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Ｉ．はじめに

　1980年代中盤、パーソナル・コンピュータの普及によって、コンピュー
ター犯罪という新しい概念が作り出され、従来の刑法の解釈に大きなイ
ンパクトを与えた。さらに時代を下り、1990年代中盤以降、インターネッ
トの普及によってサイバー犯罪という概念が作り出され、これも従来の
刑法の解釈に大きなインパクトを与え、現在もなお議論が闊達なものと
なっている。そのほかにも、環境刑法、医事刑法、さらに広い意味での
バイオ刑法が提唱されている。これらはすべて科学技術が進歩したこと
により、従来は想定していなかった未知の領域に関する刑事規制の在り
方が問われてきたのである。
　このような科学技術の発展にひとつに人工器官の発達が挙げられる。
具体的には、ペースメーカー、人工心臓、筋電義手、人工内耳、人工眼

（眼球・網膜・視神経などの代替）、人工骨が挙げられる。とくに記憶に
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新しいところでは、南アフリカのピストリウスがロンドン・オリンピッ
クに出場したことであろう。彼は、炭素繊維製の競技用義肢を両足に装
着し、パラリンピック出場を経て、オリンピックに出場したという経歴
を持っている。人間の身体の一部が機械化され、日常生活を不自由なく
過ごすことができるようになったことが決して珍しくない現在、新たな
視点で刑法と解釈学を見直すことが本稿の目的であり、サイボーグ刑法
という用語を提唱するものである。
　サイボーグという用語は、60年代生まれにとっては、石ノ森章太郎の

「サイボーグ009」が有名であり、日本で最初に「サイボーグ」という用
語が広く使われたものであろう。そこでは SF としての改造人間がメイ
ンテーマとして描かれていたが、現在では、それがある程度まで実現可
能なほど科学技術が進歩したといえる。もちろん、歴史的にはエジプト
のミイラの足に人工親指が付けられていたというニュース1もあり、ま
た、ピーターパンに登場するフック船長のフック、フォレスターの著作
に登場するブッシュ艦長の義肢など枚挙にいとまがない。さらに言えば、
義歯や眼鏡も人工的な補助具であるとも解され、人体改造は決して空想
世界のものとしてのみ考えられてきたわけではない。
　なお、ここで、「サイボーグ」と「アンドロイド」の違いについて明
確にしておきたい。サイボーグは、人間の肉体に改造を加えたもので、
改造人間である。他方、アンドロイドは機械人間、すなわちロボットで
ある。したがって、アンドロイドは、刑法的にいえば、「物」でしかない。
現段階ではアンドロイドが自己増殖型の人工生命体であることは想定で
きないが、将来にわたってこれが不可能かというとそうは言い切れない
であろうし、その場合の刑法的な扱いは別に考えれば足りると思われる。
他方、サイボーグについては、人体と機械のバランスが問題となるが、
刑法が対象とするのは人間だけであるので、少なくとも、自己決定に基
づく意思のコントロールがなされているサイボーグに限るべきで、例え
ば、死体から摘出した臓器を一部に持つロボットは、対象から外れると
考えるべきであろう。

1 http://www.afpbb.com/article/environment-science- it/science-
technology/2785502/6818102
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Ⅱ．法益の観点からの分析

