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刑法 における解釈 の意義 に ついて
︱逆 行的 ・遡及的解釈と順行的 ・追求的解釈︱

はじ め に
刑 法解 釈 は誰 のた め に行 わ れ て いる の か

刑法における解釈の意義について ︱逆行的 ・遡及的解釈と順行的 ｏ追求的解釈︱
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多義 的 であ り︑そ の意味 を明 ら か にしなけ れば ならず︑また︑文章 とな れば ︑そ の文意 を明ら か にしな ければ ならな い︒

一 法律 は︑言 葉 で書 かれ︑文章 化 され て いる︒言葉 や文章 が 一義 的 であ れば ︑解 釈 の必要性 は生 じな いが︑言葉 は︑

一 は じめ に

む すび

刑 法 解 釈 の具 体 的 検 討

刑 法解 釈 に お け る 二 つの方 向 性

四
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そこに︑解釈 の必要性が生じる︒ このことは︑誰しも異論 のな いところである︒しかし︑ その解釈は︑それを行う主体
により︑さまざま に異な っている︒学者 の間 でも解釈 は異なるし︑また︑裁判官︑検察官及び弁護人との間 にお いても︑
そ の解釈 は異な っている︒

従来︑解釈は︑裁判 の中 で行われ︑判決 の正当化 に奉仕するも のであることを前提 として行われていた︒訴追機関 で

ある検察官は︑犯罪事実を立証し︑被告人 の有罪を得 るために法解釈を行 い︑被告人及び弁護人は︑被告人 の無罪又は

有利な側面を導 き出すため に法解釈を行う︒これに反して︑裁判官 は︑す べての証拠 に基づ いて犯罪事実を明らかにし︑

そ の犯罪事実 に法を当 てはめ︑有罪又は無罪 の結論を導き出す︒そ の際 に︑法 のも つ意味内容を明らかにするが︑それ
は︑判決 の正当化 に奉仕するも のであ る︒

このような解釈 は︑犯罪事実 に関する事情が︑主観的側面や客観的側面を問わず︑す べて明らかにな った後 で行 われ

解釈学﹂と いわれる理論 としての解釈 の中 でも行われている︒すなわち︑理論として
ている︒ このような解釈方法は︑﹁

の解釈 は︑想定 されるあらゆる事情 に適合 できるよう に︑事後的な解釈を行 っている︒その意味 において︑それは︑従
来︑裁判規範 としての解釈 であり︑論者が意識すると否とにかかわらず︑客観的 には判決 の正当化 に奉仕している︒

一一 このよう に︑事後的 か つ総合的 に行われるも ののみが解釈 であると いう ことが当然 の前提とされている背景 には︑
刑法が裁判規範 であると いう ことに関連性があるよう に思われる︒

︵
１︶

刑法が裁判規範 であると いわれる場合︑﹁
抽象的 ・
仮言的 に定 められた刑法 の法律要件を具体的 に充足する事態が発生

した場合 には︑裁判を介し て︑ これに対応した刑罰が現実 に発動され︑犯人を拘束すること﹂を意味していると いわれ
るが︑果たして︑刑法 の中 に規範を見 いだす必要性 は存在するのであろう か︒

モンテスキ ューのよう に︑裁判官が判決を言 い渡す道具 にすぎな いと考えるならば︑事実が刑法 の規定 に合致した場

合 には︑裁判官は︑刑法が規定する刑罰を言 い渡さなければならな いと いうゾ レンとしての裁判規範が存在する︒

しかし︑現行刑法は︑法定刑を広く認めたことにより︑裁判官 に大幅な裁量を認め︑ど のような刑罰を言 い渡す べき

かと いうゾ レンの世界 から程遠 いも のとな ってしま っている︒また︑罪 の事実を認定したとし ても︑執行猶予 の判断を

裁判官 に与えることにより︑ますます︑規範性を薄 めてしま っている︒したが って︑刑法を︑ザイ ンとゾ レンとの関係
にお いて︑裁判規範 であると理解することは︑もはや不可能 である︒

刑法は︑現実的裁判 に対して︑犯罪構成要件と刑罰 の枠を定めたも のであり︑その枠 からはみ出すことはできな いと
いう裁判準則と理解す べきではな いか︒

このよう に考えてみると︑刑法は︑裁判規範 であり︑行為規範 であると いうよりも︑裁判準則 であり︑行為準則 であ
ると い った方が︑現実 にはより適していると思われる︒

ところで︑刑法 のも つ準則性は︑裁判準則や行為準則 に つきるも のではな い︒刑法は︑﹁
罪となる べき事実﹂を解明し︑

﹁
被疑事実﹂を確定する捜査 のため の準則 でもある︒捜査 は︑刑法を離れては存在しな いし︑犯罪を捜査するのである
から︑犯罪を定 めている刑法は︑捜査準則 であると いう ことが できる︒

