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犯罪被害者救済の言説の地平はいかにして 
きりひらかれたのか

―〈社会保険〉がつくりあげた、大谷実の実践について―

How a Field of Discourse around Crime Victim Relief was Created?:
A Practice of Oya Minoru, which Formed was ‘Social Insurance’

岡 村 逸 郎
OKAMURA Itsuro

This paper’s two questions are: （1） How the discourse of Oya Minoru, who tried to establish crime 
victims as subjects of rights for the first time, constituted a way of thinking that connected the rights of 
crime victims to those of potential crime victims, and （2） how his discourse created a field of discourse 
around crime victim relief.
Oya Minoru’s discourse produced a field of discourse, in which, on the one hand, all civilians, as poten-

tial crime victims, were to be involved in the problems of crime victims, while, on the other hand, the 
people who had the right to receive crime victim relief were to be screened on an urgent basis. Finally, 
this discourse became the starting point for the discourse about crime victim relief and support that fol-
lowed.

1．問題の所在
（1）本稿の目的
本稿は、大谷実の言説実践が犯罪被害者救済の言説の地平をいかにしてきりひらいたの

か明らかにすることを目的にする。そのために、はじめて犯罪被害者を権利主体としてた
ちあげようとした大谷実の言説実践が、犯罪被害者の権利と潜在的犯罪被害者を結びつけ
る思考方法をどのように形成したのかに注目する。そのうえで、大谷実の言説実践が、い
かにしてのちの犯罪被害者救済・支援の言説の基点になったのか明らかにするものである。

（2）問いの設定
2004年12月8日、「犯罪被害者等基本法」が成立した。この法律は、犯罪被害者のため
の施策の基本理念と、今後実施されるべき施策についてさだめたものである。その施策と
して、犯罪被害者への経済的支援の拡大（第13条）、犯罪被害者の刑事裁判への参加（第
18条）などがさだめられ、同法は、のちの法制度の基盤になった。
犯罪被害者等基本法の前文には、以下の記述がある。

近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその
権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立する
ことを余儀なくされてきた。（中略）国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こ
そ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向け
た新たな1歩を踏み出さなければならない。
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ここでは、施策の拡充によって支援を受けることが犯罪被害者の「権利」とされている。
そして、その施策が拡充されるべきである根拠として、「国民の誰もが犯罪被害者等とな
る可能性が高まっている」ことがあげられている。すなわち、現存する犯罪被害者が権利
主体として表象されるとともに、未来に犯罪被害者になりうるすべての国民が「潜在的犯
罪被害者」［河合 2001：103］として表象されているのである。
このように、犯罪被害者の権利と「国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まって
いる」ことが並列されるなかで、犯罪被害者の支援について語られるのは、どういうこと
なのだろうか。本稿は、この疑問からはじまっている。
犯罪被害者の権利がはじめて法律上で明記されたのは、上記の犯罪被害者等基本法であ
る。それに先だち、1999年に全国被害者支援ネットワークによって「犯罪被害者の権利
宣言」がだされた［全国被害者支援ネットワーク（編）2008：14］。国際的には、1985年
に国連犯罪防止会議で採択された「犯罪およびパワー濫用の被害者のための司法の基本原
則宣言」において、犯罪被害者の権利にかんする規定がさだめられた［諸澤［1992］
1998：8］。日本の学術論文では、諸澤英道［1976：207］が、はじめて被害者の権利の保
護と犯罪の予防による潜在的被害者の権利の保護を、被害者学の基礎として明確に位置づ
けた。
ところで、諸澤に先だち、はじめて犯罪被害者の権利について議論した学者に、大谷実
がいる。そこで本稿は、大谷実の言説実践を記述することで、以下の問いにこたえていく。
はじめて犯罪被害者を権利主体としてたちあげようとした大谷実の言説実践が、犯罪被害
者の権利と潜在的犯罪被害者を結びつける思考方法をどのように形成したのか。そしてそ
の言説実践が、犯罪被害者救済の言説の地平をいかにしてきりひらいたのか。
以上の問いにこたえるために、本稿は、大谷実がかかわった1970年代における犯罪被
害者の経済的救済にかんする議論と、「犯罪被害者等給付金の支給に関する法律」（以下、
「犯給法（1）」と省略）の制定過程に注目する。

