
「共同体異分子の処遇に関する法律」案
一 法制史的考察（Ⅰ） －

畔 上 泰 治

Ⅰ．序

ナチ政権はその誕生とともに、社会の等質化を目的とした浄化政策を実施し

ている。即ち、移動生活者や物乞い生活者、労働忌避者、アルコール依存症者、

犯罪者、売春婦などを一般社会から排除するために大掛かりな摘発を実施し、

同時にまた彼らに対する全国一律の処遇を正当化するために法律の制定を検討

していた。「非社会的人間」の処遇法案は、その方法や取り締まり対象者の範

囲、そして何よりもその本質と管轄権をめぐる見解の相違のために一度は挫折

した。1しかし、彼らに対する対策はナチ政権にとっては引き続き大きな課題

として残ったままであった。政府をま1938年に大規模な摘発を実施し、多数の

移動生活者や労働忌避者を拘束・逮捕した。戦争への足音が次第に高まる申で、

それまでナチ政権内部においてもかろうじて残されていた、彼らに対する社会

復帰訓練を中心とした処遇への要請も、風紀や治安維持面を重要視する考え方

が高まる中で次第に後退した。即ち、この間題をま「非社会的人間」に対する法

務省や、取り分け福祉局の管轄から、内務省・警察主導の取り締まりへと主調

を変えていった。また、これと平行し「非社会的人間」（Asoziale）という呼称

が「共同体異分子」（Gemeinscba氏sなemde）へと変化してい．った。しかし、ド

イツ国内の均質性を達成しようとして行なわれた「共同体異分子」の取り締ま

りは、皮肉なことに管轄権を巡る内務省と法務省との間の争いを表面化させ、

政府内の不一致を露呈させてしまう結果となった。

「共同体異分子の処遇に関する法律」2案は、例えばD．ポイカートや南利明

らの研究の中でも触れられている。3しかし、これらの研究はこの法案そのも

l「非社会的人間」の処遇を目的とした「強制保務収容法」実に関しては、畔上泰治：『ナチズ

ム下における「強制保護収容法」案一「非社会的人間」の排除－』（筑波大学現代語・現代文

化学系紀要『言語文化論集』第61号（2003年）、131－177貢参照。

2

以下においては「共同体異分子法」と略記する。

3

デートレフ・ポイカート（木村婿二／山本秀行訳）：『ナチス・ドイツーある近代の社会史叫』
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のを考察の中心対象としたものではなく、ナチ政権下における「異分子」の処

遇措置のひとつの例として扱ったものである。そこで触れられている法案は、

1940年代前半に数多く提出され、幾度となく修正された法案の中でも最も後

期のものであり、その研究からは共同体異分子をめぐるナチ政権内部での、取

り分け内務省と法務省との間の緊張関係は見えてをま来ない。一方、ポイカート

の研究の流れを引き継いだⅦ．Aya8は、「非社会的人間」に対する政策に焦点

を絞り、さまざまな手法を用いて行なわれたナチ政権における異分子排除政策

の実際を描き出している。4本稿ではこれらの資料の他にも、Ayaβが編集した

一次資料集、5ならびにドイツ連邦共和国コープレンツ公文書館に保存されて

い草資料に拠りながら、「共同体異分子法」をめぐる内務省と法務省との間の

見解の相違を、法案に盛り込まれた「共同体眞分子」の定義に関わる問題を中

心に考察していくことにする。本稿は、今後数回に分けて行なわれる「共同体

異分子法」案を対象とした法制史の観点からの考察の第一部である。6

Ⅱ．共同体異分子法案への経線一且938年の摘発

2．1「馨察による予防的犯罪撲滅対策に関する基本布告」：共同体異分子の処遇

に関する法律をめぐる議論に先立ち、すでに前稿において考察した「強制保護

収容法」制定をめぐる議論が存在し、更にはまた布告を通したさまざまな摘発

が行なわれていた。1933年には政府は宣伝省を中心に物乞い生活者に対する

全国規模での摘発を行なっていたが、その後の「非社会的人間」に対する取り

締まりは市町村など狭い地域を単位として行なわれていた。その結果1937年

までに強制収容所に収容された労働忌避者やアルコール依存症者などの「非社

会的人間」の数は比較的小さなものであった。7

三元社19942（第三部）。南利明：『ナチス・ドイツの社会と国家一民族共同体の形成と展開』

効草書房、1998。

‘lAyaβ，Wo鞄ang：”血ozわg〆！あ♪ゐ血刀αねoz才αgゐ桝∽．Stuttgarと1995，
5

Aya月，Ⅶ0晦ang：”Gβ桝g加s戊碑如桝滋“．伽β鮎乃Z〟γ陥ゆな㍑曙γβ乃”血ozぬわがJ9ユターj朗古．

Koblenz1998．

6

これらの資料を収集するに際し、取り分け上記BundesarchivKoblenzから多大な協力を得た。

ここに感謝の意を表します。
7

例えば、グッハウ強制収容所にはミュンへンやバンベルク、ニュルンベルク、アウクスプル

クなどからの「非社会的人間」が収容された。当時この収容所はまた、「全国保護義務命令」

（Reicbs拉rsorgep伽chtverordnung：1924年2月13日）が収容先として定めた「労働施設」でもあ

つた。即ちその第20粂は、労働が可能でありながらも道義的な安住感の欠如から労働を拒否し、
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「非社会的人間」を弓虫制収容所に収容するための重要な根拠を与えたのは、

1937年12月14日付けで内務大臣ヴィルヘルム。フリック（Ⅶilbelm Frick）が

発した「警察による予防的犯罪撲滅対策に関する基本布告」（GrunderlaβVoト

beugendeVerbrecbensbek畠mpfungdurch die Polizei）であった。8この布告は前

年に行なわれた刑事驚察機構の再編に伴なう、全国一律の取り締まりを目指し

て発せられたものであった。即ち、1936年7月に「プロイセン刑事驚察局」

が「国家刑事警察局」（Reichskriminalpolizeiamt）となり、従来の各地の刑事

警察局は「刑事警察中央署」（Kriminalpolizeileitstelle）としてその下に位置付け

られることになった。国家刑事警察局長アルトウ叫ア。ネ叫べ（Aれbur Nebe）

の下で副局長を務めていたパウル。ヴエルナーによって起草されたこの布告

は、「民族と国家を守るための大統領令」（1933年2月28日）第1条9に基づ

いたものであり、警察の力によって共同体を守るために全国的な規模で「職業

的犯罪者」（Beruねveぬrecber）や「非社会的人間」を取り締まろうとしたもの

であった。こうした流れの中で、刑事馨察に対しては「非社会的人間」に対す

る計画的な監視と予防的拘禁措置を実施する権限が与えられた。即ち、「犯罪

を生業とし、その犯罪行為によって得た利得により生活全体を、あるいはその

一部を営んでいる、あるいは営んでいた」職業的犯罪者や、「犯罪的な欲動や

性向により、繰り返し同一、あるいは同種の方法で犯罪を犯した」常習犯罪者

（Gewohnbeitsverbrecber）だけではなく、身分を偽ったり明かそうとしない

者、「その非社会的な行為により一般社会を危うくする」者もこの措置の対象

に含まれることになった。しかし、この布告は「非社会的な行為」を規定する

詳細な条文を盛り込んではいなかった。刑事警察はそれまでの経験に加え、「犯

罪生物学」の研究成果を取り入れて、拘禁という実践を通してこの「非社会性」

の実例を積み上げながらその定義を示そうとしていた。この措置による拘禁は

公的援助による世話を受けて生活している者に対しては、州が認定した施設や、その他の「労

働施設」に収容する措置を実施することができると規定していた。
各

この布告は公表されることはなかったが、しかし、外部に対して完全に秘密にされたもので

もなかった。即ち、1938年1月にはフランクフルト新聞がこの布告に関する記事を載せ、また

国家刑事警察局のパウル・ヴエルナー（PaulWerner）も専門誌においてこの布告に関する論文を

発表していた。（Ayaβ（1998），94貢以下参照）

9”VerordnungdesReichspr畠sidenten zumScbutzvonVolkundSねat“．Reicbsgesぬblatt（以下

RGBl．と略記），1933Ⅰ83貢。第1条は、憲法で保障された人身に対する自由権や言論、表現、

報道、結社などの自由権を制限し、逮捕や郵便物の押収、家宅捜査、財産の差し押さえなどの措

置を許していた。
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「隔離された改善収容所や労働収容所において、あるいは国家刑事馨察局が指

定するその他の方法で行なわれる」（BIIal）と規定されていたが、しかし、こ

こで指摘された警察が管理する「改善収容所」（Besserungslager）や「労働収容

所」（Aぬeitslager）とは、「強制収容所」（Konzentrationslager）を想定していた

ことが、その後に出されたヒムラーやハイドリヒの布告から判明する。規定で

はこの予防拘禁は「その目的を達成するために必要な限り」（BIIal）続けられ

ることになっていた。10

2．2ゲシュタポによる「全国労働忌避者摘発作戦」1鮎8年4月）こうして1937

年12月の布告を受け、翌年からは非社会的人間に対する取り締まりの様相は

大きく変化した。即ち、1938年にはゲシュタポ（秘密国家警察）及び刑事警

察により全国規模での大掛かりな摘発が行なわれた。1938年1月26日、親衛

隊全国指導者ならびにドイツ驚察長官ハインリヒ・ヒムラー（Heindcb

Himmler）は、前年12月にフリックが発した布告を遂行するための具体的な措

置を盛り込んだ布告を発令し、11ゲシュタポを主体とした「全国労働忌避者摘

発作戦」（AktionA油eitsscheuReich）に着手した。ヒムラーのこの布告をま、1937

年12月の布告では刑事警察が担当することになっていた職業的犯罪者や常習

犯罪者、ならびに非社会的分子に対する予防拘禁措置がゲシュタポによって行

なわれることの理由を次のように説明していた。即ち、本来刑事警察により行

なわれるべき予防拘禁もー労働嫌いの「非社会的人間」の場合を除き一美際に

実施するとなればその適用該当者の範囲の確定ほ煩雑であり、そこで「計画さ

れた措置を問題なく、そして完全に遂行するためには比較的長い時間が必要」

となる、と述べていた。即ちヒムラーは、手続き面で時間を要する刑事警察に

よる摘発以前に、機動力に優れたゲシュタポに命じて、積極的に労働を行なう

意志が欠如していると見なされる者を摘発し、直ちに有益な労働に差し向けよ

うと準備し、この措置を実施していた。こうしてヒムラ｝はまず、ゲシュタポ

という即戦力に頼って、容易に摘発が可能な労働忌避者に対象を限定した作戦

を展開しようとしたのである。しかし、ヒムラーのこの釈明からは、「非社会

l‘’Ayaβ（1998），94－98貢参照。

11この布告は、上記フリックの布告の条文「国家刑事警察局はこの布告を統一的に遂行するた

めに必要となる基本方針を定める」（iV－C－2）に基づき「労働忌避者に対する保護拘禁に関し

て」（Betr．：Schutzba氏gegenArbeitsscheue）と称して、ゲシュタポ及び刑事警察（中央）署長に

対して発せられた。（Aya乃（1998），115－116貢参照）
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的人間」を一義的に十分な説得力を持って定義することの難しさをヒムラー自

