
⑶　訴因変更の可否

「公訴事実の同一性」（312 Ⅰ）の範囲で訴因変更ができる

ア　公訴事実の単一性

ア　訴因の追加，撤回で対応できる場合

ex．①�窃盗の事実で起訴したところ，審理の過程で，手段として住
居侵入を犯していたことが判明した場合

→両者は科刑上一罪の関係にあるので，追起訴ではなく，訴因
の追加によるべき
②窃盗と手段としての住居侵入とで起訴したところ，審理の過
程で，住居侵入を犯していなかったことが判明した場合
→両者は科刑上一罪の関係にあるので，公訴の一部取消しでは
なく，訴因の撤回によるべき
③同一機会に同一被害者から数次にわたって財物を窃取したと
の窃盗１罪で起訴したところ，審理の過程で，同一機会に同
一被害者から窃取した行為がさらにあったことが判明した場
合
→包括一罪という一罪の単位事実の増加にすぎないので，追起
訴ではなく，訴因の追加によるべき

イ　追起訴，公訴の取消しで対応する場合

ex．①�殺人一罪で起訴したところ，審理の過程で，別人に対する殺
人も犯していたことが判明した場合

→両者は併合罪の関係にあるので，訴因の追加ではなく，追起
訴によるべき
②別人に対する殺人二罪で起訴したところ，審理の過程で，一
人に対する殺人を犯していなかったたことが判明した場合
→両者は併合罪の関係にあるので，訴因の撤回ではなく，公訴
の一部取消しによるべき

公訴事実の同一性・単一
性
「公訴事実の同一性」
（312 Ⅰ）は，公訴事実の
単一性と（狭義の）公訴事
実の同一性（同一性）に分
解でき，前者は実体法上の
罪数の問題，後者は訴因事
実と心証との間にズレが
生じたときに問題となる
概念であるとするのが伝
統的通説である（単一性
は，事実の「はば」の問題，
同一性は，事実の「ずれ」
の問題）
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イ　公訴事実の同一性（狭義）

 論 点  訴因変更の可否（公訴事実の同一性）～一般論 司H26,旧H3-

2,H12-2

事 例：窃盗の事実で起訴したところ，審理の過程で，盗品等無
償譲受けであると判明した場合，窃盗から盗品等無償譲受
けへの訴因の変更でよいのか，窃盗訴因での公訴を取り消
して，盗品無償譲受けで別途起訴し直すべきか

問題の所在：（訴因対象説から）訴因変更は「公訴事実の同一性」が
認められる範囲において可能である（312 Ⅰ）が，「公訴事
実の同一性」はどのように判断すべきか？

＝基本的事実同一性説
→犯罪の日時，場所，行為，客体等の面で両訴因間に重なり合い
が認められる場合には，訴因変更を認める
→補充的に非両立性の基準を用いる

非両立性基準
基本的事実同一性説は，犯罪の日時，場所，行為，客体等の面で両訴
因間に重なり合いが少なく，基本的事実の同一性が直ちに判断できない
場合には，補充的に非両立基準を用い，両訴因の背後にある社会的事実
を比較し，非両立関係にある場合には，訴因変更を認める（非両立性基
準の併用）
→社会的事実が同一であり，それをどのように評価するのかという点
が問題となっているにすぎない場合は，非両立の関係にあるといっ
てよい
cf．非両立性の判断に関して，「社会的事実」という概念を持ち出すこ
とを嫌い，検察官の訴追意思を基準とする見解もある（もっとも，「社
会的事実」を考慮に入れるとする見解と大差ないという指摘もある）

非両立性本質論
非両立性基準こそ判例の背後にあった本質的な基準であると理解す
る立場
ａ　「公訴事実の同一性」は，訴因変更が認められる範囲を画する概念
であると同時に，二重起訴の禁止（338 ③，339 Ⅰ⑤）に触れないか，
一事不再理効がどの範囲に生じるかという問題に対する判断基準と
しても機能する
→手続の１回的処理を規律する概念であるから，実体法を基準と
して判断すべき（別訴をすると，二重処罰となるような関係に
あるかどうか）

