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第９節 不作為犯 
 

Ⅰ 意義 

 

第１ 意義 
 

不作為犯とは，不作為によって犯罪を実現する場合をいう。 

不作為犯には，真正不作為犯と不真正不作為犯とがある。 

真正不作為犯とは，構成要件が不作為の形式で定められている犯罪 
 

ex．不解散罪（107条），不退去罪（130条後段）などのように，「解散せ

よ」，「退去せよ」といった命令に従わないことが犯罪になるという意

味で，命令規範に違反する犯罪 

 

不真正不作為犯とは，作為の形式で規定されている構成要件を不作為

によって実現する場合をいう。 
 

ex．母親がその嬰児に授乳しないという不作為によって，本来，作為犯

を予定している殺人罪（199条）の構成要件を実現する場合などのよ

うに，「殺すな」という禁止規範に違反すると共に，「殺す結果を防止

せよ」という命令規範にも違反する犯罪 

 

第２ 不作為犯の問題点 
 

１ 不作為の行為性 
 

目的的行為論によれば，不作為の行為性は否定されることになりそう

である。しかし，目的的行為論においても，人間の行態という概念を用

いて行為性を認める立場もあり，現在では不作為も身体の動静としてそ

の行為性を認めることについてはほぼ争いはないといえる。 

 

２ 因果関係 
 

不作為は一定の作為をしないことを意味するので，「無から有は生じ

ない」以上不作為それ自体には原因力は認められず，したがって，不作

為と結果発生との間に因果関係は存在しないのではないかが問題とされ

る。この点については，古くは，不作為に先行する作為（先行行為）と

結果との間の因果関係を問題にする見解などが主張された。しかし，現

在では，不作為は「絶対的な無為」ではなく，「一定の期待された作為

をしないこと」を意味されるようになり，「その期待された作為がなさ

れたならば，その結果は生じなかったであろう」という因果関係を認め

ることができる。 
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Ⅱ 不真正不作為犯 

 

