
第　38　号

2 0 2 3 年 2月

ISSN  1348－1312

論　　　文

日本国憲法の正体と改憲―条文・論理解釈を超えて
　　　　� 松　村　昌　廣　（ 1 ）

スペイン刑法法典化の沿革　� 江　藤　隆　之　（ 15 ）

性犯罪規定の刑法典における位置について
　　　　� 江　藤　隆　之　（ 57 ）

社員のいない非営利法人におけるガバナンスの構築
　―社会福祉法人と学校法人の監査体制を中心に
　　　　� 瀬　谷　ゆり子　（ 87 ）

桃

山

法

学



1

日本国憲法の正体と改憲
―条文・論理解釈を超えて

松 村 昌 廣
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1．はじめに

　ウクライナ戦争，第四次台湾海峡危機と，2022 年の国際情勢は風雲急を
告げ，第三次世界大戦の可能性すら排除できない状態に陥っている。そう
した中，我が国は核兵器を保有するロシア，中国そして北朝鮮の敵対的な
軍事力と直接対峙している。こうした状況は，武力を恃んで西洋列強主導
による国際関係の現状打破に失敗した日本がアジアに強大な安全保障上の
軍事的脅威が存在しないことを前提に，敗戦後に従属的平和志向（pacifism）
に徹し，軍備を待たず，国策として軍事力の行使や軍事的威嚇さえしなけ
れば，国際の平和と安全は保障できるとの想定を無効にしてしまった

（ 1 ）

。
　この未曽有の危機を乗り越えるには，相当な政治手腕と複雑な手続きを
要する改憲ではなく，早急に現憲法第 9 条 2 項を削除すれば，概ね十分の
ように思える。第 9 条 1 項は，戦争を違法化した普遍的な不戦条約（日本，
1929 年批准）の内容とほぼ同じであるし，現下の厳しい国際情勢に鑑みる
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と極めて非現実的で理想主義に過ぎる前文も，防衛力の保持や行使に具体
的な制約を直接課すものではないから，等閑視してもよいだろう。他方，
同条 2 項は「陸海空軍その他の戦力は，これを保持しない。国の交戦権は，
これを認めない」と規定していることから，日本が個別的自衛権に基づい
て必要な軍隊と保有し，軍事力を行使する具体的な根拠を封じている。
　ところが，憲法改正は，衆参両院各々での総議員の三分の二以上による
発議と，国民投票による過半数の同意を必要とする極めて高い手続上の障
壁があり（第 96 条），到底，現在の危機への対処に間に合わないのではな
いかと危惧される。さらに言えば，その背景には，急激な国際安全保障環
境の悪化にも拘わらず，占領中に成立・発効した現憲法が依然として広く
国民に受容されている点にある

（ 2 ）

。
　そこで，本稿では，改憲が極めて困難である原因をできるだけ客観的に
把握した上で，今後を展望し，如何に対処すべきかを考える。

2．日本国憲法は実質的に講和条約である

　従来の改憲論議では，強力な現憲法無効論が展開されてきた
（ 3 ）

。国際法的
な観点からは，占領中の旧憲法から新憲法への全面改憲，つまり，実質
的な新憲法制定はいくら旧憲法の規定する改正手続によりなされたとはい
え，ハーグ陸戦法規に違反して無効だとの主張がなされてきた。また，一
般に憲法改正によって根本規範を変更することはできないから，天皇主権
から国民主権へ移行する改憲は無効であるとの主張もなされた。しかし，
ハーグ陸戦法規が一般法であるとすれば，ポツダム宣言は日本が自らの自
由意思で受諾した特別法となり，新憲法制定には前者ではなく，後者が適
用される

（ 4 ）

。さらに，昭和天皇が玉音放送で「國體ヲ護持シ得テ」，ポツダ
ム宣言を受諾した旨述べたように

（ 5 ）

，実際，新憲法下でも世襲の天皇制は維
持され，象徴天皇制になっても様々な国事行為等に英国の国王大権に類似
した潜在的な天皇大権が見出される

（ 6 ）

。
　このように，新憲法は一応有効に成立したと考えられるが

（ 7 ）

，第 98 条に
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則り講和条約を締結した点は，釈然とせず，高い違憲性の疑義がある。第
9 条 1 項は，「国権の発動たる戦争」を放棄し，同条 2 項は交戦権を認めて
いない。国際法上，交戦権に必ずしも確立した定義があるわけではないが，
一般的には，防衛省ホームページにあるように，「戦いを交える権利とい
う意味ではなく，交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって，相
手国兵力の殺傷と破壊，相手国の領土の占領などの権能を含む

（ 8 ）

」と言える
であろう。さらに，伝統的な国権の発動たる戦争を禁止した国連憲章の成
立前に開始した戦争に関しては，国家の法律行為としての戦争は，宣戦布
告（或いは最後通牒の条件充足）→戦闘行為→停戦協定締結→講和条約締
結のプロセスを踏むことになる。したがって，論理的には，戦争を始める
行為だけでなく，戦争を終結させる行為も交戦権の行使となる。とすれば，
我が国によるサンフランシスコ講和条約締結の根拠は，交戦権の保有・行
使を認めない新憲法には存在せず（第 9 条 2 項），旧憲法の天皇の講和大
権（第 13 条）に求めざるを得ない

（ 9 ）

。
　この解釈は現在の我が国憲法学が看過してきた論点であり，主流派から
すれば異端・異説に分類されるであろう。しかし，ソ連との戦争状態に対
する終止符が漸く日ソ共同宣言（名称に拘わらず，条約）の発効によって
打たれたことに鑑みれば，この解釈に違和感はないだろう。つまり，新憲
法下でも同共同宣言の発効日前日の昭和 31 年 12 月 11 日迄，ソ連との戦
争（正確には，法的な戦争状態）は継続していたことになり，同宣言締結
の根拠は旧憲法第 13 条に求めざるを得ない。
　こうした矛盾はいかに新憲法の内在的論理に条文・論理解釈を積み重ね
たところで，解消しそうにない。それは，以下で考察するように，日本の
降伏文書が従来の国際法の慣行から逸脱した包括的講和予備条項付の休戦
協定であった点を理解することによってのみ克服できる。
　そもそも，伝統的な戦争の終結は，戦闘における勝敗の帰趨を踏まえ
て，先ず当事国の軍隊間で停戦・休戦協定を結び，その後，当事国政府間
の講和会議を通して賠償金の支払いや領土の割譲など動産・不動産の移譲
条件に合意した上で，それを講和条約締結によって決定することで成立し
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た。しかし，先の大戦では，米国主導の連合国は，そうした定石に従わず，
日本の降伏文書に軍事的条件だけではなく，日本全土の占領と国内政治レ
ジームの根本的変更を含む包括的な講和予備条項の無条件受諾を要求し，
講和条件の実質的交渉を許さなかった。確かに，そうした方式は形式的に
は双方に権利義務を課す相互契約であったという意味で合法ではあるが，
占領中になされた改憲の本質や性格について，今日に至るまで深刻な誤解
を定着させることとなった。
　つまり，新憲法は形式的には旧憲法の改正手続に従って成立したが，実
質的には講和条約の一部であると解するのが妥当である。確かに，日本政
府が講和予備条項を満たせば，連合国による軍事占領は終了し，日本は再
独立できることとなっていたが，その判定は完全に連合国の裁量に任され
ており，実質上，日本が連合国の指示した改憲を丸呑みしなければ，日本
がその再独立を達成することはできなかった。また，同じ理由により，サ
ンフランシスコ講和条約だけでなく，それと同時に締結された旧日米安保
条約も実質的に講和条約を構成していると考えねばならない。
　この理解は突飛に思えるかもしれないが，国際慣習法に合致する。実際，
条約に関する国際慣習法を法典化したウィーン条約法条約によれば，条約
とは「国の間において文書の形式により締結され，国際法によって規律さ
れる国際的な合意」であり，「単一の文書によるものであるか関連する二
以上の文書によるものであるかを問わず，また，名称のいかんを問わない」
としている（第 2 条〈a〉）。したがって，日本国憲法の中で，通常，憲法
に規定されるべき国家の統治権や統治作用に関する諸事項に含まれない部
分

（10）

，つまり国際政治観や国際秩序に関する規定（前文）と軍隊と交戦権の
不保持の関する条項（第 9 条 2 項）は，敗戦→占領→再独立の過程でサン
フランシスコ講和条約と旧日米安保条約と一体となっていることを踏まえ
ると，三つ合わせて全体として広義の講和条約を構成していると考えねば
ならないだろう。とすれば，今日迄，圧倒的多数の日本国民は本質的に講
和条約の一部である新憲法（典）を，その名称故に正真正銘の憲法と思い
込んで来たと言えるだろう。
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3．依然，日本は米国による実質的な保障占領の状態にある

　果たして，再独立後の日本は完全な主権を回復できたであろうか。旧日
米安保条約（1952 年発効）は冷戦，特に朝鮮戦争に対応するために必要で
あったとはいえ，在日米軍に日本防衛の義務を課さず，従前の占領軍が同
条約を根拠に名称を変えてほぼそのまま駐留し続けたため，我が国が実質
的に主権を回復できたとは言い難い。この点，改定後の新安保条約（1960
年発効）は，日米間に相互防衛義務を課すことはなかったが，米国の日本
に対する防衛義務と日本の米国に対する基地供与義務を課した。また，そ
の付属文書である岸・ハーター交換公文は，米軍の配置，装備，日本を起
点とした戦闘作戦行動についての重要な変更に関して，必ず日米で事前協
議を行うことを確認した。これで一応形式的には，日本の主権が毀損され
ない制度は整備されたとは言えるが，爾後 60 有余年，事前協議がなされ
た実例はなく，その実効性には深刻な疑義がある。
　さらに，新安保条約に基づく日米地位協定（1952 年発効の日米行政協定
を承継）は，在日米軍基地とそこにおける米軍に治外法権を与えている。
このこと自体は，米軍の日本に対する防衛義務の一環であると理解すれば，
米国と他の主要同盟国との取り決めにも見られることから，特段問題視す
る必要がないのかもしれない。しかし，我が国の刑事裁判管轄権は日本に
おける米軍人・軍属等の軍務以外での犯罪に対して十分に及ばない実態が
あり，本来ならば，地位協定の改正や補足・追加協定の締結を行うべきと
ころ，日米合同委員会の非公開議事録（したがって，事実上の密約）によ
る運用に終始しており，韓国，そして同じ敗戦国であるドイツとイタリア
と比しても相当不十分な状態にある

（11）

。
　さらに，対日戦を主導した戦勝国である米国が，日本に表立った戦争賠
償金・補償金も課さなかったことを考えれば，こうした恒久的な前方展開
軍事拠点

（12）

を日本に置くための制度面の整備・充実以上に，それを可能とす
る経済的，財政的基盤として日本を利活用するための制度の構築が重要で
あったと考えられる。
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　それを保障したのが，従来その重要性が余り注目されて来なかった日米
相互防衛援助協定（MDA 協定，昭和 29 年発効）である。形式的には日
米の相互義務となっているが，実質的に，日本が米国に対して「装備，資
材，役務その他の援助等」（第 1 条）を「その経済の一般的な条件及び能
力の許す範囲において」（前文）できる限り行う義務を負っている。したがっ
て，国民目線から見れば違和感があっても，在日米軍の駐留費用を支援す
る「思いやり予算」（新たな名称は，「同盟強靱化予算」）や湾岸戦争の支
援金 1 兆 1,700 億円（当時のレート 1 ドル 130 円で換算して 90 億ドル）は，
MDA 協定の趣旨に合致している。また，我が国の財務省と日銀が管理す
る外貨準備金で購入して来た巨額の米国債も，単に運用益を求めたもので
はなく，金に色は付いていないという諺通り，米軍事費の調達に資すると
考えれば，MDA 協定の趣旨に合致する。
　付言すれば，自衛隊法（昭和 29 年 6 月 9 日発効）の立法過程を見れば，
その法的根拠は新憲法にはなく，MDA 協定（昭和 29 年 5 月 1 日発効）に
ある。言うまでもなく，現憲法第 9 条は，我が国が個別的自衛権を有する
ことを否定しているわけではないが，さりとて自衛隊を保有することに対
する具体的根拠を与えているわけではない。なぜなら，第 9 条 2 項は，我
が国に陸海空軍その他の戦力を保有することを禁じているからである。他
方，MDA 協定は「日本国が攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的
及び原則に従って平和及び安全保障を増進すること以外に用いられるべき
軍備をもつことを常に避けつつ，直接及び間接の侵略に対する自国の防衛
のため漸増的に自ら責任を負う」（前文）と規定しており，ここに自衛隊
法の法的根拠がある。この文言によって，米国を含めた連合国に軍事的脅
威を及ぼしうる強力な軍隊に満たない限定的な防衛力を有する実力部隊の
保有のみが可能となる一方，米国は連合国による武装解除の結果，無防備
となった日本の防衛に必要なコストを負担することを回避できるようにな
り，今日に至っている。
　したがって，このような状況を虚心坦懐に見れば，我が国は明らかに実
質的に保障占領（guarantee occupation）の状態に置かれていると言える
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だろう。古典的な保障占領は，講和条約が発効し，交戦国間に平時の国際
関係が成立した後に，条約上の義務，例えば賠償支払義務，その他の条約
実施を確保するために義務国の一部または全部に行われる平時の占領であ
る

（13）

。例えば，日清戦争後の下関条約第 8 条に基づいた日本による威海衛占
領

（14）

，第 1 次大戦後のベルサイユ講和条約に基づいた連合国によるラインラ
ント占領

（15）

，ロシア内戦中の尼港事件（1920 年）後の我が国による北樺太占
領

（16）

，ムッソリーニ政権下のイタリアによるギリシャのコルフ島占領
（17）

などが
ある。日本の教訓となるのは，第二次世界大戦中の英国によるアイスラン
ド侵攻後，米国が行ったアイスランドの保障占領であろう。その背景には，
グリーランド，アイスランド，英国の間の北大西洋海域（所謂，GIUK ギャッ
プ）が高い地政学的価値を有しており，ドイツの手に落ちることを到底許
容できなかった事情があった

（18）

。同様に，日本の地政学的重要性を考えれば，
現在の米国は日米同盟が解消されて，日本が米中間で中立政策を取ること，
況や中国の影響下や支配下に置かれることは許容できないであろうことは
論を俟たない。
　もちろん，現在の日本は明示的に保障占領されているわけではないが，
既に分析したように実質的に講和条約の一部をなす新憲法（特に，前文及
び第 9 条）と日米安全保障条約（さらに，下位の関連協定等）によって，
厳しく軍備とその使用を制限されている。さらに，部隊配置，補給・兵站，
整備・修理等の点で，日本列島全体が米軍の前方展開基地となっている一
方，首都・東京を睨んで，その近郊の横須賀，厚木，横田に基地が存在す
る

（19）

。その上，MDA 協定によって，日本は 70 年以上に亘って，特に経済大
国になって以降，米国に対して経済的，財政的リソースを供与し続けてき
た。こ

（20）

のような観点から，日本は未だ主権を十分回復したとはとても言え
ないであろう。
　近年頓に米国覇権の凋落と国際政治の多極化が顕著になる中

（21）

，我が国が
置かれた実質的な保障占領状態が百年に達する 2045 年迄には，米国覇権
もそうした状態も終焉せざるを得ないとの展望に立たねばならないであろ
う。ポスト米国覇権の時代には，我が国は米国の軛から解放されるだけで
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はなく，皮肉にもその軛が齎した安逸からも放逐され，その結果，峻厳た
る独立自尊への試練に直面せざるを得ない。その要諦が，その移行過程に
おける安全保障面でのリスク管理であり，そのために第 9 条 2 項の制約を
如何に払拭することができるのか，さらに具体的に何をなすべきか，何を
なすべきでないのかにあることは，衆目の一致するところであろう。

4�．慣習法を重んじる政治文化的伝統の下では，改憲は容易ではない

　これまで，第 9 条を焦点とする改憲の動きは，世論レベルの議論こそ活
発になってきたものの

（22）

，正規の改正手続は遅々として進んでいない
（23）

。2010
年には，憲法改正手続に不可欠の国民投票法が施行されたものの，その後，
国会へ改憲案が提出されたこともない。確かに，北朝鮮の核武装，中国の
大軍拡，そしてロシアのウクライナ侵略と，我が国の安全保障環境が著し
く悪化した結果，自衛隊の受容など，安全保障に関する国民意識は従前と
比して相当改善されたとはいえ，依然として改憲に対する国民一般の積極
的支持が圧倒的多数を占めているとは言い難く，むしろ反対，抵抗感，違
和感が強い

（24）

。
　この背景には，冷戦下で国際秩序が安定したこと，さらに新憲法の掲げ
る「恒久平和主義」が広く国民に受容されているだけでなく，日本の歴史
的経験から見ても，広く国民に定着しやすいことは多言を要しない。我が
国は結局失敗した元寇と第二次大戦時の米軍以外，深刻な侵攻を被ったこ
とがない。ロシア帝国の脅威は日露戦争で日本海海戦と満州における陸戦
で撃退した一方，米国による占領で辛酸を嘗め尽くすという経験もなく，
再独立後は今日に至るまで日米同盟の下で復興，発展，繁栄を享受するこ
とができた。
　さらに，日本は慣習法を重視する政治文化が強く，憲法その他の基本的
な法を作為的に変更したことが殆どない。実際，新旧両憲法とも改憲され
たことはなく，結果的に見れば，事実上「不磨の大典」として扱われてき
た感が強い。実際，先の大戦後だけを見ても，主要国（米加仏独伊豪中韓）
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が国際環境や経済・社会の大きな変貌に対処するため，相当な改憲を行っ
てきた状況と対比すると

（25）

，我が国はむしろ例外或いは逸脱ケースと捉える
ことができる。我が国は，改憲ではなく，新憲法の枠組みの中で，判例の
積み重ね，既存法令の再解釈，既存法の改定，新法の制定そして解釈改憲
によって，対処してきたのである。
　本稿では紙幅の制約もあり，詳細は避けるが，このアプローチは特に安
全保障分野で顕著である。そもそも自衛隊の始まりである警察予備隊は新
憲法施行の 3 年後，朝鮮戦争の勃発後に発足した。自衛隊はその発足後も

「違憲」であるとの批判が繰り返されて来た
（26）

。これに対して，自衛隊は自
衛のために必要最小限の実力を有する組織であって，第 9 条 2 項にいう「戦
力」に当たらず，専守防衛に徹する政策方針を堅持することで同条 1 項に
いう「国権の発動たる戦争」や「武力行使または武力による威嚇」を行え
ないように歯止めを掛けてきた

（27）

。また，自衛隊と米軍との協力については，
米軍の武力行使と自衛隊の作戦活動が「一体化」しないように

（28）

，自衛隊が
米軍の後方支援活動に徹することとしたが，国際安全保障環境の悪化がそ
れを許さなくなると，自衛隊が米軍に対して限定的な集団的自衛権の行使
ができるように解釈改憲を行った

（29）

。この変容は，国連PKO協力法（1992年），
周辺事態安全確保法（1999 年）そして平和安全法制の整備（2015 年）と
国際平和支援法の制定（同年）の経緯と内容を見れば，明らかである。そ
の特徴は，第 9 条の形式的規範性を堅持した上で，現実的対応を阻む部分
に関しては法的制約を漸進的に空洞化させた点にある。
　しかも，この特徴は例外的に新憲法第 9 条にだけ見られるというもので
はなく，むしろ我が国の法制史の流れに歴然と存在する。つまり，英国で
はローマ法とコモン・ローの相克が存在するように

（30）

，日本には中国大陸式
の律令制と土着の封建制との相克が存在する。どちらの場合も，長い歴史
過程の中で土着の慣習法の伝統が優勢を占めるようになった。具体的に言
えば，我が国では平安時代中期には律令制の空洞化が始まり，鎌倉幕府が
慣習法や判例に基づき定めた貞永式目やその延長線上に構築された徳川幕
藩体制（特に，武家諸法度や禁中並公家諸法度）が統治の根幹をなした

（31）

。



10　　（桃山法学　第38号　’23）

しかし，征夷大将軍の地位が天皇の権威に基づいていたことに象徴される
ように，律令制は形骸化されても廃止されたわけではなく，徳川幕府によ
る大政奉還後の明治維新は革命ではなく，形式的には律令制に基づく王政
復古と位置付けられた。要するに，律令制→武家政治（鎌倉，室町，江戸
幕府）→旧憲法→新憲法の流れには，形式的にも本質的にも連続性が存在
する

（32）

。
　したがって，第 9 条を焦点とした改憲は，一見，国際政治の現実に対処
するための正論に思えても，我が国の政治文化には馴染まず，非常に困難
である。仮に，実現できるとしても，長い時間を要し，現在想定されてい
る有事に対応するために十分な防衛力・防衛体制を整備するには間に合い
そうにはない。さらに，その過程で改憲案を巡って理性に基づく正論と伝
統的な通念に則した定説で国論が割れれば，却って我が国の安全保障は危
うくなる虞が排除できない。それでは，どうすればよいのだろうか。

5．今後の展望と対処を考える

　以上の分析を纏めれば，「日本国憲法」の正体はその名称にも拘わらず，
講和条約の一部であり，日米安保条約体制との組み合わせで，我が国は実
質的に米国による保障占領の状態に置かれている。
　新憲法は米国主導の連合国による占領の下で制定されたものであるが，
その最大の特徴は，再び日本が連合国による戦後国際秩序に挑戦しないよ
うに，我が国の国内秩序を恒久的な平時体制に固定化したことにある。そ
こには，国家の生存を確保するための有事の概念・制度がなく，国家緊急・
危機事態に対処する条項・手続が存在しない

（33）

。したがって，第 9 条 2 項を
削除する改憲は埋め込まれた制度的拘束の下では極めて困難であり，事実
上不可能であると言っても過言ではない。それゆえ，ゴリ押ししても，改
憲に対する抵抗と要する時間のために，却って逆効果になるリスクが極め
て高い。実際，改憲の動きは数十年来，千日手の状況に陥ってきたし，そ
れから抜け出そうと藻掻いて，現在の第 9 条 1・2 項をそのまま残した上で，
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2 項に自衛隊を明記する自由民主党改憲案（2018 年）など
（34）

，却って呪縛を
強める展開となってしまった。
　確かに，昨今の中国，ロシア，北朝鮮が及ぼす軍事的脅威とウクライナ
戦争勃発後の国連安保理の機能不全に鑑みれば，新憲法の前文が想定した

「平和を維持し，専制と隷従，圧迫と辺境を地上から永遠に除去しようと
してゐる国際社会」の存在や「平和を愛する諸国民の公正と信義して，わ
れらの安全と信義を保持」する方針に到底首肯などできはしない。しかし，
世論は多分にそうした「恒久平和主義」をかなり受容したままである。
　したがって，こうした呪縛から圧倒的多数の国民を解放するためには，
極めて強烈なショックによる危機意識の高まりと世論の大転換が必要とな
る。具体的には，新憲法に対する世論の受容を齎した，東京，大阪その他
の主要都市に対する無差別爆撃，原爆投下，ソ連の参戦，占領の一連の出
来事に相当する衝撃によってのみ可能となるであろう。もちろん，そうし
た阿鼻叫喚の様相や時期を具体的に予見することはできないが，少なくと
も，敵性国からのミサイル攻撃，サイバー攻撃やゲリラ攻撃による経済社
会インフラの破壊，さらには様々な状況と連動した危機的状況を含むであ
ろうことは容易に想像できる。
　要するに，改憲を実現するには，本稿で提示した基本認識を共有した上
で，粛々と覚悟を固めつつ腹案を練り，茫然自失或いは周章狼狽の状態に
陥った国民と政治指導者，特に時の政権トップに対して，決定的なタイミ
ングでその腹案を示せばよいのである。

注
（ 1 ） 日本国憲法前文は「恒久の平和を念願し，人間相互の関係を支配する

崇高な理想を深く自覚するのであつて，平和を愛する諸国民の公正と信
義に信頼して，われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは，
平和を維持し，専制と隷従，圧迫と偏狭を地上から永遠除去しようと努
めてゐる国際社会において，名誉ある地位を占めたいと思ふ。」，さらに

「われらは，いづれの国家も，自国のことのみに専念して他国を無視し
てはならないのであつて，政治道徳の法則は，普遍的なものであり，こ
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の法則に従ふことは，自国の主権を維持し，他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。」と規定している。ここで，上記の部
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る事実認識や前提は，控えめに見ても，現状から極めて乖離しており，
相当説得力を喪失していることは論を俟たない。

（ 2 ） 「『憲法改正急ぐ必要ない』58%　参院選，42%『物価高重視』」，
47NEWS，2022 年 7 月 12 日， https://www.47news.jp/8040278.html。
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2014 年 8 月 15 日，https://www.nishinippon.co.jp/item/o/433420/。

（ 6 ） 拙論「新旧憲法の継続性―天皇制を焦点に」『桃山法学』2012 年 3 月，
第 19 巻。

（ 7 ） 衆議院憲法審査会事務局「『日本国憲法の制定過程』に関する資料」，
2016年11 月，https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/
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はじめるまえに

　自由で民主的な先進国であるといわれる任意の 2 か国を思い浮かべてみ
る。なぜその 2 つの国の刑法は異なるのか。政治体制も経済状況も技術の
発展度も似たようなあの国とこの国とで，行政犯や国家の特殊事情に関連
する罪ならまだしも，人類にとって普遍的な罪である殺人罪や窃盗罪です
ら犯罪の規定方法も刑罰も異なるのはなぜだろうか。なぜ同じ刑法を採用
してはいけないのか。あるいは同じでも構わないが，たまたまそうしてこ
なかっただけなのだろうか。法典とは人類にとって普遍的にあるいはある
国にとって特殊的にどのようなものなのだろうか。この問いに直ちに答え
ることはできないが，そのための最初のごく小さな一歩を，歴史と文化と
法典の関係を探ることによって踏み出したい。

Ⅰ　スペイン刑法法典化史を描く目的と意義

　本稿は，スペインにおける近代刑法典の成立と概要を，その時代背景と
ともに描き出すものである。その時代的な対象は，19 世紀初頭から現行刑
法が成立する 20 世紀末までのおよそ 200 年間である。
　なぜ，日本の刑法研究者がスペイン刑法法典化の沿革を描写するのか。
その目的と学術的意義はどこにあるのか。この点を簡潔に説明する。
　法典は，例外なく歴史と文化の産物である。統治者であれ民衆であれ，
その時代に生きる人々の生活は法典の在り方と無関係ではない。日本にお

　1）時代背景
　2）1983 年の刑法緊急部分改正
　3）諸草案
　4）現行刑法典の制定
むすびにかえて

キーワード：スペイン刑法，刑法史，法典化，刑法における普遍と特殊
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ける西洋式の近代刑法典は旧刑法と現行刑法のわずか 2 法典しか存在しな
いが，もちろんこの両刑法とも，制定時の日本の空気をまとい，改正時の
時代のニーズを反映している。それは法典の条文内容だけでなく，形式面
にも表れる。たとえば，日本現行刑法は条文数が非常に少ない。個々の条
文を解釈する際に，法典全体の条文の少なさに着目することはあまりない
が，この条文の少なさ自体が明治時代の立法者が刑法に抱いていた意識の
ひとつの反映であり，それは疑いようもなく刑法解釈に影響を与える。条
文が少なければ犯罪に求める法定の要件は少なくなり，法定刑は広くなり，
解釈と裁判所の裁量の余地が大きくなる。解釈および裁量の余地そのもの
は，個別の条文解釈の場面においては所与の前提とされ，意識的に顧み
られることはほとんどない。しかし，解釈の前に解釈余地の広狭にも注意
が向けられなければならないはずである。「今からこの条文を解釈するが，
本来ならばこれは立法に委ねられるべき事項ではなかっただろうか」とい
う自省的解釈姿勢が解釈者に根源的には求められている。
　それゆえ我々は解釈対象たる法典の特徴を理解する必要がある。ところ
が，ひとつの法典をじっと見ているだけでは，その特徴は浮かび上がらな
い。そこには比較の手法が求められる。2 つ以上の法典を並べて観察する
とき，両者の編纂方針の差や解釈の余地の差が浮き彫りになり，そこでは
じめて自らの国の法典の見逃されがちな特徴が意識的に把握される。だが，
外国法典をただ横に並べれば良いというものではない。外国法典もまた客
観的指標などではなく，時代状況の中で揺れ動く相対的な対象でしかない。
外国の法典を研究することは，自国の法典を相対化して見るために必要だ
が，外国の法典もまたあたかも動かない物差しであるかのように絶対化さ
れてはならない。
　スペイン刑法は，近代法典化の時期にフランスをはじめとする西洋列強
の強い影響を受けて編纂された法典とドイツ刑法学の影響を受けて発展し
た理論を持つ。これは，日本刑法と同様の状況である。これまで日本刑法
学においてはほとんど意識されてこなかったが，スペイン刑法は日本刑法
のいわば生き別れの兄弟（あるいは姉妹）である。この両者は，フランス
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法とドイツ法理論という共通の両親を持ちながら，ユーラシア大陸両端の
異なる風土の中で別々の道を歩んできた。その DNA の共通性と育ってき
た環境の違いを考慮に入れながら，両刑法典の現代におけるアウトプット
の違いを研究することは，日本刑法の特徴を浮き彫りにすることにつなが
る。そのためには，スペイン刑法の生い立ちを追う必要がある。日本刑法
を知るために比較対象とするスペイン刑法は，どのような時代を背景とし
てどのように生まれ，どのようにして現在の形になったのか。そのことを
知らなければ正確な比較はできないからである。
　ここに，スペインにおける近代刑法の法典化の沿革を時代の流れととも
に把握しておく必要性が生じる。本稿は，日本にとってほとんど知られて
いないスペイン刑法典の法典化の沿革を描くことを直接の目的

（ 1 ）

とし，スペ
イン刑法と日本刑法との比較の基盤を固めることによって日本刑法と日本
文化の関係への学術的な問題意識を可視化することを間接の目的とする。
それは，日本刑法研究に未知の知見・視点を付け加えることにより，日本
刑法研究の深化に資するものである。

Ⅱ　刑法法典化前史：独立戦争期の 2つの憲法と刑法

1）バイヨンヌ憲法と時代背景
　1808 年 6 月，フランスのナポレオン・ボナパルトは，スペイン各地に駐
留するフランス軍に抵抗する暴動が頻発しているその最中

（ 2 ）

，強大な軍事力
を背景にスペイン前王カルロス 4 世とその息子である現王フェルナンド 7
世を王位から強引に排除して，兄ジョセフ・ボナパルトをスペイン王ホセ
1 世として即位させた

（ 3 ）

。フランス南部のバスクの都市バイヨンヌで開かれ
たカスティーリャ枢密議会は，ホセ 1 世の即位を承認するとともに，憲法
の制定を採択した。かくして，スペイン近代法典の最初の幕は，混乱の中，
フランス主導のバイヨンヌ憲法によって開かれた

（ 4 ）

。
　バイヨンヌ憲法は，フランス憲法を下敷きに作られ，本国と植民地の平
等，農工業の自由，通商の自由，税負担や公職就任の平等などを規定する
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啓蒙主義的憲法であった
（ 5 ）

。ホセ 1 世は，外国人の王ながらスペインの改革
に真剣に取り組もうとしたのであり，その姿勢は「穏健な自由主義改革」
であったといえる

（ 6 ）

。封建的特権や異端審問所を廃止し，一部の修道院を閉
鎖した。国債の正常化にも努め，マドリードの都市計画も進め，政治家と
しての手腕を発揮しようとした

（ 7 ）

。そのため，ホセ 1 世による啓蒙絶対主義
的改革計画を支持し，フランス革命，フランスの自由主義をスペインに導
入しようとするアフランセサード（afrancesado：親仏派）と呼ばれるスペ
イン人も存在した

（ 8 ）

。彼らの多くは文化的な官僚たちであり，ナポレオンの
統治に秩序立った近代法生成と統治の実践の希望を見たのだった

（ 9 ）

。しかし，
アフランセサードは少数派にとどまり，多くのスペイン人は愛国派（frente 
patriótico：フレンテ・パトリオティコ）と呼ばれ，フランスと戦うことを
選んだ

（10）

。結局，ホセ 1 世は独立戦争に敗北すると追われるように逃げ出し，
1813 年，王位をフェルナンド 7 世に返還した

（11）

。
　バイヨンヌ憲法は，スペイン最初の近代憲法だが，フランスによる支配
と結びついているため短命であり，戦争中という事情もあってスペイン全
土に適用されたわけではなく

（12）

，正統であるといいがたいと評されている
（13）

。

2）カディス憲法と時代背景
　フランスに抵抗する民衆を指揮するために町村や地方に設立された評議
会（Juntas）は，代表たちを集めて中央評議会（Junta Central）を結成した。
1808 年 9 月 25 日にはアランフエスで中央評議会が開催され，フェルナン
ド 7 世を正統なスペイン王として承認し，そのスペイン帰還が実現するま
では中央評議会がその権力を代行することを決定した。中央評議会は，フ
ランスの侵攻を避けるため南のセビーリャへと移動し，さらに 1810 年に
カディスに逃れた

