
「共同体異分子の処遇に関する法律」案

～ 法制史的考察
－（Ⅳ）

畔 上 泰 治

Ⅹ．ヴエルナー布告案

10．1各省庁の見解：1941年6月に閣議決定のために提出された「共同体異分

子の処遇に関する法律」案は、更に修正が加えられた後、理由書と執行命令案

とともに1942年3月19日に再び官房長官のもとに送付された。1しかし、前

案一取り分け執行命令案第1条－を大幅に修正したこの修正案に対してもま

た、関係省庁からさまざまな見解が寄せられた。しかも前稿において触れたと

おり、その多くはこの法案に対する批判的な見解であった。2即ち、啓蒙・宣

伝大臣ゲッベルス、財務大臣シュヴエリーン・フォン・クローズィクらが賛成

の見解を示したのに対して、共同体異分子に対する処遇において裁判所の関与

を全く認めていないこの法案に対する法的な問題点を指摘し、批判した無任所

大臣ハンス・フランク、同じく共同体異分子の認定や処遇に関するすべての権

限を警察に移譲したこの法案が国民の心理的側面に与える影響を憂慮した無任

所大臣コンスタンチン・フライヘル，フォン。ノイラート、更にはプロイセン

財務大臣ヨハネス・ポービッツもこの法案に反対する姿勢を示した。3また、

四か年計画責任者ヘルマン・ゲーリングは、この法律が施行された場合におけ

る影響、取り分け戦時下のドイツの現状に関して国外に与える悪い印象を憂慮

し、賛同を拒否する姿勢を示していた。4

法案に対するこうした批判的な見解が多く寄せられる中で、法務省の態度は

142年3月19日案に関しては、BA托b，fol．18ト193参照。
2

これまでの議論に関しては、畔上泰治『「共同体異分子の処遇に関する法律」案】法制史的考

察…（ⅠⅠⅠ）』（筑波大学『言語文化論集』第64号、81－100頁）参照。
3

42年4月7日付けラマース宛て書簡（BArcb．払1．197－198：Aya月［1998］，S．302参照）。ノイラ

ート42年4月10日付け書簡、ならびにポービッツ42年4月10日付け書簡。（Aya乃［1998］，

a．a．0．，S．298参照）
4

42年4月24日書簡参照（AyaB［199弧a．a．0．，S，298）。一方、国防軍最高司令部（長官：カイ

テル）は42年7月18日付けラマース宛ての書簡の中で、この法案に対し懸念すべきことはない

との見解を伝えていた。（BArcb．ぬ1．233参照）
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注目に値するものであった。前年12月にこの法案に対して、共同体異分子の

決定における当該者に対する法的手続きの保障が不充分であることを指摘した

教会問題担当大臣カールに対して、法務省は42年1月に、その否定的な姿勢

を翻すよう促す書簡を準備したのである。5即ち法務省は、法案第1条2項に

「包括条項」が設けられたことにより共同体異分子法の適用範囲が広がり、同

時にまた警察の権限も拡大されることに対する危惧を表明する一方で、従来の

状況に比べ、この法案には「重要な改善が見られる」と述べていた。その理由

として、この法案により司法当局から警察に対して移譲された権限は、一束公

開のまま、また司法当局の権限を大幅に否定する形で従来より施行されていた

ドイツ警察長官の布告に基づき、一美際にはすでに警察が握っていた権限であ

ることを挙げていた。即ち法務省は、その布告により、本来ならば司法当局が

管理する刑務所に入るべき犯罪者が警察の収容所に移送されたり、裁判所が無

罪を言い渡した者や刑期終了者も収容所に収容するということが以前にも行な

われていたという事実を指摘し、この法律はその現状をたんに追認するもので

あるだけではなく、共同体異分子が起こした犯罪に対しては執行命令案第4条

によって刑法に基づく措置の優先が確保され、今後をま無罪を言い渡された者に

対しては警察による自由剥奪が禁止され、また刑期を終えた者に対して警察が

強制的に収容処分を科すには、裁判所がそれを必要と認めた場合に限られるこ

とが明文化され、それによりこれまでをま警察が布告に基づいて掌握していた権

限が実質的には制限され、同時に司法当局の権限が確保されると評価していた

のである。また、保護連盟の施設や警察の収容所に収容する措置の審査におい

ても、当該者とはまったく面識のない担当官が単なる書面審査だけの処理で判

断を‾Fすのではないこと、また判断を下した担当官には署名等が求められてい

ることにより、その責任が明確化されたと評価していた。更に法務省は、共同

体異分子の人的範囲の限定（法案第1条1および3項）、未成年者の処遇（法

案第1条3項、執行命令案第5条）、優生裁判所の関与（執行命令案第6条）

等における修正を挙げ、「警察側は私が述べた個別的な要望の多くを考慮して

くれた」と説明していた。そして、「この法案に対して省内から寄せられた賛

否すべての意見を考慮し、最終的には私はこの法案に対する賛意を拒否しない

ことに決めました」と結論付け、書簡草案を結んでいた。6 しかし、局長シェ

5

41年12月10日付けカールの書簡に関しては、BArcb．払l．156参照。
6

この書簡はまた、41年12月17日の書簡でこの法案に対して異議を唱えていたプロイセン財
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－ファーの説明を受けた法務省次官フライスラーは、教会問題担当大臣へのこ

の書簡の送達を思いとどめていた。即ち、41年10月13日の内務大臣の書簡7

により、この法律が政治的な保護拘禁を狙ったものではないことが言明された

ため、教会問題担当省もこの法案に対する異議を撤回しようとしているとの報

告を受けたフライスラーが、教会問題担当大臣の見解の変更を見込み、書簡の

発送を見送ったのである。畠

共同体異分子法案を批判していた教会問題担当大臣、そしてまたプロイセン

財務大臣に送付する目的で書かれた法務省側のこの書簡草案からはいくつかの

ことが明らかになる。即ちまず第一に、法務省はひとつの政府機関としてはこ

の法案に賛成する姿勢であったが、内部には相反するさまざまな意見を抱えて

いたという事実である。しかし、それ以上に重要なことは、この時点において

法務省は、法律問題および行刑を担当する専門官庁として、この法案が抱えて

いる法的問題が多くの点においてすでに解決していると認識し、この法案に異

議を唱える他の関係省庁に対しては、法案に賛成するよう暗に促す試みを行な

っていたということである。即ち、法務省は内務省と一体となりこの法律の施

行に向けた積極的な姿勢を示していたのである。

10．2 ヴエルナー布告案：このように、法務省がこの法案に対して懸念を表明

する省庁を説得しようと動いていたのと平行し、内務省もまた寄せられた批判

に対して対応するための措置を論じようとしていた。即ちハイドリヒをま、42

年3月に示された法案に対する多くの批判的な見解を前にして、それらを払拭

するために、この法律の施行に必要な詳細な手続きを規定する「布告案」の作

成をヴエルナーに対して命じていた。それを受けてヴエルナーは5月5日には

法務省参事官リーチュに宛て、「差し当たり個人的に内々に」との条件を付け

ながらも「共同体異分子法に対する布告案」を送付している。9ヴエルナーは

この布告案の中で、法律の各条文が持つ意味を解説すると同時に、条文成立の

務大臣に対しても送付される予定であった。（BArc血．ゐL159－160参照）

BÅrcll．bl．153参照。
L

BArc血．払1．161参照。
－

BArcb．．払1．208－229参照。
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過程において指摘された争点などにも触れていた。10しかし、この布告案が持

っ最も重要な問題点は、その最後に設けられていた規定、即ち「G．経過・最

終規定」であった。それはこの法律の施行にともなう現行の諸法律や布告の効

力の変動に関する規定等を定めたものであったが、その第6項には「共同体異

分子法」それ自身の規定に関する運用制限が設けられていた。即ち、

（6）戦争期間中は以下に掲げる特別規定が適用される：

a．）決定書［の内容］は必要最′J、限に限定し、明瞭で簡潔にまとめなければなら

ない。

b．）「計画的な監視」（planm弧geモ）beⅣaCbung）は、その遂行に対応できる人

員の確保が保障されている場合にのみ命じることができる。本来ならば「計

画的な監視」が命じられるべき共同体異分子に対しては、特別な戦時状況

を顧慮し、直ちに「保護連盟施設での拘禁」あるいは「収容所拘禁」とす

る決定が適切であるかどうか、あるいは警察による処遇の遂行を断念する

ことができるかどうか審査しなければならない。

c．）「保護連盟施設での拘禁」あるいは「収容所拘禁」は、例えば交通事情が

良くない場合などにおいては、例外的ながらも決定言い渡しの際に当該共

同体異分子の出席なしで命じることができる。しかし、その共同体異分子

に対しては決定の前に書面あるいは口頭により、予定する措置に対し意見

を述べる機会を与えなければならない。

d．）保護連盟への移送は、事前の照会に対して、そこに利用できる空間が十分

にあると回答され、確保されている場合にのみ認められる。

e．）「審判機関」（Spruchstelle）への訴えは、刑事警察署が下した決定を国家保

安本部局（国家刑事警察局）が確認する際に、それを許可すると宣告した

場合にのみ行なうことができる。そのような宣告が行なわれた場合にのみ、

［本布告］EIII3（4）の規定に定められた手続きを行なうことができる。11

上述のとおり、これまで再三にわたり行なわれた内務省と法務省の協議の中

で、司法当局は警察に対して多くの権限を移譲しながらも、それはそれまで実

10ヴエルナーの布告案に関しては、Azega血，Ta称Ei血ge Bemerklmgen Zu Vemers”En紬l必

einesHa11pterlassesa11SAnlaβdesGemeinscba鮎丘emdengese也es“．M虫nc王1en2004（印刷中）を参
照。

11BArc壬1．払1．228－229．
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質的には親衛隊やゲシュタポの秘密裡の命令や布告により事実上警察の手に握

られていた状況を法的に整備し直しただけであると欺瞞的な評価・弁明を行な

い、同時に法案に異議を唱える他の官庁を説得しようとする試みも行なってい

た。しかし、この法案に関する内務省側の中心的な担当者ヴエルナーが42年5

月に示したこの「布告案」は、法案を支持する姿勢を示していた法務省の態度

をも再び揺るがすものであった。取り分けそれは「最終規定」に含まれていた、

戦時期における特別な適用制限規定が、共同体異分子の処遇における刑事手続

きの優先と適正な法的手続きの確保という、それまで法務省が求め続けていた

要求の根幹の空洞化を明言する内容となっていたことによる。即ちこの特別規

定は、「保護連盟施設での拘禁」（t沌erweisungsha允）や「警察の収容所におけ

る拘禁」（Lagerha氏）に際し、当該者に対する直接的な決定の言い渡しや、決

定に不服がある場合における「審判機関」への訴えを大きく制限するものとな

つているだけではなく、共同体異分子に対する処遇としての「計画的な監視」

や保護連盟施設への移送という選択肢をも大きく制限し、彼らに対する処遇が

実質的には警察が管理する収容所における「拘禁」となることが予定されてい

たためである。こうした内容は、先に教会問題担当大臣やプロイセン財務大臣

を説得するために書簡を準備していた法務省といえども本来ならば容易に納得

できるものではなかった。しかし法務省は、それでもなお42年8月初旬には

国家保安本部局に宛て、本格的に施行規則制定に取り組むべきであるとの書簡

を送り、法律の施行に向けた準備を進めていたのである。12

Ⅹ瓦．ティーラクの法務大臣就任

11．1「労働を通した絶滅」：しかし、42年8月20日にティーラク（Dr．Otto

Thierack）が法務大臣に就任すると、この法案に対する法務省の見解にも再び

大きな変化が起こった。13ティーラクは9月14日には啓蒙・宣伝大臣ゲッベル

スと、また9月16日には官房長官ラマースと、そして9月18日にはウクライナ

㍑42年8月8日付書簡。その中で法務省側は執行命令案第4条に触れ、共同体異分子の処遇の

決定を下す以前に検察にも同一の書類を送付するよう管察に対して要求し、司法当局の関与を確

保しようとしていた（BA托b．払1．235参照）。それに対して国家保安本部局は、決定手続きの中に

検察庁を関与させることに保安警察・保安諜報部長官（ヒムラー）も同意したことを伝える一方

で、煩雑さと負担を回避するために、検察当局に対し送付する資料としては、決定内容とその理

由書の写しだけにとどめたいと回答していた。（42年9月14巨けナけ書簡。BArcb血1．238参照）

ほティーテクはそれまで、36年から「民族裁判所」の所長を務めていた。また、42年からは法

務大臣と同時に「ドイツ法アカデミー」総裁でもあった。（Aya郎1998］，a．a．0りS．312参照）
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に親衛隊全国指導者ヒムラーを訪ねて精力的に会談を行ない、「共同体異分子

法」案においてをますでに警察の手中に移ることになっていた、かつての司法当

局の権限を再び取り戻そうと交渉を重ねていた。こうした状況を前にした官房

長官ラマースは、新たな法務大臣ティーラクに対して、この法案に対する法務

省としての見解を再び問い直し、それが示されるまで総統ヒトラーに対するこ

の法案の報告は控えると伝えていた。14

ところで、こうしたティーラクの一連の動きの中で注目すべきことは、グッ

ベルスやヒムラーとの先の会談において「非社会的人間」ないしは「非社会的

分子」（asoziale Elemente）に対する「労働を通した絶滅」（Vemichtung durcb

A沌eit）という表現が繰り返し用いられていたということである。そこでは全

ユダヤ人および「ジプシー」、また一定の年月を越える懲役刑を言い渡された

ポーランド人、チェコ人、そしてドイツ人がその絶滅の対象と考えられてい

た。15またゲッベルスに拠れば、この会談においてティーラクは長期にわたる

懲役刑を受けた常習犯罪者などの「非社会的分子」を東部地区に移送し、そこ

で「この上ない苛酷な条件の下で」彼らに労働を行なわせようと計画している

ことを述べていた。そして「この労働により（彼らが）破滅しても、それは当

然の報い」であると発言していた。こうした姿勢を示すティーラクをゲッベル

スをま、「国家にとっては全く使いものにならない人間」に対して「非常に寛大

ではあるが、また同時にナチズム精神に則った立場に立って考える」人物であ

ると評価していた。16

こうして、一方においては非社会的人間に対する処遇において、取り分け警

察に対して適正な法的手続きの確保を要求した法務省ではあったが、－グッベ

ルスのこの言葉からは－警察と同様に法務省側もまた「非社会的人間」に対す

る苛酷な処遇、即ち重労働を、またそれを通した絶滅をも視野に入れながらこ

の法案の成立のために活動していたことが明らかになる。換言すれば、ゲッベ

1442年9月21日付け、ティーラクに宛てたラマースの書簡。（B血cb．ぬ1，239参照）

15グッベルスはユダヤ人や「ジプシー」は全員、また3－4年に亘る懲役刑を受けたポーランド人、

更には死刑、終身刑あるいは保安監置処分（Sic血erungsverwahrung）を受けたドイツ人ないしはチ

ェコ人を絶滅の対象と考え、ヒムラ叫は保安監置処分を受けた者、ユダヤ人、「ジプシ｝」、ロシ
ア人、ウクライナ人は全員、3年を越える懲役刑を受けたポーランド人、8年を越える懲役刑を

