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1. 序論 

 

 

1.1. 適法行為の期待可能性論にとっての過剰防衛論 

犯罪とは、構成要件に該当する違法で有責な行為である。それゆえ、構成要件に該当する

違法な行為は、さらに行為者が責任を負うところのものでなければならない。行為者が行為

につき責任を負うのは、行為者に行為が非難可能な場合のみである。行為者に行為が非難可

能であるのは、所与の事情の下で、行為者が適法な行為を行うことができたと認められる場

合、つまり、適法行為の期待可能性（以下、期待可能性）がある場合である。「責任を問う

とは、行為を非難することであり、責任があるとは、非難が可能だということである」1。

「犯罪事実を認識し、かつそれが違法であることを意識したとしても、その判断に従って行

動を抑制できなかった場合、すなわち、他の適法な行為を期待できなかった場合には、その

行為を非難することはできず、したがって責任を問うことはできないのではないか。これが

期待可能性（Zumutbarkeit）の問題である」2。「道徳の世界では、《Du kannst, denn du 

sollst》（するべきだから、することができる）ということが妥当しても、法の世界では《Du 

sollst, denn du kannst》（することができるから、するべきである）であり、しかも、その

《Können》（することができる）は――行為者本人にとって可能であることを要すると同時

に――平均人ないし通常人としての可能を最大限度とするのである。かような可能のない

ところには、責任非難はやむ。期待可能性の理論もその一つの場面にほかならない」3。こ

のように、犯罪論体系における責任を規範的責任と理解する現在の日本の刑法学にとって、

期待可能性がその本質をなす点については、共通理解があると言ってよいだろう。 

 期待可能性論にとっての現在の課題は、期待可能性が減少・消滅すると言える行為事情の

類型的把握にある。すなわち、期待不可能性による超法規的責任阻却の判断基準をめぐって、

行為者標準説、平均人標準説、国家標準説が主張されたところ、佐伯千仭が到達した結論は、

次のようなものであった。「標準は、行為者ではなく、むしろ行為者がそのもとで態度をと

るに至ったところの行為事情の類型的把握により得られるべきである。これは、結局、社会

生活の現実態を洞察する裁判官の判断にまつほかないのであるが、ただ、その際個々の裁判

官の判断はその個人的見地によってでなく、法律に内在する指導理念によって拘束される

ということを注意しなければならない。すなわち、一般的な常識人や人情それ自体が直ちに

この標準となるのでなく、むしろそれらが法律によりどの程度まで容認されているかが問

われるのである」4。それゆえ、期待可能性が規範的責任の本質をなすことにおおまかな一

致があるわが国の議論状況においては、さらに進んで、期待可能性が減少・消滅する行為事

                                                   
1 平野龍一『刑法 総論Ⅱ』（有斐閣、1975）257頁。 
2 平野（龍）・前掲注（1）270頁。 
3 団藤重光『刑法綱要総論 第 3版』（創文社、1990）266頁。 
4 佐伯千仭「刑法講義（総論）4訂版」『刑法の理論と体系 佐伯千仭著作選集 第 1巻』

（信山社、2014）283頁。 
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情の具体的考察を通して、そのような行為事情の一般的性格を帰納し、さらなる類型的把握

への視座を探ることが課題となっているのである5。 

 このような行為事情の類型的把握にとっては、法秩序の観点が決定的な出発点となる6。

このことは法的にも事実的にも説明される。すなわち、法的に言えば、期待可能性が減少・

消滅すると評価できるためには、その判断を支える規範的な根拠が必要であるところ、その

究極的な根拠は責任主義に求められるとしても、立法者意思や法律意思が特定の行為事情

についてすでに態度決定をしているのであれば、その決定を参照することで、直接の法的・

規範的根拠が得られる。加えて、法秩序の立場の確認を経由して期待可能性の減少・消滅を

認めることにより、法による価値判断の純一性や法的安定性が害される事態を避ける、ある

いは、少なくともこれを必要最小限度のものとすることができる。また、事実的に言えば、

法秩序の観点として具体的な法規を指摘できれば、それだけ判断者（裁判官）に対して感銘

力を与える主張を行うことができるだろう。それゆえ、期待不可能性に基づく超法規的責任

減少・阻却を論じる場合であっても、既存の責任減少・阻却事由を前提にしながら、これを

類推的に拡大するという方法がまずとられる。 

 したがって、行為事情の類型的把握を目指すにあたって、まずは現行法の責任減少・阻却

事由を出発点とすることになる。このようなものとしては、刑法典第 7 章に定められる各

種の不処罰、刑の減免事由が自然と着目されるところ、本稿は、第 36条第 2項の過剰防衛

を主題とする。過剰防衛については、日本（第 36 条第 2 項）とドイツ（第 33 条）に、明

確にこれを対象とする規定がある。これらは、以下に検討するように、責任つまり期待可能

性とまったく無関係とはされていない。それゆえ、これらの規定を設ける際に、立法者がど

のような意図を持っていたのかを確認することで、期待可能性が問題となる行為事情の類

型的把握にとって出発点となる、法秩序の観点を直接うかがうことができるだろう。また、

過剰防衛は、事実的側面から見ても、緊急行為性と情動行為性という、精神的な例外状態が

問題となりやすい場面が交差する事例である。そして、規範的側面から見ても、これらが不

正な侵害に由来するという点で、責任阻却・減少の優遇を受けやすい事例である。このよう

な事情を反映して、正当防衛が過剰となった行為を適用対象とする不処罰規定や刑の減軽

規定、あるいは実質的にそれと同視できる規定が、各国で見出される。これら「過剰防衛と

その周辺領域」を扱う規定が果している役割を検討することで、法秩序が過剰防衛行為に対

して示す態度をより精確に把握することが可能となる。このように、過剰防衛は、期待可能

性が問題となる具体的行為類型の研究に、もっとも適している領域の 1つなのである。 

 

 

                                                   
5 その試みとして、佐伯千仭＝米田泰邦「期待可能性」佐伯千仭=団藤重光編『総合判例研

究叢書 刑法(22)』（有斐閣、1964）305-311頁。 
6 緊急状況について、井上宜裕『緊急行為論』（成文堂、2007）270頁。また、一般論と

して、佐伯（千）・前掲注（4）283-284頁、松宮孝明『刑法総論講義［第 4版］』（成文

堂、2009）169-170頁。 
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1.2. 過剰防衛論にとっての期待可能性論 

 現在の学説において、刑法第 36条第 2項の過剰防衛の刑の減免の法的性質について、責

任減少の側面を否定する見解はほとんどない。しかし、規定の適用の可否で問題とされるべ

き、「過剰防衛に固有の責任減少とは何か」を扱う研究はそれほど多くない。すなわち、「過

剰防衛の根拠」として論じられる責任減少は、一般的な意味における精神的例外状態とほと

んど同じように理解されており、だからこそ、特に理由づけをすることなく、誤想過剰防衛

にも過剰防衛と同じものが妥当すると主張されてきたのである7。しかしながら、第 39条第

1 項が精神障害に基づく、第 41 条が年齢に基づく責任無能力を定めているように、個別の

責任阻却・減少事由はそれぞれ独自の適用領域と性質を持っている。そして、たとえば第 39

条第 1 項の心神喪失に基づく責任無能力について言えば、責任能力とは何か、精神障害が

弁識能力・制御能力にどのような影響を与えるのかなどを検討することで、適用領域の画定

や基準の明確化が行われている。これに対して、過剰防衛においては、刑の減免の「根拠」

が不法減少や責任減少であるなどと言われるにとどまり、その不法減少や責任減少がどの

ような性質のものでなければならないのかといった議論は、近年まであまり展開されてこ

なかった。過剰防衛に固有の不法減少があるとすれば、それは正当防衛に由来するもの以外

にはありえないため、その内容は正当防衛の議論を参照すれば基本的に足りるだろう。これ

に対して、過剰防衛に固有の責任減少は、誤想過剰防衛が過剰防衛そのものではないように、

動揺・興奮状態といった精神的例外状態だけに由来するものではない。 

 学説の中には、ドイツ刑法第 33条の過剰防衛規定を参照して、過剰防衛に固有の責任減

少を、「錯乱（狼狽）、恐怖または驚愕」といった虚弱性情動とする見解もある。また、盗犯

等防止法第 1条第 2項や刑法改正仮案以降の各草案も、「恐怖、驚愕、興奮又は狼狽」の存

在を不処罰の要件としている。しかし、これらの規定は不処罰となる過剰防衛行為について

定める条文であって、その要件が過剰防衛全般に当てはまるのかは定かではない。また、ド

イツ刑法の過剰防衛規定が虚弱性情動を要件として定めていることにいかなる合理性があ

るのか、そもそも明らかではない。というのも、過剰防衛を定める旧第 53条第 3項および

第 33 条に関する研究には、本格的なものがあまりないからである。試しに Beck 社のオン

ライン・データベースで検索すると、直接該当する論文記事（Aufsätze）は、第 17条（禁

止の錯誤）に関するものが 92 件、第 20 条（精神障害に基づく責任無能力）に関するもの

が 160件、第 32条（正当防衛）に関するものが 176件、第 34条（正当化的緊急避難）に

関するものが 109 件、第 35 条（免責的緊急避難）に関するものが 42 件であるのに対し、

第 33 条に関するものは 20 件にすぎない（2015 年 12 月 11 日現在）。これらの数字がドイ

ツ刑法学界の問題関心を比例的に表しているわけではないとしても、過剰防衛への関心が

相対的に小さいことは明らかだろう。それゆえ、ドイツにおける過剰防衛論は、必ずしも他

の領域ほど理論的に彫琢されたものではないのである。 

                                                   
7 この点は、過剰防衛と過剰避難が一度に説明されることが多かったことからも明らかで

ある（たとえば、佐伯（千）・前掲注（4）281頁、平野（龍）・前掲注（1）244-245頁）。 



6 

 