（14）

。
　独立戦争の中にあって，スペイン南部の港町カディスは落ち着いた自由
主義的な空気が満ち溢れている例外的な都市であった。カディスはイギリ
ス艦隊の援護を受けながら，フランス軍の包囲に抵抗していた

（15）

。中央評議
会は，国民の代表者によって国の方針を決めるべく議会を召集した。とは
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いえ，戦争中の各地で代表者を選出して議会に送ることは困難だったため，
すでにカディスに避難していた各地方出身者が選ばれることになった。そ
のため，選出された議員の多くは，カディスの自由主義的空気を受けて自
由主義の理念に親近感を持つ者たちであった。1810 年に身分別代表ではな
く単一議会として形成されたカディス議会は自由主義者が多数を占め，議
会を通じた国民主権の原則を承認した。そして，ついにスペイン人の手に
よる憲法が起草された

（16）

。
　1812 年 3 月 19 日，カディス憲法が公布される。この憲法は，立憲君主
制の採用，拷問の廃止，男子普通選挙など自由主義的な性質を持つ反面，
カトリックを国教とし信教の自由を認めないなど保守的な側面もあった。
また，カディス憲法は，アンシャンレジーム（Antiguo Régimen）と決別
した刑法典の制定の必要性を宣言した

（17）

。
　1812 年から 1813 年にかけてスペイン，イギリス，ポルトガル連合軍は
フランス軍に連勝を重ねた。フランスのロシア遠征が失敗したことも影響
して，1813 年 6 月にホセ 1 世が退位した。同年 10 月にフランスがロシア，
オーストリア，プロイセンにライプチヒの戦いで敗れると，スペインの勝
利は決定的なものとなった。1813 年 12 月にフェルナンド 7 世のスペイン
王への復位がフランスにも認められると，翌年に議会はマドリードに移り，
スペインに帰還したフェルナンド 7 世を王として迎えた。
　しかし，スペイン人の大方の期待を裏切り，フェルナンド 7 世は帰還後
すぐに絶対王政を宣言し，カディス議会およびカディス憲法を無効とする
王令を発した

（18）

。そのため，カディス憲法が法規範として機能したのはわず
かな期間しかなかった。だが，スペイン人の手による自由主義憲法の制定
という文化的なインパクトは絶大であり，後世スペインの自由主義者たち
に大きな影響を与えたことは間違いない

（19）

。

3）法典化前の刑法
　この時代の刑法は，いまだ近代法典化されていなかった。法典化までは，
1805 年最新法令集（Novísima Recopilación）および 1348 年のアルカラ法
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令（Ordenamiento de Alcalá）の定めに従って用いられたフエロ（Fuero）
とパルティダス（Partidas）が有効であった

（20）

。この時期の刑法には，①刑
罰は主に威嚇（一般予防）として使用されていた，②最も重い罪の責任は
行為者の近親者にまで拡張されていた（いわゆる連座

（21）

），③裁判官は，通
常のまたは法律に定める刑に加えて，通常外のまたは裁量による刑を科す
ことができた，④刑は行為者の社会的地位によって不平等であったという
特徴があった。刑は，裁量と裁判官の啓蒙思想の影響下で緩和化されていっ
たが

（22）

，裁判官によって結論の大きく異なる不公平な裁判が行われており，
証拠を得る手段として拷問が使用されるなど無罪推定の原則も知られてい
なかった。そのため，近代的な法としての性質を有していなかったという
ことができる

（23）

。このような状況の中，フランスから啓蒙思想
（24）

および革命思
想

（25）

が流入し，古い法への批判が急速に高まっていった
（26）

。また，ベッカリー
アの著作の影響もあり，刑事法改革の重要性も認識され始めていた

（27）

。啓蒙
思想および革命思想の影響を受けた欧州各国の刑法は，裁量刑から法定刑
へ，罪刑の均衡，非公開裁判の廃止，捜査手段としての拷問の禁止，迅速
な裁判，連座の廃止などの方向性に進んでおり

（28）

，その流れはスペインにお
いても例外ではなかった。
　バイヨンヌ憲法は，刑法の法典化への第一歩となった

（29）

。バイヨンヌ憲法
は，96 条に「スペイン及びインディアスは，単一の民法及び刑法典により
統治される

（30）

。」と定め，刑法の法典化を要求し，拷問や異端審問，刑の連
座を廃止した。また，法律の厳格な定めがないかぎり逮捕されないことも
謳った

（31）

。
　カディス憲法もまた，近代的な刑法典への大きな一歩であった。バイヨ
ンヌ憲法が行った拷問の廃止を引き継ぎ，受刑は個人にかぎるという個人
責任の原則を打ち立てた。また，断頭台の刑は，より評判の悪くなかった
鉄環絞首刑（garrote）に置き換えた。カディス憲法もまた，王国全土に
適用される刑法の法典化を求めた

（32）

。
　カディス憲法は，その後の絶対王政期に廃止されるが，刑法法典化の必
要性は明らかであり，フェルナンド 7 世もまた王国全土に適用される刑法



22　　（桃山法学　第38号　’23）

の編纂を，その王立評議会に命じたのである
（33）

。

Ⅲ　1822 年刑法の制定

1）時代背景
　フェルナンド 7 世は，絶対王政を志向し，カディス憲法を破棄した

（34）

。そ
の治世は，1814 年に始まったが，自由主義の火種が途絶えたわけではなかっ
た。1820 年 1 月，リエゴ大佐（Rafael del Riego y Flórez）によるクーデ
ター宣言（プロヌンシアミエント：pronunciamiento）が行われた。リエ
ゴ大佐はアンダルシア地方をめぐり 1812 年カディス憲法の復活を宣言し
た

（35）

。軍隊はクーデター鎮圧に消極的であり，都市部の自由主義者は政府に
抵抗し，農民は中立の立場をとったので，フェルナンド 7 世の絶対王政は
頓挫した。フェルナンド 7 世は立憲君主となり，選挙が行われ，自由主義
者が多数派を占める議会が誕生した

（36）

。この立憲革命から始まる自由主義の
時期をその短命の期間にちなんで「自由主義の 3 年間（Trienio Liberal）」
と呼ぶ。この時期にスペイン最初の刑法典，1822 年刑法典が編纂される。
　自由主義の時代は，フェルナンド 7 世によって終焉を迎える。フェルナ
ンド 7 世は，憲法に認められた拒否権を発動して自由主義的な議会が成立
させた多くの法案を無効化し，ヨーロッパの絶対主義的列強に対してスペ
インに介入するように求めた。1823 年 4 月，「聖ルイの 10 万人の息子たち」

（Cien mil hijos de San Luís）と呼ばれるフランスの軍隊がスペインに侵攻
した

（37）

ことをもって自由主義的な統治は終了し，フェルナンド 7 世は再び絶
対君主へと返り咲いた

（38）

。
　フェルナンド 7 世はリエゴを処刑し

（39）

，自由主義者の弾圧を強めた。この
年からフェルナンド 7 世が死去する 1833 年までの絶対王政の 10 年間を「忌
むべき 10 年間」（Década Ominosa）と呼ぶ

（40）

。

2）1822 年刑法の特徴
　1820 年，立憲革命により自由主義の 3 年間が始まると，議会は新刑法の
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起草を開始した。これが 1822 年 9 月 7 日の刑法，すなわちスペイン初の
刑法典として結実する

（41）

。同刑法は，1823 年 1 月 1 日に施行された
（42）

。
　1822 年刑法は，フランス刑法を継受したものだったが，部分的にはフエ
ロフスゴやパルティダスの影響下にあり，また，ロック，ベッカリーア，
ベンサム，モンテスキューなどの思想的影響もあった

（43）

。このように各所か
らの影響を，立法技術が未熟なままに急いでまとめたため，1822 年刑法
典は一貫性を欠いていた

（44）

。法典は 816 条におよび前章として総則（Parte 
General）規定が置かれ，各則（Parte Especial）の規定は「社会に対する
罪」（delitos contra la sociedad）と「個人に対する罪」（delitos contra los 
particulares）とに分けられていた

（45）

。この刑法の重要な点は，罪刑法定主
義の導入である。また，場所的適用範囲の規定があることは，1928 年刑法
を除く他の刑法典と異なる特徴である

（46）

。
　この刑法は，自由主義の終焉，絶対主義の到来とともにその効力をほと
んど失った。そのため施行された期間は短かった

（47）

。

Ⅳ　1848 年刑法制定および1850 年改正

1）時代背景
　絶対王政を敷きながらなかなか後継者が生まれなかったフェルナンド 7
世に，死のわずか 3 年前に当たる 1830 年になってようやく長女イサベル
が誕生する。フェルナンド 7 世は，自らの子に王位を譲るべく，1713 年か
ら遵守されてきた女子相続を否定するサリカ法の破棄を宣言した。これに
対して，サリカ法を守り実弟のカルロスが王位を継ぐべきであるというカ
ルロス主義の勢力（carlistas：カルリスタ）が台頭してきた

（48）

。
　1833 年 9 月 27 日フェルナンド 7 世が死去し，翌月 3 歳のイサベルがイ
サベル 2 世として即位すると，その即位に反対するカルリスタたちが全国
で蜂起した。カルリスタ戦争の始まりである。このカルリスタ戦争が，自
由主義者にとって有利に作用することになる。
　全国で蜂起したカルリスタは，伝統主義的で反自由主義的であった。そ
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のため，イサベル 2 世の母であり摂政であるマリア・クリスティーナ（María 
Cristina de Borbón-Dos Sicilias）はカルリスタに抵抗する自由主義者に歩
み寄らざるを得なかった。こうして自由主義者が政界に復帰し，1834 年に
は二院制議会を擁する憲法である王国憲章（Estatuto Real

（49）

）が制定され，
立憲君主制が始まった

（50）

。また，同年に異端審問制度が完全に廃止された
（51）

。
ただし，自由主義者も一枚岩ではなく，その内部で穏健派（moderados）
と進歩派（progresistas）の対立があった。この間の政治は，カルリスタ
戦争や自由主義者内での争いがあり不安定ではあったが，スペインの近代
化が大きく進んだ時期でもあった。カルリスタとの戦争を遂行するため，
王権は自由主義者たちと協力せざるを得ず，彼らの唱える改革をある程度
認めるほかなかった

（52）

。1836 年から 1837 年にかけて移動牧畜業者組合の廃
止，限嗣相続財産制度の廃止，農地の囲い込み・賃貸の自由，営業の自由，
出版法の制定と事前検閲の禁止，有権者の拡大，永代所有財産解放令，領
主制の廃止などが行われた

（53）

。1837 年には，穏健派と進歩派が譲歩しあい，
新憲法が制定された。それは，国王の権限は強いものの，国民主権，三権
分立，二院制の採用など，立憲君主制を志向したものであった

（54）

。また，こ
の憲法は明文でカディス憲法の諸規定の有効性を認めていた。つまり，カ
ディス憲法の復活をその基礎としつつ，フランス 1830 年憲章やベルギー
憲法の影響も取り入れた性質のものであった

（55）

。
　第 1 次カルリスタ戦争が一応の収束を見せると，マリア・クリスティー
ナは保守的姿勢を示し始めた。これに抵抗した進歩派はマリア・クリ
スティーナを摂政から追い払い，進歩派のエスパルテーロ（Joaquín 
Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro）が摂政となった。だが，
エスパルテーロの政策に反対したバルセロナ市に対してエスパルテーロが
砲撃を加えたことからエスパルテーロの支持も失われた。進歩派と穏健派
は立憲制の正常化を目指して同盟し，1843 年 7 月に穏健派の軍がエスパル
テーロ軍に勝利し

（56）

た。
　1843 年秋，13 歳になったイサベル 2 世は成人式を挙げ，親政を開始した。
最初の 10 年間（1844 〜 1854）の政権担当者は穏健派であった。この治世
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を「穏健派の 10 年間」（Década Moderada）と呼ぶ。穏健派は近代法典の
整備に力を入れた。1843 年 8 月 19 日には 18 人の法律家からなる法典化総
委員会（Comisión General de Codificación）を設置し，民法，刑法，司法
機関，訴訟法典を編纂するセクションに分けた。だが，党派的な理由から
何度もメンバーが交代し，政治的な対立もあって，委員会の作業は難航し
た

（57）

。政府は，1845 年に国王の権限を強化し，カトリックを国教と定めるや
や保守的な憲法を制定した

（58）

。その後，1848 年刑法が編纂される。
　なお，1844 年にグアルディア・シビル（Guardia Civil：治安警察）が創
設されたことは特筆に値する。彼らは，歴史の曲折を経て，今でもスペイ
ン各地で警察の業務に当たっている。

2）1848 年刑法の特徴
　1848 年刑法

（59）

は，パチェコ（Joaquín Francisco Pacheco）ら自由主義穏
健派が権力を握ったこと

（60）

および 1845 年憲法の複合的産物であった。1848
年 3 月 18 日に公布され，7 月 1 日に施行された

（61）

。この刑法に影響を与えた
のは，イタリア出身でフランスの刑法学者ロッシ

（62）

，1830 年ブラジル刑法
（63）

，
1819 年ナポリ（両シチリア）刑法，フランス刑法

（64）

，オーストリア刑法
（65）

，穏
健派自由主義思想

（66）

であった
（67）

。
　この刑法は，急激な改革を望まない穏健派によるものだったので，保守
的性格を持っていた。とりわけカトリックに対する罪，国家に対する罪は
厳しく罰せられていた

（68）

。
　1848 年刑法の最も特筆すべきことは，刑法典を 3 巻に分ける規定方式を
採用し，これが現行刑法までの―1928 年刑法を例外として

（69）

―すべての
スペイン刑法典の構成スタイルとなったことである

（70）

。すなわち，第 1 巻が
「犯罪および違警罪の一般規定，責任を負う者および刑罰」，第 2 巻が「犯
罪とその刑罰」，第 3 巻が「違警罪」である。この法典は全部で 494 条を
有していた。刑罰の基本思想は，応報および威嚇的一般予防であった。す
べての犯罪の未遂を処罰し，違警罪の未遂は処罰しなかった。現行刑法ま
で続く犯罪の法的定義を法典内に書き加えた

（71）

。また，罪刑法定主義を重視
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し，そのための条文を置いた。1 条 1 項は「この法律によって処罰される
故意による作為または不作為が犯罪または違警罪である」と定め，2 条 1
項は「法律があらかじめ犯罪または違警罪であると評価している行為以外
の作為または不作為は処罰されない」と定めた

（72）

。この表現は細かい違いは
あるものの後の刑法典に原則として受け継がれた。また，刑の上限と下限
を限定的に設定し，裁判官にその遵守を義務づけることにより，裁判官の
裁量を制限した

（73）

。1848 年刑法は，後のあらゆるスペイン刑法の原型になっ
た

（74）

という意味において，歴史的に重要な意義を有する法典である
（75）

。

3）1850 年改正
　1850 年 6 月 30 日，保守的な改正が加えられた。あらゆる犯罪の陰謀お
よび扇動を処罰するようにし

（76）

，公務員に対する侮辱や公的秩序を乱す罪は
より重く処罰されるようになった

（77）

。権威主義的な規定が盛り込まれたが，
あくまでも 1848 年刑法の改正法であった。この時期の権威主義的な改正
には，当時のスペインの混迷の中にある政治状況が大きく影響している。

Ⅴ　1870 年刑法

1）時代背景
　イサベル 2 世統治下の穏健派の政権は 1868 年まで続いた

（78）

。この統治を
支えたのが，自由主義といっても保守的権威主義的傾向を持つ穏健派が実
施した著しい制限選挙と地方有力者の寡頭支配による選挙操作であった

（79）

。
　1866 年から金融危機，工業危機，食糧危機がスペインを襲ったが，穏健
派政権は解決策を見出すことができなかった。改革を求めてサン・ヒル兵
営下士官が蜂起したが，これも穏健派政権に弾圧された。進歩派および民
主派は，穏健派打倒の共闘を誓約し，後に自由主義連合（Union Liberal：
穏健派と進歩派の妥協組が連合したもの）もこの協定に加わった

（80）

。
　1868 年 9 月 17 日，進歩派のプリム将軍（Juan Prim y Prats）がカ
ディスでイサベル 2 世打倒を掲げてクーデター宣言（プロヌンシアミエ
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ント：pronunciamiento）を発すると，各地で革命評議会が結成されて
いった。9 月 28 日には自由主義連合のセラノ将軍（Francisco Serrano y 
Domínguez）が政府軍を破り，イサベル 2 世はフランスへと亡命した。こ
れが 1868 年の 9 月革命である

（81）

。この年から 1874 年までを「革命の 6 年間」
（Sexenio Revolucionario）と呼ぶ。自由主義連合，進歩派，民主派からな
る「九月連合」による臨時政府

（82）

は，1869 年に憲法制定議会議員選出選挙を
実施した。その結果として，共和派ではなく立憲王政支持派が多数を占め
ると，彼らが中心となって憲法が起草された。1869 年憲法である

（83）

。前文
と 112 条と 2 つの経過規定によって構成されるこの憲法には，表現の自由，
結社の自由，25 歳以上の男性普通選挙，国民主権に基づく立憲王政，二院
制の採用，プレスの自由，政教分離，信教の自由など自由主義的な規定が
盛り込まれた

（84）

。これを当時のヨーロッパで最も進んだ民主的憲法であると
評価する見解もある

（85）

。このような状況下において成立するのが 1870 年刑
法である。その 2 年後の 1872 年には刑事訴訟法（Ley de Enjuiciamiento 
Criminal）も制定された。この刑訴法は，いわゆる旧刑訴法である。
　なお，スペインの政治状況はこの後も混迷を極める。憲法による立憲王
政の規定に基づいて，国王選びが始まる。ボルボン（ブルボン）朝から国
王を出さないことを前提としての国王探しの結果，イタリア・サヴォイア
家のアオスタ公爵アマデオに白羽の矢が立った。アマデオは，議会の信任
投票で信任されたら国王となることを受諾し，議会で投票が行われた結果，
信任が 61.4% の多数であった

（86）

。かくして，アマデオは，民主的に選ばれた
王としてスペイン王アマデオ 1 世（Amadeo I de España）として即位す
ることになった。
　しかし，アマデオ 1 世がマドリードに到着するより前に，彼の後ろ盾
となるはずだったプリムが暗殺されたというニュースが飛び込んできた

（87）

。
そのため，このイタリアから来た王にはほとんど頼る相手がいなかった。
国内では非妥協派による度重なる蜂起や第 3 次カルリスタ戦争が起き，
キューバでは独立戦争が始まった。アマデオ 1 世は，外国と戦っているな
らまだしも，スペイン人同士で戦っているのでは「何が正しくて，何が誤
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りなのか，もはや分かるはずもない
（88）

」と言い残して，王位を放棄して退位
した。その後，共和政，王政復古と時代は移り変わっていく。

2）1870 年刑法の特徴
　司法大臣（Ministro de Gracia y Justicia）エウヘニオ・モンテロ・リ
オス（Eugenio Montero Ríos）起草による刑法が，1870 年，憲法議会に
よって承認された

（89）

。この刑法は，626 の条文を持つ大法典だったが
（90）

，1848
年刑法の構成を引き継ぎつつ，多くの点において技術的改良を加えたもの
であった

（91）

。たとえば，現行刑法典と類似する正当防衛の定義規定を盛り込
むなど，立法技術に進歩が見られた

（92）

。法典の性質は，1868 年革命および
1869 年憲法との調和のため，これまでよりリベラルなものとなった

（93）

。カト
リック教会に対する特別の保護を廃止し，憲法上の権利を守るための規定
を導入し，議会に対する新たな罪を創設した

（94）

。また，刑法不遡及の原則の
例外として，行為者に最も軽い刑罰法規が遡及して適用されることを規定
した

（95）

。
　この刑法は，成立直後から頻繁に改正の提案がなされたが，とりわけ 20
世紀に入る頃から行われ始めた法の諸原則の発展に調和させるための諸改
正が特筆に値する。死刑の公開の廃止（1900），執行猶予制度（1908），仮
釈放（1914），少年事件・刑事未成年に関すること（1918， 1925）などで
ある

（96）

。なお，同刑法 29 条に 30 年を超える拘禁刑を宥恕する規定があり，
これにより実務から終身刑が姿を消すことになった

（97）

。
　この刑法は，1928 年刑法の施行まで（1870 年 8 月 30 日から 1929 年 1
月 1 日まで）その効力を有し，その後短期間（1931 年 4 月 15 日から 1932
年 12 月 1 日まで）効力が復活し，また失効するという運命をたどった

（98）

。

Ⅵ　1928 年刑法

1）時代背景
　アマデオ 1 世の退位後，第一共和政（1873 〜 1874），イサベル 2 世の息
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子アルフォンソ 12 世によるブルボン朝王政復古（1874
（99）

）と政治体制は揺
れ動く。この間の社会変動は激しかったが 1870 年刑法が有効であること
に変わりはなかった。王政復古後の 1876 年憲法は，立法委員会に民事と
刑事のセクションを置いた。ここで完成したのが 1882 年刑事訴訟法（Ley 
de Enjuiciamiento Criminal）である

（100）

。刑事訴訟法は，何度も改正を経ては
いるものの，この 1882 年刑事訴訟法が現行法である

（101）

。
　この時期の時代背景として特筆すべきことは，産業構造の変化により，
階級対立構造が生じ，労働運動が激化したことである

（102）

。1879 年には社会労
働党（PSOE）が結成される。反体制運動がエスカレートする中でアナキ
ストたちの行動は尖鋭化し，1879 年に国王アルフォンソ 12 世暗殺未遂事
件，1897 年にはカノバス首相（Antonio Cánovas del Castillo）の暗殺事件
が起きた

（103）

。
　19 世紀末，スペインを襲った激動の社会情勢の変化は国内に留まらな
かった。19 世紀初頭からスペインの植民地では独立の流れが大きくなり，
19 世紀半ばのスペインの植民地は，すぐ傍の北アフリカを除けば，キュー
バ，プエルトリコ，フィリピン，グアムだけになっていた。このような中，
キューバ戦争が勃発した。第 2 次キューバ戦争においては，アメリカ合衆
国の介入があり，スペインとアメリカが戦争状態に入った。1898 年 2 月に
始まったアメリカ合衆国との戦争は，4 月にキューバ戦，5 月にフィリピ
ン戦，6 月にグアム戦，7 月にプエルトリコ戦が行われ，すべての戦線で
スペインが敗北した。12 月に講和条約が結ばれ，キューバは独立し，フィ
リピン，グアム，プエルトリコはアメリカに割譲された

（104）

。
　20 世紀初頭，国内での労働運動の盛り上がりと海外植民地の喪失は，ス
ペイン社会に大きな混乱をもたらし，再生を求める声が各所で高まってい
た。1902 年，アルフォンソ 13 世が成年に達して親政を開始した。
　1909 年，モロッコで民族運動が勃発する。政権はモロッコへの派兵強化
を決定したが，増派される兵隊たちの多くは予備兵たちであった。市民の
多くはアメリカとの戦争と敗北に疲弊しており，戦争にも徴兵にも反対し
ていた。7 月 18 日，モロッコ派遣部隊の兵隊たちがバルセロナから出港す
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るために船に乗り込むとき，民衆による大規模な抗議行動が発生した。こ
の抗議活動は 1 週間続いた。24 日には共和主義者，社会主義者，アナキス
トが参画するストライキ委員会が組織され，26 日のゼネストが決定した。
しかし，民衆による抗議行動はゼネストの範囲を超え，暴動へと発展する。
バルセロナにはバリケードが築かれ，80 以上の教会が襲撃され放火され，
死傷者も出た。鎮圧のために軍隊が投入され，8 月 2 日に暴動は終結した。
軍による鎮圧とその後の弾圧は激しく，多くの犠牲者が出た。数百人が逮
捕され，216 回の軍法会議が開かれ，1700 人以上が裁かれ，17 人に死刑判
決が下り，5 人の死刑が執行された

（105）

。この事件を「悲劇の 1 週間」（Semana 
Trágica/ カタルーニャ語：Setmana Tràgica）と呼ぶ。
　1914 年に第一次世界大戦が始まると，戦争特需による経済成長がもたら
されたものの，すぐに物資不足とインフレに陥り，民衆の生活水準が低下
して，各地でストライキが頻発するようになった

（106）

。1917 年にはロシア革
命の影響がスペインに波及し，労働運動は過激化していった。また，第一
次世界大戦の終結は，ヨーロッパの国境線の引き直しと民族自決の承認と
いう結果をもたらした。その影響は，カタルーニャやバスクの民族主義者
に影響を与え，彼らがその主張を強め，運動を激化させることにつながっ
た

（107）

。
　労働運動は激化し，「銃撃の時代」（Pistolerismo）に入る。労働運動の
中には雇用主や治安組織に対して直接暴力行動に出る集団もあった。こ
れに対して雇用主たちは殺し屋を雇って抵抗した。1917 年から 1923 年
の間に 800 件以上の襲撃行為が発生し，226 人の死者が出た。著名な企業
家や労働組合指導者も殺された

（108）

。1921 年にはダト首相（Eduardo Dato e 
Iradier）が暗殺され，政府は労働運動への弾圧を強めるようになる

（109）

。
　このような混乱の中，さらに追い打ちをかけたのがモロッコのリフ族の
住民軍にスペイン軍が大敗北を喫した事件である。その責任を軍に負わせ
ようとする政権勢力と，それに反発する軍という対立構図が誕生した。
　1923 年 9 月 13 日，カタルーニャ方面軍司令官であったプリモ・デ・リ
ベラ（Miguel Primo de Rivera y Orbaneja）は，国内で盛り上がる労働運
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動および地域分離運動を鎮圧するとともにモロッコ問題を一気に解決する
ことを企図してクーデターを起こし，カタルーニャに戒厳令を発した。クー
デターに成功したプリモ・デ・リベラは，アルフォンソ 13 世の賛成も得て，
マドリードに軍事政権を樹立した。
　プリモ・デ・リベラ独裁政権は，モロッコを降伏させてモロッコ問題を
解決し，国家主導の経済政策によってインフラの整備を行うなど，一面に
おいてスペインに一定の安定をもたらしたといえる。だがその反面，共産
党や地域主義的運動を激しく弾圧し，社会への国家介入を強化し，国民主
権の否定を志向するなど，苛烈な国家主義的独裁政権の性質を強く持って
いた。1930 年，プリモ・デ・リベラは，経済界，大学生，軍から見放され
て辞職する

（110）

。このプリモ・デ・リベラ独裁期に制定されたのが 1928 年刑
法である

（111）

。

2）1928 年刑法の特徴
　1928 年 刑 法 は， フ ア ン・ デ・ ラ・ シ エ ル バ（Juan de la Cierva y 
Codorníu）を委員長とする委員会において，主に総則はキンティリアーノ・
サルダーニャ（Quintiliano Saldaña y Gracía-Rubio），各論はエウヘニオ・
クエリョ・カロン（Eugenio Cuello Calón）によって起草された

（112）

。サルダー
ニャは深い教養のある人物だったが，彼によって起草された条文は具体性
に欠けていた。そのため，総則には数多くの理論的な宣言規定が盛り込ま
れたが，実務における具体的適用についての定めはほとんどなかった

（113）

。
　この刑法は，前章「刑法およびその適用範囲について」，第 1 章「犯行
およびその禁圧について」，第 2 章「犯罪およびその刑罰」，第 3 章「違警
罪およびその刑罰」の 4 章によって構成される

（114）

。前章には，罪刑法定主義，
類推解釈の禁止，刑法の適用範囲などが規定されていた

（115）

。その構成や効力
を有していた期間の短さ，条文の長さなどから，しばしば 1822 年刑法と
の外形的類似性が指摘される。しかし，その内容はまったく異なってい
る

（116）

。
　この刑法の拠って立つ思想は，スペインにおける矯正主義であり，危険
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に対する社会防衛の原則であった。スペインで初めて刑罰と保安処分の二
元主義を採用したことは特筆に値する。さらに，判例実務を考慮に入れ，
裁判所の裁量を拡大するなどの改革も加えられた

（117）

。この刑法は，終身刑規
定を持たない刑法として制定され，その伝統は 1995 年現行刑法制定時に
も受け継がれ，2015 年に終身刑が復活するまでスペイン刑法は規定内に終
身刑を持たないことになった

（118）

。

Ⅶ　1932 年刑法

1）時代背景
　プリモ・デ・リベラ独裁が終了した後，国王はベレンゲール（Dámaso 
Berenguer y Fusté）将軍を首相に任命して体制の立て直しを試みた。し
かし，立憲王政への復帰は困難であった。独裁中から市民の間では共和派
が一定の支持を得ており，アルフォンソ 13 世がプリモ・デ・リベラのクー
デターを容認していたことへの反感もあって，王政打倒の声はすでに抑え
きれないほどに高まっていた。著名な哲学者であるオルテガ・イ・ガセ（José 
Ortega y Gasset）やミゲル・デ・ウナムノ（Miguel de Unamuno y Jugo）
なども共和政を要求した

（119）

。
　1931 年 4 月の選挙で都市部を中心に共和派が勝利し，まずバスク地方の
都市エイバルで，次いでバルセロナやマドリードで共和国の樹立が宣言さ
れた

（120）

。これによりアルフォンソ 13 世が退位を決意し，無血革命が成立し
て第二共和政が始まる

（121）

。12 月 9 日には国民主権を宣言し，一院制，男女普
通選挙，社会権，経済的権利，労働権などを規定する新憲法（1931 年憲
法）が制定された

（122）

。また，この憲法によってスペイン史上初めて違憲審査
のための機関である憲法保障裁判所が設置された

（123）

。大統領にサモラ（Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres），首相にアサーニャ（Manuel Azaña Díaz）が就
任

（124）

し，左派連合内閣であったアサーニャ内閣は 2 年間で諸問題を解決しよ
うと改革に取り組んだ

（125）

。しかし，開始当初から，教育，宗教，地方自治な
どについて解決困難な問題が山積しており，政情は不安定で，右派と左派
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の対立が激化していった
（126）

。アサーニャはその後大統領になったが，保守派
の反発は大きかった

（127）

。

2）1932 年刑法の特徴
　第二共和政は，1928 年刑法を廃止し，1870 年刑法を復活させたが，す
ぐに新法典の編纂に着手した。新刑法は 1932 年 11 月 5 日に公布され，同
年の 12 月 1 日に施行された

（128）

。これが 1932 年刑法である。
　1932 年刑法は，その基礎を 1870 年刑法に置きつつ，1931 年憲法に適合
するものとして制定された。1931 年憲法の憲法起草委員会委員長

（129）

であり
1932 年刑法制定者

（130）

のひとりである刑法学者ヒメネス・デ・アスア（Luis 
Jiménez de Asúa

（131）

）は，1932 年刑法は 1870 年刑法をより人道的かつ柔軟
にする改正であったと述べている

（132）

。この刑法は，600 の条文を持ち，第 1
巻「犯罪および違警罪の一般規定，責任を負う者および刑罰」，第 2 巻「犯
罪とその刑罰」，第 3 巻「違警罪とその刑罰」の 3 巻構成を採った。
　この刑法は，制定当時には死刑を廃止したが，1934 年にテロリズムの罪
と誘拐を伴う強盗についてのみ死刑が復活した

（133）

。刑を宥恕する精神障害に，
酩酊等による一時的精神障害を含めた定義を導入するなどの立法技術の進
歩も見られた

（134）

。また，実務上しばしば問題となっていた重罪，軽罪，違警
罪の犯罪の三区分を廃止した。ただし，これは 1995 年刑法において復活
する

（135）

。
　なお，保安処分については刑法典からは削られた

（136）

が，1933年8月4日の「浮
浪者および悪行者法」（Ley de Vagos y Maleantes）にまとめられ，社会
的に危険であると見られていた者たちを排除するためのリストとなった

（137）

。

Ⅷ　1944 年刑法および1973 年改訂

1）時代背景
　1937 年 7 月 17 日モロッコでモラ（Emilio Mola y Vidal）将軍を指導者
とする軍による反乱が勃発した

（138）

。この反乱を足掛かりにカナリア諸島に左



34　　（桃山法学　第38号　’23）

遷されていたフランシスコ・フランコ（Francisco Franco Bahamonde）は，
モロッコ反乱軍を率いてスペイン本土に攻め込んだ。軍の当初の狙いは，
共和国政府の投降によるスムーズな権力掌握であり，全面的な戦争ではな
かったが軍の目論見は外れた。共和政府はほとんど何もできなかったが，
左派勢力，労働者，自由主義者たちが各地で反軍の行動を起こしたのであ
る。マドリードおよびバルセロナの市民たちは，軍の反乱を鎮圧し，バレ
ンシア市民もそれに続いた。さらに，マラガ，ビルバオの市民たちが軍の
反乱を鎮圧した。このように，市民の抵抗は軍を鎮圧するほどの強さであっ
た

