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﹃現代の人間像と形法改正﹄

おられる比較的若い世代に厨する有能な刑法學者である︒

よび刑事訴訟法の講座を持ち︑併せて比較刑法研究所長をも餓ねて

一九四九年にチュービンゲン大學の私講師となり︑一九五二年に

ボン大學に再び教授資格請求論文を提出して︑そこの私講師を脛て

同教授は︑ドイッ刑法學會有籔のフランス語に造詣の深い學者で

現職に就かれたのは一九五四年であると記憶している︒

フライブルクでお會いした時の感じは︑背の高い︑何となく鏡い

あつて︑フランス語で獲表された論文も多い︒

感じの人であつたが︑これは左ほほに残つている若き日の決闘の刀

傷が︑右の印象を強めたのかも知れない︒こうした教授が︑刑法改

れた事實は︑偶然以上のものを考えさせる︵トN・岩竃・＝Φ坤・ト

正委員會の委員として︑さきに決闘に關する諮問に答えて報告をさ

ともあれ︑國際的親野の廣い同教授が︑現に行われ︑今年の十月

ω●一〇〇〇崩．︶︒

の學識と膣瞼から流れ出たエッセンスともいえる玉稿が︑ここに紹

に終るといわれている刑法改正の事業に︑委員として關與され︑そ

介しようとする小珊子である︒本書は一九五六年一二月一二日に︑

フライブルク大學創立記念日に行われた講演をもととして︑それに

筆を加えたものである︒非常に簡潔に書かれてはいるが︑行間にあ

ふれるばかりの示唆の多い論述は︑それを更に展開せしめるに僧す

おきたいと思う家第である︒表題でもわかる通り︑同教授の指示す

素描を行うことによつて︑同教授の豫言する方向を一鷹確認して

る契機を包含している︒

著者イェシェックについては︑齋藤金作教授が︑刑法難誌︵五の

︵一一四一︶

四︑六一頁以下︶にその﹁比較刑法の議展︑課題及び方法﹂を書評

八噺

るものは︑現代という大衆的な︑機械文明の肚會に︑一成員として

紹介と批評

された際︑ふれておられたように︑現にフラ4ブルク大學に刑法お

1

八二

マス

ソサエテイロ

︵一一四二︶

自由主義的肚會秩序から﹂近代の高度に工業化された大衆肚會國

紹介と批評
存在する人間像を適確に把握して︑これに印した刑法改正の行われ

表し︑いかなる目的を追及すべきかについて︑立法者は特に注意深

家への移行期には︑現存の状況において刑法はいかなる根本観を代

マスじソサエテイヨ

るべきことこれである︒古典的自由主義の所産である﹁自由なる人

この度の刑法改正について︑資料的な準備はよくできていたが︑

い︑多面的な考慮をする必要がある︵三ー四頁︶︒

間像﹂という考えが今一度反省され︑大衆杜會に實存する孤猫な人
間像をとらえることこそ︑二十世紀後牟の刑法學の使命であると筆

刑法が適用されるべき人間像について︑現代の人間像はいかなるも

者は考えていたから︑本書はその思考方向に封する一つの擦鮎とも
なつている︒簡略に素描された思索の一つ一つを︑更に縫承護展せ

のかについての用意は特にされていない︒

これは法律家達が︑ひそかに︑心理學︑馨學︑吐會學の特別な準

しめることこそ︑筆者の今後の使命でなくてはならない︒

ある︒實際刑法家が目々たずさわつているのはその時代の人間︑そ

備がなくても自分達に到臨する資格があると確信していたからでも

の良心︑負責︑有責性︑多様な良き面︑悪しき面以外の何物でもな

一年の古き良き刑法では何故いけないのか︑かくも長い期間︑しか

何故︑刑法改正をこうまで大騒ぎをする必要があるのか︒一八七

刑法を考えようとしているのだとする結論を箪なる法律・技術的な

に封する問題を拗棄してもできないことはない純梓規範科學として