受けたチェコ人、ドイツ人をその対象として想定していた。（Aya乃［1998］，a．a．0りS．312－313参照）

16同上、注2参照。ティーラクはまた、刑務所と警察が管理する収容所の相違に関し以下の認

識を示していた：刑務所は個々の人間に対する感化と自己自省を目的とした施設であり、瞥察が

管理する収容所は更に厳しい労働と集団教育により営まれるものである。（BArcb．払1．276参照）
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ルスのこの言葉は、「非社会的人間」を前にして警察に対する適正手続きの確

保に固執する法務省の姿勢の中心は、当該人物に対する権利の保障以上に、警

察に対する自らの権限の保持にあったことを証言しているのである。

11．2 法務省の見解：さて、官房長官ラマースの要請を受けた新法務大臣ティ

ーラクは、早速この法案に対する見解をまとめていた。17それは法案の目的に

関しては大筋で賛同しながらも、この法案が共同体異分子の処遇に関する全権

を警察に与えていること、またそれにより裁判所の活動が空洞化されることを

危惧する内容となっていた。また、その根底には、「罪と罰」という思想に貫

かれた「リベラルな」現行刑法がすでに時代遅れのものであるとのティーラク

の認識があった。即ち、ティーラクはヒトラーの演説を引用しながら、刑罰の

目的を療罪と民族保護の二つに分けて双方を同等祝する考え方を批判し、ナチ

ズムに貫かれた司法の役吾郎ま、個々の不正を正して当該者を改唆させることそ

れ自身以上に、民族の保護にあることを強調していた。そして、この点におい

てこそ非社会的人間の処遇に際して司法当局は警察と同等の地位にあると唱

え、司法当局の権限回復を根拠付けていたのである。またティーラクは、目指

すべき法律は「常習犯罪者法」（1933年）に代わるべきもので、それは共同体

を守るという「保護理念最優先の原則」（Primat des Scbutzgedankens）に則し

たものとなるべきであるとの基本認識に立ちながらも、生命。自由・名誉そし

て財産に関する決定は裁判所によってなされなければならないことを強調し、

警察を牽制していた。

ティーラクはその中でまた個別的な問題にも触れ、司法当局の権限の回復を

主張していた。即ち、まずこの法律により処遇の対象となる人的範囲を定めた

法案第1条の構成要件が部分的に刑法の構成要件と重なっていたり、あるいは

非常に似かよっていることを指摘し、実際に「共同体異分子法」を適用する際

には、この間題を自ら処理しようと願う警察が刑法の構成要件の十分な検討を、

即ち、刑法適用の可能性の十分な検討をないがしろにする虞があること、また

それは刑事手続き、取り分け「保安・改善措置」に関する規定を軽視し、その

結果、司法当局の権限は実質的に空洞化されると批判していた。

ティーラクはまた、法案第1条2項、即ちすべての共同体異分子をもらさず

捕捉することを目的に設けられた「包括条項」に対しても重大な危惧を述べて

17以下、BArcil．払1．240－243参照。
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いた。即ち、「健全なる民族感情にそぐわない方法で、民族共同体に対して負

っている自らの義務を頑なに損ない、その態度を続けることにより一般人に対

して危険な存在となる者、あるいはその無軌道な生活態度が一般人に対する負

担を生み出している者」を共同体異分子と認定してこの法律による処遇の対象

とするという規定は、警察に対して、予期しない窓意的な手段を許す可能性が

あると述べ、条文の持つ抽象性が警察の独断を許す虞があることを指摘し、そ

れを防ぐためにも共同体異分子の認定や処遇における裁判所の関与が不可欠で

あると結論付けていた。

ティーラクは更に、こうした問題点の解消を目的とした積極的な提案も行な

つていた。即ち、

1）現行刑法の改正。それを通して通常の刑事裁判に対して、犯罪を犯した者

は共同体異分子であると確定できる権限を与えること。

2）犯罪者を犯していない者に対する共同体異分子の認定は「民族保護裁判所」

（Volksschutzgericht）が行なう。この判断には一般常識として遺伝学や犯罪

生物学の知見を基本とすること。18

こうして新たな大臣ティーラクを迎えた法務省は、刑法改正に対するそれま

での否定的な見解を修正し、逆に積極的に民族と国家の保護というナチズムに

貫かれた刑法の実現を推し進め、それを通して犯罪者に対する「共同体異分子」

の認定を司法当局の権限として確保しようとしていた。また、「民族保護裁判

所」の関与を通し、可罰的行為を行なっていない者、即ち、障害者など犯罪者

以外に対する共同体異分子の認定においても裁判官にその判断を任せ、それに

より警察の関与を抑え込もうと意図していた。しかもその際には、遺伝学や犯

罪生物学の知識を導入し、共同体異分子の烙印に「学術的な」根拠を与えよう

としていたのである。

こうして9月21日の書簡においてラマースからこの法案に対する見解を求

められていたティーラクは、10月上旬には上記見解を添えた書簡を返送して

いた。この書簡でもまた、この法律が目的として掲げる、共同体異分子に対す

る「再社会化」（Resozialisierung）と彼らの「無害化」（Unsch弧ichmachung）は

内務省だけの任務ではなく、法務省の任務でもあるとの認識の下で、民族共同

体を守るという目的の遂行には刑期の最長年月を定めた現行の制度ではなく、

1且BArcb．払L240－245参照。
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逆に最低年月だけを予め定め、出所までの期限を行刑施設での本人の状況に応

じて弾力的に定める「不定期刑」の導入が不可欠であると説いていた。その理

由としては、当該者の社会復帰に要する期間は裁判官自身にも正確な判断が不

可能であること、また同時に当該者にとっても自分の努力次第で行刑施設から

の早期出所が望め、それにより労働意欲の向上という効果が期待できるという

側面が挙げられた。その上で服役の間は刑務所が当該人物の社会復帰の可能性

を試み、一郎ち、司法当局が彼らを処遇し一当該人物が有益な一員として民族

共同体に復帰するであろうという確信を与えることができない場合にのみ、司

法当局は当該人物を収容所あるいは保護連盟施設への収容のために警察に引き

渡すべきであると主張していた。19

Ⅹ‡瓦．警察と法務省の協議

こうして42年夏に法務大臣に就任したティーラクは、共同体異分子の処遇

における司法、取り分け裁判所の位置付けが低いこと、即ち警察が全権を掌握

していることを問題視する立場からこの法案に対して異議を唱え、内務省など

関係する省庁に対して再び懇談会を開催するよう求めていた。20それに対して

ラマースは、法務大臣ティーラクが、親衛隊全国指導者でありドイツ警察長官

でもあったヒムラーとこの法案の「補完」（Erganzung）に関して協議すること

を許可し、21その結果42年12月13日に両者の会談が行なわれていた。そこ

ではまず第一に、法務省と警察が合同で法案を作成するという基本方針が確認

された。即ち、この法律に対する主導権を司法当局と警察が共に有することが

確認され、結果として法務省側の地位が－少なくとも内務省側と同程度までに

一高められたのである。更にまた、すでに以前から問題となっていた、裁判所

と警察の権限区分に関しては、犯罪を犯している共同体異分子に対しては裁判

所が不定期刑を科す権限を与え、その処遇を監獄（Zuchthaus）あるいは簡易

な強制保護収容施設（eineFormeinfacher王∋ewahrung）において行なうこと、し

1942年10月21日付けラマース宛て書簡草案。この書簡は内務大臣、国防軍司令部、ゲーリン

グ、ヒムラーにも送付されていた。（BArcb．bl．244－247参照）その他にもティーラクは、共同体

異分子に対する保護連盟施設での拘禁あるいは響察の収容所における拘禁の決定を下す以前に、

まず裁判所が当該人物の行為に対して刑法上の判断を行なうべきであるとし、警察による処遇に

対する司法措置の優先を繰り返し強調していた。

加同上。

21ラマースがティーラクに宛てた42年11月2日の書簡。（BA托b．払L251参照）
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かしその強制保護収容施設は司法当局の管轄ではなく、警察の管轄下におかれ

ることが確認された。こうしてこの会談では、共同体異分子の認定を裁判所が

行ない、そして彼らに対する処遇の執行権を一部警察に委ねるという妥協案を

通して、司法当局はその権限を復活させていたのである。会談ではこの他にも

刑法第175al－3、即ち、暴力や脅迫あるいは勤務。依存関係の濫用を通した同

性愛行為の強要という犯罪を想定し、去勢手術対象者の範囲を拡大することも

確認されていた。22

こうした流れの背景には、風紀上における同性愛者、取り分け男性同性愛者

の危険性や不経済性を危惧する主張があった。ヒトラー政権下において厚生省

参事官であり、当時保安本部局に出向していたローデンベルク（Dr．CarトHeinz

Rodenberg）は、同性愛性犯罪者に対する施設収容に要する莫大な費用を指摘

する他にも、労働力としての彼らの不十分さを挙げ、こうした問題を効果的に

解決する手段としての去勢措置の有効性を説いていた。即ちローデンベルクは、

この措置の結果彼らを短期間で収容所から解放することができ、しかもそれに

より民族共同体に対する彼らの危険性は減少すると結論付け、収容コスト、労

働生産性、社会に対する危険性という側面からの効果を強調していた。23ティ

ーラクとヒムラいのこの会談では、こうした経済的、治安対策的理由を根拠に、

去勢手術対象者の範囲拡大が確認されたのである。

このトップ会談に続き、42年12月19日にも協議が行なわれた。国家刑事

警察局長ネーべ（Ar仇ur Nebe）を議長とし、国家刑事警察局に属するリッタ

ー（Dr．RobertRitter）、参事官シェーフェ（Dr．RobertScheぬ）、メンケけosef

Menke）、法務省側からはリーチュと上級参事官キュマーライン（Dr．Heinz

X缶mmerlein）が出席した。この会談では警察側が提示した案を中心に議論が

22BArcb．ぬL268－276参照。ナチ政権下のドイツでは、1933年の「常習犯罪者法」により、危険

な性犯罪者に対しては懲役刑とならび去勢手術を命じることが認められていた。その結果1934

年＝613人，1935＝343，1936＝230，1937＝189，1938ニ195，1939＝238，1∈沌0＝198が、即ち、1941年1

月1日までに合計2006人に対して断種手術が行なわれていた。また、1941年9月4日の刑法改

正により民族共同体に対する保護措置が強化され、性犯罪者に対しても死刑が適用できるように

なった。（BArcb．bl．254参照）

231942年10月3日付け、リーチュ宛ての書簡（BArc王1．ぬ1．262参照）。このローデンベルクの書

簡に対しリーチュは、内務省参事官リンデン宛てに、内務省が刑法第42条kの修正を、即ち、

去勢措置対象者の範囲の拡大を望んでいるかどうか照会している。（42年10月9日付け。BArcil．

払1．263参照）ローデンベルクは同性愛性犯罪者に対する去勢措置の治療成果に関する論文も著し

ていた。（BArcIl．bl．258－261参照）
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交わされた。その際に法務省側は以下の見解を述べていた。24即ち、

Ⅰ．共同体異分子の認定権：この法律は、共同体異分子に対して予め期限を設

けずに自由を剥奪する権限を警察に委ねている。しかし、自由の剥奪に関す

るすべての決定は裁判官の任務である。即ち、共同体異分子の認定権を警察

が掌握することは認められない。

Ⅱ．警察の措置に対する司法措置の優先：この法律によって司法当局が掌握す

る任務の領域が狭められることはない。この法律は警察に対して、裁判所の

命令なしに自己独自の権限で共同体異分子を自らが管理する収容所に収容す

る権限を与えてはならない。非社会的および反社会的な犯罪に対する裁判権

を警察に移譲するような形の法律は認められない。共同体異分子の犯罪行為

に関する処分の決定は司法当局が行なうという規定を条文の中に盛り込むべ

きである。しかもそれは執行命令の条文の中ではなく、法律本編の中で、警

察による措置に対する司法措置優先の宣言という形で行なうべきである。ま

た同時にこの法律には、共同体異分子を含め犯罪者はすべて司法当局に引き

渡すことは警察の義務であるとの規定を盛り込むこと。

Ⅲ．処遇の決定における司法当局の権限。選択！技の確保：共同体異分子の処遇

の中で取り分け重要であるのは、犯罪を犯した者に対する処遇である。従っ

て、この処遇においては司法当局の関与も重要である。この法案は「共同体

にとって有害な者」（Gemeinsch弧iche）と 「共同体に負担を強いる共同体

異分子」（gemeinlastige Gemeinscila鮎なemde）を区別し、前者を警察の収容

所で、後者を保護連盟の施設に収容し、処遇しようとしているのは正しい方

向である。同じようにまた、裁判官に対しては「共同体に敵対的な犯罪者」

（gemeinscha鮎転indliche Verbrecher）は監獄に、「共同体に負担を強いる犯

罪者」（gemeinlえstigeVerbrecber）は労役所に不定期の収容が命じられるよう

な権限を与えるべきである。

Ⅳ．警察の権限：犯罪者は司法当局がすべてその処遇を決定し、執行する。警

察は可罰的行為を行なっていない共同体異分子の処遇に関する権限の他に

は、社会復帰の試みに値しない、あるいはそれが無駄であると判明した、犯

罪を犯した共同体異分子の「無害化」に対する権限のみを有する。これは三

つのグループに分けられる。即ち、a）犯罪を犯した、改善不可能な共同体

別BArcb．女）1．269－276参照。
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異分子、b）犯罪を犯した、不治の精神疾患者、C）犯罪を犯した、不治の

限定帰寮能力者（verminderte Zurecbnungs伝hige）。こうした三つの範疇に属

する者は、裁判所は当初から警察にその処遇を委ねる。また、通常は犯罪を

犯したその他の種類の共同体異分子に対しては司法当局が管理する行刑施設

において社会復帰の試みを行なうが、その過程においてこれらの者が感化不

可能、あるいは精神の病が不治であると判明した場合には、彼らは警察に引

き渡される。しかし、警察へのこの移送は彼らの社会復帰の可能性を排除す

るものではない。

また、法務省は共同体異分子に対する裁判所による処遇に関しては以下の基

本姿勢を示していた。

共同体異分子に対する裁判所の処遇

§a

犯罪を犯した共同体異分子が、その犯罪行為、生活態度ならびに人格の観点

から見て「共同体に敵対的な犯罪者」である場合には、裁判官は当該人物に対

して、－更に重い刑罰が予定されていない限り－不定期の懲役刑を下す。裁判

官は判決の中で懲役刑の最低年月を設定する。それは5年を下回るものであっ

てはならない。25

「共同体に敵対的な犯罪者」は、民族共同体の保護、あるいは正当な娠罪が

それを必要とする場合には、死刑に処す。

§b

犯罪を犯した共同体異分子が、その犯罪行為、生活態度ならびに人格の観点

から見て（共同体に対して敵対的ではなくとも）「共同体に負担を強いる」場

合には、裁判官はこの人物に対して不定期の労役所収容を命じる。この処分は、

取り分け浮浪者、物乞いを生業としている者、仕事をせずにぶらぶらしている

者、扶養義務違反者、軽微な窃盗あるいは詐欺犯罪者、または同様な犯罪行為

を犯したと認定された者に対してとられる。

有罪判決を受けた者が労働不可能者である場合にをま、裁判官はその人物に対

25刑法の改正案では、重大なる常習犯罪者に対する刑罰の最低年月は2年（従来は1年）とし、

それに加え最低3年の保安監置を予定していた。そのためここでは不定期刑における最も短い期

限が5年と算出された。
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し保護施設（Asyl）への収容を命じる。

