


はしがき
平成23年７月17日（日）及び18日（月）の両日にわたり，第１回予備試

験の論文式試験が実施されました。

予備試験は，法科大学院課程の修了者と同等の学識・応用能力等を有する

ことを判定することを目的としています。論文式試験の出題は，多くの法科

大学院で講義がされているであろう条文解釈上の基本的論点及び重要判例の

理解を問うものであったといえましょう。

そこで，本書は，予備試験の論文式試験へ万全の対策をしていただくため，

今後の予備試験論文式試験での出題が予想される，条文解釈上の基本的論点

を多く含む論文式問題を厳選し，掲載いたしました。そして，それぞれの問

題について，論点を指摘するとともに，参考答案をご提示し，より具体的に

合格レベルの答案をイメージすることができるよう編集いたしました。

本書をご活用いただくことにより，論点に対する着実な理解と合格答案作

成のノウハウを身に付けていただけるものと確信いたしております。

2011年10月吉日

株式会社　東京リーガルマインド

ＬＥＣ総合研究所　司法試験部
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マスター問題

1

甲女の息子Ａが通っているＢ保育園の裏にある池の浅瀬で，Ａが溺れか
けていた。「自然の中でのびのびと園児を育てる」という園長Ｃの教育方針
から，Ｂ保育園は日頃関係者以外は立ち入らない山奥にあった。以上の事
例について，以下の問いに答えなさい。なお，各問いは独立した問題とする。
１　甲女とその情夫乙は，保育園までＡを迎えに行った際，Ａが溺れかけ
ているのを発見したが，甲女は日頃から「情夫乙との関係を継続してい
く上で夫Ｄとの子であるＡは邪魔だ」と考えていたので，甲乙はＡが死
ねばいいと思い，意思を通じて助けなかった。その結果，Ａは誰にも気
づかれずに溺死した。甲乙の罪責を論ぜよ。

２　Ｂ保育園の園長Ｃと給料額をめぐって口論となり，興奮のあまり保育
園から飛び出してきた保母丙は，たまたま現場を通りかかり，自分の受
け持っているＡが溺れかけているのを発見したが，「保育時間中ではあっ
ても，勝手に園外に出た幼児については保母は何ら義務を負わない」と
考え，園長Ｃに腹を立てていたこともあって，そのまま放置すればＡは
死んでしまうがそれでもよいと思って帰宅した。その結果，Ａは誰にも
気づかれずに溺死した。丙の罪責を論ぜよ。

▶▶▶ 出題の意図 ◀◀◀
不作為犯の理解には刑法総論全体の理解が必要であるため，いざ答案を書こうと思う

と難しい分野です。そこで，不作為犯について基本的な点から発展的な議論まで十分整
理をしていただくために，本問を出題しました。

★ 論点一覧 ★
1　不真正不作為犯の実行行為性
2　不作為による共同正犯
3　作為義務の錯誤
4　違法性の意識と故意

不作為犯①1
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思考のプロセス
甲の罪責については，甲の不作為が実行行為にあたるのか，不真正不作為犯の
実行行為性が問題となります。何もしないにもかかわらず処罰されるのですから，
何もしないことが刑罰評価の対象となる場合を，明確かつ合理的に限定しなくて
はならないのです。学説は様々ありますが，このような問題意識は共通です。ど
の学説を採用するにしても，規範を定立したうえで丁寧にあてはめることが必要
です。
乙の罪責については，乙にはそもそも作為義務がありません。そこで，単独で

はたとえＡを放置したからといって殺人罪に問われたりすることはありません。な
ぜなら，殺人の実行行為性がなく，構成要件該当性が認められないからです。し
かし，甲と意思を通じてこれをすることで，殺人罪の共同正犯が成立しないか問
題となります。
丙の罪責については甲の場合と同様実行行為性が問題となる他，丙は「保育時

間中ではあっても，勝手に園外に出た幼児については保母は何ら義務を負わない」
と考えており，丙には作為義務の認識がなく，故意が阻却されるのではないかが
問題となります。
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思考過程を紹介
論点間の軽重・関
連性もチェック可
能

本書の効果的活用法
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参 考 答 案 2
結果無価値論・前田説によった。不真正不作為犯の実行行為性について，要件へのあてはめを丁寧に
行なうように心掛けた。「作為義務の錯誤」に関して，実質的故意論（前田説）の立場から論じた。

法８２０条），甲にはＡを救助する作為義務（①）が
認められる。
また，前述のように，作為の可能性・容易性（②）
も認められる。
したがって，これに違反して救助しないという不作
為は作為による実行行為と等価値であり，殺人罪の実
行行為といえる。

⑵　よって，本問甲は殺人罪の罪責を負う。
２　乙の罪責について
⑴　乙は甲とともにＡを放置しているが，殺人罪の共同正
犯（６０条・１９９条）の罪責を負うか。
この点，乙は甲の情夫であることから，Ａに対して法
律上の救護義務はなく乙には作為義務がない。そこで，
作為義務のない者にも不作為の共同正犯が成立するかが
問題となる。
思うに，共同正犯者が一部実行全部責任を負う根拠は，
物理的に共同するとともに相互に心理的影響を及ぼし合
い，結果発生の蓋然性を高める点にある。とすれば，関
与者が作為義務を有せず外形上客観的に実行行為を行っ
ていなくても，相互に心理的影響力を及ぼし合っていれ
ば共同正犯の成立を認められる。
したがって，作為義務あるものとない者が相互に心理

不作為による共同正
犯

第１　１について
１　甲の罪責について
⑴　甲はＡが溺れているのを放置しその結果Ａが死亡して
いるが，甲は殺人罪（１９９条）の罪責を負うか。かか
る不作為が同罪の実行行為といえるかが問題となる。
ア　この点，実行行為とは，構成要件的結果発生の一般
的・抽象的危険性を含む行為をいうと考える。そうだ
とすれば，不作為の行為にも作為犯の実行行為と同視
できる程度の法益侵害の危険性（構成要件的同価値性）
が認められるなら，実行行為性を肯定し得る。
ここで，構成要件的同価値性の有無の判断は，①作
為義務の有無，②作為の可能性・容易性により判断す
るべきである。そして，作為義務の有無は，ⅰ既に発
生している危険性をコントロールしうる地位にある必
要があり，それに加えて，ⅱ結果防止に必用な作為が
どれだけ容易か，ⅲ法令や契約などに基づく行為者と
被害者との関係等をも考慮して，判断すべきと解する。
イ　本問では，他に救助するような人がいないことから，
ⅰＡ死亡の結果発生の危険をコントロールしえたとい
え，また，池の浅瀬であることからすれば，ⅱ救助行
為をするという作為も容易であったと考えられる。さ
らに，ⅲ甲はＡを保護する法律上の義務を負うので（民

不真正不作為犯の
実行行為性
最判昭33.9.9／百
選Ⅰ〔５〕参照
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参 考 答 案 1
基本的に大谷説によった。不作為による共犯については，作為義務を身分とする説により，
法律の錯誤についても論じた。全体的に丁寧な論述を心掛けた。