１．生命・身体的法益の側面
（１）問題の所在
　サイボーグは、人体（肉体）と機械とで構成されるが、機械部分、す
なわち人工器官を破壊することが何罪を構成するかということが問題と
なる。人工器官それ自体は物であり、一義的には刑法261条の問題とな
るが、果たしてその結論は正しいであろうか？たとえば、作為と不作為
の区別の議論で問題となる事例で、患者につながれている生命維持装置
をオフにすることは、患者の死を惹起することになるが、これをもし破
壊した場合はどうなるだろうか？これをもって器物損壊としては論じな
いであろう。果たして、人工器官は身体なのであろうか？
（２）客体としての位置づけ
　刑法上の問題を考える前に、まず、保険ではどのような扱いになるか
調べてみると、損害保険との関係では義手、義足は携行品扱いになり、
時価方式として評価される。したがって、再調達価額100万円であって
も時価額として10万円にしか評価されない場合もある。通常の物品とし
て消耗するものであり、時価額が低い場合には、「そろそろ買い換えの
時期ですね」ということなのであろう。しかし、いわば手足の価値が減っ
ていくというものであり、日常生活に不可欠な「道具」という観点から
は、違和感を覚える。
　刑法の観点では、生命・身体に対する罪が問題となろう。例えば心臓
ペースメーカーは体内に埋め込むが、これを損壊することで死を惹起す
ることもできる。現に、初期のペースメーカーは体外式で、外部電源に
より作動させていたが、停電時には患者が生命の危機にさらされること
もあったようである。いずれにしても、生命維持装置等、患者の生命を
保持するために必要な機器を損壊した場合に単なる器物損壊罪ではな
く、殺人罪が問題になることに異論はないように思われる。なお、罪数
論的には、衣服を破いて殺害した場合と同様に吸収関係になると解され
る。
　他方、傷害罪については少々問題が複雑になる。この問題は、傷害の
意義をめぐる議論、すなわち、身体の完全性を害することか生理的機能
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を害することか、という議論とも関係してくる。
　被害者が装着している義手を壊したという場合、直観的には器物損壊
に該当しそうである。しかし、すでに述べたように、保険制度による補
償は時価方式が適用されるため、必ずしも十分なものとはいえない。器
物損壊が軽く処罰される理由は、対象が「物」であるため、補償が可能
であるという側面があるが、これが十分機能しているわけではないので
ある。
　そこで、被害者にとって、「手」、「足」に他ならない人工器官は、傷
害罪等において身体に該当しないのかが問題となる。傷害の概念につい
ては、通説は生理的機能を害することと解しているが、これは、具体的
には、「腫れた」、「痛い」、「出血した」等の症状を伴うものである。現
在の人工器官においてはこのような感覚的な脳への刺激伝達は起こるも
のではない2。すでに温度が伝わる義手は開発されているが、これは対象
物への感覚を伝えるためのものであり、痛覚等およそすべての感覚を伝
えるものではない。将来的には、痛覚もカバーするような義手は開発可
能であろうが（痛覚等を伝達する目的は危険を知らしめることにある）、
現段階ではこのような問題点は捨象してよいであろう。このように考え
ると、通説である生理的機能を害するという視点からは、人工器官への
侵害は傷害の概念には含まれないことになると思われる。これに対して、
身体の完全性を害することが傷害であると考える場合、人工器官は被害
者にとって、「手」、「足」に他ならず、明らかに身体的完全性を害する
ことになる。
　従来、この問題は結論的にほとんど差がないといわれてきたし3、また、
その違いも克服可能であるとされてきた4。なお、裁判例としては、義歯

（総入歯）の折損自体については傷害罪を構成しないが、顔面を殴打し
下顎架橋義歯の転移に基く歯銀炎症を生ぜしめた点について傷害罪の成
立を是認した原審を支持した福岡高判昭和25年９月13日高裁刑判特報13

