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序論のポイント

1. 刑法の学びは必要か？―必要である！
必要性をとくに痛感するのは、刑事事件に
接したときである。

2. 刑法は、国民の利益を強制的に奪う刑を正
しく用いるための法である。「正しく」とは、
「基本的人権を保障した憲法に適合するよ
うに」ということである。刑法の最も重要
な役割は、刑によって国民の人権が不当に
侵害されないようにすることである。

3. 刑法の学びは真剣になされなければならな
い。学習途上の者が、軽々しく、「これは犯
罪にならない」、「これは犯罪になる」とい
った判断をしてはならない。また、「刑法を
学んで処罰されないように悪いことをしよ
う」と考える者に刑法を学ぶ資格はない。



1 刑法の学びは必要か

A 弘文荘事件―刑法の学びの必要性を感じるとき
甲野直人は私立大学法学部の 1年生である。入学以来、都内にあるアパ

ート弘文荘の 2階の部屋に 1人で住んでいる。ある夜、甲野が自室でパソ
コンをいじっていると、叫び声がして、やがて、ドアをノックする音がし
た。ドアを開けると、隣室に両親と住んでいる乙原莉子が泣きながら入っ
てきた。莉子は都立高校の 1年生である。顔には殴られたような傷がある。
甲野が「どうしたの？」と問いかけると、莉子は泣きながら語った。
「母が父を殺してしまいました。父はいつも母や私に暴力をふるってい
たんです。今夜も、父は、母にお金を要求して、母が『これしかないです』
ってお札を 1枚渡すと、『ふざけんな』と罵りながら母の顔を蹴りました。
私、頭にきちゃって、辞書で父の頭を殴りました。そうしたら、父が、『こ
いつ、殺してやる』と叫んで、私を殴って、窓から突き落とそうとしたん
です。母は、このままでは私が殺されると思って、とっさに台所から果物
ナイフを持ち出して、父の足を刺しました。父は、バランスをくずして窓
から転落しました。……甲野さん、お願いです。母を助けてください」
甲野は呆然とした。どうしたらいいのか。110 番通報すべきなのか。だ

が、それをしたら莉子の母は殺人罪で死刑になってしまうかも知れない。
大学に連絡すれば、クラス担任の先生が何とかしてくれるのだろうか……。
その後、莉子の母は、殺人罪で起訴され、法廷に被告人として引き出さ

れた。傍聴席には、甲野と莉子が不安そうな顔をして座っている。裁判官
や裁判員は莉子の母にどのような刑を言い渡すのだろうか。
裁判員の 1人丙山広司は、裁判官から聞いた「本件の争点」を思い出し

ていた。「殺意の有無、……正当防衛、……自ら招いた侵害、……過剰防衛」、
そうした言葉の意味は、法律を学んだことのない丙山にはよくわからなか
った。それ以上に、丙山には、「この人が、なぜ、殺人事件の被告人として
法廷に立たなければならなかったのか」がわからなかった。誰か、何とか
できなかったのだろうか。いったい、この人をどのように裁いたらよいの
だろうか。丙山は、黙然として腕を組み、しばし目を閉じた。
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B 刑法の学びの必要性
大学の法学部に入って、法律を学び始めた途端に、「法律ってつまらない」、

「何のためにこんなものを学ばなければならないのか」と思う人は少なく
ない。ドラマなどの影響か、刑法に興味をもつ人は比較的多いけれど、教
科書を開き、授業に出てみると、やはり、「思ったよりつまらない」、「話が
抽象的でわからない」といった感想を抱くことになる。
それでも、刑法は現実に厳然と存在している。そして、普段は、「犯罪と

か刑罰とか刑事裁判とかは、自分には関係ない」と思っている人も、前述
の弘文荘事件（もとより架空の事件である）のような事態に遭遇すると、刑法
ないし刑事法を（理論や試験合格に使えるようにではなく、実戦に使えるように）学
ぶ必要を痛感することになる。読者諸賢には、自分が、甲野、乙原、丙山
の立場に立ったら、どうしたらよいか、考えてみてほしい。ちなみに、刑
事事件は殺人事件だけではなく、“普通の人”であっても刑事事件の犯人と
疑われる者になる機会はたくさんある。例えば、インターネット上の掲示
板等に人の悪口を書き込めば名誉毀損罪や侮辱罪に、自動車の運転を過っ
て人を負傷させれば過失運転致傷罪に、問われうる。“普通の人”であって
も生涯に何回かは犯人ないし犯人と疑われる者になるといってもよいくら
いである。
ただ、犯罪となりうる行為をしても、発覚して捜査機関による捜査がな

