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（要約）  

 

刑法における結果回避可能性 

 

林 琬珊 

 

 

第 1 章 問題の提示と本稿の課題 

結果回避可能性の概念は犯罪構造のあらゆる範疇において登場する。学説の議論の現

状においては、錯綜した諸主張の間に見解の一致を見出すことは困難であるが、争点は、

論理的結合説への批判と、因果関係による処理の問題性に集中していると言ってよいで

あろう。実務上の結果回避可能性の認定方法も様々であり、そこで判断された結果回避

可能性が果たして同じものであるかという疑問が生じる。可罰性の限界を画する機能が

あるはずの結果回避可能性の概念は、そもそも明確なものとはいえず、そのために判断

方法が分かれているのではないかという疑問も生じるのである。結果回避可能性の存否

の判断は、犯罪の成立に大きく影響を及ぼしうるため、結果回避可能性という要件が如

何なるものであるかが十分に解明されなければ、過失犯の成立のみならず、不作為犯及

び作為犯一般の成否の判断も、問題になろう。 

そのため、「結果回避可能性」の判断がどのように行われているか、また、問題とされ

る「結果回避可能性」が如何なるものを意味するかについて、日本における従来の判例・

学説が如何に考えてきたのを明らかにする必要がある。 

本稿は、次のように構成される。まず、結果回避可能性に関する日本とドイツの学説

を検討する。この検討は、結果の捉え方、結果と行為との関係についての考え方、因果

関係の判断枠組み、ないし、広義の帰属論に着目して行いたい（第 2章）。次に、日本の

判例がどのように結果回避可能性の有無を判断しているかについて事件類型ごとに検討

を加え、結果回避不可能或いは結果回避義務がないとされた判示が何を意味するかにつ

いて分析を行いたい（第 3章）。最後に、本稿のまとめと私見を述べ、私見に基づいた結

果回避可能性の意義を提示する（第 4章）。 

第 2 章 結果回避可能性に関する日本とドイツの学説の検討 

日本の刑法学において、結果回避可能性の判断はおおむね因果関係ないし客観的帰属

の中でなされるが、その立場は多岐に分かれている。結果回避可能性を行為論において

判断する見解は、「行為」であるか否かは、生じた結果及びそこに至るプロセスと、その

事象に責任を持つ者の態度の社会的意味によって決まると同時に、その者の物理的・身

体的能力によって結果発生が回避できたか否かによっても決まるとする。目的的行為論

及び新過失論の展開以降、その影響を受けた学説は、行為者が注意義務に適合した行為

をなしたのであれば結果が発生しなかったであろう、という判断を論じる必要があると

し、そこで過失犯における結果回避可能性の判断を行っている。また、論理的結合説と

しての条件公式も提唱され、条件関係公式で示された行為と結果の間の論理的結合関係

によって、結果に対する行為の支配力を規範的に判断すべきだと主張する。さらに、ド

イツの客観的帰属論の支持者の間にも、それぞれ異なる取り扱い方が現れている。日本

の判例において結果回避可能性により解決された事案については、これを危険増加連関
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の問題として取り扱うべきだとする見解がある一方、結果回避可能性には 2 つの類型が

