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第二部

ユーザ主導の法情報
─2010年公訴時効改正を素材として

第七章

公訴時効をめぐる各メディアの言説

第三節

ソーシャルメディアの時効報道

日常生活ではインターネットが重要な情報収集のツールとなってい
1

る 。近時、政治参加に関してインターネットによる情報形成・伝達が注
目されている2。ただ、インターネットにおいては、非組織的または非継
続的な発信活動が極めて活発であり、時効報道に当たるテキストも膨大
なものとなる。インターネット言説の全体像を把握するのはほぼ不可能
ともいえるが、本節は、ネット空間で活発な発信活動を行うソーシャル
メディアに注目し、その代表格である Twitter（ツイッター）3を事例と

1

本論で言及したインターネットの使用状況については、公的な調査を参照す

る。例えば、総務省の「平成23年情報通信白書」
（インターネットの利用動向
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h23/pdf/n4010000.pdf
アクセス2016年１月31日）
。また、ニュース報道とネット利用の変動について、
日本新聞協会の「全国メディア接触 ･ 評価調査2009」を参照する。その中で、
情報収集のためのネット利用が増えていることが言及されていた（http://www.
pressnet.or.jp/adarc/data/research/pdf/2009.pdf アクセス2016年１月31日）
。
2

2013年４月19日に公職選挙法の改正案が可決・成立し、同年７月の参議院議

員選挙または国政選挙において、政党や候補者が Facebook（フェイスブック）
などネットサービスを活用して政治広告および PR 活動を行うことができるよ
うになった。そうした社会背景を意識しながら、ネットでの情報発信による政
治参加への促進効果とその限界を論じたものについて、
山腰修三「
『ネット選挙』
の捉え方：政治コミュニケーション論から批判的に考える」三田評論1171（2013）
151-165頁、同じく「デジタルメディアと政治参加をめぐる理論的考察」マス・
コミュニケーション研究85（2014）７-13頁を参照。
3

Twitter と は、2006年 ７ 月 に Obvious 社（ 現 Twitter 社 ）が 開 発 し た ネ ッ

ト上のコミュニケーションサービスである。Twitter の日本語訳に関して、
「ツイッター」といった訳語があるものの、Twitter 社が運営する日本語版の
公式サイトでは英語表記（twitter）をそのまま使っている。
（https://twitter.
北法67（1・331）331
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して取り上げ、公訴時効をめぐる情報の交換・交流がどのように行われ
ているかを考察する。Twitter というサービスは、その利用者の多くが
フォローとフォロワーの関係となり、お互いに140字までの書き込みを
発信・閲覧・コメントすることによって、ユーザ間の情報伝達 ･ 拡散を
実現するものである。
本節では、2010年４月～６月、刑事法改正法案（公訴時効改正）が成
立した約２ヶ月半の間に、Twitter のキーワード検索機能を利用し、主
に「時効」という用語を使用した Tweet、いわゆる「つぶやき」を継続
的に観察した4。

com/?lang=ja

アクセス2016年１月31日）
。元々「twitter」という単語には、

小鳥の囀りや人々の雑談など複数の意味が含まれている。それらの意味を総合
しながら、人々のつぶやきを「twitter」で表現したわけである。従って、改め
て日本語に直すのが困難である上に、その必要性も考えにくい。そのため、
本節は英語表記「Twitter」を読者の理解に害しない限り尊重する。従って、
Twitter を言及する際に、日本語訳の「ツイッター」を避け、時には twitter を
使う人々の行動を「Tweet」と表現する。Twitter の定義について、参照「時
代を読む新語辞典」日経 BP ネット http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/abc/
newword/070521_2nd/（アクセス2016年１月）
。日本を含めアジアの Twitter
ユ ー ザ の 状 況 に つ い て、http://www.emarketer.com/Article/Asia-PacificGrabs-Largest-Twitter-User-Share-Worldwide/1010905（2016年１月31日アクセ
ス）を参照。
4

関連する話題の範囲を把握ため、
「公訴時効」と「時効」という二つのキー

ワードで検索を行った。膨大な量のため、Tweet の内容を省略する。ただ、
Twitter のホームページで提供された検索機能を活用することによって、本節
の対象データを辿り着くことができる。具体的な抽出法について、
「公訴時効
or 時効 since:2010-4-1 until:2010-6-30」
（2010年４月から2010年６月まで投稿さ
れた Tweet に「公訴時効」あるいは「時効」が含まれるものを検索するという
意味する）をキーワートに設定し、検索する。
Twitter という現象について、計量的なネットワーク研究や情報処理の観点
から検討するものが多いが、本章の研究の先行研究は少ない。その中では、産
業とマスコミ論の観点からツィッターの社会機能を論じた津田大介著『Twitter
社会論：新たなリアルタイム・ウェブの潮流』
（洋泉社・2009年）は本章と
の 立 場 が 近 い。 海 外 の 文 献 と し て、H. Kwak, C. Lee, H. Park & S．Moon,
What is Twitter, a social network or a newsmedia?, In Proceedings of the19th
［3］
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第一款

情報の伝達

Twitter においては、専門の報道機関からの情報や一般のユーザから
の情報を収集、引用することができる。また、情報の再発信やコメント
を ReTweet という形で行える5。それにより、元の情報が加工され、新
たなコンテンツとして流通することになる。これは、法情報の伝達過程
としても注目に値する。とりわけ、公訴時効改正に関わる twitter 上の
情報伝達において、この立法が象徴した「被害者感情への配慮」が重視
されていたかを検証する。
第１に、時間性と話題の分散についてである。2010年４月27日に公訴
時効改正の法案が通過した当日から５月１日にかけて、
「公訴時効」に
関する Tweet が集中した。それらの多くは、一般の生活情報に関する
Tweet でよく見られる写真やビデオ付きのものではなく、殆どが大手
新聞社または法律系メディアの引用とそれに関するコメントであった6。
その発信時期については、2010年４月24日に３件、４月26日に１件だっ
たのに対し、
４月27日の法案成立当日には129件まで増加した。翌28日は、
法学研究者のアカウントが発信した Tweet が多かったが、総計数は75
件に止まった。その後も、発信は減少を続け、５月８日になると「公訴

international conference on World wide web (2010), pp591-600（http://dl.acm.
org/citation.cfm?id=1772751&CFID=549215411&CFTOKEN=21422347）
（2016
年１月31日アクセス）にも類似する視点が見られる。
5

自分の発信以外に、ReTweet（以下では RT と省略する）とは誰かのポスト

を自分のアカウントで再配信することである。興味深いポストを自分のフォロ
ワーに読んでもらいたいというシンプルな思いが RT のベースにあるが、客観
的に情報に注目させ、ユーザ側の認識を拡げる効果もある。
6

言及した Tweet の情報源は Twitter 社にあるが、ユーザの検索サービスを

利用し、
「公訴時効 since:2010-4-1 until:2010-6-30」で検索をすれば、オンライ
ンでデータの内容を見ることができる。RT 数が高いのは、朝日新聞東京報道
編成局（RT 数４回、2010年４月27日午後１時27分）や法なび @hounavi（RT
数６回、４月27日午後５時36分）が発信した速報である。前者は国会審議の報
道、後者は公訴時効改正に対する日弁連の会長声明である。そこで見られる
Tweet は、公訴時効の話題に関する一般利用者の弱い発信力を示す現象かも
しれない。
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時効」に関する投稿は１件のみであった7。他方、
「時効」は、公訴時効改
正の話題以外に、他のテーマでも使用されていることがわかった。例え
ば、「時効」を、公訴権の消滅と関わる本来の意味ではなく、時間制限
を 表 現 す る 言 葉 と し て 使 う ケ ー ス で あ る。 以 下 の、@yubitter が @
kai0831に向けて発した Tweet が、この使い方の典型例である。

＠ kai0831昔話的でもう時効だよ～（^O^）笑い話だよね今となっては
…あの頃はリアルに売ってる子たくさんまわりにいたけど今もあるのか
ね～顔写真付きとかだったよね…あ、私はやってませんから！（2010年
６月27日14:05:31 by @yubitter）
また、刑事ではなく、民事法の時効に関する Tweet もある。特に、
法学部あるいは法科大学院に所属する学生と教員が発した Tweet で用
いられる「時効」は、知識としての時効概念に言及することが多く、実
際の事件や訴訟を紹介するものは少ない。
第２に、
「公訴時効」という表現を使った Tweet（以下公訴時効の
Tweet という）には、様々な情報源が認められる。すなわち、新聞、テ
レビすなわち専門的な報道機関による Tweet8が見られるほか、関連研
究会やイベントの情報、関連資料の紹介なども Tweet されている。
「公
訴時効」
に関連する研究会やイベントについては、当該活動の参加者が、
現場の進行を記録し、Tweet するケースも多い。例えば次のような
Tweet である。

7

李光鎬「ツイッター（Twitter）上におけるニュースをめぐるコミュニケーショ

ン」成城大学社会インノベーション研究第９巻（2014）では「金正日総書記の死
去」をめぐるニュースを素材に、ツイッターでのコミュニケーションを検討し
た。その研究は、当該ニュースが伝えられた当日を中心に、２～３日という短
期間で爆発的に発生し，急速に収束していくコミュニケーションのパターンを
明らかにした。本研究と同じく、ツイッターというメディアの持つ速報性と分
散性が確認された。
8

＠ asshuku（圧縮新聞）公訴時効（７年）が半年後に迫っていた500億ドルの

赤字 2010年５月６日12:15:04 from EasyBotter。
［5］
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@crusing21まず、桐蔭横浜大学の河合幹雄さんから、「議論と熟考がほ
しかった公訴時効廃止」と題して報告がありました。現在、質疑応答中
です。2010年５月１日13:28:19 from Twitbird iPhone 9
第３に、Twitter における公訴時効関連の言説には、発信者とフロワー
との間に行ったコミュニケーションだけではなく、法学論文など専門資
料に関する紹介も含まれている10。その場合、引用リンクの使用が頻繁
に行われている。すなわち、ユーザたちの情報行動によって、個々のコ
ンテンツが流動的かつ相互干渉的に形成されている。例えば、
「ブログ
更新：公訴時効廃止に何を見るべきか http://bit.ly/a9BBYY」という
Tweet は、政治学者の松尾龍佑が、５月10日12：41：44に Tweet した
ものであるが、その情報は、同日の12：57：15と13：27：12に「BLOGOS
編集部」と「＠ Blog_Rss_New」に転載されていた。「＠ Blog_Rss_New」
は、
「公訴時効廃止に何を見るべきか http://bit.ly/a9BBYY」として松
尾の原文をそのまま引用している。
上記の引用手法では、発信者が情報を140字以内にまとめる作業を行
うと同時に、情報の引用を通して情報源が明らかにされる。ゆえに、引
用された情報は、引用者の解釈ではなく、情報リンクを通じて本来の構
成で提示されることになる。そうすることで、Twitter 上の公訴時効情
報には、短い表現に込められた臨場感という特性が備わることになる。
他方、１つのメディアで情報をカバーしているわけではなく、多数の情
報源が無変換で組み合わされているという形になる。
第二款

意見の交換

公訴時効に関する Tweet の多くが一方的な情報提示のみで終わって
おり、発言者が相互に話し合うことは相対的に少なかった。しかし、

9

2010年５月１日に、青山学院大学で行われた公訴時効に関するシンポジウム

で発信された Tweet である。
10

例えば、次の Tweet：おもしろかった＆勉強になった。道谷卓（2009）
「公

訴時効をめぐる最近の動向」姫路法学』vol.50

2010年４月29日20:48:52 from

dabitur mobile web。
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Twitter には、一方的発言ではなく、コミュニケーションを促すような
機能もある。例えば、質疑応答の形で一般のユーザが直接に法律専門家
と交流する場合も見られる。

@Nomurashuya 11 @fujii_haru 鋭いご指摘ありがとうございます。時効
は撤廃されて捜査せずでは無意味ですからね。考えてみます。RT@
fujii_haru 素朴な疑問なのですが、警察官の数を増やさないのに、公訴
時効が撤廃されると、最近起きた事件に対する捜査が手薄になり、逆に
社会に対してマイナス要因があるのではないかと思うのですがどうで
しょうか？それともあくまで精神的予防防犯効果を狙ったものでしょう
（2010年５月６日07:17:01 from web）
上記の会話は、公訴時効改正の効果に関する専門家と素人のやり取り
と思われる。応答者は、Twitter を通じ、自分の活動を発信している法
律研究者である。両方とも丁寧語の使用により相手への配慮を示してい
る。すなわち、友人など親密な社交関係における会話ではなく、フォー
マルな意見交換の形式でやりとりがなされている。
他方で、
質問者は専門性への一定の配慮をしている。質問の冒頭で「素
朴な疑問」と控えめに述べているほか、
「公訴時効が撤廃されると……」
と公訴時効撤廃の効果についての一般的な議論を「と思うのです」
「で
しょう」という表現によって提示している。つまり、質問があくまで質
問者の個人的意見、
つまり「私見」に基づくことを示唆している。逆に、
専門家である応答者は、
「時効は……無意味です」というように、
「私見」
ではなく、法学的な専門知識に基づいた客観的判断と読み取れる形で発
言している。
以上をまとめると、インターネットのソーシャルメディア上では、
「時
効」に関して、日常生活の領域と法の領域と異なる用法が使われている

