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第２節 共同正犯 
 

Ⅰ 総説 

 

（共同正犯） 

第 60条 ２人以上共同して犯罪を実行した者は，すべて正犯とする。 

 

１ 意義 

 

第１ 意義 
 

１ 意義 
 

「２人以上共同して犯罪を実行」すること（60条），すなわち，２人

以上の者が共同して犯罪を実行する意思（共同実行の意思）のもとに，

共同して実行行為（共同実行行為）を行うこと 

 

２ 種類 
 

共同正犯には，実行共同正犯と共謀共同正犯がある。 
 

・実行共同正犯とは，共同者全員が実行行為を分担し合って犯罪を実現

する場合をいう。 

・共謀共同正犯とは，複数人が特定の犯罪を行うため，共同実行の意思

のもとに相互に他人の行為を利用し合って犯罪を実現するための謀議

をし，共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行

する場合をいう。 

 

第２ 成立要件 
 

共同正犯が成立するには，「２人以上共同して犯罪を実行」すること，

すなわち 
 

①主観的要件として，複数人に共同実行の意思が存在すること 

②客観的要件として，共同実行の事実が存在すること 

が必要である。 

 

第３ 効果 
 

「すべて正犯」とされる（60条）。 

すなわち，共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用・補充し 

合って犯罪を実現した者は，その発生した事実の全体についての刑事責任

を問われ，各本条の刑によって処断される（一部実行の全部責任の原則）。 

ただし，共同者，共謀者の全員が常に同一の刑で処罰されるのではなく，

行為者ごとの責任に応じて個々に量定された刑が科されることになる。 
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第４ 処罰根拠 

 

 

 

 

 

Ａ 一部実行全部責任の根拠は，２人以上の者が共同して犯罪を実行しようと

する意思のもとに，お互いに利用し補充し合って，いわば各自の行為が一体

となって犯罪の遂行に結びついたからである（大谷）。 

 

Ｂ 一部行為の全部責任の根拠は，共同して実行した場合には，全体を１人で

実行した場合と同様に，ないしは単独で行った場合以上に，処罰すべき政策

的必要性と，それを支える違法性と有責性の増大が認められるとする。そし

てその実質は，物理的共同とともに共同正犯者相互に教唆ないし心理的幇助

を行って心理的影響を及ぼしあい，結果発生の蓋然性を高めるからである

（前田）。 

 

第５ 共同正犯の本質 

 

 

 

 

 

 

Ａ 犯罪共同説 

共犯とは，２人以上の者が特定の犯罪を共同して実現する場合をいう。 
 
A1 完全犯罪共同説（一部に「かたい犯罪共同説」と称する立場も存する） 

１個のしかも同一の故意犯を共同して実現する場合にのみ共犯を認める

べきとする。 

常に同一の構成要件に該当する犯罪を共同にすることが必要である。 
 
（理由） 

異なった構成要件に該当する犯罪を複数人が行ったとしても，その間に

は，共同実行の事実も意思も認められない。 
 
（批判） 

例えば，横領と業務上横領でも犯罪が異なる以上共同正犯の成立をまっ

たく否定するならば，それは一般的な処罰感情とかけ離れすぎており妥当

でない。 
 
A2 部分的犯罪共同説 

２人以上の者が異なった構成要件にわたる行為を共同ないし加担して行

う場合においても，その構成要件が同質的で重なり合うものであるときは

共犯を認める。 

   共同正犯において「すべて正犯とされる」根拠，すなわち一部実

行全部責任の原則が採られるのはどのような根拠によるか。 

論点０１ 

   共同正犯は，２人以上「共同」して犯罪を実行するものである

が，そこにいう「共同」とは，何を共同するものであるのか，共同正犯

の本質が問題となる。 

論点０２ 
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A2-1 一部に「やわらかい部分的犯罪共同説」と称する立場も存する（大