「Ａが死ねばいい」と思っているため殺人罪の故意も認め
られるので，甲の不作為は殺人罪の構成要件を充足する。
⑶　よって，甲は殺人罪の罪責を負う。
２　乙の罪責について
⑴　乙は，甲とともにＡを助けず溺死させていることから，
殺人罪の共同正犯（６０条，１９９条）の罪責を負うか。
本問では，甲の情夫に過ぎない乙には条理上も法的にもＡ
を救助すべき作為義務はない。そこで，共同行為者の一
方に作為義務がない場合の共同正犯の成否が問題となる。
⑵　思うに，作為義務は構成的身分であると解されるとこ
ろ，作為義務のない者も作為義務のある者と相互に利用・
補充し合って不作為犯の保護法益を侵害することが可能
であることは，通常の身分犯の共犯と同様である。
そこで，「共犯」（６５条１項）には共同正犯も含まれ
るとして，作為義務を有しない者にも共同正犯が成立す
ると解すべきである。
⑶　よって，乙は６５条１項により殺人罪の共同正犯の罪
責を負う。

第２　２について
１　丙の不作為は，殺人罪の実行行為にあたるか。前述の規
範にあてはめて検討する。
保育時間中であれば，勝手に保育園外に出た園児につい

不作為による共同正
犯

第１　１について
１　甲の罪責について
⑴　甲がＡを助けなかった不作為に殺人罪（１９９条）の
実行行為性が認められるか。
思うに，実行行為とは構成要件的結果発生の直接的・現
実的危険性を含む行為をいう。とすれば，不作為にもかか
る危険性が認められれば，実行行為性を肯定し得る。もっ
とも，不作為は無限に存在するから，その全てに構成要件
該当性を認めることは自由保障の見地から好ましくない。
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 合格ライン
１　甲の罪責について，不真正不作為犯の実行行為性を問題とし，自説を論じて
いること

２　乙の罪責について，不作為による共同正犯を問題とし，自説を論じていること
３　丙の罪責について，不真正不作為犯の実行行為性を問題とし，自説から簡潔
に結論付けていること

４　丙の罪責について，作為義務の錯誤を問題とし，自説を論じていること

★ 論点解説 ★
1　不真正不作為犯の実行行為性
一　問題の所在

本問において，甲は自分の息子Ａが池で溺れているのに気づきながらも，
これを救助せず，その結果Ａは溺死するに至っている。そこで，かかる甲の
Ａを救助せず放置した行為（不作為）について，殺人罪（199）の不真正不
作為犯が成立しないか。
ここに不真正不作為犯とは，作為の形式で定められている犯罪を不作為に

よって実現する場合をいう（なお，多衆不解散罪（107）や不退去罪（130 後）
など，構成要件自体が不作為の形式で規定されている犯罪を真正不作為犯と
いう）。作為犯の実行行為が刑法の禁止規範に違反して行われる犯罪である
のに対し，真正不作為犯は命令規範に違反する犯罪であり，そして不真正不
作為は「汝，殺すことなかれ」という禁止規範に違反するとともに，「殺す結
果を防止せよ」という命令規範にも違反して行われる犯罪である。
では，本問における上記甲の不作為について，殺人罪の不真正不作為犯は
成立するのであろうか。ここでは，不真正不作為犯の処罰が可能であると考
えた場合に，いかなる要件の下で不真正不作為犯の処罰が肯定されるのか，
すなわちいかなる場合に不真正不作為犯の実行行為性が認められるかが問題
となる。

二　学説
１　通説
⑴　不真正不作為犯の成立要件（実行行為性）
不真正不作為犯の実行行為の要件として，①作為義務，②作為の可

能性・容易性，③作為との構成要件的同価値性を要求すべきである。
⑵　作為義務（①）の発生根拠
作為義務の発生根拠については，法令，契約，救助の引受，先行行為，

取引上の信義誠実義務，条理，慣習が存在する場合等が挙げられる。
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殺人罪の客観的構成要件を充足することになります。
丙については，通説からは，①保育時間中であれば，勝手に保育園外に出

た園児についても，保母はなお契約上の保護・監督義務を負っていることか
ら作為義務は認められます。また，②Ａは浅瀬で溺れていたことから，救助
行為の可能性・容易性も認められます。さらに，③Ａが溺れたことに気づい
たのは丙のみであって他の者による救助を期待できない状況であること等か
ら，丙はＡの生命に対して支配領域性を有しており，作為との構成要件的同
価値性も認められるでしょう。よって，丙には殺人罪の実行行為性が認めら
れることになります。
また，前田説からも，①作為義務については，丙は川の浅瀬で溺れかかっ
ているＡの既に発生している危険性をコントロールし得る地位にあり（ⅰ），
丙による救助・通報など結果の防止に必要な作為は容易であること（ⅲ），Ａ
が溺れたことに気づいたのは丙以外にいないことから丙の他に結果防止可能
な者は存在しないこと（ⅳ）等を考慮すると，丙に作為義務を認めることが
できるでしょう。そして，前述の通り，②作為の可能性・容易性は認められます。
よって，丙には殺人罪の実行行為性が認められることになります。
もっとも，丙に殺人罪（の不真正不作為犯）が成立するためには，さらに
丙に殺人罪の故意が認められることが必要です。しかるに，本問で丙は作為
義務に関して錯誤を生じている（「自分に救助する義務はない」と丙は考え
ている）ことから，これをいかに処理するのか（作為義務に関して錯誤が生
じている場合に故意が認められるのか）を検討する必要が生じます。

2　不作為による共同正犯
一　問題の所在

本問において，まず，甲には不作為の殺人罪が成立しうる。次に，乙は，
甲と意を通じて溺れているＡを救助せず，Ａを死亡させている。ところが，
乙は情夫に過ぎず，Ａの親ではないので，Ａを救助すべき作為義務を負わな
い。そこで，このように作為義務を負っていない乙が殺人罪の共同正犯とな
るであろうか，不作為による共同正犯が成立するかが問題となる。

二　学説
１　不成立説
（理由）

前田・総論・127 頁以下，山口・総論・73 頁以下，講義案・64 頁以下
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マスター問題

1

甲女の息子Ａが通っているＢ保育園の裏にある池の浅瀬で，Ａが溺れか
けていた。「自然の中でのびのびと園児を育てる」という園長Ｃの教育方針
から，Ｂ保育園は日頃関係者以外は立ち入らない山奥にあった。以上の事
例について，以下の問いに答えなさい。なお，各問いは独立した問題とする。
１　甲女とその情夫乙は，保育園までＡを迎えに行った際，Ａが溺れかけ
ているのを発見したが，甲女は日頃から「情夫乙との関係を継続してい
く上で夫Ｄとの子であるＡは邪魔だ」と考えていたので，甲乙はＡが死
ねばいいと思い，意思を通じて助けなかった。その結果，Ａは誰にも気
づかれずに溺死した。甲乙の罪責を論ぜよ。

２　Ｂ保育園の園長Ｃと給料額をめぐって口論となり，興奮のあまり保育
園から飛び出してきた保母丙は，たまたま現場を通りかかり，自分の受
け持っているＡが溺れかけているのを発見したが，「保育時間中ではあっ
ても，勝手に園外に出た幼児については保母は何ら義務を負わない」と
考え，園長Ｃに腹を立てていたこともあって，そのまま放置すればＡは
死んでしまうがそれでもよいと思って帰宅した。その結果，Ａは誰にも
気づかれずに溺死した。丙の罪責を論ぜよ。

▶▶▶ 出題の意図 ◀◀◀
不作為犯の理解には刑法総論全体の理解が必要であるため，いざ答案を書こうと思う

と難しい分野です。そこで，不作為犯について基本的な点から発展的な議論まで十分整
理をしていただくために，本問を出題しました。

★ 論点一覧 ★
1　不真正不作為犯の実行行為性
2　不作為による共同正犯
3　作為義務の錯誤
4　違法性の意識と故意

不作為犯①1
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　司法試験 予備試験 新・論文の森　刑法〔上〕