身も十分に認識していたことが読み取れるだけではなく、それはナチ政権が「好

ましからざる」人間を前にして、如何に窓意的な基準で対象者を選定し、措置

を論じていたかを如実に物語っている。ヒムラーはこの布告の中で、摘発の対

象者となる「労働忌避者」を以下のように規定していた：

1．この布告における労働忌避者とは、労働可能な年齢にある男子で、公的

機関の医師による最新の鑑定の結果、労働への投入が可能であると認定さ

れながらも、あるいは今後そう認定されうる状態にありながらも、自分に

与えられた職場を正当な理由もなく拒否したり、あるいはその労働に就き

ながらも確固たる理由もないままに短期間の内に再び放棄した者を言う。12

即ち、ゲシュタポによるこの摘発の目的は、第二次世界大戦を間近にしたド

イツの社会・経済状況を反映させた、拘禁の即効性と労働の実効性を狙った社

会政策的、戦時経済的効果であった。この摘発は、まず各地の労働局が2月18

日から3月4日までの間に労働忌避者を確定し、刑事警察（中央）署に報告す

ることから始まる予定であった。またその際にはゲシュタポや刑事警察、福祉

局およびナチ民族福祉事業団（NSV）に対しても協力命令が下されていた。こ

うした手続きを経て報告書に名前を載せられた者に対しては、1938年3月4

日から9日の間に｝刑事驚察による予防拘禁（Vorbeugungsha托）ではなく－ゲ

シュタポによる最低3ケ月間の保護拘禁（Scbutzha氏）措置が論じられ、彼らは

最終的にはヴァイマル近郊のブーへンヴアルト強制収容所に収容されることに

なっていた。13

しかし、こうして当初2月から3月にかけて行なわれる予定であったこの摘

発は、手続き上の理由により幾度か延期され、実際には1938年4月21日か

ら30日にかけて行なわれた。一方その間に、保安瞥察長官（ChefderSicherheits－

polizei）ラインハルト。ハイドリヒ（Reinhard Heyddch）もまた1937年12月の

予防拘禁に関する布告に基づき、犯罪者に対する予防的措置に関する具体的な

12

同上、115頁。1938年の摘発に関しては、Aya月（1995），139－165貢参照。
13

逮捕後に労働意欲を示した者も解放はされず、収容所に送られることになっていた。この摘

発期間終了後に新たに労働忌避者と認定された者は－ゲシュタポではなく一刑事警察に引き渡さ

れることになっていた。（Aya8（199れ116貢参照）
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指針を示していた。14その中でハイドリヒは、この予防拘禁令が犯罪者と非社

会的人間から共同体を守るための最も厳しい措置であり、この布告により刑事

警察に対しては大きな行動の自由が与えられたとの認識を示していた。ハイド

リヒはこの布告によって取り締まりの対象となる範囲を職業的犯罪者や常習犯

罪者の他に、「公共の利益を害する人間」（Gemeinge鮎rliche）や「非社会的人

間」（Asoziale）を含め、摘発対象者を以下のように包括していた：

朗Ild．公共の利益を害する人間とは、ナチ国家が青少年を純粋な状態に

保つ上で重要視しなければならない価値に対する重大な犯罪行為、取り分

け青少年を危険にさらす、道徳秩序に対する攻撃を行なう人間である。

AIIle．非社会的人間とは、犯罪行為とまでは見なされないが、しかし、

共同体生活に反する態度を示す人間であり、共同体に組み入れられること

を拒む人間である。例えば以下の事例を挙げることができる。

a）軽微ではあるが再三にわたり法律違反を繰り返し、ナチ国家において自

明とされる秩序に従う意思のない者。（例えば、物乞い生活者、浮浪者（ジ

プシー）、売春婦、アルコール依存症者、伝染病
一取り分け性病一

に篠

厳しながらも保健局の措置に従わない者）

b）前科の有無に関わらず、労働義務を忌避し、自らの生計の工面を公共の

保護に依存している者。（例えば、労働忌避者、労働拒否者、アルコール

依存症者）

啓察による予防拘禁を適用する際には、まず第一に住所不定の非社会的人

間を優先しなければならない。当該人物が非社会的であると呼べるかどう

かを審査する際には、いかなる場合においても政治的な観点を入れてはな

らない。この領域は従来同様に秘密国家警察に任せられた領域である。（保

護拘禁）15

ハイドリヒはまたこの布告の中で、驚察による予防拘禁措置が改善収容所あ

るいは労働収容所（Besseru喝S－und Arbeitslager）で執行されるとしながらも、

14”RicbtlinienzumErla8VorbeugendeVerbrechensbek畠mpfungdurchdiePolizei“［1938年4月4

日〕（Aya8（1998），124－126貢参照）
－S

同上、125－126貢。ポイカートをまこの条項を1937年12月のフリックの布告の一部として間接

引用しているが、それは明らかに誤りである。上記のとおり、この条項は1938年4月のハイド

リヒの布告の中に記されたものである。（ポイカート、前掲書337－338貢参照）
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そこには弓虫制収容所（Konzentrationslager）が含まれることを明言していた。

即ち、この布告はザクセンハウゼン、ブーへンヴアルト、ダッハウ、リヒテン

プルク強制叫又容所を収容先として挙げると同時に、この拘禁が一身元確認の場

合に適用される最長4週間という期限を除き－「期限なし」（zeitlich

unbeschr独kt）の拘禁であることを通知していた。16ゲシュタポによるこの摘発
では、「全国保護義務命令」に対する違反のためにすでに「労働施設」

（如beitsanstalten）に収容され七いた着たちもまた対象となった。この措置は

1938年3月14日ベルリンにおいて内務省フリッツ・ルパート（FdtzRuppert）、

保安警察本部局カール・ツインデル（Dr．KarlZindel）らが会談して結んだ合意、

即ち保護連盟の施設に収容されている者たちをゲシュタポに引渡すことに関す

る合意に基づくものであった。こうして労働施設の長に対しては、1938年4

月までに「全国保護義務命令」第20条により収容されている者たちのリスト

の作成が命じられた。この措置を保護連盟もまた歓迎した。即ち、「非社会的

人間」をゲシュタポに引渡すことにより、管理上の煩雑な手間が省略でき、ま

た運営コストの削減が可能となるためであった。17こうして1938年4月の摘

発では、およそ2，000人がブーへンヴアルト強制収容所に収容された。18

2．3 刑事驚察による摘発（1938年6月）：ハイドリヒはまた、1938年6月にも

刑事警察中央署に対して布告を発し、1937年の予防拘禁に関する布告がこれ

まで必要とされる十分な厳しさをもって適用されてこなかったことを糾弾し

た。その中でハイドリヒが37年のこの布告を厳格に適用することの意義とし

て挙げたのは、「四か年計画」であった。即ち、ヒトラー政権が戦争遂行のた

めの準備として取り組んだこの計画が「労働可能なすべての人間の投入」を必

要としている中で、「非社会的人間」が労働を免れている状況は見過ごすこと

ができないと説明していた。ハイドリヒのこの布告は以下の措置を含んでい

た：

ゲシュタポ

1．すでに本年［＝1938年］3月に実行した秘密国家警察による非社会的

16

対象となるユダヤ人はすべてダッハウに、そして女子はリヒテンプルク強制収容所に収容す

ると規定されていた。（BIIal：Aya8（1998），126貢）
17

Aya乃（1995），145－146貢参照。
18

Aya乃（1998），116貢参照。
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人間に対する特別作戦を考慮することなく、1937年12月14日の布告を

最大限厳格に適用し、1938年6月13日から18日までの一週間の間に、

各刑事警察中央署区域内から最低でも200人の労働可能な男子（非社会

的人間）を督察による予防拘禁措置に付すこと。その際にはとくに以下の

者を視野に入れなければならない：

a）現在仕事もなく転々と場所を移動している浮浪者

b）物乞い生活者。たとえ定住者である場合であっても

c）規律ある労働への意志を示してこなかったり、あるいは犯罪を犯したジ

プシ｝、およびジプシーのように放浪している者

d）売春封助の罪で裁判を受けたり、～そのためにたとえ彼らの移送が可能

ではない場合でも一今日においてもいまだに他の売春周旋人や売春婦の仲

間たちと交流のある売春周旋人。あるいは売春斡旋行為を働いているとの

濃厚な嫌疑がかかる者

e）妨害活動、傷害、喧嘩、住居侵入の罪など多くの前科があり、それによ

って民族共同体の秩序に組み込まれる意志のないことを自ら示している者

（・‥）

2．更に同じく、1936年6月13日から18日の一週間に、各刑事警察中央

署区域内にいる、一ケ月を越える懲役刑を受けたことのあるすべてのユダ

ヤ人男子を警察による予防拘禁に処すこと。（…）19

この布告では、こうして逮捕された者たちはハイドリヒの承認と指示なしで

直ちにブーへンヴアルト強制収容所に移送されることになっていた。即ち、そ

こにほすでに改善収容所や労働収容所での処遇は全く想定されてはいなかっ

た。その結果6月のこの摘発によって、一万人を大幅に越える男子が逮捕され

た。即ちその数は、全国14〉ヶ所に存在していた刑事警察中央暑が布告に則り

200名を検挙したとすれば生じたであろう2，800名という数値をはるかに凌ぐ

ものであった。20

】9Betd駄Vorbeugende Verbrechensbek云mp免1喝durch die poiizei（1938年6月1日）．Aya乃

（199軌134－135貢。ハイドリヒが発した4月の布告では「非社会的人間」の判断における非政
治性が唱えられていたが、この布告においては前科のある「ユダヤ人」男子を特別に予防拘禁に

処していた。それはこの措置にはすぐれて大きな「政治性」が含まれていたことを明らかにして

いた。

20Aya8（1995），156貢参照。
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このように、1938年に全国で行なわれた一連の摘発においては、当該人物

の「非社会性」の判断は社会に対する直接的な暴力による「危険性」以上に、

労働の可能性と労働への意志が最も重要な要因となって行なわれていたことが

明確になる。即ち、自らの労働力を社会のために十全に行使しないことを通し

て生じる、戦争を間近にひかえた国家経済ならびに社会統制に対する「危険性」

が問題となっていたのである。この摘発はまた、親衛隊の生産施設としての強

制収容所の役割の重要性が増した時期と重なってた。そこには更に「労働を通

した絶滅」の実行に対する計算もすでに想定されていた。こうして1938年の

一連の摘発を通して、「非社会的人間」に対する措置の主要目的は、被拘束者
に対する社会復帰に向けた支援から、彼らの労働力の徴用へと主調を変えてい

くことになった。21

Ⅲ．ザイドラ一案

3．1概要：布告を通してのこうした全国規模での摘発が先行する中で、移動生

活者に対する取り締まりに関してすでに多くの経験を有していたバイエルンで

は1939年2月に、移動生活者対策連盟（Landesverband鉛r Vanderdienst）会

長アラリヒ・ザイドラー（瓜adcb Seider）22が共同体異分子の処遇に関する法

案を作成していた。23 この法案には帝国内務大臣との同意の下にバイエルン州

移動生活者対策連盟が三年間にわたり集めた経験が盛り込まれていた。即ち：

1．各地域の保護機関を共同体異分子に対する看護から開放し、ドイツ民

族の血統と地域的状況を考慮しながら、個人的状況に応じて監護を実施

する専門的な「全国機関」を創設する

2．教育的措置を通して共同体への編入可能者と不可能者を区分する

3．必要な措置を断種手術に限定しない

4．民族共同体への編入を促す措置の確保。あるいは、それでは効果がな

い場合には開放的あるいは半開放的な拘置を行なう24

21同上、159貢及び162－163貢参照。

21897－1979バイエルンにおける移動生活者対策の中心人物。彼はまたナチ突撃隊の一員でもあ

り、大佐（SA－Standarten鮎brer）になっている。
詔

本稿巻末資料1参照。

24

Ayaβ（1998），199貢。



10 畔 上 泰 治

3．2 適用範囲：ザイドラーは、ドイツ民族同胞は民族共同体の職務のために持

てる力をすべて役立てる義務を負うとの基本認識から、労働嫌いや品行の悪さ、

あるいは犯罪的な性向のために民族共同体に組み入れられない者、また第三者

の費用負担により自己の生活を維持しようとしている者に対しては、相応な措

置によってその労働力を民族共同体のために役立てるように仕向けなければな

らないと述べていた。ザイドラ一案第1条はこの法律が適用される範囲を、即

ち、「共同体異分子」を以下のように規定していた：

共同体真分子はその能力に応じて民族共同体における職務へと投入されな

ければならない。この法律において共同体異分子とは：

1．自らの生計が正当な所得で営まれていることを証明できない非定住者

2．自らの生計を全面的に、あるいは部分的に違法な手段で営んでいる定

住者

3．職場が提供されているにもかかわらず、生計を自らの所得によって営

んではいない、労働能力を持った者（労働忌避者）

4．生活態度によって、他の民族同胞を健康面で、あるいは道徳面で危険

にさらしたり、あるいはそれにより民族共同体に対する自らの義務に違

反し、自らの扶養義務あるいは教育の義務に違反する罪を犯している者

5．全国司法行政機関の行刑施設ならびに繁察の改善・労働収容所を出所

した者で、出所の日から秩序ある生活環境に戻っていることを証明する

ことができない者25

このようにザイドラ一案における「共同体異分子」とは、自らの生活を合法

的に、また自らの1投入により営んではいない着であり、それにより他の市民に

対して道徳的・財政的に悪影響を与える着であった。この法案に添えられた理

由書はこうした基準は督察や福祉機関、保健局などすべての方面からの要請を

考慮に入れたものであると説明していた。26

3．3 全国機関と鑑定所：ザイドラ一案では、この法律を遂行するために公的法

人「共同体眞分子を共同体に編入するための全国機関」（Reichsstelle zur

25

同上、196貢。
26

同上、200貢参照。
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EingliederungderGemeinscba鮎たemden）が設立されることが定められていた。

