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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「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 ｆ 

 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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西田「刑法総論」第 3 版 19～20

頁 

 

 

 

 

 



33 

ことは極めて困難であるから、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１２問〕（配点：２） 

業務妨害罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，誤ってい

るものはどれか。（解答欄は，［№２２］） 

 

 

 

 

１．利用客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で，現金自動預払機が２台設置され

ている銀行の無人出張所において，そのうち１台にカメラを設置し，当該現金自動預払機に客

を誘導する意図で，一般客を装い，もう１台の現金自動預払機を２時間占拠した場合，偽計業

務妨害罪が成立する。 

 

 

 

 

２．講演会の主催者が閲覧する可能性を認識した上，インターネット上の掲示板に，当該講演会

の会場に放火するという趣旨の書き込みをし，当該主催者に閲覧させた結果，当該講演会を中

止させた場合，威力業務妨害罪が成立する。 

 

 

 

 

３．公職選挙法上の選挙長による立候補届出受理事務を妨害する目的で，その届出場所において，

突如大声を発し，ボールペンを机にたたき付けるという暴行・脅迫に至らない言動を用いてそ

の事務を滞らせた場合，威力業務妨害罪が成立する。 

 

 

 

 

４．知人Ａに対する嫌がらせの目的で，同人に成り済まし，同人に無断で宅配ピザ店に電話をか

けてピザ５０枚を注文し，これを同人宅まで配達することを依頼して，同店店員にピザ５０枚

を作らせ，配達させた場合，偽計業務妨害罪が成立する。 

 

 

 

 

５．弁護士Ｘの弁護士としての活動を困難にさせる目的で，同人から，同人が携行し，その業務

にとって重要な訴訟記録等が入ったかばんを奪い取った上，自宅に保管した場合，偽計業務妨

害罪が成立する。  
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問題類型 論文知識重視の問題 

正  解    ５ 

 

解答の方法 

 第 12 問は、威力業務妨害（刑法 233 条、234 条）の手段である「偽計」と「威

力」の違いについて問う問題である。 

 各選択肢に対応する判例の事案及び結論を記憶しようとするのではなく、「偽

造」と「威力」の区別について深く正しい知識を身につけ、その知識を使って選

択肢ごとに「偽計」か「威力」かを判断することができるようになることが望ま

しい。 

「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいい、

その相手方が業務の主体であることを要しない。「威力」とは、人の自由意思を

制圧するに足りる勢力を用いることをいい、その相手方が業務の主体であるこ

とを要しない（例えば、店の顧客に威力を用いて、店の利用を妨げようとする場

合も含まれる）。 

 大塚ほか「基本刑法Ⅱ」第 2 版 112 頁では、「判例の立場からは、公然と相手

に障害の存在を誇示すれば威力であり、非公然とこっそり行われれば偽計であ

る」と説明されている。 

上記の山口「刑法各論」の記述と大塚ほか「基本刑法Ⅱ」の記述を事案に応じ

て使い分けたり併用すると、判断しやすい。 

  

１ 正しい 

 現金自動預払機の１台にビデオカメラを設置し、もう１台を２時間占拠した

行為のうち、前者については、一般客も銀行側も認識していない。これは、設置

されたビデオカメラでキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的を知らな

いという一般客の不知を利用して「非公然とこっそり」行われたものであり、「偽

計」に当たる。 

 後者については、一般客が認識しており、これにより一般客が占拠されている

現金自動預払機の利用を断念することになる性質のものであるから、「人の自由

意思を制圧するに足りる障害」を一般客に「誇示」するものとして「威力」に当

たりそうである。しかし、後者は、「偽計」に当たる前者の行為の手段として、

一般客に対して「一般客を装って」通常通りの利用をしているように見せるもの

にすぎないから、「障害の存在」を一般客に「誇示」しているのではなく、設置

されたビデオカメラでキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的を知らな

いという一般客の不知を利用して「非公然とこっそり」行われたものであるとい

える。 

 同種事案に関する最高裁平成 19 年決定も、「被告人らは、盗撮用ビデオカメ

ラを設置した現金自動預払機の隣に位置する現金自動預払機の前の床にビデオ

カメラが盗撮した映像を受信する受信機等の入った紙袋が置いてあるのを不審

に思われないようにするとともに、盗撮用ビデオカメラを設置した現金自動預

 

