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刑法典における一般的自首規定の制度根拠
――明治期以降の規定を素材に

野 澤 充

１.はじめに

２.自首規定の制度根拠についての概論

３.歴史的経緯

４.解釈論としての検討と立法論としての検討

１.はじめに

日本の刑法総則における一般的自首
(1)

規定は、「第七章 犯罪の不成立及び刑の減

免」の中に、正当行為（35条）、正当防衛（36条）、緊急避難（37条）、故意（38条）、

心神喪失および心神耗弱（39条）、責任年齢（41条）とともに、以下のように規定さ

れて
(2)

いる。

（自首等）

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑

を減軽することができる。

２ 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をするこ

とができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前

（法政研究84-３-284）844

刑法典の総則におけるこのような「一般的自首規定」とは別に、刑法典には自首の特別規定とし
てその各則の中に、内乱予備・陰謀・幇助罪の自首（80条、必要的免除）、私戦予備・陰謀罪の自
首（93条但書、必要的免除）、身の代金目的略取等予備罪の自首（228条の３但書、必要的減免）が
ある。
刑の減軽や加重の方法、執行猶予などについては別の章で扱われており（「第十三章 加重減軽

の方法」、「第四章 刑の執行猶予」など）、また酌量減軽はさらに別の規定として（66条）別の章
に定められている（「第十二章 酌量減軽」）。これに対して、改正刑法草案（1974年）は、自首規
定を犯罪成立要件の項目（「第二章 犯罪」）から、刑罰・量刑規定（「第六章 刑の適用」）に移し
ている。



項と同様とする。

すなわち罪を犯した者が、①捜査機関に発覚する前に②自首したことにより、これ

が「自首」として評価され、その法律効果として「任意的減軽」という刑罰上の優

遇を受け得るのである。

本論文は、このような日本の一般的自首制度の由来・趣旨を検討し、それを手が

かりとしてさらには犯罪者の事後的な法適合的態度を量刑上どのように扱うべきか

について、あるべき方向性を探るものである。

２.自首規定の制度根拠についての概論

では、なぜこのような自首を行うことで、減軽の可能性が認められることになる

のか。その制度根拠について、一般的に言われている内容を最初にまず概観してお

くことに
(3)

する。

一般的にいわれるのは、「犯罪の捜査および処罰を容易にし、予備罪等については

事を未然に防ぐという政策的理由のほか、自己の犯罪的事実の自発的申告による責

任非難の事後的
(4)

減少」という、「刑事政策的根拠」と「責任非難の事後減少」の観点

である。ただし、自首規定においては悔悟を動機とすることは自首減軽の要件とは

されてお
(5)

らず、功利的な動機から自首をしたとしても、条文の上では自首が認めら
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843（84-３-283）

自首規定に関する一般的な論考（ただし判例評釈を除く）として、服部朗「自首に関する一考察
――高松地判昭三九・三・二三を素材として」西原春夫ほか編『宗教法学の課題と展望（善家幸敏
教授還暦記念）』（1992年）165頁以下、渡辺修「余罪取調べと自首――神戸地判平成四年五月二〇
日によせて」『新・生きている刑事訴訟法 佐伯千 先生卆寿祝賀論文集』（1997年）105頁以下、
平谷正弘「自首についての若干の検討」『刑事裁判の理論と実務 中山善房判事退官記念』（1998年）
461頁以下、植村立郎「自首⑴」「自首⑵」『現代裁判法大系30〔刑法・刑事訴訟法〕』（1999年）165
頁以下、植村立郎「自首の成否について」『佐々木史朗先生喜寿祝賀 刑事法の理論と実践』（2002
年）231頁以下、竹原亨「自首の性格と機能――自首の研究⑴――」國學院法研論叢29号（2002年）
45頁以下、伊東研祐「「自首」の法的性格と要件に関する犯罪体系論的一考察」『激動期の刑事法学
能勢弘之先生追悼論集』（2003年）397頁以下、鋤本豊博「自首減軽規定と制裁減免制度」前掲『激
動期の刑事法学 能勢弘之先生追悼論集』683頁以下、中村雄一「虚偽を含む申告と自首の成否」
秋田法学44号（2005年）93頁以下、中村雄一「刑法四二条一項の自首における「捜査機関に発覚す
る前」に関する考察」法学新報112巻１・２号（2005年）471頁以下、植村立郎「自首に関する若干
の考察――申告の自発性等を中心として」『原田國男判事退官記念論文集 新しい時代の刑事裁
判』（2010年）655頁以下、多和田隆史「犯罪事実のうちの一部に不申告、虚偽申告があった場合の
自首の成否についての一考察」『植村立郎判事退官記念論文集 現代刑事法の諸問題第一巻』（2011
年）３頁以下など。
内藤謙『刑法総論講義（下）Ⅱ』（2002年）1492頁。同様に団藤重光『刑法綱要総論〔第三版〕』

（1990年）525頁。
内藤・前掲『刑法総論講義（下）Ⅱ』1492頁、団藤・前掲『刑法綱要総論〔第三版〕』525頁。



れ得ることになる。このような観点から、その根拠論としては「責任非難の事後減

少」の側面よりも、「刑事政策的根拠」の側面の比重が高いものとされている。

さらにその「刑事政策的根拠」の内容も、「被害者保護」といった内容は考慮され

得
(6)

ない。なぜなら、損害回復不可能な犯罪の既遂後においても、条文上、自首減軽

はあり得るからである。条文上は、「捜査機関に発覚する前」に自首を行いさえすれ

ば、足りるものとされているのである。

以上のような観点から、この自首規定の制度根拠としては、「捜査機関の便宜」と

いう、純粋に捜査手続の軽減に求められるものとされているのである。特に内心的

な悔悟を要求するわけではないので、打算的な自首でも自首として認められ得るの

であり、また既遂後も可能であるので、被害者保護に役立つわけではなく、捜査機

関に発覚する前でありさえすればよいというのは、このような「捜査機関の便宜」

という、専ら捜査機関の都合のための政策的規定であると言えるのである。

では、このような、ある意味純粋に捜査機関の都合のためだけとも言えるような

制度は、どのようにして作られたのか。次にその歴史的経緯を検討したい。
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このような観点からは、例えば殺人行為を行って被害者に意識喪失および出血等を伴う傷害結
果を負わせてしまった行為者が、突然、それ以上の犯罪行為を継続することなく警察署に出頭して
自首し、この結果、放置された被害者がその後に死亡するに至った場合であっても、一応は「罪を
犯した者が、①捜査機関に発覚する前に②自首した」ことにはなるので、自首として評価され得る
ことになる。このような点はまさに、「結果発生の回避」ということをその内容とする「中止未遂」
制度と決定的に大きく異なる点といえるのである（野澤充『中止犯の理論的構造』（2012年）５頁
以下など）。なお、例えば中華民国（台湾）刑法における自首制度に関して、自首規定による刑罰
減軽を獲得するために、交通事故の惹起者が、被害者の面倒をみる代わりに、時機を失しないうち
に自首を行うためにとにかく警察へと届け出たがゆえに、多くの事例において事故の侵害が過度
に重大な結果へと至り、被害者が、もともとは救助され得たであろうにもかかわらず、医師の治療
が遅れたがために死亡したことを指摘する文献として、Chen-yo Choh, Die Selbstanzeige im

 
chinesischen Strafrecht,1991,S.117f.u.S.121f.も参照。これなどは――もちろん日本刑法との成
立要件の差異などを考慮に入れる必要があるものの（なお中華民国刑法典の一般的自首規定であ
る62条の日本語訳については、夏目文雄「中華民国刑法典（訳）」愛知大学法経論集法律篇66号（1971
年）189頁を参照）――自首制度に上述のような「被害者保護」「法益保護」の観点がないことを指
摘するものであるといえる。



３.歴史的
(7)

経緯

ａ.明治13年刑法典（1880年刑法典）
(8)

以前

自首を減免する規定は、中国の漢時代に端を発し、唐律、宋律、明律、清律にお

いてすべて採用されていたと
(9)

いう。例えば、「唐名例律によると、殺人傷害、關を越

えるもの、賤民にして良民を姦するもの等を除き、たとえば盗とか詐偽の類につい

ては、犯罪の發覺するに先だち、自首つまり自らその罪を官司に告げたとき罪を宥

恕する。人をして代って罪を告げさせたとき、法において相容隠することのできる

親族などが罪を告げたときもこれと同様とする。ただし正贓はこれを徴
(10)

する」とあっ

たとされている。また唐律
(11)

疏議によれば、「諸テ罪ヲ犯シ未ダ發セズシテ自首スル者、

其ノ罪ヲ原〔ユ
(12)

ル〕ス」として、自首者の刑罰が免除される旨の規定が存在してい

841（84-３-281）

自首制度に関する法制史的観点からの論考として、中山勝「鶴田皓関係資料断片（一）――鶴田
皓の「自首」論――」西日本文化120号（1976年）10頁以下、霞信彦「自首条の適用をめぐる若干
の考察」同『明治初期刑事法の基礎的研究』（1990年）63頁以下、矢野祐子「旧刑法における自首
条の成立」早稲田大学大学院法研論集56号（1990年）79頁以下、同57号（1991年）117頁以下、山
火正則「現行「自首・首服」規定の成立過程」神奈川法学30巻１号（1995年）151頁以下、田中肇
「近代日本刑法の自首規定の変遷――特に「悔悟の念」の必要をめぐって」高知短期大学研究報告
社会科学論集76号（1999年）85頁以下など。
明治13年刑法典制定以前の、いわゆる律形式の明治時代の刑法典（刑律）に関しては、筆者の日

本法制史・東洋法制史に関する素養の不十分さから、さらなる検討が必要なものであり、今後の課
題とせざるを得ないことを申し添えておく。なお、この時代の刑律の自首規定に関して詳しくは、
矢野・前掲「旧刑法における自首条の成立」56号84頁以下を参照。また、田中・前掲「近代日本刑
法の自首規定の変遷――特に「悔悟の念」の必要をめぐって」89頁以下も参照。
小早川欣吾『續明治法制叢考』（1944年）147頁以下。なお、中国法制史の観点からの自首制度に

ついての論考として、斎藤秀昭「漢代における自首について」明治大学大学院紀要22集⑴（1985年）
117頁以下、中村正人「清律における自首制度の変遷について――強盗犯の自首を中心にして」金
沢法学52巻１号（2009年）21頁以下など。
仁井田陞『補訂中国法制史研究 刑法』（1980年）246頁以下。
唐律疏議」の名例律〔三七〕に、以下のような自首規定が見られる（原文は律令研究會『譯註

日本律令 二 律本文篇上巻』（1975年）147頁以下による）。
「諸犯罪未發而自首者。原其罪。
其 罪雖發。因首重罪者。免其重罪。
即因問所劾之事。而別言餘罪者。亦如之。
即遣人代首。若於法得相容 者爲首。及相告言者。各 如罪人身自首法。
其聞首告。被追不赴者。不得原罪。
即自首不實。及不盡者。以不實不盡之罪罪之。至死者 減一等。
其知人欲告。及亡叛而自首者。減罪二等坐之。
即亡叛者。雖不自首。能還 本所者亦同。
其於人損傷。
於物不可備償。
即事發逃亡。
若越度關。及姦。
私習天文者。並不在自首之例。」
この書き下し文は律令研究會『譯註日本律令 五 唐律疏議譯註篇一』（1979年）215頁〔滋賀秀

三執筆〕による。
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たとされており、「その基礎には改過自新を評價する倫理 念が横たわっている」も

のとされて
(13)

いた。しかしこの法律効果には条件および制限があり、①犯罪発覚以前

の自首であること、および②特定の犯罪が自首免刑の対象から外されていたことが

指摘されて
(14)

いる。滋賀秀三は「要するに、原 回復の可能性なき法 侵害を生じて

しまった犯罪については自首免刑を認めない、というのが法の精神であることは疑

問の餘地なく理解さ
(15)

れる」としているのである。ここではとりわけ、２つの重要な

特徴が指摘されている。すなわち、⒜自首が認められた場合の法律効果が（減軽で

はなく）「免除」である点、および⒝自首が成立し得る犯罪類型が原状回復可能な犯

罪に限定されるという点で
(16)

ある。そしてこの２つの特徴は、明治維新直後の東洋式

の刑法典（刑律）においても踏襲されていたことが指摘されているので
(17)

ある。

明治維新後、当初は明治政府は復古主義的な思想の下で、伝統的な律令形式の刑

律を制定することを考えていた。当然それは古代からの中国の法制度に類似するも

のであった。この考えから作られたのが仮刑律（1868〔明治
(18)

元〕年）、新律綱領

（1870〔明治３〕年）、改定律例（1873〔明治
(19)

６〕年）で
(20)

ある。例えば、新律綱領の

（法政研究84-３-280）840

律令研究會・前掲『譯註日本律令 五 唐律疏議譯註篇一』225頁〔滋賀秀三執筆〕。小早川欣吾
も、「東洋の刑罰は なる應報刑主義を採用するものではないと思はれるから、犯人が自悔して自
ら其の犯罪を告白し、善に向はんとするに拘らず、此の者を處罰して其の反道徳的行爲の責任を問
ふというが如きは、既に刑罰の濫用でさへある。此の意味から云つても、誠心誠意の自悔は夫自體、
責任を阻却する原因とさへ考へられたのである」（小早川欣吾・前掲『續明治法制叢考』148頁以下）
とし、さらに「……前非を悔いて自首した者に對しては教化法たる特徴を有する刑律の適用を最早
及ぼす必要はなかつたのである。何となれば、律は 人に懲戒を加へ、善に赴かしむる爲めの具で
ある。然るに前非を悔いて自首した者は、自已の非行を悟る事に於て人間本性の善に立ち還つたも
のであるから、かゝる者に更に刑律を適用するには及ばないと考へたものに外ならない」（同83頁
以下）、としている。
律令研究會・前掲『譯註日本律令 五 唐律疏議譯註篇一』225頁〔滋賀秀三執筆〕。すなわち滋

賀秀三によれば、「⒜殺人・傷害の罪、良人婦女を姦する罪、⒝於物不可備償、越度、私度、私習
天文。⒜は私人に對して、⒝は國家權力に對して、それぞれ原 回復不可能な法 侵害を發生した
犯罪であるがゆえに、自首免刑を認めない」（前掲書225頁）として、自首による刑罰免除を認めな
い犯罪類型（「不在自首之例」）が存在したことが指摘されている。また西田太一郎『中国刑法史研
究』（1974年）175頁以下も、唐律の名例律第三七条を挙げたうえで、「右の自首規定によると、人
を殺傷した場合、宝印・官文書・禁兵器などの弁償できない物を毀損紛失した場合、犯罪が発覚し
てから逃亡した場合、関所を不法通過した場合、良民に対し姦罪を犯した場合、及び天文を私習し
た場合は自首しても罪はゆるされず、人が告言しそうだということを知ってから自首し及び亡叛
して自首した者は二等だけ減罪され、このほかは、発覚以前に自首すれば罪がゆるされることに
なっている」、としている。
律令研究會・前掲『譯註日本律令 五 唐律疏議譯註篇一』225頁〔滋賀秀三執筆〕。
矢野・前掲「旧刑法における自首条の成立」56号85頁。なお明律・清律の自首条については矢野・

前掲「旧刑法における自首条の成立」56号89頁注５を参照。
矢野・前掲「旧刑法における自首条の成立」56号85頁。
仮刑律の自首規定の原文は『日本近代刑事法令集上巻』司法資料別冊第17号（1945年）245頁以

下を参照（紙幅の都合により引用を省略する）。
改定律例は新律綱領と併行して施行された（手塚豊「新律綱領、改定律例註釈書」手塚豊著作集
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自首規定はおおよそ以下のような内容で
(21)

あった。

「犯罪自首

凡罪ヲ犯シ。事未タ發覺セスシテ。自ラ出首スル者ハ。其刑ヲ免ス。贓アル者

ハ。仍ホ追徴シテ。官物ハ。官ニ入レ。私物ハ。主ニ給ス。╱基本犯。人ヲ遣

シテ代首セシメ。若クハ相容 スル ヲ得ル者。爲ニ代首シ。及ヒ告言スルハ。

各罪人自首法ノ如ク。罪ヲ免ス。若シ自首シテ。不實。不盡ナル者ハ。不實。

不盡ノ罪ヲ以テ之ヲ罪ス。 令ハ。本犯強盗ヲ 盗ト首スレハ。其不實ナルヲ

以テ。強盗ノ罪ニ坐ス。若シ 盗贓一百兩ヲ。六十兩ト首スレハ。其不盡ナル

ヲ以テ。仍ホ四十兩ノ罪ニ坐ス。若シ首スルトコロ。不實ノ罪重ク。不盡ノ贓

多クシテ。各罪死ニ至ル者ハ。一等ヲ減スル ヲ ス。若シ人ノ官ニ陳告セン

ト欲スル ヲ知テ。自首スル者ハ。本罪ニ一等ヲ減ス。其人ヲ損傷シ。及ヒ賠

償ス可ラサルノ物ヲ毀棄シ。若クハ姦スル者ハ。 ニ自首ノ律ニ在ラス。╱若

シ強 盗。及ヒ詐 シテ。財物ヲ取リ。事主ノ處ニ於テ首服シ。或ハ枉法。不

枉法ノ贓ヲ受ケ。過ヲ悔ヒテ。本主ニ還付スル者ハ。官司ニ自首スルト同ク。

皆其罪ヲ免ス。若シ人ノ告ント欲スルヲ知テ。財主ノ所ニ於テ首還スル者ハ。

一等ヲ減ス。╱若シ自首シテ。贓。徴ス可ラサルハ。二等ヲ減ス。」

この規定の特徴的な点は、①自首が認められた場合の法律効果が刑の免除および贓

物返還（または損害賠償）である、②代理人による自首も可能である、③自首した

内容が犯罪の一部であれば、その部分に効果がとどまる、④他者に告訴されそうに

なった場合には、自首しても刑が一等を減ぜられるだけである、⑤人を損傷（死亡

も含む）し、賠償できない物を毀棄し、姦淫した場合には自首の対象とならない、

⑥財産犯においては、被害者に贓物を返還または損害賠償がなされた場合にも自首

839（84-３-279）

第四巻『明治刑法史の研究（上）』（1984年）所収182頁参照）。改定律例の自首規定の原文は『日本
近代刑事法令集中巻』司法資料別冊第17号（1945年）93頁以下を参照（紙幅の都合により引用を省
略する）。その自首規定は「第五十九條」から「第六十九條」まであり、例えば新律綱領が「人ノ
官ニ陳告セント欲スル ヲ知テ自首スル者」について「本罪ニ一等ヲ減ス。」（本文中の新律綱領の
文言を参照）としていたのを、「一等ヲ減スル律ヲ改メ減二等」と変更したり（第五十九條）、「越
獄逃走シテ自首スル者」の規定（第六十一條）や「華士族」の者の自首に関する特別規定（第六十
七條、第六十八條）などの規定が追加して置かれたりしていた。
石井紫郎編『日本近代法史講義』（1972年）114頁以下〔堀内捷三執筆〕。
原文は『日本近代刑事法令集上巻』司法資料別冊第17号（1945年）458頁以下による。なお倉富