思考のプロセス
甲の罪責については，甲の不作為が実行行為にあたるのか，不真正不作為犯の
実行行為性が問題となります。何もしないにもかかわらず処罰されるのですから，
何もしないことが刑罰評価の対象となる場合を，明確かつ合理的に限定しなくて
はならないのです。学説は様々ありますが，このような問題意識は共通です。ど
の学説を採用するにしても，規範を定立したうえで丁寧にあてはめることが必要
です。
乙の罪責については，乙にはそもそも作為義務がありません。そこで，単独で

はたとえＡを放置したからといって殺人罪に問われたりすることはありません。な
ぜなら，殺人の実行行為性がなく，構成要件該当性が認められないからです。し
かし，甲と意思を通じてこれをすることで，殺人罪の共同正犯が成立しないか問
題となります。
丙の罪責については甲の場合と同様実行行為性が問題となる他，丙は「保育時

間中ではあっても，勝手に園外に出た幼児については保母は何ら義務を負わない」
と考えており，丙には作為義務の認識がなく，故意が阻却されるのではないかが
問題となります。
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参 考 答 案 1
基本的に大谷説によった。不作為による共犯については，作為義務を身分とする説により，
法律の錯誤についても論じた。全体的に丁寧な論述を心掛けた。

「Ａが死ねばいい」と思っているため殺人罪の故意も認め
られるので，甲の不作為は殺人罪の構成要件を充足する。
⑶　よって，甲は殺人罪の罪責を負う。
２　乙の罪責について
⑴　乙は，甲とともにＡを助けず溺死させていることから，
殺人罪の共同正犯（６０条，１９９条）の罪責を負うか。
本問では，甲の情夫に過ぎない乙には条理上も法的にもＡ
を救助すべき作為義務はない。そこで，共同行為者の一
方に作為義務がない場合の共同正犯の成否が問題となる。
⑵　思うに，作為義務は構成的身分であると解されるとこ
ろ，作為義務のない者も作為義務のある者と相互に利用・
補充し合って不作為犯の保護法益を侵害することが可能
であることは，通常の身分犯の共犯と同様である。
そこで，「共犯」（６５条１項）には共同正犯も含まれ

るとして，作為義務を有しない者にも共同正犯が成立す
ると解すべきである。

⑶　よって，乙は６５条１項により殺人罪の共同正犯の罪
責を負う。

第２　２について
１　丙の不作為は，殺人罪の実行行為にあたるか。前述の規
範にあてはめて検討する。
保育時間中であれば，勝手に保育園外に出た園児につい

不作為による共同正
犯

第１　１について
１　甲の罪責について
⑴　甲がＡを助けなかった不作為に殺人罪（１９９条）の
実行行為性が認められるか。
思うに，実行行為とは構成要件的結果発生の直接的・現

実的危険性を含む行為をいう。とすれば，不作為にもかか
る危険性が認められれば，実行行為性を肯定し得る。もっ
とも，不作為は無限に存在するから，その全てに構成要件
該当性を認めることは自由保障の見地から好ましくない。
そこで，①作為義務，②作為の可能性・容易性，③当該具
体的状況下における作為との構成要件的同価値性が認めら
れれば，不作為にも実行行為性が認められると解する。
これを本問についてみると，甲はＡの母親であるから

条理上も法的にも（民法８２０条）Ａを助ける義務があっ
たといえる（①）。また，Ａが池の浅瀬で溺れている本
問では，救助行為の可能性・容易性も肯定される（②）。
そして，Ｂ保育園は日頃関係者以外は立ち入らない山奥
にあり，他に救助できる人はいないと考えられるので，
そのような場所で溺れているＡを放置することは，作為
との構成要件的同価値性も認められる（③）。
よって，殺人罪の実行行為性が認められる。

⑵　そして，本問では甲の不作為によりＡが死亡しており，

不真正不作為犯の
実行行為性
最判昭33.９.９／百
選Ⅰ〔５〕参照
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ても，なお保母は契約上の保護・監督義務を負うと考えられ
るので，丙にはＡを助ける作為義務があったといえる（①）。
また，作為の可能性・容易性（②）や作為との構成要件的同
価値性（③）についても，第１で検討した通り，認められる。
よって，丙の不作為は殺人罪の実行行為にあたる。

２⑴�　もっとも，本問において丙は自分には救助する義務は
ないと考えている。そこで，作為義務に関する錯誤が構
成要件的故意（３８条１項）を阻却しないか。作為義務
の体系的位置付けに関わり，問題となる。

⑵　この点，作為義務を違法要素と考えれば，作為義務の
錯誤は法律の錯誤となり，構成要件的故意は阻却されな
い。しかし，違法要素とすれば構成要件の違法性推定機
能を損なうことになるので，採用しえない。

⑶ア�　第１で述べたように作為義務を実行行為性の要件と
して構成要件要素と考える自説からは，構成要件的結
果発生を防止しなければならない法律上の作為義務を
負う保障人の不作為のみが実行行為（構成要件的行為）
にあたると解する（保障人説）。

　イ�　そして，故意責任の本質は，規範の問題に直面し反
対動機形成可能であったにもかかわらずあえて当該行
為に出たことに対する非難可能性にあると解する。し
たがって，故意責任を問うには，反対動機が形成可能

作為義務の錯誤

な程度の事実の認識があれば足りる。そして，作為義
務はいわゆる規範的構成要件要素であり，故意の内容
として意味の認識まで要する。もっとも専門家的認識
までは必要なく，一般通常人と同程度の認識（素人的
認識）があれば足り，かかる認識があれば故意は阻却
されないと解する。

⑷　本問では，丙は自分の受け持ちであるＡが溺れている
ことを認識している。そして，一般通常人であればこの
場合作為義務があることを認識しえるから，丙には反対
動機が形成可能な程度の意味の認識があるといえる。

⑸　よって，本問丙は構成要件的故意を阻却されない。
３　もっとも，本問では，丙はＡを助ける義務がないと考え
ており，自己の行為は適法であると考えているので，責任
故意が阻却されるのではないか。
思うに，前述の故意責任の本質からは，現に違法性の意識

がなくても，その可能性があれば，道義的非難は可能である。
そこで，違法性の意識は責任故意の要件ではなく，その

可能性があれば責任故意は阻却されないと解する。
本問では，丙は作為義務がないと軽信しているにすぎず，

違法性の意識の可能性はあるので責任故意は阻却されない。
４　以上より，丙は殺人罪の罪責を負う。

以　上

違法性の意識と故
意

最判昭26.11.15
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参 考 答 案 2
結果無価値論・前田説によった。不真正不作為犯の実行行為性について，要件へのあてはめを丁寧に
行なうように心掛けた。「作為義務の錯誤」に関して，実質的故意論（前田説）の立場から論じた。

法８２０条），甲にはＡを救助する作為義務（①）が
認められる。
また，前述のように，作為の可能性・容易性（②）

も認められる。
したがって，これに違反して救助しないという不作

為は作為による実行行為と等価値であり，殺人罪の実
行行為といえる。

⑵　よって，本問甲は殺人罪の罪責を負う。
２　乙の罪責について
⑴　乙は甲とともにＡを放置しているが，殺人罪の共同正
犯（６０条・１９９条）の罪責を負うか。
この点，乙は甲の情夫であることから，Ａに対して法

