
はしがき

日本では、犯罪学の教育体制に関する学術的な調査研究は、ほとんど行われていない。私

は 年にはスロベニアのリュブリアナで開催されたヨーロッパ犯罪学会に出席し、現地の

マリボール大学における 犯罪学・安全学部 の教育に関して約 時間半にわたって、学部

長にインタビューをする機会を得た。 年にはサンフランシスコのアメリカ犯罪学会で

犯罪学の教育体制 に関する部会を企画、実施した。これには、アメリカ、香港・マカ

オ、日本に関する報告が行われ、私は日本の法科大学院発足後の刑事政策の教育・研究の衰

退を実証的に論じた。 年には神戸の国際犯罪学会第 回世界大会で、シンポジウム 犯

罪学・刑事司法の統合的な教育体制 の企画者・司会者となった。

本稿では、国際犯罪学会第 回世界大会のシンポジウムを紹介し、考察する。これには、

カナダのエザート・ファータ（サイモン・フレーザー大学名誉教授）、アメリカのジェーム

ズ・フィンケンナウアー、（ラトガース大学名誉教授）、ドイツのヘルムート・クーリー（フ

ライブルグ大学教授）、ベルギーのステファン・パルメンティール（ルエリン・カソリック

大学教授・国際犯罪学会会長）が、日本については小柳武（常盤大学教授）、福島至（龍谷

大学教授）が報告を行った。本稿では、クーリー、フィンケンナウアーおよびファータの報

告を要約し、考察を加える。シンポジウムは、夜 時からの時間帯であったため出席者は少

なかったが、報告は質が高く、国際的に著名な研究者たちが出席していた。
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ヘルムート・クーリー ドイツにおける犯罪学および犯罪学の教育

ドイツでは、犯罪学は大学や研究所の教育において、アメリカ、英連邦、カナダ、オース

トラリアにおけるような役割を果たしていない。オランダ、ベルギー、北欧諸国など若干の

例外があるものの、ヨーロッパ大陸諸国では、大学の犯罪学教育は多かれ少なかれ、刑法教

育の一部と見なされ、独立の領域とはされてこなかった。ドイツでは犯罪学者となるには犯

罪学を学ぶ必要はなかった。大多数の犯罪学者は犯罪学を学んでいないし、学ぶ機会もな

かった。彼らの大半は刑法を学んでおり、一部の人々が社会学、心理学または教育学を学ん

だ。彼らは、犯罪学の調査、研究、教育を行うことによって犯罪学者になった。

大学には犯罪学のコースが存在するが、それは刑事法教育の一部であり、大多数が刑法学

者によって行われている。社会学科では犯罪学のコースは比較的少数であるか、あるいは社

会学の一部で扱われている。心理学科では、犯罪学はほとんど何の役割も果たしていない。

法廷心理学のコースを見かけるかもしれないが、それは心理学者が行う専門家証言の訓練を

扱っており、犯罪学ではない。

ドイツの大学には犯罪学的な調査研究の長い伝統がある。 犯罪心理学 、刑事政策および

刑罰制度は、すでに 世紀のドイツの各大学で教育が行われていた。 年にクルト・シュ

ナイダーは、精神病質的人格に関する書物を刊行し、精神病質は先天的遺伝的な異常人格で

あり、いくつかの要素が結合すると、犯罪行動の出現に影響を及ぼすと主張した。 年に

ウイーンで 犯罪生物学会 が創設された。ドイツでは 年代まで犯罪生物学に基づく犯

罪行動の理解は、影響を保持した。精神医学者エルンスト・クレッチマーの体型学

（ ）の体型と性格に関する理論もまた心理学と犯罪学に強い影響を与えていた。

当時、双生児の行動を基礎に犯罪行動の生物学的背景に関する調査が行われた。 年には

ゲッピンガーは、自分のテキストで精神医学の知識は犯罪者の特定のグループを理解するう

えで重要であると書いている。他方で、社会学者たちは 年代以降、犯罪学において影響

力を強めた。彼らは、アメリカの影響でラベリング論やその他の社会学的な犯罪学理論につ

いて論じていた。

しかしながら、今日に至るまで犯罪学は刑法の補助科学に過ぎないという状態を脱するこ

とができず、犯罪学の体系的教育は欠落している。刑法の世界では、犯罪学を志向する研究

者はアウトサイダーであり、本物の刑法学者ではないとされていた。 年代までドイツで

は犯罪学の評価は低かった。

年に最初の犯罪学研究所がザールブルッケン大学に創設され、犯罪学の体系的な教育

をめざした。学生は犯罪学の学位を取得することができたが、その教育は長続きしなかっ

た。法学部で最初の犯罪学教授のポストが 年にハイデルベルグ大学、 年にチュービ

ンゲン大学とケルン大学で設けられた。ケルン大学の教授職は、 年間空席であった。これ

らの教授職についたのは、法学者や精神医学者であった。 年にはミュンスター大学と

レーゲンスブルグ大学で犯罪学教授が誕生したが、いずれも法律学と心理学の試験を経てい

る。

年にフライブルグでマックスプランク外国刑法・国際刑法研究所が創設された。それ

は、今日に至るまで広い国際的な結びつきと専門の壁を越えた研究員を擁する。初代所長は
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法学者であった。ここでは、社会学者や心理学者が警察活動、制裁および犯罪者の処遇・更

