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資 料

　近年，えん罪に対する無罪判決が続いている。「民
主主義社会」であるにもかかわらず，なぜえん罪が続
くのであろうか。本シンポジウムは2015年２月22日に
福島大学において福島県松川事件記念会と福島大学松
川事件プロジェクト研究所の共催で開催されたもので
ある。本シンポジウムではえん罪事件の現状を踏まえ
た上で，具体的な事件に即してえん罪が作り上げられ
る構造やえん罪事件解決のために必要な支援などにつ
いて検討することを目的として開催した。本稿はその
記録である。なお，分量の関係で記録はシンポジウム
前半部のパネラー等の発言に限定した。質疑応答等に
ついては別の機会に報告したい。
　本小論で取り上げた発言者は以下の通りである。
初澤敏生（福島大学教授・福島大学松川事件プロジ

ェクト研究所所長）
　今野順夫（福島大学名誉教授）
　安田純治（弁護士）
　櫻井昌司（布川事件元被告）
　鈴木　猛（日本国民救援会中央本部事務局長）
　なお，記録はテープに基づいてできるだけ原文に沿
うように起こしたが，文章を整えて読みやすくする，
プライバシー保護等の観点から個人名を伏せるなどの
編集を加えている。また，一部事実関係に誤解がある
場合は修正を加えている。文責は記録を担当した初澤
にある。

０．主催者挨拶　　　　　　　初澤　敏生

　本日はお忙しい中，また，年度末のお忙しい中，シ
ンポジウム「えん罪から何を学ぶか」にお集まりいた
だきまして誠にありがとうございます。主催者を代表
して一言ご挨拶申し上げます。
　本シンポジウムは，NPO法人松川運動記念会と福
島大学松川事件プロジェクト研究所が主催し，福島大
学，福島県弁護士会，日本国民救援会福島県本部の後
援をいただいて開催するものです。
　戦後最大のえん罪事件である松川事件の発生現場に
近い福島大学では，松川事件の風化を防ぎ，後世に正
しく引き継ぎ，地元にふさわしい最大限の資料収集を
行い，保存・整理・公開・活用を一体的に推進すると
いう基本目標に立って，1984年から松川事件に関す
る資料収集を開始いたしました。そしてそれを基に，
1988年，松川資料室を開設いたしました。松川資料室
には松川事件を研究するための不可欠の第一級資料が
取りそろえられ，その資料は今も増え続けています。
しかし，松川事件をアカデミズムの枠にとどめること
はできません。松川裁判は「松川運動」という幅広い
公正裁判要求・被告支援の市民運動を呼び込みながら
進められ，その後のえん罪裁判のモデルになりました。
蓄積された多くの資料を活用して研究を進め，その成
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果を社会に還元することを通して運動を維持するとと
もに，現在もなくならないえん罪事件の解決を目指す
ことも重要な役割の一つであると考えます。
　本日のシンポジウム「えん罪から何を学ぶか」で
は，このような問題意識の下に４つのえん罪事件を事
例に，えん罪事件の特徴と構造を探るとともに，えん
罪をなくすためにはどのようにしていったらいいのか
を考えたいと思います。限られた時間ではありますが，
活発な討議が行われることを期待します。

１．本シンポジウムの趣旨説明　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　今野　順夫

　松川事件の資料室が福島大学にございまして，それ
を基盤として，松川事件60周年の記念事業，無罪確定
50周年の記念集会をこの福島大学で開催していただき
ました。私も微力ながら協力させていただきました関
係で，本日のシンポジウムのコーディネーターを務め
させていただくことになりました。本日のシンポジウ
ムはNPO法人松川運動記念会と福島大学の松川事件
プロジェクト研究所との共催となっています。
　私は法律学の勉強をして参りましたけど，えん罪に
関わる刑事訴訟法の専門ではございませんで，労働法
や社会保障法を中心的なテーマとしてきました。専門
家というには非力なわけでございますけれども，今日
は３人のパネリストの皆様から詳しい報告をいただき
まして，えん罪のない社会へと進む議論ができればと
期待しております。
　松川事件の仙台高裁での差戻審判決は，私は高校２
年生，最高裁での無罪確定は大学１年生の時でして，
松川運動に直接参加したとはなかなか言えないわけで
すが，当時最高裁判所で死刑が確定していました松山
事件，斎藤さんの再審を求める運動の中で，松対協（松
川事件対策協議会）の指導による松山事件の現地調査
に参加させていただきました。
　日本国憲法は基本的人権の一つである身体の自由と
して10条くらいとって詳しく書いています。特に38条
第１項で「何人も自己の不利益な供述を強要されな
い」，第２項で「強制，拷問若しくは脅迫による自白，
又は不当に長く拘留若しくは拘禁された後の自白は。
これを証拠とすることができない」，第３項で「何人も，
自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合に
は有罪とされ，又は刑罰を科されない」，というよう
に規定しております。
　戦前にも同様の規定はありましたが，明治憲法では

23条で法律によらなければ逮捕，監禁，処罰を受けな
い，とあり，法律で決めれば，それは否定されると言
うことです。そういうこともありまして，国家権力に
よるさまざまな拷問等の人権侵害が繰り返されてきた
わけでありますが，戦後になってこれへの反省から先
程のような詳細な規定が作られることになりました。
　しかし，戦後になっても松川事件，松山事件，布川
事件，足利事件，袴田事件等々，おびただしい数のえ
ん罪事件が繰り返されてきました。えん罪は過去の問
題ではなくて，さまざまな形を取りながら継続されて
きているものであると言えると思います。今回お見え
の櫻井さんは獄中で43年７ヶ月，まさにかけがえのな
い人生が国家権力によって奪われてしまった。非常に
はらわたが煮えくりかえるような憤りを覚えるわけで
ございます。
　えん罪を許さない市民運動，個別事件の市民運動が
ございまして，えん罪事件の無罪判決を勝ち取ること
ができたものもございますけれども，及ばなかったも
のもあります。えん罪を許さない問題というのは，過
去のものではなく，今，解決を求められている問題で
あると言えます。政府も法制審議会でいくつかの提言
書を出していますが，果たしてこれでえん罪をなくせ
るかと，多くの批判も寄せられています。
　今回のシンポジウムでは，まず松川事件の弁護に携
わった安田弁護士から，松川事件の裁判運動について
報告していただきます。さらに布川事件元被告の櫻井
さんからは，自らの体験からえん罪が生み出される構
造などについて報告していただきたいと思います。最
後に，日本国民救援会中央本部事務局長の鈴木さんに
は，全国的な視野から，これまでのえん罪事件の特徴
や対策などについて報告をいただきたいと思っており
ます。