ｂ　ここでいう，非両立性とは，事実認定上の非両立関係（矛盾関係）
だけでなく，法律上の非両立関係を意味すると解するのが一般
①Ａが自動車運転による過失致死罪の訴因で起訴されていたとこ
ろ，審理中に実際に事故を起こしたのはＢであって，Ａはその
身代わり犯人にすぎないことが判明した場合
②同一日時における札幌と東京での酒酔い運転と無免許運転
→いずれの場合も，訴因変更は不可
cf．同一人物に対する殺人の訴因において，殺害の日時場所を著
しく異にする場合
　→公訴事実の同一性が認められるか否か争いあり

ｃ　非両立性本質論は，公訴事実の同一性（狭義）と単一性の関係に
ついても，そのような二重処罰となるような関係にあるかどうかを
もって判断する
→単一性と同一性を統合すべきであるとの主張に繋がり得る

第 31 問
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 論 点  訴因変更の可否（公訴事実の同一性）～覚せい剤自己使用罪につ

いて 旧H14-2

事 例 １：１回の使用として審理している過程において，複数の使
用の具体的可能性が出てきたが，日時場所等によってその
それぞれを明確には特定できない場合

　　１－１　日時場所等を概括的に記載した訴因につき審理中の場合
　　１－２ 　被告人が捜査段階ではＡ日の覚せい剤使用を供述し，そ

の旨の訴因で起訴されたところ，公判審理の過程において
Ａ日の他その後のＢ日にも使用した疑いが出てきたが，Ａ
日に使用したこと又はＢ日に使用したことを確定できない
場合

事 例 ２：１回の使用として審理している過程において，複数の具
体的使用（Ａ日及びＢ日の使用）が証拠上明確となった場
合

　　２－１　日時場所等を概括的に記載した訴因につき審理中の場合
　　２－２ 　Ａ日と特定して起訴した訴因につき，審理の過程でＡ日

の他その後のＢ日にも使用したことが判明した場合
（事例の処理）
１－１�＝最終行為を起訴したものであるとの検察官の釈明を得れ

ば，それ以上の訴因の変更は不要
１－２�＝最終行為を起訴したものであるとの検察官の釈明を得た

上，訴因をＡ日からＢ日までの間の使用に変更すべき
２－１�＝最終行為を起訴したものであるとの検察官の釈明を得た

上，訴因をＢ日の使用に変更すべき
この場合，Ａ日の使用について追起訴することになる

２－２�＝最終一行為説からしても，Ａ日の使用とＢ日の使用は両立
し，かつ併合罪の関係にあることから，訴因変更は不可（Ａ
日の使用を認定すべき，Ｂ日の使用は追起訴）

（理由）（事例２- ２について）最終一行為説は，日時・場所・方法
等によって訴因が特定しない場合にその補完的機能を営むも
のであり，それ以上の意味を持たないことに留意すべき

①最判昭 29.9.7
事案：某所有のリヤカー１台を窃取したとの窃盗の事実（主たる訴因）に，同日

午前１時頃京都市下京区７条大宮南入路上で知人より，その盗賍たるの情を
知りながら，右リヤカー１台を預ったとの賍物寄蔵の事実を予備的に追加し
た（予備的追加訴因）。

要旨：「本件の主たる訴因である『被告人は昭和28年９月21日午前１時頃京都
市ａ区ｂ丁目ｃ番地Ａ方前路上に於て同人所有のリヤカー１台（時価１万円
位）を窃取した』という事実と，追加された予備的訴因である『被告人は昭
和28年９月21日午前１時頃京都市ａ区ｄ路上で知人Ｂより，その盗賍たるの
情を知りながら，リヤカー１台（時価１万円ぐらい）を預りもって賍物の寄
蔵をなした』という事実との間には，日時の同一，場所的関係の近接性及び
不法に領得されたＡ所有のリヤカー１台に被告人が関与したという事実に変
りはないから，右両訴因の間の基本的事実関係は，その同一性を失うもので
ない」。

