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第３章 強盗致死傷罪の身分犯的構成

前章で述べたように，事後強盗罪を，その規定形式から，「窃盗」犯人を身

分とする身分犯と解すると，強盗致死傷罪，強盗強姦罪，強盗強姦致死罪もま

た，「強盗」犯人を身分とする身分犯と解すべきではないかと思われる。しか

し，事後強盗罪に関する非身分犯説の論者からは，強盗致死傷罪，強盗強姦罪，

強盗強姦致死罪は身分犯ではなく結果的加重犯ないし結合犯と解されるから，

これらの罪と同じ規定形式をとる事後強盗罪も身分犯ではなく，結合犯と解す

べきとする主張もなされている１）。そこで，強盗致死傷罪，強盗強姦罪，強盗

強姦致死罪を，身分犯と解することができないかを検討してみよう。

まず問題とすべきは，一つの犯罪が，結果的加重犯ないし結合犯という性質

と，身分犯という性質を併せ有することが可能か，それとも両者のいずれかの

性質しか有し得ないのかという点である。

少なくとも事後強盗罪に関しては，非身分犯説（結合犯説）と身分犯説との

対立において，この択一性は強く意識されていると言ってよい。非身分犯説は，

その名称の通りに，事後強盗罪の身分犯性を否定して，議論を展開しているの

である２）。岡野教授は，「身分犯説は，２３８条が行為主体を『窃盗』に限定して

いる点にその主たる根拠を求めている。すなわち，窃盗犯人でない者，たとえ

ば，恐喝や詐欺の犯人が財物の取還を拒ぐ等の目的で暴行・脅迫を行っても，

事後強盗罪の成立する余地はないからである。これに対し，非身分犯説は，『窃

盗』は身分ではなく，実行行為の一部と解するのである。その重要な論拠は，

事後強盗罪の未遂・既遂を窃盗の未遂・既遂に求める点にある。この立場では，

『窃盗』と『暴行・脅迫』の結合したものが事後強盗罪の実行行為を形成する

ことになる」として，身分犯説・非身分犯説のそれぞれの根拠は「窃盗」の文

言の解釈にあると指摘されている３）。このように，「窃盗」という文言の解釈

の相違が身分犯説と非身分犯説の基本的な対立点である以上は，身分犯として

の性質と，非身分犯，すなわち結合犯，結果的加重犯としての性質は重複しえ

ない択一的なものと解さざるを得ないであろう。「窃盗」という一つの文言に，

身分と実行行為という二つの意味を持たせるのは困難と考えられるからである。
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もっとも，西田教授は，事後強盗罪における後行行為のみへの関与者につい

ては，「身分犯と承継的共犯のいずれの理論構成も可能であるといってよいが，

身分犯論によって解決するならば，真正身分犯とすべきであろう。…他方，承

継的共犯の問題とするならば，強盗の手段としての暴行に関与したものとして，

事後強盗の罪責を負わせるべきであろう。どちらの構成をとるかは，理由づけ

の問題にすぎない」として，身分犯と結合犯の性質が，条文の文言から一義的

に導かれる決定的なものではない旨主張されている４）。しかし，この主張は，

事後強盗罪に関する身分犯か結合犯かという構成を「理由づけの問題」とはす

るものの，「どちらの構成をとるか」という選択肢が依然として残されている

以上は，身分犯か結合犯（ないし結果的加重犯）かという構成の択一性までを

も否定する意味ではなかろう。

事後強盗罪規定の「窃盗」という文言については，窃盗行為が暴行・脅迫を

行うことはできないのであるから，結合犯における窃盗行為ではなく，身分犯

における窃盗身分を指すものと解すべきであることは既に述べたとおりである。

この文言の解釈からも，身分犯という性質と，結合犯という性質が併存し得な

いものであると理解することができよう。

それでは，強盗致死傷罪はどうであろうか。「強盗が，人を負傷させたとき

…死亡させたとき」という規定は，事後強盗罪の規定形式と類似している。従

って，「強盗」という文言は，事後強盗罪の「窃盗」と同様，身分犯における

身分を指していると解すべきであるように思われる。

もっとも，事後強盗罪と規定形式は同じであっても，強盗致死傷罪には，身

分犯ではなく結合犯ないし結果的加重犯であると解する余地がある。強盗致死

傷罪の成立範囲について，判例・通説は，「強盗の機会」に死傷の結果が発生

すれば足りるとする機会説を採るが５），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も有力であ

る６）。そして，第２４０条の「強盗」の文言を強盗行為と解し，同条を「強盗」

行為が「人を負傷させたとき…死亡させたとき」と読むのは，強盗を手段とし

て死傷の結果が生じた場合とする手段説の解釈に通じることとなる。手段説の

背景には，強盗致死傷罪を牽連犯型結合犯ないし結果的加重犯とする理解があ
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る。このようにして，強盗致死傷罪は身分犯ではなく結合犯ないし結果的加重

犯と解することもできないわけではない。従って，強盗致死傷罪を身分犯と解

すべきか，それとも結合犯ないし結果的加重犯と解すべきかは，いずれが，強

盗致死傷罪における諸問題について，より優れた理論構成を導きうるかにかか

ってくる。

しかし，事後強盗罪と異なり，強盗致死傷罪については，身分犯であること

を前提とした解釈はこれまでほとんどなされていない。従って，強盗致死傷罪

の諸問題，すなわち，殺人の故意ある場合の処理，財物奪取のみへの関与者の

処理，致死傷のみへの関与者の処理，強盗着手後のすべての致死傷が強盗致死

傷罪を構成するのかという問題，強盗致死傷罪の既遂時期，強盗殺人後の財物

領得と「死者の占有」の関係等について，身分犯説を前提とした検討もまた残

されていると言ってよいであろう。

本章においては，強盗致死傷罪について，従来展開されている結合犯説，結

果的加重犯説の議論に加え，本罪を身分犯として解釈することが可能かどうか，

可能であるとすれば，上述の諸問題について，どのような解決を与えることが

できるかを検討しよう。

１） 萩原由美恵「事後強盗罪（刑法２３８条）は身分犯か－同罪における承継的共同
正犯の成立要件」上智法学論集３１巻３号（１９８８年）１７８頁。

２） 香川達夫・強盗罪の再構成（１９９２年）１６３頁は，非身分犯説を「身分犯である，
そのこと自体を拒否している見解」として分類している。

３） 岡野光雄「事後強盗罪」阿部順二＝板倉宏＝内田文昭＝香川＝川端博＝曽根威
彦編・刑法基本講座第５巻（１９９３年）１２２頁。

４） 西田典之・刑法各論（第３版・２００５年）１６３頁。もっとも，西田・各論１６４頁
は，事後強盗罪を「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。

５） 最判昭和２４年５月２８日刑集３巻６号８７３頁，牧野英一・刑法各論下巻（増補
版・１９５４年）６５３頁，平井彦三郎・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，木村亀二・刑法各論（１９３９年）
１２２頁，団藤重光・刑法綱要各論（第３版・１９９０年）５９４頁，江家義男・刑法各
論（増補・１９６３年）３０３頁など。

６） 宮本英脩・刑法大綱（１９３５年）３６３頁，瀧川幸辰・刑法各論（増補・１９６８年）
１３１頁，香川・刑法講義〔各論〕（第３版・１９９６年）５３２頁。
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第１節 結果的加重犯説

第１項 結果的加重犯説の基本的構成

判例には，強盗致死傷罪を結果的加重犯と解するものがある。強盗致傷罪を

強盗罪と傷害罪，強盗致死罪を強盗罪と傷害致死罪が結合したものであると解

したとしても，傷害罪は暴行罪の，傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯である

から，強盗致死傷罪は結合犯でもあり結果的加重犯でもあるということができ

る。しかし，結果的加重犯と解する判例は，強盗致死傷罪を強盗罪の結果的加

重犯として捉えるようである。

最判昭和２３年１０月２６日刑集２巻１１号１４０５頁は，強盗傷人の公訴事実に

対し強盗未遂の事実を認定した原判決の適否が争われた事案について，「強盗

傷人罪は，強盗又は強盗未遂行為の結果的加重犯であるから，公訴事実と判決

で認定した事実との同一性は失われていない。強盗傷人という公訴事実につき

強盗未遂罪を認定した以上，強盗傷人について無罪を言渡すべきいわれはな

い。」として，強盗傷人罪が結果的加重犯であることを明言したうえで，原判

決が正当である旨判示している。

札幌高判昭和２８年６月３０日高刑集６巻７号８５９頁は，共犯が強盗傷人の傷

害部分のみに関与したという事案について，「刑法２４０条前段の罪は強盗の結

果的加重犯であつて単純一罪を構成するものであるから，他人が強盗の目的を

もつて暴行を加えた事実を認識してこの機会を利用しともに金品を強取せんこ

とを決意し，互いに意思連絡の上金品を強取した者は，たとえ共犯者がさきに

なした暴行の結果生じた傷害につきなんら認識がなかつた場合でも，その所為

に対しては強盗傷人罪の共同正犯をもつて問擬するのが正当である」として，

強盗傷人罪が強盗罪の結果的加重犯であることを明示している。

これに対して，大阪地判平成８年２月６日判タ９２１号３００頁は，強盗を共謀

した者のうちの一人であるＡが，強盗の機会に被害者を殺害した場合に，被告

人が強盗致傷の限度でしか実行行為に出ていないとしても，「およそ強盗の共

謀をした者はその強盗の機会に他の共犯者が強盗殺人の所為に出た場合に強盗

致死の限度で責任を負うべきであり，かつ，このように解することは個人責任

強盗関連罪の身分犯的構成（三・完）

（２４０）・５５



の原理に立脚して，共同正犯の処罰根拠をいわゆる相互利用に求めることと何

ら矛盾するものではない」とし，さらに，「結果的加重犯の共同正犯が肯定さ

れるためには責任主義の見地から少なくとも過失を要するから，過失がない以

上，被告人に致死の結果に対する責任を問い得ない」とする弁護人の主張に対

し，「被告人は，本件強盗の態様やＡの性格等からして，Ａがけん銃を被害者

に向けて発砲することを十分予見できたものと認められるから，これを回避し

ようとしなかった被告人に過失があることも明らかである」として，被告人に

は強盗致死罪の共同正犯が成立すると判示している。もっとも，この判決は，

強盗致死罪が強盗罪の結果的加重犯であるというのではなく，強盗致死罪が強

盗罪と傷害致死罪の結合犯であるという前提に立ち，そのうえで，傷害致死罪

が傷害罪の結果的加重犯であるとして，「結果的加重犯の共同正犯」の成否を

問題としているとも解することができる。従って，大阪地裁平成８年判決は，

最高裁昭和２３年判決，札幌高裁昭和２８年判決のように，強盗致死傷罪を結果

的加重犯と明示しているものであるとは，必ずしも言い切れないであろう。

一方，学説上も，強盗罪を基本犯とし，死傷をその加重的結果とする結果的

加重犯説が主張されている。この立場は，第２４０条の「死に致したる」（現行

法文上は「死亡させた」）という文言が，同条の罪が結果的加重犯であること

を示していると言う７）。

第２項 殺人の故意ある場合の処理

この結果的加重犯説を採ると，第２４０条後段は殺人の故意ある場合を含むの

か，含むとするならば，強盗殺人罪は結果的加重犯といえるのかが特に問題と

なるとされている。

第２４０条後段，すなわち，「強盗が，人を…死亡させたとき」には，強盗致

死が含まれるのは当然であるが８），さらに殺人の故意のある強盗殺人の場合も

含まれるかが問題となる。殺人罪の成立には殺人の故意が必要であるから，結

果的加重犯である強盗致死罪に，故意ある強盗殺人が含まれると解することは

できないのではないかという点が議論されるのである。

この点について，判例は，かつて，殺意ある強盗殺人の場合には，結果的加

成城法学７７号（２００８）

５６・（２３９）



重犯である強盗致死罪と，故意犯である殺人罪が成立し，両罪が観念的競合と

なるとしていた９）。

大判明治４３年５月３１日刑録１６輯１０２１頁は，「一方ニ於テ殺人罪ヲ構成ス

ルト同時ニ他方ニ於テ強盗致死罪ヲ構成シ所謂一箇ノ行為ニシテ二箇ノ罪名ニ
（ママ）

触ルル牽 連 罪ニ該当スルモノトス」と判示している１０）。

大判大正４年２月２６日刑録２１輯１６４頁も，「刑法第２４０条ニ所謂致死若シ

クハ傷人ノ観念中ニハ唯タ死亡ノ結果ヲ認識セスシテ強盗ノ手段タル暴行ニ因

リ他人ニ死亡ノ結果ヲ発生セシメ若クハ発生セシメスシテ単ニ傷害スルニ止マ

リタル場合ノミナラス死亡ノ結果ヲ認識シテ前示同一ノ罪態ヲ発現セシメタル

場合ヲモ包含スト雖モ死亡ノ結果ヲ認識スルコトハ同条ノ犯罪ノ構成要件に非

サルヲ以テ…死傷ノ結果ノ方面ノミヨリ観察シ刑法第２４０条ノ強盗致死罪若ク

ハ強盗傷人罪トシテ之ヲ論スルヲ以テ足レリトセス意思ノ方面ヨリ観察シテ刑

法第１９９条ノ殺人罪若クハ其中止犯ヲ以テ併テ之ヲ処断セサルヘカラス」と判

示している。大正４年判決の「併セ之ヲ処断スル」というのは，刑法第５４条

第１項前段に規定される観念的競合を指すものであると解されている１１）。しか

し，基本的には，大正４年判決は，明治４３年判決の結論に，以下のような理

論的根拠を付加したものと解してよいであろう。すなわち，大審院大正４年判

決は，第２４０条後段が「死亡ノ結果ヲ認識スルコトハ同条ノ犯罪ノ構成要件ニ

非サル」ことから，結果の面から見て，第２４０条後段は殺人の故意のない致死

の場合と殺人の故意ある場合とを「包含」する。しかし，殺人の故意ある場合

に関しては，意思の面から見ると殺人罪を構成し，第２４０条のみでは足りない。

従って，結論としては，殺人罪と強盗致死罪の観念的競合となるとするのであ

る。

以上のように，かつての判例が第１９９条の適用を必要としたのは，強盗が殺

人に出ようとしたが負傷させるにとどまった殺人未遂の事実を包含する強盗傷

人に対し，単に第２４０条の適用があるに過ぎないとする場合に，刑の不均衡が

生じるという観点に基づいているからであるとされる１２）。しかし，このような

解釈は，一個の死を第２４０条の致死と第１９９条の殺人とで二重に評価するとい

う問題があるとされ，そのため，判例理論は「同一事実に対して二重に法律を
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適用するもの」であるなどと批判されることとなった１３）。

その後，大判大正１１年１２月２２日刑集１巻８１５頁は，判例を変更し，「強盗

人ヲ死ニ致スノ罪ハ殺意ノ有無ニ拘ラズ成立スルモノニシテ，殺意ノ存在ヲ許

サザル傷害致死罪ト全然性質ヲ異ニスルガ故ニ，強盗殺意ナクシテ人ヲ死ニ致

シタル場合ニハ強盗致死罪ト傷害致死罪トノ二罪名ニ触ルルモノトシテ第５４

条ニ依リ処断セザルベカラザルノ結論ヲ生ズルモノナルコト明白ナリトス。…

強盗致死罪ハ強盗故意ニ人ヲ死ニ致シタル場合及傷害ニ因リ人ヲ死ニ致シタル

場合ヲ包含スルモノナルコトハ夙ニ本院判例ノ是認スル所ニシテ，即チ強盗罪

ト殺人罪トノ結合罪又ハ強盗罪ト傷害致死罪トノ結合罪ニ外ナラズト解スベク，

…特別結合罪タル強盗殺人罪ニ付テハ止ダ刑法２４０条後段ノミヲ適用スベキモ

ノニシテ，更ニ重複シテ第１９９条ヲ適用スベキモノニ非ズ」と判示した。

大正１１年判決は，第２４０条後段の強盗致死罪が殺人の故意ある場合とそう

でない場合とを「包含」するという点においては，従前の大正４年判決などと

同様の立場を採っている。しかし，殺人の故意がある場合に，第１９９条を適用

せずとも，単に第２４０条後段を適用するだけで足りるとした点で，第１９９条の

適用も必要であるとする大正４年判決とは結論が大きく異なる。大正１１年判

決は，大正４年判決のいう「意思ノ方面」も，第２４０条後段のみの適用によっ

てカヴァーされると解するのである。

さらに最判昭和３２年８月１日刑集１１巻２０６５頁も，強盗殺人未遂の事案に

ついて，「強盗の機会に殺人行為が行われる場合には刑法２４０条後段を適用す

べきものであるから，原審が…刑法２４０条後段，２４３条を適用したことは正当

である」と判示して大正１１年判決の立場を踏襲し，今日に至っている１４）。

以上のように，判例は，殺意のある場合，すなわち強盗殺人の場合について，

第１９９条と第２４０条後段の観念的競合とする旧判例から，第２４０条後段のみを

適用する新判例に変更されたが，学説でも，結果的加重犯説の論者は，旧判例

を支持するものと，新判例を支持するもの，第１９９条と第２３６条の観念的競合

とするものとに分かれた。

旧判例を支持する論者は，平成７年の一部改正前の旧第２４０条後段の「死に

致したるとき」という文言は，強盗による傷害致死あるいは過失致死を意味す
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るものであって，殺人を共に含めた規定と解するのは論理的ではないと主張し

ている１５）。

結果的加重犯の性質については，「故意犯と過失犯の複合的な形態」と解す

る立場が有力である１６）。この立場では，強盗致死傷罪は，強盗罪という故意の

基本犯と，それによる致傷・致死という過失の加重的結果との複合犯というこ

とになる。しかし，殺人の故意ある強盗殺人は，加重的結果の部分において既

に過失の域を越えているため，結果的加重犯として説明できないのではないか

という問題が生ずる。このような観点から，結果的加重犯説を前提として，故

意ある強盗殺人が第２４０条後段に含まれるとした判例１７）を批判し，それ以前の，

強盗殺人は第２４０条と第１９９条の観念的競合とする旧判例の立場が支持された

のである。

例えば，小野博士は，第２４０条につき，「抑も殺意のある場合と無い場合と

は其の情状に大なる差異があるのであって，軽々しくこれを同一視して規定し

たものと解することは出来ない」として，「旧判例が正当であったと思はれる」

と主張されている１８）。

瀧川博士は，「殺人の故意ある場合とそうでない場合とは，刑法上は本質的

にちがう。２４０条が，故意ある場合とそうでない場合とを，共に含めた規定で

あると解するのは論理的ではない」などとして，小野博士の見解に類似した主

張をなされている１９）。しかし，瀧川博士の見解は，小野博士と異なり，旧判例

と新判例をともに「論理的でない」と明確に批判されているところに特色があ

る。

もっとも，この旧判例の立場には，被害者の死亡という一個の事実を，過失

（第２４０条後段の致死）と故意（第１９９条の殺人）の二つの側面から二重に評

価することになるという問題があった２０）。そこで，旧判例の修正説として，殺

意ある強盗殺人はむしろ，強盗罪と殺人罪の観念的競合２１），あるいは牽連犯２２）

とすべきという主張もなされた。これらの主張は，被害者の死亡に関する法益

の二重評価の欠点を克服している点で，旧判例，および小野，瀧川両博士の立

場より理論的には優れたものであった。しかし，このような修正説では，殺意

のある場合が殺意のない場合より刑が軽くなるという，新たな問題を生ずるこ

強盗関連罪の身分犯的構成（三・完）
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とになり２３），結局，支持を集めることができなかった。

また，井上博士は，第２４０条につき，「故意ある場合とそうでない場合とを

同一視した規定である，と解するのは疑問がある…。正しい解釈は，強盗罪と

殺人罪との併合罪の関係をみとむべきであろうか」とされる２４）。新判例の「同

一視」を批判する主張は，前述の小野博士の見解に類似している２５）。しかし，

井上博士の見解については，木村博士が，「判例の見地は，別に結果に対して

故意ある場合とそうでない場合とを『同一視』したものではなく，故意のある

場合とない場合とを第２４０条という同一条文の中に規定したものと解するだけ

であるから，…判例の見解の誤解に出たものとして無意味である」２６）と指摘さ

れているように，「同一視」の批判が決定的なものであるとは言い難い。むし

ろ，井上博士の見解の特徴は，強盗罪ないし強盗致死罪と殺人罪とを牽連犯も

しくは観念的競合で科刑上一罪と解するのが通常であるのに対し，両罪の関係

を併合罪と解する点にあると思われる。井上博士が強盗殺人罪を「併合罪」と

されるのは，おそらく，一個の死亡の事実を二重に評価することになる「観念

的競合」の不合理を避けるためであろうと思われる。しかし，たとえこの見解

に拠ったとしても，故意犯たる強盗殺人が，法定刑において結果的加重犯であ

る強盗致死罪より軽く扱われるという問題は残ることとなる２７）。

以上のように，旧判例と同様，殺人の故意ある強盗殺人を，強盗致死罪もし

くは強盗罪と殺人罪の観念的競合と解する立場は，いずれにせよ，生命法益の

二重評価という問題を克服することはできない。加えて，第２４０条の法定刑が，

殺人罪を規定する第１９９条のそれよりもはるかに重い点も無視することはでき

ないであろう。また，旧判例の立場は，旧第２４０条後段の「強盗人を…死に致

したるとき」という文言が，殺人の故意ある場合を含まない結果的加重犯規定

であることを示していると主張していたが，この文言は，平成７年の刑法一部

改正により，「強盗が，人を…死亡させたとき」と変更された。

理論的には，第２４０条前段，すなわち，「強盗が，人を負傷させたとき」に

は，傷害の故意なき強盗致傷罪と，傷害の故意ある強盗傷害罪の２つの構成要

件が含まれると一般に解されている。しかし，判例は，傷害罪に関しては，「傷

害罪は結果犯であるから，その成立には傷害の原因たる暴行についての意思が
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存すれば足り，特に傷害の意思の存在を必要としないのである」としている２８）。

確かに，強盗傷害罪の場合も，傷害罪と同様に，その成立には，暴行の意思す

なわち暴行の故意があれば足り，強盗致傷と強盗傷害はいずれも第２４０条に含

まれると解すべきであろう。ただし，強盗過失致傷に関しては，いわゆる「強

盗の機会」に発生した傷害の結果の解釈について議論があり，これについては

後述する。

第３項 故意ある結果的加重犯

一方，新判例を支持する論者は，第２４０条は殺人の故意ある場合をも「包含」

する規定であるから，殺人の故意ある強盗殺人については第２４０条後段のみの

適用で足りるとする。この立場には，致死と殺人の二重評価や，殺意ある場合

とない場合との刑の不均衡が生じないという利点があり，現在の通説となって

いる２９）。また，上述のように新判例を批判されていた井上博士も，後に，「強

盗致死傷罪において，致死傷の結果は強盗の『機会』に生ずれば足りるという

考え方をとることは，強盗致死傷罪を殺傷罪の加重類型とみている考え方に出

発しているものといってよく，そこから，殺人の故意あるばあいにも強盗致死

罪のみが成立すると考えるべきである」として，新判例の立場に改説されてい

る３０）。

この新判例の結論を，結果的加重犯説から支持する代表的なものとしては，

木村博士の見解がある。木村博士は，強盗致死罪と強盗殺人罪を第２４０条のみ

で処断する新判例の手法を認めながらも，「第２４０条が二箇の独立の結合犯を

規定すると解するのは奇異の感があり，しかも，その場合一方が結果に対する

認識ある場合であり他方は認識なき場合であるというがごときは，立法技術的

に不可能ではないとしても，妥当なものとはいい得ない」として，強盗致死傷

罪を結果的加重犯ではなく結合犯とした新判例の理論構成を批判し，強盗致死

罪は「故意ある結果的加重犯」であり，これに殺人の故意ある強盗殺人が含ま

れると主張されている３１）。

また，内田教授も，「故意ある結果的加重犯」を認めるべきであるとし３２），

強盗犯人が被害者を強姦し殺害したという，いわゆる強盗強姦殺人の場合に，

強盗関連罪の身分犯的構成（三・完）
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強盗強姦致死罪のみが成立すると解すべきとする主張との均衡からも，結果的

加重犯の規定である第２４０条に強盗殺人罪も含まれるべきであるとされてい

る３３）。

さらに，平野博士は，強盗致死傷罪は結果的加重犯であるとしたうえで，「故

意ある結果的加重犯」の是非には触れず，「強盗致死罪が死刑という重い刑ま

で規定しているのは，故意のある場合も含むからだと解する方が妥当である」

として，第２４０条に強盗殺人罪も含まれるべきであるとされている３４）。同様に，

堀内教授も，強盗致死傷罪が結果的加重犯であるとしたうえで，「故意ある結

果的加重犯」の是非には触れず，強盗致死傷罪に殺傷の故意ある場合が含まれ

ないと解すると，殺人罪・傷害罪と強盗罪との観念的競合となるが，これでは

殺傷の故意なき場合と比べて刑の不均衡が生じ妥当ではないとして，結論の妥

当性を重視する観点から，第２４０条に強盗殺人罪が含まれるべきであるとされ

ている３５）。

結果的加重犯の加重的結果につき，判例は，過失の存在を必要ではないとし

ている３６）。これに対し，通説は，責任主義の見地から過失の存在は必要である

が，故意のある場合は加重的結果について故意犯が成立することから，結果的

加重犯に含まれないとする３７）。しかし，「故意ある結果的加重犯」を認める論

者は，主にドイツの結果的加重犯理論の影響を受け，結果的加重犯は，「少な

くとも」過失を必要とするが，必ずしも故意がある場合までをも排除するもの

ではないと主張するのである３８）。

ドイツ刑法においては，１９５３年施行の旧第５６条が，「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，行為者には少なくとも過失により

この結果を惹起した場合にのみより重い刑が科せられる。(Knüpft das Gesetz an

eine besondere Folge der Tat eine höhere Strafe, so trifft diese den Täter nur, wenn

er die Folge wenigstens fährlassig herbeigeführt hat.)」と規定している。さら

に，１９７５年施行の新第１８条も，「法律が，行為の特別な結果により重い刑を

科しているときには，この結果について少なくとも過失の責を負わせるときに

のみ正犯者または共犯者を処罰する。(Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge

der Tat eine schwerere Strafe, so trifft sie den Tater oder den Teilnehmer nur, wenn
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uhm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlassigkeit zur Last fallt.)」と規定して

おり，文言に若干の違いはあるが，基本的に旧第５６条の規定を踏襲している。

ドイツでは，旧第５６条の制定以前から，結果的加重犯には，加重的結果に

つき故意ある場合も含まれるとする主張があった。というよりも，かつては，

加重的結果が故意または過失によって惹起される必要がないとして，基本犯と

加重的結果との間に因果関係が存在すれば足り，あるいは加重的結果が偶然惹

起されたものでもよいとする見解が大勢であったようである３９）。しかし，前述

のように，ドイツ刑法旧第５６条および新第１８条は，「少なくとも (wenig-

stens)」過失が必要だという表現を用いている。そのため，旧第５６条制定後は，

この「少なくとも」という文言の解釈から，加重的結果につき，故意を必要と

はしないが過失の存在は必要である，あるいは，加重的結果の予見を必要とし

ないなどという主張がなされるようになった４０）。もっとも，旧第５６条の制定

前後も，結果的加重犯は加重的結果につき故意を必要としない，すなわち加重

的結果につき故意がある場合を排除しない犯罪であるという認識は，依然とし

て存在していたように思われる。そして，通説は，故意に結果を引き起こす場

合をも含ませる可能性を排除しないなどと解して，加重的結果が基本犯から偶

然生じた場合である「偶然的結果的加重犯 (zufällige qualifizierte Delikte)」は

処罰対象から排除されるものの，基本犯と加重的結果との間に過失が存在する

「過失による結果的加重犯 (fahrlässige qualifizierte Delikte)」，そして加重的結果

につき故意が存在する「故意ある結果的加重犯 (vorsätzliche qualifizierte De-

likte)」は，処罰対象に含まれると主張するのである４１）。これに対して，処罰

対象に含まれる結果的加重犯を「偶然的結果的加重犯」と「過失による結果的

加重犯」に限定すべきだとする主張もあるが４２），立法論としてはともかく，解

釈論としては必ずしも支持されていない。

以上のようなドイツの議論の影響を受け，日本でも，牧野博士が，「結果的

加重犯ハ，其ノ結果ニ付キ犯意ナキ場合タルヲ一般トス。然レトモ，場合ニ依

リテハ，其ノ結果ニ付犯意アル場合トコレナキ場合トヲ包括シテ結果的加重犯

ト為スコトアリ」として，加重的結果に故意が存在する場合であっても，結果

的加重犯となる余地のあることを認めている４３）。また，木村博士も，「結果的
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加重犯の結果については故意を必要としないという理由には合理的なものがな

いが，故意を必要としないということだけは一般に認められているところであ

って，故意のない場合だというのは妥当ではない」と主張されている４４）。

しかし，日本の「故意ある結果的加重犯」の理論は，ドイツ刑法旧第５６条

および新第１８条に関する議論が，わが国の結果的加重犯規定には「少なくと

も」の文言がないにもかかわらず，ほぼそのままの形で持ち込まれて展開され

たものである４５）。その意味では，ドイツではともかく，わが国でこのような議

論を展開する積極的理由はないように思われる。さらに，ドイツ刑法旧５６条

および新１８条は，「故意ある結果的加重犯」を含むといえるかについて疑問が

あるとわが国でも指摘されている。例えば，西村博士は，「『重い結果について

故意ある場合は当然に別罪－そして牽連犯か結合犯－となる』という前提をと

り，『その別罪とはならない場合に限っていえば，重い結果について少なくと

も過失を要する』という推論も可能なのである」と主張されている４６）。

さらに西村博士は，「行為の特別の結果 (besondere Folge der Tat)」という文

言には，その結果が基本犯とは異なる固有の罪となる場合は含まれていないと

解するのが自然ではないかとされている。すなわち，わが国の第２４０条につい

ていえば，強盗罪を基本犯とする結果的加重犯に，殺人という固有の犯罪の結

果を生ずる罪が成立する場合は含まれないのではないかというのである。そし

て，「より重い刑 (eine schwerere Strafe)」とは，基本犯の法定刑を加重した刑

を指すはずであるから，この場合は，強盗罪と比して重い殺人罪を指すのでは

なく，基本犯たる強盗罪に付加して加重される強盗致死罪を指すのではないか

とされる４７）。以上のように考えると，「故意ある結果的加重犯の理論」を，少

なくともドイツ刑法を根拠にわが国において展開するのは，かなり問題がある

ようにも思われる。

さらに言えば，前述したように，ドイツにおいては，「利欲から」という動

機で殺人に出た強盗謀殺の場合，強盗致死罪と謀殺罪が成立し，両者は観念的

競合となると解されている。このように，「故意ある結果的加重犯」という概

念が提唱されたドイツにおいてすら，強盗致死罪を「故意ある結果的加重犯」

とし，これに強盗謀殺を含めるという解決は図られていない。また，ドイツ刑
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法第１８条は，確かに故意を含む「少なくとも過失」による結果的加重犯を定

めているものの，強盗致死罪を含む結果的加重犯の多くは，「軽率さ (Leichtfer-

tigkeit)」による場合について規定している。そして，このような「軽率さ」に

よる場合を定めた結果的加重犯規定には第１８条が適用されず，従って故意の

場合を含まないと解することができるという，ルドルフィーの指摘も重要であ

ろう４８）。

このように，ドイツにおいても，「故意ある結果的加重犯」については議論

の余地のあるところであって，敢えてわが国が「故意ある結果的加重犯」の理

論を用いる必然性もないのではないかとも思われるのである。

これに対し，木村博士は，建造物等以外放火罪を規定する第１１０条の「因て

公共の危険を生せしめたる者」（現行法上は「よって公共の危険を生じさせた

者」）という文言につき，「通説は公共危険の発生については認識が必要である

と解している」から，「従って，第２４０条の『死ニ致シタルトキ』という場合も，

その死の結果については認識ある場合をも含むと解することは決して不可能で

はないし，刑法の用語例に反することでもない」として，第２４０条後段には

「故意ある結果的加重犯」としての強盗殺人罪も含まれると主張されている４９）。

しかし，第１１０条の公共の危険の発生の認識について，判例は，「火を放ち

同条所定の物を焼毀する認識あれば足り，公共の危険を生ぜしむる認識あるこ

とを要するものに非ざること，同条の解釈上明白なり」５０）としている点に注意

しなけばならない。また，通説は，第１１０条については，確かに結果責任を問

うことになるとい非難を避けるため，危険発生の予見可能性は必要であると解

している５１）。もっとも，その場合の予見とは，あくまでも危険を予見すること

であって，延焼までをも予見するというものではない。たとえ未必的にであっ

ても，延焼を予見しつつなお火を放つ行為に出たならば，それは延焼を予定す

る物件に対する放火罪の実行の着手となる。従って，第１１０条が適用される場

合の行為者の主観的要素は，「公共の危険の発生についての予見はあるが延焼

を容認することのない」ものでなくてはならない５２）。以上のような主観的要素

に関する説明を，はたして，単純に殺人の故意ある強盗殺人の場合にまで転用

できるかは，きわめて疑問である。そして，このような規定を，第２４０条に殺
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人の故意ある強盗殺人が含まれると立論するための理論的な根拠とするには，

若干無理があるようにも思われるのである５３）。

また，以上とは別の観点から「故意ある結果的加重犯」の理論を展開する論

者もある。平野博士は，「傷害致死罪が死の結果について故意のある場合を含

まないのは当然であるが，列車転覆致死については故意の場合を含むとするの

が妥当であろう。故意がない場合の方（死刑，無期懲役）が，故意のある場合

（死刑，無期又は三年以上の懲役）より重いのは不合理だからである」として，

「故意ある結果的加重犯」を法定刑の均衡の側面から主張される５４）。

この点について，判例は，殺人の故意をもって列車を転覆させた場合は，列

車転覆致死罪（第１２６条第３項）と殺人罪（第１９９条）の観念的競合となると

しており５５），これを支持する見解も有力である５６）。しかし，判例の立場に拠る

ならば，人の死亡を，致死と殺人として二重に評価することとなるであろう。

この二重評価を避けるため，列車転覆罪（第１２６条第１項）と殺人罪の観念的

競合と解すべきとする主張５７）もあるが，これに拠ると，殺人の故意ある場合の

方が法定刑が軽くなってしまう。従って，現在では，殺人の故意の有無にかか

わらず，列車転覆致死罪の成立のみで足りるとする平野博士と同様の見解が最

も有力となっている５８）。

もっとも，これを即座に「１２５条を基本犯とした『故意ある結果的加重犯』

としての１２６条３項を認めることに異論がない」５９）とまで解して良いかは疑問

である。列車転覆致死罪に関しては，強盗致死傷罪の場合と異なり，結果的加

重犯か結合犯かという議論がほとんど行われていないのが実情である。しかし，

解釈論としては，列車転覆致死罪を，列車転覆罪と殺人罪，および列車転覆罪

と傷害致死罪の結合犯と構成する余地もあるように思われる。また，列車転覆

致死罪の「前２項の罪（列車転覆罪）を犯し，よって人を死亡させた」という

文言中の，「人」の範囲については，学説上の激しい対立がある。判例・通説

は，第１２６条３項の「人」は必ずしも同条第１項・第２項の車中に現在した人

に限定すべきではなく，付近にいた人も含めていやしくも汽車または電車の転

覆もしくは破壊によって死に致された人をすべて包含すると解している６０）。し

かし，第１２６条第３項の基本犯である第１２６条第１項・第２項について，その
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客体が現に人がいる列車等に限定されているという趣旨からすれば，第１２６条

第３項の「人」もまた，車中に現在する人に限られるべきであろう６１）。このよ

うに解するならば，行為者に列車転覆・破壊の故意がある以上，通常は，人の

死についても未必ないしそれ以上の故意があるといえる。とすれば，第１２６条

第３項は，第２４０条後段における強盗殺人罪と同様，死の結果について故意が

ある場合を予定している規定であると解することも，十分可能なのではなかろ

うか６２）。そうであるならば，列車転覆致死罪は，故意犯と過失犯の複合形態で

ある結果的加重犯ではなく，殺人の故意ある場合を含む規定ということになろ

う。列車転覆致死罪の規定を，はたして「故意ある結果的加重犯」の理論の積

極的根拠とすることができるのかについては，疑問が残るところである。

第４項 共犯関係の処理

� 財物奪取のみへの関与者

強盗致死傷罪については，行為者が強盗目的で被害者を殺傷した後，財物奪

取のみに関与した者の処理をどうするかが問題とされている。後述する結合犯

説は，このような関与者を，強盗致死傷罪の承継的共犯として処理する。それ

では，結果的加重犯説に立った場合には，このような関与者は，どのように処

理されることとなるのであろうか。

強盗致死傷罪を結果的加重犯と解した場合，その基本犯は強盗罪である。そ

して強盗罪は，暴行罪・脅迫罪と窃盗罪の結合犯であるから，財物奪取のみの

関与者とは，強盗罪の一部である窃盗罪への関与者となる。従って，強盗致死

傷罪の性質について結果的加重犯説を採ったとしても，基本犯である強盗罪を

結合犯と解する以上，この場合の関与者は，結合犯説と同様に強盗致死傷罪の

承継的共犯として処理することとなるであろう。このような処理に関する問題

点の検討については，後述する。

� 致死傷のみへの関与者

さらに，強盗致死傷の致死傷のみに関与した者の処理をどうするかという問

題もある。強盗致死傷罪には，暴行致傷・傷害・傷害致死・殺人を手段として
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財物を奪取する致死傷（殺傷）先行型と，暴行・脅迫により財物を強取したう