第１ 意義－罪刑法定主義との関係 
 

１ 類推解釈禁止について 
 

不真正不作為犯を認めることは，「～してはならない」という禁止規

範によって，不作為の者を処罰することになるので，類推解釈の禁止に

反し，罪刑法定主義の原則に反するのではないかが問題となる。 

しかし，禁止規範も「～せよ」という命令規範も，ともに法益保護の

目的に向けられた規範であるから，法益侵害ないし構成要件的結果発生

の現実的な危険において同じであると解し得る以上は，いずれも，同一

構成要件に含まれていると解することができ，類推適用に当たらず，罪

刑法定主義には反しない。 
 

２ 明確性について 
 

また，不真正不作為犯は構成要件が作為の形式で定められているため，

作為義務の内容が構成要件に明示されていないから，どの範囲の不作為

が実行行為となるのかが構成要件上明確でなく，その内容の確定は個々

の構成要件の解釈によらざるを得ないので，明確性の原則に反するので

はないかが問題とされる。 

この問題については，作為と同視できる程度の不作為に限り実行行為

性を認め，結果発生を防止すべき義務（作為義務）を有する者の不作為

（作為義務違反）のみを処罰するというように（後述の要件によって）

処罰範囲を限定することで解釈上明確化が図られるので，明確性の原則

にも反しない。 
 

第２ 成立要件 
 

１ 不作為は，作為と異なり，容易にかつ広範囲の人に認められやすいこ

とから，処罰範囲を限定する必要がある。 

そこで，不真正不作為犯については，独自の成立要件が問題とされる。 

この点，学説は多岐にわたるが，一般的には以下の５つを代表的な要

件として挙げることができる。 
 

① 作為義務 

例えば，川で子どもが溺れ死んだ場合，不真正不作為犯として処罰

されるべきは，親等（ex．親権者の子に対する監護義務・民法820条），

子どもを救助すべき義務を負う者であり，たまたま，その場にいた

人々は，処罰されることはない。 
 

② 作為可能性・容易性 

例えば，泳ぐことのできない親を不真正不作為犯として処罰すべき

ではないし（作為可能性），また，泳いで子どもを助けることができ

る場合であったとしても，泳ぎが苦手で，自らが溺れて死ぬ危険があ

る場合には，不真正不作為犯として処罰すべきではない（作為容易

性）。 
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③ 作為犯との同価値性 

不真正不作為犯は，本来作為によることを予定している構成要件を

不作為により実現した場合に，作為犯と同じ重さの刑で処罰するもの

であるから，当該犯罪を作為で犯した場合と同程度の可罰性が要求さ

れる。 
 

④ 因果関係 

かつては，「無から有は生じない」として，不作為には結果を発生

させる原因はないとする見解もあったが，不作為の因果関係を肯定す

るためにさまざまな学説が提唱され，今日ではその因果関係を否定す

る見解はない。 
 

⑤ 故意・過失 
 

※ これに加えて，「既発の危険を利用する意思」（例えば，溺れた機会

を利用して子どもを殺してしまおうとする意思）という主観的な事情

まで必要かについては争いがある。 

 

２ 一般的には，成立要件として上記の５つが上げられるが，それをどう

体系づけるかについては，学説により異なる。ここでは，代表的なもの

について概説する。 
 

⑴ 大谷説 
 

大谷説は通説的見解と異なり，作為義務の中に作為可能性を盛り込

んでいる。また，作為義務の内容の判断にも，度々，作為犯との同価

値性を考慮しているのである。 
 

ア 法律上の作為義務があること 
 

※ 大谷説は，後述の保証人説に立つので，作為義務は構成要件要

素である。 
 

法律上の作為義務が認められるためには，以下の(ｱ)から(ｴ)が必

要である。 
 

（ア）結果発生の現実的危険が生じること 
 

この場合でないと，作為犯と同価値と認められないからである。 
 

ex．餓死させる意図で嬰児をアパートの一室に閉じ込めてその親が

外出したとしても，その時点で直ちに殺人の実行行為となるもの

ではないが，その嬰児が衰弱して死の危険が生じたときに初めて

殺人罪に必要な法律上の作為義務が生じる。 
 

※ 前述の成立要件③作為犯との同価値性に対応するが，大谷説で

は，作為義務の一内容である。 
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（イ）作為によって結果防止が確実に可能となること 
 

この場合でないと，行為者が事実上因果経過を支配し得る立場

にあったといえず，作為と同価値性のある不作為とはいえないか

らである。 
 

ex．十中八九の結果防止可能性すらない場合には作為義務が否定

される。 
 

※ 前述の成立要件④因果関係に対応するが，大谷説では，作為義

務の一内容である。 

 

（ウ）社会生活上の依存関係が存在していること 
 

後述 3.のＡ説（形式的三分説）とほぼ同じ内容である。 
 

※ 前述の成立要件①作為義務に対応するが，大谷説では，作為義

務の一内容である。 

 

（エ）結果発生防止のための作為が可能であること 
 

このような場合でないと社会は行為者に結果防止を期待し得な

いからである。 

なお，大谷説では，作為可能性を構成要件要素として一般人な

いし，社会通念を基準として判断する。 
 

※ 前述の成立要件②に対応するが，大谷説では，作為義務の一内

容である。 
 

※ 作為容易性については，違法性ないし責任の段階で考慮すれば

足りるとして，要件とはしない。 

 

イ 作為義務違反 
 

不作為が当該構成要件に該当する作為と法的に同価値性を有する

こと 
 

ex．殺人に当たる不作為は，ピストルで射殺したのと同視し得る犯

罪性，すなわち犯罪を実現し得る現実の危険性が認められなけれ

ばならない。 
 

※ 前述の成立要件③に対応する。 

 

⑵ 前田説 
 

前田教授は不作為犯の成立要件として，①作為義務，およびその義

務違反，②不作為と結果との因果関係，③作為との等価値性をあげる。

この中でも，①が要件の中核として位置づけられる。 

①作為義務 
 

作為義務の形式的発生根拠としては，通常，(a)法令，(b)契約・事

務管理，(c)慣習，(d)条理（特に先行行為）が挙げられる。ただ，こ
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れらは作為義務の生じる根拠の代表例ではあるが，何らかの法令違反