2 アニメでは、自己と一体化したサイボーグの部品が損傷するとパイロットに
もその刺激が伝わるという設定があるが、そのような例はまれである。
3 渡辺咲子「大コンメンタール第10巻（第２版・2006年）」§204欄外番号14。
4 渡辺・前掲書 §204欄外番号16。
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号156頁がある。
（３）客体の限定
　人工器官が身体を構成する一部分であると解した場合、およそすべて
の人工器官に無限定に認めてよいかという問題はある。具体的には、義
歯、眼鏡、補聴器等である。眼鏡、補聴器については取り外しが容易で
あるので、これを身体の一部と解しないことは可能であろう。これに対
して、義歯に関しては、たとえば取り外し可能な入れ歯の場合はこれも
身体の一部ではないと考えられるが、インプラントの場合、付け外しが
自由ではないため、これも身体の一部である方が合理的であろう。他方、
義手、義肢にも取り外しが容易なものは存在する。しかし、日常生活で
の不可欠さを考慮に入れて、これらも身体に入れてよいように思われる。
（４）派生的問題
　人工器官が身体の一部であると考えることにより、解決方法が変わっ
てくるのが、錯誤の問題である。行為者の表象と実際の発生結果の部位
が上腕部と前腕部とで違っていたような場合、物と身体ではなく、同一
身体内部での齟齬となる。法定的符合説では故意は阻却されるものでは
ないし、また、極端な具体的符合説を除けば、このような場合に故意が
阻却されることはなかろう。
　さらに、被害者の承諾の問題もこれと関係してくることになる。人工
器官が単なる物であると考えるならば、被害者の承諾の問題は構成要件
レベルでの問題となる5が、身体の一部であると考えると、違法性のレ
ベルの問題となり、通説に従えば、良俗という視点からの制限を受ける
ことになる。さまざまに主張される説との関係で述べると、正当化のた
めの条件としての再生可能性や生命への危険性という結果の重大性の視
点6が人工器官との関係でどう影響するかしないのかが問題となる。
（５）補遺－人工生命体について
　ところで、科学技術の進歩により生命プロセスへの介入が可能となっ
た典型例としてクローン人間がある。現在はクローン技術規制法第３条

5 器物損壊と承諾の問題の詳細については、佐藤陽子「被害者の承諾」（成文堂・
2011年）35、128頁。
6 佐藤・前掲書258頁以下。
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により「何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒ
ト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。 」として、クロー
ン人間を生み出すことは禁止されている7。ところで、このような禁止に
もかかわらず、クローン人間が生まれた場合、それは人権享有主体とな
るのであろうか？産出されたクローン人間は保護されるのであろうか？
憲法論的に考えれば、クローン人間も人権享有主体であると解される8。
産出され、胎内に移植され、よって生み出されることが禁止されるクロー
ン人間が、法秩序の保護を享受するということは矛盾しているように思
われる。それは存在自体が何らかの無価値判断を伴う社会的害悪をもた
らすものではなく、誕生までのプロセスそのものの社会倫理違反を問う
ているからに他ならないように思われる。

２．人格的法益の側面
　名誉に関する罪との関係では、サイボーグでないということが社会的
名誉に含まれるかということが問題となる。具体的には、「あの人は義
手だ」とか「あの人は義眼だ」ということが名誉に対する罪を構成する
かという問題である。
　最判昭和28年12月15日刑集７巻12号2436頁は、「ことさらに「肉体的
の片手落は精神的の片手落に通ずるとか、ヌエ的町議がある。」等と凡
そ公務と何等の関係のないことを執筆掲載することは身体的不具者であ
る被害者を公然と誹謗するものであると謂うべきである」としているが、
果たして、身体的欠損の事実の摘示は、社会的名誉を害するものとして
名誉毀損罪を構成するものであろうか？
　例えば、東京地判平成９年９月25日判タ984号288頁は、「社長がホモ
である」という被告人による表現が被害者である法人の社会的評価に対
する無価値判断であるということを侮辱罪の枠組みの中で刑法的に評価
している。本件の本来の論点は、法人に対する侮辱罪の成否であり、こ

7 人クローン胚自体を産出することは禁止されていない。それを胎内に移植す
ることが禁止されるのみである。
8 法の下の平等と人権享有主体論については、石川健治「人権享有主体論の再
構成」法学教室320号62頁参照。
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れは従来の裁判所の立場に則って肯定的に解されているが、実はこの裁
判においては、ホモという表現が社会的にみて名誉を害する行為であり、
刑法上保護に値するという前提が存在しているのである。その意味で、
本件裁判において被告人が有罪とされたということは、ホモという表現
が社会的にみて名誉を害する行為であると国家がお墨付きを与えたこと
に他ならない9。
　このような差別行為をどのように規制すべきかについては、同性愛や
身体障害者であることが社会的な名誉に関するものではないから、保護
法益が社会的名誉であってはならず、また、主観的要件として、事実的
故意を超過するものとして差別の認識が必要であり、法定刑として、成
熟した市民として差別を許容しないという考え方に対応したモラル違反
程度のものが想定されるべきであろう。これを実現できるのは刑法231
条の侮辱罪であるが、これは保護法益を名誉感情とする少数説を前提と
したものである。すでに論者は、侮辱罪の軽犯罪法への移植を説いてい
るが、この考え方もこれと流れを一にするものである10

