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殺意あふれる日本   玉光順正 

オウム事件以降、メディアは事件報道で厳罰化を煽り、

人々に不安と恐怖を与えている。そんなことによって今

の日本では 80％を超える人々が死刑を肯定していると

いわれている。それに悪乗りする形で、いや好都合とし

てというべきか、鳩山法相は次々と死刑執行という形で

の人殺しを、法の名のもとで続けている。 

彼は「正義の実現のために、粛々と執行させていただ

いております」（朝日新聞6月18日）と言い、昨年8月

法相就任以来、2ヶ月に一度のペースで13人の人殺しを

命令した。言うまでもなく、冷静にである。だからこそ

鳩山法相はこんなことも言っている。「妙な言い方だが、

自信と責任を持って、執行できるという人を選んだ」と。

これらの発言には、人を殺すということに対する慚愧心、

罪の意識とまでいかなくとも、躊躇すら感じることがで

きない。また、当然そこには、その命令を実行する人た

ちがいる。その刑務官といわれる人たちの発言は、リア

ルタイムでは決して聞くことができない。しかし彼らが

鳩山法相と同じ様なことを言うとは絶対に考えられない。

命令を実行しなければならない人たちにとって、まさに

「死に神」にとりつかれたといってもいいかもしれない。 

朝日新聞のコラム「素粒子」での「死に神」という表 

 

 
 

現が鳩山法相の逆鱗に触れ、世間の批判にさらされた朝

日新聞は、謝ったり、死刑反対ではないなどと弁明した

りしたが、よくよく考えてみれば「死に神」とは決して

鳩山法相のことだけではない。圧倒的多数の日本人に、

或る意味でとりついているものといってもいいのではな

いだろうか。それを表わすものが80％以上の人々の死刑

の肯定であり、また同時に年間3万人以上の自殺者が10

年に亘って続いているという事実である。自殺には当然

未遂ということがあって、その数は10数倍とも言われて

いる。まさに「殺意あふれる日本」である。 

他方、殺人件数は減少傾向にあるにもかかわらず、(昨

年の日本の殺人事件の認知件数は戦後最低、1199件未遂

を含む)秋葉原の事件に象徴されるようにセンセーショ

ナルな事件が後を絶たない。秋葉原で事件を起こした青
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年は携帯サイトに予告して無差別殺人事件を起こし、

「世の中が嫌になった。生活に疲れてやった。誰でもよ

かった」と供述しているという。 

私は、この事件には日本における死刑制度ということ

が深く関わっているように思う。と同時にそれは「殺意

あふれる日本」ということともつながっていると思う。

「世の中が嫌になった。生活に疲れてやった。誰でもよ

かった」という言葉はひょっとすると、自分に向けられ

た殺意が他者に向けられたということなのではないだろ

うか。それが可能となるのは、日本に死刑制度があるか

らだろう。死刑制度がなくなれば凶悪な犯罪が増えると

は常に言われることであるが、死刑制度があるからこそ

凶悪な犯罪が起こるともいえるのではないか。そう思わ 

 

せる様な事件が後を絶たない。 

仏教では未造業、巳造業ということが言われるが、犯

罪、特に殺人事件ということを考える時、既にやってし

まったことと、まだやっていないこととの間には、どん

なつながりがあるのだろうか。そのことの分析がとても

弱いように思われる。 

死刑制度が凶悪犯罪の抑止力になると言われるが、現

代の日本のように殺意あふれる状態では、むしろ逆の効

果があるといってもいいのではないだろうか。自他に対

する「殺意あふれる日本」。だからこそ日本という国家は、

まず制度としての死刑の廃止を宣言することがとても大

事なことだと考えるが、いかがだろうか。 

 

真宗と死刑廃止 ―えらばず・きらわず 

みすてず― 集会報告 

 
 

4 月 13 日京都の大谷婦人会館比叡の間で、約 60 名の

参加を得て死刑廃止集会を開催しました。今年秋に同じ

く婦人会館で死刑廃止全国合宿が開催の予定で、その準 

         
 

備に動いている関西在住の死刑廃止関係者も参加してく

れました。開催前の4月10日に死刑の執行があり、急遽

集会を 2 部構成にして、前半を抗議集会に当てました。

鳩山法相の三回目の執行で、就任後6ヵ月で10名もの命

を奪いました(6 月の執行で 13 名)。これほど短期間でこ

んなに大量の死刑を執行した法相はいません。彼は「法

がある以上粛々と執行するのが法相の勤め」と言って憚

ることがありませんが、その法は同時に、再審準備中の

者の執行や、精神を病んでいるものの執行を禁じてもい

ます。しかし彼は、そういう「法」を顧みることなく、
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死刑を執行しているのです。人の命を奪うことへの恐れ

や懊悩を全く感じることのできない、鳩山法相の死刑執

行に、集会参加者一同の名で抗議声明を送付しました。 

今回の集会は、元オウム信者の井上嘉浩さんの支援を 

している平野さん(大谷派僧侶)や、光市事件の被告青年を

支援している谷川さん(大谷派僧侶)など、個別支援をして

いる方から提案を受けて集会を開催しました。(お二人の

発言は掲載していますのでそれをお読みください)。 

また、集会には思わぬ方が参加してくださいました。

元国会議員の野中広務さんです。ちょっとびっくりしま

した。たくさんのカンパも頂きました。野中さんは、講

演者の河野さんが松本サリン事件で無実が証明された時

の国家公安委員長で、事件後すぐに自ら謝罪に赴かれた

そうです。｢おそらくのらくら逃げられるかなという思い

もあったんですが、野中さんは心から申し訳なかったと

言って頂いたんです。事件から今年で丸14になるんです

が、野中さんとの付き合いが続いています。季節になる

と朝掘りの筍なんかを送ってくれる。失礼なんですが、

ありがとうと言ったこともないんです。そんなふうに人

間的なお心遣いをずっとしてくださって、今日もこうし

てお越し下さったわけです｣と講演の冒頭で河野さんが

野中さんの紹介をしてくださいました。 

 
 
 

 

 
 

講演では初めに、人が人を裁くのだから誤判の可能性

があり、事実冤罪の死刑囚が存在するし、死刑執行をし

てしまったら取り返しがつかない。また犯罪の抑止力に

なるという意見もあるが、犯罪件数の推移を見ても抑止

力になるとは言えないし、気がついたら殺していたとい

うことがほとんどで、罪を犯すものが量刑を考えること

もないだろう。こういうことからも死刑に疑問を持って

いると、死刑制度についての考えを述べられました。 

続いてご自身が松本サリン事件の｢犯人｣にされていく

過程と、周囲の反応について話されました。入院当初サ

リンの影響で発熱し幻覚幻聴に苦しみ、事情聴取を断っ

たことや、尋ねられても昨日の記憶が思い出せないこと

が疑惑となり、また写真現像用に青酸化合物を所持して

いたことから、警察に犯人視されるようになったそうで

す。しかしこの段階で原因物質が青酸化合物でないこと

は分かっていたので、警察は有機リン系の薬品を再度強

制捜査で押収した。有機リン系農薬「スミチオン100cc」

と有機リン系農薬粉剤、これの正体は「バルサン」だっ

たそうです。どこでも手に入る園芸用農薬と殺虫剤「バ

ルサン」では怪しくないので、警察は「有機リン系農薬
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粉剤」を押収と記者会見で発表し、河野さんの実名まで

