
 

　星野文昭さんは、３７年間にわたって無実を訴え続
け、再審開始を求めています。やってもいない「殺人
罪」で無期懲役の判決を受け、現在、徳島刑務所に入
れられています。東京高裁は、本年３月３０日、第２
次再審請求を棄却しました。これに対して、東京高裁
第１２刑事部に異議を申し立てています。
　星野さんは１９７１年１１月１４日、「核も基地もな
い沖縄」という要求をふみにじる沖縄返還協定に反対
してたたかいました。沖縄の怒りと連帯するデモが東
京・渋谷で行われた際、重傷を負った機動隊員１名が
翌日死亡しました。デモ隊のリーダーだった星野さん
が、その「実行犯」にでっち上げられたのです。
  星野さんに「殺人罪」を認定した証拠は、少年３人
を含む６人のデモ参加者の「供述調書」だけです。物
証は一切ありません。しかも、６人のうち５人は、裁
判で「供述は取調官の誘導で強制された」と証言しま
した。１人は証言を拒否しました。にもかかわらず、
公判ではこの密室の「供述調書」を証拠として採用し、
星野さんは「殺人罪」を認定され、無期懲役刑が科さ
れたのです。
　星野さんと弁護団は、現場を見ていた民間目撃者の
供述調書の証拠開示を求めてきました。これは、６人
の「供述」が検察・警察によって捏造されたものである
ことを明らかにする重要な証拠です。しかし、検察官は
拒否し続けています。
　再審は、無実の者の救済であり、人権問題です。国
家によってふみにじられている真実と正義と人権を回
復するためのたたかいであり、全民衆の問題です。検
察官には、公権力を行使して収集した証拠を独占する
権利はなく、星野さんと全民衆の前にすべての証拠を
開示すべきです。
　これまで証拠開示によって、多くの冤罪事件で再審
無罪がかちとられてきました。「足利事件」では、DNA
鑑定が再審無罪の決め手になりました。また「布川事件」
では、録音テープや死体検案書の開示が２人の無実を証
明しました。
　私たちは、証拠開示によって、星野さんの無実が明ら
かになると確信します。東京高裁第１２刑事部と東京高
検に全証拠開示を求める署名にご協力ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年５月

沖縄闘争をたたかい獄中４1年　星野文昭さんを取り戻すために

全証拠開示を求める署名をお願いします
賛  同  人

( 全賛同人・団体 合計９６０筆  2016/1/7）

　1971 年 11 月 14 日、沖縄闘争を
闘った星野文昭さん（66歳）は、物
的証拠が一切無いままに、機動隊員死
亡の「実行犯」だとされ、無期懲役刑
を受けています。
　現在も獄中から、「全ての人が真に
人間らしく生きることの出来る社会を
作ろう。沖縄から基地を無くそう」と
訴え続けています。
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東京高等裁判所第 12刑事部　　御中
東京高等検察庁　　　　 　　　 御中

お名前 住　　所

全証拠開示を求めます

　　　　　　　呼びかけ人　　
　星野文昭家族
　　星野暁子（妻） 星野治男（兄） 星野修三（弟） 星野誉夫（従兄）
　再審弁護団
　　鈴木達夫　和久田修　岩井　信　西村正治　藤田城治
　　酒井健雄
　星野さんをとり戻そう！全国再審連絡会議　共同代表
　　平良　修（沖縄）柴田作治郎（北海道）狩野満男（東京 ･杉並）  
　　戸村裕実（東京 ･東部）星野暁子（家族 ･東京連絡会）