があれば常に作為義務が生じるわけではない。作為義務の実質的内容

は，以下のような基準により判断することになる。すなわち，具体的

には，(ｱ)すでに発生している危険性をコントロールし得る地位にあ

る必要があり（ex.危険の引き受け），それに加えて，(ｲ)行為者が結

果発生の危険に重大な原因を与えたのか否か，(ｳ)当該結果防止に必

要な作為がどれだけ容易か，(ｴ)他に結果防止可能な者がどれだけ存

在したのか，(ｵ)法令や契約等に基づく行為者と被害者の関係，(ｶ)他

の関与者が存在する場合には，誰に帰責すべきかという判断，を基準

とする。 

以上の議論に加え，作為義務の有無は，不作為犯の他の成立要件と

も密接に関連する。 

 

②不作為と結果との因果関係 
 

不作為犯が成立するには，当該期待された行為がなされたならば，

結果が生じなかったであろうという関係（因果関係）が存することを

要する。このように不作為の因果関係の場合は，「何かをしなかった

こと」と結果発生との因果関係が問題となるため，一定の仮定的判断

が入り込まざるを得ない。さらに，この作為がなされたら結果は発生

しなかったかの判断は，因果関係以前の実行行為性にも関連しており，

結果防止可能性がなければ作為義務は認められないことに注意を要す

る（その意味で２は１とも関連する）。 

 

③作為との同価値性 
 

不作為犯の場合，作為により構成要件結果を発生させるのと同視で

きる義務違反が必要となる。そして，ここでもやはり作為義務が関連

し，当該犯罪を積極的に作為で実行するのと同視し得る程度の作為義

務違反が必要となるのである。 

 

第３ 作為義務（要件①） 
 

１ 作為義務とは，法的に要求された一定の作為（積極的な身体的挙動）

を行うべき義務をいう。不作為を作為による結果惹起と同視するために

は，一定の作為義務が要求されると解すべきである。なぜなら，この作

為義務を要求しないと不作為犯の処罰範囲が無限定になるおそれがある

からである。 
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２ 作為義務の体系上の地位 

 

 

 

 

Ａ 違法性説 

個々具体的に作為義務を問題にし，その義務違反を違法性の要素として把

握すべきである。 
 
（批判） 

違法性説を採ると，作為義務者以外の者の不作為も，すべて構成要件該

当性を有することになるので，不真正不作為犯においては，作為犯の場合

と異なり，構成要件該当性は違法推定機能を有しないことになってしまう。 

 

Ｂ 保証人説 

構成要件的結果が発生しないようにするための法律上の地位を有する者

（保証人的地位を有する者）の不作為だけが構成要件に該当する。 
 
※ Ｂ説内部で，「保証人的義務」そのものと，保証人的義務を生じさせる事

実的法的事情としての「保証人的地位」とを区別するかどうかが争われてい

る。 
 
B1 一体説（大塚，大谷，前田） 

保証人的地位と保証人的義務とを包括した保証義務を作為義務の内容と

して捉え，記述されない規範的構成要件要素とみるべきである。 
 
（理由） 

構成要件に違法性推定機能をもたせるべきなのは不作為犯の場合も異な

らない。 
 
（批判） 

二分説の理由 
 
B2 二分説（川端） 

保証人的地位とそこから発生する保証人的義務そのものとは異なるもの

で，前者は構成要件要素であるが，後者は違法要素である。 
 
（理由） 

構成要件から，実質的・規範的な要素を排除すべきである以上，規範的

な判断が必要な保証人的義務は違法性で考慮すべきである。 
 
（批判） 

実際問題として，保証人的地位と保証人的義務とは社会観念上一体化し

て理解されることが多く，一般的にこのような区別をすることは困難であ

る。 

 

※ 作為義務の錯誤の取扱いは，作為義務の体系上の位置づけに関する見解の

相違により結論が異なる。 

 

   作為義務の体系上の地位について，どのように解すべきか。 

論点０１ 
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Ａ 違法性説→違法性の錯誤になる（原則として故意を阻却しない）。 

 

