
もっと
死刑廃止について

議論してみましょう 

日本弁護士連合会（日弁連）の基本的立場

◆	日弁連は，死刑のない社会が望ましいことを見据え，
	 死刑廃止についての全社会的議論を呼びかけます。

◆	人権を尊重する民主主義社会にとって，
	 犯罪被害者・遺族の支援と死刑のない社会への取組は，
	 いずれも重要な課題です。

◆	政府は，死刑制度についての情報を積極的に国民に開示し，
	 法務省に有識者会議を設置する，国会は委員会を設置するなどして，
	 死刑制度の廃止について全社会的議論を開始するべきです。

	 また，その議論の間は，死刑の執行を停止するべきです。
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はじめに
日本弁護士連合会（日弁連）はこれまで，死刑の問題点を指摘し，政府に対し，死刑の執行

停止を求め，日本政府に死刑廃止を前向きに検討するよう求めた国際人権（自由権）規約委員

会の勧告を誠実に受け止めるよう働きかけてきました。

そして，日弁連は，2011 年 10 月 7 日に開催した第 54 回人権擁護大会において，次のよう

な宣言を採択しました。

罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め，
死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言（抄）

ここに，当連合会は，国に対し，以下のとおりの施策の推進ないし実現を求める。

○		 罪を犯した人の社会復帰の道を完全に閉ざす死刑制度について，直ちに死刑の

廃止について全社会的な議論を開始し，その議論の間，死刑の執行を停止すること。

○		 議論のため死刑執行の基準，手続，方法等死刑制度に関する情報を広く公開する

こと。特に犯罪時20歳未満の少年に対する死刑の適用は，速やかに廃止すること

を検討すること。

○		 死刑廃止についての全社会的議論がなされる間，（裁判員裁判における）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こと。

当連合会は，罪を犯した人も，個人の尊厳と基本的人権が尊重され，社会復帰へ

の道が確保されるよう全力で取り組むとともに，死刑廃止についての全社会的な議

論を直ちに開始することを呼びかけるものである。

このパンフレットは，みなさま一人ひとりに死刑廃止についてお考えいただき，周囲の方と

ご議論いただくために作成しました。

死刑のない社会が望ましいことを見据えての全社会的議論に広がることを強く期待します。
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私たちが目指す社会 
～死刑存廃の議論のあり方

