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第二部　ユーザ主導の法情報
　　　　─2011年公訴時効改正を素材として

　第２部では、特定の立法事例を通して、異なる性質の法情報あるいは
言説間の相互作用を検討する。具体的には、立法審議、裁判またはメディ
アにおける法情報の取得、編集、また使用の状況を解明し、その関係を
検討する。その狙いは、実際の立法過程における社会構成員が発す情報
の効果を解明することにある。ここでは、社会構成員の法言説に関する
研究アプローチをユーザの視点と呼ぶ。
　現在、情報公開制度などの改革によって、非法律専門家の社会構成員
も以前と比べて法情報にアクセスしやすくなった。ただし、法情報への
アクセスの向上は必ずしも法制度への信頼を導くものではなかった。
2005年に公表された日本社会全体を対象とした法意識調査の結果を1975
年の調査結果と比較すると、日本社会における一般人の法意識は、厳罰
化を志向する傾向が高まっており、実務における法運用の柔軟的対応（法
解釈）に対する不信感も依然として強いことが確認される1。この現象に
は様々な社会背景が考えられるが、少なくとも、法情報空間の拡大が社
会の法理解を変化させたという従来の法情報に関する自明な前提は支持
されていない。言い換えれば、情報収集の改善が、直ちに既存の法シス
テムや法理論への理解を向上するまでは至っていない。情報使用者の声
をいかに抽出し、またはいかに制度設計に活かすかという立案過程の作
業も、法情報の効果を検討するために重要であると考えられる。
　第２部の分析は、研究の一貫性を保つため、同じく第１部の実証研究

（新聞や法律雑誌における立法特集）で検討された刑事法改正の現象を
中心に展開する。具体的には、2010年の公訴時効改正を事件研究の対象
とする。2010年の公訴時効改正における以下の特徴によって、その事例
研究は異なる法情報間の相互作用、特に従来の法的思考との衝突および
法形成への影響を知るために役立つからである。

1 木下麻奈子「日本人の法に対する態度の構造と変容─30年間で人びとの考え
方はどのように変化したか－」村山眞維＝松村良之『現代日本の紛争処理と民
事司法』（東京大学出版会、2010）３-20頁を参照。
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　第一には、公訴時効改正は特別法ではなく、基本法である刑事訴訟法
の改正である2。少年法など特別法は、特定な問題や事件を扱うことから
立法による個別の措置を求める圧力が基本法より強いように思われる。
そこでは、立法を動員する戦略として報道言説を利用する傾向があり、
さらに政治的な意図が反映されやすい議員立法も多くみられ、法学者の
意見を相対的に抑えやすくしておこうとするものと推測される。それに
対して基本法の場合は、法学の蓄積があることから、一般的に伝統的に
専門家の意見を重視する。従って、そうした基本法の改正における法情
報の状況は、既存の立法過程に対する法情報空間の変化にもたらす影響
をより浮き彫りにすることが期待される。
　第二には、法制審議会議事録の公開、パブリックオピニオンの実施な
どの法務省の一連の動きによって、公訴時効改正はこれまでの立法過程
と比べて、より社会に開かれたプロセスになるはずであった。そうする
ことで、法制度に関する理解・評価（法意識）が日本の法実務家あるい
は法学の研究者に基づくのみではなく、一般市民の間のものであっても、
実際の立法審議に影響を与える可能性が見込まれた。1990年代以後、法
制度の立法による改革が頻繁に行われてきた。同時に、世論や社会的な
言説の立法過程への影響が強くなってきた。2010年の公訴時効改正は、
まさにそのような背景を典型的に表す立法事例である。
　第三には、情報技術の発展によって、より多様な情報の形式が平成の
立法期に見られる。前述のように、明治期の立法から戦後の改革までは、
新聞、雑誌など紙メディアが社会における主な情報源であった。これに
対して、平成の立法過程における法情報発信は、ネット空間を含めより

2 ここで問題とする「基本法」とは題名に「基本法」という名称や指導法・指針
となる原則的な内容を含むものではなく、刑法や刑事訴訟法など法分野の基本
領域を規定する法律のことを指す。それに対して「特別法」とは、特定の団体
や人、特定の場面（事件・現象）を規制の対象とする法律であり、個別的法律
の問題として議論されるものである。「基本法」と「特別法」の議論については、
川﨑政司「基本法再考─基本法の意義・機能・問題性」自治研究81巻８号（2005
年）、「立法をめぐる昨今の問題状況と立法の質・あり方：法と政治の相克に
よる従来の法的な枠組みの揺らぎと、それらへの対応」慶應法学12巻（2009年）
48-49頁を参照。
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多様なメディア手段が選べるようになった。異なるメディアの法情報の
効果を同時に検討できるという意味では、この時期の立法は非常に興味
深い。
　次に、2010年公訴時効改正の経緯とその議論状況について概要する。
　日本の公訴時効制度は、治罪法（明治13年）において、法定刑による
罪種区分に定められた一定の期間が経過すると公訴権が消滅する「期満
免除」という名称の制度として導入された。その後、旧々刑事訴訟法（明
治23年）において時効という名称に変更され、公訴時効に関する改正は
現行刑法（明治40年）、旧刑事訴訟法（大正11年）や、現行刑事訴訟法（昭
和23年）制定の際に、数回に渡って行われている。また、平成16年には、
刑法等の一部を改正する法律（平成16年法律第156号）により、死刑又は
無期若しくは長期15年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪について、公
訴時効を延長する改正が行われた。従って、現在の公訴時効制度は、す
べての犯罪に適用されることが前提とされ、法定刑の軽重を基準として
公訴時効期間を定めてきたといえよう。
　2010年４月27日、第147回国会においては、「刑法及び刑事訴訟法の一
部を改正する法律」（平成22年法律第26号）が成立し、同日公布された。
この法律は、刑法及び刑事訴訟法を改正し、人を死亡させた犯罪の公訴
時効に関する規定や、刑の時効に関する規定等を整備するものである。
成立までの経緯については、以下のように整理することができる。
　①2009年１月から、法務省は省内勉強会を開催して、公訴時効のあり
方等について検討を行ってきた。
　②2009年３月末までに、公訴時効制度の趣旨や、公訴時効に関連する
事件の実情等を確認するとともに、検討の結果を中間的な取りまとめと
して公表した。同年７月、最終的な結果として、殺人等凶悪・重大犯罪
においては、その事案の真相を明らかにし、刑事責任を追及する機会を
より広く確保するため、公訴時効制度の在り方等を見直す必要があると
いう方向性を示すに至った。
　③2009年10月28日、法務大臣が法制審議会に対し、必要な法整備につ
いて諮問を行った。同年11月から2010年２月までの間に、法制審議会に
設けられた刑事法（公訴時効関係）部会は合計８回にわたって開かれ、
学者、裁判官、検察官、弁護士等の実務家のほか、被害者団体の関係者
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も加えて審議・検討を重ねた上で、人を死亡させた罪のうち法定刑に死
刑が定められているものについて公訴時効の対象から除外するととも
に、これらの犯罪のうち法定刑に懲役若しくは禁錮に当たる罪について
公訴時効の期間を２倍延長する等を内容とする整備要綱の骨子を策定
し、2010年２月、法務大臣に答申した。
　④これと並行して、2009年11月から同年12月までの間に内閣府の実施
した世論調査や同年12月から2010年１月までの間に法務省の実施した意
見募集手続において、公訴時効制度に対する国民の意識の調査等を行っ
てきた。そしてこれらの結果等については、法制審議会の会議資料とし
て審議委員に配分するとされた。
　⑤法務省は、この答申等に基づき立案作業を進め、2010年３月12日、
第174回国会に法律案を提出した。この法律案は、参議院先議で審議が
進められ、両院における審議の結果、2010年４月27日、衆議院本会議に
おいて可決、成立した。法律の内容について、法制審議会の骨子案の結
論と一致したとみられている。
　以上の内容を踏まえて、まず短期間に集中的な議論が行われてきたこ
とは2010年公訴時効改正の特徴として挙げることができる。その社会的
背景については、現実に犯罪が急増したというより、被害に対する感受
性の拡大が動因になって推進されたとの指摘がなされている3。それは、

3 今回の法改正について、多くの法学者は消極的な評価を与えた。このような
批判的意見としては、白取祐司「公訴時効制度『見直し』法案への疑問」法律時
報82巻５号（2010）２頁以下、三島聡「『逆風』のなかの公訴時効──『見えに
くい』利益の保護をめぐって」法律時報81巻９号（2009）１頁以下、松宮孝明「刑
事時効見直しの動きと問題点──公訴時効と刑の時効を含めて」刑事弁護62
号（2010）８頁以下、河合幹雄「公訴時効廃止は被害者のためになるのか」世界
796号（2009）57頁以下、道谷卓「公訴時効をめぐる最近の動向──法務省・公
訴時効勉強会の最終報告について」姫路法学50号（2009）５頁以下など。さらに、
刑事法ジャーナル18号には特集「公訴時効のあり方」がある。そこでは、今回
の法改正に対してより積極的な立場から、主に公訴時効制度に関する外国の立
法例が紹介されている。また、法改正の後に公表されたものとして、新倉修「公
訴時効論（１）～（６）─公訴時効の廃止・再延長と遡及適用─」青山法学論集
52巻１号（2010）33頁以下、52巻２号（2010）１頁以下、52巻３号（2010）１頁
以下、52巻４号（2011）35頁以下、53巻２号（2011）１頁以下、53巻４号（2012年）
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審議会が「国民意識の変化」を取り上げ、従来の公訴時効制度の存在理
由である「処罰感情の希薄化」が必ずしも当てはまらなくなってきてい
る、という立法趣旨につながるものと思われる4。内閣府の世論調査によ
ると、その「国民意識」の内実は、公訴時効制度によって処罰に値する
犯罪者が罪を免れることに不正を感じることであるとのことであった5。
法学者は、被害感情を満足させることを狙った点を批判し、今回の公訴
時効改正については「感情立法」として位置づけていた6。
　公訴時効を含め2000年以後の刑事法改正には、専門家よりも素人の感
覚、つまり「世論」を根拠にした刑事法の積極的な規制を求めるものが
多く見られる7。今回の公訴時効改正には、専門的理論の弱体化と被害者
意識の強調という、二つの側面が見られる。
　こうした現象は、すなわち法の変更・形成が、既存の法の領域で想定
されない「外」の原理によって変化していることを示している。まさに、

「世論」とは「外」の原理が現れた一つの形式にすぎないという見方も可

４頁以下は法制審議会の論点を詳細に整理した。大澤裕「人を死亡させた罪の
公訴時効の改正」ジュリスト1404号（2010）52�頁以下、原田和往「公訴時効制
度見直し論の今後」刑事法ジャーナル26号（2010）19頁以下、小池信太郎「人を
死亡させた罪の公訴時効の廃止・延長と遡及処罰禁止の妥当範囲」刑事法ジャー
ナル26号（2010）25頁以下も公訴時効改正の動向とその効果を言及した。また、
金子章「公訴時効制度の存在理由についての一考察─公訴時効制度の見直しを
めぐる近時の議論を契機として─」横浜国際経済法学19巻３号（2010）23頁以
下は公訴時効制度の趣旨に関する議論状況とその意義を提示したものである。
萩原滋「公訴時効の延長・廃止と罪刑法定主義」白山法学７号（2011）１頁以下
はドイツとアメリカの議論を参考に、公訴時効改正以後の遡及適用を考察した。
原田和往「公訴時効制度に関する実体法説的説明について」岡山大学法学会雑
誌64巻２号（2014）348頁以下は時の経過と刑罰権実現の必要性との関係を論じ
ている。
4 公訴時効制度の趣旨 http://www.moj.go.jp/SHINGI2/091116-1-1.txt（2015年
９月現在）
5 内閣府「基本法制度に関する世論調査」（平成21年12月調査）。http://www8.
cao.go.jp/survey/h21/h21-houseido/index.html（2015年９月現在）。
6 例えば前注３・白取、または前注３・松宮＝９頁を参照。
7 前注４・公訴時効制度趣旨を参照。



論　　　説

［137］ 北法66（5・350）1604

能であろう。従って、法社会学の観点からみると、立法における世論の
問題とは、法的な「閉じたループ」を超えた外的なファクターの導入が
法の形成にいかなる効果を有するか、ということを意味する。
　2010年の公訴時効改正における世論の構造については、以下の三つに
区分けすることができる。第一に、審議の際に提供された世論である。
その世論の表現様式に関しては、被害者団体のヒアリング、被害者団体
委員の発言がみられる。そのような世論は、直接に法制審議会の審議に
沿って提供され、審議の中に情報提供者と直接に対話できるものである。
第二に、メディアにおける「報道世論」によって、公訴時効をめぐる世
論の内容を立法審議の参加者以外の社会的構成員にも伝えることができ
る。「報道世論」は、社会の構成員であれば誰でもメディアを通して接
触できる情報であり、その受け手は実際の立法審議と関わっている人に
限らない。第三に、「世論」に対する理解である。そうした世論は、立
法審議のみならず、司法過程やメデイアや個人の会話まで広く見られる。
さらに、新しい世論を形成させるリソースでもある。
　以上の状況を踏まえつつ、本論は、具体的に、「世論」を通じて現れ
てくる法に関する情報が公訴時効の立法過程においてどのような役割を
担ったかについて検討する。2010年の公訴時効改正における世論を、複
数の形を分けて、すなわち法制審議会における立法の世論、裁判と立法
の世論、メディアと立法の世論という三つの角度から公訴時効改正の世
論形成を考察する。第２部での事例分析8は、次の問題を解明してゆく。
　①（第５章）立法の審議において、どのような「世論」の情報が採用さ
れ、またその情報はどのように位置づけられたか。
　②（第６章）司法において、「世論」の情報は判決に配慮されたか、ま
たそれと立法過程における世論の作用は異なるものか。
　③（第７章）複数のメディアにおいて「世論」の情報はどのように形成、
編集されたか。もしメディアに「世論」の情報の形成・編集が異なると
したら、その原因はどこにあるか。

8 本稿の第５章、第６章の第２節そして第７章は旧稿「日本における『世論』と
法─公訴時効に関する言説の交錯を中心に─」（北大法政ジャーナル No.18、
149-178頁）を改訂したものによる。
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　④（第８章）従来の法と世論の理論は、以上のような「世論」の情報お
よびその効果を説明できるか。もし出来なかったら、そうした情報の性
質をいかに位置づけるのか。

第五章　法制審議会における世論の役割

第一節　問題の背景

第一款　問題の設定
　現在の法制審議会9は、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法そ
の他法務に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とするもの
である10。1949年に、法務省設置法13条およびその別表２、また法制審
議会令（1949年政令134条）に基づき、法制審議会は設置された11。法制
審議会は、一般的に法務省の所管する法律を審議の対象とする。ただし、
戦後国内法整備のニーズに応じて、広く基本法の制定を審議した実態も
あったことが指摘されている12。

9 法制審議会の経緯は、大正時代まで遡ることができる。大正８年７月に、内
閣臨時法制審議会が設けられ、民法親族編・相続編改正の要綱を審議し、また
大正15年に刑法改正の綱領に関しても決議した。昭和４年10月に臨時法制審議
会に代わって、「法制審議会」という組織が設置された。戦後は、憲法の改正
に伴う多数の法改正を円滑に行うため、内閣に臨時法制調査会が成立された。
また、それらとは別に、司法制度改革に関して、司法大臣の諮問機関としての「司
法法制審議会」も作られ、上述の臨時法制審議会とともに、終戦後の民法の改
正、刑法の改正、裁判所法の制定等に関わった。
10 法務省組織令第58条第１款を参照。
11 当時から、法務総裁（のち法務大臣）を会長とし30人以内の委員により構成
される「大臣自ら主催する審議会」として運営されてきたが、2000年の改正に
おいて、「法務大臣を会長とする」旨の条項が削除され、委員二十人以内で組
織することになった。委員は、「学識経験のある者のうちから、法務大臣が任
命する。」（法制審議会令第２条）。
12 我妻栄等『立法過程における法制審議会の役割』（座談会）法律時報30巻７号

（1958）45頁を参照。特に、当時内閣法制局長官であった林修三の発言はその
点について言及したものであった。
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　法制審議会の役割は、まず諮問に応じて、法制定に関する情報の収集
することにある。少なくとも80年代まで、法制審議会の運営は法技術に
精通した専門家によってなされており、世論の傾向や政治活動に対応す
る議会での審議に対して、将来の裁判活動に適するよう、特に具体的な
紛争処理を念頭に制度設計を行っていたように思われる。例えば、元法
務省顧問の我妻栄は、法制審議会と議会の関係について「議会での審議
を意識する関係官庁の職人があるが、学者 / 法律家の観点から法制審議
会はあくまで中立的な立場から決めて、理想・合理的状態に近いものを
提供すべき」、または「法制審議会としてはマハトではなくてレヒトと
いうことを中心に考えるべき」ことを強調した13。
　ただ、近年、法務省の内部機関であるにもかかわらず、法制審議会は、

