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『たのしい刑法』（以下、〔総論〕という）

［第２版］

『たのしい刑法 』（以

下、〔各論〕という）

〔総論〕のような、刑法をはじめて

学ぼうとする人達のため、わかりやすくてたのしく勉強できる〔各論〕

刑法 総論 各論

2009年11月頃だったでしょうか。私は、ある事件の弁護人として嘆願書

を持参し、東京地検公安部検察官室のドアをたたきました。するとわざわ

ざ担当検察官がドアを開けて、「さあ、どうぞ」といいながら笑顔で出迎

えてくれました。１階の受付で連絡をとっていたとはいえ、異例の厚遇で

した。その検察官は、着席すると開口一番、「先生の『たのしい刑法』で

勉強させていただき、検察官になりました」。この言葉は、私にとって大

変嬉しいことでした。

確か、 の初版が発売されたのは

1998年３月ですから、すでに11年以上も過ぎたわけです。その間、〔総論〕

は毎年のように増刷を重ね、2008年６月には も刊行し、実に多

くの人達に読まれてきました。〔総論〕を読み、刑法を学んだ人達が法律

家として各方面に進出し、しっかりと第一線で活躍していてもおかしくあ

りません。

このような出来事があって、私は、そんなに親しみをもって皆さんに

〔総論〕を読んでいただいているのなら、そろそろ

も出版すべきだなと思ったのでした。

ちょうど今は、かつてないほど急速に進められた刑法や刑事訴訟法など

の改正も一段落したところです。裁判員裁判も定着しつつあり、一般市民

の刑法に対する関心も高まっています。

を刊行

するには良いタイミングです。

さっそく他の執筆者に相談したところ、皆さん同じ思いだったようで、

とてもお忙しい方々ばかりなのに、喜んで執筆をお引き受けいただけまし

た。その上、〔各論〕では、新進気鋭の足立友子、山本紘之の両先生にも

加わっていただき、〔総論〕と同様、充実した執筆陣で〔各論〕の作成に

あたることができました。

ところで、私は、ここまで を と と２つに区別して説明して
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刑法

