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日本障害法学会シンポジウム②： 

相模原障害者殺傷事件と障害法の課題 
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１．本報告の基本的立場 

(1)刑事法学からの立場 

刑事事件としての相模原障害者事件は、裁判所による事実認定を経ておらず、実体面では、不確定な事実を基

に不用意に刑法解釈論を展開することは、慎むべきであり、手続面でも無罪推定の原則への配慮が必要 

→ 同時に、社会現象としては「優生思想」により生命の刑法的保護が大きく動揺した事件であり、これに対処

しうる社会原理を国家観・社会観・人間観に基づき構築していくことは、社会科学としての刑事法学の責務 

(2)「関係性の学」としての障害法学からの立場 

  「関係性の学」としての障害法学：私見によれば、障害者と非障害者との「関係障害」(人間の関係性における

「歪み」や「破れ」)への法的対応に関する学 

 → 社会に根深く存在する「優生思想」や、これが個人において内面化した「内なる優生思想」は、障害者と非

障害者との「関係障害」の産物にほかならず、これに対抗していくのが障害法学の責務 

 

２．近代ドイツにおける優生思想の誕生と展開 

(1)1870年代における「社会ダーウィニズム」(Sozialdarwinismus)の台頭 

  動物学者エルンスト・ヘッケルに代表される「社会ダーウィニズム」(一種の疑似科学) 

→ ダーウィンの進化論に基づく「適者生存」による自然淘汰は、自然界の摂理であるのみならず、人間・社会においても道

徳・倫理の基本① 

→ 社会のなかで「淘汰」(Auslese)を免れるための「生存闘争」(Kampf um Dasein)に最も適応して打ち勝った者だけが道

徳的に正しく、かつ、その闘争のなかで自らの権利を主張しうる者だけが生命権を有しうる 

  (2)20世紀初頭における「人種衛生学」(Rassenhygiene) の成立  

  20世紀における欧米諸国での優生思想の流布 

 → アルフレート・プレッツらの「人種衛生学」(Rassenhygiene)：「人種」(Rasse)②の世界では、人種全体の遺伝状態を価

値の高い優れたものにすることに主眼 

→ 伝統的な「社会」(Gesellschaft)が隣人愛や愛他主義に基づく「相互扶助」の原理により支配されるのとは対照的に、遺

伝的な質を高い価値に保つため、生存闘争と淘汰の原理によって弱者の「低価値」な生命が犠牲になることを容認 

 → 文明が進歩するほどに社会において医療・福祉などの弱者保護のシステムが充実することこそが、淘汰に逆行する「逆

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
①
 優生思想の起源は、チャールズ・ダーウィンが『種の起源』(1859年)のなかで提唱した進化論および自然淘汰説にまで遡る。進化論は、人間を含

む全ての生物が簡単な原始生物から進化してきたとするものであり、自然淘汰説は、そうした進化の過程を「適者生存」(survival of the fittest)の理

論に基づいて説明するものであり、生物の個体間にみられるさまざまな変異のなかで、環境に適した変異をもつものだけが選択されて生き残り、新し

い種類の生物が生ずるとする説である。このようなダーウィンの理論は、①人間を含むすべての生物が造物主である神によって個別に創り出されたと

する「個別創造説」、②神が創造した生物のうち「神の似姿」として作られた人間とその他の生物とを区別する「二元論」、の2点を構成要素とする

伝統的なキリスト教的世界観とは真っ向から対立した。このようなキリスト教的世界観は、人間も他の生物から進化してきたとする進化論の流布によ

り衰退し、これに代わって台頭してきたのが「19世紀自然科学主義」であった。これは、自然科学の躍進を背景にして登場した自然科学万能主義であ

り、人間・社会の営為や本質を自然科学的に理解し説明しようとする思想である。この思想は、キリスト教思想が人間と他の生物とを区別する二元論

に依拠したのに対して、人間と生物、社会と自然界とを対立的に位置づけず同一次元でとらえる一元論に与した。 
②

  人種衛生学は、人間集団の「遺伝原基」(Anlage)の総体を「人種」と呼んだ。 
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淘汰」(Kontraselektion)を促進し人種の遺伝的質の劣化を招くものとして問題とされる 

