
はじめに －問題の所在－

わが国の刑法典における財産犯規定の中でも，強盗の罪に列挙される各種の

犯罪は，窃盗罪，詐欺罪等とは大きく異なった性質を持っている。特に，刑法

第２４０条に規定されている強盗致死傷罪は，財産犯としての性質と共に，生命

・身体に対する罪としての性質を併せ持つものの，主として後者の性質が重要

であると解されているのである１）。そのため，死傷の結果が生ずれば，財物奪

取は未遂であった場合にも強盗致死傷罪は既遂として成立するかという未遂・

既遂の問題，強盗致死傷罪は財産犯の一つである強盗罪の結果的加重犯である

のか，それとも強盗罪と生命・身体に対する罪が結合した結合犯であるのかと
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いう問題，財物奪取には関与したが暴行・脅迫には関与していない共犯の扱い

に関する共犯と身分の問題等，解決の困難な問題が生じることになる。さらに，

強盗致死傷罪については，強盗の機会に致死傷の結果が生ずればそれだけで既

遂となるという「強盗の機会」説や，強盗致死傷罪は，致死傷の結果と財物奪

取の先後を問わないで成立するといういわゆる「先後不問論」なども唱えられ

ているが，このような解釈は果たして妥当なものと言えるのであろうか。「強

盗の機会」説に対しては，死傷の結果と財物の奪取との間に因果関係ないし牽

連関係がなければならず，これがない殺人・傷害の結果を強盗致死傷罪に含め

るのであれば処罰範囲が不当に広くなるという批判が向けられている。「先後

不問論」に対しても，手段と目的の順序が逆になるのは因果関係上問題がある

と批判されており，「強盗の機会」説と「先後不問論」は，因果関係を重視す

る観点から慎重に検討されなければならないであろう。

ところで，強盗致死傷に関する第２４０条は，「強盗が，人を負傷させたとき

は無期又は六年以上の懲役に処し，死亡させたときは死刑又は無期懲役に処す

る。」と規定され，事後強盗に関する第２３８条は，「窃盗が，財物を得てこれを

取り返されることを防ぎ，逮捕を免れ，又は罪跡を隠滅するために，暴行又は

脅迫をしたときは，強盗として論ずる。」と規定され，強盗強姦に関する第２４１

条は，「強盗が女子を強姦したときは，無期又は七年以上の懲役に処する。よ

って女子を死亡させたときは，死刑又は無期懲役に処する。」と規定されてい

る。この３つの規定は，文理上，窃盗犯人ないし強盗犯人を行為主体とする身

分犯と解することも可能である２）。しかし，実際には，この３つの規定すべて

が，規定形式通りに身分犯と解されているわけではない。

確かに，判例は第２３８条を身分犯と解しており３），これを支持する論者もあ

る４）。しかし，身分犯ではなく結合犯であると解する非身分犯説５）を採る論者

も多い６）。このような対立は，事後強盗罪が身分犯であり，また結合犯でもあ

るということはあり得ないということを前提としていると言ってよい。

身分犯説と非身分犯説では，結論においてどのような差異が生じるのであろ

うか。両説の結論の違いは，窃盗犯人の事後強盗に関与した窃盗身分のない共

犯の扱いにおいて生じる。身分犯説の論者は，共犯と身分の問題として扱う。
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そして，真正身分犯と解する論者は，共犯と身分に関する刑法第６５条第１項

を適用し，共犯を事後強盗罪の共犯として扱う。不真正身分犯と解する論者は，

第６５条第２項を適用し，共犯に対し，「通常の刑」となる暴行罪・脅迫罪の刑

を科すべきであると主張する。これに対して，非身分犯説の論者は，事後強盗

罪が結合犯であることを根拠に，共犯については承継的共犯を問題とする。そ

して，承継的共犯の理論を肯定する論者は，この共犯を事後強盗罪の承継的共

犯として扱い，承継的共犯の理論を否定する論者は共犯には単なる暴行罪・脅

迫罪を適用すべきと主張するのである。

以上のように，事後強盗罪に関する身分犯説と非身分犯説には，結論におい

て明らかな差異があり，身分犯であるか，結合犯であるかという選択は，併存

し得ない択一的なものであるべきだと思われる。身分犯と捉えるか承継的共犯

と捉えるかは，単なる理由付けに過ぎないとする指摘もあるが７），後行行為へ

の共犯の問題に関する結論の妥当性を重視するものであって，身分犯と結合犯

という性質が併存することを必ずしも認めているわけではないであろう。詳細

は後述するが，もし，仮にこれを認めるのであれば，「窃盗」と「強盗」とい

う文言を，身分と実行行為の二重の意味に解することになってしまう。併存を

認めるにしても，身分犯としての意味と実行行為としての意味のどちらが優先

されるのか，何らかの積極的な根拠を示す必要があるようにも思われる８）。

これに対して，事後強盗罪と同じ規定形式を有し，身分犯として解される余

地のある第２４０条の強盗致死傷罪においては，身分犯か非身分犯かという問題

はどのように議論されているのであろうか。少なくとも現在，強盗致死罪を身

分犯，結合犯，結果的加重犯のいずれと解すべきかという点については，必ず

しも事後強盗罪におけるように択一的なものでなければならないと解されてい

るわけではない。

平成７年刑法一部改正前の第２４０条は，「強盗人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ

七年以上ノ懲役ニ処ス死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」と規定さ

れており，この「強盗人ヲ傷シタルトキハ…」という規定の「強盗」という文

言は，実行行為と身分の二通りに解釈する余地があったと言ってよい。「強盗」

を実行行為と解する見解からは，「強盗」行為によって死傷の結果が発生した
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ものと解する結果的加重犯説と９），「強盗」行為と殺人，致死，傷害，致傷行

為の結合したものと解する結合犯説が導かれた１０）。

これに対して，「強盗」という文言を「強盗犯人」と解する身分犯説は少数

説にとどまっていた。確かに，結果的加重犯説と結合犯説の論者の多くも，「強

盗」という文言は身分を指すと解する余地のあることを認めており，さらに進

んで，強盗致死傷罪を身分犯であると明言する論者もある１１）。しかし，強盗致

死傷罪を身分犯と解することによって，どのような結論が導かれるのかという

点についてまで言及する論者はあまり見られないと言ってよい。身分犯である

ならば，共犯と身分の問題となり得るが，刑法第６５条第１項と同条第２項の

いずれの共犯規定を適用すべきかという点について十分な議論がなされている

とは言い難いのである。身分犯としての実体を考慮した解釈が積極的に展開さ

れて然るべきであろう。第２４０条を結合犯ないし結果的加重犯と解するか，あ

るいは身分犯と解するかという選択は，後行行為に関与した共犯の問題を，承

継的共犯として処理するのか，それとも共犯と身分の問題で処理するのかとい

う点で，重要な意味をもつことになるからである。

強盗強姦罪・強盗強姦致死罪に関する第２４１条も，身分犯としての規定形式

を有しているが，多数説は，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を「強盗」行為と

「強姦」行為の結合犯と解しており，身分犯と解する論者は少数である。しか

し，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪についても，事後強盗罪，強盗致死傷罪と同

様に，身分犯として構成することも必要だと思われる。

以上のように，事後強盗罪，強盗致死傷罪，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を

すべて身分犯として構成しようとする立場を採る論者はほとんどないと言って

よいが，これらすべてを身分犯として構成すれば，強盗関連罪の後行行為のみ

の関与者を，すべて共犯と身分の問題として統一的に処理することができると

いう利点がある。しかし，身分犯的構成を採った場合に，承継的共犯，共犯と

身分の問題，未遂・既遂時期等といった諸問題についてどのような結論が導か

れるのかという点もまた議論されてしかるべきであろう。

本稿は，以上のような認識に立って，事後強盗罪，強盗致死傷罪，強盗強姦

罪・強盗強姦致死罪を形式上のみならず実質上も身分犯として構成することに
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よって，従来議論されていた強盗関連罪を巡る多くの問題について，解決を示

すことを目的とする。

第１章においては，わが国の強盗致死傷罪を解釈する上で大いに参考となる

と思われるドイツにおける強盗的窃盗罪，重強盗罪，強盗致死罪，謀殺罪を巡

る議論と，わが国の強盗関連罪を巡る議論を比較検討する。

第２章においては，事後強盗罪に関する非身分犯説（結合犯説），真正身分

犯説，不真正身分犯説について，それぞれ，共犯の処理をめぐる議論を検討す

るが，真正身分犯説，不真正身分犯説に拠った場合の「窃盗」という身分の喪

失時期は，従来ほとんど議論されていなかったところであり，この点について，

ドイツの強盗的窃盗罪における行為主体の解釈を参考にして考察を試みる。

第３章においては，強盗致死傷罪に関する結果的加重犯説，結合犯説につい

て検討を加えた上で，身分犯的構成が可能か否かについて論ずる。事後強盗罪

に関しては，第２３８条における「窃盗」という文言を窃盗の実行行為と解する

か（非身分犯説），あるいは窃盗身分を指すものと解するか（身分犯説）につ

いて，既に活発な議論が展開されている。しかし，第２３８条と規定形式の類似

する第２４０条の「強盗」という文言が実行行為を意味するのか，あるいは強盗

犯人という身分を意味するのかという議論は，あまり活発であるとは言えない。

わが国の第２４０条を巡る議論について，第１章で概観したドイツにおける謀殺

罪と身分犯に関する議論を参照することは，非常に有意義であるように思われ

る。さらに，身分犯的構成を採った場合に，「強盗の機会」説，未遂・既遂時

期，殺害後の財物奪取に関する死者の占有等の諸問題についても考察を試みる。

第４章においては，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪に関する結合犯説に検討を

加えた上で，従来ほとんど主張されていなかった身分犯的構成が可能か否かに

ついて論ずる。

１） 団藤重光・刑法綱要各論（第３版・１９９０年）５９６頁は，「致死傷のばあいをと
くに重く罰するのは，あきらかに本罪の主要な保護法益が，生命・身体にあるこ
とを物語っている」としている。また，大谷實・刑法講義各論（第４版補訂版・
１９９５年）２３３頁は，さらに進んで，第２４０条の罪を「生命・身体に対する罪であ
る」としている。もっとも，大谷・刑法講義各論（新版補訂版・２００２年）２５１頁
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は，「人身犯罪としての性格を有するものである」と説明を改めている。
２） 第２３８条と第２４０条が身分犯としての規定形式において共通していることを認
めるものとして，岡本勝「事後強盗罪に関する一考察」香川達夫博士古希祝賀
論文集・刑事法学の課題と展望（１９９６年）４０４頁。ただし，岡本教授は，後述す
るように，第２３８条については非身分犯説に立ち，第２３８条は結合犯であると主
張されている。

３） 真正身分犯とするものとして，新潟地裁昭和４２年１２月５日下刑集９巻１２号
１５４８頁，東京地裁昭和６０年３月１９日判時１１７２号１５５頁。不真正身分犯とする
ものとして，大阪高裁昭和６２年７月１７日判時１２５３号１４１頁，大阪地裁堺支部
平成１１年４月２２日判時１６８７号１５７頁。

４） 真正身分犯とするものとして，前田雅英・刑法講義総論（第４版・２００６年）
４６８頁。不真正身分犯とするものとして，大谷・各論（新版補訂版）２４３頁，内
田文昭・刑法各論（第３版・１９９６年）２８１頁。

５） 上野幸彦「窃盗犯人でない者が，窃盗犯人と意思連絡の上，財物の取還を拒ぐ
ために共同して暴行を加え，被害者に傷害を負わせた場合の擬律」日本法学５３
巻２号（１９８８年）１３９頁，川端博・財産犯論の点景（１９９６年）９８頁，島田聡一
郎「事後強盗罪の共犯」現代刑事法４４号（２００２年）１９頁，山口厚・刑法各論（補
訂版・２００５年）２２９頁，西田典之・刑法各論（第３版・２００５年）１６３頁。

６） 岡野光雄「事後強盗罪」阿部順二他編・刑法基本講座第５巻（１９９３年）１２２頁
は，「いずれの立場も，典型的な身分犯・非身分犯と比較すると，それぞれ不透
明なところがある」と指摘している。

７） 西田・刑法各論（第２版・２００２年）１７８頁では，このようにして，非身分犯説
と身分犯説のいずれが妥当かについては明確にせず，ただ身分犯説に拠るならば
真正身分犯説と解すべきであるとする。もっとも，西田・各論（第３版）１６３頁
は，窃盗未遂後の暴行・脅迫のみの関与者の処理に関して，「真正身分犯だとし
た場合，６５条１項により…事後強盗の未遂となり，傷害の結果が発生すれば，２４０
条も適用されることになる。これに対して，承継的共犯の問題とするならば，窃
盗未遂の場合には承継しないと解することが可能である。この点で本罪は身分犯
ではなく，結合犯と解するのが妥当であろう」とする。

８） ただし，第２３８条，第２４０条，第２４１条を，全て，身分犯，結合犯，結果的加
重犯のいずれかに統一的に解釈する必要はないという論拠にはなり得るかもしれ
ない。詳細は後述する。

９） 木村亀二・刑法各論（１９３８年）１２３頁，小野清一郎・刑法講義各論（新訂３版
・１９５０年）２４４頁，西村克彦・強盗罪考述（１９８３年）４８頁，香川達夫・刑法講
義〔各論〕（第３版・１９９６年）５３４頁。

１０） 藤木英雄・刑法講義各論（１９７６年）２９９頁，福田平・刑法各論（全訂第３版増
補・２００２年）２４５頁，古江頼隆「窃盗犯人でない者が，窃盗犯人と共謀の上財物の
取還を拒ぐため被害者に傷害を負わせた場合の擬律」研修４５７号（１９８６年）６５頁。

１１） 大塚仁・刑法講義〔各論〕（改訂増補版・１９９２年）２２０頁，板倉宏・刑法各論
（２００４年）１１６頁，井田良・刑法総論の理論構造（２００５年）３９８頁。
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第１章 ドイツにおける強盗関連罪

ドイツ刑法は，強盗罪及び強盗関連罪として，第２４９条の強盗罪 (Raub)，

第２５５条の強盗的恐喝罪 (Räuberische Erpressung)，第２５０条の重強盗罪

(Schwerer Raub)，第２５２条の強盗的窃盗罪 (Räuberischer Diebstahl)，第２５１条

の強盗致死罪 (Raub mit Todesfolge) を置いている。これに対して，わが国の刑

法は，第２３６条の強盗罪，第２３８条の事後強盗罪，第２３９条の昏睡強盗罪，第

２４０条の強盗致傷罪・強盗傷害罪・強盗致死罪・強盗殺人罪，第２４１条の強盗

強姦罪・強盗強姦致死罪を置いているが，ドイツとわが国の強盗関連罪の規定

の仕方は，大きく異なっていると言える。

まず，ドイツの強盗罪は，第２４９条第１項において「人に対する暴行，また

は身体もしくは生命に対する現在の危険をもってする脅迫を用いて，他人の動

産を，自己または第三者に不法に領得する目的で奪取した者は，一年以上の自

由刑に処する。」１）と規定されており，わが国の強盗罪と昏睡強盗罪に相当す

る２）。「強盗」を暴行・脅迫を用いた財物の奪取としている点では，わが国の

刑法第２３６条第１項の強盗罪規定と同様である。また，ドイツの強盗罪は，第

２４２条規定の窃盗 (Diebstahl) を目的とし，第２４０条規定の強要 (Nötigung) を手

段とする特別犯罪 (lex specialis)３）ないし結合犯 (zussamengesetztes Delikt)４）と

解されている。従って，保護法益もまた，窃盗罪における所有権及び財物に対

する事実上の支配，そして強要罪における意思形成・意思活動の自由が挙げら

れている５）。強盗罪における強要の手段は，被害者の反抗を抑圧する程度に達

している必要があるとされ，これに達していない場合には，わが国と同様，強

盗罪ではなく，第２５３条規定の恐喝罪 (Erpressung) が成立する６）。強盗におけ

る財産の侵害は窃盗として評価されるのであるから，暴行・脅迫は，恐喝では

なく，強要として評価されているのであろう。これに対し，わが国の通説は，

強盗罪を暴行罪ないし脅迫罪と窃盗罪の結合犯と解している７）。

ドイツの強盗的恐喝罪は，第２５５条において「恐喝が，人に対する暴力によ

り，または身体もしくは生命に対する現在の危険をもってする旨の脅迫を用い

て行われたときは，強盗と同様に罰する。」８）と規定されている。これは，恐喝

強盗関連罪の身分犯的構成（一）
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罪の加重類型であるとされ９），暴行・脅迫により被害者が「任意に (freiwillig)」

利益を移転した場合に成立する１０）。行為者が暴行・脅迫後に財物を領得したと

しても，被害者が任意に利益を移転していた場合には，行為者による他人の占

有ないし共同占有への侵害が存在していないのであるから，強盗罪において結

合する犯罪の一部である窃盗罪は完成せず，よって強盗罪もまた成立しない１１）。

そして，暴行・脅迫はなされたものの，占有移転が被害者の「有効な同意 (wirk-

sames Einverständnis)」に基づく場合には，その占有移転は強盗罪における「奪

取 (Wegnahme)」ではなく，強盗的恐喝罪における被害者の任意の財産移転と

解されるのである１２）。また，強盗罪は客体を「動産 (bewegliche Sache)」と規

定して財物に限定しているが，強盗的恐喝罪の客体は，基本犯である恐喝罪と

同様の「財産 (Vermögen)」であり，これは財物，利益の両方を含む。従って，

ドイツの強盗的恐喝罪の処罰範囲は，わが国の第２４９条規定の恐喝罪に加え，

第２３６条第２項規定の２項強盗罪をも含むこととなる１３）。客体が財物ではなく

利益の場合に，強盗的恐喝罪の成立に被害者の任意の意思の存在が要求されて

いる点は，わが国の２項強盗罪における処分行為の要否に関する議論にも影響

を与えている１４）。

ドイツの強盗的窃盗罪は，第２５２条において「窃盗の現行犯に当たる者が，

窃取した財産の占有を保持するために，人に対して暴行を加え，または身体も

しくは生命に対する現在の危険をもってする脅迫を用いたときは，強盗と同様

に処罰する。」と規定されている１５）。これは，わが国の第２３８条規定の「財物

を得てこれを取り返されることを防」ぐ目的の事後強盗罪に相当する規定であ

るが，「逮捕を免れ，又は罪跡を隠滅する」目的の場合は含まれない１６）。また，

わが国の事後強盗罪の構造については，非身分犯説（結合犯説）と身分犯説の

対立があるが，判例・通説は身分犯説を採っており，暴行・脅迫のみへの関与

者に関する共犯と身分の問題は重要な論点となっている。しかし，ドイツでは，

強盗的窃盗罪の行為主体に共犯も含まれるとされており１７），共犯と身分の問題

は生じない。

ドイツの重強盗罪は，第２５０条第１項において「次の場合には三年以上の自

由刑に処する。（１）強盗における行為者または他の関与者が，(a) 武器，また
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はその他の危険な器具を携行したとき。(b) その他暴行または暴行をもってす