塚，大谷） 

重なり合う軽い罪の範囲内で１個の共同正犯の成立を認め，重い罪

の目的で行った者は重い罪の単独正犯となる。（※なお大谷（新版）

では，重なり合う軽い罪につき共同正犯の成立を認めることなく，端

的に軽い罪を行った者と，重い罪を行った者の共同正犯の成立を認め

るとしている。） 
 
（理由） 

軽い罪の故意の限度で意思の連絡を認めることができるし，軽い罪の限

度で行為は同じであるから共同実行の事実も認めることができるから，共

同正犯の要件に欠けるところはない。 
 
（批判） 

① 重い罪を行った者については，重い罪の単独正犯が認められることにな

るが，その場合軽い罪の限度での共同正犯との罪数関係がどうなるのか非

常に複雑になる。 

② 重い罪を行った者の行為と結果との間に因果関係が立証できない場合に

は重い罪の既遂犯の成立は困難であるから結論的に不当な場合も生じ得る。

またこの場合，軽い罪については既遂，重い罪については未遂が同一人に

つき成立することになってしまう。 
 

A2-2 一部に「かたい部分的犯罪共同説」と称する立場も存する（旧判例，

最判昭35.9.29） 

共犯は罪名もあくまで正犯に従属するが，科刑は重なり合う範囲で

軽い罪の範囲で行う。 
 
（理由） 

罪名従属性を貫いて，犯罪は重い犯罪で成立するが，38条２項によって，

軽い罪の限度で処断されるので，責任主義に反しない。 
 
（批判） 

犯罪の成立と科刑を分離させて考えるのは妥当でない。 

 

Ｂ 行為共同説 

共犯とは，２人以上の者が犯罪を実行するものであるが，ここでいう犯罪

は必ずしも特定の犯罪であることを要しない。 
 
B1 事実共同説（一部に「かたい行為共同説」と称する立場も存する） 

１個の故意犯に限らず，数個の異なる犯罪にわたっても構成要件を離れ

た「行為」を共同すれば共同正犯が成立するとする。 
 
B2 構成要件的行為共同説（一部に「やわらかい行為共同説」と称する立場

も存する）（前田，川端） 

共犯とは，数人が構成要件の重要部分を共同して実行する場合をいう。 
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（理由） 

① 一部実行全部責任の根拠に照らせば，異なる構成要件にわたる行為を共

同しても，法益侵害の危険性は高まる。ただし，行為共同説といっても犯

罪としての類型性をまったく無視することはできないから，他人の行為と

の共同関係が，成立する犯罪類型の重要部分を占めていなければ，一部実

行全部責任の効果を認めることはできない。 

② 65条２項は，各別にその犯罪の成立を認める趣旨を規定していると解す

るのが素直であるところ，それは行為共同説を前提としているものである。 
 
（批判） 

構成要件の重要部分といっても，その捉え方いかんによって共謀共同正

犯と教唆犯，共同正犯と幇助犯の区別をすることを否定することにもなり

かねないので，立法論としてはともかく現行法の解釈としては採用できな

い。 

 

※ 現在においては，A2-1説（やわらかい部分的犯罪共同説）とB2説（構成要

件的行為共同説）との間で議論されているといってよい。 

 

□判例 最決昭54.4.13，百選Ⅰ№90 

【事案】 

甲乙ら７名は，Ａに暴行ないし傷害を加える旨を共謀し，Ａに挑戦的な罵声・怒

声を浴びせていたが，激昂した甲が未必の故意をもってＡを小刀で突き刺し，失血

死させた。 

【決定要旨】 

「殺人罪と傷害致死罪とは，殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで，

その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから，暴行・傷害を共謀した被告

人乙ら７名のうちの甲が…Ａに対し未必の故意をもって殺人罪を犯した本件におい

て，殺意のなかった被告人乙ら６名については，殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の

共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するもの

と解すべきである。」「被告人乙ら６名には殺人罪という重い罪の共同正犯の意思は

なかったのであるから，被告人乙ら６名に殺人罪の共同正犯が成立するいわれはな

く，もし犯罪としては重い殺人罪の共同正犯が成立し刑のみを暴行罪ないし傷害罪

の結果的加重犯である傷害致死罪の共同正犯の刑で処断するにとどめるとするなら

ば，それは誤りといわなければならない。」 

【評価】 

この判例の理解をめぐっては，A2-1説に立ったものとみる立場とB2説に立ったも

のとみる立場が分かれている。判例の言回しからは，いずれを採るかを明らかには

していないものといえる。 
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２ 成立要件 

 

