
論 点  「財産上……の利益」（246Ⅱ）の意義
◇◆論証◆◇
１　移転性のある利益
「財産上……の利益」とは財物以外の財産的利益一切をいい，
債権・担保権の取得，労務の提供などの積極的利得のほか，債
務免除や支払猶予を得るなどの消極的利得をも含むと解される。
もっとも，一般的に情報・サービスなどについては，「財産上
……の利益」と認めることはできない。情報やサービスが失わ
れることは考えられず，移転性が認められないからである。
しかしながら，対価を支払うべき有償のサービスについては，

「財産上……の利益」に該当すると考えるべきである。被害者
が他の相手に対して有効にサービスを提供する機会を失った結
果，行為者がサービスを不正に享受した関係が認められるから，
実質的に利益が移転しているといえるし，被欺罔者には請求し
得る料金の免脱という財産上の損害があり，一方で行為者には
サービスを不正に取得することによって料金に対応する「財産

上……の利益」を取得したと観念する余地があるからである。
２　物の請求権の取得

事 例

財物詐取を目的として欺罔行為を行い，被害者に財物交付の
約束をさせた場合

引渡請求権の取得に独自の価値・意義があるような例外的場

合を除き，１項詐欺罪の未遂罪の成立にとどめるべきである。
財物の移転と同視し得るだけの具体性・確実性が認められない
からである。

３　債務履行の一時猶予
単に債務履行の一時猶予を受けただけでは足りず，債権の財

産的価値が減少したことが必要である。「財産上……の利益」を

203 頁
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l最決昭30.7.7
【百選Ⅱ52】
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l大判大11.12.15
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【百選Ⅱ56】
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得たというためには，財物の移転と同視し得るだけの具体性・
確実性が必要だからである。
なお，行為者が得た利益が債務の一時猶予か債務の（終局的）
免除かは，債権者の事後的な追及の容易性によって変わり得る。
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論 点  国家的法益と詐欺
◇◆論証◆◇
１　詐欺罪はもともと個人的法益としての財産的法益に対する罪
であるが，国家が財産権の主体である場合であっても，詐欺罪
を構成するか。
詐欺罪の保護法益たる財産権は，当然，国家が主体である場
合も含むのであり，たまたま国が被害者だからといって不成立
とする理由はない。
そこで，財物交付の具体的目的，財物の内容・性質，当該財
物・利益の交付を保護する特別法の存否などの事情に着目しつ
つ，個別具体的に詐欺罪の成否を決すべきである。

２　個別具体的事例の検討
⑴　印鑑証明書・旅券・自動車運転免許証

証明手段としての価値しかない財物を不正に取得しても，交
付者が経済的に重要な目的を達成できなくなるとはいえない。
また，157条２項が特定の証明書類について特に軽く処罰してい

ることからすれば，これらと同様に経済的価値の低い証明書類
の不正取得については，重い詐欺罪で処罰しない趣旨であると
考えられる。

⑵　保険証書・健康保険被保険者証
この場合は，交付者が何らかの経済的目的を達成しようとす
る場合である。そうだとすれば，単なる証明手段にとどまらず，

重要な経済的利益を付与する書類といえる。
したがって，詐欺罪の成立を肯定すべきである。なお，一定
の利益・地位を得ていることをもって２項詐欺罪とすることも
可能だが，証明書類の交付がある以上，１項詐欺罪と構成すべ
きである。

⑶　脱税
各種税法の租税逋脱罪の規定が詐欺罪の特別法として適用さ

れている。

204 頁
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したがって，そちらの規定が優先的に適用される結果，詐欺
罪の適用が排除されると解すべきである。

論 点  欺く行為と財産的処分行為との関係
◇◆論証◆◇

事 例

試着のためと偽り，受け取った服を着て逃げた。

詐欺罪は交付罪である以上，欺罔行為は財産的処分行為に向け

られたものである必要がある。そして，処分行為といえるために
は，少なくとも占有（財産上の利益）の移転を基礎付ける外形的

事実を被欺罔者が認識していることが必要である。
本事例の場合には，被欺罔者が認識している外形的事実は「行
為者が試着室に入る」ことであり，これは占有の移転を基礎付け

