挙動による欺罔行為について
―いわゆる「作為と不作為の区別」論からの検討―
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Ⅰ．問題の所在
近年、振り込め詐欺をはじめとする「特殊詐欺」の被害が後を絶たず、深
刻な社会問題となっている1。詐欺の撲滅対策を求める声が高まる中、詐欺
罪は、一定の事実を黙秘しつつ挙動をする場面においても、積極的に活用さ
れるようになっている。例えば、東京高判平成24年12月13日判タ1408号274
頁は、特殊詐欺の犯罪ツールとなりうるプリペイド式携帯電話機を「第三者
に譲渡する意図」を告げずに、自己名義で携帯電話の購入等を申し込む行為
は、詐欺罪にいう人を欺く行為（欺罔行為）に当たると判示している。
詐欺罪が積極的に活用されている状況の中で、行為者が一定の事実を黙秘
しつつ挙動をすることにより、相手方を錯誤に陥れた事案のうち、詐欺罪の
処罰対象として相応しくないものを排除できる理論の構築が喫緊の課題と
なっている。なぜなら、相手方を錯誤に陥れた、黙秘を伴う挙動の全てを
「欺罔行為」と評価することは、経済取引の当事者に対し、有利不利を問わ
ず全ての事実を告知することを強いることに等しく、経済活動を著しく委縮
させるおそれがあるからである2。
判例及び通説によると、行為者の挙動に、真実に反する意思表示が含まれ
ていると解釈できる場合には、行為者の挙動を作為による欺罔行為と評価で
1

警察庁の統計データによると、平成29年の特殊詐欺の被害総額は約394.7億円である。
「平成29年の特殊詐欺認知・研究状況等について（確定値版）」https://www.npa.go.jp/
bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2017.pdf を参照。

2

伊藤渉ほか『アクチュアル刑法各論』（弘文堂・2007）195頁〔伊藤渉〕。
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きる3。行為者の挙動が「作為」と評価される場合には、行為者の作為義務
（告知義務）がなくても欺罔行為が肯定される可能性があるため4、取引を
行う自由の確保という観点から「挙動による欺罔行為性」の判断基準を問題
とする必要がある5。
ところで、近年、事実の黙秘を伴う挙動につき、挙動による欺罔行為性を
否定する判例が下された。最判平成26年３月28日刑集68巻３号582頁（平成
26年判決）は、暴力団関係者であることを申告せずに、ゴルフ場クラブの施
設利用を申し込む行為それ自体を、申込者が当然に暴力団関係者でない意思
表示が含まれていると評価できないと判示した6。その理由は、当該ゴルフ
3

大判大正９年５月日刑録26輯348頁、野原俊郎・最判解刑事篇平成26年度271頁を参
照。挙動による欺罔（行為）は、「推断的欺罔（行為）」と表現されることもある。

4

平場安治＝尾中俊彦「詐欺罪における欺罔と騙取」総合判例研究叢書⒂（有斐閣・
1961）22頁、福田平『刑法各論〔第３版増補版〕』（有斐閣・2002）253頁、山口厚『刑
法各論〔第２版〕』
（有斐閣・2010）252頁、今井猛嘉ほか『刑法各論〔第２版〕』（有斐
閣・2013）190頁〔橋爪隆〕、井田良『講義刑法学・各論』（有斐閣・2016）261頁などを
参照。

5

行為者の告知義務の有無を問題とする裁判例の一部は、理論的には、「作為」による
詐欺の事案として理解すべきであることが指摘されている。例えば、川端博ほか編『裁
判例コンメンタール刑法第３巻』（立花書房・2006）281頁〔渡辺咲子〕は、「事実を黙
秘しなければ相手方が錯誤に陥ることがなかったという場合であっても、全体としてみ
れば作為によって人を欺く行為と解すべき場合も少なくない」と述べている。これに対
して、行為者による事実の黙秘を基本、不作為として捉えるべきだとする見解として、
中山研一「不作為による詐欺罪」法学セミナー 174号（1970）25頁以下がある。

6

本判例の被告人（暴力団員）がゴルフ場であるＢクラブ及びＣクラブの利用申込み行
為が、それぞれ欺罔行為に当たるものとして起訴された。Ｂクラブ及びＣクラブの共通
点は、両クラブとも、ゴルフ場利用約款等で暴力団関係者の施設利用を拒絶することを
規定し、
「暴力団関係者の立入りプレーをお断りします」などと記載された立看板を設
置していたことである。両ゴルフ場で異なる点として、Ｂクラブは、会員制のクラブで
あるが、会員又はその同伴者、紹介者に限定することなく、ビジター利用客のみによる
施設利用も認めていたので、被告人もビジター利用客として施設利用をした。これに対
して、Ｃクラブは、原則として、会員又はその同伴者、紹介者に限って、施設利用を認
めていたので、被告人は会員である共犯者の予約を前提に同伴者として施設を利用し
た、ということである（本判例には、被告人のＣクラブの利用につき挙動による欺罔行
為性を肯定できるとする少数意見が付されている）。
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場クラブは「『暴力団関係者の立入りプレーはお断りします』などと記載さ
れた立看板を設置するなどして、暴力団関係者による施設利用を拒絶する意
向を示していた。しかし、それ以上に利用客に対して暴力団関係者でないこ
とを確認する措置は講じていなかった。また、本件各ゴルフ場と同様に暴力
団関係者の施設利用を拒絶する旨の立看板等を設置している周辺のゴルフ場
において、暴力団関係者の施設利用を許可、黙認する例が多数あり……暴力
団排除活動が徹底されていたわけではない」
「上記の事実関係の下において、
暴力団関係者であるビジター利用客が、……施設利用を申し込む行為自体
は、申込者が当該ゴルフ場の施設を通常の方法で利用し、利用後に所定の料
金を支払う旨の意思を表すものではあるが、それ以上に申込者が当然に暴力
団関係者でないことまで表しているとは認められない」ということである。
平成26年判決は、ゴルフ場の従業員が利用客の身分を確認する措置を講じ
ていなかったことを根拠として、挙動による欺罔行為を否定していると解す
ることが可能である7。本判決に対する評釈においては、欺罔行為の態様の
問題として、「被害者の確認措置が行使されたか」の理論的位置づけを問題
とするもの8が散見され、また、本判決をきっかけに、被害者の確認措置の
規範的意義に関する議論も活発に行われるようになったと思われる9。
しかし、そもそも行為者の挙動が「作為」と評価されるのがいかなる場合
であるかは、これまでの研究に照らしても明らかとはいえない。そこで、本
稿では、どのような場合に行為者の挙動を作為と評価できるかを検討する。
本論文に提示された結論により、平成26年判決に言及された、被害者による
確認措置の理論的位置づけが明らかになることが予想される。
7

平成26年判決を受けて、同種の事案の捜査においては「当該ゴルフ場が、利用約款で
暴力団員の施設利用を禁止する旨を定めていたり、クラブハウス内に暴力団員の施設利
用を禁止する旨の立看板等を掲示していることだけを理由として、暴力団員がゴルフ場
を利用した場合には直ちに詐欺罪が成立すると考えてはおらず……ゴルフ場においては
ビジターが暴力団員か否かをどのように確認しているのかについて捜査する必要があ
る」、とする実務家の見解も主張されている。水野谷幸夫『実例

詐欺事犯捜査の実際』

127頁（2014）を参照。
8

例えば、松原芳博「判批」論究ジュリスト23号（2017）182頁以下など。
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Ⅱ．挙動による欺罔行為に関する先行研究
ⅰ．
「虚偽の意味内容が包含されているか」という基準
最判昭和43年６月６日刑集22巻６号434頁（昭和43年判決）は、挙動によ
る欺罔行為に関する重要な判例である。事案の概要は、被告人らは代金支払
の確実な見込も、支払意思もないのにもかかわらず、それがあるように装
い、被害者らに電気製品の買受の注文をした、ということである。
原審10は、代金支払いの意思能力がない事実を黙秘しつつ、商品買受の注
文をする行為は「暗黙の挙動による積極的な欺罔行為」という「作為の欺
罔」に当たるため、不作為による欺罔行為に必要な告知義務の有無を論ずる
必要がないと判示した。これに対して、弁護人は、商品の買受注文行為及び
事実の黙秘を一体として捉え、それを欺罔行為と評価するためには、被告人
の作為義務たる告知義務が必要であることを理由に上告した。
最高裁は、「商品買受の注文をする場合においては、特に反対の事情があ
る場合のほかは、その注文に代金を支払う旨の意思表示を包含しているもの
と解するのが通例であるから、注文者が、代金を支払える見込もその意思も
ないのに、単純に商品買受の注文をしたときは、その注文の行為自体を欺罔
行為と解するのが相当である」と判示した。
昭和43年判決の内容に関して、以下の２点が重要であると思われる11。す
9