律上の救護義務はなく乙には作為義務がない。そこで，
作為義務のない者にも不作為の共同正犯が成立するかが
問題となる。
思うに，共同正犯者が一部実行全部責任を負う根拠は，

物理的に共同するとともに相互に心理的影響を及ぼし合
い，結果発生の蓋然性を高める点にある。とすれば，関
与者が作為義務を有せず外形上客観的に実行行為を行っ
ていなくても，相互に心理的影響力を及ぼし合っていれ
ば共同正犯の成立を認められる。
したがって，作為義務あるものとない者が相互に心理

不作為による共同正
犯

第１　１について
１　甲の罪責について
⑴　甲はＡが溺れているのを放置しその結果Ａが死亡して
いるが，甲は殺人罪（１９９条）の罪責を負うか。かか
る不作為が同罪の実行行為といえるかが問題となる。
ア　この点，実行行為とは，構成要件的結果発生の一般
的・抽象的危険性を含む行為をいうと考える。そうだ
とすれば，不作為の行為にも作為犯の実行行為と同視
できる程度の法益侵害の危険性（構成要件的同価値性）
が認められるなら，実行行為性を肯定し得る。
ここで，構成要件的同価値性の有無の判断は，①作

為義務の有無，②作為の可能性・容易性により判断す
るべきである。そして，作為義務の有無は，ⅰ既に発
生している危険性をコントロールしうる地位にある必
要があり，それに加えて，ⅱ結果防止に必用な作為が
どれだけ容易か，ⅲ法令や契約などに基づく行為者と
被害者との関係等をも考慮して，判断すべきと解する。

イ　本問では，他に救助するような人がいないことから，
ⅰＡ死亡の結果発生の危険をコントロールしえたとい
え，また，池の浅瀬であることからすれば，ⅱ救助行
為をするという作為も容易であったと考えられる。さ
らに，ⅲ甲はＡを保護する法律上の義務を負うので（民

不真正不作為犯の
実行行為性
最判昭33.9.9／百
選Ⅰ〔５〕参照
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的影響力を及ぼし合う場合には，作為義務のない者にも
不作為犯の共同正犯が成立すると解する。
本問では，乙はＡを救助すべき作為義務を負う甲と意

思を通じてＡを放置しており，甲と相互に心理的影響力
を及ぼし合いながらＡ死亡の結果を発生させたというこ
とができる。

⑵　よって，乙は殺人罪の共同正犯の罪責を負う。
第２　２について
１　丙はＡが溺れているのを放置しその結果Ａが死亡してい
るが，丙は殺人罪（１９９条）の罪責を負うか。

２　まず，かかる丙の不作為は殺人罪の実行行為といえるか。
この点，丙以外に救助するような人がいないことから，

ⅰＡ死亡の結果発生の危険をコントロールしえたといえ，
また，池の浅瀬であることからすれば，ⅱＡを救助する行
為も容易であったと考えられる。さらに，ⅲ丙はＡの保育
を受け持つ保母であり，丙はＡを保護する契約上の義務を
負うので，丙にはＡを救助する作為義務（①）が認められ
る。また，前述のように，作為の可能性・容易性（②）も
認められる。
したがって，この作為義務に違反して救助しないという

不作為は作為による実行行為と等価値であり，殺人罪の実
行行為といえる。

３⑴�　としても，丙が自らに作為義務がないと考えていたこ
とで，故意（３８条１項）が阻却されないか。

⑵　思うに，故意責任の本質は国民一般の規範意識に照ら
した非難可能性にあることから，故意の成立については，
一般人であれば当該犯罪類型の違法性を意識し得るだけ
の事実の認識が行為者にあることが必要である。
そこで，作為義務に関して錯誤が生じた場合に故意が

認められるかという問題も，かかる認識の有無によって
解決すべきであると解する。

⑶　本問で，丙は溺れているのは自分の受け持っているＡ
であると認識しており，自分の受け持ちの園児であれば
救助行為という作為をする義務があるので，丙に一般人
であれば殺人罪の違法性を意識し得るだけの事実の認識
があったとはいえる。

⑷　よって，丙には殺人罪の故意が認められる。
４　以上より，丙は殺人罪の罪責を負う。

以　上

作為義務の錯誤
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 合格ライン
１　甲の罪責について，不真正不作為犯の実行行為性を問題とし，自説を論じて
いること

２　乙の罪責について，不作為による共同正犯を問題とし，自説を論じていること
３　丙の罪責について，不真正不作為犯の実行行為性を問題とし，自説から簡潔
に結論付けていること

４　丙の罪責について，作為義務の錯誤を問題とし，自説を論じていること

★ 論点解説 ★
1　不真正不作為犯の実行行為性
一　問題の所在

本問において，甲は自分の息子Ａが池で溺れているのに気づきながらも，
これを救助せず，その結果Ａは溺死するに至っている。そこで，かかる甲の
Ａを救助せず放置した行為（不作為）について，殺人罪（199）の不真正不
作為犯が成立しないか。
ここに不真正不作為犯とは，作為の形式で定められている犯罪を不作為に

よって実現する場合をいう（なお，多衆不解散罪（107）や不退去罪（130 後）
など，構成要件自体が不作為の形式で規定されている犯罪を真正不作為犯と
いう）。作為犯の実行行為が刑法の禁止規範に違反して行われる犯罪である
のに対し，真正不作為犯は命令規範に違反する犯罪であり，そして不真正不
作為は「汝，殺すことなかれ」という禁止規範に違反するとともに，「殺す結
果を防止せよ」という命令規範にも違反して行われる犯罪である。
では，本問における上記甲の不作為について，殺人罪の不真正不作為犯は
成立するのであろうか。ここでは，不真正不作為犯の処罰が可能であると考
えた場合に，いかなる要件の下で不真正不作為犯の処罰が肯定されるのか，
すなわちいかなる場合に不真正不作為犯の実行行為性が認められるかが問題
となる。

二　学説
１　通説
⑴　不真正不作為犯の成立要件（実行行為性）
不真正不作為犯の実行行為の要件として，①作為義務，②作為の可

能性・容易性，③作為との構成要件的同価値性を要求すべきである。
⑵　作為義務（①）の発生根拠
作為義務の発生根拠については，法令，契約，救助の引受，先行行為，

取引上の信義誠実義務，条理，慣習が存在する場合等が挙げられる。
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このような基準で作為義務の存否を判断すると，不真正不作為犯の
処罰範囲を明確に限定することはできないと批判し，作為義務の根拠を
限定する見解がある。具体的には，先行行為を基準とする見解（日高），
事実上の引き受け行為の存在を基準とする具体的依存性説（堀内），事
実上の排他的支配の設定を基準とする支配領域性説（西田）が存在する。
なお，上記のような客観的要件のほかに，「ことさらに」といった主観的
要素を不真正不作為犯の成立要件として挙げる見解もあり，判例もその
ように解しているといわれている。

２　前田説
⑴　不真正不作為犯の成立要件
不真正不作為犯の実行行為の要件として，作為による実行行為との同
価値性が要求される。同価値性は，①作為義務，②作為の可能性・容易
性により判断すべきである。
⑵　作為義務（①）の発生根拠
作為義務の発生根拠については，ⅰすでに発生している危険性をコン

