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概要
　「メディア裁判」問題には，真偽の別とレベルの違いが存在する。当該問題
はわが国において特殊な表れ方を示しており，そこではメディアの影響を受け
た民意が黙示的に規範的要素として刑法の適用プロセスに入りこむことが承認
され，犯罪の認定と量刑において手続法ではなく実体法上の影響を及ぼし，以
て民意をして「法律の許容する枠組みの中で」裁判の結果に影響せしめるので
ある。このような状況において，本来刑法規範の外に存在する社会現象である
メディア効果は，刑法規範の世界と「対話」を展開することとなる。理論の側
面から分析する限り，刑法学とメディア効果との間に通約性はない。しかし，
このような黙示的な承認は，そもそもわが国の刑法規範が持つ実質的正義及び
関連の概念への偏重によりもたらされたものであり，それは形式・実質の統一
体たる社会危害性を核心とする犯罪論及び刑罰論により実現される。とはい
え，問題は刑法観における形式と実質の対立に限られるものではない。蓋し，
同様に実質的理性を取り込むドイツの解釈学の体系は，メディア効果に対して
免疫力を備えているからである。このような免疫力は，ドイツの刑法学体系の
内在的論理構造によるものであり，それはマクロ的には犯罪構成論として，ミ
クロ的には法益論，社会相当性論として現れる。わが国では，一方で実定法規
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範においてメディア効果を受け入れ，他方で理論的分析において，それを受け
入れることの形式的論拠を否定するが，この違いについてはこれを縫合するこ
とが可能である。自らの改善を進めつつ，基本的な理論的立場を堅持するとい
う状況の下で，わが国の刑法学もまた，メディア効果に対してはっきりと「No」
と言うことができるはずである。そのためには，わが国の刑法学の基本的思考
方式を適度に形式的理性に傾斜させる必要がある。

１．刑法規範という意味における�
　　「メディア裁判」問題の再認識

　刑事司法領域における所謂「メディア裁判」の問題，すなわちメディアが民
意に影響して刑事裁判に「干渉」することは，国の内外を問わず古くからある
話である。とはいえ，目下わが国における「メディア裁判」問題には，ある種
明らかに特殊な性格が存在し，それがこの問題の「中国版」に理論上顕著な個
性を与えている。具体的に言うと，わが国のメディア及びそれに導かれる民意
が刑事裁判に与える影響は，人々がよく知るところの「法外的要素による司法
の独立への干渉」という形式で実現するだけでなく，さらに「法律の許す枠組
みの中」での関与という形でも実現するのである（1）。後者の形式では，メディ
アの輿論効果（2）といった要素を「法内的」要素とみなすことが必要になるが，
わが国は成文法国家であり，「法内的」とは法規範の内にあることを意味する
ことから，事はメディア効果と刑法規範との「対話」の問題に及ぶことになる。
つまり，「メディア裁判」問題の中国版は，司法の独立，メディアの自律，裁
判手続の保障といった司法制度の局面での問題として現れるだけでなく，刑法

（１）�　例えば，近時発生した雲南省李某の故意殺人事件の再審において，雲南省
高級人民法院は「法律の枠内で十分に民意を尊重する」と明確に述べている
（報道については捜狐ニュース／東方ネット http://news.sohu.com/
20110803/n315307524.shtml. なおインターネットからの参照についてはいず
れも 2011 年８月に確認）

（２）�　本稿でメディア（輿論）効果とは，マスメディアが特定の（刑事）事件に
ついて民衆の意見を作りだしかつ導いて，大規模化した同一指向的な公衆意
見が形成されるような社会心理的結果をいう。重大な刑事事件については，
このような結果は往々にして大規模な民衆の憤怒として現れる。つまり，メ
ディア効果とはすなわちマス・メディアの参加により形成された「民意」で
ある。
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規範それ自体の問題，または刑法観の問題としても現れるのである。
　しかるに，法学的見地から見るならば，国の内外いずれにおいても，メディ
アがもたらす輿論効果は，刑法規範が関心の焦点とするものではない。わが国
の刑法典またはドイツの刑法典のいずれであっても，輿論や民意が事件に与え
る影響について成文法の形式で規定を置いたことはないのである。
　この点について敷衍しておくと，刑法学のコンテクストは本来相対的に閉鎖
的 か つ 自 足 的 な 世 界 で あ っ て， そ れ は 基 本 的 な 刑 法 教 義 学
（Strafrechtsdogmatik）により承認された諸原則及びこれらの原則の間の論
理関係により構成された体系である。このコンテクストにおいて，個々の具体
的事件の処理は基本的三段論法のフレームのみによる。すなわち，実定刑法規
範中の犯罪構成を大前提とし，具体的事実と同罪の構成要件との構成上の同一
性を小前提として，犯罪認定と量刑という結論に至るのである（3）。
　大まかな分析ではあるが，この三段論法を運用するプロセスは刑法解釈学に
偏重するものであり，また大前提を論証するプロセスは刑法哲学に偏重するも
の，と考えることができる。そして，これらのほかに，これと性質を異にする
言葉は伝統的刑法学のコンテクストの領域に侵入することはできない。蓋し，
そのような言葉は上述の三段論法の枠組みの中に組み入れることができないだ
けでなく，その大前提の立論構成に組み込むこともできないからである。
　このようなことから，「正常な」状況下では，メディアの作り出した，また
はそれが推し進めた輿論効果（例えば殺人事件の被疑者に対する民衆の広範な
憤怒など）は，その本質において，上述の三段論法の二つの前提に組み入れる
ことができない（これは「四つの構成要件」のいずれに置くこともできない）
だけでなく，これを大前提を論証するための前提と見ることもできない（メディ
アが具体的事件について推し進めた民意は条文規定と何ら関係がない）。この
ことが，刑法学の語法領域には通常メディア効果が含まれないことの原因であ
る。この点，メディアのこのような効果が，一定の時間と範囲における一般大
衆の公議を代表していることに鑑みれば，刑法学が持つこのような閉鎖的姿勢
は，法律の「エリート語法」システムによる大衆の「草の根語法」システムに
対する阻害とえり分けの効果，と見ることができよう。
　歴史発展法則から見ると，このような阻害効果には積極的意義を認めること
ができる。すなわち，法律の専門的用語法（犯罪論体系など）と非法律専門的

（３）　張文顕「二十世紀西方法哲学思潮研究」（法律出版社 1996 年）16 頁。
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用語法（輿論，倫理観など）の異質性を認めかつそれを強調してはじめて，法
律の知識及び活動の専門性及び合理性が保障され，裁判の結果に客観的予期可
能性（Berechenbarkeit）（4）が伴うこととなるのである。逆に言えば，相対的に
見て発展が不十分な法律体系において初めて，非専門的要素が法律的判断に影
響を与えることが許されることになる（それが道徳として現れるか，または輿
論として現れるかにかかわらず）。
　わが国において，このような状況を代表するのは儒家の法文化にその淵源を
有する「春秋決獄」の伝統である（5）。それは西洋または中央において，古代ギ
リシャの民衆裁判（Heliastengericht），そして中東の国家における所謂「カー
ディ裁判」（kadijustiz）として現れたものに類するものであるが（6）このような
法律体系においては，実質的正義の追求のため，「道徳的考慮がしばしば法的
考察を超越し」（7），民意・輿論の力量，ひいては訴追・弁護双方が「ショー」の
ような方法で法廷の雰囲気に影響を及ぼす能力が（8），裁判の結果を直接左右す
るものとなった。これは当然，現代の法律制度が採用する価値の指向するとこ
ろではない。
　ところが，理論上は阻害効果が認められるとはいえ，実践においては，頑強
に刑法の語法領域に入り込もうとするメディア効果を食い止めることができて
いない。話題の事件において，輿論の様相はしばしば刑法規範の運行過程を激
しくゆり動かし，社会の注目の焦点となる事件を作り出す。数年前の張金柱事
件，そしてつい最近の薬家鑫事件などがそれである（9）。現代社会の法律体系と

（４）�　M.�Weber,�Wirtschaft�und�Gesellschaft,�5.�Aufl.�J.�C.�B.�Verlag�Tübingen,�
1976,�S.�227,�817.

（５）�　「春秋決獄」に代表されるような，王朝期の裁判における「法外的要素」の
作用については，熊琦　但見亮「中国の刑事裁判における『メディア裁判』
現象の法文化的背景」比較法学 46 巻２号（2012 年 12 月）260 頁以下参照。�

（６）�　M.�Weber,�Wirtschaft�und�Gesellschaft,�5.�Aufl.�J.�C.�B.�Verlag�Tübingen,�
1976,�S.�816.

（７）�　任喜栄「刑官的世界」（法律出版社 2007 年）4 頁。
（８）�　それは例えばウェーバーが描写したように，「激情，涙そして罵しり」が理

性 に 代 わ っ て 働 く よ う な 状 況 で あ る。M.�Weber,�Wirtschaft�und�
Gesellschaft,�5.�Aufl.�J.�C.�B.�Verlag�Tübingen,�1976,�S.�816.

（９）�　張事件については，熊　但見・前掲注５論文脚注（５）（250 頁）に詳述した。
薬事件は，自動車事故を起こした大学生が被害者（農民）に付き纏われるこ
とを恐れて被害者を刺殺したという事件。いずれの事件においても，メディ
ア報道などを通じて権力者や富裕層への憎悪が高まり，迅速な死刑判決と執
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道徳・輿論とは異質で分離すべきものであるならば，そして前者が後者に対し
て一定の阻害効果を持つならば，後者がその阻害を突破して前者に対して明ら
かに影響を及ぼすとき，それは法律界に不安を引き起こすとともに，そのよう
な影響は「問題」として認識されることになるはずである。とりわけ，このよ
うな影響が裁判結果を左右するほどに強烈であるとき，それは「メディア裁判」
という問題を構成することになる。
　以上のようなプロセスで，「メディア裁判」という問題の端緒については概
ね説明することができる。しかし，これは同問題の核心を明確にするものでは
ない。「メディア裁判」が法学者の目に「問題」として映るその原因は，メディ
アが作り出す民意がそのあるべき立場を超えて，本来専門的思考によるべき裁
判活動を迂回し，直接裁判結果に影響を及ぼすことにある。その点から見ると，
「メディア裁判」問題が真に人を不安にさせるその原因は，メディアにより作
り出された民意が，刑法規範により設置された阻害効果を突破してしまうとい
う点にある。歴史的経験から見れば，このような突破は形式的正義及び合理性
を犠牲にして，実質的正義を一面的に追求することの代価である。つまり，「メ
ディア裁判」がこの限界を超えてしまったときにのみ，それは法律的意義にお
ける問題となるのである。

２．「メディア裁判」問題の真偽及び表裏の別�
　―刑法規範と民意との「対話」の展開

　現実に議論を引き起こしている「メディア裁判」事件を見ると，そこではま
さしく，メディアにより引き起こされた民意・輿論の空気が，刑事事件の認定
及び量刑に影響を与えている。しかし，このような影響「それ自体」が刑法学
の世界に収納できるものであれば，「メディア裁判」は刑法的意味での問題に
はならない（たとえそこでのメディアが確かにメディアであり，民意が確かに
民意であっても）。このような結論は唐突なようにも見えるが，実際に存在す
るものなのである。例えば，わが国の刑法 246 条第１項に規定する誹謗罪で構
成要件上要求される行為は，明らかに，社会輿論における名誉を損害すること
を特徴としている。蓋し，事実を捏造して社会に「散布する」という本罪の要
件は，文字及び口頭の言語を利用して伝播するという方法を含むものであ

行に至っている。
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り（10），実際にメディア（新聞，雑誌，広告，著作，ラジオ等）が利用される例
が多く見られるからである。
　この点について，以下二種類の事件を見てみよう。誹謗事件においては，メ
ディアの力を借りて聴衆に一種の公論（誹謗された者の人格に対する否定的評
価など）を生じさせたことにより，誹謗者の犯罪が認定され，量刑がなされる。
また強姦事件においては，同様にメディアの力を借りて聴衆に一種の公論が生
じ（行為者への強烈な義憤など），行為者はそのためより重く処罰されること
となる（11）。
　これらの事例における公論の作用から明らかなように，たとえ行為者の犯罪
認定と量刑がメディア効果と直接の関連があるとしても，誹謗事件の状況は，
正しい意味での「メディア裁判」現象ではない。強姦事件の状況こそが，一般
的な意味における所謂「メディア裁判」現象なのである。両者の区別は，実質
的には，誹謗事件においてメディア効果それ自体が犯罪構成要件の一部となっ
ていることから，それは刑法学の語法領域に含まれ，犯罪認定及び量刑の論理
計算過程の要素として十分に「形式化」されている，というところにある。要
するに，それは法解釈上「帰納可能な」（subsumierbar）事実であり，刑法規
範の世界の門はそれに対して開かれているからである。翻って強姦事件では，
メディアに影響された民意は同罪の構成要件の一部ではなく（つまり事件外事
実に過ぎない），刑法学の語法領域にあるものではない。教義学における帰納
的推論から見れば，それは形式化することのできない「実質」的要素であって，
刑法規範の世界はそれを阻害する機能を持つのである。
　このような区別こそが，正に「メディア裁判」問題の真偽を識別する際の核
心である。刑法規範の語法領域に組み入れることのできるメディア効果が裁判
結果に影響を与えているとしても，それは偽の「メディア裁判」問題なのであ
る。つまり，刑法規範が民意，輿論に対してこれを阻害する態度をとっている
ということこそが，「メディア裁判」が「問題」となることの前提となってい
るのである。
　上記の認識をさらに進めていくと，「メディア裁判」問題の内部には表層と
深層の区別がある，ということが次第に明らかになってくる。上述のように，

