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Ⅰ. はじめに

　ここ数年、刑事法学の分野において被害者論がかな
り盛んに議論されるようになってきている。現に刑事
訴訟法の改正に代表される法改正において、被害者の
法的な地位は従前と比較し、格段の飛躍を遂げた。刑
事法の分野では伝統的には犯罪者、すなわち行為者が
研究の対象であり、被害者の問題が着目されるように
なったのはそれほど古いことではない。刑事法学での
議論は、大雑把に言えば、加害者、解釈論的に言えば
行為者としての問題と被害者の問題に分けられるが、
解釈の問題としての被害者は保護法益の問題として捉
えられるのが一般的で、さらに個別的論点として、因
果関係論としての被害者による自己答責行為、正当化
事由としての被害者の承諾などが議論されてきた。保
護法益の問題は犯罪の実質をどのように構成するかと
いう構成要件自体の問題となるのに対して、個々の論
点としての自己答責行為や被害者の承諾は、行為者の
犯罪成立に対する規整としての法彫像であり、主たる
対象は行為者の行為の法的評価であるという点に特色
が認められるものと思われる。本稿において論者は被
害者を取り巻くダイナミズムの中で侮辱罪の問題点を
再考察し、被害者の法的な取り扱いを解釈論に組み込
むことの整合性と問題点を検討してみたい。

Ⅱ. 侮辱罪の保護法益をめぐる問題

　人の名誉に対する罪をめぐる大きな論点として、名
誉毀損罪と侮辱罪の区別という問題が存在する。名誉
毀損罪が社会的名誉を保護する一方で、そもそも侮辱

罪は何を保護しているのかという問題である。通説 1

は、名誉毀損罪と侮辱罪の両者とも社会的名誉を保護
法益とすると解し 2、反対説 3は名誉毀損罪が社会的名
誉を、侮辱罪が主観的名誉すなわち名誉感情を保護法
益とすると解している。230条名誉毀損罪と231条侮
辱罪の保護法益を一元的・統一的に理解するか、二元
的に理解するか、その意味で、一元説と二元説の対立
である。すなわち、名誉毀損罪と侮辱罪が保護法益を
同じくするのか、それとも異にするか、その根拠は何
かということが問題となる。その論点を整理すると、
事実の摘示が230条で明確に要求されていること、公
然性が231条にも要求されており、本人の目の前で侮
辱されることが問題とされるべき名誉感情の問題との
調和、230条と231条の法定刑が著しく異なること、
事実の摘示があった場合にも231条が成立するか、侮
辱罪と刑法230条の2の関係、さらに死者の名誉の取
扱い、そして名誉感情を持たない幼者、精神病者、法
人、法人格を持たない団体に対する侮辱の取扱い、こ
れらが関連する問題となる。これらの問題は学界にお
いてたびたび議論されており、また論者自身もすでに
詳細に論じた 4経緯があり、ここでは問題意識を共有
するために簡単に紹介するにとどめたい。

1. 「事実の適示」要件

　まず、事実の摘示が230条で明確に要求されている
ことは通説の考え方の根本的主張である。すなわち、
通説である一元説は、名誉毀損罪と侮辱罪の区別を
230条の文言「公然と事実を摘示」と231条の文言「事
実を摘示しなくても」を根拠にして、事実を摘示した
場合は名誉毀損罪、事実を摘示しなかった場合は侮辱
罪とし、二元説は、事実を摘示した場合は名誉毀損罪
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が問題とされるのは当然として、231条の「事実を摘
示しなくても」を「たとえ事実を摘示しなかったとし
ても」と読み替え、事実の摘示の有無にかかわらず、
侮辱罪は成立すると解釈する 5。

2. 「公然性」要件

　つぎに、公然性が231条にも要求されており、本人
の目の前で侮辱されることが問題とされるべき名誉感
情の問題との調和が問題となる。一元説は、名誉毀損
罪と侮辱罪を問わず、公然性が要求されていることを
その重要な根拠としている。このことは逆に、侮辱罪
を名誉感情の保護と解する二元説には不利に働く。も
し、保護されるべきが名誉感情であるならば、公然性
よりも面前性が要求されるべきだからである。つまり、
目の前で罵倒されることで、名誉感情が害されるから
である。