「重要事項に関する調査審議」という「諮問機能」、または「不服審査そ
の他の処理」という、いわゆる「参与機能」を果たしている14。
　法制審議会刑事会に関する研究では、立法趣旨の解明または立法効果
について検討したものがしばしばみられる15。近年、市民参加を求める
ことから、審議枠組の変化16が見られる。そこで問題になったのは、国

13 前注11・法制審議会座談会、56-58頁を参照。
14 ダニエル・H・フット「審議会の参与観察」太田勝造等編『法社会学の新世代』

（有斐閣、2009）27頁を参照。フットの論文は、法科大学院いわゆるロースグー
ル制度をめぐる法制審議会の審議、通称司法制度改革審議会を素材にしたもの
であった。その審議を経て、2001年６月司法制度改革審議会意見書が公開された。
15 例えば、中山研一「法定刑の大幅引き上げに関する刑法改正について、法制
審議会刑事法部会の議事録の検討」判例時報1917（2006）３-15頁は、審議過程
の「公開性」を中心に考察する。また、岩田研二郎「刑事訴訟における被害者
参加制度の問題点 -- 法制審議会刑事法部会の審議を中心に」法律時報79巻５号

（2007）84-89頁は、審議の特徴に着目し、被害者制度の社会的意義を指摘した。
そして、平成16年の公訴時効改正について、道谷卓は「公訴時効の本質 -- 平成
一七年公訴時効規定改正をふまえて」姫路法学45（2006）51-122頁において、審
議の現実志向が公訴時効の制度趣旨に影響を与えることを論じている。なお、
今回の刑事法改正審議の構成また議題の設定に問題があることを指摘したもの
として、例えば前注３・白取＝３頁を参照。
16 例えば、多様な委員構成、議事録のネット上での公開、そしてヒアリング
などの機会を設けることである。
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民に向けた「公開性」と「冷静な議論」である専門的な議論との間でどの
ようにバランスをとるのかといったことである17。具体的には、利益団
体が審議に加わるかどうかに応じて、どのような議論が審議においてな
されるのかという点についての分析がある18。公訴時効制度についても、
論議の参加者である被害者団体と対立する団体が存在しないため、彼ら
の言説への有力な反論を形成しにくかったという指摘がある19。こうし
た専門家と非専門家の「ギャップ」は公訴時効改正以後の法制審議会で
もみられ、一部の法律家もそうした審議のあり方を問題視している20。
一方、法制審議会に参加した非専門家の委員から、法律学の論証方法に
対する疑問が呈された。ジャーナリストである安岡崇志は、法制審議会
の議論について、「（対立した論点）双方とも、定性的定量的に実証され
た実状分析に立脚しないので、議論は漂流してしまい」、または「刑訴
法の名宛人である司法関係者たちが刑訴法をただ単に職務遂行の準則と
捉えるがゆえに、法の解釈運用の実状調査・実証研究が行われないのか
もしれない」、と法学者による論理に違和感を示した21。
　これらの研究を踏まえた上で、本章では審議会で行った審議の進行や
審議会委員の発言に注目し、特に各言説の特徴を検討したいと思う。法

17 前注14・フット29頁。
18 例えば、フットは法科大学院関する法制審議会を観察対象とし、大学院生
という利益団体の不在が審議に対する影響を示してきた。前注14・フットを参照。
19 高見勝利「『より良き立法』へのプロジェクト -- ハート・サックス "THE�
LEGAL�PROCESS" 再読」（特集�立法学の新展開）ジュリスト1369（2008）20頁。
20 例えば、2011年６月29日から2014年７月９日に渡って行われた法制審議会・
新時代の刑事司法特別部会の審議について、「非法律家である有識者の発言を
法律「論」を盾にして、ことごとく潰していく一部の「学者」委員」。時には権
力の意を代弁して有識者の提示する疑問を論難・排除する。例えば有識者の事
前全面開示論に対して、学者委員は、「いわゆる事前全面開示論については、
十分な議論を踏まえた上で、はっきりとその考え方は妥当でない、採らないと
いうことで、法律として国会が制定したものだ。」と刑法学者である白取祐司
が指摘した。白取祐司「法制審特別部会は課題に答えたか」法律時報86巻10号

（2014）９頁を参照。
21 安岡崇志「雪と玫瑰（ハマナス）と─特別部会に明治から未来を見た」法律
時報86巻10号（2014）15頁を参照。
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制度のあり方をめぐる内容が多く含まれているため、本論では、そうし
た言説を「法情報」の一種として扱う。公訴時効の改正には、一方で社
会の関心が集まり、他方で公訴権の消滅をめぐる専門的な知識も必要と
された22。公訴時効制度、特に制度の目的については、〈日常経験〉と〈専
門性〉の間に異なる解釈が見られる。本論の序章で述べたように、法情
報論の観点は、解釈図式の齟齬を法情報類型の形成、伝達または適用の
状況に関わる現象として考えられる。以上の新聞（第２章）と雑誌（第
３章）で法情報の分析から、いずれも、情報類型の変化は立法報道にお
ける問題関心の変化と連動していることが分かる。
　第二部の冒頭で言及した通り、近年日本の立法は、情報公開、情報収
集発信の拡大を介して、法制度の正当性を「世論」によって担保させよ
うと検討してきた。このように、立法過程（会議議論）についても、情
報公開やメディア報道のあり方を意識し運営しなければならない状況が
作り出されている23。その上、司法過程のように、判定者たる裁判官の
中立的判断や証拠法上の事実基準を持たないゆえに、社会的言説の選別
が、立法過程審議の難点となる。本章では、立法審議という場を対象に、
公訴時効の審議に言及した「世論」の内実を解明していくことにしたい。

第二款　「公訴時効関係部会」審議の概要
（１）審議の大枠
　法制審議会刑事法（公訴時効関係）部会は、諮問第89号の調査審議を
行うため、新たに設置されたものである。具体的な議題は、次のように

22 社会関心への配慮は、審議会においても一貫して意識されている（法制審
議会公訴時効部会議事録第１回会議 http://www.moj.go.jp/shingi1/091116-1-1.
txt）。
23 議事録とは、審議内容や審議過程での委員の発言の記録として、重要な会
議で作成されたものである。ただ、議事録は原則的に会議の発言をそのまま、
客観的な記録と位置づけられているが、発言の加工あるいは修正する場合もあ
ることが指摘されている（森田朗『会議の政治学』（慈学選書、2006）133-139頁
を参照）。ただ、修正が記録の読み手に便宜を図るものであることから、審議
会の発信機能を考察の対象とする本論に与える影響は限定的であると考えてい
る。
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分けられている。
　第一に、公訴時効見直しの必要性、妥当性について、以下の三つのテー
マで議論がなされた。
　①公訴時効見直しの必要性
　②公訴時効見直しの必要性と公訴時効制度の趣旨との関係
　③平成16年改正と今回の法改正の関係
　それについての議論は、特に第一回会議（平成21年11月16日）の前半
そして第三回会議（平成21年12月９日）の冒頭に集中して行われた。
　第二に、凶悪・重大犯罪の公訴時効見直しの具体的在り方についての
議論がなされた。
　①公訴時効制度を見直す場合の方策24

　②見直しの対象範囲
　各議題についての議論は、第３回会議以後審議の中心になった25。
　第三に、現に時効が進行中の事件の取扱いが問題になった。そこでは、
特に、日本国憲法39条との関係をめぐる議論が中心に展開され、第３回
会議の後半においても議論されることになった。
　第四に、刑の時効見直しの必要性・具体的な在り方に関する議論が行
われた。事務当局による配布資料によると、この点についての具体的な
テーマは提示されていないが、実際には、公訴時効見直しと併せて刑の
時効を見直すことの必要があるか無いかについての議論がなされたよう
である。このことについては、第５回会議以後に集中して行われた26。
（２）審議の構成
　刑事法（公訴時効関係）部会に出席したのは、23人の委員、と法務省
特別顧問である一人であった。その構成は、学者８人、実務関係６人、
被害者代表１人、事務関係の８人である。

24 Ａ案：一定の犯罪について公訴時効を廃止すること；Ｂ案：一定の犯罪に
ついて公訴時効期間をより長い期間とすること；Ｃ案：個別の事件の公訴時効
の進行について特別の取扱いをすること。
25 具体的には、被疑者の人権保障（防御権の問題）、犯人性の特定そして見直
しの対象範囲（法定刑との調整など）について、議論が行われた。
26 第３回会議の最後には、時効制度における刑罰権の消滅を問題視する姿勢
を示していた。
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　今回の審議は、部会の構成員の間の意見交換に留めず、議論の公開性
を高め、部会内の意見以外の要素も議論の中に導入する姿勢を示した。
第一には、ヒアリングの導入である。第２回会議ではヒアリングとして、
被害者団体から直接意見を聞く機会が設けられた。そこでは、従来の議
題に従って審議を行う方法ではなく、直接被害者団体を会議に招き、被
害者側の立場と意見をアピールしてもらうという形がとられた。第二に
は、配布資料として、意見募集すなわちパブリックコメント（第５回会
議）、また世論調査の資料（第８回会議）が配布されたことである。それ
らは、各会議の冒頭に事務当局から説明され、世論調査の結果を踏まえ
た審議を行うことが求められた。
　一般的に、条文の意味を確認した上で、その意味に沿って事案の分析
を行うことは法学の典型的な手法である。川島武宜は、それを「言葉的
技術」と呼び、「概念の明確性」を特性とする法学は「多義的な不明確な
日常的な言葉＝概念に対して特別の合理的な技術概念を分化しなければ
ならない」と指摘した27。つまり、法学の議論において、用語の使用は、
単なる発話者の個人偏向ではなく、専門的な判断に基づくものでなけれ
ばならない。それゆえ、同じ「時効」の言葉を複数の文脈で扱っていた
のであれば、本来法律問題の議論にとって望ましい状態ではないと思わ
れる。ここでは、公訴時効法制審議会の議題の中でも最も「世論の変化」
と関わるテーマであった、公訴時効の存在理由に関する用語状況に着目
する。以下では、次の二つの仮説に基づき検討する。
　①�同じ主題をめぐって、法学的な概念を超えて、多様な語彙が使われ

ていた。
　②�仮説①が成立する場合、法学以外の語彙は、「世論」に特有の論理

文法（文脈）で法学の概念を置き換えていることになる。
　そして、上記の仮説を検証するため、時効の存在理由をめぐる論議に
おいて用語の使用状況を分析する。まず、仮説①について、語彙の使用
頻度と話題の主題（subject）を特定し、検討を進める。次いで、仮説②
について、会話の内容そして表現において、テキストで言及される個々
の「主題」がいかに構成されているのかをみることにしよう。

27 川島武宜『科学としての法律学』（岩波書店・1987）53頁を参照。
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第二節　審議の言説類型

第一款　語彙としての「処罰感情」
　「時効」の問題点について、最初の三回は公訴時効見直しの必要性お
よび妥当性、という問題に議論が集中した。事務局は、「証拠の散逸」、

「処罰感情の希薄化」そして「事実状態の尊重」の三点を、公訴時効制度
の主たる存在理由として示した28。そこで、これらの語について検索す
ると、今回の審議におけるそれらの使用頻度は図１の通りである。

 

図１

　総計にすると、「処罰感情」が67 ヵ所、「証拠の散逸」が49 ヶ所または
「事実状態の尊重」が31 ヵ所という状態になっている。そのうち、表現
の使用は、前半の会議、特に第１回会議に集中して、審議会の後半に入
ると同時に、上記三つの語の使用も少なくなってきた。その傾向は、上
述の議題構成と連動しているようにみえる。法的な物事の存在理由を語
る場合には、専門用語以外の表現を使う可能性も考えられる。従って、
公訴時効の存在理由の言説を把握するためには、専門語彙以外の表現（以
下関連用語という）の使用状況も検討しなければならない。それゆえ、
ここでは、まず、「事実状態の尊重」、「処罰感情」、「証拠の散逸」三つ
の語彙を分解し、以上の結果を踏まえてまたキーワード検索を行った。
　第一に、「事実状態の尊重」について、「事実状態」と「尊重」を分けて
検討したところ、全体会議において「事実状態」は31 ヵ所で現れたが、
その全てが「事実状態の尊重」という形でのものだった。また、「尊重」

28 法制審議会公訴時効部会第１回会議議事録第８頁。
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と「事実状態の尊重」を対比すると、「尊重」の使用回数は34回で「事実
状態の尊重」とほぼ一致しているが、三ヵ所では異なる意味で使われて
いたことが分かった29。
　第二に、同じ手法で「証拠の散逸」について検索したところ、まず、「散
逸」について30、単なる「散逸」という言葉は、法律と無関係の語彙であ
るが、今回審議において現れた49ヶ所は、全部「証拠の散逸」としての
ものだった。一方、「証拠」という表現は、「証拠の散逸」と異なる場面
にもに現れているが、346ヵ所のいずれも法律上の証拠状態を指してお
り、公訴時効における証拠面の議論に関わるものということができる31。
　第三に、「処罰感情」の使用状態について、まずは、「処罰感情」と関
連する「感情」から整理を行ったところ、「感情」をキーワードとした検
索結果は、以下のように類型化することができた。総計131 ヵ所で現れ
た「感情」には、複数の意味が含まれており、「処罰感情」が用いられる
際には以下のような多様性が見られた（下記、図２を参照）。

29 それは、①第１回会議では、「被害者権利の尊重」という表現が現れた；②
第２回会議において「被害者と司法を考える会」の発言では、「法律制度をお互
いに尊重して生きていく市民」という表現を用いている。それは、その法律制
度とお互い尊重のもとに、公訴時効と憲法39条の関係を慎重に検討すべきとい
う意味で使っている；③第７回会議で、その表現は、公訴時効制度において従
来の立法者意思はいかにして受け取られるべきか、という議論で扱われた。
30 元 「々散逸」は書面語であることから日常会話で現れる可能性は低い。その
ため、審議において本来の意味ではなく、法的語彙（証拠の散逸）と連動した
形で現れる頻度が高い、という仮説の下で考察した。
31 「証拠」の使用頻度は、第１回で52回、第２回では７回、第３回には68回、
第４回には91回、第５回には47回、第６回には９回、第７回には60回そして第
８回には30回になっていた。
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図２

　①時効理論としての処罰感情：「処罰感情」は公訴時効制度の存在理
由を説明するものとして中立的に使われている。例えば、第１回会議で
事務局側は、従来公訴時効制度の趣旨について説明した際に、「処罰感
情の希薄化」を従来の公訴時効存在理由とした。
　②被害者の処罰感情；処罰感情が被害者（遺族）の個人感情として使
われている場合がある。特に、第２回会議で現れた「処罰感情」の多く
はそのカテゴリーに属する。そこでの「処罰感情」とは、被害者（遺族）
が処罰を求める心情として理解されている。
　③社会の処罰感情：被害者の処罰感情と異なり、社会一般が犯罪に対
して抱いている感情を指す。
　④被害者「感情」：「被害者感情」と「被害者の処罰感情」は相当程度に
おいて共通の意味で使われている。ただ、その用法は、「処罰」に対す
る態度だけではなく、広い意味での被害者救済に関係している32。
　⑤国民「感情」：存在理由をめぐる議論の中でこの言葉が使われる場合、
具体的な処罰を離れ、法制度に対する一般的な社会通念という意味合い
も含めて用いられている。
　⑥議論のあり方を示すものとして：「感情的な」論理と「冷静な」論理
を分けて議論するといった形で使われていることが認められた。なお、
このような意味での「感情的な」と「冷静な」という区別については、ま

32 例えば、「……『この国が理不尽そのものを許していることになる。』など、
国民の意識や被害者感情を考慮すべきとの意見が見られた」（法制審議会公訴
時効部会第５回会議）。
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た第３節ヒアリングの部分で詳しく分析したい。
　図２と図１によって、「感情」の語彙は、存在理由（特に「処罰感情」）
と同じように、審議の前半に集中しており、審議が進むに連れて、使用
頻度が減少している。また、図２によれば、「感情」の語は、「処罰感情」
の意で用いられている例が多数を占めていることが分かる。さらに、「処
罰感情」には「被害者」と［社会」、二つの側面がある。審議においては、