２．松川学を提唱する立場から松川事件を
　見る　　　　　　　　　　　安田　純治

　私は松川事件が発生したときはまだ未成年でした。
赤間被告よりも一つ年下ですから17歳でした。福島に
おらず，宮城県の山の中でランプの生活を送っていて，
たまに福島に帰っているという状態でした。松川で汽
車がひっくり返ったときは，たまたま宮城に帰ろうと
していたときで，汽車が遅れて，何が起こったかわか
らないまま，あの頃は汽車が混んだり遅れたりしてい
たものですから，とりあえず汽車に乗って中新田の方
へ行きました。
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　新聞が２，３日まとめて郵便で送られてくるような
所だったので，２，３日してから新聞を見たら，福島
で汽車がひっくり返ったと載っており，ああ，あの汽
車が遅れたのはそういうことだったのかと，そういう
記憶しかあの当時はありませんでした。
　松川については，新聞を読むと圧倒的に被告らがや
ったということなんですね。そうでないという記事は
どこにもなかった。ですから私の記憶としては，列車
を転覆させたやつがいるんだな，それは共産党と労働
組合だという印象がありました。
　19歳の時に福島に戻ってきたんですが，その時は一
審の裁判が福島地裁で行われておりました。私の父親
が弁護士をやっていたものですから，救援活動に入り
ました。何も知らない少年隊ですので，端っこの方に
くっついていました。しかし松川資料室に福島県の松
川運動資料というのがあったんで開いてみたら，福島
県の松川を守る会の結成総会で副会長安田純治なんて
私の名前が載ってるんですね。私は副会長をやった覚
えは全然無いんだけども，それくらいの関わりでした。
　その後，次第に運動が発展してきて，弁護士が足り
ないということを痛切に感じました。それでにわかに
法律の勉強をして弁護士になりました。弁護士になっ
たきっかけは松川運動でした。なぜ弁護士が足りなか
ったかというと，自由法曹団の人たちは東京の人なん
ですね。全国を飛び回っていて忙しい。また，松川事
件の勉強会をやろうとしても，福島は列車が転覆した
地元ですから，松川事件について話したら袋だたきに
遭いそうな雰囲気でした。福島県外の活動の方が活発
で，福島は縮こまっていたような状態でした。したが
って，勉強会などもどこかの会社の宿直室で，仲間が
宿直の時に集まって，刑事訴訟法第35条は何か，とか，
赤間被告がどうだったとか，こつこつ勉強しなければ
ならなかったときがありました。弁護士に講師を頼も
うと思っても，３人，５人しか集まらないし，東京か
ら来るのでは，夜は使えないという。私は法律のこと
は何も知らなかったんですけれども，仲間が「お前法
律家の息子なんだから，法律知ってんべえ」という。
全くそういうことは無いんだけど，「お前何かしゃべ
れ」って言われて，親父の本棚から刑事訴訟法を引っ
張り出して読み始めたんですね。あっちこっちしゃべ
って歩いているうちに，何とはなしに弁護士も必要だ
なあって言ったら，仲間からお前が一番近いんじゃね
えかって言われて，にわかに法律の勉強を始めた。そ
ういうことですので，あまり立派な活動家ではなかっ
たんです。

　松川事件に関わったのは無罪が確定してからの民事
訴訟（国家賠償訴訟，以下「国賠訴訟」と略す）でし
た。国家権力の不法行為，でっち上げだと言うことで
損害賠償請求を起こしたんですね。その時に弁護士の
資格が取れて福島に戻ってきて，弁護団の一員になっ
たという程度であります。したがって，松川の裁判が
やられている間は専門家として関わっていたわけでは
ないんです。
　今日私がお話しするのは，松川学を提唱する立場か
ら，松川事件を見ると言うことです。「松川学」とい
う一種の総合的学術分野が成り立つのではないかと言
うことです。それをこれから皆さんと一緒に作ってい
こうじゃないかという立場から，松川事件を見てお話
をしたいわけです。
　そもそも裁判というものは，ものすごく広い分野の
学問を必要としていまして，裁判と隣接諸科学という
学術的な問題提起があります。最近多数出てきている
DNA鑑定や指紋などは医学と関係します。精神異常
などですと精神医学や心理学が関係します。その他，
例えば北海道の白鳥事件，これは警察官がピストルで
撃ち殺されたという事件なんですけど，自転車で追い
抜くときにピストルで撃ったということになってい
て，弾道や，どこに抜けたのかということを検討しま
した。また，峠のところで土に撃って試してみたとい
うことがでっち上げであると言われているんですけれ
ども，掘り出したピストルの弾がどれだけ腐食してい
るか，そのようないろんなことが影響するわけです。
　松川事件では列車を転覆させるために犬釘が抜かれ
ていますが，犯行に使ったという道具で犬釘が抜ける
のか，とかですね，そのような物理学的な問題，鑑定
もあり，実験もあった。高橋晴雄さんという人は，以
前列車事故でけがをして足が不自由だったんですが，
その人が夜中に福島から現場まで歩いて行けたかどう
か，なんてお医者さんの鑑定もたくさん出ました。
　松川事件も多くの専門家から大変なお世話を受けて
真相がどんどん追求されていったんです。自然科学だ
けではなく，ご存じのとおり広津和郎さんは文学者，
それから私が覚えているんでは，本剛さん，朝倉さん，
吉井さんという有名な彫刻家や画家が仙台で面会した
後に福島に来て，私が司会をやって講演会を開いた記
憶があります。それから『松川詩集』，詩人ですね。
これらの人々がいろいろな立場から松川を支援しまし
た。
　そういう意味では広範な人たちの活動によって松川
は無罪を勝ち取ることができたわけですし，ほかの裁
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判事件の中にもこれが活かされているというわけで
す。そういう意味で松川学という学問があってもいい
んじゃないかと考えています。
　えん罪事件の全体的な問題については国民救援会の
鈴木さんからお話が頂けると思うので，松川事件に絞
ります。最初の切り口として，でっち上げの動きによ
る分類というのを考えてみました。
　まず謀略事件，犯罪そのものがあらかじめ仕組まれ
ていたもの，松川事件がそうですね。戦前では大逆事
件があります。12人も死刑になった，明治天皇を暗殺
しようとしたという事件だったんですけれども，この
人たちがえん罪であることは間違いありません。終戦
直前の横浜事件では新聞や雑誌の編集者がみんなつか
まって，共産党再建運動をやっただろうと拷問されて，
獄中で狂死した人もいます。これもでっち上げ事件で
すね。
　もう一つは誤捜査によるもの。これは犯罪自体はあ
らかじめ仕組まれたものではなくて，思い込みや面子
からどうしても誰かに罪を押し付けたいということに
なって，押し付けられた。これは相当多いですね。
　二番目に，犯罪の性質による分類。これは大きなも
のですが，まず単独犯が可能なもの，つまり一人でで
きる犯罪と，複数犯が必要なものがあります。後者は
法律上必要なものと，物理的に必要なものがあります。
法律的に絶対必要なものというのは贈収賄ですね。賄
賂は贈った方と受け取った方，両方いなければ賄賂に
なりません。
　松川事件の場合は，物理的に複数が必要だった。な
ぜかといいますと，犯行に大体60分以上かかるんです
ね。昔は単線だったので，列車が行ったり来たりす
る。その間にレールを一本外さなくちゃいけない。計
算があるんですが，それによると絶対に一人じゃでき
ない。レールが約１トン近くあり，犬釘も30本以上あ
って，レールとレールをつなぐつなぎ板，それをちゃ
んと外して，枕木の上にただ置かれている状態で，ち
ょっと曲げておいたんですね。そうしないと列車が転
覆して人が３人も死なない。ただ脱線するだけですね。
その結果，一本のレールは全く傷つかず，線路の脇に
スポーンと飛んだんです。そうなるためには犬釘を全
部抜いておかなければならない。犬釘が残っていると
飛ばないからね。また，レールを内側にやって車輪が
乗り上げるようにしないと，脱線しても枕木に傷がつ
いて，せいぜい倒れるか倒れないかぐらいで止まって
しまう。転覆させるためには，スポっとレールを飛ば
さなければならない。現場も確かにレールは飛んでる

