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〔第７問〕（配点：２） 

学生Ａ、Ｂ及びＣは、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの（ ）内

から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄

は、［№９］） 

 

 

【会 話】 

学生Ａ．人に意図的に害悪を加えることは、本来であれば許されないはずです。それにもかかわ

らず、刑罰という苦痛を人に与えることが正当化される実質的な根拠は何でしょうか。 

 

学生Ｂ．私は、刑罰は犯罪に対する非難を含むもので、その意味で①（ａ．応報・ｂ．社会統制

の手段）としての性質を持ち、②（ｃ．犯罪者の改善更生・ｄ．正義の実現）という観点

に照らして、犯罪に対する反作用であること自体に刑罰の正当化根拠を見いだすことがで

きると考えます。もう少し詳しく言うと、自らの意思で犯罪行為を行うことを決意し実行

した犯罪者に対して、その意思決定を回顧的に非難する点に刑罰の正当化根拠があるとい

うことです。 

 

学生Ｃ．Ｂ君は、③（ｅ．非決定論・ｆ．決定論）の立場を前提にしているのですね。しかし、

（①）としての刑罰自体に刑罰を正当化する根拠があるという説明では、刑罰を科すこと

それ自体が目的ということになりませんか。刑罰は、国家の制度の一種なのだから、国民

の現実的な利益を実現する手段として合目的性の観点から正当化されるべきではないで

しょうか。私は、刑罰を科すことが許される根拠は、④（ｇ．被害感情の緩和・ｈ．犯罪

の予防）にあると思います。犯罪によって得られる快楽を上回る苦痛を刑罰として予告す

れば、一般人に対する威嚇的な効果があるからです。刑罰は（④）という公的利益の達成

に資するために、人に科すことが正当化されるのだと思います。 

 

学生Ａ．私も、基本的にＣ君の考えに賛成ですが、（④）の観点を強調しすぎると、⑤（ｉ．責

任・ｊ．被害感情）の程度を超える刑罰を科すことも肯定されかねず、刑法の基本原則に

反する帰結をもたらすことになるのではないでしょうか。 

 

 

１．①ａ ③ｆ  ２．①ｂ ⑤ｊ  ３．②ｄ ④ｈ  ４．②ｃ ⑤ｉ  ５．③ｅ ④ｇ  
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問題類型 読解思考重視の問題 

正  解    ３ 

 

解答の方法 

 第 7 問は、犯罪理論及び刑罰理論（刑罰の正当化根拠）からの出題である。 

 もっとも、ここでは、決定論と非決定論の対立に関する知識や、刑罰理論に関

する知識そのものが問われているのではない。 

 会話文では、「応報」「決定論」といった専門用語に対応する具体的記述がある

ため、知識が無くても解答することができる。 

 犯罪理論及び刑罰理論に関する知識ではなく、読解力と思考力が問われてい

る問題であるといえる。 

 

① ａ 

「応報」の日本語としての意味は、「悪い行いに対する悪い報い」である。そう

すると、「刑罰は犯罪に対する非難を含む」という考えと対応するのは、「ｂ．社

会統制の手段」ではなく、「ａ．応報」である。 

したがって、①には「ａ．応報」が入る。 

 

② ｄ 

刑罰の性質を「悪い行いに対する悪い報い」という意味での「応報」と捉える

場合、刑罰の正当化根拠として「悪い行いをした」「犯罪者の改善更生」が最初

に出てくるのは不自然である。「悪い行いに対する悪い報い」を与えることで「正

義の実現」を図るという観点が最初で出てくるはずである。また、Ｂの発言３行

目における「犯罪に対する反作用」ということに対応するのは「犯罪者の改善更

生」ではなく「正義の実現」であることからも、②には「ｄ．正義の実現」が入

ると判断することが出来る。 

したがって、②には「ｄ．正義の実現」が入る。 

 

③ ｅ 

 非決定論は、自由意思肯定論とも呼ばれるものであり、犯罪に及ぶという行動

の選択の原因は自由意思に基づく理性的判断にあると考える見解である。これ

に対し、非決定論は、自由意思否定論とも呼ばれるものであり、犯罪に及ぶ行動

の選択の原因は本人の遺伝的素質と社会的環境にあると考える見解である。 

③に対応する「自らの意思で犯罪行為を行うことを決意し実行した犯罪者に

対して、その意思決定を回顧的に非難する点に刑罰の正当化根拠があるという

ことです。」とするＢの発言４～６行目は、自由意思に基づき犯罪行為を行うこ

とを決定するという構造を前提にしているから、非決定論を前提にするもので

ある。 

したがって、③には、「ｅ．非決定論」が入る。 

なお、非決定論・決定論の内容については、日本語としての意味だけから導く
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ことは困難であるから、非決定論・決定論の対立に関する知識がなければ理解す

