?
?

死刑制度は、決して他人事ではありません。
裁判員裁判が始まり、市民のみなさんの多くが刑事裁判に関わるようになりました。
もしかしたら、
「死刑」
の判断を迫られるかもしれません。
また、
もしかしたら、
あなたがえん罪によって死刑になる可能性も皆無ではありません。

死刑を廃止する理由は、主に以下の3点にあります。
日弁連が2016年10月7日に採択した
「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」
で
は、死刑を廃止する理由として主に以下の3点を挙げています。

・生命の尊重
死刑は、生命を剥奪するという刑罰であり、国家による重大かつ深刻な人権侵害です。

・誤判・えん罪の危険
人が行う以上、誤判・えん罪を否定することはできません。
誤判・えん罪での死刑は取り返しがつきません。

・人は変わりうる
目指すべきは
「人は変わりうる」
との考え方に立った寛容と共生の社会です。
しかし、死刑は、罪を犯し
た人の更生と社会復帰の可能性を奪ってしまいます。

死刑廃止の問題は、刑罰だけの問題ではありません。
死刑廃止は、国内における刑罰の問題にとどまらず、死刑の廃止のあらゆる措置が、世界において、生
命に対する権利の享受、人間の尊厳の向上、人権の漸進的発展に寄与するという国際的な問題と考え
られています。

Column
世界の死刑廃止状況
2019年12月現在、法律上の死刑廃止国（114か国）
と10年以上死刑執行をしていない事実上の死刑廃止国（28か
国）
を合わせると、世界の142か国では死刑がなく、死刑存置国は56か国にすぎません。
我が国を含む先進国グループであるOECD（経済協力開発機構）加盟国（37か国）
のうち、死刑を存置しているのは、
日本・韓国・米国の3か国だけです。
ところが、韓国は20年以上死刑執行をしていない事実上の死刑廃止国です。
また、
米国は2020年12月時点で22州が死刑を廃止し3州が死刑執行モラトリアム
（事実上の死刑廃止）
を宣言していま
す
（アムネスティ・インターナショナル）。
すなわち、半数の25州が法律上または事実上の死刑廃止に至っています。
2

分布図1

2019年末時点の死刑廃止国･存置国(アメリカは州）
参考：アムネスティ・インターナショナル日本

死刑廃止国
死刑停止国
死刑存置国
死刑存置州
アメリカ 死刑停止州
死刑廃止州

分布図2

2019年の死刑執行国(アメリカは州)
参考：アムネスティ・インターナショナル日本

死刑執行国
死刑執行州

アラバマ、
フロリダ、
ジョージア、
テキサス、
サウスダコタ、
テネシー、
ミズーリ

死刑執行国と執行方法
致死薬注射･電気椅子
致死薬注射･銃殺
斬首
銃殺
致死薬注射
絞首

2019年における死刑執行国は20か国

アメリカ合衆国
中国
サウジアラビア
ベラルーシ、北朝鮮、
ソマリア、
イエメン、
バーレーン
ベトナム
バングラデシュ、
シリア、
ボツアナ、
エジプト、
イラン、
イラク、
南スーダン、
スーダン、
パキスタン、
シンガポール、
日本
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Q
A
Q
A

なぜ、国連は全ての国に死刑廃止へ向かうことを
求めているのですか？
死刑の廃止が、人間の尊厳の向上と人権の漸進的発展に寄与する
こと、
また、死刑の廃止のあらゆる措置が生命に対する権利の享受
における前進と考えられているからです。

国際社会は、国連の求めに応じているのですか？

多くの国では過去において死刑がありました。
しかし、現在では、7割以上の国が法律
上又は事実上、死刑を廃止しており、2019年12月時点で88か国が死刑廃止条約
（市民的及び政治的権利に関する国際規約（国際人権自由権規約）
の第二選択議定
書）
を批准しています。

