
第２章　公訴提起の手続

論点  訴因の特定
◇◆論証◆◇

事 例 １

被告人は，平成９年９月30日午後８時30分ころ，福岡市中央区所
在のビジネス旅館Ａ二階七号室において，被害者に対し，その頭部等
に手段不明の暴行を加え，頭蓋冠，頭蓋底骨折等の傷害を負わせ，
よって，そのころ，同所において，頭蓋冠，頭蓋底骨折に基づく外
傷性脳障害又は何らかの傷害により死亡させた。

事 例 2

10月１日から10月７日までの間，Ｙ町内及びその周辺にて覚せい
剤を自己の身体に注射又は服用して施用し，もって覚せい剤を使用
した。

１　訴因特定の基準をどのように考えるべきか。「できる限り」
（256条３項）の意義が明らかでなく問題となる。

思うに，訴因特定の趣旨は，裁判所に対して審判対象を明確に
する（審判対象画定機能）とともに，被告人の防御の範囲を示
す（防御権告知機能）点にある。もっとも，訴因は第一次的に
は裁判所に対して審判対象を明確にする点にその趣旨があり，
かつ被告人の防御は釈明等起訴状提出以後の手続の過程で柔軟
に対応すれば足りるから，他の犯罪事実との識別が可能な程度
に特定されていれば足りると解すべきである。

そうすると，犯罪の種類，性質等により証拠によって明らか
にし得る事実に限界があるなどの事情（特殊事情）のため，（日
時，場所，方法や構成要件要素の一部につき概括的記載にとどめ
ざるを得なかった場合であっても，）被告人の行為が当該犯罪の
構成要件に該当するものであると認識することができ，他の犯
罪事実と区別される程度に特定されているのであれば，検察官
において起訴当時の証拠に基づき，できる限り特定したもので

116 頁
第 24 問

l最判解刑事篇平
成14年度148～
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ある以上，訴因の特定に欠けるところはないというべきである。
２⑴　事例１について

確かに，殺害方法や死因につき幅のある記載がなされてい
る。

しかし，人の死は論理的に１回しかあり得ないし，犯罪の
日時・場所の表示は限定されたものであるので，他の犯罪事
実と区別することは可能である。また，殺害行為の日時を厳
密に特定することは困難を伴う場合が少なくない。

したがって，特定の構成要件に該当することが明らかな程
度に具体的事実が記載されている場合には，検察官において
起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである限
り，本件のような日時に幅のある記載であっても，訴因の特
定に欠けるところはないものと解する。

⑵　事例２について
それでは，覚せい剤自己使用罪の場合はどうか。
まず，証拠上も複数回の使用が疑われない場合には，複数

回の使用の可能性がないのであるから，仮に日時・場所等に
幅のある記載であったとしても，殊更訴因の特定を問題にす
る必要はない。

一方，証拠上，複数回の使用が疑われる場合には正面から特
定が問題となる。この場合には，検察官が当該幅のある日時
において覚せい剤の使用が２回以上あり得るのならば，最終
の１回の行為を起訴した趣旨である旨を釈明することによっ
て特定を補充すべきである。

論点  共謀の日時・場所の特定の程度
◇◆論証◆◇

共謀共同正犯の訴因では，共謀の日時・場所を比較的具体的・
詳細に表示することが可能である場合でも，起訴状では単に「共
謀の上」とだけ表示される。このような記載は訴因の特定を欠く

l最判解刑事篇平
成14年度154頁

l最決昭56.4.25
百選〔45〕参照

l最判解刑事篇昭
和56年度110頁
参照
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のではないか。
（識別説を簡単に論じて）
共謀の日時・場所は「罪となるべき事実」として不可欠なもの

ではないし，他の共謀者による実行行為が日時等により特定され
ている以上，共謀はそれに対応するものであるから全体として他
の犯罪事実と識別されているから，上記程度の記載でも十分特定
されているといえる。
（この点について，特殊事情がないにもかかわらず，共謀の日

時・場所を記載しないのは，訴因の特定を害するものであるとの
批判がある。

しかし，共謀とは，他人との犯罪遂行の合意すなわち内心の意
思連絡状態であり，謀議行為はそのような意思状態の存在を推認
させる間接事実にとどまるから，かかる批判は当たらないと解す
べきである。）

論点  起訴状一本主義と訴因の特定
◇◆論証◆◇

例えば，脅迫被告事件について，脅迫文言全文を引用した場合，
裁判官が脅迫文言そのものに触れることにより，被告人は悪質で
ある，有罪であるとの予断を抱くおそれがある。かつ，起訴状に
引用された脅迫文言は，証拠そのものであるから，これがそのま
ま詳細に引用されていれば，裁判官は証拠としての採否の判断が
なされていない証拠に接することになる。