１	 私たちが目指す社会
死刑制度と個人の尊厳を基本理念とする民主主義国家は両立できるのかという理念的な問

題があります。また，かけがえのない生命を奪うというその非人道性のみならず，罪を犯した人

の更生と社会復帰の可能性を完全に奪うという点で他の刑罰と決定的な差があります。さら

に，えん罪という側面からみた場合，死刑が執行されてしまうと，回復が不可能であり，非常に

深刻な問題が生じます。そのため，世界の国々（アメリカ合衆国においては州）は徐々に死刑

を廃止又は停止し始めています。しかし，それぞれの国の政治体制，宗教，人口，民族性などの

国情により「死刑」が存置され，死刑が執行され続けている国々があるのも現実です。

では，日本はどうあるべきでしょうか？

過去に制定された「死刑」を当然のものとして受け入れるのではなく，現在のそして未来の

日本において，本当に死刑を必要とするのか否かについて深く考える必要があります。

２	 死刑存廃問題の議論のあり方
日本では，これまで死刑制度が存置されてきました。国民の大多数が死刑制度を支持してい

るというのが，その最大の論拠とされています。しかしながら，死刑制度についての情報は極め

て少ない状況にあります。そのような状況の中で，国民の大多数が死刑制度を支持していると

いうことを主たる論拠として，死刑制度を存置するという結論を導けるのかについて深く考え

てみる必要があります。ＥＵ諸国をはじめとして，世界の相当数の国では，死刑廃止あるいは

死刑の執行が停止されている状況にあります。その大きな流れの根幹にある背景や事情，考

え方についてもしっかりと把握しておく必要があると思われます。

犯罪とどう向き合うのか，犯罪者の処遇をどうするのか，犯罪被害者・遺族の支援をどのよ

うに充実していくのか，犯罪予防のための研究・実践や社会政策の充実をいかに進めていくの

か，国民全体の法教育をいかに充実化させていくのかなど，死刑存廃の問題は，単に刑罰の種

類の中に「死刑」を存置するのか廃止するのかという問題にとどまらず，社会のあり方や人間

の意識のあり方に深く関わる問題です。

そのため，死刑存廃だけに限定して対立的な議論を行うのではなく，私たちがどのような社

会を創っていくのか，私たちが目指す社会は何かという，社会全体の大きな視点の中で，日本

において「死刑」が本当に必要か否かについて，多種多様な正しい情報を元に考えていただき

たいと思います。
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犯罪被害者・遺族への
支援の充実化

犯罪被害者等基本法の前文には，「近年，様々な犯罪等が跡を絶たず，それらに巻き込まれ

た犯罪被害者等の多くは，これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか，十分な

支援を受けられず，社会において孤立することを余儀なくされてきた。」「犯罪等を抑止し，安

全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた，犯罪被害者等の声に耳を

傾けなければならない。」「犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ，その権利利益の保護が

図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。」と記載されています。

ここで注意しなければならないことは，「犯罪被害者等の声に耳を傾け」「犯罪被害者等の

視点に立った施策を講じ」ることと「死刑のない社会への取組」とは，両方とも重要な課題で

あり，かつ，両立し得る課題だということです。

確かに，死刑が国の制度として存在する前提に立てば，被告人に極刑としての死刑を望む

被害者のご遺族が相当数おられるのは事実です。

しかし，被害者のご遺族の強い処罰感情に報いるために死刑執行が必要と言えるか否かに

ついては様々な意見があります。

重要かつ緊急な課題は，死刑制度があるかないかにかかわらず，一日も早く，犯罪被害者・

遺族に対する精神的・社会的・経済的支援を充実させることにあります。

ＥＵ諸国では，犯罪被害者・遺族を手厚く支援し，かつ死刑を廃止しています。人権を尊重

する民主主義社会にとって，犯罪被害者・遺族の支援と死刑のない社会への取組はいずれも

重要な課題なのであり，日本にとっても同様なはずです。国家レベルで犯罪被害者・遺族の支

援の充実化を図り，かつ，死刑制度のないノルウェーでは，2011 年 7 月に 77 人が死亡する

悲惨な連続テロ事件が起きましたが，遺族をはじめ世論は被告人の死刑を求めず，ストルテン

ベルグ首相は「被告は爆弾と銃弾でノルウェーを変えようとしたが，国民は寛容な価値観を

守った。犯罪者は失敗し，私たちが勝った。」と語りました。

日本においても，犯罪被害者・遺族への支援（精神的・社会的・経済的支援）を充実化させ，

同時に，いかなる凶悪犯罪者に対しても，その犯罪の非人道性に惑わされず，国家と国民が

「人間の尊厳」を共有できる共生社会を創ることができるのではないでしょうか。



5

死刑はかけがえのない生命を奪う
非人道的な刑罰です

憲法 13 条は，「すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する

国民の権利については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重

を必要とする。」と定めています。死刑は，この生命に対する権利を奪うものであり，その過酷

さと取り返しのつかないことにおいて他の刑罰とは質的に異なる刑罰です。そして，憲法 36

条は，「公務員による拷問及び残虐な刑罰は，絶対にこれを禁ずる。」と定めています。

かけがえのない生命を奪う死刑は，いかなる方法であれ「残虐な刑罰」ではないでしょうか。

最高裁判所は，1948 年 3 月 12 日の判決で，死刑制度が一般に直ちに残虐な刑罰に該当す

るとは考えられない，として死刑制度は合憲としましたが，補充意見の中で，「国家の文化が

高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し，公共の福祉のために死刑の威
い

嚇
かく

による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば，死刑もまた残虐な刑罰として国

民感情により否定されるにちがいない。」と述べています。

この判決が出された当時，死刑廃止国は 8 か国に過ぎませんでした（1950 年）。

しかし，それから 60 年以上が経過し，死刑を巡る国際情勢は大きく変化しました。現在で

は，世界の 3 分の 2 以上の国（140 か国）が死刑を廃止又は停止しています。「国家の文化が

高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し，公共の福祉のために死刑の威

嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達した」と言えるのではないでしょうか。
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現行の死刑確定者に対する
処遇や絞首刑も非人道的です

