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はじめに 
 
	 複数の者が関与している事件においては、故意犯の場合は伝統的な共犯論で解決でき

る事案が多いが、過失犯の場合は一定の困難がある。特に、分業化しつつある現代社会

において、重大人身事故などで担当者にそれぞれどのように刑事責任の帰属を認めるか

を検討しなければならない。 

	 これを検討するにあたり、本稿は規範論の視点を手がかりとする。規範論は刑法学史

上も古い学説であるが、それをもって刑法を解釈する考え方は、現在、多数に上るとは

到底いえない。しかし、規範は刑法において必要不可欠な概念であり、刑法理論の様々

な分野に浸透している。古い規範論が、どのように、現代社会に多発する重大事故の刑

事事件に対して有益な示唆を与えるかは、注目されるべきではないかと思われる。 
	 特に、規範論における、規範の名宛人や、過失における注意義務の行為規範性、また、

規範の保護目的などに関する検討は、過失共犯の事例に対する判断を説明するのに役に

立つことが期待される。例えば、過失犯における行為規範は刑法そのものだけから内容

を解明することはできず、刑法外の諸規範をふまえなければならないことは、以下で示

すように、規範論から説明され得る。したがって、本稿は、過失により複数の者が関与

している事例が現に存在することを前提とし、規範論の考慮を入れた上で、規範を過失

論ないし共犯論に統合する試みとして、事例を解決する枠組みを検討する。 

	 検討は、以下のアウトラインに従って順次展開される。まずは、法規範を一次的な行

為規範と二次的な制裁規範に分ける二分法に基づき、二つの規範の名宛人、目的、判断

方法などの面における区別、およびその相互の関連性を検討し、規範論によって再構築

された刑法体系を理論的基盤として、過失共犯の検討を展開するための基礎を作る。そ

して、過失論において、過失の行為規範を法的義務から求めることで、客観的帰属論に

おける規範の保護目的を抽出し、過失共犯の検討の理論的根拠とする。さらに、共犯論

において、統一的正犯概念と制限的正犯概念の区別に引き続き、共犯規定の制裁規範と

しての性格を解明し、過失共同正犯に関する諸説を検討する。 後に、過失犯における

義務の行為規範性、法秩序の統一性、および、共犯の制裁規範性を念頭に置き、規範論

をもって具体的な過失共犯事例を説明することを試みる。  
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第一章	 規範論 
 
第一節	 規範の語源的意義  

 
	 規範を語源学から考察すると、「規」はコンパスであり、「範」は枠であることがわか

る。「規範」に相当する欧州諸語における単語（英 norm、仏 norme、独 Norm）はラ

テン語の norma に由来するものが多く、語源上は「大工が直角を測るために使う定規」
を意味する1。したがって、製図の際に円や直線を描くために用いられる道具である点

で共通している。現代語では、派生的な語義を使うことが多い。すなわち、線がまっす

ぐか曲がっているかを測量するように、人間の行動を測定して判断するものである。具

体的にいうと、ある行動が正当なので禁止されていないか、それとも不正なので禁止さ

れるかという判断である。しかし、法における規範はどのような意味を持っているのだ

ろうか。以下はビンディングの規範論を中心として法規範の意義を考察する。 

 
第二節	 規範の二分法  

 
	 刑法における規範は、一次規範としての行為規範と二次規範としての制裁規範に分け

られる、と一般的に認められる。このように規範を二つの部分に解析するという二分法

は、刑法に限るものではなく、刑法以外の法領域にも妥当である。二分法に基づく規範

論はビアリングの時代からすでに、民法・行政法を含む法領域全般に適用され、トーン

の命令説によって規範の内容を命令として定着させられ、 終的にビンディングの規範

論によって集大成された。以下は、彼らの学説を順次に展開する。 

 
（一）ビアリングの規範二分法 

 
	 現在に一般的に認められた一次規範と二次規範の区別は、ビンディングの規範論で本

格的に展開されてきたが、実際のところ、ビンディングに先行して、ビアリングによっ

て 初に唱えられた。 
	 彼は次のように述べた。法規範は、自らの価値を持つか、それとも他の法規範が役に

立たない場合にそれを補う価値のみを持つかによって、一次的意味のある規範と二次的

意味しかない規範に分類することができる。一次規範の目的は、共同社会の生活を規律

                                            
1 D.P. Dimpson, Cassell’s Latin Dictionary, p. 396. 水谷智洋編「羅和辞典・改訂版」 
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することである。これに対し、二次規範の目的は、一次規範を臨時的に助けることであ

り、完全理想的な共同社会の生活において一次規範が遵守されれば、二次規範は余計な

ものになる。 

	 二次規範は一次規範が不足なときの結果規範であり、換言すれば、一次規範が役に立

たないか、あるいは不十分なことを条件とする仮定的規範である2。ビアリングはいわ

ゆる三次規範をも提唱したが、あまり重要性が見出されていないため、ここでは省略す

る。 
	 ここで、ビアリングにとって、一次規範は二次規範の前提であり、さらに、法的規範

判断においては、さしあたり一次規範を、さらに二次規範を、順序正しく判断しなけれ

ばならない、という点が重要である。ビンディングの規範論もまさにこのような判断順

序を踏襲した。なお、ここにいう規範の語は刑法に限られず、民法や行政法にも適用さ

れることは、念頭に置かないといけない。というのも、これは後に検討される法秩序の

統一性にも関連しているからである。 

 
（二）トーンの命令説 

 
	 現在、一般的に認められるのは、規範の内容は命令か禁止かであることである3。こ

のように命令を規範の内容とする考え方は、トーンの命令説から 初に展開された。命

令説の中心的な主張は、一言以て之を蔽うと、「法全体は命令の複合体にほかならない」、

というものである。具体的にいえば、法秩序は、その規定の適用される者に、特定の行

為をするための刺激を与えようと試みる。このような刺激は、積極的または消極的な内

容を持つ命令を通じて実現される。あらゆる法規には概念的に命令が含まれる4、とす

る。 
	 さらに、このような「命令」は、概念的に、法秩序によって与えられる命令違反の結

果と区別される点で5、ビアリングの一次規範と二次規範の区別と類似の区別を示して

                                            
2 Bierling, Prinzipienlehre I, S. 133 ff. なおビアリングの説明が刑法に限定されるこ
となく、法秩序全般に及ぶことに注意しなければならない。例えば、民法においても、

契約自体としての一次規範と、契約違反から生じた違約責任としての二次規範が両立し

ている。 
3 前者は「しなければならない」という事柄を積極的に要求することであり、後者は「し
てはならない」という事柄を消極的に阻止することであるが、しかし、後者もある意味

で「不作為」を積極的に要求するから、広義の命令は、禁止をも含めていると言えるの

であろう。 
4 Thon, Rechtsnorm, S. 2 ff. 
5 Thon, Rechtsnorm, S. 5. 
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いる。 
	 例で説明すると、「汝殺す勿れ」という禁止は、あらゆる規範名宛人に向けられてい

る。この禁止が故意に違反された場合は、この時点でなお有効な法の考え方として、殺

人者が死をもって自分の行為の償いをするよう要求する。しかし実際には、殺人者の処

刑だけが、殺人の法的効果であるわけでは決してない。法は犯罪を完全に阻止できない

ように、即座に行為者の死亡を犯罪に結び付けることができない。法はただ、犯罪者が

特定の刑罰を受けるように努力することができるだけである。法秩序の前には二つの道

が現れる。法秩序はさしあたり犯罪者からこれまで与えていた保護を一般的に剥奪でき

る。犯罪者の生命を他人の生命と同様に庇護する命令は、いまやその行為のせいで崩壊

した。その生命は他人の任意に委ねられる。しかし、犯罪者をその行為を理由として何

人にも委ねるとすることは、法感情にとって抵抗がある。他方、死刑は殺人者に確実に

執行されなければならず、他人の気持ち次第とはならない。それゆえ、犯罪者を保護す

る命令は誰に対しても廃止されたわけではなく、今は単に特定の国家機関に対して中止

されただけである。だが、国家機関は同時に殺人者と戦う義務を負わせられた。例えば、

容疑者を逮捕し、有罪判決を下し、さらに刑罰を執行することである。刑事司法機関に

向けて、殺人者の訴追と刑罰執行を目的とする命令が、殺人の遂行を契機として発せら

れたのである。国家機関のこの義務は、殺人の法的効果である。 初の規範違反（この

例では殺人）は条件であり、規範違反が起こってから、法秩序はさらに命令を下し、こ

れまであった命令の取り消し（国家に対し一般的な生命保護義務の一部を解除すること）

を表明する6。 
	 以上のトーンの命令説を概観すると、命令を規範の内容とし、さらに、二分法と関連

し、これを一般人に向けられる一次的命令と、この命令を前提として国家機関に向けら

れる二次的命令とに分ける。ビンディングの規範論は、まさにこのような命令説と密接

に関連して展開されていく。 

 
（三）ビンディングの規範論 

 
	 ビアリングの規範二分法もトーンの命令説も、刑法に限らずに、法秩序全般に適用さ

れるものである。刑法における規範論を確立し、本格的に展開したのは、ビンディング

であり、その「規範とその違反（Die Normen und ihre Übertretung）」は代表的著書

                                            
6 Thon, Rechtsnorm, S. 10 ff. 
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である7。 
	 ビンディングは、規範を刑法（Strafgesetz）から独立したものと考える。彼はさし
あたり、歴史的にも現在の一般大衆にも日常用語として使われてきた「犯罪者が法律に

違反した」という表現の解釈は間違っている、とする。具体的にいうと、二つの間違い

が刑罰法規の真実の意味内容を不明瞭にした。まずは、犯罪の成立を判断した際に依拠

した刑法の条文を、犯罪者の違反した法規と同一視するという誤りである。次は、犯罪

者が違反した「法」を、不文法ではなく成文法の中から見つけようとすることである。

このような誤解は、刑法の法典化時代に安易に想定され、今はさらに強化されている。

厳格に解釈すれば、例えば殺人を実行した犯罪者は、刑法上の殺人罪の規定に違反した

のではなく、 むしろ同規定に該当したことになる8。これはビンディングの学説の展開

にとって重要な出発点である。 
	 したがって、犯罪の成立を判断する際に依拠した刑罰法規は、犯罪者が違反した法規

と区別されなければならず、「犯罪者は刑法に違反した」という考えは間違っている。

犯罪者が違反したのは、行為の準則を規定する法規にほかならないとされる。このよう

な法規は、ビンディングによって規範と名付けられる9。 

	 しかし、後に述べるように、現代の特別刑法においては、禁止規定と罰則とが分離さ

れていることが多いが、ビンディングの想定しているのは刑法典のような規定であるこ

とが前提である。現在の規範論者は、ビンディングに用いられた、規範と刑法の用語法

を放棄し、ビアリングの一次規範と二次規範に対応して、それぞれ行為規範と制裁規範

を用いることになった。 
	 以下では、ビンディングの規範二分法の紹介を中心とし、後世の規範論者の学説を付

け加えつつ、行為規範と制裁規範の区別と両者の関連とに関する議論を具体的に分析す

る。 

 
第三節	 行為規範と制裁規範との区別  

 
（一）名宛人 

 

                                            
7 日本におけるビンディング説の紹介は、山中「犯罪体系論における行為規範と制裁規
範」43頁以下参照。なお、竹田の著書『法規範とその違反』は自説を加えてビンディ
ングを紹介するものである。 
8 Binding, Normen I, S. 1. 
9 Binding, Normen I, S. 2. 
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	 行為規範と制裁規範との も顕著な区別基準は、名宛人である。ビンディングの規範

論はまさに、行為規範が一般人に適用され、制裁規範が国家に適用される、という出発

点から、規範の二分法を確立した。 

 
（1）行為規範と一般人 

 
	 一般人としての犯罪者が違反した法規は、ビンディングによって規範と名付けられる

が、現在は制裁規範と区別するために、行為規範と呼ばれている。 
	 ここでいう「一般人」は原則として、刑法の適用範囲が及ぶすべての人を指している

が、具体的な犯罪においては範囲を制限することもある。例えば、職務犯罪が成立する

ためには一定の身分が要求される。しかし、これは一般人原則に矛盾していない。とい

うのも、身分のある人も一定の範囲内の「一般人」であるからである。 

	 なお、過失犯や不作為犯の議論を想起すればわかるように、規範命令の範囲はさらに

精緻化しなければならない。特に、行為規範の名宛人としての「一般人」は、どのよう

な能力を要求するかという問いに答える必要がある。例えば、子供や精神病者などのよ

うな、規範を理解する能力に欠ける人は、行為規範の名宛人としての「一般人」に属す

るか。 
	 ビンディングによれば、刑罰を指示する法律における「当為」の前提条件は、犯罪の

概念が行為能力のある人によって実現されたことにある10。さらに、規範に拘束される

者の範囲は、規範創出者の意思と管轄とによって決められる11。服従とは、義務動機に

基づいて、自己の意思を権威として認められる他人の意思に従属させることにほかなら

ない。それゆえ、服従させる権利は行為能力の発現である遂行に向けられる。規範は、

要求を満たす能力と違反する能力のある人にしか義務付けられない12。 
	 ビンディングと類似するより新しい考え方として、ゲッセルの主張が挙げられる。つ

まり、規範は例外なくあらゆる人に一般的に向けられており、具体的な特定の法益への

偶然の侵害ではなく、ただ人間の行為によって引き起こされた侵害のみを回避すること

を目的とする13。さらに、規範は、法社会の構成員として規範命令に服従し一般的に合

規範的な行為に向けた制御をすることができる名宛人にしか向けられない。したがって、

規範は動物や稲妻や偶然の出来事に対して何も要求しない。規範に違反するのは、人間

                                            
10 Binding, Normen I, S. 7. 
11 Binding, Normen I, S. 98. 
12 Binding, Normen I, S. 99. 
13 Gössel, FS Bruns, S. 45. 
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の行為による回避できる法益侵害のみである14。 
	 しかし、このような行為規範の名宛人の制限に反対する学説もある。トーンは、法律

上保護された利益を侵害から自力で保護することが許されるとき、その侵害が自然現象、

動物、責任無能力者、責任能力者のいずれによって引き起こされたかは問われない。す

なわち、責任無能力者の行為も法的効果を引き起こすことを理由に、このような命令が

子供や精神病者などの責任無能力者にも向けられ、法秩序にはそれらの者の義務も含ま

れる、とし、責任なき不法を認めた15。 
	 日本の学説に視点を移すと、行為規範の名宛人に関し、山中は以下のように述べた。

行為を動機付けるに、規範に従えたかどうかは重要でなく、規範が禁止する行為をした

者はすべて規範に違反しているから、個人の意思決定可能性は前提とはならない。規範

的応答可能性は、制裁を課するべきかどうかの判断にとって重要なのである。行為規範

は、規範内容を理解できない者にも妥当するのであって、正当な行為か否かについては、

「評価」を下しているのである16。 
	 中国においても、行為規範の名宛人を一般人とする学説がある。つまり、刑法におけ

る行為規範は、一般人に適用されるものであり、個別化するものではない。規範が、成

人に対して「人を殺すな」と命令しながら、子供や精神病者に対して「人を殺してもよ

い」と教えることは考えられない。言い換えれば、正当化事由が存在しない限り、あら

ゆる殺人は規範によって禁止される17。 

	 私見をいうと、不法と責任との区別を維持する限り、規範は責任能力の有無を問わず

すべての者に向けられるものだというのは妥当である。精神病者や子供の行為は、その

者に刑事責任を負わせないにもかかわらず、やはり人間の行為であり、自然現象と同一

視されてはならない。しかも、これらの行為に対しては、刑罰が科されなくても、何の

法的効果もないわけではない。ビンディングの時代にまだ存在していない、精神病者の

強制入院などの保安処分は、まさに法秩序が刑罰の代替手段として規範違反に反応する

好例である18。ある者が責任能力がないという理由で、規範の名宛人の範囲から除外さ

れるとすることは、到底支持し難い。 
	 規範の名宛人が一般人であることを前提とし、具体的な場面において、行為者の特別

                                            
14 Gössel, FS Oehler, S. 100. 
15 Thon, Rechtsnorm, S. 90. Roxin, AT I, S. 323. 
16 山中「犯罪論の規範構造」386（672）頁。 
17 張明楷「違法阻却事由与犯罪構成体系」33頁。 
18 ドイツの保安処分は 1933年になってはじめて「危険な常習犯に対する保安及び改善
の処分に関する法律」に伴って導入された。それ以前は、刑罰が刑法における唯一の法

的効果であった。 
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な能力を考慮に入れるか否かという問題は、過失のところで検討する。 

 
（2）制裁規範と裁判官 

 
	 制裁規範は、裁判官をはじめとする法律家に適用される規範であり、行為規範に違反

した場合、どのように判断を下すかという指示を内容とする。 

	 しかし、ビンディングは、制裁規範の名宛人は、裁判官ではなく、国家だとした。 
	 彼はさしあたり、帰謬法を用い、刑法の制裁規範の名宛人から犯罪者を除外した。つ

まり、もし、刑法の命令が刑法の第一部分に記述された行為を行った犯罪者を拘束する

ものだとすれば、犯罪者に、相当の刑罰を自分自身に科する法的義務を負わせるものに

なるだろう。犯罪者は、もし刑罰を自分に科さないとすれば、二重の犯罪を行ってしま

う。第一は、刑罰を自分に科すべきことの根拠となる本来の犯罪であり、第二は、刑罰

を自分に科さない犯罪である。第一の刑罰のほか、この者は、原則として受刑義務を怠

ることに起因するさらなる刑罰を招くことになる。このような奇妙で不合理な結論を避

けるため、刑法の命令は犯罪者、さらに一般人に向けられるものではない、とビンディ

ングは結論する19。 
	 さらに、ビンディングは、刑法の制裁規範の名宛人から裁判官を除外した。つまり、

一見したところ、命令は刑事裁判官に適用されるようであるが、しかし、例えば、裁判

官が故意に現行法によらずに判決を下す場合は、殺人罪や詐欺罪などの法律に違反した

のではなく、むしろ現行法に従って判決を下す義務を怠ったのである。そのため、裁判

官の義務は、直接的に刑法からではなく、職務上の行為に関して生じる20。 

	 後に、ビンディングは、国家を刑法の制裁規範の唯一の名宛人として認めた。刑法

における命令は、犯罪者でもなく、裁判官をはじめとする法律家でもなく、刑罰を科す

義務のある立法国家か、あるいは派生的に刑罰権を授権された機関に向けられるものに

ほかならない。刑法は、国民のためでもなく、刑事司法官のためでもなく、刑罰権を有

する国家21のための規範である。裁判官と執行官は、委任者から授けられた権利と義務

を果たすのである22。 

                                            
19 Binding, Normen I, S. 13 ff. 
20 Binding, Normen I, S. 14 ff. 
21 君主制の場合は国家元首としての君主、とビンディングが強調した。しかし、現代
社会においては、国家だけを検討すればよいだろう。 
22 Binding, Normen I, S. 16.	 ビンディングの考え方は、思うに、法的義務の二重性に
依拠している。彼によれば、法的義務は、一身専属的な義務と法的拘束に分けられ、い

ずれも特定の行為をするよう要求することであるが、両者の相違点をいうと、前者は他
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	 ビンディングは国家の刑罰権を厳格に解釈しようとしたことがわかった。しかし、こ

のような刑罰権は、具体的には裁判所や警察など、抽象的には国家に属するとするほう

が自然な考え方であり、裁判官などは単に国家の代表者として現れるので、刑罰権の行

使についてビンディングのように細かい区別する必要はないだろう。 
	 しかも、ビンディング自身も、裁判官と国家とのこの関係を認め、以下のように述べ

た。国家が刑罰義務を果たすため、憲法や刑事訴訟法は、分業の原則により、国家元首、

検察官、裁判官、刑罰執行官から構成されるシステムを立てる。法的刑罰義務は、刑法

によって直接に果たされるわけではない。刑法は規範の公布のために、刑法の施行の過

程において、特に憲法と刑事訴訟法の立法を通じて必要な基礎を作る23。 

	 現在は、裁判官などの法律家を制裁規範の名宛人とするのが通説である。例えば、キ

ントホイザーは、行為規範と制裁規範との区別に言及したとき、「刑法の構成要件に記

述された行為は禁止されたり許容されたりしており、これを示す規範が行為規範であり、

検察官や裁判官のような法曹に向けて、人を特定の条件下で特定の方法により訴追し刑

罰を科することを求める規範は、制裁規範である」とし、ビンディングに言及された枉

法裁判の事例については、「制裁規範に違反する場合には、枉法罪（ドイツ刑法 339条）

のような他のさらなる制裁規範が適用される」として、制裁規範の範囲に収める24。 
	 以下は、国家の抽象的な刑罰権を裁判官などの法律家の具体的な刑罰権を通じて実現