発表しました。そのため翌日から河野犯人キャンペーン

がマスコミで行われるようになった。｢毒ガスの発生源ほ

ぼ断定｣という新聞記事が載る。｢ほぼ断定｣と言うのは、

まだ断定されていないということなのに、イメージで犯

人像を形作っていきました。 

｢殺人鬼｣と社会から排除された河野さんを、勤めてい

た会社や友人が支えてくれたといいます。社長は取引先

から「河野を解雇しなければ取引をしない」というクレ

ームに、「何もはっきりしていない、我社には我社の就業 

 

規則がある」とはねつけ、各支店に動揺するなと訓示し

たそうです。就業規則にのっとり給与を払い続け、全国

支店では河野さんへのカンパ運動をしたそうです。マス

コミは逮捕まじかと考え、河野さん周辺に写真提供を求

めましたが、友人も親類も写真を提供せず、一時河野さ

んの写真は70万の値がついた。河野さんの周りの人は彼 

 

を支え、マスコミを信じた人はバッシングに回った。河

野さんの友人は町会長から「河野の友人に同じ町内にい

てほしくない。出て行け」と言われたり、遠縁の娘さん

が「殺人犯の親類と言われたくないから離婚してくれ」

と言われたりしたそうです。 

河野さんを支えた一人に大沢という牧師さんいたそう

ですが、この人のエピソードが私の心に残りました。事

件後なにかと気遣ってくれた牧師さんだそうですが、妻

の危篤を医師から告げられた日に、たまたまお見舞に来

られた牧師に、「妻にもしもの事があったら、お葬式をお

願いしたい」と頼んだそうです。その時、この牧師さん

は「たとえ河野さんが犯人であっても、あるいはそうで 

なくても、そんなことは自分はどっちでもいいんだ。自

分は宗教者として、河野さんが困っているから力になり

たいんだ」と言ったそうです。口だけで「あなたはやっ

ていない」と言われるよりも、牧師の言葉が心に響いた

し、その後も、その言葉に随分勇気づけられたと語って

おられました。 

私たちは集会のサブタイトルとして、竹中智秀先生の

「えらばず・きらわず・みすてず」という言葉を使いま

した。それには、私たちがそう生きたいということと、

そういう社会であってほしいという願いを込めたタイト

ルでもありました。死刑制度を持ち、重罰化、厳罰化を

推し進める不寛容な社会では、犯罪者やその家族だけで

はなく、私たちもまた生きにくい世の中であることを、

死刑廃止を訴えながら明かしていきたいと思います。    

(事務局 楯) 
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光市事件 ― 犯罪報道と死刑   

谷川修真 

広島からまいりました谷川です。２年前、死刑を求刑

されている人、２人と会いました。光市事件と下関通り

魔事件の被告です。光市母子殺害事件でなく光市事件と

言ったのは、この事件は殺人ではなく傷害致死だからで

す。面会する前は、いかにも残忍で、凶悪そうな人だろ

うと思っていたんですが、光市事件の被告は幼い感じの

人で、マスコミ報道から想像したイメージとはまったく

違っているのに驚きました。そして、事件そのものもマ

スコミが伝えていることとは違っていることがわかって

きまして、マスコミの報道はいい加減なものだとつくづ

く思いました。 

 昨日、光市事件の集会が広島であり、弁護団の方が６

人話をされました。話を聞かれた方は、弁護団の言って

いることはおかしくない、マスコミは弁護団の主張を伝

えていないし、それどころか嘘の報道をしていると感じ

られたのではないかと思います。というのも、同じよう

な集会が３月に東京で開かれたんですけど、その時の話

をまとめた『光市事件 弁護団は何を立証したのか』とい

う本を売ったんです。そしたら、来られた方のほとんど

が買って帰られました。 

 弁護団の言ってることは荒唐無稽だ、弁護団は裁判を

バカにしている、被害者を傷つけていると言われていま

す。しかし、裁判を傍聴している人はそうは感じていな

いらしく、被害者遺族の本村さんは「確かに弁護団のス

トーリーは筋が通っているようにも見えます」「なにが

真実でなにが嘘かよく分からなくなってきた」と、会見

で語っています。 

 裁判を傍聴した新聞記者も、取り調べがいかにいい加

減だったかがわかった、検察の主張には無理がある、計

画的にやったとは思えない、これで死刑になるとしたら

おかしいなどと言っています。だけども、被告に有利に

なることや擁護することは書けないし、書いたとしても

デスクが書き換えるから記事にできない、とも言ってい

ました。そういう話を聞くと、新聞記事を読んでも、は

たしてどれだけ本当なのだろうと思うようになりました。 

      

死刑廃止派の弁護士が裁判を死刑廃止運動に利用して

いるというのも嘘です。裁判を利用しているのは検察で

す。厳罰化をすすめ、死刑のハードルを下げるために光

市事件を利用しているわけです。光市事件は検察によっ

て、少年による凶悪犯罪の象徴としてことさら残虐な事

件に仕立て上げられ、マスコミもそれに同調して大げさ

に取り上げています。 

 どういうことかというと、凶悪な犯罪が増えている、
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特に少年による凶悪な事件が多い、自分も犯罪に巻き込

