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争いがある。判例は適用があるとする（最判昭和 26・9・20 刑集 5-10-1937）。

E 暴行罪

208 条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2 年以
下の懲役若しくは 30 万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行とは不法な有形力の行使をいう。ところで、刑法は種々の犯罪の構
成要件的行為として暴行という語を用いている。そして、それらは犯罪の
性質によりその内容にかなりのニュアンスの差が見られるが、学説はこの
点について、暴行概念を次の 4種に分類している。
（1）最広義の暴行
すべての不法な有形力の行使であって、対象は人でも物でもよい。騒乱

罪（106 条）、多衆不解散罪（107 条）の暴行がこれにあたる。
（2）広義の暴行
人に対する不法な有形力の行使である。必ずしも直接人の身体に向けら

れたものである必要はなく、物に対して加えられたものであっても、それ
が人の身体に対して物理的に強い影響を与えるものであれば足りるとされ
ている（間接暴行）。公務執行妨害罪（95 条 1 項）などの暴行がこれである。
（3）狭義の暴行
人の身体に向けられた不法な有形力の行使である。暴行罪の暴行がこれ

である。
（4）最狭義の暴行
人の身体に加えられるもので、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行、

もしくは著しく困難ならしめるに足りる暴行である。前者は強盗罪（236
条）、後者は強制わいせつ罪（176 条）、強制性交等罪（177 条）などの暴行がこ
れである。
本罪の暴行は（3）狭義の暴行である。殴る蹴るなどの暴力の行使が典型
的であろうが、それらに限られるわけではない。また、人の身体に直接接
触することも必要でない。唾を吐きかける、衣服をつかんで引っ張る、人
に向かって石を投げる、狭い部屋で日本刀を振り回す、人のすぐそばで大
太鼓や鉦などを激しく連打する、嫌がらせのために並進中の自動車に幅寄

26 第 1章 生命・身体に対する罪



第
2
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本章のポイント

1. 刑法典上の自由に対する罪としては、①逮
捕および監禁の罪、②脅迫の罪、③略取、誘
拐および人身売買の罪、④強制わいせつ、
強制性交等の罪がある。

2. 逮捕および監禁の罪は、行動の自由ないし
移動の自由を保護法益とする。行動の自由
は現実的自由のみを意味するのか、可能的
自由も含まれるのかについては議論がある。

3. 略取、誘拐および人身売買の罪は、重大犯
罪であり、刑法には、特に身の代金目的の
犯罪について、被害者を保護するための規
定（228 条の 2など）が置かれている。

4. 性犯罪に関する罪については、昨今の国民
感情の厳罰化要請に対応するため、2017（平
成 29）年に大幅改正された。とりわけ強姦
罪は強制性交等罪と名称が改められ、客体
等の性別を問わないものとし、法定刑の下
限も引き上げられた。



2 項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害し
た者も、前項と同様とする。

3項 前 2項の罪の未遂は、罰する。

（1）保護法益等
保護法益は人の意思決定の自由ないし意思活動の自由である。
侵害犯である。義務のないことを行わせるか権利の行使を妨害したとい

う結果が発生しないとき、または、行為と結果との間に因果関係の認めら
れないときは、未遂が成立しうるにとどまる。
（2）結果
「義務のないことを行わせ」たとは、それに応じなければならない法律上
の義務がないのに、強いてそれを行わせることをいう。「権利の行使を妨
害した」とは、法律上許されている行為をさせなかったことをいう。もっ
とも、法律上の義務・権利に限定しないという見解（前田 80）もある。また、
暴力のままに被害者を器械的に行動させたような場合は、義務のないこと
を行わせたとはいえない（東京高判昭和 34・12・8 高刑集 12-10-1017）。

C 略取、誘拐および人身売買の罪
［1］総説
刑法 33 章の罪の基本的保護法益は、略取等された者の行動の自由である。

さらに、これらの者の安全や保護者の監護権も保護法益に含まれうる。
略取・誘拐（あわせて拐取とよぶ）は、人を現在の生活環境から離脱させて、
自己または第三者の実力支配内に移す行為である。そのうち、暴行・脅迫
を手段とするものが略取、欺罔・誘惑を手段とするものが誘拐である。
224 条・225 条・225 条の 2第 1項の罪、226 条から 226 条の 3までの罪、
227 条 1 項から 3項および 4項前段の罪の未遂は罰する（228 条）。
比較的犯情の軽い未成年者略取・誘拐罪等の罪（224 条の罪および同条の罪

を幇助する目的で犯した 227 条 1 項の罪。これらの罪の未遂罪）は親告罪とされて
いる（229 条）。
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収受した者は、2年以上の有期懲役に処する。

本罪は、被拐取者・被買者を、引渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、隠避
させるといったことをして、略取、誘拐、人身売買を事後的に幇助し、支
配状態を継続して、これらの犯罪を助長する罪である。