 また、日本の過剰防衛論に目を戻せば、近年盛んに議論されている、「一連の行為論」の

みからの適用範囲の検討には、限界があるように思われる。第 1に、判断の構造としては、

過剰防衛を認めるという結論が先行する側面もある。すなわち、橋爪隆が言うように、「余

勢に駆られて追撃行為を継続した場合について完全な犯罪の成立を認めることは行為者に

とっても酷であるから、侵害現在時の対抗行為と一体的評価が可能な事案については、全体

の行為について過剰防衛の成立を認めることで、被告人に刑の減免の可能性を与える」8と

いう制度趣旨が、むしろ行為の評価に影響を与えるという側面がありうる。それゆえ、過剰

防衛に包摂される行為とあわせて、過剰防衛そのものの検討が不可欠である。第 2に、以下

で検討するとおり、過剰防衛行為にも様々なものがあり、これらをすべて「一連の行為」か

否かで判断するのは困難である。第 3に、一連の行為論に内在する、行為時の正当防衛行為

を裁判時になかったことになるという問題が解決されているようには思われない。一連の

行為論からこの点は解決済みであるとされることも多いが、その発想が、憲法第 39 条第 1

段「何人も、実行の時に適法であった行為……については、刑事上の責任を問はれない」と

いう制約を潜脱しかねない法的構成であることは、十分に意識されているのだろうか。そも

そも、法的観点からするともっとも重要である適法行為と違法行為の区別でさえ、一連の行

為として無視されるのに、その他の単に事実的にすぎない諸事情、たとえば諸行為の場所

的・時間的近接性や行為者の意思が、過剰防衛成立の範囲を画定する法的
、、

基準となりうるの

だろうか。また、意思の連続・断絶を基準とする有力説に対しては、「一連の行為」という

構成自体が通時的な性格を有しており、その意味では、1個の行為において防衛の意思と攻

撃の意思が共時的に並存しうるように、一連の行為の中でそれらが通時的に併存しうるの

ではないかという疑問も残る。 

 

 

1.3. 問題設定 

 

 

1.3.1. 検討課題 

 以上の問題関心から、本稿は、「過剰防衛に固有の責任減少とは何か」を検討課題とする。 

 まず、過剰防衛の刑の減免または不処罰の法的性質・根拠を吟味する必要がある。すなわ

ち、いかなる事情を基礎として、いかなる法的理由から、過剰防衛行為には刑の減免または

不処罰が認められるのかという問題である。 

 また、過剰防衛の固有性を検討するにあたっては、限界事例の考察が有益である。ここで

は、事後的時間的過剰の問題、つまり、急迫不正の侵害が消滅した後でも過剰防衛は認めら

れるかという問題と、行為者の内的事情の問題、つまり、激怒などの情動からの行為にも過

剰防衛は認められるかという問題を検討する。 

                                                   
8 橋爪隆「過剰防衛の成否について」法学教室 406号（2014）114頁。 
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 これらの結論に基づいて、過剰防衛に固有の責任減少の検討がさらに一般的な期待可能

性論に与える示唆を考察する。ここでは、個別から一般、具体から抽象へと視線が移るため、

多少の論理的飛躍を伴うこととなる。しかし、最終的な目標である期待可能性論の深化のた

めには必要な考察である。 

 

 

1.3.2. 検討の方法と対象 

 第 36条第 2項に定められる過剰防衛による刑の減免の根拠を明らかにするために、まず

規定の成立過程の分析を行う。また、あわせて過剰防衛の周辺領域の規定の展開を検討する

ことにより、正当防衛をめぐる諸規定の全体の構想と、その中における過剰防衛の位置づけ

を体系的に理解することを試みる。このような周辺領域の規定として、旧刑法第 309 条に

定められる暴行の誘発による宥恕と旧第 315 条の正当防衛の特則、現在も効力を有してい

る盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律（以下、盗犯等防止法）第 1条を概観する。次に、第 36

条第 2 項に関する判例研究として、事後的時間的過剰の問題と行為者の内的事情の問題に

ついての、その周辺規定として、盗犯等防止法第 1 条第 1 項および第 2 項についての最高

裁および下級審裁判例の検討を行う。さらに、これらの問題についての学説を概観し、過剰

防衛に固有の責任減少の研究に関する現在の議論状況を確認する。 

 続いて、比較法研究として、ドイツ刑法とフランス刑法の過剰防衛関連規定の展開と議論

状況を見る。ドイツ刑法においては、過剰防衛を直接の適用対象とする現在の第 33条に相

当する規定が早くから存在するため、その成立過程と現在の議論を分析する。また、その周

辺領域を適用対象とするものとして、第 213 条の故殺の減軽規定の位置づけを見る。日本

の過剰防衛論は従来これを参照してこなかったが、故殺の減軽という法効果だけをとらえ

れば、不処罰を定める第 33 条よりも、むしろ日本の第 36 条第 2 項に近い側面があるはず

である。また、フランス刑法の検討として、正当防衛を定める旧第 328 条・第 329 条と現

第 122-5 条・第 122-6 条、日本の旧刑法第 309 条に相当する「誘発による宥恕」を定める

旧第 321 条の展開と議論状況を見る。フランス刑法は明確に過剰防衛を対象とする規定を

欠いてきたのだが、正当防衛がある以上その限度は当然超えられるのであるから、過剰防衛

に相当する行為は必ずある。また、ドイツ刑法第 33条に対応する規定が、スイス刑法にお

いては「免責可能な正当防衛（Entschludbare Notwehr）」と呼ばれていることからもわか

るように9、不処罰という法効果を基準にすれば、実質的に過剰防衛と言えるものが正当防

衛とされる事例の中にある可能性も否定できない。ここで過剰防衛（にあたる事例）の処理

                                                   
9 第 16条第 2項。なお、後述するが、正当防衛はフランス語の légitime défenseの訳語

であると言われているが（川端博『正当防衛権の再生』（成文堂、1998）3-4頁）、この

légitimeに「適法な」という意味は必ずしも含まれない。1810年刑法典第 328条は当初

は責任阻却事由として定められた可能性が高く、正当防衛を違法ではないとした 1791年

刑法典も、法律に従った殺人を適法（légal）、防衛による殺人を正当（légitime）と表現を

分けていた。 



8 

 

を確認することで、規定の形式にとらわれない過剰防衛行為の特徴が確認されることとな

る。比較法研究において重要であるのは、「過剰防衛」という見出しが付いているか否かで

はなく、日本で過剰防衛に当たる行為について、どのような法制度が用意されており、どの

ようにこれが運用されているかなのである10。 

 

 

1.3.3. 若干の概念の整理 

 

1.3.3.1. 過剰防衛 

過剰防衛の実質的な内容を定義するのは困難である。本稿では、第 36条に従って、「急迫

不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」に関し

て、「防衛の程度を超えた行為」であると形式的に理解する11。 

わが国の過剰防衛論においては、急迫不正の侵害の終了前後で、過剰防衛を質的過剰と量

的過剰に区別するのが一般的である12。しかし、この「質的」と「量的」の対置からは両者

の意味するところのものが判明でなく、すでに指摘のあるとおり、量的過剰の概念は侵害急

迫時の過剰防衛も含むとする理解もある13。また、ドイツで一般的に用いられる区別として、

内包的（intensiv）過剰と外延的（extensiv）過剰の対置がある14。現在の用法では、両者を

行為時の急迫不正の侵害の有無で区別し、後者を侵害開始前（事前的外延的過剰）と侵害終

了後（事後的外延的過剰）でさらに区別するのが一般的であるが、外延的過剰には場所的過

剰（防衛行為が無関係の第三者に及んだ場合）が含められることもある。さらに、古い学説

には、誤想（過剰）防衛を外延的過剰とする用法も多々見られる15。最後の理解の背景には、

                                                   
10 近年の論稿として、杜麗娜「量刑事情としての「被害者の落ち度」について」北大法政

ジャーナル 20号（2013）37-44頁も、被害者からの誘発と過剰防衛を連続的にとらえて

いる。 
11 なお、厳密に言えば、第 36条の見出しは「正当防衛」であるから、第 2項を過剰防衛

と理解することは慣行にすぎない。つまり、第 2項は、第 1項の正当防衛の程度を何らか

の意味で超えて行われた、防衛とはまったく無関係の行為とする余地もある。 
12 中義勝は、それまで一般的であった外延的過剰と内包的過剰の区別に対して、平野龍一

がこのような区別を行っているとしている（中義勝「いわゆる誤想過剰防衛について」法

学論集 27巻 3号（1977）10-11頁）。 
13 たとえば、永井敏雄「量的過剰防衛」龍岡資晃編『現代裁判法大系 30』（判例タイムズ

社、1999）132-133頁。 
14 たとえば、Hans-Heinrich JESCHECK=Thomas WEIGEND, Lehrbuch des 

Strafrechts Allgemeiner Teil, 5. Aufl., 1996, S. 492-493; Claus ROXIN, Strafrecht 

Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl., 2006, § 22, Rn. 84-90. 
15 たとえば、Edmund METZGER, Strafrecht Ein Lehrbuch, 3. Aufl., 1949, S. 364-365

（「正当防衛状況が客観的に存在しないまたはもはや存在しない場合の、狼狽、恐怖また

は驚愕における侵害」）、Reinhart MAURACH=Heinz ZIPF, Strafrecht Allgemeiner Teil, 

Bd. 1, 8. Aufl., 1992, § 34, Rn. 27（攻撃がすでに終了した、攻撃が過剰行為者による被害

者以外の者から行われたものであった場合、攻撃がおよそ欠ける場合など、正当防衛状況
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おそらく概念法学的な名残があるのだろう16。すなわち、事例の区別ではなく、不処罰とな

