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巫召鴻 

要要要要    旨旨旨旨    

   大逆事件は、明治維新以後の日本のとりうるべき選択肢に強い制約を与える重大な事件の一つで、

日本の進むべき道の範囲を狭め、危険な方向から引き返すことができなくなる転換点であったという

べきである。そして、この事件において、もっとも重要な役割、ある意味で決定的な役割を担当した

のが、司法であった。 

   その後の日本の方向性に非常に悪い制約を課した事件に強い責任を負うべき司法は、戦後も、性格

を変えることなく、改革されることなく、温存され、現在の司法にそのまま継承されているように見

える。 

 

序序序序    

 家永三郎は 1959 年の著書『裁判批判』で、裁判批判の可否を検討し、裁判批判が合法で

正当であるのみならず、必要であると論じた。彼は、それを、法律上、実際上および歴史

上からという三方向から論証している。彼がこのような課題を取り上げた背景には、1949

年に起こった松川事件があった。当時、この事件の裁判を批判する国民的な運動が展開さ

れ、そのような動きに対して、1955 年 5 月に、当時の田中耕太郎最高裁長官が裁判所の長

の会同での訓示において、訴訟外裁判批判は「雑音」であるとの非難を加え、否定した。

この訓示をきっかけに、裁判批判の可否について、「囂々

ごうごう

たる」論争がまきおこされ、この

論争に対する回答として、歴史学者の家永が同書をあらわしたのである。 

 彼は「近代民主主義
1
」を前提とする日本国憲法下の裁判においては、裁判批判は合法で

正当であるだけではなく、裁判批判は必要であると論じている。そもそも、政治を執行す

る権力は常に腐敗し、暴走する可能性を含んでおり、少なくとも、近代民主主義の機能に

おいては、権力に対置すべき人民・国民の批判によって、これを防がなければならないと

いう論理である。しかし、その論に沿うのならば、近代民主主義の政体の前提を要さずと

も、裁判批判は普遍的に必要であるという含意を読むべきだろう。 

 ところで、家永は歴史学者として、法律上、実際上から導かれる裁判批判の正当性の根

拠だけでなく、歴史上からもこれを検討している。その考察において、彼は裁判批判の自

由がなかった時代における裁判の実態を、裁判批判の自由が保障されているはずである、

日本国憲法下の戦後の時代と対照させている。 

彼はいう。そもそも明治維新以前の「封建社会」では、人民には国家権力の行使に対す

る批判の自由はなく、低い身分のものが権力を批判することは、それだけで時に死の危険

を伴うものであった。そして、人民のしたがうべきこのような規範は、明治維新以後も基

 
1  彼はこれを「ブルジョア民主主義」と表現している。 
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本的にそのまま新しい国家体制に温存された。明治以降、太平洋戦争における日本の敗戦

までの時代の法規では、裁判批判の自由は周到に抑制され、裁判批判は法的に許されてい

なかった。また、当局はあいまいな理由により、裁判を恣意的に非公開にすることができ、

そのために、多くの裁判は不公正で誤ったものとなり、しかも国民はその実態を知ること

もできなかった。 

家永は、そのような戦前の不公正な裁判の典型的な例として「大逆事件」の事例を挙げ

る。旧刑法 73 条には「大逆罪」があり、皇族に危害を加えたものあるいは危害を加えよう

としたものを死刑にするとし、これに該当するものの裁判は大審院のみで審理でき、した

がって、上訴が許されないということだった。この規定によって裁かれた事件は、四例あ

るが、通常、単に大逆事件と言えば、この条文が初めて適用され、幸徳秋水ら 24 名に死刑

判決が下され（それ以外に有期刑 2 名）、その後、明治天皇の「恩赦」により 12 名が無期

に「減刑」され、12 名が処刑された事件を指す。今日では、この事件で罪に陥れられた 26

名の被告の大部分がまったくの冤罪であり、実際に爆弾の試作に関与した数名の罪状につ

いても、明治憲法下の法体系において、旧刑法 73 条の「大逆罪」に該当するものかどうか、

問題があることが明らかである[1]。むろん、今日的な価値基準にしたがえば、この事件は、

特定の思想を抱く人々を葬り去り、権力に対する人民の批判的な観点を消滅させることを

目的とする陰謀であり、許されない権力犯罪である。また、当時の建前としての法体系の

基準から測っても、違法で不当な権力行使であった。そこで、当時の司法がこの権力犯罪

に対して、どのような役割を演じたかと言う点が問題である。今回の研究では、大逆事件

の裁判において、この権力犯罪に直面した裁判官がどのような役割を果たしたのかを検証

し、次回以降、家永の著書に沿い、大逆事件に相当する規模でたくらまれた戦後の典型的

な権力犯罪の一つである松川事件において、司法がどのように機能し、裁判所がどのよう

に振舞ったのかを検証しつつ、その時点における戦前の司法と戦後の司法を比較検討し、

その上で、現在の司法において、その特質が大逆事件、松川事件の時代の司法のそれをど

のように克服しているのか、あるいはしていないのかを考察したい。 

 

大逆事件の背景大逆事件の背景大逆事件の背景大逆事件の背景    

 明治維新によって成立した政権は、欧米列強諸国の文化を普遍的とし、自国を「文明」

国にするために富国強兵政策を採り、その負担を人民に強いた。ところで、欧米諸国の文

化を支える有力な思想に、社会主義の潮流があり、欧米諸国の文化を学ぼうという姿勢が

あった明治期の知識人の中に、社会主義的な思想の方向から、明治国家の問題点を分析し

ようとする人々がいたのは、非常に自然なことである
2 3

。ところが、明治政権はこのよう

な思想潮流を言論の段階から強力に禁圧した。1903 年 10 月に日露開戦に反対して、新聞

 
2 明治維新以降に権力が採用した一連の政策は、その歴史的評価は置くとして、日本人民に過大な負担を

強いるものであり、そこから生じる窮状の救済を望む知識人たちの認識は、それが西欧諸国からの社会主

義思想に仮託されていたとしても、単なるイデオロギーの空論ではなく、現実的なものであった。 
3 19 世紀以降、社会主義は、欧州諸国の政治を支える主要な軸の一つであり続けている。 
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社を退社した幸徳秋水と堺利彦は、11 月 15 日に社会主義運動の拠点として現在の東京有楽

