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２０１８ 福田クラス 直前フォロー答練

刑事系第１問

解 説

辰已専任講師・弁護士 福田 俊彦先生御担当
辰已法律研究所
※

本問の初出題は，２０１６．１１．２０実施の２０１７スタンダード論文答練（第１クール）刑事系１第１

問（辰已専任講師・弁護士 西口 竜司先生御担当）です。

◆ 問 題 ◆
（配点：１００）
以下の事例に基づき，甲，乙，丙及び丁の罪責について，具体的な事実を摘示しつつ論じな
さい（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律以外の特別法違反の点を
除く。
）
。
１

甲女（以下「甲」という。）は，平成１８年８月２８日，Ａと婚姻し，Ａとの間に，平成１

９年３月２８日，子Ｂをもうけた。しかし，次第にその結婚生活が破綻し，甲は，平成２１
年２月１９日，Ａと協議離婚をし，Ｂの親権者となり，Ｂを連れて実家に戻った。
２

甲は，平成２２年１月頃，スナックで働き始めたが，同年３月頃，そこに客として来店し

た乙男（以下「乙」という。）と親しくなり，同月２２日頃，乙が甲に同居を申し出たことか
ら，甲は，Ｂを連れて乙と乙の住むアパートの一室（以下「乙宅」という。）で一緒に暮らす
ようになり，勤めていたスナックも辞めた。乙は，その当時，とび職人として働いていて，
月収２３万円を得ていた。それ以降，乙は，自身の収入を甲及びＢとの生活費に充てるとと
もに，Ｂの育児にも協力した。
３

しかし，乙は，職場の人間関係の悩みなどから，仕事に嫌気が差し，同年１０月頃，とび

職を辞めてしまった。乙は，新たな仕事に就く当てもなく，生活費にも事欠くようになった
ことなどから，次第に不満や苛立ちを募らせ，日頃から甲やＢに八つ当たりをすることが多
くなった。特に，乙は，Ｂのことを疎ましく思うようになり，うっ憤晴らしのため，毎日の
ように平手や拳でＢの顔面や頭部を殴打するなどのせっかんを繰り返すようになった。その
際，甲は，初めのうちは，乙に対し，「もうやめてあげて。」などと注意し，乙のＢに対する
暴力を止めていたものの，自らの生活の不安，ストレス，乙に嫌われたくないとの思いか
ら，次第に，乙がＢにせっかんを加えてもＢを助けようとはせず，Ｂが助けを求める視線を
甲に向けても，無関心な態度を示すようになった。
４

同年１１月２１日午前１０時１５分頃，乙は，Ｂが居間でおもちゃの片付けの指示に従わ

なかったことから立腹し，Ｂの左頬を右の平手で一度殴打したが，なおもＢが反抗的な態度
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をとったため，怒りが収まらず，Ｂの頭部右側を手拳で５回にわたり殴打した。すると，Ｂ
は，突然，短い悲鳴を上げ，身体の左から倒れて仰向けになり，意識を失った。甲は，乙が
Ｂを殴打している間，台所で米をとぎ続け，乙のＢに対するせっかんに気付かなかったが，
これまでにないＢの悲鳴を聞いて慌てて様子を見に行ったところ，既に，Ｂは，乙に抱えら
れて，身動きをしない状態になっていた。
５

甲は，Ｂが意識不明になっているのを見て驚き，Ｂを病院に連れて行かなければＢの命が

危ないと思ったものの，このままＢが死んでしまえば乙との生活がうまくいくのではないか
と思い，乙に対し，「大丈夫よ。気を失っただけだから。後は私が布団に寝かせて世話をする
わ。」と言って，Ｂを病院に連れて行かないようにした。これに対し，乙は，Ｂが死ぬことは
ないだろうと思い，また，Ｂを病院に連れて行けば，自分がＢに暴力を振るったことが知ら
れてしまうとも思ったことから，Ｂを病院に連れて行かずに，Ｂの世話を甲に任せて，同日
午後には旧友である丙と会う予定があったことから，そのまま乙宅を出た。なお，乙のＢに
対する頭部への殴打は，実際には致命傷であり，この時点で，甲又は乙がＢを病院に連れて
行き，Ｂに適切な治療を施していれば，十中八九Ｂの救命は可能であったが，Ｂに適切な治
療を受けさせずにＢをそのまま放置した場合には，Ｂは，しばらくした後に死に至る状況に
あった。また，Ｂを救命できる病院は，乙宅から自動車で行けば１５分ほどで着く場所にあ
り，甲又は乙がＢを自動車で同病院へ連れて行けば，Ｂの治療が可能であった。
６

外出した乙は，丙と久しぶりに再会し，居酒屋で話をしていた。丙は，自身が日頃頻繁に

通っているＣビル内のパチンコ店Ｄ（以下「Ｄ店」という。）では，同店を経営する本社から
毎週，社員が集金に来ることを知り，これを奪って現金を得ようと考えていたため，乙に対
し，この計画を打ち明け，乙にも加わってほしいと頼むと，乙は，初めはこの計画に加わる
ことに難色を示した。しかし，乙は，丙から，丙が集金に来た本社社員を襲っている際に，
丙が不利な状況であれば乙にも一緒に襲ってほしいが，乙は基本的には見張りをすればよい
し，奪った現金の３割を分け前として乙に与えると言われると，生活が困窮していて金が欲
しかったため，これを了承し，この計画に加わることとした。
７

乙及び丙は，共にＣビルへ向かい，Ｃビルの近くで集金車を待ち構えていた。すると，日

頃からＤ店で丙と顔なじみである同店店員丁が，通り掛かった。丁は，丙らの様子がおかし
かったことから，丙に話し掛けたところ，丙から，集金に来た本社社員からＤ店の売上金を
含む現金を奪い取る計画を打ち明けられた。丁は，困惑し，丙にそのようなことをやめるよ
うに促したが，丙から「大丈夫。丁には関係がないことだから。」と言われたため，丁は，
「関係がないならば，いいです。」と答え，それ以上，丙らが上記計画を実行に移すことを止
めようとはしなかった。
丁は，Ｄ店において，業務全般に関与する者として，同店店舗内に置かれたゲーム機，メ
ダル販売機，玩具機の各売上金を袋に納め，これを同店内の金庫の中に保管する職務を負っ
ていた。このように保管された上記売上金は，毎日各パチンコ店を巡回して各店舗の売上金
を集金する本社社員が収集して本社に運んでいた。
８

同日午後７時４５分頃，本社社員ＥがＤ店の集金袋から上記売上金を回収した後，Ｃビル

から出てきて，乙及び丙の方に歩いてきた。急に怖くなった乙は，丙に対し，「こんな危ない
ことはやっぱりできない。俺は，帰る。
」と一方的に伝え，乙宅に帰った。
丙は，乙が帰ってしまったものの，もはやこのまま引き下がるわけにはいかないと思い，
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Ｅに対し，すれ違いざまに，その顔面を肘で強打してその場に昏倒させた。そして，丙は，
Ｅが倒れて動けなくなっている間に，Ｅから売上金１４００万円が入ったジュラルミンケー
ス１個を奪い，逃げ去った。Ｅは，丙の上記暴行により，加療約１０日間を要する顔面挫
創，頭部打撲傷を負った。
９

乙宅に帰った乙は，いまだにＢが意識を失ったまま全く回復していないのを見て，甲に対

し，「このままではＢが死んでしまい，自分たちが罪に問われ，離れ離れになってしまう。Ｂ
を病院に連れて行った方がいいのではないか。」と言った。すると，甲は，Ｂだけでなく乙を
も失うことを恐れ，これに納得した。甲及び乙は，Ｂに対し，死なないよう治療を受けさせ
るのが賢明であると判断した。そして，甲及び乙は，乙が運転する自動車（以下「乙車」と
いう。）にＢを乗せて病院に向かった。なお，甲及び乙がＢを病院に連れて行くことを決意し
た時点で，Ｂを病院に運びＢに適切な治療を施したとしても，乙によるＢの頭部右側に対す
る５回の上記殴打により生じた脳機能障害から，Ｂが救命される可能性はほとんどなかっ
た。
10

乙車は，同日午後１０時４５分頃，時速約３０ないし４０キロメートルの速度で，何ら徐

行することなく，左右の見通しが利かない交差点に進入したところ，左方道路より進行して
きたＦの運転する自動車（以下「Ｆ車」という。）の前部と乙車の左後側部が衝突し，乙車
は，同交差点前方右角にあるブロック塀に衝突し，これにより，乙車に同乗していたＢは，
死亡した（以下「本件事故」という。
）
。Ｂの死因は，本件事故による脳挫傷であった。
なお，本件事故の発生時には，以下のような事情が認められた。乙車の対面信号機は，他
の交通に注意して進行することができることを意味する黄色灯火の点滅を表示し，Ｆ車の対
面信号機は，一時停止しなければならないことを意味する赤色灯火の点滅を表示していた。
そして，いずれの道路にも，道路標識等による優先道路の指定はなく，それぞれの道路の指
定最高速度は時速３０キロメートルであり，乙車の進行方向から見て，左右の交差道路の見
通しは困難であった。Ｆは，酒気を帯び，指定最高速度である時速３０キロメートルを大幅
に超える時速約７０キロメートルで，足元に落とした携帯電話を拾うため前方を注視せずに
Ｆ車を走行させ，対面信号機が赤色灯火の点滅を表示していたにもかかわらず，そのまま交
差点に進入してきた。また，①乙車が時速２０キロメートルで走行していた場合には，衝突
地点から乙車が停止するのに必要な距離に相当する６．４２メートル手前の地点において，
衝突地点から２８．５０メートル離れた地点にいるはずのＦ車を直接視認することはできな
かったこと，②乙車が時速１０キロメートルで走行していた場合には，衝突地点から乙車が
停止するのに必要な距離に相当する２．６５メートル手前の地点において，衝突地点から２
２．３０メートル離れた地点にいるはずのＦ車を直接視認することが可能であったこと，③
乙車が時速１５キロメートルで走行していた場合には，衝突地点から乙車が停止するのに必
要な距離に相当する４．４０メートル手前の地点において，衝突地点から２６．２４メート
ル離れた地点にいるはずのＦ車を直接視認することが可能であった。そして，判例上，信号
機が黄色点滅と赤色点滅を示す交差点は，交通整理が行われていない交差点に当たると解さ
れている。
（参照条文）
○ 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
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（過失運転致死傷）
第５条

自動車の運転上必要な注意を怠り，よって人を死傷させた者は，７年以下の懲役若し

くは禁錮又は１００万円以下の罰金に処する。ただし，その傷害が軽いときは，情状によ
り，その刑を免除することができる。
○ 道路交通法
（徐行すべき場所）
第４２条

車両等は，道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行す

る場合及び次に掲げるその他の場合においては，徐行しなければならない。
一

左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし，又は交差点内で左右の見とおしがきか

ない部分を通行しようとするとき（当該交差点において交通整理が行なわれている場合及
び優先道路を通行している場合を除く。
）
。
（以下略）
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【配点表】
配 点
第１

甲の罪責
甲が，乙に対し，「〔Ｂは，〕気を失っただけだから。後は私が布団に寝かせて世話をするわ。」と言っ
て，乙に殴打されて意識を失ったＢを病院に連れて行かず，Ｂを死亡させた行為について
——殺人罪（刑法（以下，省略する。
）１９９条）の成否
1

実行行為
⑴

不真正不作為犯の成立要件・規範の定立

⑵

当てはめ
ア

3

作為義務
①

4

甲は，Ｂの母であり，Ｂを監護すべき一般的な義務を負っている（民法

８２０条）ことの指摘…目安１点
②

甲は，乙に対し，「大丈夫よ。気を失っただけだから。後は私が布団に

寝かせて世話をするわ。」と言って，Ｂを病院に連れて行かないようにし
たことで，Ｂの生命の危険を引き受けたことが認められることの指摘…目
安１点
③

甲の当該不作為が行われた場所は，乙らが住むアパートの一室であり，

このような外部から遮断された場所では，外部の者によるＢの救命は期待
できないことから，甲の排他的支配が認められることの指摘…目安１点
④ 作為義務の内容の確定…目安１点
イ

作為の可能性・容易性

1

ウ

作為義務違反が認められることの指摘

1

エ

結論

1

２

Ｂの死亡という結果が発生したことの指摘

３

甲の当該不作為とＢの死亡という結果との間の因果関係

1

⑴

介在事情が存在する場合の因果関係に関する規範の定立

3

⑵

当てはめ

6

①

甲の当該不作為には，Ｂが乙による殴打から生じた脳機能障害により死に至

る危険が内在していたことの指摘…目安１点
②

Ｂの死因は，本件事故による脳挫傷であり，甲の当該不作為にはその脳挫傷

の危険は全く内在していなかったことの指摘…目安１点
③

Ｂの死因を形成したのは，専ら本件事故という介在事情であって，その寄与

度は極めて大きかったことの指摘…目安１点
④

本件事故は，偶然生じた単なる事故であり，甲の当該不作為によって誘発さ

れたわけではないことの指摘…目安１点
⑤

本件事故は，Ｆ車が時速約７０キロメートルものスピードで乙車に衝突して

きたという点で，極めて異常であったことの指摘…目安１点
⑥ 結論…目安１点
４

殺人の故意の認定

1

５

結論

1

★３で因果関係を否定した場合には，中止犯（４３条ただし書）の成否について言及していること
第２

丙の罪責
丙が，Ｅに対し，その顔面を肘で強打してその場に昏倒させ，Ｅから売上金１４００万円が入ったジュ
ラルミンケース１個を奪い，逃げ去った行為について
——強盗致傷罪（２４０条前段）の成否
1

丙が「強盗」（２４０条）に当たるかの検討
⑴

「暴行」（２３６条１項）
ア

定義

1
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イ

⑵

「他人の財物」
（同項）の当てはめ

⑶

「強取」（同項）

⑷

第３

当てはめ
① 顔面という部位を強打されれば，通常，それは，抵抗ができなくなるよ
うな強度なものであることの指摘…目安１点
② 実際，丙の当該暴行により，Ｅは加療約１０日間を要する顔面挫創，頭
部打撲傷を負ったという重大な傷害の結果が生じたことの指摘…目安１点
③ 結論…目安１点

3

1

ア

定義

1

イ

当てはめ

1

結論

1

２

「人を負傷させた」
（２４０条前段）の当てはめ

1

３

結論

1

乙の罪責
１

乙が，Ｂの左頬を殴打し，さらに，Ｂの頭部右側を５回にわたり殴打した行為につい
て，傷害罪（２０４条）が成立することの指摘

２

乙が，乙に殴打されて意識を失ったＢを病院に連れて行かず，Ｂを死亡させた行為について
⑴

⑵
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1

不作為による殺人罪（１９９条）か保護責任者遺棄致死罪（２１９条，２１８条）か
ア

殺人罪と保護責任者遺棄致死罪は，殺意の有無で区別されることの指摘

1

イ

乙は，Ｂが死ぬことはないだろうと思っていて，殺意が認められないことの
指摘

1

保護責任者遺棄致死罪（２１９条，２１８条）の成否
ア

Ｂが「病者」（２１８条）に当たることの指摘

イ

「保護する責任のある者」

1

(ｱ)

判断基準の定立

1

(ｲ)

当てはめ
① 乙は，Ｂの実親ではないから，Ｂを監護すべき法令上の義務を負
っているわけではないことの指摘…目安１点
② 乙は，甲及びＢとの同居を始めた後，自身の収入を甲及びＢとの
生活費に充てるとともに，Ｂの育児にも協力していたことの指摘と
その評価…目安１点
③ Ｂが意識を失ったのは乙がＢを殴打したことによるから，乙の先
行行為が認められることの指摘…目安１点
④ 乙の当該不作為が行われた場所は，乙らが住むアパートの一室で
あり，このような外部から遮断された場所では，外部の者によるＢ
の救命は期待できないことや，甲にＢを救命する意思がなく甲によ
る救命も期待できなかったことから，乙の排他的支配が認められる
ことの指摘…目安１点

4

ウ

乙は，Ｂの「生存に必要な保護をしなかった」ことの指摘

エ

乙の当該不作為とＢの死亡という結果との間の因果関係
(ｱ)

規範は，第１の３⑴と同じであること

(ｲ)

当てはめ
① 乙の当該不作為には，乙による殴打から生じた脳機能障害により
Ｂが死に至る危険が内在していたことの指摘…目安１点
② Ｂの死因は，本件事故による脳挫傷であり，乙の当該不作為には
その脳挫傷の危険は全く内在していなかったことの指摘…目安１点
③ Ｂの死因を形成したのは，専ら本件事故という介在事情であっ
て，その寄与度は極めて大きかったことの指摘…目安１点
④ 本件事故は，偶然生じた単なる事故であり，乙の当該不作為によ
って誘発されたわけではないし，本件事故は，Ｆ車が時速約７０キ
ロメートルものスピードで乙車に衝突してきたという点で，極めて
異常であったことの指摘…目安１点
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オ

結論

1

【加点事項】
※ 甲との共謀について肯定した上で，共犯がいかなる範囲で成立するかを論じてい
る場合には，加点する
３

Ａ・Ｂ・Ｃ

乙が，丙がＥに対し，その顔面を強打して昏倒させ，Ｅから売上金１４００万円が入ったジュラ
ルミンケースを奪い，逃げ去った行為に関与した点について
——強盗致傷罪の共謀共同正犯（６０条，２４０条前段）の成否
⑴

⑵

４

加点評価

共謀共同正犯の成立要件
ア

規範の定立

イ

当てはめ

3

(ｱ)

乙丙間には強盗罪の共謀が成立したことの指摘

1

(ｲ)