D 強制わいせつ、強制性交等の罪
［1］総説
第 193 回通常国会において、「刑法の一部を改正する法律案」が提出され

（平成 29 年 3 月 7 日）、施行後 3年の経過検討を要する修正を加え可決成立（同
年 6月 16 日）、法律第 72 号として公布（同年 6月 23 日）、施行された（同年 7月
13 日）。
今回の大幅改正の目玉ともいえるのが性犯罪についてである。犯罪の名

称や構成要件、法定刑が変更・引き上げられたが、このような変更の理由
は、「近年における性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をする
ため」とされている。現行刑法制定から 110 年が経ち、制定当時と現在と
の性に関する保護法益の捉え方や社会感情は大きな変容を遂げている。旧
刑法（明治 13 年）においては、性犯罪に関する規定は「身體ニ對スル罪」に
置かれ、姦通罪や重婚罪とともに「猥褻姦淫重婚ノ罪」の節にまとめられ
ていた。このようなまとめられ方は明治 23 年改正刑法草案にも受け継が
れたが、その配置は「名譽ニ對スル罪」に変更され、その後明治 34 年改正
案では「風俗ヲ害スル罪」にさらに変更となった。
このように短期でその配置が変遷したことからも、性犯罪についてはそ

の捉え方が非常に難しく、各時代に応じた対応が求められる。この度の改
正では、被害者の心身への多大な苦痛を与え続けるのみならず、その人格
や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪として、厳しく対処してゆく姿勢
が表されたものといえよう（衆議院平成 29 年 6 月 6 日第 20 号議事録参照）。
さらに一歩進み、さまざまなライフスタイルや性の多様化が受け入れら

れつつある社会を反映した改正であるとも評価できよう。
刑法 22 章の罪が性秩序ないし健全な性風俗を害する罪として立法され

たものであることから、強制わいせつ罪や強制性交等罪を性秩序・性風俗
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を害する罪であると考えることもできないではない。だが、181 条（強制わ
いせつ等致死傷）の規定が置かれていることを考えるとこれらの罪は個人的
法益を害する罪（個人の性的自由を害する罪）であると解される。
今回の改正によって、従来、親告罪とされていた、強制わいせつ罪（176

条）、強姦罪（旧 177 条）、準強制わいせつ及び準強姦罪（旧 168 条）、これらの
罪の未遂罪は、被害者の告訴にかかる精神的負担への配慮等により、非親
告罪となった。非親告罪となった副次的効果として、捜査の積極的・早期
介入を容易にしたこと、そしてなにより被害者の望まぬ公訴も可能となり、
保護法益の性質にも揺らぎが生じたといえる。広く性的自己決定（誰とい
つどのような性行為を行うかを決定し、他人に強制されないこと）を害する罪と捉え
られよう。
176 条から 179 条までの罪の未遂は罰する（180 条）。

［2］強制わいせつ罪

176 条 13 歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為を
した者は、6月以上 10 年以下の懲役に処する。13 歳未満の者に対し、
わいせつな行為をした者も、同様とする。

本罪の暴行・脅迫は相手方の反抗を著しく困難にする程度のものでなけ
ればならないとする学説が有力である（団藤 490、西田 90、前田 95）。しかし、
裁判例においては、かなり弱いものでも本罪の暴行・脅迫にあたるとされ
ている（たとえば神戸地判平成 17・9・16LEX/DB25410659）。
本罪が成立するためには、行為が行為者の性欲を刺激・興奮させ、また

は、満足させる性的意図を要するか。最判昭和 45・1・29 刑集 24-1-1 は、
これを肯定する。学説には、保護法益等から、否定的に解するものが多い
（団藤 491、大谷 114、西田 90、前田 96）。

［3］強制性交等罪

177 条 13 歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又
は口腔性交（以下「性交等」という。）をした者は、強制性交等の罪とし、
5年以上の有期懲役に処する。13 歳未満の者に対し、性交等をした者
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も、同様とする。

旧規定の強姦罪の主体は、通常、男性であった（しかし、同罪は自手犯では
なく、女性も間接正犯、共同正犯（最決昭和 40・3・30 刑集 19-2-125）として、正犯と

なりえた）。いずれにせよ、陰茎の膣内への没入を既遂要件としていたため、
男性の関与は必要であるとされていたが、2017 年の改正により行為能様が
「姦淫」から「性交、肛門性交又は口腔性交」と改められ、加害者・被害者
ともに性別を問わなくなった。
また、従来、強姦罪は強制わいせつ罪の加重類型とされていたところ、

前述の改正により、強制性交等として、わいせつ行為とは別の類型の犯罪
能様として処罰することとなった（第 193 回国会法務委員会金田国務大臣説明よ
り）。
本罪の暴行・脅迫は相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであれ

ば足りる（最判昭和 24・5・10 刑集 3-6-71）。具体的状況によっては、かなり軽
度のものであっても本罪の暴行・脅迫にあたるとされることがある（大コメ
〔9〕76〔亀山継夫＝河村博〕参照）。

［4］準強制わいせつ罪・準強制性交等罪

178 条 1 項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失さ
せ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第 176
条の例による。

2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若
しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

被害者の心神喪失または抗拒不能に乗じるか、そのような状態に被害者
をせしめて、わいせつな行為や（1項）、性交等をする（2項）罪である。アル
コール（酒類）や薬物の作用により心神喪失・抗拒不能となった被害者に対
し行為に及ぶというのが典型例である。被害者を欺いて抵抗困難な心理状
態にさせることも「抗拒不能にさせて」にあたりうる（東京高判平成 15・9・
29 東高時報 54-1～12-67）。
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［5］監護者わいせつ罪、監護者性交等罪

179 条 1 項 18 歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であること
による影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第 176
条の例による。

2項 18 歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる
影響力があることに乗じて性交等をした者は、第 177 条の例による。

18 歳未満の被監護者が、監護者の庇護を離れる困難さゆえに、抵抗しづ
らいこと、また、性的虐待は常習化しやすいことをもって、暴行・脅迫な
どが用いられなかった場合であっても、監護者という立場に乗じてわいせ
つ行為や性交等が行われた時には、それぞれ 176 条・177 条の例により処
罰するとしたものである。

［6］強制わいせつ等致死傷罪

181 条 1 項 第 176 条、第 178 条第 1 項若しくは第 179 条第 1 項の罪又
はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は
3年以上の懲役に処する。

2項 第 177 条、第 178 条第 2 項若しくは第 179 条 2 項の罪又はこれら
の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は 6年以上
の懲役に処する。

結果的加重犯である。基本犯の行為に通常随伴する行為によって死傷結
果が発生すれば、本罪にあたることになる（最決平成 20・1・22 刑集 62-1-1）。
死亡結果について故意のある場合、最判昭和 31・10・25 刑集 10-10-1455

は（旧）強姦致死罪と殺人罪との観念的競合になるとしている。もっとも、
（旧）強姦罪等と殺人罪との観念的競合になるとする学説も有力である（大
谷 127、西田 96）。
傷害結果について故意のある場合、学説の多くは、本罪のみが成立する

とする（団藤 495、大谷 127、西田 96）。
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知識を確認しよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問題
⑴ 逮捕・監禁罪の保護法益である移動の自由は、現実的自由のみを意味

するのか、可能的自由も含まれるのかについて具体例を挙げて論じな
さい。

⑵ 略取・誘拐罪にはさまざまなものがある。刑法が、略取・誘拐罪の目
的や態様によって対応にどのような差異をもうけているかについて述
べなさい。

⑶ 2017（平成 29）年の改正で 177 条の罪の法定刑の下限が集団強姦罪（旧
178 条の 2）の法定刑の下限である 4年を上まわり 5 年となったことに
より、旧 178 条の 2は削除された。このような改正の当否につき述べ
なさい。

⑴ たとえば、相手が就寝中にドアに施錠し、目が覚める前に錠をはずす
とか、真実は強姦目的であるにもかかわらず、相手に「家までおくっ
て行ってあげる」とうそをいって自動車に乗せて走行させるとかいっ
た場合、監禁罪が成立するのだろうか。さまざまな観点から検討する
必要がある。

⑵ たとえば、身の代金目的の略取・誘拐罪に対しては、刑法は厳しい態
度でのぞみ、被拐取者の生命・身体を保護するための手立てを講じて
いる。他方、略取・誘拐罪の中には親告罪とされているものもある。
このような差異があるのはなぜなのか、実態にそくして考える必要が
ある。

⑶ 旧 178 条の 2の制定過程をふまえて、性犯罪の可罰性を基礎づける要
素を考える必要がある。2017（平成 29）年の改正のポイントとなる①
性犯罪の客体の拡張、②非親告罪化、③法定刑の引き上げを考慮し、
今後、性犯罪に対する司法の姿勢はどのようにあるべきかを検討して
みるとよい。
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（2）客体
人の住居、人の看守する邸宅、建造物、艦船である。住居とは、人が起

臥寝食の場として日常的に使用している場所である。人の看取する邸宅と
は、人が事実上、管理・支配する建造物をいい、現に使用されていないも
のである。空き家やオフシーズンの別荘などがこれに該当する。建造物と
は、住居、邸宅以外のもので人が中に出入りすることができるものをいう。
艦船とは、軍艦および船舶をいう。
（3）行為
正当な理由なく侵入することである。正当な理由なくとは、違法性阻却