勇三郎・平沼騏一郎・花井卓蔵監修、高橋治俊・小谷二郎編、松尾浩也増補解題『増補刑法沿革綜
覧』（1990年）2291頁、志賀二郎編輯『比附援引新律綱領改定律例増加條例註譯合巻』（1878〔明治
11〕年）184頁以下も参照。
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が認められること、が挙げられる。このような内容は、中国の唐律や明律、清律に

ある規定をほぼ踏まえたものであったことが指摘されて
(22)

いる。そして前述のとおり、

⒜自首が認められた場合の法律効果が「免除」である点、および⒝自首が成立し得

る犯罪類型が原状回復可能な犯罪に限定されるという点に関しても、中国律の自首

規定の立法趣旨が踏襲されているといえるので
(23)

ある。

ただし、このような規定は実際の裁判の場において問題を多くはらんだもので

あったことが明らかにされて
(24)

いる。すなわち、現場の裁判官から「このような犯罪

人が自首の主張をするが、自首を認めるべきなのか」という質問状（「伺」）が司法

省に寄せられていた。とくに問題となったのは、再犯者が同種事件で自首した
(25)

場合

であっても認めるべきか、具体的には賭博の再犯者に対する処遇が問題となった。

「朝タニ賭博シ夕ヘニ首出シ其弊賭博シテ届出ルニ似
(26)

タル」（＝朝に賭博した者が夕

方自首をして刑を免ぜられており、賭博を届け出て行うようなことになっている）

という状況が、自首規定の問題性を裁判官に自覚させたようである。また、悔悟の

要件が条文上なく、「悔悟なく」自首するものにも認めざるを得ない点も問題視され

ていたようで
(27)

ある。

そしてこのような問題意識から、自首規定を全面的に廃止する旨の提案がなされ

ることもあったのである。すなわち大阪上等裁判所検事橋口兼三の起草により、「自

首律ヲ廃スルノ議案」が司法省修補課に提出されたことが
(28)

あり、この中では、「犯罪

自首律ノ要旨タル一旦罪ヲ犯スモ頓ニ其不良ヲ悔ヒ善ニ遷ルモノ之レヲ矜憫シ法其

罪ヲ全免減等ス故ニ其人真ニ悔悟シ法ニ帰スルノ実心アルニアラサレハ決シテ宥恕

ヲ加フ可ラス然ルニ近来狡猾ノ徒律ニ明条アルヲ知リ事犯ヲ贓罪外ニ為シ陽ニ悔悟

（法政研究84-３-278）838

矢野・前掲「旧刑法における自首条の成立」56号84頁および87頁。
矢野・前掲「旧刑法における自首条の成立」56号85頁。
霞信彦「自首条の適用をめぐる若干の考察」同『明治初期刑事法の基礎的研究』（1990年）63頁

以下所収。また、同じく霞信彦「自首規定、その光と影」同『矩を えて 明治法制史断章』（2007
年）53頁以下も参照。
霞・前掲「自首条の適用をめぐる若干の考察」71頁以下は、本文中に挙げた賭博の再犯者だけで

なく、窃盗の再犯者についても質問状が寄せられていたことを示している。
霞・前掲「自首条の適用をめぐる若干の考察」68頁。
霞・前掲「自首条の適用をめぐる若干の考察」70頁は、裁判官からの質問状（「伺」）の中に「悔

悟心ノ薄キヲ以テ」として、自首規定の中心的な制度根拠として考えられていた「内心的悔悟（道
徳的回帰）」が存在しないにもかかわらず、自首規定の要件を満たすことにより刑罰の優遇を受け
得る者がいることについて、疑問とする裁判官がいたことを指摘している。
この点については、霞・前掲「自首条の適用をめぐる若干の考察」76頁以下、手塚豊「司法省修

補課（明治十二、三年）関係資料」手塚豊著作集第六巻『明治刑法史の研究（下）』（1986年）所収
261頁以下を参照。
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自首ト称シ其僥免ヲ得陰ニ人ヲ詐欺シ財ヲ掠取スル者アリ尤モ検察官ニ於テ自首者

ノ詐術タルヲ思料スル時ハ事証ヲ得テ公訴シ其姦情ヲ破ルアリト雖モ要スルニ是等

ノ犯罪ハ原ト法ヲ欺クノ点ヨリ醸成スルヲ以テ ク其悪弊ヲ防制スル能ハス此ニ由

テ之ヲ観ルニ律条ノ全免減等ハ徒ラニ姦詐ヲ長スルノ具トナリ目下ノ勢情ニ適当致

サス候付テハ今般自首律中全免減等ノ項ヲ 除セラレ毎事犯其情状ニ就キ裁判官ニ

於テ酌量減等シ以テ自首ノ実体ヲ得セシムル様致度此段上申
(29)

候也」として、自首規

定の刑罰の必要的免除が犯罪者によって都合よく利用されている現状を訴え、その

刑罰上の裁量を裁判官に委ねるべきと主張されていたので
(30)

ある。

ｂ.明治13年刑法典（1880年刑法典）成立
(31)

まで

前述のとおり、明治政府は当初は復古主義的な思想の下で律令形式の刑律を作成

したが、やはりこれらの刑事法規は前近代的・復古主義的な色彩を色濃く残すもの

であり、そのような律令的法制度から欧米的な法制度への転換がはかられることに

なった。当初は日本人だけで西洋式の刑法典を作成することが試みられたが、結局

成果をあげるには至らな
(32)

かった。このため、ボアソナードが原案を作り、その後日

本人編纂委員との議論の中で規定を修正していくというやり方が採ら
(33)

れた。

837（84-３-277）

霞・前掲「自首条の適用をめぐる若干の考察」76頁以下、手塚・前掲「司法省修補課（明治十二、
三年）関係資料」293頁以下参照。
ただしこの橋口兼三の主張は、司法省修補課の構成員のうち、10名（松田、磯部、草野、池田、

箕作、堤、喜多、関、丹羽、加納）から反対され、１人も賛成意見を出さなかったことから、実際
に検討されることはなかったようである。なお司法省修補課の構成員の個別の反対理由について
は、手塚・前掲「司法省修補課（明治十二、三年）関係資料」294頁以下を参照。
明治13年刑法典の制定過程については、新井勉「旧刑法の編纂」法学論叢98巻１号（1975年）54

頁以下、同98巻４号（1976年）98頁以下、西原春夫＝吉井蒼生夫＝藤田正＝新倉修編著『旧刑法〔明
治13年〕⑴日本立法資料全集29巻』（1994年）21頁以下、小早川欣吾『明治法制史論公法之部下巻
〔訂正再版〕』（1944年）999頁以下（とくに自首規定に関して1013頁以下）、小野清一郎「舊刑法と
ボアソナードの刑法学」『刑罰の本質について・その他』（1955年）所収425頁以下などを参照。ま
たこの明治13年刑法典の自首規定の制定過程に関しては、矢野・前掲「旧刑法における自首条の成
立」56号90頁以下、山火・前掲「現行「自首・首服」規定の成立過程」156頁以下および163頁以下、
田中・前掲「近代日本刑法の自首規定の変遷――特に「悔悟の念」の必要をめぐって」90頁以下を
参照。また、岩谷十郎『明治日本の法解釈と法律家』（2012年）263頁以下も参照。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑴』５頁以下。
この点に関しては、西原ほか編著・前掲『旧刑法⑴』27頁以下、同・『旧刑法〔明治13年〕⑵－

Ⅰ日本立法資料全集30巻』（1995年）３頁、同・『旧刑法〔明治13年〕⑶－Ⅰ日本立法資料全集32巻』
（1996年）12頁以下を参照。このような編纂方法が採られるようになったのは、明治９年５月以降
のこととされており（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅰ』６頁）、その編纂過程の議論内容を筆
記したものが『日本刑法草案会議筆記』（早稲田大学出版部刊、第Ⅰ分冊～第Ⅳ分冊（1976年－1977
年）、さらに西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』、同・『旧刑法〔明治13年〕⑶－Ⅱ日本立法資料
全集33巻』（1997年）、同・『旧刑法〔明治13年〕⑶－Ⅲ日本立法資料全集34巻』（1997年）、同・『旧
刑法〔明治13年〕⑶－Ⅳ日本立法資料全集35巻』（2010年）に所収）である。
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ボアソナードは、「自首ヲ以テ其罪ヲ宥ルスノ原則ハ最〔モ〕良法ナリトス」とし

て、西欧法に無い自首規定を置くことに賛成
(34)

した。しかし「進ミ過キタル法律ナリ」

として、その具体的内容に対する提案を行った。その要点は２つであり、まず①国

事犯は自首を免除としてもよいが、その他の罪については免除するのは好ましくな

い、という点および②自首によって刑が全面的に免除されるのも好ましくない、と

いう点で
(35)

あった。これに対して日本人編纂委員であった鶴田皓から、①については

刑を免除しない罪については例外的に除外し、ただ原則は自首により刑を免除する

ことにしたい、回復不能な犯罪についてはもとより自首を認めるつもりはない、と

の反論が
(36)

出た。そこでボアソナードが、それならば財産犯に限定すべきであると提
(37)

案し、またさらに損害回復の程度に応じて二等の減軽から四等の減軽までの程度を

変更することを提案
(38)

した。

そしてここでボアソナードが、自首制度に関する理念そのものについての以下の

ような提案を行う。

「自首ヲ以テ減等スルノ法ヲ立ツル以上ハ盗罪而已ニ限ラス 令其罪ヲ償フコ

ト能ハサルモノニテモ裁判所ニテ未タ其犯人ノ何人タルヲ知ラサル以前ニ自首

（法政研究84-３-276）836

西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』227頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』264頁。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』227頁以下、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』264

頁以下。すなわち「國事犯ハ自首ヲ以テ全ク赦宥シテ可ナリ然シ其他ノ罪ハ之ヲ以テ全ク赦宥スル
ハ宜シカラス」「自首ヲ爲シタルカ爲メニ其罪ヲ全ク赦宥スルハ宜シカラス何故ナレハ 令自首ス
ルモ一旦罪ヲ犯シタル以上ハ已ニ幾部分カノ公 ヲ害シタルモノト爲サヽルヲ得サルモノナレハ
ナリ」としたのである。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』228頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』264頁以

下。すなわち「然シ其罪犯ノ次第ニ因リ自首ヲ以テ赦宥セサルモノハ之ヲ取除ト爲シ先ツ一體ノ原
則ハ自首ヲ以テ赦宥スルコトヽ定メントス」「殺傷等ノ如キ人ニ害ヲ係ケ再ヒ舊ニ復ス可カラサル
罪ハ固ヨリ自首スルトモ赦宥セサルナレ 盗罪ノ如キ例ハハ前夜他ノ人家ヘ忍ヒ入リ金額ヲ盗取
シ翌日ニ至リ其犯罪ノ 事タルコトヲ悔悟シ之ヲ自首シテ其金額ヲ償ヒタレハ其事主ヘ全ク害ヲ
係ケサルモノナレハ其盗罪ヲ全ク赦宥スルトモ不可ナカル可シト考ヘリ」、としたのである。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』228頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』265頁。

すなわち「然ラハ自首シテ其罪ヲ全ク赦宥ス可キモノハ盗罪ノミニテ其他ノ罪ニハ之ヲ赦宥ス可
キモノナカル可シ」としたのである。これに対して鶴田皓が盗罪の他に「貨幣贋造ノ罪」について
も自首を認めるべきと反論している。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』229頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』266頁。

すなわち「自首ニ付テ其罪ヲ宥恕スルニハ其原因ニ仍ルヘキモノナリ╱故ニ被害者ヨリ未タ訴ヘ
サル以前ニ自首シテ其損害ヲ全ク償フヘキ ナリ尤財産ニ對シ損害ヲ掛ケタル罪而已ニ限ルヘシ
╱然シ之ヲ全免スルハ宜シカラス故ニ其刑ヲ四等ニ分チテ減 スヘシ何故ナレハ 令其損害ヲ償
フト雖モ被害者ニテ已ニ受ケタル損害ノ幾部分カハ到底免レサルモノナレハナリ例ヘハ今日百圓
ノ金ヲ要スル場合ニ於テ其百圓ヲ盗マレタル時ハ他ヘ利息ヲ出シテ又百圓ヲ借ラサルヲ得ス然ラ
ハ其利息丈ノ損害ハ到底免カルヽヲ得サル譯ナリ」とした上で、「自分ノ考ニハ自首シタルモノハ
四等ヲ減スルコトヽ爲シ即自首シテ其損害ノ全額ヲ償ヒタル時ハ必ス二等ヲ減 シ又其半額以上
又ハ三分一四分一ヲ償ヒタル次第ニ仍リ便利法ヲ以テ更ニ二等ヲ減 スルコトヽ爲スヘシ」とし
たのである。
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スル時ハ社會ノ爲メニ大便 ヲ得ルニ付之ヲ減等スヘキモノトス何故ナレハ他

ノ者ヲ疑ヒ之ヲ捕縛スル等ノ迷惑ヲ遺サヽルト又ハ裁判所ニテ其犯人ヲ捜索ス

ル手數ヲ省クトノ二ツノ大便 ヲ得ルコトアレハナリ……謀殺ヲ爲ス者ハ固ヨ

リ 人ナレ 若シ之ヲ自首スル時ハ又夫カ爲メ三ツノ便 ヲ爲スノ道理アリ即

チ第一ハ直チニ眞ノ罪人ヲ見出スノ便 ヲ得ルコト第二ハ眞ノ罪人ヲ見出サヽ

ル故ニ 罪人ヲ捕ヘ「ソサイチー〔社會〕」ニ騒キヲ起サントスルノ害ヲ生セサ

ルノ便 ヲ得ルコト第三眞ノ罪人ヲ見出シタルカ爲メ同類ノ居所ヲモ糺問シ之

ヲ捕縛シテ社會ノ害ヲ防クノ便 ヲ得ルコト以上三ノ便 ヲ爲シタルモノナレ

ハ其自首ニ仍テ之ヲ 減スルノ原則ヲ立ツヘキ道理ノ存スルモノ
(39)

トス」

すなわち法律効果を刑の免除ではなくて減軽にとどめるのであれば、①真犯人を見

出し、犯人を捜索する手数を省くこと、②真犯人を見つけるゆえ、冤罪人を捕まえ

て社会に混乱をきたすことを避けること、そして③真犯人を捕まえたことで、共犯

者を捕まえて社会の害を防ぐことができることという３つの便益があるのであり、

むしろ自首規定の対象を財産犯だけでなく全ての犯罪に一般化すべきであると主張

したのである。免除という法律効果を否定して減軽にとどめるという法律効果を採

用する以上は、上記のような利益を理由に、財産犯だけでなく全犯罪に対して自首

の成立を認めるべきである、という帰結に結びついたのである。

しかしこれに対して鶴田皓が反論する。「自首ニ仍テ其罪ヲ免スノ原因ハ畢竟其罪

ヲ犯シタル 心ヲ善心ニ改メタルヲ以テ道徳上ヨリ善道ニ導クノ道理ヲ主トシテ法

律ニ立ツヘシト爲スナリ然シ 令善心ニ改ムルトモ盗罪ヲ犯シ事主ヘ損害ヲ掛ケタ

ル儘ニテハ事主ノ〔ヲ〕保護スルノ意ニ背クヘキニ付必ス其損害ハ償ハサル可カラ

サルコトヽ爲ス」。よって全部弁償した時は刑を全部免除すべきだが、ボアソナード

の主張のように四分の一の弁償で一等減軽とし、なおかつさらに謀殺の自首にも一

等減軽または二等減軽とするのは「之ヲ盗罪ノ自首ニ比スレハ大ヒニ權衡ヲ得サル

ニ似タリ」と批判したので
(40)

ある。

そこでボアソナードは、自首すれば必ず一等減とし、それ以降、弁償の程度に応

835（84-３-275）

西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』230頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』267頁。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』230頁以下、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』268

頁。
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じて五等減までをなすのではどうかと提案し、そして「故ニ自首ノ一等減ハ犯人ノ

改心ノ有無ニ拘ハラス又公 ト道徳トヲ害スルノ有無ヲ論セス「ソサイチー〔社會〕」

ノ手數ヲ省クノ便 ヲ得ルヲ以テ 減ヲ與ユヘキモノト爲シ其罪ノ種類ヲ以テ差引

セサルコトヽ爲スヘシ」と
(41)

した。またボアソナードは「支那律ノ自首モ必ス改心ノ

爲メ而已ニテ之ヲ宥恕スルニアラス社會ノ妨害ヲ爲スヘキ一個ノ 人ヲ坐ラ捕ヘ無

ノ手數ヲ省キタル便 ヲ得ル故ナルヘシト考ヘリ」として、中国法も必ず改心の

ためのみから宥恕するわけではなく、社会の便益を得たからである、と解釈したの

で
(42)

ある。

これに対して鶴田皓はなおも、「自首律ノ立テ方ハ教師ノ説モ其道理ナキニアラサ

レ 一體謀殺等其害ヲ償ヒ得サルノ罪ニテモ自首ヲ用ユルト云フハ實地ニ於テ到底

行ハレ難シト考ヘリ╱支那律ニハ總テ其害ヲ償ヒ得ヘキ罪而已ニ付テ之ヲ用ユルナ

リ」と反論
(43)

した。

しかしボアソナードは「前説ノ如ク三ツノ便 ヲ得ル道理アル以上ハ總テノ罪ニ

付自首ヲ用ヒサル可カラス」として、前述の三つの便益がある以上は全ての罪に自

首を適用すべきであると主張した。そして「若シ果シテ貴説ノ如クナレハ支那律ハ

道理ノ適當ヲ得サルナリ何故ナレハ罪ノ種類ニ仍リ絶テ自首ヲ用ヒサルモノト自首

ヲ用ヒ全免スルモノトノ軒 ノ別ヲ分ツハ刑ノ平均ヲ得サルモノナレハナリ╱然ル

ニ其軒 ノ別ヲ分テ自首ヲ用ユルハ極危キ法ナリト考ヘリ」として、中国法が鶴田

皓が主張するような内容のものであるならば、犯罪の種類によって、自首で完全に

刑罰が免除になるものと自首が何らの効果を生じないものとを区別することにな

り、それは道理に合わないものであると批判したので
(44)