され、検察官が起訴して、裁判官・裁判員によって「被告人のしたことは
犯罪になる」と判断されなければ「当該犯罪を犯したと公に認められた者」
という意味での「犯人」にはならず、刑が科されることもない。逆に、実
際には犯罪を犯していない人であっても、裁判官・裁判員によって「当該
犯罪を犯した者」と認められ刑を科されてしまうこと（冤罪）もある。弘文
荘事件のようなケースだと、殺意があったか否かにより殺人罪になるか傷
害致死罪になるかが分かれ、正当防衛の成否により犯罪の成否（有罪か無罪
か）が分かれ、さらに、有罪となった場合でも過剰防衛として刑の減軽・免
除が可能か否かが問題になる。裁判官・裁判員の仕事は困難であり重大で
ある。そして、適正な判断をなすためには、刑法ないし刑事法についての
正しい理解が必要である。
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2 刑法は刑を正しく用いるための法である

刑法は、「犯罪と刑罰とに関する法」であるといわれる1)。さらに、その
目的を考慮しつついえば、「刑法は、国民の利益を強制的に奪う『刑』を正
しく用いるための法」である。「刑」という字の右側の「刂」（りっとう）は
刀を意味する。まさに刀で斬りつけるような峻厳な制裁が「刑」なのであ
る。したがって、刑は、正しく、やむを得ざるときにのみ、謙抑的に用い
られるべきものである。憲法 31 条は「何人も、法律の定める手続によらな
ければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられな
い」と規定している。これは、刑罰は国民の生命や自由を奪う恐ろしいも
のであるから、正しい（基本的人権を保障した憲法に適合する）法に従って用い
られなければならない、としたものである（罪刑法定主義の根拠条文と解されて
いる）。「刑ないし刑法を使って犯罪者を懲らしめるべきだ」と思ったとき
には、憲法 31 条を思い出していただきたい。「刑法は、犯罪を防止し法益
を保護するためにある」という考えもあるものの、刑法の最も重要な役割
は、「刑によって国民の人権が不当に侵害されないようにすること」である。
ここから、刑法の罰条は厳格に解釈されなければならない。法益侵害の危
険があり、その意味では可罰性が認められる場合でも、刑法の規定を類推
して処罰することは許されないのである2)。

3 刑法を学び始める貴方に

A 刑法を学ぶ者の心構え
刑法を学ぶ者の心構えを述べる。前述したように、刑法は国民の利益を

強制的に奪う刑を正しく用いるための法である。刑法に関し誤った判断を
すれば、無実の者が有罪になり、死刑に処されることさえありうる。取り
返しのつかない結果を招かないように、刑法の学びは真剣になされなけれ
ばならない。そして、刑法を十分学んでいない段階で、軽々しく、「これは
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犯罪になる」、「これは犯罪にならない」といった判断をすることは厳に避
けるべきである。ある行為が犯罪になるかならないかの判断権は裁判所
（最終的には最高裁判所）にある。法律相談を受けて、「それは犯罪にはならな
い」と答えて、相談者が処罰された場合、取り返しのつかないことになる。
また、「刑法ないし刑事法を学んで処罰されないように悪いことをしよう」
などと考えてはならない。法知識を使って法網をくぐり不正をなそうと考
える輩に法を学ぶ資格はない。

B 序論のむすびに
本書は「刑法総論」という書名ではあるものの、「刑事法全体を総て論じ
た本」ではない。読者諸賢におかれては、この本を登山口の道標として、
刑法・刑事法の学びを着実に進めていっていただきたい3)。

コラム 学生甲乙丙、刑法の学びについて語る
甲 本文を読んで、「刑法をおおいに学ぶべきだな」と思ったけれど、具体
的にはどんな風に勉強したらいいのかな？

乙 まず教科書を読んで、つぎに授業に出て、わからないことは先生に質
問して、という具合に、基礎的な学習をすべきでしょう。

甲 それで、弘文荘事件なんかに対応できるようになるのかな？
乙 だから、早く基礎的勉強を済ませ、司法試験に合格して、司法修習を
終えて、実務経験を積むべきじゃないの。