Q
A

日本は、国連の求めに応じているのですか？
日本は、国連総会や国連関連機関の死刑廃止に向けた決議や勧告に応じていません。
国際社会の中で、毎年継続して死刑を執行している国は十数か国にすぎませんが、
日
本はその十数か国の一国です。

Column
国連とは（国連広報局ニューヨーク）
国連は、世界の平和と社会の発展のために協力することを誓った独立国家が集まってできた機関です。1945
年10月24日に正式に発足し、2020年3月時点で193か国が国連に加盟しています。
また、国連加盟国は国連
憲章の目的と原則を受け入れることになっています。
国連には次の4つの重要な目的があります。
1 全世界の平和を守ること
2 各国間の友好関係を発展させること
3 貧しい人々の生活を向上させ、飢えと病気と非識字を克服し、互いの権利と自由の尊重を促進するために共
同で努力すること
4 各国がこれらの目的を達成できるように助けるために中心的役割を果たすこと

国連総会決議
国連総会は、2007年、2008年、2010年、2012年、2014年、2016年、2018年、2020年（計8回）
に、死刑
廃止を視野に入れた死刑執行停止を求める決議案を賛成多数で採択し、国連加盟国の中で死刑を存置してい
る国に対して死刑廃止に向けた行動を求めています。
（アムネスティ・インターナショナル）

国際人権（自由権）規約委員会の勧告（2008年、2014年）
「自由権規約締約国は、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。」
「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）
への加入を検討すること。」
6

Q
A
Q
A
Q
A
Q
A

日本政府は、国際社会に対し、死刑を廃止せず執行している
ことについて、何か説明しているのですか？
はい。
日本政府は、国連人権理事会のUPR（普遍的定期的審査）
において、死刑を廃止しない
理由を説明しています。

どのような説明をしているのですか？
日本政府は
「死刑制度については、国民の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑も
やむを得ないと考えており、特別に議論の場所を設けることは現在のところ考えていない。」
と説明しています。

日本政府は何を根拠に「国民の多数」と言っているのですか？
2019年11月の内閣府世論調査において、80.8％が
「死刑もやむを得ない」
との結果が出た
ことを根拠にしているようです。

死刑廃止について国会の議論が必要なのですか？

死刑の有無は刑罰制度の基本的な法制度の問題となります。
そして、
日本は、国際協調主義
（日本国憲法前文、第98条）
を標榜し、国際社会から再三にわたって死刑廃止に向けての行
動を求められていることから、
また、誤判冤罪で死刑判決を受けた者が再審無罪になった事
例が多数生じたことから、死刑廃止を含む刑罰制度改革について国会で議論を行い、法改
正を行う必要があります
（日弁連第59回人権擁護大会宣言）。

Column
UPRとは
国連人権理事会の設立に伴い創設された仕組みで、国連加盟国が相互に定期的に人権保障状況を審査しま
す
（普遍的定期的審査）。
日本は、
このUPRにおいて、死刑廃止に向けた勧告を受けていますが、
「国民の多数
が死刑もやむを得ないと考えている」
ことを理由に死刑の存置・執行を正当化しようとしています。

日本国憲法「前文」（抜粋）
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を
愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めた
いと思ふ。
われらは、
いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則
は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の
責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓
ふ。
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Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A

日本には、本当に、誤判・えん罪によって
無実の人が死刑判決を受けているの？
1980年代に死刑確定囚に対する4つの再審無罪判決が出されました。
また、
2014年に死刑確定者に対する再審開始決定が出されました。

誤判・えん罪が起きるのはなぜですか？
裁判官が、予断偏見などのために証拠の判断を間違えるおそれは常にあります。死刑に限らな
ければ、例年数件の再審無罪判決が出ているのです。
また、捜査機関が虚偽自白を押し付け、証
拠を隠蔽・ねつ造したケースもあります。