正犯性
① 乙は，丙が集金に来た本社社員を襲っている際に，丙が不利な状
況であれば乙も一緒に襲うという役割を担っていたことの指摘…目
安１点
② 乙は，奪った現金の３割も分け前として与えられることになって
いたことの指摘…目安１点
③ 乙が自身の金の欲しさから丙の計画に加わることを決意したこと
の指摘…目安１点
④ ①～③から，乙の重要な役割及び乙に自己の犯罪として遂行する
意思が認められることの指摘…目安１点

4

(ｳ)

乙丙間の共謀に基づき強盗が行われたことの指摘

1

共犯関係の解消
ア

規範の定立

3

イ

当てはめ
① 乙が乙宅に帰ったのは，丙が強盗に着手する前であったことの指摘とそ
の評価…目安１点
② 乙は，丙との間で強盗の共謀をし，さらに，丙が強盗を実行した現場ま
で丙と同行していたから，丙による強盗の実行に心理的因果性を及ぼして
いたといえることの指摘…目安１点
③ 乙は，丙に対し，「こんな危ないことはやっぱりできない。俺は，帰
る。」と言ったものの，一方的に伝えただけであり，丙の了承を得ていな
かったことの指摘…目安１点
④ 乙は，丙が乙丙間で共謀した強盗の計画を実行するおそれを何ら解消し
なかったことの指摘…目安１点
⑤ 結論…目安１点

5

乙が，乙車を，時速約３０ないし４０キロメートルの速度で，何ら徐行することなく，左右の見
通しが利かない交差点に進入させ，本件事故を起こし，Ｂを死亡させた行為について
——過失運転致死罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律５条）の成
否
⑴

過失に関する規範の定立

⑵

当てはめ

3

ア

予見可能性

1

イ

結果回避義務
① 乙の当該行為は，道路交通法４２条１号所定の徐行義務に違反すること
の指摘…目安１点
② 対面信号機が黄色灯火の点滅を表示している際に，交差道路から，一時
停止も徐行もせずに，時速約７０キロメートルという高速で進入してくる
車両があり得るとは，通常想定しがたいことの指摘…目安１点
③ 夜間であったことから，進入してくる車両の速度を一瞬のうちに把握す
るのは困難であったことの指摘…目安１点

5
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④ 事例中の１１の②又は③の場合のように，乙車が時速１０ないし１５キ
ロメートルに減速して交差点内に進入していたとしても，Ｆ車との衝突を
回避することができたと断定することができないことの指摘…目安１点
⑤ 本件事故の結果回避可能性はなく，乙に結果回避義務を課することはで
きないことの指摘…目安１点
【加点事項】
※

加点評価

過失の結果回避可能性・結果回避義務の内容についての論述か

Ａ・Ｂ・Ｃ

ら，過失犯に関する深い理解が伺われ，かつ，本問の事例の具体的
事情に対する深い洞察のある論述がされている場合には，加点する
５
第４

罪数の処理

1

丁の罪責
丁が，丙らが強盗の計画を実行に移すことを止めようとしなかった行為について
——強盗致傷罪の幇助犯（６２条１項，２４０条前段）の成否
１

不作為の幇助犯に関する規範の定立

2

２

当てはめ

3

① 丁の業務についての指摘…目安１点
② 丁は，売上金をＤ店内の金庫に納めた後の本社からの集金については，何ら職務と
しての責任を負っていなかったことの指摘…目安１点
③ 丁は，丙から，集金に来た本社社員から売上金を奪うと聞かされたとしても，それ
を防止すべき契約上・条理上の義務を負っていたとはいえず，丁に丙の犯行を防止す
べき義務は認められないことの指摘…目安１点
【加点事項】
※

加点評価

丁の作為義務の存否につき，様々な事情を取り上げ，説得力のある論述をし

Ａ・Ｂ・Ｃ

ている場合には，加点する
３
第５

結論

1

【その他加点事項】
※

加点評価

上記【加点事項】以外でも，本問事案解決につき特記すべきものがある場合に

Ａ・Ｂ・Ｃ

は，加点する

基本配点分

合計

８０点

加点評価点

合計

１０点

合計

１０点

基礎力評価点
（①事案解析能力，②論理的思考力，③法解釈・適用能力，④全体的
な論理的構成力，⑤文章表現力，各２点）

総 合 得 点

辰已法律研究所
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【論 点】
１ 不作為犯の作為義務
２ 因果関係
３ 不作為による共犯
４ 不作為による殺人罪と保護責任者遺棄致死罪の区別
５ 共同正犯の共同実行の意義
６ 共犯関係の解消（着手前）
７ 過失犯

【出題趣旨】
＜総論＞
本問は，因果関係，不作為犯，過失，共同正犯，幇助犯，共犯からの離脱などについて出題する
ことで，主に刑法総論の基本的な理解を問うものである。
不作為犯及び過失については，苦手意識を持っている受験生も少なくないと思われるが，これを
機会にしっかりと自分の法的思考を定着させてほしい。
共犯についても，共犯からの離脱や幇助という，正確に理解していなければ論じることができな
い分野を問うた。これを機会に共犯の正確な理解を得てほしい。
本問は，事例の全体を考慮して罪責を考えなければならない点で，難しく感じるかもしれないが，
しっかりと学習してほしい。

＜内容面について＞
第１ 甲の罪責
甲が，
「気を失っただけだから。後は私が布団に寝かせて世話をするわ。
」と言って，乙に殴打
されて意識を失ったＢを病院に連れて行かなかった行為について，不作為による殺人罪（刑法
（以下，省略する。
）１９９条）の成否を検討する。
しっかりと不作為の実行行為性についての説得力のある規範定立・理由付けをした後，当ては
めもそれに対応するように事例中の具体的事実を豊富に用いて論述してほしい。因果関係につい
ても，本問のメインとなる論点であるから，規範・当てはめのいずれについても，しっかりとし
た論述が必要となる。中止犯については，論述全体のバランスを考慮しつつ，ポイントを指摘し
た論述をすることが望まれる。
第２ 丙の罪責
丙が，Ｅに対し，その顔面を肘で強打してその場に昏倒させ，Ｅから売上金１４００万円を奪
い，逃げ去った行為について検討する際に問題となる論点は，本問全体の中では比重は高くはな
いが，過不足なく端的に論じる能力が試される。
第３ 乙の罪責
１ 乙が，Ｂの左頬を殴打し，さらに，Ｂの頭部右側を５回にわたり殴打した行為については，
傷害罪（２０４条）が成立することが明らかであるから，忘れずに指摘してほしい。
-9-
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２ 乙が，乙に殴打されて意識を失ったＢを病院に連れて行かなかった行為について
保護責任者遺棄致死罪（２１９条，２１８条）の成否について検討する際には，しっかりと
条文の文言に事例中の具体的事実を当てはめる姿勢を見せる必要がある。具体的には，
「病者」
，
「保護する責任のある者」，
「生存に必要な保護をしなかった」に当たるかをしっかりと具体的
事実を摘示しつつ論じる必要がある。
また，因果関係については，甲の罪責の検討と同様に，ここでも具体的事実を十分に摘示し
て論じる必要がある。
３ 乙が，丙がＥに対し，その顔面を強打して昏倒させ，Ｅから売上金１４００万円が入ったジ
ュラルミンケースを奪い，逃げ去った行為に関与した点について，強盗致傷罪の共謀共同正犯
（６０条，２４０条前段）が成立するかを検討する。まず，共同正犯の成立要件を挙げ，当て
はめをすることが必要となる。そして，その上で，乙が，「こんな危ないことはやっぱりでき
ない。俺は，帰る。」と一方的に伝えて乙宅に帰ったことから，共犯関係が解消されたといえ
るかを，共犯の処罰根拠にさかのぼって，具体的事実を摘示しつつ論じてほしい。
４ 乙が，乙車を，時速約３０ないし４０キロメートルの速度で，何ら徐行することなく，左右
の見通しが利かない交差点に進入させた行為については，過失の理解が十分にできているかが
問われている。自分の過失の理解をしっかりと論じつつ，当てはめを行う必要がある。
第４ 丁の罪責
丁が，丙らが強盗の計画を実行に移すことを止めようとしなかった行為につき，強盗致傷罪の
幇助犯（６２条１項，２４０条前段）の成否を検討するに当たっては，不作為犯の作為義務をし
っかりと意識しつつ，論じる必要がある。

＜作成の経緯等＞
今回は，不作為犯，過失という，受験生が苦手意識を持っていると思われる分野を中心に出題す
ることで，これを機に苦手意識を取り除いてほしいという期待の下，問題を作成するに至った。司
法試験においては，平成２２年に不作為犯，過失犯を中心とした問題が出題されていることからも，
このような問題が今後も出題される可能性は高く，しっかりと学習しておく必要がある。不作為犯
については，平成２６年にも出題されていて，出題頻度は高い。
また，因果関係，共犯関係の解消，幇助犯という刑法総論の分野における理論をしっかりと理解
しているか，及び，長い事例の下で適切な事実分析をして論理を組み立てることができるかという
点も問いたいという意味で，本問を作成した。因果関係及び共犯関係は，司法試験において出題頻
度が非常に高く，これを苦手とすることは，他の受験生との関係上，大きな痛手となる。それゆえ，
これらを的確に論じることができなかった方は，しっかりと反省し，今後の学習に役立ててほしい。

辰已法律研究所
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【参考文献】
・山口 厚『基本判例に学ぶ刑法総論』
（成文堂，2010）P.30～34，134～9，248～251
・佐伯仁志『刑法総論の考え方・楽しみ方』
（有斐閣，2013）P.80～97，388～392
・山口

厚『刑法総論』（有斐閣，第３版，2016）P.51～67，74～95，241～256，315～9，376～

381
＜判 例＞
１ 不作為犯
・札幌高判平１２．３．１６（判時１７１１－１７０，刑百選Ⅰ〔７版〕８３事件）
２ 不作為の幇助犯の法的作為義務
・東京高判平１１．１．２９（判時１６８３－１５３）
３ 共犯関係の解消
・最決平２１．６．３０（刑集６３－５－４７５，刑百選Ⅰ〔７版〕９４事件）
４ 過失犯
・最判平１５．１．２４（判時１８０６－１５７，判タ１１１０－１３４，刑百選Ⅰ〔７版〕７
事件）
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【解 説】
◆ 論点① 不作為犯の作為義務 ◆
１ 問題の所在
甲及び乙が，乙に殴打されて意識を失ったＢを放置した行為について，甲は，不作為による殺人
罪（刑法（以下，省略する。）１９９条）における作為義務を負っていたといえるか，また，乙は，
保護責任者遺棄致死罪（２１９条，２１８条）における「保護する責任のある者」に当たるか。さ
らに，丁が，丙らが強盗を行おうとしているのを止めようとしなかった行為につき，不作為による
強盗致傷罪の幇助（６２条１項，２４０条前段）が認められないかが問題となる。
不真正不作為犯が成立するためには，不作為者に保障人的地位，すなわち，それに基づく法的作
為義務が必要であると解されている。そこで，どのような根拠に基づいて，どのような主体が結果
の発生を防止するための作為を行う法的義務を負うかが問題となる。
２ 学 説
Ａ 従来の通説
法令・契約・条理上義務を負う場合に，保障人的地位を認める（形式的三分説）
。
（批判）
① 民法上の義務が刑法上の作為義務を基礎付けることになる根拠が不十分である。
② 条理（社会通念）という概念は，あいまいすぎる。
Ｂ 先行行為説
作為は因果の契機を与え，不作為は単に因果の契機を放棄しているにすぎないから，本来，両
者は，構成要件的に同価値ではない。そこで，両者の同価値性を認めるためには，不作為者が自
己の先行行為によって因果を設定することが必要である。
（批判）
多くの故意犯・過失犯が不真正不作為犯に転化してしまう。
Ｃ 具体的依存性説
作為義務が生じるのは，保護の引受けがあった場合に限られる。
（批判）
① 保護を引き受けたことだけが作為義務の根拠であるとするならば，例えば，仮死状態で生
まれたえい児の世話をしないというような場合は含まれないことになる。
② ひき逃げの事案で，被害者を病院に連れていこうと思って自分の車に引き入れたという場
合には，保護の引受けがあるが，被害者をどこかに連れて行って捨てようと思って車に引き
入れたという場合は，除かれることになる。
Ｄ 総合的な事情を考慮する説
①既に発生している危険をコントロールし得る地位にあるかどうか，②結果発生の危険に重大
な原因を与えたか否か，③当該結果の防止に必要な作為がどれだけ容易であるか，④他に結果防
辰已法律研究所
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止可能な者がどれだけ存在したかなどに加えて，⑤法令や契約等に基づく行為者と被害者の関係，
⑥他の関与者が存在する場合には，「誰に帰責すべきか」という判断も考慮して，作為により犯
罪を犯した場合と同視し得る程度の作為義務違反が認められる場合には，実行行為性が認められ
ると考えられる。
※ 近時，消極的態度である不作為が積極的に因果の流れを設定する作為と同価値であるためには，
不作為の時点で不作為者が因果の流れを掌中に収めていることが必要であるとして，排他的支配
を要求する説も有力である。さらに，この見解は，付加的要件を要求するが，その内容について
は争いがある。
まず，西田典之教授は，排他的支配の意思に基づく獲得を要求する。さらに，客観的に排他的
支配はあるが意思に基づくものでない場合（「支配領域性」と呼ぶ）には，意思に基づくという
部分が欠けるため，これを代替・補充するものとして，親子関係や建物の管理者・警備員である
などの社会継続的な保護関係を要求する。
これに対しては，継続的保護義務の要件は，保護の引受け又は保護の期待という観点から要求
されるのに対して，自己の意思による排他的支配の設定という要件は，保護の引受けのみならず，
他者による救助の可能性を排除するという意味での，危険の創出・維持という観点に基づくので，
異質の要素を含んでしまっているとの批判がある。
また，佐伯仁志教授は，排他的支配に加え，自由保障の観点から，危険創出を要求する。
これに対しては，①危険創出を要求すると，多くの故意犯・過失犯が不真正不作為犯に転化し
てしまう，②保護の引受けの事例を捕捉できないことになるとの批判がある。
３ 裁判例
□ 東京地八王子支判昭５７．１２．２２（判タ４９４－１４２）
〔事案の概要〕
雇主のＸらは，自己の居宅に居住させていた従業員のＶに対し，暴行を加えて鼻骨骨折を伴
う鼻根部挫創等の傷害を負わせた。Ｖは，その傷害のため高熱を発し，食欲を失い，意識も判
然としなくなるなど重篤な症状を呈するに至った。Ｘらは，Ｖに医師による適切な治療を加え
ればＶの死を予防することが可能であるのに，上記傷害の事実が発覚するのを恐れて，Ｖが死
亡するのもやむを得ないと考え，Ｖに対し，医師の治療を受けさせず，自宅にあった化膿止め
の薬品等を投与するなどにとどめたため，Ｖは，死亡した。
本判決は，以下のように述べて，殺人罪が成立する旨判示した。
〔判 旨〕
「一 作為義務について
弁護人は，１，加害行為がいわゆる『先行行為』として不作為による殺人罪の要件で
ある作為義務を発生させるためには，当該加害行為の結果，死に至る高度の蓋然性があ
ることが必要であるが，Ｘらの７月１３日ないし１６日の行為は，創傷を生じたとして
も，それがＶの直接の死因ではなく誘因に過ぎず，また，医学に素人であるＸらにとつ
て右創傷を誘因として死亡するに至ることは予見不可能であり，いわゆる『先行行為』
には該らない，２，Ｘらは，Ｖの雇主で同居者であるに過ぎず，Ｖに対する救助を『引
き受け』た事実はなく，また，Ｖを隔離して第三者による救済を不能にするような行為
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はしておらず『支配領域』に置いた事実もない，として，Ｘらには，Ｖに対する法的作
為義務がなかつた旨主張する。
しかしながら，１，前掲の関係各証拠によれば，（一）７月１３日における暴行の態様
は，前認定のとおり，かなり強力なものであつたこと，（二）同日ないし１６日の暴行に
よつて，Ｖは，その顔面，頭部及び肩部に合計１１箇所の創傷を被り，その中には，長
さ約２センチメートルの鼻骨々折を伴う鼻根部正中の創や長さ２．３センチメートルの
唇を貫通した下口唇の創など，それ自体，かなりの重傷というべきものがあること，
（三）証人αの当公判廷における供述（以下α証言ということがある）によれば，右の
ような創傷に対して縫合などの治療が施されない場合は，これが細菌の感染を受けて化
膿性の炎症を起こす高度の蓋然性が存し，その結果，化膿菌が血中に入つて敗血症等の
重篤な症状を来たすなどして死亡する可能性の存すること，このような事実が認められ
るのであつて，これらを総合すれば，Ｘらは，自己の行為によりＶを死亡させる切迫し
た危険を生じさせた者と認められる。
２，また，前掲の関係各証拠によれば，（一）Ｖは，知能や判断力がやや劣る者であつた
が，Ｘらは，昭和５５年５月ころ，このようなＶを雇い入れ，同年１０月ころからは，
Ｖに売春をさせてその代金なども取り上げるようになつたうえ，翌５６年２月ころ，も
つぱらＸらの都合により，Ｖが２０年近く住んでいた埼玉県朝霞市内から東京都練馬区
内のＸら方に転居させ，同所で生活させていたこと，（二）その後，Ｘらは，Ｖに対し，
しばしば折檻を加えるようになり，このため，Ｖも，判示第一記載の被害に遭つた直後
ころ，『甲』から一旦逃げ出したが，ＸらはＶを捜し出して，再び元の様に働かせていた
こと，（三）一方，Ｖは，Ｙが警察にも手を回しているため，警察もＸらの仕打ちを取り
上げないものと考え，日頃の虐待により逃げ出せば殺されるのではないかとの恐怖にか
られていたこと，更に，（四）本件７月１３日の事件の際，Ｖは，一旦『甲』から逃げ出
したものの途中で転倒し，これを追いかけたＸは，Ｖを認めて『大丈夫か』などと声を
掛けているβに対して『引つ込んでいろ』などと怒鳴りつけたうえ，Ｖを『甲』店舗内
に引きずり込み，同店付近飲食店からの通報により臨場した警察官らが，再三店内に入
れるよう要請したにも拘らず，内側から鍵をかけてこれに応ぜず，Ｘらは，右警察官ら
が，Ｖの『大丈夫』との声を聞いて，その場を立ち去るや，Ｖを自家用普通乗用自動車
でＸら方に連れ帰つていること，（五）翌１４日にはＸらは仕事にも出かけず，Ｖを見守
り，判示の暴行を加えてＶを畏怖させ，ＶはＸらに看護をすべて委ね，病状が進み同月
１５日から起居も一人ではできず，自ら救済を求めることもできなかつたこと，以上の
事実が認められ，右各事実を総合すれば，本件犯行に至るまでのＸらとＶとの関係は，
単なる飲食店の経営者とその従業員というに止まらず，Ｘらが，Ｖに対し，その全生活
面を統御していたと考えられるのであつて，ＶがＸらの『家畜』であつたとの検察官の
論旨はいささか誇大に過ぎるにしても，これに近い支配服従関係にあつたことは否めな
いと認められ，また，７月１３日以後，Ｘらにおいて，受傷したＶの救助を引き受けた
うえ，Ｖを，その支配領域内に置いていたと認めるのが相当である。
」
〔本判決の評価〕
鎮目征樹准教授は，「本判決も，法律や契約の如き義務の形式的根拠を見出しがたい事案で
あったが，やはり暴行により被害者に死の切迫した危険を創出したこと，及びＡ子〔注：上記
辰已法律研究所
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のＶのこと〕の救助を引き受けたという２点を重視しており，従来の判例の傾向に沿うものと
いえる」とする（鎮目征樹「不作為による殺人」芝原邦爾ほか編『刑法判例百選Ⅰ総論』（有
斐閣，第５版，２００３）P.１５）
。
□ 最決平１７．７．４（刑集５９－６－４０３，刑百選Ⅰ〔７版〕６事件）
〔事案の概要〕
被告人は，重篤な患者Ａの親族からＡに対する「シャクティ治療」（その内容については下
記決定要旨を参照。）を依頼され，入院中のＡを病院から運び出させた上，未必的な殺意をも
って，Ａにその生命を維持するために必要な医療措置を受けさせないまま，Ａを放置して死亡
させた。
本決定は，以下のように述べて，不作為による殺人罪が成立する旨判示した。
〔決定要旨〕
「１ 原判決の認定によれば，本件の事実関係は，以下のとおりである。
⑴ 被告人は，手の平で患者の患部をたたいてエネルギーを患者に通すことにより自己治癒
力を高めるという『シャクティパット』と称する独自の治療（以下『シャクティ治療』と
いう。
）を施す特別の能力を持つなどとして信奉者を集めていた。
⑵ Ａは，被告人の信奉者であったが，脳内出血で倒れて兵庫県内の病院に入院し，意識障
害のため痰の除去や水分の点滴等を要する状態にあり，生命に危険はないものの，数週間
の治療を要し，回復後も後遺症が見込まれた。Ａの息子Ｂは，やはり被告人の信奉者であ
ったが，後遺症を残さずに回復できることを期待して，Ａに対するシャクティ治療を被告
人に依頼した。
⑶ 被告人は，脳内出血等の重篤な患者につきシャクティ治療を施したことはなかったが，
Ｂの依頼を受け，滞在中の千葉県内のホテルで同治療を行うとして，Ａを退院させること
はしばらく無理であるとする主治医の警告や，その許可を得てからＡを被告人の下に運ぼ
うとするＢら家族の意図を知りながら，『点滴治療は危険である。今日，明日が山場であ
る。明日中にＡを連れてくるように。』などとＢらに指示して，なお点滴等の医療措置が
必要な状態にあるＡを入院中の病院から運び出させ，その生命に具体的な危険を生じさせ
た。
⑷ 被告人は，前記ホテルまで運び込まれたＡに対するシャクティ治療をＢらからゆだねら
れ，Ａの容態を見て，そのままでは死亡する危険があることを認識したが，上記⑶の指示
の誤りが露呈することを避ける必要などから，シャクティ治療をＡに施すにとどまり，未
必的な殺意をもって，痰の除去や水分の点滴等Ａの生命維持のために必要な医療措置を受
けさせないままＡを約１日の間放置し，痰による気道閉塞に基づく窒息によりＡを死亡さ
せた。
２