「被害者」と「社会」という表現を加えて、処罰感情の意味を区別しよう
という現象も確認される。つまり、そこでの「処罰感情」という語彙は、
公訴時効の存在理由としてのそれよりも曖昧かつ多義的に用いられてい
ることが窺える。
　ところで、図１と一致するが、第２回会議（被害者団体のヒアリング）
においては「感情」の使用頻度が相対的に少ない。ヒアリングにおいて、
被害者遺族は、「被害者の処罰感情」について、自分の心情で語ること
が多く33。「社会」を語る場合にも、被害者の体験を背景として議論が展
開される傾向がある。すなわち、第２回会議において、被害者の感情は
重要な意義をもっているが、「処罰感情」あるいは「感情」だけではなく、

「気持ち」など異なる表現もよく使われているのである。

 

図３

　そこで、「気持ち」という語彙の検索を行ったものが図３である。今

33 「……今年の年末で９年になりますが、処罰感情のみならず、悼む思い、４
人への思いはまったく色あせることがありません」（法制審議会公訴時効部会
第２回会議）。
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回の審議において、「気持ち」という語彙の使用回数は総計28回になっ
ている。そこでは、「処罰感情」（特に社会の「処罰感情」）の意味で用い
られている例は発見されなかった。「気持ち」を使用が審議の議題と直
結する傾向は確認されなかった。そもそも、この語彙が用いられている
のは、特に被害者団体のそれとして第２回会議に集中している（11回）。
　また、全体的に、「気持ち」は被害者個人の心情に限定されることが
多いが、「世論調査の語彙として捉えられる場合もある。そこでは、被
害者個人の感情という意味を指している34。つまり、感情（処罰感情）と
違って、［気持ち］という表現を使った発言者は、個人の体験や思いと
直結した議論をしているように思われる35。

　以上、「処罰感情」を中心として、関連用語の使用状況について整理
の作業を行った。その結果、次のような特徴を見出すことができる。
　まず、法制審議会の審議には、専門用語としての「処罰感情」だけで
はなく、関連する日常用語としての「感情」を混用する現象も現れている。
また、執行面の可能性をめぐる議論が中心になった後半では、「処罰感
情」への言及は少なくなってきたことも分かる。要するに、当該用語の
頻度と議題の設定に連動することが見られる。
　また、用語の類型について、発言者の立場によっては、同じテーマに
関する議論を行うときであっても、異なる語を用いる場合がある。特に、
専門家と非専門家の間に用語の差異が存在する。第２回会議と他の会議
を比べると、専門用語ではない、例えば「気持ち」といった語が議論に
現れる傾向が見られた36。

34 関連資料として配布された「公訴時効制度に関する世論調査の結果」（http://
survey.gov-online.go.jp/h21/h21-houseido/2-3.html）による。最終確認2015年９
月
35 例えば、被害者団体の「宙の会」は、次のように述べていた「……被害者遺
族といたしまして公訴時効見直しに向けた率直な気持ちを訴えさせていただき
たいと存じます。」（法制審議会公訴時効部会第２回会議）。
36 逆に、第１回会議は、被害者団体の代表を欠席し、法律専門家と行政側の
委員のみという構成になっている。被害者の処罰感情は、ヒアリングと違い、
直接被害者遺族本人から語られたものではなかった。
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　もちろん、用語の出所を確認することができるが、具体的な文脈にお
ける「処罰感情」の意味を確認する場合において、出現回数と分布だけ
は不十分で、会話の文脈を離れる可能性がある37。従って、以上の結果
を補足するため、次に具体的な議論の流れに沿って、「処罰感情」の意
味を検討してきたい。

第二款　「時効」の世論化
　本款では、具体的な文脈に則して「処罰感情」の意味を確認する。上
述の分析が示すように、「処罰感情」に関する議論は主として第１回会
議に集中しており、法改正の必要性が最初の議題として扱われている。
「見直す必要性、妥当性」について、審議では、処罰感情の変化をめぐ
る見解の相違に、論争の重点は置かれた。上述の用語頻度の変容は、そ
の論争の展開と密接に関わっているものと考えられる。以下で、「処罰
感情」の理解の仕方の代表的なものを分析し、いずれも「社会の処罰感情」
すなわち「世論」と結びついていった様子を明らかにする。
（１）「社会の処罰感情」と「被害者の処罰感情」
　法制審議会公訴時効第１回会議では、「処罰感情」という概念の意味
をめぐって、「社会の処罰感情」と「被害者の処罰感情」の関係が議論の
焦点となっている。
　ただ、従来の法学理論における「処罰感情」は、社会の集合意識であり、
個人的な被害者感情と直結するものではない。法制審議会における論争
ではその考えを引き継ぐ傾向がみられる。例えば、発言の中では、犯罪
被害者等基本法の立法を引きつつ、「処罰感情」をめぐる議論は、単な
る被害者の心理状態ではなく、社会全体の問題として議論されるべきで
ある、と指摘された（第１会議議事録14頁）。いずれにしても、「感情的」
な議論（図２・議論のあり方）を排除するため、審議会では「処罰感情」
という概念は、集合意識のレベルで論じられるものであった。ただ、抽

37 例えば、発言者の偏向によって、「処罰感情」といった語は頻繁に使われて
いたが、話の相手が「処抜感情」とまったく別の話を取り上げることによって、
実際の議論が「処罰感情」と無関係の方向に向かっていくような場合も考えら
れる。
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象的な概念である「処罰感情」を、どのような形で具体的に捉えている
のかが自明なわけではない。
　①被害者感情の社会化
　立法趣旨という意味で「処罰感情」は、公訴時効の社会問題化、つま
り社会関心の高まりを通して理解されることとなった。

「今度の議論の前提として、先ほど○○幹事が言われたように、もうす
ぐ時効が来る、そうなったら大変だというような時効完成が迫っている
遺族のつらい立場・状況などの報道があって、そういう背景の中で、海
外では公訴時効を廃止している国があるのだというような報道もなされ
て、公訴時効が完成した場合の不条理さがかなり国民の中に共有される
ことによって、被害者遺族だけでなくて、国民の間にも本当に公訴時効
というのは廃止されなくていいのかというような考えが相当広まってき
ているなという感じはしております」（第１会議議事録17頁）。

　以上の発言では、公訴時効に関し、報道と国民意識の変化との連動が
意識されていた。そのため、処罰感情が「被害者の処罰感情」（「遺族の
つらい立場・状況」）として具現化されることになった。ただ、報道に
おける「処罰感情」の言説は、「処罰感情」という概念の特徴を説明する
のではなく、「被害者の処罰感情」の表現をクローズ・アップすること
によって「処罰感情」の実態を発信する。その結果、報道は、被害者に
関する取材という意味で「被害者の処罰感情」の受け手であるが、「被害
者の処罰感情」を社会問題化させるという意味で処罰感情の送り手でも
ある。上記の発言者は、まさに報道を素材にして、公訴時効に関する社
会認識を確認していたとみられる。
　②「処罰感情」の予防効果
　「処罰感情」について、別の角度からその社会影響を理解しようとい
う主張も見られる。すなわち、「処罰感情の希薄化」を公訴時効の存在
理由と主張する被害者の論理に対して、予防論は違う観点から時効制度
を正当化する。ある委員は、以下のように述べていた。

「……刑はもちろん応報だけではなくて一般予防とか特別予防というと



論　　　説

［151］ 北法66（5・336）1590

ころがあるわけで、そういうところが見えなくなってしまう。被害者で
あるがゆえに見えなくなる部分もあると思うのです。そういう被害者の
意見が非常に強いと言って、それで立法動機が変わるのかという疑問が
あります。」

　通常、犯人を処罰することによって社会を威嚇するという意味で、刑
罰の「一般予防」機能に注目するのであれば、長期間が経過するととも
に犯罪が社会の記憶から消えてしまうという観点から、社会の威嚇とし
ての意味をなさず、応報の必要性が消滅すると説明されることがある。
また、「特別予防」の点からみると、犯人に刑罰を科すことによって再
犯を防ぐという主張もある38。いずれにしても、そこで用いられている

「予防」とは、伝統的な刑法観に立つものである。その刑法観は、刑罰
という害による恐怖や功利的な計算を働かせることで、現実のまたは潜
在的な犯罪者の行動をコントロールしようという発想に立つものであ
る。「予防」を今後の犯罪の予防という意味で理解した場合、刑罰とは
結果を惹起する行為が生じる前に、そうした犯罪行為を思い留まらせる
よう働くものでなければならないはずだ、ということになる。従って、

「予防」という発想によって、「被害者感情」のような犯罪後の影響を配
慮するには、多くの場合で困難が伴うことが予想される。
　実際、ある委員は次のように述べていた。

「いつまでたっても処罰を免れないとすることは応報目的だけでなく、
そうでなくて何年かたったら逃げおおせるというふうな形で一般の人た
ちがとらえるとすれば、一般予防効果の点について問題があるだろうと
いう感じはいたします」（第１回会議議事録19頁）。

　つまり、ここで被害者感情が強調するのは、未来に向けた犯罪の予防
だけでなく、過去の犯罪についても追及せよ、という現時点における社

38 今の説明の中に、法律が単なる時の経過だけで犯人の改善を求めていない
ため、特別予防には不都合を生じることも指摘されている。前注15・道谷、
56-57頁を参照。
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会的効果である。社会にとって好ましくない行為を処罰することで、人々
の中にある規範意識、または規範そのものが維持されるとする考え方が、
ここに示されている。そして、そこには社会構成員を潜在的犯罪者と見
なす、という意味が含まれている。ただ、刑罰の正当化根拠は、法を否
定した行為である犯罪に対して刑罰を科すといった「応報」ではなく、

「規範の維持」という点に変容されている。処罰の機能とは、事実とし
ての犯罪行為ではなく、規範すなわち社会の正義感覚を維持・共有する
観点から定立する必要があると捉えられている。結果的に、犯罪者の「逃
げ得」に対する処罰は、犯罪予防の実態によってではなく、集合的な観念・
態度等、すなわち「世論」と連動させる「秩序の維持」という機能につな
がる。
　③「世論」と「処罰感情」
　立法動機と見られる「処罰感情」は、公訴時効制度を設ける理由とし
て形成され、かつその合理性を支える社会状況を指すものでなければな
らない。今回法制審議会の審議では、その認識は一貫しているが、その
社会状況に関する説明は、従来法学的な議論と離れる傾向が見られる。
　法学的に社会状況をみるなら、それは世論調査で反映される調査結果
などではなく、具体的な裁判がどのように影響したかという点から判断
されることになる。ある発言者は、「量刑判断」をキーワードとして、
そのような考えを示していた

「そこで言う『感情』という言葉の意味がワードとしてあまり適切でな
いせいなのか分かりませんが、それが一つの原因となって、被害者の側
から見れば被害感情もそうだし、社会の被害感情もちっとも希薄化して
いないという話になるのですね。だけど、そうではなくて、通常量刑判
断でやっているときにどのように考えられているかといいますと、被害
者団体からは怒られるかもしれませんが、いわゆる被害感情というもの
を全面的にまず第一に考えるべきものだとは考えていないのです。」（第
３回会議議事録34頁）

　つまり、法的な議論における「処罰感情」は、裁判での解釈に委ねられ、
被害事実を規範の要件に照らし、各事件の特性に基づき判断されるもの
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である（以下は要件型処罰感情と呼ぶ）。

＜要件型の処罰感情＞

社会の事実状況 量刑の要件 社会の処罰感情についての判断

　それに対して、世論化された「処罰感情」は、制度の存在理由だけで
はなく、国民認識による評価つまり「世論」としての面を持つことになる。

「世論」の変化は、対応すべき国民意識の状況として扱われる39。そうす
ると、ここでの処罰感情（以下は＜報道型の処罰感情＞と呼ぶ）は、「被
害者の処罰感情」の類似物として判断されることになった。

＜報道型の処罰感情＞

被害者の処罰感情 「時効事件」の報道 社会の処罰感情

　ある発言者は、ドイツと日本における公訴時効制度の改正背景を比較
し、公訴時効制度の「処罰感情」という言葉に政治的なアピールの意味
がある、と指摘していた。ただ、日本には、「ナチス犯罪の追及という
非常に大きな、世界史的な物語」というドイツにおける立法背景は存在
しない。「新聞などが熱心に報道したために、時効についての議論が盛
り上がり、そして、被害感情というのは、決して、刑訴法学者が言って
いるように、時間によって薄らぐようなものではないということは社会
の共通認識になってきた」40、という実相を指摘した。従って、「公訴時
効見直し」の必要性は、公訴時効制度に対する違和感つまり一般人の法

39 被害者（遺族）団体の委員は「理解」について次のように述べていた。「その
方（被害者遺族）が一生懸命私たちの運動でビラ配りをやってくれたというの
は、30年たったから忘れたのではないです。忘れられない、時とともに悔しさ
が募るから寒い中をビラ配りに協力するのです。昨日もビラ配りに来てくれて
おりました。そういう心情を是非理解していただきたいのです。一般の人はよ
く理解してくれます。ところが法律家がどうしても理解してくれない」（法制
審議会公訴時効部会第８回会議）。
40 法制審議会公訴時効部会第１回会議議事録30頁。



法と情報空間（４）

［154］北法66（5・333）1587

理解から生じたものだとされた41。公訴時効制度の問題点は、具体的な
事件の救済ではなく、犯罪への追及という象徴機能を果たすのか、とい
うことになる。その象徴は、上述のように、まさに報道等問題の社会化
になる「世論」の言説で大きく取り上げられた。
　その結果、公訴時効改正の必要性は、法学的な論理より世論調査や被
害者の「共通認識」が優先されたことに求められるのかもしれない。そ
こには、公訴時効の改正によって、裁判に即した当事者の救済問題より
も、世論が納得できるような解決を立法で現実させようとした姿勢が窺
える42。
　このように、今回の審議において、「処罰感情」は複数の意味で用い
られているが、いずれも、犯行の社会的影響や、被害者を中心としなが
らも国民の間で共有されるに至った認識、すなわち「世論形成」と深く
関係づいて理解することができる。
　「処罰感情」の理解は、発言者によって異なっており、単一の意味に
定義されることはできないが、以下のように多数の言説間での媒介機能
を果たしている。
　①混同。「処罰感情」には、被害者の処罰感情と社会の処罰感情とい
う対立の構図が見られた。そこでは、報道を通して、被害者の感情が強
調されて、国民の間で共有されることになった。従って、被害者感情は
社会の共感になり、社会の処罰感情の中心になっている。つまり、社会
の処罰感情といっても、その内容は被害者感情と共通することがある。
　②変換。社会の処罰感情を把握するため、審議会では世論調査を取り
扱っている。そこで、「世論」は「処罰感情」の現れとして議論に入り込

41 そうした考えは、次の発言にも現れている。「その時点での国民の意識・感
覚によっていたということだと思うのですけれども、その評価が変わってきた
と考えれば、説明はつくようにも思うのですが。」（法制審議会公訴時効部会第
１回会議議事録32頁）。
42 刑の時効については、公訴時効との間で異なる趣旨が含まれていることや、
適用場面の異なる場合がある点で理論上問題だが、国民にはあまり意識されて
いないため、公訴時効のように国民の意識変化という立法事実があるわけでも
ない。また、刑の時効の改正は単なる「理念的なバランス」の産物にすぎない
という反論も現れた（法制審議会公訴時効部会第１回会議議事録31頁参照）。



論　　　説

［155］ 北法66（5・332）1586

んできた。ただ、そこで最も重要なのは、単なる世論調査からの情報と
して世論が理解されたのではなく、公訴時効の存在理由になる世間の評
価としての世論をみるべきだ、という論理構造が示されたことである。
この論理により、図２と図３で示したように、審議会の後半では「社会
の処罰感情」と「被害者の処罰感情」という表現の対立は殆どみられな
くなり、逆に「国民感情」または「被害者感情」の使用が増えてくる傾向
がみられた。「処罰感情」は、量刑判断の因子という司法の解釈から、
被害者の感情を意味する「世論」─日常生活の情報に関わりやすいもの
─へと傾くことになった。
　③対立。上述のように、「処罰感情」の定義をめぐって、予防論と被
害者感情論には異なる論理構造がある。その差異は、「現実」に関する
認識の相違であるのかもしれない。予防論での「処罰感情」における「現
実」は具体的な事実と行動の効果にあるが、「世論」に応じた「処罰感情」
における「現実」は被害者の心情または「世論」として現れてきた。

