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ネットワーク学習討論会 ２０１７年４月２９日 すまいる中野 
“内田博文著「刑法と戦争―戦時治安法制のつくり方」 

２０１５年１２月１０日発行 みすず書房“を読んで” 
                          レポート 山中雅子 
*メモを取るにあたって 
  日本歴は西暦に変えた 
 “国民”は私は使用に反対だが、そのままにした 
 
「刑法と戦争」 
〇はじめに 「法の支配」の崩壊――昭和３年と現在 

１９２５年   治安維持法 

１９２８年   再建共産党一斉検挙 治安維持法改正 

１９３１年   満州事変の始まり 

１９３７年   日中全面戦争突入 改正軍機保護法 

１９３８年   国家総動員法 

１９３９年   軍用資源保護法 

１９４１年   治安維持法全面改正 国防保安法 太平洋戦争 

 今の状況＝１９２８年 戦時体制の形成に向けて下準備が進められつつある 

            まだ引き返すという選択肢もある 

現在 平和安全法制関連二法案 「解釈改憲」 
   政党政治の状況は戦前以上に深刻 
   ――治安維持法を産み出したのは政党政治であり「議会制民主主義」 
   治安維持法の議会審議ではまだしも本質的な議論あり 今なし 
   司法も「法の支配」にとっての最大の危機に黙認 
   ――かつて司法は治安維持法適用、法の拡大適用にお墨付 
   マスメディアの規制も含めた情報統制と世論誘導の動き 
   国民に対する思想統制の強化 道徳教育の強化など 
   日本型保安処分の強化 「善良な国民」づくりを担い対象者の保護をも図る      

「一億総活躍社会の実現」＝国家総動員の発想 
   「共謀罪」「刑事訴訟法等一部改正」 
 「戦前、思想犯保護観察法が治安維持法下の「転向」政策の一翼を担ったが、思想犯保

護観察制度と戦後の保護観察制度の分水嶺だとされた満期釈放後の保護観察制度の導入が

説かれるところにまで至っている」 
 戦時体制構築――法制を戦時法制化、国家・経済・社会を戦時再編、戦時の治安制度に

組み替え＝治安政策を劇的に強化、情報統制と世論誘導、国民監視、戦争に反対や疑問の

声を挙げさせない、権力の集中、「国民のための国家」ではなく「国家のための国民」が標
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榜され国家と国民の関係が逆転 
 現在の治安政策は平時から戦時へ 根本的に異なる 
戦時の治安政策の目的は、国民の自由や生命、身体、財産などを守ることではなく、その

極端な制限の下でやっと維持される「戦時体制」を守ること それによって保護されるの

は「法の支配」を超えた「国家の権限拡大」→取締りの対象が戦争遂行に妨げとなる一切

のものに及ぶ結果、全ての国民が取締りの対象 
 刑法の役割も変質 「法の支配」に反した国家刑罰権の無制限な発動にお墨付きを与え

ることが、刑法の役割に 
 治安維持法体制 敗戦後の未曾有の混乱に対処する必要があるからと維持 
――検察官に対する強制処分権の付与 

捜査官が作成した捜査段階の供述調書への証拠能力の付与 
 

□第一部 戦時体制下の国民と法――過去と未来 
〇第１章 違憲立法審査権の重要性――「悪法」の制定と法の改悪を阻むために 
・戦時治安刑法と戦時刑事手続き 
「戦時体制」＝「思想国防戦」を含む「国家総力戦」を遂行するための国家総動員体制 

を治安面で支える戦時治安体制 
 それを秘密面で支える国家秘密保護体制 
 思想面で支える思想取締り体制 
 経済面で支える統制経済体制 
 家族面で支える家制度 

「戦時体制」それ自体が法が保護すべき利益（保護法益） この保護法益をいささかでも

危殆化する行為ないし思想は容赦なく処罰…戦時治安刑法は「危険」を罰する法 
全ての犯罪は「国家犯罪」 
反戦主義、非戦主義のみならず、自由主義、民主主義も取り締まりの対象 
「普通の人々」の「普段の生活」にも及ぶ 
多くの「非国民」…「権利の主体」として権利運動に乗り出すと、戦時犯罪の対象 
「解釈改憲」 「無法」の合法化 法の支配の軽視 