第１ 主観的要件（共同実行の意思）（要件①） 
 

共同実行の意思とは，各行為者が相互に他人の行為を利用・補充し

合って構成要件を実現する意思をいう。共同実行の意思は行為者間相互

に存在することを要する。 

共同実行の意思は，必ずしも明示的方法によって発生したものである

ことを要せず，行為者相互間に暗黙の認識があれば足りる（最判昭

23.11.30）。 

共同実行の意思は，数人の間に直接的に発生したものであることを要

せず，共同者の中の特定人を介して他の者に連絡されたことによって間

接的に発生した場合でもよい（大判昭7.10.11）。 

共同実行の意思は行為の際に存在すれば足り，必ずしも事前の共謀，

打ち合わせは必要でない（最判昭23.12.14）。共同実行の意思は実行行

為以前に成立することもあるが，実行行為の際に発生することもある。 

 

第２ 客観的要件（共同実行の事実）（要件②） 
 

共同実行の事実とは，複数人が実行行為を共同して犯罪を実現するこ

とをいう。「共同して」とは，共同者全員が相互に他人の行為を利用し

補充し合って犯罪を実行することをいう。 

実行行為以外の行為を共同して行っても実行共同正犯は成立しない。

各行為者の行う実行行為はそれぞれについて，または，全体としてある

犯罪を実現する現実的危険性ある行為であることを要する。 

複数人が意思の連絡のもとに，それぞれ異なる構成要件に該当する行

為を行った場合に，行為共同説によれば，共同正犯が成立するが，犯罪

共同説によれば，原則として共同正犯は成立せず，各自の行為について

単独正犯が成立するにとどまる。しかし，共同者の実行しようとする犯

罪構成要件がそれぞれ異なる場合においてもその各自の犯罪が構成要件

上重なり合うものである限り，その範囲で共同正犯が成立することは妨

げられない。 

 

Ⅱ 共謀共同正犯 

 

第１ 意義 
 

１ 共謀共同正犯の意義 
 

２人以上の者が一定の犯罪を実現することを共謀し，共謀者の一部の

者がその犯罪を実現した場合には，実行行為に関与しなかった者も含め

共謀者全員について共同正犯が成立すること 

共謀に加わっただけの者にも共同正犯を認める点で，実行行為に出た

者を共同正犯とする「実行共同正犯」と対比される。 
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２ 共謀共同正犯の成否 

共謀共同正犯は，共同正犯の成立要件である共同実行の事実がなく，

認められないのではないかが問題となる。 

この点，共謀共同正犯の実質的根拠，形式的根拠，理論的根拠に分け

て論じられている。 
 

⑴ 共謀共同正犯の実質的根拠 
 

共謀共同正犯を認めないと，実行を分担しない背後者を，教唆犯ま

たは従犯として処罰するしかなく，実行行為を担当した者を支配する

重要な役割を演ずる大物が存在する場合等その犯罪の実態に合致せず，

不都合な結果となるので共謀共同正犯を認める実質的必要性がある。 

この点，教唆犯の法定刑は正犯と同じであり，幇助犯の法定刑の幅

は広いから，犯罪の実体に即した量刑を行えば足り，共同正犯としな

くても不都合はないと批判もされるが，現行法が，共同正犯，教唆犯

および従犯に分けて規定している趣旨を没却しかねず，なお共謀共同

正犯を認める実質的必要性がある。 

 

⑵ 共謀共同正犯の形式的根拠 

刑法60条は「共同して犯罪を実行した」と規定しており，ここに

いう「実行」とは，基本的構成要件に該当する実行行為をいい，実行

行為そのものを共同することをいうとすると，共謀共同正犯論は罪刑

法定主義に違反し，認めることができないかに思える。 

しかし，刑法 60条が「すべて正犯とする」と規定して，一部実行

全部責任を認めているのは，共同実行の意思のもとに相互に他の共同

者の行為を利用し補充しあって実行行為に至ることを根拠とするもの

であり，共同者は必ずしも実行行為を分担する必要はなく，２人以上

の者が共同意思のもとに共同して実行行為が行われれば足りると解す

べきである。 

 

⑶ 共謀共同正犯の理論的根拠 

 

 

 

 

Ａ 共同意思主体説 

共犯は，一定の犯罪を実現しようとする共同目的のもとに，２人以上の者

が一体となって共同意思主体を形成し，その共同意思主体の活動として，共

同者中の１人以上の者が共同目的のもとに犯罪を実行したとき，共同意思主

体の活動が認められて共同者全員が共同正犯になる。 
 
（批判） 

① 共同意思主体という団体が負担すべき刑事責任を団体に加入している個

人に転嫁するという理論構成をとる点において，個人責任の原則に矛盾す

る。 

   共謀共同正犯をどのような理論により認めるべきか。 

論点０３ 
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② 共謀にとどまる者がなぜ共同正犯として実行担当者と同じ罪責を問われ