事由がないということである。侵入とは、居住者や管理権者の意思に反し
て立ち入ることである。したがって、居住者や管理権者の承諾がある場合
には、正当な理由が認められる。ただし、一度承諾があったとしても、た
とえば、承諾していない部屋への侵入などは住居侵入罪を構成する（東京高
判昭和 39・9・22 高刑集 17-6-563）。また、承諾がなかったとしても捜査機関な
どが正当に発付された令状をもって捜索をする場合には、構成要件に該当
しない。
（4）実行の着手時期と既遂時期
実行の着手時期は、居住者や管理権者の意思に反して立ち入ろうとする

時であり、立ち入った時点で既遂となる。なお、マンションの共用部分に
立ち入ることも住居侵入罪となりうる（最判平成 21・11・30 刑集 63-9-1765）。
（5）罪数
住居侵入罪は、その他の何らかの違法な目的を達成するために行われる

場合が多い。たとえば、窃盗や強盗、強制性交等、殺人などである。これ
らの目的で侵入した場合、それと住居侵入罪とは牽連犯となる。

［2］不退去罪

130 条後段 正当な理由がないのに、（中略）要求を受けたにもかかわら
ずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は 10 万円
以下の罰金に処する。
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判例は、窃盗に関し、本条 1項が適用されるためには、親族関係は、財
物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存しなければならないと
する（最決平成 6・7・19 刑集 48-5-190）。
判例は、横領に関し、家庭裁判所から選任された未成年・成年後見人と

被後見人との間に親族関係があっても、本条 1項は（255 条により）準用され
ないとする（未成年後見人に関し最決平成 20・2・18 刑集 62-2-37、成年後見人に関し
最決平成 24・10・9 刑集 66-10-981)5)。
（3）本条の親族関係に関する錯誤
親族関係に関する錯誤がある場合（たとえば、父親の物だと誤信して親族関係

にない者の物を窃取したような場合）、38 条 2 項によって刑を免除できるか。裁
判例には、肯定したもの（広島高岡山支判昭和 28・2・17 高刑判特 31-67）と否定
したもの（大阪高判昭和 28・11・18 高刑集 6-11-1603）とがある。学説としては、
本条 1 項を政策的に一身的刑罰阻却事由を定めたものと解する立場から、
親族関係に関する錯誤は故意に影響しないとするものが有力である（大谷
225、前田 182）。

C 強盗の罪
［1］総説
強盗の罪としては、基本となる強盗罪（236 条）のほかに、準強盗罪とし
て、事後強盗罪（238 条）、昏睡強盗罪（239 条）、加重類型として、強盗致死
傷罪（240 条）、強盗・強制性交等罪および強盗・強制性交等致死罪（241 条）
がある。
未遂を罰する（241 条 2 項・243 条）。また、予備を罰する（237 条）。

［2］強盗罪

236 条 1 項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の
罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得
させた者も、同項と同様とする。
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本条には 178 条のような「心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ」といった
文言はない。したがって、他人が昏睡させた場合や、被害者が自ら昏睡状
態になった場合に、財物を奪ったとしても、窃盗罪になるに過ぎないし（名
古屋高判昭和 28・10・28 高刑集 7-11-1655）、強盗罪の故意をもつことなく暴行
を加え被害者を失神させてから、財物を奪う意思を生じて奪った場合、財
物奪取については窃盗罪が問題になるに過ぎない（旭川地判昭和 36・10・14 下
刑集 3-9＝10-936）。

［5］強盗致死傷罪（強盗致死罪、強盗致傷罪、強盗傷人罪、強盗殺人罪）

240 条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は 6年以上の懲役に処し、
死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

（1）本条の趣旨
強盗の際には強盗犯人が被害者等の生命・身体に危害を加える行為を行

い、死傷結果を発生させることが少なくない。そのような所為は、より違
法性が高く、強い責任非難に値する。そこで、本条は、刑を加重している
のである。本条には、結果的加重犯としての強盗致死罪、強盗致傷罪のほ
かに、重い結果について故意のある強盗傷人罪、強盗殺人罪が含まれてい
る〔後述(4)参照〕。
（2）主体
「強盗」すなわち強盗犯人である。238 条の「窃盗」と同様、強盗の実行
に着手した時点で強盗犯人の身分が獲得され、強盗の機会の継続中は、財
物を取得したとしても、強盗犯人の身分は失われない。
判例は、強盗の機会において強盗犯人の行為から死傷結果が発生すれば