一 刑法 の解釈は︑それを行う主体 により異なるも のであるが︑それぞれの準則 に即して行われるも のである︒

では︑ど のような方向性 で解釈は行われるも のであろう か︒そこには︑解釈を行う主体 の意識が反映 されている︒

裁判 の中 で争われる具体的事案 に関して︑それを定 める規定 の解釈は︑裁判官︑検察官ある いは弁護人が行うが︑そ

れぞれ の主体 は︑そ の立場を反映した解釈を行う︒そ の際 の基本的視点は︑裁判官 にあ っては︑観念的 には︑中立的立
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場 であり︑検察官 においては訴追官 の立場 であり︑弁護人 にお いては被告人 の立場 である︒解釈は︑それぞれ の立場 に
お いて︑ いかに説得的 になされるかが問われている︒
刑法における解釈の意義について ︱逆行的 ｏ遡及的解釈と順行的 ｏ追求的解釈︱
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︑
しかし︑それら の解釈 に︑絶対性は存在しな い︒裁判官が抽象的 ・観念的 には中立的立場 の代表 であ ったとしても

︒
その裁判官 の行う解釈が︑例え終局判決 であ ったとしても︑絶対的 に正し い解釈 であるとは言 い得な い そ の解釈が正

︒
し いも のであり︑当事者 はそれに従 わなければ ならな いと いうことは︑法 によ って擬制されているにすぎな い

裁判規範 こそが刑法 である﹂と いぅ意識 は︑捨 て去られ
理論 としての解釈も︑主体 の意識を反映したも のであるが︑﹁
´
なければならな い︒理論が︑裁判官 の立場 と いう 一方当事者 に偏 っていたならば︑それは︑普遍性をもたな いも のとな
る︒理論が普遍性をも つためには︑す べての立場 に共通する要素をもたなければならな い︒

では︑理論 は︑ど のよう にして︑す べての立場 に共通する要素をもち得 るよう になるのであろう か︒
一一 刑法解釈は誰 のために行われて いるのか

一 か つて︑渡辺洋三教授は︑法律学を総括して︑二 つの観点 から の分類を試 みた︒まず第 一は︑方法論的な区別 であ
り︑それによれば︑法律学は︑概念法学と非概念法学とに分類することが できる︒また︑第 二に︑法律学 の目的な いし

︑
機能 から分類すると︑権力行使者 に対し︑そ の拠 る べき法的基準を提供することによ って︑権力行使を抑制し コント

︑
ロールすることを目的 とするも のと︑権力行使者 の行動や判断を追認し︑法解釈を通じて︑ これを理由づけ 正当化す
︵
２︶

政治的立場 から の分類 では︑体制派法学＝官僚法学︑
ることを目的 とするも のに分けることが できる︒第二 に︑社会的 ・
︵
３︶

反体制派法学＝民主主義法学︑中間派法学＝市民法学 に分けることが できると いう︒

個人主義的生活利益を防衛すると いう観点
市民 の自由主義的 ・
戦後法律学 の主流﹂ であり︑﹁
そ のうち︑市民法学が ﹁
︑﹁
裁判官 とりわけ︑良心的 ・中間的裁判官 に大きな影響を与え︑戦後 の判例形
から︑そ のかぎり で官僚法学と対立し﹂

︵
成に重要な役割を果たしてきた﹂と言われだ︒

この市民法学とは異なり︑民主主義法学 は︑﹁
国民 の民主的権利 の擁護と いう立場を自覚的 に打 ち出している法学 であ
り︑したが って︑今日︑あらゆる領域 で︑あらゆる形態 にお いて噴出し ている国民 の民主的権利を護 る諸運動 の側 に立

つことを明確 に打 ち出し ている海翼 ﹂ であると いい︑民主主義法学 の立場 からなされた理論活動は︑運動と の関連 にお
いて︑さまざまになされたが︑既成 のアカデミズ ム学界が関心をも つような問題提起 は︑ かなり不十分 であ ったとし︑
６︶
︵

﹁
とく に法律学方法論 ︵
解釈方法論︶ に ついて理論的な問題提起を深める必要がある︒学界 の主たる関心が解釈学 にあ
る以上︑解釈方法論 のレベルですぐれた業績をあげ る必要がある﹂と主張している︒

このことを刑法 の領域 から考え てみた場合︑刑法理論 の中 で︑ このような民主主義法学を実践的 に主張する者 は︑あ

まり多くはな い︒これは︑渡辺教授も指摘するよう に︑刑法 では古典的な人権論が特 に問題となり︑﹁
法律 の留保を伴な
わな い︑前国家的 ・絶対的な ﹃
人権﹄ の主張︑罪刑法定主義 や近代法治主義 の原理とそこから導 き出 される論理的限界
︵
をかたくな に守 ることにも︑それなり の理由があだ ﹂ から である︒そ の意味 において︑刑法 の領域 では︑市民法学 か民

主主義法学 かと いう︑拠 って立 つ立場 から の分類 ではなく︑権力行使を抑制するか正当化するかと いう︑法律学 の機能

から の分類 の方が適し ているよう に思われる︒
ところで︑国家刑罰権力 から市民や人民 の権利を守 るためには︑罪刑法定原則を立法︑行政︑司法と いう三権 の集合