犯罪の成立と刑罰

法律

１つは、刑法総論 各罪（個々の犯罪＝たとえば、窃

盗罪とか殺人罪など） 共通する問題 全体的に考える（たとえば、

故意とは何か） もう１つは、刑法各論

個別的に考えるもの

両者は密接に関係しているものですか

ら、両方を勉強してはじめて刑法を理解したといえるのです

きました。刑法をまったくはじめて学ぼうとする人 総論をまだ勉強し

ていない人にとっては、なぜそのように区別するのか、わからないかもし

れません。

そこで、その理由を思いき

って一言でいえば、 とは、

について規

定した のことですが、そ

の理解を容易にするため、刑

法を２つに区別して学ぶので

す。つまり、 と呼ばれ、

に を取り上げて

ものです。 と呼ばれ、各罪を文字どお

り です。どちらを先に学ぶべきかについてはそれぞれ

合理的な理由があるので、一概には決められません。もっとも、日本の法

学部では前者からはじめるところがほとんどのようです（詳しくは、後の

「序章」で説明します）。いずれにしても

。

〔各論〕の目的・読者層・特徴は、〔総論〕の「はしがき」に書いたとこ

ろとほぼ同じですから、以下、簡単な説明にとどめます。その目的は、た

のしみながら勉強できる、簡潔でわかりやすい〔各論〕の教科書を初学者

等に提供することです。ここから、法学部・法科大学院で刑法各論をはじ

めて学ぶ学生や裁判員候補者・ジャーナリスト・会社の法務部・警察官な

ど刑法の勉強を必要とする人、そのほか刑法に興味がある一般市民の方な

どに特におすすめします。

その特徴は次のとおりです。①とかく難解だといわれる刑法の専門用語

をできるだけ避けた、やさしくわかりやすい表現と文章。②判例・通説を

中心においた、必要かつ十分な説明。③キー・ポイント・チャートや図解

による、ビジュアルに優れ要領の良いナビゲーション。④幅広い知識を養

うためのトピックの挿入。⑤各章で得た知識を、事例問題をとおして深化

させ、司法試験や警察官昇進試験など各種試験への応用力や論述能力を育

はしがき

各論

総論

成するケース・スタディ。

おまけに、気分転換を図りたくなった読者のために、ケース・スタディ

とともに大好評のイラストやティー・タイムを〔各論〕でも忘れずに挿入

していますので、たのしく学べることは間違いありません。何はともあれ、

「序章」から読んでみてください。

最後に、いつも適切なアドバイスと惜しみない労力を提供し、きれいな

２色刷りの『たのしい刑法 』を刊行にまでこぎつけてくれた弘文堂の北

川陽子さんに、心からお礼を申し上げます。

2011年２月18日

島 伸 一

はしがき



● 刑法各論の旅へ

刑法各論

刑法典第２篇「罪」に規定される個々の刑罰法規＝罪

その他の法律に規定されている罪（特別刑法）

刑法総論 刑法典の第１編「総則」の諸

規定

刑法を理解する

個別的に検討

刑法 の学 方

序 章

これからあなたは を学ぶたのしい旅に出る。刑法各論を学ぶ旅

の目的は、 （たとえば、

199条殺人罪や235条窃盗罪）と

の意味を明らかにし、その具体的な事件への適用とこの限界を探ることに

ある。たとえば、「殺人罪」についていえば、「人」を殺したというために

は、殺害の対象が「人」になっていなければならないので、その要件とし

て、「人の生命が始まるのはいつか」を考えるのが刑法各論である。

それに対して、 を学ぶ旅の目的は、

、つまり各罪に共通な事柄（たとえば、36条の正当防衛や38条の故意）

の意味を明らかにし、これを理解することである。たとえば、「故意」に

ついていえば、行為者に対し、なぜわかっていながら犯罪行為をしたのだ

という非難をあびせるためには、行為者がどのようにどの程度、客観的な

事実を一般的に認識していることを要するか（いわば「各罪に共通する故意

責任」）、各罪の最大公約数的な認識の内容を考えるのが刑法総論である

（詳しくは、『たのしい刑法［第２版］』（以下、〔総論〕という）（弘文堂・2009）

第４章第２節●―故意⑴⑵参照）。

刑法各論と総論を学ぶ旅の目的は、 というゴールに到達

することである。刑法を理解すると、犯罪事実（刑事事件）に対し、各罪

の内容を正しく解釈・適用し、その事件について何罪が成立し、どのよう

な刑罰が科せられるかがわかる。このゴールにたどり着くためには、２つ

の道を通らなければならない。１つは刑法各論を学ぶ道であり、各罪につ

いて するものである。もう１つは、刑法総論を学ぶ道であり、

刑法 の学び方

学への招待法……… 刑



全体的に検討

● 最初の一歩

● 刑法各論の道しるべ

一里塚

保護法益 公益と私益

二分法 国家的法益 社会的法益 個人的法益

三分法

それらについて するものである。両者はそれぞれ独立した道

であり、前者は後者の単なる延長とか、応用とかいったものではない。

しかし、２つの道は無関係なものではなく、むしろ密接な関係にあり、

刑法各論は総論の土台となるとともに、これを成長させ発展させる栄養分

でもある。したがって、刑法を本当に理解するためには、必ず両方の道を

旅して征服する必要がある。

刑法を理解するために、どちらの道から旅を始めるべきかはむずかしい

