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〔翻　訳〕

1888年アバーデア死刑委員会報告書

永田憲史＊解題・監訳、後藤貞人＊＊監訳・青巌英秋＊＊＊訳

【解題】

　1886年、大西洋の両側で絞首刑を検討する委員会がそれぞれ立ち上げられた。 2 年後の1888年

にどちらの委員会も報告書を提出した。同じ年に設立され、同じ年に報告書を提出したにもかか

わらず、 2 つの報告書の結論は異なるものであった。

　 1 つ目の報告書は、アメリカのニューヨーク州のいわゆるゲリー委員会報告書である1）。この報

告書の正式名称は、『死刑事件における死刑判決の最も人道的で実用的な執行方法の調査及び報告

のための委員会報告書　1888年 1 月17日ニューヨーク州議会へ提出（Report of the Commission 

to Investigate and Report the Most Humane and Practical Method of Carrying Into Effect the 

Sentence of Death in Capital Cases: Transmitted to the Legislature of New York, January 17, 

1888）』である。この報告書においては、事実上重複する執行方法 2 種類を含む34種類の執行方

法が比較検討され、絞首刑の代替として電気椅子の導入が提案されている。この報告書は、アメ

リカにおける執行方法の主流が絞首刑から電気椅子へと変遷する 1 つの大きなきっかけとなった。

　もう 1 つの報告書が今回紹介する、イギリスのアバーデア（Aberdare）委員会の報告書である。

この報告書の正式名称は、『死刑判決の執行に関する目下の運用状況、及び最近の数事例において

失敗ないし不適切な事象を惹起した原因につき調査する目的で、さらにいかなる点においても失

敗ないし失態の危険性がない妥当な方法で死刑が執行されるよう保証するために（現行法を変更

することなく）いかなる工夫がなされ得るかにつき検討し報告する目的で任命された委員会によ

る報告書（Report of the Committee Appointed to Inquire into the Existing Practice as to Carrying 

out of Sentences of Death, and the Causes Which in Several Recent Cases Have Led Either to 

Failure or to Unseemly Occurrences; and to Consider and Report What Arrangements May Be 

Adopted (without Altering the Existing Law) to Ensure That All Executions May be Carried 

out in a Becoming Manner without Risk of Failure or Miscarriage in Any Respect）』である。

編集部注＊	 関西大学法学部教授
　　　　＊＊	 弁護士（後藤貞人法律事務所、大阪弁護士会所属）、大阪大学大学院高等司法研究科客員教授
　　　　＊＊＊	 死刑制度研究者
 1）	 翻訳として、永田憲史解題・総監訳「ニューヨーク州死刑委員会報告書（抄訳）」関西大学法学論集65巻 3 号

（2015）227頁以下。絞首刑に関する部分は全て訳出している。
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　イギリスでは、絞首刑の執行に当たって、もともと、絞縄を被執行者の頸部に掛け、梯子を蹴

り外す方式によって執行していた2）。この方式では、しばしば頸部の骨折等をもたらすことができ

ず、被執行者が窒息死するまで長時間苦痛を与えることがあったとされる3）。19世紀になると、被

執行者に迅速に苦痛なく死をもたらすことが目指されるようになり、上方の支柱に取り付けた輪

縄を被執行者の頸部に掛けた後に踏み板を外して被執行者を落下させる方式が用いられ始めたも

のの、執行の失敗や被執行者に過度の苦痛を与えることがなくなったわけではなかった4）。

　被執行者を落下させる方式は、その落下量によって 2 つに分けられていた。 1 つは、14フィー

ト（約426.7cm）を超える「長い落下（long	drop）」であり、もう 1 つは、6 フィート（約182.9cm）

未満の「短い落下（short	drop）」であって、いずれにおいても、執行の際に被執行者の頭部離断

が発生していた5）。1868年死刑修正法（the	Capital	Punishment	Amendment	Act	of	1868）によ

って、死刑執行が一般市民に対して非公開となっていたものの6）、このような失敗は重大な問題と

して認識されていた7）。1860年代から監獄実務を一線で担い、監獄監督官（Prison	Commissioners）

の長であったエドマンド・フレデリック・デュ・ケーン（Edmund	Frederick	Du	Cane）卿8）は、

1885年12月、保守党の第一次ガスコイン－セシル（Gascoyne-Cecil）内閣（1885年～1886年）の内

務大臣であり、後に初代クロス（Cross）子爵となったリチャード・アッシュトン・クロス（Richard	

Assheton	Cross）卿9）に書簡で絞首刑のよりよい執行方法を検討するよう具申した。

　この具申をきっかけに、クロス卿は、1886年 1 月30日に 5 名の委員を任命し、検討を指示した。

委員の任命日は、ガスコイン－セシル内閣が総辞職した後で、自由党の第 3 次グラッドストン

（Gladstone）内閣（1886年）が発足する直前であった。この委員会は委員長の名前をとってアバ

ーデア委員会と称された。

　委員長に任命されたのは、自由党の第 1 次グラッドストン内閣（1868～1874年）において、1868

 2）	 ジョン・ブリッグスほか著・吉村伸夫訳『社会と犯罪　英国の場合―中世から現代まで―』（松伯社、
2003）138頁。

 3）	 ブリッグスほか・前掲注（2）138頁。
 4）	 Nokes,	L.D.M.et	al.,	Biomechanics	of	Judicial	Hanging:	A	Case	Report,	39 (1) Medicine, Science and the 

Law 61 （1999）,	61；ブリッグスほか・前掲注（2）138頁。
 5）	 Nokes	et	al.,	 supra	note	4,	at	61.
 6）	 Du	Cane,	E.F.,	Punishment and Prevention of Crime （Macmillan	and	Co.,	1895）,	p. 24.
 7）	 McConville,	S.,	English Local Prisons 1860-1900: Next Only to Death	（Routledge,	1995）,	pp.409-421.
 8）	 1830年生まれ、1903年没。Forsythe,	B.,	Du	Cane,	Sir	Edmund	Frederick,	 In:	Matthew,	H.C.G.	et	al.	（eds.）,	

Oxford Dictionary of National Biography in Association with the British Academy -from the earliest times 
to the from the Earliest Times to the Year 2000 Volume 17	（Oxford	University	Press,	2004）,	pp.23-25.	
デュ・ケーンは、1863年に監獄局長（chairman	of	director	of	prisons）に、1877年に監獄監督官の長に任命
され、監獄改革に尽力し、1895年まで監獄監督官の長を務めた。また、『刑罰と犯罪予防』を著した。supra 
note	6.

 9）	 1823年生まれ、1914年没。Fitz-Gerald,	S.V.,	rev.	Smith,	P.,	Cross,	Richard	Assheton,	 In:	Matthew,	H.C.G.	
et	al.	（eds.）,	Oxford Dictionary of National Biography in Association with the British Academy -from the 
earliest times to the from the Earliest Times to the Year 2000 Volume 14	（Oxford	 University	 Press,	
2004）,	pp.432-434.
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年から1873年に内務大臣を務めていた初代アバーデア男爵ヘンリー・オースティン・ブルース

（Henry	Austin	Bruce）卿10）であった。

　委員として任命されたのは、保守党のディズレーリ（Disraeli）内閣において、1878年から1880

年に大蔵政務次官を務め、後にロックウッド（Rookwood）男爵となったヘンリー・ジョン・セ

ルウィン－イベットソン（Henry	John	Selwyn-Ibbetson）卿11）、1888年にイギリス機械学会

（Institution	of	Mechanical	Engineers）の会長となり、後にブラムウェル（Bramwell）准男爵と

なったフレデリック・ジョセフ・ブラムウェル（Frederick	Joseph	Bramwell）卿12）、機械工学及

び生理学的な観点から絞首刑を分析する研究を公表していた13）、医学博士で生理学者であるサミュ

エル・ホートン（Samuel	Haughton）14）、同じく医学博士で、地方監獄の医療監督官（medical	

inspector）であったロバート・マンディ・ガヴァー（Robert	Mundy	Gover）15）であった。このよ

うに、アバーデア委員会は、政治家 2 名、機械工学の専門家 1 名、医師 2 名から構成されていた。

　同委員会は、16か月間にわたって、証人の尋問や実験等を通じて絞首刑の執行に関する情報を

収集して検討した。委員会の委員の任命に当たって、現行法を変更することなしに可能な改善方

法を提案することが求められたため、絞首刑の廃止はもとより、立法や法改正を要する改善策を

提案することは避けられた。1888年、同委員会は、後に初代フランダフ（Llandaff）子爵となった

ヘンリー・マシューズ（Henry	Matthews）内務大臣16）に対して報告書を提出した。このとき、政

権は、任命時の保守党の第 1 次ガスコイン－セシル内閣から自由党の第 3 次グラッドストン内閣を

経て、第 2 次ガスコイン－セシル内閣となっていた。

10）	 1815 年 生 ま れ、1895 年 没。Cragoe,	M.,	Bruce,	Henry	Austin,	 In:	Matthew,	H.C.G.	et	al.	（eds.）,	Oxford 
Dictionary of National Biography in Association with the British Academy -from the earliest times to the 
from the Earliest Times to the Year 2000 Volume 8	（Oxford	University	Press,	2004）,	pp.298-302.	委員全
員の集合写真が	Rayes,	M.	et	al.,	Hangman’s	Fracture:	A	Historical	and	Biomechanical	Perspective:	Historical	
Vignette,	14	(2) Journal of Neurosurgery: Spine 198 （2011）,	204にある。

11）	 1826年年生まれ、1902年没。Duffield,	W.B.,	rev.	Matthew,	H.C.G.,	Ibbetson,	Henry	John	Selwyn-,	In:	Matthew,	
H.C.G.	et	 al.	（eds.）,	 Oxford Dictionary of National Biography in Association with the British Academy 
-from the earliest times to the from the Earliest Times to the Year 2000 Volume 29 （Oxford	University	
Press,	2004）,	p. 184.

12）	 1818年生まれ、1903年没。Cronin,	B.P.,	Bramwell,	Sir	Frederick	Joseph,	 In:	Matthew,	H.C.G.et	al.	（eds.）,	
Oxford Dictionary of National Biography in Association with the British Academy -from the earliest times 
to the from the Earliest Times to the Year 2000 Volume 7	（Oxford	University	Press,	2004）,	pp.325-327.