この刑法改正の仕事の開拓者と協力者は︑本質的には人間の存在

い︒

も特別な〃大〃委員會などというものが何故必要であるのか︒

を期待するものであることを意味する︵五頁︶︒

今日︑あらゆる分野の研究成果が示すものは︑人間存在というも

のば肉膿と精神とが最も深いところで結び合つた統合膣であるとす

である︒刑法典は民族全髄の心情と性格とに深く結びつぎ︑民族に

ると同時に︑限界を設定することによつて直接個人と關係をするの

國は籔千年も績いた國家ではなかつたが︑その十二年間の存在は︑

る道徳的顧慮を根底からゆすぶつている︒まことに﹁ナチス第三帝

わり︑特にユダヤ人の虐殺というものが外國におけるドイッに封す

ところで︑現在と二十年前との間には第二次大職という悪が横た

る人格観は通読となつた︒

法自盟として現われる︒

おいて支配的な精紳を示すものである︒刑法典は個人に保護を與え

刑法典は現在の文化状態の忠實なあらわれであり︑現在の國家に

現代の要請にはもはや即さないと考えている︒

い刑法典を必要とし︑古い刑法典はたとえ装いをこらしたとしても

全部とはいえないにしても︑法律家は我々の時代に適合した新し

刑法改正の準備から引き出してはならない︒規範は常に現實の態度

いる︒

童案が出來︑一九五八年末までには各則の審議が絡ることになつて

としている︒すなわち一九五六年二一月七日に刑法絡則の第一讃會

牛世紀にわたつて績けられて來た刑法改正が今や終りを告げよう

II

千年かかつて作りあげたドイッ文化を根底から破壊しつくしてしま

としては危瞼な風俗犯の去勢の否定︑死刑の廃止︵人間の生命の不

新しい刑法は︑第一に偵値への結合につとめ︑合目的性が儂値を

可侵性および重罪犯人といえどもいつでも内心の浮化に封する可能

犠牲にするような場合には合目的性を拗棄しなければならない︒例

性を持ち︑良心のよびかけを死刑執行人の手によつて力でうぽうこ

つた﹂︵国o協Φu 2即寓o昌巴8臥巴置B目章砕ω雪︶というなげきの

このような腔瞼をしたドイッ國民にとつては︑サルトルの﹁我々

通りである︒

の態度を是認する値値も秩序も我々は持つていない﹂﹁我々自身が

とは許されない︶がある︒

ものは︑スウェーデソの刑法改正の例とは反封に︑堕胎︑同性愛︑

我々が本質的であると看倣す一定の財︑贋値への露依が結果する

償値を護見する﹂﹁自己以外には立法者はいないのである﹂という
言葉が︑現實的な内容を持つたものとして我々の耳にひびくのであ

による犯罪への反墜が裁到官の自由な裁量に委ねた方が合目的な見

かなる原則的攣更もなされないということである︵九頁︶︒

姦通といつた世界観的に規定された構成要件を到断するについてい

げられて︐いたが︑生活が安定し︑一九四五年と比べると信じられな

地から見て有利であろうとも︑確固とした範園は維持さるべき﹂で

正しい行爲の原則という問題は︑職後始めのうちは眞創にとりあ

る︵六︑七頁︶︒

いくらい生活水準が向上するにつれて︑背景に押しやられてしまつ
た︒あの十籔年における我々の蓮命を顧慮して特に必要とされるも

ふれられている︒

に封する疑問を述べている︒これは後に︵二二︑三頁︶更に詳しく

あり︑著者は保安監置に附する刑の執行猫豫の制度︑懲役刑の存在

ーナチス．時代のにがい脛験によつて︑將來の刑法においても﹁刑法

のは︑道徳的償値を知り︑かつ認め︑道徳的義務の存在と拘束性を

示すような強力な刑法を持つことである︒ところで普遍的に認めら

前提とし︑國民のよりよき自己の形姿を鏡の中における如く眼前に
れた贋値秩序を定立しうるために必要な道徳的灌威を國家は有して
いるのであろうか︒あふれるばかりの清費物資を正しく︑圓滑に分