法の条文にとらわれない融通無碍な処罰 
立法も法適用も法解釈も「無法」 
 重罰化・死刑多用 
 転向政策 「思想犯保護観察制度」 保護観察の目標が消極的な監視の域にとどまらず、

積極的な「補導」「精神的な補導」、すなわち「皇民」化 
更生保護に 家族、宗教家、教育家、社会事業家、警察関係者等、官民が総動員 
転向の基準 「家国」思想 
転向に応じない受刑者に用意されたのが保安処分 転向に応じない満期釈放者は釈放され
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ることなく、そのまま保安処分施設に送られた 死ぬまで拘束し続けることも可能 
 捜査 検察官に強制捜査権 拷問を多用 
戦時刑事手続きを主導したのは思想検事 
 迅速な刑事裁判 弁護の制限 弁護士会への指揮監督 指定弁護人制度 
法曹三者はすべて治安政策的刑事手続き政策の担い手 
大日本帝国憲法には違憲立法審査なし 「悪法」批判禁止 

天皇の主権に基づいて公布された立法を批判することは「天皇の不可侵性」を侵す 
治政者が強行する「無法」を法の名によって正当化 
悪法と闘えなかった…司法・裁判官・弁護士会・弁護士の独立なし、裁判傍聴の規制、集

会・言論・学問の自由なし、報道規制 
〇現在：政府、国会による裁判所の軽視 
    行政訴訟において…国家に被害者救済を命じる場合でも、現在進行形の行政まで

ストップさせてはならない 
    統治行為論…「国家統治の基本に関する高度な政治性」を有する国家の行為につ

いては司法審査の対象から除外 
    限定解釈合憲論…合憲となるように限定解釈 
   ――違憲立法審査権の発動をためらってはならない 
 
第２章 個人から国家へ――法益侵害の変質 
 刑法…犯罪と刑罰を法で規制し、国家刑罰から市民の自由を守る 
「法益」 法益以外のもの（道徳・宗教）を守ってはならない 
     「行為原則」 「内心の自由」の保障 
     「侵害原則」 現実に侵害・侵害の危険が生じた場合に限定 
「市民法」 個人の自由や権利を保障 
「治安法」 国家や社会の平穏・秩序を保護 
      特定の人ないし集団・団体の、かつ特定の思想ないし行為等を取り締まる 
      国民すべてを平等に保護するものではなく、政治的に偏ったもの 
「治安刑法」 労働組合や無産政党の活動などから国家を守る 
「市民的治安刑法」 暴力団の活動などを対象 「市民刑法」と矛盾せず補充とも 
         「体感治安」悪化 国民の支持 

⇔「市民的治安刑法」の中で刑法の基本原則が緩和された場合、「政治的治安刑法」に

直ちに反映 例）共謀共同正犯 
 現行刑法になってからの刑法改正案 「治安刑法」に合わせた改正案 
１９２６年「刑法改正の要綱」 本坊の淳風美俗を維持することを目的とし、忠孝その他

の道義に関する罪について特にその規定に注意する。天皇に対する罪については独立の規

定を設ける。家庭制度破壊の行為に対する罰条を整える。刑罰網の一層の拡充を図ること
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のほか、激化する大衆運動に立ち向かうことも柱。法令違反行為を目的とする団結や法令

違反行為を称賛、奨励、煽動する行為、面会強請行為、強談威迫行為の処罰 
１９４０年「刑法改正仮案」 常習累犯者に対する不定期刑の導入、４種類の保安処分の

新設、法定刑を一般的に引き上げ、安寧秩序に対する罪新設、扶養義務の不履行の罪 
⇒「刑法改正仮案」が戦後の刑法全面改正作業の出発点とされた 
〇治安維持法の保護法益＝「国体」「私有財産制度」「神宮若しくは皇室の尊厳」 
  道徳・宗教上のもの 「行為原則」や「侵害原則」に反する 
  どんな人のどんな行為でも当局が治安維持法違反だと判断すればいつでも検挙できる 
 →およそ国策遂行に障害となるようなあらゆる批判的な動きに適用 
 