よって，このような脅迫文言の引用は，起訴状一本主義（256条
６項）に抵触するのが原則である。

もっとも，起訴状の公訴事実においては，訴因を特定しなけれ
ばならない（256条３項）。特に，脅迫文言は，脅迫罪における犯
罪の方法に当たる事実であるから，訴因の特定のため，これを公
訴事実の一部とすることには理由がある。

確かに，通常は訴因の特定の要求は，文書の内容を要約して記

第 25 問
120 頁
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載することで満たされる。
しかし，少なくとも脅迫文書の趣旨が婉曲暗示的であって，起

訴状にこれを要約摘記するには，相当詳細にわたるのでなければ
この文書の趣旨が判明し難い場合，起訴状にその文書の全文とほ
とんど同様の記載がなされていても256条６項に違反しないと解
すべきである。

l最判昭33.5.20
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第３章　公訴提起の効果

本節に該当する論点は掲載していませんが，体系を意識して学習することは有益で
あるため，節名を残しています。

第４章　訴因と公訴事実
論点  訴因変更の要否
◇◆論証◆◇
１　当事者主義訴訟構造（256条６項，312条１項等）の下，裁判

所の審判対象は，一方当事者たる検察官の主張する具体的事実
である「訴因」に限られる。そうすると，当事者たる検察官の主
張する具体的事実に変更が生じた場合には，訴因変更手続（312
条１項）が必要となるのが原則である。もっとも，多少の事実
の食い違いについても，常に訴因の変更を要するとすると訴訟
不経済である。そこで，些細な事実の変化であるならば，訴因
変更をせずに判決を下せると解すべきである。

２　では，どの程度の事実の変化がある場合に，訴因の変更を要
するか。

思うに，訴因制度は，審判対象画定機能と防御権告知機能を
有するが，第一次的機能は前者にあり，後者はその裏返しにす
ぎない。

そこで，まず，審判対象画定のために不可欠な事実が変動し
た場合には，訴因変更が必要であると解する。

しかし，それ以外の事項の変動についても争点明確化の観点
から，それが訴因において明示され，その事実の変更によって
一般的に被告人の防御に不利益が生ずるような場合には，訴因
変更を要すると解する。

とはいえ，審判対象画定のために不可欠な事実以外の事実は，
訴因制度とは無関係な争点明確化の観点から要求されるにすぎ
ないから，審理経過等から，被告人にとって不意打ちとならず，
かつ，不利益とならない場合には，訴訟経済の見地から訴因変

127 頁
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第 29 問

l最決平13.4.11
百選〔46〕
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更せずとも足りると解する。

論点  縮小認定の可否
◇◆論証◆◇
１　縮小認定とは，いわゆる「大は小を兼ねる」の理論によって，

具体的事実に変化があったとしても，（被告人の防御を害しない
限り，）訴因変更手続を経ることなく，裁判所の心証通りの犯罪
事実を認定することができるというものである。

ここで，縮小して認定される犯罪事実については，当初から検
察官により黙示的・予備的に併せ主張されていた犯罪事実と考
えることができる。とすれば，縮小認定は，訴因の記載と「異
なる」事実認定の問題ではなく，訴因の記載通りの認定の一態
様であることになる。

そうすると，そもそも，訴因事実から認定事実が逸脱してい
る場合には，縮小認定ではないから，訴因事実が認定事実を包
摂しているか否かによって縮小認定の可否を論ずべきである。

ここで，かかる包摂関係を判断するには，抽象的な構成要件同
士の問題ではなく，具体的事実関係を考慮に入れる必要がある。

２　例えば，甲乙の窃盗の共同正犯の訴因に対して，乙の単独犯
を認定する場合には，甲乙の実行共同正犯である，又は乙が実
行行為者で甲が背後者である（共謀共同正犯）ときは，訴因変
更は不要である。「乙が実行行為を行った」という事実は訴因事
実に含まれているからである。他方，甲乙共同正犯の訴因にお
いて，甲が実行行為者で乙が背後者である（共謀共同正犯）と
きには，訴因変更が必要となる。「乙が実行行為を行った」とい
う事実は訴因事実に含まれていないからである。

論点  過失の態様の変化と訴因変更の要否
◇◆論証◆◇
１　過失犯においては，犯罪事実の構成要素のうち，①注意義務

132 頁
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l最決昭55.3.4
百選〔Ａ17〕

133 頁
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の発生根拠となる具体的状況，②注意義務の内容，③注意義務
違反の態様（過失行為）が訴因に記載される。このうち，過失
犯の構成要件的事実を構成するのは③であるから，③の事実に
変更がある場合には無条件で訴因変更が必要となる。①②の事
実に変更がある場合には，被告人の防御に実質的な不利益を及
ぼさない限り，訴因変更手続を経る必要がない。

