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平成 28年司法試験 
刑事系第１問（刑法） 
問題文 

〔第１問〕（配点：１００） 
  以下の事例に基づき，甲，乙，丙及び丁の罪責について，具体的な事実を摘示し
つつ論じなさい（特別法違反の点を除く。）。 

 
 １ 甲（４５歳，男性）は暴力団組織である某組において組長に次ぐ立場にあり，
乙（２３歳，男性）及び丙（２０歳，男性）は甲の配下にある同組の組員で，乙
は丙の兄貴分であった。甲は，某組の組長から，まとまった金員を工面するよう
に指示を受けていたところ，配下の組員Ａの情報によって，Ａの知人であるＶ
（４０歳，男性）が，一人暮らしの自宅において，数百万円の現金を金庫に入れ
て保管していることを知った。 

 ２ 甲は，Ｖの現金を手に入れようと計画し，某年９月１日，乙に対し，「実は，
組長からまとまった金を作れと言われている。Ａの知人のＶの自宅には数百万円
の現金を入れた金庫があるらしい。Ｖの家に押し入って，Ｖをナイフで脅して，
その現金を奪ってこい。奪った現金の３割はお前のものにしていい。」と指示し
た。乙は，その指示に従うことにちゅうちょを覚えたが，組内で上の立場にいる
甲の命令には逆らえないと考えるとともに，分け前も欲しいと思い，甲に対し，
「分かりました。」と言った。甲は，乙に対し，現金３万円を渡して，「この金
で，Ｖを脅すためのナイフなど必要な物を買って準備しろ。準備した物と実際に
やる前には報告をしろ。」と言った。乙は，甲から受け取った現金を使って，玄
関扉の開錠道具，果物ナイフ（刃体の長さ約１０センチメートル。以下「ナイ
フ」という。），奪った現金を入れるためのかばん等を購入した上，甲に対し，準
備した物品について報告した。 

   その後，乙は，一人で強盗をするのは心細いと思い，丙と一緒に強盗をしよう
と考えた。乙は，丙に対し，「甲からの指示で，Ｖの家に行って押し込み強盗を
やるんだが，一緒にやってくれないか。」と言って甲から指示を受けた内容を説
明した上で，「俺がナイフで脅す。それでもＶが抵抗してくるようだったら，お
前はＶを痛めつけてくれ。９月１２日午前２時に実行する。その時間にＶの家に
来てくれ。お前にも十分分け前をやる。」と言った。しかし，丙は，その日は用
事があったことから，乙の頼みを断った。乙は，「仕方ない。一人で何とかなる
だろう。」と考え，単独で犯行に及ぶことを決意した。なお，乙は，甲に対し，
丙を強盗に誘ったことについては言わなかった。 

 ３ 乙は，同月１２日未明，事前に準備したナイフ等を持ってＶ方に向かい，Ｖ方
前で甲に電話をかけ，「これからＶ方に入ります。」と伝えた。しかし，甲は，乙
からの電話の数時間前に，今回の計画を知った某組の組長から犯行をやめるよう
に命令されていたので，乙に対し，「組長からやめろと言われた。今回の話はな
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かったことにする。犯行を中止しろ。」と言った。乙は，多額の現金を入手でき
る絶好の機会であるし，手元にナイフ等の道具もあることから，甲にそのように
言われても，今回の犯行を中止する気にはならなかったが，甲に対し，「分かり
ました。」とだけ返事をして，その電話を切った。 

 ４ 乙は，その電話を切った直後の同日午前２時頃，準備した開錠道具を使用して
Ｖ方の玄関扉を開錠し，Ｖ方に入った。乙は，Ｖが寝ている部屋（以下「寝室」
という。）に行き，ちょうど物音に気付いて起き上がったＶに対し，準備したナ
イフをその顔面付近に突き付け，「金庫はどこにある。開け方も教えろ。怪我を
したくなければ本当のことを言え。」と言った。これに対し，Ｖが金庫のある場
所等を教えなかったため，乙は，Ｖを痛めつけてその場所等を聞き出そうと考
え，Ｖの顔面を数回蹴り，さらに，Ｖの右足のふくらはぎ（以下「右ふくらは
ぎ」という。）をナイフで１回刺した。Ｖは，乙からそのような暴行を受け，「言
うとおりにしないと，更にひどい暴行を受けるかもしれない。」と考えて強い恐
怖心を抱き，乙に対し，「金庫は６畳間にあります。鍵は金庫の裏にあります。」
と言った。それを聞いた乙は，右ふくらはぎを刺された痛みから床に横たわって
いるＶを寝室に残したまま６畳の部屋（以下「６畳間」という。）に向かった。 

 ５ 丙は，予定よりも早く用事が済んだため，兄貴分である乙が強盗するのを手伝
おうという気持ちが新たに生じるとともに，分け前がもらえるだろうと考え，Ｖ
方に行った。丙は，Ｖ方の玄関扉が少し開いていたので，同日午前２時２０分
頃，その玄関からＶ方に入り，寝室でＶが右ふくらはぎから血を流して床に横た
わっているのを見た。 

   その後，丙は，６畳間にいた乙を見付け，乙に対し，「用事が早く済みまし
た。手伝いますよ。」と言った。乙は，丙に対し，「計画どおりＶをナイフで脅し
たけど，金庫の在りかを教えなかったから，ふくらはぎを刺してやった。あれじ
ゃあ動けねえから，ゆっくり金でも頂くか。お前にも十分分け前はやる。」と言
い，丙も，Ｖは身動きがとれないので簡単に現金を奪うことができるし，分け前
をもらえると考えたこともあり，これを了解して「分かりました。」と言った。 

   乙は，Ｖから聞き出した場所にあった鍵を取り出して，これを使って６畳間の
金庫の扉を開錠した。そして，乙と丙は，二人で同金庫の中にあった現金５００
万円を準備したかばんの中に入れ，その後，同日午前２時３０分頃，そのかばん
を持ってＶ方から出た。なお，Ｖは，終始，丙が来たことには気付いていなかっ
た。 

   乙は，Ｖ方から出た後，某組事務所に行き，甲に対し，言われたとおり犯行を
中止した旨の虚偽の報告をした。その後，乙は，Ｖから奪った現金のうち１５０
万円を丙に分け前として渡し，残りの３５０万円を自分のものとした。 

 ６ 盗みに入る先を探して徘徊中の丁（３２歳，男性。なお，甲，乙及び丙とは面
識がなかった。）は，同日午前２時４０分頃，Ｖ方前を通った際，偶然，Ｖ方の
玄関扉が少し開いていることに気付いた。丁は，Ｖ方の金品を盗もうと考え，そ
の玄関からＶ方に入り，６畳間において，扉の開いた金庫内にＸ銀行のＶ名義の
キャッシュカード１枚（以下「本件キャッシュカード」という。）があるのを見
付け，これをズボンのポケットに入れた。そして，丁が，更に物色するため寝室
に入ったところ，そこには右ふくらはぎから血を流して床に横たわっているＶが
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いた。丁は，その様子を見て驚いたものの，「ちょうどいい。手に入れたキャッ
シュカードの暗証番号を聞き出し，現金を引き出そう。」と考え，Ｖに近付い
た。 

   Ｖは，丁に気付き，「何かされるかもしれない。」と考えて，丁に対して恐怖心
を抱いた。丁は，横たわっているＶのそばにしゃがみ込んでＶの顔を見たとこ
ろ，Ｖが恐怖で顔を引きつらせていたので，「強く迫れば，容易に暗証番号を聞
き出せる。」と考えた。そこで，丁は，Ｖをにらみ付けながら，「金庫の中にあっ
たキャッシュカードの暗証番号を教えろ。」と強い口調で言った。Ｖは，丁が間
近に来たことでおびえていた上，丁からそのように言われ，「言うことを聞かな
かったら，先ほどの男にされたようなひどい暴力をまた振るわれるかもしれな
い。」と考えて，更に強い恐怖心を抱き，丁に対し，「暗証番号は××××で
す。」と言った。 

 ７ 丁は，その暗証番号を覚えると，Ｖ方から逃げ出し，同日午前３時頃，Ｖ方近
くの２４時間稼動している現金自動預払機（以下「ＡＴＭ」という。）が設置さ
れたＸ銀行Ｙ支店にその出入口ドアから入り，同ＡＴＭに本件キャッシュカード
を挿入した上，その暗証番号を入力して，同ＡＴＭから現金１万円を引き出し
た。 

 ８ Ｖは，同日午前５時頃，乙から顔面を蹴られたことによる脳内出血が原因で死
亡した（なお，乙がＶの右ふくらはぎを刺した行為とＶの死亡とは関連がな
い。）。 
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出題趣旨 

 本問は，暴力団構成員である乙が，上位の地位にある甲から，Ｖ方に押し入って現
金を奪うこと（以下「本件強盗」という。）を指示され，甲から資金提供を受けて開
錠道具や果物ナイフ（以下「ナイフ」という。）等必要な道具を購入した後，甲から
本件強盗を中止するように言われたものの，これに従わずに前記開錠道具を用いてＶ
方に侵入し，Ｖに暴行・脅迫を加えたところ，乙が強盗するのを手伝うために丙がＶ
方にやって来たことから，丙と共に現金を奪って逃げた事例と，乙らの逃走後，Ｖ方
に侵入した丁が，Ｖのキャッシュカードをポケットに入れた後に血を流して倒れてい
るＶを見付け，同人から同カードの暗証番号を聞き出して逃走し，同カードを用いて
現金を引き出すために近くの銀行支店に行き，同支店内において，前記聞き出した暗
証番号を使って現金自動預払機（以下「ＡＴＭ」という。）から現金を引き出したと
いう事例（なお，丁の逃走後，Ｖは乙から顔面を蹴られたことによる脳内出血が原因
で死亡した。）について，甲乙丙丁それぞれの罪責を検討させることにより，刑事実
体法及びその解釈論の知識と理解を問うとともに，具体的な事実関係を分析してそれ
に法規範を適用する能力及び論理的な思考力や論述力を試すものである。 
 以下では，Ｖ方における強盗の実行犯である乙，Ｖ方において乙に加担した丙，乙
に本件強盗を指示した甲，その後Ｖ方に侵入した丁の罪責について順に述べることと
する。 
⑴ 乙の罪責 
  暴力団組織である某組の構成員である乙は，某年９月１日，同組で組長に次ぐ地
位にある甲から，組長からまとまった金を作れと言われているので，Ｖ方金庫内に
ある数百万円の現金を，Ｖ方に押し入って，Ｖをナイフで脅して奪って来いと指示
された上，奪った現金の３割を分け前として与える旨言われた。乙は，当初，逡巡
したものの，某組内で上位の地位にある甲からの命令であることや，分け前欲しさ
から，その命令を受け入れ，その後，甲から渡された現金３万円でＶ方に侵入する
際に使う開錠道具，Ｖを脅すために使うナイフ，現金を入れるかばんを購入した
上，某組で自身の弟分の地位にある丙に協力を求めたがこれを断られたので，一人
でＶ方へ侵入することにした。同月１２日未明，乙は，Ｖ方へ侵入する直前に甲か
ら，本件強盗を中止すると言われたものの，これに従わずに本件強盗を実行し，用
意していた開錠道具を用いてＶ方へ入り込んだ上，用意していたナイフを示し，Ｖ
の顔面を蹴り，Ｖの右足のふくらはぎ（以下「右ふくらはぎ」という。）をナイフ
で刺すなどしてＶから金庫の場所等を聞き出し，その後，乙が強盗するのを手伝う
ためにＶ方にやって来た丙と共に金庫内から現金５００万円を取り出して用意して
いたかばんに入れてＶ方から持ち出し，その後，同現金のうち１５０万円を丙に分
け前として渡し，残り３５０万円を自身のものとした。 