選択である。日本の大学では、刑法総論の道から旅を始めて、各論の道へ

と進むところがほとんどである。しかし、物事の理解を容易にするために

は、具体的なものから一般的なものへと歩みを進める、いわゆる帰納法的

なアプローチの方がすぐれているとよくいわれる。この意味では、刑法各

論から旅を始めて総論へと歩みを進めるのにも十分理由がある。アメリカ

のロー・スクールの講義で行われている、ケース・メソッドはそのような

考え方に基づいている。

いずれの道から刑法の勉強の第一歩を踏み出すにしても、刑法各論と総

論は密接に結びついているので、各論を勉強するとき、必ず刑法総論の教

科書をそばにおき、わからない用語や原則などが出てきたときには、それ

を調べることを怠ってはいけない。

旅には道しるべが必要であり、昔の旅人は、 を頼りに旅を続けた。

刑法各論の一里塚は、各罪がこれによって守ろうとする法的な利益、つま

り である。かつてこれは、 というように２つに分類さ

れた（ ）。しかし、現在では、 ・ ・ と

いうように３つに分類される（ ）のが普通である。そして刑法典第

２篇「罪」では、国家的法益に属する一里塚から現れ、社会的法益さらに

個人的法益へと移って行く。

国家が刑法典を作るとき、一般的には重要な保護法益の順にならべる。

序章 刑法学への招待

個人的法益 社会的法

益 国家的法益

● 旅のガイドブック

最高裁判例 通説

有力な反対説

● 刑法各論の学び方

窃盗罪

この意味では日本の刑法典は個人の利益よりも国家の利益を優先している

ようにみえる。しかし、それでは、個人の尊厳をすべての価値の中心にお

く、日本国憲法の精神と基本理念に反する。また、そのような順序で規定

されているのは、戦後、新憲法が制定された際、明治時代に制定された刑

法典全体を破棄せず、新憲法と調和しない規定だけを削除するという、部

分的改正にとどめたことに基づくもので、特に深い意味があるわけではな

い。

したがって、多くの刑法の教科書は、新憲法の精神と基本理念にうまく

調和させるため、三分法を採用しつつ、その順序を 、

、 の順に並べかえて説明している。本書もこれに従う。

一里塚を頼りに刑法各論の旅を続けるうち、往々にして迷路に迷い込み

そうになる。各罪はそれぞれ独立でありながらも、他の罪と密接に関連し、

複雑に交錯していることもある（特に「特別刑法」が設けられている場合）

ので、それも無理はない。そのとき、正しい道を選択するために、各罪の

意味と限界、類似する他の罪との関係を正確に理解する必要がある。その

ための資料として、裁判例や学説があり、地図やガイドブックにあたる。

とりわけ、 はもっとも信頼のおける地図であり、 はガイド

ブックなので、忘れないでほしい。もっとも、一般の人とは違ったところ

から眺めてみると、思わぬ美しい景色に出会うことがあるように、正しい

道を発見できることもあるから、 は知っておいて損はない。

刑法各論を学ぶ場合、具体的にいろいろな事例を思い浮かべながら、そ

の「罪」の特徴と適用範囲をしっかりと理解していくことが重要である。

たとえば、 について学ぶとき、次のような事例を考えてみよう。

Ｘはパチンコ店に行き、いわゆる「パチスロ」（＝「回胴式遊技機」）を

やったところ、あっという間に負け、財布が空になってしまった。そこで

今度は、負けないために「体感器」と称する電子機器を体に装着し、これ

刑法 の学び方



正当な理由なく建造物に侵入

建造物侵入罪

窃盗罪

詐欺罪

人を欺く行為

の有無

最高裁判例

被害店舗のメダル管理者の意思に反し

てその占有を侵害し自己の占有に移したもの

無人契約機

により大当たりを繰り返しているうち、ベテラン店員にそれを発見され、

結局、警察につきだされてしまった。はたしてＸには何罪が成立するか。

Ｘはメダルの不正取得を目的としてパチンコ店に立ち入っている。これ

は、 したことにあたるので、有力な反対説はあ

るものの、判例によれば、Ｘには （130条）が成立する。次に、

Ａの体感器によるメダルの不正取得は何罪にあたるか。

ここで、前記の事例に関連しそうな罪が２つ思い浮かぶ。 （235

条）と （246条１項）である。いずれも財物を不正取得する行為を処

罰するものであり、個人の財物を保護法益とする点でも類似する。ただ、

行為態様は異なり、前者は、他人の占有する財物をその意思に反して自己

の占有に移転する行為であり、後者は、人を欺（あざむ）いて（嘘をつい

て錯誤におとし入れること＝これを平成７年改正前は「欺 行為」と呼んでい

た）、財物を交付させる（２項の場合は財産上の利益を得る）行為である。

こうして両者の行為を比較すると、重要な相違の１つは、

にあることがわかる。そうすると、前記の事例では、Ｘの不正行為

は機械に向けられたものであり、人を欺く行為にあたらないから、Ｘには

窃盗罪が成立すると思われる。そしてこれと建造物侵入罪とは目的・手段

の関係に立ち（牽
けん
連
れん
犯
はん
＝54条１項後段）、結局、科刑上一罪になる。

を調べると、そのような行為は通常の遊戯方法の範囲を逸脱

し、店舗が許すものでもないから、「

」であるとし、窃盗罪を成立さ

せている（最決平成19･４･13刑集61巻３号340頁）。

