
IMADR-JC通信　No.156／2008.10-12 5

「アイ・アム・イノセント」
「アイ・アム・イノセント（私は無実です）」
――。10 月 15 日、スイスのジュネーブで開
かれた、国連自由権規約委員会への NGOブ
リーフィングに出席した石川一雄さんは、自
らの発言の最後に万感の思いを込めて叫ん
だ。
石川一雄さんは冒頭、やや緊張した面持ち
で、次のように語った。「私、石川一雄は、
1963 年におきた狭山事件で、被差別部落に
対する予断と偏見にもとづいて犯人とされ、
無実でありながら 32 年間の獄中生活を強い
られました」、「事件発生から 45 年過ぎた今
も、無実を訴え続けています」。〈狭山事件の
石川一雄〉の存在は、日本から参加したNGO
はもちろん、自由権規約委員会の委員の間で
も知られていると見えて、会場の出席者は顔
を上げて石川さんに注目した。石川さんの隣
には、つれあいの早智子さんが心配そうな面
持ちで座っている。
会場内が注視する中、石川さんは発言を続
けた。「私の裁判では、開示されていない証
拠物件が、積み上げれば 2～ 3メートルある
ことを認めていながら、検察庁はまだ開示し
ていません」、「私も 69 歳になりました。何
としても生きているあいだに無実の罪を晴ら
したいと、必死に訴え続けております」、「委
員の皆様に公正・公平な裁判はもとより、日
本政府に対して証拠開示するよう働きかけて
いただきたいので、私、石川一雄が直接お願
いに参りました」と述べ、最後に「アイ・アム・
イノセント」と結んだ。

1回限りのパスポート
国連の自由権規約委員会は、10 年前の
1998 年 11 月に「公正な裁判を実現するため
に、証拠開示を義務化するべきだ」という勧
告を行なった。しかし、日本政府と裁判所は
10 年間、それを無視抹殺し、未だ証拠開示を
していない。そこで今回、石川一雄さん本人
が出席して訴えることになった。石川さんに
とってもちろん国外渡航は初めてである。石
川さんが仮釈放の身分であるために国外渡航

の許可が降りるかどうか心配され
たが、1回限りのパスポートが発
行されることになり、直前になっ
てやっと訪問が実現した。今回は
石川一雄さん・早智子さんのほか
に部落解放同盟中央本部から筆
者、通訳として IMADR の小笠原
純恵さんが同行した。

日本報告書の実態
自由権規約に関する日本政府の報告書は、
2006 年 12 月、期限を大幅に過ぎて自由権
規約委員会に提出された。この報告書がひど
かった。やってもいないことを並べ立て、い
かに日本政府が誠実に自由権規約を守るため
に努力してきたか、まくしたてていた。
狭山事件の焦点である証拠開示について
は、「（これまでも）検察官は、……被告人の防
御上合理的に必要と認められる証拠につい
ては、これを適正に開示することとしてお
り」として、そもそも証拠開示は保障されて
きていたような説明をし、また、2004 年 5
月の刑事訴訟法一部改正によってさらに証拠
開示が拡充されたように言っている。それだ
けでは現実に証拠開示をしていない点を指摘
されることを恐れてか、次のような理屈を並
べて自らを正当化した。「証拠開示によって
関係者のプライバシーや名誉が害されるとと
もに、将来の捜査に対する協力が得られなく
なる恐れがあるものもあること等の理由によ
り、……弁護側に証拠開示の一般的な権利を
認めることは適当でない」と。
これに対して、部落解放同盟は、ただちに
反論の意見書を作成し、自由権規約委員会に
送付した。まず、刑事訴訟法の改定について、
①改正・刑事訴訟法では、委員会が勧告した
証拠開示は保障されていない。②開示をする
かどうかを判断するのは、依然として検察官
であり、義務ではない。③証拠開示の命令を
裁判所から取り付けるためには、当然、どの
ような証拠かを特定しなければならないが、
証拠リストが弁護側に開示されていないの
で、警察が捜査段階でどのような証拠を収集

委員へのブリーフィング会合で発
言する石川一雄さん

国連に「狭山事件を訴える」
――石川一雄さんが自由権規約委員会審査に参加

片岡 明幸（部落解放同盟中央執行委員／狭山闘争本部事務局長）
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したのか分からない。改定された刑事訴訟法
ではかえって証拠リストの開示がされにくく
なっている。
プライバシーや名誉の問題については、個
人名は伏せる、差し当たっては証拠の全部で
なくても証拠リストだけを明らかにするなど
の措置をとれば、決して捜査への協力が得ら
れなくなるようなことはない。政府が挙げる
ような理由で証拠を開示しないことは、公正
な裁判を受ける権利の保障をうたった自由権
規約第 14 条 3 項に違反している。――この
ように政府の報告書に対して反論を唱えた。