（3）先行研究と分析視角
これまで犯罪被害者の権利については、その権利を求める支援活動が被害者の回復に
とって重要なものだという研究［佐藤恵 2013：124‒126］、その権利を認めることで被害
者意識が持続し、むしろ被害者の回復が阻害されるという研究［河合 2001：115］、その
権利を求める支援活動が犯罪不安の高まりと厳罰化という副作用を引き起こしたという研
究［浜井 2004：20‒22］がなされてきた。以上の研究は、それぞれの視点から犯罪被害者
の権利について有益な知見を提示してきた。しかしそこでは、対立の賭け金にされながら
も語られつづける「犯罪被害者の権利」という言説が、そもそも歴史的にどのように形成
されたのか考察されてこなかった。
そのなかで大谷通高は、1970年代における被害者学と被害者補償にかんする論文を検
討することで、この時期に、経済的救済を受けることが犯罪被害者の権利だとする議論が
あらわれたという。そしてこの議論が、大谷実と齊藤誠二という、被害者補償制度の理論
的根拠を社会保険に求めた学者によって展開されたと述べる［大谷通高 2008：30］。
一方で、1970年代における経済的救済にかんする議論は、複数の研究によって犯罪被
害者問題の起源だと分析されてきた。そのなかで、1章（2）でみた、潜在的犯罪被害者
という言葉が注目されてきた。河合幹雄は、人々が一般市民を潜在的犯罪被害者だとみな
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す認識が1970年代に強まったという仮説を提示した［河合 2001：103‒104］。佐藤雅浩は、
河合のこの仮説を、通時的な分析が可能である新聞記事を資料にすることで立証している
［佐藤雅浩 2013：143‒144］。また岡村逸郎は、通り魔的犯罪という言葉の運用方法に注目
して、1974年以降に新聞報道によって用いられだした犯罪被害者という言葉が、なぜす
べての一般市民を含むカテゴリーとして拡大できたのか分析している［岡村 2013：116‒
119］。
以上の先行研究は、それぞれ論文と新聞記事にもとづいて、1970年代に犯罪被害者問
題がいかにしてたちあがったのか分析している。しかし、そこで明らかにされていないの
は、犯罪被害者の権利と潜在的犯罪被害者が、1章（2）でみた諸澤［1976］のように、
なぜ論理的に結びつけて言説化されたのかということである。本稿は、先行研究がそのこ
とを明らかにできていない理由を、犯罪被害者問題がまず「経済的」救済の文脈でたちあ
がったことの歴史的な意味を十分にくみとれていないことに求める。要するに、犯罪被害
者カテゴリーがまず社会保障制度の枠組みのなかで構成されたことに、いかなる歴史的な
意味があるのか。このことが、先行研究で十分に明らかにされてこなかったのである。
以上の先行研究の限界を乗りこえるために、本稿は、構築主義の被害者研究（2）を分析視
角の基本にする。そのうえで、犯罪被害者という言葉にさまざまな意味が付与されること
で犯罪被害者カテゴリーが特定のしかたで分節化される過程を、社会保障（3）制度との関係
から分析する。この分析視角は、母子カテゴリーの形成過程を救護法や母子保護法との関
係から分析する樽川典子［2010］に示唆を受けている（4）。
本稿は、以下の構成で議論をすすめる。まず2章で、本稿の分析対象である大谷実の特
徴について確認する。つぎに3章で、大谷実が専門にする被害者学の初期の状況について
みる。さらに4章で、大谷実が犯罪被害者を権利主体として構成しようとした経緯につい
て記述する。そして5章で、大谷実が〈社会保険〉の思考枠組みのもとでどのように犯罪
被害者言説を編制したのか分析する。最後に6章で、以上の大谷実の言説実践が、いかに
してのちの犯罪被害者救済・支援の言説の基点になったのか考察する。

2．分析対象―大谷実と〈社会保険〉
（1）犯罪被害者の経済的救済を目ざした学者に共有されていた課題
犯罪被害者という言葉が学術論文においてはじめて用いられたのは、新派刑法学を専門
にする牧野英一［1904］だった。その後、1960年代に欧米諸国で犯罪の被害者の国家補
償制度が実施されだすと、法務関係の実務家や法学を専門にする学者によって、犯罪被害
者という言葉が何度か用いられた［小川 1964など］。
犯罪被害者の経済的救済にかんする議論は、以上の文脈で生じた。そこでは、宮澤浩一

（1930‒2010）、大谷実（1934‒）、諸澤英道（1942‒）という、法学・被害者学を専門にする
学者を中心として、補償制度の設計をみとおした議論が展開された。そのさいに課題に
なったのが、「犯罪被害者」がいかなる人々であるのかを明確に定義することだった。
犯給法以前に、犯罪の被害の公的補償をさだめた法律として、「自動車損害賠償保障法」

