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刑事判例の重要性―序にかえて

� はじめに

この 25 年間、刑事司法に携わっておられる多くの実務家の皆さんに講義をする機会を与え

ていただいてきた。弁護士、裁判官、裁判所事務官、検察官、法務事務官、警察官の方々に実

に多くの回数、講義を聴いていただいた。とりわけ、特別捜査幹部研修所、警部任用科、警部

補任用科では、�万人を超える方々にお話をさせていただいてきたことになる。

そこでは、刑事法解釈の最も肝要な部分に絞って講じてきたが、その際には、「生きた法」と

しての判例の重要性を強調してきたつもりである。そして、「法」は動くものであり、それを動

かす最前線で仕事をすることの意義を強調してきた。ただ、「重要だ」と強調する割には、判例

の説明に費やした時間が十分でなかった憾みが残る。さらに、講義を聴いていただいた方々に、

その後の動きを何らかの形でお伝えできないもどかしさを感じてきた。

そのような中で、2010 年夏から�年間にわたって、警察学論集に連載の場を与えていただい

た。絶好の機会なので、現場の捜査官にとって重要な最新の判例をやや詳しく紹介し、刑事法

の動きを解説することを試みた。刑事実務の世界では、刑法と刑事訴訟法を切り分けて議論す

ることは不可能に近い。実際の刑事司法の場で現実に使える刑法解釈、具体的な結論と結びつ

けられた刑事手続の考え方が重要なのである。本書は、そのような形で連載したものを、読み

やすい形で整理し直したものである。

� 裁判員制度と刑事司法の転換

裁判員裁判制度が定着した。2009 年�月�日に、はじめて裁判員による裁判の判決が言い渡

された当時から、マスコミは連日、裁判員裁判を肯定的に扱い、国民の意識も、刑事裁判の大

きな転換を認める方向に動き出したように思われる。このような「風」をつくりだした最も大

きな情報は、参加した裁判員の会見内容であったように思われる。非常に真摯な、ややもすれ

ば訥々とした説明は、視聴者に非常に強い印象を与えたように思う。正解のない問題で、非常

に大変であり、つらかったというような発言が見られたが、皆「やってよかった」というので

ある。「やってみたが、楽だったので、またやってみたい」というのではなく、「大変だったが

やりがいがあった」というのである。ある裁判員は「社会の問題が他人事でなくなった」と述

べている。これまでは、刑事事件に関心がなかったわけではないが、あくまで専門家が解決す

べきもので、他人事だったというのである。しかし、裁判員を務めてみて、犯罪にいたる状況

を目の当たりにして、「社会というもの」に直面したことがよかったというのである。
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� 法解釈の変化の方向性

