無期懲役　深谷保険金目的殺人事件
　この 10 月の人権擁護大会シンポジウム時点では，更に数件の死刑求刑事件が予想され
る。
　判決のあった 11 件中 8件が死刑判決である。

２　死刑判決及び無期懲役判決が下された事案分析
（1）東京地裁　2010 年 11 月 1 日判決　無期懲役　耳かき店店員殺害事件
①　無期懲役の判断であったが，参考として，本件も検討する。
　　客として通っていた耳かき店の女性従業員（V1）に対し，常連客として通ってい
た被告人が，V1 から来店を拒否されて殺意を抱いた。V1を殺害する目的でV1宅に
侵入し，祖母（V2）と遭遇して，V2 も殺害。ナイフ等でいずれも複数回突き刺して
2人を殺害した事案。
　　事実関係には争いがなく，量刑が争点となった。
②　判決は，永山基準を明示して，その基準に挙げられた項目に沿って，量刑因子を具
体的に検討している。前提として，罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極
刑がやむを得ないと認められる場合に当たるかどうかを議論したとする。
　そして，本件が被告人の反社会的ないし残虐な人格ゆえに犯された犯行ではないこ
と，動機も極刑に値するほど悪質なものではないこと，V2 の殺害は偶発的であるこ
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と，被告人に前科がないこと，社会人として真面目に生活してきたこと，反省してい
ること等を挙げて，無期懲役とした。
③　別に第 4章第 2等で述べるとおり，1999 年 12 月 10 日最高裁判決や 2006 年 6 月の
いわゆる光市母子殺害事件第 1次上告審は，永山判決を引用しながらも「被告人の罪
責は誠に重大であって，特に酌量すべき事情がない限り，死刑の選択をするほかない
ものといわざるをえない」という判断を示した。永山事件判決が総合的考慮から死刑
を謙抑的に適用しようとしてきたものを，一定以上の犯情があれば死刑が選択される
べきで特別の事情がなければその選択が維持されるという，いわば原則と例外を逆転
させたともいわれている（この間の 2000 年以降，被害者保護法制の整備，刑法の厳
罰化等が進んだことも別に述べるとおりである）。
　　本件判決の判断は，被告人に前科がないこと，社会人として真面目に生活してきた
こと，反省していること等も並列的に挙げて死刑を回避しているので，永山判決を踏
襲した判断方法を取ったともいえるが，むしろ，犯情部分の要素を検討する段階で，
既に死刑を選択する基準には達していないという判断が先行しているともみられる。
　　いずれにしても死刑を回避する判断にしろ，死刑を選択する判断にしろ，その結論
に導きやすい判断手法が取られる場合が多い。結論に至る理由をできるだけ挙げて説
得力を持たせる場合がある。永山基準そのものが一般的な判断要素を挙げたにしかす
ぎないともいわれるが，ともかく結論として死刑を選択する場合には，永山基準を取
りつつ「原則例外基準」をも取ることで死刑判断を導く可能性があるといえよう。
　　なお，死刑事件に詳しい弁護人の感覚では，少なくとも光市母子殺害事件最高裁判
決以前の死刑求刑基準からすれば，更に被害者参加制度導入以前の基準からすれば，
本件は，そもそも死刑求刑というよりは無期求刑事案に相当するのではないかといわ
れる。
　　裁判員裁判における初の死刑求刑事案であり，裁判員裁判における死刑判断の枠組
みをどう位置付けるかを試した例とも考えられる。被害者参加，被害者の心情意見陳
述において，死刑・極刑を明言しての被害感情が訴えられ，法廷に大きな感情のうね
りが渦巻いたともいわれた中での判決であった。
④　弁護活動についての詳細は不明である。
　　しかし，責任能力や情状ないし心理鑑定等はなされていない。公判前整理手続にお
いて死刑の争点化はなく，死刑違憲論等の主張も行われていない。
　　取調段階での取調べの対応は不明であるが，結果として乙号証は取られている。被
告人自身が被疑者段階から進んで事実関係を語ったようである。
　　被害者参加があり，5人もの心情意見陳述が行われ，極刑希望が繰り返されたよう
である。
　　事案は 2009 年 8 月 3 日発生で，判決は 2010 年 11 月 1 日である。後に述べる（2）の
横浜地裁事件，（3）の仙台地裁事件，（4）の宮崎地裁事件や（7）の長野地裁事件と比べ
ると事案としては単純な事件と思われるが，判決までの期間が長い。

（2）横浜地裁　2010 年 11 月 16 日判決　死刑　高速切断機首切り事件
①　営利目的で 7㎏以上の覚せい剤を密輸入したこと，覚せい剤密輸組織の主導権争い
が背景にあり，共犯者らと共謀して，被害者 2 人を長時間監禁の上，V1 をナイフ
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で，V2から現金 1340 万円を奪った上で高速切断機で生きたまま首を切り，それぞれ
の遺体を切断して海中に遺棄したという事案。
②　犯罪事実に争いはなく，量刑が争点であった。
　　判決は，永山基準を明示して，その列挙する量刑因子に沿って検討している。
　　そして，各犯行の犯情として，犯行態様，動機，計画性，犯行結果，犯行役割等を
具体的に検討して，各犯行に関する犯情，すなわち，行為の残虐性，動機の悪質さ，
行為の計画性，被告人が果たした役割の大きさ，結果の重大性等を見ていくと，被告
人の罪責は誠に重大であって，大きく酌量すべき事情がない限り，本件は，極刑を選
択すべき事案に属するといわざるを得ない，として死刑を選択する。
　　その上で，被告人の一般情状等を検討したが，結局，犯情と比較すると，被告人に
とって酌むべき事情を最大限考慮しても，いまだ極刑を回避すべき事情があると評価
することはできない，としている。
③　ここには，永山基準を明示し，かつその具体的基準である「①犯行の罪質，②動
機，③態様殊に殺害の執拗性・残虐性，④結果の重大性，殊に殺害された被害者の
数，⑤遺族の被害感情，⑥社会的影響，⑦犯人の年齢，⑧前科，⑨犯行後の情状など
を考慮し，その罪責が誠に重大であって，罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地か
らも極刑がやむを得ないと認められる場合には，死刑の選択も許される」という内容
を文言も含めて適用している形となっている。しかし，永山基準は，その全体性とい
うか総合考慮性が強く，量刑因子の①～⑨を総合考慮した上で，更に死刑がやむを得
ないかどうか判断し，しかもその選択が許されるとするだけであり，死刑をできるだ
け回避しようという思想が存在する。にもかかわらず，本件判決は，犯情部分である
①～④を検討することで，既に死刑を選択し，⑤以下，特に⑦～⑨でよほどのことが
ない限り，死刑は維持されるという形を採っていることである。
　　明確に，原則例外基準による判断方法を採っているといえる。
④　なお，本件の具体的な事例からは，犯情部分が大きく訴えられる事案であったこと
も事実であり，本件事案における判断方法という見方もできるかもしれない。しか
し，（3）以下に続く，死刑判決は，ほぼこの流れの考え方をしているようである。
　　そして，その原因としては，いずれも，検察官の論告において，検察官は，永山基
準によっても死刑が選択されるべきことを主張するほかに，前記の光市母子殺害事件
の上告審を引いて，死刑を正当化していることが特徴である（一部，論告まで確認で
きない事案は除く）。
⑤　本件は，一旦控訴されたものの，被告人本人が控訴を取り下げ，裁判員裁判での死
刑確定判決の第 1号となった。
　　弁護人側の基本的対応は，（1）の東京地裁事件と同様であった。死刑求刑は当然に
予想でき，明示しないもののそれを前提として整理手続等が行われたものとみられる
が，やはり死刑違憲論等の展開はなされなかった。
　　被告人が，進んで事件を語る姿勢を見せ（自首も問題となった），また早い段階か
ら死刑を望むという対応であった。
　　被害者参加及び意見陳述もなされた。
　　事案は，2009 年 2 月～9 月にかけての事件であり，起訴が 2009 年 11 月 5 日と 12
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月 2日である。判決は 2010 年 11 月 16 日であるから，起訴後判決まで約 1年間であ
る。事件数が多いにもかかわらず，また死刑求刑が当然に予想されるような事案であ
ったにもかかわらず，判決までに十分な時間が費やされたかやや疑問である。

（3）仙台地裁　2010 年 11 月 25 日判決　死刑　石巻少年事件
①　事件当時 18 歳の被告人が，元交際相手（V1）に対し，2日間にわたり暴行を加え
て傷害を負わせ，被告人からV1 を守ろうとしたV1 の姉（V2），その友人（V3），
V1 の友人（V4）を，殺意をもって牛刀で突き刺し，V2 と V4 を殺害，V3 を重傷と
した等という事案。
　　傷害内容や殺意の発生時期等につき争いはあったが，主たる争点は量刑であり，し
かも被告人が犯行時少年であったことが注目された。
②　判決は，いわゆる永山判決で示した死刑選択の基準に従って，犯行の罪質，動機，
態様，結果の重大性，遺族の被害感情，社会的影響，犯人の年齢，前科，犯行後の情
状等諸般の情状を考察する，と明示して判断している。
　　そして，まず本件の罪質は強盗殺人に類する重大な事案であるとした。次に，犯行
態様は，極めて執拗かつ冷酷で残忍さが際立っているとした。計画性はあるが稚拙な
側面があるので重視しないとしたが，被害結果は極めて重大かつ深刻であるとし，処
罰感情は峻烈であり，そのような処罰感情は結果の重大さ，深刻さの現れとして量刑
上考慮するのが相当とした。犯行動機は極めて身勝手かつ自己中心的で，近隣住民に
多大な不安を与えるなどの社会的影響も量刑上看過できない。被告人には他人の痛み
や苦しみに対する共感が全く欠けており，その異常性やゆがんだ人間性は顕著であ
る。一応の反省はしているが，表面的であり，深みがない。更正可能性は著しく低
い。犯行当時 18 歳 7 か月の少年であったことは相応の考慮を払うべき事情ではある
が，本件犯行態様の残虐さや被害結果の重大性に鑑みると死刑を回避すべき決定的な
事情とはいえない。鑑別結果において矯正可能性が認められているが主眼は，その矯
正に相当の時間を要するというところにあり，かつ根拠は抽象的なものにすぎず，被
告人の矯正可能性を認める根拠にはならない，等とし，被告人なりの反省など被告人
に有利な諸事情を最大限考慮しても，極刑を回避すべき事情があるとは評価できな
い，とした。
③　永山基準の量刑因子全体につき，それぞれ厳しい判断を行って死刑を選択したとも
評価できる。
　　しかし，本件の場合は，永山基準の前記⑤以下についても，悪情状として判示でき
る事実関係が多く，それらを重ねることで，死刑を正当化しているものともいえる。
　　そして，少年であることと矯正可能性ありという鑑別結果については，結局は，本
件犯行態様の残虐さと結果の重大性という犯情の前には意味がないという判断をして
いるのであり，犯情重視傾向はあるというべきであるし，「極刑を回避すべき事情は
ない」という思考方法を維持している。
　　また，強盗殺人で起訴されているわけではないにもかかわらず，量刑理由の判示中
で強盗殺人に類するという指摘を行うことは，刑種として死刑か無期しかないという
大枠を設定してしまったともいえよう。
　　更に特徴的なことは，被告人に対する情状鑑定的な鑑別結果があり，成育環境上の
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問題に根ざした人格の偏りを指摘しつつ，時間は必要であるが，更生可能性を認めて
いると思われるにもかかわらず，その性格のゆがみ等を大きな悪情状としている点で
ある。後に見る（10）の千葉地裁事件では，その被告人の 48 歳という年齢も評価しつ
つ人格の偏りを指摘して更生可能性を論じているが，被告人が若年であることと更生
可能性という要素に対する評価に，深みがないものと思われる。
　　本件では被害者参加や被害者の心情意見陳述が行われ，そのインパクトが極めて大
きかったとの報告もあるが，判決においても，被害感情の峻烈さをそのまま取り上げ
るのではなく，それを更に結果の重大性・深刻さの現れとして量刑上積極的に取り入
れるとの考えを示している。心情意見陳述その他の被害者参加による被害感情立証
が，裁判員裁判において多く検察側情状立証の決め手として取り上げられている状況
があり，厳罰化ポピュリズムが裁判員裁判において，親近性をもって浸透していく可
能性を示す判示であると思われる。
④　検察官の論告を見ると，ここでも光市母子殺害事件を強調している。
　　死刑を回避すべき特段の事情を要求するものである。犯情を中心に死刑を選択し，
その次に死刑を回避することができるような特段の事情がないか，という思考方法で
あり，死刑の選択に大きく傾く考え方ということができよう。
⑤　弁護人側の対応としては，（1）の東京地裁事件とほぼ同様である。
　　被告人との意思疎通に苦労したようである。
　　被害者参加と意見陳述については，極めて大きなインパクトがあり，法廷の雰囲気
が一挙に被害者側というか，死刑相当というものとなった，との弁護人意見がある。
　事案は，2010 年 2 月 10 日の発生で，判決は同年 11 月 25 日である。自白事件である
ことを踏まえても，判決までの期間が短い。公判前整理手続の内容や期間設定等の状
況が確認されるべきである。

（4）宮崎地裁　2010 年 12 月 7 日判決　死刑　家族 3人殺害事件
①　被告人（22 歳）が，妻（V2）及び生後 5か月の長男（V1）及び同居の義母（V3）
を殺害した上，V1を資材置場に埋めて遺棄した事案である。
②　事実関係については争いがなく，量刑が争点で，特に動機や背景事情が問題であっ
た。
　　判決は，永山基準という言葉は使用しなかったが，その量刑因子に沿って事実認定
をしていき，最後の段階で，同基準そのものを引用して，死刑を導いている。
　　犯行の動機や背景事情につきかなりの分量を割いて認定しているが，結局，ある程
度の同情の余地はあるとしつつも，V3 に対しても被害者に帰すようなものはない
し，ましてV1 及び V2 に対しては動機として何ら酌むべきものはない。犯行には計
画性があり，犯行の態様は，V1につき強い殺意に基づく冷酷なもの，V2に対しても
冷酷で強固な殺意に基づく執拗かつ残虐な犯行であり，V3 に対しても同様である。
V1 に対する死体遺棄は無慈悲で悪質である。犯行結果は重大であり，被害者らはそ
れぞれ実父，夫，娘婿によって殺害されたもので痛ましく，被害者らの衝撃，苦痛や
恐怖，無念さは察するに余りある。遺族の処罰感情は峻烈である。犯行後に罪証隠滅
工作を行い，またパチスロへ行ったり女性と会うなどし後悔の念が看取できない。社
会的な影響も大きい，等とした。
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　　また，被告人の反省，年齢，前科及び被告人親族による葬儀費用の支弁等を認定
し，反省については事態の重大性の認識や内省の深まりは乏しい，若いこと，前科の
ないことは犯情等に照らして，量刑において過大に評価することはできない，お金の
支弁も結果の重大性や被害感情の厳しさに照らして，量刑上過大に評価できないとし
た。
　　その上で，永山判決判示事項とほぼ同様の判示を行って死刑の選択も許されるとし
た上で，被告人の犯行は，動機が極めて自己中心的で人命を軽視するものであるこ
と，殺害態様が強固な殺意に基づく，冷酷で執拗・残虐なものであること，3人の生
命が奪われるという結果が重大であること，罪証隠滅行為も含めた犯行後の情状は悪
質であること，被害感情も峻烈を極め，社会的影響も大きいので，その罪責は誠に重
大なものであって極刑に値するとした。
　　そして，動機等に同情の余地がないわけではないこと，被告人なりの反省の態度，
22 歳と若いこと，前科がなく，学業態度やその後の勤務態度等によれば，人格や資
質の改善，更生の可能性を否定することまではできない，としつつこれらの事情は，
犯行の罪質，動機，態様，結果の重大性及び遺族の被害感情等と対比，総合して判断
する上で考慮すべき一事情にとどまるものであるところ，本件においては極刑を回避
すべき決定的な事情であるとは認められない，とした。
③　この判決でも（3）の仙台地裁事件と同様の思考過程を示している。
　　永山基準の①～④のいわゆる犯情に⑤と⑥の被害者感情と社会的影響を加えること
で死刑を選択してしまい，あとはそれを回避すべき特段の事情，本件では，さらに進
めて「決定的な事情」がないとして死刑を回避しないという判断となっている。
　　死刑が問題となるような事件では，被害感情が厳しいのは通常であろう。それを勘
案して死刑を含む重大な刑罰が法定されているはずである。また，社会的な影響を指
摘するが，判決では具体的な事実認定はないに等しい（既に紹介した（1）～（3）の判決
でもほぼ同様である）。死刑が問題となるような事件は，マスコミ等が大きく報道
し，社会的な関心を引くことが多いのも通常である。何をもって社会的な悪影響
（「悪」という社会にマイナスの影響を与えるものでなければならないはずである）が
あったかという検討が必要であろう。
　　いずれにしても，この判決もやはり犯情に被害感情をプラスして死刑を選択してし
まい，あとはそれを回避する「決定的な」事情がないと死刑回避しない，だめだとす
る。被害結果，被害感情を重視し応報的な量刑を許容する流れにあるものと思われ
る。
　　被告人が，学生時代もその後の自衛隊や会社勤務においても真面目であったこと等
も認定し，更生可能性も認めた上で，死刑を回避しない考えは，上記の流れに原因が
あろう。殊に，本件で，被告人の犯情の悪さとして認定されている計画性や犯行後の
情状等はむしろ稚拙であったり些細なものであったりして，必ずしも悪質極まるよう
なものでもなければ被告人の異常あるいは人格的な大きな偏り等を示すものでもな
い。犯行後の事情に関する判決の指摘は，あえて言えば，犯人に対し，犯行直後に理
想的な反省の態度を取るべきであったのに，そうでなかったのが悪いとでもいうよう
な指摘であり，必ずしも説得力はない。また，動機や犯行態様について，被告人への
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マイナス要素として指摘されている事実は，そのかなりの部分は，被告人が積極的に
語って明らかになった事実をもとにしている。被告人の内省を看取することも可能で
あろう。
　　純粋な無理心中型の事案ではないものの死刑を回避することが可能な事案との評価
も不可能ではないであろう。
④　検察立証としては，被害感情立証が重視され，特に写真等を利用した裁判員の視覚
に訴えるもの，そして被害者参加と被害者心情意見陳述である。
　　基準的な主張として，光市母子殺害事件上告審判決が強調されているのも，（2）の
横浜地裁事件及び（3）の仙台地裁事件の事案と同様である。
⑤　弁護側としては，ここでも責任能力や情状・心理鑑定等は行われていないし，申請
されていない。死刑の争点化，死刑違憲論の主張等も認められない。取調段階での黙
秘や署名指印拒否等の戦略も取られていない。
　　7時間という長大な被告人質問を行って，被告人側の事情や人となりの立証等に努
力されたようであるが，最終的な結果には結びつかなかった。本件の被告人はともか
くとして，重大な罪を犯した被告人には，自らの言葉で自らの諸事情等を的確に表現
できない者も多い（（3）の仙台地裁事件の少年などもその典型のひとつであろう）。情
状や心理鑑定は，自らは語れない被告人に代わって，専門的見地からより客観的な犯
行時及び犯行に至る心理状態等を明らかにするものであり，死刑求刑事件の審理にお
いては不可欠な立証と考えられる。
　　また，事件の発生が 2010 年 3 月 1 日で判決が同年 12 月 7 日である。5月 21 日に
証明予定事実記載書が提出された後，5月 31 日の第 1回公判前整理手続が 11 月 4 日
までで 11 回行われている。平均すると約 15 日に 1回というペースとなる。公判は 6
期日取られているが，全体として，かなり拙速に手続が進められたとの感が否めな
い。
⑥　なお，この事件は，控訴審において情状鑑定が申請され，却下されたが，弁護側の
当事者鑑定の実施とその証拠採用を前提とした審理が進められている。拘置所におけ
る鑑定人の鑑定業務が大幅に認められるなど，注目される動きもある。

（5）東京地裁　2011 年 3 月 15 日判決　死刑　南青山強殺事件
　　筆者の手許に判決等の資料が揃っていない。
　　被害者 1人の事案であるが，被告人には，前科 8犯，2人殺人で 20 年服役後，6か月
で本件犯行を行った。
　　被告人は捜査段階から公判を通じて，完全に黙秘を続けた。
　　弁護人は，犯人性を争った。
　　量刑理由としては，永山基準に沿い，強盗殺人で罪質が悪質，利欲目的，包丁で首を
刺すという態様も悪質，執拗な物色，結果の重大性，遺族の処罰感情，社会的影響，前
科等を挙げる。そして，前科内容に照らせば，本件で被害者 1人であることは，被告人
に対する死刑を回避する事情とはなり得ない。

（6）長野地裁　2011 年 3 月 25 日判決　死刑　長野一家 3人強盗殺人事件
①　長野県内で高利貸しや建設業を営む会長，専務及び専務の妻を従業員である被告人
ら 4人で殺害し，現金 416 万円を奪い，遺体を愛知県内に遺棄した事案である。
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②　事実関係については，共犯者間における役割につきやや争いがあるが，基本的な事
実関係については争いがなく，主たる争点は量刑となる。
　　判決は，まず犯行結果の重大性を指摘した上で，被害感情を挙げ，被害者が極刑を
望んでいると具体的に判示した。次いで 3人を殺害した凶悪な強盗殺人としてマスコ
ミで広く報道され，社会一般に与えた影響も大きいと認定する。
　　その上で，犯行態様の計画性と残忍性を詳細に指摘し，被告人の役割の重要性を認
定している。動機については弁護人側の指摘も認めるが，基本的には利欲目的とし
た。
　　そして，謝罪の気持ちや自己に有利不利を問わず事実経過を供述したこと，真摯な
反省と後悔の念も見て取れる。被告人の両親も情状証人として出廷し，謝罪するとと
もに今後の支えとなる旨証言している。被告人の反省と謝罪は，相応に斟酌すること
ができる。としたものの，本件各犯行の罪質，動機，態様の悪質性，結果の重大性，
遺族の処罰感情，社会に与えた影響，各犯行における被告人の役割の重要性，犯行後
の諸事情等に鑑みると，被告人の刑事責任は重く，前記の有利な事情や反省状況を最
大限考慮し，弁護人の主張するその他の事情も視野に入れ，かつ極刑が真にやむを得
ない場合にのみ科し得る究極の刑罰であることに照らしても，被告人に対しては，死
刑をもって望まざるを得ないと考える，とした。
③　筆者の元には，判決の要旨しかなく，上記がその内容である。
　　後半部分の判示内容は，前述の 3件の死刑判決とはやや異なり，永山基準による総
合的な判断に近い可能性もある。
　　しかし，量刑理由の最初に結果の重要性とそれと裏腹なものとして被害感情をあ
げ，社会的影響を強調している点については，一つの特徴というべきであろう。
　　死刑を回避すべき特段の事情とか決定的な事情等を要求する型ではないが，ある意
味では反論しようのない被害感情や必ずしも実体的ではない社会的な影響を，大きく
重視することは，やはり前述の判決の流れに，大筋は乗っているものということがで
きよう。
④　検察官による立証の特徴や光市母子殺害事件の引用は不明である。
　　被害者参加等の状況等は不明であるが，上記のとおりの判示なので，峻烈な被害感
情が吐露されたことがうかがわれる。
　　弁護人の主張・立証活動は不明である。
　　取調べには応じていたことが判示から明らかである。
　　共犯者が他に 3人いるので，ほかにも死刑求刑そして死刑判決がなされる可能性が
ある。
　　事件の発生が 2010 年 3 月 24 日で判決が 2011 年 3 月 25 日である。他の共犯者の事
件は，7月 25 日現在，まだなされていないことも含めて，かなり早い進行と思われ
る。

（7）横浜地裁　2011 年 6 月 17 日判決　死刑　川崎大家一家殺害事件
　　資料がなく，不明である。
　　精神鑑定が行われている。
　　被告人が控訴を取り下げ，2件目の死刑確定事件となった。
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（8）静岡地裁沼津支部　2011 年 6 月 21 日判決　死刑　静岡女性 2人殺害事件
　　これも資料がない。
　　報道によれば，2005 年に交際相手の女性から 990 万円の借金返済を迫られて殺害し
た強盗殺人及び 2010 年に妻を殺害した殺人と死体遺棄の事案である。
　　別の機会に殺人を繰り返した例であり，死刑判決が出やすい事例ではある。
（9）千葉地裁　2011 年 6 月 30 日判決　死刑　千葉女子大生殺人放火事件
①　13 件もの強盗強姦その他の犯行で起訴され，そのうちの 1件が，千葉女子大生殺
害事件（松戸事件）といわれているものである。前刑で出所後 3か月足らずのうち
に，強盗致傷，強盗強姦，強盗殺人，現住建造物放火等々を次々と犯した事案であ
る。
　　強盗殺人につき，殺意はなかったという一部否認事件であるが，その余は争いな
く，殺人としては 1人であるが極刑を含めた量刑が大きな争点であった。
②　判決は，殺意の有無について殺意は優に推認できると判断した後，量刑の理由に入
り，即，その刑事責任は誠に重く，本件は，被告人に対して死刑をもって臨むべき
か，無期懲役をもって臨むべきかが問われる事案である，と判示する。
　　そして直ちに，死刑が究極の刑罰であって，その適用には慎重を期さなければなら
ないということを十分に念頭においても，被告人を死刑に処することはやむを得ない
との判断に至った，として，その後に個別的な理由を続けている。
　　やむを得ないという言い方ではあるが，死刑と無期を並列的に並べて，どちらを選
択するかという流れである。死刑は無期をはるかに超えての事情が必要であるという
大きな質的相違を意識していないかのような流れである。
　　ともかく判決は，死刑選択の理由を並べる。第 1は，松戸事件の犯行態様が悪質極
まりないことである。殺意は強固であり，態様は執拗にして冷酷非情である。放火も
犯行を隠蔽するため被害者の遺体もろとも現場を損傷しようと企てたもので，かつ放
火もまことに類焼の危険性が高い悪質な犯行であった。第 2に，結果は重大であり，
被害者の無念，悲嘆の情は察するに余りある。第 3に，その他の強盗致傷や強盗強姦
も悪質な犯行態様や深刻な被害をもたらしている。第 4に，被告人の反社会的な人格
傾向は顕著で根深いものがある。第 5は，本件では殺害された被害者が 1人であるこ
と，また殺害自体には計画性がないが，他の事案も生命身体に重篤な危害が及ぶ危険
性がどの事件でもあったので，被告人に対して極刑を回避すべき決定的事情とまでは
ならない。その上で，被告人の更生可能性を検討して，その可能性は乏しいとした。
そして，これらを総合するとまことにやむを得ない場合における究極の刑罰であると
しても，被告人の刑事責任は誠に重いと断ずるほかない，とした。
　　特徴的な判示として，被告人の更生可能性につき，1992 年から 2002 年の 10 年間
は定職に就いて安定した生活を送っていたことその他を前提として，更生可能性が全
くないとはいえないとしている。また，弁護人が指摘する成育歴の問題については，
上記 10 年間の平穏な生活があったこと，犯行時 48 歳であることから，もはや少年期
における環境負因を重視して責任を殊更減じる段階にはない等と述べている。さら
に，これも弁護人が主張した，被告人には知的障がいや発達障がい（自閉症スペクト
ラム）の疑いがあることも背景事情として評価すべきとの点については，上記 10 年
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間の生活状況，刑務所内での状況，本件各犯行の状況，法廷での言動をみても，その
ような疑いをうかがわせるような事情は認められないとした。
　　そして，本件では殺害された被害者の数が 1人であること，松戸事件における被害
者の殺害に計画性がないことなどを十分に考慮しても，被告人の刑事責任はまことに
重いと断ずるほかない，として死刑を選択した。
③　殺害された被害者が 1人であり，過去の前科においても殺害事例はない被告人に死
刑が選択された点で，注意を要する判決である。判決もその点を意識しているが，結
局は，被告人の多数の強盗致傷や強盗強姦等が殺害事例と同一の行動傾向であること
を重視し，結果は生じていないのに潜在的な危険性を強く意識して，社会から排除す
べきであるという判断に至ったと思われる。
　　このような潜在的な危険性のようなものを強く意識して死刑まで選択することは，
永山基準が，結果の重大性という因子を挙げ，しかも具体的に「ことに殺害された被
害者の数」と明記してその重要性を意識している点を越えた判断というべきである。
実際に犯していない「危険性」を量刑事情として評価することが許されるとしても，
それは量的なレベルで加重されるにとどまるべきもので，質的なレベルしかも死刑と
いう究極の刑にまで重くのしかかるのは容認し難い。無期懲役の執行実態も踏まえ
て，無期懲役という社会からの隔離では済まず，死刑まで選択しなければならないと
いう理由が明らかではない。
　　また，この事件では，弁護人から医師・臨床心理士の意見書を付けての情状鑑定請
求や心理検査だけでもやるべきという鑑定請求，また一部の私的心理検査を行った臨
床心理士の証人尋問請求等が，ことごとく却下されている。
　　10 年間の平穏な生活があったにもかかわらず，異常に繰り返される強行犯罪とい
うギャップを，判決は，ひたすら被告人の責任でありその反社会性を示すものとしか
見ていない。被告人の異常性を認め，それを死刑に結びつけているにもかかわらず，
その異常性の原因を明らかにしようという弁護人の証拠申請を却下しておいて，ごく
表面的な諸事情のみで障がい等の異常性はないと断じるなど，死刑を選択する裁判所
の審理姿勢としても，問題が残る事案ではないだろうか。