生に関する大規模な調査を行っている。

年にはミュンヘンのバイエルン州警察本部に警察活動を専門とする犯罪学の調査グ

ループが創設された。 年にはニーダーザクセンの犯罪学研究所が創設された。これは二

番目に大きな研究所である。最初の 年間所長は犯罪心理学者であり、その後を継いだのは

法学者であった。 年にはヴィスバーデンの犯罪学研究センターが創設された。それは連

邦政府および州政府の調査・資料センターであり、いろいろな調査結果を要約し政策決定に

反映させる活動を行い、犯罪と犯罪学の重要テーマについて定期的に会議を開催している

が、 研 究 よ り も 実 務 志 向 が 強 い。 ヴィ ス バー デ ン の ド イ ツ 連 邦 警 察 庁

（ ）は、 年に犯罪捜査学研究所を創設した。それは犯罪学と犯罪捜

査学の研究機関でもあり、警察に関する犯罪学的調査に資金を提供し、組織するとともに、

年代以降マックスプランク外国法・国際刑法研究所と共同して、大規模な被害者調査を

行っている。

年以降、ドイツ司法省は犯罪学調査のグループを立ち上げた。 年代にドイツ調査

基金（ ）が活動し、チュービンゲン大学に学術叢書の出版資

金を提供している。

年に ニュー・クリミノロジー学会 （ ）が創設され、

年にはヨーロッパ犯罪学会（ ）が設立された。この学

会は、ヨーロッパ諸国のすべての犯罪学者が参加できる組織であり、毎年国際会議を組織し

ている。

年代初め、各大学の法学部教育が改編され、法学部学生は少年刑法、行刑法に加え

て、犯罪学の特別なテーマを選択できるようになった。しかし、 年代中ごろには、再改

編が行われ、犯罪学は再び後景に退いた。今日に至るまで、ドイツのほとんどの大学で犯罪

学に興味を抱いた学生や研究者は、周縁的な立場にいる。犯罪学、心理学と教育学では状況

はいっそうひどくなっており、犯罪学の教員のポストは削減される危機にある。

ドイツには数冊の犯罪学教科書が存在するが、その多くは刑法の教授が執筆しており、一

冊だけが心理学者アメラングによるものである。

年以降、ハンブルグ大学にはいわゆる コンタクト 学問研究が存在する。 年に

同大学で 犯罪学の構築と学際的な学問 （ ）と

いうコースが創設された。これはドイツの大学で最初の独立した犯罪学の教育課程である。

社会学者フリッツ・ザックが初代所長となった。同研究所は、同大学で犯罪学の常設コース

を提供する。この教育は、学際的であり、ポスト・ドクターのレベルであるが、犯罪学の学

位を提供している。他方、ハンブルグの犯罪学社会調査研究所が創設され、 年 年

以降、国際犯罪学の授業を受け、試験に合格した学生に対し、修士号を与えている。課程は

セメスターで編成され、 警察活動 、 国際犯罪と安全政策 、 刑罰 、 ビジュアル犯罪

学 といったテーマを重点的に扱い、定員は一学年 名であり、犯罪学の論文の提出も可能

である。受講生は、犯罪学以外の学士号か、それに匹敵する資格を有していなければならな

い。 年からこの研究所は犯罪学における実務訓練コース（定員は一学年 人）を提供し

ている。 年以降、チュービンゲン大学は実務家のための臨床犯罪学の実務訓練コースを



提供している。

ドイツの犯罪学教育は、大学外の専門家の組織の主催する実務訓練コースで、頻繁に実施

されている。 年 年以降、ボーフム大学で 犯罪学・警察科学 修士の教育が行わ

れている。専門の学問的な教育は、サテライト方式を採用し、 年の課程である。一学年定

員は 人である。入学許可の条件は、どこかの大学で試験を受けて学位を有すること、少な

くとも 年間の実務経験を有することである。さらに、南アフリカのケープタウン大学と協

力して、博士課程を準備中である。そのオーガナイザーは、刑法教授で、警察学校の前校長

である。 年以降、ミュンスターのドイツ警察大学でも、犯罪学の課程と警察科学の課程

がある。ここでは 警察犯罪学 （ ）の教育が行われており、犯罪学全般

が教えられるわけではない。

今日まで、英米系の国々と比べて、ドイツやその他のヨーロッパ大陸の国々では犯罪学の

状況は悪く、欠陥も多い。ドイツでは、理論的にも経験科学的にも刑法が犯罪学教育の焦点

である。犯罪学の役割も刑法との関連で把握されていて、刑法の教授たちが犯罪学の主役を

演じている。法学部の多くは 犯罪学と という講座を持っていて、犯罪学は刑法の側

から、刑法のその他のトピックと並んで教えられている。犯罪学のカリキュラムは、刑法に

よって提起された諸問題からスタートするか、それとも刑法そのものが犯罪学の調査や分析

のテーマの一つと考えるかによって、明確に異なる。

ドイツでは、いまでは犯罪学を学び、犯罪学の学位を有する 犯罪学者 は存在する。し

かし、犯罪学者と言うだけでは進路や職業のイメージは持てないし、地位を得ることはでき

ない。そのため、学生はしばしば犯罪学をなぜ学ぶのかという質問をする。大多数の犯罪学

を学ぶ学生たちは、警察、刑法または刑事司法の運用において指導的な地位を得るといっ

た、昇進に有利な機会を獲得するという希望を持って、犯罪学を修得している。

ジェームズ・フィンケンナウアー アメリカにおける刑事司法の教育

．過去

年までは、アメリカ合衆国には刑事司法に関する学問的な教育は存在しなかった。

年の連邦総合犯罪防止・市街安全法（ ）

により法執行教育プログラム（ ）が創設され

た。 の教育資金の援助は多様な刑事司法プログラムの創造へと導いた。 年代に

は刑事司法の教育が認知されるまで苦闘が続き、しばしば揶揄された。それらは警察学校か

ら派遣された講師陣に依存し、人的にも物的にも不十分なものであった。弱体なプログラム

は淘汰され、強力なプログラムが進化していった。 年に プログラムは廃止さ

れ、財政支援もなくなったが、刑事司法教育は存続した。

．現状

現在、アメリカ合衆国では推定で 以上の刑事司法教育のプログラムがあり、 年制、

年制および博士課程を含む大学院プログラムが存在する。これらのプログラムは刑事司法

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）