（139）

。さらに海軍は反乱に賛同しなかったため，反乱軍は当初モロッコおよ
びスペインの一部に封じ込められていた。フランコはドイツのヒトラーと
イタリアのムッソリーニに密使を送り，大量の援助を引き出した。これに
よって反乱軍は力を取り戻し，スペインへと本格的な侵攻を再開した。こ
れに対して，イギリスをはじめとする自由主義諸国は不干渉を決定した

（140）

。
市民側には世界各国から 6 万人以上にものぼる義勇兵（国際旅団）の参戦
があったが

（141）

，ドイツ・イタリアの支援を受けるフランコ軍に勝るほどのも
のではなかった。スペイン社会を深く傷つけ，現在も痛みの記憶とともに
語られるスペイン内戦（市民戦争：guerra civil）の始まりである

（142）

。内戦の
犠牲者は，スペインの高校の歴史教科書の概算によれば，共和国陣営で 43
万 6900 人，反乱軍陣営で 22 万 1000 人で，スペイン全土で 65 万 7900 人
におよび，亡命者が 43 万人にのぼったという

（143）

。亡命者の中には，1932 年
刑法起草者のヒメネス・デ・アスアも含まれている

（144）

。
　本稿は，スペイン内戦の経過を詳細に描き出すことはできない

（145）

。本稿に
とって，スペイン内戦は，1939 年にイタリアのムッソリーニ政権，ドイツ
のヒトラー政権

（146）

から支援を受けていた右派ナショナリスト陣営の勝利で終
わり，権威主義体制の苛烈なフランコ独裁が 1975 年まで続くことを確認
しておけば足りよう。フランコ独裁は，反対者に対し徹底的な弾圧を加え
た。とりわけ独自の文化を持つ地方への弾圧は苛烈を極めた。カタルーニャ
では，「1939 年 5 月の第 1 週だけで 266 人が死刑判決を受け，59 人が 30
年の禁固刑，20 人が 15 年の禁固刑を言い渡された

（147）

」という。独自の文化
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も禁止され，「民族舞踊サルダナは禁止され，公の場でカタルーニャ語を
使用することもできなくなった。『帝国の言語，スペイン語を話せ！』と
いう標語のもと，通りや広場の名前も変えられた

（148）

」。

2）1944 年刑法以前の状況
　フランコ政権は，内戦中に何度か刑法改正を行った―たとえば謀殺罪
および強盗殺人罪について死刑を復活させた

（149）

―ものの，権力掌握後すぐ
に刑法典を全面改正することはなく，1932 年刑法を継続して有効であると
した。とはいえ，政治責任法（1939）やフリーメイソンおよび共産主義弾
圧法（1940）や国家保安法（1941）といった個別の諸法が制定され，厳格
な統治体制が確立していった。これらの諸法は，総じて国家，家族，良俗
の保護の強化に向けられていた

（150）

。たとえば，政治責任法は，1934 年 10 月
以降の左翼活動について特別裁判所を設置して裁くものであった

（151）

。1944 年
まで新刑法典の制定は行われなかった。

3）1944 年刑法の特徴
　1944 年，フェデリコ・カステホン（Federico Castéjon y Martínez de 
Arizala）に率いられた委員会が新刑法典の編纂作業を行った。全 604 条か
らなるこの刑法の構成は，第 1 巻「犯罪および違警罪の一般規定，責任を
負う者および刑罰」，第 2 巻「犯罪とその刑罰」，第 3 巻「違警罪とその刑
罰」の 3 巻構成である

（152）

。この構成からも明らかなように，1944 年刑法典は
過去の刑法を原則として引き継いだものであり，新刑法というよりも旧刑
法の再編としての性格が強い。そのため，スペインにおいて正式には「1944
年再編テキスト」（texto refundido de 1944）と呼ばれている

（153）

。
　この法典は，過去の刑法から引き継いだ罪刑法定主義などの原則を持っ
てはいたものの，新たに再編された各則

（154）

における罪は主に新体制のシステ
ムやその拠って立つ政治的，宗教的，社会的理念を保護することに向けら
れていた。すなわち，家族や公序良俗の保護が強調された

（155）

。刑罰は，これ
までのどの法典よりも重いものであった

（156）

。
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4）各種改訂および再編の特徴
　1963 年に 1944 年刑法のいくつかの罪について改訂

（157）

が行われる。この見
直しにより，未成年者の淫行，売春などについて改正が行われ，姦通した
妻を殺害する特例が廃止された

（158）

。全体で 56 の条文が改められた
（159）

。
　1973 年には刑法が再編

（160）

される。1967 年の信教の自由法の帰結として，
宗教に対する罪が改訂された。

Ⅸ　現行（1995 年）刑法制定への道のり

1）時代背景
　戦後，連合国は，軍事力による参戦はしなかったが実質的には枢軸国
であったスペインに対して厳しい態度をとった。国際連合から排除され，
1946 年にはフランスがスペイン国境を封鎖した。スペインは孤立し，物資
不足に陥った。とりわけ食糧不足は深刻であった

（161）

。しかし，西側諸国にお
ける反共の機運の高まりは，スペインを「反共の砦」として陣営に取り込
む必要性を生じさせた。とりわけ，アメリカは大西洋と地中海を結ぶ位置
にあるスペインの重要性への配慮もあり，態度を変化させた

（162）

。1947 年，国
連総会におけるソ連提案のスペインに対する制裁措置の提案がアメリカな
どの反対により否決された。1948 年にはフランスが国境を開放し，1950
年には，ソ連やメキシコが反対し，イギリスとフランスが棄権する中，ア
メリカの働きかけにより国連総会でスペイン排斥決議が撤回された

（163）

。
　スペインと西ヨーロッパの歩み寄りが決定的となったのは 1953 年にス
ペインと教皇庁との間で締結された政教協約である。カトリックは歴史的
にもフランコを支持してきたが，この政教協約は，教皇庁がフランコ政権
のスペインが正式な国家であると公認した意味を持つ。これにより，西ヨー
ロッパのキリスト教民主主義政権がスペインへの歩み寄りを始めた。つい
に 1955 年，スペインは国連に加盟する

（164）

。こうしてスペインは国際社会に
復帰した。この間，国際社会はフランコ体制の変革を強く求めなかった。
そのため，スペインは原則としてフランコ独裁政権を維持したまま国際社



スペイン刑法法典化の沿革　　37

会に復帰することが可能となった。とはいえ，1962 年のヨーロッパ経済共
同体（EEC）への加盟申請は民主主義国家ではないという理由で却下され
ており

（165）

，完全に西欧の仲間入りが果たせたわけではなかった。
　1975 年 11 月 20 日，独裁者フランコが死去する

（166）

。フランコは自らの後継
者として，アルフォンソ 13 世の孫であるブルボン家のフアン・カルロス
を 1969 年に「王太子」として指名していた

（167）

。フアン・カルロス 1 世はフ
ランコの死後，葬儀の前日である 11 月 22 日に国王として即位し，ブルボ
ン朝の王政復古が成立してスペインは再び王国となった

（168）

。フランコの後継
者となるはずであったフアン・カルロス 1 世の即位宣言には，フランコ主
義者たちの期待を裏切るように，「国民の協調による真の合意」，「立憲制度」
など民主化への意欲が明確に表れていた

（169）

。
　フアン・カルロス 1 世の後見役としてフランコが生前に指名していたル
イス・カレーロ・ブランコ（Luis Carrero Blanco）は，フランコが死ぬ前
にバスク主義者によって暗殺されていた。その後継として，首相になった
のはカルロス・アリアス・ナバーロ（Carlos Arias Navarro）であったが，
経済危機への無策や強権的に行った死刑執行などが国内外の批判を招き，
辞任を余儀なくされた

（170）

。そこで，アドルフォ・スアレス（Adolfo Suárez 
González）が首相となる

（171）

。スアレスは保守派であると考えられていたが，
その内心は民主派であった。ここから，国王フアン・カルロス 1 世と首相
スアレスが舵を取る民主化プロセスが進んでいく

（172）

。
　スアレスは，組閣するとすぐに政治犯の恩赦を行い，政治改革法（Ley 
para la Reforma Política）を制定した。政治改革法では，二院制の議会と
新憲法の制定が決められた

（173）

。その後，政治改革法に関する国民投票で圧倒
的支持（投票率 77%，賛成 94%

（174）

）を得ると，総選挙を行った。民主化を求
める市民やメディアの支持を背景に，スアレスは次々とフランコ体制の構
造を解体していった

（175）

。また，経済政策を多く含む政策パッケージとしてモ
ンクロア協定を結んだが，この経済協定については下院の全会派代表が署
名したため，和解の象徴としてみられるようになった

（176）

。
　1977 年 7 月，議会に憲法委員会が設置される。彼らは何度も会合を開き，
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憲法を起草した。1978 年 1 月，憲法草案が公開されると，各会派がそれに
対する修正案を提案した。その後，幾度もの審議を経て秋にようやく憲法
最終草案が確定した。草案は，1978 年 12 月 6 日国民投票にかけられ，成
立した

（177）

。立憲政治に基づいた民主スペインの誕生（あるいは再生）である。
この憲法でスペインは「社会的・民主的な法治国家」であると定義され，
議会君主制国家として編成され，政教分離を認め，死刑を廃止し

（178）

，国民の
諸権利を保障した

（179）

。また，民族と地域の自治を認め，カタルーニャ語やそ
の他の言語を公用語として認めた

（180）

。
　民主化の危機は，その後も訪れる。1981 年 2 月 23 日，ハイメ・ミラン
ス・デル・ボッシュ大将（Jaime Milans del Bosch y Ussía）などの軍の右
派グループが画策したクーデターを，アントニオ・テヘーロ中佐（Antonio 
Tejero Molona）が中心となり実行に移した。テヘーロは約 200 人の治安
警備隊を率いて下院に押し入り，300 名を超える議員を人質にとった。同
時にミランス・デル・ボッシュの戦車部隊がバレンシア市内に展開し，国
営テレビ局も軍によって占拠された

（181）

。彼らの狙いは国王を中心とする軍事
政権の復活であった。彼らは，「国王の名の下に」，「国王の指令を拝命す
る」などと主張していた

（182）

。しかし，当の国王フアン・カルロス 1 世がただ
ちに「民主化を武力で妨害しようとする者の行動もしくは態度を，いかな
る形であれ容認しない。この民主化のプロセスは，国民投票でスペイン国
民に承認された憲法によって決められたものだ

（183）

」とテレビで演説したため，
クーデターは成功しなかった

（184）

。この出来事がかえって，軍部によるクーデ
ターというスペインの悪しき伝統を打ち破り，また国王がスペインにおい
て強い求心力を有するきっかけとなり，立憲民主王制路線は確固たるもの
となった。その後，バスクやカタルーニャなどの独立問題や経済情勢など
を中心にスペイン国内での混乱は続くものの，独裁へ後戻りする心配はな
いという程度にまで，民主国家としての基盤は固まった。その後の EU 加
盟は，そのひとつの証左であるといえる。
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2）1983 年の刑法緊急部分改正
　王政復古，民主制への移行，1977 年モンクロア協定，1978 年新憲法制
定といった一連の民主化改革により，刑法の改正は不可避の事業となった。
たとえば，拷問の犯罪化，姦通やストライキの非犯罪化は喫緊の課題となっ
た

（185）

。
　そこで，1983 年議会は「刑法の緊急部分改正法」（Ley de Reforma 
Urgente y Parcial del CP）を可決した。この改正は，単に刑法を現代化す
るだけでなく，刑法理論の発展を受けたものでもあった。たとえば，総則
規定に構成要件の錯誤および禁止の錯誤の取り扱いが規定された

（186）

。その後，
刑法典に関する議論の中心は新刑法典制定に向かうが，その議論の最中も
旧刑法は何度か改正されており，新刑法典が制定される 1995 年にも旧刑
法改正は行われていた

（187）

。

3）諸草案
　民主国家として再スタートしたスペインは，当面の応急措置的な部分改
正だけではなく，全面的な刑法改正すなわち新刑法典制定を並行して進め
ていた。改正の目的は，1848 年刑法を 1978 年憲法に適合させ，責任主義
などの諸原則を適切に法典に盛り込むことにあった。現行刑法制定までい
くつかの草案が提案されたので簡潔に見ておく。
　まず 1980 年草案

（188）

が提案されたが，政治状況によって議会の多数の賛同
を得ることが困難であり，可決されるに至らなかった。その後，当時の法
務大臣フェルナンド・レデスマ（Fernando Ledesma Bartret）は，1980
年草案の見直しを進める委員会を任命した。その結果として 1983 年に，
大臣は「新刑法典の予備草案の提案」（Propuesta de Anteproyecto de 
Nuevo Código Penal: PANCP）を行った。その狙いは，1980 年草案のと
きから加えられていた秘密主義であるとの批判を回避し，議論を公開と公
の評価の段階へと進ませようとしたものである

（189）

。この予備草案では，予備・
陰謀等の例外的な処罰や日数罰金制度の導入などが提案されている

（190）

。これ
らは後に現行刑法に取り入れられ実現した。
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　 さ ら に，1990 年 に「 刑 法 総 論 の 予 備 草 案 原 案 」（Borrador de 
Anteproyecto de la Parte General del Código Penal: BAPG），1992 年に「刑
法典予備草案」（Anteproyecto de Código Penal: ACP）が起草された。こ
の予備草案は草案となり，同年の議会に提出されたが，議会の解散および
総選挙が宣言された

（191）

ことによって，議会での議論には至らなかった
（192）

。

4）現行刑法典の制定
　1992 年の草案の基本ラインはその後も受け継がれた。1994 年には，
1992 年草案を大幅に変更するものではない草案が刑法典組織法草案として
議会に提出された。1994 年草案は，1995 年 11 月 8 日に下院本会議で承認
され，1995 年 11 月 23 日組織法第 10 号として公布された。これが現行刑
法である。施行されたのは 1996 年 5 月 25 日であるが，1995 年刑法典と呼
ばれている

（193）

。
　現行刑法の詳細については，これまでの私の種々の論稿

（194）

によって詳細に
明らかにしており，今後も分析的に検討するつもりであるから，ここで個々
の規定について詳述しないが，立法者による刑法典の「理由説明

（195）

」を引用
しながらその基本的な性格を理解しておこう。

　 　法秩序を，権力の行使を制限する一連の規範の集合であると定義すれ
ば，あらゆる市民社会における刑法典の重要性は容易に理解することが
できる。刑法典は，国家の強制権力による究極の形式，すなわち刑事罰
の適用条件たる重罪および違警罪を規定する。結果として，刑法典は秩
序全体において卓越した地位を占めることになり，この点からすれば，
刑法が一種の「消極的憲法」として考えられてきたことは理由のないこ
とでない。刑法典は，社会的共生の諸価値とその基本原則を守らなけれ
ばならない。これらの諸価値や原則が変化すれば刑法典もまた変わるべ
きである。しかし，我が国においては，社会的，経済的，政治的基盤が
大きく変化したにもかかわらず，現行法典はその中核といいうる部分に
おいて前世紀のものである。その改正の必要性は，つまり，論をまたない。
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　理由説明の最初の段落では，刑法典の重要性を述べ，全面改正の必要性
を宣言している。この部分は，スペインの歴史を見れば容易に理解可能で
ある。
　この後，「理由説明」は，この法典が憲法に適合するように編纂された
ことを述べた後，5 つのポイントを重要なものとして説明する。

　 　第 1 に，憲法が刑罰に求める再社会化の目的を可能な限り達成するた
め，現行刑罰制度の全面的な改正がなされることになる。提案されてい
る制度は，一方で，自由刑の規定を単純化するとともに，より基本的で
ない法益への影響を持つ別の措置に代替する手段を拡張し，他方で，日
数罰金制度を導入することで財産刑を変更し，公共利益労働を追加する。

　スペインの民主憲法は，自由刑の目的を強制労働としてはならず，罪を
犯した者の再教育および再社会化にあると宣言した

（196）

。それを受けて，1995
年刑法は，刑罰を懲罰的なものから教育的なものへと変更した。また，刑
罰と保安処分の二元主義を導入したうえで，保安処分法定主義を規定し，
保安処分に限界を定めた点も重要である

（197）

。

　 　第 2 に，謙抑性の原則とますます複雑化する社会における保護要請の
高まりという二律背反に直面し，新たな態様の犯罪を慎重に制定し，し
かしまた同時に存在意義を失った犯罪類型を削除した。

　スペインは自由への渇望と安定の要求というどの国にでもある当然の要
求のバランスが，歴史的な経緯から特に重視される。刑法は，人を縛る凶
器でありかつ人を守る防具でもある。その 2 面性を 1995 年刑法は自覚的
に宣言している。

　 　第 3 に，基本権の保護を特に重視し，基本権が行使される場面では懲
罰的な手段の設定を特別な節度をもってするよう努めた。たとえば，一
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方では，精神的完全性の保護であり，他方では名誉に対する罪の新たな
規制である。精神的完全性を保護することで，市民は拷問に対するより
強力な保護を与えられる。そして，提案されている方法で名誉に対する
罪を構成することで，表現の自由は，民主体制において認めることがで
き，かつ認めるべきあらゆる重要性を獲得する。

　歴史の中で個人の基本的権利を制限する強圧的な手段が何度もとられて
きた。それを反省し，1995 年刑法は，基本権に関する場面での刑罰使用を
可能な限り控え，個人の内心と名誉を保護することにした。ここで「拷問」
にスポットライトが当てられているのはスペイン史を知れば十分に理解可
能である。

　 　第 4 に，保護目的と基本権尊重の観点に調和して，これまでほしいま
まにされてきた公務員による市民の権利および自由の領域に対する違法
な介入の特権体制を廃止した。したがって，法律の許可なく公権力機関
や公務員によって行われる逮捕，住居への立入りおよび捜索は，対応す
る一般犯罪の加重類型として扱われ，これまでのような不可解かつ不当
に特別な減軽をされる扱いにはならない。

　権威主義体制の排除がスペインの課題であるとすると，この段落の言わ
んとすることは明らかである。刑法を弾圧の道具としないという決意を読
み取ることができる。

　 　第 5 に，憲法が公権力に課した平等の実現という課題を遂行し，真に
現実的な平等の道を歩むことにした。たしかに，刑法はこの課題を達成
するのに最も重要な手段ではない。しかしながら，刑法は，その実現の
障壁となっている規制を取り除くことや，差別的状況に抗する保護措置
を導入することで，これに寄与することができる。差別的な活動に抗す
る保護を提供する規範に加えて，性的自由に対する罪に関する新規定に
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ついてここで言及しなければならない。これらについて，犯罪構成要件
を，歴史的にそうであったような，女性の貞淑ではない万人の性的自由
としての保護法益と適合させることを目指した。女性の貞淑の保護の名
の下で，耐え難い不正な状況が生じたが，本法案の規定はそれを完全に
排除する。

　平等の実現を求める民主憲法に呼応して，刑法は性差別に対抗する措置
をとった。この規程は，1995 年以降も何度も改正され，2022 年の大改正
にまでつながっている。刑法の前文は次の言葉で締められている。

　 　共存と憲法が宣言する権利と自由を享受する平和のため，誇張しても
誇張しすぎることのない重要性ある目標は，我々がより良い刑法を持ち
たいと願い，その実現に貢献してはじめて達成されるのである。

　 　これは空虚な願いではなく，歴史の経験が詰まった極めて重い言葉で
ある。

　 　このようにして，スペインの現行刑法典は制定された。

むすびにかえて

　1995 年の制定以降も，刑法は何度も改正されてきた。この原稿を執筆し
ている 2022 年 9 月 16 日現在，すでに 44 回改正されている。その中には，
全面改正ともいうべき 2015 年改正もある。いくつかの代表的な改正を列
挙する。
　1999 年 4 月，性犯罪に関する規定が改正された。同年 6 月には DV の被
害者保護の規定が盛り込まれた。2000 年にはテロリズムに関して刑法の改
正があった。2003 年にも DV 規定の改正などが行われた。2004 年にはジェ
ンダー暴力に対する包括的保護措置が盛り込まれた。2010 年にはリプロダ
クティブライツを守り，人工妊娠中絶に関する改正が行われた。
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　2015 年には，大改正が行われた。刑法典全体にまたがる大改正である
が，特に 2 点に触れておく。第 1 に，違警罪が廃止され第 3 巻の条文がす
べて削除された。これにより 1848 年以来の 3 巻構成は廃止された。第 2 に，
終身刑が導入された。これにより，1870 年刑法の時代に実務から姿を消し，
1928 年刑法において法典から姿を消した終身刑が再びスペインの刑罰とし
て使用されることになった。
　2015 年改正以降もコンスタントに改正されている。2021 年には安楽死
が合法化されて自殺幇助罪の規定に修正が加えられた。2022 年には，性犯
罪の構成要件要素から暴行・脅迫が削除され，意に反する性行為全般を強
制性交等（violación）としつつ，自発的かつ明白な同意がなければ性的同
意ではない旨の解釈規定も導入された。
　スペインの歴史と法典化史および現行刑法の在り方を観察すれば，それ
らの間に有機的なつながりがあることがわかる。より良い刑法を持ちたい
という願い，安定した社会への渇望，弾圧の道具となりうる刑法への警戒，
スペインとしてのアイデンティティと多民族国家における民族のアイデン
ティティのせめぎ合い，これらの諸要素がスペイン刑法の法典の，そして
理論と実務の根底に流れている。
　では，翻って日本刑法を日本刑法たらしめているのは日本の歴史や文化
のどのような要素であろうか

（198）

。日本刑法のどの部分が人類に普遍的な部分
であり，どこに日本独自の歴史的・文化的な性質があるのだろうか。スペ
イン刑法法典化史を跡づけた結果として，日本刑法へのこの問いが学術的
な意義を持って浮かび上がってきたならば，本稿の探究はひとまず成功で
ある。
 （了）

注
（ 1 ） 私はかつてスペイン刑法を紹介する原稿において，簡潔に法典化の流

れに触れたことがある（江藤隆之「スペイン刑法のプロフィール」桃山
法学 30 号（2019）1 頁以下）。そこでは，時代背景を扱わず，法典の説
明もきわめて簡素なものにとどまった。本稿はそれをさらに深めるもの
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である。なお，本稿は，法典化史に特化し，理論史については扱わない。
（ 2 ） 1808 年 3 月 17 日，親フランス政策をとるゴドイに反発した民衆がア

ランフエスで蜂起した。これを制圧するためフランス遠征軍は 3 月 23
日にマドリードを占拠する。5 月 2 日に，マドリード市民がフランス軍
に対して蜂起，翌 3 日にも大きな暴動が発生した。ゴヤの名画「1808 年
5 月 2 日」および「1808 年 5 月 3 日」にその様子が描かれている。スペ
イン人による対フランス独立戦争の幕開けである（ただし，ゴヤ自身が
5 月の事件を目撃したものを描いたのか，目撃者から聞いた様子を描い
たものであるのかは明らかではない。また，絵が完成したのは 1814 年
のことであり，時間の経過による変容も考えられるため，これらの絵
がそのまま史実の一場面を描いていると断言するのは難しい。Marina 
Linares, Goya, Paris, 2017, p.113.）。これ以降，各地で反フランス闘争が
展開された。スペイン人たちは，ゲリラと籠城戦によって抵抗し，フラ
ンス軍を消耗させた。川成洋『スペイン通史』（丸善出版，2020）113 頁
以下および J. アロステギ・サンチェス，M. ガルシア・セバスティアン，
C. ガテル・アリモント，J. パラフォクス・ガミル，M. リスケス・コルベー
リャ〔立石博高監訳，竹下和亮，内村俊太，久木正雄訳〕『世界の教科
書シリーズ 41　スペインの歴史　スペイン高校歴史教科書』（明石書店，
2014）141 頁参照。

（ 3 ） Cf. Raymond Carr, Spain, Oxford, 1966, pp.81-92; v. Dieter Nohlen/ 
Mario Kölling, Spanien, 3. Aufl., Wiesbaden, 2020, S. 36.

（ 4 ） バイヨンヌ憲法の意義について，池田実「スペイン立憲主義の曙
―1808 年バイヨンヌ憲法―」社会科学討究 44 巻 2 号（1999）371
頁以下参照。池田は，これまでスペイン憲法研究においてバイヨンヌ憲
法がほとんど無視されてきたことに疑問を呈し，そのスペイン立憲史に
おける意義を説く。条文については，池田実「（邦訳）スペイン 1808 年
憲法・1834 年王国憲章」山梨大学教育人間科学部紀要 1 巻 2 号（2000）
132 頁以下参照。

（ 5 ） José Agustín González-Ares, Historia constitucional de la España 
contemporánea（1808-1975）, A Coruña, 2022, pp.41ss; Antonio Torres 
del Moral, Constitucionalismo Histórico Español, 7. ed., Madrid, 2012, 
p.51ss; 川成・前掲注（2）116 頁，アロステギ他・前掲注（2）141 頁参照，
池田「スペイン立憲主義の曙―1808 年バイヨンヌ憲法―」前掲注（4）
121 頁。

（ 6 ） 立石博高編『スペイン・ポルトガル史』（山川出版社，2000）212 頁〔立
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石博高執筆〕。
（ 7 ） マリア・ピラール・ケラルト・デル・イエロ〔青砥尚子・吉田恵訳〕

『スペイン王家の歴史』（原書房，2016）240 頁以下。
（ 8 ） Javier Alvarado, Estudios de Hstoria de Derecho Penal, Madrid, 2021, 

p.36.
（ 9 ） Carr, op. cit., pp.112-113.
（10） アロステギ他・前掲注（2）142 頁。
（11） アロステギ他・前掲注（2）146 頁。
（12） バイヨンヌ憲法は施行されなかったと見る向きもあるが，一部は実際

に機能していたようである（池田「スペイン立憲主義の曙―1808 年バ
イヨンヌ憲法―」前掲注（4）131 頁）。

（13） ただし，注（4）にも記した池田による評価がある。
（14） アロステギ他・前掲注（2）144 頁。
（15） アロステギ他・前掲注（2）144 頁。
（16） Torres, nota 5, p.54ss; アロステギ他・前掲注（2）144 頁。
（17） Santiago Mir Puig, Derecho Penal Parte General, 10. ed., Barcelona, 

2016, p.55; véase también, Alvarado, nota 8, pp.75ss.
（18） Hans Hattenhauser, Europäische Rechtsgeschichte, 3. Aufl. , 

Heidelberg, 1999, Rn. 1669.
（19） Torres, nota 5, s.81s; Salvador Rodríguez Artacho〔池田実訳〕「憲法」

日本スペイン法研究会，サラゴサ大学法学部，Niiza 日本法研究班共編『現
代スペイン法入門』（嵯峨野書院，2010）24 頁。

（20） Carlos María Landecho Velasco y Concepción Molina Blázquez, 
Derecho Penal español, 11. ed., pp.123ss；なお，本稿の執筆中に同書
のアップデート版ともいうべき Concepción Molina Blázquez, Derecho 
Penal Parte General, Madrid, 2022 を入手した。これは，故ランデチョ
の教科書を補訂していたモリナが単独名義で発表した体系書である。し
かし，その前書き（presentación, p.41）にも断りがあるように，内容の
基礎となっているのはランデチョの体系書であり，本稿が引用するスペ
イン刑法法典化史についての記述はランデチョとモリナの共同名義時代
のものがほぼそのまま変更なく掲載されている。したがって，本稿にお
いては，モリナ単独名義ではなくランデチョとモリナの共同名義の第 11
版を参照・引用することにした。

（21） Alvarado, nota 8, p.98.
（22） Landecho y Molina, nota 20, p.124. 
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（23） Alvarado, nota 8, p.97.
（24） Alvarado, nota 8, p.99.
（25） ボルボン（ブルボン）朝スペインにとって，ブルボン朝ルイ 16 世の

隣国における処刑は他人事ではなかった。
（26） Manuel Torres Aguilar（Coordinador）, María José Collantes de 

Terán de la Hera, Miguel Pino Abad y María Jesús Torquemada 
Sánchez, Manual de Historia del Derecho, Madrid, 2015, pp.262s.

（27） Manuel Quintanar Díez（Director）, José Francisco Ortiz Navarro 
y Carlos Zabala López-Gómez, Elementos de Derecho Penal Parte 
General, 3. ed., Valencia, 2020, p.54.

（28） Alvarado, nota 8, p.272.
（29） Antonio Zárate Conde y Eleuterio González Campo, Derecho Penal 

Parte General, Madrid, 2015, p.58.
（30） 条文は，池田「（邦訳）スペイン 1808 年憲法・1834 年王国憲章」前掲

注（4）から引いた。
（31） Landecho y Molina, nota 20, p.124.
（32） Landecho y Molina, nota 20, p.124; Torres y otros, nota 26, p.263：カ

ディス憲法 258 条は王国統一の法典を求め，286 条は刑事裁判の手続に
ついては法律で定めるとした。条文について池田実「（邦訳）スペイン
1812 年憲法（カディス憲法）」山梨大学教育人間科学部紀要 1 巻 1 号（1999）
87 頁以下参照。

（33） Landecho y Molina, nota 20, p.124.
（34） この時代の簡潔な流れとして，フアン・ソペーニャ『スペインを解く鍵』

（平凡社選書，1986）157 頁以下も参照。
（35） Carr, op. cit., pp.128-129.
（36） アロステギ他・前掲注（2）146 頁。
（37） なお，このフランス軍は退却にあたり，1827 年までバルセロナに居座っ

た（M・ジンマーマン，M=C・ジンマーマン〔田澤耕訳〕『カタルーニャ
の歴史と文化』（白水社，2006）59 頁）。

（38） アロステギ他・前掲注（2）146 頁，立石・前掲注（6）223 頁〔立石
博高執筆〕，ピエール・ヴィラール〔藤田一成訳〕『スペイン史』文庫ク
セジュ（白水社，1992）83 頁；Nohlen/ Kölling, a.a.O. （Anm. 3）, S. 37.

（39） スペインの自由主義者は，リエゴの功績を讃えて「リエゴ賛歌」を作り，
1931 年第二共和制においてはリエゴ賛歌が国歌となった。川成・前掲注

（2）122 頁。



48　　（桃山法学　第38号　’23）

（40） 立石・前掲注（6）224 頁〔立石博高執筆〕；Carr, op. cit., pp.146-154.
（41） Quintanar y otros, nota 27, p.54; Zárate y González, nota 29, p.58.
（42） Zárate y González, nota 29, p.58.
（43） Quintanar y otros, nota 27, p.54; Alvarado, nota 8, p.36.
（44） Zárate y González, nota 29, p.59.
（45） Quintanar y otros, nota 27, p.54.
（46） Zárate y González, nota 29, p.59；現行スペイン刑法も刑法の適用範囲

に関する規定を持っていない。刑法の適用範囲は司法権組織法（LOPJ）
23 条に定められている。

（47） Julián Valle Rivas, La codificación penal en su contexto histórico, 
Isagogé 6, 2009, p.14.

（48） 川成・前掲注（2）123 頁。
（49） V. González-Ares, nota 5, p.95ss; Rodríguez〔池田訳〕・前掲注（19）

38 頁は，王国憲章が政府による起草，権力分立や基本的自由の不規定，
議会の自律性の否認等の理由から「真正な憲法とはいえない」と評する。

（50） Torres, nota 5, p.90；川成・前掲注（2）125 頁。
（51） 立石・前掲注（6）228 頁〔立石博高執筆〕。
（52） アロステギ他・前掲注（2）160 頁。
（53） 立石・前掲注（6）229 頁以下〔立石博高執筆〕。
（54） González-Ares, nota 5, p.109ss; Carr, op. cit., p.162.
（55） Rodríguez〔池田訳〕・前掲注（19）38 頁。
（56） Carr, op. cit., pp.168-184.
（57） Torres y otros, nota 26, p.264.
（58） González-Ares, nota 5, p.126ss; Rodríguez〔池田訳〕・前掲注（19）39 頁。
（59） 1848 年 刑 法 に つ い て は，Emilia Iñesta Pastor, El Código Penal 

Español de 1848, 2011, Valencia が研究書として決定版であるといえる。
同書は，1848 年刑法の成立過程，総則，各則，影響をそれぞれ詳細に研
究した 900 頁を超える大著である。

（60） 刑法学者で穏健派の政治家であったパチェコと 1848 年刑法の関係
について，Manuel Lopez-Rey y Arrojo, Criterios y perspectivas de la 
Codificación penal, Scción Doctrinal, Núm 3, 1979, p.553; José Antón 
Oneca, El Código penal de 1848 y D. Joquín Francisco Pacheco, Anuario 
de derecho penal y ciencias penales, tomo 18, 1965；ただし，主たる起
草者をパチェコであるとして，1848 年刑法典の特性のほとんどをパチェ
コに帰する伝統的な見解に対する批判・異論も近年有力化している。も



スペイン刑法法典化の沿革　　49

ちろん，当時の有力な刑法学者で政治家のパチェコが刑法に影響与えた
ことは間違いない。パチェコの刑法に関する 1839 年および 1840 年のア
テネオ・デ・マドリードでの講演録として，Joaquín Francisco Pacheco, 
Estudios de Derecho Penal, Madrid, 1854. この中でパチェコはフランス
刑法の理論を引いている。また，ヴァルター・ペロン〔高橋則夫訳〕『正
当化と免責』（成文堂，1992）130 頁では，1848 年刑法の成立について「フ
ランス国籍のイタリア人 Pellegrino Rossi が，Beccaria，Bentham 及び
Feuerbach の功利主義理論と，とくに Kant のドイツ絶対主義的刑法理
論との統合として展開し，Joaquín Francisco Pacheco によって受け入れ
られ，スペインで流布したものである」と述べ，この刑法典のスペイン
での成立をパチェコの名に拠らせている。

（61） Zárate y González, nota 29, p.59.
（62） ロッシについては，v. Antonio Sólon Rudá, Breve historia del 

Derecho penal y de la criminología, Lisboa, 2018, pp.262ss.
（63） ブラジル刑法は，ポルトガル刑法，フランス刑法，バイエルン刑法の

影響を受けたものであった Sólon, nota 62, p.208.
（64） V. Carlos Pérez del Valle, Lecciones de Derecho Penal Parte General, 

5. ed., Madrid, 2021, p.68.
（65） V. Landecho y Molina, nota 20, p.125.
（66） パチェコが行った 1839 年および 1840 年の刑法に関するアテネオ・デ・

マドリードでの公演が記録されている。
（67） Zárate y González, nota 29, p.59.
（68） Valle, nota 47, p.14.
（69） Landecho y Molina, nota 20, p.125.
（70） Mir, nota 17, p.55；ペロン・前掲注（60）130 頁は，「刑罰阻却的な帰

属要素についての現在の体系は，1848 年ス刑法典に遡るものである」と
述べている（ただし，ペロンの同論文執筆当時の「現在」は 1995 年刑
法制定以前であり，1983 年緊急部分改正までに限定された記述であるこ
とに注意が必要である）。

（71） Zárate y González, nota 29, p.59.
（72） Iñesta, nota 59, pp.315s.
（73） Zárate y González, nota 29, p.60; Landecho y Molina, nota 20, p.125.
（74） スペイン刑法だけでなく，ラテンアメリカ刑法に与えた影響として v. 

