
第 � 版 は し が き

本書は，わが国の刑事司法の実務において現に妥当している刑法解釈をで

きる限り分かりやすく示すことを目標にしてきたが，第�版を刊行してから

既に�年が経過しようとしている。この間，刑法の一部改正が数回行われた

ほか，重要な新判例も登場してきている。今回の改訂の主要な動機も，第�

版以降の法改正に対応することにある。平成VW年の�一部執行猶予�の新設

まで，綿密にフォローしている。また，最新判例を踏まえた議論も盛り込ん

でいる。裁判員裁判制度が定着する中で，判例の示す法解釈にも微妙な変化

が生じてきている。特に，�裁判員の理解�を容易にするための法律実務家

などの努力が，徐々に�法理論�の中にも結実してきているように思われる。

学界でも，法科大学院の教育を念頭に置いた研究のウェートが高まり，ま

すます，�実務に妥当している刑法�が意識されるようになって来ている。

本書が示した，刑法典の各条文についての実際の解釈・運用とその簡潔な理

論的根拠は，より一層重視されるものと期待している。もとより，理論的な

問題について研究することを第一に考えたものではないため，学説の引用は

最小限度に止め，外国の刑法学に関する記述はあえて略すという，従来の方

針を今回も維持している。

第�版も，第一線で活躍されている判事，検事を中心に学者を加えて，分

担して改訂作業を行った。短時間に改訂を終えることができたのは，各執筆

者の，まさに骨身を惜しまない御協力のおかげである。なお，第�版におい

ても，叙述の整合性・統一性等の観点から，編集委員が討議を重ね原稿を調

整するとともに，修正・加筆をさせていただいた。今回も，弘文堂社長鯉渕

友南氏，編集部高岡俊英氏には，大変なご負担をおかけした。分担執筆者，

編集関係者の皆様には，心から御礼を申し上げる次第である。

Vüý�年�月

編集委員を代表して

前田 雅英
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第�編 総 則

第�章 通 則
�)∼�)

1 ) 本章の趣旨 本章は，刑法典の適用関係の通則を定める。�条から�条

の�までは犯罪の場所との関係における適用関係（場所的適用範囲)，�条は外国判

決の効力，�条は刑の変更があった場合の適用関係（時間的適用範囲)，�条及び�

条の�は公務員等の定義，�条は刑法以外の法律で刑事罰則を設けた場合の当該罰

則に関する刑法総則の適用関係を定める。

2 ) 場所的適用範囲 裁判権を行使するに当たって，刑法に従って処理する

ことが可能とされる場所的範囲をいう。したがって，刑法が公布され施行されてい

る区域（刑法が国家により具体的事実について現実に適用され，その定める刑罰効果を発揮する

──裁判権を現実に行使することができる──区域。執行区域あるいは執行管轄権という場合があ

る）を含むことは当然であるが，それに止まらず，刑法が公布・施行されていない

地域，執行管轄権のない地域をも含むことになる。

場所的適用範囲をどのように定めるかは，基本的には立法政策の問題であるが，

定め方には，属地主義（自国の領域内に生じたすべての犯罪に適用する)，属人主義（自国

民の犯罪について場所のいかんを問わず適用する)，保護主義（何人かを問わず，自国又は自国

民の法益を侵害した行為に適用する)，世界主義（何人がどこで犯したかを問わず適用する）の

�主義があるといわれる。

我が刑法典は，属地主義を主としつつもこの�主義を併用しているといってよい

（厳格な意味での世界主義の規定はないが，�条の�は世界主義を背景としている)。なお，特別

法には，世界主義に基づくものがある（航空危険�，航空強取�，人質�後段，麻薬特例¯°，

麻薬・覚せい剤等のいわゆる薬物�法等参照)。

3 ) 時間的適用範囲 � 遡及処罰の禁止 本章は刑の変更があった場合に

どの刑を適用するかを定めているのみであるが（�条注 1参照)，憲法»¼条によって
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遡及処罰が禁止されている。実行時に処罰されない行為を事後の法律によって処罰