〇第３章 新しい「市民」概念の創出――市民と二級市民 
 憲法２５条「生存権の保障」＝プログラム規定説 

直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない 
 新自由主義 格差拡大 
 拡大する社会矛盾・福祉の後退→公共性の喪失 
 不満感・閉塞感→愛国心→排外主義 
 個人主義→市民的公共性を喪失した「弧人主義」→自暴自棄 
 自己決定・自己責任=棄民  日本型福祉論 
 選別・対立→市民を統治の主体となる一級市民と、統治の客体となる二級市民に選り分

け、自立した強い個人を中心とした前者の市民層によって社会秩序を作っていく 
 法的パターナリズムの再評価「本人の保護のために、その自由に干渉する」 
医療・福祉と治安政策との接合 
医療観察法 医療の名目で「保安処分」を合法化 

〇当事者の権利運動とは自らを「保護の客体」から「権利の主体」へ昇華させる運動 
法的パターナリズムはこの「権利主体性」を剥奪 
日本型福祉＝権利としての福祉ではなく、恩恵としての福祉を標榜 

〇福祉の後退→社会の解体の危機→刑罰による求心力の確保 
国民統合の軸足が、これまでの福祉から安全へ 

+防犯が国民の義務 防犯の面でも自助・共助 防犯活動への「国民総動員」 
〇犯罪の原因を犯罪者個人の特殊性や異常性に押し付けて、国や社会の責任を回避 

刑事学・刑事政策＝原因論ではなく対策論 
  情緒的な厳罰主義 社会復帰の立場に拠る矯正や更生保護と矛盾 
〇「国家及び市民」対「非市民」 「市民刑法と敵刑法」→「ファシズム刑法」 
＊行為者の人格や性格の反社会性を基準として犯人を「改善可能犯」と「改善不可能犯」

に区分することを提唱した新派の社会防衛論に近い 
〇新自由主義＝国際的競争激化 自衛隊の海外派兵の拡大→「戦時体制」を支える法整備 
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武力攻撃事態など対処法 「有事」となる事態を定義 
   国や地方公共団体が必要な措置を取る 国民は協力するよう努める 
   国民の自由と権利に制限を加えることができる 
 ＝日本国憲法の外に立つ、文字通りの「有事法」 
 ⇒「戦時治安法」ないし「戦時治安刑法」の制定が必然 
 現在の戦争・安全保障＝総力戦＝「総動員体制」の構築が不可欠 
迅速な意思決定づくり、徹底した統制の実現、支配=服従のタテ型の人間関係 
→対立、分断、差別を利用して、統制強化 内にも敵を生み出す 
 
〇第４章 「非国民」とは誰か――ハンセン病隔離政策の教訓 
 意図的に「非国民」を作り出し、社会と協力して「非国民」の個々の場での個々の自由

と利益のみならず社会での居場所そのものを奪い、これを威嚇として「国民」に権利を保

障する前提としての「義務の履行」を強い、国と国民の間における権利=義務の関係を逆転

させる 
 ハンセン病患者・家族も「非国民」 療養所・隔離 優生思想 
「法の支配」の埒外 職員の多くが警察官経験者で取締りは厳しい 重監房 
〇戦争遂行に反対する人だけではなく戦争遂行に役立たないとみなされた人々も「非国民」 
戦後特効薬 でも隔離 １９４８年優生保護法で断種・堕胎合法化 出張法廷 
１９９６年らい予防法廃止 ２００１年違憲判決 深刻な差別状況はその後も存在 
 
〇第５章 平成時代の「転向」政策 
 戦時体制…治安強化と情報統制と思想統制が必要不可欠 
 治安強化のために「再犯の危険」のある者に対し刑罰を補充する形で、あるいは刑罰に