Ｂ 保証人説 
 
B1 保証人説の中の一体説 

 多くの学説は，規範的構成要件要素の錯誤とする。よって，作為義務に

ついての素人的認識があれば，故意が認められる（例えば，飢餓状態の幼

児の親であることを認識している限り，構成要件的故意は認められる）。

これに対し，作為義務についての素人的認識がない場合は，故意は認めら

れない。 
 
B2 保証人説の中の二分説 

 保証人的地位について錯誤があった場合は構成要件的事実の錯誤になり，

保証人的義務について錯誤があった場合は違法性の錯誤となる。 
 

ex. ①溺れかかっている自分の子どもを他人の子どもと誤認したために，

これを救助しなかった場合は，保証人的地位に関する錯誤（事実の錯

誤）であって故意を阻却するが，②自分の子どもであっても，容易に救

助し得ないときは救助義務が発生しないと誤信した場合は，保証人的義

務（作為義務）そのものの錯誤（違法性の錯誤）であって，原則として

故意を阻却しない。 

 

３ 作為義務の発生根拠 

 

 

 

 

Ａ 形式的三分説 

(a)法令の規定に基づくもの，(b)契約・事務管理などの法律行為に基づく

もの，(c)慣習または条理に基づくもの，の３つに分類する。 
 

(a) 法令の規定に基づくもの 

ex．夫婦の扶助義務（民法752条），親権者の子に対する監護義務（民法

820条） 

 

(b) 法律行為に基づくもの 

例えば，契約によって幼児の養育を引き受けた者には適当な食べ物を

与えて養育すべき義務が生じる（大判大4.2.10）。 

また，事務管理によって病人を自宅に引き取った者は，その生存に必

要な保護をする義務を負担すべきとされる（大判大15.9.28）。 

 

(c) 慣習または条理に基づくもの 

①監護者の地位に基づく義務 

雇主は同居の雇人が病気にかかったときはこれを保護する義務を負う

（大判大8.8.30）。 

 

   作為義務の発生根拠について，どのように解すべきか。 

論点０２ 
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②管理者の地位に基づく義務 

家屋の占有者または所有者はその家屋から出火したときはそれを消し

止める義務がある（大判大7.12.18）。 

 

③売主などの地位に基づく義務 

もっぱら，詐欺罪について問題になる。たとえば，抵当権の登記のあ

る不動産を売却する際には売主は，買主に対して，その不動産に抵当権

の負担のあることを告げなければならない（大判昭4.3.7）。 

 

④先行行為に基づく作為義務 

先行行為とは，問題となっている法益侵害行為に先行する行為をいう。 
 
（批判） 

① 処罰の実質的根拠を明らかにできない。 

② 条理を義務発生の根拠とするのは無限定にすぎる。 

 

□判例 最決平17.7.4，百選Ⅰ№６ 

【事案】 

被告人は，手の平で患者の患部をたたいてエネルギーを患者に通すことにより自

己治癒力を高めるという「シャクティパット」と称する独自の治療（以下「シャク

ティ治療」という。）を施す特別の能力を持つなどとして信奉者を集めていた。Ａ

は，被告人の信奉者であったが，脳内出血で倒れて病院に入院し，意識障害のため

痰の除去や水分の点滴等を要する状態にあり，生命に危険はないものの，数週間の

治療を要し，回復後も後遺症が見込まれた。Ａの息子Ｂは，やはり被告人の信奉者

であったが，後遺症を残さずに回復できることを期待して，Ａに対するシャクティ

治療を被告人に依頼した。被告人は，脳内出血等の重篤な患者につきシャクティ治

療を施したことはなかったが，Ｂの依頼を受け，滞在中のホテルで同治療を行うと

して，Ａを退院させることはしばらく無理であるとする主治医の警告や，その許可

を得てからＡを被告人の下に運ぼうとするＢら家族の意図を知りながら，「点滴治

療は危険である。今日，明日が山場である。明日中にＡを連れてくるように。」な

どとＢらに指示して，なお点滴等の医療措置が必要な状態にあるＡを入院中の病院

から運び出させ，その生命に具体的な危険を生じさせた。被告人は，前記ホテルま

で運び込まれたＡに対するシャクティ治療をＢらからゆだねられ，Ａの容態を見て，

そのままでは死亡する危険があることを認識したが，自己の指示の誤りが露呈する

ことを避ける必要などから，シャクティ治療をＡに施すにとどまり，未必的な殺意

をもって，痰の除去や水分の点滴等Ａの生命維持のために必要な医療措置を受けさ

せないままＡを約１日の間放置し，痰による気道閉塞に基づく窒息によりＡを死亡

させた。 

【決定要旨】 

「被告人は，自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じ

させた上，患者が運び込まれたホテルにおいて，被告人を信奉する患者の親族から，

重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあったものと認められる。

その際，被告人は，患者の重篤な状態を認識し，これを自らが救命できるとする根

拠はなかったのであるから，直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を
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受けさせる義務を負っていたものというべきである。それにもかかわらず，未必的