例えば、山内竜太「詐欺罪および窃盗罪における被害者の確認措置の規範的意義」法
学政治学論究111巻（2016）239頁以下、冨川雅満「詐欺罪における欺罔概念と被害者の
共同答責」（中央大学博士学位請求論文・2017）など。挙動による欺罔行為の判断にお
ける被害者の位置づけに関する先駆的研究として、松宮孝明「挙動による欺罔と詐欺罪
の故意」『刑事法・医事法の新たな展開上巻』529頁以下（信山社・2014）529頁以下を
参照。松宮孝明『刑法各論講義〔第５版〕』（成文堂・2018）255頁は、挙動による欺罔
（推断的欺罔）の事例において、「相手方が特別な取引条件を重視し、またはその旨を
徹底していない場合には、相手方にその取引条件の確認義務がある」ため、相手方が確
認義務を果たしていない場合に欺罔行為性が否定されることになると述べている。もっ
とも、松宮の見解において、相手方の確認義務は欺罔の態様としての「挙動性」の問題
か、それとも欺罔の内容としての「重要事項性」の問題かは明言されていない。

10

大阪高判昭和42年６月26日刑集22巻６号449頁。
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なわち、第１に、社会通念から、行為者の挙動（例えば、商品買受の注文）
に原則として「一定の意味内容（例えば、代金支払いの意思・能力があるこ
と）
」が含まれていると評価できる場合があり、この場合、当該「挙動をす
る」ことは、当該挙動に内包されている意味内容の発信に等しい。
第２に、当該挙動により発信された意味内容と現実との間に齟齬があった
場合、行為者の挙動を１つの「作為」による欺罔行為と判断できる（
「真実
を告知しない」ことを１つの「不作為」として独立に捉える必要はない）
。
したがって、不作為による欺罔行為に必要な告知義務を論ずる必要もない。
昭和43年判決は多くの学説に受け入れられ、行為者の挙動は虚偽の意思表
示を包含していると評価できる場合においては、行為者による真実の「不告
知」を独立に評価する必要はなく、全体として１つの作為（挙動）による欺
罔行為を肯定できるという理解が一般的である。したがって、いかなる場合
に行為者の一定の事実の「不告知」を「欺罔行為」と評価できるかを考える
にあたっては、まずは、社会的文脈から、行為者の挙動が「当然に一定の事
実を表明している」12と評価できるかを検討しなければならない。当該挙動
に虚偽の事実の表明を肯定できるのであれば、作為の側面を肯定できる、と
いう考え方が多くの学説において共有されている。
11

昭和43年判決は、従来の無銭飲食の事案に関する裁判例の立場を踏襲したものと評価
できる。大判大正９年５月８日刑録26輯348頁（「凡ソ料理店ニ至リテ飲食ヲ為シ又ハ旅
人宿ニ投宿スルトキハ特ニ反対ノ事情ノ存セサル限リハ飲食代金又ハ宿泊料ヲ支拂フヲ
以テ取引上ノ一般慣例トスルモノナルカ故ニ飲食店又ハ旅人宿ニ在リテハ飲食ノ注文又
ハ宿泊ノ申込ニハ自ラ代金又ハ宿泊料支拂ノ暗黙ノ意思表示ヲ包含スルモノト了解スル
ヲ通例ナリトス従テ注文者又ハ宿泊者カ支拂ノ意思ナキニ拘ハラス其事情ヲ告ケス人ヲ
欺ク意思ヲ以テ単純ニ注文又ハ宿泊ヲ為ストキハ其注文又ハ宿泊ノ行為自體ヲ以テ欺罔
行為ナリト認ムルヲ相当トス」）、仙台高判昭和28年11月30日高刑特報35号80頁（「飲食
店で飲食するときは、特に反対の事情なき限り、飲食代金を直ちに支払うのが取引上の
一般慣習であるから、……その事実を告げれば相手方が注文に応じないであろう場合に
それを告げずして飲食物を注文するが如きは、その行為自体欺罔行為である」）などを
参照。

12

橋爪隆「詐欺罪成立の限界について」『植村立郎判事退官記念論文集第１編』（立花書
房・2011）194頁。
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そこで、「行為者の挙動が当然に一定の事実を表明している」という基準
のさらなる具体化が求められるが、この点について、多くの論者は、
「行為
者が黙秘した事実の存在（または不存在）が当事者間に行われた取引の『当
然の前提』であるか」
、という点に着目している13。なぜなら、相手方が一
定の事実が（前提として）当然存在していると考えている状況の下で、当該
事実の不存在を告知しないことは、相手方に当該事実が「存在している」と
表明しているのと等しいと思われるからである14。例えば、有償契約では対
価の支払いが当然の前提であるため、支払意思の欠如を告知せずに飲食店で
料理を注文する行為には、代金の支払意思の存在を表示していることに等し
い、ということである。
このように、通説において、挙動性の判断基準は「虚偽の事実に関する意
思表示が挙動に内包されているか」と解され、そして、前述の意味内包性の
判断にあたって、行為者が黙秘した事実が当然の前提であるかが重要な考慮
要素であるとされている。
しかしながら、このような通説の理解には、検討の余地がないわけでもな
い。なぜなら、行為者が「対価の支払の意思・能力と無関係な事実」を告知
しないことにより、相手方を錯誤に陥れた事案のうち、行為者が黙秘した事
実の存在（または不存在）が当事者間で行われた取引の「当然の前提であ
る」とは言いにくい場合も多く、この場合、
「行為者の挙動に虚偽の事実が
包含されているか」という判断は容易ではないからである15。
実際、自己の預金口座に誤振込があったことを知りながら、事情を秘して
預金の払戻しを請求し、その払戻しを受けたという最決平成15年３月12日刑
13

中森喜彦『刑法各論〔第４版〕』（有斐閣・2015）136頁、橋爪隆「詐欺罪における
『人を欺』く行為について」法学教室434号（2016）99頁を参照。

14

逆に、相手方が一定の事実が当然存在していないと考えている状況の下では、当該事
実の存在を告知しないまま取引を行うことは、相手方に当該事実が「存在していない」
と表明しているのと等しいと思われる。

15

「挙動により虚偽な意思が表示されたといえるか」という基準それ自体は、必ずしも
明確なものではないと指摘したものとして、林幹人『刑法の現代的課題』（有斐閣・
1991）179頁がある。
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集57巻３号322頁の事案について、預金の払戻し請求行為に「誤振込みによ
らない金員の払戻しを請求する」という黙示の意思表示を肯定できるかとい
う点について、肯定する見解16と否定する見解17が存在している。このよう
な現状から、挙動性の判断基準の精緻化が求められているといえる。
ⅱ．詐欺罪における作為と不作為
挙動性の基準を検討する際、
「挙動による欺罔行為」は、「作為による欺罔
行為」の１形態18であるから、詐欺罪における「作為」を肯定するための基
準から、挙動による欺罔行為の基準を具体化するという手法が考えられる。
学説において、相手方に錯誤を生じさせるのが「作為」
、すでに相手方が
錯誤に陥っていることを知りながら真実を告知しないことが「不作為」と一
般に理解されている19。すなわち、通説において、
「作為」による欺罔行為
と「不作為」によるそれとの相違は、
「行為者による錯誤の惹起」を肯定で
きるかという点に求められている20。これに対して、本来錯誤に陥っていな
かった者を錯誤に陥れた場合の全てについて、作為の存在を肯定することは
不適切ではないか、という疑問を提起することができる。
たしかに、平成26年判例の被告人がゴルフ場の施設利用の申し込む行為を
しなければ、ゴルフ場側は行為者との関係で錯誤に陥れることはない。しか
し、たとえゴルフ場側の錯誤は行為者の行為により惹起されたものであった
としても、このことだけを根拠に、行為者の申込行為を作為による欺罔行為
と評価するべきではないと思われ、実際、判例もそれを否定している。
また、商品を購入する際に店員に千円札を渡したが、店員がそれを１万円
札であると勘違いしてしまい、過大な釣銭を行為者に渡してしまった事案に
ついて、学説上、検討されるのは行為者の「お札を渡す作為」ではなく、
16

伊藤渉「判批」刑事法ジャーナル42号（2014）102頁以下を参照。

17

橋爪・前掲注⑿100頁。

18

橋爪・前掲注⑿99頁を参照。

19

西田典之（橋爪隆補訂）『刑法各論〔第７版〕』（弘文堂・2018）210頁を参照。

20

山中敬一『刑法各論〔第３版〕』（成文堂・2015）349頁を参照。
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「過大な釣銭であることを告知しなかった」という不作為である。不作為犯
の成否のみが問題となるという理解の背後にあるのは、錯誤の惹起の全て
を、作為による欺罔行為と評価するべきでない、という価値判断であると思
われる。この事例については、行為者が事前に相手方を錯誤に陥れる意思を
有していたかにかかわらず、千円札を手渡すこと自体は「作為」による欺罔
行為ではないと考えるべきではないか。
以上のことから、
「挙動による欺罔行為性」
、及び「詐欺罪における作為と
不作為の区別」に関する先行研究は、いずれも十分な判断基準を提供するも
のではない。両者に関する適切な判断基準を導き出すためには、作為と不作
為の区別に関する一般理論、より厳密にいえば、
「いかなる場合にある行為
を作為と評価できるのか」
、という作為性の判断基準の問題に立ち戻る必要
があると考えられる。