本罪にあたるとしている（最判昭和 24・5・28 刑集 3-6-873、最判昭和 25・12・14
刑集 4-12-2548）。そして、本条の趣旨から、強盗の機会とは、通常、強盗に
付随して行われる強盗犯人の行為によって死傷結果が発生しうる状況をい
うものと解される（東京地判平成 15・3・6 判タ 1152-296 参照）。裁判例をみると、
被害者宅に強盗に入った後、逃走する際に入口付近で追跡してきた者を日
本刀で刺殺した場合（最判昭和 24・5・28 刑集 3-6-873）、逃走中に巡査に発見さ
れて逮捕されようとした際に巡査に包丁で切りつけて死亡させた場合（最
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［6］強盗・強制性交等罪、強盗・強制性交等致死罪

241 条 1 項 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪
（第 179 条第 2項の罪を除く。以下この項において同じ。）若しくはその未遂罪
をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者
が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は 7年以上
の懲役に処する。

2項 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、
人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、
自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、
又は免除する。

3項 第 1 項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無
期懲役に処する。

（1）趣旨
同一の機会に強盗と強制性交等を実行することは、悪質であり、極めて

違法性が高く強い責任非難に値する。そこで、本条は、このような行為を
強盗・強制性交等罪として、重く処罰し（1項―強盗と強制性交等の実行が同一
機会になされなかった場合は、強盗罪と強制性交等罪が成立し併合罪となる）、未遂に
よる刑の減軽と中止犯について特に規定し（2項）、人を死亡させたときは
さらに重く処罰することにしている（3項）。
なお、1項の「強制性交等の罪」から監護者性交等罪（179 条 2 項）が除か
れているのは、監護者性交等と強盗が同一機会になされることは想定しに
くいからである。
（2）強盗・強制性交等罪
主体は強盗または強制性交等の犯人である。旧規定の強盗強姦罪とは異

なり、強制性交等の罪の実行に着手した者が強盗を実行した場合も本罪に
問われる。
本条 2項の未遂として刑が任意的に減軽されるためには、強盗と強制性

交等の双方が未遂であって、人を死傷させていないことを要する。双方が
未遂であることを要するとしたのは、本条 2項の未遂として刑が減軽され
た場合、懲役刑の下限は 3年 6月になり、強盗または強制性交等の既遂の
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懲役刑の下限は 5 年であるところ、（双方が未遂でなくても本条 2 項が適用され
るとすると）両行為が同一機会に実行され一方が未遂であれば、他方が既遂
であるにもかかわらず、下限が 3年 6月になって、かえって軽く処罰でき
るようになり、不均衡であることが考慮されている。ただし、本条 2項の
未遂が成立する場合、いずれか一方が自己の意思により中止したものであ
るときは、必要的に刑が減軽または免除される。
（3）強盗・強制性交等致死罪
旧規定の強盗強姦致死罪は「よって女子を死亡させたときは」と「よっ

て」という文言があることからも、専ら結果的加重犯であると解されうる
ものであった。そのためもあって、殺意をもって女子を死亡させた場合、
判例（大判大 10・5・13 刑集 14-514）は、強盗強姦罪（旧 241 条前段）と強盗殺人
罪（240 条後段）の観念的競合になると解している。本条 3項には「よって」
という文言はなく、このような場合に本条 3項のみが適用されるという解
釈の容れられる余地が広がったともいえる。
殺人が未遂に終わった場合はどうなるか。①本条 3項が殺意のある場合

を含むと解するなら、243 条、43 条本文に基づき、本条 3項の罪の未遂罪
（強盗・強制性交等殺人未遂罪）が成立するということになり、②本条 3項がも
っぱら結果的加重犯の規定であると解するなら、強盗・強制性交等罪（また
はその未遂罪）と殺人未遂罪が成立し観念的競合になるということになるで
あろう。ただ、後者（②）の見解は、本条 3項の罪に未遂がありうる旨規定
している 243 条にそぐわないともいえる。
（4）負傷させた場合
人を負傷させた場合はどう対応すべきか。旧規定に関して、強盗強姦罪

（旧 241 条前段）の成立のみを認める見解と同罪と強盗致傷罪（240 条前段）の
2 罪が成立し観念的競合になるとする見解があった。これから類推するな
ら、①強盗・強制性交等罪の成立のみを認める見解と、②同罪と強盗致傷
罪の 2罪が成立し観念的競合になるとする見解が考えられるということに
なるであろう。
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1 総説

本章では、刑法典第 22 章から第 24 章までの罪のうち、個人の性的自由
を保護する強制わいせつ罪、強制性交等罪等の罪以外の罪を説明する。

2 わいせつおよび重婚の罪

A わいせつ罪（174 条・175 条）
［1］保護法益等
174 条と 175 条は、「性生活に関する秩序および健全な風俗を維持」する

ための規定だと解されている（最大判昭和 44・10・15 刑集 23-10-1239）。
見たくない者の自由と性的に未発達な青少年の保護を図る罪であるとい

う限定解釈も主張されているが、判例（最判昭和 58・10・27 刑集 37-8-1294）は
このような限定解釈を否定している。
174 条と 175 条は法定刑が異なる。174 条と異なり、175 条の客体（物や