（1955年成立）や「公害健康被害の補償等に関する法律」（1973年成立）がある。これら
の法律では、交通事故や公害という、過失犯罪による被害者が対象にされた。そのため、
対象になる被害の範囲がある程度限定された。対して犯罪被害者とは、怨恨による殺人か
ら交通事故による過失致傷、自転車の占有離脱物横領まで、刑法で犯罪と規定されるあら
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ゆる犯罪の被害を含みうる、曖昧な言葉である。この曖昧さが、社会保障の枠組み、すなわ
ち財源と給付対象が明確にされる必要があるという意味で制度的な整合性が求められる枠組
みに組みこまれようとしたさいに、「犯罪被害者」がいかなる人々であるのかを明確に定義
する必要性が生じた。要するに、もともと用いられていた犯罪被害者という言葉を特定のし
かたで定義しなおすことで、それを救済対象として明確にする必要性が生じたのである。
大谷実の言説実践は、犯罪被害者の経済的救済を目ざした当時の学者に共有されていた
以上の課題を踏まえたうえで、読み解かれる必要がある。

（2）大谷実の言説実践を規定した社会的条件
大谷実は、刑事法学・被害者学を専門にする学者である。かれは、同志社大学大学院法
学研究科を修了したのちに、1967年に同志社大学法学部助教授に就任した。そして、
1970年から1年間イギリスに留学したさいにおこなった現地調査をもとに、1972年から犯
罪の被害者の補償にかんする執筆活動をはじめた［大谷実 1972：97、2002：102］。
ところで、犯罪被害者の経済的救済にかんする議論では、補償制度の理論的根拠を何に
求めるのかについて論争があった。そのなかで大谷実は、補償制度の理論的根拠を社会保
険に求めたことに特徴があった。大谷実と同様に、その理論的根拠を社会保険に求めた学
者として、藤木英雄［1970：59‒61］と齊藤誠二［1977：19‒20］がいた。
この2人と比較したさいに浮かびあがる大谷実の特徴は、以下の社会的条件のもとで言
説を編制したことである。第1に、遺族団体を結成するなどして社会運動に携わったこと
である（5）。第2に、新聞報道をとおして社会に対して主張を展開したことである（6）。

当時は私も、まだ30代で元気がありましたから、制度を作りたいという一念で、学者としては余
りやるべきでないと思っていた市民運動を展開するほかにないと考えたわけであります。［大谷
実 2002：105］

このように大谷実は、学者と社会運動家との間の微妙な位置から、犯罪被害者を権利主
体として構成しようとした。要するにかれは、救済対象である人々に直接かかわり、救済
の必要性を主張する相手として社会を強く意識する状況にいたのである。以上の2つの条
件は、社会保険の思考枠組みにもとづく大谷実の言説実践を根底から規定した。

（3）大谷実による〈社会保険〉の用法
ところで、大谷実のテクストを読むさいに留意が必要なのが、その専門があくまで刑事
法学であり、社会保障でなかったことである。社会保険の財源は、個人や事業主が拠出す
る保険料を中心として、国庫負担で補うのが一般的である［荒木 1966：24‒25］。しかし
大谷実は、財源のすべてが税金によることを前提にしていたにもかかわらず、補償制度を
「税金を保険料とする一種の社会保険」［大谷実 1977：112］にできると考えていた。この
思考は、社会保険という言葉を用いながらも、税金にもとづいて犯罪被害者を「救済」し
ようとする［大谷実 1977：112］点で、発想的には、むしろ社会手当（7）に近いものだった。
以上のように、大谷実による社会保険の用法は、一般的な社会保険の用法と異なるもの
だった。しかし本稿は、大谷実によって犯罪被害者言説が編成された過程を、あくまで当
時のかれの思考方法に内在して再構成することを目ざす。そのため、大谷実が用いた社会
保険を、一般的な社会保険と区別して、〈社会保険〉と記して分析をすすめる。
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3．初期の被害者学における潜在的被害者
まず、大谷実が専門にした被害者学についてみる。被害者学は、ベンジャミン・メンデ
ルソーンが1956年の論文で「被害者学（Victimologie）」という言葉を創出して、従来の
被害者研究を体系化したことからはじまったとされる［諸澤［1992］1998：24‒34］。
日本における被害者学の輸入は、1958年に上記のメンデルソーンの論文の抄訳［中
田 1958］が書かれたことからはじまった。その後の被害学は、1960年代に、宮澤浩一を
中心とした法学を専門にする学者によって展開された。法学を中心に展開された初期の被
害者学は、従来の犯罪学が被害者を犯罪現象の単なる付随物としてあつかってきたと批判
して［宮澤 1966：91‒2］、被害者になりやすい性質をもった人間を「潜在的被害者」とし
て類型化することで、その研究領域を確保していこうとした。