あるとし、事前的結果回避可能性だけを過失犯固有の問題として、事後的結果回避可能

性は、義務違反と結果の関係を問題とする因果関係の問題だとする見解もある。なお、

刑法上の結果を規範的に解釈し、「結果の不良変更」がない場合、刑法における意味での

結果が存在しておらず、結果回避可能性もないとする考えもある。近時、結果回避可能

性を不要とする見解も現れている。 

結果回避可能性或いは合法的代替行為に関する議論として、ドイツの刑法学におい

ては以下のとおり、伝統的な条件関係を修正し、仮定的な結果原因の考慮を拒否

した上、主として合法則的条件関係の検討を経て、客観的帰属論によって問題を

解決しようとする見解と、広義の帰属論における「原因において自由な行為」の

処理とがある。 

まず、結果回避可能性或いは合法的代替行為が問題となる事例について、客観的帰属

論は次のように判断を行う。前提として、義務違反性と結果との間に一定の連関が存在

すること、すなわち、構成要件の実現が注意義務違反に基づくことが必要である。支配

的な見解によれば、注意義務に違反した行為者は確かに自らの行動によって結果を惹起

したが、仮に注意に適った行動をしても結果が確実性に境を接する蓋然性をもって起こ

ったであろう場合には、行為者に結果を帰属させるべきでない。だが、最も議論されて

いるのは、この帰結が解釈論上如何に正当化されるかという理由付けの問題である。次

に、注意に適った行動の際に、結果が確実性に境を接する蓋然性をもって回避されたか

が解明され得なかった場合を如何に解決するかは大きな議論を呼んでいる。支配的な見

解は、そのような解明ができなかった場合、或いは、結果がもしかすると同じように起

こったであろうという具体的な根拠までが存在する場合、「疑わしきは被告人の利益に」

原則を適用して不可罰にすべきだとしている。これに対し、不可罰の処理を不当とし、

既に一定の支持を得ている危険増加理論は、異なる結論に至っている。すなわち、帰属

が排除されるのは、許された危険の超過が現実の事象経過に実現していない場合に限ら

れるとされ、結果が合法的な代替行為により、確実にではなく、ただ蓋然的に或いは可

能的に阻止されたであろうといえるにすぎない場合においても、結果の帰属が必要だと

されている。 

次に、広義の帰属論は、結果の帰属を行為と結果発生との間に必要な連関について

の問題だとする前記の客観的帰属論とは異なり、犯罪行為の認定を、特定の事象に対し

て答責的である惹起者への帰属として理解している。結果回避可能性或いは合法的代替

行為が問題となる事例について、広義の帰属論における「原因において自由な行為」

の処理は、一般の行為帰属又は責任帰属の段階においては帰属理論の原則に従って帰属

が阻却される場合でも、その阻却の理由とされる不自由について行為者自身に事前に落

ち度があったのであれば、その結果はなお行為者に帰属させることができるとし、この

ような処理を例外的な帰属として主張している。 

以上のように、結果回避可能性といっても、学説の立場によってその意味は異なるこ

とが明らかになった。論理的結合説による結果回避可能性は、結果に対する行為の支配

力を検討する要件である。法益の不良変更としての結果回避可能性は、法の期待ないし

法秩序から見て、当該行為者が行為時に行為客体の状態の不良変更を防止することがで
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きたかにかかっている。客観的帰属理論から結果回避可能性を要求する説、特に関連説

と、相当因果関係の判断の中で、注意義務を遵守したとしても結果がなお発生したであ

ろうという場合に犯罪の成立を阻却する立場とによれば、結果回避可能性は、注意義務

が結果発生を防止するのに相応しいという判断であり、注意義務の有効性、或いは行為

規範の確証となる。広義の帰属論における「原因において自由な行為」の処理は、結果

回避可能性を法的責務違反として捉えるが、如何なる場合に責務違反があるか、また、

行為と行為性ないし責任能力との「同時存在の原則」に対する違反が問題となる。 

結果を回避し得えたことを意味する、結果や法益に関係づけられた結果回避可能性概

念は、結果への支配力や行為による結果の不良変更を重視するため、事後的観点により

判断される。しかし、学説によっては、具体的結果や法益から離れ、「注意義務」や「行

為規範」などの事前的観点により判断を行うものがある。そこでの「注意義務」や「行

為規範」の実質も、また漠然とした内容である。 

第 3 章 結果回避可能性に関する日本の判例 

本章においては、日本の判例がどのように結果回避可能性ないし結果回避義務の有無

を判断しているかに検討を加え（第 2節）、そこで結果回避不可能或いは結果回避義務が

ないと述べられていることが何を意味するかについて分析を行う（第 3節）。その際、第

2節では過失犯、不作為犯及び故意作為犯を分けた上、過失犯についてさらに、罪責の判

断過程或いは結果回避可能性の判断に特色のある、自動車交通事故と、そうでない事故

を分類し、それらにおける結果回避義務ないし作為義務、及び、結果回避可能性を検討

する。この分析は特に、結果回避義務が事前に如何に設定され、事後になってから如何

に確認されるかに注目するものである。 

第 2 節の検討により、具体的な事案における結果回避義務が判明すると、それに対

応する問責行為も明らかになる。この点について、以下の結論が得られる。第 1 は、

結果回避義務の内容はその根拠から導くことができるが、それが直ちに具体的事案の中

で行為者に期待されるものではないことである。事前に示された結果回避義務に対する

違反があっても直ちに刑法上の注意義務違反があったとはいえないこと、また、結果回

避義務の明確な根拠がない場合、或いは、根拠が条理などのような不明確なものである

場合に、事前に何をすべきかを知るのは困難であることに鑑みれば、罪責の判断として

はむしろ事後的判断の方が有用である。実際に具体的事案の中で行為者に期待されるの

も、事後に判明するものである。 

第 2 は、交通事故と交通事故以外の諸事案とで、問責時点ないし問責行為の態様が異

なって扱われていることである。問責時点として、交通事故の場合には、結果から遡っ

てなるべく時間的・場所的近接性のある行為を特定する傾向があり、そこでの問責行為

の態様はより具体的であるのに対し、交通事故以外の場合、問責時点は不明確であり、

結果発生から非常に遠い時点であってもそのことと段階的過失論との関係は問題とされ

ていない。そこでの問責行為の態様は結果不発生のためになすべきより包括的な義務に

対する違反であり、作為か不作為かも区別し難い。 

第 3 は、結果回避義務と作為義務の関係である。実務における両者の判断構造は非常

に類似しており、作為義務の根拠と結果回避義務の根拠の間に有意な差を見出すことが



4 

 