(3)第１次世界大戦後におけるビンディングの刑法学説 

第一次世界大戦での大敗による国力低下のなかで優生思想が先鋭化 

→ 刑法学者カール・ビンディング＝精神医学者アルフレート・ホッヘ『生きる価値のない生命の毀滅の解禁』(1920年)③ 

 → ビンディング：不治の「白痴」(Blödsinnige)すなわち重度の知的障害者や精神障害者には生きる意思そのものがなく、

殺害しても本人の意思には反しない 

ホッヘ：不治の「白痴」となった人間は、「精神的な死」(geistiger Tod)の状態にある「人間の抜け殻」(leere  

Menschenhülse)であって、自分自身の人格を意識することはなく、自己の生命権を主張することもできない 

 

３．ナチスによる「安楽死計画」(Euthanasieprogramm)と｢生きる価値のない生命｣(lebensunwertes Leben)の抹殺 

 (1) 優生思想と結びついた「人種デオロギー」(Rassenideologie)の構築 

  ドイツ＝ゲルマン民族の「人種」としての「優秀性」を国是とする「人種イデオロギー」 

 → 民族の優秀性とは相容れない障害ある生命を「生きる価値のない生命」として「安楽死計画」により抹殺 

  e.g. プロイセン司法大臣ケルがナチス政権の新刑法編纂の指針として公表した覚書(1933年) 

→ 治癒の見込みのない精神障害者の国家による殺害には違法阻却事由は一切不要 

(2)成人を対象とした「Ｔ４作戦」(Aktion T4) 

ヒトラーによる秘密命令(1939年9月)：帝国指導者ブーラーと医学博士ブラントに対し、指定医が不治の精神障害者に「慈

悲死」(Gnadentod)を施すことを許可する権限を委譲 

→ 第2次世界大戦終結時までに10万人近くの精神障害者を殺害 

 (3)新生児を対象とする「安楽死」作戦(Kinder-Aktion) 

内務大臣訓令(1939年8月)：医師・助産婦には、障害をもつ新生児の出産に立ち会ったケースを公衆衛生局に報告する義務

→ 報告をうけた専門の帝国委員会において、当該障害児が「安楽死」の対象になるか否かを審査 

→ 「安楽死」が適応するとの判定が出ると、担当官が障害児を「小児専門病棟」(全国約30か所)に収容し、直ちに薬物注

射などにより殺害④ 

(4)戦後ドイツにおけるナチス優生思想の痕跡 

 ヴェルナー・カテル：ナチス政権下で小児科医として新生児への「安楽死」の適否を判定する実務を担当 

→ 著書『生命の極限状況』(1962年)⑤：人間の本質としての「自我意識」(Ichbewußtsein)の徴表が存在せず、精神的機

能が完全に欠落した「白痴」(Idiot) の状態となる新生児は、人間としての存在形式のレベルに達しえないもので

あり、このような「極限状況」(Grenzsituation)にある生命に対する「限定的安楽死」(begrenzte Euthanasie)は、刑

法的意味における「殺害」にはあたらない 

 → ビンディング＝ホッヘの優生思想との類似性 

 → ナチスドイツの優生思想が、その特異性・異常性の反面において、時代状況や社会状況を超えて一定の

普遍性をもちうることに対し、警戒感をもつべき 

   

４．1980年代のドイツ刑法学界における障害新生児をめぐる「治療放棄適法説」の展開 

 (1)契機としての「フライブルク事件」(1979年) 