捜査機関による自白強要や証拠の隠蔽・ねつ造は
過去の話ではないのですか？
大阪地検特捜部によって証拠がねつ造された郵便不正事件（2009年）、無実の人が虚偽自白を
強要されたPC遠隔操作事件（2012年）
など、最近でも証拠の隠蔽・ねつ造、
自白強要は繰り返
されています。

誤判・えん罪があっても、再審で救済すればよいのでは？
死刑が執行されてしまえば、
その後に再審で無罪となっても奪われた生命は取り返せません。
再審
請求中に死刑が執行されたケースもあります。
結局、
死刑制度は、
誤った死刑執行のリスクを受け入
れなければ維持できないのです。

現行犯のように誤判・えん罪の可能性がない事件なら死刑にしても
いいのではないですか？
現行犯のように誤判・えん罪の可能性がない事件もあるとは思いますが、
日本では多くの事件に
ついて誤判が明らかになっています。制度としての死刑を残す限り、誤判による死刑の執行は避
けられないのです。
また、現行犯だとしても、責任能力の問題や量刑の問題もあり、
これらの点に
ついての誤判もあり得るのですから、
「死刑にしてもいい」
とは言えません。

Column
再審事件
1 死刑確定囚に対する再審無罪判決・再審開始決定・日弁連支援再審事件
無罪判決：免田事件、財田川事件、島田事件、松山事件
再審開始決定：袴田事件（但し、高裁で原決定取消、最高裁で特別抗告中）
再審支援事件：名張事件、
マルヨ無線事件、鶴見事件、難波ビデオ店放火殺人事件
2 生命侵害犯であるものの死刑以外の無期懲役・有期懲役確定囚に対する再審無罪判決・再審開始決定
（日弁連が支援して、2005年以降に再審開始決定が出された事件）
足利事件、布川事件、東住吉事件、東電ＯＬ殺人事件、松橋事件、湖東事件、
日野町事件
大崎事件（最高裁で再審開始決定を取消）
3 死刑が既に執行されているが再審手続を行っている事件、又は検討している事件
飯塚事件、菊池事件、福岡事件
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Q
A

日本の世論はどうなっているの？
直近の日本政府による内閣府世論調査（2019年11月実施）
によれば、
次のとおりとなっています。
（有効回収数1572人）
質問事項

回答票

Q
A
Q
A

死刑制度に関して、
このような意見がありますが、
あなたはどちらの意見に賛成ですか。
死刑もやむを得ない
死刑は廃止すべき

わからない・一概にいえない

80.8%（1270人）
9.0%（142人）
10.2%（160人）

世論調査の多数が「死刑もやむを得ない」との意見を支持しているので
あれば、それに従うのが民主主義だと思いますが、違うのですか？
世論調査の結果は民主主義の要素ではあっても全てではありません。国民を主権者と
し、議会制民主主義を採用している日本では、国民の代表者が、世論だけでなく様々な
形の民意を汲み取り、国会で議論を十分に行い、国政を決定します。国の基本法制度を
世論調査の結果だけで決める民主主義国家はありません。

世論の多数は、死刑の廃止に反対しているのですか？

いいえ。必ずしもそうとは言いきれません。
「死刑もやむを得ない」
の意見に賛成した人
（1270人）
には次の追加質問（SQ）
がされ、現在も将来も死刑廃止に反対する人は全
体（1572人）
のうちの約44％と半数を切っています。
質問事項

回答票

将来も死刑を廃止しない方がよいと思いますか、
それとも、状況が変わ
れば、将来的には、死刑を廃止してもよいと思いますか。
（有効回収数：1270人）
将来も廃止しない

将来的には廃止してもよい

わからない・一概にいえない

54.4%（691人）
39.9%（507人）
5.7%（72人）

現在も将来も死刑廃止に反対する人とそれ以外の人の割合
現在も将来も死刑廃止に反対

現在または将来、死刑廃止に賛成

わからない・一概にいえない
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44.0%（691人）
41.3%（142人＋507人）
14.8%（160人＋72人）