3. 法定刑の違い

　230条と231条の法定刑が著しく異なることが両罪
の理解にどのような影響を及ぼすのであろうか。名誉
毀損罪は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円
以下の罰金」で、侮辱罪は「拘留又は科料」である。
この法定刑の差を説明するかが問題となる。一元説は、
両者の法定刑が著しく異なる点について、事実の摘示
がある場合には、社会的名誉が著しく害されるが、事
実の摘示のない場合には、それほどまで害されること
はなく、それゆえに差異が生じていると解している。
これに対して二元説は、この違いを保護法益の違いに
求めている。これによれば、名誉毀損罪は社会的名誉
を保護することに他ならないが、侮辱罪は個人の名誉
感情が保護法益であるとする。つまり、これほどの法
定刑の違いは、保護法益が本質的に違うことに由来す
るとするのである。

4. 死者の名誉の取扱い

　現行法が死者の名誉との関係で、名誉毀損罪の成立
だけを認め、侮辱罪については規定していない点も問
題となる。この点について二元説の立場からは、死者
は名誉感情を持たず、名誉感情が害されることはない、
故に、死者に対する侮辱罪は不可罰であり、立法者は
それゆえ処罰規定をおかなかったということになる 6。
死者に対する名誉毀損罪の保護法益をめぐっては議論
があることは周知のとおりで、死者自身の名誉が保護法
益であると解し、死者自身の社会的名誉が害された場
合に名誉毀損罪で処罰されるとするのが多数説である。

5. 名誉感情と侮辱

　名誉感情を持たない幼児、精神病者、法人、法人格
を持たない団体に対する侮辱の取扱いも問題となる。
一元説から二元説に対する批判として、二元説によれ
ば名誉感情を持たない幼者、精神病者、法人、法人格
を持たない団体に対する侮辱は侮辱罪にならないとい
われ、処罰の隙間が存在することが批判される 7。法
人に対する侮辱罪との関係で、判例は法人に対する侮
辱罪の成立を肯定している。最高裁がはじめて法人に
対する侮辱罪の成立について明確に判断した 8最一小
決昭和58年11月1日刑集37巻9号1341頁 9と東京地
判平成9年9月25日判タ984号288頁 10である。
　名誉毀損罪と侮辱罪の区別という問題について概観
し、対立点についてそれぞれ簡単に検討したが、通説、
判例と有力説のどちらにも見るべきところがあり、い
まだに問題の解決には至っていない。両説の立場の違
いにより侮辱罪の適用について差異を生ずるとすれ
ば、法人、幼者、精神病者等の名誉感情を持つことが
ないとされる被害者に対する侮辱罪の成否であろう。
しかし、法人に対して侮辱的行為をすることはともか
く、幼者や精神病者に対して侮辱的行為をすることが、
単に名誉感情を持たないというだけで不可罰であると
いう結論を採ることは正しい考え方なのであろうか。
現に、この問題については二元説の論者も足並みが揃
っているわけではない 11。彼らに対する侮辱行為が人
間として許されないという法感覚が存在するからであ
る。それは優越感に基づく差別意識のようなものであ
ると思われる 12。