トロールしうる地位にある必要があり，それに加えて，ⅱ結果発生の危
険に重大な原因を与えたのか否か，ⅲ当該結果の防止に必要な作為が
どれだけ容易か，ⅳ他に結果防止可能な者がどれだけ存在したのか，と
いうような法益関係的事情を基に，ⅴ法令や契約等に基づく行為者と被
害者の関係や，ⅵ他の関与者が存在する場合には，「誰に帰責すべきか」
という判断をも考慮して判断すべきである。

三　判例
まず，放火罪について判例（大判昭13.3.11）は，１人住まいの男が家で神
棚に灯明をあげて礼拝した後，外出しようとして神棚を見た時にろうそくが
神符の方へ傾いているのに気付いたが火災になれば保険金が取れるだろうと
思ってそのまま外出したという事案について，「既発の危険を利用する意思」
があったことに触れたうえで不作為による放火罪の成立を認めた。既発の危
険を利用する意思が決め手になったと評する見解もあるが，判例に対する評
価は分かれている。
また，最判昭 33.9.9 ／百選Ⅰ〔５〕は，１人で事務室に残業していた被告人が，
仮眠した間に，自己が机の下に放置しておいた火鉢から書類や机に引火した
にもかかわらず，自己の失策の発覚を恐れてそのまま立ち去った事案につい
て，不作為による放火罪の成立を肯定した。そこでは，過失の先行行為及び
残業職員としての地位，消火の容易性，建物が焼燬されることを認容する意
思が要件として考えられている。
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次に，殺人罪について，同居の従業員に傷害を負わせたにもかかわらず，
傷害の事実が発覚するのを恐れて医者を呼ばず自宅内に放置して死亡させた
事例について，裁判例（東京地裁八王子支判昭 57.12.22 ／百選Ⅰ〔６〕）は，
不作為による殺人罪の成立を肯定している。この裁判例は，「同女を支配内
においていたことも考えあわせると」当該不作為は「不作為による殺人の実
行行為と評価できる」としており，支配領域性説に立たれる西田教授は「注
目に値する」と評されている。

四　検討
不真正不作為犯の成立要件（作為義務の発生根拠）に関しては，多くの学

説が存在します。いずれの学説も有力に主張されているところですから，ど
の学説を採用しても問題はないと思われます。答案上では，自分の立ってい
る見解から一貫して論じられればよいでしょう。
本問で，通説からは，①甲とＡとは親子であり民法 820 条により監護義務

が存在することから，作為義務は認められるでしょう。また，②Ａは浅瀬で
溺れていたことから，救助行為の可能性・容易性が認められるでしょう。さ
らに，Ａが溺れたことに気づいたのは甲のみであって他の者による救助を期
待できない状況であること等から，甲はＡの生命に対して支配領域性を有し
ており，作為との同価値性も認められるでしょう。よって，甲には殺人罪の
実行行為性が認められることになります。
また，前田説からも，①作為義務については，甲は川の浅瀬で溺れかかっ
ているＡの既に発生している危険性をコントロールし得る地位にあり（ⅰ），
甲による救助・通報など結果の防止に必要な作為は容易であること（ⅲ），Ａ
が溺れたことに気づいたのは甲乙以外にいないことから甲の他に結果防止可
能な者は存在しないこと（ⅳ）等を考慮すると，甲に作為義務を認めること
ができるでしょう。そして，前述の通り，②作為の可能性・容易性は認めら
れます。よって，甲には殺人罪の実行行為性が認められることになります。
こうして，甲に殺人罪の作為義務が認められた場合（すなわち，甲の不作
為に殺人罪の実行行為性が認められた場合），次に甲の不作為とＡの死とい
う結果との間に因果関係が認められるかが問題となりますが，期待説を前提
とすれば，因果関係を肯定することができましょう。もっとも，不作為の因
果関係を論じる実益がある典型事例というのは，作為があっても同じ結果と
なったのではないか，と考えられる場合です（ex. 救急車を呼ばないという不
作為が問題となる場合）。本問はこの様な事例ではありませんから，この点に
ついてはあえて触れなくてもよいでしょう。触れられれば加点となります。
以上より，甲に作為義務が認められると考えた場合，本問の甲の不作為は
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殺人罪の客観的構成要件を充足することになります。
丙については，通説からは，①保育時間中であれば，勝手に保育園外に出

た園児についても，保母はなお契約上の保護・監督義務を負っていることか
ら作為義務は認められます。また，②Ａは浅瀬で溺れていたことから，救助
行為の可能性・容易性も認められます。さらに，③Ａが溺れたことに気づい
たのは丙のみであって他の者による救助を期待できない状況であること等か
ら，丙はＡの生命に対して支配領域性を有しており，作為との構成要件的同
価値性も認められるでしょう。よって，丙には殺人罪の実行行為性が認めら
れることになります。
また，前田説からも，①作為義務については，丙は川の浅瀬で溺れかかっ
ているＡの既に発生している危険性をコントロールし得る地位にあり（ⅰ），
丙による救助・通報など結果の防止に必要な作為は容易であること（ⅲ），Ａ
が溺れたことに気づいたのは丙以外にいないことから丙の他に結果防止可能
な者は存在しないこと（ⅳ）等を考慮すると，丙に作為義務を認めることが
できるでしょう。そして，前述の通り，②作為の可能性・容易性は認められます。
よって，丙には殺人罪の実行行為性が認められることになります。
もっとも，丙に殺人罪（の不真正不作為犯）が成立するためには，さらに
丙に殺人罪の故意が認められることが必要です。
しかるに，本問で丙は作為義務に関して錯誤を生じている（「自分に救助
する義務はない」と丙は考えている）ことから，これをいかに処理するのか（作
為義務に関して錯誤が生じている場合に故意が認められるのか）を検討する
必要が生じます。

2　不作為による共同正犯
一　問題の所在

本問において，まず，甲には不作為の殺人罪が成立しうる。次に，乙は，
甲と意を通じて溺れているＡを救助せず，Ａを死亡させている。ところが，
乙は情夫に過ぎず，Ａの親ではないので，Ａを救助すべき作為義務を負わな
い。
そこで，このように作為義務を負っていない乙が殺人罪の共同正犯となる

であろうか，不作為による共同正犯が成立するかが問題となる。

前田・総論・127 頁以下，山口・総論・73 頁以下，講義案・64 頁以下

■参考文献
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二　学説
１　不成立説

（理由）
目的的行為論を徹底すれば，不作為犯においては共同実行の意思も
共同実行の事実もありえない。

２　限定成立説
作為義務を有する者が共同実行する場合にのみ成立する。
（理由）

不作為犯は作為義務を有する者のみが実行しうる。
３　全面成立説

作為義務を有する者と有しない者が共同して不作為犯を共同実行する場
合にも成立する。
この説の中でも，全面的に成立を肯定する根拠が，以下のように分かれ
ている。
⑴　前田説
（理由）
共同正犯の処罰根拠においては，相互の心理的影響が重要で，関
与者の一部が必ずしも外観上客観的実行行為性を有していなくて
も，すなわち作為義務を有していなくとも共同正犯たりうる場合は
考えられる。