Ⅲ．作為性の判断基準に関する先行研究21
ⅰ．
「作為性の判断基準」の必要性
前述のように、
「作為と不作為の区別基準（以下、「作為性の判断基準」と
する）
」を詐欺罪に応用することにより、挙動が作為とされる基準を導き出
すことが本稿の目標である。本稿では、ある１つの時点の行為を「作為」と
評価できるかを判断するための基準を定立すること自体は可能であり、ま
21

作為と不作為の区別基準に関する諸見解を「自然主義的な区別基準」と「規範的な区
別基準」に分類した上で、議論を展開するものとして、Joerg Brammsen, Tun und
Unterlassen? Die Bestimmung der straftrechtlichen Velhaltensformen, GA 2002, S. 193
ff. 山本紘之「作為と不作為の区別について――過失犯における区別を主眼として――」
法学新報113巻３＝４号（2007）515頁以下、萩野貴史「作為と不作為犯の区別について
――不作為犯における作為義務の主体・内容に関する検討の必要性――」獨協ロー・
ジャーナル７号（2012）57頁以下、山下裕樹「作為・不作為の区別と行為記述」関西大
学法学論集66巻４号（2016）976頁以下、奥田菜津「作為と不作為の区別――作為義務
の根拠論との関係」同志社法学69巻５号（2017）199頁以下がある。台湾においても、
同様な議論の枠組を採用する見解（例えば、周漾沂「刑法上作為與不作為之區分」『不
作為犯之現況與難題』（元照・2015）47頁以下）が存在する。
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た、行為態様が不作為と評価される場合に限って、保障人的地位・作為義務
を要求する理解を維持する以上、作為性の判断基準を定立することは必要で
あると理解している。
「作為犯の成否を検討した後に不真正不作為犯の成否
を問題とするしかなく、またそれで実際上は足りる」とする見解22には、
「作
為犯の成否」を検討するための作為性の判断基準が明確に述べられていない
問題点があると思われる23。
また、本稿における作為性の判断基準の機能は、
「ある１つの時点の行為
態様を作為と評価できるかを決めること」と解される。そのため、現象とし
て複数の行為が時間的に前後している事例（例えば、掘った穴に蓋をしない
まま放置すること）における問責対象行為の特定は、本稿の射程外の問題で
ある24。
ⅱ．
「作為性の判断基準」に関する学説の概観
作為性の判断基準の明確化の準備作業として、ここでは、作為性の判断に
関する先行研究を概観する。作為性の判断に関する議論は多岐にわたり、極
めて複雑な様相を呈しているが25、以下の２点は諸説に共有されていると思
われる。
22
23

山口厚『刑法総論〔第３版〕』（有斐閣・2016）78頁。
作為と不作為の区別が疑わしい場合には作為犯を優先して認めるべき（作為の優位
性）であるため、両者の区別基準を論ずる必要がないとする見解に対して、奥田・前掲
注210頁は、これらの見解は「疑わしい」という結論を導き出す根拠として、「何らか
の区別基準」を採用しているはずであることを指摘し、
「作為の優位性」を理由に、作
為性の判断基準を論ずる意味を否定することは適切でないことを論ずる。

24

すでに指摘されているように、このような事案において、問責対象行為の特定基準が
別途必要となる。十河太朗「刑事法学の動き――萩野貴史『作為と不作為犯の区別につ
いて――不作為犯における作為義務の主体・内容に関する検討の必要性――』」法律時
報84巻11号（2012）128頁、奥田・前掲注209頁を参照。いわゆる「作為先行類型」・
「不作為先行類型」の事例群を、作為性の判断基準に関する検討素材とすることに関し
て、再考の余地があると考える。

25

学説を包括的に紹介しているものとして、川口浩一「作為犯と不作為犯の区別につい
て⑴～⑶」法学雑誌32⑶（1986）447頁以下、33⑴（1986）63頁以下、33⑶号（1987）
375頁以下を参照。
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第１に、作為性の判断基準は、個別の事案判断の結論に一定の安定性を有
するものでなければならない。そのため、
「ある行為を作為と評価できる理
由」を明確に提示していない「非難の重点説」は、結論の明確性に欠ける問
題点があり、支持できない26。
第２に、作為性の判断は、前法的になされる事実的な判断ではなく、刑法
の目的を考慮に入れた、構成要件の内容に関係する規範的な判断である27。
なぜなら、ある行為の態様を作為とみるか、それとも不作為とみるかを問題
とする理由は、結局のところ、作為とみる場合は、犯罪成立の要件としての
「保障人的地位・作為義務」の検討は不要となり、不作為とみる場合はそれ
の検討が必要となるという点に尽きるからである28。その意味において、作
為性の判断基準を明確にする作業は、本質的には、作為犯と不作為犯の構成
要件の内容を明らかにする作業として理解できる29。
以上の２点が諸説に共有されているといえるが、作為性の判断基準に関す
る定説が存在していないのが現状である。作為性の判断基準に関する学説
は、①作為の「外界への影響」に着目する見解、②作為の「外界への影響」、
及び行為者の「身体運動」の双方に着目する見解に大別できると思われる。
26

Edmund Mezger, Anmerkung zu BGH, Beschluß v. 25. 9. 1957, JZ 1958, S. 281. 非難
の重点説に関する検討は、注に挙げた諸文献を参照。

27

十河・前掲注128頁を参照。したがって、行為者の同一時点の行為がＡ罪との関係
では作為犯、Ｂ罪との関係では不作為犯という結論に至ることも可能である。萩野・前
掲注69頁を参照。

28

周・前掲注57頁によると、規範としての刑法に基づく犯罪論体系内の概念は、全て
規範的なもの（より具体的には、刑法規範の実質的な価値を表すもの）としてしか理解
できない。したがって、作為と不作為は、自然的な観点に基づいて記述されうるもので
はないのである。

29

作為と不作為を定立することは、両者の構成要件内容を具体化することを意味する。
そのため、両者の構成要件内容を「規範違反的な態度」というレベルまで抽象化した場
合、作為と不作為の「区別」は当然、困難となる。しかし、構成要件の内容の抽象化が
「可能である」ことから、直ちに構成要件の抽象化を「すべきである」という結論が導
き出されるわけではないと思われる。作為と不作為の構成要件の内容を抽象化した上
で、両者を「区別」する必要はないと唱える見解（例えば、山下・前掲注）に関する
検討は、別稿に譲りたい。
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１．作為の「外界への影響」に着目する見解30
多くの見解は、作為の外界への影響という観点から、作為を定義づけてい
る。例えば西田典之は、
「作為」を「法益侵害の結果へと向かう因果の流れ
を設定すること」
、
「不作為」を「すでに発生している結果へと向かう因果の
流れに介入しない」という形で記述している31。また、山中敬一も、
「作為
とは、結果に向かう危険な因果力を引き起こし、または、その因果系列に介
32
入して利用し、結果を発生させる行為」
と主張している。

さらに、
「行為者の存在なしに法益状態の仮定的展開を考察した場合、『法
益状態を悪化させている』のが『作為』行為者であり、
『法益状態を良くし
33
ない』のが『不作為』行為者である」
と解する大越義久の見解、及び、「構

成要件該当事実の起点となる――精確にいえば、問責対象性をテストされる
べき――行為者の行態を、……仮定的に消去すること（のみ）によっては結
果が欠落しない場合」に作為性を肯定する古川伸彦の見解34も、
「外界への
影響」に着目するものとして理解できよう。

30

本文中に引用した見解のほか、奥田・前掲注249頁を参照。蔡聖偉「作為與不作為
的區分（與談稿）」『不作為犯之現況與難題』（元照・2015）113頁（構成要件該当事実が
実現するリスクを創出し、または増大させるのが「作為」、リスクを減少させないのが
「不作為」とする見解）も、この類型に属するものである。

31

西田典之「不作為犯論」芝原ほか編『刑法理論の現代的転展開

総論Ⅰ』（日本評論

社・1988）89頁。
32

山中敬一『刑法総論〔第３版〕』（成文堂・2015）226頁。同書228頁に、「作為し続け
ることで一定の状態が保たれているときに、それを中断し、その状態を変更するのは作
為である」ということも述べられている。

33

大越義久「作為と不作為」阿部ほか編『刑法基本講座』（法学書院・1994）87頁。

34

古川伸彦『刑事過失論序説』（成文堂・2007）105頁を参照。
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２．作為の「外界への影響」
、及び行為者の「身体運動」の双方に着目する
見解
他方、作為性を肯定するための要件として、作為の「外界への影響」のみ
ならず、行為者の「身体運動」も要求する見解がある。この類型に属する見
解はさらに、ⓐ全ての犯罪類型に共通する基準を見出すことを目標とするも
のと、ⓑ共通する基準を見出すことを目標としない（犯罪類型によって基準
が異なる可能性を認める）ものに分けられる。
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ⓐに属する見解として、
「法益状態を悪化させる身体運動を行うことが作
4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