内務大臣により内部規定が定められ、またその長も任命されるこの「全国機関」

には「諮問委員会」が設けられ、その幹部会にはドイツ市町村連絡協議会なら

びに州保護連盟の代表者が入ることになっていた。またこの「全国機関」の下

には各地に「鑑定所」（Sicbtungsstelle）が設けられ、共同体異分子の人格、経

歴、血筋（Sippe）および精神医学の面からの鑑定が実施され、当該者を「共

同体生活疎外者」（Gemeinscha氏sent女emdete）と「共同体生活不可能者」（Gemein－

scba鮎unf弘ige）に選別する任務を担うことになっていた。その際に異同体生
活疎外者とは、「適切な世話と労働訓練ないしは職業再教育を行えば、共同体

への再編入が可能と予想される人物」であり、共同体生活不可能者とは、「共

同体への再編入が不可能である人物」と規定されていた。（第2、3条）

法案の理由書はこうした措置の背景として、非社会的人間がこれまで各市町

村の福祉機関や警察に対して強いてきた監護や財政面での著しい負担を挙げて

いる。この法律により、こうした人物をその地域から遠ざけることが可能とな

り、それによって初めて関連機関は本来の任務である「まじめな民族同胞の世

話」が遂行可能になると強調している。即ち、非社会的人間に対する保護は「何

の利益にもならない無駄な仕事」であり、「四か年計画」の重要な任務遂行の

ためにその「無駄」を速やかに取り除かなければならないと説明していた。即

ち、この措置がドイツ各地の市町村から「非社会的人間」を「遠ざけ」

（entfemen）、「非社会的人間からの解放」（Be丘eiungvondenAsozialen）を実現

し、戦時経済活動に協力するための措置であったことが明らかになる。27

法案では、各地の「鑑定所」からの報告を受け、その選別結果に応じて国家

刑事警察局が当該人物に対する収容判断を行なうことになっ，ていた。共同体異

分子の世話は「全国機関」が選定したいずれかの施設で行なわれることになっ

ていた。2畠

こうして「共同体生活疎外者」は施設において世話を受け、そこで職業生活

への準備が段階的に行なわれることになっていた。施設への収容はこの目的を

達成するために必要とされる期間続くことになっていたが、原則として18ケ

㌘
同上。

㍊

この規定により、第1条に挙げられた人々の世話をこれまで担ってきた民間の保務団体には、

「全国機関」の長の同意を条件にその団体を解散するか、あるいは他の目的のためにそれを利用

するかの二者択一が迫られることになっていた。（第4粂）
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月を越えないものとすると規定されていた。この期間が経過した後は、当該人

物が「共同体生活不可能者」であると認定されず、更に世話が必要であると判

断される場合に限り、国家刑事警察局は収容の再延長期間を定めることができ

た。

「鑑定所」に対しては、施設を出て一般社会に戻った人間に対して一年間に

わたる保護措置を実施し、当該者が確実に共同体への再編入を果しているかど

うかを確認することが求められていた。そのために「鑑定所」は必要と認めら

れるノルマを当該者に課し、その結果に応じて当該者を再び施設に戻す権限を

有していた。

こうした保護措置が繰り返された後においてもなお望ましい成果があがらな

い琴合には、「鑑定所」は「全国機関」の同意を得て国家刑事警察局に対して
当該人物を「共同体生活不可能者」に組み入れるよう申請することができた。

（第5条）一方、「共同体生活不可能者」は「全国機関」により認可を受けた

強制保護収容規則に基づき運営される施設に収容されることになっていた。第

6条）

3．4 優生学的措置：この法案はまた、血筋と経歴から判断し重大な遺伝的欠陥

があると判定された共同体異分子に対しては断種手術の実施を義務付けてい

た。（第7条）この法案に付された理由書からは、ザイドラ一案がいかに重く

優生学的要因を「非社会的人間」の認定手段として重要視していたかが明確に

なる。即ちこの理由書はまず、個独自の価値が民族という集団的な価値に克服

された時代にありながらも従来の政策が「非社会的人間」に対する「優生学的

。人種育成的な措置」（Erb－und Rassenp鮎ge）を拒否した臆病なものであっ

たと糾弾し、そこにこれまでの政策の失敗の原因があったと分析していた。そ

してそれまで用いられてきた「非社会的」という用語があまりにも陳腐であり、

目指すべき措置の遂行にとってはまったく役に立たなくなっていると指摘し、

それに代わり山般にも馴染みの深い、しかも「一義的な」「共同体異分子」と

いう新たな術語を用いて包括的にこの間題に対処することを述べていた：

ドイツ民族を遺伝的な価値に従って分ける勇気を持たず、そのため優生学

的・人種育成的な措置を拒否していた時代においては、いわゆる「非社会

的人間に関する問題」もまた解決することはできなかった。ナチズムをま必

須の条件として優生学な方向からの解決を求めている。それは現在ではも
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はや個は個としてではなく、民族共同体の一員として見なされ、その価値

が評価される時代であるからである。

これまでなされてきた対策ほ、拘置、移動生活者の保護、断種手術といっ

た部分的な領域のみに向けられたものであったために、それが役に立たな

いものであることがはっきりと証明された。現在や将来に対する包括的な

解決策をとることは不可能であるという考え方は、取り分け明確で一義的

な概念規定が欠如している「非社会的」という言葉の使用の中にその原因

がある。この言葉はあまりにも一般化され過ぎてしまったために、法的な

解決策に対する基本概念としてはもはや使用できなくなっている。さらに

また現在は、ナチズムに基づいた民族指導が、自らの目的を遂行するため

にその理念に相応しい概念を備えた法律を必要としているという状況にあ

る。そのためにこの法律が把捉しようとする人間の範囲は、可能な限り包

括的で、民族共同体の外部に位置すると見なされうる人々に対する任務の

経験に裏打ちされた、実践的なものであることが必要であった。それ放こ

の法案では、経験に即してそのような人々の特徴をよく反映している集団

を列挙している。これらの集団を表す特徴的な指標は、民族共同体の外部

にあるという彼らの態度であり、そのため彼らに刻み込まれた特性は「共

同体異分子」という概念で表現されるのである。この言葉は一般の人々に

も理解が可能で、身近なものであり、しかも明瞭で、一義的な言葉である。29

こうしてザイドラ一案は、共同体異分子の遺伝的。環境的要因を分析し、ま

た共同体への再編入の可能性に従って彼らを分類していた。その結果、「教育

的措置」による効果の見込めない者に対しては永遠の「共同体生活不可能者」

の烙印を押し、断種手術だけではなく、生涯にわたる隔離収容を実施しようと

していた。またこの法案は「教育的措置」に関して具体的に触れることもなく、

その本質を不透明なままに残し、強制収容所において行なわれていた措置と同

様に、「教育」という名の下の暴力的処遇に可能性を開いていた。

謝Aya月（1998），199貢参照。この文脈からはGemeinscha鮎如mdeという術語は、共同体の「枠

外者」、「アウトサイダー」を意味していることが分かるが、既存の幾つかの和訳例に倣い、本稿

においても「共同体異分子」と訳すことにした。
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臥 内務省原案（且939年）及び法務省の対抗案

4．1内務省原案：血族と経歴を判定し、その結果重大な欠陥が認められる共同

体異分子に対しては断種手術を施そうとするザイドラ一案は帝国内務省にも送

られていた。内務省はすでに1939年には参事官フリッツ・ルパートが中心と

なりザイドラ叩案に手を加え、内務省独自の法律と施行命令の原案を作成して

いた。30この内務省原案は多くの部分においてザイドラ｝案を取り入れたもの

ではあったが、しかし他方においては「共同体生活不可能者」の範囲を拡大し、

大人だけではなく改善の見込みが欠如しているために保護教育が命じられな

い、あるいはそれが維持できない未成年者31をも処遇の対象に含めていた。（第

2条6項）更にまた、ザイドラ一案の「全国機関」や「鑑定所」に関する規定

はすべて削除され、当該の共同体異分子を保護連盟に重ねて適切な施設に収容

するか、あるいは警察が管理する「改善収容所」に収容するかという判断ほ刑

事警察が独自に下すと規定していた。（第3条）32

4．2法務省の対応

4．2．1法務省の見解：ルパートは1940年早々に財務省や法務省などの関連機関

に対して極秘でこの原案を送付し、意見を求めていた。この内務省原案は財務

大臣の了解が得られ次第、法務省と国防軍総司令部に公式に送付され、見解を

問う手はずになっていた。それに対して法務省側は参事官オットー。リーチュ

（Otto Rietzscb）33が中心となり、一方においては「共同体異分子」の処遇に関

する内務省原案そのものへの統一見解の作成と、他方においては「非社会的人

間」に対する独自の処遇案の作成に当たった。

リーチュは内々に送付された内務省原案をすでに法務省内の関連部署に回

3り

この内務省原案に関してはBundesarchiv Koblenz R22／943（以下においてはBArcb．と略記）如．

53－55参照。

31全国少年福祉法（Reichsgese比鉛rJugendwobぬhれ，RGBl．1922Ⅰ，S．633：1922年7月9日）及

び1932年11月4日の大統領令（Verordnu喝des Reicbsp始Sidenten肋erJugendwobぬb蛇：RGBl．

1932Ⅰ，S，522）に拠れば、明らかに教育の成果が見込めない者に対して保護教育を命じることは認

められていなかった。（第63粂）また、そのために保護教育施設を退所させることも可能であっ

た。（第73条）保護教育は原則として満18歳に達したときに、即ち、成人に達する二年前に終

了した。（第72条）
32

内務省寅に関しては本稿第Ⅴ章において内容を詳述。

㍊1880年生まれの法律家。1935年から法務省参事官。「共同体異分子法」実に対する法務省側

の中心人物。
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し、意見を求めていた。それに対して例えば、法務省第ⅠⅤ課はこの内務省原

案第2条第6項】即ち、保護教育を行なうことが不可能であるためにその施設

を退所した未成年者を「共同体異分子」と見なすこと一に対しては何ら異議を

唱えなかったが、取り分け断種手術に関する規定に対しては大きな懸念を示し

ていた。即ち、内務省原案第5条に閲し、規定に盛り込まれていた「望ましか

らざる子孫」（uneⅣ也nscbter Nacbwuchs）とは「共同体異分子」あるいは「重

大な精神障害を持つ子孫」だけに限定されるのか、あるいはそれが更に広く適

用されるのか不明瞭であり、その範囲を限定するための規定を条文に盛り込む

べきであると指摘していた。また施行命令第2条に規定された断種手術の実施

を決定する機関としては、国家刑事警察局主導の特別な委員会ではなく、34「遺

伝的疾患を持つ子孫を予防するための法律」35が定める優生裁判所

（Erbgesundheitsgericht）が最も相応しい機関であり、従ってそれに不備があ

るのであれば断種措置に関してはその法律を修正して対応するように、即ち、

断種措置に関する規定を内務省案から削除するように内務大臣に要請すべきで

あるとの見解を示していた。36

これらの結果からリーチュは、法務省にとって内務省案は受け入れ難い

（untragbar）ものであることを電話でルパートに伝えていた。リーチュがそ

こで挙げた理由とは、この内務省原案が司法当局の権限を大幅に空洞化させる

ものであるだけではなく、それはまた、内務省と法務省の権限の重複を惹き起

こすというものであった。即ち、法務省はこの問題に閲す亭内務省の権限の拡

大と、それにともなう法務省の管轄額域の縮小、ならびに両省庁間での権限に

関する境界の曖昧化を危惧していた。こうした法務省の見解に対してルパート

は、内務省案に対する対抗案を示すようにリーチュに求めていた。

34

施行命令案第2条は、国家刑事警察局職員が議長を務め、取り分け優生学の分野で活動する
医師二名が委員となり設立される委員会が断種措置の必要性を決定すると規定していた。