Iñesta, nota 59, pp.912ss.
（75） 当時のパチェコの注釈書は，20 世紀の刑法学者も参照していたほどで



50　　（桃山法学　第38号　’23）

ある（Antón, nota 60, p.495.）。
（76） Pérez, nota 64, p.68.
（77） Quintanar y otros, nota 27, p.54.
（78） V. Arturo Pérez-Reverte, Una historia de España, Barcelona, 2019, 

pp.143ss.
（79） 立石博高・内村俊太編著『スペインの歴史を知るための 50 章』（明石

書店，2016）193 頁〔菊池信彦執筆〕。
（80） 立石・内村・前掲注（79）196 頁〔菊池信彦執筆〕。
（81） Carr, op. cit., pp.305-309.
（82） 立石・前掲注（6）243 頁〔中塚次郎執筆〕。
（83） González-Ares, nota 5, p.158ss；立石・内村・前掲注（79）194 頁〔菊

池信彦執筆〕。
（84） González-Ares, nota 5, p.158ss; Torres y otros, nota 26, p.243；立石・

内村・前掲注（79）194 頁以下〔菊池信彦執筆〕，川成・前掲注（2）129 頁。
（85） 川成・前掲注（2）129 頁，Rodríguez〔池田訳〕・前掲注（19）40 頁

によれば，この憲法は，カディス憲法の他に自由および権利に関してア
メリカ憲法の，王権の規制に関してベルギー憲法などの影響を受けてい
るという。

（86） 川成・前掲注（2）130 頁。
（87） Carr, op. cit., p.319.
（88） 立石・内村・前掲注（79）199 頁〔菊池信彦執筆〕。
（89） Pérez, nota 64, p.68.
（90） Zárate y González, nota 29, p.60.
（91） フランシスコ・ムニョス・コンデ〔斉藤誠二監訳〕「スペイン刑法の改正」

比較法雑誌 30 巻 2 号（1996）33 頁〔原口伸夫翻訳分担〕は，1870 年刑
法を「1810 年フランスのコード・ペナルに基づくものであった」という。

（92） Pérez, nota 64, p.68.
（93） Mir, nota 17, p.56.
（94） Zárate y González, nota 29, p.60.
（95） Zárate y González, nota 29, p.60.
（96） Pérez, nota 64, p.68; Mir, nota 17, p.56.
（97） José Luis Díez Ripollés, Derecho Penal Español Parte General, 4. ed., 

Valencia, 2016, p.611; Quintanar y otros, nota 27, p.55.
（98） Landecho y Molina, nota 20, p.126.
（99） 王 政 復 古（restauración） ま た は ブ ル ボ ン 復 古（restauración 



スペイン刑法法典化の沿革　　51

borbónica）と呼ばれるが，古い体制の復活ではなく，新体制であった
といえる（cf. Jose Álvarez Junco, History, politics, and culture, 1875-
1936, in The Cambridge Companion to Modern Spanish Culture, David T. 
Gies （ed.）, Cambridge, 1999, pp.67-85.）。

（100） Torres y otros, nota 26, p.265.
（101） 民事訴訟法は，刑事訴訟法の 1 年前に制定されたがそれは旧法であり，

現在では 2000 年民事訴訟法が現行法である。
（102） この時期の労働運動について cf. Carr, op. cit., pp.439-455.
（103） ただし，実行犯はスペイン人ではなくイタリア人であった。立石・前

掲注（6）253 頁〔中塚次郎執筆〕。
（104） 立石・内村・前掲注（79）216 頁以下〔久木正雄執筆部分〕，立石・前

掲注（6）254 頁〔中塚次郎執筆〕。
（105） アロステギ他・前掲注（2）253 頁，立石・内村・前掲注（79）229 頁〔武

藤祥執筆〕。
（106） アロステギ他・前掲注（2）256 頁。
（107） アロステギ他・前掲注（2）256 頁。
（108） アロステギ他・前掲注（2）262 頁。
（109） 立石・内村・前掲注（79）230 頁〔武藤祥執筆〕。
（110） Carr, op. cit., pp.564-602.
（111） 立石・内村・前掲注（79）232 頁以下〔武藤祥執筆〕。
（112） Landecho y Molina, nota 20, p.126.
（113） Landecho y Molina, nota 20, p.126.
（114） Zárate y González, nota 29, p.61.
（115） Zárate y González, nota 29, p.61.
（116） Landecho y Molina, nota 20, p.126.
（117） Zárate y González, nota 29, p.61.
（118） Díez, nota 97, pp.610s；スペインの終身刑の歴史と 2015 年刑法改正に

よる終身刑再導入については，江藤隆之「スペインにおける刑事制裁制
度の現状と 2 つの潮流」佐伯仁志・高橋則夫・只木誠・松宮孝明編『刑
事法の理論と実務 3』（成文堂，2021）240 頁以下参照。

（119） Nohlen/Kölling, a.a.O. （Anm. 3）, S. 39.
（120） 川成・前掲注（2）158 頁。
（121） 立石・内村・前掲注（79）240 頁〔武藤祥執筆〕。
（122） Torres y otros, nota 26, p.246; Torres, nota 5, p.201ss；アロステギ他・

前掲注（2）277 頁。



52　　（桃山法学　第38号　’23）

（123） ペドリサ・ルイス「スペイン憲法裁判所」曽我部真裕・田近肇編『憲
法裁判所の比較研究』（信山社，2016）48 頁。

（124） 1936 年 4 月にサモラ大統領が解任されると，5 月にアサーニャが大統
領となる。

（125） 川成・前掲注（2）160 頁。
（126） 立石・前掲注（6）278 頁以下参照〔中塚次郎執筆〕。
（127） アロステギ他・前掲注（2）290 頁。
（128） Zárate y González, nota 29, p.61.
（129） ポール・プレストン〔宮下嶺夫訳〕『スペイン内戦』（明石書店，

2009）69 頁。
（130） この刑法制定に関与した刑法学者としてヒメネス・デ・アスアの他に

名が挙げられる者として，アントン・オネカ（José Antón Oneca）や
ロドリゲス・ムニョス（José ArturoRodríguez Muñoz）がいる。なお，
ロドリゲス・ムニョスはメツガーの教科書をスペイン語に翻訳したこと

（1935）でも有名である。
（131） ルイス・ヒメネス・デ・アスアは，刑法史，スペイン史において極

めて重要な人物であるが，日本語文献において言及されることは少な
い。彼は第二共和政憲法起草者であり，著名な刑法学者であり，アルゼ
ンチンにおいてスペイン亡命政府大統領を務めた政治家でもあった。彼
のスペイン刑法学における著名な功績は，サルダーニャの後を継いで
リストの教科書のスペイン語訳（1917）を完成させたこと，1931 年の
講演においてドイツ理論，イタリア理論を紹介したこと，その犯罪論
にベーリングや M.E. マイヤーの理論を導入したことなどである（彼の
伝記として Enrique Roldán Cañizares, Luis Jiménez de Asúa, Madrid, 
2019 が詳しい）。なお，1936 年にプリモ・デ・リベラの息子のホセ・ア
ントニオが創設したファランヘ党が共和政府によって非合法とされたの
は，ファランヘ党武装メンバーが，ヒメネス・デ・アスア暗殺未遂事件
を起こしたことがきっかけであった（バーネット・ボロテン〔渡利三郎
訳〕『スペイン内戦（上・下）』（晶文社，2008）54 頁）。Antony Beevor, 
The Battle for Spain, 2006, London, p.46,〔本稿執筆にはそのドイツ語版
Antony Beevor Der Spanische Bürgerkrieg, 2016, München, S. 64 もあ
わせて参照した〕も参照。

（132） Pérez, nota 64, p.69.
（133） Pérez, nota 64, p.69.
（134） Pérez, nota 64, p.69.



スペイン刑法法典化の沿革　　53

（135） Landecho y Molina, nota 20, p.127.
（136） Valle, nota 47, p.15.
（137） Luis Romero Santos, Medidas de seguridad: previsión legal, 

fundamentos y tipología, Actualidad Penal 2019, Valencia, 2019, p.170.
（138） 反乱軍の中にはモロッコ人兵士もいた。モロッコ史の一部としてスペ

イン内戦を簡潔に描写したものとして私市正年・佐藤健太郎編著『モロッ
コを知るための 65 章』（明石書店，2007）85 頁以下〔佐藤健太郎執筆〕。

（139） 川成・前掲注（2）169 頁。
（140） アロステギ他・前掲注（2）300 頁；文豪ヘミングウェイが義勇兵とし

て参加していたことは有名である。
（141） 川成・前掲注（2）170 頁以下。アロステギ他・前掲注（2）301 頁。
（142） Carr, op. cit., pp.652-694.
（143） アロステギ他・前掲注（2）312 頁。
（144） Roldán, nota 131, pp.57ss.
（145） スペイン内戦については，ボロテン・前掲注（131）やプレストン・

前掲注（129），George R. Esenwein, The Spanish Civil War, New York, 
2005; Beevor, op. cit., など参照。

（146） ドイツ空軍によるスペイン空爆は，ピカソの「ゲルニカ」に描かれて
いる。ゲルニカ空爆は 1937 年 4 月 26 日午後 4 時半から 7 時 45 分まで
の 3 時間 15 分にわたってドイツ軍によって行われた（狩野美智子『バ
スクとスペイン内戦』（彩流社，2003）107 頁参照）。

（147） ジンマーマン・前掲注（37）77 頁。
（148） ジンマーマン・前掲注（37）77 頁。
（149） Pérez, nota 64, p.69.
（150） Zárate y González, nota 29, p.62.
（151） 立石・前掲注（6）307 頁〔中塚次郎執筆〕。
（152） Zárate y González, nota 29, p.62.
（153） Mir, nota 17, p.56.
（154） Zárate y González, nota 29, p.62.
（155） Valle, nota 47, p.15.
（156） Landecho y Molina, nota 20, p.127.
（157） 「改正」は “reforma/reformar” に当てる訳であるが，スペインにおい

ては 1963 年は “revisión/revisar” と呼ばれているため「改訂」とした。
原語の意味は，見直し，点検，再検討である。

（158） Pérez, nota 64, p.70.



54　　（桃山法学　第38号　’23）

（159） Zárate y González, nota 29, p.62.
（160） 注（157）のとおり，「改正」は “reforma/reformar” であるが，1973

年の作業はスペインにおいては “refundación/refundir” と呼ばれている
ため「再編」と訳した。原語の意味は，改鋳，改作である。

（161） 立石・前掲注（6）313 頁以下〔中塚次郎執筆〕。
（162） アロステギ他・前掲注（2）332 頁。
（163） 立石・内村・前掲注（79）270 頁以下〔武藤祥執筆〕，立石・前掲注（6）

315 頁〔中塚次郎執筆〕。
（164） 立石・内村・前掲注（79）272 頁〔武藤祥執筆〕。
（165） 立石・内村・前掲注（79）273 頁〔武藤祥執筆〕。
（166） 川成・前掲注（2）205 頁。
（167） Rodríguez〔池田訳〕・前掲注（19）43 頁 ; アロステギ他・前掲注（2）

360 頁。
（168） 川成・前掲注（2）265 頁。
（169） 川成・前掲注（2）265 頁。
（170） アロステギ他・前掲注（2）360 頁。
（171） 現在，マドリードの国際空港にアドルフォ・スアレス・マドリード＝

バラハス空港としてその名が残っている。
（172） 立石・前掲注（6）336 頁〔中塚次郎執筆〕。
（173） アロステギ他・前掲注（2）360 頁。
（174） 川成・前掲注（2）207 頁。
（175） Nohlen/Kölling, a.a.O. （Anm. 3）, S. 45.
（176） Nohlen/Kölling, a.a.O. （Anm. 3）, S. 46.
（177） 立石・内村・前掲注（79）290 頁以下〔加藤伸吾執筆〕。
（178） 正確には軍刑法における戦時中の行為についてのみ死刑は存置可能の

まま残ったが，それは後の 1995 年組織法によって廃止されることになる。
詳しくは江藤「スペインにおける刑事制裁制度の現状と 2 つの潮流」前
掲注（118）237 頁以下参照。

（179） アロステギ他・前掲注（2）362 頁。
（180） アロステギ他・前掲注（2）362 頁。
（181） アロステギ他・前掲注（2）368 頁。
（182） 川成・前掲注（2）211 頁以下。
（183） アロステギ他・前掲注（2）369 頁。
（184） 立石・内村・前掲注（79）299 頁〔加藤伸吾執筆〕。
（185） Valle, nota 47, p.15.
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（186） Pérez, nota 64, p.70；ムニョス・前掲注（91）34 頁〔原口伸夫翻訳分担〕。
（187） Zárate y González, nota 29, p.64.
（188） 本稿では “proyecto” を「草案」，その前段階の文書を意味する

“anteproyecto” を「予備草案」と訳出する。
（189） Landecho y Molina, nota 20, p.130.
（190） Zárate y González, nota 29, p.64.
（191） ムニョス・前掲注（91）34 頁〔原口伸夫翻訳分担〕は，「草案が議会によっ

て最終的に可決される前に，いつも新たな選挙を要求するというのがス
ペインの政治情況であった」という。

（192） Landecho y Molina, nota 20, p.130; Pérez, nota 64, p.71.
（193） Landecho y Molina, nota 20, pp.130s.
（194） これまでの私のスペイン刑法に関する文章として，「スペイン刑法の

プロフィール」前掲注（1）1 頁以下，「スペイン刑法における不能未遂
の可罰性」桃山法学 30 号（2019）27 頁以下，資料「スペイン・日本・
ドイツ刑法総論用語集」桃山法学 30 号（2019）117 頁以下，「スペイン
刑法における刑の減軽処理」桃山法学 31 号（2019）23 頁以下，資料「ス
ペインにおける終身刑の概要と 2016 年日弁連報告書の誤りについて」
桃山法学 31 号（2019）127 頁以下，「スペインにおける実行の着手」刑
事法ジャーナル Vol.63.（2020）27 頁以下，「スペイン刑法における性犯
罪規定の構造」桃山法学 32 号（2020）55 頁以下，「スペインにおける危
険運転の刑事規制」桃山法学 32 号（2020）93 頁以下，資料「スペイン
刑法典（総則）」桃山法学 33 号（2020）243 頁以下，翻訳「ホアキン・
フランシスコ・パチェコ『法典：その編纂と議論』（1836）」桃山法学 34
号（2021）311 頁以下，資料「スペイン刑法典（各則 1）」桃山法学 34 号（2021）
265 頁以下，「DV に対する刑事制裁の課題：スペインとの比較によって」
ジェンダー研究 23 号（2021）33 頁以下，資料「スペイン刑法の最近の
改正と訳語の変更」桃山法学 35 号（2021）129 頁以下，「スペインにお
ける刑事制裁制度の現状と 2 つの潮流」前掲注（118）237 頁以下，エッ
セー「ジェンダー暴力に対するスペインの取り組み」Libra No.73 （2021）
など。その他，刑法解釈学上の論稿においてもしばしばスペインでの議
論を紹介し参照している。

（195） 1978 年憲法は，国民の権利を制限する法律や地方自治に関する法律
を特別に厳しい要件で成立する「組織法」（Ley Orgánica）の形で制定
することを要求している。この組織法には前文として立法の理由説明
“Exposición de Motivos”が付される。このような制度になっているのも，
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スペインの歴史を見れば理解できるだろう。
（196） 江藤「スペインにおける刑事制裁制度の現状と 2 つの潮流」前掲注（118）

239 頁以下。
（197） 保安処分については，江藤「スペインにおける刑事制裁制度の現状と

2 つの潮流」前掲注（118）250 頁以下。
（198） 日本が 19 世紀の後半に入ってから西洋化の道を歩んだことは幸運で

あったと思われる。歴史に if はない。だが，もしもっと早く江戸中期頃
に急速な近代化が始まっていたら，あるいはもっと遅く 20 世紀に入る
頃まで近代化が始まらなかったら，現実の日本近代化ほど事がスムーズ
に進んだとは思われない。また，西欧を手本にしようと決めた明治期の
立法担当者たちが，「教師」の言葉に真摯に耳を傾けたことも幸運であっ
た。もちろん，日本も近代化の時期に戊辰戦争や西南戦争という内戦や
反乱，テロの横行する不安定な社会を経験した。だが，比較的近代化が
スムーズに進んだことについては，先人たちの努力はもちろんのこと，
幸運な時代状況があったといえるであろう。そのような状況にあって，
日本が歴史の中で積み重ねてきた文化のうち，刑法の中に盛り込んだも
の，反対に，盛り込み損ねたものがきっとあるはずである。日本刑法は，
近代時に西洋からやってきた日本の要素がまったく捨象された「いわゆ
る無国籍」の刑法ではないだろう。もし日本刑法が無国籍の刑法である
なら，外国刑法をすべてそのまま導入しても良いことになる（スペイン
も，民主化後の刑法典制定において独裁政権を終えて民主刑法を制定
したドイツ刑法を大いに参考にしたが，そのまま輸入したのではない）。
もし日本刑法が無国籍の刑法でないならば，その日本らしさはどこに現
れているのか，それは国家刑法が国家刑法であることの意義と直結する
根源的かつ重要な問いである。
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性犯罪規定の刑法典における
位置について

江 藤 隆 之

Ⅰ　問題の所在
Ⅱ　先行研究の状況と問題の再確認
　1）先行研究
　2）補：財産犯説 ?
Ⅲ　公式史料と当時の学説
　1）公式史料
　2）学説
Ⅳ　議論の出発点を探りなおす
　1）問題点の再々整理――枠組の未発達と立法技術
　2）議論の出発点としてのフランス刑法
　3）フランス以外の刑法
　4）訳語の問題として
Ⅴ　社会風俗と「わいせつ」概念の不可分性
Ⅵ　結語
Ⅶ　結語の後の付け足し

キーワード：性犯罪，旧刑法，ボアソナード，罪の配列，保護法益

Ⅰ　問題の所在

　刑法は，強制わいせつ罪を 176 条に強制性交等罪を 177 条に置いている。
これは刑法第 2 編「罪」における第 22 章「わいせつ，強制性交等及び重
婚の罪」中であり，虚偽告訴の罪（第 21 章）と賭博及び富くじに関する
罪（第 23 章）に挟まれた位置にあたる。このことをもって，刑法典は制
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定当時性犯罪を社会的法益に対する罪として見ていたという見解が一般に
流布している

（ 1 ）

。
　ところが，このような一般的な理解，すなわち現行刑法立法者は性犯罪
を社会的法益に対する罪として制定したという理解の妥当性については疑
問の余地がある。旧刑法における性犯罪は第 3 編「身体財産に対する重罪
軽罪」第 1 章「身体に対する罪」第 11 節「猥褻姦淫重婚の罪」に置かれ，
個人的法益

（ 2 ）

に対する罪とされており
（ 3 ）

，当時の通説も性犯罪を個人的法益に
対する罪であると解していた。このように法典も通説も性犯罪を個人的法
益に対する罪と見ていた旧刑法時代の短期間に，性犯罪が社会的法益に対
する罪であると解しなおされ，それが現行刑法制定時に採用されて刑法典
の性犯罪の規定位置に反映しているという主張は，論証がないかぎり受け
入れがたい。むしろ，単に「猥褻」をキーワードとして，その閲覧の便宜
上，公然猥褻，猥褻物陳列，姦通等に並んで置かれただけであり，立法者
に性犯罪を社会的法益に対する罪として置きなおす意図があったわけでは
ないという自然な解釈

（ 4 ）

がありうる以上，そのような解釈の適否についても
検討しなくてはならない。そもそも，旧刑法は編，章，節等によってそこ
に規定されている罪の保護法益を明記する規定方法を採用していたが，現
行刑法は，ただ罪のおおまかな内容を章に記しているだけである。現行刑
法典の罪の並びが例外なく法益順であり，その並び順から保護法益を理解
できるという思考方法自体に十分な根拠がない。戦前においても，宮本英
脩が「刑法が猥褻，姦淫および重婚の罪として規定するところは，凡てが
公共の法益に対する罪にあらず。……一部は個人の性生活における自由ま
たは権利（人格権）を侵害する罪なり。ただ，共に性生活に関するの故を
以て併せてこれを規定したるものとす

（ 5 ）

」と述べていたように，刑法典にお
ける位置づけは単に便宜上のものにすぎないと指摘するものがある。この
ような事情に鑑みると，刑法典における条文の位置から立法者の視点を推
断するのは無理があるようにも思われる。また，旧刑法も現行刑法も，近
親相姦の処罰を定めず，同性間性交や獣姦の処罰規定を持たないという特
徴があり

（ 6 ）

，日本近代刑法が性風俗を過剰に重視していたともいえない。こ
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のことからも「明治時代の遅れた性風俗観念による立法であるに違いない」
と決めつけてかかることの危うさがうかがえる。
　さらに，この問題を検討するにあたっては，これまでの研究において重
視されてこなかった点，すなわち外国刑法からの条文および学説の輸入に
も焦点を当てなくてはならない。旧刑法も現行刑法も当時のヨーロッパ刑
法の影響を強く受けており，法典の規定も議論も，明治時代の日本の偏見
が反映していると即断する前に，当時のヨーロッパの議論が影響している
のではないかと疑ってみる必要がある。問題意識を明確にするため，本稿
の検討を先取りすれば，当時のフランス刑法典の性犯罪につけられていた
見出し “attentats aux mœurs” は，直訳すれば「風俗への侵害」であるが，
この語自体に「わいせつ，姦淫」の意味がある

（ 7 ）

。すると，明治の議論が「わ
いせつ」を「風俗への侵害」と見たというのは，本来異なる 2 つの概念が
当時の日本の議論によって結び付けられたのではなく，単にフランス語の
訳が 2 通りあったにすぎないのではないかとすら疑わせる。ドイツ語につ
いても，「わいせつ」を表す “Unzucht” の形容詞形 “unzüchtig” を「風俗
に関する」と訳した明治時代の司法省の資料も存在する

（ 8 ）

。たしかに，現代
ドイツ語の “unzüchtig” の語釈にも「不道徳な」を意味する “unsittlich”
が用いられることがある

（ 9 ）

。「なぜ『わいせつ罪』が『風俗に対する罪な
のか』」という問いが，当時の言語状況を前提とすれば，「なぜ “attentat 
aux mœurs”が“attentat aux mœurs”なのか / なぜ“Unzucht”が“Unzucht”
なのか」というトートロジカルな問いである可能性も無視できない。
　また，「社会に対する罪」といってもその概念の確立は決して古くない
ことも考慮する必要がある。日本において “society” の意味で「社会」と
いう語が使用され始めたのは旧刑法制定作業が始まっていた 1875（明治 8）
年から 1876（明治 9）年ごろで，定着したのは 1877（明治 10）年ごろの
ことである

（10）

。箕作麟祥がフランス刑法を初訳したのが 1870 ないし 1871（明
治 3）年であるから，その頃に「社会」という概念が日本の立法関係者に
使いこなせるはずがない。現行刑法制定時にあっては「社会」という語が
すでに定着していたものとみられるが，現在の我々が想起するほどに洗練
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された概念でなかったことは念頭に置いておかなければならない。「個人」
という言葉の確立が 1884（明治 17）年頃であると思われる

（11）

ことをあわせ
考えると，「個人か社会か」という現在の個人と社会の対立的な理解枠組が，
当時の立法者の意図の正確な把握を妨げてしまっている可能性も排除でき
ない。
　そこで本稿は，史料を探りつつ，立法者たちの避けられなかった時代的
制約と当時の欧州刑法の在り方を検討のバックグラウンドとして常に意識
しながら，現行刑法典における性犯罪の位置をもって立法者たちが性犯罪
を社会的法益に対する罪と解していたといえるかについて検討する。
　なお，本稿において直接引用する史料については適宜新漢字・新かなに
開いて引用するが，先行研究がカタカナ表記等にして引用しているものを
引く場合は，その表記に従う。また，「猥褻 / わいせつ」の漢字・かな表
記については，主に現在の規定が念頭に置かれている場合は「わいせつ」，

（主に明治時代の）歴史的な表記が念頭に置かれている場合は「猥褻」と
するが，通時的な概念としては明確に区別できず，漢字であるかかなであ
るかは論旨に影響がないため，互換可能なものとして使用する。

Ⅱ　先行研究の状況と問題の再確認

1）先行研究
　本稿の問題意識にとって重要な先行研究として，成瀬幸典の研究

（12）

がある。
　成瀬は，まず，旧刑法が性犯罪を個人的法益に対する罪として定め，学
説においても多数はこれを個人的法益に対する罪として見ていたことを確
認する。成瀬は，性犯罪を社会的法益に対する罪として見ていた者が一部
にいたことに触れつつも，いずれの論者も性犯罪の成否を「被害者の承諾」
の有無という観点から論じていたという

（13）

。そのうえで，旧刑法下において
「強制猥褻罪・強姦罪（特に，強姦罪）を個人的法益に対する罪として捉え，
その成否に関して被害者の承諾の有無を重視していたことは，旧刑法の規
定の現行刑法典の規定との類似性に鑑みた場合，両罪を『性的自由に対す



性犯罪規定の刑法典における位置について　　61

る罪』とする現在の通説的見解の淵源として理解することができる
（14）

」と指
摘する。
　現行刑法における性犯罪規定については，立法者が「現行刑法典の強制
猥褻罪及び強姦罪の規定を，基本的に，旧刑法における両罪の規定を継承
するものと考えていた

（15）

」と成瀬は指摘する。ところが同時に，「現行刑法
典の制定過程からは，立法者が強制猥褻罪・強姦罪を意識的に『社会的法
益に対する罪』として位置づけたことが看取される」ともいう

（16）

。それは，
「明治 28 年『刑法草案』，明治 30 年『刑法草案』，明治 33 年『刑法改正案』，
明治 34 年『刑法改正案』のすべてにおいて「猥褻（，姦淫）及ヒ重婚の罪」は，
第 9 章「風俗ヲ害スル罪」の第 1 節として位置づけられており，この点に
つき，明治 34 年の第 15 回帝国議会に提出された『刑法改正案参考書』では，

「（旧刑法）第 3 編第 1 章第 11 節ノ猥褻，姦淫及ヒ重婚ノ罪も身体ニ対ス
ルヨリモ寧ロ風俗ヲ害スルモノト認メ本章中ニ移スコトト為シタリ（括弧
内引用者）」と説明されていた」（引用中の「括弧内引用者」の表記は原文
にあるもの

（17）

）からであるという。
　ここで成瀬の述べていることを 3 つにまとめると以下のとおりである。

① 旧刑法下においては，性犯罪を個人的法益に対する罪として捉えるのが
規定上も学説上も一般的であった。

② 現行刑法の性犯罪規定は旧刑法を受け継いだものである。
③ 現行刑法の立法者は性犯罪を意識的に社会的法益に対する罪として位置

づけた。

　こうしてみると，成瀬の記述にはなお検討を要する点があることが浮き
彫りになる。それは，結局のところ立法者は，性犯罪の保護法益理解を旧
刑法から変えたのか変えなかったのか，である。①および②に着目すれば，
現行刑法の性犯罪規定は，それらを個人的法益に対する罪としていた旧刑
法を受け継いだものであるから，引き続き個人的法益に対する罪として制
定されたということになる。これに対して，③を素直に受け取れば，立法
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者は性犯罪を社会的法益に対する罪としたということになる。
　ここで，成瀬の③に関する論述部分にさらにスポットライトを当ててみ
る。成瀬は，立法者が強制猥褻罪・強姦罪を「社会的法益に対する罪」と
して位置づけたのは「意識的

（18）

」であると評する。その理由は「猥褻（，姦
淫）及ヒ重婚の罪」を各種草案が一貫して風俗に対する罪の箇所に置き，
第 15 回帝国議会に提出された『刑法改正案参考書』において，「猥褻，姦
淫及ヒ重婚ノ罪も身体ニ対スルヨリモ寧ロ風俗ヲ害スルモノ」と述べられ
ていたからである。ここに 2 つの問題点が潜んでいる。
　第 1 に，「意識的」という語の意味がはっきりしない点である。もちろ
ん，草案起草者の起草行為は意識的行為であり，議会における検討も意識
的行為であるから，ある条文が無意識に置かれることは原理的にありえな
い。条文の配置はすべて意識的であり，その意味においては性犯罪の位置
づけも例外ではない。だがそれは，条文の配置が法益理解を示すという「強
い意図」によるものであることを必ずしも意味しない。刑法典中における
罪の配列に完璧はない。罪がその法益に従って並べられている（ように思
われる）のも，罪の配列がすべからく法益分類に従うべきだからではなく，
その方が閲覧の便宜に資するからである。閲覧の便宜に資するのであれば，
別の配列を採用することもありうる。たとえば，各種拐取罪や人身売買罪
の各類型の保護法益はかならずしも一様ではないが，現行法はこれをその
共通点に着目してまとめて配置している。たしかに，性犯罪は社会的法益
に対する罪の位置に「意識的」に置かれたが，それが立法者の「性犯罪を
社会的法益に対する罪と解する」という旧刑法からの保護法益変更を示す

「強い意図」によるものであるとまでは断定できない。「性に関連する罪と
してまとめるのが閲覧の便宜に資する」という意図で置かれたにすぎない
可能性がまったく排除できないのである。
　第 2 に，そもそも成瀬の引用する『刑法改正参考書』の記述は，狭義の
性犯罪について述べたものであるといえるのかという点である。たしかに，

「猥褻，姦淫及ヒ重婚の罪」といわれてはいるものの，ここでの重点は「猥
褻の罪」や「重婚の罪」や「姦通の罪」が主に念頭に置かれており，その
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ために「風俗ヲ害スル」と述べられたとも考えられる。後にも触れるが，
現に『刑法改正政府提案理由書』においては，176 条について「現行法第
259 条とその趣旨を同じうす」と，177 条前段について「現行法第 346 条
後半の規定とその趣旨を同じうす」と説明されている

（19）

。ここでいう「現行
法」は性犯罪を個人的法益に対する罪として位置づけていた旧刑法のこと
を指しており，強制猥褻罪および旧強姦罪について「その趣旨を同じうす」
と説明されているのである。『刑法改正参考書』と『刑法改正政府提案書』
の両説明を整合的に解するならば，「性関連の罪は主に社会的法益に対す
る罪なのでその位置にまとめておく。だが，そのうち性犯罪については個
人的法益に対する罪であるという理解に変更はない」と読むのが自然では
ないだろうか。

2）補：財産犯説 ?
　ところで，現行刑法の性犯罪規定が当初は財産犯として制定されたとい
う見解も一部で唱えられている。このいわゆる財産犯説は，史料に触れる
ことなく主張されており，立法資料を見ればただちに誤りであることが判
明するものではあるが，研究者や実務家が公表している見解であるため，
補足として紹介してコメントを記しておく。
　小松原香織は，「1907（明治 40）年に制定された刑法では，性犯罪とは
妻（女性）のみ被害が想定されており，夫の財産権の侵害とみなされてい
た。つまり，女性は男性の所有物であり，夫は妻の性行為を独占している
ため，加害者はその財産を不当に使用したと考えられたのである

