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鎌田慧の現代を斬る
第 133回　暗黒司法と進む戦争準備 ■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

１990年、栃木県足利市で４歳の女児が殺された事
件で犯人とされ、無期懲役が確定していた菅家利

和さんが、17 年半ぶりに釈放された。菅家さんの再審請
求により再鑑定でおこなわれたＤＮＡ鑑定で、犯人の型
と菅家さんの型が一致しないことが判明。東京高検は無
実と認める意見書を高裁に提出した、その結果だった。
高検が争わないと判断している以上、これからはじまる
再審での無罪判決はまちがいないとみられている。
　こうなると検察も司法も、自らの過ちを隠すため、早
急に無罪判決をだそうとする。これまで菅家さんの弁護
人が強くもとめていた捜査関係者などの証人尋問を、東
京高裁は認めなかった。このまま審議も重ねず無罪になっ
てしまえば、この冤罪事件のどこに問題があったのかが
解明されないまま、闇に葬られてしまう。だから菅家さ
んが釈放されてめでたしというわけにはいかない。
　また今回の再鑑定結果により、92 年に福岡県飯塚市で
女児２人が殺害された飯塚事件の冤罪の疑いが強まって
いる。当時のずさんなＤＮＡ鑑定が決定的な証拠となっ
ていたからだ。しかし、すでに久間三千年元死刑囚は、
昨年 10 月処刑されてしまっている。あてにできない証拠
を根拠にされて、無実を主張したまま死刑にされたとい
う無残な結末をむかえてしまった。
　このような悲劇はけっして初めてではない。戦後まも
なく発生した殺人事件である「福岡事件」で、犯人とさ
れた西武雄さんは、無実の罪で処刑されたと断定してい
い。彼の汚名を晴らすため支援者がいまも再審請求をし
ている。また、熊本県の元ハンセン病患者であったＦ死
刑囚も無実を訴えて処刑されたが、これも冤罪とみられ
ている。
　こうした数多くの冤罪の背後には、共通の問題点があ
る。たとえば釈放された菅家さんは、取調の段階で、足

利市で未解決だった２つの幼女殺しも「自供して」いた。
結局、物証を裏付ける証拠がないと宇都宮検察は不起訴
にしたが、疑った人物はどう追いつめてでも罪をきせて
しまえという警察や検察の姿勢が、ここに透けてみえる。
　ＤＮＡ鑑定の導入は菅家さん逮捕の半年前で、「科学捜
査」という打ちだしはＤＮＡ鑑定に水戸黄門の印籠のよ
うな効果を与えた。だからこそ菅家さんを逮捕した夜、
警察は脅迫によって自供をとることができたのである。
　つまり問題の本質は、ずさんなＤＮＡ鑑定にあったの
ではない。ＤＮＡ鑑定を振りかざした捜査当局にあった
のだ。「ＤＮＡ鑑定」を自供を強制する道具に使い、検事
もそれによって起訴し、裁判所もそれを認めて無期懲役
とした。それ以来 17 年半も菅谷さんが獄中に押し込めて
いたわけである。
　また、これまでも弁護団はＤＮＡの再鑑定を申し入れ、
別の再鑑定書がでてきていた。ところが裁判所はそれを
新証拠として採用せず、再審請求を棄却してきた。
　過去にも免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件
で死刑確定囚が無罪になり、30 数年ぶりに釈放されてい
る。人権無視もはなはだしい。そこでおこなわれていた
捜査手法については、なんの処分も反省もなく、謝るだ
けで済ませてきた結果が、現在の警察・検察・裁判所の
冤罪体質を形成している。
　とにかく過ちを認めず、警察のまちがいを検察が、警
察・検察のまちがいを裁判所がカバーして組織の体面を
保つ。その姿勢は今回の足利事件にたいする栃木県警の
記者会見でもあらわになった。記者からの「誤認逮捕を
認めたのか」との質問には、「『真犯人とは思われない方』
という表現でご理解いただきたい」と発言。「逮捕につい
て申し訳ないと考えているのか」との質問には、「捜査の
過程で逮捕や取り調べは捜査手続きの１つとして含まれ
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る。ご理解いただきたい」と答えている。
　いったいなにを「ご理解」すればいいのか。「髪を引っ
張ったり、け飛ばしたり」という取り調べで強引に犯人
に仕立てあげたうえでの逮捕を、「誤認逮捕」ともいわな
い組織の論理には驚かざるをえない。
　こうした姿勢が狭山事件の石川一雄さんや布川事件の
桜井昌司さんと杉山卓男さんなどの再審を拒んでいる。
仮釈放のまま放っておかず、すぐにでも再審を決定すべ
きだ。
　冤罪の可能性が非常に高い名張毒ぶどう洒事件の弁護
団の１人である伊藤和子弁護士は、『なぜ無実の人が自白
するのか　ＤＮＡ鑑定は告発する』（日本評論社）を翻訳
し、米国ではＤＮＡ鑑定によって 230 もの冤罪が証明さ
れたと紹介した。米国では弁護側がＤＮＡをすることが
保障されているからである。一方、日本の司法制度では
裁判所が認めない物証に証拠能力がなく、自主的なＤＮ
Ａ鑑定書が証拠採用されない。司法による組織防衛とい
える。
　さらに、日本の捜査・司法制度には３つの大きな暗黒
がある。１つは取調が密室化していて第三者がまったく
チェックできないことだ。取調の可視化が強く叫ばれて
いるが、警察・検察ともにごく一部しか認めようとしな
い。つまり彼らの都合のよい瞬間を撮って証拠にしてく
る。警察や検察による誘導や脅迫部分が可視化されなけ
れば意味がない。全面可視化が絶対に必要だ。
　２つめのの暗黒は代用監獄制度である。これは警察署
内にある留置場のことで、ここに被疑者を拘置し、朝早
くから夜遅くまで勝手に引きだしては取り調べるという
無法地帯だ。きわめて前近代的な取調方法である。国際
的には拷問行為として批判されているのに、日本の警察
はいっこうに改めようとはしない。
　もう１つの暗黒は証拠の限定的な開示だ。現在は検事
側にとって有利なものしか開示されておらず、不利なも
のは隠したり焼却したりしている。つまり検察による合
法的な証拠隠滅がおこなわれているに等しい。
　このような密室、代用監獄、証拠隠滅という民主社会
では考えられない取り調べを根本的に変えるしか、冤罪
を無くす方法はない。逆にこうした制度によって構造的
に冤罪が生まれいることは、死刑廃止にもう１つ有力な
論拠ともなる。
　72 年に死刑が確定した名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さ
ん、80 年に死刑が言い渡された袴田事件の袴田巖さんら
についても、すぐにでも釈放して再審を開始すべきだ。