まれるのではという不安を持っている人は多いと思いま

す。そして、日本は犯罪者に甘い、このままでは日本は

どうなるんだ、だからもっと厳しく罰しないとだめだ、

と思うわけです。 しかし、犯罪は増えていないし、治

安は悪くありません。犯罪の件数は昭和３０年代がピー

クで、それ以降犯罪は減少し、近年は横ばい状態です。

２００７年の殺人件数は戦後最低なのに、こういう明る

いニュースをなぜかマスコミは報道しません。それどこ

ろか、犯罪報道はやたらと増え、事件が起きるとテレビ

は朝から晩まで同じことをくり返しては不安感を煽り立

てています。それで我々は、おかしな事件が多い、どう

なってるんだ、このままでは日本は悪くなるばかりだと

誤解するわけです。そして、殺人は減っているのに、な

ぜか死刑判決は増え厳罰化が進められているわけです。 

 弁護団へのバッシングもおかしい話です。被告のため

に働くのが弁護士の仕事なのに、「何であんな奴を弁護

するんだ」と非難されています。もしも自分が逮捕され

たらと考えないのでしょうか。 弁護団への懲戒請求を

煽ったくせに、自分は懲戒請求をしなかった橋下という

弁護士がいますが、この行為のために、橋下弁護士自身

が懲戒請求されていることはあまり報道されていません。 

 我々にしろ、被害者の方たちにしろ、マスコミが作り

上げた加害者のイメージ、事件のイメージを持っていて、

「こんな残虐非道なことをする奴なんか死刑になって当

然だ」と思ってしまっています。しかし加害者を知ると、

そうしたイメージは実際とは違っているとわかります。

加害者を知り、事件の背景を知るなら、被害者の方の気

持ちも変わってくるかもしれません。 しかし、マスコ

ミは被害者の怒りや恨みをいたずらに強調しています。 

 

我々第三者も被害者の怒りを共有して、死刑を求めるこ 

とが正義だと思い込んでいます。だけど、もしも自分や 

家族が加害者、被告の立場に立っても、やはり死刑を求

めるのでしょうか。イメージだけで「殺せ」と断罪する

ことの独善的正義感に恐さを感じます。 いつまでも怒

りや恨みを持ち続けることは被害者の救いにはならない

と思います。被害者の救い、加害者の償いは何か、河野

さんにお聞きしたいです。 

 仏教や真宗では死刑についてどう考えているのでしょ

うか。今日のテーマの「えらばず、きらわず、みすてず」

という願いが阿弥陀如来です。ある弁護士さんに「世界

中のすべての人が被告を見捨てても、最後まで見捨てな

いのが刑事弁護人だ」と聞き、阿弥陀如来の願いと通じ

ているなと感心しました。逆に死刑とは、こいつは悪人

だからと切り捨ててしまうことですから、仏の願いに背

いていることです。 
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 釈尊の弟子にアングリマーラという盗賊がいました。

多くの人を殺しているので、王様がアングリマーラを捕

まえるために軍隊を引き連れました。この王様は釈尊の

教えを聞く信者です。釈尊は王様に「もしアングリマー

ラが心を入れかえて出家をしていても捕まえますか」と

聞くと、王様は「いいえ、出家して心を清らかにしてい

る人を捕まえるわけにはいきません」と答えました。 

 『蓮如上人御一代記聞書』には「前々住上人には、何

たるものをも、あわれみ、かわゆく思し召し候う。大罪

人とて、なお、人を殺し候うこと、一段、御悲しみ候う。

「存命もあらば、心中をなおすべし」と、仰せられ候い

て、御勘気候いても、心中だになおり候えば、やがて、

御宥免候うと云々」とあります。 

 仏教の教えは、罪を犯したからといって切り捨てて排

除せず、自分の罪を深く自覚してとらえ直し、悔いあら

ためるよう導き、そして本人が生き直すことができるよ

う仲間として受け入れていくことだと思います。 

 本村さんは「死刑という更正」ということを言ってい

ます。罪を犯した者が深く罪を悔い、本当に反省し、誰

から見ても真人間になったら死刑を執行してほしいと言

っています。事件が起きた１９９９年に「ニュースステ

ーション」で「死刑は廃止してはならない。死刑の意味

は、殺人の罪を犯した人間が罪と向き合い、犯行を悔い、

心から反省をして、許されれば残りの人生を贖罪と社会

貢献に捧げようと決心して、そこまで純粋で真面目な人

間に生まれ変わったのに、その生まれ変わった人間の命

を社会が残酷に奪い取る、その非業さと残酷さを思い知

ることで、等価だという真実の裏返しで、初めて奪われ

た人の命の重さと尊さを知る、人の命の尊厳を社会が知

る、そこに死刑の意義があるのだ」と話されていますか

ら、ずっと同じ考えなんでしょう。 

 真人間になったら許してもいいというのではないわけ

です。いかに悔いあらためていようとも生き直すことを

認めないのはひどいと思います。仏教の立場からこうし

た死刑肯定論をきちんと批判すべきだと思います。 

 これで終わります。ありがとうございました。 

追記 

 光市事件の裁判をめぐるテレビ報道について、放送倫

理・番組向上機構（ＢＰＯ）の放送倫理検証委員会は１

５日、「多くが極めて感情的に制作されていた。広範な視

聴者の知る権利に応えなかった」とする意見書を発表し

ました。テレビでの報道がいかに歪んだものだったかが

公式に認められたわけです。 「光市母子殺害事件の差

戻控訴審に関する放送についての意見」    

http://www.bpo.gr.jp/kensyo/kettei/k004.html
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『生きて償う』ことを可能にするために  

平野喜之 

「『生きて罪を償う』井上嘉浩さんを死刑から守る会」

の事務局をしています平野喜之と申します。私は会の呼

びかけ人でもありませんし、ましてや代表者でもありま

せんが、事務局をしている私に発言をしてほしいという

依頼がありましたので、お引き受けしました。私がなぜ

この会の発足にかかわり、事務局として現在に至るのか、

ということをお話しすることも十分意味がありますが、 

 
 

今日は時間の関係もあって個人的なことをお話しするの

はなるべく避けて、①井上嘉浩さんについて②会の立場

と発足に至る経緯③井上さんの思いと私の思い、の３つ

に的を絞ってお話しさせていただきます。 

① 井上嘉浩さんについて 
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現在、38 歳で東京の小菅にある拘置所にいます。今