犯罪学・刑事司法の総合的教育体制（斉藤）

の専門性を高めるうえで、大きな効果を上げている。重要なことは、これらのプログラムが

何千人もの学生に対して犯罪と法ならびに司法に関する論点を深く掘り下げた教育をしてお

り、よりよき市民を送り出しているという事実である。刑事司法プログラムは全く新しいタ

イプの職業である刑事司法企画者、犯罪の分析専門家、各種の評価の専門家、裁判科学の専

門家（ ）および警備専門家、刑事司法の教授および刑事司法専門家を生み

出している。 年時点ではこうした専門家は、ほとんど存在しなかった。刑事司法は、現

在では、学問的な教育として受け容れられており、大変人気のある領域である。

．未来 刑事司法で学位を持つことの意義

刑事司法の世界では つの大きな発展があるが、それらは刑事司法を学ぶ学生・大学院生

にとってどのような意味を有するか。

第 に犯罪の様相が大きく変化している。犯罪はますます国境を越え、国際的なものと

なっている。サイバー犯罪、人身売買その他の取引や密輸出入、マネー・ローンダリングは

その典型である。この種の犯罪は、国家や地域に対して顕著な影響を与えている。刑事司法

の学生や大学院生は、比較刑事司法の知識と英語以外の語学の知識を持たなければならな

い。

第 に法執行と司法運用における科学の役割が増加している。すなわち、 テストや

裁判科学、致命的とはいえない武器の使用、犯人同一性を識別するためのより洗練された方

法、 窃盗や詐欺などの犯罪への対応であり、犯罪者の捜査、訴追および審判における科

学的証拠の利用や専門家証人の活用である。大学院生と学生は、刑事司法における応用科学

の発展を評価し、理解しなければならない。

第 に公共の安全とテロリズムの重視である。大学院生と学生は、テロリズムの性格と起

源に関する知識や、テロとの闘いで採用される予防的・事後的な取り組みについての知識を

持たなければならない。

第 に証拠に基づく（ ）刑事司法政策への動きである。学生や大学院生

は、政策、企画および評価を習得する必要がある。

刑事司法の教育は、 そもそも の質問に答えなければならない。刑事司法教育での学位

取得は、そもそもどのような意味を有するのか。刑事司法教育に関する教育方法の現状はど

うか。

刑事司法科学アカデミー（ ）の認証評価基準によ

れば、刑事司法プログラムの目的は、学生に批判的考察者であることを教えることである。

批判的考察者となるには口頭であれ文書であれ、自分の考えを効果的に伝達することができ

るようにしなければならず、そのためには犯罪の原因、結果、犯罪への対応に関する包括的

な知識を教え込むことが重要である。この目標の達成が容易でないことは勿論である。現在

直面する三つの課題を示すことにしよう。

批判的考察者

大学の教員や管理者は、大学教育の主要な目標が批判的考察であることに同意している。

しかし、刑事司法の学生たちを批判的な考察にさらし、批判的に考察するよう促すことが重

要である、それは、現行のプログラムでは達成が極めて困難なアプローチと様式を必要とす



る。たとえば、死刑、少年犯罪者を成人として処罰すること、不定期の予防的拘禁、電子監

視などの重い論点について、細かく分析できるようにするには、贅沢な小グループでの取り

組みが必要となる。刑事司法は、困難な争点が詰まっており、さまざまな反対意見が存在し

ていて、そこには、情緒的、イデオロギー的、道徳的な含意が存在する。そこでは、目的が

手段を正当化するか否かに関して選択をしなければならない。学生たちは、先入観、ステレ

オタイプもしくは偏見を有することを認めたうえで、それらを脇にやり、討論し、異なる証

拠に対して、心を開かなければならない。これを実行するには、討論を行ったり、重要な論

点についてセミナーを開催したり、学生たちに小グループでの作業を要求し、グループ内で

集中的に相互の議論や論争を行うことを可能にする必要がある。議論がほとんどできない大

教室では批判的な思考を覚醒することはできない。批判的思考は、あらかじめ知識が詰め込

まれた教科書に頼っているコースとか、テストに合格するに十分な知識だけを吸収し、それ

を吐き出すコースでは育たない。この種の争点を巡ってはきわめて感情的なやりとりが生じ

がちであるが、教師の側がそのようなやりとりをコントロールできるだけの知識と技能を有

しなければならない。批判的思考は、典型的なオンラインないしサテライト型の遠距離学習

では達成できない。

倫理的な決断

刑事司法科学アカデミーの基準によれば、刑事司法プログラムは学生たちに 関連する諸

問題と変化しつつある状況に彼らの知識を適用するに当たり、倫理的な視野をもち判断を行

う ことを期待している。批判的思考と同様に、倫理的な決定を教育することは、批判的思

考と同様に集中的で相互作用的なアプローチを必要としている。

多様性を理解すること

刑事司法プログラムは、刑事司法における多様性に関するさまざまな争点の体系的な検討

をも求めている。こうした検討は、教育プログラムのなかで、特定のコースを通して、ある

いはカリキュラムに統合されて、行われる必要がある。犯罪と司法における人種やジェン

ダーは長い歴史を有しているし、移民と犯罪の問題は近年とりわけ懸念されている。刑事司

法の学生をこれらの問題点に直面させることもまた決定的な重要性をもつ。ここでも、それ

を可能にするには、人材・設備および特別なアプローチが必要であるが、残念なことにそれ

らは不足している。

エザート・ファータ 犯罪学・刑事司法の教育に関する合理的で首尾一貫したモ

デルの発展に向けて

．序論

犯罪学は、若い学問分野である。それは 年あまりの歴史しかなく、大学に姿を現した

のは、比較的新しいといえる。しかし、過去 年の間に大学院および学部レベルの犯罪学お

よび刑事司法のプログラムは、地球的規模で急速に拡大した。
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． つの決定的に重要な問題