以上の事実関係によれば，被告人は，自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具

体的な危険を生じさせた上，患者が運び込まれたホテルにおいて，被告人を信奉する患者
の親族から，重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあったものと認め
られる。その際，被告人は，患者の重篤な状態を認識し，これを自らが救命できるとする
根拠はなかったのであるから，直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受け
させる義務を負っていたものというべきである。それにもかかわらず，未必的な殺意をも
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って，上記医療措置を受けさせないまま放置して患者を死亡させた被告人には，不作為に
よる殺人罪が成立し，殺意のない患者の親族との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で共
同正犯となると解するのが相当である。
」
〔本決定の評価〕
本決定の調査官解説（藤井敏明・法曹時報５９巻２号 P.４０３）は，
「本件においては，ａ
被告人の指示により，点滴装置等を取り外した上でＡを入院中に病院から運び出させてその生
命に危険な状態を生じさせたこと，及び，ｂ本件ホテルにおいて，被告人を信奉するＢらから
被告人に対し，Ａに対する手当てが全面的に委ねられ，被告人に生殺与奪の権が与えられた情
況にあったことが，被告人における作為の可能性・容易性と相まって，被告人に作為義務を生
じさせ，その不作為が作為による殺人と同視し得るものと評価すべき事情として重要であった
ということができるものと思われる」と指摘する。
□ 東京高判平１１．１．２９（判時１６８３－１５３，本問の素材裁判例）
〔事案の概要〕
被告人Ｂは，株式会社乙山の経営するゲームセンター「甲野」で店長の地位にあった。Ｂは，
甲野の事務所内で，Ａから丙川パチンコ店の金庫から集金人を介して本社乙山に納められる甲
野の売上金も含む現金を強奪する強盗の計画を打ち明けられた。Ｂは，困惑し，Ａに犯行を止
めるよう促す発言もしたが，Ａから「（Ｂには）関係ないから。」と言われると，「関係ないな
らいいです。
」と答え，それ以上，Ａらに対して犯行を止めさせることをしなかった。
〔判 旨〕
「被告人Ｂが甲野の売上金を本社に納入する業務に従事し，あるいは同売上金を本社に確実
に納入されるよう努めるべき義務を負っていたというのであるが，被告人Ａらが対象としたの
は丙川，丁原のパチンコ店の売上金であり，かつ現実に奪取された売上金は，丙川，丁原その
他の店舗の売上金であって，甲野の売上金は含まれていないのであるが，そのような他店舗の
売上金について，被告人Ｂが職務上どのように関係し，何故義務を負うのか説明がないのであ
り（原判決は，被告人Ｂの乙山に対する従業員としての義務の内容に鑑みると，甲野の売上金
を本社に納入するのは，１０日に１回の割合であり，本件犯行による被害金の中に甲野の売上
金が含まれていないことは，同被告人の刑事責任を左右するものではない旨判示する。
）
，むし
ろ，被告人Ａらの本件強盗は，当初からパチンコ店の売上金を対象とし，被告人Ｂに対しても
そのように説明されており，被告人Ｂにおいても，パチンコ店の売上金を対象とした犯行とい
う認識であったのであるから，パチンコ店の売上金を対象とした犯行を前提として，被告人Ｂ
における職務上の関連や義務を検討すべきであり，そうすると，被告人Ｂはその職務としてパ
チンコ店の売上金に何ら関与することはなかったのであるから，そもそも同被告人の職場であ
る甲野での職務を前提に，本件犯行に関する前記保護義務の存否を検討すること自体，正鵠を
得たものとはいえない，というべきである。
さらに，甲野の主任（店長）としての立場から，被告人Ｂに被告人Ａの犯行を阻止すべき義
務が認められるかを検討すると，被告人Ｂは，同被告人及び被告人Ａを含めた正従業員３名並
びにその他アルバイト員らが働くゲームセンターである甲野の主任の立場にあったとはいえ，
その職務内容は，ゲーム機の管理・点検，店内の巡視・監視，売上金及び両替用現金の管理・
辰已法律研究所
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保管等，ゲームセンターとしての店舗の現場業務に関するものであって，そうした職務とは別
途に，他の従業員らを管理・監督するような人事管理上の職務を行っていたわけではなく，原
判決も，『被告人Ａと同Ｂは，当時，いずれも，乙山経営の甲野に勤め，同店の業務全般に携
わっており，同店では，被告人Ｂが，主任の立場にあったものの，被告人Ａも，同社第一営業
部長Ｆの指示を受けて，被告人Ｂと同様の仕事を任され，同等の立場でその業務に従事し，そ
の売上金等を管理，保管していた。』と判示しており，被告人Ｂが被告人Ａの行状を監督する
職務を特に負っていたものではないから，被告人Ｂに職務上被告人Ａの本件のごとき犯行を阻
止すべき義務かあったということはできない。
したがって，被告人Ｂについては，その職務との関係から，いずれにしても本行犯行に関す
る前記保護義務及び阻止義務を認めることができないといわねばならない。
」
４ 本問の事案に即した具体的検討
⑴ 甲及び乙について
まず,甲は，Ｂの母であり，Ｂを監護すべき一般的な義務を負っている（民法８２０条）。ま
た，甲は，乙に対し，「大丈夫よ。気を失っただけだから。後は私が布団に寝かせて世話をする
わ。」と言って，Ｂを病院に連れて行かないようにしたことで，この時点で，意識不明になって
いるＢの生命の危険を引き受けたといえる。さらに，甲の当該不作為が行われた場所は，乙らが
住むアパートの一室であり，このような外部から遮断された場所では，外部の者によるＢの救命
は期待できないことから，甲は，Ｂが乙の殴打により生じた脳機能障害により死亡に至る因果の
流れを排他的に支配していたといえる。以上のことから，甲は，意識を失ったＢを病院に連れて
行き，Ｂの救命を求める義務を負っていたというべきである。
次に，乙について検討する。確かに，乙は，Ｂの実親ではないから，Ｂを監護すべき法令上
の義務を何ら負っているわけではない。しかし，乙は，甲及びＢとの同居を始めた後，自身の収
入を甲及びＢとの生活費に充てるとともに，Ｂの育児にも協力していた。このように，乙がいっ
たんＢの生活及び育児を引き受けた以上，乙には，最低限度のこととして，Ｂの生命に危険が生
じた場合には，その危険を除去するために，何らかの作為を法的に要求することはできる。さら
に，そもそも，Ｂが意識を失ったのは，乙がＢを殴打したことによるから，乙の先行行為が認め
られる。加えて，乙の当該不作為が行われた場所は，乙らが住むアパートの一室であり，このよ
うな外部から遮断された場所では，外部の者によるＢの救命は期待できないことや，甲にＢを救
命する意思がなく，甲による救命も期待できなかったことから，乙は，Ｂが乙の殴打により生じ
た脳機能障害により死亡に至る因果の流れを排他的に支配していたといえる。以上のことから，
乙は，Ｂを病院に連れて行き，Ｂに適切な治療を受けさせる義務を負っていたといえるので，
「保護する責任のある者」に当たるというべきである。
⑵ 丁について
丁は，Ｄ店において，各売上金を袋に納め，これを同店内の金庫の中に保管する職務は負っ
ていたが，その後の本社社員による集金については，何ら職務としての責任を負っていなかった
といえる。そうすると，丁は，丙から，集金に来た本社社員からＤ店の売上金を奪うと聞かされ
たとしても，それを防止すべき契約上・条理上の義務を負っていたとはいえず，丁に丙の犯行を
防止すべき義務は認められない。よって，丁の当該不作為に強盗致傷罪の幇助犯は成立せず，丁
は，何ら罪責を負わない。
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◆ 論点② 因果関係 ◆
１ 問題の所在
因果関係とは，実行行為と構成要件的結果との間にある一定の原因と結果の関係をいう。結果犯
においては，実行行為が存在し，構成要件的結果に当たる事実が認められても，それだけでは既遂
にならない。既遂となるためには，その実行行為と構成要件的結果とを結び付ける因果関係が認め
られなければならない。
本件では，甲が乙に殴打されて意識を失ったＢを病院に連れて行かなかった不作為とＢの死亡と
の間に，本件事故という介在事情が存在する。そこで，甲の当該不作為とＢの死亡という結果との
間に因果関係が認められるかが問題となる。
２ 従来の学説
⑴ 一般的基準
Ａ 条件説
その行為がなかったならばその結果は発生しなかったであろうという条件関係が存在する限
り，刑法上の因果関係が認められる。
（理由）
事後的に見れば，条件関係が認められる限り，実行行為と結果は必然的関係に立つから，
結果を実行行為に帰属させても不当であるとはいえない。
Ｂ 相当因果関係説
一般人の社会生活上の経験に照らして，通常，その行為からその結果が発生することが相当
と認められる場合に，刑法上の因果関係を認める。
（理由）
① 刑法における因果関係は，構成要件の１つの要素として構成要件該当性の判断の対象と
なるから，自然的因果関係としての条件関係が認められるだけでは足りず，いかなる結果
につき刑法的評価を加えて処罰するのが適切であるかという見地から，これに絞りをかけ
なければならない。
② 構成要件は，当罰的行為を社会通念に基づいて類型化したものであるから，条件関係が
認められる結果のうち，行為者に帰属させるのが社会通念上相当であると認められる結果
だけを選び出し，このような結果についてのみ，行為者に帰属させ，責任を問うのが妥当
である。
＊

相当因果関係説は，行為時に一般人を基準に相当性を判断するという点では共通するが，

その相当性の有無を判断する基礎（判断基底）としていかなる事情を考慮すべきかについて
は，以下のように見解が分かれる。
Ｂ１ 主観説
行為者が行為の当時に認識・予見した事情及び認識・予見することができた事情を判断
の基礎とする。