（20）

」という。
しかし，性犯罪の被害者として既婚女性のみ想定し，その保護法益は夫の
財産権であると考えて現行刑法が制定されたという歴史的事実は存在しな
い。なお，この記述には根拠が明記されていない。
　角田由紀子は「強姦罪は財産犯であった」と見出しを掲げ

（21）

，「かつて女
性は夫や父親の所有物であった。結婚は父から夫への『娘』の贈与ないし
は交換であった。娘は動産であった。……強姦は父や夫の所有物である娘
や妻を，非所有者が性的に使用することである。そこで，強姦罪は，所有
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権を侵害する犯罪（財産犯）と考えられていた。……このように強姦罪は，
歴史的には男性の所有権を侵害した男性を処罰するものとして生まれた

（22）

」 
という。この角田の文献に触れて澁谷知美は，「現刑法で強姦罪が『身体
ニ対スル罪』とされず，『風俗ヲ害スル罪』の内に数えられていることは，
被害者女性の人権より男性間の秩序（父や夫の所有物である女性の所有権
が犯されないこと）を重視するものではないかという批判が提示されてい
る

（23）

」という。しかし，角田の記述の根拠は名前の挙げられていないアメリ
カの教材とフランスの 15 世紀から 16 世紀の強姦罪の歴史に関する書籍だ
けであり，日本現行刑法がそうであるとする根拠はまったくない。記述を
注意深く読めば，角田はアメリカとフランスの例を紹介したうえで，日本
刑法を学ぶときでもそのような人類一般の女性差別の歴史を考慮に入れる
べきであるという学習姿勢への注意を促しているにすぎず，日本現行刑法
の立法過程の歴史的事実について述べているのではないようにも読める。
現に，角田の別の著書では，「立法者は強姦罪も含めて『第 22 章』の罪は，
性秩序ないしは健全な性的風俗を保護法益と考えていた

（24）

」と現在流布して
いる一般的な認識が書かれており，強姦罪を財産犯であると見る考え方を
示していない。さらに角田は，その後の書籍では，「あるとき，わたしは，
戦前も教科書的には『性的自由』が保護法益とされてきたことを知って驚
いた

（25）

」とすら述べている。したがって，角田の「強姦罪は財産犯であった」
という記述を日本刑法の史料を紐解いたうえでたどり着いた日本現行刑法
の立法時の歴史的事実に関する記述として受け取ることはできない

（26）

。
　金城清子は，旧強姦罪が女性にのみ適用される理由について「伝統的に
強姦という行為が，男性の所有物である女性の財産的価値を低下させるも
のとして，所有権の不可侵を侵害する財産犯，男性の男性に対する犯罪と
されてきたという，歴史的沿革に基づいている

（27）

」という。ここでは参考文
献が挙げられているが，やはり日本現行刑法の立法とは無関係のものであ
る。金城が挙げている参考文献であるトンは，rape law の目的を「男性
の財産権の侵害の保護」（protecting the inviolability of a man’s property 
rights

（28）

）と書いているが，ここでの「財産権」は法的な概念としての「財産」
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ではなく，一種のアナロジーとして用いられている。トンが引いているスー
ザン・グリフィンの文は，要旨「女性の性的同意を得ることが男性にとっ
て “prize” であり，レイプはその “prize” の価値を低下させるものである
とみられている」というものであり，それは財産のアナロジーによって男
女の置かれている歪で非対称な関係あるいは男性の女性に対する制度化さ
れた差別意識を一般的に描写しようとするものではあれ，明治時代の立法
者が女性を男性の財産であると考えて日本刑法を制定したという趣旨の記
述ではない。原文においても “prize” はダブルクォーテーションで囲まれ
ている。さらに，金城が指示する同書の 94 頁は，「イングランドのコモン
ローでは（In English common law

（29）

）」という限定のもと，その要件が検討
されている部分であり，この記述を日本刑法立法上の歴史的事実の根拠と
することはできない

（30）

。これが巡り巡って上掲小松原のような「1907（明治
40）年に制定された刑法では，性犯罪とは妻（女性）のみ被害が想定され
ており，夫の財産権の侵害とみなされていた」につながっていくのだとし
たら，それは根拠なき飛躍というほかないだろう。
　なお，日本刑法において立法当初旧強姦罪が女性に限られていた理由に
ついては，明治 40 年第 23 回貴族院特別委員会における答弁がある。委員
の奥山政敬が強姦罪規定の被害者に男が抜けているのではないかと質問し
たのに対して，政府委員倉富勇三郎は「姦淫ということは相手が婦女で
ないとできないのであります」と答えている

（31）

。日本において旧強姦罪の被
害者が女性に限られた理由は，「姦淫」を男性器の女性器に対する没入と
捉えたからであり，―それ自体が今ではバイアスに基づくものであると
考えられるとしても―性犯罪が男性に対する財産犯であるという視点は
まったく読み取ることができない。その直後，奥山からは男性から男性に
対する性的行為（奥山の表現では「鶏姦」）についての質問も出ており，
強制猥褻罪によって処断することが確認されている。被害者が男性である
場合の性犯罪の成立も立法者は視野に入れており，現行刑法立法者が性犯
罪を男性の財産に対する罪として立法したという事実は確認できない。
　以上からわかるように，日本現行刑法の立法者が性犯罪を財産犯として
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見ていたというのは，史料から認められる歴史的事実ではない。もちろん，
女性差別が世界中にあり日本もその例外でないと指摘すること，それを鋭
く批判することは正しい。また，明治の立法においてその根底に差別思想
がなかったということはできない。むしろ，姦通罪規定はまさに女性をあ
たかも財産であるかのように扱う不当なものであった（それでも財産犯で
はない

（32）

）。とはいえ，ここでは，「現行刑法の性犯罪（強姦罪・強制猥褻罪）
が男性に対する財産犯として制定された」という歴史的事実が存在しない
ことを確認しておけば足りるだろう。
　本稿においては，これ以降財産犯説を取りあげない。

Ⅲ　公式史料と当時の学説

1）公式史料
a）旧刑法制定時
　旧刑法制定時の日本刑法草案会議筆記の 16 巻にボアソナードと鶴田皓
のやり取りが掲載されている。

ボアソナード「 フランス刑法第330条の猥褻の罪についての数条には，
風俗を害する罪の部類に属すべきものと身体に対する
罪の分類に属するものとの 2 種あり。即ち，第 330 条
風俗を害する罪の部類なりよって之は第 2 編中に置く
べきものとす」

鶴田　　　　　「 然り。第 330 条の『公け』の字は即ち風俗を害する罪
と為すべき主意を示す為め大いに力ある語なるべし」

　この会話では，わいせつの罪には風俗に対する罪と身体に対する罪との
2 種類があることが認識されており，風俗に対する罪については公然性が
ポイントになることが確認されている。ここから，旧刑法は性犯罪を身体
に対する罪，それ以外の猥褻罪を風俗に対する罪として「意図的に」区別
して立法したことがうかがえる。
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b）現行刑法制定時
　現行刑法の公式理由書たる『刑法改正政府提案理由書』には現行 175 条
ないし 185 条までの罪の改正提案理由として「本章は主として現行法第 3
編第 1 章第 11 節及び第 2 編第 6 章中の第 258 条及び第 259 条を合し少し
くこれに修正を加えたるものなり」と書かれている。その趣旨は，旧刑法
で 2 つに別れていた強制わいせつ罪系統の罪と公然わいせつ罪系統の罪と
をまとめて若干の修正を加えたということである。争点は，その「修正」に，

「保護法益の変更」が含まれるか否かである。『刑法改正政府提案理由書』
には 176 条について「現行法第 259 条とその趣旨を同じうす」と，177 条
前段について「現行法第 346 条後半の規定とその趣旨を同じうす」と明確
に書いてある。つまり，個人的法益に対する罪として置かれていた旧刑法
259 条と現行 176 条，旧刑法 346 条後半と現行 177 条前段の元条文たる旧
強姦罪とは「その趣旨を同じ」くすると公式に述べられているのである。
公式の説明は要約すれば，「個人的法益に対する罪であるとされている強
制わいせつ系統の罪と社会的法益に対する罪である公然わいせつ系統の罪
をまとめて若干の修正を加えたがその趣旨に変更はない」というものであ
る。もし個人的法益に対する罪を社会的法益に対する罪に変更したのなら
ば趣旨の変更はないという説明にはならない。犯罪規定の趣旨に保護法益
が含まれているのは明らかであるから，性犯罪は公式に旧刑法の法益理解
を引き継ぐと述べられていると解される。したがって，現行法の性犯罪は，
個人的法益に対する罪として制定されたということが公式記録から確認で
きるといってよい。

2）学説
　学説は性犯罪をどのように捉えていたのか，代表的な研究者の見解を現
行刑法成立から時間順に追ってみよう。
　現行刑法制定の 1907（明治 40）年に出版された書籍において政府委員
でもあった磯部四郎は，第 22 章の「猥褻，姦淫及び重婚の罪」の章につ
いて，「本章以下 3 章は風俗を害する罪を規定するもの

（33）

」と述べている。
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彼はここではこれ以上の詳述をしておらず，刑法典の配置に沿った説明を
しているだけである。磯部の性犯罪の保護法益に対する態度は，旧刑法に
ついて講述した『日本刑法講義筆記』に見ることができる。磯部は旧刑法
の性犯罪が個人の身体に対する罪に位置づけられていることについて，こ
れらの罪が人倫を破る等の側面があることに触れつつ，そのような風俗に
対する罪の側面は「その所為よりきたるところの間接の結果にして，その
直接の結果はむしろ人の身体を侵害するにあり」と述べている

（34）

。この記述
からは，磯部は性犯罪を直接には人の身体を侵害する罪，間接に風俗を害
する罪と位置づけていたことがわかる。
　現行刑法制定からわずか 2 年後の 1909（明治 42）年に刊行された大場
茂馬の教科書は，強制猥褻罪および旧強姦罪を「性交の自由に対する罪」
に分類している

（35）

。大場は刑法の規定について「二個の相同じからざる法益
に対する罪を規定したるものなり。一面において性交の自由なる法益に対
する罪を定め，他の一面において風俗に対する罪を定む。前者は一私人の
法益を害する罪にして後者は社会の法益を害する罪なり

（36）

」と性犯罪とそれ
以外の罪とを明確に区別する。これは現在の通説と同じ見解である。
　泉二新熊は，1928（昭和 3）年，強制猥褻罪，旧強姦罪を「個人の性交
上における自由を侵害する行為

（37）

」としている。同年に小野清一郎は，猥褻
関連の罪について「性欲生活に関する風俗の保護を目的とし

（38）

」ていると述
べるが，これらの罪の中には「個人の私権乃至法益を侵害することが明ら
かなるものがある」とし，「強姦の罪は性交の自由に対する侵害である」
と認める

（39）

。小野は，刑法典の位置から「その処罰の根本理由を結局その風
俗を害するところにあると観ることが，すくなくとも我が現行刑法の編別
方法に適する所以であろう

（40）

」といい，この記述を戦後の新訂版においても
維持している

（41）

。とはいえ，小野は「強姦の罪は人格的自由に対する侵害で
ある

（42）

」，「個人の人格的自由を侵す行為
（43）

」であると明確に述べている。
　1931（昭和 6）年，宮本英脩は，「刑法が猥褻，姦淫および重婚の罪とし
て規定するところは，凡てが公共の法益に対する罪にあらず。……一部は
個人の性生活における自由または権利（人格権）を侵害する罪なり。ただ，
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共に性生活に関するの故を以て併せてこれを規定したるものとす
（44）

」という。
この記述から，宮本が明確に性犯罪を「個人の性生活における自由または
権利（人格権）」と述べていたことがわかるだけでなく，刑法の性犯罪の
位置はかならずしもその保護法益を意味しないと主張していたことも読み
取れる。
　戦後数年経過した 1952（昭和 27）年，井上正治は，各論の教科書にお
いて「第 22 章に規定する罪には，種々雑多なものがふくまれている。性
生活の秩序を保護することを目的とする以外，共通なものはみいだしがた
い。猥褻や姦淫の罪は，ある場合には人格的自由に対する侵害である場合
もある

（45）

」と述べ，猥褻・姦淫・重婚の罪を「性的道徳感情にたいする罪」
と「性的自由に対する罪」（「対する」はママ。他の部分は「たいする」と
かな書きだが，この部分だけ「対する」と漢字で書かれている。）と「家
族制度にたいする罪」とに分け

（46）

，強制猥褻・準強制猥褻，強姦・準強姦，
その致死傷および淫行勧誘を「性的自由に対する罪」に分類している。
　1964（昭和 39）年，団藤重光は，「猥褻，姦淫及び重婚の罪」について

「だいたいにおいて性秩序ないし健全な性的風俗を保護法益とする」とし
たうえで，「強制猥褻罪・強姦罪等は，風俗犯としての面をももっている
ことはたしかであるが，むしろ主としては個人の性的自由ないし貞操を保
護法益とする

（47）

」と述べて，性犯罪を個人的法益に対する罪の位置で解説す
る

（48）

。団藤は，性的自由とならんで「貞操」を保護法益としており，その表
現は不適切であるが，団藤の記述を注意深く読めば，団藤のいう「貞操」は，
社会的な評価や女性の純潔性ではなく「個人の人格的法益」を意味してい
ると理解される

（49）

。

Ⅳ　議論の出発点を探りなおす

1）問題点の再々整理―枠組の未発達と立法技術
　ここまで検討すれば，現在の学説が前提としている枠組そのものが揺ら
ぎはじめる。現行刑法立法時に，猥褻罪全体をまとめて「これらはすべて
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個人的法益に対する罪かそれとも風俗に対する罪か」という択一的問題意
識が立法者にあったのだろうか。現在の感覚でもって，「風俗に対する罪
の位置にある罪は，個人的法益に対する罪として見られていなかったはず
だ」と断ずるのはいささか早計ではないか。現代の刑法学の到達点から見
れば，性犯罪を社会的法益に対する罪と解するのが奇妙であるのと同じく
らい，身体に対する罪と解する旧刑法の位置づけも実は相当に奇妙である。
当時の立法関係者たちが十分に発展した自己決定権の理論を時代的制約の
故に持っていなかったことを忘れてはならない。自己決定権の理論が未発
達の社会において，性犯罪規定を法典のどこかに位置づけようとするとき，

「身体に対する罪」に置いてもしっくりこず，「風俗に対する罪」に置いて
もしっくりこないという感覚が立法者にあったとしても不思議ではない。
むしろ，「性的自己決定」という言語化された観念を有さない者にとって，
性犯罪が身体に対する罪のようでもあり，風俗に対する罪のようでもある
と感じられることは驚くべきことではない。このような枠組の未発達の時
代に制定された刑法典において性犯罪規定をどこに置くかということが，
立法者の思いを正確に反映したものとしてみるのは危うい。むしろ，立法
の歴史的経緯を追うことで，なぜ性犯罪規定が旧刑法においては身体に対
する罪の位置に，現行刑法においては風俗に対する罪の位置に置かれたの
かを明らかにすべきである。そのために触れておくべき史料がある。
　1885（明治 18）年「ボアソナード刑法改正案（日本刑法草案

（50）

）」は，性
犯罪を 386 条以下に置いた。その位置は，「第 3 篇人の身体及び財産に対
する重罪軽罪，第 1 章身体に対する罪，第 11 節風儀を害する罪」である。
ここでは，個人的法益に対する罪の身体に対する罪の中に風儀を害する罪
が置かれている。その前節は幼者に対する拐取罪であり旧刑法と変わって
おらず，後ろの節は「人の名誉を害する罪」であり，性犯罪は，自由や人
格に対する罪と並んで規定されている。これに司法省が修正を加えた案に
おいては，性犯罪は「第 3 篇人の身体及び財産に対する重罪軽罪，第 1 章
身体に対する罪，第 11 節猥褻姦淫重婚の風儀を害する罪」とされている

（51）

。
　すなわち，草案起草者にとって「風儀を害する罪」は「身体に対する罪」
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の下位カテゴリーに位置する個人に対する罪なのである。また，この提案
は日本からではなく，ボアソナードによってなされたものである。そこで，

「個人的法益に対する罪の中の風儀を害する罪」という現代の我々にはい
ささか理解し難い分類をボアソナードがどこから持ってきたのかを探らな
くてはならない。

2）議論の出発点としてのフランス刑法
　性犯罪規定を風俗に対する罪の位置に置く議論の出発点は，多くの論
者が暗黙の前提として当時の日本の風俗や人権に対する考え方にあると
想定している（ように思われる）のに反して，当時のフランス刑法にあ
る。旧刑法編纂中も法制官僚らに参照されていた

（52）

箕作麟祥訳のフランス刑
法典『仏蘭西法律書刑法』を紐解くと強制猥褻罪と強姦罪が「第 2 巻平民
に対する重罪及び軽罪　第 1 章人に対する重罪及び軽罪　第 4 款風俗を乱
す罪」に位置づけられている（原文は Titre II. Crimes et délits contre les 
particuliers　Chapitre I. ― Crimes et délits contre les personnes. Section 
IV. ― Attentats aux mœurs であり，原意を損なわないように私訳すれば，

「第 2 巻個人に対する重罪および軽罪，第 1 章人に対する重罪および軽罪，
第 4 款風俗侵害」である）。この位置は，上記「ボアソナード刑法改正案（日
本改正草案）」と同じ位置づけであり，個人的法益に対する罪の中に風俗
を乱す罪が置かれている。したがって当時のフランス刑法典がボアソナー
ド案の源流であると考えられる。なお，ここで留意しておかなければなら
ないことがある。それは，“attentats aux mœurs” というフランス語は直
訳すると「風俗への侵害 / 風俗犯

（53）

」だが，これ自体に「わいせつ，強姦，
淫行，姦通」という意味があることである。これについては後に再び触れる。
　もちろん，先に示したとおり日本旧刑法がフランス風の配置をとらず，
性犯罪のみを身体に対する罪に置いたのも，ボアソナードに起因する。先
に掲げた 1876（明治 9）年から翌年にかけて行われたボアソナードと鶴田
皓との問答において，ボアソナードは「フランス刑法第 330 条猥褻の所為
云々以下数条の罪について協議すべし。もっともこの数条中には風俗を害
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する罪の部類に属すべきものと身体に対する罪の部類に属するものとの 2
種あり。すなわち，第 330 条風俗を害する罪の部類なり。よってこれは第
2 編中に置くべきものとす」と述べている。ボアソナードはフランスでは
風俗に対する罪として置かれているものには，風俗に対する罪と身体に対
する罪があるからこれを分けるべきであるとの提案をしている。これに対
して，鶴田は，ボアソナードに賛同して「しかり。この第 330 条の『公け』
の字はすなわち風俗を害する罪となすべき主意を示すために大いに力ある
語なるべし」といった。鶴田も，フランス刑法における猥褻の罪には 2 種
類あることを認め，「公け」の語がある場合には風俗に対する罪であると
みることができる旨述べている。現行刑法だけでなく旧刑法の位置づけも，
フランス刑法を参考にフランス人学者ボアソナードの意見を受け入れつつ
形成されていったものである。このことからも，旧刑法と現行刑法とで性
犯罪の法益理解に変更がないことがうかがえる。
　その後，現行刑法制定時のボアソナードが 1885（明治 18）年「ボアソナー
ド刑法改正案」において性犯罪規定の位置を変更する提案をした理由は定
かではない。しかし，この位置もまた「個人的法益に対する罪」であるこ
とはその構成からして間違いない。
　以上のことから，性犯罪を風俗に対する罪とする位置づけはもともと旧
刑法制定時のフランス刑法に由来することが明らかである。フランス刑法
は日本の法制官僚にもよく知られていた。旧刑法制定時にボアソナードは
性犯罪を「身体に対する罪」に置く提案をして実現したが，後に現行刑法
制定への案において再びフランス風の風儀を害する罪として提案する。と
はいえ，いずれもこれらはあくまでも個人的法益に対する罪内部での位置
づけを前提としたものなのである。

3）フランス以外の刑法
　旧刑法から現行刑法制定時のドイツ刑法（帝国刑法）は，性犯罪を道徳
に対する罪の位置に置いていた。1871 年ドイツ刑法典は，175 条に男性同
性愛および獣姦の禁止を置き，続く 176 条以下にいわゆる強制わいせつ関
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連の罪を規定していた。この規定については，1879（明治 12）年には司法
省『各国刑法類纂』によって翻訳されて日本に紹介されている。
　ドイツにおける法律の沿革がどう紹介されていたかという点について
は，当時の日本人にも読まれていたリストの教科書が参考になる。とりわ
け現行刑法制定直後に邦訳版

（54）

が出版されているので，その記述を参照して
みよう。リストは，強姦罪の沿革についてローマ法の沿革から説明を始め
る。そこでは「ローマ法は，自由に対する多数の犯罪を暴行による犯罪中
に置きしがごとくに，強姦罪をも暴行による犯罪の一種とし，婦女に対し
てこの犯罪が行われ得べきがごとく，また男子に対しても行われ得べきも
のなりとせり

（55）

」とされ，「自由に対する罪」，「暴行による罪」，「男子に対
しても成立する」といったローマ法の見方が紹介される。その後，ドイツ
法にはこれをローマ法と異なり，「女子の操に対して行わるる一種独立の
犯罪」とする伝統とそれに反対する見解もあることを紹介しつつ

（56）

，帝国刑
法の紹介へと移っていく。
　ドイツ帝国刑法に関する性犯罪の議論は，日本旧刑法制定以前のフォイ
エルバッハの教科書（1801 年）と旧刑法に意見書を提出するなど日本の立
法に直接影響を与え続けたベルナーの教科書（1857 年）と旧刑法制定後現
行刑法制定以前のヴェヒターの教科書（1881 年）とをそれぞれ簡潔に見て
おこう。フォイエルバッハは，1881 年の教科書

（57）

の中で，性犯罪（unfreywillige 
Schwächung および Nothzucht）を個人犯罪（Privatverbrechen）の「そ
の身体の自由な処分に関する市民の権利に対する犯罪」（Verbrechen an 
dem Recht des Bürgers auf freye Disposition über seinen Körper）に誘
拐などと並べて解説している。すなわち個人的法益に対する罪の位置づけ
である。ベルナーは，1857 年の教科書

（58）

の中で，性犯罪を「性的道徳および
家族に対する罪」（Verbrechen gegen die geschlechtliche Sittlichkeit und 
gegen die Familie）に置いている。ベルナーは，強姦罪について，歴史的
な記述をした後に，法は個人の自由に対する罪であるという見方に近づい
ているものの，単なる自由侵害であると見るまでには至っていないと述べ
ている

（59）

。ヴェヒターの教科書では，性犯罪（Nothzucht）は，個人の自由
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に対する罪に分類されており
（60）

，社会的法益に対する罪である他のわいせつ
罪（Unzuchtvebrechen）と区別されている。ただし，その法益の中核は「女
性の貞操」（weibliche Ehre

（61）

）として理解されており，その点の注意は必要
である。
　このように，明治時代に日本に流入してきていた諸外国の刑法は，個人
と社会は完全には未分離であるものの，その位置づけは個人的法益に対す
る罪の面を認める見解が多くなってきていたといえる

（62）

。

4）訳語の問題として
　先に “attentats aux mœurs” というフランス語が風俗犯という意味であ
りながら，同時に姦淫，淫行などの意味があるということを指摘した。ド
イツ刑法についても，明治時代の司法省の文献において，175 条の “Die 
widernatürliche Unzucht” の “Unzucht” は，「淫行」と訳され，176 条に
用いられているその形容詞形の “unzüchtig（unzüchtige Handlung）” は

「風俗に関する（風俗に関する所行）」と訳され
（63）

，183 条の “unzüchtige 
Handlung”は，「猥褻の所業」と訳されている

（64）

。つまり，「淫行」「猥褻」「風俗」
は同じドイツ語単語の互換可能な訳語として使用されている。「猥褻を風
俗に関する罪とみるのはおかしいのではないか」という観点から疑問を照
射する見解が現代に見られるが，すくなくとも当時の司法省『各国刑法類
纂』においては，それは単に訳語の当て方の問題にすぎない。考えてみれば，
英語においても “immoral” という語を使うとき，「不道徳な」という意味
と同様に「わいせつな」という意味を持つ。「風俗に対する罪」というの
は訳語の問題にすぎず，この語をもって単に「猥褻の罪」と考えられてい
たのであるという受け止め方もあり得るだろう。
　この訳語の問題は，決定的な主張を導きはしないものの，我々に歴史を
見る際の重要な視点を提供する。明治時代，日本の立法作業は旧ピッチで
行われた。日本語は，西洋発の概念を漢語を用いて翻訳することによって
大量に受け入れ，近代の諸概念を表記可能な言語へと短期間で変貌を遂げ
た。現代の社会科学に関する日本語の語彙はこの時代の翻訳に依拠して成
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立している。とはいえ，当時の日本語語彙は，現代の日本語語彙と字面が
同じであっても，意味するところが違ったり，定着が不十分であるため用
語法が揺れていることがある。強制わいせつにおける「わいせつ」の概念
を風俗に対する罪として見ることが奇妙に感じられる現代の感覚は，「わ
いせつ行為」と「風俗に対する侵害」とが別々に観念されて，それを結び
付けることが是か非かをそれらの語から一歩離れて俯瞰的に観察できるこ
とによって支えられている。ところが当時の日本語にとって「猥褻」と「風
儀を害する罪」は，もともとフランス刑法の同一の単語に由来するもので
ある。ドイツ刑法においても同様である。そうであれば，これらの「猥褻」
と「風儀を害する罪」とを結びつけて考える見解が出てくることはまった
く不思議ではない。むしろ結びついていない方が奇妙である。明治時代の
彼らが「風儀」，「風俗」という言葉で表そうとしていた「その概念」は，
現代の我々にとってはもはや正確には理解不可能なものとなった。我々に
とって強制わいせつにおける「わいせつ」と「風儀」，「風俗」とは明確に
区別される異なった概念である。しかし，彼らにとってはそうではなかっ
た。「性犯罪は，明治時代，風俗に対する罪であると見られていた」とい
う文字列を目にしたときに想起される現代の我々の理解は，当時の彼らの
理解を正確に捉えてはいないかもしれないのである。

Ⅴ　社会風俗と「わいせつ」概念の不可分性

　明治時代の彼らがなぜ「わいせつ」と性的風儀を区分しきれなかったの
か。両概念には言葉のつながりがあることを上に指摘したが，さらに両概
念には不可分な結びつきがありはしないだろうか。
　成瀬は，山岡満之助が強姦罪の処罰根拠を個人的法益に対する罪として
見ながら，強制わいせつが社会的法益に対する罪であることを強調してい
ることなどを挙げながら，「特に，強制猥褻罪については，個人的法益に
対する罪としての理解が徹底されていたとはいいがたい

（65）

」という。成瀬の
この描写は，個人的法益に対する罪としての性質と社会的法益に対する罪
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としての性質とが一罪中に両立することはありえず択一的であるとする枠
組を前提としているように思われる。ところが，強制わいせつ罪を個人的
法益に対する罪であると理解しつつ，そこに社会風俗の観点を導入しよう
とする見解には，現在でも否定しきれない一定の理由がある。それは，旧
強姦罪以外の性犯罪については，その保護法益たる性的自由の観念から社
会風俗の観点を原理的には排除できないということである。もちろん私見
は，性的自由は個人の自由であり，個人の性的な行為への拒絶ないし拒絶
選択肢を一義的に保護するものと解する

（66）

が，それでも強制わいせつ罪の保
護法益を説明する際に社会秩序の観点にも触れようとする見解の問題意識
は理解できる。その根底にある問題意識は，「なぜ他の自由ないし身体と
は別個に性的自由が観念されるのか」である。手首を掴めば暴行ないし逮
捕になるが，胸を掴んだら別個の罪になる理由は何か。手首を掴まれたと
きと胸を掴まれたときとで被害者が受ける被害感情の大きさが異なるのは
なぜか。それは，性的なものを性的でないものよりも重視し秘匿しようと
する社会に共有されている社会観念の作用であるとしか説明のしようがな
い。たとえば胸を性的な部位として見ない文化においては，胸を出すこと
は公然わいせつではなく，その部位への許可なき接触も暴行等ではありえ
ても性的な罪ではない。現代日本において，生殖とは関係のないキス行為
が性的な行為であるとみられるのは，キス行為を性的であるとみる社会観
念を前提としなければ理解できない。キスを性的な行為としてみる場合で
も，それを同時に友情に基づく挨拶表現でもあるとする文化と秘匿される
べき性的な行為でしかないとする文化とでは，その猥褻性の程度は異なっ
て理解される。人間でありさえすれば文化を超えて普遍的に行為態様が理
解可能な旧強姦罪は別として，強制わいせつ罪は当該社会において何が性
的であるかの社会的コンセンサスが前提とならざるをえない。旧刑法の立
法者たちは強制わいせつ概念の理解に苦心したが

（67）

，それもまたこのような
観念を前提とすることに由来しよう。したがって，―もちろんすでに断っ
たように，私見は犯罪の成否と関連する保護法益として問題にされるべき
は個人の性的自由のみであると解する

（68）

が―その保護法益たる性的自由自
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体が一定の社会秩序を前提として成立しているのだと指摘する見解の存在
は，十分に理解可能である。当時の研究者のうちに性犯罪は第 1 に性的自
由を守るが，それ自体が性的社会秩序にも関連すると述べているものがあ
るのは，あるいは逆に，根本的に性的社会秩序を守るべきであり，それが
個人的法益に対する罪として顕現しているのであると解する見解が唱えら
れることは，さほど不思議なことではない。

Ⅵ　結語

　本稿が明らかにしたことをまとめる。
　当時のフランス刑法は，性犯罪を風儀を害する罪の位置に置いていた。
とはいえ，これは個人的法益に対する罪の下位分類であり，ボアソナー
ドもそう理解していた。ボアソナードはこれを日本旧刑法に導入するにあ
たって，性犯罪を身体に対する罪に配置しなおした。そのことにより，日
本においては性犯罪は個人的法益に対する罪であるという理解が広がり，
通説もその立場をとることになった。現行刑法制定にあたって，性犯罪を

「風儀を害する罪」に置きなおす提案がボアソナードからなされた。ただ
しそれは，やはり個人的法益に対する罪の身体に対する罪の中に位置する
風儀に対する罪，すなわち個人的法益に対する身体に対する猥褻罪として
であった。「風儀を害する罪」という言葉が当時のフランス語でそのまま「猥
褻の罪，姦淫の罪」を意味しうることを想起すれば，「個人的法益に対す
る罪，身体に対する罪，姦淫の罪」という枠組は，さほど不自然なもので
はなかった。その後，現行刑法は「節」をつけずに大きな括りでのみ分類
する立法形式を採用し，条文数もかなり刈り込んだものとなった。それに
より，性犯罪規定は公然わいせつ等と並んで置かれることになり，法益が
何であるかの法典内での明記はなくなった。しかし，政府は性犯罪につい
て旧刑法のときと趣旨は同じであると説明しており，通説も現行刑法制定
以降一貫して個人的法益に対する罪として性犯罪を理解していた。
　したがって，以下のことがいえる。
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① 現行刑法制定時には性犯罪において個人を保護するという観念はなく，
戦後に至ってようやく性的自由の保護の機運が高まってきたというイ
メージは誤りである。旧刑法から性犯罪は個人的法益に対する罪として
定められており，通説もそれを支持していた。

② 性犯罪を公然わいせつ罪等と並べて社会的法益に対する罪の位置に置い
ているからといって，現行刑法立法者が性犯罪を社会的法益に対する罪
であると解していたというのは誤りである。旧刑法は性犯罪を個人的法
益に対する罪としており，現行刑法制定時の公式の制定理由は「その趣
旨を同じうす」と説明していた。

③ 「風俗を害する」という言葉は，当時のヨーロッパ言語の感覚からして
も「猥褻・姦淫」と概念的に完全に分離されていたわけではない。その
ため，罪の説明に「風俗を害する」という言葉が用いられていたとしても，
それがただちにその罪を社会的法益に対する罪に分類することを意味し
ているとはいえず，個人的法益に対する罪としての性質を排除している
ともいえない。むしろ，ボアソナードからの提案は，一貫して個人的法
益に対する罪の中の下位分類としての「風儀に対する罪」であった。

　そもそも，法典における条文の配置から過剰に意味を読み取るのは危険
である。罪の適切な配置が望ましいことはいうまでもないが，罪は様々な
性質を持つものであり一義的に場所が決定されるものではない。また，法
典を参照する者の便宜から，異なる性質の罪であってもまとめて規定する
方法にも合理性がある。ある罪が同時に 2 つの保護法益を持つときにより
重要でない方に規定することすらある。たとえば，監禁致傷罪は自由法益
と身体法益を侵害するものであるが，傷害の罪の位置ではなく自由に対す
る罪の監禁罪の直後に置く方が合理的であり，現にその位置に置かれてい
る。放火罪が社会的法益に対する罪の公共危険罪の位置に置かれ，法益も
第一にはそのように理解されているからといって，自己所有・他人所有の
区別をする際に個人的法益に対する罪の側面が無視されるわけではない。
犯罪規定の完璧な配列など存在しない。そうであるにもかかわらず，性犯
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罪ばかりが刑法典における位置からすると制定時には社会的法益に対する
罪，風俗に対する罪と考えられていたのだろうと推論され，そう記述され
るのは奇妙なことである。和田俊憲はマイルドな表現で「刑法典はこれ
を社会的法益に対する罪に位置づけているとするのが一般的な理解である
が，そのように強調する必要はないと思われる

