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ソビエト刑事学の一側面
ークヅネツォワ・現代ブルジョア刑事学・

上

祐

一九七四年・モスクワ大学出版所︵その一︶

井

司

年在外研究の帰途︑モスクワに立寄る計画があり︑同教授とも

スタッフの一人であるが︑かなり高齢の女史である︒一九七五

何度か文通して面談の予定であったが︑ある事情のため︑入国

﹁結果﹂概念の分析を行った初期の業績もある︒

刑事学の分野については︑犯罪原因の基本を社会的側面

ヵルペッ

る︒しかし︑これに対して︑この主流から︑

ク！ドリャブツェフらを主唱者とす

事学に対する批判を紹介するのが本稿の目的である︒これは︑

学化﹂という批判をうけているところの︑イ・エス・ノイ一派

ゲルツェンゾーン︑

いわば裏面から︑ ソビエト刑事学の性格を把握する意義があ

の生物学的側面に力点をおく刑事学の流派や︑遺伝を力説する

会

︵ρ︒エ↓類Oα月①o↓切Φ誠実︒詠ko↓m踏︒ロロス鋤︶の理論

社

アンテイオブンチエスト

﹁犯罪原因の生物

る︒同じ趣旨から︑以前に︑レシェートニコフ﹁現代アメリカ

置﹂

ウスタノフカ

学者があり︑また︑グルジヤ心理学者グループの理論的支柱で

装

らの点については︑拙稿︑可罰行為の刑事学的構造一−クード

的

ペンヌイ

刑事学﹂ ︵モスクワ︑一九六五年︶を紹介したことがある︵法

︵モス

ルジョア刑事学批判ーアメリカとイギリスにおける犯罪社会

リヤブツェフの﹁刑事学における因果性﹂一︑法政研究第三

︵サーハロフ︑ズイコフ︑フレイロフらの立場︶もある︵これ

学の若干の問題の批判的分析﹂ ︵モスクワ︑一九七三年目があ

﹁犯罪と

︵モスクワ︑一九六九年︶がある︒この文献は︑刑

法と犯罪現象についての同教授の社会学的な分析を行った重要

犯罪現象﹂

クヅネツォワ教授の刑事学に関する業績としては︑

七巻五・六合併号参照︶︒

著者のクヅネツォワ教授は︑現在モスクワ大学の刑法講座の

別的な問題についての著書や論文は多数あり︑啓蒙書も多い︒

学の総括的批判の主要なものといってよい︒その他︑若干の個

る︒この合せて三つの文献がソビエトにおけるブルジョア刑事

クワ︑︸九七四年︶のほかに︑オ・カー・フェドトフ﹁現代ブ

ここに紹介するクヅネツォワ﹁現代ブルジョア刑事学﹂

ある﹁ウズナゼ理論﹂の犯罪現象への応用による﹁反

ツ︑

におく立場がソビエトの主流とみてよいであろう︒

二

とがある︒

女の﹁未遂論﹂は中山研一教授によって早くとりあげられたこ

として刑法の基礎理論にすぐれた業績を残している学者で︑彼

の機会を失してしまった︒クヅネツォワ教授は︑これまで︑主

308

政研究︑第三三巻三・六合併号︶︒この系統の文献としては︑

師 ソビエト刑事学の一側面として︑その自由主義国家の刑
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が︑刑法そのものの社会学をとく点に同教授の独自の立場があ

しては︑基本的には主流の社会的側面に基礎をおく立場である

学院生命藤雅美氏が紹介する予定である︒彼女の犯罪原因論と

の研究にとっても︵先行すべき作業であるが︑近く九州大学大

の紹介をすることの方が同教授にとっても︑又ソビエト刑事学

始まるこの文献は︑同教授の本格的な業績の一つとしてそちら

な刑事学文献であり︑原始社会の法と法違反についての分析に

その報告の中で︑新刑事学の概念構成は︑多くの破壊的なもの

については︑幾分賛成せざるをえません︒フェラクッチ氏は︑

ヤの刑事学者フェラクッチ氏が新刑事学支持の立場からの批判

刑事学者の批判に対する部会参加者の反応についても私は満足
しましたし︑そのように発言しました︒それと同時に︑イタリ

会参加者の反応についても︑又︑アメリカから参加していた一

する私の肯定的評価を発表しました︒テイラー報告に対する部

ソビエトの刑事学の今日までの重要な業績を一〇点の範囲で

を内容としているが︑建設的なものが少ない︑と述べました︒

は︑刑事学についての大学の講義の副読本として書かれたもの

あげよという貴信の申出について︑私としては次のものをあげ

る︒今ここで︑ 紹介の対象としているブルジョア刑事学批判
ではあるが︑単なる解説の程度をこえた文献であるので︑あえ

たいと思います︒

罪︑一九三一年︒

㈹ヴェ・エヌ・クードリャブツェフ︑
性︑モスクワ︑一九六八年︒

六九年︒

ゆイ・イ・カルペッツ︑犯罪現象の諸問題︑モスクワ︑一九

刑事学における因果

②エム・エヌ・ゲルネット︑外国での犯罪とソ連邦での犯

の斗争︑一九二八年︒

ωア・ア・ゲルツェンゾーン︑ロシヤ共和国における犯罪と

て紹介を思いたったのである︒同教授との交信︵一九七六年一

月一五日モスクワ発︶のなかで︑その刑事学の立場について参
﹁⁝⁝イギリスのテイラー氏らの﹃新刑事学﹄や西ドイ

考と思われる部分を次に披露して参考に供したい︒
三

ツの﹃批判的刑事学﹄は︑未だわれわれの手許にとどいており
ません︒これらの書物をアメリカ︑イギリス︑西ドイツから手
に入れるのには少なからぬ時間を必要とします︒

テイラー氏とは︑私は一九七四年のトロントでの国際社会学
会で知りました︒その学会で︑彼は︑シュミットあるいはシュ

モスク

㈲エヌ・エフ・クヅネツォワ︑犯罪と犯罪現象︑モスクワ︑
一九六九年︒

ーマンと共に︑新刑事学の問題について報告をしました︒その
際︑私は︑テイラー氏の﹃新刑事学﹄ ︵一九七三年︶の共著の

㈲ア・エヌ・ヤコブレフ︑犯罪現象と社会心理学︑
ワ︑一九六九年︒

要点を知ることができました︒私は︑ ﹃逸脱行動と社会的コン

トロール﹄という部会での私の報告の中で︑ティ・ラi報告に対

309
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一九七四

㈲ウ・エス・ジェゲバーエフ︑ 犯罪行動の社会心理学的側
面︑アルマ・アタ︑一九七一年︒
㈲ヤ・デ・ブルrフシュテイ︑ン︑ 刑事学と数学︑
年︒

働力・エ・イゴセブ︑犯罪者の人格の類型学と犯罪行動の動
機︑ゴールキー︑一九七五年︒

むしろ犯罪予防に関して

てふれたが︑レンネルベルグ教授は︑吾々も曽てその方向を検

討したが︑多くを期待しておらず︑

は︑個々の刑事事件の審判過程に︑関連当事者を多く参加させ

るごとによって︑当該事件を通じて犯罪原因を的確に・つかみ︑

具体的犯罪予防措置についての方法をも併せて明らかにする努

力に多くの関心をむけているという話であった︒僅かのことか
ら︑

ソビエトと東独で

㎝論文集︑犯罪者の人格︑モスクワ︑一九七五年︒﹂

は︑刑事政策の力点の上で︑ある差異があるのかもしれない︒

多くを推論することは危険であるが︑

四 西ドイ．ツへ在外研究のため入国する前にモスクワに立寄

ここでとりあげソ︑9クヅネツォワ教授の全体の論調は︑大きな

基本線ではさきのレシェートニコフの文献と開きはないが︑ア

って︑国家と法研究所に︑所長として犯罪学研究所断言から就
任して間もなくのハクードリャブツ．︷フ所長に面談した︒その

メリカ社．会学派︑とくに︑サザーランドの評価に関しては︑ク

カッコの数字は頁数を示す︒︶

・◇

・エフ・クゾネツォワ著
エ．ヌ

︵段の間の

本書は︑ヨーロッパとアメリカの発展した資本主義国家

モスクワ大学出版所︑一九七四年

現代ブルジョア刑事学

ェートニコ︐フとは差異があるとみてよいであろう︒

ヅネツォワ教授の立場は︑かなり好意的であり︑明らかにレシ

際︑私が犯罪予測について関心があるこ・とを告げた際に︑ソビ

エトにおける犯罪予測の第一人者としてソ連邦検察庁附置犯罪
研究所の教授ゲーb・ア・アバネソフ教授を紹介して下され︑同
教授とも面談の機会をうることがあった・︵アバネソフ．刑事学
的予測の理論と方法︑モスクワ︑．一九七二年︑アバネソフHビ

ーチン・予測と犯罪斗争の組織︑モスクワ︸九七二年の両文献
をその際戴いた︶︒ソビエトでは︑アメリカの予測科学を高く
犯罪予測の研究を深め︑その理論的枠組の形成を終え︑一部は

を例として現代ブルジ．ヨア刑事学の批判的分析をしてい

評価しており︑それにソビエトの社会科学の成果を加味して︑

実践的に︑常習犯問題に利用しているという話であった︒この

和国で発刊された最も新しい教科書やモノグラフィーが利

・る︒本書には︑アメリカ合衆民・フランス・ドイツ連邦共

ムで中山研一教授と共に︑国家と法研究所の刑法部門の教授︑

用されたし︑最近の刑事学の国際会議や犯罪予防について

占⁝は︐﹂その後︑ワルシ4︐ワを経て︑東ベルリ・ンに入り︑ポッグ

今は亡きレンネベルグ教授と面談の際︑犯罪予測の問題につい

31．0
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の国連の国際会議の諸資料も利用された︒著者は︑犯罪原
因論・ブルジョア刑事学の対象・その方法・歴史について

照

語

第四節

まえがき

．早

犯罪原因についてのフロイドの理論

精神病学的原因の理論

遺伝の理論

体格による気質の理論

入種理論

一般的特徴

犯罪予防の社会学的プログラム

犯罪予防の生物11社会学的プログラム

︵治療予防︶

社会的予防

︵1︶

異なった社会体制をもつ国との平和共存は︑イデオロギー闘

結

第

﹁われわれは︑

休むことのな

て︑社会主義の世界に対して︑それを行っているのは帝国主義

いイデオロギー闘争の条件の中で生活している︒わが国に対し

報告の中にこうのべられている︑

争の休止を意味するものではない︒二四回大会の中央委の経過

（3）

的宣伝であり︑もっとも念入りな方法と強力な技術的手段を利

64

68

69

73

の諸問題を考察している︒犯罪予防を明るみに出し︑ブル
ジョア研究者の刑事学上の概念を批判している︒

本参考書は︑刑事学を研究し︑ブルジョア法学の問題に関
心をもっている法学部や中等法律学校の教官・研究者・学
生にむけられている︒

ブルジョア刑事学の対象・方法・体系・歴史

目 次
まえがき
第一章

第一節 刑事学の対象
第二節 ブルジョア刑事学の方法
第三節 ブルジョア刑事学の体系
第四節 ブルジョア刑事学の歴史

犯罪原因論

第 二章犯罪現象についての理 論
第三章

第一節 一般的特徴
第二節 犯罪原因についての社会学的理論

危険な性格の理論

第三節 犯罪原因についての生物学的理論

e
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示すところでは︑ブルジョア刑事学に関する資料が学生に充分