⑵　大谷説
共犯と身分の問題として，不作為による共同正犯を肯定する。
（理由）

作為義務を有しない者も作為義務を有する者と共同してその作為
義務違反の不作為を実現することは可能である（65条１項参照）。

三　検討
本論点については，学説上は全面成立説が通説ですので，この見解に従っ

ておけば十分でしょう。３説の中では前田説・大谷説のいずれに立っても構
いませんが，他の論点における自説の立場と矛盾しないように気を付けて下
さい。
不成立説からは，乙に殺人罪の共同正犯は成立しません。
限定成立説からは，乙はＡを救助すべき作為義務を負っていないので，殺
人罪の共同正犯は成立しません。
前田説からは，作為義務を有する者と有しない者が共同して不作為犯を共

同実行する場合にも共同正犯が成立するところ，本問乙はＡを救助すべき作
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為義務を負う甲と意を通じてＡを放置しており，甲との間で相互に心理的影
響力を及ぼしながら，Ａ死亡の結果を発生させたということができます。よっ
て，乙には殺人罪の共同正犯が成立するでしょう。
大谷説からは，不作為犯を作為義務を有する者についてのみ成立する真正

身分犯と考えるため，共犯と身分の問題となります。この点，非身分者も身
分者と共同することにより法益侵害が可能として共同正犯を肯定できると解
せば，本問乙にも共同正犯が成立することとなります。なお，共同正犯の成
立を否定しても，幇助犯の成否が別途必要となります。

3　作為義務の錯誤
一　問題の所在

丙に殺人罪の作為義務が認められる（そして，丙の不作為は同罪の客観的
構成要件を充足する）と考えたとしても，丙は，自分には助けるべき義務は
ないと考えている。そこで，丙には殺人罪の故意が認められないのではない
か（自分に作為義務がないと考えていることから，実行行為性の認識を欠く
のではないか）。
作為義務に関して錯誤が生じた場合に故意が認められるのかが，作為義務

の体系的位置づけと関連して問題となる。
以下では，作為義務の犯罪論体系上における位置づけに関する判例・学説

の状況について紹介したうえで，作為義務の錯誤に関する判例・学説の状況
について解説する。

二　作為義務の体系的位置づけに関する判例・学説の状況
１　統一説（通説）

保障人的義務と保障人的地位とは区別せず，両者を一体として構成要件
段階で考慮すべきであるとする。
不真正不作犯における作為義務の理解に関しては，保障者説（保障人説）

が通説的立場を占めている（大塚など。ドイツでの通説でもある）。保障
者とはある犯罪的結果の発生する危険のある状態において，その発生を防
止すべき特別の義務を有する者をいい，保障者が保障義務を尽くしえたの
に，それを怠って不作為に出た場合が不作為による実行行為となり得ると
される。こうして，保障者説によれば，不真正不作為犯における作為義務
は構成要件要素として捉えられることになる。

前田・総論・530 頁以下，山口・総論・360 頁以下，講義案・309 頁以下

■参考文献
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２　二分説（福田，内藤，曽根ほか有力説）
「保障人的義務」と保障人的義務を生じさせる事実的・法的事情である「保
障人的地位」とを区別して考え，後者は事実的要素であるから構成要件要
素であるが，規範的評価を伴う前者については，これを違法論で扱うとする。
（理由）

個別・具体的判断を要する「保障人的義務」は，抽象的判断である
構成要件段階で議論するのは妥当でないため違法性の段階で考慮す
べきである。しかし，作為義務のある者（保障人）の不作為のみが構
成要件に該当するものであるから，「保障人的地位」は構成要件段階
で考慮するべきである。
保障者説にいう「保障者の地位」をいかに類型化しても，そこに実

質的考慮は入らざるをえない。例えば，民法的に親でありさえすれば，
溺れた子を助けるべき保障人に常に該当するとは限らない。また，誤っ
て川に子供を突き落としてしまった者が保障人に該当するか否かは，
具体的事情を考慮せざるをえない。保障人といっても，それは結局保
障義務のある者であり，保障義務は従来から用いられてきた作為義務
と大差がない。そして，ここで重要なのは，誰が義務者か，ではなく
てどの行為が構成要件該当性を有するかである。
（批判）
・　「保障人的地位」といっても，結局は「実質的に重要な保障義務
のある者の類型」であり，例えば「親一般」に保障人的地位が常に
認められるわけではない。その認定に際しては「保障人的義務」の
吟味が必要である。そうだとすれば，「誰がどのような作為を為さ
なかった場合に構成要件該当性が認められるか」という１個の実質
的判断を行えば足りる。

・　実際問題として，「保障人的地位」と「保障人的義務」とは社会
観念上一体化して理解されることが多く，一般的に両者を区別をす
ることは困難である。

・　構成要件の要素として単に「保障人的地位」をあげるだけでは，
その内容は抽象的に過ぎ，構成要件の違法性推定機能を十分に果
たせえない嫌いがある。

３　違法性説（牧野）
作為義務の有無は実質的判断を含むので，違法性の段階で考えるべきで

あるとする。
（批判）

結果と因果関係がある不作為がすべて構成要件に該当してしまい，
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構成要件のもつ違法性推定機能がなくなる。
４　判例

該当する判例は見当たらない。

三　作為義務の錯誤に関する判例・学説の状況
１　統一説

保障人的地位と作為義務とは一体であり，両者は規範的構成要件要素と
して，構成要件要素の対象となる。作為義務の錯誤は規範的構成要件要素
の錯誤であり，意味の認識がなければ故意（構成要件的故意）が阻却され
ることになる。

２　二分説
不作為犯において構成要件的故意の対象となるのは，「保障人的義務」

自体ではなく，保障人的地位である。「保障人的地位」についての錯誤は
事実の錯誤であり構成要件的故意が阻却される。「保障人的義務」そのも
のの錯誤は法律の錯誤となる。

３　違法性説
作為義務の錯誤は法律の錯誤となる。

４　判例
該当する判例は見当たらない。

四　検討
作為義務の体系的位置づけに関して違法性説は現在支持されておらず，統

一説か二分説かのいずれかを採用するのがよいでしょう。
統一説によれば，作為義務の錯誤は規範的構成要件の錯誤となり，意

味の認識がなければ故意が阻却されるところ，丙には自分が受け持っ
ている園児であるＡを見捨てるという認識は認められるので意味の認
識が認められ，故意は阻却されないことになります。なお，故意論に関
する前田説（実質的故意論）によっても，溺れているのは自分の受持
ちの児童Ａであることを認識している以上，一般人であれば殺人罪の
違法性を意識を持ち得るだけの事実の認識が丙にあったと考えることができ，
故意は認められることになるでしょう。
他方，二分説によれば，丙は池で溺れているのが自分が受け持っている園
児Ａであると気づいているわけですから，「保障人的義務」の錯誤にあたり，
法律の錯誤となり故意は阻却されないことなります。
違法性説によっても，丙の錯誤は法律の錯誤となり，故意は阻却されない

こととなります。



16 　司法試験 予備試験 新・論文の森　刑法〔上〕

したがって，結論として，本問で丙に殺人罪が成立することになります。

4　違法性の意識は故意の要素か
一　問題の所在

丙は，「保育時間中ではあっても，勝手に園外に出た幼児については保母
は何ら義務を負わない」と考えており，自分の行為が犯罪ではないと信じて
いると考えられる。
この点，違法性の意識がないならば，自己の行為を思いとどまることがで