る過剰防衛概念を内包的過剰、ならない過剰防衛概念を外延的過剰と概念規定を行い、その

概念への包摂から先取りされた結論（不処罰）を導出していたのではないかと思われる。い

ずれにせよ、この対置も両者の意味する対象行為を一見して示すものではない。それゆえ、

本稿では、強度的過剰と時間的過剰という区別を用いる17。強度的過剰防衛とは、1回であ

れ複数回であれ、行為の全部が、急迫不正の侵害が客観的に存在する時点で行われる過剰防

衛である。時間的過剰防衛とは、行為の全部または一部が、急迫不正の侵害が客観的にまだ

またはもはや存在しないのに行われる過剰防衛である。それゆえ、急迫不正の侵害が存在す

る時点で開始され、急迫不正の侵害終了後も続けられた一連の過剰防衛は（事後的）時間的

過剰とする。これに対して、急迫不正の侵害が客観的におよそ存在しないのに、主観的にそ

れが存在するとして行われる行為については過剰防衛としない。それゆえ、急迫不正の侵害

が客観的に存在しない誤想過剰防衛は過剰防衛ではなく、急迫不正の侵害は客観的に存在

するものの防衛の必要性・相当性を誤信した行為は過失の過剰防衛である18。 

 

1.3.3.2. 情動 

ドイツ刑法においては、虚弱性情動と強壮性情動という用語が使われる。刑法学における

標準的な説明として、たとえば次の林美月子のものがある。「情動は、一過性の強い感情で、

身体的・生理的付随現象を伴い、行動へと人をかりたてるものである。このような情動はさ

らに 2種に区別される。1つは強壮性情動（steniche Affekte）であり、憤怒（Zorn）、憎し

                                                   

がそもそも存在しない場合（誤認された正当防衛またはその過剰））。 
16 概念法学については、青井秀夫『法理学概説』（有斐閣、2007）221-223頁参照。 
17 林幹人『刑法総論〔第 2版〕』（東京大学出版会、2008）202頁。また、定義の問題でも

あるが、ドイツ刑法を参照した議論の内容からすると、強度的過剰を量的過剰、時間的過

剰を質的過剰と呼ぶほうがむしろ正しいだろう。なぜなら、強度的過剰は、防衛行為の相

当性・必要性を量的に超過てはいるものの、急迫不正の侵害があるためなお防衛行為とみ

なされるのに対し、時間的過剰は、急迫不正の侵害という正当防衛に本質的なメルクマー

ルを欠くため、むしろ質的にこれとは異なる行為とみなされるからである。 
18 これについて、浅田和茂は、「急迫不正の侵害が存在する場合に過剰な反撃を行った

が、過剰の点について認識がなかった場合は、前述の過失過剰防衛であって、これを誤想

防衛と呼ぶのは議論を混乱させる」（浅田和茂『刑法総論［補正版］』（成文堂、2007）240

頁）とする。これに対して、内藤謙は、「急迫不正の侵害は存在したが、それに対する防

衛行為の相当性（必要性を含む）を基礎づける前提事実を誤認して防衛的反撃行為をした

場合」であるイ類型について、「防衛行為の誤認によるイ類型の誤想防衛も、行為者の認

識内容はあくまで正当防衛の要件にあたる事実だったのであり、まさしく「誤想正当防

衛」なのである」。「むしろ、イ類型の場合も、本質的には「誤想防衛」なのである」（内

藤謙『刑法講義 総論（中）』（有斐閣、1986）365-366頁）とする。しかし、行為者の認

識内容を基準とするのであれば、正当防衛も誤想防衛の範疇に含まれることとなるだろ

う。事例群の整理としては、まず正当防衛があり、これを超過した故意・過失の過剰防衛

があり、それ以外の正当防衛を基礎づける前提事実の錯誤がある事例を誤想（過剰）防衛

と呼ぶべきであるように思われる。 



10 

 

み（Haß）、憤懣（Ärger）、憤激（Entrüstung）、闘争心（Kampflust）等がこれに含まれ

る。もう 1つは虚弱性情動（asthenische Affekte）であり、錯乱（Verwirrung）、恐怖（Furcht）、

驚愕（Schrecken）、狼狽（Bestrürzung）等がこれにあたる」19とする。しかしながら、日

本の心理学においては、情動（emotion）はそれほど厳密な意味を持っているわけではない

ようである。辞書的説明によれば、情動とは、「感情（emotion）の動的側面が強調される場

合に用いられてきた用語であり、急激に生起し、短時間で終結する反応的振幅の大きい一過

性の感情状態または感情体験をさす」。従来、emotion に対応する用語として感情と情動の

2つが用いられてきたところ、欧米の研究が感情と情動とを区別せずに紹介され、これが現

在用語として定着しているものも多いため、「にわかに関連用語を一体化することは困難で

ある」20。さらに、遠藤利彦は、心理学においては、「10 人の研究者がいれば 10 種類の定

義が成り立つというほど、情動あるいは感情に関わる諸現象は微妙で多面的な性質を有し

ている」21とする。それゆえ、情動をもっぱら行為の動機づけと結びつけるのは、刑法学特

有の用法ということには注意が必要だろう22。長年にわたって責任能力を中心に情動行為を

論じてきた刑法学にとっては意外なことに、情動そのものについての心理学をはじめとす

る基礎研究は、近年までそれほど盛んでなかったと言われている23。 

                                                   
19 林美月子『情動行為と責任能力』（弘文堂、1991）160頁。 
20 中島義明＝安藤清志＝子安増生＝坂野雄二＝繁桝算男＝立花政夫＝箱田裕司編『心理学

辞典』（有斐閣、1999）414頁〔今田純雄執筆部分〕。そのほか、「比較的短い時間に続く

評価的、感情的、意図的状態の総称。たとえば、幸福感、悲哀感、嫌悪感といった内的な

心理状態」（藤永保＝仲真紀子監修『心理学辞典』（丸善、2004）327頁）。 
21 遠藤利彦『「情の理」論 情動の合理性をめぐる心理学的考究』（東京大学出版会、

2013）15頁。なお、遠藤によれば、affectと言う場合には、五感レベルの特異な刺激によ

って直接的に決まる、より原初的な感情反応という意味合いが含まれるが、専門用語とし

て統一的にこの意味で用いられているわけでもないようである。また、精神医学用語とし

ても、emotionは同じように、「急激に起こる一過性の強い感情反応で、喜悦・激怒・恍

惚・驚愕・憎悪などをいう。主観的感情に身体的生理的随伴現象を常にともなう複合感情

で、表情・身振り・声の変化や自律神経系の反応（呼吸・脈搏・顔色などの変化）をとも

ない、内分泌系・消化器系・循環系・生殖系の諸機能にも影響をあたえる。強い感情の変

化なので、理性的にこれを制御することは困難なことが多い」（加藤正明＝保崎秀夫＝笠

原嘉＝宮本忠雄＝小此木啓吾＝浅井昌弘＝伊藤洸＝海老原英彦＝太田龍郎＝柏瀬宏隆＝加

藤敏＝仲河原通夫＝中澤欽哉＝中谷陽二編『増補版 精神医学辞典』（弘文堂、1985）307

頁〔矢崎妙子執筆部分〕）とされるようである。 
22 なお、心理学における立場の中には、「一般的には“情動”は行動の原因であると考え

られているが、それは虚構的な原因（fictional causes）の最たる例である」というものも

見受けられる（B・F・スキナー著（河合伊六＝長谷川芳典＝高山巌＝藤田継道＝園田順一

＝平川忠敏＝杉若弘子＝藤本光孝＝望月昭＝大河内浩人＝関口由香訳）『科学と人間行

動』（二瓶社、2003）189-202頁〔藤田継道訳部分〕参照）。 
23 遠藤（利）・前掲注（21）11-14頁、信原幸弘「よみがえる情動の哲学」信原幸弘＝太

田紘史編『新・心の哲学Ⅲ 情動篇』（勁草書房、2014）1-2頁。脳科学や神経科学におい

ても、心の情動的側面よりも、知的・認知的側面が 20世紀後半の研究の中心であったと

いう（アントニオ・R・ダマシオ著（田中三彦訳）『デカルトの誤り 情動、理性、人間の

脳』（筑摩書房、2010）11-12頁、ジョセフ・ルドゥー著（松本元＝川村光毅＝小幡邦彦＝
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また、ドイツ刑法学においても、情動は必ずしも厳密な意味で用いられているわけではな

い24。たとえば、SPENDELは、第 33条に列挙される、錯乱（Verwirrung）・恐怖（Furcht）・

驚愕（Schrecken）のうち、厳密に情動と呼べるのは恐怖のみであり、驚愕は情動の作動の

前提、錯乱は情動の結果または効果であるように思われるとする25。より根本的な問題とし

て、たとえば日本語の恐怖とドイツ語の Furchtは対応しているのか、さらに言えば、たと

えば FEUERBACH の言う Furcht と SPENDEL の言う Furcht が同じなのか、同時代の

日本人どうしでも恐怖という言葉で同じ情動を指示するのかという疑問もある26。 

それゆえ、本稿では情動という言葉を厳密にではなく、「外部的事情の認識を契機として

生じ、人を一定の行為へと駆り立てる、一過性の感情の状態」程度の、ごくあいまいな意味

で用いる。また、特に断らない限り、虚弱性情動というときは、「ぞっとして」という意味

での恐怖を、強壮性情動というときは、「かっとなって」という意味での激怒を念頭に置く。 

 

1.3.3.3. 誘発 

また、本稿で考察する「誘発による宥恕」の事例については、以下のように問題を設定す

る。誘発がある事例とは、行為者が、主に被害者の行為（誘発行為）から何らかの刺激を受

け、これにより興奮・動揺が高じ、一定の場所的・時間的間隔のうちに行為に出る場合であ

                                                   

石塚典生＝湯浅茂樹訳）『エモーショナル・ブレイン 情動の脳科学』（平文社、2003）25-

26頁章末注 2〔松本元訳部分〕）。 
24 心理学用語としては、情動（Affekt）とは、「激しい感情の沸き上がり、多くの場合、

身体的・自律神経的（körperlich-vegetative）随伴現象を結びつく。この概念には、感情

の調子が（熱情（Leidenschaft）とは異なり）短時間のみ変容され、これに対して理性的

な人格性が自らを押し通せないほどに強度となりうるということが含まれる」（Uwe 

Henrik PETERS, Wörterbuch der Psychiatrie und medizinischen Psychologie, 4. Aufl., 