Q
A
Q
A
Q
A
Q
A

死刑を廃止した多くの国では、世論はどうなっていたの？
死刑廃止を実現したとき、世論の過半数は死刑廃止に反対でした。
死刑廃止は人権の問題（特に生命権の問題）
であり多数決で決めるべきものではありません。
そのため、世論というある種の社会
死刑支持率（調査年）
死刑廃止年
感情に迎合するのではなく、人権重
イギリス
81％（1962年）
1969年
視の政治的リーダーシップが発揮
フランス
62％（1981年）
1981年
される必要があります。
フィリピン
80％（1999年）
2006年

なぜ、世論の意識と政治的決断がずれるのですか？
国民に必要な情報が与えられていないことも大きな要因です。
凶悪な事件が発生したとき、事件当時のマスコミ情報はあるものの、被害者遺族の被害回復
や支援、同種事件の犯罪予防（例えば、
ストーカー殺人の予防など）、犯罪者の処遇（判決と施
設内処遇）、社会復帰後の更生などについて、
ほとんど意識されることがなく具体的な情報も
極めて限られたものです。
そのため、事件当時に一過性の処罰感情・正義感を吹き出す機会し
かなく、社会全体の制度をどうするかという議論へと繋がっていません。

それでは、どうすればいいのですか？
死刑制度は国の重要な刑罰制度であり、社会保障・税金・防衛などの問題と同様に、必要な情
報を国民に開示して国会で議論を行う必要があります。

「死刑もやむを得ない」という意見に賛成の理由はどのようなことなのですか？
参考として内閣府世論調査（2019年11月実施）
の質問事項・回答票を挙げます。
質問事項

回答票

Q
A

「死刑もやむを得ない」
という意見に賛成の理由は
どのようなことですか。
ア
イ
ウ
エ

凶悪な犯罪は命をもって償うべきだ
死刑を廃止すれば、
被害を受けた人やその家族の気持ちがおさまらない
死刑を廃止すれば、
凶悪な犯罪が増える
凶悪な犯罪を犯す人は生かしておくと、
また同じような犯罪を犯す危険がある

ア〜エを見ると、やっぱり死刑は必要ではないかと思うのですが？
歴史を振り返ると、
ほとんどの国では過去に死刑が当然のようにあったため、感覚や感情とし
て、上記ア〜エに違和感を覚えないのも自然かもしれません。
それが、
「死刑もやむを得ない」
に賛成する人が80.8％となる理由かもしれません。
しかし、
アは刑罰の目的や国連の理念に関する事柄です。
イは被害者・遺族支援の問題であり、
本来は刑罰の問題とは別の政策の問題です。
ウは犯罪抑止の問題ですが、死刑という威嚇で
はなく科学的合理的な犯罪抑止政策の研究と実施が問題になります。
エは再犯防止の問題で
あり、死刑廃止国でも様々な工夫と変化があります。
死刑は、生命を剥奪する刑罰であること、誤判冤罪により無実の者の生命を剥奪する危険が
あること、
そして、国連が死刑廃止に向かうことを求めている理由・目的も含めて、上記ア〜エ
について十分な議論を国会で尽くせるようにする必要があります。
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Q
A
Q
A

死刑を望む遺族の声に応えるべきではないですか？
被害者遺族の多くが、加害者の死による償いを求める気持ちを持たれることは自然なことで
す。
しかし、刑罰の役割は、被害者や被害者遺族の気持ちに応えることだけではなく、社会全
体にとってどのような刑罰が望ましいかという観点で、
その在り方を考える必要があります。
日
本でも、多くの諸外国でも、人を殺した人を必ず死刑にするような刑罰制度は採られていませ
ん。被害者遺族に対する支援・援助は、死刑制度の問題とは別個に、
より一層充実させていく
べきです。