  まず，乙は，Ｖから現金を奪う目的で，事前に用意した開錠道具を用いてＶ方へ
入り込んでいることから，住居侵入罪が成立することを簡潔に指摘する必要があ
る。 

  次に，乙がＶ方金庫内にあった現金を手に入れた行為について，いかなる構成要
件に該当するかを確定する必要がある。すなわち，乙は，Ｖに対してナイフを顔面
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に突き付け，「金庫はどこにある。開け方も教えろ。怪我をしたくなければ本当の
ことを言え。」などと申し向け，それでも金庫の場所等を言わないＶから，その場
所等を聞き出すためにその顔面を蹴り付け，右ふくらはぎをナイフで刺すなどの有
形力を行使していることから，これら乙の行為が強盗罪の暴行・脅迫に該当するこ
とにつき，その判断基準や判断要素に関して判例等を意識した上で論じる必要があ
る。 

  また，その後Ｖは死亡しているが，その原因は乙から顔面を蹴られたことによる
脳内出血であることから，死亡結果と因果関係のある乙の行為を的確に指摘し，強
盗致死罪の成立を論じる必要がある。 

  そして，罪数についても論じる必要がある。 
  なお，後に問題となるように，甲について共犯関係の解消を認めると，甲には強
盗予備罪が成立することになる。このような結論を採った場合には，乙につき，強
盗予備罪の成否，これと強盗致死罪との関係，予備罪の共犯の成否等に関しても的
確に論じる必要がある。 

⑵ 丙の罪責 
  丙は，某組では乙の弟分の地位にあり，前述のとおり，乙から本件強盗への協力
を頼まれたものの，これを実行する日に別の用事があったためにその依頼を断っ
た。しかし，乙が本件強盗を実行する当日である某年９月１２日，前記用事が予定
よりも早く終わったことから，乙が強盗するのを手伝おうと考え，また，分け前も
欲しかったことからＶ方へ向かい，開いていた玄関からＶ方内へ入り込んだ。そう
したところ，乙は，Ｖ方寝室内の床にＶが右ふくらはぎから血を流して横たわって
いるのを見付け，その後，Ｖ方６畳間にいた乙から，乙がＶの右ふくらはぎを刺し
たこと，Ｖは身動きがとれないので簡単に現金を奪うことができること，分け前を
もらえることなどを聞くと，分け前欲しさから，乙を手伝って現金を手に入れるこ
とに決めた。その上で丙は，乙と共にＶ方金庫内から現金５００万円を取り出し，
これを乙が用意していたかばんの中に入れ，その後，そのかばんを持ってＶ方から
出て，分け前として前記５００万円のうち１５０万円を受け取った。 

  まず，丙は，乙の強盗行為を手伝う目的で玄関からＶ方に入り込んでいることか
ら，住居侵入罪が成立することを簡潔に指摘する必要がある。なお，丙の住居侵入
罪に関しては，乙との共謀が成立する前のものであり，単独犯となることも端的に
指摘する必要がある。 

  また，丙は，その後，乙と共にＶ方金庫内にあった現金をＶ方外へ持ち出してい
るが，これが容易に可能となったのは，Ｖが，乙から右ふくらはぎをナイフで刺さ
れて血を流して動けない状態となっていたためであった。既に検討しているよう
に，乙がＶの右ふくらはぎをナイフで刺した行為は強盗罪の暴行に該当することか
ら，さらに，丙がＶのそのような状況を利用して乙と共に現金を手に入れた行為に
つき，丙にいかなる犯罪が成立するかを検討する必要がある。 

  その検討に当たっては，いわゆる承継的共犯の成否を論じる必要があるところ，
その際には問題の所在を意識した論述を行う必要がある。すなわち，丙と乙との間
の共謀はＶ方内で成立した現場共謀であることを指摘しつつ，丙が関与する前（共
謀成立前）の乙の行為に関して責任を負うことがあり得るのかについて，共犯の処
罰根拠を含めて，承継的共犯の問題につき説得的に規範定立を行い，その上で，定
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立した自説の規範に，具体的な事実を指摘して的確な当てはめを行うことが求めら
れる。 

  具体的には，承継的共犯について，いわゆる中間説（限定的肯定説）の立場を採
った場合には，丙が乙の先行行為によって生じた状況を自己の犯罪遂行の手段とし
て積極的に利用したか否かを論じる必要がある。この点に関しては，丙が分け前を
もらえると考えていたことや，丙はＶが身動きできないので簡単に現金を奪うこと
ができると考えていたことなどの各事実を的確に指摘して結論を導き出すことが求
められ，その上で，Ｖの傷害・死亡結果について丙もその責任を負うかにつき，丙
が何を利用したのかなどを意識し，理由付けも含め的確に論じることが求められ
る。 

  また，承継的共犯について，いわゆる全面的否定説の立場を採った場合には，丙
に窃盗罪が成立することになると考えられる。その結論を導くに当たっては，Ｖは
丙が関与する前に既に乙の行為によって反抗を抑圧されており，丙はＶに一切の暴
行・脅迫を加えておらず，かつ，Ｖも丙の存在を認識していないことなどの各事実
を的確に指摘して説得的に論じることが求められ，さらに，乙とはいかなる範囲で
共同正犯が成立するのかをも含め的確に指摘する必要がある。 

  なお，丙の罪責に関しては，前述以外にも，乙と丙は強盗罪の実行行為の一部を
共同しているとして強盗罪の範囲で共同正犯が成立するとする見解や，丙には窃盗
罪の他に強盗罪の幇助犯が成立するとする見解などが存する。 

  このように種々の見解が存することから，承継的共犯の規範定立に当たっては，
自説のみを論じるのではなく反対説を意識して論述するのが望ましいものといえ，
また，承継的共犯に関しては近時の判例（最二決平成２４年１１月６日刑集６６巻
１１号１２８１頁）もあることから，その点も意識した論述ができることがより望
ましいものといえる。 

  そして，罪数についても論じる必要がある。 
⑶ 甲の罪責 
  甲は，暴力団組織である某組の組長に次ぐ地位にあり，同組組長からまとまった
現金を工面するように指示を受けていたところ，Ｖが自宅において，数百万円の現
金を金庫に入れて保管していることを知り，この現金を手に入れようと計画した
上，配下組員の乙に対して，Ｖ方へ押し入り，ナイフで脅してその現金を奪ってく
るように指示し，ナイフなど必要な物を購入するための資金として現金３万円を交
付した。その後，甲は，乙からナイフなど，同現金で購入した物について報告を受
けた後，某年９月１２日未明，乙からこれからＶ方に押し入る旨を告げられた際，
乙に対して，組長からの命令として本件強盗を中止するように言った。しかしなが
ら，乙は，これに従わず，準備していたナイフなどを用いて本件強盗を実行し，そ
の後Ｖ方にやってきた丙と共にＶ方から現金５００万円を持ち出して手に入れた。 

  まず，甲は，乙に対して本件強盗の実行を持ち掛け，乙はこれを了承していると
ころ，甲と乙との間に共謀が成立していることを論じる必要がある。その際には，
甲が乙に対してＶが金庫内に多額の現金を保管している旨の情報を提供したこと，
甲が乙に対してＶから現金を奪う際にはナイフを用いるように指示したこと，甲が
乙に対してナイフなど必要な道具を購入するための資金として現金３万円を提供し
たこと，乙は分け前欲しさもあり甲の指示を了承したこと，乙は甲の配下組員であ
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ること，甲はＶから手に入れた金員の７割を手にすることにしていたこと，甲は組
長からの指示で現金を手に入れる必要があったことなどの各事実を指摘した上，こ
れらの事実を用いて共謀共同正犯が成立することをその要件を踏まえて論じること
が求められる。 

  そして，甲は，その後，乙に対して中止するように言ったにもかかわらず乙が本
件強盗を実行していることから，甲が乙の実行した本件強盗に関してその責任を負
うのか，共犯関係からの離脱が問題となる。これを論じる際には，共犯の処罰根拠
を意識した問題の所在の摘示及び規範の定立が求められる。 

  その上で，甲の離脱を認めるか否かに関しては，甲と乙のやりとり（中止指示と
乙の了承を前提に，甲が道具の回収指示をしていないこと），甲から渡された現金
３万円で乙が用意したナイフや開錠用具，かばんといった道具の重要性，甲が首謀
者であること，甲から乙への中止指示が犯行直前であり，かつ，その指示方法も，
組長から中止指示を受けて直ちに告げたわけではなく，乙が電話をかけてきた際に
告げたものであることなどの各事実を踏まえ，定立した規範にこれら事実を的確に
当てはめて結論を導き出す必要がある。その結論としては，心理的因果性は除去さ
れていたとしても物理的因果性が除去されていないとして離脱を認めないとするも
の，心理的因果性が除去されていることに重点を置き離脱を認めるものなどがあり
得るが，離脱を認める場合には，物理的因果性が残っているにもかかわらず離脱を
認めると考えた理由につき事案に即してより説得的に論じることが求められる。 

  甲の離脱を認めないとの結論を採った場合には，Ｖが乙の行為により死亡してい
る点に関しても甲がその責任を負うのかを，理由を含めて簡潔に論じる必要があ
る。さらに，甲と丙との間に共謀が成立するのかについても，いわゆる順次共謀の
考え方（判例として最大判昭和３３年５月２８日刑集１２巻８号１７１８頁等があ
る。）に従って論述することが求められる。なお，この場合において，丙につき承
継的共犯を否定して窃盗罪の成立を認めたときには，甲に関して共犯間の錯誤も問
題となり得るところである。 

  これに対し，甲の離脱を認めるとの結論を採った場合，甲には強盗予備罪が成立
するとの結論が導き出される。その場合には，乙との間で強盗予備罪の共同正犯が
成立するかを端的に論じる必要がある。さらに，甲に予備罪の中止等も問題となり
得るところである。 

  そして，罪数についても論じる必要がある。 
⑷ 丁の罪責 
  丁（甲，乙及び丙とは面識がなかった。）は，窃盗に入る先を探して徘徊中，Ｖ
方前を通った際に，Ｖ方の玄関扉が少し開いていることに気付いた。そこで丁は，
Ｖ方から金品を盗もうと考えてＶ方に入り込み，その後，Ｖ方６畳間にあった扉の
開いた金庫内からＸ銀行のＶ名義のキャッシュカード（以下「カード」という。）
を取り出して自身のズボンのポケットに入れ，更に物色するためＶ方寝室に行った
ところ，そこで右ふくらはぎから血を流して床に横たわっているＶを発見した。丁
は，Ｖからカードの暗証番号を聞き出そうと考え，「暗証番号を教えろ」などと強
い口調で言ってこれを聞き出し，その後，Ｖ方から逃げ出して，同カードを用いて
現金を引き出すために，近くの２４時間稼動しているＡＴＭが設置されているＸ銀
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行Ｙ支店に出入口ドアから入り，同ＡＴＭに同カードを挿入した上，暗証番号を入
力して現金１万円を引き出した。 