る脅迫によって他人の反抗を阻止または抑圧するために，第１号 a に規定す

る以外の器具または道具を携行したとき，(c) 行為によって他人を重大な身体

傷害の危険におとしいれたとき，または，（２）行為者が，継続的に強盗または

窃盗を実行するために結成された集団の構成員として，他の集団構成員の協力

の下に強盗を実行したとき。」と規定され，さらに第２項において「強盗にお

ける行為者または他の関与者が，次の場合に該当するときには，五年以上の懲

役に処する。（１）行為の際に武器または他の危険な器具を用いたとき，（２）第

１項第２号の場合において武器を携行していたとき，（３）他人の身体に (a) 行

為の際に重大な虐待を加えたとき，または (b) その行為によって死の危険を惹

起したとき。」と規定されている１８）。すなわち，ドイツの重強盗罪は，武器等

を携行した強盗（第１項第１号 a，同 b），重大な身体傷害の危険を惹起する

強盗（第１項第１号 c）１９），集団強盗（第１項第２号），武器等を使用した強盗

（第２項第１号），武器等を携行した集団強盗（第２項第２号），虐待による強

盗傷人（第２項第３号 a）２０），生命の危険を惹起する強盗（第２項第３号 b）

を，強盗罪より重く処罰するというものである。わが国の刑法典には，武装強

盗，集団強盗を特に重く処罰する規定がなく２１），ドイツの重強盗罪は，わが国

の刑法で言えば，強盗罪と強盗傷人罪（第２４０条前段），強盗殺人未遂罪（第

２４０条後段，第２４３条）にまたがった規定ということになる。

ドイツの強盗致死罪は，第２５１条において「行為者が強盗（第２４９，２５０条）

によって少なくとも軽率に他人を死亡させたときは，終身自由刑または十年以

上の自由刑に処する。」と規定されている２２）。これは，わが国の強盗致死罪・

強盗殺人罪（第２４０条後段）に相当する規定であるが，殺人の故意ある強盗殺

人の場合には，生命に対する罪である第２１１条規定の謀殺罪 (Mord) も成立し，

強盗致死罪と観念的競合 (Tateinheit) となるとされる。さらに，謀殺罪は身分

犯と解されていることから，強盗殺人の共犯について，共犯と身分に関する第

２８条，第２９条のいずれが適用されるかが重要な論点となっている。これに対

して，わが国の強盗致死罪・強盗殺人罪は，生命に対する罪としての性質をも

含む規定と解されている。さらに，強盗致死罪・強盗殺人罪は身分犯としての

強盗関連罪の身分犯的構成（一）
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規定形式を有しているにもかかわらず，共犯と身分の問題はほとんど議論され

ておらず，身分犯としての解釈もまた必ずしも十分にはなされていないように

思われる。

また，ドイツ刑法は，わが国の強盗強姦罪・強盗強姦致死罪に相当する規定

を置いておらず，その態様に応じて強盗罪・重強盗罪と強姦罪・強姦致死罪が

成立することとなる。

以上のように，ドイツとわが国の強盗関連罪は，特に共犯と身分の処理に関

して大きな相違がある。わが国の事後強盗罪，強盗致死傷罪を身分犯として構

成しようとする際には，これに相当するドイツの強盗関連罪，すなわち強盗的

窃盗罪，重強盗罪，強盗致死罪，そして謀殺罪における身分犯や罪数に関する

議論が，大いに参考となるであろう。

１） 強盗罪（第２４９条第１項）の原文は次の通りである。
Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit

gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem an-

deren in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig

zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

２） ドイツにおいては，被害者の反抗を抑圧するため，麻酔薬等により被害者を昏
酔させる行為は，強盗における暴行に当たると解されている。Adolf Schönke /

Horst Schroder, Strafgesetzbuch Kommentar 27., neu bearbeitete Aufl. (2006), §249

RdN. 4 (Albin Eser).

３） BGH 20, 235; Herbert Tröndle / Thomas Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze,

51. Aufl. (2003), §249 RdN. 1; Johannes Wessels / Thomas Hillenkamp, Strafrecht Be-

sonderer Teil/2, Straftaten gegen Vermögenswerte, 23. Aufl (2000), RdN, 317; Harro

Otto, Grundkurs Strafrecht, Die einzelnen Delikte, 6., neubearbeitete Aufl. (2002), §46

RdN. 2.

４） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 1 (Albin Eser); Strafgesetzbuch, Leipziger

Kommentar, 11 Aufl. (1992), §249 RdN. 1 (Gerhard Herdegen); Urs Kindhäuser, Stra-

frecht Besonderer Teil II, Straftaten gegen Vermögenswerte, 4. Aufl. (2004), §13 RdN.

1; Wolfgang Jecoks, Strafgesetzbuch Studienkommentar, 3. Aufl. (2001), §249 RdN. 1.

５） Tröndle / Fischer, a. a. O., §249 RdN. 1; Otto, a. a. O., §46 RdN. 1; Jecoks, a. a. O.,

§249 RdN. 1.

６） Jecoks, a. a. O., §249 RdN. 2.

７） 強盗罪を結合犯とする立場は非常に多いが，暴行罪・脅迫罪と窃盗罪の結合犯
と明言するものは，宮本英脩・刑法大綱（１９３５年）２１４頁，青柳文雄・刑法通論
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Ⅱ各論（１９６３年）４８７頁，植松正・刑法概説Ⅰ総論（再訂・１９７４年）３１８頁，佐
伯千仭・刑法各論（訂正版・１９８４年）１５２頁，井田良・刑法総論の理論構造（２００５
年）４５２頁などのほかは，あまり見られない。しかし，結合犯説の論者のほとん
どは，実際には暴行罪・脅迫罪と窃盗罪の結合犯と解しているようにも思われる。
これに対し，強盗罪を結合犯ではなく通常の犯罪形態とする立場として，江家義
男・刑法各論（増補・１９６３年）２９５頁，香川達夫・強盗罪の再構成（１９９２年）１
頁以下，大谷實・刑法講義各論（新版補訂版・２００２年）２８頁，大越義久・刑法
各論（第２版・２００１年）１０７頁。

８） 強盗的恐喝罪（第２５５条）の原文は次の通りである。
Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von

Drohungen mit gegenwartiger Gefahr fur Leib oder Leben begangen, so ist der Täter

gleich einem Räuber zu bestrafen.

９） Tröndle/Fischer, a. a. O., §255 RdN. 1; Kindhäuser, BT II., §18 RdN. 1.

１０） Jecoks, a. a. O., §255 RdN. 4; Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 2 (Eser).

１１） Jecoks, a. a. O., §249 RdN. 8; Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 2 (Eser).

１２） Jecoks, a. a. O., §255 RdN. 4.

１３） 牧野英一・刑法各論下巻（１９５１年）６４７頁。
１４） かつての判例は，２項強盗罪の成立に被害者の処分行為が必要であるとしてい
た（大判明治４３年６月１７日刑録１６輯１２１０頁）。そして学説でも，ドイツにお
いて利得強取の場合に成立する強盗的恐喝罪を参照し，わが国の２項強盗罪を恐
喝罪類似の規定と理解しようとする観点から，この判例を支持する主張がなされ
ていた（牧野・刑法研究４巻（１９３３年）３８８頁，同・各論下巻６４７頁，大場茂馬
・刑法各論上巻（増訂４版・１９１１年）６１３，８４５頁）。しかし，現在の判例・通説
は，２項強盗罪に意思表示ないし処分行為を必要とすべきではないと解している
（大判昭和６年５月８日刑集１０巻２０５頁，最判昭和３２年９月１３日刑集１１巻９
号２２６３頁。団藤重光・刑法綱要各論（第３版・１９９０年）５８９頁，川端博・財産
犯論の点景（１９９６年）８１頁，西村克彦・強盗罪考述（１９８３年）１８０頁，香川達
夫・刑法講義〔各論〕（第３版・１９９６年）５２２頁，林幹人・刑法各論（１９９９年）
２１６頁，山口厚・刑法各論（補訂版・２００５年）２２０頁，西田典之・刑法各論（第
３版・２００５年）１５７頁）。詐欺罪，恐喝罪については，行為者の財物の取得が，
被害者の瑕疵ある意思に基づく財産的処分行為によるものと見ることができるこ
とから，その成立に意思表示ないし処分行為を要求する意義がある。しかし，強
盗罪においては，被害者の反抗を抑圧することから，任意の処分行為に基づく財
産の取得というものは考えられず，従って意思表示ないし処分行為を要求する意
義がないと解されているのである。さらに，「１項強盗では被害者の処分行為を
またないで，一方的に犯人が財物を奪取することが多い。２項強盗でも同様であ
るとすれば，被害者の処分行為を必要とするのは実際的ではないことになる」
（西村・強盗罪１８０頁）という指摘もなされている。

１５） 強盗的窃盗罪（第２５２条）の原文は次の通りである。
Wer, bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen, gegen eine Person Gewalt
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verubt oder Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben anwendet, um

sich im Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten, ist gleich einem Räuber zu bestrafen.

１６） ドイツ刑法では，「逮捕を免れ，又は罪跡を隠滅する」目的の暴行・脅迫に関
する規定は特に置かれていないが，上記の目的の殺人に関しては，「他の犯罪行
為を…隠蔽するため」の謀殺罪（第２１１条）が成立しうる。

１７） BGH 6, 248.

１８） 重強盗罪（第２５０条）の原文は次の通りである。
(1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn

1. der Tater oder ein anderer Beteiligter am Raub

a. eine Waffe oder ein anderes gefahrliches Werkzeug bei sich fuhrt,

b. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich fuhrt, um den Widerstand einer anderen

Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu uberwinden,

c. eine andere Person durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesund-

heitsschädigung bringt oder

2. der Täter den Raub als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung

von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmit-

glieds begeht.

(2) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter oder ein

anderer Beteiligter am Raub

1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet,

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr.2 eine Waffe bei sich führt oder

3. eine andere Person

a. bei der Tat korperlich schwer mishandelt oder

b. durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.

(3) In minder schweren Fällen der Absatze 1 und 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe von

einem Jahr bis zu zehn Jahren.

１９） この場合の「危険」とは，例えば，被害者を拳銃によって脅迫するといったよ
うな，現在の危険であると解されている。Vgl. Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 5.

２０） ドイツ刑法第２５０条第２項第３号 a が適用されるためには，「重大な虐待
(schwere Misshandlung)」によって「身体傷害 (Korperverletzung)」が惹起されてい
なければならず，単なる身体傷害の危険の惹起では不十分であるとされている。
Vgl. Kindhauser, BT II., §14 RdN. 13.

２１） ただし，盗犯等防止法第２条は，常習の窃盗あるいは強盗の犯人が，「兇器ヲ
携帯シテ犯シタルトキ（第１号）」や「二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルト
キ（第２号）」などに当たる場合を，窃盗罪，強盗罪より重く処罰している。こ
の盗犯等防止法第２条第１号は，「常習トシテ」という要件があるものの，一応
はドイツ刑法第２５０条第１号 a，同 b，同条第２項第１号に相当する規定と言え
る。また，盗犯等防止法第２条第２号は，ドイツ刑法第２５０条第１項第２号，同
条第２項第２号に相当する。

２２） 強盗致死罪（第２５１条）の原文は次の通りである。
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第１節 強盗的窃盗罪 (Räuberischer Diebstahl)

ドイツ刑法は，第２５２条において，「窃盗の現行犯にあたる者が，窃取した

財産の占有を保持するために，人に対して暴行を加え，または身体もしくは生

命に対する現在の危険をもってする脅迫を用いたときは，強盗と同様に処罰す

る。」と規定し，強盗の手段を用いて盗品の取り返しを防ぐ場合 (Verteidigung

der Diebesbeute mit Raubmitteln) を，「強盗類似の特別犯罪 (räubahnliches Sonder-

delikt)」である強盗的窃盗罪 (Räuberischer Diebstahl) として処罰している２３）。

これは，わが国における「財物を得てこれを取り返されることを防」ぐ目的の

事後強盗罪（第２３８条）に相当する規定と言えよう。一方，わが国の「逮捕を

免れ，又は罪跡を隠滅する」目的の事後強盗罪に相当する規定は，ドイツ刑法

に強盗関連罪としては置かれていない。しかし，上記の目的で殺人に出た場合

には，「他の犯罪行為を…隠蔽するため」の謀殺罪（第２１１条）が成立しうる。

第１項 窃盗の直後の暴行・脅迫

強盗的窃盗罪においては，窃盗は事前行為 (Vortat) として位置づけられてい

る。そして，強盗的窃盗罪が成立するためには，まず窃盗が既遂に至っていな

ければならず２４），それに続く暴行・脅迫は，窃盗の直後，すなわち窃盗との「場

所的・時間的近接性 (ein enger örtlicher und zeitlicher Zusammenhang)」が維持

されている間に行われていなければならない２５）。具体的には，行為者が窃盗の

犯行現場周辺で直ちに暴行・脅迫を実行した場合がこれにあたるとされる２６）。

もっとも，被害者が窃盗の現場を目撃している必要はなく，Ａが窃盗の目的で

Ｂ宅に侵入してＢの装飾品等を鞄に詰め込み，Ｂ宅から去ろうとしたところで

玄関ドアが開く音を聞いたため，部屋のドアの陰に隠れ，Ｂが部屋に入ってき

たところで，あらかじめ持っていた棍棒でＢを殴打してＢ宅から逃走したとい

う事案について，ドイツ連邦裁判所は，窃盗直後の行為に当たると判示して，

Verursacht der Täter durch den Raub (§§ 249 und 250) wenigstens leichtfertig den

Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Frei-

heitsstrafe nicht unter zehn Jahren.
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強盗的窃盗罪の成立を認めている２７）。

また，強盗的窃盗罪における暴行・脅迫は，財物奪取を可能とするための強

盗と同程度でなければならない２８）。具体的には，まず暴行は，強盗罪における

暴行と同様，「人に対する」ものでなければならない。被害者の身体に間接的

に向けられた作用であれば，「人に対する」暴行として十分であると解される

が，身体的な傷害を惹起しない程度の暴行は排除される２９）。例えば，窃盗の被

害者が窃盗犯人を捕まえ，窃盗犯人がそれを振り払って逃げたという場合には，

被害者への「人に対する」暴行に至っておらず，強盗的窃盗罪は成立しないと

される３０）。これに対して，暴行が物に対して向けられた場合であっても，行為

者によって展開された有形力が，奪取の本質的な構成部分として，予想される

被害者の反抗を妨げることができるであろうと思われるときや，それが特に被

害者にとって身体的な抑圧と感じられたときには，強盗罪・強盗的窃盗罪にお

ける暴行にあたると解されている。例えば，被害者が，行為者からの攻撃を予

想しつつ，物を両手で抱えていて，この物に有形力が向けられた場合や，首に

掛けていたネックレスを引きちぎられた場合がこれに当たる３１）。しかし，窃盗

の被害者に捕まりそうになった窃盗犯人が，盗品を床に投げ捨てた場合には，

被害者への「人に対する」暴行がないことから，強盗的窃盗罪は成立しないと

解されている３２）。

次に，強盗的窃盗罪の脅迫は，強盗罪と同様，「身体・生命に対する現在の

危険を伴った (mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben)」３３）脅迫でなければ

ならない。しかし，脅迫の内容が，実際に具現化される見込みのありうるもの

であったかは問題ではなく，被害者がその実現を可能とみなしてさえいれば十

分であるとされる。従って，実際には携行していない銃器，あるいは携行して

いても射撃できないモデルガン等を用いた脅迫も含まれる３４）。

一方，わが国の事後強盗罪における暴行・脅迫はどのように解されているで

あろうか。判例・通説は，事後強盗罪の暴行・脅迫は「窃盗の機会」，すなわ

ち，窃盗と時間的・場所的近接性のある状況で行われている必要があるとす

る３５）。この点は，窃盗と暴行・脅迫との「場所的・時間的近接性」を要求する

ドイツの強盗的窃盗罪と共通している。
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さらに判例・通説は，事後強盗罪における暴行・脅迫を，強盗罪と同様，人

の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないと解している３６）。特

に強盗における暴行は，反抗を抑圧する程度の人に対する有形力の行使である

「最狭義の暴行」に分類されるものでなければならないとされている３７）。もっ

とも，そもそも暴行の概念の分類は，程度ではなく客体によってなされるべき

であるとする主張もある３８）。この主張に拠って，客体を基準として暴行の概念

を分類するならば，強盗における暴行は，強要罪と同様の，人に対する直接・

間接の有形力の行使であって，人の身体に加えられると，人の身体に物理的に

強い影響力を与えうる物に対して加えられるとを問わない「広義の暴行」に分

類されることとなる。さらには，物に対する有形力の行使も，強盗における暴

行に含めるべきとする主張もある３９）。

思うに，わが国の強盗罪が暴行罪と窃盗罪の結合犯であるという前提を重視

するならば，強盗罪・事後強盗罪における暴行は，暴行罪における暴行と同じ，

人の身体に対する直接・間接の有形力の行使である「狭義の暴行」であると解

する余地もあるのではなかろうか。もっとも，このように解釈する場合には，

先に挙げたハンドバッグやネックレス等への暴行による奪取をどのように解す

るのかが問題となるであろう。しかし，財物への暴行，すなわち，ハンドバッ

クの革ひもやネックレスを強く引っ張る等の行為自体が，被害者の身体への有

形力の行使となっている場合には，人に向けられた「狭義の暴行」と解釈しう

る。例えば，衣服越しに被害者の身体を掴んだ場合や，前述のネックレスを引

きちぎった場合等は，物に対する暴行としてではなく，人に対する暴行として

解することも可能である。さらに，物に対して向けられた暴行であっても，こ

れを，動作による被害者の身体への加害の告知と考え，脅迫として処理する余

地もあるであろう４０）。以上のように解するならば，「最狭義の暴行」を「狭義

の暴行」に編入したとしても，強盗罪の処罰範囲を過度に狭めることにはなら

ないのではないかとも思われる。

以上のように比較すると，ドイツの強盗における暴行の概念は，結論におい

てはわが国とほぼ同様であり，上述の暴行の程度を基準とした「最狭義の暴行」，

あるいは客体を基準とした「広義の暴行」に近いものと思われる。ドイツの強
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盗罪の，強要罪と窃盗罪の結合犯としての形態を重視するならば，客体による

