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□石川一雄さん.早智子さんあいさつ
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ロ狭山事件の再審を求める市民の会からの提起

鎌田慧(市民の会事務局長)

□狭山弁護団報告｢この間の新証拠の意霧と証拠開示の課題｣

中北龍太郎(狭山再審弁護団事務局長)

ロ基調提案｢当面する闘い｣片岡明幸(部落解放同盟中央狭山闘争本部長)

□各地におけるこの間の取り組み報告と意見交換

□閉会あいさつ

高裁前アピール行動(2017隼2月2田)



田　この間の弁護団の取り組み(弁護団報告,

(1)第30回三者協議(2016年11月2日)
へ　三者協議報告参照

(2)新証拠を提出(1 2月28日)一取調べ録音テ-プの分析をふまえ,石

川さんが脅迫状を書いていないことを明らかにした筆跡鑑定2通

201 6年12月28日､狭山弁護団は､森実･大阪教育大学教授の｢狭山事件

取り調べ音声記録の検討○○国民の読み書き能力調査(1955)との対比から｣

と題した鑑定書､および魚住和晃･六甲筆跡科学研究所所長による第3鑑定書

の2通を新証拠として提出した｡

両鑑定は､証拠開示された取調べ録音テ｣プの石川さんによる筆記場面の分

析もふまえて､とくに読み書き能力の観点から石川さんが脅迫状を書いていな

いと鑑定したもの｡

寺尾判決は､逮捕当時の石川さんが｢教育程度が低く､字を知らない｣こと

を認めながら､補助手段があれば脅迫状を作成できたとした( ｢りぽん｣から

漢字を拾い出して書いた､テレビで｢七人の刑事｣を見て｢刑｣の字は書けた

等) ｡また､第2次再審の特別抗告棄却決定は､石川さんは社会経験の中で｢あ

る程度の国語的知識を集積していた｣とし､さらに､起訴後数か月たってから

石川さんが書いた手紙などを持ち出して｢脅迫状程度の書字･表記を十分にな

しうる｣などと認定している｡こうした裁判所の見方は非識字者の実態にまっ

たく無理解である誤った認定といわざるをえない｡

森鑑定は､まず1 9 5 5年に政府･文部省が当時15歳から34歳までの国民を

対象におこなった読み書き能力調査を紹介している｡石川さんは.1 9 3 9年生

まれなので､ちょうど調査対象者と同世代である｡ 55年調査では､調査回答者

の作文から読み書き能力を評価し､工からⅣの4段階に分けている｡

森鑑定は､この55年調査の結果と対比させながら､ 5月21目付け上申書､逮

捕当日の上申書にくわえ､供述調書に添付された図面の説明文字と､それが書

かれた際の取調べの音声記録(録音)をもとに分析し､当時の石川さんの読み

書き能力は､同世代の55年調査の対象者のいずれよりも低く､調査結果のレベ

ルⅣ ( ｢読み書き能力がなく､日常生活に支障があると明らかに認められるも

のが大部分｣という状態)にあたるとしている｡

また､取調べ録音テ-プと説明文字を検討し､当時の石川さんが､取調べで

警察官の指導を受けながらも､促音や拗音など小学校1年で学習するかな文字

表記のル-ルも習得できていないことを指摘している｡ -方､脅迫状は調査結

果のレベル量( ｢十分に読み書き能力があり､日常生活に支障がないと明らか