町に「平民社」を設立し、フランス革命の標語である「自由・平等・博愛」を掲げて、「平

民新聞」を創刊し、日露戦争反対などの言論活動を行い、相当の影響力をもった。しかし、

罰金、発禁、発行人や印刷人、執筆者の投獄という激しい弾圧が相次ぎ、ほどなく廃刊を

強いられた。その後も、さまざまな人々が同様の新聞の刊行を幾度も試みるが、そのたび

に廃刊に追いやられ、言論が封じられる。1908 年には赤旗事件
4
が起こり、14 人が起訴さ

れ、12 人に 1 年から 2 年 6 月の重禁固と罰金の予想外の厳しい判決がでた。 

 赤旗事件後、社会主義者は昼夜、露骨に、日常的に尾行されるようになり、職につくこ

ともできなくなった。 

 

信州明科爆裂弾事件信州明科爆裂弾事件信州明科爆裂弾事件信州明科爆裂弾事件    

 1909 年（明治 42 年）11 月 20 日夜、現在の長野県安曇野市の明科中川手の付近で、当

時、国営明科製材所で職工長として勤務していた宮下太吉（当時 34 歳）は、自ら試作した

爆裂弾の爆破実験を行った。その製造方法は、鶏冠石という鉱物を薬研（漢方薬などを作

るときに、材料をすりつぶすための器具）ですりつぶした粉末と塩素酸カリを 4 対 6 の割

合で調合した薬品と 20 粒ほどのアズキ大の石ころを、長さ 6 センチ、直径約 3 センチの小

さなブリキの缶につめ、銅線で全体をきつく巻きつけると言うものであった。「継子落とし」

と呼ばれる絶壁で、山肌に向かって爆裂弾を投じたところ、「自分の体が吹き飛びそうな爆

風と耳を聾するほどの爆音」[5]がおき、彼はとっさにその場から逃げ出したので、効果の

ほどを確認することはできなかった。 

 宮下は 1875 年 9 月に刀鍛冶職人の次男として、山梨県甲府で生まれ、16 歳で郷里を離

れ、見習いをしながら東京、大阪、名古屋などの工場を転々と歩き、27 歳のころに愛知県

の亀山鉄工所に就職、熟練した機械据付工として、出張員をまかされた。彼が社会主義に

目覚めたのは 1907 年に創刊された「平民新聞（日刊）」を読んでからという。権力の過剰

な弾圧を受けていた当時の社会主義者の間には、社会主義の目的を達するには「直接行動」

によるしかないとする幸徳秋水などの直接行動派と、議会政策を通じて社会主義の実現を

目指した議会政策派がいて、宮下は直接行動派に共感し、1909 年 2 月 13 日、東京出張の

おりに、巣鴨の平民社を訪れ、幸徳秋水に爆裂弾による明治天皇の暗殺の決意を告げたと

いう。秋水はその話に乗ってこなかったが、後に手紙で誘った管野須賀子（すが）を通じ

て、彼は若い社会主義者の新村忠雄が同じ考えだと知った。1909 年（明治 42 年）に宮下

は現在の長野県安曇野市の官営明科製材所に転勤、転勤時に再び東京の平民社を訪れ、管

野と会い新村ともう一人の社会主義者古河力作を推薦された。 

 
4 1908 年 6 月 26 日に、東京神田で当時の社会主義者が同志山口孤剣の出獄歓迎会を開き、閉会に当たっ

て、社会主義者の「硬派」の一団が、「無政府共産」、「社会革命」などの文字を大書した赤旗をひるがえし、

革命歌を高唱しつつ街に繰り出したところ、待機していた警官隊が殺到し、大杉栄、荒幡寒村など数名の

同志が逮捕された。交渉に当たった堺利彦、山川均なども連累し、裁判の結果、「官吏抗拒罪」および「治

安警察法違反」として、1 年ないし 2 年の刑に処せられた。 
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 宮下は、明科に帰ると、爆裂弾の試作に着手し、5 つの爆裂弾を制作して、そのうちの一

つを試爆で投擲し、爆破の跡を検証せずに現場を去り、残りの試作品は処分した。そして、

手紙で実験の成果を管野に報告した。結局、社会主義者でこの爆裂弾事件に関与していた

のは、宮下のほか、管野すが、新村忠雄、古河力作の 4 人ということになるが、宮下は古

河力作に会ったことはなく、3人または4人が集まって綿密な計画を重ねた事実もなかった。 

 1910 年 5 月ごろに、明科の地元の警察が動き出し、25 日に宮下が逮捕され、現在の長野

県千曲市で新村忠雄が共犯として逮捕され、忠雄の 6 歳上の善兵衛は社会主義者ではなか

ったが、忠雄に協力していたとして逮捕された。このとき、宮下の押収物のメモから古河

力作に関する記述が見つかり、東京都北区滝野川にいた古河を共犯者として、長野県の松

本署が東京に刑事を派遣して、5 月 28 日に任意同行、29 日に逮捕した。さらに、6 月 2 日

にブリキ缶つくりに協力した宮下の元同僚の新田融

とおる

を逮捕した。いずれも、容疑は爆発物

取締規則違反だった。 

 