（10）　陳興良編「罪名指南」（上）（中国政法大学 2000 年）709 頁。
（11）�　このような傾向はドイツの学会においても一定の賛同を得ているが，主流

と い う べ き 見 解 で は な い。 例 え ば R.�Maurach/�K.�Gössel/�H.�Zipf,�
Strafrecht�AT�B.�2,�7.�Aufl.,�C.�F.�Müller�Verlag,�1989,�S.�566. など。
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刑法規範の語法領域においてメディア効果に対する阻害効果が設定され，民意
がそれを突破しようとするとき，初めて，真の意味での「メディア裁判」問題
が生じることになる。とするならば，「メディア裁判」の結果（例えば民意に従っ
て特定の者を重く罰したり特定の行為の社会危害性を「重大」と認定するなど）
は，かなりの程度において刑法規範の期待する立場（例えば刑法規範及び刑法
理論に厳格に依拠して犯罪認定と量刑を行うこと）に違背することとなる。
　多くの国家において，これは「メディア裁判」問題の最も典型的で基本的な
現れ方である。そこでは，メディアによって駆り立てられた民意が政治的要素
またはその他の法外的要素を利用して判決に影響を与えようとしたり，または
メディアに煽動された民意が無罪推定などの基本原則に違背し，事件の当事者
に人格権上の損害をもたらす，といったことが生じる（12）。
　「メディア裁判」のこのような現れ方は，中国とドイツのいずれの国でも存
在している。わが国では前者の状況がより突出しており，ドイツでは後者の状
況が目立つという違いがあるものの，両国のいずれにおいても，そこでの問題
は明確でありその性質は単一である。すなわち，刑法規範はメディア効果を排
除すると明確に表明しているのであり，民意がこのような排除を強行突破しよ
うと試み，実際にそれに影響された判決が出るとすれば，それは間違いなく「法
律が排除する方法」で実現されることになる。つまり，それは違法な形で実現
するということであり，その実現という事実自体が，具体的な裁判過程で問題
が出現したことを意味することになる。逆に，そのような問題を糺し，法律の
尊厳を守ることで（例えば司法の独立性を強化し，事件外要素の影響力を除去
することで），「メディア裁判」という結果の出現は減少することになる。
　この面での問題は基本的に「違法」型の「メディア裁判」としてまとめるこ
とができ，またその理論的位置づけの容易さに鑑みれば，それは問題の「表層」
とみなすことができる。このような表層に位置する「メディア裁判」問題を解
決するためには，主に刑事手続（法）の改善，及び司法と民意主張の立憲主義
的関係の整理という点に着目し，より明確かつ適切な立法，そしてより有効な
執行を行うことが肝要ということになる。とはいえ，それは本稿における検討
の対象ではない。
　このような表層の問題とは別に，「メディア裁判」問題には，より深い層で
現れてくるものがある。わが国において特に顕著な現象として，刑事訴訟法が

（12）　熊琦「徳国刑法問題研究」（元照出版社 2009 年）239 頁以下。
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よりよく整えられ，司法の独立が推進され，メディアの表現の権利の限界が明
確にされ，以てメディア報道が外部から裁判に影響することが徹底的に排除さ
れたとしても，それが「メディア裁判」問題の解決には至らない，ということ
を指摘することができよう。例えば，有名な河南省の張金柱交通事故事件（13）

で，一審裁判所はその判決において被告人の「社会的影響は極端に悪く，殺さ
なければ民衆の憤怒が収まらない」として，メディアに誘導された民意を死刑
選択の理由の一つとしているのである。
　目下わが国の刑事裁判活動において，これに類似する事件（すなわちメディ
ア効果を考慮に加え，かつ裁判文書の中にそれが直接表現されるような事件）
は決して少なくない。最近雲南の高級人民法院は，社会に広く影響を与えた李
某の殺人事件の再審審理において，やはり「法律の枠内」で民意を尊重すると
明確に表明しているが，これもまた同様の考慮によるものである。
　周知のように，現代の法学は，裁判において形式化された刑法の規範的命題
が論理的に適用されることを求める。そのため，裁判者が民意や民衆の憤怒と
いった類の要素を犯罪認定と量刑の依拠とするとき，そこでは民意を刑法の規
範的命題の一部分として考慮することが試みられている，ということになる（例
えば犯罪構成要件または量刑事情といった形式化可能なパーツとして）。明ら
かに，このような状況において，刑法規範の世界が民意に対して示す態度は複
雑で微妙なものとなり，それはこの問題の性質をも複雑化する。すなわち，た
とえ法外的要素の干渉を排除したとしても，依然として，民意は法規範の内的
考量の形を借りて判決結果に影響を及ぼすのである。ここでは，上述の「表層」
の問題とは異なり，正に刑法学と（本来刑法規範の世界からは阻害されるはず
の）輿論そして民意との間で，ある種の矛盾を伴った対話と連動が行われるの
であり，これをわれわれは「メディア裁判」問題の「深層」と呼ぶのである。
　このように，「メディア裁判」問題の表裏の区別は，実は刑法規範の世界が
メディア効果に対して持つ態度として現れている。つまり，前者が後者を徹底
的に排除する場合，そこでは「メディア裁判」の「表層」的特徴―民意が「法
外」的手段により判決に影響する―が現れ，逆に前者が一定の程度後者を許容
するならば，「メディア裁判」は「深層」的特徴―民意が「法内」的手段によ
り判決に影響する―を示すのである。そしてこの「深層」的特徴こそが，わが

（13）�　本件の判決内容については趙秉志編「中国疑難刑事名案法理研究」初版第
１巻（北京大学出版社 2008 年）４-42 頁が詳しく論じている。
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国に深く刻印された独特の問題を表すものであり，わが国の「メディア裁判」
症状の真の病根である。それは，メディア，民意そして輿論など，刑法規範の
世界にとって「部外者」として存在する要素と刑法規範の世界との対話，とい
う形で出現する。もしこのような対話について刑法学の視角から研究を行わ
ず，ただ司法の独立の強化，法廷審理制度の改善，そしてニュースメディアの
自律といった検討ばかりを加えるならば（それは本問題についての先行研究の
多くに見られることだが），このシステム的な問題を真に解決するには至らな
いであろう。
　以上の認識により，自然と一つの論理上の問題が浮かび上がってくる。「深
層」の問題として現れる状況が刑法規範の世界によるメディア効果の受容であ
る以上，輿論や民意はこの規範世界の認可によって形式化された地位を得て，
規範的語法領域に「内化」された要素として，刑法教義学の論理計算の仕組み
に組み入れられることになる。刑法規範の世界がメディア効果を排除しないの
だから，それはその他の法律上明確に形式化された考量対象となっている諸要
素と，具体的事件処理において同等の地位を持たなければならない。要するに，
裁判官は，犯罪の対象，行為の方法，犯罪結果等について行うのと同じように，
関連の民意について考慮しなければならないことになる。もし何ら疑問を持た
ずにこれに賛同するならば，それはこのような結論を導くことになる。すなわ
ち，「メディア裁判」の深層問題などというのは偽命題であって，張金柱事件
の判決書に見られたような「殺さなければ民衆の憤怒が収まらない」といった
文言は，実は形式的正義の輝きを完璧に煌めかせるものなのだ。明らかに，こ
のような結論は受け入れられるものではない。この問題をどのように解釈すべ
きなのか。焦点は以下のような問いにある。
（１）判決書は「民衆の憤怒を鎮める」ということを量刑の根拠としているが，
このようなやり方は現行刑法が許すものなのだろうか。その答えは当然 Yes
でなければならない，でなければ，このような事件は「表層」の「メディア裁
判」問題―違法な裁判ひいては「メディアによるリンチ」―となるはずだが，
そのような現象がわが国に広く存在することはありえない。その点からも，わ
が国の刑事事件における犯罪認定及び量刑において，しばしば民意や民衆の憤
怒が判断の根拠とされることの根底には，実定法と通説的学説という二重の担
保があることがわかる。すなわち，①刑法第 13 条における犯罪の定義と 61 条
の量刑原則における社会危害性についての記述，②わが国の犯罪論及び刑罰論
の通説が堅持する実質と形式の統一という理論，そして③わが国の刑法理論に
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おける社会危害性と民意・輿論との連関へのある種の承認（14），これら三つがい
ずれも，社会危害性など諸概念の「実質的」理解を通じて，本来法外的な要素
（民意や道徳など）に対して，刑法規範世界の門戸を開かせている。そして正
にこのために，本来封鎖されていた刑法規範の世界が「合法な」形式で（本来
法外的な）メディア効果との間で対話を行うこととなったのである。
（２）このように，刑法規範の世界がメディア，輿論そして民衆の憤怒に対し
て門戸を開き，両者が相互に許容しあい，ひいてはそれが混じりあっていると
いうのに，なぜ法学者たちは「メディア裁判」を「問題」として認識しなけれ
ばならないのだろうか。言い換えれば，「合法的」な形がとられた「メディア
裁判」の一体どこに，人々に強い警戒を抱かせるところがあるのだろうか。
　この問題については，よりマクロ的な角度からこれを読み解かなければなら
ない。もし現行法（Lex�lata）を基準として問題を見るならば，民衆の憤怒を
犯罪認定と量刑の要素として考慮することは刑法規範により許されているのだ
から，その結果である「メディア裁判」には当然「問題はない」。しかし，こ
のような考え方は，刑法学を現行法の注釈に堕さしめるものである。それは，
形式的正義を軽視し，法の運用における客観的予期可能性を伴わない古代中国
では，スムーズに行えるものであった（わが国の古代の法律体系もまた整った
成文法の枠組みを有していたのだが）（15）。すなわち，現行法に対する注釈基準

（14）�　例えば「中華法学大辞典・刑法学巻」における「社会危害性」についての
記述では，「社会危害性の有無及び大小の考察に当たっては，以下の三点に
注意しなければならない…（中略）…第二に，全面的観点から，…（中略）
行為の物質的危害のみを見るのではなく，行為がもたらした無形的危害，例
えば悪質な政治的影響や社会心理的影響などにも注意する必要がある。」（高
銘暄ら編「中華法学大辞典・刑法学巻」（初版・中国検察出版社 1996 年 518
頁）。現代メディア社会において，ここで言う「社会心理的影響」は往々に
して各種メディアにより発動され「誘導」された社会世論の造成過程で現れ
ることになるが（康為民編「媒体与司法」（人民法院出版社 2004 年）27 頁
参照），そのようにして形成された民意は社会心理への影響が「よいか悪い
か」を判断する指針となり，結果として社会危害性の大小の確定に資するこ
とになる（于改之「刑民分界論」（中国人民公安大学出版社 2007 年）134 頁
参照）。同様に，社会的影響と民衆の憤怒の大小は，往々にして社会危害性
の大小の量刑の面における体現とみなされる（趙廷光「量刑公正実証研究」
（武漢大学 2005 年）372-373 頁参照）。

（15）�　このような特徴については，熊　但見・前掲注５・259 頁以下に詳しく述
べている。
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として問題をとらえるならば，そこでは民意や世論だけでなく，「春秋決獄」，
そして「原心原情」（訳注；古代の犯罪処理原則で，（咎めを受ける者の）「心
により罪を定める」「情により罪を定める」の意）といった純粋に法外的な要
素までもが，堂々と刑法規範体系に組み入れられていたのである（なぜならこ
れは漢代に公式に認められるものであったから）（16）。
　これに対し，現代刑法学の形成と進展に即して考えるならば，現行法の基準
に拘泥するべきではなく（17），あるべき法（Lex�ferenda，または教義学的学理）
を基準として問題を見るべきである。思うに，ある要素の「本質」はその実定
法的な位置づけよりも一層重要である。つまり，本来法規範システムの形式理
性及び客観的予期可能性を何ら高めることのできない要素，とりわけ形式化の
程度が低いために刑法教義学の論理枠組み（18）により採用されえない要素（例
えば倫理道徳，メディア輿論，民衆の憤怒）などは，その本質において刑法規
範の視野に入るべきものではなく（19），当然犯罪認定及び量刑の過程で用いられ