えで，口封じ等のために被害者を殺傷する致死傷（殺傷）後行型がある。

このうち，まず，致死傷（殺傷）先行型の場合には，関与者に強盗致死傷罪

の共犯の故意があるか否かによって，結論が異なる。ＡがＢに対して殺人を教

唆したところ，Ｂが強盗殺人に出たというような，関与者が強盗致死傷罪の共

犯の故意を有していない場合であれば，関与者には共犯の錯誤として第３８条

２項が適用され，傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の共犯として処罰される。従っ

て，この事例の場合には，Ａは殺人罪の教唆犯となる。しかし，ＡがＢに対し

て強盗殺人の教唆を行ったところ，Ｂがその通りに強盗殺人に出たというよう

に，関与者が強盗致死傷罪の共犯の故意を有している場合には，関与者は強盗

致死傷罪の共犯となり，この事例においてはＡは強盗殺人罪の教唆犯となる。

もっとも，「故意ある結果的加重犯」を認めないのであれば，Ａは強盗致死罪

と殺人罪の共犯となり，さらに両者は観念的競合となるであろう。

次に，Ａが，既に強盗を行ったＢに対して，口封じのための殺人を教唆し，

Ｂがその通りに被害者を殺害したというような，致死傷（殺傷）後行型の場合

の関与者はどうか。この場合の関与者は，強盗罪の一部である暴行罪の結果的

加重犯としての傷害・傷害致死・殺人への関与者となる。従って，関与者は強

盗致死傷罪の承継的共犯となり，この事例においては，Ａは強盗殺人罪の承継

的教唆犯となるであろう。

第５項 処罰範囲の制限

� 機会説

事後強盗罪については，窃盗の後に行った暴行・脅迫すべてが事後強盗罪を

構成するのかという処罰範囲を巡る問題があるが，判例・通説は「窃盗の機

会」という基準を用いて処罰範囲を制限している。しかし，非身分犯説の論者

の一部からは「窃盗の機会」の理論が身分犯説に適合しないという主張がなさ

れていることは前述した。

一方，強盗致死傷罪についても，判例は，「強盗の機会」に殺傷が行われれ

ば第２４０条の罪が成立するという，いわゆる機会説を採っているとされている。
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しかし，「窃盗の機会」の理論が身分犯説に適合しないことを前提とするなら

ば，強盗致死傷罪における「強盗の機会」の理論もまた，身分犯説には適合し

ないということとなる。そして，結果的加重犯説を前提とした場合には，「強

盗の機会」は，基本犯である強盗罪と，加重的結果である殺傷の関係をどこま

で認めるかという問題と理解されよう。

最判昭和２３年３月９日刑集２巻３号１４０頁は，強盗殺人の後に，犯人らが

改めて共謀のうえ，犯行の発覚を防ぐため，数時間後別の場所において犯人ら

の顔を見知った者を殺害したという事案について，「刑法第２４０條後段の強盗

殺人罪は強盗たる者が強盗をなす機會において他人を殺害することにより成立

する犯罪であって，一旦強盗殺人の行爲を終了した後新な決意に基いて別の機

會に他人を殺害したときは右殺人の行爲は，たとえ時間的に先の強盗殺人の行

爲に接近しその犯跡を隠ぺいする意圖の下に行われた場合であっても，別箇獨

立の殺人罪を構成し，之を先の強盗殺人の行爲と共に包括的に觀察して一箇の

強盗殺人罪とみることは許されないものと解すべきである。」として，強盗と

は別の機会の殺人であることから，殺人罪が成立するに過ぎないと判示してい

る。

最判昭和２４年５月２８日刑集３巻６号８７３頁は，犯人らが強盗の目的で家屋

に侵入したものの，家人が騒ぎ立てたため逃走しようとしたところ，被害者が

犯人を追跡して来たことから，家屋表入口付近で被害者を殺害したという事案

について，「刑法第２４０条後段の強盗殺人罪は強盗犯人が強盗をなす機会にお

いて他人を殺害することによりて成立する罪である。…即ち殺害の場所は同家

表入口附近といつて屋内か屋外か判文上明でないが，強盗行為が終了して別の

機会に被害者両名を殺害したものではなく，本件強盗の機会に殺害したことは

明である。」として，強盗殺人罪が成立すると判示している。

最判昭和２５年１２月１４日刑集４巻１２号２５４８頁は，金品を奪取するため母

親Ａ女を殺害し，さらに母親の横に寝ていた長男Ｂ・長女Ｃも殺害したという

事案について，「原判決の趣旨は，Ａ女のみを殺害して金品を奪取しようと決

意し実行した趣旨ではなく，同人の外傍らに寝ていた長男Ｂ及び長女Ｃをも窒

息せしめて殺害し更らに三名の咽喉をも切り，かくて，右三名の抵抗を全く排
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除することを手段として判示衣類等一四点を強取した趣旨であると解されるば

かりでなく，強盗殺人罪は，必ずしも殺人を強盗の手段に利用することを要す

るものではなく，強盗の機会に人を殺害するを以て足りるものであって本件に

おいては少くとも強盗の機会にＢ，Ｃ女の両名をも殺害したこと明らかである

から，原判決がＡ女の外右両名に対する殺人行為に対しても刑法２４０条後段を

適用したのは違法ではない。」として，殺人が強盗の手段であることを要しな

いことを明示し，本件では強盗殺人罪が成立すると判示している。

最判昭和３２年７月１８日刑集１１巻７号１８６１頁は，岡山県下で強盗後，贓物

を舟で運搬し，翌日神戸で陸揚げしようとして巡査に発見され逮捕を免れるた

め傷害を加えたという事案について，「本件犯行と，本件犯行の前日岡山県に

おいて行われた所論強盗の行為とは，その時期，場所，態様からいって，別個

のもので，本件犯行は上記強盗による賍物を舟で運搬し来り神戸で陸揚しよう

とする際に即ち右強盗とは別個の機会になされたものである」として，強盗傷

人罪の成立を否定し，本件では，巡査への傷害について公務執行妨害罪と傷害

罪が成立して両罪は観念的競合となり，さらに前夜の強盗罪とは併合罪の関係

となると判示している。

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する２個の強盗殺人

未遂罪の成立を認めている。この判例は，一般的には，錯誤論において法定的

符合説，数故意犯説を認めた代表的判例として理解されている。しかし，やは

り２個の強盗殺人未遂罪の成立を認めた，この判決の原審である東京高判昭和

５２年３月８日高刑３０巻１号１５０頁は，通行人に対する傷害を「強盗の機会に

おける傷害」として，強盗殺人未遂罪の成立を認めている。

以上のように，判例は，一貫して，強盗と殺傷との時間的近接性，強盗と殺

傷の間の意思の連続性等が肯定される場合に，「強盗の機会」の殺傷であると

して，第２４０条の罪の成立を認めている。これに対し，学説上は，判例と同様

の立場を採る機会説と，死傷の結果は財物奪取の手段として発生していなけれ

成城法学７７号（２００８）

７０・（２２５）



ばならないとする手段説が激しく対立している。

機会説の論者は，判例理論と同様，殺人・傷害が「強盗の機会」に行われれ

ば足りると説く６３）。

例えば，牧野博士は，「強盗殺傷ニ於ケル殺傷ノ結果ハ必シモ強盗ノ手段タ

ル行為ニ因ルモノナルコトヲ要セス。唯強盗ノ現場ニ於ケル行為タルヲ以テ足

ルナリ」と主張されている６４）。

また，西田教授は，「本条にいう『強盗』が事後強盗を含む以上，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。すなわち，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だからである」として，強盗犯人の逃走の際の殺傷の処理

に関する手段説の不備を指摘する６５）。

� 手段説

この機会説に対しては，古くから以下のような批判が展開されている。

例えば，宮本博士は，「死傷は強盗の為の暴行又は脅迫若くは昏睡手段によ

つて生ずることを要する。故に強盗が単に宿怨を晴らす為に同時に人を殺すの

は本罪の結果とはいはれない。これは刑法第２４１条に於て，刑責が全く相同じ

い強盗強姦致死の場合を本罪から分離して，これを独立類型として規定した點

から推して斯やうに解するのである」と主張されている６６）。

また，瀧川博士も，「死傷の結果が強盗の手段たる行為から発生することを

要するという見解の正しいことは，強盗強姦致死の場合を，本条から切離して

独立の犯罪類型としていることからも推論できる。強盗致死と強盗強姦致死と

は，共に死刑，無期である。現場における行為をもって足りるのであれば，両

者を区別する必要はないはずである」と主張されている６７）。

このような，宮本，瀧川両博士の主張は，機会説と対比する意味から手段説

と呼ばれている６８）。

以上のような手段説の根拠は，機会説に拠ると，強盗致死傷罪の成立範囲に，
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「強盗が単に宿怨を晴らす為に同時に人を殺す」などというような，強盗とは

あまり関連のない殺傷をも含めることとなり，処罰範囲が過度に拡大するとい

う点，そして，強盗致死罪が強盗の機会における致死について規定していると

すると，強盗の機会における強姦致死について規定し，強盗致死罪と同じ死刑

又は無期懲役を科刑とする強盗強姦致死罪の存在意義が失われるという点にあ

る。

しかし，手段説の処罰範囲は，結果的加重犯説を前提とした場合，やや狭く

なりすぎるおそれがある。結果的加重犯の加重的結果について，判例は予見可

能性を不要とするが６９），多数説は責任主義の見地から予見可能性を必要と解し

ている７０）。このうち，処罰範囲がより狭い多数説の立場を採ったとしても，基

本犯と予見可能な加重的結果という関係は，手段説のいう手段と結果の関係よ

り広くなるであろう。さらに，行為者が加重的結果を発生させる危険性を内包

している基本犯を故意に行っている以上，加重的結果を帰責し得ない場合はほ

とんど考えられないという指摘もあり，これによるならば，結果的加重犯説と

手段説の処罰範囲の差はより拡大することとなろう７１）。この処罰範囲の相違の

点で，手段説の結果的加重犯説への適合性には疑問が残る。

� 関連性説

近時は，機会説を前提としつつも，機会説に何らかの制限を設けて，強盗致

死傷罪の成立範囲を狭めようとする関連性説も主張されている。

例えば，大塚・大谷両博士は，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７２）。しかし，この説は，「強盗の機会」より除か

れるべき具体的事例として，手段説を主張する宮本博士の挙げる「宿怨を晴ら

す為に同時に人を殺」した場合や，同じく大場博士の挙げる強盗の仲間割れに

よる共犯者殺害の場合などを掲げている。それならば，もはやこの見解は，実

質的には手段説とすらいえるものではないかという疑問がある。

また，関連性説の論者の間でも，密接的関連性が肯定される具体的事例の理

成城法学７７号（２００８）

７２・（２２３）



解について対立がある。例えば，強盗犯人が財物物色中に誤って座敷に寝てい

た嬰児を踏んで死に致した場合を，強盗行為と密接的関連性のある事例と見る

か否かで，関連性説の内部において見解が分かれているのである７３）。ここにお

いて，関連性説は，その解釈の中心軸である「密接的関連性」という基準が，

具体的にはいかなるものであるかが不明確であるという，基本的部分にかかる

批判を甘受せざるを得ないのではないかと思われる。

思うに，強盗行為との密接的関連性をつきつめると，被害者を抗拒不能とす

る手段に，殺人・傷害行為が位置づけられるという，手段説と同じ構成に至る。

前述の大塚・大谷博士の主張が，実際の結論の点では手段説とほぼ同じである

ことも，このような背景があってのことではないかと思われる。このように，

関連性説は，理論的前提は機会説を採りながらも，結論においては手段説に近

い立場にもなりうる。以上のように，関連性説が手段説と結論を異にするのは

どのような場合かが明らかにされていないという点と，そもそも，どの程度の

関連性が必要とされるのかが明らかではないという点で，関連性説は処罰範囲

の制限が十分ではないように思われる。

もっとも，関連性説の結果的加重犯説への適合性は，理論的には比較的高い

ようにも思われる。結果的加重犯の加重的結果には予見可能性が必要とするの

が多数説であるが，実際には，この予見可能性は多くの場合に認定されると解

しうることは前述した。従って，結果的加重犯説による場合の処罰範囲は，手

段説より機会説に近いものと考えられるが，結果的加重犯の加重的結果が基本

犯の行為によって惹起されていなければならない以上，単に「強盗の機会」で

あれば足りるとする機会説には適合しない。その意味では，機会説に密接的関

連性という理論的な処罰範囲の制限を加えた関連性説は，密接的関連性と予見

可能性という基準の相違はあるものの７４），結果的加重犯説への適合性が高いよ

うに思われるのである。

第６項 未遂・既遂

現在の通説によれば，強盗罪が暴行・脅迫と強取のいずれも既遂となっては

じめて成立するのに対して，強盗殺人を含む強盗致死傷罪は，致死傷の結果を
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生ぜしめることによって既遂に達し，財物の強取の点が未遂か既遂かを問わな

いものと解されている７５）。

しかし，この結論が，結果的加重犯説の主張する強盗致死傷罪の性質に適合

しうるかは疑問である。基本犯が未遂であるのに，全体として既遂となるとす

る解釈が許されるかは，慎重に検討しなければならない。

強盗致死傷罪の既遂時期に関するリーディングケースは，最判昭和２３年６

月１２日刑集２巻７号６７６頁である。本判決は，財物奪取の意思で被害者を負

傷させたものの，財物の奪取は未遂に終わったという事案について，「強盜に

着手した者がその実行行爲中被害者に暴行を加へて傷害の結果を生ぜしめた以

上財物の奪取未遂の場合でも強盜傷人罪の既遂をもって論ずべきである。」と

判示し，財物奪取が強盗傷人罪の既遂時期に影響を及ぼさない旨を明言してい

る。

最判昭和２３年１０月２６日刑集２巻１１号１４０５頁は，強盗傷人罪と強盗未遂

罪の間で訴因変更が必要かが争われた事案について，「強盗傷人罪は，強盗又

は強盗未遂行為の結果的加重犯であるから，公訴事実と判決で認定した事実と

の同一性は失われていない。」と判示し，訴因変更を不要であるとしている。

本判決は，強盗傷人罪が強盗に加えて強盗未遂の結果的加重犯であることを明

言していることから，上掲最高裁昭和２３年６月１２日判決と同様，強盗傷人罪

の既遂に，財物奪取の完成は必要でないことを前提としているものと解されよ

う。

東京高判昭和２９年５月１３日判タ４０号２９頁は，窃盗犯人が財物を得ずに逃

走し，その際に追跡してきた者を負傷させたという事案について，財物を得な

かった場合には事後強盗未遂罪が成立し，さらに，強盗致死傷罪の成立には強

盗の未遂，既遂は問わないとされていることから，準強盗として未遂である場

合にも，人に死傷の結果を生じさせたときは第２４０条の適用を免れないとして，

強盗傷人罪の既遂の成立を認めている。本判決は，上掲２判決が判示した強盗

傷人の場合にとどまらず，死亡の結果が発生した場合についても，やはり財物

奪取が不要であることを明言している。

以上のように，判例は，一貫して，強盗致死傷罪は人の死傷の結果が生じた
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時点で既遂となり，財物奪取の完成の有無は既遂時期に影響せず，このことは，

事後強盗未遂による強盗致死傷の場合であっても変わらないという立場を採っ

ているのである。

学説では，強盗致死傷罪の既遂時期についてどのように議論されているので

あろうか。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。しかし，この第２４０条の未遂の内容については激しい

対立がある。

通説は，上述のように，生命・身体法益を重視する観点から，判例と同様，

殺傷の点が未遂に終わった場合が本罪の未遂であるとしている７６）。この立場に

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条の未遂となると一般に解されている７７）。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，強盗傷人罪の未遂ではなく，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いうことになる。従っ

て，強盗致死の未遂とは，傷害の故意も結果もないときには単なる強盗罪が，

傷害の故意はあるが傷害の結果がないときには強盗傷害未遂罪が，致死には至

らなかったが傷害が生じたときは強盗傷害罪が成立するに止まることとなると

いうのである７８）。

これに対し，大谷博士は，「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，単に強盗の手段としての暴行を加えたにすぎないから強盗罪にほ

かならず，…結局，強盗殺人罪について殺人が未遂に終わったときのみが本（強

盗致死傷）罪の未遂罪であると解すべきである」とし，強盗傷害未遂を認める

見解を，「傷害の未遂は暴行にすぎないことを無視する見解として妥当ではな

い」と批判されている７９）。しかし，被害者を詐称誘導し落とし穴に落として財

物を奪おうとしたが，被害者が落とし穴に足を掛けた時点で気付いて果たせな

かった場合など，無形的傷害による強盗傷害の未遂を想定することは不可能で
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ないように思われる。

以上のように，強盗致死傷罪の既遂時期に関する議論は，強盗傷害未遂につ

いて若干の議論があるものの，生命・身体法益を重視し，殺傷の未遂が強盗致

死傷罪の未遂であって，財物奪取の完成は必ずしも必要ではないとする立場が

支配的である。もっとも，この立場を，強盗致死傷罪の性質に関する結果的加

重犯説，結合犯説の主張に照らした場合，いくつかの疑問が生じる。すなわち，

結果的加重犯説を前提とした場合には，基本犯である強盗罪が未遂であるのに，

致死傷という加重的結果が発生した場合に，結果的加重犯である強盗致死傷罪

全体が既遂となるということが許されるのかは問題となるであろう。また，結

合犯説を前提とした場合には，結合している犯罪の一部である強盗罪が未遂で

あるのに，結合犯である強盗致死傷罪全体としては既遂となるということが許

されるのかは，やはり問題となるであろう。

これに対して，一部の論者は，結果的加重犯という強盗致死傷罪の性質に照

らし，強盗，致死傷ともに既遂でなければ，強盗致死傷罪全体として既遂と解

すべきではないと主張している８０）。

結果的加重犯説に立った場合には，第２４０条に殺意ある強盗殺人罪が含まれ

ると解するか否かによって，理論構成が異なってくる。

すなわち，第２４０条に殺意ある強盗殺人罪は含まれないとする立場をとる論

者は，結果的加重犯に未遂は考えられず，従って殺人の未遂を第２４０条の未遂

と解することはできないとして，強盗致死傷罪の未遂とは，財物奪取が未遂の

場合であると主張する８１）。この立場によれば，殺意なき強盗致死において，致

死が未遂であった場合は，単に強盗傷人罪が成立するにとどまることとなる。

また，殺意ある強盗殺人において，殺人が未遂であった場合には，強盗傷人罪

と殺人未遂罪の観念的競合が成立することとなる。

これに対し，「故意ある結果的加重犯」を認めることにより，第２４０条に殺

意ある強盗殺人罪を含める論者のほとんどは，第２４０条の法定刑が極めて重い

のは，財物奪取より殺傷を重視しているからであり，財物奪取の有無を既遂・

未遂の分水嶺とすることはできないなどとして，殺傷の点が未遂に終わった場

合が本罪の未遂であるとする通説に従っている８２）。そして，加重的結果につき
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故意のない過失形態の結果的加重犯については，過失犯の未遂が存在しない以

上その未遂も存在しないとするが，加重的結果について故意がある場合には，

「基本たる行為は未遂たると既遂たるとを問わず，その加重結果が成立しなか

った場合を結果的加重犯の未遂と解すべきである」などとして，結果的加重犯

の未遂を観念することができると主張するのである８３）。

もっとも，「故意ある結果的加重犯」を認める立場に近いと思われる平野博

士は，財物奪取が未遂である場合には，強盗致死傷罪の基本犯である強盗罪が

未遂であるから，強盗致死傷罪全体も未遂となると主張されている８４）。

思うに，強盗致死傷罪を，財産犯である強盗罪の結果的加重犯と解するなら

ば，生命・身体法益が加重的結果として侵害されたとしても，基本犯の未遂・

既遂を無視して結果的加重犯全体の未遂・既遂を決定することには問題がある。

従って，結果的加重犯説を前提とするならば，平野博士の主張に従い，財物奪

取未遂・致死傷既遂の場合には，強盗致死傷罪全体も未遂となると解するのが

妥当であるように思われる。

第７項 死者の占有

結果的加重犯説によれば，強盗致死傷罪の既遂時期は，基本犯の強盗と加重

的結果の致死傷がいずれも既遂となった時点と解するのが妥当であるが，殺人

・傷害致死が先行し，財物奪取が後行した場合には，先行行為により死亡した

者からの財物奪取を強盗の一部と解しうるかという，強盗致死罪・強盗殺人罪

と「死者の占有」の関係が問題となる。

「窃盗及び強盗の罪」に関しては，古くから「死者の占有」という概念が認

められるかどうかが争点となってきた。すなわち，人が死亡した後に，その死

者が生前に占有していた物を不法に取り去る行為について，「死者の占有」は

保護されるのか，その行為は窃盗罪・強盗罪・占有離脱物横領罪のいずれを構

成するのかということが問題とされてきたのである。このような議論は，強盗

致死罪・強盗殺人罪についても，財物奪取がいつ発生したかに関係している。

「死者の占有」が認められるか否かが具体的に問題となるのは，次のような

３類型である。
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第１は，人の死亡とは無関係な第三者が，死者が生前に占有していた財物を

領得した場合である。この場合には，財物領得行為が窃盗罪となるのか占有離

脱物横領罪となるのかが問題となる。判例は，占有離脱物横領罪を構成すると

しており８５），通説も，「死者の占有」は基本的に認められるべきではないとし

て判例を支持しているが８６），妥当であろう。

第２は，行為者が被害者を殺害した後に，被害者が生前に占有していた財物

を領得する意思が生じて，これを領得した場合である。この場合には，行為者

の殺害行為が殺人罪となること当然であるが，それとの併合罪となるべき財物

の領得行為は窃盗罪となるのか，それとも占有離脱物横領罪となるのかが問題

となる。

判例は，このような場合には，被害者が生前有していた財物の所持を，その

死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものであり，

行為者は，被害者の殺害によって財物の占有を離脱させ，さらにその自己の行

為を利用して財物を奪取したといえるとして，被害者の死亡と財物領得との時

間的・場所的近接性が認められる場合に限り，窃盗罪を構成するとしている８７）。

学説でも，判例と同様に，第２類型は「死者の占有」を例外的に認めるべき場

合であるとして，窃盗罪とするものが通説である（相対的肯定説）８８）。

しかし，一部の学説は，「死者の占有」を第２類型においても否定し，占有

離脱物横領罪とすれば足りると主張する（否定説）。例えば，泉二博士は，「相

続財産は或者か之を支配するに非されは人の所持に属せさるか故に行路死亡者

の遺留品を取得する行為は窃盗罪を以て論することを得す犯人か財物奪取の意

思なくして他人を殺害したる後偶々其遺留品を横領するの意思を生し相続人又

は第三者か其遺留品を現実に支配し得る前に領得したる場合又同し」とし，「死

者の占有」を明確に否定されている８９）。また，平野博士も，「死後に生前の占

有を侵害することは物理的に不可能であるから，法律上もこれを認めるのは無

理である」として，このような場合には占有離脱物横領罪と解すべきとされて

いる９０）。

思うに，殺人の罪責は殺人罪においてのみ評価されるべきであるところ，判

例・通説は，死亡後の被害者からの行為者の財物取得行為にまで，殺人行為の
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罪責を及ぼし，これを窃盗罪とすべきという点に問題があるように思われる。

行為者に財物の領得の意思が生じたが，それは殺人による被害者の死亡後であ

る以上，行為者の認識は，死体から財物を取得するというものに他ならない。

とすれば，財物取得行為について第１類型と第２類型とは何等変わるところは

ないはずである。また，財物領得行為が窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪を構

成するものとしても，その前の殺人行為は別個に殺人罪を構成し，両罪は併合

罪となる。故に，行為者は死刑あるいは無期懲役にも問われ得るのであり，敢

えて財物領得行為を窃盗罪と構成しないでも，科刑上の不都合は生じない。結

局のところ，第２類型の財物領得行為が第１類型より悪質であると解される決

定的な理由は，行為者が自ら被害者を殺害しているという一点につきる。しか

し，その悪質性の科刑上の評価は，占有離脱物横領罪，あるいは窃盗罪におい

てではなく，まさに殺人罪においてこそ行われるべきなのではなかろうか。

第３は，行為者が，はじめから被害者の占有する財物の奪取を目的としてこ

れを殺害し，死体から財物を領得した場合である。このように，人の殺害を手

段として財物を奪取する強盗殺人の場合には，財物奪取の時点ですでに被害者

が死亡している。従って，死者の占有を認めるのであれば強盗殺人罪が成立す

ること当然であり，特に問題となるところではないが，これを認めないとする

と，強盗殺人罪の要件である財物奪取を認めることができなくなるという問題

が生ずるのである。

より具体的にいえば，強盗致死傷罪の性質については，結果的加重犯説と結

合犯説の対立があるが，少なくとも強盗致死罪・強盗殺人罪については，これ

を結果的加重犯・結合犯のいずれと解しようとも，強盗罪がその基本犯，ある

いは結合犯の一部となると解される。そして，さらに通説は，強盗罪，少なく

とも１項強盗罪を「暴行罪・脅迫罪と窃盗罪の結合犯」であると解している。

その結果，「死者の占有」を全面的に否定するという前提に立つと，殺人が財

物奪取に先行する形態の強盗殺人においては，その根底にあるはずの窃盗罪の

成立がありえないこととなり，論理矛盾を引き起こすのではないかということ

が議論されているのである。

判例は，第３類型については，第１・第２類型とは異なった方法によって処
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理している。

大判明治３９年４月１６日刑録１２輯４７２頁は，行為者が金品奪取の目的で被

害者を殴殺し，死体から金品を取得したという事案について，次のように判示

している。すなわち，「死者ハ所有権及占有権ノ主体タルコト能ハザルハ勿論

死亡ト同時ニＳノ相続開始スレトモＳハ未タ其相続物権ノ占有ヲ現ニ獲得セサ

ルヲ以テ死者ノ身辺ノ付随セシ金品ハ何人ノ占有ニモ属セサル所謂遺失物ト同

一ニ看做サルルヲ得ス…強盗殺人罪ハ財物ヲ強取スルノ目的ヲ以テ人ヲ殺シタ

ルニ因リテ成立シ財物ヲ得ルト否トハ犯罪構成ニ影響ナキノミナラス相続人ナ

ルモノハ相続ノ開始ト同時ニ被相続人ノ有セシ権利義務ヲ承継スルハ勿論假令

相続開始ノ事実ヲ知ラサル場合ト雖モ被相続人カ死亡ノ時ニ於テ占有セシ物件

ノ占有ハ法律上当然之ヲ承継スルモノトス」と。

この判決においては，「死者の占有」は明確に否定されているものの，死体

に付随する財物は死者の相続人の占有物であるから，これを奪取する行為は強

盗罪における財物奪取行為に相当するとされている。強盗殺人における財物奪

取行為は，前述のように，それ自体が窃盗罪を構成するものと考えられる。と

すれば，この判決の考え方によれば，死体から財物を取得する行為は，「死者

の占有」ではなく「相続人の占有」を侵害するとして，第１・第２類型のいず

れにおいても窃盗罪を構成することとなってしまうであろう。このように，判

例の「相続人の占有」による処理は，判例理論の統一性を欠くことから疑問が

ある。

また，大判大正２年１０月２０日刑録１９輯９８２頁は，行為者が被害者の所持

金を奪取する目的で被害者を斬殺し，死体から金品を取得したという事案につ

いて，「刑法２４０條後段ノ強盗殺人罪ハ強盗カ財物強取ノ行為ニ因リテ人ヲ死

ニ致シタル事實アレハ直ニ成立スヘク致死ノ結果カ財物強取ノ前ニ在ルト其後

ニ在ルトニ因リテ同罪ノ成立ニ消長ヲ来スコトナシ…又財物ヲ奪取スル意思ヲ

以テ暴行ヲ為シ因リテ人ヲ死ニ致シテ財物ヲ奪取セル以上ハ其財物中ニ當初奪

取ノ目的ト為ササリシモノヲ包含スルモ該財物ニ付テ強盗罪ノ成立ヲ妨クルモ

ノニ非ス何トナレハ強盗罪ハ暴行脅迫ニ因リテ他人ノ財産権ヲ侵害スルヲ以テ

本質ト為スカ故ニ當初ノ目的以外ニ属スル財物ヲ奪取シタルトキト雖モ仍ホ其
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財物ニ付キ強盗罪ノ成立ヲ認ムヘキハ當然ナレハナリ」と判示している。この

判決は，「死者の占有」や「相続人の占有」といった，被害者死亡後の占有移

転を肯定するための理論構成を行わず，強盗罪の本質に照らし，「強盗罪ノ成

立ヲ認ムヘキハ當然」であるとして，強盗殺人罪の成立を認めている。

このように，判例は，当初，第３類型における占有移転を，大審院明治３９

年判決のように「相続人の占有」によって説明していたが，後に，「死者の占

有」や「相続人の占有」を問題とせずに強盗殺人罪の成立を認めるという方向

に傾いたといえる９１）。

また，第２類型において「死者の占有」を肯定するための基準としていた時

間的・場所的近接性の有無が，第３類型においては問題とならないとする下級

審判例もある。東京高判昭和５３年９月１３日判時９１６号１０４頁は，①Ａが金品

を奪う意思で部下Ｂと共謀して社長Ｃをその会社事務所において殺害し，その

場で現金等を奪取し，また，②同居人のいないＣ宅から殺害後２ヶ月の間に株

券預り証等を２回にわたり領得し，さらに，③ＡがＣから会社の経営を任され

たと称し，殺害後６ヶ月経過した時点でＣの経営会社の事務員Ｄの占有してい

た株券等を領得したという事案について，①の行為を「強盗殺人罪の定型性や

被害者の殺害と財産奪取の機会の同一性等（時間的，場所的接着性等）の有無

を検討するまでもなく…強盗殺人罪に当たることは明らか」であるとし，②・

③の行為を，いずれも①の強盗殺人の犯意に基づき実行されたものであるから，

①の強盗殺人罪の実行行為と評価すべきであると判示している。

もっとも，東京高裁昭和５３年判決が，③を①の強盗殺人罪の一部として評

価したことについては若干の疑問がある。①・②の客体の財物は，生前，Ｃの

占有していたものであるから，これを一個の強盗殺人罪としたことについては

特に問題はないであろう９２）。しかし，③の行為は，①・②におけるＣの占有で

はなく，Ｄの占有を侵害している。従って，③については，別罪として窃盗罪

を構成すると解するのが筋ではないかとも思われるのである９３）。

以上のような判例に対し，学説は，「相続人の占有」によって処理すべきで

ないという点でほぼ一致している。例えば，泉二博士は，「所持を有する者必

しも占有権者にあらす占有権を有する者必しも所持者にあらさることは民法の

強盗関連罪の身分犯的構成（三・完）

（２１４）・８１



規定上明白なるが故に右金品か相続人の所持に属することを決せすして単に金

品の占有権が相続人に移転すとの理由を以て其金品か奪取の目的物たることを

認定したるは不当なりと謂はさる可からす」として，「相続人の占有」の概念

を「奇異なる説明」と非難されている９４）。また，大谷博士も，判例の「相続人

の占有」による処理を，「民法上の占有概念にとらわれすぎて刑法上の占有概

念に即さない」ものとされている９５）。

確かに，「相続人の占有」による処理は，民法と刑法の占有を全く同一に解

することとなり，現行法の解釈として妥当といえるかは疑問がある。また，同

様の事案について，相続人が存在しなかった場合にはどうなるのかといった問

題も残ることなろう。

もっとも，判例のいう「相続人の占有」は否定されるべきであるとしても，

それに代わってどのような処理をするかについては，学説上の対立がある。第

３類型を，「死者の占有」が例外的に肯定される場合であるとする相対的肯定

説と，「死者の占有」を認める余地は全くないとする否定説とが対立している。

前者の見解は，強盗殺人罪に限定して「死者の占有」を認める点で，判例の

「相続人の占有」理論よりも理論的な弊害が少ないように思われる。もっとも，

判例は第３類型において時間的・場所的近接性の有無を問題としていないが，

この場合にもやはり時間的・場所的近接性が必要とされるべきかは，検討を要

するであろう。

この点について，平川教授は，時間的・場所的近接性があり，被害者の殺害

と財物の取得を一連の占有侵害として解釈することができる場合においては，

窃盗ないし強盗罪の成立を認めることができると主張されており９６），第２類型，

第３類型とも，時間的・場所的近接性が必要という立場を採られているように

思われる。しかし，この主張によれば，占有侵害の発生を説明することは可能

であっても，それに続く占有取得の発生を説明できるのかという疑問が残る。

殺害により被害者が死者となって占有の主体たり得なくなり，その時点で行為

者による占有侵害が行われたと解しても，被害者が生前占有していた財物は占

有離脱物となってしまう。従って，その財物の領得は，窃盗既遂罪・強盗既遂

罪の一部を構成する占有取得ではなく，単なる占有離脱物横領としか言い得な
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いのではないかと思われるのである。

また，西田教授は，「死者の占有」否定説に立ち，第２類型においては，時

間的・場所的近接性の有無に関わらず占有離脱物横領罪となるとしながらも９７），

第３類型においては，殺害によって占有が離脱するのであるから，行為者に殺

害時の強取の意思が単一的に継続している限りは，殺害後の財物奪取も強盗殺

人の結果に含まれるとされている９８）。しかし，この主張にも，占有侵害に続い

て占有取得があったと具体的に説明することができるかという疑問が残る。さ

らに，この主張によるならば，行為者の当初強取しようとする目的物が具体的

に特定されていたものの，強盗殺人後にさらに別の財物を発見して奪ったとい

う場合には，別の財物について強取の意思の継続性・単一性を欠くことから，

当初の目的物についての強盗殺人罪と，別の財物についての占有離脱物横領罪

が成立し，両罪は併合罪となる。一方，被害者を殺害した後に被害者宅の金品

すべてを奪おうというように，強取の目的物が抽象的であった場合には，金品

すべてについて強取の意思の継続性・単一性が認められ，被害者を殺害した後

の財物領得も含めて，強盗殺人罪一罪が成立するにとどまる９９）。従って，占有

離脱物横領罪が強盗殺人罪の別罪として成立する分だけ，被害者の金品の一部

を奪おうとした場合が，金品すべてを奪おうとした場合より重い刑事責任を生

じさせることとなるが，このような結論が認められてよいかは検討の余地があ

るように思われる１００）。

さらに，被害者の殺害が同時に占有奪取を意味すると解することによって，

生前の被害者の占有を侵害したと説明し，「死者の占有」に関する論難を回避

しようとする主張もある。例えば，大谷博士は，「殺害を手段として財物を奪

取する場合は，殺害によって占有を侵害することになるから，現に生命を奪わ

れようとしている生前の人の占有を侵害するものと解すべきである」と主張さ

れている１０１）。また，高橋教授は，「殺害が領得の手段であるから，生者の占有

侵害」となると説明し，その根拠として，「殺人は，暴行の最たるものであり，

通常の強盗殺人にすぎない」と主張されている１０２）。しかし，これらの主張に

も，やはり，占有侵害の発生について説明し得ても，占有取得はしていないの

であるから，占有取得を要件とする強盗罪は既遂にはなり得ないのではないか
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という問題が残る。

それでは，後者の見解，すなわち「死者の占有」否定説の論者は，第３類型

をどのように処理するのであろうか。木村博士は，行為者が財物を奪取する意

思で被害者を殺害した場合，被害者の死亡と同時に財物の占有が行為者に移転

すると説明されている１０３）。この主張に従うと，第２類型の場合には，行為者

が殺害時に財物奪取の意思を有していないことから，財物の占有侵害は生じな

いが，第３類型の場合には占有侵害が生じているということとなる。しかし，

この主張は，殺害行為と財物領得行為とが同時に発生すると解釈しており，占

有侵害と占有取得を同一視しているのではないかという問題がある。行為者が

被害者を殺害したものの，警察官が接近してきたため，被害者の懐中の財物を

奪取せず立ち去った場合が，強盗殺人罪の既遂となることは従来の判例理論か

らして肯定されるが，懐中の財物の占有が被害者から行為者に移転したとまで

は言い難いであろう。殺害によって，懐中の財物を占有物から占有離脱物とし

たと解釈するのが限界ではなかろうか。このように，殺害によって占有奪取が

完成するという見解には疑問が残る１０４）。

以上のように，結果的加重犯説に立った場合，「死者の占有」を否定する立

場を採ると，殺人・傷害致死が先行し，財物領得が後行した場合には，後行行

為を基本犯である強盗罪の一部と解することができず，従って，強盗殺人・致

死既遂罪の成立を認めることも困難となる。結果的加重犯説に立って，このよ

うな場合に強盗殺人・致死既遂罪の成立を認めるためには，少なくとも，第３

類型において「死者の占有」を認める必要があろう。

７） 大場茂馬・刑法各論上巻（増訂４版・１９１１年）６３０頁，瀧川・各論１３１頁。
８） 第２４０条後段の強盗致死罪には，強盗傷害致死と強盗過失致死の２つの構成要
件が含まれていると解する余地がある。そして，強盗過失致死に関しては，強盗
過失致傷が第２４０条前段に含まれるかという問題と同様の議論がある。これにつ
いては後述する（本章第３節第３項）。

９） なお，大判明治４３年５月２４日刑録１６輯９２２頁は，強盗致死罪と殺人罪の併
合罪となるとしている。

１０） 同趣旨の判決として，大判明治４３年１０月２７日刑録１６輯１７６４頁がある。
１１） 木村「結果的加重犯の未遂」同・刑法の基本問題（１９７９年）３２４頁など。
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１２） 牧野・各論下巻６５７頁。
１３） 木村・基本問題３２７頁。
１４） 他に，大判昭和８年１１月３０日刑集１２巻２１７頁など。
１５） 瀧川・各論１３３頁，小野・各論２４４頁。
１６） 団藤・刑法綱要総論（第３版・１９９１年）３３７頁。
１７）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。

１８） 小野・各論２４４頁。
１９） 瀧川・各論１３３頁。
２０） 内田・刑法各論（第３版・１９９６年）２９０頁，大塚仁・刑法概説（各論）（改訂
増補版・１９９２年）２２２頁，曽根・刑法の重要問題〔各論〕（１９９５年）１７７頁など。

２１） 瀧川春雄＝竹内正・刑法各論講義（１９６５年）１８３頁。
２２） 大場・各論上巻６３０頁。
２３） 木村・基本問題３２３頁，江家・各論３０３頁。
２４） 井上正治・刑法各論（１９５２年）１３２頁。
２５） 前注１８）参照。
２６） 木村・基本問題３２３頁。
２７） 江家・各論３０３頁参照。
２８） 最判昭和２５年１１月９日刑集４巻１１号２２３９頁。
２９） 江家・各論３０２頁，木村・各論１３６頁，宮本・大綱３６２頁，前田雅英・刑法各
論講義（第３版・１９９９年）２１３頁，大谷實・刑法講義各論（新版補訂版・２００２
年）２４７頁，堀内捷三・刑法各論（２００３年）１３８頁，山口厚・刑法各論（２００５年
・補訂版）２３３頁，西田・各論１６４頁。

３０） 井上＝江藤孝・刑法学〔各則〕（全訂・１９７９年）１３７頁。
３１） 木村・基本問題３３２頁。
３２） 内田・各論２９０頁は，新判例及びそれを支持する学説について，「いずれも，
結果的加重犯は加重的結果に故意がないことをその本質とする，という前提に立
つものである。しかし，結果的加重犯は，基本犯のもつ危険性と加重部分との密
接なつながりから，特に加重部分に重点がおかれ，かつ，特に重い刑罰が規定さ
れた犯罪としてとらえられるべきであって，加重部分に関しては『少なくとも過
失』がなければならないというだけのことではなかろうか。つまり，『故意のあ
る結果的加重犯』を認めることは，結果的加重犯の本質に矛盾するものではない
と考えるべきではなかろうか」とする。

３３） 内田・各論２９０，２９９頁。なお，強盗強姦殺人の適用条文の議論については，
第４章において後述する。

３４） 平野龍一・刑法概説（１９７７年）２１０頁。
３５） 堀内・各論１３８頁。
３６） 大判昭和３年４月６日刑集７巻２９１頁，最判昭和２６年９月２０日刑集５巻１０
号１９３７頁，最判昭和３２年２月２６日刑集１１巻２号９０６頁。

３７） 大塚仁・刑法概説（総論）（改訂版・１９８６年）１８０頁。なお，内田・改訂刑法
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Ⅰ（総論）（補正版・１９９７年）１２０，３４０頁参照。
３８） 平野・刑法総論Ⅰ（１９７２年）１６３頁，内田・各論２９０頁。
３９） Franz von Liszt, Lehrbuch des Deutsches Strafrecht, 26. Aufl. (1932), S. 238; Rein-

hard Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich,18. Aufl. (1931), S. 189; Ed-

mund Mezger, Strafrecht Ein Lehrbuch, 3. Aufl. (1949), S. 264.