もちろん、今でも「刑事裁判は、専門家に任せるべきだ」という批判も根強い。日本の刑事

裁判には、諸外国に比してさほどの問題があるわけではないとも考えられる。日本の法律実務

家は国民の常識を汲み上げて、国民が納得のいく裁判を行ってきたと高く評価してきた。ただ、

今回の裁判員裁判の動き出しの様子を見ていると「より一層国民の常識が反映されそうだ」と

いう方向性が見えてきた。「法曹が国民の常識を身につけることとは別のルートで、刑事裁判に

国民の規範意識が投影され、司法はよりよいものとなる」と感じられるのである。

裁判員により市民感覚を裁判に注入するメリットが、裁判員の参加から想定される「判断の

バラツキ」等のマイナスを上回るものと期待できそうである。これまで、「いろいろな人が裁判

員になる」という言い方の背後に、「めちゃくちゃな主張をする人が入ってきたらどうするのだ」

という意識もあったように思う。しかし、これまでの裁判員裁判の報道を見ていると、それが

杞憂であったように思われるのである。

もちろん、裁判員の参加を可能とするために導入された「刑事手続の改革」の評価も注視し

なければならない。たとえば、直接主義・口頭主義が重視される結果、「当事者のパフォーマン

ス能力で、有罪・無罪が動いてよいのか」という問題が生じると指摘されている。たしかに、

表現の仕方に精力を傾けすぎるのは問題であろう。また、事件の種類によっては、直接主義に

一定の制約をかけなければならない場合も出てくるかも知れない。その意味で、常に制度その

ものに修正を加えていく柔軟な心構えが必要なように思われる。

� 「専門家」の意義

これまでの裁判も、国民の常識とは無関係ではあり得なかった。特に、「結論」は、国民の納

得が強く意識されてきたが、その「理由付け」も、「裁判員から見ても腑に落ちるもの」でなけ

ればならなくなった。一般の国民には到底理解してもらえない「過度に緻密な、難解な議論」

は、今後消えていくであろう。ただ、そのようなものを使いこなせる集団としての「専門家」

の意義は、実はもともと大きくはなかったのであるが。

「法理論」も、「はじめてそれを聞いた裁判員にある程度理解してもらえるのか否か」という

テストが待っているのである。このような流れは、裁判員制度の導入を決定した時点である程

度予想されていた。ごく最近の判例は、「裁判員裁判」を、何らかの形で意識してきたはずであ

る。これから検討していく最新の判例は、そのような流れの中にあることを認識しておかねば

ならない。

ただ、「わかりやすかった」ということが、常にプラスのシンボルとなりうるとは限らない。

「わかりやすくする」ことで真相が変形することは許されない。「わかりやすさ」が「微妙な差

を無視しろ」ということに繋がってはならない。もちろん、裁判員に「未必の故意」という単

語は難しいので、検事が「ほぼ確実に死ぬ行為とわかって刺した」という言い回しを用いたと
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しても、それは妥当である。これに対して、「実務は認容説のはずだ」という批判も存在しうる。