することを前提とし、制裁規範の名宛人を裁判官とする。 

 
（二）目的 

 
	 行為規範は、制裁規範と、名宛人の点で異なるのみならず、追求する目的も相違する。 

 
（1）行為規範の法益保護 

 
	 行為規範の目的は法益保護である、ということは一般的に認められる。トーンによれ

ば、禁止と命令の目的は、社会的利益、それゆえ人間の利益を保護し助成することであ

                                                                                                                                
人に委譲することができないものであるに対して、後者は他人に委渡することができる

ものである。制裁規範は、国家の刑罰義務として現れ、法的拘束にすぎないので、他人

に委渡することができ、裁判官によって果たされることが多い。 
23 Binding, Normen I, S. 22 ff. 
24 Kindhäuser, AT, S. 35. 山中「犯罪体系論における行為規範と制裁規範」42頁。 
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る。命令はただ目的を達成するための手段にすぎない25。ゲッセルも、行為規範は、例

外なく、具体的な特定の法益を維持するように要求する、とする26。 
	 ビンディングも法益保護に規範の目的を求める。刑罰の目的と異なり、（行為）規範

の目的はもっぱら予防的である。法にとって望ましいのは、今後は禁止された行為がで

きるだけ広い範囲で起こらないままであることであり、要求された行為が同じ範囲に起

こることである。法が人に与える禁止と命令は、人の自由に対する制限である。しかし、

この制限はそれ自体としての目的ではなく、ただ目的を達成するための手段にすぎない。

法的禁止は、あらゆる変更を遠ざける目的を有する国家的手段の一つである。この禁止

には、将来の攻撃から法的利益の不可侵性を保護する、というごく限られた役割が割り

当てられる。規範は、法益を絶対的に不可侵なものと宣言し、法益侵害をもたらさない

よう人々に自分の行為を調整することを要請する、とする27。 
	 ビンディングの学説によると、行為規範自体が法益保護の機能を果たす、という結論

が導かれるだろう。しかし、現在の規範論は、行為規範の法益保護は刑罰などの法的制

裁を通じて実現される、とすることが多い。 
	 例えば、高橋は以下のように述べた。刑法は刑罰によって法益を保護するものである。

これは、将来に対してのみ意味をもつことになる（予防的な法益保護）。この点に、刑

法の行為規範性の基礎がある。すなわち、刑法は、事前に、例えば「人を殺すな」とい

う行為要請としての規範を提示することによって、法益を保護するものなのである28。 

	 さらに、行為規範の法益保護機能を認めた上で、制裁規範にも法益保護的性格を付与

する学説もある。例えば、増田は、「一次規範としての行動規範は、法益保護の目的を

直接的に実現するための手段として定立されており、二次規範としての制裁規範は、行

動規範の事実的妥当を保障することを通じて、間接的に法益保護の目的を達成するよう

に設定されている」とする29。 
	 行為規範の法益保護目的は刑罰を通じて実現されることを認めれば、刑罰の目的論に

も関連している。現在、広範囲で認められている刑罰の一般予防機能は、まさに行為規

範の法益保護目的と同様の目標を追求している。 
	 その実現の具体的方法は何かを問うと、容易に思いつくのは心理強制説である。すな

わち、刑罰はどのように法益保護目的を実現するかといえば、刑罰は、人間の自由に対

                                            
25 Thon, Rechtsnorm, S. 3 ff. 
26 Gössel, FS Bruns, S. 43. 
27 Binding, Normen I, S. 52. 山中「犯罪体系論における行為規範と制裁規範」53 頁
以下参照。 
28 高橋『規範論と刑法解釈論』48頁参照。 
29 増田『規範論による責任刑法の再構築』168頁参照。 
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する制限としての害悪（一部の法域には生命ないし身体に対する害悪もある）であるの

で、犯罪を実行しようとする際、恐怖心により行動を控えるという効果が期待される。 
	 ビンディングは、心理強制説に対して反対の立場を採っている。彼は、これを規範命

令の絶対性から説明しようと試みた。すなわち、規範は、官庁の上司や軍事司令官の命

令と同様に、不服従に罰則を付してはじめて拘束力を持つものではない。命令を受けた

者は、命令を発した者の権威を認めれば、その命令を遵守しなければならない。法的命

令の拘束力は不利益に基づくわけではない。他人の法益侵害を禁止する法的拘束力を持

つ根拠は、法益侵害を禁止する立法者の権威的意思である30。しかし、この論説は、規

範命令を絶対視した上、さらなる正当化根拠を不要としている。これには、当時の観念、

いわゆる警察国家の色彩が濃厚に反映されていると見られる。特に命令説との関連の深

いことが推察される。すなわち、国家は自分自身に隷属する臣民に対して絶対的な命令

を下すことができ、このような権威的意思にさらなる正当化根拠は不要である。いうま

でもなく、これは現代の刑法理念と相違する。 
	 心理強制説には別の方法でも反論できる。例えば、刑罰よりも、検挙される恐れのほ

うが、犯罪に臨む者にとっては現実的な不利益として考えられる。さらに、現代社会に

おいて刑罰の威嚇効果は重要性を失っていくといってもよい。身体機能を破壊する残虐

な刑罰は徐々に廃止され、刑罰以外の制裁措置が整備されていくのは、まさに好例であ

る。 

	 刑罰の害悪が一般人に恐怖心を与えることで行為規範の法益保護機能が実現される

ものではない。この学説の代替理論として、積極的一般予防が挙げられる。 
	 ロクシンによると、積極的一般予防には、次の側面がある。まずは、一般人が法に忠

実であるように教育されるという学習効果である。次に、一般人は、法の執行を見なが

ら、法秩序が社会にとって効果的なものであるとの確信を形成するという信頼効果があ

る。 後は、法の違反に対して制裁を科し、犯罪によって破壊された社会関係を修復す

ることで、一般人の法意識を鎮静化するという満足効果である。特に満足効果は、現代

社会にとって重要な意味がある31。 
	 この立場は、刑罰を積極的一般予防と位置付ける点において、高橋の学説と一致して

いる。彼は、以下のように述べた。すなわた、制裁規範は、行為規範によって事前に一

般人に対して禁止・命令をしたにもかかわらず、行為者がこれに違反したことにより行

為規範違反が存在し、刑罰によって、この違反された行為規範を回復させる機能を有す

                                            
30 Binding, Normen I, S. 45. 
31 Roxin, AT I, S. 78 ff. 
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る。このような考え方は、刑罰は、一般人に対して、法秩序への忠誠および信頼を強化

するものと解する積極的一般予防論に属するものと位置付けることができる32。 
	 中国においても、法意識の形成について以下の論説がある。社会全体として、刑罰を

もって威嚇することで犯罪を予防する必要のある対象者は、せいぜい社会の少数を占め

るにすぎず、社会の構成員の大多数は法を遵守しているので、これらの者に治して刑罰

法規の明確化と公開を通じて予防機能を実現することができる。したがって、社会統制

の視点から、規範の権威で法を遵守する一般人の規範意識を強化することが、一般予防

の重点である。「規範の権威」の形成にとって、刑法における規範自体の正当性と、刑

法の正当性に対する公衆の認識と受容は、重要な意義を持っている33。 

	 私見をいうと、現代社会においては刑罰の積極的一般予防機能が認められる。行為規

範の法益保護目的は、まさに刑罰の積極的一般予防機能を通じて実現される。例えば、

「人を殺すべからず」という行為規範は、人が殺された事件で、被告人に刑罰などの法

的制裁を与え、一般人に「人を殺すべからず」という内容を教え、一般人の法意識を強

化することで、人間の生命を保護する。つまり、ヤコブスに言われたように、「刑法の

目的は法忠実の維持である」34。 

	 しかし、これは制裁規範の目的と混同されてはいけない。行為規範は、確かに、制裁

規範の内容となる刑罰などの法的制裁を通じて、目的を追求しているが、制裁規範自体

は、規範として、命令の性格を有している。裁判官の裁判行動を全般的に指導すること

であり、刑罰はただ制裁規範内容の一部にすぎない。制裁規範自体の目的は、法益保護

ではない。 
	 要するに、行為規範が法益保護を目的とすることは、一般的に認められる。これを出

発点として、行為規範の拡張的性格を展開することが可能である。すなわち、行為規範

は広範囲に一般人の行動を制限しないと、法益保護が効果的なものにならない。例えば、

白紙の紙を 1枚盗む行為は、ただ財産権保護の視点からのみ見ると、明確に行為規範に

違反する。いうまでもなく、「いくらかの価値以上の物を盗んではいけない」という行

為規範は考えられない。したがって、行為規範は広範囲で窃盗行為を禁止しなければな

らない。ここからは、行為規範の拡張的性格が明らかになっている。しかし、これらの

行為を処罰すると明らかに正義に反するので、刑罰権を制約する制裁規範がここで作用

する。続いて制裁規範の検討に入る。 

 
                                            
32 高橋『規範論と刑法解釈論』11頁参照。 
33 周少華「作為目的的一般予防」102頁 
34 Jakobs, Handlungsbegriff, S. 37. 
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（2）制裁規範の目的 

 
	 制裁規範は、行為規範と異なる目的を追求している。 

	 ビンディングは、制裁規範について、以下のように述べた。刑法は、刑罰権のある者

と犯罪者との関係としての刑罰権の発生とその内容および消滅を規律する法規である。

現代社会においては私刑が認められないので、刑罰権はすべて国家により所有され、同

時に国家の刑罰義務もある。したがって、刑法は、国家刑罰権の発生と内容と消滅を規

律する法規である35。刑罰を科すことは国家の負担である36。 
	 ルドルフィは、以下のように述べた。刑罰の設定や宣告や執行などの制裁規範、およ

び訴追機関による規範の実現は、法益保護のために人間に向けられる行為規範を、人間

行為に対する拘束力のある準則として固定させ、さらに貫徹することを目的とする37。 
	 山中は、規範の目的について、以下のように述べた。行為規範は、犯罪の予防を目的

とするのに対して、制裁規範は犯罪の事後処理を目的とする。犯罪論の体系とは、犯罪

の予防と事後処理のための目的合理的で機能的な規範体系である38。 
	 要するに、制裁規範は、国家の刑罰権を制限するものである。ここからは、制裁規範

が行為規範と異なる制限的性格を示していることが明らかである。前述した例を顧みる

と、紙を 1枚盗む行為は、確かに拡張的に禁止命令を下す行為規範に違反し、制裁規範
の検討の対象に入るが、現代刑法によって認められた可罰的違法性などの制裁規範によ

って、刑法的制裁の発動が抑えられる。 
	 したがって、行為規範と制裁規範によって構成された法秩序全体は、まさに拡張的機

能と制限的機能が両立できる規範体系である。 

 
（三）判断方法 

 
	 日本における規範論は、行為規範と制裁規範の判断方法上の区別をよく検討している。 
	 例えば、高橋は、事前判断か事後判断かのいずれに属するかを基準として、行為規範

と制裁規範を区別する。彼は以下のように述べた。刑法における規範構造が、行為規範

と制裁規範から構成されるとするならば、個々の犯罪構成要素はいずれかの規範の問題

として位置付けられるべきである。行為規範のカテゴリーに属する要素であれば、事前

                                            
35 Binding, Normen I, S. 20. 
36 Binding, Normen I, S. 22 ff. 
37 Rudolphi, FS Jescheck, S. 570. 
38 山中「犯罪論の規範構造」396（682）頁。 
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判断を行う要素となり、制裁規範のカテゴリーに属する要素であれば、事後判断を行う

要素となる。例えば、彼は、故意のうち、実行行為の質の認識を行為規範の問題とし、

結果発生の認識を制裁規範の問題とする39。 

	 山中も、制裁規範を事後判断とする。彼は以下のように述べた。制裁規範は、 終的

には、すべての条件がそろった後に作動すればよいから、行為時の判断ではなく、事後

的判断でよい。したがって、「結果・危険を含んだ行為」とは、事前的に見た行為では

なく、結果・危険が発生した後でそれが「行為に帰属された」場合に、その行為が規範

的判断の対象となるのである。結局、制裁規範の対象となるのは、事後的に結果・危険

が帰属される行為であるといってよい40。さらに、構成要件は、行為者の行為の時点を

基準にして、「構成要件の事前的要素」と「事後的要素」に分けて、原則的に、前者が

「行為規範」に属し、後者が「制裁規範」に属する41。 
	 判断方法の区別は、過失犯において、特に明確である。例えば、制限速度をわずかに

超過して青信号を通過した自動車運転手が、赤信号を無視して高速度で交差点に進入し

た暴走族に衝突し、死亡事故になった事例において、事前的に判断すると、行為者にと

って、交差点という危険な場所で速度違反で運転することは、衝突する可能性がある極

めて危険な行為であるので、行為規範に違反した。しかし、事後的に判断すると、諸要

素に照らして、赤信号を無視した者が高速度で交差点に進入することを予見できないの

で、制裁規範のレベルで制裁の発動を控える。 

	 ただし、以下で過失に関して論述するように、この事例における予見可能性について

のこれらの判断は、規範の保護目的に統合することが可能である。 

 
第四節	 行為規範と制裁規範との関連  

 
	 行為規範と制裁規範は、名宛人や目的や判断方法などの点において、様々な区別があ

るが、実際のところ、相互に密接な関連性を示している。つまり、行為規範は、制裁規

範の前提であり、制裁規範から導き出される。 

 
（一）制裁規範の前提としての行為規範 

 
	 行為規範は、制裁規範を発動する前提である。 
                                            
39 高橋『規範論と刑法解釈論』19頁参照。 
40 山中「犯罪論の規範構造」391（677）頁。 
41 山中「犯罪論の規範構造」396（682）頁。 
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	 これについて、ビンディングは、制裁規範は行為規範の違反について刑罰を規定した

り不可罰と表明したりするので、行為規範は概念的に制裁規範に先行する、とする42。

フリッシュは、行為規範と制裁規範の関係に関して、「制裁規範は通常、行為規範に対

する違反に基づき、このような違反を制裁発動の要件として前提とする」とする43。 
	 行為規範に違反しなかった場合に、制裁規範は検討する必要さえもない。司法判断は

必ず、行為規範から制裁規範までという順序で行われなければならない。行為規範を制

裁規範の前提とした上で、次の検討を展開することができる。 

 
（二）制裁規範から導き出される行為規範の内容 

 
	 刑法典においては、制裁規範のみが明文で規定され、行為規範は不明確なところがあ

る。これに対し、特別刑法においては、行為規範と制裁規範との並立は明らかである。

たいてい、行為規範を的確に記述し、 後の「罰則」に制裁規範を規定するか、あるい

は、行為規範を他所に留保して純粋に制裁規範のみを規定する44。 
	 ビンディングの規範論は、基本的に刑法典をモデルとして展開されたが、特別刑法に

も言及した。彼は以下のように述べた。特別刑法には、先に法的義務を規定し、 後に

その違反に対する刑罰を付け加えるものが多い。あらゆる法律は目的の二重性に従って

並べられる。すなわち、（ア）法遵守者の主体的権利と義務の基礎、および、（イ）義務

違反の場合の国家の刑罰権限である。前者は後者から独立しているが、後者は前者に基

づいている45。 
	 例えば、排他的著作権を確立することは、著作権法の第一の、かつ主要な目的である。

これらの権利から権利侵害の禁止を導き出す。権利の範囲と禁止は確定される。刑罰規

定は「著作権保障」の目的で発布される。ドイツの著作権法は、まず「作品の機械的複

写権は、もっぱら著作権者に属する」、そして「権利者の許可を得ていない作品のあら

ゆる機械的複写は、禁止される」とし、さらに権利侵害の法律上の効果を規定する。刑

法の構成要件は、故意と過失によって、規範に禁止された行為を実行することにある46。 
	 しかし、刑法典の行為規範と制裁規範は、特別刑法のように明確に並んでいるわけで

はない。 
	 刑法典の制裁規範は、法の条文に明示されることが多く、容易に把握されるものであ

                                            
42 Binding, Normen I, S. 45. 
43 Frisch, Vorsatz, S. 60. 
44 Maurach/Zipf, AT 1, S. 264. 
45 Binding, Normen I, S. 73. 
46 Binding, Normen I, S. 73 
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る。例えば、日本刑法において「人を欺いて財物を交付させた者は、10 年以下の懲役
に処する」という詐欺罪の条文のようなものである。当該条文は、「人を欺いて財物を

交付させた」という部分と、「10 年以下の懲役に処する」という部分から構成される、

と一般的に認められる。この二つの部分は、イェシェックの定義によれば、構成要件と、

権利を与えて義務を課する法的効果にそれぞれ相当する47。構成要件に関する第一部分

は、法的効果に関する第二部分の前提条件であり、すなわち、構成要件該当性は、国家

刑罰発動の前提である。したがって、二つの部分は、互いに独立しているわけではなく、

むしろ、合わせて制裁規範を構成する。 
	 これに対し、刑法典の行為規範は、法条文に内在し、明確性に欠けており、法条文か

ら見出さなければならない。以下は、マウラッハの分類48を参照しながら、刑法典の行

為規範を見出す方法を検討する。 
	 第一類型は、殺人罪や傷害罪のような、不法様態が顕著な犯罪である。ビンディング

によれば、これらの犯罪について、刑法の第一部分を改造すれば、行為規範を導き出す

ことが可能である。殺人罪の行為規範は、「人を殺すべからず」である49。 
	 第二類型は、「不法に」や「許可なく」のような文言を挿入する犯罪である。例えば、

後に検討される中国刑法の「重大労働安全事故罪」の構成要件には、「国家規定（法令）

への違反」が含まれるので、行為規範を「国家規定を遵守せよ」とすると、間違いでは

ないが、明確性に欠ける。このような制裁規範からは、行為規範を簡単に見出すことが

できず、それは別の法領域に求められなければならない。すなわち、行政法などに規定

される安全生産規則を行為規範の一部とすべきである。 
	 これをきっかけとして、重要な法秩序の統一性問題が提起される。以下は、法秩序の

統一性を独立のテーマとして検討する。 

 
（三）法秩序の統一性 

 
	 規範論における法秩序の統一性は以下の二つの意味を有すると思われる。 
	 第一に、一つの行為規範に違反すれば、刑法の制裁規範だけでなく、民法や行政法な

どの制裁規範、すなわち複数の制裁規範を発動することもある。 
	 フリッシュは、刑法の制裁規範性を認めた上で、「民法における損害賠償の諸規則や

                                            
47 Jeschek/Weigend, AT, S. 47 
48 Maurach/Zipf, AT 1, S. 264. 
49 Binding, Normen I, S. 37 ff. 
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公法の制裁規定も、この種類に属すべきだ」とする50。 
	 この理解をさらに具体化したのは、シュタインである。すなわち、異なる法領域の制

