
はしがき

本書は、刑事法の基礎を学ぶと共に社会の根本問題を考えて頂くことを

意図して編まれた本である。したがって、刑
・

法
・

哲
・

学
・

入門と名づけた方が内

容に即しているかもしれない。先生方には、研究されている領域や関わっ

てこられた分野、そして目指している課題に関して執筆をお願いした。そ

の意味で、論文集といってもよいだろう。

刑事法の分野は、人権と国家権力とが対峙することがあるため、議論が

喧しい。一方で、人間の赤裸々な姿が顕れることもある。これから刑事法

を学習しようとする方々には、本書を繙きながら、人間存在の実際を観察

し、かつ法制度のあり方を考察して頂きたい。

司法のさまざまな場面で国民が参加するようになりつつある時代におい

て、最も大切なことは、われわれの人間関係である文化がどのようなもの

であるかである。たとえば、死刑を存置させるのは、刑法という法律では

なく、それがないと不安で仕方がない人々の文化なのではなかろうか。そ

れでは、文化を成り立たせるものは何かといったら、その社会が歴史的に

育んできた人間の営みなのである。その点で、法を学ぶことは文化を学ぶ

ことにつながるはずである。

以上の意味で、本書は、法律学を学習する最初のセメスターで学んで頂

く基本書たることを狙いとしている。先生方にはこの場を借りて御礼を述

べ、さらに、皆でオムニバス方式の授業をお願いしたい。そして、きめ細

かく編集して頂いた世古宏さんに感謝申し上げる。いずれの日か、同じメ

ンバーで、刑法哲学を上梓するべく、研鑚を積みたいと思う。

平成 26 年 侘助咲く頃

船山 泰範
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本章のポイント

1. 法規範がどのようなものであるかを理解す

るために、他の社会規範との比較がなされ

ている。従来は、慣習、道徳、宗教、法律が

並べて説明されていた。

2. わが国の実態を観察すると、それだけでは

説明しえない現象が見えてくる。これまで

の 4 つの分類に含まれず、しかも、人の行

為の選択にあたって強い影響力を有するも

のがある。それは、「世間」という日本独特

のきまりである。

3. 法は、明るい社会の実現を目指して作られ

たものである。その法が「世間」に阻害さ

れて働きにくいとすれば、どんな衝突があ

るかを明らかにした上で、どうしたら法を

機能させることができるかを模索しなけれ

ばならない。なぜなら、法規範と「世間」の

相克を乗り越えることで人間の尊厳を再確

認することができるからである。



1 本稿の目標

これから法律を学ぶ人々に、法がどのような性質を持っているものかを

理解して頂くために、法と他の社会規範との比較をする。これこそが、法

学の第一歩である。

私達の社会は、法のみによって動かされているわけではない。朝起きた

ときの挨拶に始まり、身だしなみを整えて家を出るのは、社会生活の基本

ルールである慣習（習俗）に沿うものである。電車に乗れば、身体の不自由

な方に席を譲るという道徳に則ることが要請される。宗教は人の生活態度

について「かくあれ」と命ずること（仏教では「慈悲｣1)ある態度）もある。自

動車の運転をする人は、道路交通法という法律を守らなければならない。

以上の慣習、道徳、宗教、法律が社会規範と呼ばれるものである。

加えて、これまでの「法学」が触れてこなかったか、見過ごしてきた「き

まり」が存在する。とくに、その「きまり」は法規範と衝突する場合があ

る。一例をあげよう。犯罪を行なって裁判を受け、懲役刑に服した人が、

刑期を終えて出所したとき、本人は最も反省をした状態であるはずで、社

会からの支援があれば、出所者の社会復帰に効果があろう。ところが、世

の人々の多くは出所者を「危険な人」として差別し、受け入れようとしな

い。そのため、就職も見つからず、再出発は困難になる。差別をする人々

の態度は何がもたらすのであろうか。慣習、道徳、宗教、法律のどれもが

「差別しろ」とは命じていない。否、反対である。更生保護法人や児童自立

支援施設を運営する人々の多くが宗教者であることは、その証左といえよ

う。では、社会復帰を志す者を差別する力は何か。それは、自分達は犯罪

者になることはありえず、犯罪者を自分達の社会から排除すれば済むと考

えている「世間」の姿勢である。「世間」は強い力を持っていて、更生保護

法人を地域社会から追い出すことさえもできる。

法規範が機能するよう進めるためには、なぜ「法学」が「世間」を見過

ごしてきたかを明らかにするところから始める必要がある。本稿の目標は、

法規範と「世間」の相克を乗り越えるためにはどうしたらよいかを考察す