死刑確定者は，拘置所において，他の死刑確定者との交流もなく，「心情の安定」を理由に

家族と弁護士以外とは面会も手紙も許されず，昼も夜も誰とも接触できないように一人きり

にされるという生活を送らされています。そして，死刑の執行は事前には知らされず，当日の

朝，突然執行が告げられるのです。

日本における死刑執行は，

地下絞架式です。右図の左側

で絞首刑が執行されます。右

側には，それを見ている人た

ちがいます。上の方で見てい

る人は，拘置所長や検察官で，

死刑の執行状況を確認して

いるのです。下の方で見てい

る人は，刑務官や医師です。

首にはロープが架けられています。足の下の踏み板が

開き，落下し，自分の体重がかかり，ロープで首が絞めら

れることで呼吸ができず，脳に血が流れなくなり，死に至

るとされています。しかし，ロープの長さや体重によって

は，首が引きちぎれたり，落下してから絶命するまで 15 分

以上も苦しみ続ける事例があることが指摘されています。

2010 年に一部の報道機関に公開された東京拘置所の刑場
（代表撮影／毎日新聞社提供）

（イラストは視察者の話に基づいて
作成したため，実際の刑場とは異
なる点がある可能性があります）
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無実の人を死刑執行してしまったら，
取り返しがつきません

１	 刑事裁判から誤判をなくすことはできません
裁判は人間が行っています。犯罪捜査や裁判のシステムも完全なものではありません。裁判

の誤りをゼロにすることはできないのです。

無期懲役・死刑判決を受けて再審で無罪とされた事件

事件名 判 決 逮 捕 再審無罪 逮捕から再審無罪までの期間

免田事件 死 刑 1949 年 1983 年 　34年間

財田川事件 死 刑 1950 年 1984 年 　34年間

島田事件 死 刑 1954 年 1989 年 　35年間

松山事件 死 刑 1955 年 1984 年 　29年間

足利事件 無期懲役 1991 年 2010 年 　19年間

布川事件 無期懲役 1967 年 2011 年 　44年間

東電ＯＬ殺人事件 無期懲役 1997 年 2012 年 　15年間

現在もえん罪が強く疑われている死刑事件があります。名張毒ぶどう酒事件では，第一審は

無罪を言い渡し，死刑判決の確定後，いったん再審開始が決定された経緯があります。袴田事

件では，2014 年 3 月に静岡地方裁判所において再審開始決定がなされ，その中で捜査機関に

よる証拠のねつ造の疑いが指摘されました。飯塚事件では，有罪の根拠となったＤＮＡ鑑定

の改ざんの可能性が指摘されています。

２	 死刑判決の誤判・えん罪は取り返しがつきません
再審で無罪判決を勝ち取ることは極めて困難である上，大変な時間がかかります。そして，

えん罪を明らかにして再審無罪となる前に死刑が執行されて生命を失う危険もあるのです。

飯塚事件では，既に死刑が執行されており，仮に再審で無罪となっても失われた命を取り

戻すことはできません。袴田事件では，死刑執行前に再審開始決定がされましたが，袴田巖氏は，

第一審の死刑判決から 46 年もの間，いつ死刑を執行されるかという恐怖の中で拘禁され続

けた結果，心身に支障を来しています。死刑判決の誤判・えん罪は，他の刑の誤判とは明らか

に異なり，取り返しはつかないのです。
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さらに一歩！
あなたが無実の罪で
死刑を宣告されたら？