モスクワ国立大学の法学部での刑事学の講義の多年の経験の

このような条件の下では︑マルクスーーレーニン主義の世界観

に通暁されていないうらみがある︒学生に刑事学を修得するに

聾しながらやってくる﹂と︒

の諸基礎をたえずエネルギッシュに明らかにしてゆき︑いろい

最近︑ブルジョア刑事学の批判にむけられた著しい量の仕事
︵4︶
がソビエトの法律学者によって書かれた︒ そこでは︑ 犯罪の

にしている︒

にあるわが活動家たちの義務一−それは︑これらのイデオロギ

原因についての現代のブルジョア的な刑事学的概念構成につい

き科学的批判を加えてゆくことが必要である︒

ー的奇襲に対して︑適時に︑かつ︑決定的︑有効な反撃を加え

て︑専ら︑又はそれを主要なものとして︑とりあげ︑然るべき

批判的分析が加えられている︒そこではブルジョア学者の基本

的なモノグラフィーや論文が分析されている︒

ス主義者にとっては︑労働者階級とブルジョアジーの世界観と

ア的イデオロギーに対する徹底した闘いが必要である︒マルク

間に階級闘争が中止されたことを意味しない︒反動的ブルジョ

間の平和共存と関係正常化の過程は︑社会主義と資本主義との

七三年︶が指摘したように︑異なった社会体制に属する国家の

学生のために︑大学の分科および教科としてのブルジョア刑事

それらの資料を批判的に理解することを学ぶであろう︒教師や

に犯罪現象について︑および法違反の予防について︑同様に︑

ないし︑ブルジョア刑事学の対象︑方法論︑体系について︑更

られた︒刑事学の対象に関して学生は情報をうけとらねばなら

ルジョア刑事学を考察することが必要であるというように考え

本書では︑もっと完全な範囲で︑もっとシステマティクにブ

階級目的は対立的であり和解させ難いということ︑経済・政治ω

イ両氏の﹁刑事学原論﹂

中でもっとも権威のある大学教科書叢書サザランド・クレッシ
︵5︶
︵七〇〇頁︶第七版であり︑フランス

した︒アメリカの刑事学を代表するのは︑ブルジョア刑事学の

著者は外国の刑事学の基本的な教程や教科書を批判的に研究

学というものを近づきもすいものとすることに意を払った︒

られている︒

重要な課題の︸つである︒本労作の記述はこの課題にのみむけ

︵3︶

ブルジョア刑事学の本質の暴露一それはソビエト刑事学の

史的に不可避であることは自明のことに属する︒

そして︑勿論イデオロギーの平面においての両体制の闘いは歴

って記念される︒しかし︑ソ連共産党中央委の四月決議︵一九

た平和綱領の達成にソビエト国家が大々的に成功したことでも

今世紀七〇年代の始めは︑第二四回党大会によって採択され

︵2︶
ることである﹂と︒

エル・イ・ブレジネフは強調した︒ ﹁宣伝︑大衆啓蒙の局面

当っての方法論的援助を与えることも本書の記述の副次的目的

312

ろの反動的な理論や見解をあばき︑かつ︑これに対して然るべ
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では︑チュービンゲン大学の刑事学研究所教授ゲッピンガi氏㈲

の刑事学では︑パリ大学の教授であり︑かつ︑国際刑事学協会
︵6︶
の会長であるヤン・ピナテル氏の教科書が︑西ドイツの刑事学
ろう︶︒

新しい経済現象の領域では一歩も前進することができないであ

︵例えば︑これらの手代たちの労作を利用しないでは︑諸君は

ヘ

ヘ

へ

その反動的傾向を切りおとすことができる

事学者の反動理論を徹底的に批判すること︒

第一に︑生物心理学的傾向を主要な手段とするブルジョア刑

問題を具体的にたてるならば次のようになる︒

そして︑

代﹄が行った業績をわがものとし︑それを加工することである

の教科書が︑それぞれ代表的なものである︒同様に︑いろいろ

︵7︶

のブルジョア刑事学者のモノグラフィーや論文及び刑事学に関

い︑自らの路線を導入し︑われわれに敵意をもつ勢力や階級の
︵8︶
すべての路線と闘うことができる︒﹂

する国際的集会や大会の資料が利用された︒

本書では︑犯罪現象の概念とその原因についてブルジョア学
者の諸見解に対するソビエト刑事学の批判にも注意を払った︒

ブルジョア刑事学の評価に当って出発となる方法論的立場
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ヘ

ヘ

へ

第二に︑保守的なブルジョア刑事学者と進歩的なそれとの問

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

けるマルクス主義的二者択一へとみちびくようにすること︒

比較法律学の方法を利用して︑犯罪闘争の根本問題の解決にお

念構成の不徹底性と未完成性を暴露し︑西の読者たちを︑特に

第三に︑比較的客観的に思考しているブルジョア研究者の概

は︑ブルジョア学者に対する次のレーニンの命題に基礎をおく

へ

によこだわっている思想的理論的対立をもっと深化し拡大する

ヘ

ことができる︒﹁これらの教授たちの︑どの一人でも︑化学や

ヘ

こと︑そして進歩的な刑事学者が反動的な法的概念構成を暴露

ヘ

歴史や物理学の特殊領域でもっとも価値ある仕事をする能力が
ヘ

するのを助けること︒

ヘ

あるのだが︑こと哲学となると︑彼らの言葉の一ことといえど
ヘ

も信頼することはできない︒それはなぜか︒次のことと全く同

ヘ

一の理由による︒つまり︑事実的な特殊研究の領域ではもっと
へ
も価値のある仕事をする能力のある政治経済の教授たちが︑誰
へ

ヘ

一人としてこと政治経済の一般理論の話となると︑彼らの言葉
ヘ

この際重要なことは︑俗流的な紋切り型の批判のやり方を避

エト科学へのブルジョア刑事学の概念構成の無批判的な導入を

けること︑客観性と客観化とのとりちがえをしないこと︑ソビ

⑥答を与えること︒

第四に︑犯罪とその原因についてのマルクス主義理論に対す

ヘ

へ

の﹁ことといえども信頼できないのと同じである︒なぜなら︑
ヘ

るブルジョア学者のイデオロギー的な非難に対して決定的な返

ヘ

政治経済の一般理論こそ︑認識論と同様に︑現代社会における
ヘ

最も党派的な学問であるから︒〜般的・総体的にみれば︑経済
へ

これらの﹃手

学の教授たちは資本家階級の手代であり︑又哲学の教授たちは
ヘ

神学の手代である︒

そこでここでも︑ マルクス主義者の課題は︑
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われわれの闇に相手についての正しくない︑いわば︽みしやす

俗流的批判は︑有益であるよりも有害である︒一方で︑それは︑

さけることである︒ ﹁ブルジョア・イデオロギーの紋切り型の

資本主義の暴露であるよりもむしろ擁護である︒

ア理論に完全にあてはまる︒彼らの目的はかわってはいない︑

−これは︑無制限に自由な︑﹁又は︑

とがある︒1と︑べ・エス・ニキホロフ教授は書いている︑

﹁ラジカルな﹂ブルジョ

しとする観念をうみ出すと共に︑他方︑︑それは︑ブルジョア宣

﹂ブルジョアの理論家たちが︑例えば著名なバーンズとテーテ

をみる場合においても︑事情は何ら異ならな

ルズ両氏がやったように︑犯罪の中に﹃金融資本主義の陰うつ
︵10︶

い︒彼らはこの場合にも革命的結論からは遠いところにいる︒

な支配の所産﹄

リャブツェフ︑ヴェ・ぺ・シユピロフら︶において既に強調さ

なぜなら︑そのような結論に代って彼らの頭の中にあるのは︑

いってみれば﹃人民的資本主

れたことであるが︑一連の諸情況︑ とくに︑ 犯罪現象の水準

金融的でない︑

何かある別の︑

国大統領ーケネディ︑ジョンソン︑ニクソンーのアメリカ

﹃新産業﹄社会︑又は﹃テクノロジー﹄ないし﹃技術万能﹄社

代科学技術革新の条件の下では︑これは︑

義﹄︑又は何かこの種のあるものの幻想があるからである︒現

合衆国における犯罪闘争の有効性の評価についてのより現実的

会であり︑そこには︑豊饒の⁝般的増大が生れ︑余暇は巨大な

枠内にとどまっている︒ ﹁ブルジョア科学は︑そのブルジョア

ての︑そしてよく知られた︑ブルジョア改良主義と自由主義の

程の主観的反映であり︑他方では︑この批判は︑従来通りかっ

国主義国家におけるイデオロギー的危機の深化という客観的過

し︑この批判は︑いわゆる﹁少数異端﹂として︑一方では︑帝

政機関の態度を批判する空気が出てきていることである︒しか

アメリカやフランスの文献の中に︑犯罪現象に対する政府や行

で表現しようとする労力はきわめて評価され︑少数異端は︑﹂甚

は反対をよびよせることがない︒反対に︑古い思想を新しい型

は書いている︒⁝あることの形成や決定における若干の新奇さ

な知慧はいろんな鋭さの程度をもって存在している一と︑彼

三δ昌巴

りに︑かつ巧妙にいったように︑

くなる﹄︒ブルジョア思想は︑ガールブレイズ氏が皮肉たっぷ

働ものとなり︑階級関係は﹃調和され﹄︑階級闘争は﹃消えてな

邑ω危︒ヨ︶の粋外に出ることは決してない︒

﹃便宜的

︵8コ︿ρ

的構造のゆえに自ら限界づけられている︒しかし︑この限界の

だ尊重される︒しかし︑二番せんじの問題についてはどんなに

﹃便宜的な知慧﹄

内側でなら︑ブルジョア科学は自分自身であることをやめるこ

﹃産業﹄社会︑又は

方針といった事情の影響をうけて︑ブルジョア文献︑とくに︑

﹁ホワイトカラー﹂犯罪の徹底的な研究︑最近のアメリカ合衆

と構造についての統計資料が新しく公にされたこと︑いわゆる

ソビエトの文献︵べ・エス・ニキホロフ︑ヴェ・エヌ・クド

らである﹂︒

伝家たちの手にわれわれの科学に対する非難の切札を与えるか
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﹁アメリカ合衆国の外交宣伝﹂︑モスクワ︑

﹁国際関

係﹂版︑一九七三年︒論文集﹁心理戦争﹂︑モスクワ︑

︵1︶

れる可能性があり︑このような構成に対す．るどんな企図につい

﹁プログレス﹂版︑一九七二年︒ユ・べ・イエレミン︑

熱気をもつ．て議論しても事がらに関係のないものとして無視さ

ても︑これを例外なしに︑学問からはずれたもの又は田舎くさ

青年の孤立主義一反共の道具︑．モスクワ︑﹁高等学校﹂

版︑一九七二年︒エリ・エヌ・モスクビチェフ・﹁脱

︵11︶

いものとしてあっかわれることになる﹄と︒
かつて︑べ・エス・ニキホロフ教授・も強調したことがある︑

としている︒一これはこれまでの信念の教義からみると逸脱

争とチェコスロバキアの実験︑．モスクワ︑﹁科学﹂版︑

﹁思想﹂版︑一九七一年︒ミクロシ・マルコ︑心理戦

モスクワ︑

イデオロギー﹂の理論︑

であるが︑自分自身の存在からの逸脱ではない︒それは︑ブル

一九七二年︒イ・イ・カルペッツ︑二つのイデオロギ

幻想と現実性︑

﹁ブルジョアジーは今日の現状においては宣伝家︑異端を必要

ジョアジーが今日︑自分の家の中に天才的な異端をやしなうと

一の戦いと犯罪の諸問題︑

﹁ソビエト国家と法﹂誌︑

︵12︶
いうことであり︑もっともず．るい政策である﹂︑と︒

﹁科学﹂

一九七〇年四号六七一八二頁︒ヴェ・ア・チュマーノ

ブ︑ブルジョア法イデオロギー︑モスクワ︑

もっとも権威のある︑そしておそらく最も客観的に思惟する
アメリカの刑事学者サザーランド氏は︑その生命を終るに際し

版︑一九七一年︒

﹁コムニスト﹂誌︑一九七三年七号︒

︵4︶参照せよ︒例えば︑エフ・エム・レシェートニコフ︑

︵3︶

版︑一九七一年九一頁︒

委員会経過報告﹁大会資料﹂︑モスクワ︑政治図書出

︵2︶エリ・イ・ブレジネフ︑ソ連共産党第二四回大会中央

て書いた︑ ﹁刑法の改正をのぞけばいかなる改革も考えたこと
はない﹂と︒

本書に利用された外国語文献の翻訳に当っては︑モスクワ国
立大学法学部の学生の広汎な参加をうることができた︒それは
比較法学の研究サークルのメンバーであり︑ぺ・ラプチェフ︑

べ・ブランコフ︑イ・シャフニャンッ︑チェレパヒィーナ︑ア

﹁法律文献﹂版︑︻

現代アメリカ刑事学︑モスクワ︑

﹁前

・ポクロフスカヤらであった︒著者と︑モスクワ国立大学法学

モスクワ︑

九六五年︒﹁犯罪社会学﹂べ・エス・ニキホロフ︑ヴ

モス﹁クワ︑

﹁法律文献﹂版︑

⁝九七一

進﹂版︑一九六六年︒ア・エム・ヤコブレフ︑犯罪と

ェ・エヌ・クドリヤフツェフ編集︑

部刑法講座は︑彼らに感謝すると共に︑人文学部英語科講座デ
・ぺ・カルポーワに対しても︑学生らの翻訳を指導してくれた
ことに対して感謝する︒

社会心理学︑
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想﹂版︑一九七二年︒オ・カ・フェドトフ︑現代ブル