13）	 Haughton,	 S.,	 On	 Hanging,	 Considered	 from	 a	 Mechanical	 and	 Physiological	 Point	 of	 View,	 4th Series. 
Vol.32 Num.213 The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 
23	（1866）.

14）	 1821年生まれ、1897年没。Spearman,	T.D.,	Haughton,	Samuel,	 In:	Matthew,	H.C.G.	et	al.	（eds.）,	Oxford 
Dictionary of National Biography in Association with the British Academy -from the earliest times to the 
from the Earliest Times to the Year 2000 Volume 25	（Oxford	University	Press,	2004）,	pp.836-838.

15）	 生年不詳、1897年没。McConville,	 supra note	7,	at	250.
16）	 1826年生まれ、1913年没。Lentin,	A.,	Matthews,	Henry,	In:	Matthew,	H.C.G.	et	al.	（eds.）,	Oxford Dictionary 

of National Biography in Association with the British Academy -from the earliest times to the from the 
Earliest Times to the Year 2000 Volume 37	（Oxford	University	Press,	2004）,	pp.358-360.
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　報告書においては、まず、絞首刑の執行の現状が説明されている。具体的には、死刑執行人、

絞首台、執行時の被執行者の拘束、執行に供される絞縄等を取り上げ、執行の失敗やうまくいか

ない執行（botched	execution）の例が紹介されている。その上で、被執行者の頭部離断を極小化

しつつ、瞬間的な意識消失と死をもたらすことを目指して、絞首刑が執行された事例をもとに、

被執行者の体重と落下量、その 2 つから導かれる落下の際のエネルギーが表にまとめられている。

そして、これらを踏まえた実験をもとに、落下表が策定されている（数値を把握しやすくするた

めに、被執行者の体重と落下量について日本で通例用いられている kg、m に換算し、落下時に発

生するエネルギーについてフィート重量ポンドとジュールを併記した表を作成した。表 1 ）。さら

に、死刑執行人に関する提案や、絞縄の品質、取り付け方法及び長さ、絞縄を取り付ける梁及び

その高さ、並びに落下する穴の深さ等の刑具に関する提案が記述されている。

表 1

執行条件 発生するエネルギー
犯罪者の体重

（kg）
落下量
（cm）

フィート重量
ポンド（ft·lbf）換算

ジュール（J）
換算

44.5 348.0 1119 1517
50.8 304.8 1120 1518
57.1 289.6 1197 1623
63.5 274.3 1260 1708
69.9 248.9 1258 1706
76.2 228.6 1260 1708
82.6 210.8 1259 1707
88.9 195.6 1258 1706
95.3 182.9 1260 1708

101.6 170.2 1251 1696
108.0 160.0 1250 1695
114.3 152.4 1260 1708
120.7 142.2 1241 1683
127.0 137.2 1260 1708

　本報告書は、イギリスにおいて初めて、絞首刑の執行方法の詳細についての準則を定め、統一

を図ることで絞首刑の執行の失敗やうまくいかない執行を生じさせないようにしようとするもの

であった。実際に、デュ・ケーンは、監獄監督官の長として、この報告書の内容を支持して、実

現に向けて尽力している17）。しかし、それでもなお、うまくいかない執行は続き、1892年には落下

表が修正されることとなった18）。もっとも、新たな落下表によっても、絞首刑が不確実な執行方法

であることに変わりはなかった19）。そして、本報告書が記述する科学的な知見は、今日の水準から

17）	 McConville,	 supra note	7,	at	422-423.
18）	 McConville,	 supra	note	7,	at	423-427.
19）	 McConville,	 supra	note	7,	at	428.
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して不適切な箇所がないわけではない20）。

　しかも、本委員会には、現行法を変更することなしに可能な改善方法を提案することが求めら

れていた。それゆえ、ニューヨーク州のゲリー委員会のように、絞首刑を廃止する提案を行うこ

とはそもそもできなかった。このような制約の有無は同じ年に提出された 2 つの報告書の内容や

結論を大きく左右したと考えられる。

　とは言え、アバーデア委員会が絞首刑のよりよい執行、すなわち、被執行者の頭部離断の回避

及び被執行者の苦痛の極小化を目指そうと、実際の事例を収集して分析し、落下表を策定した功

績は決して色褪せない。日本においては、少なくとも公式には、絞首刑に関する落下表がない。

おそらく、執行当局には落下表に相当するものがあることが想像されるものの、存在すら公表さ

れておらず、その妥当性を検証することができない。死刑執行に当たって、頭部離断やその他の

うまくいかない執行を回避するためには、刑場の形状や絞縄等の刑具だけでなく、被執行者の体

重と落下量を調節することが重要である。日本において、これらが法定されておらず、検証にさ

らされていないことは、重大な問題であると言わざるを得ない。

　死刑を廃止する国家が増え、さらに死刑を存置している国家においてすら絞首刑が用いられな

くなっていることもあって、本報告書がまとめた絞首刑の事例や勧告した落下表は、100年以上経

ってからも絞首刑の生体力学を検討する際の素材として利用されている21）。

　以上より、絞首刑を唯一の死刑執行方法とする日本において、本報告書を紹介する意味がある

と考え、全訳して公表することとした。

　本報告書は、資料からその理由が定かでないものの、提出された後に100年間秘匿することが求

められていた。その後、本報告書を含む資料は、イギリスの国立公文書館（The	National	Archives）

において、入手可能とされた。原文は、同館において、「死刑執行：	死刑委員会報告書

（EXECUTIONS:	Capital	Sentences	Committee	Report）」として公開されている資料内にある22）。

入手した段階では、同資料は、19世紀に作成された175枚の文書を主な内容としていた23）。この中

には、今回紹介する報告書の12枚以外にも、報告書作成の基礎資料となった証言録が47枚あり24）、

20）	 絞首刑の被執行者が死に至る機序については、オーストリアのラブル（Rabl）博士の研究が参考になる。ラ
ブル博士は、「体重が頸部に作用した瞬間に人事不省に陥り、全く意識を失う。……最も苦痛のない安楽な死
に方であるということは，法医学上の常識になっている」とする昭和27年（1952年）の古畑種基博士の鑑定

（古畑鑑定）が誤りであることも指摘している。中川智正弁護団ほか編著『絞首刑は残虐な刑罰ではないの
か？―新聞と法医学が語る真実―』（現代人文社、2011）参照。判例上もラブル博士による知見が是とさ
れている。大阪地判平23年10月31日判タ1397号104頁、大阪高判平25年 7 月31日判タ1417号174頁。古畑鑑定
は、向江璋悦『死刑廃止論の研究』（法学書院、1960）424頁以下に全文が掲載されている。

21）	 Nokes	et	al.,	 supra note	4.
22）	 現在のリファレンス記号番号は HO	144/212/A48697/1-2（作成元部局における旧記号番号は A48697/1-2）

である。関連する資料として、「死刑執行：死刑委員会の任命（EXECUTIONS:	Appointment	of	Capital	
Sentences	Committee）」（HO	144/18/46327A）（作成元部局における旧記号番号は46327A）がある。リファ
レンス番号の HO は内務省（Home	Office）保管資料であることを示している。

23）	 その後、関連する文書が新たに追加された可能性があるが、詳細は不明である。
24）	 この証言録は、11人の証人に対してなされた尋問形式の証言を記録したもので、問答ごとに1～1261までの通
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さらにニューヨーク州のゲリー委員会の報告書も含まれていた。

　今回の翻訳に当たっては、同館から入手した謄本を定本とした。英語原文については、イギリ

スの個人作成のホームページにおいて公表されている。しかし、個人作成のホームページで永続

的に閲覧できるか不明であること、さらに著作権処理が不明であることから、原文についても併

せて掲載することとした。また、図については、いずれも、訳者の青巌英秋が著作権を侵害しな

いよう原図から作図した25）。

　本報告書の翻訳は、青巌が行った翻訳をもとに、後藤貞人弁護士と永田憲史が監修し、必要な

修正及び訳語等の統一を行った。その上で、永田が解題を付した。翻訳等の責任は永田が負って

いる。

	

【翻訳】

死刑委員会

厳重に機密 26）

死刑判決の執行に関する目下の運用状況、及び最近の数事例において失敗ないし不適切な事象

を惹起した原因につき調査する目的で、さらにいかなる点においても失敗ないし失態の危険性

がない妥当な方法で死刑が執行されるよう保証するために（現行法を変更することなく）いか

なる工夫がなされ得るかにつき検討し報告する目的で任命された委員会による報告書

（イギリスの国章を掲載）

ロンドン
印刷　エア・アンド・スポティスウッド

王室御用達印刷所

政府刊行物発行所
1888年

し番号が振られている。本報告書において、原注として引用されているのは、証人の氏名と通し番号である。
25）	 英語原文、その和訳及び手書きで再構成した図については、掲載等に当たって利用料が不要であることをイ

ギリスの国立公文書館から後藤が確認している。
26）	 手書きで記載されている。
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　　　　アバーデア卿閣下

　　　　ヘンリー・セルウィン－イベットソン卿閣下（准男爵、下院議員）

　　　　フレデリック・ジョセフ・ブラムウェル卿（王立協会員）

　　　　ホートン教授御侍史（医学博士、王立協会員）

　　　　ロバート・マンディ・ガヴァー殿（医学博士）

　私、女王陛下の大臣の一人であるリチャード・アッシュトン・クロス卿は、ここに、貴殿らを

死刑判決の執行に関する目下の運用状況、及び最近の数事例において失敗ないし見苦しい事象を

惹起した原因につき調査し、いかなる点においても失敗ないし失態の危険性がない妥当な方法で

死刑が執行されるよう保証するために（現行法を変更することなく）いかなる工夫がなされ得る

かにつき検討し報告する目的の委員会に任命する。

　また、私は、アバーデア卿、貴殿を前述の委員会の委員長に任命する。

	 リチャード・アッシュトン・クロス

　　ホワイトホールにて　1886年 1 月30日

U	21428.	50.－7/88.	Wt.	7986
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報告書