体 である国家 に守らせることが大切 であり︑もし︑それを怠 るならば︑国家刑罰権力 の自己増殖は︑拡大 の道をひたす

ら に進 むことは︑歴史が証明して いる︒また︑市民 のも つ社会的安全を求める欲求を理由 とした法益保護 の早期化 の動
きは︑法律 のみならず︑条例 の制定をも加速し︑刑罰権力 の肥大化 に奉仕している︒したが って︑渡辺教授 の見解を曲

一 一一

解 した見方 によ っては︑罪刑法定原則を主張する刑法研究者 は︑す べて︑市民法学 の立場 に立 つ者 であると いう ことが
刑法における解釈の意義について ︱逆行的 ｏ遡及的解釈と順行的 ・追求的解釈︱
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︑
︑
可 能 と な って し ま う ︒ だ が ︑ こ れ は︑ 非 常 に 一面 的 な 見 方 であ り 我 々 は そ のよ う な 見 方 にも 対 抗 し な け れば な ら な
い︒

︑
ところで︑前述した国家刑罰権力をめぐる︑ このような動きに対抗するためには︑刑法理論 の立場 から 三権 の現実

と在り方 に ついて厳格 に監視し︑それら のある べき姿を提示することが必要不可欠 である︒
︑
まず︑立法権 に対しては︑罪刑法定原則 の立場 から︑立法作業を厳格 にチ ェックし 法律ある いは条例制定 の是非を

︒
国民 の前 に明らかにすることは︑民主主義運動 にと って欠くことのできな いも のである
︑
また︑法を運用する行政権︑とりわけ警察機関 に対しても︑その適正な運用 の是非をチ ェックし そ の肥大化 に対し
て監視 の目を向 けることが必要 である︒

︑
さら に︑司法権 の動 きにも注意する必要がある︒それは︑法をゆるやかに解釈し 法 のも つ意味内容を越えた処罰を

正当化する傾向 にある︒そ の場合︑それに対抗するためには︑市民法学を越えた民主主義法学 の立場 から実践的な法解

︑
︒
釈を行う ことが必要 となる︒従来︑それは︑法廷 にお いて弁護人 の行う弁護活動 の中 で実践されてきた 研究者 は 弁
︑
護人 の行う弁護活動 の中 で︑例えば︑弁護団会議 への参加を通じて︑具体的 か つ実践的な法解釈を提示し そ のことに
︑
より︑司法権 のチ ェックと いう要請 に実践的 に取り組んできたと いえる︒すなわち︑研究者 は 外部 から の内在的批判
を展開していたこと になる︒

ところで︑研究者 の果たす べき役割 として︑法 のも つイギ オ ロギー批判や外在的批判だけではなく︑内在的批判が重
︑
要 であるとの指摘が︑しばしばなされてきた︒しかし︑ ここで注意を要することは︑そ のような内在的批判 の強調は

︑
没主体的 か つ無自覚的な解釈 の重要性 の認識 ととも に︑法律 に対するイデオ ロギー批判が消失し 解釈論 での争 いに従

︑
事してしまう ことになり︑第 二の分類 からすれば︑権力行使 の正当化 に奉仕してしまう危険性がある︒そこでは 論争

する双方 の者が︑とも に︑解釈 に ついての自覚をもたず︑無自覚的な解釈論を展開し ているが故 に︑そ の解釈が市民法
学と結び付くことすらな い︒

一一 このような問題意識を受け継ぎながら︑本稿 では︑従来 の刑法解釈論が果たした役割を総括し︑権力行使を抑制す

る民主主義法学 の立場 から︑ど のような刑法解釈が可能 となるのかを概観し︑そ のための礎を提供した いと思う︒

学﹂ であり︑論理 一貫した精緻な犯罪論体系 の樹立 こそが解釈 で
従来︑日本 では︑刑法 ﹁
学﹂と いえば︑刑法解釈 ﹁

あると理解 されてきたきら いがある︒そこには︑極論した場合︑刑法 の解釈を行わな い者 は学者 にあらず との思想が︑
そ の根底 にあるよう に思われてならな い︒