§c

犯罪を犯し、しかも社会復帰は期待できないと裁判官が判断し、またその人

物に対して死刑が適用できない場合には、その共同体異分子は警察に引き渡さ

れる。

裁判官は、責任能力欠如の状況で、あるいは責任能力が低下した状況で犯罪

を犯し、しかもその者が治療・介護施設における医師の治療によって治癒する

見込みが無い、あるいは社会復帰が不可能であると見込まれる共同体異分子も

警察当局に引き渡す。

§d

不定期刑の執行中あるいは治療・介護施設における収容期間中に上級執行官

庁が、当該者の民族共同体復帰は期待できないと確信した場合、上級執行官庁

は当該者を警察当局に引き渡す。

§e

同性愛者に対する去勢措置の拡大。取り分け刑法第175al－3、即ち、暴力や

脅迫あるいは勤務・依存関係の濫用による同性愛行為の強要の事例において。

§f

法務大臣はこの措置の実行と補完のために必要な法律および行政命令を定め

る。大臣は刑法の条文をこの法律に適合させるための措置を講じる。

法務大臣は内務大臣の了解の‾Fに、現行の大管区アルペン。ドーナウにおけ

る刑法改正に必要な規定を定める。26

こうして法務省側は、内務省に対する自らの権限の明確化を、しかも司法措

置の優先を前面に掲げた案を提示していた。こうした状況の中でこの会談にお

いて最も時間を費やしたのは、不定期刑に処せられて監獄に収監されている者

26

§fに基づき刑法改正の骨子が纏められた。即ち：a）労役所収容および保安監置は保安措置と

しては行なわない，b）治療・介護施設への収容を以下のとおり制限する：不治の責任能力欠如

者は§Cに従い警察に引き渡す。治療・介護施設に収容するのは、その病気が医師の治療で完治

し、あるいは刑期終了までに改善可能な犯罪者に限定する。犯罪を犯している共同体異分子で、

しかも精神に疾患を持つ者はそこには収容しない。彼らは監獄あるいは瞥察が管理する収容所に

収容する。従来とは異なり、責任能力が劣っているということで刑罰の軽減を行なってはならな

い。こうした共同体異分子には通常の人間以上にいっそう強力な行動抑制措置が必要である。彼

らに対しては、不治の場合には、不定期刑の執行を行なう（BArcIl血1．279参照）。しかし、大管区

アルペン・ドーナウに対する全面的な法改正に対しては内務省が難色を示したため、法務省はこ

れを見送った。（BArcb，ぬ1．283参照）
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を、司法当局がどの時点において警察の手に委ねるべきかという具体的な問題

であった。警察側がその限度を8年以内と主張したのに対して、法務省側はそ

れ以上に長くすべきであると述べていた。この問題もまた、警察と司法当局の

管轄範囲に関する議論の延長線上に位置するものであったが、最終的には両者

は、刑務所から警察への引渡しを最少年齢35歳、及び例外規定を設けること

で合意し、詳細は法律の条文ではなく、行政命令で定めることとした。

この会談では他に、去勢手術は裁判官の判断を前提とすること、また、治療

・介護施設（Heiトund P鮎geanstalt）27への収容は、医師による治療あるいは

少なくとも改善が可能である患者に限定すること、また禁治産宣告

（Entm血digung）の権利を司法当局に認めるという合意がなされた。また43

年ユゾ月を目途に、リーチュとシューフェがルンメルスブルクの労役所に収容さ

れている者の書類を検討し、共同体異分子の定義に関する法案第1条の修正原

案を作成することが申し合わされた。28

このようにして、取り分け共同体異分子の認定権が警察にあること、また警

察が実質的に去勢措置の判断を行なうことに対して大きな不満を抱いていた司

法当局は、裁判所の地位に対する十分な配慮を欠く従来の法律案を修正しよう

と、警察側に対して激しい攻勢をしかけていた。29

27

ここでの治療・介護施設とは、精神を病んだ者を収容し、世話をする施設であった。
28

この会談ではまた、この法律で用いる用語に関しても議論が交わされていた。即ち、暫定的

に「共同体異分子」（Geme払sc壬1a氏sなemde）という言葉に代え、「共同体有害分子」

（Gemeinscba氏ssc血豆dlinge）という表現を選択すること、また司法当局が管轄する犯罪者

（Verbrec血er）と、単なる「役立たず者j（TaⅥgenicb臨e）を区分することが示された。響察側は

「共同体に敵対的な犯罪者」（gemeinscbafとs転山北cbeVerbreciler）という名称に対する違和感を

述べ、また「共同体に敵対的な」（gemeinscba氏sfeindlicb）および「共同体に負担を強いる」

（gemeinl孟s也g）という表現を法律の条文には入れないことを要求した。警察はこの両者を明確

に区別することにより、掌握する人物の範囲が限定されることを危惧し、それを回避しようとし

たのである。この会談の結果は、法務大臣に対してはキュマーラインが、官房長官にはリーチュ

が42年12月21日に報告している（1942年12月21日付け、リーチュのメモ：BArcIl．bl．269－270

参照）。山方、ルンメルスブルク労役所に収容されていた者の内訳に関しては以下の数値が挙げ

られている：1936年6月の時点で収容されていた1276名のうち、裁判所の命令によってそこに

収容された者はわずか226名であった。640名が公的保護の条件・種類・程度に関する基本原則

第11条あるいは13条により収容されていた。またこの労役所には170名の精神薄弱者の他に、73

名がアルコール中毒による禁治産者、更に保護教育年齢の上限に達したが退所には不十分な保護

生徒164名がいた。（BArc血．ぬ1．275参照）
29BArcIl．bl．281参照。
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Ⅹ丑‡瓦．非社会的人間の処遇に関する法律案

13．1法務省案：こうした協議を経て法務省参事官リーチュは43年早々、まず

ヴァイマル共和国時代からそれまでの間に法案等の中で示された「非社会的人

間」に関する定義を参考に、自らもまた条文案を作成していた。30その際リー

チュは－先の協議において申し合わされたように－「共同体異分子」という術

語を避け、それに代わり「非社会的人間」を使用していた。その定義に従えば、

「非社会的人間」とは、

1．故障者（Versager）：理解力の著しい欠如あるいは性格上の著しい欠陥に

より、自らの力では共同体が求める最低限の要求に相応しい生活を営むこ

とができず、それにより共同体に負担を強いる者

2．危険な病気を篠患している者（ge鮎rliche Kranke）：伝染性の病気を患い

ながらも、法律あるいは保健局や警察の命令に定められた義務を逃れ、他

の人間を危険にさらす者

3．危険な中毒患者（gef弘rliche S缶chtige）：飲酒癖あるいは麻薬による中毒

により、自己あるいは他の人間を危険にさらす者

4．寄食者（Schmarotzer）：労働嫌い、責任意識の欠如、無定見あるいは意志

の弱さのために、公的な援助あるいは家族に対する破廉恥な搾取なしでは

生活を維持することができない者

5．役立たず者（Taugenichtse）：その性格から比較的軽微な犯罪を犯し、そ

れにより民族共同体に対して迷惑をかけている者

6．共同体に敵対的な犯罪者（gemeinscha氏sぬindliche Veぬrec‡1er）：その犯罪

行為、生活態度および人格からみて、重大な犯罪を犯す傾向にある者

また、未成年者に関しては以下に該当する人間のみを非社会的人間と見なすこ

とを提案していた：

1．保護教育が命じられない、あるいは保護教育が維持できず、しかも将来に

おいても民族共同体への編入が期待できない、あるいはいまだに期待でき

ていないと教育担当当局が確信した場合、

2．不定期刑に処せられ、しかも民族共同体への編入が期待できない、あるい

は言い渡された刑期を満了しても依然としてそれが期待できないと司法当

局が認めた場合31

訓BArcil．払1．286－287および2B9－293参照。

3143年1月25日付けの案。（BArcb．払i．285参照）
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こうしてリーチュは、1943年2月上旬には暫定的ながらも「非社会的人間

に関する法律及び執行命令」の素案を作成していた。3243年2月のこの素案は

未成年者に関する規定も含め、リーチュが先に示した「非社会的人間」に関す

る定義を踏襲し、そこに当てはまる者を故障者、危険な病気を篠患している者、

危険な中毒患者、寄食者、役立たず者、共同体に敵対的な犯罪者の六つのカテ

ゴリーにまとめていた（第1条）。また、第2条では刑事訴訟法第163条およ

びオーストリア刑事訴訟法第24条を挙げ、それを通して警察の義務と任務を

確認し、また警察の措置に対する司法措置の優位を明言していた。33更にまた、

刑法に対する修正規定を設けて不定期刑の導入を明記し（第5条）、再教育不

可能者、即ち民族共同体への再編入が不可能である者に対しては、裁判官に対

してその処遇を警察に委ねることを認めるという規定を含んでいた（第7条）。

他方において、これまでこの法律をめぐる議論の中で最も意見が対立してい

た断種・去勢措置に関しては、男性同性愛者や児童に対して不道徳な行為を行

なった者、性的な関心から異性に対し暴行を働き傷害を負わせた者など、性犯

罪者に対しては裁判官の判断により去勢措置（Entmannung）が実施できるよう

になっていた（第9条）。しかし、ここで最も注目すべきは断種措置

（Unなuchtbarmachung）に関する第10条の規定であった。即ち、これまで法

務省は断種に関しては「遺伝的疾患を持つ子孫を予防するための法律」（1933

年7月14日）の規定に基づいた措置を求め続けていたが、今回示された第10

条は断種措置の実施対象として「故障者」と「役立たず者」を挙げるにとどめ、

この措置の決定に関しては33年のこの法律に依拠することを求めていないだ

けではなく、詳細規定は内務大臣が法務大臣との合意の下に定めるとし、その

主導権者を内務大臣としていたのである。34

リーチュは、2月 25 日に国家刑事警察局参事官シェープェと電話会談を行

ない、この素案に関する意見交換を行なっていた。シューフェはその中で去勢

措置に関しては、取り分け暴力などを用いた同性愛行為の強要を処罰する刑法

321943年2月4日付け（BArch．ゐ1．294）。この素案に関しては、本稿巻末資料10を参照。

33刑事訴訟法163条：「警察および治安に関わる業務を担当する官庁および公務員は、可罰的行

為を調査し、事実の隠蔽を防ぐために遅滞なくあらゆる指示を下さなければならない。これらの

官庁および公務員は、その審理を行なうためにその案件を遅滞なく検察庁に送らなければならな

い。裁判官による審理を直ちに実施する必要がある場合には、直接簡易裁判所裁判官に送付する

ことにより行なうことができる。」（Aya月［1998］，a．a．0．，S．330参照）
34断種費用に関しては「遺伝的疾患を持つ子孫を予防するための法律」の規定を援用すると規

定していた。（本稿資料10参照）
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第175aに該当する事例すべてに実施できるように、また同様にすべての非社

会的人間に対して断種措置が実施できるようにすべきであると述べていた。35

13．2 内務省の対抗法案：「非社会的人間」の処遇法をめぐるこうした法務省側

の積極的な姿勢を受け、国家刑事警察局は法務省案に対する対抗法案

（Gegenentwuげ）を作成した。即ち、シェーフェは3月4日には刑事警察局が

作成した「共同体異分子」の処遇に関する対抗法案をリーチュに送り、見解を

求めていた。36先の法務省案に修正を加えるという形式のこの警察側の案は、

取り分け以下の問題において法務省案と異なっていた。即ち、法務省案がこの

法律による処遇対象者を「非社会的人間」と名付けていたのに対して、刑事警

察局の案では従来どおりの「共同体異分子」が用いられていた。その上でこの

「共同体異分子」を定義する第1条は「故障者」、「邪魔ばかりする者および寄

食者」、「役立たず者」、「共同体に敵対的な犯罪者」という四つのカテゴリーに

分類されていた。即ち第1条では、

1．故障者：「半人前の者」（Ha払eXr讃鹿e）、精神薄弱者、無定見な者、非自立

的生活者など

2．邪魔ばかりする者および寄食者：怠け者、邪魔ばかりする者、苦情家、売

春婦など

3．役立たず者：その生活態度から判断し、労働や共同体に対する意識が欠如

しているために軽微な犯罪を犯し、それにより共同体に対して負担を強い

ていると思われる者。即ち、常習的な物乞い生活者、浮浪者、労働忌避者、

扶養義務不履行者、保護支援ばかり求めている者など

4．共同体に敵対的な犯罪者：その生活態度から判断し、重大な犯罪を犯す傾

向にあると思われる者。即ち、犯罪を繰り返す窃盗犯、強盗犯、詐欺師、

性犯罪者など

をこの法律に基づく処遇の対象者としていた。

また、法務省側が条文に入れることを強く望んでいた刑事訴訟法第163条

およびオーストリア刑事訴訟法第24条に関しては、その具体的な内容に関し

て触れることなく、ただこれらの訴訟法の条文が「この法律によって影響を受

35シェーフェはまた、「非社会的人間」の定義に関して保安響察犯罪生物学研究所長のリッタ｝

（Dr．RobertR如er）と協議することを伝えていた。（BArcb．払1．301参照）

36BA托b．払1．301参照。この対抗法案に関しては、本稿巻末資料11を参照。
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けない」と述べるに留まっていた。即ち警察側は、警察の義務・任務を定めた