裁規範は、行為義務違反に結びつく限り、目的と手段が根本的に相違することもある。

一つの行為義務違反のゆえに、将来の行為規範違反を防止する目的で刑罰を科し、さら

に公法上同じ目的で許可を取り消し、 後に被害者への損害賠償という民法上の義務を

負わせることも可能である。しかしこの区別は制裁規範のレベルにしか関わらない。三

種類の制裁の接続点が同一の行為義務違反であることは変わらない。あらゆる法領域に

統一の行為規範体系しかあり得ない51。 
	 第二に、刑法の制裁規範を発動する原因は、刑法における行為規範だけでなく、民法

や行政法などの行為規範に違反したことにあることもある。というのも、法秩序は刑

法・民法・行政法などの様々な法分野から構成されたものであり、行為規範に違反する

か否かは法秩序全体から判断しなければならない。この意味で、厳密に言えば、「刑法

の行為規範違反」よりも、「刑法の制裁規範を発動する行為規範違反」のほうが正確な

表現である。 
	 法秩序全体判断を支持する学者として、ベーリングが挙げられる。彼は、「犯罪の特

徴は、個別法規に対する違反ではなく、国家の規範的意思に対する違反、ないし法秩序

の不遵守である」、「違法性概念の統一性は、必然的に法の個々の構成部分の有機的関連

から生じる」、「違法性の 終的判断は、全体からなされるべきである」52とする。これ

は、各法領域を分離して考察するのではなく、法秩序全体のレベルで判断を下す、とい

う意味に読める。 
	 ビンディングがこの点を認めるように見える。彼は、犯罪が、刑罰以外の、原則とし

て刑罰に先行する命令に対する違反であり、このような命令は、いうまでもなく、とき

には法律上の命令であり、ときには行政庁によるあるいは業務上の命令である53、とす

る。すなわち、行政法などの刑法以外の行為規範違反は、刑法の制裁規範を発動するこ

ともできる、と認められる。 
	 レンツィコフスキも、「法は様々な規範の総合体である。法規範の統一性を保障する

ために、刑法の規範のみならず、民法や行政法の規範をも考慮すべきである。あらゆる

法領域に適用される統一的な行為評価は、刑法に限った観点から行為を禁止、許容、要

                                            
50 Frisch, Vorsatz, S. 60. 
51 Stein, Beteiligungsformenlehre, S. 73. 
52 Beling, Verbrechen, S. 127. 
53 Binding, Normen I, S. 68 
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求の対象として評価するだけでは可能ではない」とし54、法秩序全体の判断を支持する。 
	 日本においては、刑法の謙抑性の見地から、刑法固有の違法性概念が存在し、民事法

上ないし行政法上において違法であっても、刑法上では違法でないという場合がありえ

るとし、違法概念は、法体系毎に相対的なものだという意味での違法多元論が主張され

ることが多いが55、鈴木のように、「ある行為が何らかの意味でいったん違法とされる

なら、その行為は全法秩序の観点からおよそ許容されるべきでない行為なのであり、法

分野によって許されたり禁止されたりするといったものではない」と主張する学者もい

る56。 
	 いうまでもなく、刑法の制裁規範を発動するためには、行為規範に違反することが要

求される。しかし、刑法に行為規範が明確に記述されるものがある一方で、刑法だけを

見ると明確でないままのものも少なくない。後者の場合は、民法・行政法の分野に行為

規範を求めることになる。 

	 したがって、民法・行政法の行為規範に違反することは、刑法の行為規範違反を導き

出すことができ、逆に、民法・行政法の行為規範に違反しないことは、刑法の制裁規範

違反を阻却することができる。例えば、ベーリングは、刑法の恐喝罪に記述された方法

で行われた脅迫は、民法によって違法でないと判断されれば、刑罰を科されないかもし

れない57、とする。 
	 民法・行政法の行為規範に違反するが、刑法の行為規範に違反しないことは可能であ

るが、これは法秩序の統一性に一致しないので、例外となるのではないか、という疑問

が提起され得る。アルミン・カウフマンの答えは以下のようである。いうまでもなく、

民法や行政法などの行為規範に違反したことに対して、すべて刑法の制裁規範を発動で

きるわけではない。刑法は、様々な規範の中から、その違反に対して処罰する必要のあ

る規範を選出しなければならず、規範違反をすべて処罰するのは例外的な場合にとどま

るので、規範違反がどの範囲で犯罪になるかを決定しなければならない58。レンツィコ

フスキは、「主観的権利が行為規範の保護対象であるからには、対応する刑法の構成要

件に含まれた要素は、刑法以前に存在する私法上の法律関係から、刑法上の保護を必要

                                            
54 Renzikowski, Restriktiver Täterbegriff, S. 54 ff. 
55 齋野「犯罪論体系の構造とその規範理解」112頁以下参照。しかし齋野自身は、「規
範の行為規範性は違法概念の一元論に結びつくものでなければならない」とし、違法多

元論を支持するように見える。 
56 鈴木『刑法総論（犯罪論）』39頁。 
57 Beling, Verbrechen, S. 127. 
58 Armin Kaufmann, Lebendiges und Totes, S. 15. 
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とする 小限を選別するように、記述されなければならない」とする59。したがって、

行為規範違反があっても、必ず刑法の制裁規範が発動されるわけではない。 
	 民法・行政法の行為規範に違反する場合に、刑法の制裁規範を発動する前に、刑法の

行為規範を形成しなければならないと主張する学者もいる。例えば、ギュンターは以下

のように述べた。 
	 刑法の二次規範の機能が、明確に刑法に従った法執行にあること（刑法指向性）は明

白であるが、刑法構成要件の一次規範はそれとは異なった考察方法を必要とする。一次

規範は、市民間の関係を規律するものである場合は、民法の規範となる。主権者行為に

かかわる場合は、公法の規範となる。しかし、刑法の構成要件における一次規範は、単

に民法や公法の規範をそのまま受け入れて再現するものではなく、刑法は二つの方法で

独創的に構成的に働く。すなわち、刑法独自の目的論的な観点をもって選別すること、

および、刑法独自の目的論的な視角から、刑法に関連すると判断された規範を加工して

修正することである。したがって、それらの規範は刑法にとって所与である点において

ビンディングの規範と共通するものであるが、それから推定された刑法上の構成要件に

おける一次規範そのものではない60。 

	 思うに、ギュンターは民法と行政法などの刑法以外の法における行為規範を刑法の行

為規範に改造することを認める。犯罪の判断の際に、民法と行政法を考慮することには

賛成すべきであるが、しかし、上述したように、このような刑法の行為規範は、むしろ、

刑法の制裁規範を発動する行為規範とするほうが実益がある。行為規範は、一般人を名

宛人として、法分野によって分ける必要はなく、法秩序全体の行為規範である。例えば、

著作権法において、「他人の著作権を侵害すべからず」という行為規範がある。この行

為規範は、法秩序全体に妥当する。どのような侵害行為が、民事の制裁規範を発動して

民事的損害賠償責任になるか、どのような侵害行為が、刑事の制裁規範を発動して刑罰

になるかは、一般人にとって難解なことであり、裁判官にとって制裁規範のレベルで意

義を有する。 
	 法秩序の統一性は、本稿の 後で論じる具体的事例の解決において重要な役割を果た

す。特に、中国において重大事故の責任者に対して「重大労働安全事故罪」を認定する

ために、行為規範としての「国家規定」は、法秩序の統一性から説明しなればならない

のである。 

 

                                            
59 Renzikowski, ARSP Beiheft 104, S. 124. 
60 Günther, Strafrechtswidrigkeit, S. 155. 
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第五節	 行為規範と制裁規範を区別する意義  

 
	 行為規範と制裁規範を区別する意義は、法的判断を説明することにある。両者が異な

る適用範囲を有し、異なる目的を追求し、異なる判断方法に依拠すると共に、行為規範

と制裁規範が密接に関連しており、行為規範が制裁規範の前提を構成することは、法的

判断の各過程に反映されている。 

	 さらに、規範論をもって刑法体系を再構築することすら可能である。もちろん、本稿

は、刑法体系全体の再構築を目標として設定しない。以下は、規範論で構成要件・違法

性・責任・修正的構成要件という順で、重要な論点を取り上げて検討し、本稿の帰結と

なる過失共犯論のために、理論的基盤を作ることを試みる。 
	 第一に、構成要件該当性を判断する段階では、行為は行為規範をもって判断され、過

失における義務違反も行為規範の内容をなすのに対し、結果と因果関係は、制裁規範の

内容である。 
	 上述したように、高橋は、事前判断の要素を行為規範とし、事後判断の要素を制裁規

範としている。したがって、構成要件の段階で行為規範の問題としては、例えば、行為、

実行行為、行為としての危険、行為無価値などがあり、制裁規範の問題としては、例え

ば、結果、結果としての危険、因果関係などがある61。 
	 構成要件に関する規範論的に具体検討は、次の章に譲る。 

	 第二に、違法性の判断の際に、行為規範をもって判断する。行為規範は、違法性判断

において重要な役割を担っている。 
	 ベーリングは違法性判断の際に規範を重視している。彼によると、規範は刑法の鍵で

あり、規範がなければ刑法は閉じられた箱である。というのも、刑法は単に「これらの

構成要件を違法に実現した者は、このような刑罰に処する」と述べるものであり、構成

要件の実現が常に違法なわけではないことがわかるからである。さもなければ、犯罪要

素としての「違法性」は余計なものとなってしまうだろう。例えば、人を殺した者は、

殺人行為が違法な場合のみ、処罰される。だから、「殺人行為はいつ違法で、いつ適法

なのか」という問題が生じる。この問題に刑法の内部から答えることはできない。とい

うのも、刑法は違法性を前提とするが、違法性の内容を確定していないからである。し

たがって、法は「この場合は殺人が違法であり、その場合は違法でない」という内容を

含めなければならない。これはまさに規範である。殺人が違法となる限り、人を殺して

はならない。逆にいえば、「人を殺してはならない」という規範は、殺人が違法である

                                            
61 高橋『規範論と刑法解釈論』19頁参照。 
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と説明していることになる。 
	 ここから、違法性を確定するために規範が必要だとすれば、犯罪構成要件に該当する

が法秩序の要請に合った行為を測る判断基準として規範を利用すべきことになる。刑法

上の構成要件はある意味で刑法と規範との媒介である。構成要件は刑法に関連する行為

内容を挙げ、さらに規範を用いて違法性を測定する62。 
	 より具体的なのはキントホイザーの学説である。彼は、行為規範の禁止と命令を、構

成要件該当性の段階、さらに、行為規範の許容と任意を、違法性の段階に、それぞれ位

置付けている。本来構成要件に該当して「禁止」された行為は、正当防衛のように正当

化されれば、「許可」となり、行為を行っても構わないとされる。構成要件に該当して

「命令」された行為は、正当化されれば「任意」となり、行為を行わなくても構わない。

後者の例は、ドイツ刑法 323c条における不救助罪である63。 
	 レンツィコフスキも、以下のように述べた。正当化事由は、許容規範であり、犯罪の

構成要件とは一般と特殊の関係にある。したがって、禁止規範に対する違反は基本的に

違法であるが、違法性は許容規範によって例外的に阻却される64。 
	 しかし、禁止と命令を行為規範とすると、許可と任意をどのように位置付けるかが不

明である。許容規範は行為規範なのか、それとも制裁規範なのか、さらに、正当化され

た行為は行為規範に違反しているかについて答えられない。 
	 私見をいうと、正当化事由は、行為規範の一部を構成している。すなわち、正当化さ

れた行為は行為規範に違反していない。正当防衛を例とすると、国民に対し「積極的に

法益を保護せよ」という情報を伝える機能を有し、行為規範として性格を備えているの

で、単に制裁規範のレベルで処罰を制限するものだけではない。 

	 なお、ドイツの通説は、規範には決定機能と評価機能があると認め、両者は不法にお

ける行為無価値と結果無価値に対応する。 
	 例えば、イェシェックは以下のように述べた。法は社会に働きかけなければならない

ので、法の機能は第一次的に決定規範の意味で認められるべきである。だが、法は行為

者の行為を事後的に判断する任務も負うから、評価規範でもある。したがって、法は二

重の性格を有している。すなわち、命令としては決定規範であり、行為を法的判断する

尺度としては評価規範である65。 
	 さらは、ロクシンは以下のように述べた。不法の基礎となる規範を命令、つまり決定

                                            
62 Beling, Verbrechen, S. 116. 
63 Kindhäuser, AT, S. 35. 
64 Renzikowski, ARSP, Vol 87, 2001, S. 110. 
65 Jescheck/Weigend, AT, S. 236 ff. 
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規範とみなす。このような規範は、人間の意思に対し、何をすべきで、何をすべきでは

ないかを内容として向けられる命令である。違法な構成要件該当性は法によって不当だ

とされ否認されることで、不法は評価規範をも基礎付けている。決定規範に対する違反

は行為無価値のみを基礎付けるのに対し、評価規範は結果をも付加的に把握する66。 
	 このような区別によると、決定規範と評価規範の対立は、行為規範と制裁規範に統合

することができる。例えば、殺人罪に内在する決定規範は、行為者が人を殺そうとする

時点で、行為者に対して「人を殺すべからず」と命令することである。これに対し、評

価規範は、裁判官に向けて、結局被害者が死んだかどうかなどを解明して判断しなけれ

ばならないという規則を立てることである。決定規範は、行為がなされる前に人間を指

導することから見ると、国民の行為を規律する機能のある行為規範と関連している。行

為者の行為を事後的に判断する評価規範は、まさに、裁判官を中心とする法律家を指向

している制裁規範である。 

	 第三に、責任は、制裁規範である。 
	 行為規範の名宛人のテーマですでに論証されたように、行為規範は個人の行為能力が

考慮されない「一般人」を名宛人とすることが妥当である。したがって、責任能力の有

無は、行為規範の次元で役に立たず、制裁規範の問題とされる。責任問題全体の規範論

的位置付けについて、以下の説明がある。 
	 増田は次のように述べた。事前的に機能する「一次規範としての行動規範」と事後的

に機能する「二次規範としての制裁規範」との区別に伴い、不法は、（許容命題が介在

しない限りで）行動規範を侵害する行動として理解され、責任は、当該行動規範自体が

適法行為への動機となり得たにもかかわらず、この行動規範侵害へと動機付けてしまっ

た行動として把握されることになるのである67。 
	 山中は、以下のように述べた。規範の意味を理解しえずに規範に従わなかった者に対

しては、「違法」と評価するだけであって、それは、行為規範という手段では法益保護

の目的を達成できなかったということを意味するにすぎない。したがって、行為規範自

体が、行為者の責任無能力によってその妥当性を失うわけではない。規範自体は、その

違反行為を違法と判断するからである。したがって、責任の段階において「規範」とし

て意味をもつのは、制裁規範である。制裁規範の前提要件が満たした者だけが、制裁を

課されることによって、規範の侵害者として反応され、また、侵害された規範も回復さ

れる必要があるのである68。 
                                            
66 Roxin, AT I, S. 324 ff. 
67 増田『規範論による責任刑法の再構築』348頁参照。 
68 山中「犯罪論の規範構造」400（686）頁。 
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	 要するに、行為規範の名宛人についてすでに論じたように、行為規範は一般人を名宛

人とするので、規範命令は、責任無能力者にも適用される。現在は、行為規範に違反し

た責任無能力者に対して、刑罰を課することはないが、刑罰の代替措置が存在する。し

たがって、責任の段階では、行為規範ではなく、制裁規範で判断する。 
	 第四に、未遂と共犯は、修正される構成要件として、制裁規範である。 
	 修正された構成要件は、基本的に制裁規範である。高橋は、これらを制裁（媒介）規

範と呼ぶ。つまり、制裁規範には、刑法各則の刑罰賦課要件のみならず、刑法総則に規

定されている、未遂規定、共犯規定も含まれる。未遂規定や共犯規定は、それ自体に刑

罰の賦課を示しているわけではないが、それらの規定が各則の制裁規範と結合すること

によって、修正された構成要件が形成されるのであるから、（行為規範を包含する）制

裁（媒介）規範と称することができよう。具体例として、彼は、日本刑法 60条を挙げ
た。すなわち、60 条以下はそれだけでは制裁規範とならず、199 条の制裁規範と相ま

って、完全な制裁規範となる。その意味で、60 条以下は、制裁（媒介）規範なのであ
る69。 
	 共犯規定が制裁規範であることは、以下で詳しく展開するから、ここでは未遂のみを

検討する。 
	 高橋は、未遂について以下のように述べた。行為者は、制裁規範に違反することはで

きず、行為規範のみに違反することができる。したがって、行為者が違反できない規範

は制裁規範として位置付けざるを得ないのである。（例えば未遂犯の場合）行為者は、

未遂を遂行するのではなく、未遂犯になってしまうのである70。 
	 未遂の扱いを制裁規範とすることは一般的に認められるが、中止未遂は、異なる性格

を示している。高橋が述べたように、行為者は、確かに未遂を遂行するのではなく、未

遂犯になってしまうが、中止を遂行することは考えられるだろう。中止犯の規定は、政

策説のように処罰軽減を根拠付ければ、一般人に損害を減少するよう努力せよという趣

旨で作用する。したがって、中止未遂には二重の性格がある。行為規範として、一般人

に対し「損害を 低限に減少させよ」と命令するものであり、さらに制裁規範として、

裁判官に対し「中止犯の刑を減軽し、免除する」ことを命令するものである。 

	 本稿は、規範論をもって刑法体系全体を再構築するという目標までは設定せず、以上

の検討を理論的基盤として、過失共犯の事例を中心とし、過失の規範と共犯の規範をそ

れぞれ分析した上、規範論で過失共犯の事例を解決しようと試みる。 

                                            
69 高橋『規範論と刑法解釈論』15頁参照。 
70 高橋『規範論と刑法解釈論』15頁参照。 
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第六節	 小括  

 
	 ビアリングは法秩序全体の法規範を、前提となる一次規範と、一次規範違反の結果と

なる二次規範に分けた。トーンは、規範の内容を命令とした。ビンディングは、刑法に

おいて、一般人に適用される行為規範と、国家に適用される制裁規範を分けることで、

規範論を確立した。 
	 行為規範と制裁規範には、様々な相違点がある。行為規範は一般人を名宛人とするの

に対し、制裁規範は国家を名宛人とする。行為規範の判断においては、個人の能力を考

慮せずに、一般的に適用する考え方が妥当である。行為規範は、法益保護を目的とし、

拡張的性格を有しているのに対し、制裁規範は国家の刑罰権を制約し、制限的性格を示

している。さらに、行為規範の事前的判断方法と制裁規範の事後的判断方法は、法的判

断に役立つものである。 
	 行為規範と制裁規範は、互いに関連している。行為規範違反は、制裁規範を発動する

前提である。さらに、行為規範は刑法において明示されていないとき、制裁規範から導

くことができる。これを契機に、法秩序の統一性問題が提起される。刑法の制裁規範を

発動する際には、民法・行政法などの法領域の行為規範を含め、法全体の視点から判断

する考え方が妥当である。 

	 行為規範と制裁規範を区別する意義は、法的判断について説明することができる。例

えば、違法性を行為規範で判断するのに対し、責任の判断は制裁規範に属する。修正さ

れた構成要件も制裁規範の次元に分類されるべきである。 

	 規範論に関する以上の分析を理論的基盤として、過失の行為規範を展開することがで

きる。  
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第二章	 過失の規範  

 
	 過失正犯の事例を解決するためには、過失の規範と共犯の規範をそれぞれ解明しなけ

ればならない71。 
	 過失犯の規範をどのように説明するかという問題に対し、旧過失論か新過失論によっ

て異なる答えが出てくるかもしれない。以下は、立法と司法実務を背景とし、新旧過失

論を検討する。 

 
第一節	 過失に関する理論の変遷  

 
（一）立法 

 
	 過失犯の構成要件は、伝統的な犯罪（例えば、過失致死傷罪、失火罪、過失建造物浸

害罪、過失往来危険罪）においては、条文上、故意犯との平行的記述という特徴がある。

典型例として、刑法の条文のみを見ると、殺人罪と過失致死罪は、死亡結果のある点に

おいて一致しており、ただ故意か過失かによってのみ区別できる。これに対し、近年導

入された犯罪類型においては、この限りでない。日本で平成 25年に制定された「自動
車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される危険運転致死