為で、法益状態を好転させる身体運動を行わないことが不作為である〔傍点
引用者〕」と解する松原芳博の見解を挙げることができる35。このほか、作
4

4

4

4

4

4

4

4

為を「意思支配の下で一定の目的に基づいて身体を移動させる ことによっ
4

4

4

4

4

て、法益を侵害しまたは義務を履行しないこと〔傍点引用者〕
」と解する林
山田の見解もある36。
ⓑに属するものとして、萩野貴史の見解が主張されている。萩野は「一切
の身体運動が見られないとき……には不作為犯としての構成のみがありう
4

4

4

4

る」37と主張し、「作為犯の構成要件に該当するかを①『身体運動があるか』、
4

4

4

4

4

4

②（結果犯において、結果への作用が認められない場合には）法益侵害の危
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

険が有意に高められたか〔傍点引用者〕
」38によって判断されるとしている。
すなわち、萩野の見解において、非結果犯の場合、
「身体運動」の有無その
35
36

松原芳博『刑法総論〔第２版〕』（日本評論社・2016）88頁。
林山田『刑法通論〔増訂10版〕』（2008）199頁。また、作為を記述する際には物理的
観点及び社会的観点を併用すべきであるとする陳子平『刑法総論〔４版〕
』（元照・
2017）150頁も、作為の「外界への影響」及び行為者の「身体運動」の双方に着目する
見解として理解できる。

37
38

萩野・前掲注70頁。
萩野・前掲注72頁。このように、萩野は、結果犯の場合に限って、「外界（法益状
態）への影響」を考慮に入れている。また、いわゆる「作為による不作為」の事例群
（原因において自由な不作為・救助的因果系列の中断・命令履行行為の中止）において
適切な結論を導き出すためには、結果犯の場合に要求される外界への影響を、法益状態
の「悪化」ではなく、「法益に対する危険を有意的に高めたこと（萩野・前掲注71頁）」
と解する必要があることが指摘されている。
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ものが作為性の基準とされており、身体運動さえあれば作為性を肯定できる
と解されている。これに対して、結果犯の場合、身体運動の肯定だけでは足
りず、当該身体運動が「法益侵害の危険を有意に高めたもの」といえる場合
に限って作為性が肯定される、ということである39。
ⅲ．行為論からの示唆
本稿は、前述の作為をめぐる議論を、刑法上の「行為」とはなにか、とい
う視点から整理し直すことにより、より良い作為性の判断基準が得られると
考える。
「刑法上の行為とは何か」という問題は、
「犯罪論体系の中に、（構成要件
に前置する）『行為』という評価の階層を構築することが可能か（いわゆる
「裸の行為論」の要否）
」という形で議論されることもある。行為論の要否
を論ずる前に、そもそも行為論に「いかなる機能・役割を負わせるか」とい
う問題が論理的に先行すると考えられるが、学説上の議論状況を敷衍すれ
ば、行為論に「結合要素」としての機能を付与すること、つまり、構成要
件・違法・責任段階の評価から完全に独立した「行為」概念を構築すること
は困難であるという批判が有力であるといえる40。
他方、人々の自由の領域が不当に侵食されることを防ぐためには、
「
（侵
害）行為主義」41の要請に基づいて、行為論に「基本要素」及び「限界要素」
39

身体運動を作為の必要条件としている萩野の見解に対して、十河・前掲注128頁は、
「作為犯と不作為犯の区別は、当該構成要件の内容との関係において規範的に判断しな
ければ確定できないはずであって、その点を考慮せずに、身体が運動していたか静止し
ていたかという事実的な判断によって直ちに確定することはできない」と指摘してい
る。

40

松宮孝明『刑法総論講義〔第５版〕』（成文堂・2017）54頁は、「適用されるべき構成
要件およびそれに含まれる構成要件該当結果を無視して『行為』（Tat）を論ずること
は意味がない。というのは、『行為』（Tat）は、常に、当該構成要件からみて行為者に
帰属可能な社会的変化と関係づけて定義されるからである」とする。また、井田良『講
義刑法学・総論〔第２版〕』（有斐閣・2018）96頁以下、今井猛嘉ほか『刑法総論〔第２
版〕』（有斐閣・2012）67頁〔小林憲太郎〕を参照。

41

松原・前掲注20頁を参照。
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としての役割を果たせるべきだという点について、大方の意見の一致がみら
れると思われる42。すなわち、①刑罰の発動の前提として、
「構成要件に該
4

4

当し、違法かつ有責な行為」の存在は、
（過失犯や不作為犯を含めて）全て
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の犯罪に要求され、また、②刑法上の帰属を肯定するための最小限の条件と
しての「行為」とは何かを論ずる必要がある、ということである。
通説と同様に、前述の２点を議論の出発点とするならば、
「行為」は刑法
上の評価から切り離して観念しうるものではなくなる43。本稿は、刑法の人
権保障目的を果たすためには、行為論の基本要素および限界要素としての機
能を肯定するべきであると考える。
「刑法上の評価・帰属の対象となりうる
ものは何か」という観点から行為を記述することを、行為論の課題と解する
ことが適切であり、そして、評価の観点から行為の記述をする際、以下の２
点を問題とする必要があると考える44。すなわち、①「行為の外界への影響」
45
として、どのようなものを要求するべきか、という「社会的帰属可能性」

の問題、及び、②「行為主体の関与のあり方」として、どのようなものを要
求するべきか、という「人的帰属可能性」の問題である46。
「社会的帰属可能性」
、及び「人的帰属可能性」の視点から、前述の作為
の定立基準に関する先行研究を、以下のように整理することができる。すな
42

松宮・前掲注53頁以下を参照。ただし、日高義博「行為と構成要件との関係」『現
代刑法論争〔第２版〕』（勁草書房・1997）33頁以下。

43

それゆえ、「行為」を純粋な自然主義的理解に基づいて記述する因果的行為論の理論
的根拠を見出すことが必然的に困難となる。行為論に関する学説上の議論の詳細は、上
田健二「行為論の課題と展望」『現代刑法講座第１巻』
（成文堂・1977）211頁以下、梅
崎進哉＝宗岡嗣郎『刑法学原論』（成文堂・2002）97頁以下、仲道祐樹『行為概念の再
定位―犯罪論における行為特定の理論―』（成文堂・2013）56頁以下を参照。

44

哲学的行為論においては、行為を行為者（厳密には、行為者の欲求という心的状態）
に由来するものとする見解（行為の因果説）、及び、行為を行為者の表現ないし解釈と
する見解の双方が存在する（門脇俊介「行為とは何か――分析的行為論と現象論の交差
点から――」『モラル／行為の哲学』（岩波書店・2008）37頁以下）。刑法的行為論にお
ける因果的行為論の発想は前者、社会的行為論・人格的行為論の発想は後者に近いよう
に思われる。

45

山中・前掲注154頁を参照。
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わち、作為の「外界への影響」に着目する見解は、行為論における「社会的
帰属可能性」の問題のみに主眼を置くもの、作為の「外界への影響」及び行
為者の「身体運動」の双方に着目する見解は、
「社会的帰属可能性」の問題
のみならず、
「人的帰属可能性」の問題も視野に入れているものである。
「作為」も「行為」の１態様であるため、作為性の判断基準を考える際
に、
「刑法上の評価・帰属の対象となりうるものは何か」、という行為論の課
題が再び顕在化することは、論理的に当然であると考えられる。そうする
と、作為性の判断基準を具体化する際に、
「社会的帰属可能性」及び「人的
帰属可能性」の問題の双方をクリアできるものを探ることを、目標として設
定することが適切であるといえる。本稿は、
「社会的帰属可能性（外界への
影響）」、及び「人的帰属可能性（行為主体の関与の在り方）
」という２つの
観点から、作為性の判断基準の具体化を試みる。

Ⅳ．
「外界への影響」という観点からの具体化
外界への影響という観点から作為性の判断基準を具体化する際に、まず問
題となるのは、行為の外界への影響をどのような手法を用いて確定するべき
か、ということである。この点に関して、因果関係の判断の場面において、
行為と結果との事実的つながりを確認するために行われる「あれなければこ
れなし」という条件公式の判断方法を援用することができると考えられ
る47。それゆえ、問題とするべきなのは、作為性を判断するために行われる
「あれなければこれなし」という判断において、「消去する条件（あれ）」
と、
「欠落する結果（これ）
」をそれぞれどのように理解するべきだろうか。
4

46

4

4

山中・前掲注154頁は、「従来の行為論が、暗黙のうちに目指してきたのは、身体の
4

4

4

4

4

4

4

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

動静の人への帰属と外界の変動の身体の動静への帰属の両者を説明しうる概念であった
〔傍点引用者〕」とする。この点に関連して、松原・前掲注44頁は、因果的行為論・
4 4 4