から 13 年前の 1995 年３月 20 日、当時彼は 25 歳でし

たが、東京の営団地下鉄にオウム信者たちによって、化

学兵器として使用される神経ガスであるサリンが散布

され、乗客や駅員ら１２人が死亡、5500 人以上が重軽

傷を負いました。いわゆる地下鉄サリン事件です。その

1995 年の５月に、この事件の容疑で彼は逮捕されまし

た。彼は 16 歳のとき、当時はまだ「オウム神仙の会」

といって、教団というよりはヨガのサークルのようなと

きに、全く社会経験のないままオウムに入りました。地

下鉄サリン事件はそれから９年後の出来事です。1989

年には、出家信者の母親から息子の教団からの脱会につ

いて相談されたことがきっかけとなってオウム真理教の

反社会性を批判・追及していた坂本提弁護士とその家族

が、オウム信者たちによってさらわれ、殺されるという

事件が起きていました。1990 年には、オウム真理教の

教祖であった麻原彰晃（松本智津夫）氏が衆議院議員選

挙に出て、それに落選し、オウム教団は次第に閉鎖的に

なって反社会性を帯びていきました。また、教団内では

信者が無理な修行をして死亡するという事件、教団をや

めようとした信者を麻原教祖の命令でリンチした末に

殺害するという事件、などが次々に起きていました。 

井上嘉浩さんは、坂本弁護士一家殺害事件や松本サリ

ン事件には全く関係していませんし、自らの手で人を殺

めるということだけは、たとえ麻原教祖に命令されても、 

ＬＳＤを飲まされ虐待を受けてマインドコントロール状

態になっても、出来ませんでした。それはなぜか？とて

も大事な点なので、この点についてだけはお話させてい

ただきます。 

彼が「オウム神仙の会」に入ったのは、単に神秘体験

に憧れていたからではありません。１６歳の頃には、彼

はもうすでに、この世界に無常を感じ、我欲に穢れた自



分に絶望し、欲望うずまく社会に絶望し、なんとか自分

を変えたい社会を変えたいと考えていました。そしてそ

の当時、麻原氏は「自分は最終解脱を成就したものであ

り、自分こそ、あるいは自分が教祖をしているオウム教

団こそ、この汚れきった人々を社会を変えることができ

るんだ」とうそぶいていました。彼はその麻原氏にすっ

かりほれ込んでしまったのでした。しかし、確かに井上

さんが麻原氏に自ら進んでほれ込んだともいえますが、

麻原氏にほれ込まされた、踊らされたとも言うことが出

来る面もあります。そのどちらを強調するかで、判決が

ずいぶん変りますが、今日はその問題に触れないでおき

ます。とにかく、嘉浩さんは、入信から地下鉄サリン事

件に至る９年の間に、オウム教団に矛盾を感じ葛藤し、

何度も脱会しようとしたけれども、やめることが出来ま

せんでした。その理由は、入信の動機が「自分を変え社

会を変えたい。そのために立派な解脱者になる」という

目標を達成することであり、「私はその目標に向かって

修行しているだ。だから、その目標を達成するまで絶対

に修行をやめないぞ」という硬い決意と、修行者として

の自尊心があったからでした。私は時々、「なぜ、林郁夫

と違って社会経験のない井上嘉浩が、早い段階で教祖麻

原を否定し批判することができたのか」という質問を受

けることがありますが、「それは社会をよくしたいとい

う動機でオウムに関っていたからこそ、オウムの、ある

いは麻原の抱えている矛盾に気づくことができたのだ」

と応えています。しかし、その「自らの身を投げ打って

社会をよくするために修行しているんだ」という自尊心

こそが、オウム教団を離れることができなかった原因の

一つでもあったと私は思うのです。もちろん、教団を脱

会すれば、自分も家族も殺されるという恐怖もあったに

違いありませんが。 

さて次に、裁判についてお話します。2000年6月に彼

は、東京地裁で死刑求刑に対して無期懲役の判決を受け

ましたが、それは何よりも、犯した罪の重さに対する深

い反省、被害にあわれた人たちへの真摯な態度を考慮さ

れての判決でした。地裁判決後の井上弘道裁判長の説諭 

 

 
 

に「裁判所としては、被告人が何よりそれら(被害者の

方々やご遺族の方々の苦しみ)を自分のこととして痛切

に感じ、苦悩し、深く心に刻みこんだものと認め、各犯

行にあって、わずかであれ、うかがうことができた被告

人の人間性を見て、被告人に生を与える選択をとること

にしました」と述べられている通りです。しかし、2004

年 5 月には東京高裁で死刑判決が下されました。その判

決文にも「自分の犯した罪の大きさに打ちひしがれ、そ

の行為がもたらした惨状に驚き、被害者や遺族にどのよ

うに謝罪しても取り返しのつかない犯行をしたと後悔し、
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被害者にわびている。現在では松本の影響から離脱し、

もはや同種の犯行に及ぶ危険性は消失したといえる」と

述べられています。では、なぜ一審で与えた命を奪う必

要があるのでしょうか。本当に一審判決が誤っているの

でしょうか。どうしても、井上さんの命を奪わなければ

いけないのでしょうか。私は二審判決に疑問を持ってい

ます。とにかく、現在は、最高裁へ上告中です。 

② 会の立場と発足理由 

 この「『生きて罪を償う』井上嘉浩さんを死刑から守る

会」は、まず井上さんを「死刑から守る会」です。しか

し、井上さんだけを死刑から守るのではありません。死

刑制度そのものの廃止を願う会でもあります。そのこと

については、この会から発行している機関紙『悲』３号

に明確に述べています。 

 そしてこの会はなにより、彼が「生きて罪を償う」こ

とを助ける会です。ただし、「罪を償う」ということはど

ういう意味で言っているのかという問題があります。「償

う」という意味が文字通り「もとにもどす」という意味

なら、「償う」ことは絶対に不可能ですから。その問題は

非常にデリケートな問題ですので、５分ほどで簡単に要

点だけお話しするというわけにはいかなし、仮にそうし

てしまうと誤解を招く可能性もあります。その「罪を償

うということ」の意味については、会の代表者である児

玉暁洋氏が『悲』２号で詳しく論じております。受付に

『悲』創刊号、２号、３号と置いていますので、お持ち

帰りいただき、是非お読みください。 

次に、会の発足に至る経緯についてお話します。井上

さんは、1995 年、3 月 20 日の地下鉄サリン事件後、同

年５月に同事件容疑で逮捕されたその年の12月には、自

らの“ 非 ”を悟り、オウム真理教から脱会して、翌年

3月の初公判において次のように述べました。 

「これからの裁判で私の知る限りのオウム真理教の実態

を明らかにし、二度とこのような宗教の名のもとにおけ

る犯罪がこの日本において起きないように出来る限りの

償いを実践することを誓います。」 

 

また、2000 年６月、東京地裁での判決言い渡し後の

説諭で井上弘道裁判長は、「被告人に生を与える選択を

取ることにした」と述べ、続いて「一人の率直な人間と

して謝罪の日々を送らなければなりません」、「片時たり

とも、贖罪の気持ちをぬぐい去ることのないように」と

いう呼びかけをもってその説諭を結んでおられます。 

 そして、2006 年 12 月、私への手紙に「罪は償いきれ

ないが、人にとっての救いとは何か自問していきたい、

様々なことを本音で語り合いたい」（平野による取意）と

述べています。そういった井上さん自身の呼びかけ、地

裁の井上裁判長の説諭のおこころを受け、それに応答す

るかたちで、この会が発足しました。この会の活動の内
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容は、機関紙『悲』（４号は５月中旬には発行予定）の発