することは許されない。結果発生が法律施行後であっても，行為自体が施行前のも

のであれば，やはり遡及処罰禁止の適用を受ける。

� 刑の廃止 犯罪後に処罰規定が廃止されると処罰できなくなるのは当然で

ある（公訴提起後であれば刑訴法»»Ë条により免訴の判決が言い渡される)。もっとも，行政罰

則については，処罰規定が廃止される場合でも，それまでの行為について，従前の

法的効果を維持する旨の経過措置が設けられるのが通例である。また限時法につい

ては，その期間内の行為について法律失効後も処罰可能とするのが一般である（�

条注5�参照)。

4 ) 人的範囲 刑法はすべての者に適用される。しかし，国内法上又は国際

法上，一定の地位にある者について，処罰の対象とできないことがある。

国内法上は，天皇・摂政（天皇は訴追されず，摂政は在任中訴追されない。皇室典範é¯)，

国会議員（憲ì¯。議院で行った演説，討論又は評決について院外で責任を問われない)，国務大

臣（憲Ëì条。在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない)，国際法上は，滞在中の

外国の元首（在任中の行為については訴追できない)，外交使節その他の外交官（外交官の

身分を有する間は，いわゆる外交特権の放棄がなければ訴追できない)，一部の国際機関の職

員（特権が認められている国際機関の職員も同様である)，駐留又は滞在中の外国軍隊の構

成員（通常国際協定によって定まる。日本に駐留中のアメリカ合衆国軍隊の構成員については日米

安保条約に基づく地位協定参照）につき，処罰の制約がある。これらの処罰の制約の性

質については，人的処罰阻却事由とする見解や訴追の制約と解する見解がある

（(新)注釈⑴»'，大コンメ�版⑴Ëé参照)。

第 1条（国内犯
�)

) この法律は，日本国
�)�)

内において罪を犯した
�)

すべての者
�)

に適

用する。

② 日本国外にある日本船舶又は日本航空機
�)

内において罪を犯した
�)

者についても，

前項と同様とする。

�) 本条の趣旨 �) 日本国内 �) 海洋法条約 �) 罪を犯した

�) すべての者 �) 日本船舶・日本航空機 �) 罪を犯した

1 ) 本条の趣旨 本条は，刑法の場所的適用範囲の基本原則である属地主義

を明らかにしたものである。属地主義の原則は，�条を通じて他の法律に定められ

た犯罪についても適用される（最大判昭é»･Ë･¯'集é-9-9¼')。第�項は，日本船舶及び

日本航空機内で行われた犯罪についても，国内犯として刑法を適用する趣旨を明ら
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かにしたものである（いわゆる旗国主義の原則)。