  フライブルク事件：大学病院で出生した障害新生児⑥には鎖肛がみられ、人工肛門造設手術を実施しなければ確実に死

亡する一方で、このような生命維持治療を実施したとしても、合併症である二分脊椎症のため膀胱直腸障害による尿・便

失禁状態と下肢運動機能障害による歩行不状態となることが見込まれたことから、両親が治療を拒絶し、麻酔医も手術への

協力を拒み、当該障害新生児が生後12日目に敗血症性ショックにより死亡⑦ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
③

  Karl Binding / Alfred Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, Ihre Maß und ihre Form,1920.. 
④

 「安楽死」の対象となった障害は、①ダウン症などの知的障害、②小頭症、③水頭症、④手足の欠損などの奇形、⑤脳性麻痺などであった。 
⑤

  Werner Catel, Grenzsituationen des Lebens, Beitrage zum Problem der begrenzten Euthanasie, 1962. 
⑥

  本報告では「障害新生児」を「身体的または知的な機能障害（impairment）の原因となる先天異常や周産期障害を伴う新生児」と定義する。 
⑦

  この障害新生児は、胸髄に発生した二分脊椎症と腰仙部の骨格系（骨盤など）の異形成とを合併しており、短期的な予後として水頭症の併発が懸

念されたほか、長期的な予後としては、膀胱直腸障害による尿・便失禁状態と下肢運動機能障害による歩行不状態となることが見込まれた。これらの

障害の状態は、生命には影響を及ぼさないが、医学的には治療による除去が不可能なものであった。加えて、新生児は、直腸の先端部と膀胱とが結合

して生じた鎖肛により胎便の排出ができない状態にあり、これは、人工肛門の造設により矯正可能である反面、迅速な処置を怠れば生命予後を不良に

するものであった。そこで、小児科医と外科医が直ちに協議のうえ人工肛門造設手術の実施を決定し、両親に同意を求めた。これに対し、両親は、た
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  → フライブルク検事局が両親と麻酔医を不起訴処分に(1980年 6月)⑧ 

 (2)「治療放棄適法説」の展開 

アルビン・エーザー、ルドルフ・シュミット、アルトゥール・カウフマン、エルンスト-ヴァルター・ハナクなどの代表的

な刑法学者 

→ 「治療放棄適法説」：障害新生児の重度の障害状態を根拠として生命維持治療の作為義務（すなわち「治療義務」）に

限界を設定し、一定の要件の下に治療放棄（Behandlungsverzicht）の適法性を肯定⑨ 

→ 障害新生児の治療放棄を適法化する法案「臨死介助法対案」（Alternativentwurf eines Gesetzesüber Sterbehilfe）⑩の

提案(1986年3月)や、ドイツ医事法学会における、障害新生児に対し治療放棄を適法に行うための指針として全10 項か

らなる「アインベック勧告」（Einbecker Empfehlung）の採択(1986年6月) ⑪ 

(3)アルビン・エーザーの見解 

(a)「医師の任務」論 

「医師の任務」(ärztlicher Auftrag）の目標は、人間学的な（anthropologisch）視点から人間のの総体的な幸福

(Gesamtwohl）への寄与という本来の人間的な任務を再認識したうえで、「人格的な自己実現」（personale 

Selbstverwirklichung）への援助をなすものとして設定されるべきであり、生命維持治療がこの目標を達成しえないとき

には治療義務が限界に到達 

(b)「人間の尊厳」（Menschenwürde）の概念と結びついた「人格的生命観」 

「人間の尊厳」：「自己意識を有し自由で自己決定的な主体」としての「人格」(Person）が有する価値（カント） 

                                                                                                                                                                                                                 
とえ当該手術が行われても新生児が将来いわゆる「車いす児」（Rollstuhlkind）として複数の障害を有することになる現実に変わりがないことか 

ら、もはや手術は不要であるとしてこれに同意せず治療拒絶をする旨を医師側に通告した。 

  この事態を受け、後見裁判所（Vormundschaftsgericht）は、当時のドイツ民法（旧）1666 条１項１文に基づき民事法的介入を行い、病院による

手術を許可する「仮命令」（einstweilige Anordnung; vorläufige Anordnung）を発した。にもかかわらず、大学病院の麻酔医２名は、手術開始の局