んです。犬釘は一本30秒で抜けるといわれるんですけ
ど，夜中ですからね。今の時間でいうと午前２時，当
時はサマータイムだったので午前３時９分となってい
ます。明るいところでやるなら別ですけど，こっそり
と懐中電灯で照らすのもあぶないくらいのところでや
るわけですから，夜手探りでやるのならば４分くらい
かかるだろうと普通言われている。それを30本抜くの
であれば，かかる時間は計算できますよね。しかし素
人では手が出せない。鉄道に関する知識を持った人が
２人以上いなければならない。私どもも最低７，８人
は必要だろうと思っています。それぐらいの人数で１
時間以上かけないとやれない犯罪ですね。１時間以上
かけるとその列車が行っちまって，また次の列車を１
時間も２時間も待たなくてはならない。松川事件には
絶対複数の人が必要だった。専門家が何人か必要だっ
た。なんで私がこんなことを強調するのかというと，
今，若い人たちを現場に連れて行って，無罪になった
という話をすると，「でも真犯人がいたんだっぺ」「20

人のうち１人くらいは犯人だっぺ」って言う。でもそ
んなことはあり得ない。１人じゃとてもできないです
から。何人かいなければならないし，そのためには相
談，謀議がなければならない。そういういろいろな問
題があるので，松川事件は無罪につながっているわけ
ですね。
　次に，えん罪事件の闘い方，これも鈴木さんが全国
の色々なえん罪事件にかかわっていらっしゃいますの
でお話しいただけると思いますが，なんといっても被
疑者段階，逮捕されてから48時間が一番大切なんです
ね。48時間は警察の持ち時間なんです。最初に自白を
するような心理に追い込まれると，それを取り返すの
は容易ではない。その間に弁護士が会って本当のこと
を聞いておくことが大切です。そのために当番弁護士
制度というものがあるんですが，あの当時はまだなか
った。当番弁護士制度ができたことにより，捜査段階
での自白は相当防げていると思います。これは松川事
件の教訓でもあったと思います。
　大衆的裁判闘争とは，いろいろな人に訴えるという
ことですね。これをいろいろ研究すれば，たくさんの
研究材料があると思います。財政面での支援活動もも
ちろん重要です。裁判後の対応については判決によっ
て変化するので，判決を見ながらの対応が必要になり
ます。さっき控室でしゃべっていたら，松山事件で無
罪になって出てきた人に警察が接触してきたんです
ね。浦島太郎のようなものですから，世の中がどうな
っているのかわからない。そこに，いいお姉ちゃんが
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いるから飲みに行かないか，と誘惑してきたわけです。
その人は世間のことを教えてくれるいい人がいたと喜
んだわけです。そこでストップをかけてかくまったり
したわけです。何でかっていうと，警察は面子丸つぶ
れなんですね。それで何とかスキャンダルの中に巻き
込んで，この人を貶めてやろう。あいつは裁判では無
罪になったけれども，本当は悪いやつなんだと印象付
けようとした。そういう経験を我々はもっています。
さっき櫻井さんにそういう経験があったかと聞いたら
なかったとのことでした。判決後，無罪になった，万
歳と，被告をただ一人で放り出していいのか，考えな
ければいけない。
　次に松川事件の教訓についてです。まず，法廷闘争。
これはもちろん被告人と弁護人が一緒になってやるわ
けですが，松川事件の特徴というのは，被告人が自白
した人も自白しなかった人も団結して闘ったというの
が本当に良かったですね。福島県の方は平事件という
のをご存じだと思いますけれども，百何十名逮捕され
ました。その中で有罪でもいいから早く裁判を終わら
せたいという人と，頑張るという人に分断されてしま
ったんですね。そのために弁護団も非常に苦労した。
法廷闘争も大変でした。分離公判にしてしまうとどう
なるかというと，早く終わらせたいと思っている人
が，頑張っている人の裁判に証人として呼ばれるんで
すね。被告人は自分の不利な証言をする必要がない黙
秘権がありますが，証人は宣誓を拒否すると宣誓拒否
罪という罪になります。うそを言うと偽証罪になりま
す。分離公判というのは有罪にするためのテクニック
としてよく使われます。松川事件もあわや分離公判か
と思ったけれども，ならなかった。被告人の立派さに
ついても研究する余地があるのですが，自白組のこと
を，自白によって巻き込まれた人たちが恨まなかった。
自白組も被害者なんだと団結を守りました。平事件は
ご存じのように警察署を占領したという事件です。私
は警察側が挑発してああなったと思ってますけれど，
百何十人もいたものですからどうしても足並みがそろ
わなかった。
　法廷闘争はいろいろと教訓があるんだけれども，松
川事件の場合は最初のうちはあまりうまくいかなく
て，数名の弁護人でやっていたんですが，一審で全員
有罪になって，これはもっと広げてゆかなければなら
ないとなって，仙台高裁の時から弁護団を広げる活動
を始めました。地元の福島からも弁護人が付きました。
何で福島からついていなかったのかというと，いろい
ろなことがあるのですが，端折ります。救援活動も地