る外形的事実ではなく，占有の弛緩を基礎付ける外形的事実にす

ぎない。
したがって，被欺罔者には処分意思が認められず，処分行為を
観念することができない。そうだとすれば，行為者の欺罔行為は
処分行為に向けられたものではなく，本件行為者には詐欺罪は成
立しない。
なお，被欺罔者の意思に反して占有を移転させている点で「窃
取」（235条）が認められるから，窃盗罪の成立が肯定される。
【短文】

詐欺罪の欺罔行為は，錯誤による財産的処分行為に向けられた
ものである必要がある。
本件のように，試着のためと偽り，受け取った服を着て逃げる
のは，財産的処分行為に向けられたものではなく，欺罔行為を構
成しない。
したがって，詐欺罪ではなく窃盗罪を構成する。

l大判大4.10.28
大判明44.5.25

第 49 問
201 頁

l広島高判昭30.9.6
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論 点  詐欺罪における処分意思（交付意思）の内容
◇◆論証◆◇

事 例

甲が旅館に宿泊した後，所持金のないことに気付いて，
「ちょっと散歩してくる」と言って散歩を装い，外出するのを，

旅館主乙が甲の言葉どおりに誤信して送り出した。

詐欺罪の成立要件として，処分行為が要求されるが，そこには
主観的処分行為（処分意思）が含まれる。処分意思があるといえ
るためには，少なくとも占有（財産上の利益）の移転を基礎付け
る外形的事実を被害者が認識していることが必要である。
それでは，処分意思（交付意思）の内容として被害者が自ら交付
した財物や利益の内容・価値を正確に認識していることが必要か。
この点について，明確な処分意思が必要であると解する立場が

ある。しかし，かように解すると，相手方に移転する客体を認識

させないという詐欺罪の典型を処罰することができない。
そもそも，処分意思に基づく処分行為の存在は，不可罰的な利益

窃盗（財物の場合には窃盗罪）との区別から必要な概念である。
そうだとすれば，そのような区別ができるならば，その限度で明

確な処分意思は不要である。
したがって，利益の移転（財物の移転）が被欺罔者の瑕疵ある

意思表示によって終局的になされたと認められる場合には，たと

え財産上の利益（個々の財物）の内容を正確に認識していなくと

も，処分意思を認めてもよいと解する。

205 頁
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l最決昭30.7.7
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論 点  三角詐欺
◇◆論証◆◇
１　三角詐欺
まず，被欺罔者と処分行為者は一致しなければならない。こ

れが異なる場合には，任意の処分ではなく，詐欺罪の本質的要
素である錯誤に基づく処分行為が欠けることになるからである。
これに対して，被欺罔者（処分行為者）と財産上の被害者は，
一致する必要はないが，被欺罔者が財産上の被害者の財産を処

分し得る地位，権能を有することが必要である。詐欺罪の本質
は，他人の瑕疵ある意思に基づいて財産を不法に取得すること
にあり，被害者の意思に基づいて財物を取得するという事実が
必要で，かつ，それで足りるからである。

２　訴訟詐欺

事 例

民事訴訟において，裁判所に対して虚偽の主張をなし，ある
いは，虚偽の証拠を提出して，裁判所を欺き，自己に有利な判
決を得，これに基づいて相手方（敗訴者）から財物又は財産上
の利益を取得した（訴訟詐欺）。

⑴　本事例で，裁判所に対する欺く行為はあり得るか（弁論主義
との関係），また，誤判に基づいて勝訴者に財物を渡す行為が処
分行為といえるか（敗訴者が瑕疵ある意思に基づいて財物等を
交付したといえるか）。
訴訟では，裁判所は当事者の主張に拘束されるから，虚偽だ
と分かっていても裁判しなければならない。この点を指して，
詐欺罪は成立しないとする見解もある。
しかし，裁判所は自由心証によって事実の有無を判断する（民
事訴訟法247条）から，裁判官が事実誤認し，錯誤に陥ることは