代えて自由剥奪を含む矯正、労作、治療などを内容とする「保安処分」を課すことも 
〇１９３４年治安維持法改正案（廃案） 転向政策 

⑥社会に復帰した思想犯に転向を促すと共に再犯を防止することを目的として、起訴猶

予の者と執行猶予の者を対象に一定の期間、保護を名目とした観察を行えるように保護観

察制度を設けること 
⑦非転向者を社会から隔離することを目的として、国体変革に関する罪の刑期終了者の

うち再犯のおそれがある者を施設に拘禁し得るように、満了者予防拘禁制度を設けること 
→１９３６年思想犯保護観察法案 「再犯防止のための観察」「転向を促進し又は転向を確

保するための観察」 
再犯防止は「善を施す」ことであって人権侵害の批判は当たらない 
＊戦後、保護観察 少年 
〇日本型保安処分 施設内での保安処分・社会内での保安処分 
社会自体が「保安処分」施設化 社会自体が保安処分の担い手 
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保護司の活用 自治体等との連携 家族の活用 医療や福祉も動員 司法と福祉の連携 
積極的な感化教育（社会貢献など）の実施を追及 
「思いやりの心」などによる「同情」と当事者からの権利主体性の剥奪 
「体感治安の悪化」 ハンセン病強制隔離の「無らい県運動」に似た状況 
「監視社会」の地域への浸透 
 「更生保護のあり方を考える有識者会議」 社会防衛という観点から更生保護の改革 
 更生保護法（２００７年） 保護観察における遵守事項を充実・社会復帰のための環境

調整を充実・犯罪被害者等に関する制度を導入 
２０１３年 刑の一部執行猶予 必要的保護観察・社会貢献活動義務付け 
 刑期満了者の自由を制約できるか（中長期的課題として挙げられている） 
 ２０１３年「『世界一安全な日本』創造戦略」  
治安基盤の強化…人的・物的基盤の強化、証拠収集方法の拡充、犯罪の追跡可能性の確保 
→２０１５年提出刑事訴訟法等改正 
「犯罪の繰り返しを食い止める再犯防止対策の推進」「健全な社会の一員としての社会への

再統合」「満期釈放者等に対する指導及び支援の充実強化」 
防犯を中心とした地域社会づくり 警察主導 自主防犯活動 
→監視の役割 権利運動への敵意 
＝「善良な社会の一員としての意識の涵養」が「滅私奉公の強請」に結びつく 
 
〇第６章 準戦時下の家族 
 臣民教育 家族制度イデオロギー 「家族国家観」  
戸籍法 家族倫理、家族内秩序 すべての臣民を監督し管理する 
中央集権的国家体制 家父長が戸主…政府の手足となって家族を統制する役割 

「軍人勅諭」 徴兵制→一般市民も厳守すべき道徳規範 社会生活にも 
「教育勅語」 家族制度を支える封建的家族道徳の涵養と強兵のための愛国心の養成 
民法 「家」制度 
刑法 尊属殺等重罰規定・姦通罪 
１８７９年教育令 修身科 
小家族化 大正時代には現実の家族の実態と家族制度イデオロギーは異なる 
昭和に入ると修身科の半分以上が国家に対する道徳 
      教育による家族道徳への介入 母親の動員 
縁座制 家族、友人に対しても治安維持法違反の罪の網 
〇戦後 詳細な人権保障規定が憲法に 「個人の尊重」及び「男女平等」 
    世帯主義 公的扶助の世帯への依存 扶養共同体 住民票によって世帯把握 
新自由主義 家族の危機 

→教育基本法改正「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」 
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        伝統的な性別役割分業の再生産による家族の強化 
→児童虐待の厳罰化 
自民党憲法改正草案 家族の助け合い 公的扶助の代わりを家族に押し付ける 
   