被害者を「犯罪人」によって攻撃された相手方として、その限度で研究するのでは、「被害者」と
なるような類型、つまり「潜在的被害者」を見つけるのに充分ではないと思う。つまり「犯罪人」
が「侵害した」という事実の裏がえしだけに終わるおそれがあるのであって、私としては、問題
はそれだけですむものではないと言いたいのである。そのような被害者の他に、幸にして被害者
にならなかったけれども、1つ間違えば被害者になりうる可能性を充分にはらんだ人間類型という
ものを発見することが目標となる。［宮澤 1966：92］

そしてこの潜在的被害者は、特定の人間がもつ精神的・身体的性質にもとづいて類型化
された。具体的には、知能的に遅滞しているもの、アルコール中毒、意志喪失者・意志薄
弱者、情緒不安定者、被抑圧者・抑圧者、偏執狂、強欲者である［宮澤 1966：202‒214］。
ここで注目するべきなのが、初期の被害者学における潜在的被害者という言葉が、一部
の特定の性質をもつ人間に限定して用いられたことである。

4．大谷実が思いえがいた犯罪の被害者の人権
（1）恩恵以上の何かへ
1960年代は、被害者学の輸入と理論的整理に並行して、欧米諸国で実施されている被
害者補償制度を紹介する論文が多く書かれた。それらを踏まえて、1970年前後から、日
本への導入に向けて補償制度の理論的根拠について考察する論文が書かれるようになっ
た。その1つが、小川太郎による「刑事災害の国家補償」［小川 1971］だった。
大谷実も、この小川論文に言及した［大谷実 1972：97］。しかし大谷実は、国家補償の
根拠が「災害」だとされるのを十分だとしなかった。犯罪の被害を災害だとするだけでは、
その補償を「恩恵」［大谷実 1972：99］以上のものに位置づけるのが難しかったからであ
る。補償を「気の毒な」［大谷実 1972：96］人々に対する恩恵でなく、犯罪の被害者に固
有の何かとして位置づける必要があった。そこで、「被害者の人権」という言葉が用いら
れた。

戦後、犯人の人権保障が刑事手続、行刑の面で徹底的に主張されてきたのに対し、被害者の人権、
とりわけ憲法上の生活権の問題が自覚的にとりあげられたことはほとんどなく、最近脚光を浴び
つつある被害者学も、同様にこの問題を無視してきたようである。［大谷実 1972：97］

しかし、この段階の大谷実は、犯罪の被害者の人権が具体的にどのような手続きのもと
で保障されるのかについて、明確な論理を確立できていなかった。
ついで大谷実は、これまで被害者補償制度の理論的根拠とされてきたのが、以下だとし
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た。第1に、公的扶助もしくは社会保障制度の一環である。これは、のちに大谷実を含めた
複数の論者によって「生活保護型」ないし「社会保障型」とされたものである。第2に、民
事損害賠償の国家による肩がわりである。これは、国家に犯罪防止の義務があるとして、
防止の失敗による犯罪被害を国家の責任だとするものだという。のちに「損害賠償型」と
されたものである。第3に、税金を財源とする国家補償によって社会全体で損害を補填する
ものである。これは、第2の理論的根拠が警察による個人の行動への介入を呼びこむため個
人の自由と齟齬をきたすとして、その代替案として提示されたものだという。のちに「社
会保険型」とされたものである。しかしこの段階の大谷実は、「これら3つの側面が、よど
みなく統合しうる制度が望ましい」と述べるにとどまっていた［大谷実 1973：100‒101］。

