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おわりに
はじめに
承継的共同正犯については、周知の通り、全面的に肯定する見解
見解

などがある

（２）

、全面的に否定する

（１）

。

（３）

ところで、齋藤誠二博士がロクシン説を紹介した

。ロクシン説は、従来主張されてい

（４）

た全面的に肯定する見解、全面的に否定する見解などと異なるため、承継的共同正犯に関す
る学説は、収拾がつかない情況に陥った。しかしながら、ロクシン説を紹介した齋藤誠二博
士はロクシン説から離れつつある

。承継的共同正犯を巡る学説がますます紛糾すること

（５）

は一目瞭然である。
このため、本稿では、旧齋藤誠二説（ロクシン説）と新齋藤誠二説との違いを検討する。
また、ロクシン説も紹介し、分析する。
Ⅰ．旧齋藤誠二説の特徴
旧齋藤誠二説はロクシン説

（６）

を紹介したうえで自説を展開している

。その内容を紹介

（７）

すると、以下のようになる。
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後行者は、先行為者により行われた実行行為が終了していないにもかかわらず、中途から
先行者の実行行為に関与したのち、残りの行為を実行して犯罪結果を実現させたために、後
行者に対していかなる刑事責任を負わせるかが問題になる。このような場合、旧齋藤誠二説
（ロクシン説）によると、後行者の行為を先行者の実行行為と同様に扱うことを全面的に否
定する点で、全面に否定する見解と同様になる。
しかしながら、従来主張されていた全面的に否定する見解と異なり、先行者の実行行為を
幇助したことを認めたうえで、後行者の行為と先行者の実行行為を幇助した行為を観念的競
合（刑法第54条第１項）で処断するという

。なぜならば、全面的に肯定する見解による

（８）

と、後行者は先行者が実行をした行為に対してまでも責任を負わされることになりかねず、
その一方で、全面的に否定する見解によると、後行者は不可罰になりかねないからである。
このように考えると、後行者は、刑法典が予想していない行為を行ったが、法益侵害とい
う結果を発生させた以上、法益侵害を行ったことに対して、刑法は関与すべきであるという
べきである。したがって、全面的に肯定する見解には賛同できないし、全面的に否定する見
解にも賛同できないという結論に至る

。

（９）

Ⅱ．新齋藤誠二説の特徴
新齋藤誠二説が主張する内容を紹介すると、以下のようになる。
旧齋藤誠二説（ロクシン説）と同様に、問題提起を踏まえて、後行者の行為を先行者の実
行行為と同様に扱うことを全面的に否定する点では全面的に否定する見解と同様になる。ま
た、先行者の実行行為を幇助したことを認める点は、旧齋藤誠二説と同様である。
しかしながら、後行者の行為と先行者の実行行為を幇助した行為を法条競合で処断すると
いう点が旧齋藤誠二説（ロクシン説）と異なる。このように、齋藤誠二博士は、ロクシン説
から離れて独自の見解を主張された

。

（10）

Ⅲ．両者の比較
旧齋藤誠二説（ロクシン説）と新齋藤誠二説は、共通点と相違点がある。以下、共通点
と相違点を順に書く。
１．共通点
旧齋藤誠二説（ロクシン説）と新齋藤誠二説は、後行者の行為を先行者の実行行為と同
様に扱うことを全面的に否定する点で、全面的に否定する見解と同様になる。すなわち、
後行者の行為を先行者の実行行為と同様に扱うことを全面的に否定する点で、全面的に否
定する見解と同様である。また、先行為者の実行行為を幇助したことを認める点も同様で
ある。この点は、ロクシン説をベースにしているゆえんであろう
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。

（11）
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２．相違点
旧齋藤誠二説（ロクシン説）は、後行為者は自らも法益を侵害する行為を行ったが、先
行為者の実行行為を幇助した点に鑑みて、両者の行為を観念的競合（刑法第54条第１項前
段）で処断されるという理論構成をしていた

。それにもかかわらず、新齋藤誠二説は、

（12）

両者の行為を法条競合で処断するという理論構成に変っている

。

（13）

このように、齋藤誠二博士は、罪数論で、ロクシン説から離れることを決意されて新た
な理論構成をされたのであろう

。

（14）

Ⅳ．罪数論
１．Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．で説明をした通り、旧齋藤誠二説（ロクシン説）が観念的競合（刑法第
54条第１項前段）を主張したのに対して、新齋藤誠二説は法条競合を主張するように
なったのである

。そこで、観念的競合（同第54条第１項前段）と法条競合の違い

（15）

を説明する。観念的競合（同第54条第１項前段）と法条競合を順に検討する。
①

観念的競合（刑法第54条第１項前段）
 観念的競合（Idealkonkurrenz）とは、
「一個の行為が二個以上の罪名に触れる」とき
に、どのように処断をすべきかが問題となる。実際には数罪であるが、刑法は本来的に
は行為が一個である点に鑑みて、本来的一罪として扱うことにしたのである。科刑上一
罪といわれるゆえんである。
 ところで、
「一個の行為」なのかどうかの判断について明文規定がなく、その判断は
解釈にゆだねられている。この点については、
「法的評価をはなれ構成要件的観点を捨
象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価をうける
場合をいう」という判例