 

 

総まくり 191 頁（2）、193 頁（2） 
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53 

払機に客を誘導する意図であるのに、その情を秘し、あたかも入出金や振込等を

行う一般の利用客のように装い、適当な操作を繰り返しながら、１時間３０分間

以上、あるいは約１時間５０分間にわたって、受信機等の入った紙袋を置いた現

金自動預払機を占拠し続け、他の客が利用できないようにしたものであって、そ

の行為は、偽計を用いて銀行が同現金自動預払機を客の利用に供して入出金や

振込等をさせる業務を妨害するものとして、偽計業務妨害罪に当たるというべ

きである。」として、偽計業務妨害罪の成立を認めている。 

 したがって、偽計業務妨害罪が成立する。よって、「偽計業務妨害罪が成立す

る。」とする１は、正しい。 

 

２ 正しい 

「インターネット上の掲示板に、当該講演会の会場に放火するという趣旨の書

き込みをし」たことは、講演会の主催者に対して講演会の開催を不可能又は困難

にする障害を誇示するものだから、「威力」に当たる。 

 したがって、威力業務妨害罪が成立する。よって、「威力業務妨害罪が成立す

る。」とする１は、正しい。 

 

３ 正しい 

「公職選挙法上の…立候補届出…場所において、突如大声を発し、ボールペン

を机にたたき付けるという暴行・脅迫に至らない言動」に及ぶことは、立候補届

出受理事務を担っている人たちに対して同事務の遂行の妨げとなる障害を誇示

するものだから、「威力」に当たる。 

したがって、威力業務妨害罪が成立する。よって、「威力業務妨害罪が成立す

る。」とする３は、正しい。 

 

４ 正しい 

 ４における電話では、店員に対してピザの配達業務の遂行の妨げとなる障害

が誇示されているわけではないから、「威力」は認められない。他方で、「知人Ａ

…に成りすまして」、「知人Ａに対する嫌がらせの目的」を隠して知人Ａ宅宛てに

ピザ５０枚を注文したことは、Ａがピザを注文していないこと（さらには、ピザ

の代金が支払われないこと）について店員を欺罔するものであるから、「偽計」

に当たる。下級審裁判例でも、他人名義で虚構の注文をして徒労の物品配送を行

わせた事案において、偽計業務妨害罪の成立が認められている。 

したがって、偽計業務妨害罪が成立する。よって、「偽計業務妨害罪が成立す

る。」とする４は、正しい。 

 

５ 誤っている 

「弁護士Ｘ…から、同人が携行し、その業務にとって重要な訴訟記録等が入っ

たかばんを奪い取った」ことは、弁護士Ｘに対して弁護士業務の遂行の妨げとな

る障害を誇示するものだから、「威力」に当たる。その後に行われた「自宅」で
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の「保管」も、「奪い取った」行為と一体を成すものとして「威力」に当たる。 

 同種事案に関する最高裁昭和 59 年決定でも、「奪取し隠匿する」行為を一体

として「威力を用い」た場合に当たるとして、威力業務妨害罪の成立が認められ

ている。なお、本事例では、不法領得の意思を欠くため、窃盗罪（刑法 235 条）

は成立しない。 

したがって、威力業務妨害罪が成立する。 

よって、「偽計業務妨害罪が成立する。」とする５は、誤っている。 

 

最決 S59.3.23 

髙橋「刑法各論」第 4 版 203 頁 
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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

からないから、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には事例エが入り、②には事例イが入る。 

 

② イ 

 理由は、①のところで説明した。 

 

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

にする。 

「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

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
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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。 

 

⑤ ア 

 消去法により、④には、アが入ることとなる。 