Ⅲ. 差別と侮辱罪

1. 判例に現れた「差別」の問題

　憲法の分野ではとくに東京都青年の家事件（東京高
判平成9年9月16日判タ986号206頁）として、「差
別」の問題が着目され、さまざまな議論がなされてい
る 13。これに対して刑事法の分野では直接、差別を規
制する構成要件が存在しないため、ほとんど議論はな
されていない。
　先に挙げた東京地判平成9年9月25日判タ984号
288頁では、当該法人の社会的評価を害するに足るべ
き具体的事実の摘示はなく、社会的評価を軽侮する抽
象的評価・判断を示しただけとして、名誉毀損罪でな
く、侮辱罪の成立を認めたのであり、具体的事実の摘
示の有無こそが、名誉毀損罪と侮辱罪の成立の分水嶺
であることをあらためて示した。他方、本件事案は、「社
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長がホモである」という被告人による表現が被害者で
ある法人の社会的評価に対する無価値判断であるとい
うことを侮辱罪の枠組みの中で刑法的に評価したもの
である。
　事実の概要は、政治結社の代表者であった被告人が、
同団体構成員丙と共謀の上、一月から二月にかけて、
ほぼ連日にわたり、甲野商事株式会社本社ビル前路上
において、街頭宣伝車の拡声器を使用して、「甲野商
事社長丁川三郎、いやホモ野商事社長丁川三郎、貴様
のようなホモ野郎は日本貿易会会長を即刻辞職すべき
なんだ。貴様のようなホモ野郎を日本貿易会会長に据
え置くことは日本の恥なんだ。貴様は元左翼運動家、
さらには共産党を手先に使い、地方の中小零細企業の
財産を根こそぎ奪い取り、そして男妾に貢ぐ。貴様は
男妾の事業の失敗で尻拭いをして今度はその男妾の尻
に世話になっているホモ野郎」「甲野商事……ホモ野
商事といいます。社長がホモなんです。男妾を囲っ
て、男妾に貢ぐ、これが甲野商事社長丁川三郎なんで
す。甲野商事、通称ホモ野商事というんです」「その
ようなスキャダルがありながら、なぜ甲野商事社長丁
川三郎は日本貿易会会長にいられるか。日本貿易会は、
通産省の所管にあります。この通産省と甲野商事の癒
着、これはまた後日出てきますが……どんどん出てき
ます。甲野商事と通産省との癒着ははっきりしており
ます」等と大声で多数回にわたって怒鳴り、あるいは
童謡「桃太郎」の節で「ホモ野さん、ホモ野さん。貿
易会長やめなさい。社長がホモでは恥ずかしい」等と
歌った声を録音したテープを再生し、もって、公然事
実を摘示して右丁川三郎の名誉を毀損するとともに、
公然右会社を侮辱したというものである。
　これに対して裁判所は、被告人が本件において表示
した内容を
（1） 甲野商事の代表取締役社長である丁川がホモであ

り、男妾を囲い、男妾に貢いでいること
（2） 丁川が、左翼運動家や共産党を手先に使い、地方

の中小零細企業の財産を根こそぎ奪い取り、これ
を男妾に貢いでいること

（3） 右のとおりのスキャンダルがありながら、丁川が
日本貿易会会長にいられるのは、日本貿易会を所
管する通産省と甲野商事が癒着しているからであ
ること

（4） 甲野商事を「ホモ野商事」あるいは「ホモ野さん」
と繰り返し呼称したこと

の4点にと大別した上で、「法人あるいはそれに類す
る団体（以下「法人等」という）も名誉毀損罪及び侮
辱罪の保護法益である名誉の主体になりうると解され
るが、それは法人等もその構成員とは別個の社会的な
活動の重要な単位であり、その社会的評価も保護に値

するからなのである。そして、法人等の活動とは無関
係なその構成員の私的行状は、たとえそれが当該法人
等の代表者の行状であったとしても、直ちに当該法人
等自体の社会的評価を低下させるものではないと解さ
れる。...（略）...被告人の本件における表示には、丁
川個人の名誉を毀損する具体的な事実の摘示が含まれ
ていることは、明白であって弁護人もこれを争わない
ところであるが、甲野商事の社会的評価を害するに足
るべき具体的事実の摘示が含まれているとは認められ
ず、同社を被害者とする名誉毀損罪は成立しないとい
うべきである。...（略）...しかしながら、（2）及び（3）
の表示は、その内容の点からはもとより、ほぼ同一の
内容をほぼ連日にわたって拡声器を通して怒鳴るなど
して表示するという態様からしても、同社が不当、悪
質な活動をしている旨の同社の社会的評価を軽侮する
被告人の抽象的評価・判断を示したものであることは
明らかである。そして、本件における表示の中には、
童謡「桃太郎」の節に乗せて「ホモ野さん、ホモ野さ
ん」と歌うなど、甲野商事を揶揄して呼称する部分も
織り込まれているのであり、この歌声を含む（4）の
表示は、ある会社を「破廉恥会社」と声高に呼称する
のと同様に、同社の社会的評価を軽侮する被告人の抽
象的評価を端的かつ執拗に示したものと評価すること
ができる。さらに、（1）の表示は、それ自体は主とし
て丁川の私的行状に関するものといえるのであるが、
本件における表示の中には、「甲野商事社長丁川三郎、
いやホモ野商事社長丁川三郎、貴様のようなホモ野郎
は……」とか、「甲野商事……ホモ野商事といいます。
社長がホモなんです」というようなものも数多く含ま
れていることや、本件での表示の態様に、前記のとお
り、その内容を抽象的に了知され易い面があることか
らすれば、（1）の表示も、「ホモ野商事」あるいは「ホ
モ野さん」という軽侮の表示と一体となっている限度
において、これもまた甲野商事に対する軽侮の表示と
みることができる。
　結局、被告人の本件における表示は、全体として、
丁川を被害者とする名誉毀損罪のみならず、甲野商事
を被害者とする侮辱罪をも構成するものと認められる。」
と判示した。
　本件の本来の論点は、法人に対する侮辱罪の成否で
あり、これは従来の裁判所の立場に則って肯定的に解
されているが、実はこの裁判においては、ホモという
表現が社会的にみて名誉を害する行為であり、刑法上
保護に値するという前提が存在しているのである。そ
の意味で、本件裁判において被告人が有罪とされたと
いうことは、ホモという表現が社会的にみて名誉を害
する行為であると国家がお墨付きを与えたことに他な
らない。
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2. 差別に対する刑法のスタンスの置き方