元は非常にやりにくかった。どこにいっても松川事件
無罪なんてとんでもねえ，お前も共犯かって感じです
からね。我々も若いころはこそこそと集まっては，説
得するために事件の概要を話したり，法律的な問題点
を教わったりしたものです。
　この中で私の印象に最も残っているのは，最初は無
罪判決要求だったんですが，途中から公正裁判要求に
変わった。上の方からそういう話が出て，守る会の中
も大激論になったわけですけれど，幅を広げるために
は，あの中に真犯人がいるかもしれないけれども，公
正な裁判要求ならみんな賛成する。そうすれば，真犯
人がいるかもしれないと思っている人たちとも一緒に
闘える，というわけです。それがその後の救援活動に
引き継がれていったんですね。
　でも，身近な人にそれを言うと反発されるのは当た
り前です。私もずいぶん反発しましたね。被告人の奥
さんからすれば，隣で寝ていた人が犯人であるはずが
ない。無罪に決まっています。それを公正裁判要求と
言ったらカチンときますよね，家族は。それをいかに
してもっと広い視野の立場に立つようにするのかを考
えないといけないと思います。
　マスコミ対策も必要です。最初はどの新聞を見ても
共産党や労働組合がやったと書いていて，無罪かもし
れないなんて言った人はほとんどいませんでした。そ
の意味で対策をすべきかなと思います。ここで出てく
るのは岡林さんの，いわゆる大衆裁判論です。主戦場
は法廷の外にあると言ったという。裁判なんだからや
はり主戦場は法廷ではないか，法廷外は応援部隊じゃ
ないかという考えが出てくるわけです。なんでそんな
ことを言ったのかというと，マスコミ問題があるわけ
です。これも長く話していると松川学の一つの分野に
なってしまいますので，これでやめます。
　民事裁判についてですが，これは損害賠償ですね。
無実の罪で刑務所に入れられた人は刑事補償法という
法律で補償されることになっています。松川の人たち
も１日いくらで補償をもらっています。これは法律で
自動的にもらえます。ところが，それじゃだめだとい
うので，民事賠償請求をしました。民事裁判でも裁判
所は国の過失を認めました。
　刑事事件の無罪というのは，証拠不十分です。どん
なもんでも，この人たちがやったという証拠がないと
いう言い方をするんです。要するに検察官に立証責任
があるという仕組みになっている。それでこの人が犯
人だという証拠が十分でないという言い方をして，こ
の人は無実だとはなかなか書かない。そうすると，犯
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人だけれども，証拠がないからまんまと無罪になった
んだという印象を持ちますよね。民事裁判では原告に
立証責任がありますから，自分たちで相手が悪いとい
うことを証明しなければならない。松川の元被告達は，
警察・検察のでっち上げを立証した。ですから，これ
は積極的無罪判決なんです。民事裁判にはそういう意
味も含んでいるということです。
　そんなふうに，いろいろな運動の資料がたくさん福
島大学の資料室にあります。これは何年かかっても読
み切れないぐらいあります。これを皆さんにぜひ活用
していただきたい。そして松川学を作り上げていこう
じゃないか，ということが私の言いたいことでありま
す。

３．えん罪事件の体験者として　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　櫻井　昌司

　昨日水戸でえん罪事件被害者から見た司法改革とい
うテーマでシンポジウムをしました。袴田さんは来ら
れなかったのですが，足利事件の菅家さん，鹿児島の
志布志事件の川畑さんに来てもらいました。そのシン
ポジウムに参加して思ったのは，警察というのはえん
罪を作るんだということ，これははっきりしています。
真面目に捜査するんでしょうけど，真面目にすればす
るほど人を犯人にしてしまう，そう確信を持ちました。
　昨日のシンポジウムには，まだ再審になっていない
んですが，北稜クリニック事件のご両親を招いたんで
すよ。皆さんご存知かもしれませんけれども，えん罪
を訴えている守大助さんのお父さんは元警察官で，定
年までずっと仕事をしていました。いまだにあの人は
警察官なんです。可視化についてどう思いますかと質
問されると，いや，可視化すると自白しなくなると，
あの方はそういう思いにとらわれているんですね。息
子がうその自白をさせられて，犯人にでっち上げられ
ている人がそう言いますかね。ああ，こういうのが警
察官の仕事なんだって改めて感じました。
　私が警察官というのは犯人をでっち上げるんだと思
ったのはですね，足利事件の菅家さん，皆さんご存知
かもしれませんが，１年間尾行されたんですよ。菅家
さんという人は非常に真面目な人で，彼の自動車の後
をついていくと，突然早くなったり遅くなったりする
んですよ。皆さん，なんでだかわかりますか。40㎞の
ところは40㎞で，30㎞のところは30㎞で走るんです。
１年間そういう人を尾行するんですよ。真面目にやっ
てるってわかるじゃないですか。普通は，ああ，この