（16）�　漢代から，董仲舒が提唱した「春秋決獄」が次第に「法律実務を指導する
判例集」として公式に認められ推進されて，「法律としての機能を担うにい
たった」。張晋藩総監修　徐世虹編「中国法制史・第２巻」（法律出版社
1999 年）215-218 頁。

（17）�　とはいえ明らかに，実定法及びその学説が判断基準として存在することを
無視することができるわけではない。そのため，本稿では，「学理」及び「形
式理性」における二つの異なる立場が有する違いについて検討する（詳細は
後述）。

（18）�　なぜメディアにより造成され誘導された民意や民衆の憤怒を直接刑法教義
学の世界に組み込むことができないか，という点については，以下のような
点を考慮しなければならない。まず行為は刑法的考察の出発点であり，その
ような行為の典型的不法を描写したものが構成要件である。刑事事件の発生
後生じた輿論及び民衆の憤怒は，概ねメディアによる誘発と誘導によるもの
であり，行為者の行為の一部でも，帰責可能な結果でもない。このような民
衆の憤怒と，行為者がその行為によりもたらした法益侵害の結果とは，根本
的に異なるものである。蓋し，「法益」概念においては「実態物」（Tatsache）
がその基底として要求されるが，輿論の紛糾であれ大衆の激情であれ，いず
れもこのような法益侵害の基底を満たさないからである。そのため，刑法学
の視野では，メディアにより造成された民意及び民衆の憤怒は行為無価値と
結果無価値のいずれを反映するものでもなく，形式化された態様で犯罪論に
組み入れることはできない。それは刑法学が受け入れられる概念ではなく，
社会心理学やメディア学の概念なのである。

（19）�　マクロ的な民意（または所謂草の根の語法）は刑法の実質的合理性の前提
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る形式化された構成要件要素とされるべきではない。
　要するに，本来刑法規範の世界に適合的でない要素はどのようにしても適合
性が得られないのであって，このような要素に対して刑法の門はきつく閉じら
れているのである。このように閉じられた門を，実定刑法を用いて（無理やり）
こじ開けたとしても，それは本来の非適合性に何ら変更を加えることはない。
　以上の考察を総合すれば，現実に複雑多様な現れ方を見せる「メディア裁判」
現象は，刑法規範の世界が部外者に対してとる態度という視点から，以下の三
つの類型にまとめることができる。
①メディア効果が完全に形式化され，刑法学の論理枠組みに適宜組み入れられ
た類型。ここでは，刑法規範の世界（現行法及びあるべき法）はこれに対して
開放的な態度をとっており，その性質は偽の「メディア裁判問題」である。
②メディア効果は全く形式化されず，刑法学の論理枠組みに不適切に侵入して
いる類型。ここでは，刑法の規範世界（現行法及びあるべき法）はこれに対し
て封鎖的な態度をとっており，その性質は「メディア裁判」問題の「表層」で
ある。
③メディア効果は不適切に形式化され，刑法学の論理枠組みに不適切に侵入し
ている類型。ここでは，刑法規範世界のうち現行法はこれに対して開放的態度
をとっているが，あるべき法はそれとは反対の立場をとっている。その性質は
「メディア裁判」問題の「深層」である。
　以上の内容から「メディア裁判」問題の規範的視野における様相は以下の図
のようにまとめることができる。

のひとつである。実質的合理性から乖離した刑法規範は言及にすら値しない
ものであって，そのような民意と刑法規範（またはエリートの語法）との間
の対話は絶対に必要である。この過程は「ある事実が刑法上犯罪とされる以
前に，それが犯罪学上またはその他の学科の上で有する意義」について行う
考慮に属する（蔡墩铭「中国刑法精議」25 頁（劉艶紅「実質刑法観」（中国
人民大学出版社 2009 年）140 頁の記述から引用），類似する観点としてドイ
ツの通説がある（R.�Maurach/�H.�Zipf,�Strafrecht�AT�B.�1,�8.�Aufl.,�C.�F.�
Müller�Verlag,�1992,�S.�168-170））。但し，これとは異なり，本稿が扱う「メディ
ア裁判」問題において論ずる「民意」は，明らかにこのような大任を担うも
のではない。本稿で論ずるものは主に，メディアによりもたらされた民意が
犯罪認定及び量刑の教義学的論理計算準則において果たす意義であり，それ
は「刑法上犯罪とされる以前」の過程とは大きくその趣旨を異にする。
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問題の側面 メディア効果に対する実定法規範のあるべき姿勢
許容，開放 拒絶，閉鎖

普遍的
学理の
視野か
ら見た
「メ
ディア
効果」
の理論
的位置
づけ

内化可能：
メディア効果は
形式化され，�
（ドグマ的）学
理における犯罪
認定と量刑の一
部となる

偽「メディア裁判」問題
（特徴）
１．実定法に適合する
２．あるべき法の形式理
性に適合する
３．各国に存在し，問題
とは見なされない

存在しない

内化不能：
メディア効果は
形式化されず，
（ドグマ的）学
理の思考枠組み
には組み入れら
れない

「メディア裁判」問題�
の深層
（特徴）
１．実定法に適合する
２．あるべき法の形式理
性に不適合である
３．中国に多く見られ，
ドイツでは見られず，問
題であるとみなされる
４．司法の独立，メディ
アへの監督強化といった
外部条件により解決する
ことができない

「メディア裁判」問題�
の表層
（特徴）
１．実定法に適合しない
２．あるべき法の形式理
性に適合しない
３．中外いずれにも見ら
れ，問題とみなされる
４．司法の独立，メディ
アへの監督強化といった
外部条件により解決する
ことができる

　ここに明らかなように，「メディア裁判」は以下のようなステップによって
三つの形態に分けることができる。まず，刑法規範の世界がメディア効果に対
してこれを拒絶するものかどうか。答えがYesならば，それは真の問題であり，
偽の問題ではない。次に，このような拒絶に対し，実定法が別の面を広げてい
るかどうか。答えが No ならば，それは「表層」の問題に属することになり，
そこにメディア効果と刑法規範との「対話」は存在しえない。答えが Yes で
あるときにのみ，問題は「深層」へと入っていくことになる。そしてこの面に
おいてのみ，「法律の枠組みの中」においてメディア効果が考慮されることと
なり，メディア裁判問題の中国版―民意と規範の「対話」―という問題が出現
するのである。

３．メディア効果と刑法規範との中国式�
「対話」の理論的解剖

　一面において，実定法の黙認こそが，メディア効果と刑法規範の「対話」の
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前提である。黙認がなければ，メディア効果は司法の独立性の侵害や政治的な
影響の行使といった類の法外的手段によって強行突破するよりほかに手段はな
い。とはいえ，他の面では，判決書にしばしば現れる「民衆の憤怒を鎮める」
といった用語があからさまに告げるように，メディア効果は法外のルートを通
ることなく，直接刑法規範との対話を求めうる。そのような対話の窓口は，正
に実定法によって開かれているのである。本論においてこのような状況を（深
層の）「問題」と指摘したことからも明らかなように，この「対話」は欠陥の
あるものであり，それは言わば不正常または望ましくない状況なのである。他
方で，このような欠陥は，わが国の司法の「土着資源」の一部に属するもので，
わが国の実定法が承認する現象である。そのため，視覚をわが国の実定法の枠
組みに限ってしまうと，問題の本質を見極めることができない。そこで，この
「対話」の問題について深く切り込んだ分析を行うには，国際的な視野から普
遍的学理を用いてこれを解剖しなければならない。

（１）わが国の刑法体系における「対話」の展開の筋道：実定法の立場を
基点として

　わが国の刑法における「対話」の展開ルートと，上述の図表における「メディ
ア裁判」問題の配置との間には，実は厳格な対応関係がある。メディアにより
造成された民意は，わが国の刑法体系において三つの運命に直面する。すなわ
ち，規範的考慮要素として存在するか，純粋に法外的要素として存在するか，
または非典型的法内的考慮要素として存在するかである。問題の重点は，最後
の一つにある。それは，メディア効果が実定法の許すメカニズムに浸透して，
判決に影響を及ぼすというものである。このとき，民意が演ずるのは，犯罪の
構成要件と同視できるような純粋に形式要件的な役割ではなく，また逆に純粋
に法外的な役割でもない。それは，犯罪構成要件または量刑事実とは何ら「直
接」の関連がないにもかかわらず，広義の所謂「社会危害性」を反映した役割
なのである。
　例えば，強姦罪が引き起こした「民衆の憤怒」は，同罪の犯罪客体（法益―
すなわち女性の性的自由権（20））に直接関連しないため，それは犯罪認定上の意
義がないばかりか，量刑にも直接の決定的意義を持たない。しかるに，わが国

（20）�　高銘暄・馬克昌編「刑法学」（北京大学出版社 2011 年（第５版））468 頁。
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の現行刑法及び通説的な刑法学説は，このような状況について裁判官が考慮す
ることを明確に禁じてもいない。手続法的な角度から見ると，民衆の憤怒のた
めに重く判決するという過程には特に明らかな瑕疵もない（ここでの民意の考
慮は（外的な）通達や指示といったものの影響で出されたものではないから）。
このように，ここには司法の独立に対する干渉といったものがないため，「メ
ディア裁判」に対する伝統的「処方箋」（メディアの自律の強化，司法の独立
の改善，裁判所の権威の向上など）の出番はないのである。また実体法の角度
から見ても，この過程には少なくともわが国の現行刑法規範に違反するところ
はない。正にここにこそ，所謂「法律の許す枠組みの中で民意を考慮する」と
いう論断の核心があったのである。
　総じて，この過程はわが国の実定刑法における一つの特徴を通じて実現され
る（21）。それは，法律条文の形式で規定されたところの，形式と実質の統一たる
犯罪概念である。一般に，刑法 13 条に規定される犯罪概念は，正にこのよう
な対立・統一の具体的体現であるとされている。この実質的犯罪概念の核心は
その「社会政治的特徴」，すなわち「重大な社会危害性」という点にあり，同
条「但書」の規定部分がそのような理解に法律的根拠を提供している（22）。形式
という点から見れば，犯罪構成要件は犯罪の成立を判断する唯一の根拠である
が，犯罪はその形式と実質において統一的であるとされるため，理論上，犯罪
構成要件に適合する行為は必ず同時に重大な社会危害性を伴うものでなければ
ならず，逆に，重大な社会危害性を伴わない行為は犯罪構成要件に適合しない
はずである。構成要件該当性（Tatbestandsmaessigkeit）自体は形式化された
概念であり，その運用過程においては基本的に規範論理法則が適用されなけれ
ばならないが，犯罪構成要件と社会危害性との一致という前提の下で，特殊な
問題を解釈するためには，犯罪構成要件を一定程度実質化して柔軟に理解する
ことが必要になる。
　例えば，犯罪阻却事由について，正当防衛などの行為が社会危害性を伴わな
いことは明確であるから，同行為の構成要件該当性もまた否定されなければな
らないことになる（23）。ゆえに，わが国の刑法の通説では，正当防衛はその行為

（21）�　この「特徴」はソ連法系の刑法に共通するもので，かつて旧ソ連や東ドイ
ツなどに広く存在していたものであり，わが国の刑法理論の独創ではない
が，いずれにしても大陸法系国家の刑法に見られるものではない。

（22）�　例えば馬克昌編「犯罪通論」（武漢大学出版社 1999 年（３版））65 頁以下。
（23）�　馬克昌編「犯罪通論」（武漢大学出版社 1999 年（３版））68 頁 -69 頁。
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の「外観上」犯罪構成要件に適合するように見えるものの，実際にはその全部
の要件を満足するものではない，とされている（但し，具体的にどのような面
で如何なる形式上の瑕疵があるのかは明らかでない）。この思考法は，純形式
的な犯罪構成要件の外に，各則の条文にも明示されない「隠れた」犯罪構成要
件を単独に設置するものであるが，この「隠れた」構成要件の成立の可否は，
実質的判断―行為の社会危害性の大小―と直接対応する（24）。このようにして，
社会危害性は一つの実質的概念として，刑法上の実質 - 形式間の「共生関係」
を手掛かりに，「隠れた」構成要件を通じて構成要件判断を随時調節し，必要
なときには，純形式的構成要件該当性についての判断結果を否決することさえ
あるのである（25）。
　これは正に，刑法規範の適用過程が，実質的判断に対して最も重要な扉を開
いてしまったことを意味している。この理論に厳格に従えば，犯罪成立の判断
に対する一般社会の視点と法律専門家の視点とは同等の説得力を持ち，かつそ
のような同等性は実定法規範により保障される，ということになる。すなわち，
刑法はその 13 条「但書」において，社会の視点から行為の「社会危害性」を
判断することの重要性を確認すると同時に，刑法各則の関連条文において，法
律専門家の角度から，行為が構成要件に適合することを判断することの重要性
を保障している。しかるに，わが国の刑法（及びその通説）は，そこに衝突が
生じたとき，この二つのうちどちらが重要なのかという問題については語らな
い。それは正に，この二つが「一致するものである」，と刑法が述べているか
らである。
　このように門戸が開かれているということが，「メディア効果」にとって持
つ重要性については改めて言うまでもない。社会的見地から，「実質的」視点
で社会危害性の強弱が判断される以上，少なくとも理論上は，このような判断
は刑法の規範的判断以外のいかなる生活経験によってもなされうる。言葉を換
えれば，このような判断は広義の犯罪学または社会学の領域からなされるもの