がある。また、
「二個以上の罪名に触れる」についても、明

（16）

文規定がない。
「一個の行為」と同様に、その判断は解釈にゆだねられている。この点
については、一個の暴行行為で職務執行中の公務員に傷害を負わすような場合に観念的
競合が成立をするとした判例

がある。このような解釈を前提に、
「最も重い刑により

（17）

処断する」とは、上限及び下限とも最も重い法定刑を規定した罰条と解釈した判例

（18）

がある。
②

法条競合
 法条競合（Gesetzeskonkurrenz）とは、一個の行為が数個の罰条に当たる外観を示
すが、そのうちの一つの罰条が他の罰条の適用を排除する場合である。観念的競合（刑
法第54条第１項前段）と同様に、犯罪成立上の一罪のことをいう。このため、本来的一
罪といわれるゆえんである。
 ところで、法条競合は、観念的競合（刑法第54条第１項前段）と異なり、明文を欠い
ている。しかしながら、観念的競合（同第54条第１項前段）以外に罪質などを考慮して
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単純一罪として評価すべきか、あるいは、包括一罪

（19）

として評価すべきかが問題とな

る。前者に相当する場合が法条競合である。被告人の人権を考慮したうえ、裁判を一度
で終らせるためであると思われる。法条競合を４つの類型に分類する見解に賛同す
る
ⅰ

。

（20）

択一関係
 択一関係（Alternativität）とは、競合する罰条の一方が他方の適用を排除する関係
をいう。たとえば、他人の委託により預かった金銭を着服した場合には、横領罪（刑法
第252条）と背任罪（同第247条）が成立する可能性がある。両罪の区別の判断が難しい
からである。また、量刑が、いずれも、５年以下の懲役とされているからである。
 しかしながら、後者は事務処理の規定である。それを踏まえて、他人の委託により預
かった金銭を「自己の意思で」着服した場合には、前者の適用を認めることになる。

ⅱ

吸収関係
 吸収関係（Konsuntion）とは、発生をした犯罪結果が２つ以上成立し、競合する場
合である。たとえば、殺意をもって人をピストルで撃った際は、当然衣服を損壊する。
その場合、殺人罪（刑法第199条）あるいは殺人未遂罪（同第203条）が成立をするが、
器物損壊罪（同第261条）も成立する。
 しかしながら、器物損壊罪（同第261条）は、殺人罪（同第199条）あるいは殺人未遂
罪（同第203条）によって、評価されている。
 このように、成立をした一方の罰条と他の罰条を比較した場合、前者の方に完全な罪
質が認められる場合、後者は前者を吸収した結果、後者だけが適用されるゆえんである。

ⅲ

特別関係
 特別関係（Spezialität）とは、競合する２つ以上の罰条が一般法と特別法の関係にあ
る場合をいう。たとえば、普通殺人罪（刑法第199条）と現在は削除されたが尊属殺人
罪（旧刑法第200条）の関係がそうである。後者の犯罪は、特別に規定された犯罪であ
る。すなわち、倫理を重視し、俗にいう親殺しを普通殺人とは異なるとしたものである。
したがって、親殺しをした場合、削除される前の時代では尊属殺人罪（旧刑法第200条）
が適用され、普通殺人罪（刑法第199条）は適用を除外されていた

。

（21）

 このように、特別法に該当する罰条が優先される。特別法は一般法に優先するといわ
れるゆえんである。
ⅳ

補充関係


補充関係（Subsidiarität）とは、競合する２つ以上の罰条が基本法と補充法の関係に

ある場合をいう。たとえば、住居に放火をした場合、現住建造物等放火罪（刑法第108
条）と非現住建造物等放火罪（同第109条第１項）が成立する可能性がある。
 しかしながら、人が現に住んでいなければ、前者は適用されずに、後者だけが適用さ
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れる。
 このように、基本法は補充法を排除するといわれるゆえんである。
２．観念的競合（刑法第54条第１項前段）と法条競合を比較した。両者の扱いがまったく
異なる点に注意をすべきである

。齋藤誠二博士は、このことを承諾のうえで、自

（22）

説を変更されたと考える。
 しかしながら、齋藤誠二博士がなぜ観念的競合説から法条競合説に変更をされたの
か理解に苦しむ。また、齋藤誠二博士は、刑罰論について、当初からロクシン説に違
和感をもっていたと推測する

。

（23）

Ⅴ．ロクシン説
ところで、旧齋藤誠二説（ロクシン説）も新齋藤誠二説も、ロクシン説を前提にしてい
る。ここでは、ロクシン博士の見解

を紹介し、分析する。

（24）

１．ロクシン博士は、判例で問題とされた事例を参考に、窃盗罪（ドイツ刑法第244条）
、
強盗罪（同第249条）
、強姦罪（同第177条）に関する承継的共同正犯について説明を
している。窃盗罪、強盗罪、強姦罪は罪質を異にする。すなわち、窃盗罪と強盗罪は
財産に対する犯罪であり、強姦罪は性的自由に対する犯罪である。各論者が刑法各論
で体系上一般的に説明しているように、本稿もそれにしたがう。性的自由に対する犯
罪である強姦罪、財産に対する犯罪である窃盗罪と強盗罪の順で、以下、紹介す
る