電磁的記録等）にはわいせつな情報が固定されるゆえ、広く伝搬される可能
性があり、類型的に法益侵害性が強いからだといえる（山口 507）。

［2］わいせつの意義
わいせつとは、徒に性欲を興奮または刺激せしめ、普通人の正常な性的

羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反することをいう（最大判昭和 32・3・
13 刑集 11-3-997）。174 条と 175 条のわいせつ概念は同義と解される。
わいせつ性の判断方法には判例上変遷がある。チャタレー事件判決（前

掲、最大判昭和 32・3・13）は、文書につき、部分的にでもわいせつな箇所があ
れば、全体としてわいせつなものとなるとの判断方法（部分の部分的評価）を
採用していた。その後、特定の部分を取り出して全体から切り離して判断
することは相当でないとした（部分の全体的評価）悪徳の栄え事件判決（最大
判昭和 44・10・15 刑集 23-10-1239）を経て、四畳半襖の下張事件判決（最判昭和
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ものではなく、送信先で作成された記録のことである。
次に、公然陳列とは不特定または多数の者が認識しうる状態に置くこと

をいう。認識の対象は、その物のわいせつな内容である（最決平成 13・7・16
刑集 55-5-317、「その物に含まれるわいせつな情報」といってもよい）。認識の対象
には、画像等（視覚）だけでなく音声（聴覚）も含まれる。ここで、認識の対
象と行為客体とがずれることがあることには注意すべきである。たとえば、
映画の映写の場合は、175 条の客体はわいせつな情報が固定された媒体だ
から、認識の対象であるスクリーンに投影された影像自体は本条の客体に
ならず、有体物たる映画のフィルムの公然陳列と構成される（大判大正 15・
6・19 刑集 5-267 参照）。
陳列というためには、情報の受け手にとって、その物の内容をその物か

ら容易に知ることができる状況を作出すればよい。街角で中身のみわいせ
つな本を閉じて置きつつ、自由な閲覧を許している場合には、開けて閲覧
するのが容易である以上、閉じただけで（公然）陳列が否定されるわけでは
ない。また、わいせつな内容のビデオテープを街角に置くだけでは足りな
いものの、再生機器がそろう等して容易に再生可能な状況になれば、現に
上映されていなくても、その時点で公然陳列に該当すると考える。インタ
ーネットサイトへのわいせつなデータのアップロードについても、不特定
または多数の者においてダウンロードして閲覧することが容易であるとい
う評価を前提として、電磁的記録に係る記録媒体の公然陳列となる（最決平
成 13・7・16 刑集 55-5-317 参照）。この場合において、公然陳列した上で現実
に受信もさせれば、1項後段にも該当する（包括一罪）。
175 条 2 項は、有償頒布目的でのわいせつ物・電磁的記録の所持・保管を

禁止する。所持も保管も対応する客体を自己の実力支配下に置くことを意
味する。ここで、物自体を販売（有償頒布の一態様）する意図がある場合がこ
れにあたることは疑いがないが、議論があるのは所持している物自体を販
売する目的はなかった場合である。わいせつな画像データを光磁気ディス
クに保存してこれを所持していた事案において、必要に応じて、光磁気デ
ィスクに保存された画像データを使用し、これをコンパクトディスクに記
憶させて販売用のコンパクトディスクを作成し、これを販売する意思があ
ったという場合に、販売の目的（＝現行法の「有償頒布目的」）を肯定した判例
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罰される。
本罪は、目的犯であり、抽象的危険犯である（大谷 589、山中 782）。

（2）公正な価格を害し、または、不正な利益を得る目的
「公正な価格」とは、談合なしに自由な競争がなされたならば形成された
であろう価格をいい（最判昭和 32・1・22 刑集 11-1-50）、「害」する目的とは公
正な価格を引き上げ・引き下げる目的をいう。「不正な利益を得る目的」と
は、不正な談合によって取得される金銭その他の経済的利益を得る目的を
いう。
（3）談合
「談合」とは、公の競売・入札で契約を締結するためのものの参加者（一
部の者で足りる―最判昭和 32・12・13 刑集 11-13-3207）が、本条所定の目的で、通
謀して、特定の者に契約を締結させるため、他の者はより劣る契約内容の
申出をする旨の協定をすることをいう。このような協定をすれば、本罪は
完成する。実際に申出がなされたか否かは本罪の成否に影響しない。

3 逃走の罪

A 総説
逃走の罪の保護法益は、国家の拘禁作用である。刑事手続過程で拘束さ

れている者や刑務施設に収容されている者についての拘禁作用のほかに、
民事訴訟法 194 条や人身保護法 10 条 2 項により勾引された者についての
拘禁作用も、逃走の罪によって保護されることになる。
逃走の罪の未遂は罰する（102 条）。