に認められるもの｣ )にあたり､部落差別ゆえに基礎教育も十分受けられず､

非識字の状態であった当時の石川さんが脅迫状を書いたことはありえないと



結論づけている｡

魚住第3鑑定は,取調べテ置プのやりとりから､逮捕後の取調べで石川さん

が警察官の指導を受けながら､学習を積み重ねており,国語能力がじょじょに

発達していることを指摘したうえで,それにもかかわらず､取調べで石川さん

が書いた図面の説明文字などの筆跡が脅迫状と明らかに異なるとしている｡

具体的には､漢字識字力の相違､石川さんが｢ェ｣字を常用している点､ ｢ツ｣

字使用の相違(石川さんは促音を習得していない) ､ ｢せ｣の筆跡の相違など

を指摘し､脅迫状と石川さんの筆跡は-致しないと結論づけている｡

今回の2通の筆跡鑑定は､証拠開示された取調べ録音テ｣プにおいて石川さ

んが筆記している場面のやりとりと取調べで書かれた説明文字をあらたに資

料として分析し､脅迫状を有罪証拠の主軸とした寺尾判決や棄却決定の誤った

認定を根底から批判,崩すもの｡狭山パンフ､取調べDVDを活用し､下山鑑

定とともに､新証拠の学習･教量を強化し､世論喚起をはかる｡

1 2月27日､弁護団は､ 2月上旬に開かれる第31回三者協議にむけた担

当者の会議を開いた｡部落解放同盟中央本部から片岡副委員長が出席し､下山

鑑定をひろく宣伝し､鑑定人尋問､再審開始を求める世論喚起につとめたいと

あいさっした｡会議では,検察官が｢証拠開示請求について検討する｣ ｢下山

鑑定に対して反論する方向で検討する｣としていることが報告され､検察官の

動きを見ながら､再反論などをおこなうことを確認した｡

(2)川窪第3鑑定の提出(1月31日)一開示証拠をもとに発見万年筆が脅

迫状訂正等寵万年筆ではないことを明らかに

1月3 1日､弁護団は川窪第3鑑定を提出した｡第3次再審で提出された新

証拠は1 8 8点になった｡川窪鑑定人は万年筆の構造などにも精通する万年筆

の専門家｡ 200 9年に発見万年筆のペン先は細字,脅迫状訂正箇所( ｢五月

2日｣ ｢さのヤ｣ )は中字のペンポイント(ペン先の先端にある紙に接する部

分)の万年筆で書かれているとする鑑定書を提出している｡今回の川窪第3鑑

定では,昨年1 0月に証拠開示された調書に添付された発見万年筆で書いた数

字から筆記した万年筆のペン先を鑑定し､発見万年筆で書かれた数字は細字､

脅迫状訂正箇所は中字のペンポイントで書かれていると鑑定した｡寺尾判決で

は､石川さんが殺害後､被害者の万年筆で脅迫状を訂正し､その万年筆を自宅

に持ち帰り,カモイに置いていたものが､自白によって発見されたと認定され

た｡昨年の下山鑑定によって発見万年筆が被害者のものではないことが科学的

に明らかにされ､今回の川窪鑑定によって､発見万年筆で脅迫状の訂正をした

という寺尾判決の認定もくずれたといえる｡石川さん宅から目白通り発見され

たとして有罪証拠とされた万年筆が被害者のものでもなく､脅迫状の訂正に使

われたものでもない､すなわち事件とまったく関係のない万年筆ということに

なり､ねつ造の疑いが-層深まったといえる｡

今回の川窪第3鑑定も､弁護団の粘り強い取り組みで証拠開示された資料を



もとに石川さんの無実を明らかにしたもので､証拠開示の重要性を示している｡

(3)第31回三者協議(2月8日)