犯罪学の教育のための合理的で首尾一貫したモデルを企画し、展開するには、次の つの

基本的な質問に答えなければならない。

第 に、犯罪学とは何か、そのテーマは何なのか。いかなる学問分野、いかなる社会科学

ないし行動科学が犯罪学教育の基礎となるのか？ これに関連して、そもそも犯罪とは何を

意味するのかも問われる。

第 の質問は、 統合 に関連する。 犯罪学の統合的な教育システム とはどういう意味

であろうか。 統合的なシステム という用語は、決して自明のものではなく、さらに明確

化が必要であるように思われる。

第 の質問は、犯罪学の教育と研究はどのようなタイプのキャリアをめざして学生を訓練

するのか、である。

これら つの質問の答えを発見することは、犯罪学教育にとって最も適したモデルを決定

するうえで、必要不可欠である。

．犯罪学とは何か

犯罪学がどこで、どのようにして教育されるべきかを決定するためには、そもそも犯罪学

とは何かを定義し、そのすべてを決定することから始めなければならない。何が犯罪学の際

立った特徴であるのか、犯罪学は、それと類似し、もしくは関連する専門分野とは何によっ

て区別されるかを確認する必要がある。

犯罪学のテーマとは何かは、際限のない論争を呼び起こしてきた。いうまでもなく、犯罪

学に何が含まれるべきか、そして、犯罪学のカリキュラムが学部および大学院レベルでどの

ような項目を含むべきかに関して、一致点は少なく、きわめて多様なプログラムと指向が存

在している。

刑法、犯罪学、刑罰学、刑事政策、犯罪捜査学、法医学、裁判心理学、精神医学は、それ

ぞれ関連する領域ではあるが、明確に区別されるべきである。それらを別々に教えるべき

か、それとも一緒に教えるべきかという問題は、決して自明ではなく、引き続き論争の的と

なっている。融合と分離に関しては、賛否両論がありうる。それぞれの主張の論理、合理性

および長所が批判的に吟味され、徹底して論じられなければならない。犯罪学教育に関する

相異なるいくつかのモデルがもつ長所と短所が較量され、注意深く評価されなければならな

い。そうしてはじめて、有効な結論に到達することができ、最も適切で最も効果的な教育モ

デルが選択されることになる。

定義 犯罪学とは何か、犯罪とは何か。

この問いは決してたやすく答えられるものではない。しかし、犯罪の定義の客観的な意味

論的機能は、犯罪それ自体がそうであるように、立法上の動きとは独立した存在である。犯

罪という用語も、犯罪現象も立法に先行することは明白であり、立法がそれらの用語をどの

ように扱うかとは独立に存在する。犯罪学の教育に関する論争において、この事実の重要性

は、過小評価されてはならない。

犯罪学と刑法の間には密接不可分の相互関係があるから、犯罪学の教育は、法律系の学部

や法科大学院で行われるべきだとの主張がしばしば行われる。このような主張は、間違った



ロジックである。犯罪は、刑法よりも古くから存在し、いかなる立法上の動きからも独立し

た存在である。

）犯罪は、社会現象であり、法的な現象ではない。犯罪は、いかなる行為が犯罪であるか

を定義し、このような行為に対する制裁を命じる公式の刑法を持たない社会においても存在

する。

）犯罪の起源は、社会の起源にまで遡ることができるが、刑法の起源に遡るとするのは正

しくない。刑法は、犯罪を処理する方法の一つとして、創造された。したがって、犯罪が刑

法によって作り出されたわけではない。犯罪は刑法によって承認されたに過ぎず、刑法とは

独立に定義できる。一定の行動を処罰できるようにするルールは、これらの行動の存在に先

立って存在するわけではなく、後に続くものである。刑法典は、一定の行為が特別な反作用

を引き出すがゆえに、それらを犯罪として指定する。刑法は、このような反作用を承認し、

公式のものとする。デュルケイムの言うように、 ある行為は、それが犯罪であるから人々

の共通の意識に衝撃を与えるのではなく、人々の共通の意識に衝撃を与えるからこそ、犯罪

となるのである。われわれはそれが犯罪であるから非難するのではなく、われわれがそれを

非難するから、犯罪となる 。

このような主張が受け入れられるなら、ひとつの社会現象として、かつ言葉の真の意味に

おいて、犯罪が、刑法違反から区別され、さらに法定犯すなわちスピード違反、違法駐車、

禁漁期間外の魚とりや禁猟期間外の狩猟などからも区別されねばならないかを理解すること

がより容易となる。

犯罪学は多数の学問分野を持つ、学際的な学問分野であるのか？ もし、そのような学問

分野であるならば、いかなる科学が犯罪学に栄養を与え、犯罪現象に関する包括的な調査、

分析および理論化に必要な情報と知識を提供するのであろうか。ひとつの経験科学として、

人間行動に関する科学として、犯罪学は他のいくつかの社会科学における現存する知識のス

トックを受け取っている。その中では、社会学が特別に重要であるが、経済学や政治学から

の知識も重要である。犯罪学はまた、他の心理学や精神医学など人間諸科学の知識も活用す

る。こうした相互の栄養補給は、犯罪学の独立性を危機にさらすことなく、その内容を豊か

なものとする。犯罪学の学際的性質は、犯罪学の自立性を損なうものではない。医学は生物

学、遺伝学、化学、薬学など一連の学問分野に大きく依存しているにもかかわらず、それが

自立した科学であることについて異論を唱えたり、疑問を持つ人はほとんどいない。

犯罪学は自立した科学であるのか？

自立した科学の特徴とは何か。ある学問の専門領域が十分に展開された、自立した社会科

学という地位を得るには、どのような基準が満たされなければならないか。初期の段階の犯

罪学では、犯罪と犯罪者に関する知識は、あまりに未発達で、断片的であったため、犯罪学

が自立した科学であると主張することは幻想でしかなかったであろう。犯罪学は、激しい攻

撃と酷評を浴びせられた。

（ ）犯罪学と刑事司法

犯罪学と刑事司法は、同一の学問分野であるのか。両者のリンクが緊密であることから、

それらは全体として一つのものの二つの不可欠な部分であるという確信へと導かれる可能性

がある。しかし、これは正しくない。犯罪学は犯罪に関する研究である。刑罰学
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（ ）は犯罪に対する社会的反作用を研究する。これに対して、刑事司法は刑法を