訴訟法の具体的な条文をこの法律の中で再び述べることを避け、それにより警

察が行なうことができる措置の範囲がここであらためて明文化されることを回

避しようとしたのである（第2条）。

警察側のこの案もまた、共同体異分子に対する不定期刑の導入を予定してい

たが（第5条）、そこには更に詳しい規定も設けられていた。即ち、仰満35歳

未満の場合を除き－不定期刑処分を受けて8年が経過しても改善が見られず、

釈放されていない者は警察による処遇に移されることが盛り込まれていた（第

6条）。また法務省案と同様に、生業として物乞い生活を送る者や移動生活者

など、犯罪を犯した「役立たず者」に対しては、裁判官は当該者を強制保護収

容（Bewabrung）を目的として警察に引き渡すことが盛り込まれていた（第7

粂）。

断種措置に関する規定では、「望ましからざる子孫が生まれてくると予想さ

れる場合」には、法務省案が「故障者」と「役立たず者」に限り断種措置の対

象とすると定めていたのに対して、刑事警察局側の案では広く共同体異分子全

般をその対象としていた（第9条）。

法務省と刑事警察局との間の権限をめぐる凌ぎあいはまた、執行命令に関す

る規定の中にも反映されていた。即ち刑事警察局が作成したこの法案では、共

同体異分子に対する警察による処遇を定めた法律第ⅠⅠ部に関して必要となる

執行規定に関しては、内務大臣が関連大臣との合意の下に定めるとしていた法

務省案は否定され、この法律の執行規定の制定は内務大臣の単独任務となって

いた（第10条）。即ち、警察の措置に対して必要となる執行規定の作成に法務

省が関与する余地はなくなっていたのである。

このように、国家刑事警察局案は先に示された法務省案をもとにして作成さ

れたものではあったが、それは断種。去勢措置対象者の拡大を盛り込み、また

警察が行なう措置の範囲を明確化し、限定付けようとする法務省側の要請から

身を守ることに細心の注意を払った内容となっていた。

これに対してリーチュは、共同体異分子の定義を定めた第1条に対しては見

解表明を保留したが、刑事訴訟法の取り扱いに関する第2条4段に関しては更

に詳細な規定が必要であるとし、大臣ティーラクと国家指導者ヒムラーとの懇

談を求めていた。更に、不定期刑処遇者の警察への引渡しを定めた第6条2段

には、－42年12月19日の協議での合意が取り入れられていないと批判した。

即ち、不定期刑に処せられた者を刑務所から警察へ引渡す最少年齢を35歳と
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するが、しかしそこには例外規定を設けること、また詳細は法律の条文ではな

く、行政命令で定めるとした合意部分がこの警察案には反映されていないと批

判していた。一方、去勢措置の対象範囲拡大を求めるシェーフェに対しては、

医学的知見を考慮する必要があるため、リンデン（Dr．Herbert Linden）との

相談が不可欠であるとの見解を示すにとどめ、具体的な言及は行なわなかっ

た。37

13．3 調整協議：こうして法務省案ならびに国家刑事警察局案を受けて、1943

年3月6日には関係省庁の間で調整協議が行なわれた。即ち、国家刑事警察局

ヴュルナー、国家保安本部局上級参事官ナイファイント、内務省参事官ルパー

ト、ムテージクス、リンデン、そして法務省からはリーチュが参加したこの会

談においては、以下の問題を中心に話し合いが行なわれた：

1．司法と警察の権限：法務省側が強く主張したのは、仙以前と同様に仙犯罪

を犯した非社会的人間の処遇における司法当局の権限確保の問題であっ

た。即ち、法務省側はこの法律によってこの権限が警察に移ることに対す

る危機感から、従来までの司法当局の権限が制限されることがないと法律

本編の条文の中で宣言されることに固執していた。具体的には、法案に刑

事訴訟法第163条への言及を盛り込むことを繰り返し求めていた。即ち、

警察に対して可罰的行為に対する最大限の事実解明を求め、またこれらす

べての可罰的行為に対する処分は検察・裁判所の手を経て処理されること

を定めた刑事訴訟法163粂への直接的な言及を条文に盛り込むことを通

して、非社会的人間（共同体異分子）の処遇の現場における警察の責任の

明確化と司法当局の権限の確保を求めていた。それに対して警察側は、そ

の条文を最終規定（Scblu月vorschri氏en）として盛り込む形以外での受け入

れは難しいと反対し、結局妥協点は見出せなかった。

2．共同体異分子の定義に関して：第1条を故障者（第1項）、寄食者。不平

家（第2項a）、共同体に敵対的な犯罪者・傾向犯（第2項b）の三つに分

けるヴエルナーの修正提案をもとに、犯罪者以外の共同体異分子の対象範

罰盛年3月4日付け（BArc血．払L301参照）。リンデン：1898－1945。国家健康指導者、医師。1933

年より内務省に勤務。36年参事官、遺伝・人種育成担当者（Re女汀ent氏irEIもーundRassenp鮎ge）。

1941年心神耗弱者など、帰寮能力欠如者あるいは限定帰寮能力者などを収容する治療・介護施

設全権代表（Reicbsbeau鹿ragter氏irHeil－ⅧdP鮎geanstalten）。また、安楽死計画の責任者のひと

り。（Ayaβ［1998］，a．a．0．，S．151参照）
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囲を明確化した。また、故障者は体質的な障害と結びついているため、去

勢措置の対象に含める十分な理由がある、との主張がなされた。

3．不定期刑に関して：警察側も導入に賛同。

4．矯正不可能な犯罪者に対する措置：去勢措置の導入に関して合意。

5．生業として物乞いを行なう者や浮浪者に対する措置：物乞い生活者や浮浪

者はナチズムの根幹である労働義務に対する重大な違反者であるとの認識

から「犯罪者予備軍」と見なされ、犯罪予防の観点から彼らに対する取り

締まり強化の必要性が主張された。その対象には労働態度が悪い者や労働

契約を破る者なども含まれることが確認された。

6．保安。改善措置：ヴエルナーは、アルコール依存症者をま警察を通して、そ

の他の中毒患者ならびに帰責能力欠如者あるいは限定的帰寮能力者は司法

当局を通してその処遇を保健局の手に委ねることを提案。しかし、リーチ

ュは態度を保留。38

この3月6日の会談で示された結果を踏まえ、ヴエルナーは43年4月、「共

同体異分子法」における共同体異分子の定義に関して再び修正提案を行なって

いた。即ち彼は、共同体異分子を「学術的な知見にも適う」三タイプに分類す

ることを提案していた。その三タイプとは、人格と生活態度に欠陥がある「故

障者タイプ」（Versage吋p）、共同体異分子の中でも大部分が属する寄食者な

どの「役立たず者タイプ」（Nichtsnutztyp）、そして共同体に敵対的な「犯罪

者タイプ」（Veぬrecherヒyp）であった。ヴエルナーは法案第1条に関しては、

理解力の著しい欠如あるいは性格上の著しい欠陥に基づく「故障者」（第1項）、

そして第2項では労働意識や共同体に対する意識の欠如に基づく「寄食者」と

「役立たず者」の二つの下位分類を、また「共同体に敵対的な犯罪者あるいは

素質に基づく犯罪者（TaterausNeigung）」を第3項として設けていた。また、

不定期刑処分を受けた者に対しては、35歳末満の者を除き8年経過した後に

は警察の処遇に委ねるとしながらも、「法務大臣は例外規定を設けることがで

きる」と修正していた。39

こうした修正を繰り返しながら43年5月にも再び法案第Ⅰ部第1条と第‡ⅠⅠ

部に関する新たな修正が加えられ、リーチュとヴエルナーの間で調整が図られ

3＄1943年3月8日付けのリーチュのメモより。（BArcb．払1．316－137参照）

391943年4月28日付け。（BArcb．bl．314－315参照）
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た。即ち、共同体異分子の定義を定めた第Ⅰ部第1条に関しては、先のヴエル

ナー案に更に修正を加えた案が提出された。その第2項は「労働忌避者、自堕

落な性格の者、あるいはその他共同体意識が欠如している者」が挙げられ、「寄

食者・不平家」や「役立たず者」がそこに含まれていた。40また5月14日に

開催された協議においてヴエルナーは、刑事訴訟法第I63条およびオースト

リア刑事訴訟法第24条を法律に盛り込むという、先に法務省側が示していた

要求に関し、内務大臣が同意していないことを伝えた。その理由として挙げら

れたのは、刑事訴訟法第163条には警察にとっては不都合な、「（捜査結果を）

遅滞なく」（ohne Verzug）検察庁に送るという表現が盛り込まれているという

ことであった。即ち、警察側はこれが警察の措置に対する制約をもたらすと判

断したためであった。41

刑事訴訟法への直接的な言及に代わる代案としてヴエルナーは、「共同体異

分子が刑法に違反する行為に対してその責めを負わなければならない場合に

は、本法律第ⅠⅠⅠ部の規定に従い、刑法に関する規定および刑事手続きに関す

る規定が適用される」を提示し、法務省側に妥協を求めようとした。しかしリ

ーチュは、これでは共同体異分子の犯罪行為に対する司法当局の権限が十分に

は表現されていないと判断し、新たに「これまでと同様に警察は共同体異分子

が犯した可罰的行為を捜査し、その結果を刑事訴追当局に報告する義務を負う」

との表現を提案し、警察が司法当局に対して捜査結果を報告する義務を負って

いることを明文化し、それを通してこの措置における司法当局の権限を法律の

条文の中で確保することに固執していた。それに対してヴエルナーの回答は、

国家保安本部局と相談するとの表現にとどまっていた。

また、この会談では断種措置を共同体異分子全員に対して予定することに関

しても話し合われた。リーチュは、「犯罪行為への性癖と傾向」（derHangoder

dieNeigungzuStraぬten）は遺伝的なものであることが証明されていないこと

を挙げ、すべての共同体異分子に対して断種措置を導入することには慎重な姿

勢を示したが、ヴエルナーは「性癖。傾向犯」（Hang－OderNeigungsverbrecber）

dO

BArcll．bl．318参照。これに対してリーチュは、第6条に規定された傾向犯（Nei糾ngSt就er）

との区別が曖昧になることを挙げ、第2項から「あるいはその他共同体意識の欠如から」という

表現を削除するように要求していた。しかしヴェルナ｝は、管察は「不平家」（St6ren如ede）、

取り分け「苦情ばかり言う者」（Q11emlanten）を捕捉するための手段が必要であるとし、そのま

ま残すことを主張した。最終的には更に適切な表現を探す必要性が確認されるにとどまった。

（BArch．ぬ1．316－317参照）

41BArcil．払1．323参照。
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は同時に「故障者」（Versager）であるか、あるいは「役立たず者」（Taugenicbtse）

であり、その限りにおいて彼らに対して去勢措置を施す十分な理由があると主

張し、両者は合意には至らなかった。42

こうしてヴエルナーは法案全体を再度口述筆記させ、その結果5月15日に

はそれまでの修正をまとめた案がすでに用意されていた。43

Ⅹ瓦Ⅴ．修正案

14．143年5月ヴエルナー案および43年6月リーチュ案：こうしてヴエルナ

ーは1943年5月19日、それまでの部分的な修正を盛り込んだ全体案をリーチ

ュに示し、共同体異分子法案はいよいよ最終段階を迎えることになる。44しか

し、この段階においても刑事訴訟法規定の遵守に関する第2条4段は表現をめ

ぐりいまだに揺れていた。警察側は警察の義務を明確に述べた形での表現に対

し頑なに抵抗していたが、ネーべは親衛隊全国指導者ヒムラーと法務大臣ティ

ーラクとの会談の後、全体としてこの案を相当とするとの判断を述べていた。45

一方、このヴエルナーが示した最新の修正案に対し、リ】チエはその10
日

後、即ち5月29日に見解を示した。彼はその中で傾向犯に対する処遇（第6

条）や去勢措置の対象（第8条）などに関する個別事例を挙げて問題点を指摘

する〟一方で∴16共同体異分子法に添えられた内務省作成の「理由書」に対して

42BArch．bl．323－325参照。（この修正条文の前案に関しては、B血cb，わL319－322参照）この会

談においてはまた、共同体異分子に対する裁判所による処遇を定めた第ⅡⅠ部の条文、また、第11

条2項に関する修正がなされた。即ち、この法律の執行と補完に必要な法規や行政規定は「内務

大臣および法務大臣が、関連する省庁の大臣およびドイツ帝国青少年指導者との合意の下に」公

布する、と修正された。（BArc王1．払1，323参照）

朋リーチュもすでに翌5月15日にはヴエルナーに宛てて前日の会談において残された問題に関

し、新たな修正案や用語の解釈を示していた。即ち、第1条2項を「労働忌避者、自堕落な性格

な者、あるいは喧嘩好きな性格な者」と表現すること、また「苦情家／不平家／告訴好き」

（Qllerulante）とは、官庁の手を煩わせたり、騒いで家族や近隣の人々に迷惑をかける「騒ぎば

かり起こす者」（Unru壬1eSt娩er）、更には隣人の悪口を言わなければ生きていけないような「ある

種のヒステリックな女たち」、「役立たずな者」もそこに含まれるとの見解を示していた。また、

第3条に関してはシェーフェとの相談の結果、共同体異分子の収容に関する費用負担を保護連盟

が負担することを明確化する修正案を示していた。（BArc壬1．払1．326，328－331参照）

4443年5月ヴエルナー案に関しては、BArcb．如．328－331参照。

‘1Sリ山チエ宛て、ヴュルナーの書簡。（43年5月19日付け。BArcb．払l．327参照）
46

ヴエルナー宛て、リーチュの書簡。（43年5月29日付け。BArcIl．払1．332参照）リーチュはま

た同時に犯罪生物学の専門家メツガー（Prof，Dr．Edm11nd Metzger）とエクスナー（Dr．Fmnz

Exner）や国防軍最高司令部のデルケン（Dr．Doerken）、更にはナチ党本部にもこの草案を送付

していた。デルケンに宛てた書簡の中でリーチュは、この草案が国家保安本部局ならびに内務省

の賛同を得たものではないこと、また法務省内部でも細部に関しては検討中であるとしながらも
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は、第3段の全面削除と共同体異分子の定義に関する表現の修正案を示した他

は、そのまま受け入れることを表明していた。47

しかしリーチュはまた同時に、この「共同体異分子の処遇に関する法律」に

対して自らも「理由書」を作成していた。それはこの法律に対する法務省側の

要求を色濃く反映したものであった。即ち、まず共同体異分子に対する撲滅措

置に占める「犯罪と関わる共同体異分子」、また取り分け「生活態度や人格の

観点からみて犯罪行為を行なう傾向にある者」（傾向・性癖犯）に対する予防

的対策の重要性を強調していた。こうしてリーチュは、警察の管轄となるべき

「犯罪とは関わりのない共同体異分子」に対する処遇の重要性とならび、「犯

罪と関わる共同体異分子」に対する処遇が司法の管轄範囲にあることを強調す

ることで、共同体異分子に対する戦いにおける司法の任務を、同時に自らの存

在意義を訴えようとしていた。

また未成年者に対する処遇に関しても、警察の措置に対する矯正教育担当官

庁による公的な少年援助の優先を唱え、警察が行なう措置の範囲を狭く限定し

ていた。しかしここで最も注目すべきことは、まずこの理由書の中でリーチュ

が、共同体異分子に対する「再社会化あるいは無害化に協力すること」が司法

の任務であると述べ、彼らに対する処遇における治安維持の観点をもこの法律

の目的として前面に掲げていたという事実である。また更に、リーチュがその

中で「犯罪を犯してはいない共同体異分子に対して行なう警察による強制保護

収容措置は（…）」という表現を用いていることも注目に値する。即ち、法務

省側は当初、「強制保護収容措置」（Bewahrung）とは警察による治安対策上の

措置とは対極にある、当該者の社会復帰に向けた援助教育的措置であると位置

付けることに固執していた。しかし、リーチュのこの言葉からは、この時点に

おいては法務省側もまた強制保護収容措置が犯罪を犯してはいない者をも対象

に、警察が管理する「労働を通した絶滅」をも視野に入れた施設で行なわれる

ことに積極的に関与しようとしていたということが明らかになるのである。

同様な観点は不定期刑の導入に対する説明の中にも見出せる。即ちリーチュ

は、刑の長さを予め定めない不定期刑導入の正当性を、共同体異分子を「もは

送付した草案がティーラクとヒムラー両者の委託を受けた内務省ヴエルナーと法務省リーチュ

の叫致した草案であることを明言していた。（BA托b．bl．335－337参照）

47王ミArcb．ぬ1．340参照。内務省が作成した「理由書」第3段は、「共同体不適格者Jと「共同体敵

対者」の劣悪な「遺伝子の受け継ぎ」の問題点を述べていた。（BArcb血1．127－129およびAya13

［1998］，a．a．0．，S．282参照）
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や社会に対する危険性と負担を生み出さない」ようになるまで施設に収容して