（10）さいたま地裁　2011 年 7 月 20 日判決　無期懲役　深谷保険金目的殺人事件　
　　新聞報道によれば，被告人の犯行関与の従属性と反省等を主な理由として死刑を回避
したとされている。保険金目的で 1人，別機会にもう 1人という事案での回避であり，
おって，内容を十分に検討されるべきである。

（11）まとめ
　　裁判員裁判における死刑求刑事件の判決内容等を検討してきた。
　　本章の第 2の 2で指摘された傾向が，裁判員裁判でも続いている。また，我々が，こ
のシンポジウムで行う問題提起とは，逆行する現象が進行しているとも評価できよう。
　　しかしながら，弁護活動等によって死刑を回避できる可能性は，過去の事例が示して
いる。現状の判決状況が上記のようなものであるからこそ，この後に紹介する死刑事件
に対する積極的な弁護活動の重要性は明らかである。さらに，本シンポジウムのような
問題提起を繰り返していく必要も高いものと思われる。
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３　裁判員への過重な負担
（1）死刑事件の審理の負担
　　2009 年 5 月から，我が国では裁判員裁判がスタートし，死刑事件も裁判員裁判で審
理されることになったが，特に裁判員への過重な負担が懸念される。
　　裁判員裁判では，職業裁判官及び一般市民からなる裁判員の評決により，量刑が決定
されることになったが，死刑は被告人の生命を剥奪する究極の刑罰であることからすれ
ば，そもそも多数決により決定されるべき事柄ではない。
　　袴田事件の第 1審判決を，主任である左陪席裁判官として担当した熊本典道氏は，無
罪意見であったにもかかわらず評議において 2対 1で敗れ，死刑判決を書かざるを得な
くなったこと，そのことで苦悩し，裁判官を退職して弁護士となった後も悩みが消えず
に，ついに法曹界から離れざるを得なくなったことを告白している。
　　職業裁判官ですら，このように一生消えることのない苦悩を負うことになるのであ
り，これを一般市民にも強いることは酷であると考えられる。

（2）裁判員経験者等の声
①　裁判員経験者等からも，死刑事件の審理に対する負担の声が寄せられている。
ア　2010 年 2 月 23 日朝日新聞記事
　　鳥取地裁の強盗殺人事件の裁判員選任手続において，ある男性は質問票に「死刑
には反対です」と記入した。「人の命を大切にしたい」という思いからだった。男
性は不選任だった。「もし裁判員に選ばれていたら苦悩すると思う。食事ものどを
通らないだろう」。別の男性も心理的負担を理由に辞退を希望した。死刑求刑の可
能性があることを念頭に「重大な判断をする自信がない。判断が正しかったのか後
で悩むのは嫌です」と訴えたという。
イ　2010 年 11 月 2 日読売新聞記事
　　「耳かき店員ら殺害事件」では，検察側が被害者遺族の感情を強調した。初公判
では検察官が，殺害された 2人の仲むつまじい様子を語った遺族の供述調書を読み
上げ，裁判員の 1人は涙を流した。論告では死刑を求める遺族 5人の言葉を引用し
ており，判決後の記者会見で裁判員らは「自分の家族が被害に遭っているような感
情もあった」などと，遺族感情が重くのしかかったことを口々に打ち明けた。
　　一方で，被告を死刑にした場合の責任の重さも，裁判員たちを悩ませたようだ。
評議では死刑の執行方法について裁判官から説明を受けたといい，今年 8月に報道
向けに公開された東京拘置所の刑場の写真を思い浮かべたという人もいた。「被害
者の死」と「被告の死刑」の板挟みとなり，ある裁判員は「2週間，ふとした時に
遺族や被告の顔が浮かび，心が安らぐことはなかった」と吐露した。
ウ　2010 年 12 月 30 日 NHKニュース
　　裁判員制度がスタートして 1年半がたち，NHKが，これまでに全国の裁判所で
裁判員や補充裁判員を務めた人のうち 241 人を対象にアンケート調査を行い，90
人から回答を得た。
　　このうち「死刑制度を存在させるべきかどうか」尋ねた質問では，78％が「存続
させるべきだ」と答えた。その一方で，死刑の判断を裁判員に求めることについて
は，44％が「死刑の判断を含めて裁判員が行うべき」と回答したが，「裁判員に死
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刑の判断を求めるべきではない」と答えた人も 41％に上り，5人に 2人が，一般の
市民に死刑の判断を求めることに否定的な考えを示した。
　　その理由については，「心理的な負担が一生重くのしかかる」という意見や，
「PTSD に陥った場合，どのような形で償うのか」という意見が寄せられた。ま
た，「死刑の判断を裁判員が行うべきだ」とした人の中でも，「心のケアを十分に行
うべきだ」と条件を付ける意見が目立った。
エ　2010 年 12 月 30 日日本経済新聞記事
　　宮崎地裁で家族 3人殺害事件を審理した男性は「悩みを相談できずに抱え込ん
だ」と話しており，生涯守秘義務を負う元裁判員の心のケアは，死刑求刑で一層課
題として浮かび上がった。
オ　2011 年 5 月 19 日中国新聞記事
　裁判員制度が導入されて 2年となるのを前に，中国地方の 100 人を対象にした意識
調査をした。死刑求刑があり得る審理には「関わりたくない」が 47％，「あまり関
わりたくない」が 31％と消極派が 78％で，積極派の 17％を大きく上回った。
カ　2011 年 5 月 20 日読売新聞記事
　　2年目の裁判員裁判では，これまでに 5件の死刑判決があった。これらの事件の
審理に加わった裁判員経験者は，判決後，「一生悩み続けると思った」「何度も何度
も，自分の心を責めながら話し合った」などと，死刑を適用すべきかどうかを考え
る負担の重さを吐露している。
　　読売新聞が行った裁判員経験者らのアンケート調査では，死刑判決に関わること
に賛成としたのは 57％，反対は 37％だった。「重大事件に市民感覚を反映させると
いう制度の趣旨を考えると，死刑にも覚悟をもって臨むべきだ」との意見がある一
方，「国民には負担が重すぎる」との意見も目立った。
キ　2011 年 5 月 20 日毎日新聞記事
　　長野地裁の死刑判決で裁判員を務めた男性会社員は，審理の間，強い心理的負担
を受けたという。判決を振り返り「真剣にやった結果だが，事実認定に誤りがなか
ったか，今も不安がある」と漏らす。
　　東京地裁の死刑判決で裁判員を務めたアルバイトの女性は，当初，被告や被害者
の人生に関わっているという精神的疲労からか，帰宅するとぐったりした。裁判官
から「法律的なことは裁判官が責任を持つ」と言われ，やっと気持ちを切り替え
た。評議で十分な議論を積み重ねたと自負するが，判決言渡しで「死刑」の一言を
耳にしたとき，「何とも言えない悲しさがあった」という。

ク　2011 年 5 月 21 日朝日新聞記事
　　裁判員制度が始まって 2年。朝日新聞社はこの 1年間に裁判員や補充裁判員を経
験した計 200 人にアンケートを実施した。
　　市民が死刑事件を扱うことに「意義がある」と答えたのは 103 人。「裁判員裁判
の対象から除外した方がいい」が 42 人。「どちらともいえない」が 54 人だった。
「意義がある」と答えた理由を尋ねると，「死刑をめぐる議論が活発になる」「裁判
官だけの判決に納得できないものがあった」といった内容が目立った。一方，「除
外すべきだ」と答えた理由には「精神的後遺症が深刻な人が出たら，誰が救済する
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のか」などとする意見があった。
ケ　2011 年 5 月 30 日西日本新聞社説
　　市民が死刑か否かの判断を下すことの「重さ」である。宮崎地裁の裁判員を務め
た男性は「死刑を問う裁判は市民には荷が重すぎる」と語っている。市民が裁判員
として「死刑」と厳粛に向き合うことの意味はあろう。一方で，その適否まで判断
するのは過酷だとの声も理解できる。見直しの大きな論点にしてほしい。厳しい守
秘義務には批判が強い。裁判の感想は話していいが，評議内容はしゃべれない。罰
則もある。では，話せる範囲はどこまでなのか。その基準がはっきりせず，裁判員
を悩ませているのだ。

②　死刑という人の命を奪うかどうかの判断に迫られる，その負担は上記の新聞記事等
にも明らかである。これに，罰則を伴った守秘義務が重なる。
　　しかも，裁判官の姿勢は，死刑合憲を前提としていることが一般である。また，死
刑の実態も明らかにされないままとなっているのが現状であって，それでも裁判員は
「死刑にする」ということで深刻に悩んでいる。ここに弁護人が，本来必要とされる
弁護の一環として，また死刑を選択するかどうかを判断する当然の前提として裁判員
においても知っておくべき事実，即ち死刑確定囚の置かれた立場，死刑執行へ至る過
程そして執行の実態等を明らかにし，それに加えて死刑違憲論という正論を訴えるな
らば，まさに究極の判断が裁判員を悩ませることになろう。
　　人が人を裁いて，その命を奪うという死刑制度そのものの持つ根源的な矛盾であろ
う。

（3）裁判員法等の 3年後見直し
①　前記の新聞社説にも取り上げられているとおり，裁判員法等の 3年後見直しにおい
て，死刑事件そしてそれを担当する裁判員の悩みが議論されるべきであり，日弁連
は，裁判員本部に 3年後検証小委員会を立ち上げ，裁判員制度全般の見直しに取り組
んでいる。
②　死刑事件を裁判員裁判から除外すること，裁判員には量刑判断を求めないこと，死
刑事件における評決を全員一致とすること及び裁判員の心理的負担を軽減すること等
が議論された。死刑事件及び量刑判断の除外については，議論が大きく分かれ，上記
小委員会の意見としてまとめるまでには至らなかった。
　　死刑判決の全員一致制は意見としてまとめられた。裁判員の心理的負担を軽減する
とともに，死刑判決を前提とするものではあるが，その判断の慎重さを求めるものと
して妥当である。
　　裁判員の心理的負担軽減については，下記のような規則制定が提案されている。
　　裁判員法に下記のような 102 条の 2を追加する。「裁判所は，裁判員及び補充裁判
員が審理，評議及び評決を行うことに伴う心理的負担を考慮して，裁判員等の任務終
了時及び終了後において心理的負担軽減のため，別に規則で定める適切な措置を講じ
なければならない」。そして，下記の 5項目が具体的なものとして提案されている。
ア　同じ裁判体の裁判員等同士が希望した場合には，互いに連絡先を交換することが
できること
イ　事後的に希望があれば，裁判所が同じ裁判体の裁判員等同士の連絡の斡旋を行う
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こと
ウ　同じ裁判体の裁判員等が希望した場合には臨床心理士立会いのグループワークを
実施すること
エ　守秘義務の範囲（の限定と明確化）
オ　裁判所が実施するメンタルヘルスサポート体制の説明及び利用促進を促す説明
　　刑事裁判に関与するという一般市民として特殊な体験全般に対処するものとして，
必要な提案であろう。ただし，死刑事件という究極の判断が迫られる事件での根本的
な解決とはならないであろう。また，裁判員の負担を理由に，本来，なされるべき十
分な審理，徹底的な弁護を回避することは許されない。

（4）被害者参加制度と死刑事件
①　被害者参加・保護制度等は別稿で触れられるであろう。
　　本章第 3の 2で，各死刑求刑事件の分析中で指摘したとおり，死刑求刑事件では被
害者参加あるいは被害者の心情意見陳述がなされている。それも多数の被害者遺族等
が立って，口々に死刑・極刑を求めるというもので，法廷が被害感情で埋め尽くされ
るような状況であったことが報告されている。
　　また，日弁連裁判員本部が収集した裁判員裁判のアンケートでは，2011 年 2 月段
階までの集計だけで，被害者が求刑意見を行ったものが 82 件確認できる。そしてそ
のうちの 30 件もが死刑・極刑を求めるものであったと報告されている。
　　しかし，この 30 例中，検察官が死刑を求刑したのは 2件のみである。無期懲役を
求刑した例も 8例にしかすぎない。判決において死刑を認められたものは 1件，無期
懲役となったのは死刑求刑のもの 1件，無期求刑 8例中の 6例である。判決中，刑の
低いものを見ると 10 年 1 件，14 年 1 件，15 年 1 件，17 年 4 件，18 年 5 件という状
況である。検察官求刑を見ても，17 年 2 件，18 年 2 件，20 年 9 件という状況であ
る。法律的あるいは裁判実務的には，死刑となる可能性のない事案においても，被害
者側から，盛んに死刑が求められているということができよう。
　　被害者側からの立場を考えると，結果として死をもたらした犯人には死をもって償
うべきであるというような感覚・感情であろうか。素朴な心情で理解を示す人（特に
法律家ではない人）も多いものと思われるが，心情的なものはともかく仇討を禁止し
た近代刑法によって，法律的には既に淘汰された考えであろう。それが，刑事裁判と
いう最も法が厳格に適用されるべき場において，堂々と声高に叫ばれる状況を，法律
家として，どう受け止めるべきか。刑事裁判への被害者参加は，飽くまでも刑事手続
の中で被害者が刑事手続にのっとって行動することを，一定の範囲で認めるものであ
る。異質なものを持ち込むべきではないと考えるのは筆者だけではなかろう。
②　上記のような被害者参加そして被害者求刑意見の状況は，以下のような指摘をする
ことが可能な状況であろう。
　　被害者の求刑意見は，いわゆる過激型が主流を占め，被害者側の厳罰主張が顕著な
流れになっている。本来，厳格な証明によって冷静かつ謙抑的になされるべき刑事訴
訟とは異質なものが刑事訴訟に持ち込まれたとの評価が，より指摘できる状況という
ことができよう。検察官求刑や判決への影響を統計的に有為に確認することはできな
いが，人権擁護システムである刑事訴訟において，決して好ましい状況ではないこと
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は明らかであろう。
　　これに加えて，刑事記録が被害者参加人へもたらされ，被害者意見等において不同
意証拠が引用される等の証拠法の逸脱，被害者参加人本人による証人尋問や被告人質
問における被告人と被害者参加人側のトラブル等の問題事象も生じている。
　　被害者が参加することによる被告人の自省効果などの争いのない事件での有用な効
果もあるが（大多数の事件は争いのない事案ではあっても，何らかの争いがあってそ
れを厳格に審理していくことができるという機構こそが刑事訴訟の本質であるから，
この効果を強調することは間違いである），上記の弊害そして被害者参加人による求
刑状況は，決して刑事訴訟の本来的な進行・発展に棹さすことはあっても有用なもの
はもたらしていないし，被害者にとっても健全な形とは言い難いのではないだろう
か。
③　死刑をめぐる法律論や弁護論そして世論さらに死刑廃止の世界的潮流等は，右から
左，上から下と大きく異相を見せ，かつ錯綜した状況にある。
　　我々は，そのような状況を十分に認識しながら，現実の死刑事件を弁護し，被害者
保護を検討し，死刑制度廃止を議論する必要がある。

第４　裁判員裁判における死刑求刑事案の弁護活動
１　はじめに
　死刑求刑事件弁護の在り方は，通常の基本的な弁護と変わることはないといわれる。し
かし，死刑求刑が予想される事件は，事件の重大さ，被害者遺族の声，社会からの声，そ
れを踏まえたマスコミからの厳しい取材等によって，弁護人自身もよほどの経験がない限
り，圧倒され，暗中模索状態に置かれる。そうなると，基本的な弁護ができないまま，結
局は，捜査機関の描く「凶悪な人間像による凶悪犯行」がそのまま公判に受け継がれる事
態になってしまう。
　いかなる事件でも弁護人には被告人のために最善の努力をする責務があるが，死刑求刑
事件の弁護ではより一層の重い責務を負うものといわなければならない。弁護人は，圧倒
されることなく，最善努力義務を尽くすべきであり，裁判員と裁判官に向かって，被告人
を死刑に処すべきではないことをあらゆる論拠を展開して説得しなければならない。その
中で被告人に対する共感をいかに得るかが求められている。
　そのためには，弁護人自身が被告人への共感を持つことができるかどうかが問われる。
共感を得るためには，事件及び被告人の理解が不可欠であり，そのためには様々な観点か
ら情報収集することが求められる。

２　捜査段階における弁護
（1）被疑者の不利な情報を捜査機関にできるだけ与えないようにすること
　　今までの死刑判決をみると，自白調書に存在する被告人による凶悪事件の犯行態様及
び凶悪犯人性を裏付ける事実の引用が多い。しかし，その自白調書は，捜査官による作
文が多い。殺意が無いのに，殺意の存在を認める調書，確定的殺意がないのにその存在
を認める調書，殺人の計画性が無いのにその存在を認める調書，杜撰な殺害計画なの
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に，綿密な殺害計画を認める調書の存在は，犯行態様を悪質なものにする。
　　また，犯行に至る経過や殺害等の犯行後の状況についても，実は被告人には躊躇や悩
み，後悔の情があるのに，平然と何事もなかったかのような冷酷な人間像を裏付ける事
実が調書の各所に挿入され，凶悪犯人性を裏付ける事実が作文されている。
　　これら自白調書の存在は，死刑回避に向けた弁護活動を，決定的に不利な状況に追い
込むものである。
　　したがって，弁護人は，黙秘権などの権利の行使をためらわないこと，黙秘しないで
供述する場合でも不確かなことは言わないこと，供述しても供述調書の作成に応じない
こと等の基本的な助言をするべきであろう。
　　この点，被告人が反省していると思われる場合に，上記の基本的な助言はむしろ有害
な弁護であるとも考えられる。しかし，捜査段階の早い段階で反省している自白調書は
結局捜査機関の描く事実を認めることに等しく，果たして被告人に有利になるかどうか
は不確かなことである。捜査段階での反省の事実を弁護側で工夫次第で証拠化すること
も可能である。そうであれば，被告人が供述することで予想もしない不利な物語を作成
させられるリスクを考えれば，やはり上記基本的助言をするべきであろう。

（2）事件の理解，被告人の理解をするための準備活動
　　捜査機関から提出される法医学鑑定や精神鑑定は，捜査機関が描く，精神能力に問題
の無い被告人による殺害態様を，裏付けるものであって，結局自白調書を裏付けるもの
である。
　　ところが，今までの無期判決を検討すると，殺害態様を解明する法医学鑑定，被告人
の犯行時の心理状態を解明する心理鑑定，被告人の犯行時における精神状態を把握する
精神鑑定など，弁護側が申請する専門家の意見が無期判決を導く重要な要因になってい
る。
　　例えば，判決において精神能力が認められても，精神鑑定によって明らかとなった事
情が死刑回避の事情として奏功することが多い。例えば被告人の不遇な生い立ち，境遇
などが本件犯行時の精神状態に影響を与え，その結果本件犯行結果が発生したと考えら
れるときは，全て被告人の責めにするのは酷であるとして死刑回避の理由として挙げら
れる判決例が多い（元静大生 2人強盗殺害事件等）。
　　そして，このような鑑定実現に向けた活動や作業を通じて弁護人は事件及び被告人を
より深く理解することができる。
　　したがって，弁護人は，捜査機関が鑑定依頼をしているからといって，それを鵜呑み
にしてはいけない。また，弁護人として接見を通じて被告人からの話だけで被告人の精
神能力を判断することは危険であり，弁護側申請の鑑定実現に向けた準備活動（鑑定人
の情報収集等）もしなければならない。

３　公判前整理手続段階における活動
（1）事案解明の活動
①　通常事件においても，できる限り証拠開示による情報収集が要請されている。死刑
求刑事件にあっては，争いの有無に関わりなく，全証拠の開示を目指すべきである。
　　そして，殺害態様について争いのない事件でもあって，弁護人は，これら得られた
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情報から，実験や現場調査などを行うことが重要である。そこで，得られた弁護人な
りの問題意識や疑問点を被告人に問いただすことで，被告人自身も気がつかなかった
事実が浮き彫りになり，結局は争いのある事件に発展し，法医学鑑定に向けた手がか
りを掴めることにもなるからである。
②　死刑求刑事件では鑑定申請が不可欠であること
　　死刑求刑事案は，残虐な結果が必然的に生じており，被告人がなぜこのような行動
を行ったのか，解明しなければならない。調書で示される殺害動機だけでは解明され
たことにはならない。弁護人による聞き取りでも解明することに限界がある。被告人
の生い立ち，境遇，行動傾向，精神能力の程度などから，専門家の知見を借りて，犯
行時の心理状態・精神状態を解明しなければ，事件の理解をしたことにはならない
し，またその被告人を理解したことにはならない。
　　それゆえ，死刑求刑事件では，少なくとも心理鑑定や精神鑑定が不可欠であり，私
的鑑定を覚悟した上での活動が求められる。

（2）死刑制度という刑罰の実態を裁判員裁判で明らかにするための活動
　　自由を拘束される懲役刑と違い，死刑は生命を剥奪する刑罰であるから，生きる者が
想像力を働かせるには限界がある。その上，裁判員は，絞首刑の執行方法の実態，死刑
を宣告された者の恐怖，何時執行されるか分からない日々の恐怖など，全くといってよ
いほど死刑執行の実態を知らされていない。これは裁判官も同様だと思われる。死刑と
いう刑罰の実態を分からないまま死刑か無期懲役かの刑の選択を迫られているのであ
る。そこで，これら実態を裁判員裁判に反映できる工夫（弁論だけでなく証人尋問実施
など）を検討しなければならない。また，死刑判決及び無期判決の限界についての動向
調査，特に無期判決の調査は，裁判員を説得していく上で有益な資料となる。

（3）対裁判所との関係での留意点：公判前整理手続の長期化が必然であること
　　以上述べてきたように死刑求刑事案では，事件解明のためだけでも必然的に公判前整
理手続は長期に渡って行われることになる。弁護人ですら被告人の犯行や被告人自身に
嫌悪感を感じることがあるのであり，それを乗り越えて，事件及び被告人を理解するに
は相当程度時間がかからざるを得ない。また，死刑執行の実態や死刑判決と無期判決の
量刑相場・動向などを調査しなければならないこと等，その活動は多岐にわたる。
　　したがって，死刑求刑事件の場合には，必然的に公判前整理手続は長期間に渡って行
わざるを得ない。
　　ただし，裁判所は裁判員の負担軽減のため，審理計画をできるだけ短縮しようとす
る。弁護側の反証の材料が多くなればなるほど審理計画の短縮が実現できない。そこ
で，公判前整理手続自体を短縮するよう圧力をかけてくる可能性があり，それに屈しな
いことが重要であろう。特に弁護人が獲得しようとする反証材料が，光市母子殺害事件
第 1次上告審判決で述べられる死刑回避事由といえるかどうかが問われ，その程度に至
らないものであれば，公判前整理手続が打ち切られるおそれがある。永山最高裁判決に
よれば，あらゆる事情が弁護人の反証材料になるのであり，その機会が奪われる結果に
ならないようにしなければならない。
　　そして，公判前整理手続段階で得られた弁護側反証材料を余すことなく法廷で立証す
るには，やはり長期間の審理が必要となってくる。それゆえ，審理計画を立てる際には
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裁判員の負担よりも死刑求刑弁護の重要性を強調し，弁護に合わせた審理計画を求めて
いくことが必要である。

（4）対検察官との関係での留意点
　　公判前整理手続は，争点と証拠の整理のために行われる。そして検察官が死刑を求刑
する事案か無期懲役を求刑する事案かによって，弁護人の反証活動にも大きな影響を与
えるし，必要な証拠調べの範囲も大きく異なってくる。また，求刑予定の意見が明らか
にされれば，裁判員，裁判官も焦点を合わせて主張や証拠調べを見聞きすることができ
ることになる。
　　したがって，検察官は，公判前整理手続で死刑求刑を予定しているか否かを明らかに
すべきであり，弁護人としても明らかにするよう求めるべきである。

４　裁判員裁判における活動
　死刑求刑事件弁護では，被告人に有利な事実・資料は全て収集されるべきである。この
事実・資料を通じて弁護人が究明し理解した事件の真相を念頭にして，被告人の人間物語
に対する理解や共感を裁判員に訴えなければならない。
　そして，先例として永山最高裁判決は裁判員をも拘束すること，目の前の事件よりも悪
質な事案で無期懲役事案になったものを具体例として挙げ，永山最高裁が求める死刑判決
のハードルが高いことを示すべきであろう。
　さらに，裁判員には，裁判員が自らの権利に目覚めるよう，訴えかけることが重要であ
る。デイビット・T・ジョンソン（ハワイ大学教授）によれば，アメリカ陪審員に対する
弁護人の効果的な弁護の例として次のような例を挙げている。
①　『あなたに権利があります。死刑ではなく無期にする権利があるのです。理由はい
らないのです。』

②　『死刑は必ずしも必要なものではありません。常に選択です。あなたの選択です。』

５　弁護支援体制の確立
　以上述べてきた死刑求刑事件弁護の在り方からすると，弁護士 1人による弁護では到底
成し遂げることができない。死刑求刑事件弁護では，弁護人複数体制の確立，死刑事件弁
護経験者によるサポート，私的鑑定等の費用捻出など，人的・精神的・物的な支援が不可
欠であり，そのための各弁護士会による支援が重要である。

６　マスコミ報道に対しての対策
　死刑が求刑されるような事件は，社会的な注目を集める。弁護人への取材攻勢は激しく
かつ厳しいものがある。だからといってマスコミの取材に安易に応じるべきではない。弁
護人には常に守秘義務と最善努力義務の観点から対応する必要があるからである。
　まず，守秘義務を被疑者から解除されない限り，被疑者の言動をマスコミに伝えること
はできない。
　次に，守秘義務の解除がなされたとしても，最善努力義務の観点からの検討が不可欠で
ある。捜査段階では，証拠が十分開示されていないし，開示されていたとしても，被疑者
から十分に話を聞き取っているかどうか定かではない。被疑者から話を聞き取っていると
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弁護人が確信していても，後の鑑定で専門家による聞き取りから，より深い事実や異なる
事実が引き出されることが十分予想される。
　上告審に移行した段階や再審事件など弁護人が事案を把握し，ケース・セオリーが確立
できている場合には，弁護人がどのような事実が被疑者にとって有利か不利か判断できる
ため，むしろ市民の理解を得るためにマスコミの取材に応じたり，積極的に世論に訴えた
りすることが求められる場合もある（松川事件，布川事件など）。
　しかし，ケース・セオリーが確立できるほどの情報がおよそ足りない状況下にあって
は，弁護人のマスコミへの取材の対応が，後に被告人の利益を損ねることになりかねな
い。
　したがって，捜査段階をはじめ手続の早い段階では，原則としてマスコミの取材に応じ
てはならない。

第５　裁判員裁判と犯罪被害者支援
１　犯罪被害者の訴訟参加の制度について
（1）はじめに
　　2008 年 12 月 1 日，犯罪被害者（以下，単に「被害者」という）が当該刑事事件にお
いて法廷（バー）に入るといういわゆる被害者参加制度が施行された。それまで犯罪被
害者は，証人として犯行状況や被害について事実を述べたり，意見陳述をしたりすると
いう制度があったが，被害者参加制度は，それを越えて被害者が準当事者として法廷内
に入り検察官の横で刑事裁判に参加するという制度である。アメリカの制度では被害者
が意見陳述をするが被害影響の陳述のみとされているところ，日本では被害者が量刑に
ついても意見を述べられるものとなっている。詳しくは，第 1章第 5を参照されたい。

（2）被害者の訴訟参加制度の導入の是非については，消極論と積極論があった（ここは，
2003 年愛媛人権擁護大会第 1分科会で作成した基調報告書を要約する）。

　　論点は次のような点にあった。
・被害者は訴訟参加を求めているのかどうか。
・訴訟参加は被害者の立ち直りや回復に寄与するのかどうか。
・訴訟参加は国家刑罰権の行使の手続である刑事司法を変質させるかどうか。
・被疑者被告人の権利や当事者主義的構造と抵触するかどうか。
　　
　　以上の点について，施行後 2年半を経過した現在までの間において，犯罪被害者のた
めになったのかどうか。
　　この制度の導入を求めた被害者の人たちは，この制度に基づき積極的に訴訟参加を行
い，被告人に質問したり，求刑に意見を述べたりして，一定の成果が上がったと考えて
おられるようである。犯行当時の事情や犯行への経緯動機を聞きたいと思うことは人間
の自然な感情であり，それを満たすことが刑事訴訟の一つの目的となっている。
　　他方で，被害者（特に遺族）が法廷に入りたくないと述べているケースもある。被害
者の中には，応報と離れて精神的区切りをつけるためには，法廷に入らず，訴訟を検察
官に任せ，ただし被告人には犯行当時の事情や犯行への経緯動機を聞いてもらいたいと
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いう人もいる。精神的な区切りのつけ方は一様ではないといえるのではないか。
（3）極刑（死刑）を求めるように仕向けるメディアスクラムの問題
　　被害者（特に遺族）は，訴訟参加制度ができたことによって，メディアから圧力を受
けて，法廷に入って極刑を求めるということをいわねばならないように感じている人が
いる。しかしながら，これは被害者が必要な情報を得て精神的に区切りをつけるという
制度目的とは相反する面がある。
　　ゴシップメディアは，被害者の応報感情を高め，それを固定させながら，その後は放
置して，ときどき思い出したように報道しているが，それでは被害者として精神的区切
りがつけられない。刑事判決でもこのようなマスコミ報道の仕方を是認し，マスコミ報
道によってもたらされた社会的影響が大きいとして，極刑を回避できないと述べる場合
があるが，裁判はマスコミに影響されるべきではないことは当然である。

（4）被害者への経済的支援の重要性
　　被害者の刑事事件への訴訟参加制度の創設が先行されたが，まずすべきだったのは被
害者への経済的支援ではなかったのか。
　　被害者への経済的支援は，犯罪被害者給付金制度の充実とその運営の迅速化である
が，前進していない。被害者の賠償命令制度もできたが，経済的に困窮している被告人
を追い詰めるだけでは，賠償は実現できない。