４０） Hans von Welzel, Das deutsche Strafrecht, 5. Aufl. (1956), S. 58.

４１）Horst Schröder, Konkurrenzprobleme bei den erfolgqualifizierten Delikten, NJW.,

(1956), S. 1739.

４２） Gustav Radbruch, Erfolgshaftung, VDA. Bd. II，(1908), S. 234.

４３） 牧野・日本刑法上巻（重訂・１９３７年）３１９頁。
４４） 木村・基本問題３３１頁。
４５） 西村「結果的加重犯という概念について」同・日本国刑法の前途（増補版・１９８９
年）７４頁参照。

４６） 西村・前途７４頁。
４７） 西村・前途８３頁。
４８） Hans Joachim Rudolphi, JR 1976, S. 73.

４９） 木村・基本問題３３３頁。
５０） 大判昭和６年７月２日刑集１０巻３０３頁。
５１） 団藤・各論２０１頁。
５２） 植松正・刑法概論Ⅱ各論（再訂・１９７５年）１０４頁参照。
５３） さらに，強盗致死傷罪の基本行為である強盗は，それ自体単独でも強盗罪とし
て独立の犯罪を構成するが，建造物等以外放火罪の基本行為である建造物等以外
焼毀は，それのみでは放火罪等の犯罪を構成しない。結果的加重犯については，
これを「故意犯と過失犯の複合的な形態」（団藤・総論３３７頁）と解するか，過
失犯の部分は「少なくとも過失」（内田・各論２９０頁）があれば足りると解する
かで対立があるが，いずれにせよ，基本行為が故意犯の構成要件に該当している
必要があろう。従って，建造物等以外放火罪は，結果的加重犯ではなく，「二つ
の構成要件的事實が結合されて一つの構成要件となつてゐるもの」（小野「犯罪
構成要件の理論」同・犯罪構成要件の理論（１９５３年）１２９頁）である結合犯でも
ない単なる１個の故意犯，具体的危険犯と解すべきではなかろうか。放火により
器物損壊罪（第２６１条）が成立する余地はあるが，建造物等以外放火罪は手段が
放火に限定されている上，客体が第１１０条第２項の「自己の所有に係るとき」に
当たる場合には，器物損壊罪は成立しない。従って，器物損壊罪を基本犯と解す
ることもまた，困難であろう。

５４） 平野・総論Ⅰ１６５頁。
５５） 大判大正７年１１月２５日刑録２４輯１４２５頁。
５６） 小野・各論８４頁，植松・各論１２８頁，団藤・各論２３２頁，藤木英雄・刑法講
義各論（１９７６年）１１５頁，福田平・刑法各論（全訂第３版増補・２００２年）８０頁，
井上＝江藤・各論２１８頁など。

５７） 柏木千秋・刑法各論（再版・１９６５年）２１５頁，大塚・各論３９１頁，福田・各論
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８０頁。
５８） 木村・各論２２１頁，江家・各論１０８頁，斉藤金作・刑法各論（全訂版・１９６９
年）１００頁，西原春夫・犯罪各論（第２版・１９８３年）８５頁，内田・各論４８８頁，
林幹人・刑法各論（２００３年）３４５頁，堀内・各論２２６頁，山口・各論４０４頁，西
田・各論２８７頁。

５９） 内田・各論４８８頁。
６０） 最判昭和３０年６月２２日刑集９巻８号１１８９頁（三鷹事件判決），団藤・各論
２３２頁，内田・各論４８８頁，前田・各論３３６頁。

６１） 中森・各論２１８頁，曽根・刑法各論（第３版補正３版・２００３年）２３６頁，平川
宗信・刑法各論（１９９５年）１３４頁参照。これは，結果的加重犯という前提を重視
するならばなおのことであろう。

６２） 曽根・各論２３６頁参照。
６３） 平井・各論３７４頁，牧野・各論下巻６５３頁，小野・各論２４４頁，木村・各論
１２２頁，団藤・各論５９４頁，江家・各論３０３頁，窪田四郎・くらしの刑法（第２
版・１９９８年）１５１頁，林・各論２２３頁。

６４） 牧野・日本刑法下巻（重訂・１９３８年）３６７頁。
６５） 西田・各論１６５頁。
６６） 宮本・大綱３６３頁。
６７） 瀧川・各論１３１頁。
６８） 大場・各論上巻６２７頁，香川・各論５３２頁も同旨。
６９） 前注３６）参照。
７０） 西原春夫・刑法総論（１９７７年）１８８頁，団藤・総論３３７頁注８，大谷・刑法講
義総論（新版追補版・２００４年）２２３頁，川端・刑法総論講義（第２版・２００６年）
１５９頁。

７１） 丸山雅夫・結果的加重犯論（１９９０年）２３０頁，前田・刑法総論講義（第４版・
２００６年）９７頁参照。

７２） 大塚・各論２３０頁，大谷・各論２４８頁，平川・各論３６０頁。
７３） 肯定するもの植松・各論３９９頁。否定するもの大谷・各論２４８頁。なお，否定
説に立つと，この事例は強盗罪と過失致死罪との観念的競合となる。

７４） 密接的関連性と予見可能性のいずれが，より狭い基準と言えるかは，密接的関
連性の内容が明確ではない以上，困難と言わざるを得ないが，機会説に近い結論
を採るのであれば，密接的関連性を予見可能性と置き換える立場も考えられよう。

７５） 団藤・各論５９６頁，藤木・各論３０１頁，西原・各論２２３頁，平川・各論３６１頁，
大谷・各論２４９頁，林・各論２２４頁，堀内・各論１３９頁，山口・各論２３７頁，西
田・各論１６６頁。

７６） 前注７５）参照。
７７） 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。

７８） 内田・各論２９５頁。
７９） 大谷・各論２５０頁。なお，大谷博士は無形的傷害の概念を認めている。
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８０） 瀧川・各論１３３頁，瀧川＝竹内・各論１８４頁，平野・概説２１１頁，香川・各論
５３４頁。

８１） 瀧川・各論１３３頁，瀧川＝竹内・各論１８４頁，香川・各論５３４頁。
８２） 木村・各論１２３頁，内田・各論２９５頁，堀内・各論１３９頁。
８３） 木村・総論３７２頁。
８４） 平野・概説２１１頁。
８５） 大判昭和１６年１１月１１日刑録２０巻５９８頁。
８６） 泉二新熊・日本刑法論下巻（各論）（第４２版・１９３１年）６８８頁，牧野・各論下
巻５７４頁，団藤・各論５７１頁，香川・各論４９５頁。なお，小野・各論２４５頁，同
「傷害致死の因果関係－不法行為により得たる財物の保護－既に死亡したる者よ
りの窃盗－牽連犯における手段と結果」刑事判例研究会編・刑事判例評釈集４巻
（昭和１６年度）２５５頁は，「生々しい死体から財物を抜き取る」行為を，財物取
得者が被害者を殺害したかどうかに関わらず窃盗罪とすべきであるとする。

８７） 大判昭和１６年１１月１１日刑録２０巻５９８頁，最判昭和４１年４月８日刑集２０巻
４号２０７頁。

８８） 団藤・各論５７１頁，福田・各論２２４頁，香川・各論４９５頁，前田・各論１７６頁。
８９） 泉二・各論６８８頁。牧野・各論下巻５７４頁も同旨。ただし，牧野博士は，客体
となる財物は「占有を離れたる物」ではなく，行為者が「占有を離させたる物」
であるから，占有離脱物横領罪は成立し得ず，この場合には「窃盗罪の規定を類
推的に拡大して理解することになる」とする。

９０） 平野・概説２０３頁。同旨，大谷・各論２１０頁，堀内・各論１１０頁，山口・各論
１８１頁，西田・各論１３１頁。

９１） 大沼邦弘「死者の占有－窃盗罪・強盗罪と占有離脱物横領罪の関係－」芝原邦
爾編・刑法の基本判例（１９８８年）１２９頁。

９２） 町野朔「強盗殺人における財物の奪取とその意思」判時９３８号（１９７８年）１９０
頁（判評２４９号４４頁）は，②の行為について，「ドイツ流の厳格な考え方をとる
なら，…占有離脱物横領行為しか成立しないのは当然ということになろう。もっ
とも…①における金品の奪取が，被害者の死亡と直接結び付いていることは疑い
ない。そして，行為者が②…のように行為する意思を持っていて，それが右のよ
うに奪取の意思として肯定しうるとしたなら，たとえ具体的に被害者の身に付け
ていた金品を取得する目的がなかったとしても，当該取得行為はその取得意思と
符合するが故に，それを強盗の実行行為とすることもできよう」とする。

９３） 町野・前掲論文１９１頁（判評２４９号４５頁）は，「判旨は，…財物の取得にはさ
らにＤの占有を侵害することが必要であった場合についても，これを窃盗行為と
して独立に評価することなく，強盗行為の一部だとしている。おそらく本判例と
しては，強盗殺人罪の成立のためには，殺害行為が行為者の財物取得を容易なら
しめるだけで足りると考えているのであろう。…財物の所有者を殺害しても，そ
れを占有する他人がいれば，財物を取得するためにはその占有をさらに侵害しな
ければならない。そのような場合でも強盗殺人罪が成立するという本件の判旨に
おいては，殺人行為が占有の奪取のための暴行でなければならないということは，
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第２節 結合犯説

第１項 結合犯説の基本的構成

以上の結果的加重犯説に対し，第２４０条の罪はすべて結合犯である，あるい

は結果的加重犯である強盗致傷罪・強盗致死罪と，結合犯である殺傷の故意あ

る強盗傷害罪・強盗殺人罪を含む規定であると解する，いわゆる結合犯説も主

張されている。

まず判例についてみると，結果的加重犯説に立つもののほか，強盗致死傷罪

を強盗罪の結果的加重犯ではなく，強盗罪と傷害・傷害致死・殺人罪との結合

犯であるとするものがある。

すでに考えられていないのである。本判決は，強盗殺人罪の成立に財物の現実的
奪取が不要であることから，強盗罪が同罪の要素であることを看過し，財物奪取
の意思を抽象化し，奪取の概念をルーズにしてしまった，これでは，強盗殺人罪
は，強盗罪と殺人罪との結合犯ではなく，領得罪一般と殺人罪との結合犯という
ことになってしまう」として，東京高裁昭和５３年判決の論理を批判している。

９４） 泉二・各論６８９頁。
９５） 大谷・各論２４８頁。
９６） 平川・各論３４３頁。
９７） 西田・各論１３１頁。
９８） 西田・各論１５５頁は，「結局，殺害によって既に占有を離脱させているのであ
るから，殺害時の強取の意思の継続性，単一性が認められる範囲での財物取得は
強取と解すべきであろう。したがって，殺害により目的とした金銭を奪えば，二
日後，死体を埋める際にあらたに発見した別の金銭については占有離脱物横領罪
が成立するにとどまる。反対に，はじめから計画していた場合には，甲が乙を殺
害した後に乙宅へ赴き，その財物を取るのも強盗殺人の結果だといってよい」と
する。

９９） 西田・各論１５５頁。
１００） あるいは，強盗殺人罪と占有離脱物横領罪の罪数関係を，併合罪ではなく共罰

的事後行為と解すべきであるかもしれない。
１０１） 大谷・各論２４７頁。
１０２） 高橋貞彦「死者の携帯品と占有」藤木＝板倉編・刑法の争点（新版・１９８７年）

２５０頁。
１０３） 木村・各論１２３頁。同旨，植松・各論４０４頁。
１０４） 江家・各論３０３頁。
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このような判例としては，まず，大判大正１１年１２月２２日刑集１巻８１５頁

が挙げられる。この判決は，第２４０条の構成要件に殺意ある強盗殺人が含まれ

るかという問題について，「強盗致死罪ハ…即チ強盗罪ト殺人罪トノ結合罪又

ハ強盗罪ト傷害致死罪トノ結合罪ニ外ナラズ」として，強盗致死罪に故意ある

強盗殺人も含まれるとしたうえで，強盗致死罪，強盗殺人罪が結合犯であるこ

とを明示している。さらに前掲最判昭和３２年８月１日刑集１１巻２０６５頁も，

大正１１年判決の立場を受け継いでいる１０５）。

下級審判例においても，東京高判昭和２５年５月２０日判タ９号５８頁は，前

掲最判昭和２３年１０月２６日刑集２巻１１号１４０５頁と同様，強盗傷人罪と強盗

未遂罪の間での訴因変更が必要かが争われた事案について，「原審が認定した

強盗未遂の事実と検察官が公判廷で訂正した起訴状の強盗傷人の公判事実とを

比較して見ると原判決では訴因に包含されている強盗未遂と傷人の結合犯中傷

人の事実をとり除いて訴因縮減しただけのことで右の変更によつて被告人の防

御に少しも不利益を生ずる虞もない」として，強盗傷人罪が結合犯であること

を理由に，訴因変更が不要である旨判示している。

また，強盗致死傷の途中からの共犯につき，承継的共犯の成立を認めること

により，強盗致死傷罪を結合犯と明示しないまでも，実質的には結合犯である

ことを肯定している判例もある。

例えば，神戸地判昭和３９年３月１０日下刑集６巻３・４号２０４頁は，Ａが被

害者に単独で暴行を加えて負傷させたうえで，Ａに追従して来ていたＢに対し

「こいつの金を探せ」と命じ，Ｂは被害者の反抗が抑圧されているのを見てＡ

の犯行に加担しようと決意し，被害者の所持していた金品を奪取したというと

いう事案について，承継的共犯の理論構成には特に言及せずに，Ｂが強盗致傷

罪の承継的共同正犯の罪責に問われると判示している。

同様に，東京高判昭和５７年７月１３日判時１０８２号１４１頁も，被害者にＡが

単独で暴行を加えて負傷させ金品を奪取し，さらに被害者に対する債務の支払

請求を断念させた直後に，Ａの犯行の子細を逐一眼前で目撃していた被告人Ｂ

も，Ａの指示により，被害者を裸にして縛り上げて暴行し，さらに布団蒸しに

して共に逃走したという事案について，「Ａが強盗の実行行為に着手してから，
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被害者を布団蒸しにするまでの間の一連の所為を包括的にとらえて，これを不

可分の関係にある一個の強盗行為とみるのが実体に即するというべきであるか

ら，…前記財物及び財産上の利益の取得を確保するという行為は，一個の強盗

行為の一部を組成するものであり，したがって，被告人は強盗の実行行為の一

部を分担したものといわなければならない。このように，被告人がＡの行った

一個の犯罪の一部に共同正犯として承継加担した以上，自己の直接関与するこ

とのなかったＡの先行行為を含め，同人につき成立すべき犯罪の全体につき同

一の罪責を免れないことは当然というべきであって，被告人につき監禁罪の成

立をいう（弁護人の）所論は…採用できない」として，Ｂは強盗傷人罪の承継

的共同正犯の罪責に問われると判示している。

なお，東京地判平成７年１０月９日判時１５９８号１５５頁は，途中からの共犯に

ついて，「（強盗致傷罪の）後行行為者は，財物奪取行為に関与した時点で，先

行行為者によるそれまでの行為とその意図を認識しているのみでなく，その結

果である反抗抑圧状態を自己の犯罪遂行の手段としても積極的に利用して財物

奪取行為に加担しているのであるから，個人責任の原則を考慮に入れても，先

行行為者の行為も含めた強盗罪の共同正犯としての責任を負わせるべきものと

考えられるが，反抗抑圧状態の利用を超えて，被害者の傷害の結果についてま

で積極的に利用したとはいえないのにその責任を負わせることは，個人責任の

原則に反するものと考えられる」と判示して，承継的共犯の成立を否定してい

る。しかし，承継的共犯の理論そのものが個人責任の原則にそぐわないとはし

ているものの，「先行行為」「後行行為」という文言を用いていることから，強

盗致傷罪が結合犯であるという前提については肯定している趣旨であるように

も思われる。

本章第１節第１項において述べたように，判例には，強盗致死傷罪を結果的

加重犯とするものもあるが，近年の下級審判例は，承継的共同正犯の成否を論

じる際に，第２４０条の罪が強盗罪と傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の結合犯であ

るという解釈を前提としていると思われるものが多くなっている。このことか

ら，判例理論においては，強盗致死傷罪を結合犯とする理解が定着しつつある

ことが窺われる。もっとも，強盗傷人罪と強盗未遂罪の間で訴因変更を不要と
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した判例には，強盗傷人罪を結果的加重犯とするものと，結合犯であるとする

ものがある。しかし，争点が訴因変更に限られていたため，強盗致死傷罪が結

果的加重犯か結合犯かという点を，それほど重視していなかったと見ることも

できるであろう。

一方，学説上は，第２４０条の罪がどのような結合犯を含んでいるのかについ

て，結合犯説の内部で若干の対立がある。すなわち，結合犯の内部においては，

第２４０条に規定される強盗致傷罪・強盗傷害罪・強盗致死罪・強盗殺人罪はす

べて，強盗罪と暴行致傷罪・傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の結合犯であるとす

る立場１０６），強盗致傷罪・強盗傷害罪は強盗罪の結果的加重犯，強盗致死罪は

強盗傷人罪の結果的加重犯，強盗殺人罪は強盗罪と殺人罪の結合犯として，第

２４０条の罪は結果的加重犯，結合犯の両者を含むものであるとする立場１０７），

強盗傷害罪は強盗罪と傷害罪の結合犯，強盗致傷罪は強盗罪の結果的加重犯，

強盗致死罪は強盗傷害罪の結果的加重犯，強盗殺人罪は強盗罪と殺人罪の結合

犯であるとする立場１０８）の３つがある。しかし，いずれの立場も，殺人の故意

ある強盗殺人罪を結合犯であると解する点では一致している。

第２項 強盗殺人の処理

以上のように，第２４０条の罪を結合犯と解する立場は，強盗殺人を，強盗致

死罪の「故意ある結果的加重犯」ではなく，強盗罪と殺人罪の結合犯として第

２４０条に含めるべきという点において，結果的加重犯説と大きく異なってい

る１０９）。

この結合犯説の根拠としては，以下の２つが挙げられている。

第１は，第２４０条が，結果的加重犯の法文に通常用いられるはずの「よって

…させた」という文言を欠いている点である１１０）。

確かに，明らかに結果的加重犯とされている他の規定，例えば強制わいせつ

等致死傷罪（第１８１条），特別公務員職権濫用等致死傷罪（第１９６条），傷害致

死罪（第２０５条），同意堕胎致死傷罪（第２１３条），同意堕胎致死傷罪（第２１３

条），業務上堕胎致死傷罪（第２１４条），不同意堕胎致死傷罪（第２１６条），遺

棄等致死傷罪（第２１９条），逮捕等致死傷罪（第２２２条），建造物等損壊致死傷
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罪（第２６０条）などは，「よって…させた」という文言を用いている。これに

対し，第２４０条後段は，「よって」という文言を使わず，ただ「人を負傷させ

たとき」「人を死亡させたとき」という文言を用いている。

しかし，強盗致死傷罪と同様に結合犯か結果的加重犯かが問題となりうる列

車転覆致死罪（第１２６条第３項）についても，「よって…させた」の文言が用

いられている。列車転覆致死罪については，法定刑の均衡上，殺人の故意ある

場合を含むと解する立場が近時有力であり１１１），結論としても妥当であると思

われるが，「よって…させた」の文言を有する規定を結果的加重犯と解するな

らば，殺意ある列車転覆致死罪を，「故意ある結果的加重犯」と説明せざるを

得なくなる。これに対して，結果的加重犯説の論者は，「よって…させた」の

文言を欠く規定であっても，「人を死に致した」「死亡させた」という文言が含

まれているならば結果的加重犯であると主張しているが，少なくとも，「よっ

て…させた」の文言の有無は，結果的加重犯であるか否かを決定づけることが

できないといえよう１１２）。

ところで，「人を死に致した」，「死亡させた」という文言が結果的加重犯で

あることを示しているという結果的加重犯説の主張についても，疑問がある。

平成７年の刑法一部改正により，第２４０条後段の文言は，「死に致したるとき」

から「死亡させたとき」に改められた。しかし，第２４０条前段の「負傷させた

とき」が強盗致傷と強盗傷害を含むものと解されるように，同条後段の「死亡

させたとき」という文言もまた，かならずしも強盗致死の場合に限定されず，

強盗致死と強盗殺人の両者を含むものと解することができよう。そうすると，

第２４０条後段の文言が前段と同様のものに改正されたことにより，第２４０条後

段が強盗殺人を含むとする解釈が改正前よりもより容易になるようにも思われ

るのである。

第２は，人を殺害して物を奪うという場合は，刑事学的にみて，第２４０条後

段が規定する犯罪類型のうちもっとも典型的なものであるから，第２４０条後段

は殺人の故意ある場合も，強盗殺人罪という結合犯として規定していると解す

べきだという点である１１３）。

上述したように，結果的加重犯説に拠って，殺人の故意ある強盗殺人を第
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２４０条後段が包含することを説明するためには，「故意ある結果的加重犯」の

理論を採用しなければならないが，「故意ある結果的加重犯」の理論が多くの

問題を含んでいることは既に述べたとおりである。これに対し，強盗殺人罪を

強盗罪と殺人罪の結合犯と解するならば，結果的加重犯に故意ある場合が含ま

れるかという困難な議論に立ち入らずに，第２４０条後段に殺人の故意ある場合

が包含されると説明できることとなる。

第３項 結合犯としての性質

結合犯説については，結合犯の性質に関して，次のような問題もある。その

１は，強盗致傷罪・強盗致死罪のような故意犯と結果的加重犯の結合犯は認め

られるのかという点であり，その２は，第２４０条は身分犯としての規定形式を

有しているのに，それを結合犯と解しうるのかという点である。

第１の点について，西村博士は，結合犯とは「単独でも罪になる故意犯の結

合」であるから，結果的加重犯である傷害致死罪が結合犯の一部となることは

あり得ず，従って，強盗致死罪は結合犯ではなく結果的加重犯，しいていえば

「一種の複合犯」であると主張されている１１４）。

確かに，強盗致死傷罪以外で結合犯と解されている損壊逃走罪（第９８条），

暴行・脅迫逃走罪（第９８条），墳墓発掘死体等損壊罪（第１９１条），強盗罪（第

２３６条），強盗強姦罪（第２４１条）は，ことごとく故意犯同士の結合である。

事後強盗罪に関しても，非身分犯説（結合犯説）に立てば，窃盗罪と暴行罪・

脅迫罪の結合犯と解されるのであるから，やはり故意犯同士の結合犯といえる。

しかし，結合犯について，多くの論者は，「数種ノ行為ヲ合一シテ之ヲ一罪ト

解スルモノ」１１５）とか，「二つの構成要件的事實が結合されて一つの構成要件と

なつてゐるもの」１１６）などと定義するにとどまっている。「数種ノ行為」を故意

の行為のみに限定すべきであると明言する論者は，西村博士以外にはいないよ

うであるが，西村博士の主張には，結合犯は故意犯同士でしか構成され得ない

という点について積極的論拠が不明であるという難点がある。また，西村博士

は，一方で，強盗強姦罪及び強盗強姦致死罪を，「結果的複合行為犯」すなわ

ち併合罪型結合犯として位置づけられている１１７）。しかし，強盗強姦致死罪も
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また致死罪であるのだから，故意犯ではない結果的加重犯が結合犯を構成し得

ないという前提に立つならば，強盗致死罪と同様，結合犯ではなく「一種の複

合犯」として位置づけられるはずであり，結合犯，複合犯の分類が曖昧である

という批判を免れないように思われる。

もっとも，強盗致死罪を，強盗罪の結果的加重犯と解するのか，それとも強

盗罪と傷害致死罪の結合犯と解するのかによって，強盗致死罪の成立範囲に若

干の相違が生じることに注目すべきである。結果的加重犯と解するならば，強

盗致死罪が成立するためには，致死という加重的結果が，基本犯である強盗の

行為によって生じなければならないであろう。しかし，強盗罪と傷害致死罪の

結合犯と解するならば，致死に至る傷害の結果が，強盗行為を原因として生じ

なければならないという理論的必然性は希薄になる。具体的には，強盗を行っ

た者が，強盗の被害者とは全く無関係の者に傷害を加え死亡させた場合であっ

ても，強盗と傷害致死が行われたのであるから強盗致死罪が成立するとも解し

うる。もっとも，それでは処罰範囲が過度に拡大することになるから，結合犯

と解する場合には，致死の結果は強盗行為を手段として発生していなければな

らないとする手段説，あるいは「強盗の機会」に致死の結果が生じていなけれ

ばならないとする機会説によって，処罰範囲を制限することが必要となる。

第２の点については，身分犯としての規定形式を有するものであったとして

も，必ずしも身分犯と解さなければならないわけではないとする主張もある。

すなわち，岡本教授は，改正後の第２４０条について，「判例の広漠とした身分

概念に該当するからといって，ただそれだけで刑法６５条にいう身分犯の身分

にあたると判断すべきではなく，当該犯罪構成要件の実体的性質を熟慮すべき

である」としたうえで，「強盗致死傷罪は，立法技術上一見身分犯として規定

されているようではあるが，しかしその実体は『強盗の罪を犯し，よって人を

死傷させた』行為を罰するものであることは明らかである。強盗致死傷罪は，

身分犯ではなく，刑法６５条とは無縁な結果的加重犯であると言わなければな

らない。…強盗殺傷罪（殺傷の故意ある場合）も，強盗致死傷罪と同じく規定

形式上は一見身分犯に見えるが，しかしその実体は『強盗の罪を犯し，その機

会に人を殺傷する』犯罪であり，いわゆる結合犯の一種で，決して身分犯では
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ない」として，第２４０条の「規定形式」よりも「実体的性質」を重視して解釈

すべきであるとし，そのうえで，２４０条の各構成要件は，結果的加重犯ないし

結合犯として解釈すべきである旨主張されている１１８）。

さらに，岡本教授は，身分犯としての規定形式を取るものであっても，身分

犯かどうかの区別は，「構成要件の形式からする明確で合理的な区別が可能で

ある。即ち，その区別は，『身分』を有していることが既に犯罪を構成するも

のであるか否かの基準によって決せられるべきである」として，収賄罪におけ

る「公務員又は仲裁人」，強姦罪における男子，保護責任者遺棄罪における「保

護する責任のある者」等の身分は，それ自体はまったく犯罪とは無縁な地位・

状態であるのに対して，事後強盗罪における「窃盗」，強盗殺人罪における「強

盗」，強盗致死傷罪における「強盗」等の所謂身分は，犯罪を犯したこと自体

が「身分」とされており，後者は非身分犯及び結合犯と解されなければならな

いと主張される１１９）。

しかし，確かに「犯罪とは無縁な地位・状態」を身分とする身分犯はありう

るが，そのことが「犯罪を犯したこと自体」を身分と解すべきではないという

根拠にはならないであろう。実際，ドイツにおいては，前述したように，「利

欲から」という動機による謀殺罪は，故殺罪を基本類型とし，行為者関係的要

素によって刑が加重される，わが国の不真正身分犯に類似した身分犯と解され

ている。そして，そこで規定される「謀殺者」という身分は，まさに，人の殺

害という「犯罪を犯したこと自体」から発生するものなのである。

また，「実体的性質」を身分犯の解釈の中心に据えるという主張には合理性

があるようにも思われるが，この場合，岡本教授も認められているように，第

２４０条の規定の形式，言いかえればその基本的性質は，あくまでも身分犯のそ

れである。そうであるならば，第２４０条の各構成要件を「実体的」な解釈から

身分犯と解すべきではないとするには，文理上の解釈を上回る積極的な根拠が

要求されて然るべきであろう。そして，第６５条との関係で重視すべき第２４０

条の「実体的性質」とは，強盗致死傷罪を不真正身分犯と解した場合，「通常

の刑」にあたる傷害罪，傷害致死罪，殺人罪が適用されるという，共犯と身分

の問題として解釈した場合の論理構成と，それによってもたらされる結論を指
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すものと解すべきではなかろうか１２０）。

また，岡本教授は，事後強盗罪，強盗殺傷罪（殺傷について故意ある場合），

強盗強姦罪について，「実質的に結合犯であるにも拘わらず規定形式上は身分

犯であるかのような外観を呈しているが，これに対して，例えば墳墓発掘死体

損壊等罪は，『第１８９条の罪を犯して，死体，遺骨，遺髪又は棺に納めてある

物を損壊し，遺棄し，又は領得した者』と規定されており，規定形式上も実質

的にも結合犯であることが明らかであるが，しかし，『墳墓を発掘した者が，

…物を損壊し，遺棄し，又は領得したときは』と規定して身分犯の外観を備え

させることは，立法技術上十分可能であった。…単なる立法技術上の偶然の選

択によって刑法６５条の適用の可否が決定されてしまうのは，いかにも不合理

であろう」として，墳墓発掘死体損壊等罪を例に挙げたうえでの「実体的性質」

に基づく解釈の必要性を強調されている１２１）。

しかし，規定形式の相違を「単なる立法技術上の偶然の選択」として片づけ

てよいかについては疑問もある。墳墓発掘死体損壊等罪（第１９１条）は，手段

としての墳墓発掘罪（第１８９条）と，目的としての死体損壊等罪（第１９０条）

が結合した結合犯と解される１２２）。従って，既に墳墓発掘を行った正犯が後行

して行う死体損壊等にのみ関与した共犯は，墳墓発掘死体損壊等罪の承継的共

犯となる。この帰結に不合理な点は格別見あたらないであろうし，本罪を身分

犯とする解釈的な試みも特に行われてはいない。このような合理的な規定形式

の選択は，偶然ではなく必然的に行われたと見るのが自然ではなかろうか。規

定形式による解釈がまず先に行われ，それではどうしても不合理な結論しか導

くことができない場合に，「実体的性質」に基づいて調整した解釈が行われる

ということはあり得てよい。しかし，最初から規定形式を「偶然の選択」によ

るものとして軽視するのは疑問である。「実体的性質」が結合犯，結果的加重

犯，身分犯のいずれであるかを検討するより前に，まずは規定形式に基づいた

解釈が試みられるべきである。そして，強盗致死傷罪，強盗強姦罪，強盗強姦

致死罪についても，結合犯説，結果的加重犯説を選択する前に，まずは規定形

式に基づいた身分犯説の是非を十分に検討すべきであろう。さらに，少なくと

も事後強盗罪については，形式的にも実質的にも身分犯と解されており，強盗
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致死傷罪，強盗強姦罪，強盗強姦致死罪についても，少なくとも身分犯である

ことを明確に否定する論者は少ない。従って，これらの罪を「実質的に結合犯

である」と言い切ることもまた，困難ではなかろうか。

第４項 共犯関係の処理

� 財物奪取のみへの関与者

強盗致死傷罪については，行為者が強盗目的で被害者を殺傷した後に，財物

奪取のみへの関与者をどのように処理するかが問題となる。

判例は，このような場合の関与者は，強盗致死傷罪の承継的共犯となるとす

る。大判昭和１３年１１月１８日刑集１７巻８３９頁は，強盗殺人の正犯Ａが被害者

を殺害後，犯行現場を訪れたＡの妻Ｂ女に対し，既に被害者を殺害したことを

告げたうえで金品物色行為の協力を求め，Ｂ女がＡに灯火を送って強取を容易

ならしめたという事案について，「刑法第２４０条後段の罪は強盗罪と殺人罪若

は傷害致死罪より組成せられ，右各罪種が結合せられて単純一罪を構成するも

のなるを以て，他人が強盗の目的を以て人を殺害したる事実を知悉し，其の企

図する犯行を容易ならしむる意思の下に，該強盗殺人罪の一部たる強取行為に

加担し之を幇助したるときは，其の所為に対しては強盗殺人罪の従犯を以て問

擬するを相当とし，之を以て単に強盗罪若は窃盗罪の従犯を構成するに止まる

ものと為すべきにあらす」として，Ｂ女は強盗殺人罪の幇助犯の罪責に問われ

る旨判示している。

東京高判昭和５７年７月１３日判時１０８２号１４１頁も，被害者にＡが単独で暴

行を加えて金品を奪取した直後に，Ａの指示によりＢが更に被害者に暴行を加

え負傷させたという事案について，強盗傷人罪が結合犯であること，Ｂが介入

前のＡの行為を認識していたことから，Ｂの暴行が一個の強盗行為の一部を組

成するものとして，Ｂは強盗傷人罪の承継的共同正犯の罪責に問われる旨判示

している。

学説上も，結合犯説の論者は，上記の判例の立場を支持する。例えば植松博

士は，大審院昭和１３年判決について，「強盗殺人罪は結合犯（判文に『単純一

罪』とあるのは，講学上の用例とは異なる。）であるから，その一部に関与す
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る者もその罪全体について罪責を生ずる。途中からこの行為に関与したＢ女は，

承継的従犯として強盗殺人幇助罪の罪責を負わなければならない。…たしかに，

みずから与り知らない以前すでにＡによって実行の終了していた殺人行為につ

いてまで…幇助したと見るのは過酷の観もないではない。しかし，Ｂ女はこの

既成の事実を了承のうえ…奪取行為を幇助したのであるから，犯罪学的観点か

らしても，この行為は決して生やさしい評価をもって足りるものではなく，強

盗殺人幇助と認めたうえで酌量減刑を施した大審院の量刑（２年）は，決して

酷に過ぎるものではない。この意味において，実質論としても，この法条の適

用は不当ではない」と主張されている１２３）。

このように判例及び結合犯説の論者が用いる承継的共犯の概念は，「犯罪の

中途からそれに加功した者がある場合において，その加功者の地位をいう」と

定義されている１２４）。従って，大審院昭和１３年判決の事案においては，Ｂ女の

地位が承継的共犯にあたる。このような場合，Ａには強盗罪が成立するのは当

然であるが，Ｂ女は，単に窃盗罪の幇助犯の罪責を負うにとどまるのか１２５），

それとも強盗殺人罪の幇助犯の罪責を負うこととなるのかが問題となり，承継

的共犯肯定説によれば，Ｂ女の罪責は後者となる。

もっとも，結合犯説に立ちつつも，強盗致死傷罪における承継的共犯の成立

には否定的な主張もなされている。

例えば，平野博士は，承継的共犯について，「関与以前の行為に対して，共

犯の行為が因果性を持つということはありえない」として消極的な立場を採ら

れている。さらに，上掲大審院昭和１３年判決についても，強盗殺人罪の幇助

犯とされたＢ女は「Ａの殺人を認容してこれに加わった以上，その人格態度に

おいて夫と同じ責任を問うに十分だというのであろう。共犯の罪名は同じであ

るべきだという完全犯罪共同説の考えもその背後にあるのかもしれない。しか

し，いかに人格態度が非難に値するとしても，自分の行為と因果関係のないこ

とについて責任を問われる理由はない」として，強盗殺人罪における承継的共

犯の成立を否定されている１２６）。しかし，一方で平野博士は，「関与前の行為に

ついても責任を問われるようにみえる場合もある。それはその行為が，関与後

にもなお効果を持ち続けている場合である。…ＡがＣを抗拒不能におとしいれ
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た後Ｂが加わって共同して物をとったとき，Ｂは窃盗の責任しか負わないので