執行し、刑事政策を具体化し作用させるものである。犯罪学は経験科学であり、調査を志向

する社会科学である。刑事司法は、応用的な、専門職を志向する学問領域である。刑事司法

の実務家が日々の活動において犯罪学の知識を用いているからといって、彼らが犯罪学者と

なるわけではないし、刑事司法が犯罪学の不可欠の部分となるわけではない。刑事司法は、

どのようにして （ ）の問題に関心があるのに対し、犯罪学者には、 何を

（ ）の問題が第一義的である。犯罪学と刑事司法の関係は、医学と看護学の関係に

近い。

（ ）犯罪学と刑法

日本を含む大多数の国々では、犯罪学を法学部ないし法科大学院で教育することが伝統と

なっている。 世紀の後半に犯罪学の巨大な進歩および犯罪学が蓄積した膨大な量の知識を

考慮すると、これが犯罪学の教育のために最適な、または最も論理的な舞台であったのかを

問うことが許される。犯罪学は、法学部や法科大学院において、第二次的な選択科目とし

て、あるいは刑法の補助者、補足として、教えられるべきであろうか。それとも犯罪学は自

立した学問的なユニットにおいて教育されるべきであろうか。

犯罪学が法学部、社会学部、医学部などで教えられるならば、卒業生は、自らを犯罪学者

とは考えずに、法律家、社会学者、医者などとして自己を認識する。犯罪学者としての自己

認識の欠落は、犯罪学者としての専門性の発展を阻害することは避けられない。

統合とはいかなる意味か

犯罪学教育の統合されたシステムという場合、いくつもの異なる意味を持ちうる。 統合

されたシステム とは一体いかなる意味を持つのであろうか。理論と実務の統合、理論と応

用との統合を言うのであろうか。あるいは、多様な学問分野の知識を統合したうえで、犯

罪、犯罪者および被害者に関する統合理論を形成するという目標をもって、犯罪現象に精力

を注ぐことを意味するのであろうか。それとも、刑事司法システムの多様なセクター（警

察、司法、矯正）にとって必要な訓練を、一体化した一つのカリキュラムで統合することを

意味するのであろうか。単一のカリキュラムでいろいろなコースと多様なキャリアに必要な

訓練とを統合するべきであるのか。このようなキャリアとしては、調査と理論の構築に関す

るキャリア、システムの運用、企画・立案に関するキャリア、矯正・更生および臨床犯罪学

におけるキャリア、修復的司法および過渡期の司法（ ）におけるキャリ

アがあげられる。これは、うまくいくのであろうか。合理的であるのか。効果的であるの

か。望ましいのであろうか。それは、学生と教師の双方にとって、人的資源の効果的な活用

と言えるのであろうか。

統合が、犯罪学の統合された教育システムはそれ自身のカリキュラムを持ち、独自の運営

組織をもった独立のユニットにおいて、自立した科学として教えるべきでないことを意味す

るのか。犯罪学が法律、社会学、心理学、医学等など、二次的な学問分野として教育される

べきか。もし、後者であれば、私はそのようなモデルに対して、断固反対する。

統合という言葉で、犯罪学のカリキュラムがとりわけ学部段階で他の社会科学と人文科学

の各分野からのコースを合体させることを意味するのであれば、犯罪学の教育にとって理想

的なモデルとなる。サイモン・フレーザー大学で犯罪学部の創設を求められたとき、私が選



択したのは、まさしくこのモデルであった．

犯罪学は法科大学院や法学部において、補助的または第二次的なテーマとして教えられる

ようなことがあってはならない。社会科学としての犯罪学は、経験科学に第一義的なフォー

カスを当てており、その教育は大学院レベルで行うことが望ましい。これに対して、刑事司

法という応用的専門領域は、犯罪学とは分離されて、学部レベルで教育されるべきである。

犯罪学の教育と訓練は、どのようなタイプのキャリアを想定しているのか。

犯罪学および関連分野での注意深く企画され、熟練した教育と訓練は、多彩な分野のキャ

リアを学生たちに用意することができる。ここでは つの主要なセクターを確認できよう。

すなわち、 教育と調査に関する学術部門、 政策の展開、システムの分析、管理・運営、

企画と統率力などを含む管理部門、 法執行、裁判所、施設内および社会内の矯正を含む刑

事司法システムの分野、 急速に発展しつつある修復的司法の分野である。

最初の つのセクターは、大学院レベルで提供するのがもっとも相応しい。そこでは法学

や社会科学または人文学の学士の資格を有する者を受け入れることになろう。第 と第 の

セクターでは、学部レベルが最も相応しいように思われる。 年間の学部のカリキュラム

は、 つの段階に区分できる。最初の 年間は、犯罪学の諸科目それ自体を重視しながら、

それとともに、社会科学や行動科学における基礎的なコアの諸科目を受講するよう要求する

べきであろう。次の 年間で、彼らの望むキャリアのタイプに特に関連する科目を受講する

ようアドバイスを受けることになろう。このより専門的な訓練は、理想的には、学生たちが

選択したセクターにおける または セメスターのフィールドワークを包含するべきであろ

う。後半の 年間で提供される科目は、異なるキャリアの選択（専門分化）の可能性を提供

しなければならず、学生が選んだセクターの上級の知識を習得できるようにするだけではな

く、将来の業務を遂行するのにふさわしいレベルの技能と技術を修得できるようにしなけれ

ばならない。

．結論

犯罪学は若い学問分野であり、大学に登場するのは比較的新しい。したがって、犯罪学と

は何か、どのようなテーマがどのようにして教育されるべきか、またどこで教えるべきかに

関して明確なコンセンサスが存在しないのは、なんら驚きに値しない。犯罪学の教育に関し

て数多くのモデルが存在し、犯罪学のカリキュラムの理想的な内容に関して、きわめて多様

な考え方がある。伝統主義者は、法学部や法科大学院での犯罪学の教育という定着したモデ

ルに固執する。他方、経験的で、ドグマティークから解放された社会科学としての犯罪学と

いう性質を援用しつつ、犯罪学の教育にふさわしい場所として、社会学部・社会学科を支持

する考え方もある。第 の見解は、犯罪学の最もふさわしいモデルは、法学、社会学、医学

などから独立の自立した学問のユニットであるとする。イギリスやベルギーなどいくつかの

ヨーロッパ諸国で創設された最近の犯罪学の教育プログラムから判断すると、第 の選択が

支持できるように思われる。

犯罪学の教育に関連したもう一つの重要な問題は、犯罪学と刑事司法の関連であり、両者

は統合された犯罪学のカリキュラムの二つの構成要素とすべきかどうかである。 年前、

年に私は当時の犯罪学の知識の状態に基づいて、サイモン・フレーザー大学で犯罪学の
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カリキュラムを開発したが、それは統合的なモデルを最適なものとして選択した。事態はそ