11

中央大学法科大学院教授の野村修也のアカウントである。2010年５月６日

に、
「公訴時効の見直し」をテーマとした「野村修也の木曜政経塾」
（News24木
曜日）が20時20分から生放送された。引用は、野村が、ツイッター上で自身が
出演する番組の宣伝をした直後のやり取りである。
［7］
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こと、また、引用や「RT」によって、研究者や弁護士など法律学の専門
家による意見が編集されずに伝達されている場合もあること、がわかる。
そして、公訴時効改正については、一般のユーザが法律専門家の言説に
従う傾向も見られた。つまり、ソーシャルメディアは、個人による情報
発信を促進し専門家への柔軟な接触を容易にさせる効果を持つものの、
「公訴時効」に関しては、情報の日常化よりはむしろ法律学の専門的知
見による啓蒙に寄与した面があったことに注目すべきであろう。
［小括］
以上「時効」に関して見て来たように、伝統的な報道とソーシャルメ
ディアでは報道の方向性が異なっている。その原因は、両者の情報と表
現にある構造的な相違と関わる。
まず、新聞やテレビは、被害者の経験を鮮明に表現することができる
が、
公訴時効という制度の解説に向かっていないことが明らかになった。
公訴時効制度そのものに関する情報は、有識者コメントのような第三者
の記述という形で、理論的かつ抽象的な活字表現にならざるをえないの
に対し、被害者遺族に関する情報は、取材対象となる人物の体験など日
常生活に接したものとして、ビジュアル情報も多く含む形で、メディア
自身が編集できるからである。
これに対して、ソーシャルメディアでは、人々が自ら情報を整理する
ので、
マスメディアなどの報道への依存度が小さくなる。また、インター
ネットでは、無限の情報へのアクセス可能性はもちろん、自分の意見を
より容易に発信できることによって発信者と受信者の境界が消えがちに
なる。Twitter を通じて公訴時効の情報を収集する場合、個々のユーザ
は発言しながら、情報の共有・改変が柔軟にできるのも特徴である。そ
れを受容するユーザは、
「場当たり的」なものでありながら、法学に関
わる様々な専門家とのコミュニケーションによって法律学の観点に触れ
ることもできる。
第２部でみた立法審議過程で参照された「世論」は、被害者情報を中
心としたメディア報道を通じて「処罰感情」に共感した声であった。上
に述べたような構造において、マスメディアの時効報道は、被害者の処
罰感情への共感（sympathy）をクローズアップし、社会の処罰感情と混
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同する傾向があった。その報道傾向は、第五章で指摘した審議会の〈報
道型処罰感情〉
、すなわち報道の伝達による〈被害者処罰感情＝社会の
処罰感情〉の構図と合致している。実はこうしたメカニズムについては
これまであまり検証なされていない。
他方で、
公訴時効について見たように、
ソーシャルメディア上のコミュ
ニケーションでは、かえって法律学の知識を重視する傾向も見られた。
それは、新聞やテレビが流す情報が、社会構成員の間の共通理解とは限
らないという可能性を示しているとも言えるだろう。だとすると、立法
過程において参照されるべき適切な世論とは何か、再考する余地がある
ように思われる。その問いを意識しながら、次の第８章は、立法過程に
おける世論と情報の関係を分析する。

第八章 「世論」という情報
─ユーザ視点の法情報をめぐる概念
「
（日本の遵法精神論について）
、遵法精神が足りないといわれている面
はどういう意味を持ち、
どうしたらその欠陥がなくなるのかというのは、
法社会学の研究の課題であるということを始終考えております」12
第５章から第７章までの事例研究は、2010年公訴時効改正をめぐる法
制審議会の審議、関係訴訟の判決、そして、新聞、テレビ、Twitter に
おける情報の発信、編集また使用の状況を分析した結果、
「世論」とい
う概念を介することで、被害者あるいは被害者遺族の主張を含む情報が
立法審議で検討され、法改正に影響を及ぼしたことを明らかにした。ま
た、その現象は、当事者あるいは有権者の「感情」や「体験」を重視し、
法律専門家（立法作業に関わる官僚も含む）あるいは（法）専門的学識を
13
の効果が表れた事例でもある。その効
排除するという「感情的な言説」

12

末弘厳太郎の法律社会学講義における第４講「法律社会学の課題」六本佳平

＝吉田勇編『末弘厳太郎と日本の法社会学』
（東京大学出版会、2007）127頁。
13

本論は個人の「感情」や「体験」を強調する言説のことを感情的な言説と呼

ぶ。ここでいう言説は、英語の「discourse」に対応する言葉である。英語の
［9］
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果について、日本の法学者はしばしば「感情立法」と揶揄している。「感
情立法」の語は、全ての論者において必ずしも同じ意味で使われている
わけではない。先行研究を踏まえると、感情立法の性質はまず以下のよ
うにまとめられる。
①感情立法は社会構造の変化と関連し、立法傾向はそうした変化に関
わる社会意識の表象であると同時に、
そうした変化から影響を受ける14。
②感情立法は司法運用におけるデータの変化に基づく修正ではなく、
「世論」を代言するようなマスコミの言説に大きく影響される15。
③法の理解（解釈）は複数でありうるが、法律家の解釈は専門家集団
による価値判断として位置づけられる16。
④感情は法律論（法学が蓄積してきた教義学 / 解釈論的な学説）と異
なり、独特の構造を有する。ただし、感情は、「世論」や社会感情に基
づく厳密な概念枠組ではない17。
「discourse」はラテン語に由来するものである。ラテン語では、
「discourse」は
「dis」と「course」の２つの部分から構成される。
「dis」は「個別」や「離れて」
を意味する一方、
「course」は「過程」や「ベース」を意味する。つまり、
「言説」
においては、その内容とは別に、表現や意見が特有の論理構造に従って構成さ
れていることが含意されている。
14

只木誠「特集刑法典施行100年──今後の100年を見据えて」法律時報81巻６

号（2009年）５頁。近時立法の動向は、これまで形成されてきた法学特に刑事
法のパラダイムに向けた社会からの「挑戦」であると思われる。立法傾向を論
じる際、多くの法学者は、感情立法を例えばインフォーマルな社会統制の弱体
化、リスク社会における個人の不安、社会価値の分散化、そして国際社会から
の圧力など、
社会（背景）の変化に適応した現象であると見る。参照、
井田良「刑
事立法の活性化とそのゆくえ」法律時報75巻２号（2003年）４－５頁。
15

「感情立法」は、世論、特にマスコミの報道が法改正を左右するといった特

徴があるとされる。生田勝義「法意識の変化と刑法の変容－ひとつの覚書－」
国際公共政策研究第６巻第２号（2002年）
、50－51頁。
16

拙稿「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 NO18、149－171頁。
17

特に刑法学者は、こうした感情モデルと法学のズレに機敏に反応し、近時

の刑事立法を基礎づけた世論は「犯罪の発生状況に関する誤った情報や犯人等
に対する不適切なイメージを前提に形成されている」こと、理性的議論に基づ
けられるより、治安状況に対する漠然とした不安の気分 / 感情と混同している
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⑤感情立法の問題は、単なる政策の問題ではない。法律家の課題は、
既存の法制度に関する教育の促進と学説修正との間のバランスをいかに
取るか、ということにある18。
こうした整理から分かるように、感情立法は、世論という情報をいか
に処理するかという問題と密接に関係している。本章で扱うユーザ視点
とは立法過程における世論の意見をいかに反映させるという情報使用の
プロセスを指す。
第２部で検討してきた2010年公訴時効改正については、形式や目的の
違いにも関わらず、法制審議会で行われた「質疑・討論」、新聞やテレ
ビの報道、ネットのすべてに、世論という接点で共有された部分が存在
することを指摘できる。つまり、実際の情報コミュニケーションとして
「世論」は多種多様な言説を受け止めながらそれを送り出していく中間
的な媒介とみなしうる。これまで多くの世論研究は当該社会における世
論の形成を課題としていた。また日本の立法学は政策の実行可能性を重
視していた。ただ、いずれのアプローチも、立法過程において感情的な
言説が反映されやすいとされている近年の現象を十分捉えきれていな
かった。なぜなら、世論の形成過程という「過去」にも政策の予測可能
性という「未来」にも属していない「いま」において、感情的な言説が立
法過程を通じて被害者（遺族）の置かれた状況を社会に共有させている
のではないか、という新たな（立）法理解を孕んでいると本論が考えて
いる。
具体的には、以下のように議論を進めよう。第一節では、世論と公共
ことを指摘する。この点については、松原芳博「立法化の時代における刑法学」
井田誠＝松原芳博編
『立法学のフロンティア３』
所収
（ナカニシヤ出版、
2014年）
、
132－134頁を参照。
18

刑法学者の井田良は、社会の複雑化と価値の多元化という社会背景をふま

え、
「社会が種々の異なった構成原理に支配される単位から成る『パッチワー
ク』と化していくに連れて、それに対応して法もパッチワーク化していかざる
を得ない」ことを認めつつ、
「社会構造の変化を踏まえつつ、専門的見地から
社会意識に働きかけ、一般国民を啓蒙すること以外には、刑法学と社会意識と
の乖離を狭めるための方法はないことに思い至る」と述べた。井田良『変革の
時代における理論刑法学』
（慶応義熟大学出版会、2007）
、20-21頁を参照。
［11］
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圏の研究の到達点を確認し、感情的な言説を「世論」という「情報」に含
め得るのか検討する。第二節では、立法学の知見を参照しつつ、「なぜ
近時の立法過程において感情が多く語られるようになったのか」に焦点
を合わせ、改めて近時の日本の立法過程において世論という情報が果た
している役割を論じる。
第一節

世論と制度形成

「世論」
（Public Opinion）という概念は、制度の妥当性や政策評価の鍵
を握る重要な概念である。ただ、その概念自体は曖昧なものである。
一方、世論研究においては、その概念の曖昧さが、研究者によって異
なる「世論」の定義を可能にした。世論現象を研究対象としている専門
家の間でも「世論の定義は世論研究者の数と同じだけある」と言われる
程、その概念は多義的である19。従来の世論分析、特に法学・政治学の
古典的な分析では「適切な世論」が探究されている。ただし、それらの
分析では、法情報の形成──具体的には、メディアや報道がいかに立法
に反映されているのか──には十分な目配りがなされていない。他方、
情報環境に着目した世論分析は、確かに情報の収集 ･ 理解と人々の行動
との間の相互作用に関心を持つが、制度設計への影響について論じるこ
とが少ない。
第一款

制度根拠としての「世論」

世論の概念自体は、18世紀以降、欧米の民主制度に関する議論の中で
登場した。情報の透明化、報道の自由の保障などが、世論の形成に繋が
るものとされる。例えば、ルソーの『社会契約論』では「法は、本来、
社会的結合の諸条件以外の何ものでもない。法にしたがう人民が、その
作り手でなければならない」と立法における市民参加の重要性を説いた
が、
「公衆を啓蒙した結果、社会体の中での悟性と意志と一致が生まれ、
それから、諸部分の正確な協力されに、全体の最大の力という結果が生
まれる」ことを言及し、曖昧な社会風潮と区別したうえ、正しさを導け
19

Hennessy, B.C., Public Opinion (2nd edition), Duxbury press, 1970, p.21.
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る「一般意識」を提示した20。そこで、立法における世論は、市民による
実際の発信内容ではないことがわかる21。
より実際的な法制度の動向と世論との関係を論じたのは、A. V. ダイ
シーの「法と世論」
（Law and Public Opinion in England、1905年）で
ある。ダイシーは、19世紀のイギリスにおける「世論」と立法の関係を
分析し、立法の傾向が労働者階級など「大衆社会」の思想風潮と関連し
ていたことを実証して、
「19世紀の世論は法を創造する重要な力」であっ
たとした。しかし、ここでも「世論」の定義が明確ではなく、政党、利
益集団の意見や学説など個人以外の集団的な言説を表す言葉となってい
る。
制度根拠としての世論という考え方は、議会を立法機関とする民主制
の設計において実現されたように思われる。日本では、現行憲法により、
国会が唯一の立法機関として位置づけられている（第41条）。実際の法
律案の多数は内閣提出によるものであるが、内閣提出法案にも近時「世
論」の支持を求める傾向が見られる。例えば、2005年６月の行政手続法
の改正で新設された意見公募制度（パブリック・コメント）が法務省の
立案段階でよく使われている。意見公募制度の趣旨は、
「行政機関が命
令等
（政令、
省令など）
を制定するに当たって、
事前に命令等の案を示し、
その案について広く国民から意見や情報を募集するもの」とされる22。実
践例として、例えば前述の公訴時効改正についての審議過程を挙げるこ
とができる。公訴時効改正の審議過程、具体的には法制審議会において

20

ジャン・ジャック・ルソー、桑原武夫＝前川貞次郎（訳）
『社会契約論』
（岩

波書店、1954）
、60－61頁を参照。
21

18世紀のフランス革命やアメリカの独立といった重大の社会変革において、

世論の言説は、しばしば政治環境の変化とともに、もっとも重要な政治勢力と
される。世論概念の曖昧性にも関わらず、
「世論」の論者がその時々の具体的
な政治的コミュニケーション環境に依存して立論していることは、歴史的分析
によって指摘されている。ジョン・G. ガネル、中谷義和（訳）
「民主政と世論
の概念」立命館法学324号（2009）384-404頁を参照。
22