従来 の刑法 に関する教科書をみた場合︑同 一著者 の筆 にかかるも のでありながら︑総論 の教科書 と各論 の教科書 と の

間 のギ ャップ には︑ はなはだし いも のがある︒総論 の中 では︑罪刑法定原則を肯定的 に理解し︑そ の原則 に基づ いて︑

犯罪論 の体系化を試 みている︒しかし︑各論 の教科書 になると︑罪刑法定原則 に基づく総論 に依拠した思考 は影を潜め︑

犯罪行為類型 における言葉 の解釈 に終始し︑自己 の独自 の見解を示すことなく︑そ の際 の最高 の判断基準を判例 に求め

ている︒
本来︑刑法総論 は︑各犯罪行為類型 に共通する要素を体系的 に説明するために存在するも のであり︑刑法各論 のため

にこそ存在している︒したが って︑総論 での思考 は︑そ のまま各論 にこそ当 てはめられなければならな い︒そこでは︑

総論 での判断基準 である罪刑法定原則 から︑各犯罪行為類型 における言葉 の解釈が展開されてしかる べきである︒

ところで︑刑法 の解釈を問題とする場合︑解釈者 の主体性が特 に問題となる︒解釈者自らが︑自己 の立場を鮮明 にし

一

二

な いで︑解釈している場合 においては︑それら の者同士が論争した場合︑価値相対性 の下 にお いては︑ 一向 にかみ合 っ
た議論 とはならな い︒
刑法における解釈の意義について ︱逆行的 ・遡及的解釈と順行的 ・追求的解釈︱
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先 に述 べたよう に︑解釈者が拠 って立 つ基盤 には︑幾 つかのも のが考えられる︒しかし︑それに限定 される必要はな
い︒論争者同士が同じ基盤 に立たなければ︑ かみ合 った議論 は存在しな いし︑議論 の進化もあり得な いことになる︒

ところで︑裁判と同様な基盤 に基づ いて法 の解釈を行う者 は︑判決 の客観性 と いう神話を信じ ているのではな いか︒

判決は︑す べての事情が明らかにな った後 に行われるも のであり︑そこに︑判決 の客観性を主張する根拠が存在する︒
しかし︑判決は︑裁判官 の主観的判断 に基づ いて行われるも のであ って︑それは︑客観性を有していな い︒もし︑判決
の客観性を認めるとするならば︑それは︑法 による擬制 にすぎな い︒

一 そこで︑解釈 は︑誰 のために存在するのであろうか︑ に ついて考察してみよう︒それは︑究極的 には︑裁判 の正当

性をチ ェックするためにある︒しかし︑判決 で得られた言葉 の解釈は︑そ の後 の法運用を規定し︑行為準則 の側面 にお
いては︑国民 の行為 の在り方を規制することになる︒

判例 で認められた言葉 の解釈は︑実務 の中 では判例法として定着 し︑そ の後 における刑法 の運用を規制することにな
る︒また︑それは︑刑法 における言葉を解釈したも のであるから︑行為準則 の中 に含まれ︑行為準則としての機能をも

つことになるであろう︒しかし︑判例 は︑法律とは異なり︑公布 されることはな い︒したが って︑行為者 は︑ この判例

の内容を知 る由もな い︒行為者 の行う言葉 の解釈 は︑刑法 に現れた言葉 の解釈 であり︑刑法三八条三項 から判断する限
り︑行為者が知ることを擬制 されているのは法律 に限られており︑法律 の枠 に止まるも のである︒ これに対して︑判例

による言葉 の解釈は︑当該事件 に関するも のであり︑また︑それは公的 には国民 には知らされて いな いので︑行為者 に
は認識不能なも のであると いわざ るを得な い︒

このような判例 に奉仕し︑ある いは判例 に依拠して行われる解釈が行為者 の立場 には立 つていな いことは︑明白 であ
る︒また︑言葉 の解釈が︑単 に︑裁判 の正当化 のみに奉仕するも のであるならば︑それは︑学説 の裁判 への追随 であり︑

従属 である︒
もし︑解釈が このようなも のであるならば︑学者が解釈を行う必要性 は︑もはや存在しな いと いえる︒極端な話 とし

て︑ この側面だけが強調されるならば︑解釈は︑裁判官︑弁護士及び検察官 にゆだねておけばよ い︒
そこでは︑それら の者 によ って︑事案 に即した実践的な法 の解釈が行われ︑有罪 ・無罪が争われる︒そこには︑それ

ぞれ の主体性が反映されて いる︒理論としての解釈は︑そ の普遍性を主張する限りにおいて︑ これら の主体性を満たす
も のとならなければならな いはず である︒

ところで︑法律は︑国民主権 の下 においては︑国民 のも のであ って︑裁判官 のも のではな い︒したが って︑解釈者が

自己 の主体性を この国民主権 に求めた場合 には︑国民 の行為準則として役 に立 つも のである必要がある︒
一 刑法解釈 における 二つの方向性

一 解釈 の在り方 に ついては︑解釈を行う時点 に関して︑ 二通り のも のが存在する︒ 一つは︑行為 の流れにしたが った

解釈 であり︑他 の 一つは︑す べての事実が明らかにな ったときに︑行為 の流れに逆ら って行われる解釈 である︒ ここで
は︑前者を順行的 ・追求的解釈と名付け︑後者を逆行的 ・遡及的解釈と名付 けることとする︒

逆行的 ・遡及的解釈は︑時系列 に逆ら って︑犯罪 に関してす べてが明らかにな ったときに︑す べての事情︑すなわち

主観的事情及び客観的事情を考慮 の対象 として解釈するも のであり︑総合的解釈 と呼び得 るも のである︒ 一般的 に解釈
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解釈学﹂すなわち理論としての解釈と いわれるも のはこれで
と いわれているも のはこれであり︑裁判官 の行う解釈や ﹁
ある︒′
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しかし ︑裁判官 の行う解釈と理論 とし ての解釈を同 一のレヴ ェルで考えることはできな い︒何故ならば︑裁判官 の行