な殺意をもって，上記医療措置を受けさせないまま放置して患者を死亡させた被告

人には，不作為による殺人罪が成立し，殺意のない患者の親族との間では保護責任

者遺棄致死罪の限度で共同正犯となると解するのが相当である。」 

【評価】 

本決定は，被告人の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じ

させたこと及びその手当てを全面的に患者の親族から委ねられていたことを認めた

上で，被告人は患者の重篤な状態を認識し，救命できる根拠はなかったことから，

被告人に生命維持に必要な医療措置を受けさせる義務を認め，不作為による殺人罪

の成立を認めたものである。 

 

Ｂ 先行行為がある場合に限るとする説（日高） 

不作為犯は法益侵害に向かう因果の流れを自ら設定した場合でなければな

らず，そのためには故意・過失に基づく先行行為の存在が必要であり，かつ

それで十分である。 
 
（批判） 

先行行為がありさえすれば不作為犯が成立するというのはやや広すぎる。 

 

Ｃ 事実上の引き受けを重視する説（堀内） 
 
（理由） 

危険にさらされている法益と不作為者との密着性という事実的要素を重

視すべきである。 
 
（批判） 

事実上の引き受けがなくとも不作為犯が成立する場合があることは否定

できない。 

 

Ｄ 一定の法益についてこれを保護する義務としての保護義務と，一定の危険

発生源から法益侵害を生ぜしめないように監視する義務としての危険源監督

義務がある場合に作為義務を認める説（町野） 

 

Ｅ 支配領域性の有無で判断する説（西田） 

 

□判例 最判昭33.9.9，百選Ⅰ№５ 

【事案】 

甲は火鉢の炭火をそのままにして別室で仮眠し，目を覚まして事務室に戻ってき

たところ，火鉢の側のボール箱入り原符に引火し，自席の木製机に延焼発燃してい

るのを発見した。この時消火にあたれば容易に消火できる状態にあり，このまま放

置すれば営業所建物が焼損すべきことを認識しながら，自己の失策の発覚をおそれ

てそのまま立ち去った結果，建物が全焼した。 

【判旨】 

「被告人が判示日時判示営業所事務室内自席の判示木机１個の下に，右机と判示

原符３万7000枚位をつめたボール箱３個との距離が判示のとおり接近している位置
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に，大量の炭火がよくおこっている判示木製火鉢をおき，そのまま放任すれば右炭

火の過熱により周囲の可燃物に引火する危険が多分にある状態であることを容易に

予見しえたにかかわらず，何等これを顧慮せず，右炭火を机の外の安全場所に移す

とか，炭火を減弱させる等その他容易に採りうる引火防止処置を採らず，そのまま

他に誰も居合わさない同所を離れ同営業所内工務室において休憩仮睡した結果，右

炭火の過熱から前記ボール箱入原符に引火し更に右木机に延焼発燃したという事実

は，被告人の重大な過失によって右原符と木机との延焼という結果が発生したもの

というべきである。この場合，被告人は自己の過失行為により右物件を燃焼させた

者（また，残業職員）として，これを消火するのは勿論，右物件の燃焼をそのまま

放置すればその火勢が右物件の存する右建物にも燃え移りこれを焼燬（現行法では

「焼損」）するに至るべきことを認めた場合には建物に燃え移らないようこれを消

火すべき義務あるものといわなければならない。」 

【評価】 

本判決は，「自己の過失行為」という先行行為を作為義務の根拠と解した。 

 