面において、①重度の奇形が重複しており、一部の奇形に対する姑息的な処置により新生児を生存させるよりも、むしろ死に委ねる方が慈悲的であ

り、自然の摂理にも適合する、②新生児が救命された後の養育上の重い責任を負担するのは、両親であるから、その意思が尊重されるべきである、

などの点を理由として手術への協力を拒否した。これにより手術が頓挫して治療放棄の状態となり、この障害新生児は、水腎症と腸閉塞症をも併発

し、生後12日目に敗血症性ショックにより死亡した。 
⑧

  障害新生児が治療放棄により死亡した事態を受け、フライブルク地方裁判所検事局は、手術への不同意や非協力により治療放棄に関与した両親と

麻酔医２名に対し、不作為による故殺（ドイツ刑法212条，13条１項）の嫌疑に基づいて捜査を開始した。しかし、1980年６月20日に捜査を打ち

切り、被疑者全員を不起訴処分とした。不起訴処分の理由を記載した同年７月18日付の裁定書は、まず麻酔医らの主張(注8①②)を受容し、「麻酔

医らがその決断の根拠として全面に打ち出した主張を吟味するに際しては、麻酔医らが医師として死のみならず疼痛（Schmerz）や苦悩（Leid）と

も対峙しなければならない義務を自覚していた点が特に肝要である。彼らは、新生児を甚大な苦悩から解放しようとした。つまり、いずれにせよ極

めて重度の奇形が残り余命もわずかであろう児を、手術というさらなる侵襲度の高い処置から防護し、要するに該児の福祉（Wohl）に寄与しようと

したのである。（改行）彼らは、その医療的・倫理的な決断により、同じく良心に基づいた両親の決断と軌を一にした」とした。そして、「こうし

た特殊な様相を呈した事態が個別的事例としては限界に達しているため、（略）良心に従った医師に向けられた刑罰請求権（Strafanspruch）がその

人格に対する過度の干渉を意味するか否かが問題となる」と論じたうえで、「被疑者の医師らがその義務に反したとの非難は当たらない」と判断し

た。以上の諸点に言及したうえで、裁定書は、両親を含む被疑者全員を不起訴とした刑法解釈論上の根拠として、不真正不作為犯の成立要件に関し、

「このように国家的刑罰請求権の行使が過度な干渉作用であるとの問題提起が的確であるから、刑法13条１項の枠内では少なくとも関与者らには作

為が期待可能（zumutbar）ではなかったことになるうえ、悲劇的な様相を呈したこの特異な個別的事例では、不作為と作為との等置（Gleichstellung）

が刑法13条１項によれば可能ではないことになる」との解釈を示した。 

⑨
  Vgl. Albin Eser, Grenzen der Behandlungspflicht aus juristischer Sicht, in: Peter Lawin / Hanno Huth(Hrsg.), Grenzen der ärztlichen 

Aufklärungs- und Behandlungspflicht, 1982, S.77ff.; ders., Ziel und Grenzen der Intensivpädiatrie aus rechtlicher Sicht, in: Hans Kamps / Adolf 

Laufs(Hrsg.), Arzt- und Kassenarztrecht im Wandel, Festschrift für Prof. Dr. iur. Helmut Narr zum 60.Geburtstag, 1988, S.47ff.; Rudolf 

Schmitt, Eugenische Indikation vor und nach der Geburt, in: Günter Kohlmann(Hrsg.), Festschrift für Ulrich Klug zum 70.Geburtstag, Band 

Ⅱ, 1983, S.329ff.; Arthur Kaufmann, Zur ethischen und strafrechtlichen Beurteilung der sogenannten Früheuthanasie, JZ 1982, S.481ff.; 