（2）生活保護以上の何かへ
三菱重工ビル爆破事件（8）を受けて、1974年11月15日、『ジュリスト』に「犯罪による被

害者の補償」という対談が掲載された。ここで大谷実は、3つの理論的根拠の是非につい
て問われた。しかし大谷実は、曖昧な説明を維持した［平野ほか 1974：24‒25］。
対して、刑事法学を専門にする井戸田侃が、「結論的には私も犯罪の被害者の補償を充
実する方向へ行くべきだというふうに考えます」［平野ほか 1974：28］としつつ、以下の
問題を提起した。第1に、刑事判決に先行して補償において犯罪事実の認定をすることが
無罪推定の原理に反する。第2に、被害者保護と重罰主義が並行するため、被害者の人権
の保護が被告人の人権の軽視につながる。第3に、犯罪の被害者のみを特別視する根拠が
ない。そのうえで、犯罪の被害者に限らず、天災、病気、事故など、被害の範囲を広げた
かたちで「生活保護的理念」にもとづいて補償するべきだとした［平野ほか 1974：28‒
29、35］。
要するに井戸田は、犯罪の被害者に特別な人権を認めると、被告人の人権に抵触するお
それがある。したがって、犯罪の被害者を特別視する理論的根拠がない以上、その補償を
生存権の一環として無差別平等にするべきだと考えたのである。以上は、被告人の権利を
最優先にして補償について考えるという意味で、きわめて法学的な思考だったといえる。
生活保護では、資力調査によって受給資格者が選定されるうえに、給付が最低限度の水
準に抑えられる［荒木 1966：69‒70、190‒192］。だが大谷実の議論は、殺人や傷害致死と
いう刑事事件では、被告人の支払い能力の欠如によって、民事訴訟において「損害賠償の
実現が困難である」［大谷実 1973：101］ということからはじまっていた。そのため大谷
実は、損害賠償の全部でなくともそれに近い給付水準で、少なくとも生活保護に収まらな
い程度に高い給付水準で［平野ほか 1974：36］、遺族会の人々を救済しようと考えた。以
上も、損害賠償を基点にして補償について考えるという意味で、きわめて法学的な思考
だったといえる。
しかし以上の救済を実現するには、補償制度を生活保護制度から区別する理論的根拠が
明確にされる必要があった。この課題が井戸田との論争をとおして顕在化したといえる。
大谷実は、直後の「わが国における犯罪被害者の実態」［大谷実 1974a］で、それまで
単に「犯罪の被害者」「犯罪による被害者」としてきたものを、はじめて「犯罪被害者」
といいかえた。このことは、犯罪被害者を生活保護の受給対象者でない固有の何かとして
構成していこうとする、ささやかな表明だった。しかしこの犯罪被害者は、まだ空虚な記
号だった。それに意味を補充していくのは、次章でみる〈社会保険〉の思考枠組みだった。



‒ 31 ‒

5．大谷実が〈社会保険〉のもとで構成した犯罪被害者の権利
（1）〈社会保険〉の明確化―固有化される犯罪被害者カテゴリー
1974年12月1日、大谷実は、「刑事被害者補償をめぐる諸問題」という論文を公表した。
ここでは、まだ社会保険という言葉が用いられなかった。しかし、補償制度を「税金によ
る保険制度」［大谷実 1974b：17］にしようとする試論が展開された。注目するべきは、
ここではじめて、「被害者の権利」［大谷実 1974b：17］という言葉が用いられたことで
ある。
すなわちここにきて大谷実が、犯罪被害者の権利を構成する具体的な法手続きとして、
保険制度を視野にいれだしたと解釈できる。
一方その頃、国会では、犯罪被害者の救済制度についてはじめて言及があった［1974
年12月17日、第74回国会衆議院本会議第4号、発言者9］。大谷実と井戸田は、参考人と
して呼ばれた。井戸田の主張には、大きな変化がなかった［1975年7月2日、第75回国会
衆議院法務委員会第29号、発言者6］。対して大谷実の主張には、明確な転換がみられた。
大谷実は、損害賠償型の考えが、「すべての犯罪が治安対策の失敗に起因すると考える
のはいかにも実際にそぐわない」ために、あらたな制度をつくるうえで強い理論的根拠に
ならないとして、その考えを退けた［1975年7月2日、第75回国会衆議院法務委員会第29
号、発言者4］。さらに生活保護型の考えに対して、以下のように反論した。

生活保護に重点を置くといたしますれば、生活保護の受給対象者と犯罪被害者とを区別いたしま
す根拠は、それほど積極的に見つけにくいのであります。［1975年7月2日、第75回国会衆議院法
務委員会第29号、発言者4］

ここで目ざされたのは、犯罪被害者を生活保護の受給対象者と区別した固有のカテゴリー
として構成しようとすることだった。そこで大谷実が強調したのが、〈社会保険〉だった。

われわれの社会では一定量の犯罪はこれはやむを得ないものと認めざるを得ないのではないか。そ
してその被害は、いつ、だれのところに降りかかるか予測がつかないだけでなくて、不運にして
被害に遭いましても、その被害をてん補する民法上の制度が有効に働かない以上は、犯罪という
危険をカバーするために、税金による保険制度によってこの被害を相互に分かち合うということ
は当然のこととして承認せざるを得ない、このように考えるのであります。犯罪被害者補償制度
というのは、このような一種の社会保険の考え方に立脚いたしまして、受けた被害を国民相互の
救済という方法によって補てんし合う制度、このように考えるべきだと私は思うのであります。
［1975年7月2日、第75回国会衆議院法務委員会第29号、発言者4］