同様に、外国コイン等のメダルを使用し、自動販売機のタバコを不正取

得する行為も詐欺罪ではなく、窃盗罪にあたる。「窃取」とは、元来、「ひ

そかに盗み取る」行為を意味するのであるが、現在では前述のようにかな

り広げられて定義されていることがわかる。

それでは、次の行為も窃盗になるか。キャッシングローンコーナーに設

置された、いわゆる「 」に、取得した他人の免許証等を提示し

ローンカードを受け取る行為である。ローンカードの「財物」性について

は、基本契約の範囲内でいつでも何度でもお金を借りられるという経済的

序章 刑法学への招待

窃盗か詐欺か

窃盗

人を欺いた 詐欺罪

窃盗罪

ケース・スタ

ディ

イラスト ティー・タイム トピ

ック

地位がそれに付与されているので、容易に肯定できる。

そこで、問題はその行為が である。前例からすれば、「機

械」に向けられた行為は、人を欺く行為にあたらないので、 になる。

しかし、「無人契約機」は「無人」と称しているものの、実は、完全に無

人化されているわけではない。その機械は契約事務を行うサービスセンタ

ーとオンラインで結ばれ、係員が送信されてくる情報を分析・確認するな

どの審査を行った上で、基本契約を締結し、ローンカードを交付している。

したがって、この場合には、 といえるから、 が成立する

と解される。最高裁もそれを認めている（最決平成14･２･８刑集56巻２号71

頁）。

さらに進んで、交付を受けたローンカードを利用し、すぐにその近くに

設置されたATMから現金を引き出した場合には、ATMだけが機械的に

作動し、人を欺く行為の介在する余地はないので、 が成立する。そ

して前記最高裁判例によれば、両罪の罪数関係は併合罪とされる。しかし、

詐欺罪のみが成立するという少数説などもあり、罪数については考え方が

分かれる。

このように、ある罪を理解するとき、

これに関連するいろいろな事例を思い浮

かべながら、その特徴と限界を知ること

が重要である。そのため本書では、でき

るだけ事例を多く紹介し、

の特別講座も設け、あわせて重要な

判例や通説の考え方をきちんと説明する

ように努めた。また学説を細かく紹介するのはやめ、少数説は有力なもの

に限った。用語もわかりやすいものにし、ナビを図解で入れてあなたが刑

法各論の幹線道路 学問に「王道」はないので を確実に歩み、早く

旅のゴールへとたどり着けるように工夫した。しかし、何といっても旅は

移り行く風景をたのしみながらするもの。 、 、

をたのしむことも忘れずに。

刑法 の学び方



第１編 生命・身体・自由等に対する罪

胎罪（212条以下）

遺棄罪（217条

〔キー･ポイント･チャート〕

秘密に対する罪
（133条以下）

秘密・名誉に対する罪

名誉に対する罪
（230条以下）

個人的法益に対する罪
（財産犯以外）

信用および業務に対する罪

信用毀損罪・業務妨害罪
（233条）

生命に対する罪

身体に対する罪

自由に対する罪

殺人罪（199条）

自殺関与・
嘱託殺人罪
（202条）

堕

過失致死罪
（209条以下）

脅迫・強要

以下）

暴行罪（208条）

傷害罪（204条以下）

危険運転致死傷罪
（208条の２）

凶器準備集合罪・
結集罪（208条の３）

過失傷害罪・

）

取・誘拐罪（224条以下）

性的自由

罪（222条以下）

逮捕・監禁罪（220条以下）

略

る罪
（176条以下）

住居侵入罪（1

に対す

30条

第１編 財産に対する罪

等横領罪（254条）

間

〔キー･ポイント･チャート〕

2項恐喝罪（249条２項）

電子計算機使用詐欺罪（246条の２）

2項詐欺罪（246条２項）

業務上横領罪（253条）

単純横領罪（252条）

窃盗の罪

盗品等関与罪（256条）

遺失物
財物罪

財産罪

毀棄・隠匿

接領得罪

奪取罪
（占有移転罪）

強盗の罪

奪取罪

交付罪

恐喝の罪

詐欺の罪

委託物横領罪

領得罪

横領罪

）

2項強盗罪（236条

罪 器物損壊罪等（258～263条）

利益罪

利得罪

背任罪
（

２項）

条247



● 総説

● 脅迫・強要罪

自由に対する罪

第 章

生命・身体以外の人格的法益は、刑法上、一般的には財産よりも重要だ

と考えられている（もちろん、侵害の大きさや危険の程度は事件によって異な

りうる）。

刑法典は、意思決定・行動の自由に対する罪として脅迫・強要罪、移動

の自由に対する罪として逮捕・監禁罪、人身の自由に対する罪として略

取・誘拐罪を規定するほか、性犯罪、住居侵入罪の類型を処罰している。

自由に対する罪のうち、他の犯罪類型との関係で基本的な類型となって

いるのが、脅迫罪と強要罪である。脅迫は、暴行とともに、他の犯罪の手

段として規定されていることが多い。この章で扱う強要罪や強姦罪、次章

の強盗罪（236条）などがその例である。また、その中で、強要罪は、暴

行・脅迫を手段として法益侵害を実現するいろいろな犯罪類型の中での基

本類型になっている。後で扱う強姦罪や強盗罪は、強要罪の特別類型をよ

り重く処罰するものである。特別法にも、団体もしくは多衆の威力を示し

て行う脅迫罪（暴力行為等処罰ニ関スル法律）や、人質強要罪（人質による

