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なぜか刑法というと、むずかしく、とっつきにくいものとの感じが先に

たちませんか。私が大学ではじめて刑法の講義を聞いたときの印象を、今

でもはっきりとおぼえています。「これから大変なことをやるんだ」とい

う気持ちで気分が暗くなりました。そして、刑法の教科書を読もうとして

「うんざり」しました。罪刑法定主義だの構成要件だの法益保護だの、い

きなりわけのわからない語句が呪文のようにところ狭しとならび、「なん

だこりゃ。さっぱりわからないや 」。それからずいぶん年月がたち、刑

法を教える立場になってしまいました。わずかながらも刑法がわかってく

ると、実は「刑法を知ることはとてもおもしろく、役に立つことなん

だ 」と感じてきました。だから、教え方さえ工夫すれば、刑法に対して

一般の人々がもつ先入観を打ち破って、もっと早く、このおもしろくてタ

メになる刑法を知ってもらえるのではないだろうか。これが本書を作ろう

としたきっかけです。

特に最近は、大学での刑法の講義が、１年生あるいは遅くても２年生の

ときから始められるようになり、高校を卒業してまだ法律について右も左

もわからないうちに複雑な刑法学の体系を学び、理解しなければなりませ

ん。たとえていえば、日本の登山家がヒマラヤの未踏峰に挑むようなもの

です。だから、高校の授業から大学の講義にうまく乗り移れるような橋渡

し（サポート）が必要です。これは、未踏峰をよく知っている地元の有能

なガイドやシェルパなどの心のこもったサポートがなければ、登頂がおぼ

つかないのと同じです。刑法を学ぶ場合、サポートとしてもっとも重要な

のは、先生の講義と教科書でしょう。はたしてこの本が、本当にこれから

刑法という未踏峰に果敢に挑もうとする皆さんのかけがえのないガイドに

なり、登頂を成功に導くかどうかはわかりません。しかし、私たちは、わ

かりやすくするためのさまざまな工夫をして、しかも楽しみながら刑法を

学べるようにすれば、きっと登頂に成功してくれるという同じ思いで、本

書を作りました。
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そこで本書の読者としておもに想定したのは、大学に入学し、はじめて