被害者・遺族の方々にとって何が必要なのでしょうか？
加害者に対する刑罰と、
被害者遺族が受けた被害の回復とは別のものです。
遺族に対しては経
済的支援や精神的支援などの様々な支援が不可欠です。
現時点で行われている経済的補償は
不十分で、
補償の対象や補償金額の見直しを含めて抜本的に改善する必要があります。
精神的
支援のためのカウンセリングや、
犯罪被害者をメディアスクラムから守ったり、
あらゆる被害者
支援の手続において代理人弁護士をより頼みやすくする支援も必要です。

Column
殺人認知件数と死刑確定者数
年次
（西暦） 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
殺人認知件数
※未遂を含む

死亡被害者数
死刑確定者数

1309 1199 1301 1095 1068 1052 1032 938 1054 933 895 920

915 950

363 362 306

334 319

619 574 654 506 465 442 429 370 395
21

23

10

17

9

23

9

8

6

4

3

3

4

5

事件発覚から刑事裁判確定までのタイムラグを考慮しても、死刑確定者は生命を奪う犯罪の認知件数及び被害者数と
比較してごく僅かです。

死刑廃止国の被害者支援制度
ＥＵは、2012年、
全ての犯罪被害者が、
適切な保護及び支援を受けられること、
刑事手続に参加できること、
丁
寧に思いやりをもって専門的に扱われるべきことを認めるなど、
犯罪被害者の具体的な権利を定めました。
そして、一例として、
ノルウェーでは
「暴力犯罪補償庁」
があり、被害者への補償、専門性の高い職員が被害者の
具体的支援を行っています。
また、加害者に対して補償金の求償や回収をする
「回収庁」
を設置し、国家が被害
者・遺族の被害回復を図るシステムを作っています。

日弁連第60回人権擁護大会宣言
日弁連では、犯罪被害者の権利を守るため、国及び地方公共団体に対して以下の施策を求めています。
1 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を
確保するための必要な措置をとること。
2 犯罪被害者等補償法を制定して、犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負
担を軽減する施策を講じること。
3 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による充実した法的支援を受けられるよう、公費によ
る被害者支援弁護士制度を創設すること。
4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低１か所は設
立し、全面的な財政的支援を行うこと。

5 全ての地方公共団体において、地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するための、犯罪被害
者支援条例を制定すること。
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A
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死刑を廃止したら凶悪犯罪が増えるのでは？
死刑廃止国やアメリカの死刑廃止州において、死刑廃止を理由に
凶悪犯罪が増えたとの報告はありません。
そもそも、犯罪を思い留まる動機
は、死刑になるからではなく、逮捕され処罰を受けることにあります。

死刑に犯罪抑止力はないのですか？
国連が死刑の犯罪抑止力
（威嚇力）
についての調査をした結果、死刑と終身刑を比較し
て死刑の方が終身刑よりも凶悪犯罪の防止に効果的か否かは実証できないとの報告が
なされています。
テロリズムなどの確信犯や思想犯には死刑の威嚇力はありません。
さらに、死刑になり
たくて無差別殺人を行う犯罪者には、死刑は、抑止要因ではなく逆に誘発要因にさえな
りかねません。

実証できないとはどういう意味ですか？
犯罪抑止
（威嚇）
にとって、
刑罰の頂点が
「死刑」
か
「終身刑」
かで犯罪抑止の効果の違いが
実証できないということです。
言い換えれば、
犯罪抑止のために
「死刑」
は必要不可欠とい
える根拠はないということです。

Column
死刑廃止後の犯罪の増減
殺人罪で未遂もカウントするか否かなど各国のデータ集積は統一されておらず、
また、犯罪発生率は人口や社
会経済状況などの変化に影響されることから、死刑存置・廃止と犯罪率の増減を有意的に説明することは困
難です。
しかし、死刑を廃止した国が、犯罪増加により社会が不安定になったという報告はありません。