　さて、ここから先はもう世界観の違いであろう。一
般に、欧米においては、同性愛が社会的に受け入れら
れているといわれている。同性愛者が市民権を得てい
るということは、社会的に奇異の目で見られていない
ということであろうし、特別の人間であると見られな
いということであろう。その場合、同性愛者が同性愛
者であると指摘されることは、事実としての評価以外
に何か存在するのであろうか? 同性愛者であることを
理由として、社会的に不利な扱いを受けるということ
がないように配慮することは法秩序の課題であると思
われるが、本件のように、同性愛であるということを
指摘することは社会的名誉に対する無価値判断である
という評価は明らかに中立的な立場ではない。たとえ
ば、凸凹高校の出身者であるということを指摘するこ
とが、社会的名誉を害しているといえるのであろうか? 
身体障害者であるということを指摘することが、社会
的名誉を害しているといえるのであろうか 14 ? これを
刑法的に社会的名誉を害する犯罪としてとらえるべき
なのであろうか? これらは都合の悪い事実、換言すれ
ば、社会すなわち法秩序が「負」の評価をすべき事実
なのであろうか? 否、そうではないだろう。このよう
な場合に社会的名誉に関する罪は成立し難いし、また
現行刑法には直接差別を禁止した構成要件は存在しな
い。しかし、少なくとも社会常識に照らして、差別的
言動が許されないものであるということには異論はな
かろう。成熟した市民として差別が許容されるもので
はなく、恥ずべき行為であることは間違いない。
　それではこのような差別行為をどのように規制すべ
きなのであろうか? 犯罪として構成する場合には、以
下の点に注意しなければならないであろう。まず、保
護法益が社会的名誉であってはならないことである。
すでに述べたように、同性愛や身体障害者であること
が社会的な名誉に関するものではないからである。つ
ぎに、主観的要件として、差別の認識が必要であろう。
これは事実的故意を超過するものである。最後に法定
刑として、成熟した市民として差別を許容しないとい
う考え方に対応したもの、すなわち、モラル違反程度
のものが想定されるべきであろう。実はこれに最適な
構成要件が存在する。刑法231条の侮辱罪である。た
だし、これは少数説を前提としたものであり、且つ、
主観的要件として、故意のほかに差別の認識を要求し
なければならない。すでに論者は、侮辱罪が軽犯罪法
に移植されるべきであることを説いているが 15、この
考え方も流れを一にするのである。

Ⅳ. 被害者感情と侮辱罪

　冒頭に述べたように被害者をめぐる法的問題は、現
在、さまざまな場面で前面に押し出されており、さな
がら勝利の凱旋に酔いしれるパレードのようである。
しかし、これが解釈論のレベルでどのような影響を持
つかは明確にされているとはいえない。被害者の問題
を解釈論の枠組みとしてとらえるには、法益論、客観
的構成要件要素としての客体、被害者の承諾、自己答
責行為があげられるが、ここでは侮辱罪の保護法益は
被害者の名誉感情であるという有力説を手がかりに侮
辱罪を被害者的な視点からさらに再構成してみよう。
言うまでもなく、この有力説は被害者の名誉感情を直
接的に保護法益とすることにより、従来の通説よりも
被害者に視点を置き、被害者保護の思想にフィットす
る考え方なのである。

1. 被害者の視点へのシフト

　刑法では行為者の行為を客観的に、法的に評価する
ことに主眼が置かれている。そこでは違法論について
行為無価値要素と結果無価値要素をどう組み込むかと
いう議論に違いはあるものの、トータルの枠組みとし
て、犯罪を行為の客観面と行為者の主観面から分析し、
最終的な法的評価を導き出すというメソッドには違い
はない。被害者の感情、すなわち被害者の主観は、行
為者の行為の分析には二次的なものとしてしか登場し
ないのである 16。果たしてこれは本当にそうなのであ
ろうか? 否、そうとばかりはいえない。わいせつ罪に
おける主観的要素としてのわいせつの意図をめぐる議
論と強盗罪における暴行・脅迫の程度と被害者の主観
をめぐる議論を例にとって見よう。