4

4

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

目的的行為論・社会的行為論・人格的行為論は、行為主体と外部的態度の結びつきの問
4

4

4

4

4

4

題と、外界との関係における行為の同定ないし意味づけの問題との「一方または双方を
扱うものであり、関心の対象は必ずしも同一ではない」と指摘している。
47

奥田・前掲注247頁以下も参照。
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ⅰ．
「消去する条件」とは何か
作為の外界への影響を判断するために、条件公式の判断を行う際に、どの
ような条件を消去するべきか。
Armin Kaufmann は、Engisch が主張する論理関係説を前提にするなら
ば、不作為も、「期待された作為がなされていたら、結果を回避しえたとい
う」という意味においては、作為と同じく結果に対して因果性を有するもの
であると理解できると述べている48。しかし、作為犯の場合に、
「行為者が
4

4

いない」と仮定すれば、
「作為（及び作為によって引き起こされた結果）」が
欠落するのに対して、不作為の場合に、
「行為者がいない」と仮定しても、
4

4

4

「不作為（及び不作為によって引き起こされた結果）
」は欠落しないのであ
50
る49。Kaufmann は「人的因果性（Kausalität des Menschen）」
、すなわち、

行為者に由来する影響力の有無という点に、作為と不作為の相違を見出した
見解である51。
Kaufmann の理解を敷衍すれば、例えば、
「行為者が銃で発砲し、子供を
殺害した」という事例において、
「行為者を取り除けば、子供の死亡結果が
欠落する」といえるため、人的因果性を肯定できる。これに対して、
「行為
48
49

Armin Kaufmann, Die Dogmatik der Unterlassungdelikte, 2. Aufl. 1988, S. 59ff.
Kaufmann, a.a.O. (Anm.48), S. 61 ff. Kaufmann の見解は、日本においては「因果関係
基準説」と称され、同説は、「不作為を結果に対して因果関係がないものとして捉える
見解」として理解されることがある（大越・前掲注86頁以下を参照）。注目に値する
のは、（本文に述べたように）Kaufmann は、不作為には「人的因果性（Kausalität des
Menschen）」がないものと解していることである。Kaufmann は、いわゆる不真正不作
為犯には人的因果性・目的性を肯定できないことに着目し、不作為は本来結果犯の構成
要件を充足することができないことを説く。そこから、彼は、類推適用の許容規定が存
在しない限り、作為犯の構成要件を用いて不作為を処罰することは正当化できないとい
う結論を導き出したのである。Kaufmann, a.a.O. (Anm.48) S. 319 ff.

50
51

Kaufmann, a.a.O. (Anm.48) S. 61.
松宮孝明『刑事立法と犯罪体系』（成文堂・2003）107頁は、「そもそも不作為者……
自身が現場にいなかった場合を仮定すれば――作為犯なら、その場合は結果が起きない
が――、それが結果の不発生を帰結しないことは一目瞭然である。ゆえに、不作為に結
果を惹起する力つまり『因果力』は認められないことになる。カウフマンは、このよう
に考えて不作為の因果力を否定した」と述べている。
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者が溺れている彼の息子を救助せず、その結果、子供が溺死した」という不
作為の事例において、たとえ子供の父親を消去したとしても、子供の溺死と
いう結果は欠落しないため、人的因果性を肯定できない結論になる。
Kaufmann と同様に、行為者に由来する影響力に着目する奥田菜津は、作
為性を判断する際には「因果関係の条件公式のように『反対のふるまいがあ
52
れば』という想定を用いることができない」
ため、「反対のふるまいさえも
53
ない、当該行為者の影響力が全く存在しない状況を想定する必要がある」

と主張している。具体的には、
「当該行為主体の存在がなければ」54、事態は
どのように推移するのかを考える必要がある、ということである。
作為と不作為を区別することを目標とし、かつ、不作為の因果性を「期待
される作為が行われば結果は回避できたであろう」という形で肯定するなら
ば、作為と不作為の違いは、行為者に由来する影響力（人的影響力）に求め
られることになる。したがって、条件公式における「あれ」を「行為者の存
在」それ自体として理解するべきであり、作為の外界への影響を判断する際
には、判断対象たる行為の時点における行為者に由来する影響力を、仮定的
に消去する作業を行う必要があると考えられる。
ⅱ．
「欠落する結果」とは何か
次に、外界への影響・作為の側面の有無を確認するために、条件公式の判
断を行う際に、いかなる「これ」の欠落を理由に、作為の側面を肯定できる
のであろうか。刑法上の行為を記述する際に、行為者の態度がなければ欠落
する状態は、必ず刑法にとって好ましくない事態である。問題は、それは具
体的にどのような事態を意味するのだろうか。
この問いに対して、欠落する結果は「行為客体における変動が引き起こさ
れている状態」である、と解することが考えられる。いわゆる「因果関係基
52

奥田・前掲注248頁。

53

奥田・前掲注248頁。

54

奥田・前掲注249頁。
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4

4

4

4

4

4

準説」、つまり、作為と不作為の区別基準を、構成要件的結果発生に対する
4

4

4

因果力の有無55ないし自然的因果性の有無56に求める見解は、まさに欠落す
る結果を行為客体の変動と解するものであると思われる。しかしながら、こ
のような考え方に対して、行為客体における変動を観念できない「挙動犯」、
及び行為客体における変動が必ずしも存在しているわけではない「未遂犯」
に適用できない57という問題点を指摘することができる58。
また、行為者の存在に基づく影響力さえなければ欠落する結果を、
「法益
侵害結果が生じている状態」と解することに対しても、法益の危殆化しか肯
定できない危険犯に妥当しないと批判することは可能である。
刑法上の犯罪の諸類型に妥当する作為の定立基準を見出すことが理論的に
求められているため、結局、作為の外界への作用を確認するための条件関係
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4 4

公式における「欠落する結果」を、
「法益侵害が発生する可能性（危険）が
生じている状態」と解することが適切であろう。したがって、行為者の存在
を仮定的に消去した上で、法益状態の展開を考察した場合、
「法益状態を悪
化させている」のが「作為」であり、
「法益状態を好転させない」のが不作
59
為であると解する「法益状態説」
は、この限度では支持できる。

ⅲ．
「法益状態の悪化」の意味
前述のように、「法益侵害の危険」に着目する法益状態説の出発点は正し
いものと評価できる。もっとも、同説が挙げている「法益状態を悪化させ
る」という基準の内容を、さらに具体化する必要があると思われる。ここで
55
56

Hanz Welzel, Das Deutsche Straftrecht, 11. Aufl. 1969, S. 203.
齊藤彰子「作為正犯者の犯罪行為を阻止しなかった者の刑責」名古屋大学法政論集
249号（2013）235頁を参照。

57
58

Brammsen, a.a.O. (Anm.21), S. 203 ff.
大 越・ 前 掲 注88頁、 萩 野・ 前 掲 注68頁 を 参 照。 た だ し、 注 で 述 べ た 通 り、
Kaufmann の見解を「不作為は結果に対して因果関係がないもの」と解することは検討
の余地があろう。この点に関して、松宮・前掲注106頁以下を参照。

59

Erich Samson, Begehung und Unterlassung, Festschrift fur Hans Welzel, 1974, S.
592 f.
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は、
「行為」を「状態の改変または維持」と定義づける Georg Henrik von
Wright の見解を参考にする60。
Wright は、以下の３つの要素に言及することなしに、
「行為」を具体的に
記述することができないとしている。すなわち、❶物事の元の状態（initial
state）
、❷物事の最終状態（end-state）
、さらに、❸（行為者の態度がなけ
れば）生じたであろう状態（the state, in which the world would be, had it
not been for the presence of agency in it）である。上述の理解から出発し、
彼は、全ての行為は、
「❶Ｔ（❷Ｉ❸）
」という定式で表すことができると主
張しているのである。
例で Wright の見解を説明するならば、
「窓を閉める」という行為を表す
「❶Ｔ（❷Ｉ❸）」の内容は、以下のように解される。すなわち、❶は「窓
が開いている状態」であり、❷は「窓が閉まっている状態」であり、そし
て、❸は「窓が開いている状態」である。Wright の見解において、行為は、
現実の世界における変化と、仮定の世界における変化の双方によって、記述
されるのである。
本稿は、Wright が主張する定式を用いて、法益状態説の論者が挙げてい
る「法益を悪化させる」ということの内実を具体化することができると考え
る。前述のように、本稿は、Ⅳⅱで条件公式判断における「欠落する結果
（❷）
」を「法益侵害が発生する可能性が生じている状態（危険存在）」と解
した。そうすると、❸を「危険不存在」と記述することによって、
「法益状
態を悪化させる」ことを表現することができるのである。したがって、作為
を表す「❶Ｔ（❷Ｉ❸）
」は、理論的には以下の２つの形で具体化できる。
すなわち、Ⓐ「❶＝危険不存在・❷危険存在・❸＝危険不存在」、及びⒷ
「❶＝危険存在・❷＝危険存在・❸＝危険不存在」である。
60