刑法を学ぼうとする学生です。でも、なにも刑法を知る必要があるのは学

生に限りません。社会人だって同じです。狂信的な宗教集団や暴力団など

による組織犯罪、少年による凶悪な殺人事件、精神異常者による連続殺傷

事件、総会屋への利益供与事件、企業と官僚や政治家との癒着による贈収

賄事件そして談合事件、脱税事件など、すべて刑法に関係します。刑法を

知らなくては、社会を理解できませんし、運が悪ければ事件に巻き込まれ

かねません。本書は、やさしく、わかりやすく、しかも楽しめるように刑

法を説明していますので、はじめてあるいは忘れてしまった刑法を学ぼう、

思い出そうとする社会人にもぴったりです。

しかし、そうだからといって、説明のレベルを下げたわけではありませ

ん。大学の法学部生のためには十分すぎる「量」と「質」をもっています。

しかも、とかく日本の学生に欠けるといわれる論文作成能力を養うため、

特に［ケース・スタディ］をもうけました。そして、執筆者は、今、各担

当分野の第一線で活躍中の研究者と実務家ですから、現在の最新の考え方

を知ることができ、司法試験の受験生や法科大学院の未修者コースの院生

にとっては最適の教科書や副読本、また高度なレベルを求める法学部の３、

４年生のゼミ教材などにもなるはずです。

2009年からは、いよいよ一般市民の参加する裁判員裁判がスタートしま

した。裁判員の方にはもちろん、裁判員候補者である一般市民全員の必読

書としても好適なものです。

本書では、わかりやすく説明するため、できるだけむずかしい用語、語

句、文章はさけて、専門用語の使用も必要最少限度にとどめました。説明

は、与えられた問題について、原則として、通説・判例あるいは有力説に

よればどのようになるかという考え方の大きな道筋をたどることに重点を

おきました。このため、文献等の引用も重要判例と刑法判例百選Ⅰ［第６

版］（本文中［百選〇〇事件］と引用。改訂時に、第６版に事件番号を変更しま

した）に限らせていただきました。その他、各章の最初にそこで説明しよ

うとする事柄の全体像を［キー・ポイント・チャート］で示し、各節のむず

かしい部分には、［図表］を入れて理解の手助けにしました。
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また、楽しく学ぶために、［イラスト］、［コーヒー・ブレイク］を適宜揷