分類において強要罪と同様の「広義の暴行」に近い概念が採用されている点は，

わが国より理論的一貫性に優れていると言えよう。

また，わが国においては，強盗における脅迫は，脅迫罪を規定する第２２２条

によって，身体・生命に対するほか，自由，名誉，財産に対する害悪の告知で

も足りるとされている。従って，自由に含まれる貞操や，自由・名誉に含まれ

るプライバシー，被害物より大きな価値のある財産に対する害悪の告知によっ

て，被害者が反抗を抑圧されうる場合にも，強盗における脅迫が認められるこ

ととなる４１）。このように，わが国の強盗における脅迫の概念は，ドイツと比べ

広いものとなっている。

それでは，強盗における被害者の反抗の抑圧の解釈については，ドイツとわ

が国との間で相違があるであろうか。ドイツ刑法においては，暴行が，被害者

が行った反抗の抑圧に用いられた場合と，事前に，予想される被害者の反抗の

妨害のために用いられた場合は，強盗としての評価において同価値であると解

されている。従って，被害者が突然頭を殴打され，これによって，即座に反抗

不能な昏睡状態ないし死に至った場合には，被害者が実際に反抗に出ていない

ものの，強盗における暴行の存在は認められることとなる４２）。被害者の反抗を

不能とする暴行は，無抵抗の状態に対しても問題とされるのである。

わが国においても，強盗における暴行は被害者の反抗を抑圧する程度である

ことが必要とされるが，実際に被害者が反抗を行ったうえでこれが抑圧された

か否かは問題とはされていない。従って，反抗の抑圧に関する基本的な考え方

については，ドイツとわが国の間に相違はないと言えるであろう。

もっとも，具体的な事案の処理においては，ドイツとわが国の間に若干の相

違が見られるようである。ドイツにおいては，強取のために被害者に麻酔薬を

投与して意識不明とし，あるいは被害者を監禁した際に被害者が睡眠等で意識

不明となった場合についても，麻酔薬投与や監禁行為が被害者を抑圧するため

に向けられているのであれば，被害者の反抗可能性が奪われているとして，強

盗における暴行が認められている４３）。

これに対し，わが国においては，麻酔薬を投与して被害者の反抗を排除し財
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物を奪取した場合には，昏酔強盗罪（第２３９条）の「人を昏酔させてその財物

を盗取した者」にあたると解されており，ドイツにおける解釈論のように，敢

えて暴行と解釈されることはない４４）。あるいは，行為者が薬物を被害者に注射

したり無理矢理強引に経口投与して意識不明に陥らせた場合などは，これを暴

行と解釈する余地があるかもしれないが，それによって被害者が抵抗不能とな

ったとしても，それは薬物が効果を発揮した結果であって，暴行の結果である

とは言い難い。もっとも，薬物により昏酔させる行為を「暴行」と解さないと

いうわが国の立場は，事後強盗罪の成立範囲に影響を与える。すなわち，昏酔

強盗罪には事後強盗罪の規定が適用されないことから，行為者が，取り返し防

止，逮捕の免脱，証拠の隠滅といった目的で，被害者に対し薬物を使用し昏酔

させたという場合には，事後強盗罪が成立せず，暴行によらない傷害罪の成否

が問題となるに過ぎないこととなるのである。

ところで，ドイツにおいては，被害者の反抗の抑圧の有無を判断する際に，

暴行・脅迫の行為だけではなく，被害者側の事情についても考慮されている。

例えば，エーザーは，被害者自身の主観的事情として，被害者に「一般的な反

抗の意思 (genereller Abwehrwille)」があったか否かを問題としている４５）。すな

わち，行為者による暴行・脅迫がなされたとしても，被害者がまだ「一般的な

反抗の意思」を有しているならば，その時点で被害者は反抗を抑圧されてはお

らず，従って，強盗罪の既遂の成立は認められないとするのである。また，エ

ーザーは，この「一般的な反抗の意思」の有無を判断する際には，被害者の反

抗が単純に本能的反応に基づくものであったか否かは問題とはならず，行為者

が誰を攻撃しようとしているのかを被害者が知っていたかどうかも重要ではな

いとする４６）。

一方，わが国においては，反抗に関する被害者の主観はあまり問題とされて

いない。行為者の行為が反抗を抑圧する程度に達していたか否かは，被害者の

人数・年齢・性別・性格等といった被害者側の事情，犯行の時刻・場所等とい

った行為の状況，暴行・脅迫自体の強度・態様，行為者の人相等といった行為

者側の事情を総合的に判断し，一般人を標準として，通常抵抗が不可能かどう

かを基準として決定される。そして，行為者によって一般人の反抗を抑圧する
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に足りる程度の暴行・脅迫が行われ，被害者が，剛胆であったために現実に反

抗を抑圧されるに至らなかったものの恐怖心から財物を行為者に交付した場合

などは，行為者が財物を取得した以上，強盗罪が成立するというのが判例であ

り４７），これを支持する学説４８）もある。これに対して，通説は，強取となるに

は被害者の反抗が抑圧されていなければならないという前提に立ち，上記の場

合には強盗の着手があって結果は恐喝に終わったのであるから，恐喝罪が強盗

未遂罪に吸収されるか，あるいは強盗未遂罪と恐喝罪の観念的競合となり，重

い強盗未遂罪のみが問題となるに過ぎないとする４９）。これは，エーザーの上記

の主張に近い考え方と言えるであろう。

第２項 主観的要素

強盗的窃盗罪の主観的要素としては，故意，及び「窃取した財物の占有を保

持する」という目的が要求される５０）。この「窃取した財物の占有を保持する」

目的とは，盗品を自己の財物とし，その財物を経済的に利用しようという意思

であるとされている５１）。この目的は，強盗的窃盗罪における行為者の動機とな

るものでなければならないが，他の動機を含んでいてもよく，単一の動機であ

ることを要しない５２）。例えば，「窃取した財産の占有を保持する」目的のほか

に，逃走の目的によって暴行・脅迫に出たとしても，強盗的窃盗罪は成立しう

るとされるのである。しかし，行為者が逃走目的で暴行・脅迫に出た際に，窃

取した財物のことを失念していた場合には，「窃取した財物の占有を保持する」

目的を欠いているため強盗的窃盗罪は成立しないとされる５３）。

また，行為者が衣服を窃取し，それを着用することによって排他的に占有を

確保したというような場合には，威嚇のための暴行を用いなくとも，その衣服

を脱がされるということはあり得ず，従って，逃走の際の暴行は強盗的窃盗罪

を構成しないとされている５４）。

なお，強盗的窃盗罪の事前行為としての窃盗に，不法領得の意思が要求され

るのは，強盗罪における財物奪取と同様である５５）。

わが国の「財物を得てこれを取り返されることを防」ぐ目的の事後強盗罪に

おいても，暴行・脅迫の故意の他，取り返しの防止の目的が要求されており，
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ドイツの強盗的窃盗罪において必要とされる主観的要素と同様であるといって

よい。

第３項 未遂・既遂

ドイツの強盗的窃盗罪とわが国の事後強盗罪との間に，未遂・既遂犯の成立

時期については，差異があるであろうか。

ドイツにおいては，強盗的窃盗罪が成立するためには，窃盗が既遂に至って

いなければならず５６），従って，強盗的窃盗罪の既遂・未遂は窃盗の既遂・未遂

によっては決定されないことになる。強盗的窃盗罪の既遂時期は，窃盗後の強

盗的な暴行・脅迫の完成時に求められるのである。さらに，暴行・脅迫が未遂

の場合には，窃盗罪と強盗的窃盗未遂罪の観念的競合となる５７）。

一方，わが国においては，事後強盗罪の未遂は窃盗が未遂であり，暴行・脅

迫が既遂の場合であると解されており５８），この点ではドイツの強盗的窃盗罪と

異なっている。しかし，ドイツの強盗的窃盗罪に対応する，わが国の取り返し

防止の目的の事後強盗罪は，「財物を得て」いる，すなわち窃盗が既遂となっ

ていることが前提とされているのであるから，窃盗未遂の場合はあり得ないと

解されている５９）。もっとも，取り返しの防止目的で暴行・脅迫を加えたが，結

局，財物を取り返された場合には，事後強盗の未遂が認められるとする主張も

ある６０）。これに対し，暴行・脅迫の未遂を問題とする論者はわが国においては

少ないが，内田教授は，窃盗が未遂の場合のほか，暴行・脅迫が未遂の場合も

事後強盗未遂罪と解すべきと主張されている６１）。この内田教授の見解によれば，

取り返しの防止目的の事後強盗未遂罪は，ドイツの強盗的窃盗未遂罪と同じよ

うに，暴行・脅迫が未遂の場合に成立するということになろう。

第４項 共犯

ドイツの強盗的窃盗罪とわが国の事後強盗罪との間に，共犯関係の処理につ

いては，差異があるであろうか。この問題は，窃盗の教唆犯・幇助犯が取り返

し防止等の目的で被害者に対して単独で暴行・脅迫に出た場合と，窃盗には関

与しなかった者が暴行・脅迫に関与した場合とに分けることができよう。
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まず前者の場合についてはどうか。ドイツにおいては，強盗的窃盗の行為者

には，窃盗のみならず強盗の行為者も含まれるとされている６２）。そして，強盗

的窃盗の行為者は，暴行・脅迫時において，既に，事前行為としての窃盗また

は強盗の行為者でなければならないが，この行為者には，窃盗または強盗の共

犯も含まれると解されている６３）。ドイツ連邦裁判所も，ＢがＣ宅に盗みに入り，

Ａが見張りに立っていたところ，ＢがＣに発見されたため，Ｂは盗品を保持し

たまま逃走し，ＡはＢの保持していた盗品を守る目的から，Ｃに対し暴行を加

えたという事案において，窃盗の幇助犯であるＡも，強盗的窃盗罪の正犯とな

ると判示している６４）。また，自己の保持する盗品の占有を防衛する目的だけで

はなく，分配した仲間の盗品の占有を防衛する目的で暴行・脅迫を加えた場合

も，強盗的窃盗罪を構成するとされている６５）。

一方，わが国の事後強盗罪においては，大阪地裁堺支判平成１１年４月２２日

判時１６８７号１５７頁は，窃盗の幇助犯Ａが窃盗の正犯Ｂの事後強盗致傷を幇助

したという事案において，「事後強盗罪は，窃盗犯人たる身分を有するものが

刑法２３８条所定の目的をもって，人の反抗を抑圧するに足りる暴行，脅迫を行

うことによって成立するいわゆる真正身分犯であるところ，同罪の趣旨，罪質，

法定刑等に照らすと，同条の『窃盗』には窃盗の幇助犯は含まれないと解する

のが相当であるから，結局，Ａについては，刑法６５条１項，６２条１項により，

事後強盗致傷罪の幇助犯が成立する。…窃盗の幇助罪は事後強盗致傷の幇助罪

に吸収されると解することができる」と判示している。刑法第２３８条の「窃盗」

に窃盗の幇助犯が含まれるかという問題に言及する学説は，これまでのところ

皆無のようであるが，大部分の論者はこの判例の立場を肯定するのではないか

と思われる６６）。従って，上記のドイツの判例事案におけるＡの罪責は，わが国

においては，窃盗罪の幇助犯と事後強盗罪の幇助犯を構成し，前者が後者に吸

収されると解されることとなろう６７）。

次に，後者の場合についてはどうか。ドイツにおいては，正犯が，事前行為

（窃盗，強盗）によって得た盗品の占有を保持するために暴行・脅迫に出るこ

とを知ったうえで，この暴行・脅迫に関与した者は，強盗的窃盗罪の共犯とな

ると解されている６８）。
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一方，わが国の事後強盗罪においては，事後強盗罪を結合犯，真正身分犯，

不真正身分犯のいずれと解するかによって，暴行・脅迫のみの関与者の処理が

異なる。すなわち，結合犯説（非身分犯説）に立つ場合には，この関与者につ

いて事後強盗罪の承継的共犯が成立すると解されており６９），ドイツの強盗的窃

盗罪の処理と類似する。これに対し，真正身分犯説に立つ場合には，暴行・脅

迫部分のみの関与者は，「窃盗」の身分なき共犯として，共犯と身分に関する

第６５条第１項が適用され，事後強盗罪の共犯の罪責に問われる７０）。そして，

不真正身分犯説に立つ場合には，同条第２項が適用され，暴行・脅迫部分のみ

の関与者は暴行罪・脅迫罪の限度で処罰されることとなる７１）。

第５項 他罪との関係

ドイツにおける強盗的窃盗罪と他罪との関係については，事前行為が窃盗で

はなく強盗である場合と，実行行為が暴行・脅迫に止まらず傷害・傷害致死に

至っていた場合が問題となりうる。

まず，前者の場合についてはどうか。窃盗ではなく強盗が強盗的窃盗罪の事

前行為であるときには，逃走の際の暴行・脅迫が強盗の程度に至っていなけれ

ば，強盗的窃盗罪ではなく，強盗罪として処罰される７２）。逆に，例えば，Ａが

強盗後，逃走の際に盗品を守るために棍棒を「武器または他の危険な器具」と

して用いた場合，すなわち強盗的窃盗としての暴行・脅迫が重強盗の程度に至

っていた場合であっても，財産の保持が主たる目的として行われていたならば，

強盗的窃盗罪のみが成立する７３）。

一方，わが国においては，事後強盗罪の主体に強盗犯人は含まれないと解さ

れている７４）。そして，判例は，強盗後の，強盗犯人の逃走の際の殺傷を，第

２３８条ではなく第２４０条の問題として処理している７５）。学説上も，西田教授は，

「窃盗犯人が逮捕を免れるため追跡者に暴行を加え，死傷の結果を生ずれば２３８

条に基づき２４０条が適用されるが，強盗犯人の場合は，同じ行為をしても，窃

盗でないという理由で２４０条が適用されないとするのは不合理」であるとして，

「事後強盗類似」の殺傷を第２４０条の処罰範囲に含めるべきとされている７６）。

これに対し，山口教授は，「強盗罪には窃盗罪が含まれていると解することが
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できる」のであるから，強盗後の殺傷については，「窃盗」犯人に「強盗」犯

人が含まれると解し，第２３８条に基づき第２４０条を適用することができると主

張されている７７）。もっとも，西田教授のように，強盗後の殺傷を，第２３８条で

はなく，第２４０条の問題として処理しようとするという解釈には合理性がある。

すなわち，強取の意思で暴行・脅迫に及んだものの，財物奪取に着手できず逃

走した強盗未遂犯人は，「窃盗」犯人とは言えず，この者が逃走の際に殺傷し

た場合には，第２３８条を適用することができないからである。あるいは，強盗

後の逃走の際の暴行・脅迫が致死傷の結果を惹起しない程度にとどまっている

のであれば，事後強盗罪が成立し，先行する強盗罪に吸収されると解する余地

もあるかもしれないが，この点についての議論はあまり活発ではないようであ

る。

次に，後者の場合についてはどうか。ドイツにおいては，傷害罪などの強盗

罪以外の構成要件と，強盗的窃盗罪の構成要件に同時に該当する場合，両罪は

観念的競合となる７８）。さらに，強盗的窃盗罪の行為者は強盗として扱われるこ

とから，実行行為が単なる暴行・脅迫にとどまらず，武器等を携行して行われ

た場合，重大な身体の危険を惹起した場合，集団で行われた場合，武器等を使

用した場合，武器等を携行して集団で行われた場合，虐待により負傷させた場

合，死の危険を惹起した場合には重強盗罪が適用され，被害者を死亡させた場

合には強盗致死罪が適用される７９）。

一方，わが国においては，「窃盗の機会」に殺傷が行われた場合には，行為

者は第２３８条により「強盗として論ずる」ものとされ，さらに，第２４０条の「強

盗が，人を負傷させたとき」あるいは「強盗が，人を…死亡させたとき」に当

たることから，強盗致死傷罪が適用されることとなる８０）。

第６項 小括

以上のように，ドイツの強盗的窃盗罪は，窃盗を「事前行為」と位置づけて

おり，「事前行為」としての「窃盗」に「窃盗未遂」を含めないが，「窃盗の共

犯」を含める点において，わが国における事後強盗罪の「窃盗」の解釈と大き

く異なる。わが国の事後強盗罪では，「窃盗」には「窃盗未遂」は含まれるが，
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「窃盗の共犯」は含まれないと解されているのである。

このうち，まず，「窃盗」に「窃盗未遂」が含まれるかという点は，強盗的

窃盗罪，事後強盗罪の未遂をどのように観念するかという問題として現れる。

ドイツにおいては，強盗的窃盗罪の未遂とは，暴行・脅迫が未遂である場合と

されるが，わが国の取り返し防止目的の事後強盗罪は，一般には，未遂の態様

を観念できないとされたり，財物を結局取り返された場合にのみ未遂となると

解されており，暴行・脅迫が未遂の場合の検討は不十分である。この点は，ド

イツの強盗的窃盗罪の議論を参考に再検討すべきかもしれない。

また，「窃盗」に「窃盗の共犯」が含まれるかという点は，窃盗の共犯が強

盗的窃盗罪，あるいは事後強盗罪の正犯となりうるかという問題として現れる。

ドイツにおいては，窃盗の共犯も強盗的窃盗罪の正犯となりうるとされるが，

わが国においては，窃盗の共犯は事後強盗罪の主体となり得ないと解されてお

り，従って，窃盗の共犯が暴行・脅迫に出た場合には，事後強盗罪の共犯とな

るに過ぎない。

このように，ドイツの強盗的窃盗罪とわが国の事後強盗罪は，「窃盗」の解

釈に起因し，既遂・未遂，そして共犯の処理において大きな差異を生じている。

これらの点は，第２章においてわが国の事後強盗罪の身分犯的構成を検討する

際に，大いに参考となるであろう。

２３） Wessels/Hillenkamp, a. a. O., RdN, 361; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 1; Otto, a. a.

O., §46 RdN. 50.

２４） Wessels/Hillenkamp, a. a. O., RdN, 362, 363; Otto, a. a. O., §46 RdN. 53; Jecoks, a.

a. O., §252 RdN. 3; Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 4.

２５） Otto, a. a. O., §46 RdN. 54.

２６） BGH 9, 255.

２７） BGH 26, 96.

２８） Otto, a. a. O., §46 RdN. 59; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 4.

２９） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 4 (Eser).

３０） Otto, a. a. O.,§46RdN.59.

３１） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 4a (Eser).

３２） Otto, a. a. O., §46 RdN. 59.

３３） Tröndle/Fischer, a. a. O., §249 RdN. 5; Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 5
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(Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 17.

３４） Tröndle/Fischer, a. a. O., §249 RdN. 5.

３５） 最決昭和３４年６月１２日刑集１３巻６号９６０頁。大谷・各論２４２頁，山口・各
論２２５頁。

３６） 大判昭和８年７月１８日刑集１２巻１３４４頁。団藤・各論５９２頁，前田雅英・刑
法各論講義（第３版・１９９９年）２０５頁，林・各論２２１頁，山口・各論２２４頁。

３７） 牧野・刑法各論上巻（１９５０年）３１頁，植松正・刑法概論Ⅱ各論（再訂・１９７５
年）２６１頁，団藤・各論４１９，５９２頁，川端・刑法各論概要（第２版・１９９６年）
３４頁，大谷・各論４０頁，山口・各論４１頁，西田・各論３７頁。

３８） 斎藤誠二・刑法講義各論Ⅰ（新訂版・１９７９年）３０６，３０９頁。
３９） 木村亀二・刑法各論（１９３８年）１１９頁，大谷・各論２３１頁。
４０） 中森喜彦・刑法各論（第２版・１９９６年）１２８頁。
４１） 平川宗信・刑法各論（１９９５年）１６１，３５４頁参照。
４２） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 4 (Eser).