②最判昭 29.5.14
事案：昭和25年10月14日頃静岡県内のＡホテルでＢ所有の背広等を窃取したと

いう窃盗の訴因に対して，同年同月19日頃盗品であることを知りながら自称
Ｂから頼まれて東京都内のＣ質店で入質したという盗品等有償処分あっせん
罪の訴因が予備的に追加された。

要旨：「起訴状記載の訴因及び罰条は『被告人は昭和25年10月14日頃，静岡県

判例⑧参照

事例１は，厳密にいえ
ば，訴因変更の問題ではな
く，訴因の特定の問題
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長岡温泉Ａホテルに於て宿泊中のＢの所有にかかる紺色背広上下１着，身分
証明書及び定期券１枚在中の豚皮定期入れ１個を窃取したものである』（刑
法235条）というのであって，……予備的に追加された訴因及び罰条は『被
告人は賍物たるの情を知りながら，10月19日頃東京都内において自称Ｂから
紺色背広上下１着の処分方を依頼され，同日同都豊島区ａ丁目ｂ番地Ｃ方に
於て金４千円を借受け，その担保として右背広１着を質入れし，以って賍物
の牙保をなしたものである』（刑法256条２項）というのである。そして，
右予備的訴因において被告人が牙保したという背広１着が，起訴状記載の訴
因において被告人が窃取したというＢ所有の背広１着と同一物件を指すもの
であることは，本件審理の経過に徴し，極めて明らかである。従って，右二
訴因はともにＢの窃取された同人所有の背広１着に関するものであって，た
だこれに関する被告人の所為が窃盗であるか，それとも事後における賍物牙
保であるかという点に差異があるに過ぎない。そして，両者は罪質上密接な
関係があるばかりでなく，本件においては事柄の性質上両者間に犯罪の日時
場所等について相異の生ずべきことは免れないけれども，その日時の先後及
び場所の地理的関係とその双方の近接性に鑑みれば，一方の犯罪が認められ
るときは他方の犯罪の成立を認め得ない関係にあると認めざるを得ないか
ら，かような場合には両訴因は基本的事実関係を同じくするものと解するを
相当とすべく，従って公訴事実の同一性の範囲内に属する」。

同一 ＝ 社会的事実

Ｓ25.10.14
Ａホテル（静岡）

Ｂ所有の 背広 を窃取

Ｓ25.10.19
Ｃ質店（東京）

自称Ｂから依頼されて 背広 入質

旧訴因と新訴因を比較すれば，両立が不可能とまではいえない事案
→背広一着が「同一物件」であること，「日時等が近接していること」
により，「同一の背広を被告人が所持していた」という社会的事実を
巡る法的評価が異なっている（Ｂから盗んだのか，自称Ｂから依頼さ
れて有償処分あっせんを行ったのか）だけだということが分かる
→非両立関係にある＝基本的事実の同一性が肯定される