「沖縄密約」解明に動く裁判長
「沖縄密約」をめぐる秘密文書の情報公開を訴える裁判が
東京地裁でおこなわれている。これは 72 年に沖縄返還が
なされた際、沖縄の現状回復補償費 400 万ドルを日本側
が肩代わりするという密約をしたためた機密文書の公開

を求めるものである。『密約――外務省機密漏洩事件』（岩
波書店）の著者である澤地久枝さんや、立正大講師の桂
敬一さんや当人の西山太吉さんなどが原告となっている。
　当時、この密約情報を入手した西山記者が横路孝弘議
員に渡し、国会で政府を追及した。それにたいして政府
側は国家公務員法違反の秘密漏洩の教唆の罪で、情報提
供者とともに西山記者を起訴。最高裁で有罪となった。
　秘密漏洩で有罪にしたにもかかわらず、日本政府は秘
密文書を一貫して存在しない発言してきた。ただし、機
密文書のもう一方の当事者である米側は、文書そのもの
をすでに公開している。当時の交渉責任者であった吉野
文六・元外務省アメリカ局長も、北海道新聞のインタ
ビューでその存在を示唆しており、いくらなんでも文書
がないという言い訳は難しい。
　この密約問題は、１人のジャーナリストが政府の秘密
に触れたことによって犯罪者にさせられた事件である。
ところが当時の新聞・テレビおよびフリーのジャーナリ
ストは、記者をほとんど応援することなく、彼は女性問
題のスキャンダルにまみれて故郷・九州に帰り失意の生
活を送っていた。
　今回の裁判では、杉原則彦裁判長が第１回口頭弁論で、
日本側もおなじ文書があるはずであるという原告の主張
に、「十分に理解できる点がある」と発言した。また被告
である国が文書はないと主張するなら、米国が公開して
いる公文書を説明するようにも求めた。
　もともと情報公開訴訟は、原告側に文書の立証責任が
ある。つまり国が公開しない文書について、絶対に存在
するという証拠を市民が突きつけなければならないのだ。
このようなバカげた決まりに遮られ、情報公開は遅々と
して進まない。
　ところが杉原裁判長の裁判指揮により、事実上、国側
が文書がない理由を説明することになった。また裁判長
は密約文書に署名した吉野・元外務省アメリカ局長の証
人申請を原告に求めている。国側にとってかなり緊迫し
た裁判が展開されるであろう。裁判が結審する間には衆
議院選挙も終わり、与党の顔ぶれが変わる見通しが強い
ため、秘密とされていた文書および密約が 37 年ぶりにあ
きらかになる可能性が高まっている。
　米国で情報開示しているのに、日本政府がその文章を
明らかにできないところに、米国への従属の強さが裏付
けられている。37 年もの秘匿した大きな理由の１つが、
米国への過剰な「気遣い」だ。対等の関係でないからこそ、
ここまで秘密が守られていたのである。