［小括］
　以上の整理によって、審議会での議論について、以下の結論を導くこ
とができる。
　今回の公訴時効制度改正において、改正の必要性は、現実への応答と
して取り扱う傾向がみられた。その現実は、「処罰感情」＝「世論」の形
で現れていた。ただ、その「現実」では、審議参加者における認識図式
の相違がみられた。
　先述した二つの異なる「現実」観には、専門性（法学）による構造的な
ズレが現れている。被害者感情論では被害者感情の共感を重視し、社会
的な処罰感情は被害者感情の類似物として理解されている。しかし、法
的な議論では、犯罪という結果を起こさない条件を設定する（「予防」）、
あるいは社会的な影響といった事実を法律要件の形で加算し（「量刑判
断」）、社会的処罰感情の理解を「客観的」に理解しようとする。処罰感
情を解明するたにあたって、前者は一般的な情報提供機関である報道の
役割を強調しているが、後者は裁判の事実認定あるいは法解釈での推定
に依存することとなっている。
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第三節　ヒアリングの言説

　第二節では、「処罰感情」というテーマを中心に、公訴時効部会での
審議を追ってきた。そこでも述べたように、「処罰感情」には、学説の
理論を超えて、「世論」の論理も大きく働いていた。法制審議会は、「被
害者団体の方から直接この場で御意見を拝聴する機会」（法制審議会第
１回会議議事録、38頁）を設けるために被害者団体のヒアリングが行わ
れたことを受けて、「被害者感情」を「世論」として捉えていた。そこで
本節では、「世論」と法学の専門的知識とをすり合わせるという立法過
程での課題が、論議の参与者たち自身によってどのように果たされたの
か、という点を検討する。
　ヒアリングは、各被害者団体からのプレゼンテーションとその後の質
疑応答、からなる。よって、第２回会議は、自然の会話ではなく、定め
計画された枠組みに従って委員と被害者団体との間で交わされた対話と
いう形で行われた。前節での分析から、第２回の会議において、法律用
語の使用回数が相対的に少なかったことは明らかである。そこで以下、
公訴時効について、被害者団体がいかに自分の言葉で語ったのかという
こと、また法学専門家といかに対話したかを検討する。

第一款　プレゼンテーションの発話
　今回の審議において、ヒアリングを実施した被害者団体は七つある。
その中で、実際にプレゼンテーションを行ったのは、殺人事件被害者遺
族の会（宙の会）、被害者と司法を考える会、犯罪被害者家族の会
Poena、全国交通事故遺族の会、TAV（交通死被害者の会）、交通事故
被害者遺族の声を届ける会である。また、地下鉄サリン事件被害者の会
が、ヒアリングに代えて意見書を提出している43。
　公訴時効改正に対する態度によって、以下では各被害者団体の意見を

43 地下鉄サリン事件被害者の会については会場で意見書が読み上げられたも
のの、質疑と応答は行われなかった。委員がいかに反応したのかという本稿に
とって重要な点を確認することができないので、地下鉄サリン事件被害者の会
については検討の対象外とする。
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「賛成側」と「反対側」に分けて考察する。
（１）賛成側
　ヒアリングにおいて、公訴時効改正を促進していた被害者（遺族）団
体は宙の会（法制審議会第２回会議議事録、２～５頁。以下、法制審議
会第２回会議議事録を引用する場合、「同○○頁」に省略する）、犯罪被
害者家族の会 poena（同12 ～ 16頁）、全国交通事故遺族の会、交通死被
害者の会、交通事故被害者遺族の声を届ける会（同16 ～ 28頁）である。
その特徴を以下に整理しておく。
　①「私」の事件と処罰感情
　発話者は全員被害者遺族であり、冒頭に自分が経験した事件を紹介し
つつ、その体験を語りながら議論を展開している。そこで用いられた「逃
げ得を許さない」という発言は「処罰感情」を意味し、自身の心情を語っ
ていることが多い。例えば、以下のような発言がある。

「私は時効になった遺族として心情を申し上げますと、私たちはこうし
て母の死、その死に方について一生悔しい思いをして、こうやって暮ら
さなければなりません。死ぬまでこの気持ちは続くと思います。しかし、
時効になって犯人は、もう何事もなく平和に暮らしていると思うと、悔
しくてなりません。こんな不公平が世の中にあっていいのでしょうか。」

（同20頁）

　②公訴時効の改正
　改正の目的について、被害者団体は公訴時効制度の「不条理」を強調
してきた。「不条理」については、特に被害者（遺族）心情への無神経と
いう点から説明されていた。

「その心の区切りを法によって区切られるというのは、納得がいかない
ことではないかと思います。」（同５頁）

　さらに、「無くなった命の権利の問題」という表現を用いて、時効制
度は「法の下の平等」という大きな主題と繋がることがある44。失われ
た「命」を等しく尊重するなら、時効が関わる事件には、異なる時効期
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間ではなく、被害者の苦痛を解消するため広汎な配慮が必要であるとい
う主張である。
　③社会との連帯
　例えば、宙の会は、署名活動を通じて、「時効制度撤廃」を求めるイ
ベントを開催した。その活動の目的は、公訴時効に包含されている「不
条理」が「（社会の）深い共感から生じる産物である」ことを示すことで
ある（同第２頁）。また、公訴時効改正の動きに対して、自らの出発点
が被害者感情からの願望（これ以上被害者遺族を増やさない）だけでは
なく、「凶悪犯罪を未然に抑止し、安心・安全な国家の実現に近づくもの」
という「社会的使命」によるものだということである。
　ただ、全国交通事故遺族の会、交通死被害者の会、交通事故被害者遺
族の声を届ける会などは、公訴時効見直しの妥当性について、社会的な
処罰感情の変化を強調することによるのではなく、実際的に被害予防の
手段として必要になるとの見解を示した45。特に論点になったのは捜査
についてである。
（２）反対側（被害者と司法を考える会46）
　「被害者と司法を考える会」の意見は、「改善」と裁判の実現とを繋げ
て語っていたのも特徴である。裁判に対する期待は、事件をめぐる現実
の問題をすべて解決することではなく、刑事裁判という場を通して自分
の苦しみを他人に伝えることにある47。被害者は、裁判で「このような被
害者を出さないような社会に近づいていく」といった感覚を身に付け、
個人の救済が社会への改善に繋がっていくことを望んでいる。それに対
して、被害者（遺族）の不安状態は、捜査により生み出され、継続され

44 そこで、「法」には、主張された「無くなった命の権利の問題」が固有のもの
という考えが含まれることになる。「法はもともと私から言わせると、犯罪防
止のために本来存在すべきもので、残念ながら被害者も更生を願ってはいけな
いのだろうけれども、再犯を防ぐためにはそれも考えざるを得ないだろう」（法
制審議会公訴時効部会第２回会議議事録15頁）
45 法制審議会公訴時効部会第２回会議議事録第22頁。
46 法制審議会公訴時効部会第２回会議議事録第７-12頁。
47 法制審議会公訴時効部会第２回会議議事録第９頁。
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ていくという面もあるとする48。
［小括］
　以上の整理により、被害者団体のプレゼンテーションには以下のよう
な特徴がある。
　①被害者団体の言説は、個人的な体験に基づく議論という形を取って
いた。その「私の事件」パターンとは、制度の妥当性を語る場合に、被
害者の言葉、行動またエピソードを論拠として持ち上げ、受け手の共感
を求める傾向である。
　②被害者団体の言説は、個人的な経験を一般化する傾向がある。被害
者団体の発言における処罰感情には、個人の体験にもかかわらず、「社
会の処罰感情」に直結する傾向が見られる。
　③「被害者間のバランス」の問題に関心が集まっている。「被害者間の
バランス」の問題とは、事件類型による法定刑の相違は、被害者（遺族）
の間に異なる法的効果の帰結をもたらすことである。もっとも、被害者
は法による救済に対して、形式的な統一性を求めてもいる。例えば、交
通事故被害者の遺族は、「法の平等」などの表現を用いて、異なる性質
の犯罪についても「同じ命」という観点に基づき、時効の廃止を求めた
ことなどが挙げられよう。

第二款　質問と応答
　ヒアリングの第２回会議においては、各被害者団体のプレゼンテー
ションをメインとして議論が進められているが、質問と応答の機会も設
けられている。だが、議事録によると、質問と応答の時間はかなり限ら
れていたようである49。
　質問と応答は、基本的には両者の「問い－答え」のシークエンスから
構成されるが、「趣旨の確認」が主目的となる以上、そこには日常会話
と異なった特徴も見られた。ヒアリングを行うに足りる「価値がある」

48 法制審議会公訴時効部会第２回会議議事録第８頁。
49 各被害者団体の質問と応答に当たる議事録の内容は、字数から2500字以内に
収められているが、少ない場合では（「全国交通事故遺族の会」）、1000字以内
に収まっているものもある。
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情報が含まれていることを、その質問と応答から明らかにする必要も
あった。従って、質問者は、意見交換というより、基本的に「聞き役」
として意見確認する例が多く見られた。
　すなわち、それは会話の流れに一定の影響を及ぼしたと思われる。第
２回会議における質疑応答には、以下のような傾向が見られる。
　一つには、単純な事実の確認にしても、質問者が会話の流れをコント
ロールし、応答者の情報を選別する傾向がみられた。
　事実の確認について、特に各被害者団体の沿革、メンバーの構成また
はイベントの状況に関する質問は頻繁になされる。それによって、人数、
時間など問われた相手については容易にわかる。また、質問する側によっ
て想定される事柄を問うていることが普通である。その特徴は、例えば
以下の被害者遺族委員が「被害者と司法を考える会」に対しての質問に
現れていた。「被害者と司法を考える会」は、当日のヒアリングの中に、
唯一公訴時効の改正に対して反対意見を示した団体である。

C は質問者、A は応答者
1C　インターネットで見た38人の運営委員の中では、あなたとあなた
以外にもう一人しか被害者はいないのかなと思うのですが。
2A　いや、そんなことはございません。
3C　この公表された運営委員の中に、いますか。
4A　御自身が犯罪被害者であるということを言いたいというお考えと、
会に参加をして活動をされたいということとは、全く一致をしないと考
えております。
5C　いやいや、数をインターネットで見るとあなたと小林美佳さんと
二人だけかなと思ったので。
6A　いや、そのようなことはございません。
7C　ほかにもいらっしゃる。
8A　はい。
9C　それでは、殺人の被害者の遺族とか、そういう方は会員にいますか。
10A　ちょっとこの今回の趣旨とは一致するとは思えないのですけれど
も、どのような趣旨でお尋ねになっているかよく分からないのですが、
その辺の統計は取っておりません。
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11C　統計は取らなくても、未解決事件の殺人の被害者の意見を聞いた
上で、会員の中にそんな人がいらっしゃって、今おっしゃったような意
見を言われたのか、ちょっと聞きたいので。
12A　先ほど御説明させていただいたように、未解決事件、殺人事件の
被害者の支援を数多くやってまいりましたので。
13C　いや、会員の中にいらっしゃるかということを聞いているのです
が。
14A　統計を取っておりませんので、お答えはできかねます。
15C　では、致死事件の被害者はいらっしゃいますか。あなたは交通事
故の過失傷害致死。それ以外の致死事件の被害者はいらっしゃいますか。
16A　かなりおられると思います。
17C　ああ、そうですか。終わります。（第２回会議、10 ～ 11頁）

　まず、質問者の内容を整理すると、1C、3C、9C、15C などの問いか
けは、被害者の人数または被害者の事情に関する確認のためのものであ
る。特に、11C の問いかけは、A からの反発に対し、C が質問の趣旨を
説明しようとしている発話のようである。その趣旨は、一体どのような
人の関心を集約して反対意見を出しているかという点にある。「被害者
と司法を考える会」の会員状況についての確認（1C と9C）を通して、「応
答者の発言＝被害者意見」という理解を、会員状況に基づいて確かめる
という志向が表示されていた（「未解決事件の殺人の被害者の意見を聞
いたい」）。後に、その論理を一貫して、質問者は応答者 A の反発にも
かかわらず（12A）、また被害者の類型をより詳しく確認する作業を続
けていることを明らかにした（15C）。
　その問いかけに対して、受け手の側の反応は次のように展開されてい
る。まず、受け手側は、質問者と同じく、「被害者の身分」を重視する
姿勢を示してきた。それは、2A、6A、16A において、被害者身分の疑
いに関する C の質問に対して、A は断固に否定することが分かる。さ
らに、A 自身が、質問者と違って、別の手段で（被害者支援の活動）被
害者意見を収集することを示していた（4A、12A）。たが、質問者（C）
の発話（「いやいや」5C、15C）は、その説明を排除し、再び会員状況の
確認（15C）に戻って、やりとりの結末をつけることになった。そこでは、
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応答者の論理が切断され、全体の会話の流れが質問者の意向に従う傾向
が見られる。
　二つには、質問者は、発言の再構成を通して、応答者の意味を読み取
ることにした。いわゆる、「定式化（formulating）」という作業がここで
行われている。定式化とは、「情報提供者のこれまでの話を要約したり、
別な言葉で置き換えたり、要点をさらに展開させたりする作業」を指
す50。以下、二つの質問を対象にして、会話の流れを具体的に検討して
みる。
　①プレゼンテーションの発話に関する内容の確認として、「TAV（交
通死被害者の会）」に対して、会部長は、次のような質問を出していた。

…最後のところでは、公訴時効期間の延長を主張されておられるわけで
すが、この御趣旨は、撤廃が望ましいのだけれども、現実的に考えて、
まずせめて公訴時効期間を延長してほしいと、そういう御趣旨でしょう
か。（25頁）

　上記の発言では、被害者遺族の発言に対して、内容の「趣旨」を読み
取ろうとしたことが分かる。「趣旨」の確認では、発言者が、被害者遺
族のプレゼンテーションを法改正の提案として扱っていた。プレゼン
テーションの内容は、「撤廃」と「延長」という本来審議の論点に収めら
れたものである。そこでは、発言者は被害者遺族の個人的な被害体験を、
専門家委員の解釈の枠に、公訴時効のあり方で収束する工夫がみられる。
　②プレゼンテーションの発言の流れから、質問者自らの関心による問
いかけがある。例えば、量刑判断については、以下のような質問がなさ
れていた。

「１点だけよろしいですか。お話の途中で、そもそも交通事故に対する
法定刑の上限、これが軽過ぎるという話がありまして、どのくらいとい
うのは難しいと思うのですが、要望としてはどのようなことを考えてお

50 山田富秋「会話分析の方法」『岩波講座現代社会学第３巻　他者．関係．コミュ
ニケーション』（岩波書店、1995）129頁を参照。
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られるのかというのをお聞きしたいのですが。」（同25頁）

　上記質問者の発話は、被害者に対する量刑判断と私的見解（「要望」）
という二重構造になっている。量刑判断について、「どのくらいという
のは難しいと思うのですが」という表現を使って、質問者は、被害者の
発言と規範の構成とが直結した討論に展開していくのを抑える。そして、
被害者の立場は、専門的な意見と区別された、私見（「要望」）という位
置づけに固定されている。
　「私見」と専門意見との非対称性は、被害者（遺族）団体の応答で量刑
判断に対する配慮を通し、顕在化された。応答者は、具体的な提案（「理
想的なことを申し上げますと、危険運転致死傷罪が現在20年となってお
ります」同25頁）をしているが、「素人の意見」という表現で、法定刑に
関する審議と距離を置くことにした。

［小括］
　以上のように、プレゼンテーションの発話によると、殆どの発言者は、
公訴時効制度に対して、制度の妥当性いわゆる存在理由を中心に議論を
展開していることが分かる。そこで、被害者団体は、「命」「魂」など自
らの経験によって、改正の必要性を強調する姿勢を示しているが、具体
的な法制度の在り方について、被害者団体の発言は曖昧である。それと
同じように、質疑応答の部分は、内容的に質問が制度の妥当性に集中し、
また被害者自身の経験を重視する姿勢も現れていた。
　ただ、被害者団体の意見・主張については、それを具体的な制度の構
成と直結するのではなく、審議委員である質問者の解釈枠組に収まるよ
うな形式によって対処されている。そこでは、発言の内容は被害者団体
の文脈から切り離されて、専門家の「翻訳」により法的な提案に転換する、
という作業がみられる。興味深いのは、被害者団体自身も、私的なトー
クの区別を意識しつつ、法規制の設定への介入に距離を置いていたこと
である。
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第六章�　裁判的言説と世論─足立区女性教員殺害事件を素材
として