４３） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 4 (Eser).

４４） 平川・各論３５８頁は，麻酔薬等を投与する行為につき，「暴行と解する余地も
あるが，暴行の定義規定が置かれていないため，本（第２３９）条が設けられてい
ると解される。それゆえ，典型的な形態の暴行により昏倒させて財物を奪うのは，
本来の強盗罪にあたる」と解している。このように解するのであれば，被害者を
薬物等により「昏倒させ」る行為は，典型か非典型かはともかくとしても，暴行
の一種には当たると説明する必要があるように思われる。もっとも，催眠術によ
り「昏倒させ」る行為も暴行と言えるかは議論の余地があるであろう。これにつ
き，斎藤（誠）・各論Ⅰ３３５頁は，催眠術をかける際の身振り手振り自体が「主
として挙動による物理的な作用だとも考えられるので，物理的な力ないしは有形
力をつかうことだとも考えられる」とし，催眠術を暴行の概念に含める解釈もま
た，必ずしも不可能なものではないと指摘している。

４５） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 4 (Eser).

４６） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 4 (Eser).

４７） 最判昭和２３年６月２６日刑集２巻７号７４８頁，最判昭和２４年２月８日刑集３
巻２号７５頁。

４８） 植松・各論３８７頁，藤木英雄・刑法講義各論（１９７６年）２９４頁，大谷・各論
２３０頁。

４９） 青柳・各論４９２頁，瀧川春雄＝竹内正・刑法各論講義（１９６５年）１７５頁，井上
正治＝江藤孝・刑法学〔各則〕（全訂・１９７９年）１２５頁，平川・各論３５５頁，中
森・各論１２８頁，西田・各論１５３頁，植松・各論３８８頁（吸収一罪とする），山
口・各論２１４頁（観念的競合とする），大阪地判平成４年９月２２日判タ８２８号
２８１頁（観念的競合とする）。

５０） Kindhäuser, BT II., §16 RdN. 13; Wessels/Hillenkamp, a. a. O., RdN, 370; Otto, a. a.

O., §46 RdN. 60; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 7.

５１） BGH MDR 1987, 154.
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５２） BGH 13, 65; 26, 97; Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 9; Otto, a. a. O., §46 RdN.

61.

５３） BGH MDR 1987, 154.

５４） Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 7.

５５） Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 2.

５６） Wessels/Hillenkamp, a. a. O., RdN, 362, 363; Otto, a. a. O., §46 RdN. 53; Jecoks, a.

a. O., §252 RdN. 3; Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 4.

５７） BGH 14, 115; Schönke/Schröder, a. a. O., §252 RdN. 13 (Eser); Otto, a. a. O., §46

RdN. 66; Tröndle/Fischer, a. a. O.,§252 RdN. 10, 12.

５８） 最判昭和２４年７月９日判決刑集３巻８号１１８８頁。団藤・各論５９２頁，平野・
刑法概説（１９７７年）２０９頁，大谷・各論２４３頁，前田・各論２０３頁，堀内捷三・
刑法各論（２００３年）１３６頁，山口・各論２２６頁。

５９） 団藤・各論５９１頁，平川・各論３５７頁，前田・各論２０３頁，山口・各論２２６頁。
６０） 植松・各論３９６頁，西田・各論１６２頁。
６１） 内田文昭・刑法各論（第３版・１９９６年）２８４頁。
６２） Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 13; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 9.

６３） Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 11; Otto, a. a. O., §46 RdN. 63ff; Jecoks, a. a.

O., §252 RdN. 8.

６４） BGH6, 248.

６５） Otto, a. a. O., §46 RdN. 63.

６６） なお，只木誠・判評５０４号４１頁（判時１７３１号２０３頁）参照。
６７） 窃盗罪と事後強盗罪の罪数関係について言及する論者は少ないが，大谷・各論
２４３頁は，窃盗罪が事後強盗罪と吸収一罪の関係にあるとする。大阪地裁平成１１
年判決は，これを前提として，窃盗と事後強盗の幇助罪についても吸収一罪の関
係を認めたものと解されよう。

６８） Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 11.

６９） 中森・各論１３４頁。
７０） 大阪高判昭和６２年７月１７日判時１２５３号１４１頁，大阪地裁堺支判平成１１年４
月２２日判時１６８７号１５７頁。堀内・各論１３５頁，井田良・刑法総論の理論構造
（２００５年）３９６頁，前田・刑法総論講義（第４版・２００６年）４６８頁。

７１） 新潟地判昭和４２年１２月５日下刑集９巻１２号１５４８頁，東京地判昭和６０年３
月１９日判時１１７２号１５５頁。内田・各論２８５頁，大谷・各論２４２頁。

７２） Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 13; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 9.

７３） Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 13; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 9.

７４） 前田・各論２０３頁，大谷・各論２４１頁。
７５） 最判昭和２４年５月２８日刑集３巻６号８７３頁，最判昭和２６年３月２７日刑集５
巻４号６８６頁。

７６） 西田・各論１６５頁。
７７） 山口・各論２２４頁。
７８） Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 9.
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第２節 重強盗罪 (Schwerer Raub)

ドイツ刑法は，第２５０条第１項において，「次の場合には三年以上の自由刑

に処する。（１）強盗における行為者または他の関与者が，(a) 武器，またはそ

の他の危険な器具を携行したとき。(b) その他暴行または暴行をもってする脅

迫によって他人の反抗を阻止または抑圧するために，第１号 a に規定する以

外の器具または道具を携行したとき，(c) 行為によって他人を重大な身体傷害

の危険におとしいれたとき，または，（２）行為者が，継続的に強盗または窃盗

を実行するために結成された集団の構成員として，他の集団構成員の協力の下

に強盗を実行したとき。」と規定し，さらに同条第２項において，「強盗におけ

る行為者または他の関与者が，次の場合に該当するときには，五年以上の懲役

に処する。（１）行為の際に武器または他の危険な器具を用いたとき，（２）第１

項第２号の場合において武器を携行していたとき，（３）他人の身体に (a) 行為

の際に重大な虐待を加えたとき，または (b) その行為によって死の危険を惹起

したとき。」と規定して，上記の要件を満たす態様の強盗を重強盗罪 (Schwerer

Raub)とし，強盗罪より重い刑罰を科している。

この重強盗罪の規定は，特に第２項第３号 a が，わが国の刑法第２４０条前

段（強盗致傷罪・強盗傷害罪）に相当するようにも見えるが８１），わが国の強盗

致傷罪・強盗傷害罪と単純に比較することはできないであろう。第２項第３号

a の重強盗罪は，「重大な虐待」によって傷害の結果を惹起していることが必

要とされ８２），傷害の有無よりも「重大な虐待」に重きが置かれており，重大な

苦痛を伴う行為が行われた場合にのみ適用される８３）。そして，「重大な虐待」

には当たらないが傷害の結果が惹起された場合には，後述するように，強盗罪

と傷害罪が成立し，両罪は観念的競合となるとされているのである。

また，第２項第３号 b 規定の「死亡の危険」を惹起する重強盗罪は，「死亡

の危険」について，少なくとも「条件付き故意 (bedingter Vorsatz)」が要求さ

７９） Schönke/Schröder, a. a. O., §252 RdN. 12 (Eser); Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 10.

８０） 山口・各論２３２頁，西田・各論１６５頁。
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れ，「死亡の危険」を現実化させる故意のある場合にも成立することから８４），

わが国の強盗殺人未遂罪に相当する。

第１項 奪取

重強盗罪は，強盗罪の加重類型であり，強盗罪の構成要件に加えて，第２５０

条規定の加重要件が充足された場合に成立する。従って，強盗罪における暴行

・脅迫と財物奪取もまた，重強盗罪の成立要件となる。

それでは，ドイツの強盗罪における暴行・脅迫と財物奪取の関係は，どのよ

うに解されているのであろうか。ドイツの強盗罪においては，暴行・脅迫は，

奪取を可能とする手段でなければならないとされる８５）。従って，強盗罪が成立

するためには，奪取の目的を伴った強要が行われ，その強要は奪取に先行して

いなければならない８６）。強要が「奪取に付随するもの (Begleiterscheinung der

Wegnahme)」に過ぎない場合は，強盗罪は成立しない８７）。このような，強盗罪

の成立に不十分な「奪取に付随する」に過ぎない強要としては，具体的には，

強要の際に奪取が単に「偶然に (gelegentlich)」行われた場合や，奪取が強要に

続いて行われたとしても，強要の際に奪取の目的が伴っていない場合などが挙

げられる８８）。既に奪取が完成し，それに続いて盗品を保全するために暴行・脅

迫が行われた場合は，強盗罪ではなく，強盗的窃盗罪の問題となる８９）。もっと

も，脅迫が先行していたと見なされる場合には，それが強盗罪の奪取の手段と

して評価されうるとされる９０）。

さらに，重強盗罪の加重要件についても，「重大な身体傷害の危険」（第１項

第１号 c），「死亡の危険」（第２項第３号 b）は，「強要の手段 (Nötigungsmittel)」

によって直接惹起されなければならないとされる９１）。武器または他の危険な凶

器の使用（第２項第１号）も，武器，危険な凶器自体が事実上，強盗における

強要を現実化させるものであると解されている９２）。

強要行為を中心としたドイツの強盗罪・重強盗罪の解釈は，上述したように，

強盗罪を強要罪と窃盗罪の結合犯と解するドイツの解釈論に立脚したものであ

る。故に，わが国の強盗罪の解釈と比較する場合には，ドイツの強盗罪・重強

盗罪における強要と奪取の関係を，わが国の強盗罪における暴行・脅迫と奪取
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の関係に置き換えて理解する必要がある。そして，そのように理解した場合に

は，後述するように，暴行・脅迫と財物奪取の先後関係を問わないわが国の判

例・通説の立場（先後不問論）とドイツのそれとは，全く異なるということに

なろう。

また，行為者によって，人身の自由の侵害が長期に渡ってなされていたなら

ば，「継続的暴行 (fortdauernde Gewalt)」がなされているものとして，被害者の

抵抗不能状態の継続ないし利用の存在が認められる９３）。

ところで，強要と奪取の間に，客観的な因果関係が存在しなければならない

と解すべきか否かについては争いがある。必要説を採る論者は，既に行われた

強要と奪取につき，客観的に，被害者に対して向けられた強要の手段を用いる

ことによって，その奪取が可能となったという事実が必要であるとするが，そ

の根拠として，強盗罪と窃盗罪，強要罪の性質の違いを挙げる。すなわち，強

盗罪が窃盗罪と区別して評価されるのは，強要の手段が窃盗の実行に寄与して

いるという事実が存在することによるのであるから，強盗罪の成立においては，

単なる「強要罪（ドイツ刑法第２４０条）における威嚇による恐喝 (Nötigung

durch Drohung bei §240)」ではなく，「威嚇を用いた奪取 (Wegnahme unter An-

wendung von Drohung)」が要求されるべきであると主張するのである９４）。これ

に対して，不要説を採る論者は，奪取を目的として，特別の強要の手段が用い

られた時点で，既に不法・責任の内容は十分に実現されているのであるから，

強要と奪取の関係は，すべて行為者の認識において存在すれば足りると言うべ

きであるなどとして，強要と奪取の間に因果関係は必ずしも必要ではないと主

張している９５）。この立場に拠るならば，暴行あるいは脅迫は，行為者にとって

主観的に奪取として用いられていれば，強盗罪を認めるに十分であるとされる

ことになる。

わが国においては，強盗罪の成立には，暴行・脅迫と奪取の間に客観的な因

果関係が要求されており，ドイツの前者の立場と同様の理論を採用していると

言えよう。

また，債権者が債務者に暴行・脅迫を加えて金員を奪ったというような，い

わゆる権利行使の場合についても，強盗罪が認められるかが問題となるが，ド

成城法学７５号（２００７）

１２６・（２２５）



イツでは，これを消極的に解するのが一般である。すなわち，通説は，強盗罪

を含む財産犯の各規定は，所有権を保護するものであって，所持の保護は，所

有権の保護の結果として，所有権と同時に，かつ部分的に保護されるに過ぎな

いものとする，わが国で言えば本権説と同様の立場を採っており９６），従って権

利者による権利行使は，財産犯を構成しないこととなるのである。

もっとも，ドイツ連邦裁判所が権利行使の場合に強盗罪の成立を消極的に解

する理由付けは様々である。ドイツ連邦裁判所は，債権者Ａが債務者Ｂに金を

返すように要求し，Ｂがこれに応じなかったところ，ＡがＢに暴行を加えて財

布から金員を奪ったという事案について，金銭のような種類債権に関し，債務

者が債務弁済のための特定をする前に，債権者が不特定物の中から自力でこれ

を奪った場合には，自力救済とは言えないものの，代替性のある金銭債権の債

権者が，債務者のその時所持している金銭を要求できると思うことはありうる

のであり，構成要件の錯誤を認める余地があると判示している９７）。これに対し，

Ａが売春婦Ｂに金を盗まれ，後日，Ａが別の売春婦Ｃを盗人Ｂと間違え，Ｃを

脅迫してＣの財布を奪ったという事案については，Ａは，適法な状態を作り出

そうという意思のみで行為に及んでいることから，不法領得の意思を欠くと判

示して，強盗罪の成立を否定している９８）。後の判例は，前と異なり，金銭債権

に関する権利行使の違法性を否定しており，本権説を採る通説の立場にかなり

近いものと言えよう。

一方，わが国においては，判例は，権利行使の事案の場合には，財産犯の構

成要件該当性が阻却されると解しているようである９９）。これに対し，窃盗犯人

からの現場での取り戻しの事案の場合には，構成要件該当性ではなく，違法性

のレベルで正当防衛の成否が問題となると解している判例もあるが１００），いず

れにせよ，近時の判例は，権利行使，取り戻しの事案については，財産犯の成

立を否定する傾向にあるといって良いであろう。

第２項 主観的要素

重強盗罪が成立するために必要な主観的要素は，強盗罪が成立するために必

要な主観的要素と同じである。すなわち，故意の他に，強盗罪において要求さ
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れる「不法領得の意思 (Zueignungsabsicht)」が，「超過的内心傾向 (überschießen-

der Innentendenz)」として必要となる１０１）。

これに対し，わが国の強盗罪，強盗致死傷罪については，故意に加えて，窃

盗罪，横領罪等に要求される不法領得の意思が必要であるかが争われている。

判例は，下級審においてではあるが，一様に，強盗罪における不法領得の意

思は必要であるという立場を採っている。例えば，東京地判昭和６２年１０月

２２日判時１２９３号１７７頁は，Ａがタクシー運転手Ｂから金員を強取しようとし

て，タクシーに乗車し，車内において包丁をＢに突きつけて脅迫したところ，

Ｂが車外に飛び出したので，ＡはＢが残した金員を奪ってタクシーを運転して

逃走し人のいない所で乗り捨てようと決意して，タクシーを降りてＢを追いか

けさらに気勢を示して脅迫し反抗を抑圧したうえで，Ａ自らタクシーを運転し

て逃走したという事案について，タクシーの強取につき不法領得の意思の有無

が争われところ，Ａがタクシーを乗り捨てる意思であったとしても，不法領得

の意思を有していたことは明らかであるとして，強盗罪の成立を認めているの

である１０２）。

これに対し，学説上は，強盗罪，強盗致死傷罪における不法領得の意思の要

否について特に注目している論者が多いとはいえないが，一応，この問題に関

する立場は，以下の３つに分けることができよう。

第１は，領得罪全般について不法領得の意思が必要であるとしたうえで，強

盗罪，強盗致死傷罪でも不法領得の意思が必要であるとする立場である１０３）。

判例もこの立場に立つものと解される１０４）。

第２は，領得罪全般について不法領得の意思は不要であるとし，従って強盗

罪，強盗致死傷罪においても不法領得の意思は不要であるとする立場である１０５）。

領得罪全般について不法領得の意思を不要とする根拠としては，一時使用も可

罰的であり，毀棄・隠匿の罪との区別も領得罪への着手時に客観的に判断でき

るなどという点が挙げられている１０６）。

第３は，領得罪全般について不法領得の意思が必要であるとしながらも，強

盗罪，強盗致死傷罪については不法領得の意思の必要性について消極的に解す

る立場である。この立場の論者は，窃盗罪と異なり，強盗罪については，２項
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強盗罪（第２３６条第２項）の規定があるから，一時使用の目的で暴行・脅迫を

用いて財物を奪うといういわゆる使用強盗は，この２項強盗罪になると解しう

るものであって，強盗罪における不法領得の意思の重要性は，窃盗罪と比べて

低いと指摘する１０７）。もっとも，領得罪のうち，強盗罪，強盗致死傷罪には不

法領得の意思はまったく不要とする論者は皆無のようである。

これらの学説のいずれを採るべきかは，不法領得の意思に関する一般的な議

論にも関係するところであるが，少なくとも，強盗罪，強盗致死罪を他の領得

罪とは別に扱う必要はないであろう。なぜなら，不法領得の意思の存在を必要

とすることによって，暴行・脅迫によって毀棄・隠匿に出た場合を強盗罪の処

罰範囲から除外することができるし，また，いわゆる１項犯罪と２項犯罪の区

別は重視されるべきだとする観点から見ると，不法領得の意思のない使用強盗

について１項強盗罪は成立せず，この場合には２項強盗罪によってのみ処罰し

うることを明確にする点で，大きな意義があるように思われるからである。

また，ドイツにおける強盗の故意は，強要と奪取に関連していなければなら

ないとされる１０８）。さらに，暴行・脅迫という手段は，奪取のために被害者の

反抗を抑圧するという目的を伴った，いわゆる「目的関係 (Finalzusammenhang)」

になければならない１０９）。行為者が，当初は暴行行為に出たものの，それから

さらに発展して奪取に出たとしても，単に一個の強盗が問題となるに過ぎず，

強盗と窃盗の観念的競合は問題とはならない。また，行為者が，当初，奪取し

ようとしたものとは別の財物を誤って持ち去った場合には，奪取が別の財物の

領得に向けられていないから，単なる強盗未遂となるとされる１１０）。もっとも，

行為者が奪取しようとした金額と，実際に領得した金額に差異があったとして

も，強盗罪の成立は妨げられないとされる。ドイツ連邦裁判所は，Ａが５ドイ

ツマルクを奪おうとしてＢを殴打し，その所持していた財布を開けて中を見た

ところ，５ドイツマルクを超える多額の金員が入っていたので，その金員をす

べて領得したという事案につき，全体について単一の強盗罪が成立するとして

いる１１１）。

ドイツの強盗罪は，このように，暴行・脅迫と奪取の「目的関係」を要求す

ることにより，成立範囲の制限を行う点に特徴があると言える。これは，強盗
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罪の領得部分と暴行・脅迫部分が，目的と手段の関係になければならないとさ