（69）

」というが，本稿ははっき
りと「そのように強調する必要はない」のではなく「そのように強調する
ことは歴史的に誤りであるため，するべきでない」と主張する。
　岡田朝太郎は，旧刑法典の罪の並べ方について，たとえば放火罪のよう
に公共の安寧に関する罪も身体財産に対する罪として置かれていたり，公
益に対する罪に置かれている罪にも身体財産を害する罪があるなど，刑法
典の分類は歴史上の理由はあるとしても理論上は当を得たものにはなって
いないと指摘する。そういいながらも岡田は，分類はあくまでも分類にす
ぎないのだから，理論的に正確でなくとも不都合はないと述べている

（70）

。現
行刑法もそうであろう

（71）

。罪の分類，配置は，条文をその性質の一面に着目
して並べるしかないという編纂の性質上，どこまでいっても罪の便宜的な
配置にすぎないのであって，そこから過剰に意味を読み取るべきではない。
　結局のところ，現行刑法における性犯罪は，①旧刑法において個人的法
益に対する罪として置かれていた，②旧刑法下の学説も個人的法益に対す
る罪と見ていた，③現行刑法制定時の公式な説明で性犯罪の趣旨は旧刑法
と同じであると説明されていた，④参考にした欧州刑法においても性犯罪
を個人的法益に対する罪であるとする理解が広まっていた，⑤現行刑法制
定直後においても通説は個人的法益に対する罪として見ていた，⑥風俗に
対する罪の観点を併用したからといってそれは個人的法益に対する罪であ
ることを否定するものではない，等々の根拠をもって立法時から個人的法
益に対する罪と考えられていたと結論づけられる

（72）

。

Ⅶ　結語の後の付け足し

　なお，日本刑法立法者が性犯罪の保護法益を個人的法益に対する罪とし
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て考えていたからといって，性犯罪への対応がこれまで十分であったなど
と主張するつもりはまったくない。女性は歴史的に差別されてきており，
その差別的な社会構造は現在も存在している。明治時代の立法議論の前提
として不平等な社会制度や差別意識があったことは否定できない。また，
女性のみならず性犯罪の被害者は皆，大変な苦痛を負いつつ社会の無理解
にさらされて苦しい思いをしている。性犯罪―およびあらゆる犯罪―
に必要な視点は，第 1 に被害の発生を防ぐこと，そして第 2 に被害が発生
してしまったならば，被害者に寄り添いその立ち直りに道を拓くことであ
る。それは，刑法の保護法益論とは無関係に，全法分野，全社会を挙げて
の取り組みとならなくてはならない。
　問題点を指摘するとき，ここにもあそこにも問題があるという強調の仕
方もあるが，それはかえって傷を負っている者に「『敵』に囲まれている」
と感じさせ過剰な絶望感を与えかねない。いつの時代にも解決すべき問題
はあるが，それでもなお「すべてが『敵』ではない」ということを示すア
プローチもまたあって良いのではないだろうか。
 （了）

注
（ 1 ） 中森喜彦『刑法各論』第 4 版（有斐閣，2015）64 頁は「その位置から，

刑法は，これらの罪を社会的法益としての性風俗を害するものと見てい
るといえよう」といい，山中敬一『刑法各論』第 3 版（成文堂，2015）
162 頁は「刑法は，この罪を……，社会的法益に対する罪とみている」
といい，松原芳博『刑法各論』第 2 版（日本評論社，2021）89 頁は，「こ
れらの罪は，刑法典の同じ章に規定されている公然わいせつ罪やわいせ
つ物頒布等罪など（わいせつ罪）とともに，性道徳ないし性秩序に対す
る罪（特に欧米では宗教的教義への違背）と考えられていた」といい，
高橋則夫『刑法各論』第 3 版（成文堂，2018）126 頁は「刑法典は，第
22 章（174 条以下）に「わいせつ，強制性交等及び重婚の罪」を規定し，
強制わいせつ罪（176 条）と強制性交等罪（177 条）を，公然わいせつ罪（174
条）やわいせつ物頒布等罪（175 条）などとともに「社会的法益に対す
る罪」として位置づけている」といい，齊藤豊治「性暴力犯罪の保護法益」
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『セクシュアリティと法』（東北大学出版会，2006）224 頁は性犯罪を「章
の配列から言えば，社会的法益に対する罪の一種であり，性的秩序や性
倫理に反する罪，『風俗犯』という位置づけを与えていた」という。その他，
佐久間修『刑法各論』第 2 版（成文堂，2012）112 頁，前田雅英『刑法
各論講義』第 7 版（東京大学出版会，2020）95 頁なども同様。また，位
置について特に詳細に論じているわけではないが，性犯罪既定の歴史的
な変遷（とりわけ旧強姦罪における「姦淫」概念の形成と変遷）および
性犯罪既定の問題点を示した研究として，谷田川知恵「性的自由の保護
と強姦処罰規定」法学政治学論究 46 号（2000）507 頁以下を参照。

（ 2 ） 本文でも触れるが，旧刑法制定時には「個人」という用語法は確立し
ていなかった。ここでいう「個人的法益に対する罪」というのは，現在
の刑法学の文脈における「個人的法益に対する罪」という意味であり，
当時から「個人的法益に対する罪」という用語が用いられていたという
意味ではない。

（ 3 ） 嶋矢貴之「旧刑法期における性犯罪規定の立法・判例・解釈論」樋口
亮介・深町晋也編著『性犯罪規定の比較法研究』（成文堂，2020）770 頁
参照。

（ 4 ） 和田俊憲〔西田典之・山口厚・佐伯仁志編著〕『注釈刑法』第 2 巻（有
斐閣，2016）600 頁は，そのような見方を示唆する。

（ 5 ） 宮本英脩『刑法学粋』（弘文堂，1931）737 頁。
（ 6 ） これらの処罰規定を日本近代刑法が持たなかったこと，とりわけ同性

愛を禁止しなかったことについては大いに評価に値するであろう。
（ 7 ） 『クラウン仏和辞典』（三省堂）や『白水社仏和大辞典』（白水社）な

どにその用法（強姦等の意味も持つこと）が掲載されている。
（ 8 ） 司法省『各国刑法類纂』（1879）1235 頁など。
（ 9 ） Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 9. Aufl. 2019. を確認した。7. 

Aufl., 2011. もあわせて確認したが同様であった。
（10） 齋藤毅『明治のことば　東から西への架け橋』（講談社，1977）195 頁。

中村正直がミルの“On Liberty”を『自由之理』と翻訳したときに，“society”
の訳に苦心し，結局ひとつの訳語を当てずにそれぞれの箇所にそれぞれ
の訳語（「政府」，「人倫交際」，「仲間」など）を当てていったことを描
き出すものとして，柳父章『翻訳とはなにか』（法政大学出版局，1976）
128 頁以下。

（11） 齋藤・前掲注（10）229 頁。
（12） 成瀬幸典「『性的自由に対する罪』に関する基礎的考察」『セクシュア
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リティと法』（東北大学出版会，2006）251 頁以下。
（13） 成瀬・前掲注（12）253 頁。
（14） 成瀬・前掲注（12）255 頁。
（15） 成瀬・前掲注（12）257 頁。
（16） 成瀬・前掲注（12）258 頁。
（17） 成瀬・前掲注（12）258 頁。
（18） 成瀬・前掲注（12）258 頁。
（19） 現に成瀬も公式資料をもって「両規定は旧刑法の規定と趣旨において

全く同一であるとしている」と指摘している。成瀬・前掲注（12）258 頁。
（20） 小松原香織『当事者は嘘をつく』（筑摩書房，2022）16 頁。
（21） 角田由紀子『性差別と暴力』（有斐閣選書，2001）183 頁。
（22） 角田・前掲注（21）184 頁。
（23） 澁谷知美「旧刑法・現刑法の強姦罪・強制猥褻罪の成立過程」『法と

セクシュアリティ』第 2 号（2007）101 頁。
（24） 角田由紀子『性の法律学』（有斐閣選書，1991）14 頁。
（25） 角田由紀子『性と法律』（岩波新書，2013）144 頁。
（26） ただし，角田『性差別と暴力』前掲注（21）186 頁は，団藤重光が性

犯罪の保護法益について「性的自由ないし貞操」と書いたことを挙げて，
「この犯罪の保護法益が，財産犯時代のしっぽを引きずっている一つの
例である」という。なぜ団藤の記述が財産犯と結びつくのか理解できな
いが，この記述からすると日本法にも「財産犯説」を当てはめているの
かもしれない。主張が日本現行刑法立法史に関する事実を述べているの
か差別史一般について描写しているものなのか判然としない。なお，団
藤は『刑法綱要各論』（創文社，1964）393 頁以下において，性犯罪を「個
人的法益に対する罪」の「自由に対する罪」に分類している。団藤のい
う「貞操」とは決して男性の財産を意味しておらず，「個人の人格的法益」
として理解されていることは同書 393 頁の記述からも明らかである。ま
た，団藤は，団藤重光編『注釈刑法』（有斐閣，1965）277 頁以下におい
ても，「女性の貞操，したがってまたその性的情操を害する点で，やは
り，個人の人格的法益を重要な保護法益と考えるのが妥当」と述べ，貞
操を女性個人の人格的法益としている。なお，昔のドイツにおいても「女
性の貞操」というとき “weibliche Ehre” という言葉が使われていた（本
稿本文のヴェヒターに関する記述参照）。この語は直訳すると「女性の
名誉」である。「貞操」というと社会風俗関連的なニュアンスが，「名誉」
というと個人人格関連的なニュアンスが感じられる。これも両概念の概
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念の不可分の結びつきに由来するものである（なお，「名誉」という概
念が女性の貞潔性概念と結びついており，それ自体に女性差別的な意味
合いが含まれていることをスペインの文化史研究から明らかにした優れ
た研究として，芝紘子『スペインの社会・家族・心性』（ミネルヴァ書
房，2001）207 頁以下がある。）。ただし，私見は，貞操や純潔という言
葉を完全に拒否し，性的行為参加者すべてに対して制限のない拒絶意思
表示の機会が十分に保障されたか（自由な拒絶機会が十分に保障されて
いなければ性犯罪である。），保障されたうえで表明された拒絶が守られ
たか（拒絶に反して行為が行われたならば性犯罪である。）の 2 段階の
みを考慮する意味における性的自由（性的行為について拒絶選択肢が十
分に保障されたうえで拒絶できる自由）を保護法益と解している。近年，
性犯罪の保護法益を「尊厳」と読み替えようとする見解も主張されてい
るが，それは―そのような主張者たちの真意に反して先述の “weibliche 
Ehre” のような概念の混同を通じて―「貞操」や「純潔」時代への後
戻りの道を拓きかねないため賛同できない。

（27） 金城清子『法女性学』第 2 版（日本評論社，1996）271 頁以下。なお，
同書では，団藤『注釈刑法』前掲注（26）の所一彦執筆部分を引用するが，
所一彦執筆部分であることが明記されておらず，あたかも団藤の記述で
あるかのように表示されている。また当該部分について所一彦の「保護
されるに値しないというべきであろうか」という文章が「保護されるに
値しない」と断定調で引用されており，そのニュアンスの理解に注意が
必要である（同 272 頁，278 頁）。

（28） Rosemarie Tong, Women Sex and the Law, 1984, p.90.
（29） Tong, op. cit., p.91.
（30） 大陸法についていえば，コンスタンティヌス帝以降，婦女の拐取罪を

重く処罰していた。カロリーナ刑事法典もまた女子の拐取罪（118 条），
強姦罪（119 条）を並べつつ，「品行方正の有夫の女，寡婦又は未婚の子女」
に対する性犯罪の刑罰の表現に「強盗と同様，斬首刑を以て処罰されな
ければならない」（訳語について，上口裕『カロリーナ刑事法典の研究』（成
文堂，2019）300 頁以下参照）と定めた事実がある。しかし，その事実
は―「強盗罪と比して旧強姦罪の刑が軽い。せめて強盗罪と同等以上
の刑罰を科すべきである」という主張が旧強姦罪を財産犯としてみるも
のではないのと同様に―この罪が財産犯として理解されていたことを
意味しない。カロリーナ刑事法典の女子略取の注釈には，女子が同意し
ていた場合には略取罪として処罰されない，「自権者であり完全に自由
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である女子」の同意があった場合は略取とはならないという複数の注釈
があることもまたこれらの罪が男性に対する財産犯でないことを示して
いる（上掲上口 302 頁参照）。強姦についても，被害者が同意している
場合は成立しないのであるから，男性に対する財産犯ではない。そして，
ゴルトダマーの記述

（30）

にもみられるように，日本の明治維新前のヨーロッ
パにおいてすでに性犯罪の被害者の性別を問わない規定形式（“an einer 
Person des einen oder des anderen Geschlechts”）が見られるのである。
ローマ法も沿革的に男子に対する強姦罪を成立させていた（本稿本文に
おいて当時のドイツにおける性犯罪に対する考え方およびリストによる
ローマ法に関する記述を紹介する）。

（31） 松尾浩也増補解題，倉富勇三郎・平沼騏一郎・花井卓蔵監修，高橋治俊・
小谷二郎共編『増補刑法沿革総覧』増補復刻版（信山社，1990）1682 頁。

（32） なお，姦通罪についても明治 40 年第 23 回衆議院特別委員会において
「男女を間を対等の地位に置きたいというわけなんです」と述べて男性
への処罰規定の導入が提案されたり（江藤哲蔵），また両性とも不処罰
とすべきであるとの提案がなされたり（高橋安爾）と，様々な議論が行
われていた（『増補刑法沿革綜覧』前掲注（31）2032 頁以下）。

（33） 磯部四郎『改正刑法正解』（六合館，1907）358 頁。
（34） 磯部四郎〔井上経重筆記〕『日本刑法講義筆記』（奎文堂，1889）474

頁以下。
（35） 大場茂馬『刑法各論上巻』（三書楼，1909）235 頁。
（36） 大場・前掲注（35）235 頁以下。
（37） 泉二新熊『刑法大要』（有斐閣，1928）443 頁。
（38） 小野清一郎『刑法講義各論』（有斐閣，1928）130 頁。
（39） 小野・前掲注（38）131 頁。
（40） 小野・前掲注（38）131 頁。
（41） 小野清一郎『新訂刑法講義各論』（有斐閣，1949）131 頁以下。
（42） 小野・前掲注（41）132 頁。
（43） 小野・前掲注（41）141 頁。
（44） 宮本・前掲注（5）737 頁。
（45） 井上正治『刑法各論』（法律文化社，1952）225 頁。
（46） 井上・前掲注（45）225 頁以下。
（47） 団藤・前掲注（26）266 頁。
（48） 団藤・前掲注（26）393 頁以下。
（49） 団藤・前掲注（26）393 頁。本稿注（26）も参照。
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（50） 内田文昭・山火正則・吉井蒼生編著『日本立法資料全集 20-2　刑法〔明
治 40 年〕（1）- Ⅱ』（信山社，2009）53 頁以下〔性犯罪規定については
135 頁以下〕。

（51） 『日本立法資料全集 20-2』前掲注（50）165 頁以下〔性犯罪規定につ
いては 189 頁以下〕。

（52） 西原春夫・吉井蒼生夫・藤田正・新倉修編著『日本立法資料全集 29　
旧刑法〔明治 13 年〕（1）』（信山社，1994）8 頁参照。

（53） ドイツ語の “Sittlichkeitsdelikte” と並べて「風俗犯」とするものとし
て団藤・前掲注（26）265 頁参照。

（54） フランツ・フォン・リスト〔吾孫子勝，乾政彦共訳〕『法律叢書獨逸
刑法論各論』（早稲田大学出版部，1908）。

（55） リスト・前掲注（54）162 頁。
（56） リスト・前掲注（54）162 頁以下。
（57） Anselm Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden 

Peinlichen Rechts, 1801, S. 233ff.
（58） Albert Friedrich Berner, Lehrbuch des Deutschen Strafrechtes, 1857.
（59） Berner, a.a.O. （Anm.58）, S. 376.
（60） Carl Georg Wächter, Deutsches Strafrecht, 1881, S. 356ff: 367.
（61） Wächter, a.a.O. （Anm.60）, S. 369. “Weibliche Ehre” という言葉につい

て本稿注（26）の団藤に関する記述も参照。
（62） 本稿の論証と直接関連しないが，大陸法の動向として紹介すると，当

時のスペイン刑法（1870 年刑法）は性犯罪を「9 篇貞節に対する罪　第
2 節強姦および貞節に反する虐待」453 条以下に定めていた。パチェコ
の注釈によれば，これは旧刑法（1848 年および 1850 年改正刑法）を引
き写したものであるようだ。José Gonzalez y Serrano, Apendicé á los 
comentarios del Código Penal de Don Joaquin Francisco Pacheco ó sea 
el Nuevo Código comentadas las adiciones que contiene, Madrid, 1870, 
p.294.

（63） 174 条も “unzüchtig” が風俗に関すると訳されている。
（64） 『各国刑法類纂』前掲注（8）1235 頁以下。
（65） 成瀬・前掲注（12）260 頁。
（66） 現在の通説の「性的自由」の理解は「誰と，いつ，どこで，いかなる

性行為をするかをみずから決定する自由」（齊藤・前掲注（1）225 頁，
谷田川知恵「性暴力と刑法」『講座ジェンダーと法 3 巻暴力からの解放』

（日本加除出版，2012）188 頁など）とするが，この表現には問題があ
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る。性的自由は性行為（性的行為）をしない自由でありする自由ではな
い。先に掲げた通説的表現であれば，性犯罪行為は被害者の性的自由の
侵害であると同時に行為者の性的自由の実現であるということになって
しまう。刑法における「自由」とは「〜する自由」ではなく「〜しない
自由（= 自己の人生における諸場面での選択に他人から許可なく介入さ
れない自由）」である。江藤隆之「住居侵入と自由」桃山法学 24 号（2014）
1 頁以下および同「『自由に対する罪』を擁護する」桃山法学 28 号（2018）
1 頁以下参照。

（67） たとえば，嶋矢・前掲注（3）776 頁参照。
（68） 私見によれば，性的道義観念は，保護法益ではなく，「わいせつ」と

いう行為の意味を確定するための一考慮要素にすぎない。
（69） 和田・前掲注（4）600 頁。
（70） 岡田朝太郎『刑法各論』（早稲田大学出版部，出版年不明）178 頁。
（71） 現行刑法はあえて保護法益を法典中に明記することを止めたが，それ

は現行刑法立法者の「刑法典中の罪の並びをもって保護法益を理解しよ
うとするな」という意図によるものだったのではないか。このことを立
証するにはなお探究が必要であり，現在これを明確に示す史料を私は見
つけていないため，あくまでも一仮説としてこの注に記しておく。

（72） なお，立法的な提案をするとすれば 176 条「わいせつな行為」は言葉
として多義的にすぎるので「性的自由を侵害する行為」と改めるべきで
あり，そうすれば公然わいせつと並べる理由はなくなり，個人的法益に
対する罪としての性質が明確になると考える。
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社員のいない非営利法人における 
ガバナンスの構築

―社会福祉法人と学校法人の監査体制を中心に

瀬 　 谷 　 ゆ り 子

Ⅰ　総論　
Ⅱ　社会福祉法人のガバナンスと監査制度
Ⅲ　学校法人のガバナンスと監査制度
Ⅳ　終わりに

キーワード：非営利法人，社会福祉法人，学校法人，監査，ガバナンス

Ⅰ　総論

1．はじめに
　わが国の法人制度は，いわゆる公益法人制度改革の結果として，2006（平
成 18）年に成立した「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成
18 年法律第 48 号。以下，「一般法人法」という。）」，「公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号。以下，「公益
法人認定法」という。）」，「上記法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成 18 年法律第 50 号。以下，「整備法」という。）」により，大
幅に整備された。
　これにより剰余金の分配を目的としない，すなわち非営利の社団及び財
団は，その目的として掲げる事業の公益性の有無にかかわらず，それまで
の中間法人

（ 1 ）

を包摂する形で，準則主義により簡便に一般社団法人または一
般財団法人として法人格の取得が可能となった

（ 2 ）

。こうして設立された一般
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法人の中で，特に公益目的事業を行うことを目的として税制面をはじめと
する優遇措置を受けることを希望し，公益法人認定法により公益認定を受
けたものが公益法人である。
　一方，剰余金の分配が可能な法人の設立は，会社法による。商法典から
独立して 2005（平成 17）年に成立した会社法（平成 17 年法律第 86 号）は，
株式会社について，株主に対し剰余金配当請求権または残余財産の分配請
求権の少なくとも一方は付与しなければならない，と規定し（会社 105 条
2 項），持分会社においても，社員の利益配当請求権を認めているところか
ら（会社 621 条），会社は営利法人として位置づけられる。こうして，現
在の日本の私法人は，大きく営利法人と非営利法人に区分されることと
なった。
　成立した法人に対しては，会社はもちろん一般法人法により設立された
非営利法人にも，行政による監督は行われない。そこで，法人はその掲げ
る目的にかなった活動を適正に促進するために，法人内で自律的に，不正
行為を防止し適切に管理運営を行う体制を構築する必要が生じる。会社法
制ではそのために，コーポレート・ガバナンスの議論が展開されてきた。
とりわけ株式会社をめぐるガバナンスに係る制度は，法人数の多さに加え
て，会社の経済社会に及ぼす影響が大きいことから

（ 3 ）

，多くの不祥事の経験
をふまえ，健全で効率的な会社経営の実現に向けて長年にわたり議論され，
現行会社法の中に実現したものである。一般法人法でも，機関設計，業務
執行者の義務と責任，情報開示等を中心に，コーポレート・ガバナンスの
議論から実現した多くの会社法の仕組みを取り入れている。
　確かに，法人は営利法人と非営利法人に区分されるとはいえ，非営利法
人の中でも社員が存在する社団をベースにした法人については，社員（株
主）の存在を前提とする会社法の規定を基礎にしたガバナンスの議論を適
用できる部分は多い。しかしその議論は，財団的性質を持ち社員の存在し
ない公益法人でもなじむものであろうか。
　本稿では，2023（令和 5）年 1 月現在，改正に向けた最終段階にある私
立学校法をめぐる議論，及びそこで比較対照される社会福祉法さらに一般



社員のいない非営利法人におけるガバナンスの構築　　89

法人法に遡り，会社法制の下で形成されてきたコーポレート・ガバナンス
が，社員の存在しない公益法人である社会福祉法人及び学校法人において
どのように展開されるべきかを検討する。

2．非営利法人の設立と公益法人制度改革との関係
　かつて，法人の中心は営利法人であるとして，営利法人である会社を設
立するための商法規定は古くから整備されてきた。これに対して，公益に
関する事業は国家が行うものとして，公益を目的とする法人の設立は否定
的に解されていて，例外的に認められるそのような法人の設立には国家の
関与が必要との認識により，民法の下で許可主義がとられていた。こう
して法人格の取得にあたり，「公益」を目的とするのであれば 1898（明治
31）年に施行された旧民法 34 条に基づき公益法人を，「社員に共通する利
益を図ること」を目的とする場合は中間法人法により中間法人を，営利を
目的とする場合は旧商法により会社を設立する，という方式が用意された。
このうち公益法人については，法人格の取得に主務大臣の許可が必要で設
立が簡単ではないこと，そして公益性の判断が税制上の優遇措置と一体と
なっていて不明確であること，そのため営利法人類似の法人や共益的な法
人が設立され，行政の委託，補助金，天下りの受け皿等になっている，等
の批判や指摘がなされた

（ 4 ）

。「一般法人法」「公益法人認定法」「整備法」の
制定は，公益部分を民間で担う需要が高まるなかで，こうした批判を踏ま
えた公益法人制度改革の成果ということができる

（ 5 ）

。
　この一般法人法および公益法人認定法の制定に伴い，民法の法人に関す
る規定は大幅に簡素化された。現行民法は，法人の成立は法律によること
として法人法の枠を定めるほかは，法人の能力および登記に関し規定する
のみで（民法 33 条〜 37 条），具体的な規律は特別法に委ねている。
　こうして一般法人は，前述の公益法人認定法により公益認定を受けるこ
とで公益社団・財団法人となることができるが，旧民法 34 条が公益の典
型として例示していた「祭祀，宗教，慈善，学術，技芸」といった特定の
公益を目的とする法人については，以前から私立学校法，社会福祉法，宗
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教法といった特別法が用意され，これに基づいて，学校法人，社会福祉法人，
宗教法人として法人格を取得することができた

（ 6 ）

。これら特別法による公益
法人は，それぞれの内包する問題が異なるということもあり，各法につい
ての見直しは公益法人改革の中では行われなかった。そのため，公益法人
認定法による公益法人と特別法による公益法人では，ガバナンス上の差異
が生じた。その後，社会福祉法は，社会福祉法人の独自の問題に対応する
必要から 2016（平成 28）年に改正され，各種法人の中でも一般法人法の
ガバナンス構造が厳格な形で取り入れられたものとなった

（ 7 ）

。学校法人につ
いては，一連の不祥事も契機となり，私立学校法改正の議論の中で，公益
法人，社会福祉法人のガバナンス構造が比較検討されている。なお，やは
り多額の献金等が問題となっている宗教法人にかかる宗教法人法は，1995

（平成 7）年の改正以降，大きな見直しはなされておらず，他法人法と比較
する限り，ガバナンス体制に法制度上の不十分さがあることは否めない

（ 8 ）

。

3．公益性認定の機能―公益法人の選択
　公益法人は，公益法人認定法により行政庁

（ 9 ）

の認定を受けた法人である（公
益認定 4 条）。公益法人としての「公益認定」の柱は公益目的事業である。
同法による公益目的事業とは，「学術，技芸，慈善その他の公益に関する
別表各号に掲げる種類の事業であって，不特定かつ多数の者の利益の増進
に寄与するもの」と定義されており（公益認定 2 条 4 号），同法は公益法
人を，「民間が担う公益」の主体として，日本の社会・経済システムに積
極的に位置づけている（公益認定 1 条）。
　「公益認定」は，一般法人法による法人の存在を前提とすることで，法
人の設立から切り離し，公益法人認定法の定める枠組みにより，一般法人
から公益認定の申請書を行政庁に提出して行われる（公益認定 7 条）。申
請にあたっては，公益法人認定法 5 条に掲げられた認定基準を満たし（公
益認定 5 条 1 号〜 18 号），同法 6 条に掲げられた欠格事由に該当しないこ
とが必要である（公益認定 6 条 1 号〜 6 号）。公益法人改革により，公益
法人の設立にあたり採られていた主務官庁制・許可主義制は廃止されたが，



社員のいない非営利法人におけるガバナンスの構築　　91

公益法人としての認定に行政がかかわることで，行政には，公共的な事務
や事業を国家と分担しうる法主体を用意し，私人の公益活動を支援すると
いう機能は認められている。
　これら公益法人の組織等は，一般法人法そして公益法人認定法に置かれ
た規定に従うことになる。租税の優遇措置に連結する機能として，監督機
能にかかるガバナンス体制のより一層の強化が求められ，法人内部では執
行と監督を区分すること，一定の会計基準に従った会計処理がなされるこ
と

（10）

，そして原則として会計監査人を置くことが必要である。
　行政庁には，公益認定した法人に対する監督権限が認められている（公
益認定 27 条以下）。しかしながら，各法人の目的とする事業を自律的に行
い発展させていくには，各法人がまずそれぞれのガバナンス体制を構築し
ておくことが必要であり，そこにコーポレート・ガバナンス論を参照する
ことが有益になってくる。

4．コーポレート・ガバナンスと社員のいない非営利法人のガバナンス
　一般法人法のガバナンスには，会社法で議論されてきたコーポレート・
ガバナンス論がその土台に置かれている

（11）

。会社は当然のことながら営利法
人であり，法人資産に対し持分比率に応じて経済的な利益を持つ持分権者
である社員（株主）の存在を基礎に置き，その持分価値の最大化を図るこ
とを目指すものである。その点にインセンティブを持つ社員の存在を前提
に，「健全かつ効率的な会社経営」の実現に向けたガバナンス，すなわち
社員総会（株主総会）を含む機関設計，出資者の保護，経営者の責任，計
算の開示等をどのようにすべきかが議論されている。
　そうすると非営利法人にコーポレート・ガバナンス論を額面通り当ては
めることは難しくなる。そもそも，一般法人法は剰余金又は残余財産の分
配を禁じている（一般法人 11 条 2 項，153 条 3 項 2 号）。一般社団法人でも，
社員には，会社の社員（株主）のような持分はない

（12）

。持分権を持つ社員の
権限行使を組み入れたコーポレート・ガバナンスに対して，持分を持たな
い社員を構成員とする一般社団法人や，まして社員のいない財団法人では，
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どの機関にその役割を求めたらよいか。また，持分価値の最大化に向けた
「効率的な会社経営」の追求は，非営利法人ではその特性をそぐおそれが
あり，とりわけ上場会社における株価に反映される「市場の論理」を持ち
込むことはできない。そのため，会社法で議論されてきたコーポレート・
ガバナンス論は当てはまらないのではないか，との疑念も生ずる。
　確かに非営利法人は多様な目的を持って設立されており，その目的とす
るところも様々である。とはいえ，非営利法人が会社と同様に国民経済お
よび社会に対して大きな影響を有しているならば，そのガバナンス論は「健
全な事業運営」を目的とするものと捉えることは可能である

（13）

。そこに公的
な補助や税制優遇が加わるならば，その部分への対応も含めて，より強い
健全性が望まれる。各法人において不正行為を防止し，その目的にかなう
活動が行われることを促進するためにどのような仕組みを設けるか，とい
う課題を検討するのがガバナンスの議論であるとするなら

（14）

，非営利法人に
おいてもその点でコーポレート・ガバナンスと同じように考えることがで
きる。
　本稿で対象とする財団的性質を持つ公益法人では，社員がおらず従って
機関としての社員総会は存在しないため，まず，機関設計において，理事
の業務執行を社員及び社員総会に替わる他の機関が監督するガバナンスの
構築が求められる。公益財団法人では，執行機関を牽制するものとして，
評議員会，監事が必置の機関とされている（一般法人 170 条）。公的補助
や税制優遇を受ける限り（公益認定 58 条参照），財政の適正を担保するも
のとして，基本的に会計監査人の設置が求められる（公益認定 5 条 12 号

（15）

）。
公益目的の法人として，当該法人にかかる適切な情報開示も必要になる（公
益認定 57 条）。なお，公益法人には行政の関与を伴うが，その在り方はそ
れぞれ議論が必要である。
　以上を踏まえ，財団的性質を持つ特別法上の公益法人である社会福祉法
人と学校法人のガバナンスについて，監事の役割に着目し監査制度を中心
に検討する。
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Ⅱ　社会福祉法人のガバナンスと監査制度

1．社会福祉法人の生成
　わが国における福祉事業の担い手としては，明治期に，皇族を含む篤志
家により，寄附として提供された財産をもとに慈善・救済事業を行う組織
が存在した。その後，その組織に法人格が付与され，財団として成立され
たという沿革を辿ることができる

（16）

。
　第二次大戦後の社会福祉制度の創設期は，戦後の荒廃の中で行政の資源
は不十分であり，政府は戦前からの福祉事業の担い手を含めた民間資源の
活用に頼らざるを得ない状況にあった。しかしながら，政府が社会福祉制
度の充実のために民間の慈善団体等を直接財政支援するには，憲法 89 条
が，「公の支配に属しない慈善，教育若しくは博愛の事業」に対する公金
支出を禁じていること，そして 1946（昭和 21）年当時，GHQ により私設
の社会事業団体への財政援助が禁止されていた経緯がある。そこで，公の
支配に属するものであれば援助は可能との解釈の下，社会福祉事業を担う
責務と本来的な経営主体は行政としつつも，事業の実施を民間に委ねる方
法が採られた。すなわち行政機関（所轄庁等）がサービスの対象者と内容
を決定し，それにしたがって事業の実施を求める「措置制度」という仕組
みである。社会福祉法人は，この措置を受託する法人として，税法上は公
益法人とする特別な法人格が付与され，ここに行政からの特別な規制と助
成が行われるというものである