Wright の見解を紹介した邦語文献として、杉本一敏「不作為犯の結果回避可能性」
『理論刑法学入門』（日本評論社・2014）41頁以下を参照。本文中の Wright の見解の
内 容 は、Georg Henrik von Wright, The logic of action, Nicholas Rescher (ed.), The
Logic of Decision and Action, 1966, p123-125､ G. H. von ウリクト（稲田静樹訳）『規範
と行動の論理学』（東海大学出版会・2000）47頁以下を参照。
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Ⓐは、「最初は危険不存在の状態であり、行為者が存在しなければ危険不
存在の状態のままだっただろうという状況の下で、危険を創出する」こと
（危険の創出）である。Ⓑは、
「最初は危険存在の状態であり、行為者が存
在しなければ危険不存在の状態に変化するだろうという状況の下で、危険の
消滅を阻止する」こと（危険消滅の阻止）である。殺人罪で例えるならば、
Ⓐに属するのは、ナイフで人を刺す行為であり、Ⓑに属するのは、行われる
はずであった他人による救助行為を妨害する行為である。
このように、行為者と無関係な外界の仮定上の状態変化（すなわち、❶と
❸の関係）を視野に入れている点に、Wright の見解の特徴がある。刑法的
帰責対象となる作為を定立する際に、
「行為者に由来する法益状態への不良
な影響」という観点こそが重要であるといえる。そうすると、
「危険の創出」、
及び「危険消滅の阻止」の両者について、異なる扱いをする理由はないよう
に思われる。作為性の判断基準の要素としての「法益状態の悪化」には、前
述のⒶⒷの双方が含まれていると理解するべきではないかと考える。
学説において、いわゆる「救助行為の阻止（中断）」（例えば、溺れている
者を発見した第三者がボートを使って救助しようとしている際に、行為者が
そのボートを固定して出航できないようにする事例）の行為者の作為性を肯
定するためには、「第三類型行為」というカテゴリーを作る必要があるとす
る見解も唱えられている61。この点に関して、本稿は、作為性の判断基準の
要素としての「法益状態の悪化」には、Ⓐ「危険の創出」だけでなく、Ⓑ
「危険消滅の阻止」も含まれていると理解している。そのため、第三類型行
為というカテゴリーを設けるまでもなく、救助行為の阻止（中断）事例の作
為性を肯定できると考える。
ただし、
（行為者の態度がなければ実現するだろう）仮定上の結果（❸）
61

神山敏雄「作為と不作為の限界に関する一考察――心肺装置の遮断をめぐって――」
『現代の刑事法学（上）』（有斐閣・1977）101頁以下を参照。第三類型行為というカテ
ゴリーを設けることが必要となる理由は、神山は、「法益状態を物理的に悪化すること」
を純粋な「作為」の肯定の必要条件としているからである。
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を「危険不存在」と記述するためには、救助行為のある程度確実に見込まれ
ることが要求される。したがって、
「作為」として評価できる救助行為の中
断は、ある程度確実に消滅の方向へ向かっている事象変化の阻止に限られる
と解するべきであろう。
ここまでの結論を確認しておくと、
「外界への作用」という観点から、作
為を以下の２つの形で記述できる。すなわち、①「最初は危険不存在の状態
であり、行為者の影響力がなければ危険不存在の状態のままだっただろうと
4

4

4

4

4

いう状況の下で、危険を創出すること（危険の創出）」、及び、②「最初は危
険存在の状態であり、行為者の影響力がなければ危険不存在の状態に変化す
4

4

4

4

4

4

4

るだろうという状況の下で、危険の消滅を阻止すること（危険消滅の阻止）
」
である。

Ⅴ．
「行為主体の関与の在り方」という観点からの具体化
ⅰ．行為性の要素としてのエネルギー投入
次に、「行為者の主体的な関与」という観点から、作為性の判断基準の具
体化を試みる。
通説において、刑法上の行為は、
「行為者の意思によって回避可能な事象
変化」でなければならず、睡眠中の動作や反射運動、絶対的強制下の行動は
行為ではないと理解されている62。この「行為者の意思による（身体動静の）
回避可能性」の要請は「行為」の要素として、作為・不作為いずれの場合に
も要求されるのである。意思による（身体動静の）回避可能性は、結果を惹
起する手段を「行為者によるエネルギー投入」として捉えることによって、
担保されると思われる。したがって、
「行為主体の関与の在り方」に関する
4

4

4

4

4

4

4

行為性の要求の下で、
「作為」は、①「行為者のエネルギー投入に基づく危
62

松原・前掲注21頁。この点に関して、曽根威彦『刑法原論』（成文堂・2016）96頁
は、「行為意思を伴わない行動を犯罪の概念要素、犯罪成立要件としての『行為』と考
えることはできない」と述べている。曽根の見解において要求されている「行為意思」
も、行為者の意思による（身体動静の）回避可能性を担保するものとして理解すること
ができる。
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険の創出」
、または、②「行為者のエネルギー投入に基づく危険消滅の阻止」、
という２つの形で記述することができる。
人的帰属可能性の観点から、
「行為者の意思による（身体動静の）回避可
能性」それ自体が重要である。したがって、作為性の肯定を、行為者による
「身体運動」が認められる場合に限定する必要はなく、エネルギー投入を要
求すれば足りると考えられる。例えば、乳児の上に覆いかぶさった後、その
まま体を移動せずに乳児を死亡させた事例において、行為者の、
「身体の静
止状態を維持する」というエネルギー投入を肯定できる。
「切符をもってい
ない人はいますか」という車掌の問いかけに対して、乗客である行為者が沈
黙したまま動かないという、挙動による欺罔の典型例に関しても、行為者の
「沈黙を保つ」というエネルギー投入を肯定できるため、作為性を肯定でき
るという結論になる。作為性の判断基準として、
「身体運動説」63と呼ばれる
見解も主張されているが、人的帰属を問題とする際、
「身体運動」という人
類が知覚しうる現象まで要求する理由はないように思われる。
ただし、ある行為者の態度を刑法上帰属の対象（行為）として選出するた
めには、
「社会的帰属可能性」
、及び「人的帰属可能性」という２つの問題を
クリアする必要がある。したがって、
「行為者によるエネルギー投入」は、
行為性・作為性の肯定の「必要条件」にすぎず、「十分条件」ではないので
ある。
いわゆる「エネルギー投入説」の主張者である Karl Engisch は、ある行
為を作為と評価できるかを判断する際には、当該エネルギー投入が「何かを
成就した（Leistung）
」といえるかという、行為の社会的意味を考慮に入れ
る必要があると主張する64,65。その理由は、人的帰属の正当化要件としての
63

Vgl. Karl Heinz Gössel, Zur Lehre vom Unterlassungdelikt, ZStW 96, 1984, S. 325 ff.
Gössel は、作為は「身体運動の任意的実行（willkürliche Körperbewegung）」、不作為
は「身体運動の任意的不実行（willkürliche Nichtvornahme einer Körperbewegung）」
と す る Liszt の 見 解（Liszt, Lehrbuch des Deutschen Straftrechts, 21. und 22. Aufl.
1919. S. 116, 120, 126.）を好意的に引用した上で、「他行為可能性の有する者の身体的活
動（körperliche Aktivität）」という形で、作為を定義づけている。
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エネルギー投入だけでは、社会的帰属の正当化を基礎づけることができない
からであると思われる66。
ⅱ．行為性の要素としての経験的合法則性
作為の記述内容の一部としての「エネルギー投入」は、人的帰属の観点か
ら導き出されたものであるため、
「行為者によるエネルギー投入」と、「当該
エネルギー投入により引き起こされた外界の変化（危険状況の発生・危険消
滅の阻止）」の両者間の経験的合法則性を肯定できる場合に限って人的帰属
が正当化され、よって、作為性が肯定されるのである。なぜなら、行為者の
エネルギー投入によって、一般に予想がつかない事象変動としての危険が引
き起こされたとしても、当該事象変動を行為者によるエネルギー投入の「仕
業」とみることができず、刑法規範の対象としての人的予測・支配の結果と
してみる必要はないからである。
この点に関して、法益状況の悪化の原因としての行為が、経験的に危険状
況の悪化にふさわしいものである場合に限って、当該行為の「作為」性を肯
定する Brammsen の見解は参考になる67。本稿は、危険状況を惹起する手段
としてのエネルギー投入と、危険状況の形成の両者の経験的合法則性は、理
64

Karl Engisch, Die Kausalität als Merkmal der straftrechtlichen Tatbestände, 1931, S.
29.

65

Karl Engisch, Tun und Unterlassen, Festschrift für Wilhelm Gallas, 1973, S. 171 f.

66

Brammsen, a.a.O. (Anm.21), S. 201.

