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鎌田慧の現代を斬る
■かまた　さとし■

ルポライター。 新聞記者を経てフリーになる。 著者に

『痛憤の時代を書く』 『コイズミという時代』 『自動車

絶望工場』 『家族が自殺に追い込まれるとき』 『壊滅

日本』 『ドキュメント屠場』 など多数

　昨年８月、東京都港区で耳かき店員の女性とその祖母
を殺害し、殺人罪などに問われている林貢二被告の裁判
が東京地裁で始まった。10 月 25 日には検察の論告がお
こなわれる予定となっており、死刑が求刑される可能性
が高い。
　そうなれば裁判員制度で初めて死刑の求刑が問われる
ことになる。９月末現在で 1140 人もの被告が裁判員裁判
で判決を言い渡されているが、無期懲役を求刑された被
告は 33 人いたものの、死刑はゼロ。がいよいよ本番、裁
判員も死刑と向き合うことになってくる。
　検事側は犯行が執拗であることや大胆で計画的である
ことを主張している。一方、被告弁護人は、被告が社会
人になって 20 年間まじめに仕事をこなし、人間関係のト
ラブルなど一切なかったことを訴えた。また、犯行後に
深く反省していうえに、犯行時の精神状態についてもコ
ントロールが困難な状態だったと主張している。
　被告は被害者の帰宅につきまとうなど、激しいストー
カー行為を繰り返している。こうした行為の末の殺人は、
女性にとっても強い恐怖をともなうもので、罪は重い。
しかし死をもって償うべきほどのものではない。

　もともと死刑制度の存置は、裁判員制度にたいする反
対の最大の理由であった。日本では８割以上が死刑支持
といわれているが、アムネスティーの発表によれば、法
律上、事実上の死刑廃止国の合計は 139 ヵ国であり、「存
置国」は 58 ヵ国に過ぎない。
　死刑にたいする国際世論は非常に厳しく、死刑廃止へ
の動きは加速している。1998 年以降、死刑執行を停止し
ている韓国では、今年２月に韓国最高裁判所が死刑制度
を合憲とする判断を下した。また６月にも、少女を暴行
殺害した男性被告に地裁が死刑判決を下している。さら

に李明博大統領も死刑制度を支持していることが知られ
ている。しかし、それでも国際世論の反発が強い死刑を
再開できるかどうかは、疑問視されている。死刑の執行
は国際社会での地位を著しく傷つけるものだからだ。
　日本でも鳩山邦夫元法務大臣が 13 人を処刑するという
ショッキングな大虐殺のあと、市民レベルでも死刑に対
しての批判的な意識が高まってきつつある。だからこそ
裁判員がどのような判決を下すのかは注目だ。

　来年の１月 18 日は、大逆事件の死刑判決から 100 年目
を迎える。この事件は、幸徳秋水や管野スガなどが明治
天皇の暗殺を計画したとして、24 人に死刑、２人が有期
刑を下された事件である。しかも判決の翌日には、天皇
の命令によって 12 人が死刑から無期懲役に減刑されると
いう、これまた前代未聞の珍事を引き起こした。
　この事件の検事だった平沼騏一郎は、罰せられた中に
陰謀に参加していなかった３人がいる、と後に回顧録で
語っている。つまり 24 人中３人も、死刑宣告の中に無関
係な被告がいたのに、死刑判決を下したことになる。実
際にはほとんどの人が無関係だったのだが……。
　この判決がだされたのは、明治末期の明治 44 年。日韓
併合がおこなれた年である。日清・日露戦争に勝ち、朝
鮮半島への支配を強化していくなか、国内の戦時体制を
強めようとしている状況にあった。日露戦争に反対して
いた幸徳秋水などは反戦運動の首謀者と政府から目され
ていて、抹殺したい人物の筆頭だった。
　彼らを処刑した理由として使われたのが、旧刑法 73 条

「天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対
シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス」であっ
た。この「加ヘントシタル者」という規定である。天皇
にたいして危害を加えようと謀議した者も死刑にするこ
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とができたわけだ。そもそも謀議など証明ができないの
だから、どこかで天皇にたいして乱暴なことをいえば、
刑法 73 条によって処刑できる。
　大逆事件に顕著にあらわれているように、死刑は現政
権に反対する者を抹殺する役割を担ってきた。一般に死
刑存知の理由としてあげられるのは、犯罪への抑止力だ
が、実際に死刑制度があっても犯罪は減らない。それで
も日本政府が死刑制度をかたくなに維持するのは、政治
犯の処刑を視野に入れているとしか考えられない。政権
転覆にたいする報復としての制度といえる。
　現在でも死刑制度を維持している国は、ほとんどが政
情不安な国である。逆に死刑制度を廃止しているヨーロッ
パでは、すでに武装闘争による革命が起きる可能性はほ
とんどない。日本が死刑制度に固執するのは、結局、武
力による革命があると自民党の連中が思ったいたからに
すぎない。こうしたナンセンスな思い込みを、民主党が
自民党から受けついだままなのは、怠慢だ。