1990, S. 7）などとされる。なお、この辞書では、対応する英語として、emotion、affect

が参照されている。それゆえ、日本の心理学における議論も含めて、emotionと Affektは

基本的に同じものを指すと理解してよいのだろう。 
25 Günter SPENDEL, in: Hans-Heinrich JESCHECK=Wolfgang RUß=Günther 

WILLMS (Hrsg.), Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, 11. Aufl., Bd. 2, 1992（以下、

「LK11」））, § 33 Rn. 59. 確かに、心理学等の文献において、驚愕が情動に含められるの

はよく見るが、錯乱を情動と呼ぶものは見られない。 
26 情動の文化的側面については、心理学上、生得主義と社会構成主義との大きな対立があ

るようである（遠藤（利）・前掲注（21）233-261 頁、服部裕幸「情動の本性」信原＝太

田・前掲注（23）41-50頁参照）。もっとも、「甘え」や「いい気味（Schadenfreude）」の

ような特定の言語に固有の表現を持つ情動とは異なり、怒りや恐怖といった単純な情動に

ついては、少なくとも日本と西洋においてはそれほど大きな違いはないといってよいのか

もしれない。それでも、ドイツ語の怒りについては、林の挙げる Zorn、Ärger、

Entrüstungのほか、Wut、Empörung などがよく用いられ、日本語としても、怒り、激

怒、激高、激昂、憤激、憤懣、憤怒、忿怒など多様な表現があり、これらが示す精神状態

がその性質と強度においてどのような関係にあるのか定かではない。それゆえ、ドイツ語

の訳語をそのまま転用してきた従来の方法論には、反省が求められる。なお、ドイツ語の

怒りについては、Zornが第 213条前段の法律用語であることからもっとも多く用いら

れ、次にWutがよく目にされるように感じられる。 
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る。誘発は、多くの事例で「挑発」とも表現できる。もっとも、日本語として、挑発は言葉

または言葉に相当する挙動によるものを主に指示し、かつ相手方の行為の惹起を意図して

行われるものを想定しているように思われるが、誘発はその限りではない。わが国の旧刑法

は、このような誘発として、被害者による暴行（第 309 条）、妻の姦通（第 311 条）、日中

の侵入盗（第 312条）を定めており、実質的な母法にあたるフランス 1810年刑法典も、こ

の 3つ（それぞれ、第 321条、第 324条但書、第 322条）に加えて、強姦（第 325条）を

定めていた。フランス刑法において、誘発（provocation）という言葉は、①教唆、②扇動、

③挑発という複数の意味で用いられ27、誘発による宥恕の法規定がなくなった今日において

は前 2 者を指すことが多い28。ドイツにおいても、第 213 条前段の類型が誘発事例

（Provokationsfall）29ないし誘発された故殺（Provozierter Totschlag）30としばしば呼ば

れてきた。もっとも、ドイツ刑法は誘発に「重大な侮辱」を含めている点で、被害者による

精神的な攻撃を排除するわが国やフランスの旧刑法と異なる。本稿では、誘発として、過剰

防衛との関係で問題となる、被害者による暴行を念頭に置くこととする。それゆえ、「誘発

による宥恕」規定と言うときは、特に断らない限り、わが国の旧刑法第 309条、フランス旧

刑法第 321条、ドイツ刑法第 213条前段の「虐待（Mißhandlung）」の場合を想定する。ま

た、ドイツ刑法第 213条については、前段を「誘発類型」、後段を「一般類型」、両者をあわ

せて「故殺の減軽規定」と呼ぶ31。厳密に言うと、これらの規定は殺人や傷害に関する犯罪

のみを対象とするので、問題となる事例のすべてを包括するものではないが、わが国におけ

る過剰防衛の事例のほとんどは（銃砲刀剣類所持等取締法違反を別として）殺人・傷害致死・

傷害事件であるから、特段の不都合はないだろう。なお、「宥恕」は、わが国およびフラン

スの旧刑法においては 1 つの法制度であったが、本稿では、何らかの意味で刑罰減軽的に

考慮するという意味で用いる。 

 

 

 

2. 日本における過剰防衛とその周辺領域の議論 

                                                   
27 中村紘一＝新倉修＝今関源成監訳・Terme juridique 研究会訳『フランス法律用語辞典

［第 3版］（三省堂、2012）346頁、山口俊夫編『フランス法辞典』（東京大学出版会、

2002）469頁参照。 
28 日本においても、おとり捜査官を指す agent provocatuerが、もっとも頻繁に用いられ

る provocationの用法だろう。 
29 たとえば、Franz von LISZT=Eberhard SCHMIDT, Lehrbuch des Deutschen 

Strafrechts, 25. Aufl., 1927, S. 467. 
30 たとえば、Albin ESER=Detlev STERNBERG-LIEBEN, in: Schönke/Schröder 

Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., 2014（以下、「Schönke/Schröder」）, § 213 Rn. 

4. 
31 なお、第 213条は故殺しか対象としないが、後述するとおり、第 213条前段の誘発類

型に該当する場合には、傷害についても減軽規定の法定刑を用いるべきであると理解され

ている。 



13 

 

 ここでは、現行刑法第 36条第 2項の成立過程と、これをめぐる判例・学説の内容を中心

に検討を行う。しかし、過剰防衛という制度を把握するためには、第 36条第 2項に目を配

るだけでは不十分である。第 36 条第 2 項の過剰防衛の周辺には、一方で、「罰しない」と

される同第 1 項の正当防衛があり、他方で、盗犯等防止法第 1 条第 1 項において正当防衛

行為があったものとされる事例および第 2 項で「罰セズ」とされる誤想防衛に近い事例が

ある。さらに、旧刑法は、正当防衛・過剰防衛に先立つ第 309条以下に、殺人および傷害の

罪が宥恕される事例を列挙しており、第 316条の過剰防衛は、それらの効果を定める第 313

条の「例ニ照ラシ其罪ヲ宥恕スル」ことができるとしている。これらのうち、第 309条に定

められる、暴行の誘発に対して激怒から行われた殺傷の宥恕規定の検討は、過剰防衛の制度

趣旨の把握に有益である。 

 

 

2.1. 過剰防衛とその周辺領域に関する規定の成立過程 

 

 

2.1.1. 過剰防衛 

 現行刑法第 36 条第 2 項の過剰防衛の成立過程については、横内豪32、成瀬幸典33による

詳細な研究がある。 

 

2.1.1.1. 旧刑法（1880年） 

 1880年（明治 13年）に成立し、1882年（明治 15年）1月 1日より施行された旧刑法典

は、第 3 編「身体財産ニ対スル重罪軽罪」第 1 章「身体ニ対スル罪」第 3 節「殺傷ニ関ス

ル宥恕及ヒ不論罪」に位置づけられた第 316条において、過剰防衛を定めていた（以下、旧

字体を一部修正）。 

 第 316 条 身体財産ヲ防衛スルニ出ルト雖モ已ムコトヲ得サルニ非スシテ害ヲ暴行人ニ

加ヘ又ハ危害已ニ去リタル後ニ於テ勢ニ乗シ仍ホ害ヲ暴行人ニ加ヘタル者ハ不論罪ノ限

リニ在ラス但情状ニ因リ第 313条ノ例ニ照シ其罪ヲ宥恕スルコトヲ得 

 明治維新後、刑法典として仮刑律、新律綱領、改定律例が定められたものの、これらは律

令制度を範にとっており、近代刑法の諸原則を斟酌したものではなかった。しかし、西欧型

の刑法典編纂は、喫緊の課題である条約改正を実現するためにもはや不可欠のものであっ

た。当初、改定律令を作成する以前から司法省は刑法典の編纂を進めていたが、これは主導

者の江藤新平の失脚と左院による立法事業の専管のために頓挫する。司法省よりも守旧的

であった左院は、西欧型近代法典編纂の必要性を認めつつ、基本的には律の形式を根強く残

                                                   
32 横内豪「過剰防衛における責任減少の意義」上智法学論集 53巻 4号（2010）217-230

頁。 
33 成瀬幸典「量的過剰に関する一考察（一）」法学 74巻 1号（2010）6-40頁。 
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す「校正律例」を作成したが、これは施行には至らなかった。その後、左院の廃止に伴い再