れ以降、劇的に変化し、科学と技術の急速な発展によって、両者を分離し、専門化すること

が必要不可欠となった。私はバルセロナの国際犯罪学会第 回世界大会で刑事政策の教育か

ら犯罪学の教育を分離させ、犯罪学という科学の教育を臨床的で専門的な刑事司法の学問分

野の教育から分離することを支持する議論を行った。

考察 ─ 日本の犯罪学の統合的な教育体制の可能性

．日本での 刑事政策 の教育

日本は、ヨーロッパ大陸の多くの国々と同様に、法学部で 刑事政策 の講義が行われて

きた。刑事政策は、犯罪および犯罪者に対する国家の対応を中心に教育してきた。伝統的に

は、そこでは犯罪者の処遇に重点が置かれている。 年以降は、刑事司法システムについ

ても説明が行われているが、担当者の専門領域が刑事法であることもあり、 犯罪原因論

すなわち犯罪発生のメカニズムは、あまり触れられていない。

人間科学の分野では心理学、社会学、精神医学、教育学、福祉学などの一部として犯罪問

題を扱ってきた。しかし、犯罪心理学、犯罪精神医学、犯罪社会学は、いずれもそれぞれの

主要な領域ではない。

シンポジウムではクーリーがドイツにおける犯罪学の教育体制を報告しているが、それは

日本の状況とよく類似している。クーリーが指摘するように、刑事政策は刑法に奉仕する補

助的学問であり、法学部における位置づけはきわめて低いと言わざるを得ない。教師は、多

くの場合刑法が専門であり、一部は刑事訴訟法の専門家もいる。刑事法の教授が交代で刑事

政策の講義を分担するのが通常である。彼らの多くは、刑事政策の本格的な教育や訓練を受

けておらず、自らも余力がある場合に 刑事政策 を担当するに過ぎない。ましてや、多く

の刑法研究者は犯罪について自らデータを蓄積して、統計的なデータの処理を含む調査研究

を行うことは苦手であり、学生に向かって教育し、訓練することはできない。教師の多く

は、教科書や文献からの受け売りで学生に講義を行っている。刑事政策や犯罪学に関心のあ

る法学部の学生も一定数存在するが、彼らの教育上のニーズに応えることは、できていな

い。例外的に、大規模で伝統のある大学で、刑事法の教授を多数擁しているところでは、刑

事政策の専門家が存在する。しかし、 刑事政策 の学位や修士号、博士号は存在せず、い

うまでもなく、 犯罪学 の学位や修士号、博士号は存在しない。クーリーによると、ドイ

ツでは犯罪学の学位が認められるようになっており、この点では日本はドイツよりも遅れて

いる。日本では、教える側も、アメリカなど外国で 犯罪学 刑事司法学 の博士号を取

得したごく一部の研究者を除いて、法学の学位しか有しない。刑事政策は、刑法に統合さ

れ、刑法は法学に統合されている。刑法の補助的な学問でしかないという点は、日本とドイ

ツは同じような状況にある。クーリー教授は、ドイツでは 大学での犯罪学の教育は、法学

部の刑法学者によって行われているにすぎず、彼らはたいてい犯罪学について特別な教育を

受けたことがない人々である と指摘するが、状況は日本も変わらない。

ドイツでは、近年になってようやく犯罪学・刑事司法に関連する特別な教育コースを開設



する大学が現れているようである。ハンブルグ大学の犯罪学社会調査研究所やボッフム大学

の試みがそうである。

．日本での組織内での研修と犯罪学の教育

日本では、広義の犯罪学（犯罪に関連した学問）の教育は、刑事司法に関連した組織や団

体によって 研修 として行われている。警察官に対しては警察学校・警察大学校、検察官

に対しては司法研修所、裁判所職員（書記官、家庭裁判所調査官）に関しては裁判所職員研

修所、矯正職員に関しては矯正職員研修所である。これらの研修を担当する教官・講師は、

主として現役のベテランの実務家であるが、非常勤講師として大学の教員等が担当するケー

スもある。もっとも、期間は短く、学問的な教育というよりは、それぞれの分野で職務を遂

行する上で必要な知識を身につけるという制約が強く存在する。なお、弁護士会でも研修制

度があり、毎年必要な時間数の研修を受けることが義務づけられているが、犯罪学に関する

テーマは数えるほどであり、単発的なものにとどまる。それぞれの分野の機関・組織は、い

わば自前で研修を行うという意識が強い。そこでは 実務ですぐに役立つ 教育が重視され

ており、柔軟性、総合的視野、批判的精神のかん養には重点が置かれていない。アメリカで

は、警察官の教育を内部的な研修にゆだねるだけでは、警察官による人権侵害や不祥事を防

ぐ上できわめて不十分であり、大学（短大を含む）の教育を受け、終了する必要があるとさ

れて、刑事司法学の学部・大学院が爆発的に拡大した。高卒だけの警察官は、なんらかの形

で大学の教育を終了することが強く促されてきた。日本でも、警察官になるための教育を大

学が全面的に引き受けるようになれば、状況は大きく変化すると思われる。しかし、残念な

がら、日本の警察が、アメリカの刑事司法学部のように、批判的考察の能力に対して、許容

的ないし積極的評価をするようになるという見込みは薄いように思われる。

．犯罪学の独立の必要性

ファータは、犯罪学の教育が法学部・法科大学院の教育から独立するべきことを力説して

いる。また、犯罪学は学際的な学問であり、法学、社会学、経済学、政治学のほか、人間科

学である心理学や精神医学から知識を吸収している。それによって犯罪学の独立性が損なわ

れるわけではなく、むしろ内容豊かなものとする、という。

犯罪学と刑事司法は、同一の学問分野ではない。アメリカでは、教育制度の発展という角

度からみると、犯罪学よりも刑事司法（学）の方が、発展を遂げている。フィンケンナウ

アーが指摘するように、刑事司法学部・学科の人気はきわめて高い。

ファータは、犯罪学と刑事司法を区別することが必要であるとする。犯罪学は、あくまで

犯罪に関する学問であり、刑罰を研究するのは刑罰学である。これに対して、刑事司法は、

刑法を執行し、刑事政策を具体化し、活かすものである。犯罪学は経験科学であり、調査を

志向する社会科学である。これに対して、刑事司法（学）は、応用的で専門職を志向する学

問領域である。刑事司法の実務家は日々の活動において犯罪学の知識を活用しているが、だ

からといって、彼らを犯罪学者ということはできない。このように、刑事司法は犯罪学の不

可欠の構成要素となるという関係にはない。刑事司法は （どのようにして）に関心

があるのに対して、犯罪学者は （何を）に主たる関心がある
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ファータが言うように、犯罪学が法学部、社会学部、医学部などなどで教えられるなら