2 ) 日本国内 日本国の領域すなわち領土，領海，領空をいう。領海は，領

海及び接続水域に関する法律により¯é海里とされている。領空については制限がな

い。領空における犯罪は，航空機内以外には考えにくく，外国の航空機内の犯罪で

あれば登録国も併せて管轄権を有することになる。

3 ) 海洋法条約 海洋の法的秩序に関する包括的な条約である海洋法に関

する国際連合条約�（平成�年条約�号。以下海洋法条約�という）は，一定の範囲で，

条約の締約国に刑事実体法の場所的適用範囲の拡大を認め，又はその適用を義務づ

けており，これに従い，我が国の刑事実体法の適用範囲を拡大するためには，刑法

�条から�条の�までの規定によって賄われない行為に適用しようとする限り，�

条ただし書にいう特別の規定�が必要となる。そこで，所要の国内法整備が行わ

れている。以下，主要なものを述べておく。

� 領海 領海及び接続水域に関する法律�条は，内水又は領海（本条注2参照）

からの追跡権の行使に関するわが国の法令の適用について規定している。わが国の

公務員による内水又は領海からの追跡権の行使に関しては，我が国の公務員の職

務の執行及びこれを妨げる行為�と認められる限りは，領海外の水域における行為

であっても，何人に対しても，罰則規定が適用されることとなる。すなわち，職務

の執行を有形力や偽計により妨げる行為については，刑法の往来危険罪，公務執行

妨害罪，犯人隠避罪又は証拠隠滅罪等の規定が，職務の執行を妨げる行為の態様及

び結果によっては，傷害罪，殺人罪，窃盗罪，器物損壊罪等の規定が，また特別公

務員暴行陵虐罪等の追跡権行使を適正ならしめる規定が，それぞれ適用されること

となる（もっとも，追跡権を行使する公務員に対する贈賄行為は，職務の執行を妨げる行為とは

言い難いので，贈賄罪の規定を適用することは困難であろう)。

� 接続水域 海洋法条約により，沿岸国は，領海に接続する水域であって領

海基線からé'海里を超えない範囲において，接続水域を設定することができ，同水

域においては，自国の領土又は領海内における通関上，財政上，出入国管理上又は

衛生上の法令違反の防止及び処罰のために必要な規制を行うことができるとされ，

領海及び接続水域に関する法律�条が，接続水域を設定し，同法�条は，接続水域

における必要な規制として行われる我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる

行為については我が国の法令（罰則を含む）が適用される旨定めている。また，海洋

法条約¯¯¯条により，接続水域からも追跡権の行使が可能であり，追跡権の行使に

おいても，その職務の執行及びこれを妨げる行為については我が国の法令が適用さ

れる。

� 排他的経済水域・大陸棚 海洋法条約により，沿岸国は，領海の外側に領海

基線からé°°海里を超えない範囲において，排他的経済水域を設定することができ，

§ 1 注 2)∼3)� 3



第�章 公務の執行を妨害する罪

第95条（公務執行妨害及び職務強要
�)

) 公務員
�)

が職務
�)�)

を執行するに当たり
�)

，

これに対して暴行
�)

又は脅迫
�)

を加えた
	)
)

者は，�年以下の懲役若しくは禁錮又は./

万円以下の罰金に処する
5/)

。

② 公務員
�)

に，ある処分
55)

をさせ，若しくはさせないため，又はその職を辞させる
5A)

ために，暴行
�)

又は脅迫
�)

を加えた
5B)

者も，前項と同様とする
5I)

。

�) 本条の趣旨 �) 公務員 �) 職務 �) 職務の適法性

�) 執行するに当たり �) 暴行 �) 脅迫 	) �項の罪の既遂


) 故意 5/) �項の罪の罪数等 55) 処分 5A) 職を辞させる

5B) �項の罪の既遂 5I) �項の罪の罪数等

1 ) 本条の趣旨 本章は，広義の公務執行妨害罪を規定しており，本条（公務

執行妨害及び職務強要）は一般的な公務執行の妨害，ef条（封印等破棄），ef条の�（強

制執行妨害目的財産損壊等），ef条の�（強制執行行為妨害等），ef条の�（強制執行関係売却

妨害），ef条の�（加重封印等破棄等），ef条の�（公契約関係競売等妨害）はやや特殊な公

務の執行妨害についての規定である。公務の執行を妨害する行為を処罰する規定は

刑法以外にもあり，審判妨害罪（裁�B）や各種行政法規にみられる質問・検査・立

入拒否罪等（例えば，法税5fA⑵）がその典型である。

本罪は，公務員に向けられた行為を対象とするが，公務員を保護するのではなく，

公務員によって行われる国又は地方公共団体の作用，すなわち公務を保護法益とす

るものであり（最判昭A¬･5/･A集�-5/-5¬¬B），保護の客体と行為の客体とが一致しない

罪といえる。現実には本罪により公務員の地位自体が保護される面がないではない

が，これは公務が保護されることの反射的効果とみるべきである。

公務の保護を強調すると，公務の円滑な遂行のためには，公務が違法であると適

法であるとを問わず，これを妨害する行為をすべて処罰しようということになりか

ねないが，そのような考えは採られておらず，適法な公務に限って保護されると解

すべきである（本条注 4参照）。しかも，公務によってはその向けられた相手方であ

る国民の利益・人権が深く関わってくることがあり，その場合には公務の円滑な遂

行と当該国民の利益・人権との間で利害が相対立することとなるので，この種の公

務に対する抵抗・妨害があったときに，本罪の成否，特に公務の適法性を判断する
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に当たっては，両者の利益のバランスをどう取っていくのかということを常に留意