２　裁判員制度下の被害者の訴訟参加―裁判員裁判の導入によりどうなったのか
（1）裁判員制度の対象となる事件は，法定刑に死刑又は無期刑を含む事件と法定合議事件
のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件であり，重大事件について適用され，基本
的には，裁判官 3人に加えて，一般市民 6人が裁判員として刑事裁判に加わり，事実認
定，法令の適用のほか，刑の量定も行うというものである。裁判員裁判で死刑判決を下
したケースも出ている。

（2）裁判員裁判における被害者参加の在り方について概観する。
　　死刑求刑がなされた事案についてのみ，前の項目を前提にわかる範囲で抜粋する。
①　耳かき店店員事件（東京地裁判決は，無期懲役）
　　被害者は訴訟参加し意見陳述を行い，極刑（死刑）希望が繰り返された。
②　高速切断機首切り事件（横浜地裁判決は，死刑）
　　被害者が訴訟参加し意見陳述も行った。
③　石巻少年事件（仙台地裁判決は，死刑）
　　被害者が訴訟参加し意見陳述を行った。このインパクトは強く，法廷の雰囲気が一
挙に被害者側に傾き，死刑相当になったとの，弁護人の感想がある。
④　宮崎での家族 3人殺害事件（宮崎地裁判決は，死刑）
　　被害者は訴訟参加し意見陳述を行った。検察官は，被害感情の立証を重視した。
⑤　南青山強殺事件
　　被告人は犯人性を争った事案である。判決が述べる被害者遺族の処罰感情がどのよ
うに立証されているのかは不明である。
⑥　長野一家 3人強盗殺人事件（長野地裁判決は，死刑）
　　検察がどのように立証しようとしたのかは不明であるが，判決理由で，被害者感情
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の強さと，被害者が極刑を望んでいたこと，マスコミで広く報道され社会一般に与え
た影響が大きいこと，が指摘されている。
⑦　川崎大家一家殺害事件（横浜地裁）
　　これは日弁連でも資料がなく，コメントできない。
⑧　静岡女性殺害事件（静岡地裁沼津支部）
　　これも資料がなく，現時点ではコメントできない。
⑨　千葉女子大生事件（千葉地裁判決は，死刑）
　　判決では，被害者の無念，悲嘆の情は察するにあまりあるとあるが，どのような審
理をしたのかは不明である。

（3）誤判の問題
　　裁判員裁判で無罪判決が出ている。被害者が訴訟参加して被告人無罪であれば，かえ
って精神的苦痛が増すものである。このような誤判事件では，真犯人は捕まらないので
ある。

（4）裁判員（一般市民）にはどう受け止められているのか
　　評議の秘密があるのでコメントしない（できない）裁判員が多いのであるが，新聞報
道によれば，重大事件で裁判員に選任された市民が被告人に死刑を下すことについて，
遺族の話を聞いて涙を流す人とそれでも死刑判決を出すのに躊躇した人もいることが報
じられている。市民が裁判員となり，重大事件について被害者遺族の声を聞き，判断を
迫られることになった。裁判員裁判で，死刑を下した 1審裁判官が，被告人に控訴審の
判断を求めることを勧め，裁判員の苦悩を軽減しようとしたという事例も報告されてい
る。
　　量刑についての裁判官の裁判員に対する説示がどのように行われているのかは不明で
ある。しかし，この説示は裁判員裁判で大きな意味を持っていることは明らかである。
遺族の強い被害感情を踏まえつつも，理性に基づく量刑が求められるのではないだろう
か。
　　なお，死刑廃止論者は裁判員に任命しないという報道もなされたことがあり，裁判所
の裁判員任命手続，任命基準及び死刑についての裁判員への説諭の仕方などを検証する
必要がある。

（5）拙速な審理で，被害者と加害者は納得するのであろうか。
　　裁判員裁判は，裁判員の負担を考えて，従来よりも短期間で審理を終えることを目的
としている。被害者（特に遺族）の方は，被害当初は被害を受け止められない状況にあ
る。現実感がなくなるのである。その後，怒りや悔しさ又は自責の念の感情がこみ上げ
てくる。その感情を応報で固定化するのがいいのか，精神的な区切りをつけて生きてい
る意味を再発見していただいたほうがよいのか。これらを裁判員がどのように受け止め
て判断していくかが重要なことで，これらは全ての弁護士が考えねばならないことであ
る（参考文献　「喪の途上にて」野田正彰　岩波書店　―これは 1985 年 8 月 12 日に起
きた日本航空の事故の記録であり，御巣鷹尾根に飛行機が激突したというケースを基に
して，精神医学者が遺族のことを語ったものである）。被害者の方の感情が落ち着くに
は膨大な時間がかかる。地震等の天災の場合もそうであるが，犯罪被害については，ト
ラウマになり，事件のことがフラッシュバックして感情が落ち着く間がないといわれて
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いる。
　　
　死刑求刑が予想される重大事件で，誤判を回避し，どこまで迅速を旨とする裁判員裁判
を続けるべきか，迅速を旨とすべきではないのではないか，今一度議論をすべきではない
か。
　仮に誤判はないとして，二つの点を指摘しなければならない。重大犯罪を犯した被告人
の反省にも時間がかかる。同じ社会にいる人間として，犯罪を犯した経緯・原因と更生可
能性を考え，処罰の有無と程度を慎重に考えるべきではないのであろうか。最終的に極刑
としての絞首刑を妥当と考えるのか，再考すべきではないのか。
　被害者遺族として，加害者の声を聞きたい，そうでないと納得できないという人が多く
いる。それは当然のことであろう。そのような両者の（代理人間の）会話を実現させるに
は大きな時間がかかる。裁判員裁判で拙速に行う必要は無く，時間がかかってもよいので
はないだろうか。

３　少年事件について
　少年事件について，裁判員裁判になり，死刑判決が下されたケースがある（別紙参照）。
　少年事件では，犯行当時 18 歳以上 20 歳未満の加害者は，裁判員裁判の対象となり得る
し，家裁からのいわゆる逆送ケースでは，裁判員裁判の対象になり得る。
　宮城石巻事件では，18 歳の少年が，殺傷事件（2人死亡，1人重症）を犯したという事
案である。
　これは，裁判員裁判で，犯行態様の悪質性が重視され，更生可能性が著しく低いとされ
て，死刑判決が下されたものであるが，更生可能性について，少年の家裁記録による成育
歴等が十分審理されておらず，少年法の趣旨を裁判官が裁判員にどれだけ説明したのかは
不明である。
　この少年事件でもしかりであるが，裁判員裁判により迅速に行う審理・判決は，事実認
定及び量刑の面で危ういものがある。
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第１　これまでの少年犯罪に対する裁判所の対応
１　保護主義及び科学主義
　少年法は，その目的に「少年の健全な育成」を掲げ，非行少年の立ち直りのために性格
の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うという，保護主義をその基本理念としてい
る（1条）。
　すなわち，非行を少年の成長過程に生ずる歪みと捉え，少年が自らの抱える問題を克服
し成長し得る力と可塑性に依拠しつつ，教育的な措置を講じてその問題性の解決を援助
し，調和のとれた成長を確保するという方策をとっているのである。これによって少年の
更生と再犯防止が図られ，その結果として，社会の安全も確保されてきたのである。
　このような保護主義の理念に基づく少年司法手続には，刑事裁判手続と異なる特徴があ
る。非行に至った動機・背景，少年の家庭内の事情，本人の生育歴，性格的な問題点など
を正確に把握し，これに対処することが必要となるために，少年鑑別所における資質鑑
別，心理学・教育学・社会学等の専門家である調査官による社会調査がなされ，科学的な
知見を活かして処分が決定されている（8条及び 9条）。
　そこで選択される少年に対する処分は，自由の制限と刑務作業を中心とする刑罰ではな
く，保護処分が原則とされている。こういった保護主義の理念をベースにして，家庭裁判
所において少年犯罪が扱われてきたのである。

２　家庭裁判所が見てきた少年像
　1997 年の神戸児童殺傷事件以降，少年犯罪を犯す少年については，「少年らは少年法が
『甘い』ことを熟知して非行に及んでいる」「非行の原因は『規範意識の欠如』にある」な
どとする論調が多くみられた。そこでイメージされていたのは，「規範意識に欠け」「少年
法を甘くみた」少年像であったといえる。しかし，2000 年の少年法改正以降に実施され
た各種の調査・研究により，上記のような「少年像」は誤りであったことが明らかになっ
ている。
　日弁連が重大少年事件の個別事例を分析し，更に非行少年や高校生に対するアンケート
調査を実施して実証的な検討を行った結果としては，重大事件を犯した少年の問題性は深
刻で，非行の背景事情は複雑であり，特に被虐待経験を持つ少年が多いこと，犯罪を犯し
た少年の多くが幼児期から成長過程において人格を尊重されず，「自分は認められてい
る」という実感を持つことができなかったこと，などが明らかにされた（日本弁護士連合
会編「検証少年犯罪」）。
　また，最高裁判所における研究では，単独で重大事件を犯した少年に共通する特徴とし
て，現実的な問題解決能力に乏しいこと，自分の気持ちすら分からない感覚を持っている
こと，などが指摘されている。そして，そのような少年を施設に収容した場合には，根気
強く，きめの細かい情緒の交流を図ることで，少年の未発達な情緒を育てながら内省を深
めさせることなどが重要である，としている（家庭裁判所調査官研修所監修「重大少年事
件の実証的研究」）。



第５章　少年犯罪の処遇と死刑

― 176 ―

　さらに，法務省の法務総合研究所による全国の少年院に在籍する少年を対象にしたアン
ケート調査では，家族及びそれ以外の者から身体的暴力などの被害を受けた傾向が認めら
れ，特に女子は性的暴力の被害を受けている者が多いとされているのである（法務総合研
究所研究部報告 11 号及び 19 号）。
　単に，規範意識の欠けた少年に厳罰を与えるなどという考え方では，こういった複雑な
問題を抱える少年の立ち直りに至らないことは明らかである。そこで，家庭裁判所におい
ては，様々な保護処分による教育によって問題を除去するという方策がとられてきたので
ある。

３　成人と異なる少年の処遇
（1）前述のように，少年犯罪の原因としては，少年が内面に問題を抱えていることも指摘
されているし，環境的な要因の影響が大きいことも指摘されている。こういった問題に
対応し，少年の立ち直りを図るために，少年法は成人とは異なる処遇のプログラムをお
いてきた。その特徴的な部分と，抱える問題について若干指摘しておきたい。

（2）児童自立支援施設
　　児童自立支援施設は，開放施設であり，学校教育を含めた生活全般が施設の中で行わ
れる。保護者が不在である，虐待があるなどの事情によって，家庭での暖かい体験を持
てずに育ってきた非行少年に対し，少人数の家庭的な雰囲気の中で個別的な処遇を行
う。その中でも特に，小舎夫婦制をとっている施設においては，家のような場所で，寮
長（男性）と寮母（女性）とともに家族のように暮らすという体験を持たせ，育て直し
を行っている。

（3）少年院と少年刑務所
　　少年院では，少年の特性や教育上の必要性に応じた個別処遇や生活指導，職業補導，
教科教育などが行われている。
　　少年院は，少年刑務所とよく比較されるが，少年刑務所とは大きく異なる施設であ
る。少年院では，収容人員が 90 人から 150 人程度と，数百人から千数百人を収容する
少年刑務所に比べて小規模である。また，収容者数に対する職員数の割合も刑務所に比
べてかなり高い。このため，職員が少年の個性や心情を把握することが容易であり，収
容者一人一人に気を配った個別的で密度の高い教育を行うことが可能である。これに対
し，少年刑務所では刑務作業等における受刑者の管理に主眼が置かれているという違い
がある。
　　なお，少年刑務所と比較すれば少年院のほうが望ましいといえるが，少年院の処遇に
ついても幾つかの問題がある。家族との面会が原則として月 1回に限られる運用となっ
ていることについては自由を奪われた少年の保護のための国連規則 4条の 60 の趣旨に
反しているし，家族以外の友人，恋人等との面会，信書が許可されることはまれな状態
であることについては同規則 4条の 61 に反しており，改善が望まれる。また，2009 年
に広島少年院で法務教官による少年に対する暴行陵虐事件が発覚し，法務教官 5人が起
訴された。これまで，刑事施設にはいわゆる第三者機関である刑事施設視察委員会が設
置されているのに対し，少年院にはこれがなかったが，2010 年 12 月，広島の事件を受
けて設置された法務省「少年矯正を考える有識者会議」が第三者機関の設置を柱とする
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少年院の改革案を提言し，少年院法の全面改正が検討されている。
（4）保護観察
　　保護観察官の数が少ないため，1人平均 100～200 人の少年を担当し，実際上の保護
観察は民間の篤志家である保護司に担われているのが実情である。保護観察は，少年の
社会内での指導監督，補導援護を目的として行なわれるが，遵守事項を定め定期的な保
護司との面接を実施するのが主な内容となっており，就労支援・ボランティア活動など
個別の少年に即した具体的な指導プログラムは十分に機能していない。また，少年院を
仮退院する少年は仮退院中保護観察に付されるが，少年院と保護観察所の連携が不十分
で，もともと家族や地元での交友関係，就労に困難を抱えている少年の社会復帰を促進
する機能を果たし得ていない。保護観察官の増員が望まれる。

（5）更生保護
　　矯正施設から社会に復帰する際に，家族等の引取先のない少年の多くは，成人の仮釈
放者のための更生保護施設に入ることになる。しかし，少年の定員は施設全体の定員の
約 15％で入所自体が困難であり，少年のための更生保護施設が求められてきた。2010
年，ようやく旭川に国立の更生保護施設ができたが，それ以外は民間のシェルターに頼
らざるを得ない実情にある。国内では，東京のカリヨン子どもセンターをはじめとし
て，帰住先のない少年のための民間のシェルターが徐々に設置されつつあるが，これに
対して適切な予算措置を講じるべきである（北京ルールズ 29 条，リヤドガイドライン
34）。

４　保護主義に対する評価
　少年犯罪に対しては，保護主義の下に，成人とは異なる司法手続の中で，成人とは異な
るプログラムによる処遇が行われてきた。これについては，十分ではない点や問題点も多
数あるとしても，おおむね成果を上げてきたといえる。後述のように国内の少年犯罪が減
少してきていることは，保護主義をベースとしたシステムがもたらしてきたものであると
いう評価ができよう。

第２　少年法の改正～厳罰化
１　厳罰化への世論の動き
　1993 年に起きた「山形明倫中事件」（同中学校 1年生の男子が体育館用具室内でマット
の中で窒息死して発見され，同生徒をいじめていたとされた少年 7人が逮捕されたが，少
年審判での非行事実の有無，民事裁判での不法行為の有無の判断が錯綜した事件）を契機
に，少年審判での非行事実認定の在り方が問われ始め，少年審判における事実認定の適正
化という観点から法曹三者の意見交換会がもたれた。ところが，その後 1997 年に神戸連
続児童殺傷事件（酒鬼薔薇と名乗る 14 歳の少年が児童 2人を死亡させ 3人に重軽傷を負
わせた事件）や 2000 年に佐賀バスジャック事件（17 歳の少年がバスジャックした上，牛
刀で乗客 3人に切りつけ，1人を死亡させ 2人を負傷させた事件）など，社会の耳目を集
める少年事件が多発したことにより，少年法が甘すぎるのではないかという論調がメディ
アで大きく取り上げられ，少年法改正も，当初の事実認定の適正化から厳罰化へと，大き
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くその方向性を変える事態となった。この頃からメディアでは，正確な統計的情報を抜き
に「少年犯罪の増加，凶悪化，低年齢化」などという言葉が一人歩きし始め，その後の
2007 年 2008 年の改正にも大きな影響を及ぼすことになった。

２　2000 年の少年法改正とその問題点
（1）2000 年の少年法改正の内容
　　2000 年の少年法改正は，厳罰化の世論を受けた議員立法で国会に提案され，日弁連
をはじめ少年法の理念を護ろうとする人々の「厳罰化で少年犯罪は減らせない」「背景
にある児童虐待から子どもを護る手立てこそ必要」という反対の声にもかかわらず，
2000 年 11 月 28 日，施行 5年後に見直す旨の規定を加えて成立し，2001 年 4 月 1 日か
ら施行された。　　　
　　この改正は，
①　刑事処分可能年齢（逆送可能年齢）をこれまでの「16 歳以上」から「14 歳以上に
引き下げ（20 条 1 項），
②　犯行時 16 歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件につ
き，原則逆送とし（20 条 2 項），
③　観護措置期間につき，これまでの「最長 4週間」を特別な場合に「最長 8週間」ま
で更新できるように延長し（17 条 4 項），
④　短期 2年以上の重い罪で事実認定に必要がある場合に検察官の審判出席を認め（こ
の場合，私選付添人がいなければ国選付添人を付す）（22 条の 2，22 条の 3），
⑤　裁定合議制を導入し（22 条 3 項），
⑥　被害者への一定の配慮（記録の閲覧謄写，意見聴取，審判結果等の通知）をする
（5条の 2，9条の 2，31 条の 2），

　ことなどを内容とするものであった。
（2）2000 年の少年法改正の問題点
①　原則逆送制度の導入により，少年が刑事裁判に付される率は格段に増え，厳罰化が
進行した。例えば改正前の 10 年間の逆送率が，殺人で 24.8％，強盗致死で 41.5％，
傷害致死で 9.1％だったのが，改正後の 2001 年 4 月～2006 年 3 月までの 5 年間に
は，殺人が 57.1％，強盗致死が 74.0％，傷害致死が 56.8％にも増加したのである。
②　刑事処分年齢の引下げについては，2001 年 4 月から 2006 年 3 月までの 5年間で，
16 歳未満の少年で検察官送致されて刑事裁判に付されたのは，交通関係事件を除き，
3人（傷害致死 2人，強盗強姦 1人）である。このうち傷害致死の 2人については，
刑事裁判所が，少年を保護処分に付するのが相当であるとして，家庭裁判所に移送
し，最終的に少年院送致となっている。実際に刑事処分を受けた少年は 1人だけであ
る。このように数が少ないという事実は，改正の理由とされた「14 歳，15 歳の年少
少年による凶悪事件があとを絶たない」という事実はないことを示している。
③　観護措置期間の延長については，2001 年 4 月から 2006 年 3 月までの 5年間で，観
護措置期間が 4週間を超える特別更新がなされた少年は 249 人であり，うち，4週間
超が 46 人，5 週間超が 95 人，6 週間超が 47 人，7 週間超が 61 人であった。観護措
置決定がなされる人数が，年間約 1万 7000 人から 2万人であることからすれば，そ
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の数は多くないとはいえるが，長期間の身体拘束のために少年が精神的に不安定にな
ったというケースも報告されており，少年の精神的肉体的影響について，検証が必要
である。

３　2007 年の少年法改正とその問題点
（1）2007 年の少年法改正の内容
　　2003 年 7 月，12 歳の少年による誘拐殺人事件が発生し，2004 年 6 月にも 11 歳の小
学生が同級生を刺殺する事件が発生したことを契機として，14 歳未満の少年に対して
警察が捜査できないこと，少年院に送致できないことが社会的に問題視されて厳罰化の
世論が形成される中，これを受ける形で 2007 年の少年法改正案が提案された。
　　従来，我が国では，刑法によって刑事責任年齢は 14 歳以上と定められ，14 歳未満の
少年の刑法等に触れる行為は「触法行為」と呼ばれて犯罪とは区別され，触法行為を犯
した少年は，まず福祉機関である児童相談所に送致され，福祉的な処遇による非行から
の立ち直りが優先的に追求され，それが不可能な場合にのみ，家庭裁判所に送致され，
保護処分が科されてきた。この場合でも，身体拘束を伴う保護処分である少年院への送
致は 14 歳以上に限定され，14 歳未満については，福祉機関である児童自立支援施設へ
の収容に限定されてきたのである。
　　ところが，2007 年の少年法改正は，これを大きく変容させることになった。2007 年
5 月 25 日に成立し，同年 11 月 1 日から施行された改正少年法の主な内容は，以下のと
おりである。
①　触法少年に対する警察官の調査権限の付与（6条の 6）
　　上記のとおり，14 歳未満の少年が犯した刑法等に触れる行為は犯罪には当たらな
いので，従来，彼らに対しては，警察官は捜査権限を有しないものとされていた。
　　しかし，改正法により，警察官は，触法少年の事件についての調査権限を有すると
され，押収・捜索等の強制調査権限も認められるようになった。
②　触法少年の一定の事件（故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件及び法定刑
が死刑・無期・短期 2年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件）については，児童相談
所は，原則として，家庭裁判所に送致しなければならないとされた（6条の 7）。
③　少年院送致年齢の下限を引き下げ，従来，14 歳以上とされていた下限年齢を，「お
おむね 12 歳以上」とした（24 条 1 項，少年院法 2条 2項）。　　　　　　　

④　保護観察中に遵守事項違反があった場合には，一定の手続を経て，少年院送致・児
童自立支援施設送致の処分ができることとされた（26 条の 4）。
⑤　一定の重大事件（故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件及び死刑・無期・
短期 2年以上の懲役・禁錮に当たる事件）について，少年鑑別所送致の観護措置決定
により身体拘束される場合に，少年に私選付添人がなく裁判所が必要と認めるとき
は，国選付添人を選任することができることとした（22 条の 3，2項）。

（2）2007 年の少年法改正の問題点
　　この 2007 年改正には，以下のような問題がある。
①　14 歳未満の年少少年は，未熟で取調官の暗示を受けやすく事実に反する自白をす
るおそれが高い。したがって，本来，幼い少年の特性を理解した福祉関係者（具体的
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には児童相談所の児童福祉司）による聴取を行うべきなのであり，警察の調査権限を
認めたことは，冤罪発生に結びつく危険性がある。
②　児童相談所の原則家庭裁判所送致制度は，一定の重大事件について，児童相談所の
裁量権限を狭め，福祉的処遇を追求する可能性を限定してしまう。重大事件を犯す少
年ほど，その背景に児童虐待や家庭の機能不全があり，福祉的対応こそが重要である
のに，それをせずに司法手続に委ねてしまうことになるのである。
③　少年院は，非行を犯した少年に対して身体拘束をして保護処分を行う施設である
が，集団的規律訓練が基本である。これに対して児童自立支援施設は，施設収容では
あるが，家庭的環境の中で，幼児期に欠落していた成長の機会を保障する「育て直
し」を目指す福祉施設である。14 歳未満の少年については，結果の重大な事件を起
こした者であっても，「育て直し」の機会を提供する福祉的アプローチによるべきで
ある。
④　従来は，保護観察中に遵守事項違反があっても，保護観察所や保護司がねばり強く
少年を見守り，再非行を起こさず更生するように努力してきた。ところが，改正後
は，少年が再非行を犯さなくとも，少年院送致決定・児童自立支援施設送致決定がで
きることとされた。これは遵守事項の遵守をいわば罰によって確保しようとするもの
であり，しかも，新たな非行を犯していないにもかかわらず少年院送致等という保護
処分に付すものであって，二重処罰の禁止にも触れる可能性がある。

４　2008 年の少年法改正とその問題点
（1）2008 年の少年法改正の内容　　
　　2008 年 6 月 11 日に成立し，同年 12 月 15 日から施行された改正少年法により，被害
者が少年審判を傍聴できる制度が導入された。その内容としては，被害者を死亡させ，
あるいは生命に重大な危険を生じさせたような事件について，被害者・遺族等に少年審
判の傍聴を認めるというものである（22 条の 4）。

（2）2008 年の少年法改正の問題点
　　被害者・遺族の審判傍聴の導入は，①少年が萎縮し，心を開いて語ることが困難にな
って，少年の更生を妨げ，真実の解明も困難になること，②裁判官も，被害者を意識す
ると，少年の心情に配慮するような発問が困難になり，「懇切を旨とする」少年審判の
機能（22 条 1 項）が後退すること，③少年の保護処分決定に必要な，高度のプライバ
シーにわたる事実を審判に提出することが困難になるという問題がある。

５　少年が弁護士の援助を受ける権利の不十分さ
　家庭裁判所で審判を受ける少年のうち，弁護士の援助を受けている少年は極めて少な
く，一般事件（交通関係事件を除く事件）のうちの弁護士付添人の選任率は，2007 年で 7
％，少年鑑別所に送致されて身体拘束された場合でも，2007 年で 30.4％である。これ
は，前記少年法改正で述べたとおり，国選付添人制度の対象が成人に比べ極めて限られて
いることが最大の原因である。
　捜査段階では，成人・少年の区別なく被疑者国選弁護人制度があり，2009 年 5 月から，
法定刑が死刑又は無期若しくは長期 3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件について
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被疑者国選弁護人が選任されている（刑事訴訟法 37 条の 2）。ところが，被疑者である少
年が家庭裁判所に送致されると，国選付添人は，検察官関与の決定がなされた場合に必要
的に，その決定がなされない場合には，①故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪，
②死刑又は無期若しくは短期 2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件で，かつ少年
が観護措置に付された場合に裁量的にしか選任されない。成人の場合には，捜査段階の被
疑者国選弁護人がそのまま公判における国選弁護人になるのに対し，少年については，被
疑者国選弁護人が家裁送致時点で少年に別れを告げなければならないような制度になって
いるのである。しかし，実際の弁護活動において，家裁送致時に少年を見放すようなこと
は到底できない。そこで，この格差を埋め，被疑者国選弁護人がそのまま付添人活動をで
きるようにしているのが，全国の弁護士全員が特別会費を支払って基金を設立し，そこか
ら弁護士費用を援助するという，少年保護事件付添援助制度である。日弁連は，一日も早
くこのような格差が埋まるよう，国選付添人制度の拡充を求める活動をしている。

６　厳罰化の検証
（1）厳罰化を要するような「少年非行の増加・凶悪化・低年齢化」は実在したのか
　　これまで述べてきたように，少年法は 2000 年以来 3度の改正によって厳罰化されて
きた。それでは，少年非行の実態は，果たしてそのような厳罰化を必要とするようなも
のだったのであろうか。
　　次の図を見れば明らかなように，少年による刑法犯の検挙人員及び人口比（10 歳以
上の一般の少年の人口 10 万人当たりの検挙人員）は，1951 年，1964 年，1983 年をピ
ークとする三つの大きな波がみられ，1995 年以降若干の増減はあるものの，1983 年の
ピーク時からみるとほぼ減少にあり，2004 年からは毎年減少し続けている。
　　

図 41
（平成 22 年版犯罪白書より）
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　　凶悪犯罪の典型である殺人の検挙人員をみても，1945 年代から 1965 年代前半までは
年間 200～400 人台であったが，1965 年代後半からおおむね減少傾向を示し，1975 年代
からは，1998 年から 2001 年に 100 人を超えた以外，ほぼ 100 人未満に推移している
（2006 年は 73 人，2007 年は 67 人，2008 年は 56 人，2009 年は 55 人）。
　　「低年齢化」という点についても，下図のとおり，年少少年（14，15 歳）の検挙人員
も，　中間少年（16，17 歳）や年長少年（18，19 歳）と同じく，1983 年のピーク時か
ら若干の増減はあるもののほぼ減少傾向にあり，特に非行が「低年齢化」しているとは
いえない。
　　

図 42　少年による一般刑法犯 検挙人員・人口比の推移（年齢層別）
（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
　　少年法改正の際にいわれていた「少年非行の増加・凶悪化・低年齢化」は，たまたま
起きた社会の耳目を集める事件の印象によるものであって，統計的な根拠の希薄なもの
だったことがわかる。

（2）少年に対する処遇の変化
　　原則逆送制度の導入により，殺人，強盗致死等の逆送率が改正前 10 年間に比べて改
正後の 5年間には格段に増加したことは，前述のとおりである。
　　しかし，観護措置された少年に対する家庭裁判所による保護処分等の変化を，少年鑑
別所退所者の退所事由別構成比で見ると，次の表のように少年院送致や検察官送致が格
別に増えているわけではなく，2000 年以降の法制度の厳罰化にもかかわらず，実際の
家庭裁判所の少年事件に対する処分の運用は全体的にはそれほど厳罰化されていないこ
とがわかる。その背景には ,　もともと厳罰化しなければならないような非行状況には
なかったこと，少年非行が減少傾向にあることなどがあると推察されるのである。
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［少年鑑別所退所者の退所事由別構成比 ]

年次 保護観察 少年院
送　致

検察官
送　致

審判不開
始不処分

観護措置
の 取 消 試験観察

Ｈ 9年 41.9% 28.1% 1.4% 2.0%  7.6% 13.6%

Ｈ 16 年 40.4% 23.3% 1.7% 1.6% 10.2% 10.1%

Ｈ 21 年 38.8% 25.4% 1.4% 0.8%  9.5% 11.2%

＊　平成 10 年版，平成 17 年版，平成 22 年版犯罪白書より

第３　少年に対する裁判員裁判と死刑判決
１　少年逆送事件の裁判員裁判の問題点
（1）問題点
　　裁判員制度の適用について，裁判員法上は少年被告人に対する除外規定が存在せず，
少年法 55 条に基づく家庭裁判所への移送の判断が裁判官のみの判断事項から除外され
ている（裁判員法 6条 2 項 2 号括弧書き）。したがって，裁判員制度は，裁判員裁判対
象事件（裁判員法 2条 1項）である限り，家庭裁判所から逆送された少年の刑事裁判に
おいても実施されることになる。ただし，少年の刑事事件についても，少年法 1条の
「健全育成」は指導理念であり，少年法 50 条が，少年の刑事事件の審理は 9条（家庭裁
判所での調査官の調査が医学・心理学等の専門的知識，特に少年鑑別所の鑑別結果を活
用して行なわれるべきこと＝科学主義）の趣旨に従って行われなければならないと規定
していること，少年法 55 条が，少年の可塑性・要保護性の変化に応じて刑事裁判所が
再び少年を家庭裁判所に移送することを認めていることは，裁判官のみによる裁判と変
わらないのであり，この点が軽視されてはならない。
　　裁判員裁判実施後，現在までに相当数の少年被告人に対する裁判員裁判が実施されて
おり，中には少年法 55 条に基づき家庭裁判所に移送する決定も出されている（東京地
方裁判所 2011 年 6 月 30 日決定）。しかし，少年被告人に対する裁判員裁判では，以下
に述べるような，多くの懸念すべき問題が顕在化している。