刑法刑法刑法刑法 73737373 条違反事件条違反事件条違反事件条違反事件    

 5 月末までに、「信州爆裂弾事件」について、上記の逮捕者 5 名に幸徳秋水と管野すがを

加えた 7 名が予審請求（起訴）された。管野すがは 5 月 18 日から東京監獄で罰金換刑で服

役中だった。幸徳秋水は 6 月 1 日に熱海軽便鉄道の門川駅で逮捕された。 

6 月初旬に、東京地裁小林芳郎検事正と内務省警保局長有松英義がそれぞれ新聞紙上で、

この事件の被告人は 7 名に限られるとの見解を発表したが、その直後に、新宮の大石誠之

助、岡山の森近運平、紀州の成石平四郎、東京の奥宮健之

け ん し

が続々と起訴され、小林検事正、

有松警保局長の関知しないところで、拡大方針が決定されたことが推測される。結局、起

訴された者は 26 名におよび、大逆罪事件が始まったのである。 

前掲書[1]で家永は、起訴され死刑判決を受けた 24 名の内、信濃明科爆裂弾事件に何らか

の関与があったのは数名に限られ、大部分が完全な冤罪であると指摘している。通常、関

与のあった数名とは、初期の逮捕者 7 名のうち、宮下太吉、管野すが、新村忠雄、および

古河力作の 4 人と解される。幸徳秋水は、関与の証拠はきわめて薄弱だが、捜査陣の予断

と推定で起訴された。事件を担当した神戸地裁検事正小山松吉は、後年、思想系検事会同

で次のように語っている[2]。 

「幸徳伝次郎は此の事件に関係のない筈はないというのが、当時関係官吏一同の意見で

あつたのであります。管野すがは其の内縁の妻であり、新村忠雄も宮下も幸徳に無政

府主義を鼓吹せられて、弟子同様になつて居る者でありますから、幸徳が此の事件に

関係のない筈はないと断定した、松室総長も幸徳を共犯と認定する意見でありました

から証拠は薄弱ではありましたが、幸徳も同時に起訴するやうになつたのでありま

す。」 

新田融と新村善兵衛は事件に巻き込まれた被害者である。その他の被告に関しては、ま

ったくのでっちあげ冤罪の被害者であった。当時、前述の赤旗事件で西園寺公望内閣が倒
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れ、その後の第二次桂太郎内閣は社会主義・無政府主義に対する圧迫を強化していた。そ

の国策捜査の背後には明治維新の元老山県有朋がいたといわれる。 

したがって、大逆事件の裁判については、明らかにでっちあげで冤罪である被害者の有

罪については、論外であり、信濃爆裂弾事件に何らかの関係があった 4 名と、彼らの理論

的指導者であった幸徳秋水に対する裁判官の判断について、その妥当性を検討すべきであ

る。その検証の前に、全体の裁判がどのように実施されたのかについて、簡単に見直して

みたい。 

 

予審及び捜査予審及び捜査予審及び捜査予審及び捜査    

 当時の刑事裁判制度では、検察が今日の起訴に当たる予審請求を行い、予審と言う手続

が行われ、次に、公判が行われることになっていた。その制度的な詳細については、本稿

の範囲を超えるので深くは立ち入れないが、つまりは予審は司法大臣が任命する予審判事

によって行われ、検事の取調べと同様の取調べを繰り返して、「予審調書」という書面を作

成することになっていた。特に問題なのは、この調書が公判における重要な証拠とみなさ

れていた点である。 

 大逆事件の裁判では、当局により、日本各地の「無政府主義者」たちが、明治天皇を暗

殺しようとする陰謀を計画していたと言う虚偽の筋書きがでっちあげられ、それに沿うよ

うな被疑者の自白が、拷問を辞さない取調べで強要、誘導され、あるいは取り調べのとき

の実際の供述を都合よく解釈して、検事の調書が作成され、同じような手続が予審でも繰

り返され、非公開の公判においては、一人の証人も認めず、検事の取調べ調書と予審調書

のみを採用して、それらをそのまま判決にしたと言うようなものであった
5
。大逆事件の裁

判における裁判官は、事実に基づき、法にのっとって事件についての判断を下すことがで

きず、あるいは、あえてそうせず、権力犯罪を正当化する役割を演じるだけだった。そし

て、裁判資料の公開や裁判の内容に関する批判的な言論は完全に抑圧され、この状態は 1945

年の日本の敗戦まで続いた。 

 

どのようなどのようなどのようなどのような判決判決判決判決がががが可能可能可能可能だったのかだったのかだったのかだったのか 

 家永三郎は戦前の裁判について、「戦前の法律は天皇制的秩序の維持を究極の目標とする

ものであったから、裁判官が法律に忠実であっても、人権擁護に自己の最高の使命を見出

すことはむつかしかったであろうが、それでも法律を厳格に守ろうと決意するならば、検

察官・警察官のあのような暴状を阻止することはある程度まで可能であったにちがいない。

 
5 たとえば、この事件の弁護人をつとめた平出修が大正 2 年 9 月号の雑誌「太陽」に発表して発禁処分を

受けたノンフィクション小説「逆徒」には、次のような記述がある。「何分にも今の裁判所では、予審及び

捜査に関する調書の証拠力に絶対の価値が附せられてある。事実の真相と云ふものは、検事及び予審判事

が密行して調査した材料から組立てらるべきものと信ぜられている。…被告が公判に附されたとき、被告

の罪科は既に決定して動すべからざるものとなって了つて居る。」 
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しかし、多くの裁判官はそれさえもやらなかった。」

6
と指摘している。そして、裁判官の中

には、そのような法の解釈により、国民の権利を高めるような判決を書いた裁判官もいな

いわけではないと言う。多くの裁判官が自己保身などの動機で、でたらめな判決を書き、

少数の裁判官がまれにまともな判決を書くという現象を思うと、日本の裁判所、裁判官の

あり方は、戦前の天皇制絶対主義時代も、家永が前掲書を著した戦後間もない時期も、21

世紀の現在もほとんど変化していないように思わざるを得ないのだが、仮に、大逆事件を

担当した裁判官が、理性と意志を備えた人物だったとして、彼らが保身をはからず、職業

倫理に忠実に行動すれば、どの程度の判決を書くこと可能だったのであるかを考えたい。 

 明治憲法も、当時の刑法も、法的には、罪刑法定主義をうたっており

7

、また、司法権の

独立も保障されていた

8

。この建前がある限り、司法が自らの職務に忠実であろうとすれば、

単に政治権力の気に入らないという類の理由だけで、国民を勝手気ままに迫害、殺戮する

ような判決を書けるような法制度ではなかった。しかし、刑法 73 条大逆罪の規定は、そも

そもこのような憲法や刑法の基本原則と矛盾する、現代的な感覚では理解しがたい、とん

でもない内容の規定であった。その条文は 

「天皇、太皇太后、皇太后、皇太子、又ハ皇太孫ニ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ

死刑ニ処ス」 

とあり、更にこの条文の解釈として、「危害」とは「生命、身体、自由にたいする実害また

は具体的危険」を意味し、「危害を加へんとしたる」とは危害を加えようとするいっさいの

「企行」、つまり、実害等の発生前におけるいっさいの行為を含むとのことである。これに

は、予備、陰謀、教唆、幇助などが含まれ、教唆犯や従犯に関する刑法の適用を受けず、

その処罰は死刑だけ。また、この審理は大審院（最高裁）でだけ審理され、上訴できない

という代物である[8]。 

 政権の意図に従って思想弾圧を行った捜査当局はこの規定を拡大解釈し、信濃爆裂弾事

件の首謀者を幸徳秋水とし、彼を中心に集まる和歌山新宮、熊本、大阪など日本各地の人

士が明治天皇殺害の陰謀を企てたというシナリオを創作し、26 名を起訴した。しかし、裁

判官が権力から独立して事件を検討すれば、特別な意図のもとに書き上げたこのシナリオ

には、随所にほころびがあり、それが多数の合理的な疑問を免れない粗末な犯罪「立証」

であることが、容易に認識できたはずである。 

 この事件で処刑された菅野すがは、事件の本質について 

「今回の事件は無政府主義者の陰謀というよりも、寧ろ検事の手によつて作られた陰謀

 
6 家永三郎『裁判批判』[1]、116 ページ 
7 大日本帝国憲法 23 条「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」 