  まず，丁は，Ｖ方から金品を盗み出す目的で，開いていた玄関扉からＶ方へ入り
込んでいることから，住居侵入罪が成立することを簡潔に指摘する必要がある。 

  次に，丁がＶのカードをズボンのポケットに入れた点に関しては，その財物性，
窃盗罪の既遂時期などについて端的に論じることが求められる。 

  さらに，丁は，その後，右ふくらはぎを刺されて横たわっているＶに対し，強い
口調で迫ってＶのカードの暗証番号を聞き出しているところ，この行為がいかなる
構成要件に該当するかを確定する必要がある。この点に関しては，Ｖのカードの暗
証番号が刑法上保護されるべき財産上の利益に該当するか否かに加え（カードとそ
の暗証番号を併せ持つことは財産上の利益に該当するとした裁判例として東京高判
平成２１年１１月１６日判例時報２１０３号１５８頁がある。），丁がＶに申し向け
た文言が強盗罪の実行行為としての脅迫に該当するか否かが問題となるところであ
る。その結論としては，暗証番号の利益性を肯定すれば２項強盗罪あるいは２項恐
喝罪が，これを否定すれば強要罪等が成立するが，いずれの結論を採ったとして
も，問題点を意識した上で，理論的に矛盾なく論じられていることが求められる。 

  また，丁が，Ｖのカードを用いて現金を引き出すためにＸ銀行Ｙ支店の出入口ド
アから店内に入り，同カードを使ってＡＴＭから現金を引き出した点については，
建造物侵入罪及び窃盗罪の各成否に関して，簡潔に論ずる必要がある。 

  そして，罪数についても論じる必要がある。 
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採点実感 

１ 出題の趣旨について 
  既に公表した出題の趣旨のとおりである。 
 
２ 採点の基本方針等 
  本問では，比較的長文の具体的事例に基づき甲乙丙丁それぞれの罪責を問うこと
により，刑法総論・各論の基本的な知識と問題点についての理解の有無・程度，事
実関係を的確に分析・評価し，具体的事実に法規範を適用する能力，結論の妥当
性，その結論に至るまでの法的思考過程の論理性等を総合的に評価することを基本
方針として採点に当たった。 

  すなわち，本問は，暴力団構成員である乙が，上位の地位にある甲から，Ｖ方に
押し入って現金を奪うこと（以下「本件強盗」という。）を指示され，甲から資金
提供を受けて開錠道具や果物ナイフ（以下「ナイフ」という。）等必要な道具を購
入した後，甲から本件強盗を中止するように言われたものの，これに従わずに前記
開錠道具を用いてＶ方に侵入し，Ｖに対し暴行・脅迫を加えたところ，乙が強盗す
るのを手伝うために丙がＶ方にやって来たことから，丙と共に現金を奪って逃げた
という事例と，乙らの逃走後，Ｖ方に侵入した丁が，Ｖ名義のキャッシュカード
（以下「カード」という。）をズボンのポケットに入れた後に右ふくらはぎから血
を流して倒れているＶを見付け，Ｖから同カードの暗証番号を聞き出して逃走し，
同カードを用いて現金を引き出すために近くのＸ銀行Ｙ支店に行き，同支店内にお
いて，前記聞き出した暗証番号を入力して現金自動預払機（以下「ＡＴＭ」とい
う。）から現金を引き出したという事例（なお，丁の逃走後，Ｖは乙から顔面を蹴
られたことによる脳内出血が原因で死亡した。）について，甲乙丙丁それぞれの罪
責を問うものであるところ，これらの事実関係を法的に分析した上で，事案の解決
に必要な範囲で法解釈論を展開し，問題文に現れた事実を具体的に摘示しつつ法規
範に当てはめて妥当な結論を導くこと，さらには，甲乙丙丁それぞれの罪責につい
ての結論を導く法的思考過程が相互に論理性を保ったものであることが求められ
る。 

  甲乙丙丁それぞれの罪責を検討するに当たっては，それぞれの行為や侵害された
法益等に着目した上で，どのような犯罪の成否が問題となるのかを判断し，各犯罪
の構成要件要素を検討し，問題文に現れた事実を丁寧に拾い出して当てはめ，犯罪
の成否を検討することになる。ただし，論じるべき点が多岐にわたることから，事
実認定上又は法律解釈上の重要な事項については手厚く論じる一方で，必ずしも重
要とはいえない事項については簡潔な論述で済ませるなど，答案全体のバランスを
考えた構成を工夫することも必要である。 

  出題の趣旨でも示したように，乙の罪責の検討に当たっては，乙が，Ｖ方に侵入
し，Ｖに対してナイフを使って暴行・脅迫を加えて怪我をさせた上，Ｖ方から現金
を持ち出した行為に関しては，住居侵入罪が成立することを簡潔に論じた上で，ま
ず，乙がＶに対して加えた暴行・脅迫が強盗罪の実行行為に該当することを論じ，
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さらにその後，Ｖが死亡した点については，死亡結果と因果関係のある乙の行為を
的確に指摘し，強盗致死罪が成立する旨を論じることが求められていた。 

  丙の罪責の検討に当たっては，丙が，Ｖ方に侵入し，乙に加担して，乙と共にＶ
方から現金を奪った行為に関して，乙同様，住居侵入罪が成立することを簡潔に論
じた上で，承継的共犯の成否を論じることが求められていた。そして，その際に
は，承継的共犯についての規範を示し，承継的共犯の成立を肯定した場合には，Ｖ
の死亡結果についてまで丙が責任を負うのか，承継的共犯の成立を否定した場合に
は，丙にはいかなる犯罪が成立するのかについて，問題文に現れた事実を前記規範
に当てはめて説得的に論じることが求められていた。 

  甲の罪責の検討に当たっては，まず，甲が何らの実行行為を行っていないことか
ら，共謀共同正犯の肯否を簡潔に論じた上で，問題文に現れた事実を当てはめて甲
の共同正犯性を肯定し，次に，甲が乙に対して本件強盗の中止を指示したにもかか
わらず乙がこれを実行した点に関して，甲について共犯関係からの離脱が認められ
るかについてその判断基準を示しつつ論じ，離脱を認めない場合にはＶの死亡結果
についても甲が責任を負うのかや，丙との共謀の成否について，離脱を認めた場合
には甲に強盗予備罪が成立することを指摘した上で，予備罪の共同正犯の成否等に
ついて，問題文に現れた事実を的確に当てはめて論じることが求められていた。 

  丁の罪責の検討に当たっては，丁がＶ方へ侵入した行為に関して住居侵入罪が成
立することを簡潔に論じた上で，Ｖ方の金庫内からカードを盗み出した後に，右ふ
くらはぎから血を流して倒れているＶから同カードの暗証番号を聞き出した行為に
関して，カードについての窃盗罪の成否，暗証番号の財産上の利益該当性，暗証番
号を聞き出した行為の強盗罪の実行行為該当性を，問題文に現れた具体的事実を指
摘しつつ論じ，さらにその後，同カードを使ってＸ銀行Ｙ支店内に設置されたＡＴ
Ｍから現金を引き出した行為に関して，建造物侵入罪の成否及び窃盗罪の成否を簡
潔に論じることが求められていた。 

 
３ 採点実感等 
  各考査委員から寄せられた意見や感想をまとめると，以下のとおりである。 
 ⑴ 全体について 
   本問は，前記２のとおり，論じるべき点が多岐にわたることから，各論点の体
系的な位置付けを明確に意識した上，厚く論じるべきものと簡潔に論じるべきも
のを選別し，手際よく論じる必要があった。すなわち，甲乙丙丁それぞれの罪責
を論じるに当たって検討が必要であると思われる論点には，重要性の点において
軽重があり，その重要度に応じて論じる必要があったが，これを考慮することな
く，必ずしも重要とは思われない論点に論述の多くを費やした答案も見受けられ
た。 

   本問を論じるに当たって必要とされている論点全てに触れた少数の答案を含
め，総じて，規範定立部分についてはいわゆる論証パターンをそのまま書き写す
ことに終始しているのではないかと思われるものが多く，論点の正確な理解がで
きているのかに不安を覚える答案が目に付いた。 

   法的三段論法については，大多数の答案においては意識されていると思われた
ものの，中には，問題文に現れた事実を抜き出しただけで，その事実が持つ法的
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意味を特段論じずに結論を記載するという答案も少なからず見受けられた。前述
の論点の正確な理解とも関係するところであり，規範定立を怠らないのは当然と
しても，結論に至るまでの法的思考過程を論理的に的確に示すことが求められ
る。 

   なお，本問で罪責の問われている者は甲乙丙丁と複数のため，答案を構成する
に際しては，各人において論じるべき点の相互関係に留意した上，各人の論じる
順序を検討した方がよいと思われたが，ほぼ全ての答案が，乙丙甲丁等，適宜の
順に応じて論じることができていた。 

 ⑵ 乙の罪責について 
   乙の罪責を検討するに当たって論じるべきと思われる点は，①住居侵入罪の成
否，②Ｖに対する強盗致死罪の成否である。 

   まず，①の点については，ほとんどの答案で触れられていたが，これを長々と
論じる答案も若干ではあるが見受けられた。本問で乙に住居侵入罪が成立するこ
とについては特に争いのないところであるため，同罪の保護法益を指摘しつつ事
実を当てはめて簡潔に論じることが求められていた。論じるべき点の軽重を的確
に判断し，質量ともに適切な論述ができるよう意識すべきである。 

   次に，②の点については，大多数の答案が，乙がＶに対して加えた，ナイフを
顔面付近に突き付けた脅迫行為，顔面を数回蹴った暴行行為，右ふくらはぎをナ
イフで刺した暴行行為等は，いずれも強盗罪の実行行為に該当するとした上，そ
の後，Ｖが死亡した点に関し，乙が顔面を蹴った行為とＶの死亡結果との因果関
係を認め，強盗致死罪が成立するとの結論を的確に導き出すことができていた。 

   前記暴行・脅迫に関し，これらが強盗罪の実行行為に該当するか否かについて
長々と論じる答案も散見されたが，これらの該当性についてはほぼ争いがないと
思われるので，強盗罪の実行行為に関する最高裁判例（最二判昭和２４年２月８
日刑集３巻２号７５頁等）に従って端的に論じることで十分であるところ，大多
数の答案はそれができていた。ところで，本件におけるＶの死亡結果については
前記のとおり乙の強盗罪の実行行為たる暴行（顔面を蹴った行為）から生じたも
のである。それにもかかわらず，強盗の機会性を論じる答案が少なからずあった
が，このような答案は，強盗罪についての基本的な理解が不十分であると認めら
れた。 

   なお，強盗致死罪の成否を論じる前に，強盗予備罪の成否を論じる答案が相当
数存在した。これは時系列に沿って犯罪の成否を論じたためだと思われるが，本
当にこの点を論じる必要があるかについて的確に意識されていた答案は少数であ
った。すなわち，後に甲の罪責について検討する中で，甲について共犯関係から
の離脱を認め，甲には強盗予備罪が成立するとの結論を採った場合には，乙に関
して強盗予備罪の成否を検討しておくことは意味があると思われる。しかしなが
ら，それ以外の場合にまで，この点を論じる意味があったのかについては疑問が
あるところである。 