□第２部 治安法制の論理 
〇第７章 裁判所の役割――拡大解釈、限定解釈論 
 大日本帝国憲法…国政に関する重要な事項はすべて天皇が直接に行使 
   裁判所＝「天皇の名に於て」行う天皇の代行機関 
       議会チェック・行政批判は認められず 
       国家のため・国益をいかに擁護するか 
   弁護士・会は司法大臣・検察官の監督権で制約 
   裁判 類推が多く、刑法でも拡大解釈 
   共謀共同正犯 自白を競わせる「切り違え」尋問 
   「悪法も法」で、国民はこれに服従する義務がある 
  治安維持法 超拡大解釈 
   世のあらゆる反資本主義的行為が治安維持法違反 
   裁判所は治安維持法の「育ての親」 
   治安当局と裁判所は一心同体 初めに有罪判決ありきで事実を加工 
〇戦後 司法改革、だが裁判官は公職追放なし・法意識変化なし 
   「公安司法」「消極司法」「柔軟な解釈」 
   労働基本権の制限）「公共の福祉」「全体の奉仕者」 
   表現の自由 反戦表現について積極的に規制 
         差別表現について自由 
   平和安全法制整備法案 違憲の声は多くある 
     法ができた後裁判所がどう判断するか 法の支配の危機 
 
〇第８章 重罰化――死刑大国・ジャパン 
  重罰化の象徴 死刑判決と執行 
  日本近代刑法 １８８０ 「罪刑法定主義」 
         １９０７ 「罪刑法定主義」削除 
              人格の反社会性の程度により量刑 死刑拡大 
  １９４２ 戦時刑事特別法 法定刑引上げ 
        重罰化の根拠：個人的法益に反する罪も社会的法益に反する罪も 
              「戦時犯罪」 国防上有害 
        犯罪によって治安を乱すこと自体が国家総力戦の遂行に妨げ 
  １９４７ 刑法改正 重要な改正は見送り 
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  １９６０～犯罪・刑罰インフレ 死刑に過度に依存しない重罰主義 
  １９８３年 死刑の量刑基準 
 国連などから死刑廃止について勧告 
 「世論」を背景として死刑判決・執行が増えている 
〇刑務作業…自営および直営工事に必要な作業も受刑者が 
     施設内処遇に欧米のようにはコストがかからない 
     →日本は社会内処遇も施設内処遇も 
 
〇第９章 思想犯の厳罰化――治安維持法と民主主義・自由主義・反戦主義 
 「思想犯」＝国家体制に相反する思想を持つという理由で罰せられる 
  １８８０年刑法 内乱の罪など 
  １９０８年社会破壊主義取締法私案 
  １９１９年朝鮮総督府制令 
 「政治犯」ないし「思想犯」…国家がどのような言動を「反政府的」とするか、あるい

はどのような思想を「国家体制に相反する思想」とするかは時代によって異なる 
  １８８９-１９００年 自由民権運動の発展 

⇔集会および政社法の公布へと至る取締法の発展 
→むち・あめ＝厳しい弾圧と議会開設 
→体制の中にとりこまれていった 
「思想犯」の中心は言論、出版、集会→規制 

  大正時代 労働運動、社会主義運動、非戦運動 
   １９１７年ロシア革命 １９２２年日本共産党創立 
   １９１１年警視庁に特別高等課設置 
  特高課 社会運動の取り締まり・検閲 中央集権的  

「法の支配」の枠外  権限濫用 人権蹂躙 
「民心の動向」に監視と統制 

  「思想検察」 個人的事項の調査 
         行為のみならず行為者の人格・性格、思想信条、交友関係、成育歴な

どをも俎上に乗せる日本型刑事裁判 
         凡ゆる反国家的思想とそれに基づく反抗とを防遏 
        →国防思想の醇化＝「国体護持」 「国民思想」の監視 
  思想国防戦  
  思想善導対策――取締り 
 治安政策と社会政策を統合した「刑事政策」 
〇教育、保護、医療、福祉なども、治安という観点から恩恵として上から下される 
〇戦後：団体等規制令 破壊活動防止法  公安条例 
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〇第１０章 「秘密」をめぐる罪――特定秘密保護法の未来 
 特定秘密保護法 憲法の基本原理を否定する・軍事立法としての性格・刑法および刑訴