（17）

。そのため，社会福祉法人は，当初より，
行政の強い規制を受け，法令や行政指導に適合することに重きを置いた事
業運営が行われてきた。この点は，その後，法人の自律性を確保すること
との関係で課題となる。
　一方，社会福祉法人の設立そのものは民間に依存しているため，法人へ
の資金拠出者やその後継者の意向も，成立後の法人運営に反映させること
を認める必要があり，法人法制にもその痕跡が残っている。
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2．社会福祉法人の法的根拠
　社会福祉法人は，社会福祉法により「社会福祉事業を行うことを主目的
として，社会福祉法の定めるところにより設立された法人」（社福 22 条）
であって，公益法人認定法による「公益法人」の枠組みとは別の特別法
上の公益法人と位置づけられる。根拠法となる社会福祉法は，1951（昭
和 26）年に「社会福祉事業法」（昭和 26 年法律第 45 号）として制定され，
2000（平成 12）年に「社会福祉法」に名称変更された後，2016（平成 28）
年に大幅に改正されて現在に至っている。
　同法によれば，社会福祉法人の設立申請に際し，定款に「資産に関する
事項」（社福 31 条 9 号）の定めが必要であり，設立にあたり供された財産
は，法人に帰属する。社会福祉法人の財産的基礎を形成するのは「基本金」
であり，「社会福祉法人が事業開始等にあたって財産として受け入れた寄
附金の額」である

（18）

。この基本金は法人が事業を継続していくための財産的
基礎を形成するもので，寄附者の持分はなく，したがって剰余金の分配も
ない

（19）

。発生した収益は，社会福祉事業または公益事業のみに充当すること
ができ，「社会福祉充実計画」に従い再投下される（社福 55 条の 2 以下）。
残余財産の分配もないため，法人解散に際して残余財産がある場合は，社
会福祉法人その他社会福祉事業を行う者（最終的に国庫）に帰属する，と
されている（社福 47 条）。
　公益目的の法人として行政からの補助金（社福 58 条）や税制優遇を受
けるため，所轄庁による設立認可と指導・監督を受けるものとされており，
旧民法 34 条に基づく公益財団法人としての性格を有している。

3．社会福祉法改正の契機
　歴史的諸制約から，社会福祉法人は，民間事業者であるものの，行政
サービスの受託先として公的性格の強い法人となり，市場原理で活動する
一般的な民間事業者とは異なる発展をしてきた。そのため，公益法人に分
類されるが，前記の公益法人改革の対象とはされていなかった。とはいえ，
2000（平成 12）年の社会福祉基礎構造改革により，介護保険制度が全面施
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行され，福祉行政が変化し，これに伴って，福祉サービスの需要が拡大し
たという実態がある。そこから，社会福祉法人の今日的な役割は，措置制
度による事業者として，措置を受託しその枠組みの中で事業を行う法人と
しての存在と，福祉サービスの提供者として，必要な福祉サービスを提供
し，いわゆる「措置から契約」の部分を担うことで利用者本人が選択対象
とする法人（施設）としての存在，の両面が認められることになる。
　そのような中で，2011（平成 23）年頃から，社会福祉法人の「内部留保」
問題や，世襲役員等が高額報酬を得ている等の批判が出始めた

（20）

。社会福祉
法人が補助金，税制優遇などにより高い利益率を有しており，これを社会
福祉事業等へ積極投資したり地域還元することなく，内部留保として無為
に積み上げている，あるいは設立時の財産拠出者やその関係者が役員に就
任するなどにより，法人の私物化が図られて，組織の牽制が効きにくく不
適正な運営がなされている

（21）

，というものである。さらには，公益法人とし
て補助金・税制優遇を受けているが，財務諸表等の公表がなされていない，
との指摘もなされた

（22）

。
　前述のように，社会福祉法人の財産基盤は，設立時の理事長等が社会福
祉目的の理念の下に拠出し形成される基本金に置かれており，法人創設者
の意向が法人運営に反映されやすい。法人の制度設計において，意思決定
と執行そして監視・監督機関が未分化で，法律上，権限と責任について明
示されておらず，相互の牽制機能が十分に働かない状況の下で，法人運営
が形骸化しやすく，業務執行者の独断や不正を招きやすい，という構造に
なっていたといえる。さらに，非営利法人ではそもそも利益の分配を禁止
されているが，利益が生じた場合の使途が明確にされていないため，結局，
一部法人では役員関係者の報酬とされていたという事実，そして情報の開
示制度が整っていないために，財務諸表に限らず，非財務情報も開示され
ないという状態が明るみに出た，ということである

（23）

。
　もっとも，社会福祉法人におけるこうした実態は，従来から議論されて
きた公益法人ガバナンスの問題点を引き継ぐものでもある。そこで社会福
祉法人について経営組織のガバナンスの強化，事業運営の透明性の向上等
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を含めた議論が進められ，2016（平成 28）年に「社会福祉法等の一部を改
正する法律」（平成 28 年 3 月 31 日法律第 21 号）が成立した。

4．社会福祉法の改正内容
（1）　経営組織のガバナンス体制
　社会福祉法人は，他の公益法人よりも高い義務を負う特別の法人制度と
して創設されているが，公益法人制度改革等により他の非営利法人につい
ての制度改革が進んだことに比べ，社会福祉法による組織体制は，ガバナ
ンスを確保する仕組みとして十分とは言えなくなっている部分が認められ
た。
　2016（平成 28）年改正法では，社会福祉法人は，評議員，評議員会，6
人以上の理事，理事会及び 2 人以上の監事を置かなければならないとされ
た（社福 36 条 1 項，44 条 3 項）。法人の機関である理事会について，改正
前は設置や権限に関する規定が欠けていたが，新たに業務執行の決定，理
事の職務執行の監督権限が明記された（社福 45 条の 13）。こうして理事会
は業務執行機関として，法人の全ての業務を決定し，理事の職務執行の監
督を行うこととされた（社福 45 条の 13 第 2 項）。そこには，理事会として「法
人の業務の適正を確保するための体制」を構築することが含まれている（社
福 45 条の 13 第 4 項 5 号，社福施行規則 2 条の 1

（24）

6）。理事会は，法律又は
定款に定める評議員会の決議事項以外の事項は，法人の業務執行に関し評
議員会に諮る必要はないが（社福 45 条の 8 第 2 項

（25）

），理事長および業務執
行理事は，理事会に対して，基本的に 3 か月に 1 回以上，自らの職務の執
行状況について報告しなければならない（社福 45 条の 16）。これにより，
理事会は理事に対する監督機能を果たすことが期待される。
　改正前，諮問機関であった評議員会は，この改正により，法人運営に係
る重要事項の議決機関とされ（社福 45 条の 8

（26）

），理事，監事，会計監査人
の選任・解任，計算書類の承認，社会福祉充実計画の承認，役員報酬の決
定等，さらに評議員の 2/3 の多数により定款変更，合併の承認，監事の解
任を決議することが認められている（社福 45 条の 9）。以上のように，評
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議員会は，法人の基本ルール・体制を決定するとともに，役員の選任・解
任等を通じ（社福 43 条，45 条の 4），事後的な監督権限が与えられた。
　評議員会は業務執行の監督権限を持つ機関とされたため，法人の業務執
行にかかわる関係者が評議員になることはできない

（27）

。社会福祉法では，こ
のように，業務執行と監督は明確に分離された形式を採用している。評議
員会がこの監督権限を発揮するために，理事及び監事は評議員会において
説明義務を負う（社福 45 条の 10）。別途，監事の権限が明確にされ，特定
社会福祉法人

（28）

では会計監査人が必置の機関とされている（社福 37 条）。
（2）　役員等の行為規制
　評議員，役員（理事及び監事をいう（社福 31 条１項６号）。），会計監査
人と法人の関係は，委任に関する規定に従う（社福 38 条）。したがって，
各役員等は法人に対して善管注意義務を負う（民 644 条）。また，理事は「忠
実義務」を負う旨の規定があり（社福 45 条の 16 第 1 項），一般社団・財
団法人法の競業取引，利益相反取引の規制は理事に準用される（承認は理
事会が行う）。これらは，各法人法に共通するもので，役員の責任発生の
根拠となる。
　評議員は，理事，監事，職員，会計監査人を兼ねることができない（社
福 40 条）。これは，評議員会には，他機関や構成員に対する牽制機関とし
ての役割を期待するためである。また，前述のような法人の設立由来から，
役員と親族等特殊関係にある者で機関の構成員を占めてしまうことを制限
する規定が盛り込まれている

（29）

。理事と親族等特殊の関係がある者（配偶者
および 3 親等内の親族）は理事総数の 1/3 を超えてはならない。監事，評
議員への就任規制は，その職務に伴う独立性を確保する意味も含まれる。
ただし，職員が理事に就任することは可能である。法人目的を遂行するた
めに，むしろ必要な場合が生ずると考えられる。
　役員等および評議員の損害賠償責任については，会社法と同様に，対法
人と対第三者に分けて規定が置かれている。
　役員等がその任務を怠ったときは，法人に対し，任務懈怠により法人に
生じた損害を賠償する責任を負う（社福 45 条の 20 第 1 項）。競業避止義



98　　（桃山法学　第38号　’23）

務違反，利益相反取引により，社会福祉法人に損害が生じたときの損害賠
償責任についても，一般法人法を準用するものとされている（社福 45 条
の 16 第 4 項，45 条の 20 第 2 項，一般法人法 84 条 1 項 1 号〜 3 号）。
　役員または評議員がその職務を行うについて悪意または重大な過失が
あったときは，これによって第三者に生じた損害の賠償責任を負う（社福
45 条の 21）。

（3）　内部留保の問題
　社会福祉法人は，利益の分配を認められていない。そのような中で，前
述のような，内部留保の問題が公になった。法改正前の 2012（平成 24）
年に行われた財務省の予算執行調査，2013（平成 25）年に行われた会計検
査院による検査の結果，内部留保の積上分について，「積立目標や積立額」
を示すとともに，利用者等に対する「適切な運用」（既に活用あるいは将
来の施設の建替費用等）についての説明責任を果たすべきであるとされた。
　そこで，改正法では，内部留保の計画的な再投下を促すために，純資産
から事業継続に必要な財産の額を控除し，福祉サービスに再投下可能な財
産額を明確化し，この再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して，
社会福祉事業または公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務づ
けることとされた（社福 55 条の 2

（30）

）。計画の作成にあたっては，社会福祉
法が定める事業の順序に従い，法人が自主的に判断する。福祉充実財産の
使途を「見える化」するためであって，計画内容は，公認会計士・税理士
等からの意見聴取（社福 55 条の 2 第 5 項）と評議員会の承認が必要であ
り（社福 55 条の 2 第 7 項），所轄庁に提出して承認を受け（社福 55 条の 2
第 1 項），公表される。
　さらに，役員の高額報酬を牽制するため，その報酬基準の作成が義務づ
けられ（社福 45 条の 35，同施行規則 2 条の 42），理事，監事，評議員の
区分ごとに報酬総額を「現況報告書」に記載の上，公表することとされた。
また，役員等関係者への特別の利益供与を禁止する規定が置かれた（社福
27 条）。
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（4）　情報の公開―財務状況の不透明さに対する批判に対して
　財務諸表の公表がなされていないとの指摘から 2012（平成 24）年度分
について実施された調査でも，自主的な公表は半数にとどまっていたため，
2013（平成25）年度分から公表を義務づけるられることになった。もっとも，
法改正前の公表は，対象の書類の備置きと閲覧であった。求められるのは
事実の開示であり，財務諸表等の公表様式は，法人により公表項目に差が
でないように，統一化が必要である。そこで，改正法の下で，社会福祉法
人の会計の基準として「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年厚労省令 79 号）
を定め，2016（平成 28）年度から適用されることとなった

（31）

。決算関係書類
のほか，非財務情報については，「事業の概要その他の厚生労働省令で定
める事項を記載した書類」（現況報告書）の開示義務があり，定款，事業計画，
役員報酬基準も含めて閲覧対象書類が拡大され，公表事項は明示されてい
る（社福 59 条の 2 第 1 項，社福法施行規則 10 条）。
　公表の方法も備置きの他に，「社会福祉法人の財務諸表等電子開示シス
テム」（WAM NET）により電子的に行う方法が規定された（社福 59 条
の 2 第 5 項〜 7 項，社福規則 10 条 1 項，2 項

（32）

）。
　法人情報の公開対象は，地域ニーズへの対応として「福祉サービスの提
供者」を念頭に置く必要がある。利用希望者が法人と契約する際の選択材
料にするためには，財務情報の公表にとどまらず，法人の理念や事業，地
域における公益的な活動等の非財務情報についても知る必要があるためで
ある。現在，WAM NET を使用することにより，システム上も国民一般
に向けた開示が容易になり，利用者側の利便性も向上したといえる。ガバ
ナンス上の必要性に加えて，社会福祉法人のサービス受領者が広く国民一
般であるという事を勘案すると，必要な対応と考えられる。

5．監査制度を中心とするガバナンス体制
　社会福祉法人のチェック体制は，理事会による理事の職務執行の監督，
評議員会による理事・理事会の牽制，並びに監事及び会計監査人による監
査から成り立つ。そこに情報公開が加わるが，措置制度の受け皿である社
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会福祉法人として，更に行政による指導監査が加わるところに特色がある。
（1）　監事監査
　社会福祉法人の監事の職務は，理事の職務執行の監査である（社福 45
条の 18）。社会福祉法人では，2 人以上の監事の設置が必要であり（社福
44 条 2 項），各監事は，それぞれ独立して権限を行使でき，義務は各監事
がそれぞれ負う。
　監事の資格要件として，社会福祉事業について識見を有する者（社福 44
条 5 項 1 号），財務管理について識見を有する者（同 2 号）が含まれなけ
ればならないとして，内部留保の問題等を含む社会福祉法人の特色に適切
に判断できる人材の選任を法律上も求めている

（33）

。
　監事は，法人の業務及び財産状況の調査権限を持ち（社福 45 条の 18 第
2 項），評議員会における説明義務（社福 45 条の 10），理事会への出席義務（社
福 45 条の 18，一般法人法 101 条）等により，理事会及び評議員会との牽
制関係にある。なお，社会福祉法人の理事会にも「法人の業務の適性を確
保するために必要な体制」の整備（社福 45 条の 13 第 4 項第 5 号，社福施
行規則 2 条の 16），いわゆる内部統制システムの構築が求められており，
監事は，業務監査の一環として，理事会が内部統制システムを適切に整備
しているか，を監査しなければならない

（34）

。
　監事はこれらの職務権限を行使し，「監査報告」を作成する（社福 45 条
の 18，社福規則 2 条の 19）。「監査報告」は，法人が所轄庁に届出が必要
な計算書類に含まれている（社福 59 条 1 号）。
　監事に関する規定は，一般法人法の規定の多くを準用する方式が採られ
ている（社福 40 条の 18，社福施行令 13 条の 10）。一般法人法は会社法を
基準としているため，営利法人である株式会社の監査制度に類似する内容
となっており，監事の職務や権限は株式会社の監査役のそれと変わるとこ
ろがない。
　社会福祉法人の目的は営利法人である会社とは異なるが，組織の運営が
法人の目的に沿って適正に行われているかをチェックするという意味で，
監事はガバナンス上重要な役割を負っている。そのために，社会福祉法は，
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監事の権限を強化し，その独立性を確保するための規定をおいている。
（2）　会計監査人監査
　社会福祉法人は公益性が高い法人であり，公金が多く注入されているた
め，利用者を含む一般に対して経営状態を公表し，経営の透明性を確保し
ていくことが責務とされる。公益法人は，原則として会計監査人の設置が
必要であるが（公益認定 5 条 12 号

（35）

），社会福祉法人は様々な規模のものが
存在することを念頭に，会計監査人の設置は任意である（社福 36 条 2 項）。
もっとも，前述の通り，事業規模が一定の基準を超える法人は，特定社会
福祉法人として，会計監査人の設置が義務づけられている（社福 37 条

（36）

）。
特定社会福祉法人では，計算書類は，理事会の承認を受ける前に，監事と
会計監査人の監査を受けることになる。
　会計監査人は，計算書類及び附属明細書を監査し「会計監査報告」を作
成する（社福 45 条の 19 第 1 項，社福施行規則 2 条の 21）。法人とは委任
に関する規定に従い（社福 38 条），したがって善管注意義務を負う。その
職務を遂行するため，社会福祉法は会計監査人の権限を明示し（例えば，
会計帳簿等の閲覧・謄写権，理事，使用人に対する会計に関する報告要求，
業務財産調査権等），さらに会計監査人が理事の不正行為，法令・定款違
反の重大な事実を発見したとき，監事に対し報告する義務を課す（社福 45
条の 19 第 6 項，一般法人 108 条）。
　会計監査人は，計算書類の適正性につき，監事と意見を異にするときは，
定時評議員会に出席し，意見を陳述することが認められている（社福 45
条の 19 第 6 項，一般法人 109 条）。一方監事は，計算関係書類等に関する
会計監査人の監査結果について，相当でないと考える場合はその旨を「監
査報告」に記載することが求められる（社福施行規則 2 条の 3

（37）

1）。社会福
祉法は，評議員会だけでなく監事にも会計監査人の解任権限を与えており

（社福 45 条の 4 第 1 項，2 項，45 条の 5 第 1 項，2 項），相互に牽制関係に
あることで緊張感を持って監査業務が遂行できるような制度を作っている
といえる。
　なお，次に述べる所轄庁による法人指導監査（社福 56 条 1 項）について，
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会計監査人の監査を受けていれば，指導監査の監査周期の延長がなされ，
監査事項の一部省略が可能になる。会計に関する専門家の監査を入れるこ
とで，監査対象の適正が担保できるからである。

（3）　行政による関与―指導監査
　所轄庁は社会福祉法人の設立の認可を行うが，成立後の法人には税制の
優遇，措置費の支出等の公的な資金が拠出されているため，「適正な法人
運営と円滑な社会福祉事業の確保を図る

（38）

」ことを目的に，社会福祉法 56
条を根拠として，「指導監査」を実施する

（39）

。所轄庁には，法人の不適切な
運営には，行政的な強制力がある措置命令，業務停止命令，役員解職勧告，
解散命令を発する権限が与えられている（社福 56 条，57 条）。
　指導監査は，最も機能するモニタリングとしてその有効性は認められる
が，各所轄庁の監査能力の向上と平準化が求められること，指導監査の基
準の明瞭性に欠ける部分があること，監査周期が数年に一度で空白期間が
発生すること等の問題点の指摘がある

（40）

。
　このうち，確認内容や指導監査の基準については，厚生労働省により「指
導監査実施要項」の見直し

（41）

，「指導監査ガイドライン」の作成・通知が行
われている。
　もっとも，所轄庁の「指導監査」マニュアルの内容と法人監事の法律上
の職務内容は類似するものとなっていることに鑑みると，所轄庁は，法人
内の内部統制システムの構築を含む業務監査，会計監査人による会計監査
の充実を求めることで，所轄庁が目的とする「適正な法人運営」の部分は
整理することができるのではないだろうか。結果として，直前の監査結果
を踏まえ，経営組織のガバナンスの強化が図られている等，良好と認めら
れる法人の場合，監査の実施周期を延長することは可能になり，行政が行
うべき監査の重点化等も可能になろう。

6．小結
　社会福祉法人制度は，公益目的の事業に民間が加わって，事業の厚みを
増すものと考えられる。そこには，公益性を担保する適正な法人運営と，
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当該法人の設立理念を実現するための自律の確保を支える法制度が必要と
なる。2016（平成 28）年の社会福祉法改正は，適正な法人運営に向けてガ
バナンス体制が厳格な形で法に組み入れられたものとなった。機関設計で
は，意思決定機関としての評議員会と業務執行機関である理事会の権限が
峻別されて，法律上，役員の就任資格が明示された。また，理事の義務と
責任から，特定社会福祉法人には内部統制システムの構築および会計監査
人の設置が義務づけられており，効果的な活用が期待される

（42）

。さらに監査
制度として，監事監査と会計監査人監査が整えられて，監事の権限につい
ても明確になった。以上のように，法制度は整備されたものと思われる。
　一方で，特定社会福祉法人の基準に達しない法人のガバナンス体制をど
のように整えるか，例えば適切な人材の確保，監事，会計監査人導入に伴
うコスト等

（43）

，実務的な模索は続くものと思われる。その不足を補うものと
して，行政による関与に頼ることになるが，その際，各法人の自律性をい
かに確保するかが課題となろう。
　次に，情報公開について見てみよう。開示は，まず，優遇税制その他の
公的支援に対する報告の必要性，そして利害関係人である施設・設備等の
利用者，地域住民等に対する判断材料として法人情報の提供の必要性に対
応するものである。また，法人は基金として寄附をうけ受託者的立場にあ
るところから，寄附者への報告も必要となる。改正法は，情報公開が義務
づけられる範囲を拡大し，制度の充実も図られた。開示制度の充実は，そ
れ自体，広く一般からのチェックをもたらす。そのためにも，内容の正確
さをどのように担保するかにかかってくる。
　法人による内部留保の問題は，社会福祉法改正の契機となったものであ
る。制度改革において，計画的な再投下が促される「余剰資金」とみなさ
れる内部留保の計算式が示された。もっとも，資金運用については様々な
事情を抱える法人の経営判断とも言える部分がある。当該法人にとって妥
当であるかは，法人内部のチェックと情報公開による利用者等を含めた外
部の判断を仰ぐことが有効である。株式会社であれば，多額の内部留保は，
出資者（株主）による指摘と経営者の責任，そして場合によっては外部投
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資家の買収対象にもなり得る。これらは，経営者に対する圧力となるが，
社会福祉法人の場合の判断は，まず情報公開をすることで外部の判断も組
み入れていくことになろう

（44）

。
　最後に，指導監査との関係は法人側の不満も見受けられる部分である。
行政は強力な機能を持っているため，所轄庁の監督に委ねる方法で完結し
ていると考えがちである。しかしながら，過度な依存は法人の自律性を失
わせ，各法人の設立理念を損ねてしまうおそれがある。法制度を活用し法
人内部でのチェック体制を整え，情報を開示していくことが，各法人の発
展につながるものと考えられる

（45）

。

Ⅲ　学校法人のガバナンスと監査制度

1．私立学校法と学校法人
　学校法人は，私立学校法（昭和 24 年法律 270 号）により「私立学校の設置」
を目的に設立される法人である（私立学校法（以下，私学）3 条）。私立学
校とは，学校法人により設置された学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）
1 条に規定する「学校

（46）

」をいう（私学 2 条 3 項）。学校教育法に定める「学
校」を設置することができるのは，国，地方公共団体及び学校法人のみと
されており（学校教育法（以下，学教）2 条 1 項），学校法人がこの区分の
学校を設置するには，私立学校法と学校教育法の規制に服することになる。
　学校法人の基本構造は，目的を定めて出捐された財産に法人格が認めら
れたものである。税制上の優遇を受けて教育・研究を各法人の理念で支え，
営利の追求を目的とせず公益的活動を担う学校を設置する財団としての特
性をもっているところから，公共性と運営の適正性を確保する必要がある。
とはいえ，法人による収益事業は認められており（私学 26 条，42 条 1 項
8 号），法人財産について資金運用も行われうる。それらの失敗による損失
のほか，最近もいくつかの不祥事が公になり

（47）

，その教訓から，学校法人には，
改めて適切なガバナンスを構築し監査体制を機能させることが求められ，
現在，私立学校法の改正作業が進んでいる。学校法人のガバナンスの構築
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にあたっては，法人が設置する「学校」の制度面を規定する学校教育法も
含めて議論する必要があり，とりわけ大学に関しては，教育基本法，さら
には憲法が発する学問の自由から，大学の自主性，自律性等の尊重を念頭
に置くことが求められる。

2．私立学校法のガバナンスにかかる法改正の経緯
　私立学校法は，1949（昭和 24）年に制定されて以来，2019（令和元）年
の改正を経て現在に至るまで，順次，ガバナンスの整備のための法改正を
行ってきたことが認められる。
　2004（平成 16）年改正

（48）

では，管理運営を強化し財務情報等の公開による
経営の透明化をはかるものとして理事会が法定され，そこに法人業務の決
定と理事の職務執行の監督権限があることが明記された（私学 36 条 2 項）。
それにともない，監事の職務は，学校法人の運営全般を監査対象とするも
のとして，学校法人の業務および財産状況を監査し

（49）

，業務及び財産の状況
について「監査報告書」を作成すること，そしてこれを理事会及び評議員
会に提出することとされた（私学 37 条 3 項）。この監査報告書は，財務情
報の公開が義務づけられたことに伴い，利害関係人への閲覧資料として掲
げられ（私学 47 条及び 66 条関係），学校法人が公共性を有する法人とし
ての説明責任を果たすべきことの根拠の一つとされた。この改正では，併
せて，外部監事の選任等に係る規定も導入されている（私学 30 条，38 条
5 項，39 条関係）。
　2014（平成 26）年改正

（50）

では，学校法人の法令違反等に対して，所轄庁の
関与が規定された（私学 60 条関係）。この改正時に「理事の忠実義務」が
明記されたが（私学 40 条の 2 関係），この時点で，監事を含む役員に関し
善管注意義務の規定は見当たらず

（51）

，責任について明文の規定はなかった。
　2019（令和元）年改正（法律第 11 号。2020 年 4 月 1 日施行）は，他法
人法においてガバナンス体制の整備が進んだこともあり，ガバナンスの強
化をはかるものとされた

（52）

。この改正で，学校法人とその役員である理事及
び監事との関係は，「委任に関する規定に従う」とする文言（私学 35 条の
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2），および監事を含む役員の責任が明記された（私学 44 条の 2 以下）。ま
た，監事の職務として，新たに「理事の業務執行状況の監査」が加えられ

（私学 37 条 3 項 3 号），監事の理事に対する牽制機能を強化する各規定（例
えば，私学 37 条 3 項 5，6，7 号等）が盛り込まれた。
　現在，さらに学校法人ガバナンスを中心に，私立学校法の改正が議論さ
れており，文部科学省の下で「学校法人のガバナンスに関する有識者会議」，

「学校法人ガバナンス改革会議」，そして「学校法人制度改革特別委員会」
における議論を経て，私立学校法改正法案骨子（以下，「改正法案骨子」
という。）が公にされた

（53）

。それまでの改正でも監事の権限強化のための改
正が行われてきたが，監査体制を整備するための制度が加えられている。
ここでの議論は，大学を擁する大規模学校法人の不祥事への対応が念頭に
置かれている。もっとも，学校法人には，そのような大臣所轄の法人から，
知事を所轄とする小規模法人まで存在するため（私学 4 条），私立学校法
の改正では，一律の規定で対応することは適切ではない。大規模法人につ
いて強行法規とする部分も，小規模法人については配慮措置を設ける等は
必要になってくる。
　基準となる線引きは，所轄庁の違いや法人規模をもとに，今後検討を要
することになる

（54）

。

3．学校教育法と大学設置法人のガバナンス
　学校法人自体のガバナンスは，私立学校法のもとで整備されてきたが，
その学校法人が設置する教育研究機関である大学の法的枠組みは，学校教
育法による

（55）

。
　大学のガバナンスを左右する学校教育法は，2014（平成 26）年に大幅な
改正が行われた（平成 26 年法律第 88 号）。学長の権限を強化するその改
正について，大学が「人材育成・イノベーションの拠点として，教育研究
機能を最大限に発揮していくためには，学長のリーダーシップの下で，戦
略的に大学を運営できるガバナンス体制を構築することが重要である」た
めと説明されている

（56）

。学校教育法は，学長について「校務をつかさどり，



社員のいない非営利法人におけるガバナンスの構築　　107

所属職員を統督する」と規定し（学教 92 条 3 項），大学の責任者として包
括的な権限を与えている。学長が学校法人の理事長を兼ねる場合は，法人
の代表権と執行権も併せ持つ。同改正では，副学長の権限を規定すること
で学長の補佐体制を厚くする一方で（学教 92 条 4 項），教授会は，従来の

「重要事項を審議」することから，「定められた内容」および「必要なもの
として学長が定めるもの」（学教 93 条 2 項）について，あるいは「学長等
の組織の長の求め」（同 3 項）に応じて「意見を述べる」，いわゆる諮問機
関的なものとした

（57）

。
　この改正により，学長を中心とした機動的な大学運営が可能になると同
時に，大学における責任体制が明確になった，と評価する見解もある

（58）

。し
かしながら，学校教育法を根拠に学長に権限を集中させる大学のガバナン
ス体制は，学長の独走を招かないかとの危惧を生じさせる

（59）

。そうした危惧
もあってか，同法改正時に，衆参両院の文部科学委員会では，「憲法の理
念を踏まえ，私大の自主性，自律性，各大学の実態に即した改革への配慮」，

「学長の業務執行状況のチェック機能の確保」とともに，学長と教授会の
関係について「学長は，教授会の意見を聞いて参酌するよう努めること」
といった附帯決議がなされている

（60）

。
　このように，大学の学長の権限は学校教育法に根拠がおかれるが，私立
学校法上，学長は基本的に理事に就任するため（私学 38 条 1 項 1 号

（61）

），理
事としての職務執行は，理事会の監督を受け（私学 36 条 2 項），また監事
による監査対象となる（私学 37 条 3 項 3 項）。

4．学校法人の監督・監査体制
（1）　理事会による業務の監督と監事による業務監査
　学校法人では，理事会が業務を決し，理事の職務の執行を監督する（私
学 36 条 2 項）。また理事長は，一定の事項について評議員会の意見を聴か
なければならず，評議員会は，学校法人の業務若しくは財産の状況又は役
員の業務執行の状況について，役員に対して意見を述べ，若しくはその諮
問に答え，又は役員から報告を徴することができる（私学 42，43 条）。さ
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らに，学校法人の運営全体を監査する者として監事が法定されている。監
事は，法人の業務及び財産状況そして理事の業務執行状況の監査を行う権
限がある（私学 37 条 3 項

（62）

）。
　「理事の職務の執行を監督」する権限は理事会が有するが（私学 36 条 2
項），2019（令和元）年の改正で，監事の職務として，「理事の業務執行の
状況を監査すること」が明文化された（私学 37 条 3 項 3 号）。ここから，
両者の権限関係を明らかにしておく必要が生ずる。この点については，取
締役会と監査役の権限に関し同様の関係を持つ会社法で続いている議論が
参考になる。取締役会は取締役の業務執行の妥当性についても判断するが，
経営責任を負わない監査役の監査は基本的に適法性監査にとどまる，とす
るのが通説とされてきた

（63）

。もっとも株式会社では，監査役が取締役の不正
行為等を取締役会に報告する場合（会社 382 条）や取締役会で意見表明す
る場合（会社 383 条）には，違法行為の未然防止の必要性を重視し，消極
的妥当性に関する発言等を抑止すべきでない，との見解も示されている

（64）

。
業務執行権限と監視・監督を区分する権限分配は，学校法人においても基
本的に変わるところはないと解される。しかし，積極的な経営判断が必
要とされる営利法人である会社とは異なり，安定した法人運営が求められ
る学校法人のような非営利法人では，監事の役割として，理事者の業務執
行の妥当性に踏み込んだ監査をすることも必要になってくるものと思われ
る

（65）

。
（2）　内部統制システムの構築における監事の役割
　会社法は，取締役会の決議事項として，取締役の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制，その他株式会社及びその子会
社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備，す
なわち，いわゆる内部統制システムの構築を掲げる（会社 362 条 4 項 6 号）。
会社における業務の適正性の確保は，取締役が会社に対して負う善管注意
義務・忠実義務の内容をなすものであって

（66）

，会社法は，業務執行者の会社
における管理業務として，内部統制システムの内容を具体的に示している

（会社施行規則 100 条）。この内部統制システムの整備は，会社法に限らず，
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一般法人法そして前述のように社会福祉法でも，業務執行者に向けて義務
づけている

（67）

。さらに，国立大学法人法では，「役員（監事を除く。）の職務
の執行が国立大学法人法又は他の法令に適合することを確保するための体
制その他業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を業務方法書
に記載すること」とする規定を置く（独立行政法人通則法 28 条，国大法
35 条）。
　現行私立学校法には，国立大学法人法とは異なり，内部統制システムの
構築に関する規定は存在しない。これは，国立大学法人とは異なり，多様
な学校法人の存在が予想されることを考慮したためと考えられる。とはい
え，理事会には理事の職務の執行を監督する権限と義務が定められており

（私学 36 条 2 項），理事は善管注意義務を負うことから，学校法人の理事も，
各法人に相応の内部統制システムの構築義務があるとの解釈を導き出すこ
とができる

（68）

。理事会の決定で構築されるべき内部統制システムの相当性の
評価は，監事の監査業務の範囲に含まれ，理事会が学校法人の規模に相応
の内部統制システムの構築を怠るようであれば，今度は，監事が自らの善
管注意義務に従って，理事会にこうした内部統制システムの構築を求める
べきことになる

（69）

。
　今般の改正に向けた議論では，基本的には大臣所轄の学校法人において，
理事会による内部統制システムの構築義務の明文化が予定されているが

（70）

，
妥当な対応と考える。
　法人の責務として構築されるべき内部統制システムには，監査環境を整
えることが含まれる。既に立法化されている他法人法，たとえば会社法，
一般法人法，社会福祉法には，取締役会または理事会が実施すべき内部統
制システムの整備の一環として，監査役や監事による監査が実効的に行わ
れることを確保するための体制についての規定が明示されている

（71）

。監事監
査の体制を整備する必要性があることは学校法人でも同じであるから，監
事は当該法人においてその必要性の有無の検討も含めて主導すべきであっ
て，それは監事の善管注意義務の一環と解される。
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（3）　内部監査部門と監事―監事監査の職務執行の支援
　内部監査部門は「監査室」等の名称でおかれている学校法人も多いが，
その設置は，法人の管理運営を決定する理事会ないしは理事長の下に置か
れているのが一般的である