8 旧憲法第 57 条「司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」。ただし、戦前は、軍人、皇族な

どの裁判は、異なる経路の手続で実施された。戦前は司法の人事権が行政にあったために裁判官の独立が

制約されたとする説があるが、戦後、最高裁による裁判官の統制が強化され、裁判官の独立全体は明治憲

法下よりもかえって弱体化した[1]、30-31 ページ。また、家永三郎は国民の監視・批判を受けることのな

い司法権の独立は、安易な「俗吏根性」の最適の条件をそなえており、司法権の独立がかえって裁判官の

堕落の原因になると指摘する。[1]115-116 ページ 
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といふ方が適当である。公判廷にあらわれた七十三条の内容は、驚くばかり馬鹿気た

もので、その概観と実質の似はないこと、譬へば軽焼煎餅か三文文士の小説見た様な

ものであつた。検事の所謂幸徳直轄の下の陰謀予備、即ち幸徳、宮下、新村、古河、

私と五人の陰謀の外は、総て煙の様な過去の座談を、強いて此事件に結びつけて了つ

たのである。」 

と感想を述べている

9

。 

たとえば、弁護人の一人平出修は、『大逆事件意見書』において、次のように書いている。 

「もし、予審調書そのものを証拠として罪案を断ずれば、被告の全部は所謂大逆罪を犯

すの意思と之が実行に加はるの有せるものとして悉く罪死刑に当つて居る。併し乍ら

調書の文字を離れて静に事の真相を考れば、本件犯罪は宮下太吉、管野スガ、新村忠

雄の三人によりて企画せられ、稍実行の姿を形成してゐるだけであつて、終始此三人

と行動して居た古河力作の心事は既に頗る曖昧であつた。幸徳伝次郎に至れば、彼は

死を期して法廷に立ち、自らの為に弁疏の弁を加へざりし為、直接彼より何物をも聞

くを得なかつたとは言へ、衷心大に諒とすべきものがある」[8] 

平出は、大審院法廷で弁護した 6 日後の 1911 年 1月 3 日に、自宅を訪れた友人の石川啄

木に 

「若し自分が裁判長だつたら、管野すが、宮下太吉、新村忠雄、古河力作の四人を死刑

に、幸徳、大石の二人を無期に、内山愚童を不敬罪で五年位に、そしてあとは無罪に

する」 

と語った

10

。別の弁護人鵜沢聡明は、 

「物的証拠として、原告側から提出されたものは、すべて断片的なものの寄せ集めで、「共

同謀議」を意味するような全被告に共通な一貫したものは、一つもなかった。唯、警察

の押収した秋水や内山愚童の日記の中に、皇室を批判する様な歌や断片が発見され、さ

らに新村忠雄の日記には、豊橋における明治天皇の行幸の際民衆の恐懼する様子を慨嘆

して、『天皇も赤い血が流れる人間である…云々』の文句があつた事などが、暴力革命を

意図するものであると、原告側の主張する唯一の証拠であつた」 

と書いている

11

。また、この裁判で主導的な検事をつとめ、後に内閣総理大臣をつとめ、敗

戦後の極東軍事裁判では A 級戦犯として裁かれ終身刑になった平沼騏一郎さえも、『回想録』

で、三人の被告は陰謀に参与したかどうか不明のまま死刑判決を下したなどと書いている

という。（彼がいう三人以外のものの「陰謀」が、犯罪立証されていたかどうかは、もちろ

ん疑問である）。 

 平出修弁護士が、管野すがら 4 名を死刑にするといったことについても、宮下が爆弾製

造を実験段階まで実施し、また、管野らが明治政権の政策が限度を超えて人民の幸福を破

 
9 管野すが『死出の道草』、[8]で引用、174 ページ 
10 1911 年 1 月 3 日の石川啄木の日記、[3]で引用、63 ページ 
11 回顧録『大逆事件を憶う』、[8]で引用、165 ページ。 



第二回裁判司法研究会レジュメ 

 

 8

壊するものであり、暴力的にこれを打倒しなければならないという信念を隠さずに供述し

たとして、それが刑法 73条の対象になる行為であるかどうかに関する事実認定や法解釈は、

単純ではないはずだ。確かに、旧刑法 73 条は今日的な常識から見て、とうてい許容されな

い内容の規定であるが、それでも、この条項は人の行為について規定しているものであり、

人の思想について規定しているものではない。とするのならば、実際に行われたという爆

裂弾の実験がどの程度のもので、宮下、管野らが具体的にどの程度の「明治天皇暗殺計画」

なるものを、思想ではなく行為として実体化していたのかを十分に検討すべきであり、資

料を見る限り、そのような客観的な検察側の立証行為が裁判において実施されたとはいえ

ない。裁判官は判決において、検察と予審の調書を繰り返す判断以上のものを提起してい

ない。 

被告の弁護人である平出修ですら、裁判官に望むべき判決として、4 名についての死刑、

その他 3 名について無期、有期刑を認めざるを得なかったという状況は時代の制約を示す

ものだ。この事件が単なる刑事事件ではなく、国家権力による強固な意志の執行であり、

法理による理性的な判決を期待することが難しい状況での妥協的な期待なのか。時代の制

約下で、裁判官が理性的な判決を書くことはむつかしかったのだろうか。しかし、国家権

力の圧力に屈せずに、法理に沿ったその時点での妥当な判決に近いものを提出するように

努力するのが裁判官の絶対の責務であり、その責務に忠実であれば、平出の期待した程度

の判決を考慮する余地は十分以上にあったというべきだ。 

この事件の裁判が非公開で行われたことなどについて、欧米諸国の新聞が論難し、抗議

がよせられ、政府は 1911 年 1月 15 日付で、「逆徒判決証拠説明書」という文書を在外日本

公使館から配布させた。この写しは 16 日に「国民新聞」に掲載された。ここには、「本件

の内容は…一言以て之を明かにすれば、被告人の多数は何れも所謂無政府主義者に属し、

其主義を普及する一手段として、本年秋季を期し、恐多くも、皇室に対して弑逆を敢てし、

進んで国務大臣を暗殺し、放火掠奪を行はんとの陰謀を企てたるものにして、この事実は

被告人の多数の自白、爆裂弾の存在、その他の証拠に徴して明瞭なる所とす。」という一節

があるが、配布した 1月 15 日は判決の 3 日前であった。石川啄木は、 

 この文によりて、日本政府が裁判判決前已に有罪を豫斷しゐたるを知るに足る。又文

中「本年秋季を期し」云々とあるによりて、この説明書が明治四十三年中に成りたるも

のなるを知るべし。[10] 