大谷実は、この〈社会保険〉こそが、犯罪被害者が一定の犯罪被害を受けたことそれ自
体を根拠に、給付を受けられる制度だと考えたと解釈できる。なぜならば、個々人が保険
料を支払っていると考えれば、被害を受けたさいに保険給付を受けることは、被保険者の
当然の権利になるからである。すなわち、被害者の人権という抽象概念は、ここにきて、
〈社会保険〉の思考枠組みのもとで犯罪被害者の権利として具体化されたといえる。
以上の生活保護の受給対象者からの区別は、給付の権利性を構成して給付水準を向上さ
せるためになされたといえる。さらに大谷実は、1人1人の受給額を増やすために、一定
の犯罪被害の中身を確定することで、犯罪被害者の固有性を構成しようとした。具体的に
は、犯罪被害者カテゴリーを、軽傷の被害、財産犯罪の被害、過失犯罪の被害を除外する
かたちで分節化した［1975年7月2日、第75回国会衆議院法務委員会第29号、発言者4］。



‒ 32 ‒

以上の除外は、大谷実が、財源のすべてが税金によることを前提にする以上、確保しう
る財源に制限があると考えていたためになされたと解釈できる。限られたパイのなかで1
人1人のわけまえを大きくするには、犯罪被害の範囲を限定する必要があったのである。
そして大谷実は、犯罪被害者カテゴリーを「有責な」被害、すなわち同居の親族間ない
し扶養者‒被扶養者間の犯罪による被害、暴力団の抗争による被害、被害者に挑発あるい
は重大な過失があった場合の被害を除外するかたちで分節化した。それらの被害への補償
が「公的な同情心」をえられないからだという［1975年7月2日、第75回国会衆議院法務
委員会第29号、発言者4］。
以上の「有責な」被害の除外は、財源負担の論理を正当化するためになされたと解釈で
きる。被害者に大きな「過失」がある事例に給付を適用すれば、納税者が負担に疑いをも
つおそれがある。そのために、「有責な」被害を除外する必要があったのである（9）。

（2）潜在的被害者の読みかえ―匿名化される犯罪被害者カテゴリー
5章（1）では、大谷実が犯罪被害者を固有のカテゴリーとして構成しようとしたこと
についてみた。一方で大谷実は、それを匿名性のなかに回収することも志向した。
1975年9月22日、大谷実は、『犯罪被害者と補償』という新書を公表した。ここでかれは、

「本書の究極のねらいは、多くの読者に、犯罪被害者問題を自分のこととして考えてもら
い、救済制度の実現に適正な判断をしていただくことにある」［大谷実 1975：5］として、
読者を犯罪被害者問題に巻きこもうとした。そして〈社会保険〉を正当化する課題［大谷
実 1975：120‒130］のもとで、潜在的被害者という言葉の意味を、あるしかたで読みかえ
た。

犯罪被害者は善良な市民としての生活を奪われ、いわれなき被害に憤り、苦労している。（中略）
ところが実際は、犯罪の危険にさらされている市民、いわゆる潜在的被害者の安全が十分に確保
されているとはいえない。［大谷実 1975：37‒38］

3章でみたように、初期の被害者学における潜在的被害者という言葉は、被害者になり
やすい性質をもった特定の人間を類型化するために用いられた。対して、ここでの大谷実
による潜在的被害者という言葉では、「犯罪の危険にさらされている市民」というかたち
で、その範囲が大きく拡大された。つまり、特定の性質をもつか否かに限らず、すべての
市民が「いわれなき」被害者になりうるということである。
いいかえれば、初期の被害者学における潜在的被害者という言葉は、個々の人間の性質
に視線を集中させることで被害者を具体化するものだった。対して大谷実による潜在的被
害者という言葉は、市民全体に視線を拡散させることで被害者を匿名化するものだった。
この潜在的被害者の読みかえは、「有責な」被害者の除外と同様、財源負担の論理を正
当化するためになされたと解釈できる。〈社会保険〉の論理を正当化するには、税金とし
て財源が拠出される以上、すべての納税者を当事者として巻きこむ必要があったのであ
る。
さらに、とりわけ重要なのが、大谷実がすべての納税者を犯罪被害者問題に巻きこもう
としたさいに、「真に同情に値する」被害者類型として、通り魔的犯罪による「落ち度の
ない」被害者を救済するべき犯罪被害者の中心に位置づけたことである［大谷実 1975：
110］。