第４ その他の成立要件 
 

１ 作為の容易性・可能性（要件②） 
 

不作為犯の成立には，作為の可能性を必要とする（法は人に不能を強

いない）。また，単に作為が可能であるというだけでは足りず，さらに

その行為者にとって作為を行うことが容易であったことも必要であると

する考えもある。 
 

※ これに対し，近時は作為の容易性・可能性を作為義務の内容に取り込

んで考える説が有力である。大谷説は，作為義務の成立に，結果発生防

止のための作為が可能であること（作為義務の要件(ⅳ)），を要求する。

また，前田説は，結果回避可能性があることを前提に，結果の防止に必

要な作為がどれだけ容易か（作為義務の実質的内容(ｳ)），を作為義務の

成立の判断基準とする。 

 

２ 作為犯との同価値性（要件③） 
 

不真正不作為犯は，作為犯の構成要件が本来予定している法益侵害の

危険性と同程度のものであることを要する。 

例えば，瀕死の重傷者に対する未必的殺意を有するひき逃げ犯人につ

いても，その場所が昼間人通りの多い市街地の病院の前であるなど，被

害者の救助される可能性が高い場合には，被害者を救助しない不作為は

必ずしも作為の殺人と同価値といえないのに反して，厳冬の深夜人通り

のない山道に置き去りにするような場合には，作為の殺人と同価値とい

え殺人罪に当たり得る。 
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３ 因果関係（条件関係）（要件④） 
 

作為犯の場合の条件関係は「その行為がなかったならば，その結果は

発生しなかったであろう」という条件関係の公式によって条件関係の存

否が確定される。これに対して，不真正不作為犯の場合は，「一定の作

為がなされていたならば，その結果は阻止できたであろう」というよう

に，仮定的判断を取り入れ，条件関係の公式に修正を加えて，不真正不

作為犯の条件関係を確定することになる。仮定的判断が入り込むこと，

「期待された行為」の内容は規範的であって，作為犯の条件関係よりも

曖昧な面があることに注意する必要がある。 
 

※ なお真正不作為犯については，不作為それ自体が処罰対象であるか

ら，単純挙動犯であり，因果関係は問題にならない。 
 

※ 「結果の発生はなかったであろう」という場合，期待された作為が

なければ結果発生の現実の危険が生じるという意味において，不作為

の因果関係は，不作為犯の実行行為の問題とも関連するとの考えが有

力である（西田，大谷，前田等）。例えば，期待された作為がなされ

ても結果は発生したであろうといえる場合には，不作為犯の因果関係

が否定されるとともに，その実行行為性も否定されるから未遂にもな

らない（不可罰）とする。そして，不作為犯において，実行行為性が

ないとは，作為義務違反がないことを意味し，結局，因果関係の不存

在は，作為義務の否定につながり得ることになる。 

 

□判例 最決平元.12.15，百選Ⅰ№４ 

【事案】 

暴力団構成員であった被告人は，覚せい剤と交換に少女Ａ（13歳）と性交渉を得

ようとして，Ａを伴いホテルに赴き，午後11時10分ころ，同女に覚せい剤を注射し

た。するとまもなくＡは頭痛，胸苦しさ，吐き気などの症状を訴えはじめ，翌午前

零時半ころには，着衣を脱ぎ捨て部屋の中を無意味に動き回るなど，覚せい剤によ

る錯乱状態に陥り，午前１時40分ころには，独力では正常な起居動作をなしえない

ほどの重篤な状態に陥った。被告人は，自己ならびに子分が，前日から少なくとも

３回にわたりＡに覚せい剤を注射したことによる急性症状が発現したものであるこ

とを認識していたが，覚せい剤使用の発覚をおそれるあまり，救急医療を要請する

などの措置をとることなくＡを漫然放置し，午前２時15分ころ，迎えに来た子分と

ともにホテルを立ち去った。Ａは，被告人が立ち去った時点までは足を痙攣させる

など生存していたが，午前４時ころまでの間に急性心不全のため死亡した。被告人

は，保護責任者遺棄致死罪（刑219条）等で起訴された。 

【決定要旨】 

「被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により錯乱状態に陥った

午前零時半ころの時点において，直ちに被告人が救急医療を要請していれば，同女

が年若く（当時13年），生命力が旺盛で，特段の疾病がなかったことなどから，十

中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると，同女の救命は合理

的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから，被告人がこのような措置

をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と午前２時15分ころから午前
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４時ころまでの間に同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果と