（1）強制わいせつ罪と主観的意図

　通説、判例によれば、強制わいせつ罪が成立するた
めには、行為者の主観的要素としての故意のみならず、
わいせつの意図が必要であるとされる。最高裁昭和
45年1月29日判決（刑集24巻1号1頁）は、被告人
は、内妻Aが本件被害者Bの手引により東京方面に逃
げたものと信じ、これを詰問すべくアパート内の自室
にBを呼び出し、同所で右Aと共にBに対し「よくも
俺を騙したな、俺は東京の病院に行つていたけれど何
もかも捨ててあんたに仕返しに来た。硫酸もある。お
前の顔に硫酸をかければ醜くなる。」等申し向けるな
どして、約二時間にわたり右Bを脅迫し、同女が許し
を請うのに対し同女の裸体写真を撮つてその仕返しを
しようと考え、「五分間裸で立つておれ。」と申し向け、
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畏怖している同女をして裸体にさせてこれを写真撮影
したという事案に対し、「刑法一七六条前段のいわゆ
る強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯
人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的
意図のもとに行なわれることを要し、婦女を脅迫し裸
にして撮影する行為であつても、これが専らその婦女
に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出
たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強
制わいせつの罪は成立しないものというべきである。」
とした。なお、これに対しては入江俊郎、長部謹吾両
裁判官の「行為者（犯人）がいかなる目的・意図で行
為に出たか、行為者自身の性欲をいたずらに興奮また
は刺激させたか否か、行為者自身または第三者の性的
しゆう恥心を害したか否かは、何ら結論に影響を及ぼ
すものではないと解すべきである」という詳細な反対
意見も加えられた。
　このような裁判所の立場とは反対に、この問題につ
いて最近では、強制わいせつ罪は性的自己決定権を保
護法益とするものであるから行為者の主観的要素と
してのわいせつの意図は不要であるとする論者が多
い17。本人の自己決定がすべてを左右するのであって、
行為者の主観面によって犯罪の成否が決定されるわけ
ではないというのである。行為者の主観から被害者の
主観へと問題の視点がシフトしているのである。
　注意しなければならないのは、通説の立場からは本
件のような行為が全く無罪になるというのではなく、
強制わいせつ罪こそ成立しないが、強要罪は成立する
と考えられることである。わいせつ罪一般を性道徳に
対する犯罪ととらえるならば、行為者にわいせつの意
図を要求する意味はあるが、わいせつ罪を社会的法益
に対する犯罪と個人的法益に対する犯罪に分類し、後
者は個人の性的自己決定権の問題と考えれば、行為者
の意図は性的自己決定権に影響を及ぼすものではない
のである。通説のもくろみは、故意のほかに主観的要
件を要求することによって犯罪の成立に制限をかけよ
うというものであると考えられる 18。しかし、おそら
くこれは主観的意図という独立の要件を設けるのでは
なく、故意の内容の問題に解消すればよいのではない
だろうか。

（2）強盗罪と恐喝罪における暴行・脅迫の程度

　強盗罪と恐喝罪における暴行・脅迫の程度をめぐる
議論が存在し、ここでも被害者の意思の分析が重要な
役割を果たしている。犯罪類型として強盗罪と恐喝罪
を比較すると、前者は奪取罪であり、後者は交付罪で
ある。したがって、両者の違いは構造上のものであり、
本来的には、暴行・脅迫の程度の違いではないことは
明らかである。このことを被害者の意思の観点で説明