配し︑警察を養い︑列車を時間通りに運行させること以外のなんら

不法の概念に封する草案の立場 犯罪はその本質上︑軍に現實の

はこの概念から︑絶封的不能犯の加罰性をひき出す︒また︑主観的

損害惹起としてのみでなく︑人的義務違反としてもみられる︒著者

不法のメルクマールを読明して次の如くいう︒﹁行爲の人的特徴は

國家が新しい︑非常に重要な道徳的権威をどこから得べぎかとい

すでに違法性において考察せられる﹂と︒人間の義務拘束性から更

四三︶

てしかも︑現代の偵値秩序を決定するものは︑國民の中の一部の者

︵一

に︑不眞正不作爲犯︑特に救助を行わないことという特殊な構成要

八三

標︵NΦ一9魯︶に高めることにある︵八︑九頁︶︒

紹介と批評

であるにすぎない︒國家の義務は︑秩序をすべてのものに封する示

う問題は︑我々のすべての︑特に法律家の生涯の仕事である︒そし

かの疎敬を︑この近代的産業吐會國家は有しているか︒

III

紹介と批評
件︑家族に封する或る種の犯罪における行爲の期待が明らかにな
る︒

現代の刑法は箪に財物の保護機能のみをはたすのではなく︑同時

八四

︵一一四四︶

に必要なものであり︑それ故にこそ我々は庭罰さるべき者がこの要

いるかという鮎を確かめずに︑それの充足を要求するのである︒責

求を蓮守するに必要な洞察と意思力とを現に︑いかなる程度持つて

或る者は﹁規範的な人間像は科學というかくれ蓑の中で行われる

任と良心とは﹁國家の必要的な擬制﹂︵コールラウシュ︶である︒

悪ルき形而上學である﹂という︒﹁現在の刑法改正の仕事は自然科

に同胞のために各人の肚會的緊張をも期待している︒人間は軍に損

害を加えてはならないというだけでなく︑損害の危瞼性を避けるた

學の研究によつて︑κ下から

の人的自由は彼の肉膿・精紳的被制約性を超越するのであることが

り︑すなわち人間は自然的な存在に包入されるのではなくして︑そ

或る程度築きあげられたものであ

犯罪の項と關係している︶︒

めに或る程度積極的な行爲をも期待されるのである︵後述の集團と

この刑法草案は︑ハイデッガーのいう﹁各人は他者であり︑いか

れる︒それぞれを引用するわずらわしさを避けよう︒第二にロ㌧ヘ

第一にヴュルテンベルガーの哲學的・人問學的歌況分析が引用さ

りにしようとする︒

著者はここで各個別科學の成果を引用して︑その人間像を浮き彫

認められている﹂と著者は反論する︵一四頁︶︒

なるものも彼自身ではない﹂とい5定有の非固有性︵︑︑q昌Φ蒔Φ暮−

て︑中道を歩んだのである︒すなわち︑﹁その蓮命の纏瞼によつて︑

一一9寄一喉儀霧U器虫塁︶と法とを結びつけようとするのではなく

正しい行爲の原則を認めようと努め︑償値を顧慮することを知り︑

人間像を導きの星とした︒人間に仔杜會的意思努力

ルト・ハイス︑テオドール・ミュンカ：の心理學的人間像︑次にパ

を要求するよ

うにしむける︑現實志向的な法的良心がこれに営たる︒刑法が第一

ウル・ホフマンの紳脛生理學︑ヘルムート・シニルスキー︑ハイン

同胞の諸關係をその最も本來的な存在の一噺片として感じるような

に努めることは治療の効果ではなくて︑正義の期待を實施すること

存在を読明するという使命が法學にある︒

リッヒ・ポピッツの吐會墨的人間像がとりあげられる︒

厚法における人間

である︒刑罰は〃治療の必要〃がない場合にも︑治療しても見込み

という

法︑特に刑法においては正しい當爲の要請が重要である︒若し法學
罰する代りに治療を

最近主張されている︵E・フライ︶

が︑人間は當爲規範によつて現實に導かれるに適さず︑かつその資

がないほど重いと分つている場合にも︑それを要求しうる︒ここに

考えに封する著者の立場が見られる︒法と馨學とは別種のものであ

の思想は︑禁止の錯誤に關する聯邦裁到所の到決に次の如く到示さ

刑法改正委員會は法的行爲への人間の自由から出獲している︒こ

格がないと看倣そうとするならぽ︑これは驚くべきこどである︒

輩に繊承したものではないかという疑間に封し︑國民の大多籔によ

れている︒．﹁人間は自由な︑道徳的自己決定を目ざすものであるが

このような論述はあまりにも澗念論的であり︑カント的人間像を

る︵二二頁︶︒

つて理解される客観的償値秩序は︑明らかに肚會的共同生活の維持

故に法共同腔の一部分として︑適法に行爲し不法を避ける責任ある

判臨を常に要求される﹂︒これは軍なる規範的責任論の保持にとど

若し人間がその行爲の實質的内容に責任を負うとするならば︑客

まらず ︑ 草 案 中 に 採 揮 さ れ た 禁 止 の 錯 誤 の 取 扱 い を 示 す ︒

観的には全く誤まつていることの明らかな意圖に︑主観的に義務に

著者の根本的立場は以上で大膣叢きた感がある︒以下の論述は︑

これ迄得られた現代的人問像が現行および將來の法制度にいかにい

る時にも正しい道を示し︑刑法の領域における法的當爲の要講に耳

ない︒むしろ﹁先験的に由來する人間の人的良心﹂が︑いついかな