はないかという疑問がある。しかし，Ａの行為にはその暴行傷害が及んでおり，

それ自体強盗行為であるということができる。それをＢも共同にしたのである

から，Ｂには強盗の責任を問うことが可能だと思われる」などとして，強盗罪

の財物奪取のみへの関与，強姦罪の姦淫のみへの関与，詐欺罪の交付された財

物の受領のみへの関与等については，承継的共犯が成立しうるとされている１２７）。

また，大谷博士も，承継的共犯の概念を肯定しながらも１２８），「強盗殺人罪の

場合は，強盗と殺人の結合の仕方が弱く実質的な一罪性を有するものではない

から，必ずしも先行者の行為全体を利用して後行者が実行行為を行うという関

係にはなく，…後行者の行為は先行者の人の殺害という結果を共同で惹起した

ものではない」として，中途介入者の関与後の行為と殺人との間に因果関係が

ないことから，中途介入者への強盗殺人罪の承継的共犯を認めるのは妥当でな

いとされている１２９）。

これらの主張は，要約すれば，結合犯の中途介入者は承継的共犯に問われう

るものの，強盗殺人罪・強盗致死罪に関しては，中途介入者が殺人に関与して

いないことを理由として，承継的共犯の成立を否定するものと言えよう。これ

らの主張に拠るならば，上記の２つの判例事案の共犯は，いずれも，「後行者

は殺人という結果ではなく被害者の抵抗不能の状態を利用したにすぎない」こ

とから，強盗罪の共犯の罪責に問われるに過ぎない１３０）。

もっとも，正犯が被害者を暴行・脅迫により抗拒不能とし，その後の財物奪

取に中途介入者が関与した場合に，中途介入者は，その暴行・脅迫に関与した

と言ってよいのであろうか。あるいは，関与前の暴行・脅迫を中途介入者が利

用したと言うのであれば，正犯が被害者を殺害した場合についても，関与前の

殺人を中途介入者が利用したといえるのではなかろうか。このように，強盗殺

人罪・強盗致死罪の場合についてのみ承継的共犯を否定するという立場には，

中途介入者の処理の整合性において疑問が残るのである。

ところで，近時の下級審判例には，暴行・脅迫により既に抗拒不能状態が作

出された状態において財物領得の意思を生じたとしても，さらに「新たな暴行

・脅迫」がなければ強盗とは評価できないのではないかとするものがある１３１）。
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大阪高判平成元年３月３日判タ７１２号２４８頁は，財物奪取以外の目的で暴行

・脅迫を加え相手方の反抗を抑圧した後に財物奪取の意思が生じ，これを実行

に移した場合，強盗罪が成立するというためには，単に相手方の反抗抑圧状態

に乗じて財物を奪取するだけでは足りず，強盗の手段としての暴行，脅迫がな

されることが必要であるが，その程度は，強盗が反抗抑圧状態を招来し，これ

を利用して財物を奪取する犯罪であることに着目すれば，自己の先行行為によ

って作出した反抗抑圧状態を継続させるに足りる暴行，脅迫があれば十分であ

るとして，既に反抗を抑圧された状態においてもなお，強盗罪が成立するには

新たな暴行・脅迫が必要であると判示している。

札幌高判平成７年６月２９日判時１５５１号１４２頁は，強姦の目的によって加え

られた暴行・脅迫によって相手方が抗拒不能の状態になった後に，行為者が財

物奪取の犯意を生じ，被害者が失神している間に財物を奪ったという事案につ

いて，「新たな暴行・脅迫が不要であるという所論…によると，反抗不能状態

の利用意思があれば強盗罪となり，それがなければ窃盗罪となることになろ

う」として，行為者には抗拒不能状態を利用する意思が当然に認められるもの

の，被害者は既に失神しており，強盗罪の成立要件として抗拒不能状態におけ

る新たな暴行，脅迫を必要とするのは無意味であるうえ，このような場合の被

害者にはそもそも反抗の可能性がないこと，失神した被害者は金品を奪取され

ることを認識していないこと等から，強盗罪が成立し得るとは言い難いとして，

本件事案においては「新たな暴行・脅迫」を論じる余地はなく，窃盗罪が成立

すると判示している。

このような，「新たな暴行・脅迫」を必要とする立場によった場合には，た

とえ正犯の先行する暴行・脅迫の存在を認識していたとしても，「新たな暴行

・脅迫」には関与していない共犯の財物領得への関与を，直ちに強盗への関与

として評価することは難しいこととなるであろう。

� 殺傷のみへの関与者

さらに，強盗致死傷・殺人罪の殺傷のみへの関与者の処理はどうなるであろ

うか。
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まず，ＡがＢに対して殺人を教唆したところ，Ｂが強盗殺人に出たというよ

うな，致死傷（殺傷）先行型の場合には，前述したように，関与者に強盗致死

傷罪の共犯の故意があるか否かによって結論が異なるが，関与者が強盗致死傷

罪の共犯の故意を有していない場合には，結果的加重犯説と同様，共犯の錯誤

の問題となる。従って，この事例においては，Ａは殺人罪の教唆犯となる。し

かし，ＡがＢに対して強盗殺人の教唆を行ったところ，Ｂがその通りに強盗殺

人に出たというように，関与者が強盗致死傷罪の共犯の故意を有している場合

には，関与者は強盗致死傷罪の共犯となり，この事例ではＡは強盗殺人罪の教

唆犯となる。

次に，Ａが，既に強盗を行ったＢに対して，口封じのための殺人を教唆し，

Ｂがその通りに被害者を殺害したというような，致死傷（殺傷）後行型の場合

の関与者はどうか。このような関与者は，結合犯である強盗殺人罪の一部への

関与者であるから，承継的共犯となり，この事例においては，Ａは強盗殺人罪

の承継的教唆犯となる。もっとも，既に財物を奪った後の殺人が，財物奪取に

つき因果性を有するといえるのかは問題となるであろう。

第５項 処罰範囲の制限

結合犯説によれば，強盗致死傷罪の処罰範囲を制限する基準となる「強盗の

機会」説は，強盗罪と傷害罪・傷害致死罪・殺人罪との結合が認められる範囲

を意味することにもなる。

前掲大審院大正１１年１２月２２日判決によれば，強盗致死傷罪は「強盗罪ト

殺人罪トノ結合罪又ハ強盗罪ト傷害致死罪トノ結合罪ニ外ナラズ」と言い，殺

人の故意ある強盗殺人罪が強盗罪と殺人罪の結合犯，故意無き強盗致死罪が強

盗罪と傷害致死罪の結合犯と解しているように思われる。もっとも，結合犯の

結合の仕方については，強盗罪に代表される牽連犯型と，強盗強姦罪に代表さ

れる併合罪型の２種類があるとされている１３２）。そして，強盗致死傷罪を傷害

罪・傷害致死罪・殺人罪と強盗罪の牽連犯型結合犯と解するのであれば，その

理論構成は手段説に通じ，強盗致死傷罪の成立する範囲は，強盗の手段として

暴行致傷・傷害・傷害致死・殺人が行われた場合に限定されることとなるであ
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ろう。

これに対して，強盗致死傷罪を傷害罪・傷害致死罪・殺人罪と強盗罪の併合

罪型結合犯と解するのであれば，強盗致死傷罪が成立するためには，強盗と暴

行致傷・傷害・傷害致死・殺人が行われさえすればよく，結合犯の内部におけ

る目的と手段の関係の存在は不要となる。従って，例えば，財物を奪取するた

めに被害者を殺傷する場合はもちろん，強盗が財物奪取後に被害者を殺傷する

場合や，強盗の機会に強盗の被害者とは無関係の第三者を殺傷する場合なども

強盗致死傷罪を構成することとなり，処罰範囲が過度に拡大するおそれがある

と指摘されている１３３）。また，併合罪型結合犯とする解釈を前提とするならば，

強盗致死罪に，強盗罪と傷害致死罪の結合犯だけではなく，強盗罪と過失致死

罪の結合犯も含まれるとする余地が生じてくる。そうすると，強盗犯人が財物

物色中に誤って座敷に寝ていた嬰児を踏んで死に致したという場合も，強盗致

死罪の処罰範囲内ということとなるであろう１３４）。

以上のように，強盗致死傷罪の処罰範囲は，牽連犯型結合犯か併合罪型結合

犯かで異なる場合も出てくるから，本罪を結合犯と解するに当たっては，結合

の仕方も明らかにされなければならない。しかし，結合犯説の論者の多くは，

強盗致死傷罪の結合の仕方がどのようなものかについて言及せず，「強盗の機

会」の致死傷が強盗致死傷罪を構成するという，「強盗の機会」説によって，

強盗致死傷罪の処罰範囲を確定しようとしている。強盗致死傷罪を牽連犯型結

合犯とし，しかも手段説を採った場合における強盗致死傷罪の処罰範囲は，「強

盗の機会」説より狭い。従って，「強盗の機会」説は，強盗致死傷罪を併合罪

型結合犯と解することを前提とした場合に採りうるものであるとも思われるが，

「強盗の機会」説を採る論者が，はたしてこのように認識しているかは疑問で

ある。

第６項 未遂・既遂

強盗致死傷罪の未遂・既遂は，結合犯説に立った場合にはどのように解され

るであろうか。

結合犯説の論者の多くは，生命・身体法益を重視する観点から，判例に従い，
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強盗致死傷罪の未遂とは，致死傷が未遂の場合であると解している１３５）。

しかし，結合犯は，本来複数の犯罪が成立するところを，１つの犯罪として

規定したものである。従って，結合犯の内部において結合している犯罪の一方

が未遂，他方が既遂であった場合に，結合犯全体として既遂と解して良いのか，

結合犯の未遂はどのような場合に成立するのかは問題となる。この点について，

曽根教授は，強盗致死傷罪が，傷害・殺人という攻撃犯であると同時に，財産

犯であることも否定できないのであるから，強盗未遂・致死傷既遂型の強盗致

死傷未遂罪の成立を認めるべきだと主張されている１３６）。

思うに，結合犯の未遂の成否は，結合している各行為の既遂，未遂さらには

中止未遂の組み合わせを前提として検討しなければならないであろう。強盗致

死傷罪を結合犯とした場合の未遂の成否が問題となりうるのは，次の３つの場

合である。

第１は，強盗，致死傷のいずれも未遂に終わった場合である。上述したよう

に，結合犯説によれば，強盗致死傷罪の未遂は致死傷の未遂と解され，強盗が

完成したか否かは既遂時期に影響しないことから，このような場合には，当然

に強盗致死傷罪の未遂となる。

第２は，強盗が未遂，致死傷が既遂の場合である。結合犯説により，さらに

強盗の完成の有無が強盗致死傷罪の既遂時期に影響しないとしたならば，強盗

が未遂，傷害が既遂の場合には強盗傷害既遂罪が成立する。強盗が中止未遂で

あったとしても，この事実が酌量減軽のための情状として考慮されるにとどま

り，強盗傷害罪は中止犯とはならない１３７）。これに対し，強盗未遂・傷害既遂

の強盗傷害未遂罪を認める見解も，少なくとも現在は皆無であるが理論上は成

立しうる。しかし，この立場によると，強盗傷害未遂について刑を減軽または

免除する場合に，単なる傷害罪より刑が軽くなるおそれがあると指摘されてい

る１３８）。一方，曽根教授の立場からすると，結合犯の一部である強盗罪が未遂

であるにもかかわらず，生命・身体法益が重要であることのみをもって，結合

犯全体を既遂と解するのは，論理的ではないということとなろう。

第３は，強盗が既遂，致死傷が未遂の場合である。上述の判例によれば，こ

の場合には強盗致死傷罪の未遂とされる。しかし，未遂犯あるいは中止犯とな
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ることで刑が減軽または免除されるとして，既遂となっている強盗の部分の評

価はどうなるのかという問題がある。これが併合罪であれば，殺人未遂につい

て刑を減免してたとしても，強盗罪の刑責を問うことは可能である。しかし，

単純一罪である結合犯においては，そのようなことはできない１３９）。もっとも，

刑の免除はともかく，減軽については，問題は少ないともいえる。なぜなら，

強盗殺人罪（第２４０条）の「死刑又は無期懲役」という法定刑は，減軽される

場合，刑法第６８条第２号によって「七年以上の有期の懲役又は禁錮」とされ

るが，強盗罪（第２３６条）の法定刑は「五年以上の有期懲役」であるから，強

盗既遂・殺人未遂による強盗殺人未遂罪の法定刑は，強盗既遂罪より軽くなる

という矛盾を生じないのである。もっとも，第４章において後述する強盗強姦

罪とその未遂に関しては，未遂減軽された場合の刑の下限は強盗罪を下回る懲

役三年六月となり，法定刑の不均衡は深刻なものとなる。

以上のように，結合犯説を前提としたうえで，強盗致死傷罪の既遂時期につ

いて判例に従うと，第２の場合の結合犯の未遂に関する解釈上の問題，第３の

場合の刑の免除の問題が生じる。あるいは曽根教授の主張に従ったとしても，

刑の免除の問題をどのように解するかという問題は依然として残る。

しかし，殺傷未遂の場合のみを強盗致死傷罪の未遂とする判例の結論を採る

ことを前提とした場合，結果的加重犯説においては困難であるが，結合犯説に

おいては，その性質と矛盾しない解釈を採ることも可能ではないかと思う。す

なわち，強盗致死傷罪を，強盗罪・強盗未遂罪と，傷害罪・傷害致死罪・殺人

罪の結合犯と解するのである。これならば，例えば財物奪取未遂・殺人既遂の

場合についても，強盗未遂罪と殺人罪の結合犯としての強盗致死傷既遂罪が成

立すると解しうるであろう。結合犯説を前提とするならば，このように解する

のが妥当かと思われるが，同様の解釈を採る結合犯説の論者は，今のところ見

あたらない。

第７項 死者の占有

「死者の占有」の問題は，結合犯説に立った場合にはどのように解されるで

あろうか。
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結合犯説に立った場合，行為者が強盗の意思で被害者を殺害し，被害者が生

前に占有していた財物を領得したという事例においては，強盗致死罪・強盗殺

人罪の結合犯の一部である強盗罪が既遂となるためには，「死者の占有」を認

めなければならないことになる。従って，財物領得未遂の場合に，強盗致死傷

既遂罪の成立を認めることは困難となるであろう。

あるいは，強盗致死傷罪を，強盗罪・強盗未遂罪と，傷害罪・傷害致死罪・

殺人罪の結合犯と解するならば，財物領得未遂であっても，被害者が死亡した

ならば，「死者の占有」を全面的に否定したうえで強盗致死・殺人既遂罪とな

ると解する余地もあるかもしれない。しかし，死者は占有の主体となり得ない

のであるから，これから財物を奪取することもできず，単なる占有離脱物の領

得と言わざるを得ない。従って，強盗部分は未遂ではなく不能犯であるから，

このような解釈はやはり不合理であるように思われる。

以上のことから，結合犯説に立てば，「死者の占有」を認めざるを得ないこ

とになるのではなかろうか。

１０５） 他に，大判昭和８年１１月３０日刑集１２巻２１７頁なども同旨。
１０６） 福田・各論２４３頁，藤木・各論３０１頁。
１０７） 植松・各論３９８頁。
１０８） 西原・各論２２３頁，大谷・各論２４５頁。
１０９） 大谷・各論２４７頁，平川・各論３５９頁。
１１０） 植松・各論４０１頁，福田・各論２４３頁，曽根・各論１４２頁。
１１１） 平野・総論Ⅰ１６５頁。
１１２） 曽根・各論１４２頁参照。
１１３） 福田・各論２４５頁，曽根・各論１４２頁。
１１４） 西村・強盗罪考述（１９８３年）５０頁は，「『単独でも罪になる故意犯の結合』と

いうのが結合犯であるから，強盗致死罪は結合犯ではなく，それとは別の結果的
加重犯である。…傷害致死罪を結合犯だとする説はないが，それと強盗罪とが結
合しているから，強盗致死罪もまた一種の結合犯だとでもいうのであろうか？
しかし何といっても，致死罪の含まれる以上はもはや結合犯ではないのである。
この点をルーズに解すると，すべての結果的加重犯が結合犯に含まれてしまう。
…しいていえば一種の複合犯である」とする。

１１５） 牧野・日本刑法上巻４９９頁。
１１６） 小野・構成要件１２９頁。
１１７） 西村・考述１１８頁以下。
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１１８） 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。

１１９） 岡本・前掲論文４０６頁。
１２０） 岡本・前掲論文４０６頁は，第２４０条の罪を身分犯と解すべきではないとする主

張を，事後強盗罪における非身分犯説の主張の過程で展開されている。そのため，
第２４０条の罪を非身分犯と解した場合の結論の是非については，この論文におい
ては省略されているものの，事後強盗罪については，身分犯と解した場合の結論
の不当性を指摘されておられる。

１２１） 岡本・前掲論文４０５頁。
１２２） 植松・各論２４３頁，堀内・各論２９２頁，山口・各論５１８頁，西田・各論３６９頁。
１２３） 植松・総論３５５頁。
１２４） 牧野・刑法総論下巻（１９５９年）７４４頁。
１２５）「死者の占有」を否定する立場に立てば，占有離脱物横領罪の幇助犯と解する

余地もあろう。
１２６） 平野・刑法総論Ⅱ（１９７５年）３８２頁。
１２７） 平野・総論Ⅱ３８３頁。
１２８） 大谷・総論４４４頁。
１２９） 大谷・総論４４４，４４７頁。
１３０） 大谷・総論４４７頁。
１３１） これに対し，「新たな暴行・脅迫」がなくとも強盗罪が成立するとした判例と

して，大判昭和１９年１１月２４日刑集２３巻２５２頁，東京高判昭和３７年８月３０日
高刑１５巻６号４８８頁，大阪高判昭和６１年１０月７日判時１２１７号１４３頁。

１３２） 西村・考述１１８頁以下，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）７１頁。これに対し川端・総論４６４頁は，結合犯を「独立して犯罪となり得
る一定の手段を要件とする犯罪類型」と定義しており，結合犯を牽連犯型のみに
限定する趣旨かと思われる。

１３３） 西村・前途７３頁。これが，後述する「機会説」の論拠の一つとなっているも
のとも思われる。

１３４） 植松・各論３９９頁は，このような場合についても強盗致死罪が成立するとして
いる。

１３５） 大塚・各論２２６頁，大谷・各論２５０頁，前田・各論２１５頁。
１３５） 大塚・各論２２６頁，大谷・各論２５０頁，前田・各論２１５頁。
１３６） 曽根・各論１４４頁。
１３７） 西村・考述７５頁。
１３８） 西村・考述７５頁。
１３９） 西村・考述７５頁。
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第３節 身分犯説

第１項 身分犯説の基本的構成

以上のように、
�

強盗致死傷罪の性質については，結果的加重犯説と結合犯説

が激しく対立している。これに対し，学説には，強盗致死傷罪を身分犯とする

論者も多い。もっとも，そのような論者の多くは、強盗致死傷罪を結果的加重

犯でもあり身分犯でもある，あるいは結合犯でもあり身分犯でもあるとしてい

る１４０）。

例えば，強盗致死罪・強盗致傷罪を結果的加重犯、強盗傷人罪・強盗殺人罪

を結合犯とする立場を採る大塚博士は、強盗致死傷罪の主体につき「『強盗』

すなわち，強盗犯人である（身分犯）」として，身分犯であることを明言され

ている１４１）。もっとも，大塚博士は，例えば，正犯が強盗殺人に出た後に，強

盗身分なき者が財物領得のみに関与した場合の第６５条の共犯と身分の問題に

ついては言及されておらず，強盗致死傷罪が真正身分犯と不真正身分犯のいず

れに当たるのかという点についても言及されてはいない１４２）。

これに対し，古江検事は，強盗致死傷罪が，財産犯の加重類型というより，

殺人罪等の加重類型としての性質が濃厚であるという藤木博士の指摘を引用し

たうえで１４３），強盗致死傷罪を，先行行為に関する法益，すなわち財産犯とし

ての保護法益を放棄すべき「不真正結合犯＝身分犯」であるとされ，さらに致

死傷の結果のみに関与した共犯を，第６５条の適用によって処理すべきとされ

ている１４４）。しかし，古江検事は，第６５条第１項と同条第２項のいずれが適用

されるのか，致死傷の後の財物奪取のみへの関与が共犯と身分の問題となるの

かという点については，言及されていない。

このように，強盗致死傷罪については，学説上は身分犯であるという理解は

一応あるものの，そこからもたらされるはずである共犯と身分の問題は，不思

議と言ってよいほど意識されていないようである１４５）。これは，身分犯として

の性質と結合犯，結果的加重犯としての性質が併存しえないものであると認識

されていないことに起因しているものと思われる。しかし，第２４０条の「強盗」

の文言を強盗行為と強盗身分のいずれと解するかによって，強盗致死傷罪の性
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質が決定されるべきであるのは，第２章において述べた事後強盗罪の「窃盗」

の文言の解釈と同様である。そして，この「強盗」の文言の解釈が，次に述べ

るように，身分犯説の最大の根拠となりうることもまた，事後強盗罪の解釈と

共通すると言えよう。

結合犯説，結果的加重犯説とも，従来の第２４０条の「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」という法文中の「強盗」という文言を，強盗「行為」と解している。しか

し，平成７年４月２８日に第１３２回国会において成立し，同年５月１２日に公布，６

月１日に施行された，「刑法の一部を改正する法律」によって，現行の第２４０

条の規定は，「強盗が，人を負傷させたときは無期又は七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」と改められている１４６）。

旧第２４０条と現第２４０条の法文の相違点としては，以下の２点が挙げられる

であろう。第１は，旧第２４０条が「強盗人ヲ…シタルトキ」と規定していたの

に対し，現第２４０条は「強盗が，人を…させたとき」と規定し，「が」という

助詞と，その直後の句点が付けられている。これによって，「強盗」という文

言は，強盗行為ではなく，「人を負傷」・「人を…死亡」させる主体である強

盗身分を指すことが，一層明確になったといえよう。第２は，旧第２４０条が「傷

シタルトキハ」「死ニ致シタルトキハ」と規定されていたのに対し，現第２４０

条は「負傷させたときは」「死亡させたときは」と規定され，「シタルトキ」が

「させたとき」へと改められたことである。

このように，「させたとき」という規定形式を有する他の犯罪としては，「逃

走させたときは」とする看守者等による逃走援助罪（第１０１条），「よって…延

焼させたときは」とする延焼罪（第１１１条），「堕胎させたときは」・「死傷さ

せたときは」とする業務上堕胎罪・業務上堕胎致死傷罪（第２１４条），「よって

…死亡させたときは」とする強盗強姦致死罪（第２４１条）がある。このうち，

「よって…させたとき」とされている延焼罪，強盗強姦致死罪は結果的加重犯

と解されるが１４７），それ以外の「よって」の付されていない看守者等による逃

走援助罪，業務上堕胎罪・業務上堕胎致死傷罪は一般に身分犯と解されてい

る１４８）。「よって…させたとき」の文言は，基本犯の行為が原因となって結果を
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発生させたときという意味であるから，行為が主語である結果的加重犯と解し

たとしても，文理上の問題は生じない。しかし，単に「…させたとき」と規定

されているのであれば，行為が原因ではないということであるから，主語は人

すなわち身分者と解するのが文理解釈上妥当であり，従って強盗致死傷罪も身

分犯と解すべきではなかろうか。

また，結合犯説の一部の論者からは，強盗致死傷罪が身分犯であることを明

確に否定し，結合犯でもあり身分犯でもあるということはないとする主張もな

されている１４９）。このような考え方は，結合犯と身分犯という性質が，結合犯

であれば身分犯ではなく，逆に身分犯であれば結合犯ではないという関係にあ

ることを前提とするものと理解されうるが，身分犯における共犯と身分，結合

犯における承継的共犯の理論が適用される状況を明確に区別することができる

点において，支持すべきものであろう。従来の学説は，身分犯説と非身分犯説

が激しく対立する事後強盗罪についてはともかく，少なくとも強盗致死傷罪と

強盗強姦罪においては，これらの性質の重複が無意識のうちに認められている

といってよい。しかし，これらの各性質は大きく異なるものなのであるから，

解釈上は区別されなければならないものであるように思われる。

もっとも，このようにして，強盗致死傷罪を，結合犯，結果的加重犯と排他

的な関係にある身分犯と解するとしても，本罪が真正身分犯であるのか，ある

いは不真正身分犯であるのかは問題となる。

強盗致死傷罪を真正身分犯とする立場では，強盗致死傷罪は，あくまでも財

産犯である強盗の罪の一つとされる。刑法典上，第２４０条が強盗の罪として位

置づけられていることは，この立場の重要な根拠となろう。また，共犯と身分

の問題は，第６５条第１項によって処理されることとなる。

これに対し，強盗致死傷罪を不真正身分犯とする立場では，第２４０条前段は，

強盗身分者の暴行致傷・傷害を規定する罪，すなわち，傷害罪につき強盗身分

による刑の加重のある不真正身分犯ということとなる。そして，第２４０条後段

は，強盗身分者の殺人，傷害致死を規定する罪，すなわち，殺人罪，傷害致死

罪につき強盗身分による刑の加重のある不真正身分犯ということとなる。この

暴行致傷・傷害・傷害致死・殺人罪と強盗致死傷罪との関係は，ドイツにおけ
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る故殺罪と謀殺罪の関係と同様に，基本類型と加重類型として理解されること

となろう。このように解するならば，第２４０条の罪は，暴行致傷罪，傷害罪，

傷害致死罪，殺人罪との関係において，強盗身分者が行為主体である場合に刑

を加重する不真正身分犯であり，その保護法益は，基本類型である暴行致傷罪，

傷害罪，傷害致死罪，殺人罪と同様，身体・生命を主とするものと解されよう。

このように，身体・生命を強盗致死傷罪の保護法益とする解釈は，判例・通説

とも一致する１５０）。この保護法益の問題は，強盗致死傷罪の未遂・既遂に影響

を及ぼす。また，共犯と身分の問題は，第６５条第２項によって処理されるこ

ととなる。

第２項 強盗殺人の処理

それでは，身分犯説の論者は，殺意ある強盗殺人をどのように処理するので

あろうか。

従来の身分犯説の論者は，強盗致死傷罪の性質について，身分犯でもあり結

果的加重犯でもある，あるいは身分犯でもあり結合犯でもあるとして，殺意あ

る強盗殺人の処理についても，結果的加重犯説あるいは結合犯説に従った結論

を出している場合が多い。もっとも，強盗致死傷罪を，結果的加重犯あるいは

結合犯の性質と重複しない身分犯と解したとしても，結局は，結果的加重犯説

あるいは結合犯説の結論と同様となる。なぜなら，身分犯説によれば，強盗致

死罪は強盗身分者による傷害致死と解されるところ，結果的加重犯説の多くの

論者と同様，「故意ある結果的加重犯」を認めるのであれば，強盗身分者によ

る殺人は，「故意ある結果的加重犯」としての強盗致死罪となるものと解され

よう。これに対し，結合犯説の論者と同様，「故意ある結果的加重犯」は認め

られないとするのであれば，第２４０条後段の「強盗が，人を…死亡させたとき」

という文言には，強盗致死罪のほかに殺意ある強盗殺人罪も含まれ，強盗身分

者による殺人は，故意犯としての強盗殺人罪となるものと解されよう。そして，

本章第１節第３項で述べたように，わが国では「故意ある結果的加重犯」を認

めるのは困難であるから，第２４０条後段には故意犯としての強盗殺人罪が含ま

れると解すべきであろう。
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第３項 強盗身分者による過失致傷，過失致死

以上のように，第２４０条には「故意ある結果的加重犯」は含まれず，故意犯

としての強盗傷害罪・強盗殺人罪と，結果的加重犯としての強盗致傷罪・強盗

致死罪が規定されているものと解すべきであるが，身分犯説に立つ場合には，

第２４０条に過失犯としての強盗過失致傷罪・強盗過失致死罪も含まれるかが問

題となりうる。すなわち，強盗が，人を「負傷させたとき」に第２４０条前段の

罪が，「死亡させたとき」に第２４０条後段の罪が成立すると解すると，文理解

釈上，第２４０条は，強盗身分者が傷害・死亡という結果を発生させた場合に関

する結果犯であり，強盗身分者による過失傷害・過失致死の態様も第２４０条に

含まれるものと解する余地が生じるのである。

判例は，「強盗の機会」において死傷の結果が惹起されたならば，第２４０条

が適用されるという，いわゆる機会説を採用している。そのような判例の趣旨

は，「強盗の機会」における過失傷害，あるいは過失致死を第２４０条に含ませ

ようとする点にあるという説明もある１５１）。これに対し，学説上は，少なくと

も過失の場合は，強盗との関連性が薄いことから，第２４０条から除くべきであ

るとする主張が有力である１５２）。この問題について，結果的加重犯説は，強盗

致死傷罪を強盗罪の結果的加重犯と解し，過失犯の態様である強盗過失致傷，

強盗過失致死を強盗致死傷罪から除外している。また，結合犯説も，強盗致死

傷罪を強盗罪と傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の結合犯と解し，強盗罪と過失致

傷罪・過失致死罪との結合犯を含めないことにより，やはり強盗過失致傷，強

盗過失致死の態様を強盗致死傷罪から除外している。

それでは，身分犯説を採った場合には，強盗身分者による過失致傷，過失致

死はどのように処理されるべきであろうか。思うに，身分犯と解する以上は，

行為主体が強盗身分者であるかが重要であって，判例の掲げる基準である「強

盗の機会」は問題とはならない。従って，結局は，「強盗が」という文言に続

いて規定されている，人を「負傷させたとき」，「死亡させたとき」という文言

に，過失致傷，過失致死の態様が含まれるかどうかということになるのではな

いかと思われる。

この点の検討に際しては，他の過失犯の規定の文言との比較が不可欠であろ
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う。すなわち，刑法典上の過失犯に関する規定である過失激発物破裂罪（第

１１７条第２項）における「過失によるとき」，業務上失火罪（第１１７条の２前

段）における「業務上必要な注意を怠ったことによるとき」，重過失失火罪（第

１１７条の２後段）における「重大な過失によるとき」，過失建造物等浸害罪（第

１２２条）における「過失により出水させて」，過失往来危険罪（第１２９条）に

おける「過失により…往来の危険を生じさせ」，過失傷害罪（第２０９条）にお

ける「過失により人を傷害し」，過失致死罪（第２１０条）における「過失によ

り人を死亡させ」，業務上過失致死傷罪（第２１１条前段）における「業務上必

要な注意を怠り，よって人を死傷させ」，重過失致死傷罪（第２１１条後段）に

おける「重大な過失により人を死傷させ」というように，すべて，過失犯であ

ることを明示する文言が用いられている。やはり過失犯である失火罪（第１１６

条）は，「失火により…焼損した者は」と規定されており，上記の文言が付さ

れてはいないものの，「失火」という文言から，過失によることが明示されて

いると言えよう。これに対し，第２４０条には，過失犯であることを明確に読み

とることのできる文言がない。従って，過失を基本的に不可罰とする刑法の原

則に照らせば，過失致傷，過失致死の類型は除かれると解すべきであろう。

なお，強盗身分者の脅迫により被害者がショック死したといった場合を，強

盗身分者が「人を…死亡させたとき」といえるかも問題となりうるが，これは，

強盗身分者の無形的方法による傷害致死として，強盗致死罪を構成すると解す

べきであろう。

第４項 共犯関係の処理

� 財物奪取のみへの関与者

強盗犯人が被害者を殺傷した後，財物奪取のみに関与した者は，身分犯説に

おいてどのように処理されるのであろうか。

財物奪取のみへの関与者は，結合犯説に立ったならば強盗致死傷罪の承継的

共犯の罪責に問われるが，それは，結合犯説が，強盗致死傷罪の実行行為を強

盗と殺傷と解するからである。これに対し，身分犯説においては，強盗致死傷

罪は，強盗身分者が致死傷を惹起する犯罪と解される。従って，強盗致死傷罪
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の実行行為は殺傷であり，財物奪取は，「強盗」身分を発生させる行為ではあ

るが，強盗致死傷罪の実行行為ではないということとなる。そうなると，強盗

致死傷罪と財物奪取の関係が問題となるが，その点については，事後強盗罪に

関する罪数処理が参考となろう。すなわち，事後強盗罪において，暴行・脅迫

に先行する窃盗罪は，事後強盗罪と吸収一罪の関係にあると解されている１５３）。

従って，強盗致死傷における財物奪取もまた，窃盗罪，あるいは占有離脱物横

領罪（財物奪取時に被害者が死亡していた場合）を構成するものの，強盗致死

傷罪に吸収されると解しうるのではなかろうか。窃盗罪と事後強盗罪では後行

する犯罪のほうが重いのに対し，強盗致死罪・強盗殺人罪と窃盗罪・占有離脱

物横領罪では先行する犯罪のほうが重い。しかし，判例は，麻薬・覚せい剤・

大麻を譲り受け，または密輸入して，その場で一時的に所持していた事例にお

ける旧麻薬取締法上の麻薬譲受罪と麻薬所持罪１５４）・覚せい剤取締法上の覚せ

い剤譲受罪と覚せい剤所持罪１５５）・麻薬取締法上の麻薬密輸入罪と麻薬所持

罪１５６）・大麻取締法上の大麻輸入罪と大麻所持罪１５７），贓物を寄蔵した者が当該

贓物を損壊した事例における贓物寄蔵罪と器物損壊罪１５８），現住建造物に放火

した者が鎮火妨害した事例における現住建造物放火罪と鎮火妨害罪１５９）など，

先行する犯罪のほうが重くとも，後行する軽い犯罪が，先行する犯罪の必然的

な結果として行われた場合や，先行する犯罪を完遂するために行われた場合に

ついて，両罪が吸収関係となることを認めている。強盗致死罪・強盗殺人罪と

占有離脱物横領罪も，このようにして吸収関係と解するならば，身分犯説にお

ける財物奪取のみの関与者は，承継的共犯あるいは共犯と身分の問題を惹起せ

ず，窃盗罪あるいは占有離脱物横領罪の共犯として処罰されることとなろう。

� 殺傷のみへの関与者

さらに，身分犯説によれば，強盗致死傷罪・殺人罪の致死傷・殺傷のみに関

与した者の処理はどうなるであろうか。

まず，ＡがＢに対して殺人を教唆したところ，Ｂが強盗殺人に出たというよ

うな致死傷（殺傷）先行型の場合には，結果的加重犯説・結合犯説と同様，関

与者は傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の共犯として処罰され，この事例では，Ａ
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は殺人罪の教唆犯となる。

次に，Ａが，既に強盗を行ったＢに対して，強盗の口封じのための殺人を教

唆し，Ｂがそれに従って被害者を殺害したというような致死傷（殺傷）後行型

の場合の関与者はどうか。この場合，まず，強盗既遂後の殺傷が強盗致死傷罪

・強盗殺人罪を構成しうるか問題となるが，後述するように，判例・通説は，

時間的・場所的近接性のある範囲においてこれを認めている１６０）。身分犯説に

おいても，前述した事後強盗罪の「窃盗」身分と同様に，「強盗」身分も現行

性が認められるうちは継続すると解し，致死傷（殺傷）後行型の事例も強盗致

死傷罪・強盗殺人罪の処罰範囲に含まれると解すべきであろう。そして，この

場合の関与者は，強盗身分を有する正犯の強盗殺人に関与したことから，共犯

と身分に関する第６５条によって処理される。しかし，同条第１項と第２項の

いずれが適用されるかは問題となる。

真正身分犯か不真正身分犯かによって，第６５条第１項と第２項の適用を区

別するという前提に立ち，さらに強盗致死傷罪・強盗殺人罪を真正身分犯と解

したならば，致死傷・殺傷のみの関与者に第６５条第２項は適用されないので

あるから，上記事例においては，Ａは強盗殺人罪の教唆犯に問われることとな

る。これに対して，強盗致死傷罪・強盗殺人罪を不真正身分犯と解したならば，

第６５条第２項が適用され，上記事例においては，Ａは強盗殺人罪の教唆犯と

なるものの，その刑は殺人罪の教唆犯にとどまることとなる。また，Ａの関与

が共同実行あるいは共謀に至っていた場合には，不真正身分犯とする立場に立

ったとしても，Ａもまた強盗の共同正犯・共謀共同正犯として強盗身分を取得

することから，強盗致死傷罪・強盗殺人罪の共同正犯の罪責に問われると解す

ることができるであろう。

このように，強盗致死傷罪・強盗殺人罪を真正身分犯と不真正身分犯のいず

れと解するかは，共犯の処理を左右する重要な問題であるが，致死傷（殺傷）

後行型の強盗致死傷・強盗殺人が事後強盗罪類似の態様であることからすると，

事後強盗罪と強盗致死傷罪・強盗殺人罪の身分犯としての性質は統一的に解さ

れるべきではないかと思われる。従って，事後強盗罪を不真正身分犯と解する

本論文の立場からすれば，強盗致死傷罪・強盗殺人罪もまた，不真正身分犯と

強盗関連罪の身分犯的構成（三・完）
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解すべきということとなろう。

これに対して，第６５条につき，第１項は違法身分の連帯性，第２項は責任

身分の個別性を規定しているとする主張がある１６１）。この立場においては，強

盗という身分が，違法身分と責任身分のいずれに分類されるかによって，第

６５条第１項と第２項のいずれが適用されるかが決定づけられることとなろう。

もっとも，このような違法身分，責任身分を問題とする立場については，違

法身分と責任身分が混然としている身分犯もあり，第６５条第１項に違法身分

を，同条第２項に責任身分を完全に対応させることは困難であるとする批判が

あることは，第２章において既に述べた通りである１６２）。強盗罪の構成要件は

違法類型であり責任類型でもあるから，強盗身分も，まさに，違法身分と責任

身分が混然としている場合にあたる。従って，第６５条第１項，第２項の適

用は，やはり真正身分犯か不真正身分犯かで区別されるべきであろう。

以上の身分犯説の帰結に対し，上野教授は，「主体が制限されている犯罪を

すべて身分犯と解し，この限り，刑法第６５条の適用可能性を認めるとすると，

刑法第２４０条や第２４１条に関しては，共犯と身分にかかわる処理の問題を生じ

得るが，これに対して，刑法第１８１条（強姦等致死傷罪）については，この問

題を生ずる余地がないと言わざるを得ない。何故なら，同条は，『第１７６条乃

至第１７９条ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者』と規定されているからであ

る。強盗致死傷の類型と強姦等致死傷の類型との間に，それらに関与した者に

つき格別に法効果を異にする実体的基盤が存在するのであろうか。…強盗致死

傷と強姦等致死傷との間に，…実体性質において近似した性格が認められるに

かかわらず，…身分犯と規定してしまえば，中途介入者の責任をめぐっては，

両者間に大きな懸隔のあることを否定し得ない」などと批判されている１６３）。

しかし，強姦等致死傷罪と強盗致死傷罪とでは，中途介入者の責任について，

「大きな懸隔」がを生じるであろうか。強姦等致死傷罪に関しては，姦淫の手

段たる暴行から致死傷の結果が発生した致死傷先行型と，姦淫行為自体から致

死傷の結果が発生した致死傷後行型がある。致死傷先行型１６４）の場合の中途介

入者，すなわち姦淫のみの共犯の罪責について言及した最高裁判例はないよう

であるが，下級審判例では，強姦罪とするものと，強姦致死傷罪の承継的共犯
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とするものとが対立している。