年︒﹁アメリカ合衆国一犯罪と政治﹂︑モスクワ︑﹁思

の問題である︒ブルジョア刑事学はこれらの問題にどのように

いる︒科学の本性と︑科学の内容と︑隣接諸科学との相互関係

科学ないし学問分科の対象は三つの基本的な問題をふくんで

ジョア刑事学批判︑モスクワ︑ ﹁知識﹂版︑一九七三

年︒ エ・メルニコワ︑彼らはなぜ犯罪をおかすか︑

¶・芸

一ΦΦΦ●

①合無調oP

℃三冨畠①壱三9

雪島

出︒ユ︒り︒コ︒・

の相互関係の問題は︑今日まで未決定のままに残されている︒

ノグラフィーは︑刑事学が人文科学か自然科学か︑法学か社会

主として北アメリカの理論家たち

︵8霞︒詣︒≡員①負03

学か政治学か︑独立の科学か又は刑法の一部かという問題の考
察から始まる︒

の代表者︑

ブルジョア刑事学の社会学的傾向

講義される︒

一鵠の範囲に係わらしめないし︑又大学でもそれは社会学の学部で

遷口冨︒σΦ霞鵠︶

Zo≦

一Φミ矯℃・曽．

Z．↓88錺

︵8︶ヴェ・イ・レーニン全集︑一八巻三六三−三六四頁︒

9＆

は︑刑事学を社会学的な学問と考える︒刑事学を彼らは法律学

第一節 刑事学の対象

第一章ブルジョア刑事学の対象・方法・体系9歴史

一九七一年一一号一七一頁︒

数字の意味とアノミー的異端について︑﹁新世界﹂誌︑

︵12︶べ・エス・ニキホロフ︑アメリカ合衆国の犯罪現象︑

一Φ㎝Q◎℃℃●一〇・

﹁刑事学1それは社会現象として犯罪を考察

﹁㈲﹃法の社会学﹄︑これは刑罰法規が創

⑧因を研究する︒勧﹃刑罰学﹄︑これは犯罪のコントロールに関

造される条件を研究する︒働﹃刑事病源学﹄︑これは犯罪の原

篇からなるという︒

これらの著者らの見解によれば︑刑事学は︑三つの基本的な

と︒

する認識の基本的な部分である︒科学としての刑事学研究の課
︵1︶
題には︑立法過程︑法律の違反者による反立行為が含まれる﹂

こう書いている︒

︵11︶一●閑・ O異才巴什F弓冨︾hh一器葺ωo息oq℃2・尾こ 例えば︑サザーランドとクレッシー而氏はその教科書の中で

Oユヨぎ︒一〇ひqざZ●磯二

︵10︶類・ω震器︒・

︵9︶ ﹁コムニスト﹂誌︑一九六二年一六号三七頁︒

︵7︶＝・Oα妄言σqΦお函ユ邑づ︒δσqすζ蜜9Φpお刈ω●

︵6︶旨コ轟齢︒ご冨〇二B言︒δσq一ρ男鍵す一⑩＄●

Zo≦磯︒肖ぎ

Oユヨ貯20σqざ

︵5︶員ω三冨ユ9＆餌＆∪●O械①ωω①ざ℃ユ9巨⑦︒・︒h もう二世紀も論争が続けられているのに︒刑事学の教科書やモ

﹁若い親衛隊﹂版︑一九七四年︒

答えているか︒刑事学の対象の問題︑その本性と隣接諸科学と
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訂するが︑この際︑ここには︑コントロールの刑事
段のみならず︑非刑罰的手段もふくまれる︒

抑圧的手

刑事学の課題は︑刑事立法過程︑犯罪の実行︑犯罪の摘発︑

犯罪の予防の一般的・具体的原則の発展の中に︑みてとること
︵2︶

ができる﹂︒

学科と医学科においてである︒ドイツ連邦共和国においては︑・

刑事学的研究は︑法学・社会学・医学・法医学系統の学部や附
︵3︶
属病院で行なわれている︒

ヤン・ピナテル氏は刑事学の中に三つの科学グループをふく

ましている︒囚グループー刑事人類学︑犯罪社会学︑犯罪精

神病理学︒圖グループf刑事手続︑裁判所構成︑捜査学︑法

医学︑裁判精神病理学︒◎グループー法違反の予防を研究す

明らかに︑ サザーランドとクレッシi両氏の構成において
は︑刑事学はその中に刑法の一部と︑矯正労働法の一部を含ん

る諸膝学一治療教育学︑心理学︑矯正労働法︑保安処分につ

同じような見解をとっているのが西ドイツの刑事学者A・メ

︵4︶
いての科学︒

でいる︒それゆえ︑アメリカの刑事学者の教科書やモノグラフ
ィーは犯罪概念や珊罰法規の概念について述べることが多い︒
刑事学と刑法との関係は交亡した二つの円として示される︒

−

犯罪現象学︵犯罪実行の形態と犯人の分類︶

刑事学序説︵発達史・対象・体系︶

ルゲン氏である︒彼は刑事学教科書の中で︑次の篇章を設けて
鋤

2

刑法は彼らの観念によれば︑法規範とその解釈を研究し︑刑事

爵き＝o﹁o

いる︒

︵軌δoo

犯罪生物学︵総論i下身・環境・その相互関係・犯罪・

学は︑現実の犯罪を研究するが︑その中の一部分が刑事立法者
によって犯罪と評価される︒
ブルジョア刑事学の生物社会学的傾向

3

の要因・犯罪原因論︑各論一生物学的・心理学的・社会

憲目冨︒・﹄①＝蕗︶の支持者︑とりわけ︑フランス︑イスパニア︑

イタリー︑西独︑ラテンアメリカの学者たちは︑刑事学を社会

学的犯罪要因︶

ず︵パリ大学では刑事学は一九五九−一九六〇年に初めて講じ

ば︑フランスにおいては︑刑事学は︑法学部においてのみなら

分を刑事学として吸収してしまうのである︒ それゆえ︑

8

7

6

5

捜査学

精神病理学

法医学

刑事手続

4 犯罪社会学

的自然科学︵生物精神病学︑生物心理学︶と考えている︒彼ら
は刑事学を刑法から切り離し︑それと同時に︑法学の大きな部

られるようになった︶︑医学部において講義されている︒イタ

刑事政策
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例え

リーとラテンアメリカでは︑刑事学を講義しているのは︑生物

9

︵5︶

10 刑罰学と保安処分
従って︑メルゲン氏は︑刑事学によって︑法的分科と非法的

であるという考え方であ

第六回国際刑事学会議であった︒エフ・フェラークチ氏は︑こ

の問題に関する報告の中で刑事学の学際性を勧告しない者は今

その学者の計算するところでは︑

︵7︶

﨎rだ少ないとのべている︒アメリカの学者のある研究の一つ

一

が示しているように︑

もってしても︑主要な問題一−この科学の対象につい．て一の

特の﹁つぎはぎふとん﹂にかえてしまうことであるが︑それを

変形してしまって︑無秩序な︑対象のない・混合物に︑一種独

その現実の姿であるところの社会的11法的学問であることから

程である︒ブルジョア刑事学の学際性は︑事実上は︑刑事学を

る﹂と表現したが︑この言葉はその後慣用句にな．ってしまった

時T・セリン氏は︑．﹁刑事学一それは王位のない女王であ

第二回国際刑事学会議が一九五〇年パリで開かれたが︑その

ρ
︵8︶
刑事学を理解しあうことがで因︑㌦ない位である﹂と︒

ば︑精神病学者の言葉は︑社会学者や法学者の喬葉とはひどく
ちがっているために︑お互いに局外者の粘粘ないしはお互いの

解してきた︒これは︑文献や術語の上でも明らかである︒例え

社会学者である︒彼らのそれぞれは︑時に応じて︑刑事学を理

た︒多くの刑事学者たちは︑マスクされた精神病学者であり︑

理学・精神病学・社会学・統計学者たちによってつまれてき

﹁刑事学という建物の一つ︑一つの石は刑法・人類学・医学・心

刑事学者H・マンハイム氏は︑この問題について書いている︒

一九の異なった専門術語が用いられているという︒イギリスの

学という言葉の用法に関しては︑四七の部門分科にわたった百

刑事
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位を占めているのが︑生物学︑ないし︑心理−精神病理学的科
学・分科であることに注意する必要がある︒メルゲン氏は︑刑
事学を法の科学としてではなく︑自然科学として考察すること
の支持者である︒

同じような見解は︑ポルトガル︑．イタリー︑イスパニアの刑

事学においても採用されている︒三夏ストリーの学者は︑グロ
ス氏について︑捜査学を刑事学の主要な部分と考えている︒カ

ナダでは︑偉大な刑事学者エレンベルガi氏は︑同様に︑刑事
学の対象と内容について生物社会学的見解を基礎としている︒

ヨーpッパの刑事学に支配的な考え方は︑刑事学が一つ又は

寓O＝

二つの知識の分科に属するものではなく︑ それが学際的科学
?Φ二 一 冨 O 鵡 ＝ ＝ 詣 国 躍 O

刑事学の学際性についての問題に大きな注意を払ったのは︑

いる︒

カイザコ氏は︑刑事学を﹁犯罪・法違反・社会的に非難される
︵6︶
非行とそのコントロールについての経験科学の総体﹂とよんで

精神病学者・心理学者等々である︒例えば︑西ドイツ刑事学者

割は比較的ひかえめであって︑より多くは︑医者・生物学者・

る︒それには社会学者と法律家がたずさわるけれども︑その役

（】

ソビエト刑事学の一側面（井上）

解決にブルジョア刑事学が理論的に無能であることをかくすに
足りないものである︒

療的︵ズ﹄員＝＝﹄①OズO＝︶︑刑事政策的︵鴇§o田︒出︒≧謡躍Φ？

訳O詠︶の三つの傾向である︒．

ヨーロッパの資本主義国家においては︑刑事学の実際の有効

フランスでは︑プランとしては︑国立刑事学研究所の創設の

ブルジョア刑事学がその対象を科学的に決定するという点の

リカ合衆国の刑事学は犯罪原因と犯罪予防の研究に特別の注意

問題がたてられている︒現在では︑刑事学的研究に従事してい

性は未決定な問題であるとされていることを強調せねばならな

反対

このような状況に照応して︑ブルジョア刑事学の問題関心にも

を払うが︑犯罪者の人格の問題はあまり研究をしない︒

る若干の公的・私的なセンターが何らの統一的に調整されたプ

い︒第六回会議の基本テーマが﹁刑事学における科学的研究一

に︑フランス︑イタリー︑ベルギー︑カナダ︑西ドイツの学者

ランなしに研究を行っている︒例えば︑パリ大学では︑レバス

顕著なまだら現象が現れる︒ある教科書と他の教科書は似てい

は︑犯罪者の人格の分析に多くの注意を向けている︒例えば︑

ジョール氏によって指導されている犯罪社会学実験所が活動し

科学と実践との統一﹂であ．つたのも決して偶然ではない︒

フランスのJ・ピナテル氏︑ベルギーのグリフ氏︑イタリーの

ている︒パリその他の大学では︑刑法・刑事学・社会的適応の

ないし︑ある学者は他の学者とするどく異なっている︒北アメ

D・チュリオ氏は︑人格の危険性と治療刑事学にアクセントを

社会学研究センター・リオン

研究室が動いている︒

︵9︶

は︑

﹁散発的で︑

バラバラであり︑私的な性質﹂をもってい

法医学研究所も刑事学の仕事をしている︒これらの施設の研究

同様に︑

おいている︒

最近︑刑事学の中心問題である犯罪原因の問題を軽視する傾
向が現れ始めている︒

る︒

西独では一〇ケ所位の法学部・社会学部・医学部で五人から

ブルジョア刑事学において鍵となっている問題は︑刑事学研

究所所長協議会が指摘したように︑ω統計的H刑事学的研究の

一二人のスタッフからなる小さな実験室が刑事学的研究を行っ

も証明しなければならない状況にある︒

って実践的重要性があるという︑この公認に等しい事実をいつ

・イデオロギー上の・教育上の・青年の・その他の機関︶にと

の著者たちは︑刑事学がいろんな施設や機関︵法的噂社会学的

ているが︑事情は似たものである︒ドイツ連邦共和国の教科書

代表たる資格︑②将来重要となり猶予ならないものとなるとこ
ろの刑事学的諸問題の予測︑㈹刑事司法の有効性である︒

一九七三年九月ユーゴスラビアで開かれた第七回国際刑事学12
協会の予定表の中には︑現代ブルジョア刑事学の三つの主要な
傾向に特に注意が払われた︒つまり︑それは︑社会1ーインター
アクチオニスト的︵︑60月§﹄ぴ＝O・＝＝↓①℃9︒ズ月＝O臣O↓6ズO邸︶︑治
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予防手段作成についてのソビエト全連邦科学調査研究所のスタ