お”GesetzzurVerh批ungerbk柑nkenNacbwucbses“（1933年7月14日：RGBl．1933Ⅰ，529－531貢）

第1条は「遺伝的疾患を持つ者に対しては、医学的経験に従えばその子孫に重大なる身体的ある

いは精神的な遺伝的障害が発生するであろう高い確実性が存在する場合には、外科的手術により

不妊化（断種）措置を施すことができる」と定めていた。そしてその対象には遺伝的疾患として、

先天的精神薄弱や精神分裂症など8項目を挙げ、更にその他に重度の飲酒常習癖者も含めていた。

誠1940年2月20日付けの法務省第ⅠⅤ課の見解。（BArch．払L18－19参照）
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4．2．2法務省の対抗案

4．2．2．1「非社会的人間」：上述のとおり、内務省の原案を前にした法務省は、

一方においてはその法案に盛り込まれていた条文を詳細に検討し、批判を加え

る作業を行ないながらも、他方においては同時に法務省独自の規定、即ち「非

社会的人間の強制保護収容に関する命令案」37を作成していた。その際に法務

省案が固執したのは、まずその規定の名称であった。即ち、ザイドラ叩案や内

務省案が社会・経済政策的な色合いを前面に押し出した「共同体異分子」とい

う名称を用いていたのに対して、法務省が作成した命令案の名称は従来と同様

に「非社会的人間」（Asoziale）とともに「強制保護収容」（Bewabrung）を用い

ていた。この二つの用語の用い方を考察するとき、そこには「非社会的人間」

に関する問題に対処する法務省の姿勢の重大な変化が浮かび上がってくるので

ある。

この命令案に添付された法務省参事官り肘チエのメモから、この法務省命令

案が作成された背景を窺い知ることができる。本稿巻末に資料2として掲をブた

法務省の命令案は、内務省原案に対する対抗案として急遽構想されたものであ

る。この法務省案に対してリーチュは、第一部は「内務省案に大幅に歩み寄っ

た」内容となっていることを自ら認めながらも、第二部は従来までの法務省案

の枠組みを維持したものであると説明していた。即ち、法務省案第一部は「ド

イツ法アカデミー社会福祉・保護法委員会」の大網38に依拠しながらも、強制

保護収容を決定する機関を区裁判所（後見裁判所）に併設された「強制保護収

37

法務省原案はすでに1940年2月上旬には完成し、法務省内部において意見聴取が行なわれて

いた。（BArcb，わl．10－14参照）最終的な法務省実は2月23日には財務省に対して示されている。

法務省正実は原案に対していくつかの修正を加えている。即ち、原案において「法律J（Gesetz）

となっでいた名称が、正案では「命令」（Verordung）に変更されている。以下において触れると
おり、これは「非社会的人間」を定義することの難しさから、法律という形式を避けて命令にし

この措置を柔軟に運用しようとした手法のひとつと考えられる。この原案に対して法務省内部か

らは、犯罪撲滅の戦いが「事実上警察との共同作業」になりうることを指摘しながらも、強制保

護収容の執行権限を督察に置くとする原案（第四部第1粂）に対しては「保安監置の執行を警察

に委ねる」ことに反対する意見も表明されていたが、（リーチュに宛てたアイヒラ｝の見解：

8Arch．bl．15参照）これは正案でもそのまま残された。（第一部第3粂）ここで注目しておくべ

きことは、一内務省原案と同様－この法務省正案でもまた条文の後に続く書名棚には法務大臣の

槻が欠如していたことであり、また法務省正賓はこの命令が国防評議会が発する命令という形式

をとっていたことである。以下において触れるとおり、こうした方法からは法務省もまた戦時状

況をいかに弓裁く意識してこの問題に対処しようとしていたかが明らかになる。（この法務省正案

に関しては本稿巻末資料2参照）

3古

この内容に関しては、畔上前掲論文（2003）参照。



「共同体異分子の処遇に関する法律」秦 17

容裁判所」（Bewabrungsgericht）とする規定に反対する内務省の見解に譲歩し、

収容判断・決定は「強制保護収容担当局」（BewaImngsbeh6rde）が行なうとの

修正を施していた。しかしながら、リーチュは同時に「そこでは議長の任命権

を通して司法機関に指導的な影響力が確保される」よう作成されたものである

と述べ、警察に対する司法機関の権限の確保を強調していた。39

法務省案第一部は、刑事裁判以外の手続きによる「強制保護収容」手続きに

関して規定していた。第1条は強制保護収容の対象となる人的範囲を定める規

定を置いていたが、それに拠れば、1）身体的、精神的、道徳的あるいは経済

的に荒廃している者、あるいは荒廃の危険が迫っている者で、そこから自力で

脱け出ることができない、あるいは脱け出ようとする意思のない者、2）司法

行刑機関を出所する予定の着で、出所後も秩序ある生活を営む能力あるいは意

志が欠如していると判断された者、3）不定期刑に処せられた少年で、人格か

ら判断し、民族共同体への編入が期待できないと判断された者、4）人格から

判断し、保護教育の遂行が不可能であるために早期に保護教育を解かれた着で、

民族共同体への編入が期待できないと判断された未成年者、となっていた。

しかし、ここで注目しておくべきことは、これらの項目に該当する人々はこ

の命令によって「強制保護収容」の対象となる人間としてここで挙げられてい

るのであり、条文は彼らを「非社会的人間」にカテゴリー化することは行なっ

てはいないということである。即ち、彼らを「非社会的人間」と名付けてはい

ない。法務省が作成したこの命令案では、「共同体異分子」という表現をま全く

用いられていないだけでをまなく、また「非社会的人間」（Asoziale）という表現

もわずかに一度登場するだけである。即ち、命令案第一部第5条は、「非社会

的人間」に対して刑事裁判が行なわれている場合には、その刑事裁判が終了す

るまで強制保護収容手続きを停止するという規定であった。このように、この

法務省実の条文で「非社会的人間」という表現そのもので名指しされたのは刑

事裁判係争中の人間だけであった。そしてこうした刑事犯に対する措置は命令

案第二部で定められていた。換言すれば、法務省命令案は、第一部第1粂にお

いて「公的秩序が必要とする場合には、（以下の者を）強制保護収容に処する

ことができる」と定め、その対象者の特徴を例示的に列挙しているだけである。

このように「強制保護収容」対象者を「非社会的人間」という表現を用いずに

列挙したことの背景には、「非社会的人間」を定義することの難しさが存在し

39軸誠（1998），239貢、BArch．払l．71－75参照。
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ていた。しかし、ここにこそ法務省の姿勢の重大な転換点があった。即ち、そ

れまで法務省は他の機関が提出したさまざまな法案に対して、「非社会的人間」

の定義の曖昧さとそれに起因する法律の拡大解釈への危惧を再三にわたり指摘

し、批判し続けてきていた。しかし、ここにおいて法務省自身が「非社会的人

間」を詳細に定義付けることを放棄しただけではなく、しかも対象者を「非社

会的人間」という表現を用いずに、「非社会的人間」を対象としてこれまで想

定してきた「強制保護収容」措置を実施するという姑息な手段を用いようとし

たのである。こうした手法は法務省の致狩さを表しているだけではなく、法務

省はそれまで固執し続けた「非社会的人間」という表現が、内務省案などが用

いていた「共同体異分子」とその実質において全く相違がなかったことをも明

らかにしたのである。

4．2．2．2 「強制保護収容」：こうした法務省の姿勢の重大な転換は、「強制保護

収容」という術語に対する理解の仕方からも読み取ることができる。上記のと

おり、命令案第一部第1条は「公的秩序が必要とする場合には、（以下の者を）

強制保護収容に処することができる」と定めていた。即ち、ここでの「強制保

護収容」とは、「公的秩序」の維持という観点からのみなされる措置であった。

それまで法務省は刑事政策的な措置である「Verwahmng」（拘置、留置）との

相違を明確にするために、こ．の問題に関しては当該者の社会復帰を支援する福

祉的な措置としての観点を強調し「Bewabrung」を、即ち強制力をともなった

「保護収容」を用いてきていた。内務省案等を批判する法務省の重要な立脚点

もそこにあった。しかし、この命令案においては法務省自身が公的秩序の維持

を目的とした「強制保護収容」に触れているだけではなく、しかも「強制保護

収容」の目的として、公的秩序の維持のみを挙げ、当該者の社会復帰の支援な

ど、福祉的な観点に関してはこの措置の目的として一言も触れてをまいないので

ある。即ち、この法務省命令案が意味する「強制保護収容施設」とは、38年

のゲシュタポや警察による摘発においても指示されていた「強制収容所」や、

警察が管理する「改善収容所」あるいをま「労働収容所」への収容とその本質に

おいて何ら相違のない施設であったことが明瞭になるのである。このように、

法務省が固執し続けてきた「強制保護収容」もその実質においては内務省案に

定められた収容措置と大差のないものとなっていたのであった。

4．2．2．3 収容手続き：上述のとおり、第一部第2条ではアカデミー実において
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構想されていた「強制保護収容裁判所」に関する規定を改め、それに代わり「強

制保護収容担当局」を設け、収容判断を行なう機関としていた。その決定には、

司法機関出身者が議長を務め、陪席者として驚察代表者一名、および保護教育

機関あるいはナチ民族福祉事業団（NSV）の代表者一名が参加することになっ

ていた。しかもまた、その手続きに関しては内務大臣との相互合意の下に法務

省が規則を定めるとしていた。こうして法務省は収容対象者の決定における実

質的な主導権を確保しようとしていた。

法務省案第二部は刑事裁判の中で命令される強制保護収容に関して規定して

いた。即ち、まず第1条において刑罰の対象となる行為を挙げ、40第2条にお

いてをまその行為により有罪と判断された者の申で、労働や規律ある生活を営む

ことへと矯正させる必要のある者、あるいは「公的秩序が必要とする場合」に

ほ、刑罰とともに強制保護収容の命令を下す権限を裁判官に対して与えていた。

刑事裁判を通した強制保護収容命令に関する管轄・手続きはすべて一般の刑事

裁判手続きに従うこととし、それを通して法務省はこの方法による強制保護収

容の決定においても司法当局の影響力を確保しようとしていた。

こうしてこの法務省案は、一方においては収容該当者の認定において警察が

関与する機会を大幅に限定し、また「強制保護収容担当局」を通して収容決定

および収容延長決定（第一部第4条）における司法当局の優位を確保しながら

も、他方においては強制保護収容の執行権限を驚察当局に譲っていた。即ち、

予め収容期限を定めずに、自由の剥奪によって行なわれる強制保護収容は、「強

制保護収容施設」あるいは「特別施設」即ち、労役所（Arbeitshaus）、保護収容

所（Asyl）、労働収容所（Arbeitslager）への収容により行なわれることになって

幼

第二部第1条において挙げられた犯罪とは：1．自らの所得により生活を維持することができな

いにもかかわらず、あてがわれた仕事を拒否する労働忌避者、2．賭博、飲酒あるいは自堕落な性

癖から生活費を稼がず、公的保護の世話を受けている者、3．資力もないままに、労働嫌いあるい

は自堕落な性癖により確固たる住居もなく移動生活を営む者。または秩序を欠いた生活を営む者、

4．労働嫌い、あるいは自堕落な性癖のために物乞いを行なう者、5．自らの監督下にある18歳未満

の者に物乞いをさせたり、その者が物乞いを行なうことを止めさせない者、6．公然と、あるいは

他人に迷惑を与えるような方法で猥襲な行為を勧めたり、あるいは自らそうした行為を行なう者、

7．教会や学校、青少年が通う場所などにおいて生業として猥褒な行為を行ない資金を得るなど、

道徳面において危審を与える者；生業として猥蜜な行為を行なう者を健康面で管理するために施

行された規則・命令に違反している者、8．悪意、あるいは全くの利己心により法的な扶養義務を

逃れ、被扶養者の生活を著しく危険にさらしている者、取り分け公的・私的な援助を行なわなく

てはならない者、となっている。これらに対しては、二年以下の懲役あるいは拘禁刑が予定され

ていた。
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いたが、その執行はすべて警察機関に任されていた。（第一部第3条）これこ