（2）裁判員に少年法の理念をどう理解してもらうか
①　保護主義の理念をどう理解してもらうか
　　少年法の理念（保護主義）と，そのよって立つ経験則（非行の背景と矯正可能性）
は，少年保護手続や矯正の現場では常識となっているが，裁判員は必ずしも同様の認
識をもっているとは限らない。その中で，少年法の理念を裁判員にどう理解してもら
うか苦労するところである。
　　弁護人が，冒頭陳述や弁論で，少年法の理念や少年の非行の背景・矯正可能性を述
べても，それは，弁護人の主張としか理解されないおそれがある。いきおい，裁判員
自身の体験に基づいた独自の「子ども像」から，少年法の趣旨にそぐわない見方を導
きかねない。
②　少年法 55 条の要件をどう理解してもらうか
　　少年法の理解について，弁護人と検察官とがあらかじめ協議し，合意書面（刑訴法
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227 条）を作成する方法がある。しかし，少年法 55 条に基づく移送の要件である「保
護処分相当性」のように，裁判例と学説とで争いがある問題については，弁護人と検
察官のよって立つ考え方が異なることが多く，その場合，合意書面の作成は期待でき
ない。
③　評議の際の裁判官の説明内容のブラックボックス化
　　裁判官が評議の際に裁判員に説明する内容を事前に知ることができないのも問題で
ある。

（3）社会記録について
　　少年の事件である以上，少年法 55 条に基づく家庭裁判所への移送の可否が争点とな
っている場合の要保護性についての証拠としても，それ以外の量刑事情の証拠として
も，家裁での少年審判に際して作成された社会記録は重要である。
　　ところが，裁判員裁判において，社会記録につき，①どの範囲を証拠調べの対象とす
るか，②取調べ方法をどうするか，③科学主義の観点からの社会記録の読み取り方につ
いての立証をどうするか，④検察官による罪体立証のための社会記録の一部の証拠調請
求にどう対応するか，⑤公訴事実を争う事件において社会記録をどう位置付けるか，⑥
取り調べた社会記録の閲覧・謄写を誰にどの範囲で認めるか，といった問題が生じる。
①　どの範囲を証拠調べの対象とするか
　　社会記録は，一般的に相当な分量となる。裁判員裁判対象事件のような重大事件に
おいては，そのような事件であればあるほど，少年を取り巻く問題性が大きいのが通
常であるから，社会記録はかなり大部なものになるし，家庭裁判所の社会調査の充実
という観点からも必要な場合が多い。
　　しかし，「目で見て，耳で聞いてわかる」審理を目指す裁判員裁判において，その
全体を取調べ（通常は「朗読」ということになろう）の対象とすることは現実的でな
いといわれ，実際には錯綜した事態を生んでいる。例えば後述する仙台地裁の事例で
は，検察官が調査官意見（少年調査票の結論部分。「刑事処分相当」というもの）
を，弁護人が鑑別所の処遇意見（「矯正可能性あり」というもの）をそれぞれ請求
し，採用された。これは，社会記録についても厳格な証明が妥当するという前提で相
手方の同意が必要であると考えることからの帰結であるとみられる。別の専門家から
の相反する意見の結論部分を示されて，裁判員は一体どうやってそれぞれの意見の適
否を判断すればよいのだろうか。意見の根拠となる具体的な情報なしに，裁判員が真
に被告人の要保護性や更生可能性を判断することは困難なのである。
②　取調べ方法をどうするか
　　社会記録の朗読や，傍聴席にも見える大型ディスプレイでの提示という方法では，
少年や関係者のプライバシーや少年の情操の保護が図れない場合があるという問題が
指摘されてきた。インターネットの普及により，少年時代の過ちがネット上で暴露さ
れることで，少年に取返しのつかない打撃を与えてしまうことがある。
③　科学主義の観点からの社会記録の読み取り方についての立証
　　医学・心理学・教育学・社会学等の専門的知識を駆使して作成された書面を一回の
朗読を聞いただけで適切に理解し咀嚼できるのかという問題もある。少年調査票や鑑
別結果報告書は，鑑定書的な側面を有しているのではないかと考えられるが，そうで
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あるならば文書の性質にふさわしい取調べの方法があるのではないだろうか。
　　この点，仙台地裁のケースでは，取調方法として，調査官意見は検察官が朗読し，
鑑別所の処遇意見は弁護人が朗読するという方法をとったという。しかし，これで
は，一方が検察官の主張，他方が弁護人の主張として受け止められかねず，専門的知
識を駆使して作成された書面の価値が損なわれてしまうおそれが生じる。
④　検察官による罪体立証のための社会記録の一部の証拠調請求への対応
　　検察官が，少年調査票・社会記録を故意の存在という罪体立証のために証拠申請
し，裁判所から撤回を求められたが請求を維持し，不採用となった，というものであ
る。
⑤　公訴事実を争う事件において社会記録をどう位置付けるか
　　事実を争いながら，要保護性についての主張を同時に行うことの困難性をどうクリ
アするかという問題である。
⑥　取り調べた社会記録の閲覧・謄写を誰にどの範囲で認めるか
　　家裁段階では付添人にも謄写が認められない社会記録が，逆送後には，例えば被害
者等にも謄写を認めるようなことになりはしないか，という問題である。

（4）裁判員裁判における立証の問題
　　裁判員裁判により，裁判所が専門家証人や鑑定の採用に消極的になったのではないか
という問題である。
　　この問題につき，これまでに日弁連に報告があったケースのうち，弁護人が専門家証
人の尋問及び鑑定請求したものは 2件あり，うち 1ケースでは裁判所により鑑定が採用
されている。
　　その中には，年齢切迫等の事情のため，弁護人がやむなく情状鑑定の請求を断念した
ケースもある。しかし，日弁連に報告があったケースの中には，争点や少年の状態等と
の関連で必要と思われるのに弁護人が鑑定請求をしていないものや，弁護人が元家庭裁
判所調査官の証人尋問請求を検討したが，裁判所から両親の尋問と被告人質問の時間を
長く取るからと言われたことから，請求しなかったものもある。
　　裁判所から両親の尋問と被告人質問の時間を長く取るからと言われたケースでも，被
告人の問題点と犯行との関連性が判決に反映されていない。被告人や両親の供述だけで
は立証として不十分であり，この点を裁判員に理解してもらうのは困難である。
　　このように，専門家証人や鑑定を請求しているケースが少なく，裁判所の採否の傾向
の変化は明確ではなく，裁判員裁判により採用されなくなったという傾向はまだ読み取
れない。もっとも，争点を過度に絞り込み，裁判員の理解が容易ではない少年の資質・
環境等と犯行との関連性を重視せず，専門家証人の尋問の採用を回避しようとする傾向
がみられると評価できるケースも存在する。
　　この問題は，いわゆる長良川事件の最高裁判所判決（2011 年 3 月 10 日）にみられる
ように，事案の悪質性・重大性を過度に重視し，それ以外の事情を少年の量刑に処遇上
反映させない裁判所全体の姿勢に問題がある。このような姿勢を反映した，公判前整理
手続での裁判官の訴訟指揮，立証の必要性判断が問題なのであり，裁判所が少年法の理
念を踏まえた運用を行うことで解決できると考えられる。
　　また，弁護人が，必要な尋問や鑑定請求をきちんと行っているか，予定主張や尋問や
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鑑定の必要性や関連性について的確な主張をするなどして，専門家証人の尋問や鑑定を
採用させるために，裁判所を説得する活動を行っているかも問題となる（鑑定が採用さ
れたケースではこの点の弁護人の主張が奏功したものと思われる）。

２　少年の裁判員裁判と死刑判決
　裁判員法が施行され，裁判員裁判が実施されて 2年余りが経過した。この間，裁判員が
関与した裁判において，8件の死刑判決が言い渡されており（2011 年 7 月 31 日現在），う
ち 1件は，行為時 18 歳 7 か月，判決時 19 歳の少年に対するものであった。
　ここでは，裁判員裁判実施前の少年に対する死刑判決の実情を紹介した上で，さらに，
裁判員が関与した判決において死刑を言い渡すことの問題点を検討する。

３　裁判員裁判実施前の少年に対する死刑判決
（1）我が国の少年に対する死刑制度
　　我が国は刑罰である死刑を存置しているが（刑法 9条，11 条），行為時 18 歳未満の
少年が犯した犯罪については，死刑が科されることはない（少年法 51 条 1 項）。しかし
ながら，18 歳以上の少年に対しては死刑が科されることがある。

（2）裁判員裁判実施前の行為時少年に対する死刑判決
　　この 40 年間，行為時少年であった者に対して死刑判決が言い渡され，確定したの
は，1968 年～1969 年に発生した合計 4人を拳銃で射殺して殺害した事件（永山事件）
と，1992 年に発生した 4人を殺害した事件（市川一家 4人殺害事件），1994 年に発生し
た 3人の少年らが 4人の若者を殺害した事件（木曽川・長良川連続リンチ殺傷事件）の
3件であり，いずれも行為時 19 歳（1994 年に発生した事件の 3人のうちの 1人のみは
行為時 18 歳）であった少年の犯行であった。この 3件のうち 1件は既に死刑が執行さ
れている。
　　以上の他に，死刑判決が言い渡された事件では，1999 年に当時 18 歳の少年が，母親
と 0歳の子どもを殺した事件（光市母子殺害事件）がある。この事件において，山口地
方裁判所は，被告人に対して無期懲役の判決を言い渡し，広島高等裁判所も 1審判決を
支持した。しかし，検察官の上告を受け，2006 年 6 月，最高裁判所は控訴審判決を破
棄し，広島高等裁判所に差し戻した。これを受け，2008 年 4 月，広島高等裁判所は，
被告人に対し死刑判決を言い渡した。本件は，被害者が 2人で行為時 18 歳の犯行であ
ることから，少年に対する死刑適用基準を拡張するものであることが懸念されている。

４　裁判員裁判での少年に対する死刑判決
（1）仙台地方裁判所の少年に対する死刑判決
　　2010 年 11 月 25 日，仙台地方裁判所は，2人に対する殺人，他の 1人に対する殺人未
遂等で逆送・起訴された少年被告人（行為時 18 歳 7 か月）に対し，裁判員裁判で初め
て死刑判決を言い渡した。死亡した被害者が 2人の事件において，1審段階で少年に死
刑判決が言い渡されたのは例を見ないものである。
　　この判決は，まず，少年法 55 条に基づく家庭裁判所への移送を求める弁護人の主張
を，「本件の行為態様の残虐さや結果の重大性からすれば，被告人について保護処分相
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当性を認める余地はなく，検察官が主張するとおり，被告人に対して死刑と無期懲役の
いずれを選択すべきかが問われているというべきである」と述べ，55 条移送の主張を
あっさりと排斥している。その上で，永山基準に従って，「犯行の罪責，動機，態様，
結果の重大性，遺族の被害感情，社会的影響，犯人の年齢，前科，犯行後の情状等諸般
の情状を考察する」とする。
　　判決は，上記の基準に従い，本件の事情をあてはめているが，まず，本件は，少年が
被害者の女性を「一人の人間ではなく，自分の思いどおりに弄ぶことのできる玩具であ
るかのように扱っていた」とし，「本件は，自分の欲しいものを手に入れるために人の
生命を奪うという強盗殺人に類似した側面を有する重大な事案」と述べる。
　　そして，「本件結果は，検察官が主張するとおり，極めて重大かつ深刻である」，「各
犯行態様は，極めて執拗かつ冷酷で，残忍さが際立っているといえる」，遺族も「一様
に極刑を望むなど峻烈な処罰感情を有して」おり，これらの処罰感情も「被害結果の重
大さ，深刻さの現れとして量刑上考慮するのが相当である」，「犯行動機は極めて身勝手
かつ自己中心的である」，「近隣住民へ多大な不安を与えるなど大きな社会的影響を与え
たことも，検察官が主張するとおりであり，量刑上看過できない事情といえる」とす
る。
　　さらに，判決は少年の資質について，「被告人には他人の痛みや苦しみに対する共感
が全く欠けており，その異常性やゆがんだ人間性は顕著であるといわざるを得ない」，
「他者への共感の前提となる周囲の者の言動に関する認識自体に相当なゆがみも認めら
れる」とし，「被告人の更生可能性は著しく低いと評価せざるを得ない」と結論づけて
いる。
　　そして，判決は，被告人が事件時 18 歳 7 か月の少年であることは「先に見た本件犯
行態様の残虐さや被害結果の重大性に鑑みると死刑を回避すべき決定的な事情とまでは
いえず，総合考慮する際の一事情にとどまり，ことさらに重視することはできない」と
し，本件の鑑別結果が少年に矯正可能性があると判断されていることについても，鑑別
結果は「矯正には相当の時間を要するという点に主眼があるというべきであって，他
方，矯正可能性を認めた根拠は，被告人の年齢などの抽象的なものに過ぎず，当裁判所
が認定した上記事実を排斥してまで被告人の矯正可能性を認める根拠にはなりがたい」
と述べる。
　　以上を踏まえ，判決は，「犯行態様の残虐さや被害結果の重大性からすれば，被告人
の罪責は誠に重大であって，被告人なりの反省など被告人に有利な諸事情を最大限考慮
しても，極刑を回避すべき事情があるとは評価できず，罪刑均衡の見地からも，一般予
防の見地からも，被告人については，極刑をもって臨むほかない」とし，死刑の結論を
導いている。
　　永山基準の意義が，罪刑均衡と一般予防の観点から死刑がやむを得ないと認められる
場合でなければならず，かつその場合でも，さらに被告人の改善更生の可能性を考慮し
てなお死刑を回避する余地があるとした部分にあることからすれば，本判決は，「極刑
を回避すべき事情」の有無を問題にしている点で，むしろ原則・例外基準を用いたもの
と解される。

（2）本件死刑判決の問題点
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　　仙台地方裁判所判決の最大の問題点は，一言で言えば，「被告人が少年であること」
を全くといっていいほど考慮していないことである。
　　判決は，量刑判断に当たって事案の残虐性・重大性を極めて重視する一方，少年の更
生可能性を極めて低く評価しており，少年が可塑性を有し，成長発達する存在であると
いう少年の特性にほとんど考慮を払っていない。また，被告人の年齢（少年であるこ
と）は，量刑上大きく考慮すべき事情であるはずだが，判決は，少年であることは死刑
回避の事情として決定的な事情とはいえない，矯正可能性を認めた根拠は，被告人の年
齢などの抽象的なものにすぎないなどと述べ，少年であることを不当に軽視している。
　　このような，少年であることを不当に軽視する裁判体の姿勢は，判決後の記者会見に
おいて裁判員の 1人が，結論を出すに当たり少年であることは考慮しなかった旨の発言
をしていることからもうかがわれる。
　　そうなった理由の一端は，先に述べたように社会記録の結論のみが検察官・弁護人そ
れぞれの朗読という方法で取り調べられたことにもあったと推察される。少年事件，特
に死刑の適用が問題になっている事件では，被告人の抱えている問題性の背景にある要
因や具体的事実を科学主義にのっとって解明し，これを裁判員が慎重に審理する必要が
ある。このケースは，社会記録の取調べの在り方や行動科学の専門家による鑑定の実施
等，裁判員裁判で少年法の科学主義をどう実現するかについて，大きな問題を投げかけ
ている。

（3）少年に対する死刑は廃止すべき
　　以上の判決の問題点を見たとき，本件の死刑判決は大きな問題を孕んでいるといわざ
るを得ない。個々の弁護人の弁護実践により，少年法の理念や少年の特性を裁判員裁判
官に理解してもらう努力をすることにより，少年に対する死刑判決を回避することはで
きるかもしれない。
　　しかし，少年に対する裁判員裁判には前述したような問題点がある上，現行法上，18
歳以上の少年に対して死刑が科される可能性がある以上，弁護実践により完全に死刑を
回避することは困難であり，裁判員裁判において，上記のような判決がなされるおそれ
は大きい。したがって，少年に対する死刑は直ちに廃止すべきである。

第４　国際人権法の観点から
１　死刑廃止は，国際的潮流
　死刑廃止はいまや国際的潮流である。その中でも少年に対する死刑は，国際人権法上特
別の扱いを受けている。日本が人権後進国として孤立しないためにも，少年に対する死刑
の廃止は一刻の猶予も許さない。そのことの意味を，国際人権法の体系の中から見ること
にしよう。

２　国際人権法における死刑
（1）市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）
　　市民的及び政治的権利に関する国際規約は，6条で「死刑は最も重大な犯罪について
のみ科することができる」と規定する。1966 年当時の世界の人権水準として，これ以
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上のことは国際規範として要求できなかったであろう。この規定は，立法の指針である
だけでなく，運用の指針でもある。したがって，立法上，最も重い犯罪にのみ死刑が限
定されているとしても，同一構成要件中の比較的軽い犯罪にまで死刑が適用されるなら
ば，自由権規約違反であるという評価を受けるであろう。以下に 6条各項の要点を記載
しておこう。
①　すべての人間は生命に対する固有の権利を有する。この権利は，法律によって保護
される。何人も，恣意的にその権利を奪われない。
②　死刑を廃止していない国においては，死刑は（中略）最も重大な犯罪についてのみ
科することができる。（後略）。
③　（集団殺戮犯罪防止及び処罰の義務）
④　死刑を言い渡されたいかなる者も，特赦又は減刑を求める権利を有する。（後略）。
⑤　死刑は，18 歳未満の者が行った犯罪については科されてはならず，また，妊娠中
の女子に対して科して執行してはならない。
⑥　この条のいかなる規定も，この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ，又は妨げ
るために援用されてはならない。

（2）自由権規約第二選択議定書
　（前文）
　　死刑の廃止が，人間の尊厳の向上及び人権の漸進的発達に寄与することを確信し，
　1948 年 12 月 10 日に採択された世界人権宣言の 3条並びに 1966 年 12 月 16 日に採択さ
れた市民的及び政治的権利に関する国際規約の 6条を想起し，
　　市民的及び政治的権利に関する国際規約の 6条が，廃止が望ましいことを強く示唆す
る文言で，死刑の廃止に言及していることに留意し，
　　死刑廃止の全ての措置が，生命に対する権利の享受における進歩とみなされるべきこ
とを確信し，
　　ここに，死刑を廃止する国際的約束を行うことを希望して，
　　次のとおり協定した。
１条（死刑の廃止）
①　この選択議定書の締約国の管轄内にある何人も，死刑を執行されない。
②　各締約国は，自国の管轄内において死刑を廃止するためのすべての必要な措置をと
る。

　　第二選択議定書は，1条でこのように規定した上で，3条で，締約国の報告義務，4
条で，他の締約国が義務を履行していない場合についての，国家からの通報，5条で，
個人通報について規定する。

（3）子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）
　　子どもの権利条約は，6条において，生命に対する権利を規定し，37 条（a）において
死刑に関して次のように規定する。
　　「いかなる児童も，拷問又は残虐な，非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若し
くは刑罰を受けない。18 歳未満の者によって行われた犯罪に対しては，死刑及び釈放
の可能性のない終身刑を科してはならない。」

（4）少年司法運営のための国際連合標準最低規則（北京規則＝北京ルールズ）
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　　現在日本の法制度では少年に対する死刑も可能だが，それは，日本の少年法が 20 歳
未満を適用対象としているからであって，18 歳未満については死刑を適用しないのだ
から，日本は死刑に関する国際的人権水準を満たしていると考えられるかもしれない。
自由権規約の本体や，子どもの権利条約との関係では，18 歳未満には死刑を適用しな
い日本は，直接の条約違反はない。しかし少年司法運営のための国際連合標準最低規則
との関係では，そもそも少年に死刑を適用することが問題とされている。その規定を見
ることにしよう。
　17・2
　　死刑は，少年が行ったいかなる犯罪についても科してはならない。
　2・2（a）
　　「少年」とは，それぞれの法律制度の下において，犯罪について成人とは違った仕方
で取り扱われる児童又は若者をいう。
　　これらの規定は，条約ではなく，準則の定めるところであるから，直接の法的効力は
ないが，これら準則を守ることには，人権尊重国家としての誇りがかかっているともい
えよう。そして，2・2（a）と 17・2 を総合すれば，20 歳未満を少年とする日本において
は，20 歳未満への死刑の適用は許されないことになる。

３　少年の成長発達権
　少年に対する死刑が特別に問題視される理由はどこにあるのだろうか。少年の成長発達
権と関連して考察しなければならない。
（1）子どもの権利条約
　　子どもの権利条約 40 条は，少年の特性を十分に考慮した司法の在り方について，次
のように規定する。
　　1項「締約国は，刑法を犯したと申し立てられ，訴追され又は認定されたすべての児
童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって，当該児
童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し，かつ，当該児童の年齢を考
慮し，更に，当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなる
べく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。」
　　4項「児童がその福祉に適合し，かつ，その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り
扱われることを確保するため，保護，指導及び監督命令，カウンセリング，保護観察，
里親委託，教育及び職業訓練計画，施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置
が利用し得るものとする。」

　　要するに，子どもの権利条約の目指す少年司法は，少年が自己と他者の人権を尊重す
るように育成することを目的として，そのために役立つ諸施策を活用することを求めて
いるのである。

（2）北京ルールズ，リヤドガイドライン，「自由を奪われた少年の保護に関する国連規
則」
　　北京ルールズでは，より詳細かつ具体的に，ダイバージョンの権利（11），少年の最
善の利益に資する手続（14），適切な調査を行うべきこと（16），少年に対する処分は，
犯罪の重大性だけでなく，少年のニーズに合致するものであるべきこと（17），施設収



― 191 ―

第５章　少年犯罪の処遇と死刑

容の最小化（19）等を規定している。
　　これらの権利は，リヤドガイドライン，「自由を奪われた少年の保護に関する国連規
則」においても詳細に取り上げられている。特に施設収容が最後の手段であることが強
調されている。

４　最終所見
　2008 年に日本政府から第 3回報告書が提出され，2010 年 6 月に国連子どもの権利委員
会の最終所見が採択された。この中で，①刑事処分可能年齢の引下げ，②審判前の身柄拘
束が最長 4週間から 8週間まで延長されたこと，③成人刑事裁判所へ送致される児童の顕
著な増加，を懸念し，その懸念事項に対して委員会は，①少年司法基準（条約 37 条，39
条，40 条）及び北京ルールズ，リヤドガイドライン，少年保護規則，委員会の一般討論
事項等の完全な実施を確保すること，②刑事責任を問える年齢を従来の 16 歳に引き上げ
ること，③すべての児童が手続のあらゆる段階で法的及びその他の支援を受けられること
を確保すること，④保護観察，調停，社会奉仕命令，自由剥奪の判決の執行の猶予など，
自由剥奪に代替する措置をできるだけ実施すること，⑤自由の剥奪が最終手段として最短
の期間で運用されること，⑥自由を剥奪された少年は成人とともに収容されず，起訴前を
含め，教育へのアクセスを確保すること，を勧告・提案している。

５　日本の少年犯罪・少年司法と死刑
（1）将来のあらゆる可能性を奪う死刑
　　死刑は，将来への一切の可能性を奪う刑罰である。少年にとって，将来は長く大き
い。さまざまな人と出会い，多くのことを体験し，視野を広げ，考え方や感じ方を豊か
にする可能性を持っている。たまたま豊かな感性を育む可能性に恵まれず，危険な企図
を止めてくれる人やチャンスに遭遇せず，攻撃的行動が異常に大きな結果を生んでしま
う等，二重三重の不運が死刑事件の背後にあることが多い。攻撃的な行動を身につけた
少年もその後の出会いによって劇的に変わることもある。生まれてわずかの期間に不幸
にも行ってしまった犯罪のために，その後の長く大きな人生の可能性を奪ってしまって
いいのだろうか。少年に対する死刑が特に問題とされるのは，重大事件を行ったことへ
の社会の責任が特に大きいこと，死刑によって奪われるものがあまりにも大きいこと，
したがって，行為の責任と刑罰との不均衡があまりにも大きいからではないだろうか。

（2）成長発達権保障の観点も
　　日本において少年に対する死刑が維持されているのは，国際人権法の観点から問題と
されるような，少年に対する成長発達権の不十分な保障と密接に関連している。全ての
少年が，自分の尊厳や人権と他人の尊厳や人権を尊重するよう配慮を徹底させる方向で
の改革が少年司法（狭義）だけでなく少年非行の予防活動や，司法的決定の執行の段階
でも行われることが求められており，これを実行することこそが喫緊の課題である。そ
のような課題の追求と死刑とは両立しない。社会へ包摂することを諦めていい少年は存
在しないのである。

（3）いまこそ少年に対する死刑の即時廃止の決断を！
　　日本の少年司法は，人権上の問題は抱えているが，少年の非行は量的にも質的にも特



第５章　少年犯罪の処遇と死刑

― 192 ―

別に大きな困難を抱えている状態ではない。日本においては，少年非行の多くは，少年
時代の一時的な現象として，成人になるまで問題を持ち越す例は少ない。少年非行から
成人の常習累犯者へつながる例は極めて少数である。
　　

図 43　非行少年率の推移
（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
　　もっとも，近年の家裁審判を見ると結果重視の方向性を強めており，要保護性への対
応が弱まっているのではないかと懸念せざるを得ないところもある。したがって，非行
克服への少年司法の影響力を，ただ信頼しているわけにはいかない。立法上の改悪だけ
でなく運用上の改悪に対しても，異議を唱え続けなければならない。
　　しかし，いずれにしても死刑廃止国の多くが日本よりも犯罪状況の悪い中でも死刑廃
止を決断したことを想起すべきである。特に少年に対する死刑を維持することは，少年
の成長発達権との関係で，成人の死刑以上に問題が深刻である。少年に対する死刑は，
国際人権法からも直ちに廃止することが求められている。
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第１　厳罰化への警鐘
１　厳罰大国アメリカ
　刑罰の厳格化を計る指標としては様々なものが考えられるが，通常は拘禁率（一定の人
口当たりの被拘禁者数）を主要な指標として検討される（タピオ・ラッピ・セッパラ「拘
禁刑の活用をめぐる国家間の差異を説明する」（日本犯罪社会学会編『グローバル化する
厳罰化とポピュリズム』所収）参照）。
　この場合，世界で他に比肩する国がない，極めて高い拘禁率を保持するのはアメリカで
ある。アメリカでは，70 年代後半から数々の厳罰化政策が進められ，立法がなされてい
った。代表的なものとしては三振法（一般的に，過去に 2度重罪による前科があった場合
に，3度目の犯罪に対して終身刑を含む長期の拘禁刑が科される法を指す），また薬物関
連犯罪対策として 1950 年代に端を発し，1970 年代に拡大した義務的最低刑期法
（Mandatory Minimum Sentences Laws），1974 年以降全米に拡大した仮釈放のない終身
刑法（LWOP Laws），そして死刑の適用範囲を拡張する法律等が挙げられる（マイケル・
トンリー「アメリカの刑罰政策が峻厳な理由」（日本犯罪社会学会編『グローバル化する
厳罰化とポピュリズム』所収）参照）。　
　結果としてアメリカの被拘禁者人口は，1970 年代半ば～1990 年代にかけて急増を続
け，被拘禁者人口は約 30 年間で 4.5 倍以上に膨れ上がって 228 万人超（2009 年現在。
US Bureau of Justice Statistics による），人口 10 万人当たりの被拘禁者数は 740 人を超
える（2008 年。UNODC「Total Persons Held in Prisons」）事態となった。2009 年時点
では，アメリカの成人人口の 100 人に 3人超，720 万人を超える人々が，刑事施設への収
容のほか，保護観察，仮釈放など行刑機関の監督の下にあるという，厳罰大国となってい
る。

２　拡大する厳罰化の波
　アメリカで進んだ厳罰化の波は，イギリスをはじめとして西欧各国へも広がっていっ
た。2009 年の欧州評議会加盟国における人口 10 万人当たりの被拘禁者数の中央値は
119.4 であるが，拘禁率が軒並み高い旧東欧諸国と並んで，スペイン（中央政府管轄）
（173.1），イングランド及びウェールズ（152.3），スコットランド（156.2），スペイン
（カタルーニャ自治州）（138.5），ルクセンブルク（137.6）といった国々で中央値を超え
る高い拘禁率を示している。従前拘禁率が高い旧東欧諸国においても，依然として同程度
の高い水準か，あるいは上昇傾向にある。（Council of Europe Annual Penal Statistics 
SPACE 1 Survey 2009）。また，拘禁率の急激な増加という観点から，1992 年から 2007
年までの 15 年間の拘禁率の変化をみると，オランダ（124.4％増），ルクセンブルグ（73%
増），イングランド及びウェールズ（65.5％増），スペイン（40%増），スコットランド
（37.8％増），といった国々で大幅な上昇がみられる（World Prison Brief, International 
Centre for Prison Studies）。総じて，ヨーロッパ全体において，いまだに拘禁率の上昇傾
向がみられる（SPACE 1 Survey 2009）。　
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　さらに，オーストラリア，ニュージーランドにおいては，同期間（1992～2007 年）に
かけての拘禁率の変化は，それぞれ 43.8%と 57.9%の増加となっており（World Prison 
Brief），日本の状況も併せ鑑みるとき，グローバルな規模で急激に厳罰化が進んでいった
状況がみてとれる。