③ 最判昭 34.12.11
事案：昭和25年７月25日頃，家畜商として馬２頭の売却方を依頼され，同月29

日にその売却代金中３万円を着服横領したとの業務上横領の訴因と，昭和25
年７月30日に馬２頭を窃取したとの窃盗の訴因の同一性が問題となった。

要旨：「当初の訴因である『被告人は家畜商を営んでいるものであるが，昭和25
年７月25日頃北海道空知郡ａ町市街地家畜商Ａより同人所有の馬４頭の売却
方を依頼せられ，同月29日うち２頭を新潟県西蒲原郡ｂ町Ｂに代金６万円で
売却し，これを業務上保管中，同月30日同郡ｃ町Ｃ旅館において，Ａに右代
金を引渡す際ほしいままに，馬２頭を12万円で売ったが日曜日で銀行もな
く，買主より３万円だけ内金として受取った旨嘘のことを申し向け，その場
において残金３万円を着服して横領したものである』という業務上横領の訴
因と，その後……検察官から……公訴を提起せられた窃盗の訴因即ち『被告
人は昭和25年７月30日新潟県西蒲原郡ｄ村大字ｅＤ方から同人が一時北海道
空知郡ａ町市街地Ａより預っていたＡの父Ｅ所有の牝馬鹿毛及び青色各１頭
（価格合計12万円相当）を窃取したものである』とは，前者が馬の売却代金
の着服横領であるのに対し，後者は馬そのものの窃盗である点並びに犯行の
場所や行為の態様において多少の差異はあるけれども，いずれも同一被害者
に対する一定の物とその換価代金を中心とする不法領得行為であって，一方
が有罪となれば他方がその不可罰行為として不処罰となる関係にあり，その

 判例を読み解く（ 最判昭 29.5.14）
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間基本的事実関係の同一を肯認することができるから，両者は公訴事実の同
一性を有する」。

父Ｅ
Ａ

旧訴因

新訴因

３万円

３万円×２＝６万円被告人

Ｂ

Ｄ方

ａ　旧訴因と新訴因は訴因同士を比較すれば十分両立可能な事案
→「他人の馬２頭をその預け先（Ｄ方）から連れ出した」という社会的
事実について，Ａの依頼に基づくものかどうかという点の評価が分か
れているだけ
→非両立関係にある＝基本的事実の同一性が肯定される

ｂ　訴因変更請求がなされた背景には，被告人が当初Ａに約したように１頭
６万円見当で，しかもＡの滞在する短時日のうちに売りさばく見込みがな
く，かつＡから馬を秋田方面に引き上げる旨告げられ，ＡとＤに無断で２
頭を引き出して廉価に売却して代金を取得しようと企てたという事実が介
在していた

④ 最決昭 47.7.25
事案：虚偽の事実を申し向けて，寄附金名義のもとに合計600円と合計770円の

各金銭を詐取したという詐欺の訴因に対して，金沢市金銭物品等の寄附募集
に関する条例に基づく金沢市長の許可を受けず，又は小松市寄附金品取締条
例に基づく小松市長に対する届出をしないで，それぞれ右各同額の寄附募集
をしたとの予備的訴因が追加された。

要旨：本件起訴状記載の詐欺の各事実と，予備的訴因たる金沢市金銭物品等の寄
附募集に関する条例違反又は小松市寄附金品取締条例違反の各事実は，「構
成要件罪質を異にしている」が，「両者は犯罪の日時，場所が同一であり，
被告人が受領した金銭の額，交付者，直接右金銭を受領した被告人の外交員
及び右外交員が右金銭の交付を受けるために交付者に働きかけた言動も全く
同一であり，従って両者は基本たる事実関係において同一であ」り，公訴事
実の同一性が認められる。

⑤ 最判昭 33.5.20
事案：Ｘ社代表取締役たる被告人が，昭和25年７月14日頃，同会社において被

告人保管にかかる同会社資金中より，Ａ所有にかかる同会社株式１万株を被
告人に譲渡する代金として金50万円を同会社会計課長Ｃをして勝手にＡに対
し支払わしめて横領した旨の業務上横領の訴因に，被告人はＸ社取締役社長
であるところ，同会社がそのＡ名義の株式５千株，Ｂ名義の株式５千株，計
１万株を取得するに際し，法定の除外事由なく，昭和25年７月14日頃，同会
社において，会社資金中より同会社会計課長Ｃをして金50万円を右１万株の
代金として支払わしめ，もって会社の計算において不正に右１万株の株式を
取得した旨の（旧）商法第489条２号前段違反（違法な自己株式の取得）の
訴因が択一的に追加された。

要旨：「本件株式１万株に関する事実関係は，被告人が本件会社の社長として会
社のために右株式を取得し，右株式は会社の所有に帰したと認めるのが相当
であり，したがって右株式の対価としてＡに支払った金50万円は，事実，会
社の資金がそのまま使用されたと認めるべきであ［る］……。されば本件50