犯罪抑止・予防
凶悪犯罪の認知件数は、警察庁の統計が始まった1946年では
「殺人は1791件、強盗致死は351件」
であっ
たものが、徐々に減少し、2019年では
「殺人は950件、強盗致死は21件」
となっています。
この統計は、犯罪抑止・予防は、死刑という威嚇ではなく、社会のインフラ整備、雇用などの経済対策、各種の
社会保障制度の構築、人権意識の教育など科学的・合理的な社会政策・刑事政策の結果であることを示唆す
るものです。
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Q
A
Q
A
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他の国は、他者の生命を奪った者に対する刑罰
（最高刑）はどうなっているのですか？
アメリカの死刑廃止州は絶対的終身刑（仮釈放のない終身刑）
を導入していま
す。他方、EU諸国は有期刑・仮釈放・恩赦によって社会復帰を認めています。

日本では、死刑の次に重い刑罰は無期懲役ですが、10年したら
法律上仮釈放が認められているのでは？
法律上は10年経過すれば仮釈放は可能になります
（刑法28条）
。
しかし実際の運用は、仮釈放が認
められる人数は極めて少なく、
しかもほとんど30年を超えており、仮釈放を受ける者より在監中に
死亡する者の方が多くなっています。

死刑の代わりになる刑罰が必要ですか。
死刑を廃止するに際して､死刑が科されてきたような凶悪犯罪に対する代替刑を検討する必要があ
ります。代替刑としては､例えば刑の言渡し時には｢仮釈放の可能性がない終身刑制度｣や､現行の
無期刑が仮釈放の開始時期を 10 年としている要件を加重し､仮釈放の開始期間を 20 年､25 年
等に延ばす｢重無期刑制度｣の導入を検討することが考えられます。
ただし､終身刑を導入する場合
も、時間の経過によって本人の更生が進んだときには、裁判所等の新たな判断による
「無期刑への減
刑」
や恩赦等の適用による
「刑の変更」
を可能とする制度設計が検討されるべきです。

Column
無期懲役受刑者の仮釈放数と在所中死亡者数
仮釈放者数と在所中死亡者数の比較
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人類の歴史を振り返れば平和を維持することがいかに難しいかが分かります。そのため、国際社会は、

第二次世界大戦を教訓に、国際連合憲章の下、戦争の惨害を終わらせ平和を希求するために国際連合を
設立し、
そして、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進の達成のために世界人権宣言を公

布しました。
また、国連は、人類社会の全ての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認め

ることが世界における自由、
正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、
これらの権利が人間の固

有の尊厳に由来することを認め、国際人権自由権規約を採択し、
さらに、死刑の廃止が人間の尊厳の向上

と人権の漸進的発展に寄与することを信じ、死刑の廃止のあらゆる措置が生命に対する権利の享受にお

ける前進と考えられるべきであることを確信し、死刑廃止条約（国際人権自由権規約の第二選択議定書）
を採択しました。

このように、
国連は、
全ての国に対し、
死刑の廃止に向かうことを求めています。

死刑の廃止は、人間の尊厳と生命権（生存権）
を奪い得ない権利とする価値観を共有し、寛容と共生の

社会を形成・成熟させることに意味があり、世界の自由、正義及び平和の実現に目的があります。
そして、
こ

のような価値観の共有を目指すとき、被害者・遺族の被害回復・支援の充実化は当然に要請され、犯罪抑

止（犯罪予防・再犯防止）
のための社会政策・刑事政策も要請されます。
なぜなら、寛容と共生の社会にお

いては、全ての人々が人間の尊厳と生命権（生存権）
が国家によって尊重されなければならないからです。
被害者遺族の被害回復・支援や犯罪抑止と死刑廃止は対立・矛盾する問題ではありません。逆に、

死刑制度があることによって、被害者遺族の被害回復・支援や犯罪抑止の科学的研究が遅れることに

もなりかねません。

どうか、
死刑廃止の意味と目的について考え始めてください。
また、国際社会・国連の

目指す理想についても一緒に考えませんか。
それが私たちの願いです。
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