び法典編纂作業に乗り出した司法省は、「刑律モ、亦洋律ニ因ルベシ」（井上毅）として、鶴

田皓・名村泰蔵らを刑法草案取調掛に任じた。また並行して、BOISSONADE による刑法

講義が始められた34。 

 1876 年に上申された、日本人のみからなる編纂委員により起草された「日本帝国刑法初

案」は、総則部分の第 51 条に正当防衛を定めていたが、過剰防衛には触れていない35。こ

の草案は元老院の議定に付されたものの、不完全との理由で未審議のまま返還された。その

結果、日本人主導の編纂方針に変更が加えられ、BOISSONADE の関与がより大きくなっ

た。すなわち、BOISSONADE の起草する草案を原案とし、それを基礎に BOISSONADE

が自説を述べた後、日本人委員を代表する鶴田皓との質疑・討論を行った後、これをもとに

BOISSONADE が修正案を起草し、それについてふたたび鶴田との間で議論するという過

程を経ることとなった36。 

この作業は同年 1876 年 5 月に開始された。「ボアソナード草案」の「第 1 稿」直前のも

のを集成した「日本帝国刑法草案」は、過剰防衛を次のように定めていた37。 

 第 条 己レノ罪過ニヨリ兇行ヲ受ケ防衛スルニ出テ故殺シ又殴傷ヲナシタル者ハ本罪

ニ 2等又ハ 3等ヲ減ス 

  防衛スルニ其適度ヲ過シテ故ラニ兇行人ニ害ヲ加フ
ヘ

又ハ其危害ノ消滅シタル後ニ於テ

尚ホ兇行人ニ害ヲ加ヘタル者モ亦同シ 

 同年 12 月に上申された「日本刑法草按 第 1 稿」は、これを若干修正して次のように規

定した38。 

 第 375 条 自己ノ罪過ニヨリ非理ノ凶行ヲ受ケ身体生命ヲ防衛スルニ出テ凶行人ヲ故殺

シ又ハ殴傷スル者ハ各本罪ニ二等又ハ三等ヲ減ス 

  凶行ヲ受ルニ当タリ防衛ノ適度ヲ過シテ故ラニ害ヲ凶行人ニ加ヘ又ハ其危害ノ消滅シ

タルニ於テ勢ニ乗シ仍ホ害ヲ凶行人ニ加ヘタル者モ亦同シ 

ボアソナード草案の「第 1稿」後の改正案である「校正刑法草案原案 完」は、これを受

け継ぎつつ、過剰防衛を次のように定めた39。ここで、第 1項に定められた自招侵害が削除

され、旧刑法の規定と対象領域が等しくなる。 

 第 条 前 2 条ニ於テ兇行ヲ受ケ身体財産ヲ正当ニ防衛スルニ其適度ヲ過クシテ故ラニ

                                                   
34 以上、浅古弘＝伊藤孝夫＝植田信廣＝神保文夫編『日本法制史』（青林書院、2010）

291-292頁〔浅古弘執筆部分〕、川口由彦『日本近代法制史 第 2版』（新世社、2014）

201-202頁、西原春夫＝吉井蒼生夫＝藤田正＝新倉修編『旧刑法〔明治 13年〕(1)』（信山

社、1994）5-9頁〔吉井蒼生夫執筆部分〕参照。 
35 西原他・前掲注（34）55頁。 
36 西原他・前掲注（34）9頁〔吉井蒼生夫執筆部分〕。 
37 西原春夫＝吉井蒼生夫＝藤田正＝新倉修編『旧刑法〔明治 13年〕(2)-Ⅰ』（信山社、

1995）175頁。 
38 西原他・前掲注（37）271-272頁。 
39 西原他・前掲注（37）327頁。 
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害ヲ兇行人ニ加ヘ又ハ其危害ノ消減〔滅〕シタル後尚害ヲ兇行人ニ加ヘタル者ハ其罪ヲ宥

恕シ 3等又 4等ヲ減ス 

 同じように、翌 1877 年 6 月に校正が終わった「日本刑法草案 第 2 稿」は、次のように

定めていた40。 

 第 356 条 正当ニ防衛スト雖モ防衛ノ適度ヲ過シテ故ラニ害ヲ兇行人ニ加ヘ又ハ其危害

ノ消滅シタル後ニ於テ勢ニ乗シ仍ホ害ヲ兇行人ニ加ヘタル者ハ其罪ヲ宥恕シテ各本刑ニ

3等又 4等ヲ減ス 

 「日本刑法草案 完」は、過剰防衛を次のように定めた41。ここにおいて過剰防衛規定は一

応の完成を遂げ、最終的に司法卿に提出された「確定日本刑法草案 完」までそのまま受け

継がれる42。 

 第 352 条 身体財産ヲ防衛スルニ出ルト雖モ已ムコトヲ得サルニ非スシテ害ヲ兇行人ニ

加ヘ又ハ危害ノ消滅シタル後ニ於テ勢ニ乗シ仍ホ害ヲ兇行人ニ加ヘタル者ハ不論罪ノ限

リニ在ラス但第 349条ノ例ニ照シ其罪ヲ宥恕ス 

 旧刑法の規定は以上のように起草されたのだが、BOISSONADE は正当防衛・過剰防衛

をどのように理解していたのだろうか。 

 BOISSONADE の正当防衛・過剰防衛についての言及は、その講義の様子を記録したも

のである「仏国刑法会議筆記」の中に見られる。BOISSONADEは、まず、原則として殺人

または重大な加害行為に対してのみ正当防衛による攻撃者の殺傷が許されることを確認す

る。ここで BOISSONADEは、危険と反撃行為態様ではなく、反撃結果との均衡性を念頭

に置いている。 

また、草案の確定稿が編纂されるまでの議論を記録した「日本刑法草案会議筆記」の中で、

BOISSONADE は、正当防衛は総則に規定するのではなく、「闘殴殺傷」の 3つに限るべき

であると述べている。なぜなら、正当防衛状況において行われる行為は、総則中に定めのあ

る知覚・精神・自由の欠如による行為とは異なり、畢竟権利行為だからであるという。これ

に対しては、鶴田も「成程」と納得したようである43。つまり、旧刑法で不論罪とされてい

るのは現在でいうところの責任阻却事由であり、正当防衛は権利行為だからこれには含ま

れないという趣旨である44。 

さらに、「日本刑法草案会議筆記」には、過剰防衛の内容に関する問答が記録されている。

それによれば、鶴田が「危害ノ消滅シタルニ於テ勢ニ乗シ」の内容を尋ねると、

                                                   
40 西原他・前掲注（37）381頁。 
41 西原他・前掲注（37）430頁。 
42 横内・前掲注（32）218頁。 
43 西原春夫＝吉井蒼生夫＝藤田正＝新倉修編『旧刑法〔明治 13年〕(3)-Ⅰ』（信山社、

1996）204頁。 
44 もっとも、フランス 1810年刑法典では各則に規定されていたものの、旧刑法では総則

に移された法律の執行または職務命令による不処罰について、「仏国刑法会議筆記」の記

録からすると、BOISSONADEは責任阻却説的な解釈をしていないように見える（西原

他・前掲注（34）219-220頁）。 
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BOISSONADE は、「故ナク人ノ家屋ニ侵入シタル者ヲ門牆ノ外ヘ突キ出シタル上尚ホ之レ

ヲ殺シタル等ノ場合ヲ云フ」と答える。これを聞いた鶴田が、「適度ヲ過シ」の事例と「危

害ノ消滅シタルニ於テ勢ニ乗シ」の事例は区別が困難であると述べたのに対し、

BOISSONADE は「然リ之レハ全ク少シノ差異アル迄ノ事ナリ」と答える。これを聞いた

鶴田が、擬律の問題から「適度ヲ過シ」以下の削除を提案したのに対して45、BOISSONADE

は、これを削除するとこの事例が正当防衛とみなされ無罪となるか通常の殺傷となるかの

二択になってしまい、「大不均衡ヲ生スル恐レ」があると答える。この場面で、BOISSONADE

は、ドイツでは「適度ヲ過シタル者」も無罪となることがあるが、これを完全に無罪とする

のは「刑ノ権衡ノ適度ヲ得タル者ニアラス」と評価する46。それゆえ、BOISSONADE は、

過剰防衛には刑の減軽を与えるのが適当であり、その過剰防衛は強度的過剰と時間的過剰

をともに含んでいたということになる。BOISSONADE のこの態度は、「法益侵害（違法）

の程度と義務違反性（責任）の程度とを総合して犯罪性の量が決定される」47とする彼の刑

法思想、すなわち折衷主義の現われと言える。 

最後に、過剰防衛行為者の心理状態について、BOISSONADE は、草案の注釈で宥恕の

根拠を、「何トナレハ忿怒ノ為メニ仍ホ其知覚精神ヲ昏迷スルヲ以テナリ」48と説明してい

る。したがって、BOISSONADE が過剰防衛の宥恕根拠を、今日の責任減少の意味で理解

しており、また注目すべきことに、責任減少をもたらす精神状態の典型例として忿怒に言及

していたのである。 

 かくして太政官に提出された草案は、「ボアソナードを加えずに、主として支配秩序維持

の観点から」49審査され、かなり大きな修正を加えられた50。その結果、過剰防衛規定につ

いても、法効果が「情状ニ因リ宥恕スルコトヲ得」と規定され、草案の必要的減軽から任意

的減軽へと変更された51。その正確な経緯は明らかではないが、高木豊三によれば、次のよ

うな配慮があった。「寔ニ彼ノ己レ直接ニ受クルニアラサル暴行アルヲ好機会トナシ（即チ

他人ノ暴行ヲ受クル機会ニ乗スルノ義）一己ノ私怨若クハ隠秘スル所ノ嫉妬心ヲ晴ラサン

カ為メ又ハ其必要ナキニ一族ノ争闘ニ参加セントスル者ノ如キハ之レニ宥恕ヲ与フヘカラ

サレハナリ」52。すなわち、形式的に条文の文言を充たす場合であっても、宥恕が適当でな

                                                   
45 なお、横内は、「過剰防衛規定の削除が提案される」（横内・前掲注（32）219頁）とす

るが、「適度ヲ過シ」た事例のみの削除提案である可能性も残る。 
46 西原春夫＝吉井蒼生夫＝藤田正＝新倉修編『旧刑法〔明治 13年〕(3)-Ⅲ』（信山社、

1997）206-207頁。 
47 澤登俊雄「ボアソナードと明治初期の刑法理論」吉川経夫＝内藤謙＝中山研一＝小田中

聰樹＝三井誠編『刑法理論史の総合的研究』（日本評論社、1994）10頁。 
48 吉井蒼生夫＝藤田正＝新倉修編著『旧刑法別冊(2) 刑法草按注解 下』（信山社、1992）

976頁。 
49 浅古他・前掲注（34）292頁〔浅古弘執筆部分〕。 
50 川口・前掲注（34）203頁。 
51 横内・前掲注（32）220頁。 
52 高木豊三『刑法講義録』（博聞社、1886（復刻版、信山社、1999））351-352頁。な
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い場合には、裁判官がその付与を行わないこともできるようにしようという配慮がなされ