   さらに，乙の罪責に関して，前記以外にも，Ｖの死亡結果に関する乙の殺意の
有無を長々と論じる答案や，乙が，甲に対し，Ｖから現金を強奪したことを告げ
ずにこれを丙と分け合ったことについての詐欺罪の成否や横領罪の成否を論じる
答案が少数ながら存在した。このうち，殺意については，本問の事実関係からは
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殺意を認めるのが困難であることは明らかであることから，そもそも本問でこれ
を論じる必要があるのか，仮にこの点を論じるとしてもどの程度の分量が適切で
あるのかについて的確に判断すべきであったし，詐欺罪や横領罪の成否について
は，そもそも本問でこれらを論じる必要があるのかについてやはり的確に判断す
べきであった。 

 ⑶ 丙の罪責について 
   丙の罪責を検討するに当たって論じるべきと思われる点は，①住居侵入罪の成
否，②乙の強盗行為に途中から加担して現金を手に入れたことに関する承継的共
犯の成否である。 

   まず，①の点については，乙の罪責のところで述べたのと同様に簡潔に論じる
ことが求められていたが，大多数の答案はその旨の論述ができていた。 

   次に②の点については，承継的共犯についての問題の所在を意識しつつ，的確
な規範定立を行うことが求められていたところ，大多数の答案は相応に論述され
ていたが，いわゆる論証パターンに沿った論述に終始していると思われるものが
ほとんどであり，共犯の処罰根拠を含め，承継的共犯の問題の所在について意識
した上で的確に論述されていると認められた答案は少数であった。また，承継的
共犯の肯否に関しては，いわゆる中間説（限定的肯定説）を採るものがほとんど
であったが，規範定立と事実の当てはめが一致していない答案も少なからず見受
けられたところであり，これらの答案は，事実を拾って説得的に論じるとの意識
が乏しいと思われた。なお，承継的共犯に関しては，近時の最高裁判例（最二決
平成２４年１１月６日刑集６６巻１１号１２８１頁）が存在するところ，同判例
を意識して論述していた答案は少数であったが，いわゆる重要判例のある問題点
については，これを意識して論述することがより望ましいものといえる（※上記
最高裁判例については，当初掲載した採点実感等に関する意見では平成２６年と
記載していましたが，平成２４年の誤りでしたので訂正しました）。 

   丙につき承継的共犯の成立を肯定した場合には，次に丙がＶの死亡結果につい
て責任を負うかを論じる必要があったところ，理由もなく丙がＶの死亡結果につ
いて責任を負うとした答案が相当数存在したが，この結論が妥当かは疑問なとこ
ろであり，このような答案については，承継的共犯を正確に理解できているの
か，疑問を抱かざるを得なかった。 

   また，全面的否定説の立場を採って承継的共犯を否定するなどして，丙につい
て窃盗罪の成立を認めた場合には，Ｖは丙が加担する前に既に乙の暴行・脅迫に
よって反抗を抑圧されており，丙はＶに対して一切の暴行・脅迫を加えておら
ず，かつ，Ｖも丙の存在を認識していないことなどの，問題文に現れた事実を指
摘して説得的に論じた上で，乙とはいかなる範囲で共同正犯が成立するのかを検
討し，これらを的確に論述することが求められていたところ，前者については概
ね指摘して論述することができていても，後者の共同正犯の成立範囲についてま
で検討できていた答案は少数であった。これは各論点の体系的位置付けや論点相
互間の理論的結び付きについての理解が不十分なためではないかと思われた。 

 ⑷ 甲の罪責について 
   甲の罪責を検討するに当たって論じるべきと思われるものは，①甲乙間の共謀
の成否，甲乙間に共謀が成立するとして，②その後，甲は，乙が本件強盗を実行
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する前に中止を指示していることから甲について共犯関係からの離脱が認められ
るか否か，③その検討結果を踏まえた成立罪名，さらに，④甲について共犯関係
からの離脱が認められないとした場合には，甲丙間における共謀の成否である。 

   ①の点については，甲と乙の立場や乙に対する甲の指示内容等，問題文に現れ
た事実を踏まえて共謀共同正犯の成否を論じる必要があったところ，大多数の答
案は，規範を定立した上，甲から乙への情報提供，方法指示及び資金提供や乙が
分け前欲しさから加担したことなどの問題文に現れた事実を指摘しつつ，共謀共
同正犯が成立する旨を論じることができていた。 

   ②の点については，共犯関係からの離脱を論じるに当たって，問題の所在を意
識しつつ的確な規範定立を行うことが求められていたところ，共犯の処罰根拠も
含め，大多数の答案は相応に論述されていたが，他の論点と同様，単にいわゆる
論証パターンに従って論述しているにすぎないと思われたものが相当数見受けら
れた。さらに，定立した規範へは，甲と乙のやりとり（中止指示と乙の了承を前
提に，甲が乙に対し，開錠道具やナイフ，かばんといった道具の回収指示をして
いないこと），甲から渡された現金３万円で乙が購入した開錠道具やナイフ等の
道具の重要性，甲が首謀者であること，甲から乙への中止指示が犯行直前であ
り，かつ，その指示方法も，組長から中止指示を受けて直ちに告げたわけではな
く，乙が電話をかけてきた際に告げたものであることなどの問題文に現れた事実
を指摘した上で，心理的因果性及び物理的因果性に着目して結論を導き出すこと
が求められていた。多くの答案では，前記各事実の指摘は概ねできていたが，そ
の答案のほとんどが，その後，単に，心理的因果性が除去されても物理的因果性
が除去されないため離脱は認められないと指摘するにとどまっており，その場合
に共犯関係からの離脱が認められない理由についてまで説得的に論述できていた
答案は少数であった。 

   また，前記各事実の指摘が不十分なまま，安易に，甲について共犯関係からの
離脱を認めた答案も少なからず存在した。甲について共犯関係からの離脱を認め
た場合には，物理的因果性が残っているにもかかわらず離脱を認めると判断した
理由につき，問題文に現れた事実を指摘しつつ，より説得的に論じることが求め
られていたのであるが，このような論述ができていた答案は極めて少数であり，
これは論文式試験における事実摘示の重要性についての認識が不十分であるため
ではないかと思われた。 

   ③の点については，甲について共犯関係からの離脱を認めないとした場合，Ｖ
が乙の行為により死亡している点について甲が責任を負うのか，いわゆる結果的
加重犯の共同正犯の成否について理由を含めて簡潔に論じる必要があったが，こ
れを的確に論述できていた答案は少数であった。 

   これに対して，甲について共犯関係からの離脱を認めるとした場合，甲には強
盗予備罪が成立すると考えられるところ，離脱を認めながらも強盗予備罪の成立
を検討しない答案が見受けられたし，また，離脱を認めて甲に強盗予備罪が成立
することは検討できていたものの，乙との関係で強盗予備罪の共同正犯が成立す
ることについてまで論述できていた答案は少数であった。これは刑法の体系的理
解が不十分であるためではないかと思われた。 
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   ④の点，すなわち，甲について共犯関係からの離脱を認めないとした場合，甲
丙間に共謀（順次共謀）が成立するかについては，その結論はさておき，相当数
の答案で論述されていた。受験生においては，順次共謀の考え方（判例として最
大判昭和３３年５月２８日刑集１２巻８号１７１８頁等がある。）を含め，刑法
上の基本的な概念については，その理解をより一層深めてもらいたい。 

   なお，甲に関しては，共謀の射程論を論じた答案や，共犯関係からの離脱を論
じずに中止犯の成否を論じた答案が少数ながら存在したが，これらは刑法上の基
本的な概念についての理解を誤っていると思われた。 

 ⑸ 丁の罪責について 
   丁の罪責を検討するに当たって論じるべきと思われる点は，①Ｖ方へ侵入した
点についての住居侵入罪の成否，②丁がＶ方内で行った行為についての窃盗罪及
び強盗利得罪の各成否，③Ｖ名義のカードとＶから聞き出した暗証番号を使い，
Ｘ銀行Ｙ支店内に設置のＡＴＭから現金を引き出した行為についての建造物侵入
罪及び窃盗罪の各成否である。 

   まず，①の点については，これまで述べてきたのと同様に簡潔に論じることが
求められていたが，大多数の答案はその旨の論述ができていた。 

   次に，②の点について，丁がＶ名義のカードをズボンのポケットに入れた点に
関しては，カードの財物性，窃盗罪の既遂時期などについて端的に論じることが
求められており，大多数の答案は，カードの財物性が肯定されることを前提に，
窃盗罪の成否を検討することができていたが，既遂時期に関して明確に論述でき
ていた答案は少数であった。 

   また，丁が，Ｖ方内において，右ふくらはぎから血を流して横たわっているＶ
に対し，強い口調で迫ってＶからカードの暗証番号を聞き出した点に関しては，
これがいかなる構成要件に該当するかを論じることが求められていたところ，こ
の点に関しては，Ｖ名義のカードの暗証番号が刑法上保護されるべき財産上の利
益に該当するか否かに加え，丁がＶに申し向けた文言が強盗罪の実行行為として
の脅迫に該当するか否かが問題となり得る点であった。 

   これらの点に関しては，暗証番号の利益性を肯定すれば２項強盗罪あるいは２
項恐喝罪が，これを否定すれば強要罪等が成立すると考えられるところ，いかな
る結論を採るかはさておき，これらの問題点を意識した上で，論理的に矛盾なく
相応の分量で論じていれば十分であり，多数の答案はそれができていた。しかし
ながら，結論を示すのみで，思考過程を示すことができていない答案も相当数存
在した。 

   さらに，③の点については，建造物侵入罪の成否及び窃盗罪の成否を簡潔に論
じることが求められていたところ，大多数の答案は論点の重要性に応じた論述が
できていた。 

 ⑹ その他 
   例年指摘しているところではあるが，字が乱雑で判読しづらい答案も少数なが
ら存在したし，漢字に間違いのある答案も散見された。時間的に余裕がないこと
は承知しているところであるし，達筆であることまでを求めるものではないもの
の，採点者に読まれるものであることを意識し，大きめで読みやすく丁寧な字で
書かれることが望まれる。 
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 ⑺ 答案の水準 
   以上を前提に，「優秀」「良好」「一応の水準」「不良」という答案の４つの水準
を示すと，以下のとおりである。 

   「優秀」と認められる答案とは，本問の事案を的確に分析した上で，本問の出
題の趣旨や前記採点の基本方針に示された主要な問題点について検討を加え，成
否が問題となる犯罪の構成要件要素等について正確に理解するとともに，必要に
応じて法解釈論を展開し，問題文に現れた事実を具体的に摘示して当てはめを行
い，甲乙丙丁それぞれの刑事責任について，論理的に矛盾せずに妥当な結論を導
いている答案である。特に，問題文に現れた具体的事実の持つ意味を論じつつ当
てはめを行っている答案は高い評価を受けた。 

   「良好」と認められる答案とは，本問の出題の趣旨及び前記採点の基本方針に
示された主要な問題点について理解できており，甲乙丙丁それぞれの刑事責任に
ついて論理的に矛盾せずに妥当な結論を導くことができているものの，一部の問
題点についての論述を欠くもの，主要な問題点の検討において構成要件要素の理
解が一部不正確であったり，必要な法解釈論の展開がやや不十分であったり，必
要な事実の抽出やその意味付けが部分的に不足していると認められたものであ
る。 

   「一応の水準」と認められる答案とは，事案の分析が不十分であったり，複数
の主要な問題点についての論述を欠くなどの問題はあるものの，論述内容が論理
的に矛盾するところはなく，刑法の基本的な理解について一応ではあるもののこ
れを示すことができている答案である。 