意見公募手続については、総務省の公式サイトを参照。

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/iken_
koubo.html）
（2016年１月31日アクセス）
［13］
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は、パブリック・コメントが審議の資料として委員に配付された。他に
は、市民立法と称される議員立法の一種も、世論を直接反映した立法の
類型である。市民立法とは、市民あるいは社会活動団体が法律・条例案
を立案し、議員がそれを法案として議会に提出する立法過程であり、行
政府または議会が社会のニーズに応えていない場合に、それを補う役割
を果たす23。
世論は、
法に内在する概念24ではない。以上の議論から分かるように、
「世論」と呼ばれるものは、立法審議過程の参与者以外の社会意見が制
度設計に影響を及ぼすという点で民主的正統性をもたらす。むろん、こ
れらは、立法の根拠としての理念的な意味での世論25についての確認に

23

市民立法の活動に取り込んでいる市民団体として、市民立法機構を挙げるこ

とができる。その活動模様について、当該団体のホームページ（http://www.
citizens-i.org/about.html）を参照（2016年１月31日アクセス）
。他には、市民立
法機構が出版した『市民立法入門─市民・議員のための立法講座』
（ぎょうせい、
2001）もある。
24

ここで法の内在的概念とは、制度設計また法律解釈に現れる問題を適切に

概念化し、問題を解くために首尾一貫した説明が求められるものを意味する。
25

集合的な言論・感情による抑圧への恐れ─「多数者の専制」
、また世論の操

作可能性という世論形成上の問題から、法学の領域では世論に対する立場は慎
重的である。例えば、毛利透は憲法学の視点から「表現の自由」という問題枠
組の下で、世論における個人の自由の実現の重要性を論じた（毛利透、
「表現
の自由─その公共性ともろさについて」岩波書店2008、第１章を参照）
。また、
山口は、サイバースペースの法規制に関して、
「我々がコミュニケートする方
法や知的な資源を発達させる方法に対する影響を及ぼす」
、といった観点から、
多様性の保護と公的言論空間との繋がりを指摘した（山口いつ子、
「情報法の
構造」東京大学出版会2010、第３章を参照）
。その他、報道被害に関して両当
事者が対等な報道のチャンスを得られるよう、いわゆる反論権を主張する学説
もある（渕野貴生『マスメディア報道が刑事立法に及ぼすインパクト』
、
「民主
主義法学・刑事法学の展望─刑事訴訟法・少年法と刑事政策」小田中聰樹先生
古稀記念論文集、日本評論社2005、pp423-447を参照）
。これらの議論は、いず
れも、世論の基盤となる適切な情報環境を構築しようとするものである。そこ
には「健全」なものか誤りやすいものか、公正なものか偏ったものか、といっ
たと世論に対する懸念を読み取ることができる。世論形成のための前提条件を
重視し、その条件を満たせないものは真の世論としてみなすことができないと
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とどまる。そこで次に、現実に「世論」と呼ばれるものがどのようもの
であり、政策決定のどの部分が世論の拘束を受けるか、という世論の実
態について分析することにする26。
第二款

動員機能としての世論

世論の動員機能は、社会構成員の政治参加を促す効果のことである。
ユルゲン・ハーバーマス（Jurgen Habermas）は、1962年の著作『公共
する。こうした法学における世論理解は、確かに現実の世論に対して一定の条
件を与えるものである。ただ、それらの多くは司法の観点から、当事者の救済
を想定し論じているため、社会の制度設計を行う際に用いられる世論の概念と
同様に語ることができるのか検討の余地がある。
26

法との関わりで世論の役割を論じる際に、ベンサム「世論法廷（public

opinion tribunal）
」という構想を言及しなければならない。ベンサムは、悪政
に対する最大の安全保障として世論の役割に期待した。実際の制度として運用
していないが、ベンサムの「世論法廷」は、統治される人々の真意を政府が知
ることを可能にするため、当該社会の構成員資格を問わず、立法問題に関心の
ある成人から構成するような普遍的な議論の場である。その役割に関しては、
１）
統計的・証拠提供的機能（statistic or evidence-furnishing function）
；２）
批
判的機能（censorial function）
；３）執行的機能（executive function）
；４）改善
勧告機能（melioration-suggestive function）の四つに分けられている。統計的・
証拠提供的機能とは全ての公的慣例・法令・制度・処分・手段に関する事実、
あるいは、社会の利益に影響を及ぼす行為に関する事実を国民に提供すること
である。批判的または執行的機能は、統計的・証拠提供的機能による事実を元
に、問題となっている公職者の行為を判断することである。ただし、ベンサム
の「世論法廷」の機能は政治的制裁（法的制裁）ではなく、道徳的制裁に属する
ものであり、また公職者の行為に関する集団的意見による承認と否認を施行す
るものである。その意味では、通常の立法過程および法律に関する判断とは別
のものだと思われる。従って、
本論文の議論に関連しないように見える。ただ、
社会制度における世論全体の意味を考える際には、有用な参考になるため、
別論で検討する必要があると思われる。例えば、ベンサムの「憲法論」第一
巻、または『悪政に対する安全保障、その他トリポリとギリシアのための憲法
論』
、CF.F.Cutler，Jeremy Bentham and the Public Opinion Tribunal, Public
Opinion Quarterly 63-3 (1999), pp321、
西尾孝司
『ベンサム
『憲法典』
の構想』
（1994
年）193-213頁、戒能通弘『世界の立法者、ベンサム』
（日本評論社、2007）174177頁を参照。
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性の構造転換』において、18世紀における世論の誕生を公共空間の変化
と結び付ける議論を展開し、以下のような２つの点から世論の形成背景
を論じた27。すなわち、第一は、宮廷権力から区別されたブルジョワ的
公共空間の形成である。これによって、政治の議論に自由業、官僚、企
業家など新しい社会層が参加可能になった。第二は、資本主義的な経済
が確立してきたことである。それは、議会を中心した近代の政治参加を
支持する基盤となっている28。
ハーバーマスの大著『事実性と妥当性』
（Between Facts and Norms
－ Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy）の中で
は、世論＝公論と制度形成に関して以下のような考え方が示されてい
る29。
①意見をめぐるコミュニケーションのためのネットワークである公共
圏の中でコミュニケーションの流れは理性的な議論として総合化され、
結果としてテーマごとに収束した公論となる。
②世論調査─個人の私的意見を統計的に集計した集団の意見ではな
く、公論にとって問題なのは、その構造化と質である。つまり、公論と
は単なる事実のことではなく、コミュニケーションの手続的特性によっ
て意味を持つ概念である。
③社会を理解する情報リソースとして、コミュニケーション参加者の
27

ハーバーマスのコミュニケーション論は、日常的なコミュニケーションを

ベースとして「理想的な発話状態」を構成しようとしている。その狙いは、世
論を新聞、テレビなどさまざまな情報媒介の特質から解放し、立法が合理的な
帰結を導くことにある。ただ、そのモデルによれば、議論のポイントは、立法
過程に対するネットの普及など情報環境の変化の意味を解明すること、それぞ
れ媒介の特性による影響、つまり「差異」の解明ではなく、世論と政治議論と
の間に一貫性を探ることにある。
28

ユルゲン・ハーバーマス（著）
、細谷 貞雄＝山田 正行（訳）
『公共性の構造転

換─市民社会の一カテゴリーについての探究』
（未来社、1994）
、20-38頁。
29

ハーバーマスの世論観については、J. Habermas, Between Facts and Norms:

Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, The MIT Press
(1998), pp360-366を参照。ユルゲン・ハーバーマス（著）
、河上倫逸（訳）
『事実
性と妥当性（上）─法と民主的法治国家の討議理論にかんする研究』
（未来社、
2002）
、218－227頁。
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行為（選挙）は立法の意思決定に影響を及ぼす。
④公論のコミュニケーション回路は、私的な生活領域（個人的な体験）
のネットワークと接続している。日常生活の社会問題に関する私的な意
見は、世論と称されるものを通して立法過程の公的な議論と連動する。
ハーバーマスの理論からは、非公式の討議は、一定の条件を満足した
場合に、議題として公式的な立法過程に導入されるべきとする考え方を
読み取ることができる。その考え方の特徴は、制度根拠としての世論概
念よりも、
具体的な世論の構造に注目することにある。ただし、ハーバー
マスの討議原則は、議論の正統性を重視し、関係者の全てが合理的な討
議の参加者として合意することを前提とする30。
上述のようなハーバーマスの理論は、後の熟議民主主義論に大きな影
響を与え、それが1980年代以降アメリカにおいて爆発的に議論されるよ
うになった31。それぞれの熟議民主主義理論は、ハーバーマスの理論を
意識しながらそれぞれ独自の展開を見せているが、公共・政治過程にお
ける議論（意思決定）のあり方に注目するのが基本的なスタンスとして
共通しているように思われる。必ずしもハーバーマスが想定した理想的
なコミュニケーションの仮説に縛られていないが、議論の構造自体に関
する考察を深めるという点では、ハーバーマスとの間に議論の連続性が
窺える。
ジョン・ドライゼク（John S. Dryzek）は、熟議民主主義の研究動向
について、制度的な転回（institutional turn）─議会のみではなく市民集
会など身近な政治活動を分析すること─、システム的な転回（systemic
turn）─政治学のみではなく意思決定に関する社会学・心理学の知見を
30

ここでの討議には、各人のモノローグを避け、不偏不党の判断前提など、

幾つかの条件が付けられている。立法にかかわる「世論」と法のコミュニケー
ションについてのハーバーマスの理論においては、一種の理想的コミュニケー
ション共同体が想定されている。
31

Iris M. Young, ‘political theory: An overview’, Robert E. Goodin and Han-

Dieter Klingemann eds, A New handbook of Political Science, Oxford
University Press, 1996, p486. ヤングは、熟議民主主義の論者として、Joshua
Cohen、Thomas Spragens、Cass R. Sunstein、Frank I.Michelman、John
S.Dryzek、Jurgen Habermas、James S. Fishkin、James Bohman を挙げている。
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導入すること─、実践的な転回（practical turn）─世論の動員など実際
問題への注目すること─、実証的な転回（empirical turn）─実証研究の
発展を重視すること─、が持つ発展性を力説している32。
また、ドライゼクは、ハーバーマスの理想的コミュニケーションに対
して、実証面における合意形成が担保されていないことを批判した。そ
の問題点を克服するため、彼は世論意見を合意としてみるのではなく、
様々の社会言説と立法のつながり（network）から世論の意義を解明す
るよう提唱した。彼は、公的議論の参加単位を言説（discourse）という
概念を通して再構成した。ここでの言説とはある特定の判断を示す一連
の概念（concept）
、属性（categories）
、または考え（idea）であり、単な
る記述の発言（words）ではなく価値判断を伴う社会的な行為とされ
る33。ドライゼクによれば、公的議論は、個人の発信や集合的な意見か
ら構成されるものなのではなく、
様々な言説（discourse）のコミュニケー
ションが発生する場として理解されるべきである34。そうすることで、
彼の議論は世論の実態を言説の形成、流通過程の分析へ繋げていこうと
するわけである。
以上のような議論をみると、近時の世論研究は、法形成に関わる意思
決定の方法をめぐる議論にまで拡大してきたことが分かる。最近、アメ
リカをはじめとして、世界中で展開されつつある討論型の世論調査と
いった実践も行っている35。この動向は、市民が政策について議論する
という政治参加の変化を反映していると言ってもよい36。

32

John S. Dryzek, Foundations and frontier of deliberative governance, Oxford

University Press 2012, pp6-14.
33

注39、chapter2, pp31-33.

34

注39、chapter4, pp76-79.