。

（24）

①

強姦罪（Vergewaltigung）
（ドイツ刑法第177条）
 これは、性的自由（Sexuelle Freiheit）に対する犯罪（Verbrechen）である。
 Aが妻に暴行を加えた（vergewaltigt）のち引き続き、Bが完全に（völlig）疲労困憊
し（erschöpften）
、 無 感 情（apathischen） の 被 害 者（A の 妻 ）
（Opfer） に 暴 行

（Gewaltanwendung）せずに性交を果たした場合、BはAの行為（Tat）に関して共同正
（B
犯（Mitttäterschaft）を基礎づける（begründen）ことができ（ない） 。しかし、
（25）

が）強姦罪の幇助者（Gehilfen）として評価されるのは、正犯（Täter）
（A）が妻を意
識 不 明 に な る よ う に 殴 り、
（Bが ） こ の よ う な 事 情（dieses Umstandes） を 認 識
（Kenntnis）して（たとえば、被害者（Opfer）の衣服を脱がせることにより）手助け
をしたのち、犯罪（des Deliktes）を既遂（Vollendung）にさせた場合である
②

。

（26）

窃盗罪（Diebstahl）
（ドイツ刑法第244条）
 これは、財産（Vermögen）に対する犯罪である。
 Aが窃盗する際、BがAと盗品（Wegschffung）－Aが単独で運び去ることができない
もの－を運び去る場合、Bは共犯者（Mitttäter）である。事後（nachtäglicher）
（無言
であろうとしても（sei es auch stillschweigernder）
）参加（Eintritt）は、共同の所為
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計画（gemeinsamen Taplan）で確定（feststellbar）すべき必要がある。 。窃盗は、
（27）

正犯により自ら所持（eigenen Gewahrsams）を取得（Erlangung）したことで、すで
に“形式的に完了 （formell vollendet）
”した。しかし、略奪品（Beute）という盗品
になることによって“実質的に終了（materiell beendet）
”した
犯罪の形式的な既遂まで限定して認めることができる
③

。承継的共同正犯は

（28）

。

（29）

強盗罪（Raub）
（ドイツ刑法第249条）
 窃盗罪同様、財産に対する犯罪である。
 窃取（Wegnahme）の場合新たに加わった者（Hinzukommende）が同時に強盗の幇
助者（Gehilfe）になるのは、幇助者（er）が暴行を了承している（weiß）場合である。
なぜならば、幇助者（er）は正犯者が強盗を既遂する場合に援助する（unterstützt）か
らである

。

（30）

２．このように、ロクシン博士が判例を前提にしながら、性的自由に対する強姦罪、財産
に対する窃盗罪と強盗罪について、全面的に否定する見解であり、しかも、後行者が
先行者の実行行為を幇助していることを主張し続けていることは明らかである。
 しかしながら、ロクシン博士が新齋藤誠二説と同様に、法条競合で処断する方向に
見解を変えているかどうかは判明しない。ロクシン博士は先行者の行為と後行者の幇
助行為（Hilte Tat）を認めるというだけで、罪数論（Die Anzahl von Verbrechen－
Theorien）について言及していないからである。
Ⅵ．考察
。こ

旧齋藤誠二説（ロクシン説）と新齋藤誠二説は共同正犯を「正犯」と考えている

（31）

の点については賛同するが、新齋藤誠二説は罪数論について見解を変更している

。そこ

（32）

で、旧齋藤誠二説が賛同をしていたロクシン説を紹介した。このような状況を踏まえて、わ
たくしの見解を展開したい。共同正犯（Mittäterschaft）は、刑法第60条に明記されている
通り、「正犯」であると考える

。共同正犯は「みんなでやれば怖くない（Ich bin nicht

（33）

wild, wenn ich es zusammen mache）
」という考えがあると思われるからである。刑法第60
条に「正犯」と明記してあるのは、各自が分担をして結果発生のために行った行為に対して、
刑法典が因果応報（Vergeltung）を各自に下すということではないかと考える。これは、
刑法でいう因果関係（Kausalität）と関連すると考える。因果関係については、周知の通り、
客観的因果関係説（Objektivekausalzusammenhangstheorie）など学説が錯綜している。こ
の よ う な 状 況 で、 わ た く し は、 相 当 因 果 関 係 説（Adäquterkausalzusammenhangs－
theorie）

（34）

に賛同している。相当因果関係説が、社会的、常識的な判断に妥当すると考え

るからである。
ところで、承継的共同正犯（sukzessive Mittäterschaft）の場合には、刑法第60条が予想
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しなかったズレが生じる。そういう意味では、いわゆる一部実行全部責任の原則（Ein
Prinzip von das total die Teilübungsverantwortung）には合致しないと考える。承継的共
同正犯において、その原則論を固執するならば、刑法の原則である罪刑法定主義（Ein
Prinzip der Gesetzlichkeit）に反すると考える。しかも、日本国憲法第31条には「法律の定
める手続（due process of law） 」が明記されている。解釈上、そこには罪刑法定主義
（35）