‒ 33 ‒

（3）〈社会保険〉のゆくえ
その後、補償制度の実施機関を警察庁にすることが明らかにされた［1979年2月20日、
第87回国会参議院法務委員会第3号、発言者41］。ついで、犯罪被害者等給付金支給法案
が提出された［1980年2月19日、第91回衆議院地方行政委員会第4号］。
警察庁は、給付金支給の根拠が以下の3つの視点を統合したものだと説明した。第1に、
社会福祉政策の一環として、気の毒な被害者に対して支給する。第2に、国民の法秩序に
対する不信感を除去するために、犯罪対策の一環として支給する。第3に、国に補償の責
任があるわけでないから、社会全体が連帯して個々人が分散して犯罪被害を補填するとい
う意味で、社会連帯共助の精神にもとづいて支給する［1980年3月25日、第91回国会衆
議院地方行政委員会第9号、発言者11、発言者13、発言者17、1980年3月26日、第91回
国会衆議院地方行政委員会・法務委員会連合審査会第1号、発言者74］。
ここでは、社会連帯共助という言葉が用いられることで、社会保険的な発想がとられて
いたようにもみえる。しかし、「気の毒な」被害者という生活保護的な要素が滑りこまさ
れることで、受給の権利性が曖昧にされた。大谷実は、「国家による恩恵」を避けるため
に〈社会保険〉の思考枠組みのもとで権利性を構成しようとしたが、生活保護的な要素の
滑りこみを回避できなかった。それは、税金と保険料の違いが社会保障の権利性の構成に
おいて決定的な要素であることを、大谷実が十分に理解していなかったからだといえる。
その後、両院で法案が可決され［1980年3月28日、第91回国会衆議院本会議第14号、
1980年4月23日、第91回国会参議院本会議第10号］、犯給法が成立した。給付の最高額は、
遺族給付で約800万円、障害給付で約951万円とされた［大谷実 1980：66］。これらは、
年金保険や労働者災害補償保険などの社会保険における遺族給付ならびに障害給付の当時
の水準に比べて、低く抑えられたものだった。

6．結論
（1）大谷実がきりひらいた犯罪被害者救済の言説の地平
犯罪被害者の〈社会保険〉をつくろうとした大谷実のもくろみは、制度設計の終盤でく
じかれた。しかし大谷実は、犯給法における給付額が自賠責保険における給付額の半額に
も達していないと批判しながらも、「財源の性格にかんがみるとき、他の災害補償関係法
より補償額が低くなるのは止むをえない」と認めざるをえなかった［大谷実 1980：66］。
では、このように一見失敗にもみえる大谷実の言説実践は、結局、何だったのか。最後
にそのことについてあらためて検討することで、〈社会保険〉の思考枠組みにもとづく大
谷実の言説実践が、犯罪被害者救済の言説の地平をいかにしてきりひらいたのか考察す
る。
大谷実は、犯罪被害者を生活保護の受給対象者と区別するかたちで、救済される権利を
もった主体として構成しようとした。そこで注目したのが、〈社会保険〉だった。この思
考枠組みのもとで救済のための財源を社会全体に求めたために、潜在的被害者という被害
者学の言葉をすべての市民が含まれる包括的なカテゴリーに読みかえた。
しかし、この〈社会保険〉の財源を税金でよしとしてしまったことが、大谷実の言説実
践の特徴をかたちづくった。社会保険は、保険料をおもな財源にすることで、すべての
人々に資源を再分配する「普遍主義」にもとづくとされる。対して公的扶助は、特定の受
給資格者に資源を再分配する「選別主義」にもとづくとされる［武川［2001］2011：114‒
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119］。
大谷実は、〈社会保険〉の思考枠組みのもとで犯罪被害者を権利主体として構成しよう
とした。しかしかれは、救済のための財源を保険料にしようとしなかった。にもかかわら
ず、損害賠償に近い給付水準で犯罪被害者を救済しようと考えた。このように、限られた
パイのなかで高い給付水準を確保しようとしたために、誰が救済される権利をもった主体
なのかについて、一定の選別をおこなわざるをえなかったのである。具体的には、「落ち
度のない」被害者を救済対象の中心に位置づけつつ、さまざまな類型の被害者や「有責な」
被害者を救済の対象から除外せざるをえなかったのである。
以上のように、すべての市民を潜在的犯罪被害者として犯罪被害者問題に巻きこみつつ
も、現実に誰が救済される権利をもった主体であるかについては、執拗な選別をおこなっ
ていく。これが、大谷実がきりひらいた犯罪被害者救済の言説の地平だった。