３．財産犯的側面
　次に財産犯的な側面を検討してみたい。これは従来、身体は財産犯の
客体であるかという議論の延長線上にある。
　従来の議論では、身体それ自体は財産犯の客体にはならないが、それ
が身体から分離され身体とは別個の独立した物と認められた場合は、財
産犯の客体になるというものである11。この点はドイツでも同様で、身
体から分離された場合は、財産罪の客体と認められている12。

9 このような名誉に対する罪と差別の問題について検討しているのは、佐伯仁
志「名誉とプライヴァシーに対する罪」芝原邦爾ほか編『刑法理論の現代的展
開』（日本評論社・1996年）77頁。
10 拙稿「侮辱罪の問題点」『現代刑事法』№ 60（2004年）32頁、同「侮辱罪の
被害者視点へのシフトについて」東北大学 GEMC journal 第３号（2010年）９
頁（http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/ja/archive/gemc_detail.php?ID=03）
11 佐藤道夫＝麻生光洋「大コンメンタール第12巻（第２版・2003年）」§235
～ §245前注欄外番号108
12 Fischer, StGB, 59 Aufl., 2012, §242 Rdn. 8, Duttge, in: HK-GS, 2. Aufl., 2011, 
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　本稿で問題となるのはいうまでもなく人工器官であり、それが身体か
ら離れた場合には物としての客体にあたり、インプラントされている限
り、身体にあたると解する。これは追加的インプラントであっても同様
であろう。
　なお、この問題と関連して、盗品等関与罪の客体となるかという問題
もある。財産罪により獲得された物だけが贓物たりうるので、身体の一
部である限り、盗品等関与罪の客体には当たらないと解されるが、上に
述べたように、身体から離れた場合には物としての客体にあたり、これ
が財産罪によって獲得された場合は、盗品等関与罪の客体に当たること
になる。もし、身体から直接、人工器官が奪われた場合は、その行為は
身体犯であって、財産犯ではないが、身体から離れた時点で財物性を有
することになり、第三者によって不法に獲得された場合は、盗品等関与
罪の客体となると解すればよいであろう。これが問題となるのは、具体
的には、行為者Ｘが被害者Ａの身体から人工器官を奪い（傷害罪ないし
は殺人罪）、それをブローカーＹが不法に獲得し、これを必要とする者
Ｚが情を知って買い受けた場合である。本犯者であるブローカーの不法
な領得行為が刑法上の財産犯に限るとすると、Ｚの盗品等関与罪の成立
範囲は狭くなる。逆に、Ｘにすでに財産犯が成立するという解釈をとれ
ば、Ｙ、Ｚに盗品等関与罪を成立させることができる。そのためには、
Ｘにはまず身体犯を肯定し、身体から離れた段階で、窃盗罪等の財産犯
を成立させる他はないように思われる。一つの考え方としては、Ｘに強
盗傷害罪を適用することが挙げられるが、そもそも行為の当初は目的物

§242 Rdn. 8, Vogel, in: LK, 12. Aufl., 2010, §242 Rdn. 12 f. これに対して Sch/
Sch/Eser/Bosch, in: StGB, 28. Aufl., 2010, §242 Rdn. 10 は、自然的身体の一部
が分離した場合は、次の移植が予定されていない限り、物としての客体にあた
るが、人工的インプラントの場合は、それが身体的欠損を補う補助的インプラ
ントとして身体にインプラントされている限り、物としての客体には該当しな
いとしている。しかし、機能向上を目指した追加的インプラントの場合は、イ
ンプラントされていても、物としての客体にあたると解している。Sch/Sch/
Eser/Bosch  と M-Schroeder/Maiwald, Strafrecht BT I, 10., neu bearbeitete 
Aufl., 2009, 32/18 は、インプラントされた心臓ペースメーカーもなお物である
と解している。
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たる財物が存在しないので、解釈論的には難しいかもしれない13。そこ
で行為者、先の例では、Ｘが傷害罪により財物化した人工器官をこの機
に獲得したのであるから、死者の占有の事例のレトリックを用いれば窃
盗罪、あるいは少なくとも占有離脱物横領が認められると解され、ある
いは、身体から離れた瞬間に財物性を獲得するので、窃盗罪を肯定する
ことができるように思われる14。もちろん、その場合の財物獲得行為は
不可罰的事後行為（共罰的事後行為）にあたるわけではない。
　ちなみに、フランス民法では1994年に第２章16条以下で「人体（corps 
humain）」を規定されるようになった15。