た︒この研究所のスタッフの数は大きくなく︑犯罪原因と犯罪

ン ・ラヂノビッチ教授に指導される刑事学研究所が設けられ

イギリスにおいては︑一九六二年にケンブリッヂ大学にレオ

は︑この法的方法論における工元主義を︑刑事学の創始者であ

ば噛アメリカ合衆国の刑法のすぐれた学者であるイ・ホール氏

当化のため説明にこれつとめ︑又ある者は歓迎している︒例え

学は次のプログラムに従って研究されている︒刑事学と刑罰学
の理論と実践の発展・方法論・犯罪心理学・犯罪精神病学・犯
罪社会学・刑法と刑事訴訟・矯正の方法・犯罪予防︒

事実の結果だと考えている︒

ブルジョア刑事学における方法論的混沌を批判しつつ︑カナ

ダの学者エレンベルガー氏は書いている︒今日刑事学は鋭いデ

り︑客観的資料を︑混乱をそのままに残しながら︑その総合を

ィレンマの前にたっている︒二方では︑刑事学は︑従来通
第二節 ブルジョア刑事学の方法

試みることもなしに︑集めつづけてゆくか︑さもなければ︑刑

存しないことである︒折衷的な二元主義がそれとすりかえられ

哲学的意味づけの助けを借りて客観的資料を遠ざけるか︑であ

事学は︑かつて二〇〇年前ベッカリヤがやったように︑強力な

る﹂︒

︵13︶

よっても自認されている︒例えば︑ニューヨ﹂ク大学のR・ク

方法論的な折衷主義という点はブルジョア刑事学者じしんに

結論がある︒現在もっとも緊急に必要なことは︑すべての実施

な量の雑多な情報があり︑他面からみると多くの臆測・仮説・

刑事学︵ブルジョアの一著者︶において︑一面からみると巨大

イギリスの刑事学者G噌トレスラi氏は︑書いている︒現代

インニイ教授は︑二〇世紀におけるアメリカ刑事学についてこ

された研究を相互に関連づけ︑経験的資料と仮説の体系化と付

−

う書いている︒ ﹁そこには︑当初から︑プラグマティズム．制

sうことの可能性を与える理論をつくることである︒今日︑こ

である︒つまり︑もっとも重要なことは︑吾々の知識の棚卸を

与のための手段を保証できるような基礎理論をつくり出すこと

ろと異なった態度をとっている︒ある者は非難し︑ある者は正

しかし︑ブルジョア刑事学君たちは︑この折衷主義にいろい

と︒

︵11︶

度主義・裸のリアリズム・経済的決定論が一緒になっている﹂

せあつめている︒

的 観念論的な実証主義的な出発点の多くのものを機械的によ

ており︑断片的な研究理念や研究方法の雑多なもの︑主観主義

︵10︶

ブルジョア刑事学にとって特徴的なことは︑方法論の統一が

捌

︵12︶

つたベッカリヤとロンプロゾーの両人が方法論を含めて異なっ
た学派一古典派と人類学派の基礎をおいた人であったという

320
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様な犯罪行為を包含するところの理論体系の基礎をつくりあげ

何が根も葉もない主張なのかを決定することは困難である︒多

らんしている︒犯人とその行為について何が確定されたのか︑

ことになるであろうからである︒

達したり︑それを遠ざけるため社会主義への選択をせまられる

に︑ブルジョア学者は︑資本主義社会の階級的な敵対的矛盾に

い気持がかくされている︒というのは︑そうすると不可避的

二元主義を許容し又は歓迎しさえしている︒このような情況を

ブルジョア刑事学者の圧倒的大多数は方法論的な折衷主義と

ることが方法論的に正しいことか︑又それは一般的に可能なこ
とかについてさえ︑社会学者の間にいかなる範囲の見解の一致
︵14︶

もないのである﹂︒

複合科学である︒だから︑それは自然科学として︑又社会科学

支える議論としては通常次のような論証がなされる︒刑事学は

同様に︑ ﹁多面的接近の理論﹂を根拠深く批判しており︑それ

として多くの科学の方法を利用するのだ︑と︒刑事学は実験的

A・コーエン︑E・サザーランド︑D・クレッシー氏らは︑
が﹁見解の広さ﹂のカモフラージュの下に情報を厳格な理論へ

・経験的科学である︒

この種の立場は︑ブルジョア哲学にゆきわたっているところ

もし教義的に単一の方法論

と一般化する試みをしないで︑それを無体系的に︑比較考査も

をおしつけると刑事学に手かせ足かせをはめることになろう︑

基礎をもちうるかについての﹁憂悶﹂は︑真面目に思考する学

のプラグマチズムの主観主義的11観念論的な概念構成から出て

それゆえ︑

なしに︑蒐集だけをするものであるといっている︒

者においては︑相当に広がった︑かつ︑一度は必ずとらわれる

くるものである︒実践出来る事

と︒

ところの性格をもったものである︒ それは︑ ﹁愚鈍な経験主

出来事︶という直接的要求が刑事学的研究の真理性の基準とな

刑事学を含めて社会学的研究が真に科学的な方法論と理論的・

義﹂をするどく批判するものであり︑現代社会学が世界観的基

る︒プラグマチズムは犯罪とその原因の研究を特殊的・個別的

な水準のものに自ら限定し︑一般的な水準での現象の分析まで

︵ギリシャ語のく寓窟僧Vi

礎を欠くことについて鋭く批判するものである︒

多くの刑事学者はT・パーソンズ氏のいわゆる﹁平均的水準

高めようとしない︒ここから︑原理的︑

︵15︶

﹁基本理念となっているのは︑刑事学がその本質上

治療的・実験的傾向をもつ科学であるという点であって︑刑法

は書いた︑

的な概念構成からの拒絶がでてくるのである︒J・ピナテル氏

︵

ｩにとらわれた﹂・﹁死んだ﹂・﹁動かない﹂・哲学的・倫理

﹁教義的な﹂・﹁先入

の哲学﹂で満足している︒彼らは︑高度の哲学を構成するため
に充分な量の経験的資料が未だかつて集められたことはないと
きめてかかる︒しかし︑この︑﹁平均的水準﹂は独特のイデオロ

ギー的な衝立てである︒その衝立ての蔭には︑意識すると否と
を問わず︑刑事学を真に科学的抽象にまで高めることを欲しな
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を典型とする倫理的・政治的科学には有用な法U規範的方向づ
︵16︶

けを排除しているのである﹂と︒

刑事学における方法の研究に特に向けられたモノグラフィー
の中で︑次のよう・に述べられている︑ ﹁⁝⁝単一の科学的方法

というものは存在しない︒多数の科学的方法が存在する︒所与
︵17︶

の時点でどの方法が許容しえられるかは研究者の同意によっ・て
決定される﹂︒

ソビエト刑事学の教科書の最初の版について二つの書評が出
たが︑そこでは︑刑事学の諸制度の方法論的な概念構成が何度
もとりあげられているところの︑刑事学の総則の部分がことさ
らに分析されていないのであるが︑この事実は︑方法論的二．ヒ
︵18︶

リズムを物語るものである︒
︵19︶

刑事学的研究の方法の仕上げは︑西欧の刑事学においてはか
なり精細に仕上げられだ章篇の一つに属する︒ブルジョア社会

学はこの点で大きな経験をつんだ︒ブルジョア国家において
はハ世論についての情報を集める強力な機関がつくられている
︵例えば︑アメリカA口衆国では四つの世論調査所があり︑その

中でもとくにギャロップのそれは有名である︶︒インタービュ
ーとか晶アンケート調査・質問・観．察・実験といったデリケー
︵20︶
トな方法につての文献が近年かかれている︒
・これらの分岐した休系を手段にして︑・資本主義社会の管理の

ためのみならず︑又ブルジョア的民主主義についての神話の維
持のための必要な情報が手に入れられている︒

周知のように︑

エンゲルス

しかし︑社会学的方法の作成は専らブルジョア研究者の発明

．

．・

﹄醤

﹁イギリスにおける労働者階級の状態﹂と・いう労作を書く

ほ

くヒき

用した︒社会統計と経済統計の資料を広く採用したのはマルク

い

ﾉ当って︑観察・質問・文書の一般化・統計の諸方法を深く利

．は︑

工夫であると考えてはならない︒
︶
く

スの﹁資本論﹂である︒レーニンの﹁ロシヤにおける資本主義

︵21︶

の発達﹂の労作は︑多くの彼の他の労作と同様隔社会統計の方

法の輝かしい使用の手本である︒統計が社会的認識の強力な武

器であること︑そして．﹁平均的数字﹂の虚構性についての︑現

象を個々の馳．﹁事実﹂としてではなく︑総体において︑又関連に

おいて研究することの必要性についての︑有名な諸命題は︑レ
︵22︶
ーニンのものである︒

ブルジョア刑事学は︑このような方法を広く採用している︒

例えば︑統計的方法・住民への質問やアンケートの方法．実験
︵お︶
的評価・観察・社会的実験の方法など︒この際︑特に意味のあ

るのは︑統計的方法と︑質問と︑インタビューである︒

社会学的方法を適用する技術の研究は︑ソビエト刑事学にと

っても少なかちざる興味がある︒それと同時に︑層ブルジョア刑

事学に採用される方法の客観性や代表性についての評価は︑﹂マ

ルクス主義的な方法論的立場から行われる必要がある︒

例えば︑少なからざる国のブルジョア刑事学者たちは︑認識

の現実的に重要な方法として﹁コントロール・グループ﹂とい

う方法によってきた︒この方法の本質は︑犯罪者について．の統
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においてであった︒ 当時︑ タルドと若干の他の大会参加学者

たちが議論したのは︑一八八九年の第二回人類学

刑事学会議

コントロール・グループという方法について最初に刑事学者

計的調査の諸結果を︑非犯罪者についての並行的な調査資料と
︵24︶
比較することができるようにする点にある︒

ない犯罪の一〇％のみが著名な警察においてあげられているに

にすぎない︒アメリカ合衆国においては︑財産に対する重大で

車からの窃盗になると︺○％をきるもののみがあげられている

いるにすぎず︑アメリカ合衆国においては一八％のみが︑自動

よれば︑スリの一五％のみの資料が官庁刑事統計にあげられて

つまり︑資本主義

国家における犯罪の公式の登録数は現実の犯罪の数の一〇分の

って︑ 刑事学者は次の結論に達している︒

大量の質問や︑瞭数をとらえる特殊の方法による調査資料によ

すぎない︒市民に何らかの犯罪の被害にあったかどうかという

︵25︶

えば︑イギー−・スの刑事学研究所所長ラヂノビッチ教授の意見に

は︑ロンプロゾーの人体測定学的・な測量の結果を疑問として︑

コントロール・グループの方法によるその追試を要求した︒ガ

コ

．ロファローの提案に基いて︑国際委員会はゐ比較観察のシリー
ズを行って︑ その結果を次の会議に発表することとした︒

ントロール・グループとして︑一〇〇人の被検犯罪者と似かよ
た︒犯罪者の﹁人類学的烙印﹂というロンプロゾーのこれまで

れば︑発覚している犯罪と未登録の犯罪との割合は︑堕胎にお

一︑二〇分の一にすぎないと︒例えば︑マイヤ：氏の意見によ

になされてきた結論は灰侭に帰した︒

いて一対一〇〇︑性犯罪において一対一〇〇︑スリー対五〇︑
︵お︶
鉄道での窃盗や万引において一対三〇であるという︒アメリカ

ったところの生態学的特徴をもった遵法市民一〇〇人が選ばれ

コントロール・グループの方法は︑︸度ならず︑刑事学の歴

合衆国の暴力の原因と予防の問題に関する国家委員会の報告書

によれば︑未登録の数の犯罪は︑警察に登録された資料の数

史の中で反動的な刑事学者の統計的な歪曲の暴露に奉仕した︒・

最近年ブルジョア刑事学の文献の中で︑主要な刑事学の方法17
る傾向がある︒官庁の統計資料についてはよく︑また︑とくに

つまり︑・それは︑

ブルジョアの官庁刑事統計は︑次の理由からも完全でない︒

の︑二倍から一〇倍であると断言されている︒

イギリスの統計機関やアメリカ合衆国の司法省の統計について

ジョアジーの犯罪を登録していないし︑同様に︑いちじるしく

である統計的方法がしばしば現実主義的な過重評価をうけてい

はよりひんばんに︑根拠のある疑いが示されている︒何よりも

組織犯罪を登録していない︒

の結果として評価しなおす必要がある︒

最後に︑刑事統計資料は︑犯罪登録上の階級的・人種的接近

﹁ホワイト・カラー﹂の犯罪︑つまり︑ブル

まずこれらの統計は︑完全であることからほど遠いものである︒

それは︑警察の職権乱用をふくめていろんな理由のためにかく
れた︵暗数の︶未登録の現実の犯罪の数を考慮していない︒例
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刑事学者たちは︑このような統計が黒人犯罪の水準を反映して