交戦覚悟の新法案
　国連安全保障理事会によって北朝鮮船舶への貨物検査
などを内容とする追加制裁決議を採択したのを受け、日
本政府は貨物検査をおこなうための新法案を準備してい
る。政府・与党が準備している「北朝鮮に係る船舶検査
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活動等に関する特別措置法案」という長ったらしい法案
の原案では、自衛隊による外国軍への後方支援活動まで
言及していた。
　自民党を中心とする好戦議員にとって、国連が認めた
船舶検査は千載一遇のチャンスととらえている。この検
査はミサイル関連部品などが運ばれていないか調べるも
のだが、北朝鮮側は検査について「戦争行為とみなして
断固、軍事的に対応する」と宣言している。つまり強引
な船舶検査は、すでに戦闘行為なのだ。
　周辺事態法が成立したときにも、船舶検査活動は激し
い議論となった。外国船にたいする船舶検査は主権を損
なう問題であり、きわめて政治的かつ軍事的な問題とい
える。だからこそ乗船しての検査の強行など、紛争を武
力によって解決しないと憲法に定めてある日本では踏み
込めない状況といえる。しかし 9.11 以降のテロ活動防止
のなかで、船舶検査活動法案が通過し、「正当防衛」によっ
て武器を使用することができるようになった。
　そして今回の船舶検査措置法では、さらに縛りを緩和
し、周辺事態の認定なく船舶検査ができるよう狙ってい
る。自民党の法案がそのまま成立すれば、周辺事態と認
定することもなく、いつの間にか北朝鮮と戦争になる可
能性さえあるシロモノだ。
　法案内容については、これからも変わる可能性もある
が、現在は貨物検査は海上保安庁が担当し、自衛隊は情
報収集や船舶の追尾を受け持つことになっている。ただ
し貨物船が重武装しているなどの「特別の必要」がある
ケースに限って自衛隊が対応するという。しかも検査の
主体を担うのは、海保だからという理由をつけて国会承
認すら認めていない。
　すでに検査が「戦争行為」と宣言されているのだから、
海自が出動する可能性は低くない。そんな行為に国会の
承認すら必要ないとする法案が準備されていることに恐
怖を感じる。
　ソマリアで海賊退治、という名目でも海上自衛隊が出
動した。さらにそれを警護するからと陸上自衛隊まで派
兵されている。このように麻生政権は、つねに派兵をエ
スカレートさせ、既成事実をつくろうとしている。もう
断末魔という事態まできた麻生政権の最後の力を振り絞
り、船舶検査という危険な作業を簡単に実行する法律ま
でつくろうとしている。破れかぶれの心中の道づれには
なりたくない。

血税でつくられたトヨタ空港
　中部国際空港会社は三代つづけてトヨタ系列の社員が、
社長に座っている。その中部国際空港が 09 年３月の赤字
を受け、トヨタグループの空港貨物を８割まで高める計
画を発表した。
　黒字化に邁進する社長のトップセールスが実った形の
ようにもみえるが、よく考えてみればおかしい。８割も

の貨物を扱うなど、すでにトヨタの物流センターである。
もともと需要があるかもあやしい新空港を国費と県費を
使ってつくりあげ、それをトヨタが支配。中部国際空港
をトヨタの海外出張と海外輸出の拠点とするなど、税金
で「トヨタ空港」をつくったようなものだ。一企業のた
めに血税が大量に投入されるなど許されない。
　富士山静岡空港も開通したが赤字が見込まれている。
赤字転落するほど需要のない空港がどうして日本中につ
くられるのかといえば、巨大な土木工事の利権が絡んで
いることはまちがいない。しかし、もう１つの大きな理
由は戦争に使いやすいからだ。物資運搬や緊急着陸にも
便利で、米国の圧力もかなり強かった。旅行客の需要は
そんなに増えていないなのに、空港だけがめったにやた
らに作られているのは、きな臭い。そんなきな臭さも自
社の業績のために利用するところがトヨタ的だ。
　その一方で、トヨタの余裕はますます奪われてきてい
る。ハイブリットカーの代表格であるプリウスについて、
トヨタは新型発売にともない旧型となるプリウスを 40 万
円以上も値下げし、189 万円で販売することを決定した。
ホンダのハイブリットカー「インサイト」と同価格にす
るためだ。
　またメディア向けの新型プリウス発表会では、ホンダ
の「インサイト」のエンジンシステムを揶揄する寸劇ま
で披露。さらにプリウスのカタログにも露骨な比較広告
を入れたと『週刊ダイヤモンド』が報じている。
　トヨタにとってプリウスは利益回復の切り札といえる。
だからこそ安値で挑戦してきたホンダにたいして、トヨ
タは並々ならぬ敵意を燃やしたのだろう。これまで同業
他社にこそ牙をむかなかったが、もともとトヨタは自社
の労働者や系列、下請けにはことのほか「好戦的な」企
業である。気に入らなければ、完膚無きまでに追いつめ
るのはお家芸ともいえる。
　豊田家への大政奉還も済み、是が非でも売上げを確保
したいトヨタは、今後もさまざまな牙をむきつづけるは
ずだ。それこそがトヨタの本質だが、この企業の犠牲者
がこれ以上ふえないよう監視する必要はある。　　　（談）
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