ヘンリー・マシューズ内務大臣閣下へ

拝啓

　ここに添付する書簡で言及された問題について報告する目的で R. A. クロス卿によって任命され

た後に、当委員会は、頻繁に会合を重ね、その証言を本報告書に添付している証人を尋問した上

で、委員の一部が当委員会の調査するテーマに関連する実験を行ってきたことについて述べるこ

とをお許し願いたい。現行法の変更を全く必要としないで効果の見込めそうな提案のみをせよと

の内務大臣の指示により、当委員会の調査や提言の範囲は必然的に制約されることとなった。こ

の所見を前提として、当委員会は以下の報告書を示す。―

　死刑判決の執行に関する目下の運用状況は、以下の通りである―死刑囚は、同人に判決を下

した裁判所から、同人がもといた監獄へ移送される。同人はそこで、定められた期間の後に、死

ぬまで首を絞められ、遺体は監獄の構内に埋葬される。州シェリフ（sheriff）は判決を執行する責

任を負い、通常は州シェリフ代理を介して義務を果たすところ、州シェリフ代理は死刑執行人を

任命し報酬を支払う。彼らにとっての義務ではないものの、現在では州シェリフがみな同じ人物

を雇うのが慣例である。実際のところ、州シェリフは、ロンドンとミドルセックスの州シェリフ

によって既に選ばれてきた死刑執行人の名前を確認し、その者を雇う。かつて、ロンドン市は、

州シェリフが死刑執行人の職務遂行を期待できるように、死刑執行人を務めるよう選んだ人物に

対し、依頼料として年間20ポンド支払っていたが、定期的に任命していたわけではなく、しかも、

州シェリフはそうまでして雇用を継続した人物だけに職務を遂行させることに固執していなかっ

た。この報酬を支払う慣行は現在中止され、雇われた死刑執行人は、ロンドン及び地方のいずれ

においても死刑が執行されるごとに報酬を支払われている。死刑執行人は、通常 1 人の処刑につ

き10ポンド、さらに同一日に同一場所でその者がさらに死刑を 1 回執行するごとに 5 ポンドを受

領する。これらの報酬の中から、死刑執行人は鉄道運賃を払い、絞縄と拘束具を用意しなければ

ならない。死刑執行人が果たすよう期待される職務に関して死刑執行人を訓練するための規定は

作られておらず、万一、ふだん選ばれている人物の立会に何らかの支障が出た場合には交代要員

が必要とされるが、その者はまず間違いなく全く未経験で訓練されていないだろう。

　中央政府へ監獄を1878年に委譲する直前に行われていた実務は、絞首台の備え付けに関して、

地域ごとに異なっていた。ある地域では州シェリフが絞首台を準備し、別の地域では地方の監獄

当局によって用意されていた。従って、監獄監督官（Prison	Commissioners）へ管理権限が委譲

された監獄の絞首台は様々な型式があった。例えば、ある絞首台の形式において、その構造は犯

罪者に自分が吊るされる梁の下の台へと階段を登るように強いるものであった。犯罪者がその境

遇による激しい精神的な緊張、それもその者をときに歩行不可能にするほどの緊張の下で、介助

なしに階段を登れないことがしばしばあったので、この位置関係はひどく不便で悩みの種であっ
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た。他の型式では、絞首台の構造は不必要に扱いにくいか、例えば死刑執行人が踏み板を作動さ

せるレバーに向かうための時間が過ぎる間、梁の下に縛られた犯罪者をしばらく留め置く必要の

あるものだった。多くの事例では、絞首台は、必要とされる直前にのみ組み立てられ、通常、い

くつかの部材は見えないように収納されていた。組み立てられた絞首台は、監獄の庭にしばしば

設置されて、絞縄と絞首台の木製部分の状態に影響を与える天候の変化にさらされ、死刑執行に

携わる者全てに多くの不都合をもたらした。

　監獄監督官はこれらの欠点を認識して、最近、改良型の絞首台を建造して覆いの下に置くとの

工夫を行った。ニューゲイト（Newgate）の踏み板は、申し分ない状態で機能していると常に判

断され、指針として手本とされてきた。この構造において、犯罪者は地面と同じ高さの台に立た

され、ボルトが引かれたとき、地面に触れずに吊るされる余地を残すのに十分な深さの穴へと落

下する。1868年死刑修正法（the	Capital	Punishment	Amendment	Act	of	1868）下において、死

刑執行に適した場所を用意する義務は州シェリフに帰せられているが、監獄監督官は州シェリフ

が遭遇せざるを得ない障害を可能な限り少なくすることを目的として、自発的に上記の工夫を行

っていた。

　絞首台の使用方法、絞縄の太さ又は形状、拘束の方法及び犯罪者に適用すべき落下の長さにつ

いて定まった規則はない。しかも、死刑執行の細部の全てが事実上死刑執行人の裁量の下にある。

　《絞首台》27）　当委員会は、監獄監督官によって建てられた絞首台の欠陥例を 1 件しか発見し得

なかった。それは1885年にエクセターで起こった28）。その絞首台は、死刑執行のときになって使用

不可能であると判明した。非常に珍しく不思議な性質の欠陥がその構造にあり、それは、死刑執

行の前日に実際の実験で確認されたように、そして刑を執行するように試みている際に現実にそ

うなったように、体重がかかっていなければ、踏み板が勝手に落下するのであるが、ボルトを引

いた際に犯罪者が踏み板の上に立っていると犯罪者の体重が踏み板の落下を妨げるというもので

あった。

　《拘束》　1856年までは犯罪者の腕だけを拘束するのが慣例だったが、その年にニューゲイトで、

ボスフィールド（Bousfield）という名の男性の痛ましい出来事が起こった29）。同人は、落下時にも

がいて脚を投げ出したため、脚が穴の縁に引っかかり、相当な時間首で吊り下げられながらも、

両脚が拘束されるまで執行が完了しなかった。この事態のために、その後の死刑執行全てで、死

刑執行人は犯罪者の脚を縛ることに特別の注意を払うようになり、その慣例はそれ以来ずっと遵

守されて好ましい結果をもたらしている。

　《絞縄》　使用される絞縄に関して、死刑執行人は常に自分の選んだものを準備することを好ん

でいる。そして、それらの検査のための規則はない。1878年にヨークシャーで絞縄の切断のため

に失敗が起こった。その結果、大臣は調査を命じ、見本となる絞縄を死刑執行において問題なく

27）	《　》内は原文の本文左側又は右側に記載された小題である（以下同じ）。
28）	〈原注〉　Cuthbert,	303.	原注は、原文の本文左側又は右側に記載されているが、脚注の形式で記載すること

とした（以下同じ）。
29）	 詳細は、永田・前掲注（1）246-247頁参照。
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使用できる絞縄で作るべきだと指示した。

　エジントン社（Edgington	&	Co.）がこの見本を作り、苛酷な試験に見事合格し、大臣によっ

て承認された。また、いつ州シェリフによる申請がなされようとも、供給の準備ができているよ

うに、同様の絞縄をニューゲイトに備蓄するよう命令が出された。この標準的な絞縄は、周囲が

2 と 1/2 インチ（約6.4cm）30）で、長さが12フィート 6 インチ（約381cm）、 4 本の紐からなる白

いイタリア麻で作られていて、それぞれの紐の繊維は15本の糸でできており、低い方の端には真

鍮のはめ筒が付けられている。直径 2 と 1/2 インチで厚さ約 1/4 インチ（約0.6cm）の皮製ワッ

シャーが絞縄に取り付けられ、絞縄をやや堅さを感じさせながら滑るようになっているところ、

それは以下で説明されるように、絞縄の使用時にはめ筒をあるべき位置に固定するためである。

これらの絞縄の使用の際、強度に関連する失敗は記録されていない。

　犯罪者の頸部に必要となる絞縄の輪又は輪縄は、絞縄の上に伸びた部分をはめ筒に通すことに

より形作られ、その次に皮製ワッシャーがはめ筒まで滑って動かされるが、その時点において輪

縄に多くのすき間を残すような位置にあって犯罪者の頭に上から輪縄を掛け易くするためである

とされている。絞縄の何もついていない端は、絞首台の頭上の梁もしくはそこから吊るされた鉄

の輪に結び目で固定するために使用される。頭上の梁へ取り付けるこの方法には 2 つの欠点があ

って、 1 つは、落下の長さを前もって計って結び目を作ることの困難さであり、もう 1 つは、犯

罪者の頸部を脱臼させるために消費されるべき落下「エネルギー」の一部がこの結び目を締める

ことに消費されることである。

　ごく最近まで、弛んだ絞縄が犯罪者の背部に勝手に垂れ下がっても放置しておくのが慣例だっ

た31）。この方法では、絞縄の弛みが形成されることになり、また、仮にボルトを引く瞬間に犯罪者

が少しでも動いたならば、彼の肘か手首が落下の際に引っ掛かってしまう傾向があった。適切な

方法で死刑を執行した際にこれが起こって失敗した例は、我々の目を惹いた。

　しかしながら、現在では、からげ糸を使うことで、弛んだ絞縄を犯罪者の頭上で輪にしてうま

く留めることができることはよく認識されている。からげ糸は死刑囚の落下が起こると容易に切

れて、絞縄がその役目を果たすことを可能にする。

　一般的に、輪縄は犯罪者の頸部の周囲で調節され、絞縄に付けたはめ筒が左耳の後下方に近付

くようにされる。死刑執行人は、犯罪者を落下させる前に輪縄が所定の場所から移動するのを防

ぐため、あるいは、体重が絞縄にかかったときに絞縄が頭上へ滑脱するのを防ぐために、皮製ワ

ッシャーを首の近くに押して、輪縄を極めてきつくする。はめ筒の位置に関して、当委員会は複

数の医師の証人から様々な提案を受けており、その中の何人かは、はめ筒を正面からできるだけ

遠くに位置させるのがよく、医師らの意見による場所にはめ筒を位置させれば、後頸部に落下の

衝撃が伝わるために、より脊柱の脱臼が確実になると同時に、絞縄が頸部の軟部組織を離断する

傾向を減少させるであろうと考えている。

30）	〈訳注〉　原文においては、フィート、インチ、ストーン、ポンドの単位が用いられているところ、読者の便
のために数値ごとに cm,	㎏を括弧書きで記載することとした（以下同じ）。