原因を結論するのである︒現象の本質を客観的にとらえている

思慮しない刑事学者は官庁統計のこの資料から︑犯罪の人種的

よりも一〇倍多く刑務所に現れる︒反動的に構成したり︑深く

例えば︑アメリカ合衆国において︑黒人の男子は白人のそれ

女は︑アメリカの刑事学が﹁余りにも僅な︑そして︑うたがわ

犯罪との間にたてられうる統計的な相関関係の方法である︒彼

いるのは︑一二個の社会的要因︵学校・家族・貧困その他︶と

って︑二一個の刑事学的研究を行った︒そこで彼女が利用して

の著﹁社会科学と社会病理学﹂という本の中で︑四〇年間かか

有名なアメリカの刑事学者のバルバラ・ウットン女史は︑そ

とを早くから自覚している︒

しい確認の仕方で一般化を行っている﹂という︑悲観的な見方
をしている︒

という基本的な労作の中で︑刑事統計の表面的利用がいかに犯

ないが︑ブルジョア刑事学の生物精神病学的方法は︑妥協の余

ものは︑これをすべて研究利用するようにつとめなければなら

ブルジョア刑事学の社会学的体系の中にあるところの有用な

罪に対する黒人の人種的な傾向性という誤った結論にみちびい

風なく︑きっぱりとはきすでなければならない︒

の八八％が︑その地区に黒人が住んでいようと︑白人が住んで

ば︑経済的に貧しい地区二四のうち︑二一までが︑つまり︑そ

比較すると︑犯罪水準におけるこの差は消えてしまう︒

例え

ある︒しかし︑もし︑同一の経済的地位をもった者の居住区を

す﹂居住区であるが︑白人居住区については︑それは三四％で

報をあつめる目的をもつものである︒方法論的にはそれは医学

療がそうであるように診断・予測・治療の可能性に関係する情

ると次のようにのべられている︒

ギーの刑事学者たちである︒その本質は︑ピナテルの言葉によ

るのは︑西ドイツ︑イタリー︑ポルトガル︑イスパニヤ︑ベル

刑事学についやしている︒臨床的刑事学を積極的に支持してい

例えば︑J・ピナテル氏は︑その教科書の三分の二を臨床的

いようとにかかわりなく高い犯罪率を示す︒経済的によりめぐ

上の治療と同様に組立てられる﹂︒その方法を決定していると

︵29︶

人の﹁危険性﹂

簿碧

臨床的刑事学の主たる方法は︑医学的・精神病学的・心理学

︵一

﹁臨床刑事学は︑医学上の治

まれた地区の二八地区のうち︑四地区のみが︑つまり一四％の

蹴

α嘗αq臼︒￠×︶である︒

ころの臨床的刑事学の中心概念は︑

関係がない︒統計上の犯罪への依存性は︑ここが人種とではな
︵27︶
く︑社会経済的条件と関係していることがわかる︒

みが高い犯罪率を示しているが︑そのことも又住民の人種とは

統計によると︑全野人爵住区の約六五％は︑ ﹁高い犯罪率を示

たかを︑困難もなく明らかにしている︒アメリカ合衆国の官庁

ミュラーとシュスラi両氏は︑﹁社会学における統計的方法﹂18

︵82︶

いるのではなくて︑白人と有色人種の同一の犯罪に対する警察
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医学的研究は︑人の物理的・身体的発展︑内分泌腺の異常や

医的︑㈲心理学的︑回社会的︑の三つの方法である︒会議参加

についてであった︒三つの方法が考察された︒勧医学的・外科

ると明らかである︒会議の基本テーマは法違反者の処遇の方法

ノイローゼの徴候の影響を研究する︒とくに︑人類学的な研究

者のアンケートの結果は珍奇なものであった︒つまり︑本来の

的なものである︒

は︑クレッチマー氏においては︑犯人の精神的構造と肉体的構

刑事学者は一％にみたないもので︑殆んどが医者・精神病学者

ブルジョア刑事学の︑生物学的・精神病学的・よりしばしば

・生物学者であった︒

造との間の相関関係を確立するために予定されている︒

精神病学的研究は︑精神分析・気質の研究・感じ易さ・興奮
し易さ・情緒構造の闘いの決定である︒

にあるのか︒

心理学的方法は︑TAT・ロールシャハ・MMRI・ゾンデ 心理学的な方法の欠陥と論理一貫性のなさは︑ところで︑どこ
ィのテストの結果によって︑被検者の精神的特殊性や性格特徴

で︑生物学的方法が広く普及している︒ここでは︑既に一九二

の犯罪への傾向性︵﹀三pひq①︶を明らかにするためということ

ドイツ連邦共和国の刑事学においては︑法違反の原因として

方法は︑それが極端な主観主義と次心意性によっている点で科学

ているという点である︒生物精神病学的な︑しばしば心理学的

以来二〇〇年未だ科学的に証明されたことのない理論と関連し

学的原因という︑先入見にとらわれた︑ブルジョア刑事学出現

何よりもまず︑次の点にある︒これらの方法は︑犯罪の生物

七年に創立された﹁犯罪生物学協会﹂が活躍している︒この協

的でない︒このよううな方法を採用している学者じしんがこれ

を明らかにするために用いられる︒

会の会暴採用している重要な薙は︑基本的に︑医学．精神

を認めざるをえなくなっている︒例えば︑ピナテル氏は︑臨床
している︑

正確な結果へ導くわけではな

それを適用するのは︑被検者

の身体の不可侵の権利をふくめて︑基本権を侵害するものであ

反人間的な性質をもっている︒

ブルジョア刑事学者の手の中にある生物精神病学的方法は︑

ある﹂︒

︵32︶

く︑検査者の才能に依存している⁝⁝科学というよりは技術で

﹁これらのものは︑

I方法を詳細に考察してあとで心理テストとの関係でこう結論

︵31︶

病学・人類学・精神病理学である︒

臨床的刑事学への通暁というのは︑穏やかな言い方をすれ
なぜなら

ば︑奇妙な印象をうむ︒法律U刑事学者︑社会学一1刑事学者
は︑ 率直にいってそれを理解することができない︒

﹁臨床家﹂がもち合わせており︑また彼らに必要な術語は︑深
く医学的性質のものだからである︒

生物精神病学的方法の普遍性については︑一九六五年モンレ
アールにおいて開かれた国際刑事学協会第五回会議の資料をみ
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る︒ファシストの拷問における中世的拷・問や訊問の図の記憶を

︵35︶
いかんなことである﹂と︒

な一般化さえ採用しようとせず︑もっと高い標準の研究︑一般

格だ㌧けを唯一の標準としてのみ研究する︒そして︑グループ的

係レている︒これらの方法は︑犯罪・その原因を法違反者の人

生物精神病的・心理学的方法は︑科学方法の個別杓方法に関

的な標準について語ろうとさえしない︒

これらの︑既に方法論的に重大な欠陥が臨床的方法には明ら

な科学一医学的実験をひき入れることを許容する点にある︒一．

生物学的方法の人間蔑視的本質は︑それが被拘禁者への危険

と書いているゆ精神医学者・心理学者・刑事学者・裁判官・刑

は︑臨床的方法が法違反者の個々の事案にのみむけられている

特別の章を臨床的刑事学の方法の批判的考察にあてている︒彼

かであって︑．ブルジョア刑事一社会学者が根拠のある批判をし

九五一年ブリュセルで開かれたヨーロッパ刑事学部門の科学セ

務所の係官がこれに当るところの﹁治療者﹂の診断と予測は不

る﹂︒犯罪者のこのような状況を︑精神病学者や心理学者はそ

ミナーが次のような種類の特別の勧告を公にしたのは象徴的な

かの後の方の治療者たちは︑

ら︑ピナテル氏は書いている︒・﹁濫用へのおそれがもし医学

るようなことは合目的的でない﹂︒この勧告をコメントしなが

は隅実験者がやりたいと思っ・ている研究の特殊の技術をせばめ

炉ことではない︒犯入の有意的な同意が与えられている場合に

のになることは︑実銭にとっても︑ 科学にとって毛︑好まし

るb・﹁これらの指示に関する合法手段が余りにも厳しすぎるも

もっと象徴的なことは︑ この勧告のそれから先の内容であ

法によって入の意識下の動機を理解し︑かくして︑彼の危険な

念構成に依拠することによって︑．治療者は︑生物精神病学的方

キュレーションをやるのである︒フロイド主義・精神分析的概

と繰り返さない性質．﹂という実存主義的な観念一7一基いて︑スペ

も一︑般化することに原理的に反対する彼らは︑︑各人格の﹁二度

からず強要された出鱈目﹂を書いたのである︒いかなる意味で

観的理解﹂の賛成者は︑トレス．ラー氏の言葉によれば︑

﹁実践的一般化﹂とかを出てないことになり勝ちである︒

﹁少な

﹁直

﹁直黒的綱脱しとか︑

精神病学的︑社会学的研究の進展に害をもたらすことになれば

いきおい

可避的に一般化に頼らざるをえないものである︒いまあげたな

ことである︒ ﹁濫用を防止し︑人権を守るために︑犯罪者への
︵43︶
これらの研究の利用を法制化する必要がある︒﹂

ている︒例えば︑トレスラー氏は︑その労作﹁犯罪の解明﹂の

鋤
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よびおこすところの︑これらの方法が大学の刑事学の教科書の
中にみちれるのである︒ ﹁真意についてのこれらのテストが成

功しない時は︑麻薬分析を利用することができる︒この場合に
は︑人格のその人だけに解っている部分や人の告白の現実の新
開地があらわれる︒・︑浅い夢酒︑又は夢と現実との中間領域のため

には︑α巷曾曙℃碧︒ゐob胃↓ぴ無考の薬剤を用いることができ

・

め研究を実行するために︑利用する︒

︵33︶
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第︸篇 ﹁犯罪についての理論﹂は次の章を含む︒

3

1

犯罪と人種・民族との関係

犯罪の身体的・心理的条件

犯罪︒法違反と杜会構造

犯罪行動の社会学的理論

刑事学の概論と方法

犯罪的性格を診断することができると断言する︒治療者の直観
的結論は︑実践的な一般化と︑つまりは︑非体系的な観察と結

4

犯罪精神病学と犯罪

刑事学と刑罰法規

合する︒後者は︑ブルジョア学者17まって︑皮肉にも︑﹁親指
︵36︶
の規則﹂とよばれている︒

5

ブルジョアの学者の対象と方法についての見解に応じて︑教

学に属するか︑生物社会学的傾向のそれに属するかによって分
れる︒西欧の刑事学の社会学的傾向にとって︑︸つの型となっ
ているところのアメリカの教科書においては︑普通次のような
体系がとられる︒刑事学の対象・方法・歴史︑個別犯罪と犯罪
︵37︶

との観念︑屡々若干の種類の犯罪についての分析︑例えば︑
職業犯・人に対する組織犯罪・性犯罪︒その後で︑犯罪原因の
理論が分析される︒通例は︑犯罪原因論の歴史的な補説がそれ
につけ加えられている︒教科書の終りの章篇は︑法違反の予防
ないしいわゆる法によるコントロールにむけられている︒刑罰22
についての多くの問題もここにみられる︒例えば︑刑罰の目的
とか︑執行猶予者に対する観察とか︑同様に︑矯正労働上の諸
問題とか︒