ることである。
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2 これまでの「法学」による社会規範論

A 4つの社会規範

［1］社会規範の意義・特色

（1） 法がその中に含まれている社会規範とは、人間が社会生活をするに

あたって守らなければならない規則・ルールのことである。「契約は守ら

なければならない。」という民法上の基本原則は、契約が結ばれると、それ

に基づいて権利義務関係が発生し、守られなかった場合に、社会生活上支

障が出てくることによる。

（2） 社会規範は、「守られないことがある」ところに特色がある。その点

は、最も広い意味でのルールに含まれる自然法則との大きな違いである。

自然法則は、一定の条件があれば必ず一定の結果が発生するという必然的

な法則である。たとえば、純粋な水は 1気圧の下において、100℃で沸騰し、

0℃で凍る。これに対し、「殺意をもって人を殺してはならない。」という道

徳上も法律上も認められている社会規範はときどき破られる。わが国では、

「殺意をもって人を殺すなかれ」という規範が、毎年、ほぼ 1千百件ほど破

られていることが、犯罪統計上明らかである2)。

（3） 社会規範は、守られなかった場合に、何らかの手段・方法によって守

らせようとする働きかけがなされる社会統制手段である。服装の慣習を破

ると、その場で非難されたり、後に仲間外れにされたりする。法に違反し

た場合には、国による法的制裁を受ける。証拠裁判主義を例にすると、証

人がうそをついたのでは、裁判所が事実認定を誤る可能性があるため、対

抗策がとられる。手続面では、証人がうそをついたとしても、反対当事者

は反対尋問において証言の真偽を吟味し、その中でうそを看破すべきであ

るし、裁判所としても、他の証拠と照らし合わせて、真実を見極めるべき

ではある。ただし、法曹関係者の苦労だけに任せるわけにはいかないので、

刑法は、宣誓した証人の場合、虚偽の陳述をしたときは偽証罪として処罰

することにしている（刑 169 条）。
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［2］行為規範と組織規範・技術規範

社会規範には、行為規範と組織規範の区別がある。ここまで掲げた例は

いずれも、人間が行為をするときに守るべき行為規範である。これに対し、

法規範の中には、組織をどう構成するかを規定した組織規範がある。

組織規範の大きな例は、国権を、国会（憲 41 条）、内閣（憲 65 条）、裁判所

（憲 76 条）に分けて、権力集中による横暴を抑制しようとする三権分立があ

る。内閣の下にどのような省庁を置くかについては、国家行政組織法が組

織規範として定めている。そのほかにも、国として統一基準を置いておく

必要から、計量法や計量単位令（平成 4 年政令 357 号）が規定されている。1

メートルは計量単位令の別表第一3)に見ることができる。

［3］4つの社会規範の内容

慣習（習俗）は、社会生活における基本的なルールであり、挨拶のしかた、

服装の習慣、食事の作法などに関わる種々のものがある。冠婚葬祭に関わ

ることは、今日でも厳格に遵守が求められる。

道徳は、社会人として生きていく上において守るべきルールであり、対

人関係や人としてあるべき姿など、社会生活全般に関わる。慣習に比べる

と、倫理性を帯びている点で、守ることに緊張を強いられることもある。

たとえば、学生が授業中に教室に出入りするときは、軽く会釈することが、

私は道徳規範として存在していると思うが……。

宗教を社会規範の中で取り上げるのは断り書きが必要と思われる。とい

うのは、宗教の本体は絶対者に対する帰依であり、絶対者に救済を求める

ところに本質があるからである。ただし、宗教を信じる者も社会生活をす

る中で、宗教規範から人間はいかにあるべきかを教示されることにより、

社会規範としての側面を感ずるのであろう。なお、宗教上の規範には相当

に高いレベルのものがある（コラム「捨身飼虎」参照）。

法律は、社会規範の中でも、最も意識的に作られるものである。制度と

しては、国会において議論をした上で、衆・参両議院で可決すれば、「法律」

となる（憲 59条）。法律として成立すると、公布されて国民に示され、法規

範となるのである。法律が新たに制定されるのは、その必要性があり、か

つ国民的コンセンサスが得られることが前提となる。たとえば、男女の平
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等は、憲法 14条 1 項において「性別」によって差別されてはならないと規