31）	〈原注〉　Ward,	178-188.　〈訳注〉原文は誤記であり、正しくは178-185であると思われる。
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　ランバーハースト（Lamberhurst）の J.	ド・ズーチ・マーシャル（de	Zouche	Marshall）医師

は、この問題に対して多大な考察をなし、賞賛に値する熱意を持って、現在の運用状況を記録す

るために最近の数回の死刑執行に立ち会っており、これらの目的を達成するための改善方法とし

て、顎にへこみのあるくさび（chin	trough）を使用すれば、それによりちょうど顎の位置で絞縄

が保持されるであろうと推奨している。同医師は、ある刑具の使用を極めて重要視しており、同

医師が言うには、その刑具は落下時にこの方法においては絞縄で頸部をのけぞらせることができ、

現行の制度で必要とされるよりも少ない長さの落下によって脱臼を起こすことが可能であるがゆ

えに、頭部離断という危険性なしに即時の意識消失及び苦痛のない死が確実となるだろうと確信

している。

　当委員会はこの提案を注意深く検討してきたが、このようにして及ぼされる梃子の作用は、全

ての事例で要求される脱臼を確実にする角度にまで頸部をのけぞらせるのに十分ではないだろう

という結論に達したため、顎に使用するへこみのあるくさびというマーシャル博士の精巧な装置

の採用を推奨するには至っていない。死刑執行に関連した操作において、最大限その仕組みが簡

単で動作が迅速であることが必要であることを心に銘記しているがゆえに、当委員会は、犯罪者

の処刑の準備をする時間の延長を伴うどのような刑具の使用にも反対であり、この機械的な装置

に頼ることなく、瞬間的な意識消失と死をもたらすために他のより簡単な方法が採用されるであ

ろうとの意見を有している。絞首刑による死は、実際上、以下の 2 つの態様のうちの 1 つになる

とみなされうることが明らかであろう。―その 2 つとは、

　（a.）窒息

　（b.）	頚椎の脱臼又は骨折及び脊髄の損傷に加えて、瞬間的な意識の消失を伴う脳の底部に対す

る衝撃

である。

　落下が短すぎるならば、瞬間的な意識消失なしに窒息（方法 a）で死亡する危険がある。

　引用された証言によると、この形態の死は、少なくとも 1 ～ 3 分間の極端な苦悶と、さらには

るかに長い間続く極度の苦痛の外観を伴うことが火を見るよりも明らかになり、そして、そのこ

とは、たとえ「外観」に過ぎないとしても、また、たとえ全く感覚が伴わないと我々が確信でき

るとしても、それでもなお、その職務のためにその場に立ち会わなければならない全ての者を非

常に苦しめている。

　もし犯罪者のこの苦痛が増大する危険を防ぐために、方法 b による死を確実なものにするよう

に落下を長くするなら、頭部離断の危険を惹起し、確かに、犯罪者に苦痛を与えないものの、そ

れ自体厭わしく、大衆の想像力に悪影響を与える結果をもたらす。いかに大衆がそのときどきに

どのようなショックを受けようとも、死をもたらす方法 a は放棄されるべきであり、方法 b のみ

が追求されるべきであるという考え方が人間性の真の利益に内在するものであるということは我々

には明白なように思われる。従って、頭部離断の危険性がないか、あるいは危険性がどこまでも

最小化される下で、瞬間的な意識消失とそれがための苦痛のない死をもたらし得ないのかどうか

について、検討すべきである。
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　当委員会に提出された証拠において述べられた、落下の長さが正確に判明していて注意深い解

剖学者によって検死がなされている全ての事例は、まとめてホートン教授によって提出され、一

目で結果を示すために表形式で以下に提示されている。落下によって発生するエネルギーは、犯

罪者の体重たるポンドに落下量たるフィートを掛けたものとされている。

ホートン博士殿による1886年 3 月16日と外科医W.A.カルテ（Carte）医学士による1886年 3 月17日提出の証拠

事例
番号

ポンド換算
の体重

フィート換算
の落下量

フィート重量
ポンド換算の
エネルギー

所見

1 160 14.5 2320.0 瞬間的な意識消失及び死亡　ほぼ頭部離断
2 160 14.5 2320.0 頭部離断
3 147  7.5 1102.5 瞬間的な意識消失及び死亡
4 133 11.0 1463.0 　　　　　　同上及び同上
5 a 194  8.92 1730.0 　　　　　　同上及び同上
6 b 161  9.04 1455.0 　　　　　　同上及び同上
7 c 152  9.08 1380.0 　　　　　　同上及び同上
8 d 154  9.00 1386.0 　　　　　　同上及び同上

ジェームズ・バー（James Barr）博士による1886年 3 月23日提出の証拠

事例
番号

ポンド換算
の体重

フィート換算
の落下量

フィート重量
ポンド換算のエ

ネルギー
所見

9 158  7.00 1106.0 窒息による死亡
10 134  7.47 1001.0 　　同上
11 142  7.67 1082.0 　　同上
12 157  7.94 1246.0 瞬間的な意識消失及び死亡
13 158  8.00 1264.0 　　　　　　同上及び同上
14 144  9.17 1320.0 　　　　　　同上及び同上
15 118  9.50 1121.0 　　　　　　同上及び同上
16 155  8.62 1336.0 　　　　　　同上及び同上
17 130  9.25 1202.0 　　　　　　同上及び同上
18 142  9.25 1313.0 　　　　　　同上及び同上
19 144  9.50 1368.0 　　　　　　同上及び同上
20 118 10.75 1268.0 　　　　　　同上及び同上
21 130 11.06 1438.0 　　　　　　同上及び同上
22 131 10.70 1402.0 　　　　　　同上及び同上
23 130  8.75 1139.0 　　　　　　同上及び同上

　2320フィート重量ポンドの落下エネルギーで完全な又はそれに近い頭部離断が起こっている事

例 1 及び 2 を除外し、1106フィート重量ポンド以下の落下エネルギーで窒息による死が生じてい

る事例 9 乃至11も除外する。残りの18件の事例は、平均1330フィート重量ポンドの落下エネルギ

ーで、頭部離断なしに死が瞬間的に起こった。
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J. ド・ズーシェ・マーシャル医師による1887年 6 月15日提出の証拠32）

4 件の事例（検死なし）が前述の内容を裏付ける

事例 ポンド換算
の体重

フィート換算
の落下量

フィート重量ポ
ンド換算のエネ

ルギー
所見

1 147 7.0 1,02932 窒息による死亡
2 193 4.0 772 　　同上
3 134 6.5 871 　　同上
4 144 6.0 864 　　同上

　これらの 4 つの事例では、心臓は、落下後10分間、自然に鼓動した。

　しかしながら、奇形と疾病の事例は考察を必要とする。1885年にノリッジ（Norwich）で死刑

を執行され、頭部を離断されたグッドール（Goodall）という名の男性の事例があった。その証拠

は、落下によって発生したエネルギーがわずか1260フィート重量ポンドだったことを示している。

しかし、その犯罪者は頸部が細く、また、その組織は変性していた。この事件で大衆によって高

められた抗議の声は、何よりも不運な結果を招いた。死刑執行人が怯えてしまい、その後の死刑

執行のうちのいくつかで落下量が短すぎる結果となった。そして、犯罪者の苦痛がそのために相

当引き延ばされたと確信する理由がある33）。

　犯罪者の体重と落下のフィート数を掛ける単純な手順は、蓄積して発生したエネルギーが生み

出されることを正確に示す結果になるのは疑いがないものの、「このエネルギーの何割が、脳への

衝撃、瞬間的な無感覚および苦痛のない死を与えるという意図された働きをするのに費やされる

のだろうか」という疑問がなお残るのである。絞首による全ての死刑執行において、落下のエネ

ルギーに影響すると判明している必然的に生じる様々な事象があって、その主なものは―

　　　絞縄の伸び

　　　梁の反り

　　　絞縄の一番上にある結び目の締付け

　　　犯罪者の頸部の絞窄

である。

　これらのエネルギーを吸収するものの実用的数値に関して何らかの見解を得るという目的のた

めに、検力計を使って当委員会の指示の下にニューゲイトで落下に関する実験が行われた。用い

られた重りは砂でいっぱいにされた袋であって、これらについて同じ体重の犯罪者に適用される

のと同様の落下量が用意された。

　その袋は、人間の頸部に近い圧力に対して柔軟な性状を持たせるために、その開口部から牛の

脛肉やフランネルが挿入されるなど、様々な方法で作り上げられた。

　これらの実験で、承認された見本の絞縄の伸びは、新品であれば初めは10フィート（約304.8cm）

32）	「,」がある箇所とない箇所が混在しているが、原文通りとした（以下同じ）。
33）	〈原注〉　Barr,	741.
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につき10インチ（約25.4cm）であると判明したが、数回の使用後はほとんどなくなる程度まで減