２⑴　まず，「濡れた靴をよく拭かずに覆いていたため，一時停止
の状態から発進するに当たりアクセルとクラッチペダルを踏
んだ際足を滑らせてクラッチペダルから左足を踏み外したこ
と」を過失とする訴因に対し，「交差点前で一時停止中の他車
の後に進行接近する際ブレーキをかけるのが遅れたこと」を
過失と認定する場合には，訴因変更が必要となる。③注意義務
違反の態様（過失行為）自体に変更がある場合だからである。

⑵　これに対して，「被告人が前方左右を注視し，進路の安全を
確認して進行すべき注意義務を怠ったことが過失である」と
いう訴因に対して，「進路前方を注視し，自車が対向車線には
み出さないようハンドルを握持して，道路左側部分を進行す
べき注意義務があるのに，これを怠り，ハンドルを右方向に転
把し，対向車線内に自車をはみ出させて進行した過失がある」
と認定する場合には，原則として訴因変更は不要である。具
体的事実関係は，当初の訴因と認定事実との間で，異なると
ころはないし，前方注視の点こそ重要であって，道路左側部
分を維持して進行すべきであるとする点は重要性を有しない
からである。

そうすると，③の事実に変更があったものと解することは
できない。この場合には，被告人の防御に実質的な不利益を
及ぼさない限り，訴因変更手続を経る必要がない。

l最判昭46.6.22
百選〔Ａ16〕

l最決平15.2.20
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論点  訴因と罪数
◇◆論証◆◇
１　訴状の記載が数罪としているのに，裁判所が一罪と判断した

場合，逆に記載が一罪となっているのに，裁判所が数罪と判断
した場合，一訴因は一罪からなるという一罪一訴因の原則に反
するのではないか。

２　数罪が一罪となる場合
併合罪で起訴されたところ，科刑上一罪であることが判明し

た場合のように，事実に変化はないが，数罪が一罪と評価でき
るとき，いかなる手続をとるべきか。

思うに，事実の法的評価は裁判所の自由であるから訴因の記
載が一個の訴因と解釈できる場合には，必ずしも補正を要しな
い。また，事実に変化がないかぎり裁判所は訴因変更手続を経
る必要はない。そのまま判決をなすことも違法ではないという
ことになる。

ただし，訴因の記載が一個の訴因と解釈できない場合には，
一罪一訴因の原則に反するから訴状は不適法であり，訴因の補
正が必要である。

３　一罪が数罪となる場合
一方，一罪によって起訴されたが，実体法上二罪たる併合罪

であることが判明した場合のように，一罪が数罪と評価できる
場合はどうか。

思うに，この場合も事実に変化がないかぎり，一罪か数罪か
の評価は法的なものであり，裁判所に委ねられるべきものであ
る。したがって，前段と同様に一罪の起訴がそのままでも数罪
の起訴と解釈できる（個々の犯罪が識別可能な程度に記載され
ている場合）のであれば，訴因変更は必要ないと考えられる。

（一方，一罪の起訴が数罪の起訴と解釈できない場合は補正を要
する。ただし，一罪を数罪と裁判所が判断できるとすれば，不告不
理の原則（378条３号）に反するとも思われることから，検察官の

134 頁
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l最決昭35.11.15
参照

134 頁
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参照
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訴追意思を確認すべきである。）
４　以上に対して，事実に変化が伴う場合には訴因変更が必要と

なる。補正を要する場合には，訴因変更を含んだ補正となる。

論点  訴因変更の可否（公訴事実の同一性）
◇◆論証◆◇

「公訴事実の同一性」（312条１項）をいかにして判断すべきか。
思うに，刑事訴訟手続においては，訴訟経済等の観点から紛争

の一回的解決を図る必要がある一方で，無限定な訴因変更を認め
ることによる被告人の不利益を防ぐ必要がある。公訴事実の同一
性はこのような観点から訴因変更の限界を画する機能概念である。

したがって，公訴事実の同一性はその機能を十分に発揮できる
ように解釈すべきである。

具体的には，公訴事実の同一性があるといえるためには，両容
疑の犯罪を構成する基本的事実関係が社会通念上同一と認められ
る必要がある。加えて，補充的に非両立性の基準も用いるものと
考える。