う解釈は︑事案を処理するためのも のであり︑事案と の関連 においてのみ行われるも のであり︑裁判 の正当化 のための

解釈 である︒ これに反して︑理論 としての解釈 は︑抽象的 ・観念的な法言語を︑自ら の体系 の中 で矛盾なく説明しよう
とするも のであり︑事案 の処理とは無関係なも のであるから である︒

したが って︑裁判官 の行う解釈が逆行的 ・遡及的解釈 であることは︑当然 のことであるが︑理論としての解釈が逆行

的 ・遡及的解釈 であらねばならな い必然性 は︑客観的 にはどこにも存在しな い︒そ の必然性 は︑論者 の主観すなわち思
い込 みの中 にのみ存在するだけであ る︒

ところで︑ このような逆行的 ・遡及的解釈が有効な場合が存在する︒ いまだ実行行為が存在 せず︑予備 のよう に︑前

段階的行為類型が何ら の社会的害悪を惹起 していな い場合や︑﹁
原因 にお いて自由な行為﹂や不真正不作為犯 のよう に︑

実行行為 は存在するが︑それ以前 の段階 での行為者 の主観が犯罪 の成否 に大きな影響を与える場合 である︒ これら に共

通し て言えることは︑前段階的行為 においては︑ いまだ社会的害悪を惹起しておらず︑外部的 には︑何も見ることがで

きな い︒したが って︑そ の段階 での捜査 は行 われず︑す べてが明らかにな った段階 において︑湖 って︑当時 の行為者 の
主観を問題 にし︑法的側面 にお いて︑妥当な解決を図 ろうとするも のである︒

例えば︑予備罪 においては︑既遂罪を行う目的が必要とされるが︑そ の目的が客観的 に観察することが できる場合を

除 いて︑その目的を客観的 に判断することはできな い︒したが って︑通常 の場合 には︑予備罪は︑そ のも のとしては存

在せず︑何らかの犯罪 の中 で明らかにな った予備罪が︑逆行的 ・遡及的解釈 に基づ いて︑総合的判断 の中 で︑犯罪と認
定 されるのである︒

原因 にお いて自由な行為﹂の理論 は︑実行行為 に基づく実行 の着手や結果発生が先 に明らかになり︑そ の時 に︑
また︑﹁

︑
実行行為者が責任無能力者 であ った場合 に︑そ の者を処罰するために考え出された理論 であ って 順行的 ・追及的解釈

実行 の着手時期は いつか﹂と いうような議論をすることは︑逆行的 ・
にはなじまな い︒したが って︑その理論 にお いて︑﹁
︒
︑
遡及的解釈 の中 に順行的 ・追求的解釈を持 ち込むも のであり︑議論 のため の議論 であ って 自己満足 にすぎな い
︑
二 これに対して︑順行的 ・追求的解釈は︑時系列 にしたが った解釈 であ って︑解釈を行うときに いまだ行為者 の主
︒
︒
観 は明らかではなく︑客観的 に存在するも のだけを対象 として解釈するも のである 捜査機関が行う解釈はこれである
︑
捜査機関 は︑現 に存在する客観的なも のにだけ依拠し て︑捜査を開始する︒その捜査 の端緒 として 道路 に放置 され

た変死体 の存在 の場合を考え てみよう︒そ の場合︑捜査機関 は︑変死体を惹起した原因とな った行為を特定しなければ

死を惹起した犯罪﹂がす べて考えられる︒捜査機関 は︑変死体 に現れた
によ って ﹁
ならな い︒そこでは︑故意又は過失．
︑
証拠 に基づ いて︑被疑事実を推定し︑捜査を開始する︒捜査機関が被疑者を特定し そ の者 に対する逮捕状を請求する
︑
場合︑ある いは︑特定 の証拠を捜索し︑差し押 さえをするために捜索令状や差押令状を請求する場合 には 刑事訴訟規

罪名及び犯罪事
罪名及び被疑事実 の要旨﹂又は ﹁
則 一四二条 一項 二号又は 一五五条 一項 四号 により︑その請求書 には︑﹁

犯罪事実︶を特定しなければなら
実 の要旨﹂を記載しなければならな い︒すなわち︑捜査機関 は︑罪名及び被疑事実 ︵

な いが︑そこでは︑まだ行為者 の主観 は全く見えず︑ただ外部的 に現れた客観的事実 のみが判断 の対象となるにすぎな
い︒

︑
このよう に︑捜査機関 は︑客観的事実を構成要件 に当 てはめ︑罪名を特定することになる﹁そこでの構成要件解釈 は

︑
客観的事実 から出発するも のであり︑主観的事実とは 一切無関係 である︒故意 ・過失 のような主観的事実 に ついては

︒
被疑者 から得られた供述 により︑既 に確定された被疑事実を主観的側面 から補強することになる

一一
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︑
︒
このことを論理的 に考えると︑犯罪結果 から出発し︑原因行為を推定し︑被疑者を特定することになる これは 客
刑法における解釈の意義について ︱逆行的 ・遡及的解釈と順行的 ・追求的解釈︱
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観的な構成要件該当性を確定し︑次 いで︑犯罪 の主観的側面 である責任 へと進 むことを意味し ている︒ このことは︑犯