67

Brammsen, a,a,O. (Anm.21) S. 213. Brammsen は、法益に対する危険状況の「創出」
だけでなく、危険状況の「強化」も作為と解している。しかし、本稿は「危険状況の強
化」という形で作為を記述することを認めることは、判断上の困難性をもたらすことに
なるため、「危険状況の創出」を肯定できる場合に限って、作為の側面を認めることが
適切であると考える。この点に関連して、移転を伴うひき逃げ行為につき、「新たな危
険創出」を肯定し、作為性を肯定した佐賀地判平成19年２月28日 LEX/DB：28135252
は、「医師による緊急治療の必要がある被害者を、自己の車に乗せて搬送し、夜間の気
温が低く、通常では発見・救出が極めて困難な杉林の中に運び込み、不衛生な状態のま
ま置いて立ち去った被告人の行為は……被害者の生命侵害の危険性を死が確実と言い得
るほどにまで高めるという点で、被害者の生命に対する新たで重大な危険性を生じさせ
るものである」と判示している。
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論的には「行為」性の要素であると理解している68。作為と不作為の区別、
ないし作為の定立という問題領域において、経験的合法則性がいままでほと
んど言及されてこなかった理由は、作為による結果犯の事案において、行為
客体における変動（構成要件的結果の発生）の確認により、経験的合法則性
が同時に肯定されるからである。
このように、行為性の要素として、
「行為者によるエネルギー投入」と、
「当該エネルギー投入により引き起こされた外界の変化（危険状況の発生・
危険消滅の阻止）」の両者間の経験的合法則性が要求されるため、結論とし
4

4

4

4

4

4

4

4

4

て本稿が考える「作為」の記述方法は、①「行為者の（法益侵害危険の創出
4

4

4

4

4

に相応しい）エネルギー投入に基づく危険の創出」
、または、②「行為者の
4 4 4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（法益侵害危険消滅の阻止に相応しい）エネルギー投入に基づく危険消滅の
阻止」
、という２つにまとめられる。
ⅲ．小括
以上の検討から、本稿は、
「ある１つの時点の行為を作為と評価できるか」
という判断の内容を以下のように解する。まずは、①「判断対象たる行為の
時点における行為者の存在を仮定的に消去することによって、行為者による
法益状態の悪化（危険の創出ないし危険消滅の阻止）を肯定できるか」を判
断する必要がある。次に、②「当該法益状態の悪化と、
（判断対象たる行為
68

Werner Maihofer, Der soziale Handlungbegriff, Festschrift fur Eberhard Schmidt,
1961, S. 170 ff. は、行為性の要素として、行為者によって因果的に引き起こされた事象
変化ないし作用に対する人類一般（Menschen überhaupt）の客観的な予見・制御可能
性を要求する。Maihofer の見解に対して、松宮・前掲注52頁は、行為性の判断にあ
たって、行為者個人の予見・制御可能性を一切考慮しないのは不適切であると指摘して
いる。たしかに、作為能力のない者による不救助を刑法上の「不作為」と評価すること
ができないと思われ、その意味において松宮の指摘は正しいである。しかし、刑法上の
「評価・帰属の対象」の選出を行為論の役割と解した以上、「行為者によって引き起こ
された事象変化ないし作用」と、「行為者によるエネルギー投入」の両者間の経験的合
法則性を作為性の要素として要求することは、理論的根拠がないとはいえないと考え
る。
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の時点の）行為者によるエネルギー投入の両者間の経験的合法則性を肯定で
きるか」の判断が行われる。ある１つの時点の行為を「作為」と評価できる
かは、前述の２段階の評価によって確定されるのであり、そして、前述の①
②に対して、両方とも肯定的な結論が導き出される場合に限って、当該行為
の「作為」性を肯定できるのである69,70。

Ⅵ．詐欺罪における作為性の判断基準
ⅰ．詐欺罪における「作為」
本稿は、前述の基準を詐欺罪に応用することによって、詐欺罪における作
為の記述方法を具体化することができると考えている。すなわち、本稿のⅣ
ⅲで述べた法益状態の悪化を表す定式における「法益侵害が発生する可能性
（危険）が生じている状態」を、
「相手方の誤った表象（錯誤）が形成され
ている状態」に置き換えることによって、作為による欺罔行為を記述するこ
とができるのである。
「法益状態の悪化」を「誤った表象の形成」で置き換
えた場合、作為による欺罔行為は、理論的には、①「行為者の誤った表象形
成に相応しいエネルギー投入に基づく錯誤の形成」、または、②「行為者の、
誤った表象の消滅の阻止に相応しいエネルギー投入に基づく錯誤解消の阻
69

「作用（Bewirken）」という観点から、積極的な活動により直接的に結果に作用する
「能動的作為（aktives Tun）、及び、現象的には不活動ではあるが、不活動それ自体が
直接的に結果に作用する「受動的作為（passive Tun）」の両方とも「作為」に分類する
見解（Franz Streng, „Passives Tun“ als dritte Handlungsform – nichit nur beim Betrug,
ZStW122, 2010, S. 4 ff.）の結論それ自体は支持できる。ただし、作為の記述内容として、
エネルギー投入という人的帰属の正当化要素も考慮に入れるべきであると思われる。

70

患者の人工呼吸器を取り外す行為を「作為」と評価してよいか、という学説における
設例に関して、取り外す時点の行為者の存在を仮定的に消去することによって、危険の
創出を肯定できること、また、「（人工呼吸器の取り外しという）エネルギー投入」と
「危険の創出」、両者間の経験的合法則性を肯定できることから、「作為」と評価できる
と考える。もっとも、行為者が人工呼吸器を装着した医師である場合、問責対象行為を
どのように特定するのか（具体的には、装着の時点から取り外しの時点までの一連の流
れを、１つの「行為」として特定して良いのか）、という問題を別途検討する必要があ
ると思われる。
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止」で記述することができる。
しかし、結論から述べると、詐欺罪の場合においては、①「危険の創出」
型の作為のみが問題となる。詐欺罪における②「危険消滅の阻止」型の作為
の例として、ⓐ「行為者が第三者に、相手方は錯誤に陥っていないと欺いた
結果、第三者が相手方の錯誤を訂正しなかった。しかし、仮に行為者がいな
かったら、第三者は相手方に真実を告げたであろう」ということ、及び、ⓑ
「相手方は一度、自ら形成した表象に疑念を抱いたが、最終的にその疑念は
行為者により打ち消された」ということが考えられる。ⓐに関して、詐欺罪
の場合、被欺罔者が、財産の交付を決定した者という意味での交付行為者で
あることが必要であるので、この場合に「第三者を欺く行為」を欺罔行為と
みることはできない。他方、ⓑの場合、行為者による相手方の「疑念の打ち
消し」を「新たな誤った表象の形成」に還元することができるため、結局、
ⓑの場合において、実際には①危険創出型の作為を肯定できるかが問題と
なっているとみるべきであろう。
したがって、殺人罪において、前述の①②という２形態の作為を観念でき
るが、詐欺罪においては、実際には①「危険の創出」型の作為のみが問題と
なると考える。ここまでの検討から、詐欺罪における「作為」の基準は、
「行為者の（誤った表象形成に相応しい）エネルギー投入に基づく錯誤の形
成」と解される。この基準から、詐欺罪の事案において、行為者の挙動を
「作為」と評価するためには、以下の２つの条件を満たす必要がある、とい
う結論が導き出される。すなわち、①相手方の誤った表象は、行為者の挙動
により引き起こされたものである。②当該誤った表象の形成と、行為者の挙
動の両者の間に、経験的合法則性が存在する、ということである。
ⅱ．挙動の事案における作為性の判断プロセス
本稿の見解によれば、挙動の事案における作為性の判断プロセスは以下の
通りになる。
挙動による欺罔が問題となる事案において、①「判断対象たる行為の時点
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における行為者の存在を仮定的に消去し、法益状態の悪化（危険の創出）を
肯定できるか」を問題とする際、特に注意する必要があるのは以下の点であ
る。すなわち、判断対象たる行為（挙動）の時点より前に、錯誤がすでに事
実として形成された場合には、行為者の新たな誤った表象を形成する行為を
肯定できない限り、不作為による欺罔行為の成否のみが問題となる71。例え
ば、生活保護受給者が収入・資産に変動が生じているにもかかわらず、これ
を申告することなく、従前の金額をそのまま受給し続けたという、東京高判
昭和31年12月27日高刑集９巻12号1362頁の事案について、「行為者は受給資
格を有する者である」という相手方の誤った表象は、生活保護受給者の収入
に変動が生じた時点に、すでに事実として形成されたといえる。したがっ
て、この事案において、行為者による新たな誤った表象を形成する行為を肯
定できない限り、不作為による欺罔行為の成否のみが問題になる。
行為者による誤った表象の惹起が肯定された場合に、次の段階として、②
「当該危険状況の悪化と、行為者によるエネルギー投入の両者間の経験的合
法則性を肯定できるか」が問題となる。挙動による欺罔が問題となる事案に
おいて、この段階では相手方の「誤った表象の形成」と「行為者の挙動」
、
両者の経験的合法則性を肯定できるかが問題となる。経験的合法則性を肯定
できる場合、当該挙動の行為態様を「作為」と評価することができるのに対
して、経験的合法則性を肯定できない場合に、新たな誤った表象を引き起こ
す行為がない限り、作為の側面を肯定できない、という結論になる。
経験的合法則性が問題となる第２段階の判断において、通説と同様に、
「挙動にどのような事実が黙示的に表示されていると解釈するべきか」とい
う判断を行う必要がある7２。なぜなら、ここでは挙動（エネルギー投入）に
基づく情報発信と、相手方の誤った表象形成、両者の相当性が問題となって
いるからである。合法則性を肯定できる事案の類型化も必要となるが、さし
71