傷罪、過失運転致死傷罪には、対応する故意犯がない。 
	 伝統的な過失犯は、故意と密接に関連している。例えば、窓から人通りのある道路に

重い石を投下して、人を負傷させたという仮想事例においては、傷害罪が成立するか、

それとも過失致傷罪が成立するかを検討しなければならない。これに対し、比較的新し

く制定された過失犯は、例えば、道路交通法の規則や、医療上の専門知識に基づく作業

規則などの、何らかの法的義務に違反したことによって特徴付けられ、傷害罪や殺人罪

などの故意犯も成立するかという検討はほとんどなされていないものである。 
	 このような相違に注目した上で、故意犯との平行的記述のある過失犯罪を単純過失犯、

故意犯と関連性が乏しく、義務違反によって特徴付けられる過失犯罪を義務型過失犯、

と呼ぶことができるだろう。 
	 しかし、注意すべきなのは、このような区別は、絶対的なものではないことである。

過失致死罪の場合、例えば窓投石の仮想事例においては、人通りのある道路に石を投下

                                            
71 過失の規範は、共犯の規範に先立ち、検討すべきである。というのも、行為規範は
制裁規範を発動する前提を構成する、さらに、後に証明するように、過失犯は故意犯と

異なる行為規範を示しているのに対し、共犯はもっぱら制裁規範であるからである。 
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する行為は、高度の危険性をはらんでいるので、行為の前に、石に当たる可能性のある

人がいるかどうかを検証する義務を生じる、といえるだろう。ただし、単純過失犯の義

務違反性は、義務型過失犯と比べると、著しくないので、別々に検討するほうが便宜で

ある。 
	 以下では、単純過失犯と義務型過失犯との区別を念頭に置いて検討を続ける。 

 
（二）司法実務 

 
	 司法実務においてより重要な意義を持つのは、過失致死傷罪のような単純過失犯では

なく、むしろ特別な義務と密接につながっている義務型過失犯である。 
	 平成 27 年における刑法犯の統計データ72によると、認知件数が計 1,616,442 に達す
る刑法犯等73のうち、過失運転致死傷等は 516,842件あり、刑法犯等総件数の約 32%を

占め、窃盗に次いで第二位である。（単純な）過失致死傷罪の件数はわずか 289件であ
る。 
	 さらに検挙人員数を見ると、過失運転致死傷罪の重要性は一層明らかになる。 同統

計によると、検挙人員が計 770,674人に達する刑法犯等のうち、自動車運転過失致死傷
罪は 530,697 人あり、約 68.86%を占め、圧倒的に第一位である。（単純な）過失致死
傷罪はわずか約 0.027%である。 

	 したがって、単純過失犯よりも、特別な義務違反に特徴付けられる義務型過失犯のほ

うが、現在の司法実務において重大な意義があるといっても過言ではない。 

 
（三）学説の変遷 

 
	 単純過失犯は刑法典成立時代に重要性があったが、現在は、義務型過失犯が刑事司法

の中心となっている。このような立法と司法実務の変遷が刑法理論に影響したのは、旧

過失論から新過失論への理論的更新においてである。 
	 古典的通説によれば、不法は勤勉や注意力の集中や慎重さによって回避されるので、

過失自体は、勤勉や注意力の集中や慎重さの欠如とみなされる74。そして、注意は心理

から外部的行為に移された。行為者の行為は、純粋に外部から見て構成要件の実現に向

けられており、注意深いものではない。すでに、フランクとヒッペルからは、過失を認

                                            
72 法務省『犯罪白書平成 28年版』2頁以下。 
73 刑法犯、危険運転致死傷、過失運転致死傷等を含む。 
74 Engisch, Vorsatz, S. 268. 
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定する際に外部的な注意を考慮することは事実に即していると主張されていた。という

のも、外部的な注意の検討は、過失判断の実務において、心理上の不注意の検討より広

い役割を担うからである75。すなわち、過失は、純粋に主観的な不注意から、外部的な

注意に移されたのである。 
	 これに対応して、古典的な考え方は、過失犯の不法について、構成要件的結果の惹起

のみを認めている。この点においては、故意犯にも共通している。責任については、行

為の義務違反性と、結果の予見可能性と、期待可能性を認めている。この段階になって

はじめて、故意犯と過失犯との区別が見られるので、過失は責任要素である。 
	 しかし、現在のドイツ通説は、故意犯と共通する構成要件的結果の惹起を過失犯の不

法として認めた上、そもそも責任に属していた注意義務違反を不法に移した。すなわち、

構成要件的結果の惹起である結果無価値と、法律上必要な注意を怠ったという行為無価

値とを、合わせて過失犯の不法として認めてきた。 

	 ここで、ヴェルツェルの学説が過失論の変遷にとって重要な役割を担っている。具体

的にいうと、過失犯は、故意犯と異なり、法益侵害の結果に目的的に設定されるのでは

なく、結果を因果的に引き起こすにすぎないため、これだけでは違法性を示していない。

過失犯の行為無価値としての違法性を根拠付けようとすると、それは目的的な制御に求

められることになる。つまり、行為者が、要求された、よりよい目的的な制御という実

際の目的的行為（例えばよりよい自動車の運転）を欠如させたことにある。したがって、

過失犯の行為無価値は、法律上必要な注意の回避を怠った結果、法益侵害を惹起した行

為の実行にある76。 
	 さらに、過失の責任について、ヤコブスは以下のように述べた。帰属を不法として客

観的に理解しつつ、行為者が客観的意味を把握できたか否かという問題を責任問題とし

て取り扱うことが考えられる。行為は客観的な意味表明として理解され得る。このよう

な客観的な意味の表明が個別に回避され得たか否かは、責任問題になる。例えば、死亡

結果を伴う許されない危険な行為を実行したのであれば、殺人の不法を備える。行為者

本人が生命の危険を創出したことを知っていたか、または知ることができたかは、責任

の問題である77。 

	 現在のドイツにおける学説は、客観的注意義務の違反を過失の本質とするものが多い。

このような学説は、まさに上述した立法および司法実務の変化と一致している。つまり、

単純過失犯の場合は、故意犯と密接に関連しているので、伝統的な過失論から、不注意

                                            
75 Engisch, Vorsatz, S. 274. 
76 Welzel, Strafrecht, S. 94. ff. 
77 Jakobs, Handlungsbegriff, S. 37. 
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という純粋な心理的過程で説明しやすいかもしれないが、現代社会の司法実務において

より重要な役割を担っている義務型過失犯については、やはり過失の内容を外部的義務

違反に求めるほうが説明しやすいと思われる。 

 
第二節	 義務の基準  

 
	 義務型過失犯を中心とするのであれば、義務自体を詳しく検討しなればならない。こ

れを具体化すると、注意義務違反を二つに分けることができる。多くの学説では、客観

的に一般人基準に基づく注意義務違反は、不法とされ、主観的に行為者個別基準に基づ

く注意義務違反は、責任とされる。予見可能性も同様である。しかし、一般人基準を不

要とする学説もある。 
	 注意義務と予見可能性の二重性を否定する学説は、以下のように述べる。 

	 オットーは注意義務違反の基準を主観的・個別的なものとする。彼によれば、二重の

基準は、法的安定性を保障するために必要でもなく、事実に即してもいない。注意義務

違反と予見可能性は、義務を負う者の個人的能力に基づいて決めるべきであり、一般的

な基準の擬制は不要である。構成要件を決定規範と解釈すれば、「平均的な能力」の基

準による注意義務の平均化は不合理である。例えば、自動車競技選手は、常にサーキッ

トを走るように運転する必要はないが、しかし能力の発揮によって致命的な事故を防止

することができるという交通状況にいるとき、要求された能力を発揮せずに単に「平均

的な」努力で満足すれば、その行為は義務に違反する78。 
	 しかし、自動車競技選手に対し、サーキット以外の通常道路を走る際に、事故防止の

ために、平均人以上の能力を要求するのは、不合理である。道路交通法は、事故防止の

ために規定された諸義務の対象として、自動車競技選手などの平均能力を超える人を想

定しておらず、単に様々な抽象的な一般人をモデルとしている。法は、通常道路での走

行について、一般人の義務から独立して、自動車競技選手のために特別に義務を設定す

ることはない。 
	 オットー自身は、一般的・客観的注意義務をも意識している。例えば、彼は、交通に

おける特定の安全距離、特定の 高速度、機械保護装置などを認めているが、これらの

客観的基準を、「注意の 低限を表す行為様態を目指すもの」、つまり、単に個人的基準

を見出すために参考になり得るものとする79。 

                                            
78 Otto, JuS, 1974, Heft 11, S. 707. 
79 Otto, JuS, 1974, Heft 11, S. 707. 
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	 しかし、オットーはここで行為規範と制裁規範の区別を看過しているように見える。

道路交通法に規定された、安全距離や 高速度のなどの保持義務は、行為規範として認

められるだろう。すべての交通参加者は、例外なく、遵守しなればならない。これは、

まさに、上で論証された、行為規範の名宛人は個人能力が考慮されない一般人である、

という結論と一致している。これに対し、自動車競技選手などのように、平均能力を超

える場合もありうるが、これは、行為規範の範囲から逸脱しており、制裁規範になって

いる。 
	 日本においても、規範論から行為規範の一般人基準を認める学者がいる。 
	 例えば、平場は以下のように述べた。規範は、人間一般に妥当するものだから、この

場合の予測も、個々人の予測ではなく人間一般の予測、すなわち、客観的予見可能性で

なければならない。規範は行為者に直接向けられるものではなく、一般人を宛名人とし

ている80。 

	 高橋は以下のように述べた。行為規範は一般人を名宛人とするものであることから、

過失犯の行為規範違反を確定する判断基準は一般人でなければならない。行為規範は、

行為者の属する生活領域という共同体の関係において具体的に機能するから、それは行

為者の生活領域に属する一般人（例えば、医師の場合は医師一般）でなければならない

81。 
	 高橋の学説は、一般人という概念を明確化した。すなわち、「一般人」とは原則とし

てすべての人であるが、具体的な義務によって一般人の範囲が縮小されることもある。

しかし、このように範囲を縮小しても、やはり一定の範囲の中の一般人であり、具体的

な事案おける個人ではない。 

	 増田は、制裁規範における個人基準を認めるだけでなく、行為規範の基準も一般人と

していない。彼は以下のように述べた。行動規範を発令する「客観的な法秩序のパース

ペクティブ」と行動規範が発令される「行為者個人のパースペクティブ」とを考慮する。

危険であるか否かは、行為者個人の観点や一般人（平均人）の観点からではなく、法秩

序の側（ 適の観察者）の観点から客観的に判断されるべきであり、（事前的な）客観

的危険性のない行為に対して行動規範を発動することは、市民の「行為の自由」を過剰

に制約することになるため、許容されてはならないことになる。次に、客観的には危険

な行為であっても、行動規範はおのずと行為者個人の認識・能力に訴えなければ、その

規範目的を達成することができないため、行為者個人が客観的危険性（危険な事情）を

                                            
80 平場「過失犯の構造」318 頁参照。 
81 高橋『規範論と刑法解釈論』79頁以下参照。 
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認識していない場合あるいは認識し得ない場合には、行動規範侵害としての行為無価値

は存在しないことになるのである82。 
	 しかし、このような具体化までは不要である。行為者個人を判断基準としない以上、

一般人（増田に言われた平均人）を基準とすれば十分であり、法秩序の側（ 適の観察

者）の具体的内容は不明瞭さを示している。 
	 要するに、行為規範の名宛人において検討したように、行為規範は、具体的な個人で

はなく、抽象的な一般人に適用するものが妥当である。これは、法確信や国民の法意識

強化にとっても意義のあるものである。これを認めれば、過失犯の行為規範を展開する

ことができる。 

 
第三節	 過失犯の行為規範  

 
	 過失犯の行為規範は、旧過失論か新過失論かによって異なる。 
	 旧過失論は、故意犯と共通する「法益侵害を惹起してはならない」という行為規範を

認める。 

	 例えば、過失犯の理論を規範論と関連付けて展開しようと試みたゲッセルは、規範の

対象を、支配可能な方法で法益侵害を防止したり回避したりすることができる行為に限

定し83、さらに、規範が法益への注意の要求であると理解されれば、これ以外に、常に

注意深い行為を求めるさらなる規範は不要になる、とする。したがって、それに一致す

る義務も認めることができない。規範からは法益侵害の回避義務が導かれる。過失犯の

客観的構成要件を、注意義務違反ではなく、不注意な法益侵害としてのみ把握する84。

要するに、ゲッセルにとっては、過失犯の規範は法益への注意である。 
	 このような過失犯の行為規範に対いて、レンツィコフスキは、以下のようにコメント

した。このように注意義務を理解すれば、直接に法益侵害の回避の役に立つが、しかし、

不注意性は故意犯の場合と異ならない。不注意性はこの意味で過失犯の特性を表してい

ない。むしろ、注意規則は一般的な行為規範から個別事例のために導き出されるものに

他ならない。規範は法益侵害を回避するための注意規則の集合体である以上、過失の不

法は故意犯と同様に、規範違反と記述されることができ、行為規範以外の付加的注意規

範を認めるのは余計な規範二重性に至るだろう。過失犯で違反された行為規範は故意犯

                                            
82 増田『規範論による責任刑法の再構築』194頁参照。 
83 Gössel, FS Bruns, S. 28. 
84 Gössel, FS Bruns, S. 43. 
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の場合と同じである85。 
	 高橋は、このように過失犯の行為規範を「法益侵害を惹起してはならない」とする立

場に反対している。彼は、過失犯の場合は、構成要件的結果を意図いていないがゆえに、

この規範は何ら行為規範性を持たないから、「法益侵害を惹起してはならない」という

規範は、過失犯には妥当しない、とし、注意義務を付け加えることを必要とする86。 
	 これから、法的義務を過失犯の行為規範に入れる学説を検討する。 

	 義務違反二重性を支持する新過失論は、一般的な「注意義務を果たせよ」という行為

規範を認めた上で、行為者個人が注意義務を果たせたかどうかを、責任問題として制裁

規範に配分する。 

	 例えば、イェシェックは以下のように過失犯の行為規範を解釈する。過失の社会規範

は「注意せよ」である。具体的にいうと、「構成要件の実現を回避するのに必要な、客

観的に要求される注意義務を果たせ」ということである。過失犯の不法には客観的な注

意義務違反（a.危険の認識と判断、b.結果回避のための適切な行為）としての行為無価
値と結果の惹起（a.結果発生、b.因果関係、c.結果の予見可能性）としての結果無価値
の内容がある。個人の知識や能力などから一般的な注意義務を果たすことができるかど

うかを判断するのは、不法ではなく、責任の問題である87。 
	 高橋は以下のように述べた。「注意深く行為せよ」という命令規範は、あまりにも不

明確であるのみならず、行為規範が、注意義務の保持を目的とすることになり、妥当で

ない。もっとも、注意深い行為を様々な生活関係の中で具体化し、法益関係的に構成す

るということも可能であり、事実、道路交通法上の行為規範などは刑法上の行為規範の

指導形象になり得るのである。 

	 つまり、彼にとっては、過失犯の行為規範の中には、法的注意義務が存在し得る。こ

のような法的義務は、前に論証した法秩序の統一性から推論すると、刑法以外の法領域

にも見出される。 

	 平場は、過失犯の規範を、危険行為の禁止と位置付けている。具体的にいうと、過失

犯の規範は、条件付き禁止であると考えられる。すなわち、相当な注意なくして危険行

為をすることを禁止するということになる。危険行為自体は、禁止に値する程の危険、

すなわち社会生活上無視し得ない程の危険（社会的に不相当な危険）でなければならな

い。ただ、それは無条件に禁止されるのでなくて、社会的に相当な回避的操縦（客観的

                                            
85 Renzikowski, Restriktiver Täterbegriff, S. 224. 
86 高橋『規範論と刑法解釈論』79頁参照。 
87 Jescheck/Weigend, AT, S. 563 ff. 
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注意義務の内容）を欠く場合に禁止される88。 
	 山中は、過失犯の規範を、行為規範の事前判断と制裁規範の事後判断に統合しようと

試みる。過失犯の構成要件は、行為規範としては、一般的に「注意深く行為せよ」と命

令するのではなく、「その状況において結果の発生を回避するために注意深く行為せよ」

という具体的な命令である。この行為規範は、交通事故の危険に対する事前の予見可能

性を前提として、ありうる結果を回避すべきことを命じるものである。行為規範はあく

まで国民が行為に及ぶ前に行為の指針を与える機能をもつべきものであるから、交差点

で信号を無視し、死傷事故の結果の発生につながる危険な走行をすることは、行為規範

違反行為であることを否定することができない89。 

	 さらに、過失犯の構成要件は、制裁規範でもある。過失犯の構成要件を充足するには、

当該の行為規範違反としての注意義務違反の存在のみならず、発生した結果がその注意

義務の保護範囲内にあり、当該結果が当該注意義務違反に基づくものであることが要求

される。その判断は、行為時の事前判断ではなく、結果が発生した後の事後判断である

90。 
	 私見をいうと、過失犯の行為規範を見出す際には、以下のように考察すべきである。 

	 現在の立法と司法実務において、重要性のある過失犯罪は、義務型過失犯である。過

失犯の行為規範には、必ず法的義務を含めなければならない。したがって、すべての規

範名宛人に対し、ある具体的な法的義務を果たせ、という規範命令が存在し得る。さら

に、法秩序の統一性から出発し、ここでいう法的義務は、民法・行政法などの刑法以外

の法領域における義務に依拠しても導出可能である。 
	 これに対し、「結果を回避するために」法的義務を果たせ、という行為規範は不要で

ある。その理由は、二つある。まずは、結果は過失犯の行為規範に含められず、制裁規

範である。そして、法的義務には、すでに結果回避機能が含められる。例えば、道路交

通法において、信号を遵守する義務は、すでに、交通事故防止の目的を有している。実

際のところ、道路交通法における義務が果たされれば、ほとんどの交通事故が防止でき

る。結果回避は、行為規範の段階で包括される必要はない。 

 
第四節	 客観的帰属論  

 
	 以上に検討された注意義務違反と予見可能性は、過失の判断基準となり得るが、しか

                                            
88 平場「過失犯の構造」332頁参照。 
89 山中「過失犯における『回避可能性』の意義」8頁以下。 
90 山中「過失犯における『回避可能性』の意義」9頁。 
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し、これらの要素を法的に許されない危険の創出とその実現に統合したのが客観的帰属

論である。 

 
（一）客観的帰属論と規範論 

 
	 客観的帰属論は、注意義務違反と予見可能性の判断を代替する意義がある。 

	 ロクシンは以下のように述べた。過失犯の構成要件は、付加的な行為記述を含めない

限り、客観的帰属論によって満たされる。客観的構成要件に帰属される結果の惹起が過

失であり、さらなる基準は不要となる。実際のところ、様々な帰属要素は注意義務違反

のメルクマールの下に隠れており、過失の前提要件はより正確にこのような一般条項と

することができる。まず、行為者が 初から法的に許されない危険を創出しなかったと

すれば、注意義務違反はない。さらなる注意義務違反のメルクマールは、一般的な帰属

判断基準を超えておらず、これらの基準よりも曖昧であり、したがって不要となる。

後に予見可能性と回避可能性のようなメルクマールも同様である。結果が予見できない

場合には、法的に許されない危険は創出されなかったか、または創出された危険が実現

しなかったかのいずれかであろうとされる91。 
	 以下の検討に示すように、客観的帰属論、特に規範の保護目的論は、実際のところ、

行為規範と制裁規範を区別する規範論と親和性がある。 

	 客観的帰属論は本来、旧来の条件説の欠陥を克服して因果関係を解明するために確立

された学説である。プッペが言うように、「客観的帰属論の任務は、因果性以外に、ど

のような行為と結果との関係が必要であるかを解明することである」92。客観的帰属論

によって検討されたのは、事実的な、または自然科学的な因果関係の従来の問題ではな

く、規範を重要な要素として、結果を客観的に帰属できるかという問題である93。 
	 結果と行為との関係をどのようにとらえるかは、conditio sine qua nonという条件説

を基盤として展開されてきたが、現実の因果関係は極めて複雑であり、単に条件説のみ

を適用すると処罰範囲を拡大する傾向がある。例えば、犯人の母が彼を産まなければ、

犯罪結果は発生しなかっただろうと考えれば、母も責任を負うべきであるという不合理

な結論に至る。 
	 客観的帰属論は、規範の観点を入れて判断する学説である。この説によると、行為者

の行為が許されざる危険を創出し、かつその危険が具体的な結果として実現した場合に

                                            
91 Roxin, AT I, S. 1065 ff. 
92 Puppe, ZStW 99, 1987, Heft 4, S. 597. 
93 Puppe, Jura 1997, S. 408. 
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のみ、当該結果が行為者に帰属される94。この過程における重要な概念としての「許容