浦和地判昭和３３年３月２８日判時１４６号３３頁は，先行者Ａ・Ｂが婦女を強

姦した際に婦女を負傷させ，その後，後行者Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈが中途か

ら順次強姦に加わったという事案について，承継的共同正犯を認められないと

したうえで，「Ａ及びＢ以外の各被告人に本件致傷の責任を負わすには，本件

一連の強姦行為により傷害の結果を生じたと云うことが確定出来るだけでなく

進んで当該被告人の犯行の際本件致傷の結果を来した事が確定出来なければな

らないのであるが本件においては…これを確定できないのであるから結局同被

告人等については強姦の範囲内で責任を問い得るに過ぎない」と判示している。

これに対し，東京高判昭和３４年１２月２日東高刑報１０巻１２号４３５頁は，先

行者Ａ・Ｂが婦女を強姦し，その後，後行者Ｃ・Ｄ・Ｅも強姦に加わり，同女

が負傷したものの，この傷害が，何人のいかなる時点の暴行または姦淫行為に

よって生じたかは不明であったという事案について，「いわゆる承継的共同正

犯にあつては，途中から介入した者即ち所論のいわゆる後行者において，自己

介入前における先行者の行為を認識して介入した場合には，右介入前における

先行者の行為をも含む犯罪行為全体についての責任を負うべきものと解するを

相当とすることは，所論のとおりであつて，かつ，結果的加重犯である強姦致

傷罪につき，数名の者が共謀の上婦女を強姦し因つて傷害を与えた場合におい

ては，何人が致傷の結果を生ぜしめたか明確でなくても，共犯者は，等しく共

同正犯として強姦致傷罪の責任を免れないことは，最高裁判所判例（昭和２５

年（れ）第３１２号同年６月６日第３小法廷判決，昭和２４年（れ）第９３３号同

年７月１２日第３小法廷判決）の示すところであるから，…被告人Ａ，同Ｂ両

名もとより他の共犯者たる原審相被告人Ｃ，Ｄ，Ｅら全員が等しく共同正犯と

して強姦致傷罪の責任を負うべき」であると判示している１６５）。

致死傷先行型の強姦等致死傷罪における中途介入者は，致死傷後の姦淫・わ

いせつ行為に関与した者である。この場合の処理は，承継的共犯を認める前提

に立つならば，３通りの理論構成が考えられる。第１は，強姦等致死傷罪を強

姦罪・強制わいせつ罪及びその未遂罪の結果的加重犯と解し，中途介入者を強

姦罪・強制わいせつ罪の承継的共犯としたうえで，さらにその結果的加重犯で

強盗関連罪の身分犯的構成（三・完）
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ある強姦等致死傷罪の共犯とする構成である。東京高裁昭和３４年判決はこの

構成を採っているものと思われる。第２は，強姦等致死傷罪を強姦罪・強制わ

いせつ罪及びその未遂罪と傷害罪・傷害致死罪の結合犯と解し，中途介入者を

強姦罪・強制わいせつ罪の承継的共犯としたうえで，さらに強姦等致死傷罪の

承継的共犯とする構成である。第３は，先行者の行為によって生じた致死傷の

結果を，中途介入者が利用して強姦に関与したと解して，中途介入者を強姦等

致死傷罪全体の承継的共犯とする構成である。

これに対し，承継的共犯を認めない場合の理論構成としては，浦和地裁昭和

３３年判決と同様，中途介入者を強姦罪の共犯とするという構成が考えられる。

しかし，この構成は，必ずしも承継的共犯を完全に否定しているわけではない。

強盗罪の財物奪取部分のみに関与した中途介入者については，先行者の作出し

た被害者の抗拒不能状態を利用しているとして，強盗罪全体の承継的共犯を認

める立場が有力である。そして，強姦罪・強姦致死傷罪の中途介入者について

も，これを強姦罪の罪責に問うためには，中途介入者が先行者の作出した抗拒

不能状態を利用しているとして，強姦罪の承継的共犯と解されることとなる１６６）。

従って，この構成は，承継的共犯を限定的に認める立場を前提とするものと理

解されるであろう。それでは，承継的共犯を完全に認めない立場に立つならば，

中途介入者の罪責はどのように解されるであろうか。この前提に立つならば，

先行する致死傷によって被害者が抗拒不能となっていることから，中途介入者

を「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ」た準強姦罪・準強制わいせつ罪（第

１７８条）の共犯とするという構成が考えられよう１６７）。このような構成を採る

論者は皆無であろうが，承継的共犯を完全に否定するならば，中途介入者の罪

責は，以上のように解さざるを得なくなるのではないかと思われる。

次に，致死傷後行型の場合の中途介入者，すなわち姦淫致死傷のみに関与し

た者は，どのように処理されることとなるであろうか。この場合には，中途介

入者は姦淫についても関与しているうえ，姦淫自体が暴行を含む行為なのであ

るから，強姦等致死傷罪の共犯となると解されることが多いと思われる。しか

し，強姦等致死傷罪の致死傷後行型の場合の中途介入者とは，正犯の先行行為

である暴行・脅迫により抗拒不能に陥った被害者に対する，姦淫・わいせつ致
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死傷への関与者であり，中途介入者は被害者を抗拒不能に陥れているとまでは

言えない。従って，承継的共犯を完全に否定するならば，中途介入者は，準強

姦・準強制わいせつ致死傷罪の共犯となると解すべきであろう。

このように，強姦等致死傷罪の中途介入者は，致死傷先行型と致死傷後行型

において，その処理を異にするところ，強盗致死傷罪についても，やはり致死

傷先行型と致死傷後行型の２つの場合があり，両罪の共犯を比較する際には，

この２つの場合を分けて検討する必要があろう。

まず，強盗致死傷罪の致死傷先行型の場合はどうか。この場合の中途介入者

とは，すなわち財物奪取のみの関与者である。この中途介入者の罪責は，承継

的共犯を認めるか否かによって大きく異なる。

承継的共犯を認める場合には，結果的加重犯説・結合犯説によるならば，中

途介入者は，強盗致死傷罪の承継的共犯となる。真正身分犯説によるならば，

中途介入者は，第６５条第１項により，強盗致死傷罪の共犯となる。不真正身

分犯説によるならば，中途介入者は強盗罪の共犯の刑にとどまることとなる。

少なくとも，不真正身分犯説の結論は，強姦等致死傷罪の中途介入者の罪責に

関する浦和地裁昭和３３年判決の結論と同じであり，強盗致死傷罪と強姦等致

死傷罪の中途介入者の罪責に，「大きな懸隔」は生じていないといえる。

これに対し，承継的共犯を認めない場合には，いずれの学説によったとして

も，中途介入者は強盗罪の共犯ともなり得ず，従って，窃盗罪あるいは占有離

脱物横領罪の共犯にとどまることとなる。上記のように，強姦等致死傷罪の中

途介入者は，承継的共犯を完全に否定するならば準強姦罪・準強制わいせつ罪

の共犯となるのであるから，強盗致死傷罪の中途介入者との間に，「大きな懸

隔」が生じているといえるかもしれない。しかし，この結論の相違は，準強姦

罪・準強制わいせつ罪が，被害者の抗拒不能の状態の利用があれば足りるとし

ているのに対し，昏睡強盗罪（第２３９条）が，被害者を昏睡させる行為を要求

していることに起因している。この相違は，強姦等致死傷罪と強盗致死傷罪の

中途介入者の，上野教授のいう「法効果を異にする実体的基盤」となりうるも

のではなかろうか。

次に，強盗致死傷罪の致死傷後行型の場合の中途介入者とは，強盗後の致死

強盗関連罪の身分犯的構成（三・完）
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傷への関与者である。そして，この中途介入者は，結果的加重犯説・結合犯説

に立てば，強盗致死傷罪の承継的共犯か，あるいは承継的共犯を認めないので

あれば，傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の共犯となる。これに対し，身分犯説に

立てば共犯と身分の問題となる。そして，真正身分犯説によれば，強盗の身分

なき者による強盗致死傷への関与であるから，第６５条第１項が適用され，中

途介入者は強盗致死傷罪の共犯となる。不真正身分犯説によれば，第６５条第

２項が適用され，中途介入者は傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の共犯となる。

このように，致死傷後行型の場合には，強姦等致死傷罪と強盗致死傷罪の中

途介入者の処理に関して，「大きな懸隔」が生じているといえるかもしれない

が，この「懸隔」は，やはり準強姦罪・準強制わいせつ罪と準強盗罪の違いに

起因していると言うべきであろう。

第５項 処罰範囲の制限

非身分犯説（結果的加重犯説，結合犯説）によれば，強盗致死傷罪が成立す

るためには，傷害，傷害致死，殺人という結果が「強盗の機会」に惹起されな

ければならないとされるが，身分犯説においてはどうであろうか。

事後強盗罪においては，第２章でみたように，判例・通説は，「窃盗の機会」

という基準を用い，「窃盗の機会」と時間的・場所的近接性のある暴行・脅迫

のみが事後強盗罪を構成すると解している１６８）。この「窃盗の機会」の基準は，

身分犯説，非身分犯説の両方の論者が用いているが，非身分犯説からは，「窃

盗の機会」の理論と身分犯説を組み合わせ，時間的・場所的制限を行うこと自

体，理論的に不必要なはずであるとも批判されている１６９）。

確かに，身分犯説の立場から言えば，本来はこのような制限を設ける必要は

ないはずである。そこで強盗致死傷罪について検討すると，身分犯的構成にお

いては，強盗身分者による致死傷の惹起が強盗致死傷罪を構成することとなる

と解すべきであって，時間的・場所的制限を伴う「強盗の機会」を基準とする

機会説は，やはり採用する必要はないこととなる。もっとも，強盗身分者によ

る致死傷をすべて強盗致死傷罪とするのは，処罰範囲が過度に拡大するため妥

当ではない。そのため，事後強盗罪における場合と同様に，処罰範囲を制限す
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る何らかの基準が必要となる。

上述したように，ドイツの強盗致死罪（ドイツ刑法第２５１条）は，「客体」

と「行為」によって二重に処罰範囲を制限しているが，わが国における強盗致

死傷罪の処罰範囲の制限についても参考になるように思われる。

ドイツ強盗致死罪（第２５１条）の客体である「他人 (andern Menschen)」は，

強盗への非関与者の意味と解されている１７０）。これにより，ドイツ強盗致死罪

の客体からは，強盗の共犯が除かれる。この客体による制限は，わが国の強盗

致死傷罪の処罰範囲の制限に用いることが可能であるように思われる。すなわ

ち，わが国の強盗致死傷罪の「人」を，強盗及びその関与者以外の者の意味と

解し，ドイツ強盗致死罪と同様に，強盗致死傷罪の客体から強盗の共犯を除外

するのである。これは，強盗の共犯者間の仲間割れによる殺傷を，強盗致死傷

罪の処罰範囲から除外すべきと主張する手段説，関連性説の結論とも合致する

であろう。

また，ドイツ強盗致死罪における死の結果は，強盗の行為（未遂を含む）に

よって「直接に (unmittelbar)」惹起されることを要すると解されている１７１）。

この行為による制限により，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った，財物を奪取されたことに起因して死亡の

結果が発生した場合や，逃走中の強盗犯人を狙った警官の銃撃の流れ弾で第三

者が死亡した場合が，強盗致死傷罪の処罰範囲から除外される。わが国におい

ては,このような事例について強盗致死傷罪の成否を論じる論者は乏しいが,手

段説,関連性説の立場からは，やはり強盗致死傷罪は成立しないと解されるで

あろう。

さらに，ドイツにおいては，強盗の被害者あるいは追跡者に対して強盗犯人

が撃った弾丸がそれて，第三者に命中して死亡させた場合に，その第三者も

「他人」に含まれ，強盗致死罪が成立するとされている１７２）。わが国においても，

流れ弾による死傷は強盗致死傷罪を構成するものとされている。すなわち，最

判昭和５３年７月２８日刑集３２巻５号１０６８頁は，Ａが警官Ｂを殺害して拳銃を

奪う意思で，建設用びょう打銃を発射したところ，びょうはＢを貫通した後，

付近の通行人 C に命中し，C が負傷したという事案について，Ｃの傷害は「強
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盗犯人が強盗の機会に人を殺害しようとして遂げなかった場合」に当たり，さ

らに「犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具

体的に一致することを要するものではなく，両者が法定の範囲内において一致

することをもって足りるものと解すべきであるから，人を殺す意思のもとに殺

害行為に出た以上，犯人の認識しなかった人に対してその結果が発生した場合

にも，右の結果について殺人の故意があるものというべきである」から，Ｂ・

Ｃ両者に対する強盗殺人未遂罪が成立すると判示しているのである１７３）。以上

のようにして，ドイツ強盗致死罪の客体と行為による制限は，わが国の強盗致

死傷罪の処罰範囲を制限するうえで参考となろう。

さらに，ドイツにおいては，強盗の終了後に死の結果が惹起された場合であ

っても，強盗致死罪が成立しうるとされている。具体的には，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は，ドイツの強盗致死罪に当たる

こととなる１７４）。

このように，強盗の終了後に逃亡や口封じのために追跡者を殺傷したという

事例に関するわが国の判例には，次の２つがある。

最判昭和２４年５月２８日刑集３巻６号８７３頁は，家屋に侵入した強盗犯人が，

家人が騒ぎ立てたため逃走したものの，家人が追跡してきたため，その家人を

家屋入口付近において殺害したという事案について，「刑法第２４０條後段の強

盗殺人罪は強盗犯人が強盗をなす機會において他人を殺害することによりて成

立する罪である。…強盗行爲が終了して別の機會に被害者両名を殺害したもの

ではなく，本件強盗の機會に殺害したことは明である。然らば原判決が刑法第

２４０條に問擬したのは正當」であると判示している。

最判昭和２６年３月２７日刑集５巻４号６８６頁は，ＡとＢが共謀のうえ，強盗

に着手した後，家人に騒がれて逃走したものの，なお「泥棒，泥棒」と連呼追

跡され，さらにそれを発見した警官Ｃに逮捕されそうになったため，Ａが逮捕

を免れようとしてＣに数回切りつけ，Ｃを死に至らしめたという事案について，

「Ａ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こと当裁判所

成城法学７７号（２００８）

１２２・（１７３）



の判例とする処である」として，Ａ・Ｂは強盗致死罪の罪責に問われるものと

判示している。

このように，判例は，強盗終了後の殺傷であっても強盗致死傷罪が成立する

という立場を採っており，通説もこの立場を支持している。例えば，西田教授

は，「強盗の機会」を，「端的に，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ろう」として，強盗後の殺傷も

また，強盗致死傷罪を構成しうるものと解されている１７５）。

それでは，強盗終了後の殺傷の処罰範囲はどのように制限すべきであろうか。

強盗終了後の殺傷について検討する際には，身分犯説，非身分犯説の如何にか

かわらず，西田教授が指摘するように，これが事後強盗に類似した態様の殺傷

であることを考慮すべきである。すなわち，第２４０条は，事後強盗罪と同様，

強盗身分者が，財物の取り返しや逮捕をしようとした強盗の被害者ないし追跡

者に対し，致死傷の結果を惹起した場合にも適用されるものと解するのである。

あるいは，強盗終了後の殺傷を事後強盗致死傷と解し，第２３８条・第２４０条

を適用することによって，その態様を事後強盗類似ではなく，まさに事後強盗

そのものと解しうる場合もあろう。通説は，事後強盗罪の主体に強盗犯人は含

まれないと解しているが１７６），強盗罪は暴行罪・脅迫罪と窃盗罪の結合犯であ

り，窃盗罪は強盗罪に吸収されていることから，強盗身分者が，同時に窃盗身

分をも有していることはあり得るであろう。第１章でみたように，ドイツの強

盗的窃盗罪においても，「窃盗の現行犯にあたる者」という行為主体には，「強

盗」の現行犯にあたる者も含まれると解されている１７７）。しかし，強盗身分は，

行為者が財物奪取の意図で暴行・脅迫に着手した時点で発生するものの，窃盗

身分は，行為者が窃取に着手するまでは発生しない。従って，行為者が財物奪

取の意図で暴行・脅迫に着手したものの，財物奪取自体に着手することなく逃

走し，その際に被害者を殺傷した場合には，行為者は，窃盗身分なしに強盗致

死傷に出たと言うこととなる。強盗終了後の殺傷に関する処罰範囲の制限は，

第２３８条の適用によってではなく，あくまでも第２４０条の解釈としてなされる

必要があろう１７８）。

もっとも，身分犯説においては，強盗終了後の殺傷に関して，客体と行為に
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よる制限に加え，さらに何らかの時間的制限を設ける必要があろう。さもなく

ば，強盗に着手した者の暴行致傷・傷害・傷害致死・殺人が，すべて，かつ永

遠に強盗致死傷罪に該当することとなりかねず，処罰範囲が拡大しすぎること

となる。そこで，強盗終了後の強盗身分がどの時点まで継続するのかが，新た

な問題となる。

思うに，強盗身分の喪失時期が問題となるのは，事後強盗類似の態様による

場合に限られる。従って，強盗身分の喪失時期は，第２章で述べた，事後強盗

罪の窃盗身分の喪失時期と同様に解すべきではなかろうか。すなわち，第２４０

条の「強盗」身分者を，強盗の現行犯人と解し，行為者が強盗の現行性を失っ

た時点で，「強盗」身分も失われ，それ以降の致死傷・殺傷は，強盗致死傷罪

・強盗殺人罪を構成しないと解するのである。従って，行為者が強盗の現場か

ら立ち去っていない間の暴行・脅迫，及び行為者が強盗の現場から継続的に追

跡されている間の暴行・脅迫は，「強盗」の現行性が失われていないことから，

強盗致死傷罪の成立範囲に含まれると解すべきであろう。

ただし，強盗身分者が被害者を殺傷した時点で，強盗身分が消滅すると解す

る余地もあるかもしれない。しかし，このように解すると，行為者が強盗傷害

に出て財物を奪取した後で殺害した場合や，強盗殺人の後に被害者とは別の目

撃者を口封じのために殺害した場合には，最初の殺傷の時点で強盗身分が消滅

していることとなり，その後の殺害は強盗殺人罪を構成し得ないのではないか

という問題が生じる。判例も，岡山地判平成８年４月１５日判時１５８７号１５５頁

は，Ａが，Ｂを金品強取目的で殺害した直後に被害者の妻Ｃが帰宅したため，

Ｃをも殺害し，その後に金品を奪取したという事案について，Ｃの殺害を金品

強取目的ではなく口封じ目的と認定したうえで，「Ｂ殺害が金品強取の目的で

なされたものであり，Ｂ殺害の事実を知られたくないという口封じ目的で C

を殺害したことは，強盗の機会におけるその発覚を防ぐための犯行ということ

になるから，結局法律的評価としては，Ｃ殺害についても強盗殺人罪が成立す

ることになる」として，強盗殺人後の新たな殺人が強盗殺人罪を構成するとい

う立場を採っている１７９）。このように，強盗身分の喪失時期を，殺傷行為の完

成時期と関係させるのは，困難であるように思われる。
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なお，ドイツにおいては，既に確保された盗品を搬出する際の交通違反行為

によって，通行人を死亡させた場合などを，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

致死罪の処罰範囲から除外する１８０）。「特別な内的連関」は，わが国における関

連性説のいう，強盗行為と致死傷との密接的関連性とほぼ同義である。しかし，

わが国においては，「特別な内的連関」や関連性を問題とせずとも，強盗致死

傷罪に過失致死傷の態様が含まれていないと解することによって，上記の事例

を強盗致死傷罪の処罰範囲から除外することができるであろう。

第６項 未遂・既遂

強盗致死傷罪の既遂時期は，身分犯説に立った場合にはどのように解される

であろうか。

強盗致死傷罪を身分犯と解するならば，本罪の未遂・既遂を考えるうえでは，

行為者が強盗身分をどの段階で取得するかが重要となる。強盗致死傷罪におけ

る強盗身分について，学説上は「強盗に着手した者」という定義が一般に用い

られている１８１）。これは，実行行為としての強取に着手した者，すなわち，第

２の行為である財物ないし利益奪取をなす意思のもとに，第１の行為である暴

行・脅迫ないしこれに準ずる昏酔行為に着手した者，及び，「窃盗」身分を有

したうえで，事後強盗の目的のもとに暴行・脅迫に着手した者を指す。いいか

えれば，強盗身分を取得するのは，強盗，準強盗の既遂罪ないし未遂罪に該当

する行為者ということになる。

事後強盗罪の「窃盗」身分に関しては，窃盗未遂の者を含めるべきではない

とする主張もある。しかし，「強盗」身分に関して，強盗未遂の者を含めるべ

きではないとする主張はない１８２）。これは，事後強盗罪と強盗致死傷罪の既遂

時期に関する議論の相違，すなわち，事後強盗既遂罪の成立に関しては，財物

奪取の完成を要求する立場が有力であるのに対し，強盗致死傷既遂罪の成立に

関しては，財物奪取の完成を不要とすべきとする立場が有力であることに起因

しているものと思われる。

また，強盗予備の犯人は，「強盗」身分を取得しないと一般に解されている１８３）。
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強盗予備の犯人は，「強盗予備」行為に着手したにとどまるうえ，強盗予備行

為から死傷の結果は生じ得ないのであるから，強盗予備の犯人は「強盗」身分

を取得しないとする解釈は妥当であろう。

以上のことから，身分犯説においては，強盗致死傷罪は，強取の完成の有無

に左右されず，少なくとも強取に着手した者が殺傷に出て，殺傷が完成しなか

った場合にのみ，未遂となると解されよう。この結論は，判例・通説とも共通

する。

もっとも，財産犯としての性質を重視して，強盗致死傷罪を真正身分犯と解

した場合，強盗致死傷罪の既遂時期をどうする解するかが問題となる。前田教

授は，強盗致死傷罪を傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の加重類型としての不真正

身分犯であるとする大谷博士の旧説１８４）に対し，強盗致死傷罪は強盗罪の加重

類型であり１８５），「この考え方の差は，強盗罪的性格ないし殺人・傷害罪的性格

のいずれを重視するかによるが，既遂・未遂の判断の差として顕在化する」と

指摘されている１８６）。確かに，本罪の財産犯としての性質を重視するならば，

財物奪取の完成をも既遂犯成立の要件と解さなくてはならないはずであり，そ

うでなければ財産犯としての性質を重視する意義は希薄となると思われる。そ

うすると，前田教授は明言されていないが，強盗致死傷罪を真正身分犯と解し

たならば，本罪は，致死傷及び財物奪取の完成をもって既遂となると解される

こととなろう。しかし，本罪を真正身分犯と解すると，行為者が強盗目的で被

害者を殺害したものの，憐憫の情を生じて財物奪取は中止したというような強

盗殺人中止未遂の場合に，刑の上限が，第４３条但書の適用により，殺人罪の

死刑より軽くなってしまうという問題がある。このような刑の不均衡を回避す

るためには，強盗致死傷罪を不真正身分犯と解し，強盗の罪として位置づけら

れてはいるが，実質的には主として生命・身体を保護法益と解して，傷害罪・

傷害致死罪・殺人罪の加重類型とするのが妥当ではないかと思われる。このよ

うに解することにより，本罪の既遂時期は致死傷の完成に求められることとな

り，上記のような強盗殺人中止未遂の事例についても，行為者を強盗殺人既遂

罪の罪責に問うことが可能となるのである。

ところで，以上のように解した場合には，財物領得の完成の有無は，強盗致
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死傷罪の未遂・既遂に全く影響を及ぼさないこととなるが，それでは，財物領

得が完成していた場合，強盗既遂の点は，はたしてどこで評価されるのであろ

うか。

思うに，やはり身分犯と解される事後強盗罪においては，窃盗罪と事後強盗

罪の関係は吸収関係となると解されているように１８７），強盗致死傷罪を身分犯

と解した場合においても，強盗罪は強盗致死傷罪に吸収されると解することが

できるであろう。従って，財物領得の有無は，この吸収関係となる強盗罪が既

遂犯であるか，それとも未遂犯であるかという差異を生じることとなる。この

差異は，科刑の幅には全く影響しないものの，裁判官の裁量によって，量刑の

軽重を左右する事情となりうるであろう。

なお，ドイツにおいても，強盗謀殺における財物領得の完成の有無は，科刑

には影響を及ぼさないものの，罪数上は評価されている。すなわち，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であるとされてお

り，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

かった場合に加え１８８），財物奪取が完成していないが死の結果は発生した場合

も，未遂となるとされている１８９）。従って，死の結果は発生したものの，財物

奪取は未遂であった場合には，「利欲から」という動機による謀殺罪と強盗致

死未遂罪の観念的競合となり，科刑は謀殺罪のそれになるものの，強盗致死罪

が既遂犯であるか，それとも未遂犯であるかという差異を生じることとなる。

また，強盗未遂・殺人既遂の場合と，強盗・殺人とも既遂の場合の科刑を区別

しないという点において，ドイツとわが国の判例・通説は共通していると言え

よう。

第７項 死者の占有

身分犯説によれば，強盗致死罪・強盗殺人罪を，強盗身分者による傷害致死

・殺人に関する規定とし，かつ，強盗身分は強盗未遂の場合をも含むと解する

ならば，「死者の占有」を認めなくとも，また財物領得未遂であっても，強盗

致死罪・強盗殺人罪の既遂を認めることができよう。財物領得の完成自体は，

強盗致死・強盗殺人既遂罪の成立にとって，論理的に不要となるからである。
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もっとも，このような解釈を採った場合，殺害後の財物領得の評価をどうす

るのかが，特に財物領得のみへの関与者との関係からも問題となりうる。具体

的には，Ａが，Ｂの持つ金品を奪う目的でＢを殺害した後，Ｃが金品の領得を

幇助したといった場合，Ｃの罪責はどうなるのかが問題となろう。

思うに，強盗致死・殺人の後の財物領得は，「死者の占有」を否定する見地

から占有離脱物横領罪となるものと解し，占有離脱物横領の点は強盗致死罪・

強盗殺人罪の共罰的事後行為となると解すべきではなかろうか。共罰的事後行

為は，「原因・結果の関係にあり，結果たる行為が吸収される場合」１９０）であり，

数個の行為がそれぞれ異なる構成要件に該当するものの，原因行為によって惹

起された違法状態において行われる結果行為が，その違法状態に通常含まれて

いるため，状態犯の構成要件によって評価し尽くされているものであると解さ

れている１９１）。強盗致死罪・強盗殺人罪は，生命・身体法益の侵害を重視して

既遂時期を決定する立場によれば，殺人罪と同様の即成犯と解されることとな

る。しかし，一方で，強盗致死罪・強盗殺人罪は，状態犯としての性質を有す

る強盗罪・強盗未遂罪を，共罰的事前行為として吸収していると解しうる１９２）。

言い換えるならば，強盗致死罪・強盗殺人罪は，生命・身体法益の侵害に関し

ては即成犯であるといえるが，財産法益の侵害に関しては状態犯ということと

なろう。従って，強盗致死・殺人後の財物領得は，占有離脱物横領罪の構成要

件に該当するものの，強盗致死罪・強盗殺人罪の共罰的事前行為である強盗罪

によって発生した違法状態に吸収されるものであるから，結局，強盗致死罪・

強盗殺人罪の共罰的事後行為となると解すべきではなかろうか。このように解

するならば，「死者の占有」を例外的に認める必要はなくなり，かつ，上掲の

共犯の事例においても，第６５条を適用するまでもなく，Ａは強盗殺人罪とな

るが，Ｃは占有離脱物横領罪の幇助犯となる。

１４０） これに対し，岡本・前掲論文４０５頁は，形式的にも身分犯であることを否定し
ている。

１４１） 大塚・各論２２０頁。同旨，板倉・刑法各論（２００４年）１１６頁，井田良・刑法総
論の理論構造（２００５年）３９８頁。

１４２） 大塚博士と同様に，強盗致死罪・強盗致傷罪を結果的加重犯，強盗傷人罪・強
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盗殺人罪を結合犯とする大谷博士は，改正後の第２４０条全体について，かつては
「傷害，殺人等に強盗犯人という身分が加わって刑が加重される場合であるから，
不真正身分犯である」（大谷・刑法講義各論（第４版補訂・１９９５年）２２７頁）と
されていた。もっとも，大谷博士は，一方で，強盗身分なき者の強盗殺人への途
中加功を承継的共犯の問題としており（大谷・刑法講義総論（第３版・１９９１年）
４２４，４２７，４５０頁。ただし承継的共犯の成立自体には否定的），実質的には結果
的加重犯説，結合犯説と同様の理論構成を採用し，身分犯としての性質が実際に
どのような影響を及ぼすのかについては言及されていなかった。大谷博士は，そ
の後，体系書から強盗致死傷罪を身分犯とする記述を削除されており（大谷・各
論（新版補訂版）２５１頁は「人身犯罪としての性格を有するものである」とする
にとどまる），現在は，強盗致死傷罪を身分犯とせず，形式的にも実質的にも結
果的加重犯説，結合犯説を採るようになっているようである。また，井田・総論
３９８，４０３頁注４１は，強盗致死傷罪を不真正身分犯としながらも，刑法第６５条
第１項は，不真正身分犯であっても，「身分があることを理由とする刑の加重に
関し独立の保護法益を観念できる限り」において適用され，「ＸがＹに対し強盗
殺人を教唆したとき，ＸじしんもＹを介して強盗殺人罪の保護法益をすべて侵害
できる以上，６５条１項を適用して強盗殺人罪の教唆犯として処罰しなければな
らない」として，真正身分犯か不真正身分犯かではなく，「１項の身分犯」か「２
項の身分犯」かという分類を行い，強盗致死傷罪を事後強盗罪とともに「１項の
身分犯」に分類する。しかし，同条第１項が「犯人の身分によって構成すべき犯
罪行為」，同条第２項が「身分によって特に刑の軽重があるとき」について規定
していることからすると，同条第１項，第２項の適用は，身分に関する「独立の
保護法益」の有無ではなく，やはり真正身分犯か不真正身分犯かによって決定さ
れるべきではないかと思われる。

１４３） 団藤編・注釈刑法 �（１９６６年）１２１頁（藤木）。
１４４） 古江・前掲論文６５，６６頁。
１４５） 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）１３８頁参照。

１４６） なお，平成１６年の刑法一部改正により，強盗致傷罪の法定刑は「無期又は六
年以上の懲役」に引き下げられている。

１４７） 前田・各論３２３，２１６頁，堀内・各論２１７，１４１頁，西田・各論１６７，２７６頁。
山口・各論３８８，２３８頁は，強盗強姦致死罪に殺意ある場合も含まれるとする。
なお，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪については，結合犯説と身分犯説の争いがあ
るものの，強盗強姦罪が「強姦したとき」と規定されていることから，ここでは，
「よって…させたとき」という文言は，強盗強姦罪の結果的加重犯であることを
示しているものと捉えるべきであろう。

１４８） 前田・各論４５６，５７頁，堀内・各論３３３，１５頁，林・各論４６９，４１頁，山口・
各論５７０，２２頁，西田・各論４１０，２０頁。

１４９） 岡本・前掲論文４０６頁。

強盗関連罪の身分犯的構成（三・完）

（１６６）・１２９



１５０） 最判昭和２３年６月１２日刑集２巻７号６７６頁，平川・各論３６１頁，古江・前掲
論文６５頁。

１５１） 香川・各論５３１頁注５は，機会説を採る判例について，「その趣旨は，強盗の
機会における過失傷害あるいは過失致死があれば，それを本条に含ませる点にあ
った。判例はそれを，結合犯とする認識によって正当化しようとしたとされてい
るが，結合犯とする前提と，その機会論とが論理的に一致しうるものではない。
加えて，判例が結合犯としたのは，本条後段の強盗犯人が相手方を死亡させたば
あいについてだけであって，前段の傷害についてまで結合犯としているわけでは
ない。その意味でも，両者間の必然的な連関はない。むしろ，判例のそうした主
張は，条件主義的因果関係をとることの結果とみるのが正しい」とする。

１５２） 山口，各論２３４頁，西田・各論１６６頁。
１５３） 大谷・各論（新版補訂版）２４３頁。
１５４） 最判昭和２８年１２月１８日刑集７巻１２号２５６５頁は，「被告人が本件塩酸モルヒ

ネを…譲受けて判示の場所において所持したのは，同日午後二時頃から夕刻まで
の僅か数時間に過ぎず，かくの如き場合，右麻薬の所持は，麻薬譲受の罪に当然
吸収せられ，別に所持の一罪を構成するに至らないものと解するを相当とする」
と判示している。

１５５） 東京高判昭和３２年２月２８日東高刑報８巻２号５５頁。もっとも，本判決では，
譲受と所持の間に時間的推移と空間的変動が生じており，覚せい剤譲受罪と覚せ
い剤所持罪は別罪を構成すると判示している。なお，最決昭和３１年１月１２日刑
集１０巻１号４３頁は，昭和２８年３月１０日頃から同年６月末日頃までの間に接続
して１１回覚せい剤を譲り受けた行為と，その覚せい剤の一部を同年７月１４日頃
まで隠匿所持していた行為が各別個の罪を構成し併合罪となると判示している。

１５６） 東京高判昭和４９年６月１８日刑月６巻６号６３８頁。なお，輸入後の所持が社会
通念上別個独立の行為として評価しうる場合には，麻薬輸入罪と麻薬所持罪は別
罪を構成し，両者は併合罪の関係に立つとしている。

１５７） 東京地判平成１３年９月２８日判時１７６４号１５１頁は，行為者が大麻を密輸入し
所持してから約１６分後に捜査員に発見された事案について，本件大麻の所持は
輸入に伴う必然的な結果であるから，大麻の所持は大麻輸入罪に吸収されると判
示している。

１５８） 東京地裁八王子支判昭和５１年１２月１７日判時８４４号１１２頁は，贓物を故買・
収受した者がその贓物を損壊しても，さらに器物損壊の別罪を構成しないものと
解されるところ，贓物を寄蔵する行為も，贓物の所有者の追求権を侵害する点に
おいて，贓物を故買・収受して，その追求権を侵害するのと異るところはないと
して，贓物寄蔵罪と器物損壊罪の吸収関係を認めている。この判例の趣旨からす
ると，贓物故買罪・贓物収受罪と器物損壊罪もまた，吸収関係にあると解される
ことになろう。

１５９） 松江地判昭和５２年９月２０日判時８７７号１１１頁は，放火罪の犯人が火炎継続中
に鎮火妨害に出たとしても，これは先の放火罪を完全に遂行しようとするに過ぎ
ないとして，鎮火妨害罪は放火罪に吸収されると判示している。また，大阪高判
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平成元年１１月９日判タ７２６号２４６頁も，放火罪の犯人が鎮火妨害罪にあたる行
為をしても，鎮火妨害罪は放火罪に吸収されて成立せず，両者は法条競合の関係
にあるといえると判示している。

１６０） 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，平川・各論３６０頁，内田・各論２８９頁，西田・各論１６５頁。

１６１） 瀧川幸辰・犯罪論序説（１９４７年）２５４頁，平野・総論Ⅱ３５７，３６６頁，西田・
共犯と身分（新版・２００３年）１７２頁。

１６２） 大谷・総論４７９頁，川端・総論５８９頁。
１６３） 上野・前掲論文１３９頁。
１６４） 致死が先行する強姦致死罪における中途介入者の関与行為は，既に死亡した被

害者に対する屍姦への関与行為であるが，これを「死者の占有」に類似した「死
者の性的自由」の侵害への加功と解しうるかは問題となる。最判昭和３６年８月
１７日刑集１５巻７号１２４４頁は，「姦淫の目的の為め，その手段として判示のごと
き暴行脅迫を用い結局被害者を窒息死に至らしめ，姦淫の目的を遂げた」場合に
は「姦淫行為が殺害の直後であったとしてもこれを包括して強姦致死罪と解すべ
きである」と判示している。また，大阪高判昭和４２年５月２９日判時５００号７９
頁は，強姦に着手し，これを遂げない間に，強姦の発覚を妨げると共に金品を奪
取しようとして婦女を殺害し，金品を奪取した直後に引き続き姦淫を遂げたとい
う事案につき，姦淫の際婦女が既に死亡していた場合であっても，強姦について
は前後を包括して強姦既遂罪が成立することから，強盗殺人罪と強盗強姦罪の観
念的競合となるとしている。このような判例の立場は，「死者の性的自由」を，「死
者の占有」と同様に一定の条件のもとで保護するものと理解される。この判例の
立場に従うならば，致死先行型の強姦致死罪の中途介入者は「死者の性的自由」
への侵害に加功したことになり，その罪責は，承継的共犯を認めるならば，強姦
等致死罪の承継的共犯となると解される。しかし，承継的共犯を認めないのであ
れば，中途介入者は準強姦罪・準強制わいせつ罪の共犯となると解されよう。死
者に対する暴行・脅迫は考えられないことから，中途介入者の姦淫を強姦・強制
わいせつと解することもできない。そうすると，中途介入者の関与は，正犯の致
死行為によって抗拒不能となった被害者に対する，準強姦・準強制わいせつへの
関与と解するほかないからである。これに対し，「死者の性的自由」を認めない
立場を採るならば，中途介入者の屍姦への関与は，不可罰となると解するほかな
いであろう。「死者の性的自由」の是非については後述する（第４章）。

１６５） もっとも，東京高裁昭和３４年判決が参照している２つの最高裁判例，すなわ
ち最判昭和２４年７月１２日刑集３巻８号１２３７頁，最判昭和２５年６月６日刑集４
巻６号９５０頁は，いずれも，当初から被告人全員が共謀して婦女を強姦し致傷の
結果を生じたという事案に関するものであって，結果的加重犯の共同正犯の成否
は問題とされているが，承継的共犯の成否は問題とされていない。結果的加重犯
の共同正犯については，判例はこれを認めており（大判昭和３年４月６日刑集７
巻２９１頁，最判昭和２２年１１月５日刑集１巻１号１頁，最判昭和２３年１０月６日
刑集２巻１１号１２６７頁等），学説上も，基本犯の共同実行者は重い結果の発生に
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ついて共同の注意義務を負っているなどとして認めるものが多い（団藤・総論
３９０頁，荘子邦雄・刑法総論（新版・１９８１年）４５６頁，川端・総論５４３頁，大谷
・総論４４３頁）。上記の２つの最高裁判例は，本判決の事案においては，先行者
の罪責を強姦致傷罪とした点については参照しうるが，致傷の結果に関与したか
が明らかではない後行者の罪責を強姦致傷罪とした点については参照し得ないで
あろう。あるいは，同時傷害の特例（第２０７条）によって後行者も強姦致傷罪の
罪責を負うという解釈もありうるが，判例・通説は，強姦致傷罪への第２０７条の
適用を否定している（前掲最高裁昭和２４年判決は「所論刑法第２０７條は數人が
共謀することなくして暴行をなし人を傷害した場合に關する規定であって…被告
人等が共謀して強姦をなし且つ傷害を與えた本件に同條の適用のないことは明白
である」としている。仙台高判昭和３３年３月１３日高刑集１１巻１３７頁，福田・
各論１５４頁，大越義久・刑法各論（第２版・２００１年）３０頁，平川・各論５８頁，
林・各論６１頁，山口・各論５１頁，西田・各論４４頁）。従って，東京高裁昭和
３４年判決は，致傷先行型の強姦致傷において，重い致傷の結果への関与が証明
されていない後行者であっても，強姦致傷罪の承継的共犯となると判示したもの
と理解するほかないように思われる。

１６６） 川端・総論５５１頁，大谷・総論４４７頁参照。
１６７） 強姦罪・強制わいせつ罪には，後行する準強姦罪・準強制わいせつ罪が吸収さ

れ，両罪は法条競合の関係となると解することを前提とする。
１６８） 最決昭和３４年６月１２日刑集１３巻６号９６０頁（窃盗現場から数十メートル離

れた地点での，警察官への逮捕を免れるための暴行につき場所的近接性があると
した），大谷・各論（新版補訂版）２４２頁。

１６９） 萩原・前掲論文１７８頁。
１７０） Herbert Tröndle / Thomas Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 51.Aufl.