例えば︑サザーランドとクレッシー両氏の教程は︑二つの部

文化と犯罪

犯罪の指数

科書や教程における刑事学叙述の体系は︑いちじるしく異なっ

6

第三節 ブルジョア刑事学の体系

た差異がある︒基本的な差異は︑著者が社会学的な傾向の刑事

7

分からなっている︒

2

住居・家族と犯罪
社会諸制度と犯罪
犯罪行動の過程

﹁犯罪へのコントロール﹂

犯罪における行動の体系・

第二篇

刑事政策の多様さ
刑事政策と社会構造
犯罪者の矯正
警察︐

未決拘留
刑事裁判所

少年事件の裁判所
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15
16
17
18
19
20

プロベイション

アメリカの監獄における矯正方法の発展
監獄収容の目的と条件
監獄社会
監獄における労働
監獄からの解放
仮釈放

犯罪と法違反の予防

5

﹁臨床刑事学﹂

刑事学の方法

第二篇

危険な性格の概念構成と治療刑事学の基本的傾向

医療H心理学的方法と社会的方法
刑事学的診断学
社会的予測
治療のプログラム

最後に︑第三のバリアントとして︑西ドイツのゲッピンガー
書や教程の体系は上にのべたような体系とは異なったものとな

考察される︒ここに刑事学の歴史と刑事学の現代的傾向がふく

序言︒ここで億︑刑事学の定義と法律学・自然科学との関係が

教授の教科書における刑事学の体系をみてみよう︒

る︒そこではアクセントはいわゆる治療上の諸問題におかれて

まれる︒

著者が生物社会的な傾向の支持者である場合には︑その教科

いる︒この際︑犯罪予防の国家的・社会的方策についての章篇

方法︒

同様に︑

刑事学的研究の一般原則が分析

第一章

数学11統計的方法についての考察がされる︒

る︒

刑事学の学際性について著者が提言を行っているのもここであ

この諸節で︑

は欠けている︒ピナテル氏の教科書がその例である︒それは不23

され︑

﹁歴史11百科全書的刑事学﹂とよんでいる︒後篇は臨床刑事学
がのべられる︒この教科書の目次は次の通り︒

犯罪者とその社会環境︒この諸節は︑犯人の人格の研

究にむけられている︒それぞれの節で人格の刑事学的特徴との

第二章
第一篇

関係で刑罰の量定と行刑が語られる︒最後の節では被害者学︑

﹁一般刑事学﹂

1 刑事学の起源と本質

つまり︑被害者についての理論があっかわれる︒

第三章犯人の個々の範疇︒ここで︑犯罪の︑年齢・性別・人

初期の刑事学説

3 刑事学の操作的な概念構成

格の社会的状況への依存性が分析される︒犯罪者社会・犯罪・

2

4 刑事学の理論と基礎
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組織犯罪が考察される︒

第四章 犯罪︒この諸節は︑犯罪の個々の種類の性質にむけ

傾向の発展に対する歴史的階級的接近法は存在していない︒あ

れこれの見解の発生と消滅とは︑社会における客観的な社会11
経済的︑

刑事学のあれこ

られている︒暴力犯罪・財産犯罪・経済犯罪・﹁成功する﹂犯

れの学派や流派の創始者たちの伝記・経歴と関係させられてい

政治的過程と関連づけられないで︑

罪・性犯罪・交通犯罪︒

る︒

ヤ︵一八世紀︶とチェザーレ・ロンプロゾー︵一九世紀︶の労

ブルジョア刑事学の歴史の始まりは︑チェザーレ・ベッカリ

第四節ブルジ・ア刑事学の童言︶

ある︒例えば︑このような体系化のもとでは︑誤ってマルクス

その原因の解明の仕方と解明の方法といったような基礎事実で

る基準となっているのは︑例えば︑それが現れた年次︑犯罪と

のいろんな学派の一覧表がかかげられている︒学派を体系化す

かくして︑ブルジョア刑事学の体系の記述性は明瞭である︒

作によって決定された︒前者は刑事学における社会学的傾向の

・エンゲルスがその創始者と考えられているところの経済的決

例えば︑サザーランド︑クレッシー両氏の教程では︑刑事学

代表者となったし︑後者は人類学派の代表者となった︒それ以

定論学派としばしば同視されている︒﹁社会主義的﹂学派は︑

凶

前にもピポラテスやアリストレスの労作の中に犯罪原因の研究

特にサザーランドとクレッシi両氏

ケトレーの製図学派とロンプロゾー学派との中間に位置づけら

れることになっている︒

をみることができる︒

一八八五年にイタリヤの刑事学者ガロファロ氏が﹁刑事学﹂

は︑

﹁社会主義的﹂学派が︑一八五〇年に始まるマルクス・エ

という言葉をその教科書に初めて用いて以来︑﹁刑事学﹂とい

ンゲルスの労作の上に自らを基礎づけ︑経済的決定論として成

しかし︑さきに示すであろうように︑必ずしも︑又すべての

ブルジョア学者がマルクス主義的な刑事学的概念構成を︑深く

絢

られた資料を信用せしめるに充分であると述べている︒

ているので︑彼らによって採用された方法は︑そこにひきいれ

ンドとクレッシi両氏は︑この学派が客観的︑科学的に認識し

とくに︑経済統計を広く利用したことが強調される︒サザーラ

心したといとも簡単に強調している︒この学派が統計的方法︑

う言葉が普及した︒

学科としての刑事学が講ぜられたのは︑著名なフランスの統
計学者ケトレ：氏が製図学校で行ったのが最初である︒

ブルジョア刑事学者の教科書や教程やモノグラフィーは︑全
体としての刑事学の歴史と︑又︑個々の施設の歴史についても
大きな注意をくばっている︒歴史的な諸章は豊富な事実資料で
みたされているが︑実証主義的な方法論の立場で遂行されてい
る︒つまり記述的方法で︑そこには︑刑事学のいろんな学説や
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はないにしても客観的に評価している訳ではないゆ

ブルジョア学者のその他の教科書でもう刑事学の歴史は︑純

O甑ヨぎ︒δ尊

ワω●

勺ゴ＝＆巴℃三①雪◎2Φ毛磯︒噌ぎ一8少

︵2︶国・ω蚤①9旦①＆∪●ρ︒のω①ざ︒℃・實

℃・ω・

粋に年代順的に取り扱われている︒著者の学問的信念に依存し

︵3︶日・≦貯8呂①嶺①さ9⑦卜9・σq︒9︻．ζ冒ヨ︒δαqす︒冨昌

国︒円ωoずニコσqぢ自臼じd二づ

oωNO勺信玄篤U⑦三6三①5鳥●

ば︑ゲッピンガー氏の刑事学の大学教科書の﹁刑事学の歴史と

︽ζo口98牙躍けh貯昏剛ヨ陣コ︒δひq冨郎コ畠ω霞餌砕8簿・

8︷9ヨ﹀℃お刈一℃＝．伊ωω●鵠㎝ート⇔ω9

詔・団・艶美9肖αq楠

︵4︶旨・℃営鉾①押99巨凶；︒δひq昼℃ぎρお①P鷲︶・
ωloo●

︵5︶︽犀凶∋ぎ︒δσqす1田二おy

ク︑

おコ Gっ・

﹇九六九

お①倉ω●這￠・増一同様に︑ヴェ・エス・シクーノ

ブ︑ドイツ連邦共和国の刑事学︑ミンス

社会

刑事学と﹁社会学的﹂ 刑事学との中間におかれている︒

緊二二ω﹃信げP

鱗〃六同一国際刑事愈ナA云講⁝資﹁

旨●℃ヨ暮①一℃ω団コ夢①ωo三一§ヨ︒剛︒αqδ￠やO営ρ信①ヨ①

料︑マドリッド︑九月一＝日一二七日︑一九七〇年﹁

HΦωΦ弾門07帥コ6甑§随コ巳OひQ団●

︵7︶寄．閏①讐①2ρ08H心墨銭90h葺①︻隻︒︒2℃ぎ蝉受

一ω・

︵6︶O．〆巴ω①r溶ニヨ写︒宣oq騨①℃

年一六一﹁七頁参照︒

O凶︒ωψΦ〜︐．

℃円算置夏①ω

一⑩①︒︒℃惣︶■

︵8︶工．︐ζ￠︒づ97虫ヨΨOoヨ一︶巽9ぞ①○ユヨ言皇oo9メ︻o？

一ωO一一轟P

OO5h①﹃①50①山Φαゆ﹃09Φ窪︻ω位曽帥5ω怠甘￠一ωα①H①OぴO﹃Oげ⑦の

O・

とは︑客観主義であり︑刑事学の発生・確立・発展の歴史の純

露ゆ◎

6廿∋ぎ︒δ笹ρ器ω℃ ＜or 照日・もつ法音げξひq

︵ 1︶中︒∩昇ぴ①ユ曾乙

粋に年代順的な変化である︒

着たがって︑ブルジョア的な大学の学問にとって特徴的なこ

︵39︶
理的ちがいについての命題を簡単．にひいている︒

いての命題︑同様に︑ブルジョア刑事学と社会主義刑事学の原

は︑社会主義における犯罪の痕跡性と︑その原因の残津性につ

に当って工夫をこらすこともなされていない︒ゲッピンガー氏

れば︑ソ連やドイツ民主共和国の刑事学の教科書から抜葦する

主義刑事学が記述的に述べられているが︑そこには評価もなけ

現代の傾向として︑ ︸︑社会主義刑事学﹂の傾向が﹁臨床的﹂

〇耳食のドイツの時期における刑事学的諸労作︒

ンス︵刑事社会︶学派︑マールブルグ学派︑リストから㎜九五

責任の基礎づけまでの時期︑イタリヤ︵刑事入電︶学派︑フラ

ている︒つまり︑犯罪と犯罪者の科学外的・科学以前の見解︑

現代の傾向﹂という章では︑次のような﹁時代区分﹂がなされ

て︑いろいろの刑事学者の主観的評価がひきいれられる︒例え

o臨
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島OPお①9ワメ
︵9︶旨コ塁梓①ご冨ω8菰一ひ6二盈きδぴq曾ρ国ユω℃お記︑
℃●卜︒臼●

︵10︶方法論とは︑唯物弁証法と認識論と史的唯物論の基本

的な理論的原則の総体であって︑研究される現象や概
念の合法則性・内容・本質・形態の科学的認識の道具

コ山砂．oo色︿ヨ．Oo＝コρ￠⑦コ9︑閑︒ωo鉾・

︵16︶︽しd＝＝98位Φω8剛ひ菰︾噂勺9ユPお㎝㎝︑隅︶．N庭●
︵17︶日．山貯︒励〇三

唱P一〇f＝●

．O﹃・︾5＞コ︶︻巴ω巴Oh＞コp一詳ざζ①誓O飢ρZ●閃二
一〇①QQ

︵18︶︽菊︒︿￠Φ血︒のΩΦ900ユ9ヨ槙肌①簿α①脅︒詳忌5巴

δミーδNド

OOヨb鍵①︾℃お①メZo・♪℃ワ⑩罐一㊤①ごお①ρ
乞O・軽℃℃℃

︵19︶方法ということの下には︑科学的な蒐集と集められた

として利用されるものである︒ヴェ・ぺ・カジミルチ
ューク︑法とその研究方法︑モスクワ︑ ﹁法律文献﹂

資料の整理の道具・手段・方法の総体が理解されてい
る︒

﹁社会学的調査の方法﹂︑情報月報︑具体的社会調査

版︑一九六五年四一−四二頁参照︒ヴェ・ア・シェバ
リン︑法律学の方法論的な諸問題︑一九七二年＝二一

︵20︶

一九六七年一号︒

一九七〇年四二

﹁マルクスと社会学﹂︑情報月報︑一九六八年三

︵21︶ ﹁レ：ニンと社会学﹂︑

号︑

おS

お刈9一︶

﹁前進﹂版︑⁝九六六年

﹁前進﹂版︑一九七二年︒

﹁犯罪社会学﹂︑モスクワ︑

︵25︶渕●Ω舘rO甑∋①ヨ﹀ヨ①︻幽8℃2．kこ

七五1一九八頁︒

︵24︶

学の方法︑モスクワ︑

︵23︶参照︒エル・ピエント︑エム・グラビッチ︑社会的科

︵22︶レーニン全集二巻三七四頁︑三〇巻三五〇頁︒

号︒

情報月報︑

の問題についてのソ連科学アカデミーの科学者会議︑

︻七頁︒ヴェ・ア・チュマーノブ︑ブルジョア法イデ
オロギー︑モスクワ︑ ﹁科学﹂版︑一九七一年︒

Z・曜こ

しdユ・胃●工9ゆ∋ぴ霞σq

︵11︶即〇三き①ざ↓冨零︒亘①ヨohρ巨Φ
お刈9℃●刈9
︵12︶︽寄繭§ヨ20ひq騨①；工①暮︒︾層
一Φ①一・OQ︒ωω．

︵13︶ぎ乙こω●念●

＝蔓℃

Oす臼什ω980三陣070

ぐΦひ①oず①P

︵14︶O・↓量ω冨﹃℃↓7Φ国×℃すコ客δ昌ohOユ∋写
UOコユOPδ①卜∂鴇℃・㎝●

お①ご﹀●ζ①﹃σq①コ℃

︵15︶﹀●ζ①︻瞬①PU冨≦︑陣のω①コ︒障07◎津＜o∋

出Ωρヨσ＝﹃σq矯

2誓讐卿Oコ自①︻寄一∋言Oδαq冨ぢO￠昌ω〇三〇只r
富9∋びξσq℃お9．
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︵26︶ヴェ・シュピロフ︑アメリカ合衆国における犯罪の暗
数︑ ﹁社会主義的合法性﹂誌︑一九六九年四号︒