罪捜査 の基本は物証 であり︑それを補充するも のとし て供述証拠が存在することと符合するも のである︒

次 に︑行為者 の側面 から考えてみよう︒犯罪行為者 は︑自ら の主観 と客観が総合 されたも のとして犯罪行為を行う︒

それに対して︑違法な侵害行為 から︑自己又は他人 の法益を守 るために行 った行為 は正当防衛 になるが︑そ の場合︑防

衛行為者 は︑何を基準 に侵害行為 の違法性を判断するのであろう か︒防衛行為者 は︑侵害行為者 の主観を知 る由もな い︒

防衛行為者 は︑侵害行為 の客観的な側面だけを観察して︑防衛行為を行う のであ る︒すなわち︑正当防衛が成立するた
めには︑防衛行為者 に︑構成要件 に該当する違法な行為 の認識が必要とされている︒したが って︑構成要件は︑防衛行
為者 から認識することのできる客観的なも のでなければならな い︒

一 このよう に考え てくると︑刑法 の解釈 には︑ これら の二通りのも のが併存していることが分 かる︒しかし︑従来︑

これら 二通り の解釈 は︑理論としての解釈 にお いて︑意識されることなく混同され︑解釈理論 の中 に無用な混乱をもた
らしてきた︒それは︑ これら の解釈が解釈者 の主観的判断ある いは恣意 によ って用 いられ︑又は用 いられず にきたこと
に起因している︒

この二通り の解釈を合理的な基準 に基づ いて使用する場合 において︑初めて︑妥当な刑法解釈が生まれるのではな い

であろう か︒今 は︑仮説 の段階 であるので︑す べてを詳細 に検討することはできな いが︑少なくとも︑す べての犯罪 に

共通する要素 である構成要件 に ついては︑順行的解釈 ・追求的解釈 から判断されることが適当 であり︑それによ ってす

べての事象を完結的 に説明することができるよう になるであろう︒したが って︑構成要件 には︑行為者 の主観を含 める
ことはできな い︒

四 刑法解釈 の具体的検討

︵一︶ 構成要件論 に ついて

構成要件 には︑個別化機能があると いわれる︒ この個別化機能を強調し︑構成要件は︑違法類型 であるととも に︑責

任類型 であると主張され︑故意又は過失も構成要件要素 であると いわれる︒果たして︑ この個別化機能 は︑人権保障 に

と って有益なも のであるのだ ろうか︒す べての事象︑すなわち︑行為 の客観的側面と主観的側面が明らかにな った後 に

行われる逆行的 ・遡及的解釈 においては︑どれかの罪 の責任が問われているのであり︑特定された罪だけが問題とな っ
ている︒そこでは︑構成要件 に個別化機能があることは︑当然 であろう︒

しかし︑順行的 ・追求的解釈 にお いては︑どう であろう か︒行為者や捜査機関 の立場 では︑客観的存在だけを観察す

ることが できるのであり︑見ることが できな いも のを見なければならな いと いう ことはできな い︒見えな いも のを見 る

よう に強制することは︑不可能を強 いることになり︑行為者 には︑期待可能性が存在しなくなり︑処罰不能 に陥 ってし
まう︒

そこで︑今 一度︑古典的な構成要件論 に立ち返り︑ ベーリ ンクの構成要件を振 り返 ってみよう︒
まず︑ ベーリ ンクは︑ ﹁
構成要件 は︑犯罪類型 の型として定義づけられなければならな い︒構成要件は︑まず最初 に︑
︵
８︶

可罰的行為 にし っかりとした刻印を与える︒構成要件なくしては︑犯罪 ではな い︒非定型的なも のは︑犯罪 の性質をも っ
て いな い﹂ とし て︑類 型説 の立場 に立 って いる︒

九
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そ こで︑ ベーリ ンクは︑ ﹁
構成 要 件 は︑ そ の回 り に他 の犯 罪要素 が集 ま ってく る犯 罪概念 の中核 を形成 す る﹂とした上
刑法における解釈の意義について ︱逆行的 ・遡及的解釈と順行的 ・追求的解釈︱
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で︑﹁
構成要件 は︑独立した意味をもたな い純粋な概念﹂であり︑す べての犯罪方法 にと って考慮 されるも のである︒し

もちろん明確 に︑個別的構成要件 から区別されなければならな い﹂と いい︑また︑それは︑概念的
たが って︑それは︑﹁
統 一体 であると いぅ︒

構成要件 の実現
概念的﹂構成要件とは︑全く別 のも のであるとされ︑﹁
そこでは︑ いわゆる ﹁
具体的﹂構成要件は︑﹁

を確定しようとする者 は︑概念的構成要件を回避することは不可能 である︒包含される べき概念を知らな い者 は︑人間

生活を包含することが できな い︒構成要件 の実現は︑それゆえ に︑概念的構成要件 に属する注意深さが認められた後 に
始 めて︑話題 とされなければならな い﹂と いう︒
︵
９︶