ある。さらに、「元來已ニ罪ヲ

犯シタル以上ハ 令自首スルトモ道理ヲ害スルノ如何ニ於テハ固ヨリ別ニ異ナルコ

トナシ然シ「ソシヱテー〔社會〕」ノ爲メニ便 ヲ為スノ道理アリ其道理アルコトハ

已ニ了解セラレタルナルヘシ╱其道理アル以上ハ夫レ丈ケノ褒賞トシテ宥恕ヲ與ヘ

サルヲ得サルモノ
(45)

ナリ」として、社会に対する便益がある以上は自首としての優遇

（法政研究84-３-274）834

西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』231頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』268頁。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』231頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』268頁。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』231頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』269頁。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』231頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』269頁。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』232頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』269頁。

さらにボアソナードはこれに続けて、「治罪法ノ十分ニ行届カサル國ニテハ成丈ケ自首律ヲ用ユヘ
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を認めるべきと主張したのである。

ここでの対立は⑴自首の法律効果の点と⑵その対象犯罪の違いの点が相関関係を

以て対立していることがうかがわれる。鶴田皓は自首の法律効果を全面免除にすべ

きとしつつ、ただしその対象犯罪を償うことの可能な犯罪に限定しようとした。こ

れは従来までの中国律の考え方を引き継いだものと言える。これに対してボアソ

ナードは自首の法律効果を免除にすることについてはあくまでも反対し、またその

根拠を前述のような社会への利益に求める以上、対象犯罪を限定する理由がないと

主張したのである。そして最終的にはこれらの点ではボアソナードの案が採用され、

自首の法律効果は（免除ではなく）減軽に止められ、また対象犯罪についても限定

することなく、すべての犯罪類型に関して自首が可能なものとされたので
(46)

ある。

しかし、全ての点においてボアソナードの意見が通ったわけではなかった。当初

のボアソナードが作成した草案においては、以下のような規定が
(47)

あった。

833（84-３-273）

シ然ラハ 罪ヲ受ケルモノナキノ公 アラントス」としつつ、「自首律ハ未タ各國ニ比類ナキ良法
ナリ然ルニ之ヲ一般ノ罪ニ用ヒス盗罪而已ニ止マラントスルハ其良法ヲ自ラ發論シ其發論ヲ十分
ニ メス却テ又自ラ縮メントスルモノニ非スヤ」と述べている。
ここでのボアソナードと鶴田皓の議論は、「日本刑法草按 第一稿」（西原ほか編著・前掲『旧刑

法⑵－Ⅰ』232頁以下）が成立する前に行われた議論であり、これらの議論に基づいて「日本刑法
草按 第一稿」が作成されている（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』236頁参照、さらに西原
ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅰ』６頁以下および20頁の図も参照）。この「日本刑法草按 第一稿」
の段階で⑴自首の法律効果を免除ではなく減軽にとどめることと⑵その対象犯罪を限定しないこ
とを前提にした規定が作成されており（後掲注47参照）、それらの点は後掲の明治10年の「日本刑
法草案」にも引き継がれた（西原春夫＝吉井蒼生夫＝藤田正＝新倉修編著『旧刑法〔明治13年〕⑵－
Ⅱ日本立法資料全集31巻』（1995年）815頁「確定日本刑法草案 完」96条参照）。

大日本刑法草案 完」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅰ』53頁以下）の「第八十四條」（西
原ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅰ』62頁）からの引用による。この「大日本刑法草案 完」は、明
治９年５月以降の、ボアソナードを中心とした刑法草案の議論のいわばたたき台となったもので
あり（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅰ』17頁以下、21頁参照）、その中の自首に関連する一般
的な規定は以下のとおりであった。
第八十二條 重罪 罪ヲ犯シタル者其證憑發覺セス又ハ告知アラサル前ニ於テ自ラ官ニ首服シ
テ捕ニ就ク時ハ宥恕シテ第七十九條ニ照シ本刑ニ一等ヲ減ス
第八十三條 前條ニ記載スル自首ノ犯人若シ他人ノ財産物件ニ對シ重罪 罪ニ係ル者自ラ其盗
取騙取シタル物品ノ全部又ハ幾分ヲ返還シ又貨幣其他ノ方法ヲ以テ其損害ヲ償却シタル時ハ其
返還償却ノ價額四分ノ一毎ニ本刑一等ヲ減ス
第八十四條 犯人自首スト雖モ犯罪ノ日ヨリ十五日内ニ於テ別ニ犯人タルノ證憑發覺シ又ハ告
知アル時ハ第八十二條ニ記載スル一等減 ヲ用フル ヲ得ス

これらの規定は、ボアソナードと日本人編纂委員との議論を通じてまずまとめられた「日本刑法草
按 第一稿」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅰ』232頁以下）においてもほぼ同様の文言である
（「第八十三條」の文言中「……財産物件ニ對シ重罪 罪……」が「……財産物件ニ對スル重罪
罪……」となっている点以外は同じ、西原ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅰ』242頁を参照）。しかし
その後の「校正刑法草案原稿 完」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅰ』300頁参照）を経て、さ
らに「日本刑法草案 第二稿」においては、以下のような規定となった（原文は西原ほか編著・前
掲『旧刑法⑵－Ⅰ』356頁による）。
第九十六條 罪ヲ犯シ事未タ發覺セサル前ニ於テ自ラ官ニ首服シテ捕ニ就ク者ハ其罪ヲ宥恕シ
テ本刑ニ一等ヲ減ス但本條別ニ自首免罪ノ例ヲ掲クル者ハ此限ニ在ラス
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第八十四條 犯人自首スト雖モ犯罪ノ日ヨリ十五日内ニ於テ別ニ犯人タルノ證

憑發覺シ又ハ告知アル時ハ第八十二條ニ記載スル一等減 ヲ用フル ヲ得ス

すなわち、犯人が仮に自首したとしても、その犯罪の日から15日以内に犯罪の証拠

が発見されたり、告訴がなされた場合には、自首としては認めない、という規定を

置こうとしたので
(48)

ある。この規定を置くことで、損害回復不可能な犯罪も含めた全

犯罪を対象とする自首制度の範囲を限定し、また真犯人を見出すという手間が省か

れた、という社会的便益を、積極的に自首要件として要求しようとしたのである。

しかしこの規定は結局「早期の自首を妨げることになる」という鶴田皓の主張によ

り削除されてし
(49)

まった。

（法政研究84-３-272）832

第九十七條 財産物件ニ對スル重罪 罪ヲ犯シタル者自首シテ其盗取騙取シタル財物ノ全部ヲ
返還シ又其損害ヲ賠償シタル時ハ自首減等ノ外仍ホ本刑ニ二等ヲ減ス其全部ヲ返還セスト雖モ
半數以上ヲ還償シタル時ハ一等ヲ減ス

これは明治10年の「日本刑法草案」の自首規定とほぼ同様の規定文言であり（96条において「……
自首免罪ノ例……」が明治10年「日本刑法草案」では「……自首減免ノ例……」となり、97条にお
いて「……全部ヲ返還シ又其損害……」「……其全部ヲ返還セスト雖モ……」が明治10年「日本刑
法草案」ではそれぞれ「……全部ヲ返還シ及ヒ其損害……」「……其全部ヲ還償セスト雖モ……」
となった点のみが異なる）、すなわち「日本刑法草按 第一稿」から「日本刑法草案 第二稿」が
作成される過程において、大きな規定文言の修正が施されることになったことを示している。
この規定を置くに際してボアソナードは当初は、犯行後１か月以内の自首は自首として認める

べきではないとしていた（「其告訴アリシコトヲ知〔ル〕ト知ラサルトニ拘ハラス一ヶ月以内ニ自
首シタレハ其自首ヲ用ヒス 減ヲ與ヘサルコトヽ為スヘシ」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』
242頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』281頁））。その理由は、「何故ナレハ一ヶ月以内
ニ大抵裁判所ニテ其何其〔某〕ノ盗罪ヲ犯シタルコトヲ知リ又其證據モ出ツヘキモノニテ別ニ自首
ノ爲メ便 ヲ得ルコトナシ然ルニ一ヶ月以後ニ至リ未タ其犯人ノ知レサル時ハ夫レカ爲メ其捜索
ノ方法等大ヒニ裁判所ノ手數ヲ掛クヘキ場合アリ仍テ其場合ニ至リテハ眞ニ自首ノ效アルモノト
シテ之ニ宥恕ヲ與ユヘキモノナリ」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』242頁、前掲『日本刑法
草案会議筆記 第Ⅰ分冊』281頁以下）というものであり、１ヶ月以内に裁判所が証拠も集めるこ
とができて犯人を特定することができたのであれば、自首することによる「社会の便益」は存在し
ないのであり、自首としての優遇を認めるべきではないと主張したのである。これに対して鶴田皓
は「然ル時ハ其 事タルヲ悟リ折角改心シテ直ニ其贓物ヲ事主ヘ返還セントスルモノニテモ一ヶ
月以内ニ自首スルヲ得ス」と批判したが、ボアソナードは「自分ノ説ハ改心ノ有無ニ拘ハラス社會
ノ便 ト裁判上ノ便 ヲ得ルノ主意ヨリ自首ヲ用ユルモノナリ若シ改心シタルカ爲メニ之ヲ用ユ
ルトナレハ眞ニ改心シタルヤ否ヤハ到底外人ノ量リ知ルヘキモノニアラス」として、改心したかど
うかは自首成立には関係がないとすべきとした上で、なおも「右ノ便 ヲ得ルノ點ヨリ論スル時ハ
通常何人ニテモ其犯罪ノ證迹等ヲ知リヘキ丈ケノ時間中ハ 令之ヲ自首スルトモ其便 ヲ得タリ
ト爲スニ足ラス」として、犯行直後でその犯罪の証拠等による訴追が可能であるならば、自首に
よっても社会の便益を得たとは言えない以上、優遇を認めるべきではないとしたのである（西原ほ
か編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』242頁以下、前掲『日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊』282頁）。そ
こで鶴田皓が一ヶ月後ではなくて十五日後から可能とする案を提案し、これがボアソナードに
よって了承された（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』243頁以下、前掲『日本刑法草案会議筆
記 第Ⅰ分冊』283頁）。これによって成立したのがこの「第八十四條」の規定であり、「日本刑法
草按 第一稿」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅰ』232頁以下）においてもその規定が置かれて
いたのである（同242頁参照）。
すなわち「以上ノ議〔筆者注：注48に挙げられた議論〕ニ仍テ第一稿第八十四條ニハ前ニ記シタ

ル一條ヲ置」いた（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』244頁、前掲『日本刑法草案会議筆記 第
Ⅰ分冊』284頁）のであるが、その後の議論において鶴田皓はこの規定を「過酷ナラントス」とし、
「第九十六條〔「日本刑法草案 第二稿」の96条（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅰ』356頁）〕
ニ於テ改心シテ自首スヘキ道ヲ開キタルナレ 又右第八十四條ニ至リ之ヲ塞キタル譯ナリ故ニ自
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とはいうものの、このようにして、大方はボアソナードの理念に沿った形での自

首規定をもつ明治10年（1877年）の「日本刑法草案」（４編478条）ができた。その

総則における一般的自首規定は、「第四章 不論罪及ヒ減 」という章の中に以下の

ように規定されて
(50)

いた。

第九十六條 罪ヲ犯シ事未タ發覺セサル前ニ於テ自ラ官ニ首服シテ捕ニ就ク者

ハ其罪〔ヲ〕宥恕シテ本刑ニ一等ヲ減ス但本條別ニ自首減免ノ例ヲ掲クル者ハ

此限ニ在ラス

第九十七條 財産物件ニ對スル重罪 罪ヲ犯シタル者自首シテ其盗取騙取シタ

ル財物ノ全部ヲ返還シ及ヒ其損害ノ〔ヲ〕賠償シタル時ハ自首減等ノ外仍ホ本

刑ニ二等ヲ減ス其全部ヲ還償セスト雖モ半數以上ヲ還償シタル時ハ一等ヲ減ス

すなわち、自首の法律効果が減軽にとどまり、なおかつ対象犯罪が全ての犯罪とな

ることで、前述のボアソナードによる自首に対する考え方が大きく現れる規定と

なった。そしてこれに加えて財産犯の場合は、自首して贓物を返還すると自首減軽

に加えてさらに二等減軽され、また全部を返還せずとも半分以上返還すれば一等減

軽されるという規定が置かれており、ここには元々の自首規定の「損害回復」的な

考え方が組み合わされているといえる。

しかしその後、明治政府は刑法草案審査局という部局を設けて、明治10年の「日

本刑法草案」の最終的な修正を行わせ、さらに元老院における検討を経て、ようや

く刑法典が成立することに
(51)

なった。この成立した明治13年刑法典（1880年刑法典）

831（84-３-271）

首ノ法ヲ立ツル以上ハ十五日以内證憑發覺ノ有無ニ拘ハラス其罪ヲ宥恕スルコトヽ爲シテ之ヲ削
ラントス」としたのである。これに対してボアソナードが「……餘リ恣ニ自首ヲ爲サシメル爲メナ
リ若シ之ヲ恣ニ爲サシムル時ハ例ヘハ復讐ノ爲メ人ヲ謀殺シ直チニ自首シタル時ニテモ之ヲ宥恕
セサルヲ得サルノ弊ヲ生セントス」と反論したものの、鶴田皓がさらに「……教師ノ説ニテ自首律
中大ヒニ寛ナルハ人命ニ對シタル罪ニモ宥恕スルコトナリ然シ其寛ナルニ反シ右第八十四條ノ十
五日以内云〻又大ヒニ過酷ナラントス故ニ其已ニ自首ノ法ヲ設ケテ刑ヲ寛ニ用ヒントスル以上ハ
全ク之ヲ削ラントス╱然シ必ス之ヲ削ル可カラサルトナレハ已ムヲ得サルナレ 實地ニ於テハ到
底行ハレ難カラントス且十五日内云〻ト記スル時ハ恰モ自首ハ速カニ爲ス可カラスト云〔フ〕ニ近
シ元來已ニ自首ノ法ヲ設ケタル以上ハ成丈ケ速ニ自首シ得ヘキ様ニ爲サヽレハ眞ノ本旨ニハ適當
シ難シ」と強く反発し、結局としてこの「日本刑法草按 第一稿」の「第八十四條」の規定は削除
されることになったのである。西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』244頁以下、前掲『日本刑法
草案会議筆記 第Ⅰ分冊』284頁以下を参照。
原文は西原ほか編著・前掲『旧刑法⑵－Ⅱ』815頁「確定日本刑法草案 完」による。なお、前

掲『日本近代刑事法令集中巻』400頁も参照。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑴』30頁以下。その刑法草案審査局での審査修正および元老院での

審議・修正内容については、早稲田大學鶴田文書研究會編『刑法審査修正關係諸案』（1984年）、西
原春夫＝吉井蒼生夫＝藤田正＝新倉修編著『旧刑法〔明治13年〕⑷－Ⅰ日本立法資料全集36－Ⅰ巻』
（2016年）、同・『旧刑法〔明治13年〕⑷－Ⅱ日本立法資料全集36－Ⅱ巻』（2016年）を参照。また
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の総則における一般的自首規定は、「第四章 不論罪及ヒ減 」という章の中の一節

として以下のように規定されて
(52)

いた。

第二節 自首減

第八十五條 罪ヲ犯シ事未タ發覺セサル前ニ於テ官ニ自首シタル者ハ本刑ニ一

等ヲ減ス但謀殺故殺ニ係ル者ハ自首減 ノ限ニ在ラス

第八十六條 財産ニ對スル罪ヲ犯シタル者自首シテ其贓物ヲ還給シ損害ヲ賠償

シタル時ハ自首減等ノ外仍ホ本刑ニ二等ヲ減ス其全部ヲ還償セスト雖モ半數以

上ヲ還償シタル時ハ一等ヲ減ス

第八十七條 財産ニ對スル罪ヲ犯シ被害者ニ首服シタル者ハ官ニ自首スルト同

ク前二條ノ例ニ照シテ處 ス

第八十八條 此節ニ記載スルノ外本條別ニ自首ノ例ヲ掲ケタル者ハ各其本條ニ

從フ

明治10年の「日本刑法草案」と比較した場合の明治13年刑法典の自首規定の変更点

としては、①自首の対象犯罪からの謀殺故殺の排除の復活、および②対被害者首服

規定の復活が挙げられる。これはボアソナードの考え方に対して、もともとの中国

律からの自首の考え方に立ち戻る傾向を示すものである。この変更により、明治13

年刑法典の自首規定は、もともとの中国法の自首規定の特徴である「損害回復」の

考え方を示すことになった。上記変更点の①も②も、被害者への損害回復に関連づ

けられた変更点なのである。

刑法草案審査局でこのような変更、とくに謀殺故殺の除外規定が復活した理由は
(53)

何か。この点に関して、刑法草案審査局による『刑法審査修正案註解第一編』の中

（法政研究84-３-270）830

刑法草案審査局については、浅古弘「刑法草案審査局小考」早稲田法学57巻３号（1982年）379頁
以下を参照。
法文の原文は西原ほか編著・前掲『旧刑法⑷－Ⅱ』449頁、450頁による。
西原ほか編著・前掲『旧刑法⑷－Ⅰ』によれば、明治10年の「日本刑法草案」に対して、刑法草

案審査局において５回の審査が重ねられて、「刑法審査修正案」が作成されている（同５頁以下）。
そしてその１回目の審査による「刑法草案審査局一回刑法草案稿本」（同88頁以下）には「第一編
の草案が三種類収められている」（藤田正「資料解題」同26頁）のであり、１番目の「第一編」の
自首規定は明治10年の「日本刑法草案」の規定とほとんど変わらない（同111頁参照）が、２番目
の「第一編」の自首規定において、明治13年刑法典の自首規定とほぼ同様の変更がなされている（同
133頁参照）。鶴田皓旧蔵の「刑法再訂本第一編」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑷－Ⅱ』３頁以下、
前掲『刑法審査修正關係諸案』３頁以下）においても、すでにこれらの点についての同様の修正が
なされている（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑷－Ⅱ』21頁、前掲『刑法審査修正關係諸案』15頁以
下）。そしてそのまま「刑法審査修正案」が成立し（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑷－Ⅱ』238頁以
下、自首規定に関しては247頁参照）、自首規定に関してはそのまま明治13年刑法典の自首規定とし
て成立した。
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の自首規定である85条の注釈において、次のような記述が
(54)