誤判・えん罪の危険性を完全になくすことができないこと，そして，誤判・えん罪により無実

の人が生命を奪われることがあってはならないことに異論を唱える人はいません。

死刑制度の存置は，誤判・えん罪により無実の人の生命を奪う可能性を容認することにつ

ながりかねず，無実の人が生命を奪われることがあってはならないとの考え方に矛盾するもの

です。

それでも死刑制度の存置が主張されるのはなぜでしょうか？

この点について，「誤判・えん罪の危険性は死刑求刑事件に限らないことから死刑という

刑罰だけを廃止することはできない」，「誤判・えん罪の危険性が全くない犯罪について死刑

に処しないと罪と刑の均衡を失する」，「死刑という峻
しゅん

厳
げん

な刑罰をもってこそ正義に資する」，

「被害者遺族を癒すためには死刑しかない」などと言われます。これらは，誤判・えん罪の危険

性の観点を一般論として認めつつも，犯罪抑止，社会感情，被害者・遺族の感情など別の観点

から死刑制度の存置を主張するものです。

しかし，もしもあなたが事実無根の罪で逮捕され，死刑を宣告されたとしたら，このような理

由で，死刑制度はしかたがないものとして死刑の宣告や執行を甘受できるでしょうか？

他の刑罰と異なり，仮に死刑が執行されれば，生命を奪われたあなたは自分自身で潔白を

晴らすことはできませんし，仮に遺族らにより再審で無実を証明できても取り返しはつきませ

ん。また，仮に執行がされていなくても，予告もなくある日突然に死刑が執行されるという恐

怖の下で日々を過ごさなければならず，その精神的苦痛は他の刑罰での誤判・えん罪とは質

的に異なる想像を絶するものです。

そのため，死刑は，他の刑罰と比べて，よりいっそう誤判・えん罪の危険性を無視ないし軽

視することは許されないのです。
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死刑に関する情報公開が必要です
１	 情報公開が必要な理由

政府は，死刑制度やその運用状況について多くを明らかにしていません。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ている状

態です。

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，①死刑制度について全社会的

議論を行う前提として，②裁判員裁判の導入により，一般市民が裁判員として死刑判決に関

与する可能性がある以上，正しい量刑判断がなされるために必要不可欠です。また，③究極の

刑罰である死刑が法律の規定に従い，適正に行われているかを監視するためにも情報開示は

不可欠と言えます。

２	 情報公開の現状は極めて不十分です
政府は，年度ごとに作成する統計資料によって，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

けてきました。1998 年 11 月以降，法務省は，死刑執行の事実と被執行者数についてのみ公表

するようになり，2007 年 12 月以降は，被執行者の氏名，生年月日，犯罪事実及び執行場所に

ついて公表するようになりましたが，それ以外の情報については，依然として明らかにしません。

2010 年 8 月には，一部の報道機関に対して，東京拘置所の刑場が公開されましたが，死刑

制度に関する全社会的議論を行う上では不十分と言うほかないものでした。

３	 世論調査の前提として
政府は，内閣府が行った世論調査の結果から「大多数の国民が死刑制度の存続を支持して

いる」として，死刑制度を正当化しています。この世論調査については，設問が死刑存置へと誘

導するものである等の批判がなされていますが，たとえ世論調査が適正に実施されたとしても，

死刑の是非を判断するために必要な情報を提供しないままであれば，そのような世論調査の結

果は説得力に乏しいと言わざるをえません。

４	 開示されるべき情報
死刑制度に関わる情報は，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様々です。す

べてを無条件に開示すべきか否かの検討は必要ですが，政府は，死刑制度について国民が議論

を行えるようにするため，また，裁判員裁判が導入された今，可及的に，かつ，積極的に情報を

開示すべきです。2014 年 2 月には，裁判員経験者から法務大臣に対して死刑執行の停止と死

刑に関する情報公開を求める要請書が提出されています。
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死刑廃止は，
国際社会の大きな流れです