ることができないと思う。もっとも、第 7 問は組み合わせ問題であるから、③

に「ｅ．非決定論」と「ｆ．決定論」のどちらか入るのかを判断することができ

なくとも、正解を導くことが可能である。 

 

④ ｈ 

 Ｃの発言１～５行目だけでは、④に「ｇ．被害感情の緩和」と「ｈ．犯罪の予

防」のどちらが入るのかを決め切ることができない。 

「犯罪によって得られる快楽を上回る苦痛を刑罰として予告すれば、一般人に

対する威嚇的な効果があるからです。」というＣの発言６～７行目は、Ｃが「刑

罰を科すことが許される根拠」が④であると考える理由である。Ｃが「一般人に

対する威嚇的な効果」を根拠にしていることから、④には、「犯罪によ…る苦痛

を刑罰として予告」することによる「一般人に対する威嚇的な効果」を通じて犯

罪を予防することを内容とする「ｈ．犯罪の予防」が入ると判断することができ

る。 

したがって、④には、「ｈ．犯罪の予防」が入る。 

 

⑤ ｉ 

 ⑤に「ｉ．責任」が入ると断定するのは難しいと思われる。もっとも、ここま

での会話の中で一度も「被害感情」の話が出てきていないことと、Ａが刑罰の正

当化根拠として「責任」との結びつきが強い「応報」を前面に出していることか

ら、⑤には「ｊ．被害感情」ではなく「ｉ．責任」が入る判断することができる。 
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〔第８問〕（配点：４） 

公務執行妨害罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合

には１を、誤っている場合には２を選びなさい。（解答欄は、アからオの順に［№.10］から［№14］） 

 

 

 

ア．甲は、市役所の生活保護係職員乙による生活保護に関する説明に不満を抱き、同人に罵声を

浴びせながら抗議するとともに、丸めたパンフレットを同人の顔面付近に２、３回突き付け、

そのうち１回はパンフレットの先端が同人の顎に触れ、さらに、約２回にわたり、乙が座って

いる椅子を両手で持って椅子の前脚を床から持ち上げては落とすことによりその身体を揺さ

ぶった。甲の行為は、公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪

は成立しない。［№10］ 

 

 

 

イ．甲は、警察官乙らが捜索差押許可状に基づき甲方の捜索に来た際、乙らにより甲方玄関ドア

の鍵が開けられる前に、居室内にあった覚醒剤入りの注射器を足で踏み付けて壊した。甲の行

為は、公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

［№11］ 

 

 

 

ウ．窃盗犯人甲は、その窃盗行為を目撃した制服警察官乙から追跡されている途中で、逮捕を免

れるため、同人に対し、その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて抵抗し、そのまま逃

走した。甲には事後強盗罪のみが成立し、公務執行妨害罪は成立しない。［№12］ 

 

 

 

エ．甲は、日本国内にある外国大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際に、同人の

顔面を殴った。乙は「公務員」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成立しない。［№13］ 

 

 

 

オ．甲は、税務調査を免れるため、同調査のため甲方に来た所轄税務署職員乙の顔面を殴った。

その際、乙は、規則により調査時に携帯が義務付けられている検査章を携帯していなかったが、

甲がその呈示を求めることはなかった。乙に規則違反があった以上、乙の調査は職務の権限外

の行為であり、甲に公務執行妨害罪は成立しない。［№14］  
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問題類型 論文知識重視の問題／短答知識重視の問題 

正  解 ２ １ ２ １ ２ 

 

解答の方法 

 第 8 問の位置づけは難しい。ア・イ・オについては、公務執行妨害罪（刑法

95 条 1 項）に関する論文知識だけで正誤を判断することができるし、特にイに

ついては、判例の事案を敢えて修正しているため、判例の事案及び結論の丸暗記

では正誤を判断することができず、本罪における間接「暴行」の規範を事例に正

しく適用することができるだけの深く正確な知識が要求される。その意味で、論

文知識重視の問題として側面がある。 

 他方で、ウ・エ、特にエについては、短答知識レベルの細かい知識を必要とす

る問題であるため、短答知識重視の問題としての側面もある。 

 