（Nulla poena sine lege、Nallum crimen sine lege）も明記されているといわれている

。

（36）

承継的共同正犯を罪刑法定主義に当てはめると、後行者に対して先行者の行為が行った行為
まで刑事責任を負わせるのは、刑罰不遡及（Strafe, die nicht rückblickend ist）に反する
と考える。すなわち、承継的共同正犯の場合、堅固な（狭義の） 共同正犯とは異なり、後
（37）

行者は先行者と意思の連絡をしたにもかかわらず、先行者が実行をした行為（Tat）を行っ
ていない。これをどのように解決するかが問題になるのである。その際、行為無価値
（Handlungsunwert）を重視するか、結果無価値（Erforgsunwert）を重視するかによって
理論構成が異なると考える。わたくしは、犯罪は行為に始まると考えるので、基本的に行為
を重視するが、犯罪結果も考慮する。このように考えると、齋藤誠二博士が主張されている
「志向無価値」にも賛同できよう

。

（38）

しかしながら、旧齋藤誠二説（ロクシン説）は承継的共同正犯を観念的競合（刑法第54条
第１項前段）で処断すると主張していた
法条競合で処断すると主張された

（39）

のに対して、新齋藤誠二説は承継的共同正犯を

。その際、新齋藤誠二説が、法条競合でいずれの関係

（40）

を認めるのかが問題となる。新齋藤誠二説は法条競合のうち、法条競合のうち、吸収関係で
処断することを考えていると推測する。ここで、本来刑法第60条が予想をしていた共同正犯
を図式化し、承継的共同正犯でのズレも図式化する。これにより、先行者（正犯）が単独で
実行行為を始めたのち、先行者と後行者（共犯）の時系列が明らかになると思われるからで
ある。その後旧齋藤誠二説（ロクシン説）と新齋藤誠二説の違いを図式化する。
１．刑法第60条が本来予想している共同正犯の場合
A
意思の連絡

法益侵害（結果の発生）

B
２．承継的共同正犯の場合
法益侵害

先行者
意思の連絡
後行者

先行者の手助け＋法益侵害

３．旧齋藤誠二説（ロクシン説）と新齋藤誠二説の違い
先行者

法益侵害

（旧齋藤誠二説）

意思の連絡
後行者

観念的競合

先行者の手助け＋法益侵害

‖

（ロクシン説）
法条競合（新齋藤誠二説）
法条競合のいずれ？
吸収関係？
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このように、新齋藤誠二説が法条競合で吸収関係の適用を認めるかどうかは定かではない。
明らかにされていないからである

。わたくしは、旧齋藤誠二説（ロクシン説）に賛同す

（41）

ることを再度言明する。また、ロクシン説にも注目したい。
おわりに
連日承継的共同正犯を研究しているとはいえ、まだまだ不十分である。承継的共同正犯に
関し、ドイツ、日本、Republic of China（中華民國） において学説が紛糾しているからで
（42）

ある。昨年度は、承継的共同正犯に関する学説で日本と中華民國の比較をした

。今年度

（43）

も日本と中華民國の比較をしなかったのは、齋藤誠二説が変ったことに着眼をしたうえで、
ロクシン説を説明することが必要であると考えたからである
ところで、平成21年５月21日から裁判員制度が始まった

。

（44）

。これまでは職業裁判官が判

（45）

断を下していた。しかしながら、裁判員制度では一般人が裁判に関与することになった。も
し承継的共同正犯の事例で裁判員が関与した場合、どのような判決が出るのであろう。楽し
みにしているのが現状である。
このような状況を踏まえて、今後も、ドイツ、日本、中華民國の承継的共同正犯に関する
最新情報を入手しながら、承継的共同正犯の研鑽を積むことにする。
〔謝辞〕 不勉強のわたくしを、黙ってみておられる方がいる。東洋大学法科大学院元院長の
今上益雄教授である。今年度で定年を迎えられる。そんなお歳なのかとしか思わない。今上
益雄教授は、事ある度に、叱咤激励をされた。毛嫌いされても良い情況があったにもかかわ
らず、ジッとわたくしの研究状況などを聴いて頂いた。その際、
「最新情報をよくつかんで
いるね。」といわれたことがある。これは、ひとえに今上益雄教授の人柄と学問に対する姿
勢によって影響を受けたことによると思う今日この頃である。また、今上益雄教授は博学で
ある。わたくしは、一歩でも今上益雄教授のような人柄になれるように努力したい。この論
文は、今上益雄教授のご定年を祝して執筆した。この紙面をお借りして、今上益雄教授のこ
れからの益々のご多幸をお祈りする。
また、今回、羽渕清司教授には、実務面で色々指摘して頂いた。この紙面をお借りして、
感謝の意を表す。今後も、両教授から色々指摘を受けたい。
（１）植松