強要行為等の処罰に関する法律）、ハイジャック罪（航空機の強取等の処罰に

関する法律）など、脅迫・強要罪の特別類型として処罰される罪がある。

⑴ 脅迫罪

⒜ 脅迫罪とは 脅迫罪（222条）と強要罪（223条）とを比べると、

脅迫罪は強要罪の前段階に位置する犯罪として規定されている。そこで、

伝統的な学説は、両者を①「意思決定の自由」に対する罪として理解して

２-１ 自由に対する罪
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対象となる法益

きた。強要罪は脅迫または暴行によって行動の自由が侵害された場合であ

り、脅迫罪はその手段だけが独立して処罰される抽象的危険犯（総論第２

章第１節●―構成要件の要素参照）だと考えるのである。しかし、近年は、

脅迫罪の保護法益を②「安全感」や「私生活の平穏」だとする見解も有力

である。この立場では、脅迫はいってみれば「心理的な暴行」として理解

され、害悪を告知して人を畏怖させることによってすでに被害が生じてい

るから、本罪は侵害犯であることになる。将来の害悪の告知を要すること

に着目し（単にショックを与えるだけでは該当しない）、強要罪との連続性を

強調するときは①の理解、暴行と脅迫との共通性を強調するときは②の理

解が支持されやすくなるといえる。本罪の法定刑は２年以下の懲役または

30万円以下の罰金である。

⒝ 害悪の告知 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加え

る旨を告知」することが必要である。

害悪の対象 は、条文上限定されている。こ

れは、恐喝罪（249条）が単に「人を恐喝して」とだけ規定し、範囲を制

限していないのとは異なっている。もっとも、列挙されている範囲は広い

ので、大部分の利益はここに含まれることになろう。「いわゆる村八分の

決定をし、これを通告すること」は「他人と交際することについての自由

とこれに伴う名誉とを阻害することの害悪を告知すること」にあたるとし

た例として、大阪高判昭和32年９月13日（高刑集10巻７号602頁）がある。

より大きな限定は、害悪が加えられることとされている人の範囲である。

これは告知を受ける人自身（１項）と、親族（２項）に限られているから、

たとえば婚約者は含まれないことに注意を要する。親族以外の人の場合に

は、間接的に本人自身に対する害悪になる範囲で、犯罪の成立が認められ

ることになろう。他の犯罪と比較すると、身代金要求罪（225条の２）では

誘拐された人の「安否を憂慮する者」に対する要求がなされれば足り（本

節●―略取・誘拐罪参照）、前述の人質強要罪やハイジャック罪では害悪の

対象となる人と要求を受ける人との関係に制限がないなど、より広い範囲

で犯罪の成立が認められている。

告知の対象・手段 害悪の告知は相手方に知覚されなければ
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自然人

人を畏怖

させる

ならない。そのため、害悪を告知される被害者は、自然人でなければなら

ず、法人に対する脅迫は法人を運営する に対する脅迫として構成す

べきだとするのが高等裁判所の裁判例である（大阪高判昭和61･12･16高刑集

39巻４号592頁）。これは、名誉毀損罪（230条）や侮辱罪（231条）が法人に

対しても成立するとされる（本章第２節●―名誉毀損罪、●―侮辱罪参照）

のと異なる。畏怖することは自然人にしかできないのに対し、名誉などの

社会的評価は直接的な意思活動のない法人や植物状態の人にも認められる

ところに違いがあると考えられる。反対説は、法人も自然人を通じて意思

決定をするものであるから、客体に含めてよいとしている。

告知の手段には限定がないので、口頭や文書の明示的な言語によるだけ

でなく、態度によるなど暗黙のものであってもよい。

害悪の程度・内容 暴行」と同じ

く、「脅迫」が手段として定められている場合に

も、犯罪類型によって、その程度には相違がある

と考えられている（第１章第２節●―暴行罪⑴参

照）。脅迫罪における脅迫は、「一般的に

に足りる」程度の害悪の告知だとされる。

現実に被害者が畏怖することは必要ない（類似の

問題として、第３章第３節●―強盗罪の暴行・脅迫

参照）。住民投票に関して２つの派の抗争が熾烈

になっている時期に、火事もないのに、敵方の中

心人物宅に「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」などと記載したは

がきを２通送付することも、「火をつけられるのではないかと畏怖するの

が通常である」から脅迫罪が成立するとされている（最判昭和35･３･18刑

集14巻４号416頁［百選Ⅱ12事件］）が、威力業務妨害罪（234条）における

「威力」（著しい不快感・嫌悪感を起こさせるような行為でも足りるとされる）

表４ 害悪が加えられることとされている人の範囲

１項 告知を受ける人自身

２項 その親族

→それ以外（たとえば婚約者）は含まれない
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行為者によって左右