れていることに起因する。もっとも，わが国の強盗罪においても，暴行・脅迫

と財物取得の間に，目的と手段の関係の存在を要求するかはともかくとしても，

少なくとも因果関係が要求されるということについては異論はないことか

ら１１２），結論としては大きな差異は生じないであろう。

また，「重大な身体傷害の危険」（第１項第１号 c）や，「死亡の危険」（第２

項第３号 b）を惹起する重強盗罪は，加重的結果について「少なくとも過失 (zu-

mindest Fahrlässigkeit)」が必要であるとする第１８条規定の結果的加重犯ではな

く，「危険」について，少なくとも「条件付き故意」が要求されているのであ

る１１３）。例えば，強盗の行為者が，意図的に具体的な「重大な身体傷害の危険」

を惹起したが，前もってその「重大な身体傷害の危険」の現実化も予見してい

たという場合には，「重大な身体傷害の危険」を惹起する故意と「身体傷害」

の故意が併存していると解されているのである１１４）。

第３項 未遂・既遂

重強盗罪の未遂・既遂は，重強盗罪の加重要件が充足されていることを前提

としたうえで，強盗罪の未遂・既遂によって決定される。

すなわち，重強盗罪の未遂は，強盗の着手が既になされており，さらに重強

盗罪の加重要件が充足された場合に認められる１１５）。従って，行為者に重強盗

の故意があり，強盗の着手がなされたけれども，重強盗罪の要件が充足されて

いない場合には，強盗罪の未遂にはなるが重強盗罪の未遂には至っていないと

される１１６）。また，未だ強盗の着手がなされておらず，単に強盗の準備のため

に武器を携帯した時点（第１項第１号 a，同 b）や，集団強盗の構成員が集合

した時点（第１項第２号）では，重強盗の実行の着手があったとは言えないと

される１１７）。

強盗の着手は，構成要件に属する直接的な行為が計画された時点で認められ

るとされている１１８）。しかし，「行為者から見て (Aus der Sicht des Taters)」法益

の具体的危険が発生していない場合には，強盗予備とはなっても未遂とはなら

ない１１９）。判例は，被害者が計算上その時間に到着するに違いない場所を犯行
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の現場とし，行為者が攻撃の準備をしてそこで待ち伏せていた場合１２０）や，行

為者が被害者の連れを暴行した場合１２１），あるいは武器を露出させて郵便配達

人の前に姿を現した場合１２２）等において強盗罪の未遂犯の成立を認めており，

さらに重強盗罪の加重要件も充足されたならば，重強盗罪の未遂犯が成立する

こととなる。また，直接的な財物奪取の目的が，暴行の際に継続して伴ってい

た場合には，その暴行は強盗未遂を意味することとなる。行為計画上，奪取と

の直接的な時間的つながりの存在が予定されていない暴行行為は，単なる予備

行為であるとされている１２３）。

重強盗罪の既遂は，重強盗罪の加重要件が充足され，かつ強盗が既遂に至っ

た時点で成立する。従って，強盗罪の既遂時期に関する議論は，重強盗罪の既

遂時期について決定的な意味を有している。

強盗罪の既遂時期は，奪取の完成時であると解されており，行為者自身の部

屋への奪取物の運搬を伴った段階では遅すぎるが，暴行あるいは脅迫が完成し

ただけでは不足であるとされている１２４）。また，行為者が占有保持者の反抗を

抑圧した場合には，財物を行為者のそばに移動させた時点で奪取が完成するも

のとされている１２５）。もっとも，強盗罪の既遂時期は，行為者の計画によって

も左右される。判例は，Ａが，Ｂのハンドバッグの中にあると思われる現金を

奪おうとして，暴行を用いてハンドバッグを奪い取ったが，中身を確認したと

ころハンドバッグの中には現金が入っておらず，ハンドバッグを放り投げたと

いう事案につき，これは強盗未遂となるとしている１２６）。これに対し，ＡがＢ

の財布を暴行を用いて奪ったが，後で財布の中身を確認したところ硬貨しか入

っていなかったため財布を投げ捨てたという事案について，強盗既遂が成立す

るとした判例１２７）もある。後の判例については，Ａはいくらかの金銭を強取し，

その目的がある程度達成されているのであるから，客体の価値に関する錯誤は

強盗既遂の成立を妨げないということであると理解されている１２８）。このよう

に，ドイツにおいては，未遂・既遂の成立時期は，行為の客体の客観的危険よ

りも，行為者の主観的危険の程度が重視されているようである。

これに対し，わが国の強盗致死傷罪，強盗罪の未遂・既遂はどのように解さ

れているであろうか。
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まず，強盗傷人罪，強盗殺人罪の未遂・既遂は，殺傷の未遂・既遂によって

決定され，財物奪取の完成の有無は未遂・既遂に影響しないと解されてお

り１２９），財物奪取の完成を必要とするドイツの重強盗罪の既遂とは大きな差異

がある。

次に，強盗罪の未遂・既遂はどうか。判例は，凶器を持ち被害者宅の表戸を

叩いた行為１３０），自動車強盗の目的で乗車し，自己の着用しているズボンの革

バンドを凶器に使用することを決心して犯行を窺う行為１３１），強盗目的で，出

刃包丁，刺身包丁，ジャックナイフ，懐中電灯を買い求め，これを携えて徘徊

した行為１３２）について，強盗未遂罪ではなく強盗予備罪が成立すると判示して

いる。そして通説は，財物・利益強取の意思をもって暴行・脅迫が開始された

時点で，強盗の着手が認められるとしている１３３）。このような判例・通説の立

場に立つならば，ドイツでは強盗未遂となるとされている強盗目的での待ち伏

せは，わが国では，未遂には至らない，強盗の予備行為と解されることとなろ

う。

強盗罪の既遂については，窃盗罪における取得説と同様，他人の占有を侵害

して財物を自己の占有に移動した時，すなわち，自己の事実的支配に置いた時

に成立すると解するのが通説である１３４）。単に財物に手を触れただけ（接触説）

では足りないが，財物を他に移転し（移転説），または隠匿すること（隠匿説）

は必要ではない。さらに，強盗においては，被害者は反抗を抑圧された状態に

あるので，占有の移転が実際上やや早く認められることはありうるとの指摘も

ある１３５）。強盗罪の既遂時期については，ドイツとわが国の解釈に大きな差異

はないと言えよう。

第４項 共犯

重強盗罪の共犯についても，共犯の一般規定が適用される１３６）。「重大な身体

傷害の危険」（第１項第１号 c）や，「死亡の危険」（第２項第３号 b）を惹起

する重強盗に関しては，各関与者（行為者または共犯）は，それぞれ，「危険」

を惹起する故意を有しているか否かに応じて，重強盗罪と強盗罪のいずれの罪

責に問われるかが決定される１３７）。共犯者間で事前に計画した強盗の行為から
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逸脱して重強盗に至った関与者がいた場合，共犯の「過剰 (Exzess)」とみなさ

れ，他の関与者は重強盗罪ではなく強盗罪によって処罰される１３８）。しかし，

関与者の「過剰」を許容，または利用しようとした他の関与者は，重強盗罪の

罪責に問われる１３９）。

これに対し，わが国の判例は，強盗の関与者の１人の暴行によって被害者が

死傷した場合には，関与者すべてについて強盗致死傷罪が成立するとしてい

る１４０）。判例は，結果的加重犯の加重的結果につき，基本犯と加重的結果との

間に条件的因果関係があれば足りるとし，行為者の過失の存在を要求していな

いのである１４１）。

もっとも，ドイツにおいても，関与者の１人が惹起した「死亡の危険」が現

実化し，強盗致死罪が成立した場合，他の関与者もまた，死の結果を軽率に惹

起したものとして，強盗致死罪の罪責に問われる１４２）。これは，重強盗罪と異

なり，強盗致死罪が結果的加重犯と解されていることに起因する。

第５項 他罪との関係

重強盗罪は，わが国の強盗罪と強盗傷人罪，強盗殺人未遂罪にまたがった内

容を含むが，惹起された傷害の態様や「危険」を惹起する故意の有無などによ

って，適用される規定や罪数関係が変化する。

まず，強盗により傷害が発生した場合には，通常は，第２４９条に規定される

強盗罪と第２２３条に規定される傷害罪の観念的競合となる１４３）。しかし，傷害

の態様が第２２６条に規定される重傷害罪 (Schwere Körperverletzung) に該当し

た場合には，強盗罪と重傷害罪の観念的競合となる１４４）。さらに，行為者が「重

大な身体傷害の危険」を惹起する故意によって被害者を「重傷害」に至らしめ

た場合には，重強盗罪（第１項第１号 c）と重傷害罪の観念的競合となる１４５）。

次に，傷害が第２５０条第２項第３号 a の「身体に対する重大な虐待 (körper-

lich schwer mißhandelt)」に該当する場合には，重強盗罪（第２項第３号 a）一

罪が成立する。もっとも，「身体に対する重大な虐待」の内容はやや複雑であ

る。「身体に対する重大な虐待」の文言は，児童に対する重い性的虐待罪

(Schwerer sexueller Mißbrauch von Kindern) に関する第１７６条 a 第５項第１号に

強盗関連罪の身分犯的構成（一）
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も同様に存在し，両規定の「身体に対する重大な虐待」の解釈は共通したもの

であるとされる１４６）。また，「身体に対する虐待 (körperlich mißhandelt)」とは，

傷害罪における「傷害」と同義である１４７）。もっとも，「身体に対する重大な虐

待」は，重傷害罪における「重傷害」や，監禁致傷罪 (Freiheitsberaubung) に

関する第２３９条第３項における「重大な健康侵害 (schwere Gesundheits-

schädigung)」とは別のものと解されている１４８）。保護義務者虐待罪 (Mißhandlung

von Schutzbefohlenen) に関する第２２５条第１項の「野蛮な虐待 (rohen mißhan-

delt)」も，「身体に対する重大な虐待」というには十分ではない１４９）。「身体に

対する重大な虐待」は，第２５０条第２項第３号 b における「死亡の危険を惹

起した」重強盗と同価値であることから，その意味は厳格に解釈されるべきで

あり，具体的には，被害者の身体の完全性の重度の侵害，すなわち，健康に対

する重大な障害が残存した場合や，苦痛を与える拘束具を用いて被害者の抵抗

を抑圧する等といった，重大な苦痛を伴う行為がなされた場合が，これに該当

するものと解されている１５０）。

これに対して，わが国の強盗致傷罪・強盗傷害罪（第２４０条）の傷害の内容

は，どのように解されているであろうか。わが国の判例・通説は，強盗致傷・

強盗傷害罪の傷害の内容を，傷害罪と同様のものと解している１５１）。従って，

ドイツにおける場合と異なり，傷害の内容によって適用条文が考慮されること

はない。しかし，下級審判例の中には，強盗致傷罪・強盗傷害罪の傷害につき

「病変或は創傷の内，少くともある程度の生活機能の毀損を伴うものであるこ

とを要する」として，傷害罪と強盗致傷罪・強盗傷害罪の傷害概念の相対性を

認めるものがあり１５２），これを支持する学説も有力である１５３）。傷害概念の相対

性を肯定する論者は，その論拠として，反抗を抑圧する程度の暴行を加えれば

軽度の傷害を生じる場合が多く，傷害が軽度の場合に第２４０条前段の重い刑を

科すのは，刑事政策的に妥当ではない点を挙げ，傷害概念は法定刑との関係で

構成要件ごとに解釈すべきである等と主張する。この相対的な傷害概念を肯定

する説に立った場合には，ドイツの場合と同様，傷害の内容が問題とされるこ

ととなる。

この相対的な傷害概念を肯定する説に対して，香川博士は次のように批判し
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ている。すなわち，「２０４条所定の傷害についてさえ，軽微なそれは排除すべ

きだとする所説もみられる。…こうした所説に対して，なお，法定刑の重いこ

とを理由に，傷害罪にいう傷害概念から排除すべき軽微な傷害と，本（第２４０

条の）罪の傷害から排除すべき軽微な傷害とを区別すべきだというのであろう

か」とし１５４），さらに強盗致傷罪・強盗傷害罪が，「強盗の機会」に傷害を与え

ることによって成立する犯罪であるという判例・通説の前提を採用するのであ

れば，「強盗の機会」に行われた軽微な傷害であっても強盗致傷罪・強盗傷害

罪の成立を認めるべきであり，「そうだとすると，前者の法定刑を理由にする

基礎づけは，その姿を消してゆく結果になりかねない。どうするつもりなのだ

ろうか」とするのがそれである１５５）。しかし，傷害罪の傷害概念から軽度の傷

害を除くという前提に立つならば，軽度の傷害は「暴行」であるに過ぎず，第

２０４条の「傷害」，第２４０条の「傷害」のいずれにも該当しないと解すべきで

あるし，そしてこのように解することによって，傷害概念の統一性自体も守ら

れるようにも思われる１５６）。

ドイツでは，重強盗によって被害者が死亡した場合はどうなるであろうか。

「重大な身体傷害の危険」を惹起する重強盗によって，被害者が実際に死亡し

た場合には，強盗致死罪が成立し，第１項第１号 c の重強盗罪はこれと法条

競合の関係となる１５７）。「死亡の危険」を惹起する重強盗によって被害者が実際

に死亡した場合には，第２項第３号 b の重強盗罪と第２２７条に規定される傷

害致死罪 (Körperverletzung mit Todesfolge) の観念的競合となるが，同時に第２

項第３号 b の重強盗罪は強盗致死罪と法条競合の関係となり１５８），傷害致死罪

もまた強盗致死罪と法条競合の関係となることから１５９），結局，強盗致死罪一

罪が成立することとなる。しかし，武器を使用した強盗などの，「危険」の惹

起以外の重強盗によって被害者が死亡した場合には，強盗致死罪と重強盗罪の

観念的競合となる１６０）。

第６項 小括

以上のように，ドイツの重強盗罪と，わが国の強盗罪・強盗傷人罪・強盗殺

人未遂罪との大きな差異としては，まず，未遂犯・既遂犯の成立時期が挙げら
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れる。わが国の強盗罪の着手時期・既遂時期は，いずれも客観的な側面から判

断される。すなわち，着手時期は暴行・脅迫の開始時に求められ，既遂時期は，

窃盗部分が既遂に達した時点，または事実上債務履行を免れるなどの利益を得

た時点に求められる１６１）。一方，ドイツの強盗罪の着手時期・既遂時期，特に

着手時期は，行為の客体の客観的危険性よりも，行為者の主観的危険性の程度

に大きく左右される。その観点から，強盗の行為が計画された時点から未遂犯

の成否が問題となり，特に具体的な危険が発生していると認められるのであれ

ば，待ち伏せの段階においても強盗の着手が認められるのである。この点にお

いて，ドイツの強盗罪は，わが国より早い着手時期を採用しているものと言え

よう。

もっとも，ドイツの重強盗罪は，強盗の完成に加えて，重強盗罪の加重要件

も充足されなければ，既遂とはならない。また，強盗の着手があったとしても，

重強盗罪の加重要件が充足されていなければ，強盗罪の未遂にはなっても，重

強盗罪の未遂にはならない。これに対して，わが国の強盗致死傷罪は，致死傷

の結果発生時に既遂となり，強盗の完成は既遂時期に影響を与えない。この相

違は，ドイツの重強盗罪があくまでも財産に対する罪のひとつと解されている

のに対し，わが国の強盗致死傷罪が，身体・生命に対する罪の性質を強く帯び

ていることに起因する。次節において述べるドイツとわが国の強盗致死罪の既

遂時期の相違についても，同様のことが言えるであろう。

次に，共犯の処理についてもドイツの重強盗罪とわが国の強盗致死傷罪では

差異がある。わが国の強盗致傷罪・強盗致死罪は結果的加重犯と解されている

ことから，強盗の関与者の１人の暴行によって被害者が死傷した場合には，結

果的加重犯の共犯として処理され，関与者すべてについて強盗致死傷罪が成立

する。一方，ドイツの重強盗罪は，故意犯であって結果的加重犯と解されては

いない。従って，共犯の処理についても，強盗の関与者の１人が「重大な身体

傷害の危険」（第１項第１号 c）や，「死亡の危険」（第２項第３号 b）を惹起

する重強盗に及んだとしても，他の関与者が上記の「危険」を惹起する故意を

有していなければ，共犯の過剰として処理され，「危険」を惹起する故意を有

していない関与者については，重強盗罪ではなく強盗罪が成立するのである。
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もっとも，ドイツにおいても，強盗致死罪は結果的加重犯と解されていること

から，強盗の関与者の１人が死の結果を惹起した場合には，わが国と同様，関

与者全員が強盗致死罪の罪責に問われることとなる。

また，他罪との関係については，ドイツとわが国とでは大きな差異がある。

わが国においては，強盗により傷害の結果が生じた場合には，傷害が加重的結

果として惹起された場合には強盗致傷罪，故意によって惹起された場合には強

盗傷害罪と呼称が区別されてはいるものの，いずれも第２４０条前段によって処

断され，法定刑に差はない。一方，ドイツにおいては，傷害の内容が重傷害に

及んでいるか否か，「危険」を惹起する故意があるか否かによって，強盗罪と

傷害罪の観念的競合，強盗罪と重傷害罪の観念的競合，重強盗罪一罪，そして

重強盗罪と重傷害罪の観念的競合というように，適用される犯罪構成要件が異

なるのである。また，このような，強盗関連罪と身体法益に対する罪との観念

的競合という処理方法は，強盗致死罪においても，強盗致死罪と，傷害致死罪，

故殺罪，謀殺罪といった生命法益に対する罪との観念的競合を認めるというか

たちで採用されている。しかし，これについては，身体・生命法益を，強盗関

連罪と身体・生命に対する罪とで二重に評価しているのではないかという疑問

もあり，この点の詳細は次節以降において改めて検討することとする。

８１） なお，わが国の盗犯等防止法第２条との関係については前注２１）参照。
８２） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 13.

８３） Tröndle/Fischer, a, a, O., §176a RdN. 16, §250 RdN. 9.

８４） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 9, 14.

８５） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 6 (Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 7.

８６） もっとも，財物奪取の目的と他の目的は併存しても良いとされる。vgl. Otto, a.

a. O., §46 RdN. 9.

８７） Otto, a. a. O., §46 RdN. 7.

８８） 強盗罪における強要と奪取には，「目的の結合 (finale Verknüpfung)」が存在し
ていなければならないとされる。Vgl. Otto, a. a. O., §46 RdN. 7.

８９） もっとも，強盗的窃盗においても重強盗罪は成立しうる。Kindhauser, BT II., §

14RdN. 19.

９０） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 6 (Eser).

９１） Tröndle/Fischer, a, a, O., §250 RdN. 5, 10; Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 6, 14.

９２） Tröndle/Fischer, a, a, O., §250 RdN. 7; Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 11.
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９３） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 6 (Eser).

９４） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 7 (Eser).

９５） Johannes Wessels / Thomas Hillenkamp, Strafrecht Besonderer Teil/2, Straftaten

gegen Vermögenswerte, 23. Aufl (2000), RdN, 322; Otto, a. a. O., §46 RdN. 7.