35

実際の政策形成面では、例えば政府による新しいエネルギー政策の策定に

関して討論型世論調査の導入が見られた。
（http://keiodp.sfc.keio.ac.jp/?page_
id=243）
（2016年１月31日アクセス）
36

James S.Fishkin, When The People Speak:Deliberative Democracy and

Public Consultation, Oxfoird University Press, 2009, chapter4（岩木貴子訳、
『人々の声が響き合うとき：熟議空間と民主主義』早川書店2011、162-163頁）
を参照。
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以上の整理を踏まえながら、法制度の形成において世論概念の特性を
以下のようにまとめる。
第一に、世論は、内容の真偽よりも、形成過程のレジティマシーを重
要視する。また、近年の世論研究では、議会など公的な立法過程の意思
決定以外、市民の発信活動に言及するものが増えており、世論概念の拡
大が読み取れる。
「世論とは何か」を厳密につめていくよりも、多義的
な意味を柔軟に受け止め、具体的な議論における世論の形成とその効果
を掌握する、という理解が主流になりつつある。そうした問題状況の変
化も踏まえて、これから世論と制度形成を論じる際には少なくとも三つ
の側面から言及する必要があると思われる。それは、①世論の役割に関
する理解、②世論を求める立法過程の構造、③世論の影響力、である。
第二に、世論の概念自体を立法審議に至る言論空間の構造に関連して
理解されなければならない。ハーバーマス以後の公共圏論の展開を踏ま
えれば、世論の内容に関する単一の基準は、特定の集団およびその思想
に支配される恐れがあり、民主立法の公開性を損ないかねないと思われ
る。その意味で、世論について、もはや明確かつ固定的な概念の確立で
はなく、
「世論」をめぐる実際の議論を収集し、異なる世論の伝達類型
または相互の関係を解明することが求められる。それは、つまり単なる
世論調査やメディアの言説ではなく、法的問題を取り上げる発信活動と
その流通（法的コミュニケーション）を広い意味で考えるべきことであ
る。感情であれ、私的体験であれ、形式に関わらず世論を構築する素材
になるだろう。
第二節

世論から法情報へ

前節では、概念の分析を通じて、最近の世論理解では民主社会におけ
る法制度の正統性を支える政治的な性質を持ちながら、ある社会問題を
めぐる様々な社会構成員の発言や活動に当てる言葉を通じて表す、世論
には感情的な言説も含まれ得ること、を明らかにした。しかし、こうし
た世論が、立法過程にいかなる影響を及ぼすのかを明らかにすることは
極めて難しい。これは、立法の審議における世論のあり方が明らかにさ
れていないからである。近年、各官庁の立案作業について、審議過程の
［19］
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公開やパブリックオピニオンなど情報収集の視点から、世論に言及する
ようになっている37。前章では、メディアでの法報道や市民の政治活動
を通じて形成される世論の言説が議題設定の機能を持っていることを示
した。そして、立法過程では世論が法律案の作成またはその決定に使わ
れている。情報伝達の観点に従えば、ここで立法過程における世論の使
用は「社会の現実」に関する情報の取捨選択のプロセスになる。また、
前章で検討した通り、世論に関する議論では、その「社会の現実」が法
的な対処に値するかが判断基準となる。従って、立法の作業はそうした
「社会の現実」を法律・政策に「翻訳」するものともいえるだろう。すな
わち、立法過程においては世論が将来の制度を構築・予測する材料であ
り、制度定立後は、当該立法過程で取り上げられた世論が立法目的を把
握する補佐的な情報となる。つまり、立法過程においては、世論は法に
関わる情報つまり法情報に転換しているのである。
以上をふまえつつ、本節では、立法過程の情報使用に注目し、「なぜ
いま感情的な言説が立法に反映されやすいのか」を考察する。具体的に、
まず日本の議論を中心に、立法過程における世論の位置づけを明らかに
する。次には、法案作成に関わる重要な主体である法律家の立法論を通
じて、これまでの立法過程における世論という情報の処理方法を検討す
る。そして、法の象徴的機能論を参照 ･ 紹介しながら、ユーザの観点か
ら情報の理解に着目し、立法「事実」と立法運動における「情報」との落
差を示す。
第一款

立法過程と世論

立法を一般的に理解すれば、法形成の一形態として法を定立する作用
38
となる 。法律上は、立法には国会による法律の制定（日本国憲法58条２

項）、行政府による政令の制定（日本国憲法73条６号）、地方公共団体に
よる条例の制定（日本国憲法77条）が含まれる。ただ、本節においては、
刑事法改正との関連において立法過程を考察するため、国会の議決を経
た法規範の創設プロセスを対象とする。
37

森田朗『会議の政治学』
（慈学社、2006）
、126－133頁を参照。

38

金子宏＝新堂幸司＝平井宜雄
『法律学小辞典
［第３版］
（
』有斐閣、
1999）
、
1167頁。
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こうした法律の定立過程について、
「立法過程」という用語が存在し
ている。日本においてとりわけ憲法・法哲学者小林直樹の業績はそうし
た立法過程論の基礎を成す。彼は、立法過程論を「広義の立法学」とし
て構想しており、
「立法のダイナミックな事実過程」を中心に「立法の事
実過程に関する実証的（＝政治＝社会学的）研究を提案した39。他に、社
会学の視点から、
鵜飼信成は立法過程の研究について「ある特定の国の、
ある特定の時期に、ある特定の法律案が、どういう社会的要求によって
発案され、どういう抗争の中で国会の審議や修正や表決をうけ、その法
律案の運命はどうなったかということを実証的に研究する」ことを説い
た40。また、坂本孝治郎は、立法過程を政策形成過程と見なし、具体的
に「政策課題の形成、政策原案の作成、政策の執行、政策の評価（フィー
ドバック）
」という五つの段階を立法過程の構成に用いていた41。そうし
た経験科学による立法実態の研究に対して、規範的な立場を強調する新
正幸は、立法過程について「法律の確定を目標とする連続的に発展する
一つの統一的な法的手続である」
、また「憲法上一般的・抽象的な立法
参与権を有する組織としての一定の立法主体の存在を前提とし、それを
基礎にしてそのうえに成り立つ立法主体の諸行為によって個別・具体的
に発展してゆく」と述べた42。彼の関心は、議会法のみならず、立法行為
すなわち「立法過程を組成し、立法手続法上の効果を有する行為」を通
じて立法活動全般を動態的に規制することにある43。実証研究と規範研
究の区別はともかく、立法過程に関してはいずれも法律の立案・審議・
制定過程がその軸を構成している。従って、本論の関心である「立法過
程における世論の位置づけ」については、法律の立案・審議・制定手続
における世論情報の収集や意見調整システムを検討することになる。
周知のように、日本の立案過程に着目した場合、議員提出法律案と政
府提出法律案という二つの大きく異なる立法の類型が見られ、前者は議

39

小林直樹『立法学研究─理論と動態─』
（三省堂、1984）
、33-36頁。

40

鵜飼信成『憲法における象徴と代表』
（岩波書店、1977）
、178頁。

41

坂本孝治郎
「立法過程」
『現代の法３ 政治過程と法』
（岩波書店、
1997）
、
106頁。

42

新正幸「
『立法過程学』の可能性」ジュリスト955号（1990）
、109頁。

43

前注42、112頁。
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員立法、後者は内閣立法と呼ばれている。国会は国の唯一の立法機関で
あり（憲法41条）
、議決を経なければ法律の創設はできない。ただし、
通説では憲法第72条に規定された内閣総理大臣が国会に提出する「議案」
には法律案が含まれているとし、内閣も法律案を提出することができ
る44。実際に、政府提出法律案が圧倒的に多く、立案の大部分が行政府
に委ねられているのが日本の立法過程の現状である45。本論の事例研究
対象である2010年公訴時効改正はまさに内閣立法に属する。議員立法か
内閣立法かという価値判断は本論の目的ではない。現実の世論や意見調
整を検討するためには、むしろ内閣立法の方が素材としてふさわしい。
内閣立法のプロセスを通じて、立案の段階から、誰により、どのような
意見が、どのような形で法律案に反映されているかを浮き彫りにできる
からである。
日本の立法過程では、国会審議の形式化、すなわち議会においてそれ
ぞれの立場からなされた発言を元に議員が相互に影響を与え合いながら
審議を行うということがなされていないということがしばしば指摘され
ている46。特に刑法改正のような、特定の業界や利益集団を対象とする
ものではなく一般国民を対象とする政策の場合、その内容が政府主導で
44

大森政輔＝鎌田薫編『立法学講義〈補遺〉
』
（商事法務、2011）
、45頁。

45

その観点に従って、日本の立法の現状を整理したのは、大山礼子『日本の国

会－審議する立法府へ』
（岩波新書、
2011）
である。また、
統計的な手法を用いて、
日本における「二院制」の審議効果を解明した実証研究として、福元健太郎『立
法の制度と過程』
（木鐸社、2007）がある。
46

大山礼子『日本の国会－審議する立法府へ』
（岩波新書、2011）
、86－88頁を

参照。武蔵勝宏が1996年の橋本内閣以後2013年の安倍内閣までの期間を対象に、
内閣提出法案の成立率と修正率、議員立法の成立数を比較した結果、最近の日
本国会では、議員立法の増加や政権の交代を背景に、国会審議の活発度を測る
一つの指標である法案の修正率にやや向上傾向が見られる。また、与党単独で
提出した法案の修正率が野党と連携したものより高いため、政治とくに政党政
治の動向が法案の審議に影響を与える面も否定できない。ただし、議員立法は
内閣立法の割合より依然として低い。従って、公訴時効改正事例のように、党
派内の利益争点になりにくい法改正であれば、審議時間の短いスピード立法に
なりやすいことも指摘できる。武蔵勝宏「立法過程の変化─野田政権から安倍
政権へ─」北大法学論集64巻４号（2014）
、86頁を参照。
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決定されていることが多い、と指摘される47。従って、法制度・政策の
決定に対して、世論に関わる内閣法制局や各省庁による情報収集や意見
調整が実質的な影響を与えていると推測できる。
内閣立法の作成過程は、企画立案48、法制審議会、法律案の起草及び
省内調整、内閣法制局調査及び審査、政府内協議、与党審査、閣議請議
（内閣法４条３項）
、閣議（内閣法４条２項）と国会提出（憲法72条）に区
分しうる49。ここから分かるのは、最後の三つの段階以外に内閣立法の
作成過程に関する法律上の規定が存在しないため、その調整方法は省官
庁内部のフォーマルあるいはインフォーマルなルールに従う部分が多い
ことである。従って、本節では内閣立案に参与した経験のある研究者の
分析成果を参考に、そこでの情報収集と意見調整の状況を概説する。
まず、情報の収集に関しては担当者や担当部署自身の判断に依拠する
面が見られる。江口隆裕の研究では、内閣立法における情報のルートと
して「日常業務での問題提起、国会における質疑、マスコミによる指摘、
審議会等の提言、利益集団・地方公共団体等による陳情、他官庁の勧告」
が挙げられ、「特定の集団の利益や政策を背景にせず、個別的な利益か
ら『中立的』な性質を有するものである」とされている50。
次に、法制審議会及び主管部局が主催した研究会は、社会に関する情
報を収集し、多様な意見を公開・交換する重要な場である。法制審議会
部会の審議に入る前あるいはその途中において、主管部局が研究会を設
け、任命された研究委員、幹事によって社会事象における課題について
問題点と解決策を検討し、中間の検討結果を公表し、関係団体等の意見
を集約し、報告書を作成し主管部局に報告するケースが確認されてい

47

江口隆裕「立法過程における意見調整システムとその限界」北大法学論集43

巻６号（1993）
、1294頁。
48

刑事法の場合、法務省組織令第五条による刑事局が刑事法制に関する企画

および立案を行う。また具体的な立案作業は総務課に置かれており（29条）
、
刑事担当の審議官と刑事法制管理官（33条）が関わる。
49

ここでの区分は前注44・大森66-73頁または松尾英夫『民事立法の現状と課題』

「立法の実務と理論」
（信山社、2005年）
、384-390頁を参照。
50

前注47・江口、1282頁。
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る51。また、第５章で検討した通り、法制審議会においては、①判例、
学説、学術資料、報道、マスコミを通じて、社会のニーズや現場の環境
等から問題点を発見すること、②現実と理想を比較検討し、解決可能な
問題点を設定することが行われているようである。
そして、法制審議会では裁判官、検察官または法学研究者など、いわ
ゆる法律専門家が法律作成の補佐役として法案の作成に加わることが多
い。立法者の判断を支えるため、規制の必要性が存在する社会の現実を
定義することは、立法の立案作業に参加する法律専門家もまた直面する
課題である。公法学者である高見勝利は、学者が立法過程に提供した知
識について、「議員の要求に応じて､ 適切と考え（その判断には､ 議会
における議論の動向を見極めたうえで､ 議員が求めるものを直感的に探
り当てる能力を必要とする）
､ 取り出した知識・情報の『断片』である」
と述べ、知識提供と学問的な検討との間に一線を画したが、それは決定
にとって「不可欠な学問的知識ないし学術情報の『エッセンス』
」でもあ
ると強調している52。従って、ここでの情報選別・理解には専門家とく
に法律家の知的なバックグラウンドが反映していると推測できる。
以上の検討は、立法過程の制度設計とその運用から情報収集および調
整の特徴を整理したものである。それらの作業に対する一般の市民によ
る理解・評価という、ユーザの視点は、立法手続の効果を検証するにあ
たって有意義である。図１は「国の政策への民意の反映程度」に関する
内閣府の意識調査の結果である。ここでは、
「国の政策に民意が反映し
ていない」と答えた人に対して、反映方法に関する意識調査を行い、
「政
治家が国民の声をよく聞く」
、
「国民が国の政策に関心を持つ」、「政府が
世論をよく聞く」
、
「国民が参加できる場をひろげる」、「国民が選挙のと
きに自覚して投票する」
、
「マスコミが国民の意見をよく伝える」という
51

前注49・松尾、384頁。

52

高見勝利「
『決定』と『情報』─立法補佐のあり方について─」レファレンス

2003年２月号、10-11頁。なお、ここでの「立法補佐」は調査及び立法考査局の
レファレンス業務を念頭に置きながら論じたものであるが、内閣立法において
は法制審議会が同じく立法過程のレファレンス業務を担当していると読み替え
る。従って、その議論は法制審議会での法律専門家の情報提供にも当て嵌まる
と思われる。
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選択肢が示されている。図１にあるように、2012年以後、
「国民が国の
政策に関心を持つ」と答えた人が増えた一方、
「政治家が国民の声をよ
く聞く」を支持する人が減少した。従って、政治家より自分たちの努力
で民意を伝える意欲が高くなってきたことが推測できる。ただ、2008年
以後、「投票」や「参加できる場」など実際の政治行動を通じて自分の意
見を示すと考えている人がやや低下していること、
「政府が世論をよく
聞く」と考える人がまずまず維持されていること、も読み取れる。すな
わち、実際の政策形成に関わる活動に参加する意欲が少ないが、政策の
形成が民意を反映すべきという認識が強まってきた可能性を指摘でき
る。以上の２点を総合すれば、政府の立案段階で「世論」への応答が望
ましいとはいえ、その世論は法制度をめぐる直接な討議から生まれると
いうわけでもない。従って、例えばパブリックオピニオンへの寄稿やヒ
アリング会議への参加など積極的な意見発信は、現在の立法過程におい
てその効果が限定的であるといわざるを得ない。一般の市民は、議会の
審議より、実際に立案過程に参与する官僚や法律専門家に対して世論へ
の高い「理解力」を求めているともいえる。
図１