たようである。 

 以上の旧刑法第 316 条の制定過程からは、以下のことが確認される。第 1 に、当初は自

招侵害により正当防衛が否定される場合も過剰防衛規定に含められていたことからもわか

るように、旧刑法における過剰防衛は、正当防衛が何らかの理由から成立しない場合を広く

把握するものとして置かれたものであったということである。このことは、BOISSONADE

の師である ORTOLAN が、過剰防衛を正当防衛の要件を欠く行為一般と基本的に理解して

いたことからも間接的に理由づけられる53。第 2 に、BOISSONADE が過剰防衛の減軽を

「何トナレハ忿怒ノ為メニ仍ホ其知覚精神ヲ昏迷スルヲ以テナリ」と説明している点も注

目されるべきである。すなわち、減軽の根拠は行為者の精神的な興奮・動揺にある、つまり

今日言うところの責任減少にあるのだが、BOISSONADE はこのような精神状態を「忿怒」

によって代表させているのである。これらのことから、旧刑法第 316 条は、過剰防衛概念

を強度的過剰に限り、その法効果（不処罰）を虚弱性情動から出た行為に限定するドイツ刑

法における過剰防衛とは、まったく正反対の規定であると位置づけられる。 

 

2.1.1.2. 現行刑法（1907年） 

旧刑法は、一方では、国家刑罰権の抑制に対する保守派の不満から、他方では、ヨーロッ

パにおける学派の争いの影響を受けた近代学派による批判から、公布直後より改正の必要

性が指摘されていた。これを受けて、司法省は早くから改正作業に乗り出す。司法省の改正

案が参議院の審議に付され、早くも 1883年に「議決案」が上申されることとなる54。「司法

                                                   

お、高木は、このような場合はそもそも要件を充たさないとして、この起草を批判する。 
53 「防衛の正当性をなす要件がすべては集められていない場合、または、この防衛の限界

が超過された場合、たとえば、攻撃が不正ではない場合、それが暴力的ではない場合、危

険が急迫していない場合、公権力に有効に助けを求める可能性がある場合、受けるべき損

害が裁判所の介入によって事後的に容易に回復できる場合、損害が回避のために加えるこ

ととなる害悪と比べてあまりにも些細であるため、それを犠牲にすることが義務となる場

合、あるいはさらに、行為者が攻撃者に対して防衛のために不可欠なもの以上の害悪を加

えた場合、法律家は、これらすべての場合において、この行為者はその権利の中にいるの

ではなく、その防衛の必要性の外で害悪を加えたすべてのことについて、行為者はそれを

権利なく行ったのであると、ためらいなく言うだろう。しかし、そこから、これらすべて

の場合において、行為者は有責である、特に刑法上そうであると結論づけなければならな

いのか。――これらの要件ないし限界のうち、それについて迷わないことが非常に困難な

ものがあるという事情がある。いかなる人間が、自己防衛の動揺または熱狂の中で、同じ

くその勇気に押し流されて、他に何らかの助けを呼ぶ手段があるのか、使うべきより緩や

かな手段があるのか、自分が加えた打撃が余計なものなのか、それともその防衛のために

必要なことを超過していないのかを、正確なかたちで、冷静に評価するのだろうか」

（Joseph ORTOLAN, Éléments de droit pénal, 5e éd., Tome 1, 1886, p. 181）。 
54 以上、浅古他・前掲注（34）359-360頁〔浅古弘執筆部分〕、川口・前掲注（34）329-

330頁参照。 
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省改正案」は、過剰防衛を次のように定めた55。 

 第 316 条 身体財産ヲ防衛スルニ當タリ危害已ニ去リタル後故ラニ害ヲ暴行人ニ加ヘタ

ル者ハ不論罪ノ限リニ在ラス但第 313条ノ例ニ照シ其罪ヲ宥恕ス 

 次いで参事院による刑法改正委員会が審議を行ったが、ここでは過剰防衛について修正

は加えられなかった。1885年（明治 18年）の BOISSONADE による改正草案は過剰防衛

を次のように定めた56。 

第 352条 前 2条〔左？〕ノ場合ニ於テハ法律上宥恕アルニ止マル 

第 1 故意ヲ以テ身体〔、〕財産ヲ防衛スルニ必要ナラサル害ヲ兇行人ニ加ヘタル時 

第 2 危害ノ消滅シタル後チ仍ホ害ヲ兇行人ニ加ヘタル時（刑第 316条） 

この第 1は、むしろ BOISSONADE の旧刑法草案を原文に則して訳した内容であり、新

しいものが盛り込まれているわけではない。これは、彼が基本的に刑法改正に反対であった

ことからも自然なことである。司法省はこれに修正を加えて、以下のようにした57。 

第 352 条 身体財産ヲ防衛スルニ出ルト雖モ已ムコトヲ得サルニ非スシテ害ヲ暴行人ニ

加ヘ又ハ危害已ニ去リタル後ニ於テ勢ニ乘シ仍ホ害ヲ暴行人ニ加ヘタル者ハ第 条ノ例

ニ照シ其罪ヲ宥恕ス 

この要件部分は旧刑法と同じであるが、BOISSONADE の改正案も旧刑法に対する彼の

草案とほぼ同じであることから、両者は同趣旨であると考えてよいだろう。もっとも、法効

果が必要的減軽となっている点が注目される。 

 この規定は、さらに以下のように修正され、再び任意的減軽の規定となる58。 

 第 385条 前 2条ノ場合ニ於テ單ニ法律上ノ宥恕ノミヲ為ス
、、

トキアリ
、、、、

即チ左ノ如シ 

 第 1 人ヲ殺シ又ハ暴行ヲナシタルモノカ自巳〔己〕ノ身体又ハ財産ヲ正當ニ防衛スル爲

メニ必要ニアラサル所ノ害ヲ故意ニ加ヘタルトキ 

 第 2 危難カ止ミタル後害ヲ暴行人ニ蒙ラシメタルトキ 

 翌 1890 年 5 月 13 日に法律取調委員会に配布され、同 29 日まで審議された「刑法改正

案」は過剰防衛を以下のように定める59。本案について、資料を集成した内田文昭は、「この

改正案は総則部分のみであり、各則部分の存否、朱書による修正と鉛筆等による修正との関

                                                   
55 内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編『刑法〔明治 40年〕(1)-Ⅰ』（信山社、1999）139

頁。 
56 内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編『刑法〔明治 40年〕(1)-Ⅱ』（信山社、2009）126

頁。 
57 内田他・前掲注（56）184頁。 
58 内田他・前掲注（56）402-403頁。なお、同一のものではないが、司法省による仏文の

改正案では次のようになっていた（331頁）。 

385. Il y aura seulment excuse légale dans le cas des deux articles précédents : 

  1. Si l'auteur du meurtre ou des violences a fait volontairement à l'agresseur plus de 

mal qu'il n'était necessaire pour la defense légitime de sa personnes ou de ses biens ; 

  2. S'il ne lui a infligé le mal qu'après que le danger avait cessé. 
59 内田他・前掲注（56）450頁。 
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係も審らかではないが、すくなくとも「犯罪論」の領域では、旧刑法をかなり改正しようと

したものとして、重要な意義を有するものといえよう」60と評価する。 

 第 79条 危急不法ノ攻撃
暴 行

ニ対シ自己又ハ他人ノ身体財産ヲ防衛スル為メ已ムヲ得スシテ

行ヒタル所為
者

ハ○
其

罪ト為サ
ヲ 論 セ

ス 

  其防衛ノ度ヲ超ユルモ攻撃
暴 行

ニ因リ激シキ感動ヲ発シテ直チニ行ヒタル所為ハ

亦罪ト為サス
宥恕シテ本刑ニ二等乃至三等ヲ減ス

 

  本条ノ規定ハ不正ノ行為ニ因リ自ラ攻撃
暴 行

ヲ招キタル者ニ之ヲ適用セス但其所為ノ性質

ニ依リ宥恕シテ本刑ニ一等乃至三等ヲ減スルコトヲ得 

 第 79 条ノ 2 身体財産ヲ防衛スルニ出ルト雖モ已ムコトヲ得サルニ非スシテ害ヲ暴行者

ニ加ヘ又ハ危害已ニ去リタル後ニ於テ勢ニ乗シ仍ホ害ヲ暴行者ニ加ヘタル者ハ不論罪ノ

限ニ在ラス但情状ニ因リ宥恕シテ本刑ニ 1等乃至 3等ヲ減スルコトヲ得 

 第 79条については、「改正刑法草案等断片」中の「改正刑法草按理由書」の第 97条の 2

の項目に、次のような記録がある61。すなわち、本案は、正当防衛を総則に規定し、「凡百ノ

罪」に適用するのが妥当であると考える。欧州各国の法においても、フランス刑法以外は正

当防衛を総則に規定している。第 2項を設置した理由は、危害が加えられた直後に、怒りの

あまり自己を制御することができずに即座に罪を犯すような場合には、正当防衛の要件を

具備しないにもかかわらず、「人情ノ然ラシムル所ニシテ」、法律をもって処罰できないから

である。それゆえ、本項を設けて「此ノ如キ場合ニ遭遇シ罪ヲ犯スニ至リタル不幸ノ人」を

処罰しないことにした。つまり、旧刑法の規定から見れば、第 79条第 1項が正当防衛、第

79 条の 2 が過剰防衛であり、さらに理由書の記述からは、第 79 条第 2 項は、正当防衛に

後述の誘発による宥恕（旧刑法第 309条）を接木したものであることがわかる。 

この配布された改正案とこれに対する修正を下地に、1891年に第 1回帝国議会へと提出

されたのが、「明治 23年改正刑法草案」である。本案は会期終了により成立には至らなかっ

た62。総則における正当防衛・過剰防衛規定は以下のとおりである63。 

 第 71条 危急不法ノ暴行ニ対シ自己又ハ他人ノ身体財産ヲ防衛スル為メ已ムヲ得スシテ

行ヒタル所為ハ罪トシテ論セス 

其防衛ノ度ヲ超ユルモ暴行ニ因リ激シキ感情ヲ発シ直チニ行ヒタル所為ハ亦罪トシテ

論セス 

 また、各則の「殺傷ニ関スル宥恕」において、過剰防衛にあたる事例が一部規定されてい

                                                   
60 内田他・前掲注（56）30頁〔内田文昭執筆部分〕。 
61 内田他・前掲注（56）499-500頁。なお、ここでの文言は下線部の修正とも若干異な

り、「危急不法ノ攻撃ニ対シ自己又ハ他人ノ身体財産ヲ防衛スル為メ已ムヲ得スシテ事ヲ

行ヒタルトキハ罪ナキモノトス〔改行〕其防衛ノ度ヲ超ユルモ攻撃ニ因リ激シキ感動ヲ発

シ直チニ事ヲ行ヒタルトキハ亦罪ナキモノトス」とされている。 
62 浅古他・前掲注（34）360頁〔浅古弘執筆部分〕、川口・前掲注（34）330頁。 
63 内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編『刑法〔明治 40年〕(1)-Ⅲ』（信山社、2009）166