るかの根拠が明らかでない。 

③ 共謀に参加した者は全て共同意思主体という団体に加入しているという

理由で，その役割の如何を問わず正犯とするのは実態に即さず，共同正犯

を不当に広げすぎる。 

 

Ｂ 間接正犯類似説（藤木，川端） 

共謀者の間に犯罪遂行に関する合意が成立しているときは，共同して相互

に利用しあって結果を実現したという意味で間接正犯における利用行為と質

的に同じものがあるとして正犯性を認める。 
 
（批判） 

① 一方が他方を道具のように支配する関係が共謀によって生じることは例

外的であり，共謀共同正犯の通常の形態の多くを捉えられないことになる。 

② 間接正犯における利用者と被利用者の関係は，共謀共同正犯における単

なる共謀者と実行担当者との関係とは異なり，特に，後者においては各人

がそれぞれ自己の犯意を実現する意思のもとに実行行為を共同している点

で両者の相違は明らかであるから，共謀共同正犯を間接正犯類似のものと

捉えるのは妥当でない。共謀共同正犯は，間接正犯よりもより緩やかな要

件の下で成立が認められるべきである。 

 

Ｃ 行為支配説  

共謀者は実行担当者の行為を支配するから正犯者としての行為支配が認め

られる。 
 
（批判） 

① 行為支配は本来単独の正犯性を認めるための概念であり，行為支配が認

められるのであれば共同正犯ではなく単独正犯となる。 

② 対等関係にある共謀共同正犯（役割分担の関係上，実行行為に出ない者

がいる類型）を妥当に処理できない。 

Ｄ 包括的正犯説 
 
D1 大谷説 

刑法60条の「共同して犯罪を実行した」というのは，２人以上の共同意

思に基づいて犯罪を実行することをいうから，実行行為を分担しあった実

行共同正犯の場合のみならず，共同実行の意思と共同実行の事実とが認め

られる限り共同正犯が成立する。 
 
（理由） 

共同正犯が正犯とされるのは，共同実行の意思の下に，相互に他人の行

為を利用補充しあって犯罪を実現することにあるから，犯罪を共同して遂

行するという合意（共謀）に基づき，相互に他人の行為を利用補充しあい，

その結果として犯罪を実現した以上，実行行為を分担する場合であると実

行行為に向けて行為を共同する場合であるとを問わず，全て正犯となる。 
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D2 平野説 

因果的共犯論を基礎としつつ，「他の正犯者の心理を通じて間接に犯罪

の遂行に大きな実質的役割を果たした者」を共同正犯とするために，主観

的要素と客観的要素から共謀共同正犯の内容を明確にし，限定していこう

とする。 

主観的要素―共謀があること（単に意思を疎通させただけでなく，実行

行為が「共同の意思に基づく」ものといえるような「意思方向」をもつ者

に限られるべきであり，この「意思方向」は，単に主観的なものであるだ

けでなく，犯罪の遂行に客観的に重要な影響力をもつものでなければなら

ない。） 

客観的要素―共謀者の少なくとも１人が実行行為をしたこと（共同正犯

の（実行）従属性） 
 
D3 前田説 

 
（理由） 

① 共同正犯が関与者相互の心理的な影響を重視して自らの惹起しない結果

をも帰責させるものである以上，強い心理的因果性を根拠に実行行為の一

部をも行わなかった者に客観的行為を帰責することも可能である。 

② 60条の「共同して犯罪を実行した」とは，実行行為が「共同のもの」と

評価できればよく共同の意思に基づいて誰かが実行したことを当然含む。 

 

Ｅ 優越支配共同正犯説（大塚） 

共謀共同正犯否定説に立ちながら，実行を担当しない共謀者が，社会通念

上，実行担当者に比べて圧倒的に優位に立ち，実行担当者に強い心理的拘束

を与えて実行に至らせている場合には共同正犯の成立を認める。 
 
（批判） 

「共謀」という言葉自体から当然に優越的支配関係ある場合と限定する

ことはできず，処罰範囲が不明確となる。 

 