構成要件 の本質は︑したが って︑単なる犯罪類型 の身体的枠 である︒それは︑純粋 に記述的
さら に︑ベーリ ンクは︑﹁

０︶
︵
１

であり︑規範的規定がそれに結び付けられている﹂ にすぎな いと主張する︒
したが って︑構成要件は︑現実 の社会 には属 さず︑法律 にのみ属している︒それゆえ に︑﹁
構成要件 は︑構成要件 に該

当する行為 から厳格 に区別 されることを望んでいる﹂として︑客観的事実 に限定した構成要件を考え︑それに生 の要素
が加えられた構成要件該当性とは︑厳格 に区別している︒

そ のよう に︑ ベーリ ンクにおいては︑構成要件 の個別化機能 は重視されておらず︑構成要件を概念的類型と把握して
いるにすぎな い︒
では︑構成要件要素は︑ど のようなも のから成り立 っているのであろう か︒

構成要件を行為準則や捜査準則としてみた場合︑その要素 は︑誰が見 ても明らかなも のでなければならず︑ ベーリ ン

クの主張するよう に︑客観的 ・記述的なも のでなければならな い︒もし︑構成要件 に主観的要素を認めた場合 には︑順

行的 ・追求的解釈 にお いては︑行為者 の主観的側面を誰も判断することはできず︑無意味な主張とな ってしまう︒

このことは︑行為無価値論 と結果無価値論 と の対立 においても︑反映されている︒

︒
行為無価値論 の立場 から︑構成要件要素として︑構成要件的故意及び構成要件的過失 の存在が主張されている 構成
︑
要件が犯罪個別化機能をもち︑ この機能を強調するならば︑故意犯と過失犯は︑構造的 に異なることとなり 構成要件
︒
的 にも異なるも のとなる︒したが って︑個別化機能を強調する立場 からは︑当然 の帰結 のよう に主張されている しか
︑
︒
し︑防衛行為者 には認識し得な いにもかかわらず︑事後的判断を行う ことにより︑認識し得たも のと判断する それは
虚構 であり︑現実 ではな い︒

しかし︑構成要件 は行為準則 であるとする立場 からみれば︑第二者 からは︑行為者 の主観的側面を見 ることはできな
い︒正当防衛 にしろ︑ 一般人 による現行犯逮捕 にしろ︑行為者 の主観的側面までをも判断して︑そ のような行為 に出 る

も のではな い︒そこでは︑日 に見える事実︑すなわち客観的事実 から違法性 の存在を判断し︑そ のような行為 に出 てい

るのである︒
したが って︑構成要件要素は︑客観的 ・外部的事実 に限定されなければならな い︒それによ って︑構成要件を外部的

︑
に目 に見えるも のとし︑構成要件 から行為者 の主観を排除することになる︒このような構成要件 は︑行為 の準則 であり

捜査 の準則 であることを可能 とし︑そ の結果︑構成要件を捜査 の準則 として理解 することにより︑捜査 の基本としての
物証中心主義を貫徹する根拠が生まれることになる︒

ところで︑ このような構成要件 の理解 において考え ておかなければならな いのは︑構成要件 における主観的違法要素

︒
の存在 である︒通貨偽造罪 のような目的犯が刑法 に存在する以上︑このことは︑避けて通 ることが できな い問題 である

例えば︑通貨偽造罪 にお いて︑す べての通貨偽造行為が違法な のではなく︑行使 の目的をも った通貨偽造行為が違法な

一
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追求的解釈は成立不
行使 の目的﹂と いう主観的要素を違法判断 の対象 とするならば︑順行的 ・
のである︒ このよう に︑ ﹁
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能とな ってしまう︒
行使 の目的をも って︑通貨を偽造する﹂とは︑﹁
そこで︑﹁
行使 に値する通貨偽造行為﹂を行うと理解 し︑目的 の客観

化を図 ることにより︑目的を行為 の 一部とすることが できる︒そ のことにより︑目的も故意 の内容として理解 すること
が可能 となり︑違法性 における客観的判断が可能 となる︒

そこでは︑判断 の目安 とし て︑質と量 から考えなければならな い︒すなわち︑行使 に値する質と量をも った通貨偽造

行為が問題な のであり︑それに当 てはまらな いも のは︑通貨偽造罪 の対象 ではな いと言 い得 る︒

従来︑主観的違法要素 と言われるも のも︑ このよう に解釈することにより︑客観的構成要件 に含 めることが可能 とな
り︑また︑構成要件を外部的行為 に限定することにより︑行為を客観的 に観察することが できる︒
︵
二︶ 正当防衛

正当防衛 は︑急迫不正 の侵害 に対して︑自己又は他人 の権利を防衛する場合 に成立する︒ つまり︑正当防衛と認めら

れるためには︑防衛行為者 は︑不正 の侵害が存在することを認識して いなければならな い︒行為が不正 の侵害 と いえる

ためには︑そ の行為が構成要件 に該当し︑違法な行為 であることが必要 である︒したが って︑防衛行為者は︑侵害行為
が構成要件 に該当し︑違法なも のであることの認識をも っていなければならな い︒