自由権規約委員会との会合―石川さんの発言
ところで自由権規約委員会は、各国の審査
を行なうにあたり、当該国の NGOと会合を
もち情報提供を受けることが慣例となってい
る。冒頭の石川さんの発言は、その場でのも
のだ。
証拠開示を訴える石川さんの発言は、万感
胸に迫るものがあった。隣で聞いていて、私
は涙が出た。事件から 45 年、もうすぐ 70 歳
になるこの人が、遠いスイスまで出かけてき
て、いまだに無実を訴えなければならない。
こんな理不尽なことがいつまで続くのか、も
ういい加減に彼を解放してやってほしい。そ
ういう思いが胸に込みあげた。横を見ると、
さっちゃん（早智子さん）の眼にも涙が浮かん
でいた。
さっちゃんも、委員会への働きかけのため
精力的に動き回った。委員を次々と捕まえて、
「マイハズバンド、イシカワカズオ、イノセ
ント」。本当にその熱意には頭が下がった。
何とか証拠開示を実現したい。夫・石川一雄
のえん罪を晴らしたい。その思いが委員にも

十分に伝わっただろう。

狭山闘争についての思い
精力的なロビイングを繰り広げる 2人は、
一方でジュネーブに来て少し自由を感じてい
たようだ。支援者に目一杯感謝しているのは
もちろんのことだが、日本ではどこに行って
も「狭山事件の石川一雄、石川一雄の妻の石
川早智子」として生活している。
「英雄みたいに生きようとすると疲れる
よ」。2人にそう言ったのは、支援者の間には、
石川さんを英雄視したり、スター扱いする姿
が間々あって、それが重圧になっていると感
じてきたからだ。いまさら言うまでもないこ
とだけれど、狭山闘争は、差別事件に対する
糾弾闘争、石川さんの無罪を勝ち取る闘いで
あると同時に、解放運動の一環、部落民全体
の地位と権利を守る闘いであり、英雄をこし
らえる運動ではない。
石川さんが、この 45 年間、不当な拘束を
跳ね返して頑張ってきたことは事実だ。誰で
もできることではない。けれども、石川さん
は、他のえん罪事件の被害者と同じように権
力の罠にはまって無実の罪を被せられ、苦し
められた 1人の普通の市民であって、英雄で
はない。石川さん自身も、そのように扱われ
ることを望んでいないことは、一緒に行動し
てよく分かる。
もちろん、国家権力との闘いであるから、
油断できないことは言うまでもない。けれど
も、長い長い闘いなのだから、無理をすれば
どこかでつまずく心配も出てくる。闘うこと
が強迫観念になるような状態もまた避けなけ
ればならないのではないか。

日本報告書審査――政府代表の不誠実な答弁
さて、NGOとの会合を踏まえて、10 月 15
日午後 3時、日本政府の報告に対する自由権
規約委員会の審査が始まった。2日間にわた
る審査には、関係各省庁から 27 人の政府代
表が出席した。
政府の発言には、前回の審査に比べて次の
ような特徴が見られた。第１に、前回の日本
政府は、委員会に対して一定の敬意を持って
臨んだが、今回は開き直った態度が目につい
た。第 2は、誇大報告だ。小手先のわずかな
法制度の改正を針小棒大に拡大し、さも大幅
な改革を行なったように宣伝することで委員
会の眼をごまかそうという姿勢が前回よりも