辰已法律研究所
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Ｂ２ 客観説
行為当時に客観的に存在したすべての事情，及び行為後に生じた事情のうち一般人にと
って予見可能であった事情を判断の基礎とする。
（理由）
因果関係論を客観的な帰責の問題と考える以上は，行為者の主観を排除し，現に生じ
た結果を客観的な実行行為に帰責し得るかを客観的に考察すべきである。
Ｂ３ 折衷説
行為時に一般人が認識・予見することができた事情と行為者が特に認識・予見していた
事情を判断の基礎とする。
（理由）
因果関係は構成要件要素であり，構成要件を違法・責任の類型と解する立場からは，
因果関係の存否を定めるに当たっては，責任を類型化したという点から，主観面を考慮
するべきである。
＊＊ 以上の見解のほかに，因果関係の問題と帰属（帰責）の問題を区別する客観的帰属論（客
観的帰責論）と呼ばれる立場がある。この立場は，因果関係の問題は条件説によって判断し，
帰属（帰責）の問題は客観的帰属論によって考えようとする。そして，この立場は，行為者の
行為が行為の客体に危険を創出し，その危険が具体的な結果に実現した場合（危険の実現）に
のみ，惹起された結果は当該行為に帰属されるとする。この立場は，実質的には相当因果関係
の判断と重なってくると指摘されている。
⑵ 行為後に介在事情が存在する場合
Ａ 条件説（⑴Ａ説を参照）
＊ 条件説を採る場合，因果の過程に他人の行為が介入した場合などには，条件関係の連鎖が無
限に続き，因果関係が極めて広範囲に認められる可能性を否定できない。
もっとも，条件説の支持者の中には，このような不合理を解消するため，因果関係の中断と
いう概念を用いて，因果関係に関して法的な絞りをかける立場がある。すなわち，因果経過の
進行中に予期できない異常な第三者の行為や事実等が介入した場合，実行行為と結果の間の因
果関係は中断し，結果を当該行為に帰属させないとする。
しかし，この因果関係の中断は，条件説を基礎としながら，条件関係が認められる場合に因
果関係を否定するので，自己矛盾に陥っていると批判されている。
Ｂ 相当因果関係説（⑴Ｂ説を参照）
Ｃ 事後的な相当性判断による見解（前田説）
(ⅰ)実行行為が有する危険性（結果発生力）の大小（広義の相当性），(ⅱ)介在事情の異常
性（及び実行行為との結び付き）の大小，(ⅲ)介在事情の結果への寄与の大小を総合して判断
する。
（理由）
- 19 -
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① 相当性を，行為に結果発生の危険性がうかがわれること（広義の相当性）と，行為の持
つ危険性が具体的な因果経過を通じて結果を発生させるに至ったと見られること（狭義の
相当性）とに区別する見地から，因果関係の判断においては，広義の相当性と狭義の相当
性を併せて考える。そして，行為時に存在した事情のみを考慮すれば足りる事例において
は，広義の相当性だけを問題にすれば足りるが，行為後に他の事情が介入して因果の流れ
に影響を及ぼした事例においては，狭義の相当性をも判断することが不可欠である。
② 行為後に予想外の事情が介在して結果が発生した場合に，単に「現に生じた因果経過が
どれだけ突飛だったのか」だけでは結果の帰責関係を判別できないから，通常考えられて
いるように「介在事情が行為時に予測可能であったか」のみで判断すべきではない。
＊ 以上の見解のほかに，因果関係の問題と帰属（帰責）の問題を区別する客観的帰属論（客観
的帰責論）と呼ばれる立場があることについては，上記⑴の＊＊を参照すること。
３ 判 例
因果関係の存否の判断基準について，判例は，
「行為の危険性が結果へと実現化したか」
（危険の
現実化）を基準としていると解する説が一般的となっている。
そして，その判断基準について，山口厚『刑法総論』（有斐閣，第３版，２０１６）P.６０は，
「判例の立場は明らかである。すなわち，①実行行為の危険性は，行為時に存在した事情を基礎に
客観的に判断されること，②因果経過の経験的通常性には独自の意味はなく，それが認められなく
ても，行為の危険性の結果への現実化が肯定されうること，言い換えれば，危険性の現実化が判断
基準であり，介在事情の経験的通常性は，その判断に意味を持ちうることがあるにすぎないという
ことである。
」と述べている。
□ 最決平１６．２．１７（刑集５８－２－１６９）
〔事案の概要〕
被告人は，ほか数名と共謀の上，被害者に対し，その頭部をビール瓶で殴打したり，足蹴に
したりするなどの暴行を加えた上，共犯者の１名が底の割れたビール瓶で被害者の後頸部等を
突き刺すなどし，同人に左後頸部刺創による左後頸部血管損傷等の傷害を負わせた。被害者の
負った左後頸部刺創は，頸椎左後方に達し，深頸静脈，外椎骨静脈沿叢などを損傷し，多量の
出血を来すものであったが，被害者は，直ちに病院に赴いて緊急手術を受け，いったんは容体
が安定し，担当医は，加療期間について，良好に経過すれば，約３週間との見通しを持った。
しかし，その日のうちに，被害者の容体が急変し，被害者は，上記事件の５日後に上記傷害に
由来する脳機能障害により死亡した。被告人は，原審公判廷において，上記容体急変の直前，
被害者が無断退院しようとして，体から治療用の管を抜くなどして暴れ，それが原因で被害者
の容体が悪化したと聞いている旨述べた。確かに，被害者が医師の指示に従わずに安静に努め
なかったことが治療の効果を減殺した可能性があることは，記録上否定することができなかっ
た。
〔決定要旨〕
「以上のような事実関係等によれば，被告人らの行為により被害者の受けた前記の傷害は，
それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって，仮に被害者の死亡の結果発生までの
辰已法律研究所
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間に，上記のように被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上が
らなかったという事情が介在していたとしても，被告人らの暴行による傷害と被害者の死亡と
の間には因果関係があるというべきであり，本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は，
正当である。
」
※ 平成１６年最高裁決定の調査官解説（前田巌・最高裁判所判例解説刑事篇（平成１６年度）P.
１４３）は，「近時の判例の立場は，生じた結果が被告人の行為による危険の現実化したものと
評価できるかどうかによって，因果関係の有無が判断されていると考えられる。」と述べている。
そして，同解説（同 P.１４４以下）は，あくまで「ラフ・スケッチであること」を前置きした
上で，被害者又は第三者の行為が介在した場合における「危険の現実化」について，以下のよう
な具体的な判断枠組みを挙げている。
① 「介在する被害者，第三者の行為によっても，もともと被告人の行為によって生じていた結果
発生の危険を上回るだけの新たな結果発生への危険性が生じない限りは，生じた結果は，被告人
の行為による危険が現実化したものと評価できるから，当然に被告人の行為と結果との間の因果
関係が肯定される。
」
例：柔道整復師事件（最決昭６３．５．１１刑集４２－５－８０７），大阪南港事件（最決平２．
１１．２０刑集４４－８－８３７，刑百選Ⅰ〔７版〕１０事件），夜間潜水事件（最決平４．
１２．１７刑集４６－９－６８３，刑百選Ⅰ〔７版〕１２事件）など。なお高速道路上で被
害者の自動車を停止させたところ，後続車の追突事故が発生した事件（最決平１６．１０．
１９刑集５８－７－６４５），トランク監禁事件（最決平１８．３．２７刑集６０－３－３
８２，刑百選Ⅰ〔７版〕１１事件）もこの類型に挙げられている。
② 「介在する被害者，第三者の行為が，被告人の行為により生じかつ現存する危険を上回り，結
果を発生させるだけの危険を新たに生じさせた場合でも，それが被告人の行為によって誘発され
たなど，被告人の行為の影響下にある場合には，やはり，生じた結果は，被告人の行為による危
険が現実化したものと評価できるから，被告人の行為と結果との間の因果関係が肯定される。
」
例：高速道路進入事件（最決平１５．７．１６刑集５７－７－９５０，刑百選Ⅰ〔７版〕１３事
件）など
③ 「これに対し，介在する被害者，第三者の行為が，被告人の行為により生じかつ現存する危険
を上回り，結果を発生させるだけの危険を新たに生じさせた場合で，かつ，それが被告人の行為
と独立したものであるときには，因果関係が否定される場合があり得る。しかし，その場合にお
いても，具体的な結果発生の中に，当初の行為の影響力がなお競合して寄与していると見られる
限り，それが間接的，劣後的なものであるというだけでは，因果関係が否定されることにはなら
ない。
」
※

③について，「因果関係が否定される余地があるのは，具体的な結果発生の中に，当初の行為

の影響力が，事実的な側面はもとより，規範的評価の面からしても，因果関係を否定するに足り
るほど軽微なものと見ることができるという場合に限られよう」と指摘されている。
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４ 大塚裕史教授の分析
大塚裕史教授は，危険の現実化説の判断方法として，以下のように判例の立場を分析する。
⑴ 行為後に介在事情が存在しない場合
「たとえ行為時に特殊事情が存在したとしても，行為の有する危険がそのまま結果に実現した
として危険の現実化を肯定する。…危険の現実化は客観的に存在する全ての事情を判断資料に取
り込むので，実行行為の危険の中には，行為時に存在する被害者の素因（特異体質や隠れた病
変）を前提とした危険が含まれ，それが実現化したといえるからである。」（下記・基本刑法ⅠP.
７８）
その上で例として，老女布団蒸し事件（最判昭４６．６．１７刑集２５－４－５６７，刑百選
Ⅰ〔７版〕８事件）が挙げられる。
⑵ 行為後に介在事情が存在する場合
「危険の現実化の有無の判断にあたっては，まずは介在事情の結果への寄与度の大小を検討し
なければならない。寄与度が小さければ直接的危険実現類型，寄与度が大きければ間接的危険実
現類型であると予測し，それぞれの類型に応じて危険の現実化の有無を検討しなければならな
い。
」
（下記・法学セミナー７３０号 P.１１１）
① 直接的危険実現類型
「介在事情の結果への寄与度が小さい場合には危険の現実化を肯定する。介在事情の結果へ
の寄与度が小さい場合には，介在事情が危険の現実化を妨げる事情にならないので，行為が
もっている危険が直接結果に実現したといえるからである。
」
（下記・基本刑法ⅠP.７８）
その上で例として，大阪南港事件（最決平２．１１．２０刑集４４－８－８３７，刑百選Ⅰ
〔７版〕１０事件），患者抜管事件（最決平１６．２．１７刑集５８－２－１６９）が挙げら
れる。
② 間接的危険実現類型
「介在事情の結果への寄与度が大きい場合は，原則として危険の現実化は否定される。しか
し，例外として介在事情の結果への寄与度が大きいにもかかわらず危険の現実化が認められ
る場合もある。それは，実行行為と介在事情との間に一定の関連性が認められ，介在事情を
経由して結果を発生させる危険が実行行為の中に含まれており，そのような行為の危険が結
果に現実化したといえる場合である。
」
（下記・基本刑法ⅠP.７８）
その上で例として，高速道路進入事件（最決平１５．７．１６刑集５７－７－９５０，刑百
選Ⅰ〔７版〕１３事件），柔道整復師事件（最決昭６３．５．１１刑集４２－５－８０７），
夜間潜水事件（最決平４．１２．１７刑集４６－９－６８３，刑百選Ⅰ〔７版〕１２事件），
高速道路追突事件（最決平１６．１０．１９刑集５８－７－６４５），トランク監禁致死事件
（最決平１８．３．２７刑集６０－３－３８２，刑百選Ⅰ〔７版〕１１事件）が挙げられる。
（参考文献）
・大塚裕史ほか『基本刑法Ⅰ総論』
（日本評論社，第２版，2016）P.56～78（大塚執筆）
・同「応用刑法Ⅰ―総論［第１講］法的因果関係⑴―相当因果関係説の危機」法学セミナー
７２９号 P.74～81
・同「応用刑法Ⅰ―総論［第２講］法的因果関係⑵―危険の現実化説の判断構造」法学セミ
ナー７３０号 P.110～117
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５ 本問の事案に即した具体的検討
因果関係に関する学説は多岐にわたるが，以下では，判例が採用しているといわれる「危険の現
実化」の立場からの具体的検討を掲載する。
甲が乙に殴打されて意識を失ったＢを病院に連れて行かなかったという不作為には，Ｂが乙によ
る殴打から生じた脳機能障害により死に至る危険が内在していた。しかし，Ｂの死因は，本件事故
による脳挫傷であり，甲の上記不作為にはその脳挫傷の危険は全く内在していなかった。Ｂの死因
を形成したのは，専ら本件事故という介在事情であって，その寄与度は極めて大きかった。しか
も，本件事故は，偶然生じた単なる事故であり，甲の上記不作為によって誘発されたわけではない
し，Ｆ車が時速約７０キロメートルものスピードで乙車に衝突してきたという点で，極めて異常で
あった。そうすると，Ｂの死亡は，甲の上記不作為とは全く独立した介在事情によって新たに形成
された危険によるのであって，甲の上記不作為に内在していた危険が現実化したわけではない。
本問では，おおむね以上のような事情を指摘する必要があると思われる。これらの事情を総合的
に考慮した結果，因果関係を肯定するのか否定するのかについては，どちらの結論もあり得よう。
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◆ 論点③ 不作為による共犯 ◆
１ 問題の所在
甲は，乙に殴打されて意識を失ったＢの様子を確かめ，このままでは死んでしまうと思いながら，
Ｂを病院に連れて行かないようにした。そこで，このような場合に，甲に不作為による共同正犯
（６０条）又は幇助犯（６２条１項）等の共犯が成立するかが問題となる。また，これは，甲が作
為義務を有するか有しないかで結論が変わるかも問題となる。
２ 学 説
⑴ 不作為による共同「正犯」と不作為による「共犯」の区別に関する基準
Ａ 義務二分論
法益保護義務違反が不作為による正犯を，犯罪阻止義務違反が不作為による共犯を基礎付け
る。
（批判）
結果の発生を阻止する義務という意味では，法益保護義務と犯罪阻止義務とに相違はない。
Ｂ 同時正犯説
片面的共犯否定説及び義務犯論を根拠として，作為義務を有する者の不作為による関与は，
同時正犯となる。
（批判）
共謀があれば幇助犯であり得るのに，共謀がないと正犯に格上げされるのはおかしい。義
務犯論自体がおかしい。
Ｃ 原則幇助犯説
作為正犯が，結果と直接的因果関係があり，強い原因力を持つのに対して，不作為による関
与は，作為正犯を介して結果と間接的関係があるにすぎず，原因力も弱く，作為正犯の実行を
容易にしたにすぎないから，原則として幇助である。
（批判）
どのような場合が例外として，正犯となるのかが明らかでない。
Ｄ 因果関係の質的差異に着目する説
不作為者が作為に出ていれば，「確実に」結果を回避できた場合には正犯とし，結果の発生
を「困難にした可能性」がある場合は幇助とする。
⑵ 共同正犯における作為義務の要否
Ａ 共犯者各自が作為義務を有する場合に限る説
不作為の共同正犯は，作為義務を有する二人以上の者が，共同実行の意思をもってその義務
に違反する共同の不作為を行い，その犯罪を実現したときには，共同正犯の成立を認めること
ができる。例えば，父母が意思を連絡してえい児に授乳を怠り，えい児を餓死させた場合には，
不作為による殺人罪の共同正犯が成立する。
作為義務のない者が作為義務を有する者の不作為に関与する場合には，従犯と解すべきであ
辰已法律研究所
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る。
Ｂ 作為義務を有していなくても不作為による共同正犯を認める説
６５条１項を根拠として，作為義務のない者も，作為義務者と共同して作為義務違反の不作
為を実現することは可能である。
（批判）
作為義務の有無の判断は，当該不作為が構成要件該当性を有するか否かの問題であり，特
別の身分犯を構成するものではない。作為犯において，「実行行為を行う」という身分を問
題にしないのと同様に，作為義務があるという身分を考えるべきではない。
３ 裁判例
□ 東京高判平２０．１０．６（判タ１３０９－２９２）
〔事案の概要〕
ＹとＡ，Ｂらは，ＸがＶに性的関係を迫られたという話を聞き，Ｖに腹を立て，ＸにＶを駐
車場に呼び出させ，Ｖを問い詰めたが，Ｖは，Ｘを強姦したとは認めず，他方，Ｘは，Ｖに強
姦されたなどと繰り返した。これにより，Ｖは，突然逃げ出したものの，Ａらは，一層怒りを
募らせ，Ｖを探し出して駐車場まで連行し，Ｖに対して凄惨な暴行を加え，意識を失ったＶを
池に落として殺害した。
〔判 旨〕
「被告人両名〔注：Ｘ及びＹのこと。〕自身は，各犯行の実行行為を何ら行っておらず，そ
の一部の分担すらしていない。そこで，被告人両名に刑事責任を負わせるには，共謀に加わっ
ていたことが必要であり，原判決もその共謀の内容を具体的に判示したのであるが，故意の内
容となる犯行への認識・認容に加えて主観的な要素としての共謀の認定は必ずしも内実のある
ものにはなっていない。…本件のように，現場に同行し，実行行為を行わなかった者について
共同正犯としての責任を追及するには，その者について不作為犯が成立するか否かを検討し，
その成立が認められる場合には，他の作為犯との意思の連絡による共同正犯の成立を認めるほ
うが，事案にふさわしい場合があるというべきである。この場合の意思の連絡を現場共謀と呼
ぶことは実務上一向に構わないが，その実質は，意思の連絡で足り，共謀者による支配型や対
等関与型を根拠付けるようなある意味で内容の濃い共謀は必要でないというべきである。その
代わり，不作為犯といえるためには，不作為によって犯行を実現したといえなければならず，
その点で作為義務があったかどうかが重要となるし，不作為犯構成により犯罪の成立を限定す
るほうが，共謀内容をいわば薄める手法よりもより適切であるといえる。このような新たな観
点から，本件を見直すと，原判決があまり重視しているとはいえない被告人Ｘの当初の言動，
すなわち，Ｖを呼び出した時の状況等が重要となる。すなわち，本件は，被告人ＸがＶに『や
られはぐった』と被告人Ｙに話したことを端緒とし，嘘の口実を設けてＶを呼び出したことに
始まる。被告人Ｘは，上記の話を聞き付けたＡやＢが憤激し，実際には被告人Ｘは強姦などさ
れていなかったのに，そう誤解したＡが『１回ぶっとばされないと分からないのかな』などと
言い，Ｂが執拗にＶの呼び出しを迫るなどしている姿を見，また，被告人Ｘとかつて交際して
いたＡがＶを快く思っていなかったことを知っており，Ｖに会う相手のなかにＡも入っていた
ことからすると，少なくともＡにおいて，場合によってはＶに暴力を振るう可能性があること
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を十分認識していたということができる。被告人Ｘは，かかる認識を有しながら呼び出し行為
に及んでいるものであって，これは身体に危険の及ぶ可能性のある場所にＶを誘い入れたもの
といえる。そして，Ｖに会う相手であるＡ，Ｂ，被告人Ｙのいずれもが，呼び出す前の段階で
Ｖに対して怒りを持っていたことを考えると，危険が生じた際にＶを救うことのできる者は被
告人Ｘのほかにはいなかったといえる。この点につき，所論（被告人Ｘ）は，呼び出しはＢに
逆らえずにやむなく承諾したものであるし，呼び出したのは話し合いをするためであるなどと
いうが，仮にそうだとしても，Ｖが暴力を受ける危険性はやはり否定しきれないから，Ｖの身
体に対する危険を作り出したことに変わりはないといえる。…被告人Ｘが最年少であるという
立場を考慮に入れても，『お前がやられたって言ったから俺ら動いたんだよ』というＡの発言
にみられるように，共犯者らは，仲間である被告人ＸのためにＶに怒りを発していたといえる
から，本当は強姦などされていないという事実を説明すべきであったのである。Ｖの逃走によ
って，Ａらの怒りがさらに増幅されたのであるから，なお一層，被告人Ｘは本当のところを言
うべきであったといえる。Ａらの怒りの理由は，被告人Ｘが強姦されたというからであって，
だからこそ，Ｖを呼びつけて被告人Ｘに謝らせるという大義名分があったのである。Ａの前記
発言は，このことを如実に示している。その事実がなければ，Ａらですら，Ｖに本件のような
執拗・残虐な暴行を加えた上，殺害するまでの動機も理由もなく，そうはしなかったはずであ
ろう。…しかも，被告人Ｘが実はこうですと言えない理由は全くない。そういうことが恐ろし
かったとしても，一番肝心なことなのだから，意を決して，本件一連の暴行等のいかなる段階
でも言うべきであったのである。
」
「以上の次第で，被告人両名には，本件各犯行について不作為犯としての共同正犯が成立す
る。
」
□ 札幌高判平１２．３．１６（判時１７１１－１７０，刑百選Ⅰ〔７版〕８３事件，本問の素材
裁判例）
〔判 旨〕
「１ 不作為による幇助犯は，正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が，一
定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに，そのことを認識しながら，
右一定の作為をせず，これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し，以上が
作為による幇助犯の場合と同視できることが必要と解される。
２