適法な事実

よりは影響力の程度が高いものが脅迫だと考えられている（本章第３節●

―業務妨害罪参照）。

告知される害悪は、実現する可能性のない虚偽のものであってもよいが、

「直接または間接に される」と被害者に思わせるに足り

るものでなければならない。たとえば、警察隊員等に対する演説の中で

「云々の警察官は人民政府ができた曉には人民裁判によって断頭台上に裁

かれる」などと言ったとしても、それ自体でただちに「断頭台上に裁かれ

ることが被告人自身において又は被告人の左右し得る他人を通じて可能な

らしめられるものとして通告せられた」と解することはできない（広島高

松江支判昭和25･７･３高刑集３巻２号247頁）。

しかし、行為者が左右しうる事実であれば、 の告知であって

も脅迫に該当しうるとされる。たとえば、「告訴するぞ」と言うことは自

由に対する脅迫だとされる（大判大正３･12･１刑録20輯2303頁）。もちろん、

告訴権のある者が実際にその権利を行使することは正当行為（35条）とし

て適法となるが、そのつもりもないのに相手方を畏怖させるだけのために

そのように告知することは単なる脅迫だとされたのである。

ストーカー行為規制法

埼玉県桶川市で女子学生が殺害された事件を契機として、2000年に「スト

ーカー行為等の規制等に関する法律」が制定され、脅迫罪の周辺に位置する

行為の一部を処罰するものとなっている。この法律では、恋愛感情やそれが

満たされないことによるえん恨感情を満たす目的で、①つきまとい・待ち伏

せ、②監視していると告げること、③面会・交際の要求、④著しく粗野また

は乱暴な言動、⑤連続した電話やファクシミリの送信、⑥汚物の送付、⑦名

誉を傷つける言辞、⑧性的しゅう恥心の侵害の８項目を「つきまとい等」と

して禁止する。「つきまとい等」の被害者が申し出た場合には、警察の警告、

さらに、公安委員会の禁止命令を発することができる。禁止命令に違反した

場合、１年以下の懲役または100万円以下の罰金で処罰されうる。また、同

一人に対して「つきまとい等」（数種類でもよい）を２回以上繰り返すことは

「ストーカー行為」の罪に該当し、６月以下の懲役または50万円以下の罰金

の対象となる（被害者の告訴が必要である）。特別刑法の領域には、ここでの

禁止命令違反の罪のように、行政機関の措置・命令を介在させた後ではじめ

て処罰が認められる制度が多く存在しており、これらは「間接罰規定」と呼
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ばれる。これに対し、「ストーカー行為」の罪のように、命令などを介在さ

せないで直ちに処罰の対象とするものは「直罰規定」という。

ストーカー行為は、通常の「片思い」との限界が微妙な場合も多いが、最

高裁は、この法律が、殺人などより重大な事件に発展する前に個人を守るた

めの最低限の処罰を定めたものだとして、憲法上の幸福追求権の保障に反す

るものではないとした（最判平成15･12･11刑集57巻11号1147頁）。しかし、立法

論的には問題もある。恋愛感情と関係のない嫌がらせの目的の場合や、電子

メールの連続送信は直接的には対象に含まれない。また、このような罰則で

は真に問題が解決されない場合もある（悪質な事案の一部に対処するものとし

て「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」もある）。

⑵ 強要罪

⒜ 強要罪とは 強要罪（223条）は、脅迫罪に該当する行為（親族

への害悪の告知も含む）または暴行を手段として、人に義務のないことを

行わせ、または権利の行使を妨害することにより成立する、行動の自由に

対する罪である。法定刑は３年以下の懲役である。他の犯罪類型との関係

では、強姦罪・強盗罪・恐喝罪に対する一般法にあたるので、それらのよ

り重い犯罪が成立する場合にはそちらの罰則が優先的に適用される。公務

員職権濫用罪（193条）と比較すると、「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」という被害の点は共通するが、公務員職権濫用

罪では手段としての暴行・脅迫が不要であるため、法定刑がより軽くなっ

ている（２年以下の懲役または禁錮）。特別法には、加重類型として、人質

強要罪（人質による強要行為等の処罰に関する法律）などがある。

⒝ 義務なき行為の強制・権利行使の妨害 法律上の義務のある行為

を強制した場合には強要罪が成立しない（暴行・脅迫罪のみが成立する）と

考えられるが、倫理的義務と考えられる行為を強制したときはどうなるか

が争われている。判例は、差別発言をした者に無理やり謝罪文を書かせる

行為には強要罪が成立するとした（大判大正15･３･24刑集５巻117頁）。法的

に義務がないということは、裏返せばそのことをしない自由が法的に認め

られている（思想・良心の自由など）ことになる場合が多いので、法的権

利義務を基準に判断すべきことになろう。
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される場合が多いことになろう（刑事訴訟法230条・231条参照）。
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● 強姦・強制わいせつ罪

⑴ 性的自由に対する罪とは 性的自由に対する罪は、性的な自己決
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● 住居侵入罪