第一節　問題の背景

　司法裁判における「現実」とは、具体的な事件・紛争でありながら、
証拠などを踏まえた裁判所の解釈と判断を通して姿を現れるものであ
る。つまり、それは、一定の時間的・空間的制約の下に、法律家集団（裁
判官、検察官または法学者など専門家）が一定の基準に従って発見した
ものともいえる。従って、裁判所の「事実」認定には、客観的現象に関
する描写のみではなく、学者や法実務家の主観的な判断も反映される。
　また、裁判における法的言説の対象は、単なる具体的な当事者の状況
にとどまらず、政策形成にも関わっていることがわかる。これについて、
現代型訴訟51といった法運動を代表格として挙げることができる。こう
した社会運動や権利運動52は、裁判を、市民みずから法制度の変更をも
たらす有効なプロセスとして、つまり社会運動の目的を達成する重要な
資源として捉えるものである。こうした法律の改正を狙う政策形成の裁
判を通じて、訴訟当事者を含めた裁判内外の紛争関係者は、結果として
勝訴であれ敗訴であれ、当該訴訟に対する社会の関心度、またそれによっ
て行政の対応こそが狙っている。その狙いを「世論の表出」と呼び、情
報価値の持つは情報としての法的コミュニケーションにとって検討すべ
き場面であるように思われる。
　ここでの法をめぐる「議論」は、社会運動の中に「社会的実在感」を求
め、まず訴訟のプロセスで当事者自身が、個別の紛争に応じて具体的・
個別的な規範について話し合う場を創出するという「フォーラム・セッ

51 70年代後半以降の薬害・公害に関わる団体訴訟を指す。そこで現れた政策
形成志向は、従来の訴訟が目的とした当事者の救済や紛争処理と一線を画して
いる。
52 権利運動は、日本戦後法社会学の研究活動の中に重要な研究対象の一つと
して位置付けられてきた。高度経済成長を通じて日本社会の近代化はもたらさ
れたが、一方で自動的に日本社会に権利が根付くということにならない。
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ティング機能」を持っている53。言い換えれば、裁判を「世論の表出」手
段として扱うことも可能である。同時に、政策・制度形成である以上、
法制度をめぐるコミュニケーションが専門家の枠を超え、流動的に様々
な資源─例えばマスコミの言説─を調達する必要性が現れてくる。この
文脈において、裁判が発したメッセージとは何か、また社会に受け入れ
るかどうかについての関心は本論にある。
　以下では、まず公訴時効改正における注目された事件─足立区女性教
員殺害事件─の裁判を取り上げ、判決の特徴を分析する。その上で、同
じ事件をめぐる法制審議会での議論と比較しながら、世論への応答とい
う観点から裁判的言説の可能性と限界を指摘する。いうまでもなく、そ
うした考察は、活発な法改正が継続している現在、司法と立法それぞれ
対応の違いを理解する際にも有用である。

第二節　足立区女性教員殺害事件の裁判

　足立区女性教員殺害事件（以下は本件と呼ぶ）は、時効が関わる事件
の特質とされる「逃げ得」の点で、社会的関心、特に遺族への同情を集
めてきた。また、その裁判は、不法行為に基づく損害賠償請求権と除斥
期間のあり方（民法724条後段）に、疑問54を投げかけることにもなった。
本件に関しては、主要な判例雑誌および法律雑誌に評釈が掲載され、法
学者の間での関心も高まっていた55。他方で、本件の判決には「国民感情」

53 和田仁孝『民事紛争処理論』（信山社、1994）165－167頁を参照。
54 要するに、除斥期間の適用による利益を得られるような、加害者の不当な
先行行為の存在は、除斥期間の適用にいかなる影響を及ぼすか、という問題で
ある。結果として、最高裁は、前記のような特殊な事情の下で、時効停止であ
る民法160条の趣旨等を考慮して、除斥期間の例外を認めたものと解される（最
三小判平21・4・28判時2046号70頁）。
55 本件判決の評釈として、中村肇「民法160条の法意による民法724条後段の効
果の制限」法学セミナー（以下法セ）656号（2009）136頁以下、松本克美「民法
160条の法意に照らし民法724条後段の20年の除斥期間の効果を制限するとした
事例〈民事判例研究〉」法律時報（以下法時）81巻（2009）13号379頁以下、齋藤
由起「民法160条の法意による民法724条後段の効果の制限」判例セレクト353号
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に応える志向もみられたことから56、世論の風潮を意識したものである

（2009）22頁以下、久須本かおり「民法724条後段の適用制限について：最高裁
平成21年４月28日第三小法廷判決平成20年（受）第804号損害賠償請求事件」愛
知大学法学部法経論集183号（2009）63頁以下、吉村良一「被害者を殺害した加
害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に
作出したため相続人がその事実を知ることができなかった場合における上記殺
害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権と民法724条後段の除斥期間〈判例
批評〉」民商法雑誌141巻（2009）４～５号466頁以下、辻伸行「被害者を殺害し
た加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊
更に作出したため相続人がその事実を知ることができなかった場合における上
記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権と民法724条後段の除斥期間〈判
例評論615 ／最新判例批評27〉」判例時報（以下判時）2069号（2010）191頁以下、
大坂恵里「民法160条の法意に照らし民法724条後段の除斥期間の効果は生じな
いとされた事例〈日本法律家協会民事法判例研究会判例研究〉」法の支配157号

（2014）77頁以下、松久三四彦「〔平成21年度重要判例解説〕民法160条の法意に
照らした同法724条後段の効果の制限」ジュリスト臨時増刊1398号103頁以下、
仮屋篤子「殺人事件に係る損害賠償請求権について、民法724条後段の適用が
制限された事例」速報判例解説（法セ増刊）６号（2010）87頁、石綿はる美「被
害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得
ない状況を殊更に作出したため相続人がその事実を知ることができなかった
場合における右殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権と民法724条後段
の除斥期間〈最高裁判所民事判例研究17〉法学協会雑誌（下記法協）127巻３号

（2010）268頁以下および「最高裁判所民事判例研究（民集六三巻四号）一七　被
害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得
ない状況を殊更に作出したため相続人がその事実を知ることができなかった場
合における右殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権と民法七二四条後段
の除斥期間」法協128巻３号（2012）826頁以下、橋本佳幸「殺人事件の加害者が
被害者の相続人において死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出した場合に
おける不法行為に基づく損害賠償請求権と民法七二四条後段の除斥期間」私法
判例リマークス41号（2010）66頁以下、飯田恭示「被害者を殺害した加害者が、
被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出
したため、被害者の相続人がその事実を知り得ないまま20年以上が経過した後
の損害賠償請求につき、民法724条後段の除斥期間の適用はないとされた事例」
別冊判タ29号（2010）128頁（平成21年度主要民事判例解説）以下、中村心「被
害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得
ない状況を殊更に作出したため相続人がその事実を知ることができなかった場
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ともいえる。

　第一款　事案の概要
　昭和53年８月14日、東京足立区の小学校の警備員（以下 A という）が、
同じ小学校に勤めている女性教師（以下 Y という）を殺害した57。裁判の
認定事実をもとに、加害者 A と被害者遺族の行動を分けて、事件から
裁判までの経過を紹介する58。
　まず、A の行動を整理する。A は、事件当日午後４時半頃、小学校
の廊下において、Y の首を絞めて殺害した。その殺害に至る経緯、動機
については、それを認定すべき客観的な証拠はないと、裁判所は判示し
ている。
　殺害後に、A は、Y の死体を自宅の床下に穴を掘って埋めた。また、
死体を隠匿した自宅の周囲は、高いブロックで囲まれ、監視カメラやサー
チライトが設置される。その行動によって、A の自宅は「容易に人が近
付き難しい状況」になっていると１審では判決が下された。
　また、平成６年 A の自宅は道路拡張のための土地区画整理事業の対

合における上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権と民法724条後段
の除斥期間〈最高裁判所判例解説／民事関係17〉」法曹時報64巻１号（2012）145
頁以下。
56 本件の２審判決については、「国民感情」に応えるものとして高く評価され
るべきであろう。最判についてこれを指摘するものとして、田中広治「殺害さ
れ、隠匿されて二〇年以上経過しても、その間に相続人が確定せず、相続人が
確定した時から六か月内に損害賠償請求権を行使したときは、民法724条後段
の効果は生じないとされた事例」判時2030号（2009）162頁以下を参照。
57 被害者と加害者について、A は、会社勤務、自衛隊入隊、刑務所の看守、
タクシー運転等を経て、事件を起こした小学校の学校警備主事として勤務して
いた。A は、小学校の教職員と言い合いとなるけんかをしたこと等、かつ職
務上円滑ではなかったことが裁判所によって認められた。ただ、A より他の
職員の生命、身体に具体的な危険性についてその認識に至っている状況ではな
い、と判示している。Y は、同じ小学校の図工科専科教諭であり、殺害された
前の４月12日には、ヨーロッパ研修旅行から帰国した。
58 東京地裁平18・9・26判タ1222号90頁（１審）、東京高判平20・1・31判タ
1268号208頁（２審）または最三小判平21・4・28判時2046号70頁を参照。
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象となった。A は「年寄りの不便」を理由として、用地買収の求めに応
じなかったが、周囲が立ち退くなかで自身も立ち退きを余儀なくされ、
平成16年に転居することになった。同時に、事業で自宅を解体する際に、
Y の遺体が発見されることもやむなしと考えた A は、平成16年 Y の殺
害と隠匿行為につき、警察に自首した。そして、自首時点で既に刑事の
公訴時効が成立しており、刑事責任を免れる状態になっていた。
　殺害後の被害者遺族の行動を追ってみよう。事件後の４月23日に、学
校としては Y の実家に連絡した。同月24日、遺族は学校側から経過に
関する説明を受けて、その後（同年９月11日、16日）、遺族（Y の父親）
は警察に捜索を依頼し、自宅住所の周辺を探索した。
　さらに、10年後の1987年の大韓航空機爆破事件において、北朝鮮工作
員の日本語教師が Y に似ていると特定失踪者問題調査会から指摘を受
け、遺族は北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会に参
加することになった。
　なお、2006年に、地方公務員災害補償基金東京都支部は女性教諭 Y
について公務上の労働災害であることを認定し、遺族補償を支給すると
通知した。新聞報道によれば、2007年、１審判決で棄却された足立区に
対する請求は、２審の約１ヶ月前に和解へと至った。それは、東京高裁
において区が遺族に2500万円を支払うことを条件に成立し、また遺族に
哀悼の意を表すことや、再発防止への努力も和解条項には盛り込まれ
た59。また、犯罪被害者家族の会（公訴時効のヒアリングにも参加）が、
みずから「時効の壁に挑戦する」ため、本件をめぐる社会運動にも参加
していた60。

第二款　裁判所の判断

59 毎日新聞夕刊2007年12月19日９頁、同じく夕刊2007年12月20日13頁。
60 本件に関して犯罪被害者家族の会がとった行動は、主に裁判所などへの要
望書の提出と、報道関係者を交えた論議をするよう要求することであった。ま
た、東京都労災基金と接触しホームページ上において、署名活動を行った。本
件を通じて、犯罪被害者家族の会は足立区や裁判所と交渉し、「弁護士にすべ
てを任せるだけではなく、人として家族として積極的な戦い」を展開してきた
といえる。（http://www.ll.em-net.ne.jp/~deguchi/）最終確認2015年９月。
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　本件では、死亡した Y の両親から損害賠償請求権を相続した２人の
子 が 原 告 と な り、A と A を 雇 用 し て い た 足 立 区 に 対 し、 総 計
１億８千万円余の損害賠償を請求したものである61。
　１審は、原告の足立区に対する請求は認めなかったが、A に対する
請求のみを一部認容した（東京地裁平18・9・26判タ1222号90頁）。判決で、
A の殺害行為は不法行為としたが、それに基づく損害賠償請求は、民
法724条後段の適用により、既に20年の除斥期間が経過していることで
認められないとした。ただ、Y の遺体を隠匿し続ける行為は死者を弔い
または遺骨を祀る機会を奪い、遺族の感情を害するという個別の不法行
為であり、遺体発見時を除斥期間の起算点とすべきであるとして、原告
らの請求を各自110万円の限度で認容した。
　２審の判決（東京高判平20・1・31判タ1268号208頁）は、その遺体の
隠匿を続けた行為が別個の不法行為を構成するものではないとした上
で、原告らは、遺体が確認された日から三ヶ月を経てその相続人が確定
した時から六ヶ月以内に訴えを提起したため、「相続財産に関しては、
相続人が確定した時……から六ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成
しない」という民法160条の法意に照らし、Y の損害賠償請求権が除斥
期間の経過によって消滅したということはできないと認定した62。
　除斥期間の適用63について、原告らは、民法724条後段に対し、信義
則違反ないし権利濫用法理の適用があると主張した。これに対して、１

61 請求された損害額は、Y の死亡による逸失利益と慰謝料の相続分、または
原告らの固有の慰謝料などを含めて加算したものである。
62 最高裁は、２審の判断を是認し、要旨は、次のように判示した（本判決には
意見もある）。「被害者を殺害した加害者が、被害者の相続人において被害者の
死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し、そのために相続人はその事実
を知ることができず、相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過し
た場合において、その後相続人が確定した時から六ヶ月内に相続人が上記殺害
に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるとき
は、民法160条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じないものと解する
のが相当である。」（最三小判平21・4・28判時2046号70頁）
63 本件の争点は、除斥期間の適用と不法行為の起算点に分けている。起算点
についての分析は、前注56・松本・法時81巻（2009）13号379頁による評釈を参照。
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審は「民法724条後段の20年の期間」は、被害者側の認識のいかんを問わ
ず、一定の時の経過によって法律関係を確定させるため請求権の存在期
間を画一的に定めたものであり、除斥期間の性質を有するものと判示し
た。従って、裁判所は当事者の主張がなくとも、除斥期間が経過してい
る場合は、請求権が消滅したものと判断すべきであり、除斥期間を適用
することが信義則に反する権利の濫用であるなどの主張は、主張自体失
当となるものと解され、これに反する原告らの主張は採用しないと最高
裁が判示した。その論理は平成元年12月21日第一小法廷判決（民集43巻
12号2209頁）（以下「平成元年判決」という）において初めて示された論
理であり、今回裁判所はその論理を維持することにした。本件殺害行為
に基づく損害賠償請求権は、20年の除斥期間の経過によって消滅してお
り、また、そこに信義則違反ないし権利濫用の法理を適用する余地はな
い、という点において、１審の判断はそのまま一貫している。
　２審と最高裁で問題になったのは、除斥期間の適用についてである。
２審は、本件に「正義・公正の理念」から、除斥期間の適用例外を認め
た平成10年判決64を前提としつつ、民法160条に則して適用することと
した。従って、殺害された Y が自分の死亡について有する損害賠償請
求は、相続人が確定してから６ヶ月を経過するまで除斥期間が満了しな
いということになったことで、被害者の救済が可能になるのは６ヶ月以
内に限定されることになった。こうしたことから、２審と最高裁の判決
は、平成元年判決の枠組みに従い、本件の特異性を考量して、除斥期間
の例外を認めたものであるといえよう65。

64 民法160条は、相続財産に属する権利や相続財産に対する権利が、相続人不
確定ないし相続財産の管理体制不備の間には、消滅時効が完成しないことを定
めた「時効の停止」についての規定である。ただ、時効の停止を消滅時効のみ
ならず、除斥期間についても適用を認めたのは、ここで「平成10年判例」と呼
ぶ判例である。その内容は、予防接種を原因として事理弁識能力を欠く被害者
が、不法行為のときから20年を経過する六ヶ月内において法定代理人を有して
いなかった場合に民法158条１項を実質的に準用したと最高裁が判示した（最
二小判平10・6・12判タ980号85頁）。
65 ただ、最高裁では、民法724条後段の法的性質について、田原睦夫判事から、
除斥期間ではなく、時効と解すべき、との少数意見も表明された。その狙いは、
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　本件の判決で、公訴時効制度の是非に関する検討はなされなかった。
それは、民事事件の性質に鑑みて当然ともいえるだろう。ただし、田原
判事の少数意見によれば、「現在、法務省において債権法の改正作業が
開始されているところ、時効制度の見直しに当たっては、かかる観点を
踏まえた見直しがなされることを望む」とあり、当時の債権法改正にお
ける時効制度の見直しについて言及したところがある。なお、本件は、
公訴時効の経過によって刑事訴訟を起こすことができず、代わりに被害
者遺族が民事訴訟を起こしたという経緯があったことから、一般向けの
新聞報道における本件の記事では公訴時効改正の議題が言及された66。
従って、本件の司法判断は、公訴時効改正をめぐる世論の形成にも一定
の影響を与えたものと考えられる。

第三款　本件についての評釈
　本件は、民法724条後段の除斥期間に２つ目の例外を認めたものであ
ることから、理論上も実務上も重要な意義を有しており、これまでの判
例評釈などにおいては、除斥期間の在り方についての細かな法解釈学上
の議論が展開されている。それゆえ、本稿では、民法上の問題として除
斥期間を構成するのではなく、本件事案の特質とみられる「逃げ得」─
本件で除斥期間の適用による利益を得られるような、加害者の不当な先
行行為の存在─という問題がいかに位置づけられるのかを検討する。つ
まり、本件のような場合において、「逃げ得」のような問題を法学はど
のように扱うのかをみる。
　上述の判決のように、１審では平成元年判例の枠組67のもとで、法的