吉田敏雄『不真正不作為犯の理論構造』（成文堂・2010）16頁注21は、「不作為による
欺もうは、相手方がすでに誤った観念を持っていたとき、あるいは、他の関連事情から
誤った観念を持っていたときにみとめられる」と述べている。
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あたり以下の２点を指摘することにする。
第１に、行為者が宣誓・確約した内容に合致する表象の形成は、コミュニ
ケーションの推論として一般的なものであり、経験的合法則性に即したもの
であると判断できる場合が多い。最決平成26年３月28日刑集68巻３号646頁
73
（長野事件）
、及び暴力団員でないことを確約した上で預金口座の開設を

申し込んだという、最決平成26年４月７日刑集68巻４号715頁の事案に関し
ては、経験的合法則性を肯定できる。
第２に、関連する法令が存在している場合、法令遵守の実態から相手方の
4

4

4

4

4

当該法令が遵守されている事態の想定が事実として通常であると評価できる
場合がある。冒頭で紹介したプリペイド式携帯電話機を第三者に譲渡したと
いう東京高判平成24年12月13日判タ1408号2７４頁の事案における合法則性判
断にあたって、契約者が通信業者の承諾を得ないで親族以外の第三者に譲渡
することを禁止する携帯電話不正利用法７条１項の存在が重要な判断資料と
なる。
他方、経験的合法則性の不存在によって、作為の側面が否定されるものと
して、冒頭で紹介した平成26年判決の事案、及び、通信サービス契約を短期
間で解約する意図を秘して携帯電話機の購入を申し込んだという、金沢地判
平成27年８月７日 LEX/DB25542674の事案を挙げることができる。平成26
年判決は、周辺のゴルフ場において、暴力団関係者の施設利用を許可、黙認
する例が多数あり、暴力団排除活動が徹底されていない事実状況から、挙動
72

経験的合法則性の判断を行う際に、野原・前掲注⑶280頁の内容（「例えば、①有償契
約の申込みの場合には、意思表示の解釈として、当然に代金等の支払意思・能力（契約
履行意思）を、②契約時に本人確認がされるなどした上、契約内容からして、契約者本
人が当該財物の利用や利益の享受をすることが求められている中でした申込みの場合に
は、他人に譲渡する等をせずに自ら利用又は利益享受の意思を、③反復的な取引関係等
がある中での新規申込みの場合には、従前の取引において当然の前提となっている事実
関係を守る旨の意思を、④基本契約等を前提にした個別契約の申込みの場合には、基本
契約等で合意している事項を遵守する意思を、それぞれ表示しているといえよう」）は、
参考になると思われる。

73

本件の事案の概要等は野原・前掲注⑶290頁以下、松原・前掲注⑻182頁以下を参照。
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と誤った表象形成の経験的合法則性が否定される。他方、金沢地裁判決の事
案の事実関係74から、携帯電話の購入申込という挙動から、
「被告人は短期
間内に解約しない」という表象が形成されることが「通常である」と評価す
ることは困難であるため、行為態様を作為と評価することができない、とい
う結論になる。
ⅲ．被害者による確認措置の位置づけ
前述の挙動性の判断基準から、被害者による確認措置は、「行為者の挙動」
と「誤った表象の形成」
、両者の経験的経験学的合法則性の判断基底に取り
込まれる一資料として理解すべきである。したがって、被害者が確認措置を
講じた際に行為者が真実を告知しなかったことにより、挙動による欺罔行為
性が肯定される場合はあるが、被害者による確認措置が講じられなかったこ
とだけを根拠に、挙動（作為）による欺罔行為性を否定することはできな
い。
平成26年判決の「暴力団関係者でないことを確認する措置は講じていな
かった。また、……暴力団排除活動が徹底されていたわけではない」という
判示内容について、本稿の理解によれば、ゴルフ場側の担当者による具体的
な確認措置が講じられていなかったこと、及び、その地域における暴力団員
排除活動の実態は、いずれも被告人の「施設利用の申し込み」という挙動
と、ゴルフ場側の担当者の錯誤、両者間の経験的合法則性判断の参考資料と
して位置づけることができる。
ⅳ．
「挙動性」と「重要事項性」の関係
挙動の作為性が肯定された場合も、それが否定された場合も、行為者の挙
74

判決文において、当時、通信サービス契約を短期間で解約する目的を明らかにせず
に、携帯電話機の購入を申し込んでいた者が相当数存在していたこと、及び、通信サー
ビス契約の解約時期を制限するような規定が存在していなかったことが指摘されてい
る。
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動を「欺罔行為」と評価するためには、別途、欺罔行為の内容の問題として
の「重要事項性」の判断をする必要がある75。
欺罔行為の態様の問題としての「挙動（作為）性の判断」と、欺罔行為の
内容としての「重要事項性の判断」の関係について、本稿は以下のように解
する。すなわち、挙動性の判断内容は、
「行為者によるエネルギー投入とし
ての挙動と、（挙動により形成された）誤った認識の両者間の経験的通常性
を肯定できるか」ということであるため、挙動性と、
「相手方が設定した目
的の不達成が詐欺罪をもって保護すべきものか」という重要事項性の判断内
容とは異なる。したがって、欺罔行為の内容が「重要な事項」ではないの
に、行為態様として挙動（作為）による欺罔行為にあたると判断されること
は、理論的には可能である。ただし、両方が認められない限り、詐欺未遂に
ならないため、すでに重要事項性が否定されると判断されている場合に、挙
動性の有無をあえて判断して肯定する実益が乏しいと思われる76。

Ⅶ．おわりに
本稿の結論は、以下の通りである。
１．詐欺罪における挙動（作為）性の判断基準は、
「行為者の（誤った表象
形成に相応しい）エネルギー投入に基づく錯誤の惹起」である。
２．従来の詐欺罪における「作為」の基準（
「錯誤の惹起」）、及び、「挙動
性」の基準（虚偽な意思表示が「通常」包含されている挙動をするこ
と）は、作為による欺罔行為として評価できる挙動の異なる側面を表し
ている。
３．「被害者による確認措置の行使」は、挙動（作為）性の肯定の必要条件
ではない。
75

重要事項性に関する実務及び学説上の見解は、橋爪・前掲注⑿・注⒀、増田啓祐・最
判解刑事編平成22年度171頁以下、山口厚「詐欺罪に関する近時の動向について」研修
794号（2014）３頁以下を参照。
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和田俊憲「詐欺罪における人を欺く行為」法学教室453号（2018）30頁を参照。
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４．判断対象たる挙動より前の時点に、誤った表象がすでに形成された事案
においては、「挙動」と「誤った表象の形成」両者の相当性判断を行う
までもなく、原則として作為の側面が否定される。行為者による新たな
誤った表象を形成する行為を肯定できない限りでは、不作為による詐欺
罪の成否のみが問題となる。
本稿は、ある１つの時点の行為を「作為」と評価できるかの基準を、詐欺
罪に応用することを通じて、挙動性の判断基準を具体化することを試みた。
作為は行為の１形態であることから出発し、本稿は、行為論の課題である
「社会的帰属の正当化」及び「人的帰属の正当化」という２つの観点から作
為性・挙動性の判断基準の具体化作業を行った。その結果、行為者の挙動
と、相手方の誤った表象の形成（錯誤）の両者間の「経験的合法則性」を、
挙動性の要件として理解するべきであるという結論に至った。本稿の理解
は、従来、挙動性の判断に行われた挙動の「社会的文脈における意味」や、
「当該取引領域における慣習」の考慮の理論的根拠を与えることができる。
挙動性の要件として、前述の経験的合法則性を要求する本稿の見解に対し
て、経験的合法則性の判断は、因果関係判断の一部として理解するべきであ
るという批判が予想される。しかしながら、行為論に「刑法の評価・帰属の
対象の選別」という任務を与えた以上、行為の段階において、
「行為者によ
るエネルギー投入」
、及び「当該エネルギー投入によって引き起こされた外
界の変化」の両者間の経験的合法則性を要求することは、理論的に正当化で
きると考える。
本稿において、作為性の判断基準の詐欺罪における運用が主な課題とされ
ている。詐欺罪においては、相手方の「誤った表象の形成」を用いて、法益
侵害の危険の有無を判断することができる。これに対して、他の犯罪類型に
おいて、作為性の基準としての「危険創出」の判断はより困難であると思わ
れる。例えば、ひき逃げ後の不救助の事案など、生命の危険がすでに形成さ
4

4

4

4

れている段階において、いかなる場合に行為者が新たな危険を創出したと評
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価できるかという、殺人罪における作為性の判断基準の具体的運用に関し
て、さらなる検討を要する。本稿が提示した作為性の判断基準の、詐欺罪以
外の犯罪における応用は、今後の課題としたい。
＊本稿は、科研費（17Ｋ13628）の助成を受けたものである。
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