︵27︶デ・ミュラー︑及びカ・シュスレル︑社会学における

統計的方法︑情報月報︑具体的社会調査の問題に関す
るソ連科学アカデミーの科学者会議︑一九六八年一〇

1＝一号︒

閤ユヨぎ︒一〇αq一ρ

るその叙述について簡単にふれる︒
︵39︶＝●09娼営σqoび
qoω●N㊤1ω一●

第二章犯罪現象についての理論

お冨
℃P
ζ鶴お9

あれこれの時期において当該国家において実行された犯罪の

↓︽ロエ︒自ぴ︶と呼ばれる︒

いところの社会的・刑法的な階級社会現象が犯罪現象︵口℃Φ？

全総体から組立られているところの︑歴史的に変化し︑常でな
︵28︶日・顛屋〇三9＆工・ω①一︿一PUΦ劉お器9︽切①ω09︒﹃o互
℃℃．b◎ωlb◎野

︵29︶ト国p鉾￠r証0ユヨ一εδσq一ρ霊ユω℃一⑩①ρ署．

やモノグラフィーの中のどれ一つにも見出すことはできない︒

このような犯罪現象の概念は︑ブルジョア刑事学者の教科書

︵30︶詳細については︑ヴェ・エス・シクーノフ︑ドイツ連

彼らの犯罪現象の概念は超歴史約・超階級的に構成されてい

一bQ一1一bON・

邦共和国の刑事学︑ミンスク︑一九六九年二八一六五

る︒この場合においても︑大部分︑社会学者と生物社会学者の

性︑㈹社会性︑㈲刑法的性質︑㈲犯罪の総体性の中から︑ブル

犯罪現象の全メルクマール︑即ち︑ω歴史的可変性︑㈹一過

容がゆるめられる︒

って低められ︑それと同時に犯罪の総体としての犯罪現象の内

立場は一致しており︑犯罪現象の法的メルクマールが︑全くも

頁を参照せよ︒
︵31︶詳細については第四章参照︒
︵32︶旨霊轟8㌍冨Oユヨヨ20σqす℃・一㎝卜︒●
︵33︶守乙こ署・一器1一器・
︵34︶3乙二℃．δω．
︵35︶ぎ一自．

︵36︶︽日算 国×覧き9δコ o胤9ぎ帥墨一陣受﹀．﹇o＆oP ジョア刑事学者の主要なグループは︑本質において︑犯罪現象

の歴史的可変性と社会性のみを承認する︒生物社会学者は︑こ

こで︑犯罪現象は複合的な︑生物−社会的性質をもつという具

一㊤①卜◎噂℃℃・一㊤lNO●

︵37︶O●O巴傷≦①一ご9一∋一8δ㊥qざZ．kこ一㊤Φ㎝・

合に︑

犯罪現象という概念はブルジョア刑事学において︑犯罪現象

﹁より精確に﹂定義する︒

︵38︶本書のテーマと関連して︑ブルジョア刑事学の歴史そ

れじたいではなく︑刑事学のブルジョアの教程におけ
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か︑という問題について一致した見解はない︒社会の発展にと

それは犯罪と部分的に重なりはするが︑ ﹁逸脱行動﹂をいうの

罰法規によって禁止された犯罪の総体であるのか︑あるいは︑

反対者との間で︑鋭い論争の場所となっている︒犯罪現象は刑

を非法律的に︵制定法をこえて︶把握するかどうかの賛成者と

い︑と︒およそ法の解釈は︑正にそのためにそれが行われると

じかのものであるというような答は︑決してすることができな

導いている︒即ち︑法一般とは︑特に刑法とは︑かくかくしか

様な見解を考察したのち︑著者は︑次のような相対的な結論を

ンド︑マリノウスキー︑セリン氏ら︶までの︑法と法違反の多

デュルケームとパウンド両氏から︑現代社会学者︵サザーラ

︵3︶

っての犯罪の有用性の問題︑つまり︑それはノーマルな現象な

唯一つのことだけ

ころの目的に従って限定される︒刑法とその基礎的制度たる犯
罪の概念は︑

不特定であり相対的である︒

のか︑異常なものかという問題さえ争われている︒
ー

は︑犯罪についていうことができる︒それは︑犯罪が国家にと

︵2︶

ラフィー﹁犯罪の社会的現実﹂及び﹁犯罪の諸問題﹂は︑犯罪

って害悪をもたらすということである︒犯罪︑それは価値的概

︵1︶

ニューヨーク大学の教授リチャード・クインニイ氏のモノグ27
現象の概念構成の現状とその世界観的基礎について︑きわめて

念であり︑それ以外ではありえない︒なぜなら︑著者のとくと

犯罪の定義の考察をしておくことなしにこの問題に答えようと

げた教科書の著者たちにせよ︑本書の著者にせよ︑あらかじめ

ている︒犯罪現象の概念についての問題を立てた時︑さきにあ

社会における︑その特徴をめぐっての一連の諸問題が考察され

犯罪現象の概念︑その人間社会一般における︑特にアメリカの

象の歴史的可変性という点を︑ブルジョア刑事学者は︑犯罪現

ルクマールと考えているところの︑時と場所とにおける犯罪現

このようにして︑マルクス主義刑事学が犯罪現象の構成的メ

に基礎づけられており︑本質的に︑われわれの経験の外にはあ
︵5︶
りえないからである﹂︑と︒

ころによれば︑

︵4︶

一見明瞭な観念を与えている︒その大著の中で︑犯罪の概念︑

しても︑それはできないことである︒クインニイ氏は︑刑法や

象の概念の相対性︑その定式化の不可能という相対主義的な結

っている︒

ルジョア刑事学者によって提供されるのは︑当人の見解と研究

論の基礎とするのである︒犯罪現象の科学的概念の代りに︑ブ

﹁われわの観察は︑われわれじしんの思惟構造

法一般のたくさんの問題を考察する中で正にこうした考察を行
犯罪現象のこのような﹁認識方法﹂は︑ブルジョア刑事学の

171）

ると︑丁度九九の表を知らないでむつかしい算術の問題を解こ
うとしている印象をうける︒

ループ・ダイナミクスの必然的結果であると確信しつづけてい

ーム氏の跡をうけて︑ブルジョア刑事学者は︑犯罪現象がグ

（2

理論にとって典型的なものである︒彼の行っているのを見てい

ﾚ的に依存するところの﹁機能的﹂定義なのである︒デュルケ
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る︒

科学1一技術革新の条件の下で︑犯罪現象は︑生産と取引のオ

ートメイションの過程の深化や移民やノイローゼ化と都市化を
伴いつつ︑必然的に活発となってくる︒
︵6︶

若干の刑事学者たちは︑ ﹁豊饒社会﹂における利欲犯や︑い
﹁慣習の

に︑殆んどのブルジョア刑事学者によって認められている︒

しかし︑犯罪現象の社会的有害性の問題となると既に意見の

︑不一致が現れる︒一群の刑事学者は︑デュルケーム氏の跡をお
蹴って︑犯罪現象を正常なものと考えているし︑さらに︑進歩的

現象でさえあると考えている︒悪がなければ善もないように︑

︵11︶

犯罪現象がもしないとしたら︑人々の遵法的態度に肯定的評価

を与えることができないであろう︑犯罪現象は司法と警察の体

わゆる不適応犯罪︵貧困と文盲による︶や︑同様に︑
︵7︶

弛緩﹂によるある種の攻撃犯の部分的減少を見通しているもの

系に仕事を与え︑失業を減少させ︑その他の﹁肯定的な結果﹂．

をもっている︒クインニイ氏の﹁将来の犯罪現象﹂という章の

もある︒

羨しい程の一致をもって︑支配階級の利益に対する害悪の惹
︵9︶

結びの部分は︑犯罪現象への一種の賛辞ともとることができよ

︵8︶

起としての︑そして︑階級社会の現象としての犯罪の階級性を

う︒

﹁犯罪のない社会を想像することができない程︑犯罪現象

拒否するのである︒犯罪の階級性に対する主要な反論は次の二

は社会の本質的部分である︒人々が法律をもち続ける限り犯罪

が変化するにつれて︑たえず変化するであろう︒しかし︑人々

つの命題である︒犯罪と刑罰︑同様に︑法的禁止は︑原始共同
体の体制において既に存在している︒又︑階級のないソビエト
︵10︶
社会においても︑それにもかかわらず犯罪が存在している︒

が行為を評価し︑保護し︑禁止し︑非難する限り︑犯罪という

も又存在し続けるであろう︒犯罪現象の形態は︑人々の価値観

この論拠は二つとも誤っている︒第一のものは︑非法的社会

社会が自らが愛しみ育

ててきた価値の一つとして︑個人の自由に特別の基準をおく間

又︑

の上に成り立っている︒ 第二の論拠も信葱性がない︒

は︑零種はおかされ続けるであろう︒犯罪のない社会というの

レッテルを吊し続けるであろう︒

た社会主義社会もまた階級社会である︒ソビエト社会の内部に

は︑永久に静止した状態にある社会か︑さもなくば︑人々が評

規範︑とくに︑倫理や慣習上の規範と法規範との明らかな混同

おいて絶滅されたのは︑ ただ階級的敵対関係 ︵§鷲ouロぴお

価し︑懇請することを止めた社会か︑或は︑自分で考えるより

発達し

零墨︒霞ω竃匡︶だけであり︑ それさえ︑国際場裡においては

も全体主義的統制に服する社会においてのみ考えることができ

やや長い引用をする必要があったのは︑正にこの文章に︑ブ

る﹂︒

︵12︶

なくなってはいない︒犯罪現象は︑国際的規模において階級的
不平等の残津が完全に遠ざけられた時絶滅されるであろう︒

犯罪現象の社会的生物社会的内宴本性は︑既にのべたよう
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ルジョア刑事学における犯罪現象の概念構成の基本的な方法論

な行為から生み出されるものである︒

超階級的・超歴史的なせまり方は︑何かある抽象的な﹁人間社

ァシスト独裁とが存在したが︑そこにおいては犯罪現象の水準

しも︑明瞭でない︒人類の歴史において︑専制君主の独裁とフ

クインニイ氏の﹁全体主義社会﹂というあいまいなほのめか

会﹂の現象として犯罪現象を評価することへとおちいってしま

は︑全体主義国家でなかった時代と比べて︑遥かに高くなって

的・理論的な欠陥が極限にまで煮つめられているからである︒

う︒ところが︑人類は︑犯罪も国家も法もなかったところの階

いるからである︒

の下では︑・物質文明と非物質文明との対臆化や︑

又は︑人間

いろんな社会的諸形態が階級的な敵対矛盾におかれている条件

の教科書を︑生産するし︑例えば︑錠の生産というような関係

は犯罪を生産するばかりでなく︑刑法を︑刑法の教授を︑刑法

がマルクスの考えでもあるようにのべているのである︒犯罪者

ところが︑驚くことには︑このニューヨークの教授は︑それ

級以前の社会を知っている︒今日世界は資本主義体制と社会主

の社会を生物界や非生物的自然と対立させるやり方には役に立

の産業の発展に寄与するという︑マルクスの﹁剰余価値学説﹂

義体制に分かれている︒ ﹁人類の社会﹂というような術語は︑

つかもしれないが︑犯罪現象とその原因の分析には役に立たな

外なしのあらゆる職業の生産性という見解をきびしく批判して

実際のところは︑マルクスは︑犯罪的な職業をふくめて︑例

とする︒

犯罪現象の有用性について述べているかのように証拠だてよう

からの命題を引用しながら︑クインニイ氏は︑マルクスが恰も
非科学的であ

い︒

クインニイ氏の上にのべた見解は︑ 従って︑

る︒それは︑第一に︑反道徳的なことと犯罪とを明らかに混同
していること︑第二に︑そこにある現象と概念はさか立ちして
いるからである︒

生み出されてくるのである︒犯罪現象の変化についても又同じ

のではなくして︑逆に︑法律の発布は犯罪の客観的現実性から

が著者じしんに達せしめるところの個人的な大きな満足につい

クスはこう書いている︒

義案を生産するというロッセル氏の命題を引用しながら︑マル

いるのである︒犯罪者が刑法を講義する教授を生産し︑彼の講

ことが言われねばならない︒いろんな社会的価値についての人

ては言うに及ばず︑それがなかったら民族がおこることができ

犯罪は︑刑罰法規が発布されるであろうがゆえに︑存在する30

々の主観的態度が犯罪現象についての制定法的な概念の内容を

なかったであろうような︑そのような国民的富の増大が達成さ

﹁こうして︑ロッセル教授先生の原稿

きめるのは︑ほんの部分的にであって︑基本的には︑それも同

れるというのである﹂︒

︵13︶

様に︑そのものの社会的性質から出てくるところの現実の危険
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更に ﹁資本論﹂の著者マルクスは︑ この命題がロッセル氏