除斥期間より柔軟な運用のある時効制度を用いて、「損害賠償請求権という個
別性の強い事案において、当該事案に応じた社会的に妥当な解決を導くことが
できる」というところにある。
66 主要紙である朝日新聞、毎日新聞や読売新聞を調べたところ、2004年から
2009年まででは訴訟経過も含め本件についての報道は、複数回掲載されている。
それぞれの記事数は、朝日新聞12件、読売新聞20件、毎日新聞20件である。記
事の特徴については改めて第７章で検討する。
67 平成元年判例の一般枠組みは、①民法724条後段の法的性質は、除斥期間と
解する②除斥期間の適用は、当事者の主張を待つことなく、裁判所がなしうる
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安定性を維持しようとする意図が窺える。本件の特異性について、原告
は信義則違反ないし権利の濫用、あるいは正義・衡平の原理に当たる事
情として、除斥期間の適用を主張していたことに対して、裁判所は、平
成元年判決の変更という解釈を採用しなかった。そして２審以後は、民
法160条を用いて、除斥期間の硬直的な適用を回避し、実質的な解決に
導いた。評釈では、「最判平元・12・21の硬直的解決が妥当でない場面
の存在を認め、当事者の権利行使可能性に焦点を当てるなど実質的な例
外規範を構築することが要請されるように思われる」という理解が通説
である68。特に二審判決の評釈では、その判決が実際の解決策としての
有力さを認めるが、法理論（除斥期間の一般論）の構想として議論の余
地が残ると考えられていた。例えば、二審判決は、事件の特異性を捉え、
実際に解決を見るに導いた点を見る限りかなりの説得力を持つが、「東
京高等裁判所は、平成元年判例の除斥期間についての一般論の枠組みを
崩さないために、『民法160条の法意』を、巧妙に、かつ多少無理して技
巧的に使っている、との感を個人的に免れない」という指摘がある69。他
方、「『国民感情』に応えたもの」と２審判決を肯定したが、しかし「『国
民感情』は被害者側に大きく傾く」という背景の下、和解の金額も加え
て考えれば、本件における賠償の金額は実際の損害とやや離れることを
指摘され、さらに「被害者の権利は期間制限には掛からない」という恐
れがあるとの指摘もなされている70。

　本判決では、本件事案の特質と考えられる「逃げ得」が意識されたも
のの、実際には、具体的な問題の解決に目を向けている傾向が認められ
る。「逃げ得」に対しては一般的な理解を構成することより、除斥期間

ものである。従って、③一般に、除斥期間の適用につき、権利濫用や信義則違
反は問題とならないものである。この点に言及したものとして、加藤雅信「殺
人後、26年間遺体を自宅の床下に隠匿し続けた者に対する、不法行為による損
害賠償請求権の除斥期間の経過を認めなかった事例」判タ1284号（2009）83頁
以下を参照。
68 前注55・中村肇・法時81巻13号136頁。
69 前注68・加藤・判タ1284号87頁。
70 前注56・田中・判時2030号163頁。
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の一般論の例外として工夫するものになっているといえよう。それゆえ、
従来の制度運用を修正し具体的妥当な解決を図ろうとする解決策に対す
る判例評釈の評価は、おおむね慎重である。
　先行行為の「逃げ得」に対しては、裁判所もその行為自体が「著しい
正義と公平」を反するものであることを認めるが、２審または最高裁の
判決では、「国民感情」に応じるため、法解釈における比附（Analogy）
の技法を用いて、除斥期間停止という法的構成による運用をしたものと
して評価することができる。
　「比附とは、当面するケース（まま）について制定法の条文・慣習法・
判例法が欠けている場合に、『諸事情』を参照して、ある制定法の条文・
慣習法・判例（一つないし複数）から、不当でない範囲でより一般的な
内容の法命題を取り出して適用する技法」のことである71。加害者の不当
な先行行為（逃げ得）を念頭に置きつつ、裁判所は相続人の不確定とい
う本案の事情を考慮し「民法160条の法意」による救済を導いた。その論
理には、二つの視点が含まれている。一つは、「法の安定」である。裁
判所は除斥期間の一般論を修正して解釈することに対して非常に慎重な
構えをみせた。もう一つは、衡平への配慮である。本件において、裁判
所は除斥期間の一般論を修正するより、正義感情（国民感情）のため個
別の手当が必要であると考えていた。要するに、「逃げ得」に対応する
に際して、裁判所は個別の事案に則した特殊的措置を取ることで対応し
たわけである。
　被疑者が特定できない未解決事件に対し、そのような対応できる場合
は極めて限られることになるだろう。その論理構造に従えば、（仮に被
疑者が特定できた場合）各事案にとっても救済ができるものと期待され
るが、もっとも、ヒアリングで言及された「不平等」、いわゆる各被害
者（遺族）の間に事案から生まれる差異は残るかもしれない。
　ヒアリングで主張された「魂」あるいは「人」といった論理には、被害
者の個別利益の上、救済策の普遍性を重視されている。上述のように、
被害者にとって、裁判は実際の解決だけではなく、他人あるいは社会と
の繋がりを構築することにも重要な意義である。その繋がりは、原告の

71 笹倉秀夫『法解釈講義』（東京大学出版会、2009）127頁を参照。
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要請にも現れている。原告は、民法724条後段の除斥期間に対し、信義
則違反ないし権利濫用法理の適用を要請した。そうすることで、原告は、
その適用を通じて除斥期間一般論の解釈を修正すること（平成元年判決
の変更）を求め、実際の損害填補状況より、「正義」などの抽象的な原則
に従った解釈を望んだと解することができる。そこでの正義とはまさに

「逃げ得を許さない」という社会のあるべき姿を意味する。また、２審
と最高裁は、そうした「正義」に照らして、救済されるべき人を救済する、
すなわち法の「衡平」72機能を発動させることかもしれない。ただ、その
扱い方は、ヒアリングによる「被害者のバランス」に基づいた「平等」の
実現というよりは、あくまでも例外という形で行う当事者に対する救済
措置である。
　被害者遺族と判決の言説とも「逃げ得」という不道徳を問題視してい
る。除斥期間は、消滅時効のように権利の不行使の状態に意味を付与す
るのではなく、権利の性質や公益上の必要から権利関係の速やかな確定
のために権利の期間を制限したものである73、と考えられる。つまり、
除斥期間は固定的であり、公的な性質を持っている。被害者（遺族）は、
具体的な勝利または救済の提供より、正義感覚と一貫する公的評価、普
遍性を重視する姿勢を示していた。それを踏まえながら、民法724条後
段を時効ではなく、除斥期間と解した本件の判決は、文言解釈としての
評価はともかくとしても74、被害者（遺族）の感覚と一致する点があると
評価することができる。
　しかし、個人の救済を実現するため、法解釈の技術によって「国民感情」
に応えようとした本判決は、皮肉な効果を招くことになった。「逃げ得」

72 そこでの衡平とは、「各人にかれのものを帰属させる」という意味で用いら
れている。前注73・笹倉『法解釈講義』（東京大学出版会、2009）173頁を参照する。
73 消滅時効と除斥期間の法的性質に関しては、四宮和夫『民法総則（第４補正
版）』（有斐閣、1996）287頁を参照。
74 本件が引用された先例においていずれ被告は国である。その中、被告と原
告との間にある地位の格差は本件と異なる。それに対して、本件の被告人は確
かに殺害事実を発覚されないために隠蔽作業を実施したが、国による証拠の偽
装・隠蔽と相当する程度のものかについては議論の余地があると思われる（前
注57・久須本・愛知大学法学部法経論集183号（2009）89頁を参照）。
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に対して、裁判所は世論の批判を無視したわけではない。ただ、判断の
枠組として、信義則違反・権利濫用の不問を維持しつつ、特段の事情に
よる具体的正義・公正の理念から除斥期間の適用を否定するという手法
を採用したが、そうした射程の極めて狭い判決は、倫理的視点から「逃
げ得」に対する共通の社会批判（世論）との間に距離がある。というと、
前章第三節で整理した通り、被害者遺族が期待したのは、個人への救済
のみではなく、自分らの被害感情に対する社会全体あるいは共同体の理
解あるいは承諾である。つまり。そこで問題の解決策にシンポリック的
な効果を求める傾向が考えられる。懸命に具体的な救済の実現を努める
裁判所は、判例との関係・法的安定性に縛られ、被害者（遺族）や「国
民感情」と称した世論の意図を十分反映することができなかったと思わ
れる。こうした点は、本件と思われる事例に関する立法審議の状況をみ
ることによって一層明らかになると思われる。そこで次に、そうした法
制審議会の議論状況を整理してみることにしたい。

第四節　「世論」の判断

　第５章で述べたように、法制審議会公訴時効部会の審議は、基本的に
は事前に設定された議題に従って、議論の流れが進む形を取っている。
そこで、現実の事件についての意見交換が行われることはかなり少ない。
上述の「逃げ得」事案（以下では本件と呼ぶ）はわずか一つの例である。
今回の審議において、本件は２ヵ所で論じられている。
　まず、本件については、事務局から「近年における凶悪・重大犯罪を
めぐる諸事情」の説明がなされた75。
　そこでは、本件が「逃げ得」──特に殺人事件について犯人が明らか
になったのに公訴時効の完成により処罰し得ない事態──の典型例に
なったことについて、事務局から先述した裁判が紹介されることになっ
ていた。特に、本件に則して議論がなされたり、具体的な事情について
言及されたりすることはなかった。そして、判決については、「民事上
も時の経過による法律効果について特別の取扱いがなされる例」（第１

75 法制審議会公訴時効部会第１回会議、10－11頁。
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回会議、11頁）という表現を用いているが、当該裁判について、後の審
議で触れられることはなかった76。
　また、既存の制度の下で事件の「解決」を導くものであったかどうか、
という観点から本件が扱われたこともある。本裁判では、まさに公訴時
効になった殺人行為から生じる「不都合」を解消し、結果的に裁判所は
個別的案件として問題の解決（原告の主張）を実現することもできた。
だが、法制審議会において問題になったのは、公訴時効制度の妥当性で
はなく、公訴時効と関わる事件の解決方法である。そこで本件について、
第４回会議で意見交換が行われた77。以下、主としてその議論に則し、
整理していきたいと思う。
　まず、そこで、問題視されたのは、公訴時効の完成により犯人が名乗
り出るという点である。具体的にいうと、時効完成の効果には、二つの
可能性があるという。まず、犯人と思われる人物が判明しても訴追し処
罰することができない可能性、そして、真犯人が名乗り出ることによっ
て真相が明らかになる可能性である。実際に、ある委員は、公訴時効制
度には真相解明の機能がある、と主張していた（第５回会議、12頁）。
もっとも、ある被害者委員は以下のように述べていた。

今おっしゃったように、名乗り出た方がいいではありませんかというこ
とになったら、その場合でもやはり犯人を知ったから、犯人が分かった
から、分からないよりはいいと言ったので、それは追いかけてもらう方
がずっといいのです。（第５回会議、12頁）

　そこで、被害者側は、議論を「真相の解明」に限定せず、「追いかけ」

76 また、配分資料の「意見募集」においては、現に時効が進行中の事件の取扱
いについて、「自己の行為は25年隠し通せれば処罰を免れるという信頼は保護
する必要ない」など意見がある。その言説の背後には、話題になっている本件
をイメージしているかもしれないが。意見の提供者に関する情報が少ないため、
その関連性を断言することはできない。「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方
等について（意見募集）」（平成21年12月22日から平成22年１月17日まで実施）
の結果 http://www.moj.go.jp/content/000023352.pdf 最終確認2015年９月。
77 法制審議会公訴時効部会第５回会議、11－14頁。
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という別な側面についても触れている。従って、公訴時効には真相解明
の機能を認めるが、その論点について、二段階に分けて論じていた。そ
して、被害者遺族は、「名乗り出る」というメリットより、「追いかけ」
る方を重視する姿勢を示している。

遺族としては真相を知りたい、しかし時効が完成することによって捜査
してもらえなくなる、したがって真相も明らかにならなくなる、そうい
うことについてのやるせなさというのを述べる意見が多くあると思って
おります。（第５回会議、12頁）

　このように、「追いかけ」ることには、現実に問題が解決する場合だ
けではなく、「やるせなさ」という心情とも表裏一体の関係にあること
が窺える。また、真相解明されるかどうかは捜査の進展に依存せざるを
得ない、といった被害者遺族が置かれている状況を垣間みることができ
る。
　一方、制度趣旨の観点から見れば、真相解明という論点にも問題があ
る。それは、公訴時効制度は、時効の完成によって犯人が、名乗り出る
ようなインセンティブを与えていないということである。だから、「真
相解明」は公訴時効制度の必要性という議論の論点になり得ないといっ
た指摘もある（第５回会議、13頁）。他方、論点の提供者は、真相解明
が公訴時効制度の「積極的な目的ではない」ことを認めつつも、「消極的
な理由」として現実的にその機能を果たすことが重視されるべきだとい
う。
　続く、議論の争点は、真相解明の実現可能性に移る。そこでは、被害
者遺族と制度運用、という二つの視点が現れた。
　①被害者遺族は、真相解明は論理的な仮説に過ぎない、と主張してい
た。

余り捜査を続けると真犯人が出てこないから捜査をやめてくれ、こう
思っている人は一人もいません、私の知っている範囲内では。もしそう
いうふうに思う方がいらっしゃるとすると、これは全く頭の中で被害者
と関係なくつくられた議論だと私は思います。（第５回会議、13頁）
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　そこで、反論を支えるのは個人の情報である。被害者（遺族）は、理
論的な構造（「頭の中」）ではなく、被害者全体の状況と直結する自分の
経験に応じることを求めている。逆に、経験に現れていない仮説に対し
て、その正当性を疑うようになっていく。
　②制度運用の面では、真相解明という機能は非現実的であると批判さ
れた。まず、本件のような事件は、実際問題として稀である。また、本
件は、公訴時効制度からのインセンティブより、周辺建設工事によって
遺骨が先に発見されてしまう恐れがあるから自ら名乗り出てくるという
ケースであった。そうすると、真相解明を検証する素材として本件は不
適切ないのではないか、ということになった（第５回会議、13頁）。
　真相解明として公訴時効のメリットを論じた言説と、断固としてそれ
を否定する言説の論争には、求められている利益に相違が見られる。
　①の被害者委員は、本件で現れた公訴時効のメリットとしての「真相
解明」に対して違和感を示している。被害者（遺族）側は、真相解明以
外のものを求めている。これまでにみた上記の発言によって、彼は「捜
査をしてもらいたい」と主張した。捜査では、真実の追究ではなくて、
加害者への「追いかけ」という意味が含まれていた。同様に、事務局の
説明は「やるせなさ」という表現を用いていた。両者とも、真実より、
被害者遺族の苦しみを解消する志向を示していたことが分かる。
　また、それに対する警察側の委員は、現状改善として公訴時効改正の
無力さを指摘していた。いずれ公訴時効が改正されたとしても、捜査を
する側にとって、被疑者を特定することに伴う困難が解消されるわけで
はない。従って、「追いかけ」は、実際の事件解決ではなく、解決への
イメージを求めているにすぎない。また、被害者遺族が否定したのは、

「真相解明」という点だけではなく、真相解明によってもたらされるこ
とが期待される癒しの効用である。もとより、真相の解明によって、被
害者の怒りと苦しみが解消されることはないのかもしれない。
　このような「追いかけてもらいたい」という被害者において共有され
る願望と、捜査が難航するという現実には乖離がある。ただ、「追いかけ」
ることによって、「法」というシステムに基づく要件が揃えば、評価と
しての裁判によって効果を得られることが期待されるのに対し、真相解
明が実現したとしても、それは、過去の事件に対するある種の追認以上
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のものではない。
　「被害」という現実はいかに社会的に構成されるか。この点について、
近年の研究では「被害の心理学化」といった現象が取り上げられている。