すべきであろう。

�項の(狭義の)公務執行妨害罪が公務員の現在の職務執行を対象とするのに対し，

�項の職務強要罪は，将来の職務行為に向けられる犯罪であり，公務執行妨害罪の

補充的意味を有するといえる。このため，職務強要罪は目的犯とされている。

本罪の法定刑には，懲役刑のほかに選択刑として禁錮刑も定められているが，こ

れは，本罪が場合によっては政治犯的性格を帯びることがあるのを考慮したためと

いわれている。ただ，実際には，禁錮刑で処断されることはごく稀といってよい。

なお，平成5¬年の改正（平5¬法Bf）により選択刑として罰金刑が新設された。これは，

法定刑が自由刑に限られていたことにより，起訴すべきか否かの判断に困難を伴う

ような事案があったことから，事案に対応した適正な処分・科刑の実現を図ろうと，

刑の選択の幅を拡大したものである。

特別罪としては，集団的方法により本条の罪を犯させる目的をもってする利益供

与等の罪（暴力�②），政治目的をもって，検察・警察の職務を行う者等に対し，凶

器，毒劇物を携え，多数共同してなす本条の罪の予備・陰謀・教唆・せん動の罪

（破防I/⑶）等がある。

2 ) 公務員 本罪の客体である。公務員でない者(非公務員)は，たとえ公務

を執行していた場合でも，本罪の客体たり得ない。暴行罪・脅迫罪として，あるい

は業務妨害罪として保護されるに止まる。ただし，非公務員も，公務員の補助者と

してその公務の補助をした場合で，その者に対し加えられた暴行・脅迫が当該公務

員に向けられたものであると解されるときは，本罪が成立することがあるが（本条

注 6参照），この場合も，本罪の客体はあくまでも当該公務員であって，補助者たる

非公務員ではない。

公務員の意義については，�条注2参照。判例上本条の公務員か否かが問題にな

ったものとして，民営化される前の郵便集配人がある。当初は，�条の法令によ

り公務に従事する職員�に当たらないとされていたが，その後，その担当事務の

性質は単に郵便物の取集め，配達というごとき単純な肉体的，機械的労働に止まら

ず，民訴法，郵便法，郵便取扱規程等の諸規定にもとづく精神的労務に属する事務

をもあわせ担当しているものとみるべきであるから，仕事の性質からいって公務員

でないというのは当を得ず�（最判昭B.･B･5集5I-B-A/e）と改められた。

3 ) 職務 広く公務員が取り扱う事務のすべてを含むと解するのが判例通説

である。この説によれば，官庁における公務員のデスクワーク，国公立大学の入試

事務や講義，国公立病院の業務等も，本罪によって保護される。これに対し，権力

的公務に限るとか非現業的公務あるいは非私企業的公務に限るとする反対説も有力

である。この点は，業務妨害罪との関係で問題になる（ABI条注5参照）。
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4 ) 職務の適法性 � 意義 条文には明示されていないが，職務は適法

