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「身代金」を取りに来た「犯人」を取り逃がした警察を非難するマスコミ 



事
件
前
と
逮
捕
時
の
石
川
さ
ん 



マスコミの差別報道 
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川越署に作られた「特別室」
と手錠・腰縄のまま取り調べ
をうける石川さん 



左：犯人が残した「脅迫状」 
上：石川さんが書いた「上申書」 



3度目の家宅捜索で万年筆が「発見」される（1963年6月26日） 



寺尾正二裁判長と石川一雄さん 

1974年10月31日、東京高裁が「無期懲役」判決 



差別判決に抗議の座り込み（1974年10月31日・東京） 



判決確定後、石川さんが移送された千葉刑務所 
（1977年9月～1994年12月） 



６人もの人間が変死と自殺 

＜１人目＞ 
1963年5月6日、O（31）が農薬を飲んで井戸に飛び込み、自殺した。新居を建てたばかりで、明日が自分の結婚式であった。 
Oは被害者の実家に住み込みで働いていた時期もあり、被害者とも面識がある。血液型はＢ型。 
 
＜２人目＞ 
不審な3人組を見たと警察に通報した、情報提供者であるT（31）が、5月11日、包丁で自分の胸を刺して自殺した。 
「警察に協力したのに犯人扱いされた。」と悩んでノイローゼ気味になっていたらしい。 
 
＜３人目＞ 
７月14日、被害者の姉（24）が農薬を飲んで自殺。事件の時、金の受け渡し役を務めた。 
石川さんの死刑判決にショックを受け、その時から精神に異常をきたし始めたと言われている。 
 
＜４人目＞ 
1966年10月24日、養豚場の経営者の兄であるTが、西武線入曽駅近くの踏み切りで電車に轢（ひ）かれて死亡した。 
Tは事件当時は弟の経営する養豚場に勤務していた。警察では自殺と断定。 
 
＜５人目＞ 
1977年10月4日、被害者宅の次男Kが首を吊って自殺。自分の経営する中華料理店の経営不振が原因とされている。 
この年の8月に石川さんの無期懲役が確定している。 
 
＜６人目＞ 
1977年12月19日、狭山事件を再調査していたジャーナリストK（36）が、東京都豊島区の路地で何者かに激しい暴行を受けた。 
頭骸骨の陥没や骨折、肋骨の骨折などの重症を負い、二日後に死亡した。 



１９９４年１２月２１日  「仮出獄」し、３１年７ヶ月ぶりに狭山に帰る 



石川一雄さんを初めて
豊中に迎える 
 

1996年11月16日 



２．現状と課題 



2006年5月23日  東京高裁第4刑事部に第3次再審請求  

2009年12月16日 第2回三者協議（門野裁判長8項目の証拠開示勧告） 

2015年1月22日   検察官が証拠物の一覧表を開示 

2016年8月22日 下山鑑定書等の新証拠提出 

2017年2月8日 第31回三者協議（証拠開示は187点に） 

5月上旬 第32回三者協議予定 

第3次再審の経過 



解放新聞」第2798号 
（17年2月13日） 



1966年6月30日  静岡県清水市の「こがね味噌橋本藤作商店」専務の自宅が放火された。焼跡から専務（41 
            歳）、妻（38歳）、次女（17歳）、長男（14歳）の計4人の他殺死体が発見される。 
1966年8月18日  静岡県警察が袴田さんを強盗殺人、放火、窃盗容疑で逮捕。 
1968年9月11日  静岡地裁が死刑判決。 
1980年12月12日 最高裁が判決訂正申立棄却決定送達。死刑確定。 
1981年4月20日  弁護側が再審請求。 
1994年8月9日   静岡地裁が再審請求棄却（決定書日付は8月8日）。 
2008年3月24日  最高裁で棄却。第一次再審請求終了。 
2008年4月25日  弁護側が静岡地裁に第二次再審請求。 
2011年8月     第二次再審請求審において静岡地裁は事件当日にはいていたとされるズボンの他、5点の衣 
            類の再鑑定をすることを決定。 
2011年12月    弁護側の鑑定人は、衣類5点の血痕と被害者の血痕の「DNA型は不一致」と発表。 
2013年       静岡地裁の勧告を受けて、検察側は600点に及ぶ証拠書類を開示。 
2014年3月27日  静岡地裁（村山浩昭裁判長）が再審開始と、死刑及び拘置の執行停止を決定。 
            袴田さんは同日午後に東京拘置所から釈放された。 