   「不良」と認められる答案とは，事案の分析がほとんどできていないもの，刑
法の基本概念の理解が不十分であるために，本問の出題の趣旨及び前記採点の基
本方針に示された主要な問題点を理解できていないと認められたもの，事案の解
決に関係のない法解釈論を延々と展開しているもの，問題点には気付いているも
のの結論が著しく妥当でないもの，論述内容が首尾一貫しておらず論理的に矛盾
しているもの等である。 

 
４ 今後の法科大学院教育に望むこと 
  刑法の学習においては，刑法の体系的な理解，すなわち刑法の基本概念の理解を
前提に，個々の論点の問題の所在を理解するとともに，各論点の位置付けや相互の
関連性を十分に理解することが必要不可欠である。これらができていなければ，的
確かつ説得的な論述はできない。 

  また，これまでも繰り返し指摘しているところであるが，判例学習の際には，結
論のみならず当該判例の前提となっている具体的事実を意識し，結論に至るまでの
理論構成を理解し，その判例が述べる規範の刑法の体系上の位置付け，規範が妥当
する範囲について検討し理解することが必要である。 

  今回の論文式試験では，主要な論点について暗記していたいわゆる論証パターン
を単にそのまま書いたにすぎないように思われる答案が見受けられたが，それは法
的思考能力を身に付けるために必要な，前記に指摘した諸点の重要性に関する理
解・認識が不十分であるためではないかと思われる。 
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  このような観点から，法科大学院教育においては，まずは刑法の基本的知識及び
体系的理解の修得に力点を置いた上，判例学習等を通じ具体的事案の検討を行うな
どして，正解思考に陥らずに幅広く多角的な検討を行う能力を涵養するとともに，
論理的に矛盾しない，事案に応じた適切で妥当な結論を導き出す能力を涵養するよ
う，より一層務めていただきたい。 
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甲さん（合格者）の答案（Ａ 104.53 点／200 点） 

 

 

第１ 乙の罪責 
１ 乙がＶ宅たる住居に強盗目的で立ち入った行為は，住居管理権者の通常の意
思に反する「侵入」といえ，住居侵入罪（刑法（以下法令名は省略する。）１
３０条）が成立する。 
２ 強盗致死罪の成否（２４０条） 
 ⑴ 乙がＶに一連の暴行をなして現金５００万円を取得した結果，Ｖを死亡さ
せた行為に，強盗致死罪が成立しないか。 

 ⑵ まず，乙の「強盗」（２４０条，２３６条１項）の成立を検討する。 
  ア 強盗に必要な暴行・脅迫は財物奪取に向けられたものであることを要す

るところ，本問では，乙はＶ宅における強盗を目的としてＶに対して一連
の暴行等をなしているといえるため，この点に問題はない。 

  イ 暴行・脅迫には，相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫が
なされたことを要し，その判断は社会通念上一般的・客観的になすべきで
あると解する。 

    本問では，乙は２３歳男性と若く体力があるのに対し，Ｖは４０歳男性
と比較的体力に劣り，体格差がある。そして乙は，刃体の長さ約１０セン
チメートルと殺傷能力の高い凶器を顔面という身体の枢要部に突き付ける
ことで抵抗したら刺されてしまうという心理状況を通常生ずる行為をなし
ている。これと同時に「怪我をしたくなければ本当のことを言え。」との
害悪の通知たる脅迫をなすことで反抗は通常一層抑圧される。さらに乙は
Ｖの顔面を蹴り，右ふくらはぎを刺したという暴行によって「言うとおり
にしないとさらにひどい暴行を受けるかもしれない」という一般的な心理
状況を作出しているといえる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    したがって，反抗を抑圧にするに足りる程度の暴行・脅迫はあるといえる。 
 ⑶ 強盗罪においては被害者による直接の処分行為は要しないと解されるが，
暴行・脅迫状態を利用した財物の占有の取得という因果関係の存在は必要で
あると解される。 

   本問では，乙はＶへの一連の暴行等によってＶが反抗することができない
状況になったことを利用して，Ｖ宅において金庫を探し，現金５００万円の
占有の取得に成功している。したがって，因果関係は認められる。 

 ⑷ よって，乙に「強盗」罪の成立が認められる。 
 ⑸ では，強盗致死罪（２４０条）が成立するか。同条の趣旨は，強盗の機会
における暴行によって致死傷の結果が生じることが刑事学上顕著であること
に鑑みて，被害者の生命・身体の安全を保護する点にある。そうであるとす
れば，強盗の機会における暴行と致死傷との間に社会通念上相当な因果関係
が存在すれば足り，強盗致死罪は強盗罪の結果的加重犯であり，致死傷結果
についての行為者の過失は不要であると解する。 

   本問では，乙は強盗の手段としてＶの顔面を蹴る等の暴行をなしている。
これに起因してＶに脳内出血という生理機能の障害が生じ，死亡結果が生じ
ているため，当初の暴行に内在する高度の危険が現実化したといえる。した
がって，乙の暴行とＶの死亡結果との間には社会通念上相当な因果関係が存
在するといえ，死亡結果についてのＶの過失は不要である。したがって，乙
はＶ死亡結果について責任を負う。 

 ⑹ よって，乙には強盗致死罪が成立する。 
３ 罪数 
  以上より，乙には住居侵入罪と強盗致死罪が成立し，両罪は目的・手段の関

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甲１ 

甲２ 
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係にあるため，牽連犯となり，科刑上一罪となる（５４条後段）。また，後述
の通り甲との間では共同正犯が成立し，丙との間では強盗罪の限度で共同正犯
が成立する（６０条）。 
第２ 丙の罪責 
１ 当初の謀議行為 
  丙が犯行前に乙からＶへの強盗の実行を持ちかけられた行為については，①
意思の連絡が認められれば，その後②乙の実行行為があるため共謀共同正犯が
成立しうるものの（６０条），丙は乙の頼みを一旦断っているため，意思の連
絡はなく，この時点での共謀共同正犯は成立しない。 
２ 住居侵入罪 
  丙がＶ宅に強盗する乙を助ける目的で立ち入った行為は，住居管理権者の通
常の意思に反する「侵入」といえ，住居侵入罪（１３０条前段）が成立する。 
３ 乙との強盗罪の共同正犯の成否（６０条，２３６条１項） 
 ⑴ 丙は強盗罪の暴行等に着手した乙とともに強盗罪における財物奪取行為に
加担しているため，丙に強盗罪の共同正犯が成立しないか。 

 ⑵ 丙は乙のなした暴行行為に一切加担していない。そうであるとすれば，刑
法における責任主義の観点より，原則として乙による暴行結果は丙に帰責さ
れないとも思える。 

 ⑶ しかし，共同正犯の一部実行全部責任（６０条）の根拠は相互利用補充関
係による構成要件的結果惹起への因果支配性にあると解される。そうである
とすれば，①後続行為から加担した者において先行行為者の作出した結果を
認容した上で，②自己の犯罪として利用する意思を有すると認められる場合
には，相互利用補充関係に基づく結果への因果支配性が認められるため，承

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

継的共同正犯が成立すると解される。では，本問で①②は認められるか。 
   本問では，①丙はＶが右ふくらはぎから血を流して床に横たわっている状
態を認識し，その後当該傷害が乙によって作出されたということを乙から聞
いており，①は認められる。 

   ②としての正犯意思は，（ⅰ）地位（ⅱ）役割（ⅲ）利害関係等を総合的
に勘案して判断する。本問では，（ⅰ）丙は乙と同じ暴力団組織に属し，乙
は丙の兄貴分である。しかし，丙は乙からの当初の強盗の頼みを自己の都合
によって明確に断っているため，両者の人的関係は対等であると推認され
る。丙が当日に加担したのは丙の都合が終わって乙を「手伝おう」という任
意の思いに基づくといえることからも，両者の関係の対等性が推認される。
また，（ⅱ）丙は，乙とともに強盗罪の本質部分である財物の占有移転行為
に加担しているといえるため，その役割は重要であるといえる。そして
（ⅲ）丙は当初乙から分け前をもらえると言われたことを受けて「分け前が
もらえるだろう」と考えて加担しており，現に５００万円のうち１５０万円
という多額の分け前を得ている。したがって利害関係が強い。よって，②正
犯意思は認められる。 

   以上より，丙には強盗罪の承継的共同正犯が成立する。 
 ⑷ では，丙は強盗致死罪の罪責まで負うか。これについて，一切行為に加担
していない暴行によって生じた致死傷結果まで帰責されるとするのは責任主
義に反し，許されるべきではないと解する。したがって，丙は強盗致死罪ま
での罪責は負わない。 

４ 罪責 
  以上より，丙は住居侵入罪と強盗罪が成立し，これらは目的・手段の関係に
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あるため牽連犯として科刑上一罪となる（５４条後段）。これは乙及び後述の
通り甲との間で共同正犯となる（６０条）。 
第３ 甲の罪責 
１ 強盗罪の共謀共同正犯 
 ⑴ 甲には乙と共同してＶに対する強盗罪の共同正犯が成立しないか。甲は実
行行為には一切加担していないため，共謀共同正犯の成否を検討する。 

 ⑵ 共同正犯における一部実行全部責任（６０条）の趣旨は相互利用補充関係
に基づく結果への因果性の支配にあると解される。そうであるとすれば実行
行為に加担していない者についても同法の責任は及ぶと解する場合がある。
また条文上も犯罪を「共同」した者のうちの一人によって「実行」すると読
むことはできる。したがって共謀共同正犯は刑法上認められる。 

 ⑶ 共謀共同正犯の要件としては，共同性からの①共同実行の意思連絡及び②
一部の者による実行行為，そして正犯性からの③正犯意思を満たすことを要
する。本問では，①某年９月１日に甲と乙との間でＶ宅へ強盗を行う計画に
ついての合意があり（①），上述の通り乙により強盗行為の実行行為がある
（②）。③正犯意思については，丙の場合と同様の判断枠組みによるとこ
ろ，（ⅰ）甲は乙の所属する暴力団の組長に次ぐ地位にあり，配下の乙に対
する指揮命令権は強い拘束力を有すると推認される。また，（ⅱ）甲は自ら
入手した情報に基づいてＶ宅への強盗計画を立案し，乙に計画の実行を働き
かけるとともに，凶器のナイフを手渡し，準備資金として３万円を渡してい
ることから，犯行に向けて心理的物理的に重要な役割を果たしていることが
推認される。さらに（ⅲ）甲は組長からの金員の工面の指示に基づいている
ものの，自ら一連の犯行を計画して乙にナイフや準備資金を交付しているこ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

とから，Ｖへの強盗によって金員を得ることは甲自身の組織内における地位
の安定に向けた利益に資すると推認される。これらの事情より，甲には③正
犯意思は認められる。 

   したがって，甲には乙との強盗罪の共謀共同正犯が成立する。 
２ 中止犯の成否 
  犯行結果発生前において中止行為があれば中止犯（４３条後段）が成立するが，
本問では乙により強盗罪の結果が発生しているため，甲に中止犯は成立しない。 
３ 共同正犯からの離脱 
 ⑴ 次に，甲は乙が犯行に着手する前に，電話によって乙に対して「犯行を中
止しろ。」と伝え，乙はその真意を秘して「分かりました。」と意思表示上の
承諾をなしているため，甲には共同正犯からの離脱が認められないか。 