おくことの重要性を、即ち治安維持や社会負担軽減の観点からの利益を強調す

ることで根拠付けていた。更にリーチュは、「改善の余地がないと判断される

犯罪者」に対しては、裁判所は当該人物を直接警察の手に委ねることができる

とし、司法行刑施設での再教育の放棄をも明言していた。しかもこうした認識

は、未成年の共同体異分子の処遇をも支えていたのである。即ち、保護教育が

命じられない、または維持できない少年や、民族共同体への順応が不可能であ

ると矯正教育担当当局が「確信」する場合にも、当該人物に対する処遇は警察

により行なわれることをリーチュも認めていた。こうして共同体異分子の処遇

における司法と警察の管轄範囲の明確化という法務省側の要請は、行刑施設で

の再教育の意義と効果を法務省自身も疑問視していたことを証言するもので、

それは結果として法務省自らが行刑施設の存在価値を低めることにもつながる

ものであった。

リーチュはまた、共同体異分子に対する処遇に「去勢手術」（Entmannung）

を取り入れることに関しては、これが現行法規の下で性犯罪者（Sittlichkeits－

verbrecber）に対して認められていること、またそれが経験上有効な措置であ

るとの認識を示し、正当化していた。更に、取り分け「故障者および役立たず

者」など、その子孫もまた共同体異分子になると予期される場合における「断

種措置」（Unなucb紬armachung）の有効性とその判断における優生裁判所の関

与の必要性を指摘していた。こうしてリーチュもまた、ナチ政権下において地

位を高めていた犯罪生物学の成果を取り入れた効果的な社会秩序維持手段とし

て、この「共同体異分子法」を捉えていたことが明らかになるのである。48

リーチュは43年7月8日から10日にかけて国防軍最高司令部シェーラー

（Dr．Scherer）および「四か年計画」担当レーテ（Dr．Roethe）、食糧・農業

省のプレートシュナイダー（Dr．Bretschneider）に宛てて、書簡とともに法案、

理由書および作成中の三つの執行命令案（執行命令、刑法および刑事訴訟法変

更命令案）を送付し、見解を求めていた。49ここで注目しておくべきことは、

これらの書簡の中でリーチュが、この法律は「以前と同様に内務省主導のもの

である」ことを認め、同時にその施行は「非常に喜ばしいことである」と述べ

上l畠BArch．f．340－342参照。リーチュのこの理由書は、キュマーライン（法務省）やヴエルナーの

指摘を受け、更に短く纏めることになった。（BArcb．bl．364参照）

49本稿巻末資料12およびBArcb，，払1345－347参照。
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ていたことである。50即ち、そこからは一方において法務省はすでにこの法律

における実質的な主導権を内務省が握っていることを認め、他方においてはこ

の法律が成立した場合における法務省側への効果を期待していたことが明らか

になるのである。即ちそこには、法務省側はこの法律の施行を以って、取り分

けそれまで秘密命令により警察の手中にあった権限を再び取り戻そうと期待し

ていたことが明確に語られているのである。

14．2 43年7月案：こうして警察と法務省側の実務者を中心に修正が検討され

てきた「共同体異分子の処遇に関する法律」は、あらためて政府内での審議へ

と送られようとしていた。1943年7月21日、ヴエルナーはリーチュとの電話

会談の中で、親衛隊全国指導者ならびにドイツ警察長官ヒムラーがこの共同体

異分子法案に署名をし、また官房長官に提出するための書類が全国刑事警察局

への送付途中にあることを伝えていた。51この法案は内務省に到着後、次官シ

ュトクツカ｝ト（Dr．Ⅶilbelm Stuckart）とブントナー（Dr．Hans P如ndtner）

を経て大臣フリックに提出されることになっていた。また、その際にフリック

に対してはネーべとヴエルナーが報告を行なう手筈になっていた。この電話会

談においてヴエルナーをま、内務大臣への報告に際しては、手続きを順調に運ぶ

ために、この法案に対する法務大臣の同意書の提出が望ましいとリーチュに伝

えていた。こうして内務大臣に対しては7月4日付の法案と同時に、「私は同

封の共同体異分子の処遇に関する法案に対して同意していることを表明しま

す」との法務大臣ティーラクの書簡も添えられることになった。52

ところで、内務大臣フリックに提出されたこの7月案には、それまでの5月、6

月案に対して以下の点に大きな修正が加えられていた：53

一 第1条：項を三つに分ける。即ち、第1項「故障者」、第2項aを二段

に分け、「寄食者・ろくでなし」と「役立たず者」、bを「協調性の欠如、

あるいは喧嘩好きな性格から一般人の平穏な生活を妨害する者」、第3

項「共同体に敵対的な犯罪者および傾向犯」。未成年者に関する規定は

印1943年7月8日及び10日付書簡。（BArcb．払1．345－347参照）

51ヒムラーは少年裁判法の改正に条件付きで賛成していたが、同時にこの「共同体異分子法」

塞が少年に対する処遇を専ら裁判官に委ね、またそれが教育的観点と治療・介護施設への収容を

重視し過ぎ、犯罪予防の観点への配慮を欠いているとの重大な懸念を示していた。（BArcb血1．349

参照）

詑1943年7月22日付け。（BArcil．bl．365参照）

詔6月のリーチュ実に関してはBArcb．bl．350－355参照。
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「第Ⅳ部 未成年の共同体異分子」として第9、10条に移し、独立さ

せた。

－
第9条：「未成年者に対する警察による措置は、以下の場合にのみ許さ

れる。（・‥）」とし、「警察による措置」の範囲を明確に限定した。

一

第10条：「未成年者に対する裁判所の措置は、現行の規定を適用する。

（‥・）」とし、裁判所の権限が従来どおり維持されることを明確化した。

こうして未成年者の処遇に関しては、9条において警察の権限が、また10

条において司法当局の権限が別個に定められることになったが、上述の

とおり、それは共同体異分子の処遇における警察と司法の管轄権をめぐ

る綱引きが未成年者に対する措置にまで及んだ結果であった。

この7月案では、未成年者に対する警察の処遇はモーリンゲンやウッ

カーマルクなどに設けられた「少年保護収容所」で行なわれることが盛

り込まれ（第9粂2項）、また司法当局が民族共同体への編入が期待で

きないと「宣告」（Erkはrung）した場合には、彼らに対する処遇は司法

の手を離れて警察の管理下に移されることが強調されていた。

一 第12条（最終規定）：5月のヴエルナー案（第10条）は、この法律の

施行に必要な規則は内務大臣と法務大臣が関係大臣ならびにドイツ帝国

青少年指導者との合意の下に定めると規定していたが、ここでは「内務

大臣、法務大臣および国防軍最高司令官は（‥・）」と修正され、新たに

国防軍最高司令官が挙げられていた。これは、国防におけるこの法律の

意義の大きさに配慮した結果であった。

ⅩⅤ．最終案

15．1三度目の政府審議：こうして内務省は43年8月9日、この法律に対する

法務大臣ティーラクの同意の下に、官房長官ラマースに対してあらためて政府

決定を要請する書簡とともに法案55部を提出した。その書簡はまた、国家行

政全権代表者（derGeneralbevollmacbtigte免irdieReichsverwaltung：フリック）

が戦争遂行におけるこの法律の重要性をあらためて肯定したことにも触れてい

た。54ここに提出された8月案は先の7月案に表現上の修正を加えたものであ

弘BArcIl．軌427参照。この書簡にはフリックの署名がなされているが、その後間もなく、即ち伯

年8月25日にヒムラーが内務大臣に就任している。（軸aβ［1998］，a．a．0．，S．363往2参照）
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り、内容的にはほぼ同一であった。55

79

15．2 省庁の見解：これを受けて各省庁に対する見解の聴取があらたに始めら

れた。現存する僅かな資料に拠れば、この法案に対して外務省は従来の見解を

踏襲しながら、外国人に対しては予防的措置を除き…収容所にをま収容せず－退

去処分を優先すること、また断種措置は適用しないこと等の留保を付して同意

する見解を示していた。56また啓蒙・宣伝省は、共同体異分子を分類するため

に第1条で用いられている「故障者」、「寄食者」などの用語が、そこで列挙さ

れている具体例に対する包括概念としては相応しくないことを指摘し、運用上

の混乱を回避するために、条文からこれらの名称を削除することを要求してい

た。しかし、この法案そのものにをま賛成するとの見解を示した。57

しかし、大臣ティーラクが同意した法務省では、内部から修正を求める意見

や批判が提出されていた。即ち、ズーホメル（Hugo Suchomel）は法案内の誤植

や用語上の不備、更には刑法との関連における問題点を指摘していた。58また

その他にも共同体異分子の認定権や裁判所と警察の不明瞭な権限関係、犯罪を

犯した共同体異分子を裁判所の処遇に委ねる保証の不備、即ち刑事訴訟法遵守

への言及の不充分さを指摘した、この法律や執行命令案に対する重大な危惧も

寄せられていた。59

内部から出たこうした批判や修正要求に対しては、それらがこの法案に対す

る法務省としての同意が提出された後に示されたものであるため、法務省自身

が法案の修正要請を行なうことは不可能であるとの見解が述べられていた。60

SS即ち、8月9日実は第2、5－8、11－12条の条文を項に分けて見易くする、第ⅠⅡ部を「裁判所に

よる処遇」から「司法当局による処遇」と表現を変更、第12条第4項を追加する等の修正の他

には、それまでの案では空欄になっていたこの法律の施行日欄に「1944年1月1日」と具体的

な日付が記入された（第12条1項）。43年8月9日の書簡に添付された法案に関しては、Ayaβ

（1998），a．a．0リS．360－363参照。

弘伯年8月31日付け。（BArc王1．bl．429参照）

5743年9月7日付け。（BArc壬1．bl．胡0参照）

S＄法務省参事官グラウ（Fd也Gra11）に宛てた43年9月6日付け書簡。（BArcb．bl．433－437参照）

59第ⅠⅠⅠ課（＝オストマルク地区上級地方裁判所管轄）長ズーホメルに宛てた、第ⅤⅠ課長ヨー

ゼフ・アルトシュテッターの43年10月付けの書簡。（BÅrcb血1．476禎77）

幼感年10月8日に行なわれた国防軍司令部と法務省の会談に出席した法務省参事官グラウの発

言。彼はまた、国防軍司令部にも同様な修正要請が存在するのであれば、それはこの法案に対す

る国防軍司令部の見解として官房長官に伝え、それが当を得た指摘であると認める用意があると

も述べていた。（BArcb．払1．440参照）
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15．3 ヒトラーの見解：こうした状況の中で官房長官ラマースは、この法律の

施行手続きを開始する以前に、法案をヒトラーに報告していた。この法案に対

しヒトラーは、上述の啓蒙・宣伝省の批判と同様に、この法律に基づく処遇の

対象となる共同体異分子の範囲を定めた第1条に批判を集中させていた。即ち

ヒトラーは、共同体異分子を分類するために第1条で用いられている総称概念

に対して「強い懸念」（starke Bedenken）を表明し、こうした案ではこの法律に対

する署名は行なわないと述べ、政府内で更に調整するよう指示を出していた。61

こうして「共同体異分子の処遇に関する法律」はここで三度目の、しかもヒ

トラーの反対により施行見送りとなった。

15．4 最終案：その後に示された「共同体異分子の処遇に関する法律」案は…

残されている資料に拠れば一舶年3月17 日付けの草案が最終的なものとな

っている。それは43年8月実に対して以下の修正を加えていた：

Ⅰ．法律案

一 第1条：ヒトラーらの批判を踏まえ、「故障者」、「役立たず者」、「寄食

者」などの名称を削除。

－
第‡ⅠⅠ部：「司法当局による処遇」を「刑法に基づく処遇」に表現を変更。

一
第5条：43年8月案でをま第2条4項に置かれていた、「共同体異分子

が行なう可罰的行為を警察は刑事訴追当局に報告する」を、表現を修正

してここに盛り込む。

－
第11条（断種措置）：43年8月案は、断種費用は「遺伝的疾患を持つ

子孫を予防するための法律」（1933年）に基づき負担すると定め、断種

措置の手続きそのものに関しては必ずしもこの1933年の法律に基づく

ことを求めてはいなかったが、44年のこの案では断種措置手続き自体

も33年のこの法律に基づいて行なうことが法律本編の条文に明記され

た。（第2項）

… 第12、13条（未成年者に対する処遇）：43年8月案では断種措置に関

する規定の前に置かれていた未成年者に対する措置に関する規定は、こ

の案ではその後に置かれ、両者の順序が逆になっている。

－
第14条（最終規定）：この法律の施行日を「1945年1月1日」と変更

61ヒトラーのこの見解を、ラマースはまず内務大臣ヒムラーに対して伝えていた。（43年10月14

日付ヒムラー宛ての書簡。Ayaβ［1998〕，a．a．0りS．363－364参照）
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（第1項）。また、この法律の施行にともなって必要となる民法上の規