正・再訂刑法Ⅰ総論（第８版）
（昭49・勁草書房）354頁以下、西原春夫・刑法

総論改訂準備版〔下巻〕（平５・成文堂）386頁以下、福田
版〕（平16年11月・有斐閣）268頁以下、大谷

平・全訂刑法総論〔第四

實・刑法講義総論［新版第３版］
（平21

年・成文堂）421頁以下などを参照。
ただし、論者によって、どの程度肯定するか、その範囲が異なる点に注意すべきであ
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る。
（２）齋藤誠二「承継的共同正犯」筑波法政第８号（昭59）31頁以下、香川達夫・刑法講義
〔総論〕第三版（平７・成文堂）370頁以下、今上益雄・重点講義刑法総論（平９年３
月・北樹出版）243頁以下、中野次雄・刑法総論概要第三版補訂版（平９年12月・成文
堂）149頁、150頁注（１）
、野村

稔・刑法総論補訂版（平10・成文堂）397頁以下、

齋藤誠二「いわゆる承継的共同正犯の成否」法学新報第105巻第４・５号（平11）321
頁以下、斉藤誠二編演習ノート刑法総論（全訂第３版）
（平15・法学書院）172頁以下、
照沼亮介・体系的共犯論と刑事不法論（平17・弘文堂）247頁、高橋直哉「承継的共犯
に関する一考察」法学新報第113巻第３・４号（平19）
、立石二六・刑法総論［第３版］
（平20年４月10日・成文堂）311頁以下、曽根威彦・法律学講義シリーズ刑法総論〔第
４版〕（平20年４月15日・弘文堂）258頁、大塚

仁・刑法概説（総論）
〔第四版〕
（平

20年10月・有斐閣）293頁以下などを参照。
ただし、論者によって、どの程度否定するか、その範囲が異なる点に注意すべきであ
る。
なお、立石二六・前掲書（平20年４月10日・成文堂）313頁は、
「修正否定説」に括弧
書きで大谷・422頁以下を引用している。しかしながら、
（１）で引用した大谷