（24）�　具体的な分析及び批判については，熊琦「徳国刑法問題研究」（元照出版公
司 2009 年）99 頁以下参照。

（25）�　このような状況は実務上めったに見られないものであるが，このような事
例を排除しうるわけではない。例えば漢中市の安楽死事件では，故意殺人罪
が成立すると考えられたものの，「情状が明らかに軽微で危害が大きくない」
として同罪は不成立とされている（中国ネットニュースセンター http://
www.china.com.cn/chinese/LP/34663.htm 参照）
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であり，刑法学の専門的領域から行われるものではない（26）。そのため，そこで
は犯罪論などの法学基礎理論及び法律的方法論はその前提または根拠とはなら
ない。
　このように判断根拠が非専門的になることによって，そこにはメディア・輿
論が展開する空間がもたらされる。一方で，現代のメディア技術の発展により
メディアの影響力は日増しに高まっており，また一方で，わが国のコンテクス
トでは，民意の存在（例えば被疑者に対する公衆・輿論の一致した譴責）自体
が，社会危害性を判断する指標となる。その結果，メディアの発展は，「民意」
をより速く，より効果的に作り出し，また伝染させることとなっている。
　留意したいのは，実質的判断は本来法律専門知識を必要とするものではない
のに，判断者としては，自らの判断が何らの根拠もないように見えることを避
け，相対的に信頼できる基礎の上に立つように見えることを望む，ということ
である。このとき，「民意」は相対的に多数の者の一致した意見であり，一定
の代表性と広汎性を具備し，ある程度このような「根拠」への要求を満足させ
るもののように見える。つまり，「民意」に基づいて行われた社会危害性の判
断は，一方で，本来は実質的判断であって刑法学上の専門的根拠がない（また
は必要ない）のにもかかわらず，他方では，全く根拠のないデタラメな結論で
はない（「公の意思」の存在によりこのような判断に一定の現実的根拠がもた
らされるから），ということになる。
　民意によって社会危害性を衡量することが実質的判断に属するものであり，
専門的法律判断に属するものではない以上，実質的判断が直接判決結果に影響
することを認めない法体系（例えばドイツなど）においては，このような判断
の役割は，巷間に膾炙するにとどまるか，または一定の条件（例えば当事者の
氏名や写真を伏せるなど）を付した上で新聞，テレビそしてネット上で議論さ
れるにとどまり，真に法律の適用に「侵入する」ことはない。要するに，ドイ
ツでは誰もが，輿論そして民衆の憤怒の大小に基づいて，犯行の危害の程度に
ついて「自らの」判断を行うことができるが，このような判断は，裁判官が法
律を適用して犯罪を認定し量刑を行う過程及び結果と何ら関係がない。
　しかるに，わが国のコンテクストでは，「実質と形式の一致」の公式の下に，
実質的判断と法律の適用過程（Rechtsanwendung）における判断との間に「共

（26）�　R.�Maurach/�H.�Zipf,�Strafrecht�AT�B.�1,�8.�Aufl.,�C.�F.�Müller�Verlag,�
1992,�S.�168-169.
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生性」が生じ，これらは一定程度相互代替性を持ち，相関的に機能するのであ
る。このようにして，民意や民衆の憤怒といった要素も法律の適用に組み入れ
られることになり，「法外」要素の「法内」要素へのすげ替えが完成する。こ
れは，上述のようにわが国の刑法学説が「社会危害性」という用語の解釈にお
いて「社会的影響」や「民衆の憤怒」といった要素を排除しないことと，相互
に保証し合うものとなっている。
　これ以外に，犯罪構成要件の面においても，わが国の刑法理論にはその細部
において形式 - 実質統一公式の特徴が出現しており，そのような具体的特徴も
また，メディア効果が法律の適用に組み入れられるための有利な条件を作り出
している。
　もとより，わが国の現行刑法規範と通説的学説は，民意そして民衆の憤怒を，
明確に犯罪認定と量刑の根拠とみなしているわけではない。とはいえ，規範及
び理論に，このようなやり方を確実に阻止するための有効な方法があるわけで
もない。例えば，ある種の結果犯において要求される実際の損害結果は，社会
輿論に生じた望ましくない状態を直接そのうちに含むものであるが，このよう
な状況は主に個人的法益を超えた罪名，または個人的法益に関わるものの社会
通念上一概に重大であるとは言えない罪名について生じうる。同じ暴行という
行為であっても，故意傷害罪の場合，「社会的影響が甚大」であることは同罪
の犯罪結果とはされないが，衆合乱闘罪ではそうなる可能性がある（27）。蓋し，
衆合乱闘罪の客体は個人的利益ではなく，抽象的な社会公共秩序だからである。
　もちろん，民衆の憤怒またはその他のマイナスの社会的影響をもたらしたこ
とが，社会公共秩序を侵害したことになるかどうかは，それ自体議論の残る問
題であるが，少なくとも個人的権利を客体とする侵害との対比から見る限り，
社会秩序などを客体とする侵害のほうが，民衆の憤怒を引き起こしたこととの
関連が一層わかりやすい。
　ただ問題はこれに留まるものではない。明確な解釈手段を欠くという状況下
で，刑法規範に含まれる一連の類似する用語の記述，例えば「情状が重大」や
「情状が悪質」など，これら「情状」の重大さの程度の評価に関するものは，
本質的にいずれも「社会危害性」に対する実質的判断に属するものであり（28），
法律適用レベルでの明確な専門的基準を欠いている。そのため，実際の運用は

（27）�　馬克昌編「犯罪通論」（武漢大学出版社 1999 年（３版））201 頁。　
（28）�　張明楷「論刑法分則中作為構成要件的“情節厳重”」法商研究 1995 年１期。
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往々にして一般社会の価値評価にゆだねられることとなり，その結果，どのよ
うな犯罪であれ，結局同様の問題に関わることになるのである。
　ここで個人法益を侵害する罪のうち，公民の人身的権利，そして民主的権利
を侵害する罪を例として，わが国の刑法規範がどのようにメディア効果が作用
する空間を残しているかについて，具体的に考察してみよう。
　議論の対象となるのは主に，「情状が重大」または「情状が悪質」といった
ことが犯罪構成要件に記載される罪名である。というのは，まず一方において，
「情状が重大」という判断は実質的判断であって，その基準は本来特定の法学
的意義を持つ事物に限られない。そして他方において，わが国の刑法理論には，
「民衆の憤怒」や「輿論」といった類の対象を「情状」の考慮範囲から排除す
るための有効な手段または立脚すべき理論がなく，それどころか，本論で再三
強調してきたように，わが国のコンテクストでは，情状の「重大」「悪質」と
民衆の憤怒や世論とが容易にリンクしてしまうからである。
　例えば刑法 255 条（会計・統計担当者への暴力報復罪）では，情状が悪質で
あって初めて犯罪を構成するとされているが，司法実務を見ると情状の悪質性
についての解釈は非常に広く，「広く公共の憤怒を招いた」ことや「悪質な影
響をもたらした」こと，そして「広い範囲で社会的反響を引き起こした」こと
などが含まれている（29）。また，同 261 条（遺棄罪）も，情状が悪質であって初
めて犯罪とされることになるが，これについても，「司法実務では…大衆の怒
りを引き起こしたもの」は情状が悪質とみなされる，とされている（30）。現代の
メディアが未曽有の速度及び程度で「大衆の怒り」を引き起こすということに
鑑みれば，このようなやり方によって，メディアの意見と犯罪認定及び量刑の
結論というおよそ関わりのないものの間に，軽視できない連関が生じているこ
とがわかるのである。
　このような「情状犯」以外に，情状の重大性や悪質性を犯罪構成の要件とし
ない犯罪も，刑法に数多く規定されている。しかしだからといって，これらの
条文においてはメディア効果が展開する空間が全くない，などと軽率に断定す
ることはできない。
まず，わが国には，条文中情状の重大，悪質性が要求されていなくても，司法

（29）�　陳興良編「罪名指南」（上）（中国政法大学出版社 2000 年）746 頁，劉家琛「刑
法分則及配套規定新釈新解」（人民法院出版社 2000 年）1746 頁，周光権「刑
法各論」（中国人民大学出版社 2008 年）83 頁など。

（30）�　陳興良編「罪名指南」（上）（中国政法大学出版社 2000 年）765 頁。
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解釈や具体的な法律適用における問題解説といった形で，実際には情状につい
ての要求がなされる犯罪が少なからずある，ということを忘れてはならない。
このような状況は，「隠された情状犯」と言うことができる。
　例えば，刑法 300 条第１項に規定されるマフィア的またはカルト的迷信・宗
教団体を組織または利用した法律破壊行為罪は，情状の重大性を犯罪の成立要
件とするものではない。しかし，2002 年に公布された「最高人民法院，最高
人民検察院のカルト的迷信・宗教団体を組織または利用する犯罪事件の処理に
おける法律の具体的適用に関する若干の問題についての解答」の第 26 項では，
当該行為を実施した者の「情状が軽微で，行為者に確かに悔恨の情が表れてお
り，さらに社会に害をなす恐れがないときは，犯罪とせずに処理することがで
きる」とされるなど，同罪の成立には一定の情状の程度に達することが必要と
されている。このように，一部の情状については，それが法文上記載されてい
ないのに，有権解釈において明確に支持を得ているのである。
　もちろん，具体的な「情状」と民意との間の関連の有無については，具体的
な罪名それぞれについて個別に判断する必要がある。とはいえ，少なくとも，
ある罪名が「情状が重大」という基準と何らかの実質的関係を持つならば，メ
ディア効果がそれを利用して浸透する可能性を完全に排除することはできない
のである。
　これに対し，条文上そして司法解釈上も「情状」について何らの要求もない
罪名については，見たところ「行為自体に重大な社会危害性が伴う」（31）状況で
あるということになる。しかし，これを第 13 条の「但書」及びその背後にあ
る形式 - 実質統一公式に結び付けて考えるならば，実際の状況はより複雑であ
る。
　例えば，刑法修正案（８）で採用された危険運転罪には，条文上何ら情状に
ついての要求はないので，その点から見れば，同罪の規定する危険運転行為は
それ自体が社会に重大な危害を与えるに足るものであると考えられる。ところ
が，司法実務においては，刑法 13 条に基づく社会危害性の判断が本罪の成立
について重要な意義を持つことが強調されているのである。
　このような点から考えれば，わが国の刑法に規定される罪名はすべて潜在的
な情状犯であることになるが，これは上述のように，実質的判断が「隠れた」
構成要件となるということと完全に一致する。つまり，理論上は，わが国の刑

（31）　馬克昌編「犯罪通論」（武漢大学出版社 1999 年（3 版））28 頁。
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法に規定されるあらゆる罪名の犯罪構成要件が，民意そして民衆の憤怒と関わ
りを持ちうる，ということになるのである。
　もちろん，このような理論上の関連は，必ずしも常に司法実務において十分
に表現されるわけではない。例えば，当該行為の重大性が言うまでもないもの
（例えば典型的な故意殺人罪や強姦，強盗，公共安全危害罪といった故意犯罪
など）であるとき，関連する実質的判断もまた自明である。このようなとき，
人々は実質的判断の由来を明らかにして，権威的見解をその実質的判断の「裏
書」とする必要はなく，メディア効果が当該行為の位置づけに影響を与えるわ
けではない。
　しかし，このような場合についても，社会危害性の意義が決して犯罪認定に
留まるものではなく，わが国の刑法理論のコンテクストにおいて，量刑論は社
会危害性を離れてこれを行うことはできない，ということを忘れてはならな
い。たとえ故意殺人，強姦，強盗といった，行為の危害性が「言わずもがな」
であり，犯罪認定において民意や世論そしてメディアが力を発揮する余地がな
いものであっても，量刑の問題においては，それらが展開する空間が存在する。
しかも，それは「法外的圧力」という「表層」的方法で実現するのではなく，
「法律の枠内」という「深層」的方法で実現する。これは，本稿が「メディア
裁判」問題について示した配置図と完全に一致するものである。
　同様に，量刑論の細部においても，形式 - 実質統一公式の特徴を容易に見出
すことができる。「社会的影響」「民衆の憤怒」は，量刑の軽重に関してわが国
の刑法学が一貫して認める酌量情状であり，影響及び憤怒が大きいものは当然
情状が重いと評価され，その逆であれば情状が軽いものとされる（32）。これは要
するに，実質的判断の結果を形式的判断に直接用いるに等しいものであり，量
刑の過程自体に，非専門的方法で行為を解釈する方式が含まれるということに
なる。
　この点，学者は早くから，民衆の憤怒がわが国の刑法理論の隙間を縫って量
刑情状に浸透しうることを問題として意識していた。すなわち，このように実
質的判断に過度に依存する「酌量情状」は，その形式化レベルにおいて，実質
的判断への依存が相対的に低いその他の「酌量情状」に比べて明らかに低い，
という問題があるのである。