入したり、紙面のレイアウトをはなやかにするなどして、全体の構成をバ

ラエティにとんだものとしました。紙面も２色刷にし、タイトルおよび重

要語句等については色で容易に記憶に残るように配慮しました。以上のよ

うに盛りだくさんのユニークな企画で、わかりやすい「たのしい刑法」に

なったのは、執筆者全員が会議をかさね、アイデアと特殊技能を出し合っ

た結果です。

さらに、読者からの要望が強かった『たのしい刑法Ⅱ各論』も刊行され

たので、それにあわせ、本書のタイトルを『たのしい刑法Ⅰ総論』と改め

ました。しかし、基本的な考え方・内容は『たのしい刑法』の［初版］

［第２版］を受け継いでいますので、実質的には本書は『たのしい刑法』

の［第３版］にあたります。

本書の刊行に際し、本書からその『各論』へのレファー（参照）を徹底

しました。このため、本書を読むかたわらに『各論』も置いておけば、総

論と各論を同時に学べ、刑法の理解が深まること請け合いです。

そのうえ、［ケース・スタディ］と［コーヒー・ブレイク］も１つずつ加え、

最新の重要判例や立法の動向までフォローしました。

最後に、『たのしい刑法』の［初版］から本書の刊行まで、いつも適切

なアドバイスときちんとした紙面構成で読みやすく、文字通り『たのしい

刑法』の教科書に仕上げてくれた、弘文堂編集部の北川陽子さんに心から

感謝いたします。

2012年２月１日

島 伸 一
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［論点整理］

結果無価値論

行為無価値論

結果無価値論

行為無価値論

被害者の承諾

ケース・スタディ７

［ケース…… ］

ＸとＹは、ＸがＹに傷害を与え保険金を詐取しようと共謀し、Ｘが運転す

る乗用車をＹの車に意図的に衝突させてＹに重傷を負わせた。このような場

合にＸはＹに対して傷害罪の罪責は負うのか。

１．被害者の承諾の体系的位置づけ

―構成要件該当性を否定するのか、違法性を阻却するのか、処分可能法

益についての自己決定権をどのように考えるのか。

―刑法が特に被害者の承諾につき、刑が減刑される場合（承諾・嘱託殺

人罪――202条、同意堕胎罪――213条、業務上堕胎罪――214条）ないし

被害者の意思に反することが構成要件要素になっている場合（住居侵

入罪――130条、強姦罪――177条など）と特に明文規定のない場合（同

意傷害など）との整合性をどう考えるのか。

２．被害者の承諾が違法性を阻却する場合とその理由・根拠

⑴違法性の実質論

――刑法の任務・機能は法益保護にあるため違法性の実

質を法益の侵害・危険に求める。

――違法性につき、法益侵害という結果無価値だけでな

く、行為の手段、態様、方法、動機、目的、主観的

要素などの行為の無価値（反規範性）をも考慮する。

⑵被害者の承諾が違法性を阻却する根拠ないし範囲

――法益衡量説または優越的利益説 保護法益（利

益）不存在の原則。同意傷害は原則として違法性を

阻却し、例外的に生命に危険のある重大な傷害の場

合には違法となる。

――社会的相当性説 社会倫理規範に違反する法益侵

害なのかどうか。違法性は法益侵害性ばかりでなく

行為の反規範性をも内容とするのであるから、被害

者が単に法益を放棄しているというだけでは違法性

・スタディ７［ケース ］



［関連判例］

［本ケースから学ぶ刑法の基本原理・原則の重要ポイント］

［『たのしい刑法 各論』のケース・スタディで基本原理・原則を学ぶ］

［ホームワーク］

被害者の承諾

阻却とならず承諾に基づく行為が社会的相当性内に

ある限度での同意傷害は違法でない。

３．承諾の有効要件

判断能力のある被害者の真意に基づき行為前に存在すること。さらに

承諾が外部に表示されることを必要とするのか、行為者が認識してい

ることを要するのかどうか（利益不存在の原則からは不要、社会的相

当性説からは必要）。

⑴保険金騙取の目的で被害者の承諾を得て故意に自己の運転する自動車を衝突

させて（軽微な）傷害を負わせた事案につき違法性を阻却しないとしたケー

ス（最決昭和55･11･13刑集34巻６号396頁［百選22事件］）

⑵出刃包丁をあてその峰を金槌で叩いて指つめをした事案で社会的相当な行為

といえないとして傷害罪を認めたケース（仙台地石巻支判昭和62･２･18判タ

632号254頁）

⑶医師の免許のない被告人が、医学上必要とされている諸措置をとらずに行っ

た豊胸手術は、被施術者の身体・生命に対してきわめて危険なものであり、

被施術者の承諾があっても違法性を阻却されないとしたケース（東京高判平

成９･８･４高刑集50巻２号130頁）

⑴違法性の実質論（結果無価値論vs行為無価値論）

⑵被害者の承諾の違法性の阻却根拠ないし範囲

・刑法Ⅱケース３（違法性論 行為無価値論vs結果無価値論）

・刑法Ⅱケース１（被害者の承諾）

次のケースについてどう考えるか。

暴力団組長Ｘは、不始末をした同組合員Ａから「親分にわびを入れるた

めに小指を切断してもらいたい」といわれたため、Ａの左手の小指の第二

関節を切断した。この場合のＸの罪責について論ぜよ。

論点整理／関連判例／重要ポイント／ホームワーク



（問題提起)

（規範定立)

（規範定立)