2月8日に第3 1回三者協議がひらかれ､東京高裁第4刑事部の植村稔裁判

長と担当裁判官､東京高等検察庁の担当検察官,弁護団からは､中山主任弁護

人､中北事務局長､横田､青木､近藤､平岡､河村､指宿,宇都宮の各弁護士

が出席した｡

弁護団は､この間提出した森鑑定､魚住第3鑑定､川窪第3鑑定について､

その重要性を説明した｡検察官は､川窪鑑定に対しては反証･反論の方向で検

討するとした｡また､森鑑定､魚住鑑定に対しても反論の方向で検討するとし
た｡検察官は下山鑑定に対して､前回の三者協議で,反論･反証を検討してい

るとしていたが､今年度中に反論･反証の見通しを示すとした｡

弁護団は､いずれの新証拠も,万年筆へ　脅迫状という寺尾判決の根幹を崩す

ものであり､検察官の反論ないし反証が出されれば､再反論するとともに､こ

れら新証拠の意義をさらに訴えていくことにしている｡

われわれは､下山鑑定､川窪鑑定､森鑑定､魚住鑑定などの新証拠によって､

石川さんの無実が明らかとなっており､寺尾判決が完全に崩れていることを広

く宣伝していく必要がある｡全国各地で､狭山パンフや取調べ再現DVDを活

用し､下山鑑定､川窪鑑定､森鑑定､魚住鑑定や取調べテ置プについて学習･

教宝を深め､事実調べ･再審開始と証拠開示を訴える取り組みをおこなう｡

三者協議では証拠開示についての攻防もあった｡

今回､弁護団が求めた上申書作成経過に関する証拠が1点開示され,開示証

拠は1 8 7点なった｡粘り強い闘いの成果だが､そのほかの財布･手帳に関す

る証拠､脅迫状の宛て名の｢少時｣に関わる捜査資料,自白の経過にかかわる

証拠など重要な証拠開示について､必要性･関連性がないとしておうじていな

い｡弁護団は2月6日に反論の意見書を提出し,協議の場でも開示を求める証

拠の重要性､必要性を主張した｡検察官は弁護側の反論を受けて検討するとし

ており､証拠開示の攻防が続いている｡取調べ録音テ-プによって､被害者が

所持していたチャック付財布や身分証明書の入っていた手帳についても､脅迫

状封筒の宛て名の｢少時｣についても､石川さんがまったく説明できず､無実

ゆえの｢無知の暴露｣が明らかになっている｡また､石川さんは再逮捕後､拒

食し医者にかかっているが､取調べ録音テ｣プで､自白に落ちる直前の取調べ

で､警察官らが｢脅迫状を書いたことは間違いない｣ ｢供述義務がある｣など

と自白を強要する取調べをおこない､その後に関巡査を取調べに投入し,人間

関係を利用して自白に追い込んでいることが浮かびあがっている｡自白にいた

る取調べの実態､自白の経過についての証拠開示も重要である｡

そもそもへ必要性･関連性がないと-方的に決めつけ､開示におうじないと

いう検察官の姿勢は不当である｡狭山事件の徹底した証拠開示を訴えるととも

に､布川事件や東電社員殺害事件などの教訓をふまえ､再審における証拠開示

の必要性･重要性を訴え､証拠開示を求める世論を大きくしていくことが重要｡



次回の三者協議は5月上旬の予定｡ 5月には石川さん不当逮捕から54年を

むかえ､ 5月2 3日には実行委員会の主催で集会を開く｡次回三者協議にむけ

て､全国各地で､新証拠の学習･教宣をすすめ､冤罪54年をアピ｣ルし､事

実調べ･再審開始を広く訴える｡

(4)鞄関係の新証拠(土地家屋調査士の報告書)提出(3月2日)

弁護団は3月2日に,流王･土地家屋調査士による調査報告書等を新証拠

として提出した｡第3次再審で提出された新証拠は1 9 1点になった｡

提出された報告書は､証拠開示された事件当時の航空写真をもとに､鞄発

見現場と鞄を捨てたという自白が食い違っていること,鞄発見は自白にもと

づいて発見され秘密の暴露に当たるとした有罪判決が誤りであることを明ら

かにしたもの｡

201 5年1月23日に東京高検にある証拠物の一覧表(領置票)が開示

され､事件当時の1 963年5月5日に警察が現場一帯の航空写真を撮影し

たもの112枚の存在が判明し､弁護団がさらに開示請求し､ 2015年3

月1 8日に航空写真1 1 2枚が開示された｡ (弁護団で写真ネガを接写)