 ⑵ 共同正犯の処罰根拠は上述の通り，相互利用補充関係に基づく結果惹起の
因果性への支配にあるため，通常因果性が発生していない犯罪の実行行為に
着手する前においては，犯行を中止する旨の意思表示と相手の承諾によって
離脱が認められる。本問では，甲の乙への犯行中止の電話は犯行着手前にな
されており，甲の命令と乙の承諾があるため，原則として着手前の離脱が認
められるとも思われる。 

 ⑶ しかし，共同正犯の処罰根拠が結果惹起の因果性への支配にあることか
ら，犯行着手の前段階であっても，（ⅰ）地位，役割等に応じてすでに犯罪
実行に向けた因果の流れを設定した場合には，当該因果を除去する積極的措
置を取ることが要求されると解され，（ⅱ）そのような措置を講じなかった
場合には，離脱は認められないと解するべきである。 

   本問では，（ⅰ）甲は強力な命令権を持つ組長に次ぐ地位に基づいて，自
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ら入手した情報に基づき一連の犯行を計画し，乙に犯行を命令した上，凶器
のナイフや準備資金３万円を乙に与えるという犯罪実行に向けた重要な役割
を果たしている。そうであるとすれば，乙の犯行予定時間が間近に迫った某
年９月１２日未明時点では，電話で中止を命じるだけでは足りず，乙を事務
所に呼び戻すか，少なくとも凶器のナイフを回収するなどの積極的措置をと
ることではじめて自己の設定した因果の流れを除去できると解される。
（ⅱ）にもかかわらず甲はこのような積極的措置を一切なしていないため，
甲には共同正犯からの離脱は認められない。 

４ 強盗致死罪の帰責 
  強盗致死罪は上述の通り強盗罪の結果的加重犯であるため，強盗の機会にお
ける暴行と致死傷結果との間に因果関係が認められれば足り，行為者の過失の
有無は問わない。本問では，上述の通り乙による強盗の機会におけるＶに対す
る暴行とＶの死亡結果との間には因果関係が認められるため，甲には過失の有
無を問うことなく強盗致死罪まで帰責される。 
  したがって，甲には乙との間で強盗致死罪についての共同正犯が成立する。 
５ 罪責 
  以上より，甲には住居侵入罪と強盗致死罪の共謀共同正犯が成立し，これら
は目的・手段の関係にあるため科刑上一罪となる（５４条後段）。乙との間で
は同罪の共同正犯となり，丙との間では黙示の意思連絡があるといえるため，
強盗罪の限度で共同正犯となる（６０条）。 
第４ 丁の罪責 
１ 丁が窃盗目的でＶ方に立ち入った行為は，住居管理権者の通常の意思に反す
る立入りといえ，①住居侵入罪が成立する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 丁が本件キャッシュカードたる財物を取得した行為は窃盗罪における窃取に
当たり，所有権者を排してその経済的用法に従い利用処分する意思たる不法領
得の意思の発現があるといえ，②窃盗罪が成立する（２３５条）。 
３ 丁の暗証番号を聞き出した行為に利益恐喝罪が成立するか。上述の通り強盗
罪における暴行・脅迫には社会通念上一般的・客観的に反抗を抑圧するに足り
る程度の暴行・脅迫であることを要するところ，丁はＶに暴行をなしておら
ず，Ｖの傷害は丁とは面識がなく何ら人的関係のない乙によって作出された結
果であるため，丁自身による暴行とは同視できない。そして丁の脅迫文言は
「キャッシュカードの暗証番号を教えろ。」という社会通念上一般的・客観的
に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫であるとは認められない。したが
って，丁には強盗罪は成立せず，反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫がある
といえる。そして，窃取したキャッシュカードの暗証番号を聞き出す行為は，
キャッシュカードにより預金を引き出せるという財産上の利益の取得と密接で
あるといえるため，脅迫と財産上の利益との間の因果関係は認められる。よっ
て，丁には③利益恐喝罪が成立する（２４９条２項）。 
４ その後丁が本件キャッシュカードを用いる窃盗目的で銀行に立ち入った行為
は，人の看守する建造物への管理権者の通常の意思に反する立入りといえ，④
建造物侵入罪（１３０条前段）が成立する。 
５ 本件キャッシュカードによってＡＴＭから現金１万円を取得した行為は⑤窃
盗罪（２３５条）が成立する。 
６ 罪数としては，①②③④⑤が成立し，②③は同一機会における犯行として包
括一罪となり，これと①，及び④と⑤とは目的・手段の関係にあるため牽連犯
となり，その後併合罪（４５条）となる。             以 上 
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第１ 乙の罪責 
１ 乙がＶ方に入った行為は，住居権者Ｖの意思に反する立入りとし
て，住居侵入罪（刑法（以下省略）１３０条前段）が成立する。 

２ 乙が現金５００万円を持ち去った行為について強盗致死罪（２３６
条１項，２４０条）が成立するか。 

 ⑴ 乙はＶの顔面を数回蹴り，右ふくらはぎを刺して，Ｖは強い恐怖
心を抱いているところ，重傷を負わせていることからも一般人を基
準にしても反抗抑圧程度の「暴行」を行ったものといえる。 

 ⑵ そして，かかる「暴行」の際に５００万円をカバンに入れている
ことから，財物を奪取したとして「強取」したといえる。また，Ｖ
は乙が顔面を蹴られたことを原因とする脳内出血で死亡しているこ
とから死との因果関係が認められる。 

 ⑶ よって，同罪が成立する。後述のように丙との共同正犯となる。 
３ 罪数は，住居侵入罪と強盗致死罪が手段目的の関係にあることか
ら，牽連犯（５４条後段）となる。 

第２ 丙の罪責 
１ 丙がＶ方に侵入した行為について，住居侵入罪が成立する。また，
当初乙が丙に強盗を「一緒にやってくれないか。」と持ちかけたことに
ついては，丙が乙の頼みを断っていることから，意思連絡がないと言
え，共同正犯が成立しない。 

２⑴ では，丙に乙との強盗致死罪の共同正犯が成立するか。丙は乙が
Ｖに対して蹴るふくらはぎを刺すことをした後に加功しているとこ
ろ，承継的共同正犯が成立するか問題となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑵ 先行者の行為を実質的に後行者の行為と同視できる場合には個人
責任の原則に反しないため，後行者が先行者の行為の効果を自己の
手段として利用したといえる場合には，後行者にも関与前の先行者
の行為も含めて刑事責任を問うことができると解する。 

   具体的には，先行行為を自己の犯罪手段として積極的に利用し，
正犯性を有し，途中から共謀している場合に共同正犯となる。 

 ⑶ 本件では，丙は乙から「ふくらはぎを刺してやった。」と申し向け
られＶが身動きが取れないので簡単に現金を奪うことができると考
えて，現に自己の現金５００万円を奪っているところ，乙のＶのふ
くらはぎを刺したという先行行為を犯罪手段として積極的に利用し
ている。 

   また，丙は乙に「手伝いますよ。」と申し向け，共に行動に移して
いることから，意思連絡が認められ，共謀があったといえる。 

   そして，丙はたしかに暴行といった手段をＶに行っていないが，
一人で強盗をするのは心細い乙と共に行動することで心理的に犯行
を容易にするという役割を演じ，分け前をもらう約束をした上で，
現に分け前として５００万円中１５０万円ももらっていることか
ら，正犯性が認められる。 

 ⑷ よって，強盗罪について共同正犯が成立する。 
 ⑸ では，死の結果についてはどうか。 
   強盗罪といった暴行と強取の行為が存在する犯罪類型について

は，先行行為を後行者が利用して犯罪を実現できるが，傷害や死の
結果については因果関係のある行為をしていない者に対して帰責す
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ることはできないと解する。 
   よって，丙は強盗罪の共同正犯のみにとどまる。 
３ 罪数は，住居侵入罪と強盗罪の共同正犯となる牽連犯（５４条後
段）となる。 

第３ 甲の罪責 
１⑴ まず，乙の住居侵入罪，強盗致死罪につき，甲は共同正犯（６０

条）となるか。 
 ⑵ 犯罪の共同実行の本質は相互利用補充関係を形成し自ら犯罪を実

行するところにあることから，実行行為の一部を行わない場合でも
共謀共同正犯として共同正犯となる。 

   具体的には，共謀，正犯性があることを要する。 
 ⑶ 本件では，甲は乙に対してＶの家に押し入ってＶを脅して金を奪

ってくるように指示し，乙は「分りました。」と申し向けていること
から，相互利用補充し合って犯罪を実行する意思連絡があることか
ら事前に明示の共謀が認められる。 

   そして，甲は自らの組長の命令で乙に指示していることから犯罪
実行の強い動機があり，分け前も７割と多くもらうことに鑑みれ
ば，自らの犯罪として実行する意思があると同時に自らの犯罪とし
て実行したといえることから，正犯性が認められる。 

２⑴ もっとも，甲は乙がＶ方前に入る前に電話で中止するように命じ
ているところ，共犯の離脱が認められないか。 

 ⑵ 共同正犯の処罰根拠においても，違法な結果を発生させたことに
あることから，結果惹起に対する因果性が解消された場合，共同正

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

犯として責めを負わないと解する。 
   具体的には，本件のような実行着手前の場合は，離脱の意思を表

明し，他の共謀者が了承した場合に認められる。 
 ⑶ 本件では，甲が乙に「犯行を中止しろ。」と明示的に申し向けてい

るところ，共謀した犯行につき離脱の意思を表明したものといえ
る。そして，乙はそれに対し，「分りました。」と申し向けているこ
とから，了承している。 

 ⑷ よって，甲は共同正犯として責めを負わない。 
３⑴ もっとも，教唆犯（６１条１項）が成立しないか。 
 ⑵ 教唆犯は，教唆行為，犯行の決意，実行の着手があり，いずれに

おいても因果関係があり，教唆犯の故意がある場合に認められる。 
 ⑶ 本件では，甲は乙に対して，Ｖ方に押し入り現金を奪うように指

示し，乙はわかりましたと告げ乙に犯罪実行の決意を生じさせてい
ることから教唆行為，犯行の決意が認められる。そして，乙はＶ方
に入り，現金５００万円を奪っていることから実行の着手がある。 

   また，たしかに甲は後に乙に対して中止するように命じている
が，乙は甲の教唆行為によって現金を入手できる絶好の機会である
と考え実行していることからすれば，乙の実行は教唆行為と関係な
いものではなく，教唆行為との因果関係が認められる。 

   そして，違法な実行行為を乙が行うことの認識認容があることか
ら，教唆犯の故意も認められる。 

 ⑷ よって，住居侵入罪，強盗致死罪の教唆犯が成立する。 
４⑴ 次に，丙との関係で，住居侵入罪，強盗罪の教唆犯が成立しない
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か。 
 ⑵ 本件では甲が丙に対して指示したのではなく，乙が丙に指示して

いる順次教唆に該当するところ，甲が乙に対して教唆行為をし，乙
が丙に対して犯行を決意させる教唆行為をして，丙がいったん断っ
たが現場に来たことから，因果関係が認められる。 

 ⑶ また，教唆の故意について，甲は丙については認識していない
が，違法な実行行為をするという故意で足りることから，教唆犯の
故意があるものといえる。 

 ⑷ よって，丙の住居侵入罪，強盗罪について教唆犯が成立する。 
５ 罪数は，乙の住居侵入罪と強盗致死罪の教唆犯が牽連犯となり，丙
の住居侵入罪と強盗罪が牽連犯となり，それぞれ併合罪（４５条）と
なる。 