人は犯罪をしない，とわかるはずですよ。なぜわから
ないで逮捕したか，皆さんわかりますよね。警察官は
いったん目星をつけたらどうしようもないんですよ。
修正がきかない。志布志事件の川畑さんもそんなこと
を言っていましたね。
　志布志事件は本当に山の中のことなんです。有権者
が20人ぐらいしかいない。その集落に200万円バラま
いたっていう。１票10万円ですよ。あり得ないじゃな
いですか，そんなこと。何でそうなんですかって聞い
たら自民党の有力者が，当時３人の自民党県議がいた
んで，中山さんに県議選に立候補するんじゃないって
電話したんです。しかし中山さんは俺は出るって言っ
て当選しちゃったんですね。そして当選したら，今度
はお前よく当選したな，俺の子分になれって電話があ
った。中山君というのは気骨のある方で，冗談じゃな
い，いまさら何を言っているんだとはねつけたらしい
んですよ。そういうことがあった。
　私たちは松川に学んで国賠裁判をやっています。国
賠裁判の中で何がわかったかというと，私が逮捕され
た時点で，何も証拠がなかったということがわかった
んです。
　私がなぜ逮捕されたかというと，理由はあったん
す。コソ泥なんかしてましたしね。しかし布川事件で
嫌疑を受ける理由というのは，たまたま全県でアリバ
イ調査をしたんですね。警察官が来たときに，たまた
ま運が悪く，お袋が目の前にいたんです。警察官が来
て「あんちゃん，どこにいたの」って聞かれて，その
時働いてなかったんですよね。高校中退した後，働い
たり，やめたりを繰り返してまして，なかなかお袋に
はやめたって言えないんですよね。それで，そのうち
探せばいいやって思って，前の会社で働いてるよって
言っちゃったんです。そのうち警察官に，どうも櫻井
は不良のようだってわかっちゃって，アリバイを調べ
たら嘘だとわかって逮捕されたんです。そのあと私た
ちが有罪になった根拠っていうのは，常磐線の安孫子
っていう駅で櫻井を見たっていう人がいて，布佐って
いう私の家の最寄の駅で見たって人がいる。それから
利根川を渡ったところに利根町っていうのがあるんで
すけれども，そこで櫻井を見たって人がいる。その程
度なんです。この証人がいつ出てきたかっていうと，
私の逮捕状が執行される（1967年）10月24日前後なん
です。それ以外いないんですよ，証人は。そうなった
ら，私のアリバイを真剣に調べるのが普通じゃないで
すか。しかし，それも調べてなかった。私と杉山とい
う二人の人間が，犯人として自白しちゃったんですけ
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ど，私たちは犯人じゃないんですから，当然アリバイ
はありますよね。そのアリバイっていうのは，東京の
中野区野方に住んでいる兄のアパートにいたっていう
ことなんです。その日の夜６時頃，杉山が私の兄のと
ころに丸井の集金人が来たってアリバイを主張してる
んです。私の兄は買ったものの金は払わないという主
義で（笑），私の兄は杉山に丸井の集金人が来たらい
ないって言ってくれ，どこに行ったか分からないって
言ってくれって言ったそうです。杉山が集金人にそう
いうと，集金人は困って泣きそうになってすごすごと
帰った。私は私で中野区野方の兄が勤めるバーに飲み
に行ったんですから。９時頃ですか。そのアリバイを
調べなかった。丸井の集金人を調べればわかるじゃな
いですか。今でもやろうとしてるんですよ。丸井はど
ういう集金システムを作っているのか。たぶん日報の
ようなものを出すと思うんですけど，それで櫻井のと
ころに行ったか調べればアリバイはわかるじゃないで
すか。
　そういうこともしなかったということがはっきりし
たんですね。警察は一旦この人と狙いを定めたら，引
けない組織なんじゃないか。警察は真面目であればあ
るほど無実の人を犯人にすると，社会に共有しなくち
ゃだめじゃないですかね。現場の警察官はみんなまじ
めと思いますよ。基本的にはね。でも残念ながらキャ
リアシステムで２，３年で渡り鳥のように動いていく
人が牛耳っているわけでしょ。福島では自殺した警察
官もいましたよね。社会が真面目な警察官を守るよう
なシステムになっていかないといけないんじゃないで
しょうか。
　松川の赤間さんも不良だったそうですね。そういう
人間って弱いんですよね。杉山なんて１日でころりで
すよ。暴力団とか付き合ってるやつでしたけど。私は
一応５日間頑張ったんですけど，言っちゃいました。
狭い空間の中で，お前が犯人だ，いや違う，というや
り取りが苦しい，疑われることが苦しいって，普通の
人はわかんないんですよね。やってないって言えばお
巡りさんが信じてくれる，わかってくれる，理解して
くれる。いや違うんです。お前を見た人がいる。お前
と杉山だ。そう朝から晩まで言われ続けたら，どこか
心が折れます。そのシステムがなくならない限り，え
ん罪はなくならないですね。
　昨日守さんのお父さんに宮城県警ではこう調べろと
いう規範があるんですかと聞いたら，自白しませんで
したね。（笑）たぶんあるんでしょう。愛媛県警の捜
査規範，たぶん鈴木さんはご存じでしょうが，いった

ん取調室に入ったら徹底的にやれ，自白するまで出て
くんなと。
　お前だ，お前だと言われ続けていると，弱い人はど
っかで折れちゃうんですよね。それを検証するために
可視化をしなければならない。隣に安田先生がいて申
し訳ないんですけれども，司法試験に受かるなんて異
常ですよね。（笑）あれ，人間として優れているとい
う訳ではないんです。裁判官って一般常識なさすぎま
すよね。
　たぶん検察官は真面目に社会の治安を守ろうとして
なるんだと思うんですよ。でもこの人たちほど始末の
悪いものはないんです。国賠裁判の中の彼らの主張は，
われわれはすべての証拠を調べて櫻井昌司の犯行を立
証したのであって，何の罪もない。たまたま自白とい
う判断の難しい部分で裁判所と判断が異なったにすぎ
ない。櫻井と杉山が犯人だ，と裁判で堂々と言ってる
んですよ。私にはアリバイがあるんですよ。昭和42年
（1967）８月28日は，さっき言ったように，９時頃バ
ーに行っている。バーのママさんが11時半ごろ店に来
たと言ってるんですよね。ママさんは警察官がどうし
ても言うことを聞かない。娘にご飯を食べさせてから
店へ出てすぐに来たんだから９時頃だと言っても，お
巡りさん聞かないんだよと。その頃は私ももうしゃべ
った後だったんで，それでどうしょうもなくなって，
11時半と言ってしまった。ところが悪いことはできな
いもので，我々がもし犯人だとして利根町から東京に
逃げ帰るとすると，11時47分にしか野方という駅に着
かないという捜査報告書が35年間隠され続けていたん
ですよ。11時47分にしか駅に着かない人が11時半にい
るわけないじゃないですか。そういうものを隠してい
たくせに，いまだに俺たちが犯人だというのは何なん
だ。どうしょうもないですよ。あの人たちは。
　私は裁判官というのは神のごとき存在だと昔は思っ
ていましたけど，この人たちもどうしようもないね。
検察官は治安を守ろうとしている。弁護士は安田先生
のように社会を守ろうとしている人もいる。まあ多く
はお金が欲しくてなるんでしょうけど。だってえん罪
の弁護をする人なんて３割ぐらいしかいないじゃない
ですか。あとの７割は金儲けをするために弁護士にな
るんですよ。どちらにもならないやつらが裁判官にな
るんじゃないですか。小さい頃から頭がいいねってい
われて，人の痛みが全然わからないから嘘を見抜けな
いんですよ。
　私が警察で一番頭にくるのは，彼らは嘘の自白を取
った後に証拠をでっち上げるということです。これは
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本当にやりますよ。今回来ているマスコミの皆さん，
ぜひ調べていただきたいと思います。今まで明らかに
なっているえん罪事件で証拠がでっち上げられていな
いものは一つもありませんでした。袴田事件ではたま
たま裁判官が気骨のある人で検察が証拠をねつ造した
とはっきり言いましたけど，松山事件だってそうじゃ
ないですか。証拠をねつ造したんでしょ。裁判官が根
性がなくてそう言えなかっただけで。私たちの場合は，
なぜ無罪になったかというと，私の自白テープが２本
あったんです。10月17日か19日付と11月だったんです。
警察は１本しかないといって，後の方を出してきたん
です。ところがどういうことか，第二次再審になった
ら，１本目のテープを出してきた。そうしたら検察官
が偽証したとわかっちゃった。テープが19分短いんで
すよ。櫻井，今からあなたの自白を聞きますから素直
に話して下さい。はい。なんて自白しているんですよ。
よく聞いたら内容が自分の記憶と違うんです。19分短
いんですよ。編集しているんじゃないか。
　もっとひどいのは事件現場が荒らされていまして，
便所の桟が２本取られていたんです。そこから真犯人
が入ったのか，何したのかわかりませんが，私はそこ
から逃げたというように自白を取られたんです。
　櫻井，これはおまえが壊した便所の桟だね。ちょっ
と持ってくれって言われたんです。いやですよね，真
犯人が触ったかと思うと。それで持ちませんって言っ
たんです。何で自分がやったのに触らないのか，いや
触りません，と言ったんです。実はこれにはカラクリ
があったんです。私たちの再審開始が決まった2009年
12月18日の朝日新聞か何かだったんですが，元茨城県
警の警察官が，私はかつて布川事件に関わって当時捜
査幹部に２人の指紋を合わせろと言われた。私はでき
ないと断ったが，その時布川事件というのはおかしな
事件だなと思ったと書いているんです。それを読んで
ぱっとつながったんです。あれは俺に指紋を付けさせ
ようとしたんだと。実際に事件現場の指紋は10月に依
頼されて11月に結果が出ているんです。対照不能とい
う。しかし便所の桟の指紋は12月に対照依頼が出てる
んです。私がそれを見せられたのは11月４日ですよ。
もしかしたら櫻井の指紋が出るかと思ってやり直した
んじゃないですか。もし触っていたら，私の指紋が出
てました。捜査官の指紋は出ていました。
　警察は何でもでっち上げるんです。袴田さんだけで
はないんですよね。日野町事件って今，滋賀県でやっ
てますけれども，彼が有罪になったというのは，彼が
金庫が捨てられた現場に案内したっていう写真がある