性」、すなわち、許されるかどうかは、法規範によらないと判断できない。 
	 規範の判断を入れた客観的帰属論は、犯人の母についてどのように考慮するだろうか。

子どもの出産は規範の下で許されるから、許されざる危険の創出という要件が満たされ

ず、結果帰属を中断させるという結論となるだろう。 
	 このような理論を、いかに規範論に統合するか。 

	 レンツィコフスキは、以下のように述べた。法秩序によって法益を保護するために立

てられた行為規範は、因果関係が無限に広いので、すべての惹起の禁止ではなく、許さ

れない危険の設定の禁止と理解されるべきである。さらに、許されない危険の範囲は「規

範の保護目的」によって制限される。つまり、特定の法益を保護する規範の目的に把握

された危険だけが重要性を有する95。 
	 この説明を見ると、許されない危険は行為規範の内容、規範の保護目的は制裁規範の

内容にそれぞれ対応している。 
	 山中は、以下のように述べた。制裁規範は、 終的には、すべての条件がそろった後

に作動すればよいから、行為時の判断ではなく、事後的判断でよい。したがって、「結

果・危険を含んだ行為」とは、事前的に見た行為ではなく、結果・危険が発生した後で

それが「行為に帰属された」場合に、その行為が規範的判断の対象となるのである。結

局、制裁規範の対象となるのは、事後的に、結果・危険が帰属される行為であるといっ

てよい96。 
	 さらに、客観的帰属論について、以下のように述べた。危険創出連関は、結果に対す

る行為の一般的な危険性を意味するのに対して、危険実現連関は、具体的に生じた結果

へと創出された危険が実現したかどうかの判断をいう。前者は、将来の結果発生に対す

る客観的事前予測であるのに対して、後者は、いわゆる客観的事後予測である。客観的

事後予測は、判明したすべての事実を基礎に、規範的観点から行われる判断である97。 

	 私見をいうと、客観的帰属論自体は、結果を客観的に行為者に帰属できるかどうかを

判断するものとして、事後的にしか判断できないので、理論全体が制裁規範に属すると

いうべきである。特に、規範の保護目的によって判断する際に、規範の保護目的の範囲

外に落ち、帰属されない、という結論を導くのは、制裁規範である。なお、ここでいう

規範は、行為規範に属し、その内容が法秩序全体によって確定される。 

                                            
94 Roxin, AT I, S. 343. ff. 
95 Renzikowski, ARSP Beiheft 104, S. 128. 
96 山中「犯罪論の規範構造」391（677）頁。 
97 山中「犯罪論における『危険予測』の二元的構想」148頁。 



 37 

	 規範の保護目的は、規範論において特に重要であるから、以下で独立して検討する。 

 
（二）規範の保護目的 

 
	 規範の保護目的は、かつて「既存の帰属問題を解決するために、個別的にのみ援用さ

れるとするものがある98」と指摘される問題点が存在したが、現在は、幾多の学者によ

って整理され、様々な過失に適用されるものになっている。 
	 ロクシンの比較的早期の文献においては、規範の保護目的について、以下のような例

が挙げられた。遭難した登山者を救助するために、無謀に登攀して転落して足を骨折し

た者は、遭難者を過失傷害罪で処罰するよう要求することができない。というのも、こ

れは骨折と因果関係があり、救助者の事故が全く予見不可能なわけではないとしても、

人を自由意思による自己危殆化の危険から守るのは刑法における過失傷害罪の目的で

はないからである99。 
	 しかし、これらの例は規範の保護目的を説明するに適切なものではない。過失傷害罪

の規範目的がどのような内容を含めているかは不明である。ロクシンはさらに、法律上

明確な規定（例えば、自殺関与の不可罰性）、または学説と判例によって確立された認

識（例えば、信頼原則）、という例を挙げたが100、この規範の保護目的論には依然とし

て説得力があるわけではないと思われる。 

	 規範の保護目的で説明しやすい典型的な例は、ロクシンの教科書に載った自転車事件

101である。2人が暗闇で自転車に乗って縦列で進行し、いずれも点灯しなかった。前の
者は、無灯火のゆえ、正面から来た自転車に衝突した。しかし、もし後ろの者が自転車

のライトをつけていれば、たとえ前の者がつけなくても、事故を防止することができた

だろう。後ろの者の無灯火走行は、確かに客観的に危険を創出し、さらに危険を実現し

たが、結果を帰属させることができない。なぜなら、道路交通法が自転車の運転者に点

灯を義務付ける目的は、当該義務者（規範の名宛人）が運転している自転車を他車への

正面衝突から保護するものであり、前方に同方向で進行している他人を保護するもので

はないからである。 

	 規範の保護目的で中国の事例を説明することも可能である。 
	 被告人が運転していた三輪トラックの荷台には 3人が乗っていた。停車の際に、トラ

                                            
98 Rudolphi, JuS 1969, Heft 12, S. 550. 
99 Roxin, FS Gallas, S. 246. 
100 Roxin, FS Gallas, S. 258. 
101 RGSt 63, 392. 
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ックの上部は停車した場所に架設されていた電線の裸部分に接触し、車体が電気を帯び

た。1人は荷台から下車し、手をトラックの金属部分に触れ、感電死した。 
	 事後的な鑑定によれば、トラックは本来、1.47 メートルの高さであったが、被告人

によってルーフラックを溶接することで改造されたので、車体全体は 2.35 メートルに
達し、交通法に定められた制限高さ 2メートルを超えていた。なお、裸電線は地面から
2.28メートルの高さであり、電気関連法規に定められた 2.50メートルに達していなか

ったものである。 
	 裁判所は、被告人には、電線の高さが電気関連法規の制限に違反しかつ裸の状態にあ

ることについて、予見可能性がなかったとし、行為と死亡結果との因果関係を否定した

上で、無罪判決を言い渡した102。これは、被告人が交通規制に違反してトラックを改造

しなければ、感電しなかっただろうという判断があり得るにもかかわらず、電線の異常

状態の予見可能性の不存在を刑事責任を否定する要因とする相当因果関係説に近い立

場であると思われる。 
	 規範の保護目的から説明すれば、交通法規に定められた車高の制限は、車両の運転中、

トンネルや橋などを無事に通過できることを目的とし、電線に接触して感電することを

防ぐためではない。本件における被害者が電気を帯びた車体に触れて死亡したのは、ル

ーフラックを溶接することで車体を改造した行為の危険が現実化したものではない。本

件事実を変更した仮想事例として、例えば、仮に被告人のトラックが運転中に通過した

トンネルの上部にぶつかって交通事故を引き起こしたとすれば、結果が規範の保護目的

に含められ、因果関係が認められる、という判断が可能だろう。 
	 ただし、本件は、電線架設行為が電気関連法規に違反したことを理由に死亡結果を帰

属することができるかを検討しておらず、不明確さが残っている。 
	 規範の保護目的の判断方法は、以上のドイツと中国の実例で解明された。すなわち、

行為者が法的に許されない危険を創出したことを判断するとき、このような危険は、行

為規範としての具体的な法規範に許容されるかを検討し、さらに、創出した危険が実現

したことを判断するとき、このような実現は、当該行為規範違反の典型的結果であるか

を検討するのである。なお、いうまでもなく、この判断過程は制裁規範である。 

	 プッペは、規範の保護目的論の不明確さを批判している。まず、規範の保護目的の内

容をどのように確定すべきかは不明である。この常套句を用いる際に意図されるところ

は、完全に、規範が既存の事案で結果を防止しようとするかどうかという話に尽きる。

さらに、一体どの規範の意思、または目的が問題となるかが不明である。目的が問題と

                                            
102 『刑事審判参考』2002年第 5輯 31頁以下。 



 39 

なるのは、過失致死罪の規範ではなく、行為者が結果と因果関係のある行為において違

反した、行為の特性を決める他の注意規範である。 後に、事実関係のどの部分が規範

の保護目的の観点で考察されるべきであるかが不明である。ここでの考察の対象は構成

要件に該当した結果ではなく、結果に至った因果経過だからである103。 
	 規範の保護目的の不明確さを克服するために、プッペは、問題となる帰属要素のため

に「一貫性要求」と呼ばれる新しい表現を提唱した。一貫性の要求は抽象的には次のよ

うに述べられる。許されない特性を備える行為者の行為は因果の連鎖を通じて結果と結

び付いたものでなければならず、この因果の連鎖のあらゆる環が許されない要素を含む

こととなる104。一貫性の要求は、因果経過が異常である場合や、他人や被害者の落ち度

がある場合でも、満たされ得る。一貫性の連関は、因果の連鎖が次第に日常生活の正常

な状態に移行する場合にしか中断しない105。そこで重要となる保護目的は、現に損害の

発生した因果経過が、その遵守が一般的に（つまり個別事案においてではなく）損害を

防止することにふさわしいような注意規範の保護目的である106。「一貫性」はまさに、

規範の保護目的を明確化するものであり、法的判断に役立つことが期待される。 
	 フリッシュは規範の保護目的に対して以下のような批判を向けるが、これは反駁でき

るものだと思われる。「道路交通法の一般的な注意規範の保護目的は、可罰性を考察す

る領域においてはもはや役に立たない。というのも、可罰性の程度の観点は、方法とし

て刑法の制裁規範と行為規範からしか生じないからである。制限速度を大幅に超過して

も、具体的に危険な状況にならないとすれば、過失致死罪の意味での行為規範違反にま

だ程遠い。刑法の過失致死罪の基礎となる行為規範の違反は、規範論理的に独立して定

義されるものであり、道路交通法における特別規範の違反は、このよう行為規範の存在

を証明する徴表に他ならない」107。 
	 フリッシュの学説に対しては、すでに論じられた法秩序の統一性という観点からの批

判も可能である。道路交通法における規範は、法秩序の全体的な規範の有機的な構成部

分として認められ、刑法的判断に引用することに問題はなく、むしろ法領域ごとに分離

する考察が不要だろう。なお、道路交通法における特別規範の違反が、刑法の過失致死

罪を成立させるかどうか、という判断は、もはや行為規範の範囲を超え、制裁規範に属

するものになっている。 
	 客観的帰属論とその規範の保護目的論は、規範論と親和的である。客観的帰属論の危

                                            
103 Puppe, Jura 1997, Heft 12, S. 624. 
104 Puppe, Jura 1997, Heft 12, S. 625. 
105 Puppe, Jura 1997, Heft 12, S. 626. 
106 Puppe, Jura 1997, Heft 12, S. 628. 
107 Frisch, Verhalten, S. 82. 
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険創出と実現は、規範論に統合することができる。「規範の保護目的」でいわれた「規

範」は、法秩序の統一性から義務内容を行為規範として確定すべきであり、規範の保護

目的の全体的判断は、制裁規範の内容である。本稿の 後の具体例の解決で分析を展開

する際にも、客観的帰属論とその規範の保護目的に依拠することがある。 

 
第五節	 小括  

 
	 過失犯の立法と司法と学説は、時代を経て変遷した。注目される焦点は、刑法典制定

時代に重要であった過失致死傷罪などの単純過失犯から、現在の法的義務違反に特徴付

けられる危険運転致死傷罪などの義務型過失犯に移動してきたことである。これに伴い、

過失の本質は、単純な心理的不注意から、外部世界に属する行為に移され、注意義務違

反は、責任要素から不法要素に移された。 

	 注意義務違反と予見可能性の判断基準について、ただ個人の能力のみに依拠する学説

と、一般人としての不法、個人としての責任という判断の二重性を主張する学説がある

が、後者は、行為規範と制裁規範の区別に対応できるものであり、支持されるべきであ

る。 
過失犯の行為規範は、旧過失論か新過失論かによって異なる。現在の立法と司法実務

において、重要性のある過失犯罪は、義務型過失犯である。過失犯の行為規範には、必

ず法的義務を含めなければならない。したがって、すべての規範名宛人に対し、ある具

体的な法的義務を果たせ、という規範命令が存在し得る。これに対し、「結果を回避す

るために」法的義務を果たせ、という行為規範は不要である。 

	 客観的帰属論は、規範論に統合することができる。特に、規範の保護目的について、

行為規範は、法秩序の統一性から、刑法以外の法によって確定することができ、規範の

保護目的から逸脱した場合に帰属を否定することは、制裁規範としての判断過程である。  
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第三章	 共犯の規範  

 
	 以上の検討は、単独過失犯に限定されたものである。しかし、現代社会において、複

数人が関与している過失事例が存在する。これらの事例はやはり過失に属しているので、

上述した過失犯の行為規範と制裁規範が適用される可能性があるが、複数人の関与とい

う要素を看過できないため、共犯の規範を検討した上、過失犯の規範を修正して適用し

なればならない。以下は、共犯の規範に関する検討に入る。 

 
第一節	 故意の共犯  

 
	 共犯の規範は、正犯概念と密接に関連している。異なる正犯概念の下に、共犯の規範

に関する検討が異なる方法で展開される。正犯概念についての刑法規定は、二種類があ

る。一つは、オーストリア刑法を代表とする統一的正犯概念である108。もう一つは、ド

イツ刑法と日本刑法を代表とする制限的正犯概念である。さらに、中国刑法のように、

共犯規定がどの正犯概念を採っているかをなお検討する余地のある刑法も存在する。 

 
（一）統一的正犯概念における共犯の規範 

 
（1）オーストリア刑法 

 
	 オーストリアで も早い統一的刑法典は、1768 年に制定された「テレジア刑法典 

（Constitutio Criminalis Theresiana）」であり、幾つかの刑法改正を経て、現行刑法
は 1975 年に制定されたものである109。特に注目されるべきなのは、同法 12 条が「可
罰的行為を行うのは、直接正犯のみならず、他人に犯行の実行を決意させる者、または

その実行に寄与した者でもある」と規定し、ドイツと異なるいわゆる「統一的正犯概念」

を採り、正犯、教唆犯、幇助犯という区別をしないことである、と学説上一般的に認め

られる110。 

	 オーストリア刑法では、統一的正犯の観念は、拡張的正犯概念に由来している。これ

は、正犯と共犯のあらゆる概念的な対立、さらに正犯の内部における価値の段階を意図

                                            
108 日本における、オーストラリアの統一正犯概念の紹介は、高橋『共犯体系と共犯理
論』1988年 42頁以下を参照。 
109 オーストリア刑法典の変遷についてはWeißer, Täterschaft, S. 125 ff.を参照せよ。 
110 Fabrizy, Strafgesetzbuch, S. 69. 
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的に放棄し、一元的な体系を導くものである。行為に参加した者はすべて、統一的に「正

犯」と呼ばれ、法律上原則として一律に評価され、同様の法定刑の枠内で処罰される111。

さらに、統一的正犯体系において、あらゆる参加者は、正犯であり、ただ自己の不法と、

自己分の責任だけに従って罪責を負う。言い換えれば、あらゆる一般的ないし特別的な

不法と責任要素とを本人自身で実現した者しか、正犯として処罰されない112。 
	 なお、オーストリア刑法 12条の文言は、教唆行為と幇助行為自体を認めているが、

これはドイツ刑法における教唆犯と幇助犯とは異なり、単にこれらの行為を実行した者

も正犯になると説明するにすぎないものである。換言すれば、オーストリア刑法におけ

る正犯には、直接実行犯、間接決意犯、間接寄与犯113という三種類があるが、いずれも

本質的な相違点がなく、実現された犯罪構成要件の同一の法定刑が適用される。 

 
（2）統一的正犯概念の規範 

 
	 統一的正犯概念の場合は、どのような規範があるだろうか。 
	 増田は、拡張的正犯概念における狭義の共犯について、「固有の共犯の行動規範を認

める余地はなく、せいぜい正犯とは別の共犯の制裁規範（刑罰縮小制裁規範）が認めら

れることになるのである」114とする。これは統一的正犯概念にとって参考になり得る見

解である。 

	 オーストリア刑法が採用する統一的正犯概念からすれば、犯罪者は、他人に犯行の実

行を決意させても、その実行に寄与しても、直接に実行した者と同様の行為規範に違反

したものと解されるべきである。なお、制裁規範においては、上述したように、すべて

の参加者は、法律上原則として一律に評価され、同様の法定刑の枠内で処罰されるので、

共犯規定自体にも同様も制裁規範があると見ることができる。 
	 さらに、個人の不法と責任に応じた量刑が可能であるので115、共犯規定以外の制裁規

範によって、複数の被告人に対してそれぞれ異なる宣告刑を言い渡すこともある。 

 
（二）制限的正犯概念における共犯の規範 

 

                                            
111 Kienapfel/Höpfel, Grundriss, S. 195. 
112 Kienapfel/Höpfel, Grundriss, S. 196 
113 Weißer, Täterschaft, S. 143. 
114 増田豊『規範論による責任刑法の再構築』354頁。 
115 Kienapfel/Höpfel, Grundriss, S. 196 
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	 ドイツ法と日本法は、明確な条文で正犯と共犯を区別する。過失の場合は後に検討す

るが、少なくとも故意犯の場合は、正犯と共犯の区別を維持している。なお、この区別

については、拡張的正犯概念ではなく、制限的正犯概念が通説により支持されている。

すなわち、正犯性は、原則として、各則の構成要件に記述された行為に制限される。教

唆犯と幇助犯は処罰拡張事由であり、正犯性が表す可罰性の核心範囲を超えている。こ

れについて、ロクシンは、正犯と共犯を区別する正確な出発点は惹起ではなく、構成要

件の実現にある、とする116。 
	 制限的正犯概念を採ると、共同正犯と教唆犯・幇助犯とを区別しなればならない。以

下は、正犯の規範と、狭義の共犯（教唆犯と幇助犯）の規範を分けて検討する。 

 
（1）正犯の規範 

 
	 現在、ドイツにおいては、行為支配を、多数人による犯罪の正犯性にとって決定的だ

とする立場が通説である。ロクシンの説明を参考にすると、犯罪の過程において中心的

な人物が、犯罪の実現に至る事象を支配するものとされる。共犯者は、確かに同様に事

象に影響を与えるが、その実現にとって決定的ではない。ロクシンはこれを「支配犯」

と呼ぶ。殺人や傷害、器物損壊、窃盗などの一般的な犯罪においては、中心的な人物、

つまり正犯は常に、単独で、または共同して、行為支配を有する。義務犯と自手犯はさ

ておき、正犯性は通常、行為支配で決められる。犯罪の実現において事象に対し決定的

な影響力を与えて中心的な人物として現れる者が、行為支配を有し、よって正犯である。

この記述には正犯の定義がなく、それぞれの状況に基づいて具体化されるベき主導的な

基準だけが与えられている。ドイツ法における正犯は、直接正犯と間接正犯と共同正犯

に分かれている。このような正犯形態の三分法は、行為支配の三種類に対応する。自ら

の手で行為を実行する者は、その行為が事象の中心にあり、行為支配に基づいて直接正

犯となる。犯罪の実行者を脅迫したり欺罔したりして支配することで事象を支配する者

は、構成要件実現の現場にいる必要もなく、共同実現する必要もなく、意思支配に基づ

いて間接正犯となる117。 

	 オーストリア刑法の検討ですでに解明されたように、すべての犯罪者が同様の行為規

範の適用を受けるので、正犯に関する刑法総則の規定は、制裁規範の役割を果たしてい

る。 

                                            
116 Roxin, AT II, S. 7. 
117 Roxin, AT II, S. 9. 
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	 なお、共同正犯の規範について、高橋は、以下のように述べた。共犯規定は、基本的

に、制裁規範に属するものである。殺人の共同正犯についていえば、199条から派生す
る「人を殺すな」という行為規範と死刑等の刑罰を科すという制裁規範、さらに 60条

の制裁規範が相まって、殺人の共同正犯の構成要件が形成されることとなるのである。

「共同して犯罪を実行」という面は、行為規範に属するものといわねばならない118。 
	 要するに、高橋は、正犯と共犯に適用される同様の行為規範を前提として、共犯規定