被告人は，平成８年３月下旬以降，約１年８か月にわたり，Ａとの内縁ないし婚姻関係

を継続し，Ａの短気な性格や暴力的な行動傾向を熟知しながら，Ａとの同棲期間中常にＤ
らを連れ，Ａの下に置いていたことに加え，被告人は，わずか３歳６か月のＤの唯一の親
権者であったこと，Ｄは栄養状態が悪く，極度のるい痩状態にあったこと，Ａが，甲野マ
ンションに入居して以降，ＣやＤに対して毎日のように激しいせっかんを繰り返し，被告
人もこれを知っていたこと，被告人は，本件せっかんの直前，Ａが，Ｃにおもちゃを散ら
かしたのは誰かと尋ね，Ｃが，Ｄが散らかした旨答えたのを聞き，更にＡが寝室でＤを大
きな声で問い詰めるのを聞いて，ＡがＤにせっかんを加えようとしているのを認識したこ
と，Ａが本件せっかんに及ぼうとした際，室内には，ＡとＤのほかには，４歳８か月のＣ，
生後１０か月のＦ子及び被告人しかおらず，ＤがＡから暴行を受けることを阻止し得る者
は被告人以外存在しなかったことにかんがみると，Ｄの生命・身体の安全の確保は，被告
人のみに依存していた状態にあり，かつ，被告人は，Ｄの生命・身体の安全が害される危
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険な状況を認識していたというべきであるから，被告人には，ＡがＤに対して暴行に及ぶ
ことを阻止しなければならない作為義務があったというべきである。
ところで，原判決は，被告人は，甲野マンションで，Ａから強度の暴行を受けるように
なって以降，子供達を連れてＡの下から逃げ出したいと考えていたものの，逃げ出そうと
してＡに見付かり，酷い暴行を受けることを恐れ，逃げ出せずにいたことを考えると，そ
の作為義務の程度は極めて強度とまではいえない旨判示しているが，…右判示はその前提
を欠き，被告人の作為義務を基礎付ける前記諸事実にかんがみると，右作為義務の程度は
極めて強度であったというべきである。
３

…被告人には，一定の作為によってＡのＤに対する暴行を阻止することが可能であった

ところ，関係証拠に照らすと，被告人は，本件せっかんの直前，ＡとＣとのやりとりを聞
き，更にＡが寝室でＤを大きな声で問い詰めるのを聞いて，ＡがＤにせっかんを加えよう
としているのを認識していた上，自分がＡを監視したり制止したりすれば，Ａの暴行を阻
止することができたことを認識しながら，…いずれの作為にも出なかったものと認められ
るから，被告人は，右可能性を認識しながら，前記一定の作為をしなかったものというべ
きである。
４

関係証拠に照らすと，被告人の右不作為の結果，被告人の制止ないし監視行為があった

場合に比べて，ＡのＤに対する暴行が容易になったことは疑いがないところ，被告人は，
そのことを認識しつつ，当時なおＡに愛情を抱いており，Ａへの肉体的執着もあり，かつ，
Ａとの間の第二子を懐妊していることもあって，Ｄらの母親であるという立場よりもＡと
の内縁関係を優先させ，ＡのＤに対する暴行に目をつぶり，あえてそのことを認容してい
たものと認められるから，被告人は，右不作為によってＡの暴行を容易にしたものという
べきである。
５

以上によれば，被告人の行為は，不作為による幇助犯の成立要件に該当し，被告人の作

為義務の程度が極めて強度であり，比較的容易なものを含む前記一定の作為によってＡの
Ｄに対する暴行を阻止することが可能であったことにかんがみると，被告人の行為は，作
為による幇助犯の場合と同視できるものというべきである。
」
４ 本問の事案に即した具体的検討
まず，甲に不作為による共同正犯と幇助犯のいずれが成立するかを検討する。因果関係の質的差
異に着目する見解によると，甲がＢを病院に連れて行くなど作為に出ていれば確実に救命できる状
態にあったため，正犯として検討すべきである。
次に，論点①４⑴で検討したように，甲・乙とも作為義務が肯定されることから，甲と乙には不
作為による共同正犯が成立することになる。
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◆ 論点④ 不作為による殺人罪と保護責任者遺棄致死罪の区別 ◆
１ 問題の所在
甲と乙は，乙に殴打されて意識を失ったＢを病院に連れて行かずに放置した。もっとも，甲は，
Ｂを病院に連れて行かなければＢの命が危ないと思っていたから，甲にはＢが死ぬことの認識・予
見があったといえるが，乙は，Ｂが死ぬことはないだろうと思っていたから，乙にはそのような認
識・予見はなかったといえる。そこで，甲及び乙のそれぞれについて，不作為による殺人罪（１９
９条）と保護責任者遺棄致死罪（２１９条，２１８条）のいずれの成否を検討すべきか。両罪を区
別する基準が問題となる。
２ 学 説
Ａ 殺意の有無により区別する見解（判例）
（理由）
不作為による殺人が認められるためには，先行行為や，道路交通法上の義務があるだけでは
十分ではなく，事故後の救助を事実上引き受け，かつ，被害者を自己の排他的支配領域内に置
いたことが，保障人的地位を肯定する上で決定的だとされている。
生命に対する侵害犯である殺人罪を基礎付ける作為義務違反と，生命に対する危険犯である
保護責任者遺棄罪を基礎付ける作為義務違反とを区別することには大きな困難が伴う。生命保
護のための刑法上の作為義務を肯定できる事案であれば，殺意がある以上，殺人罪の成立を認
めることは不可能ではない。
Ｂ 殺人罪の実行行為性又は作為義務が認められるかにより区別する見解（実際には生命に対する
危険の程度を基準としているといわれる。
）
（理由）
結果としての危険に着目し，構成要件実現の切迫性として危険をとらえれば，遺棄罪を生命
に対する危険犯と解しても，「死亡へと直結し得る具体的な危険」は生じていないが，比較的
軽度の危険は生じているという段階が考えられ，その段階では保護責任者遺棄罪の成立が可能
である。
（批判）
実行行為の危険性に着目し，構成要件実現の自動性・確実性として危険をとらえれば，不作
為の処罰が問題となる場合には，行為者の側にこれを排除する事情は通常考えられず，不作為
の時点で生命侵害への自動性・確実性は容易に肯定される。
３ 判 例
□ 最判昭３４．７．２４(刑集１３－８－１１６３)
〔事案の概要〕
被告人は，自動車の操縦中に，過失によって，通行人に同自動車を接触させて同人を路上に
転倒させ，これによって，同人に入院加療を要する重傷を負わせ，歩行不能に至らせた。その
後，被告人は，同人を同自動車に乗せて事故現場を離れ，降雪中の薄暗い車道上まで運び，医
者を呼んでくると言って，同人を同自動車から降ろし，同所に放置したまま，立ち去った。
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〔判 旨〕
「車馬等の交通に因り人の殺傷があつた場合には，当該車馬等の操縦者は，直ちに被害者の
救護その他必要な措置を講ずる義務があり，これらの措置を終り且つ警察官の指示を受けてか
らでなければ車馬等の操縦を継続し又は現場を立去ることを許されないのであるから（道路交
通取締法２４条，同法施行令６７条），本件の如く自動車の操縦中過失に因り通行人に自動車
を接触させて同人を路上に顛倒せしめ，約３箇月の入院加療を要する顔面打撲擦傷及び左下腿
開放性骨折の重傷を負わせ歩行不能に至らしめたときは，かかる自動車操縦者は法令により
『病者ヲ保護ス可キ責任アル者』に該当するものというべく，原審が本件につき刑法２１８条
をも適用処断したことはまことに正当であり，且つこの点についての原判示はむしろ論旨引用
の判例と同趣旨のものであつて論旨はすべて理由がない。
」
「そして刑法２１８条にいう遺棄には単なる置去りをも包含すと解すべく，本件の如く，自
動車の操縦者が過失に因り通行人に前示のような歩行不能の重傷を負わしめながら道路交通取
締法，同法施行令に定むる救護その他必要な措置を講ずることなく，被害者を自動車に乗せて
事故現場を離れ，折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び，医者を呼んで来てやる旨申欺いて被害
者を自動車から下ろし，同人を同所に放置したまま自動車の操縦を継続して同所を立去つたと
きは，正に『病者ヲ遺棄シタルトキ』に該当するものというべく，原判決には所論の如く法令
の解釈を誤つた違法はない。
」
□ 東京高判昭４６．３．４（判タ２６５－２２０）
〔事案の概要〕
被告人は，自身が運転する軽乗用自動車を被害者に衝突させて同被害者に重傷を負わせ，同
被害者を自車に乗せて，朝まで人の通行を期待できない場所に運び，その場に下ろしたまま放
置して救護の措置を取らなかったため，同被害者が死亡した。
〔判 旨〕
「本件衝突事故による被害者の受傷程度は，受傷の２時間余り後に診断に当つた医師をして
加療１０ケ月を予想させた左大腿骨複雑骨折，頭部外傷，右下腿打撲傷等の重傷であり，被害
者が放棄された日時は昭和４５年１月１１日午後１１時３０分頃の深夜で，当夜の気温は熊谷
地方気象台の記録によれば，１２日午前０時に２．６度，同３時に０．８度，同６時に０．２
度を示し，その場所は旧中仙道より約１，０００メートル横道にそれた陸田の端で，少くも朝
まで人の通行を期待し得ない地点である。これらの厳しい条件下に放棄された被害者は衝突事
故により道路の側溝内に転倒したため，背広服上下着用の左半身が濡れていたうえ，意識を失
つて自ら救助を求める手段を断たれた状態にあつたことを思えば，衡突による身体内部の傷害
情況を詳細に知り得ない者にとつても，被害者死亡の懸念を懐くことが常識であり，被告人が，
被害者が死亡するかも知れないと認識したものと認められる。況や傷害の実情は，Ｕ医師の証
言によれば，左大腿の複雑骨折に伴う広範に亘る多量の内出血による全身衰弱，受傷によるシ
ヨツクのため翌朝まで前示の如き情況下に放置された場合，殆ど生存を期待し難い状態にあつ
たのである。被害者死亡の可能性はなかつたという所論は根拠のない独自の見解で採るに足り
ない。
所論は，被告人の被害者に対する未必の殺意を否定する理由として，被害者の傷害が当初全
治１０ケ月の見込が現実には入院加療６ケ月であつたこと，被害者が放置された後２時間余で
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容易に発見されたこと，放置された場所から２，３０メートルの近くに人家のあつたこと，被
告人が翌朝８時過頃には警察署に犯行を報告したこと等を挙げ，これらを考え合せると被告人
に被害者を『殺そうとした』意識があつたものとすることはできないと論ずるのであるが，原
判決は判文上明らかなとおり，被告人に被害者を『殺そうとした』意識があつたと認定してい
るのではない。被害者が死んでしまうかも知れないと認識したが，衡突事故の発覚を免れるた
めには，それも已むを得ないと考えたと認定し，被告人がそのとおり自供していても，その具
体的情況を離れては，必ずしも殺人罪の構成要件の予想する違法類型に当るとはいい難いが，
前示の如き本件の具体的情況下においては違法類型に当る未必の故意に基づく殺人未遂を認定
し得るとしているのであつて，正当である。所論の挙げる諸点は，いずれも先に認定の被告人
の未必の故意を否定する理由にはなり得ない。所論は理由がない。
」
４ 本問の事案に即した具体的検討
通説・判例の立場に立つと，不作為による殺人罪と保護責任者遺棄致死罪は，殺意の有無によっ
て区別される。
甲は，Ｂを病院に連れて行かなければＢの命が危ないと思いながら，Ｂを放置した。そうする
と，甲には，Ｂが死ぬことの認識・予見があったといえるので，殺意が認められる。したがって，
甲については，不作為による殺人罪の成否が問題となる。
他方，乙は，Ｂが死ぬことはないだろうと思って，Ｂを放置した。そうすると，乙には，Ｂが死
ぬことの認識・予見がなかったといえるので，殺意が認められない。したがって，乙については，
保護責任者遺棄致死罪の成否が問題となるにとどまる。
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◆ 論点⑤ 共同正犯の共同実行の意義 ◆
１ 問題の所在
甲は，不作為による殺人罪（１９９条）を実行し，乙は，保護責任者遺棄致死罪（２１９条，２
１８条）を実行したと解した場合を考える。このように，二人以上の者がそれぞれ異なる犯罪を実
行した場合に，いかなる範囲で共同正犯（６０条）が成立するかが問題となる。
２ 学 説
Ａ 犯罪共同説
二人以上の者が特定の犯罪を共同して実現する場合を共犯とする（数人一罪）
。
（理由）
① （客観主義犯罪論〔構成要件論〕の立場から）構成要件的定型性を強調する。
② 共同正犯も正犯であるから，実行行為を行う者を正犯と解する以上，共同正犯が成立する
ためには，一定の構成要件に該当する実行行為を共同にすることが必要である。
Ａ１ 完全犯罪共同説
Ａ１－１説
１個の，しかも同一の故意犯を共同・加担して実現する場合にのみ，共犯を認めるべき
であるとする。
（理由）
構成要件的定型性を強調する構成要件論の立場からすれば，自然である。
Ａ１－２説
共犯者はすべて，実現された同一の重い罪の罪名に従うことになるが，軽い罪の認識し
かなかった者は，軽い罪の刑で処断されるとする。
（理由）
重い罪に当たるべき行為をしたのに，行為の時にその重い罪に当たる事実を知らな
かった者は，その重い罪によって処断することはできない（３８条２項）
。
（批判）
罪名と科刑を分離する点に疑問がある。
Ａ２ 部分的犯罪共同説（通説）
二人以上の者が異なった構成要件にわたる行為を共同・加担して行う場合においても，そ
れらの構成要件が同質的で重なり合うときには，共犯を認めるべきであり，重なり合う軽い
罪の範囲で１個の共同正犯が成立するとする。
（理由）
共同正犯となるためには実行行為を共同して実現すれば足りるので，二つ以上の犯罪の
うち構成要件的に重なり合う行為を実行行為としてとらえれば足りる。
Ｂ 行為共同説
二人以上の者が特定の犯罪を共同して実現する場合はもちろんのこと，単なる行為を共同して
- 31 -
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各自の意図する犯罪を実現する場合にも，共犯とする（数人数罪）
。
（理由）
① 犯罪の成否は，犯人各自について独立にこれを論じ，共犯は，自らの犯罪を遂行するにつ
いて事実を共同するにすぎないから，共同実行の意思及び共同実行の事実は重要でなく，犯
罪の結果について物理的・心理的因果関係を有する行為が認められる以上は，共犯関係が成
立する。
② 共犯とは，各人が自己の犯罪を実現するため，他人を利用することにより，自己の因果的
影響力を拡張する場合である。
※ なお，内藤謙教授は，共犯も犯罪である以上，構成要件と因果関係の制約を離れて「行為共
同」を考えることはできず，行為共同説を採っても，例えば，殺人と放火・窃盗の間の場合の
ように，構成要件実現過程における因果関係の一部共同もないときは，共同正犯の成立はあり
得ないと考えるべきであろうとする。
また，前田雅英教授は，行為共同説といっても，犯罪としての類型性を無視することは許さ
れない以上，各自がそれぞれの犯罪を共同して実行したと認められなければならないので，他
人の行為との共同関係が，成立する犯罪類型の重要部分を占めていなければ，犯罪を共同して
実行したとはいえないとする。
３ 判 例
□ 最決昭５４．４．１３（刑集３３－３－１７９，刑百選Ⅰ〔７版〕９０事件）
〔事案の概要〕
Ｘ・Ｙら７名の者は，巡査Ａに対して，暴行又は傷害を加えることを共謀し，こもごも挑発
的な怒声を浴びせた。Ａがこれに応答すると，Ｙは，その言動に激昂し，未必の故意をもって，
くり小刀でＡの下腹部を突き刺し，これによってＡを殺害した。
〔決定要旨〕
「殺人罪と傷害致死罪とは，殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで，その余の犯
罪構成要件要素はいずれも同一であるから，暴行・傷害を共謀した被告人Ｘら７名のうちのＹ
が前記甲派出所前でＡ巡査に対し未必の故意をもつて殺人罪を犯した本件において，殺意のな
かつた被告人Ｘら６名については，殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重
なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するものと解すべきである。
」
□ 前掲最決平１７．７．４
〔事案の概要〕
前掲参照。
〔決定要旨〕
「以上の事実関係によれば，被告人は，自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体
的な危険を生じさせた上，患者が運び込まれたホテルにおいて，被告人を信奉する患者の親族
から，重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあったものと認められる。そ
の際，被告人は，患者の重篤な状態を認識し，これを自らが救命できるとする根拠はなかった
辰已法律研究所
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のであるから，直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負って
いたものというべきである。それにもかかわらず，未必的な殺意をもって，上記医療措置を受
けさせないまま放置して患者を死亡させた被告人には，不作為による殺人罪が成立し，殺意の
ない患者の親族との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となると解するのが相当で
ある。
」
＊ 判例は，上記のとおり，罪質が重なり合う保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯が成立し，
別途被告人に殺人罪が成立するという判断を下しているが，部分的犯罪共同説に立ったことを
裏付ける説明はない。
４ 本問の事案に即した具体的検討
判例又はＡ２説に立てば，構成要件的に重なる範囲で甲乙間に共同正犯が成立する。不作為によ
る殺人罪と保護責任者遺棄致死罪は，保護法益がいずれも人の生命を含んでいる点，及び，行為態
様がいずれも保護すべき人を放置することである点で共通するから，軽い保護責任者遺棄致死罪の
限度で構成要件の実質的な重なり合いが認められるといえる。したがって，甲及び乙には，保護責
任者遺棄致死罪の限度で共同正犯が成立する。
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◆論点⑥ 共犯関係の解消（着手前）◆
１ 問題の所在
乙は，丙が強盗の実行に着手する前に，急に怖くなり，丙に対し，「こんな危ないことはやっぱ
りできない。俺は，帰る。
」と一方的に伝えただけで乙宅に帰った。
そこで，丙がＥに対して行った行為については共犯関係が解消されたとして，乙には共同正犯
（６０条）が成立しないのではないか。いわゆる共犯関係の解消が問題となる。
共犯関係の解消につき，判例は，法益侵害の危険が質的に異なる実行の着手の前後で区別して判
断していると整理されるのがかつては一般的であった。実行の着手の前は比較的緩やかに，実行の
着手の後はより厳格に処理されていると理解されている。そこで，以下では，実行の着手の前後で
分けた上で，実行の着手の前における共犯関係の解消の要件について検討する。
＊ 後掲最決平２１．６．３０について解説した判例タイムズ１３１８号 P.１０９は，
「なお，文
献等では，『離脱』という用語について，実際にその場から離れるという事実行為としての意味
で用いたり，共犯関係の解消という法的評価を加えた意味で用いたりする例があるが，本決定は，
『離脱』を事実行為の意味でのみ用いており，法的評価を加えた場合には『離脱』ではなく『共
謀関係の解消』（『共犯関係の解消』でもよいであろう。）とする。用語の意味を明確にするとい
う観点からすると，本決定のような用法が適切であると思われる。
」と述べている。
２ 学 説
Ａ 説
「共謀関係の解消」という観念を認め，共謀関係にある一部の者が，他の共謀者が実行行為に
出る前に，その共謀関係から離脱する意思を表明し，それが他の共謀者によって了承されたとき
には，その後に他の共謀者が実行したことについて責めを問われないとする。
そして，共謀した犯罪の予備・陰謀が罰せられる場合には，特に予備罪の共同正犯や予備の未
遂の点に関し，離脱者が予備・陰謀罪によって処罰されるかどうかが問題となるとする。
これに対し，共謀者の中のある者が，その共謀関係からの離脱意思を抱えていたが，それを他
の共謀者に表明しないうちに他の共謀者がその犯罪を実行したときは，離脱しようとした者も，
共同正犯の責めを免れないとする。
※ さらに，この立場は，他の共謀者を支配して共謀関係を作り上げた共謀者については，このよ
うな離脱を認めることはできず，離脱者において共謀関係がなかった状態に復元させることを要
するとしている（大塚仁『刑法概説（総論）
』
（有斐閣，第４版，２００８）P.３０７～８）
。
Ｂ 説
共犯の因果性を問題とする立場からは，自らが加功した犯罪の実現への影響を除去し，自己の
それまでの因果性を切断した場合には，それ以後は共犯関係そのものが解消される（単独犯に還
元される）とする。
※ 具体的には，着手後の離脱と比較して，着手前の離脱はその与えた影響力が相対的に小さい場
合が多いから，共犯者の一人が共犯関係から離脱する意思を表明し，他の共犯者がそれに対し了
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承すれば，心理的因果性が切断され（共謀関係が解消され），それで足りることが多い。ただ，
離脱者が関与時に情報や道具を提供していた場合には，共犯関係の解消には，それによる影響の
除去（凶器を返却させるなど，物理的因果性の切断）まで必要となる（前田雅英『刑法総論講
義』
（東京大学出版会，第６版，２０１５）P.３６２～３，大谷實『刑法講義総論』
（成文堂，新
版第４版，２０１２）P.４７１）
。
※ 心理的因果性は消えたが，物理的因果性が残っている場合について，佐伯仁志『刑法総論の考
え方・楽しみ方』
（有斐閣，２０１３）P.３８９～３９０は，次のように述べている。
「例えば，侵入窃盗を共謀したＡは，侵入に使う道具を用意した後，共犯からの離脱を表明し
て了承されたが，道具を回収しなかったので，他の共犯者がこれを用いて住居侵入窃盗を行った，
という場合はどうだろうか。因果性が解消できていない以上，Ａは住居侵入窃盗の共同正犯の責
任を負うというのが，一般的な考えかもしれない。しかし，最初から侵入道具を貸しただけの場
合に幇助しか成立しないのであれば，用意した道具が使われたという物理的因果性だけが残って
いる場合にも，共同正犯は成立せず，幇助の責任だけを負うと解するのが，バランスの取れた結
論であり，意思の共同を共同正犯の不可欠の要件として片面的共同正犯を認めない通説・判例の
立場とも整合的だと思われる。
」
３ 裁判例
□ 松江地判昭５１．１１．２（判時８４５－１２７）
〔判 旨〕
「一般的には犯罪の実行を一旦共謀したものでも，その着手前に他の共謀者に対して自己が
共謀関係から離脱する旨を表明し，他の共謀者もまたこれを了承して残余のものだけで犯罪を
実行した場合，もはや離脱者に対しては他の共謀者の実行した犯罪について責任を問うことが
できない。
」
※