ある。

「舊刑法罪ヲ犯シ自首ヲ為ス者ヲ減免スルハ其能ク過チヲ改メ来テ其罪ヲ首ス

ル自新ノ意ヲ賞スルヲ以テ其主意トス然ルニ其罪タルヤ人ニ加ヘタル害ヲ舊ニ

復セシムル者ニ非サレハ 令其過ヲ改ムルモ亦減免スルヲ得サルニヨリ實際自

首ニ因テ減免ヲ ル者ハ唯數種ノ罪ニ限ル者トス本刑法自首減軽ノ法ヲ設ケタ

ルハ本犯悔悟自新ノ意ヲ賞スルノミナラス自カラ其罪ヲ首出スル ハ第一政府

ニ於テ犯人 ニ其共犯ヲ探索捕獲スルノ手數ヲ省キ第二自首スルヲ以テ其眞犯

ヲ獲ルカ為メ 罪ヲ他人ニ及ホスノ害ヲ除ク第三其真犯ヲ獲ルヲ以テ世人ヲシ

テ安心セシムル等ノ理由アルニ因テ其人ニ加ヘタル害ヲ舊ニ復スルヲ サル者

モ仍ホ其自首ヲ以テ減等ヲ與フル ニ定メタリ故ニ自首ニ因テ減等ヲ ル者舊

法ニ比スレハ大ニ其數ヲ増ス者トス然ルニ右ノ如ク總テノ犯罪ニ對シ全ク其罪

ヲ免スル ハ終ニ罪ヲ犯シ刑ヲ受クル者ナキニ至ルヲ以テ其財産ニ對シタル罪

ヲ犯ス者ヲ除クノ外止タ僅カニ一等ヲ減スル者トス然ルニ闘 其他ノ事ニ因リ

人ヲ殺シタル者ハ本心ヨリ悔悟スル ハ此等ノ罪ハ固ト人ヲ殺スノ意ナクシテ

殺スニ至ル者ナルヲ以テ本條ニ依リ減等ヲ與フルヲ ト雖モ止タ謀殺故殺ノ二

罪ハ多クハ怨恨ヲ懐キ人ヲ殺ス者ニ係ル即チ今日其敵手ヲ殺シ明日自首スル等

ノ弊ヲ生スルニ因リ斯ノ犯罪ニ自首ヲ以テ減等ヲ與フル ハ之ニ由テ反テ世間

ノ害ヲ起スニ至ルヲ以テ此二罪ハ自首減等ヲ サル者トス……」（下線は筆者に

よる）

すなわちその理由は、「謀殺罪や故殺罪が重大犯罪だから」というよりは、むしろ「謀

殺故殺の場合には最初から自首することを計画に入れて行動する者が多いから」、こ

れらの犯罪類型には自首規定が排除されるべきである、と考えられていたようであ
(55)

る。実際、明治維新直後の不安定な社会の中で、有力政治家の大久保利通が暗殺さ

829（84-３-269）

鶴田皓旧蔵『刑法審査修正案註解第一編寫本』85条の注釈の第１段落からの抜粋である。なお本
論文の末尾に、【参考資料】として同文献の自首規定に関する箇所の記述内容を示しておく。
宮城浩蔵『刑法正義上巻』（1893年、復刻版1984年）265頁以下においても、「……謀故殺罪は最

も重大の罪なるが故に、自首減軽の恩典に浴せしむべき者に非ずと云ふ旨趣に出でたるに非ず。何
となれば罪の重大なる者は唯謀故殺罪のみならず、罪の種類によりては猶ほ焉れより大なる者も
無きに非ざればなり。例へば偽証を構造して無辜を死刑に処せしめたるが如き（二百二十二条）裁
判官賄賂を収受し被告人を枉断して死刑に処したるが如き（第二百八十六条）犯罪は器具こそ用い
ざれ舌頭三寸を以て人を無形に殺すは実に厭悪すべく実に重大なる罪なり。而して我刑法は之に
対して自首減軽を用いる所を見れば、謀故殺罪にのみ自首減軽を用いざるの理由は全く其罪の重
大なりと云ふに非ずして他に存することを知る。夫れ人を謀殺し若しくは故殺する者は当初より

F  84 Hosei Kenkyu (2017)78



れるという、いわゆる紀尾井坂の変（1878〔明治11〕年５月14日）といった事件が

起こっていた。犯人の士族は、犯行後直ちに自首
(56)

した。ボアソナードはこの事件に

関連して政府に意
(57)

見書を提出し、「このような事件の犯人にも自首による減軽を与え

るのは不適切」として、「兇徒が暴挙に出て、また損害を回復することができないこ

とを知りながら、恩典を受けようとすぐに自首する者」を自首制度の対象から外す

べきであり、そのためにも前述した、もともとボアソナードが提案していた「犯人

が仮に自首したとしても、その犯罪の日から15日以内に犯罪の証拠が発見されたり、

告訴がなされた場合には、自首としては認めない」旨の規定の復活を訴えていたの

で
(58)

ある。しかし刑法草案審査局ではボアソナードの問題意識は考慮しつつも、ボア

ソナードの規定を復活させることはなく、「謀殺故殺の除外規定を置く」にとどまっ

たのである。

そして成立したこのような明治13年刑法典に対して、学説などからはどのような

評価が加えられたのか。上述の「謀殺故殺の除外規定」については、その後の学説

においても批判されることになる。すでに述べたとおり、明治13年刑法典成立のた

めの土台となる草案を作成し、その内容に大きくかかわったボアソナードであった

が、その草案が刑法草案審査局により修正されて刑法典として成立したことについ

（法政研究84-３-268）828

自首せんと欲して罪を犯す者多きを以て、自首減軽の恩典を与ふれば此罪を犯す者甚だ多きを加
へて、法律は犯罪を誘導するが如き結果を生ずべし。之に反して他の犯罪、例へば窃盗罪を犯す者
の如き当初より自首を期する者無く、従ひて自首減軽の恩典を与ふるも前の如き結果を生ずるこ
と無かる可し。……」とある。
浅古・前掲「刑法草案審査局小考」395頁注14参照。
ボアソナード氏刑法意見（五）自首者ノ減刑ニ關スルボアソナード氏意見書 明治十一年五月

二十日」國學院大學日本文化研究所編『近代日本法制史料集 第九――ボアソナード答議 二』
（1987年）193頁以下。
すなわち、「當今、審査局ニ於テ議評セラルヽ刑法案中、余カ大ニ不同意ヲ唱ヘテ抗論セシ壹箇

條アリ。余カ非トスル所ノ事、過日ノ凶變アルニ及テハ、愈々捨テ置キ難キニ至リタリ。即チ第九
十六條、罪ヲ犯シテ未タ發覺セサル前、自ラ官ニ首服シテ捕ニ就ク者、其罪ヲ宥恕シテ一等ヲ減ス
ル者、是ナリ。╱此條、前案ニ據レハ、犯罪ノ日ヨリ一月或ハ十五日内ニ證憑發覺シタル時ハ、仮
令ヘ罪犯自首スト雖モ一等軽減ノ限ニアラズトアリ。╱然ルニ編纂委員査閲ノ時、此一月以内云々
ノ制限ヲ削除シ、スベテ自首スル者ニ一等減ノ寛典ヲ與ヘタリ。╱余ハ此時、五月十四日ノ變ニ類
スル例ヲ ケテ大ニ抗論シ、兇徒報讐等ノ暴 ヲ行ニ、到底其罪ノ掩フ可カラサルヲ知リテ、此寛
典ヲ得ント欲シ、即時首服スル者アラン ヲ説明シタリキ。然レトモ遂ニ十五日間云々ノ前案ヲ保
持スルヲトヲ得ザリシ。願クハ、余カ如此キ不注意ノ按ヲ賛成シタルニ非ス、又助言シタルニ非サ
ル ヲ信用セラレ、且諸君ニ向テ之ヲ信用セシメラレヨ。且又、鶴田、名村両君ニハ、余カ飽クマ
テ不同意ノ旨ヲ述ヘ置キタリ。╱且余カ前案ニ於テ起草シ、且主張シタル原文ヲ添ヘテ、参考ニ供
ヘントス。此原文ハ、前按ニ於テ第八十四條ニ記載シ、已ニ印行シタルコトアリ。審査局ニ於テハ、
此條ニ至テハ、大ニ改正アランコトヲ信スレトモ、前案ノ通ニ改正セラルヽニ至テハ、甚タ幸ナリ」
（前掲「ボアソナード氏刑法意見（五）自首者ノ減刑ニ關スルボアソナード氏意見書 明治十一年
五月二十日」193頁以下）としたのである。中山・前掲「鶴田皓関係資料断片（一）――鶴田皓の
「自首」論――」14頁、浅古・前掲「刑法草案審査局小考」395頁注14、矢野・前掲「旧刑法にお
ける自首条の成立」57号120頁以下参照。
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て、満足しな
(59)

かった。このためボアソナードによる刑法改正案が1885〔明治18〕年

に脱稿
(60)

され、その改正案および注釈書が1886〔明治19〕年に出されて
(61)

いる。この注

釈書においてもボアソナードは、当時の明治13年刑法典が自首規定に置いていた謀

殺故殺の除外規定を批判し、確かに犯行直後に計画的に自首しても自首減軽が認め

られることになる危険はあるが、このような危険は謀殺故殺に限ったことではなく、

もしそうなら広く人身に対する罪全てを除外すべきだと
(62)

した。そしてこのような観

点からボアソナードは、そもそも謀殺故殺の除外規定について反対する意見を述べ

て
(63)

いたので
(64)

ある。また富井政章も、自首制度についてはその社会的効用の観点から

827（84-３-267）

小野・前掲「舊刑法とボアソナードの刑法学」426頁。ボアソナード・後掲『刑法草案註釋上巻』
3頁にも、「蓋シ當初司法省ヨリ提出セラレシ草案ヲ立法委員……ニ於テ夥シク變更削除シタルノ
不可ナリシ ハ人ノ認メタル所ニシテ此時ヨリ法典改正ノ必要ヲ確信シタルノ機會一ニシテ足ラ
サリキ現時ニ在テ考フレハ其時期遠キニ在ラサルヘシ……」とある。
倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜覧』236頁。これにより作成された明治18年「ボアソナー

ドの刑法改正案」の自首規定は、以下のとおり（内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編著『刑法〔明
治40年〕⑴－Ⅱ日本立法資料全集20－２巻』（2009年）72頁以下）。
第九十七條 犯人自己ニ對シ未タ何等ノ徴憑又ハ發覺ノアラサル前ニ官廳ニ自首シテ捕ニ就ク
ハ法律上ノ宥恕ヲ受ケ本刑ニ一等ヲ減ス但シ第二篇ニ記載シタル重罪 罪ノ發覺ニ關スル免

刑宥恕ノ場合ヲ妨クル ナシ
第九十八條 前條ト同一ナル自首ノ場合ニ於テ他人ノ所有權又ハ財産ニ對スル重罪 罪ニ關シ
犯人其盗取又ハ欺取シタル一切ノ物件ヲ自ラ返還シ若クハ其財産ニ加ヘタル損害ヲ賠償シタル
ハ前條減等ノ外本刑ニ二等ノ減 ヲ得ヘシ

若シ犯人其物件ノ半數又ハ半數以上ノ返還若クハ賠償ヲ爲スニ過〔キ〕サル ハ本刑ニ一等ノミ
ノ減 ヲ得可シ
このボアソナードによる改正案およびその注釈がG.Boissonade,Projet revisede Code Penal

 
pour l’Empire du Japon accompagned’un commentaire（1886,復刻版1988）であり、その日
本語訳がボアソナード著（森順正ほか訳）『刑法草案註釋』（1886年、復刻版1988年）である。そし
てそのそれぞれの自首規定に関する記述は、Boissonade,op.cit.,pp. 263-264et pp. 295-301、ボ
アソナード・前掲『刑法草案註釋上巻』340頁以下および383頁以下参照。また旧刑法典の自首規定
に対するボアソナードの批判については、矢野・前掲「旧刑法における自首条の成立」57号123頁
以下も参照。
すなわち、ボアソナードは前掲の「日本刑法草按 第一稿」の「第八十四條」と同内容の規定を

挙げたうえで、「勿論此條件ハ適用ニ付キ頗ル困難ヲ生ス可シト雖モ亦現今ノ法文（此草案ヲ指ス）
ニ依リテ生スル所ノ結果ハ社會ノ爲メ大ニ危險ナキニ非ス シ法律一部ニ就テ力ヲ失ヒタルモノ
ナレハナリ╱其危險トハ例ヘハ怨恨又ハ復讐ノ爲メニ人ヲ殺シ又ハ狂説ノ爲メ國事犯ヲ爲シタル
者其憤情既ニ散セシ後直チニ自首センニ其罪ノ證人アルニ拘ハラス若シ法廳ニテ未タ其證ヲ得サ
ル ハ必ラス本刑一等ノ減 ヲ得ルニ至ラン╱此ノ如キ危險アルヲ以テ前日モ亦今日モ頒布法典
ニ於テハ謀故殺ノ爲メニ例外ヲ設ケタルナリ○然リト雖モ此點ニ付テ茲ニ吾人ノ陳述セル危險ヲ
了知スル以上ハ啻ニ此殺戮ノミ例外トス可キニ非ス總テ人身ニ對スル重 罪モ例外トセサルヲ得
ス」（前掲『刑法草案註釋上巻』387頁以下）としたのである。
すなわち、「ボアソナード氏「刑法修正案意見書」（明治一六年七月九日）」において、ボアソナー

ドは自首規定に関して、「自首減 ヨリ謀殺故殺ヲ除キタルハ余ノ毫モ了解スル能ハサル所ナリ過
失殺ヲ除キタルハ一層余ノ解釋セサル所ナリ╱蓋シ第一回ノ改正ヲ爲シ尋テ又此第二回ノ改正ヲ
企圖スル者ハ法律上此宥減ノ主意ヲ誤解セシモノト思ハル」（内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編
著『刑法〔明治40年〕⑴－Ⅰ日本立法資料全集20巻』（1999年）460頁）と述べた。この「刑法修正
案意見書」は、後述の「明治16年改正議ノ委員案（未付参事院）」（内田ほか編著・前掲『刑法⑴－
Ⅰ』167頁以下、自首規定については186頁）に対する意見書として書かれたものであり（内田ほか
編著・前掲『刑法⑴－Ⅰ』22頁参照）、「過失殺……」という記述はそれに基づくものである。
なお「ボアソナード「刑法八十五條ニ付回答」（明治一五年六月二日）」という文献においては、

明治13年刑法典85条の「未タ發覺セサル前」とは、告訴・告発や通報前で犯罪事実そのものについ
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説
(65)

明し、そしてこのような社会的効用の観点からは、全犯罪について自首減軽が認

められるべきであり、そしてそれは重大犯罪であれば逆にその必要が認められるも

のであると
(66)

する。そして前述のボアソナードの批判と同様に、犯行直後に自首する

者が現れることの危険は、謀殺故殺に限られたことでは
(67)

ない、と批判したのである。

さらに磯部四郎は自首制度を悔悟に基づく減軽制度では
(68)

なく、「社会の公益」に基づ

く制度で
(69)

あるとした上で、謀殺故殺を自首減軽の対象から外した点を「立法ノ本旨

（法政研究84-３-266）826

ても発覚しない前という意味なのか、告訴・告発や通報はあっても犯罪者が誰なのかがわからない
場合にも「未タ發覺セサル前」として自首を認めてもよいのかについての下問（内田ほか編著・前
掲『刑法⑴－Ⅰ』42頁参照）に対して、「……事實ハ既ニ發覺シ官ニ於テモ激シク其犯罪者ノ捜索
ニ現ニ從事スルモ若シ眞ノ犯罪者ニ對シ未タ何レノ證跡モアラサル内ニ犯罪者ノ自首スル ハ必
ス之レニ減 ヲ施スヘキモノトス」（傍点は省略）とした上で、「此ノ減軽ノ理由ハ犯罪者ニ於テ悔
悟スル（……）ノ故ニアラス（……）シテ自主〔首〕者ハ社會ヲシテ兩個ノ害ヲ受ケサラシムルニ
因ルモノトス而テ該兩個ノ害ハ犯罪者ヲ發覺スル 能ハサル ハ社會ヲシテ永ク不安心ヲ抱カシ
ムル アルノ害其一ニシテ誤テ無罪ノ者ヲ罰スル アルノ害其二ナリ」としている（内田ほか編
著・前掲『刑法⑴－Ⅰ』450頁参照）。
富井政章『刑法論綱』（1889〔明治22〕年）377頁以下。すなわち「自首減 ハ犯人ノ眞心悔悟ニ

基クトスル者アレトモ現ニ眞心悔悟スルモ事既ニ發覺シタル後ニ自首シタル者ハ其刑ヲ減 スル
ナク又眞心悔悟ノ情ナク唯ニ其刑ノ減等ヲ目的トシテ自首シタル者ト雖モ其刑ヲ減 スル 同

一ナルヲ以テ見レハ自首減 ハ犯人ノ心情ニ基本ヲ汲ムモノニ非スシテ公 上ヨリ設ケタル一種
ノ政策タル ヲ知ルヘキナリ」とした上で、「自首減 ヲ與ルノ利 ハ社會ノ爲ニ最モ患フ可キ三
ノ結果ヲ避クルニ在リ其結果トハ（一）有罪者ヲ罰セサル （二）再犯ノ害ヲ招ク （三） 罪ニ
罹ラシムル 是ナリ第一及第二ノ弊害ハ司法權ノ微力ナル ヲ示シ人心恟々各其生ニ安スルヲ得
セシメス第三ノ害ハ文明社會ニ最モ忌ムヘキ者トス╱右三個ノ利 ニ加ルニ犯罪捜査ノ 費ヲ省
キ其證明ヲ容易ナラシムルノ良結果ヲ以テスレハ自首減 法ヲ設クルノ得策ナル 敢テ疑フ可キ
ニ非サルナリ」としていた。
富井・前掲『刑法論綱』378頁（「自首減 ヲ設ケタルノ理由果シテ斯ノ如クナル以上ハ犯罪ノ種

類又ハ其 重ニ依テ差別アル可カラス重大ナル罪ニハ尚却テ之ヲ適用スル 至當ナルニ似タ
リ」）。
富井・前掲『刑法論綱』381頁（「……現行法ニ於テハ 令ヒ確實ナル證人其他ノ證據アルモ犯人