第４ 丁の罪責 
１ まず，丁がＶ方に入った行為に住居侵入罪が成立する。 
２⑴ では，丁がキャッシュカードをポケットに入れ，暗証番号を聞き

出した行為について強盗罪（２３６条１項）が成立するか。 
 ⑵ まず，丁は金を盗もうと窃盗をするつもりであったが，その場で

居直って財物奪取のために脅迫をしている場合は，強盗罪となる。 
 ⑶ そして，「脅迫」とは反抗抑圧程度のもので足りるところ，たしか

に，丁はＶに対して強い口調で間近に近づいただけであるが，Ｖは
血を流して倒れており恐怖心を抱いて酷い暴力を振るわれるかもし
れないと強い恐怖心を更に抱き，一般人であってもそのような恐怖
心を抱くのが通常といえることから，反抗抑圧程度の脅迫として同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要件を満たす。 
 ⑷ そして，他人の財物たるキャッシュカードを自らのポケットに入

れている。 
 ⑸ また，「強取」とは，脅迫によって財物を奪取する一連の関係を要

するところ，キャッシュカードが暗証番号を知ることで現金を引き
出せる性質を有することから，暗証番号を脅迫によって聞き出すこ
とは，財物移転と関連性のある行為と言え，「強取」に当たると解す
る。 

 ⑹ よって，強盗罪が成立する。 
３ そして，丁がＹ支店に立ち入った行為は，管理権者Ｘ銀行の意思に
反する立入りとして，建造物侵入罪が成立する。 

４ また，ＡＴＭから現金を引き出す行為は，機械に対しては欺罔行為
とは言えず，窃盗罪（２３５条）が成立する。 

５ 罪数は，住居侵入罪と強盗罪が牽連犯となり，建造物侵入罪と窃盗
罪が牽連犯となり，それぞれが併合罪となる。 

以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乙５ 

乙６ 



再現答案分析講座 平成 28年司法試験 刑事系第１問（刑法） 乙さんの答案（Ｆ 74.66 点／200 点） 

 203 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乙７ 
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丙さんの答案（Ｄ 85.38 点／200 点） 

 

 

一 乙の罪責 
１ 乙がＶ方の玄関扉から管理権者であるＶの了承なく，意思に反して
Ｖ方に「侵入」した行為について，乙には故意に欠けるところもな
く，Ｖ方への住居侵入罪（１３０条前段）が成立する。 

２ 乙がＶ方において５００万円を奪い取り，顔面を蹴ったことにより
Ｖを死に至らしめた行為について，Ｖに対する強盗致死罪（２４０条
後段）が成立しないか。 

 ⑴ 「強盗」 
   強盗にあたるための「暴行」，「脅迫」は，客観的に反抗抑圧に至

るものである必要がある。本件では，乙はＶの急所である顔面を蹴
り，刃体の長さ約１０センチという殺傷能力のあるナイフを使いＶ
のふくらはぎを刺すという，人の反抗を抑圧するに足りる危険な
「暴行」をしている。 

   これにより，「他人の財物」であるＶの５００万円を「強取」して
いるため，乙は「強盗」にあたる。 

 ⑵ 強盗である乙が，強盗の手段たる暴行によって乙を「死亡させ」
ている。 

 ⑶ 乙には致死の結果について故意はないが，結果的加重犯である強
盗致死罪は，基本犯たる強盗行為に故意が認められれば，基本犯自
体に加重結果発生の危険があるため，基本犯と因果関係のある結果
についての故意に欠けることもなくなる。 

   本件では，乙が人の急所である顔面を蹴るという行為の，死の危
険が現実化したといえるため，基本犯たる強盗行為の故意があるこ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

とにより，加重結果の故意も否定されない。 
 ⑷ したがって，乙には強盗致死罪が成立し，後述の通り強盗致傷罪

の範囲で甲とは共同正犯（６０条）となり，住居侵入罪とは牽連犯
（５４条１項後段）となる。 

二 丙の罪責 
１ 丙は，Ｖの意思に反してＶ方に「侵入」し，侵入行為につき故意に
欠けるところもないため，住居侵入罪が成立し，後述の通り乙との共
同正犯となる。 

２ 丙が，乙と共にＶ方で現金５００万円をかばんに入れ持ち去った行
為に強盗致死罪の共謀共同正犯が成立しないか。 

 ⑴ 共同正犯が一部実行全部責任の重い責任を負う根拠は，共犯者の
行為に対して因果性を及ぼし，相互利用補充関係の下，一つの犯罪
を実現させる点にある。そこで，共謀共同正犯が成立する要件は，
①共謀，②共謀に基づく実行行為，③正犯意思の存在することであ
る。 

   本件では，①乙に当初Ｖ方での強盗について打ち明けられた際に
は，丙は乙からの共同実行の依頼を断っており，この時点では犯行
についての意思の合致がなく，共謀があるとはいえない。次に，丙
が早く用事が終わったため，自己の意思でＶ方に赴き，Ｖが右ふく
らはぎから血を流していることを見た上で，「手伝います」と乙に伝
え，乙もこれに応え「ゆっくり金でも頂くか」と傷害を負ったＶに
対して強盗を共同することにつき意思を通じている。したがって，
本件においては乙丙間に強盗致傷罪の共謀が存在する。 
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丙２ 
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   ②この共謀に基づいてけがをしたことにより身動きが取れないＶ
から，金庫に入った現金５００万円を奪い取るという強盗致傷の実
行行為がある。 

   ③丙は，乙の弟分であるが，一度は乙に持ち掛けられた強盗の犯
行について拒否しており，本件強盗の実行行為についてもあえて自
らの意思で参加したものである。また，丙が本件犯行に加わったの
も分け前をもらうという自己の利益のためであるということができ
る。そうすると，本件での丙の意思としては，自己の犯罪として行
うという正犯意思が認められる。 

   よって，本件の丙には強盗致傷罪の共謀共同正犯が成立する。 
 ⑵ では，強盗致死罪の罪責まで丙は負うか。丙が犯行に加わる前の

乙の実行行為についても丙が責任を負うのか，承継的共同正犯の成
立の有無が問題となる。 

   承継的共同正犯が成立するためには，自己の犯罪として他人の犯
罪を利用したといえる関係が必要である。 

   本件では，丙はＶへの強盗をするにあたって，Ｖがふくらはぎに
けがをしたことにより身動きができないことを認識し，このような
状態のＶであれば簡単に現金を奪うことができると考え，実際に犯
行に及んでいる。そうすると，丙はＶの致傷の結果について，自己
の犯罪に利用したといえる。しかし，乙が実行したＶの顔面を蹴り
つける行為については，丙自身そのような犯行があったこと自体に
ついて認識していない。さらに，そのような脳内出血をしたＶの状
態について丙が犯行に利用したという事実もない。そうすると，丙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はＶの死の結果について自己の犯罪として利用したということはで
きない。 

   よって，強盗致死の結果についてまで丙に対して罪責を負わせる
ことはできない。 

 ⑶ 以上より，丙には強盗致傷罪が成立し，強盗致傷罪の範囲で乙と
共同正犯となる。これと住居侵入罪は牽連犯となる。 

三 甲の罪責 
１ 乙に対して住居侵入強盗を実行することを指示し，実際に乙は住居
侵入行為と強盗致死の実行行為に及んでいる。そこで，甲に住居侵入
罪と強盗致死罪の共謀共同正犯が成立しないか。 

 ⑴ 本件では，①甲は乙に対してＶをナイフで脅して現金を奪って来
いと指示し，これに対して乙は分け前もほしいという動機も働き，
わかりましたと承諾しており，ナイフを使った強盗について意思の
連絡たる共謀が存在する。②この共謀に基づいて乙は，ナイフを使
ってＶ宅に侵入し強盗致死行為という実行行為に及んでいる。③甲
は，暴力団内で地位の下の者である乙に指示を与え，その犯行の取
り分についても７割を自己が得ようとしており，本件での犯罪は甲
自身のための犯罪といえ，正犯意思も認められる。 

 ⑵ よって，本件では甲に強盗致死罪の共謀共同正犯が成立する。 
２ では，本件で甲は乙の犯行の実行の前に強盗行為の中止を命じてい
るため，乙との強盗致死罪の共謀共同正犯からの離脱が認められない
か。 

 ⑴ 共謀共同正犯の処罰根拠は，前述のとおり物理的心理的に因果性

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丙３ 

丙４ 
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を及ぼしあうことによって相互利用補充関係が認められ，これによ
り一つの犯罪を遂行する点にある。そこで，共犯者に及ぼした因果
性を解消したといえるような事情が認められれば，共謀からの離脱
が認められる。 

 ⑵ 本件では，確かに甲は暴力団内において組長に次ぐ地位にあり，
乙は甲の言うことに従属する立場にあったといえ，甲が乙に対して
犯行を中止するように命令すれば通常は乙はその命令に従う関係に
あったといえる。また，乙は犯行の中止命令に対して素直に同意し
ており，心理的な因果性の解消は認められるとも思える。 

   しかし，乙の犯行に使われたナイフは甲の与えた３万円で購入さ
れたものであり，犯行において重要な役割を果たした凶器という物
理的な因果性は解消できていない。また，もともと強盗の被害者宅
であるＶ宅についての情報は甲が与えたものであり，甲の情報が犯
行において不可欠の役割を果たしているといえ，甲の与えた物理的
因果性は大きいものである。このような大きな因果性を与えた甲
は，その因果性の解消を認めるためには，単に電話によって命令を
するのみではなく，犯行が確実にできないように犯行現場に赴きそ
の確実な中止を確認する等の確実な中止を実現するための行為が必
要である。それにもかかわらず，甲は電話により中止を命令するの
みで，それ以上の中止行為に及んでいないことから，本件では甲は
自身の及ぼした因果性の解消が実現しているとはいえない。 

 ⑶ よって，本件では甲の共謀からの離脱は認められず，甲に強盗致
傷罪の共謀共同正犯が成立する。そして，これと住居侵入罪は牽連

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

犯となる。 
四 丁の罪責 
１ 丁がＶの意思に反してＶ宅に侵入した行為に住居侵入罪が成立す
る。 

２ 丁がＶ宅で本件キャッシュカードを窃取し，さらにＶから口座の暗
証番号を聞きだした一連の行為に強盗利得罪（２３６条２項）が成立
しないか。 

 ⑴ まず，丁が足をけがした甲に対して強い口調でキャッシュカード
の暗証番号を教えろと命令した行為は，Ｖがけがにより圧倒的な力
の差が存在したことから，犯行を抑圧するに足りる行為であったと
いえ，強盗罪にいう「脅迫」といえる。 

   これにより丁は，Ｖのキャッシュカードと暗証番号という，預金
を引き出し得る地位を得ており，「財産上不法の利益」を得ていると
いえる。 

 ⑵ よって，丁には強盗利得罪が成立し，これと住居侵入罪は牽連犯
となる。 

３ 丁がＡＴＭに侵入した行為は建造物侵入罪にあたり，ＡＴＭから１
万円を引き出した行為は窃盗罪にあたる。これらは牽連犯となる。 

以 上 
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丁さんの答案（Ｃ 76.94 点／200 点） 

 

 

第１ 乙の罪責 
１ 乙は，Ｖ方という「人の住居」に，強盗目的という管理権者Ｖの意
思に反して立ち入っており，「侵入」に当たるため，住居侵入罪（刑法
（以下略）１３０条前段）が成立する。 