そが「非社会的人間」の処遇において法務省が内務省に対して行なった最も重

大な譲歩であった。法務省はこの「譲歩」により、「強制保護収蓉」施設をそ

の実質において強制収容所と相違のないものにしたのである。即ち、収容対象

者の認定に関する権限を自らの手元に確保し、収容施設での彼らの処遇権を放

棄するという法務省の妥協的な態度ほ、被収容者に対する警察主導の苛酷な処

遇を容認するという態度であった。即ちこの命令実は、収容施設の任務や目的

に関する規定を全く盛り込まず、強制保護収容は「自由の剥奪により行なう」

と述べるだけであり、ザイドラ一案や内務省原案においても触れられていた「共

同体への再編入」のための「教育」という言葉さえ用いてはいなかった。こう

して、警察管理下の収容施設で行なわれる処遇の本質から目をそらせたままに、

収容該当者を決定する権限だけを手元に残しておこうとする法務省の姿勢を支

えていたのは、「非社会的人間の問題」をめぐって内務省向けられた、管轄権

をめぐる激しい対抗意識だけであったことが明らかになるのである。即ち、法

務省のこの命令案とは、収容の本質に関わる問題を棚上げにし、司法当局の権

限確保のみを念頭において構想された、内務省に対する管轄権限割振り案以外

の何ものでもなかったのである。

リ｝チュほこの法務省案を早速財務省上級参事官のエーバーハルト・ミール

ケ（Eberbard Mielke）に伝え、速やかに見解を示すように求めていた。これに

対してミールケは1940年2月 29 日付けの文書において、現行刑法に規定さ

れた収容手段や警察による予防拘禁以外に「非社会的人間に対する強制保護収

容」を行なう手段を設けることの必要性に対して否定的な見解を示した上で、

「この対抗案が内務省から拒否されることに何ら疑いの余地はない」と明言し

ていた。41

ミ｝ルケが指摘したとおり、すでにこの時点において内務省は「非社会的人

間」に対する法的手続きを保証した「強制保護収容」措置への関心は薄れ、法

制化の主要目的を「共同体異分子」を対象とした、経済。治安政策的な観点に

立つ対策に限定していた。即ち、内務省にとっては収容対象者を決定する実質

的な権限を大幅に手元に残した法務省の自己欺瞞的な「強制保護収容命令案」

は全く論外の案であった。こうして法務省が示したこの命令案はそのまま葬ら

れることになった。

4】BA托h．払L70参照。
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V。内務省第一次正案

5．1概要：関連機関に対して内々に見解を求めていた内務省は、その原案を一

部修正した上で1940年5月10日に正案を提示した。42こうして「共同体眞分

子」ないしは「非社会的人間」の処遇問題に関する法律をめぐる議論は、この

内務省案を軸にして新たな局面を迎えることになる。

内務省ほ1940年5月10日、「非社会的人間の撲滅に関して」（Betri統：

Bekamp如ngderÅsozialen）と超した内務大臣ヴィルヘルム。フリックの書簡と

ともに、「共同体異分子の処遇に関する法律案」とその施行規則案を総統代理

ルードルフ。ヘス（Rudolf Heβ）、法務大臣フランツ。ギュルトナー（Dr．Franz

G触tner）、労働大臣フランツ。ゼルテ（Franz Seldte）、財務大臣ヨ｝ハン。ル

小トヴィヒ。グラーフ。シュヴエリーン。フォン。クロ叫ズィク（Johann

LudwigGrafSchwerinvonKrosigk）に宛てて送付している。フリックはその書

簡の中で、矯正労働や予防拘禁を定めた驚察の規定、更には現行の保護法の不

備を指摘し、「非社会的人間」の取り扱いに対して緊急かつ包括的な対策を論

じる必要性を強調していた。その上でフリックは、非社会的人間を生産的な活

動に従事させるか、あるいはそれが不可能である場合には彼らを適切な施設に

収容し、一般人に対してこれ以上の負担が及ばないような措置を導入すること

が必要であると唱えていた。即ちフリックは、一方においては戦争の開始とと

もに必要が高まった軍需品増産に対する彼らの労働力の重要性を前面に掲げ、

同時にまたその対象から外れた人間のみを特別な施設に収容することを通し

て、感化教育や福祉費用の削減を達成しようとしていた。フt」ックは更に、数

年来の政治的・経済的状況の変化により、「非社会的人間」をめぐる問題が保

護法が扱う額域の問題から刑事警察が掌挺する問題へとその本質を変え、ここ

に示された法案もまたその考え方に沿ったものであること、即ち、治安や風紀

の維持を重視したものであることを指摘していた。また、すでに原案の段階に

おいて法務省から反対意見が示されていた断種措置に関する規定を正案でもそ

のまま残したことに関してをま、すでにある「遺伝的疾患を持つ子孫を予防する

ための法律」は、「非社会的人間が望ましからぬ子孫を残すことを予防する」

ための措置としては不十分であると反論し、内務省実に盛り込まれたこの規定

の緊急性と不可欠性を強調し、正当化していた。43

‘i2 本稿巻末資料3参照。

心

BArch．わ1．20参照。
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5．2法務省の見解：この内務省正案に対し、法務省参事官ヨハネス・アイヒラ

｝恥hannes
Eicbler：第ⅠⅠⅠ課C）は第ⅠⅠ課に宛てた6月4日付けの文書の中

で、民族共同体にとって大きな重荷となっている「非社会的人間」を撲滅する

ための対策は、この内務省案の登場により「装いが全く新たになった」との認

識を述べている。その上でアイヒラーは、提示された法案および施行規則案と

刑法、更にほ響察による予防拘禁の境界が不明瞭であることを指摘し、この法

案が「純粋に警察主導の手続きを導入しようとしている」と結論付け、危機感

を述べていた。即ちアイヒラいは、「非社会的人間」（Asoziale）という用語を

「共同体異分子」（Gemeinscb姐s打emde）に置き換えることは法律の悉意的な

解釈を許す危険性を含むものであることを指摘する一方で、法案に盛り込まれ

た措置すべてが警察主導の措置であり、それにより裁判所、即ち司法権が著し

く侵害されることへの危惧の念を述べていた。取り分けその批判は法案第2条

に挙げられた「共同体異分子」の列挙が全く窓意的であり、不十分であること、

また不適切な規定により安易に断種手術が行なわれる危険性が存在することを

批判していた。44その内務省正案第2条は共同体異分子を以下のように規定し

ていた：

1．）自らの生計が正当な所得で営まれていることを証明できない非定住者

2．）自らの生計を全面的に、あるいは部分的に違法な手段で営んでいる定

住者

3．）職場が提供されているにもかかわらず、生計を自らの所得によって営

んではいない、労働能力を持った者（労働忌避者）

4．）生活態度によって、他の民族同胞を健康面で、あるいは道徳面で危険

にさらしたり、あるいはそれにより民族共同体に対する自らの義務に違

反し、自らの扶養義務あるいほ教育の義務に違反する罪を犯している者

5．）全国司法行政機関の行刑施設ならびに轡察の改善・労働収容所を出所

した着で、出所の日から遅くとも8週間後においても秩序ある生活環境

に戻っていることを証明することができない者

6．）保護教育を命じることができない、あるいは保護教育を維持すること

44

B血cb．ぬL17－19参照。また、1940年6月10日リーチュ宛てのアイヒラーの文書は、断種規

定に対する危惧や警察主導の措置への批判の他に、オーストリアで適用されている「浮浪者対策

法」（bndstreicbergesetz）との整合性、また、オストマルク、ズデーテンラント、ドイツ保頚髄

や外国人への適用問題に関する詳細な検討の必要性を指摘していた。（BA托h．ぬ1．29－32参照）
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ができない未成年者（全国少年福祉法第63条2、72条、73条）

このように第2条は、第5項「遅くとも8週間後に」の部分の修正と、第6

項の追加以外は、ザイドラ一案が定めた規定と同じであった。法務省は1940

年7月 29 日に内務省に対し、内務省案に対する正式な見解を伝えている。45

法務省次官ローラント・フライスラー（Dr．RolandFreisler）はその中で、「非社

会的人間」を有益な労働へと導き、あるいは特定の施設に収容することは一般

人に対する負担の軽減につながることであるとし、内務省案の基本的な姿勢に

は賛同する意向を示しながらも、取り締まりの対象となる人物範囲を定めた上

記第2条の規定に対して個別的にその間題点を指摘していた。即ち：

第1項：オーストリアで施行されている「浮浪者対策法」との調整が必要

第2項：削除すべきである。ここに挙げられた対象者は刑法により処罰す

べきである。刑法に不備があるのであれば、刑法を改正すべきである。

第3項：労働忌避者に対しての措置を盛り込むことには賛成。しかし、そ

の定義が不十分。このままでは、例えば社会保険を受けて生活している

者、夫の扶養下にある妻、財産の果実で生活している者なども労働忌避

者としてこの措置の対象に含まれてしまう。

第4項：受け入れ難い。大抵の場合犯罪者は「自らの生活態度により、民

族同胞を道徳面で危険にさらす者」に該当する。これらの人間に対する

処遇は刑事裁判に属するものである。扶養義務違反に対する措置は現行

刑法では不十分ではあるが、これは刑法の改正で対処すべきである。ま

た、監督義務違反は少年裁判法の領域の問題である。

第5項：条件付きながら賛成。しかし出所した者への保護に関する規定が

必要。

第6項：条件付きながら賛成。しかし、全国少年福祉法は大管区オストマ

ルク、ズデーテンラント、保護領ベーメン。メーレンにおいては効力な

し。この調整が必要。

第2条に対するこの見解は、上述のとおりアイヒラーが法務省内部向けに作

成した文書において述べていたものとほぼ重なるが、しかし、フライスラーの

この見解書は内務省に宛てた法務省の公式の文書であるという点において重大

な意味を持っていた。即ち、フライスラーはこの法務省の公式見解の中で内務

鵡

BArcb．払L42－46参照。これに関しては同時にBArch．払1．29－32および払1．37－41も参照。



24 畔 上 泰 治

省に対し、「法案に定められた規則通りに、共同体異分子の強制保護収容が警

察の手中に置かれることになるということに対してもまた、私は原則的に了承

いたしました。私は後見裁判所裁判官がそれに関与することを放棄いたしま

す。」46と述べていたのである。内務省が示したこの法案と施行規則案は、「共

同体異分子」の認定に関する権限のみならず、彼らに対する収容施設の選定や

収容期限、収容施設の運営権、更にはまた断種措置の決定権を驚察が掌握する

という案であった。こうして法務省ほ「共同体異分子」に対する措置をめぐる

すべての権限を内務省に対して手放すことに同意したのである。上述のとおり、

法務省は「非社会的人間」に対する独自の処遇命令実の中で収容施設全般の管

理権を警察の芋に委ねることを示してほいたが、収容対象者の決定権は手元に

残していた。フライスラーのこの見解書はこの決定権をも放棄することを内務

省に対して公式に表明したのである。即ちそれは、「共同体異分子」を認定し、

「強制保護収容」における後見裁判所の関与を放棄することにより、法務省は

「強制保護収容」を、被収容者の社会復帰を援助する措置と捉え、彼らに対し

て法的権利を保証しようとした従来の立場を捨て、それが轡察主導の治安維持

と国家経済維持を目的とした措置であることを自ら認め、内務省に伝えていた

ことになるのである。

法務省のこうした姿勢の変化は、内務省に宛てた文書において用いられてい

る言葉の使い方からも読みとることができる。すでにこれまで見てきたとおり、

内務省と法務省ほ、それぞれ「共同体異分子」と「非社会的人間」という術語

に対する大きなこだわりを持っていた。フライスラーがこの見解書の中で「共

同体異分子の強制保護収容」（de Bewabmng der Gemeinsch誠s免・emden）とい

う表現を用いるとき、そこには－アイヒラいとは異なり－これまで法務省側が

術語としてこだわり続けて来た「非社会的人間」への固執は薄れていた。その

上でフライスラーはこうした措置が、「教育を通して精神面を感化することが

無意味である」「反社会的人間」（Antisoziale）をも含む措置であることの必要

性を指摘し、更に「更生しない感化教育生徒」や不定期刑を言い渡された少年、

また感化院において教育的手段による感化が見込めないと判断された者などを

「共同体異分子」と見なし、この法律で処遇しようとすることに対しても何ら

懸念すべき点はないとの認識を示していた。こうして法務省は、内務省が示し

たこの法案が「非社会的人間」だけでをまなく、「反社会的人間」や、更にはま

46

BA托b．わL44参照。
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た感化教育が不可能と見なされた少年をも「共同体眞分子」と認定し、処遇す