丙 私は、大学に入る前、仕事についていたけれど、ただ実務について経
験を積むだけだと、経験したことしかできないんだよね。もっというと、
上司や先輩にいわれた通りにしかできない。それでは適切な対応ができ
ないような気がする。それで大学に入ったんだよ。

乙 やはり、基礎知識だけでなく、基本原理とか、刑法の目的とか、きち
んと理解して、自分で考えることが重要だということかな。

丙 刑法に限らず、法は私たちみんなの生活にかかわるものだから、専門
家任せにしたりせず、主体的に考え、議論することが大事だと思うね。
また議論しようよ。
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注）
1) 例えば、大コメ（1）4〔大塚仁〕参照。なお、「刑事法」には、①どのような場合にどのよう
な刑を科せるかについて定めた刑事実体法（代表的なものとして、刑法）、②実際に特定の者
に刑を科す手続について定めた刑事手続法（代表的なものとして、刑事訴訟法）、③刑の執行
について定めた行刑法（代表的なものとして、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する
法律）が含まれる。ちなみに、「刑を科す」（科刑）とは、刑の内容を決めて言い渡すこと（例
えば、裁判官が法廷で「被告人を懲役 3年に処する」と宣告すること）であり、「刑を執行す
る」とは、実際に刑の内容である利益剥奪を行うこと（例えば、3年間、刑事施設に収容して
刑務作業をさせること）をいう。

2) 例えば、最決平成 24・7・9 裁判集刑事 308-53 の反対意見を参照。この判例につき、板倉宏
監修・著、沼野輝彦 =設楽裕文編『現代の判例と刑法理論の展開』（八千代出版、2014）1 以
下〔早乙女宜宏〕を参照。

3) 与えられた紙幅の関係から、多くのことを述べられなかった。興味のある方には、設楽裕文
編『法学刑法 1総論』（信山社、2010）1-12 の「序章―刑法を学びはじめる人たちへ」を見て
いただきたい。

知識を確認しよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問題
⑴ 刑法は何のためにあるのか、について論じなさい。
⑵ 憲法が 31 条から 40 条まで刑事関係の規定を設けているのはなぜか。

⑴ 国民の人権が不当に侵害されないようにするため、犯罪を防止し法益
を保護するため、秩序を維持するため、といったことが考えられる。
刑（刑罰）の目的と刑法の目的とを混同しないことも重要である。

⑵ 刑が不合理に（例えば、恣意的に）用いられた場合、どのような人権侵害
が生じるかを考えてみるとよい。
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第
1
章刑

法
の
基
礎

本章のポイント

1. 刑法はどんな法か、他の法分野と比べたと
きその特徴は何か、その基本的な性格はど
のようなものか。

2. 刑法、刑法典という言葉はどのような意味
で用いられるか、また法体系の中に刑法は
いかなる位置を占め、他の制裁手段との関
係をどう理解すべきか。

3. 刑法の役割は何か、現実にいかなる働きを
しているのか。刑罰を用いて侵害行為から
法益を保護するという積極的機能の側面と、
不適切な刑罰干渉から自由・人権を保障す
るという消極的（しかし近代刑法の最も重要
な）機能、これら両面に目を向ける必要が
ある。



1 刑法とは何か

A 刑法の意義
刑法は、その名の通り刑罰に関する法である。刑罰は犯罪が成立する場

合にのみ科せられる法的制裁であることから、刑法は犯罪と刑罰に関する
法であるといわれる。
刑法は、殺人や窃盗、放火などの犯罪となる行為の型（犯罪類型）を示し、

何が罰せられる行為かを明らかにしている。いかなる場合に犯罪が成立す
るのかを定めた法といってもよい。同時に犯罪の成立が妨げられるのはど
のような場合かについての規定―例えば正当防衛や緊急避難、責任無能力
など―を加えて、処罰・不処罰の限界を示す働きをしている。また、個々
の犯罪に対して科せられる刑という処罰内容と程度とを示している。
こうして広く犯罪と刑罰に関する法という意味で「刑法」という言葉は