２ 現金５００万円をかばんの中に入れた行為 
 ⑴ 上記行為について，強盗致死罪（２４０条後段，２３６条１項）

が成立しないか。 
 ⑵ 「強盗が」 
  ア 「強盗が」は強盗本犯のことであるため，乙の上記行為が強盗

罪（２３６条１項）に当たるかを検討する。 
  イ 「暴行」とは，相手方の反抗を抑圧する程度の不法な有形力の

行使であり，財物奪取に向けられたものである。 
    本件では，乙は刃体約１０ｃｍのナイフをＶの顔面付近に突き

つけており，一歩間違えれば身体を切り付けられる場所で示して
いる。その後，金庫のある場所等をＶが教えないため，Ｖの顔面
を数回蹴り，右ふくらはぎをナイフで１回刺している。深夜に見
知らぬ者がいきなり立ち入り，上記行為をすれば相手方であるＶ
は反抗が抑圧されるのが通常であり，実際にＶは強い恐怖心を抱
いている。そして，これらの行為はすべて金庫の中身にある現金
という財物奪取に向けられている。 

    したがって，「暴行」に当たる。 
  ウ 金庫の中身である現金５００万円は，Ｖが所持し，占有してい

ることから「他人の財物」である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  エ 上記「暴行」により，Ｖの反抗が抑圧された状態で，現金５０
０万円を準備していたかばんの中に入れ，意思に反して占有を移
転させているため「強取」に当たる。 

  オ 乙には，強盗罪の故意と不法領得の意思がある。 
  カ したがって，強盗罪が成立するため，「強盗が」に当たる 
 ⑶ 結果としてＶは「死亡」しており，これは乙から顔面を蹴られた

ことによる脳内出血が原因であるため，行為と結果に因果関係があ
る。 

 ⑷ よって，乙には強盗致死罪が成立する。 
３ 甲に虚偽の報告をした行為 
 ⑴ 上記行為に詐欺利得罪（２４６条２項）が成立しないか。 
 ⑵ 「人を欺いて」とは，欺罔行為に基づいて相手方に錯誤を生じさ

せることであるが，乙は甲に対し犯行は中止したと虚偽の報告（欺
罔行為）をし，甲は犯行を中止したものと思っており「人を欺い
て」に当たる。 

 ⑶ 本来であれば，甲に上記強盗罪の分け前として７割に当たる３５
０万円を渡さなければならないところ，上記虚偽報告で３５０万円
を渡さなくて済んでいるため，「財産上不法の利益」を得ている。 

 ⑷ よって，乙に詐欺利得罪が成立する。 
４ 罪数 
  以上より，乙には①住居侵入罪，②強盗致死罪，③詐欺利得罪が成
立し，①・②は牽連犯（５４条１項後段）となり，③と併合罪（４５
条前段）となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丁１ 

丁２ 
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第２ 甲の罪責 
１ 乙のＶ方立入り 
 ⑴ 上記行為について，甲にも住居侵入罪の共謀共同正犯（１３０条

前段，６０条）が成立しないか。 
 ⑵ この点，共犯の処罰根拠は，相互利用補充関係によって因果性を

及ぼしあっていることにある。そうすると，実行行為を行っていな
くても因果性を有していれば，共謀共同正犯として処罰される。共
謀共同正犯に当たるかどうかは，①共謀，②①に基づく実行，③正
犯意思で判断する。 

 ⑶ア 甲と乙は，Ｖ方に立ち入り，ナイフで脅して現金を奪うという
住居侵入罪・強盗罪の共謀がある（①）。 

  イ そして，乙が実際に共謀に基づいてＶ方に立ち入っている
（②）。 

  ウ 正犯意思があるかどうかは，立場・分け前・重要な役割を果た
したか等を考慮して自己の犯罪を遂行する意思があるかどうかで
判断する。 

    本件では，甲は某組で組長に次ぐ立場であり，乙は甲の配下に
ある組員であることから，甲は乙に指示することができる立場で
ある。また，甲は分け前の７割をも取得する共謀をしていた。甲
はＶの現金を奪う計画を乙に持ち掛けており，犯行の準備のため
に乙に現金３万円を渡し，ナイフなどの必要な物を準備する資金
を提供しており，重要な役割を果たしている。乙が準備した物品
を甲に報告させていることからも甲乙の主従関係があるといえ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る。 
    したがって，甲には自己の犯罪を遂行する意思があるといえ，

正犯意思がある（③）。 
 ⑷ア もっとも，甲は乙に対し，「犯行を中止しろ」と言っていること

から，共犯関係が解消されているかどうかが問題となる。 
  イ この点，上記共犯の処罰根拠から，共犯間の物理的・心理的因

果性が遮断されたといえる場合には，共犯関係が解消されたと解
する。 

  ウ 本件では，上記のように甲は自己の犯罪を遂行するために，配
下の乙に対し，犯行計画を持ち掛け，必要な物を準備する資金を
提供するなど，重要な役割を果たしているため，犯行に対しかな
り強い因果性を有している。しかし，甲は「犯行を中止しろ」と
しか言っておらず，実際に犯行を中止させにいく等それ以上に犯
行を防止する措置と講じていない。 

    したがって，甲は犯行との物理的・心理的因果性が遮断された
といえないため，共犯関係は解消されない。 

 ⑸ よって，甲に住居侵入罪の共謀共同正犯が成立する。 
２ 乙が現金５００万円をかばんの中に入れた行為 
 ⑴ 上記行為について，甲にも強盗致死罪の共謀共同正犯（２４０条

後段，２３６条１項，６０条）が成立しないか。 
 ⑵ 上記のとおり，甲乙間では強盗罪の共謀があり，乙が現金５００

万円を強取している。そして，甲には正犯意思があるため，共謀共
同正犯の要件を満たす。 
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 ⑶ 甲乙の共謀においては「Ｖをナイフで脅して」とあるが，実際に
は乙がＶの右ふくらはぎをナイフで１回刺しているため，錯誤が問
題となるが，ナイフで脅すか刺すかは強盗の手段にすぎず，５００
万円を強取することには変わりがないため，錯誤はないといえる。 

 ⑷ よって，甲に強盗致死罪の共謀共同正犯が成立する。 
３ 罪数 
  以上より，甲には①住居侵入罪，②強盗致死罪が成立し，①・②は
牽連犯（５４条１項後段）となる。 

第３ 丙の罪責 
１ 丙は，Ｖ方という「人の住居」に強盗目的という管理権者Ｖの意思
に反して立ち入っており，「侵入」に当たる。そして，乙は丙に一緒に
住居侵入・強盗をすることを頼まれているが，丙はそれを断っている
ため，共犯関係はなく，丙に住居侵入罪の単独正犯（１３０条前段）
が成立する。 

２ 乙が現金５００万円をかばんの中に入れた行為 
 ⑴ 上記行為について，丙にも強盗致死罪の共同正犯（２４０条後

段，２３６条１項，６０条）が成立しないか。 
 ⑵ 乙丙間には上記のとおり事前の共謀はないものの，６畳間におい

て現金を奪うという現場共謀をしている。 
 ⑶ア もっとも，丙は現金５００万円を奪取することしか行っておら

ず，Ｖに「暴行」をしたのは乙だけであることから，丙はその
「暴行」についても罪責を負うのか。いわゆる承継的共同正犯が
問題となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  イ この点，上記共犯の処罰根拠から，複数の行為が予定されてい
る犯罪において，途中から行為に加担した者はその前の行為につ
いては因果性が及ばないため，原則として罪責を負わない。もっ
とも，共謀加担前の先行者の行為の効果を利用することで犯罪の
結果について因果性を有するといえる場合には，例外的に罪責を
負うと解する。 

  ウ 強盗罪は「暴行」・「脅迫」と「強取」という複数の行為が予定
された犯罪である。そして，先行者である乙がＶをナイフで刺す
等して「暴行」をしたことにより，Ｖの反抗抑圧という効果が生
じている。そして，丙は，そのＶの反抗抑圧という効果を利用す
ることによって容易に現金５００万円をかばんの中に入れること
ができており，犯罪の結果について因果性を有するといえる。 

  エ したがって，承継的共同正犯が認められる。 
 ⑷ よって，丙に強盗致死罪の共同正犯が成立する。 
３ 罪数 
  以上より，丙には①住居侵入罪，②強盗致死罪が成立し，①・②は
牽連犯（５４条１項後段）となる。 

第４ 丁の罪責 
１ 丁は，Ｖ方という「人の住居」に，窃盗目的という管理権者Ｖの意
思に反して立ち入っており，「侵入」に当たるため，住居侵入罪（刑法
（以下略）１３０条前段）が成立する。 

２ 本件キャッシュカードをズボンのポケットに入れる行為 
 ⑴ 上記行為について，窃盗罪（２３５条）が成立しないか。 
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 ⑵ 本件キャッシュカードは，Ｖが所持する者でありＶに占有があ
る。そして，キャッシュカードはそれだけで価値がある上に暗証番
号を打ち込むことによって現金を引き出すことができるため，財物
性がある。したがって，本件キャッシュカードは，「他人の財物」に
当たる。 

 ⑶ 丁は，本件キャッシュカードを自らのズボンのポケットに入れる
ことによって，Ｖの意思に反して占有を丁に移転させているため，
「窃取」に当たる。 

 ⑷ 丁には，窃盗罪の故意・不法領得の意思が認められる。 
 ⑸ よって，丁に窃盗罪が成立する。 
３ キャッシュカードの暗証番号を聞き出す行為 
 ⑴ 上記行為について，恐喝利得罪（２４９条２項）が成立しない

か。 
 ⑵ 「恐喝して」とは，相手方の反抗が抑圧されない程度の暴行・脅

迫のことである。本件では，丁は，Ｖをにらみ付けながら「金庫の
中にあったキャッシュカードの暗証番号を教えろ。」と強い口調で言
い，害悪の告知をしているものの，それのみであるため，これだけ
では一般人が反抗を抑圧されたとはいえない。 

   したがって，「恐喝して」に当たる。 
 ⑶ 暗証番号自体は財物ではない。しかし，キャッシュカードと合わ

せることによって現金を引き出すことができるものであるため，暗
証番号を得ることは「財産上不法の利益」に当たる。 

 ⑷ よって，丁に恐喝利得罪が成立する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 丁は，Ｘ銀行Ｙ支店という「建造物」に，他人から窃取したキャッ
シュカードで現金を引き出すために立ち入っている。これは，管理権
者であるＸ銀行の意思に反しており，「侵入」に当たるため，建造物侵
入罪（１３０条前段）が成立する。 

５ 現金１万円の引き出し行為 
 ⑴ 上記行為について，窃盗罪（２３５条）が成立しないか。 
 ⑵ 現金１万円はＸ銀行Ｙ支店の占有する財物であり「他人の物」に

当たる。 
 ⑶ 丁は，現金１万円をＸ銀行Ｙ支店の意思に反して引き出すことで

占有を移転させているため，「窃取」に当たる。 
 ⑷ 丁には，窃盗罪の故意・不法領得の意思が認められる。 
 ⑸ よって，丁に窃盗罪が成立する。 
６ 罪数 
  以上より，丁には①住居侵入罪，②キャッシュカードの窃盗罪，③
恐喝利得罪，④建造物侵入罪，⑤現金１万円の窃盗罪が成立する。
①・②と④・⑤は牽連犯（５４条１項後段）となり③と併合罪（４５
条前段）となる。 

以 上 
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