法の原則をゆがめる 
   戦前・国家秘密保護法  「知る権利」の否定 
  どのような政策であってもそれを無条件で受け入れ、支持する義務 
  民が国の情報を共有し、検討を加えることを許さなかった 
 刑法「間諜罪」 軍事機密・戦時に限る 
 軍機保護法 軍用資源秘密保護法 国家総動員法の秘密保護規定 
 「スパイ防止」を口実に監視（国民相互も） 
 国防保安法  国家機密全般 
 ゾルゲ事件 通常ならば合法の情報取材活動や取材情報の分析活動が極刑 
 
〇第１１章 儀式化する刑事裁判 
 「国家秘密」＝法廷でも秘密 
〇宮澤弘幸・レーン夫婦軍機保護法違反冤罪事件 
  「戦時特別措置計画」（日米開戦に当たり）の中の「外謀容疑者」一斉検挙 
  判決文の中で「伏字」 
 〇検察官司法 強制捜査権付与 
        供述録取書類の証拠能力の制限撤廃 
        略式命令手続きの拡大 
        公判手続きの簡易化 
→新憲法でも戦時下の特別な刑事手続きが平時の手続きに 

戦時下の無罪率の方が戦後の無罪率より相当高い 
儀式化は戦後に入ってより加速 

 
〇第１２章 裁判（官）統制――上訴の制限と三審制の解体 
 １９４１～控訴審の解体 
公判廷が検察官の起訴を追認する場に 省力化 
弁護活動などを通して国家秘密などが漏れる恐れ 防諜 
 １９４７ 三審制復活 
ただ、負担軽減のため 控訴 事後審 
           上告 憲法違反又は判例違反 
上告理由・控訴理由 戦前より戦後の方が狭い 
 最高裁 下級審の独自の違憲判断・法解釈をチェック 
     チェック済のを判例に 
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     乱発制御（下級審の違憲判決等） 上からの合憲の判例形成 
 検察官による上訴――「二重の危険」の法理に反する⇔憲法３９条 
 必罰主義 最高裁が是正するほど行きすぎ 
      状況証拠による有罪判決 
自民党憲法草案 基本的人権が「公益」や「公の秩序」によって制約・相対的権利 

        →上訴権の制限も（長年最高裁が実践済み） 
 
〇第１３章 司法改革という名の換骨奪胎 
 司法制度改革 アメリカの要求＝民事裁判 →刑事 →裁判員・公判前手続 
変化；保釈…認められやすく 量刑…重罰化 上訴審…追認の場へ 
変化なし；刑事手続き 無罪率 死刑 
〇犯罪被害者等の権利、利益の保護 
２００８年少年法改正 
ただし、被害者も権利主張は認められない 
〇刑事手続きの刑事政策的機能（カウンセリング機能）を強調する見解 
取調べ→反省悔悟 「検察官司法」は矯正および更生保護に及ぶ 筆頭：保安処分 
 
〇第１４章 弁護士の独立と弁護権の制限 
 明治 代言人制度 民事訴訟→１８８２～刑事弁護 →弁護士 
 １８９７ 日本弁護士協会 
  検事の裁判への干渉を排除せよ・陪審制の採用の主張・弁護士自治の要求 
  「法廷内に於ける自由を保障するの件」（公判廷における弁護人の言論を抑圧） 
  人権擁護活動 代用監獄の惨状・警察署における人権蹂躙 
 大正刑事訴訟法 治安政策的刑事手続き政策 
         人権保護的諸規定が散在 
  刑事手続きの自由主義的改革の動きを担ってきた部分 
    →国家権力の重要な構成部分に 
 検察官司法が進む中、刑事弁護はますます厳しく 
 経済的不況＋弁護士増員 弁護士の生活低下 
 拷問→虚偽の自白→冤罪・誤判   陪審制度 
 治安維持法 協会 反対→傍観へ→１９３４賛成 
 米騒動・小作争議・労働争議――自由法曹団 
                解放運動犠牲者救援弁護士団＋全農全国会議弁護士団 
               ＝日本労農弁護士団…一斉検挙で収束（１９３１） 
 防御権規制→弁護人自体の規制 
  指定弁護人制度…積極的に協力する弁護士を公判廷に送り込む 
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 学問・思想・言論弾圧 宗教弾圧 右翼テロ事件 
 「著しい人権侵害」の合法化 弁護士会の警告意味を持たず 
 〇新憲法  当事者主義化 弁護人の役割が増大 
       弁護士会自治 行政機関の監督を受けることもない 