４．その他
　その他の点では、人工器官が刑法19条１項２号の犯罪供用物件に該当
し、没収の対象となるかという問題もある。人工器官も身体の一部であ
るとする論者の主張からは、否定的になるが、これを可とした場合、刑
罰というよりは保安処分的色彩が強いと解され、没収は刑罰か保安処分

13 ドイツでは、刑事施設の被収容者が他の被収容者の金歯を奪ったというケー
スについて強盗罪が適用された例がある（BGH 5 StR 179/58 v. 3. 6. 1958 bei 
Dallinger MDR 1958, 739）。
14 後者の考え方は Vogel, in: LK, 12. Aufl., 2010, §242 Rdn. 13. Ruß, in: LK, 11. 
Aufl., 1994, §242 Rdn. 9も同様と思われる。反対に Frank, StGB, 18. Aufl., 1931, 
S. 511は、身体から離れた瞬間に無主物になるが、使用者たる被害者に先占権
が認められるとしている。
15 条文については、http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D4
B66C9CBFF46DCC4FDF129F708D6395.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA0
00006136059&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20121010。なお、
本条については、橳島次郎「先端医療のルール」（講談社現代新書・2000年）
39頁以下が詳しい。さらに、ジャン＝ピエール・ボー（野上博義訳）「盗まれ
た手の事件」（法政大学出版局・2004年）265頁以下でも「人」「物」の間のカ
テゴリーを検討している。ただし、原著は1993年であり、1994年法は考慮され
ておらず、この点については、日本語版へのあとがき（同書283頁以下）で言
及されている。特にフランスの状況については、北海道大学櫛橋明香准教授か
ら貴重な助言をいただいた。
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かという議論とも関連してこよう16。

Ⅲ．行為態様からの分析

１．凶器の使用
　わが国には凶器の使用したことにより加重される構成要件は存せず、
行為態様の悪質性として、よって量刑において判断されることになるが、
凶器等を使用して犯罪を実行した場合に加重構成要件によって処罰する
法体系も少なくない。たとえば、フランス刑法222－８条10号（「武器ま
たは脅迫を以って」）、フィンランド刑法21章６条３号（「銃刀剣あるい
はそれに類する生命に危険な道具を用いて」）、トルコ刑法86条３項 e）

（「武器を以って」）がそれにあたる。このうち、フィンランド刑法では
被害者に重大な傷害が生じた場合（１号）、行為の残虐性（２号）と並
んで３号でこれを規定されており、行為と結果のそれぞれの重さの問題
を同一条文で並列的に扱っている。トルコ刑法では単純傷害罪の加重類
型としてこれを規定しており、重大な傷害罪は別規定である。また我が
国の改正刑法草案267条は、銃砲刀剣類を用いる傷害を規定している。
説明書によれば、これは暴力行為等処罰法１条ノ２「銃砲又ハ刀剣類」
と同意である17。金属バットの使用が問題となった最近の事例では、暴
力行為等処罰法１条が適用されている18。
　たとえば、ドイツ刑法224条１項２号は、
「傷害罪を
２．凶器またはその他の危険な道具により
実行した者は６年以上10年以下の自由刑、犯情が重くない場合には、３