ハ唯自首シタルノミヲ以テ減刑ヲ受クルノ權利ヲ有スルノ弊アリ立法者ハ即チ一ハ此弊害ヲ矯メ
ント欲シテ謀故殺ヲ例外トシタルモノナルヘシト雖モ右危險ハ獨リ謀故殺ノ 合ニ限リ生スル者
ト云フ可カラサルナリ」）。
磯部四郎『改正増補刑法講義上巻』（1893〔明治26〕年）882頁以下、とくに885頁以下。すなわ

ち「新律綱領改定律例及ヒ明清律ノ自首減 ハ全ク犯人ノ悔悟ニ基因セリ即チ一タヒ罪ヲ犯スト
雖モ事未タ發覺セサル前ニ於テ官署ニ自首スルモノハ既ニ前非ヲ悔悟シ善心ニ復 シタル者ト推
測スヘシ之ヲ逃竄 匿以テ法網ヲ脱シテ其非ヲ遂ケントスル者ニ比スレハ其情 同視スヘキニア
ラス故ニ其刑ヲ減スヘシト 舊時ノ如ク刑典ヲ秘シテ人民ニ公示セサル時代ニ於テハ犯人自首ニ
因テ減刑セラルヽヤ否ヤヲ知ラサルヲ以テ偶自首スル者ハ悔悟ニ出ツル者ト推測スヘシト雖モ今
日ノ如ク公然刑典ヲ頒布スルニ至テハ其自首必シモ悔悟ニ出ツルモノト推測スル ヲ得ス何トナ
レハ自首者ハ必ス減等セラルヽヲ以テ其自首ハ悔悟ニ出ツルニ非ス寧ロ減等ヲ目的トスルモノ最
モ多數ナルヘキヲ以テナリ現ニ統計表ニ因リテ ルモ自首者ハ減 ヲ得ルノ犯罪ニ多クシテ減
ヲ得サルノ犯罪ニ少キヲ以テ證スルニ足ルヘシ之ヲ換言スレハ自首ハ悔悟ノ故ニアラスシテ減
ヲ求メンカ爲メノミ故ニ減 セハ自首スヘシ減 セスンハ自首セスト云フカ如シ」として、自首制
度が悔悟に基づいての減軽制度ではないとした。
磯部・前掲『改正増補刑法講義上巻』886頁以下（「夫レ然リ自首ハ悔悟ニ出ツルモノト云フヲ得

ス然ラハ現行法ニ於テ尚ホ自首減 ヲ設クルモノハ何ソヤ他ナシ三箇ノ理由存スルヲ以テナリ第
一僥倖ヲ以テ刑罰ヲ遁ルヽ者ナキニ至ラシムルノ アリ第二裁判ノ錯誤ヲ避クルノ アリ第三刑
罰ヲ遁レテ再ヒ罪ヲ犯スノ憂ヒヲ防止スルノ アリ此三箇ノ利 ハ即チ自首減 ヲ設クルノ理由
タリ爰ニ其要領ヲ略説スヘシ╱第一犯人ノ狡獪ナル者ハ種々ノ手段ヲ以テ巧ミニ逃竄シ充分ニ捜
索スルモ竟ニ逮捕ニ就カサル者アリ是レ司法權ノ信用ニ關シ且ツ法律ノ威力ヲ損スルモノト云ハ
サルヘカラス然ルニ自首減 ヲ設ケテ自首ヲ奨勵スルトキハ犯人自ラ出テヽ申告シ啻ニ犯人ヲシ
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ニ悖ル」ものであると批判
(70)

した。

このように、自首規定の趣旨についてボアソナードの「社会的利益、捜査の便宜」

という考え方が受け入れられて
(71)

いく一方で、刑法典がその適用対象犯罪から殺人罪

を除外していることが、批判されていくことになった。損害回復という観点に基づ

いての規定であるならばともかく、捜査の便宜という社会的公益の観点からの規定

であるならば、確かに謀殺故殺を除外する根拠は乏
(72)

しい。そしてこのことが、当時

825（84-３-265）

テ減等ノ恩典ニ因リ殊ニ悔悟心ヲ發スヘキノミナラス司法權ノ信用ヲモ回復スルコトヲ得ヘシ╱
第二審判手續ハ緻密ニシテ完全ヲ致スト雖モ尚ホ且剛 ナル犯人ハ容易ニ其實ヲ供出セサルカ爲
メ往々ニシテ裁判ノ錯誤ヲ來タサシメ又ハ時トシテ 罪ニ ラシムルノ弊ヲ免レス然ルニ自首減
ニ因リ自首ヲ奨勵セハ自ラ罪 ヲ申告スルニヨリ亦以テ幾分カ裁判ノ錯誤ヲ避クルコトヲ得ヘ

シ╱第三犯人逃竄シテ既ニ其刑ヲ遁ルヽヤ飢 ニ迫レハ再ヒ罪ヲ犯スニ至ル者アリ是等ハ前犯ノ
刑ヲ遁レタルニ因テ招ク所ノ再犯ナリト云フヘシ然ルニ自首減 ヲ設クルトキハ前犯ニ於テ自首
シ再犯ナカラシムルコトヲ得ヘシ╱以上ノ三 ハ皆是レ社會ノ公 ニ屬スルモノナリ是レ自首減
ノ設ケアル所以ナリ……」）。
磯部・前掲『改正増補刑法講義上巻』893頁以下（「謀殺故殺ニ係ル者ハ之ヲ自首減 中ニ置カサ

ルハ本條但書ノ明示スル所ナリ 謀殺故殺ハ犯情最モ重キモノナリ若シ之ニ自首減 ヲ許サハ復
仇ノ 合等ニ於テハ豫メ死刑ヲ免ルヽヲ奇貨トシテ其罪ヲ犯スニ至ル等ノ弊害アリ故ニ之ヲ許サ
スト云フノ意タル乎然レ 予ヲ以テ之ヲ視レハ是レ其一ヲ知テ未タ其二ヲ知ラサル者ト云ハサル
ヲ得ス凡ソ殺傷罪ヲ犯スカ如キ者ハ其罪跡ヲ晦マサンカ爲メ再ヒ人ヲ殺シテ其口ヲ塞キ氏名ヲ
シテ逮捕ヲ遁ルヽ等一罪ヲ犯シタルニ因テ他罪ヲ犯スノ傾向ナキニアラス又犯罪最モ重キモノ

ハ一層裁判ノ錯誤ヲ避クルノ必要アリ又捜索ノ 費モ一層多キヲ要セサルヘカラス由テ レハ自
首減 ヲ設クルノ必要ハ 罪犯ニ在ランヨリハ寧ロ重罪犯ニ在リト云フモ不可ナカルヘシ然ルニ
謀殺故殺ニ自首減 ヲ許サヽルハ予ノ了解ニ苦ム所ナリ又或ハ云ハン乎謀殺故殺ノ自首ハ毫モ被
害者ニ利 ヲ與ヘス故ニ其減 ヲ許サスト然レ 自首減 ハ元來被害者ノ爲メニ設クルニアラス
三箇ノ理由アルヲ以テナリ此理由ヨリ論スルトキハ謀殺故殺ノ如キハ最モ其自首ヲ望マサルヘカ
ラス然ルニ之ニ減 ヲ許サヽルハ立法ノ本旨ニ悖ルノ嫌ヒナキヲ得ス故ニ草案ニハ但書ノ附加ナ
ク一般ニ自首減 ヲ許スモノトセリ然ルニ立法者カ特ニ但書ヲ附加シタルハ果シテ何等ノ理由ニ
當ルヤ予ハ疑ヒナキヲ得サルナリ」）。なお、ここでの「草案」とは、明治10年の「日本刑法草案」
を指すものと考えられる。
なお高木豊三は自首制度の趣旨を、悔悟の奨励だけではなく犯人の捜索の手間を省く点や犯罪

者を処罰できないことを防ぐ点、そして冤罪を防ぐ点にある（高木豊三『校訂刑法義解（第一編）』
（1882〔明治15〕年）240頁以下、高木豊三『刑法講義録』（1886〔明治19〕年）322頁以下におい
ても同様。ここで高木豊三が「自首減 ノ例ヲ設クル所以ハ獨リ犯人悔悟ノ意ヲ賞勵スル爲メノミ
ナラス……」として、「悔悟の奨励」を自首制度の根拠に一応は加えている点は、富井政章や磯部
四郎らとは一線を画するものといえる）とした。その上で謀殺故殺が自首減軽の対象から外されて
いる点は、「……謀殺故殺ノ罪タル多クハ宿怨遺恨ヲ懐クニ原因スル者ナリ而シテ今日之ヲ殺シテ
其宿怨ヲ晴ラシ明日官ニ自首シテ一命ヲ失フニ至ラサル ハ〔筆者注：（死刑にならずに）自分の
命を失わないときは〕彼レ死シ我レ存ス 令他ノ重刑ヲ受クルモ寧ロ此宿怨ヲ晴スノ快ナルニ若
カストスル者アルノ恐レアリ到底無期有期ノ徒刑ヲ以テ謀殺故殺ヲ戒ムルニ足ラストスルヲ以テ
ナリ」（高木・前掲『校訂刑法義解（第一編）』244頁以下）としている。高木・前掲『刑法講義録』
328頁以下ではこの記述が「審査委員」の見解として示されており、前述のボアソナードと刑法草
案審査局の審査委員の見解の対立について触れ、「ボアソナード氏ノ論旨ノ論理ニ適スル ハ固ヨ
リ言ヲ待タス然レ 委員ノ懸念スル所モ亦一理ナキニアラス」とした上で、刑法施行後の統計で謀
殺故殺の場合に犯人が不明であった事例が多いのであれば当該但書を削除すべきと主張した。
このような観点から逆の帰結を導いたのが井上正一であった。井上正一は自首減軽の趣旨に関

して、悔悟の論拠を一旦は批判しつつ、「自首スル時ハ犯人法網ヲ脱〔セス〕法律ノ威力ヲ減殺ス
ルノ憂ナシ故ニ之ニ減等ヲ與フルヲ好トス」という点および「自首スル時ハ無辜冤罪ニ陥ルノ患ナ
シ故ニ之ニ減等ヲ與フルヲ好トス」という点の２つの理由を出発点とした（井上正一『日本刑法講
義』（1888〔明治21〕年）608頁以下）ものの、謀殺故殺を自首の対象から外した規定があることが
「殆ント前述ノ二理由ヲ消滅スル」（同615頁）ものである、その理由は「……謀殺故殺ハ其罪固ヨ
リ重大ナリ重大ナル犯罪ニ付テハ法律ニ於テ特ニ鄭重ノ注意ト嚴密ノ手數トヲ要シテ其犯人ヲ捜
索セサル可カラサルヤ論ヲ竢タス何トナレハ其重大ノ罪ヲ犯シタル者ヲ漏シタルト誤テ無辜ノ人
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の刑法改正の動きの中で具体化していくことになる。

さらに、財産犯における自首規定について、賠償した場合に減軽するという制度

が、その規定内容の不具合もあって強く批判された。例えば宮城浩蔵は、「現
﹅
行
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法
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ノ
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ル
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所
﹅
ア
﹅
リ
﹅
」と題した上で、「…… 盗ノ已遂

犯ト未遂犯トアリ、已遂犯者ハ其刑ヲ畏レテ直チニ自首シ、其贓物ヲ還給スルトキ

ハ先ツ 盗罪ノ本刑ヨリ自首ニヨリテ一等ヲ減セラレ、贓物還給ニヨリテ二等ヲ減

セラレ、都合三等ヲ減セラル、又未遂犯者ハ亦其刑ヲ畏レテ自首シタレトモ、固ヨ

リ未遂ニテ贓物ヲ得サレハ還給スヘキ物コレ無シ、然ルトキハ未遂ニヨリテ一等ヲ

減セラレ、（固ヨリ二等ヲ減スルコトヲ得サルニ非ス〔、〕然レトモ法律上當然二等

ヲ減セラルヽニ非ス）自首ニヨリ又一等ヲ減セラレ、都合二等ヲ減セラル、已遂犯

ト未遂犯トノ間ニ於テ此ノ如キノ差違ヲ生シ、重キ罪ハ ク罰セラレ、 キ罪ハ重

ク罰セラルヽコト實ニ不權衡ト謂ハサルヘケンヤ、是レ等ハ須ク改正ヲ要スヘキノ

點ナリ、一歩ヲ進メテ論スレハ、財産ニ對スル罪ヲ犯シ、自首シテ贓物ヲ還給シ損

害ヲ賠償スレハ都合三等ヲ減セラルヽニヨリ、犯者ニシテ稍々富饒ナル時ハ、法衙

ニ於テ未タ要求ヲ受ケサル前ニ、自ラ好ミテ（……）所有ノ田地若クハ家屋ヲ以テ

賠償ニ充テント開陳スルコト有ル可シ、此ノ如キ場合ニテモ尚ホ三等減ヲ受ケサル

ヲ得ス、然ラハ則チ富者ハ減等ヲ得、貧者ハ之ヲ得サルノ不權衡ヲ生スルヲ見ル

……」として、既遂犯と未遂犯における自首規定による刑の不権衡や、富裕者と貧

者との間での刑の不権衡についての批判を行って
(73)

いた。

そしてこのような批判は、その時既に始まっていた刑法改正の動きにも影響する。

すなわち、明治13年の刑法典成立直後から、刑法改正の動きがおこり、それは現行

（法政研究84-３-264）824

ヲ入レタルトハ共ニ社會ノ公安ヲ害シ人民ノ私 ヲ傷フ ノ最モ重ク最モ大ナル可ケレハナリ其
レ然リ然ラハ則チ犯人ノ自首ハ此最モ畏ル可キ危險ヲ掃除スル者ナルカ故ニ法律ハ謀殺故殺ノ犯
人ニ就テコソ寧ロ却テ自首減 ノ効顯著ナリト謂ハサルヲ得ス然ルニ故ラニ減 ヲ與フルノ例ニ
在ラスト爲シタルニ依レハ則チ法律カ自首者ニ減 ヲ與ヘタル精神ハ シ右二理由ノ外ニ在ル可
シトノ疑ヲ惹起スル亦無理ナラサルヲ知ルナリ」（同616頁）という点からであり、それゆえに、「以
上講説シタル所ニ依テ第八十五條ノ精神ヲ尋ヌレハ シ前ニ予カ非難シタル悔悟ノ理由ヲ採用シ
タル者ナル可キ 果シテ然ラハ……法律ハ唯其悔悟ノ迅速ナラン ヲ勸誘シタル者ナリトノ意ニ
論釋セサル可カラサルナリ╱又其謀殺故殺ニ係ル者ヲ以テ自首減 ノ例外ニ置ク所以ハ其罪大ナ
ルヲ以テ縦令ヒ悔悟スルモ爲メニ罪 ヲ減 ス可キ者ニ非ラストスルノ意ナラン 」（同617頁）と
して、この謀殺故殺の除外規定の存在を理由にして逆に自首規定の制度根拠を悔悟の論拠による
ものとせざるを得ないとしたのである。
宮城浩蔵「現行刑法改正論」内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編著『刑法〔明治40年〕⑴－Ⅲ日

本立法資料全集20－３巻』（2009年）255頁以下。宮城浩蔵はさらに共犯者間での不権衡もありうる
ことを指摘しており、これは宮城・前掲『刑法正義上巻』267頁においても同様の指摘がなされて
いる。
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の刑法典である明治40年刑法典（1907年刑法典）の成立へと結びついた。この中で、

自首規定はどのような変化を遂げたのか。

ｃ.明治40年刑法典（1907年刑法典）成立
(74)

まで

明治13年刑法典が成立して、明治15年（1882年）１月１日に施行されて間もない

頃から、多くの刑法改正
(75)

意見が提出され、議論となりつつ、刑法の全面的な再改正

の動きが始まり、司法省や参事院において改正案が作成されるなどの動きが見
(76)

られ、

その後も刑法を改正しようとする動きはほとんど止まることがなかった。

これらの司法省案などをもとに作成され、そして最初に公にされることになった

全体的な刑法改正案が、明治23年刑法改正案であった。この明治23年刑法改正案の

自首規定は以下のとおりで
(77)

ある。

第八十條 罪ノ徴憑未タ犯人ニ對シ發覺セサルニ先チ官ニ自首シテ其處分ヲ待

ツ者ハ其罪ヲ宥恕シテ本刑ニ一等ヲ減ス

被害者ノ告訴ヲ待テ訴追ス可キ罪ニ付テハ犯人其被害者ニ首服シ且官ノ處分ヲ

823（84-３-263）

明治40年刑法典の自首規定の制定過程に関しては、山火・前掲「現行「自首・首服」規定の成立
過程」153頁以下および157頁以下、田中・前掲「近代日本刑法の自首規定の変遷――特に「悔悟の
念」の必要をめぐって」93頁以下も参照。
なお、明治13年刑法典に対して西欧刑法学者が論評したものを日本語訳した文献が散見される

（内田ほか編著・前掲『刑法⑴－Ⅰ』475頁以下参照）が、自首規定に関しては御雇外国人のルー
ドルフ（Otto Rudorff）が、自首減軽は酌量減軽と変わらないものであるから自首減軽の節を削除
して酌量減軽規定にまとめるべきと論評した点が注目される（内田ほか編著・前掲『刑法⑴－Ⅰ』
504頁）。
これについては内田ほか編著・前掲『刑法⑴－Ⅰ』４頁以下を参照。自首規定に関連するところ

では、明治15年末から16年初めにかけての「司法省改正案」において、既に以下のような規定への
修正が示されている（内田ほか編著・前掲『刑法⑴－Ⅰ』90頁）。
第八十五條 罪ヲ犯シ事未タ發覺セサル前ニ於テ官ニ自首シタル者ハ本刑ニ一等ヲ減ス但過失
殺ヲ除ク外人ヲ死ニ致シタル者ハ自首減 ノ限ニ在ラス

さらに追加規定として、「第八十 條 自首スト雖モ未タ判決ヲ受ケスシテ逃走シタル者ハ自首ヲ
以テ論スル ヲ得ス」（下線部の横に「減 ノ限ニ在ラズ」との修正あり）という規定も見られた。
これらの修正規定は参事院に刑法改正作業が引き継がれても見られ（「明治16年改正議ノ委員案
（未付参事院）」内田ほか編著・前掲『刑法⑴－Ⅰ』186頁、「第33号参事院総会議議案―刑法改正
ノ件」内田ほか編著・前掲『刑法⑴－Ⅰ』249頁）、参事院総会議議決により以下のような規定となっ
た（「明治16年「参事院刑法改正案」（校了）」内田ほか編著・前掲『刑法⑴－Ⅰ』288頁以下、「参
事院上申案（明治一六年七月一二日））」内田ほか編著・前掲『刑法⑴－Ⅰ』416頁以下）。
第八十五條 罪ヲ犯シ事未タ發覺セサル前ニ於テ官ニ自首シタル者ハ本刑ニ一等ヲ減ス但過失
殺ヲ除クノ外人ヲ死ニ致シタル者及ヒ放火強姦強盗人ヲ殺傷シタル者ハ自首減 ノ限ニ在ラス
〔「第八十七條」の次に以下の一条を追加〕
追加第一條 自首スト雖モ未タ判決ヲ受ケスシテ逃走シタル者ハ減 ノ限ニ在ラス