ただし，被告人が他の共犯者を統制支配する立場にあり，共謀の中心であったことから，犯

行計画の中止を徹底させ，共謀以前の状態に回復させることが必要であり，着手前に実行担当
者らに戻るように指示しただけでは，離脱は認められないと判示した。
□ 最決平２１．６．３０（刑集６３－５－４７５，刑百選Ⅰ〔７版〕９４事件）
〔事案の概要〕
被告人は，共犯者数名と住居に侵入して強盗に及ぶことを共謀した。共犯者の一部が家人の
在宅する住居に侵入した後，見張り役の共犯者が，既に住居内に侵入していた共犯者に電話で
「犯行をやめた方がよい。先に帰る。」などと一方的に伝えただけで，待機していた場所から
離脱し，残された共犯者らがそのまま強盗に及んだ。
〔決定要旨〕
「上記事実関係によれば，被告人は，共犯者数名と住居に侵入して強盗に及ぶことを共謀し
たところ，共犯者の一部が家人の在宅する住居に侵入した後，見張り役の共犯者が既に住居内
に侵入していた共犯者に電話で『犯行をやめた方がよい，先に帰る』などと一方的に伝えただ
けで，被告人において格別それ以後の犯行を防止する措置を講ずることなく待機していた場所
- 35 -

辰已法律研究所

福田クラス直前フォロー答練／刑事系第１問
から見張り役らと共に離脱したにすぎず，残された共犯者らがそのまま強盗に及んだものと認
められる。そうすると，被告人が離脱したのは強盗行為に着手する前であり，たとえ被告人も
見張り役の上記電話内容を認識した上で離脱し，残された共犯者らが被告人の離脱をその後知
るに至ったという事情があったとしても，当初の共謀関係が解消したということはできず，そ
の後の共犯者らの強盗も当初の共謀に基づいて行われたものと認めるのが相当である。これと
同旨の判断に立ち，被告人が住居侵入のみならず強盗致傷についても共同正犯の責任を負うと
した原判断は正当である。
」
〔本決定の評価〕
ア 本決定の事案は，問題となる離脱行為が，強盗については実行の着手の前にされているが，
住居侵入・強盗という共謀した犯行全体で見れば，その一部について着手した後にされてい
るというものであり，このような事案についての先例はそれまでなかった。
共犯関係からの離脱（共犯関係の解消）の問題について，判例も，着手前の場合には，離
脱意思の表明及び他の共犯者による了承によって，比較的緩やかに解消を認める一方，着手
後の場合には，比較的厳格に考える傾向にあると指摘されている。
そこで，本決定が，強盗行為の着手前に離脱した被告人について，当初の共謀関係の解消
を認めなかったこととの整合性が問題となる。
イ この点に関し，離脱意思の表明とその了承という要件も，絶対的なものではなく，結局は，
因果性の遮断を認定するための一つの指針にすぎないのであって，実質的には，共犯行為に
よる物理的・心理的因果性の両者を遮断したのかどうかを具体的に判断することが重要であ
り，この判断枠組みは，着手前か着手後かで異なるものではないとの指摘がある。
そして，本決定の事案では，共謀による心理的影響がさほど強くない平均的な共謀者の離
脱が問題となっているケースで，家人の在宅する民家に侵入して強盗を行うという共謀が成
立し，それに基づき他の共犯者が現実に被害者方に侵入した以上，それによりその後の強盗
に至るおそれが既に生じているといえ，屋内にいた共犯者２名以外にも，現場付近にはいま
だ３名の共犯者が残っていて，それらの者だけでもその後の強盗が実行可能な状態であった
といえる。
つまり，当初の共謀に基づく住居侵入の実行行為による物理的・心理的効果はなお残存し
ていて，それを利用して犯行が継続され，強盗に至る危険性が十分にあったということがで
きる。
そうであれば，外形的には意思の連絡が途切れたかのように見えても，電話で「犯行をや
めた方がよい，先に帰る」と一方的に伝えただけでは，物理的にも心理的にも因果性が遮断
されたとすることはできず，当初の共謀関係が解消されたということはできないといえよう
（判例タイムズ１３１８号 P.１０９～１１０）
。
ウ

このように，「本決定は，事例判断ではあるが，共犯関係ないし共謀関係の解消について，

単に実行の着手前後で区別するのではなく，事案に応じた具体的な事情を考慮して判断すべ
きであるとの考え方を示したもの」
（判例タイムズ１３１８号 P.１１０）であるということ
ができる。
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※ なお，本決定では，理由中において，被告人が，本件犯行以前にも数回にわたって共犯者
らと共に，民家に侵入して家人に暴行を加え，金品を強奪したという事実が挙げられている。
この事実を重視することによっても，たまたまその時だけ犯行から離脱したにすぎない場合
には，繰り返し同様の犯罪を行ってきた者たちの一体性は，それによっては失われないとし
て，心理的因果性の切断はないと評価することが可能であろう。
４ 本問の事案に即した具体的検討
確かに，乙が乙宅に帰ったのは，丙が強盗に着手する前であった。しかし，乙は，丙からの強盗
の誘いに対して，丙との間で強盗の共謀をし，さらに，丙が強盗を実行した現場まで丙と同行して
いたから，丙による強盗の実行に心理的因果性を及ぼしていたといえる。そして，乙は，丙に対
し，
「こんな危ないことはやっぱりできない。俺は，帰る。
」と言ったものの，一方的に伝えただけ
であり，丙の了承を得ていなかったことや，乙は，丙が乙丙間で共謀した強盗の計画を実行するお
それを何ら解消しなかったことから，乙は，丙による強盗の実行に対する上記因果性を解消したと
はいえない。よって，乙丙間における共犯関係の解消は認められない。
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◆論点⑦ 過失犯 ◆
１ 過失犯の構造
乙は，乙車を，時速約３０ないし４０キロメートルの速度で，何ら徐行させることなく，左右の
見通しが利かない交差点に進入させたところ，Ｆ車と乙車が衝突し，乙車は，同交差点前方右角に
あるブロック塀に衝突した。乙が乙車を何ら徐行させることなく交差点に進入させた行為につき，
過失犯が認められないか。以下では，過失犯の構造について概説する。
２ 問題の所在
刑法は，故意処罰を原則とし，過失犯は，特別の規定がある場合に限って処罰される（３８条１
項）。したがって，現行法において，過失犯は，故意が存在しないにもかかわらず刑事責任を問い
得る例外的な場合であるということができる。しかし，現実に生起する犯罪の中で過失犯が占める
割合は大きい。さらに，戦後の犯罪理論の発展の中で，過失をめぐる論争は重要な位置を占めてき
たといえる。
このような実際的・理論的状況を背景に，過失犯の構造（過失犯の成立要件を，犯罪論の体系に
即して，構成要件・違法・責任という犯罪の一般的成立要件によって示したもの）については，以
下のように，大きく旧過失論と新過失論の対立がある。そこでは，注意義務違反と定義される過失
について，
（ⅰ）過失における注意義務の内容をどのように理解するか，
（ⅱ）注意義務を犯罪論の
体系上どこに位置付けるかが議論の対象になっている。
３ 学 説
Ａ 旧過失論
(ⅰ) 注意義務の内容を，意思を緊張させて具体的結果を予見すべき結果予見義務と解し，結果
予見義務は，結果の予見可能性によって生じると理解する。
(ⅱ) 結果予見義務は，故意と並ぶ責任の条件又は形式（責任要素）であり，故意犯と過失犯の
間に，構成要件該当性・違法性の段階での本質的な違いはない。
（理由）
① 過失犯が処罰されるのは，当該結果を予見するよう意思を緊張させれば結果の発生を予見
できたのに，注意（意思の緊張による一定事項への意識の集中）を怠ったために結果の発生
を予見せずに行為に出て，結果を発生させてしまったからである。
② 結果無価値論の立場からすると，過失犯の違法性の本質は，結果（法益侵害）の発生とい
う客観的・事実的要素にあり，予見可能性という主観的・事実的要素は当然に責任論で取り
扱わなければならない。
Ｂ 新過失論
(ⅰ) 注意義務の内容を，結果回避義務を中心に構成し，過失犯の違法性の本質を結果回避義務
違反，すなわち，社会生活上要求される基準行為から逸脱した行為にあると考える。もっと
も，結果回避可能性の前提として結果発生の予見可能性は必要である。
(ⅱ) 社会生活上要求される基準行為から逸脱した行為という意味での結果回避義務違反を違法
要素（それと同時に構成要件要素）とする。
（理由）
辰已法律研究所
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① 旧過失論では，予見可能性を緩やかに理解すると，結果が発生すればそれだけで刑事責任
を認めるという結果責任的運用になるおそれがある。
② 行為無価値論の立場からすると，行為者関係的要素である過失も，それが主観的であるか
客観的であるかを問わず，人的不法を基礎付ける違法要素であると解される。
③ 社会的に有益な行為については，結果が発生し，かつその予見可能性があっても，結果回
避義務が遵守されている場合には，「許された危険」として適法であると解するべきである。
Ｃ 修正旧過失論
(ⅰ) 旧過失論と同様に，注意義務の内容を結果予見義務と解する。
(ⅱ) 基本的には旧過失論に立脚しながらも，責任類型としての構成要件的過失（一般人の注意
能力を基礎とした一般的予見可能性を前提とした結果予見義務違反であって，その対象は，
客観的構成要件に該当する事実である。）の存在を認め，また，実行行為（法益侵害の一般
的危険性を持った行為）を始めとして過失犯の客観的側面を独立に論じることに意義を認め
る。
（理由）
① 新過失論のように，客観的な注意とか基準行為という規範的・評価的概念を用いて過失の
構成要件該当性を判断すると，構成要件の持つ罪刑法定主義的機能が弱まる。
② 構成要件的過失は，違法要素ではないが，構成要件の段階で既に過失犯を，一方において
故意犯と区別し，他方において無過失の場合（構成要件を持たない）から区別する上で，構
成要件の不可欠の要素である。
③ 旧過失論は，発生した結果を出発点とし，これと相当因果関係を有する不注意な心理状態
を想定することによって過失犯を構成したのであるが，過失犯も犯罪である以上，客観面で
故意犯との間に本質的な違いがないとしても，そこに過失犯としての実行行為が存在してい
なければならない。
４ 判 例
□ 最判平１５．１．２４（判時１８０６－１５７，刑百選Ⅰ〔７版〕７事件，本問の素材判例）
〔事案の概要〕
午前零時３０分頃，被告人が運転する車両（以下「被告人車」という。）とＡが運転する車
両（以下「Ａ車」という。）が，交差する道路をそれぞれ進行してきて，交差点で，両車が出
会い頭に衝突する交通事故（以下「本件事故」という。）が起きた。被告人車は，時速約３０
ないし４０キロメートルで，Ａ車は，時速約７０キロメートルで同交差点に進入してきた。同
交差点においては，被告人車の進行方向から見て，左右の交差道路の見通しが困難な状況であ
った。本件事故が発生した当時，被告人車の進路の対面信号機は黄色灯火の点滅を，Ａ車の進
路の対面信号機は赤色灯火の点滅を表示していた。また，どちらの道路にも優先道路の指定は
なく，それぞれの道路の指定最高速度は時速３０キロメートルであった。なお，判例上，信号
機が黄色点滅と赤色点滅を示す交差点は，交通整理が行われていない交差点に当たると解され
ている。
（参考）道路交通法
（徐行すべき場所）
第４２条

車両等は，道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を
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通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては，徐行しなければならない。
一