頁。 
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る。なお、第 296条の減等は 2等または 3等である64。 

 第 297 条 左ノ場合ニ於テ已ムヲ得サルニ非〔衍〕スシテ人ヲ殺傷シタル者ハ情状ニ因

リ前条ノ例ニ照シ其罪ヲ宥恕スルコトヲ得 

  1 財産ニ対シ放火其他暴行ヲ為ス者ヲ防止スルニ出タルトキ 

  2 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還スルニ出タルトキ 

  3 故ナク家宅ニ侵入シ若クハ門戸〔、〕牆壁ヲ踰越、損壊スル者ヲ防止スルニ出タルト

キ 

 理由書においては、正当防衛について、反撃は殺傷に限られないのだから、規定を総則に

設けて一般的に適用できるようにしたと説明されるのみである65。それゆえ、原案である配

布された改正案に定められていた、旧刑法第 316条に相当する第 79条の 2がどのような経

緯で削除されたのかは明らかではない。また、議会に提出された改正案は、続く第 72条で

「自己又ハ親族ニ暴行若クハ重大ナル侮辱ヲ受クルニ因リ怒ヲ発シ直チニ加害者ニ害ヲ加

ヘタル者ハ其罪ヲ宥恕シテ本刑ニ 2 等又ハ 3 等ヲ減ス」と旧刑法第 309 条の宥恕規定も総

則に移しており、第 71 条第 2 項と第 72 条の関係も定かではない。ただし、前者の疑問に

ついては、第 297条もあわせて読むと、過剰防衛にあたる事例は、生命・身体・名誉に対す

るものは第 72条、財産に対するものは第 297条におおむね補足されることになる。いずれ

にせよ、「激シキ感情ヲ発シ」という文言は上述の配布された改正案と同じであるから、「明

治 23年改正刑法草案」の規定も、過剰防衛と誘発による宥恕を接ぎ木したものと理解して

よいように思われる。 

 1892 年、司法省において、司法省参事官横田国臣、判事亀山貞義、司法大臣秘書官曲木

如長、司法省参事官馬場愿治が刑法改正審査委員に命じられ、作業は新たな段階に入る。委

                                                   
64 内田他・前掲注（63）187-188頁。なお、横内・前掲注（32）222頁は、脚注でオラン

ダ刑法の過剰防衛規定との関連を指摘する。この点について、当時のオランダ刑法の条文

にあたることはできなかったが、田中正身『改正刑法釈義 上巻』（東西書房、1907（復刻

版、信山社、1994））435-436頁によれば、「急迫不正ナル攻撃ニ対シ自己又ハ他人ノ生命

名誉財産ノ必要ナル防衛ノ為メ止ムヲ得スシテ或所為ヲ行ヒタル者ハ之ヲ罰セス」「必要

ナル防衛ノ範囲ヲ超越シタル所為ト雖モ若シ其所為カ攻撃ノ為メニ惹起セラレタル烈シキ

感動ノ直接ノ結果タリシトキハ之ヲ罰セス」という条文だったようである。また、ドイツ

刑法改正に際して 1902年から 1909年にかけて行われた比較法研究「ドイツ刑法および外

国刑法の比較考察」の中で、正当防衛を担当した OETKER は、オランダ刑法における正

当防衛・過剰防衛についても言及している。それによれば、「必要な防衛の限度の超過も

また、それが攻撃によって惹起された激しい感情の動き（heftigen Gemütsbewegung）の

直接の帰結であった場合には、不処罰である」。「過剰防衛の不処罰に関する法律規定は、

ドイツ法よりも広く適用される」。草案は情動を限定していたが、「しかし、この法律は、

強壮的情動を包括する一般的な規定を定める。しかし、同時に、復讐心（Rachsucht）等

のような熱情ではなく、攻撃により生じた情動のみが意図されている」（Friedlich 

OETKER, Notwehr und Notstand, in: Vergleichende Darstellung des Deutschen und 

Ausländischen Strafrechrs. Allgemeiner Teil, Bd. 2, 1908, S. 312-313）。それゆえ、確か

にここでの規定には、オランダ刑法との共通性が見出される。 
65 内田他・前掲注（63）205頁。 
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員会は構成員を補充して再編され、司法省総務局長三好退蔵が委員長となり、司法省参事官

倉富勇三郎、検事古賀廉造、同石渡敏一が委員に命じられるなどして、組織の強化がはから

れた。委員会は、中断を挟みつつ、1892年の初めから 1894年の終わりまで合計 76回にわ

たって続けられることとなる66。第 36回会議（1893年 5月 15日）および第 37回会議（同

17日）で審議されたのは、次の規定である67。 

 第 56条 危急不正ノ攻撃ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為已ムコトヲ得スシテ行

ヒタル所為ハ其罪ヲ論セス 

必要ナル程度ヲ超ヘ〔エ〕タルトキハ情状ニ依リ其罪ヲ全免シ若クハ宥恕スルコトヲ得 

 なお、この宥恕という法効果の内容は、「以上宥恕ニ関スル方法ハ各条ノ刑期ヲ定メタル

後チ其模様ニ因リ之ヲ定ム」68と理由中に付記されている。 

規定の理由については、正当防衛を総則に移す旨のほか、「権利」に広く自由権・名誉権

などを含めるといった点が言及されるものの、過剰防衛に関しては、防衛の必要を超えた場

合には「裁判官ノ認定ニ依リ処断セシムルナリ」と述べるにとどまる。 

「明治 23年刑法改正草案」との関係では、まず、正当防衛について、「暴行」が「攻撃」

に、「身体財産」が「権利」に変わっていることがわかる。これは、上述のように規定の適

用範囲が広がったことを意味するが、同時に、個々の具体的な対象を列挙せずに攻撃・権利

といった抽象的な概念が用いられている点が指摘される。次いで、過剰防衛については、要

件が非常に概括的になっており、これまで維持されてきた強度的過剰と時間的過剰の書き

分けが行われなくなる。また、「明治 23年刑法改正草案」の特徴であった誘発による宥恕と

過剰防衛とのつながりを、本案がどのように考えていたのかは定かではない69。ドイツ刑法

（旧）第 53条と比較すると、正当防衛と過剰防衛が同一条文中に定められている点や、「必

要ナル程度ヲ超ヘ〔エ〕タルトキハ」が第 53 条第 3 項の「wenn der Täter .....über die 

Grenzen der Verteidigung hinausgegangen ist」という表現に近い点から、これが参考に

された可能性はかなり高いだろう。 

その成果である 1895年（明治 28年）および 1897年（明治 30年）の「刑法草案」は過

剰防衛を次のように定めた70。 

 第 49条 急迫不正ノ攻撃ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムヲ得サルニ出テ

タル行為ハ之ヲ罰セス但不正ノ行為ニ因リ自ラ侵害ヲ招キタル者ハ此限ニ在ラス 

若シ必要ナル程度ヲ超ヘ〔エ〕タルトキハ情状ニ因リ其罪ヲ減軽スルコトヲ得 

                                                   
66 内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編『刑法〔明治 40年〕(2)』（信山社、1993）5-6頁

〔吉井蒼生夫執筆部分〕。 
67 内田他・前掲注（66）87-88頁。本案については、特に成瀬・前掲注（33）10-11頁参

照。 
68 内田他・前掲注（66）91頁。 
69 横内・前掲注（32）223頁も、本草案がこのような規定を置いた理由は不明というほか

ないとする。 
70 内田他・前掲注（66）138頁。 
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1899年、改正作業は、刑法・刑事訴訟法の起草審議を担当する法典調査会第 3部に引き

継がれる71。1900年（明治 33年）「刑法改正案」第 49条第 2項は、文言を一部修正して、

「若シ必要ノ程度ヲ超エタルトキハ情状ニ因リ其罪ヲ減軽スルコトヲ得」とした72。しかし、

この草案は、刑訴法改正案の作成が遅れていることもあって、第 14回帝国議会への提出は

見送られた73。 

 法典調査会第 3部の議事速記録である「法典調査会会議日誌（第 3部）」には、正当防衛

に関する議論が記録されている。これによれば、1899 年 10 月 8 日の第 12 回会議におい

て、委員江木衷から、「急迫」を「現在」と、「已ムヲ得サルニ出テタル行為」を「必要ナル

行為」と改め、但書を削除すべしとの提案が、これに加えて、委員三浦安から但書および第

2項の削除の提案があったが、両提案ともに受け入れられなかった。ところで、1900年 12

月 26日の会議では、正当防衛の前後の規定について再審理が行われているのだが、そこで

は、委員村田保が第 49条第 2項中の「又ハ免除」の 4字は不必要であるという主張を行っ

ている。上にあるとおり、1897 年の「刑法草案」の過剰防衛は任意的減軽にとどまってい

るため、ここでどのような案が審議されているのか、そもそもこれが過剰防衛規定なのかは

不明である74。この 4字が不要であるという主張に対しては、倉富勇三郎が弁明したと記さ

れるのみである。 

 「刑法改正案」理由書によれば、第 2 項は旧刑法第 316 条と同一の主旨であり、過剰防

衛は正当防衛ではないから犯罪であるものの、その情状を斟酌すべきときは刑の減軽を認

めるというものである75。したがって、現行規定に直接つながることとなる本草案の過剰防

衛規定は、第 316 条第 1 項の強度的過剰と第 2 項の時間的過剰の両方を受け継いでいると

考えるのが自然である。 

 法典調査会第 3部は、明治 33年「刑法改正案」にさらに修正を加え、1901年（明治 34

年）の第 15回帝国議会に「刑法改正案」を提出するに至ったが、貴族院刑法改正案特別委

                                                   
71 内田他・前掲注（66）10頁〔吉井蒼生夫執筆部分〕。第 3部には、部長として横田国

臣、起草委員として倉富勇三郎、石渡敏一、古賀廉造、委員として、小松原英太郎、穂積

陳重、長谷川喬、富井政章、三好退蔵、村田保、高木豊三、小河滋次郎の 8名、これに続

いて、重岡薫五郎、江木衷、尾崎三良、都筑馨六、三浦安、前田孝階、富谷鉎太郎、土方

寧、馬場愿治、小宮三保松、河村譲三郎、長森藤吉郎、岡田朝太郎が参加した。起草方針

には政府側と弁護士協会側で対立があったが、「別段ニ改正案ヲ起スヲ相当トスル」こと

に決定された（11頁）。 
72 内田他・前掲注（66）473頁。 
73 内田他・前掲注（66）10頁〔吉井蒼生夫執筆部分〕。 
74 内田他・前掲注（66）233-234頁。その後の議論で（この時点での）第 50条の「已ム