３ 判例 
 

現行刑法上の判例では，古くは知能犯的犯罪のみ共謀共同正犯を認め

ていたが（大判大11.4.18），やがて，放火罪（大判昭6.11.9），殺人罪

（大判昭8.11.13），窃盗罪・強盗罪（大連判昭11.5.28）などの実力犯

にも適用されるようになった。判例の理論的根拠は共同意思主体説によ

ると解されていたが，この説は個人責任の原則に反する団体責任を認め

ることになるとの批判にさらされ，練馬事件（最大判昭33.5.28，百選

Ⅰ№75）で間接正犯類似説を採用したとの評価がなされている。 

 

□判例 練馬事件 最大判昭33.5.28，百選Ⅰ№75 

【事案】 

甲乙らはＡに暴行を加える計画を立てた。更に丙らのグループ，丁らのグループ

もＡの襲撃計画に合流した。その後，丙らのグループがＡを襲い，後頭部等を乱打

して脳挫傷によりＡを死亡させた。 
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【判旨】 

「共謀共同正犯が成立するには，２人以上の者が，特定の犯罪を行うため，共同

意思の下に一体となって互に他人の行為を利用し，各自の意思を実行に移すことを

内容とする謀議をなし，よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。

したがって右のような関係において共謀に参加した事実が認められる以上，直接実

行行為に関与しない者でも，他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったと

いう意味において，その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき理由はない。され

ばこの関係において実行行為に直接関与したかどうか，その分担または役割のいか

んは右共犯の刑責じたいの成立を左右するものではないと解するを相当とする。」 

【評価】 

従来の判例が共同意思主体説に立つと解されていたのに対し，本判決は「他人の

行為をいわば自己の手段として犯罪を行った」という点を重視し個人責任の見地か

ら共謀者の正犯性を根拠づけようとしており，具体的には間接正犯類似の共謀共同

正犯概念を提示したとの評価がある。 

 

第２ 成立要件 
 

１ 共同実行の意思 
 

単に共同実行の認識があるだけでは足りず，他の関与者と協力しあっ

て犯罪を実行する意思をいう（最判昭24.2.8）。 

正犯者としての意思を要する。 

 

□判例 最決平19.11.14 

【事案】 

神奈川県横須賀市に本店を置き，港湾運送事業，倉庫業等を営む被告人Ａ株式会

社（以下「被告会社」という。）の代表取締役等であったその余の被告人ら（以下

「被告人５名」という。）において，被告会社が千葉市内の借地に保管中の，いわ

ゆる硫酸ピッチ入りのドラム缶の処理を，その下請会社の代表者であったＢに委託

したところ，同ドラム缶が北海道内の土地で捨てられたことにつき，被告会社の業

務に関し，Ｂらと共謀の上，みだりに廃棄物を捨てたものとして，廃棄物の処理及

び清掃に関する法律所定の不法投棄罪に問われた事案である。 

【決定要旨】 

「原判決が是認する第１審判決の認定によれば，Ｂにおいて，被告会社が上記ド

ラム缶の処理に苦慮していることを聞知し，その処理を請け負った上，仲介料を

取って他の業者に丸投げすることにより利益を得ようと考え，その処理を請け負う

旨被告会社に対し執ように申入れたところ，被告人５名は，Ｂや実際に処理に当た

る者らが，同ドラム缶を不法投棄することを確定的に認識していたわけではないも

のの，不法投棄に及ぶ可能性を強く認識しながら，それでもやむを得ないと考えて

Ｂに処理を委託したというのである。そうすると，被告人５名は，その後Ｂを介し

て共犯者により行われた同ドラム缶の不法投棄について，未必の故意による共謀共

同正犯の責任を負うというべきである。」 

【評価】 

共謀者に未必の故意しかない場合に共謀共同正犯が成立し得るかについて直接判

断を示した最高裁判例はこれまで見当たらないことから，この点を肯定的に解した

本決定は重要な意義を有する。 
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２ 共謀の事実 

 
⑴ 共謀 

 
２人以上の者が特定の犯罪を行うため相互に他人の行為を利用・補

充しあい，各自の犯意を実行に移すことを内容とする相談ないし協議

を行い，合意に達すること 

 