(2003), §251 RdN. 3; Adolf Schönke / Horst Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar 27.,

neu bearbeitete Aufl. (2006), §251 RdN. 3 (Eser).

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

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

１７３） 本判決が法定的符合説に立つことを明言し，さらに一個の故意からＢ・Ｃ両者
への二個の故意犯の成立を認めた点については，これを支持する数故意犯説と，
Ｂへの故意犯（殺人未遂罪）とＣへの過失犯（過失傷害罪）の観念的競合となる
とする一故意犯説とが対立している。数故意犯説の論者は，「殺意をもって殺人
の結果を生じた以上は，発生した事実－既遂および未遂－について殺人罪の故意
の成立をみとめてよいはずである。観念的競合を科刑上一罪としているのは，こ
のような趣旨をも含むものと考えるべきである」（団藤・総論３０４頁）などと主
張するのに対し，一故意犯説の論者は，「行為者の立場からすれば，意図どおり
の結果が惹起されておらず，また，当初予定されていた法定的に符合する結果も
発生していない」（川端・錯誤論の諸相（１９９４年）４８頁）などと主張する。なお，
ドイツにおいても方法の錯誤については一故意犯説が採られているが（ドイツの
議論については川端・錯誤論１０頁参照），ドイツの強盗致死罪は，「少なくとも
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軽率に (wenigstens leichtfertig)」死の結果を惹起した場合に成立することから，
流れ弾で第三者が死亡した場合にも，第三者に対する強盗致死罪の成立が認めら
れることとなる。

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

１７５） 西田・各論１６５頁。同旨，山口・２３３頁，平川・各論３６０頁，内田・各論２８９
頁。なお，手段説の立場からは，強盗後の殺傷は，強盗の手段とはなり得ないの
であるから，強盗致死傷罪の処罰範囲から除外すべきとの主張がなされて然るべ
きかと思われるが，これを特に指摘する文献は見あたらい。

１７６） 前田・各論２０３頁，大谷・各論（新版補訂版）２４１頁。
１７７） ただし，強盗的窃盗としての暴行・脅迫もまた，強盗の程度に至っていること

が要求される。Vgl. Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 13.

１７８） 西田・各論１６５頁，山口・各論２３３頁は，「事後強盗類似の状況」による殺傷
を第２４０条の適用範囲とする。

１７９） 本件事案においては財物奪取が殺人に後行しているため，Ｃ殺害について，第
２３８条を適用して事後強盗殺人罪とすることはできない。なお，本判決の控訴審
である広島高裁岡山支判平成９年１１月１２日判時１６３３号１４７頁は，Ｃ殺害の目
的を「金品を奪うためには，同女をも殺害するほかはないものと決意し，絞殺に
及んだ」ものと認定し，上告審である最判平成１１年１２月２１日判時１６９６号１６０
頁も，控訴審の事実認定を採用している。

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

１８１） 団藤・各論５９４頁，西田・各論１８０頁。
１８２） 西田・各論は，事後強盗罪について，「本条は既遂類型であり，…本条にいう
『窃盗が』は窃盗既遂犯人を意味することになる。本条の『窃盗が』が，窃盗未
遂を含むとすれば，窃盗未遂犯人が逮捕免脱の目的で暴行すれば，それだけで本
条にあたることになって不当である」とする一方（１６５頁），強盗致死傷罪につ
いては，「『強盗』とは，強盗犯人の意味であり，既遂・未遂を問わないとするの
が判例・通説である」とし（１６４頁），強盗強姦罪・強盗強姦致死罪については，
「強盗の既遂・未遂を問わないとするのが通説・判例である」とする（１６７頁）。

１８３） 曽根・各論１４２頁。
１８４） 大谷・各論（第４版補訂）２２７頁。
１８５） 前田・各論２０６頁。
１８６） 前田・刑法各論講義（第２版・１９９５年）２３４頁脚注２５。ただし，前田・同（第

３版）２０６頁はこの点の記述を削除している。
１８７） 大谷・各論（新版補訂版）２４３頁。
１８８） Otto, a. a. O., §46 RdN. 45; Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 13.

１８９） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 7 (Eser); Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 12.

１９０） 平野・総論Ⅱ４１６頁。
１９１） 大谷・総論５０９頁，前田・総論９６，５０２頁。
１９２） この原因行為としての強盗罪と，結果行為としての強盗致死罪・強盗殺人罪の

関係は，窃盗罪と事後強盗罪の関係と同様である。大谷・各論（新版補訂版）２４３
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第４節 まとめ

強盗致死傷罪は，従来，結果的加重犯あるいは結合犯であり，かつ身分犯で

もあると解されてきた。しかし，結果的加重犯あるいは結合犯と，身分犯とい

う性質は併存しうるものではない。従って，結果的加重犯説の構造と結合犯説

の構造を明らかにし，両説による共犯関係の処理，処罰範囲の制限，未遂・既

遂時期，「死者の占有」の処理について比較検討した。

１ 結果的加重犯説。強盗致死傷罪を，強盗罪を基本犯とする結果的加重犯で

あるとする結果的加重犯説の構造には，殺人の故意ある強盗殺人を，強盗致死

傷罪と殺人罪の観念的競合と解するか，あるいは「故意ある結果的加重犯」を

認めたうえで，強盗致死罪のみが成立すると解するのかという問題がある。し

かし，観念的競合とするのは，強盗致死と強盗殺人とで死亡の結果を二重に評

価するという問題がある。また，「故意ある結果的加重犯」を認めることには

理論的に問題があるうえ，「故意ある結果的加重犯」という概念は，第２４０条

の説明のためにのみ使用しうるものであって，他の結果的加重犯に使用する必

要はないのではないかという疑問がある。そもそも，上述したように，平成７

年の刑法一部改正後の第２４０条後段の「人を死亡させたとき」という文言が，

強盗致死とともに強盗殺人をも含む意味であると解しうる以上，「故意ある結

果的加重犯」を認める必要があるのかも疑問である。また，強盗致死傷罪の未

遂をどのように解するかという点についても，「故意ある結果的加重犯の未遂」

が認められるかという議論が関わってくる。

共犯関係の処理についても疑問がある。強盗致死傷罪を結果的加重犯と解す

ると，強盗殺人後の財物奪取のみへの関与者は，強盗殺人罪の基本犯である強

盗罪の一部への関与者と解される。そして，強盗罪を暴行罪・脅迫罪と窃盗罪

の結合犯と解する以上，この場合の関与者は強盗致死罪の承継的共犯として，

頁は，窃盗罪と事後強盗罪との関係を単に吸収一罪としているが，これは，大谷
博士が吸収一罪のひとつとして位置づける，共罰的事前行為となるという意味で
あろう。
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重く処罰されることになるが，それは妥当ではないであろう。同様のことは，

Ａが，既に強盗を行ったＢに対して，口封じのための殺人を教唆し，Ｂがその

通りに被害者を殺害したというような，致死傷（殺傷）後行型の場合の関与者

についてもいえる。この場合の関与者Ａは，強盗罪の一部である暴行罪の結果

的加重犯としての傷害・傷害致死・殺人への関与者として，強盗殺人罪の承継

的教唆犯となると解さざるを得ないのである。

処罰範囲の制限については，結果的加重犯説の基本行為と加重的結果との間

には予見可能性が必要とされ，強盗と致死傷との間に関連性を要求する関連性

説に適合しうることは上述したとおりである。しかし，関連性説のいう関連性

の内容については，従来の学説上十分には検討されていない。この関連性を予

見可能性の意味と解することが許されるかは，具体的事例に照らして慎重に検

討されなければならないであろう。

未遂・既遂については，強盗は未遂であるが致死傷の結果が発生した場合に，

判例・通説のように強盗致死傷罪全体が既遂となると解するのは，結果的加重

犯説においては疑問がある。基本犯である強盗罪の未遂・既遂を無視して，結

果的加重犯である強盗致死傷罪の未遂・既遂を決定することは許されないはず

だからである。結果的加重犯説を前提とするならば，このような場合は，強盗

致死傷罪は未遂となると解さざるを得ないであろう。

「死者の占有」については，本来的に否定されるべきである。しかし，結果

的加重犯に立つと，殺人・傷害致死が先行し，財物領得が後行した場合に，「死

者の占有」を否定して，財物領得を占有離脱物横領と解すると，強盗殺人罪・

強盗致死罪の基本犯である強盗罪を既遂と説明することができなくなる。強盗

罪は暴行罪・脅迫罪と窃盗罪の結合犯であり，占有離脱物横領罪を含んでいな

いからである。従って，強盗殺人罪・強盗致死罪の既遂罪の成立を認めること

も困難となってしまう。このような結論を回避するためには，少なくとも強盗

殺人・強盗致死の事例においては，「死者の占有」を例外的に肯定せざるを得

ないことになろう。

２ 結合犯説。強盗致死傷罪を，強盗罪と傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の結合

犯であるとする結合犯説の構造は，殺人の故意ある強盗殺人を第２４０条後段が
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包含することを説明する際に，結果的加重犯説のように「故意ある結果的加重

犯」の理論を採用せずとも，強盗殺人罪を強盗罪と殺人罪の結合犯とすれば足

りる点で，結果的加重犯説より優れているといえる。

共犯関係の処理については，結果的加重犯説と同様，結合犯の一部への関与

者への承継的共犯の成否の問題がある。強盗殺人後の財物奪取のみへの関与者

について，判例及び結合犯説の論者は，強盗殺人罪の承継的共犯として重く処

罰するが，それは妥当ではないであろう。一部の論者は，強盗殺人罪・強盗致

死罪に関しては，中途介入者が殺人に関与していないことを理由として承継的

共犯の成立を否定し，この場合の関与者は強盗罪の共犯となるとしている。し

かし，強盗致死・殺人後の財物奪取は被害者の死の結果を利用しているともい

え，強盗致死罪・強盗殺人罪の中途介入者を承継的共犯の例外として扱う理論

的根拠に乏しいのではないかという疑問がある。

処罰範囲の制限については，強盗致死傷罪を，強盗罪と傷害罪・傷害致死罪

・殺人罪の結合犯と解した場合，この結合の仕方が牽連犯型か併合罪型かで，

解釈を異にする。すなわち，牽連犯型結合犯と解するならば，殺傷が手段，強

盗が目的となることから，処罰範囲の解釈について手段説が適合する。これに

対し，併合罪型結合犯と解するならば，手段と目的の関係が不要であることか

ら，機会説または関連性説が適合すると言える。しかし，結合犯説を採る論者

のほとんどは，この結合の仕方と処罰範囲の関係について言及しておらず，こ

の点の検討は極めて不十分といわざるを得ないであろう。

未遂・既遂については，結合犯説の論者の多くは，強盗致死傷罪の未遂とは，

致死傷が未遂の場合であり，強盗の未遂・既遂は強盗致死傷罪の未遂・既遂に

影響しないと解している。しかし，結合している犯罪の一方が未遂，他方が既

遂であった場合に，結合犯全体として既遂と解して良いかは問題であろう。一

部の論者は，強盗が未遂の場合にも強盗致死傷罪は未遂となると解するが，強

盗が中止未遂，致死傷が既遂の場合に，強盗致死傷罪の中止犯と解してよいか

は，結論の妥当性から疑問もある。

「死者の占有」については，これを否定し，殺人・傷害致死後の財物領得を

占有離脱物横領と解すると，殺人を手段とした場合には，占有離脱物横領はと
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もかく窃盗は目的となり得ないということになる。従って，強盗致死罪・強盗

殺人罪の結合犯の一部である強盗罪は不能犯となるのではないかという疑問が

生じる。これを回避するためには，結合犯説においても，結果的加重犯説と同

様，強盗殺人・強盗致死の事例において「死者の占有」を例外的に肯定せざる

を得ないであろう。

３ 身分犯説。強盗致死傷罪を，強盗身分者による傷害・傷害致死・殺人と解

する身分犯説は，「強盗が，人を負傷させたとき」「強盗が，人を…死亡させた

とき」という第２４０条の規定に照らし，文理解釈上，結果的加重犯説・結合犯

説より優れていると言えよう。

共犯関係の処理については，強盗致死傷罪を真正身分犯と不真正身分犯のい

ずれと解するかで異なる。真正身分犯説によれば，第６５条第１項により，財

物奪取のみの関与者を強盗致死傷罪の共犯の罪責に問うこととなるが，不真正

身分犯説によった場合には，第６５条第２項により刑が軽くなる。真正身分犯

説の結論は，結果的加重犯説・結合犯説と同様であり，致死傷に関与していな

い者の罪責としては重過ぎるようにも思われるが，不真正身分犯説の結論は妥

当なものといえよう。

また，強盗致死・強盗殺人の場合における財物領得のみの関与者の罪責につ

いては，「死者の占有」の議論も考慮すべきであろう。判例は，被害者の死亡

とは無関係の第三者が，被害者の生前身につけていた金品を領得した場合には

占有離脱物横領罪が成立し，被害者を殺害した者が，殺害後に金品を領得する

意思を生じてこれを領得した場合には窃盗罪が成立するとしており１９３），後者

の場合には占有離脱物横領罪にとどまるとする学説も主張されている１９４）。従

って，この財物領得のみに関与した中途介入者の罪責は，窃盗罪あるいは占有

離脱物横領罪の共犯にとどまる。これと比較した場合，強盗殺人の金品の領得

についてのみ関与した中途介入者が，強盗殺人罪あるいは強盗罪の共犯の罪責

に問われるという結論は，均衡を失しているのではなかろうか。

殺害行為に出た正犯が，殺害行為時に財物領得の意思を有していたか否かは，

正犯の罪責を論ずるうえでは重要である。利益の獲得のために人を殺害する行

為は，犯罪学的にみても悪質であり，強盗殺人罪として重く処罰する必要は確
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かにある。しかし，財物領得のみの関与者の罪責を論ずるに当たっては，正犯

が殺害行為時に財物領得の意思を生じていたか否かは，それほど重要とはいえ

ないであろう。共犯行為時には，被害者は既に死亡しており，財物領得への関

与は，その前に惹起された被害者の死亡について因果性を有していない。加え

て，関与者はあくまでも利益の獲得のみを意図して共犯行為に出ているのであ

るから，これは純粋な財産犯の共犯であるといえる。従って，この場合の関与

者の罪責は，強盗罪ではなく，やはり窃盗罪あるいは占有離脱物横領罪の共犯

にとどまると解すべきであろう。このように考えるならば，共犯の処理につい

ては，不真正身分犯説がやはり優れているということになろう。

処罰範囲の制限については，身分犯説には問題がある。強盗身分者が人を殺

傷した場合に強盗致死傷罪が成立すると解すると，いったん強盗身分を獲得し

た者の殺傷が，半永久的に強盗致死傷罪を構成することとなるおそれがある。

しかし，ドイツの強盗的窃盗罪の行為主体が窃盗の現行犯人と解されているこ

とと同様，わが国の事後強盗罪の「窃盗」，強盗致死傷罪の「強盗」もまた，

窃盗，強盗の現行犯人と解するならば，このような問題は解消されよう。わが

国の刑事訴訟法における現行犯人の現行性の範囲は，強盗致死傷罪の「強盗の

機会」の時間的・場所的範囲とほぼ一致するからである。さらに，ドイツの強

盗致死罪の客体である「他人 (andern Menschen)」が強盗への非関与者の意味

と解されているように，わが国の強盗致死傷罪の「人」もまた強盗及びその関

与者以外の者の意味と解し，客体から強盗の共犯を除外すると解するならば，

手段説・関連性説も身分犯説に適合しうることとなる。

未遂・既遂については，身分犯説は「強盗」身分に強盗未遂の場合も含まれ

ると解することにより，致死傷が既遂であれば強盗致死傷罪全体も既遂となる

と説明することができる。この点は，強盗罪の未遂・既遂に拘束される結果的

加重犯説・結合犯説より優れていると言えよう。

身分犯説によれば，「死者の占有」については，これを認める必要はない。

身分犯説によれば，強盗致死罪・強盗殺人罪は強盗身分者による傷害致死・殺

人に関する規定と解し，強盗身分は強盗が未遂の場合にも生じると解するなら

ば，強盗身分者が被害者を死亡させた時点で強盗致死罪・強盗殺人罪は既遂と
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なり，「死者の占有」を認める必要はないし，財物領得の完成自体は論理的に

不要となる。このように，「死者の占有」を否定する立場を貫徹することがで

きるという点で，身分犯説は結果的加重犯説・結合犯説より優れているといえ

よう。

以上のように，身分犯説は，第２４０条の文理解釈に適合するうえ，結果的加

重犯説・結合犯説と比べても，理論的な問題点も少なく，結論の妥当性をも維

持することができるといえる。

第４章 強盗強姦罪の身分犯的構成

刑法第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

規定している。この強盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，一般には，強盗罪と強姦

罪・強姦致死罪の結合犯と解されている。結合犯であるならば，強盗強姦罪・

強盗強姦致死罪の規定の「強盗」の文言は，強盗犯人という身分ではなく，強

盗行為を指すものと解されよう。強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の規定には，事

後強盗罪，強盗致死傷罪と異なり，「強盗が」の後に句点がない。従って，強

盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，主体が強盗犯人に限定される身分犯と解する文

理解釈上の必要性が，事後強盗罪，強盗致死傷罪と比べてやや低いようにも見

える。しかし，この「強盗」という文言を結合犯としての強盗行為と解した場

合，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の規定は，「強盗行為が女子を強姦したとき」

と読むこととなる。強盗を強姦の手段とする事案もありうるが，強盗強姦罪・

強盗強姦致死罪の成立範囲をこのように限定するのは問題があろう。故に，強

盗強姦罪・強盗強姦致死罪の規定中の「強盗」の文言も，事後強盗罪，強盗致

死傷罪の場合と同様，行為ではなく身分を指すものであって，強盗強姦罪・強

１９３） 大判昭和１６年１１月１１日刑集２０巻５９８頁，最判昭和４１年４月８日刑集２０巻
４号２０７頁。

１９４） 泉二・各論６８８頁。
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盗強姦致死罪は身分犯であると解すべきであるように思われる。

また，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の「強盗」は，結合犯における強盗行為

と，身分犯における強盗身分の２つの意味が含まれると解すべきではない。結

合犯か身分犯かという違いは，両罪を巡るいくつかの解釈上の問題の解決にお

いて決定的な意味を有しており，「強盗」を行為と身分のいずれかに一義的に

解する必要があると思われる。強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を結合犯と身分犯

のいずれと解するかによって，以下のような問題について結論を異にするから

である。

第１に問題となるのは，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の未遂・既遂はそれぞ

れどのような場合かである。両罪を結合犯と解したならば，他の結合犯と同様，

先行行為である強盗罪の未遂・既遂が，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の未遂・

既遂に影響するはずである。しかし，結合犯説の論者は，強盗強姦罪・強盗強

姦致死罪の未遂・既遂は，後行行為である強姦の未遂・既遂によって決定され，

両罪の着手時期も，強姦の着手時に求められると解している。これに対して，

身分犯説を採った場合には，「強盗」身分者による強姦・強姦致死が両罪の内

容となるのであるから，未遂・既遂を強姦部分のみによって決定するという解

釈は許されることとなろう。

第２は，強盗強姦の強姦部分のみへの関与者の処理である。強盗強姦罪・強

盗強姦致死罪を結合犯と解した場合，強姦部分のみの共犯については，承継的

共犯が成立し，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の共犯として処理されることとな

る。これに対し，両罪を身分犯と解した場合，強姦部分のみの共犯は共犯と身

分の問題として処理され，第６５条第１項ないし第２項が適用されることとな

るであろう。もっとも，強盗強姦の強姦部分のみの共犯が実際に問題となった

判例は皆無であり，学説上の議論も活発ではないようである。

第３は，強盗強姦未遂罪の刑の下限である。強盗強姦罪については，結合犯

であることを前提としたうえで，強盗が既遂の強盗強姦未遂罪につき未遂減軽

をする場合，その短期が，結合犯の一部である強盗罪の刑の下限である懲役５

年を下回ることは許されるかが議論の対象となっている。そして，一部の下級

審判例は，このような場合に強盗罪の刑の下限を下回ることは許されないと判
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示している１）。もっとも，結合している犯罪の刑の均衡をとるため，このよう

な刑の範囲の制限を行うことが許されるかという問題自体，結合犯説の内部に

おいても議論のあるところである。これに対し，強盗強姦罪を身分犯と解した

ならば，このような法定刑の均衡は，少なくとも理論上は問題となり得ないで

あろう。

第４は，殺意ある強盗強姦，すなわち強盗強姦殺人の場合に，どのような構

成要件を適用するかが議論されている。適用が問題となりうる構成要件として

は，強盗罪，殺人罪，強姦罪，強姦致死罪，強盗殺人罪，強盗強姦罪，強盗強

姦致死罪が挙げられる。そして，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を結合犯と解す

ると，上記のそれぞれの犯罪規定における財産，生命，性的自由といった保護

法益が重複しないようにして，構成要件を選択しなければならないことから，

その組み合わせについて様々な学説が主張されている。また，強盗強姦致死罪

は，強盗罪と強姦致死罪の結合犯か，あるいは強盗身分者による強姦致死を規

定する身分犯かという問題はあるものの，それとは別に，強盗強姦罪の結果的

加重犯であるという側面をも併せ持つ。従って，第２４１条後段を「故意ある結

果的加重犯」を含むと解し，強盗強姦殺人の場合は強盗強姦致死罪一罪の適用

で足りると解する余地もある２）。これに対し，判例・通説は，第２４０条後段，

あるいは第２４１条後段における死刑または無期懲役という科刑を採用すべきで

あるが，「故意ある結果的加重犯」は認められないという見地から，強盗強姦

罪と強盗殺人罪の観念的競合あるいは併合罪と解しているが３），結合犯説を前

提とすると，強盗殺人罪・強盗強姦罪それぞれに結合している強盗罪の財産法

益を二重に評価することとなるという問題がある４）。しかし，身分犯説を前提

とするならば，強盗身分者が強姦と殺人を実行したものと解することによって，

財産法益の二重評価という問題を回避しつつ，判例・通説のいう，強盗強姦罪

と強盗殺人罪の観念的競合あるいは併合罪という結論を採ることも可能となろ

う。

このように，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を身分犯と解した場合には，従来，

結合犯であることを前提として展開されてきた両罪に関する解釈上の問題につ

いて，再検討する必要が生じるのである。
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第１節 結合犯説

第１項 結合犯説の基本的構成

判例は，基本的には，強盗強姦罪の性質を結合犯であるとしている。

まず，最判昭和２４年１２月２４日刑集３巻１２号２１１４頁は，婦女を強姦した

後で強盗の犯意を生じ，同女の畏怖に乗じて金品を強取したという事案につき，

「刑法第２４１條前段の強盗強姦罪は，強盗犯人が強盗の機会において婦女を強

姦することをその要件とすること所論のとおりである。…しからば，被告人の

判示行為は右強盗強姦罪に該当しないことは明らかである。…強盗強姦罪は強

盗罪と強姦罪との結合犯であるから，強姦罪と強盗罪に該当する行為とが同一

機会に行はれさえすれば強盗強姦罪を構成するというのであれば，それは結合

犯の概念を正解しないものと云うの外なく到底採用に値しない。」として，強

盗強姦罪とした原判決を破棄し，この場合には強姦罪と強盗罪の併合罪となる

と判示している５）。

次に，広島高判昭和３５年１２月２１日下刑集２巻１１・１２号１３６１頁は，被告

人が婦女を強姦し，その際婦女を負傷させ，さらに姦淫行為の継続中，被害者

のハンドバック内から財布を奪ったという事案につき，強姦致傷罪と強盗罪の

併合罪の訴因に対し，これを強盗強姦罪とした原判決について，「強姦致傷と

…強盗とは包括して結合犯たる強盗強姦の一罪を構成するものと認むべきこと

は原判決認定のとおりである。」として，「本件において前記二個の訴因を合し

１） 福岡高裁那覇支判昭和５０年１１月５日福岡高裁刑事判決速報１２１９号，宮崎地
判昭和５３年２月１６日刑月１０巻１・２号１４２頁。

２） 江家義男・刑法各論（増補・１９６３年）３０４頁，植松正・刑法概論Ⅱ各論（再訂
・１９７５年）４０７頁，内田文昭・刑法各論（第３版・１９９６年）２９９頁，林幹人・刑
法各論（１９９９年）２２６頁，山口厚・刑法各論（補訂版・２００５年）２３９頁。

３） 大判大正１３年４月７日刑集３巻３２９頁，大判昭和１０年５月１３日刑集１４巻
５１４頁，最判昭和３３年６月２４日刑集１２巻１０号２３０１頁，前田雅英・刑法各論
講義（第３版・１９９９年）２１７頁，大谷實・刑法講義各論（新版補訂版・２００２年）
２５３頁，平川宗信・刑法各論（１９９５年）３６２頁，堀内捷三・刑法各論（２００３年）
１４１頁。

４） 内田・各論２９９頁，林・各論２２６頁。
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て刑法第２４１条前段の強盗強姦の一罪と認定するについては，起訴にかゝる右

各訴因中にその認定しようとする犯罪事実の構成要件の全部が含まれていない

し，前者を後者に変更するのは被告人にとつて不利益であるから訴因・罰条の

変更手続を要するものと解されるのである。」と判示して，これを破棄差戻し

ている。

さらに，東京高判平成５年１２月１３日判時１４９５号１４３頁は，強盗既遂・強

姦（障害）未遂の場合に，強盗罪の刑の下限である懲役５年を下回る減軽が可

能かが争われた事案について，「刑法２４１条の強盗強姦罪の規定は，強盗犯人

が婦女を強姦した場合について，その悪質性にかんがみ，これを強盗罪と強姦

罪との併合罪として処理することなく，より重く処罰する趣旨で，結合犯の一

罪とする構成要件を定め，強盗致傷罪の刑と同等の刑をもつて臨むこととした

ものである。」として，強盗強姦罪が結合犯であることを明示したうえで，本

罪の結合犯としての一罪性を根拠として，未遂減軽をした後の処断刑の範囲は，

刑法第６８条３号により，懲役３年６月以上７年６月以下になると判示してい

る。

以上のように，判例は，基本的には，強盗強姦罪が結合犯であることを前提

としたうえで，強盗の着手が姦淫の終了後か否かを基準として，強姦罪と強盗

罪の併合罪が成立する場合（最高裁昭和２４年判決）と，強盗強姦罪一罪が成

立する場合（広島高裁昭和３５年判決）とを明確に区別している。また，未遂

減軽の場合の刑の下限についても，やはり結合犯であることを根拠として判断

するなど（東京高裁平成５年判決），本罪の結合犯としての性格は，判例上，

非常に重視されていると言える。

学説上も，上記の判例を支持する結合犯説が有力である。この立場の論者は，

「強盗強姦罪が『窃盗及び強盗の罪』の章に組み込まれていることからも，そ

の保護法益には性的自由のみならず財産的法益も当然に含まれているものと解

するのが自然である」などとして，本罪を，財産犯である強盗罪と，性的自由

に対する犯罪である強姦罪の結合犯であると説明する６）。もっとも，強盗強姦

罪は，強盗罪と強姦罪という二つの犯罪が，手段と結果，ないし基本犯と加重

的結果というような関係で併存するために規定されているのではなく，強盗の

強盗関連罪の身分犯的構成（三・完）

（１５２）・１４３



機会に強姦がなされることが多いという刑事学的な側面からの要請によって結

合して規定されている強盗罪とは異なったかたちの「特殊な結合犯」であると

も説明されている７）。

それでは，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，具体的には，強盗罪とどのよう

に異なった結合犯と解されているのであろうか。一般に，強盗罪は，本来は暴

行罪・脅迫罪と窃盗罪の牽連犯として処罰されるべきものが結合犯となったも

のであり，強盗強姦罪は，本来は強盗罪と強姦罪の併合罪として処罰されるべ

きものが結合犯となったものであると説明される８）。このような，牽連犯型，

併合罪型という結合犯の二つの類型を，西村博士はそれぞれ「目的的複合行為

犯」と「結果的複合行為犯」と呼称している９）。

もっとも，このような分類を，結合犯の一般的基準として採用して良いかは

若干の疑問もある。従来の学説において結合犯と解される犯罪としては，強盗

強姦罪・強盗強姦致死罪以外では，損壊逃走罪（第９８条），暴行・脅迫逃走罪

（第９８条）１０），墳墓発掘死体等損壊罪（第１９１条），強盗罪，事後強盗罪，強盗

致死傷罪などが挙げられる。しかし，損壊逃走罪は器物損壊罪と単純逃走罪（第

１０２条）の牽連犯，暴行・脅迫逃走罪は暴行罪・脅迫罪と単純逃走罪（第１０２

条）の牽連犯，墳墓発掘死体等損壊罪は墳墓発掘罪（第１８９条）と死体等損壊

罪（第１９０条）の牽連犯が結合犯とされたものである。強盗罪が暴行罪・脅迫

罪と窃盗罪の牽連犯であることも前述したとおりである。

強盗致死傷罪については，結合犯説を採った場合には，強盗罪と傷害罪・傷

害致死罪・殺人罪の結合犯であると解されるが，手段説の理解によるならば，

やはり牽連犯型結合犯と解されるであろう。これに対し，機会説に拠るならば，

必ずしも牽連犯型とは言えない場合も強盗致死傷罪に含まれることとなるが，

近時は関連性説が有力になりつつあり，強盗致死傷罪は，併合罪型というより

は，牽連犯型に近いものと理解されているように思われる。

また，事後強盗罪については，これを窃盗罪と暴行罪・脅迫罪の結合犯であ

るとする非身分犯説が主張されているものの，身分犯説が一般的であり，また，

仮に非身分犯説を採ったとしても，西村博士は，「結果的複合犯」からさらに

進んだ，窃盗を先行行為とする結果的加重類型と位置づけられており１１），純粋
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な「結果的複合行為犯」と言ってよいかは疑問がある。

従って，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，「結果的複合行為犯」に該当する

結合犯となるものの，他の結合犯はすべて「目的的複合行為犯」と解されるこ

ととなる。このように，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，結合犯としては極め

て異質なものと言えるであろう。

第２項 未遂・既遂

以上のように，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，通常の結合犯とは異なった

ものとして分類されているが，具体的な結論に影響を及ぼすいくつかの問題に

関しても，両罪と他の結合犯とでは，大きな相違が見受けられる。このような

相違点としては，まず，未遂・既遂の区別が挙げられよう。

強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の未遂・既遂は，強姦・強姦致死部分の未遂・

既遂によって決定され，強盗部分の未遂・既遂は影響しないとされている１２）。

このように解される根拠としては，強姦部分の性的自由の法益保護の重要性が

挙げられている１３）。

一方，強盗罪，損壊逃走罪，暴行・脅迫逃走罪，墳墓発掘死体等損壊罪とい

った他の結合犯においては，結合している一部の犯罪が未遂にとどまる場合に

は，結合犯全体が未遂となると解されている。結合犯か身分犯かで争いのある

事後強盗罪についても，結合犯説の論者は，「２３８条の『窃盗』というのは，

事後強盗罪の実行行為であり，その要件を充足した場合が同罪の既遂であり，

充足に至らない場合が未遂と言うことになる」などとして，窃盗が未遂か既遂

かによって，事後強盗罪全体の未遂・既遂が決定されるとしている１４）。

唯一の例外は強盗致死傷罪で，判例・通説は，身体・生命法益を重視する観

点から，強盗部分の未遂・既遂は強盗致死傷罪全体の未遂・既遂に影響しない

と解している１５）。この未遂・既遂の決定の仕方は，強盗強姦罪・強盗強姦致死

罪と共通している。

しかし，強盗致死傷罪については，結合犯あるいは結果的加重犯としての構

造を重視し，強盗部分が未遂の場合も，強盗致死傷罪の未遂とすべきとする主

張もなされているものの１６），強盗強姦罪・強盗強姦致死罪については，強盗部
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分が未遂の場合に，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪も未遂とすべきという主張は，

ほとんどなされていないと言ってよい１７）。強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を結合

犯と解するならば，強盗未遂型の未遂犯を認める余地もあるように思われるが，

そのような解釈が採られていないのは，おそらく，強盗強姦致死の中止未遂に

おける強姦致死罪との刑の均衡が考慮されたためではなかろうか。例えば，Ａ

が，Ｂ女を強姦しさらにＢ女の携帯しているハンドバッグを強取しようとする

犯意のもとで，Ｂ女に暴行を加えて強姦に着手し，その際の暴行によってＢ女

が死亡したが，その後Ａはハンドバッグを強取する犯意を放棄したという事例

において，強盗未遂型の未遂犯を認めたならば，Ａは，強盗強姦の中止犯とな

り，その科刑は，第２４１条の規定する無期または七年以上の懲役が必要的に減

軽，または免除される。そうすると，Ａは，無期または三年以上の懲役と規定

する強姦致死罪（第１８１条）については既遂であるにもかかわらず，強盗部分

が未遂であることによって，無期懲役刑を確実に免れることとなってしまうか

らである。

第３項 着手時期

以上のように，判例・通説は，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の未遂・既遂が，

後行行為である強姦・強姦致死の未遂・既遂によって決定されると解している

が，両罪の着手時期についてまで言及する論者は皆無である。通常，ある犯罪

の未遂・既遂について論ずる場合，その犯罪の着手時期と既遂時期を当然に確

定しなければならない。しかし，結合犯の未遂の議論においては，先行行為と

後行行為のいずれが未遂である場合に，結合犯全体が未遂となるのかという問

題が重視される反面，着手時期の確定の問題はあまり重視されない。強盗強姦

罪・強盗強姦致死罪については，その傾向が特に強いと言えよう。もっとも，

強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の未遂・既遂の区別に関する解釈から，強盗強姦

罪・強盗強姦致死罪の着手時期を導き出すことは可能であるように思われる。

結合犯の着手時期については，結合している二つの行為のうち，先行行為に

着手した時点で，結合犯全体の着手があったとされる場合と，後行行為に着手

した時点で，結合犯全体の着手があったとされる場合とがある。このような着

成城法学７７号（２００８）

１４６・（１４９）



手時期の相違を基準とした結合犯の分類を，便宜的に，それぞれ先行行為着手

型結合犯，後行行為着手型結合犯と呼ぶこととする。

それでは，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，このいずれに分類されるのであ

ろうか。上述したように，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の未遂・既遂は，性的

法益を重視する観点から，先行行為である強盗部分の未遂・既遂ではなく，後

行行為である強姦部分の未遂・既遂によって決定されると解されている。逆に

言えば，強盗部分が既に既遂となっていたとしても，強姦部分への着手，すな

わち強姦目的の暴行・脅迫がなされていない段階においては，強盗罪が成立す

るにとどまり，強盗強姦未遂罪すら成立しない。従って，強盗強姦罪・強盗強

姦致死罪の着手時期は強姦に着手した時点であって，後行行為着手型結合犯と

して分類されることとなろう。

このような強盗強姦罪・強盗強姦致死罪と同様の後行行為着手型結合犯とし

ては，結合犯と解した場合の事後強盗罪，同じく強盗致死傷罪が挙げられよう。

まず，事後強盗罪の着手時期についてみると，非身分犯説（結合犯説）の論

者は，「窃盗着手後，所定の主観的意図のもとに暴行・脅迫を開始した時点を

もって事後強盗の実行の着手の時期とすべきであろう」と解している１８）。従っ

て，事後強盗罪を結合犯と解した場合には，後行行為着手型結合犯として分類

すべきということとなる。

次に，強盗致死傷罪についてみると，上述したように，強盗致死傷罪の未遂

・既遂は，身体・生命法益を重視する観点から，強盗部分の未遂・既遂によっ

ては決定されず１９），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条の未遂となると解されている２０）。このように解釈するなら