罪現象も大部分不可罰のままに残されている︒労働組合・教会

象は︑その大部分が犯罪とはみとめられていない︒組織的な犯

﹁ホワイト・カラー﹂犯罪︑つまり︑ブルジョアジーの犯罪現

は︑マンデビル氏が既に﹁蜜蜂の寓話﹂の中で書いているから

・その他法人の反社会的な活動︑責任無能力者や刑事未成年者

の創意でないことを指摘している︒道徳的悪の有用性について
である︒ ﹁マンデビルこそ︑ 一とマルクスは強調している

為は︑社会に害悪をもたらすものであり︑それゆえに︑刑事学

﹁犯罪

的な行為﹂ということから︑

﹁犯罪﹂の定義は︑

のブルジョア的概念構成の中で︑法的見解における帝国主義と

いう︑よりぼんやりした概念によって代えられる︒犯罪現象の

の研究の対象とされねばならない︒

社会主義の敵対関係を反映したものである︒そして︑犯罪現象

概念は︑

﹁逸脱行動﹂という概念によって代えられる︒任意の

﹁社会的利益への有害な作用﹂と

についての反制定法主義の立場︵犯罪現象の法的メルクマール

規範の要求i法的な︑非法律的な︑社会に有利な︑又は反社

側の立場も︑同じ程度において︑不徹底さをおかしているが︑

盾を反映するものである︒だから︑論争している二つの何れの

いは︑ブルジョア的な法イデオロギーじしんの内部における矛

よれば︑責任能力のない者の行為や法人の活動も犯罪であり︑

イギリスの刑事学の教授ウオーカー氏は書いている︑犯罪と
︵16︶
は﹁人民にとって望ましくない行動﹂である︑と︒彼の見解に

みられる︒

︵15︶

会的なものであれ！からずれた行動のすべてが︑逸脱行動と

それを払いおとすことは︑ブルジョア科学の枠内においては不31

社会的集団の制裁は刑罰である︑と︒西ドイツの刑事学者カイ

﹁害悪をもたらす大量社会現象﹂を犯罪ととらえて

いる︒この害悪がいかなる階級灼利益にもたらされるものかと

︵17︶

ザー氏は︑

たけれども︑次のようなものである︒社会学派刑事学者の大部

一貫性のなさを根拠をもって指摘している︒例えば︑インディ

して︑刑法学者であるが︑彼らは︑逸脱行動という概念構成の

犯罪現象の反制定法的概念構成への少数反対者たちは︑主と

いう点については︑勿論明らかにされるところがない︒
︵ブルジョア

すべての有害な態度を含むことからはるかに遠いものである︒

の観点から採決された︶ 刑法典は︑社会において実行された

刑法現象を犯罪現象とは呼ばないと考えている︒

分と生物社会学的傾向をもつ刑事学者の全部は︑犯罪の総体︑

この論争のすじは︑部分的には刑事学の対象の章で既にふれ

可能である︒

︵犯罪現象を刑事可罰行為の総体としてのみ理解する︶との闘

を否定し︑それを逸脱行動と理解する︶と︑制定法主義の立場

主観的観念論・超歴史主義・超階級性は︑犯罪現象について

の危険な行為も犯罪とはされない︒しかし︑すべてこれらの行
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を︑﹁有害行動﹂︑﹁一般のモラル﹂︑﹁社会的利益﹂といっ
︵18︶
た提案によって代えることは︑ ﹁スペキュレーション的手品﹂

者﹂たちによって何もなされていない︒犯罪と犯罪現象の概念

てならば︑である︒しかし︑このような提案は﹁反制定法主義

的な行動を︑刑法典の中に含ましめようというような提案とし

的な態度として認められるにとまる︑これら実業家たちの犯罪

上︑又は取締上の法違反にすぎなかったり︑或は︑単に反道徳

ができるとのべている︒例えば︑さもなければ唯民事上︑行政

るのならば︑現行刑罰法規の評価として︑それに賛成すること32

たちが︑法律のより一層の完縮化を二者択一として提案してい

アナ大学の教授ホール氏は︑サザーランドとその多くの賛成出

かし︑

っており︑

しめる点において︑決定的に受け入れ難いものである︒

価から独立して任意の反道徳的・反社会的行為を︑それに含ま

によって置きかえるという︑その実証主義的主張は︑刑法的評

という点にある︒しかし︑彼らが︑犯罪の概念を﹁逸脱行動﹂

罪を︑潜在的犯罪のその黒い幕を︑世間の目の前にひきあげた

功績は︑彼らが︑とくに︑サザーランドがブルジョアジーの犯

において︑正しい︒ソビエト刑事学において指摘された彼らの

が異なると差別的に対処しているというその管轄を批判する点

ことを評価する点において︑又︑司法機関が階級・人種・民族

する点を批判する点において︑彼らはその限りで論理一貫して

﹁反制定法主義者﹂らが犯罪の法的メルクマールを拒否

﹁ホワイト・カラー﹂犯罪を認めようとしない︒し

﹁制定法主義者﹂は︑その二身な規範主義において弱点をも

以外の何ものでもない︑と︒

もう一人のアメリカの法学者タッパン氏も同様のことを指摘

の体系としても︑破滅的な欠陥である︒そのような概念は︑裁

体系として︑又︑客観性を維持することにつとめている社会学

るという性質のものではない︒その論争の基底には︑資本主義

る論争は︑何かある正しい建設的解決によって終止符をうたれ

かくして︑ブルジョア刑事学における犯罪現象の概念をめぐ

いる︒

判官︑行政官︑場合によっては社会学者に︑もし︑彼らがその

体制の客観的な敵対関係を反映しているところの︑ブルジョア

した︒つまり︑ ﹁不確定的で多義的な犯罪の概念構成は︑法的

ものを不信心と数えれば︑容易にかつ自由に︑その裁量によっ

一方において︑ブルジョア社会における犯罪現象の増大によ

法イデオDギーの和解させ難い対立が横たわっている︒

る可能性を与えることになる︒これでは︑どうあっても︑政策

って条件づけられているところの︑潜在犯罪と刑事司法の有効

て︑任意の人物や階級を犯罪者の範疇にくみ入れることができ
的にも︑社会学的にも︑望ましい目的を達成するのに助けとは

ｫの問題について︑最近の西欧で高まりつつある関心が︑他方

においては︑これらの問題を相対主義や主観的観念論を方法論
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︵19︶

ならない﹂︒

﹁反制定法主義者﹂は︑現．行ブルジョア立法が不完全である

33

・資

へと導いた︒

することができる︑と︒

︵20︶

る﹂ことを示せば︑

て︑・裁判所に︑

﹁浮浪についての法律﹂は次のように規定している︒もし︑人

謹＝︶

が盗犯の評判があり︑又は︑一般にその嫌疑がある場合におい

6↓国﹃同≦鑓

的基礎として解決しようとする試みが︑ ブルジョア刑事学者

臨

を︑ある一つの︑今日流行の︑相互作用主義とスティグマの理
＝＝↓Φ℃自Ωズ員＝O＝＝90竃

﹁彼の性格の中に犯罪を実行するおそれがあ

論︵↓①OO＝＝

この鯉論の考察について︑第七回国際刑事学会議は基本的な注
意を払った︒

認められるのは︑社会的コントロールの⁝機関︵立法者．法適用

員は犯罪を実行しているという点に︒しかし︑実際に犯罪者と

長でありハかつベルグラード大学教授︑ユーゴスラビア刑事学
︵21︶
と社会調査研究所の所長でもある︑エム：・・ルチノヴィチ氏に

において︑この会議の主報告者であり︑国際刑事学協会の副会

相互作用主義とスティグマの理論は︑第七回国際刑事学会議

諸機関・新聞雑誌︶の側からスティグマ︵烙印をおすこと︶を

よって︑又︑ソビエトの刑事学者や︑同様に多くのブルジョア

ところのメカニズムは︑相対的であり︑ 拙意的である︒

が資本主義国家における社会的コツトロールの体系の現実の姿

刑事学者からも︑基本的な批判をうけた︒
ソビエトの刑事学者たちは︑ スティグマ理論の支持者たち
それ

は︑社会におけ．る支配的な社会グループの利益によって決定さ

に対して批判的な接近をしている点には肯定的な評価ができる

﹂スティグマの理論は︑実際には︑有罪の推定・復権の権利の
侵害・危険な性格の理論へと導くものである︒例えば︑フ刀ー
マン氏の資料によれば︑一九七一年イギリスの監獄には︑何か
ある犯罪について公訴提起が実際にあったものでないものが二
六〇二人収容されていた︒一九六九年の﹁少年・未成年法﹂．に
よれば︑非行を実行した．貧困家庭の児童は︑矯正養育院又はコ

ロニーに付託された︒同時に︑﹁よい家﹂施設にいる児童も同
一の非行により施設にとどまる許可が与えちれた︒一九六七年
の﹁刑法についての法律﹂によって補充された︑一八二四年の

{質についての結論にも︑全く賛成する余地のないことを明ら

が︑この理論の方法論的な基礎にも︑また︑刑法と犯罪現象の

れる︑と︒

つまり︑ある行為を犯罪的とし︑犯罪を実行した犯人と認める

あびせられた人の部分だけである︒烙印をおすメカニズムは︑

この理論の本質は次の点にある︒つまり︑社会のすべての成

﹁公訴の提起・有罪判決なしにでも﹂拘束
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かにした︒相対主義と主観的観念論は︑スティグマ理論の擁護

すでに一〇〇

者たちをして︑刑法と犯罪現象が純粋に愁意的な性質のもので

一方︑

﹁諸君の

﹁共産党宣言﹂の中に資本主義社会における法

あるという意見へと導いたのであった︒
年以上も前に︑

の性格づけが極限的な正確さでも．って示されている︒

法は︑一とマルクスはブルジョアジーに向ってよびかけてい

る一法にまで高められた諸君の階級の意思にすぎない︒そし

45
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・
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ソビエト刑事学の一側面（井上）

て︑その意思︑その内容たるや諸君の階級の物質的生活条件に
よって規定されているのである﹂︒

刑法は︑その適用の実際と同様︑第一に︑単なる支配的社会

︵8︶例えば︑アメリカの社会学者マリノウスキー氏は︑エ

ーゲ海のある島の原始社会を研究したのち︑彼の書く

﹁法規範は︑個人の義務と他人の

ところによると次のような法の﹁人類学的﹂定義を提
卑している︒即ち︑

正義による．要求として現れる﹂と︒

グループの意思ではなくて︑経済的・政治的な支配階級の意思
を表現したものであり︑ 第二に︑この意思は︑

↓ず①Q∩oo芭凋＄＝曙oh9一ヨρ唱・︒︒

くせまっていることである

﹁犯罪とは︑社会

︵即●O忌き⑦ざ

↓富

するところの行動と定義できる﹂とのべて︑かなり鋭

の政策をつくり出．している一定の部分社会利益と矛盾

著書﹁犯罪の社会的現実﹂の中で︑

照︒注意をうながしておきたいのは︑クインニイ氏が

象︑モスクワ︑大学出版︑一九六九年七一二五頁を参

エヌ・エフ・クヅネツオワ︑犯罪と犯罪現

からの引用に

即ρ三暮①ざ

能の物質的条件によって規定されている︒犯罪現象は決して純

よる︒

この階級の機

粋に主観的・価値 規範的な現象・概念ではなく︑社会的合法

︿9︶詳細は︑

oh9巨ρ

則性によって客観的に条件づけられている社会現象・概念であ
る︒

一鴇O・

oh9冒ρZ・磯二

︵1︶即ρ忌ヨ︒ざ 月︸お ωoo芭 即①昌ξ
切︒ψ8P

︵2︶閑．の三弓︒ざ目冨 勺Hoげ一①ヨ
一り刈O●

の09巴即8一一蔓ohOユ3ρ℃．︒︒参照︶︒

︵10︶目①≦一しd歪ご訂ωoo一〇δαq帥︒自￠α3一計諄ユρ一⑩①心．

︵3︶相対主義1これは︑人間の認識の相対性・条件性・
主観性を説く観念論的な理論である︒相対主義は人間

︵11︶トO§H旦ρ巨①雪α一貫8器︒鉱9 切Φ匿①︽
ωO一・

︵14︶同上︑三九五頁︒

三九四頁︒

︵13︶マルクス・エンゲルス全集︑二六巻︑一部︑三九三︑

︵12︶閑・09琶①ざ↓冨℃3玄①ヨ︒囲Q一ヨρ℃・b︒O卜︒●

一㊤09戸

きニド︒ω﹀づσQo富9d三く臼忽ξohO巴一hoH三鋤国Φ︒・︒・矯

の認識の対象の客観性を否定する︒
︵4︶即●〇三差Φざ崔①貯︒窪①ヨ︒hρ冒①り毛・ω1鼻
︵5︶閃●O巳喜ざ日富ω8帥四一即8ヨ︽99葺①二︶．蔭．
︵6︶︸・℃ヨ讐①ごじω06一鋒OoH一員ぎ︒αq9ρ国二ω℃一￠刈一
℃・一ト︒ρ

︵7︶即●〇三3①ざ饗①国︒げ一︒ヨ︒胤〇ニヨρ毛・お一一
ト﹂OO．
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k二
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一7憎Φ

︸⇔︼W円剛け鋤回5剛

学﹂︑モスクワ︑ ﹁前進﹂版︑一九七二年二八二一二
九六頁︒
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