すると、強盗罪は被害者の意思に反して財物の移転が
なされるのに対し、恐喝罪では被害者自身の意思によ
り財物が交付されるということになる。講学的には、
恐喝罪は詐欺罪と並び交付罪であり、恐喝罪では暴行・
脅迫により財物が被害者の手から喝取され、詐欺罪で
は欺罔行為により財物が被害者の手から詐取されるの
である。その意味で財物の交付について被害者に任意
性が認められるといわれている 19。
　このような構造的な説明に対して、最近では異論が
唱えられている。それは戦後に判例が立場を変えて、
強盗罪と恐喝罪の違いは暴行・脅迫の客観的な強度の
差異に由来するとしたからである。まず最高裁は、昭
和23年6月26日判決（刑集2巻7号748頁）で、被告
人が被害者方に赴き、同人に対し、所携の庖丁を突付
け、5000円を借せと申向けて脅迫し金錢を強取しよ
うとしたが、同人が応じなかったため、その目的を
遂げなかった事案に対し、「被告人の右脅迫の所爲た
るや、相手方たるSの意思の自由を抑壓するに足るも
のであつたことが明かであるから、同人が偶々被告
人の要求の応ぜず、従って意思の自由を抑壓されな
かつたとしても、被告人の判示所爲は強盗罪の實行
をもつて目さなければならない。それ故、右脅迫の
結果金員を強取するに至らなかつた被告人は、強盗
未遂の刑責に服すべき」であるとした 20。続いて昭和
23年11月18日判決（刑集2巻12号1614頁）は、被
告人らが共謀の上、被害者方裏勝手口から屋内に侵
入し、被告人Aと被告人Bはそれぞれ草刈鎌を、被
告人Cはナイフを被害者に突き付け、こもごも「静
かにしろ」「金を出せ」等と言って脅迫し同人を畏怖
させ同人から現金、腕時計、懐中時計、ライター等
を強奪した事案に対して、「強盗罪の成立には被告人
が社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る暴行又
は脅迫を加え、それに因つて被害者から財物を強取
した事実が存すれば足りるのであつて、所論のごと
く被害者が被告人の暴行脅迫に因つてその精神及び
身体の自由を完全に制圧されることを必要としない。」
として、「社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る
暴行又は脅迫を加え」ることが強盗罪の成立に必要で
あることを示し、先の6月26日判決から更に一歩踏
み込み、被害者の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅
迫という客観的な基準を採用したのである。さらに、
昭和24年2月8日判決（刑集3巻2号75頁）において
「他人に暴行又は脅迫を加えて財物を奪取した場合に、
それが恐喝罪となるか強盗罪となるかは、その暴行
又は脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧
するに足る程度のものであるかどうかと云う客観的
基準によつて決せられるのであつて、具体的事案の
被害者の主観を基準としてその被害者の反抗を抑圧
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する程度であつたかどうかと云うことによつて決せ
られるものではない。原判決は ...被告人等3名が昭
和22年 8月 23日午後 11時半頃被害者方に到り、判
示の如く匕首を示して同人を脅迫し同人の差出し
た現金200円を強取し、更に財布をもぎ取つた事実
を認定しているのであるから、右の脅迫は社会通
念上被害者の反抗を抑圧するに足る程度のもので
あることは明かである。従つて右認定事実は強盗
罪に該当するものであつて、仮りに所論の如く被
害者Aに対しては偶々同人の反抗を抑圧する程度
に至らなかつたとしても恐喝罪となるものではない。」
とし、被害者の主観によって被害者の反抗を抑圧する
程度であつたかどうかが判断されるものではないとし
た 21。これにより、昭和23年11月18日判決が導き出
した暴行・脅迫の強度の客観性が、被害者の主観によ
って左右されないということが示された。これら一連
の判決により最高裁は、強盗罪が成立するためには、
相手方の反抗を抑圧するに足る暴行・脅迫が客観的に
存在することが必要で、それに足りない場合は恐喝罪
が問題となるとしたのである。
　他方、被害者の主観を完全に排除していいかという
と、そうともいいきれない。たとえば、客観的には被
害者の反抗を抑圧するに足るものではなかった、それ
ゆえ、恐喝の強度しか達していなかったが、たとえば
相手が極端な小心者であったので反抗を抑圧された場
合、学説の多くは強盗既遂を認める 22。これに対して、
客観的に被害者の反抗を抑圧するに足るものであった
が、相手が豪胆で、現実に反抗を抑圧されるに至らな
かった場合、判例は強盗既遂を認めている 23が、通説
は、被害者が現実に反抗を抑圧されるに至らなかった
点に着目して、強盗未遂と恐喝既遂の観念的競合を認
めている 24。これに対して、このような場合、恐喝罪
の実行行為は存しないので、強盗未遂のみが成立する
という考え方もある 25。このように、強盗罪と恐喝罪
を区別するにあたって客観説に従うとしながらも、被
害者の主観を相当程度考慮するというのが大多数の考
え方である 26。