ア 誤っている 

（１）確かに、公務執行妨害罪の「暴行」には間接暴行も含まれると解されてい

る。しかし、本罪は結果としての公務執行妨害を処罰するものではないか

ら、暴行は間接的にせよ公務員に対して加えられることが必要であり、物や

第三者に対して加えられる暴行は、それが間接的に公務員の身体に物理的

に影響を与えるものでなければ本罪の「暴行」たり得ないと解される。 

甲は、①「丸めたパンフレットを」乙「の顔面付近に２、３回突き付け、

そのうち１回はパンフレットの先端が同人の顎に触れ」、さらに、②「約２

回にわたり乙が座っている椅子を両手で持って椅子の前脚を床から持ち上

げては落とすことによりその身体を揺さぶった」。①・②は、いずれも乙の

身体に物理的な影響を与えているから、「暴行」たり得る。 

（２）次に、本罪は公務に対する抽象的危険犯であるから、本罪の「暴行又は脅

迫」は、公務執行の妨害となるべき性質のものであれば足り、現実の公務執

行妨害の結果発生までは不要と解される。 

   ①・②は、いずれも乙の「市役所の生活保護係職員」としての職務の妨害

となるべき性質のものであるから、「暴行」に当たる。 

（３）したがって、甲には公務執行妨害罪が成立する。よって、「甲の行為は、

公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成

立しない。」とするアは、誤っている。 

   なお、最高裁昭和 33 年判決は、警察官に対する投石行為が問題となった

事案において、「投石行為はそれが相手に命中した場合は勿論、命中しなか

つた場合においても本件のような状況の下に行われたときは、暴行である

ことはいうまでもなく、しかもそれは相手の行動の自由を阻害すべき性質

のものであることは経験則上疑を容れないものというべきである。されば

本件被告人等の各投石行為はその相手方である前記各巡査の職務執行の妨

害となるべき性質のものであり、従って公務執行妨害罪の構成要件たる暴

行に該当すること明らかである。そうだとすれば被告人等の各投石行為が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総まくり 307 頁［論点 4］ 

西田「刑法各論」第 7 版 451 頁 

高橋「刑法各論」第 3 版 626～627

頁 
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たとえ只一回の瞬間的なものであつたとしても、かかる投石行為があつた

ときは、前説示のとおり、直ちに公務執行妨害罪の成立があるものといわな

ければならない。」と判示している。 

 

イ 正しい 

前記の通り、物や第三者に対して加えられる暴行は、それが間接的に公務員の

身体に物理的に影響を与えるものでなければ、本罪の「暴行」たり得ないと解さ

れる。そして、そのための最低条件として、公務員の面前で行われたことが必要

であると解される。 

最高裁昭和 34 年決定は、被告人ＸがＸを現行犯逮捕した司法巡査の面前で司

法巡査が覚せい剤取締法違反の証拠物として差し押さえた覚せい剤注射液入り

アンプルを足で踏みつけて損壊したという事案において、「Ｘの所為は右司法巡

査の職務の執行中その執行を妨害するに足る暴行を加えたものであり、そして

その暴行は間接に同司法巡査に対するものというべきである。」と判示して、公

務執行妨害罪の成立を認めている。 

しかし、イでは、甲は、警察官乙が甲方内に入る前に甲方居室内で「覚醒剤入

りの注射器を足で踏み付けて壊した」だけであるため、注射器に対する暴行は警

察官乙の面前で行われていないから、同暴行が警察官乙の身体に物理的に影響

を与えたとはいえない。 

したがって、「暴行」は認められず、甲には公務執行妨害罪が成立しない。 

よって、「甲に公務執行妨害罪は成立しない」とするイは、正しい。 

 

ウ 誤っている 

公務執行妨害罪の手段たる「暴行又は脅迫」は、別罪として暴行罪（刑法 208

条）や脅迫罪（刑法 222 条）を構成しないが、傷害罪（刑法 204 条）、恐喝罪（刑

法 249 条）、強盗罪（刑法 236 条以下）、殺人罪（刑法 199 条）などの成立要件

を満たす場合には別途これらの犯罪も成立し、両罪は観念的競合になると解さ

れている。 

したがって、「甲には事後強盗罪のみが成立し、公務執行妨害罪は成立しな

い。」とするウ、誤っている。 

 

エ 正しい 

公務執行妨害罪の客体である「公務員」とは、形式的には「国又は地方公共団

体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」（7 条 1 項）

をいい、実質的には、「法令により公務に従事する職員」をいい、「議員」、「委員」

はその例示である。 

「国又は地方公共団体の職員」とは、国家公務員法、地方公務員法上の職員を

意味し、外国の公務員を含まない。最高裁昭和 27 年判決も、被告人が米国領事

館員に対して虚偽の申し立てをした事案における公正証書原本不実記載等罪

（刑法 157 条 2 項）の成否の判断において、「米国領事館員のごときは、刑法 7

 