B 各説―各犯罪類型
［1］単純逃走罪

97 条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したとき
は、1年以下の懲役に処する。
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場合は損壊行為を開始したときに（最判昭和 54・12・25 刑集 33-7-1105）、②暴
行・脅迫をして逃走する場合は暴行・脅迫を開始したときに、③ 2人以上
通謀して逃走する場合は 2 人以上の者が逃走行為を開始したときに（大塚
588、大谷 594）、認められる。

［3］被拘禁者奪取罪

99 条 法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上 5年以下の懲
役に処する。

（1）客体
法令により拘禁された者である。「法令により拘禁された者」とは、法的
根拠に基づいて公的に身体の自由を一定程度拘束されている者をいう。97
条・98 条に規定されている者のほかに、現行犯逮捕された者、（逮捕状発付前
の）緊急逮捕された者、少年院・少年鑑別所の被収容者も含まれる。
（2）行為
法令により拘禁された者を奪取することである。「奪取」とは、被拘禁者

を看守者の支配から離脱させて、自己または第三者の実力的支配内に移す
ことをいう。

［4］逃走援助罪

100 条 1 項 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供
し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処
する。

2項 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上 5年以下の懲役
に処する。

本罪は、逃走罪の共犯的行為を独立の犯罪類型としたものである。もっ
とも、被拘禁者の逃走が 97 条・98 条の罪を構成する必要はない。また、本
条所定の目的で（目的犯）、「逃走を容易にすべき行為」や暴行・脅迫をすれ
ば、被拘禁者が逃走に着手しなくても、既遂に達しうる。
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C 証拠隠滅等罪

104 条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造
し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又
は 30 万円以下の罰金に処する。

犯人蔵匿等罪と同じく刑事司法作用を保護法益としているが、その内容
は同罪とは区別されるべきである。犯人蔵匿等罪は捜査機関による諸活動、
すなわち犯人の捜査や逮捕、拘禁等の保護を主眼にしているのに対し、本
罪は、他人の刑事事件に関する証拠の保護のためにおかれ、ひいては刑事
裁判が適正に行われることを保護しているとみるべきである。
証拠には、物的証拠だけでなく人的証拠をも含む。ただし、参考人の虚

偽供述をめぐり議論がある（248 頁参照）。
本罪において処罰される行為は、他者の刑事事件に関する証拠の隠滅行

為と偽造行為、変造行為、および偽造もしくは変造証拠の使用行為である。
隠滅行為とは、物的証拠を隠匿焼燬したり、その出現を妨げたり、その効
力を低下させる行為である（大判昭和 10・9・28 刑集 14-997）。参考人を隠匿す
る行為は、証拠隠滅罪にあたる（最決昭和 36・8・17 刑集 15-7-1244）。偽造行為
とは、実在しない証拠を実在するかのように作出することである（大阪高判
平成 14・1・17 判タ 1119-276）。変造行為とは、既存の証拠に変更を加えること
である（前掲、大判昭和 10・9・28）。

D 犯人蔵匿等罪と証拠隠滅等罪に共通する問題
［1］身柄が拘束されていない他の被疑者をかくまうための出頭
共犯者の 1人が、未だ身柄が拘束されていない他の共犯者を隠避させる

ため、単独で警察へ出頭し、犯行は自分で行った旨を警察官に陳述する行
為は、どのように擬律されるべきか。証拠隠滅等罪は本節Cで触れたよう
に「他者の」刑事事件に関する証拠の隠滅等を処罰しており、それが自己
の刑事事件に関する場合は不可罰としている。共犯事件は自分の事件とし
ての側面をもつことから、本行為を証拠隠滅等罪に問うことは難しい。そ
れゆえ、本行為の処罰を断念するべきであろうか。
証拠隠滅罪には問えないとしても、本行為は犯人蔵匿等罪（103 条）の隠
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11-3-1136）、②電報電話局施設課線路係長である電気通信技官が電話売買の
斡旋をする行為（最判昭和 34・5・26 刑集 13-5-817）、③工業用地の取得を申し
込んだが希望に添う土地がなかった者を、工場誘致担当の県および市の職
員が、かねてから土地の売却を依頼されていた者に紹介する行為（最判昭和
51・2・19 刑集 30-1-47）、などがある。これらの場合、職務権限がそもそも存
在せず（①②）、書類の性質上職務とは無関係であり（①）、準職務行為や事
実上所管する行為とはいえない（③）、とされた。
一見、職務権限が異なる場合であっても、裁判例は職務権限の存在を肯