あり得るというべきである。
⑵　また，裁判所は判決によって，訴訟当事者の財産を処分する

権限を有する。したがって，裁判所が被欺罔者兼処分行為者，

206 頁
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l最判昭45.3.26
【百選Ⅱ55】
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敗訴者が財産上の被害者である詐欺罪（246条）が成立するとい
うべきである。
以上から，本事例では詐欺罪が成立する。

論 点  詐欺罪の成立要件としての財産的損害の有無
◇◆論証◆◇
【実質的個別財産説】

詐欺罪の成立要件として財産上の損害の発生を要求すべきか。
（この点について，条文上かかる要件が要求されていないことを
理由として，これを不要とする見解がある。
もっとも，）詐欺罪は財産犯であるから，財産的損害の要件が必

要であると解すべきである。
（また，詐欺罪は，財物・利益という個別財産の移転を中核とす
る犯罪であり，全体財産に対する罪である背任罪（247条）と区別
されるべきであるから，個別財産の喪失自体を損害と捉えるべき

である。）
そして，本罪も財産罪である以上，欺罔行為がなかったならば
交付がなかったであろうといえる場合全てについて，財産的損害
を肯定するわけにはいかず，実質的な財産的損害という要件が必

要である。（具体的には，被害者が得ようとして得られなかったも

のが，経済的にみて財産上の損害と評価できる必要がある。）

【欺罔行為の要件に解消する見解】

詐欺罪も財産罪である以上，欺罔行為がなかったならば交付が
なかったであろうといえる場合全てについて，同罪が成立すると
解すべきではなく，詐欺罪としての処罰を正当化するような法益
侵害性が認められる必要がある。
「人を欺（く）」行為といえるためには，財産的処分行為の基礎

となるような重要な事項を偽る必要があると解する。
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論 点  他人名義のクレジットカードの使用
◇◆論証◆◇

事 例

甲はＡからＡ名義のクレジットカードの使用を許諾されて，
同カードを使用して商品を購入した。
※　判例の事案では，名義人から許諾を受けていたものと誤信していた。

　→ 仮に，名義の偽りが欺罔行為とならないとすると，詐欺罪の故意に欠けるこ

ととなる。

名義の偽りは欺罔行為を構成するか。
クレジットカード利用取引は会員に対する個別的信用を基礎と
して成立するものであり，実際に加盟店規約では，クレジットカー
ド会社は加盟店に対し，利用者がクレジットカードの名義人本人
であることを確認する義務を負わせている。
したがって，名義人の同一性はカード利用の極めて重要な要素

であって，名義を偽る行為は欺罔行為を構成すると考える。なお，
判例の事案において，甲は名義人の承諾があったと誤信している
が，上記見解によればかかる錯誤は故意の成立に何ら影響を及ぼ
さないことになる。
（もっとも，実際に名義人の承諾がある場合は，実質的な違法性

を阻却する場合があると考える。具体的には，人的関係，同意の
内容，使用状況等の諸般の事情を総合的に勘案して，決するほか
ない。
なお，この場合，カード利用者がカード会員本人であるか否かに
ついて，加盟店は固有の経済的利益を有しているといえるから，被
欺罔者・処分者・被害者ともに加盟店とし，客体を商品とする，
１項詐欺罪の成立を認めることができる。）

218 頁

l最決平16.2.9
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論 点  無銭飲食
◇◆論証◆◇

事 例 １

注文時に支払意思がないにもかかわらず，酒食を注文し飲食
した。
事 例 2

酒食を飲食した後にお金がないことに気付き，代金を支払わ
ずに逃走した。
事 例 ３

事例１において，代金を支払わずに逃走しようとしたところ，
店員に呼び止められたので，暴行を加えて逃走した。

１　事例１について
（詐欺罪の成立要件を簡単に確認した上で）１項詐欺罪（246
条１項）の成立が認められる。
なお，その後代金を支払わずに逃走した場合であっても，１
項詐欺罪一罪が成立する。これによって，違法状態が評価され
尽くしているからである。