できない。学説は、このような根拠が刑法上の義務の根拠としては形式的にすぎると考

え、実務上用いられる作為義務とは直接の関係がない実質的な根拠を提示しようとして

いる。しかし、実務では、まさにこのような作為義務が、一方で結果回避義務の機能を

も有し、他方で、それに従って結果発生の周辺にいた複数の者の中から、誰が義務を負

うべき地位ないし立場にあったのかの判断を通じて、問責対象者を探し出すことを可能

にする。そのため、さらなる制限を行う理由は、おそらく実務的な観点からは理解し難

いであろう。作為義務と結果回避義務を区別しようとするなら、作為義務には結果回避

義務とは異なる、またはそれを超える原理ないし根拠が必要である。 

第 2 節及び第 3 節の分析から、以下のことが分かる。第 1は、結果回避可能性に

関する判断の内容である。一般に、本章第 3節の分類によると、実務では、「結果回避義

務を果たしても結果を回避できなかった」、或いは「結果回避義務がなかった」という判

断が、異なった 3 つの意味をもって用いられている。すなわち、（1）設定された行為を

しても結果を回避し得ないとする因果関係に関する判断、（2）被告人の素質・能力など

を考慮することによって結果回避義務を否定する判断、（3）結果予見可能性に関する判

断である。（3）はさらに 2種類に分けられる。1つは事故の結果予見可能性がないことに

より、結果回避可能性がないとされる判断である。そこでは多くの場合、専門的知識の

不足或いは異常事態の介入のために客観的結果予見可能性がないとされる。もう 1 つは

信頼の原則の適用によって、結果を予見する注意義務ないし結果回避義務がないとされ

るものである。このように見ると、まず、結果回避可能性の判断には、少なくとも因果

関係、当該行為の行為性、行為者の責任能力、結果予見可能性など、非常に異質的な要

素が含まれていること、従って、結果回避不可能性とされるものも多義的であることが

分かる。 

第 2 は、因果関係ないし義務違反と結果との因果関係を判断する際に、裁判所が個人

の予見可能性、結果回避義務の履行可能性、行為性や責任能力などの異質的な要素を考

慮に入れて結果回避義務を構成していることである。これは個別化された結果回避義務

をもって因果関係を判断するものである。結果回避義務と、結果との間に因果関係があ

るかについての判断は、結果を回避し得なかったとすれば結果回避義務も否定されると

いう関係にあるため、因果関係の存否の判断であるとともに結果回避義務の存否の判断

でもあり、実行行為の判断でもあり、過失の判断でもある。そのような注意義務と因果

関係の判断は、多くの要件を混同し、体系を壊しており、違法性を不当に個別化するも

のである。そのため、判例評釈が同じ判例に対して異なる位置付けをするのも、よくあ

ることである。 

第 3 は、結果回避可能性ないし信頼の原則の考慮によって、因果関係や過失について

の判断がより限定的になることである。従来、注意義務違反行為によって死傷事故が発

生した場合、行為者の行為が結果発生の一因であれば、たとえ被害者側に何らかの過失

や落度があったとしても、行為者の罪責の成否には影響を及ぼさないとされるのが通常

であった。しかし近時は、結果回避可能性や信頼の原則の考慮によって、行為が結果の

一因であってもなお「因果関係がない」或いは「過失又は注意義務がない」とされる場

合がある。このような場合において、危険増加論は日本の裁判所に拒否されているとも

解されている。ただ、交通事故以外の事案においては、信頼の原則の考慮は稀であり、

また、問責行為の態様は、結果不発生のために果たすべきより包括的な義務に対する違
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反とされるため、結果を回避することは容易になり、結果回避可能性はほとんど問題と