でなければならないとするのが判例通説である。公務員の違法な行為まで本罪によ

る保護を与えるべきではないからである。ここでの適法性は，あくまでも刑法上の

適法性であり，当該職務執行の根拠法令上の適法性とは別個の概念である。

� 要件 ①当該公務員の抽象的・一般的職務権限に属するものであること，

②当該公務員がその職務を行う具体的職務権限を有すること，③職務行為の有効要

件である法律上の重要な条件・方式を履践していることの�つの要件が必要である

と一般にいわれている。①の要件が欠ければ，そもそも職務行為とはいえず，その

意味では，適法性の要件というよりはむしろ職務行為それ自体の要件である。この

抽象的職務権限は，必ずしも法令で具体的に規定されたものであることを要しない。

また，抽象的職務権限がある以上，内部的な事務分担のいかんを問わない。②の要

件が①の要件のほかに要求されるのは，職務を抽象的にではなく具体的・個別的に

捉えることが前提としてあるからだと理解されている。

③の要件が，最も実質的で重要な要件である。公務員の職務行為には，その有効

要件として法律上一定の方式が要求されることが多く，こうした方式を履践しない

行為は当該法令では不適法ということになるが，刑法上もすべてその保護に値しな

いかというとそうではなく，わずかな方式違反に過ぎない場合や訓示規定に違反す

る場合などは，直ちに職務執行の適法性を失わせるものではないと解されている。

もっとも，実際の適用に当たり，何をもって重要な方式というのか判断に困る場合

が少なくない。任意規定か強行規定かで区別する見解もあるが，そのような形式的

な処理で足りるかは疑問であり，行政法規に関しては，一般人から見て明らかな

違法か否か�ということを中心に各法規ごとに具体的に類型化していく手法が妥当

といえよう。なお，職務の適法性とは，結局暴行・脅迫から保護するに値する公

務�という実質的基準で判別せざるを得ないことから，公務の要保護性�という

言葉に置き換えて論じる見解が近時多くなってきている。

� 判断基準 ⓐ裁判所が法令を解釈して客観的に決めるべきであるとする客

観説，ⓑ当該公務員が適法と信じたかどうかによって決めるべきであるとする主観

説，ⓒ一般人の見解を基準として決めるべきであるとする折衷説（大コンメ�版⑹

5/�）があるが，客観説が多数説である。主観説では，公務員が勝手に適法と信じ

ていれば保護されるということになり，適法性を要件とすることの意味が半減する

し，折衷説については，何が一般人の見解なのかあいまいで判断が恣意的になるお

それがある，法令をよく知らない一般人は，公務員の職務執行を外見だけで適法と

評価しがちであり，事実上主観説と変わりない結論になりやすいなどの批判がある。

客観説は，判断の基準時を巡り，更に，事後的に純客観的に判断すべきであると

する純客観説(裁判時標準説)と，当該職務行為時の状況を基礎に判断すべきであると
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するゆるやかな客観説(行為時標準説。注釈⑶..，ポケットABB)とに分かれる。本条によ

り公務をどこまで保護すべきかという観点からすると，行為時において適法なもの

は保護に値するのであって，ゆるやかな客観説が相当である。例えば，逮捕時には

刑訴法上の現行犯の要件を満たしていたが，裁判時には犯人でないことが判明した

という場合，警察官の逮捕行為が事後的にみれば違法であるからといって，これを

妨害しても許されるというのは妥当ではなく，このような職務行為はひとまず刑法

による保護を受けるべきであろう。判例（最決昭I5･I･5I判時IIe-fI）も，この立場を

採った原判断を是認している。

� 具体例 職務執行の適法性が最も問題となるのは，警察官の職務執行であ

る。逮捕等の強制処分のほか，職務質問や任意同行，所持品検査等の任意処分にお

ける有形力の行使等について，その適法性がしばしば争われており，適法性を否定

した裁判例も少なくない（大コンメ�版⑹55�以下参照）。

集団での公務執行にあっては，集団による公務執行全体が違法という場合でない

限り，暴行・脅迫を加えられた当該公務員の具体的職務執行の適法性を問題にすれ

ば足り，他の公務員の職務執行に違法があったとしても，通常は関係がない。

なお，公務員の職務執行が適法でないため本罪が成立しないときでも，暴行罪，

脅迫罪は成立し得るが，そのような場合には正当防衛の成否が問題になることが考

えられよう。

5 ) 執行するに当たり 現に職務を執行中である場合というよりは広く，職

務を執行するに際して�の意味である。職務の執行を開始しようとしたときから，

それを終えた時点までの時間的範囲を含む。具体的な適用に当たって問題となるの

は，休憩中や一時的な雑談中の場合，職務に就くために待機中の場合，職務を行う

場所に赴く途中の場合等である。職務を個別的・分断的に捉える考え方を徹底する

と，このような場合に職務執行に当たるということは困難というほかないが，職務

の性質上分断的な捉え方ができず，実質的な判断を必要とするものもあり，そのよ

うな場合には，まだ職務が続いていると解されるであろう。

判例も，具体的，個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了す

るまでの時間的範囲および……当該職務の執行と時間的に接着しこれと切離し得な

い一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為にかぎって，公務執行妨

害罪による保護の対象となる�（最判昭I.･5A･AA集AI-5B-5¬5A）とした上で，職務の性

質によっては，その内容，職務執行の過程を個別的に分断して部分的にそれぞれの

開始，終了を論ずることが不自然かつ不可能であって，ある程度継続した一連の職

務として把握することが相当と考えられるものがあり，そのように解しても当該職

務行為の具体性・個別性を失うものではない�（最判昭.B･f･Ae集BA-I-¬5f）と判示する。

具体的には，電報局長が局長室で執務中闖入者の応対のため一時職務を中断した場
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