そして、手術の際に「ほぼ確実に死ぬとわかって切ったが、死んで欲しくはなかった」という

医師に、殺意を認めるのかという、批判も考えられないこともない。しかし、包丁を胸に刺し

て殺害した事案において裁判員に殺意の有無を判断してもらうには、「ほぼ確実に死ぬ行為と

わかって刺したか否か」は、適切な言い換えなのである。

� わかりやすさと正確さ

ここで何より重要なのは、蓋然性説を採用するか、認容説を採用するかで差が生じるような

事案が出てきた場合に、裁判員に向かって「認容説が正しいから故意はない」という解釈を、

裁判官が押しつけることは許されないという点である。裁判官と裁判員が話し合って、この具

体的な事実を基に考えれば「殺意がない」という結論にいたることが、同説の妥当性を基礎づ

けるという面があるのである。そして、その作業は、必ずしも「わかりやすい」わけではない。

そして、「死ぬことの蓋然性」を認識している執刀医に、「殺意がある」とするかどうかは、

「正当な医療行為の認識で行っていること」をどのように理論構成するかとも不可分に結びつ

く。誤想防衛論等の学説上争いのある問題と背中合わせである。しかし、裁判員が関連する問

題全体を視野に入れた、合理的な故意論を理解していなければ、具体的な事案における故意の

有無を判断できないというわけでは、もちろんない。逆に、故意説が妥当なのか制限責任説が

妥当なのか、それとも厳格責任説が妥当なのかというような議論も、「正当防衛と信じて行った

場合には、殺意はないと考えますか」という質問を裁判員に行うことを想定することによって

決着が導かれる面があるのである。

裁判員制度の定着は、法律実務の判断と市民感覚の距離を狭めるというより、法理論と「市

民感覚の注入された実務」との距離をさらに一層狭めることになるように思われる。もちろん、

専門家として確立した法曹の存在があるからこそ、裁判員が市民感覚を「注入」することが可

能となることは忘れてはならない。その意味で、学説が実務と一体化することもあり得ない。

しかし、それぞれが相手の存在を、より一層意識しなければならなくなり、より尊重していく

ことが要請されていくのである。

2014年�月

前 田 雅 英
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第�講 実行行為の把握と故意

論 点

▶実行行為（構成要件該当行為）は、主観面も考慮して認定されるのか。

▶形式的には、複数に見える行為が「一個」「一連」の実行行為と解されるには、どのような

事情が必要か。

【基本判例�】 東京高判平成 13 年 2 月 20 日（判時 1756 号 162 頁）

事実の概要

被告人Xは、妻である被害者Aからヒモ呼ばわりされたり、家賃の負担もしていないので早く出て

行けなどと罵られたことに激昂し、台所から包丁を取り出して A に向かって行き、驚いて逃げようと

したAを居間に仰向けに押し倒して馬乗りになり、殺意をもって、包丁でAの胸部等を数回突き刺し

た。X は、重傷を負った A が玄関から逃げ出そうとするや、包丁を持ったまま後を追ってこれを居間

に連れ戻し、日ごろから有していた A の愛人契約等の疑いを晴らすために詰問したところ、A はこれ

を認めて謝罪した。そこで、Xは、台所へ包丁を置きに行ったが、Aはその隙にベランダに逃げ出した

上、両足をベランダ手すりに乗せ、背中をベランダの外側に向けて、膝を曲げた状態で、手すり伝いに

隣家に逃げ込もうとしていた。Xは、Aを連れ戻そうと考え、声をかけることもなく、Aに摑みかかっ

たところ、A がこれを避けようとしてバランスを崩し、ベランダから転落して死亡した（突き落とす意

図は認定されていない）。Aの死因は、ベランダから落下して地面に激突したことにより生じた背部なら

びに胸部打撲による外傷性ショックであった。

第 1 審判決は、これらの事実や X の捜査段階の供述を前提として、X の殺意は、A がベランダから

転落して死亡するまでの間一貫して継続しており、また、XがAに対して摑みかかった行為とAが転

落死した結果との間には因果関係があるから、Xには殺人既遂罪が成立するとした。

控訴審の弁護人は、Xには殺意はなく傷害罪が成立するにすぎず、また、本件は、Xの加害行為後の

Aの転落事故により致死の結果を生じたもので、Xには責任がない旨主張したのに対して、本判決は、

第 1 審の認定した事実関係を基本的に是認し、A を刺突した時点において X に殺意があり、殺意は A

に摑みかかった行為の時まで継続していたと認定した。

判 旨

控訴棄却。「Xは、刺突行為を終え、本件包丁を流しに戻した後も、Aを自己の支配下に置いておけば

出血多量により死に至るものと思っていたため、Aが玄関から逃げようとするのを連れ戻し、また、ベ

ランダから逃げようとした A を連れ戻してガス中毒死させようと考えて、摑まえようとしたものであ

る。刺突行為により相当の出血をしているAが、地上からの高さが約 24.1 mもあるベランダの手すり

伝いに逃げようとしたのも、このままXの監視下にあれば死んでしまうと考え、命がけで行った行為と

解される。

そうすると、Xの犯意の内容は、刺突行為時には刺し殺そうというものであり、刺突行為後において

は、自己の支配下に置いて出血死を待つ、更にはガス中毒死させるというものであり、その殺害方法は

事態の進展に伴い変容しているものの、殺意としては同一といえ、刺突行為時からAを摑まえようとす

第�編 刑法総論
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る行為の時まで殺意は継続していたものと解するのが相当である。