を制裁規範としている。これは支持すべきであるが、ただし、共同正犯の行為規範に「共

同」という要素を含ませるのは、妥当性が見られないものであろう。例えば、行為規範

自体は、法律家でない一般人を名宛人とし、煩雑な法律概念を含まないものとするほう

が理解しやすい。共同正犯の殺人を例とすると、一般人にとって、禁止されるのは単に

他人の生命という法益を侵害することであり、自己で実行するか、それとも他人と共同

して実行するかは、一般人にとってただ法益の侵害の具体的な様態にすぎない。したが

って、共同正犯の行為規範は、「共同」という要素を包含しない。もちろん、共同正犯

の殺人と単独犯の殺人との区別は制裁規範のレベルで検討する際には重要となる。 
	 間接正犯の規範も、共同正犯と同じく、制裁規範と位置付けるのことが妥当である。

というのも、一般人にとって「間接的に人を殺すな」という行為規範は、考えられない

からである。 

 
（2）共犯の規範 

 
	 制限的正犯概念における共犯の規範がどのように説明されるかは、実際のところ、共

犯の処罰根拠と密接に関連している。教唆犯と幇助犯を処罰拡張事由とすれば、これら

の犯罪を処罰するために、さらなる根拠が必要となる119。これを契機とし、共犯の処罰

根拠という問題が提起される。 

	 共犯の処罰根拠については、歴史的に責任共犯論120と不法共犯論が存在していたが、

                                            
118 高橋『規範論と刑法解釈論』134頁参照。 
119 制限的正犯概念における共犯処罰根拠の検討について、統一的正犯概念の視点から
見ると、「現在までドイツ法において、共犯の処罰根拠は何かという問いへの答えは様々

であり、一部は正反対であり、このような中心的問題における不一致性は、体系におけ

る歪んだ緊張の場の指標である」（Kienapfel/Höpfel, Grundriss, S. 197）という指摘が
あり、ある程度妥当性がある。しかし、本稿は、学説上活発な議論現状を無視すること

なく、ドイツ法と日本法の背景の下に、教唆犯と幇助犯を正犯から分離することを前提

として、共犯の処罰根拠を検討する。 
120 責任共犯論によれば、「他人を堕落させていけない」という行為規範を認めることが
可能であろう。 
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現在はほとんど主張されていない。学説上、意義のあるのは、因果共犯論である。因果

共犯論の内部には、さらに、純粋惹起説と制限性志向惹起説と混合惹起説という分岐が

ある。 

	 ロクシンは、共犯の処罰根拠について以下のように述べた。共犯の処罰根拠に関する

中心的な争点は、共犯の不法が正犯行為の不法から導き出されるか、それとも独立して

いるかという問題にある。共犯不法に関する代表的な観点によれば、一部は正犯不法か

ら導き出されるが、一部は独立している。それは従属的である点で、正犯不法から導き

出される。つまり、正犯による故意の不法は、共同作用する共犯にも帰属される。それ

と並んで、共犯行為への共同作用が同時に共犯者自身による法益の攻撃でもないと帰属

されないという点では、独立している。「従属的な法益攻撃」としての共犯に関する代

表的な構想は、共犯不法の一部は正犯不法の帰属（従属）から、一部は独立の要素（法

益攻撃）から基礎付けられる、という混合理論として現れる121。通説は、共犯不法の独

立性を出発点とするあらゆる観点を否定し、正犯行為の惹起から、それゆえ共犯に転用

される他人の故意の不法から、共犯の可罰性を導き出す。そのため、二重の共犯故意が

必要である。この故意は、一方では行為への教唆か幇助に、もう一方では構成要件に該

当する結果の惹起に向けられたものである122。以下は、このような理論に基づいて共犯

の規範を展開する。 
	 共犯の処罰根拠を法益侵害の惹起と正犯への従属性に位置付けると、共犯の行為規範

と制裁規範は、どのように説明されるかという問題が提起される。以下は、共犯の規範

に関する検討に入る。 
	 教唆犯と幇助犯との行為規範については、シュタインとレンツィコフスキの論説が注

目される。 
	 シュタインは以下のように述べた。（共犯の）行動様式は、特定の方法で、つまり「他

人の正犯行為」を通じて、法益客体を侵害する、という固有の危険であり、正犯の行動

様式と区別される123。法益客体にとって危険であるという理由で、まず正犯の行動様式

を禁止した上で、さらに正犯に当該行為を決意させる教唆、または幇助を禁止するとす

れば、教唆と幇助の行為義務は、法益客体を教唆行為と幇助行為に内在する危険性から

保護する目的を有し、正犯の目的と同じである124。だが、同様の目的方向にもかかわら

ず、禁止は異なる行動様式に関わっている。関与形態は異なる行動様式を包括し、異な

                                            
121 Roxin, AT II, S. 130. 
122 Roxin, AT II, S. 136. 
123 Stein, Beteiligungsformenlehre, S. 85. 
124 Stein, Beteiligungsformenlehre, S. 221. 
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る関与形態に属する行為義務違反が、異なる構成要件（つまり各則の構成要件とそれぞ

れ関連する共犯と正犯の刑法規定）に置かれ、一部は異なる法律上の効果をもって構成

要件化されている以上、異なる（正犯、教唆犯、幇助犯の）行為規範という言葉を用い

ることには、意義がありそうである125。 
	 レンツィコフスキは以下のように述べた。教唆と幇助は、異なる方法で法益侵害の結

果に寄与しており、そのために異なる行為規範に違反するものである126。共犯の特性は、

法益を、正犯のように直接に攻撃することではなく、他人の正犯行為との共同作用で間

接的に危殆化することにある。ここから二つの結論が導き出される。第一に、他人の法

益への攻撃に寄与しない義務は、正犯行為の攻撃客体から基礎付けられなければならな

い。第二に、法益攻撃の間接性から、共犯の行為規範は直接の攻撃に関わる正犯規範と

区別されるが、同時に正犯規範に関連する、と推論される127。 
	 要するに、シュタインとレンツィコフスキは、以下の二点で一致している。つまり、

共犯は、正犯と同様に、法益侵害を惹起する。しかし、惹起の方法は、正犯の直接性と

異なり、単に間接的なものである。したがって、正犯と共犯とは、異なる行為規範を有

する。 

	 両者が、共犯と正犯との同様な法益侵害の惹起を認めるのは妥当であるが、直接的惹

起と間接的惹起という点で、行動様式によって正犯と共犯との行為規範を区別する意義

が大きいとは認められない。上述したように、行為規範は一般人を名宛人とするので、

一般人がこれらの規範を行動の指針として受け入れることが必要である。しかし、一般

人は、例えば「人を殺すべからず」という禁止の存在を認識しており、「死亡結果を惹

起してはいけない」という命令までも受け入れているが、教唆か幇助かのいかなる行動

様式で実現するかというのは、一般人にとって、「毒で人を殺すべからず」や「銃器で

人を殺すべからず」などの表現と同じく、単に殺人の禁止の具体化にすぎない。したが

って、行動様式によって正犯と共犯との行為規範を区別する必要はない。 

	 正犯と共犯の行為規範については、高橋の学説が注目される。彼は、「共犯は正犯の

実現した結果を共に惹起したがゆえに処罰され、正犯と共犯とでは、規範違反の内容が

質的に異なるのではなく、量的に異なるのである。正犯に妥当する規範は、共犯にも妥

当する規範であり、共犯は、ただ間接的に、共犯規定を通じて、その規範に違反すると

いうわけである」とし、正犯と共犯とに共通する行為規範という考え方を支持している。

これは基本的に妥当だと思われる。 

                                            
125 Stein, Beteiligungsformenlehre, S. 222. 
126 Renzikowski, Restriktiver Täterbegriff, S. 123. 
127 Renzikowski, Restriktiver Täterbegriff, S. 127. 
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	 教唆犯と幇助犯との制裁規範については、レンツィコフスキが以下のように述べる。 
	 共犯の存在は故意で違法な正犯行為を必要とする。制裁規範としての可罰性の問題は、

行為規範としての共犯行為の違法性の理由と区別しなければならない。「従属性」とい

う表現の歴史において、可罰性の問題はいつも中心的な位置を占めている。共犯行為の

違法性を基礎付ける行為規範違反は可罰性の問題と区別すべきである。共犯の可罰性は

正犯行為の遂行に依存する128。ドイツ刑法 26 条および 27 条は共犯の可罰性を故意の

違法な正犯行為に結び付ける。教唆と幇助は単純な危険犯ではない。これは制裁規範の

問題である129。 
	 要するに、レンツィコフスキは、共犯の成立は正犯の故意を前提とする、という従属

性を制裁規範として認めている。 
	 この点について、高橋の学説は以下のとおりである。正犯と共犯とでは、共に「人を

殺すな」という行為規範に違反するものの、共犯体系においては、共犯を処罰するため

には、制裁（媒介）規範としての共犯規定が存在することになる。正犯と共犯の区別は、

刑罰目的から派生する可罰性判断から構成される「制裁規範」に属する問題である。す

なわち、行為規範違反を前提として、いかなる正犯類型・共犯類型に帰属され得るかと

いう問題である130。 
	 これに対し、増田は共犯の規範を以下のように説明した。共犯の処罰根拠である共犯

の（固有の）不法と責任は、「行動規範レヴェル」において確定されるべきものである。

すなわち、共犯の（人格的）不法は共犯に固有な行動規範に対する（正当化事由が介在

しない限りにおける）違反行為であり、共犯の（人格的）責任は、この行動規範により

適法行為へと動機付けることが可能であるにもかかわらず、当該行動規範侵害へと動機

付けてしまった非難可能な行為である。したがって、行動規範関係的な共犯の不法・責

任は、正犯行為が遂行されたか否かに関係なく、事前的に確定されることになる。これ

に対し、違法・有責な共犯行為の故に当該共犯者を処罰すべきであるか否かは、共犯の

「制裁規範レヴェル」における固有の問題である131。 
	 しかし、不法・責任を行動規範の問題とし、ただ可罰性のみを制裁規範とするのは、

妥当性に欠けている。上述したように、責任は行為規範の役割を担うことはなく、ただ

制裁規範にすぎない、ということが認められるべきである。 

                                            
128 Renzikowski, Restriktiver Täterbegriff, S. 131. 
129 Maurach/Zipf, AT 2, S. 535.同書のこの部分はレンツィコフスキによって執筆され
た。 
130 高橋『規範論と刑法解釈論』125頁参照。 
131 増田『規範論による責任刑法の再構築』361頁参照。 
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	 私見をいうと、規範は一般人に対する一次規範と法律家に対する二次規範に分けられ

る。共犯規定に内在する規範は二次規範である。すなわち、裁判官が複数の者の関与し

た刑事事件を判断する際に、個々人の不法ないし責任の認定のために用いられる基準で

ある。他人と犯罪を実行しようとした者が、共同正犯の規定が存在することを想起して、

犯罪の仲間と別れ、自分の力で犯罪を実行することはあり得ないからである。 
	 教唆犯と幇助犯も、共同正犯と同様に、一般人に向けられる規範の内容をなすもので

はない。正犯、教唆犯、幇助犯という煩雑な概念は、一般人にとって理解しにくいばか

りでなく、理解しなくとも、刑法各則の構成要件を記述する規定が行為規範として役立

つのに十分だからである。 

	 これに対し、共犯は、正犯の行為規範をも基礎付ける法益への危険を増大させるので、

共犯の禁止は、危殆化の禁止である、とする学説がある。その違反は、共犯の処罰根拠

をなすとされる。しかし、共犯の可罰性が他人の故意かつ違法な行為を前提とすること

は、一次規範の意味を持たず、単に二次的制裁規範の意味のみを持っていると解すべき

である。 

 
（三）中国刑法の共犯体系 

 
	 以上の検討により、統一的正犯概念と制限的正犯概念を検討した上で、正犯と共犯を

区別しない統一的正犯概念においても、正犯と共犯を区別する制限的正犯概念において

も、すべての者が同様の行為規範を有し、総則の規定は制裁規範である、という結論に

達した。 

	 しかし、中国刑法は、「正犯と共犯」ではなく、「主犯と従犯」の文言を用いている。

ここでは統一的正犯概念を採るか、それとも制限的正犯概念を採るか、さらに、どのよ

うな規範論的考察が可能であるか、という問題が提起される。以下が、中国刑法におけ

る「共同犯罪」規定である。 
「25条	 共同犯罪は二人以上共同して故意により行う犯罪である。 
	 二人以上共同して過失により行う罪は、共同犯罪としない。刑事責任を負うべきであ

るときは、行われた罪に基づいてそれぞれ罰する。 
26 条	 犯罪活動を行う犯罪集団を指導・組織する者、または共同犯罪で主要な役割を
果たす者は、主犯とする。 

	 犯罪集団を指導・組織する首謀者は、当該犯罪集団の行ったすべての犯罪に基づいて

罰する。 
	 それ以外の主犯は、その者が関与したすべての犯罪によって罰する。 
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27条	 共同犯罪の中で副次的・補助的な役割を果たす者は、従犯とする。 
	 従犯の刑は減軽し、または免除する。」 
「29条	 他人を教唆する者は、共同犯罪での役割に基づいて罰する。」 

	 「主犯」と「従犯」との区別は、制限的正犯概念における区別を容易に想起させるも

のである。したがって、それぞれを、ドイツ刑法の正犯と共犯に対応させて説明する学

説がある。現在は、このような解釈に基づいて議論するものが多数であるとも言える。 

	 代表的な論者は周光権である。彼は以下のように述べた。中国刑法の規定は、オース

トリア刑法と明らかに異なり、正犯という文言を用いていない。しかし 27条と 29条 1
項において幇助犯と教唆犯という狭義の共犯を明確に規定しており、正犯の概念は狭義

の共犯との区別から推論される。中国刑法の「主犯」は正犯であり、従犯に関する規定

は、幇助犯の規定である。「副次的・補助的な役割」というのは、ただ幇助犯を説明す

るものにすぎず、独自の意味を有しない。しかも、中国刑法 27条の従犯規定は、処罰

面において、日本刑法における必要的減軽と類似している。日本刑法は、通説によれば、

制限的正犯概念を採っている132。さらに、統一的正犯概念と異なり、中国刑法において、

各関与者には同一の法定刑が適用されるわけではない。従犯に対して、正犯の刑で処罰

することができず、「減軽し、または免除」しなければならない133。 
	 刑罰権の制限から関与形態を区別する必要性を見出す学説もある。すなわち、近代刑

法は、法益保護のみならず、人権保障の目標をも追求しているので、国家の権力を制限

しなければならない。したがって、立法のレベルにおいては、できるだけ詳細な規定を

制定することで、裁判官の自由裁量の権力を一定の範囲に制限する。もし、刑法の焦点

が法益侵害にのみ集中するならば、財産犯の中で窃盗や詐欺や強盗などを区別する必要

はなくなるだろう。それゆえ、法益侵害のみならず、法益侵害の具体的行為様態をも考

慮すべきである。正犯・教唆犯・幇助犯という区別をするのは、まさにこのような考慮

である134。 

	 さらに、従犯を二種類に分けた上で、正犯・共犯体系に対応する学説もある。つまり、

副次的な役割を果たす者というのは、副次的な実行行為を行った実行犯135であり、補助

的な役割を果たす者というのは、幇助行為を行った幇助犯である、と解釈される136。 

                                            
132 周光権「被教唆的人没有犯被教唆的罪之理解」182頁以下。 
133 周光権「被教唆的人没有犯被教唆的罪之理解」184頁以下。なお、同『刑法総論	 第
二版』210頁。 
134 任海涛「統一正犯体系之評估」39頁以下。 
135 実行犯は中国刑法理論における概念である。簡単に言えば、形式的に構成要件行為
を行った者は、実行犯とされる。ドイツと日本における正犯とは範囲が異なる。 
136 張開駿「区分制犯罪参与体系与規範的形式客観説正犯標準」法学家 2013年 4期 63
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	 制限的正犯概念から以上の方法で中国刑法を解釈することに反対する学者は多くな

いが、その代表者として劉明祥を挙げられる。彼は以下のように述べた。 
	 中国刑法は、各共犯者の犯罪における役割に基づいて、主犯と従犯を区別した上で、

共同犯罪の中の位置付けと処罰原則を確定する。したがって、他人を教唆する者は、犯

意の創出者として、共同犯罪の中で通常主要な役割を担い、主犯として処罰すべきであ

るが、副次的な役割を担うこともある。後者の場合は、従犯で処罰する。他人を幇助す

る者は、従犯として処罰することが多いが、主犯とすることもある。例えば、甲が金庫

のパスワードを提供し、乙はパスワードで金庫を開いて金銭を窃取した事例においては、

甲を主犯とするほうが合理的である。中国の主犯は、ドイツや日本の正犯と大きく相違

する137。確かに、中国刑法には主犯と従犯を客観的に区別する基準が存在しない、とい

う欠点がある。何が主要な役割か、何が副次的な役割かは、司法機関の判断に委ねられ、

客観的基準の欠如による恣意性は避けられない138。司法実務においては、教唆犯は主犯

として処罰されるのが一般的であり、被教唆者の手先である実行犯（正犯）は従犯とし

て処罰されることが多い139。 
	 劉明祥と類似する学説は以下のようである。中国刑法における共犯規定は、ドイツ法

や日本法と異なり、役割によって分類されると同時に、実行があるか否かによって分類

される。正犯と主犯、教唆・幇助犯と従犯の間には、それぞれ対応関係が存在しない。

「他人を教唆する者は、共同犯罪での役割に基づいて罰する」という条文が、まさにこ

れを証明している。すなわち、教唆犯は、実行があるか否かによって分類される類型で

あって、共同犯罪での役割との必然的関連性を示していない。教唆犯は主要な役割を担

っている場合は主犯とされるが、副次的役割を担っている場合は従犯とされることもあ

る140。 
 なお、議論の激しさを緩和するため、折衷案を提出する学者もいる。現行法の共犯の
分類は、ただ量刑問題を解決するにすぎず、「構成要件該当性」というレベルでの関与

類型に関する規定が欠ける。したがって、統一的正犯概念でも制限的正犯概念でも現行

法を解釈することが可能である141。 
	 いずれにせよ、現在中国においては、共犯体系と正犯概念について活発な議論がなさ

れている。ドイツと日本の刑法学界との共通点を見出せば、対話をすることが容易にな

                                                                                                                                
頁。 
137 劉明祥「主犯正犯化質疑」116頁以下。 
138 劉明祥「主犯正犯化質疑」120頁。 
139 劉明祥「論中国特色的犯罪参与体系」76頁。 
140 張偉「我国犯罪参与体系下正犯概念不宜実質化」92頁。 
141 閻二鵬「共謀共同正犯理論中国化的障碍及其解釈対策」97頁。 
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る実益は否定できないが、実際のところは、ドイツと日本における共犯議論を参照しな