国の政策への民意の反映方法（1983-2015年）
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政治家が国民の声をよく聞く

国民が国の政策に関心を持つ

政府が世論をよく聞く

国民が参加できる場をひろげる

国民が選挙のときに自覚して投票する

マスコミが国民の意見をよく伝える

（出典）内閣府（2015）
「社会意識に関する世論調査」
（http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-shakai/gairyaku.pdf）
（2015年 /12/30アクセス）

第二款

立法者と立法事実論

従来、立法は政治学の分野で取り扱われてきたこともあり、日本の法
学においてはその形成過程について必ずしも活発に論じられてこなかっ
た。しかし、法律家は、早い時期から社会現実に対する法律制定者の「理
解力」
に注目していた。穂積陳重は1890年に刊行した『法典論』において、
［25］
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政治的な議論を立法の
「実質的問題」
、
条文の構築を立法の「形体的問題」、
と区分し、両者を架橋する法学者の役割を論じた53。また、戦前の代表
的な法律辞典で1936年に岩波書店が刊行した『法律學辭典』第４巻を参
照しながら、小野清一郎は、戦前の立法論の主要な論点として、「法的
理想に適合したところの所謂正法を発見すること」
（立法政策）
、
「かく
して発見せられたところの正法を思想的に加工し、表明し、整序するこ
と」
（立法方法論）
、
「かく思想的に整序せられたところの法的秩序に対
して適当な言語表現を当たること」
（立法技術）を挙げていた54。
とりわけ、日本の立法学の先駆的な研究として、1945年に公表された
論文─末弘厳太郎「立法学に関する多少の考察─労働組合立法に関連し
て─」─を挙げることができる。そこでは、立法者として優れた能力と
は何か、またその能力をどのようにして養成すればよいかといった問題
についての法社会学的な考察が行われている。その中では、現行法に関
わる知識の他に、法哲学、法史学、比較法学による検討が、法と社会の
関係を知るための重要なスキルであるとされている。
1980年代以後、立法過程の実証的研究を進めた小林直樹は、以下のよ
うに、立法目的の評価基準として世論＝社会現実と憲法規範の価値を認
めていた。
「憲法が法の根本方向を示している限り、立法における個々の具体的
立法目的は、社会の現実的要求と憲法に表現された法の理念とを照応さ
せて、創設又は発見する合目的性の問題であって、学問的な処理の可能
55
。
範囲に属する」

ここでは、法学とりわけ憲法の解釈を通じて立法の問題を統括する立
場が示されている。彼はその見解を一貫して維持しており、2002年に出
版した著書『憲法学の基本問題』において憲法学の「憲法の基本理念の
実現を目指す向憲法的運動に明確な目標を与え、国の政策立案者たちに
も指針を示し、もしくは反省を促す」役割への期待を示した56。

53

穂積陳重『法典論』復刻版（新青出版、2008）
、59頁を参照。

54

小野清一郎「立法過程の理論」法律時報36巻（1963年）
、42-47頁を参照。

55

前注39・小林、22頁。

56

小林直樹『憲法学の基本問題』
（有斐閣、2002年）
、185頁。
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また、70年代以後公害訴訟など法運動が盛り上がり、新たな政策・法
制度への社会的なニーズが顕在化してきた。それに直面した法律家は、
別の角度から末弘の理論を承けて再出発を図った。平井宜雄は、
「法政
策学」の観点から末弘の論文を検討し、立法と法的思考との間の差異を
指摘した。元々、平井は当事者の救済を目標とする〈要件 = 効果モデル〉
のような法的思考に対して、政策（法）形成の側面では法律家は一般的
な社会効果を得るため〈目的 = 手段〉という思考様式が用いられる、と
考えている57。すなわち、政策形成のため、法律家も、事件当事者の救
済のみではなく〈目的＝手段〉の政策論の視点を意識する必要があると
説いた58。
末弘の議論は、第二次世界大戦終戦直後に法令立案作業が法律家の意
見を重視し、職業的に熟練した官僚によって行われていた背景で公表さ
れたものであるが、それに対して、平井の議論は、公害訴訟など司法実
践における政策・法形成との関わりの拡大を意識し、法政策学を通して、
市民運動など非法律家の「声」に応えることを意図した試みであった。
ただ、この「法律学の作法」は、本来の意味での法律学、特に法ドグマ
の解釈作業から離れる面も明らかである。その考えに従えば、法律家に
対して法解釈のほかに、政策作成の能力も求めることになる。いずれ両
者とも、立法者、立案者としての場面を想定して、法律学習者に対して
法学だけではなく、社会現実を適切に把握するような高い情報処理能力
を要請しているに違いない。
この情報処理について、近年の法社会学では「法的価値判断の基礎と
なる社会的事実・理論、および科学的事実・理論の一般」、すなわち立
法に関わる事実基盤として、
広く捉える理論を提示される研究も現れた。
そこでは、「ある社会問題の法的解決を共通の目的とする意思決定者の
間では、最終的な結論は異なったとしても、いかなる事実群を参照した
か、それら事実の真偽値や確率をどう評定したか、いかなる価値前提と
論理から判断がなされたか、について合理的な分析と議論をすることが
57

平井宜雄『法政策学（第２版）
』
（有斐閣、1995）
、９－15頁を参照。

58

平井宜雄「実用法学・解釈法学・立法学 ･ 法政策学─末弘法学体系の現代的

意義（民事立法学）－（総論）
」法律時報53巻14号（1981）
、48-54頁を参照。
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可能となる」、と意識調査の手法に支えられた立法情報研究のあり方が
示されている59。こうした考え方によると、例えば自分自身の体験・感
情に基づく法制度の評価も、法改正の合理性を判断する基準に組み込ま
れ得るかもしれない。
以上のように経験科学的な性格が強い立法学に対して、「正しい立法」
を探究するという規範論的な視点に基づく研究も見られる。そうした研
究において、法案の基盤となる事実の認定に関して最も広く使われたの
は「立法事実」概念である。ここで「立法事実」とは元々憲法訴訟に関す
る概念であり、
芦部信喜はそれを
「法律を制定する場合の基礎を形成し、
それを支えている－背景となる社会的・経済的－事実」と定義し、そう
した事実に関して裁判所が独自に審査すべきだと説いた60。彼は、合憲
性審査の基準としての立法事実には「立法目的の合理性（正当性）ない
しそれと密接に関連する立法の必要性を裏付ける事実だけではなく、立
法目的達成手段（規制手段）が合理的であることを基礎づける事実」が
「裁判所は、法律を
あると主張し61、こうした「立法事実」については、
支持する議会の判断かどうかを、記録や司法的確知（（judicial notice）
59

太田勝造「法を創る力としての国民的基盤─震災報道と原子力賠償を例とし

て」
『岩波講座 現代法の動態５─法の変動の担い手─」
（岩波書店、2015）
、68
頁を参照。
60

芦部信喜「合憲性推定の原則と立法事実の司法審査」清宮四郎博士退職記念

『憲法の諸問題』
523頁以下（有斐閣、
1963年）
（また芦部信喜『憲法訴訟の理論』
［有
斐閣、1973年］所収）を参考。また、同論文によれば、その概念はアメリカの
legislative facts の訳であるが、アメリカで legislative facts という場合は、
〈法
適用のためになされる事実認定〉と区別し、行政過程において法形成・政策形
成のための事実という意味で用いられている。日本での立法事実論は立法府の
管轄であり、法律の合理性を支える事実を指すが、アメリカの立法事実論は行
政府を意識し、法形成を支える事実を意味することは、浅野博宣「立法事実論
の可能性」
『法治主義の諸相』
（有斐閣、2013）
、427－430頁が指摘した。立法事
実を認定する際に、社会科学の利用、いわゆる科学の根拠づけが重要であると
するものとして、渡辺千原「法を支える事実－科学的根拠付けに向けての一考
察」立命舘法学333・334号（2010年）
、1807頁以下を参照。
61

芦部信喜「合憲性推定の原則と立法事実の司法審査」清宮四郎博士退職記念

『憲法の諸問題』
（有斐閣、1963年）
、523頁以下を参照。
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などにより、法律の基礎を形成する事実を審査して、決定しなくてはな
らない）
」とした62。この考え方によれば、立法目的の基礎となった事実
認定は裁判所の役割であると読み取れる63。しかし、現在では、この言
葉は裁判所の違憲審査に限らず、立法過程についても用いられている。
まず法律の立案段階においては「法的規律を必要とする社会的実態」を
指し、実態調査を踏まえた立法事実の抽出・類型化の作業が想定されて
いる64。また、国会の法案審査段階において、弁護士出身の議員が法案
の基礎になる事実を議題として挙げる際にも、
「立法事実」の語が用い
られているようである65。
ただ、何れの用法にしても、日本で扱われた「立法事実」という概念
の形成は法律学の知見やバックグラウンドと関連している。規範論の立
場から長年に渡って立法過程や立法者を研究してきた憲法学者・高見勝
利は、最近の立法活動における審議の不十分を理由に、具体な条文に関
する「立法事実」と「目的 - 手段」に関しては裁判所の方が細かい事実の
検証が可能である、と司法手法の有益性を示した66。しかし、本論文が
見て来た、立法過程での法情報の活用をふまえると、司法手法優位の立
法事実論に対して疑問を提示することもできる。第1款で示した内閣発
案における情報収集システムでは、世論に関する多様な情報ルートが機
能しており、法律作成者は社会の現実に関する情報量と質について予め
規制しているわけではない。すなわち、ユーザ側も立法者側も、情報の
面に関して誰でも発信しうる開かれたコミュニケーションの場として立
法過程を考えようとしているということが分かる。
立法府には、積極的に社会の情報を収集し、問題を解決する法的義務
（日本国憲法62条）が存在しているものの、法案の審議に関しては、実
体的にも形式的にも意思決定の基準に関する規定が存在していない67。
62

芦部信喜『憲法訴訟の理論』
（有斐閣、1973年）
、136頁。

63

浅野博宣
「立法事実論の可能性」
『法治主義の諸相』
（有斐閣、
2013）
、
430－431頁。

64

前注44・大森、315頁。

65

高見勝利「
『より良き立法』に向けた法案審査の課題」
『現代日本の議会政と

憲法』
（岩波書店、2008）
、277頁。
66

前注65・高見、281頁。

67

日本国憲法62条は議会が立法に当たって、社会の状況や国民の要求といっ
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だが、図１が示した民意への捉え方によれば、世論に関する立法者の情
報収集は実際柔軟に拡張できると思われる。それに対して、上述の立法
事実論アプローチは、具体的な事例をめぐる裁判所の事後審査を念頭に
置いている。裁判所の場合、立法事実の審査とは言え、訴訟当事者が証
拠の規定に適した形で提出した資料に基づき判断するのであり、立法過
程における情報収集のそれとは異質なものである68。
とはいえ、高見は立法過程の実態を看過しているわけでもない。とい
うのも、2008年に公表した論文で、彼はアメリカ憲法学者デヴィンスの
理論をベースに、議会が事実に関する優れた情報収集能力を有し、立法
事実に関する多角的な評価をなし得ているという、議会判断の合理性を
指摘しつつ、議会が代表する立法手続においては特定の利益集団や政治
家の選挙都合の影響が強いことにより「立法事実」を公正に捉える能力
が阻害されていると反論しているからである69。いずれにせよ、高見の
立法事実論の焦点は、立法目的とその達成手段との関連性についての審
査であり、当該立法による将来の状況の予測可能性を一貫して追求して
いる70。しかし、立法過程で行われている情報収集とその処理・公開は
単なる政策・法制度の効果を予測するためのものだろうか。次の款はこ
の点に関わっている。
第三款

象徴的機能からみる立法「事実」の情報

社会学者ガスフィールドは、
法の制度設計に関する一連の研究の中で、
当事者への救済という目的である「手段的な機能」以外に、法観念を社
た情報を収集し、自主的な国政調査権を定めている。
68

裁判所の事実認定の限界は以前から指摘されている。例えば、アメリ

カ に お け る 最 高 裁 の 憲 法 判 断 に つ い て、Henry Wolf Bikle (1924) “Judicial
Determination of Questions of Fact Affecting the Constitutional Validity of
Legislative Action”, Harvard Law Review 38 (1), pp6-16を参照。
69

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」ジュリスト1369（2008）
、18-21頁を参照。
70

高見勝利「立法の『合理性』もしくは‘legisprudence’の可能性について」
『現

代日本の議会政と憲法』
（岩波書店、2008）
、252-255頁、前注65・高見、277278頁および前注 ･ 高見、22頁を参照。
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会に届ける法の役割を指摘した（
「法の象徴的な機能」）71。法は、シンボ
ルの表出によって、司法以外の場面において秩序を生成することを図っ
ているのである。
ガスフィールドの理論によると、
公的な問題を分析するということは、
公的な概念や秩序を示すパフォーマンスのパターンを探るということで
ある。例えば、実証科学の論文や公的報告書など、立法背景に当たる資
料について、それぞれ「作品」の技法（rhetoric）を用いて法学以外の領
域でも法の「理念」を構成しうる、ということが検証された72。ここで、
立法におけるリアリティの相互作用は、公的な表現空間（ステージ）ま
たは媒介の特徴に左右されることが指摘される。また、立法をめぐる公
的な言説のあり様は、立法過程の構造、審議の透明度や情報公開制度と
密接に連動していることも示されている。
ガスフィールドの分析では、ある法改正の必要性を示す現実（リアリ
ティ）は「客観」的な事実と位置づけられるものだが、同時に、内容が
社会的に構成され得ることを重視している73。また、公的な問題は、維
持する領域（artful realm）にあるとされる。なぜなら、それを支える現
実の記述には、一方で私的な行為を公的な問題へと繋げる役割があるけ
れ ど も、 他 方 で そ の 背 後 に は 現 行 の 法 制 度 に 対 す る 否 定 的 な 評 価