左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし，又は交差点内で左右の見とおし

がきかない部分を通行しようとするとき（当該交差点において交通整理が行なわれ
ている場合及び優先道路を通行している場合を除く。
）
。
〔判 旨〕
「左右の見通しが利かない交差点に進入するに当たり，何ら徐行することなく，時速約３０
ないし４０キロメートルの速度で進行を続けた被告人の行為は，道路交通法４２条１号所定の
徐行義務を怠ったものといわざるを得ず，また，業務上過失致死傷罪の観点からも危険な走行
であったとみられるのであって，取り分けタクシーの運転手として乗客の安全を確保すべき立
場にある被告人が，上記のような態様で走行した点は，それ自体，非難に値するといわなけれ
ばならない。
しかしながら，他方，本件は，被告人車の左後側部にＡ車の前部が突っ込む形で衝突した事
故であり，本件事故の発生については，Ａ車の特異な走行状況に留意する必要がある。すなわ
ち，…Ａは，酒気を帯び，指定最高速度である時速３０キロメートルを大幅に超える時速約７
０キロメートルで，足元に落とした携帯電話を拾うため前方を注視せずに走行し，対面信号機
が赤色灯火の点滅を表示しているにもかかわらず，そのまま交差点に進入してきたことが認め
られるのである。このようなＡ車の走行状況にかんがみると，被告人において，本件事故を回
避することが可能であったか否かについては，慎重な検討が必要である。
この点につき，１，２審判決は，仮に被告人車が本件交差点手前で時速１０ないし１５キロ
メートルに減速徐行して交差道路の安全を確認していれば，Ａ車を直接確認することができ，
制動の措置を講じてＡ車との衝突を回避することが可能であったと認定している。…しかし，
対面信号機が黄色灯火の点滅を表示している際，交差道路から，一時停止も徐行もせず，時速
約７０キロメートルという高速で進入してくる車両があり得るとは，通常想定し難いものとい
うべきである。しかも，当時は夜間であったから，たとえ相手方車両を視認したとしても，そ
の速度を一瞬のうちに把握するのは困難であったと考えられる。こうした諸点にかんがみると，
被告人車がＡ車を視認可能な地点に達したとしても，被告人において，現実にＡ車の存在を確
認した上，衝突の危険を察知するまでには，若干の時間を要すると考えられるのであって，急
制動の措置を講ずるのが遅れる可能性があることは，否定し難い。そうすると，…被告人が時
速１０ないし１５キロメートルに減速して交差点内に進入していたとしても，上記の急制動の
措置を講ずるまでの時間を考えると，被告人車が衝突地点の手前で停止することができ，衝突
を回避することができたものと断定することは，困難であるといわざるを得ない。そして，他
に特段の証拠がない本件においては，被告人車が本件交差点手前で時速１０ないし１５キロメ
ートルに減速して交差道路の安全を確認していれば，Ａ車との衝突を回避することが可能であ
ったという事実については，合理的な疑いを容れる余地があるというべきである。
」

辰已法律研究所
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５ 本問の事案に即した具体的検討
自動車を運転すれば，人をひいて死亡させる可能性があることは想定され得るから，乙の予見可
能性を肯定できる。
では，乙に結果回避義務が認められるか。結果回避義務の内容は，結果回避可能性を前提として
確定される。乙が，乙車を，何ら徐行させることなく，左右の見通しが利かない交差点に進入させ
た行為は，道路交通法４２条１号所定の徐行義務に違反することは否定できない。しかし，本件事
故は，乙車の左後側部にＦ車の前部が突っ込む形で衝突した事故であり，本件事故の発生について
は，Ｆ車の特異な走行状況に留意する必要がある。すなわち，Ｆは，酒気を帯び，指定最高速度で
ある時速３０キロメートルを大幅に超える時速約７０キロメートルで，足元に落とした携帯電話を
拾うため前方を注視せずにＦ車を走行させ，対面信号機が赤色灯火の点滅を表示しているにもかか
わらず，そのまま交差点に進入してきたのである。対面信号機が黄色灯火の点滅を表示している際
に，交差道路から，一時停止も徐行もせずに，時速約７０キロメートルという高速で進入してくる
車両があり得るとは，通常想定しがたいというべきである。しかも，当時は夜間であったから，た
とえ進入してくる車両を視認したとしても，その速度を一瞬のうちに把握するのは困難であったと
考えられる。こうした諸点からすると，乙がＦ車を視認することが可能な地点に乙車が達したとし
ても，乙が，現実にＦ車の存在を確認した上，衝突の危険を察知するまでには，若干の時間を要す
ると考えられるので，急制動の措置を講じるのが遅れる可能性があることは，否定しがたい。そう
すると，事例中の１１の②又は③の場合のように，乙が乙車を時速１０ないし１５キロメートルに
減速させて交差点内に進入させていたとしても，上記の急制動の措置を講じるまでの時間を考える
と，乙が乙車を衝突地点の手前で停止させることができ，Ｆ車との衝突を回避することができたと
断定することができない。したがって，本件事故の結果回避可能性はなく，乙に結果回避義務を課
することはできないといえる。
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■ 福田俊彦先生監修 合格スタンダード答案
（良好な水準の上レベルにあると認められる本試験順位３００番程度の答案例）

Memo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

第１ 甲の罪責
甲は，乙に対し，「大丈夫よ。気を失っただけだから。後は私が布団に寝かせて世
話をするわ。」と言って，乙に殴打されて意識を失ったＢを病院に連れて行かず，そ
の後Ｂが死亡したことにつき，不作為による殺人罪（刑法（以下，略。）１９９条）
が成立しないか。
１⑴ 不作為も実行行為になり得るが，不当な処罰の拡大を防ぐため，作為による場合
と同視できる場合，すなわち，①保証人的地位に基づく作為義務及び②作為の可能
性が認められるにもかかわらず，①の義務に違反したといえる場合に限って，実行
行為性が認められると解する。①の有無は，法令・契約上の義務や先行行為，危険
の引受け，排他的支配の獲得などから総合的に判断する。
⑵ 本件では，甲は，Ｂの母であるから，Ｂを監護すべき一般的な義務を負っている
（民法８２０条）
。また，甲は，乙に対し，
「大丈夫よ。気を失っただけだから。後
は私が布団に寝かせて世話をするわ。」と言って，Ｂを病院に連れて行かないよう
にした時点で，意識不明になっているＢの生命の危険を引き受けたといえる。さら
に，甲の上記不作為が行われた場所は，乙らが住むアパートの一室であり，外部か
ら遮断された場所といえ，外部の者によるＢの救命は期待できないから，甲は，Ｂ
が乙の殴打により生じた脳機能障害により死亡に至る因果の流れを排他的に支配し
ていたといえる。以上から，甲は，意識を失ったＢを病院に連れて行き，医師にＢ
の救命を求める義務を負っていたといえる（①）
。
この時点において，甲が，Ｂを自動車で病院に連れて行くことにより，Ｂに病院
で治療を受けさせ，その救命をすることは可能であったといえる（②）
。
それにもかかわらず，甲は，Ｂを病院に連れて行ってＢに治療を受けさせること
をせず，漫然とＢを放置していたから，①の義務に違反したといえる。
したがって，甲の上記不作為には，殺人罪の実行行為性が認められる。
２ そして，Ｂは，死亡し，死の結果が発生した。
３ では，甲の上記不作為とＢの死亡との間に因果関係が認められるか。甲の上記不
作為とＢの死亡の間に本件事故が介在しているから，問題となる。
因果関係は，行為の有する危険が結果に現実化した場合に，当該結果を行為に帰
属させる概念であるから，行為の有する危険が結果に現実化したと評価できる場合
に認めることができると解する。
本件では，たしかに，甲の上記不作為には，Ｂが乙による殴打から生じた脳機能
障害により死に至る危険が内在していた。しかし，Ｂの死因は本件事故による脳挫
傷であり，甲の上記不作為には，脳挫傷の危険は全く内在していなかった。Ｂの死
因を形成したのは，専ら本件事故という介在事情であって，その寄与度は極めて大
きかった。また，本件事故は，甲の不作為が誘発したわけではなく，偶然生じた単
なる事故であり，異常性も大きい。そうすると，Ｂの死亡は，甲の上記不作為とは
全く独立した介在事情である本件事故によって新たに形成された危険によるもので
あり，甲の上記不作為に内在していた危険が現実化したとはいえない。
したがって，甲の上記不作為とＢの死亡の間に因果関係は認められず，殺人未遂
罪（２０３条，１９９条）の客観的構成要件に該当するにとどまる。
４ そして，甲は，Ｂを病院に連れて行かなければＢの命が危ないと認識していて，
Ｂが死んでしまえば，乙との生活がうまくいくと思って，Ｂの死を認識・認容して
いたといえるから，甲には殺人の故意が認められる。
５ よって，甲の上記不作為につき，殺人未遂罪（２０３条，１９９条）が成立する。
第２ 丙の罪責
丙が，Ｅに対し，その顔面を肘で強打してその場に昏倒させ，Ｅから売上金１４０
①
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０万円が入ったジュラルミンケース１個を奪い，逃げ去った行為について強盗致傷罪
（２４０条前段）が成立しないか。
１ まず，丙は，
「強盗」
（２４０条）に当たるか。
「暴行」（２３６条１項）とは，相手方の反抗を抑圧する程度の有形力の行使をい
う。顔面の強打は，通常抵抗できなくなる強度なものであることから，丙の上記暴行
は，Ｅの反抗を抑圧する程度の有形力の行使であったといえ，
「暴行」に当たる。
丙が奪った１４００万円が入ったジュラルミンケースは，Ｄ店を経営する本社の所
有物であるから，
「他人の財物」に当たる。
「強取」とは，相手方の反抗を抑圧したことによって相手方の意思に反して財物の
占有を移転させることをいう。丙は，上記「暴行」によりＥが倒れて動けなくなって
いる間に，Ｅから１４００万円が入ったジュラルミンケースを奪って逃げ去っていて，
Ｅの意思に反してこの占有を移転させたといえるので，
「強取」に当たる。
したがって，丙は，
「強盗」に当たる。
２ そして，丙は，上記強盗の機会に，Ｅに加療約１０日間を要する顔面挫創，頭部
打撲傷を生じさせているので，
「人を負傷させた」
（２４０条前段）といえる。
３ よって，丙の上記行為につき，強盗致傷罪が成立する。
第３ 乙の罪責
１ 乙が，Ｂの左頬を殴打し，さらにＢの頭部右側を５回にわたり殴打した行為によ
り，Ｂは意識を失った。乙のこの行為は，Ｂの生理的機能を害する「傷害」に当た
り，傷害罪（２０４条）が成立する。
２ 乙が，乙に殴打されて意識を失ったＢを病院に連れて行かず死亡させた行為につ
いて，保護責任者遺棄致死罪（２１９条，２１８条）が成立しないか。
⑴ まず，Ｂは，乙の殴打により意識を失っていて，身体的に健康状態が害されてい
る者であるから，
「病者」
（２１８条）に当たる。
⑵ 次に，乙は，病者を「保護する責任のある者」に当たるか。
「保護する責任のある者」とは，要扶助者の安全を保護すべき法律上の義務を負
う者をいう。この義務の有無は，法令・条理・先行行為・排他的支配の有無などか
ら総合的に判断する。
本件では，たしかに，乙は，Ｂの実親ではないから，Ｂを監護すべき法令上の義
務は負っていない。しかし，乙は，甲及びＢとの同居を始めた後，自身の収入を甲
及びＢとの生活費に充てるとともに，Ｂの育児にも協力し，Ｂの生活及び育児を引
き受けていたといえる。また，Ｂが意識を失ったのは，乙がＢを殴打したことによ
るから，乙の先行行為が認められる。さらに，乙の上記不作為が行われた場所は，
乙らが住むアパートの一室であり，外部の者によるＢの救命は期待できず，甲にＢ
を救命する意思がなく，甲による救命も期待できなかったことから，乙は，Ｂが乙
の殴打により生じた脳機能障害により死亡に至る因果の流れを排他的に支配してい
たといえる。以上から，乙は，Ｂを病院に連れて行き，Ｂに適切な治療を受けさせ
る義務を負っていたといえるので，
「保護する責任のある者」に当たる。
⑶ それにもかかわらず，乙は，Ｂを病院に連れて行かずに放置したので，Ｂの「生
存に必要な保護をしなかった」といえる。
⑷ では，乙がＢの「生存に必要な保護をしなかった」行為とＢの死亡との間に因果
関係が認められるか。
因果関係の存否は，第１の３で述べた基準により判断する。
本件では，たしかに，乙の上記行為には，Ｂが乙による殴打から生じた脳機能障
害により死に至る危険が内在していた。しかし，Ｂの死因は，本件事故による脳挫
傷であり，乙の上記行為にはその脳挫傷の危険性は全く内在していなかった。Ｂの
死因を形成したのは，専ら本件事故という介在事情であって，その寄与度は極めて
大きい。また，本件事故は，乙の上記行為が誘発したものではなく，偶然生じたも
のであるから，異常性も大きい。
したがって，乙の上記行為とＢの死亡との間に因果関係は認められないから，保
護責任者遺棄罪（２１８条）の客観的構成要件に該当するにとどまる。
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⑸ そして，乙には，同罪の故意も認められるから，上記行為につき，保護責任者遺
棄罪（２１８条）が成立する。
３ 乙は，丙が，Ｅに対し，その顔面を強打して昏倒させ，Ｅから売上金１４００万
円が入ったジュラルミンケースを奪い，逃げ去った行為に関与したことについて，
強盗致傷罪の共謀共同正犯（６０条，２４０条前段）が成立しないか。
⑴ ６０条が一部実行全部責任を定めた趣旨は，相互利用補充関係の下で自己の犯罪
として犯罪を実現した者には，共同正犯として全ての責任を負わせる点にある。そ
うすると，実行行為をしていない者であっても，a.共謀が成立し，b.正犯性が認め
られ，c.他の者がその共謀に基づき犯罪を実行したことが認められれば，共謀共同
正犯としての罪責を負うと解する。
⑵ 本件では，丙が，乙に対し，集金に来たＤ店の本社社員から現金を奪い取る計画
を打ち明け，これに加わってほしいと頼み，乙の役割などを説明したのに対し，乙
は，これを了承したから，乙丙間には強盗罪の共謀が成立したといえる（a）
。
また，乙は，丙が集金に来た本社社員を襲っている際に，丙が不利な状況であれ
ば一緒に襲うという重要な役割を担っていた。そして，乙は，奪った現金の３割も
分け前として与えられることになっていたこと及び自身の金欲しさからこの計画に
加わることを決意したことから，乙には，自己の犯罪として遂行する意思があった
と認められる。したがって，乙には，正犯性が認められる（b）
。
そして，前述のように，丙は，a の共謀に基づき強盗を行った（c）
。
⑶ もっとも，乙は，強盗の実行着手前に，丙に対し，「こんな危ないことはやっぱ
りできない。俺は，帰る。」と一方的に伝えただけで乙宅に帰ったことから，乙丙
間の共犯関係が解消されたといえないか。
ア 共犯の処罰根拠は，結果の発生に物理的・心理的因果性を及ぼしたことにある。
そうすると，共犯者が共犯行為による物理的・心理的因果性を除去した場合には，
共犯関係の解消が認められ，当該共犯者は，以後の行為について共犯としての責
任を負わないと解する。
イ 本件では，たしかに，乙が乙宅に帰ったのは，丙が強盗に着手する前であった。
しかし，乙は，丙からの強盗の誘いに対して，上述のように，丙との間で強盗の
共謀をし，さらに丙が強盗を実行した現場まで丙と同行していたから，丙による
強盗の実行に心理的因果性を及ぼしていたといえる。そして，乙は，丙に対し，
「こんな危ないことはやっぱりできない。俺は，帰る。」と言ったものの，これ
は，一方的に伝えただけであり，丙の了承を得ていなかったことや，乙は，丙が
乙丙間で共謀した強盗の計画を実行するおそれを何ら解消しなかったことから，
乙は，丙による強盗の実行に対する上記因果性を解消したとはいえない。
ウ したがって，乙丙間における共犯関係の解消は認められない。
⑷ よって，乙には，丙との間で強盗致傷罪の共謀共同正犯（６０条，２４０条前
段）が成立する。
４ 乙が，自車を時速約３０ないし４０キロメートルの速度で何ら徐行することなく
左右の見通しが利かない交差点に進入させ，本件事故を起こし，Ｂを死亡させた行
為について，過失運転致死罪（自動車運転死傷行為処罰法５条）が成立しないか。
⑴ 乙は，上記行為に当たって「必要な注意を怠」ったといえるか，すなわち乙に過
失が認められるか。
⑵ 過失とは，危険ではあるが社会的に有用な行為を阻害しないため，予見可能性を
前提とした，結果回避可能性を前提として確定される結果回避義務違反と解する。
⑶ 本件では，まず，自動車を運転すれば，人をひいて死亡させる可能性があること
は想定することができるから，乙は，本件事故を予見することができたといえる。
次に，乙に本件事故を回避すべき義務が認められるか。
対面信号機が黄色灯火の点滅を表示している際に，交差道路から，一時停止も徐
行もせずに，時速約７０キロメートルという高速で進入してくる車両があり得ると
は，通常想定しがたい。しかも，当時は，夜間であった。そうすると，乙がＦ車を
視認できる地点に乙車が達したとしても，乙が，現実にＦ車の存在を確認した上，
③
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衝突の危険を察知するまでには，若干の時間を要すると考えられるので，急制動の
措置を講じるのが遅れる可能性があることは，否定しがたい。そうすると，事例中
の１０の②又は③の場合のように，乙が乙車を時速１０ないし１５キロメートルに
減速させて交差点内に進入させていたとしても，上記の急制動の措置を講じるまで
の時間を考えると，乙が乙車を衝突地点の手前で停止させることができ，Ｆ車との
衝突を回避することができたといえない。そして，乙が本件事故を回避する可能性
は認められないので，乙にこれを回避すべき義務を課することはできない。したが
って，乙に過失は認められず，乙は，
「必要な注意を怠」ったとはいえない。
⑷ よって，乙に過失運転致死罪は成立しない。
５ 乙に成立する上記各犯罪は，別個の行為であるので，併合罪（４５条前段）となる。
第４ 丁の罪責
１ 丁が，丙らが強盗の計画を実行に移すことを止めようとしなかった行為につき，不
作為による強盗致傷罪の幇助犯（６２条１項，２４０条前段）が成立しないか。
２ 不作為の幇助犯についても，第１，１⑴で述べた基準と同じように考える。
３ 本件では，丁は，Ｄ店において，各売上金を袋に納め，これを同店内の金庫の中に
保管する職務を負っていたが，その後の本社社員による集金については，何ら職務と
しての責任を負っていなかったといえる。そうすると，丁には，丙らが強盗の計画を
実行に移すのを防止すべき義務は認められない。
４ よって，丁に強盗致傷罪の幇助犯は成立せず，丁は，何も罪責を負わない。
以 上
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・丁について書くことを悩
第１ 甲の罪責
んだ。従犯の検討とは気
１ 甲のＢに対する殺人未遂罪の成否につき検討する（２０３条，１９
づかず，背任を検討して
９条）
。
しまいました…
⑴ 甲は，Ｂに対して何ら作為による殺人罪の実行行為をしておらず，
・過失が問題となるのはわ
不作為により同罪の構成要件を実現することができるか。
ⅰ 作為義務の存在，○
ⅱ 作為可能性，容易性，○
ⅲ 作為との
かったが，事実の使い方
この点，○
を悩みました。
同価値性が認められれば，不作為により作為で規定された構成要件
を実現するとしても，罪刑法定主義に反しない。
⑵ 甲は，Ｂの母親であり，親権者であるから（民法８１８条１項），
ⅰ）
法令上作為義務を負う（○
。
⑶ Ｂに適切な治療を施せば，十中八九Ｂの救命は可能であった上に，
Ｂを救命できる病院は乙宅から自動車で１５分の至近距離にあり，
ⅱ）
Ｂを自動車で運ぶことは，甲にとり，可能かつ容易であった（○
。
⑷ Ｂが約３歳の幼児であり，法益の保護が親権者甲に全面的に依存
していることからすれば，致命傷を負ったＢを，その状態を認識し
ⅲ）
ながら放置することは，作為との同価値性が認められる（○
。
⑸ 甲は，Ｂの生命の危険を認識しながらも，このままＢが死ねば，
乙との２人きりの生活となり，むしろＢが死んでしまえばいいと思
っており，未必的殺意が認められる（３８条１項）
。
⑹ 以上から，甲に殺人罪の実行行為性が認められる。
⑺ もっとも，Ｂは，後述する本件事故で死亡しているから，結果は
不発生であり，未遂にとどまる。
２ 甲には，Ｂに対する殺人未遂罪が成立する（２０３条，１９９条）。
第２ 丙の罪責
１ 丙に，Ｅに対する強盗致傷罪（２４０条前段）の成否を検討する。
⑴ 丙は「強盗」といえるか。
ア 丙は，Ｅの顔面を肘で強打してその場に昏倒させており，反抗
を抑圧するに足りる程度の「暴行」が認められる。
イ 上記暴行により動けなくなったＥから，所持していた１４００
万円が入ったジュラルミンケース１個を奪う行為は，「他人の財
物を強取した」といえる。
ウ よって，丙は「強盗」といえる。
⑵ 丙の暴行行為により，Ｅは加療約１０日間を要する傷害を負って
おり，強盗の手段そのものから生じた医師の加療を要する傷害であ
るから，
「負傷させたとき」に当たる。
２ 丙には，Ｅに対する強盗致傷罪が成立し，後述の甲との間で共同正
犯となる（６０条，２４０条前段）
。
第３ 丁の罪責
１ 丁に，業務上横領罪（２５３条）の成否を検討する。
⑴ 丁は，Ｄ店の従業員であり，社会生活上の地位に基づき，反復継
続して，Ｄ店の売上金を保管する事務を処理しており，「業務上」
売上金を占有する者といえる。
⑵ もっとも，丁は，丙らの強盗の計画を聞いたにとどまり，丙らに
犯行を思いとどまるよう説得する以外に，措置をしなかったことを
捉えて，「横領した」とすることはできない。横領行為は，不法領
得の意思の実現行為であるとされるところ，丁にはこれが認められ