被害者の承諾

一． ＸはＹと共謀してＹの保険金を騙取しようとして、傷害の

故意で傷害の結果を生じさせている。ＹはＸと共謀しているた

め、自己の身体が傷を負うことにつきあらかじめ承諾している。

またＹには特段判断能力を疑わせるような事情もなくまたその

企図を十分理解していたと解されるため、傷害行為の被害者Ｙ

の真意に基づく有効な承諾があったと考えられる。そこで、こ

のような被害者の承諾があった場合には、その傷害の動機・目

的が保険金騙取という違法目的であっても、傷害罪（刑法204

条）の罪責が問われるのかが問題である。

二． 被害者の承諾については、被害者が自己の処分可能な個人

的法益について承諾を与えた場合に犯罪の成立にどのような影

響を及ぼすかが問題となる。確かに、構成要件自体が被害者の

意思に反すること（被害者の承諾がないこと）をその犯罪類型

として予定している場合（窃盗罪の「窃取」や住居侵入罪の

「侵入」等）がある。また、被害者の承諾があった場合には類

型的に違法性を減少するとして別途特別な構成要件が設けられ

たり（同意殺人罪、同意堕胎罪等）、さらには被害者の承諾が

あっても構成要件該当性さえ影響を与えない場合もある（13歳

未満の者に対する強姦罪等）。以上のように刑法の明文による

場合以外（たとえば本問の傷害罪）は、基本的に違法性阻却の

問題として考えるべきである。確かに被害者の自己決定権を尊

重すべきではある。しかし構成要件の段階で承諾があった場合

のすべてを取り扱うことには無理がある。被害者の承諾があっ

た場合でも後述するように違法性が必ずしも阻却されない場合

もあると解されるため、構成要件段階で違法の強弱・程度など

実質的・非定型的判断をすることは不当であるからである。

三． そこで、違法性阻却の問題としてそもそも違法性の実質に

ついてはどのように解すべきなのか。思うに、刑法は法益保護

をその任務とするため、第１次的には法益保護、すなわち結果

無価値をまず考慮すべきである。さらに現代社会において利益

が錯綜しているため社会生活の円滑化を図る必要があり、また

被害者の承諾の
体系的位置づけ

構成要件該当
性か違法性阻
却か

違法性の実質論

結果無価値論

行為無価値論

［ケース・スタディ７］

タディ７ス・ケー ス



（規範定立)

（あてはめ)

（結論）

答案構成の一例

社会的相当性

被害者の承諾が
あった場合の違
法性阻却根拠・
範囲

刑罰法規が社会通念を基礎として犯罪行為を類型化したもので

あることからすると、違法性は単に法益侵害ないしその危険性

という局面でのみ考えるのではなく、第２次的にはその実質的

判断において行為の態様（行為の種類、方法、手段、主観的要

素など）をも考慮して社会的相当性に欠ける反規範的な行為か

どうかという観点からも判断されるべきである。

四． 以上のように違法性の実質論に基づくと、どのような場

合に被害者の承諾により違法性が阻却されるのか。

被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するかどう

かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、その承諾を

得た動機、目的、身体傷害の手段・方法・態様、損傷の部位、

程度など諸般の事情を照らしてあわせて社会的相当性の範囲内

にある限度で違法性が阻却されると解する。

五． 本問のＸは被害者Ｙの承諾を得ているが、過失による自動

車事故であるかのように装い保険金を騙取するという違法な目

的を有していること、その手段も故意に自己の運転する自動車

を衝突させるという生命ないし身体傷害への危険性を伴うもの

であること、さらに実際重傷という結果を生じていること等の

事情を考慮すると、Ｙの承諾により当該傷害行為の違法性を阻

却するものではないと解するのが相当である。

六． 以上から、本問Ｘには傷害罪（刑法204条）の傷害罪が成立

する。

被害者の承諾



以上のことを前提として、錯誤の種類ごとに検討していこう。

⒝ 具体的事実の錯誤

客体の錯誤 学説上一

般に、「客体の錯誤」は故意犯の成

立を否定しないとされる。被害者を

強姦したが人違いだった、あるいは

血液型を知らなかった、という錯誤

は、その具体的な被害者のもってい

る性質についての錯誤である。これ

が、犯罪成立要件とは関係のない事

実ならば、これを知らなくてもその

錯誤は考慮されない。判例も、被害

者が誰であるかは殺人罪の成否に関係ないとしている（大判大正11･２･４

刑集１巻32頁参照）。ただ、公共危険罪のような犯罪類型（たとえば、106条

の騒乱罪）では、構成要件要素そのものが一定の広がりをもって規定され

ていることがあり、その場合には個別の人や物自体は構成要件要素ではな

いので、犯罪によっては「方法の錯誤」となるような個体間の錯誤であっ

ても、広い意味での「客体の錯誤」に含めて考えられよう。たとえば、集

錯誤の分類

錯誤

⎧

｜

｜
⎨

｜

｜
⎩

錯誤 錯誤の態様

事実の錯誤

法律の錯誤

違法性の意識不要説

厳格故意説

制限故意説

責任説

抽象的事実の錯誤

法定的符合説

具体的法定符合説

具体的事実の錯誤

不法・責任符合説

構成要件的符合説

抽象的符合説

客体の錯誤

方法の錯誤

因果関係の錯誤

⎧

｜
⎨

｜
⎩

⎧

｜
｜
｜
｜

｜
⎩

⎧

｜
｜

｜
⎩

⎧
｜
｜
｜
⎩

⎧

｜
⎩

４-２ 責任要素