と、政府が判決以前に有罪判決を知っていたことと、さらに、判決の前年の 1910 年（明治

43 年）にこのような文書が作成されていたこと

12

、つまり、そのときにすでに裁判の結果は

決まっていたと分析している。したがって、この事件の裁判に関して、大審院の裁判官に

許された範囲は非常に限られていたという弁明も考えられる。しかし、司法の行為がもた

らした結果の重大さを秤量すれば、これは許容しがたい。司法の積極的な正当化がなけれ

 
12 大審院判決に次の一節がある「…伝次郎スガ忠雄ノ三人伝次郎宅ニ於テ相議シテ明治四十三年秋季ヲ期

シ爆裂弾ヲ用ヒテ大逆罪ヲ決行センコトヲ定メ…」。 
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ば、このような無法な殺戮行為を合法化することはできなかったのであり、ある程度の水

準で何かしらの歯止めが提起されていれば、その後の日本の歴史的な進路は（良い意味で）

変わったものになった可能性が大きいというべきである。1938 年（昭和 13 年）10 月に行

われた第十三回思想実務家会同において、司法省の松阪広政刑事局長は、(同年のころ、思

想犯などに対する非合法な弾圧行為が横行していることに比して

13

）大逆事件の検挙および

裁判は「合法」であったと述べたという[1]。政府がこのような非道かつ違法なでたらめ判

決による無実の被告の大量殺戮を「合法」と自認できるためには、権力犯罪に対する司法

の積極的な加担が必要であり、このとき司法が、明治憲法の法体系においてでも多少なり

ともその本来の任務を遂行していたら、そのような「無法な」合法認定は行い得なかった

のである。この意味で、実際にこの裁判を取り扱い、権力の意図を裏書保証する役割を演

じた判事たちの責任は重く、この権力犯罪の首謀者と同等の位置にいたと言うべきだろう。 

 

大逆事件に対する日本社会の反応大逆事件に対する日本社会の反応大逆事件に対する日本社会の反応大逆事件に対する日本社会の反応    

 大逆事件の裁判は非公開で行われ、その時代、家永の言うとおり、裁判を批判する自由

は認められておらず、第二次世界大戦が終わるまで、その状態は続いた。事件で不当に有

罪にされた被告たちは、死刑になっても、葬儀を行うことも制約され、墓を建てることも

はばかられる状態が続いた。石川啄木や徳富蘆花のように、この事件に関して政府の行為

を批判する人もいたが、それらの批判は封じ込められ、たとえば、弁護人の平出修がこの

事件について書いたノンフィクション小説「逆徒」は、雑誌「太陽」で発表されたが発禁

処分となった。啄木もこの事件に強い興味を抱き、幸徳秋水の意見書や公判記録を読んで

『日本無政府主義者陰謀事件経過及び付帯現象』などを書いたが、これらが一般に公開さ

れたのは、戦後のことである。 

 権力により逆賊とされた被害者たちに、汚名を晴らす手立てはなく、その遺族たちにも

残酷な運命が待っていた。たとえば、浄土真宗大谷派の浄泉寺の住職だった高木顕明が事

件に巻き込まれ、死刑判決を受けると（「恩赦」により無期に「減刑」）真宗大谷派は顕明

を宗門からの永久追放処分とした。高木はこのことを苦にして獄中で自殺したとされる。

死刑を執行された森近運平は岡山県農学校（現・岡山県立高松農業高校）の出身だが、運

平の刑死直後に、同校の同窓会は、運平を除名処分にしたという。 

 日本社会では、事件に対する批判の声はか弱く、むしろ民衆が権力に迎合して被害者や

その遺族を迫害するというな状況が繰り広げられていったのだろうか。 

    

刑法刑法刑法刑法 73737373 条の削除―大逆罪の廃止条の削除―大逆罪の廃止条の削除―大逆罪の廃止条の削除―大逆罪の廃止    

 戦後、新憲法の成立に伴う刑法改正に際して、1946 年 12 月 20 日に、GHQ のホイットニ

ー民生局長は、木村篤太郎司法大臣に対して、大逆罪、不敬罪を定めた旧刑法 73 条から 76

 
13 たとえば、1923 年の関東大震災における、朝鮮人・中国人・社会主義者の虐殺、特に大杉栄一家の虐

殺、1933 年の特高による小林多喜二の殺害。 
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条までの条項を削除するよう指示した。これに対し、吉田茂首相は、12月 27 日付けのマッ

カーサー宛の書簡で、大逆罪の存続を訴えた。民政局法務課長のアルフレッド・オプラー

は、吉田の書簡の内容について調査を行い、その報告に基づき、翌年 2月 25 日、マッカー

サーは吉田宛書簡で、吉田のあげた存置理由について一つ一つ反論し、天皇や皇族への法

的保護は、国民が受ける保護と同等であり、それ以上の保護を与えることは新憲法の理念

に反する、と吉田の訴えを拒絶した[9]。このような経過を経て、大逆事件の法的根拠にな

った旧刑法 73 条の大逆罪の規定は、1947 年 10 月 26 日に公布された｢刑法の一部を改正す

る法律｣により、削除された。 

    