實・

前掲書（平21・成文堂）423頁は、一部肯定説が妥当する旨を明記している。
（３）学説の分類については、拙稿「承継的共犯～わが国の学説の対立を踏まえて～」東洋
大学大学院紀要第43集、拙稿「中華民國における承継的共犯論争～わが国の承継的共
犯学説との比較～」東洋大学大学院紀要第45集78頁（41）
。
（４）齋藤誠二「前掲論文」筑波法政第８号（昭59）31頁以下。
（５）齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）330頁、339頁、340頁。
齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）330頁、339頁、340頁の学
説の位置づけとして、同旨を指摘する論者がいる。高橋直哉「承継的共犯に関する一
考察」法学新報第113巻第３・４号（平19）である。高橋直哉「前掲論文」法学新報第
113巻第３・４号（平19）150頁は、先行者が強盗目的で被害者に暴行を加えたうえ、
その反抗を抑圧したのち、後行者が財物奪取をしたという場合、後行者には窃盗罪の
共同正犯と強盗罪の幇助犯が成立し、両者は観念的競合（あるいは法条競合）が成立
する旨を明記している。その際、文末に（55）を付けている。高橋直哉「前掲論文」
法学新報第113巻第３・４号（平19）168頁（55）は、先の事例で観念的競合とする論
者と法条競合とする論者を紹介したうえで、齋藤誠二博士を後者に分類している。そ
の際、齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）を引用して、齋藤は
観念的競合だったが改説された旨を記している。
 ところで、高橋直哉「前掲論文」法学新報第113巻第３・４号（平19）168頁が引用
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している齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号の頁数に、339頁が抜けて
いる。また、高橋直哉「前掲論文」法学新報第113巻第３・４号（平19）には、斉藤誠
二編前掲書（平15・法学書院）172頁以下を紹介していない。承継的共同正犯を研究す
るのであれば、それも参考にすべきである。
 なお、齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）331頁、336頁、
339頁、342頁以下には、齋藤誠二「前掲論文」筑波法政第８号（昭59）と同様に、
「わ
たくしたち」という表現が書かれている。その意味が分かりかねる。
（６）Roxin, Mittäterscaht im Strafrecht, JA1979, S.525.
（７）齋藤誠二「前掲論文」筑波法政第８号（昭59）31頁以下。
（８）齋藤誠二「前掲論文」筑波法政第８号（昭59）31頁以下。
（９）拙稿「前掲論文」東洋大学大学院紀要第43集。
（10）齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）330頁、339頁、340頁。
（11）齋藤誠二「前掲論文」筑波法政第８号（昭59）31頁以下。齋藤誠二「前掲論文」法学
新報第105巻第４・５号（平11）321頁以下。
（12）新齋藤誠二説との違いを明らかにするために、旧齋藤誠二説を「観念的競合説」と名
付ける。
（13）旧齋藤誠二説との違いを明らかにするために、新齋藤誠二説を「法条競合説」と名付
ける。
（14）齋藤誠二博士は、齋藤誠二「前掲論文」筑波法政第８号（昭59）38頁において、
「先行
の行為者が、強盗をするつもりで、被害者に暴行をくわえ、それを反抗できないよう
な状態にしたあとで、それから財物を奪うのだけにくわわった者には、窃盗の共同正
犯と強盗の幇助犯とが（観念的競合の関係で〔法条競合という考えもできるが、ここ
では、ロクシンの考えにしたがっておく〕
）成りたつ、理解するのが妥当である。
」と
されている。その当時から、法条競合の成立する可能性があることを示唆していたと
思われる。この文章の文末に脚注（11）がつけられており、そこには、Roxin, JA1979,
S.525.が引用してある。齋藤誠二博士が、犯罪論において、ロクシン説をベ－スにして
いることは明らかである。齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）
321頁以下も同様である。
 なお、斉藤誠二編前掲書（平15・法学書院）173頁は、
「観念的競合」と明記してい
る。観念的競合説に戻ったように思われる。
（15）齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）330頁、339頁、340頁。
 なお、
（14）で指摘をした通りである。
（16）最大判昭49・５・29刑集28巻４号114頁。
事案を要約すると、以下の通りである。
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「甲は甲経営の食堂の調理場でポケットビンのウイスキー１本半位を飲んだあと、別の
場所で清酒四号位を飲んだのち、自宅に帰るため車を時速約70キロで進行していた際、
酒に酔っていたため前方注視が困難な状態に陥った。このような場合、自動車運転手
は直ちに運転を中止したうえで事故の発生を未然に防止する必要がある業務上の注意
義務があるにもかかわらず、これを怠り、運転を継続した過失により、車を道路の右
側に進入させたうえ、進路前方道路の車道右端を同じ方向で歩行していた乙を近距離
ではじめて発見したので、急ブレーキをかけたが間に合わず、車の右前部を乙に衝突
させ、しかも乙を路上に転倒させた結果、乙を死亡させた。
」
この事案についての最高裁大法廷の判示を要約すると、以下のようになる。
「酒に酔った状態で車を運転していた際過失で人身事故を発生させた場合、道路交通法
（昭和45年法律第86号による改正前のもの）第65条、第117条の２第１号にいう酒酔い
運転の所為と業務上過失致死の所為とは、酒に酔った状態での運転と先の過失にかか
わりなく、併合罪である。
」
確かに、飲酒運転をした際に人身事故を起こしたわけであるので、自然的観察をする
と、観念的競合（刑法第54条第１項）に該当すると考えることができる。しかしなが
ら、甲は、すでに酩酊状態にあった。その延長で、乙を死亡させたのである。このよ
うな時系列を踏まえると、判例に賛同するに至るのである。
なお、この事案に対する判断については、補足意見と反対意見がある。
（17）大判昭８・６・17刑集12巻817頁。
事案を要約すると、以下の通りである。
「甲は警邏勤務をしていた際、警邏中の警察官乙に対して議論をやり始めたうえ、警察
官乙を蹴ったところ、警察官乙に障害を負わせて、警察官乙の公務の執行を妨害し
た。」
この事案についての大審院の判示を要約すると、以下のようになる。
「同一の警察署管内で勤務している警察官乙がA派出所からB派出所の管轄地を警邏し
ている際、甲が警察官乙に傷害を負わせた場合、傷害罪が成立すると同時に公務執行
妨害罪が成立する。
」
確かに、甲は、警察官乙に傷害を負わせる意思をもっていただけである。しかしなが
ら、警察官は現在も犯罪の予防などを遂行するための職責を負っている（警察官職務
執行法第１条第１項）
。このように、自然的な観察で考えると、観念的競合（刑法第54
条第１項前段）に該当すると思われる。
（18）最判昭28・４・14刑集７巻４号850頁。
事案を要約すると、以下の通りである。
「甲は、国電A駅改札口で勤務をしていた乙から、無切符で改札口を通過していること
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に注意されて憤慨し、乙に暴行を加えた結果負傷を負わせた。
」
この事案についての最高裁の判示を要約すると、以下のようになる。
「刑法第54条第１項前段の行為が数個の罪名に触れる場合、
『其最モ重キ刑ヲ以テ処断
ス』と規定しているのは、その数個の罪名のなかでももっとも重い刑を定める法条で
処断するという趣旨と他の法条の最下限の刑より軽く処断することはできないという
趣旨を含む。
」
確かに、刑法第54条第１項前段が規定している文言では、一罪だけの上限で処断して
もいいように解釈はできる。しかしながら、成立をしている各犯罪の上限を基準して、
そのなかで最も上限が厳しい刑によって処断すると解釈すべきだと考える。このよう
に考えるならば、厳罰主義には反しないと考える。
（19）法条だけの競合ではなく、法益侵害の行為か結果が複数あるにもかかわらず、実質的
に一体性が認められる場合、一個の罰条を適用するものである。説明が論者によって
異なる。包括一罪をどのように理解するのか視点が異なるためだと思われる。
なお、本稿は、罪数論をテーマにしているわけではない。罪数論については、今後の
研究課題にしたい。
（20）曽根威彦・法律学講義シリーズ刑法総論〔第４版〕
（平20年４月15日・弘文堂）などを
参照。
（21）尊属殺人罪（旧刑法第200条）が最大判昭48・４・４刑集27巻３号265頁で違憲判決を
受けたものの、国会議員の怠慢により、刑法の改正はなかなか実現をしなかった。こ
のため、検察官は、尊属殺人罪（旧刑法第200条）を適用したのち、訴因の変更（刑訴
法第312条）を行い、普通殺人罪（刑法第199条）で起訴をしていた。しかしながら、
平成７年刑法が改正された際、尊属殺人罪（旧刑法第200条）は削除された。このた
め、検察官は訴因変更（刑訴法第312条）を行う必要がなくなった。すなわち、検察官
は殺人罪（刑法第199条）で起訴をするだけとなった。
（22）罪数論を比較的詳細に説明する論者は、あまりいない。犯罪論に研究の重点を置いて
いるためだと思われる。たとえば、立石二六・前掲書（平20年４月・成文堂）332頁以
下などを参照。このような状況で、犯罪論と罪数論を簡潔に満遍なく説明している論
者がいる。たとえば、今上益雄・前掲書（平９年３月・北樹出版）275頁以下などを参
照。
 ところで、大塚