行、署名活動（一旦は３月３１日に最高裁に提出したが、

その後も集め続けています）、会へのカンパをお願いする

ことなどです。もし、今日のこの会に参加して私の話を

聞かれて会の趣旨に賛同してくださる方がいらっしゃっ

たら、是非ご協力お願いします。 

③ 井上さんの思いと私の思い 

 私はつい先日、３月26日に東京銀座十字屋ホールで開

かれた「地下鉄サリン事件から 13 年の集い」に参加し、

その翌日の27日に、井上さんに面会して参りました。そ

のときに、二人で話し合い感じたことをお話ししたいと

思います。 

 ご存知の方もいらっしゃると思いますが、1996年３月

にオウム真理教は破産宣告を受け、裁判所から選任され

た破産管財人がオウム真理教の財産を管理し、債権者に

配当する業務に入りました。それが今年の３月26日の午

前中に終了し、被害者への配当が約40％、１５億円にと

どまったことが報告されました。その報告を受けて、残

りの６０％をどうするのか、ということを検討すること

がその会の中心だったような印象を受けました。 
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 しかし、それとは別に、私がその会の中で印象に残っ

たことがいくつかありました。高橋一正さんという方は、

（当時）営団地下鉄霞ケ関駅助役だったがゆえに、地下

鉄サリン事件に巻き込まれ、いや巻き込まれというより、

地下鉄の職員としての責任感から被害に遭われた方々を

救おうと努めておられるうちに、サリン中毒になって亡

くなられました。その高橋一正さんの妻である高橋シズ 

 

               
ヱさんが、事件後１３年たってようやく自らを振り返り

手記を出版する気持ちが起きてきたことということをお

っしゃられました。そして『ここにいること－地下鉄サ

リン事件の遺族として』（岩波書店）という本を書かれま

した。その本の紹介と、遺族の気持ちの揺れを折れ線グ

ラフで書かれて、「私の場合は１３年でボトムアップし

た」とおっしゃられました。そして、私には高橋さんが

次の２つのことをおっしゃられたことが印象に残りまし

た。１つは「オウム事件は、被害者側も加害者側（特に

事件に関ったオウム信者の、その家族）も、どちらにも

悲惨な出来事だった」ということ、もう１つは「オウム

事件を決して風化させてはならない」ということでした。 

 また、その会場には、お兄さんの浅川一雄さんに付き

添われて、車椅子で妹の幸子さんが来ておられました。

浅川幸子さんは現在44歳で、サリンの被害に遭われ、視

力を失い、重い言語障害が残り、寝たきりの状態です。

私にはお兄さんの一雄さんが次の２つのことをおっしゃ

られたことが印象に残りました。１つは「妹は国の身代

わりになったのだから、国が最低限の補償をすべきだ。

私の身に何かあった場合、誰が妹の面倒をみるのか心配

だ」ということ、もう１つは「妹は、加害者を恨み続け

る人生は幸せな人生ではない、と言っている。その妹の

笑顔に救われる」ということでした。 

 その会の次の日、小菅の拘置所に井上さんに面会に行



って、高橋さんのことや浅川さんのことを伝えると、彼

の目から涙が溢れました。そして、加害者と被害者が共

に救われて行く道はあるのだろうかと、ほんの少しの間

二人で語り合いました。もちろん、語り合ったからとい

って何が分かったということもありません。しかし、時

の流れは、加害者の心境も被害者の心境も変えていく力

を持っているということを、二人で感じておりました。 

 ところで実は、私はこの問題に関る以前は、正直言っ

て死刑制度については全く無関心でした。しかしそうい

う私でも、実際に死刑判決を受けた人と交流することに

よってようやく、死刑制度は、加害者と被害者の交流、

加害者が懺悔を深め、被害者に謝罪し、被害者がそれを

許し受け入れる可能性を完全に絶ってしまう制度であり、

しかも、交戦権のように、国家の主権によって人を殺す

ことを肯定してしまう最悪の制度だと、気づくことがで

きました。もし、死刑判決を受けた人と会う機会に恵ま

れれば誰でも、その人はこの私のように、死刑制度に対

する認識が全く変る可能性があるような気がします。被

害者の方が加害者の方と交流を持つことは、感情的に非

常に難しいことでしょうが、しかし何らかの交流をもつ

ことによって、たとえ許す心境には到底なれなくても、

殺してやりたいという残酷な感情も少しは変る可能性が

あるのではないか、殺す殺されるという関係が変る可能

性があるのではないか、と考えております。 

 最後に、今日の会で河野義行さんが講演してくださる

ことを井上嘉浩さんに伝えましたら、「是非、おわびした

い。よろしければ、河野さんが私からのおわびの手紙を

受け取ってくださるかどうか、平野さんから河野さんに

直接聞いてほしい」と言っていました。そのことを河野

さんにお伝えしましたら、河野さんは承諾してください

ました。そのことを皆さんに報告させていただいて、私

の話を終えさせていただきます。 

 

         
 

法の裁きから感情での裁きへ 

ー 裁判員制度の闇 

楯 泰也 

2009年に裁判員制度がスタートします。この制度導入

は内閣の直属機関「司法改革推進本部」が突然言い出し、

2005 年 10 月から各地で裁判員制度に関するタウンミー

ティングが開催され、法改正の周知がなされました。 

このタウンミーティングを請け負ったのは電通で、最

高裁事務局は電通と2005年9月30日に、３億４千百万

円で契約を結び、不思議なことに、同10月1日には群馬

などでタウンミーティングを開催しています。わずか一

日で、(そんなことは不可能ですが)会場も出演者も決め、

チラシも配布されタウンミーティングがスタートしまし

た。こういうことを談合と言います。また、各地で行わ

れるタウンミーティングについて、新聞社は「裁判員制
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度」についての記事を書きます。概ねその重要性を謳う