９６） Tröndle / Fischer, a. a. O., §242 RdN. 1; Wessels / Hillenkamp, a. a. O., RdN. 1; Je-

coks, a. a. O., §249 RdN. 1; Otto, a. a. O., §46 RdN. 1.

９７） BGH 17, 92.

９８） GA 62, 144.

９９） 最判昭和３０年１０月１４日刑集９巻１１号２１７３頁は，３万円の債権しか持たな
い債権者が，債務者から６万円を喝取したという事案について，「権利行使の方
法として社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段
である場合には，債権額のいかんにかかわらず，右手段により債務者から交付を
受けた金員の全額につき恐喝罪が成立する」と判示して，６万円全額について恐
喝罪の成立を認めている。しかし，この判例は，喝取した６万円の中の具体的に
言ってどの３万円について恐喝罪が成立するのかは事実上特定できないことか
ら，６万円全額について恐喝罪が成立すると判示したものとも理解することがで
き，３万円の債権者が３万円を債務者から喝取した場合には，恐喝罪は成立しな
いとも解しうるのではないかとの指摘がある（西田「権利の行使と恐喝」藤木他
編・刑法の争点（新版・１９８７年）２４４頁，林・財産犯の保護法益（１９８４年）２２６
頁）。一方，大阪高判昭和３４年１２月１８日下刑集１巻１号２５６４頁は，強姦され
たと称する婦女から依頼された行為者が，その相手方に対して慰謝料の交付を要
求した際の行為につき，これは権利行使の範囲内に属し恐喝罪を構成しないと判
示している。東京地判昭和４２年９月５日判タ２１３号２０３頁は，交通事故による
休業補償金の請求をめぐる交渉において，交通事故の被害者の代理人である被告
人が，交通事故の加害者である相手に対して畏怖をさせるに足る脅迫行為をした
ことが恐喝罪に当たるかが争われた事案について，脅迫行為の存在を確認するに
足る証拠はないとした上で，被告人の所為は交通事故の被害者の依頼を受け，そ
の者のために休業補償請求権を行使した権利行使行為として，社会通念上受忍さ
れる範囲を出てなかったものと認めるのが相当であると判示し，恐喝罪の成立を
否定している。

１００） 高松高判平成１２年１０月１９日判時１７４５号１５９頁は，右翼団体による街宣活動
に悩まされていたＡが，街宣活動をやめさせるための仮処分を裁判所に申し立て
るため集音マイクを所持していたが，それを右翼団体構成員Ｂに奪われたため，
Ａが集音マイクをその現場において取り戻そうとしてＢと殴り合いになり，双方
とも全治１０日の傷害を負ったという事案につき，「ＢがＡの集音マイクを奪い取
った行為は，少なくとも窃盗に当たることが明らかであるところ，確かにＢによ
るこの窃盗は，…既遂に達したとはみられるものの，…Ｂによる右集音マイクに
対する占有は，いまだ確固たるものになっていたとまでは評し得ず，これが不法
に奪い取られつつある事態がなお進行していたとみるのが相当である。したがっ
て，集音マイクに対する急迫不正の侵害は，その後も継続していたといわなけれ
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ばならない」として，Ｂは窃盗既遂となり，これに対するＡの行為は傷害罪の構
成要件に該当するものの，正当防衛として違法性が阻却される旨判示している。
しかし，本判決が，Ｂの窃盗既遂後に，これに対する正当防衛が認められるとし
た点は，正当防衛の急迫性の解釈に照らし疑問もある。また，そもそも，Ａの行
為は強盗傷人罪の構成要件に，そしてＢの行為は事後強盗傷人罪の構成要件に該
当すると解し，その上で正当防衛の成否を論ずべきではなかったかとも思われる。

１０１） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 8 (Eser); Jecoks, a. a. O., §249 RdN. 24;

Tröndle/Fischer, a. a. O., §242 RdN. 32, §249 RdN. 8.

１０２） 他に，東京地判昭和４１年８月１日判タ１９５号１７１頁，東京高判昭和５０年１１
月２８日東高刑報２６巻１１号１９８頁，福岡地裁小倉支判昭和６２年８月２６日判時
１２５１号１４３頁も，強盗罪の成立には不法領得の意思の存在が必要であるところ，
これを欠いているとして，強盗罪，強盗傷人罪の成立を否定している。
なお，東京高判昭和３４年７月１５日東高刑報１０巻７号３０８頁は，自動車を強取

した事案において，強取の意思の内容について言及し，「窃取または強取の『取』
とは，物を支配者の支配から離脱させるだけでは足らず，犯人において，その物
に対する支配を獲得することをいうのである。それで，物に対する支配を獲得せ
んとする意思をもつて，窃取または強取の意思とするのである。しかり，而して，
物に対する支配を獲得するということは，物を利用し又は処分することの可能な
状態を設定することを意味するのである。…物に対する支配を獲得せんとする意
思（窃取または強取の意思）こそ，まさに，不法領得の意思そのものに外ならな
いのである。従つて，かく論ずるときは，窃盗罪または強盗罪の成立には窃取ま
たは強取の意思の外に，更に不法領得の意思を必要とすると説くべきものではな
いのである」として，あたかも不法領得の意思を不要とした判例ともうけとれる
が，強盗罪の成立に必要な「強取の意思」が，「不法領得の意思そのもの」であ
ると明言しているのであるから，必ずしも不法領得を不要とした判例とは思われ
ない。東京地判昭和４０年１１月８日下刑集７巻１１号２０５０頁は，ＡがＢと雑談中
に憤激し，Ｂの頭部を殴打して負傷させた後，Ｂを困らせようとして，あるいは
何らの考えも意図もない特殊な心理状態の下で，Ｂ所有の腕時計，指輪等を持ち
去ったという事案について，Ａには「金品強取の犯意」がないことから強盗傷人
罪は成立せず，さらに不法領得の意思もないことから窃盗罪も成立せず，従って
傷害罪のみが成立すると判示している。この場合の「金品強取の犯意」もまた，
「不法領得の意思そのもの」である「強取の意思」と同義であると解されよう。

１０３） 井上＝江藤・各論１４３頁，大谷・各論２３５頁。
１０４） 福岡地裁小倉支判昭和６２年８月２６日判時１２５１号１４３頁は，強盗罪を含む領

得罪の成立には不法領得の意思の存在が必要であると明言している。
１０５） 内田・各論２７１頁，曽根威彦・刑法各論（第３版補正３版・２００６年）１２６頁。
１０６） 内田・各論２５４頁，曽根・各論１２７頁。
１０７） 団藤・各論５６４頁，川端・点景８６頁。なお，内田・各論２７１頁。
１０８） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 9 (Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 22; Kind-

häuser, BT II., §13 RdN. 19.
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１０９） Kindhäuser, BT II., §13 RdN. 19.

１１０） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 9 (Eser).

１１１） BGH 22, 350.

１１２） 香川・各論５１８頁。
１１３） Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 11 Aufl, §250 RdN. 28 (Herdegen); Kind-

häuser, BT II., §14 RdN. 9.

１１４） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 9.

１１５） Tröndle/Fischer, a. a. O., §250 RdN. 11.

１１６） Tröndle/Fischer, a. a. O., §250 RdN. 11.

１１７） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 15.

１１８） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 10 (Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 27.

１１９） BGH MDR 1989, 1050; Otto, a. a. O., §46 RdN. 27.

１２０） BGH NJW 1952, 514; BGH MDR 1989, 1050.

１２１） BGH 3, 299.

１２２） BGH MDR/D73,555.

１２３） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 10 (Eser).

１２４） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 10 (Eser).

１２５） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 10 (Eser).

１２６） BGH StV 1983, 460.

１２７） BGH NStZ 1996, 599.

１２８） Otto, a. a. O., §46 RdN. 29.

１２９） 最判昭和２３年６月１２日刑集２巻７号６７６頁。団藤・各論５９６頁，藤木・各論
３０１頁，西原春夫・犯罪各論（第２版・１９８３年）２２３頁，大塚・各論２２６頁，大
谷・各論２５０頁，前田・各論２１５頁。これに対し，平野・概説２１１頁は，強盗致
死傷罪が既遂となるには，殺傷のみならず財物奪取の完成も必要であるとする。

１３０） 最判昭和２９年１月２０日刑集８巻１号４１頁。
１３１） 東京高判昭和３２年５月３１日東高刑報８巻５号１３８頁。
１３２） 最判昭和２４年１２月２４日刑集３巻１２号２０８８頁。
１３３） 内田・各論２７７頁，大谷・各論２３４頁，堀内・各論１３３頁。
１３４） 団藤・各論５７７頁。
１３５） 大塚仁・刑法講義〔各論〕（改訂増補版・１９９２年）２１１頁，中森・各論１３０頁。
１３６） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 19.

１３７） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 19.

１３８） Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 11 Aufl, §250 RdN. 30 (Herdegen); Kind-

häuser, BT II., §14 RdN. 19.

１３９） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 19.

１４０） 最判昭和２２年１１月５日刑集１巻１号１頁，最判昭和２６年３月２７日刑集５巻
４号６８６頁。

１４１） 大判大正１４年１２月２３日刑集４巻７８０頁，最判昭和２２年１１月１４日刑集１巻
６頁，最判昭和２５年３月３１日刑集４巻３号４６９頁，最判昭和２６年９月２０日刑
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第３節 強盗致死罪 (Raub mit Todesfolge)

ドイツ刑法は，強盗致死罪 (Raub mit Todesfolge) として，第２５１条において，

「行為者が強盗（第２４９，２５０条）によって少なくとも軽率に他人を死亡させた

ときは，終身または十年以上の自由刑に処する。」と規定している１６２）。強盗致

集５巻１０号１９３７頁，最決昭和３２年３月１４日刑集１１巻３号１０７５頁等。
１４２） Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 5; Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 8

(Eser).

１４３） Tröndle/Fischer, a, a, O., §249 RdN. 11.

１４４） Tröndle/Fischer, a, a, O., §249 RdN. 11.

１４５） Tröndle/Fischer, a, a, O., §250 RdN. 13.

１４６） Tröndle/Fischer, a, a, O., §250 RdN. 9.

１４７） Jecoks, a. a. O., §250 RdN. 27.

１４８） Tröndle/Fischer, a, a, O., §176a RdN. 16, §250 RdN. 9; Jecoks, a. a. O., §250 RdN.

27.

１４９） Tröndle/Fischer, a, a, O., §176a RdN. 16, §250 RdN. 9.

１５０） Tröndle/Fischer, a, a, O., §176a RdN. 16, §250 RdN. 9.

１５１） 最決昭和４１年９月１４日裁集１６０号７３３頁，青柳・各論４９６頁，藤木・各論
３００頁。

１５２） 東京地判昭和３１年７月２７日判時８３巻２７頁。同旨，名古屋高裁金沢支判昭和
４０年１０月１４日高刑集１８巻６号６９１頁。

１５３） 平野・概説２１１頁，川端・各論１８６頁，平川・各論３５９頁。
１５４） 香川・各論５３２頁。
１５５） 香川・各論５３２頁。
１５６） 逆に，傷害罪の傷害概念から軽度の傷害を除くべきでないとするならば，強盗

致傷罪・強盗傷害罪からも軽度の傷害を除くべきではなかろう。なお，西田・各
論４０，１６６頁は，従来の強盗致傷罪・強盗傷害罪の法定刑の下限は懲役７年と重
く，酌量減軽をしても執行猶予を付しえなかったことから傷害概念の相対性が認
められてきたが，平成１６年の刑法一部改正により，強盗致傷罪・強盗傷害罪の
法定刑の下限が懲役６年に引き下げられたため，「この議論は不要となったもの
といえよう」とする。

１５７） Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 6; Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 12.

１５８） Tröndle/Fischer, a, a, O., §250 RdN. 13.

１５９） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 9 (Eser); Tröndle/Fischer, a, a, O., §227 RdN.

12; Otto, a. a. O., §46 RdN. 47.

１６０） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 10 (Eser); Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 12.

１６１） 内田・各論２７８頁。
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死罪は，この「少なくとも軽率に (wenigstens leichtfertig)」という文言から，

強盗罪（第２４９条）・重強盗罪（第２５０条）を基本犯とし，過失により死亡の

結果が発生した場合に関する結果的加重犯であると一般に解されている１６３）。

ただし，この強盗致死罪の基本犯には，「強盗と同様に罰せられる」強盗的恐

喝罪も含むと解されている１６４）。故意による行為も「少なくとも軽率に」行わ

れたものと解され，故意により死の結果が発生した強盗殺人の場合にも，強盗

致死罪は成立しうることになる。もっとも，このような場合には，強盗致死罪

と故殺罪（第２１２条）あるいは謀殺罪（第２１１条）が成立し，両者は観念的競

合となるとするのが判例・通説である１６５）。従って，故意ある強盗殺人（強盗

謀殺）は，強盗致死罪より重く処罰されるべき犯罪として評価されることとな

る。

また，強盗致死罪の成立には，加重的結果として，他人の死亡 (Tod eines an-

deren) が現実に生じていることが要求される１６６）。現実に死亡の結果が発生し

ていない強盗致死未遂の場合には，重強盗罪として，第２５０条第２項第３号 b

が適用され，さらに態様によっては，詳細は後述するが，過失致死罪（第２２２

条）あるいは傷害致死罪（第２２７条）も成立し，両罪は観念的競合となる１６７）。

このように，ドイツ刑法における強盗致死・強盗殺人の処理は，強盗致死罪

と生命に対する罪との観念的競合を認めるという点に特徴がある。これに対し，

わが国では，「強盗が，人を…死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」

と規定される第２４０条後段は，単に，強盗による傷害致死のみに限定せず，強

盗による殺人の故意ある場合，すなわち強盗殺人をも含めるものであり，強盗

致死・強盗殺人のいずれの場合も，第２４０条後段のみが適用されるものと解す

るのが判例・通説であり１６８），別個に生命に対する罪の成立を認めない点で，

ドイツと大きく異なっている。この点の詳細については後述する（本章第４節）。

第１項 死の結果

ドイツの強盗致死罪は，強盗が死の結果を惹起したすべての場合に成立する

わけではなく，客体と行為によってその成立が制限されている。

まず，客体による制限は，強盗致死罪における客体である「他人 (andern
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Menschen)」を，強盗への非関与者を意味するものと解することによってなさ

れている１６９）。「他人」は強盗の被害者だけを指すのではなく，例えば，強盗の

行為者が，被害者あるいは追跡者へ向けて発砲し，その流れ弾によって第三者

が死亡した場合についても，死亡した第三者は強盗致死罪の「他人」にあたる。

しかし，共犯のような，強盗行為への関与者に対して死の結果を惹起した場合

は，強盗行為への関与者は強盗致死罪の「他人」の範囲に含まれず，重強盗罪

の問題とされるのである。

次に，行為による制限は，強盗致死罪における死の結果について，強盗罪，

重強盗罪の未遂を含む「強盗の行為によって (durch den Raub)」惹起されるこ

とを要すると解することによってなされている１７０）。特に，第２５０条第２項第

３号 b の重強盗によって他人の生命の危険が惹起され，それが他人を死に至ら

しめた場合が強盗致死罪に該当する。

もっとも，死の結果が「強盗の行為によって」生じた場合すべてが強盗致死

罪を構成するわけではなく，強盗の手段である強要行為，すなわち暴行・脅迫

の直接の結果として，他人の死が惹起されなければならないとされている１７１）。

しかし，死が直接，故意の身体傷害行為に起因しなければならないということ

を意味するわけではない。例えば，強盗犯人またはその共犯から攻撃された被

害者が，逃げようとして転倒し死亡した場合についても，強盗致死罪が成立す

る。また，単なる脅迫によって死の結果が惹起された場合，例えば，行為者が

被害者を脅迫し，そのショックによって被害者の死の結果が惹起された場合で

あっても，強盗致死罪が成立する。これに対して，強盗犯人またはその共犯の

暴行・脅迫が，被害者または第三者の死の結果に直接影響を及ぼしていない場

合は，たとえ被害者または第三者が死亡していたとしても，強盗致死罪には当

たらない。例えば，強盗犯人を追跡中の警察官が発砲したが弾丸がそれ，第三

者が流れ弾に当たって死亡した場合には，強盗致死罪は成立しない１７２）。

また，強盗の目的である財物を領得する行為によって，他人の死が惹起され

た場合，例えば，行為者が，被害者の生命の維持にとって必要な薬を強奪した

ために被害者が死亡した場合，あるいは，被害者の衣服を強奪したため，被害

者が寒さに耐えられず凍死するに至ったというような場合には，強盗致死罪は

強盗関連罪の身分犯的構成（一）
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成立せず，謀殺罪（第２１１条）や過失致死罪（第２２２条）の問題となると解さ

れている１７３）。

さらに，強盗致死罪は，強盗の「着手が行われてから既遂に至るまでの間

(Zeitraum zwischen Versuchsbeginn und Vollendung)」に，死の結果が惹起された

場合に成立する１７４）。しかし，強盗的窃盗の暴行・脅迫によって死の結果が惹

起された場合にも強盗致死罪が成立し，さらに強盗的窃盗罪の「窃盗」行為に

は強盗も含まれることから，強盗既遂後であっても，死の惹起はなお強盗致死

罪の問題となりうる。例えば，強盗犯人が逃亡の手段として発砲し追跡者を死

亡させた場合や，銀行強盗の犯人と警察官との間で銃撃戦が発生し，その際，

強盗犯人の流れ弾が通行人に命中し，通行人が死亡した場合には，強盗致死罪

が成立する１７５）。これに対し，強盗犯人が，確保した財物を自動車で搬出する

際の交通違反行為によって，無関係の通行人を死亡させた場合には，既に発生

した強盗と死亡との「特別な内的連関 (spezifischen inneren Zusammenhang)」が

欠けているとして，強盗罪と過失致死罪の成立を認め，両罪はドイツ刑法第

５２条第１項に規定される併合罪（実在的競合 (Realkonkurrenz)）となるとされ

ている１７６）。

一方，わが国の強盗致死傷罪は，「強盗の機会」において死傷の結果が惹起

された場合に成立するというのが判例・通説である１７７）。このように解される

のは，「強盗の機会」における過失致傷，過失致死をも第２４０条の適用範囲に

含ませるためであり，判例が条件説を採用した結果であるという指摘もある

が１７８），実際に強盗による過失致死傷を第２４０条の適用範囲に含めた判例は皆

無のようである。これに対し，強盗致死傷罪の成立範囲は，強盗を手段として

死傷の結果が発生した場合に限定するべきとする手段説１７９），機会説を前提と

しながらも，第２４０条の適用が認められるのは，致死傷の結果を生じた原因行

為が性質上強盗に付随してなされるものと通常予想し得る程度に，強盗行為と

密接な関連性を有する場合に限定されるべきであると説く関連性説１８０）も主張

されている。特に関連性説の論者は，「密接な関連性」が否定される事案とし

て，遺恨をはらすために被害者を殺害した場合や，強盗の共犯同士が仲間割れ

により殺し合った場合等を挙げる。ドイツにおいては，上述したように，強盗
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致死罪が成立するためには，強盗行為と死亡の結果との「特別な内的連関」が