１	 世界の3分の2以上の国は，死刑を廃止・停止しています
2013 年 12 月末現在の死刑廃止国（10 年以上死刑を執行していない事実上の廃止国 35 か

国を含む）は 140 か国（世界全体の 71％）にのぼります。

それに対し，死刑存置国は 58 か国で，そのうち 2013 年に死刑を執行した国は 22 か国に

すぎません。

また，ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟国（34 か国）のうち，死刑制度を存置している国は

日本，韓国，アメリカ合衆国の 3 か国のみです。しかし，韓国は死刑の執行を 16 年以上停止

している事実上の廃止国であり，また，アメリカ合衆国においても，死刑を廃止する州は毎年

のように増加し，2014 年 10 月現在，18 州が死刑を廃止しています。なお，2013 年に死刑を

執行した州は，死刑制度を存置する 32 州のうち 9 州にとどまっています。

このように，死刑の廃止は世界の大きな流れであり，日本は国際社会において数少ない存置

国の一つなのです。

■ 赤 ： 死刑存置国（ただし，アメリカ合衆国のうち 18 州では死刑は廃止されている（死刑を廃止したアラ
スカ州は白色としている））

■ 白 ：法律上死刑を廃止した国
■ 薄黄 ：事実上の死刑廃止国

（アムネスティ・インターナショナルの情報に基づき作成）
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２	 国連は，死刑執行停止を求め続けています
ほんの 20 年前までは，死刑存置国の方が多い状態でした。しかし，国連などが死刑執行停

止を求め続けるなか，死刑廃止・執行停止国は増え続けています。

1948 年 世界人権宣言「すべて人は生命に対する権利を有する」

1989 年 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〕
（2014 年 10 月現在 81 か国締約，日本は未締約）

1997 年以降，
毎年

国連人権委員会（2006 年国連人権理事会に改組）
「死刑廃止に関する決議」

2007，2008，
2010，2012年

国連総会本会議
死刑存置国に対し死刑執行停止を求める決議

３	 日本は国連から，死刑廃止についての勧告を受け続けています
1993年，
1998年

国際人権（自由権）規約委員会
「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自由権規約に反するとしてその改善」を求める勧告。

2007年 国連拷問禁止委員会　
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表明。

2008年 国際人権（自由権）規約委員会
「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」と勧告。

2013年 国連拷問禁止委員会
死刑制度を廃止する可能性についても考慮するよう勧告。

2014年 国際人権（自由権）規約委員会
「死刑の廃止を十分に考慮すること」「死刑の廃止を目指して規約の第二選択
議定書（死刑廃止条約）への加入を考慮すること」などを勧告。

1	   3	   3	   3	   6	   6	   8	   8	   8	   8	  
13	  

23	  

46	  

75	  
86	  87	  

91	  92	  95	  
96	  96	  97	  98	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

18
63

	  
18

80
	  

18
90

	  
19

00
	  

19
10

	  
19

20
	  

19
30

	  
19

40
	  

19
50

	  
19

60
	  

19
70

	  
19

80
	  

19
90

	  
20

00
	  

20
05

	  
20

06
	  

20
07

	  
20

08
	  

20
09

	  
20

10
	  

20
11

	  
20

12
	  

20
13

	  

死刑廃止（全廃）国数の推移	
死刑廃止（全廃）国数の推移

（アムネスティ・インターナショナルの情報に基づき作成）



12

死刑の犯罪抑止力は，
証明されていません
１	 凶悪犯罪は，減り続けています

テレビや新聞で殺人事件などのニュースを見ていると，あたかも凶悪な犯罪が増えている

かのように感じることと思います。ところが，犯罪白書などの統計を見ると，実際には，殺人事

件，強盗致死事件などの凶悪犯罪は，減り続けているのです。

２	 死刑の犯罪抑止力は，証明されていません
死刑を廃止すると凶悪・残忍な犯罪が増加するのでしょうか？

死刑に他の刑罰（例えば終身刑など）に比べて，とくに犯罪の抑止力があるという証拠はあ

りません。アメリカ合衆国では死刑廃止州よりも存置州の方が殺人事件の発生率が高いとい

うデータがあります。日本では死刑になりたいという動機で「無差別殺人」を起こしたとされる

事件もあります。

犯罪の抑止は，犯罪原因の研究と予防対策を総合的・科学的に行うことによって進めてい

くべきです。

殺人事件，強盗致死事件の認知件数の推移

（「平成 25 年版 犯罪白書」掲載データに基づき作成）
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世論と死刑廃止