2. 侮辱罪における被害者の主観の意義

　強制わいせつ罪と強盗罪を例にとり、刑法の解釈に
おいて被害者の主観が構成要件の解釈に重要な役割を
果たしていることを示したが、このことは侮辱罪にお
いてどのように反映されるのであろうか。

（1）加害者側の侮辱感

　加害者側が侮辱行為を意図したが、この意味内容を
被害者が理解できず、被害者側に侮辱感が生じない場

合の処理はどうすべきであろうか。被害者側が意味を
理解できない侮辱事例である。具体的には法人、幼者、
精神病者に対する侮辱が問題となる。純粋に侮辱感情
の問題とすれば、侮辱感が生じていない以上、法益侵
害は生ぜず、侮辱罪は成立しないことになる。しかし、
相手がこの意味内容を理解していないことを奇貨とし
て侮辱行為がなされることは許されるものではなかろ
う。行為者は相手が意味内容を理解していないこと知
っているのであるから、そこには相手に対する侮辱を
行い、相手の心理的ダメージを狙うという目的が存在
するのではなく、相手に対する優越感の発現が認めら
れるものと思われる。まさにこの点に侮辱罪のモラル
違反規制機能が存在するように思われる。そして科さ
れる刑罰は、軽犯罪法と同程度のものであることも頷
けるのである。

（2）被害者側の侮辱感

　より深刻な問題となるのは、被害者側にのみ侮辱感
が存在する場合である。たとえば、衣料品店で商品を
試着し、店員に意見を聞いたところ、「目っ茶、やば
いっすよ」と言われた場合、現在の用語例では褒め言
葉であるが、旧来の語感では侮辱的な表現である。こ
の場合、行為者側に侮辱の意思は全くなく、その意味
で故意がないといえば片付いてしまうであろう。被害
者の侮辱感だけが残るが、それは保護されないことに
なり、被害者に酷な結論となるが、解釈論的には何ら
違和感はないであろう。極端な結果無価値論を主張し
たとしても、行為者の故意のない行為を処罰しようと
はしないはずである。その場合の故意の内容は、表現
内容の認識（ここでは「目っ茶、やばいっすよ」と言
うことの認識）と意味内容の認識（ここでは「目っ茶、
やばいっすよ」の意味の認識）である。しかし、後者
は本当に故意の内容であろうか。故意は客観的行為事
情の認識であるのだから、後者はむしろ事実的故意を
超える特殊的主観的要素としての侮辱の意図ではない
だろうか。このように解すれば、先の店員の事例は -
故意の問題であれ、侮辱の意図の問題であれ -行為者
の主観的構成要件の欠如により解決されることにな
る。
　しかし、このような行為者の主観面に着目した限
定解釈が社会的に受け入れられるかというと疑問
の余地がないとはいえない。セクハラの問題であ
る。被害者の保護に熱心なあまり、行為者の意図を
差置いて被害者の感情だけが問題であるというのが
一般的である。東北大学の「ハラスメント問題解
決のためのガイドライン 27」でも「ある言動がセク
シュアル・ハラスメントにあたるかどうかは、あ
くまでも相手の受けとめ方（「不快」と感じるかど
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うか）によるのであって、その言動を行なう者の感
覚で判断されるものではないことに注意して下さい。」
とあり、北海道大学の「北海道大学におけるハラスメ
ントの防止に関するガイドライン 28」でも「セクシュ
アル・ハラスメントに該当するかどうかは ,その言動
を意図して行ったか否かではなく ,基本的には言動の
受け手がそれを不快に感じるかどうかが ,判断の基準
になります。」とある。簡単に言えば、セクハラに該
当するか否かの判断は受け手の感情を害したかどうか
により決まるのである。これは先に述べた刑法的な視
点と全く逆の視点、すなわち被害者の視点に立つもの
であり、被害者の感情から行為者の行為を評価しよう
というものである。これは被害者保護の究極のモデル
であろう。この考え方に従えば、先の店員にも侮辱行
為が認められることになるのである。
　果たしてここまで被害者保護を広げるべきなのであ
ろうか。侮辱罪の構成要件を検討するうえでここまで
被害者の主観を重視する必要はあるのであろうか。こ
の問題は先に述べた強制わいせつ罪と主観的意図とも
関連する。どこまで被害者の主観を保護するのかとい
う問題なのである。