再審請求再審請求再審請求再審請求    

 前述の通り、大逆事件の被害者(被告)は 26 名で、1911 年 1 月 18 日の判決では 24 名が死

刑、2 名が有期刑であった。判決の翌日、12 名が無期懲役に｢減刑｣されたが、11 名が 1 月

24 日に、管野すがが 25 日に死刑を執行された。無期に減刑された 12 人のうち、5 名は獄

死、有期刑の 2 名と無期の 7 名は戦前に仮出獄したが、大逆事件の被告で、仮出獄した人

たちのうち、大逆罪が廃止された 1947 年まで生き残ったのは、坂本清馬（1975 年 1 月 15

日没）、崎久保誓一（1955 年 10 月 30 日没）、飛松与次郎（1953 年 9月 10 日没）、岡林寅松

（1948 年 9 月 1 日没）の 4 名であった。このうち、一貫して無罪を訴えていた坂本清馬と、

刑死した森近運平の妹の栄子は、大逆事件の不当な判決から 50 年目の 1961 年 1 月 18 日、

森長英三郎らを弁護人として、東京高裁に対して、再審請求の手続をとった。この再審請

求事件は第一刑事部の係属となり、長谷川成二(裁判長)、関重夫、小川泉、金本和雄、上

野敏の 5 人の判事が審理を担当し、長谷多郎、平山長の 2 名が立会検事を担当した。弁護

側は、逐次、108 点の証拠を提出した。1963 年 9 月 13 日と 14 日に坂本清馬が高知から上

京し、出廷して、審尋が行われた。弁護団は事前に、審尋の公開を要請したが、長谷川裁

判長は認めず、報道機関に対する公開も認めず、事件当時の大審院法廷と同様、非公開の

公判になった。東京高裁は 11月 29 日、12月 20 日に荒畑寒村を証人尋問した。寒村は森近

の思想について聞かれ、彼の思想は社会民主主義だったと説明した。二回にわたった寒村

の証言に対する長谷川裁判長の質問は、その流れや構成が、大審院判決の有罪の筋書きと

同一で、被告は無政府主義者で、ゆえにテロリストで、だから｢大逆｣の陰謀を企てたとい

う論理にもとづく、予断と推論により｢思想を裁く｣というものであったという[2]。 

1964 年 1 月 13 日、14 日に長谷川裁判長が岡山県に出張して、森近栄子他 4 名の証言を

聞き、さらに 4人の証言を聞き、12月 28 日に弁護側・検察官側双方が意見書を提出、1965

年 1 月 20 日に大内兵衛、我妻栄らの法律学者が長谷川裁判長に当てて｢要請文書｣を提出、

1 月 29 日に弁護側が検察官の意見書に反論する「第二意見書」を提出し、この日で審理が

終了となった。 

    

再審棄却再審棄却再審棄却再審棄却    
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 1965 年 12 月 1 日付けで、東京高裁は再審請求棄却を決定した。再審請求棄却決定書の棄

却理由を一読した主任弁護人の森長英三郎の感想は、「こんどの決定を一読してかんずるこ

とは裁判所は一にも二にも、もとの判決のために弁護し、それに合わないものは、すべて

短いことばではねつけたというやり方である」[8]というものだった。坂本清馬についての、

決定理由の要旨は 

坂本は検事調書、公判供述を通じ一貫して大逆の犯意を否定しているが、明治四一（一

九〇八）年十一月「平民社」で幸徳から逆謀を告げられて同意し、決死の士を集めるこ

とを同意したという事実は、幸徳らの予審調書などを総合してこれを認めることができ

る。また坂本は受刑中も無罪を主張していたが、判決後の行動においては同人の無罪を

推認させる有力な証拠は見られない[2]。 

というものだった。決定文は、再審請求の審理での坂本の証人尋問や、提出された証拠を

いっさい無視し、「予審調書」によれば、という文言を繰り返し使用して、大審院の判決書

をなぞり、それと同一の結論を出した。ここで棄却決定の根拠の一つとして、触れられて

いる「決死の士」という言葉は、検察の取り調べや予審段階での造語であり、高裁決定は

その造語をそのまま使用している。その判断は、事件当時の検事取調べと予審で制作され

た調書に強度に依存していたといえる。 

 森近運平については、最大のポイントになった「11 月謀議」についての予審調書を長々

と引用し、「森近が大石とともに、幸徳との間のいわゆる一一月謀議に参加したものである

ことが認められる」と認定した。この「11月謀議」であるが、1908 年 11 月 19 日に、幸徳

秋水が大石誠之助ら数名に、赤旗事件の連累者の出獄を待って、「富豪ノ財ヲ奪ヒ貧民ヲ賑

シ諸官衙

か ん が

ヲ焼燬シ当路ノ顕官ヲ殺シ且宮城ニ逼リテ大逆罪ヲ犯ス（富豪の財産を奪って貧

民の分け与え、役所を焼き討ちして、役人を殺し、皇居に迫って大逆罪を犯す）

14

」意思が

あるので、「決死の士」を募ってくれるよう頼み、大石、森近がこれに同意したというよう

なことである。検事論告、予審調書、大審院判決は、この「11 月謀議」の存在を前提に、

大石らが活動の場である和歌山県新宮市や、熊本に戻り、計画を吹聴して同志（決死の士）

を集めたと推定した。 

調書を前提にした場合、この推論が成り立ち得ないことは、すでに大審院の審理で平出

修弁護人が次のように論証していた。 

まず、検事の論告は思想を裁いているが、裁判で裁くべきは思想ではなく犯罪の行為で

ある点が、遠まわしな言い方ながら指摘された。そして、実際に謀議があったのかについ

て、「11月謀議」で大逆を起こすことを決定した後、大石と熊本の松尾が当地を訪れ、大阪、

新宮、熊本の間で同意を得て「決死の士」を募ったとする検察側の筋書きに対して、「紀州

で大石が同志に語つた折に、既に大阪の同志に同意を得ていたのだから、普通の順序とし

て紀州の同志に対して、」大阪での状況を語るはずであるが、捜査記録にはその記述が皆無

である。もしも、東西で応じるそのような企てが形成されていたのならば、東京、大阪、

 
14 大逆事件の大審院判決書 
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九州との連絡が大石（紀州）を通じて取れていなければならず、それが記録されているは