死刑を容認される方々は，内閣府が 2009 年 12 月に実施した「基本的法制度に関する世論

調査」では「場合によっては死刑もやむを得ない」との回答が 85.6％にのぼっていることを引

用されます。

しかし，このような世論調査の結果から直ちに死刑制度を存続させるべきだと結論づけるの

は適切ではありません。

１	 世論調査の信頼性の問題
引用した内閣府の世論調査で「場合によっては死刑もやむを得ない」と回答した人のうち

34.2％が「状況が変われば，将来的には，死刑を廃止してもよい」と回答しています。この回答

をした人はむしろ死刑廃止を肯定していることを踏まえて分析すると，死刑制度を支持してい

る人の割合は約 56％となるのです（0.856 ×（1−0.342））。また，そもそも世論調査の回収率

が低いことから，信頼性に問題があるという指摘もあります。

２	 世論調査で決める問題ではありません
そもそも，死刑は生命を剥奪する刑罰であり，国家刑罰権に基づく重大かつ深刻な人権侵

害であることに目を向けなければなりません。

フランスをはじめ世界の死刑廃止国の多くも世論調査の多数を待たずに死刑の廃止に踏み

切っています。

死刑廃止年 死刑支持率（調査年）

英国 1969 年（1965 年に執行停止） 81％（1962 年）

フランス 1981 年 62％（1981 年）

フィリピン 2006 年（2000 年に執行停止） 80％（1999 年）

これは，各国政府が，犯罪者といえども生命を奪うことは人権尊重の観点から許されないと

の決意から廃止に踏み切ったことを示すものであり，基本的人権の尊重を国の基本理念とす

る国家にあっては，国民世論をその方向に導いていくという決意の表れであると評価できるも

のです。
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死刑執行の停止が必要です

今すぐに死刑を廃止することはできないとしても，死刑のない社会が望ましいことを見据え，

死刑廃止について検討するため，全社会的議論を開始し，その間，死刑の執行を停止すること

が必要です。

１	 国際社会からの要請
国連拷問禁止委員会は，2007 年 5 月，日本政府に対し，「死刑の執行をすみやかに停止」す

ることを勧告しました。国連総会でも，2007，2008，2010，2012 年の 4 回にわたり，死刑存置

国に対して死刑執行の停止を求める決議を採択しています。このような国際社会からの強い

要請からしても，死刑の執行は停止されなければならないのです。

２	 法務大臣に死刑執行の法的・政治的義務はありません
これに対し，刑事訴訟法 475 条の 1 項に「死刑の執行は，法務大臣の命令による。」，2 項に

「前項の命令は，判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。」と定められてい

ることを根拠に，法務大臣には死刑の執行を命令する義務があるとする見解があります。しか

し，この規定は，死刑が生命を奪うという重大な刑であることから，死刑執行の可否を，法務

行政の専門家であり，法務行政の長である法務大臣の裁量に委ねたものと考えるべきです。し

たがって，法務大臣は，法務を巡る行政的・政治的・人道的な観点を総合して死刑執行の可

否を決定すべきであり，執行を機械的に命令することは許されないのです。

また，最近では，平均すれば，判決の確定後約 4 年で死刑が執行されており，確定後 6 か月

以内に執行された例はありません。裁判所においても，「六箇月」という期間は法務大臣に対

する訓示規定であり強制力はないものと判断しています（東京地方裁判所平成 10 年 3 月 20

日判決）。

法務大臣には，死刑の執行を命令する義務が法律的にも政治的にもないことは明らかです。

３	 死刑制度の存廃について検討する組織の立ち上げを！
死刑のない社会が望ましいことを見据えて全社会的議論をするためには，死刑制度について