（32）�　趙廷光「量刑公正実証研究」（武漢大学出版社 2005 年）372-373 頁，高銘暄・
馬克昌編「刑法学」（高等教育出版社 2007 年（第３版））289-290 頁など。
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　より具体的に言えば，わが国の「司法実務経験」（33）において典型的な酌量情
状とされる犯罪手段，犯罪対象，犯罪の危害結果，犯罪の動機などは，民衆の
憤怒や社会的影響そして世情といった状況に比して，規範的角度からの「類型
化」（Typisierung）が明らかに容易である。その点からすれば，形式刑法の立
場に優先的地位を与えようとする法律規範体系の見地からすれば，民衆の憤怒
と犯罪手段等を同じく「酌量情状」要素として等量的にみなすことは，十分な
説得力に欠けることになる。
　このような意識から，ある学者は異なる類型の「酌量情状」にそれぞれ別の
重み係数を与え，それぞれが量刑の体系において持つ重要度の違いを体現しよ
うと試みている（34）。そこで提示される「量刑階層レベル分析モデル」によれば，
「社会輿論」は犯罪の手段や犯罪の動機などと同様，横軸の独立した量刑制約
項として存在している。これは縦軸の指標項である「客観情状」の下位層に位
置づけられている。そして，量刑制約項ごとの重要度の違いを反映させるため，
各項にそれぞれ重み係数が与えられている。「社会輿論」には 0.013 の重み係
数が与えられているが，これは制約項の中で最も小さい数値であり，行為者の
危険性（0.218）や犯罪手段（0.207），そして目的・動機（0.492）といった項
目よりはるかに低いものとなっている。このため，たとえ「輿論」項に対応す
る民衆の憤怒が「巨大」（満点＝ 10 点）であっても，それは 0.013 の係数を乗
じて評価されることになる。これは確かに，純粋に非専門的な実質的評価が量
刑という刑法の専門的活動にもたらす干渉を大幅に減らすものであるが，そこ
には「民意」「輿論」「民衆の憤怒」といった類の概念を無理に規範的評価体系
に組み込もうとする痕跡も見て取れる。
　ただいずれにしても，「民意」の重み係数を低くすることにより，実質と形
式の間の問題が解決するわけではない。上述のように，実質的判断の扉は刑法
規範自身によって開かれ，かつ社会危害性という根本的・体系的なマクロ概念
により完成されているのであり，重み係数を変えるといったその場しのぎで
は，このような全体的局面を変えることはできないのである。
　上記の量刑階層分析モデルに戻ってみると，仮にそこで考慮されるのが本当
に重み係数のみであるとしても，全体の構造的問題のために，やはり「社会輿
論」項の数値には一定の矛盾が残ることがわかる。

（33）�　高銘暄・馬克昌編「刑法学」（北京大学出版社 2011 年（第５版））263-264 頁。
（34）�　鄭昌済，鄭楚光「刑罰量化的決策分析」中南政法学院学報 1989 年１期。
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　ある学者が正確に指摘するように，この量刑階層分析モデルは，刑法 61 条
の「犯罪の事実，犯罪の性質，情状及び社会に対する危害の程度」を四つの量
刑準則項に分け，それぞれに異なる重み値を与えているが，このようなやり方
自体に理論的矛盾が存在する。蓋し，これらの要素はそれぞれの間に「交叉と
重なりの関係」（35）があるからである。特にメディアと民意という具体的問題に
ついて言えば，それは以下のような欠陥として現れる。すなわち，ある特定の
メディア効果について，見方の違いによって異なる重みが付される可能性があ
り，結果として量刑の綜合的数値が異なってしまうのである。
　上述の張金柱事件を例にとってみよう。同事件では，「社会輿論」の面で明
らかに「民衆の憤怒が巨大」であったので，同項について 10 点の評価となる
だろう。また，同事件での「社会的影響」も同様に「重大」であり，ここでも
10 点と評価されると思われる。ここで，「社会輿論」の項は犯罪情状の下位項
であり，その重み係数はわずかに 0.013 である。これに対し，「社会的影響」
の項は危害程度の下位項であり，その重み係数は 1.34 という高いものである。
本件に対する人々の強い譴責は，正にメディア（とりわけ中央のメディア）に
よる広範な報道によりもたらされたものであり，同様の原因により引き起こさ
れた同様の結果でありながら，これを「民衆の憤怒が巨大」と解するならそれ
はわずかに 0.13 点となるが，これを「社会的影響が重大」と解すれば，そこ
では 13.4 点が加算されることとなり，非常に大きい差が生じることになるの
である。それに加え，往々にして，一つのメディア効果が二度にわたって考慮
されてしまい，そのような評価を経た点数が累積して加算され，結果としてよ
り大きな数値となる，ということがありうる。ここで，同様な犯罪状況であり
ながら，重要なメディアによって十分に報道されなかった事例を考えてみよ
う。そこでは，おそらく民衆の憤怒は「一般的譴責」といった程度で，社会的
影響もまた「軽微な影響」としてのみ現れることになる。その結果，前述の張
事件とは全くかけ離れた量刑が導かれることになるのである。
　総じて，「社会輿論」が量刑の綜合的結果に対して与える影響を，重み係数
を用いて統制しようというやり方は成功するとは思われない。わが国の刑法に
おける形式 - 実質の統一という理論及び実務の特色により，メディア効果によ
り出現した社会輿論や民衆の憤怒は社会危害性と緊密かつ実質的に結びついて
いる。このため，それが量刑に対して及ぼす影響は全方位的なものとなり，単

（35）�　馬克昌編「刑罰通論」（武漢大学出版社 1999 年（２版））294-295 頁。
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に犯罪情状の下位概念に位置づけられる「社会輿論」項に限定するようなこと
は不可能であって，「危害程度」等その他の概念の中に浸透し，全体の量刑過
程を貫くものとなっているのである。

（２）「対話」の中国的筋道の分析と再考―超実定法的な理論的立場から

①　刑法の規範世界とメディア効果の言語通約性
　刑法規範が受け入れることができるのは，刑法教義学における基本的ドグマ
とその論理的演繹のみである。それは，法律的論理により構築された「形式化」
された言語なのである。その根本において，所謂「法律的論理」は形式論理の
一種であり，その推論準則は形式論理と異なるところはないが，唯一，推論の
前提となるものが法律的事実であるという点が異なっている。すなわち，ここ
では言語の形式化と論理化は法律的判断の道具としての完全性を保証するのみ
であり，道具としての完全性は決して結論の無謬性を保証するものではない。
事件が正確に処理されるためには，推論の前提に対する正確な把握が必要なの
である。上述のように，刑事事件の推論の前提は，事件の事情及び犯罪構成で
ある。そして，事件の事情を犯罪構成に組み込んでいくその過程は，正に刑法
教義学が研究する内容である。ゆえに，刑法の規範体系が判断を行う際に採用
される「言語」は，教義学（dogmatisch）的なものであると同時に，形式化
されたものなのであって，両者はこの意味において通約性を有している（36）。
　ドイツの学者 M.Weber の形式理性の優越性に関する記述は周知のところで
あり，ここで詳述はしないが，ドイツ・オーストリア学派の理解では，形式化
された言語を採用しない体系との対比から言えば，刑法教義学こそが，同様の
事件事情（インプットの数値が同様）において，同様の裁判（アウトプットの
数値が同様）という結果を得ることができ，以て法的安全と法的平等を得るこ
とができるとされる。この刑法教義学の典型的思考ルーチンでは，正に厳密な
論理的推論により事実が法律命題（Subsumtion）（37）に組み入れられる。このよ

（36）�　一般に，大陸法の刑法教義学の核心的領域，例えば犯罪論においてその形
式化は疑うべくもないが，刑罰論についてはその形式化は若干弱いとされて
いる。W.�Hassemer,�Die�Formalisierung�der�Strafzumssungsentscheidung,�
ZStW�90�(1978),�S.�70-71. など。

（37）�　W.�Hassemer,�Tatbestand�und�Typus,�Carl�Heymanns�Verlag,�1967,�S.�41;�
R.�Moos,�Die�gesellschaftliche�Funktion�des�Strafrechts,�Österreichische�
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うな規範包摂のルーチンは形式化されたものであり，そのような形式性によっ
て裁判の結果と実定法の間で最大限の一致が保証され，推論過程が精緻化，透
明化（Transparenz）され，以て法的安全の保障と正義の追求とが統一される
ことになる（38）。
　このような意味において，刑法規範世界の核心―刑法教義学―は形式理性を
代表するものとして法の世界においてゆるぎない地位を持つのであり，とりわ
けその地位は，実質的理性に代表される範疇（例えば法社会学など）に脅かさ
れるものであってはならない（39）。もしある体系がこのような水準に至らないの
であれば，国際的な基準から判断すれば，そのような体系は現代的意義におけ
る刑法体系としての承認を得られないであろう。
　さて，以上のような理解によるならば，メディア効果が刑法規範と「対話」
を行う「資格」を有するかどうかを問うことは，実はメディア効果と刑法規範
との間での言語的通約性を問うている，ということになる。言い換えれば，そ
こでは，メディア効果がその性質上，刑法規範の形式理性において受け入れら
れるかどうか，ということが問われているのである。
　もしメディア効果が十分に「形式化」され，それによって刑法教義学の形式
- 論理思考に組み入れられるならば，そこでは「学理上」も刑法規範との「対話」
の条件が整っていることになる。逆に，立法者がメディア効果を無理やり実定
法規範に押し込んでしまうということであれば，それはちょうど，ある国の言
葉が全くわからない者を，その国の人々が議論するグループに放り込むような
ものである。
　上述のように，わが国の現行法において，メディア効果はすでに刑法規範の
グループに放り込まれている。そして，法律規範及びそれに付随する刑法解釈
学は，両者の間で刑法解釈学の方式に適合するような対話が行われることを期
待しているか，少なくとも阻止しようとしていない。とはいえ，このようなグ
ループ分けが持つ学理上の効果については，決して立法者の独りよがりで決め
てよいものではなく，実定法を越えた学理的立場から解読されなければならな
い。

Richterzeitung,�55�(1977),�S.�234. 参照。
（38）�　W.�Hassemer,�Die�Formalisierung�der�Strafzumssungsentscheidung,�

ZStW�90�(1978),�S.�64-65. 参照。
（39）�　R.�Moos,�Die�gesellschaftliche�Funktion�des�Strafrechts,�Österreichische�

Richterzeitung,�55�(1977),�S.�234. 参照。
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②　メディア効果と構成要件理論
　およそ刑法教義学が犯罪認定と量刑の問題について用いる古典的な思考ルー
チンは三段論法であり，かつこの三段論法の構造は，刑法に規定される犯罪構
成要件をその大前提とするものである。そのため，「メディア効果が十分形式
化されているか」という命題は，ここでは「メディア効果は犯罪構成要件と見
ることができるか」という命題に転化することができる。メディア効果が成功
裏に「構成要件化」されているかということが，それが十分に形式化されてい
るかを説明することになるのである。
　しかるに，学理的角度から見れば，メディア効果を構成要件に転換するのは
大変困難なことである。その主な原因は，メディア効果と構成要件の性質があ
まりに異なる，ということにある。
　構成要件概念の提唱者であるドイツのベーリングによれば，構成要件は「行
為の外在的表象の記述」であり，それが法律的価値判断を欠く概念であること
から，後世には「禁止行為の表象的記述」と表現されるようになっている。現
代の一般的な見方では，構成要件は犯罪を構成する実質的不法内容のすべての
特徴の総和，すなわち典型的不法であるとされ，構成要件該当性を満たすこと
が，実質的不法すなわち法益侵害が既に存在することを表すものとされてい
る（40）。
　ここで，絶対的多数の犯罪においては，明らかに，メディア効果はその不法
の特徴と見うるものではない。例えば，故意殺人罪の構成要件は，同罪の不法
の実質（すなわち生命法益への侵害）を完全にカバーしている。同罪の構成要
件のあらゆる部品（Merkmal）は，この実質のために作用するものでなけれ
ばならない。例えば，主観的側面での殺人の故意，客観的側面での死亡という
結果等を見ても，それらは「生命法益の侵害」という不法の典型的な態様につ
いて直接描写したもの以外の何物でもないのである。
　これに対し，事件の状況がメディアにより報じられたのち，どのような民意
が生じ，またそれがどのように人々の怒りを醸成して禍々しいまでに激しい厳
罰の声にまでなったか，という所謂メディア効果は，確かに社会政治という側
面で犯罪行為の悪質さの程度を表すものであり，「社会危害性」と「比例関係」
（この点にも検討の余地はあるが）にあるかもしれないが，生命法益の侵害と