71

Joseph R. Gusfield (1968), On legislating Morals: The Symbolic Process of

Designating Deviance, California law Review 56: pp. 54-73を参照。ガスフィー
ルドの飲酒運転に関する法形成の研究では、公的な知識を「アルコール関連イ
ンフォメーションの秩序」と捉え、立法に関する一連のパフォーマンスは「イ
ンフォメーションと経験的事実の実態を直接反映するものではないこと、論
理的で首尾一貫した一つの世界を構築するための方法であること」と論じてい
る。日本における紹介として、千葉正士＝北村隆憲「法の象徴的機能研究とガ
スフィールドの意義」
『法律時報』60巻10号（1988）
、72－75頁を参照。
72

飲酒運転に関するガスフィールドの分析では、科学的な論証と法的な論証

の違いに重点を置いている。その背後には、実際にアメリカの飲酒運転を禁止
する法や政策の事実基礎として、
「科学的」調査に従った論文や公的報告書が
審議の重要な参考資料として用いられていることがあるとされている。参照前
注50・Gusfield, chp IV。
73

注69・Gusfield, pp8を参照。
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（disappointment）も含まれているからである74。つまり、そうしたリア
リティを提示することによって、新たな仮定規範を提供する、とされる
のである75。そうした考え方に従えば、立法におけるリアリティは、そ
の表現形式を問わず、単なる事実状態ではなく、法制度の合理性を示す
指針にもなる
象徴的機能の立場から見ると、立法過程における情報は、将来へ向け
た問題の実体的解決の素材ではなく、立法過程を通じた共通価値の再確
認と見ることができる。例えば
「感情立法」
における法のリアリティは、
法システム運用の利便性ではなく、その法律の成立がもたらしうる価値
確認という社会的な効果にそって理解できる。その社会的効果とは、ま
さに法の象徴的価値である。
現在では、法の社会効果について解明が進んでいる。立法学に造詣が
深い法学者、マーク・ヴァン・フック（Mark Van Hoecke）は法の機能
を「 社 会 の 構 築（Structuring Society）
」と「 個 人 生 活 へ の 利 便 提 供
（Facilitating the Individual’s Life）
」に分け、法の象徴的価値（symbolic
value）が「社会の連帯を創造し、維持する」効果を有すると指摘した76。
法と経済学者、リチャード・H・マクアダムス（Richard H.Mcadams）
の 著 書『 法 の 伝 達 力─ 理 論 と 限 界（The Expressive Powers of Law:
Theories and Limits）
』では、共通認識の形成・明示という面（Law as
Focal Point）
から法における規範共有という優れた効果を論じた。また、
立法について、伝統的な投票システムと比較しながら、①制定法は、よ
り細かいな論点まで言及することができること、②短い時期の選挙報道
74

注69・Gusfield, pp19を参照。

75

この発想は、フェミニズムの理論にもよく見られる。例えば、キャサリン・

マッキンノンの議論では、
既存の法制度が男性的なものと位置づけられている。
従って、女性の考えと彼女たちの生活を表現する「リアリティ」に対する配慮
のなかったことが、まさに法制度の問題とされるのである。しかも、そのよう
な女性に対する法的な配慮は、平等といった法の基本原理に求められるもので
ある。例えば、Catharine A. MacKinnon, Women’s lives / Men’s laws, Belknap
introduction, chp. III, IV を参照。
76

Mark Van Hoecke, Law as Communication, Oxford-Portland oregon, 2002,

pp65-68.
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に対して存続期間が長いこと、③感情的な要素に影響されやすい現代の
投票システムより法改正への民意反映に社会が高い要求を抱いているこ
と、を指摘し、制定法が民意を反映する側面を評価したのである77。彼
の理論はむろんアメリカの立法過程とりわけ議会の立法審議を念頭に置
いたものであるが、
以上の三点は上述の日本の立法過程にも当てはまる。
特に、
③については、
表１の世論調査結果と親和的であるように見える。
以上から示唆されるのは、立法過程は条文の作成だけではなく、社会
構成員に向けて社会問題を議論させ、その合意を公示するコミュニケー
ション的機能を持っているということである。
「合意を公示する」とい
うことには、具体的な制度設計とは別に、法的問題として扱うべき問題
を国家あるいは共同体から社会へメッセージするという象徴的な側面が
含まれる。立法は、審議や法文の公開を通じた社会的なニーズに対する
法的応答である。そして、当事者救済を中心とする司法と違って、法改
正の影響を受けるのは潜在的かつ不特定な集団である。そのような法形
成を通じて、立法活動に参加し、関心を有する人々は当該社会に共通し
た価値観を理解し、さらに自分の規範意識を構築してゆく面も推測でき
る。このような立場に従えば、立法は、多様な立場を超えて、抽出され
ている共通認識の表明によって、司法や行政の法実践を支えるものであ
る。
「感情立法」の事例で見られた、メディアなど集団的な言説を強調す
る傾向を、法の象徴的機能という観点から検討してみると、認知件数等
犯罪に関する客観的データより犯罪被害者や遺族の感情に傾いた報道
は、共同体の象徴としての法制度が社会の共感と合致しなければならな
いという考えに根差していたことがわかる。これは、個別のメディアに
よる情報操作というより、近時の立法原理に適った現象ということがで
きる。つまり、法制度の運用実態との整合性より、公表される法文とい
う形を通じて社会の連帯感を可視化することが優先されたのである。
従って、例えば処罰感情のような法律用語の「乱用」は、単なる言葉の
アヤではなく、一定の合理性を帯びていた。公訴時効法改正をめぐる議
77

Richard H. Mcadams, The expressive Powers of Law, Harvard Uni. Pre,

2015, pp186-187.
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論には、現在あるいは将来の生活に考察の重点を置くような従来の司法
における考え方と、
過去の事件解明にこだわる被害者（遺族）の考え方が、
併存している。前者が実際の裁判や捜査活動の営みを含む司法データ、
狭意の法情報に注目するのに対し、後者は概ね感情面のケアを重視し、
「
（被害を受けた時点から）時間が止まっている」ことにこだわる被害者
（遺族）の日常生活言説に関する情報、広義の法情報を重視する。現実
には、たとえ公訴時効制度が廃止されても、実際に捜査の進展がし、さ
らに起訴にまで至る事例は極めて少ないと予測される。しかし、加害者
への処罰可能性を残すという被害者（遺族）の要求を、国会という公的
機構から法制度の形で承認し実現することは、被害者（遺族）の立場に
対する社会的理解を象徴的に示すという働きを期待できるのである。こ
うした法改正は、社会意識の変化を狙い、判決以外の形で社会に一定の
影響を与えるものである。
従来の立法事実論は、こうした法改正の象徴的機能を軽視した恐れが
ある。それは、既に法律専門家と被害者（遺族）との間の意見の衝突に
現れている。
「感情立法」と専門家に揶揄された立法過程における被害
者「感情」は、将来の行政運用を直接に志向するものとしてではなく、
現在の問題の共有化を志向しているものなのかもしれないのである。だ
からこそ、
「世論」や被害者感情の主張に配慮した刑事法立法は、マス
コミにおける被害者また遺族に関する報道の構造変化と連動しやすい。
また、
事件そのものを離れた法改正についての報道であるにも関わらず、
被害者または遺族の生活ぶりや感想などをクローズアップしたり、ドラ
マ的な表現を用い、観客の登場人物への同情心を引き出したりするやり
方は、法律学や政策学の技術的側面を巧妙に避け、情念を通じた意見の
共有を実現しているという点で、象徴的機能に注目した立法学にうって
78
つけの素材である 。

78

その問題は、メディアにおける「リアリティ」の表現手段として捉えること

ができる。例えば、映画、演劇など媒介について、現実と近い過ぎになると、
観客は現実に関する認知を歪み、また激しい感情的な反応に巻き込む危険性が
あると指摘されている。距離の取る方法は、多様であり、もちろん題材の選択
（現実の出来事を避ける）
、また舞台設計の工夫、あるいはキャラクターの設
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法情報の観点からみれば、感情の体験を立法過程に取り込むことは立
法あるいは立法活動の関係者、すなわちユーザ変化とも関係しているよ
うに思われる。第２章や第３章による新聞、法律雑誌の検討から分かる
ように、1960 ～ 80年代は、法に関わる情報だけではなく、立法を支え
る事実までも、法律専門家や政治家を通じた情報収集に依存していた。
専門家は、単なる専門情報提供者に止まらず、実質的に法案の決定まで
深く関わる者として、自らが提供する情報に政策学的な要素を入れざる
を得ない。つまり、専門家は、法律に従って政策を実施する当局者を、
想定して立案していた。従って、政策を実施する者というユーザの立場
は当時の立法過程を支配していたと推測できるそれに対して、1990年代
以後の立法は、法律家や司法以外、他の社会組織や集団多様な主体と関
与するようになっている。たとえば、立法過程では、審議会委員の多様
な構成によって、法制度のあり方について、多角な検討を期待できる。
そのような立法過程の議論は、法の専門家、すなわち法曹・法学者の同
質的な思考回路に必ずしも囚われない。感情立法においても、専門家の
言説と衝突した「感情的な言説」の背後には、法律専門家主導の立法モ
デルが衰退し、一般市民の言説を直接に扱ってもよいという発想が生ま
れたことが指摘できる。というのは、
立法情報の発信者（提供者）として、
不確定多数の社会構成員が浮上してきたことからもわかる。同時に、彼
らは、法制度に反映されることで（
「立法情報」を通じて）社会に発信さ
れる価値や理念の受信者（法情報のユーザ）でもある。確かに、法改正
案の作成や司法の運用面において、それらの情報は直接に制度の改善に
繋がるのかについて疑問は残るが、法をめぐる理解や評価を共有させる
コミュニケーションの一種として、
「感情立法」の意義を無視できない
のである。
そして、
「感情立法」は立法の民主化や情報産業の発展によって、法
をめぐる言論空間が拡大しつつある状況から生まれた現象である。その
状況を先鋭的に象徴するのが、感情的な言説に彩られた「当事者」ある
いは「被害者」の物語である。こうした「当事者」言説の高揚は、「自分
定など形式的な部分も含める。参照 Jean-pierre Vernant/Pierre Vidal-Naquet,
Myth and Tragedy in Ancient Greece, zone book, 1990, pp244-247．
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たちなりの社会をその場で新しく作ろう」という90年代以後の社会運動
モデルとも関連しているように思われる。伊藤昌亮はそうした「社会を
作り出す運動」について、合意形成という営みとしてではなく、一見抽
象的なスローガンではあるが、運動を通じた共同体の連帯の再建として
捉えている79。彼は犯罪被害者（遺族）の法運動を論じなかったが、当該
運動における「共感」の強調はコミュニティの承認を求める行為として
位置づけられる。また、
「当事者主権」という思考を説く上野千鶴子が
いう「当事者」とは、ニーズ（必要）を中心にとしたオルタナティヴな社
会構想の主体であり、具体的には「障害者、女性、高齢者、患者、不登
校者、そしてひきこもりや精神障害の当事者」といった人々のことであ
る80。犯罪被害者（遺族）の場合、長い間に彼らのニーズが（刑事司法）
制度において軽視されていた歴史がある。その他、犯罪被害という事実
によって日常生活での疎外感も体験されている。そのことをふまえれば、
「感情立法」という現象については、上野が語るような、弱者の社会運
動を背景にした「当事者の原理」と連動しているようにも思われる。感
情と「当事者原理」の関係についての詳細は別の論考に譲るが、豊田正
弘は、社会運動において、
「当事者の視点」を引き受け、感情を共有し
感情をめぐるコミュニケーションを成立させることが重要となっている
ことを指摘した81。この視点に立てば、感情の体験を含む情報は参加者
や社会の関心を集める社会動員の戦略として、法運動に活用されうると
見ることもできよう。
第１節で述べた通り、従来、
「世論」は社会合意の形成を目指すコミュ
ニケーション過程であり、法案作成など技術的かつ専門的な立法過程と
異なるものとされてきた。しかし、感情立法の事象で見たように、成文
化の作業を中心とする法制審議会などの中でさえ社会の合意の確認が行
われていた。また、
法制度自体が社会の合意を公示する情報でもあった。