16 没収の法的性質については、出田孝一「大コンメンタール第１巻（第２版・
2004年）」§19欄外番号17参照。
17 法制審議会刑事法特別部会「改正刑法草案　附同説明書」（法曹会・1972年）
219頁。
18 神戸地判平成14年７月12日LLI/DB　ID番号05750767（http://www.courts.
go.jp/hanrei/pdf/90EEC6C4DC2DC4BD49256C56000E63EA.pdf）、松山地判平
成22年７月23日LLI/DB　ID番号06550413（http://www.courts.go.jp/hanrei/
pdf/20100924095326.pdf）
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月以上５年以下の自由刑に処する」
と規定している。
　ここでは行為者自身の身体が「危険な道具」にあたるかが問題となろ
う。この点につき、ドイツの連邦通常裁判所は、殴打され、うずくまり、
しがみついてきた被害者の頭部を被告人が膝で蹴り上げ、さらに横に
なって逃げ回る被害者を踏みつけたという事例で、原審が「斯様に用い
られた被告人Ｈの膝は危険な道具である」とし、223条 a（改正前）の
危険な傷害罪を適用したのに対し、この理由づけを不適切とし、「行為
者の身体は危険な道具ではない」とし、危険な傷害罪の適用を否定し19、
通説もこれを支持している20。ただ、靴を履いて攻撃を行えば、それが
危険な道具となると解している21

　従来の議論では、人工器官は身体の一部ではないと解しており、そう
であるとすれば、問題なく「危険な道具」として評価できようが、すで
に論じたように、本稿では、人工器官も身体の一部であり、傷害罪の客
体となるとの立場をとっている。したがって、身体が危険な道具にあた
るかが問題となる。

19 BGH Beschluß vom 11.10.1983 - 4StR 582/83 - GA, 84, 124.
20 Sch/Sch/Stree/Sternberg-Lieben,  in: StGB, 28. Aufl.,  2010, §224 Rdn. 3, 
Fischer, StGB, 59 Aufl., 2012, §224 Rdn. 8a, Dölling, in: HK-GS, 2. Aufl., 2011, 
§224 Rdn. 3, Rengier, Strafrecht BT II, 12. Aufl., 2011, S. 106.  反 対 の 立 場
は、Hilgendorf, ZStW 112 (2000), 822 ff.,  区別して考えるのは M-Schroeder/
Maiwald, Strafrecht BT I, 10., neu bearbeitete Aufl., 2009, 9/15. なお、マイヴァ
ルトは義手は危険な道具に該当するとしている。この点についてライヒスゲリ
ヒト RG I, Urteil vom 17. Jan. 1907, 782/06 は、被告人が腕ごと義手を動かせ、
殴打の用に供することができれば、鉄製の前腕部は危険な道具にあたると解さ
れ、行為者がこれを手で掴んで用いたかどうかは、法的には重要ではないとし
ている（Das Recht－Rundschau für den deutschen Juristenstand, 1907, 264）。
この点については Hirsch, in: LK, 10. Aufl. 1981, §223a Rdn. 10も同様。
21 Frank, StGB, 18. Aufl., 1931, S. 482, Fischer, StGB, 59 Aufl., 2012, §224 Rdn. 
8a, Hirsch, in: LK, 10. Aufl. 1981, §223a Rdn. 10, Lilie, in: LK, 11. Aufl., 2001, 
§224 Rdn. 25. BGH 4 StR 336/79 u. 426/79, von 26. 7. u. 22. 8. 1979 bei Holtz, 
MDR 1979, 988は、「靴が危険な道具にあたるかは、たとえば、攻撃の激しさ
や攻撃の対象となった部位といった個々の状況により判断される」としている。
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　この点、ドイツでは、空手の有段者の拳が危険な道具となるかで議論
が分かれている22が、人工器官の場合、少なくとも、それが通常の人間
の腕以上の強度を持つかどうかが問題となろう。個別判断となるが、機
能強化目的のサイボーグの場合には、これを危険な道具として評価して
良いように思われる。