ることにも賛成していたのである。47

こうしてここにおいて法務省と内務省の間に存在していた「非社会的人間」

と「共同体異分子」という用語に関しては実質的な相違が解消されたことが公

式に明らかになった。

しかし、この時点においてもいまだに法務省は「強制保護収容」という術語

にこだわっていた。フライスラーは内務省案を「共同体異分子」を対象にした

「強制保護収容」法案であると理解していた。しかし、法案を一瞥すれば容易

に理解できるように、内務省実の条文は「強制保護収容」（BeⅥrabmng）という

表現を全く用いてはいなかった。ザイドラ一案やゲシュタポによる摘発に関す

る布告同様に、内務省案がここで想定していた収容とは、拘禁や強制収容所へ

の収容であった。すでに共同体異分子の認定権や収容期間に関する決定権、更

には収容施設の運営権などすべての権限を国家刑事警察局や刑事驚察中央署の

手に委ねながらも、その収容を従来同様に「弓虫制保護収容」と名付けている法

務省のこの姿勢とは、内務省への対抗意識に支えられた法務省の単なる自己欺

瞞でしかなかった。法務省は内務省案第3条や4粂に規定された施設での収容

の本質を、即ち、収容施設においては被収容者に対して如何なる処遇が待ち受

けているのかを問うこともせず、また、共同体異分子の定義を定めた法案第2

条に対しては、上記のとおり、他の法律との整合性など非本質的な手続き上の

問題点を詳細に指摘しているだけであった。こうして法律の実質に目をそむけ

た法務省はこの問題における主導権を内務省に奪われていったのである。48

5．3財務省。労働省。総統代理の見解：1940年5月10日に」勾務大臣から弦楽

を送付されたその他の省庁の見解はさまざまである。財務省は、内務省実に示

された規定が裁判所の権限と重なり合うことに関して、法務省に対して事前に

47

BArcb．払1．45－46参照。
場

内務省実の断種規定に関して法務省は、断種措置の必要性を判断する機関としては「優生裁

判所」こそが相応しいと指摘すると同時に、「共同体異分子」に対する措置の中に断種規定を盛

り込むこと自体に対しては、この裁判所が遺伝的疾患を持つ子孫が生まれてくることに閲し確か

な判断が行なえるようになった場合にのみ盛り込むべきであると主張していた。即ち、法務省は

この法案への断種措置規定の導入に対しては事実上反対する見解を示してはいたが、その表現は

－先に見た内務省原案に対する法務省第ⅠⅤ課やアイヒラーの見解に示された批判に比べ一大幡
に鋭さを鈍らせていた。
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見解を求めた後に、49内務省に対しては1940年8月19日に見解を送付してい

る。財務大臣シュヴェリ｝ン。フォン。クローズイクは上記の法務省の見解と

ほぼ同一の内容を伝えていた。即ち、「非社会的人間」を拘置（Verwabrung）し

有益な生活へと指導すること、あるいは民族共同体に対してこれ以上の害を与

えることから遠ざけることに対して異議はないとの基本的な認識の上に立ちな

がら、人的範囲を明確に限定することが不可欠であること、即ち、法案に示さ

れたような方法でただ例示的に列挙することでは不十分であると指摘してい

た。それは法案第2条の規定が持つ拡大解釈の危険性の大きさを述べたもので

あった。また、この収容命令を国家刑事刑察局に集中化することに対しても、

事務的作業の煩雑さを考慮して、その権限を国家刑事驚察（中央）署に任せるよ

う求めていた。当然ながら財務大臣として彼はまた「拘置」費用に関しても見

解を述べている。即ち、警察により命じられた「非社会的人間の拘置」

（Verwabnlng der Asozialen）の費用は「保護連盟」が担うべきであることを主

張していた。その根拠として彼が挙げたのは、警察によるこの「拘置」により

治療。介護施設や教育施設など、保護施設全般の負担が減るということであっ

た。そして保護連盟がその節約分を拘置費用として支払うべきであると唱えて

いた。即ち、帝国財務大臣として「国家が拘置費用の負担に加わるという、内

務省案第3条および第6条を私は拒否せざるを得ない」と述べ、この条文を批

判する見解を示していた。50

このように内務省実に対しては、施設運営費用に関する個所を除き法務省と

財務省の見解はほぼ同じ内容のものであったが、しかしここで注目すべきこと

は一上述のとおり－内務省案から法務省が読み取った内容は「非社会的人間の

強制保護収容」（BewabrungAsozialer）であったのに対し、財務省はそれを「非

社会的人間の拘置」（Venvabnlng der Asozialen）と捉えていたということであ

る。即ち、一財務省にとっての最大の関心がこの法案が成立した場合における

財政的側面での国の役割という問題であったことを別とすれば一 法務省とは

異なり、財務省には「強制保護収容」という術語への固執がなかった分だけ、

内務省案の本質をより的確に捉えていたのである。即ち、財務省は内務省案が

49

BArcil．払l．35参照。
50

また、シュヴエリーン・フォン・クローズイクは断種手術に閲し、それは「遺伝的疾患を持

つ子孫を予防するための法律」により対処すべきであり、その法律が不十分な場合にはその法律

を修正して対応すべきであるとし、内務省案に盛り込まれたこの規定に関しては明確に「削除」

することを求めていた。（BArch．bl．48－49参照）
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想定する収容の実態を正しく表現する「拘置」を用いていたのである。

一方、労働大臣ゼルテは1940年6月4日の書簡において内務省案に対して

同意する旨を示していたが、51総統代理ヘスの見解は1940年11月18日付け

の書簡においてようやく内務省に伝えられた。その中でヘスは、待ち望んでい

た共同体異分子の処遇問題に関する法案がようやく提出されたことを歓迎し、

次のように述べていた：

また私はこの問題がいま、驚察主導の観点から取り組まれていることに対

して全面的に賛意を表します。生活保護は共同体に対して進んで協力する

人間のために行なわれるものであり、また共同体異分子に対する守りは驚

察が行なう任務であります。とはいえ判断に迷う事例は数多く生じてくる

ことでしょう。しかし、ナチズムに貫かれた帝国においては人々を指導す

る権限は警察に与えられているのであり、そのため私は特定の民族同胞を

保護対象者の範囲から排除し、彼らを驚察という強制力の手に委ねること

に協力することは重要なことであると言わなければなりません。（‥・）52

このようにヘスは、驚察主導の下で「共同体異分子」を排除するこの措置の

正当性を擁護し、内務省案に対して全面的な賛意を述べていた。

こうして内務省は法務省を初めとし、法案に対して示された関連省庁からの

見解を参考にして、翌年の1941年には修正案を提示している。しかし、次稿

において見るとおり、共同体異分子の定義に関する問題や断種措置に関する規

定を中心に、法務省と内務省との間の滞は埋まることはなかった。その大きな

理由の一つには、法務省が刑法や「遺伝的疾患を持つ子孫を予防するための法

律」など、必要があれば可能な限り現行法の改正を通して「共同体異分子」を

処遇しようとする姿勢を貫こうとしていたのに対して、内務省は目指すべき法

律考現行法規の上位法として位置付け、実効性を持たせようとしていたことが

挙げられる。そしてこれらの主張の相違の根底には、「共同体異分子」の処遇

をめぐる主導権や管轄をめぐる激しい対抗意識が存在していたのである。即ち、

新たな法律が成立すれば権限すべてを警察の手に手放すことになる法務省にと

SIAyaβ（1998），246京参照。

詑
同上。
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っては、現行法をわずかに修正して対応するという手段のみが、自らの権限を

維持するために残された唯一の手段であったからである。（続）

資料且

濫ntwu誠des Vorsまtzenden des bayeまうsc血e‡l乱andesverbands払rⅥrander・

dienstÅ且a崩cぬSeidle㌻53

Jeder deutsc‡1e Volksgenosseist verp伽chtet，Seine Kr紙ein den Dienst der

Volksgemeinscba氏zu stellen．Wer aぬeitsscbeuist oder ausIialtlosigkeit oder

VerbrecherischemIiang sicbin dieVolksgemeinscha氏nicbt elngliedeれund auf

Kosten andererseinen Lebensunterhaltzu erlangen sucbt，muβdurcbgeelgnete

MaJ3nabmendazugezwungenwerden，SeineArbeitskr王政ederVolksgemeinscha氏

ZurVer鮎gungzustellen．

§1

Gemeinsc壬Ia氏s缶emde sind nacbihrer Leistungs鈷higkeit zum Dienstin der

Volksgemeinscha氏einzusetzen．Gemeinscha氏s免・emdim Sinn dieses Gesetzes

sind：

1・nichtse蝕a氏ePersonen，dieeinengeordnetenErwerbihresLebensunterbalts

nicbtnacbweisenk6nnen，

2、Se蝕a氏e Personen，dieibren Lebensunteぬaltganz oderteilweise nicbt auf

recbtmaβigeWeiseerwerben，

3・Åぬeits鮎ige，de trotz eineribnen gebotenen Arbeitsm6glicbkeitihren

LebensunterbaltnichtauseigenemVerdienstbestreiten（血beitsscheue），

4・Personen，die durchibre Lebens氏ibmng andere Volksgenossenin

gesundheitlicber oderin s如1icher Hinsicht geねkden oder dadurcb gegen

ihreVerp鎚chtunggegen肋erderVolksgemeinscha氏versto月en，da月sieibre

UnterbaltspflicbtoderibreErziebungspflicbtscbuldila氏verletzen，

5・Entlassene aus Vollzugsanstalten der Reicb如stizveⅣaltung und aus

Besserungs－undArbeitslagemderPolizei，dienicbtnachⅥreisenk6nnen，da月

SiemitdemTagderEntlassunglngeOrdneteVerh畠1tnissezu畑ckke壬ばen．

531939年2月1日仇王ミArdR36／1162，hierausAya乃（199机a．a．0．，S，196－199．
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§ 2