79

伊藤昌亮『デモのメディア論─社会運動社会のゆくえ』
（筑摩書房、2012）
、

195-212頁を参照。
80

上野千鶴子・中西正司『当事者主権』
（岩波新書、2003）
、９頁を参照。

81

豊田正弘『当事者幻想論─あるいはマイノリティの運動における共同幻想の

論理』
「現代思想」
（青土社、1998）
、105頁を参照。
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是非はともかくとして、感情的な言説の法条文化は、法あるいは立法と
いう形で、被害者（遺族）の疎外感など共同体への不安を当該社会の構
成員に伝達し、
それへの理解を求めることを意味していたのである。従っ
て、感情的な言説は一時的なものではなく、参加者やメディアが立法過
程にアクセスする重要手段でもある。感情や体験を法情報として扱うこ
とは、立法を法意識の形成まで拡大する社会過程として理解することで
ある。こうした情報論の立場からみれば、従来の立法事実論が専門家言
説と世論言説の衝突を避けられなかったのは立法の機能を狭く捉えてい
たためであるということが分かる。そして、情報としての立法を理解す
ることは、感情的な言説を受け入れ、法形成を通じて社会の合意形成を
促進する立法の新たな可能性を考える糸口になると考えている。

結論

法情報の変容

本研究では、日本刑事法改正をめぐる情報の環境を素材に、通時的な
考察と事例研究を組み合わせ、実験的に新たな分析の試みを行った。そ
の狙いは、専門性の如何を問わず日本社会に存在する「法情報」の位置
づけとその社会意義を解明することにあった。この章では、いくつかの
総論的な問題に光を当てる。まず、これまでに明らかになった法情報の
変容をまとめる。その上で、変容の背景とその効果に関して一定の仮説
を提示する。最後に、本研究の射程と意義を検討した上で、今後の課題
を指摘する。
情報コミュニケーションは単なる法規制の対象であるだけではない。
立法などの法現象自身もまた情報コミュニケーションの一種である。そ
うしたコミュニケーションを通じて、
「法がいかに表現されたか」とい
う情報流通の面から、本論は社会における法が置かれた位置の変化を追
跡する可能性を示した。
第一節

法情報の類型

第一部の考察では、新聞と雑誌という２つのメディアを中心に、情報
の様式、情報の主題、内容の構成から、明治期以来の日本における法情
［37］
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報の変化は一時的な現象ではなく、構造的な因子に影響されたものであ
ることを明らかにした。そして、第二部ではそうした情報構造の変化が
実際の立法過程に与える影響を検証した。そこでは、第一部で述べた法
情報の変化が、受信環境から改めて確認された。
日本においては、明治期の法制度導入から平成期の法改正まで一貫し
て、新聞及び雑誌という紙媒体が、法律の公示、立法審議、条文の解説
という多様な形の法情報を掲載してきた。当初の法情報には外来語及び
漢字が多く、読者には教育背景、学習能力が要求された。また、法制度
の運営及び法学に関する知識の伝達範囲が狭いため、メディアの情報源
は法律専門家及び議員に限定されていた。第二章の考察では、その時期
において、記事の主要な作業が立法関係者の行動と意見の収集にあり、
制度設計などの法変動に関する評価への言及が少ないことが示された。
法情報の難解さに対する不満は、大正時代までに雑誌及び書籍を含む法
律情報の「大衆化」ブームにある程度反映され、第三章で紹介した『法
律時報』の誕生も大衆向けの法律書物のニーズに関わる現象であった。
だが、その後、法情報の大衆化という理念は、必ずしも維持されたわ
けではない。雑誌メディアにおいては、例えば1930年以後の『法律時報』
の編集方針は、法情報の大衆化、つまり分かりやすさに対する関心より
も、逆に法学教育また裁判官や立法過程への情報提供に転向し、専門性
への追求をより高めることになった。
情報面における専門性への追求は、
また法律専門家や法学教育に向けた情報の増加から検証された。
他方、
新聞メディアも同様の状況であった。第二章で検証したように、
朝日新聞の1950年代から1970年代の報道においては、公式的な立法審議
以外の法律専門家を代表した弁護士や法学研究者の言説が法改正報道の
方向性に大きな影響力をもった。その時期の立法情報については、新聞
のような一般メディアが主に議員及び官庁関係者個人への取材を通じて
議会・法制審議会の活動を把握したのに対して、専門家の言説を代表す
る法律雑誌は条文の解説や海外法制との比較を通じて立法審議の内容を
詳しく紹介した。ただし、基本的な報道スタイルの違いにも関わらず、
両者の間で情報が共用される場合はあった。その時期の新聞は、法律専
門家への取材や投稿を活かし、法制度の趣旨や効果に関する説明を行っ
た。それに対して、専門雑誌は、新聞が整理した立法の動向や社説を参
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照し、立法の背景資料として引用するようになった。従って、1950年代
から1970年代までは、法律専門家とマス・メディアとの情報は相互補足
的な関係にあり、法学の専門情報と法情報の社会発信が一致した方向性
を持っていたように見られる。
そのような法情報スタイルは、
1990年以後大きく崩れることになった。
法情報学の出現に象徴されるように、デジタルデータの普及によって、
法情報は書籍の活字のみならず、様々なコンテンツと連携するように
なった。情報公開制度の影響もあり、条文や立法審議の資料のような立
法情報は法務省のホームページなどインターネット上に公開され、一般
的に誰でもアクセスできる状況になっている。その一方で、『法律時報』
のような雑誌は、従来の情報資源を活かし、IT 情報技術の発展による
法情報の総合的なデータベースを提供するようになった。同様に、立法
をめぐる情報様式においても多様化が進んできた。第七章で示したよう
に、公訴時効をめぐる情報は、これまでの新聞・雑誌といった活字媒体
以外の、テレビ・ネットのような新たな情報空間においても扱われた。
形式面では、活字情報のほかに、音や映像、さらにはプログラムによる
法情報が、専門家向けのメディアにも一般人向けのメディアにも浸透し
てきた。情報の主題に関しては、その時期の刑事法改正では、法制審議
会や議会の伝統的な立法活動以外に、特に被害者（家族）、警察、弁護
士会や被害者団体などの情報が重視される傾向がある。従って、法情報
の範囲は、裁判所、法務省、議会、法曹、法学研究者など伝統的な法学
の関係分野を超え、治安という意味で日常の生活圏まで情報範囲が拡大
してきた。また、内容の構成に関しては、1990年以降、マス・メディア
では、立法議題をめぐる社会団体の活動及び意見が立法報道の一部とし
て扱われるようになった。そうした情報は、公式の立法審議や法学の専
門知識に縛られず、法制度に関する態度調査や科学的検証、当事者イン
タビューなどの手法により、
法律専門家以外の人によっても提供される。
以上のような立法報道の変化を、
本論では、
概ね1990年以前の「普及型」
法情報モデル、1990年以降「議論型」法情報モデルとして、類型化し整
理した。
「普及型」法情報モデルの特徴は、次のようにまとめることができる。
すなわち、①法情報の多くは法律専門家の言説であり、法に関する一般
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人の言説が殆ど発信されない。②新聞のようなマス・メディアでは、法
情報は主に事実報道という単一の形式であるが、法律情報誌では評論
エッセーから学術論文まで多様な形式が目立つ。③法情報は、活字メディ
アを中心としており、具体的には雑誌や新聞への投稿や書籍が主流であ
る。④法情報の内容ついては、制度の形成・実施を解説するものが多く
みられる。
これに対して、
「議論型」法情報モデルの特徴は、次の通りである。
①法に関する一般人の発信が著しくなり、いわゆる「法意識」が一般メ
ディアの法情報において一定の地位を占める。②新聞のようなマス・メ
ディアにおいては、意見、検証などの多様な記事の形式が見られる。他
方、法律情報誌では、法学教育・実務への需要に応じた法知識の解説が
ますます強調される。③法情報の様式については、活字情報以外にも、
テレビやネットのように、音声、映像などの表現形式を組み込むような
発信の様式がみられる。④法情報の内容については、公式的な制度の過
程を超えて、法利用者による法の理解、評価などの心理的な側面にも言
及されるようになった。
1990年まで専門家情報を中心に構成されていた法情報環境という状況
が打破される契機として、マス・メディアが専門家のネットワークの外
から法情報を入手し、従来法に対して無関心で司法を中心とした資料法
情報ネットワークへの統合度の低い日常生活の情報を、法情報の一部と
して扱うようになったことを指摘できる。
こうした情報モデルの変容は、
各マス・メディアの報道姿勢の変化を説明し得るものであり、各立法期
における世論効果の違いにも同調するものである。
「感情立法」におけ
る言説の相互作用は、
このような法情報の類型から説明できる。つまり、
治安の重視という立法傾向の増進や、治安活動の一環として身近な警察
の行動や非法律専門家情報の導入の促進と、連動していることがうかが
える。従って、「議論型」の法情報モデルの意義は、単なる情報発信の
形式変化に止まらず、実際に立法過程の方向性にまで影響を及ぼしてい
るのである。
本論の検証が示した結果は、公的機構の情報公開が、法情報への理解
を促進し、法制度に関わる公的議論（
「世論」
）の質を向上させる、とい
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う従来の考えを必ずしも支持していない82。
「普及型」から「議論型」への
法情報モデルの変化は、すべてのメディアで同時に起こっていることで
はない。新聞やテレビでは、法情報が日常生活の情報に接近していく傾
向が著しいが、
『法律雑誌』のような専門雑誌では司法実務及び法学教
育のニーズに応じた細分化が進んでいる。また、例えば Twitter など個
人発信のしやすいソーシャルメディアでは法律専門家の発信が重視され
る傾向があり、
逆に発信者優位の「普及型」に傾いているように見える。
その結果は、
現時点の日本社会において、
法情報モデルが完全に「普及型」
から「議論型」へ移行したわけではないことを意味する。こうした状況
を以下のように図示する。次節では、情報の編集、伝達過程の構造を踏
まえて、以上の両モデルの相互作用についてさらに検討する。
図２
社会発信
「議論型」
情報モデル

「普及型」
情報モデル

「普及型」
情報モデル

専門発信
82

それは、アメリカの政治環境における市民像と情報との関係を分析する

Schudson の理論と共通したものと見ることもできる。情報環境の変化による
市民と政治システムの新たなコミュニケーションを問題視した彼の理論は、
有識的な市民（informed citizen）から監視的な市民（monitorial citizen）へと
いう政治参加者の変化を指摘した。Schudson は、監視的な市民は、情報重視
（watchful）でありながら、他方、消極的（defensive）で、情報の利用に不器用
であるという診断を下した。Michael Schudson, “Click Here for Democracy:
A History and Critique of an Information-Based Model of Citizenship”, Henry
Jenkins&David Thorburn (2003), Democracy and New Media (Cambridge.:MIT
Press), pp55を参照。
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第二節

法情報の構造とその効果

近代日本における「普及型」法情報モデルから「議論型」法情報モデル
への変化は、
一見情報環境の変化に応じたものであるようにも思われる。
興味深いのは、少なくとも「普及型」法情報モデルにおいては、法の象
徴と法の運用との間にねじれが生じていたわけではないという点であ
る。こうした情報構造の変容を背景に、
公訴時効改正過程に見られた「世
論」と「専門」との対立が強調されやすく、逆に制度の変更を促進する
ようになった。法情報の構造を通した通時的な法的イメージの変化や、
専門家による法言説との連動に関しては、これまでの法的象徴機能論で
は言及されてこなかった。そのような点で、近代日本の法情報に関する
考察は、従来の法的象徴機能論の射程を再考する契機となるように思わ
れる。
第一款 「対立」の背後
第二部で検討した公訴時効改正の「世論」モデルと「専門」モデルの対
立は、審議における立法趣旨である処罰感情をめぐる議論、第六章でみ
たような判決と世論の立場の違い、また第七章でみたような異なるメ
ディアの言説など、さまざまな場面で確認できる。この場合、世論と専
門家の間に現れた法言説の衝突がなぜ生まれたのかについて解答しなけ
ればならない。本論文での検討は、断片的な個別事例の研究であり、そ
の現象を支える基本のメカニズムを把握するには不十分なものであるこ
とは否定できない。しかし、法言説の衝突を理解する際に、日本の法情
報空間における以下の点を注意すべきと思われる。
①情報公開制度の拡大
新聞も法律雑誌も、大きな影響力を持つ法情報の発信源である。例え
ば、
『法律時報』
における60年代の刑法改正特集は、会議当事者の体験談、
及び法制審議会の内部資料が報道の目玉であった。しかしながら、情報
公開制度によって、法学者が立法情報を独占するのではなく、立法の審
議行動及び当事者の発言などを他のメディアも手に入れることができる
ようになった。これによって、法律雑誌の立法領域における優位がなく
なった。現在、法制審議会の議事録は公開されており、当事者（団体）
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によるネットでの自主発信さえ可能である。従って、法律雑誌のような
専門誌に対する立法情報提供への期待が低下するようになることも予測
できるだろう。90年代に立法報道規模が小さくなり、批判的な評論に力
を入れる報道が増えたのもその推測の表れかもしれない。末弘厳太郎は、
『法律時報』
の創刊当時に社会に対する法情報の発信機能を設定したが、
現在では、情報開示の深化によって、法律雑誌はより細分化され、社会
に対する法制度の発信機能は他の媒体に分流したことが考えられる。
また、情報公開制度の拡大は法専門家情報と他の情報との間の形式的
分化を促進する効果がある。第二章で述べたように、立法情報と司法情
報では、
異なる情報の規制が課せられていた。立法をめぐる情報の取材・
編集および報道活動はより政治の状況に影響されやすいが、司法に関す
る情報は未だに司法現場の判断に委ねる傾向が強い。その上、メディア
情報の特徴は情報制度の立法に反映されている。とくにマス・メディア
は、紛争処理過程や当事者の状況に関連する情報の公開を強く主張する
が、専門性の強い司法データに関してはあまり言及していないことが本
研究の分析から分かる。また、第七、八章から分かるように、裁判情報
および法情報の様式が、被害者遺族、科学的検証などの別の情報源と比
べた場合に単一で文字的な空間に止まる。
②情報構成の多様化
メディア技術の変化は、情報構造の変容を説明する際によく用いられ
ている。このことは、
法情報の構造変容においても例外ではない。新聞・
雑誌のような活字メディアから、ラジオ・テレビからネットまで、映像
などを含む総合的な表現を有するメディアへの変化は、既に「議論型」
法情報モデルの特徴に反映されている。活字を中心とした専門家情報と
メディアの法情報との間では、発信の量、頻度、読者数及び様式、つま
り発信効果の差を認めなければならない。
ただし、注意すべきなのは、法情報モデルと発信様式の変化は、必ず
しも同調しているわけではないということである。70年代以降、写真、
特集など報道形式が著しく変化したが、法情報源は依然として立法関係
者・専門家の提供に依存していた。だからこそ、新聞も法律雑誌も同様
に、
憲法との整合性など刑事法改正の条文解説を中心的内容としていた。
また、朝日新聞の例によれば、1998年以降の報道方法の変化は、被害者
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遺族情報を強調することによるものである。第八章のテレビ報道分析か
ら分かるように、表現の形式が異なる複数のメディアにも同様な現象が
確認できた。日常生活に基づく被害者遺族情報は、従来の法学的原則の
変容・相対化を促し、一見バラバラな法分野をも同様の「感情」変化に
包摂し得る結果を導く。
情報技術の発展によって、
法情報の様式が多様化しつつある。ただし、
それは法律専門家とマスコミの衝突をもたらすという結論までには至ら
ないこともまた認識しなければならない。むしろ、多様なメディア空間
の出現が、同じ法情報を異なる形式で語る機会を促進する効果を有する
と理解したほうが妥当である。情報公開など情報制度の緩和に拍車をか
けた情報技術の発展に従って、法情報の一つの情報媒体（活字）に対す
る依存度は低下した。その結果、法（情報）のコンテンツ化が進み、法
制度を素材にしつつも法制度に詳しくない視聴者も楽しむことができ、
第一章および第八章で検討したような社会系報道が多く見られるように
なった83。
第二款