少した。

　しかしながら、約24時間放置すれば、絞縄の長さと弾性はほとんど元通り回復すると確認され

た。

　これらの実験では、もちろん、人間の頸部の絞窄を測定することができなかったが、死刑執行

でなされた観察から、周長の短縮は、総計 5 ～ 7 インチ（約12.7cm～17.8cm）に達すると判明

している34）。

勧告

　《死刑執行人の任命》　委任の条件によって、当委員会が現行法の変更を含む提案をすることは

排除されている。しかしながら、当委員会は、死刑執行人の任命方法に対するいくつかの反対意

見を指摘してもこの制約に反しないだろうと考える。

　既に述べたように、ロンドンとミドルセックスの州シェリフがある人物を選任すると、通常、

その者はイングランド、スコットランド及びアイルランドの州シェリフによってそのまま雇用さ

れる35）。

　最近の 3 人の死刑執行人に限って我々の見解を述べると、マーウッド（Marwood）は有能な執

行者ではなく、その職歴の後半では彼がしばしば酔っ払っていたのは明らかである36）。彼の死に際

して、何百人もの候補者の中から、ビンズ（Binns）が1883年 9 月に選ばれたのは記憶に新しい。

　彼は、バー博士によって、酔っ払いで、力は強いが、非常に手際が悪く「明らかに無教養であ

る」と表現されている37）。バー博士は、彼が犯罪者を処刑する際に酔っぱらっているのを 1 度なら

ずも見たことがあったし、彼が仕事をするときの手際の悪さを観察した経験があった38）。

　飲酒癖のために彼は解雇されたが、それは彼がその職務には完全に不適任であるとの証拠を頻

繁に示してからのことだった39）。

　この人物の不行跡によって惹き起こされたスキャンダルのために、勤務で州庁所在地にいる際

の死刑執行人の所在に関してある種の規則が作られることとなり、その結果、到着してから滞在す

る間、死刑執行人は監獄に宿泊することとなった。これらの規則はよく機能しており、それ以前に

時折生じたスキャンダルの繰り返しを防止するよう意図されたものと思われる。そして、我々が

確認し得た限りで、現在の死刑執行人であるベリー（Berry）40）の行状はこの点で申し分なかった。

34）	〈原注〉　Barr,	716.
35）	〈原注〉　De	Keyser,	851.
36）	〈原注〉　Ward,	93.
37）	〈原注〉　Barr,	652,	et seq.
38）	〈原注〉　Barr,	662.
39）	〈原注〉　Barr,	675;	Cowan,	828;	Metcalfe,	894-5.
40）	〈訳注〉　後に、死刑執行人としての経験を著した。Ward,	H.S.	（ed.）,	Berry,	J.,	My Experiences As An 

Executioner （Percy	Lund	&	Co.,	1892）.



― 167 ―

　現在の実務を改善するためにいくつかの提案がなされており、当委員会に勧告されたものでは

ないが、大臣の検討のために提出することは許されよう。提案の 1 つは、死刑が刑務所の看守に

よってロンドンとそれ以外の場所で執行されるべきであるということである41）。これは、大臣の認

可を得ている現在の担当部局、すなわち州シェリフによって特別な看守を任命することで、法律

の変更なしに実施可能かもしれない。また、最も迅速でかつ最も不快でない方法で死を確実にす

る目的で考案された、一般的な規則の遵守及び適切な適用を確実にするために、外科的な教育を

受けてこの事柄に関する特別の知識を有する職員が全ての死刑執行に立会い、監督と職権を行使

するために、大臣によって任命されるべきであるとも提案されている。

　大臣は、死刑執行人の任命における権限や責任を有しないが、死刑執行人があえて各々の死刑

執行における細部及び事象に対して実際に責任を負うかどうかは、大臣の専決事項である。

　今後、死刑執行人を任命するいかなる個人又は組織がいかなるものであっても42）、同じ人物又は

組織がその者が徐々に経験を積み得るように、また、数人の犯罪者が同時に処刑される場合に手

助け可能なように、あるいは死刑執行人が病気の時や彼の立会いが異なる場所に同時に必要とな

ったときに彼と代わり得るように常勤の助手又は死刑執行人の代理をも任命することが非常に重

要かつ望ましいというのが我々の見解であるが、現在の法律の状況では、当委員会はこの意見を

述べる以上のことはできない。

　さて次に、当委員会は、当委員会の意見として、もし理性的にそれに従うのであれば、目下の

実務を大幅に改善して当委員会が任命された目的を確実にするのに資するであろういくつかの一

般的な規則を勧告することに進むとしよう。

　《落下の標準的等級表》　証拠に記録されている成功した18件の死刑執行の結果によると、犯罪

者は頭部離断なしに瞬間的に意識消失して死刑を執行され、落下で発生したエネルギーの平均は

1330フィート重量ポンドであった。しかし、当委員会に提出された統計は、1260フィート重量ポ

ンド以下のエネルギーで、最も強健な者でさえ瞬間的な意識消失や迅速な死をもたらし得ると十

分に期待できることを示すことに資するものである。

　もっとも、細い頸部と華奢な体格を有している 8 ストーン（約50.8kg）以下の非常に軽量な者

に対しては、1120フィート重量ポンドより大きな落下エネルギーとすることは望ましくないだろ

うと考えられる。

　従って、当委員会は、今後の死刑執行においては、以下の落下の等級表の暫定基準が採用され

ることを勧告する。―

41）	〈原注〉　Cowan,	827, et seq; De	Keyser,	862;	Metcalfe,	94,	et seq.
42）	〈原注〉　Berry,	1156-1163.
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犯罪者の体重 落下量43） 発生するフィート重量
ポンド換算のエネルギーストーン換算 ポンド換算 フィート インチ

7 98 11 5 1,119
8 112 10 0 1,120
9 126 9 6 1,197
10 140 9 0 1,260
11 154 8 2 1,258
12 168 7 6 1,260
13 182 6 11 1,259
14 196 6 5 1,258
15 210 6 0 1,260
16 224 5 7 1,251
17 238 5 3 1,250
18 252 5 0 1,260
19 266 4 8 1,241
20 280 4 6 1,260

43）

　《現行の刑具の変更案》　この等級表が採用されるなら、従来用いられてきたより短い落下量の

要求を満たすためだけに現在組み立てられている刑具について、いくらか改良を行う必要がある

だろう。

　《絞縄》　絞縄の作用の画一性を最大限に確保するために、全ての死刑執行において、絞縄は長

さ、品質及び製造方法が同一とされるべきであって、大臣によって既に承認済みの見本の内容は

厳守されるべきであると推奨される。

　絞縄は、使用のために交付される前に、適切な状態であることや必要なだけ伸長することを十二

分に確認するため、死刑執行の際にかかる負荷の 2 倍の重量の落下試験によって検査されるべき

であり、また、死刑執行前24時間以内に、十分な回数、犯罪者の体重に相当する重りを詰めた袋

を規定のフィート重量ポンド数となる距離だけ落とす実験の際に検査されるべきである。

　《絞縄の取り付け方法》　通常の慣行に従って頭上の梁から吊るされた輪へ絞縄を結んで取り付

ける代わりに、犯罪者の頸部に合わせて輪縄が作られた後、上側の端で特別のはめ筒に絞縄を巻

き付けるべきことが推奨されるが、これは絞縄を頑丈で伸長しない鎖から吊すためであり、その

鎖は頭上の梁に取り付けられていて上げ下げ可能で、横くさびを鎖の環の 1 つと頭上の梁に固定

されたブラケットの間に滑り込ませることで意図した高さに固定可能となっている。絞縄の鎖へ

の取り付け部分は、掛け金とピンにより、特別なはめ筒を通る。

　手製の結び目によって起こり得る、絞縄が締まってしまうことや滑脱の危険性は全て、これで

完全に回避されることだろう。その配置は図面の中で示されている。横くさびは、 4 インチ（約

43）	 この表では、フィートとインチが区切られているが、上から順に11フィート 5 インチ、10フィート、 9 フィ
ート 6 インチを示している。
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絞縄を鎖へ、その鎖を頭上の梁へ取り付けるために提案された方法を示す図面

断面図

平面図

正面図

凡例

A. ブラケット
B. 横くさび
C. 梁
D. 鎖
E. 掛け金
F. 上部はめ筒
G. 絞縄
H. 輪なわ
I. ワッシャー
J. 下部はめ筒
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10.2cm）の間隔で鎖の環の間に挿入され得る。梁の上のブラケットの 4 つの溝は、 1 インチ（約

2.5cm）の間隔で垂直に位置し、いかなる体重と身長の犯罪者であっても、等級表に従って、そ

の者に要求される高さの 1 インチ以内に絞縄を吊すことになるよう横くさびが鎖の環と溝に入れ

られることになる。

　《絞縄の長さ》　先に引用した18件の成功した事例では、落下の平均の長さが 9 フィート 3 イン

チ（約281.9cm）であり、それゆえ、少なくともこの絞縄の長さが梁への取り付け位置すなわち

結び目と、犯罪者の首のワッシャーの間に必要とされていた。絞縄の伸長による延びを同じに保

つために、今後この長さが採用されるべきであると推奨される。

　男性の頸部の平均周長は 1 フィート 3 インチ（約38.1cm）である44）。この周囲に、 2 と 1/2 イ

ンチ（約6.4cm）の絞縄で輪縄を作るためには、 1 フィート 5 と 1/2 インチ（約44.5cm）の長さ

が必要である。落下した時、頸部の組織の圧搾又は狭窄は約 6 インチ（約15.2cm）であり、従っ

て、輪縄が取り得る絞縄の長さは、 1 フィート 5 と 1/2 インチ－ 6 インチ＝11と 1/2 インチ（約

29.2cm）とするべきである45）。それゆえ、標準とされる絞縄の全体の長さは、上下 2 つのはめ筒

の中心から中心まで 9 フィート 3 インチ＋11と 1/2 インチ＝10フィート 2 と 1/2 インチ（約

311.2cm）となろう。

　《絞縄を吊る位置の高さ》　次に、絞縄を吊す位置の高さが、落下量を決定することになり、ま

44）	〈原注〉　Barr,	716.
45）	〈原注〉　Barr,	716.
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た、この絞縄を吊す位置は、絞縄の「た