ば，強盗致死傷罪の着手時期は，本罪を結合犯とみた場合に後行行為となる傷

害・殺人に着手した時点ということになるであろう。

もっとも，強盗致死傷罪には，暴行致傷・傷害・傷害致死・殺人を手段とし

て財物を奪取する致死傷先行型と，暴行・脅迫により財物を強取したうえで，

口封じ等のために被害者を殺傷する致死傷後行型があるところ，致死傷先行型

の場合には，先行行為である強盗と後行行為である殺傷の着手時期が完全に一

致することから，必ずしも後行行為着手型結合犯とは言い切れない面もある。
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また，致死傷後行型の場合には，殺傷が必ずしも財物奪取の手段とはならない

ことから，牽連犯型結合犯というよりは併合罪型結合犯としての性質が濃厚と

なってくる。しかし，判例・通説は，既に述べたように「強盗の機会」の致死

傷であれば，致死傷先行型・後行型を区別せず強盗致死傷罪となるとしている

のであるから，強盗致死傷罪の結合犯としての性質は，かなり曖昧なものとな

ってしまうように思われる。

これに対して，先行行為着手型結合犯としては，損壊逃走罪，暴行・脅迫逃

走罪，強盗罪が考えられる。損壊逃走罪の着手時期については，判例は，行為

者が，拘置所から逃走する穴を開けるため，壁の換気口周辺を削り取り損壊し

たが，脱出可能な穴を開けることができず逃走の目的を遂げなかったという事

案につき，「刑法９８条のいわゆる加重逃走罪のうち拘禁場又は械具の損壊によ

るものについては，逃走の手段としての損壊が開始されたときには，逃走行為

自体に着手した事実がなくとも，右加重逃走罪の実行の着手があるものと解す

るのが相当である。これを本件についてみると，…刑法９８条のいわゆる加重

逃走罪の実行の着手があったものとした原審の判断は，正当である。」と判示

して，加重逃走未遂罪の成立を認めており２１），通説もこの判例を支持している２２）。

この判例事案においては，先行行為である器物損壊への着手時期が，結合犯で

ある加重逃走罪全体の着手時期と解されているのである。そして，暴行・脅迫

逃走罪についても，損壊逃走罪と同様，逃走の手段としての先行行為が開始さ

れたとき，すなわち暴行・脅迫着手時が，結合犯全体の着手時期となるとされ

る２３）。

強盗罪の着手時期については，判例は，行為者が強盗の意思により脅迫を行

ったものの，被害者がこれに応じなかったため，金品を強取することができな

かったという事案につき，脅迫が「意思の自由を抑壓するに足るものであった

ことが明かである」場合には，被害者が「偶偶被告人の要求に應ぜず，從って

意思の自由を抑壓されなかったとしても，…強盜罪の実行をもって目さなけれ

ばならない。」と判示して，強盗未遂罪の成立を認めている。通説も，強盗罪

の着手時期は，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

あるとしており２４），先行行為である暴行・脅迫への着手時期が，強盗罪の着手
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時期となる点で一致している。

このようにして，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪，事後強盗罪，強盗致死傷罪

は，後行行為着手型結合犯として分類されるべきものということとなる。しか

し，第２章においてみたように，事後強盗罪に関しては身分犯とする解釈のほ

うが有力である。そして強盗致死傷罪に関しても，身分犯と解すべきであるこ

とは第３章において述べたとおりであり，仮に結合犯と解したとしても，先行

行為・後行行為の同時着手という場合がありうることを考えると，完全な後行

行為着手型結合犯とは言いきれなくなってくる。従って，この両罪を別とすれ

ば，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，唯一の後行行為着手型結合犯ということ

となる。

第４項 強姦部分のみへの関与者

強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を結合犯と解すると，強盗行為着手後，強姦部

分についてのみへの関与者が存在した場合に，この関与者の処理が問題となる。

この点に関して言及する判例，及び結合犯説の論者は皆無であるが，結合犯と

いう構造からすれば，承継的共犯の理論が用いられ，共犯は強盗強姦罪・強盗

強姦致死罪全体の共犯としての罪責を負うこととなるであろう。

もっとも，承継的共犯による処罰の根拠を，後行行為に関与することによっ

て，先行行為を利用し結合犯全体に関与したと言えるという点に求めるならば，

併合罪型結合犯に，承継的共犯の理論を適用することができるかという疑問が

生じる。すなわち，強盗が完成した後に強姦が行われたという強盗強姦の事例

において，強姦部分のみに関与したとしても，強盗部分と強姦部分は，牽連犯

型結合犯のような手段と目的の関係にはない。従って，強盗強姦の場合には，

先行行為である強盗部分を利用して強姦したとは言えず，承継的共犯の成立す

る余地はないようにも考えられるのである。しかし，正犯Ａが被害者Ｂを暴行

して抗拒不能に陥れ，金品を奪った後に，共犯ＣがＡとともにＢを強姦したと

いう事例においては，Ａ・Ｃは，強盗部分によってもたらされた抗拒不能状態

を利用してＢを強姦したと言えることから，強姦部分に関与したＣは，強盗強

姦罪の承継的共犯として処罰されることとなるであろう。
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それでは，正犯Ａが強盗強姦の故意で被害者Ｂを暴行し，さらに共犯Ｃと共

にＢを強姦した後で，ＡがＢの金品を奪ったという事例であればどうか。この

場合には，強姦が，Ａの財物奪取の手段の一部として機能し，Ｂの抗拒不能状

態を持続させているのであるから，承継的共犯を問題とせずとも，Ｃは強盗強

姦罪の共犯として処罰されることとなるであろう。

このように考えると，結局は，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪においても，結

合犯としての構造からもたらされる承継的共犯の理論が適用されることとなる。

第５項 強盗強姦未遂罪の刑の下限

強盗強姦罪の既遂時期について，結合犯説の論者は，性的法益を重視し，強

盗部分の完成は強盗強姦罪の未遂・既遂に影響せず，強姦部分の完成の有無が

すべてを決するとする２５）。これに対し，強盗部分が未遂の場合にも強盗強姦未

遂罪とすべきとする論者は皆無である。強盗致死傷罪においては，強盗未遂の

場合をも強盗致死傷未遂罪とすべきだとする主張もあり２６），理論的には強盗強

姦罪・強盗強姦致死罪においても，強盗未遂の場合には結合犯全体が未遂とな

るという解釈は可能であるはずであるが，強盗未遂型の強盗致死傷未遂罪を認

める論者も，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪については，強姦部分の未遂・既遂

によって既遂時期を決定するという立場がほとんどのようである２７）。

思うに，強盗強姦罪・強盗強姦未遂罪において，強盗部分の未遂・既遂によ

って強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の未遂・既遂を決定するという解釈が採用さ

れない理由は，そのように解した場合に，科刑の上限が変動するおそれがある

からではなかろうか。強盗未遂・殺人既遂の場合に，強盗殺人未遂罪と殺人罪

の観念的競合となると解したならば，強盗殺人未遂罪が未遂減軽されうるとし

ても，結局，殺人罪の死刑という刑の上限は維持される。一方，強盗未遂・強

姦既遂の場合に，強盗強姦未遂罪と強姦罪の観念的競合となると解したならば，

科刑は，強盗強姦罪の上限である無期懲役が未遂減軽されて，強姦罪の上限で

ある二年以上の有期懲役となる可能性がある。他方，強盗未遂・強姦致死既遂

の場合には，強盗強姦致死罪の刑の上限である死刑が未遂減軽されて，強姦致

死罪の無期懲役が刑の上限となる可能性がある。未遂減軽は必要的ではなく裁
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量的減軽であるから，裁判官の裁量において刑の上限を維持することも可能で

あるが，刑の上限が実際に引き下げられる可能性は否定できない。この刑の不

均衡の発生の可能性が，強盗未遂型の強盗強姦未遂罪・強盗強姦致死未遂罪を

否定することとなる理由となっているのではなかろうか２８）。

しかし，以上のようにして，強盗強姦罪の既遂時期が強姦部分のみにかかる

と解したとしても，刑の下限についての不均衡は生じうる。すなわち，強盗既

遂型の強盗強姦未遂罪について未遂減軽をする場合，その短期は，強盗罪の刑

の下限である懲役５年を下回る可能性がある。この点につき，従来の判例・学

説はどのように解しているのであろうか。

判例は，強盗強姦未遂罪の刑が，強盗罪の法定刑である懲役５年を下回るこ

とが許されるかどうかについて，これを許されないとするものと許されてよい

とするものとに分かれている。

まず，許されないとした判例としては，①福岡高裁那覇支判昭和５０年１１月

５日福岡高裁刑事判決速報１２１９号，②宮崎地判昭和５３年２月１６日刑月１０巻

１・２号１４２頁が挙げられる。これらはいずれも，強盗既遂・強姦（障害）未

遂の事案であるが，①は「強取行為が既遂，姦淫行為が障害未遂である強盗強

姦未遂罪につき有期懲役刑を選択のうえ，刑法４３条本文に従い未遂減軽する

ときは，強盗罪との均衡上，その短期は，強盗罪の法定刑のそれを下回ること

は許されないものと解するのが相当」と判示し，②は「未遂罪であるから，同

法４３条本文，６８条３号により法律上の減軽をし（ただし，強取行為が既遂で

あって，数罪性の強い結合犯の場合であるから，短期は強盗罪の刑のそれによ

る）…」と判示している。

これに対して，許されるとした判例としては，まず，強盗既遂・強姦（障害）

未遂の事案において，未遂減軽をせずに直ちに酌量減軽を行うことが許される

かという点が争われた③東京高判昭和６２年５月２５日判タ６４６号２１６頁がある。

本判決においては，強盗強姦未遂罪における未遂減軽による量刑を懲役３年６

月としているが，その量刑が強盗罪のそれの下限を下回っていることについて

は，格別の言及をしていないことから，刑の下限に関する問題を本判決が十分

に認識したうえでこのような結論を出しているのかどうかは，必ずしも明らか
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ではない。

④東京高判平成５年１２月１３日判時１４９５号１４３頁は，①，②判決とは全く

逆の立場を採用し，この問題について詳細に判示している。すなわち，強盗事

件の検挙率が低いという雑誌の記事に触発されたＡが，同じマンションに住む

一人暮らしのＢ女から金員を強取しようと企て，覆面し洋包丁を携帯してＢ女

方に侵入し，Ｂ女に馬乗りになり，その首筋に洋包丁を押しつけて，その首を

左手で締めながら「静かにしろ。騒ぐと殺すぞ。金を出せ。」などと申し向け，

Ｂ女の反抗を抑圧し，更に，Ｂ女から「あなた，８階のＡさんでしよ。」など

と言われたため，Ｂ女に辱めを加えて被害通報をできなくさせようとして強姦

を決意し，その頬に洋包丁を当てたりしながら「金ばかりじやない。やらせろ。

足を伸ばせ。」などと申し向けて強姦しようとしたところ，Ｂ女が体を堅くす

るなどして抵抗したため強姦の目的を遂げることができなかったものの，Ｂ女

に口淫行為をさせ，現金４万円を強取したという事案につき，「刑法２４１条の

強盗強姦罪…が実質的には強盗罪と強姦罪との二罪を内包するものであるとし

ても，実体法上はあくまで強盗強姦罪という結合犯の一罪である。既遂・未遂

の判断においても，この構成要件の特質にかんがみ，強盗の既遂・未遂に係わ

りなく，もつぱら強姦の既遂・未遂によるべきであると解されているのである。

また，同罪が実体法上の一罪である以上，処断刑を導き出す過程の擬律におい

て，数罪である併合罪や科刑上一罪の場合と同様の考え方を当てはめるわけに

はいかないことも明らかである。このように考えてみた場合，…強盗が既遂の

ときには，強盗強姦未遂罪の法律上の減軽による処断刑の範囲が強盗（既遂）

罪の法定刑の短期によって内在的に制約されると解するのは，この既遂・未遂

の判断基準とも抵触することになり（強盗強姦未遂罪に強盗が既遂の場合と強

盗が未遂の場合の二種類のものを認め，それぞれの場合で減軽方法が異なるこ

とになる。），また，強盗強姦未遂罪に更に同法２３６条の適用を二重に認めるに

も等しいこととなるので，同罪の結合犯性を軽視するものといわざるをえず，

いささか解釈論の範囲を越える疑いがあるといつてよい」とし，理論的な刑の

制限は困難であるとしたうえで，「処断刑の間に必ずしも合理的とはいえない

不均衡が生ずることはある程度避けられないところであつて，何も強盗強姦未

成城法学７７号（２００８）

１５２・（１４３）



遂罪に限られるものではなく，かかる場合については，裁判所の裁量権の適正

な行使によって妥当な量刑がなされることが期待されているのであり，仮にそ

の量刑に不服があれば量刑不当として争うこともできるのである。」として，

強盗強姦未遂罪の量刑については，結局裁判官の裁量にゆだねられると判示し

ているのである。

強盗強姦未遂罪の刑の下限が強盗罪のそれに制約されないという点では，④

判決の立場は③判決のそれに近いと言えるであろう。もっとも，処断刑の下限

の不均衡を量刑をもって是正するというのであれば，強盗強姦未遂罪の処断刑

の下限は，基本的に懲役５年となると言うべきであろう。しかし，④判決は，

Ａの犯情について，「強盗の点は明らかに計画的なものであり，…犯行態様は

まことに悪質というほかない。…被告人の刑責は重大であるというべきであ

る。」などと指摘しながら，結局，その量刑を懲役５年としている。このよう

な④判決は，量刑が裁判所の自由裁量によるのは当然であるとしても，はたし

て「妥当な量刑」と言えるか，疑問が残るところである。

学説上は，この問題について詳細な検討を行い，明確な立場を示している論

者は少ない。亀山検事は，強盗強姦未遂罪の刑の下限が強盗罪のそれを下回っ

てはならないとする判例の立場に立脚したうえで，②判決の「数罪性の強い結

合犯」という概念につき，故意の面からの説明を試みている。すなわち，「一

罪である故意犯については，着手の際に，その一罪の構成要件の全部について

認識があることが要求されるのが原則であり，このことは，その構成要件が数

個の行為から成り立っている場合でも全く同じである。結合犯も一罪である以

上この原則に従うべきものであろう。強盗罪等にあっては，まさしくこの原則

どおりである。これに対して，強盗強姦等においては，当初からＡ＋Ｂの認識

で行為に着手する場合を排除するものでないことはもちろんであるが，むしろ，

当初はＡの認識のみで行為し，次いでＢの故意を生じてこれを実行するという

場合を予定しているといえるのであって，このような態様の犯罪をなお実質的

一罪とすることは，一罪の一部について当初からの認識を要しない犯罪を認め

ることであり，それ自体ははなはだ異例のものといわざるを得ない」と２９）。

さらに，亀山検事は，損壊逃走罪，暴行・脅迫逃走罪，強盗罪は「一罪的結
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合犯」，それ以外の強盗強姦罪，強盗強姦致死罪，強盗致死傷罪等は「数罪的

結合犯」となるとされている。このような分類は，西村博士による結合犯に関

する「目的的複合行為犯」「結果的複合行為犯」の分類に酷似する３０）。また，

古江検事は，「一罪的結合犯」を「真正結合犯」と言い，「数罪的結合犯」を「不

真正結合犯」と言っている３１）。

このように，学説上の議論は活発とは言えないものの，一応は，強盗強姦未

遂罪の刑の下限が，強盗罪のそれを下回ってはならないとする立場が有力と言

えるであろう。しかし，そもそも結合犯とは，それ自体犯罪とされる数個の行

為を含む形で構成要件が定められているが，併合罪や科刑上一罪などの実質的

数罪ではなく，実質的一罪として取り扱われなくてはならないと解される犯罪

である。このように，本来一罪たるべき結合犯を，一罪的結合犯と数罪的結合

犯とにあえて分離して取り扱う合理的な根拠と必要性があるかについては疑問

もある。

また，仮に「数罪的結合犯」の概念を認めたとしても，強盗殺人罪を「数罪

的結合犯」に含ませるという主張にも異論がある。強盗殺人罪が「数罪的結合

犯」であるというのは，強盗の機会に殺人行為が行われれば強盗殺人罪が成立

するという，前述の機会説を前提としているものと思われる。しかし，人の生

命を奪うという点からは，強盗致死罪が強盗殺人罪の中に含まれるとしても何

の問題も生じないはずであるにもかかわらず，わざわざ別個の類型として規定

されていることからすれば，強盗致死傷罪の死傷の結果は強盗の暴行・脅迫等

によって生ずるものに限定されると解すべきではないかといういわゆる手段説

も，古くから主張されている。これら手段説の論者は，いずれも，暴行罪・脅

迫罪と窃盗罪の牽連犯としての構造を有する強盗罪と比較し，強盗殺人罪は殺

人罪と窃盗罪の牽連犯型結合犯となったものであるという認識をある程度有し

ているものと思われる。このような立場から，強盗殺人罪を実質的数罪として

見ることには，かなりの抵抗があろう。また，強盗殺人罪は，通常，殺人行為

に続いて財物奪取行為が行われるという態様をとるが，この場合，先行する殺

人行為は財物強取の目的のもとに行われていなければならない。この点につき，

最判昭和４１年４月８日刑集２０巻４号２０７頁は，単なる殺人行為の後に領得の
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意思を生じて死者の生前の占有物を奪取したという事案について，殺人罪と窃

盗罪を構成するが強盗殺人とはならないと判示している。そうすると，強盗殺

人罪は，亀山検事のいう「当初はＡの認識のみで行為し，次いでＢの故意を生

じてこれを実行するという場合」にはあてはまらないのではないかとも思われ

るのである。

さらに，強盗強姦致死罪を「数罪的結合犯」に含める点にも疑問がある。前

述したように，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，強姦の未遂・既遂によって全

体の未遂・既遂が決定される。しかし，強盗強姦致死罪に関しては，強盗罪と

強姦致死罪の結合犯という側面のほか，強盗強姦罪の結果的加重犯という側面

もあり，「結果的加重犯の未遂」が考えられない以上は，その未遂罪を観念す

ることができない。そうすると，強盗強姦致死罪には，数罪的な性質が表面化

する場合自体がありえず，結局，「一罪的結合犯」と変わらないということと

なるのである。

第６項 強盗強姦殺人の処理

強盗強姦致死罪を規定した第２４１条に，殺人の故意ある場合が含まれるかが

従来から問題とされてきた。

判例は，一貫して，強盗の際に強姦及び殺人が行われた場合には，強盗殺人

罪と強盗強姦罪の観念的競合となるという立場を採っている。大判大正１３年

４月７日刑集３巻３２９頁は，強盗殺人罪，強盗強姦罪により起訴された被告人

が，原審において強盗殺人罪についてのみ有罪判決を受けたところ，強姦部分

の裁判を行わないのは審判を逸脱した違法なものであるとして上告した事案に

つき，「犯人カ日時場所ヲ同フシテ先ツ婦女ヲ強姦シ次テ之ヲ殺害シテ其ノ財

物ヲ奪取シタル場合ニ於テハ強盗婦女ヲ強姦シ且之ヲ死ニ致シタルモノニシテ

所謂一個ノ行為ニシテ數個ノ罪名ニ觸ルルモノニ該當シ一罪ヲ構成スルニ過キ

サルカ故ニ…裁判所ハ審理ノ結果事案カ只強盗殺人罪ヲ構成スルニ止リ強姦罪

ニ付テハ罪證不十分ナリト認メタルトキハ其ノ有罪ノ部分ニ付判決ヲ為スヲ以

テ足リ其ノ餘ノ部分ハ一罪ノ一部ニ過キサルヲ以テ特ニ其ノ點ニ付無罪ノ言渡

ヲ為スヘキモノニ非ス」として，強盗強姦殺人は強盗殺人罪と強盗強姦罪の観
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念的競合となることを明らかにしたうえで，強姦部分の証明が不十分な本件に

おいては，強盗殺人罪について有罪判決がなされれば足りると判示した。

大判昭和１０年５月１３日刑集１４巻５１４頁は，被告人２名が，婦女を押し倒

して金銭を強奪しようとしたものの，被害者が金銭を所持していなかったこと

から，強姦の上殺害しようと決意し，両名が協力して被害者の首を締めながら

強姦し殺害したという事案につき，「強盗婦女ヲ強姦シ且殺意ヲ以テ之ヲ死ニ

致シタル一個ノ行為ニシテ其ノ強姦ノ點ニ於テ刑法第２４１條前段ノ罪名ニ觸レ

故意ノ致死ノ點ニ於テ同法第２４０條後段ノ罪名ニ觸ルルヲ以テ同法第５４條第

１項前段ニ問擬スヘキモノニ係リ同法第２４１條後段ノ罪ハ強盗婦女ヲ強姦シ殺

意ニ出テスシテ之ヲ死ニ致ス場合ニ成立スルモノニシテ本件事案ハ之ニ該當ス

ルモノニ非ス」として，やはり強盗殺人罪と強盗強姦罪の観念的競合となると

判示している。

最判昭和３３年６月２４日刑集１２巻１０号２３０１頁は，被告人が婦女を強姦し

たうえ所持品を強取しようと決意し，被害者に暴行を加えて失神させ，被害者

の自転車を隠す等し，強姦の点は未遂に終わったものの，即時犯行の発覚をお

それて殺意を生じ，被害者を殺害したという事案につき，「刑法２４０条後段，２４１

条前段，２４３条，５４条１項前段を適用したのは正当」と判示し，この場合には

強盗致死罪，強盗強姦未遂罪の観念的競合となるとしている。

大阪高判昭和４２年５月２９日判時５００号７９頁は，強姦に着手し，これを遂

げない間に，強姦の発覚を妨げると共に金品を奪取しようとして婦女を殺害し，

金品を奪取した直後に引き続き姦淫を遂げたという事案につき，姦淫の際婦女

が既に死亡していた場合であっても，強姦については前後を包括して強姦既遂

罪が成立するとして，強盗殺人罪と強盗強姦罪の観念的競合となるとしている。

この判決に先立つ最判昭和３６年８月１７日刑集１５巻７号１２４４頁は，「姦淫の

目的の為め，その手段として判示のごとき暴行脅迫を用い結局被害者を窒息死

に至らしめ，姦淫の目的を遂げた」という場合には「姦淫行為が殺害の直後で

あったとしてもこれを包括して強姦致死罪と解すべきである」としており，大

阪高裁も，被害者の死亡後の姦淫の解釈について，最高裁昭和３６年判決の立

場を踏襲したものと解される。この２つの判例は，「死者の占有」に類似した
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「死者の性的自由」の保護を認めたものとも言えよう。

もっとも，最判昭和２３年１１月１６日刑集２巻１２号１５３５頁は，「およそ，婦

女を姦淫する爲の手段として用いた暴行の結果その婦女を死亡させたときは，

姦淫行為の既遂たると未遂たるとを問わず，強姦致死罪が成立し，婦女の死亡

後，これを姦するが如き行為は，右強姦致死罪の成立に何等のかかわりはない。

…被告人のこの死姦行爲をもって右強姦致死罪の構成事実の一部を判示したも

のと解するは當らない。」としており，強姦致死罪の成立に姦淫行為自体は必ず

しも要求されていない。従って，強姦の手段である暴行・脅迫によって婦女を

死亡させたという最高裁昭和３６年判決の事案については，姦淫行為が殺害直

後であったということを殊更に問題とする必要はなかったとも言えるであろう。

これに対して，学説では，強盗強姦致死罪に殺人の故意ある場合が含まれる

かについて，次の４説が主張されている。

第１は，強盗強姦致死罪には殺人の故意ある場合が含まれず，強盗強姦罪と

殺人罪の観念的競合となるとする説である３２）。この説は，強盗強姦罪において

は財産，性的自由を，殺人罪においては生命を保護することとなり，保護法益

の重複が生じないという利点がある。しかし，この説に拠ると，殺人の故意を

欠く強盗強姦致死の場合には，第２４１条後段により死刑または無期懲役とされ

るのに対し，殺人の故意がある態様の場合には，死刑または七年以上の懲役と

なるため，両者の科刑の間に著しい不均衡が生じてしまうという問題が生じ

る３３）。

第２は，第１説と同様，強盗強姦致死罪には殺人の故意ある場合が含まれず，

強盗強姦致死罪と殺人罪との観念的競合となるとする説である３４）。これは，強

盗致死傷罪において傷害あるいは殺人の故意がある場合には，強盗致死傷罪と

傷害罪あるいは殺人罪の観念的競合とすべきという前提を採用したうえで導か

れたものである。しかし，この説に拠ると，致死と殺人について，被害者の生

命法益を二重に評価することとなるという問題がある３５）。

第３は，強盗強姦致死罪は殺人の故意ある場合を含むとして，強盗強姦致死

罪のみが成立するとする説である３６）。この説は，強盗強姦致死罪自体が財産，

性的自由，生命を保護法益とすることから，第２説のような保護法益の重複は
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生じない。しかし，これに対しては，強盗殺人に関する第２４０条の場合と異な

り，強姦行為時に殺人の故意を有する場合はあまり多くなく，殺人の故意ある

場合が第２４１条後段に類型的に含まれるとは言い難いという指摘がある３７）。さ

らに，殺人の故意ある場合を含むと解される第２４０条とは異なり，第２４１条後

段には「よって…死亡させた」という文言があることから，第２４１条は結果的

加重犯と解するべきであり，さらに「故意ある結果的加重犯」を認めるべきで

はないという観点から，やはり第２４１条後段が殺人の故意ある場合を含むと解

すべきではないという批判もある３８）。

第４は，判例と同様に，強盗強姦致死罪には殺人の故意ある場合が含まれず，

強盗強姦罪と強盗殺人罪との観念的競合とする説であり，これが現在の通説と

なっている３９）。しかし，この説は，結合犯説を前提とした場合には，両罪に結

合している強盗罪の財産法益を二重に評価することとなるという問題が生じ

る４０）。

このように，結合犯説に拠った場合には，上記４説のいずれを採ったとして

も，問題を生じてしまうこととなる。

５） 東京高判平成１１年６月２１日東高刑報５０巻１～１２号５２頁も，最高裁昭和２４
年判決と同様の事案につき，結合犯とは明示していないものの，やはり強姦罪と
強盗罪の併合罪となるとしている。

６） 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）４０８頁。この説明からすると，強盗強姦致死罪も強盗
罪と強姦致死罪の結合犯となるかと思われるが，岡本教授は強盗強姦致死罪に
ついては言及されていない。

７） 内田・各論２６９，２９８頁。なお，青柳文雄・刑法通論Ⅱ各論（１９６３年）は，「そ
の暴行，脅迫において強度であり，また財物の奪取と性的自由の侵害を惹起す
るばかりでなく，その羞恥から捜査機関への届出を遅延させる嫌もあるので，
ここに重く処罰することにし…結合犯として独立の構成要件とした」とする。

８） 団藤重光編・注釈刑法�（１９６６年）１３０頁（藤木英雄）。
９） 西村克彦・強盗罪考述（１９８３年）１１８頁以下。
１０） これに対し，第９８条に暴行・脅迫逃走罪と共に規定されている通謀逃走罪は，

通謀自体が犯罪の実行行為には当たらないことから，結合犯とはいえない。
１１） 西村・考述１２３頁以下。
１２） 平野龍一・刑法概説（１９７７年）２１１頁，大塚仁・刑法講義〔各論〕（改訂増補
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版・１９９２年）２３５頁，大谷・各論２５２頁，前田・各論２１６頁，曽根威彦・刑法
各論（第３版補正３版・２００３年）１４５頁，堀内・各論１４１頁，山口・各論２３８
頁，西田典之・刑法各論（第３版・２００５年）１６７頁。

１３） 大谷・各論２５２頁，前田・各論２１６頁。
１４） 坂本武志「事後強盗罪は身分犯か」判例時報１２０２号（１９８７年）１９頁。
１５） 最判昭和２３年６月１２日刑集２巻７号６７６頁，団藤・刑法綱要各論（第３版・
１９９０年）５９６頁，平川・各論３６１頁，大谷・各論２４９頁，堀内・各論１３９頁，
山口・各論２３７頁，西田・各論１６６頁。

１６） 小野清一郎・刑法講義各論（新訂３版・１９５０年）２４４頁，瀧川・各論 ５１３３頁，
瀧川春雄＝竹内正・刑法各論講義（１９６５年）１８４頁，平野・概説２１１頁，曽根・
各論１４４頁。

１７） 例えば，平野・概説２１１頁，曽根・各論１４５頁。
１８） 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）６７頁。
１９） 前注１５）参照。
２０） 内田・各論２９５頁，大谷・各論２５０頁。
２１） 最判昭和５４年１２月２５日刑集３３巻７号１１０５頁。
２２） 団藤・各論７４頁注５，前田・各論４５４頁，大谷・各論５９４頁，曽根・各論３０６

頁。これに対し，堀内・各論３３１頁は，通謀逃走罪の着手時期が逃走時と解さ
れていることとの均衡上，損壊逃走罪，暴行・脅迫逃走罪についても，着手時
期を逃走時と解すべきとする。林・各論４６８頁は，判例・通説の立場は「実行
の着手時期について構成要件該当行為が行われたときと解すれば当然の結論で
あろうが…いまだ，国家の拘禁作用を侵害する切迫した危険が生じたとは思わ
れない」とする。

２３） 前田・各論４５４頁，大谷・各論５９４頁，曽根・各論３０６頁。
２４） 内田・各論２７７頁。
２５） 団藤・各論５９７頁，大塚・各論２２９頁，内田・各論３０１頁，青柳・各論５０１頁，

香川・刑法講義〔各論〕（第３版・１９９６年）５３６頁，前田・各論２１６頁，大谷・
各論２５２頁，堀内・各論１４０頁，西田・各論１６７頁。

２６） 前注１６）参照。
２７） 前注１７）参照。
２８） 団藤・各論５９６頁注３７参照。
２９） 亀山継夫「結合犯の未遂」研修３４０号（１９７６年）５９頁。
３０） 西村・考述１１８頁以下参照。
３１） 古江・前掲論文７１頁。
３２） 瀧川＝竹内・各論１８５頁。
３３） 前田・各論２１７頁。
３４） 香川・各論５３６頁。
３５） 前田・各論２１７頁。
３６） 江家・各論３０４頁，植松・各論４０７頁，内田・各論２９９頁，林・各論２２６頁，
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第２節 身分犯説

第１項 身分犯説の基本的構成

以上の結合犯説に対し，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を身分犯と解する判例

・学説も少数ながら存在している。

判例のほとんどは，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を結合犯と解しているのは

上述したとおりであるが，前掲大阪高判昭和４２年５月２９日判時５００号７９頁

は，強盗強姦罪を身分犯であると解しているようにも思われる。事案は，Ａが，

Ｂ女を強姦する意思で強姦の手段たる暴行に着手したところ，姦淫に至る前に

Ｂ女が失神し，Ａは事の意外に驚いて，犯行の発覚を妨げると共に逃走資金を

得るため，Ｂ女を殺害して金品を強取したものの，その直後に再び強姦の犯意

を生じ，現場でＢ女の死体を姦淫したというものである。本判決は「姦淫当時

同女は既に死亡していたにしても，殺害直後に前記当初の強姦未遂の犯行に引

続き同じ現場でこれを姦淫したことは前後を包括して強姦（既遂）罪が成立す

るものというべく，又強盗の身分は最初の強姦未遂の時には生じていなかった

が，その後の殺害並に姦淫の目的を遂げた時にはその身分が生じたことが明ら

かである本件においては強盗強姦既遂罪が成立すると認めるを相当とする」と

して，このような場合には強盗殺人罪と強盗強姦罪の観念的競合となると判示

している。

強姦罪の成否を問題としたうえで，強盗身分の発生の経緯について言及し，

強盗強姦既遂罪の成立を認める理論構成をみると，本判決は，強盗強姦罪は強

姦罪を基本類型とする身分犯であると解しているようにも思われる。しかも，

本判決は，強盗強姦罪を強盗身分を加重的身分とする不真正身分犯と解してい

山口・各論２３９頁。
３７） 前田・各論２１７頁。
３８） 平川・各論３６２頁，堀内・各論１４１頁。
３９） 藤木・各論３０４頁，前田・各論２１７頁，大谷・各論２５３頁，平川・各論３６２頁，

堀内・各論１４１頁，西田・各論１６７頁。
４０） 内田・各論２９９頁，林・各論２２６頁，山口・各論２３９頁。
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るようにも思われる。しかし，本判決は，強姦着手後に婦女を死亡させ，その

直後に姦淫した場合に，姦淫行為が婦女の死亡後であっても包括して強姦罪が

成立するかが主に争われたものであり４１），本判決のようにこれを肯定するとい

う前提に立つならば，強盗強姦罪を身分犯と解するか否かという議論は，本判

決の結論を決定的に左右するものではない。また，強盗身分に関する言及も上

記の引用部分に限定されていることから，本判決が，身分犯と解することから

生ずる共犯と身分の処理等の諸問題を視野に入れ，そのうえで強盗強姦罪を身

分犯とする解釈を採用したものと言えるかは，疑問である。

なお，本判決の罪数処理についても疑問がある。本事案においては，強姦未

遂と強盗強姦が「包括」されるかはともかく，少なくとも殺人と強姦が一つの

行為によって実行されたわけではく，また，行為者が屍姦の手段として殺人を

実行したという事実も認定されていない。従って，この場合には，強盗殺人罪

と強盗強姦罪は，観念的競合ではなく，むしろ併合罪と解すべきではなかろう

か４２）。

一方，学説上も，結合犯説が主流ではあるものの，一部の論者は，強盗強姦

罪・強盗強姦致死罪の結合犯としての特殊性に注目し，共犯と身分の問題も視

野にいれたうえで，両罪を身分犯として解すべきと主張している。すなわち，

古江検事は，強盗強姦罪を強盗罪のような「真正結合犯」とは異なる「不真正

結合犯」であるとし，そのうえで「不真正結合犯＝身分犯」であると説明され

ている４３）。そして，「不真正結合犯」においては，先行行為に関する法益，す

なわち財産犯としての保護法益は放棄すべきであるとし，財物奪取の完成の有

無は強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の既遂時期に影響しないものとされる。さら

に，強盗強姦，強盗強姦致死の強姦部分のみについて関与した者についても，

共犯の身分として第６５条の適用によって，処理すべきであると主張されるの

である４４）。

結合犯説に立つならば，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の強姦部分について関

与した者について，結合犯であることから導かれる承継的共犯の理論によって

その罪責が決定されるべきである。しかし，この点を指摘する論者はほとんど

おらず，また判例も皆無である。古江検事の主張は，この点を指摘し，共犯と
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身分の理論によって処理すべきとする点において，本罪の解釈上重要なものと

して位置づけられよう。

もっとも，古江検事は，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪が真正身分犯か不真正

身分犯かまでは言及していない。本罪を真正身分犯と解すると，強盗強姦の強

姦部分のみに関与した者は，第６５条１項により，強盗強姦罪の共犯として処

罰される。これに対し，両罪を強姦罪・強姦致死罪の不真正身分犯と解すると，

関与者は強姦罪の共犯の罪責にとどまることとなる４５）。

ところで，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の主体を「強盗犯人」あるいは「強

盗の『身分』をもった者」などとして，両罪を身分犯であるかのように説明す

るにもかかわらず，両罪を結合犯であるとする論者もある４６）。第２４１条の「強

盗」という文言を，強盗行為ではなく強盗犯人と解する以上は，第２３８条の

「窃盗」を窃盗犯人と解する事後強盗罪の身分犯説と同様，強盗強姦罪・強盗

強姦致死罪も身分犯とされてしかるべきである。しかし，この立場については，

強姦部分のみの共犯について，必ずしも共犯と身分の問題を意識しているとは

言い難く，実質的には結合犯説に立っていると言ってよいとの指摘もなされて

いる４７）。また，強盗致死傷罪の場合と同様，１つの犯罪規定が結合犯と身分犯

という性質を同時に備えることが許されるかという点も問題であろう。結合犯

と身分犯は，その構造を大きく異にしているからである。

それでは，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を身分犯と解したならば，具体的に

は，両罪の未遂・既遂，中途介入者の責任等はどのように解釈され，さらに結

合犯説とどのような点で相違することとなるのであろうか。

第２項 未遂・既遂

強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を身分犯と解した場合，その未遂・既遂は，強

盗の未遂・既遂ではなく，強姦の未遂・既遂によって決定される。このことは，

第３章において述べた強盗致死傷罪と同様に，「強盗」犯人という身分を「強

盗の現行犯人」と解し，強盗未遂犯もこれに含まれるとすることによって導か

れる。すなわち，強盗に着手した時点で，行為者には「強盗」犯人の身分が発

生し，「強盗」犯人が現行性を有している間に強姦既遂に至った場合には強盗
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強姦既遂罪が成立し，強姦が未遂にとどまった場合には強盗強姦未遂罪となる

と考えるのである。解釈上は，「強盗」犯人という身分を，強盗既遂を犯した

者と解し，強盗未遂の犯人は含まないとする余地もある。しかし，強盗強姦の

事例においては，強盗既遂，すなわち財物・利益の領得の完成が強姦に後行す

る場合がある。そのような場合に，強盗が未遂であることをもって，強盗強姦

既遂罪の成立を否定すべきではない。

一方，結合犯説の論者も，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の未遂・既遂を，強

姦の未遂・既遂によって決すべきという点で，身分犯説の帰結と一致してい

る４８）。しかし，本来的には，結合犯の未遂・既遂は，結合している犯罪全てが

既遂か否かによって決定され，その一部の犯罪が未遂にとどまる場合には，結

合犯全体が未遂となるというのは前述した通りである。

第３項 着手時期

着手時期についてはどうであろうか。強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を身分犯

と解した場合，強盗行為は，強盗身分を構成する行為ではあるが実行行為では

なく，強姦行為が実行行為ということとなる。従って，強姦に着手した時点が，

強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の着手時期ということとなる。

また，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，強盗行為に着手した者が被害者を強

姦した場合のほか，行為者が強盗と強姦の両方の意図を持って，女子に対し暴

行・脅迫行為に出た場合にも成立しうるが，身分犯説に拠るならば，強盗行為

の着手と同時に強姦行為の着手もあることから，強盗身分が発生し，さらに強

盗強姦罪の着手も認められることになろう。これに対して，強姦終了後，行為

者が財物奪取の意思を生じ，強盗行為に出た場合については，強姦行為時に強

盗身分がないことから強盗強姦罪の成立は認められない。この場合は，判例・

通説と同様，強盗罪と強姦罪（第１７７条）の併合罪として処断されるべきであ

ろう４９）。

一方，結合犯説の論者も，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の着手時期を，強姦

の着手時に求めるという点で，身分犯説の帰結と一致している。しかし，その

場合には，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を，強盗罪などの先行行為着手型結合
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犯とは異なる後行行為着手型結合犯と解さなければならず，その特殊性がやは