定や行政規則の変更に関しても言及（第2項）。また、旧案では法務省

が行なうことになっていた、この法律の施行にともない必要となる現行

法規とのすり合わせ作業は、それぞれの管轄最上級官庁が行なうことに

なった。（第3項）

ⅠⅠ．理由書

概ね従来の理由書を踏まえてはいたが、各条文に関する説明部分、取り

分け共同体異分子の定義を定めた第1条に関する説明においては、共同

体異分子を「故障者」、「労働忌避者および自堕落な人間」、「犯罪者集団」

の三つに区分することの正当性を、遺伝学と犯罪生物学の知見に基づく

学術的なものであると強調していた。また、未成年者に対して特別な措

置がとられることの理由を、再教育を第一に考えるためであると説明し

ていた。62

しかし、ヒトラーの批判を受けて修正され、手直しを加えられた修正案に対

する審議は、その後は「全面戦争」の影響を受けて中断を余儀なくされた。こ

うした状況の下で法務省上級参事官キュマーラインは、「共同体異分子の処遇

に関する法律」に対して－44年8月の段階において－すでに「最終的に頓挫

した」（endg以tiggescheitert）との認識を抱いていた。幻

ⅩⅤⅠ．結語

こうして1940年前後において法務省と内務省を軸に集中的に議論された「共

同体異分子の処遇に関する法律」は成立することなく、ヒトラー政権は崩壊し

た。この法律をめぐる長年にわたる議論が明らかにしたのは、まず、社会制度

や人々の生活の隅々に至るまでナチズムに基づく社会秩序と精神を徹底しよう

としたヒトラー政権は、それ自身の内部さえ「画一化」できず、権限をめぐる

さまざまな思惑が対立していたという事実である。目指すべき法律の中に求め

られた目的に関する認識の相違や、何よりもまずこの法律により捕捉される人

的範囲をめぐる考え方の相違は、取り分け内務省（刑事警察局）と法務省との

佗法務省参事官グラウに宛てたヴエルナーの書簡および添付書類。（Aya月［199弧a．a．0りS．366－373

参照）

田上級地方裁判所参事カール・マインホ｝フ（ⅩarlMeinbof）の舶年8月8日付メモ。（Ayaβ

［199別，a．a．0リS．381参照）
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間において、まず「共同体異分子」あるいは「非社会的人間」の定義を定めた

条文に関する議論の中に具体的かつ顕著に表れ出たが、その背後にはまた、こ

の「共同体異分子法」により従来の既得権限が如何に変化するかという、省庁

間の管轄をめぐる縄張り意識が存在していた。当初はこの法律により「非社会

的人間」を特別な施設に収容し、社会福祉的な処遇を実施することをこの法律

の目的として想定していた法務省側も、ゲシュタポや刑事警察が一般には未公

開のままに発せられた「布告」を基に実施した物乞い生活者や浮浪者、さらに

は労働忌避者などを対象とした取り締まりが先行する中で、次第に内務省側に

同調し、治安維持や財政・労働政策上の視点を主軸に議論を支えることになっ

た。こうした法務省の姿勢はこの法律による取り締まりの対象となる人的範囲

の問題に対してだけではなく、断種措置や未成年者の処遇に関する争点に対し

ても当てはまるものであった。この法律の適用該当者の認定に際してをま、当時

社会政策的観点からもその地位を高めていた優生学や犯罪生物学などの「学術

的な」裏付けが強調され、彼らの処遇には治安政策的・戦時経済的な観点に基

づく「労働を通した絶滅」が視野に入れられていた。内務省側に同調する法務

省側の姿勢の背景には、取り分けヴァイマル共和国末期より顕在化していた、

行刑施設や民間福祉施設などでの矯正。再社会化教育の行き詰まりがあった。

これらの施設を襲う社会経済状態の悪化や戦争の影響、即ち、施設運営に対す

る財政削減問題と連動した施設運営の「効率化」が、更生や再教育が可能な者

と不可能な者の選別に拍車をかけ、「共同体異分子法」においても後者に対す

る切り捨てという傾向はますます前面に押し出されていった。42年夏に法務

大臣に就任し、一時は警察側に移譲することに同意した「共同体異分子」の認

定やその処遇に関する権限を再び回復しようと精力的に働きかけをおこなった

ティーラクの姿勢を支えていたのもまた、一方においてはこうした「教育不可

能者」に対する「絶滅」促進への意識であり、同時にまた他方においては内務

省に対する法務省の管轄権限の死守という意識であった。

「共同体異分子法」は政府内においては三度成立を目前とする状況に至って

いた。しかし、その度ごとに法務省や内務省以外の省庁からの批判を受けて施

行には至らなかった。最終的にはそれはこの法律による処遇対象者を定めた条

文に対するヒトラーの異議と戦況の悪化という混乱状況によるものではあった

が、しかし、ここで再度確認しておくべきことは、内務省や法務省が主導する

「共同体異分子法」は施行されることはなかったが、この法律が目的としてい

たいた「共同体異分子」に対する処遇は、ナチ政権下では実質的にはすでに布
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告や命令を通して行なわれていたという事実である。即ち、これまで考察して

きた「共同体異分子法」はナチ政権下における幾多の「共同体異分子」対策の

ひとつに過ぎないということの確認である。彼らに対しては国家保安本部局、

刑事警察局、ゲシュタポ、検察庁、行刑施設、優生裁判所、保健局、労働管理

局などだけではなく、ドイツ市町村連絡会、官民・福祉協会など官民さまざま

な機関や団体による排除・撲滅対策が実施されていた。64例えば、「共同体異

分子法」をめぐる議論においても、取り分け後期に重要な争点となっていた未

成年者の処遇に関しては、モーリンゲン（男子）やクッカーマルク（女子）、

更には現ポーランドのクーチに「少年保護収容所」が開設され、実際に多くの

未成年者が収容されていた。65

このように本稿では、取り分け「共同体異分子」に対して法務省や内務省以

外の公的機関が実施し、あるいは実施しようとした政策や、民間団体による取

り組みなどに関しては、今後の考察の課題としてこれまで扱ってはこなかった。

しかし、例えば若年者の犯罪が大きな社会問題となっている現在において、取

り分け厳しい財政的状況の下での彼らに対する更生（再社会化）教育の在り方

を考える際に、更にはまた遺伝子の研究とその操作技術の進歩によるヒトの胚

に対する人工的操作の社会的。倫理的問題に対する取り組みを考える際など、

効率や選別が重要な指標と見なされるとき、「共同体異分子法」をめぐる一連

の議論は時を越え、また国境を越えて現在のドイツ、そして日本においても見

逃すことができない資料を与えてくれるのである。即ちそれは勝れて現代的な

問題を含んでいるのである。

朗Ayaβ［199弧a．a．0リS．XIⅡ参照。
応

これらの収容所に関しては、M．Guse（前掲吾）／Ⅹ．Limb畠c血er，M．Merten，B．Pk飴rle
（hrsg．）：かが脳cあ跳ゐ㈹Z糾わⅥぬ乃gJ聯γ挽克βク邪α戊．M血ster，2000参照。しかし、クーチ（旧リッ

ツマンシュタット）に設けられたポーランド人少年保護収容所に関しては、その実体を伝える重

要な資料はドイツの公文書館には「存在しない」。最後に、本稿で用いた資料は、取り分けドイ

ツ連邦共和国公文書館（BⅥndesarchiv Xoblenz）ならびに日本学術振興会科学研究費補助金の援

助により収集されたものである。ここにあらためてお礼申し上げます。
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定温もw岨祓

幽麺垂些唾史竺＿

Um sicherzustellen，da月 Gemeinscha允sなemde，die durchibr Verhalten die

Volksgemeinscha氏sc壬1弧gen，itlrWieder als n故也1iches Glied zuge拉奴t oder an

einer weiteren Schadigung der Volksgemeinscha及gehindert werden，bat die

Reicbsregierungdas払IgendeGesetzbeschlossen，dashiermitverk（indetwird：

AれikelI

§1

AsozialeimSinnediesesGesetzessind：

1．Personen，diei血）1gevonau侶ergew6hnlichenMぬgelndesVerstandes oder

des Charakters aus elgener Kra氏zu einer den Mindestan払rderungen der

Gemeinscba氏entsprechendenLebens鉛hrungnichtgelangenunddadurchder

AllgemeinheitzurLast払1len（Versager），

2．Personen，die mit eineransteckenden Krankheitbe壬l誠tet sindund sich den

Verp鎚chtu喝en，dieihnendeshalbkra氏Gesetzes oderkra免Anordnungdes

GesundbeitsamtsoderderPolizeibeb6rdeobliegen，dera止entziehen，da乃sie

anderege鮎rden（ge伝hrlic壬IeKranke），

3．Personen，dieinfblge Trunksucht oder einer anderen Rauschgi氏sucht sic壬1

0deranderege鮎rden（ge滋払rlicheS批htige），

4．Personen，diein女）1geÅrbeitssche11，Mangelan Verantworヒungsbewu胱sein，

Haltlosigkeit oderWi11ensscb鵬chesich dey訂tVeⅣabrlosenlassen，da8sie

Sich ohne6鮎ntliche Hi胞oder ohne eine gewissenlose Ausbeutu‡lgihrer

Angeb6rigennicbtbalten（Scbmarotzer），

5・Personen，die aus denselben Eigenscha氏en einen Hang zulく1eineren

Straぬten nachgebenund sich dadurchals触dieVolksgemeinscba氏Iastig

erwiesen（Taugenichtse），

66法務省課長ヘッセに宛てたリーチュの書簡（43年2月4日）に同封された法案。（BArcb．払1．

295－299）
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6．Personen，die nacbihren Straぬten，ihrer Lebens払kung undibrer

Pers6nlichkeit zu ernsten Stra氏aten geneigt sind（gemeinscha氏sfeindlicbe

Verbrec壬Ier）．

Minde軸hrigesindalsAsozialenuranzusehen，

1．wenn払rsiedieF缶rsorgeerziebungnichtangeordnetodernichtau缶echterhal－

ten werden
kann und nacb Uberzeugung der Erziehungsbeh6rde eine

Eingliedertlngin die Volksgemeinscha免nicht oder noch nicbt zu erwarten

ist，Oder

2．wenn sie zu unbestimmter Strak verurteilt Ⅵ70rden sind und nach

Oberzeugung der
zustぬdigenJustizbeh6rde eine Eingliederungin die

Volksgemeinscha氏 nicbt oder ungeachtet der Verbti侶ung des zulasslgen

H6chstma乃esnocbnichtzuenvartenist．

ArtikelII

PolizeilicheMa触abmengegenAsoziale

§2

Asozialewe王・dendurch diePolizeibeh（うrde戊berwacht．

Reichen Uberwachungsma月nahmen nicht aus，SO tibenveist die Polizeibeb6rde

AsozialedenLandes鮎rsorgeverbanden．

Er払rdert die Person eines Asoziaien eine sch独re王∋eⅥraC壬1ung als siein

den Anstalten der Landes山rsorgeverbande m6glicbi紙 SO bringtihn die

Polizeibeh8rdeineinemLagerderPolizeiunter．

Die Aufgabe der Polizeibeh6rden，Stra払拡e Handlungen der Asozialen zu

erforschenunddasErgebnisderErmittlungenohneVerzugdenStra如erfolgungs－

beh6rdenmitzuteilen（§163RStPO．，§246StPO．），bleibtbesteben．Die Enト

SCbeidungenderGerichtehabenvorM誠nahmenderPolizeibeh6rdenausAbs．2

und3denVor柁ng．

§3

Die Landes払rsorgeverbえnde bringen dieihnen故benviesenen AsozねIen auf

ihreKosteningeeignetenAnstaltenunter．Sie鉛brendieseAu短abealsstaatlicbe

AufおbenachAnweisungdurch．

Der Reichsminister desInnern bestimmt，Welche Anstalten als geelgnet
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anzusehensind．

Soweit den Landes氏irsorgeverbanden f汝den erstmaligen Neubau oder鉛r

die EⅣeiterung von Anstalten Kosten erwachsen，beteiligt sicb
das Reich an

diesenKostenzurHa批e．

§4

DerAsozialehatdieKostenseinerUnte紬ringungzuerstatten．

ArtikelIII

GerichtlicheMa8nabmengegenAsoziale

§5

§20adesReichsstraなesetzbuchserh別tわ1gendeFassung：

”Ist
der T駄er nach seinen Straぬten，Seiner Lebensf弘kung und seiner

Pers6nlichkeit ein zu ernsten Straぬten geneigterVerbrecher，SO Verurkiltihn

derRic‡1terZuZuchtbausvonunbestimmterI）auer，SOWeitnichtaufTodesstrafe

Zu erkennen oderderT鮎erderPolizeizurVerw血rungzu肋eⅣeisenist．Der

Richter setztim Urteildas MindestmaJ3der Zucht壬IauSStra由良st；eS darf nicht

Wenigeralsf技nfJahrebetragen．

DerVerbrecberver伝11t derTodesstraぬ，Wenn der Scbutz der Volksgemein－

SCha氏oderdas‡∋e血r払isnachgerechterS払neeserbrdern．“

§6

Erlangtdieb6bereVo11zugst）eh6rdewabrenddesVo11zugsderunbestimmten

Strafe die Uberzeugung，da月der Verurteilte eine Wiederelngliederungin die

Volksgemeinscha氏nichtmehrerwartenは牝so（まbeⅣeistsieibnderPolizeizur

Verwabrung．

§7

AndieStelledes§42edesReichsstraなesetzbuchstrittfolgendeVorschri氏：

”Erlangt
der Richter dieむberzeugu鳩 daβ ein zu ernsten Straぬten

geneigter Verbrecber eine Wiederelngliedertlngin die Voiksgemeinscha氏nicht

mehrerwartenl誠t，SOtibeⅣeisterihnderPolizeizurVerwahrung．

Neben der UbeⅣeisung an dieI）oiizeizur Verwa壬Irung 丘ndet eine

Bestra如ngwegendersieveranlassendenStraぬtnichtstatt．“

§8

AndieStelledes§42ddesReichsstraなesetzbuchstritt払1gendeVorscbr娩：



「共同体異分子の処遇に関する法律」案
87

”Ist
jemand nacb seinen Straぬten，Seiner Lebens仙rung und seiner

Pers6nlichkeit ein Taugenichts，SO故beⅣeistihn der Richter der Polizeizur

Bewahrung・Diesgiltinsbesondere，WennderVerね1loderdieVeⅣahrlosungdes

Taugenicbtsin Landstreicherei，geWerbsmま伽ger Bettelei，Aぬeitsbu．mmelei，

M鵬iggang，Verletzung von Unterhaltsp加chteI10der einem Hang zu kleinen

Diebereien，Bet畑gereienoder圭払nlicbenStra氏atenztltagetritt．

NebenderUberweisungandiePolizeizurBewahrung点ndeteineBestra血ng

WegendersieveranlassendenStraぬtnicbtstatt．“

§9

§42kdesReicbsstra短esetzbuchserh幻tわ1gendeFassung：

”Erbrderヒes
die6鮎ntliche Sicherbeit，SO Ordnet der Ricbter neben der

Stra絶die Entmannung an，Wenn ein Mann nach seinen Straぬten gegen die

SittlichkeitundnachseinerPers6nlicbkeiteinSi比1ichkeitsverbrecherist．

AIs Str2此aten gegen die Sittlichkeit k6nnen Anlaβ zur Anordnung der

Entmannung
geben Unzucht mit Kindem，Scbまn血ng，N6tigung zur Un苫uC紙

Notzucht（§§176bis178），SCbwereUnzuchtzwiscbenMぬnernindenF畠Ilen

des §175a Nr．1bis3，ぬrner eine aus GeschlechtslustbegangeneK6rpeⅣeト

1etzung，Tierqu幻ereioder 6鮎ntlich vorgenommene unz缶chtige Handlungen，

SOⅥreitderTaterwegeneinersoIchenStra氏atzuFreiheitsstraぬvonmindestens

secbsMonatenverurteiltⅥrird．

DerRichterkanndieEntmannungselbst畠ndiganordnen，WennderTaterzur

Zeit einer derin Abs．2bezeichneten Taten nicht zurechnungs臨hig w訂Oder

WenndasStraかer払hrengegendenT就erundurch砧．hrbarist．

VonderAnordnungderEntmannungistabzusehen，WennderTaterzurZeit

derTatdaseinundzwanzigsteLeben由ahrnochnichtvollendethat．“

AれikelⅣ

Un缶uchtbamachung

§10

Versager und Taugenichtse，beidenen ein 氏ir die Volksgemeinscha氏

unerw也nschterNachwuchszuerw訂tenist，Sindun缶uchtbarzumachen．

Das N乏払ere bestimmt der Reichsminister desInnernim Einvemehmen mit

demReichsministerderJustiz．
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Ftir die Kosten der Un缶uchtbarmachung gelten §13Abs．2des Gesetzes