⑤
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ないからである。
２ 次に，丁に，Ｄ社に対する背任罪（２４７条）の成否を検討する。
⑴ 丁は，Ｄ社の各売上金を，Ｄ店内の金庫に保管する職務を負って
おり，
「他人のためにその事務を処理する者」といえる。
⑵ もっとも，丁は，何ら自己のための利益を図る目的はなく，また，
丙，乙に対して計画をやめるよう説得していることからすれば，丙
らの図利目的，及びＤ社への加害目的も認められない。
よって，図利加害目的が認められない。
⑶ また，丙らへの説得行為以外に何らの措置をとらなかったことが，
任務違反行為といえない。
⑷ よって，背任罪は成立しない。
３ 丁に犯罪は成立しない。
第４ 乙の罪責
１ 乙のＢに対する傷害罪の成否を検討する（２０４条）
。
⑴ 乙は，Ｂの頭部右側を手拳で５回にわたり殴打しており，Ｂの身
体に対する不法な有形力の行使としての暴行である。
⑵ これにより，Ｂは致命傷の脳機能障害を負っており，「傷害」を
負っている。
⑶ 乙にはＢに対する傷害罪が成立する。
２ 乙のＥに対する強盗致傷罪の共同正犯の成否を検討する（２４０条
前段，６０条）
。
⑴ 乙を丙との間で共同正犯と問擬することができるか。
ア 共同正犯の処罰根拠は，２人以上の者が意思を通じて犯罪を実
現することで，相互利用補充し合い，一部の行為を行った者に全
部の責任を課すことができることにある。
ⅰ 正犯意思○
ⅱ 意思の連絡○
ⅲ 基づく実行行為があれば，
そこで，○
共同正犯として全部責任を負うと解する。
ⅰ 正犯意思とは，自己の犯罪として加功することをいうから，
イ(ｱ) ○
ア 果たした役割の重要性，○
イ 手にした報酬の多寡により，自ら
○
の犯罪として加功したか否かを判断すべきである。
(ｲ) 乙は，当初丙から誘われ，参加することに難色を示していた
ものの，生活が困窮していて金が欲しかったため計画に加わっ
ている。
乙が報酬として約束された額は，奪った現金の３割という全
イ）
体に占める割合が大きいものである（○
。
また，基本的には見張りという役割ではあるが，丙に不利な
状況が発生すれば，一緒に乙も強盗行為をするという合意から
は，臨機応変に状況を判断し，強盗という犯罪の核心部分の実
行行為にも加担するという重要な役割を認めることができる
ア）
（○
。
よって，乙は，自己の犯罪として行ったものといえ，正犯意
ⅰ）
思が認められる（○
。
ⅱ 意思
ウ 乙と丙とは，事前に意思を通じて，実行に臨んでおり，○
の連絡がある。
エ 既に丙の罪責で述べたように，上記合意に基づき，丙のＥに対
ⅲ）
する強盗行為が認められる（○
。
オ 以上からすると，乙にも共同正犯が成立しうると思える。
⑵ もっとも，乙は，Ｅが歩いてきたという，実行行為開始の直前に，
「俺は帰る。」と，一方的に丙に伝えてその場を立ち去っているが，
乙に共犯関係からの離脱が認められるか。
ア 共犯の処罰根拠が，相互に利用補充し合って，犯罪の実現に向
辰已法律研究所
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けた因果的影響力を与えたことにあることからすれば，共犯の離
脱の判断にあたっても，自らの与えた因果的影響力の解消という
観点から，判断すべきである。
イ 本件では，確かに，乙は，丙の持ってきた計画に誘われたとい
う受動的な地位にあり，当初は参加を渋っていたことからすれば，
乙は丙から強く犯行に参加を促されたにすぎず，与えた影響力は
少ないとも思える。
しかし，その後に，乙は金が欲しいという自らの動機により，
犯行に参加し，Ｅが登場する以前に，丁と話すなどしたりしてお
り，いくらでも翻意する機会はあったのに，丙との関係を解消し
ていない。
また，犯行の直前まで乙が丙との行動を共にし，その時間も，
昼から合流して，午後７時４５分頃までの長時間に渡ることから，
丙は，これにより乙が共に犯罪を実行するという安心感を得てお
り，心理的に与えた因果性は大きい。
よって，Ｅに出くわした，実行の直前において，一方的に丙の
了承もえずに立ち去る行為は，因果的影響力を解消させるものと
はいえない。
ウ 乙に，共犯関係からの離脱は認められない。
⑶ 乙にＥに対する強盗致傷罪が成立し，丙と共同正犯となる。
３ 乙のＢに対する過失運転致死罪（自動車運転死傷行為処罰法（以下，
法とする）５条）の成否を検討する。
ⅰ 注意義務違反，及び○
ⅱ 結果の発
⑴ 同条の罪が成立するためには，○
生を要する。
⑵ 本件事故の起きた交差点は，乙車からみて左右の交差道路の見通
しは困難であったから，道交法４２条１号に該当し，４２条本文の
徐行義務が乙に課される。
にもかかわらず，乙車は何ら徐行することなく交差点に侵入して
おり，徐行義務違反がある。
もっとも，過失犯においては，予見可能性に基づく結果回避義務
違反が要求されるから，結果回避可能性が必要となる。
⑶ 相手方であるＦ車が飲酒運転で，時速７０キロメートルの速度と
大幅に違反し，さらに，前方不注意であるという，非常に悪質な違
反車であることからは，回避不可能とも思える。
しかし，乙車は，仮に，時速１５キロメートル以内であれば，Ｆ
車に気づくことが可能であり，徐行義務をりこうすれば，Ｆ車を認
識可能であった。
ⅰ 義務違反がある。
よって，○
ⅱ
⑷ Ｂは，事故時点では生存しており，これにより死亡したから，○
結果の発生もある。
⑸ 乙に成立する。
４ 乙には，２０４条，２４０条前段，法５条の罪が成立し，全ての罪
は併合罪（４５条前段）となる。２４０条前段については丙と共同正
犯となる（６０条）
以 上
※本受験生答案につきましては，答案選定後に答案作成者がコメントを付してくれましたので掲載さ
せていただきます。
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◆ 受験生答案②（受験生が試験時間内に実際に書いた答案）
Memo
1
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・時間配分が大反省でし
第１ 乙がＢの左頬を右の平手で一度殴打した上で，Ｂの頭部右側を手拳
た。
で５回殴打した一連の殴打行為について
・また，判例の結論がどう
１ 乙に傷害罪（刑法（以下略）２０４条）が成立するか。
だったか怪しくなってし
当該殴打行為は脆弱な器官たる脳が位置する頭部を５回にもわたっ
まって，欠きながら迷っ
て手拳で強打する行為を含み，人の生理機能を害するものといえ，傷
てぶれてしまったので，
害の実行行為にあたる。そして，これによりＢの意識を失わせており，
短答知識の確認もしよう
この認識認容もあるから，傷害罪が成立する。
と思います。
２ 後にＢが死亡しているが，傷害致死罪（２０５条）まで成立するか。
ア Ｂの死亡結果と当該殴打行為との因果関係を検討する。
因果関係は発生結果を行為に帰責できるかという問題であるから，
行為の危険が結果に現実化した場合に認められる。具体的には，行
為の危険性，介在事情の寄与度，介在事情の異常性に着目して判断
する。
イ 本件で当該殴打行為はそれ自体Ｂに脳機能障害という致命傷を生
じさせる程大きな危険性のある行為であった。しかし，Ｂの死因は，
その後の乙車の本件事故による脳挫傷であり，本件事故の寄与度が
大きく，また，本件事故のような交通事故は後述の乙の過失による
異常なもので，当該殴打行為に誘発されたものでもない。
よって，当該殴打行為よりも本件事故という介在事情の寄与度が
はるかに大きく，もはや当該殴打行為の危険がＢの死亡に現実化し
たとはいえないため因果関係を欠く。
ウ よって，傷害致死罪までは認められず，傷害罪にとどまる。
第２ 甲と乙がＢを病院に連れて行かなかった行為について
１ 乙について
⑴ 乙は，甲にＢの世話を任せて乙宅を出ているが，不作為による殺
人罪（１９９条）は成立するか。
殺人罪の成立には，少なくとも殺人の未必の故意が必要だが，乙
は，Ｂが死ぬことはないだろうと思っており，Ｂ死亡の可能性の認
識認容を欠く，すなわち故意がない。よって，成立しない。
⑵ では，保護責任者遺棄罪（２１８条）は成立するか。
ア まず，Ｂはわずか３歳の子どもであり，「幼年者」にあたる上，
意識を失っており「病者」にもあたる。
イ 「保護する責任」は先行行為や条理等の事情に加え要保護者の
安全を排他的に委ねられている場合に生じる。
乙は自ら上述のようにＢを殴打して意識を喪失させており，Ｂ
と１年近く同居してきた者としてＢの安全を確保すべき立場にあ
り，Ｂの母親甲から「任せて」と言われているものの，最近甲が
乙がＢにせっかんを加えてもＢを助けようとしないようになって
いた以上，乙は，Ｂの安全を排他的に委ねられているといえ，
「保護する責任」がある。
ウ そして，乙宅から自動車でわずか１５分の病院にＢを連れて行
って救命することは可能かつ容易であったにもかかわらず，甲し
かいない乙宅に放置しているから，乙は，置き去りによる遺棄を
したといえる。
エ 保護責任者遺棄致死罪（２１９条）まで成立するか問題となる
もＢの死因は乙による置き去りと独立に発生した本件事故により
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形成された脳挫傷であり，本件事故の寄与度が置き去りの危険性
を上回っているから，置き去りの危険がＢの死に現実化したとい
えず，因果関係を欠く。
よって，保護責任者遺棄罪が成立し，同罪の限度で殺人未遂の
構成要件と重なり，後述の甲と当該罪の範囲で共同正犯となる。
２ 甲について
⑴ 甲は乙に対し「大丈夫よ。気を失っただけだから。私に任せ
て。」と言って，Ｂを病院に連れて行かないようにしているが，不
作為による殺人罪（１９９条）が成立しないか。
ア １９９条が「殺した」と作為の形で規定しているため，不作為
でも実行行為たりうるか問題となる。
実行行為とは，法益侵害惹起の現実的危険性を有する行為をい
うところ，不作為によってもかかる危険は生じうるため，不作為
も実行行為たりうる。もっとも，構成要件の自由機能を保障すべ
く，作為との構成要件的同価値性がある場合に限り，不作為に実
行行為性を認めるべきである。具体的には，法的作為義務があり，
作為が可能かつ容易であったときに，かかる同価値性がみとめら
れる。
本件で，甲はＢの唯一の親権者であり，Ｂをうとましく思って
せっかんをするようになった乙から実子Ｂを守るべき立場にあっ
た。そして，甲，乙，Ｂしかいない乙宅で乙に殴打されて致命傷
を負いＢが意識を失っている以上，甲はＢの命を排他的に委ねら
れていたといえる。よって，甲はＢを病院に連れて行って適切な
治療を施すべき法的作為義務を負っていたといえる。
また，Ｂを救命できる病院は乙宅から自動車でわずか１５分の
ところにあり，かかる作為義務を果たすことは可能かつ容易であ
った。
よって，致命傷を負って意識喪失，放置すればしばらくして死
に至る状況にあったＢをあえて病院に連れて行かず，乙が連れて
いくことも妨げたＢの行為は生命侵害惹起の現実的危険性がある
殺人行為と構成要件的同価値性があり，実行行為性がある。
イ もっとも，死の結果との因果関係は乙で検討したように認めら
れない。
ウ 甲は，乙と異なりこのままＢが死んでしまえば乙との生活がう
まくいくのではないかと思い，Ｂが死亡につき未必の故意がある。
エ 以上より，不作為による殺人未遂罪（２０３条，１９９条）が
成立する。
第３ 乙が乙車運転中徐行せずに交差点に入りＦ車と衝突した行為につい
て
１ 乙に過失運転致死罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の
処罰に関する法律５条）が成立するか。
⑴ 「自動車の運転上必要な注意を怠」るには道路交通法違反も含む。
⑵ 乙は，交通整理が行われておらず優先道路でもない道路交通法４
２条１号本文にあたる左右の見とおしがきかない交差点で徐行義務
があったにもかかわらず，通常の指定速度３０キロで運転している
ため同法違反がある。
そして，時速１５キロメートルで徐行していればＦ車を視認して
停止し，本件事故を防止できたから，徐行義務違反がなかったなら
ば事故によるＢの死亡はなかったといえ，因果関係もある。
２ よって，同罪が成立する。
第４ 乙と丙が集金社員を襲って現金を奪う計画を立て丙が実行した行為
辰已法律研究所
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について
１ 丙について
⑴ 丙に強盗罪（２３６条）が成立するかみるに，丙は，Ｅの顔面を
肘で強打するという反抗抑圧に足る有形力行為たる「暴行」をして
１４００万円が入ったジュラルミンケース１個という「財物」を
「強取」しているため，成立する。
⑵ また，この暴行によりＥに加療１０日を要する顔面挫創等の傷害
を負わせているため，強盗致傷罪（２４０条）が成立する。
２ 乙について
⑴ 強盗致傷罪の共同正犯（６０条，２４０条）は成立するか。
共同正犯の一部実行全部責任の根拠は相互利用補充関係にあるか
ら，かかる関係がある場合すなわち正犯いし，共謀，一部の者によ
る実行があれば成立する。
本件で，乙は見張り役とはいえ，分け前の３割をうける約束の下，
重要な役割を負っていたといえ正犯いしがあり，共謀も，丙による
実行もあるため，少なくとも強盗の共同正犯となる。
致傷結果の利用はない。
離脱について，Ｄ店前に集まったにすぎず着手がないため，丙が
乙の離脱をにんしき了承すれば共犯からぬける。丙はにんしき了承
しており，乙はりだつする。
３ 丁は係員として金庫をかんりする立場にあったが不作為の幇助は否
定される。
第５
甲の罪責
殺人未すい罪
乙の罪責
傷害罪と保護責任者遺棄罪，過失致死の併合罪
丙の罪責
強盗罪
丁
犯罪不成立
以 上

130
※本受験生答案につきましては，答案選定後に答案作成者がコメントを付してくれましたので掲載さ
せていただきます。
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