定されているから、実現してよさそうに思われるが、実社会における実現

はなかなか困難である。そこで、近年、「男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の推進を図っていくことが重要である」（法前文）との視点から、

男女共同参画社会基本法（平成 11 年法 78 号）が制定されている。

コラム 捨身飼虎

学生 宗教のどういうところが社会規範になるのか教えてください。

教授 修学旅行で法隆寺に行ったことがあるでしょう。法隆寺の国宝の 1

つに玉虫厨子がありますが、覚えていますか。

学生 はい。今は本物と全く同じように製作したレプリカもあって、玉虫

の羽の色がきれいなのを覚えています。

教授 厨子には 4 面に仏教説話が描かれていて、いずれも釈尊の前世物語

からの絵です。その 1 つに、捨身飼虎の図があります。1 つの絵の中に物

語が展開されている「異時同図法」が用いられています。

学生 「しゃしんしこ」って、何ですか。

教授 虎の親子が飢えているのを見て、釈尊が崖の上から身を投げて餌食

となったという話です。言わんとすることをそのまま体現することは困難

ですが、他者のために犠牲になることを人間のあるべき姿の 1つとして示

しているとすれば、意味のないことではないでしょう。

学生 それにしても、随分と高いレベルの規範ですね。

B 社会規範を比較する意味

［1］基準の違いとそれぞれの役割

4 つの社会規範の役割の違いから、基準が異なる。「カルネアデスの板」

は、もともと、古代ギリシャの哲学者カルネアデスが、道徳と法の期待す

る基礎的な基準に違いがあることを明確にするために呈示したものである。

事例は、船が難破して 2 人の船員が波間に漂っているとき、小さな板切

れが流れてきて、一方が他方を溺れさせて、自分だけ板切れを掴んで助か
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った場合に、許されるか否か、道徳と法で判断に差があるか、というもの

である。道徳は、人間としていかに生きるべきかを示す規範であることが

期待される。一般の人々が守れるかどうかに拘束されることなく、基準を

打ち立てることができる。したがって、道徳上の規範からすれば、自分だ

け助かろうと思って他人を殺害することは許されない。これに対し、刑法

は、一般の人々がどの程度だったら守れるか考慮し、一般の人々が守れる

ことなのに違反した場合、制裁を科すことを目的とする。一般の人々とい

ったらどの範囲を指すかわかりにくいかもしれないが、私は、8・9 割の国

民と考えてよいと思う。一般の国民が上述の状況に置かれたとき、どのよ

うな行為を選択するであろうか。自分だけ助かろうと思って他者を溺れさ

せて、板切れを確保しようとするのが一般の国民であろう、と私は思う。

すなわち、生き残った船員は道徳上は非難されるが、法律上は非難されな

い。無罪である。しかも、この考え方は、長い時間をかけて承認されてお

り、刑法 37条は緊急避難として、犯罪に当たらないことを認めている。

［2］法以前に道徳が働いている

刑法の罰条の多くは、法以前に道徳などによって規範が守られているこ

とを前提として規定されているといってよい。「他人の物を盗んではなら

ない。」という規範は、基本的道徳であるし、子どもは幼い頃から親によっ

て躾られる。「うそつきは泥棒の始まり」という諺は、2つともいけないこ

ととして子どもに要請されることを意味している。

一般に道徳規範が機能していることから、刑法典上の犯罪については、

禁止規範や命令規範を格別に規定することなく、違反行為がなされたら罰

する、という条文の成り立ちになっている。犯罪であるかどうかが一目瞭

然とはいえない行為については、刑法典上においても要件を明示すること

につとめている（たとえば、背任罪についての 247 条）。特別刑法においては、

まず、何が禁じられるのかを規定した上で、後ろの方に、どのような刑罰

に科せられるかを規定している。たとえば、道路交通法 65条 1項は、「何

人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」という禁止規範を置い

ている。罰則は、2 段構えになっていて、65 条 1項に違反して車両等を運

転した者が、①酒に酔った状態にあったときは、5 年以下の懲役または 100
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万円以下の罰金になり（道交 117 条の 2 第 1 号）、②身体に政令で定める程度