３　厳罰と犯罪抑止力
（1）拘禁率と犯罪発生率
　　では，厳罰化政策を進めることは，犯罪の抑止につながるのであろうか。それに対す
る答えを示すひとつの材料が，拘禁率と犯罪発生率との関係である。
　　2で見たように，広範な国々において拘禁率の上昇がみられるが，他方で，フィンラ
ンドは 1992～2010 年の間に拘禁率は 8.7％減少している。さらに，より長いスパンで
みた場合，1950 年には人口 10 万人当たり 187 であった拘禁率が，2000 年には 55 とい
う極めて低い数値にまで減少している（図 44）。これは，フィンランド政府による拘禁
率減少を目指した政策的な取組の結果である。
　

図 44　フィンランドにおける拘禁率の変化
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図 45　フィンランドにおける犯罪発生率の変化
　　
　　ところが，これに対応する期間の犯罪発生件数は，上昇している（図 45）。では，こ
うした事実をもって，厳罰化の方向に逆らって犯罪者を拘禁する率を下げたがために，
犯罪が増加したということがいえるのであろうか。その答えは，北欧 4か国の犯罪認知
件数の推移を比較することによって得られる。
　　図 46 は，同期間のフィンランド，デンマーク，ノルウェー，スウェーデンの拘禁率
の変化を示したものである。フィンランド以外の北欧 3か国が 1950 年代当時から低い
水準を保っていたのに対して，フィンランドが政策的に拘禁率を下げる努力を重ねた結
果，他の北欧諸国のレベルにまで達した経過が読み取れる。
　　

図 46
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　　そして，この期間中の上記 4か国における犯罪認知件数の推移は，図 47 のとおりで
あって，4か国が極めて近似した経過をたどっていることがわかる。
　　

図 47
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　　つまり，相互に類似点の多い社会である北欧の諸国においては，拘禁率の変化と関係
なく，犯罪の発生状況に関して同様の経過をたどっているのである。
　　拘禁率と犯罪発生率が無関係であることを顕著に示すもう一つの好例は，北米のアメ
リカとカナダにおける近似性と相違である。アメリカとカナダにおける犯罪認知状況を
比較した場合，殺人など暴力犯罪については，アメリカのほうが格段に人口 10 万人当
たりの認知件数が高く，財産犯についてはカナダの方が低い傾向があるという相違があ
るものの，犯罪発生状況の傾向は極めて近似している（Crime Comparisons between 
Canada and the United States, Statistics Canada － Catalogue no. 85-002-XIE Vol. 21 
no. 11, Canadian Centre for Justice Statistics）。しかし，拘禁率を比較した場合，人口
10 万人当たり 758 のアメリカに対し，カナダは約 7分の 1の 116.4 であり，全く異な
っている（2007 年。World Prison Brief）。なお付言すると，アメリカにおける殺人の
発生率は，日本の数値（人口 10 万人当たり 1.1）が未遂を含む（全体の約半数）のに
対して，未遂を含まずに 5.4 であり，フランス（3.1），ドイツ（2.1），イギリス（2.3）
（いずれも未遂を含む）と比較しても格段に高い（平成 22 年版犯罪白書 1-4-2-1 表）。
　　以上から明らかなように，拘禁率と犯罪発生率の間に相関関係はなく，高い拘禁率に
犯罪を抑止する効果があるわけではないのである。この点に関してセッパラは，直接的
な犯罪抑止効果についていえば，厳罰化に抑止力はなく，検挙リスク，すなわち捜査さ
れ逮捕され得るということが厳罰化に勝り，一般的な犯罪予防効果についても，単純な
厳罰化ではなく，主にモラル構築による効果や合法性にその効果が求められる，と述べ
ている（日本弁護士連合会・第二東京弁護士会「フィンランド視察報告書―罪を犯した
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人の社会内での更生をめざす行刑システム―」参照）。
（2）拘禁率と再犯率
　　高い拘禁率によって，再犯が防止されるという議論もしばしばなされる。再犯率につ
いての調査は容易ではなく，とりわけその国際的な比較は難しい。しかし，この点にお
いて，高い拘禁率を維持するアメリカでの再犯率をみることは，極めて示唆的である。
　　アメリカの 15 の州において刑務所を出所した人の再犯状況を追跡した調査研究
（Reentry trends in the U. S.　U. S. Bureau of Justice Statistics）によると，1983 年に
出所した人々の 62.5％が，そして 1994 年に出所した人々については 3分の 2以上に当
たる 67.5%が 3 年以内に再び逮捕されている。また，1983 年に出所した人々の半数近
くである 46.8％，1994 年に出所した人々については 46.9％が，3年以内に再び有罪判
決を受けている。そして，1994 年に出所した人々のうち，半数以上に当たる 51.8％が
3年以内に刑務所に再入している（83 年はデータなし）。
　　これは，日本の刑務所出所者の状況と比較すると，かなり高い数値である。日本で
は，第 1章でみたように，出所後 3年以内の刑務所への再入率は 31.9％であり，5年以
内の再入率が 41.7％，10 年以内の再入率も 53.6％であり（平成 22 年版犯罪白書
3-6-3-2 図），アメリカと比較して低いことが明らかである。

　　より多くの人々を長期間にわたって拘禁することにより，その拘禁期間中になされる
犯罪の発生が抑制されることは別として，出所後の再犯率を見た場合，拘禁率との相関
関係はないことが理解できる。

４　拘禁に頼る刑事処遇の欠陥
（1）拘禁に頼る厳罰化政策の結果
　　拘禁の多用によって，犯罪の発生や，受刑者の再犯を防止することができないこと
は，以上のとおりであるが，ここで更に，拘禁を多用するアメリカの刑事政策が何をも
たらしているかを概観してみたい。
　　ハワイ大学のデイビッド・T・ジョンソン教授は，アメリカにおける拘禁への大きな
依存がもたらした主要な弊害として，刑務所における過剰拘禁，利潤を追求する民営刑
務所の出現，受刑者に対する薬物離脱や教育・職業訓練等のプログラムの縮小，刑務所
内の暴力，貧困な刑務所医療，深刻な精神障がいのある受刑者の増加，人種的な偏り，
収容費の増大による教育費など他の予算の圧迫，社会復帰のための資源のない受刑者の
増加，といった諸問題を指摘する（Lessons from America for Rehabilitating Off enders 
in Japan, 2011）。
　　これらのうち，異常に肥大化した拘禁が，受刑者の教育や社会復帰に向けたプログラ
ムの抑制や削減をもたらしているという例として，奨学金の廃止が挙げられる。1994
年，高等教育法が改正され，受刑者にはぺル奨学金（教育省が資金提供する奨学金制
度）を利用することができなくなり，事実上，刑務所内で高等教育を受ける可能性が奪
われることとなった。しかし，受刑者に対する高等教育は，再犯を防止するために最も
有効かつコストパフォーマンスの高い方策であることが連邦政府による研究によっても
示されており（Education as Crime Prevention : The Case for Reinstating Pell Grant 
Eligibility for the Incarcerated, Daniel Karpowitz and Max Kenner, Bard Prison 
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Initiative, Bard College 参照），同奨学金を再び受刑者に利用可能にするよう求める声
は強い。また，全米で最大の被拘禁者人口を抱えるカリフォルニア州では，受刑者等の
社会復帰のための 2009―2010 年予算を 2億 5000 万ドル（45%）削減する事態となって
いる（California Department of Corrections and Rehabilitation ホームページより。
http://www.cdcr.ca.gov/Adult_Programs/index.html）。なお，同州の刑務所では収容
率が 200%を超え，連邦最高裁は，同州の刑務所の過剰収容状態は残虐で異常な刑罰を
もたらしているとして憲法違反を認め，刑務所人口を 2年間で最低でも約 3万 2000 人
削減するよう命じた（BROWN, GOVERNOR OF CALIFORNIA, ET AL. V. PLATA 
ET AL.）。

（2）拘禁代替手段の必要性
　　そもそも，拘禁とは，人間の最も基本的な権利である自由を奪うものである。それゆ
えに，たとえ一時的であっても，その権利を奪うには，拘禁を正当化する理由，すなわ
ち「重要な社会的目的の達成のため，より制約的でない手段ではなく，拘禁が必要であ
る」ことを示す義務が，政府にはある（国連薬物犯罪事務所「拘禁の代替策に関する基
本的考え方と有望な方法に関するハンドブック」参照）。そして何より，拘禁は大きな
弊害をもたらすものである。「行刑の制度は，被拘禁者の矯正及び社会復帰を基本的な
目的とする処遇を含む」（自由権規約 10 条 3 項）ものである必要があるにもかかわら
ず，社会からの隔絶は，社会への円滑な復帰を困難にするという原理的な矛盾をもたら
すからである。
　　これに対して，拘禁の目的の多くは，拘禁以外の方法で，拘禁による以上に効果的に
（しかも拘禁に比べて低いコストで）達成することができる。そこで，社会内処遇措置
に関する国連最低基準規則（いわゆる東京ルール）は，このような拘禁の弊害と限界を
前提とした上で，各国政府に対して社会内処遇措置の利用を促しているのである。同規
則は，「社会内処遇措置の利用は，非刑罰化，非犯罪化という動向の一環であり，また
この方向に向かうための努力を妨げ又は遅らせるものであってはならない。」とし（規
則 2.7），さらに規則は，裁判前，裁判及び刑の言渡しの段階，刑の言渡し後のそれぞ
れにおける社会内処遇措置について規定しており，未決段階については，拘禁の回避は
もちろんのこと，公判前の処分に関して犯罪者の放免について述べる形で，ダイバージ
ョンにも言及する（規則 5.1）。さらに，刑の言渡し後の段階については，「権限のある
機関は，施設収容を回避し，かつ犯罪者が早期に社会に再統合するのを援助するため，
幅広い刑の言い渡し後の代替手段を利用できるものとする」としている（規則 9.1）。

５　日本の課題
（1）拘禁への依存
　　翻って日本の状況はといえば，犯罪認知件数は極めて低い状態で推移しており，かつ
第 1章でみたように，とりわけ殺人罪に着目すれば，認知件数は漸減傾向が続いてい
る。のみならず，世界的にみれば殺人発生（既遂）率は最低レベルであり（2009 年で
人口 10 万人当たり約 0.4），客観的にみれば非常に犯罪が少ない国であるということが
いえる。
　　しかし日本では，拘禁に大きく依存した刑事政策が維持されてきた。
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　　有罪の裁判のうち，9割近くが罰金（85%，平成 22 年版犯罪白書より）であり，こ
れだけをみると拘禁刑（懲役・禁錮）の占める割合は小さくみえるかもしれない。しか
し刑罰の選択肢が少なく（死刑，無期・有期の懲役・禁錮，罰金，拘留，科料），刑事
裁判は，事実上，有罪の場合には「実刑か執行猶予か」の二者択一を迫られる場となっ
ている。そして，有期懲役・禁錮のうち約 40％が実刑，残りの 6割が執行猶予（2009
年，平成 22 年版犯罪白書より）となっているところ，執行猶予言渡人員に占める保護
観察付執行猶予言渡人員の比率は僅か 8.7％（同上）にすぎず，大半が何らの処遇も伴
わない単純な刑の執行猶予である。独立の刑罰として社会奉仕命令のような社会内刑罰
が存在せず，執行猶予の場合にも処遇がほとんど伴わないという観点からは，日本の現
状は，刑罰手段としての拘禁の比重が大きく，相当程度拘禁に依存しているといえる。
　　なお，法制審議会の被収容人員適正化方策に関する部会においては，社会奉仕命令等
の社会内刑罰の導入についても議論がなされたものの，最終的な答申は，刑の一部の執
行猶予制度と更生保護法の特別遵守事項の類型に社会貢献活動を加えることにとどま
り，かつ，これらのいずれも立法化に至っていない。

（2）拘禁刑の在り方
　　では，拘禁刑（懲役・禁錮）が科された場合に，社会復帰に向けた有効な処遇がなさ
れているかというと，およそ十分とはいえない実情にあることは，第 1章で概観したと
おりである。すなわち，社会復帰に有益な作業や職業訓練，特別改善指導の実施は非常
に限定されており，「受刑者の処遇は，その者の資質及び環境に応じ，その自覚に訴
え，改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行
うものとする。」とする刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（以下この節
では単に法という）30 条の規定からは乖離した実態となっている。
　　加えて，拘禁刑執行の在り方として，開放的処遇が絶対的に不足している。まず，制
限区分制度（88 条 1 項）により，受刑者の生活及び行動に対する制限は，受刑者処遇
の原則において定める目的を達成する見込みが高まるに従い，順次緩和されるものとさ
れ，受刑者は，制限の緩和度が最も高い第 1種から第 4種までに分類される。しかし，
第 1種に指定された受刑者は全体の 0.6％にとどまり，第 2種 8.8％，第 3種 78.1％，
第 4種 4.4％となっている（2011 年 10 月 10 日現在。法務省及び警察庁「刑事収容施設
及び被収容者等の処遇に関する法律の施行状況について」）。しかも，第 1種に認められ
る制限の緩和といっても，開放的な居室（収容を確保するため通常必要とされる設備又
は措置の一部を設けず，又は講じない室）を指定すること，開放的施設（収容を確保す
るため通常必要とされる設備又は措置の一部を設けず，又は講じない刑事施設の全部又
は一部で法務大臣が指定するものをいう。88 条 2 項）への収容が可能であること等，
極めて限られている。そして，その開放的施設は，全国で 4か所しかない（網走刑務所
二見ヶ岡農場，市原刑務所，広島刑務所有井作業場，松山刑務所大井造船作業場）。な
お，法施行の初年には第 1種に指定された受刑者は全体の 0.9％であり，施行から時を
経るに従い，減少する傾向にある。
　　また，法により新設された外部通勤作業は，制限区分第二種以上など，法務省令によ
る一定の要件を充たす者が対象となり得ることとなっている。しかし，2011 年 2 月末
日現在，外部通勤作業を実施しているのは 4庁（市原刑務所，加古川刑務所，奈良少年
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刑務所，大分刑務所）の 11 人にとどまる（前掲「刑事収容施設及び被収容者等の処遇
に関する法律の施行状況について」）。同じく新設された外出及び外泊制度についても，
法の施行時（2006 年 5 月 24 日）から 2011 年 2 月末日までの実績が，外出 17 件，外泊
2件と，極めて低調である。法務省は，省令を改正し，外出・外泊を行う受刑者に必要
に応じて GPS 機器を携帯又は装着させることについて規定を設け，運用の拡大を図ろ
うとしているが，運用拡大の方向性として大いに疑問がある。
　　さらに，閉鎖的環境における外部社会との接触（面会・信書の授受）自体が厳しく制
限されている。法により，「適正な外部交通（＝面会・信書のやりとり）が受刑者の改
善更生及び円滑な社会復帰に資する」（110 条）との観点から，監獄法下では原則とし
て禁じられていた非親族との外部交通が認められることになり，友人・知人との面会も
実現するようになった。しかし，施行から時間が経過するにつれ，それまで認められて
いた友人・知人との外部交通が不許可になったという事例報告が，全国の刑務所から相
次ぐようになった。その背景には，法改正による外部交通対象者の大幅な拡大に現場の
作業が追いつかない（実務上，ごく一部の例外を除き，信書については検閲，面会につ
いては職員が立ち会う取扱いがなされる。しかしこれらの措置は法において必須とはさ
れていない）ため，外部交通の対象者を限定したいという要求，そして，暴力団関係者
と被収容者との接触を断ちたいという施設側の本音がある。しかし，こうした実務が蔓
延する中で，更生保護関係者や受刑者の社会復帰を真剣にサポートする友人・知人など
との外部交通までもが，一刀両断の下，遮断されてしまうという大きな弊害状況が生み
出されているのである。
　　総じて，法改正後においても，受刑者による自殺や逃走等の保安事故，規律違反行為
等を防止し，施設内の規律秩序を厳正に維持することが拘禁刑執行の至上命題とされて
いることがうかがわれる。

（3）社会内処遇との連携と問題点
　　施設内処遇から社会内処遇への連携も，近年改善はみられるものの，全体的にみれば
およそ不十分である。
　　まず，前提として仮釈放の実施が低調であり，半数以上の受刑者が満期出所し，か
つ，仮釈放が許可された場合であっても刑の執行率が上昇傾向にあり，仮釈放期間が短
いという致命的な欠陥がある。仮釈放は，その期間中は必ず保護観察に付され，保護観
察所の指導・監督に服するものであり，仮釈放に当たって住居も必ず確保される。もち
ろん，保護観察の現状にも課題はあるとはいえ，円滑な社会復帰という観点からは，満
期出所に比べて相当に条件が整っていることに間違いはなく，出所後の再入率が仮釈放
者は満期出所者より格段に低いことからも，仮釈放の有用性は明らかである。にもかか
わらず，近年は仮釈放を許可される受刑者がますます減り，その反面，仮釈放期間は短
くなるという，大きな問題が生じているのである。
　　出所者に対する諸施策についても，問題点は多い。
　　法務省は，厚生労働省と共同で，2006 年度から「総合的就労支援対策」を実施し，
矯正機関・更生保護機関と職業安定機関との連携の強化，受刑者・少年院在院者・保護
観察対象者・更生緊急保護対象者に対する就労支援の推進，協力雇用主の拡大等に取り
組んできた。しかし，支援を要する受刑者全体からみれば，支援が行き届いている状態
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からは程遠く，法務省自身，対策が一定の成果を上げているとしながらも，刑務所出所
者等の就労確保は依然として極めて厳しい状況にある上，就労支援してもミスマッチや
就労を継続できないケースが多数に上るとして，2011 年度から新たに，「企業ネットワ
ーク，雇用管理・更生保護の知見やノウハウを持つ民間団体に就労支援事業を委託す
る」という更生保護就労支援モデル事業を開始した。
　　また，2009 年度からは厚生労働省が地域生活定着支援事業を開始し，高齢又は障が
いを有するため福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者について，退所後直ちに福祉
サービス等（障がい者手帳の発給，社会福祉施設への入所など）につなげるための準備
を保護観察所と協働して進める，「地域生活定着支援センター」の各都道府県への設置
を進めている。さらに，2008 年には法務省の全面的な協力の下，全国就労支援事業者
機構が設立され，犯罪者等の就労確保のための活動を進めつつある。
　　これらの施策にほぼ共通してみられるのは，民間の資源への大幅な依存である。確か
に民間資源の開拓・活用は重要な課題であるが，更生保護の第一次的な責任は国家にあ
るのであり，保護行政部門が充実していなければ，民間への委託に当たっても十分なア
セスメントや監督は期待できない。日弁連はかねてより，矯正・保護部門における職員
の圧倒的な不足を指摘し，その抜本的な増員とそれに伴う予算の引上げを求めてきた。
職員たちがどんなに献身的な努力を行い，民間資源の活用を図っても，必要なスタッフ
が根本的に不足している状態では，得られる成果におのずと限界があるのは当然であ
る。
　　その上，現実には，数少ない職員に対してすら十分な教育・研修が実施されていると
は言い難い。とりわけ矯正現場では，およそ法の理念を理解していないばかりか，資質
面において明らかに問題のある職員がいることも厳然たる事実である。これらの背後に
は，被収容者を人として尊重し，彼らが抱える困難と向き合い，その社会復帰を援助す
るという矯正処遇の基本的な理念が，日本の矯正実務においては根付いていないという
重大な事実が指摘できる。
　　犯罪が少なく，受刑者人口も世界的にみれば極めて少なく，社会内処遇や開放的処
遇，拘禁施設内における個々の受刑者のニーズに応じたよりきめ細やかな社会復帰処遇
を実現しやすい条件が整っているにもかかわらず，そうした手段が著しく欠乏している
国，それが日本なのである。

第２　全ての人々が共生する社会へ
１　市民が死刑の判断に関わる社会
　2009 年 5 月に裁判員制度が始まり，市民が犯罪の成否の判断だけではなく量刑の判断
にも関わることとなった。2011 年 7 月 20 日段階で死刑が求刑された 11 件について，8件
が死刑，2件が無期刑，1件が無罪となっており，死刑にするかどうかを判断する裁判員
の苦悩も指摘されている。まさに我が国は，市民が，重大な犯罪を犯したと認められる場
合には，他の市民の生命を奪う判断にまで関わることを求められる社会になった（第 4
章）。
　しかし，そもそも我々は，市民の司法参加という制度導入の前に，犯罪とは何か，刑罰
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とは何かについての議論を置き忘れていなかっただろうか。この社会に「生まれながらの
犯罪者」はいないのであり，我々は「全ての人間は人間である」（ニルス・クリスティ教
授）ことを決して忘れてはならない（第 2章）。
　我が国では，刑罰の目的があたかも応報のみにあるかのように受け止められ，犯罪の背
後にある様々な問題から目を背け，犯罪を犯した個人に全ての責任を負わせるべく刑罰を
科すことで，「解決」しようとする考え方が広がっている。
　最高裁が作成した裁判員向けのパンフレット「裁判員制度ナビゲーション（2010 年 9
月改訂版）」にも，刑罰の目的として「犯罪の被害を受けた人が，直接犯人に報復したの
では，かえって社会の秩序が乱れてしまいます。そこで，国が，このような犯罪を犯した
者に対して刑罰を科すことにより，これらの重要な利益を守っているのです。」と記載さ
れている。
　しかし，刑罰の目的は応報だけではない。国際人権（自由権）規約は，行刑の制度は，
受刑者の矯正及び社会復帰を基本的な目的とする処遇を含むものでなければならないとし
ており（10 条 3 項），犯罪を犯した人たちが抱える問題点を克服し，やがては社会の一員
として復帰することが目指されている。行刑改革会議（座長宮澤弘元法務大臣）の 2003
年 12 月 22 日付け提言も，「行刑が果たすべき役割として，特に，受刑者の改善更生及び
円滑な社会復帰を促すことが重要になっていることから，罪を犯して服役した者の一人で
も多くが，人間としての誇りや自信を取り戻し，再犯に至ることなく健全な状態で社会復
帰を遂げるよう矯正の実を上げることが望まれるところである」としている。

２　社会の中の犯罪
　すべての人間は，生れながらにして自由であり，かつ，尊厳と権利とについて平等であ
る（世界人権宣言 1条）。にもかかわらず，現実の社会においては，様々な差別があり，
貧困を強いられ，家庭内で暴力や虐待を受け，自由，尊厳，権利を奪われ，あるいは不合
理に制約されている人々が数多く存在する。ごく軽微な事件から，死刑が言い渡されるよ
うな重大な犯罪に至るまで，多くの犯罪の背景には，こうした問題が少なからず存在して
いる。応報として刑罰を科すだけでは，犯罪を生み出す諸問題の解決には全く不十分であ
るばかりか，真に安全な社会を実現することもできない。

３　犯罪を犯した人の更生
　更生とは，犯罪を犯した人が刑の執行後に普通の市民としての人生を送れるようになる
ことである。犯罪を犯した人もその尊厳と基本的人権を尊重され，社会内で地域の人々と
共生できる環境を実現することは，犯罪を犯した本人の更生を支え，ひいては犯罪の減少
にもつながる。
　「刑務所は治安の最後の砦」といわれ，犯罪を犯した人が逮捕され裁判を経て最後にた
どり着く場所であるとされる。しかし，厳罰化などによって犯罪を犯した人に対する隔離
と監視を強化することは，一見犯罪抑止に繋がるように見えるものの，一度社会から「犯
罪者」という烙印を押されてしまった後には，社会復帰が困難になるという側面がある。
　犯罪を犯した人の抱える問題としては，おおむね生計状況は貧困状況にあり，高齢者の
再入者については窃盗と詐欺（無銭飲食）の割合が高率であることが指摘されている。こ
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のような人々に対しては，住居，就労，医療等の生活全般を見据えた総合的な社会的援助
策を講じることが必要となるのであり，単なる応報的な刑罰では意味を持たない（第 1
章）。
　また少年院を仮退院した少年のうち，5％強は家族の元に帰れず，更生保護施設や，住
み込みの職場等に戻っている。そこからすぐに飛び出して再犯に至る少年も少なくないと
思われる。1％前後はどこに戻ったのかすら統計上明らかになっておらず，その実態は明
らかではない。また，法務省の管轄する矯正と，厚労省が管轄する児童福祉分野との連携
もうまくいっていない。少年院を出てから行き先がなくても，養護施設や里親につながる
ケースは皆無に近い（第 5章）。
　犯罪を犯した人が犯罪被害者の心の痛みを知り，自らの行為のもたらした結果の重大さ
を認識することは矯正の場でも必要なことである。しかし，更生するためには自らの罪を
自覚し反省するだけでは不十分であり，社会復帰のためには，さらに社会の受け皿と支援
が必要である。犯罪学の知見によると，再犯防止には，本人の社会適応能力を向上させる
ような認知行動療法を応用した処遇プログラムが有効であるとされている。
　矯正処遇の本来の目的は，犯罪を犯した人の社会復帰であり，社会復帰を果たすために
必要な諸条件を整えることが更生につながり，ひいては再犯を防止し，社会に貢献するこ
とともなる。そこに矯正本来の使命がある。
　矯正は社会に対して開かれたものでなければならず，矯正処遇の使命と内容を被害者や
市民に理解してもらう必要がある。マスコミの報道には，被害者（特に性犯罪の女性被害
者）に関する誤った報道も多く，被害者（遺族）も傷ついているが，犯罪を犯した側の情
報は極端に乏しかったり，歪曲されていたりする場合も少なくない。このため市民の多く
は，犯罪を犯した人を「自分たちとは違うモンスター」と思いかねないのであり，様々な
問題点を抱え，人間としての弱さをもった加害者像が伝わっていない場合も多い。犯罪を
犯した人を社会が受容し，その社会復帰が円滑に進むためには，犯罪を犯した人に対する
理解が重要である。

４　受刑者は社会復帰する存在である
　既に述べたとおり，国際人権（自由権）規約は，行刑の制度は，受刑者の矯正及び社会
復帰を基本的な目的とする処遇を含むものでなければならないとしている（10 条 3 項）。
したがって，受刑者の処遇は，地域社会からの排除ではなく，受刑者が地域社会に関与し
続けることに力点を置くものでなければならない（国連被拘禁者処遇最低基準規則）。
　また，社会内処遇措置のための国際連合最低基準準則（東京ルール）は，「加盟各国
は，他の選択肢を用意して拘禁処分を減少させ，かつ，人権の遵守，社会正義の要求及び
犯罪者の社会復帰上の必要を考慮して刑事司法政策を合理的なものとするために，自国の
法制度において社会内処遇措置を発展させるものとする。」として，刑事司法における拘
禁の使用自体が，飽くまでも最小限にとどまるべきものであることを明らかにしている。
刑罰としての拘禁は最小限度にとどめられるべきであり，拘禁が刑罰手段として用いられ
る場合であっても，常に犯罪を犯した人の社会への再統合という基本目的の下に処遇がな
されるべきなのである。
　重大な犯罪を犯した人に対してであっても，最終的には社会へと再統合される可能性が
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あることを認め，その更生のために必要な効果的処遇を行うことこそが，国家の責務であ
る。

５　受刑者が社会復帰しやすい環境作りへ
　そして，犯罪を犯した人の社会への再統合という基本目的からすると，必要なことは，
受刑者が社会復帰する環境作りである。
　犯罪を犯した人の更生保護においては，一貫した社会的援助が核となるべきであり，そ
の実践のための必要な人的・物的条件と法的整備が重要である。しかし，これらの福祉
的・社会的法整備に関してはこれまで十分に取り組まれてこなかった。
　近時，更生保護の担い手とされる法務省だけでなく厚生労働省が連携をとり，必要な就
労支援や社会保障制度の利用に実効的な，罪を犯した人々に対する支援対策を始める動き
が見られるようになってきている。
　特に就労支援に関しては，法務省と厚生労働省が連携する支援対策として，「刑務所出
所者等総合的就労支援対策」が発表されており，そこでは，矯正機関・更生保護機関と職
業安定機関において罪を犯した人に対する就労支援のための連携が十分ではなかったこと
を認め，具体的には，刑務所とハローワークを結んだ遠隔企業説明会の試行，厚生労働省
の試行雇用奨励金の支給対象に罪を犯した人を含めること，ハローワークによる職場適
応・定着支援の新設などが打ち出されている。
　今後は，就労のみならず，生活全般の支援の連携に関しても積極的な推進が求められ
る。刑事手続と矯正・保護の連携，刑事司法と福祉の連携が必要である。