「被害の心理学化」とは、「被害を構成する上で『感情』がより重要な言
語的資源となり、被害とは何よりも心理的なものであるという了解がド
ミナントになりつつある」78ということである。その傾向は、以上の審
議にも現れている。つまり、被害者言説における被害の「現実」には、
被害者が置かれた社会環境ではなく、本人の心理的側面が有力となり、
制度の解釈を紡いでいく。そこで被害者（遺族）は、問題の解決を「真
相解明」ではなく、国家による処罰権の行使という形で求めることにし
た。いうまでもなく、国家の処罰権は、捜査または裁判など特定の国家
機関によって具現化される。だが、真相解明では、裁判を通じての国家
による犯罪者の処罰が不可能になる。裁判による救済は、国家という、
いわば抽象的な社会に問題を置くことで、個人の外部で解決を求めると
いう面がある。従って、被害者が捜査または裁判で求めているのは、国
家機関や制度の運用を通じて投影された、社会という対象の自己理解で
あると考えられる。仮に、公訴時効によって処罰されないにもかかわら
ず、事件の真相が明らかになるような場合には、裁判のような自己の外
部からの作用がもたらされないので、被害者が抱えた精神的重荷は被害
者自身にしか解き放つことはできない。要するに、個人の問題として、
みずから解決しなければならない。このように、「追いかけ」ることの
目的は、公的制裁の象徴である法システムの判断、すなわち裁判を通じ
ての処罰である。また、法システムを通じて、被害者は事件の解決を目
指すだけではなく、社会へ苦しみを語る空間も手に入れる。逆に、「真
相解明」では、被害者がみずからの体験を外へ語る機会が与えられるわ
けではない。従って、仮に「真相解明」をもって被害の救済であるとす
るならば、そのような救済には感情という「被害現実」が置き去りにさ
れることになる。
　②制度趣旨また法実務においては、「真相解明」という論点には問題

78 野口祐二「被害と克服へのナラティヴ・アプローチ」法社会学60（有斐閣、
2004）140頁を参照。
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がある。そもそも真相解明は公訴時効制度の趣旨ではない。また、公訴
時効が真相解明のインセンティブになるわけでもない。それゆえ、「真
相解明」を主張する意味は、「現実的にはない」（第５回会議、13頁）。そ
こでの現実とは、公訴時効における「真相解明」の一般化であり、個別
事件の「真相解明」を制度の機能として認めることはできない。

［小括］
　法制審議会においては、「処罰感情」あるいは「感情」という用語に「世
論」という側面も含まれていた。「世論」を導入しているのは、議論の立
て方として公訴時効部会での特徴であるといえる79。第５章では、議事
録の解読を通じて、議論の立て方を検討した。そこでは、「世論」が「処
罰感情」を媒介にして、法改正の必要性をめぐる論争へと浸透していっ
たことを明らかにした。本章では、具体的な事件の議論を介して、被害
者感情と被害事実に関する議論の立て方を考察してきた。そこでは、法
実務の言説と被害者遺族の言説の間に論理構造の差異が確認された。被
害者遺族には、個人の心情が処罰感情と一体化されている。ただ、その
心情は「私」のものに限られるのではなく、直接的に「社会の現実」とし
て取り上げられていた。従って、被害者遺族は、世論化された「私」の
苦しみへの報い、いわゆる処罰を法システムに求めることになった。そ
れに対して、法学者または法実務の言説には、社会の現実とは事件の案
件ごとに個別的に解決することであるみる傾向が強い。

第七章　公訴時効をめぐる各メデイアの報道

遺族らは「（被害者の）無念が晴らせた」と涙を見せながら喜びを語り、
「何より世論の力が大きかった」と感謝の言葉を繰り返した。80

79 白取祐司、岩村智文など「座談会�公訴時効廃止法批判 -- こんな拙速な立法
でよいのか」世界805（2010）71頁を参照。
80 第２章と同じように、本章ではメディア記事に関する引用部分をイタリッ
ク体（斜字）にする。それは、言説分析（ツイーターも含め）の対象である記事
を他の引用と区別するための工夫でもある。
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──「毎日新聞」2010年４月28日

　これまでみてきたように、法制審議会における「世論」は、「処罰感情」
など概念の再構成を通じて立法審議の進行に影響を与えてきた。そこで、

（被害者）処罰感情に同調する「世論」の背後に、マスコミ報道の影響を
指摘する場面もある81。しかし、その理解は、果たして正しいかどうか。
本章では、複数のメディアの報道過程に照らしてこの点を検証する。
　第５章や第６章における公訴時効に関する議論と違って、報道は、被
害者（遺族）本人も専門家もなく、もっぱら第三者としての報道機関に
よってなされるものである。この場合の報道言説とは、法制度の利害関
係者（被害者あるいは被害者遺族）または法専門家よりも、社会一般構
成員を読者にしている点から、その内容が「世論」と意味的には近いも
のがあると考えられる。ただし、第１部で述べたように、「社会」とい
う表現は、多々ある中でも各メディアの特性によって大きく影響される
ものである82。本章は、各メディアの報道特性を重視し、「処罰感情」と
いう概念を持つ社会の効果を検討する。ただ、世論と公訴時効制度との
関係を検証するには、長期間に渡って関連データの処理が必要となる。
本章での分析は、主に2009年～ 2010年の間に公刊された公訴時効改正
にかかわる複数のメディアの報道や議論を対象とする。その狙いは、複
数のメディアにおける報道の関心や作法を整理し検討することで、具体
的な時効報道の例に沿って解釈レパートリーを図式化し、審議会におけ

81 法制審議会公訴時効部会第１回会議議事録30-31頁を参照。
82 世論の形成は、従来マスコミの機能という見地から検討されていた。Ｗ . リッ
プマンの『世論』（1922）は、擬似環境性を念頭において、マスコミを意見の形
成にリーターの役割を果たす、といった認識を提起した。従って、マスメデイ
アが外的現実と個人の認識をどう媒介し、個人の現実像をどう形成しているか、
とは伝統的問題としてその検討が今でも続けられている。特に、メデイアの議
題設定機能と培養機能、二つの仮説は擬似環境論の伝統を引き続けるものとみ
られる。後者は、制度と文化など集合意識レベルでマスコミ世論の効果を注目
している。そこでの検討は、殆ど量的な研究ではなく、観察と解釈学的分析の
方法で行われている（竹下俊郎『メデイアの議題設定機能─�メディア効果研究
における理論と実証』（学文社、1998）第２、４章）を参照。
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る「世論」と比較をする点にある。

第一節　時効報道の背景

第一款　報道の定義
　本章では「時効報道」とは、情報伝達の意図を有するか否かにはかか
わらず、公訴時効という公共的関心事項に関する出来事を記述し、効果
的に不特定、多数の人に対して発信することとする。そうすると、伝統
的な報道機関または規則的な報道活動だけではなく、非組織的または非
継続的な情報発信活動（インターネット上の言説）も「報道」に含めて考
えることになる。
　第２章の冒頭で説明した通り、近代の報道は、基本的に事実を基礎に
して発信する行為と捉えられている。報道に対する読者の信頼は、「精
密な情報交換」から生み出す中立、客観という感覚に基づいている83。し
かし、実際には、送り手の立場から情報を鮮明に受け手に伝えるため、
各自情報の選択と処理という編集の活動も報道活動においては不可欠と
なっている。要するに、「基本事実」は、報道の技術によって発信され
ることになる。従って、法律学において解釈が核心的な技術であること
は前章での裁判の言説から確認された通りだが、解釈という作業は少な
くとも報道の活動においても生じている。
　報道が社会の出来事を機械的に集積したものではないということは、
読者・視聴者の反応からも確かめられる。例えば、本章の検討時期であ
る2009年の「全国メディア接触．評価調査」によると、各メディアに対
するイメージは、情報伝達の側面に基づく評価に限らない。「物事の全
体像を把握することができる」、「情報の重要度がよく分かる」、「分かり
やすい」、「親しみやすい」といった編集手法と関連する項目への重視も
見られる84。

83 ジャーナリズムの「中立客観」という理念と記事の言語構造との関係につい
ては、玉木明『言語としてのニュージャーナリズム』（学芸書林、1992）15－17
頁を参照。
84 「2009年全国メディア接触．評価調査」26－27頁または51頁を参照。その調
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　内容の繰り返しになるが、新聞などのマスメディアは、透明な情報発
信の手段ではなく、独自のニュアンスに基づき情報の意味の形成を行っ
ている。上述の「情報の重要度」、「わかりやすさ」や「親しみやすさ」は
まさに情報内容自体の特徴ではなく、伝達過程への評価である。さらに、
その伝達過程は、時に社会問題への意見形成にも影響を与えている。例
えば、ドイツの哲学者 Norbert�Bolz は、消費社会におけるメデイアの
変容に関して、読者は情報から自分の意見を形成するのではなく、「マ
スメディアの毎日の合いことばを口にするしかない」という「意見の消
費」を行っていると指摘した85。
　こうした報道における事実志向の弱体化は、特に公訴時効をめぐるマ
ス・メデイアの報道でより深刻な問題となっている。また、それと犯罪
報道自体の特性、さらに日本の報道事情との関係も考察に値する。次に、
先行研究の整理も兼ねて、犯罪報道と日本の状況について少し敷衍して
みる。

第二款　犯罪報道
　公訴時効制度は、「犯罪」という行為を追及する際の、起訴条件に関
する制度のことである。多くの場合、時効に関する報道（以下は「時効
報道」とする）には、犯罪事件とその捜査または裁判の経過など関連の
情報が含まれている。その意味で、「犯罪報道」の有り様は時効報道の
在り方にも影響を及ぼしている。そこで現在の「犯罪報道」研究の到達
点を簡単に確認しておこう。

査は、NHK 放送文化研究がテレビ視聴行動や視聴意識の長期的な変化をとら
えるため1985年から５年ごとに実施している調査である。調査対象は全国の16
歳以上の国民である。調査方法について、配付回収法と個人面接法二つ使用
していた。配付回収法の場合には、調査相手が3,600人（住民基本台帳から層化
無作為二段抽出（300地点×12人）そして有効数（率）が2,710人（75.3％）になっ
ている。時系列比較のため実施した個人面接法には調査相手が1,800人（住民
基本台帳から層化無作為二段抽出（150地点×12人）そして有効数（率）が1,046
人（58.1％）であった。なお、以上のデータについては、http://www.pressnet.
or.jp/adarc/data/research/media.html を参照する（最終確認2015年９月）
85 Norbert�Bolz『意味に餓える社会』（東京大学出版会、1998）第231頁を参照。
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　第２章の冒頭で述べた通り、「犯罪報道」は最も古い報道のジャンル
であり、これまで歴史学、社会学や法学など様々な角度から犯罪報道の
形成、効果についての検討がなされてきた。本章は、特にメディア論の
観点から近時の犯罪報道と法改正の関係を注目する。その点については、
司法などでみられる個別的な案件の解決ではなく、道徳的評価の点から
非難を加える「gonzo� justice」と呼ばれる犯罪報道のレトリックについ
て言及しておく必要がある。アメリカのメディア論者 Altheide は、犯罪・
非行に関する報道内容の分析を通じて、そこでは、行政・司法手続また
法的権利に関する知識ではなく、道徳的基準またはそうした行為に対す
る規制の見直しなど、価値言説を優先させる傾向があるとの指摘をし
た86。また、こうした手法を使った報道は、現代社会における犯罪行為
を統制する文化的な装置であり87、読者・視聴者個人の共感を喚起する
ものが多いことも分かる88。このような犯罪報道に関わる知見は、序章
で検討した Pratt による厳罰化のポピラリスム理論と親和性があるよう
に思われる。つまり、文化的なコントロールとして社会統制の機能を果
たした現代メディアこそ、近時の刑事政策過程に強い影響を与えること
ができたと考えられる。
　日本の犯罪報道にも類似した点がいくつか見られる。それについて、
次のように整理することができる。
　①報道機関における報道の懲罰言説化。特に人権と報道の研究におい
ては、その観点が多く見られる。早期の研究として、日弁連「人権と報道」

（1976年）と浅野健一「犯罪報道の犯罪」（1984年）が報道機関による事件
当事者の被害を指摘していた。その時期、加害者とその家族も含む、犯
罪報道による侵害の実態及びその救済と匿名報道の必要性について、数

86 David�L.Altheide�(1992)�Gonzo Justice,�Symbolic�Interaction,15�(1):69-86.
87 R.J.Maratea=Brian�A.Monahan�(2013)�Crime Control as Mediated Spectacle: 
The Institutionalization of Gonzo Rhetoric in Modern Media and Politics,�
Symbolic�Interaction,�36�(3):271-272.
88 Steven�A.�Kohm� (2009)�Naming, shaming and criminal justice: Mass-
mediated humiliation as entertainment and punishment,�Crime�Media�Culture�
2009�(5)�:190-192.
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多くの報告や分析が行われた89。報道編集により、「歴史的な観点からの
ニュース判断力が衰弱している」こと90や、具体的な現実感に乏しい「な
れなれしさ」が氾濫していることが指摘された91。
　②犯罪報道の構造について、「事実報道」重視から「情緒的アイテム」
重視への報道モデルの変容が指摘された。五十嵐二葉は、1991年に出版
した「犯罪報道」で日本とアメリカの犯罪報道における記事構造の比較
研究を行った。そこでは、「情緒的アイテム」と「事実報道」の区別が提
示されていた。「情緒的アイテム」とは、苦しみや悲しみをクローズ・アッ
プして、逮捕または判決の際に、被害者また遺族の情緒を大きく取り上
げることである。それに対して、事実報道とは、事件の解決と関係する
情報を重視することである92。
　③情報収集について、警察側情報のバイアス、または被害者遺族と新
聞記者の間の認識のギャップが検証された。それは、近時の変化より、
公的機関の情報に依存する従来の日本の報道スタイルから引き継いだも
のといえるだろう。前者のバイアスとは、記者クラブを介した警察とマ
スコミとの恒常的な接触が偏った「引きつき報道」や「情報操作」を生み
出す、ということである93。後者の現象が発生する原因については、私
人間の付き合いを重視し、被害心情への理解を求める被害者遺族側と、
記事の評判に関心を持つ記者側の間にズレが生じる、と指摘される94。

89 横山晃一郎は「裁判以前に確かな手続きも踏まないで勝手に制裁を加える」
と報道側に批判した（横山晃一郎「シンポジウム、人権と報道を考える（上）」
法セ370号（1985）における発言。その他、「人権と報道連絡会」が編集した、
著者自身の訴訟経験を踏まえた報道の諸問題について論じた『報道の人権侵害
と闘う本』（三一書房、1995）もある。
90 喜田村洋一『報道被害者と報道の自由』（白水社、1999）125－172頁を参照。
公訴時効部会の審議においても、報道機関の事前判断に対して慎重な姿勢が見
られる（法制審議会公訴時効部会第５回会議議事録６頁）。
91 佐藤雅美「犯罪報道を支えるもの」「市民社会と刑事法の交錯－横山晃一郎
先生追悼論文集」（成文堂・1997）第130頁を参照。
92 五十嵐二葉「犯罪報道」『岩波ブックレット192』（岩波書店、1991）４－14頁
を参照。
93 前注・五十嵐、10－14頁を参照。
94 青山真由美、白井明美または小西聖子「被害者遺族が受ける報道被害と新聞
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　近年、上記のような問題点を念頭において、報道機関または関連研究
では新犯罪報道のあり方を追求する動きが進んでいる。その特徴は、人
権保護を鍵理念とした上で、被害者による情報収集に力を注ぐことにあ
る95。
　犯罪報道の先行研究で示したように、情報源とその表現手法に関する
分析は、報道言説を解読する際に重要な切り口となる。それに従って、
以下ではマスメディアのような伝統的な報道とソーシャルメディアのよ
うな新たな形式を分けて整理する。

第二節　マスメディアの時効報道

　上述のように、マスメディアでの報道は、記者が多数の「関係者」の
話を積み重ね、集めた資料とそれに突き合わせた情報の発信を行う。こ
れまでの研究は、そうした伝統的な報道を想定し、特に事件報道を中心
として犯罪報道の構造を検討してきた。管見の限り、時効事件および法
改正の報道を直接対象とした研究は見当たらなかった。
　ただ、時効報道は、時間の扱い方の点で、上記の犯罪報道とはかなり
異なったものでもある。その相違は、時効報道の事件は長い時間の経過
が想定されていることにあり、その特性に応じた報道にならざるを得な
いことによる。

第一款　新聞報道─活字記事を中心に
　第２章の第２節においては、朝日新聞を対象に、刑事訴訟法改正をめ
ぐる報道構成の変容を検討した。そこで明らかになったのは、公訴時効
改正をめぐる報道活動が2009 ～ 2011年の間、特に法改正審議の間にピー
クを迎えていたことであった96。また、そうした報道の集中傾向は、他