がら、中国刑法を解釈することには、中国の議論状況の独自性を明らかにすることがで

きるメリットがある。 

	 ドイツにおいては、正犯・共犯の区別について、様々な学説が主張されている。形式

的客観説はまさに も素朴な考え方である。実行行為を厳格に解釈することは罪刑法定

主義にも一致している。例えば、「窃盗」を厳格に解釈すると、必ず財物を取る行為を

要求しなければならない。見張り行為を行った者は、財物自体さえも見ていない。形式

的客観説で見張りを窃盗の正犯行為とするのはどうしても難しい。この難点を克服する

ために、実質的客観説が登場した。さらに、ドイツでは、行為支配説が通説になってい

る。ロクシンの説明を参考にすると、犯罪の過程において中心的な人物が、犯罪の実現

に至る事象を支配するものとされる。共犯者は、確かに同様に事象に影響を与えるが、

その実現にとって決定的ではない。しかし、ロクシンも、支配という判断基準は司法実

務における具体化に委ねられる、と認めている142。このような理論的変遷を顧みると、

正犯の拡大化や解釈の柔軟化により、正犯・共犯の区別は曖昧になる傾向がある、とい

ってもよいだろう。 

	 これと異なる理論は、中国刑法に適用すると、異なる結論を導く。正犯・共犯の区別

に関する形式的客観説は、形式的に構成要件に該当する行為を正犯行為とする。この観

点からすれば、正犯行為を実行した者は必ずしも主要な役割を果たしたわけではなく、

正犯行為を実行していない者が必ずしも副次的・補助的な役割を果たしたわけでもない。

そうだとすると、中国刑法ではドイツと日本の理論における「正犯・共犯」に相当する

概念がなく、オーストリア刑法のような統一的正犯概念を採るべきことになる。しかし、

正犯・共犯の区別に関する行為支配説から見ると、中国刑法はそれに近い立場に立つと

考えても、必ずしも誤っているとはいえない。というのも、犯罪事象を支配する者は、

主要な役割を果たした場合が多いからである。 

	 しかし、正犯・共犯を主犯・従犯にそれぞれ対応させるのは早計である。日本の司法

実務では狭義の共犯の適用は極めて少なく、ほとんどの被告人が共同正犯とされている

のに対して、中国では従犯が広く認められる。中国刑法の共犯規定はドイツおよび日本

の規定とどのような対応関係もないと考えられる。 
	 実は、こうした区別が形成された経緯は、歴史的源流にさかのぼることができる。中

華法系の頂点だと言っても過言ではない「唐律疏議」は、現代の中国刑法に与えている

影響がほとんどないが、「諸共犯罪者、造意を以て首と為し、随従者、一等を減ず」の

                                            
142 Roxin, AT II, S. 9. 
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規定は、主犯と従犯との区別とある程度の関連性を示している143。これは、ドイツ近代

刑法における構成要件に基づく共犯体系とは異なるものである。 
	 したがって、中国刑法は、統一的正犯概念を採った上で、量刑判断を明文に規定する

共犯体系とするのが、妥当である144。 
	 この結論を認めれば、中国刑法の規範を展開することができる。つまり、主犯に適用

される行為規範は、従犯に適用される行為規範と同様の内容を含む。言い換えれば、主

犯・従犯規定は、行為規範を規定しておらず、もっぱら制裁規範である。特に、主犯と

従犯は、各関与者の役割によってしか区別できないから、どのような役割を果たしたか

というのは、事後的判断事項である。先に証明されたように、事後的判断を行うのは、

行為規範ではなく、制裁規範である。なお、従犯は、主犯と比べて、必要的減刑事由で

ある点で、オーストリア刑法と異なる制裁規範を示している。 

 
第二節	 過失共犯の規範  

 
	 以上の検討は、故意を前提として展開された。過失の場合は、異なる解釈の可能性が

ある。 

 
（一）過失共犯に関する理論の現状 

 
	 過失共犯に関する議論は、実際には、過失共同正犯に集中して展開されている。ドイ

ツの通説は、行為支配説を故意犯に限り、過失は行為支配を前提としないことを理由に

過失犯の領域においては統一的正犯概念が適用されるべきだとする145。さらに、ドイツ

刑法典の教唆犯と幇助犯に関する条文が、故意による関与に限定され、過失教唆と過失

幇助とを不可罰とすることも挙げられる。したがって、すべての過失は正犯であり、過

失教唆犯と過失幇助犯の存在する余地はないため、もっぱら過失共同正犯について議論

                                            
143 江溯『犯罪参与体系研究』205頁。 
144 主犯を中心とする量刑問題に議論が集中している中国刑法に対しては、次の批判が
ある。つまり、実務おいては、役割の大きさは、各関与者の共同犯罪の社会危害性の大

きさによって決められる。主犯は、社会的危害性がより大きい者とされている。主犯を

中心とする共犯体系の欠点は、社会的危害性の不明確性という欠点と共通している。し

たがって、社会的危害性に基づいて関与者の役割を認定する際には、恣意性を示してい

る。劉艶紅「共謀共同正犯的理論誤区及其原因」38頁）。 
145 これに対し、故意犯か過失犯を問わず、一律に統一的正犯概念を採るオーストリア
刑法は、理論的一貫性を示しているので、統一正犯概念の優越性が見られる。

Kienapfel/Höpfel, Grundriss, S. 197. 
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するのである。 
	 伝統的にドイツの通説は、過失共同正犯を否定し、数人が過失で共同して作用する場

合は同時犯の限度で処罰されるとしてきた。過失行為においては、共同正犯に必要な「共

同行為決意」が欠けるため、数人の過失による行為が共同で作用したとき、過失犯の可

罰性の前提条件が存在する範囲で、すべての関与者の同時犯が成立するが、相互帰属は

存在しないとされる146。 

	 日本にもかつてドイツと同様の傾向が見られ、過失の主観面を重視して、過失共同正

犯が否定されていた。特に、これを理由として、戦後にはじめて過失犯の共同正犯を認

めた 高裁判所のメタノール事件147における見解を批判する学説がある。具体的にいえ

ば、共同正犯が単独正犯および同時犯と区別される際のその特徴は、客観面の共同と主

観面の共同であるとする。過失犯には、因果関係の共通ということから客観面の共同が

存在するが、「相互諒解」、すなわち共に犯罪を実行する意思があり得ないから、過失共

同正犯は概念的に成り立たないとする148。 
	 しかし、共同実行の意思がないことは、過失共同正犯を否定する理由にはならないと

する学説もある。ロクシンによれば、過失犯という概念は、本来共同実行意思による共

同作用を包含しない。故意犯の処罰対象は意識的な結果惹起であり、過失犯の処罰対象

は注意義務違反による結果惹起であるので、両者の間に根本的な構造上の違いがある。

そのため、過失犯で「共同行為決意」を要求することは無意味である149。 

	 過失領域には故意犯のような分業的事象支配が存在しない以上、故意正犯の判断基準

を過失領域に転用するのは適切でないとされる。そうであるとすると、過失犯に関する

独立の判断基準が要求される150。さらに、ヴァイサーは、過失共同正犯を認めるために

は、故意犯における共同正犯の基準に代わり、行為者の間に同等の注意義務と、共同作

用と、潜在的な共同行為者が自己と同等の注意義務の下にあることの認識という判断基

準が必要であるとする151。 

	 なお、上述したように、正犯性を認定する基準に関しては行為支配説が現在のドイツ

通説である。この点から、いかに過失共同正犯を説明するかは注目される。ロクシンは、

事象に対する機能的行為支配を共同正犯の本質として把握し、共同の行為計画と共同実

                                            
146 Jescheck/Weigend, AT, S. 676 ff. 
147 判昭和 28年 1月 23日刑集 7巻 1号 30頁。 
148 平場「過失共同正犯――それはあり得るか」120頁以下。 
149 Roxin, AT II, S. 97. 
150 Otto, FS Spendel, S. 281. 
151 Weißer, JZ 1998, S. 232. 
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行を正犯性の要件とする場合152、「過失共同体」という十分に明確な概念、および過失

犯における「共同実行」の概念を構成すれば、過失共同正犯の観念自体を否定すること

はできない、とする153。 

	 ヴェルツェルにより展開された目的的行為論を出発点として、過失行為を不注意な目

的的行為としてとらえる学説もある。例えば、過失致死傷罪や失火罪などにおいては、

「一緒に自動車を運転する」行為や「一緒に焚き火をする」行為などの前構成要件的・

自然的事実の共同が重要となるのではなく、「共同で自動車を運転しながら、スピード

違反を犯す」行為や、「一緒に焚き火をしながら、近くに可燃物のあることを意に介さ

ず依然として焚き火を続ける」行為など、不注意な目的的行為を共同して行うことが過

失共同正犯の要件になる、とする154。 
	 過失共同正犯の成立を因果関係の証明から論証する学説も主張されてきた。意思連絡

は共同正犯の特徴であり、これがある場合には、因果関係からしか共同正犯の成立を制

限できない。つまり、因果関係のある意思連絡があれば、共同正犯の責任を認め得るこ

とになる。因果関係は故意犯のみならず、過失犯にも存在するので、過失犯においても

意思連絡が連帯責任の根拠となり得る、とする155。 

	 しかし、過失犯の因果関係がどのように肯定されるかの議論は、論者によって当初具

体的に展開されず、過失共同正犯が成立するとする論証は不十分であった。革スプレー

事件の判決156が出されてはじめて、本格的に因果関係から過失共同正犯を検討する学説

が現れる。 
	 プッペは、革スプレー事件における決定共同体の検討から論証を展開する。いわゆる

「共同の注意義務」論を批判し、法律の明文の規定に合致していなければ、法律の適用

対象とはなし得ないとする。本来、独立に帰属を検討すべきである客体を任意に統合し、

集団責任を負わせることはできない。革スプレー事件についていえば、複数の取締役の

全員を統一体として、これに責任を負わせることはできず、個人の行為と傷害結果との

間の因果関係を立証しなければならない。取締役会の投票過程においては、個々の投票

が会議の決定を変えられなかった以上、それらの個々の投票と結果との因果関係は成立

しない、とする。さらに、プッペは、過失共同正犯の支持者が、証明の難点を回避する

ために、個々の行為と結果との因果関係を潜在的な因果関係に置き換えている、と批判

                                            
152 Roxin, AT II, S. 8 ff. 
153 Roxin, Täterschaft, S. 738. 
154 内田『刑法における過失共働の理論』236頁。 
155 Bindokat, JZ 1979, S. 434. 
156 BGHSt 37, 106. 
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する157。 
	 日本においても、因果性から論証する学説がある。例えば、山中は、共同実行意思を

共同正犯の主観的構成要件とする犯罪共同説を採り、過失における共同実行の意思にも

故意犯のような因果関係があるから、過失共同正犯を肯定し得る、とする。彼は、構成

要件的結果と行為との間の因果性、さらに、特に他人の行為から結果が発生するという

ことについての予見可能性を、過失共同正犯の成立要件として求める158。 

	 この点をより詳しく説明する学説によれば、現代社会においては、客観的に複数人の

分業する作業が多く行われており、この中では、相互利用・補充関係により、主観面で

は、漫然とした不注意な態度を互いに促進・強化する心理状態が存在し得る。各行為者

が、それぞれ注意義務を負う立場にあるにもかかわらず、共同行為に内在する危険に配

慮しないことを認識していれば、過失共同正犯を肯定すべきである、とする159。 
	 しかし、過失共同正犯の根拠を過失犯の共同正犯的因果性に求めるという論証は理由

が不十分である。共同正犯の処罰根拠を因果的惹起に求める因果的共犯論を出発点とし

ても、過失共同正犯が問題となる諸事例においては、心理上の因果的影響力が必ずしも

相当な程度に至らない。つまり、行為者らが互いに不注意を助長したとは言いにくく、

心理的因果性は認められない、という批判が可能であろう160。 
	 客観的帰属論から説明を試みるのがオットーである。彼は、共同正犯の根拠を、共同

して法益侵害の危険を創出し、または増加させたことに求め、このような根拠が存在す

れば、個々の行為寄与を証明する必要のないことは過失共同正犯の場合も故意犯と同様

であるので、過失共同正犯の概念は肯定すべきである、とする161。 
	 近年、過失の共同正犯を過失同時犯に解消する説が注目される。この説は、問題とな

る事例はすべて同時犯として解決でき、新しい概念を創造する必要はない、とする。肯

定説は、共犯の処罰根拠を因果性に求め、過失領域にも因果性が存在する以上、過失共

同正犯という概念を認め得るとするが、しかし、それでは処罰範囲が不当に拡大される

恐れがあり、現実の事件を検討した上で、過失共同正犯が問題とされている事例は、同

時犯とするか、不可罰とするかのいずれかによって基本的に解消することができる162、

とする。 

	 この学説には賛成すべきだと思われる。例えば、2人が過失で 2つの石を投げ、その
                                            
157 Puppe, GA 2004, S. 135. 
158 山口「過失犯の共同正犯についての覚書」400頁。 
159 内海『過失共同正犯について』253頁。 
160 北川「我が国における過失共同正犯の議論と今後の課題」53頁。 
161 Otto, FS Spendel, S. 282. Ders., Grundkurs, S. 312. 
162 西田『刑法総論	 第 2版』383頁、同『共犯理論の展開』211頁。 
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うちの 1つが通行人に当たって死亡したという設例では、肯定説は、過失共同正犯を認
めれば、因果関係の証明を回避する実益がある、と主張するが163、しかし、因果関係が

不明なのであれば、あるいは、当たったのが他人の石である場合にも、不可罰の結論を

導き、処罰範囲を限定するのが妥当であろう。さらに、重大事故は管理監督過失で処罰

すれば足りるので、責任者がいないことを懸念する必要はない。 

 
（二）規範論からの考察 

 
	 過失の共同正犯を肯定するかどうかの争いは、この概念を認めなければ処罰を肯定で

きない事案を、どのように解決すべきなのかの対立に帰着する。	  
	 規範論の視点から見ると、過失の共同正犯事例における行為規範と制裁規範をそれぞ

れ解明しなければならない。上述したように、過失は、客観的義務違反によって特徴付

けられる。義務内容は、法秩序の統一性に基づき、刑法のみならず、民法・行政法から

導出され、行為規範として定着される。行為規範は、制裁規範を発動する前提であるた

め、複数の関与者を処罰するためには、行為規範としての義務を中心として議論を展開

すべきである。義務の内容によって、複数の関与者が存在する過失事例には、以下の類

型がある。 
	 まず、複数人の過失の内容がそれぞれ違う場合、すなわち、複数の行為者について同

一の結果に対する責任が問題になっているが、過失責任の根拠が異なる注意義務違反に

求められる場合がある。例えば、通行人が消火しないままタバコを灰皿の下のごみ箱に

捨て、ビルの火災を引き起こしたが、ビルの安全管理者もごみ箱の防火管理を怠ってい

たことが事後に判明したとする。因果関係の点では、両名のいずれか一方が注意義務を

履行すれば、結果が発生しなかっただろう。このような事案では、共同正犯を認めずと

も、同時犯が成立するとし、それぞれに過失責任を追求すればよい。 

	 そこで次に、過失の内容が各人について同様である場合、すなわち、複数の行為者が

同様の注意義務に違反した場合を検討する。これは、さらに以下の三種類に分けられる。 
	 第一に、結果が複数の過失行為の中の一つによって惹起された場合である。例えば、

2人が狩りに行き、遠方の密林に向かって何回か射撃したが、その中の 1つが森林管理
員に当たってこれを殺した。この場合、死亡結果の惹起が誰の銃弾によるかが判明すれ

ば、その者に過失致死罪の責任を負わせ、もう 1人は無罪としなければならない。事実

関係が判明しなければ、「疑わしきは被告人の利益に従う」という原則に従い、2 人と

                                            
163 内海『過失共同正犯について』253頁。 
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も無罪とすべきである。 
	 第二に、結果が複数の過失行為によって重畳的に惹起され、1つの行為だけでは結果
が発生しなかっただろうという場合がある。例えば、甲は、自宅において爆発の高度な

危険性のあるガスが漏出しているにもかかわらず、これを放置し、甲の母親である乙が

ろうそくに火をつけた結果、火災を引き起こした。この場合は、各人の過失行為をそれ

ぞれ判断すべきである。 

	 第三に、集団の内部に複数の行為があり、結果を惹起したのは統一した外部行為であ

る場合がある。革スプレー事件がその典型例である。同事件では、製品の回収を行わな

い決定に全員が賛成しており、被告人 1人だけが反対しても決定は覆られなかっただろ

うと考えられるにもかかわらず、ドイツ連邦通常裁判所は、各人が賛成行為によって決

定に寄与したことを理由に、過失致傷罪の成立を認めた。しかし、日本では、薬害エイ

ズ事件における 高裁判所が、同じく製品の回収を行わないとする判断を下した行政職

員と、製薬会社の責任者とが、それぞれ単独正犯として処罰され得ることを認めている

164。 
	 以上は過失共同正犯の検討方法であるが、同様に過失の教唆・幇助の可罰性も検討す

ることができるかどうかが問題となる。これに関し、ドイツのような明文の規定を欠く

日本でも、過失による狭義の共犯まで処罰すべきだとする学説はほぼ存在しない。しか

し、正犯と共犯との区別が制裁規範の問題であるとする本稿の立場からは、過失による

正犯と共犯との間には理論的に断絶があるわけではなく、両者の相違は量的なものであ

る。制裁規範の観点からすれば、過失教唆・幇助の不処罰は、それらの不法・責任が可

罰的な程度に達しないことから説明されるのであり、違反した行為規範が正犯のものと

異なることによるものではない。 

 
第三節	 小括  

 
	 複数人がいる過失事例を検討するためには、共犯の規範を解明しなければならない。 
	 統一的正犯概念の場合は、正犯と共犯を区別せずに、両者に同様の行為規範が適用さ

れるだけでなく、制裁規範も共犯自体のレベルでは区別されず、他の制裁規範と合わせ

て量刑の 大限の個別化を実現することとなる。 
	 制限的正犯概念の場合は、正犯と共犯を区別するので、共犯の処罰根拠が必要である。

従属性志向の惹起説を出発点とすれば、共犯規定は、制裁規範であるので、教唆犯と幇

                                            
164 決平成 20年 3月 3日刑集 62巻 4号 567頁。 
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助犯のために、正犯と異なる行為規範を確定する必要はない。 
	 中国刑法における共同犯罪の規定がどの正犯概念を採っているかは盛んに議論され

ているが、統一的正犯概念を認めた上、量刑事由としての特殊な制裁規範とするほうが

妥当である。 
	 過失共同正犯の事例に関しては、肯定説と否定説の論争があるが、規範論の視点から

すると、行為規範としての義務内容を中心として、事件の類型化によって解決すべきで

ある。  
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第四章	 具体例の解決  

 
	 規範論に関する以上の検討結果が具体的事例にどのように適用されるかという問題

に答える前に、本稿で展開した規範論の中から、重要な結論を確認しておこう。 
	 すなわち、規範は、一般人を名宛人とする一次的な行為規範と、裁判官に向けられる

二次的な制裁規範に分けられる。過失は、法的義務の違反によって特徴付けられる。こ

のような義務内容を行為規範とする限り、義務の判断基準は、個人ではなく、平均能力

を有する一般人である。さらに、法秩序の統一性を出発点として、行為規範を構成する

義務の具体的内容は、民法・行政法などの刑法以外の法領域から求めることが可能であ

る。共犯規定は、制裁規範の性格を有するので、その適用は事後的判断に委ねられる。 
	 したがって、規範論から過失共犯事例を説明する際に中心となる点は、まず、行為規

範のレベルで、法秩序の統一性の視点から、各関与者の法的義務の内容をそれぞれ確立

することである。さらに、制裁規範のレベルでは、行為規範を構成する義務の内容に照

らし、結果を、各関与者の義務違反に、それぞれ帰属できるかを判断する、ことになる。

前者においては義務の内容が決定的なものであり、行為規範としての義務は、その内容

によって、異なる制裁規範を事後的に発動することもある。 
	 以下では幾つかの具体例を取り上げて、本稿の結論を例証することとしたい。 

 
（一）スイスのローリング・ストーンズ事件 

 
	 2人の男性が 2つの岩のかたまりを転がして落とすことにした。岩が落ちた地面は 2

人の場所から見えない。そこで、下の誰かに当たることを排除するために、2人の中の
1人が下に向かって叫んだ。誰も答えなかったので、2人は岩をそれぞれ転がして落と
した。通りかかった通行人が 1つの岩に当たって死亡した。どの岩が 終的に結果を惹

起したかは認定できなかった。スイス連邦裁判所は両名に過失致死罪が成立することを

肯定した165。 
	 本件は、単純過失犯であるため、法的義務が検討されていない。したがって、行為規

範のレベルでは、単に危殆化の禁止しか残っていない。被告人両名は行為規範に違反し

たことが明らかである。しかし、制裁規範のレベルでは、因果関係が不明なので、帰属

を阻却しなければならない。行為規範違反があるにもかかわらず、制裁規範としての処

罰の要素が備わっていないので、処罰できない、という規範論的説明が可能であろう。 

                                            
165 BGE IV 1987, 58ff. Vgl., Weißer, JZ 1998, S. 230. 
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（二）日本の世田谷火災事件 