定する。①警視庁A警察署地域課に勤務する警察官には、警視庁 B警察
署刑事課の捜査との関係で、関係法令上、職務権限があるとした（最決平成
17・3・11 刑集 59-2-1）。②兵庫県職員である宅建係長の職務と、出向先の公
社の職務についても、兵庫県職員としての身分は変わらないとした（最決昭
和 58・3・25 刑集 37-2-170）。③市長選で当選した際に、具体的職務の執行が
予定されていた市庁舎の建設などに便宜を図るため、前市長時代に賄賂を
受け取った事案につき、賄賂は前市長の一般的職務権限に対するものであ
るとした（最決昭和 61・6・27 刑集 40-4-369）。②においては、前職において便
宜を受けたことへの対価を現職で受け取ったことから、事後収賄罪の成否
が問題となるともみうるし、③においては、当選後に便宜を与える約束が、
事前収賄罪の成否の問題となるとも解しうる。しかし、裁判所はいずれに
おいても受託収賄罪を肯定した。
なお、職務権限や職務密接関連行為をも超えて、贈賄者のために公務員

が、公務員としての影響力を背景に、他の公務員へ働きかける行為は、あ
っせん収賄罪として処罰対象とされていることにも注意しなければならな
い（197 条の 4）。また、平成 14（2002）年 8 月に施行された「公職にある者等
のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」により、国会議員や地
方議会議員などの公職に就く者が請託を受けて他の公務員に影響力を行使
する行為が禁止されたため、あっせん行為の処罰範囲は不正な職務行使で
ない行為にまで、事実上拡張されるに至っている。
（3）社交儀礼と賄賂との区別
このように、裁判所は現職公務員の職務権限を広く認める傾向にある。

およそ私人の行為とはいえない限り、職務権限を肯定し、それとの対価を
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限を行使する限り、それらはすべて適法になされていると考えてはならな
い。たとえば、警察官が証拠品を押収しないこと、警察署長が被疑者を検
察へ送検しないこと、などである。
この要素も、犯罪を構成する要素として、あるいは、法定刑を加重する

要素として用いられている。前者に属するのは事後収賄罪（197 条の 3 第 3
項）、あっせん収賄罪（197 条の 4。ただし、あっせん段階であることに注意）であり、
後者に属するのは加重収賄罪（197 条の 3第 1項〔事前に賄賂の収受等をした場合〕
と同条第 2項〔事後に賄賂を収受等した場合〕）である。なお、加重収賄罪の法定
刑は懲役 20 年にまで引き上げられている。

D 収賄罪の諸類型
［1］単純収賄罪、受託収賄罪

197 条 1 項 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若
しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合におい
て、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

収受とは、賄賂を受け取る行為である。公務員の身分がない者も、共同
正犯や共犯として本罪に関与することが可能である。賄賂を収受するだけ
でなく、その事前行為である、要求や約束までが処罰対象となっている。
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（1）犯罪の成否に関わる要素

例．事後収賄罪（197 条の 2第 3項） 20 年
不
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な
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収
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（2）法定刑を加重する要素
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197 条 1 項後段

197 条 1 項前段

5年

図 11-2 「請託」と「不正な職務」の役割



に就き、相手方から報酬をもらった行為は本罪にあたるとする裁判例があ
る（最決平成 21・3・16 刑集 63-3-81）。

［6］あっせん収賄罪

197 条の 4 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさ
せるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又
はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束
をしたときは、5年以下の懲役に処する。

本罪以外の収賄罪は「職務権限と賄賂」との関係が要求されていたが、
本罪は「職務に関し」の要件が外されている。公務員が公務員としての影
響力を用いて、職務権限外の他の公務員へ、あっせんすることや口利きす
ることなどを禁止する。さらに、請託や職務の不正な行使についてのあっ
せんに関わるものであることが要件とされていることにも注意しなければ
ならない。判例としては、公務員が公正取引委員会委員長に対し、同委員
会が法令違反により調査中の事件について、これを刑事告発しないよう働
きかける行為は、相手に「相当な行為をさせないようにあっせん」するこ
とにあたるとするものがある（最決平成 15・1・14 刑集 57-1-1）。
なお、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法

律」（あっせん利得処罰法）が平成 13（2001）年 3 月から施行されたことにより、
公務員のあっせん行為に対する処罰の範囲は実質的に拡張していることに
注意する必要がある。あっせん利得処罰法 1条は、衆議院議員や参議院議
員、地方公共団体の議会の議員もしくは長が、国もしくは地方公共団体が
締結する売買、賃借、請負その他の契約、または、特定の者に対する行政
庁の処分に関し、請託を受け、その権限に基づく影響力を行使して、他の
公務員に職務の作為あるいは不作為をあっせんした報酬として、財産上の
利益を収受することを禁止している。主体と禁止行為には限定が加えられ
ているものの、あっせんした職務が不正であることは要件とされていない。
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