必要であるとされているのであるから，わが国の関連性説に比較的近い構成を

採っていると言えるであろう。

それでは，ドイツとわが国の強盗致死罪の処罰範囲を，具体的事例に照らし

て比較するならば，どのような差異があるであろうか。脅迫により他人の死が

惹起された場合については，ドイツでは強盗致死罪の成立が認められるところ，

わが国においても，脅迫により傷害の結果が惹起された事案について，強盗致

傷罪の成立を認めた判例がある１８１）。強盗犯人または共犯以外の者により死傷

の結果が惹起された場合は，ドイツと同様，わが国でも強盗致死傷罪の問題と

はなり得ない。強盗犯人が強取のために発砲した際の流れ弾で通行人が死傷し

た場合には，ドイツでは強盗致死罪の成立が認められるところ，わが国におい

ても，強盗殺人の手段としての発砲の流れ弾で通行人が負傷したという事例に

ついて，２個の強盗殺人未遂罪の成立を認めた判例がある１８２）。強盗後の逃走

の際の交通事故等の過失によって被害者が死亡した場合は，ドイツと同様，わ

が国でも強盗致死傷罪の問題となり得ない１８３）。

第２項 主観的要素

ドイツの強盗致死罪においては，どのような主観的要件が必要とされている

かについてみてみよう。

ドイツにおいては，主観的構成要件として，死の結果について過失があると

いうだけでは十分ではなく，強盗致死罪のほか，幼児強制わいせつ致死罪（第

１７６条 b），性的恐喝・強姦致死罪（第１７８条），ハイジャック・シージャック

致死罪（第３１６条 c 第３項）などの結果的加重犯の多くには，重い結果を「軽

率に」生じさせたことが必要とされる１８４）。この「軽率さ (Leichtfertigkeit)」と

は，結果的加重犯に関する第１８条１８５）における，故意には至らないが，通常

の過失よりは「高い程度の過失 (gestigerte Form Fahrlässigkeit)」であって１８６），

民法上の「重過失 (groben Fahrlässigkeit)」に相当するものであると解されてい

る１８７）。より具体的には，「軽率さ」は，行為者が重大な不注意によって，構成

要件を実現していることを認識しなかった場合，すなわち，行為者が明確に認
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識していなければならないことを無視している場合に存在しているものとされ

ている１８８）。従って，単に，強盗が実行され，死亡の結果が発生したからとい

って，ただちに「軽率に」という要件を満たすと解することはできない。行為

者が直接，特別な事情により，具体的に被害者が死亡するという結果発生の可

能性を予見していたときに，「軽率さ」の存在が認められることとなるのであ

る。例えば，行為者が強盗の目的で，殺意なくして被害者の頭部を棍棒で殴打

したものの，力を強く入れすぎて被害者が頭蓋骨骨折により死亡した場合など

がこれにあたる１８９）。これに対して，強盗の実行行為の後に，明らかに重傷を

負った被害者を放置するという，被害者の生命への配慮を欠く行為によって被

害者を死に至らしめた場合には，軽率としては扱われず，強盗致死罪ではなく，

不作為の謀殺罪の問題となる１９０）。

一方，わが国の第２４０条における強盗致死罪の主観的要素は，強盗致死罪の

構成について，結果的加重犯説を採った場合はもちろん，結合犯説を採ったと

しても，強盗致死罪の一部を構成する傷害致死罪は結果的加重犯であることか

ら，強盗致死罪については，重い死の結果について故意の有無は問題とならず，

過失の有無が問題となる。この点について，わが国の通説は，責任主義を貫徹

する見地から，結果的加重犯が成立するためには，基本犯と加重的結果との間

に相当因果関係が必要であり，重い結果について行為者に過失が必要であると

している１９１）。従って，傷害致死罪の成立には，人の死という重い結果につい

て行為者に過失が必要であるということとなる。しかし，判例は，傷害と人の

死という重い結果との間に条件関係があれば足り，過失の存在も不要であると

している１９２）。このような判例における強盗致死罪の処罰範囲は，「軽率さ」と

いう高度の過失の存在が要求されるドイツ強盗致死罪と比べ，当然に広くなる。

なお，わが国の刑法は，ドイツ刑法第１８条に相当するような結果的加重犯

の総則規定を持たないものの，改正刑法草案は第２２条において「結果の発生

によつて刑を加重する罪について，その結果を予見することが不能であつたと

きは，加重犯として処断することはできない。」と規定している。改正刑法草

案第２２条に規定される結果的加重犯は，重い結果について，その程度はとも

かく過失を要求している点で，ドイツ刑法第１８条における結果的加重犯と類
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似した構成を採っていると言える。

また，わが国の強盗致傷罪・強盗傷害罪の成立については，行為者に暴行の

故意が必要か否かが争われている。暴行の故意を必要とする論者は，第２４０条

前段の「負傷させた」という文言から，強盗傷害に関しては，傷害罪（第２０４

条）の成立要件を満たす必要があるとして，少なくとも暴行の故意が必要であ

ると主張する１９３）。この必要説を採ったならば，死の結果が発生した場合に，

暴行と致死の関係がさらなる問題となる。大審院時代の判例は，傷害罪を結果

的加重犯と解し，その基本犯を暴行のみに限定しており，傷害致死罪の成立に

は，最低限暴行の認識が必要であるとしている１９４）。このような判例の立場を

採ったならば，強盗致死罪についても暴行の故意が必要となるということとな

るであろう。もっとも，後述するように，近時の下級審判例は，暴行によらな

い無形的傷害を認める傾向にある。

これに対して，不要説の論者は，強盗犯人の脅迫から死傷の結果が発生した

場合や，強盗犯人の持っていた拳銃が爆発したといった，単純な過失で支障の

結果が発生した場合を，第２４０条の罪の処罰範囲から除外すべきではないと主

張する１９５）。不要説を前提とするならば，第２４０条の罪の成立には必ずしも暴

行の故意は必要ではなく，傷害の故意や死傷の結果に関する過失でも足りると

いうこととなる。もっとも，不要説の主張する第２４０条の罪の処罰範囲の内容

は多様であって，第２４０条の罪の処罰範囲に含めることが妥当か否かは，個別

に検討すべきようにも思われる。

このような不要説の主張する，暴行によらない死傷の具体的な事例としては，

主として次の２つの場合を挙げることができるであろう。

第１は，過失により死傷の結果が発生した場合である。これを第２４０条の処

罰範囲に含めるべきか否かの議論は，上述の「強盗の機会」説と手段説，関連

性説の対立とも深く関わるところである。手段説の論者は，過失による死傷を

第２４０条の処罰範囲から除くべきであると主張している，また，関連性説の内

部においても，過失による死傷を除くべきとの主張がある１９６）。過失による死

傷を肯定するか否かは，この「強盗の機会」に関する学説の選択によって決定

されるべき問題であろう。もっとも，行為者が脅迫したところ被害者が逃亡し，

強盗関連罪の身分犯的構成（一）

（２０４）・１４７



その際に被害者が転倒して死傷した場合については，行為者が強盗犯人でなけ

れば脅迫罪と過失致死傷罪が成立するところであるが１９７），少なくとも行為者

が強盗犯人である場合には，上述の脅迫による死傷の事例に含め，第２４０条の

処罰範囲に含めて良いように思われる。

第２は，病原菌の感染や毒物による死傷の場合である。最判昭和２７年６月

６日刑集６巻６号７９５頁は，性病であることを秘して性交し病毒に感染させた

場合を，暴行によらない傷害と解している。これに対しては，病原菌に感染さ

せる行為も物理的有形力の行使であり，むしろ暴行による傷害と解すべきでは

ないかとする主張もある。例えば，西田教授は，「被害者に病原菌の入った飲

み物を飲ませ腹痛を生ぜしめて財物を奪取した場合にも，暴行でないとすれば，

強盗罪，強盗致傷罪の成立を認めることは困難となって不当であろう」とされ

ている１９８）。

もっとも，病原菌に感染させる等の行為については，暴行によるかよらない

かは別としても，傷害罪が成立することは疑いない。従って，少なくとも強盗

致傷の事例については，病原菌に感染させる等の行為を暴行によらない傷害と

解したとしても，強盗致傷罪の成立を認めることが困難とまでは言えないよう

にも思われる。では，強盗の事例についてはどうであろうか。強盗致傷罪・強

盗傷害罪における傷害概念の相対性を肯定する下級審判例は，強盗致傷罪・強

盗傷害罪における傷害を「病変或は創傷の内，少くともある程度の生活機能の

毀損を伴うもの」１９９）と位置づけている。従って，相対性肯定説を前提とする

ならば，病原菌に感染させる等の行為による強盗とは，「ある程度の生活機能

の毀損」を伴わない程度の病原菌の感染等により，被害者の反抗を抑圧して財

物を奪取した場合ということとなる。しかし，このような状況は，現実に想定

することが困難であるようにも思われる。

また，病原菌等による身体への作用を，物理的有形力の行使と解して良いか

という点についても，慎重に検討する必要があろう。確かに，病原菌や毒物は

身体の細胞に影響を及ぼすものであり，極めて微小な単位，規模における有形

力の行使はあると言えるかもしれない。しかし，これを有形力の行使とするな

らば，従来は暴行から除かれていた行為の多くが，暴行の範囲に含まれるおそ
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れがある。例えば，騙して睡眠薬を服用させ昏睡したところで財物を奪取する

という，昏睡強盗の典型的事例についても，脳内細胞への薬物の作用を有形力

の行使と解したならば，すべてが単純強盗となるものと解さざるを得なくなっ

てしまうであろう。また，音声が空気の振動であることから，上述の嫌がらせ

電話の事例についても，電話を通じて被害者の鼓膜を音声により振動させたと

して，有形力の行使と解さざるを得なくなってしまう。このような有形力の概

念の無限定的な拡大を避ける意味から，病原菌等に感染させる等の行為は，無

形力による傷害として位置づけるべきではないかと思われる。

もっとも，西田教授の主張は，強盗致傷・強盗傷害の未遂罪がありうるかと

いう議論に関係して展開されているようにも思われる。西田教授は，第２４０条

の未遂を，強盗既遂・殺人未遂の場合に限定されている２００）。そのうえで，病

原菌等の入った飲み物を飲ませたが，相手がたまたま発病しなかった場合につ

き，暴行罪が成立すると解すべきであるとされている２０１）。従って，あるいは

西田教授は，強盗の故意で病原菌等の入った飲み物を飲ませたが，相手がたま

たま発病せず，財物の奪取を果たせなかった場合を，強盗傷害未遂罪ではなく，

暴行既遂・窃盗未遂型の強盗未遂罪とすべきとの考えに立たれているのかもし

れない。しかし，その一方で，西田教授は，暴行によらない傷害の概念自体は

肯定されている２０２）。病原菌等の入った飲み物を飲ませた場合のみを強盗未遂

罪とするとしても，それ以外の，嫌がらせ電話等の暴行によらない傷害の未遂

の場合を強盗傷害未遂罪あるいは不可罰とするのでは均衡を失するであろうし，

やはり強盗未遂罪が成立すると解したならば，病原菌等による身体への作用を

暴行と解する意義が失われてしまうこととなるであろう。以上のことから，病

原菌に感染させる等の行為は，暴行によらない傷害と解し，暴行によらない傷

害既遂・窃盗未遂型の強盗傷害未遂罪を，強盗殺人未遂罪と共に，第２４０条の

未遂に含めるべきではないかと考える２０３）。

また，強盗致死罪の主観的要素の問題は，強盗行為と死亡の結果に関する手

段説と「強盗の機会」説の対立と無関係ではない。手段説を採ったならば，強

盗致死傷罪の成立においては，死亡の結果は，強盗行為の一部である財物奪取

に向けた暴行・脅迫を手段として惹起されたものに限定されることになる。こ
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のように解すれば，死傷の結果を惹起した場合，その手段となった強取（暴行

・脅迫）については故意が，そしてそれから発生した死傷の結果については少

なくとも過失が必要ということとなる。しかし，判例の採る「強盗の機会」の

理論においては，このような手段と結果の関係は条件的因果関係で足りるとい

うのであるから，理論的には，死傷の結果については過失さえ不要ということ

となる。

第３項 未遂・既遂

ドイツの強盗致死罪は，強盗部分と致死部分の両方が完成することによって

既遂となる。従って，強盗致死の未遂の態様としては，次の２つが挙げられる。

第１は，財物奪取が完成していないが，死の結果は発生した場合である２０４）。

わが国の判例・通説は，強盗致死傷罪は，生命・身体法益を重視する観点から，

死傷の結果が惹起された時点で，財物奪取の有無を問わず既遂犯が成立すると

解している２０５）。しかし，ドイツでは，強盗致死罪もまた強盗罪の一種である

として，既遂犯の成立には財物奪取の完成が必要と解されているから，行為者

が死の結果を惹起したが財物奪取を完成していない時点では，基本犯である強

盗罪が未遂であるとして，強盗致死罪の未遂が成立するにとどまる。もっとも，

死の結果が発生した点については傷害致死罪も成立し，両者は観念的競合とな

ると解されている２０６）。さらに，例えば，行為者が強盗の故意で被害者を銃で

脅迫したものの，銃の操作を誤って被害者を殺害してしまい，それにショック

を受けて財物奪取の意思を放棄した場合２０７）など，行為者が，被害者の死亡後

に，可能であった財物奪取を自発的に放棄した場合には，中止犯 (Rücktritt) に

関する第２４条第１項２０８）が適用され，行為者は強盗致死未遂の中止犯となり，

強盗の点に関しては処罰されない２０９）。もっとも，この場合にも，死の結果が

発生した点については傷害致死罪が成立する２１０）。

第２は，行為者が被害者を殺害して財物を奪取しようとしたが，死の結果が

発生しなかった場合である２１１）。この場合には，ドイツでは，財物奪取が完成

したか否かを問わず，強盗致死罪の未遂が成立し，これと謀殺罪の未遂との観

念的競合となる２１２）。
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一方，わが国においては，強盗の罪の未遂に関する第２４３条が，「第２３８条

から第２４１条までの罪の未遂は，罰する」として，第２４０条の未遂の存在を明

示的に規定している。この第２４０条の未遂の内容について，通説は，生命・身

体法益を重視する観点から，殺傷の点が未遂に終わった場合であるとしてい

る２１３）。これに対して，強盗自体が未遂に終わった場合であるとする見解も有

力である２１４）。

また，通説の立場に拠った場合には，第２４０条に含まれる強盗致傷罪，強盗

傷害罪，強盗致死罪，強盗殺人罪のうち，強盗傷害罪，強盗殺人罪における故

意ある傷害・殺人の未遂のみが，第２４０条の未遂となるとするのが一般であ

る２１５）。すなわち，強盗致傷罪については，有形的傷害の未遂は暴行であるこ

とから，傷害の意思で暴行を加えたところ暴行にとどまった場合は，第２４０条

の未遂ではなく，単に強盗罪が成立する。そして，強盗致死罪については，結

果的加重犯に未遂の態様が考えられないため，その未遂罪もまた考えられない

とするのが一般である。さらに，強盗傷害の未遂とはすなわち，単なる強盗の

手段として暴行を用いた強盗罪となるに過ぎず，結局，第２４０条の未遂は，殺

人が未遂に終わった場合のみとなるとする主張もあるが２１６），無形的傷害によ

る強盗傷害の未遂を想定することも不可能ではないように思われる。この点に

ついては改めて検討する（第３章第１節第６項）。

第４項 共犯

強盗致死罪の共犯について，ドイツにおいては，数人の行為共同者のうちの

１人が直接に死の結果を惹起させた場合，他の行為共同者は，その結果に関し

て同様に「軽率さ」があるとされる２１７）。従って，行為共同者もまた，強盗の

行為を少なくとも故意に実行したと認められる限りにおいて，死の結果につい

て「軽率さ」が認められ，強盗致死罪の責任を負う。言いかえれば，１人の者

のみが死の結果を惹起した場合にも，他の行為共同者は強盗致死罪に問われる

ことになるのである２１８）。また，直接に死の結果を惹起した者自身が軽率とさ

れるかどうかという点は，残りの者の可罰性にとって問題とはならない。従っ

て，行為者に過失がないとされたとしても，教唆者は，死の結果を惹起したこ
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とにつき，自身の軽率によって強盗致死罪の罪責に問われることとなる２１９）。

一方，わが国においては，特に傷害致死罪に関する判例において，結果的加

重犯の基本犯と加重的結果との間に条件的因果関係があれば足りるという立場

が採られており，行為者の過失の存在を要求されていない２２０）。このような立

場に立つならば，結果的加重犯の共犯の責任は容易に認定されることとなろう。

強盗致死罪に関する判例においても，最判昭和２６年３月２７日刑集５巻４号

６８６頁は，ＡとＢが共謀の上強盗に着手したものの，家人に騒がれて逃走し，

さらに警察官に発見され逮捕されそうになったため，Ｂが逮捕を免れるため警

察官に切りつけて死亡させたという事案につき，「Ｂの傷害致死行為は強盗の

機会において為されたものといわなければならないのであって，強盗について

共謀した共犯者等はその一人が強盗の機会において為した行為については他の

共犯者も責任を負うべきものである」として，Ａも強盗致死の加重的結果につ

き責任を負う旨判示している。

これに対し，通説は，結果的加重犯の加重的結果につき過失が必要であると

している２２１）。従って，上掲最高裁昭和２６年判決の事案においても，Ａには死

の結果の予見可能性が要求されることとなる。もっとも，「必要説に立っても，

重い結果を発生させる危険性を内包している犯罪行為を故意に行っている以上，

重い結果を帰責し得ない場合はほとんど考えられない」２２２）という指摘もあり，

少なくとも実際の結論のレベルに限っては，判例と通説の間に大差はないよう

にも思われる。

第５項 他罪との関係

ドイツでは，強盗致死罪と他罪との関係は，惹起された死の結果を考慮する

ことによって決定される。すなわち，過失致死罪（第２２２条）と傷害致死罪（第

２２７条）は，強盗致死罪と法条競合の関係となる２２３）。既に死の結果が強盗致

死罪によって評価され尽くされているからである。また，財物奪取は完成して

いないが死の結果は惹起された強盗致死未遂の場合には，死の結果が評価され

尽くされていないことから，強盗致死罪の未遂と傷害致死罪との観念的競合と

なるとされる２２４）。
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これに対し，強盗致死が故意の態様で実行されたことが明らかとなった場合