結局としてこの但書の修正は、明治23年刑法改正案には自首規定である80条３項に「法律ニ於テ死
刑又ハ無期刑ヲ科スル重罪ニ付テハ自首ノ爲メ減 ヲ行ハス」という形で引き継がれたものの、追
加しようとした条文は明治23年刑法改正案に引き継がれなかったことになる。
法文の原文は内田ほか編著・前掲『刑法⑴－Ⅲ』167頁、倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜

覧』84頁による。
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待ツヲ以テ自首ノ效アリトス

法律ニ於テ死刑又ハ無期刑ヲ科スル重罪ニ付テハ自首ノ爲メ減 ヲ行ハス

これは明治13年刑法典の内容と比較すると、財産犯における損害賠償による刑のさ

らなる減軽規定がなくなったこと、自首規定適用外の犯罪類型が殺人以外にも、法

定刑に死刑や無期刑があるもの全体に拡大されたことが特徴と言える。前述のとお

り、財産犯に関する損害賠償によるさらなる減軽規定は、非常に批判が多く、削除

されたので
(78)

ある。そして自首規定の適用犯罪がここで一度は限定されたのが、次の

明治28年刑法草案においては、このような限定がない規定となる。明治28年刑法草

案の自首規定は以下のと
(79)

おり。

第五十七條 罪ヲ犯シ未タ官ニ發覺セサル前ニ於テ自首シタル者ハ其刑ヲ減

スルコトヲ得

第五十八條 被害者ノ告訴ヲ待テ訴追ス可キ罪ニ付テハ其被害者ニ首服スルヲ

以テ自首ノ效アリトス

この規定の特徴は、自首となった場合の法律効果が、それまでは必要的（一等）減

軽だったのが、任意的減軽に変更されたこと、また自首適用の対象犯罪の範囲が全

犯罪に再び戻ったことで
(80)

ある。そしてこれ以降はほぼ変更がなされることなく、明

治30年草案において条文が一つにまとめられ、第２項に「モ亦」という文言を追加

して親告罪においても官庁への自首でも自首として認められるよう
(81)

にし、また被害

（法政研究84-３-262）822

この点に関しては明治23年刑法改正案についての「刑法案説明書」（内田ほか編著・前掲『刑法
⑴－Ⅲ』205頁以下参照）においても、
「第二十 自首減 ニ關スル規定ニ改正ヲ加ヘタルコト
現行刑法ノ規定ニ依レハ財産ニ對スル罪ヲ犯シタル者自首シテ直ニ其贓物ヲ還給シ損害ヲ賠償シ
タルトキト ニ自首ノミヲ爲シ被害者ノ請求ニ因リ贓物ヲ還給シ損害ヲ賠償シタルトキトハ大ニ
減 ノ度ヲ異ニシ其第一ノ場合ニ於テハ犯人本刑ニ二等若クハ三等ヲ減セラレ第二ノ場合ニ於テ
ハ本刑ニ一等ヲ減セラルルノミ犯人刑ヲ受クルニ當テハ此ノ如ク差異アリト雖モ被害者ニ於テハ
其何レノ場合ニ於テモ既ニ贓物ヲ取還シ損害ノ賠償ヲ受ケタル上ハ何等ノ損害モ之ナカルヘシ要
スルニ是等私 上ノ事ニ由リ刑罰ニ影響ヲ波及セシムルハ不當ノ規定ナルヲ以テ改正法ハ之ヲ廢
シタリ」
として、財産犯における損害賠償によるさらなる減軽規定が、あくまでも「私 上ノ事」であって、
刑罰に影響させるのが不当であるとの考えから削除されたことが示されている。なお、この箇所の
記述は、宮城浩蔵が「現行刑法改正論」（内田ほか編著・前掲『刑法⑴－Ⅲ』256頁）において述べ
ている内容と、ほぼ重なる記述となっている。山火・前掲「現行「自首・首服」規定の成立過程」
164頁以下も参照。
法文の原文は内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編著『刑法〔明治40年〕⑵日本立法資料全集21巻』

（1993年）139頁による。
なお、この明治28年「刑法草案」の立案・審査過程を示す刑法改正審査委員会の決議録の第43回

（明治26年６月28日）には、具体的な自首規定に関する検討内容については示されていない（内田
ほか編著・前掲『刑法⑵』90頁以下）。
明治30年「刑法草案」の自首規定の文言（57条）は、以下のとおり（内田ほか編著・前掲『刑法
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者と告訴権者が異なる場合を考慮して明治34年草案に第２項の文言の修正を
(82)

行った

以外は、ほぼ同様の規定と言える。

この規定が最終的に、以下に挙げる明治40年刑法典（1907年刑法典）42条の自首

規定となるので
(83)

ある。

第四十二條 罪ヲ犯シ未タ官ニ發覺セサル前自首シタル者ハ其刑ヲ減 スルコ

トヲ得

告訴ヲ待テ論ス可キ罪ニ付キ告訴權ヲ有スル者ニ首服シタル者亦同シ

なぜ最終的にこのような規定の内容になったのか。まず、明治40年「刑法改正案」

理由書には以下のように
(84)

ある。

「本條第一項ハ現行法第八十五條及ヒ第八十六條ヲ合シ之ニ修正ヲ加ヘタルモノニ

シテ現行法ハ謀殺、故殺ニ係ル者ヲ除キ自首シタル者ハ必ラス本刑ニ一等ヲ減シ又

財産ニ對スル罪ヲ犯シタル者ニハ其損害贖償ノ程度ニ因リ減等ノ度ヲ異ニスルノ規

定ヲ設クト雖モ謀殺、故殺ニ係ル者ヲ除外スル理由ナク又自首者ニハ必ラス本刑ニ

一等ヲ減スル爲メ自首減等ヲ期シテ罪ヲ犯ス者ナキニアラサルノミナラス損害ヲ贖

償スル程度ニ從テ減等ノ度ヲ異ニスル如キハ其規定細微ニ過キ弊害ヲ生スル虞アリ

是ヲ以テ本案ハ之ヲ改メ罪ノ種類ヲ問ハス自首シタル者ハ其刑ヲ減 スルコトヲ得

ルコトト爲シ此等ノ弊ヲ一掃シ且自首減 本來ノ目的ヲ達センコトヲ期ス╱……」

すなわち、謀殺故殺のみを除外する理由はなく、全ての犯罪を対象とすべきではあ

821（84-３-261）

⑵』139頁）。
第五十七條 罪ヲ犯シ未タ官ニ發覺セサル前ニ於テ自首シタル者ハ其刑ヲ減 スルコトヲ得
被害者ノ告訴ヲ待テ訴追ス可キ罪ニ付テハ其被害者ニ首服スルモ亦自首ノ效アリトス

この自首規定の文言は、明治33年「刑法改正案」の自首規定（57条）においても全く同じ文言であ
り（内田ほか編著・前掲『刑法⑵』473頁）、法典調査会第三部での審議においても原案どおり可決
した旨が示されている（第十八回（明治32年11月）、内田ほか編著・前掲『刑法⑵』188頁）。
明治34年「刑法改正案」の自首規定の文言（54条）は、以下のとおり（内田文昭＝山火正則＝吉

井蒼生夫編著『刑法〔明治40年〕⑶－Ⅰ日本立法資料全集22巻』（1994年）39頁、倉富ほか監修・
前掲『増補刑法沿革綜覧』170頁）。
第五十四條 罪ヲ犯シ未タ官ニ發覺セサル前自首シタル者ハ其刑ヲ減 スルコトヲ得
告訴ヲ待テ論ス可キ罪ニ付キ告訴權ヲ有スル者ニ首服シタル者亦同シ
法文の原文は内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編著『刑法〔明治40年〕⑺日本立法資料全集27巻』

（1996年）393頁による。
内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編著『刑法〔明治40年〕⑹日本立法資料全集26巻』（1995年）

306頁、倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜覧』2146頁。この部分の理由記述内容は、明治33年
「刑法改正案」理由書（内田ほか編著・前掲『刑法⑵』519頁）、明治34年「刑法改正案参考書」（内
田ほか編著・前掲『刑法⑶－Ⅰ』90頁）、明治35年「刑法改正案」理由書（内田文昭＝山火正則＝
吉井蒼生夫編著『刑法〔明治40年〕⑷日本立法資料全集24巻』（1995年）86頁以下）などにおいて
もほぼ同内容の記述がみられ、その当時から規定の改正趣旨に関して変更がなかったことがうか
がわれる。
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るものの、実行前から自首することを計画に入れて自首する者に対して減軽を与え

ることのないように、減軽の可否を裁判官の裁量に委ね、そのような不都合が生じ

るのを回避しようとしたので
(85)

ある。また財産犯における損害賠償の程度に依拠する

部分も、規定が繫雑になる点から削除されたのである。

また審議の過程の中で注目すべきは、明治35年「刑法改正案」が第16帝国議会に

提出された際に、その貴族院刑法改正案特別委員会において、以下におけるような

議論がなされた点である。すなわち、まず明治35年１月31日の同特別委員会におい

て、奥山政敬が自首規定である54条の第２項の「亦同シ」の意味内容について、減

軽という法律効果だけを指すのか、「發覺セサル前」であることも含むのかと質問し

たのに対し、政府委員の古賀廉造が親告罪について官はこれに関係しないというだ

けの規定であると答弁し、さらに同じく奥山政敬が第２項の趣旨について告訴権を

有する者に犯罪が露見していても構わないのかと質問したのに対し、古賀廉造は「ド

ウシテモマダ知ラナイ前デナケレバイカヌコトヂヤラウト思フ」と答弁
(86)

した。さら

に名村泰藏が明治13年刑法典の86条と87条（すなわち損害回復による刑の追加的な

減軽規定）が削除された点について、「……是亦實際自首ヲ許ス上カラハ大イニ便利

ニナルモノデ、警察ノ手ヲ幾ラカ省クコトニモナリマス、旁〻利 デアルト云フ所

デ現行刑法〔筆者注：明治13年刑法典〕ニハ入レテ置キマシタガ、ソレヲ除イテア

リマスノハドウ云フ理由デ御除キニナッタカ……」「……是ハ餘ホド我〻ハ便宜ナモ

ノト思フテ之ヲ拵ヘタノデアッタガ、今日是ガ不用ニナルト云フ理由ヲ御示シ下サ

イ」と質問したのに対し、古賀廉造が

「成ルホド此現行法ノ規則ハ或ル場合ニ於テハ餘ホド利 ノアル法律ニハ違ヒナイ

ダラウト思ヒマス、然レドモ此八十六條ノ方ハ自首ヲシタ外ニ又贓物ノ還給ト損害

ノ賠償ハ民事ニ屬スル償ヲシタ者ニ對シテノ減等ニナッテ居ル、是ハ公訴權ノ執行

ト民事ノ賠償トハ全ク趣ヲ異ニシマスルカラ、 令罰セラレテモ一方ニ於テハ民事

ノ賠償ハシナケレバナラヌ、モト自首ノ目的ハ犯罪ノ發覺ヲ容易ニシヤ〔ヨ〕ウト

云フ主意デアリマスカラ、其目的サヘ達スレバ贓物ノ還給損害ノ賠償ノコトハ減等

ノ例ニ當嵌ムル必要ハアルマイ、斯ウ云フノデ八十六條ハ先ヅ削ッタ譯デゴザイマ

（法政研究84-３-260）820

山火・前掲「現行「自首・首服」規定の成立過程」158頁以下も参照。
内田ほか編著・前掲『刑法⑷』184頁以下、倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜覧』658頁以下。
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ス、ソレカラ又八十七條ニ於キマシテハ財産ニ對スル罪デアッテモ此公ナル罪ヲ犯

シタル者デアリマスカラ、被害者ト謂ハヾ示談シテ其責任ヲ クスルト云フコトハ

面白クナイ、是ガ私ニ屬スル權利デアルト示談ノ方モ便利デアラウト思ヒマスガ、

公ノ權利ニ屬スルモノニ付テハ被告〔害〕者トノ示談ハ之ヲ自首ト同視スル譯ニイ

クマイト云フノデ、之ヲスッカリ除イテ仕舞ッタノデ、ソレデ草案ノ五十四條ノ第

二項ノ告訴ヲ待ッテ罪ヲ論ズル罪ニ限ッテ是ハ一個人ノ權利ニ屬スルモノニ限ッテ

官ニ自首スル者ト同等ノ權利ヲ與ヘル、斯ウ云フ結果ニナッタノデ」

と答弁
(87)

した。

さらに明治35年２月10日の同じく貴族院刑法改正案特別委員会において、菊池武

夫が自首規定である54条について、「官」の意味内容（範囲）、および「發覺セサル」

の意味内容について質問し、さらに「……此自首ニ付テ『此刑ヲ減 スルコトヲ得』

ト云フノダカラ、シナイ場合モアルヤウニ思ハレマスガ、一體自首ト云フモノデ刑

ヲ減ズルト云フノハドウ云フ主意デ減ズルト云フコトニナルカ、是ハ現行法ト違フ

カラ念ノ爲ニ伺ヒマス」と質問し、それに対して政府委員の古賀廉造が

「減刑ノ理由ハ犯罪ノ發覺ヲ容易ナラシムル目的ニ出デタ積リデアリマス、モトモ

ト罪ヲ犯シタ者デ、當然知レルモノナラバ官ヨリ發覺セラレテ罰セラレルヨリ自ラ

名乘リ出テ少ナクモ減刑ヲ受ケタイト云フ事情ヲ酌ンデ之ヲ設ケテ置イタナラバ捜

査ノ便利ヲ得ルデアラウ、斯ウ云フ積リデアルノデス、併ナガラ又一方ニ於テ 令

捜査ノ便宜ヲ與ヘテモ其罪ニシテ少シモ恕スルト云フコトガ出來ナイト云フヤウナ

事ガアッタナラバ、其情 ノ最モ憎ムベキモノデアッタナラバ自首シテモ恕シナイ、

斯ウ云フ積リデアリマス」

と答弁
(88)

した。さらに奥山政敬から「發覺セサル」の意味内容について再確認の質問

をし、これに関して政府委員の古賀廉造が先程の答弁を改めた後、再び菊池武夫か

ら「首服」の意味内容および「告訴權」と検事による起訴との関係について質問が

なされ、前者に対して政府委員の古賀廉造が、後者に対して政府委員の倉富勇三郎

が回答
(89)

した。ここでさらに菊池武夫が、「此現行法デハ減 スル規則ニナッテ居ルノ

819（84-３-259）

内田ほか編著・前掲『刑法⑷』185頁以下、倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜覧』659頁以下。
内田ほか編著・前掲『刑法⑷』355頁以下、倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜覧』898頁以下。
内田ほか編著・前掲『刑法⑷』356頁以下、倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜覧』899頁以下。
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ヲ斯ウ減 セヌ場合ガアルト云フノハ、例ヘバ皇室ニ對スル罪デアルトカ、大抵イ

ツデモ宥恕ヲ與ヘラレヌヤウナ罪ガ自ラ有リサウニ思ハレルノデアリマスガ、ソレ

ガドレドレノ罪ト云フコトハ絶對ニ極メラレヌト云フ主意カラ、是ガ來テ居ルノデ

アリマスカ」と質問したのに対し、倉富勇三郎が

「現行法デハ自首減等ヲ與ヘナイ罪トシテ謀殺故殺ヲ掲ゲテ居リマスケレドモ、謀

殺故殺ト言ッテ必シモ限ルノハ適當デハナイ、丁度今御話ノ通リ法律デ罪ノ性質ニ

依ッテ此罪ニ限ッテハ減 シナイト云フコトヲ掲ゲルノハ却ッテ適當デナイト云フ

考デアリマス」

と答弁
(90)

した。さらに菊池武夫が「自首」と「首服」の区別をしない提案を
(91)

したうえ

で、加えて自首の法律効果を任意的減軽から必要的減軽に修正する提案を
(92)

したもの

の、兒玉淳一郎からそれに対する反対意見を述べたいとの申し出が出され、さらに

徳川家達委員長が「唯今ノ菊池君ノ修正説ハ賛成者ガアリマセヌ故ニ問題ト相成リ

マセヌ」として、54条（自首規定）について採決が行われ、賛成者多数により可決

されたので
(93)

ある。

すなわち自首規定の趣旨としては「犯罪の発覚を容易にさせる」という「社会的

公益（捜査機関の便宜）」というものであることを前提にしつつ、しかし当該犯罪に

ついて「少しも宥恕することができない」「情状に憎むべきものがある」場合には自

首しても減軽しないこととし、またこれは明治13年刑法典のように謀殺罪や故殺罪

においてだけそのような自首減軽の排除を認めるべきではなく、特定の犯罪類型ご

とに排除するのではなくて、事案に応じて排除する旨が示されていたのである。こ

（法政研究84-３-258）818

内田ほか編著・前掲『刑法⑷』357頁、倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜覧』901頁。
これに対しては倉富勇三郎が書き改める理由がなかったので現行法の文例のとおりにしたと回

答した（内田ほか編著・前掲『刑法⑷』357頁、倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜覧』901頁）。
内田ほか編著・前掲『刑法⑷』357頁、倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜覧』902頁。すなわ