以上にアルコールを保有する状態4)にあったときは、3 年以下の懲役また

は 50万円以下の罰金になる（道交 117 条の 2 の 2 第 1号）ことになっている。

［3］悪法かどうかを判断する基準となる

ある法が悪法かどうかを判断する基準となるのは、法以外の社会規範に

よる。国民の行為規範として存在する道徳に反する法律が制定されたとす

れば、手続的・形式的に整っていたとしても、「法は正義の実現」であるべ

きという実質的観点から、許されない。たとえば、警察官が国民に犯罪を

唆して犯罪をさせることを規定した法律があるとすれば、「他人に犯罪を

唆す」のは道徳上許されないことであるから、「悪法」として排除されるべ

きである。警察官は、犯罪が起きないように予防するのが本来の役割であ

る以上、犯罪を唆すなどはとんでもないことである。ところが、わが国の

法律の中には、警察官に犯罪を唆すことを許す規定が存在する。銃砲刀剣

類所持等取締法 27 条の 3 の条文を一部縮めて紹介すると、「警察官はけん

銃に関する犯罪の捜査に当たり、都道府県公安委員会の許可を受けて、こ

の法律の規定にかかわらず、何人からも、けん銃を譲り受け、若しくは借

り受けることができる。」という。立法理由は、拳銃のやりとりがされる暴

力団関係者等の人的関係に踏み込まなければ摘発が困難なことから、個別

的に、「おとり捜査」を許したのである。この規定は、実際的必要性から設

けられており、制限的に用いられているかぎり、必ずしも悪法とはいえな

い。

悪法については、違憲立法審査権（憲 81 条）が認められている現憲法下で

は、違憲問題として処理しうる、と私は考えている。かつて刑法典中に存

在した尊属殺重罰規定（刑 200 条）について、最高裁判所は、普通殺規定（刑

199 条）との適用の差が甚だしいという理由で法の下の平等（憲 14 条）に反

するとして違憲判断を下した5)。その後、刑法 200 条は、刑法の口語化に

伴い（平成 7 年法 91 号）、尊属に関する他の重罰規定とともに削除されてい

る。しかし、親が子を殺したときは普通殺人罪で、子が親を殺したときは

尊属殺人罪という構造自体、封建的な儒教道徳の押しつけというべきであ

る。私は、刑法 200 条は悪法の一例だったと思う。
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C 全貌を捉えているか

社会規範を 4 つに分類したのは、1 つひとつの内容を明らかにすること

を通して、社会規範の全貌を捕捉しているかを確かめるためでもあった。

私は、そのプロセスで何か重要なものが欠けているという予感がしていた。

前述の満期釈放者の社会復帰問題をもう一度考えてみよう。法の立場か

らはなんとか釈放者を更生に向かわせようと思うが、現実にはなかなか進

捗しない。私は、それは法の理念が一般の人々には「理解されない」から

だと思っていた。しかし、逆の視点からみると、満期釈放者の更生を進め

る必要がないという考え方が「ある」ということである。この考え方が一

大勢力をなしていて、しかも、人々の行為選択に強い影響を及ぼしている

とすれば、社会規範に類似した働きをしているといえよう。

3 「世間」に気づかなかった法学

A 「もの言えぬ原則」がある

法制度の改革がなされても、日常生活における秩序や掟、つまり「きま

り」が簡単に変わるわけではない。では、法と日常生活のきまりがくい違

うとき、両者の関係はどう調整されるのか。それは、社会生活関係ごとに

異なる推移を経るようである。

日本国憲法が打ち出した表現の自由（憲 21 条）について考えてみよう。

マスメディアの世界では、この権利は憲法制定後いち早く実現したといえ

よう。もともと表現の自由はマスコミが強く希求してきた歴史があるし、

治安維持法時代に貴重な多くの犠牲を払ってきた6)。さらに刑法は、名誉

毀損罪に関し、公共の利害に関わる表現行為に優位な立場を認めたのであ

る7)。そのため、第二次世界大戦後のわが国において、マスコミは表現の

自由を手中にしたといえよう。

しかし、この表現の自由も、発言者が個人となり、発言場所が職場とい

うことになると、様相が一変する。日本の多くの職場に表現の自由はない。

職場におけるきまりの第 1は協調性である。改革のために発言することは
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