もので、その下には最高裁がスポンサーの「裁判員制度」

の広告が載ります。これを買収・世論操作と言います。 

このように強引なやり方で裁判員制度の準備が進めら

れたわけですが、そのお陰で私たちは「制度」が始まる

ことだけは知っています。しかし、そもそも刑事裁判と

はどういうものか。私たちは何をもって罪を裁くのか。

いったい私たちが何をやらされるのか。私たちが何も知

らないまま制度だけがスタートしようとしています。 

そもそもこの裁判員制度は「広く国民に司法を開放し、

国民の司法に対する信頼を獲得する」と法律の冒頭では

謳い、｢刑事裁判に一般の人たちの物の見方、良識を反映

する｣ことを目的に始められることになっています。実際

冤罪事件の再審の厚い壁を思うと、検察べったりの裁判

官より市民が裁判に参加した方がまだましだという気も

します(もっともこんなケースに、地裁審理にだけ関係す

る裁判員が関わることはないんですが)。 

裁判員は、２０歳以上の有権者の中からくじで候補者

を選定しますが、全国で３０万～４０万人が候補として

選ばれる予想です。その中から各地方裁判所によって、

裁判ごとに６名の裁判員が選ばれ、３名の裁判官と評議

し、多数決によって有罪か無罪か、刑の重さも決めます。

裁判員に選ばれるのは、だいたい有権者４千人に１人の

割合になります。裁判員は国民の義務と言われ、正当な

理由なく拒否できないとされています。違反すると10万

円以下の過料という罰則まで付いています。憲法には裁

判に関わる義務なんて書かれていませんが、人を裁くこ

とを強制されるわけです。 

私たちがイメージしていた、アメリカの陪審員制度と

の違いは「量刑」までを私たちが決める点にあります。

欧州でもドイツ・イタリア・フランスなどで、裁判員制

度に似た参審制(罪の有無・量刑を決める)がありますが、

人員構成や選定に違いがあり、最も基本的な違いは欧州

では死刑が廃止されている点です。日本の場合地裁レベ

ルではありますが、市民が死刑判決に関わる可能性があ

るということです。 

裁判に市民が参加するにあたって、長期間の拘束は生

活に支障をきたす恐れがあるため、だいたい3～5日の拘

束期間で裁判を終わらせることが決められました。その

ために、弁護人と検察官と裁判所が｢争点や証拠の整理を

すべて密室で事前に終わらせたうえで裁判にかける｣と

いう｢公判前整理手続｣というものを新設し、そればかり

か、連日の開廷、主尋問と反対尋問を同日にすることな

どを決め、裁判の｢迅速化？｣を図ることになりました。 

 
 

では、私たちが関わるかもしれない最悪のケース、死

刑事件について考えてみましょう。事件の犯人とされた

人は、その身柄を警察検察にゆだねられます。実際に罪

を犯した人であれば、心の整理もつかず、自暴自棄のま
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ま取り調べを受け、実際に人を殺めてしまったという罪

の意識から、警察検察によって作られた犯行の経緯や犯

行動機まで認めてしまうケースが多くみられるようです。

警察検察は、殺意があったか、犯行は計画的であったか

など、より重い罪で裁けるかどうかを重視します。その

間、自身を守るために弁護士からアドバイスを受けるこ

ともできません。これまで、刑事裁判に慣れた良心的な

弁護人は、本人を落ち着かせ、本人自身を事件と向き合

うようにして、時間をかけて真相を究明してきました。

しかし裁判員制度導入後の裁判ではまずそういうことは

不可能になります。 

光市事件の高裁裁判での被告の青年の発言が当時話題

になり、その内容が荒唐無稽だと批判を受けました。そ

れまで私たちが知っていた事件の｢真相｣との落差に、私

自身戸惑いを感じました。しかし、理路整然とした理解

しやすいストーリーよりも、本人が語る言葉の方が真実

に近いように思います。逮捕時の家庭裁判所の調査報告

には｢亡き母に被害者を重ねた被告の幼児性の強さ、犯行

時は混乱で精神的退行の可能性がみられ、被告の善悪の

判断は 4、5 歳程度｣と記録されています。そういう意味

で、やっと事件の真相に向かって歩み始めたという気が

しました。しかしこういうことは裁判の迅速な進行を妨

げると非難されました。 

昨年｢公判前整理手続｣が実施された神戸の裁判では、

わずか 2 か月、４回の公判で、死刑判決が出たというも

のがあります。弁護人が控訴しましたが、本人が取り下

げたためこの判決は確定しています。充分な審理が尽く

されたとは考えにくいのですが、死刑は確定しました。 

その上、今後被害者遺族が裁判に参加し、証人や被告

に直接質問をしたり、検察官とは別に求刑をすることが

できるように法改正が進められています。検察が無期を

求刑しても、遺族は極刑を求めることができる訳です。

光市裁判でも｢被害者遺族の感情を重く見て｣と言われた

ように、遺族の裁判参加によって、法廷がますます被害

者の感情に影響を受け、その復讐の場となることは容易

に想像できます。 

また、裁判員は法廷が終わると家へ帰ることができま

す。守秘義務があるので評議の内容は他に洩らすことは

できませんが、素人ですから自分の判断にそう自信があ

る人はいないでしょうから、自分の考えを補強したいと

思うことでしょう。今、各地で裁判員制度に向けた模擬

裁判がおこなわれていますが、市民感覚を持って様々意

見を述べることはできるようですが、評決に関してはプ

ロの裁判官の意見に影響されることが指摘されています。

自信がないわけです。 

           

実際の裁判に関わっ 

た場合、家に帰ればマ 

スコミの情報が氾濫し 

ています。被害者遺族が涙ながらに語り、殺害されたい

たいけない子どもや妻の映像が繰り返し流されます。コ

メンテーターは被告を極悪非道と断罪し、被害者に同情

の涙を寄せます。裁判員がそういう感情に同調すること

は十分あり得ます。 
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これまで刑事裁判は一応、無罪推定原則や厳格な証拠

で判断するという近代刑法の原則で行われてきました。

一応、「法による裁き」が裁判の前提でした。これからは

先に述べたように、感情で裁くということがまかり通る

ことになります。また、9 名の多数決で罪や量刑が決め

るのですから、5 対 4 でも有罪と評決されるわけです。

それは近代刑事裁判の鉄則であった「疑わしきは罰せず」

を根本的に否定することになります。厳罰化重罰化は加

速度的に進むのではないかと思います。 

さて皆さんは、自分が裁判員に選ばれたらどうしよう

とお考えのことと思います。しかし、「こういう制度で自

分が裁かれるとしたら」と考えてみてください。松本サ

リン事件の加害者と疑われた河野さんは、警察が別件で

逮捕するために、徹底的に身辺調査を行ったそうです。

勾留して密室で取り調べをするためです。また警察は情

報をリークして、マスコミを使い河野犯人像を作り上げ

ました。こうです。「容疑者宅から有機リン酸系薬品粉薬

を押収」これは殺虫剤｢バルサン｣のことだそうです。た

またま彼は、「そこそこ真面目に暮らしてきたから」と自

身が語るように、警察から付け込まれなかったのですが、

いつでもだれでも犯人にされる可能性はあるのです。そ

していったん捕まると、密室での取り調べ、短期間の裁

判、事実より感情という評決によって犯人にされる可能

性があります。 

「司法の開放」と言いながら、死刑についての情報は何

も公開されていません。国会議員ですら刑場視察もまま

ならない状況です。取り調べの可視化と言われながら、

弁護士の同席はおろか、取り調べの映像は、検察に都合

の良い一部しか公開されず、冤罪の温床は生き続けてい

ます。そして検察や警察のお手盛りの証拠や調書を密室

で｢公判前整理手続｣し、迅速に裁判が進められる訳です。

私たちは多くの大切な情報を隠されたまま、司法による

国家管理の片棒を担がされるわけです。裁判員制度の実

施は決まっていますが、各地で反対の声が上がっていま

す。憲法にない義務を課すことから、21世紀の赤紙との

批判もあります。今後も様々な情報を集め、問題を共有

していきたいと思います。事務局にご意見をお寄せ下さ

い。              

 