ならなくなる。ここでの罪責判断における結果回避可能性ないし信頼の原則の考慮によ

る限定機能は、あまり看取できない。 

第 4 は、結果回避可能性と結果予見可能性の関係である。結果回避可能性の検討は、

結果回避義務の特定を前提とするため、特定される結果回避義務が時間的・場所的に結

果から離れていくと、その問責行為は法益保護のためのより包括的なものになる。或い

は、結果回避義務が数多く想定され得るため、結果回避可能性の存否は通常問題でなく

なる。 

第 5 は、結果回避可能性の判断が事前判断か事後判断か、そして、結果回避義務の設

定が事前的なものか事後的なものかについてである。まず、結果回避義務は、事後的に

構成されることが可能であり、現に事後的に特定されている場合もある。次に、あくま

で事前的結果回避義務を参照した上、さらに事後的に結果回避義務を再構築して結果回

避可能性を判断する裁判例もある。時間的に遡って、結果発生の可能性に影響する恐れ

のあるあらゆる要素を考慮すれば、事後的な観点から、かなり具体的且つ客観的な複数

の結果回避義務を特定できることが分かる。結果回避可能性の判断を行うために不可欠

な結果回避義務の設定は、一般的・抽象的におよそ全ての法令の遵守を意味するもので

はなく、結果との関係で具体的になされるものである。 

前章及び本章の検討をまとめると、まず、学説の多くは、結果回避可能性の検討にお

いて、注意義務、行動基準、行為規範や帰属規則といった、具体的結果とは関係のない

基準しか挙げていない。広義の帰属論における「原因において自由な行為」の処理は、

被告人が何らかの責めを負う場合に、段階的過失論や原因において自由な行為などによ

り遡って問責することで、結果回避可能性の問題を解決する方法を提示している。だが、

これは「同時存在の原則」に違反する点で問題である。日本の判例も、結果を回避し得

なかったと判明した場合に初めて、時間的・場所的に遡って問責するものであるので、

広義の帰属論の処理方法を採用していないように思われる。具体的な結果発生に直面す

る実務では、結果発生防止のために何をするべきであったかを、事後的により明確に指

摘・明示し得ている。実務上の結果回避可能性の判断は、実際は、自然的因果関係、規

範的因果関係、結果予見可能性、被告人の能力などを考慮に入れて、そのもとで結果回

避義務を設定し、設定された結果回避義務違反がなければ結果を回避し得たかどうかを

問う過程であると解される。 

第 4 章 終わりに 

これまでの考察によって、結果回避可能性の検討は、罪責の判断構造において、「因果

判断のアプローチ」及び「義務判断のアプローチ」のいずれか或いは併用から行われて

いることが分かる。結果回避可能性を独立の犯罪成立要件とする必然性があるとは思わ

れないが、本稿は、刑法の任務を法益保護と解する立場に立ち、違法論において法益侵

害説をとって、法益侵害・危険の惹起が禁止の対象になるとして結果無価値論を採用し、

故意・過失はもっぱら責任の要素であると考えるところから、また他の犯罪成立要件の

機能に鑑みて、結果回避可能性の存否の検討は、条件関係の判断の限度でなお必要であ

ると考える。以下はこのような態度決定に基づく、問題意識に対する返答である。 
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第 1 に、結果回避可能性ないし結果回避義務に関する判例の判断は、異質的な諸要素