るみ」又は絞縄とそれにつながる鎖の

下部でできる「たるみ」を犯罪者の首

から辿って「たるみ」の最も下のとこ

ろまでとそこからもう一度上がって首

と同じ高さになるまでの長さを測定し

て、その長さが落下と等しくなるべく

調整されることで、犯罪者の体重及び

身長に応じて変えられるべきである。

　《頭上の梁の高さ》　頭上の梁の高さ

は、最も重い者の絞縄を吊す位置の高

さによって決定されることになるだろ

う。従って、例えば次のようになされ

る―体重20ストーン（約127kg）で、

身 長 が 6 フィー ト 6 イ ン チ（ 約

198.1cm）又は首までの高さが 5 フィ

ート11インチ（約180.3cm）の男性は、

等級表に従うと、 4 フィート 6 インチ

（約137.1cm）の落下とし、絞縄の位置

は絞首台の床の上10フィート 8 インチ

（約325.1cm）である必要があるだろ

う。そのとき、掛け金が梁の下側から

離れる余地を与えるため、梁は絞首台

の床から11フィート（約335.3cm）上

になければならないだろう。

　《穴の深さ》　穴の深さは最も軽い者

に適用される落下量によって決定されることとなる。落下量は11フィート 5 インチ（約348.0cm）

である、すなわち体重 7 ストーン（約44.5kg）の男性の落下を例にすると、勧告した落下表に従

って、足の下に 1 フィート 7 インチ（約48.3cm）の隙間を作るには、穴は13フィート（約396.2cm）

の深さがなければならないだろう。

　《梁》　頭上の梁は、死刑囚を落下させるとき、見て分かるほどに撓まないように、十分な奥行

きと厚さがあるべきである。加えて、絞首台の床の踏み板の中央にある割れ目の線上のどこか 2

箇所に鎖を垂直に吊り下げることが可能であるように、梁は 2 本にするべきである。こうすれば、

1 つの絞首台で同時に複数の死刑執行を同様に上手く行うことができるだろう。

　最近監獄で採用された絞首台の床のレバー又は踏み板の構造のさらなる変更は、必要であると

考えられないものの、死刑執行が予定される数日前に犯罪者と同じ重さのある袋を用いて全ての
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刑具が注意深く検査されるべきであり、最後に絞縄は死刑執行のために指定された日時の直前24

時間以内に検査されるべきである。

　重さがある袋を用いてのこのような検査は、犯罪者の体重がかかったときに落下がうまくいく

ことを確実にするだろう。当委員会は、これらの提言を実行するための方策を取り得るならば、

死刑執行の際の失敗、何らかの問題が発生すること及び不適切な事象は大部分が回避されるだろ

うという意見を有している。

　しかしながら、犯罪者の状態が、一方で頭部離断、他方で窒息死すなわち無益に引き延ばされ

る苦痛のリスクを示唆するものであるならば、我々は、頭部離断のリスクを負うべきであると述

べることにいささかも躊躇はなく、この「頭部離断」に関する我々の意見を記録することを望む

ものである。頭部離断は痛みを伴っていないが、これは、犯罪者が既に意識不明であるためであ

る。むしろ、我々が既に述べたように、公衆からの非難に対する怯えが何度か犯罪者に苦痛の不

必要な延長をもたらしたのみである。

　我々は、この報告書において提案された予防策の注意深い遵守によって、公衆の感情にこうし

た衝撃をもたらすのはまずもってありえないだろうという十分に根拠のある希望を有している。

敬具

アバーデア

H. セルウィン－イベットソン

フレデリック・ブラムウェル

サミュエル・ホートン

R.M. ガヴァー
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《原文》46）

CAPITAL SENTENCES COMMITTEE.

Strictly confidential

REPORT

OF THE

COMMITTEE

APPOINTED TO INQUIRE INTO THE

Existing Practice as to carrying out of Sentences of Death, and the Causes which in several recent Cases 

have led either to failure or to unseemly occurrences; and to consider and report what arrangements may 

be adopted (without altering the existing Law) to ensure that all Executions may be carried out in a 

becoming manner without risk of failure or miscarriage in any respect.

（イギリスの国章を掲載）

LONDON:

PRINTED BY EYRE AND SPOTTISWOODE,

PRINTERS TO THE QUEEN’S MOST EXCELLENT MAJESTY.

FOR HER MAJESTY’S STATIONERY OFFICE.

1888.

《原文 改ページ》

TO THE RIGHT HONOURABLE LORD ABERDARE.

 THE RIGHT HONOURABLE SIR HENRY SELWIN IBBETSON, BARONET, M.P.

 SIR FREDERICK JOSEPH BRAMWELL, F.R.S.

 REVEREND PROFESSOR HAUGHTON, M.D., F.R.S.

 ROBERT MUNDY GOVER, ESQ., M.D.

46）	 原文の本文左側又は右側に記載された小題は、翻訳と同様、《　》内に記載した。また、原注も原文の本文左
側又は右側に記載されているが、翻訳と同様、脚注の形式で記載することとした。



― 174 ―

 I, the Right Honourable Sir Richard Assheton Cross, one of Her Majesty’s Principal Secretaries of 

State, hereby appoint you as a Committee to inquire into, and to report to me upon, the existing practice 

as to carrying out of sentences of death, and the causes which in several recent cases have led either to 

failure or to unseemly occurrences, and to consider and report what arrangements may be adopted 

(without altering the existing law) to ensure that all executions may be carried out in a becoming manner 

without risk of failure or miscarriage in any respect.

 And I appoint you, Lord Aberdare, to be Chairman of the said Committee.

 RICHARD ASSHETON CROSS.

  Whitehall, 30th January 1886.

《原文 改ページ》

REPORT.

TO THE RIGHT HON. H. MATTHEWS, SECRETARY OF STATE FOR THE HOME 
DEPARTMENT.

Sir,

 YOUR Committee having been appointed by Sir R.A.Cross to report upon the matters mentioned in 

the letter hereunto appended, beg leave to say that they have frequently met, have examined witnesses, 

whose evidence accompanies this report, and have, through some of their members, made experiments 

bearing on the subject of their inquiry. The direction of the Home Secretary, to make only such 

suggestions as might be acted upon without demanding any change in the existing laws, has necessarily 

limited the range both of their inquiries and of their recommendations. Subject to this observation, they 

present the following Report: ―

 The existing practice as to the carrying out of sentences of death is as follows: ― The prisoner is 

taken from the court, where sentence has been passed upon him, to the prison from whence he came. He 

is there, after the established interval, hanged by the neck until he is dead, and his body is buried within 

the precincts of the prison. The sheriff is charged with carrying the sentence into execution, and he usually 

fulfils his duty through an under sheriff, who appoints and pays an executioner. It is now customary for all 

sheriffs to employ the same person, though it is not obligatory on them to do so. As a matter of fact 

county sheriffs ascertain the name of the executioner who has been chosen by the sheriffs of London and 

Middlesex, and employ him. Formerly the City of London gave a retaining fee of 20 l. a year to the 
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person whom they selected to act as executioner, to enable the sheriff to have the first call on his services, 

but there was no regular appointment, and the sheriffs did not feel themselves bound to confine 

themselves to the service of the person whom they had so retained. The practice of paying this fee has 

now been discontinued, and the executioner employed is paid for each execution as it occurs, both in 

London and in the country. He generally receives 10 l. for executing one man, and 5 l. for each further 

execution carried out on the same day and at the same place by him. Out of these fees he has to pay his 

railway fares and to provide the rope and pinioning apparatus. No provision has been made for the 

training of an executioner in the duties which he is expected to perform, and if anything were to happen 

to prevent the attendance of the person usually selected, some substitute must be found who in all 

probability would be completely inexperienced and untrained.

 The practice which existed immediately preceding the taking over in 1878 of the prisons by the 

Government, as to furnishing the fixed apparatus varied in different localities. In some the sheriff 

provided this apparatus, in others it was supplied by the local prison authority; consequently the 

apparatus in the prisons transferred to the Commissioners was of various types. In some the construction 

was such as to oblige the culprit to ascend a flight of steps to reach the platform under the beam from 

which he was hanged. This arrangement involved great inconvenience and distress, as the culprit, under 

the severe mental strain of his situation, a strain which sometimes rendered him incapable even of 

walking, was frequently unable to ascend the steps without assistance. In other forms the mechanism of 

the apparatus was unnecessarily cumbrous, or was such as to detain the pinioned culprit under the beam 

for some little time while the executioner passed over to reach the lever which actuated the drop. In 

many cases the apparatus was only erected, immediately before it was required, the several parts being, 

as a rule, stored away so as to be out of sight. The scaffold when constructed was often placed in the 

prison yard, subject to the action of the weather, which affected the condition of the rope and of the 

woodwork of the apparatus, and caused much inconvenience to all who were engaged at the execution.

 The Prison Commissioners, recognising these defects, have of late made arrangements to construct 

the apparatus of an improved type, and to place them under cover.

 The drop at Newgate, which has always been found to work in a satisfactory manner has been followed 

as a guide. In this construction the culprit is placed on a platform on the level of the ground, and when 

the bolt is drawn, he falls into a pit of sufficient depth to admit of his remaining suspended without 

touching the ground. The obligation to provide a fit place of execution attaches to the sheriff under the 

Capital Punishment Amendment Act of 1868, but the Prison Commissioners have voluntarily made the 

above described arrangements with the view of reducing as much as possible the difficulties which the 

sheriff has to encounter.

 There are no fixed rules for the use of the apparatus, for the size or make of the rope, for the method 

of pinioning, nor for the length of the drop to be given to the culprit; and the whole of the details of the 

execution are practically in the hands of the executioner.



― 176 ―

《Gallows.》  The Committee have only been able to find one instance of the failure of an apparatus 

constructed by the Prison Commissioners.47） It occurred at Exeter in 1885. The apparatus proved 

unworkable at the time of execution. There was a defect in its construction of a most singular and occult 

character, one that resulted in causing the weight of the culprit when standing on the doors to prevent 

their falling on the withdrawal of the bolt although when the doors were not thus weighted they would 

fall freely, as had been ascertained on the day prior to the execution by actual experiment, and as indeed 

was shown in the course of the attempts made to carry out the sentence.

《Pinioning.》 Up to the year 1856 it was the practice to pinion only the arms of the culprit, but there 

occurred then at Newgate a painful scene with a man named Bousfield, who struggled and threw out his 

legs when the drop was given, so that his feet caught against the edge of the pit, and the man, although 

hanging by his neck for a considerable time, was not executed until his legs were secured. This 

circumstance caused the executioner to give especial care to the pinioning of the culprit’s legs in all 

subsequent executions, and the practice has been adhered to ever since, with good results.

《Ropes.》 With regard to the rope used, executioners have always preferred to provide those of their own 

selection; and there are no rules for testing them. In 1878 a failure took place in Yorkshire in 

consequence of the breaking of a rope. The Secretary of State, as a result, ordered an inquiry, and 

directed that a pattern rope should be made of a rope such as might be safely used for executions.