袴田事件の経過 



「不見当」「不明」「拒否」「検討」と、検察官の居直りの言葉が
象徴するように、協議は検察官のペースで行われた。 
 
弁護団がいかに論理を尽そうが、暖簾に腕押し状態に近い。 
 
検察官の対応・姿勢はおおよそ察しがついているが、問題は植村裁
判長がどのような判断・指示をするのか、そこにある。 

第27回三者協議（2016年3月4日） 



第28回三者協議（2016年5月25日） 

早智子さんのＨＰ「近況」（5月25日）から 
5月25日午後4時から、28回目の三者協議。実はこの日少しめまい
がしたので、行く事が出来なかった。石川は三者協議の中には
入っていない。裁判所の控室でじっと一人で結果を待っている石
川の事を思うと無理をしても行けばよかったと後悔した。 

 
狭山に残り、東京高裁に一人ある一雄さんの姿を思い遣る早智子
さんの切々たる胸の内が伝わってくる。まるで映画の一シーンの
ようだ。 

3か月に1度のペースでの三者協議。26～28回は「進展」がなく、
膠着している。植村裁判長になってからのことだが、これが植村
さんの「意向」によるものなのかどうかが気にかかる。 



狭山事件 新証拠提出 弁護側・万年筆鑑定 
 
毎日新聞2016年8月30日東京朝刊 

 
 埼玉県狭山市で１９６３年、女子高校生が殺害された「狭山事
件」で無期懲役が確定した石川一雄さん（７７）＝仮釈放中＝の第
３次再審請求で、弁護側は２９日、事件後に石川さんの自宅から見
つかった万年筆に関する鑑定結果を東京高裁に新証拠として提出し
たことを明らかにした。 

  
 万年筆は被害者の持ち物と認定され、有罪判決を支える重要な証
拠になった。弁護側はこの万年筆に入っていたのと同種のインクな
どを用いた実験を実施。その結果を基に、被害者が事件当日に書い
た文字と石川さん宅の万年筆のインク成分が異なり、インクが入れ
替えられた可能性もないとして、「万年筆は被害者ではなく別人の
物だった。再審を直ちに開始すべきだ」と主張している。 
【近松仁太郎】  