Zur Durch氏ihrung dieses Gesetzes wird eine”Reichsstelle zur Eingliederung

der Gemeinscha触汝emden“als K6叩erSCha氏des6鮎ntlichen Rechts e汀ichtet．

Der Reichsminister desInnem regelt die Verねssung und Verwaltung der

Reicbsste11e，bestelltderenLeiterundemenntaufVorscblagdesLeitersdessen

Stellvertreter々und die weiteren Mitglieder des Vorstands・Im Vorstand sind

ve比retenderDeutscheGemeindetag［und〕dieLande血rsorgeverbande．

Unter der Reichsstelle werdenim Reich Sichtungsstellen e汀icbtet，deren

LeiterundBezirkvom ReicbsministerdesInnemaufVorschlagdes Leiters der

Reicbsstellebestimmtwird．

Der Reichsstelleist ein beratender AusschuJ3beigegeben，in dem vertreten

sinddieLeiterderSichtungsstellen，（vonjederSichtungsstellevorgeschlagen：）je

einVertreterderinihremBereicbeingesetztenAnstaltensowohlder6だentlichen

alsauchder良一eienFiirsorge．

§ 3

Die Sichtungsstellen sicbten die Gemeinscba氏s丘・emden auf Gemeinscha氏s－

ent丘●emdete und Gemeinscha氏sun鮎ige．Die Sicbtung e血1gtunter Ber仏cksich－

tlgungderBeurteilungderPers6nlicbkeit，des Lebenslaufs，derSippeundeiner

psycbiatdscbenBegutachtung．

Gemeinscba氏sent打emdet sind Personen，deren Viederelngliederungin die

Volksgemeinscha氏beigeelgneterBetreuungundArbeitsschulungoderBerufsum－

SCbulungm6glicb■erscheint．

旦型主塁塾生垂垂些盛些gsindPersonen，derenEir唱1iederungindieVolksgemein－

SCh王政nicbtm6glichist．

§ 4

Auf Bedcbt der Sichtungsste11en entscheidet das Reichskriminalpolizeiamt

entsprechenddemErgebnisderSichtunguberdieEinweisungdieserPersonenin

Anstalten，dievonderReichsstellezurDurcb鮎hrung触dieseAuなabenals ge－

elgnetanerkanntwerdenundderAufsicbtder6畑ichzustandigenSicbtungsstelle

untersteben．Andere Anstalten und Einricbtungen sind zur Betreuung der

Gemeinscba氏s丘・emdennicbtbe氏1gt．

OrganisationenderたeienF汝sorge，die sicbbishermitderBetreuungderim

§1genannten Personengmppen be払伽haben，dtidenihre Organisationen und
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Einrichtu一喝en nurim Einverst云ndnis mit dem Leiter der Reichsstelle au凸6sen

OdereinemanderenZweckzurVe瓜gungste11en．

§ 5

Gemeinscba氏sent免・emdete Personen werdenin den gem云β §4als geelgnet

ane紘anntenAnstaltenbetre咄．‡ndiesenAnstaltenwirdversucbt，Sienacbeinem

VOn der Reicbsstelle genehmigten stufenweisen Vollzugin das EⅣerbsleben

Wiedereinzu由iedern．

Die Einweisung er払Igt 鉛r die Zeit，die zur E汀eichung des Zwecks

VOrauSSichtlicher払rderlicbist，jedocbnichtほngerals18Monate．Erscheintnach
AblaufdieserZeit eineweitere Betreuungnotwendig，OhnedaβderBetre鮎nde

alsgemeinscba氏sun髭払igaIIZuSebenist，entSCbeidetdasReichskriminalpolizeiamt

也berdieForヒdauerderselben．

Der Erぬ1g derⅦ■iederelngliederunglSt VOn der Sicbtungsstelleim Weg der

nacbgebendenFiirsorgeauf血eDauervoneinemJa‡1rZuSicbern．DieSicbtungs－

Stelleist berechtij払dem Betre鮎nden die vonibr氏ir er払rderlich erachteten

Auぬgen aufzuerlegen undbeiVersagen wabrend der Dauer dernacbgehenden

FtirsorgedieR也Ck肋erstellunglneineAnstaltzuver鉛gen．

BeiⅥriederholtem Versagen kann die Sichtungsste11e mit Zustimmung der

ReicbsstellebeimReichskdminalpolizeiamtbeantragen，die Person als gemein－

SCba氏sun柴払igzubezeic壬1nen．Dannistgema侶§6zuveぬbren．

Die endg由比ige Entlassung aus der Betretllユng Ve瓜gt das Reicbskdminaト

polizeiamtauf王∋ericbtderSichtungsstelleimEnvemebmenmitderReicbsstelle．

§ 6

Gemeinscha氏sun蝕ige Personen werdenin soIcbe Anstalten elngeⅥriesen，1n

denensieau短nlndeinervonderReichsste11egenebmigtenBewahrungsordnung

beⅥrabrtwerden．

EinebedingteEntlassu一喝ineinた・eiesArbeitsverhaltnisistbiszurDauervon6

Monatenzuはssig．SolldieseZeittibersc払出ttenwerden，tri放dasReichskdminaト

polizeiamtimEinvernehmenmitderReichsstelledieEntscbeidung・

§ 7

Gemeinscb姐s丘・emde，beidenen die Beurヒeilungihrer Sippe undihres

Lebenslaufs eine schwere erheblicbe［recte：erbliche］Belastung ergibt，Sind

un缶ucbtbarzumachen．
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§ 8

ZurDeckungderKosten，diedurchdieE瓜11ungderAuなabenderReichsste11e

undderSichttl‡鳩芦Stellenentsteben，WirdvonderReichsstelleimEinvemellmen

mit dem Reicbsminister desInnern von allen Bezirks－und Landes氏irsorge－

Verb急ndendesReichseineUmlageerhoben．

ZurInbetriebsetzungderEinrichtungenundScba軌1ngderSichtungsstellenist

au鮎r dieser jahrlicbenUmlagen［ein］einmaliger Au払aubeitrag zuleisten，

dessenH6hederReicbsministerdesInnembestimmt．

§ 9

Die Reichsstelle hat aus diesen Umlagen die

Betreuung a11er eぬ伽en Gemeinscha氏sfremden

Entscheidung des Reichskriminalpolizeiamts gem畠β

Zeitpunkt hinaus die Kosten払r die Betreuung der

gesamten Kosten 鮎r die

bis zum Zeitpunkt der

§4，良meriiber diesen

gemeinscba免sent丘・emdeten

Personenzutragen．

§10

Die Kosten der g墜辿Personen sind von den nach den

Bestimmungen derVerordnung仏ber die F也rso曙ep鮎cbtvom13．Februar1924，

RGBl．IS．100，endき沖1tigverp鎚chtetenFiirsorgeverb云ndenzutragen．

§11

恥r die Anspr缶Che der Sicbtungsstellen und der F也rsorgeverbande unteト

einander gelten dieVorschd氏en肋erdieAnspr臼chedesvorはu点gF由rsorgege－

Wa址enden Verbands gegen den endg以tigve印加chtetenF批SOrgeVerbandenト

SpreCbend．

Die Eindchttlngen derSicbtungsstellen gelten als Anstaltenim Sinn des §9

der Verordnung仏ber dieFiirsorgepflicbtvom13．Februar1924．DieBesch≡此卜

即ng eines Betreutenin einer dieser Anstalten beg畑ndet kein Aぬeits－Oder

DienstverbaltnisimSinndes §11derVerordnung肋erdieFtirsorgepflichtvom

13．Februar1924．

§12

Die Gedchte und Verwaltungsbeh6rden，良mer die Versicherungstr畠ger und

ibreOrgane，babenaufErsucbenderSichtungsstellendiesenAmts－undRecbts－

bilfezuleisten．

Die Betdebsf日比er sindverp凸icbtet，den Sichtungsstellen仏berdas Besch紙i－
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gungsverbaltnisderbetreutenPersonenAuskun氏zuerteilen．

ZuwiderbandlungenwerdenmitGeldstraぬbiszuRM150bestra允．

§13

Der Reichsminister desInnem erl畠伽die zur Durch鉛brung und E摺畠nzung

dieses Gesetzes e血rderlichen Rechts－und Verwaltungsvorschd氏en，SOWeit es

Sich um die Regelung der UIl飢1Cbtbamachung bandelt，im Einvemehmen mit

demReicbsministerderJustiz．

§14

Der Zeitpunkt desInkra氏tretens des Gesetzes bestimmt der Reichsminister

desInnem．Ered誠tdienotw■endigenUbergangsvorschri氏en．
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資料2

旦唾皇室墜S4

DerMiniste汀atf仏rdieReichsverteidi酢1ngVerOrdnetmitGesetzeskra允：

A托ikelI．墨幽生壁

§1

Erぬrdertesdie舐entlicheOrdnung，SOistinBewahnlngZunehmen：

1．werleiblich，gelStlg，Sittlich oder wirtscha氏bch verwahrlostist oder zu

VeⅣabrlosen drobt und sich diesem Zustand aus e唱ener Kra氏 nicbt

entziehenkannoderwill；

2．werauseinerVollzt唱SanStaltderReich如stizverwaltungzuentlassenistund

nacbderFeststellungderStra如011zugsbeb6rdenic壬It£払igodernichtgewillt

ist，naChseinerEntlassungeingeordnetesLebenzu鉛bren；

3．wer
alsJugendlicber

zu unbestimmter Straぬveru托eiltist und nacb der

Festste11ung der筑raか011zugsbeh6rde au短rund seiner Pers6nlicilkeit eine

EingliederungindieVolksgemeinscha氏nichteⅣa比enは胱；

4・WeralsMindeIjabrigerwegenUnausf地軸訂keitderF触sorgeerziehungaus

Gr血den，diein seinerPersonliegen，VOrZeltlgauS der恥rsorgeerziebung

entlassenwird，OderwernachEintrittderV叫ahrichkeitausderF批sorge－

erziebung zu entlassenist und nacb der Feststellung der F也rsorgeerzie－

hungsbeb6rde auf Grund seiner Pers6nlichkeiteine Eingliederungindie

Volksgemeinscba氏nichteⅣa托enl云胱．

§2

DieBewaIlmngWirdvonderBewahrungsbeb6rdeangeordnet．

Die Bewahrungsbeh6rde setzt sicb ztlSammen auSeinemVeれreterderJustiz－

beb6rde als Vorsitzendem und je einem Verとreter der Polizeibeh6rde und der

F触SOrgebeb6rde（oder der Nationalsozialistischen Volkswob比血沈）als Beit

sitzem．

Das Veぬhren regelt der Reichsminister derJlユStizim Einvemebmen mit dem

ReicbsministerdesInnem．

§3

Die Bewahmng bestehtin der Freiheitsentziebung auf unbestimmte Zeit．Sie

5‘i1940年2月23日付。BA血．bl．7ト75．及びAyaβ（1998），239－242貢参照。
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er払1釦 durch Unterbringungin einer Bewahrungsanstalt oder Sonderanstalt

（Aぬeitsbaus，Asyl，如beitslager）．DerVollzugobliegtderPolizeibeh6rde．

§ 4

DieBewahrungdauerヒSOlange，WieibrZweckesfbrdert．Innerhalbbestimmter

FristenwirdvonAmtswegengepr地，ObderZweckderBewahrunge汀eichtist．

DiePr肋nge血IgterstmaligzweiJahrenachdemBeginnderBewahrungundist

SOdannjeweilsnacbweiterenf血りabrenzuwiederbolen・
Die Entlassungdes BeⅥrab比enistnurzuほsslg，Wenn feststeht，da乃derZweck

derBewahmngerreicbtist；Sieiststetswidem瓜ch．

Die Entscbeidungiiber die Entlassung desBewahrぬntd批dieBewahrungs－

be壬16rde（§2）．

§ 5

Die Bewa壬1nl喝aufGrunddiesesAれikelsstehtderzwangsweisenFreiheitsenト

ziebu一喝aufGrundandererVorscbri氏ennach．

SchwebtgegendenAsozialeneinStraかeぬhren，SOistdasBewahrungsveぬhren

biszurBeendigu喝desStra如edahrensauszusetzen．

AれikelII．地

§1

MitGe点ngnisbiszuzweiJabrenodermitHa氏wirdbestra氏：

1．wer，Obwobler seinen Lebensunterbait nicbt aus elgenem Verdienst

bestreiten kann，Sicb aus Arbeitssc壬1euⅥre唱ert，dieihm von der Beh6rde

gebotene，Seinenk6叩erlicbenundgelStlgenKr三択enangemesseneAぬeitzu

Verdcbten；

2．wersichdurcbSpiel，TrunkoderMtはiggar唱un会払igmacht，SeinenUnterbalt

ZtlVerdienen，unddesbalbder6鮎ntlicbenF故rsorgezuLast飴11t；

1．wer
sich mittellos aus Arbeitsscbeu oder Liederlichkeit obne ねstes

UnterlくOmmen umberとreibt，Oderwer，Obne ein redlicbes Gewerbe auszu一

也ben，auSArbeitsscheuode土ausHangzuungeordnetemLebenbandenm畠βig

imLandtlmberzieht；

4．werausArbeitsscbeuoderLiederlicbkeitbettelt；

5．wereinePersontlnteraChtzebnJahren，血eunterseinerAu虫ichtstehtoder

Zu Seiner始uslichen Gemeinsc壬Ia氏geh6れ，Zum Betteln ausscbickt oder
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anb恥 oder es vors就zlicb oder ねbrl畠sslg unterは恥 sie vom Betteln