ば、その卒業生は、自らを犯罪学者とは考えずに、法律家、社会学者、医者などとして自覚

する。こうした犯罪学者としての自己認識を欠けることになり、犯罪学者としての専門性の

発展を阻害することは避けられない。

．犯罪学の統合的教育体制

ここでも、ファータの指摘が有益である。 統合的 という表現は多様な意味を持ちう

る。犯罪学が、それ自身のカリキュラムを持ち、独自の運営組織をもった独立のユニットに

おいて、自立した科学として教えることを前提にして、犯罪学のカリキュラム、とりわけ学

部段階のカリキュラムにおいて、他の社会科学および人文科学の各分野を合体させることが

できるならば、それは理想的なカリキュラムとなる。

ファータは、社会科学としての犯罪学が経験科学に第一義的なフォーカスを当てており、

その教育は大学院レベルで行うことが望ましいとする。そのうえで、刑事司法という応用的

専門領域が犯罪学とは分離されて、学部レベルで教育されるべきであるとしている。

．犯罪学の修得後のキャリア

ファータは、犯罪学を専門的に学習した者たちの進路に関して、次の つの領域があると

している。すなわち、それは 教育と調査に関する学術部門、 政策の展開、システムの分

析、管理・運営、企画と統率力などを含む管理部門、 法執行、セキュリティ、裁判所、施

設内および社会内の矯正を含む刑事司法部門、 修復的司法部門である。そのうち、 と

にふさわしいのは大学院レベルであり、 、 は学部レベルが望ましいとする。

年間の学部のカリキュラムは、 つの段階に区分できる。最初の 年間は、犯罪学の諸

科目それ自体を重視しながら、それとともに、社会科学や行動科学における基礎的なコアの

諸科目を受講するよう学生に要求するべきであろう。次の 年間で、彼らの望むキャリアの

タイプに特に関連する科目を受講するようアドバイスを受けることになろう。このより専門

的な訓練は、理想的には、学生たちが選択したセクターにおける または セメスターの

フィールドワークを包含するべきであろう。これら後半の 年間で提供される科目は、異な

るキャリアの選択（専門分化）の可能性を提供しなければならない。そのためには、学生が

選んだセクターの上級の知識を習得できるだけではなく、将来の業務遂行にふさわしいレベ

ルの技能と技術を修得できるようにしなければならない。ファータは、要するに犯罪学とい

う科学の教育は臨床的で専門的な刑事司法の学問分野の教育と分離し、犯罪学の教育は、大

学院レベルで行うのが妥当であるとする。

ファータのモデルは、日本での犯罪学・刑事司法の統合的教育を考える場合に有意義な示

唆を与えてくれる。犯罪学は独立の学部・大学院を設置するべきであり、法学や人間科学に

統合された状態で教育することでは、発展は望めない。学部レベルでは、犯罪学に関する充

実した教育カリキュラムを整備することが不可欠である。学部の前半（ 年生と 年生）

は、犯罪学の基本科目を中心としながら、心理学・社会学などの科目のうち、コア科目につ

いても修得する。学部の後半（ 年、 年）では、将来のキャリアに向けた科目を配置す

る。



ファータは、学術部門、管理部門、刑事司法部門、修復的司法の 部門を卒業後の進路と

して想定している。日本に引き寄せてそれぞれの可能性を考察してみよう。

学術部門は、主として研究者志向の学者が対象となろう。学術部門は、独立した犯罪学の

学部、学科の整備が前提となる。隣接した学問領域や外国語の授業を受講できるようになっ

ている必要がある。これを実現しようとすれば、基礎学力が相当に高い学部学生であること

が前提となる。それとともに、大学院レベルで、相当数の充実した教授陣の確保が必要とな

ろう。

管理部門は、行政管理ということになるが、そのような分野が大学卒業後の独立したキャ

リア部門となるのは、日本では遠い先のことであろう。それは、刑事司法だけではなく、他

の行政組織でも同様であろう。日本では、システムは、手続の各段階に関与する機関ごとに

分断されており、縦割による壁は牢固である。そのため、実務では、トータルなシステムと

して犯罪対策を考えるという思考はあまり育ってはいない。もちろん、そのように考える人

も少数ながら存在するが、トータルなシステムとして犯罪対策・刑事司法を企画し、管理、

運営する場は存在しない。強い縦割りのなかで、それぞれの機関の内部で、管理者を育成し

ているのが実情である。大学卒業後に最初から管理部門の仕事に入るケースは、ごく一部を

除いて存在しないといってよい。

これらの実情は、日本では地方分権が弱体であることとも結びついている。刑事司法シス

テムについて、グランドデザインを作成して、それに基づいて、システムの構成機関を配置

することは、地方分権が発達した諸国では可能であろうが、日本では想定しにくい。 地方

分権 は時代の思潮ではあるが、犯罪対策、刑事司法のシステムが中央集権的に全国的に共

通の標準によって運用されるという事態には、さほど変化は生じないであろう。独立のキャ

リアとして管理部門を考えるとしても、各機関や組織内でキャリアを積んでいくことが前提

となろう。もっとも、日本のいくつかの大学で、公共政策や行政管理の学部、学科がこの間

創設されてきており、今後はそこから専門家が育つ可能性もある。独立した犯罪学の学部・

学科ができたと仮定した場合は、公共政策、行政管理関係の科目を用意する必要がある。そ

れは、学内の他の学部・学科の科目を受講するという形でも、かまわない。しかし、それを

受け入れる十分な土壌が刑事司法の諸機関のなかに存在するのか、という問題は持続するで

あろう。

第 の部門は、警察、裁判所、矯正、保護といった各分野でのキャリアである。犯罪学の

学部・学科で卒業生がこうした分野に進出することは、もっとも可能性が高い。警察・検

察、裁判所、矯正・保護といった分野のうち、警察官の採用枠は、現状でも大きい。現在ま

で法学部の卒業生が多数警察官になっていっている。それは、将来の犯罪学の学部・学科の

卒業生にとっても有望な進路といえる。多数の法学部卒業生が検察事務官、裁判所書記官、

刑務官になっているが、犯罪学の学部・学科ができれば卒業生がこうした分野に進出するこ

とは十分に考えられる。家庭裁判所調査官、矯正分野の法務教官・技官、保護観察官は、こ

れまで人間科学系の学部・大学院の卒業生が主に採用されてきた。将来、犯罪学の学部・学

科ができれば、卒業生にとって有望な領域となる。法曹三者、すなわち裁判官・検察官・弁

護士については、法科大学院を修了して、司法試験に合格しなければならない。そのため、

犯罪学部・犯罪学科の卒業生がストレートに法曹になる道は存在しない。彼らは法科大学院
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で未修者として受験し、入学後も未修者として 年間の教育を受けることになる。 年間の