　今回の判決が万が一にも死刑となれば、市民が初めて
市民を処刑するという最も忌まわしい事態を迎える。そ
れは、市民が自ら民主主義を絞首刑にしてしまうことに
通じる。
　裁判員制度を支持した人たちは、すべてを官僚裁判官
が決定するのではなく、市民が司法に参加することで民
主主義をつくっていくことに期待していた。つまり民主
主義の訓練の場としてとらえられていた側面もある。と
ころが死刑制度を残して裁判員制度を導入したため、き
わめて非民主的な死刑宣告機関に成り下がる可能性を残
してしまった。
　死刑制度を廃止するには、死刑の欺瞞に市民が気づき、
反対の世論を高めていくしかない。誰もが死刑判決を下
す可能性がある以上、一刻も早く廃止にむけて動いてい
くしかない。

中国の人権意識
　アジアの死刑大国の１つは中国である。政治犯にたい
す処分が重いのは、今年のノーベル平和賞を受賞した劉
暁波氏への処分でもあきらかになっている。
　同賞の選考委員会は、中国の非民主主義的な体制の実
態をクローズアップした。そこに政治的意図があったこ
とは疑いがない。
　しかし、劉氏は「一党独裁の廃止」や「都市と農村の
平等」など、自分の意見を発表しただけなのに投獄され
ている。また、89 年には天安門広部における民主化要求
運動のハンスト運動を指揮したが、突入する軍の幹部と
交渉し、市民の犠牲を最小限に食い止めた人物としても
知られている。
　この非暴力の運動家を弾圧し拘束するなど許されるわ
けではない。受賞により中国の民主化が推進され、また

劉氏への注目が集まることで彼の安全性が高まるなら、
きわめて意義深い受賞といえる。
　この受賞について、中国側は「中国の法律を犯し刑罰
を科された人物」への受賞だと主張。ノーベル賞を決め
る委員会のあるノルウェーとの会談のキャンセルなども
おこなわれた。
　しかし国際社会での重要な位置を占めようとするなら
ば、中国の共産党独裁政権の人権に対する国際的な批判
は、当然のことである。
　中国政府はインターネットでの関連の用語を検索でき
なくしたり、国際放送のニュースで劉氏の受賞部分だけ
流れないようにするなど、国内で情報の伝播に注意をと
がらせている。しかし情報をまったく遮断することはで
きない。東西ドイツを隔てた壁が通信衛星を受信した国
民によって壊れたように、民主化を求める市民に口コミ
で情報が広がることによって、民主化の圧力はますます
高まっていくはずだ。政府自らが民主化を進めていかな
いかぎり、現政府は存続できない。この受賞を民主化推
進の契機とすべきだ。

実効支配と領土問題
　ノーベル平和賞問題とともに起こっていたのが、中国
での反日デモだった。この発端となったのが、尖閣諸島
での中国漁船の船長の拘束だった。
　歴史的には、尖閣諸島の問題は簡単ではない。日本が
領有権を主張したのは日清戦争のときである。このとき
日本政府は、同島がどの国にも所属していないことを慎
重に調査したとされるが、近年、中国側は歴史的に自国
の領土だったとの主張を強めている。双方に言い分があ
るが、実効支配しているのが日本であることは間違いな
い。
　一方で北方四島は、ロシアが実効支配している。旧ソ
連が南樺太に侵攻したのは、敗戦の年の８月 11 日だった。
北方領土への侵攻は８月 28 日からである。その後、ソ連、
ロシアと実効支配がつづいている。
　ゴルバチョフ大統領などとの会談によって、二島返還
が現実味を帯びたが、結局、四島返還にこだわる日本と
の溝が埋まらず、話し合いは決裂した。
　当時、ロシア経済は疲弊していた。この時期、私も北
方領土を２度ほど訪れているが、住民の多くはロシア領
土だと声高に主張しているわけではなかった。お互いに
仲良くやればいいとも語っていた。日本には近く、家の
家電製品のほとんどが日本製。経済的にも日本抜きには
厳しいと感じていた。