ところで︑逆行的 ・遡及的解釈 において︑構成要件的故意や構成要件的過失を認める立場 にお いては︑そ のような故

意又は過失がなければ︑構成要件該当性すら否定している︒ このような結論 には論理的矛盾がある︒構成要件的故意 の

な い侵害行為 は︑犯罪成立 の第 一要素 である構成要件該当性が否定 され︑犯罪とはならな いのであるが︑侵害行為 によ

り自己又は他人 の権利が侵害されたも のは︑その者 に対して︑正当防衛が認められなければならな い︒しかし︑事後的

︑
判断 に基づ いて︑客観的な違法侵害行為 に対しての正当防衛 は認めている︒そ のような解釈 は事後的解釈 であり す べ
︒
てが明らかにな っているから︑防衛行為者 の認識も︑侵害行為者 の故意又は過失も問題とならな いのである

︑
このような見解 は︑果たして現実的なも のであろう か︒現 に侵害行為が発生している場合 に︑防衛行為者 は 何を判
︑
断基準として正当防衛を行えばよ いのであろう か︒防衛行為者 にと っては︑侵害行為者 の主観的側面を知 る余地もなく

ど のような事情 によ って侵害行為 に出 ているかは︑不明 である︒侵害行為 の主観的側面は︑防衛行為者 にと っては全く

︒
判断不能 であり︑それが侵害行為 に該当するか否 かは︑客観的事実 に基づき解釈することとなる

︑
防衛行為 は︑急迫 ・不正 の侵害が存在する場合 には許 されると考えることに︑異論を唱える者 は いな い︒しかし 行

︒
為無価値論 は︑そのこととは別 に︑独立して構成要件要素を考察し︑自己完結的な構成要件論を展開している

︒
防衛行為 に出た者 からみて︑侵害行為が故意︑過失又は無過失 によ って引き起 こされたかは︑全く不明なことである

︑
そ のような主観をからませた理論 に依拠して防衛行為 に出 るも のではな い︒防衛行為者は︑侵害行為があ ったときに

︑
そ の違法性をと っさ に認識し︑それに対して防衛行為 に出 るのである︒それこそが︑正当防衛が 違法性を阻却 される
根拠 ではな いのか︒

五 むすび

一 べ■リ ンクは︑構成要件を犯罪類型 の枠 と い った︒しかし︑ このことは︑同義反復 であ って︑意味不明 のことであ
る︒犯罪とは︑既 に法的価値判断が加えられたも のであり︑ いまだ法的価値判断が加えられていな い︑無色透明な構成

一 壬二

要件を犯罪類型と称することはできな い︒したが って︑ ベーリ ンクの主張する構成要件 の意味 で理解 するならば︑構成
刑法における解釈の意義について ︱逆行的 ・遡及的解釈と順行的 ｏ追求的解釈︱
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要件 は︑行為類型 でなければならな い︒
また︑﹁
犯罪とは︑構成要件 に該当し︑違法 で︑有責な行為 である﹂と いう定義 は︑ 一般的 に承認されているが︑そ の

第 一要件 である構成要件該当性を︑もし犯罪類型該当性 に変え てしま ったら︑まだ認 められていな い犯罪概念を︑犯罪
成立 の第 一要件 に用 いることになり︑何ら の意味をもたな いことになる︒

さて︑このよう に考えてくると︑構成要件 は︑行為と違法性を指導するも のであ って︑責任を指導するも のではな い︒
また︑構成要件 は︑ ベーリ ンクが主張するよう に︑外部的︑客観的なも のであり︑法的価値判断が加えられていな いも
のでなければならな い︒

戦後 の刑法 にお いては︑刑法 の規範化が い っそう進展し︑理論としての解釈 にお いても︑行為無価値論が大幅 に主張

されている︒そこでは︑構成要件は︑違法 ・有責類型と理解 され︑基本的 には︑構成要件該当性 で犯罪が成立すること

になる︒ これは︑裁判官 の行う事実認定が最初 に有罪か無罪 かの心証 の下 で進 められると いわれることと符合する︒

これは︑刑法 の規範化や︑それに伴う治安強化 の方向性 に適合したも のであり︑われわれの立場 からするならば︑そ

のような傾向 に強く対峙し︑権力行使を抑制する刑法理論 の樹立を目指 さなければならな い︒

一
一 前述した支配的な刑法解釈論 への疑間は︑裁判準則としての刑法解釈を否定するも のではな い︒刑法を解釈する場

合︑時系列 にしたが った順行的 ・追求的解釈も必要 であるし︑時系列 に逆ら った逆行的 ・遡及的解釈も必要 である︒そ

のどちらか 一つの解釈ｔか行 わな いも のは︑偏 った解釈を行 っており︑ 一面的な解釈を行 っている︒既 に述 べたよう に︑

このような 一面的解釈は︑現実社会 から遊離したも のであり︑廃棄 される べきも のである︒

上述 した二 つの解釈方法 は︑相互 に︑対立 ・矛盾関係 にあ るも のではなく︑相互補完関係 にある︒したが って︑刑法

を解釈する場合 には︑ これら二 つの解釈方法を駆使し て合理的 で︑妥当な解釈がなされなければならな い︒
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