Ernst-Walter Hanack, Grenzen ärztlicher Behandlungspflicht bei schwerstgeschädigten Neugeborenen aus juristischer Sicht, Medizinrecht 

1985, S.33ff.  
⑩

  「臨死介助法対案」の全文については，Vgl. Juürgen Baumann u. a., Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe (AE-Sterbehilfe), Entwurf eines

 Arbeitskreises von Professoren des Strafrechts und der Medizin sowie ihrer Mitarbeiter, 1986, S. 11f. 
⑪

  「アインベック勧告」の全文については、Vgl. Medizinrecht 1986, S. 281f. ; H. -D. Hiersche /G. Hirsch /T. Graf-Baumann (Hrsg.),  

Grenzen ärztlicher Behandlungspflicht bei schwerstgeschädigten Neugeborenen, 1. Einbecker Workshop der Deutschen Gesellschaft für 
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→ エーザーが人間学的な観点から患者の「人格的な自己実現」に着目するのは、「人格的価値」としての「人間の尊

厳」の見地からその生命の「質」を問うため 

→ このような「質的生命観」（qualitative Lebensbetrachtung）のもとでは、生命が「衡量可能な（abwägbar）価

値」とされることにより、「人格的生命」のみが保護価値を有し、これに劣後し「人格」たりえないほどに重度の障

害新生児の「非人格的生命」は、保護に値する「質」を有しないことになる 

(c)治療放棄の適法要件 

   成人患者においては、反応（Reaktion）やコミュニケーションのための全能力の喪失が確定的となり、自己知覚

（Selbstwahrnehmung）・自己実現の可能性が失われた場合、つまり遅くとも「不可逆的な意識喪失」（irreversibler 

Bewußtseinsverlust）の状態に至ったことが明白なときには、治療義務が消滅 

→ これとのアナロジーにおいて、もともと意識をもたずに生まれてくる新生児が将来にわたり意識を獲得しえないこと

が確実であれば、治療放棄は適法 

→ 「精神的な死」に着目するビンディング＝ホッヘや、｢自我意識｣を問題にするカテルの優生思想と決別できて

いるのか 

 

５．戦後の日本における優生思想の展開 

(1)優生保護法の制定(1948年)  

敗戦直後の日本では、「健全」な子孫を生み出す年齢にある青壮年層の国民の多くを戦争で失うなかで、国民の遺伝的資

質が「不良化」し、戦後の社会復興が阻害されることへの懸念が拡大 

→ 戦前にナチス・ドイツの「遺伝病子孫予防法」(1933 年)を範として制定された「国民優生法」(1940 年)を承継・強

化して「優生保護法」が成立 

→ 「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」(1条)ことを目的として正面から謳い、不妊手術などを合法化 

(2)高度経済成長期の福祉政策と障害者のおかれた状況 

1950年代半ば以降、国家の経済発展への国民の総動員に向け、優生思想を基盤として国民の能力主義的・選別主義的な階

層化・序列化が進行 

→ 中･軽度障害者に限り、これを経済活動の担い手として活用するための職業的リハビリテーションを励行 

→ 労働市場では「存在価値のない」重度障害者は、国が社会政策をネグレクトする｢放置主義｣の下で低水準の福祉を甘受 

→ 1960年代半ばに至り、国は、高度経済成長の持続可能性を担保するため、重度障害者政策を｢放置主義｣から｢施設収容主

義｣へと転換 

→ 労働者を家庭内での重度障害者介護の負担から解放するため、高度経済成長の果実の一部を経済効率･効果の高い方法で

投下する装置として、大規模収容施設の建設を全国的に推進 

→ その一環として、相模原障害者殺傷事件の現場となった「津久井やまゆり園」の建設(1964年) 