きずに行為者を非難できないとも思える。そこで，このように法律の錯誤が
ある場合に故意ないし責任を阻却すべきではないかが，違法性の意識の要否
として問題となる。

二　学説
１　厳格故意説（大塚，佐久間，日高ほか）

責任故意が成立するためには違法性の意識が必要であるとする。
（理由）

徹底した意味での道義的非難は，行為者が，単に犯罪事実を表象し
ただけでは足りず，法的に許されないことを知って行為した場合に初
めて加えることができる。すなわち，故意責任の特質は，自己の行為
が法律上許されないことを意識しつつ，それによって形成された反対
動機を突破して敢えて行為を決意する直接的な反規範的意思ないし人
格態度にあるから，責任故意が成立するためには違法性の意識が必要
であるというべきである。
（批判）
・　常習犯人は規範意識が鈍麻している者であるから，違法性の意識
の有無・強弱が非難の大小を決定するものであるとすると，常習犯
人は違法性の意識はないか，あるいはあったとしてもその程度は低
いために，厳格故意説によれば不可罰とするかあるいは責任を軽く
しなければならないことになり，常習犯人に対する加重責任（186）
の根拠が説明できない。

・　激情犯の場合は違法性を意識しながら敢えて行為を決意するとい
う状況は存在しないから，厳格故意説によれば故意責任を問えなく
なってしまう。

前田・総論・127 頁以下，山口・総論・73 頁以下，講義案・64 頁以下

■参考文献
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・　確信犯の場合は「悪いことをする」という意識を認めることは困
難であるから，厳格故意説からはその可罰性が説明できない。

・　行政犯の多くは過失処罰規定がないため，厳格故意説によれば違
法性の意識を欠けば不可罰としなければならず，取締り目的を達成
することができないばかりか，処罰の間隙が生じてしまう。

２　制限故意説（団藤ほか通説）
違法性の意識自体は故意の要件ではないが，違法性の意識の可能性は故

意の要件として必要であるとする。
（理由）
人格責任論（責任の本質は，第一次的には行為責任，第二次的には
人格形成責任にあり，両者が合一した人格責任すなわち行為者人格の
主体的現実化こそに責任の本質があるとする）を前提に，行為者が犯
罪事実の全てを認識しながら，それが許されると考え違法性の意識を
欠いた場合，かかる誤った評価をするに至った人格形成こそが非難に
値するが，他方，違法でないと信じるのが全く無理もない場合は非難
可能性がない。
（批判）

違法性の意識の可能性があれば「非難できる」というのであれば理
解できるが，「可能性」があれば故意があると解釈するのは困難である。
故意は事実の認識であり，それは「あるかないか」のはずだからである。

３　社会的責任論
自然犯・刑事犯では故意の成立要件として違法性の意識は不要であるが，
法定犯・行政犯では必要であるとする。
（理由）
自然犯では犯罪事実の認識があれば行為者の性格の社会的危険性
が徴表されるが，法定犯においては法律上許されていないとの認識が
ない者については，性格の社会的危険性が認められない。
（批判）
・　自然犯においても犯罪事実の認識が違法性の意識を喚起しない場
合がありうる。

・　自然犯と法定犯との区別自体が困難になりつつある。
４　責任説

違法性の意識の可能性は故意とは別個の責任要素であるとする。
（理由）
・　違法性の意識の可能性は故意犯と過失犯とに共通の，故意から独
立した責任要素である。
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・　責任を課すためには少なくとも違法性の意識の可能性は必要であ
る。

・　責任説によれば，故意から違法性の意識の可能性を除去すること
によって，故意という言葉についての矛盾を避けることができる。

（批判）
責任説によれば，故意を「構成要件事実の認識」として形式的に把
握することになってしまい，伝統的な故意概念に反することになる。
また，責任説はさらに，⑴厳格責任説と⑵制限責任説とに分かれる。

⑴　厳格責任説（福田，大谷，野村，川端ほか）
構成要件に該当する客観的事実に関する錯誤以外はすべて法律の錯

誤とし，違法性阻却事由の錯誤は故意に影響し得ず，法律の錯誤である
とする。
（理由）

違法性阻却事由の錯誤においても，構成要件に該当する客観的事
実を認識しそれを実現する意思は認められるのであるから，故意に
必要な犯罪事実の認識があることは明らかであり，その認識によっ
て規範の問題は与えられると解すべきである。

⑵　制限責任説（平野，山中）
違法性阻却事由の錯誤は構成要件（事実）の錯誤として故意を阻却す

る。
（理由）

犯罪事実を認識しても，それに伴う違法性の意識の喚起可能性が
ない以上は，責任形式としての故意がない。
（批判）

構成要件の錯誤（事実の錯誤）と法律の錯誤との区別を厳格に
維持しつつ，制限責任説の結論を得ようとすると，消極的構成要件
論（違法性阻却事由も構成要件要素であるとする構成要件論）に堕
することになってしまう。

５　違法性の意識不要説
⑴　故意の要件としては犯罪事実の認識があれば足り，違法性の意識また
は違法性の意識の可能性は故意の要件ではないとする見解（泉二）
（理由）
①　「法の不知は恕せず」という法諺はローマ法以来の伝統である。
②　国民はすべて法を知っておくべきである。
③　違法性の意識を故意の要件とすると法の弛緩を招く。
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（批判）
①　（理由①に対して）違法性の意識の可能性がなくても非難可能
性を認めることは規範的責任論の立場と矛盾する。
②　（理由②・③に対して）国民はすべて法律上禁止されている事
柄を知っておくべきであるという権威主義的態度は，国家の権威
の一面的強調であって個人の価値を無視するばかりでなく，違法
性の意識を欠いたことに相当な理由があり，責任を問うのが無理
である場合も実態としてありうる。

⑵　実質的故意論（前田）
故意の成立には一般人であれば当該犯罪類型の違法性の意識を持ちう

るだけの事実の認識が必要であると考え，故意の成否のところで「違法
性の意識」を取り込むことにより，それ以上に独立して違法性の意識は
故意の成立要件であるかどうかを問題とすべきではないとする。

三　判例（最判昭26.11.15）
判例は，「犯意があるとするためには犯罪構成要件に該当する具体的事実

を認識すれば足り，その行為の違法を認識することを要しない」としており，
違法性の意識不要説を採っていると評価されている。
この判例の見解に対しては，故意がありさえすれば違法性の意識を問題に
せず処罰するという態度は余りに必罰主義的であるという批判が学説から向
けられている。
もっとも，実質的故意論からは，故意の成立に，一般人ならば違法性の意
識を持ちうるだけの事実の認識が要求されているならば，判例の考え方は不
合理ではないとされている。

四　検討
近代派を前提とする自然犯・法定犯区別説と違法性の意識不要説における
泉二説に関しては，現在これらを支持する有力な学者がみあたらないことか
ら，これらの説を採用するのは得策ではないと思われます。
本問では丙は違法性の意識を欠いているが違法性の意識の可能性はあると

考えられます。よって，違法性の意識を必要とする厳格故意説では故意が阻
却され，過失犯の成否を検討することになりますが，それ以外の説では丙の故
意ないし責任は阻却されず，故意犯の成立に影響を与えないこととなります。

前田・総論・218 頁以下，山口・総論・181 頁以下，講義案・99 頁以下

■参考文献
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オプション問題

甲及び乙は，友人Ａに対して，二人で殴る蹴るの暴行を加え，傷害を負わせた。
甲及び乙は，Ａを甲のアパートに連れて行き，傷の手当てをしていたが，Ａが次
第に高熱を発し，意識もうろうの状態になったため，Ａが死亡するかもしれない
と思ったものの，発覚を恐れ，放置しておくこととした。しかし，その夜，乙は，
Ａがかわいそうになり，甲の外出中にＡを近くの病院に運び込み，看護婦に引き
渡した。ところが，当時，その病院の医師が，たまたま外出中であったため，手
遅れとなり，Ａは，甲及び乙の暴行による内蔵の損傷が原因で死亡してしまった。
甲及び乙の罪責を論ぜよ。