⑵ 共謀は事前に行われること（事前共謀）は必ずしも必要でなく，犯

行現場での共謀（現場共謀）でもよい（最判昭23.11.30）。 

謀議は，必ずしも一堂に会して行うことを要せず，ＡからＢ，Ｂか

らＣというように，順次に共謀する場合（順次共謀）でもよい。 

 

⑶ 謀議によって，実行者の行為と同程度の重要な役割を演ずるという

対等な関係，または，実行者を自らの代行者として実行行為の遂行を

引き受けさせ，それに基づいて犯罪を実行させるという支配関係が形

成されることを要する。 

 

□判例 最決平15.5.1，百選Ⅰ№76 

【事案】 

暴力団組長である被告人が，遊興等のため，上京した際，被告人の警護を担当す

るスワットと称されるボディーガード（組員）らと共謀の上，同人等に実包の装填

されたけん銃５丁等を所持させたとして，被告人に，けん銃等の所持につき共謀共

同正犯が成立するかどうかが問題となった。 

【決定要旨】 

「本件では，…スワットらのけん銃５丁とこれに適合する実包等の所持について，

被告人に共謀共同正犯が成立するかどうかが問題となるところ，被告人は，スワッ

トらに対してけん銃等を携行して警護するように直接指示を下さなくても，スワッ

トらが自発的に被告人を警護するために本件けん銃等を所持していることを確定的

に認識しながら，それを当然のこととして受け入れて認容していたものであり，そ

のことをスワットらも承知していた」「弁護人らが主張するように，被告人が幹部

組員に対してけん銃を持つなという指示をしていた事実が仮にあったとしても，前

記認定事実に徴すれば，それは自らがけん銃等の不法所持の罪に問われることのな

いように，自分が乗っている車の中など至近距離の範囲内で持つことを禁じていた

にすぎないものとしか認められない。また，…被告人とスワットらとの間にけん銃

等の所持につき黙示的に意思の連絡があったといえる。そして，スワットらは被告

人の警護のために本件けん銃等を所持しながら終始被告人の近辺にいて被告人と行

動を共にしていたものであり，彼らを指揮命令する権限を有する被告人の地位と彼

らによって警護を受けるという被告人の立場を併せ考えれば，実質的には，正に被

告人がスワットらに本件けん銃等を所持させていたと評し得るのである。したがっ

て，被告人には本件けん銃等の所持について，Ｂ，Ａ，Ｄ及びＣらスワット５名等

との間に共謀共同正犯が成立するとした第１審判決を維持した原判決の判断は，正

当である。」 
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【評価】 

本決定は，具体的な指示行為等がない場合でも共謀共同正犯を肯定し得る場合が

あることを明らかにしている点，また，そのような事案における共謀共同正犯成立

の考慮要素を示している点で，重要な意義を有する。 

 

３ 実行行為 
 

少なくとも共謀者の１人が，共謀に基づき実行行為を行うことを要す

る。 

 

Ⅲ 共同正犯の成否が問題となる場合 

 

１ 過失犯の共同正犯 

 

第１ 過失犯の共同正犯 
 

１ 意義 
 

２人以上の者が共同して一定の行為を行い，全員の不注意により過失

犯の構成要件に該当する結果を惹き起こすこと 
 

過失犯の共同正犯が認められるかについては，従来共同正犯の本質を

どう捉えるかによって結論が異なるものとされてきた。すなわち，行為

共同説からは，自然的行為についての意思の連絡があれば共同正犯が成

立するから過失犯の共同正犯が認められるのに対し，犯罪共同説の立場

からは，過失が無意識を本質とすることから共同実行の意思がなく，過

失犯の共同正犯は認められないことになるとされてきた。しかし，近時，

犯罪共同説に立ちながらも過失犯の共同正犯を肯定する見解・行為共同

説に立ちながらも過失犯の共同正犯を否定する見解も現れてきており，

従来の対応関係は崩れてきている。 

 

２ 過失犯の共同正犯の肯否 

 

 

 

 

 

Ａ 否定説 
 
A1 犯罪共同説 

 
（理由） 

① 犯罪共同説からは，共同正犯の成立につき意思の連絡が必要であるが，

過失犯は無意識を本質とし，無意識的部分については意思の連絡は考えら

れないから，理論的に否定せざるを得ない。 

   過失犯の共同正犯は認められるか。共同実行の意思の有無（要件

①）に関して問題となる。 

論点０４ 