２．正当防衛の必要性・相当性
　危険な傷害罪というような加重構成要件と対応させると、このことは
正当防衛の要件としての必要性・相当性において武器を使用した場合と
いう問題に関連付けられる。英国騎士道事件の控訴審において東京高判
昭和59年11月22日高刑集37巻３号414頁が「そもそも空手の回し蹴りは、
一撃必殺ともいわれる空手の攻撃技の一つであって、身体の枢要部であ
る頭部、顔面を狙うものであるうえ、制御しにくい足技であるだけに、
命中すれば場合によってはその打撃により直接頭部等に損傷を与え、あ
るいは相手を転倒させる可能性も十分にあり、その際、打ちどころによっ
ては重大な傷害や死の結果も発生しかねない危険なもの」であり、「本
件は、空手三段の腕前を有する被告人が、空手について素養があるとは
窺えない被害者に対してとっさに空手技の中でも危険な回し蹴りを用
い、しかも相手の顔面付近に命中させたものであり、以上のように蹴っ
た者の技量、彼我の体格、蹴られた部位、その時の相手方の状況等によっ
ては、本件のように転倒することのあり得ることは容易に肯認し得ると
ころであり、また、被告人も、場合によれば被害者が転倒する可能性の
あることも当然認識していたと認めるほかはない。」として相当性の逸
脱を認めている。サイボーグ刑法との関連では、正当防衛の必要性・相
当性の判断として、被告人の具体的な反撃行為態様としての武器の使用
が加味されることを意味している。

22 マイヴァルトは本来の用法とは異なっていることに着目し（M-Schroeder/
Maiwald, Strafrecht BT I, 10., neu bearbeitete Aufl., 2009, 9/15.）、その高度の
危険性を認め、逆にヒルシュ、リリエは、生身の体以上の「プラス」が存在
しないことに論拠を置いて、高度の危険性を否定している（Hirsch, in: LK, 10. 
Aufl. 1981, §223a Rdn. 10, Lilie, in: LK, 11. Aufl., 2001, §224 Rdn. 25.）。
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Ⅳ．おわりに

　科学技術の発展により人間の生活が一変することは歴史が示すとおり
である。これを法秩序にあてはめれば、その科学技術の発展を反映した
法制度と解釈学が必要であろう。常に古典的な犯罪構成要件から脱却し
つつ、発展、変遷していくのが、刑法学の正しいスタンスであるべきで
あるように思われる。このことはコンピューター犯罪への対応をみれば
明らかであるし、昨今では、医療技術の発展にともない生命倫理を配慮
したバイオ刑法が着目を浴びている。
　SF 的な響きのあるサイボーグはそのイメージが機械人間や人間性の
喪失というネガティブなものになりがちであるが、人工器官を用いた生
活の質の向上、QOL の向上に寄与するものであり、着実に日常生活に
浸透しつつあることは否めない事実である。
　本稿がサイボーグ刑法の提言をその目標としていることはすでに書い
た通りである。結論的にその意味するところは、（1）サイボーグ刑法と
いう領域の明確化、（2）サイボーグ刑法としての問題解決のために新た
な立法の必要性、（3）サイボーグ刑法を意識した新たな解釈の必要性を
議論の対象として取り上げようということである。ただ、（2）の新たな
立法の必要性についてだけは、最後にコメントしておこう。法律家の持
つ独特の保守性の故か、新しい事柄に対しても、現にある制度で対応し
ようとする傾向があり、論者も基本的にこのようなスタンスである。す
でにみたように、基本的には、サイボーグを想定した新たな条文を作る
必要はない。ただし、危険な道具を用いた傷害のような加重構成要件を
持たない我が国の刑法にはこれはあてはまらないであろう。行為の細か
い類型化を図らず、単に傷害罪でまとめようとするのではなく、諸外国
に見られるような加重構成要件を立法すべきであると思われる。もちろ
んこれはサイボーグ刑法に限ったわけではなく、一般的な罪刑法定主義
からの要請をサイボーグ刑法に反映させただけのことである。他方、（3）
の新たな解釈の必要性については、サイボーグ刑法独自の視点から解釈
の仕方を見直すことが必要であるということが本稿の結論である。