て、強姦罪と殺人罪との観念的競合とする。ただし、この見解でも、結果

が傷害のときに強姦罪と傷害罪の観念的競合とすると刑が軽すぎるので、

重い強姦致傷罪一罪で全体を評価せざるを得ない。

青少年の性的保護

性的な行為が13歳以上の者に対してな

される場合であっても、18歳未満の者を

対象とするときは特別法によって処罰さ

れることがある。①児童福祉法では児童

に「淫行をさせる行為」を10年以下の懲

役または300万円以下の罰金で処罰する

（34条１項６号、60条）。②児童買春・児

童ポルノ処罰法では、児童買春や児童の

人身売買等を１年以上10年以下の懲役で

処罰しており、国外移送目的などを伴う場合には刑がさらに加重される（８

条）。③都道府県の青少年保護条例も、18歳未満の者に対する淫行やわいせ

つ行為を処罰する。④インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引す

る行為の規制等に関する法律（平15法83、出会いサイト規制法）における誘引

行為には100万円以下の罰金が科されうる。未成年者であっても結婚可能年

齢（またはそれに近い年齢）の者については性的な自己決定が尊重されるべき

であるから、この領域では若年者の未成熟さに基づくパターナリズム的な規

制に十分な合理性があるかが問題となる。18歳未満の者が被害者だけでなく

処罰対象にもなるような罰則が含まれていることにも注意が必要だろう。な

お、国際的には、13歳を超える者に対する近親相姦も、一種の児童虐待とし

て処罰する傾向がみられるが、日本には今のところ直接の処罰規定がない。

ただし、児童虐待の防止等に関する法律（平12法82）は、保護者等が児童に

わいせつな行為をしたりさせたりした場合に行政機関が一定の措置をとるこ

とを定めている。

⑴ 住居侵入罪とは 住居侵入罪の規定（130条）に含まれる犯罪に

は、正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物

もしくは艦船に侵入する侵入罪の類型と、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い不作為を処罰する不退去罪の類型とがある。法