〔弁護士 ２８２名〕
【東京】秋田一惠 荒木和男 有賀信勇 石井麦生 石田亮 石本伸晃 伊藤まゆ 内山成樹 遠藤きみ 遠藤憲一
太田惺 荻野弘明 金住典子 亀田信男 河内謙策 川村理 河村健夫 寒竹里江 菊池史憲 小池健治 児玉晃一
小林正彦 坂井眞 佐久間豊 澤本淳 清水聡 下林秀人 正野嘉人 真珠浩行 高木敦子 高山俊吉 竹内明美
武内更一 辻 惠 辻嶋彰 津田二郎 常松幹義 内藤隆 中川素充 中西義徳 中根洋一 中本源太郎 西島和
長谷川正浩 林勝彦 平賀睦夫 藤沢抱一 藤田正人 星正秀 堀井準 松井伸介 松田生朗 三島駿一郎 矢花公平 
山下幸夫 山本志都 山本有司 山脇晢子 吉田哲也 吉野千津子 龍 博【第一東京】大崎康博 大塚翔吾
村﨑修【第二東京】青木秀樹 荒木昭彦 李宇海 石塚伸一 指宿昭一 井堀哲 内田剛弘 上野登子 江川剛
大口昭彦 大谷庸二 小川原優之 萱野一樹 菊田幸一 北川鑑一 木下徹郎 小泉征一郎 小竹広子 佐藤昭夫 
佐藤勉 高木良平 只野靖 田中繁男 鶴田晃三 鶴見俊男 戸舘圭之 中川明 中川瑞代 中山武敏
野村修一 萩尾健太 葉山岳夫 船山泰範 古田典子 丸井英弘 三上宏明 南典男 森川文人 矢澤曻治
渡邉博【横浜】青木孝 宇野峰雪 小川光郎 黒田和夫 宋惠燕 本田正男 山村好男 若林三郎【埼玉】
磯部静夫 岩佐憲一 大倉浩 小川修 加藤克朗 加藤英典 小出重義 小寺智子 田澤俊義 田中重仁 町田冨士雄 
松山馨 村田良介 山下茂  渡辺晋【千葉県】及川智志 小関傳六 佐藤典子 田久保公規 立松彰 錦織明
西山明行 廣瀬理夫 宮腰直子 吉永満夫 渡辺寛之【茨城県】坂本博之【群馬】 金井厚二 嶋田久夫 下山順 
中崎敏雄 野上恭道 野上真彦 樋口和彦 吉野晶 若月家光【静岡県】阿部浩基 小川秀世  西ヶ谷知成【長野県】
和田清二【新潟県】川村正敏 近藤正道 坂上富男 高島章 鯰越溢弘 水内基成【大阪】李 義 泉秀昭 
井戸田侃 太田真美 大野町子 小野順子 梶谷哲夫 蒲田豊彦 小松英宣 崔信義 下村忠利 千本忠一 
武村二三夫 田中幹夫 田中泰雄 段林建二郎 東垣内清 富﨑正人 永田雅也 西坂清孝 松井清志 山本大助
【京都】遠藤達也 河田創 坂和優 野村泰彦 藤浦龍治 山下綾子【兵庫県】後藤玲子 澤田恒 
松重君予【奈良】安藤昌司 島由美子【愛知県】稲垣清 岩月浩二 打田正俊 荻原典子 鍵谷恒夫 亀井とも子
北村明美 北村栄 杉浦龍至 杉本徳生 高木輝雄 高桑美奈 多田元 長屋誠 二宮純子 村田武茂 村山智子 
森弘典 山田克己【三重】加藤寛崇 【岐阜県】大岡琢美 尾関恵一【福井】笠原一浩 吉川健司【金沢】
岩淵正明 奥村回 中村正紀 長谷川紘之【富山県】福島重雄 水谷敏彦【広島】胡田敢 久保豊年 田邊尚 
中田大 長尾俊明 端野真 本田兆司 山田延廣【山口県】田畑元久【岡山】河原昭文 櫻井幸一【島根県】
野島幹郎【福岡県】有馬毅 岩田務 斎藤利幸 美奈川成章 山崎吉男【佐賀県】小山一郎 前田和馬
【大分県】瀬戸久夫 中山知康【鹿児島県】蔵元淳 白鳥努 野平康博 森雅美【宮崎県】成合一弘
【沖縄】岡田弘隆 儀部和歌子 三宅俊司【仙台】阿部泰雄 遠藤孝夫 織田信夫 小関眞 坂野智憲 
十河弘 門間久美子【福島県】荒木貢 永井修二【山形県】海野寛康【秋田】京野垂日【青森県】浅石紘爾
金澤茂【札幌】伊東秀子 北潟谷仁 島田度 西尾弘美 秀嶋ゆかり【函館】森越清彦【釧路】齋藤道俊
【香川県】安藤誠基 生田暉雄【高知】森裕之【愛媛】今川正章 薦田伸夫