（40）�　H.-H.�Jescheck/�T.�Weigend,�Lehrbuch�des�Strafrechts�AT,�Duncker�&�
Humblot�Verlag,�5.�Aufl.�1996,�S.�245-246. 参照。
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は無関係である。
　同様に，ある種の「結果」は構成要件の部品たる犯罪結果（Enfolg）として，
それ自体は法益の損害について記述する（被害者の死亡）に過ぎない。この点，
メディア効果というものは，犯罪行為によりもたらされた，それと社会学的に
関連のある「並行的事件」であって，この「事件」により表現されるのは，同
犯罪行為に対するメディアと民衆の認識及び見方に過ぎない。それは決して，
法益侵害を決定づけるものでも，また法益侵害により決定づけられるものでも
ないのである。
　確かに，メディア効果と事件の事情との間には，ある種の統計学的意義にお
ける関連性は認められるかもしれない（例えば重大事件・重要事件におけるメ
ディア効果は往々にして重大である）。しかし，このような関連性は，法学的
意義における関連ではない。例えば故意殺人罪について言えば，同罪の保護す
る法益は「生命」であって「大衆の心情が穏やかな社会の雰囲気」（41）ではない
のだから，民衆の憤怒に関わるメディア効果が構成要件の一部を構成すること
は永遠にありえない。それは，メディア効果が刑法の規範的視野において有す
る本質的特性により決定づけられているのである。
　上述のように，ごくわずかではあるが一定の犯罪においては，そこでの法益
侵害に直接メディア効果が取り込まれているため，メディア効果の出現という
事実自体が不法の発生を意味し，結果としてそれが同罪の構成要件に組み入れ
られて十分な形式化が果たされている，ということになる。例えば誹謗罪，差
別的内容物の出版，少数民族侮辱作品罪といったものがこれに当たる。逆に，
故意殺人罪や強姦罪といった，「メディア裁判」問題を惹起する犯罪の多くは，
そこで保護される法益とメディア効果との間に，法律的意義においては何ら直
接的な関係がないため，メディア効果を同罪の構成要件に組み入れることは不
可能である。
　このように，犯罪構成要件の本質が，刑法において不可罰的行為を排除した
描写を行うことにあるとすると，構成要件の描写範囲を越えた事件について，
それが完全に可罰行為から逸脱するとまでは言えないものであれば，法律の解
釈によってそれを包摂する可能性があるが，完全に逸脱した行為については，

（41）�　無理やり後者を法益に「昇格」させることは「偽法益」（Scheinrechtsgut）
に属するものであり，妥当ではない。K.�Amelung,�Rechtsgüterschutz�und�
Schutz� der� Gesellschaft,� Athenäum� Verlag,� 1972,� S.� 347;� C.� Roxin,�
Strafrecht�AT�B.�1,�C.�H.�Beck�Verlag,�2004,�4.�Aufl.�S.�22-23 参照。
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刑法とは無関係（strafrecht�irrelevant）とするしかない（42）。
　明らかに，大部分の犯罪において，メディア効果はその禁止する行為と直接
関連がないだけでなく，行為主体も異にするものであり，それぞれの犯罪の具
体的構成要件により包摂されない（例えば故意殺人罪）上に，それぞれの犯罪
が属する構成要件類型（例えば公民の人身の権利の侵害）にも包摂されないこ
とから，それは刑法と無関係のものと言わざるをえない。
　にもかかわらず，どうしてもメディア効果を構成要件の部品としたいと考え
るなら，最もそれに近いものは犯罪結果であろう。しかし，このような「結果」
は客観的帰責という点において様々な困難に直面する。社会的常識から考えれ
ば明らかなように，事件発生後，メディアが介入するかどうか，またどのよう
な方法で介入するか，民衆の感情がどの程度メディアの影響を受け一体化する
か，そして一体化した民意が社会政治要素に影響を与える程度まで達するか
等々，一連のメディア効果の要素は，明らかに行為者が予見しコントロール
（Beherrschbar）（43）しうるものではない。また，このような「結果」は，客観
目的的行為（objektive�Zweckhaftigkeit）（44）によりもたらされたものでもない
ため，帰責可能性が断絶してしまうことになる。であるならば，帰責の不可能
な「結果」について，それを構成要件に組み入れる必要などあるのだろうか。
　最後に，故意犯罪について言えば，客観的構成要件は必ず主観的故意により
包摂されるものでなければならないが（45），この点においても，実際の事件にお
いて，故意犯罪の行為者が，その者の主観において，メディア効果を追求しま
たは放任しているなどということは考えられないのである。
　以上の分析により，学理的角度においては，「構成要件」にはそこに参入基
準があるということを説明してきた。そこでは，実定法上刑法各則の条文に書
き入れられた行為様式のあらゆる部品が，当然に構成要件（の部品）になるわ
けではない。また，犯罪認定及び量刑に係るすべての係数が全て構成要件にな

（42）�　G.�Jakobs,�Strafrecht�AT,�Walter�de�Gruyter�Verlag,�1993,�2.�Aufl.,�S.�163-
164;�W.�Hassemer,�Tatbestand�und�Typus,�Carl�Heymanns�Verlag,�1967,�S.�
90-91. 参照。

（43）　K.�Kühl,�Strafrecht�AT,�Franz�Vahlen�Verlag,�2008,�6.�Aufl.,�S.�52-53.
（44）�　R.�Honig,�Kausalität�und�Zurechnung,�in:�FS-Frank,�Scientia�Verlag,�1930,�

B.�1,�S.�183�ff.
（45）�　G.�Jakobs,�Strafrecht�AT,�Walter�de�Gruyter�Verlag,�1993,�2.�Aufl.,�S.�161�

ff.
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るわけでもない。ある記述が構成要件（の部品）に該当するかどうかの判定を
行う基準が，それが行為の法律運用モデル（Geltungsmodus）を決定づけるか
どうかにあるのではなく，それ自体が不法行為と直接関連するかどうかにある
という理解からすれば，なぜわが国の刑法典において見慣れた「情状が重大」
といった文字が，必ずしも構成要件であるとは言えないのか，ということが理
解できるであろう（46）。
　わが国のメディア効果が「法律の枠内」で扱われるということが注目される
その核心は，それが社会危害性と情状を考慮する際の参考物として，犯罪認定
及び量刑の過程に「内化」しているというところにある。ここまでの分析によっ
て，少なくともこのような「内化」が，学理上の「構成要件化」の条件を全く
満たしていない，ということが明らかになったのである。
③　メディア効果及びその他の形式の規範的要素
　メディア効果と犯罪行為との関連性が明らかに低いため，それを「構成要件
化」することはできないとして，それ以外に何か刑法教義学に組み入れるため
の形式化された指標がないかと考えると，そこで思い当たるのは客観的処罰条
件であろう。蓋し，それは行為の主観的側面を満たす必要もなく，またそこに
は帰責の問題も存在しないからである。一般に客観的処罰条件とは，行為が不
法について可罰性（Strafwürdigkeit）を構成しながら，刑事政策学上の要罰
性（Strafbedürftigkeit）を欠くとき，純粋に社会政策的考慮から，犯罪の成
立を阻止するような要素である（47）。
　しかし，客観的処罰条件という概念がそもそも中国の刑法理論と整合性を有
するか（48），という問題をひとまず考慮しないとしても，メディア効果の性質を

（46）�　これに対して，ドイツ刑法典にも「情状が重大」といった記述があるように，
このような記述は「あいまいな概念」として実用性がある，とする見解が見
られる（張明楷「論刑法分則中作為構成要件的“情節厳重”」法商研究 1995
年１期）。本稿はこの見解に異を唱えるわけではないが，重要なのは，ドイ
ツ刑法学界においては一般に，同国の刑法規範における「情状が重大」とい
う記述（schwerer�Fall）は構成要件ではなく量刑規則と考えられている，
ということである。またどのような状況が「情状が重大」にあたるかという
ことは，関連の構成要件を解釈する際のひとつの指針（Indiz）に過ぎない。
W.�Hassemer,�Tatbestand�und�Typus,�Carl�Heymanns�Verlag,� 1967,�S.�
95. 参照。

（47）�　G.�Jakobs,�Strafrecht�AT,�Walter�de�Gruyter�Verlag,�1993,�2.�Aufl.,�S.�338．
（48）�　一方で，わが国の伝統的刑法理論は，犯罪構成要件以外に独立した「客観
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考えただけで，それは客観的処罰条件によっても受け入れがたいものである，
ということがわかる。
　客観的処罰条件は，既に不法を構成した行為について，刑事政策上なされる
寛大な処理であるため，このような条件の設定は，必ず当該行為「それ自体」
が持つ不法に対して行われなければならない。言い換えれば，行為のすべての
社会的危害性は既に「構成要件」によって描写され尽くしているので，客観的
処罰条件は行為の不法性を表すものではないが，それは依然として，行為の不
法と密接につながるものでなければならない。蓋し，客観的処罰条件は刑事政
策学上の概念であるため，必ずその存在の政策的合理性が証明される必要があ
るからである。
　確かに，立法者が行為の不法と直接関係のない「処罰条件」を無理に設定す
ることは，例えば古代に「日食またはその他の天災が発生しないこと」がある
種の刑罰の「処罰条件」であったように，それ自体起こりえないことではない。
しかし，このような条件は犯罪行為と何ら関係のないものであり，明らかに現
代社会が受け入れられるようなものではない。
　では，現代の刑法理論において，客観的処罰条件と行為の不法との間にはど
の程度の関連性が求められているのだろうか。この点一般に，客観的処罰条件
としては，構成要件的行為の「危険性」の状況を反映しうるものが選択されな
ければならないと考えられている。つまり，そのような条件を伴わない場合で
も，当該行為は抽象的危険性を具備するかもしれないが，条件に合致するとき
は，その行為の危険性は既に明白で，このような危険を阻止することが焦眉の
急となるのである（49）。
　既述のように，メディア効果とは，事後に伝達者の参加を通じて惹起・誘導
された民意により醸成された産物であり，危害行為との間に何らの直接的関連
もなく，また，民意の生成過程及びメディア自体が持つ一連の特性のため

的処罰条件」を認めない（張明楷「“客観的超過要素”概念之提唱」法学研
究 1999 年３期）。しかるに，もう一方では，犯罪の成立を否定する条件をも
また犯罪構成要件と定義する。この点，わが国の刑法理論にもまた同様に矛
盾が存在すると言える（熊琦「徳国刑法問題研究」（元照出版公司 2009 年）
63 頁以下）。

（49）�　G.�Jakobs,�Strafrecht�AT,�Walter�de�Gruyter�Verlag,�1993,�2.�Aufl.,�S.�335-
336.
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に（50），それは往々にして，行為自体がもたらした危険性及び不法性を直接かつ
正確に反映し指示することができない（刑法学上の意義における「危険」とは
法益に向けられたものであるがゆえに）。危険であるかどうかは，法益が侵害
を受ける可能性及び情状に関連するものであり，メディアと大衆が本件侵害を
どのように評価し議論するかということとは，全く関係がないのである。
④　メディア効果と量刑要件
　以上，主にメディア効果と構成要件及びその周辺の概念との通約性について
分析を行ってきた。そこには，メディア効果と構成要件等の「形式化の要求の
程度が高い」概念との間で対話を行うためには，大きな障害が存在する，とい
うことが見出される。
　もちろん，故意殺人罪や強姦罪といった重大な自然犯については，わが国の
実定刑法規範がメディア効果を犯罪構成要件に組み込むための窓口を開いてい
るからと言って，メディア効果が直接これらの犯罪の認定に奏功しているわけ
ではない。蓋し，これらの重大犯罪における犯罪認定の形式化の程度はかなり
高く，実質的考慮の入り込む隙間は大きくないからである（51）。そのため，メディ
ア効果は，実質的考慮の入り込む余地が比較的大きい事件（例えば「情状の重
大性」を明確に犯罪成立の要件とするもの）においては犯罪認定及び量刑のい
ずれにおいても影響を及ぼしうるが，実質的考慮の余地が小さい事件（例えば
「情状の重大性」を明確には犯罪成立の要件としないもの）においては，その
影響はより一層量刑の選択において生じることになる。
　メディア効果と量刑情状との間の関係は，それと構成要件（及び客観的処罰
条件）との関係に比して，一層曖昧なものとなる。一方で，国内外の刑法学の
いずれにおいても，量刑情状は構成要件に限定されない。上述のように，構成
要件については形式化が徹底して求められるが，量刑情状についての形式化の