     ⇔「与えられた自治」…「戦争責任者の追及」行われず 
  被疑者には国選弁護請求権が認められない・捜査官による接見指定 
 占領下時代 冤罪事件多発 
 １９６０年代半ば～後半  違憲判決  「偏向判決」キャンペーン 
  ⇒司法行政の官僚統制強化と裁判の反動化 
   「政治的中立性」をキーワードにした裁判への介入 
   「司法の危機」統制の対象は裁判官にとどまらず、弁護士にも 
   「東京地裁方式」（迅速処理） 公安事件→一般刑事→民事 全国各地に 
 １９７７ 「過激派事件」不出頭、退廷、辞任 
     →弁護人抜き裁判→弁護士会譲歩・廃案 
 １９９０ 当番弁護士 被疑者弁護の充実化 
 ２００３ 裁判の迅速化に関する法律 弁護士会の協力義務を法廷 
 司法制度改革 弁護士増員→困窮化 
        起訴前国選弁護制度 
        国選→日本司法支援センター（法テラス）に 
 
〇おわりに 「人間の尊厳」が法規範化されてきた道のり 
 らい予防法の国賠判決「隔離規定は、少数者であるハンセン病患者の犠牲の下に、多数

者である一般国民の利益を擁護しようとするものであり、その適否を多数決原理に委ねる

ことには、もともと少数者の人権保障を脅かしかねない危険性が内包されている」 
「量の民主主義」（多数決主義）と「質の民主主義」（少数者の基本的人権の保障をも包含） 
  ＝違憲立法審査制度の意義 
 国連人権関係条約 人権基準の国際的平準化 国際刑事裁判所 
 「人間の尊厳の不可侵」 自己決定・自己責任に基づいて人権の侵害ないし制限を正当

化することを認めない 
 多数決によったとしても違憲の法律は制定してはならない 

＊ 死刑 沖縄 など 
 司法に検証システムを 
 対テロ戦争 戦争で戦争を防止することはできない 
 「歴史的なものの理論化」 社会の進むべき方向はどちらかを、歴史的に形成された客

観的な価値に基づいて提示 
 傍観者民主主義から参加民主主義へ 
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「悪法」と闘うのは私たち自身 
「保護の客体」に甘んじることから抜け出し、「権利の主体」に自らを高める 
 現代の治安政策では社会防衛に加えて対象者の保護を強調 
 「法的パターナリズム」「権利主体性の剥奪」 
 「悪法」から平和と国民の生活を守る闘いにおいても、人々の連帯は必須不可欠 
権力は人々の間に分断の楔を打ち込むことによって「悪法」の実現を図る 
 「私には関係ない」という世界はありえない＝戦時治安刑法も普通の人にも 
闘う術が一切奪われるのも戦時下の特徴 闘う武器がある間に食い止めなければならない 
                                         
……３月６日討論会 内田さんの発言をメモしたものより……  
措置入院―刑務所満期出所・少年院出所者にも起こっていること 
   ＝少年院・刑務所関係の人とも一緒に討論して多数を形成していく必要がある 
９０年代以降 警察の役割 企画するだけ＝安全・安心の社会 
                実動部隊ではない マンパワーで 
          国民の責任 安全・安心＝住民自身が 
          安全・安心条例づくり 
          住民の責務 自分たちで・自己努力でする 
          今はこうしなさいまでは言っていない・次のステップで入り込む 
          措置入院・刑務所出所者に対してもこれを連動 
                                          