(3)「青い芝の会」による「告発型」運動 

青い芝の会：脳性麻痺者の当事者団体として、その生存権の確立に向けて、「非障害者本位主義」に立つ社会の能力主義･

選別主義やその基底にある優生思想を批判する｢告発型｣運動を展開 

→ 1970年に横浜で母親による脳性麻痺児殺害事件⑫が発生 

→ 子である脳性麻痺者に対する｢本来あってはならない存在｣とする親の心性＝「内なる優生思想」の存在を問題視し、被

害児と同じ脳性麻痺者としての「殺される立場」から、加害者である母親に対する減刑嘆願運動を批判 

→「二重の告発」 

＝ 施設収容主義政策の下で重度の脳性麻痺者が｢本来あってはならない存在｣として収容施設に隔離され、生存権保障を

                                                                                                                                                                                                                 
Medizinrecht, 27. -29. Juni 1986, 1987, S. 183ff. 
⑫

 この横浜脳性麻痺児殺害事件においては、母親が三児のうちともに脳性麻痺の第二子と第三子を養育中であったところ、夜泣きをした後者(当時２

歳７か月)を絞殺するに至った。この事件を伝える地元紙は、｢施設不足の悲劇｣という見出しの下、｢去年の夏ごろから(略)身障施設に入れて治療しよ

うとしたが、いずれも“満員”の理由で断られており、看病の心労が重なって発作的に犯行に及んだ｣、｢殺された子供は重度の脳性マヒで生まれてか

ら寝たっきり。(略)ふえる患者と少ない治療専門施設のベッド数－社会福祉の谷間が生んだ悲劇｣と報じた。併せて、｢神奈川県心身障害児父母の会｣

が横浜市長に宛てた抗議文を掲載しており、同会は、このなかで｢施設もなく、家庭に対する療育指導もない。生存権を社会から否定されている障害

児を殺すのは、やむをえないなりゆきであるといえます。(略)福祉行政の絶対的貧困に私たちは強く抗議するとともに、重症児対策の速やかな確立を

求める｣とした。さらに６日後には、｢(母親に対して)温かい同情の声が寄せられている｣、｢以前から母親の苦労を見ている近所の人から減刑、釈放の

署名運動の声が持ち上がり(略)町内のほとんどを占める689名の署名が集まった｣と報じた(神奈川新聞1970年５月30日・６月５日参照)。 
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剥奪された｢社会的な死｣の状態を強いられる状況を告発  

＋ 生存権の基盤にある生命権そのものの剥奪による｢最終的な死｣さえもが施設収容主義政策の推進装置である収容施設

の不足を根拠として正当化されかねない状況を告発⑬ 

 