土地家屋調査士は､現地での測量もおこない､石川さんの自白調書や実況

見分調書にくわえ､ 20 1 0年に証拠開示された鞄捜索報告書､取調べ録音

テ-プのやりとりなどをもとに､開示されたあらたな航空写真上に､自白の

鞄処分地点と実際の鞄発見地点,警察官らの捜索した場所を特定した｡その

結果､鞄発見地点は石川さんの自白した鞄処分地点と大きく食い違っている

ことを明らかにしている｡

鞄発見場所は久保川と呼ばれる水路であるが､石川さんの自白では鞄投棄

場所として｢山(雑木林)と畑の間の低いところ｣となっており､図面上も

久保川は｢みぞ(溝)｣と書かかれ､それとは別に線が引かれて,その線上に
｢かばん(鞄)｣と書かれている｡今回､開示された当時の航空写真上に､土

地家屋調査士という専門家によって自白地点が特定され､実際の発見場所と

まったく違う場所であること､自白が虚偽であり､自白にもとづいて鞄が発

見された秘密の暴露と言えないことが明らかになった｡寺尾判決は､鞄､万

年筆､時計を自白にもとづいて被害者の所持品が発見されたとして有罪の根

拠としているが,万年筆が下山鑑定､川窪鑑定によって被害者のものではな

く､脅迫状訂正に使われた万年筆でもないことが明らかになったのに引き続

いて､鞄についても開示された証拠によって｢秘密の暴露｣とはいえないこ

とが明らかになった｡すでに腕時計については､バンド穴の使用状況から専

門家が被害者が使用していたものでないことも明らかにされており､ 3物証

はすべて崩れたと言える｡



回　この間の取り組みと動き

2016年

9月22日　　｢さよなら原発さよなら戦争　大集会｣で狭山宣伝ブ｣ス出店

9月2 9日　　　部落解放中央共闘･連合による高裁､高検要請行動

1 0月2 1日　　万年筆に関する検察官作成の供述調書1通を証拠開示

10月25日へ26日　同宗達狭山現地調査

10月28日　　高裁､高検要請行動

狭山事件の再審を求める市民集会

11月2日　　　第30回三者協議

1 2月28日　　弁護団が新証拠を提出(森鑑定､魚住第3鑑定)

2017年

1月1 9日　　　高裁前アピ-ル行動①

1月26日　　　高裁前アピ-ル行動②

1月3 1日　　　弁護団が川窪第3鑑定を提出

2月　1日　　　5月21日付上申書の作成に関わる警察官の報告書

(開示証拠は1 87点に)

2月　2日　　　高裁前アピ｣ル行動③

2月　6日　　　弁護団が手帳･財布関係の証拠開示について検察官に反論す

る意見書提出

2月　8日　　　第31回三者協議

3月　2日　　　弁護団が流王報告書を提出(新証拠は191点に)

3月2 0日　　　脱原発集会で狭山宣伝ブ｣ス出店｡署名活動をおこなう｡

4月　7日　　　部落解放中央共闘･連合による狭山現地調査　●

弁護団が手帳･財布関係の証拠開示勧告申立書､意見書を

提出

4月1 3日　　　第32次高裁前アピ｣ル行動開始



回　当面する取り組み

(1)石川さんの第3 2次高裁前アピ｣ル行動の実施

5月上旬に開かれる第3 2回三者協議にむけて､石)Iト雄さん､早智子さ

んによる第3 2次高裁前アピ-ル行動を下記の日程で実施している｡埼玉の

各住民の会と関東ブロック各都県連に参加を要請する｡石川さんのアピ-ル

行動にあわせて各地では高裁､高検に対する要請ハガキや署名に取り組む｡

<第3 2次高裁前アピ｣ル行動スケジュ-ル>

実施日 伜���/�wi��+x.�78ﾊx補�埼玉支援団体他からの参加 

4月13日(木) �8ﾈｹ鷙ﾅ�F��北足立郡協へ県南支援する会 

実施済 剩芒骭S協､比企住民の会 

入間郡協､入間住民の会 

4月20日(木) �<盈該�ywB�児玉郡協,児玉市民の会 

北埼玉郡協,北埼玉支援する会 

県連女性部 

4月27日(木) ���=笏偖ﾉ+ynﾊY�hｨ2�大里郡協､大里市民の会 

埼葛郡協､東部市民の会 

県共闘会議 

(2) 5 ･ 23市民集会の実施について

石川さんの不当逮捕から54年を迎えて､下記の通り,狭山事件の再審を求

める市民集会を開催する｡

日　時　　2017年5月23日(火)午後1時一2時30分

会　場　　日比谷野外音楽堂

主　催　　狭山事件の再審を求める市民集会実行委員会

規　模　　4000人　　　(集会要員　170人)