第29回三者協議（2016年8月29日） 

「毎日新聞」(8月30日）大阪版朝刊 



「静岡新聞」2014年3月28日 



第30回三者協議（2016年11月2日） 

最大の眼目であった「下山鑑定」について、8月22日の提出
から2カ月を経過しているのに、検察官は「反論を検討」と
しか言わない。 
 
また、弁護団が開示請求しているものについて、いずれも
「検討中」として応じなかった。 



第31回三者協議（2017年2月8日） 

検察官は、「下山鑑定」に対して「今年度中に反論・反証の見
通しを示す」と言う。 
 
「今年度中に見通しを示す」ということは、「反論」はその先
になるのだろうか？ 
 
植村裁判長はそれを認めたということだろうが、裁判長の職権
で下山鑑定人の尋問を先にすべきだ。 
 
そうしないのは、検察の時間稼ぎに裁判長が手を貸していると
いうことになる。 



３．再審の扉を開くために 

東京高裁に第3次再審を申し立てる（20016年5月23日） 



9度にわたる「有罪判
決」に名を記した裁判
官は32名 



足利事件 - 1996年5月9日、東京高裁裁判
長として控訴を棄却して無期懲役判決。 
 
その後、2010年に再審開始が決定して再審無罪判決。 

 
東電OL殺人事件 - 2000年12月22日、東京
高裁裁判長として一審の無罪判決を破棄し
て無期懲役判決を言い渡した。 
 
その後、2012年6月7日、東京高裁（小川正持裁判長）が再審
開始と刑の執行を停止する決定をし、2012年11月7日に無罪
判決。 

1999年7月7日、第2次再審請求を 
棄却した高木俊夫裁判長 



2006年、名張毒ぶどう酒事件の再審請求審において検察側
の異議申し立てで再審開始決定を取り消す決定をした。 

2009年9月10日 三者協議開かれる 

2009年12月16日 第2回三者協議開かれる。 門野
裁判長が8項目の証拠開示勧告 

2008年7月14日、「布川事件」の再審開始決定に対する検察
の即時抗告を棄却し、再審開始決定を支持した。 





第4刑事部 
植村稔，成川洋司，杉山正明，近藤和久 
毎週月曜，火曜，木曜506 



いかに世論を喚起し、高め、裁判所をして「事実調べ」をせざる
を得ない状況にまで追い込むのかということに尽きる。 
 
 
これは誰しもが思っていることだが、問題はそれを現実にするた
めのとりくみということになる。 

肝心なことは何か？ 



そこに近づくためには、やはり「仕掛け」が必要だろう。 
 
 
「狭山」に関心を持つ人を今よりも少しでも増やすための「仕
掛け」と、再審運動に関わっている人が今より少しでも時間と
身体を「狭山」に費やすための「仕掛け」の両方が必要。 
 



例えば、立ち遅れている「インターネットの活用」があるが、
これは課題となって久しい。その気になれば、即座に実行で
きることだ。そうなれば格段に情報発信力は高まり、世論喚
起にもつながる。どうしてこれをやらないのか、私には不思
議でしようがない。 

 
また、新聞への「意見広告」もやるべきだ。世論喚起であり、
マスコミ対策でもあるが、何よりも運動を広げるための有効
なツールだ。 
 
100万人を超える人が署名をしているが、その人たちに呼びか
けることができるし、誰でも・どこでも参加できるとりくみ
だ。取らぬ狸だが、一人100円でも1億円になる。 



そして、何よりも必要なことは、再審開始決定への道筋を明らか
にすることだ。 
 
 
未開示証拠やリストの開示はもちろん必要なことだが、「下山鑑
定」というほぼ決定的な新証拠があるのだから、鑑定人尋問～事
実調べを迫るとりくみを柱に据えるべきではないだろうか。 
 
 
検察官とのいつ果てるとも知れない押し問答に終始するのでなく、
矛先を裁判長に据える時だ。 





「狭山」の情報はここにあります。 

●石川早智子さんのHP「冤罪・狭山事件」 
 
●部落解放同盟中央のHP「狭山事件」 
 
●フェイスブック「狭山事件の再審を実現しよう」 
 
●「狭山事件を検証する」 
 
●「ストーン・リバー」 
 
●「解放新聞」（中央版・大阪版） 
 
●月刊「狭山差別裁判」（部落解放同盟中央本部編） 
 



「冤罪 狭山事件」 http://www.sayama-jiken.com/ 

http://www.sayama-jiken.com/


「部落解放同盟中央本部」http://www.bll.gr.jp/index.html 

http://www.bll.gr.jp/index.html


フェイスブック「狭山事件の再審を実現しよう」 
https://www.facebook.com/sayamajiken/#!/sayamajiken/ 

https://www.facebook.com/sayamajiken/


「狭山事件を検証する」http://sayama-case.org/ 

http://sayama-case.org/


「ストーン・リバー」http://burakusabe.exblog.jp/ 

http://burakusabe.exblog.jp/




浦和地裁「死刑判決」53カ年糾弾！狭山第3次再審闘争勝利！埼玉集会  
3月10日 さいたま市「ときわ会館」 18時30分～20時30分 
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