Ⅴ. 理論的問題

　セクハラ問題の解決で一般に行われているように行
為者の主観を無視して、被害者の主観だけを保護する
という極端な考え方には至らないまでも、本稿でここ
まで論じたように、侮辱罪において被害者の主観、す
なわち名誉感情を保護の対象とすると、どのような理
論的な問題が生じるのであろうか。

1. 方法の錯誤の事例

　XがAを狙ったが、弾丸が逸れてBを殺害するに至
ったという方法の錯誤の事例において故意は阻却され
ず、また、行為者が念頭に置いた人数に関係なく、故
意は認められるというのが、現在の日本の刑法の通説、
判例である 29。これを侮辱罪の事例に当てはめると、
XがAを侮辱する意思でAのルックスを理由に中傷し
たところ、そばにいたBがこれを聞き、自分に対する
ものと考え、激昂したという場合やBのみならず、さ
らに別のCも激昂した場合である。XとAが旧知の間
柄であり、単に服装を茶化した場合でも、XとAの間
では被害者の承諾が存在するとしても、XとBやCの
間にはそのような承諾は存在せず、問題となりうる。
ここまで述べたように、被害者の主観たる名誉感情が
侮辱罪の保護法益であるとすると、従来は想定されて

いなかったこのような問題も生じるのである。とくに、
敏感な人に対しては侮辱罪が成立しやすいということ
になる。とくにこのことは、侮辱罪の問題とは離れて、
セクハラの問題にも当てはまる。神経過敏な人はセク
ハラ被害に遭い易い、被害に遭いたくなければ気にし
ないことだという本末顛倒の主張になってしまう。
　むしろこの問題は錯誤論における具体的符合説 30に
よる解決を試みるしかないであろう。XはAに対して
のみ故意行為を行っているのであるから、それ以外の
B、C等に対しては故意が向けられていないと考えら
れるべきであろうし、このように解すれば、B、Cに
対しては侮辱罪は成立しないのである。

2. 公然性の問題

　侮辱罪には、「公然性」が構成要件上要求されてい
る。この公然性が要求されることの問題は何であろう
か。これは侮辱罪と被害者の対立構造に関する問題で
ある。「公然性」と対立する概念は「面前性」であるが、
これは行為者と被害者が直接対峙していることを意味
する。本稿で論じた侮辱罪が想定するのは、被害者の
名誉感情を害することであり、具体的な事例としては、
差別行為やセクハラ行為である。この公然性と面前性
という概念はこれらの問題とどのように関係するので
あろうか。
　セクハラ問題については、面前性を要件とすること、
ないしは、公然性を緩和することで、問題がカバーで
きることになる。暴行や脅迫も伴わず、密室でセクハ
ラ行為が行われた場合、侮辱罪だけが問題となるが、
それは「公然と」行われたといえるのであろうか。相
手に対し、包み隠さず、内心を表明するという意味で
の「公然性」は備えているといえるであろう。しかし、
不特定多数の前でという意味での公然性ではないこと
になる 31。この点に関しては解釈の限界を超える可能
性もあるので、問題提起にとどめたい 32。

3. 補充構成要件としての侮辱罪

　何らかの理由で強制わいせつ罪や強姦罪の成立が否
定された場合に、侮辱罪を適用することができるかと
いう問題も存在する。たとえば、性行為については同
意がなかったとはいえないが、それに続いて侮辱的な
行為が行われた場合である。ドイツでは性行為ののち
に放尿行為が行われたという事例が存在する33。ただ、
犯罪の被害者に対する行為は、多かれ少なかれ、およ
そ侮辱的な内容を持つ行為である。そうすると本行為
たる犯罪の成立が否定された場合にもすべて侮辱罪が
成立するというおかしな結論になってしまいかねな
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い。たしかに侮辱罪はモラル違反的な意味合いが強い
が、そこまでの必罰主義は社会生活の窒息感を招くも
のと思われる。

Ⅵ. まとめ

　本稿では刑法における侮辱罪を有力説の立場から再
構築することを試みた。そこでは、侮辱罪が被害者の
名誉感情を保護法益とし、被害者の主観面での侮辱感
を重視することにより、被害者の視点に立った解釈が
期待できることを検証するのみならず、セクハラや差
別という従来の刑法学では論じられていない問題領域
にも踏み込んで言及した。さらに、このような志向性
を持った解釈にともなう問題点にも言及し、被害者保
護一辺倒のスタンスにも警鐘をならしたつもりであ
る。本稿を契機に更なる被害者保護のあり方が議論さ
れれば、我が意を得たりである。
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