でいわゆる行状責任︵b魯Φ昌亀酵岩昌鴨8冨匡︶につき注目に贋

到的不定期刑を以つてこれに代えることを主張する︒なおこの個所

間の最高の財である自由を構績的に奪うことは許されないとし︑相

果のないこと︑および軍なる危瞼性ということで以つて健全なる人

さきにふれた保安監置の問題が二二頁で取りあげられ︑それの効

かされるかということにある︒一感︑大要を撃げてみる︒

を傾けることが要求される︒これと別な例として考えられねばなら

て︑正しい陵罪こそ必要なものであることを強調するのである︒オ

壬二頁以下で廣報と陵罪につきE・シュミットの立場を反論し

する分析がある︒

で扱つているのは正しい︒非難の程度のみで蹴く︑その種類も異な

キリスト教に由來するものである﹂とするくだりの肢述は︑注目に

二五頁以下で﹁刑法草案の基礎にある人間観︑犯罪観︑刑罰観は

ランダの精紳病學者バーンを引用︒

償するといわねばならない︒

二六頁以下では︑まず機會犯人をいかに取り扱うかが論じられ︑

者と消極的構成要件メルクマール説の封立がある︒前者は特にヴェ

ンの論丈があるa・N●お鋒u国Φ坤曽︑砕︒㎝ω融・︺︒これに封し幅

八五

︵一一四五︶

こ＆房葛9巳雪的︑．等に關する若干の言及である︒

措置が論じられる︒ここで注目をひくのはご震げ霧駐島①旨営Φ︑︑

病馨を訴訟に關與させ︑精神病質人格を特別な施設に牧容する立法

状態犯については二八頁以下で︑デンマークの制度を入れ︑精紳

︵円即磯oo

︒び垢器昌碧9Φ巨︶等を用いることの根族にふれている︒

矯正所に類似のoo冨旨践計スカンヂナビアの日掛け験罪金制度

したい︒

紹介と批評

禁止規範と許容規定とは別種のものである︒筆者もこの読に加推

たことになる︒︶

一お崩●︺︒本文によればこの論雫に第三の立場からの止揚が行われ

田助教授が前者の立揚で反論を加えた︹トト一頴o︒︸国Φ坤迎9ψ

ルツェル一派がこれを主張し︑後者の例としては最近A・カウフマ

からしても間違つている︒︵この鮎につきいわゆる責任説をとる學

つている故にこの二つの場合と同じに取扱うことは規範的責任概念

草案において︑許容規定の現實的基礎に封する錯誤を過失の原則

も︑注意の不足から違法阻却事由の要件を誤まつて認めた場合︒

ないもの︒行爲者が法秩序の原則的な命令を認識しかつ認めつつ

忠實に從つたのだということだけの理由で冤責せしめることはでぎ
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四六︶

著者は今日最も必要なことは︑壮會と個人との間の最も嚴格な法

︵一

治國家性の維持を強調することであるとし︑罪刑法定主義の明文化

八六

三三頁以下に集團︵團腔︶と犯罪につき簡箪な寂述がある︒著者

紹介と批評
の立場については他の論著によつてくわしくは知られたい︒ただそ

法化されたことの中にこの原則の明文化をみる︒

絡りにあたつて︑﹁羅放された犯人を眞の人間愛で迎える﹂こと

を引用し︑不眞正不作爲犯における保障義務︑間接正犯の要件が立

をよびかけ︑これが結局は草案の刑事政策的目的を助けることにな

の根本的立場は﹁刑罰は軍なる法盆損失を附加することにとどまら

つて非難される︒非難は動機づけの過程における不服從と關係す

かかわらず︑法秩序の命令によつて動機づけをしなかつたことによ

いまま︑犯罪という現象にはしなくも難然と混在する﹂のだという

るのであり︑これは﹁我々にとつて責任と運命とは結局解決されな

ず︑非難を提起することである︒行爲者が︑期待せられていたにも

という馳で悪︵OびΦ一︶と看倣されるのみではなく︑法に違反する

る︒したがつて個々人の人格に封してのみ意味を持つ︒刑罰は結果
意思決定に基づく非難としてもみられる﹂︒したがつて人的集團に

れはつまるところ隣人愛の精紳に齢するという︒

事實を素直に意識することからも認められてしかるべきであり︑こ

︵宮還浩一︶

ー−一九五八・八・二〇．バイ・イトにて稿了1

のではありえない艀

館いかなる人も他の人間に封し我れ猫り正しとするほど高貴なも

封する刑事罰はこの立場から否定される︒

ス・コミによる子女の精紳的頽塵になすところがない︒﹂

とがその努力の目標である安易な生活態度︑考えなしな悪質なマ

の手に委ねられた敏隔だらけの子弟教育︑苦螢と危瞼を回避するこ

いる近代産業肚會︑自分自身からして正しく教育されていない爾親

﹁立法者は︑絶え間ない福祉の増大︑消費の増加に多忙を極めて

會學的な底流の深みにあり︑．立法者の近づぎ難いものである︒﹂

﹁犯罪の減少︑増大の根源は︑我々に一部分しか分つていない壮

と考えてはならない︒

しかし新しい刑法によつて︑犯罪の増大を防ぐことができるなど

政策とを結びつけようとする︒

行爲への人間の自由を基礎とし︑この根本的立場と合目的的な刑事

新しい刑法草案は︑道徳的贋値の一定の秩序を要件とし︑正しい
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