仁他編大コンメンタール刑法第二版第４巻（平11・青林書院）
（中

山善房執筆）163頁以下、
（中谷雄二郎執筆）284頁以下を参照していただきたい。当時
執筆した中山善房の肩書きは、大塚

仁他編前掲書（平11・青林書院）20頁によると、

早稲田大学教授になっている。インターネットで検索したところ、一時期東京地裁に
勤務をされていたようである。また、中谷雄二郎の肩書きは、大塚
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11・青林書院）20頁によると、東京地方裁判所判事になっている。インターネットで
検索したところ、2006年さいたま地方・家庭裁判所判事総括とされている。現在も裁
判官として勤務をされていると思われる。
 このように、実務家（裁判官）の指摘は非常に参考になる。
（23）齋藤誠二「前掲論文」筑波法政第８号（昭59）38頁。
（14）で指摘した。
（24）R OXIN, STRAFRECHAT ALLGEMEINER TEIL BAND Ⅱ BESONDERE
ERSCHEINUNGSFORMEN DER STRAFTAT, 2003, SS.90.
 なお、本稿は、ロクシン説を深く研究したものではない。ロクシン説については、
今後の研究課題にしたい。
（25）CLUS ROXIN, STRAFRECHAT ALLGEMEINER TEIL BAND Ⅱ BESONDERE
ERSCHEINUNGSFORMEN DER STRAFTAT, 2003, S.90. Rn.226.
（26）CLUS ROXIN, STRAFRECHAT ALLGEMEINER TEIL BAND Ⅱ BESONDERE
ERSCHEINUNGSFORMEN DER STRAFTAT, 2003, S.90. Rn.228.
（27）CLUS ROXIN, STRAFRECHAT ALLGEMEINER TEIL BAND Ⅱ BESONDERE
ERSCHEINUNGSFORMEN DER STRAFTAT, 2003, S.90. Rn.219.
（28）CLUS ROXIN, STRAFRECHAT ALLGEMEINER TEIL BAND Ⅱ BESONDERE
ERSCHEINUNGSFORMEN DER STRAFTAT, 2003, S.90. Rn.220.
（29）CLUS ROXIN, STRAFRECHAT ALLGEMEINER TEIL BAND Ⅱ BESONDERE
ERSCHEINUNGSFORMEN DER STRAFTAT, 2003, S.90. Rn.221.
（30）CLUS ROXIN, STRAFRECHAT ALLGEMEINER TEIL BAND Ⅱ BESONDERE
ERSCHEINUNGSFORMEN DER STRAFTAT, 2003, S.90. Rn.228.
（31）齋藤誠二「前掲論文」筑波法政第８号（昭59）31頁以下、齋藤誠二「いわゆる承継的
共同正犯の成否」法学新報第105巻第４・５号（平11）321頁以下。
（32）齋藤誠二「いわゆる承継的共同正犯の成否」法学新報第105巻第４・５号（平11）321
頁以下。
（33）拙稿「前掲論文」東洋大学大学院紀要第43集。
（34）行為と結果の法的な関係をどのように理解するかは、相当因果関係説においても学説
が混沌としている。原因はこれまでの因果関係の理解の仕方によると考えている。本
稿は因果関係を直接論じるわけではない。因果関係についての研究は、後日に期した
い。
（35）日本国憲法第31条は英米憲法を参考にしている。この点を指摘する論者として、早川
武夫・法律学の争点シリーズ２ジュリスト増刊憲法の争点（新版）
（昭60・有斐閣）
128頁などを参照。
（36）この点を指摘している論者として、今上益雄・前掲書（平９年３月・北樹出版）43頁
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以下などを参照。
（37）堅固（狭義）という表現をしたのは、本文で、刑法第60条が本来予想していた共同正
犯を呼称したまでである。本文で図式化した通りである。時系列と空間把握を前提に
している。承継的共同正犯の場合、先行者は、後行者よりも先に実行行為を行ってい
るから、
「単独犯」と名付けたい。このように考えると、承継的共同正犯は「単犯と共
犯の混同形態」ということができる。
（38）齋藤誠二「前掲論文」筑波法政第８号（昭59）46頁。犯罪論の領域で、齋藤誠二博士
が違法性論をどのように考えているか定かではない。この点を明らかにして欲しいと
考える。
（39）齋藤誠二「前掲論文」筑波法政第８号（昭59）38頁。
（40）齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）330頁、339頁、340頁。
（41）齋 藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）339頁は、
「先行の行為者
が、強盗をするつもりで、被害者に暴行をくわえ、それを反抗できないような状態に
したあとで、それから財物を奪うのだけにくわわった者は、窃盗の共同正犯と強盗の
幇助との法条競合であり（観念的競合であるという考えもできる［Roxin, JA1979,
S.525］が、これでは同じ結果を二重に評価することになるとおもわれるので、法条競
合と理解しておく）
、これは結局は窃盗の共同正犯である、と理解するのが妥当であ
る。」とされた。書いてある趣旨が分かりかねる。
 なお、齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）は、330頁、340頁
にも同旨の文面を書いている。
（42）以下、本文では、
「中華民國」と記す。本稿は、日本とRepublic of Chinaの比較を主眼
としていないからである。
（43）拙稿「中華民國刑法における承継的共犯論争～わが国の承継的共犯学説との比較～」
東洋大学大学院紀要第45集。
（44）日本の判例とロクシン説を比較したこともある。拙稿「承継的共犯～わが国の判例と
ロクシン説の対比において～」東洋大学大学院紀要第42集。
（45）平成16年５月21日に国会で成立をし、同21年５月21日に施行された「裁判員の参加す
る刑事裁判に関する法律」による。
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承継的共同正犯