次に、ベランダの手すり上にいるAを摑まえようとする行為は、一般には暴行にとどまり、殺害行為

とはいい難いが、本件においては、Xとしては、Aを摑まえ、X方に連れ戻しガス中毒死させる意図で

あり、Aとしても、Xに摑まえられれば死に至るのは必至と考え、転落の危険も省みず、手で振り払う

などしてXから逃れようとしたものである。また、刺突行為からAを摑まえようとする行為は、一連の

行為であり、Xには具体的内容は異なるものの殺意が継続していたのである上、Aを摑まえる行為は、

ガス中毒死させるためには必要不可欠な行為であり、殺害行為の一部と解するのが相当であり、本件包

丁を戻した時点で殺害行為が終了したものと解するのは相当でない。更に、XのAを摑まえようとする

行為とAの転落行為との間に因果関係が存することは原判決が判示するとおりである。以上によれば、

Xが殺人既遂の罪責を負うのは当然である」。

解 説

� 実行行為の重要性

実務上、最も重要な実体刑法上の概念は実行行為

であるといってよい。具体的に事案を処理していく

上では、まずいかなる構成要件に該当するのかを検

討しなければならない。構成要件の客観的側面は、

行為と結果、そしてその間の因果関係から構成され

ていると説明されるが、行為が重要である。それと

同時に、主観的構成要件要素（通常は故意）の有無が

検討される。両者がそろってはじめて構成要件該当

性が認められるのは当然であるが、後述のように、

主観面を視野に入れないと実行行為と結果が特定し

得ないことに注意しなければならない
1) 2)

。

各構成要件が予定する行為を実行行為という。殺

人罪の実行行為は、「人を殺す行為」であるが、「殺

す」行為とは、たまたま死の結果を生ぜしめた行為

のすべてを含むのではなく、類型的に人の死を導く

行為でなければならない。結果をいかに強く意欲・

意図したとしても、それだけでは殺人罪を実行した

とはいえない。

刑法は、あらゆる「利益」を保護するわけではな

いし、さらに、たとえば財産のような刑法上保護す

べき法益であっても、すべての態様の侵害行為から

保護するわけではない。処罰の範囲を明確なものと

する必要から、そして、実際にしばしば起こること

が予想されるため禁圧する要請の強い類型に限定す

るという観点から、窃取（窃盗罪）、騙取（詐欺罪）、

喝取（恐喝罪）等の特定の侵害態様に限って処罰す

る。その意味で、いかなる構成要件に該当するかは、

その構成要件の予定する実行行為が存在するか否か

にかかっている場合が多い。そして、構成要件の中

核をなす実行行為を行うから、「正犯」と認めうると

いえる。実行行為を開始することが「実行の着手」

であり、未遂犯としての処罰が規定されている場合、

この実行行為の開始といえるか否かが、処罰の可否

を決定する最も主要な要素となる。

1 ） 被疑者が猟銃を発射し、人が死亡した事案におい

て、被疑者に殺意が認定できれば、発砲行為は、刑法

199 条の実行行為に該当する可能性が生じる。しか

し、殺意を立証するだけの証拠が集まりそうにもな

い場合でも、傷害致死罪や過失致死罪の実行行為性

を吟味しなければならない。実行行為性は、構成要件

ごとに「客観的に」異なると説明することは可能であ

る。「殺す」行為と「過って殺す」行為は客観的にも異

なりうるからである。殺人罪と過失致死罪は、外形的

には、人間の生命を侵害する行為として共通性を有

するが、当該構成要件が予定する実行行為を成り立

たせる危険性の程度に差は存在しうるとも考えられ

る。

2） そもそも、「何罪の実行行為か」は、故意が特定さ

れなければ論じ得ない。人が犬を連れて歩いている

ところに銃弾を撃ち込む行為は、人を殺そうとした

ら殺人罪の実行行為であるが、犬を殺そうとしたの

ならば器物損壊（動物傷害）罪の実行行為なのである。

� 実行行為の「個数｣

具体的な犯罪行為は、細かく分析すれば、ほとん

どの場合、多数の行為の集合体である。一個の実行

第�講 実行行為の把握と故意
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行為が、どの時点から開始され、いつ終了したと見