んです。それが，ネガを見ると18枚中９枚が帰り道だ
った。帰り道だったら先頭に立てるじゃないですか。
これが明らかになって，今再審やってます。足利事件
もあれは科捜研のでっち上げですからね。全量消費，
何千回も検査をできる証拠を全部使ってしまった。北
陵クリニック事件もそうですよね。全量消費。警察は
いったん自白させたら証拠はでっち上げなんです。そ
の証拠をうまくやるのが検察官。
　裁判官は頭のいいお坊ちゃんばかりだから，警察が
悪いことをするなんてこれっぽっちも思わない。私た
ちの再審判決でなんていったと思います。機械の故障
の可能性がある。バカですよね本当に。警察官は機械
を一回も止めていないって証言しているのに，なんで
機械の故障の可能性があるんですか。将来出世したい
んでしょう。テープを改ざんしたと言えないんですよ。
なぜ私が今国賠裁判をやっているのかというと，さっ
き安田先生が紹介したとおり，警察官の犯罪を追及す
るのは国賠裁判しかないんですよ。私たちは死刑・無
期事件で戦後７件目の再審無罪になったわけですけ
ど，今まで検察官・裁判官で責任を取った人はいない
んですよ。私の裁判官の一人は法科大学院で教授をや
ってるんですけど，この人はもう関わり合いを持ちた
くないって言ったんです。自分は判決を出しただけだ
からいいのかも知れませんけど，こっちはどうなるん
ですか。やめていただきたいですよ。
　布川事件をでっち上げた警察官はほとんど死んでし
まっているので責任の取りようがないんですが，間違
った人を犯人にしたのであれば，何らかの罪を負わな
くちゃおかしいじゃないですか。警察官は正しいこと
をやろうとしてるんでしょうけど，この人を犯人だと
思ったら，この人を社会に出すと大変なことになる。
だからなんとしてもこの人を犯人にしなければならな
い，という方程式を崩していかなければどうしようも
ないと思うんです。そのためにどうしなければならな
いかというと，間違ったら責任を取る。当たり前のこ
とですよ。私はどこへ行っても言ってるんですが，新
聞記者だって間違ったことを書いたら訴えられるじゃ
ないですか。自動車で間違って人を轢いたら，間違っ
ちゃったじゃ済まないじゃないですか。警察官が貴い
仕事，検察官が貴い仕事だと言うことは理解していま
す。でも間違ったらごめんなさいじゃ済まないです。
それなりに職を賭してやらないから警察官は何をやっ
てもいいと思ってしまう。そこにくさびを打ち込みた
いと思っています。
　国賠裁判ってこっちが証拠を出さなくちゃいけない
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んですよ。ところがですね。すべての証拠を出してほ
しいと言ったら，すべての証拠を出す必要がないと，
この間裁判所が認定したんです。「裁判長，社会の常
識は通用しないんですか」って聞いたら，「民事裁判
の要件に従ってやります」って言うんですよね。それ
でカッとなって座っちゃったんですけど，よく考える
とですね，裁判所は原告側の立証責任があるとわかっ
てますよね。原告側に立証責任があるにもかかわらず
検察官が持つすべての証拠を見る必要がないと判断し
たことになります。確認しようと思います。検察官の
持つ証拠を見なくても，私たちの主張は認められてい
るということですよねと。もし認められませんという
のであれば，じゃあ，あなたはそう決めたんですかと，
そういう話になるじゃないですか。
　私はよく言われたんです。松川事件に学べと。しか
し俺たちは布川だ。松川じゃない。松川はまじめに働
いていた人たちが謀略事件で有罪になったんでしょ
う。俺たちはたまたま不良少年が捕まっただけで，松
川なんか参考にできるわけないじゃないかと。でも私
たちも手紙を何万通も書きました。
　昨日水戸で，我々は我々を犯人にしたことを本当に
後悔させないといけない，あいつらを犯人にして失敗
だったとわからせるためにがんばろうねと話し合いま
した。
　えん罪というのは本当に大変なことで，本当はここ
に警察の方にいっぱい来てほしいんです。あの方たち
が学ばなくちゃダメなんです。警察が学んで，検察が
学んで，裁判所が学ばないと本当はえん罪ってなくな
らないんです。もう一つは，裁判員になる社会の皆さ
んにも本当に何が大事なのか知ってほしいと思いま
す。
　えん罪を体験して，松川には及ばないが，布川事件
として，40数年におよぶ闘いをして，救援会の1,000
人の会員に支えられて再審を勝ち取った者として，こ
れからも声をあげ続けて，こういうえん罪を作る社会
を変えたいと思います。これからも布川国賠裁判に皆
様のお力添えとご注目をいただきたいと思います。あ
りがとうございました。