（2）犯罪被害者救済・支援の言説の基点になった大谷実の言説実践
犯罪被害者の権利と潜在的犯罪被害者を結びつけた大谷実の思考方法は、被害者学を専
門にする学者によって受容されていった［諸澤 1976：207；宮澤 1985：39‒42など］。そ
してこの思考方法は、冒頭で引用した犯罪被害者等基本法の前文に結実した。同法は、諸
澤が顧問をつとめる全国犯罪被害者の会のロビー活動を中心として制定されたものだっ
た。
また、救済するべき犯罪被害者の中心に「落ち度のない」被害者を位置づけた大谷実の
思考方法も、その後、被害者学を専門にする学者によって受容されていった［宮
澤 1997：47など］。一方で、1990年代以降、救済者‒被害者間の関係を上下関係でとらえ
てきた従来の犯罪被害者救済の思考方法を批判して、犯罪被害者の自立的な回復を援助・
支援する動きもでてきた［小西 1996：202‒203；大久保 2001：25など］。この動き自体も、
被害者学を専門にする学者のなかから生じたものだった。ここでは、救済を受けるべき人
が「無辜な」被害者だとしてきた、大谷実的な救済の思考方法が批判された［小
西 2001：28］。現在の犯罪被害者支援に携わる学者や実務家の多くがとるのは、おそらく
この姿勢だろう。
しかし大谷実の言説実践は、その救済の思考方法が受容されるのであれ批判されるので
あれ参照されるという意味で、のちの犯罪被害者救済・支援の言説の基点になっていった
のである。この点に、本稿が大谷実の言説実践を記述する意義があった。

註

（ 1） 犯給法は、1980年4月23日に成立した法律である。国が、故意の犯罪によって死亡した被害者の遺
族または重障害を負った被害者に対して給付金を支給するとさだめたものである。

（ 2） 構築主義の被害者研究は、従来の被害者研究が被害者を客観的な状態だとみなしてきたことへの批判
からはじまった。そして被害者という状態が、人々がある人物に特定のラベルを付与・剥奪する相互
行為のなかで構築されると論じた［Holstein & Miller 1990：105、119］。これに依拠して、無垢さや
無力さの表象によって被害者が構築される過程［狩谷 1998など］や、被害者という状態自体が争わ
れる過程［山本 2001など］について研究がなされてきた。

（ 3） 本稿は、社会保障という言葉を、福祉社会学での一般的な用法［武川［2001］2011：162‒166など］
にもとづき、社会保険、公的扶助、社会福祉を含む上位概念として用いる。ただし、本稿が分析対象
にする犯罪被害者の経済的救済にかんする議論では、社会保障が公的扶助（生活保護）のみを示す限
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定的な概念として用いられることが多かった。このことに留意されたい。
（ 4） なお本稿は、国会での発言を引用・参照する。引用・参照のさいは、国会会議録検索システムで発言

を特定できるよう、日付、国会回数・院名・委員会名・号数、発言者番号を記した。
（ 5） 大谷実は、1971年に殺人事件の遺族に対する実態調査をおこない、それをもとに1972年に遺族団体

をたちあげた［大谷実 2002：105］。三菱重工ビル爆破事件（注8を参照）が起きた直後には、別の
遺族団体である殺人犯罪の撲滅を促進する遺族会と合流して、被害者補償制度を促進する会を結成し
た［大谷実・齊藤正治 1982：37‒38］。

（ 6） 大谷実は、全国紙に以下の投書をした。「犯罪被害者の救済制度　国の施策で速やかに　社会的不条
理の終止符を　大谷実」『読売新聞』1974年10月2日夕刊、5面、「犯罪被害者への補償相互救済制度
の立法化急げ　大谷実」『毎日新聞』1975年2月19日夕刊、5面、「犯罪被害者学と補償　悲惨な実態、
救済英断の時　大谷実」『読売新聞』1976年5月20日朝刊、3面。

（ 7） 社会手当は、社会保険と異なり事前の拠出を前提にせず、また公的扶助と異なり資力調査をせず支払
われる給付である［武川［2001］2011：163］。児童手当、特別障害者手当などが該当する。

（ 8） 1974年8月30日に起きた、新左翼過激派が三菱重工のビルを爆破したことで多数の死傷者がでた事
件である。

（ 9） 軽傷の被害、財産犯罪の被害、過失犯罪の被害は、実際の犯給法でも犯罪被害から除外された（第2
条）。また「有責な」被害は、給付金の支給が社会通念上適切でないものとされた（第6条）。その意
味で、大谷実の思考方法は、かれに限らずある程度広く共有されていたといえる。
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