根本的に検討する特別な組織を早急に立ち上げることが必要です。日弁連は，法務省に「有識

者会議」を設置することを提案していますが，ほかに衆参両議院に「特別委員会」を設置するこ

となどが考えられます。このような組織が，国民に情報公開をしつつ日本の死刑制度の全面的

な検証を行い，国民とともに死刑制度の存廃について根本的な議論をするべきで，その間，死

刑の執行は停止されるべきです。
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死刑に代わる最高刑の
検討が必要です

１	 諸外国の最高刑
死刑を廃止したＥＵ諸国においても廃止後の最高刑は様々です。

英国「終身刑」
一定の最低拘禁期間（タリフ）を経過した後に仮釈放申請が可能となるが，タ
リフなしの仮釈放が事実上不可能な終身刑もある（ただし，後者については，
2013 年 7 月，欧州人権裁判所により欧州人権条約に違反すると判断された。）。
フランス「無期刑」
仮釈放を許さない「保安期間」は最長で 30 年。
ドイツ「終身刑」 
15 年の服役により残刑の執行停止（仮釈放）があり得る。
オランダ「終身刑」
終身刑には仮釈放がなく，仮釈放のためには恩赦が必要。

２	 死刑に代わる最高刑の議論
死刑に代わる最高刑として，現行法の無期刑（法律上，10 年を経過すれば仮釈放が可能）と

は別に，仮釈放のない終身刑についても議論がなされるべきです。

仮釈放のない終身刑は，受刑者の人間性を破壊する残酷な刑罰であるとの理由から死刑存

置を主張される方々もいます。

しかし，収容環境や恩赦制度を整備することで人間性の破壊は回避することが可能である

という意見もあります。

また，終身刑は人間性を破壊する残酷な刑罰

なので，「終身刑」ではなく「死刑」を存置させる

べきとの考え方は，命の尊さを軽んじる意見で

はないでしょうか。
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私たちの社会のあり方
～尊厳ある共生社会～

１	 犯罪とどう向き合うべきか
生まれたときから犯罪者である人はいません。

犯罪者となってしまった人たちの多くは，家庭，経済，教育，地域などにおける様々な環境

や差別が犯罪に至る一因になっていることが明らかになっています。そして，このような環境

や差別から自力で抜け出すことが困難な社会になってしまっていることも事実です。それにも

かかわらず，恵まれない環境や差別を受けている人すべてが犯罪者にはなっていないことを理

由に，犯罪に至った人を単に厳罰に処することが，そして，究極的には「死刑」という処断によ

って社会から完全に排除することが，本当に適正・公正な社会と言えるのでしょうか？

２	 私たちの社会のあり方
死刑存廃については様々な国内的・国際的な問題が存在し，また，容易に決められるもので

はありません。

しかし，今ある死刑制度についての問題点に目を背け，思考を停止することは，民主主義国

家の国民としての義務を放棄することにならないでしょうか。他方，死刑の是非のみの議論に

終始して非難をし合っても何も生まれません。

私たちは，今ある社会のためにも，また，後世のためにも，日本の社会をより良き社会にする

義務があるはずです。

たゆみなく考えること，そして，社会をより良き社会にしていく意識を持つことが大事であ

り，その思考や意識から，国民が，社会が，国家が，何をすべきかが見えてくるものと確信して

います。

そして，私たちの社会のあり方は，いか

なる犯罪者であっても私たちの国家は人

を殺さないという「強さ」と犯罪被害者・

遺族への総合的な支援を含めた社会福祉

を充実化させる「優しさ」を合わせ持つ真

の共生社会であるべきではないでしょうか。

死刑廃止についてもっと議論してみましょう（発行年月 2014年11月）
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