 Messrs. Edgington & Co. produced this pattern, which having satisfactorily passed severe tests was 

approved by the Secretary of State; and a stock of such ropes was ordered to be kept at Newgate in 

readiness for issue whenever application might be made by the sheriffs. This standard rope is 2½ inches 

in circumference, 12 feet 6 inches in length, and is made of white Italian hemp of four strands, each 

strand having 15 threads, and is provided at the lower end with a brass thimble laid in. A leather washer 

2½ inches in diameter and about 1/4 inch thick is placed on the rope and made to slide rather stiffly on 

it, in order, as herein-after mentioned, to keep the thimble in its place when the rope is being used. No 

failure as regards strength has been recorded when these ropes have been employed.

 The bight or noose which is required for the culprit’s neck is formed by passing the standing part of 

the rope through the thimble, the leather washer is then slipped on up to the thimble, which at that time 

is so situated as to leave plenty of room in the noose to admit of its being readily passed over the 

culprit’s head. The plain end of the rope is used to make attachment by means of a knot with the 

overhead beam of the gallows, or with an iron ring suspended therefrom. This mode of attachment to the 

overhead beam has two disadvantages, one the difficulty of so making the knot that the length of the drop 

may be measured beforehand, the other that a portion of the “energy’” of the fall which should be 

expended in dislocating the neck of the culprit is expended in tightening this knot.

 Until very recently it was the custom to allow the slack of the rope to hang freely down the culprit’s 

47）	 Cuthbert,	303.
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back.48） In this manner a bight was formed, and if there was any movement by the culprit at the moment 

of drawing the bolt, his elbow or wrist was liable to be caught in his fall. Instances of this having 

occurred involving failure in carrying out the execution in a proper manner were brought to our notice.

 It is now well recognised, however, that the slack of the rope can, by means of a pack thread, be 

secured in a loop well above the head of the culprit; the pack thread breaking with ease on the fall taking 

place, and allowing the rope to fulfil its function.

 The noose is generally adjusted around the neck of the culprit, so that the thimble on the rope is 

brought close under and behind the left ear. The executioner makes it quite tight by pushing the leather 

washer close up to the neck so as to prevent the noose from changing its position before the drop takes 

place, or from slipping over the head when the weight of the body comes upon the rope. With regard to 

the position of the thimble the Committee have received various suggestions from medical witnesses, by 

some of whom it is considered that it would be better to place it as far to the front as possible, a position 

which according to their views would cause the shock of the fall to be delivered against the back of the 

neck, and would thus be more likely to secure the dislocation of the spinal column, and at the same time 

it would reduce the tendency of the rope to lacerate the soft tissues of the neck.

 Dr. J. de Zouche Marshall, of Lamberhurst, who has given much consideration to this subject, and 

who with praiseworthy zeal has attended several executions lately for the purpose of noting the present 

practice, has recommended as an improved mode of attaining these ends the use of a chin trough, by 

which the rope might be held at the very point of the chin. He attaches great importance to the use of 

such an implement, as he maintains that the head can in this manner be thrown back by the rope when 

the fall takes place, and that dislocation can be effected with a drop of less length than is required by the 

existing system, and thus he believes there would be secured instant loss of consciousness and painless 

death without danger of decapitation.

 The Committee have carefully considered this suggestion, but have come to the conclusion that the 

leverage which would be thus exerted would not be sufficient to throw the head back to an angle which 

in all cases would ensure the dislocation required, and they are not prepared to recommend the adoption 

of Dr. Marshall’s ingenious device of the chin trough. Impressed as they are with the necessity for the 

utmost simplicity of mechanism, and rapidity of action in the operations connected with executions, they 

are averse to the use of any apparatus involving extra time in preparing the culprit, and they are of 

opinion that, without resorting to this mechanical contrivance, other and simpler means may be adopted 

for producing instantaneous loss of consciousness and death. It would appear that death by hanging may 

be looked upon for all practical purposes as being in one of two ways: ―

 (a.) Suffocation.

 (b.)  Shock to the base of the brain, accompanied by dislocation or fracture of the cervical vertebrae 

48）	 Ward,	178-188.
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and rupture of the spinal cord, attended with instantaneous loss of consciousness.

 If the drop is too short there is danger of death by suffocation (mode “a”) without instantaneous loss 

of consciousness.

 The evidence adduced makes it too certain that this form of death involves from at least one to three 

minutes of extreme agony, and also the appearance of intense suffering lasting for a much longer period, 

which, even if only an “appearance,” and even if we could be assured it was accompanied by absolute 

insensibility, is nevertheless very distressing to all those whose duty may oblige them to be present.

 If, in order to guard against the danger of this aggravation of the culprit’s sufferings, the drop is 

lengthened so as to ensure death by the mode “b,” there arises the danger of decapitation, a result, indeed, 

not involving pain to the culprit, but revolting in itself, and affecting the public imagination. It appears to 

us clear that whatever may be the shock which the public may from time to time receive, it is in the true 

interests of humanity that the mode “a” of causing death should be given up, and the mode “b” alone 

should be pursued. It remains, therefore, to be considered whether instantaneous loss of consciousness, 

and therefore painless death, may not be produced without risk, or with a greatly minimised risk, of 

decapitation.

 All the cases stated in evidence before the Committee, in which the length of the drop was accurately 

known and a post mortem examination was made by careful anatomists, have been brought together by 

Professor Haughton, and they are given below in a tabular form in order to show the results at a glance. 

The energy developed by the drop has been taken as the weight of the culprit in pounds multiplied by the 

distance through which he falls in feet.

Evidence of the 16th March 1886 by the Rev. Dr. Haughton,
and of 17th March 1886 by Surgeon W.A. Carte, M.B.

Case.
Weight
in lbs.

Drop in
feet.

Energy in
foot lbs.

Remarks.

1 160 14・5 2320・0
Instantaneous loss of consciousness and death.
Almost decapitation.

2 160 14・5 2320・0 Decapitation.
3 147  7・5 1102・5 Instantaneous loss of consciousness and death.
4 133 11・0 1463・0 Do. do.
5a 194  8・92 1730・0 Do. do.
6b 161  9・04 1455・0 Do. do.
7c 152  9・08 1380・0 Do. do.
8d 154  9・00 1386・0 Do. do.
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Evidence of the 23rd March 1886 by Dr. James Barr

Case.
Weight
in lbs.

Drop in
feet.

Energy in
foot lbs.

Remarks.

9 158  7・00 1106・0 Death by suffocation.
10 134  7・47 1001・0 Do.
11 142  7・67 1082・0 Do.
12 157  7・94 1246・0 Instantaneous loss of consciousness and death.
13 158  8・00 1264・0 Do. do.
14 144  9・17 1320・0 Do. do.
15 118  9・50 1121・0 Do. do.
16 155  8・62 1336・0 Do. do.
17 130  9・25 1202・0 Do. do.
18 142  9・25 1313・0 Do. do.
19 144  9・50 1368・0 Do. do.
20 118 10・75 1268・0 Do. do.
21 130 11・06 1438・0 Do. do.
22 131 10・70 1402・0 Do. do.
23 130  8・75 1139・0 Do. do.

 Excluding cases 1 and 2, in which decapitation actually or nearly took place with a drop energy of 

2,320 ft. lbs., and also excluding cases 9 to 11, in which death took place from suffocation with a drop 

energy of 1,106 ft lbs., and under; the remaining 18 cases give a mean drop energy of 1,330 ft. lbs., in 

which death took place instantaneously, without decapitation.

EVIDENCE of the 15th June 1887 by Dr. J.de Z.Marshall. Four cases
(without postmortem examination) confirm the preceding.

Case.
Weight
in lbs.

Drop in feet.
Energy in
foot lbs.

Remarks.

1 147 7・0 1,029 Death by suffocation.
2 193 4・0 772 Do.
3 134 6・5 871 Do.
4 144 6・0 864 Do.

 In these four cases the heart beat naturally for 10 minutes after the fall.

 Cases of malformation and disease, however, require to be taken into consideration. There was a case 

in 1885 of a man named Goodall, who was executed at Norwich and who was decapitated. The evidence 

shows that the energy developed by the drop was only 1,260 ft. lbs.; but the culprit had a slender neck, 

and his tissues were degenerated. The clamour raised by the public in this case led to a most unfortunate 

result. The executioner was frightened, and some of the executions which followed were effected with too 

short a drop; and there is reason to believe that the sufferings of the culprits were thereby considerably 

prolonged.49）

49）	 Barr,	741.



― 180 ―

 Although no doubt the simple process of multiplying the weight of the culprit into the number of feet 

of fall results in giving correctly the stored up energy produced, the question still remains, “what 

proportion of this energy will be employed in “doing the intended work of giving shock to the brain, 

instantaneous insensibility, “and painless death?” There are various incidents necessarily occurring at 

every execution by hanging which are found to affect the energy of the drop, the principal of these are-

  The stretching of the rope.

  The springing of the beam.

  The tightening of the knot at the top of the rope.

  The constriction of the neck of the culprit.

 With the object of forming some opinion of the practical value of these absorbents of energy 

experiments were carried out on the drop at Newgate under the direction of the Committee by the aid of 

a dynamometer. The weights employed were sacks filled with sand, and to these a fall was given similar 

to that which would be given to a culprit of the same weight.

 The sacks were made up in various ways, shins of beef, and flannel, being inserted in their orifices 

to represent, more or less, the yielding nature of a human neck.

 In these experiments the stretch of a new rope of the approved pattern was found to be 10 inches in 

10 feet at first, but decreasing to such an extent, after several times of using, as almost to disappear.

 After a rest of some 24 hours, however, the rope was found to have nearly returned to its original 

length and elasticity.

 In these experiments the constriction of the human neck could not, of course, be measured, but from 

observations made at executions the diminution of the circumference has been found to amount to from 

five to seven inches.50）

RECOMMENDATIONS.

《Appointment of executioner.》 The Committee are precluded by the terms of the reference from making 

any suggestions which would involve a change in the existing laws; they believe, however, that they will 

not be infringing this limitation if they point out some objections to the method of appointment of an 

executioner.