の間には，刑法上の因果関係があると認めるのが相当である。」 

【評価】 

本決定は，不作為の因果関係に初めて言及した最高裁判例として，重要な意義を

有する。 

 

４ 故意または過失が存在すること（要件⑤） 
 

故意については未必的故意で足りる。過失による場合は，忘却犯とい

われる。 

 

 

 

 

Ａ 不要説（大塚，大谷，前田） 

故意があれば足りる。 
 
（理由） 

主観的事情を重視すると，処罰が不当に拡大する危険が生じる。 

 

Ｂ 必要説 

故意の他に，既発の危険を利用する意思が必要である。 
 
（理由） 

主観的事情を要求することにより処罰範囲を限定できる。 

 

□判例 大判大7.12.18 

被告人が養父を殺害後，争っている時に養父の投げた燃えさしの火が内庭のわら

に燃え移ったのを認めながら，放置しておけば火災になる状況であるにもかかわら

ず，犯跡を隠すためにそのまま立ち去ったという事案に関し，自己の故意行為に帰

し得ない原因で発火した場合でも，消火する法律上の義務があり，かつ，容易に消

し止め得る地位にある者が，既発の火力を利用する意思で鎮火に必要な手段をとら

なかった場合，その不作為は放火行為にあたるとした。 

 

※ この判例は必要説のようにみえるが，最高裁の立場は不明である。（最判

昭33.9.9，百選Ⅰ№５は単なる故意で足りるかのような言い回しを使用して

いる。） 

 

第５ 具体例の検討 
 

構成要件は異なるが，作為の内容が同じ種類の作為義務について違反

があった場合，いずれの構成要件に該当するかは，まず作為義務の程度

の観点から区別するとするのが，近時の立場である（大谷）。これに対

しては，予見の有無で区別するという見解もある。また，客観的な作為

義務の程度の観点のみならず主観面も併せて考慮する立場もある。 

以下，区別が困難なひき逃げ事例について保護責任者遺棄罪となるの

   故意の他に，既発の危険を利用する意思が必要か。 

論点０３ 
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か，殺人罪となるのかを作為義務の程度の観点から区別するという見解

にしたがって検討する。 

 

１ 通行人を轢き重傷を負わせた自動車運転者が，その事実に気づきなが

ら被害者を放置して逃走した場合 
 

 先行行為に基づく条理上の義務があっても，被害者の負傷の程度，被

害者が救助される可能性が高いなどのために，その不保護が類型的に生

命に危険を生ぜしめる程度に達していないときは遺棄罪に必要な作為義

務違反はなく，道路交通法72条１項前段の定める救護義務違反の罪が成

立するにすぎない。 

 

２ 被害者が要保護状態にあることを認識し，いったん自動車に乗せなが

ら，事故の発覚を恐れて途中で降ろし，被害者を放置して逃走した場合 
 

いったんは救護を開始し，被害者を自己の支配領域内に置いたのであ

るから，生命に対する危険を支配し得る地位，すなわち，保護責任者遺

棄罪に必要な作為義務が発生したといえる。ただし，その作為義務違反

としての不保護について，死の結果を惹起するだけの類型的危険が認め

られない限り，殺人罪の実行行為とはいえない。不作為による殺人罪の

実行行為というためには，死の危険が具体的になり，行為者の作為義務

違反によって死の結果を類型的に惹起せしめる程度のものであることを

要する。 

 

※ 以上より，道路交通法上の救護義務違反があったからといって，そ

のまま保護責任者遺棄罪の作為義務（保護義務）を基礎づけるもので

はなく，保護責任者遺棄罪が成立するためには，より積極的な内容が

必要である（前田）。 

 

□判例 東京地判昭40.9.30 

交通事故で重傷を負わせた被害者を病院に搬送するため自車に乗せたが，発覚し

た場合を考えると恐くなり，途中で病院搬送を放棄したため，被害者が車内で死亡

したという事案で，客観的事情として「被害者は事故直後に治療を受ければ一命を

とりとめる蓋然性が極めて高かった」ということ，および，主観的事情として「被

告人が直ちに被害者を病院に搬送すれば救護可能であると考え」，「被害者の死を未

必的に予見していた」ということから，殺人罪が成立するとした。 

 