「人が人を裁く」ことへの怖れ 

― アメリカ陪審員制度    

見義信香 

    

      
 

  昨日BillにJury Duty（陪審員）の召喚状がきた。 

・・・怒ってました、Bill は。「この間やったばっか

りなのに！！」と。 

  アメリカが陪審員制度を採っているのは有名ですが、

“Duty”とついているようにこれは国民の義務です。でも、

この義務がかなりの大不評だということが、こっちに来

~ 15 ~ 
 



て分かりました。 

「来ちゃったよ〜。最悪・・・！！」 

「かわいそ〜〜」 

というのがだいたい一般的な会話の流れ。 

一番の理由は拘束時間が長い＆期間が未定→予定が立

たない＆自分の仕事ができない。だから召喚状がくると

だいたいどうやったら免除されるかということを考える

ようです。以前は子供の送り迎えをしてくれる人が他に

いないとかいう家庭の事情で免除されることもあったよ

うですが、最近は厳しくなって滅多に免除されなくなっ

てきたようです。仏教徒だからというのが免除の対象だ

ったのも遠い昔だそうです。そうなるとこっちも必死で 

あの手この手で免れようとします。どのぐらい必死かと

いうと、英語が全くわからない振りをしたり、精神的に

不安定な人を演じるという荒技もでてきます。 

 自分の生活のペースが乱されるというのが一番の理由

というのは否定できませんが、でもその根底には「人が

人を裁く」ということへの疑問とその責任を直に背負う

ことに対する怖れとがあるんじゃないかなぁということ

も感じます。例えば他人が「有罪」とした判決に便乗し

て賛成するのと自分が直にひとりの人間に対して「有罪」

としてその人間の将来を決定してしまうということ。

「人を裁く」という点において両者に違いはないのです

が、前者は便乗ということにおいて自分の背負う責任に

対する逃げ道が与えられているというか、その責任の重

大さが「悪人を正しく裁く」という自己正当化に呑み込

まれることが可能である分、自分の判断に酔うことはあ

っても疑問をもつことはあまりないかもしれません。そ

れに対して、陪審員として関わるということは目の前の

人間の運命を左右する判断を自ら下すということです。

被告の犯罪の重さや凶悪さにどれほど意識を集中させて

「だから私の下した判断は正しかった」と思ってみても、

その一方でその判断に伴う重い責任と「自分は人を裁く

権利のある人間なのか」という疑問から完全に目を逸ら

しきることは難しいのではないでしょうか。人が人を裁

くことが義務として課せられているということは、逆に

いえばそれは、もともとは自明の権利ではなかったとい

うことの証明になっているのではないでしょうか。 

 実はそういう疑問に立っているのが本来の陪審員制度

であるということに気づきます。 陪審員制度は人を有罪

にするための制度ではなく、無罪の可能性を徹底的に追

及する制度であり、「限りなく黒に近い灰色」とか「疑わ

しきは罰せず」といわれるように、少しでも無罪の可能

性のある人間を有罪にはできないシステムです。今はど

ちらかというと逆の感覚すらもちますが、そもそもの陪

審員制度の始まりは「人が人を裁く」ということが自明

の権利であるという感覚ではなかったようです。 
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 日本でも裁判員制度が始まりますが、どういう議論が

なされたのかもう一度確認してみたいと思います。「人

が人を裁く」ことに対する国からのお墨付きが裁判員制

度だとしたら・・・・でも、よく考えたら私たちはいつ

でも人を裁いてます。そしてそのことに当たり前感や、

自分を正しい側に置く心地よさは感じても、それに疑問

をもつことはほとんどありません。そういういう私たち

の「悪いやつ、邪魔なやつは徹底的に排除すべき」とい

う考えが今裁判員制度という形となって私たちの目の前

に現れているのかもしれません。 

（この原稿は、教研第一期特別研修修了者の通信、月刊『間』

第22号（2008年4月）から、本人の承諾を得て転載しました。） 
 
 

 出所者の保護施設 －「網走慈恵院」 

山内小夜子 

 集会当日、参加者から「死刑制度廃止も大切だが、犯

罪を生み出さない社会をどうつくれるか。刑期を終えた

人を受け入れる場所がなく再犯につながる現実がある。

かつて大谷派で保護事業として慈恵院を経営していたが、

その歴史は継承されているか？」という質問がありまし

た。会場には「慈恵院」について知っている者がいませ

んでした。歴史を継承しているとは言い難い現状ではな

いかと思います。「慈恵院」について簡単に紹介します。 

 「寺永慈恵院（のちに網走慈恵院と改称）」を設立した

寺永法専氏は、明治元年石川県の真宗寺院の生まれ。 

 １９才の時に北海道での布教活動を志し、１８９３年

（明治２６）に網走で活動を始めます。１８９４年（明

治２７年）、網走分監の教誨師を嘱託され、毎月数回獄中 

 

の人々との交流がはじまります。 

 １８９６年（明治２９）には、監獄を出ても頼るあて

のない者、帰るための旅費の算段のつかない者、老いて

衰弱した者、特に冬期は流氷によって交通手段が閉ざさ

れて行き場のない人が街に暮らさざるを得ない現実があ

りました。このように寄る辺なき人たちのために自坊を

「免囚引取所」として、庫裡で家族同様に生活を共にさ

れました。食事はもとより仕事の世話や、からだの衰弱

した者には医療手当をされました。 

 このような保護事業と関わる動機は、免囚の一人から

「囚人たちも幼いころは仏壇に手を合わせたことを思い

出し、仏教の話を聞きたがっている」という言葉を聞い 

たことにはじまると伝えられています。 

１９０７年（明治４０）、出獄者の数の増加に、保護事

業を拡張しようと「寺永慈恵院」の設立を発表して社会

の各界の人々に協力要請をしました。法専氏の意志は自

身によって書かれた「寺永慈恵院趣意書」（明治４０年）

に明瞭に示されています。 

「（略）犯罪救治の重要機関たる監獄事業の後援とは何ぞ

や、曰く免囚の保護即ち是れなり。人生無告(むこ)可憐

なる者之を鰥寡孤独（かんかこどく/よるべのない者）と
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為す。然れども一度刑辟に觸れ、繋獄幾星霜の後ち出で