（50）�　社会心理学の研究によれば，民意は往々にして，一般に想起されるような「集
団的な智慧」の産物というようなものではない。それどころか，孤立への恐
怖感による「沈黙のスパイラル」によって生じるもので，そこでは往々にし
て客観性が保たれないことになる。そしてメディアはこのような非客観性を
激化させこそすれ，軽減することは決してないのである。E.�Noelle-
Neumann,�Öffentliche�Meinung,�Verlag�Ullstein,�1996,�4.�Aufl.�S.�VI,�20,�40�
ff.,�64. 参照。

（51）�　もちろん，形式化を如何に徹底しても，極端な個別の例外を排除できるわ
けではない（例えば上述の漢中市の安楽死事件のように）。
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要求はそこまで厳格なものではなく（52），実質的理解との相互許容性はかなり高
い。そうすると，メディア効果を構成要件に組み入れることが困難であるとし
ても，量刑情状としてならばこれを組み入れる余地があるようにも思われる。
　しかし，この点については，問題のもう一方の側面を見失ってはならない。
量刑情状も畢竟刑法学上の概念であり，刑法規範世界以外の内容に対して無制
限に開かれているわけではない。そのことは同様に，メディア効果に対する阻
害を維持することを意味することとなるのである。
　現代刑法は「行為刑法」であって「行為者刑法」ではない。この特質は，量
刑情状といえども徹底的に「行為」から乖離することはできない，ということ
を決定づけている。そこでは一般に，量刑情状に一定の限界が画されているの
である。ドイツ刑法第 46 条第１項に規定する「責任」（Schuld）の構成は，詳
細においてこの点を確認するものである。すなわち，そこでは事前に避けられ
ないかまたは知りえない「社会現象」（53）については，これを量刑上の有責行為
（verschuldete�Tat）として行為者を非難することが排除されるのであり，こ
れは正にメディア効果や民衆の憤怒に適用しうるのである。
　体系上の違いもあり，わが国の刑法規範は量刑情状についてこのような限定
をおいてはいない。しかし，これは決して，わが国の量刑事情が無限に広がり
うることを意味するわけではない。
　実際のところ，社会的影響や民衆の憤怒を（酌量的）量刑事情として認める
学説も，このような情状が少なくとも一定程度，行為の社会危害性及び行為者
の人的危険性を表すことが必要であると考えている（54）。例えばある学者は，民
衆の憤怒を量刑の考慮事情に組み入れることの合理性を主張して，「犯罪行為
により直接引き起こされた」社会的影響と，必ずしも「犯罪に直接引き起こさ
れたのではない」一部指導者や各界の注目といった現象とを区別し，前者のみ
が死刑適用の根拠とされうる，と主張している（55）。このような区分それ自体
は，刑法規範世界における民意，民衆の憤怒そしてメディア効果の際限なき氾
濫を制約したいとの希望を表すものかもしれない。しかし，メディア効果につ

（52）�　W.�Hassemer,�Die�Formalisierung�der�Strafzumssungsentscheidung,�
ZStW�90�(1978),�S.�70-71.　

（53）�　B.� Schünemann,� in� ders . � (Hrsg. ) , � Grundfragen� des� modernen�
Strafrechtssystems,�Walter�de�Gruyter�Verlag,�1984,�S.�194. 参照。

（54）�　高銘暄・馬克昌編「刑法学」（高等教育出版社 2007 年（第３版））288-289 頁。
（55）　高格「定罪与量刑　上冊」（中国方正出版社 1999 年）213 頁。
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いて言えば，このような希望は実現しえない。
　まず，現代のメディア社会において，有名な刑事事件でありながら，そこで
形成された人々の意見とそれがもたらした大規模な集団的事件に全くメディア
が関わっていないものなど，探し出すことはできない。これは近年の重大刑事
事件がいずれも証明するところである。張金柱事件，劉湧事件そして最近の陝
西省薬某，雲南省李某の故意殺人事件など，何れも共通して，世論の変化とメ
ディアの介入とに明確な関連性が見られているのである。
　また，仮にメディアの影響力を考慮しないとしても，規範世界において真に
「犯罪行為により直接引き起こされた」民衆の憤怒などは存在しえない。
　既に詳細に述べたように，規範的世界において要求される「惹起」とは，法
律論理的意義において因果関連が認められる挙動であり，そこでは少なくと
も，行為者が結果に対して支配可能性を有していることが必要である。この点，
行為者の行為と民衆の憤怒との間の関連性は，明らかにこのような条件を満た
すものではない。
　これに対して，民衆の憤怒について「直接」と「非直接」ではなく，「自発」
と「被操作」とを区分することには，より意義が見出されるだろう。後者にお
いては，実質的正義の角度から見ても，これを即座に犯罪認定及び量刑の過程
から排除すべきだからである（56）。
　しかるに，現代メディア社会において，幅広い影響があった事件の中で純粋
に「自発的」民意によるものを探すこともまた不可能である。
　社会心理学においては，ほぼあらゆる民意はその形成過程において「オピニ
オン・リーダー」が重要な役割を果たすとされている。それは「彼がその社交
圏内で特別の尊敬を受け，その行為が他人により模倣され，その意見が特殊な
重要性を備える」（57）ためであり，オピニオン・リーダーの意見が自然に社交圏
内の民意の方向性を支配することになるからである。
　では，このようなオピニオン・リーダーの特殊な地位をどのように見るべき
であろうか。もしこの地位を一種の「操作」と考えるならば，およそ如何なる
民意もすべて操作されていることになる。そう考えない場合，民意を作り上げ
ていく過程でのメディアの振る舞いは，「操作」という言葉が描写するものに

（56）　同上。
（57）�　E.�Noelle-Neumann,�Die�soziale�Natur�des�Menschen,�Verlag�Karl�Alber,�

2002,�S.�94. 参照。　
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近いということは否定できない。メディアは「多数の人々に，メディアこそが
彼らにどの意見が支配的かを教えてくれる」と思わせるのであり，それにより
人々は「自信を失い，かつ孤立することを恐れて」これら「支配的」とされる
意見に付き従おうとする傾向を見せるからである（58）。
　とはいえ，このような局面は正にメディア工作の「常態」であり，人類社会
の衆合心理がもたらす自然な結果であって，何ら指弾されるべきことではな
い。つまり，メディアの側が意図的に報道を捻じ曲げ，民意を操作し，民衆の
怒りをひきずりまわそうという考えで報道を行ったか否かにかかわらず，最終
的な結果は往々にして，自覚的または非自覚的にかかわらず，大衆の意見はそ
れに引きずられることになる（59）。このような「常態」が「操作」の二文字から
免れようがないならば，上記のような区分はそれ自体何らの実質的意義もない
ことになる。
　ではさらに譲歩して，区分の基準を「操作」の有無ではなく，完全に客観的
な「事実適合性」の有無であるとするならば，この問題は解決するだろうか。
例えば，事実に適合した民意や民衆の憤怒であればこれを量刑（酌量）事情と
し，そうでないものはこれを行わないこととする，というように。
　結論として，このような基準もまた，これを実際に適用することは不可能で
ある。その原因は簡単である。すなわち，訴訟手続き開始前及びその進行にお
いて，法律上の真実はまだ明らかにされておらず，民意や民衆の憤怒が「事実
に適合すること」など確定できないのである。また，後にそれが確定されたと
しても，その時点で確認された「事実に適合する」民意及び民衆の憤怒をどの
ようにして量刑範囲に組み込むというのだろうか。
　量刑事情として考慮すべきことには，このほかに人的危険性が含まれる。人
的危険性は行為に対するものではなく行為者に対するものであることからする
と，そこに民意や輿論，ひいてはメディア効果に対して門戸を開く可能性が見
出されうる。蓋し，一般に主観的悪性の判断において，「重要なのは犯罪者が
そこで生活している社会の道徳基準，文化伝統及び風俗習慣であり，民意は正

（58）�　Zetterberg,� in:�Wilke� (Hrsg.),�Öffentliche�Meinung,�Freiburg,�1992,�S.�57,�
59.

（59）�　このような様相で有名なのはやはり張金柱事件である。同事件を報道した
記者は自らが忠実に民衆の憤怒を反映したものと考えているが，民衆の憤怒
はそれ自体がかなりの程度でメディアの報道により生じたものである。この
点，Liebman,�Columbia�Law�Review,�vol.�105�Jan.�2005�No.1,�96. 参照。
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にこのような無形的判断基底の集中的表現である」から，「民衆の憤怒が大き
い事件において，犯罪者の主観的悪性は通常高い」とすることが，社会一般に
見られる道理にかなうものだからである（60）。このような推論が認められるなら
ば，それは民衆の憤怒や民意を量刑事情とする可能性を認めることに等しいと
いうことになり，ひいては，メディアが波及的に民意や民衆の憤怒をもたらし
た結果としてのメディア効果もまた，量刑事情として考慮される可能性を備え
ることとなる。
　しかし，このような推論には瑕疵がある。蓋し，人的危険性の判断根拠は，
民衆の憤怒や民意の上に構築されるべきではないからである。
　まず，主観的悪性を判断する際には文化伝統を離れてはならないという見方
は，決して，主観的悪性と民衆の憤怒との関連を論証するものではない。確か
に，英国の学者ダイシ―が言うように，法律はそれ自体民意を伝達するルート
であるが（61），ここで言う「民意」は明らかに長くにわたる歴史の変遷を経て蓄
積されてきた文化共同体が持つ共同価値観であり，それは一般に民族の文化伝
統及び価値指向として現れるものであって，ケース・バイ・ケースの刺激によ
り誘発される民衆の憤怒として現れるような民意ではない。ニュースメディア
が誘発する民意は，それがどのようなものであっても，前者のような類型の民
意に組み入れることはできない。そのため本質的に，それを以て行為者の主観
的悪性を確認することは適切でないのである。
　次に，学理上以下の点が問われなければならない。民衆の憤怒により衡量さ
れる行為者の「主観的悪性」の高低と，量刑の衡量要素とされるところの人的
危険性とはどのような関係にあるのだろうか。民衆の憤怒により測られる「主
観的悪性」は，行為者が行った行為の中に表れた特性であり，それは遡及的視
角で問題を見るものである。わが国の刑法理論のコンテクストでは，これは「人
的危険性」の指標ではなく，「社会的危害性」の指標により接近するものであ
る（62）。犯罪学の理論では，人的危険性の評価は主に行為者の未来の生活のあり
方及び再犯可能性の予測に置かれ，そこでは予測的視角がとられている。現代
犯罪学がこのような予測を行う際に依拠するものは，主に臨床（klinisch）そ

（60）�　周振傑「刑事法治視野中的民意分析」（知識産権出版社 2008 年）182 頁。
（61）�　B.�Exner,�Recht�und�öffentliche�Meinung,�Mainz� (Inauguraldissertation)�

1990,�S.�31. から引用。
（62）�　胡学相「量刑的基本理論研究」（武漢大学出版社 1999 年）139 頁。
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して統計学上有意義な事実及び数値である（63）。
　この点，以下のような理由により，メディア効果はそのような意義を有しな
い。まず一方で，生活上の常識から見ても，刑罰論の角度から見ても，一般に
行為主体は（一定の程度において）自由意思を持つとされ，それが刑事責任の
根拠となっている。明らかに，一人の自由意思を持つ主体は，社会の風評に従
うかどうかについても自主性を持つはずである。つまり，このコンテクストに
おいて，民意とは，行為者が既に行った行為に対する社会輿論の評価であるが，
自由意思を持つ行為者は明らかに，自らの将来の行為を意識的にこのような評
価に適合させる必然性はなく，それどころか，彼はこのような評価の存在自体
知らないということもありうるのである。
　犯罪学における実証研究もまた，心理人格構造，個人的経歴，生活及び家庭
環境，さらには余暇の過ごし方など，行為者の心理学的または精神病理学的状
況と関連する様々な物事がその人的危険性と連関することを証明している（64）。
　しかるに，民意や民衆の憤怒によって表されたものは，行為者と全く関連の
ない（とりわけ民衆の憤怒がメディア効果として現れたとき）「傍観者」たる
群衆がその犯罪行為に対して持つ評価及び態度であって，それは行為者の人格
及び社会的特徴を直接かつ有効に反映するものではなく，特殊予防という点で
明確な参照価値を欠くものである（65）。
　正にこのために，犯罪学で通常用いられる再犯予測計量表では，このような
意味での民意はパラメーターとして考慮されるものとなっていない。メイヤー
の計量表を例にとると，そこでは再犯の可能性を予測するための 21 の指標中，
３つの項目が家庭の背景，3 つが教育背景，のこりの 15 は行為者の前科に関
するものであり，犯罪行為に対する大衆の態度に関するものは一つもない（66）。
このような例は少数ではなく，そこにも，輿論における犯罪行為に対する評価
と行為者の人的危険性との間の関連は，何ら実証的研究による承認を得るもの
ではなく，人々の一般的な感覚の問題に止まるべきである，ということが表れ