るかの判断は、やはり規範的評価を伴わざるを得な

い。別の言い方をすれば、一個の実行行為なのか複

数のものなのかの判断は、難しい。

【基本判例�】の X の行為は、①激昂して台所か

ら包丁を取り出して A に向かって行き、②驚いて

逃げようとした A を居間に仰向けに押し倒して馬

乗りになり、③殺意をもって、包丁でAの胸部等を

数回突き刺し、④重傷を負った A が玄関から逃げ

出そうとするや、包丁を持ったまま後を追ってこれ

を居間に連れ戻し、⑤日ごろから有していた A の

愛人契約に関する疑念を詰問し、⑥包丁を置きに

行ったところ A がその隙にベランダに逃げ出し、

手すり伝いに隣家に逃げ込もうとしていたので摑み

かかり、⑦Aがこれを避けようとしてバランスを崩

し、ベランダから転落して死亡したという段階に分

けられる。

①は、殺意があるとすれば、殺人の未遂になるか

否かが問題となり、②は暴行、③は殺人未遂、④は

暴行（逮捕）が成立しそうである。そして⑤は脅迫の

成否が問題となり、⑥は暴行で、⑦について傷害致

死が成立しそうである。

しかし、①から④まで（第 1行為）は、まとめて考

えねばならず、⑤から⑦の後半の行為（第 2行為）も

完全に 1つのものと見るべきことに異論は少ないで

あろう。問題は、その両者をも一体と考えられるか

である。

この点、第 1行為のみを実行行為と把握し、それ

と最終結果の因果関係を問題にする見解も見られ

る。殺人の実行に着手した後、行為者の行為が介在

したような場合を早すぎた構成要件実現と呼ぶ場合

もある。第 1の行為を実行行為と解して、その後の

介在事情（第 2行為も含め）の因果関係を問題にする

のである。

しかし、【基本判例�】の X の場合、殺害行為で

ある刺突行為は終了し、その後別個に摑みかかる行

為がなされて A が死亡したと評価すべきか否かこ

そが問題なのである。Xは、一貫してAを殺害しよ

うとして、殺害行為を複数行ったのである。最後の

「摑みかかる行為」も A を連れ戻してガス中毒死さ

せるための行為の一部であった。そうだとすると、

そもそも「犯人自身の行為の介在した場合の因果関

係」を問題とするまでもなく、包丁で刺した後、さ

らにベランダで摑みかかる行為も、一個の殺意に基

づく一個の殺人行為と解することが可能となる。

� 実行行為の実務的把握

【基本判例�】の原審は、殺意は A がベランダか

ら転落して死亡するまでの間一貫して継続してお

り、また、X が A に対して摑みかかった行為と A

が転落死した結果との間には因果関係があるから殺

人既遂罪が成立するとした。

これに対し東京高裁は、①Aを刺し殺そうという

Xの殺意は、刺突行為後においては、自己の支配下

に置いて出血死を待ち、また、ベランダから逃げよ

うとした A を連れ戻してガス中毒死させるという

内容に変化しているが、殺意としては同一といえ、

結局、刺突行為時から A に摑みかかった行為の時

まで殺意が継続していたと認定した上で、②手すり

上にいる A を摑まえようとする行為は、A を摑ま

えX方に連れ戻しガス中毒死させる意図であり、A

としても X に摑まえられれば死に至るのは必至と

考え、転落の危険も省みず、手で振り払うなどして

X から逃れようとしたものであり、③A を摑まえよ

うとする行為は一連の行為で、ガス中毒死させるた

めには必要不可欠な行為であり、殺害行為の一部と

するのが相当であることを挙げて、本件包丁を戻し

た時点で殺害行為が終了したものとするのは相当で

ないとしたのである。

Xの行為の立件を考える際に、刺突行為と摑みか

かる行為を区別し、刺突行為を殺人の実行行為と解

すると、刺突行為と最終的な死との因果関係を立証

することになる。両者を区別した上で、摑みかかる

行為を殺害の実行行為とすれば因果関係の存在は明

確であるが、Xの行為の把握として、刺突行為と完

全に切り離してしまうと摑みかかる行為に殺害の実

行行為性と殺意を認めることが微妙となる。そもそ

も、本件の実体から離れてしまう面がある。裁判所

は、刺突行為と摑みかかる行為の一連の実行行為と

把握したのである。

殺害しようとピストルを数発発射したが命中せ

ず、しばらく追跡した後、発射した弾丸で殺害した

場合、全体として一個の殺人である。たしかに【基

本判例�】の場合、Xの詰問に対しAが謝罪したの

で、Xは包丁を置きに行ったところ、Aはその隙に

第�編 刑法総論
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ベランダに逃げ出したという経緯はある。そこで、