 

 

 

 

総まくり 307 頁［論点 5］ 

西田「刑法各論」第 7 版 451 頁 

高橋「刑法各論」第 3 版 627 頁 
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条、従って同法 157 条 2 項にいわゆる公務員とはいえないから、右判示行為は、

刑法 157 条 2 項の未遂罪にも該当しないものといわなければならない。」と判示

している。 

したがって、「日本国内にある外国大使館の職員乙」は公務執行妨害罪の客体

である「公務員」に当たらないため、甲には本罪が成立しない。 

よって、「乙は「公務員」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成立しな

い。」とするエは、正しい。 

 

オ 誤っている 

公務執行妨害罪の書かれざる（規範的）構成要件要素として、「職務」の適法

性が必要であり、職務の適法性要件は、①抽象的職務権限（当該公務員に法律上

付与されている抽象的・一般的な意味での職務の範囲に属すること）、②具体的

職務権限（当該公務員の具体的な職務行為が法律上の要件を具備しているこ

と）、及び③公務の有効要件である法律上の手続・方式の重要部分の履践である

と解されている。 

 同種事案に関する最高裁昭和 27 年判決は、収税官史が検査章を携帯せずに所

得税調査をし、相手方から検査章の呈示を求められることもなかったという事

案において、「被告人は右大藏事務官に対して、検査章の呈示を求めたとか、あ

るいは同事務官が検査章を携帯していなかったことを事由として前記調書の提

出要求に応じなかったというような事実」がなかったことにも着目し、「右大藏

事務官の判示所為は…その職務権限を逸脱した場合であるということはできな

い」として、「職務」の適法性を肯定している。 

 そうすると、オの事例においても、乙の税務調査は、①・②のみならず③も満

たし、適法な「職務」であると評価される。 

 したがって、甲には公務執行妨害罪が成立するから、「乙に規則違反があった

以上、乙の調査は職務の権限外の行為であり、甲に公務執行妨害罪は成立しな

い。」とするオは、誤っている。 

 なお、オについては、前掲最高裁昭和 27 年判決を知らなくても「誤っている」

と判断することができる。③が否定されるのは「法律上の手続・方式」のうち「重

要部分」に違反した場合に限られるところ、オの事例では「甲がその呈示を求め

ることはなかった。」として「重要部分」への違反を否定する方向に働く事情が

ある。しかも、「乙に規則違反があった以上、乙の調査は職務の権限外の行為で

ある」という記述は、「法律上の手続・方式」に何らかの違反があれば一律に③

が否定されることを前提とした記述であるようにも読める。このような分析・思

考を経ることにより、オが誤っていると合理的に判断することができ。 
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〔第１３問〕（配点：２） 

幇助犯の成否について、学生Ａ及びＢが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①か

ら⑤までの（ ）内に後記アからオまでの【事例群】から適切な事例を入れた場合、正しいものの

組合せは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［№２３］） 

 