２　事例２について
店員に対して何も言わずに逃走したのであれば，処分行為が
なく詐欺罪は成立しない。これに対して，「後で支払う」などと
店員を欺いた場合に，２項詐欺罪が成立することは問題がない。
では，「ちょっと電話をかけてくる」などと店員を欺き，その
まま逃走した場合はどうか。
（�論 点 �詐欺罪における処分意思（交付意思）の内容（100頁）
を論じた上で）
この場合にも処分行為が認められるから，行為者には２項詐
欺罪が成立する。

３　事例３について
（� 論 点 �財物の占有を確保した後の暴行・脅迫（94頁）を参
照）

215 頁
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論 点  キセル乗車
◇◆論証◆◇

事 例

Ａ駅－Ｂ駅までの乗車券を購入した上でＡ駅改札口係員にそ
れを示して駅構内に入場し，その後列車に乗車して，Ｂ駅，Ｃ
駅を過ぎてＤ駅に至り，Ｃ駅－Ｄ駅間の定期乗車券等をＤ駅改
札口係員に示して出場し，Ｂ駅－Ｃ駅間の運賃の支払を免れた

（有人改札の事例）。

本事例において，行為者に詐欺罪（246条）を成立させることが
できるか。
（この点について，キセル乗車目的で購入したＡ駅－Ｂ駅間の乗
車券は無効であることを前提に，キセル乗車目的を秘してＡ駅改
札口を通過する行為について，無効である乗車券を有効であると
誤信して入構・乗車を許容したＡ駅改札口係員に対する欺罔行為
を認めることができ，その結果，行為者をＤ駅まで運搬するとい
う輸送の役務（＝「財産上……の利益」）を提供したことが処分行
為と認められる（その結果として輸送の役務という「財産上……
の利益」が移転している）として，２項詐欺罪（246条２項）の成
立を認める見解がある。
しかし，Ａ駅－Ｂ駅までの乗車券としては有効であるから，こ
のような構成には無理があるといわざるを得ない。）
行為者がＣ駅－Ｄ駅間の定期乗車券等をＤ駅改札口係員に提示

することによってあたかもＣ駅から乗車したかのように欺罔し，

錯誤に陥ったＤ駅改札口係員が精算すべき差額運賃（Ｂ駅－Ｃ駅

間の運賃）を請求しないという不作為の処分行為によって運賃支

払債務を不法に免れているということができる（短く�論 点 �詐欺罪
における処分意思（交付意思）の内容（100頁）を論じる）。
したがって，行為者がＤ駅の改札を通過した時点で２項詐欺罪

の成立が認められるというべきである。

216 頁
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論 点  自己名義のクレジットカードの使用
◇◆論証◆◇
まず，加盟店は会員の支払意思・能力に固有の経済的関心を有
するといえることから，会員が支払意思・能力があるかのように

装ってカードを提示する行為は，処分行為に向けられた欺罔行為

となる。
また，加盟店は，支払意思・能力に欠けることを知ったならば，
信義則上又は加盟店規約の趣旨から当然に，カードの提示に対し
て物品は引き渡さなかったといえるから，錯誤に基づく処分行為

も認められる。
そして，同処分行為によって，商品の占有が失われた以上，財物

の占有移転が認められるし，加盟店に財産上の損害も肯定できる。
したがって，１項詐欺罪の成立を肯定することができる。
（なお，立替払を受けられる加盟店に損害の発生があるのかとの
疑問があるが，加盟店は必ずしも立替払を受けられるとは限らな
い。また，詐欺の成否はカード利用行為時の問題であるから，代金
決済がなされるから損害が生じないという議論は妥当性を欠く。）

論 点  第三者利得と詐欺罪の成否
◇◆論証◆◇
２項詐欺罪では第三者利得を処罰する明文規定がある（「……他
人にこれを得させた」の文言）。もっとも，１項詐欺罪にはかかる
文言がなく，第三者利得を処罰できるか（交付行為と評価できる
か）問題となる。
欺罔行為によって第三者に財物を交付させた場合も財物の占有
移転が認められると解する。もっとも，かかる第三者は欺罔行為

者と特別な関係を有している必要がある。そのような関係が認め
られる限りで，欺罔行為者に財物が交付されたものと同視できる
からである。
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