６　厳罰化の問題点
　第 1章で検討したとおり，犯罪白書等の統計資料によれば，殺人や強盗殺人等の凶悪犯
罪は，むしろ減少化傾向にある。諸外国と比べても凶悪犯罪の犯罪発生率も低い。
　しかし，市民の目に触れるマスコミでは凶悪犯罪の報道が繰り返され，市民の体感治安
の悪化が深まっている。これら誤ったマスコミ報道に基づく国民の感情の高まりを理由
に，それを「世論」と称して疑う事なき厳罰化の傾向が，我が国では存在している。犯罪
を対象とする刑事政策は，それが社会問題になるときは，重大かつ悲惨な事件が発生し，
それをきっかけにマスコミが集中砲火的な報道を行い，感情的な議論が展開されやすい。
犯罪を犯した人に対する怒りや憎しみから，早急な解決策が求められ，力に頼る対策が選
択されやすいのである。
　実際，2004 年 12 月，有期懲役・禁固刑の法定刑の上限の引上げ・傷害罪及び傷害致死
罪の法定刑の引上げ等がなされ，2005 年 4 月には，逮捕及び監禁の罪の法定刑の引上げ
がなされた。また 2010 年 4 月には，公訴時効に関し，死刑については刑の時効を廃止，
無期懲役・無期禁錮については刑の時効を 30 年にする法改正がなされ，重罰化の方向で
の刑事立法が相次いで行われている。
　また，言い渡される刑も重罰化の傾向が強まり，刑務所収容者が定員を超える過剰拘禁
が問題とされるようになった。
　有期懲役・禁固刑の法定刑の上限の引上げは，犯罪対策閣僚会議が 2003 年 12 月に策定
した「犯罪に強い社会の実現のための行動計画―『世界一安全な国，日本』の復活を目指
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して」で課題として掲げられたものであり，「今，治安は危険水域にある。」とする基本的
認識に立脚している。
　しかし，国家による刑罰権の行使は，拘禁や生命の剥奪などの重大な人権の制約をとも
なうものであり，立憲主義の下では，重罰化や犯罪化によって守ろうとしている具体的な
法益は何か，その法益を守り，あるいは再犯を防止するために真に必要かつ有効な刑罰・
施策であるかなどを，実証的な犯罪情勢の分析から検討しなければならない。近年の厳罰
化は，「凶悪犯罪が増加するなど治安が悪化している」「厳罰化によって治安の悪化に歯止
めを掛けられる」という事実に基づかない前提に基づいて推進されているが，正しくない
前提に基づいた対策は効果を持ち得ないばかりか，大きな害（副作用）をもたらしかねな
い。

７　「犯罪」に対する社会の在り方の根本的転換―全ての人々が共生する社会へ
　既に述べてきたとおり，この世界に，「生まれながらの犯罪者」はいない。犯罪に至る
までには，様々な原因があり，複雑な過程がある。それらを明らかにした上で，二度と同
じ過ちを犯さないようにするには何が必要で，何が妨げになっているのか，その問題点を
克服するための具体的な取組こそが求められている。刑罰制度とは，本来，そのような二
度と過ちを犯さないようにするための枠組みを提供するものである。
　犯罪に対する社会の在り方を根本的に見直し，転換することが必要とされている。
　過ちを犯した人の立ち直りを助け，彼らが同じ社会の一員として復帰できるように努力
する社会を選ぶのか。それとも，過ちを犯した人々を切り捨て，ひたすら塀の中に隔離し
て社会から排除し，場合によっては生命を奪い，永久に社会復帰の道を断つ社会を選ぶの
か。
　ヨハン・ガルトゥング（ノルウェーの平和研究者）は，平和＝戦争のない状態と捉える
「消極的平和」に加えて，貧困，抑圧，差別などの構造的暴力がない「積極的平和」を提
起し，平和の理解に画期的な転換をもたらした。理解の転換は，実践の転換を促す。
　いま，犯罪に対して必要なのは，「厳罰化（刑罰による応報）」ではなく，積極的・能動
的な社会政策として，犯罪の原因である諸問題に取り組み，刑事手続と矯正保護，刑事司
法と福祉の連携を更に強め，社会復帰の環境を地道に整えることである。そして，修復的
文化を広げ，「復讐」でも「赦し」でもなく，その間にあって，犯罪を犯した人の生命を
剥奪するのではなく，修復の機会とやり直しの可能性を認め，全ての人々が共生できる社
会の構築に向けて努力をすることが求められている。

第３　犯罪被害者に対する社会の在り方
１　犯罪被害者が求めるものは何か
　犯罪被害者が求めるものは何か。「犯罪者（加害者）に適正な刑事責任を科してほし
い。」，「同じような被害者が出ないようにしてほしい。」，「被害回復をしてほしい。」，「そ
っとしてほしい。」など犯罪の軽重や被害者の感情と絡み合い一律に述べることは難し
い。
　しかし，単に国家刑罰権をもって犯罪者を厳罰に処したのみで，被害回復もなされず，
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犯罪者の矯正などの十分な再犯予防もなされず，一過性のマスコミによる興味の客体とし
て晒されてしまうことを望んではいないはずである。
　軽微な事案であれば，犯罪者を刑務所に入れるよりも，謝罪，被害回復，再犯防止を求
めているのでないのか（現在，数千円の万引きで刑務所の入出所を繰り返させる高齢者犯
罪者処遇は異常である）。
　ストーカー被害の事案であれば，犯罪者の一定期間の隔離だけではなく再犯防止のため
の支援体制作りを望んでいるのではないか。
　故意過失を問わず傷害により労働能力を全部ないし一部喪失した被害事案であれば，犯
罪者の厳罰よりも，十分な経済的支援を受けられるか否かが重要ではないのか。
　しかしながら，現状の法制度は，処罰感情（「厳罰を望みます。」など）を処罰の種類や
程度に反映できるようにしているものの，それ以外の被害回復や被害者支援には重点が置
かれていない。
　私たちは犯罪被害者が求めるもの（真の声）を真摯に聴き取ることをしなければならな
いのであり，再犯防止や被害者支援の視点から，単に厳罰化して犯罪者を隔離するだけで
よいのか否かについて熟慮すべきである。

２　被害者遺族が求めるものは何か
（1）2011 年 4 月 11 日，法務省で，江田五月法務大臣（当時）も出席して開かれた「死刑
制度の在り方についての勉強会」において，ジャーナリストの桜井よし子氏が「死刑を
適用せざるを得ない事案がある」と主張したのに対して，江田法相が「人が（適用を判
断）できるのか」と質問したところ，桜井氏はこれに対して「（死刑がなければ）被害
者の絶望をどう救うのか」と反問したという。桜井氏の反問の趣旨は，要するに，「死
刑がなければ，被害者の絶望を救うことはできない」ということであろう。
　　この桜井氏の反問（命題）が真であるならば，その対偶である「被害者の絶望を救う
ことができるのは，死刑があるときである」という命題も真ということになる。
　　ところが，もしこの対偶命題が真であるとすれば，死刑を廃止しているEU加盟国の
全ての国の被害者遺族は絶望から救われないことになってしまう。
　　しかし，それが真でないことは，2000 年，ドイツにおける調査において，旧西ドイ
ツの 77％，旧東ドイツの 63％が死刑廃止を支持していることによっても裏付けられる
といってよいであろう。
　　我が国においても，例えば「これは私は確認していないが，ある程度周りの人が言っ
ているから事実なのでしょうけど，例えば池田小の事件のとき，8人が殺された親のう
ち 2人が，私たちはこれほど血を見たのだから，もうこれ以上血を見せてくれるなと言
われたそうです」（後述する横浜公聴会における野田正彰関西学院大学教授の発言）と
いう話があることからも，桜井氏の反問が真でないことが示されている。
　　以上のことから，犯罪者を「死刑」にしなければ被害者遺族を救済できないとの意見
は一つの価値観にすぎないことを理解していただけるはずである。
　　そして，被害者遺族の中には「死刑」を望まない者もいるのであり，被害者遺族の
個々の感情を尊重するのであれば，被害者遺族ではない者が軽々に被害者遺族の悲し
み，苦しみ，絶望などを理由に「死刑」を肯定することは許されない。
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（2）2005 年，日弁連が行なったドイツにおける調査によると，ボランティアによって構
成されている被害者支援の団体「白い環」は，真に被害者が必要としていることに応え
ることを目的とし，次のような宣言をしている。
　　「被害者又はその遺族に応えるには，最高刑で処罰することを要求するのではなく，
行為者に責任に適合した処罰を与え，そして，死者の生命とその遺族の喪失感を，事柄
の性質に適合したように問題化する公正な裁判によって，それは達成される。」

　　なお，白い環は死刑の再導入は要求していない。
　　また，2006 年，日弁連が主催し横浜で開催された公聴会で，「被害者支援と死刑問
題」と題するパネルディスカッションのパネリストを務めた白い環のヘッセン州代表チ
ェルニー氏は，「（白い環の）被害者支援の活動のうち最も重要な役割は，犯罪被害者と
その家族のそばに寄り添っていくことであり，それが全体の 98％を占める。」と発言し
ている。そして，「（白い環は）付属的な役割としては，社会的，法的な被害者の状況を
改善する活動，犯罪予防思想の宣伝，広報活動，犯罪者と被害者との刑事和解，損害回
復の推進等の活動を行っている。」と述べている。

　　この白い環の活動についての紹介は，被害者遺族に対する支援における配慮（施策）
における本質を突いていると思われる。すなわち，被害者遺族が肉親を失った喪失感
は，その遺族が生きている限り続くものであるから，その遺族の気持ちを理解し，ずっ
とそばに支援者が寄り添い，支え続けなければならないということを述べているからで
ある（注）。

（3）以上のような公正適正な裁判や被害者遺族への支援は，我が国において当然になされ
ているのであろうか。
　　まず，現在の裁判員裁判制度は，短期間の審理を強いられ動機や犯罪者が犯罪に至る
経緯・人格形成過程などが十分に解明されないと批判されている。
　　そのため，事案によっては個々の犯罪者の問題点が曖昧なまま処断されている危険性
があり，個々の犯罪者に適正な責任を科すことができているかは甚だ疑問であるといわ
ざるを得ない。
　　次に，被害者遺族に対する精神的・経済的支援は，死刑の存廃にかかわらず十分にな
されるべきものであるところ，現在の我が国の被害者支援制度は犯給法も含めて非常に
不十分な状況にあるといわざるを得ない。

（4）批判を恐れずにあえて言わせてもらうならば，国家は死刑を含めて厳罰に処すること
により，被害者遺族に対する支援制度の不十分性に対する批判の矛先を向けさせないよ
うにしているだけであることに気付くべきである。
　　国家がやるべきことは，科学的な犯罪抑止政策であり，被害者遺族への実効的な支援
なのである。
　　ところが，国家はコストがかかるとして犯給法による支出を制限的にしており，精神
的支援も警察機関の相談窓口程度しかなく専門家によるカウンセリングは民間任せとな
っている。
　　結局，被害者遺族は，精神的にも経済的にも国家による十分な支援を得られず，ま
た，マスコミからは興味の対象にされてしまい，せめて命を奪った加害者には「死をも
って償ってほしい。」と思うように追い込まれてしまっているのである。
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（5）愛する者が殺されたとき，加害者に死をもって償ってほしいとの感情を抱くことは自
然な感情であり，他方，一生をかけて贖罪をしてほしいとの感情を抱くことも同様に自
然な感情と思われる。
　　そして，このような被害者遺族の感情について正しいとか正しくないとかという評価
はできない。
　　例えば女性外国人教師殺害事件において，死刑制度が廃止されたイギリスの被害者遺
族である父親が，死刑制度が存置する日本の刑事手続の中での「最高刑」を求めるとの
意見陳述をした。そして，裁判の結果，無期懲役刑を言い渡されたことについて，父親
は「正義が実現された。我々は非常に満足している。」と述べた。

　　これはまさに，被害者遺族の自然な感情を「大事」にしつつ公正な裁判が行われたと
いう満足感が，被害者遺族に応えたことを示唆しているのであり，上記「白い環」の宣
言（「被害者又はその遺族に応えるには，最高刑で処罰することを要求するのではな
く，行為者に責任に適合した処罰を与え，そして，死者の生命とその遺族の喪失感を，
事柄の性質に適合したように問題化する公正な裁判によって，それは達成される。」）の
実現が被害者遺族の求めているものであることを証明しているのである。
　　被害者遺族の自然な感情（声）は「大事」にされなければならない。
　　そして，公正な裁判が行われなければならない。
　　しかし，最高刑や厳罰が，被害者遺族の声を大事にした公正な裁判ではないことに留
意しなければならない。

（6）以上より，第 1に，被害者遺族にとって重要なことは，被害者遺族の声を真摯に聴き
取り公正な裁判が行われることである。
　　女性外国人教師殺害事件は，日本においても，公正な裁判が行われることで，最高刑
（死刑）で処罰することなく被害者遺族に応えられる可能性があることを示唆している
のである。
　　そして，第 2に，被害者遺族の声（真の声）を聴き取るためには，被害者遺族の自由
な意思が必要であることに留意すべきである。
　　犯罪被害により精神的被害や経済的被害を受けているにもかかわらず国家や社会から
精神的・経済的支援を十分に受けられず精神的にも経済的にも追い込まれている状況に
おいて，被害者遺族が真の声を出すことはできないはずであり，国家や社会は被害者遺
族のための社会的コストを負担する覚悟を持つべきである。

３　犯罪被害者に対する社会の在り方
（1）大事なことは，犯罪被害者（及び被害者遺族）の本当の声を聴き取ることであり，犯
罪被害者（及び被害者遺族）に対する精神的・経済的支援が十分に行われるように社会
的コストをかけることに躊躇しないことである。
　　そして，法や制度に完全なものはなく，常に改善に向けた研究と改正を繰り返すこと
を当然とすべきである。
　　この社会的コストを継続的にかけるという国家や社会の意思が，犯罪被害者（及び被
害者遺族）に限らず全ての人々の法に対する信頼を厚くし，安全で平和な社会を実現す
ることにつながっていくことになる。



― 211 ―

第６章　我々は犯罪とどう向き合うべきか

　　それは，不慮に命を奪われた被害者の真の願いにも適うはずである。
（2）社会は多種多様な人間で構成され共存することで成り立っている。
　　そのため，犯罪者を社会的に排除し再社会化を困難にすることを容認する社会，精神
的・経済的被害を受けた被害者（及び被害者遺族）への支援を疎かにする社会であって
はならない。
　　我々は，社会の構成員として，犯罪者を再社会化させること，及び，被害者支援が十
分に行われる社会を作ることについて，人は自分一人で生きていける存在ではなく，助
け合っていくことによって初めて共に生きることができるようになるのであり，そうで
なければこの世の中は成り立っていかないことを改めて確認することが必要なのではな
いかと思われる。
　　
注）被害者遺族の精神状態は，適切な支援が行われれば，順調に回復し得ることを，精
神科医などが指摘している。
　　例えば，堤邦彦・元北里大学病院救命救急センター医師（災害・犯罪に関する精神
神経医学専攻）は，事件発生後，できるだけ早く被害者支援のボランティアなどが遺
族に接するいわゆる危機介入から始まり，それに引き続いて適切な支援が行われるこ
とによって，半年か 1年後には，事件を受容的に受け止めることができるようになる
と述べている。しかし，その過程で対応を誤ると，受容することができず，被害感情
の緩和に支障をきたし，トラウマ（心的外傷）は慢性化するおそれがあると指摘して
いる。
　　また，大和田摂子「犯罪被害者遺族の心理と支援に関する研究」（風間書房）は，
主として自然死（がんなど）に関して，死別による悲嘆から立ち直りの段階に到達す
るまでに，1年くらいを要するとするDeeken の見解（1991 年）を紹介し，さらに，
死の形態（病死か犯罪による死かなど）による適応の違いはあまり見いだされなかっ
たとするCleiren や Kelly の比較研究の結果を紹介している。
　　（詳細は，編集日弁連，2004 年発行：第 47 回人権擁護大会シンポジウム第 3分科
会基調報告書「21 世紀日本に死刑は必要か」163 頁以下参照）

第４　死刑廃止についての全社会的議論を
１　死刑は廃止されることが望ましい
　我が国では，刑罰制度として死刑制度を存置しているが，死刑は，犯罪を犯した人が更
生し社会復帰する可能性を完全に奪うという根本的問題を内包している。既に見てきたと
おり，重大な犯罪を犯した人も，最終的には社会へ再統合される可能性があることを認
め，その更生を視野に入れた効果的処遇を行うことが，国家の責務である。今，我が国の
社会に求められていることは，犯罪を犯した人の更生の道を完全に閉ざすことなく，処遇
や更生制度を根本的に改革し，福祉との連携を図り，全ての人々が共生することが可能な
社会の実現を目指すことである。
　死刑廃止は国際的な潮流であり，2010 年現在，死刑存置国 58 か国に対し，死刑廃止国
は 139 か国（完全廃止国 94 か国，通常犯罪について廃止 10 か国，過去 10 年以上執行が
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ない事実上の廃止国 35 か国）である。これは人権に関する国際法すなわち国際人権法が
世界各国において尊重されるようになってきたからにほかならない。日本も批准している
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（自由権規約）には，「すべての人間は，生命
に対する固有の権利を有する。」（6条）と述べられており，「生命に対する権利」が全て
の人に保障されるべきことが明確に宣言されている。死刑はこの「生命に対する権利」を
侵害するものである。
　さらに，死刑制度についてはこれまでに 4件の死刑判決が再審により無罪となったこと
からも明らかなように，常に誤判の危険を孕んでおり，誤判であった場合に死刑が執行さ
れてしまうと取り返しがつかないという根本的な欠陥がある。我が国では，死刑に直面し
ている者に対し被疑者・被告人段階あるいは再審請求の段階に至るまで十分な弁護権，防
御権が保障されておらず，執行の段階でも死刑確定者の人権保障の面で多くの問題を抱え
ている。
　なおヨーロッパの諸国は，犯罪被害者を手厚く支援し，かつ死刑を廃止している。日本
も含め人権を尊重する民主主義社会にとって，被害者の支援と死刑のない社会への取組は
いずれも実現しなければならない重要な課題なのである。

２　日弁連の責務
　国際人権規約（自由権規約）の実施状況を審査する国連の規約人権委員会は，日本の人
権状況に関する審査の総括所見（2008 年 10 月）において，「締約国は，世論調査の結果
にかかわらず，死刑の廃止を前向きに検討し，必要に応じて，国民に対し死刑廃止が望ま
しいことを知らせるべきである。」と述べている。
　この総括所見は日本政府が，国民世論の多数が死刑を望んでいることを理由として死刑
の執行停止は適当とは思われないと述べたことに対し，規約人権委員会が「世論調査の結
果にかかわらず」死刑の廃止を前向きに検討すべきだと述べたものであり，極めて重要な
意義を有している。また，この勧告にある「締約国」を構成しているものは日本政府だけ
ではなく，日本国民そのものが勧告の対象であり，マスコミも日弁連も勧告の対象である
といわなければならない。
　日弁連はこの総括所見を踏まえ，「政府に対し，死刑廃止を前向きに検討することを求
めている国連機関・人権条約機関による勧告を誠実に受けとめ」るよう求めている（基本
政策集）。
　しかし，日弁連は人権擁護のNGOなのであり，なによりも日弁連自身が，総括所見に
いう「締約国」を構成するものとして，「世論調査の結果にかかわらず，死刑の廃止を前
向きに検討し，必要に応じて，国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべき」責務
を負っているのである。

３　死刑廃止を前向きに検討すること
（1）総括所見のいう「死刑廃止を前向きに検討する」とは，日本においてどのようにして
死刑の廃止を実現していくのかを現実的に考えるということである。
　　日本国内においては，世論調査の結果，国民の 8割以上が死刑存置を望んでいるとさ
れており（2009 年 12 月に実施された「基本的法制度に関する世論調査」の結果につい
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ても，死刑存置が 85.6％であるとされている），日本政府は，この世論調査の結果を死
刑存置の理由としてしばしば挙げている。
　　しかし，世論調査の結果は死刑を存置する理由とはなり得ない。資料「政治的リーダ
ーシップによる死刑廃止事例」のとおり，死刑を廃止してきた諸外国の例を見ても，死
刑を存置するか廃止するかは世論調査の結果決められたわけではない。ヨーロッパにお
いても，オーストリア，イギリス，フランス等では，政権交代を契機とする政治のリー
ダーシップにより死刑廃止への転換がなされ，また，アジア諸国においても，ハワイ大
学デイビッド・T・ジョンソン教授が指摘するように，死刑の廃止・執行停止は，世論
による死刑支持率が低下したためではなく，民主的な政治家のリーダーシップによって
達成されてきた。死刑の廃止を決定するのは，世論や大衆の要求だけではなく，政治指
導者たちによる，リーダーシップなのである（「グローバル化する厳罰化とポピュリズ
ム」現代人文社所収の「国際社会から見た日本の刑罰」）76 頁参照）。

（2）そのように考えた場合，死刑廃止を実現するためには政党・政治家に対する働きかけ
を強化する必要がある。
　　日弁連は，これまでにも前述したように法務大臣に対し繰り返し死刑の執行停止を要
請し，死刑執行停止法を策定し，その制定を要請してきたが，民主党の政策を述べたイ
ンデックス 2009 には，「『終身刑』の検討を含む刑罰の見直し」として，「死刑存廃の国
民的議論を行うとともに，終身刑を検討，仮釈放制度の客観化・透明化をはかります。
死刑制度については，死刑存置国が先進国中では日本と米国のみであり，EUの加盟条
件に死刑廃止があがっているなどの国際的な動向にも注視しながら死刑の存廃問題だけ
でなく当面の執行停止や死刑の告知，執行方法などをも含めて国会内外で幅広く議論を
継続していきます。」と述べられており，死刑の執行停止について触れられている。

　　また超党派の国会議員からなる死刑廃止を推進する議員連盟（亀井静香会長，中川秀
直会長代行，村越祐民事務局長）が 2011 年に公表した「重無期刑の創設及び死刑に処
する裁判の評決の特例等に関する法律案」には，重無期刑の創設，死刑に処する裁判の
評決の特例と併せて，死刑制度調査会の設置や，調査期間中の死刑執行停止が盛り込ま
れている。
　　これらの政策については，日弁連の死刑執行停止要請活動の一定の成果があったもの
と考えられ，今後は，死刑廃止を前向きに検討するよう，更に政党・政治家に働きかけ
る必要がある。

（3）現在，法務省は 2010 年 8 月 6 日に「死刑の在り方についての勉強会」の第 1回会合
を開催し，法務大臣は，開催の趣旨について「死刑制度の存廃についての考え方のほ
か，執行の告知の在り方を含めた死刑の執行に関わる問題，執行に関する情報提供の在
り方などの問題について様々な角度から幅広く検討してまいりたい」と述べている。日
弁連も，同年 9月 22 日の勉強会に出席し，意見を述べているところであるが，同勉強
会の今後にも引き続き注目していくべきである。
　　また，現行の死刑制度の運用にあたっているのは法務省であり，日弁連としては様々
な機会をとらえ，死刑の問題について法務省との協議会をもつなど，働きかけを行う必
要がある。

（4）死刑に代わる最高刑の提言
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①　2004 年に開催された第 47 回人権擁護大会シンポジウム「21 世紀日本に死刑は必要
か」の基調報告書第 6章は「死刑に代わる最高刑」と題し，死刑に代わる各種の最高
刑（絶対的無期刑・相対的無期刑等），死刑廃止国（英，独，仏，米の廃止州）の最
高刑とその運用状況，死刑存置国の終身刑・無期刑の運用状況（米の存置州，韓国），
日本の無期刑の運用状況，日本における与党終身刑 PT等における議論について検討
しており（185 頁以下），その上で，「死刑に代わる最高刑の提言」として次のように
述べている。
　　「死刑に代わる最高刑として，どのような刑罰ならば合意形成の可能性があるかを
考えた場合，世論調査の結果や国会議員に対するアンケート結果，諸外国の立法例，
学説などからみて，現行の無期刑よりも長期間服役しなければ仮釈放を認めない無期
刑や仮釈放のない終身刑（重無期刑）の導入が考えられる。
　　しかし，新しい制度導入の前提として，現行の無期刑について，受刑者の権利保障
の観点からの仮釈放制度の改善と国際的な人権水準に合致した受刑者処遇の実現が不
可欠である。これらの改善は，直ちに行われるべきものであり，死刑に代わる最高刑
のあり方を検討する前提であって，死刑問題調査会においても議論されるべき課題で
ある。さらに，全く社会復帰の可能性を否定することは，人道上許されず，恩赦制度
等の身柄釈放手続について抜本的な改善がなされるべきである。」（225 頁）
　　ここで述べられているように，死刑に代わる最高刑として，「現行の無期刑よりも
長期間服役しなければ仮釈放を認めない無期刑や仮釈放のない終身刑（重無期刑）の
導入が考えられる」が，その場合，現行の無期刑の改善（無期刑の終身刑化の解消）
や恩赦制度等の身柄釈放手続について抜本的な改善が必要となる。
②　その後，2008 年 8 月 26 日，量刑制度を考える超党派の会（量刑議連。会長・加藤
紘一）は，死刑と無期刑の間に，恩赦による場合を除き仮釈放を認めない終身刑を創
設する刑法改正案を提示した。
　　これに対し日弁連は，同年 11 月 18 日，無期刑受刑者を含めた仮釈放の在り方を見
直し，無期刑の事実上の終身刑化をなくすることなしに，死刑を存置したまま，刑罰
として新たに終身刑を創設すること（量刑議連の「刑法等の一部を改正する法律案」）
には反対するとの意見書をまとめた。
③　また 2009 年 8 月 30 日の衆議院総選挙の結果，民主党が政権党となったが，民主党
の政策を述べたインデックス 2009 によれば，「『終身刑』の検討を含む刑罰の見直
し」として，「死刑存廃の国民的議論を行うとともに，終身刑を検討，仮釈放制度の
客観化・透明化をはかります。死刑制度については，死刑存置国が先進国中では日本
と米国のみであり，EUの加盟条件に死刑廃止があがっているなどの国際的な動向に
も注視しながら死刑の存廃問題だけでなく当面の執行停止や死刑の告知，執行方法な
どをも含めて国会内外で幅広く議論を継続していきます。」と述べられていた。

　　このように死刑存廃の議論を行うとともに「終身刑の検討を含む刑罰の見直し」が
政策課題として掲げられるようになった。
④　なお日弁連は，無期刑受刑者の数が著しく増加する中，無期刑受刑者の仮釈放件数
は逆に減少の一途をたどり，無期刑の事実上の終身刑化が進行しており，本来であれ
ば仮釈放の対象となるべき受刑者までもが仮釈放とされない事態となっていることか
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ら，2010 年 12 月 17 日，「無期刑受刑者に対する仮釈放制度の改善を求める意見」を
発表した。これは無期刑受刑者に対する仮釈放審理の適正化を図るため，服役期間が
10 年を経過した無期刑受刑者に対しては，その期間が 15 年に達するまでの間に初回
の仮釈放審理を開始し，その後は 1～2 年ごと，長くとも 3年以内の間隔で定期的に
仮釈放審理の機会を保障することなどを提案したものである。無期刑受刑者に対して
は，無期刑が終身刑化した現状を打開するため抜本的な制度改革を行う必要がある。
　　また恩赦については，常時恩赦の新規上申受理人員の減少傾向（2000 年 156，2009
年 78），特赦相当・減刑相当人員の減少傾向（1994 年以降，特赦相当ゼロ。1997 年
以降，減刑相当ゼロ）が続いており（「更生保護 60 年史」），極めて低調な運用であっ
て，積極化が検討される必要がある。
⑤　死刑廃止を推進する議院連盟（死刑廃止議連。亀井静香会長）は，2011 年 3 月 30
日，臨時総会を開き，「重無期刑の創設及び死刑に処する裁判の評決の特例等に関す
る法律案」（死刑判決慎重化法案）を正式に承認した。これは「死刑に処する裁判を
より慎重にするため重無期刑の創設及び死刑に処する裁判の評決の特例について定め
るとともに，死刑制度調査会の設置及び死刑の執行の停止等について定める」ものと
されている。
　　この法案は，法定刑として死刑が規定されている罪について，死刑と無期刑の間の
中間刑として，重無期刑を創設する。重無期刑については，仮釈放を認めない。ただ
し，死刑，重無期刑及び無期刑の言い渡しを受けた者に恩赦上申権を認める（重無期
刑は 15 年後，無期刑は 10 年後）とするものである。
　　また裁判における死刑に処する旨の刑の量定は，構成員の全員一致の意見によるも
のとし，死刑に処すべき旨の意見が構成員の過半数の意見である場合であって，全員
一致に至らない場合には，重無期刑とすることによって，死刑判決を減らそうとする
ものである。
　　さらに，死刑制度の存廃その他の死刑制度に関する事項について調査を行うため，
各議院に死刑制度調査会を設け，その間，死刑の執行を停止するとされている。
　　死刑廃止議連側の説明によれば，この法案は，死刑判決を減らし，死刑執行を減ら
し，最終的には死刑制度そのものを廃止するための「一里塚」たるべきもので，「死
刑に処する裁判をより慎重にするため」に仮釈放のない終身刑（重無期刑）を創設
し，「仮釈放のない終身刑があれば死刑まではいらないでしょう」と市民にアピール
しようとするものである。
　　仮釈放のない終身刑については，人道に反する，処遇が困難である等の批判がある
が，「アメリカ合衆国における終身刑受刑者処遇上の諸問題」（法務総合研究所・研究
部資料 46　1999）では，「終身刑が受刑者に与える影響」，「終身刑制度が矯正施設に
及ぼす影響」が検討されており，「終身刑受刑者が，他の受刑者集団と比較して特別
危険であるとか，暴力的であるとは断定できないであろう」と記載されている（16
頁）。また「イギリスにおける無期刑処遇」（法務総合研究所・研究部資料 47　
2000）では「終身タリフという名の終身刑」について報告されているが，処遇に様々
な工夫がなされており，少なくとも，終身刑受刑者に対する処遇が困難であるから導
入に反対するというだけでは議論として不十分である。
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　　諸外国の例を参考にしながら日本においても，非人道的あるいは恣意的な拘禁とな
らず，かつ，社会復帰の可能性を残す制度設計について研究する余地があると考えら
れる。
⑥　以上述べたとおり，日本においても，死刑執行停止と合わせて仮釈放のない終身刑
導入が政策課題として議論され始めている。いまだマスコミ等において十分には取り
上げられていないが，死刑に代わる最高刑として，現行法の 10 年を経過すれば仮釈
放が可能である無期刑とは別に，仮釈放制限期間をより長くする無期刑（20 年ない
し 30 年）や，仮釈放のない終身刑についても議論がなされるべきであり，十分に納
得のできる死刑に代わる最高刑の提起をともなって死刑廃止について全社会的議論を
すれば，死刑についての市民意識も変わり，世論調査の結果も変わり得ると考えられ
る。