レマン湖のほとりにて。右は筆
者。
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目についた。
日本政府の説明をうけた委員会からの質問
は多方面にわたったが、なかでも、えん罪に
からむ問題にかなりの質問が集中し、厳しい
指摘が行なわれた。
代用監獄への長期勾留と長期の取り調べ、
取り調べに弁護士が立ち会えず、完全な録画
もされないこと、弁護士への接見の制限、こ
のような状況下で自白が引き出される現状、
証拠開示義務の不在、しかも、以上のような
状況が死刑制度の存在する国で起きているこ
とへの強い危惧が示されるとともに、日本に
おいて規約 14 条（公正な裁判を受ける権利）が
理解され、守られていないことが明確に指摘
された（注）。
これに対する日本政府の回答は、「自白に
ついては、……被疑者が被害者に対して謝罪
するという意味もあるというわけです。……
そのような措置がされることで、再犯を犯さ
なくなり、再犯の可能性が少なくなる」、「犯
行者のなかには、『話を聞いてくれてありが
とう、刑を終えたら人生をやり直したい』と
警察や検察に言う人もいる」（法務省）などと
して、臆面もなく自白主軸の取り調べを自慢
する、厚顔無恥なものだった。
なんという錯覚か。狭山事件をはじめ、志
布志、氷見、布川――次々と発生するえん罪
の背景には日本独特の取り調べのシステムが
あり、それを改善するべきであると指摘され
ているときに、上記のような主張は、まった
く御門違いの反論である。
2日間を通じて法務省や警察庁の代表は不
誠実な答弁を繰り返し、とうとう改善を約束
しないまま審査は閉会となった。

最終見解の採択
自由権規約委員会は 2008 年 10 月 30 日、
最終見解を発表した。
証拠開示については、公正な裁判に関連し
た項目（最終見解 18 段落）で、「自分の件に関
わる警察の記録すべてにアクセスできる権
利」が保障されるべきであることを委員会は
明確にし、再び勧告した。狭山事件でいえば、
検察が隠し持つ「記録」を見る権利を保障す
べきことが、もういちど勧告された。このこ
との意味は大きい。
取り調べの可視化の問題に関する部分（19

段落）では、以下のような勧告がなされた。「刑
事捜査における警察の役割は、真実を確定す

ることではなく、裁判のために証拠を集める
ことであることを認識し、黙秘は有罪の根拠
とされないことを保障し、裁判所に対して、
警察の取り調べ中の自白よりも現在的な科学
的な証拠に依拠することを奨励するべきであ
る」。
警察の役割は、（自白を強要して）真実を確定
することではなく、……証拠を集めることで
ある――。これまた、ずいぶん強力な皮肉で
ある。

今後にむけて
部落解放運動は、2002 年 3 月の特別対策
終了で大きな時代の転換を迎えた。かなりの
同盟員が組織を離れ、解放同盟は組織的にも
財政的にも厳しい時代を迎えている。加えて
不祥事が発生し、社会的な信用が失われた。
そのような逆風の中ではあるが、しかし、
いま各地でもう一度運動の原点に立って頑張
ろうという動きが見える。住民運動として、
教育運動として、生活支援運動として、そし
て差別撤廃の人権運動として柔軟にねばり強
く解放運動を進めようという人たちが各地で
奮闘している。その運動の共通項に狭山闘争
があるように思う。その意味で、狭山闘争は
解放運動の基軸になっていると思う。
今回、石川さんの訴えが届いて、自由権規
約委員会からは再び証拠開示の勧告が出され
た。もちろん日本政府と裁判所・検察は前回
もそれを握りつぶしてきているから、ぬか喜
びはできない。しかし、この勧告を武器にし
て国会で、また再審開始にむけた大衆的な支
援運動を繰り広げ、狭山再審勝利へつなげて
いきたい。

（かたおか	あきゆき）

（注）	 　シャネ委員は、「規約第14条1項

をどう考えているのか。日本では、

検察当局が大きな役割を担い、弁

護士が副次的な役割しか与えられ

ていないのではないか。弁護士が

中心的な役割を果たすべきだが、

副次的な役割しか果たしていない。

それは明らかに規約第14条違反で

ある」と指摘した。続けて、「科学

捜査では、日本はトップレベルだ

と聞いている。そうだとすれば圧

力をかけて自白を強要する必要は

ないのではないか」と述べ、客観

的な証拠ではなく、自白を有力な

有罪の根拠にしようとする日本の

取り調べのあり方を皮肉混じりに

批判した。

	 　ララ委員は、自白が偏重されて

いることについて、「日本政府は、

自白を唯一の証拠としないと言う

が、（証拠があるなら）自白を得る必

要がなぜあるのか。議長、日本の

当局がこの全過程を見ていただき

たい。無辜の命にかかわるかもし

れない、無実で死刑になったら救

えない。日本は14条を全然分かっ

ていない」と厳しく批判した。

	 　ウェッジウッド委員は、「死刑制

度を持つ国ならなおさら、無罪を

証明する証拠を弁護側に開示する

義務は絶対のものでなくてはなら

ない。これは規約14条によるもの

である」と指摘している。

審査を終えて、会場で