６．｢関係性の学｣としての障害法学が取り組むべき課題 

(1)「能力」概念の再構成 

  ドイツで治療放棄適法説をとるエーザーが前提とする「人格的生命観」「質的生命観」、そしてこれらの基礎にある「人

間の尊厳」の本質に関する理解には、根本的な問題 

→ 「自己意識を有し自由で自己決定的な主体」として個々別々に孤立的・自己完結的に存在する「人格」の有する能力的

な価値が絶対視され、「将来にわたり意識を獲得しえないことが確実」な状態により「人格」たりえない生命は、保護に

値せず 

→ しかし、そもそも、個人の能力は、多様な個々人の連帯･共生の関係性の中ではぐくまれ、かつ生かされるのであり、

自己完結せず相対的なもの 

→ 「人格的生命観」「質的生命観」は、そうした相対的に過ぎない個人の能力を絶対的な基準として｢生命の質｣を評価し、

障害新生児の生命権を制約するものであり、およそ「能力」というものの本質とは矛盾 

→ 「関係的・相対的能力概念」を構築・具体化する必要性 

(2)「内なる優生思想」に対抗する社会原理の構築 

戦後の日本社会において、「内なる優生思想｣には真に「内なる」ものはなく、優生思想に依拠した能力主義･選別主義的

な社会政策が反映 

→ 「内なる優生思想」は、個人がさまざまな社会的局面において他者との関係性を切断され孤立した状態で競争を強いら

れる｢孤立･競争社会｣のなかで、劣敗し社会的に排除されること恐れるメンタリティとして生成 

→ このメンタリティを軽減･除去しうる社会原理の定立に向けて、「関係的・相対的能力概念」のもと、｢能力｣を孤立し 

た個人の次元でその専有物として絶対化せず、「他者との豊かな関係性においてはぐくまれ生かされる」ものとして相対

化することが必要  

→ ｢能力｣の差異や障害の有無を超克して多様な個々人の連帯･共生を可能とする社会が現出し、個々人を「内なる優生思 

想」から解放 

(3)生命の刑法的保護の実質化 

特に青い芝の会が脳性麻痺者の生存権を生命権の次元まで掘り下げて追求した点に着目しつつ、生命の刑法的保護の実質

化に向けた課題をテーゼ化 

→ ① 生命権は、個人の存在性という事実のみに基礎づけられた一身専属的かつ絶対的なものであるのに対して、個人

の｢能力｣は、他者との関係性において規定され、自己完結せず相対的なものである。これらの点を踏まえ、相対的

に過ぎない個人の｢能力｣を基準としてその｢生命の質｣を評価し、さらには生命権の制約へと及ぶことに対して、ア

ンチテーゼを示す必要がある。 

② 生存権は、生命権を基盤としつつもこれとは異なり、個として相互にその尊厳を承認しささえあう人間本来の関係

性に依存するところが大きく相対的なものであって、それゆえに｢生活(生存)の質｣が問題となりうる。その質を保障

するためには、多様な個々人の連帯･共生の関係性を構築する人間的営為が不可欠であるが、この営為は、個人の｢能

力｣が連帯･共生の関係性のなかではぐくまれるという本質を無視して専有･濫用されれば困難となるのであり、これ

に対するアンチテーゼを示す必要がある。 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
⑬ 青い芝の会の告発型運動を指導した橫塚晃一は、母親の減刑を求める動きなどに対し、｢これらは全て殺した親の側に立つものであり、『悲劇』と

いう場合も殺した親、すなわち『健全者』にとっての悲劇なのであって、この場合一番大切なはずの本人(障害者)の存在はすっぽり抜け落ちている｣

との危機感を抱き、副会長を務めていた｢青い芝｣神奈川県連合会として以下のような意見書をとりまとめ、横浜地検や横浜地裁に提出した。――｢現

在多くの障害者の中にあって脳性マヒ者はその重いハンディキャップの故に採算ペース
〔ママ〕

にのらないとされ、殆どが生産活動にたずさわれない状態にあ

ります。このことは生産第一主義の現社会においては、脳性マヒ者はともすれば社会の片隅におかれ人権を無視されひいては人命迄もおろそかにされ

ることになりがちです。このような働かざる者人に非ずという社会風潮の中では私達脳性マヒ者は『本来あってはならない存在』として位置づけられ

るのです。(改行)本事件の被告Ｍ子(原文では実名――報告者注)においてもたとえ二人の障害児を抱え幾多の生活上の困難があったにしろ、この『本

来あるべき姿ではない』という一般通念が彼女に実際以上の精神的負担となっておおいかぶさり、子供の将来･自分の前途を悲観し絶望的になってし

まったものと思われます。(略)本事件の原因を施設が足りないこと、福祉政策の貧困に帰してしまうことは簡単です。しかしそのことによって被告の

罪が消えるならば、即ち本裁判においてもしも無罪の判決が下されるならば、その判例によって重症児(者)の人命軽視の風潮をますます助長し脳性マ

ヒ者をいよいよこの世にあってはならない存在に追い込むことになると思われます｣(横塚晃一(1974)｢ある障害者運動の目指すもの｣『特集 福祉問題

の焦点(ジュリスト臨時増刊)』209-210頁)。 
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【付  記】  
本報告は、JSPS科研費16K03442(基盤研究(C)、2016-2019年度(予定))による研究成果の一部である。 
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