 
●本を読んで考えること 

・過去は、戦争を実際行っていての治安立法だったが、今はそうでもない 
   準備中？ 戦争のあり方の変化？ 全面ではない？ 
   体感治安のように、恐怖としての他国？ミサイルが飛んでくる（北朝鮮・中国）

というのを政府も考えているのか？ 
   戦争がなくても、大国でありたいことから、経済的に弱いから軍事強化？それの

ために治安はいるのか？ 
    実際の戦争と関係なく、治安強化は、政府批判・不満（経済的）の爆発を恐れて

いる？政府からすると戦争があった方が締め付けができていいのかも。国を守るた

めに取り締まる 敗戦後の混乱気に治安維持法が言ったのと同様、今は不満が出な

いのが不思議だから 
    国家の安定の維持 なぜか抵抗なしだが、経済状況は余裕なしか？ 
 ・刑罰ではないが相互監視含め、迷惑防止、でやってるか？刑罰でなくても、周囲の目・

監視は効く 
 ・（経済的）余裕なし→弱者切り捨て 国の安定・道徳には反する？ 
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 ・本の「法の支配」重視と悪法に反対は逆の気もするが、憲法重視か？ 
 ・法（国）に対抗するもの…共同体、集団（組織） 人のつながりが 
 薄いことで、抵抗運動が少ないのか？法の外の集団規範は必要 
 ・国を変えることは許したくないだろうが 異論・反抗・サボり・役に立たないも？ 
 ・内面から変える 
   国の考えに一致？ 多様な考え方は？ 
 ・弁護士 依頼者本人の意思尊重の決まりはあるのか？ 
   内心の改善が反省なら、医療や福祉につながるなら、善良な市民にするなら、 
  弁護士は推し進めたい人もいそうだが 
 ・「行為原則」「侵害原則」は共謀罪が反するが、法以外の、精神医療や条例では対象に 
なるのでは？道徳の強制はあるし 
・「自立した強い個人を中心とした前者の市民層によって社会秩序を作っていく」社会秩 
序を破壊（改革）するにも自立や強さはいる。国家外の集団、国に対抗する共同体。 
・刑罰は求心力を持つのか？脅しで従わせれば内心反発が普通では？犯罪者攻撃が国内 
に敵を作り政府支持へ？ 
刑罰という国によりやっつける必要は？ 
安全を作ってくれる政府→はじき出し されないために国に従う？ 

 ・自ら選んでないのに「非国民」にされる 仮定としてもよくわからない 
  理由なくされるのではかえって不安感を生んで困るのでは？ 
 ・思想犯 訴える・伝えるをさせないために見張る・閉じ込める 他人との間を立つ 
  他者がないと社会に影響はない 
  社会が受け入れなければ・統制が行き届いていて孤立していれば 自由でも意味なし 
  本なども、出版社の自主規制や、売れない状態なら 
 ・健全・善良、な社会の一員、にすること・遵守事項 反省悔悟あたりに違和感 
  人間の尊厳のというなら、その人の考えに反省を迫ったり良い人間に作り替えるとい

うのが最も尊重しない。 
 ・裁判は法に当てはめるのだろうが、時に政府に従う理由はあるのか？常識に従うとい

うことか？法に従っていれば、偏向とか中立性が関係あるのか？ 
刑法（特別法含む）――条例 精神医療 再犯防止 等  規制 
         ――教育 マスコミ 等       道徳 
         ――町内会 PTA 等        防犯 
         ――操作方法 生活安全       警察の動向 
 ・国の考えに沿わなくてはならない理由がわからない 
  社会を形成するのに、国の前に友人関係など、共同体があり、その行動規範や考えの

交換がある。本では集団形成が書いていないが、法に対抗しうる人為的共同体を作る自

由がないと。今は自然に人間関係は消えている感じもあるが。 