ては郷党（きょうとう/むらざと）の為に厭悪せられ、稼

穡（かしょく/生計を支える仕事）を求むるも能わず、倚

るに家なく頼むに所なく、流離放浪の末畢に犯罪を余儀

なるするもの、嗚呼其憫れむべくして且つ悲惨なること

果たして前者と孰れぞや。具に累犯者の経路を探尋せば、

概ね皆然らざるはなし。社会の出獄者に冷酷なる亦甚だ

しいはあらずや。故に今日の社会は刑余の同胞を駆て駆

て罪悪の渦中に投じ、因りて犯罪を助長せしめたるの責

を分たざるべからずと同時に、少なくとも之を救治する

の義務を負荷せずんばあらざるなり。 

 法専身苟も仏陀の教を奉じ、利民済度を以て天分と為

す。無告の刑余者に対し一掬(ひとすくい)の涙なからざ

るべからず。故を以て明治二十九年二月以来出獄者の保

護に従事せりと雖も、力微力にして其数未だ六十有余名

の上に出ること能わざるを憾とす。依りて茲に慈恵院な

る名の下に於て、汎く世の同情に訴え這般事業の拡張を

謀り、一は仏陀の教義に応へ予て人道を裨補し、他は以

て社会の安寧福祉に資する所あらしめんと欲す。（略）」 

 出獄しても餓死するか再犯の道をたどるしかない人た

ち。しかし出獄者の中には、逃走する者や再び犯罪に至

る人も少なくありませんでした。町の人から「悪い者の

集まりはどこかに移してしまえ」、「慈恵院は泥棒の下宿

屋」などと非難を浴びながらも、「従来一般社会人は斯業

を解せず、皮相浅薄の言論を弄した」と事業をやめませ

んでした。慈恵院創立以来、１９２８年（昭和３）まで

の保護人員は、のべ１３０７人にのぼったと言われてい

ます。１９３２年（昭和７）に法専氏は亡くなられてい

ます。                                               

参考文献：『教誨百年上下』（教誨百年編纂委員会・東西

両本願寺発行）/『司法保護の先覚・寺永法専師』 

（網走監獄保存財団） 

 
 
 
 
 
 
 

｢真宗と死刑廃止｣集会会計(４/13 ) 

支出                            収入 

講師謝礼    50000                     資料代     27500 (500×55) 
講師交通費   30000                     会場カンパ   30746 
会場費     23600                     その他カンパ  15520 
チラシ印刷   10000 (送料込)                 守る会負担金  20000 
事務費      2548  (封筒・ラベル用紙)            願う会負担金  45782   

発送費     18360 (メール便217通・EXPACK ２通)      計     139548 
昼食       5040  (840×6)                  

    計    139548   
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死刑執行に抗議の声を上げよう！！ 

 6月17日の執行に対して、下記の抗議声明を送付しました。2月に一度の執行の定例化。人の命を奪うことから、抑

制的になされてきた「死刑」のタガが外れ、人々にとってますます「死刑」はリアリティを失ってきました。今回「は

がき版抗議声明」を作成しました。同封しますので、皆さんの抗議の声を鳩山法相に届けてください。 

 

抗議声明 
 

6 月17日の、宮崎勤さん、睦田真志さん、山崎義雄さんに対する死刑執行に、強い怒りをもって抗議する。 

 鳩山邦夫法務大臣、あなたは就任後わずか７ヶ月の間に、４回の死刑を執行し、13 名の命を奪いました。

それは同時に、あなたの命令によって、多くの刑務官に｢人を殺す｣ことを強要し、彼らの心に一生消えるこ

とのない傷をおわせたということでもあります。 

 あなたは「職務に則り、厳正に、熟慮の末死刑執行を決断している」と、自らの正当性を強弁しています

が、死刑について「熟慮にたる」何をあなたは知っているのでしょう。あなたは死刑執行に立ち会ったこと

があるのですか。吊るされて呻きながら激しく痙攣する死刑囚の姿を見ましたか。心臓が止まるまでの平均

時間13 分58秒、その間を見取る刑務官や医務官の顔を見ましたか。 

 「熟慮」とは事実をよく知って考えるということです。「命を奪った者は死をもって償う」というような、

薄っぺらな正義感で物事を考えることは、「熟慮」に当たりません。想像力のないあなたは、執務室の机の前

で考えている間は、死刑のなんたるかは理解できないでしょう。死刑はどう言いつくろっても、「人が人を殺

す」行為です。人殺しです。 

 あなたは13名の命を奪いました。刑務官に命じて奪わせました。 

 私たちはあなたが真に人間性を回復することを願っています。鳩山さんもう人殺しはやめてください。 

  2008 年6月25日 

   法務大臣 鳩山邦夫様                    

真宗大谷派死刑廃止を願う会 

                                （事務局 浜松市中区佐鳴台5-17-22-A106  

楯 泰也)   

 



 
 

                                               

編集雑記 

 久しぶりに京都で集会を開きました。日曜日の開催だったので、大谷派関係者よりも死刑廃止を願う市民の参加が多

かったように思います。集会前に執行があり、急遽抗議集会を設けましたが、その後も一定のペースで執行が繰り返さ

れています。鳩山さんも法務省の役人も想像力がなさすぎます。 

フランスの作家アルベール・カミュは『ギロチン』というエッセイに、死刑執行を目撃した自分の父親のエピソード

をこう書いています。「父は気も転倒した面持ちで、あわただしく戻ってきたかと思うと、口もきかずにしばらく寝台に

横になり、たちまち嘔吐しはじめた」。カミュは死刑とは「人に嘔吐を催させる」不快なものでしかないことを暴き出し、

死刑廃止を論じたといいます。 

法務省の役人も鳩山さんも裁判官も死刑執行に立ち会わなければなりません。そうじゃないから、テレビゲームで暴

力をもてあそぶ子どものように、書類上の決定で、「自信を持って執行させていただいた」なんてことを平気で言うよう

になるのではないかと思う。人の命を奪うことの恐ろしさを実感してからもう一度「死刑」について熟慮してもらいた

いものです。 

今回の通信に玉光順正さんから原稿を書いてもらいました。「殺意あふれる日本」タイトルを見ただけで、そうだなあ

と思いました。小泉改革以後の惨憺たる有様の日本。五木寛之が、浄土の喪失とは「苦界を苦界としてみる視線の喪失」

であると語っていますが、この言葉は私がどこに立って、何に視線を向けて生きているのかを問いかけています。「殺意

あふれる日本」とは「苦界」から視線を外し（これは浄土を見失うと同義）、生きる私たちの姿です。 

 さて、通信に同封しました「はがき版抗議声明」ご活用下さい。宛先は鳩山法相の議員会館の事務所です。匿名では

なく、必ずご住所とお名前をお書きください。多くの方の抗議の声を鳩山さんに届けましょう。 

 今後できるだけ皆さんに情報をお伝えできるようにしていきたいと考えています。皆さんからの御意見要望もご遠慮

なく事務局にお寄せ下さい。  (事務局 楯泰也) 
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