非両立関係が両訴因の対照から明らかでない場合は，それまで
の証拠関係や審理経過等の訴訟経過における諸事情を総合的に考
慮に入れ，両訴因の背後にある社会的事実関係が同一であるか否
かを問うべきである。
【短文】

公訴事実の同一性は，紛争の一回的解決を図りつつ，被告人の
防御上の不利益を防ぐという観点から設けられた訴因変更の限界
を画する機能概念である。

このような機能に鑑み，公訴事実の同一性の有無を判断すべき
である。

具体的には，両訴因の基本的事実関係の同一性に加え，非両立
関係の有無を補充的に勘案すべきであると解すべきである。

135 頁
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l最決昭53.3.6
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論点  訴因変更の時間的限界
◇◆論証◆◇

刑訴法上訴因変更の時間的限界を規定した明文は存しない。
とはいえ，長年月を経た公判の最終段階に訴因変更請求がなさ

れた場合でも，公訴事実の同一性が認められる限り裁判所は必ず
訴因変更請求を許可しなければならないか。

確かに，当事者主義の下では，訴因変更は「公訴事実の同一性」
（312条１項）を害しない限り，許されるのが原則である。

しかし，訴因変更の時期，訴因変更の内容・程度，訴訟の経過，
事件の重大性等の事情に照らし，公判手続の停止では賄いきれな
い程の防御上の不利益を被告人に及ぼす場合には，権利濫用（規
則１条２項）として，例外的に訴因変更が許されないと解する。

論点  中間訴因が介在する場合の訴因変更の可否
◇◆論証◆◇

この点について，直接的には認められないものを間接的には認
められることは奇妙であるとして，訴因変更を認めない見解があ
る。

しかし，訴因変更の可否は，手続の一回的解決の観点から認め
られる（義務付けられる）ものであって，このような結論はかか
る観点から承認できないものではない。

したがって，このような訴因変更も公訴事実の同一性が認めら
れる限りにおいて，許されるべきであると解する。

論点  訴因変更命令義務
◇◆論証◆◇

訴因変更命令（312条２項）は義務的か。まずは求釈明（規則
208条）によって対応すべきだが，検察官がこれに応じない場合は
どうすべきか。原則として裁判所には訴因変更命令を下す義務は
ない。当事者主義（256条６項，312条１項等）の下では，審判対

142 頁
第 28 問

142 頁

142 頁
第 30 問
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象の設定・変更権限は検察官にあるからである。
しかし，真実発見（１条）の見地から，一定の場合に限り，例

外を認めるべきである。すなわち，①相当重大な事件で，②証拠
上犯罪の成立が明らかな場合に限り，裁判所は訴因変更命令を下
す義務を負うと解する。
（もっとも，裁判所が明確かつ断定的な求釈明をしたにもかかわ

らず，検察官が長期間にわたり訴因を維持し，被告人の防御活動も
専ら検察官の掲げた訴因に対してなされていたような場合には，
訴因変更命令を下す義務はないと考えられる。）

論点  訴因変更命令の形成力
◇◆論証◆◇

訴因変更命令が下された場合，検察官は，これに従って訴因変更
の手続をする義務を負う。では，これに加えて，裁判所の命令に
は，形成力が認められ，当然に訴因が変更されたことになるのか。

思うに，法は，当事者主義（256条６項，312条１項等）を採
り，裁判所に公平な第三者的機関としての位置付けを与えている。
すなわち，訴因の設定・変更権限はあくまで検察官にある。にも
かかわらず訴因変更命令に形成的効果を認めれば，裁判所にも訴
因の変更権限を与えたことになり，かかる建前に矛盾する。

したがって，当然に訴因変更の効果が発生するのではなく，命
令は勧告的なものにすぎないと解する。（検察官が命令に従わない
場合は無罪判決もやむを得ないこととなる。）

論点  訴因維持義務
◇◆論証◆◇

検察官が明らかに有罪の見込みのある旧訴因から新訴因に変更
する旨請求した場合，裁判所はどのように対応すべきか。

思うに，現行法は，当事者主義的訴訟構造（298条１項，312条
１項，256条６項など）を基本としていることから，いかなる訴因
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を設定するかは検察官の専権である。よって，かかる訴因変更請
求がなされた場合，裁判所はこれを許可しなければならない。

もっとも，起訴状記載の訴因が犯罪として重大で証拠上も犯罪
の成立が明白なのに新訴因への変更を許可すれば無罪となる場
合，裁判所には少なくとも起訴状の訴因の維持を勧告する義務が
あると解すべきである。真実発見（１条）の見地から，当事者主
義の補充としての職権主義（312条２項参照）が働く場面であると
みるべきである。

l最判昭42.8.31
百選〔Ａ19〕
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