用いられ、「軽犯罪法」、「暴力行為等処罰に関する法律」、「自動車の運転に
より人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」等の刑罰法令や、「道路交
通法」、「会社法」、「著作権法」等のさまざまな法令中におかれた罰則（法令
中の義務違反に対して刑罰を科することにより義務の履行を確保しようとする規定）の
全てを指すことになる。このような意味で用いられる場合を、実質的意義
の刑法（広義の刑法）という。これに対し、「刑法第 235 条は……」というよ
うに用いるときは、刑法という題名をもつ固有の法令（「刑法」〔明治 40 年法
律第 45 号〕）を指し、犯罪と刑罰に関する基本的体系的成文法という意味で
刑法典ともよばれる。形式的意義の刑法（狭義の刑法）という。

B 刑法典の構成
刑法典の目次をみると、「第 1編 総則」と「第 2編 罪」という 2つの

部分からなるのがわかる。前者の「総則」は、原則として全ての犯罪に共
通して適用される一般的なルールを定めている。窃盗でも殺人でも放火で
も、例えば未遂犯の基本的な要件、共犯の罪責、責任無能力の不処罰等に
違いはなく、共通のルールが適用される。その意味で「総則」なのである。
これに対し、後者の「罪」は、殺人や放火、通貨偽造、公務執行妨害等さ
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まざまな類型を定めており、それぞれの犯罪特有の成立要件が定められて
いる。例えば、殺人行為の対象は「人」であり、窃盗行為の対象は「他人
の財物」で、その行為は「窃取」であることが定められている。種々の犯
罪に共通の規定ではなく、犯罪ごとに異なる固有の要件が定められている。
この意味で第 2編の部分は「各則」ともよばれる。

C 法体系における刑法典の位置
刑法総則の適用範囲は、刑法各則に定める犯罪にとどまらず、他の全て

の刑罰規定に及んでいる。後述する、故意・過失、錯誤、未遂犯、共犯、
罪数等々に関するルールは、殺人や窃盗など刑法典上の犯罪に適用される
ばかりでなく、前述の実質的意義の刑法全般に広く適用される。この意味
で、刑法典の総則は、全ての刑罰法令・罰則の総則の地位を有するものと
いうことができる。
刑法が犯罪と刑罰の内容を定めた法（実体法）であるのに対し、刑事訴訟
法は刑罰権を実現し処罰を行うためのプロセスを定めた法（手続法）である。
さらに、刑の執行場面で受刑者の処遇（矯正）、執行後の処遇（保護）を規律
する「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」、「更生保護法」
等がある。刑事に関する法領域は、①刑法等の刑事実体法、②刑事訴訟法
等の刑事手続法、③矯正保護法、の 3つからなり、それらの中核に位置づ
けられるのが刑法ということができる。

D 刑法の性格
人を強制的に刑務所に収容する懲役刑を考えればわかるように、刑罰は

非常に強力な制裁であるから、例えば「他人の物を盗んではならない」と
いう禁止を担保する手段としては極めて有効である。このことは、（荒唐無
稽な想像であるが）窃盗を処罰することをやめ、道徳的非難だけにとどめた
とき、「盗んではならない」という禁止がどの程度守られるかを考えてみれ
ば容易に理解しうる。しかし、違反行為抑止のため効果的ではあっても、
同時に刑罰は深刻な弊害を伴うものでもある。ひとたび懲役刑を科せられ
刑務所に収容された者は、出所しても、しばしば「刑務所帰り」の烙印を
押され、社会の中に身の置き所のない状況に追い込まれることがある。刑
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罰は、制度の直接の意図とは異なり、犯罪をした者の社会生活を困難にし、
社会復帰を妨げる要因を作り出すこともある。また、禁錮以上の刑に処せ
られたことにより公務員が職を失う資格制限（国公 38 条・76 条、地公 16 条・28
条 4 項参照。）など、刑罰には厳しい不利益が伴う。刑法が、しばしば強い副
作用を伴う医薬品に例えられる所以である。
そこで、刑罰以外では規制目的が達成できない場合に限って刑法を用い