（平成８年度旧司　第１問）

学習のポイント
本問は，一見すると，不真正不作為犯の問題を論じればいいだけの単純な問題

に見えますが，実際は，複雑な問題が登場します。問題文中の「乙は，Ａがかわ
いそうになり，甲の外出中にＡを近くの病院に運び込み，看護婦に引き渡した。
ところが，当時，その病院の医師が，たまたま外出中であったため，手遅れとな
り……」との記述をどのように考えるべきかがポイントになるのです。
本問ではまず，甲の罪責から検討していくべきですが，その際，傷害致死罪の

成否を忘れずに検討しましょう。当初の暴行行為から死亡結果が生じたといえる
か否かが問題になります。あとは，甲の放置行為について殺人罪の不真正不作為
犯を検討します。
次に，乙の罪責ですが，当初は甲と同様に，傷害罪の共同正犯と殺人罪の「実
行行為」が認められます。しかし，その後，乙はＡを病院に連れていっているこ
とから，甲との間の殺人罪の（不作為の）共同正犯からの離脱を検討すべきです。
離脱が認められれば，離脱後の行為については乙は責任を負わず，離脱前まで
の行為についてのみ責任を負うことになります。ここで「たまたま医師が外出中
であったため手遅れになった」との記述が生きてきます。つまり，離脱（病院に
連れていった時点）前においては，まだ助かる状態にあったことになりますから，
離脱が認められた乙は死亡結果については責任を負わず，殺人未遂罪にとどまり，
かつ，中止犯も成立すると考えます。

★ 論点一覧 ★
1　相当因果関係～行為後の介在事情の処理　
2　不真正不作為犯　
3　共犯関係からの離脱・中止犯
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参 考 答 案

（１９９条）が成立しないか問題となる。
⑴　まず，Ａを放置するという不作為が殺人罪における実
行行為といえるであろうか。
思うに，実行行為とは構成要件的結果発生の直接的・
現実的危険性を含む行為をいうから，不作為でもかかる
危険性があれば実行行為と認めることができると解する。
もっとも，自由保障の見地から実行行為性は厳格に解

するべきであり，①作為義務，②作為の可能性・容易性，
③作為との構成要件的同価値性を要件としてはじめて実
行行為性が認められると考える。
これを本問につきみると，①甲は自らの暴行行為によ

りＡに傷害を負わせており，かかる先行行為から，条理
上甲にはＡを救済する作為義務が認められる。②また，
Ａは高熱を発し，意識もうろうの状態になったのである
から，Ａが死亡するかもしれないと思った時点ですぐに
病院に運んでいれば，十分助かる可能性が認められ，作
為可能性も認められる。③さらに甲はＡを自分のアパー
トに連れ込んで一般人が救助できない状況を作り出して
いるのであるから，甲の不作為は，作為と構成要件的に
同価値であるといえる。
よって，甲の放置行為は，殺人罪の実行行為にあたる。

⑵　それでは，甲の不作為による殺害行為とＡの死亡の結

不真正不作為犯の
成否

不作為の因果関係

第１　甲の罪責について
１　甲はＡに暴行を加えて傷害の結果を発生させている。し
たがって，この時点で傷害罪（２０４条）が成立する。
２　次に甲は，Ａを自分のアパートに連れていき，傷の手当
をしているが，Ａが高熱を発し，意識もうろうの状態になっ
たにもかかわらず，これを放置して死の結果を発生させて
いるので，傷害致死罪（２０５条）が成立しないか，傷害
と死亡との間の因果関係が問題となる。
思うに，因果関係は結果に対する行為者の帰責性を判断

するための構成要件要素であり，構成要件は社会通念に
よって個別化された犯罪類型である。したがって，因果関
係の有無は社会通念の観点から判断されるべきである。具
体的には，行為後に特殊事情が介在する場合は，①実行行
為に存する結果発生の確率の大小，②介在事情の異常性，
③介在事情の結果への寄与度を組み合わせて，因果関係の
有無は判断される。
本問では，傷害行為後に故意の殺害行為（不作為）が介

入しており，介在事情の異常性が非常に大きく，傷害と死
亡との間の因果関係は否定されると考える。
よって，甲には傷害致死罪は成立しない。

３　次に，甲は，Ａが死亡するかもしれないと思ったものの，
これを放置し，死亡させたことから不作為による殺人罪

因果関係
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しかし，乙は甲の外出中に近くの病院へ運び込んでいる
ことから，共犯からの離脱が認められないか問題となる。
共犯は他人の行為を通じて結果を惹起したために処罰され

る。したがって，共犯は自己の共犯行為と因果関係を欠く法益
侵害結果については責任を負うことはない。そして，実行の着
手後は，結果惹起に至る因果経過が設定されているので，それ
を阻止・解消した場合にはじめて，離脱が肯定されると解する。
本問の場合，乙はＡを病院に連れていくことにより，甲

と乙が共同して設定した死亡に至る因果経過を阻止・解消
したといえる。この時点で治療をすれば救命される可能性
があった以上，離脱が認められた乙の罪責は殺人未遂罪
（２０３条，１９９条）にとどまると解する。
３　乙は任意にＡを病院に運んでいるので，殺人未遂につき
中止犯が成立する（４３条ただし書）。この点，死亡結果
が発生しているが，共犯の場合には他方の行為から結果が
生じた場合，「未遂」の罪責のみを負う乙に関して中止犯
を成立させることができる。なお，中止犯の効果は一身専
属的であるので甲には及ばない。

第３　結論
以上より，甲には傷害罪の共同正犯と殺人罪の単独犯が成

立し，乙には傷害罪の共同正犯と殺人未遂罪の単独犯が成立
する。殺人未遂の刑は減免される。� 以　上

共犯関係からの離
脱・中止犯

果との間に因果関係が認められるか。思うに，不作為とは，
一定の期待された作為をしないことを意味するので，ある
「期待された作為」が存在したならば結果が発生しなかっ
たであろうという関係が認められれば，不作為犯の因果関
係は認められると解する。なお，不作為犯の因果関係の
有無は仮定的判断にならざるをえないが，十中八九結果
の防止が可能であったことの証明で足りると考える。
これを本問についてみると，乙が後にＡを病院に連れ

ていった時には医師が外出中のため手遅れとなっている
が，甲がＡの死亡を予期した時点で当該病院に連れてい
けば，救命される可能性は高かったといえる。したがっ
て，甲の不作為とＡ死亡との間の因果関係は肯定できる。

⑶　そして，甲はＡが死亡するかもしれないと思っていた
以上，殺人罪についての未必の故意が認められる。

⑷　よって，殺人罪が成立する。
第２　乙の罪責について
１　乙は甲と共同してＡに暴行を加え，傷害の結果を発生さ
せた時点で少なくとも傷害罪が成立し，傷害罪の共同正犯
が成立する（６０条，２４０条）。

２　また，乙は甲と共同して，意識もうろう状態にあるＡを
放置した行為につき，甲と同様に殺人罪の実行行為性，故
意が認められるから，殺人罪の実行の着手が認められる。
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