学部教育は、法科大学院の刑事法系科目の基礎として大いに役立つであろう。

ファータは、第 の領域として、修復的司法の分野をあげている。修復的司法は、この

年の間に世界各地で急速に広がっている。しかし、日本ではそのような状況にはない。刑事

司法の各分野は国家が取り仕切っており、加害者・被害者の協議を通じて、紛争としての犯

罪を解決することは、まれであるし、そのような制度的枠組も未発達である。しかし、修復

的司法（ ）は、 修復的正義 とも訳されていることからも分かるよう

に、裁判の場に限られず、さまざまな領域での紛争解決の方法として応用が可能である。た

とえば、学校内での生徒同士の争いごとを処理する場面でも使うことができる。教師となっ

て生徒指導などを担うこともキャリアの展望としてはあり得るであろう。

ファータは、大学院の役割は社会科学である犯罪問題に関する調査・研究能力の開発であ

り、そのための教育と訓練を重点とすることを提唱する。犯罪学と刑事司法（学）は密接な

関係にあるが、理論と臨床は分離して教育されるべきだとする。ファータがその理由として

あげているのは、科学と技術の急速な発展である。もっとも、彼は学部の後半では、刑事司

法を学部段階で教えることも主張している。

アメリカなどでは、刑事司法の分野で働く人たちの中から、アカデミックな調査・研究に

関心を持ち、修士号や博士号を修得しようとするものが現れている。その人たちは、通常の

スクーリングだけではなく、通信教育やサテライト教育で単位を取得し、学位論文を作成

し、学位を得ていく。このモデルは、日本でも可能性がある。

終わりに

大阪商業大学の 犯罪学コース は、 年度からスタートし、 年度にはいったん閉

じることになった。

犯罪学コース は、 年に大学院地域政策研究科の博士前期課程の 特別教育研究

コース として設置された。主に想定した大学院生は、刑事司法諸機関の実務家で調査・研

究を行い、学位論文を作成し、学位を取得することを希望するものであり、これらの人々の

ために夕方の開講を用意した。しかし、実際には、想定したモデルに適合した受験生は残念

ながら皆無であった。その原因は何よりもコース長である私の怠慢と能力の不足である。そ

れとともに、多くの隘路が存在していることを実感した。

その第 は、 の不足である。犯罪学コースは全く新しい試みであり、その存在を刑事

司法の各機関に浸透させなければ、知る人も少なく、受験生も現れない。 という点で

は、シンポジウムを開催したり、新聞のインタビューに登場したり、学会等でも私なりに努

力したつもりである。第 回国際犯罪学会が 年に神戸で開催され、組織委員会および実

行委員会の事務局が大阪商業大学に置かれ、事務局長に谷岡一郎学長が就任された。私も実

行委員会副委員長に、崔鐘植准教授が常務委員に就任し、大会の成功のため尽力した。こう

した取り組みを通じて、大阪商業大学の 犯罪学コース の存在は、研究者だけではなく、

刑事司法の各機関の実務家にも浸透していった。しかし、その成果を刈り取ることなく、犯



罪学コースを閉じることになったことは、残念なことであった。

第 の隘路は、刑事司法各機関の実務家が独自に研究を蓄積して、学位を取得する機会の

保障が困難であるという点である。これらの機関で行政改革による人員の削減と多忙化が進

んでおり、実務家が夕方や土曜日に大阪商業大学のキャンパスに定期的に通学することは、

並大抵ではない。可能性としては、ネットワークを利用したサテライト型の授業がある。こ

うした授業の形態で単位修得が認められれば、入学者の確保にもつながるであろう。もっと

も、フィンケンナウアーの言うように、批判的思考がサテライト型の授業で育つか、という

問題は残る。

第 、および下記の第 の隘路を考えると、大学院前期博士課程の学生としては、実務家

だけではなく、法学、政治学、心理学、社会学、福祉学、教育学などの学部、学科を卒業し

た者を受け入れる必要があり、その方が現実的であろう。

第 の隘路は、学位のカテゴリーである。犯罪学が自立した教育・研究の領域として軌道

に乗せるためには、 犯罪学修士 号ないし 犯罪学博士 号という学位が必要不可欠であ

る。これらの学位の授与は独立の学問・教育の分野として犯罪学を確立するうえで、大きな

前進となる。そして、将来的には、犯罪学の博士号を有する研究者・教育者が犯罪学の教育

をしたり、研究を指導したりすることができるようになる。 犯罪学修士 号ないし 犯罪

学博士 号という学位を制度化することが強く求められる。

第 の隘路は、一定数の教員の確保ができていないという点である。日本では外国（とり

わけアメリカ）で犯罪学の学位を取ったごく少数の人々をのぞけば、犯罪学者というアイデ

ンティティを有する研究者は、皆無に近いといってよい。刑事政策の専門家は刑事法学者、

犯罪社会学者は社会学者、犯罪心理学者は心理学者、犯罪精神医学者は精神医学者という認

識を有しているのが一般である。最初は、刑事法学、犯罪心理学、犯罪社会学、被害者学と

いった分野で犯罪学上の成果と目すべき研究成果をあげ、内外で注目されている優秀な研究

者をスタッフとして確保する必要がある。さらに、刑事司法の諸機関との連携が不可欠であ

ることから、実務家またはその経験を有し、諸機関（具体的には警察、矯正、保護の分野）

との連携をはかる上で影響力を有する人材を確保する必要がある。

最後に、もっとも望ましいのは、ファータが提唱するように、学部段階で犯罪学の学部な

いし学科を設けることである。第 で指摘したような人材が確保されれば、学部段階で充実

した犯罪学の教育が可能となろう。科目の配置に関しても、ファータの提案が傾聴に値す

る。犯罪学部・犯罪学科の上に犯罪学大学院を構想できれば、犯罪学の統合的教育体制は一

応の完成を見たといえる。

【追記】

この研究に関して、大阪商業大学の平成 年度・ 年度の研究奨励助成を受けた。この論文は、そ

の研究成果を公表するものである。また、平成 年度の国際犯罪学会第 回世界大会のシンポジウ

ム 犯罪学の教育体制 に関しては、大阪商業大学にスポンサーとなっていただくことで、実現

し、成功させることができた。ここに記して、深甚な謝意を表したい。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
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