ずであるが、そのような部分が皆無である。このような「陰謀」はありえない。平出は、

弁論の締めくくりで次のように述べた。「法の精神、被告の事情、犯罪事実の真相、さては

刑事政策上の見地、何れよりするも彼等二人（高木、崎久保）は七十三条を以つて律すべ

きものではない。之は余が彼等の弁護人として云ふことであると云ふよりも、之れ実に忠

良なる日本帝国国民の輿論

よ ろ ん

の声である

15

」。 

再審請求の弁護団の意見書も、「11 月謀議」というものが、当時、紀州、熊野に出張した

武里済検事が、拷問などを駆使した取調ででっちあげた聴取書からはじまっているもので

あることを明らかにしていた。また、人権や法律論の立場から、大審院の判決が成り立ち

得ないことを明らかにしていた。 

 しかし、1965 年の再審請求の審理を経た東京高裁の決定では、森近運平の思想について、

「森近は明治四〇（一九〇七）年秋以降幸徳の唱える無政府共産主義を信奉し、同主義の

目的を達するためには、議会政策を全面的に排斥するわけではないが、結局は直接行動（総

同盟罷工を含む）によらなければならず、遂には暴力革命になるべきことを是認していた

ことが認められ、従って、森近が幸徳らの大逆の謀議に同意し得ないとはいえず…」と、

大審院の判決の論理と同様、無政府主義者だから大逆罪を犯すという根拠のない因果関係

を断じ、また、寒村の証言を無視し、根拠もなく森近を無政府主義者と決めつけるものだ

った。 

大内兵衛ら 5 人の学者が提出した要請文書では「非公開の秘密裁判のなかに閉鎖され、

ながい間歴史の謎とされていたこの大逆事件も、時代の進展にともない、新資料の発見と

学問的研究により次第にその真実の姿をあらわすようになってきました。新憲法下におい

て、国民の基本的人権救済の道を開いた再審制度のおもい意義を考え、司法権独立の権威

をたかめ、かつ国民の疑惑をとくために、英知と勇断をもって再審開始の決定をくだされ

るよう要請いたします。」と、裁判所の公正な措置を期待したが、決定書は、大逆事件をフ

レームアップと見る学界の定説に対して、「諸学者の所論は、大逆事件をわが国の社会主義

運動のひとこまとして観察し、歴史的事件のドキュメントとして叙述している限りにおい

ては、意義があり、興味も深いが、大逆罪という犯罪自体の成否については全資料を綿密

且つ公平に検討して引出した結論を提示しているとはいい難い」とした

16

。裁判官の人権感

覚の欠如を思わせるものである。 

裁判官の審理のありかたは、独立した視点で客観的、批判的にもとの判決を検証するの

ではなく、ひたすらに、元の判決の足跡をなぞることだったと評されてもしかたがないだ

ろう。 

 

再審請求再審請求再審請求再審請求棄却棄却棄却棄却の違法な決定過程の違法な決定過程の違法な決定過程の違法な決定過程    

 
15 田中伸尚『大逆事件』[2]、85-86 ページ 
16 絲屋寿雄『増補改訂大逆事件』[8]、202-203 ページ 
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 1965 年の再審請求棄却を受けて、再審申立人の坂本清馬と森近栄子は、最高裁判所に特

別抗告をしたが、このとき、再審棄却を決定した東京高裁の審理の過程が適法に行われて

いなかった事実が浮かび上がってきた。 

1965 年 5 月 8 日、視察で四国各地をまわっていた横田正俊最高裁判事は、高知地裁を訪

ねて、記者会見に応じたが、このとき、大逆事件の再審請求事件について、次のように述

べた。「（決定は）ことし中には出されるだろう。古い事件なので資料もじゅうぶんではな

く、審議に当たっては特に五人の裁判官による合議制で慎重に進めている」。最高裁の判事

が東京高裁にかかっていた個別の事件について言及することは異例であり、決定時期の見

通しなどについて発言は、担当裁判官の独立性の保障についての疑念を生じさせるもので

あった。 

再審請求事件の最後の意見陳述は、1965 年 1 月 29 日（金）の午前 10 時から正午過ぎま

で行われたが、その直後、森長ら五人の弁護人は、高裁の廊下で司法記者に、長谷川裁判

長が 1月 30 日付で浦和地・家裁の所長に転任することを知らされた。驚いた森長と斉藤一

好の二人の弁護人が長谷川の部屋に行って、そのことを確認した。森長らの質問に対して、

長谷川裁判官は転任の事実を認め、後任に任せようと思ったが、膨大な資料を新たに読み

直すと大変で、決定が遅れてしまうので、自分でやると答えた。そして、合議は、「今日、

これから行う」と答えた。裁判の手続では、審理が終わった後に、裁判官の合議が持たれ、

それを経て決定文が書かれることになっている。長谷川の言うところによると、これまで、

担当の裁判官で何度も合議を行ってきたので、その日に行う合議で検討するのは、最後の

合議の後に発生した部分、おそらく、1 月 29 日の意見陳述の部分だけだから、一回の合議

で十分だという意味のようである。 

 森長英三郎によると、大審院判決の再審請求事件の決定を出すためには、5人の判事が同

一の場所で合議しなければならず、全員でなければならず、委任状、持ち回り、電話も認

められないという。 

1 月 29 日のこの日の午前中の審理には、上野敏判事が欠席していた。長谷川の説明を聞

いた森長らは、長谷川の転任辞令は 30 日であるので、5 人の高裁判事が合議する機会は、

12 月 29 日の午後しかなく、同日に最終意見陳述の公判を欠席していた上野が戻って、5 人

全員の合議が行われるものと解釈した。長谷川裁判長は翌日には東京高裁の判事ではなく

なるのだから、その日のうちに決定の内容が確定していなければならない。実際には、決

定書の日付は 10 ヶ月後の 12月 1日で、再審請求人に知らされたのは 12月 10 日だった。1

月 29日から 12月 1日までの期間は、何だったのだろうか。 

 ところが、弁護士が調査したところ、上野裁判官は、29 日金曜日から 30 日土曜日にかけ

て、長野に出張しており、29 日午後の合議に出席することは、物理的に不可能で、29 日に

は合議が行われていなかったことが明らかになった。合議を行わずに決定を出したとすれ

ば、決定は無効になるはずである。 

 1965 年 12 月 14 日に、再審請求人の坂本清馬と森近栄子は、高裁の再審請求棄却決定に



第二回裁判司法研究会レジュメ 

 