【会 話】 

学生Ａ．（①）に、乙に幇助犯は成立すると思うか。 

学生Ｂ．幇助行為と結果との間に、物理的因果性も心理的因果性もないと思うので、乙に幇助犯

は成立しないだろう。 

学生Ａ．（②）は、どうだろうか。 

学生Ｂ．乙の行為の有無にかかわらず、生じた結果は同じだったと考えると、共犯行為と結果と

の間の因果関係に欠けるという結論になるようにも思えるね。 

学生Ａ．しかし、幇助犯は、正犯の実行が容易になり、結果の発生が促進されたという関係さえ

あれば、行為と結果との因果関係を認めるのが判例だろう。 

学生Ｂ．なるほど。乙がいることで甲が安心でき、精神的に後押ししたという心理的因果性があ

りそうなので、乙に幇助犯の成立を認めるべきだね。 

学生Ａ．（③）は、どうだろうか。 

学生Ｂ．（②）と同じ理由で、乙に幇助犯の成立が認められるように思う。ただ、教唆犯の成立

を認める余地もあるかもしれないね。 

学生Ａ．（④）は、どうだろうか。 

学生Ｂ．判例は片面的幇助を肯定する以上、乙に幇助犯が成立するんじゃないか。 

学生Ａ．（⑤）は、どうだろうか。 

学生Ｂ．この場合、乙の立場を考えれば、幇助犯が成立すると思うよ。 

【事例群】 

ア．乙が、甲が空き巣に入ろうとしていることを知りながら、甲に黙ってＶ方玄関の施錠を外し

たところ、甲が玄関からＶ方に侵入し、空き巣に成功した場合 

イ．乙が、空き巣に入ろうと決意していた甲から頼まれ、甲が空き巣に入る際、見張りをしてい

たところ、特に何も起きないまま、甲が空き巣に成功した場合 

ウ．甲が万引きをしようとしていることを目撃した店員乙が、甲と意思を通じることなく、甲の

万引きを黙認し、甲が万引きに成功した場合 

エ．甲が空き巣に入ることを知り、乙が甲に黙って見張りをしていたが、特に何も起きないまま、

甲が空き巣に成功した場合 

オ．乙が空き巣に使うことができるものとしてＶ方の合鍵を甲に渡したため、甲がＶ方に行った

が、無施錠であったため合鍵を使わず、空き巣に成功した場合 

 

１．①イ ②エ ③ア ④ウ ⑤オ 

２．①イ ②エ ③オ ④ア ⑤ウ 

３．①エ ②イ ③ウ ④オ ⑤ア 

４．①エ ②イ ③オ ④ア ⑤ウ 

５．①エ ②イ ③オ ④ウ ⑤ア  
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問題類型 読解思考重視の問題 

正  解    ４ 

 

解答の方法 

 第 13 問は、幇助犯の因果性、片面的幇助、不作為による幇助、及び教唆犯に

関する出題であるが、これらに関する判例・学説の知識が問われているのではな

く、これらを題材として読解力と思考力を問う問題である。 

 

① エ  

「Ａ発言の１つ目」及び「Ｂ発言の１つ目」を読んだだけでは、①の事例が、

条件関係がない事例なのか、それとも促進的因果関係すらない事例なのかが分

からない。そこで、次の会話文に進む。 

「Ａ発言の２つ目」から「Ｂ発言の３つ目」まで読むと、②の事例が、条件関

係まではないが、精神的な後押しによる心理的な促進的因果関係は認められる

事例であるということが分かる。そこから、①の事例が、促進的因果関係すら認

められない事例であるということも導かれる。 

したがって、①にはエが入り、②にはイが入る。 

 

② イ 

 ①で説明した通り、②には事例イが入る。 

 

③ オ 

「Ｂ発言の４つ目」のうち、「ただ、教唆犯の成立を認める余地もあるかもしれ

ないね」という部分から、③には、残るア・ウ・オのうち、甲に教唆犯が成立す

る余地のある事例が入ることが分かる。ア・ウでは、甲が乙の関与前から犯罪実

行を決意していたのだから、乙の甲に対する犯罪実行を決意させるそそのかし

があったとはいえず、「教唆」肯定の余地はない。これに対し、オでは、甲がど

の時点で空き巣を実行する決意をしていたのかが不明であるから、「乙が空き巣

に使うことができるものとしてＶ方の合鍵を甲に渡した」ことが甲の空き巣実

行を決意させるそそのかしであるとして「教唆」に当たると評価される余地があ

る。 

したがって、③にはオが入る。 

 

④ ア 

残るア・ウは、いずれも片面的幇助の事例であるから、「学生Ａ．（④）は、ど

うだろうか。」（Ａ発言の５つ目）及び「学生Ｂ．判例は片面的幇助を肯定する以

上、乙に幇助犯が成立するんじゃないか。」（Ｂ発言の５つ目）を読んだだけで

は、④に入る事例を確定することができない。そこで、最後の会話まで読むこと

になる。 

「この場合、乙の立場を考えれば、幇助犯が成立すると思うよ。」という「Ｂ発
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言の６つ目」から、⑤には、乙の立場によって幇助犯の成否が左右される事例が

入ることが分かる。ウは、店員乙による、店内窃盗に対する不作為による幇助の

事例である。仮に乙が店員ではなくただの客だったのなら、店内窃盗を阻止する

作為義務を負わないから、不作為による幇助犯は成立しない。そのため、ウは、

乙の立場によって幇助犯の成否が左右される事例である。これに対し、アは、作

為による幇助の事例であるため、作為義務の有無は問題とならないから、乙の立

場によって幇助犯の成否が左右される事例であるとはいえない。 

したがって、⑤にはウが入ることになり、消去法により④にはアが入ることに

なる。 

 

⑤ ウ 

 ④で説明した通り、⑤にはウが入る。 
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