るべきという要請が働く。例えば、借金の返済や代金の支払いなどの契約
違反は、人の財産を害するものであるが損害賠償等により救済を図れば足
りる。また、免許・許可の取り消しなど行政上の措置により規制目的を達
成しうる場合は刑罰を用いるまでもない。このような、刑罰でなければ十
分な規制ができない場合に限って介入するという刑罰の最終手段性に由来
する性格を、刑法の補充性という。こうして、不正な行為の全てを網羅的
に捉えるのではなく、刑法が介入するのに相応しい行為のみを慎重に選び、
処罰対象として相応しいものに絞って部分的に刑罰の対象とする性質を、
刑法の断片性という。
法体系全体を公法と私法とに分けるとき、刑法は公法に分類される。古

い時代には、民事責任と刑事責任とが混然と未分化の状態にあり、加害行
為をした者に対する損害賠償の請求と処罰が選択的に行われるものとされ
ていたり、賠償を請求し処罰を行う主体も、被害者と公権力との間で揺れ
動きはっきりしなかった。しかし、近代社会の成立とともに国家が刑罰権
を独占し、公刑罰の制度が確立して行くと、民刑の分化、両者の役割の純
化が徹底され、民法は私法、刑法は公法として性格づけられるようになる。
今日では、民事責任と刑事責任とは異なる性質のものであり、その責任追
及は異なる原理のもとに行われ、手続は民事訴訟と刑事訴訟という別のル
ールに則って行われるものとなっている。
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2 刑法の役割

A 総説
殺人や強盗、放火など個人や社会に重大な被害をもたらす逸脱行為が行

われたとき、もし社会の側から何の対応もなされなかったとしたらどうか。
私たちの生命や財産は剥き出しで危険にさらされ、安心して暮らすことも
仕事に行くこともできなくなる。平穏な生活が脅かされ、やがて社会は衰
退し崩壊するにちがいない（身体や財産など個人の利益のみを害する行為も含め犯
罪が「反社会的行為」とよばれる所以である）。そこで、人類の社会が作り出した、
こうした耐え難い逸脱行動に対し制度的な制裁で対応する仕組みが刑法
（刑罰制度）である。

B 法益の保護
［1］刑法による「保護」の意味
生命や身体、自由、財産などの人の重要な利益が「刑法により保護され

ている」というとき、その保護という言葉はいかなる意味で用いられてい
るのか。民法による保護は、例えば、貸したお金を返済してもらえないと
き、最終的には民事裁判手続により権利を実現し救済を受けることができ
ることを意味する。このように、返済を受けられるという利益が貸金債権
として法的に保護されるということはわかりやすい。これに対し、窃盗犯
人に懲役刑を科しても窃盗の被害が解消されるわけではない以上、「刑法
による保護」は、害された利益そのものの回復とは異なる意味で用いられ
ているのである。
刑法・刑罰制度は、社会集団の中で、被害者の利益を害する行為（犯罪）

が行われたとき、加害者の利益を害する制裁（刑罰）が発動されることを予
告し、威嚇することによって、人々に、犯罪に出ることを思い止まらせよ
うとする仕組みとして生み出されたものと考えられる。もとよりこの犯罪
抑止を実効あるものとするためには、加えて犯罪により社会の中に生じた
動揺を鎮静させるためにも、そのような威嚇が単なるポーズではなく、実
際に行われるものであることを示す必要がある。制裁は現実に実行されな
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ければならない。こうした犯罪統制の仕組みは、やがて強力な公的制裁と
しての刑罰制度へと発展を遂げ、近代刑法に結実したものと想像しうる。
図式的にいうと、人々が刑罰という苦痛を避けようと考え、自己の欲求を
満たす犯行を断念するよう仕向けることによって、犯行がなされたならば
害されたであろう利益が保護される、と説明づけることができる。つまり、
例えば、刑法による生命の保護とは、殺人という行動選択を、死刑を含む
制裁の威嚇により断念させることによって、将来に向かって人の生命一般
を保護しようとしているものということができる。刑法による人々の利益
の「保護」とは、このような意味で用いられていると考えられる。