（72）

。現行法下では，内部監査部門の設置は，理事
者の善管注意義務から生ずる。今般の改正法案骨子に示されたように，内
部統制システムが法定されれば，その一環として整備が求められることに
なろう。
　監事は，このような内部監査部門と連携することで，監査の実効性を高
めることができると考えられ，監事は内部監査部門の実態を評価し，監査
環境の観点から，理事会に対して当該法人に必要とされる整備を求めるこ
とになる

（73）

。
（4）　会計監査人監査と監事監査
　監事の職務として当然に求められるのが「財産状況の監査」，すなわち
会計監査である（私学 37 条 3 項 2 号）。現行私立学校法は，会計監査人の
設置を義務づけていないので，会計監査人がいなければ，監事は自らの判
断と責任において，会計監査業務を遂行することを要する。
　ところで，憲法 89 条による「公の支配に属しない教育への公金支出の
禁止」は，学校法人にあっては，政府による財政支出で統制されることを
排除し，私立学校の自律性を確保するためである。とはいえ，公教育・高
等教育研究の一端を担う私学の運営に対して，一定の援助も必要であって，
私立学校に対しては，私立学校振興助成法（以下，「私学助成法」という。）
に基づき，教育又は研究に係る経常的経費の補助金という形で，資金が交
付される形が取られている。補助金受給学校法人は，学校法人会計基準（昭
和 46 年文部省令第 18 号）に従い会計処理を行い

（74）

，貸借対照表，収支計算
書その他の財務計算に関する書類を作成し（私学助成法 14 条 1 項），収支
予算書を所轄庁に届け出なければならない（私学助成法14条2項）。その際，
これらの書類の適正性を確保するために，公認会計士または監査法人によ
る監査報告書の添付を要する（私学助成法 14 条 3 項）。
　公認会計士監査は，公的な補助金の配分の基礎であって，同法は，法令
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違反があったり管理運営の適正性を欠く場合に，補助金の減額を認めてい
る（同法 5 条各号）。したがって，補助金受給法人では，監事と会計監査
人との連携が一層重要になる。しかしながら，現行私立学校法では会計監
査人の設置を強制していないために，監事と会計監査人との連携について
の定めがなく，連携の法的根拠もみあたらない。そのような状況下で，一
部の学校法人において，会計にかかる不正が発覚しており

（75）

，不祥事を防止
する観点からも，私立学校法において会計監査人の設置を規定する必要が
生じている。
　今般の見直しにかかる改正法案骨子では，学校法人の実態を踏まえ，ひ
とまず大臣所轄の学校法人について会計監査人の設置を義務づけることと
された

（76）

。会計監査人の設置が法定されれば，両者の連携についての規定が
置かれることになる。これによって，会計を専門としない監事が職務を遂
行する際，会計専門家である会計監査人の専門知識を利用し，両者が連携
することで，会計に関し効率的な監査業務の実現が期待できる。
　監事と会計監査人の連携に関し，一定規模以上の法人について会計監査
人監査を義務づける社会福祉法では，会計監査人がその職務を行うに際し
て理事の不正行為や法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場
合は，監事に報告する義務が置かれており（社福 45 条の 19 第 6 項，一般
法人 108 条の読替え），両者の連携が法律上も明確にされている。また会
社法では，会計監査人設置会社において，監査役または監査委員と会計監
査人の連携は当然のこととされている（会社 397 条

（77）

）。これらは学校法人
においても参考になる。

（5）　所轄庁と監事の職務
　学校法人の所轄庁は，私立大学または私立高等専門学校を設置する学校
法人では文部科学大臣であり，それ以外の学校または準学校法人について
は都道府県知事である（私学 4 条）。それぞれ，設置にあたり寄附行為の
認可等の権限を持つが（私学 30 条 1 項，45 条 1 項），成立後の法人について，
監事が「学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行
為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があること」を発見し
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たときは，その報告先として「所轄庁」も規定する（私学 37 条 3 項 5 号）。
監事が重大な違法行為を発見し，理事会や評議員会に報告し対処を求めて
も事態の改善が見込めないことがあり，そのような場合には，所轄庁が監
督権限を発動することになる。
　私立学校法は，所轄庁に理事の解任勧告，措置命令等，収益事業等の停
止命令等のほか，他の方法で監督目的を達することができない場合には，
解散命令を発する権限も与えている（私学 60 条〜 62 条）。所轄庁による
これらの権限発動は，法人内部で適切な措置がとれない異例な事態である。
まず法人内のガバナンスを構築し，自律的に解決することが求められる。

（6）　監事の役割と独立性確保
　以上のように，学校法人の自律には，監事が重要な地位を占めているこ
とがわかる。監事が法の定める職責を果たすためには，被監査者等からの
独立性を確保しておくことが必要である。法人における監査担当者につい
て独立性に対する疑念が生ずる事態は，可能な限り払拭されなければなら
ない。
　ところが現行私立学校法上，監事は理事長が選任するとされていて（私
学 38 条 4 項）批判があった

（78）

。改正法案骨子では，選任機関を評議員会と
したが，これは，法人における評議員会そのものの役割についての見直し
がなされ，従来の諮問機関から重要事項について法人の意思決定機関とさ
れたことに伴うものである

（79）

。
　監事の選任資格に関しては，監事の「理事の業務執行の状況を監査する」
という職務に鑑み，現行法は理事 ･ 評議員・法人職員との兼職を禁止して
いるが（私学 39 条），さらに監査対象となる理事者側の影響を遮断するた
め，改正法案骨子では，役員近親者が監事に就任することも禁じている。
学校法人においても，法人設立の関係者等で役職を占めることが行われて，
身内の論理が働くことを避けるためである

（80）

。この点については，社会福祉
法が規定するような社会福祉法人における特殊関係者の排除規定（社福 40
条 1 項，44 条 7 項，同施行規則 2 条の 11）が参考になる。
　監事の報酬は，その職務の対価としてふさわしい金額が支払われるべき



社員のいない非営利法人におけるガバナンスの構築　　113

である。私立学校法は，役員の報酬に関し「不当に高額にならないような
支給基準」を定める事を求めている（私学 48 条）。理事等の役員について
剰余金の分配に代わる流出が行われることを牽制するものであるが（私学
26 条の 2 参照），監事についてはむしろ，私立学校法の求める職務遂行の
対価として，相応の報酬を支払うことが求められる。その際，監事の地位
の独立性を保障するという趣旨から，報酬の決定には，監査対象である理
事会でなく評議員会の関与が望ましい。なお，従来からの慣行で監事はほ
とんど無報酬に近いという小規模法人もあるとされる。監事の義務違反に
伴う責任は法令上発生するため，仮に無報酬であっても，そのことを以て
責任軽減されることにはならない点は注意を要する。
　監事の職務執行について生ずる監査費用は，監事から学校法人への請求
が認められている（私学 40 条の 5，一般法人法 106 条の読替え）。費用面
で十分な監査が制約されることがあってはならないためであって，規定を
置くことは有益である。
　監事が監査業務を効果的に遂行するには，業務執行者や内部監査部門な
どの関係者と意思疎通，情報交換は欠かせない。そのため，「監事と理事
長との良好な関係」を謳う資料もあるが，被監査者等からの一定の距離，
緊張感を持つことは必要であり，まして独立性を損なう関係や癒着があっ
てはならない。他法人法の規則では，監査役ないしは監事について，公正
不偏の態度や独立性を保持すべき旨の規定をおき，その状況を損なうよう
な恐れのある関係を排除することを求めていることは参考になる（会社施
行規則 105 条 2 項 3 項，一般法人施行規則 16 条 2 項 3 項，社福 45 条の 18
第 1 項，同施行規則 2 条の 19 参照）。

5．小括
　学校法人では，ガバナンスにかかる法制度の整備が現在進行中である。
他法人法の改革部分を取り入れ，内部統制システムの構築を求め，監事の
地位を強化し，会計監査人よる監査を義務づけるなど，法制度上のガバナ
ンス体制が整えられることが期待できる。
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　もっとも，学校法人にも，所轄庁の違い，資産規模，学生・生徒数の多
寡等様々であって，一律の規制は難しい部分もある。また大学を擁する学
校法人において，研究機関としての大学の特性を維持するためには，まず
ガバナンス体制を整え自律的な規制を行うことが求められる

（81）

。

Ⅳ　終わりに

　公益法人は，公的な役割を民間で支えるために，税制の優遇をはじめと
して公的支援を受けている。したがって，法人運営はその目的に沿って適
正でなければならない。法人として，ガバナンスを構築し，利害関係人を
はじめ広く一般に対して法人情報を開示することが，必要である。これら
を怠れば，必然的に所轄庁の関与と規制を招くことになり，法人の当初の
目的にむけた自律的な活動に支障を来すかもしれない。あるいは，行政の
規制に頼りきった運営は，一見安楽に思えるが，法人設置の当初の理念を
失う事につながりかねない。
　今回，ガバナンス体制の整備にあたり，中心的な役割を担うべき監事に
焦点をあて，社会福祉法人と学校法人を検討した。ガバナンスはコーポレー
ト・ガバナンスが先陣を切る形で会社法の分野で議論され発展してきた。
しかしながら，社会福祉法人にあっては，国民への充実した福祉の提供を
目的に，また学校法人では自由な教育と研究を行うことを目的にしている
非営利法人であり，そこに企業の論理をもったコーポレート・ガバナンス
をそのまま当てはめることはできない。ただ，いかなる法人でも，業務の
執行に対して，そこから独立して監査を行う部門は必須であって，ある程
度共通する部門である。非営利法人では，監査制度の法的な枠組みを整え
て提供することが必要であり，法人内部では監査制度の充実を図ることが，
法人自身の自主性を保障し自律につながるものと考える。一方，これを怠
るようであれば，税負担をする一般国民のためにも公的な関与を免れない。
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（ 1 ） 一般法人法の施行日に中間法人法（平成 13 年 6 月 15 日法律第 49 号）

は廃止された（整備法第 1 条）。
（ 2 ） 一般法人法制定に経緯に関しては，川村洋子 = 柴田和史編著『一般社

団（財団）法人法逐条解説（上）』（法政大学出版局，2020）4 頁以下。
公益法人制度改革については，渋谷幸夫『公益社団法人・公益財団法人　
一般社団法人・一般財団法人の機関と運営［増補改訂版（第 5 版）］』（全
国公益法人協会，2017）3 頁以下。

（ 3 ） 東京証券取引所は，上場会社について「コーポレートガバナンス・コー
ド（2021 年 6 月版）」を公開している。

（ 4 ） NHK クローズアップ現代取材班『公益法人改革の深い闇』（宝島社，
2014）21 頁。

（ 5 ） 中田裕康『私法の現代化』（有斐閣，2022）403 頁。
（ 6 ） その他の根拠法として，医療法（昭和 23 年法律第 205 号）や特定非

営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号，いわゆる NPO 法人法）も根拠
法の一つとしてあげることができる。

（ 7 ） 社会福祉法と同時に医療法人の根拠法となる医療法も，ガバナンスの
整備がなされた（医療法の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 74 号））。
もっとも，医療法人には，財団たる医療法人と社団たる医療法人があり，
社団たる医療法人も，社員の持ち分の有無で区分される。

（ 8 ） 例えば，宗教法人法の管理体制には監査が任意であるなど。ただし，
本稿では宗教法人法は取り上げない。宗教法人に関しては，藤原究「公
益法人制度改正と宗教法人」杏林社会科学研究 36 巻 4 号（2021）131 頁。

（ 9 ） 公益法人認定法にいう行政庁とは，公益法人の区分に応じ，内閣総理
大臣または都道府県知事とされる（公益認定 3 条）。

（10） 公益法人会計基準による。同基準は，1977（昭和 52）年に公益法人監
督事務連絡協議会の申合せとして設定され，2006（平成 18）年に公益法
人制度改革関連三法の成立に伴い，内閣府公益認定等委員会において改
めて定められた。

（11） 江頭憲治郎『会社法の基本問題』（有斐閣，2011）291 頁以下。
（12） 神作裕之「一般社団法人と会社―営利性と非営利性」ジュリスト

1328 号（2007）36 頁。
（13） 神作裕之「非営利団体のガバナンス」NBL767 号（2003）24 頁。
（14） 山田誠一「一般社団・財団法人法におけるガバナンス」ジュリスト

1328 号（2007）21 頁。
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（15） 公益社団・財団法人では，一定規模以上の法人には，会計監査人の設
置義務がある（公益認定 5 条 12 号，同法施行令（政令平 19 年政令第 276 号）
6 条）。

（16） 現在の「社会福祉法人 社会福祉協議会」の前身をたどると，その財団
的な性質をみることができる。同法人の前身は，1908（明治 41）年に設
立された「中央慈善協会」（初代会長：渋沢栄一）に遡る。中央慈善協
会は社会事業協会に改称後，1923（大正 12）年には財団法人設立の許可
申請を行い，1924（大正 13）年には「財団法人中央社会事業協会」に組
織変更されている（https://www.shakyo.or.jp/）。また，恩賜財団済生会
は，生活困窮者に対し医療面を中心とした支援を行う団体の創設医療・
保健・福祉活動を行う財団として，1911（明治 44）年に設立が許可され
ているが，財団の基金として皇族からの下賜金を用いたという経緯があ
る（https://www.saiseikai.or.jp/）。

（17） 第二次大戦後の社会福祉法人の設立経緯については，関川芳孝編『社
会福祉法人制度改革の展望と課題』（大阪公立大学共同出版会，2019）
51 頁以下，厚生労働省　社会福祉法人の在り方等に関する検討会「社会
福祉法人制度の在り方について」（平成 26 年 7 月 4 日）。

（18） 社会福祉法人会計基準（平成 28 年厚生労働省令第 79 号）6 条。同会
計基準では，純資産として，国庫補助金等特別積立金（同条 2 号），そ
の他の積立金（同条 3 号）と区別して，1 号に「基本金」をかかげている。

（19） 設立者やその関係者に対する特別の利益供与を禁止する旨の規定（社
福 27 条，社福施行令 13 条の 2）を置いている。

（20） 日本経済新聞2011年1月14日朝刊5頁，同2011年7月7日朝刊23頁等。
（21） 厚労省が公表した委託調査によると，社会福祉法人などが運営する特

別養護老人ホームの内部留保が，2011 年度末の時点で平均約 3 億 1 千万
円で，総額 2 兆円規模と報道されている（日本経済新聞 2013 年 5 月 22
日朝刊 5 頁）。その一方で，会計検査院から，将来の施設改修に備えた
積立て不足が指摘されている旨の報道もある（日本経済新聞 2013 年 10
月 28 日夕刊 14 頁）。

（22） 政府の規制改革会議は，2014 年 4 月に，財務諸表をホームページで開
示し透明性を高めるように要望している。

（23） 関川編・前掲（注 17）6 頁。
（24） いわゆる「内部統制システムの構築」であり，会社法をはじめ他法人

法において，業務執行機関に求められるものである（会社 362 条 4 項 6 号，
一般法人 90 条 4 項 5 号，197 条等）。社会福祉法は，一定規模以上の法人（社
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福施行令 13 条の 3）に，その構築と運用を強制している（社福 45 条の
13 第 5 項）。

（25） 株式会社における取締役会設置会社の株主総会権限（会社 295 条 2 項）
と同様の規定方法である。

（26） 評議員会の決議について，不存在若しくは無効または取消の訴えの制
度を置くことで（社福 45 条の 12），評議員会決議の重要性を担保してい
る。この点は，会社法における株主総会決議と同じである。

（27） 法人における評議員会の位置づけに関しては議論があるところであ
る。私立学校法改正に際しては，評議員への法人関係者（ステークホル
ダー）就任は認める方向での改正法案骨子が示されている。

（28） 一般の社会福祉法人に会計監査人設置は義務づけられていないが（社
福 36 条 2 項），法改正時，平成 29，30 年度の収益 30 億円超または負債
60 億円超の法人は特定社会福祉法人として，会計監査人設置社会福祉法
人とされた（社福施行令 13 条の 3）。対象となる法人数は，当初 308 法
人とされた。

（29） 特殊の関係がある者については，社会福祉法施行規則に詳細な定義規
定が置かれている（同施行規則 2 条の 7）。

（30） 「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」（平成29年1月24日）
雇児発 0124 第 1 号，社援発 0124 第 1 号，老発 0124 第 1 号。

（31） 「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年基準）では「財務諸表」とされ
ていた名称が，社会福祉法 45 条の 27 以下を受けて「計算書類」となった。

（32） WAM NET（Welfare And Medical Service NETwork System）である。
社会福祉法人の運営の透明性の確保や国民に対する説明責任の強化を図
る観点から，独立行政法人福祉医療機構の業務として運用が行われている

（https://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0200000E00.do）。
計算書類，現況報告書，役員名簿，役員等報酬基準，定款は，インターネッ
トによる公表を要する（社福施行規則 10 条）。

（33） 会計監査人非設置の法人では，計算書類や財産目録の監査についても，
監事の責任において行う必要があるためである（社福施行規則 2 条の
27）。

（34） 内部統制システムの構築を業務執行の決定機関に義務づけ，その有効
性を監査機関が監査する，という方式は，有効なガバナンスのあり方で
あって，会社法をはじめ，一般法人法など他法人法でも取り入れられて
いる。

（35） 公益法人については，「会計監査人を置くことを要しない公益法人の
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基準」を定める形式を採る（公益認定法施行令（平 19 年政令第 276 号）
6 条）。

（36） 特定社会福祉法人とは，当初，収益 30 億円超又は負債 60 億円超の法
人とし（社福施行令第 13 条の 3），順次対象となる収益または負債の基
準を基準を引き下げる予定が示されていたが，厚生労働省は，2019（平
成 31）年 4 月から引下げを延期した。

（37） もっとも，問題ないと考える場合は，これに依拠してよいことになる。
（38） 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長，社会・援護局長，老健局長「社

会福祉法人指導監査要綱の制定について」平成 29 年 4 月 27 日雇児発
0427 第 7 号・社援室 0427 第 1 号・老発 0427 第 1 号。

（39） そのほかに，老人福祉法，児童福祉法にも規定が置かれている。厚労
省が作成した「社会福祉法人指導監査実施要綱」および「指導監査ガイ
ドライン」に沿って，所轄庁の職員により実施される。

（40） 実施にあたる所轄庁の職員の監査能力の問題や，いわゆるローカル
ルールの存在の指摘がある（塚口伍喜夫＝篠山周作編著『社会福祉法人
の自律』（大学教科出版，2021）180 頁）。

（41） 「社会福祉法人指導監査実施要綱」，「指導監査ガイドライン」の最終
改正は，2022（令和 4）年 3 月 14 日に行われている。

（42） 柴健次＝國見真理子編著『社会福祉法人の課題解決と未来の展望』（同
文館，2021）185 頁。

（43） 会計監査人監査には費用がかかるが，監事についても，その果たすべ
き責任と報酬にアンバランスが生じ，制度の形骸化が懸念される。

（44） 「内部留保」について，柴＝國見編著・前掲（注 42）43 頁。
（45） 政府部門と民間部門の公益の分担について，中田・前掲（注 5）463 頁。
（46） 私立学校法は，学校教育法上の「学校」に「幼保連携型認定こども園」

を加えて，「学校」の区分とするが（私学 2 条 1 項），学校法人は，「学校」
のほかに，専修学校又は各種学校を設置し，または，学校法人の名称で
専修学校や各種学校のみを設立することもできる（私学 64 条）。

（47） 例えば，仕組債の取引で多額の損失を被った学校法人が証券会社に対
して契約の勧誘に関し適合性原則等に違反することを等を理由に損害賠
償を請求した事例では，学校法人側の請求が棄却されている（東京地判
平成 27 年 5 月 21 日 LEX/BD325530112）。また，学校法人 M 学院の土
地売買契約をめぐる横領事件について，元理事長が起訴された旨の報道
がなされた（2019 年 12 月 26 日付け日本経済新聞大阪朝刊社会面）。そ
の後の N 大学を巡る一連の動きの中で，学校法人ガバナンスについての
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議論が一層盛んになったことは周知の通りである。
（48） 私立学校法の一部を改正する法律（平成 16 年 5 月 12 日法律第 42 号）。
（49） それまでは，「学校法人の財産の状況，理事の業務執行の状況」とさ

れていた（私学法（昭和 24 年 12 月 15 日法律第 270 号）第 37 条 4 項）。
（50） 私立学校法の一部改正（平成 26 年法律第 15 号）により，所轄庁によ

る措置命令等（同法 60 条関係），収益事業の停止命令（同法 61 条），報
告及び検査権限（同法 63 条関係）が整備された。

（51） 忠実義務を負う者は全理事である。会社法における議論のように，善
管注意義務と忠実義務について，いわゆる「同質説」をとれば（最判昭
和 45 年 6 月 24 日民集 24 巻 6 号 625 頁），業務執行権限を持たない理事
でも，解釈上，「忠実義務」を法人に対する責任根拠にすることができ
るが，旧私学法における規定方法では監事は含まれず，従って法人に対
する監事の責任根拠に明瞭性が欠けてしまう。

（52） 大学設置・学校法人審議会法人分科会学校法人制度改善検討小委員会
「学校法人制度の改善方策について」，文部科学省高等教育局私学部参事
官付　令和元年 8 月 30 日「私学行政の現状と課題等について」改正私
立学校法　説明資料　資料 1　令和元年 10 月 7 日（10 月 3 日・10 月 10
日改訂）等。

（53） https://www.mext.go.jp/content/20220519-mxt_sigakugy-000022775_01.
pdf（文部科学省　令和 4 年 5 月 20 日掲載）。

（54） 会社法は，小規模閉鎖会社（大会社以外で定款に株式の譲渡制限規定
を置いている会社）に，定款自治の余地を広く認める方法である。もっ
とも，それが会社法の規定を複雑にしているとの批判も生ずる。

（55） 大学の教学事項を定める学校教育法は，国立大学法人や公立大学法人
も服する（学教 2 条 1 項）。

（56） 文部科学省　平成 26 年 8 月 29 日付 26 文科高第 441 号。「学長の権限
強化」は，2012（平成 24）年に経済同友会が公表した「私立大学のガバ
ナンス改革」に提示され，学校教育法の改正はこれを踏まえたものとさ
れる。

（57） この改正による教授会の機能制限に関し，田中優子「改正学校教育法
と高等教育―課題と問題点私立大学の立場から―」大学評価研究 14
号（2015）50 頁，大崎仁「私立大学のガバナンス構造」IDE 現代の高等
教育 606 号（2018）10 頁。

（58） 塩見みづ枝「大学のガバナンス改革に関する学校教育法等の改正につ
いて」大学評価研究 14 号（2015）17 頁。
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（59） 有信睦弘「教学ガバナンスと監事の立ち位置」大学評価研究 14 号（2015）
63 頁。

（60） 衆議院文部科学委員会「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正
する法律案に対する附帯決議」平成 26 年 6 月 6 日，参議院文部科学委
員会「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する
附帯決議」平成 26 年 6 月 19 日。

（61） 複数の大学を持つ法人では，私学法の規定上，理事にならない学長の
存在も可能であるが（私学 38 条 2 項），大学の性質上，学長は理事に選
任されるべきであろう。

（62） 監事の監査権限については，瀬谷ゆり子「学校法人の監査制度」法律
時報 92 巻 3 号（2020）95 頁参照。

（63） 大隅健一郎＝今井宏『会社法論中巻［第 3 版］』（有斐閣，1992）304 頁，
上柳克郎＝鴻常夫＝竹内昭夫編『新版会社法（6）』［竹内昭夫］（有斐閣，
1987）443 頁。基本的にこの立場によるものとして，江頭憲治郎『株式
会社法［第 8 版］』（有斐閣，2021）554 頁。

（64） 前田庸『会社法入門［第 13 版］』（有斐閣，2018）529 頁，落合誠一編
『会社法コンメンタール 8』［吉本健一］395 頁等。監事の権限行使として，
私学法 37 条 3 項 5 号，6 号により，違法行為の未然防止という側面が期
待されている。

（65） 株式会社の監査役の監査範囲についても，より柔軟に解する必要性を
説く立場も有力に主張されている（西山芳喜『監査役とは何か』（同文館，
2014）40 頁，潘阿憲「監査役の業務監査権限」永井和之＝中島弘雅＝南
保克美編『会社法学の省察』（中央経済社，2012）312 頁）。学校法人の
監事の権限については，会社の監査役以上に，より積極的な対応が求め
られる。

（66） 落合誠一編『会社法コンメンタール 8』［落合誠一］（商事法務，2009）
227 頁。

（67） 一定規模以上の法人には，業務執行者に内部統制システムの整備構築
義務が法定されている（一般法人 90 条 5 項，197 条，社福 45 条の 13 第
5 項）。

（68） 奥島康孝「私立大学経営のガバナンスと内部統制」『監査業務の実質
化と機能強化策』（地域科学研究会，2007）5 頁，落合編［落合誠一］・
前掲（注 66）231 頁。

（69） 尾形祥「学校法人における内部統制と監査体制」法律時報 93 巻 11 号
（2021）102 頁。
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（70） 改正法案骨子　八。
（71） 会社法施行規則は，監査役の補助をする職員の配置，監査役が会社の

情報に接する機会の確保等の監査体制の整備が例示されている（会社施
行規則 100 条，105 条）。

（72） 監査の充実を測るための取組みとして，「監事の監査を支援するため
の事務体制や内部監査組織の整備を行うこと」が推奨されている（平成
16.7.23 文科高 305 事務次官　第三　留意事項）。

（73） 株式会社の場合について，弥永真生『コンメンタール会社法施行規則・
電子公告規則［第 3 版］』（商事法務，2021）558 頁。なお，コーポレー
トガバナンス・コード（東京証券取引所 2021 年 6 月 11 日）第 4 章　取
締役会等の責務，日本監査役協会「監査役監査基準」37 条 1 項参照。

（74） 一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則に従い，会計処理を
行ない，計算書類を作成しなければならない，とされる（学校法人会計
基準 1 条 2 項）。

（75） 2021（令和 3）年度に，管理運営等に問題があるとして減額または不
交付とされた法人は，5 法人ある（私学振興共済事業団「令和 3 年度私
立学校等経常費補助金交付状況の概要」（https://www.shigaku.go.jp/
files/s_hojo_r03.pdf））。なお，私立学校法に基づく財産目録監査および
私立学校振興助成法に基づく監査に関し，当該監査証明を行った監査法
人に対して金融庁による懲戒処分がなされた T 学園大学の事例（金融庁　
平成 16 年 12 月 17 日「監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について」）
では，学校法人側にガバナンス上の問題があったことは明らかで，監事
と会計監査人との連携についても改めて問われるものである。

（76） 改正法案骨子　七。費用負担が発生するところから，他法人法は，一
定の大規模法人であることを導入強制の目安としている（会社 2 条 6 号，
社福 37 条，社福施行令 13 条の 3，一般法人法 62 条，171 条）。その場合，
監査役あるいは監事に会計監査人による解任も認める（会社 340 条，一
般法人法 71 条，社福 45 条の 5）。

（77） 株式会社の場合，監査役と会計監査人の関係について，会社法 397 条
および財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 7 条参照。弥永真生『監
査業務の法的考察』（日本公認会計士協会，2021）58 頁以下。

（78） 理事長も監事の監査対象の理事である。なお，学校法人でも，現行法上，
寄附行為に定めることで，評議員会の議決を要するものとすることはで
きる（私学 42 条 1 項 7 号）。

（79） 改正法案骨子　三。評議員会に関しては，尾形祥「学校法人の評議員
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会制度をめぐる法的課題」法律時報 92 巻 4 号（2020）99 頁以下参照。
（80） 改正法案骨子　六　では「役員の近親者」とするが，「役員」は理事

及び監事である（私学 35 条）。複数の監事を置くことを求める法の趣旨
から，監事相互が近親者であることも禁止する趣旨と解される。

（81） 大学のガバナンスについては，瀬谷ゆり子「教学ガバナンスと「教学
監査」」法律時報 93 巻 12 号（2021）113 頁以下参照。

＊ 本稿は，科学研究費助成事業（課題番号 JP17K03479）の助成を受けた研
究成果の一部である。



桃山学院大学法学会会則

（名　称）
第１条　�本学会は，桃山学院大学法学会（St.�Andrew’s�University�Law�Studies�

Association）と称する。
（目　的）
第２条　�本学会は，桃山学院大学における法学およびその関連領域の研究を行うととも

に，国内外の学術交流を図ることを目的とする。
（事務所）
第３�条　本学会の事務所は，桃山学院大学内に置く。
（事　業）
第４�条　本学会は第２条に定める目的を達成するため，次の事業を行う。
　　１．機関誌の編集
　　２．研究会の開催
　　３．講演会の開催
　　４．その他，本学会の目的達成に必要な事業
（会　員）
第５条　�本学会は，桃山学院大学の専任教員または名誉教授で，本学会の目的に賛同す

る者をもって会員とする。
　　２　会員は年額 3,000 円を会費として納入する。
　　３　会員は機関誌並びに法学会の出版物の配布を受けることができる。
（機関誌）
第６条　�本学会の機関誌の名称は，『桃山法学』（St.�Andrew’s�University�Law�Review）

とする。
　　２　�機関誌の編集は，本学会の責任において行い，桃山学院大学総合研究所がこれ

を発行する。
　　３　機関誌への投稿規程は別に定める。
（役　員）
第７条　本学会に次の役員を置く。
　　　　１．会長　１名
　　　　２．理事　若干名
　　　　３．監事　１名
　　２　役員は会員の互選により総会において選出する。
　　３　役員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げない。
　　４　会長は本学会を代表し，会務を統括する。
　　５　理事は会長を補佐し，会務を運営する。
　　６　監事は本学会の会計を監査する。
　　７　会長に事故あるときは，会長の委任を受けた理事が職務を代行する。
（総　会）
第８条　�本学会は毎年度１回，定期総会を開催する。ただし，会長は，必要があると認

められるときに，臨時に総会を招集することができる。
　　２　総会の定足数は，会員の２分の１とする。
　　３　総会の議長は，会長がこれを務める。
　　４　�総会は役員の選出，新会員の入会承認，予算案の承認，会計監査の承認，本会



則の改正，投稿規程の改訂，その他本学会の運営に必要な事項を審議・決定する。
　　５　�総会の決定は，会則の改正を除き，出席しかつ投票する会員の２分の１によっ

て行われる。ただし，可否同数の場合は，議長がこれを決する。
（監　査）
第９�条　本学会の会計年度は，４月１日に始まり翌年の３月 31 日に終了する。
（会則の改正）
第10�条　本会則の改正は，総会の出席会員の３分の２の同意を要する。

付則　この会則は，2002 年６月 19 日より施行する。
　　　この会則は，2011 年９月 20 日より一部改訂施行する。
　　　この会則は，2011 年 10 月 17 日より一部改訂施行する。

『桃山法学』投稿規程

１．『桃山法学』（以下「機関誌」と略す。）は，定期刊行物であり，年２回発行する。
２．�編集委員会は，桃山学院大学法学会（以下「本学会」と略す。）会長および編集担
当理事２名によって構成する。編集委員長は会長とする。

３．�編集委員会は，投稿された原稿を審査するため，本学会の会員からレフリーを若干
名指名することができる。

４．�本誌に投稿できる者は，本学会の会員とする。ただし，編集委員会は，非会員の投
稿を認めることができる。

５．�投稿は，「論文」，「判例研究」，「研究ノート」，「資料」，「翻訳」，「書評」，「その他」
に類別する。ただし，編集委員会は類別を変更することができる。

６．�投稿の分量は，原則として「論文」が 28,000 字（欧文の場合は 14,000 語），それ以
外の分類は 14,000 字（欧文の場合は 7,000 語）を基準とする。

７．�機関誌への投稿は，法学およびその関連領域に関するもので，未発表の原稿とする。
８．�投稿の掲載の可否は，編集委員会およびレフリーの合議で決定する。
９．�投稿は原則として横書きとし，完成原稿を提出しなければならない。
10．�英語その他の外国語による原稿は，タイプ打ちまたは活字体で提出しなければなら
ない。

11．�投稿原稿には欧文タイトルを別記する。「論文」には 400 語以内の欧文抄録を添付
することができる。

12．�「論文」，「判例研究」，「研究ノート」には，和文または欧文によるキーワードを５
語以内で記す。

13．�投稿者による校正は三校までとし，定められた期日までに校正原稿を編集責任者へ
返却しなければならない。

14．�本誌に掲載された論文等の著作権のうち「複製権」と「公衆送信権」の行使は，桃
山学院大学総合研究所に委託する。

15．�本誌に掲載された論文等については，桃山学院大学学術機関リポジトリに公開する
ことを原則とする。

付則　この規程は，2002 年６月 19 日より施行する。
　　　この規程は，2003 年 10 月 22 日より一部改訂施行する。
　　　この規程は，2011 年 10 月１日より一部改訂施行する。
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