法情報の特徴とその意義

本款では、情報発信と使用の側面から、日本で発信された法情報の特
徴とその意義を検討する。
①法情報の主題分布
同一の立法という社会現象について、新聞、テレビのようなマス・メ
ディアでは、社会の一般的な情報を扱うために、社会の各分野の情報の
意義および一般読者の法関心を重視する「法的統合の評価」の姿勢が顕
著である。従って、政治過程や日常生活における当事者の行動や発言が
立法報道のメインとなった。そこでは、読者に法律知識の背景を求めな
い代わりに、専門用語や論証の回避やコンテンツの一般化傾向（わかり
やすさ）がメディアの編集戦略となった。その一方、『法律時報』のよう
な専門的メディアでは、法律学に基づく「法解釈の原理」を強調する傾
83

西田亮介の『ネット選挙とデジタル・デモクラシー』
（NHK 出版2013年、

48-62頁を参照）における政治情報変化の考察は、ここでの議論に重要なヒント
を与えた。
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向がある。第三章でみたように、法情報雑誌においては、立法の背景と
して、
新聞の世論調査や法制審議会の資料などの第二次資料を掲載する。
また、世論に関しては、通時的に観察しても、具体的な内容よりも、む
しろ世論の形成すなわち情報収集のプロセスの正統性を論じる傾向があ
る。そこで「世論」と呼ばれるものは、法律専門家の選別を経た社会に
関する情報になる。こうした選別は、ジャーナリストの取材も、科学的
調査法によるものというより、法の適用（司法あるいは行政）という法
システムの運用という前提の下に行われている。第二部でみたような公
訴時効改正の基礎となる被害者（遺族）の言説に関しては、従来法律家
が担った「法的統合の評価」アプローチから発展したものであり、現在
法と社会の関係を重視するマス・メディアの方に迅速かつ詳細に議論を
展開する条件が揃っていた。
②法情報の作成過程
もともと「法的統合の評価」を強調する一般向けの法情報では、受け
手（メディアの読者、視聴者）が一般の社会構成員であり、情報収集の
目的または法制度に対する認知の水準は多様である。従って、概念の扱
い方及び情報の表現方法も相対的に柔軟的である。一方、
「法解釈の原
理」を特徴とした法情報の発信では、法知識を正確に把握することを求
められており、法学の用語や論理にこだわる傾向がある。それ故、テキ
ストは厳格な形式、一定の文体に限定される傾向がある。法律家発信の
法情報では、マス・メディアではなく、専門性による細分化した読者層
を持つ雑誌メディアは主流であった。第三章の法律雑誌研究からわかる
ように、法に関する情報が日本に伝わってきた当時から雑誌が法情報の
発信にとって重要なメディアであることは、
情報環境の発展に関わらず、
現在まで広く認められている。
法情報への社会関心が高まった昭和初期、
例えば『法律雑誌』は、
「法的統合の評価」を目指した時期に、エッセー
などの多様な文体を多く取り入れていたが、
「法解釈の原理」を強化し
た時期には、それに応じて、学術的な論説や判例など司法データが増え
る一方、直接に社会問題を言及する論評が減少するようになった。
また、1970 ～ 1980年代の（刑事法）法改正において、執筆陣や報道の
フォーカスが異なりながら、新聞も法律専門雑誌も法改正に対してほぼ
共通した態度を示していた。新聞の場合、その時期において、議会や専
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門家の言論をメインに法に関わる情報が構成され、
「普及型」の法情報
モデルを継続しているからである。
『法律時報』のような専門メディア
では、
「法解釈の原理」に関する情報が中心でありながら、審議の様子
や立法関係者（法制審議会の委員など）の発言つまり「法的統合の評価」
を意識した解説も、法情報の一部として扱うようになった84。このよう
に、情報の構成において「法的統合の評価」と「法解釈の原理」の区分が
見られつつも、法律雑誌のような専門メディアは、従来その両者とも意
識する情報の一本化を目指す編集原理が見られる。
③法情報の伝達効果─当事者心理・感情の受け皿としての新たな「法」
法律雑誌と新聞の法報道史を総合的に考えれば、明治期から現在まで
法律家の言説には、法律学や司法実践の情報提供以外、知的啓蒙といっ
た機能も備わっていたことが指摘できる85。情報発信の観点から見れば、
それは上述の
「普及型」
法情報モデルにつながるのではないかと思われる。
第二部で示したように、マス・メディアを典型とした「世論」の言説
モデルは「処罰感情は時間の経過によって変化しない」という立法の根
拠と、
「公訴時効の廃止」という具体的な制度設計から構成されていた。
第六章の立法審議に関する考察により示されたように、法律専門家の発
言は、
立法の趣旨と条文の設計とを分けて考える傾向があるのに対して、
「世論」の言説モデルでは、両者を一体化して議論するところがある。
第七章での「裁判の社会効果を強調すべき」とする議論と、第八章での
時効報道は、いずれ「普及型」法情報モデルの発想と構造的に一致する
ものであるように見える。よって、マス・メディアにおける法改正の報
道には、法情報の射程が拡大したものの、
「普及型」法情報モデルから
84

歴史的に見れば、確かに「法的統合の評価」を中心にした記事の割合が低下

していく傾向があるが、その原因が、著者・編集者がその区分を明確にしたこ
とにあるか、
「ミクロ正当化」いわゆる法技術に対するニーズの向上にあるか、
さらに緻密な分析アプローチが必要と思われる。
85

その点について、平井宜雄が批判した戦後の日本法解釈論に現れた「心理主

義」や「社会学主義」などの非「法」的な部分は、ある意味法情報発信が寄与し
た「社会」のとの関係から説明できる面がある。
「心理主義」と「社会学主義」
について、平井宜雄「戦後法解釈論の批判的考察（１）－法律学基礎論覚書（５）
－」ジュリスト921（1988）
、33-36頁を参照。
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完全に脱却していることも考えにくい。これから、両法情報モデルの共
生はしばらく持続するだろう。
かつて、
法律専門家は
「法における社会的意義」を独占的に論じてきた。
しかし、近時の刑事法改正では、共感・感情の形で現れた法理解の台頭
と共に、当事者は自らの文脈や手法で法的問題を定義することができる
ようになった。
個人の私的感情や共感にコミットできる法情報を通じて、
ユーザは「自分」が抱懐する共同体のイメージを再認識することができ
る。そこでのユーザには、具体的な事案の当事者だけではなく、情報の
形で「法」を消費する社会構成員も含まれるだろう。注意すべき点は、
共有価値への確認というユーザのニーズは必ずしも刑事法の領域に限定
するものではないはずである。ユーザの観点から日常生活と法の関係を
再考しなければ、刑事法のみではなく、家族法、消費者法など日常生活
の論理に影響されやすい領域の立法過程において、法律家言説と「世論」
の衝突が再現することになるだろう。その解決策について、司法での運
用にこだわらず、日常空間に最も接触しやすい「法」の形、法情報とそ
れをめぐるコミュニケーションの分析は重要な意味をもつと思われる。
第三節 「情報としての法」に向けて
上述のように、
「感情立法」に現れた法専門家への批判姿勢について
は、単なる法システムに対する信頼の低下─あるいはメディアによる特
定な報道方法の副作用─という面だけでは説明しきれない。情報公開の
制度設計、立法の社会動員の発達及び法情報メディアの普及によって、
法律専門家だけが法を語ることは自明な前提ではなくなってきた。それ
にも関わらず、法情報メディアの機能分化が進んでないため、法専門家
も一般の発言者も、情報編集を通して、制度への期待と具体的な制度設
計という異なる次元の議論を混同する状況が依然として続いている。
法律（学）の知識は制度に関わる中立的な解説ではなく、一種の情報
に過ぎない。法情報における専門家言説の相対化はこの結論を支持して
いるともいえる。この相対化とは、社会の公的空間において法に関わる
討論がおきた場合、法務に詳しい法律専門家が法に関する情報をコント
ロールできないという現象である。法専門雑誌の情報発信では、法的議
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論の技術化と細分化が進んでおり、法の社会的意義に関する論述が縮減
しつつある。他方で、社会発信においては、政策的議論と専門的議論と
が混在する傾向がある。とりわけ立法の活発化を背景に法に対して社会
が求めているのは、司法過程が重視する具体的な紛争の処理や行政過程
が目的とする現状の改善を超えた、社会の問題共有である。その新たな
側面は、
「大衆心理」や「検証」の受け手の情報類型を通じて可視化され、
「世論」言説への強化に繋がると本論は考えている。
本論の結論は、法情報の作成という実践面においても一定の意義を有
するものと考える。それは、法情報の伝達効果をいかに促進するか、た
とえば法のわかりやすさなどの問題に関わる。本論の結論によれば、近
時の法情報発信は以前の情報普及モデルの時期よりもむしろ分かりにく
いものとなっていることがわかる。その原因は、映像や音声、マルチメ
ディアなど感覚的かつ短期的なメディアへの接触が増えたことで、か
えって発信者が多層的な法議論を表現するのが極めて困難になっている
からである。また、法的問題の提起、条文整合性の議論、施行効果の検
証などの異なる法情報リソースの内容を選別するには、以前よりも学習
のコストがかかるようになっているように思われる。
法情報の理解を促進するのに、発信者側がレトリック面において工夫
することはもちろん重要である。
ただ、
平準的な理解を意味するレトリッ
ク的な分かりやすさは専門家情報の影響力を低下させる効果がある、と
認識しなければならない。例えば、法制度に「犯罪防止」
「治安維持」と
いう共通の期待がこめられたとしても、規制すべき事項は何か、それを
如何に実現していくか、といった具体的な問題に関する合意の達成は現
実的に不可能に近い。そうした専門領域の作業を単に日常会話に変換す
るのではなく、むしろどのような情報類型が法情報の中に含まれている
かという情報内容の属性を明確化することが重要である。Twitter の例
で見たように、法的議題を語る時、一般人のユーザは情報内容の分かり
やすさよりも当該法分野の背景を有する情報源（専門家のアカウント）
を探し出す行動を取ることがあることからも、それはわかる。
本研究は、方法論および素材の条件に限りがあるため、十分に検討仕
切れていない問題を残している。それらを今後の課題として以下に提示
して、本論を結びたい。
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①法情報メディア間の相互作用ついては、まだ検討する余地がある。
本研究では、社会発信を代表する朝日新聞と専門発信を代表する法律時
報を中心にメディア組織間の比較、
また新聞、
テレビやソーシャルメディ
アとの報道比較を行った。だが、各新聞社間、また各法律雑誌間の法情
報の比較は今回の検討では省略された。細分化された読者層を代表する
メディアの相互作用の検討は今後の課題である。その上で、本研究の成
果を、制度改革による社会効果の測定だけではなく、弁護士などの広報
活動など法律専門職の活動に応用する可能性も追求されねばならない。
②本論文は国際的な比較研究を行っていない。本研究の実証的部分は、
広い意味で日本の刑事法立法をめぐる情報環境の事例研究である。ただ
し、法情報発信のメカニズムは、法制度運営の一環として法制度を有す
るあらゆる社会で行われているはずである。将来、法情報の社会研究を
発展するため、他国との比較を進める必要がある。


（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─
近在日本における法情報の構築と変容」
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