り結合犯の概念上問題となりうる。結合犯説においては，強盗強姦罪・強盗強

姦致死罪の実行行為を，「本罪の行為は，強姦である」などと説明して，未遂

・既遂や着手時期を強姦のそれに求める論者もあるが５０），結合犯と解するので

あれば，強盗も実行行為と解されるべきであるはずであり，この整合性をどの

ように解決するのかは，結合犯説の課題といえるであろう。

第４項 強姦部分のみへの関与者

身分犯説においては，正犯者が強盗行為に着手した後に，強姦のみに関与し

た者は，どのように処理されるのであろうか。

この場合，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を真正身分犯と解するか，それとも

不真正身分犯と解するかが問題となる。この点の検討は，身分犯説の内部にお

いてもほとんど行われていない。しかし，強盗致死傷罪との均衡，強姦罪・強

姦致死罪が「強盗」犯人でなくとも犯すことのできる犯罪であることに鑑みれ

ば，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪は，強姦罪・強姦致死罪の不真正身分犯と解

すべきであろう。不真正身分犯と解するためには，加重類型と基本類型の罪質

の共通性が必要であるとする主張もあるが５１），強盗強姦罪・強盗強姦致死罪と

強姦罪・強姦致死罪の罪質には強姦・強姦致死という点で共通する部分がある。

従って，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の不真正身分犯としての性質は肯定され

てよいであろう。

以上のようにして，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を不真正身分犯と解すると，

強姦部分のみへの関与者は，第６５条第２項により，その刑は強姦罪・強姦致

死罪の刑にとどまることとなる。

第５項 強盗強姦未遂罪の刑の下限

強盗既遂型の強盗強姦未遂罪の刑の下限の問題は，強盗強姦罪を身分犯と解

した場合には，どのような解決が図られるべきであろうか。

まず，判例についてみると，前掲東京高裁平成５年判決は，理論的には，結

合犯である強盗強姦罪が「実体法上の一罪である以上，処断刑を導き出す過程
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の擬律において，数罪である併合罪や科刑上一罪の場合と同様の考え方を当て

はめるわけにはいかない」から，強盗強姦未遂罪の処断刑の下限が強盗罪の下

限を下回ることは許されると解している。これに対し，前掲宮崎地裁昭和５３

年判決は，通常の結合犯の他に「数罪性の強い結合犯」があり，これは数罪と

同様に取り扱われるから，数罪的結合犯である強盗強姦罪は，その未遂の処断

刑の下限が強盗罪の下限を下回ることは許されないと解している。

しかし，真の問題は，そのような結合犯の性質にあるのであろうか。一罪的

結合犯であるとされる強盗罪であっても，仮に，暴行罪・脅迫罪の刑の下限が

強盗罪の刑の下限の２分の１，すなわち懲役２年６月を上回るものであるなら，

本件と同様の問題は起こるはずである。結局は，強盗強姦罪と同様の処断刑の

不均衡の問題が，一罪的結合犯とされるものにたまたま存在しなかったに過ぎ

ないのではなかろうか。強盗強姦罪に関しては，確かに，これを「数罪性の強

い結合犯」と解さなければ，処断刑の下限の不均衡は避けることができない。

だが，一罪である結合犯を数罪として扱うのには，理論的にかなりの抵抗があ

る。さらに，本罪を身分犯と解するならば，強盗強姦罪の内部に強盗罪と強姦

罪が存在するという，数罪性を考慮することは困難となるであろう。東京高裁

平成５年判決もいうように，この問題は，量刑上の考慮によって解決するしか

ないのかもしれない。

もっとも，罪数に関する解釈によって刑の不均衡を解消するという方法も，

あるいは検討されるべきかもしれない。事後強盗罪と窃盗罪の罪数について，

これを吸収一罪とする主張があることは第２章において述べたが，そのように

考えるのであれば，強盗強姦罪と強盗罪の関係もまた，吸収一罪となると解さ

れよう。この吸収一罪については，法条競合のひとつと解するのが有力である。

しかし，平野博士は，法条競合と包括一罪の概念を区別し，吸収一罪は包括一

罪に含まれるべきであると主張されている。すなわち，平野博士は，法条競合

を「数個の構成要件を充足するような外観を呈するだけで，実はその中の一つ

が充足されるだけで，他の構成要件の充足はない」もの５２），あるいは「一つの

構成要件の適用が他の適用を排除するばあいであって，結局一つの構成要件的

評価しか成立しない」もの５３）とする定義について，「たしかにそういう場合も
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ある。たとえば，一般法・特別法，あるいは基本法・補充法の関係にある場合

などはそうである。しかし，他の構成要件の充足があることが否定できず，し

たがってもう一つの構成要件では評価できない場合もある。…このような場合，

構成要件的に吸収するというのはどうしても無理があるし，構成要件的に吸収

してしまうと，あとには何も残らないように見えるのも不都合である。そこで

私はこのような場合（吸収関係と呼ばれるもののある部分）は『包括一罪』と

呼び，法条競合とは区別した方がよいと考えた。この場合は二つの行為は構成

要件的にはあくまで別であるが，法定刑だけは重い方で『共に』，『包括して』

評価されるのである。その意味では法定刑は重い方に『吸収される』といって

よい。しかし，それは構成要件の吸収ではなく，法定刑の吸収にすぎない」と

して，従来は法条競合における吸収関係と解されてきた共罰的事前行為，共罰

的事後行為を，包括一罪とすべきと主張されている５４）。このように，法条競合

と吸収一罪ないし包括一罪とを，構成要件の評価の回数において区別するとい

う平野博士の主張は，明快であって優れているものと思われる。

それでは，このような主張に拠って，強盗強姦罪と強盗罪・強姦罪の罪数関

係を分析するならば，どのようになるであろうか。強盗強姦罪を結合犯と解す

るならば，強盗強姦罪と強盗罪・強姦罪の罪数関係は，強盗強姦罪の構成要件

のみで評価され，強盗罪，強姦罪の構成要件でも評価することは二重評価とな

るのであるから，法条競合であると解される。一方，強盗強姦罪を身分犯と解

した場合にはどうか。まず，強盗強姦罪と強姦罪の罪数関係は，強盗強姦罪の

行為は強姦であることから，法条競合と解することができる。次に，強盗強姦

罪と強盗罪の罪数関係は，強盗強姦罪の強盗部分は身分であって行為ではない

と解されるのであるから，包括一罪であって，強盗罪が強盗強姦罪に吸収され

ていると解することができるであろう。

このように，身分犯説を前提とするならば，強盗既遂型の強盗強姦未遂罪に

も，強盗既遂罪が吸収されていることとなるが，にもかかわらず，全体の刑の

下限が強盗既遂罪のそれを下回るのは不合理である。しかし，吸収一罪となっ

ている犯罪の刑の下限が，吸収している犯罪のそれに制約されるものと解する

ならば，この不合理は回避されるであろう。複数の犯罪が吸収関係にある場合
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の刑の範囲に関しては，従来，あまり議論されていないようであるが，平野博

士は，上述のように吸収関係を包括一罪としたうえで，刑の下限を画定しうる

と指摘されている。すなわち，「包括一罪の場合は，複数の構成要件で評価さ

れる複数の行為または結果が存在するのであって，軽い罪が重い罪に『犯罪と

して』吸収されてしまうわけではない。その点で，一つの構成要件でだけ評価

される法条競合とは異なっている。しかし，包括一罪の場合，軽い罪は重い罪

の『刑』で重い罪と『ともに』処断される。その意味では『科刑上一罪』の一

種だといってよい」とされるのである５５）。包括一罪を科刑上一罪というのであ

れば，科刑上一罪においては，刑の上限だけではなく，下限もまた最も重い刑

が適用されるとするのが判例であるから５６），強盗強姦未遂罪と強盗既遂罪が包

括一罪として吸収関係にある場合についても，刑の下限は重い強盗既遂罪の科

刑に制約されるということとなるであろう。

これに対し，結合犯説を前提とするならば，強盗強姦未遂罪と強盗既遂罪は，

法条競合として吸収関係にあると解さざるを得ない。従って，この場合に，科

刑上一罪として刑の範囲を画定することはできず，刑の下限を強盗既遂罪のそ

れとすると解するのは困難と言わざるを得ないであろう。

なお，大判大正６年９月１０日刑録２３輯９９９頁は，ＡがＢを殺害する目的で

硫黄粉末をＢに飲ませたが，病気であったＢの病苦を増しただけであったので，

Ｂを絞殺して殺害の目的を遂げたという事案につき，「第１の方法を以てして

は殺害の結果を惹起すること絶対に不能にして，単だ他人を傷害したるに止ま

る」と判示しているところ，これは，吸収法である殺人罪が不能犯である場合

に，被吸収法である傷害罪を単独で別途に処罰しうるかという問題について，

積極的に解する趣旨であるとされている５７）。

第６項 強盗強姦殺人の処理

身分犯説に立つならば，強盗強姦殺人は，どのように処理されるであろうか。

強盗強姦致死罪には殺人の故意ある場合が含まれず，強盗強姦罪と強盗殺人罪

との観念的競合として処理することになろう。

行為者が殺意をもって被害者の首を締めて強姦し窒息死させたという事例に
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ついて，最判昭和３１年１０月２５日刑集１０巻１０号１４５５頁は，強姦致死罪と殺

人罪が成立し，両罪は観念的競合となると判示している。これに対して，学説

では，判例の結論は被害者の生命法益を二重に評価することとなるとして，強

姦罪と殺人罪の観念的競合を認める説も有力である５８）。このような処理は，強

盗強姦致死罪についても，応用することができよう。すなわち，通常の強姦殺

人は，強姦罪と殺人罪の観念的競合となるところ，その行為者が強盗身分を有

しているのであるから，強盗強姦罪と強盗殺人罪が成立すると解するのである。

結合犯説を前提とした場合，強盗強姦罪は強盗罪と強姦罪，強盗殺人罪は強

盗罪と殺人罪の結合犯と解される。従って，強盗強姦殺人の場合を強盗強姦罪

と強盗殺人罪の観念的競合と解すると，強盗の評価が二重に行われてしまうと

いう問題が生じる。しかし，身分犯説を前提とすれば，第２４１条及び第２４０条

の「強盗」の文言は，行為ではなく身分と解される。従って，強盗犯人が強姦

と殺人を実行したものとして，強盗強姦罪と強盗殺人罪の観念的競合となると

解したとしても，強盗の評価は二重に行われていないと言えるであろう。身分

犯説によっても，強盗強姦罪，強盗殺人罪には，それぞれ，強盗罪が吸収され

法条競合となっているのであるから，強盗罪が二重に吸収されていることとな

る。しかし，殺人既遂罪とその被吸収法である傷害罪，殺人未遂罪の間で，生

命・身体法益の評価の重複が問題とされないのと同様に，強盗強姦罪・強盗殺

人罪の被吸収法である強盗罪もまた，法益の評価の重複が問題とされるべきで

はなかろう。

もっとも，強盗強姦罪と強盗殺人罪の観念的競合だとする判例・通説の立場

については，なお検討の余地がある。判例・通説が，観念的競合として，強盗

強姦罪と強盗殺人罪の牽連犯ないし併合罪の可能性を検討しなかった理由は不

明であるが，あるいは強盗強姦罪と強盗殺人罪の性質を結合犯とする解釈に起

因しているのではなかろうか。強盗強姦・強盗殺人の事例においては，強姦，

殺人に先行して行われる，「強盗」行為としての暴行・脅迫により，被害者の

抗拒不能状態が作出され，行為者はこの抗拒不能状態を利用して強姦，殺人，

強取を行う。従って，強盗強姦罪，強盗殺人罪は，「一個の行為」としての暴

行・脅迫による抗拒不能状態の作出を軸として，「二個以上の罪名」である強
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盗強姦罪，強盗殺人罪を構成することから，両罪は観念的競合の関係となると

解されているのであろう。あるいは，行為者が暴行・脅迫に着手した時点で，

強姦の犯意を生じていなかったとしても，その後の姦淫自体は有形力の行使で

もあり，姦淫着手時に強盗の犯意を放棄していない限りは，姦淫が強盗のため

の抗拒不能状態を作出・維持する行為となることから，やはり強盗殺人罪の行

為の一部となると解されているのであろう。

しかし，強盗強姦罪と強盗殺人罪を，「強盗」犯人を身分とする身分犯と解

した場合には，先行する強盗の手段たる暴行・脅迫は，「強盗」身分を発生さ

せる行為ではあるが，強盗強姦罪と強盗殺人罪の実行行為の一部ではなく，強

盗強姦罪の実行行為は強姦，強盗殺人罪の実行行為は殺人ということとなる。

従って，暴行・脅迫ではなく，強姦と殺人の行為が競合しているか否かによっ

て，観念的競合，併合罪といった罪数関係が決定されるべきであろう。このよ

うに考えると，強盗強姦・強盗殺人の事案において，必ずしも，両罪が「一個

の行為が二個以上の罪名に触れ」る関係にはない場合もあるように思われる。

この問題については，強盗強姦・強盗殺人の事例を，強姦・殺人同時実行型，

強姦先行型，殺人先行型の３つに分けて考えるべきであろう。

第１に，例えば，Ａが強盗殺人・強盗強姦の犯意でＢ女の首を締めて強姦し

窒息死させた後に財物を強取したという，強姦・殺人同時実行型の事例はどう

処理すべきであろうか。

判例・通説は，強姦行為と殺人行為が，首を締めるという「一個の行為」で

行われており，さらに強盗強姦罪，強盗殺人罪の罪名に同時に触れているので

あるから，両罪の観念的競合となると解している。もっとも，強姦・殺人同時

実行型の場合は，確かに，着手の段階において，強盗強姦罪の実行行為である

強姦，そして強盗殺人罪の実行行為である殺人のそれぞれの手段である首を締

める暴行という「一個の行為」によって，強盗強姦未遂罪と強盗殺人未遂罪と

いう「二個以上の罪名に触れ」ている。しかし，それ以降は，姦淫と殺人とい

う二個の行為に分かれているといえるであろう。このような場合にも，観念的

競合は成立しうるのであろうか。

観念的競合の判断基準については，実行の着手の段階で，複数の罪名に触れ
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る行為が「一個の行為」に合体していることを要するという着手合体説５９）と，

複数の罪名に触れる行為の主要部分が「一個の行為」に重なり合っていれば足

りるとする主要部分合体説６０）が対立している６１）。着手合体説に拠るならば，

強盗強姦罪と強盗殺人罪の観念的競合となると解することに異論はなかろう。

しかし，主要部分合体説に拠るならばどうか。単に着手行為が合体していると

いうだけでは，せいぜい未遂罪の段階までしか「二個以上の罪名に触れ」てい

るとは言えないから，着手合体説より主要部分合体説が妥当であろう。このよ

うに解した場合，強姦と殺人の手段である暴行が，強盗強姦罪と強盗殺人罪そ

れぞれの主要部分と言えるのかという点が，新たな問題となろう。

身分犯説に拠れば，強盗強姦罪の実行行為は強姦，強盗殺人罪の実行行為は

殺人と解される。従って，両罪の主要部分はそれぞれ，強姦と殺人ということ

になる。また，結合犯説に拠ったとしても，保護法益，着手時期の観点から，

強盗強姦罪の主要部分は強姦，強盗殺人罪の主要部分は殺人と解されることと

なろう。そのうえで，強姦・殺人同時実行型に関する上記事案を検討すると，

首を締めるという最初の暴行は，殺人の実行行為の一部と解されることから，

この行為は強盗殺人罪の主要部分をなしているといえるであろう。しかし，強

盗強姦罪についてはどうであろうか。強姦は，暴行・脅迫と姦淫によって構成

されているが，その主要部分は姦淫とみるべきであろう。従って，強盗強姦罪

の主要部分も，やはり，姦淫とみるべきである。そうすると，未だ姦淫に至ら

ない，首を締めるという行為のみでは，強盗強姦罪の主要部分が行われたとい

うには足りない。このように考えると，主要部分合体説に拠ったならば，強姦

・殺人同時実行型の場合において，強盗強姦罪と強盗殺人罪は，観念的競合と

はなり得ず，併合罪となると解するほかないように思われる。もっとも，姦淫

・殺人がそれぞれ未遂に終わっていたという場合には，主要部分の合体がある

として，前述のとおり，強盗強姦未遂罪と強盗殺人未遂罪の観念的競合となる

と解しうるであろう。

第２に，Ａが強盗殺人，強盗強姦の犯意でＢ女への暴行に着手し，Ｂ女を強

姦した後に殺害して財物を強取したという，強姦先行型の事例はどう処理すべ

きであろうか。この場合にも，着手合体説と主要部分合体説のいずれを選択す
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るかによって，結論が異なることになる。

着手合体説に拠れば，強盗強姦罪と強盗殺人罪の着手時期が同一でなければ

ならない。そして，強盗殺人罪の未遂は，殺人の未遂の場合であると解されて

いるから６２），この場合のＡは，強盗強姦罪が既遂に到達した時点においてもな

お，殺人に着手するまでは，未だ強盗殺人罪の罪名に触れていないこととなる。

さらに，Ａが殺人に着手した時点においては，既に強盗強姦罪は完成している

のであるから，その強盗殺人の行為は，強盗強姦罪の着手に当たらず，その罪

名にも触れない。そうすると，強盗強姦罪と強盗殺人罪の罪数関係は併合罪と

なると解しうるであろう。

これに対し，主要部分合体説に拠った場合にはどうか。主要部分である姦淫

と殺人が重なり合っているかが問題となるが，殺人は姦淫が終了した後に行わ

れているのであるから，この場合もやはり，強盗強姦罪と強盗殺人罪は併合罪

の関係となると解されよう。

第３に，Ａが強盗の犯意をもってＢ女を殺害した後に，Ｂ女の死体を姦淫し

たという，殺人先行型の事例はどう処理すべきであろうか。前掲大阪高裁昭和

４２年判決は，強姦に着手した犯人が，いったん強姦の犯意を放棄し，強盗殺

人の犯意を生じ被害者を殺害後に，再び強姦の犯意を生じて姦淫した事案につ

き，「強盗の身分は最初の強姦未遂の時には生じていなかったが，その後の殺

害並に姦淫の目的を遂げた時にはその身分が生じたことが明らかである」など

として，強盗殺人罪と強盗強姦罪の観念的競合となると判示している。この判

例は，殺害後の姦淫を強盗強姦と評価しているが，おそらくは「死者の占有」

と類似した，「死者の性的自由」を認める解釈を前提としていると思われる。

また，大阪高裁判決に先立つ最判昭和３６年８月１７日刑集１５巻７号１２４４頁は，

「姦淫の目的の為め，その手段として判示のごとき暴行脅迫を用い結局被害者

を窒息死に至らしめ，姦淫の目的を遂げた」という場合には「姦淫行為が殺害

の直後であったとしてもこれを包括して強姦致死罪と解すべきである」と判示

している。大阪高裁も，被害者の死亡後の姦淫の解釈について，最高裁昭和

３６年判決の立場を踏襲したものと解されよう。

もっとも，この最高裁昭和３６年判決，大阪高裁昭和４２年判決の処理には疑
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問がある。最判昭和２３年１１月１６日刑集２巻１２号１５３５頁は，「およそ，婦女

を姦淫する爲の手段として用いた暴行の結果その婦女を死亡させたときは，姦

淫行為の既遂たると未遂たるとを問わず，強姦致死罪が成立し，婦女の死亡後，

これを姦するが如き行為は，右強姦致死罪の成立に何等のかかわりはない。…

被告人のこの死姦行爲をもって右強姦致死罪の構成事実の一部を判示したもの

と解するは當らない。」としており，強姦致死罪の成立に姦淫行為の完成を必

ずしも要求していない。最高裁昭和３６年判決の事案は，強姦の手段である暴

行によって婦女を死亡させたというものであるから，強姦致死罪の成否を判断

するに際し，姦淫行為が殺害直後であった点を殊更に問題とする必要はなかっ

たとも言えるであろう。一方，大阪高裁昭和４２年判決においては，強姦致死

罪・強盗強姦致死罪ではなく，強姦罪・強盗強姦罪の成否が問題とされている

のであるから，姦淫行為の完成の有無は既遂・未遂の判断にかかわってくる。

そして，婦女が死亡した後で姦淫した点をもって強盗強姦既遂罪の成立を認め

るためには，「死者の性的自由」を保護するという前提を採らなければならな

いはずである。

それでは，「死者の性的自由」が，「死者の占有」と同様に保護されるべきで

はないという立場を採るならば，姦淫行為を実行したのが殺害後であったとい

う事案はどのように処理されるのであろうか。最判昭和３３年６月２４日刑集

１２巻１０号２３０１頁は，婦女を強姦したうえで金品を強取しようと決意し，被

害者を暴行したものの，強姦の点は未遂に終った後，犯行の発覚をおそれ，婦

女を殺害して財物を強取したという事案について，強盗殺人罪と強盗強姦未遂

罪の観念的競合となると判示している。この場合には，行為者は強姦着手時に

既に強盗身分を有していたのであるから，強盗強姦未遂罪が成立するとするの

は妥当であるが，罪数関係については，上述のように観念的競合ではなく併合

罪と解すべきであろう。

これに対し，大阪高裁昭和４２年判決の事案においては，「強盗の身分は最初

の強姦未遂の時には生じていなかった」とされているように，強盗身分者が強

姦を行ったものとは言えず，さらに死体への姦淫を強姦罪，強盗強姦罪と評価

すべきではない。従って，この場合には，強盗殺人罪と強姦未遂罪が成立し，
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さらに殺人への着手時に強姦の犯意が消滅している以上，殺人行為は強姦未遂

罪の罪名に触れないのであるから，両罪は併合罪となると解するほかないよう

に思われる。

以上のように考えると，強盗行為者が強姦罪と強盗殺人罪の「二個以上の罪

名に触れ」る場合とは，結局，着手合体説を前提とした強姦・殺人同時実行型

の場合に限られるのではなかろうか。

４１） 最判昭和３６年８月１７日刑集１５巻７号１２４４頁は，行為者が強姦目的で婦女に
対し暴行を加え，首を絞めて殺害した直後に姦淫したという事案につき，「姦淫
行為が殺害の直後であったとしてもこれを包括して強姦致死罪と解すべきであ
る」と判示している。

４２） さらに言えば，死体に対し姦淫した点を，事前の強姦未遂と包括して強姦既遂
罪とするためには，死者となった婦女が，屍姦によって性的自由の法益を完全
に侵害されたと説明しなければらない。しかし，このような強盗殺人型の「死
者の占有」に類似した「死者の性的自由」を認めるのは，非常に疑問である。
この点を考慮するならば，大阪高裁昭和４２年判決の事案は，強盗殺人罪と強盗
強姦罪の併合罪ではなく，強姦未遂罪と強盗殺人罪の併合罪と解すべきであろ
う。婦女が屍姦された点の評価は，そもそも婦女が行為者に殺害されたため性
的自由を有しえなくなったのであるから，強盗殺人罪において評価すれば足り
るように思われる。

４３） 古江・前掲論文７１頁。
４４） 古江・前掲論文６５，６７頁。
４５） 大谷博士は，大谷・刑法講義各論（第４版補訂版・１９９５年）２３３頁において，

強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を不真正身分犯であると明言されていた。しかし，
大谷・各論（新版追補版）２５２頁においては，この記述は削除され，「主体は，『強
盗』すなわち強盗犯人である」とされるにとどまっている。

４６） 曽根・各論１４５頁，内田・各論２９８頁，堀内・各論１４０頁，山口・各論２３７頁，
西田・各論１６７頁。

４７） 萩原由美恵「事後強盗罪（刑法２３８条）は身分犯か－同罪における承継的共同
正犯の成立要件」上智法学論集３１巻３号（１９８８年）１７８頁。

４８） 前注１２）参照。
４９） 最判昭和２４年１２月２４日刑集３巻１２号２１１４頁，東京高判昭和５７年８月６日

判時１０８３号１５０頁，前田・各論２１５頁，大谷・各論２５２頁，平川・各論３６２頁，
堀内・各論１４０頁，山口・各論２３８頁，西田・各論１６７頁。

５０） 大谷・各論２５２頁。
５１） 前田・刑法総論講義（第４版・２００６年）４６９頁，堀内・各論１３５頁。なお，香
川・強盗罪の再構成（１９９２年）２００頁は，従来，不真正身分犯と解されているも
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第３節 まとめ

以上のように，結合犯説と身分犯説は，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の未遂

・既遂の区別，着手時期に関して，全く同じ結論を採ることになる。もっとも，

結合犯説は，結合している犯罪の一部である強盗罪の未遂・既遂を，強盗強姦

罪・強盗強姦致死罪の未遂・既遂や着手時期に関係させておらず，先行行為の

のの，加重類型と基本類型の罪質に差のあるものとして，特別公務員職権乱用罪
を例に挙げ，罪質の相違は，真正身分犯と不真正身分犯を区別する基準としては
決定的ではないとする。

５２） 小野清一郎・刑法講義総論（新訂増補・１９５０年）２６５頁。
５３） 団藤・刑法綱要総論（第３版・１９９１年）４３７頁。
５４） 平野龍一「包括一罪についての若干のコメント」同・刑事法研究最終巻（２００５

年）１７，２１頁。
５５） 平野「法条競合と包括一罪」同・刑事法研究最終巻１３頁。
５６） 最判昭和２８年４月１４日刑集７巻４号８５０頁は，「刑法５４条１項前段の一個の

行為にして数個の罪名に触れる場合において，『其最モ重キ刑ヲ以テ処断ス』と
定めているのは，その数個の罪名中もっとも重い刑を定めている法条によって
処断するという趣旨と共に，他の法条の最下限の刑よりも軽く処断することは
できないという趣旨を含むと解するを相当とする。いいかえれば数個の罪につ
いて刑を定めるには，各法条中の法定刑の最上限も最下限も共に重い刑の範囲
内において処断すべきものとする趣旨である」と判示している。

５７） 香川・総論４４４頁。
５８） 大塚・各論１０４頁，曽根・各論７６頁，前田・各論１０２頁，山口・各論１１３頁，

西田・各論８７頁。
５９） 植松・刑法概説Ⅰ総論（再訂・１９７４年）４３０頁，大谷・総論５１５頁。
６０）大塚・刑法概説（総論）（第３版・１９９５年）４３７頁。
６１） もっとも，学説は，観念的競合の成否は「自然的観察に基づく社会的見解」に

よって判断すべきであるというに留まり，より具体的な判断基準を掲げたとい
える着手合体説，主要部分合体説に関しては，いずれが妥当かを明確にしない
ものが多い。また，具体的事例の理解についても，論者によってかなりの混乱
がみられる。この点につき，平野・刑法総論Ⅱ（１９７５年）４１５頁，藤木・刑法
講義総論（１９７５年）３４４頁，内田・改訂刑法Ⅰ（総論）（補正版・１９９７年）３５２
頁，西原春夫・刑法総論（１９７７年）３７８頁参照。

６２） 大判大正１１年１２月２２日刑集１巻８１５頁，最決昭和３２年８月１日刑集１１巻
８号２０６５頁，団藤・各論５９６頁，平川・各論３６１頁，大谷・各論２４９頁，前田
・各論２１５頁，堀内・各論１３９頁，山口・各論２３７頁，西田・各論１６６頁。
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扱いについては，強盗罪や損壊逃走罪などの他の結合犯と大きく異なっている。

これは，後行行為である強姦による性的法益の侵害を重視するためであると説

明されているものの，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を併合罪型結合犯というの

であれば，強盗罪と強姦罪・強姦致死罪の関係は，強盗罪が従，強姦罪・強姦

致死罪が主というのではなく，むしろ，対等の位置にあるというべきではなか

ろうか。強盗強姦罪・強盗強姦致死罪を結合犯と解するならば，他の結合犯と

構造上の相違を説明するための理論的な根拠がさらに求められるであろう。こ

れに対し，身分犯説は，「強盗」を身分と解することによって，強盗強姦罪・

強盗強姦致死罪の未遂・既遂，着手時期について強姦を基準とすることが可能

となるため，構造上の相違を問題とする必要は生じない。

また，強姦部分のみの共犯については，強姦部分のみへの関与者が，強取に

全く関与していないにもかかわらず，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪に問われる

というのは疑問である。しかし，結合犯説に拠った場合には，強姦部分のみの

共犯は強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の承継的共犯となってしまう。これに対し，

身分犯説に拠ったならば，第６５条第２項が適用され，共犯は強姦罪・強姦致

死罪の刑にとどまる。この点でも，身分犯説が結合犯説より優れているように

思われる。

さらに，強盗強姦殺人の事例を，強盗強姦罪と強盗殺人罪の観念的競合ある

いは併合罪と解する場合にも，結合犯説より身分犯説に拠った方が，強盗部分

の法益の二重評価を避けうる点で優れていると言える。

以上述べたように，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪についても，身分犯説が採

られるべきであると考える。

おわりに

本論文は，はじめに，ドイツにおける強盗的窃盗罪，重強盗罪，強盗致死罪，

「利欲から」という動機による謀殺罪を巡る議論を概観した（第１章）。次い

で，ドイツにおける議論を参考にして，わが国の強盗関連罪，すなわち事後強

盗罪，強盗致死傷罪，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪のいずれについても身分犯

強盗関連罪の身分犯的構成（三・完）

（１２０）・１７５



として構成すべきであるとして，これらの犯罪を巡る解釈上の諸問題を検討し，

一応の結論を示した（第２章以下）。

事後強盗罪については，窃盗罪と暴行罪・脅迫罪の結合犯であるとする結合

犯説と，「窃盗」身分者による暴行・脅迫と解する身分犯説が主張されている

が，結合犯説（非身分犯説）については，事後強盗の中途介入者を承継的共犯

として事後強盗罪で処罰することになるが，しかしそれが妥当かという疑問が

あり，身分犯説を採るべきであるとした。身分犯説には真正身分犯説，不真正

身分犯説の対立があるが，不真正身分犯説が支持されるべきであり，事後強盗

の中途介入者については刑法第６５条第２項を適用し，通常の刑，すなわち暴

行罪・脅迫罪の刑を科すのが妥当であるとした。

もっとも，従来の身分犯説の論者の多くは，「窃盗」という身分は，ただ窃

盗に着手した者が取得するとするのみで，その身分がいつ喪失するかというこ

とについてはほとんど検討されてこなかったと言ってよい。本論文は，この点

について，わが国の取り返し防止目的の事後強盗罪に相当するドイツの強盗的

窃盗罪を参考にして，「窃盗」を「窃盗の現行犯人」と限定的に解し，刑事訴

訟法上，窃盗の現行性が認められる間は「窃盗」身分が継続し，その間の暴行

・脅迫のみが事後強盗罪を構成すると解した（第２章）。

強盗致死傷罪については，強盗罪を基本犯する結果的加重犯であるとする説

と，強盗罪と傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の結合犯であるとする説が主張され

・・・・
てきている。強盗致死傷罪は「強盗が，人を負傷させたとき…死亡させたとき」

・・・・
と規定し，事後強盗罪は「窃盗が，…暴行又は脅迫をしたとき」と規定してお

り，規定形式が類似しているにもかかわらず，「強盗」身分者による傷害・傷

害致死・殺人であるとする身分犯説を主張する者は少ない。しかし，ドイツに

おいては，わが国の強盗殺人罪に相当する「利欲から」という動機による謀殺

罪が，同じく殺人罪に相当する故殺罪の加重類型である身分犯と解されており，

謀殺罪の関与者についても，共犯と身分の問題として処理されている。わが国

の強盗致死傷罪もまた，傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の加重類型であり，「強

盗」を身分犯と解することは可能であり，例えば，強盗後の口封じ等のための

殺傷のみに関与した中途介入者については刑法第６５条第２項を適用し，通常
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の刑，すなわち傷害罪・傷害致死罪・殺人罪の刑を科すべきであるとした。強

盗目的による殺傷後の財物奪取のみに関与した中途介入者についても，強盗致

死傷罪の実行行為は殺傷行為であり，財物奪取行為は「強盗」身分を発生させ

る行為ではあるが，強盗致死傷罪の実行行為ではないと解して，強盗致死傷罪

と吸収関係にある窃盗罪ないし占有離脱物横領罪の刑を科すべきであるとした。

また，強盗致死傷罪を身分犯と解した場合，事後強盗罪における身分犯説と同

様，行為主体である「強盗」身分の喪失時期が問題となるが，これについても，

ドイツの強盗的窃盗罪を参考として，「強盗」を「強盗の現行犯人」と限定的

に解し，強盗の現行性が失われた時点で「強盗」身分を喪失すると解した。

また，強盗致死傷罪は，致死傷の結果が発生した時点で既遂となり，財物奪

取の有無は既遂時期に影響しないと解されているが，結果的加重犯説では基本

犯である強盗罪が，結合犯説では結合されている犯罪の一部である強盗罪が未

遂であるのに，致死傷が発生している場合には，結果的加重犯であり，あるい

は結合犯である強盗致死傷罪の既遂犯を認めるという点に疑問がある。これに

対し，身分犯説，特に不真正身分犯説に拠るならば，強盗致死傷罪の実行行為

は殺傷であり，強盗身分者が致死傷の結果を惹起した時点で強盗致死傷罪が既

遂となると解することによって，財物奪取は強盗致死傷罪の既遂時期に影響し

ないと解することが可能となる。この点でも，身分犯説は結果的加重犯説と結

合犯説より理論的整合性があると言えるとした（第３章）。

強盗強姦罪・強盗強姦致死罪については，強盗罪と強姦罪・強姦致死罪の結

合犯とする者が多いが，一部の論者は，「強盗」身分者による強姦・強姦致死

であると主張している。身分犯とすれば，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の既遂

時期も，強姦・強姦致死が完成した時点とすることになり，財物奪取の有無は

既遂時期に影響しないと解することができる点で，理論的整合性があると言え

るとした。また，強盗強姦殺人の事例を強盗強姦罪と強盗殺人罪の観念的競合

あるいは併合罪と解する場合，結合犯説においては，強盗部分を二重に評価す

ることとなるのではないかという問題が生じるが，身分犯説においては，強盗

は身分であるとして，この問題を回避することも可能であるとした。また，強

盗強姦罪・強盗強姦致死罪を身分犯と解した場合，やはり行為主体である「強
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盗」身分の喪失時期が問題となるが，これについても，強盗致死傷罪と同様，

「強盗」を「強盗の現行犯人」と限定的に解することで解決できるとした（第

４章）。

本論文は，以上のようにして，事後強盗罪，強盗致死傷罪，強盗強姦罪・強

盗強姦致死罪のいずれについても身分犯として構成することにより，強盗関連

罪を巡る解釈上の諸問題についてより良い解決が導かれるとしたものである。

もっとも，本論文において残された課題もある。

第１に，本論文では，事後強盗罪の主体である「窃盗」を「窃盗の現行犯人」，

強盗致死傷罪，強盗強姦罪・強盗強姦致死罪の主体である「強盗」を「強盗の

現行犯人」と解した場合，その処罰範囲は，従来の「窃盗の機会」説，「強盗

の機会」説の言う時間的・場所的近接性の基準に拠る場合と結論において大差

はないとしても，処罰範囲の限界がより明確になるとした。しかし，わが国の

刑事訴訟法における現行犯人の現行性に関する議論を踏まえて，より詳細な検

証を行う必要があろう。

第２に，本論文では，強盗既遂型の強盗強姦未遂罪の刑の下限が強盗既遂罪

のそれを下回ることが許されるかという問題について，吸収一罪となっている

犯罪の刑の下限が吸収している犯罪のそれに制約され，強盗既遂型の強盗強姦

未遂罪において，吸収されている強盗既遂罪の刑を下回ることは許されないと

解した。しかし，強盗関連罪と窃盗罪・強盗罪の吸収一罪の関係と，吸収関係

にある複数の犯罪がある場合の刑の範囲については，さらに検討する必要があ

ろう。

第３に，ＸがＡ女を強姦し，Ａ女がそれによって抗拒不能の状態に陥ってい

る間に，Ｘが財物奪取の犯意を生じてＡ女の所持していた財物を奪取したとい

う事例において，Ｘの財物奪取は強盗罪と窃盗罪のいずれを構成するのかとい

う問題がある。学説上，この問題はあまり注目されているとは言い難いが，判

例は，強盗罪となるとするもの，既に被害者が反抗を抑圧された状態において

もなお，強盗罪が成立するには被害者に対する「新たな暴行・脅迫」が必要で

あり，これがなければ窃盗罪となるとするもの，抗拒不能状態においてさらに

「新たな暴行，脅迫」を必要とするのは無意味であること等を根拠に，「新たな
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暴行・脅迫」は不要であり窃盗罪となるとするものが激しく対立している。本

論文では，この「新たな暴行・脅迫」の要否に関する判例の状況を紹介したう

えで，この問題が財物奪取の中途介入者の処理をどのように左右するかを指摘

しているものの，それ以上の格別の私見は示していない。この点は，今後，詳

細な検討を行う予定である。

第４に，財物奪取目的で被害者を殺害し死体から財物を奪取する行為は，強

盗殺人罪における強盗行為といえるのか，それとも死者は占有の主体となり得

ないことから強盗行為とは言えないのかという強盗殺人罪における「死者の占

有」の問題と，これに付随して，強姦目的で婦女を殺害後，死体に対し屍姦に

出る行為が，殺人罪の他に強姦罪となり得るのかという「死者の性的自由」の

問題がある。「死者の占有」についてはこれまでにも議論の対象とされている

ものの，「死者の性的自由」については，判例はただ強姦罪となるとするのみ

であり，理論構成自体はこれまでほとんど議論の対象とされていない。本論文

では，「死者の占有」，「死者の性的自由」に否定的な立場を採ったが，特に議

論されることのなかった「死者の性的自由」に関しては，改めて検討を行う必

要があろう。

（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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