には，上述のように，謀殺罪（第２１１条）または故殺罪（第２１２条）と強盗致

死罪との観念的競合となるとするのが判例・通説である２２５）。殺意あるいわゆ

る強盗謀殺（強盗殺人）の場合には，強盗致死罪のみの適用では足りないとい

うのである。しかし，一部の判例は，故意ある謀殺罪または故殺罪が成立する

場合には，過失より重い「軽率さ」を要求している強盗致死罪の構成要件該当

性を阻却すべきとしている２２６）。謀殺罪または故殺罪と強盗致死罪の観念的競

合を認めるならば，死の結果を二重に評価することとなる。従って，この判例

の理論は優れているようにも思われるが，学説上は有力とは言い難いようであ

る２２７）。また，詳細は後述するが，ルドルフィーは，「軽率さ」と故意の概念は

違うのであるから，強盗謀殺について故意による謀殺罪が成立するとしても，

「軽率さ」による強盗致死罪が成立するわけではないなどとして，謀殺罪と強

盗罪を適用すべきと主張している２２８）。

もっとも，暴行の直後に奪取が続いて行われたのでなければ，まだその時点

では強盗の着手とは見なされない２２９）。従って，殺人と奪取の間に時間的間隔

が存在する場合は，謀殺罪・故殺罪と領得罪の併合罪となる。例えば，行為者

が被害者を殺害して立ち去ったものの，その１時間後に引き返して被害者の遺

品を奪取した場合などがこれに当たる。殺害後にはじめて領得罪の故意を生じ

た場合も同様である。

さらに重強盗罪との関係についてはどうか。強盗によって他人の生命を危険

に陥れた場合には，第２５０条第２項第３号 b が適用される。しかし，それが

死亡の結果を惹起した場合については，強盗致死罪一罪のみが問題となる。し

かし，「軽率さ」によらず，「単純な過失 (einfache Fahrlässigkeit)」によって死

の結果を惹起した場合には，強盗致死罪は成立せず，従って，第２５０条第２項

第３号 b の重強盗罪が成立し，これと過失致死罪（第２２２条）あるいは傷害

致死罪（第２２７条）の観念的競合となる２３０）。また，強盗の際に武器等を携行

あるいは使用し，被害者が死亡した場合には，重強盗罪と強盗致死罪の観念的

競合となる２３１）。

一方，わが国においては，詳細は第３章において後述するが，判例・通説は，
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強盗犯人の故意の傷害・殺人については，第２４０条の強盗傷害罪・強盗殺人罪

が適用されるものと解している２３２）。これに対し，大審院時代の判例及び一部

の有力説は，強盗致死罪と殺人罪の観念的競合とすべきと主張していた２３３）。

この主張は，強盗謀殺を強盗致死罪と故殺罪または謀殺罪の観念的競合とする

ドイツの判例・通説に類似した立場と言うことができよう。しかし，わが国に

おいては，この立場を採ると，死の結果を二重に評価することとなると批判さ

れている２３４）。

第６項 小括

以上のように，ドイツとわが国では，強盗致死罪の規定形式や解釈について

様々な相違点がある。

まず，ドイツにおいては，故意ある強盗殺人は強盗致死罪と謀殺罪または故

殺罪との観念的競合として処理する。また，強盗による致傷・傷害は強盗罪と

傷害罪または重傷害罪の観念的競合とし，強盗による致死の場合には強盗致死

罪のみが適用される。このように，ドイツの強盗致死罪に関する規定の特徴と

して，故意ある強盗殺人の場合に，謀殺罪・故殺罪との観念的競合を認める点

が挙げられる。一方，わが国においては，強盗致傷・強盗致死・強盗傷害・強

盗殺人のすべてを第２４０条によって処理しており，強盗致死傷罪と身体・生命

の罪との観念的競合を認めるべきとする学説もあるものの，身体・生命法益の

侵害は強盗致死傷罪において評価されつくされているとして，否定する立場が

支配的である。

死の結果が発生した場合の強盗致死罪の成立範囲についても，ドイツにおい

ては強盗と死亡との「特別な内的連関」がある場合に限られるが，わが国にお

いては，「強盗の機会」において死の結果が惹起された場合であれば足りると

いう，緩やかな制限となっている。もっとも，ドイツの場合は，「特別な内的

連関」がなく強盗致死罪が成立しないとしても，死の結果が故意で惹起された

場合には，さらに重い謀殺罪が成立する可能性があり，全体的な処罰範囲とし

ては大きな相違はないと考えられる。

また，ドイツ強盗致死罪は，強盗罪，重強盗罪を基本犯とする結果的加重犯
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であり，従って，主観的要件については，死の結果につき，重過失に相当する

「軽率さ」が要求されている。

既遂時期については，暴行・脅迫と財物奪取がいずれも完成していなければ

ならないとされる強盗罪と同様に，強盗致死罪もまた，死の結果と財物奪取が

いずれも完成していなければならないとされている。これに対し，わが国にお

いては，第２４０条の強盗致死罪は，強盗罪としての性質より，生命・身体に対

する罪としての性質が重視されており，端的に生命・身体に対する罪の一つと

して位置づける論者もある。これを前提として，判例・通説は，財物奪取の完

成は強盗致死傷罪の既遂犯の成立に影響しないとしており，財物奪取の完成が

要求される強盗罪における既遂時期と一線を画している。

共犯についてはどうか。数人の行為共同者のうちの１人が直接に死の結果を

惹起させた場合，ドイツにおいては，他の行為共同者にも「軽率さ」があると

される。また，わが国においては，結果的加重犯の加重的結果につき過失が要

求されるべきか否かについて議論があり，過失が必要でないとするならば，他

の行為共同者も強盗致死罪の罪責を負うこととなる。また，加重的結果につき

過失が要求されるという立場を採ったとしても，強盗の故意行為の共犯は重い

結果についてほとんどの場合に過失があると言えるとの指摘もある。従って，

ドイツ・わが国とも，結局は，他の行為共同者に強盗致死罪の罪責を負わせる

こととなると言える。

このように，ドイツとわが国の強盗致死罪は，結論のレベルにおける共通点

は多い。しかし，その基となる規定そのものの仕方については大きな相違があ

ると言える。わが国の強盗致死傷罪は，財産犯としての性質よりも，身体・生

命に対する罪としての性質が重視されている。一方，ドイツにおいては，強盗

の際の身体・生命法益の保護は，第２１１条に規定される謀殺罪によって主に図

られているのである。従って，ドイツの強盗致死罪を理解するうえでは，謀殺

罪の考察もまた非常に重要と言えるであろう。

また，強盗致死傷罪の処罰範囲の制限方法については，ドイツでは，処罰範

囲を客体と行為により二重に制限しているのに対し，わが国では，判例は「強

盗の機会」に死の結果が惹起されたならば，強盗致死罪が成立するという「機
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会」説を採っている。このように，ドイツと比べ，わが国の判例の処罰範囲の

制限基準は，理論的には非常に単純であるのだが，具体的な処罰範囲に関して

は，ドイツとわが国で大差がない。これは，わが国の「強盗の機会」の基準が，

やや抽象的であるが故に，結論の妥当性を重視して運用されているということ

ではなかろうか。そうであるならば，理論的な処罰制限方法として，ドイツの

強盗致死罪における解釈論を，わが国の強盗致死傷罪に導入する余地もあるよ

うに思われる。この試みについては，後に改めて検討する。

１６２） 強盗致死罪（第２５１条）の原文は次の通りである。Verursacht der Tater durch den

Raub (§§249 und 250) wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist

die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

１６３） Otto, a. a. O., §46 RdN. 40.

１６４） Jecoks, a. a. O., §255 RdN. 6.

１６５） RG 63 105; BGH 9 135; Schönke/Schröder, a, a, O., §251 RdN. 9 (Eser); Otto, a. a.

O., §46 RdN. 48; Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 6; Kindhauser, BT II., §15 RdN.

12. もっとも，ドイツの論者のほとんどは，強盗謀殺の場合に，強盗致死罪と故
殺罪の観念的競合となるとする可能性をなお排除していない。これは，謀殺罪の
要素である「利欲から」という動機が，例えば，怨恨，復讐目的が殺害の「主導
的な動機 (leitende Beweggrunde)」である場合などには「全体的評価 (Gesamt-

würdigung)」により存在が否定されるように，強盗致死罪の主観的要件と必ずし
も併存するとは限らないことを前提としているものと思われる。

１６６） Schönke/Schröder, a, a, O., §251 RdN. 3 (Eser).

１６７） Nürnberg NStZ 86, 556; Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 2a.

１６８） 大判大正１１年１２月２２日刑集１巻８１５頁，最判昭和３２年８月１日刑集１１巻
８号２０６５頁，平川・各論３５９頁，山口・各論２３３頁，西田・各論１６４頁。

１６９） Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 3; Schönke/Schröder, a, a, O., §251 RdN. 3

(Eser); Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 2.

１７０） Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 3.

１７１） Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 3; Otto, a. a. O., §46 RdN. 40.

１７２） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 5 (Eser).

１７３） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 4 (Eser).

１７４） Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 5.

１７５） BGH 38, 298; BGH NJW 1999, 1039; Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 11

Aufl, §251 RdN. 6 (Herdegen); Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 2; Otto, a. a. O., §46

RdN. 42.

１７６） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 4 (Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 42.

１７７） 最判昭和２４年５月２８日刑集３巻６号８７３頁。牧野・各論下巻６５３頁，平井彦
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三郎・刑法論綱各論（１９３４年）３７４頁，小野清一郎・刑法講義各論（新訂３版・
１９５０年）２４４頁，木村・各論１２２頁，団藤・各論５９４頁，江家・各論３０３頁。

１７８） 香川・各論５３１頁参照。
１７９） 宮本・大綱３６３頁，瀧川幸辰・刑法各論（増補・１９６８年）１３１頁，香川・各論

５３２頁。なお，西田・各論１６５頁は，強盗致死傷罪が事後強盗致死傷を含むこと
から，「手段説が妥当でないことは明らかであるが，通常の強盗の場合も，これ
との均衡上，機会説をとるべきである」としながらも，「強盗の手段たる暴行・
脅迫と事後強盗類似の状況における暴行・脅迫に限定されるべき」であるとする。
手段説の論者のほとんどは，たしかに，事後強盗類似の場合が「強盗の機会」に
あたるかについて言及していないが，「窃盗の機会」の暴行・脅迫により惹起さ
れた致死傷であれば，事後「強盗の機会」の致死傷と言えることから，強盗致死
傷罪が成立すると解されているようにも思われる。しかし，財物領得には着手し
ていない強盗未遂の犯人が逃亡中に，逮捕を免れ，あるいは罪跡を隠滅するため
に被害者を殺傷した場合には，「窃盗」への着手がないことから「窃盗の機会」
は問題とはなり得ない。また，逮捕を免れ，罪跡を隠滅するための暴行・脅迫は
強盗の手段となり得ず，手段説においては強盗致死傷罪の成立を認めることが困
難である。西田教授が「事後強盗類似」の場合の処理を問題視するのは，おそら
くはこのような場合を想定してのことかと思われる。

１８０） 大塚・各論２３０頁，大谷・各論２４８頁，平川・各論３６０頁。
１８１） 大阪高判昭和６０年２月６日高刑集３８巻１号５０頁。本判決の事案は，ＡがＢ

の金員を奪取しようと企て，Ｂ運転のミニバイクの後部荷台にまたがって乗車し，
ナイフを右脇腹に突きつけ暴行，脅迫を加えて反抗を抑圧した上で「倒れろ」と
命じ，Ｂは命じられたとおりにしなければ殺されるかもしれないと畏怖してミニ
バイクごと路上に転倒したことによって負傷したというものであった。これにつ
き，原判決は，反抗抑圧状態にあるＢに命じて転倒させる行為は，自ら直接Ｂに
暴行を加えたのと同一に評価するのが相当であると判示した。それに対して，本
判決は次のように判示している。「Ａが右のように反抗抑圧状態にあるＢに『倒
れろ』と命じる所為は，強盗罪における脅迫に当たるというべきで，それは強盗
の実行中に強盗の手段としてなされたものであることは明らかであり，Ｂの傷害
はＢが畏怖したことに起因するものであるから，強盗の手段たる脅迫によって傷
害の結果を生じたものとして強盗致傷罪の成立を認めるのが相当」であると。こ
の事案においては，ナイフを突きつけ反抗を抑圧する暴行が行われているものの，
それと傷害との関係については，原判決，本判決において言及されていない。従
って，本判決においては，傷害の結果を惹起させた行為はあくまでも脅迫であり，
強盗致傷罪の成立に必ずしも暴行の故意が必要ではないという立場を採っている
ものと思われるが，原判決のように暴行として評価するよりは優れているのでは
なかろうか。少なくとも，暴行といった有形力の行使によらない無形力による傷
害の概念を是認し，傷害罪を故意犯として理解するのであれば，脅迫による死傷
の事例は，強盗犯人の脅迫等による傷害（強盗傷害），あるいはそれを基本犯と
した強盗傷害致死と解し，第２４０条の成立範囲に含めて解する余地は十分にある
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であろう。なお，香川・各論３７８頁参照。
１８２） 最判昭和５３年７月２８日刑集３２巻５号１０６８頁は，強盗犯人が，殺意をもって，

警ら中の巡査に対し建設用びょう打銃を発射したところ，びょうが同巡査の右側
胸部を貫通し傷害を負わせた後，付近の通行人の腹部をも貫通して傷害を負わせ
たという事案について，巡査と通行人の両方に対し，２個の強盗殺人未遂罪の成
立を認めている。ただし，１個の故意で２個の故意犯が成立することが許される
かについては議論がある。これについては後述する。

１８３） もっとも，香川・各論５３１頁が指摘するように，判例の採る「強盗の機会」説
を，強盗の際の過失致死傷をも第２４０条の適用範囲に含める立場であると理解す
るならば，強盗後の逃走の際の交通事故により死傷の結果が惹起された場合には，
「強盗の機会」説によれば強盗致死傷罪が成立することとなろう。

１８４） Hans Heinrich Jescheck / Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner

Teil 5., vollständig neubearbeitete und erweiterte Aufl. (1996), 569.

１８５） 結果的加重犯（第１８条）の規定は次の通りである。
法律が行為の特別の結果により重い刑を科しているときには，その結果につい

て行為者または共犯者に少なくとも過失があった場合に限り，より重い刑で処断
する。
なお，同条の原文は次の通りである。
Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwerere Strafe, so trifft

sie den Tater oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens

Fahrlässigkeit zur Last fallt.

１８６） Jescheck/Weigend, a. a. O., 262.

１８７） Jescheck/Weigend, a. a. O., 569.

１８８） Harald Hans Körner, Betaübungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz, 4 Aufl. (1994), 757

ff.

１８９） Otto, a. a. O., §46 RdN. 42.

１９０） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 6 (Eser).

１９１） 平川・各論５５頁。
１９２） 大判大正１４年１２月２３日刑集４巻７８０頁，最判昭和２２年１１月１４日刑集１巻

６頁，最判昭和２５年３月３１日刑集４巻３号４６９頁，最判昭和２６年９月２０日刑
集５巻１０号１９３７頁，最決昭和３２年３月１４日刑集１１巻３号１０７５頁等。

１９３） 団藤・各論５８５頁。
１９４） 大判昭和４年２月４日刑集８巻４１頁，大判昭和１７年４月１１日刑集２１巻２１１

頁。
１９５） 平川・各論３６１頁。
１９６） 大谷・各論２４９頁，西田・各論１６６頁。藤木・各論３００頁は反対。
１９７） 西田・各論４０頁。
１９８） 西田・各論４１頁。山口・各論４６頁は反対。
１９９） 東京地判昭和３１年７月２７日判時８３巻２７頁。同旨，名古屋高裁金沢支判昭和

４０年１０月１４日高刑集１８巻６号６９１頁。
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２００） 西田・各論１６６頁。
２０１） 西田・各論４１頁。
２０２） 西田・各論４０頁。
２０３） 強盗殺人未遂罪，強盗傷害未遂罪を刑法第２４０条の未遂とするものとして，内

田・各論２９５頁。
２０４） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 7 (Eser); Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 12.

２０５） 大判大正１１年１２月２２日刑集１巻８１５頁，最判昭和３２年８月１日刑集１１巻
８号２０６５頁。平川・各論３６１頁，西田・各論１６６頁。

２０６） Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 6.

２０７） Jecoks, a. a. O., §18 RdN. 7.

２０８） 中止犯（第２４条第１項）の規定は次の通りである。
自発的に，さらなる行為の実行を放棄，あるいは行為の完成を阻止した者は，

未遂犯であることをもっては処罰されない。中止犯と無関係に行為が完成しなか
ったときは，行為の完成を防ぐため，自発的かつ真摯に努力した場合に限り，処
罰されない。
なお，同条の原文は次の通りである。
Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat

aufgibt oder deren Vollendung verhindert. Wird die Tat Ohne Zutun des Zurücktreten-

den nicht vollendet, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemuht,

die Vollendung zu verhindern.

２０９） Otto, a. a. O., §46 RdN. 46; Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 14.

２１０） Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 14.

２１１） Otto, a. a. O., §46 RdN. 45; Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 13.

２１２） Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 13; Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 6.

２１３） 団藤・各論５９６頁，大谷・各論２５０頁。
２１４） 小野・各論２４４頁，瀧川（幸）・各論１３３頁，香川・各論５３４頁。
２１５） 藤木・各論３０１頁，内田・各論２９５頁，園田寿「強盗殺人罪の未遂」平野他編

・刑法判例百選Ⅱ各論（第３版・１９９２年）８１頁。
２１６） 大谷・各論２５０頁。なお，大谷教授は無形的傷害の概念を認めている。
２１７） Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 5.

２１８） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 8 (Eser).

２１９） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 8 (Eser); Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN.

5.

２２０） 大判大正１４年１２月２３日刑集４巻７８０頁，最判昭和２２年１１月１４日刑集１巻
６頁，最判昭和２５年３月３１日刑集４巻３号４６９頁，最判昭和２６年９月２０日刑
集５巻１０号１９３７頁，最決昭和３２年３月１４日刑集１１巻３号１０７５頁等。

２２１） 平川・各論５５頁。
２２２） 前田・総論９７頁。
２２３） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 9 (Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 47.

２２４） Otto, a. a. O., §46 RdN. 47.
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２２５） 前注１６５）参照。
２２６） BGH 26, 175.

２２７） Vgl. Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 9 (Eser).

２２８） Hans Joachim Rudolphi, JR 1976, 73.

２２９） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 9 (Eser).

２３０） Nürnberg NStZ 86, 556; Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 2a.

２３１） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 9 (Eser).

２３２） 大判大正１１年１２月２２日刑集１巻８１５頁，最判昭和３２年８月１日刑集１１巻
８号２０６５頁。宮本・大綱３６２頁，牧野・各論下巻３６２頁，木村・各論１３６頁，
平川・各論３５９頁，山口・各論２３３頁，西田・各論１６４頁。

２３３） 大判大正５年３月３１日刑録２２輯５１２頁。小野・各論２４４頁，瀧川（幸）・各
論１３２頁，香川・各論４６２頁。

２３４） 木村「結果的加重犯の未遂」同・刑法の基本問題（１９７９年）３２７頁，平川・各
論３５９頁。

（かんもと・たかよし＝本学大学院法学研究科博士課程後期
満期退学，博士（法学））
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