記者の認識 -- 配慮ある取材関係の構築に向けて」被害者学研究19号（2009）44
－45頁を参照。
95 富田信穂「犯罪報道と被害者保護」『宮澤浩一先生古稀祝賀論文集第１巻：犯
罪被害者論の新動向』（成文堂、2000）294－295頁を参照。
96 「公訴時効」と「法改正」をキーワードに、朝日新聞のデータベース（聞蔵Ⅱ）
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の新聞にも見られた97。そして、記事の類型からみると、同じく第２章
の第２節で述べた通り、法改正の法務省・国会の審議ではなく、具体的
な事件および被害者（遺族）の言説が多く取り上げられている98。ちなみ
に、今回の法改正審議（国会）においては、野党と与党の意見がほぼ一
致しており、政治的話題として大きな争点にならなかった99。
　①「乏しい情報」
　伝統的な報道は、情報を正確、かつ即時に受け手へ伝える機能を持ち、
現時点の出来事をめぐる情報収集と整理作業をベースとして成り立って
いる。しかし、時効報道の場合、報道の時点で事件捜査の進行は殆ど止
まっている。事件当時の報道と比べて、事件自体に関する新しい情報の
入手はかなり困難ともいえるだろう。
　時効報道においては、被害者遺族の情報が大きな役割を果たしている。
例えば、「忘れない『未解決』を歩く」という毎日新聞の時効事件特集100

には、ア）「捜査が続く主な最近の未解決事件」、イ）「忘れない『未解決』

で検索を行った結果、2008年に４件、2009年に14件、2010年に41件、2011年に
10件の記事が抽出された。
97 他の新聞を対象に前注と同じの検索を行った。毎日新聞の場合、2008年に
１件、2009年に27件、2010年に44件と2011年に７件の記事が見つけたが、読売
新聞の場合、2008年に2件、2009年に14件、2010年に36件と2011年に15件の記
事が掲載された。そして、経済分野に報道の重点を置く日本経済新聞でさえ、
2010年に公訴時効改正関連の記事を29件まで掲載したことが分かる。
98 前注96のキーワード検索結果を元に、その時期の記事類型を簡単に整理し
たところ、社会面の記事には事件や裁判を題材としたものが多く掲載され、立
法審議に参加する人ではなく、事件当事者の言説を通して法改正への意見を示
そうとする形式がみられた。また、法改正後の記事（2010年４月以後）には全
国版ではなく、地方面での報道が中心となっている。
99 政治動向と報道言説の関係は重要な論点だが、本論の主な問題関心とは離
れるため、ここでは省略する。ただ、利益集団間の調整が不要であった今回の
法改正は、世論に適合的であろうという判断は当時の国会にあったかもしれな
い。
100 公訴時効部会で言及された毎日新聞の世論調査は、「忘れない『未解決』
を歩く」という未解決事件に関する特集の一環であった（http://mainichi.jp/
feature/wasurenai/ 最終確認2015年９月）。
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を歩くアーカイブ」、ウ）「忘れない『時効』よ止まれ」といった三つの項
目が設けられている。その中、ア）は主に警察による情報、イ）は被害
者遺族の生活ぶりと捜査活動、ウ）は制度の改正に関する動きと各方の
反応が取り上げられている。捜査難航のため、警察側は、事件の実態よ
りも、捜査の決意あるいは努力を語ることが多いようである。被害者の
情報には、法制審議会でみられた被害者遺族の発言のように、みずから
の心理的な体験が強調される傾向にある。つまり、時効報道では、警察
側と被害者遺族側の活動を伝えるというよりも、取材対象の心理状態に
関する記述が多くみられる。心理状態については、被害者（遺族）意見
の引用を通して表現される場合が多い。一方、被害者（遺族）の生活ぶ
りを追跡し、現在の日常における事件の影響を表現するという手法が採
用されることも珍しくはない101。
　さらに、逮捕あるいは裁判のような明確な時系列に沿って、一般の犯
罪報道は事件を伝えていくが、「未解決事件」の場合、事件の区切りと
なる分節がみえないため、事件の情報における時間的な区分も曖昧と
なっている。そして、心理状態の情報とともに、事件の情報が、現在と
いう時間次元で語られてしまう。従って、報道において、時効といった
概念にある時間経過の効果を表現するには、かなりリソースが限られて
いることになる。
　②「薄れる関心」
　公訴時効制度の存在理由である「処罰感情の鎮静化」には、事件に対
する特定被害者遺族の被害苦痛の希薄化ではなく、社会における裁判救
済への関心の希薄化という予測が含まれている。つまり、法学の言説は、
公訴時効が「薄れる関心」という論理で正当化されている。しかし、時
効報道では、「薄れる関心」に言及される場合は少ない。ある記者は、
時効事件の記事の最後に、以下のように語っている。

…親族は古傷をかばうように戸を閉めた。癒えない悲しみの深さを物
語っていた。記者の胸にこみ上げたのは今も息を潜めて時効の瞬間を待

101 「乏しい情報　月命日現場に線香」毎日新聞の西部朝刊12版（2008年４月26
日）。
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つ犯人への怒りだった。102

　ここには、被害者の「癒えない悲しみ」から記者の個人的な「怒り」へ、
という感情の連鎖が表れている。「時効か捜査か」といった二項対立的
パラダイムは、被害者自身の語りで構成されたものではなく、被害者の
語りと遭遇した記者の問題関心であった。そこでの記者は、報道の生産
者と、被害者言説の読者という二重の身分をもって、また新聞の読者の
体験と重なり合うことになった。
　上記のような時効報道は、時間の経過による「薄れる関心」という事
実状態に無関心である。報道における処罰への「関心」は、事実の記述
ではなく、積極的に関心を惹起させようとする側面（共感モデル）を持っ
ている。

第二款　映像報道
　以上の分析が示すように、時間の経過をめぐる問題は、活字による報
道では構造的に表現しにくい。それゆえ、別の報道手法である「映像」
についても考察の視野に入れることにしたい。ここでの映像とは、写真

（still� image）やビデオ（moving� image）等事実や感情を収集、記録する
視覚的（visual）道具のことを指す103。
　まず、新聞写真についてである。時効報道には、しばしば写真が掲載
されるが、その対象は主に被害者（遺族）とその取材の様子、捜査員や

102 「薄れる関心　捜査14年迫る時効」毎日新聞の西部朝刊12版（2008年４月26
日）。
103 1990年以後、日本も含め先進国では、テレビや映画等視覚メディアに加え、
カメラ付きの携帯が社会に普及し、写真やビデオ等の使用が日常的になった。
そうした背景の下、社会学、心理学、人類学による視覚的な経験の研究が進ん
でいたが、法律学においては、法と文学といった批判法学の一部として、法と
映像や法と流行文化の研究に映像を取り入れたものもあった。映像研究の経緯
に関しては、石田佐恵子「ムービング・イメージと社会」社会学評論60号（2009）
７-12頁を参照。また、法学における映像研究の性質について、拙稿「映像（image）
を通して「法」を理解する」（透過映像理解“法”）清華法律評論2016年４月号刊
行予定。
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捜査活動に関わるものであった。法改正以前の2010年１月20日付の日本
経済新聞には「95年、西成の看護師殺人未遂　迫る時効『逃げ得許さぬ』」
の記事が掲載され、事件現場で時効廃止について語る被害者の夫の様子
や、警察が公開した容疑者とみられる写真が用いられている。縦に配置
した被害者遺族の写真と容疑者の写真の間に「25日期限　夫、撤廃訴え
続け」の見出しが挿入されている（下図４）。記事の内容を読まず、画像
と見出しの組み合わせのみを通じて、「公訴時効の廃止こそ当事者の望
みである」といった記事のメッセージを表現するような工夫が施されて
いるものであることが分かるだろう。また、捜査活動について、例えば
法改正成立後の記事として、朝日新聞2010年９月25日朝刊（和歌山３）
で掲載された「湯浅スポーツ店主殺害15年　時効廃止『情報を』」は、時
効廃止以後警察の取り組みを取り上げるものであった。そこでは事件現
場近くの現場で買い者客に情報提供を呼び掛けた警察官の姿が写真に

図４
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よって描写されている。
　また、文字ではなく、画像を中心に構成した時効報道もある。2010年
４月12日読売新聞東京夕刊は「『ズームアップ』遺族に時効はない」と題
した五つの写真を含む記事を一面で掲載した（図５）。具体的には、①
京成線柴又駅までの道をひとり歩く被害者遺族、写真に関する説明では

「被害者の娘と一緒に歩いた思い出が詰まっている」と記述した（左上）、
②捜査活動と思われる捜査員の姿である。説明では「1995年７月、東京
都八王子市のスーパー『ナンペイ』でアルバイトの女子高生ら３人が射
殺された事件。時効が３か月後に迫る中、現場付近では今も捜査が続け
られている」との記述がある（右上）、③息子一家４人が殺害された被害
者遺族。居間には遺影、本棚に孫の遺品などが残されている（右下）、
④放火され、全焼した自宅で焼け残った被害者の写真とパスポートが写
されている（左中）、⑤仏壇に供えた料理の写真（左下）について、「『唯

図５
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一の功徳だから……』と内村和代さんは毎日、作った料理を夫の仏壇に
供えてから食事をしている」とある。

　最も大きな①は被害者遺族の父親の写真であり、被害者への思いが現
在まで日常生活（公的交通機関としての駅を使用）の中に漂っているこ
とを表現している。その他の被害者遺族に関する写真③④⑤には人物で
はなく、物を中心とした紙面構成になっている。そこには、もちろん被
害者の情報が記されているわけだが、前述したように、時の経過によっ
て事件の調査が困難になり、社会の記憶が薄れていくという公訴時効制
度の存在理由を意識すると、被害者（遺族）個人ではなく、客観的な物
を通して「被害者の情報」を記録する写真の手法は興味深いものといえ
る。要するに、社会の記憶はこうした物を「みる」ということによって
喚起できるのだ、という主張をそこに読み取ることができるだろう。②
の写真は捜査活動に関するものの、人物の顔が映っていないことに注意
すべきである。もし特定の事件ではなく、捜査活動の一般性を意図的に
描写していたとすれば、第５、６章で検討した被害者（遺族）言説が求
めている「社会の理解」や「普遍性」を代弁する公的機関の姿勢をそこか
ら読み取ることができるかもしれない104。
　また、映像情報が中心となるテレビの報道特集について、報道の解説
方法をみてみたい。以下は、日本テレビのニュース番組「ZERO」105で

104 映像資料を分析する際に、読み手の主観性をいかに排除するかは難題であ
る。これまでの研究で客観性を担保した技法は未だ開発されていない。本論で
は、映像人類学の知見（例えば、港千尋等『映像人類学の冒険』（せりか書房、
1999））を参考に、当該記事の文字部分、当時読売新聞での公訴時報報道の方針、
また公訴時効改正の内容と争点など複数の視点を突合し、映像による報道の効
果を分析した。もちろん、この方法によって主観性の問題を完全に排除できた
わけではなく、引き続き今後の課題である。
105 ニュース番組「ZERO」は、2006年９月29日に「日テレ・きょうの出来事」が
52年間の長寿番組を終了し、それに代わる日本テレビの最終版ニュース番組と
して放送が開始された。代表的な夜のニュースとして「ZERO」の視聴率は同
時間帯で夜のニュース枠首位となり、週平均の視聴率が10% を超えることもあ
る。番組のコンセプトは「ゼロから始める、革命的ニュースショー」で、いわ
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2009年４月15日（水）に放送された「科学捜査の進歩が、「時効」を止める」
の特集に基づく。
　この特集は、総計９分35秒の VTR において、妻を失ってから10年間、
犯行現場についた犯人の血痕を残し続ける遺族の物語を中心に収められ
たものである。報道の枠組は、以下の通りである。

①事件の概要（03´03）
証拠に関する被害者の語り（血痕を残っている現場映像、または現
場でのインタビュー）
事件のあらすじ（当時のニュース映像）
被害者の情報（個人撮影の家族映像）
生活ぶり（事件後１年の取材映像）
②人的証拠（01´17）
法務省関係者の語り（室内でのインタビュー）
解説（イメージ図）
③物的証拠（03´41）
DNA の証拠能力（番組自ら行った DNA 鑑定）
物的証拠の保存（警視庁科学捜査研究所の取材映像）
科学捜査の進歩（警視庁科学捜査研究所研究員のコメントとイメー
ジ図）
公訴時効改正における DNA 証拠の位置づけ106（イメージ図）

ゆる「全ての情報を、ZERO から考えなおす」ニュースの分かりやすさを重視
している番組でもあるとされる。そのニュースの特集を例として、情報処理と
いう報道の機能に立脚し、時効報道の分析を試みたいと思う。ここで使われて
いる素材は、テレビ局主導のインターネット動画配信サービス第２日本テレビ
で公開される映像である。その映像は、報道のみで、キャスターのコメントが
含まれていないものもある。映像データについて、番組の公式サイト http://
www.ntv.co.jp/zero/feature/2009/04/post-43.html を参照（最終確認2015年９
月）。
106 それは、公訴時効制度見直しにおいて、事務局が提供したイメージ案 C の
ことを指す（「凶悪・重大犯罪の公訴時効見直しの具体的在り方に関するイメー
ジ案」（http://www.moj.go.jp/content/000023352.pdf　最終確認2015年９月）。
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④解決への願望（01´27）
時間の経過（被害者子供のインタビュー）
被害者遺族の願い（被害者遺族のインタビュー）

　報道では、「証拠の散逸」を二つのテーマに分けて紹介している。い
わゆる、「人的証拠」と「物的証拠」、という二つの証拠類型である。
　報道において、「人的証拠」については、「証拠の散逸」が可能とされ、
公訴時効の必要性を認めるが、「物的証拠」については、科学捜査の進
歩により「証拠の散逸」はあり得ない、との主張がなされた。表現の形
式を比較すると、①時間面について、「物の証拠」は「人的証拠」の２倍
以上の長さがある。②解説の手法について、「人的証拠」では、＜有識
者＋図式＞の形を採用しているのに対して、「物の証拠」では番組自ら
DNA 鑑定などの実験過程を展示している。③映像と内容の関連性につ
いて、「人的証拠」での解説は音声を中心に、インタビューの内容を説
明する。従って、インタビューを行う場所、刑務所の建物など流れされ
た映像には、情報内容と関連ないバックグラウンドにすぎない。それに
対して、「物の証拠」では、実験の経過そして結果は映像を通じて表現
されている。
　また、科学の発展と証拠の保存との関係以外に、被害者事情の紹介も
その特集におけるもう一つ重要な情報源となっている。その際に採用さ
れているのは主にインタビューの手法であり、事件や捜査上の取り調べ
以外、遺族の生活（子育てのシーン）までもが取り上げられていた。こ
こでは、特に映像表現の特徴に注目したい。
　第一に、映像全体の色を状況や場面に応じて変更することにより、報
道として生活における時間の経過を客観的に確認することができる。①
で被害者情報では、取材映像ではなく当時の家庭映像や撮影が使用され
るのに対して、④の映像では、現在取材者が撮ったものであることから、

このことについて、番組では「事件から一定時間を済む時効を迎える。しかし、
DNA が現場に残っていた事件に限っては犯人が分からなくても DNA 自体を
犯人を見出し、起訴するという案だ。そうすると、事実上時効が停止され何時
までも続けられる」との表現が与えられている。
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同じ被害者遺族の外見上の容貌変化を確認することができる。
　第二に、映像の中には、事実の確認をすることに加えて、叙情的な手
法も取られている。例えば、①の事件後１年を経た取材映像の中に、３
歳になる被害者の子どもがカメラに向かって、「ママ…ママ…ママなぜ
死んじゃった…ママが死んだ。ママが死んじゃった…」と部屋を一人走
り回るシーンが10秒前後の時間を割かれてクローズ・アップされている。
一般の事実に関わる報道では、最大限の情報量をカバーしようとするた
め、画面のカットオーバーは概して短いものであることから、ここでの
クローズ・アップの使用は、単に事実を確認し伝えること以上の意味を
持たされている。

［小括］
　先行研究で問題視された「共感のモデル」は、本来的に出来事の事実
を中心に展開するはずの報道が、事実の進行と直接関連の薄い人物の生
活ぶりに重点を移した報道を指す。以上の新聞もテレビも、公訴時効を
報道する際には、事件の基本的な推移よりも捜査の難航に伴う苦労や苦
しみ、不満がクローズ・アップされていた。また、報道される時点での
被害者（遺族）の生活や捜査関係者の仕事ぶりなどが描かれていた。そ
れは、まさに相手の共感を呼び起こしやすい素材を用いた、「共感モデ
ル」型の報道と重なる。
　さらに、テレビの報道においては明快に表現されたように、時間の経
過に関わらず、処罰感情の不変性が、映像の演出を通して表現できたこ
とも確認できる。

（未完）

［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「法と情報空間─
現在日本における法情報の構築と変容」（2014年３月25日学位授与）に加
筆・修正したものである。執筆にあたって、日本学術振興会「特別研究
員奨励費　研究課題：『感情立法』の形成とその限界─公訴時効をめぐ
る法の存在形態をてがかりに（2012 ～ 2013年度）」（課題番号24・5204）
の助成を受けた。