Die sukzessive Mittäterschaft
～Für den alten und den neuen Streitder Seiji
Saitostheorie und Roxinstheorie～
IKEDA, Sakae

Vorwort
Ⅰ．Die Eigenschaft der alten Seiji Saitostheorie
Ⅱ．Die Eigenschaft der neuen Seiji Saitostheorie
Ⅲ．Der Vergleich beiden
Ⅳ．Die Anzahl von Verbrechen-Theorien
Ⅴ．Eine Roxinstheorie
Ⅵ．Meine Denkweise
Schluß
Vorwort
In der Situation, die eine Theorie über coauteurs der Folge kompliziert wurde, wurde
Roxinstheorie es Theoriedr. eingeführt. Seiji Saito.Wie für Dr Seiji Saito, es wurde danach
außer Roxinstheorie auf einer originalen Meinung bestanden.Deshalb untersuchte ich
einen Unterschied mit alter Seiji SaitosTheorie（Roxinstheorie）und bestehender Seiji
Saitostheorie. Außerdem führte ich Roxinstheorie ein.
Ⅰ．Eine Eigenschaft alter Seiji Saitostheorie
Wie für Dr Seiji Saito, es wurde Roch Shinstheorie davor gebilligt.Ich führte alte Seiji
Saitostheorie（Roxinstheorie）ein und untersuchte.
Ⅱ．Eine Eigenschaft existierender Seiji Saitostheorie
Wie für Dr Seiji Saito, es wurde, bestehen Sie außer Roxinstheorie auf einer originalen
Meinung.Ich führte die Meinung ein und untersuchte.
Ⅲ．Vergleich zwischen beid
Ich nahm es an ein. Voraussetzung und arrangierte einen gewöhnlichen Punkt und
einen Unterschied von alter Seiji Saitostheorie（Roxinstheorie）und bestehender Seiji
Saitostheorie.Der gewöhnliche Punkt ist eine Verbrechentheorie, und der Unterschied ist

― 121 ―

die Anzahl von Verbrechen-Theorien.
Ich führte Erklärung jede Gebühr ein und analysierte es.
Ⅳ．Die Anzahl von Verbrechen-Theorien
Ich untersuchte ideologische Konkurrenz（krimineller Gesetz Artikel 54 Satzteil 1
vorausgehender Absatz）und einen Unterschied vom Gesetzeskonkunenz.
Ⅴ．Roxinstheorie
Ich führte Erklärung jede Gebühr ein und analysierte es.
Ⅵ．Meine Denkweise
Ich erkläre den Unterschied von coauteurs von coauteurs und der Folge vom schmalen
Sinn.Ich erkläre, daß ich alte Seiji Saitostheorie（Roxinstheorie）etwas andere Zeit billige.
Schluß
Ich erklärte, daß ich coauteurs von der Folge fortsetzte und es jetzt von darauf
studierte.Ich erklärte, daß es mich interessierte, wie es darin geworden ist, legen Sie
Richtersystem.Außerdem erwähnte ich, daß ich Deutschland, coauteurs der Folge in der
japanischen Republik von China, studierte.
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