 判例を読み解く（ 最判昭 34.12.11）
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万円が会社資金中から支出された金員であることは両者異なることなく，ま
たこの金員の支出が，被告人個人の株式取得のためになされた業務上横領行
為であるか，あるいは商法489条２号前段に違反する会社の自己株取得のた
めになされた支出行為であるかは，いずれも被告人の会社社長としての行為
に関するものである以上，同一事実の表裏をなすものにほかならない。それ
ゆえ本来の訴因と追加請求の訴因とは択一的関係にあって公訴事実の同一性
を害するものでない。」

旧訴因たる業務上横領の対象とされた会社資金の支出行為は，新訴因た
る違法な自己株式取得の準備行為であったという点で両訴因の社会的事実
には重なり合いがある

⑥ 最判昭 33.2.21
事案：Ａにリヤカーを貸与することによって銅製艶付板32枚の窃取行為を容易な

らしめたという窃盗幇助の訴因に対して，Ａから同人が他より窃取して来た
ことを知りながら，銅製艶付板31枚を３万円で買い受けたという盗品等有償
譲受罪の訴因が追加された。

要旨：「本件公訴事実は，『被告人は昭和27年12月30日頃の午后11時半頃肩書
自宅において，Ａが川崎市ａ番地Ｂ株式会社工場内より同工場長Ｃの管理に
かゝる銅製艶付板32枚（価格９万６千円相当）を窃取するに際し，同人より
『例の銅板を会社から持出すからリヤカーを貸して呉れ』との依頼を受けこ
れを承諾し，同人にこれを貸与しよって同人の犯行を容易ならしめ以って窃
盗の幇助をしたものである』というのであり，検察官は……，『被告人は昭
和27年12月31日頃肩書自宅において，Ａから同人が他より窃取して来たも
のであることの情を知りながら，銅製艶付板32枚（価格９万６千円相当）を
金３万円で買受け以って賍物の故買をしたものである』との事実を予備的訴
因として追加を請求し」た。

「窃盗の幇助をした者が，正犯の盗取した財物を，その賍物たるの情を知りなが
ら買受けた場合においては，窃盗幇助罪の外賍物罪が別個に成立し両者は併
合罪の関係にあるものと解すべきである……から，右窃盗幇助と賍物故買の
各事実はその間に公訴事実の同一性を欠く。」

⑦ 最決昭 53.3.6【百選 46 ①】
事案：公務員Ａと共謀のうえ，Ａの職務上の不正行為に対する謝礼の趣旨でＢ

から賄賂を収受したという加重収賄の訴因に対して，Ｂと共謀のうえ，右の
趣旨で公務員Ａに対して供与したという贈賄の訴因が予備的に追加された事
案。

要旨：両訴因は，「収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂との間に事実
上の共通性がある場合には，両立しない関係にあり，かつ，一連の同一事象
に対する法的評価を異にするに過ぎないものであって，基本的事実関係にお
いては同一である」として，公訴事実の同一性を肯定した。

Ｂ

被

新
旧

Ａ
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ａ　両訴因における賄賂授受の日時，場所，人などの点では異なっているも
のの，本位的訴因において収受したとされる賄賂の一部が予備的訴因にお
いて供与したとされる賄賂であるという点にのみ共通性がある事案
→被告人がＢから金員を受領したという枉法収賄の事実が，贈賄の準備
行為であり，この事実を中心として一連の社会的事実は共通する

ｂ　行為の日時・場所・人等が同一であれば，問題なく（非両立性基準を持
ち出すまでもなく）基本的事実の同一性は肯定される（�最決昭 28.3.5，�最
判昭 36.6.13）