　　
注）　死刑に代わる各種の最高刑としては，仮釈放の認められない絶対的無期刑，仮釈
放の認められる相対的無期刑があり，仮釈放が認められる期間を服役後何年とするか
については，10 年（現行の無期刑で十分とするもの。三原憲三朝日大学教授，団藤
重光元最高裁判事），15 年（齋藤静敬博士），20 年（加藤久雄慶応大学教授），25 年
（公明党浜四津議員の私案）などが提案されている。また死刑に代わる最高刑ではな
いが，死刑執行猶予制度（中国の法制度であり，死刑判決を言い渡す際，2年間その
執行を猶予し，その間の労働改造状況により改めて，無期，15 年以上 20 年以下の有
期刑又は死刑の執行とするもの），死刑執行延期制度（刑法の全面改正に関する法制
審議会において参考案として提案されたものであり，裁判所が死刑判決はするが，情
状により死刑の執行を 5年間延期した後，裁判所が死刑執行審査委員会の意見を聞い
て，原則的には無期刑に変更しようとするもの。藤本哲也中央大学教授は，この制度
に賛成と述べている）もある。

４　国民に対し死刑廃止が望ましいことを伝えること
　総括所見はまた，「国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである。」と述べ
ている。日弁連としても積極的に市民，マスコミに対し，死刑に関わる情報提供をするべ
きである。
　現在，日弁連は，市民に死刑に関する正確な情報をできる限り平易な表現で提供し，市
民自らが死刑について考え，日弁連の提唱する死刑執行停止法について理解してもらうた
め，日弁連のホームページ内に「死刑を考える」ページを設けているが，さらに，死刑廃
止が望ましいという観点からの記述を拡充する必要がある。
　また，市民に死刑の残虐性と問題点をあらためて考えてもらうための「死刑を考える
日」を全国各地で開催しているが，死刑廃止が望ましいことを市民に広報する場として活
用する必要がある。
　犯罪を犯した人々の社会復帰に取り組む諸団体に加えて，死刑廃止を求めている様々な
人権団体，宗教団体などとの連携も強化し，全ての人々が共生する社会の構築に向けて努
めていくべきである。



― 217 ―

第６章　我々は犯罪とどう向き合うべきか

５　全社会的議論を開始するよう呼びかける
　最高裁判所の 1948 年 3 月 12 日大法廷判決は，「生命は尊貴である。一人の生命は，全
地球よりも重い。死刑は，まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり，またまこ
とにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である。それは言うまでもなく，尊厳な人間存在の
根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである。」としながらも，死刑の合
憲性を認める判断をした。
　しかし，同時にこの判例は，次のようにも判示している。
　「死刑制度は常に，国家刑事政策の面と人道上の面との双方から深き批判と考慮が払わ
れている。されば，各国の刑罰史を顧みれば，死刑の制度及びその運用は，総ての他のも
のと同様に，常に時代と環境とに応じて変遷があり，流転があり，進化がとげられてきた
ということが窺い知られる。」
　大法廷判決は，決して死刑を不動のものとはしていない。時代と環境に応じて「変遷が
あり，流転があり，進化がとげられた」とし，その時代と環境に応じて死刑が見直される
ことを前提にしているともいえる。
　1948 年の大法廷判決以後，「（死刑制度の）基礎にある立法的事実に重大な変化が生じ
ていることに注目しなければならない」（1993 年 9 月 21 日第三小法廷判決の大野正男裁
判官の補足意見）。大野裁判官は，重大な変化の一つとして，死刑を廃止した国が増加し
たことと，国連総会による死刑廃止条約の採択と発効を挙げて，次のように述べている。
「このことは，昭和 23 年当時と異なり，多くの文化国家においては，国家が刑罰として国
民の生命を奪う死刑が次第に人間の尊厳にふさわしくない制度と評価されるようになり，
また社会の一般予防にとって不可欠な制度と考えられなくなってきたことを示す証左であ
ろう。」
　さらに，大野裁判官は「4人の死刑確定者が再審の結果，無罪とされたこと」も「重大
な変化」として挙げている。
　このように，立法的事実に重大な変化が生じていることは最高裁判所裁判官も指摘する
とおりである。
　したがって，これらに加えて，裁判員制度が新たに施行され，市民が他の市民の生命を
奪うという，死刑を言い渡すか否かの窮極の判断に直面している新たな時代において，日
弁連は基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の団体として，死
刑廃止について全社会的議論を開始するよう呼びかけるべきである。
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　以上の検討に基づき，我が国の刑罰制度とその運用について，以下のとおり提言する。

１　厳罰化政策に対する警鐘
　我が国には，統計上，凶悪犯罪が増えているという事実はない。「認知件数について見
ると，殺人は，昭和 29 年をピークに，傷害致死は，昭和 23 年をピークに，いずれも長期
的に減少傾向にあるが，殺人は，最近 20 年間ほぼ横ばいの状態である。」（2010 年版犯罪
白書のあらまし）。
　にもかかわらず，「凶悪犯罪による治安の悪化」，「少年犯罪の凶悪化，低年齢化」，「体
感治安の悪化」などと，犯罪による社会不安を指摘する報道が続けられている。そのた
め，罪を犯した人に対し，厳罰を求める社会的潮流が生まれ，裁判官，検察官など刑事司
法の専門家を含めた多くの人が，罪を犯した人を厳罰に処するべきであるとの考え方に基
づき，厳罰化政策を推し進めている。その結果が，法定刑の上限の引上げによる懲役刑の
長期化，死刑判決・無期刑判決などの増加により，刑事施設において，死刑確定者・無期
刑及び長期刑受刑者の被収容期間が長期化し，無期刑の事実上の終身刑化，高齢累犯受刑
者の増加及び仮釈放制度の空洞化などを含めて，刑事施設は，過剰拘禁の状態である。
　係る厳罰化政策について，私たちは，広く社会に対して警鐘を打ち鳴らし，厳罰化政策
をやめさせることを訴える。

２　裁判員制度と量刑，そして死刑
　そうした中で，裁判員裁判が開始された。一般市民である裁判員が，有罪無罪の判断の
みならず，量刑判断にも関与している。死刑や無期刑の量刑の選択を迫られる裁判員も生
じており，死刑を含む刑罰に対する国民の関心が高まっている。しかし，刑罰についての
正しい情報が伝えられているとはいえない。
　例えば，最高裁が作成した裁判員向けのパンフレットには，刑罰の目的として「犯罪の
被害を受けた人が，直接犯人に報復したのでは，かえって社会の秩序が乱れてしまいま
す。そこで，国が，このような犯罪をおかした者に対して刑罰を科すことにより，これら
の重要な利益を守っています。」と記載されている。刑罰の目的が，全くの応報であるか
のような誤った情報が，一方的に提供されているのである。これでは，誤った厳罰化政策
を押し進めることになりかねない。
　刑罰の目的が応報だけでなく，罪を犯した人の更生と社会復帰がより重要な目的である
ことを，裁判員をはじめとして，広く社会に訴えるべきである。そして，量刑判断に際し
ても，無批判的に死刑ありきとするのではなく，死刑制度が罪を犯した人の更生と社会復
帰の可能性を全く否定するものであることから，同制度が刑罰の目的に適うものなのか否
かを問いかけるべきことを訴える。
　その上で，死刑求刑事件では，公判前整理手続において犯罪心理鑑定，精神鑑定，供述
心理鑑定，法医学鑑定などの専門的知見を活用して十分な準備を行うこと，そしてこれら
の理解が裁判員にも可能なように公判期間を十分にとること，死刑と無期刑の判断基準が
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未だに不明確なままであるという問題を裁判員にも明らかにすることが必要であり，「裁
判員の負担軽減」の名の下にこれらが疎かにされてはならないことを訴える。

３　受刑者処遇と社会復帰
　「すべての人間は，生れながらにして自由であり，かつ，尊厳と権利とについて平等で
ある」（世界人権宣言 1条）。にもかかわらず，現実の社会においては，様々な差別があ
り，貧困を強いられ，自由，尊厳，権利を奪われ，あるいは不合理に制約されている人々
が存在する。ごく軽微な事件から，死刑が言い渡されるような重大な犯罪に至るまで，多
くの犯罪の背景には，こうした問題が存在している。どのような犯罪にも，その原因があ
る以上，単なる報復として刑罰を科すだけでは，犯罪を生み出す諸問題の解決にはならな
い。犯罪の根絶を目指すためには，犯罪の原因にこそ目を向けるべきである。
　我が国も批准する国際人権（自由権）規約 10 条 3 項は，「行刑の制度は，受刑者の矯正
及び社会復帰を基本的な目的とする処遇を含む」としている。罪を犯した人の更生と社会
復帰も，刑罰の重要な目的である。
　そして，受刑者の処遇は，地域社会からの排除ではなく，受刑者が地域社会に関与し続
けることに力点を置くものでなければならない（国連被拘禁者処遇最低基準規則）。社会
内処遇措置のための国連最低基準規則（東京ルール）は，「加盟各国は，他の選択肢を用
意して拘禁処分を減少させ，かつ，人権の遵守，社会正義の要求及び犯罪者の社会復帰上
の必要を考慮して刑事司法政策を合理的なものとするために，自国の法制度において社会
内処遇措置を発展させるものとする。」として，刑事司法領域における拘禁が，最小限に
とどまるべきものであることを明らかにしている。刑罰としての拘禁は最小限度にとどめ
られるべきであり，拘禁が刑罰手段として用いられる場合であっても，常に罪を犯した人
の社会への再統合という基本目的の下に処遇がなされるべきである。
　重大な罪を犯した人も，最終的には社会へと再統合される可能性があることを認め，そ
の更生のために必要な効果的処遇を行うことこそが国家の責務である。
　今，私たちの社会に求められていることは，罪を犯した人に対する向き合い方を根本的
に　転換し，刑事司法と福祉の連携を図り，全ての人が共生可能な社会の実現を目指すこ
とである。そのために，国は，下記の施策を実施すべきである。
（1）不必要な拘禁を行わないこと
　　刑事手続における身体不拘束の原則を貫き，未決段階の拘禁を例外的な場合に限り，
「人質司法」と呼ばれる現状を改めなければならない。そして，刑罰としても不必要な
拘禁を行わないため，ダイバージョンDiversion（刑事処分回避のための諸施策）を大
胆に展開すべきである。現行法における，警察段階での微罪処分・交通反則通告制度，
検察段階での起訴猶予処分，裁判段階での刑の執行猶予，行刑段階での仮釈放など，
様々な制度を活用するとともに，新たな施策を工夫すべきである。その際，歴史的役割
を終えてもはや不要となった刑罰法規や新たな社会現象への過剰反応のために作り出さ
れた刑罰法規を廃止する非犯罪化Decriminalization（例えば堕胎罪の廃止。女性差別
撤廃条約に基づく第 4回日本政府報告書に対する当連合会の報告書第 2部 12 項Ｄ参
照），特定の行為を禁止しつつも，刑罰を科すことを控える非刑罰化Depenalization（例
えば薬物乱用・依存の治療の優先など），犯罪としての処罰が避けられないとしても，
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できる限り施設拘禁を避け，社会内処遇で代替する非施設化Deinstitutionalization（例
えば社会内処遇の充実など）が可能ではないかをチェックすべきである。
　　これらを活用し，過剰な刑罰的な介入を回避することで，より効率的で，効果的な刑
事司法システムの運用が可能となる。

（2）社会への再統合を図るための処遇
　　刑罰としての拘禁を使用する場合には，社会への再統合を円滑に図るため有効な処遇
を積極的に行うべきであり，更生と保護の連携及び担い手の育成と専門性の確保，自立
更生促進センターや就業支援センターの拡充等を図るべきである。
　　受刑者としての施設内での改善指導を受けた後，それにつなげるべき社会内処遇は，
施設を出た後の保護観察期間に行われる。しかし，満期出所の場合には保護観察はない
ので，何ら中間のステップのないまま社会復帰を迫られることになる。社会内での処遇
につなげることを前提に，早期に仮釈放を認めるようにするべきである。また，仮釈放
の要件を備えていても，社会での受入先がないため満期釈放となるおそれがある人の受
入先として，自立更生促進センターが構想されている。これは，親族や民間の更生保護
施設では受入れが困難な刑務所仮出所者や少年院仮退院者等を，保護観察所に附設され
た施設に宿泊させ，保護観察所が 24 時間・365 日体制の下，専門的かつ濃密な指導監
督と手厚い就労者支援を実施することを目的とするものであり，主として農業等の職業
訓練を行うものを「就業支援センター」と呼び，特定の問題性を抱えそれに応じた重点
的・専門的な社会内処遇を実施するものを「自立更生促進センター」と呼んでいる。

（3）仮釈放制度の改革
　　仮釈放は，保護観察を通じて，対象者の円滑な社会復帰と改善更生に極めて有益であ
る。できる限り早い段階で仮釈放を実施するべきであって，原則として全ての者につい
て仮釈放の審理がなされるべきである。有期刑受刑者に対しては仮釈放を可能な限り積
極的に実施し，かつ，仮釈放期間を十分にとることで社会内における指導の充実化を図
るべきである。
　　また，近年無期刑受刑者の数が著しく増加する中，無期刑受刑者の仮釈放件数は逆に
減少の一途をたどり，無期刑の事実上の終身刑化が進行している。こうした中，安全な
社会復帰が見込める状態となり，本来であれば仮釈放の対象となるべき受刑者までもが
仮釈放されず，ひいては刑事施設内で生涯を終える事態が生じている。
　　無期刑受刑者に対する仮釈放審理の適正化を図るためには，服役期間が 10 年を経過
した無期刑受刑者に対しては，その期間が 15 年に達するまでの間に初回の仮釈放審理
を開始し，その後は 1～2 年ごと，長くとも 3年以内の間隔で定期的に仮釈放審理の機
会を保障することが必要である（日弁連 2010 年 12 月 17 日「無期刑受刑者に対する仮
釈放制度の改善を求める意見書」）。

（4）矯正・保護部門と福祉部門との連携
　　罪を犯した人の更生保護においては，一貫した社会的援助が核となるべきである。そ
の実践のために必要な人的・物的条件と法的整備が重要であるが，これらの福祉的・社
会的法整備に関してはこれまで十分に取り組まれてこなかった。
　　近時，更生保護の担い手とされる法務省などだけでなく，厚生労働省が法務省と連携
をとり，罪を犯した人に対する必要な就労支援や社会保障制度の利用に実効的な支援対
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策を始める動きが見られるようになってきている。
　　特に就労支援に関しては，法務省と厚生労働省が連携する支援対策として，「刑務所
出所者等総合的就労支援対策」が発表されている。そこでは，矯正機関・更生保護機関
と職業安定機関において，罪を犯した人に対する就労支援のための連携が十分ではなか
ったことを認め，具体的には，刑務所とハローワークを結んだ遠隔企業説明会の試行，
厚生労働省の試行雇用奨励金の支給対象に罪を犯した人を含めること，ハローワークに
よる職場適応・定着支援の新設などが打ち出されている。今後は，就労のみならず，生
活全般の支援の連携に関しても積極的な推進が求められる。

４　死刑制度の問題点
　我が国には，死刑制度が存在している。これは犯罪を個人の責任に帰してその生命を奪
うものであり，殺人を禁じた国家が殺人を犯すという矛盾を抱えるもので，非人道的な刑
罰の極みである。そして，死刑制度は刑罰をもって極限的に社会から排除するものであ
り，罪を犯した人の更生と社会復帰の可能性を奪い去るものである。重大な罪を犯した人
を，社会から排除することに主眼を置き，場合によっては生命を奪って完全に排除する社
会を選ぶのか，それとも，社会の一員として復帰すべく助けるように努力する社会を選ぶ
のか，真剣に考えるべきときを迎えている。
　2010 年現在の死刑廃止国（10 年以上死刑を執行していない事実上の廃止国を含む）は
139 か国，死刑存置国は 58 か国であって，世界の 3分の 2が死刑を廃止ないし停止して
いる。死刑存置国の中でも実際に死刑を執行している国は更に少なく，2009 年が 18 か
国，2010 年が 22 か国にすぎない。死刑廃止が国際的な潮流であることは明らかである。
　その他，死刑制度の問題点については第 3章で詳述したとおりである。死刑について
は，免田事件・財田川事件・松山事件・島田事件という 4件の死刑判決が再審により無罪
となったことからも明らかなように，常に誤判の危険を孕んでいる。死刑制度は，誤判で
あった場合に死刑が執行されてしまうと取り返しがつかないという根本的な欠陥がある。
また我が国では，死刑に直面している者に対し，被疑者・被告人段階あるいは再審請求の
段階において十分な弁護権・防御権が保障されておらず，執行に至る処遇の段階でも死刑
確定者の人権保障の面で多くの問題を抱えている。
　これらのことを考えるとき，我が国も，人権を尊重する民主主義社会として，今こそ死
刑廃止について全社会的議論を開始すべきである。

５　少年犯罪と死刑
　特に，成育した環境の影響が非常に強い少年の犯罪について，少年に全ての責任を負わ
せて死刑にすることは，刑事司法の在り方として公正ではない。子どもの権利条約 6条で
は「すべての児童が生命に対する固有の権利を有する」と規定されており，同条約前文に
引用されている少年司法の運営のための国連最低基準規則（北京ルール，1985 年 9 月国
連犯罪防止会議採択，同年 11 月国連総会承認）17・2 は，少年の年齢を区別することな
く「死刑は，少年がいかなる罪を犯した場合にも科してはならない」と規定している。20
歳未満を少年とする我が国の法制度の下では，速やかに少年法を改正し，犯罪時 20 歳未
満の少年についても死刑は許されないこととされるべきである。
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６　死刑を必要としない社会へ
　罪を犯した人の社会復帰という点から見たとき，更生・社会復帰の道を完全に閉ざす死
刑制度のない社会が望ましいことについて，全社会的議論を開始することが必要である。
国際人権（自由権）規約 6条も，「生命に対する権利」の保障を定め，死刑制度は廃止す
ることが望ましいことを示している。我が国に対しても死刑執行停止を求める国連拷問禁
止委員会の勧告（2007 年 5 月）や国連人権理事会の審理（2008 年 5 月）がなされてお
り，国際人権（自由権）規約委員会は，我が国の人権状況に関する審査の総括所見（2008
年 10 月）において，「締約国は，世論調査の結果にかかわらず，死刑の廃止を前向きに検
討し，必要に応じて，国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである。」と述
べている。
　政府は，死刑廃止を前向きに検討することを求めている国連機関・人権条約機関による
勧告を誠実に受け止めるべきであり，直ちに死刑の廃止について全社会的議論を開始する
べきである。そして，死刑制度の運用状況，死刑事件の誤判原因，国際的な死刑廃止・執
行停止の状況，死刑に代わる最高刑の在り方等について調査するため，衆議院・参議院に
死刑問題に関する調査委員会を設置すべきであり，この議論の間は，死刑の執行は停止さ
れるべきである。　
　死刑廃止についての全社会的議論がなされる間，死刑判決の全員一致制，死刑判決に対
する自動上訴制，死刑判決を求める検察官上訴の禁止等に直ちに着手し，死刑に直面して
いる者に対し，被疑者・被告人段階，再審請求段階，執行段階のいずれにおいても十分な
弁護権・防御権を保障し，かつ死刑確定者の処遇を改善するべきである。
　また，議論のためには，死刑執行の基準，手続，方法等，死刑制度に関する情報が広く
公開されるべきである。
　さらに，死刑に代わる最高刑として，現行の無期刑とは別に，仮釈放制限期間をより長
くする無期刑や，恩赦制度を改革した上での仮釈放のない終身刑についても議論がなされ
るべきであり，十分に納得できる死刑に代わる最高刑の提起を伴って死刑廃止を議論する
必要がある。
　ノルウェー政府が死刑を廃止することを議会に提案した理由の一つに，「国が人を殺す
ことを禁じていながら，死刑で人を殺すことに矛盾がある」との考え方の重みをしっかり
と受け止め，死刑廃止についての全社会的議論を行ない，死刑を必要としない社会を築き
あげようではないか。
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第1　刑事司法統計
1　犯罪に関する統計
（1）刑法犯　認知件数・発生率・検挙件数・検挙率の推移（平成 22 年版犯罪白書より）
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（2）刑法犯　認知件数・発生率・検挙件数・検挙率の推移のグラフ（平成 22 年版犯罪白
書より）

注　１　警察庁の統計による
　　２　昭和 30 年以前は，14 歳未満の少年による触法行為を含む。
　　３　昭和 40 年以前の一般刑法犯は，業過を除く刑法犯である。
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（3）　刑事司法手続（成人）の流れと検察，裁判，矯正，更生保護の各段階における平成
21 年の処遇人員（平成 22 年版犯罪白書より）

注　１　検察統計年報，矯正統計年報及び保護統計年報による。
　　２ 　「検察庁」の人員は，事件単位の延べ人員である。例えば，1人が 2回送致され

た場合には，2人として計上している。
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（4）主要な犯罪　各国に於ける認知件数・発生率・検挙率の推移（平成 22 年版犯罪白書
より）
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2　少年非行の統計
（1）少年による刑法犯検挙人員・人口比の推移（平成 22 年版犯罪白書より）
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（2）少年による刑法犯検挙人員・人口比の推移のグラフ（平成 22 年版犯罪白書より）

注　１　警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
　　２　触法少年の補導人員を含む。
　　３　昭和 45 年以降は，自動車運転過失致死傷等による触法少年を除く。
　　４　 「少年人口比」は，10 歳以上の少年の刑法犯・一般刑法犯検挙（補導）人員の人

口比であり，「成人人口比」は，成人の刑法犯・一般刑法犯検挙人員の人口比で
ある。
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（3）非行少年に対する手続の流れと検察，裁判所，矯正，更生保護の各段階における平成
21 年の処遇人員（平成 22 年版犯罪白書より）
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（4）少年による一般刑法犯検挙人員・人口比の推移（平成 22 年版犯罪白書より）
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（5）非行少年率の推移（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
（6）しつけ虐待と少年非行（日本弁護士連合会編「検証少年犯罪」より　非行少年に対す
るアンケート結果）
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3　死刑判決，無期懲役判決
（1）死刑確定判決の推移（平成 22 年犯罪白書に基づき作成）

　　
（2）無期懲役確定判決の推移（平成 22 年犯罪白書に基づき作成）

　　
（3）第 1審における死刑及び無期懲役判決の推移（平成 22 年版犯罪白書より）
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第2　刑事処遇関連の統計
1　5年を超える懲役の受刑者数の推移（平成 22 年版犯罪白書に基づき作成）
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2　刑事施設収容者の推移（平成 22 年版犯罪白書より）
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　刑事施設収容者の推移のグラフ（平成 22 年版犯罪白書より）

3　入所受刑者の罪名別構成比（平成 22 年版犯罪白書より）
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　入所受刑者の罪名別構成比のグラフ（平成 22 年版犯罪白書より）

4　入所受刑者の刑期別構成比の推移（平成 22 年版犯罪白書より）
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　入所受刑者（懲役）の刑期別構成比の推移のグラフ（平成 22 年版犯罪白書に基づき作成）

5　受刑者の高齢化傾向
（1）入所受刑者の年齢層別構成比の推移（男女別　平成 22 年版犯罪白書より）
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（2）入所受刑者の年齢層別構成比（2009 年　男女別）のグラフ（平成 22 年版犯罪　白書
より）

　（　　）内は，実人員である
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6　再犯，再入所
（1）一般刑法犯，再犯者の検挙人員・再犯率の推移（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
　　一般刑法犯，再犯者の検挙人員・再犯率の推移のグラフ（平成 22 年版犯罪白書よ
り）
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（2）入所受刑者人員（初入・再入別）・再入所者の推移（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
　　入所受刑者人員（初入・再入別）・再入所者の推移のグラフ（平成 22 年版犯罪白書よ
り）
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7　無職者の再入所
　入所受刑者の就労別構成比（入所度数別　2010 年版犯罪白書に基づき作成）
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8　刑務所内における作業，職業訓練の実態
（1）2009 年に出所した受刑者の従事していた刑務作業（平成 22 年版矯正統計年報より）
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（2）2009 年に出所した出所受刑者の受けた職業訓練（平成 22 年版矯正統計年報より）
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9　仮釈放の減少
（1）出所受刑者人員・仮釈放率の推移（平成 22 年版犯罪白書より）
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（2）出所受刑者人員・仮釈放率の推移のグラフ（平成 22 年版犯罪白書より）

　　
（3）定期刑の仮釈放者の刑の執行率のグラフ（2010 年犯罪白書より）
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10　終身刑化した無期刑
（1）無期刑仮釈放許可人員の推移（平成 22 年版犯罪白書より）
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（2）無期刑仮釈放許可人員の推移のグラフ（2010 年犯罪白書に基づき作成）

　　
（3）無期刑受刑者の推移（法務省ホームページ「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係

る仮釈放の運用について」より）
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11　出所受刑者の帰住先（矯正統計年報より）

　　



― 255 ―

資料編

12　貧困な更生保護の資源
（1）更生緊急保護の申出件数の推移（保護統計年報に基づき作成）
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（2）更生保護施設への新規委託人員の推移（保護統計年報に基づき作成）
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第３　死刑求刑事案の裁判員裁判・記事
１　裁判員裁判における死刑求刑事案（平成 23 年 7 月 31 日現在）

判決日 裁判所 起訴罪名 判　決 事 案 の 概 要 控訴の有無

2010年
11月 1 日

東京地方
裁判所

殺 人 等 無期懲役 耳かき店の店員の女性の住
居に侵入し，女性と祖母の
2人を殺害したとして，起
訴された事件

確　定

2010年
11月16日

横浜地方
裁判所

強盗殺人等 死 刑 マージャン店の経営トラブ
ルをめぐり，当時の経営者
ら男性 2人を千葉県内のホ
テルに監禁し，うち 1人か
ら約 1340 万円を奪って殺
害し，もう 1人も殺害した
上，切断した遺体を東京湾
や富士山麓に遺棄したなど
として，起訴された事件

確　定
（被告人の
控訴取下に
よる）

2010年
11月25日

仙台地方
裁判所

殺 人 等 死 刑 当時 18 歳の少年が，元交
際相手の実家に押し入り，
その姉と元交際相手の知人
女性を牛刀で刺して殺害
し，その場にいた姉の知人
男性を刺し重傷を負わせた
等として，起訴された事件

控　訴

2010年
11月 7 日

宮崎地方
裁判所

殺 人 等 死 刑 生後 6 か月の自分の子ど
も，妻とその母を殺害した
上，自分の子どもの遺体を
遺棄したとして，起訴され
た事件

控　訴

2010年
12月10日

鹿児島地
方裁判所

強盗殺人等 無 罪 強盗目的で侵入した住居に
居住する高齢の夫婦 2人を
殺害したとして，起訴され
た事件（犯人ではないとし
て無罪主張）

検察官控訴

2011年
3 月15日

東京地方
裁判所

強盗殺人等 死 刑 金品を奪う目的で高齢の男
性宅に侵入，首を刃物で突
き刺すなどして殺害したと
して，起訴された事件（犯
人ではないとして，無罪を
主張）

控　訴
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判決日 裁判所 起訴罪名 判　決 事 案 の 概 要 控訴の有無

2011年
3 月25日

長野地方
裁判所

強盗殺人等 死 刑 他の共犯者 3 人と共謀の
上，一家 3人を絞殺して，
現金約 416 万円を奪い，殺
害した 3人の遺体を遺棄し
たとして，起訴された事件

控　訴

2011年
6 月17日

横浜地方
裁判所

殺 人 等 死 刑 アパートの隣人のドアの開
閉音に不満を募らせ，包丁
で刺して隣人夫婦を殺害
し，現場にかけつけたアパ
ートの大家でもある隣人の
兄も包丁で刺して殺害した
として，起訴された事件

確　定
（被告人の
控訴取下げ
による）

2011年
6 月21日

静岡地方
裁判所沼
津支部

強盗殺人及
び殺人等

死 刑 約 1000 万円の債務返済を
逃れるため，交際相手を殺
害し，その預金口座から約
2000 万円を引き出したと
いう強盗殺人罪等と，その
約 5年後に別れ話のもつれ
から妻を殺害してその遺体
を遺棄したとして殺人罪等
で起訴された事件

控　訴

2011年
6 月30日

千葉地方
裁判所

強盗殺人等 死 刑 独り暮らしの女子大生宅に
侵入し，同人を包丁で脅す
などして脅迫してストッキ
ングで手足を縛り現金等を
奪った上で，包丁で刺して
殺害などとして，起訴され
た事件（公判では殺意の有
無が争点となった）

控　訴

2011年
7 月20日

さいたま
地方裁判
所

殺 人 等 無期懲役 共犯者と共謀の上，養母を
保険金目的で殺害して生命
保険金を詐取し，その後，
金銭トラブルからおじを殺
害したとして，起訴された
事件（判決では共犯者に比
べて関与が従属的と認定さ
れた）