ち「私ハ此一項ノ『刑ヲ 減スルコトヲ得』ト云フコトヲ『 減ス』ト云フコトニ改メタイト思ヒ
マス、ト云フノハ先刻政府委員カラ説明モゴザイマシタ通リニ、畢竟此條ヲ設ケルト云フノハ犯罪
ヲ容易ニ見付ケルト云フ方ノ側カラ出タ規定デゴザイマスル以上ハ、 令其他ノ關係ニ於テ罪ノ
情 ハ重イモノデアルトカ、 ムベキモノデアルトカ致シマシテモ兎ニ角此箇條ニ於テハ此理由
ニ依ッテハ減 ヲスルト云フ理窟ノアル以上ハ其理窟ヲ通スコトニシタラ宜カラウト思ヒマス、
然ラバ其罪ノ性質ニ因リ若クハ情 ニ因ッテ重ク罰シテ然ルベキモノハ其目的ヲ達セヌヤウニナ
ルカト言ッテ見マスルト、サウデハ無〔ナ〕カラウ、他ノ箇條ニ依ッテ適當ナ刑ハ盛レ得ルコトデ
アラウト思ヒマス、故ニソコハ減 シテモシナクテモ宜イト其自首ト云フモノニ就テ特別ノ規定
ヲ設ケテ、サウシテ減 スルト云フ方ノ主意ヲ貫徹セシメヌヤウニナルノデアルカラシテ、情 ニ
因ッテ重イ刑ヲ科スベシト云フコトハ或ル場合ニハ他ノ規定ニ依ッテソレハ出來ルコトデアリマ
ス、此所ハ兎ニ角原則ヲ何所マデモ突通シテ減 スベキモノトシテ置キタイト云フ考デアリマス」
としたのである。
内田ほか編著・前掲『刑法⑷』357頁以下、倉富ほか監修・前掲『増補刑法沿革綜覧』901頁。
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れこそが、自首規定の法律効果が必要的減軽ではなく、任意的減軽にとどめられた

趣旨であるといえるのである。

その後、法律取調委員会の第13回委員総会（明治39年11月26日）において、勝本

勘三郎が明治13年刑法典86条のような損害回復規定の追加を提
(94)

案し、栗塚省吾も賛

成したものの、賛成者は２名にとどまり否決され、富井政章の自首規定削除の提案

も否決さ
(95)

れた。

そしてこのようにして、明治40年刑法典が成立し、現行法となったのである。

ｄ.まとめ

一般的な自首規定の由来である中国律、および日本の当初の自首規定の趣旨の中

核部分には、「損害回復」という考え方が存在していた。確かに「道徳的な善道への

回帰、内心的反省」という趣旨が前提とされてはいたが、実際上そのような主観的

事情を認定するための客観的な事情として「被害者への損害賠償、損害回復」とい

うことが要件として求められたのではないかと考える。このような観点からは、必

然的に「損害回復不可能な犯罪」には自首規定の適用は認められず、また自首が成

立した場合には被害者に対する損害回復が完全になされている以上、刑罰を与える

必要もなく、その結果法律効果は「刑罰免除」となることに結びついたものといえ

る。

このような考え方に対して、明治期に日本の法制度の改革に大きく携わったボア

ソナードは、犯罪を犯しておきながら、事後的に弁償するだけで完全に刑罰がなく

なってしまうという制度に強い抵抗感を感じ、法律効果を減軽にとどめるように主

張した。その際に、ボアソナードは自首制度の根拠に関して「社会的便益、捜査機

関の便宜」という新たな趣旨を提示し、この趣旨からするのであれば自首の適用対

象となる犯罪を限定する必要もないと主張した。この段階での草案はボアソナード

の主張に沿ったものであったが、成立した明治13年刑法典は謀殺故殺を除外するな

ど、もともとの自首制度に近い内容をもつものであった。

817（84-３-257）

すなわち「財産ニ對シテ罪ヲ犯シタル者其贓物及損害ノ半數以上ヲ還償シタルトキハ其刑ヲ減
スルコトヲ得」という規定の追加を提案したのである（内田ほか編著・前掲『刑法⑹』180頁）。
内田ほか編著・前掲『刑法⑹』180頁。
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しかしその後、自首制度の根拠・趣旨に関してボアソナードが掲げた「社会的便

益、捜査機関の便宜」という根拠は、日本における自首制度の根拠として広まり、

定着していくことになる。それは、明治40年刑法典において、対象犯罪を限定しな

い、また損害回復とは全く関わりのない成立要件で自首規定が作られることで、立

法的支柱を得ることになった。ただしこの明治40年刑法典において、明治13年刑法

典のような「対象犯罪の限定」規定を削除することになったのは、その法律効果が

「必要的減軽」から「任意的減軽」に変更されることが前提であったことがうかが

われる。すなわち明治40年刑法典作成に携わった政府委員の古賀廉造は、自首規定

の趣旨は「犯罪の発覚を容易にさせる」という「社会的公益（捜査機関の便宜）」と

いうものであるとしつつ、しかし当該犯罪について「少しも宥恕することができな

い」「情状に憎むべきものがある」場合には自首しても減軽しないという対応を可能

にした旨を答弁として述べていたのである。

自首規定の趣旨を、「犯罪の発覚を容易にさせる」という「社会的公益（捜査機関

の便宜）」である、という点を強調するのであれば、「犯罪の発覚が容易になったわ

けではなかった」場合に自首の成立を否定すべきことになり、それはボアソナード

が提案したような「犯罪後一定期間内における自首の排除」規定につながりうるも

のである。しかしそれは鶴田皓が指摘したように「恰モ自首ハ速カニ爲ス可カラス

ト云〔フ〕ニ近シ元來已ニ自首ノ法ヲ設ケタル以上ハ成丈ケ速ニ自首シ得ヘキ様ニ

爲サヽレハ眞ノ本旨ニハ適當シ
(96)

難シ」ということから採用できず、そこで犯罪（と

りわけ殺人罪）を犯した直後に自首を行うような人間を自首による減軽から排除す

るためには、結局として法律効果を任意的減軽として、減軽すべきか否かの判断を

裁判官に委ねることとすることにつながったといえるのである。

４.解釈論としての検討と立法論としての検討

ａ.解釈論としての検討（および「損害回復」規定としての立法論の検討）

これまで日本の明治期以降における一般的自首規定の変遷・成立過程を見た上で、

（法政研究84-３-256）816

西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』245頁。
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自首制度の優遇根拠に関して３つの考え方が存在し得たことがうかがわれる。つま

り、⑴内心的悔悟、すなわち悪から善への道徳的回帰、⑵損害回復、⑶社会的公益、

すなわち捜査機関の便宜、である。

この３つの考え方は、相互に別々の根拠として存在しているものであり、「ある根

拠が他の別の根拠を論理的に前提としている」という関係にはないものである。こ

のことは、「いずれか１つの根拠は充たし得るが、他の根拠については充たし得ない」

ような事例が、いずれの根拠についても容易に想定できることから、自明と言える。

そしてこのような場合にいずれか２つの考え方を根拠とすることは、自首制度のあ

り方をぼやけさせることにつながりかねないもので
(97)

ある。

このような観点からは、日本のもともとの律規定において、「自首規定が⑴内心的

悔悟（道徳的回帰）をその根拠としていた」としつつ、その際の要件において「自

首が認められるためには⑵損害回復が要件となる」としていたことは、今日の理論

的観点からすれば、その定義内容における「ズレ（食い違い）」が存在していたもの

といわざるを得ない。なぜならば損害回復不可能な犯罪を犯してしまった場合で

あっても真に心から悔悟する場合は事例として十分に考えられるのであり、逆に損

害回復を行ったからといって、「悔悟している」とは限らないことは、――例えば万

引き行為が見つかって警察に突き出されそうになった者が「お金を払えばいいんだ

ろう」などと言って逆ギレしつつ金を出すような
(98)

事例を想定すればわかるように

――十分に考えられることだからで
(99)

ある。

815（84-３-255）

もちろん「２つの根拠を両方とも満たす必要がある（ＡかつＢ）」という形で複数の根拠を前提
にすることは可能であるが、「なぜその両方ともの根拠を満たさなければ『自首』として認められ
ないことになるのか」の説明が必要になる。そして本文で挙げた３つの根拠について、「いずれか
１つの根拠は充たし得るが、他の根拠については充たし得ない」ような事例が、いずれの根拠につ
いても容易に想定できるため、なぜそのような事例について「もう１つの根拠」を満たしていない
がゆえに自首が認められないことになるのか、の説明が必要になってくる。なおかつそれでいて本
文でも述べたとおり「ある根拠が他の別の根拠を論理的に前提としている」とは言えない以上、複
数の根拠を前提にすることは、規定の制度趣旨の焦点が不明確にならざるを得なくなるのである。
このことは、「２つの根拠のどちらか１つを満たす必要がある（ＡまたはＢ）」という形で複数の根
拠を前提にした場合には、なおさら制度趣旨の焦点がぼやけることにつながるであろう（なぜ１つ
の同じ制度において「片方の趣旨」の要請が満たされれば足りるのかの説明は、なおさらに明確さ
を欠くことにならざるを得ないであろう）。
読売新聞東京朝刊群馬西版2011年８月24日31頁、読売新聞西部朝刊鹿児島版2007年10月５日31

頁などを参照。
実はこの「ズレ（食い違い）」の点については、ボアソナードとの議論が行われた日本刑法草案

会議筆記においても既に現れていた。前述のとおり、鶴田皓の見解によれば、「自首ニ仍テ其罪ヲ
免スノ原因ハ畢竟其罪ヲ犯シタル 心ヲ善心ニ改メタルヲ以テ道徳上ヨリ善道ニ導クノ道理」（西
原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』230頁）であって、ここでは「自首制度は⑴内心的悔悟（道徳
的回帰）をその根拠としている」ことが前提になっているものの、それでいて「然シ 令善心ニ改
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では、これらの考えられ得る自首制度の根拠の中で、いずれの内容を採用すべき

ものであろうか。まず「⑴内心的悔悟（道徳的回帰）」を自首制度の根拠として解釈

することは、そもそも適切な見解とは考えられない。なぜなら①そもそも現行法の

自首規定の条文においてそのような「悔悟」を要求するような文言内容になってお

らず、条文上の成立要件との間に齟齬があり、また②そのような内心的悔悟を考慮

するための規定として既に「酌量減軽（66条）」の規定が存在しているのであって、

あえてそれとは別に「内心的悔悟」を趣旨とする規定として自首規定が置かれるべ

き必然性がないからで
(100)

ある。

そうであるならばもう一つの可能性として出てくるのは、「⑵損害回復」を自首制

度の根拠として解釈することである。上述のとおり、中国・日本古来からの自首制

度は、確かに本来の趣旨からすれば、「損害回復」をその中心的な内容とするもので

あった。だからこそ「損害回復不可能な犯罪」についてはそもそも自首優遇は認め

（法政研究84-３-254）814

ムルトモ盗罪ヲ犯シ事主ヘ損害ヲ掛ケタル儘ニテハ事主ノ〔ヲ〕保護スルノ意ニ背クヘキニ付必ス
其損害ハ償ハサル可カラサルコトヽ爲ス」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』230頁）としてい
て、「自首が認められるためには⑵損害回復が要件となる」ということが前提になっていることが
うかがわれる。すなわち鶴田皓の見解では「⑴内心的悔悟（道徳的回帰）」と「⑵損害回復」は分
かちがたく結びついており、それは日本刑法草案会議筆記の中でもたびたび現れていて、例えばボ
アソナードが「裁判所ヨリ〔ヘ〕自首セス止タ事主ヘ返償シタル儘ニ捨〔於 〕テ自首ノ效アルモ
ノト爲スハ不可ナリ╱例ヘハ乙者ニテ甲者ノ嚢中ニ「バンク」ノ切手アリト認メテ之ヲ盗ミタルニ
他ノ書キ物而已ナルニ仍テ之ヲ甲者ヘ返還シタリ然シ若シ其目的タル切手ノアリタル時ハ其儘盗
ミ取ルハ必然ナリ故ニ之ハ本心ニテ返還シタルニ非サルコト明ラカナリ仍テ其裁判所ヘ自首セサ
ルモノニ減等ヲ與ユルハ不可ナリ……」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』238頁以下）として、
財産犯の被害者に損害賠償をしただけで、官庁に届け出ることなく自首が成立するのは不可だと
主張したのに対し、鶴田皓は「事主ヘ返償シタル上ハ裁判所ヘ自首セサルトモ已ニ悔悟ノ徴效〔候〕
ヲ示シ且事主ヘ損害ヲ掛ケサルモノナレハ矢張自首ノ效アルモノト爲サヽル可カラス」（西原ほか
編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』239頁）として、損害賠償したのであれば裁判所に自首しなくても既
に悔悟の徴候が現れている以上は自首の効果があるものとすべきと主張したのである。しかし鶴
田皓のこのような主張に対して、山田顕義が「事主ヘ返償シタリトモ裁判所ヘ自首セサレハ未タ幾
部分カノ自分ノ非ヲ蔽フノ意アルモノナリ然ラハ眞ニ悔悟シタルニアラス仍テ必ス裁判所ヘ自首
セサレハ其效ナシト爲シテ不可ナシトス」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』239頁）と述べて、
「損害賠償していても悔悟したとは限らない」ことを指摘しているのである。「⑴内心的悔悟（道
徳的回帰）」と「⑵損害回復」が分かちがたく結びついた鶴田皓の見解は、昔からの律令制度にお
ける自首制度の理解に忠実に合致するものであり、「⑵損害回復」を行ったのであれば、その損害
回復行為自体を自首行為そのものとみなしてよい――よってその場合には官庁に届け出る必要も
なく自首の成立が認められるのであり、これが「首服」制度のルーツとなる――のであるが、山田
顕義の指摘によって既に、その「⑴内心的悔悟（道徳的回帰）」と「⑵損害回復」とが必然的な論
理的関係にないことが明らかにされてしまっているのである。
この点に関しては前述のように、ボアソナードも繰り返し「自首制度は悔悟に基づく優遇制度で

はない」旨を述べており、また富井政章や磯部四郎などもこの点に関しては同様に悔悟に基づく制
度ではない点を指摘していた。また、山火・前掲「現行「自首・首服」規定の成立過程」159頁も、
「行為者の改悛を自首減軽の根拠とした場合には、何ゆえにそれが酌量減軽ではなく、法律上の減
軽としての自首減軽でなければならないのかという問題を生じさせることにもなる」、としてい
る。同様の指摘をするものとして、田宮裕『注釈刑法⑵のⅡ』〔団藤重光編〕（1969年）439頁、福
田雅章「刑法四二条一項の自首が適用された事例」『昭和60年度重要判例解説』（1986年）151頁な
ど。
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られず、そして損害を回復したればこそ、もはや処罰する必要性も欠くものとして

その法律効果が「刑罰の免除」ということに結び付いたのである。しかし、現行法

において同様に「損害回復」を内容とする規定として自首規定を解釈することはで

きない。なぜなら現行法の自首規定の成立要件が損害回復とかみ合わないからであ

る。自首規定は文言上、損害回復することを成立要件としても要求してはいないの

である。ボアソナードによる「社会的公益」の考え方をほぼ引き継ぐ形で作成され

た現行刑法の自首規定は、捜査機関による発覚前に自首すること、という要件しか

要求していないので
(101)

ある。

では立法論として「損害回復」を基調とする規定に「自首規定」を戻すことはど

うか。すなわちそもそもの古来からの律制度に基づく自首制度がそのような制度で

あったということが明らかになったのであれば、法律要件も新たに規定しなおして、

自首規定を今一度そのような規定へと作り変えることが考えられなくはない。しか

しこれも事実上不可能であり、またその必要性があるものとも思われない。なぜな

らば、①「自首をする」という行為態様の（日本語としての）意味内容として、そ

の本質的な行為の内実部分は、「官に届け出る」「犯罪事実を申告する」という部分

であり、「損害を賠償する」旨の意味内容は、もはや日本語の意味内容としても失わ

れているように考えられるからで
(102)

ある。そして②（本来の制度趣旨であったともい

813（84-３-253）

このような観点から、高橋則夫『刑法における損害回復の思想』（1997年）24頁以下が「……被
害者関係的側面から自首を把握すれば、自首は社会に対する謝罪的側面を有すると同時に、被害者
に対する現実的な損害回復の端緒の側面を有するといえるであろう。いわば、自首は、それによっ
て、法的平和が回復され、また、被害者保護のためにも犯人に対して一種の『後戻りのための黄金
の橋』を架けるものであり、それを渡った者に対して刑の減軽可能性を与えたと考えることができ
ると思われる。……」等とするのは、現行法の自首規定の成立要件を前提にすれば、（立法論とし
てならばともかく）解釈論としてはまずあり得ないものであるといわざるを得ない。そもそも自首
制度へのこのような捉え方が前提としている内容について「……象徴的な損害回復がどのように
して自首減軽と連結するのか必ずしも明らかでない」（鋤本・前掲「自首減軽規定と制裁減免制度」
693頁以下）とか、「……社会に対する謝罪による法的平和の回復にせよ、被害者に対する現実的な
損害回復の端緒の提供にせよ、論者が如何なるものを考えているかは実は定かではない……」（伊
東・前掲「「自首」の法的性格と要件に関する犯罪体系論的一考察」397頁以下）としてその不明確
さが指摘されている。また自首したからといって「社会に対する謝罪的側面」があるとは限らない
ことは本文中に述べたとおりである。さらに「一種の『後戻りのための黄金の橋』」という、中止
犯概念と混同したかのような表現も、現行法の自首規定が「（中止未遂のような）結果発生の回避」
や、もしくは「（事後的な）損害回復」や「被害者保護」（この点については本論文の「２.自首規
定の制度根拠についての概論」、とりわけ注６を参照）さえをもその要件としていない点から、そ
れがどうして「後戻り」と評価できるのかは大いに疑問である。類似する制度を対比させて分析・
検討する際には、「共通点」だけでなくその「差異」を明確化することが重要なのであって、「似た
ような趣旨の規定だから同じように考える」というのは、「同じ財産犯なのだから窃盗罪の扱いも
詐欺罪の扱いも同じでいい」というのと変わらない過ちを犯すことになる。

自首」の一般的な日本語の意味内容としては、「罪を犯した者が自分から申し出ること」（『新明
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える）「損害回復」という趣旨とは全く異なる意義内容としての、「社会的公益、捜

査機関の便宜」という自首規定の趣旨は、それ自体として独立した、「損害回復」や

「道徳的回帰」といった意義内容とは異なるものとしての独自の意義内容を持つも

のとして十分検討の俎上に乗り得る内容を持っていると考えられるからである。実

際上、そのような観点が本人の量刑上の評価において肯定的に評価され、優遇的に

扱われることそのものは、あり得るものとは言える（実際に一般化できるものと言

えるかどうかは別として）。

このような観点から、もし「損害回復」の発想を仮に刑法典に取り入れる――そ

のこと自体は簡単なことではなく、理論的にも難しいものとは思われる――のであ

れば、「自首」規定を「損害回復」規定に作り変えるよりも、むしろ「自首」規定と

は別の量刑規定として「損害回復規定」を追加的に規定した方が望ま
(103)