⑧ 最決昭 63.10.25【百選 46 ②】
事案：覚せい剤自己使用の旧訴因と新訴因との間に，時間において１時間，場

所において被告人方と他県市内のスナックＣ（被告人方から１．８㎞，被告
人経営），方法において共謀者による被告人への使用と自己使用という差が
あった。

なお，この訴因変更は被告人の供述が変化したことに対応したものであ
る。

要旨：「本件昭和60年11月８日付起訴状記載の訴因は，『被告人は，『Ａ』こ
とＢと共謀の上，法定の除外事由がないのに，昭和60年10月26日午後５時
30分ころ，栃木県芳賀郡ａ町ｂ番地の被告人方において，右Ｂをして自己の
左腕部に覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン約０・04グラムを含
有する水溶液約０・25ミリリットルを注射させ，もって，覚せい剤を使用し
た』というものであり，また，検察官が第一審裁判所において変更を請求し
た訴因は，『被告人は，法定の除外事由がないのに，昭和60年10月26日午
後６時30分ころ，茨城県下館市ａ番地のｂ所在スナック『Ｃ』店舗内におい
て，覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン約０・04グラムを含有す
る水溶液約０・25ミリリットルを自己の左腕部に注射し，もって，覚せい剤
を使用した』というものである。そして，記録によれば，検察官は，昭和60
年10月28日に任意提出された被告人の尿中から覚せい剤が検出されたことと
捜査段階での被告人の供述に基づき，前記起訴状記載の訴因のとおりに覚せ
い剤の使用日時，場所，方法等を特定して本件公訴を提起したが，その後被
告人がその使用時間，場所，方法に関する供述を変更し，これが信用できる
と考えたことから，新供述にそって訴因の変更を請求するに至ったというの
である。そうすると，両訴因は，その間に覚せい剤の使用時間，場所，方法
において多少の差異があるものの，いずれも被告人の尿中から検出された同
一覚せい剤の使用行為に関するものであって，事実上の共通性があり，両立
しない関係にあると認められるから，基本的事実関係において同一であると
いうことができる。」として公訴事実の同一性を肯定した。

同一 ？

Ｓ60.10.26 PM5：30
甲方

他人が注射

Ｓ60.10.26 PM6：30
スナックＣ

自分で注射
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ａ　この事案の特殊性として，被告人の供述に変化があるものの，１回の使
用について自白していることには変化はない
→最高裁が「被告人の尿中から検出された同一の覚せい剤の使用行為に
関するものであって」と判示しているのは当然
→なぜ，昭和 63年決定は非両立性基準を用いたのか？

ｂ　ⓐ両訴因にそれなりのくい違いがあって直ちに，基本的事実の同一性を
肯定できないから
ⓑ覚せい剤事犯は，①殺人等と異なり，覚せい罪の使用は短期間に複数
回あり得，②それがすべて併合罪関係となるのが通常であり，③物的証拠
が少ないことから，覚せい剤の使用日時，場所，方法等について被告人の
自白に頼らざるを得ない
→覚せい剤自己使用罪においては，日時・場所・方法等の食い違いが少
ない場合でも直ちに公訴事実の同一性が肯定できない（複数回の使用
があり得，それが併合罪関係となる）ため，非両立性基準を用いて，
公訴事実の同一性を肯定した

①新旧両訴因の日時，場所，行為等の点でほとんど重なり合っており，直
ちに社会的事実の同一性（共通性）を確認できる場合には，非両立性基
準を持ち出すことなく，基本的事実関係の同一性を肯定できるため，（狭
義の公訴事実の同一性を肯定することができ，）（広義の）「公訴事実の
同一性」を肯定することができる
②新旧両訴因の日時，場所，行為等の点で重なり合いが乏しく，直ちに社
会的事実の同一性（共通性）を確認できない場合には，訴訟の審理経過
等の具体的事実関係を踏まえて，両訴因の背後にある社会的事実の重な
り合いの有無を検討し，重なり合っている場合には，非両立性基準に
よって，基本的事実関係の同一性を肯定できるため，（狭義の公訴事実
の同一性を肯定することができ，）（広義の）「公訴事実の同一性」を肯
定することができる
③事実としては基本的事実関係の同一性はない（両立し得る）が，新旧両
訴因が一罪関係にある場合には，公訴事実の単一性が肯定できるため，
（広義の）「公訴事実の同一性」を肯定することができる
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