不　明
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第４　死刑問題に関する資料
１　内閣府が 2009 年 12 月に実施した世論調査（内閣府ホームページより）
（1）死刑制度の存廃について
①　調査内容：死刑制度に関して，「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」「場合に
よっては死刑もやむを得ない」という意見があるが，どちらの意見に賛成か。
②　調査結果
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（2）死刑制度を廃止する理由について
①　調査内容　死刑制度に関して「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」と答えた
者に対し，その理由（複数回答可）
②　調査結果

　　
（3）即時死刑廃止か，いずれ死刑廃止か
①　調査内容　死刑制度に関して「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」と答えた
者に対し，死刑を廃止する場合には，すぐに全面的に廃止するのがよいと思うか，そ
れともだんだんに死刑を減らしていって，いずれ廃止する方がよいと思うか。
②　調査結果
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（4）死刑制度を存置する理由について
①　調査内容　死刑制度に関して「場合によっても死刑はやむを得ない」と答えた者に
対し，その理由（複数回答可）
②　調査結果

　　
（5）将来も死刑存置か
①　調査内容　死刑制度に関して「場合によっても死刑はやむを得ない」と答えた者に
対し，将来も死刑を廃止しない方がよいと思うか，それとも，状況が変われば，将来
的に死刑を廃止してもよいと思うか。
②　調査結果



資料編

― 268 ―

２　政治的リーダーシップによる死刑廃止事例
 日本弁護士連合会調査

国・地域 死刑廃止年
死刑支持率
（調査年）

出　　　　　典

アジア

香 港
1993 年

（最後の執行
は 1966 年）

68％（1986）
Johnson and Zimring, The Next Frontier, 
p. 302

フィリピン
2006 年

（2000 年に執
行停止）

80％（1999） 同　上

韓 国
事実上の廃止
国（最後の執
行は 1997 年）

66％（1997） 同　上

欧米

イ ギ リ ス
1969 年

（1965 年に執
行停止）

81％（1962）

Daily Telegraph 紙 2006 年 1 月 3 日付記
事：http://www.telegraph.co.uk/news/
uknews/1506834/Less-than-50pc-back-
death-penalty.html

フ ラ ン ス 1981 年 62％（1981）
フランス国民議会ホームページ：http://
www.assemblee-nationale.fr/histoire/
peinedemort/

ハンガリー 1990 年 66％（1993） 駐日欧州連合代表部提供情報

ブルガリア 1998 年 65.1％（1998） 駐日欧州連合代表部提供情報

カ ナ ダ 1976 年
68％（1978 死
刑再導入に対
する支持率）

カナダ法務省ホームページ
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-
rap/2001/rr01_1/p7.html#section7_4

アフリカ

南アフリカ 1995 年 62％（1995）
Lilian Manka Chenwi, Towards the 
Abolition of the Death Penalty in Africa : 
A Human Rigts Perspective
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３　黒塗りで公開された死刑執行に関する公文書
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４　死刑に関する日弁連の提言，決議，法律案
（1）死刑問題に関する提言（2002 年 11 月 22 日）



資料編

― 272 ―



― 273 ―

資料編



資料編

― 274 ―



― 275 ―

資料編



資料編

― 276 ―



― 277 ―

資料編



資料編

― 278 ―



― 279 ―

資料編



資料編

― 280 ―



― 281 ―

資料編



資料編

― 282 ―



― 283 ―

資料編



資料編

― 284 ―



― 285 ―

資料編



資料編

― 286 ―



― 287 ―

資料編

（2）第 47 回人権擁護大会決議（2004 年 10 月 8 日）

　死刑執行停止法の制定，死刑制度に関する情報の公開及び死刑
問題調査会の設置を求める決議　　　　　　　　　　　　　　　

　死刑が法定刑として規定されている罪に直面している者に対し，そうでない罪の事件で
付与される保護に加えて，特別な保護が与えられるべきことは国連総会決議で強く要求さ
れているところである。しかし，わが国の刑事司法制度は，捜査段階，公判段階，刑の確
定後，執行段階のいずれにおいても，十分な弁護権，防御権が保障されておらず，国際人
権基準に大きく違反している状態にある。４つの死刑確定事件における再審無罪に見られ
るとおり，死刑判決の誤判が明らかとなっているが，死刑事件についての誤判防止のため
の制度改革も全くなされていない。死刑と無期の量刑についても，最高裁，高裁，地裁に
おいて判断の分かれる事例が相次ぎ，死刑判決への信頼が揺らいでいる。これらの重大な
問題点について抜本的な改善がなされない限り，少なくとも死刑の執行は許されない状況
にある。
　　
　死刑制度そのものについて見れば，死刑を廃止したヨーロッパ諸国をはじめ世界の６割
の国と地域が死刑を法律上あるいは事実上廃止し死刑廃止は国際的な潮流となっており，
この流れは，アジアにも及んでいる。かかる状況下において，わが国においても死刑制度
の存廃について，早急に広範な議論を行う必要がある。
　　
　よって，当連合会は，日本政府及び国会に対し，以下の施策を実行することを求める。
　　
1.　死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法（死刑執行停止法）を制定
すること。
2.　死刑執行の基準，手続，方法など死刑制度に関する情報を広く公開すること。
3.　死刑制度の問題点の改善と死刑制度の存廃について国民的な議論を行うため，検討
機関として，衆参両院に死刑問題に関する調査会を設置すること。

　　
　当連合会は，国会議員，マスコミ，市民各層に働きかけ，死刑制度の存廃について広範
な議論を行うことを提起する。また，当連合会は，過去の死刑確定事件についての実証的
な検証を行い，死刑に直面している者が，手続のあらゆる段階において弁護士の適切にし
て十分な援助を受けることができるよう，死刑に直面する者の刑事弁護実務のあり方につ
いての検討に直ちに取り組む決意である。
　　
　以上のとおり決議する。
　　
 2004 年（平成 16 年）10 月 8 日
 日本弁護士連合会
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提　案　理　由

１　わが国における死刑に関する刑事司法制度の問題点
（1）概説
　　わが国では，1980 年代に相次いだ 4つの死刑確定事件（免田 ･財田川 ･松山 ･島田
各事件）についての再審無罪判決により，死刑判決にも誤判があることが明らかになっ
た。わが国の刑事司法制度には，死刑に直面する者（死刑が規定されている罪で捜査の
対象とされた被疑者，裁判の対象とされた被告人，死刑確定後執行に至るまでの死刑確
定者を含む）に対する権利保障が，国際人権基準に大きく違反している状態にあるこ
と，誤判防。止のための制度が欠如していること，死刑の基準が不明確であること，死
刑の執行が密行主義であること，死刑確定者が非人道的な処遇の下に置かれていること
などの制度上，運用上の問題点を指摘でき，これらの点について抜本的な改善がなされ
ない限り，死刑の執行はもはや許されない状況にある。
　　
（2）死刑に直面する者に対する権利保障
　　「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（以下「国際人権（自由権）規約」とい
う。）6条は，「2　死刑を廃止していない国においては，死刑は，犯罪が行われた時に
効力を有しており，かつ，この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条
約の規定に抵触しない法律により，最も重大な犯罪についてのみ科することができる。
この刑罰は，権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができ
る。」，「4　死刑を言い渡されたいかなる者も，特赦又は減刑を求める権利を有する。死
刑に対する大赦，特赦又は減刑は，すべての場合に与えることができる。」，「6　この条
のいかなる規定も，この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用
されてはならない。」と定めているが，国際人権（自由権）規約委員会は，6条に関す
る一般的意見 6（16）において，以下のように述べている。「本条の文言は（死刑）廃
止が望ましいことを強く示唆している（2項及び 6項）。」，「独立の裁判所による公正な
審理を受ける権利，無罪の推定，防御のための最小限の保障及び上級の裁判所による再
審理を受ける権利を含め，規約で定められた手続上の保障は，遵守されなければならな
い。これらの権利は更に，死刑に対する特赦又は減刑を求める特別の権利にも適用され
る。」としている。国際人権（自由権）規約 14 条 3 項は，すべての者に対して「（b）
防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡す
ること。（d）自ら出席して裁判を受け及び，直接に又は自ら選任する弁護人を通じて
防御すること。弁護人がいない場合には，弁護人を持つ権利を告げられること。司法の
利益のために必要な場合には，十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担す
ることなく，弁護人を付されること」を保障している。
　　
　　また「死刑に直面する者の権利の保護の保障に関する決議」（1984 年（昭和 59 年）5
月 25 日国連経済社会理事会決議）は，「死刑が適用される犯罪で嫌疑をかけられあるいは
起訴された者に，すべての段階において適切な弁護人の援助を受ける権利を含む，少なく
とも市民的及び政治的権利に関する国際規約 14 条に定めるのと同等の，あらゆる保障を
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与え」なければならないと定めている（付属文書 5）。
　　
　　さらに，「死刑に直面している者の権利の保護の保障の履行に関する国連決議」（1989
年（平成元年）第 44 回国連総会で決議）は，「死刑が規定されている罪に直面している
者に対し，死刑相当でない事件に与えられる保護に加えて，手続のあらゆる段階におい
て弁護士の適切な援助を受けることを含む弁護を準備する時間と便益を与えることによ
って特別な保護を与えること」を要求している（総会決議 1a）。

　　
　　ところが，わが国では，捜査段階において，ようやく公的弁護制度が実施される見通
しではあるものの，私選弁護人が選任されている場合でも，刑事訴訟法（以下「刑訴
法」という。）39 条 3 項の接見指定，代用監獄により，弁護人との自由にして十分な接
見が保障されていないのが現実である。また公判段階においては，起訴後国選弁護人が
選任されるまでの間，また控訴後，控訴審における国選弁護人が選任されるまでの間，
いずれも弁護人が選任されない空白の状態が生じる。そのため，死刑相当事件で，控訴
後国選弁護人が選任されるまでの間に控訴の取下げがなされ，死刑判決が確定し，執行
されるという事例も発生している。さらに，刑の確定後において刑訴法 30 条 1 項は，
被疑者・被告人の弁護人選任権しか規定しておらず，刑確定後に弁護人の援助を受ける
機会は全く保障されていないことになる。監獄法も弁護人の選任に関する制度を設けて
いない。また，再審請求に関して弁護人の弁護を受ける機会についても保障されていな
い。刑訴法 36 条は，被告人以外の者に国選弁護を受ける機会を保障しておらず，この
ため資力のない者は再審請求において弁護士の援助を受けることが極めて困難な状態に
置かれている。さらに，刑訴法 39 条 1 項は，被疑者・被告人にしか弁護人との秘密交
通権を保障しておらず，死刑確定者と弁護人との間の秘密交通権は保障されていない。
しかも現実には，死刑確定者は，面会・通信の外部交通が極めて制限されているため，
再審請求に関しての弁護人とのアクセスの機会が奪われている。刑の執行段階におい
て，刑訴法 476 条は，死刑の執行命令後 5日以内に執行することを規定しているが，執
行命令に対する防御の機会を保障しておらず，しかも事前告知の制度が設けられていな
いため，現実には，執行の当日刑場に引致される際に初めて刑の執行を告知されている
のが実情であって，執行に対する防御を準備する機会を完全に奪われている。
　　
　　このようにわが国の刑事司法制度は，捜査段階，公判段階，刑の確定後，執行段階の
いずれにおいても，十分な弁護権，防御権が保障されておらず，国際人権基準に大きく
違反している状態にある。
　　
（3）構造的な誤判の危険性
　　裁判制度には誤判の可能性は避け難いが，わが国の刑事司法制度とその運用は，構造
的に誤判の危険性を孕んでいる。すなわち，現在，司法制度改革により被疑者段階での
公的弁護制度が実施される見通しではあるものの，被告人の防御権を保障した刑事手続
の確立や取調べ過程の可視化（録画・録音）の実現や人質司法の廃止は今後の課題にと
どまっている。捜査機関による代用監獄における自白の強要，裁判官の捜査機関に対す
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る過度の信頼と被告人に対する強い不信を背景とした自白偏重の裁判・検察官寄りの訴
訟指揮，検察官手持証拠の不開示，誤った鑑定の存在，再審の困難さなどについて，抜
本的な改善はなされていない。また，死刑宣告に際しての裁判官の全員一致制や死刑判
決に対する自動的上訴制度はなく，恩赦，再審制度も不十分である。
　　
（4）死刑の基準の不存在
　　死刑と無期の量刑の運用については，客観的な基準がなく，裁判官の世界観など主観
的側面に左右されており，著しく不公平な結果となっている。例えば，老女強盗殺人事
件においては，地裁，高裁の判決は無期であったが，最高裁は 1999 年（平成 11 年）12
月 10 日，原判決を破棄し高裁へ差し戻し，高裁は 2004 年（平成 16 年）4月 23 日，死
刑を言い渡した。また，地下鉄サリン事件の関係では，実行犯ではない被告人につい
て，東京地裁が無期を言い渡したにもかかわらず，東京高裁は 2004 年（平成 16 年）5
月 28 日原判決を破棄し，死刑を言い渡した。他方，検察官は，自らまいたサリンによ
って 2名を殺害し，共謀共同正犯として合計 12 名を殺害したとされる実行犯の被告人
に対し，無期を求刑し，同人に対しては，1998 年（平成 10 年）5月 26 日，東京地裁が
無期を言い渡し，この判決は確定している。このように死刑についての明確な基準は存
在しておらず，量刑についての誤判も数多く存在する。
　　
（5）密行主義など
　　現状では死刑執行について，死刑確定者に執行が知らされるのは，執行当日の朝とい
うことがほぼ定着し，死刑執行前には一般社会への情報提供がないだけでなく，死刑確
定者の家族や何らかの法的手続を準備している代理人弁護士にも知らされることはな
い。死刑確定者に対して執行を決定するにあたり，誰がいつどのような基準でいかなる
記録・資料（公判記録，心身の状態など）をもとに判断するのか，執行方法は具体的に
どのようなものであるのか（執行担当者の職務・心情，執行される者の心身の状況・苦
痛・遺体の状態なども含む），死刑判決確定から執行までどのような処遇がなされ死刑
確定者においてどのような心情が形成されるのか，死刑判決確定後の被害者遺族の生
活・心情はどうなっているのかなど重要な情報はほとんど提供されていない。
　　
　　また，死刑確定者は非人道的な処遇の下に置かれている。
　　
（6）わが国に対する勧告など
　　このようにわが国の死刑に関する刑事司法制度には，制度上，運用上，多くの問題点
があり，これらの点について抜本的な改善がなされない限り，少なくとも死刑の執行は
もはや許されない状況にある。
　　
　　現に日本政府の第 4回報告書を審査した国際人権（自由権）規約委員会は，1998 年
（平成 10 年），「日本が死刑の廃止に向けた措置を講ずること，及び，それまでの間その
刑罰は，規約第 6条 2に従い，最も重大な犯罪に限定されるべきことを勧告する。」，ま
た，「死刑確定者の拘禁状態について，引き続き深刻な懸念を有する。特に，委員会
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は，面会及び通信の不当な制限並びに死刑確定者の家族及び弁護士に執行の通知を行わ
ないことは，規約に適合しないと認める。委員会は，死刑確定者の拘禁状態が，規約第
7条，第 10 条 1 に従い，人道的なものとされることを勧告する。」と述べている。

　　
　　また欧州評議会議員会議は，2001 年（平成 13 年）6月，わが国及びアメリカに対し
て死刑廃止を求め，重要な進展が見られない場合は，両国の欧州評議会のオブザーバー
資格を問題にする旨の決議を採択した。

２　死刑廃止へと向かう国際的潮流と日本国内の状況の乖離
（1）国際的な潮流
　　1989 年（平成元年）に国連で国際人権（自由権）規約第二選択議定書（いわゆる死
刑廃止条約）が採択された後，1990 年（平成 2年）当時では，死刑存置 96 カ国，法律
上ないし事実上の死刑廃止 80 の国と地域であったのに対し，2004 年（平成 16 年）3月
現在では，死刑存置 78 カ国，法律上ないし事実上の死刑廃止 117 の国と地域と大きく
逆転しており，死刑廃止が国際的な潮流となっている。
　　
（2）ヨーロッパの状況
　　ヨーロッパでは，1985 年（昭和 60 年）に，欧州評議会において，平時における死刑
廃止を定めたヨーロッパ人権条約第 6議定書が発効し，さらに 2002 年（平成 14 年）2
月には戦時を含むあらゆる場面における死刑の廃止を定める第 13 議定書が採択され
た。現在，欧州評議会の 44 加盟国においては，死刑が行われていない。ロシアも，
1997 年（平成 9年）には第 6議定書に署名し，未だ批准はしていないものの，事実上
執行を停止している。トルコにおいても，2002 年（平成 14 年）8月には死刑廃止を盛
り込んだ法案が可決され，死刑を廃止した。
　　
（3）米国の状況
　　米国では，50 州のうち 12 州と 1 特別区が死刑を廃止しており，連邦および軍刑法並
びに 38 の州において死刑が存置されている。しかし，最近，米国でも死刑制度の存廃
をめぐる議論が高まっており，2001 年（平成 13 年）には，連邦議会（上下院とも）に
死刑執行停止法案が上程され，現在も審議中である。アメリカ法曹協会（ABA）は，
1997 年（平成 9年）2月，死刑執行停止決議を採択し，死刑の制度的欠陥が除去される
までの間，全死刑存置地域において死刑執行が停止されるよう求めている。また過去の
死刑事件についての実証的な検証作業が行われ（イノセンス・プロジェクト，多くの冤
罪）が明らかとなり，死刑存置州であるイリノイ州においては，2003 年（平成 15 年）
1月，拷問によって強要された自白が有罪の根拠となっていたとして 4名の死刑確定者
について特赦し，さらに残りの死刑確定者 167 名を一挙に減刑し，3人は有期刑，164
名は仮釈放のない終身刑となった。
　　
（4）アジアの状況
　　アジアでは，カンボジア，ネパール，東チモールが全面的に死刑を廃止しているほ
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か，韓国では 1998 年（平成 10 年）以降，死刑の執行が停止されており，台湾において
も，法務大臣によって，死刑を廃止する計画が発表されている。このように，アジアへ
も死刑廃止の潮流が及んでいる。
　　
（5）日本国内の状況
　　死刑廃止条約は，1989 年（平成元年）12 月，国連総会において賛成 59，反対 26，棄
権 48 票で可決されたが，日本政府は「死刑廃止の問題は，各国がその国民感情，犯罪
態様等を考慮しつつ慎重に検討されるべきである」として反対した。政府は，世論の大
多数が死刑存置を支持していることなどを理由に死刑を廃止できないとしているが，上
述した刑事司法制度の問題点は，何ら明らかにされていない。また，死刑制度を議論す
る前提として，「死刑に代わる最高刑」についての調査研究及び具体的な提言が急務で
あるが，十分に納得のできる死刑に代わる最高刑の提起を伴って死刑制度を議論すれ
ば，死刑についての意識も変わりうると考えられる。
　　
　　1994 年（平成 6年）4月，超党派の国会議員による「死刑廃止を推進する議員連盟」
が結成され，活動を継続している。

３　日本弁護士連合会の死刑問題についてのこれまでの取り組み
（1）死刑執行停止を求める談話等
　　わが国では，4つの死刑確定事件について，再審による無罪判決がなされ，そのよう
な中，日本政府は 1989 年（平成元年）11 月の死刑執行の後，3年 4 カ月の期間，事実
上死刑の執行を停止した。しかし，この状態を打ち破ったのが，1993 年（平成 5年）3
月 26 日の後藤田法相（当時）による３名の執行再開であった。以後，毎年，死刑執行
が行われている。当連合会は，死刑が執行されるつど，11 年間で合計 13 回，当時の法
務大臣に対し，死刑の執行を停止するよう声明ないし談話を表明してきたが，死刑の執
行は繰り返されてきた。
　　
　　この間，当連合会は，1997 年（平成 9年）11 月 19 日には，人権救済申立に関連し，
上記の国際人権（自由権）規約及び国連決議によって保障されるべき権利保障が不十分
なまま死刑の執行をされた者及び，執行されていない 50 名の死刑確定者について，「こ
れらの国際人権（自由権）規約及び国連決議に違反する状態に置かれているものと認め
ることができる。」とし，「日本政府は，死刑に直面する者に対する国際人権（自由権）
規約及び国連決議に従い，死刑に直面する者に対する権利保障に関する立法の整備をは
かり，死刑に関する情報公開をはかるなど，死刑に直面する者に対する権利保障のため
の対策をすみやかに講じるとともに，少なくとも，それまでの間は，死刑確定者が国際
人権（自由権）規約及び国連決議に違反する状態に置かれていることにかんがみ，死刑
の執行は差し控えるべきである。」旨総理大臣あて要望した。しかし，これに対し，何
ら改善は行われなかった。
　　
（2）死刑制度問題に関する提言
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　　2002（平成 14）年 11 月 22 日，当連合会は，長年にわたる会内論議を経て，理事会
で下記の「死刑制度問題に関する提言」を採択した。
　　
　　「死刑制度問題に関する提言」の趣旨は，以下のとおりである。
　　
1.　当連合会は，死刑制度の存廃につき国民的論議を尽くし，また死刑制度に関する改
善を行うまでの一定期間，死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法
（死刑執行停止法）の制定を提唱する。
2.　当連合会は，死刑制度に関して，下記の取り組みを推進する。
1.　死刑に関する刑事司法制度の改善
2.　死刑存廃論議についての会内論議の活性化と国民的論議の提起
3.　死刑に関する情報開示の実現
4.　死刑に代わる最高刑についての提言
5.　犯罪被害者・遺族に対する支援・被害回復・権利の確立等

４　今後の取り組むべき課題
（1）政府及び国会に対して求める施策
①　死刑執行停止法の制定
　　前記のとおり，死刑に関する刑事司法制度の制度上・運用上の問題点について抜本
的な改善がなされない限り，少なくとも死刑の執行はもはや許されない状況にある。
また死刑制度の存廃につき広範な論議を尽くすためにも死刑執行停止が必要である。
わが国の法務大臣は当連合会会長の度重なる執行停止の要請にもかかわらず執行を停
止しておらず，時限立法に基づく執行停止が必要である。
　　
②　死刑に関する情報の公開
　　死刑廃止へと向かう国際的な潮流と国内的な状況の乖離を踏まえた上で，わが国に
おいても，死刑制度の存廃について，早急に広範な議論を行う必要がある。そこで議
論するための前提として，政府に対し，執行決定の基準，執行決定の理由とその資
料，具体的な執行場所の構造・しくみ，具体的執行方法，執行直前から執行終了まで
の死刑確定者の心身の状況など死刑制度に関する情報を公開することを求める必要が
ある。
　　
③　死刑問題調査会の設置
　　死刑制度の問題点を抜本的に改善し，死刑制度の存廃について広範な議論を行うた
め，結論を出すための機関として，衆参両院に死刑問題に関する調査会を設置するこ
とを，国会に対し求める必要がある。

　　
　　以上 3点は，「死刑制度問題に関する提言」で提案された死刑執行停止法要綱（骨
子）案に明示されているものである。
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（2）当連合会の取り組むべき課題
①　死刑制度の存廃についての広範な議論の提起
　　当連合会は，国会議員，マスコミ，市民各層に働きかけ，死刑制度の存廃について
の広範議論の提起に，継続して取り組む必要がある。
　　
②　過去の死刑確定事件の実証的検証と死刑事件弁護の確立
　　前述したとおり，わが国の死刑に関する刑事司法制度は，防御権・弁護を受ける権
利の保障の不十分さと併せて，構造的な誤判の危険性を持っている。また今時の司法
制度改革によって，5年以内には，死刑を含む法定合議事件に「裁判員制度」が導入
され，被疑者公的弁護制度も実現される見通しである。

　　
　　当連合会は，捜査や裁判の審理が大きく変わる今こそ，過去の死刑確定事件について
の実証的な検証を行い，さらに死刑に直面している者が，手続のあらゆる段階におい
て，弁護士の適切な援助を受けることができるよう，以下に述べるとおり，死刑に直面
する者の刑事弁護実務のあり方についての検討に直ちに取り組む必要がある。
　　
1.　過去のすべての死刑確定事件記録を洗い直し，その問題点を検討すること。
2.　死刑事件の弁護の充実に向けて，組織的な体制を確立すること。
3.　死刑事件の弁護の指針を検討し，弁護のありかたの認識を共通にすること。
4.　死刑確定後の弁護が保障されるよう組織体制を確立すること。

５　犯罪被害者の権利の確立・支援と死刑制度問題
　犯罪被害者の権利の確立と支援は，本来国の責務であるにもかかわらず，わが国では，
これまで長い間，多くの犯罪被害者が社会的に放置されて孤立し，きわめて深刻な状態に
置かれてきた。しかし近時，わが国でも犯罪被害者の権利確立と支援のための取り組み
が，遅ればせながら進みつつあり，当連合会においても，昨年，第４６回人権擁護大会に
おいて，「犯罪被害者の権利の確立とその総合的支援を求める決議」がなされている。ま
た上述した当連合会の「死刑制度問題に関する提言」は「犯罪被害者・遺族に対する支
援・被害回復・権利の確立等」を，その取り組みを推進する重要な柱として掲げており，
死刑制度問題の観点からも，犯罪被害者の権利の確立は焦眉の問題である。犯罪被害者の
権利の確立と死刑の執行停止，死刑制度の見直し，再検討の課題は，相互に理解し，協力
すべき課題であると思われる。
　　
　死刑制度を考えるとき，犯罪被害者の権利の確立と支援が著しく遅れている現状を看過
することはできず，当連合会は，犯罪被害者の権利の確立と支援について，今後も取り組
む決意である。
　　
　よって，主文のとおり提案する。
 以上
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（3）日弁連死刑執行停止法案（2008 年 3 月 13 日）

死刑制度会の設置及び死刑執行の停止に関する法律案

 2008 年（平成 20 年）3月 13 日　日本弁護士連合会
　（趣旨）
第一条　この法律は，我が国における死刑の制度上及び運用上の問題点にかんがみ，死刑
制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うため，一定期間，死刑確定者に対する
執行を停止するとともに，その間に国会及び政府の取り組むべき課題等を定め，もって
刑事司法制度の改善及び基本的人権の擁護を図ることを目的とする。
　　
　（死刑制度調査会の設置）
第二条　衆議院及び参議院（以下「両議員」と総称する。）は，死刑制度の存廃その他死
刑制度に関する次に掲げる事項についての調査を行うため，各議院に死刑制度調査会を
設ける。
一　死刑制度の運用状況
二　死刑を法定刑とする罪に係る事件（以下「死刑事件」とする。）の量刑の実情
三　死刑事件に関する誤判防止のための刑事司法制度の在り方
四　死刑に直面する者に対する権利保障，死刑確定者の処遇等
五　世界における死刑制度の動向
六　死刑の犯罪抑止及び死刑執行停止期間中の犯罪情勢の推移
七　死刑に代わる最高刑の在り方
八　死刑を法定刑とする犯罪の範囲の適否
　　
　（死刑制度調査会の権限等）
第三条　死刑制度調査会は，前条の調査に関し必要あるときは，国に対し，死刑に関する
情報の開示を求めることができる。
１　死刑制度調査会は，前条の調査のため，公聴会の開催及び参考人の調査を行い，広く
国民の意見を聴取する。
　　
　（報告書の提出）
第四条　死刑制度調査会は，第二条の調査を終えたときは，調査の経過及び結果を記載し
た報告書を作成し，これをそれぞれの議員の議長に提出するものとする。
　　
　（設置期間）
第五条　死刑制度調査会の設置期間は，その設置の日から起算して五年を経過する日まで
とする。
　　
　（委任）
第六条　第二条から前条までに規定するもののほか，死刑制度調査会に関する事項は，両
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議院がそれぞれの規則で定めることができる。
　　
　（死刑に関する情報公開）
第七条　国は，死刑に関する国民的な議論を行い，国会における死刑制度に関する調査に
資するため，死刑に関する情報を公開しなければならない。
　　
　（死刑の執行の停止に関する情報公開）
第八条　法務大臣は，この法律の施行の日から，第五条に規定する死刑制度調査会の設置
期間末日までの間，刑事訴訟法（昭和二三年法律百三十一号）第四百七十五条の規定に
関わらず，死刑の執行を命令してはならない。
　　
　附　則
　この法律は，政令で定める日から施行する。
 以　上
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　　　　　　　　　　　千　本　忠　一（大　　阪）　　　坂　本　文　正（兵 庫 県）
　　　　　　　　　　　前　野　育　三（兵 庫 県）　　　髙　野　嘉　雄（奈　　良）
　　　　　　　　　　　細　井　土　夫（愛 知 県）　　　村　田　武　茂（愛 知 県）
　　　　　　　　　　　出　口　　　勲（金　　沢）　　　本　田　兆　司（広　　島）
　　　　　　　　　　　山　崎　吉　男（福 岡 県）　　　舟　木　友比古（仙　　台）
　　　　　　　　　　　阿　部　　　潔（仙　　台）　　　笹　森　　　学（札　　幌）
　　　　　　　　　　　芝　池　俊　輝（札　　幌）　　　藤　澤　和　裕（徳　　島）
　　　　　　　　　　　常　田　　　学（高　　知）



第 54 回人権擁護大会シンポジウム第 1分科会
基調報告書

私たちは『犯罪』とどう向きあうべきか？
―裁判員裁判を経験して死刑のない社会を構想する―

2011 年 10 月 6 日

編　集　　日本弁護士連合会
　　　　　第 54 回人権擁護大会シンポジウム第 1分科会実行委員会
　　　　　〒 100-0013　東京都千代田区霞が関 1－ 1－ 3
　　　　　電話　　03-3580-9841（代表）
　　　　　FAX　　03-3580-9920

印　刷　　星野精版印刷株式会社
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