 14

憲法違反があるとして、最高裁に特別抗告を申し立てた。そして、決定判断の内容の憲法

違反に加え、合議が行われていないことを指摘した。また、1966 年 7 月 5 日に、再審請求

人は弁護士 91 人とともに、長谷川裁判官を訴追請求した。 

 このときの最高裁長官は、5 月 8 日に疑惑の発言をした横田正俊だった。特別抗告に対す

る審理は大法廷に回され、1967 年 7 月 5 日に、全員一致の決定として、特別抗告を棄却し

た。決定を出すに当たって必要な合議を行わなかったという弁護側の指摘については、抗

告棄却決定書に「当裁判所の事実取調の結果」という節を設け、最高裁が異例にも事実の

取調を行ったとして、調査に基づく認識が示されていた。ただし、この取調は、最高裁が

当事者の弁護士に知らせずに「行った」ものだった。当然、当事者の立ち会いはなく、意

見を聞くこともなく、最終結論としての決定書に、とつぜん現出したものである。当事者

は、訂正を求める方法のない最終決定において、｢調査｣があったことを突然知らされたの

だが、その結果も疑わしい内容であった。このような、当事者の主張の裏を掻くような判

決の構造は、現在でも多数の裁判事例において見られ、特徴的なものである。 

 最高裁は、調査に際し、次の四つの文献を取り寄せたという。 

  １．長谷川の転任辞令期日などを記した最高裁人事局長からの回答文書 

  ２．高裁事務局長からの長谷川への辞令交付期日や転任に伴う東京高裁判事の職務代

行の有無を記した文書 

  ３．長谷川裁判官の最高裁大法廷宛「上申書」（長谷川文書）。 

  ４．当時、東京高裁長官だった下村三郎から大法廷宛の「上申書」（下村文書）。 

 下村文書によると、浦和地・家裁の所長が 1964 年 11 月 2 日で定年退職し、11 月 20 日

に、最高裁人事局から下村を通じ、後任の話が長谷川に知らされた。長谷川にとって、嬉

しい「栄転」であったが、大逆事件再審請求などの事件を抱えていたので、異動発令日を

延期してほしいという条件をつけた。下村は最高裁人事局と協議し、11 月 25 日に、異動が

内定した。その条件は、異動発令日は 1965 年 1 月 30 日で、高裁判事の職務代行は発令し

ないというものだった。 

 異動内定の 11 月 25 日には、再審請求事件の弁護側、検事側の意見書が出ていなかった

ので、請求について結論を出せる状態ではなかったはずだが、森長弁護士は、この時期に

長谷川が二ヵ月後の転任を承諾したという事実から、長谷川がこの段階ですでに請求棄却

を予定していたのだろうと推測した。再審請求の審理で、再審を開始すると決定した場合、

その裁判長が開始後の手続を担当して最後まで見届けるという常識があるというのだが、

異動までの二ヶ月でそれを行うことは、期間的に不可能である。 

 高裁判事の職務代行をおかないとしたので、長谷川は 1965 年 1 月 30 日には東京高裁判

事の職務を執行する立場から外れていた。つまり、1965 年 1 月 29 日の午後に、再審請求

事件を担当していた 5 人の高裁判事が合議を行わなければ、職務権限を有する判事の合議

が行われなかったことになる。そして、前述の通り、上野裁判官は、29 日金曜日から 30

日土曜日にかけて、出張していて、29 日午後に合議は行われなかった。そうすると、高裁
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による再審請求棄却は、正当な手続を踏んで決定されていなかったので、その意味でも無

効になるはずである。 

 長谷川文書では、この事情は次のように説明されている。長谷川は、上野判事が 1 月 29

日から 30 日にかけて長野に出張することになっていて、期日を変更することができないこ

とを知っていたという。彼は 1 月 29 日に森長弁護士らに転任の事情を聞かれたときに、そ

の日のうちに合議を行えないことを知っていて、「これから合議を行う」と虚偽の説明をし

たことになる。さらに、長谷川文書では、合議を 2 月 1 日に行ったと説明している。しか

し、2 月 1 日に本当に合議が行われたことを確認できるものはなく、最高裁の調査はこの点

について裏を取っていなかった。たとえば、合議を行ったという他の 4 人の判事の上申書

などは取り寄せていない。しかも、長谷川の転任の辞令は 1 月 30 日付であり、高裁判事の

職務代行が発令されていなかったので、仮に合議がその日に行われていたとしても、合議

の有効性には疑問符がつく。 

 このような疑問点は、最高裁の調査が弁護側の立会のもとに行われていたら、当然にも

指摘され、その点を強化する調査が更に行われたと思われるが、最高裁大法廷が調査を「行

った」ことを弁護側が知ったのは、意思決定を通知する抗告棄却決定書を読んだときであ

る。 

 下村文書によると、下村は 1965 年 1 月 8 日に、異動確認のために下村を来室した長谷川

に、最高裁から裁判官会議の議を経て、予定通り 1 月 30 日付で、高裁判事の職務代行のな

い転任辞令が発令されると伝えた。下村は最高裁に対して、事件の処理は予定通り行かな

いこともあるので、高裁判事の職務代行の発令の承認を申し出ていたのだが、最高裁は前

例がないということで下村の申出を退け、職務代行の発令のない異動辞令になったのであ

る。 

長谷川は 1965 年 1 月 30 日の正午ごろに、東京高裁人事局長の小林信次から電話で辞令

を知らされた。しかし、長谷川は彼が再審請求事件の継続中の処理を抱えているのを、親

しくしていた小林信次が承知しているはずであり、この電話の連絡は正式な辞令の通知で

はなく、内報であったと考えたという。そして、2 月 1 日に合議を行い、「二月一日午前中

全構成員をもって合議を終了したことは前叙のとおりであって、ここに小官の責任も一応

終ったので、同日昼過頃、高裁長官室に赴き、大逆事件終結の挨拶を述べた」そうである。 

苦しい説明だが、裁判所や裁判官の間ではこのような見え透いた辻褄あわせが公認され

ているようで、現在の判決文にも、同種の記述を頻繁に見ることができる。 

最高裁大法廷は、長谷川の上申書の記述について、批判的な吟味を行わないまま、その

内容を前提とし、「当裁判所の事実取調の結果によると、昭和四〇(一九六五)年二月一日に、

同判事を含む五人の裁判官により、本件について評議をしたことが認められるから、所論

は根拠を欠く」として、合議の欠如を否定、長谷川が高裁判事の職務代行の立場にいなか

ったのにもかかわらず、合議に関与した件については、10 月 30 日の転任通知を正式のもの

でないと受け止めたためで、｢他意はなく｣、「いつでも東京高等裁判所の職務の代行を命ぜ
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られる資格」があり、たまたま形式上の発令がなくとも問題はないとしたという
17
。 

長谷川に対して行われていた訴追請求についても、衆議院の訴追委員会は最高裁の抗告

棄却を追認し、訴追せずとの結論となった。 
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