X の行為はここで切断して考えるべきようにも思

われる。しかし、同一室内での短時間の事態であり、

しかも「殺意」という意味では連続しているといえ

よう。一旦包丁を置きに行った以上、その後の摑み

かかる行為の際の「殺意」は全く新たに生じたもの

とは評価し得ないと思われる。

【基本判例�】 最 1小決平成 16 年 3 月 22 日（刑集 58 巻 3 号 187 頁・判時 1856 号 158 頁)

事実の概要

⑴ 被告人 Yは、夫のAを事故死に見せかけて殺害し生命保険金を詐取しようと考え、被告人Xに

殺害の実行を依頼し、Xは、これを引き受けた上、他の者に殺害を実行させようと考え、C、Dおよび

Eを仲間に加えた。Yは、殺人の実行の方法についてはXらにゆだねていた。

⑵ Xは、実行犯 3名の乗った自動車をAの運転する自動車に衝突させ、示談交渉を装ってAを犯

人使用車に誘い込み、クロロホルムを使って A を失神させた上、A 使用車ごと崖から川に転落させて

溺死させるという計画を立て、平成 7 年 8 月 18日、実行犯 3名にこれを実行するよう指示した。実行

犯 3 名は、助手席側ドアを内側から開けることのできないように改造した犯人使用車にクロロホルム

等を積んで出発したが、A を溺死させる場所を、自動車で 1 時間以上かかる当初の予定地から近くの

港に変更した。

⑶ 同日夜、Xから、Aが自宅を出たとの連絡を受けた実行犯 3名は、市内の路上において、計画ど

おり犯人使用車をA使用車に追突させた上、示談交渉を装ってAを犯人使用車の助手席に誘い入れ、

午後 9時 30 分ころ、Dが、多量のクロロホルムを染み込ませてあるタオルをAの背後からその鼻口部

に押し当て、Cもその腕を押さえるなどして、クロロホルムの吸引を続けさせてAを昏倒させた（第 1

行為）。その後、実行犯 3名は、Aを約 2 km離れた港まで運んだが、Xを呼び寄せた上でAを海中に転

落させることとし、Xに電話をかけてその旨伝えた。同日午後 11 時 30 分ころ、Xが到着したので、X

および実行犯 3名は、ぐったりとして動かないAをA使用車の運転席に運び入れた上、同車を岸壁か

ら海中に転落させて沈めた（第 2行為）。

⑷ A の死因は、溺水に基づく窒息であるか、そうでなければ、クロロホルム摂取に基づく呼吸停

止、心停止、窒息、ショックまたは肺機能不全であるが、いずれであるかは特定できない。Aは、第 2

行為の前の時点で、第 1行為により死亡していた可能性がある。

⑸ X および実行犯 3 名は、第 1 行為自体によって A が死亡する可能性があるとの認識を有してい

なかった。しかし、客観的にみれば、第 1行為は、人を死に至らしめる危険性の相当高い行為であった。

検察官は、実行犯Cらは、本件拉致現場でクロロホルムを吸引させてAを失神させると、その後は、

A の失神状態を利用して予定した殺害行為である海中に転落させる行為を行っていること、また、拉

致現場と港とは、自動車の走行距離で 2 kmあまり、走行時間は数分程度しか離れていないこと、した

がって、X や C らは、クロロホルムを吸引させる行為は、A を拉致し自動車で転落させる場所まで運

ぶのを容易にする手段にとどまらず、事故死と見せかけて溺死させるという予定した直接の殺害行為

を容易にし、かつ確実に行うための手段にもなるとの考えを有していたとして、殺人罪で起訴し、第 1

審・原審ともに、殺人既遂罪の成立を認めた。

それに対し弁護人は、X・Yらは、クロロホルムでAを気絶させようと考えていたにすぎず、それに

よって殺害できるという可能性を認識していなかった等と主張して上告した。さらに、第 1行為から第

2行為までの場所的離隔や時間的間隔を考えると、両者は別々の行為と考えるべきであるとした。

第�講 実行行為の把握と故意
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