［2］法益とその他の利益
人々が享受する利益にはさまざまなものがある。例えば、仲間内で賭博

をし、勝った者が負けた者から掛金をもらえるというのも利益の一種であ
る。売春をした者が相手方となった者から約束通り金銭を受け取る、ある
いは禁制品の密輸を実行した者が依頼主から謝礼をもらうことを期待する
立場にある、などといったこともある種の利益といえるであろう。しかし、
これらを払ってもらえないとき、裁判所に救済を求めることはありえない。
賭博や売春、密輸は社会的に好ましくないものとして国家が否認する行為
だから、そのような違法行為に国家が手を貸すことは矛盾だからである。
これらの事実上の利益は、当然ながら法が保護しない利益ということにな
る。これらを除いた、法によって保護すべき利益を法益という。刑法が保
護するのは、実定法上の権利を含めた広い意味の法益である。

［3］法益の保護と秩序の維持
刑法の主たる任務が、生命や身体、自由、名誉、財産などの法益を護る

ことにあることは疑いない。これを刑法の法益保護機能という。刑法は、
刑罰制裁を後ろ盾に、法益侵害行為を禁止することによって、法益を保護
する役割を果たしている。しかし見方を変えれば、刑法が対象とする犯罪
現象は社会秩序を乱す行為である。犯罪が横行する事態は、社会不安をも
たらし、やがては社会秩序の維持を困難にし、ついには社会崩壊の危機を
招きかねない。そこで、刑罰という強力な手段を用いて犯罪統制を行う刑
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法は、人々の目に、まず秩序維持の機能を発揮する制度として現れること
になる。もっとも、刑法は、刑罰の作用によって秩序を維持することを通
じて、最終的には個人や社会、国家の重要な利益を保護する役割を果たし
ている。こう考えると、刑法は、秩序の維持自体を最終的な目的とするの
ではなく、秩序の維持を通じて法益の保護を図ることを目的とする制度と
もいえることになる。
犯罪による法益侵害の事態が頻発すると、治安が動揺し秩序が破壊され、

社会の存立自体が危うくなる。そのような意味で、刑法も、社会の存立自
体を危うくしかねない事態から、社会統合を維持・確保するという法の究
極の目的のために働く法の一分野にほかならないともいえる。

コラム 刑罰制度、「犯罪者」というレッテル貼り
刑罰を科せられることにより人が周囲から「犯罪者」という烙印（スティ

グマ stigma）を押され、社会復帰の困難化など社会的に大きなダメージを
被ることをラベリングとよびます（星野周弘ほか編『犯罪非行辞典』〔大成出版社、
1995〕143 頁）。このようなラベリング作用は、犯罪捜査の対象とされた時点
から生じ、逮捕、起訴、判決と進むにつれ大きくなり、刑務所収容に至り
最も大きくなります。もし懲役刑などが自由剥奪という苦痛を与えるだけ
で終わってしまうならば、刑務所に入る前より出た後の方が、「刑務所帰り」
のレッテルを貼られ、社会復帰の大きな阻害要因を負うことになります。
せっかく自由になっても社会内に身の置き所のない状況に放り出され、再
犯に追い込まれる危険が大きくなるでしょう。犯罪統制を目的とするはず
の刑罰制度の運用が、却って罪を犯した人の社会復帰を妨げ再犯の助長と
いう有害な影響をもつことも否定できないのです。大量観察的に見れば刑
罰制度は犯罪者を再生産する制度としかいえないものに堕す（犯罪被害者を
増産することになってしまう）という耐え難い事態をもたらします。そこで、
処遇段階で受刑者の抱えた問題を把握し、そこに焦点を合わせた改善更生
の働きかけを進め、社会復帰に導く（これこそが再犯を減少させることにつなが
る）ことが必要とされ、矯正当局による日々の努力が行われているのです。
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知識を確認しよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問題
⑴ 戦国時代のある武将は、どんなに軽微な盗みでも斬首等の厳刑に処す

る政策「一銭斬り」を自分の城下に断行したといわれる。その結果、
その街では窃盗事件は絶無となり、住民や通過する旅人は路上に荷物
を投げ出して休息しても安心できたほど完璧に治安が守られたといわ
れている。このような犯罪統制のやり方を論評せよ。

⑴ 刑罰の副作用とは何を意味するか、刑法の最終手段性、補充性、断片
性の意義等について深く考えてみよう。
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