しい。

以上までの検討に基づくならば、一般的自首制度の優遇根拠は、解釈論としては、

従来までの通説的な見解である「⑶社会的公益（捜査機関の便宜）」ということにな

らざるを得ないと考えられる。文言上も、①捜査機関に発覚する前に②自首したこ

とのみを要件として要求しているのであり、「捜査機関に発覚する前」の自首である

ことで必要十分であるのは、まさに捜査機関の便宜を趣旨としているからと解釈さ

れるべきものであるといえる。しかし解釈論としてはこのような帰結が妥当である

としても、「自首制度」のあり方が立法論的にも同様の趣旨で維持されるべきものな

のかは、さらなる検討を要するものである。次にこれを検討する。

ｂ.立法論としての検討

上述のように、一般的自首制度の優遇根拠は、解釈論としては、「⑶社会的公益（捜

（法政研究84-３-252）812

解国語辞典第七版』（2012年）627頁）とか、「犯罪事実・犯人の発覚前に、犯人自ら捜査機関に対
して犯罪事実を申告し、その処分を求めること。一般に刑の減軽の事由となる。俗に、犯罪が発覚
した後、犯人が捜査機関に出頭することにもいう。自訴」（『広辞苑第六版』（2008年）1225頁）な
どとされているのであって、「損害を賠償する」ことは、日本語としてもその意味内容に含まれて
いるとはもはや言い難いのである。
この点に関しては、例えばドイツ刑法典46a条の「行為者と被害者の和解、損害回復（Tater-

Opfer-Ausgleich,Schadenswiedergutmachung）」規定などが参考になるであろう。このドイツの
損害回復制度については、高橋・前掲『刑法における損害回復の思想』31頁以下、ドイツ対案グルー
プ著・光藤景皎ほか共訳『犯罪被害の回復――対案・損害回復』（2002年）、清水晴生『ドイツ刑法
における刑の減免事由としての損害回復』（2008年）、土井和重「ドイツ刑法46条aにおける「行為
者と被害者の和解」と「物的損害回復」について―刑法における損害回復のあり方に関する一考察」
明治大学大学院法学研究科法学研究論集第35号（2011年）65頁以下などを参照。
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査機関の便宜）」ということになるのかもしれない。しかし実はそもそも筆者は、と

りわけ立法論的観点から見るのであれば、現行法のままで自首規定が維持されるべ

きものではないと考えている。その理由は以下のとおりである。

①判例において「自首による減軽」――「自首の成立」ではないことに注意――が

「行為者の反省、悔悟」などを前提として認められることが
(104)

ある。もちろん自首規

定の法律効果が任意的減軽であることから、「自首の成否」と「自首減軽の成否」の

両者について異なる基準が用いられることはむしろ当然のことであるといってよ

い。そしてこれまで述べてきたとおり、現行法の自首制度それ自体の趣旨を「⑴内

心的悔悟（道徳的回帰）」として捉えることができない以上、前者の「自首の成否」

に関して「行為者の反省、悔悟」などを内容とすることは当然に否定されるべきも

のといえる。これに対して後者の「自首減軽の成否」においては、まさしく「刑罰

の減軽という優遇を与えるべきか否か」についての裁判官の裁量が問題となってお

り、ここで「内心的悔悟（道徳的回帰）」を問題にすることは、明治40年刑法典の立

法者が「少しも宥恕することができない」「情状に憎むべきものがある」場合には自

首しても減軽しないこととした点にも符合するものではある。しかし自首制度の根

拠を「⑶社会的公益（捜査機関の便宜）」とするのであれば、それに基づく法律効果

の発生はやはりその根拠論に係らしめるのが本来であって、それは「内心的悔悟（道

徳的回帰）」の有無で判断するのでは
(105)

なく、「自首がなくとも犯罪の発覚は容易であっ

たか否か（当該自首者に対する刑事訴追は自首がなくても容易であったか否か）」と

いう観点で判断するべきなのではないだろうか。

そして②「捜査機関の便宜」という自首規定の趣旨は、確かに行為者の量刑上の

評価を良い方向に向かわせる場合もあるであろうが、しかし功利的な動機で自首し

た場合など、逆に悪い方向に向かわせるような場合も十分に考えられる。もちろん

このような観点を考慮したからこそ、自首規定の法律効果は明治40年刑法典におい

て「任意的減軽」に修正されたのであり、実際の事例において「減軽しない」とい

811（84-３-251）

例えば、東京地判平成10年10月23日判時1660号25頁は、いわゆるオウム真理教関連の殺人事件に
おいて、自首の成立を認めつつ、「……自首の主要な動機が真摯な反省ではなく、自己保身であっ
たこと」等から自首による減軽を否定した。なお、自首に関する裁判例の全体的検討については、
紙幅の都合により他日を期したい。
この点に関して、田中・前掲「近代日本刑法の自首規定の変遷――特に「悔悟の念」の必要をめ

ぐって」85頁以下を参照。
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う選択肢もあることにはなっている。しかし「任意的減軽」という法律効果が定め

られているということは、逆に言えば「自首をした」という事実は、「刑罰を優遇す

る（し得る）事情」でしかないことを意味している。しかし前述した「紀尾井坂の

変」の事例や、また暴力団抗争などで対立する暴力団組長を殺害してその足で警察

署に向かう暴力団員の事例など、とても「自首行為」が「優遇」的評価に結び付く

ものとは言えず、むしろ重く評価されるべきであるような事例が容易に想定できる

のである。むしろそのような場合の「自首行為」は「示威行動・挑発行動」として

の性質すら持って
(106)

いるのであり、おしなべて軽い方向だけの評価のみをもたらすも

のとはいえないのではないかとの疑問が払拭できないのである。

そして以上の点から、③「捜査機関の便宜」を自首規定の趣旨としつつ、①で述

べたような「自首がなくとも犯罪の発覚は容易であったか否か（当該自首者に対す

る刑事訴追は自首がなくても容易であったか否か）」という観点を「自首による刑罰

減軽」の成否の判断基準とせず、そして「自首行為」そのものには「刑罰の減軽」

に結び付く（もしくは結び付き得る）内実が必然的にはそれほど存在するわけでは

ない――②で述べたように「示威行動」の側面もあるから――のであり、結局とし

て「内心的悔悟（道徳的回帰）」という観点が刑罰減軽の成否にとって決定的なのだ、

とするのであれば、それはまさに「酌量減軽（66条）」そのものなのであって、すな

わち自首減軽規定は酌量減軽規定に限りなく近づくことになる。このような観点か

らは、なぜそもそも酌量減軽規定とは別に自首減軽規定が置かれなければならない

のかを、正面から説明することが必要となってくるのである。

さらにもう一点検討を要するのが、④そもそも「捜査機関の便宜」ということを

刑罰優遇の根拠とすることそのものの当否で
(107)

ある。もちろん、このような犯罪後の

前掲の宮城浩蔵の「……人を謀殺し若しくは故殺する者は当初より自首せんと欲して罪を犯す
者多き……」（宮城・前掲『刑法正義上巻』266頁）という指摘も、殺人罪においては殺害の計画段
階から自首することをも含めて計画して実行する者がいることを示すものであるといえる。
この点に関連しては、ボアソナードが「治罪法ノ十分ニ行届カサル國ニテハ成丈ケ自首律ヲ用ユ

ヘシ然ラハ 罪ヲ受ケルモノナキノ公 アラントス」（西原ほか編著・前掲『旧刑法⑶－Ⅰ』232頁）
と述べていたことが注目される。すなわち、犯罪者を捜査して刑事訴追するのは本来、捜査機関が
単独で専権事項としてそれを完全に成し遂げるべきものなのであって、その場合には「犯罪者」は
捜査機関の捜査活動の客体（対象）に過ぎないものとされるべきはずである。そうであるのに、そ
の客体（対象）であるはずの「犯罪者」自身に、捜査機関が協力を求めて（＝自首を促して）、そ
れにより刑罰を優遇する、というのは、制度として違和感を覚えるところがある。ボアソナードの
上記の言説からするならば、「自首規定を置くことは、『当該国家の捜査機関の捜査能力（刑事訴追
能力、立証能力）が未熟である』ということを制度上示すものである」ということになりはしない
だろうか。

（法政研究84-３-250）810
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事情は、広く量刑事由の要素として考慮され得るべきものであるといえる。しかし

いわばこのような「捜査機関への協力」行為がなぜ刑罰の優遇に結び付くものな
(108)

のか、量刑理論における観点からの検討が必要であるといえる。

以上のような観点から筆者の立法論的観点での見解としては、法益侵害回復とは

関連性が無く、また必ずしも行為者の量刑的評価に対して常に好評価を与えるとは

限らない（すなわち、そのような行為者の行動がむしろ評価を低下させることがあ

り得る）事実に関しては、一般的量刑事情の中に取り込んで評価すればそれで足り

るのであって、これを独立した減軽事由とする必要性は無いものと考
(109)

える。よって

立法論としては、自首規定は一般的量刑規定の中に解消されるべきで
(110)

ある。

しかしそもそも現時点において、日本の刑法典には一般的量刑
(111)

規定が存在しない。

この点は、「自己の犯罪事実について捜査機関に協力して、自己の犯罪の刑罰上の優遇を受ける」
という「自首制度」だけでなく、「他者の犯罪事実について捜査機関に協力して、自己の犯罪の刑
罰上の優遇を受ける」といういわゆる「王冠証人制度」についても問題となる。なおドイツ刑法に
おける王冠証人規定に関する筆者の論考・翻訳として、野澤充「ドイツ刑法の量刑規定における新
しい王冠証人規定の予備的考察」神奈川法学43巻１号（2011年）73頁以下、野澤充「ドイツ刑法に
おける王冠証人規定の2013年改正について」犯罪と刑罰23号（2014年）177頁以下、ステファン・
ケーニッヒ著・野澤充訳「王冠証人――廃止か規制か 」法政研究82巻１号（2015年）F77頁以下。
このことは「自首規定」についてだけでなく、前述の「王冠証人規定」についても同様に当ては

まるものと考えている。ドイツ刑法の量刑規定に設けられた王冠証人規定（46b条）を前提にして
考えるならば、そのような王冠証人規定は、証言を得ることによる他者の訴追を可能にするとい
う、純粋な「捜査機関の便宜」のための規定としての側面が強い。何らの損害回復も無く、また既
遂後に行われるという点も、「予防寄与」規定はともかく、「露見寄与」規定の部分は、自首規定と
全く共通しているのである。
これに対しては、「現行法では『法律上の減軽』事由である自首減軽が酌量減軽事由に吸収され

ることにより、自首者にとって不利益なことになる」との批判も考えられる（例えば鋤本・前掲「自
首減軽規定と制裁減免制度」693頁は、「……犯人から法律上の減軽のほかに酌量減軽を受ける利益
を奪うことには慎重でなければなら」ない、と指摘する）が、そもそも前述のように「自首による
減軽の成否」が「酌量減軽事由」と同内容によって判断されているのであれば、これは量刑の対象
となる事実を二重に評価して量刑に反映させていることになる。これは量刑判断のあり方として
も適切なものとはいえないであろう。
例えばドイツにおいては、以下のような「一般的量刑規定」が存在する。
46 量刑の原則
⑴ 行為者の責任は量刑の基礎である。社会の中での行為者の将来の生活にとって刑罰により
予期されるべき効果は、考慮にいれられる。

⑵ 量刑において裁判所は、行為者にとって有利な事情と不利な事情を、相互に考量する。その
際に特に次のようなことが考慮される、すなわち
行為者の動機と目的、
行為に現れている心情と行為の際に向けられた意思、
義務違反の程度、
実行の方法と引き起こされた行為の影響、
行為者の前歴、その一身的・経済的状況、ならびに
行為者の行為後の態度、とりわけその損害を回復する努力、ならびに被害者に対する和解を達
成する行為者の努力。

⑶ 既に法律上の構成要件の要素である事情は、考慮されることは許されない。
この第２項の量刑事情の中で挙げるならば、「自首行為」は「行為者の行為後の態度」として量刑
上評価されれば足りるものと考える。
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一般市民である裁判員に量刑判断までを担わせる裁判員制度の時代にあっては、本

来、このような量刑規定の明文化こそはまず求められるべきものである。そのため

には、現在の実務および学説上の量刑理論の具体的構築がその前提として求められ

るべきであるといえる。その際には必然的に、犯罪行為時の事情だけでなく、犯罪

行為後の態度をどのように評価するのかが検討されなければならず、その中で「自

首」という行為がどのように評価されるべきかが問われなければならないのである。

量刑理論（およびそれに基づく量刑規定）の精緻化のために、その一端として、「自

首制度」の存在意義が今一度問われる必要があると考えられるのである。

【参考資料】

〔鶴田皓旧蔵『刑法審査修正案註解第一編寫本』より〕

第二節 自首減

第八十五條 罪ヲ犯シ事未タ発覺セサル前ニ於テ官ニ自首シタル者ハ本刑ニ一等ヲ減ス但謀殺故殺

ニ係ル者ハ自首減軽ノ限ニ在ラス

舊刑法罪ヲ犯シ自首ヲ為ス者ヲ減免スルハ其能ク過チヲ改メ来テ其罪ヲ首スル自新ノ意ヲ賞ス

ルヲ以テ其主意トス然ルニ其罪タルヤ人ニ加ヘタル害ヲ舊ニ復セシムル者ニ非サレハ 令其過

ヲ改ムルモ亦減免スルヲ得サルニヨリ實際自首ニ因テ減免ヲ ル者ハ唯數種ノ罪ニ限ル者トス

本刑法自首減軽ノ法ヲ設ケタルハ本犯悔悟自新ノ意ヲ賞スルノミナラス自カラ其罪ヲ首出スル

ハ第一政府ニ於テ犯人 ニ其共犯ヲ探索捕獲スルノ手數ヲ省キ第二自首スルヲ以テ其眞犯ヲ

獲ルカ為メ 罪ヲ他人ニ及ホスノ害ヲ除ク第三其真犯ヲ獲ルヲ以テ世人ヲシテ安心セシムル等

ノ理由アルニ因テ其人ニ加ヘタル害ヲ舊ニ復スルヲ サル者モ仍ホ其自首ヲ以テ減等ヲ與フル

ニ定メタリ故ニ自首ニ因テ減等ヲ ル者舊法ニ比スレハ大ニ其數ヲ増ス者トス然ルニ右ノ如

ク總テノ犯罪ニ對シ全ク其罪ヲ免スル ハ終ニ罪ヲ犯シ刑ヲ受クル者ナキニ至ルヲ以テ其財産

ニ對シタル罪ヲ犯ス者ヲ除クノ外止タ僅カニ一等ヲ減スル者トス然ルニ闘 其他ノ事ニ因リ人

ヲ殺シタル者ハ本心ヨリ悔悟スル ハ此等ノ罪ハ固ト人ヲ殺スノ意ナクシテ殺スニ至ル者ナル

ヲ以テ本條ニ依リ減等ヲ與フルヲ ト雖モ止タ謀殺故殺ノ二罪ハ多クハ怨恨ヲ懐キ人ヲ殺ス者

ニ係ル即チ今日其敵手ヲ殺シ明日自首スル等ノ弊ヲ生スルニ因リ斯ノ犯罪ニ自首ヲ以テ減等ヲ

與フル ハ之ニ由テ反テ世間ノ害ヲ起スニ至ルヲ以テ此二罪ハ自首減等ヲ サル者トス

本條未タ発覺セサル前ニ於テ自首シタル者トハ其犯罪ノ證憑未タ発セス又ハ告訴告発アラサル

前ニ於テ官ニ首出スル者ヲ謂フ故ニ若シ犯罪ノ證憑既ニ発シ又ハ告訴告發アリタル後ハ本犯ノ

自首スルヲ待タス直チニ其犯人ヲ捕獲スルヲ 又其罪発覺シタル後チ首出スル者ハ眞ニ罪ヲ悔

ルニ非ス其捕獲ヲ畏レ已ムヲ ス首出スルニ係ルヲ以テ減等ヲ與ヘサル者トス

第八十六條 財産ニ對スル罪ヲ犯シタル者自首シテ其賍物ヲ還給シ損害ヲ賠償シタル時ハ自首減等

ノ外仍ホ本刑ニ二等ヲ減ス其全部ヲ還償セスト雖モ半數以上ヲ還償シタル時ハ一等ヲ減ス

本條ノ罪ハ被害者ノ損害ヲ償ヒ舊ニ復スルヲ ル罪ナルヲ以テ若シ其罪ヲ首シテ賍物ヲ返還シ

損害ヲ賠償シタル ハ被害者一人ニ對シテハ既ニ其害ヲ除キタル者トス因テ前條ニ照シ一等ヲ

減スルノ外其賍物 ニ損害ノ全部ヲ還償シタル ハ仍ホ二等ヲ減シ前條自首減等ニ通シテ三等

ヲ減スル者トス然ルニ其賍物損害ノ全部ヲ還償スルヲ ス但半額以上ヲ還償シタル者ハ一等ヲ

減シ自首減等ニ通シテ二等ヲ減スル者トス故ニ其還償半額ニ及ハサル者ハ自首減等ノ外減軽ヲ

サル者トス
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強盗人ヲ殺傷シタル者ハ本條ニ因ル ヲ サル可シ何トナレハ故 殺ノ罪ヨリ軽クナレハナリ

且又未遂犯罪ノ時ニ際シテモ殺傷ト盗罪トハ別ツヲ得サレハナリ

第八十七條 財産ニ對スル罪ヲ犯シ被害者ニ首服シタル者ハ官ニ自首スルト同ク前二條ノ例ニ照シ

テ處 ス

本條モ亦前條ノ罪ニ同シ但其官ニ自首スルヲ スト雖モ被害者ニ首服シタル者ハ其悔悟ノ心官

ニ自首スルト同シキヲ以テ賍物ヲ返還シ損害ヲ賠償シタル額ノ多少ニ従ヒ前條ト等シク二等又

ハ三等ヲ減シテ處分スル者トス

第八十八條 此節ニ記載スルノ外本條別ニ自首ノ例ヲ掲ケタル者ハ各其本條ニ従フ

本條ハ内 ノ豫備ヲ為シ未タ其事ヲ ケサル前自首シタル者及ヒ貨幣ヲ偽造變造シテ未タ行使

セサル前自首シタル者等ヲ謂フ此等ノ犯罪ハ其自首ニ因テ特ニ一時ヲ寧濟シ又ハ大害ノ未タ生

セサル前ニ於テ防遏スルニ至ルヲ以テ本節ニ記載シタル減等ノ法ヲ用ヒス其主刑ヲ全免スル者

トス故ニ是等ノ特別免罪ニ處ス可キ者ハ夫々其本條ニ記載スルヲ以テ各其本條ニ従テ處分ス可

キ者トス
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