 As has already been stated, the sheriffs of London and Middlesex select and appoint a person, who 

is thereupon generally employed by the sheriffs of England, Scotland, and Ireland.51）

 Confining our comments to the last three executioners, it appears that Marwood, otherwise an efficient 

officer, was during the latter part of his career frequently drunk.52） On his death Binns was selected so 

recently as September 1883, from among many hundreds of candidates.

50）	 Barr,	716.
51）	 De	Keyser,	851.
52）	 Ward,	93.



― 181 ―

 He is represented by Dr. Barr as a drunken fellow, strong, but very clumsy and “obviously 

unintelligent.53） “Dr. Barr had seen him drunk while executing criminals on more than one occasion, and 

had observed the clumsiness with which he did his work”.54）

 For his drunkenness he was dismissed, but not until he had given frequent proofs of his utter unfitness 

for his duties.55）

 The scandals caused by the misbehaviour of this man led to some regulation as to the housing of the 

executioner when on duty in county towns, resulting in his being accommodated in the gaols on his 

arrival and during his stay; these regulations have worked well, and seem calculated to prevent the 

repetition of the scandals which previously occasionally occurred; and, so far as we have been able to 

ascertain, the conduct of Berry, the present executioner, has in this respect been irreproachable (sic).

 Some suggestions for the improvement of the present practice have been made, which although they 

do not recommend themselves to the Committee, may be submitted to the consideration of the Secretary 

of State. One is, that executions should be performed in London and elsewhere by the warders of 

prisons.56） This might possibly be done without any change in the law by the appointment of a warder ad 

hoc by the present authorities, viz., the sheriffs, with the sanction of the Secretary of State. It has also 

been suggested that an officer of surgical education and of special knowledge of the subject should be 

appointed by the Secretary of State to be present at all executions, and to exercise supervision and 

authority, so as to secure the observance and proper application of general rules framed to ensure death in 

the speediest and least revolting manner.

 It is for the Secretary of State to determine whether, having no authority or official responsibility in 

the appointment of an executioner, he would venture to assume the practical responsibility for the details 

and incidents of every execution.

 Whoever may be the person or body who hereafter appoints the executioner, we are of opinion that 

it is very important and desirable that this same person or body should also appoint a permanent assistant 

or deputy executioner who might gradually acquire experience, might assist where several criminals were 

simultaneously executed, or might replace the executioner when he was ill, or when his presence was 

required in different places at the same time, but in the present condition of the law the Committee 

cannot do more than give expression to this opinion.57）

 The Committee now proceed to recommend some general regulations which, if intelligently acted 

upon, would, in their opinion, greatly improve the existing practice, and would tend to secure the objects 

for which they were appointed.

53）	 Barr,	652,	et seq.
54）	 Barr,	662.
55）	 Barr,	675;	Cowan,	828;	Metcalfe,	894-5.
56）	 Cowan,	827, et seq; De	Keyser,	862;	Metcalfe,	94,	et seq.
57）	 Berry,	1156-1163.
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《A standard scale for drops.》 The result of the 18 successful executions recorded in the evidence is, that 

the culprits were executed with instantaneous loss of consciousness without being decapitated, the 

average energy developed by the drop being 1,330 ft. lbs. The statistics before the Committee, however, 

tend to show that an energy not greater than 1,260 ft. lbs. may be fully depended upon to produce 

instantaneous loss of consciousness and the speedy death of even the most robust.

 For those, however, of very light weight, such as 8 stone and under, who have thin necks and a light 

build, it is considered that it would not be advisable to adopt a greater energy in the drop than 1,120 ft. 

lbs.

 The Committee therefore recommend that there be adopted a provisional standard for future executions 

of the following scale of drops:—

Weight of Culprit. Drop. Energy
developed Foot

Pounds.Stone. Pounds. Feet. Inches.

7  98 11 5 1,119
8 112 10 0 1,120
9 126 9 6 1,197

10 140 9 0 1,260
11 154 8 2 1,258
12 168 7 6 1,260
13 182 6 11 1,259
14 196 6 5 1,258
15 210 6 0 1,260
16 224 5 7 1,251
17 238 5 3 1,250
18 252 5 0 1,260
19 266 4 8 1,241
20 280 4 6 1,260

《Alterations to existing apparatus.》 Should this scale be adopted it will be necessary to effect some 

changes in the apparatus, which is at present constructed only to meet the requirements of the shorter 

drops which have hitherto been in use.

《The Ropes.》 In order to secure the utmost uniformity in the action of the rope, it is recommended that 

for all executions it should be of the same length, quality, and manufacture, and that the pattern already 

approved by the Secretary of State should be adhered to.

 The ropes should, before being issued for use, be tested by a drop test of double the strain to which 

they will be subjected at an execution, and they should be also tested experimentally within 24 hours of 

the execution, a sufficient number of times, upon loaded sacks of the weight of the culprit, and having 

the fall which will give the determined number of foot pounds, so that it may be ascertained for certain 

that they are in good condition, and that the stretch is taken out as much as is necessary.

《Mode of attachment of rope.》 Instead of attaching the rope by means of a knot to a ring suspended from 
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SKETCH SHEWING MODE PROPOSED FOR THE ATTACHMENT OF  

THE ROPE TO THE CHAIN, AND THE CHAIN TO THE OVERHEAD BEAM.

REFERENCES

A. Bracket
B. Cotter
C. Beam
D. Chain
E. Shackle
F. Upper Thimble
G. Rope
H. Noose
I. Washer
J. Lower Thimble

SECTION. ELEVATION.

PLAN.
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the overhead beam, according to the usual practice, it is recommended that after the noose for the 

culprit’s neck has been made, the rope should be worked round a special thimble at its upper end, in 

order that it may be suspended from a strong inextensible chain, so fitted to the overhead beam as to be 

capable of being raised or lowered, and secured at any desired height by means of a cotter slipped into 

one of the links and a bracket fixed on the beam. The attachment of the rope to the chain to be by means 

of a shackle and pin passed through the special thimble.

 All risk of drawing tighter or of slipping, which can take place with a hand-made knot, would thus 

be entirely avoided. The arrangement is shown in the sketch. The cotter can be inserted between the links 

of the chain at intervals of 4 inches. The four slots in the bracket above the beam are at intervals of 1 

inch vertically, so that the cotter can be placed in the link and slot, which will give the point of 

suspension of the rope to within an inch of the height required, according to the scale, for all weights and 

heights of culprits.

《Length of rope.》 In the 18 successful cases above quoted, it was found that the average length of the 

drop was 9 ft. 3 in., and therefore this length of rope at least was required between the point of attachment 

to the beam, viz., the knot, and the washer at the culprit’s neck. In order to maintain about the same 

extension due to the stretch of the rope, it is recommended that this length should in future be adopted.

 The average circumference of a man’s neck is 1 ft. 3 in.58） To form a noose around this with a 2 1/2-

inch rope a length of 1 ft. 5 1/2 in. is required. The compression or stricture of the tissues of the neck is 

58）	 Barr,	716.
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about 6 inches when the drop takes place, 

and therefore the length of rope to be 

allowed for the noose should be 1 ft. 1/5 

in.－6 in.=11 1/2 in.59） The total length of 

the standard rope may therefore be 9 ft. 3 

in.+11 1/2 in.=10 ft. 2 1/2 in. from centre 

to centre of the thimbles.

《Height of the point of suspension of 

rope. 》 The height of the point of 

suspension of the rope would then 

determine the amount of the drop, and this 

point of suspension should vary with the 

weight and height of the culprit being 

regulated so that the “bight” of the rope, 

or of the rope and the lower part of the 

chain, as the case may be, measured from 

the culprit’s neck down to the bottom of 

the bight and up again to the same level, 

shall equal the drop.

《The height of the overhead beam.》 The 

height of the overhead beam would be 

determined by the height of the point of 

suspension of the rope for the heaviest 

man. Thus:―A man weighing 20 stone, 

with a total height of 6 ft. 6 in. or 5 ft.11 

in. to his neck, to receive a drop of 4 ft. 6 

in., according to the scale, would require the point of suspension of the rope to be 10 ft. 8 in. above the 

platform; allowing then room for the shackle clear of the underside of the beam, the latter would have to 

be 11 feet above the platform.

《Depth of pit.》 The depth of the pit would be determined by the length of drop given to the lightest man. 

Taking this to be 11 ft. 5 in., viz., the drop for a person weighing 7 stone, according to the scale of drops 

recommended, and allowing 1 ft. 7 in. for clearance below his feet, the pit would have to be 13 feet in 

depth.

《The beam.》 The overhead beam should be of sufficient depth and thickness so as not to yield 

59）	 Barr,	716.
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appreciably when the drop takes place; and it should be made double, so as to allow the chain to hang 

vertically between the two parts anywhere over the centre line of the flaps of the platform. Several 

executions could thus be equally well carried out at the same time at a single gallows.

 No alteration in the construction of the platform’s levers or flaps lately adopted at the prisons is thought 

to be necessary, but the whole apparatus should be carefully tested several days before an execution is 

expected to take place with loaded sacks of the weights of the culprits, and finally at the testing of the 

rope within 24 hours of the time appointed for the execution.

 Such testing with weighted sacks would make it clear that the drop would work successfully when 

the weight of the culprit was on it. Your Committee are of opinion that if measures can be taken to give 

effect to these recommendations, the failures, imperfections, and unseemly occurrences at executions may 

be to a large extent avoided.

 We are desirous, however, of recording our opinion with respect to “decapitations,” that if the condition 

of the culprit is such as to suggest the risk on the one hand of decapitation, or, on the other, of death by 

strangulation, i.e., of pain needlessly prolonged, we have no hesitation in saying that the risk of 

decapitation should be incurred. It involves no pain, for the culprit is already unconscious; whereas the 

fear of public censure has, as we have already stated, on several occasions led to an unnecessary 

prolongation of his sufferings.

 We have a well grounded hope that by a careful observance of the precautions suggested in this Report 

the occurrence of this shock to public feeling will be of extreme rarity.

We have, &c.

ABERDARE.

H.SELWIN IBBETSON.

FREDERICK BRAMWELL.

SAMUEL HAUGHTON.

R.M.GOVER.