４．えん罪から何を学ぶか　　鈴木　　猛

　私はお２人の話しと重なるところもあると思います
が，まず，えん罪というものを考えてから，今のえん
罪をめぐる状況を報告したいと思います。
　まず，次のようなことを念頭に，私の話を聞いてく

ださい。朝起きたら知らない人がやってきて，無理矢
理連れて行かれた。知らない人がいきなり家に入って
きて物を持って行ってしまった。知らない人に連れて
行かれて，そのまま部屋から出られなくなった。これ
を一般市民がやったら，強盗とか監禁とかの犯罪です。
しかし，警察が（裁判所の許可のもとで）これをやる
と合法となりますが，行為だけみれば人権を侵害する
行為をしていることになるのです。悪い人だから少し
ばかり人権侵害されても良いというのではなく，捜査
は厳しく制限されるものでなければならないというこ
とです。それでは，お話しを始めます。
　えん罪とは何か。裁判で有罪が決まったら，その人
の財産を奪ったりとか，身柄を拘束したり，ひどいと
きは命を奪う，という刑を執行するわけです。このよ
うな刑罰権の行使は強力な国家権力の発動だと考える
と，えん罪というものは，国家による人権侵害です。
櫻井さんが言うように，でっち上げによってえん罪が
作られた場合には，これは人権侵害にとどまらず，国
家による犯罪です。松川事件などを見ると，国などが
ある作為をもって一部の人や組織などをつぶそうと思
ったときに，弾圧の手段として使えるんですね。えん
罪を考えるにあたっては，国家との関係でぜひ考えて
ほしいと思います。
　えん罪は，当事者やその人の家族の人生を奪います。
取り返しのつかない，大変な人権侵害です。櫻井さん
もそうですが，獄中にいる間にご両親が亡くなってし
まう。そうするとご両親の面倒も見れないし，死に目
にも会えない。大変つらいものだと思います。私たち
が支援している名張事件の奥西勝さんは死刑囚ですの
で，無実なのに命を奪われるという恐怖に怯える人生
を強いられています。
　なぜえん罪が起こるのか。それは，警察官，検察官，
裁判官の個人的な資質もあると思いますが，それだけ
ではないと思います。私はえん罪を生んでしまう構造
が日本の裁判制度にあると考えます。そこを正さない
限りはえん罪はなくなりません。
　もう一つは，「無罪の推定」という原則について，
国が国民に十分な教育も説明もしていないことです。
国家という強力な権力によって一人の人間の人権を奪
うことなので，有罪が確定するまでは無罪の推定をし
なければならないということへの理解が，国民のなか
に根付いていません。そのため，マスコミも大きな責
任があると思います。ある人が逮捕されると，昔から
こんな凶悪な人だったとか，逮捕＝犯人という報道が
される。それを見ると，「ああ，あいつは悪いやつだな」
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と思ってしまう，というようなことがないでしょうか。
そのような国民の意識も一面において警察，検察，裁
判所を“後押し”してしまうような役割を果たしてい
るのではないでしょうか。
　それでは，なぜえん罪はなくならないのか。それは，
間違ったときに検証しない，間違っても反省しない，
間違っても責任を取らない，これでは同じことが繰り
返されるのは当然です。雑誌「世界」にデビット・ジ
ョンソンというアメリカの学者が，なぜ日本のえん罪
はなくならないのかと書いていました。彼は，日本で
は警察官・検察官・裁判官が自らの間違いを認めたが
らないという否定の文化がある。この否定の文化によ
って彼らは屈辱から目を背け，現状に固執する。これ
に続けてデビット・ジョンソン氏は，飛行機事故が起
きた，その時に，ブラックボックスを回収して，なぜ
起こってしまったのか，検証をする。原因は人間か，
機械か，それがわかって改善を図ることもできる。日
本の裁判では，そういう検証をしないだけでなく，そ
れに関する情報さえ出さない，と批判しています。
　次に，今，えん罪を巡ってどういう状況にあるのか，
とりわけ再審をめぐる状況についてお話しさせていた
だきます。
　再審というのは，一度有罪が確定した人を救う制度
です。実は戦前は無罪になった人を有罪にするために
再審制度が使えました。戦前の裁判制度の理念は，犯
人は必ず処罰するというもので，それが再審の考え方
にも反映されていました。
　しかし，戦後は日本国憲法の精神に基づいて，再審
は，有罪が確定した人の中にも無実の人がいる可能性
がある，そういう人を必ず救済しようという制度に大
きく変わりました。再審で救われる人であれば，一審，
二審，三審でも救えたはずで，もともとの裁判所の判
断に問題があったことなんです。ですから，再審をめ
ぐる状況を考えると，日本の刑事裁判をめぐる状況が
わかると思います。
　いまお話したように，再審は無実の人を救済する制
度になりました。しかし，現実には戦後，再審は一貫
して認められないもの，らくだが針の穴を通るほど困
難だと言われてきました。再審の門は固く閉ざされ，
ほとんど機能しなかった。国家が一度有罪を決めたん
だから，そう簡単に覆してはいけない，そういうよう
に裁判所は考えました。それが大きく変わったのが
1975年，今から40年前に，村上国治さんが無実を訴え
た白鳥事件の裁判でした。村上さんは有罪が確定した
後，裁判は間違っているからやり直せという運動を起