 
	 「共同注意義務の共同違反」は現在、日本の司法実務において、過失共同正犯の事件

を判断するにあたり重要な基準である。しかし、日本の判例はかつて過失共同正犯を否

定した166。戦後はこの概念を肯定する裁判例が主流を占める。東京地方裁判所の判決を

例として、日本の過失共同正犯の成立要件を説明する。 
	 被告人 A と B は一緒にケーブルの溶解作業をした。作業内容は、それぞれがトーチ
ランプを持ち、ケーブルの鉛管を溶かして開披することである。被告人らが作業現場を

去った際、トーチランプの一つが十分に消火されず、防護シートに延焼し、火災事故を

引き起こした。消火されていなかったトーチランプと火事との因果関係は鑑定によって

証明された。 

	 東京地裁は、被告人両名は現場の火気を消すことについて相互的な共同の注意義務を

負い、これに反して共同の過失行為により結果を惹起したので、刑法 60条および 117
条の 2により、業務上失火罪の共同正犯が成立するとする。両名は共に禁錮 1年執行猶

予 3年に処された。 
	 本件の意義は過失犯について共同正犯としての刑事責任を負わしめることのみなら

ず、過失共同正犯の要件を明確化して論じたことにある。すなわち、「社会生活上危険

かつ重大な結果の発生することが予想される場合においては、相互利用・補充による共

同の注意義務を負う共同作業者が現に存在するところであり、しかもその共同作業者間

において、その注意義務を怠った共同の行為がある」ということである167。 

	 本件において、被告人両名の行為が業務上失火罪に該当するか、という問題があるの

で、行為規範のレベルで、被告人両名の「業務」としての義務の内容をそれぞれ確定し

なればならない。裁判所は、ここで、現場の火気を消すことについて相互的な共同の注

意義務を認めた上、両名の負う内容的に一致する共同義務が存在する、と判断した。本

件はさらに、制裁規範のレベルで、共犯の帰属原理に基づき、火災の結果が被告人両名

に帰属されたものと見ることも考えられる。 

                                            
166 大判明治 44年 3月 16日刑録 17輯 380頁。 
167 東京地判平成 4年 1月 23日判例時報 1419号 133頁。公訴時効の成立に関する判
示であるが、 決平成 28年 7月 12日（裁判所ウェブサイトに掲載）は、「共同義務の
共同違反」に該当しない限り過失共同正犯は成立しないとする立場を明らかにした。い

わゆる明石歩道橋事故に関して後から検察審査会により強制起訴された被告人の行為

について、先に起訴された者との間に共同正犯の関係がないとして、公訴時効の成立を

肯定したものである。 
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	 しかし、行為規範としての義務内容は、明確に認定されたとはいえない。本件のよう

に、高度に専門的な作業においては消火確認義務が認められるとしても、相互に他者が

火事を起こさないことを確保する義務を両名に課すことができるのかは、必ずしも明確

ではない。もし肯定的な答えを出せば、被告人 1名に対して、自分の消火しなかったト
ーチランプが火災を引き起こしたか、相手がトーチランプを消火しなかったことを阻止

せずに火災を引き起こしたか、いずれかの理由で業務上失火罪の制裁規範を発動するに

は十分であろう。 
	 したがって、義務型の過失犯については、複数人がいる場合、共犯という制裁規範を

検討する前に、行為規範としての義務の内容を認定しなければならないのである。 

 
（三）重大事故に関する中国の諸事件 

 
	 中国刑法は、過失共同正犯を明確に否定している。つまり、共同犯罪を 2人以上共同
して故意犯罪をしたものと定義した上、「二人以上共同して過失により行う犯罪は、共

同犯罪としない。刑事責任を負うべきであるときは、行われた罪に基づいてそれぞれ罰

する」とする。すなわち、過失同時犯として各人の行為を完全に独立して考察し、それ

らの責任は相互に影響を及ぼさないとする制度が採られている。 
	 したがって、もし司法実務において処罰の必要性などを理由に、中国で過失共同犯罪

が肯定されるとすれば、罪刑法定主義に違反したという批判が容易になされるだろう。

共犯の処罰は、法律の文言に厳格に従うべきものであり、事件の多発性や社会に対する

危害性などの事情は、可罰性を肯定する理由にはならない168。 

	 なお、中国においては、複数人がいる過失事例において、過失致死傷罪ではなく、重

大責任事故罪や重大労働安全事故罪などの特別な犯罪の成立が可能である169。 
	 以下は、両罪の犯罪構成要件と、これに関する司法解釈を整理した上、規範論の観点

をもって、適用の可否を説明することを試みる。 
	 中国刑法 134 条の「重大責任事故罪」は「生産作業中、安全管理に関する規定に違
反し、重大死傷事故などの重大結果を引き起こした者は、三年以下の懲役または拘留に

処する」とし、135条の「重大労働安全事故罪」は「安全生産設備、または安全生産条

                                            
168 黎宏「過失共同正犯質疑」24頁。これに反対する学説は、張明楷『刑法学	 第四版』
364頁を参照。 
169 この条文の存在を理由とし、中国において、複数人が関与する過失行為の問題を各
則の規定をもって解決できるものとし、わざわざ過失共同正犯という概念を構築する必

要がないとする学説がある。黎宏『刑法学』279頁。 
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件が国家規定に達しないことにより、重大な死亡傷害事故などの重大結果を引き起こし

たとき、直接担当する主管者、および他の直接担当者は、三年以下の懲役または拘留に

処する」とする。 

	 なお、同法 96条によれば、「国家規定」とは、全人代およびその常務委員会に制定さ
れた法律と決定、および国務院に制定された行政法規、行政措置、決定と命令であるが、

人民 高法院の司法解釈によれば、地方自治体の法規、国家工業規格を参照し、必要な

場合、慣習と企業の安全生産制度をも参照することができる。 
	 これは、行為規範の一部を構成するものであり、義務の内容を解明する際に重要な手

掛かりとなっているが、しかし、以下の事件の中には、国家規定の明確化に欠けている

判決も見られる。 
	 2007年の同条に関連する司法解釈によると、「直接担当する主管者、および他の直接
担当者」とは、直接に担当する鉱山企業担当者、管理者、実際支配者、投資者、および

設備管理・整備の職務を有する電気工事人、ガス点検人などの作業員である。この規定

は、本来、鉱山事故に関する刑事事件を対象としていたが、適用範囲が 2011年の司法
解釈によって鉱山事故以外の刑事事件に拡大させられた。さらに、2015年、「安全生産

を危殆化する刑事事件への法適用の若干の問題に関する解釈」は、以上の諸解釈を統一

化した。具体的には、「重大責任事故罪」の主体を「生産作業の組織、指揮、管理を担

当する担当者、管理者、実際支配者、投資者などの者、および生産作業に直接従事する

者」とし、「重大労働安全事故罪」の主体を「安全生産設備、または安全生産条件が国

家規定に達しないことについて直接責任を負う生産経営企業の担当者、管理者、実際支

配者、投資者などの者、および安全生産設備と安全生産条件について、管理と整備する

職責を負う者」とする。 
	 これは、規範の名宛人に関する解釈であり、ある行為規範に違反できるかどうかを判

断する際に必要不可欠な基準である。しかし、以下の事件で示されるように、中国の裁

判例には、「重大責任事故罪」と「重大労働安全事故罪」の主体を形式的に認定する傾

向がある。 

 
（1）製紙工場硫化水素中毒死事件 

 
	 2014年 3月、被告人甲と乙は、被害者である丙と共に、合夥170の形で製紙工場を開

設した。3人は共に、原料の購入や生産や販売面で工場の経営にあたっていた。当該製

                                            
170 概ね英米法のパートナーシップや日本法の持分会社に相当する。 
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紙工場は、商業登記を行っておらず、工場のための安全生産規則を制定しておらず、従

業員に対して安全教育を実施しておらず、パルプ洗浄作業に必要な防護具も提供してい

なかった。 

	 同年 9月 24日、工場は設備故障のため、生産を停止した。10月 3日、丙は、作業員
2名が夜間作業するよう手配した。午後 10時頃、作業員 2名は、パルプ洗浄の際に、
硫化水素の濃度が高ずきた結果、意識を失い、洗浄槽に落ち込んだ。丙は、他の 3人の

作業員と共に、必要な防護服を着用せずに、洗浄槽に入り、救助しようとしたが、6名
全員が意識を失い、硫化水素中毒で死亡した。 
	 事故調査報告によれば、本件事故の直接の原因として、事故直前の生産停止の間に、

洗浄槽の中に残ったパルプから生じた硫化水素などの有毒ガスが、洗浄のためにパルプ

をかき回したことに伴い、空気中に拡散し、従業員に吸引された、ということが挙げら

れ、本件事故の間接原因として、従業員に硫化水素に関する知識や救急対応の知識が不

足しており、防護措置に欠けていたことなどが挙げられる。 
	 裁判所は、国務院軽工業部により制定された「製紙業安全生産管理規定」を引用して、

製紙作業の際には、有毒ガス危害を防止するために必要な措置を講じ、さらに、硫化水

素中毒防止のため、従業員に防護具を提供し、使用方法の安全教育を実施しなければな

らない、と認めた上で、以下のように判示した。本件被告人両名は、工場投資者および

経営者として、労働安全設備と安全生産条件を国家規定に従わせる義務があるにもかか

わらず、安全生産の法律を無視し、管理義務を怠り、事故を引き起こした。これに鑑み

れば、事故の発生について直接責任を持つ者として重大労働安全事故罪に該当する、と

いわざるを得ない。 

	 被告人両名は後に上訴したが、棄却された171。 
	 本件の特徴は、義務内容の明確化である。裁判所は、「製紙業安全生産管理規定」と

いう安全規則を引用した上で、被告人の義務を詳しく説明した。本件事故において、作

業員の死亡という結果の原因は硫化水素中毒であり、これはまさに防護具の提供などを

義務とする行為規範の保護目的の範囲内にある。換言すれば、硫化水素中毒は防護具不

提供という規範違反の典型的な結果であり、かつ、安全規則の目的に包含できる範囲外

に逸脱しない危害である。 
	 行為規範の名宛人問題については、本件において、被告人両名は合夥企業を経営して

いたので、重大労働安全事故罪の主体として刑法条文に規定された「直接担当する主管

                                            
171 湖北省洪湖市人民法院刑事附帯民事判決書（2015）鄂洪湖刑初字第 00028号、湖北
省荊州市中級人民法院刑事附帯民事裁定書（2015）鄂荊州中刑終字第 00198号。 
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者」、ないし司法解釈により明確化された「生産経営企業の実際支配者、投資者」に該

当する、と認められるだろう。 
	 なお、被告人両名の義務は全く同様の内容を含んでおり、以下の事例において複数の

被告人がそれぞれ異なる義務を負う場合とは区別される。 

 
（2）冷蔵庫工場火災事件 

 
	 2012年 9月、某冷食配達センター（以下、A社）の責任者である戊は、冷蔵庫を設
置するために、壬癸夫婦から倉庫を賃借した上、冷蔵庫生産資格のない某冷蔵設備株式

会社（以下、B社）の支配人である甲と、B社が戊のために冷蔵庫を製造する内容の契
約を結んだ。B社の法定代表人172は辛である。甲は、乙丙丁を雇い、冷蔵庫の製造を施

工した。B社の従業員である己が乙丙丁の施工指導者と指定された。 

	 同年 10月 30日 13時頃、乙丙丁は、不良品のポリスチレン板を使用し、安全措置を
講じないで、ポリウレタン充填剤の使用方法に従わずに作業した結果、ポリスチレン板

の摩擦から生じた火花がポリウレタン充填剤から揮発した可燃性ガスに引火した。火は

隣接した某商業貿易株式会社（以下は C 社）所有の建物に延焼し、火災は、C 社の従
業員 5名を死亡させ、35人を負傷させた。C社の法定代表人は庚である。 
	 事故報告によれば、本件事故の間接原因として、（1）A社は、冷蔵庫生産資格を有さ

ず、消火器などの消防器具も設置しておらず、（2）壬癸夫婦の倉庫は、消防法に違反し
て建てられたものであり、（3）C社の建物は、消防法に違反して建てられたものであり、
C社では従業員に安全教育を実施していない、という三点が挙げられた。 

	 裁判所は以下のように判断した。甲乙丙丁戊は、生産中、安全管理の規定に違反し、

重大死亡傷害事故を引き起こしたので、それぞれの行為が重大責任事故罪に該当し、庚

辛壬癸は、火災事故の責任機関の主管者および直接責任者として、国家規定に従わずに、

重大死亡傷害事故を引き起こしたので、それぞれの行為が重大労働安全事故罪に該当す

る。また、各関与者は、客観的に行為は、共に事故を引き起こしたため、それぞれの部

分において主要な役割を担っている。 

	 なお、被告人甲乙丙丁戊庚は上訴したが、棄却された173。 
	 本件は、製紙工場事件と異なり、被告人の義務内容がそれぞれ相違するのみならず、

互いに独立した義務であるともいえる。具体的にいうと、A社の消防器具設置などの義
                                            
172 法定代表人とは、中国会社法上の概念であり、会社を代表して権利を行使する者で
ある。日本の代表取締役や、代表理事がこれに相当する。 
173 河南省許昌市中級人民法院刑事裁定書（2015）許刑終字第 00230号。 
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務と、C 社の安全教育実施などの義務は、いずれも消防法から導かれる義務であるが、
ただ偶然に同じ時、同じ場合に存在していたにすぎず、互いに関連している義務ではな

い。そこで、制裁規範のレベルで認定した際に、それぞれの義務違反に結果を帰属でき

るかを検討すべきこととなる。 
	 しかし、本件判決には、ただ被告人の肩書によって、被告人の果たすべき義務を形式

的に認定してしまったという不備がある。例えば、A 社と C 社の具体的構造や法人意

思形成の過程を検討せずに、法定代表人という肩書の具体的な役割が不明なまま、漫然

と、抽象的な消防義務を A 社と C 社の法定代表人にそれぞれ負わせた。本件はこのよ
うな形式的認定の典型例であるが、他の裁判例も、義務認定の際に、被告人の肩書に過

度に依存する傾向がある。 

 
（3）炭鉱爆発事件 

 
	 2012 年以降、大山炭鉱の投資者である甲、および鉱長である乙は、採掘許可を得ず
に、作業員に大山炭鉱の 9号炭層を採掘させた。生産鉱長である丙は、安全管理規則に

反して、作業員に遮断壁を撤去させた結果、換気のための風量が不足することとなった。

安全責任者である丁は、坑道などに対する検査を行っていた。技術管理者である戊は、

9号炭層採掘が許可を得ておらず、かつ安全生産の条件を満たさないことを知っていた

にもかかわらず、採掘を阻止しなかった。ガス点検員である己は、ガス点検資格を有し

ないまま、作業員の採掘作業を指導していた。 
	 2013年 4月、現地安全生産監督局は、炭鉱を検査した上、安全問題を発見し、「即時

に 9号炭層の作業員と設備を撤収し、坑道を封鎖せよ」との行政命令を下したが、9号
炭層の採掘は継続された。 
	 2013年 5月 10日 19時頃、己は、ガスや風量について点検を行った上、合格と判断

した後で、作業員 13名が坑道に入って作業するよう手配した。しかし、当該炭坑には、
換気体系が混乱し、風量が不足したため、ガスが大量に蓄積した。電気ドリルから生じ

た火花がガスに引火して爆発事故を引き起こし、作業員 13名が死亡した。 

	 裁判所は以下のように判断した。被告人甲は、投資者および事実支配者として、乙は、

鉱山生産を全般的に指導する鉱長として、丙は生産鉱長として、丁は安全責任者として、

いずれも鉱山生産作業を安全規則に従わせる義務があり、安全生産監督局の停止命令を

受け、安全問題があることを知っていたにもかかわらず、命令に従わずに、採掘を続け

た。戊は、炭鉱の安全生産技術を管理する技術者として、採掘技術を国家規定に一致さ

せる義務があり、己は、自己のガス点検無資格を知っていたにもかかわらず、ガス点検
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の仕事を引き受けた。被告人 6名が法規を無視し、安全生産規定を見落としたことに鑑
みれば、安全条件を満たさない生産作業から生じた重大事故に対して、それぞれが重大

責任事故罪の罪責を負い、その情状は極めて重大である174。 

	 なお、被告人全員が上訴したが、戊について刑の変更があった以外、すべて棄却され

た175。 
	 本件の特徴は、被告人たちがそれぞれ異なる義務を負い、義務内容に関連性が見られ

ることである。ここでは過失認定の際に、監督義務をもって説明することができる。し

かし、冷蔵庫工場火災事件と同様に、義務認定の際に、被告人の肩書に過度に依存して

いる、という批判が可能である。 

	 さらに、本件裁判所が安全生産監督局により発令された生産停止の行政命令を検討し

たのは、事故に対する被告人の予見可能性を認定するためであったと思われる。すなわ

ち、行政命令を受けたことを端緒とし、炭鉱に現に存在した安全生産上の問題を知って

いた、と推論されたのである。 

 
小括 

 
	 規範論から過失共犯事例を説明する際に中心となる点は、まず、行為規範のレベルで、

法秩序の統一性の視点から、各関与者の法的義務の内容をそれぞれ確立することである。

さらに、制裁規範のレベルでは、行為規範を構成する義務の内容に照らし、結果を、各

関与者の義務違反に、それぞれ帰属できるかを判断することになる。前者においては義

務の内容が決定的なものであり、行為規範としての義務は、その内容によって、異なる

制裁規範を事後的に発動することもある。 
	 スイスのローリング・ストーンズ事件では、被告人両名は行為規範に違反したことが

明らかである。しかし、制裁規範のレベルでは、因果関係が不明なので、帰属を阻却し

なければならない。 
	 日本の世田谷火災事件において、裁判所は、「共同義務の共同違反」を認めた上で、

被告人らを過失共同正犯で処罰したが、行為規範としての義務内容は、明確に認定され

たとはいえない。 

                                            
174 甲と乙の行為は不法採鉱罪にも該当するとされたが、本稿のテーマと直接に関連し
ていないので、省略する。 
175 貴州省安順市中級人民法院刑事判決書（2013）安市刑終字第 168号。 



 67 

	 中国刑法は、過失共同正犯を明確に否定している。複数人がいる過失事例においては、

過失致死傷罪ではなく、重大責任事故罪や重大労働安全事故罪などの特別な犯罪の成立

が可能である。しかし、同罪の裁判例には、規範の名宛人について、ただ被告人の肩書

によって、被告人の果たすべき義務を形式的に認定してしまったという不備がある。  
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おわりに  

 
	 規範論は、古い学説である。しかし、現在の刑法解釈論においては、規範論からの説

明が行われることは、ごく一部に限られている。また、その際に、行為規範と制裁規範

の区別が意識されず、ないし混同されることもある。本稿は、規範論で過失共犯の問題

を解決する試みを通じて、共犯の構造論に過度に集中する、という現在広く採られてい

る抽象的な研究方法以外の関心から、刑法学に新しい視点を提供しようとしたものであ

る。 
	 行為規範としての法的義務は、過失共犯事例にとって重要である。行為規範を明らか

にすることにこそ、まさに過失共犯を処罰する意義がある。中国では現在、かつての日

本の高度経済成長と類似する経済成長が進んでいるが、炭鉱爆発事故をはじめ、重大な

生産事故が多発しており、労働安全規則などの社会規範が国民の意識に定着している、

とはまだいえない。刑事司法が行為規範を社会に伝達することに貢献できるかどうかは、

注目されている。 
	 立法論から説明すると、義務内容を過失犯の中に含めて責任者の範囲を明確に確定す

る罪名は、司法実務にとって有益なものである。中国刑法の「重大労働安全事故罪」は

まさにこの好例である。しかし、裁判所の運用には、なお義務内容の明確化に欠けてい

る面がある。 

	 後に、規範論は、刑法体系の再構築にとって意義を有するが、本稿は基本的な準備

作業をふまえ、すぐに過失共犯に視点を向けた。さらに将来、規範論に基づいて刑法体

系を再構築するかは、検討が期待されるべきものではないかと思われる。  
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