〈再審運動・裁判闘争〉桜井昌司 杉山卓男 ( 布川事件」再審請求人 ) 袴田秀子 ( 袴田救援会・袴田巌さん姉 )
小川秀世 (「袴田事件」再審弁護団事務局長 ) 加藤英典 船山泰範 ( 袴田再審弁護団 ) 客野美喜子 (「無実
のゴビンダさんを支える会」) 今井恭平 ( ジャーナリスト「無実のゴビンダさんを支える会」) 菅谷利和（足
利事件元再審請求人）柳原浩(氷見事件元再審請求人)前川彰司（福井市女子中学生殺人事件再審請求人）他
〈救援運動・市民運動・人権運動〉大江厚子 ( セイフ ・゙サ ・゙イラクチルト レ゙ン広島 ) 西川重則 ( と
めよう戦争への道百万人署名運動 ) 松本政行 ( 黒い雨の会事務局次長 ) 石川眞男（玉村町議会議員）
山際永三（人権と報道・連絡会事務局長）宮内和広（銚子市議会議員）他
〈反原発運動〉佐藤幸子・木田節子 ( 原発はいらない福島の女たち所属 ) 椎名千恵子 ( 未来をはらむ、と
つきとおかテント村行動世話人 ) 渡辺馨 ( 福島診療所建設委員会 ) 斉藤征二 ( 原発労働者 ) 松江寛人 ( 福
島共同診療所院長)山田真(子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワーク代表)広瀬隆(作家)
大石又七(元第五福竜丸乗務員)井上利男　中川篤（タンポポ舎）杉井吉彦（本町クリニック院長）他
〈文化人・芸術家〉石川文洋・福島菊次郎・三留理男 ( カメラマン ) 高橋伴明 ( 映画監督 ) 藤本幸久・
楠山忠之 ( ドキュメンタリー映画監督 ) 大津幸四郎 ( 映画カメラマン ) 白井佳夫 ( 映画評論家 )
松元ヒロ ( コメディアン ) 池田龍雄 ( 画家 ) 羽田澄子 ( 記録映画作家 ) 坂手洋二 ( 劇作家 ) 小嵐九八郎
(作家・歌人 ) 大城立裕 ( 作家 ) 黒田征太郎（デザイナー）辛英尚（文筆業）今本哲史（写真家）中村敦夫
（俳優・作家）福山竜一（ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ）高橋めぐみ（音楽家）周防正行（映画監督）野添憲治（作家）
嶽本あゆ美（劇作家）他
〈宗教者〉岩井健作 ( 明治学院教会牧師 ) 菊池牧夫 ( 水戸袴塚キリスト教会・牧師 ) 青栁晃玄 ( 僧侶 )
木下達雄 ( 浄土宗大林寺住職 ) 月下美孝 ( 日本キリスト教団広島東部教会牧師 ) 濱田裕三 ( 日本キリス
ト教団広島南部教会牧師 ) 徳永五郎 ( 日本基督教団牧師 ) 他
〈学者・研究者〉井戸田侃 ( 立命館大学名誉教授)足立昌勝(関東学院大学教授 ) 宮本弘典 ( 関東学院大学教授 )
金元重（千葉商科大学教授）李東碩 ( 広島大学総合科学研究所準教授 ) 佐々木信夫 ( 桜の聖母短大名
誉教授 ) 前田朗 ( 東京造形大学教授 ) 伊部正之 ( 福島大学松川資料室 ) 浅野健一 ( 同志社大学教授 ) 浜田寿
美男（奈良女子大学名誉教授）新村繁文（福島大学行政政策学類教授）厳島行雄（日本大学文理学部心理学研
究室教授）トム ギル（明治学院大学教授）水谷規男（大阪大学教授）高島伸欣（琉球大学名誉教授）清水雅彦（日
本体育大学准教授)石塚伸一(龍谷大学教員）荻野富士夫(小樽商科大学教授)下山房雄(九州大学名誉教授(森田耕司(杏
林大学教授)田中克彦（一橋大学名誉教授）永田浩三(武蔵大学社会学部教授)斎藤文男(九州大学名誉教授)他
〈沖縄〉島田善次 (牧師普天間爆音訴訟原告団長 )柿本博人 (沖縄バヤリース労働組合委員長 )宮城盛光 (北
中城村議会議員 ) 他
〈労働運動〉市川潤子(ふくしま合同労組)石井真一(国鉄水戸動力車労働組合委員長)田中康宏(国鉄千葉動
力車労働組合委員長)元木智之(徳島医療福祉労働組合)大野義文(元安芸労働基準監督署署長)根津公子(「君
が代」不起立被処分者)村山裕子(高槻医療福祉労組委員長)中曽根とも子(高槻医療福祉労組副委員長)他
〈海外〉ティーブ・ゼルツァー ( 運輸労働者連帯委員会・広報部長 ) イ・ジェウン ( 民主労総ソウル本
部委員長 ) チョン・サングン ( 民主労総サービス連盟キャプス労組委員長 ) チュ・ボンヒ ( 民主労総言
論労組放送非正規支部支部長)キム・サンジン(民主労総センジョンホテル労組委員長)イム・ミギョン(民
主労総保健医療労組梨大支部支部長 ) 金英丸 ( 平和博物館館長 ) ヨン・ソクチョン（民主労総ソウル本
部統一委員長）ユ・サンホン（民主労総ソウル本部組織局長）他
〈学生〉齋藤郁真 ( 全学連委員長 ) 恩田亮 ( 法大文連 “無罪 ”) 他