定刑は３年以下の懲役または10万円以下の罰金である。不退去罪は真正不

出会い系

２-１ 自由に対する罪



［論点整理］

拐取

略取 誘拐

未成年者略取罪

ケース・スタディ３

［ケース…… ］

Ｘは、１年ほど前から妻と別居し離婚調停手続中であるが、妻の実家で養

育されている長女Ｙ（２歳）に面会しようとするも、妻・実家が認めてくれ

ず思うように会うことさえもできないでいた。そのため、娘の身柄を実力で

奪って、自分の監督・支配下で養育しようと企て、保育園前の歩道上におい

て、長女を迎えに来た祖母のすきをついて駆け寄り、Ｙを抱きかかえて疾走

して、停車中の自車に乗せて、祖母がその後を追って制止しようとするも意

に介さず、発進して連れ去って、その支配下に置いた。

Ｘはいかなる罪責を負うのか。

１．未成年者略取罪（刑法224条）の成立要件

⑴構成要件該当性について

・「 」とは、他人を不法にその保護されている生活環境から離脱さ

せて、行為者自身または第三者の実力的支配内に移す行為（暴行・脅迫

を手段とする場合を「 」、欺 ・誘惑を手段とする場合は「 」）。

・行為態様として、本来の生活の場に戻すことも含まれるのか。有形力

を使用して、連れ去り、保護されている環境から引き離してその事実的

支配下に置くことで十分か等が問われる。

犯罪主体に親権者・監護権者が含まれるのかどうか。

⑵保護法益について

監護権ないし人的保護関係」、「被拐取者の自由および身体の安全」

の法益をどのように考えるのか。監護権とは子に対する責務・義務であ

るため、それによって保護される「子の利益」「子の福祉」（身体の安

全・自由）に資する限度で配慮されるのか。

保護法益に関して、監護権者が犯罪主体となり得るのか（他の監護権

者の監護権を侵害する点をどのように考えるのか）、被拐取者または監

護権者の同意は違法性ないし構成要件該当性を阻却するのか、本罪は継

続犯か状態犯か（保護法益を被拐取者の自由とする見解は継続犯とし、

保護法益を人的保護関係とする見解は状態犯とする）、被拐取者または

［ケース・スタディ３］

違法性論

結果無価値

行為無価値

［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］

［ホームワーク］

未成年者略取罪

監護権者は告訴権を有するのか等が問題となる。

⑶違法性について

正当な親権の行使として違法性が阻却されるのか、違法性判断におい

て考慮されるのか（刑法35条）。違法性はどのように判断されるのか。

違法性・実質的違法性（ ）―法益衡量・法益の軽微性・優越

的利益という のみならず、目的の正当性・行為の必要性・手

段の相当性等の を総合的に考慮し、法秩序全体の精神ないし

社会的相当性の観点から実質的違法性を判断。

違法性の判断要素・事情としては、行為態様の悪質性・粗暴性、監護

養育上現に必要とされるような特段の事情の有無、被拐取者の年齢・監

護養育の必要性、常時監護養育が必要な年齢の幼児について略取後の監

護養育の確たる見通しの点等。

２．子の監護に関する家庭裁判所等により民事的解決と刑事司法介入

刑法の保障機能・謙抑性についてどのように考えるのか。

⑴別居中の他方親権者の下から子供を奪取する行動につき、監護養育上現に必

要とされる特段の事情は認められないとし、さらに粗暴・強引な行為態様、

２歳の幼児には生活環境についての判断・選択の能力が備わっていないこと

等から、社会通念上許容され得ず、違法性が阻却される事情はないとし、未

成年者略取罪の成立を認めたケース（最決平成17･12･６刑集59巻10号1901頁

［百選Ⅱ13事件］）

⑵監護権者でない祖父母が、結婚を反対していた男性と同居するようになった

娘（次女）の下から、自分の孫を連れ去る行為について未成年者略取罪が成

立するとしたケース（最判平成18･10･12判時1950号173頁）

違法性論（行為無価値論vs結果無価値論）

日本人妻との間に設けた子を妻の監護下から子の両足を引っ張って脇に抱え

て母国フランスに連れ去った夫の行為についての罪責についてどのように考え

るのか。

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)

未成年者略取罪

未成年略取罪の

成立要件

「拐取」

「略取」・「誘拐」

保護法益

身体の自由・安

全

監護権・人的な

保護関係

監護権者が複数

存在する場合

違法性論

一． Ｘは、別居中の妻の実家で養育されている自分の２歳の娘

に会うことさえもできないため、実力で強引に娘を連れ去って

自己の支配下に置いたが、父親として親権を有するＸに、未成

年者略取罪（刑法224条）が成立するのか、その罪責が問われる。

二． 未成年略取罪（刑法224条）の成立について、構成要件該当

性として「未成年者」を「略取」したこと、さらに違法性・責

任が阻却される事由がないことを要する。

そもそも「拐取」とは、他人を不法に、その保護されている

生活環境から離脱させて、行為者自身または第三者の実力的支

配内に移す行為をいう。そのうち暴行・脅迫を手段とする場合

を「略取」、欺 ・誘惑を手段とする場合は「誘拐」とされる。

親権者・監護権者である片方の親が、別居中の親の下で養育

されている自分の子供を、そこから、別居前の生活場所に、実

力で引き戻して支配下に置く行為は「略取」に該当するのかど

うかである。

この点、未成年者略取罪の保護法益をどう捉えるかが問題と

なる。

被拐取者の身体の自由・安全と共に、その未成年者の子が親

権者・監護権者の保護監督下にあることからすれば監護権・人

的な保護関係をも保護法益と解されるが、基本的には保護法益

において子の利益・子の福祉が重視される。

保護法益を二元的に捉えるとして、監護権者自身が犯罪主体

となり得るのかが問われる。この点、監護権者が複数存在する

場合には、他の監護権者の監護権を侵害することが想定される

ため、監護権者自身も犯罪主体となり得る。

監護権者が複数存在して、一監督権者により保護されている

生活環境から、保護監督下の未成年者を実力で奪い、自己の支

配下に置く行為は「略取」行為であり構成要件該当性が認めら

れる。

しかし、親権者による略取行為については、実質的違法性を

具備しているのかが検討されなくてはならない。

そもそも違法性とは、法益侵害の結果無価値のみでなく、行

［ケース・スタディ３］

ディ３タケース・ス

（あてはめ)

（結論)

為の反規範性・社会的相当性に欠ける反規範的行為なのかどう

かという行為無価値の点が考慮されなくてはならない。

そのため、違法性は法益衡量・優越的利益・法益の軽微性等

のみで判断するのでなく、行為態様の悪質性ないし粗暴性・行

為の必要性・目的の正当性・手段の相当性、さらには、本罪に

おいては監護養育上現に必要とされるような特段の事情の有無

や被拐取者の年齢、常時監護養育が必要な年齢の場合に略取後

の監護養育の確たる見通しの点等を総合的に考慮して、法秩序

全体において社会的相当性があるのかどうかが判断される。

三． 本件にあてはめると、Ｘは、別居中の妻の実家で平穏に保

護監督されて生活していた２歳の自分の娘を実力で奪い連れ去

り自分の支配下に置いたため、その保護されている生活環境か

ら離脱させて、行為者自身または第三者の実力的支配内に移す

行為により、被拐取者の身体の自由・安全と共に他の監護権者

の保護監督権を侵害している。そのため、「略取」行為ありと

解され、構成要件該当性が認められる。さらに親権者というこ

とで実質的違法性が問われるが、そのような行動に出ることが

監護養育上、現に必要とされる特段の事情も認められないこと、

行為態様の粗暴性・悪質性、被拐取者が生活環境について判

断・選択の能力の備わっていない２歳であること、常時監護養

育の必要な年齢の子について略取後の監護養育の確たる見通し

もないこと等の事情からは、Ｘの行為は社会通念上許容され得

るものでなく、社会相当性に欠ける反規範的行為と解されるた

め、違法性は否定されない。また責任を阻却する特段の事情も

ない。

四．以上からＸに未成年者略取罪（刑法224条）の罪責が問われ

る。

答案構成の一例

未成年者略取罪