zur Verhiitung erbkranken Nachwuchses
vom14．Juli1933（Reicbsgesetzbl．I

S．529）und die bierzlユ erlassenen Durch出血ungsvorschr漁en．Im Falle der

Hilfsbe血r氏igkeit tra釦 der Landesf批SOrgeVerband，der verp鎚chtetist，die

KostenderUnteぬdngungzutragen，auChdie‡こostenderUnfhlChtbamacbung．

ArtikelV

SchluJ3vorschri氏en

§11

Das Gesetz tritt am ‥…・in Kra免．Es gilt auchin den eingegliederten

Ostgebieten．

DerReichsministerdesInnern er抵触dieztlrDurchぬbrungundErgぬzung

des ArtikelsIIerforderlichen Rechts－ und Verwaltungsvorschriftenim

Einvemebmen mit den t）eteiligtenReicbsministem und demJt唱end鉛hrer des

DeutschenReichs．

Der Reichsminister derJustiz erl誠t die zur Durch鉛hrung und Ergえnzung

desA止ikelsIIIe血rderlichenRechts－undVerwaltungsvorschri氏en；erkannden

WortlatltdesReichsstra垣esetzbuchsundderReichsstra毎）rOZeβordnungandieses

Gesetz anpassen sowie die M誠regeln der Sicberung，Besserung und Heilung

nebst den mitihnen zusammenhangenden Vorschri氏en und das Recht zur

Entm仏ndigung neu regeln．Er erl弧tim Einvemebmen mit dem Reicbsminister

desInnern die zur entsprechenden Anderung desin den Alpen－ und

Donau－ReicbsgauengeltendenStraなecbtserforderlichenVorschri氏en．
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旦幽

（略）

A比ikelI

§1

Gemeinscha氏sなemdimSinnediesesGesetzesist：

1．Ⅶer aufGrund seiner Gesamtpers6nlichke辻erkennenl誠t，da乃ernichtin

der Lageist，auS elgener Kraft den Mindestan払rderungen der

Volksgemeinscha氏 zu gentigen，und zu einer geordneten str放eien

Lebens鉛hrungsteterObhutundSt地ungbed訂f（Versager）．

Erlまuterung：”Halbe Kr鮎te“，Geistesschwache，Unzurechnungs伝hige，

Haltlose，Gedr戊ckte，Antriebs訂me，Unselbstぬdige．

2．Wer ein unstetes oder nicbtsnutzes oder sonst ein gemeinscha氏swidriges

Leben 氏ihrt und dadurcb 弧dere oder die A11gemeinheit belastet oder

ge畠hrdet（St6re‡血iedeundSchmarotzer）．

Erlauterung：Tagediebe，St6renたiede，Z畠nker，Sはnkerer，H弘delsなchtige，

Querulanten，Prostituierとe．

3．Ⅶer nach seiner Lebens鉛hrung
erkennenは恥daJ3erinfolge mangelnden

Arbeits－und Gemeinsinnes einem Hang zu kleinen Stra氏aten nachgibtund

SichdadurcbalsderVolksgemeinscba氏l象Stigerweist（Taugenichtse）．

Erlえuterung：Gewobnheitsm三組ige Bettler，Landstreic壬1er，Arbeitsscheue，

●●●

N弘印加chtsaumlge，Unterst也tzung司ager，Trunkenbolde．

4．Ⅶernacb seinerLebensf故hrung erkennenl誠t，da8seine Sinnesartaufdie

Begebung von ernsten Stra氏aten gerichtetist（gemeinscha氏sねindlicbe

Verbrecher）．

併

国家刑事響薬局による対抗法案（43年3月4日付け：8A托b．ぬ1．302－307）。法務省案と同一、

あるいは本質的な相違がない個所は、紙数の都合上省略した。なお、この刑事啓察局案では「非

社会的人間」（Asoziale）に代わり「共同体異分子」（Gemein＄C壬Ia杜sなemde）が用いられている。
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Erはuterung：R缶cl曲11ige Diebe，Einbrecber，Betr也ger，Fえ1sciler，Sittlichkeitsveト

brecherusw．

Minde蛸払dgesindalsGemeinscha氏s丘・emdenuranzusehen，

1．wenn鉛rsiedieFtirsorgeerziehungnichtangeordnetodernichtau血・eChteト

haltenwerdenkan†lundnachⅥ〕erZeugungderErziehungsbeh6rdeeineEin－

gliedemngin dieVolksgemeinscha氏nicht oder noch nicht zu envartenist，

oder

2．wenn sie zu unbestimmter Strafe verurteilt・W・Orden sind und nac壬l

むberzeugungderJustizbeb6rdeeineEingliederungindieVolksgemeinschaft

nichtoderungeachtetderVerbii乃ungdeszulえsslgenH6chstma月esnocbnicht

zu erwaれenist．

A比ikelII

PolizeilicheMa月nahmengegenGemeinscba允s血・emde

§2

（三段目までは同一）

Die Bestimmungen der §§163StPO．，240stpo．werden durch dieses

Gesetznicbtber仏hrt．

§3－4

（略）

ArtikelIII

GerichtlicheMa触ahmengegenGemeinscha氏sなemde

§5

Ist ein Stra正弘iger nach seinen Stra氏aten，Seiner Lめens鉛brung und seiner

Pers6nlicbkeitein zu ernstenStra允aten neigenderVerbrecher，SOVerurteiltihn

der Ricbter zu Zuchthaus von unbestimmter Dauer，SOWeit nicbt auf eine

SChwerere Strak zu erkennenist．Der Richter setztim Urヒeildas Mindestma乃

derZucht壬－auSStraぬねst；eSdadnichtwenigerals砧ngJabrebetragen．

Erlangt der Ricbter dielJberzeugung，da乃 der Verbrecher eine

Ⅶiederelngliederungin die Volksgemeinscba氏nicht mehr en好打tenl誠t，SO

也berweisteribnzugleichderPolizeizurVenvahrung．

DerVerbrecherver以1tderTodesstra由，Wenn der Schutz der Volksgemein－
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SCha氏oderdasBe血血isnachgerecbterS払neesedordern．

§6

Erlangtdie
zust触digeJustizbe壬1数deⅥ唱hrend

des Vollzugs derunbesti王nmten

Strafe die Uberzeugung，da侶der Verurteilte eineⅥriederelngliedemngin die

Volksgemeinscba氏nichtme壬IrerWartenl弧t，SO凸benveistsieibnderPolizeizur

VeⅣabrung．

Be点ndetsicheinunbestimmtVerurteilter8JahreimStraか01lzug，SOisterder

Polizeizu缶berstellen，SOkm ernichtalsgebessertentlassenwird，eS Seidenn，

da13erdas35．Lenensjabrnocbnichtvollendethat、

§7

Ist ein Straぬ11iger nacb seinen Straぬten，Seiner Lebens鉛hrung und seiner

Pers6nlicbkeit ein Taugenichts，SO也berweistihn der Richter der Polizeizur

Bewabrung．Diesgiltinsbesondere，WennderVer払110derdieVeⅣabrlosungdes

Taugenichtsin Landstreicherel，geWerbsma以ger Bettelei，Aぬeitsbummelei，

Verletzung von tJnterbaltsp虫ic壬Iten Oder einem王iang zu kleinen Diebereien，

Betr缶gereienoderahnlichenStraぬtenzutagetritt．

Neben derUberweisung an die PolizeizurBewahrung茄ndet eineBestra血ng

VegendersieveranlassendenStra氏atennichtstatt．

§8（法務省案第9条参照）

Ist ein Mann nach seinen Straぬten gegen die Sittlichkeit und nach seiner

Pers6nlicbkeiteinSittlichkeitsverbrecher，SOOrdnetderRichternebenderStr誠e

dieEntmannungan，Ve壬Indie6飴ntiic壬IeSicberbeiteserわrdert．

（以下、略）

A止ikelIV

Un良一uChtbamachung

§9

Gemeinscha允s丘・emde，beidenen einfGrdieVolksgemeinscha氏unerwiinschter

NachwuchszueⅣ訂tenist，Sindunなuchtbarzumachen．

（以下、略）
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ArtilくelV

ScbluJきvorschri氏en

§10

（略）68

Entvr岨祓

幽麺些睡塾塾墾垂ど

Stand4．7．1943

Umsicherzustellen，daJ3Gemeinscha氏s丘・emde，diedurchihrVerhaltendie

Volksgemeinscba比scbまdigen，ihrwiederalsn故tzlicheGliederzuge鉛brtoder

an einerweiteren SchadigungderVolksgemeinscba氏gehindertⅥrerden，hat

dieReichsreglerungdasfolgendeGesetzbeschlossen，dasbiermitver姐ndet

wird：

ArtikelI

KennzeichnlユngderGemeinscha免sなemden

§1

Gemeinscha氏s缶emdeimSinnediesesGesetzesist：

1・WernaChseinerPers6nlicbkeitundLebens氏ihrung，insbesonderein払1gevon

auβergew6bnlichen M包丁唱eln des Verstandes oder des Charakters erkennen

la牝da乃ernichtimstandeist，auSelgenerKra氏denMindestanforderungender

Volksgemeinscha氏zugentigen（Versager）；

2．wer

a）aus
Arbeitsscheu，Liederlicbkeit ein nicbtsnutzes，unWirtscha先払cbes

槌しかし、法務省案第11条第2段最後の卜・］VeⅣaltlmgSVOrSCbd氏enimEinverneh皿enmitden

beteiligとenReic壬1SmiIISiternunddemJ11gendRihrerdesDeutscbenReicIISがこの案では削除されて

いる。

69リーチュが送付した伯年7月4日付け草案（BArcb．ぬ1．357）。ここでは紙数の都合上「理由

書」（BArcb．bl．358－359）、刑法規定の変更を定めた「第2執行命令案」（BArcil．bl．360－361）、刑

事訴訟法規定の変更を定めた「第3執行命令案」（BArcb．bl．362）は省略した。
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0der ungeordnetes Leben 拉血沈 und dadurcb andere oder die

Allgemeinbeitbelastetoderge豊払rdet（Tunicbtgut，Scbmarotzer）

Oder

einen Hang zum Betteln
oder Landstreicben，Zu A地eitsbummelei，

Diebereien，Betr払gereien oder anderen kleinen Straぬten oder zu

Ausscbreitungenin der Trunkenheit an den Taglegt oder aus soIchen

Gr戊ndenUnterhaltsp跳chtengr6blichverletzt（Taugenichts）；

oder

b）aus Unvertr畠glichkeit oder Streitlust den Frieden anderer oder der

Allgemeinheith訂tn畠ckigst6rt（St6ren出ed），

Oder

3．wernacbseinerPers6nlichkeitundLebensf旺hrungerkennenl誠t，da乃seine

Sinnesaれ auf die Begebung von Stra氏aten
gerichtetist（gemeinscha氏s－

ぬindiic王IerVerbrecherundNeigungsve王もrecher）．

ArtikelII

PolizeilicheM誠nahmengegenGemeinscha免s血・emde

§2

Gemeinscha比s缶emdewerdendurchdiePolizei缶berwacht．

ReichenObeⅣaCbungsm誠nahmennichtaus，SO肋eⅣeistdiePolizeiGemein－

SCha允s血■emdedenLandes鉛rsorgeverb畠nden．

Erぬrdert die Person
eines Gemeinscba氏sなemden eine scb畠rfere Bewachung

dssieindenAnstaltenderLandes払rsorgeverbandem6glichist，SObringtihndie

PolizeiineinemLagerderPolizeiunter．

Stra蝕are Handlungen Gemeinscba氏s血■emder teilt die Polizeiden Straかerわト

gungsbeb6rdenmit．

§3

Die Landes鉛rsorgeverbande bringen aufihre Kosten dieibnenなben如esenen

Gemeinscha免s色●emdenin geeigneten Anstalten unter．Sie拉hren diese Au短abe

alsstaatlic‡1eAu短abedurcb．

Der Reichsminister desInnern bestimmt，Velche Anstalten als geelgnet

anzusebensind．

SoweitdenLandes鮎】二SOrgeVerbぬden触denerstmaligenNeubauoder払】Tdie
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ErweiterungvonAnstaltenKosteneロⅣaChsen，beteiligtsichdasReicbandiesen

KostenzurH畠1氏e．

§4

DerGemeinschafとsなemdehatdieKostenseinerUnterbringu‡唱ZuerSta比en．

ÅrtikelIII

GerichtlicheMa乃nahmengegenGemeinscba氏s丘emde

§5

L孟伽jemanddurchwiederholteverbrecberische Betatigung sowienacb seiner

SOnStlgen Lebensf注hrung und nacb seinerPers6nlicbkeit einen Hangzu ernsten

Sはa托aten erkennen，SO Verurteiltibn der Ricbter als gemeinscb誠tsfeindlichen

Verbrecber ztlZuchthaus von unbestimmter Dauer，SOWeit nicht auf eine

scbwerere Strafe zu erkennen oder der Tまter der Polizeizu tiberwiesenist∴Der

Richter setztim Urteildas Mindestma8der Zucbthausstraね由st；eS darf nicht

Wenigerals5Jahrebetragen．

Erlangt der Richter die Uberzeugung，da月 ein gemeinscha氏sfeindlicber

Verbrecber eine Einordnungin dieVolksgemeinscha氏nicht mehrerwartenl㍊t，

SOiiberweisteribnalsunverbesserlicilde‡・Polizei．

DerVerbrecherver伝11t der Todesstraぬ，Wen‡1der Schutz der Volksgemein－

SCha免oderdasBed山・払isnachgerecbterStihneeser女）rderヒ．

§6

Bet乱igt jemand eine Neigung zu Verbrecben oder zu Vergehen，Ohne ein

gemeinscba氏sfeindlicher Verbrecber zu seln，SO Verurteiltihn der Richter zu

Ge伝ngnlS VOn unbestimmter Dauer oder，Wenn Zur A‡lndung der Tat

Zuchthausstraぬgebotenist，ZuZtlCb払au．svontlnbestimmterDauer．

Der Ricbter setztim Ur亡eildas MindestmaJ3 der Freiheitsstr誠e ぬst．Das

Mindestma乃sollregelm誠ignichtwenigeralsIJabrbetragen．

Ist der T鮎er ein Taugenicbts oder St6renなied，SO缶berweistihn der Richter

derPolizei．

§7

Erlangt dieJustizbeb6rdew急hrend des Vo11zugs der unbestimmten Straぬdie

Uberzeugung，da乃einVerbrecherausHangoderNeigungeineEinordnungindie

Voll（Sgemeinscha氏nicht mebr erwartenl畠牝so tiberweist sieibn als unver－
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bessericbderPolizei．