こしました。これは国民的な運動になって裁判所を追
い込み，結果的には再審は認められず，村上さんは救
済されませんでしたが，その最終的な判断の中で，最
高裁は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判
の鉄則は再審にも適用される，と述べました。これが
「白鳥決定」です。それまでの再審では，疑わしきは
確定判決（有罪）の利益に，とされてきました。真犯
人の出現など決定的な証拠が出ない限りは再審は認め
られないといわれていたのですが，通常の裁判と同じ
考え方（疑わしきは被告人の利益に）を持ち込んだと
いうことで，再審の扉を大きく開いた重要な決定だと
思います。
　この白鳥決定を受けて，80年代に皆さんご存じのよ
うな免田事件などの死刑再審４事件などえん罪事件が
相次いで無罪になりました。私たちは，ようやく再審
の扉が大きく開かれたと思ったわけですが，その後，
20年余，最近の足利事件まで，重大事件と言われる再
審事件はほとんど棄却されました。再び冬の時代とも
言われる状態が続きました。
　実は，最高検察庁が，死刑事件が相次ぎ再審で無罪
になったことを受けて，なぜ再審で無罪となったかと
検討しました。その答えは，証拠を出しすぎた（開示
しすぎた）ということでした。隠していた証拠を出し
たら，無罪が明らかになったので，今度は自分たちに
不利な証拠は絶対に出すなと。冤罪への反省はまった
くありません。
　裁判所の方も次々と再審になると，裁判所は一体何
をやっていたんだという批判が高まり，権威が崩され
るという発想が生まれたんじゃないでしょうか。裁判
所も簡単に有罪を覆さないようになりました。
　そのような中で，2000年代に入って，ご存じのよう
に足利事件，布川事件，東電OL殺人事件が相次いで
無罪になりました。しかし一方で，私たちが支援して
いる名張事件，大崎事件などはいったん再審が認めら
れたのですが，再び覆されるという状況があります。
近年は袴田事件と東住吉事件で再審決定が出されてい
ますが，検察が猛烈な抵抗と巻き返しを図っています。
再審をめぐっては，「せめぎ合い」の状況にあります。
　もう一つ，この間の再審無罪・再審開始事件は，布
川事件を除けばDNA鑑定が再審の大きな力になって
います。
　しかし，DNA鑑定を待つまでもなく無罪は明らか
でした。菅家さんが犯人にさせられた足利事件ですが，
ここに『えん罪入門』という本があります。この本が
出版されたのは2001年なんです。2001年のこの本にも
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「足利事件とは」と出ているのですが，自白の通りに
被害者の女の子を連れて犯行現場に行くとすれば多く
の人たちに目撃されることが指摘されて，えん罪であ
ることは明らかだと書かれています。10年以上前から
菅家さんを犯人にするのはおかしいことがわかってい
たということなんです。
　もう一つ，袴田事件でもそうですが，先程示したビ
ラ（後掲）を見ていただきますと，袴田さんの写真が
載っています。これは公判の中で犯行に使ったズボン
をはけと言われて，はこうとしたけど太ももが太くて
（袴田さんは元ボクサー）はけなかったんです。検察
官はズボンが縮んだと言うんですけど，縮んではけな
いような状態じゃないです。別の写真は１年間味噌樽
の中に麻の袋に入れられていたシャツなど５点の衣類
が見つかったというものなんですけど，白くありませ
んか。１年間味噌樽の中にあったら味噌がしみこんで
いるはずです。DNAを考えなくても，明らかに証拠
がおかしかった。えん罪というのは，無理に証拠を作
ったり，証拠をねじ曲げているんです。
　今，裁判所が再審を開始している事件でDNA鑑定
というような誰もが疑わないものだけを証拠と認めて
いるということは，一面で危うい面があります。真犯
人と同じくらい強力な証拠がないと再審は認めませ
ん，ということであれば危険だと思います。さきほど
言ったように，シャツの写真を見てもわかるし，ズボ
ンがはけないという一事でも明らかなわけです。本来
はこういう証拠だけでも袴田さんは無罪にならなけれ
ばいけなかったけれども，裁判所がそうしなかったこ
とが問題なんです。
　最後になります。えん罪をなくすにはどうしたらい
いのかということです。２つ申し上げます。
　一つは，えん罪が個人的な資質によるものではなく，
構造的な問題であるならば，その構造を変えなければ
ならないということです。基本的には，憲法に基づい
た捜査や裁判が行われなければならないように刑事裁
判制度を改革すべきということです。厚労省の村木さ
んの事件などを発端とし，えん罪を考える特別部会と
いうものが法務省の中にできました。しかし，その中
で審議された結果が，取り調べの可視化を裁判員制度
の事件に限定する（全体の２％程度），証拠の開示を
公判前整理手続きの事件に限定する（全体の数％），
司法取引を導入する，盗聴捜査の大幅な拡大，です。
大変問題のあるもので，このまま通されるとえん罪防
止どころか，逆にえん罪を生み出した警察や検察の権
限をさらに拡大・強化することになり，私たちは反対

しています。
　盗聴捜査の拡大も大きな問題です。これまではほん
の一握りの暴力団などの組織犯罪に限られていたもの
を，詐欺とか窃盗など，一般の市民生活に関わるよう
な犯罪にまで対象にしようとしています。
　二つ目ですが，これは松川事件の教訓ですが，国民
が裁判に関心を持ち，不当な裁判があれば厳しく批判
することが大事です。昔は「えん罪」というとそれは
何？，という人も多かったんですが，映画『それでも
ボクはやってない』や相次ぐえん罪事件などを通して，
えん罪という言葉がわかるようになってきました。そ
ういう点から言えば，私たちが支援を訴えれば受け入
れてもらえる状況が広がっているといえると思いま
す。
　私はえん罪をなくすために何が一番大切かという
と，えん罪で苦しんでいる人を救うこと，えん罪事件
の支援を多くの人に広げることがもっとも大事だと思
っています。さきほども言ったように，えん罪事件は
中身はみんな違うんですが，その構造は同じなんです。
嘘の自白があったとか，警察がでたらめな証拠を作っ
たり，検察が無実の証拠を隠したりとか，どのえん罪
事件を支援しても，警察ってこんなにひどい捜査をし
ていたのか，検察って人を有罪にするためにこんな不
当なことをしているのか，裁判官って優秀だと思って
いたけど，こんなにひどい判決を出していたのか，が
わかるんです。そこで，どれでもいいからぜひえん罪
事件を支援してほしいと思います。それによって多く
の国民が，警察や検察や裁判所のやっている実態を理
解してもらえる。それが批判となり，世論になれば，
えん罪を生まない基盤になるという点で，私は大衆的
な裁判闘争，大衆的なえん罪支援がもっとも大事だと
思います。
　松川裁判で当時の田中耕太郎最高裁長官が裁判を批
判する国民の声を「雑音」と言いました。「雑音」と
言わなければならなかったのは，それだけ裁判官にと
って強力な世論だったのだと思います。
　家永三郎という人が『裁判批判』という本の中で，
裁判批判によって憲法を空文に帰そうとする危険が
徐々に食い止められ，人権の保障が確実化されるので
ある，と書いています。私たちが裁判批判することが
憲法の求めている人権の保障を確立する力になると思
います。皆さんと一緒に多くのえん罪の犠牲者を救う
ためにがんばって行きたいと思います。ありがとうご
ざいました。

（質疑応答については別号に収録の予定）
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　資料　鈴木氏が配布したビラ