※デモコ｣ス　　常盤橋公園前解散予定

※集会要員は5月23日午前10時30分に日比谷公園健康広場に集合し､

高裁､弁護士会館前での情宣活動をおこなう｡

※集会当日の午前中に高検､高裁にたいする要請行動を実施する｡

･集合時間　　5月23日(火)午前10時30分

･集合場所　　日比谷公園健康広場



(3)不当逮捕5 4か年の各地での取り組みの実施

狭山事件発生から54年になる5月に､各地においてもへ　学習会や集会の

開催､街頭宣伝の実施､パネル展､取調べDVDによる学習､映画｢SAY

AMA｣上映会などの取り組みを実施する｡弁護団提出の新証拠を中心に､

学習･教宣を強化するとともに､署名､要請ハガキの取り組みをすすめる｡

(4)メ-デ-における宣伝活動,パネルの活用について

4月29日に東京･代々木公園でひらかれる第88回中央メ｣デ｣で部落

解放同盟中央本部として､狭山事件の再審を訴えるパネル展示､チラシ配布

など宣伝活動をおこなう｡

各府県連においても､各府県共闘会議と協力し､各地のメ-デ-において

狭山事件の宣伝活動をおこなう｡また,メ置デ置にかざらず､ 5月1日一2

3日を中心に､狭山パネル(中央本部より貸出)などを活用し,狭山事件5

4年をアピ｣ルするパネル展などを実施する｡

(5) DVD ｢冤罪を作り出す『取調べ』狭山事件の場合｣の活用について

証拠開示された取調べテ-プを分析した新証拠である浜田鑑定をもとに､

取調べを再現したドラマのDVD ｢冤罪を作り出す『取調べ』 -狭山事件の

場合｣ (台本･演出　山際永三､制作　狭山事件の再審を求める市民の会)が

完成し販売中｡各地で取調べテ置プが示す石川さんの無実の学習･教宣に活

用されている｡解説資料付きで頒価5000円｡

(6)袴田事件の即時抗告審で再審開始を求める署名への協力および映画
｢獄友｣について

袴田事件は､ 2014年3月27日に静岡地裁で再審開始決定が出された

が,検察側が即時抗告を申し立て､東京高裁(第8刑事部･大島隆明裁判長)

で審理が続けられ3年が経過する現在も再審開始決定が確定していない｡検

察官は証拠開示に応じないばかりか､再審開始決定の根拠のひとつとなった

DNA鑑定について検証の必要があると要求し､裁判所は､弁護団の反対を

押し切って検察側の推薦する鑑定人に検証実験を依頼した｡先日､検証実験

を依頼された鑑定人の経過報告書が提出され､弁護側鑑定を否定する結果と

報じられた｡ (実際には弁護側鑑定を揺るがすものではない｡) 4月には最終

的な報告書が出され､弁護側も反論を提出することにしている｡ DNA鑑定



については再審請求において審理が尽くされ､本来､不必要な検証であり､

東京高裁はすみやかに検察側の抗告を棄却し,再審開始を確定するべきであ

る｡支援団体では､袴田さんが81歳になったこともふまえ､即時抗告をす

みやかに棄却するよう求めるあらたな署名運動を始めている｡袴田事件でも

取調べ録音テ-プが証拠開示され,違法な取調べや警察官の偽証が明らかに

なっており､証拠ねつ造の疑いまで認めた袴田事件の再審開始決定が東京高

裁で出されることは､狭山事件の再審の闘いにとっても大きな意味を持っ｡

袴田再審の署名運動に積極的に協力する｡ (署名用紙は別紙参照)

また､狭山事件の映画｢SAYAMA｣を撮った金聖雄監督は袴田映画｢夢

の間の世の中｣にひきつづき､袴田さん､石川さん､菅家さん､桜井さんら

の交流やともに闘う姿を描いた映画｢獄友｣の製作を進めている｡この映像

はNHKでも放送される｡ (4月22日P11放送のEテレ｢ETV特集｣の

予定)支援･協力していきたい｡

(7)狭山新パネルについて

下山鑑定･川窪鑑定(万年筆は事件と無関係)､識字能力鑑定(石川さんは

脅迫状を書けない)､取調べテ-プが示す石川さんの無実といったこの間弁護

団があいついで提出した新証拠を広く宣伝することが重要である｡そのため

に埼玉県連では新しいパネル(Alサイズ　6枚)の製作をすすめている｡

見本を示すので､全国的に活用し､各地でも街頭宣伝の取り組みを強化する｡

見本を示し注文制作の予定｡

当面の予定

4月14日

4月20日

4月26日

4月29日

5月23日

全国狭山活動者会議･住民の会交流会(pl半→　中央本部)

高裁前アピ-ル行動②

高裁前アピ-ル行動③

第88回メ-デ｣中央大会(東京･代々木公園　ブ置ス出店)

高裁､高検要請行動(A10半　日比谷公園健康広場)

狭山事件の再審を求める市民集会(pl一　日比谷野音)

以　　　上