（63）�　H.-J.�Albrecht,�Strafzumessung�bei� schwerer�Kriminalität,�Duncker�&�
Humblot�Verlag,�1994,�S.�58;�G.�Kaiser,�Kriminologie,�C.�F.�Müller�Verlag,�
1996,�3.�Aufl.,�S.�955-961. 参照。

（64）�　G.�Kaiser,�Kriminologie,�C.�F.�Müller�Verlag,�1996,�3.�Aufl.,�S.�962-963.
（65）�　H.-J.�Albrecht,�Strafzumessung�bei� schwerer�Kriminalität,�Duncker�&�

Humblot�Verlag,�1994,�S.�73-74.
（66）�　G.�Kaiser,�Kriminologie,�C.�F.�Müller�Verlag,�1996,�3.�Aufl.,�S.�963.　
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ている。
　またもう一方で，心理学上の「同調圧力」（Konformitätsdruck）論によっ
てメディア効果と人的危険性との関係を読み解こうとしても，それは同様に成
功しない。
　確かに，心理学者 S. アッシュによる著名な実験により，集団の言論思想に
は，個人の言論思想をそれに一致させようとする強制力があることが証明され
ている（67）。しかし，メディア効果が一種の集団的「合意」（Konsens）であるか
らといって，それは必ずしも行為者に対して決定的作用を果たすということを
意味するわけではない。忘れてはならないのは，人的危険性について言うなら
ば，最も重要なのは，輿論の圧力の下で，公議に感染した後に行為者の言論ま
たは思想にどのような変化が生じるか，ということではなく，彼が今後の生活
の中でどのような生活態度を選択するかである。
　この点，同調圧力理論は，確かに行為者の外部に対する態度は他者の意見の
影響を受けるものであることを教えてくれる。しかし，行為者が自身の態度及
び行為の決定において，どの程度他人からの影響を受けるか，ということにつ
いて教えてはくれない。
　同調圧力の下で，行為者は，自らの「主観的悪性」に対して民意や民衆の憤
怒が示す態度を受け入れざるをえないかもしれない。これは心理学上所謂情報
源流（informatorischer Einfluss）（68）とされるものであり，それが行為者にある
程度の影響を与えることは確かである。しかし，そこでは以下のような結論，
すなわち，輿論による行為者の「主観的悪性」に対する否定的評価を行為者が
受け入れれば受け入れるほど，自らの行為と社会の期待との間の違いが大きい
ことを意識することになる，という結論が得られる。もし行為者がこのような
評価から有効な影響を受けるとすると，彼は今後の行為を熱心に糺すことによ
り，社会が期待するところに適合させて，自らの人的危険性を減少させようと
するはずである。明らかに，このような効果は「主観的悪性は民意により決定
される」という主張の趣旨に反するものとなるのである。

（67） 　D. Krech/ R. Crutchfield et. al., Grundlagen der Psychologie Band 7: 
Sozialpsychologie, Augsburg, 2006, S. 94.

（68） 　D. Krech/ R. Crutchfield et. al., Grundlagen der Psychologie Band 7: 
Sozialpsychologie, Augsburg, 2006, S. 96.
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（３）「中間形態」のジレンマ：刑法学における二種類の「形式理性」間の
立場

　以上のように，構成要件においても量刑事情においても，それが刑法学にお
ける学理上の意義を有するものである限り，そこにメディア効果を組み入れる
ことはできないのであり，メディア効果と刑法学の世界との間に言語的通約性
はない。
　大陸法系国家の法律制度について言えば，学理の態度と立場は非常に重要で
あり，それはある意味司法の方向性を決定づけることになる（69）。わが国の現行
刑法体系については，法系の位置づけに関して議論があるものの，基本的なイ
デオロギー及び方法論の側面で，大陸法系と酷似した点があると言える。例え
ば，典型的な大陸法国家（例えばドイツ）とわが国では，いずれも上から下へ，
マクロからミクロへ，一般から具体へという演繹的推論（deductive）により
事件が解決されているが（70），これは当然，一つの論理自足的で実務に対して指
導的意義を持つ学理体系を前提とすることとなる。
　この意義において，学理は間違いなく司法の実践理性を代表するものであ
り（71），学理において排斥されるものは，法律の実践理性においても排斥されな
ければならない。この結論は，刑法学理と実定刑法との間の関係の一側面に適
合するものである。すなわち，学理は指導者・誘導者であり，理性の方向を代
表する。実定法はそれに従って指導されるものであって，折々に理性によって
修正されなければならない。上述のように，このような「学理」は明らかに「あ
る べ き 法 」 の 精 神 を 代 表 す る も の で あ り， 一 種 の 実 定 法 超 越 的
（systemtranszendent）な形式理性なのである。
　もう一方で，実定法は学者ではなく立法者による作品であり，完全に学理的
論理に従って存在することはできない。
　立法者の自主性は，人民主権，権力分立といった立憲主義の基本原則により
保護されるものであるのに対し，学理の独立性は立憲主義のテーマではなく，

（69） 　M. Bohlander, Principles of German Law, Hart Publishing Ltd, 2009, pp. 
7-9. 参照。

（70） 　M. Bohlander, Principles of German Law, Hart Publishing Ltd, 2009, p. 1，
張文顕「二十世紀西方法哲学思潮研究」（法律出版社 1996 年）16 頁。

（71） 　H.-H. Jescheck/ T. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts AT, Duncker & 
Humblot Verlag, 5. Aufl. 1996, S. 195. 参照。
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これを実定法と一概に論じることはできない。大陸法系の法律体系に強い成文
化の傾向が見られることからしても，同体系の刑法学理（すなわち刑法教義学）
はかなりの程度において成文実定法のコンメンタールとしての役割を負うこと
となる。大陸法系の国家では，学理が刑法の適用において指導的意義を持つこ
とが認められるが，それと同時に，刑法学理（Strafrechtstheorie）が実定刑
法を出発点とし，実定法中の概念及び規定，条文の明確化及び改善を重視する
ことを認めている（72）。この点において，「学理」の多くの内容は実定刑法の規
範に依拠しかつそのために奉仕するもので，実定刑法の規範から離れること
は，その出発点を失うとともに，その存在意義を失うということになる。
　わが国にはその特色ある実定刑法規範があることから，それに応じて，この
ような規範を出発点としかつそれを終局的目標とする刑法学理が存在するので
あり，それがわが国における目下の通説的刑法学説ということになる。通説に
はわが国の特色が鮮明に見られるとともに，現行の刑法との一致性を緊密に保
持するものであり，そこでは現行刑法についての合理的解釈を行い，現行刑法
の適用を導くことのみが求められている。
　本稿においては，ここまで様々な角度から，わが国の現行刑法規範は実際に
はメディア効果を排斥していない，ということを論証してきた。そうすると，
現行規範に依拠しかつそれを基礎とするわが国の通説的刑法学説もまた相応
に，メディア効果を排斥しないということになるはずである。つまり，メディ
ア効果と刑法規範の対話は，実定法により「黙認」されるだけでなく，実定法
に依拠する「学理」によっても「黙認」されているのである。この結論は，実
定刑法と刑法学理の関係のもう一つの側面，すなわち実定法は学理の出発点で
ありかつ目標である，という関係に完全に適合する。このような「学理」は，
それ自体成文法規範を出発点とし，論理分析を通じて問題を解決するものであ
る以上，それが形式理性を代表するものであることは否定できなが，それは「実
定法」による「嵌め込み」（systemimmanet）を受けた形式理性なのである。
　ここで，本稿で論ずる「メディア裁判」問題にはかなり微妙な局面が生ずる
こととなる。
　①まずメディア効果の裁判への介入という現象（すなわち「対話」）は（完
全には）刑法規範の内と外の世界の区分を反映していない。蓋し，実定刑法は

（72） 　H.-H. Jescheck/ T. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts AT, Duncker & 
Humblot Verlag, 5. Aufl. 1996, S. 42.
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立法上このような介入の黙認を表明することができ，実際にわが国の刑法はそ
のようにしている。それは正に，本論の最初のところで述べた雲南省高級人民
法院による表現の論拠でもある。このようなコンテクストにおいて，「民意の
尊重」は完全に「法律の枠内」でなしうるのである。
　②同じ理屈で，メディア効果の裁判への介入という現象は（完全には）「実質」
と「形式」という刑法上の二つの立場の対立を反映しうるものでもない。刑法
の形式的思惟方法では，成文規範を前提として犯罪認定及び量刑について解釈
を行うことが求められる（73）。そのため，このような規範自体がメディア効果を
排除することを放棄するならば，それに依拠する刑法の学理もまたこのような
黙認という態度に厳格に従い，メディアに対して門戸を開くことになるが，こ
れは当然，形式的刑法観の立場に違背するものとは言えない。
　この点から見れば，メディア効果や輿論，そして民衆の憤怒といった類の社
会的実質的要素について考慮することは「実質的刑法観」の立場を代表するも
のだという考えは過度な単純化であると言わざるをえない。もとよりこれらの
概念は明らかに法律専門家たちの考慮の範囲にはないものであるが，わが国の
実定刑法がこれらの要素に対して独特の態度をとっていることを考慮すれば，
それらを無造作に形式刑法観から駆逐してしまうようなやり方には議論の余地
がある。
　それどころか，このような要素を概括的に「法外要素」―それは本来争いの
余地のない論断であるが―と呼ぶことにも慎重でなければならない。もしわれ
われが刑法規範のテキストの中に，構成要件といった「典型」的考慮要素と民
意といった「非典型」的考慮要素とを区別して論ずべき根拠を見出すことがで
きないならば，それにより得られる結論は唯一つである。すなわち，わが国の
刑法規範体系の視角において，民意が裁判結果に及ぼす影響は，正に構成要件
要素または量刑情状が裁判結果に及ぼすものと同様に受け入れるべきものとな
る。少なくとも，このような影響は，「実質による形式への干渉」と同じもの
ではない。蓋し，既に規範によって受け入れられた考慮要素については，これ
を実定法の局面で無造作に「実質」と同視することはできないからである。
　③これらにより，「メディア裁判」問題とわが国の刑法の土着資源との共生
性をイメージすることができよう。前者は，上述のような二つの形式理性の間
隙をぬってわが国の刑事法生態圏の中に頑強に存在しているが，この間隙は，

（73） 　劉艶紅「実質刑法観」（中国人民大学出版社 2009 年）65-66 頁，118 頁参照。
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正にわが国の刑法学がもたらした派生物なのである。
　言い換えれば，実定法に対する批判と超越との違いにより，刑法規範に対応
する学理及びそれが代表する形式理性自体にも，異なる立場が生じることにな
る。このうち，あるべき法に従った「学理」的立場は，普遍的な刑法理論教義
に立脚する。これに対し，実定法に従う「学理」的立場は，ネーション・ステー
トの制定法に根差すのである。
　この二つの「学理」はいずれも，疑いなく形式理性の表現形式であるが，前
者は基本的に自然法的教義及び論理的推論準則にのみ従い，ある種民族化され
た純粋に理性的とは言い難い「特色」については，これを無視して徹底的に「形
式化」することができる。その点で，前者は後者に比してより純粋であると言
うことができる。
　両者の比較から言えば，後者の「形式化」は法規範の実定性にのみより頼む
ものであり，そこでは，規範自体が非論理的または非体系的に制定されると言
うことを完全には排除することができない。メディア効果が刑法規範の判断に
おける着眼点の一つとなることは，わが国の実定法（後者の形式理性）により
決定づけられたものであるが，これはある部分において刑法学の理論的教義（つ
まり前者の形式理性）に違背するものなのである。
　わが国の刑法規範体系には，実際のところ二種類の「学理」，そして二種類
の「形式理性」が存在しており，それが「メディア裁判」問題において必然的
に刑法観の問題を引きずり出すとともに，もう一方で単純な「形式 - 実質」二
元対立的刑法観では問題が論じられないという状況をもたらしているのであ
る。