　しかしロシアが力をつけてくるにつれ、領土としての
意識も高まってきたようだ。ロシア本国からお金が入る
ようになったのも、島民の意識を変える結果となった。
そうした状況を考えると、北方領土の解決は遠のいてい
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るといえる。
　でも、どのように解決するのかといえば、国同士が話
し合うしかない。それは尖閣諸島も、北方領土も同じで
ある。ナショナリズムを煽る道具とすべきではない。両
国の関係性を深め、話し合いを繰り返すことで解決は近
づいてくるはずだ。
　今回の中国船籍の漁船の問題でも、中国政府は問題の
深刻化を懸念するシグナルを発していたとの報道もある。
国内の反日感情が、国内の問題にむかうことを懸念して
いたからだという。ところが日本政府は、そのシグナル
を見落とした。
　実際、船長が帰国した後、中国の圧力は弱まってきて
いる。経済問題が非常に重要な中国において、日本と決
定的にもめることは、かなりのマイナスとなるからだ。
　ところが今に至っても、週刊誌を中心に日本のマスコ
ミは中国バッシングをつづけている。冷戦構造が崩れて
から 20 年以上たち反共運動など意味はないが、いまだ反
共意識を盛り立てて中国批判を繰り返しているのには呆
れはてる。
　現在もつづいている中国のデモにしても、格差が拡大
している現体制への不満も含まれており、すべてが反日
というわけでもない。また、中国政府もことさらデモを
大きくしようとはしていない。互いに煽らなければ、収
束にむかっていくはずだ。

中国脅威論で米国にむしり取られ
　この中国との問題で圧力を強め、利益の確保にはしっ
ているのが米国だ。先月号でも牛肉の輸入を再開させる
のと引き替えに、クリントン国務長官は「尖閣は安保範囲」
と発言した。かつての主張を繰り返すだけで、安全性の
怪しい牛肉を売れるのだから安いものだ。
　さらに今度は思いやり予算の増額も求めてきた。
　「日本の安全保障環境が悪化しているのだから減額でき
ない。増額が必要だ。何か増やせるものはないか」（『朝
日新聞』10 年 10 月 20 日）
　このセリフは日米の協議で米側が繰り返してきたもの
だという。実態の怪しい中国脅威論にかこつけて、ハイ
エナのように米国が群がってきたというわけだ。
　この米国の要求に日本政府は屈し、環境対策費として
数年間にわたり数十億円規模を、思いやり予算に加える
こととなった。
　そもそも日本政府が米軍の基地を維持する必要はない。
本来なら民主党政権で米軍基地の撤退を推し進めるべき
なのに、仮想敵国である中国と北朝鮮にたいする防御と
いう破綻した論理にしがみつき、米軍の駐留を許してい
る。しかも米国の支払いが増える分を、日本政府が払う
基地労働者の給与減額で補おうとしている。
　基地が撤退した場所が経済的に豊かになることは、沖
縄県の調べではっきりしている。基地がなければ沖縄経

済が立ち行かないというのも、政府が振りまいた嘘であ
る。危険な基地を押しつけ、米国からカネを要求された
ら日本人の労働者にも悪影響が及ぶ労務費の削減で応え
るなど、日本政府の沖縄県民無視はひどすぎる。
　今のうちに米軍基地を撤去し、基地労働者をどう振り
向けるかを決めておく必要がある。そうしなければ、米
軍と一体化して攻撃してくるというアジア諸国の恐怖心
は消えない。
　日本では北朝鮮の恐怖ばかり喧伝するが、アジア諸国
から見た日本への恐怖について、日本人はまったく考え
ていない。憲法を無視し米軍と一体化して増強していく
軍事力は、他国からみれば際限のない軍事力に映ってい
るはずだ。
　また朝鮮学校の高校授業料無償化の適用についても、
やっと授業内容を不問にして適用する方向で検討に入っ
たと報じられた。すでに 2010 年度から高校の無償化は始
まっている。しかもインターナショナルスクールや中華
学校などの外国人学校にも無償化制度が適用されていた。
ところが教育内容などを理由に、政府は無償化にまった
をかけていたことになる。 
　正当な理由なく支給を遅らせた、この差別意識は問題
にされるべきだ。本来であれば、政府は民衆感情に依拠
して政策を打つのではなく、国がどうあるべきかを考え
て政策を決定しなければならな。
　拉致問題で北朝鮮にたいする反感を煽っておいて、そ
の腹いせに朝鮮高校を迫害するのでは、あまりにも情け
ない。こうした行為は、外国人の学校の教育内容まで文
科省が監視しようしていると取られても仕方がない。
　経済的にもアジア諸国との共生関係が必要とされる状
況で、このようなメッセージを世界にむけて発信するマ
イナスを民主党政権も考えるべきだ。（談）
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