abzuhalten；

6．wer6任entlicbauぬ11igoderineinerWeise，血egeelgnetist，einzelneoder血e

瓜1gemeinheitzubelastlgen，ZurUnzuc壬Itau放）rdertodersichdazuanbietet；

7．wergeweぬsm誠igUnzucbttreibtund

diesem Erwerbin derNabe einer王くirche oder einerv61kiscbenⅦeihest畠tte

nacbgeht；diesem Erwerbin der N弘e einer Schule oder einer anderen

6州ichkeit，de zum Besucb durcbMenschen unter einundzwanzigJahren

bestimmtist，Oderin einem Hause，in dem soIcbe Menschen wohnen，1n

einerdiese sittlichge缶brdendenⅦeisenacbgebt；eine Vorschr放oder An－

Ordnung肋ertritt，die zur gesun（払eitlichen Uberwachu喝der gewerbsma－

鮎genUnzucbterlassenist；

8．wersichb6swi11igoderausgrobemEigennutzeinergesetzlichenUnterbalts－

p鎚cht entzieht，SO da月 der notwendige Lebensbedaげdes Unteぬaltsbe－

rechti釦en erheblicb gefakdetist，insbesondere6鮎ntliche Hil絶oder die

Hil払andererinAnsprucbgenommenwerdenmuβ．

§ 2

Neben einer Ge伝ngnlSStra飴 aus A比ikelII§10rdnet der Stra出chter die

Bewabmng an，Wenn Sie eぬrderlichist，um den Venl氏eilten zur Arbeit

anzuhaltenundaneinordentlichesLebenzugew6hnen，Oderwenndie6gentlicbe

Ordnung es erねrdert．BeiVerur亡eilung zu einer Gefangnisstrafe aus A比ikelII

§1Nr．6ist die Anordnung der Bewa壬1rung nur Zuはss唱，Venn der Venlrteilte

geweぬsmaβigUnzucbttreibt．

§3

Istneben der BewabmngderVollztlg der Ge免ngnlSStraぬnicbteぬrdedich，SO

kannderStr血cbtersichdaraufbescbranken，血eBewabrunganzuordnen．

Der Stra出cbter kann die Bewahrung nach AれikelII§2 auch selbst急n血g

anordnen，Venn das Stra如e血brengegen den Beschuldigtenundurcb払brbarist．

§4

DerStra血icbterkannimUれeildieerstmaligeBewabrung鉛reineProbezeitvon

h6cbstenszweりabrenaufschiebenunddemVerurとeilten氏irdieseZeitbesondere

和ichtenaukrlegen．
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§5

DieZustぬdigkeitunddasVeぬbrendesStra出cbtersricbtensicbnachden触

dasStra如eぬbrenallgemeingeltendenBestimmungen．

F批 den Vollzug der vom Stra出cbter angeordneten Bewahmng gelten die

Vorscbri氏endesA止ikelsI§§3und4．

Å托ikelIII．Scbltlβvorschriften

§1

Au短ehobenwerden：

1．§42d，§361Nr．3bis8，10und§362RStGBリ

2．de§§42a，42fbis42i，SOWeitsiesicbaufdasArbeitshausbezieben．

3．§20derVerordnung缶berdieF触SOrgep鮎cbtvom13．12．1924．

（Erg紬zungbleibtvorbebalten）．

§2

Die zurDurc‡瓜bmng dieses Gesetzes erわrderlic壬1en Rechts－undVerwaltungs－

VOrSCbrifとen erla伽der Reichsminister derJustizim Einvemebmen mit dem

ReichsministerdesInnem．

Der Reichsminister derJustiz Ⅵrirdem畠chtigt，denWortlautdes Reicbsstraf－

gesetzbuchsdieserVerordnunganzupassen．

§3

Dieses Gesetztdttam inKra氏．

（Bestimmungenf臼rdieOstmarkpp．bleibenvorbebalten）．

Berlin，den 1940

DerVorsitzendedesMinisterratsぬrdeReicbsverteidigung

Generalぬ1dmarschall

DerGeneralbevo11m畠chtigte氏irdieReichsverwaltung

DerReichsministerundCbefderReicbskanzlei
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資料3

些唾墜55

DieReicbsreglerunghatdasわ1gendeGesetzbeschlossen，dasbiemitverk由ndet

wird：・

§1

Gemeinscha氏s缶emde，die durchihrVerhalten血eVolksgemeinschaftsch紬igen，

mtissen dieser wieder als n也tzlicbe Glieder zugef拉hれOder an einer weiteren

Scb畠digungderVolksgemeinscba氏gebindertwerden．

§2

Gemeinscba氏s丘・emdeimSinnedesGesetzes sindinsbesondere：

1．）Nicbtse蝕姐e Personen，die einen geordneten EⅣerbihres Lebensunteト

baltsnicbtnachweisenk6nnen，

2．）se蝕a氏e Personen，dieihren Lebensunterbaltganzoderteilweisenichtauf

recbtm急伽geWeiseeⅣerben，

3．）舶）eits免hige，dietrotz eineribnen gebotenen Arbeitsm∂glichkeitihren

LebenstlnterbaltnicbtauseigenemVerdienstbestreiten〈Arbeitsscbeue），

4．）personen，die durcbihre Lebens氏ihrungandereVolksgenossenin sittlicher

Hinsicht ge鮎rden oder dadurcb gegenibre Verp鮎chtung gegen肋er der

Volksgemeinsc壬Ia氏 verstoβen，daβ sieibre Unterbaltsp鎚cbt oderihre

Erziehungsp烈ichtschuldha氏verletzen，

5．）Entlassene aus Vollzugsanstalten der Reichsjustizverwaltung und aus

Besserungs－undArbeitslagemderPolizei，dienichtnacbweisenk6nnen，daJ3

Sie spatestens8Wocben nacbibrer Entlassungln geOrdnete Verb幻tnisse

Zur仏ckgekehれSind，

6．）Mindeホbdge，鉛r die F政SOrgeerZiebu咽nicht angeordnet oder aufrecht

erhalten werden kann（§§ 63 Abs．2，72，73 des Reicbsgesetzes 氏ir

Jugendwohl触れ）．

§3

Die Polizeibeh6rde kann Gemeinschz血sたemde denIノandes氏irsorgeverbanden

肋erweisenoderineinempolizeilichenBesserungslagerunterbringen．

盟1940年5月10日付内務省第一次正案。（BArch．ぬ1．21－23）



38
畔 上 泰 治

§ 4

（1）Die Landesf拉rsorgeved）ぬde baben dieihnen gem云月 §3 払benわesenen

Personenin geelgneten Anstalten z11VerWabren．Sieぬbren diese Au短abe

alsstaatlicbeAu短abezurE娩1ltlngnaChAnweisungdurcb．
（2）DerReicbsministerdesInnembestimmt，WelcbeAnstaltenalsgeeignetim

SinnedesAbs．1anzusehensind．AIsgeelgneteAnstaltenk6nnensoIchedes

Staates，6f絶ntlicbィechtlicher K6叩erSCha氏en oder der血・eien Woblねb托S－

p幻egebestimmtwerden．

§ 5

Gemeinsc‡la氏sなemde，beidenen auf Grund der emittelten Tatsacben

anzunebmenist，daβsie f触die Volksgemeinscha氏unen柚nschten Nachwuchs

habenwerden，k6nnenunfhlChtbargemacbtwerden．

§ 6

（1）DieKostenderUnterbringungderdenLandes鉛rsorgeveぬandengema乃§3

缶beⅣiesenenPersonentragendieLandes氏irsorgeverb畠nde，inderenBezirk

der Gemeinscha氏sたemde aufおegd鮎n wird，in dem Umねng，in dem sie

bisberMittel氏ir die Unterbringungauなebracbtbめen．Uber diesen Betrag

hinaus werden die UnterbringungskostenJe Zur壬ial氏evom Reichundvon

demzust独digenLandes氏irsorgeverbandgetragen．

（2）ぎ触deKosten derUn軌1Cbtbmachu喝gem誠 §5gilt §13Abs．2des

GesetzesztばVerbiltungerbkrankenNac加uchsesvom14．7．1933（RGBl．I

S．529）und die bierzu erlassenen Aus馳mngsvorschr娩en．Im Falle der

Hil鈷be血流igkeittra齢dernacbAbsatzIzust独digeLandes氏irsorgeverband

atlCbdeKostenderUn圭mcbtbamacbung．

（3）Die‡（osten鉛rdenNeubauundfはrdieEⅣeiterungvonAnstalten鉛r血e

UnterbdngungGemeinscba氏s免・emdertr急がdasReicb．

DerReichsministerdesInnemerl誠tdiezurDurcb鮎hrungundErg畠nzungdieses

GesetzeserぬrderlicbenRecbts－undVerⅣaltungsvorscbd氏en．

Berlin，den 1940

DerFt払rerundReichskanzler

DerVorsitzendedesMiniste汀atSf払rdieReichsverLeidi即喝
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DerReichsministerdesInnem

DerStellvertreterdes F仏brers

DerReichsministerundChefderReichskanzlei
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茎麺長軸些些

Ge認且einsむぬa鹿s免・emdey

AuぎGrund des §7des Gesetzes tiber die Behandlung Gemeinscha氏s丘・emder

vom……‥（RGBl．IS．…．）wirdbestimmt：

§1

（1）DieDurc姐血mngdes§3desGesetzesobliegtderReichskriminalpolizei．

（2）DasReicbskriminalpolizeiamtor血etdieOberweisungandieLandes氏irsorge－

VerbandeoderdieUnted）dngungln einempolizeilicben Besserungslageran

und bestimmtin beiden F畠11en die Dauer der Unteぬdngu一喝．Der

Landes氏irsorgeverband kann die Freilassung derin Anstalten unterge－

bracbten Personen beantでagen．UberdenAntrag entscbeidetdas Reicbs－

kdminalpolizeiamt．

（3）DieKdminalpolizeileitstellenunddieKdminalpolizeiste11enk6nnenGemein－

SCha氏s丘・emdebis zurEntscbeidungdurch das Reichskriminalpolizeiamtden

Landes氏irsorgeverb畠ndenzurvorはu鞄enUnterbrin酢1ng仏berweisen．

（4）§6desGesetzes良ndetaucbaufdievorはu点geOben柁isungAnwendung．

§2

（1）DieUn軌1Cbtbamachunggem急β§5desGesetzeswirdvoneinemAusscbu8

bescblossen．Der Ausschuβbesteht aus einem Ange壬16dgen des Reicbs－

kriminalpolizeiamtesalsVorsitzendemundzweiaufdem Gebiete der Erb－

p幻egebesonderserねbrenenAれZten．

（2）Die Mitglieder des AusschussesⅥrerden vom Reicbsminister desInnem

bestelltmit der Ma尽gabe，da乃der eine如zt dtlrC壬1den Stellverヒreter des

Fiihrersnamb；此zumachenist．

（3）DieGesch紙edesÅussc加sses触れdasReicbskriminalpolizeiamt，dasauch

鉛rdenVollztlgderBescbはssedesAusschussesverantwo托1icbist．

§3

Anstalten，die sicbvorInkra如reten dieserVerordnungmitderUnterbri喝ung

Gemeinscba氏sたemder oder弘nlicber Personen beね胱baben，血痕n nur mit

ZustimmungdesReichsminまstersdes‡nnemganzoderteilweiseau短ebobenoder

inibrerZweckbestimmungge独deれWerden．
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§4

DerReicbsministerdesInnemkannAnstalten，dienacb §4Abs．2desGesetzes

als geelgnetbestimmtwerden，Au鮎gen肋er血eA比undWeisedererbp免ege－

dschenSichtung，ErziebungundVerwahrungderGemeinscba氏s缶emdenmacben．

ErkanndieVerp免egungssatzeねstsetzen．