を含有するものであることが分かる。しかし、犯罪論の体系の構築においては、相応し

くないものを取り除く必要がある。刑法上の違法性は、事前判断による行為無価値の判

断ないし社会生活上の行為規範の遵守の検討を取り込まずに、法益保護という任務を固

持すべきである。それぞれの異質的な要素は、本来の体系上の位置に戻す必要がある。

特に問題となるのは、客観的予見可能性がどこに配置されるかであろう。信頼の原則の

適用は、高度の客観的予見可能性や高度の主観的予見可能性を否定するものと考える余

地があるため、後者は責任要素の過失に属させ、前者は客観的予見不可能性（不可抗力）

事例とともに相当性の判断に入れることが考えられる。ただ、前者の扱いにおいては、

なお相当因果関係の検討、場合によっては再構成が必要であろう。これを今後の課題に

する。また、現在の相当性の判断は、特に客観説で相当性によって因果関係を阻却する

機能の弱いことに鑑みると、既に結果原因とされた行為と結果との関係、すなわち、行

為の危険性が実際の結果に具体的に実現しているかの確認に尽きている。これに対し、

結果原因の判別は相当性の判断においては行われ得ないのではないかという問題があり、

条件関係によって担われる必要性が出てくるように思われる。これは伝統的に「条件関

係の中断」として論じられ、現在では客観的帰属論で扱われる領域であるが、それ自体、

本格的な検討を要する。 

第 2 に、条件関係の検討の際、法が期待する行為を行えば結果は起こらなかったであ

ろうという場合に条件関係を否定する論理的結合説の根底には、すべての人が法の期待

する行為をすれば結果は起こらなかったはずだという考えがあるように思われる。行為

者が法の期待する行為をしてもなお結果が起こったであろうということは、具体的結果

発生の原因が他にあったことを意味する。町野説の指摘の通り、このような論理的結合

説の判断は、行為が結果に対する原因であるかどうかの判断であり、程度ではなく有無

の判断である。このように考えれば、論理的結合説は支持できるものと思われる。そし

て、その判断に合理的な疑いがある場合には、条件関係が阻却されるべきであり、危険

増加論を採用すべきではない。 

第 3 に、法が期待する行為は事後的に確定されるものだとすると、論理的結合説を行

為無価値論ないし行為規範の遵守要請だとすることはできなくなり、なお事後判断を維

持することが可能である。基準の事後的形成は、その基準の適用によっても事前判断に

なり得ないように思われる。前述のとおり、結果回避義務は事後的に構成されるもので

あり得るが、義務自体は事前的に課されるものであるため、結果が起こってから、結果

を回避するために何が期待されるかを考えることによって事後的に構成されるものが、

義務と呼ばれることが適切かどうか、具体的な構成方法はなお検討する必要があるよう

に思われる。 

最後に、最も重要なのは、法が期待する行為の構成において、犯罪として評価すべき

行為の特定は、過去の因果の流れの中での取捨選択判断だといっても過言ではない。す

なわち、具体的結果からどこまで遡って問責することが適切で、許されるものであるか

について、取捨選択の側面が顕在化する。このことは、既に段階的過失と引受過失をは

じめ、管理監督過失論、原因において自由な行為、早すぎた結果の発生ないし一連の行

為論の議論に現れてきている。むしろ、行為と結果との間の因果の流れの中で、具体的

結果発生・危険の発生時点を鑑み、結果との結び付きの希薄性をもって、法の期待する
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行為に関する取捨選択判断を制約する要素とすることが望ましい。このように、問題を

総合的・包括的に解決する必要性が生じ、それが必要であれば、その解決可能性ないし

方法を探ることが求められよう。 

本稿の立場によって必要とされた、結果回避可能性判断としての条件関係＝論理的結

合説に基づけば、法的に期待された行為とは如何なるものかについての事後的・具体的

な描き方について、上述の方向性を示すことが必要であろう。本稿の立場から、論理的

結合説は、自然的に見れば結果との因果関係のある行為や事情の中で、刑法上の結果原

因であるものを見出すための検討方法である。それは因果関係の判断である以上、客観

的なものでなければならないし、法的に期待された行為は原則的には結果回避に資する

ことができるものでなければならないように思われる。それは一般人にとって結果を回

避し得るものとして構成された行為でなければならず、行為者個人の素質や能力などの

主観的要素は考慮すべきではない。客観的結果不法を描くことが必要である。仮に行為

者にその法的期待された行為をすることができないとしても、それは責任論の問題であ

り、因果関係論で取り扱う問題ではない。法的に期待された行為を行っても、実際に起

こったであろう事実経過によって、なお結果が発生したであろうという場合には、条件

関係がないことになる。 

裁判の場で、刑法のできることは、事後的に事実を再構築し、結果までの流れを見て、

結果を回避するために期待される行為は何かを、事後的に指摘することであり、且つそ

れだけである。事後判断のみによっては、確かに行為者に不可能を強いる恐れが存在す

る。しかし、事前判断によってはより良い結果回避方法を見出すことのできない場合が

あり、不可能を強いることの防止にはなお他の要件を求めれば良いのである。結果が客

観的に発生してから刑法が発動し、結果回避を念頭に置いて、結果を回避しえたかを回

顧的に検討することが必要であり、事後的に構成された法の期待する行為をもって、行

為者の行為を問責する方が適切であるように思われる。そして、その場での結果回避措

置の判断が市民個人に委ねられた結果、事後的な裁判所の知恵により構築されたほうが、

期待する行為の程度には当然厳しい側面があるため、他の要件によって個人の自由と結

果回避との緊張関係に十分に配慮することが必須であろう。なお、事後的な結果回避可

能性の判断は、結果回避ないし法益侵害の存否に関しての構成要件論における評価でし

かない。その後の段階になお相当性の判断及び違法性判断があり、さらに責任論におい

て個人の能力ないし素質などにより行為時におけるやむを得ない事情を熟考すべきこと

が、法益保護の原則及び責任主義から導かれよう。 