Sind seit Beginn des Straか（）11zuges achtJabre abgelaufen，SOist der zu

unbestimmter Str誠e Verurteilte，SOぬm er nicbt vorber als gebessert aus dem

Str誠ro11zugentlassenist，derPolizeizu肋erweisen．Dies giltnicht，bevor der

Verurteiltedas35．Lebensjahrvo11endethat．DerReichsminsiterderJustizl（ann

Ausnabmenzulassen．

§8

L孟加einManndurchwiederholteAngri鮎aufdieSittlichkeitsowienachseiner

Pers6nlichkeit einen王iang oder eine Neigung zu soIchen Taten erkennen，SO

Ordnet der Richter neben der Freiheitsstraね die Entmannung des Sittlicb－

keitsverbrechersan，Wenndie6庄entlicheSicheぬeiteserfbrdert．

AIsAngri王絶aufdieSittlichke辻k6nnenÅnlaJ5zurAnordnung derEntmannung

geben Unzucht mit Kindern，

Unzucht zwischen Mえnnern，

K6rperverletzung，Tierqualerei

Scbandu一喝，N6tigung zur Unzucht，Notzucbt，

転mer eine aus Geschlechtsiust begangene

Oder 6鮎ntlicb vorgenommene unz缶chtige

Handlungen．

Der Ricbter kann die Entmannung selbst畠ndig anordnen，Wenn der T鮎er zur

Zeit einer derin Abs．2 bezeichneten Taten sichin einem．nicht nur

VOrはbergehendenZustandderUnzurecbnungs払bigkeitbe良1ndenoderdieTatenin

mehrerenvoneinanderunabhang唱enRauscbzustandenbegangenhat．

Von derAnordnung derEntmannungistabzusehen，Wenn derT駄erzurZeit

derTatdas21．Lebensja壬1rnOChnichtvollendetbat．

ArtikelIV

MindeIj弘rigeGemeinscba氏sなemde

§9

（1）Diepolizeilichen Maβnahmen des Gesetzes sind gegen Minde王j独dge nur

zuはsslg，WennibreEinordnungindieVolksgemeinscha氏nacb derErkl鮎Ⅵng

der Erziehungsbeb6rde mit den Mitteln der6鮎ntlichenJugendhil転voraus－

sichtlichnicbtzuerreicbenist．

（2）DieErkはrung der Erziebungsbeh6rde en脆11t beiMindeI瀬brigen，die der

Polizeinachden§§5bis70dernac‡1§10也beⅣiesenwerden．
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（3）Mipde軸hrige，dieineinemLagerderPolizeiuntergebrachtwerdenm缶SSen，

werdeninJugendscbutzl喝ereingewiesen．

§10

（1）J喝endlichewerdenzuunbestimmterStraぬnurnachdenVorschr批en氏irdie

Jugendstrafrecbtsp凸egeverurヒeilt．

（2）ErlangtdieJustizbeb6rdew蝕renddesVollzugsdergegeneinenJugendlichen

ver旭ngtenunbestimmtenStrafedie t）berzeugu喝，da乃derVerurteilteeine

Einordnu喝in dieVoli（Sgemeinscha氏nichterwar亡enは批undhatdieserdas

Mindestma月derStra血verb故紙sotiberweistsieibnderPolizei．

（3）Ebensotiberweist dieJustizbeh6rde den zu bestimmter oder unbestimmter

Stra由verurteiltenJugendlichen‡laChVe地仏βungderStraぬderPolizei，Wenn

er nacbihr鑑 Uberzeugung eine Ei了10rdnungin die Volksgemeinscba氏

voraussichtlichIlichterwartenl誠t．

Aれil（elV

Unなucbtbarmachung

§11

Gemeinscha氏s丘emde，beidenen ein払rdieVolksgemeinscha免uneⅣ缶nschter

NachwucbsztlerVartenist，Sindun丑mcbぬarzumachen．

FiirdieKostenderUnなuchtbarmachunggelten §13Abs．2desGesetzeszur

Verl泊山ngerbkrankenNacbwucbsesvom14．Juii1933（Reichsgesetzl〕l．IS．529）

und die bierzu erlassenen Durchf仙川喝SVOrSChri氏en．Im Fa11e der Hilfsbedtirト

tigkeit trまgt der Landesf仏rsorgeverband，der verp鎚chtetist，die Kosten der

Unterbrin糾ngZutragen，auChdieKostendertrn丘・uChtbarmacbung．

ArtikelVI

Scblu侶vorschri氏en

§12

Das Gesetztrittam‥‥‥in沃ra氏．EsgiltauchindenelngegliedertenOstge－

bieten．

Der Reichsminister desInnern，der Reichsminister derJustiz und
das Ober－

kommandoderⅦehrmachterlassendiezurDurch払hrungundErganzungdieses

Gesetzes erforderlichen Recbts－und Verwaltungsvorschri氏eniIn Einvernehmen
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mitdenbeteiligtenReichsministernunddemJugend鉛hrerdesDeutschenReicbs．

Der Reicbsminister derJustiz kann denWortlaut des Reicbsstra短esetzbuchs

und die sb二a由ver由hrensrechと1ichen Vo工・SChri氏endes Reicbs an dieses Gesetz an－

passensowiedieMa触egelnderSicberungundBesserungundderHeilungnebst

den mitibnen zusammenb護ngenden Vorschri氏en und das Recbt zur Entm缶ndi－

gungneuregeln．Ererla伽imEinvernebmenmitdemReichsministerdesInnern

de zur entsprechenden Anderung desin den Alpen－und Donau－Reichsgauen

geltenden Stra血echts，Straかerた血rensrecbts u．ndEntm缶ndigungsrechts erforder－

1ichenVorscbr娩ten．

Entv打切ゴ70

1．D硯rCk払払r姐ngSVeyOrぬ岨ngZ㍑mGeseもz肋erdieBe払and旦弧mg

Gemeまmsc払a艶s簸emde壬・

AぱG柑mdde＄§12desGeseもZeS肋eγ戯eBe払am曲mg

Gemein＄C払a鮎なemdeyvom‥…・（汲eic壬息SまeSe屯zb呈．瓦S． ）wirdbe＄七主mmt．

§1

（1）DieDurchf地rungdes§2desGesetzesobliegtderReicbskriminalpolizei．

（2）VorderEntscheidung肋erdieObeⅣeisu喝andenLandes鉛rsorgeverband

Oder die Unterbringungin einem LagerderPolizeiwirdderGemeinscha免s一

缶emdegeh6托．

（3）DerGemeinscha鮎なemdekanngegendieEntscbeidung肋erdieOberweisung

an den Landes鉛rsorgeverband oder die Unterbringungln einem Lager der

Polizei，dieihmmitdenGr仏ndenderEntscbeidungzuzustellenist，binnen2

Wochen die Spruchstelle des Reicbskriminalpolizeiamtes anrufen．Die

Sprucbstellist mit3Beamtenbesetzt，VOn denen einer die Be伝higung zum

Richteramt baben soll，und entscbeidet endgiiltig．Einer nocbmaligen

Anb6mngdesGemeinscha氏s女emdellbedadesnicht．

（4）DerGemeinscba氏sなemde kann sichin dem Verた血renvor der Spruchste11e

desBeistandeseinesVerとeidigersbedienen．DieⅥrabldesVerteidigersbedarf

70BArcIl．払1．359．
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derGenehmigungdurcbdenVorsitzendenderSpruchstelle．DieGenehmigung

kann zur缶Ckgenommen werden．Wird sie versagt oder zuriickgenommen，SO

SO11dem Gemeinscha允sたemden Gelegenbeit zur Ⅶ一曲1eines anderen

Verteidigersgegebenwerden．

§2

（1）Diezust畠ndigeI）ienststellederReichskrimi‡lalpolizei故berweistdenGemein－

SCha氏sなemden dem工ノandes鉛rsorgeved）and，in dessen Bezirk sieibren Sitz

hat．Dieser Landes式irsorgeverba‡ld tr弛t die Kosten derUnteぬdngung．Der

Reichsminister desInnern kann die Pflicbt der Landes鉛rsorgeveぬ畠nde zur

UnteぬdngungundTragungderXostenimVerムaltniszueinanderabwei血end

regeln．Zwe血1s血・agen也ber die P凸icbt zur Unterbringung und Tragung der

KostenentscheidetderReichsministrerdesInnern；SeineEntscbeidungist応r

dieGericbteunddieVenvaltungsbeb6rdebindend．

（2）DerLande血rsorgeve沌and kann die Freilassung einesihmむbeⅣiesenen

beantragen．

§3

（1）AuなabeundZustandiglくeitderStra丘・eChtsp幻egewerdendurchdieBestimmun－

gendes§2desGesetzesnicbtberi払rt．

（2）InF封Ien，indenen ein soゎれigespolizeilicbes Einschreiten eだorderlichist，

Sind polizeiliche Ma触a壬Imen unbeschadet des §2 Abs．4 des Gesetzes

VOrはu点gzuはss唱．

（3）Wirdeinstra脆11igerGemeinscha鮎缶emdealsgebessertausdemStraかo11zug

entlassen，SO Werden wegen des der Verurヒeilung zugrundeliegenden

Sachverhalts氏irdieZeitnacbderEntlassungandereAnordnungenalsUber－

WaCbungsma蝕ahmen nacb §2 des Gesetzes nur mit Zustimmung der

h6berenVollzugsbeb6rdegetro鮎n．Dasgleicheg批wennje‡nandzubestimm－

ter Strafe verurteilt wordenist und nach AblaufderStraたeit aus dem Stra仁

VOllzugentlassenⅥrird．

（4）Istjemand血・eigesprochenvorden，SOWirdwegendesderAnklagezugrunde

liegenden Sachverhalts eine AIlOrdnung nach §2 des Gesetzes nicht

getro飴n．IstdieFreisprechungwegenmangelndenBeweises er払1gt，SOSind
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Uberwacbungsma乃nahmenzulasslg．

§4

（1）DieAnordnung der F政sorgeerziehung
geht den polizeilichen Ma月nahmen

nach§2desGesetzesvor．

（2）DieErkはrung der Erziebungsbeh6rde，da乃eine EingliederungdesMinder－

j弘rigenindieVolksgemeinscha氏nicbtodernocbnichtzuerwartenist，geben

das Vormundscha氏sgericht und dasIノandesjugendamt（F批sorgeerziehungs－

beh6rde）ah LehntdasVormundscba氏sgerichtdieAbgabederErklえnlngab，

so k6nnen das Landesjugendamt（Ftirsorgeerziehungsbeh6rde）und die

ZuSt畠ndige Dienststelle der Reicbskriminalpolizeidie Entsc壬Ieidung des

Oberlandesgericbtsherbeif戊ken．

（3）Diegegen Mindeわ弘dge nach §2des Gesetzes getro鮎nen M誠nahmen

k6nnenaucbnacbErreichungderVolljahrigkeitauなechterhaltenwerden．

（4）Minde王j払出geÅbk6mmlinge von Gemeinschz此s血・emden，beidenen zu

be氏ircbtenist，da乃sie selbstgemeinscha氏sたemdwerden，k6nnenpolizeilich

au．cb dann tiberwacht werden，Wenn die Voraussetzungen des §9 des

Gesetzes nicbte‡滋illtsind．

（5）InFa11en，in denen ein so女）rtigespolizeilicbes Einschreiten erforderlichist，

k6nnen die Dienststellen der ReichskriminalpolizeiMindeわ圭払rige bis zur

Abg血e der erforderlichen Erklarung vorlau名g den Landesfむsorgeverbanden

缶berweisenoderineinempolizeilichenJugendscbutzlagerunterbringen．

§5

AufdasVedahrenwegenUnfhlCbtbarmachungnach§11desGesetzesistdas

GesetzzurVerh批ungerbkrankenNachwucbsesvom14．7．1933（RGBl．IS．529）

in der jetzt geltenden
Fassung

nebst den dazu ergangenen Aus鮎hrungsveト

OrdnungennacbMaノミgabeわIgenderBestimmungensinngem誠anzuwenden．

（1）Ⅶergemeinscha氏s免・emdist，kann un如c壬Itbar gemacht werden，Wenn naCh

den Er払brungen der Wissenscba氏 ein 氏ir die Volksgemeinscha氏 uneト

w故nscbterNachwucbsvonibmzuerwartenist．

（2）AntragsberecbtigtistatlChdasReicbskriminalpolizeiamt．

（3）DieGesch善政sstelle des Eぬgesundheitsgerichts hat neben dem beamteten

Arztauch demReichskriminalpolizeiamtvon demAntragKenntniszugeben．
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（4）DieE‡ltSCbeidung， Ob eln
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Volわ弘riger gemeinscha氏s良一emdist，tri放 das

Reichskriminalpolizeiamt．DieEntscheidungwirdscbri氏1icherteilt．

（5）DasReichskriminalpolizeiamtkannseineBe血gnisseganzoderteilweiseeiner

6rtlichenPolizeidienststelle故bertragen．

（6）F批Mindeわ弘rige tritt an Stelle der Entscbeidung des Reicbskriminaト

polizeiamtsdieErklamngderErziehungsbeh6rde，da乃dieUnかucbtbarmachung

notwendigsei．§4Abs．2丘ndetAnwendung．

（7）DieEntscheidung，Ob nach der Erた血rung der Wissenscha氏unerw也nschter

Nachwuchs zu eⅣaれenunddieUnなuc如barmachungdurc壬IZu払hrenist，tri軌

dasErbgesundheitsgericbt．

§6

Der Reichsminister desInnern kann Anstalten，die nach §3Abs．2des

Gesetzes als geeignet bestimmt werden，Auぬgen缶ber die AれundⅦeise der

erbp幻egerischen Sichtung，der Erziehung und Verwaltung der Gemeinscha丑s－

なemden machen．Er kann die Kostensatzen f拉r die tJn缶uchtbamachung

由stsetzen．

Berlin，den

DerReichsministerdesInnern

DerReichsministerderJustiz