ヲ得サルニ出テタル行為」を一概に不処罰とするか、刑の減軽にとどめる余地を残すかが

議論され、翌日に害の均衡の話題が出ていることからすれば、この時点でも第 49条が正

当防衛、第 50条が緊急避難であった可能性が高い。 
75 内田他・前掲注（66）516頁。その後の改正案理由書においても同様の説明がなされ

る。 
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員会での審議中に会期が尽き、議会は閉会となった76。ここでは、過剰防衛の効果が任意的

減免に戻されている77。 

 第 46条 急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ

出テタル行為ハ之ヲ罰セス 

若シ必要ノ程度ヲ超エタルトキハ情状ニ因リ其罪ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得 

 この草案とともに提出された「刑法改正案参考書」においては、前述の明治 33年「刑法

改正案」理由書の文章と一言一句同じく旧刑法第 316 条を引き継ぐとするが、唯一法効果

の変更にあわせて「又ハ免除」の 4字を挿入している78。 

 翌 1902年（明治 35年）に第 16回帝国議会に提出された「刑法改正案」第 46条は、こ

の条文をそのまま引き継いだ79。2 月 10 日の貴族院刑法改正案特別委員会において、第 2

項の文言は修正されることとなる。修正を提案したのは富井政章であった。富井によれば、

草案の起草は「名文ノ反対」であり、ただ文言のことではあるが、「防衛ニ必要ナル程度ヲ

超エタル行為ハ情状ニ因リ其罪ヲ」としてはどうかということであった。この提案に高木豊

三が賛意を述べ、採決の結果この案が採用されることとなった80。 

また、ここでは草案の過剰防衛が法律上の任意的減免を定める点が続けて確認される。す

なわち、第 1に第 47条第 2項は「情状ニ因リ」があるものの法律上の減軽であり、第 2に

過剰防衛行為には刑の免除を受ける場合、減軽を受ける場合、どちらも受けない場合の 3つ

があるということである。なお、菊池武夫が、法律上の減軽であることを示すとして「スル

コトヲ得」の削除を、免除が認められる事例はそもそも第 1 項に該当するとして「又ハ免

除」の削除を個別に提案するが、賛同者はいなかった81。 

かくして、明治 35 年「刑法改正案」は、以下のように修正した第 46 条第 2 項を衆議院

に送付した82。しかし、これを受けた衆議院の会期が審議未了のまま終了したため、本案は

成立に至らなかった。第 17回帝国議会に提出された明治 35年「刑法改正案」も、第 45条

に同じ規定を置いた83。ここで、富井の修正が反映された条文となり、現在の形にまた 1歩

近づく。しかしながら、刑法改正案の第 1 読会が開かれた当日に衆議院が解散となったた

                                                   
76 内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編『刑法〔明治 40年〕(3)-Ⅰ』（信山社、1994）3頁

〔吉井蒼生夫執筆部分〕。 
77 内田他・前掲注（76）39頁。 
78 内田他・前掲注（76）87頁。 
79 内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編『刑法〔明治 40年〕(4)』（信山社、1995）37頁。

理由書も従来と同趣旨である（82-83頁）。 
80 内田他・前掲注（79）330-331頁および 341頁。 
81 内田他・前掲注（79）338-341頁。なお、「スルコトヲ得」がなくても「情状ニ因リ」

任意的に行われる刑の減免であるという点を、これまでの諸規定が前提としていたこと、

および、この点に関して当時の論者に共通理解があったことについては、定かではない。 
82 内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編『刑法〔明治 40年〕(5)』（信山社、1995）31頁

〔吉井蒼生夫執筆部分〕。 
83 内田他・前掲注（82）327頁。理由書も従来と同趣旨である（373頁）。 
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め、草案はまたしても議会を通過できなかった84。 

第 46条第 2項 防衛ニ必要ナル程度ヲ超エタル行為ハ情状ニ因リ其罪ヲ減軽又ハ免除ス

ルコトヲ得 

 その後、日露戦争などの情勢のため、作業は一時中断されることとなる。1906 年（明治

39年）、刑法改正は、司法省により設置された法律取調委員会の手により再開された85。委

員会が設置した刑法主査委員会（議長穂積陳重）における議案として、明治 35年「刑法改

正案」の正当防衛・過剰防衛に対して、以下の修正提案があった86。まず、江木衷による議

案第 5号は、「已ムコトヲ得サル」を「必要」に改めるというもので、これは明治 33年「刑

法改正案」に対する法典調査会第 3 部の審議で一度行った主張である。花井卓蔵による議

案第 8号は、規定全体に対する提案であり、「急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ

防衛スルニ出タル行為ハ之ヲ罰セス」、「防衛ノ程度ヲ超エタル行為ハ情状ニ因リ其刑ヲ減

刑〔軽〕又ハ免除ス」というものである。つまり、前者は「已ムコトヲ得サル」を、後者は

「必要ナル」と「ルコトヲ得」を削除するという提案である。花井は、前者については後日

規定の実質を変更させる趣旨ではなく単なる「文字ノ節約」であると述べているが87、この

後者の提案も同じ趣旨であるのか、あるいは過剰防衛を必要的減免にしようと考えていた

のかは、ここからは明らかではない。また、「必要ナル」の削除が何を意味するのかが問題

となる。おそらく、第 1項で原案の「已ムコトヲ得サル」と江木案の「必要」のいずれも記

載しないことに対応した削除提案と思われるが、そうすると、花井が過剰防衛としてどのよ

うな事例を想定していたのかが問われる。両者の提案のうち、江木のものは撤回されたが88、

花井のものは刑法主査委員会の議決項目となった。この正当防衛・過剰防衛に関する議題第

22は、7月 18日の第 4回の法律取調委員会総会において審議された89。その中では、まず

磯部四郎が第 2 項（過剰防衛）を削除して宥恕減軽に入れるべきであると熱心に主張した

が賛同を得られず、花井の案が賛成者多数で可決され、法律取調委員会の起草委員会は次の

草案を作成した。これが明治 39年「刑法改正案」である90。 

                                                   
84 内田他・前掲注（82）10頁〔吉井蒼生夫執筆部分〕。 
85 法律取調委員会は、貴衆両院議員、学者および弁護士の中から選出された 24名の委員

から構成された。委員長は司法大臣松田正久、委員は、都筑馨六、古賀廉造、穂積八束、

岡田朝太郎、岡松参太郎、勝本勘三郎、中川孝太郎、穂積陳重、富井政章、栗塚省吾、三

好退蔵、高木豊三、菊池武夫、一木喜徳郎、鳩山和夫、奥田義人、磯部四郎、村田保、岸

本辰雄、江木衷、元田肇、關直彦、山根正次、花井卓蔵であり、その後間もなく、小疇

伝、岡野敬次郎、常松英吉、小河滋次郎らが追加された（内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生

夫編『刑法〔明治 40年〕(6)』（信山社、1995）8-9頁〔吉井蒼生夫執筆部分〕）。なお、川

口は、松田による合意形成の追求が「刑法改正案の度重なる流産に決着をつけた」と評価

する（川口・前掲注（34）456-457頁）。 
86 内田他・前掲注（85）90-91頁。 
87 内田他・前掲注（85）171頁。 
88 内田他・前掲注（85）97頁。 
89 内田他・前掲注（85）120頁。 
90 内田他・前掲注（85）129頁。 
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第 38条 急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スルニ出タル行為ハ之ヲ罰セ

ス 

  防衛ノ程度ヲ超エタル行為ハ情状ニ因リ其罪ヲ減軽又ハ免除ス 

 この草案第 38条について、11月 21日の法律取調委員会総会において第 2次審議が行わ

れることとなった91。ここでは過剰防衛部分は争われなかったが、現行刑法の正当防衛の構

想を理解する上で重要と思われるので、その経過を確認する。まず、7 月 18 日の審議を病

欠していた富井政章が、「已ムコトヲ得サル」の文言を削除したのは正当防衛の実質を変更

する趣旨であるのかを問うた。これに答えて、江木衷が、自分が削除に同意したのは実質を

変更する趣旨であると述べた。これは、「已ムコトヲ得サル」を「必要」に改めるという江

木の従来の主張から理解される。これに対して、富井は次のように述べる。実質的な変更が

あるのであれば大問題である。「已ムコトヲ得サル」を規定しなければ、明らかに正当防衛

の要件を欠くだけでなく、第 2項はまったく無意味になる。「已ムコトヲ得サル」は確かに

完全な表現ではないが、適切な制限となるのであり、本案のように無制限な制度に比べれば

妥当である。それゆえ、「已ムコトヲ得サル」を追加する案を提出する、と。これに対して、

江木は、それを追加する場合は純然たるフランス主義となり、ドイツ主義をとる自分は反対

であると述べた。ここで他の委員も発言し、勝本勘三郎は、正当防衛は重大な加害行為に対

抗するものでなければならない、つまり主観・客観両面から見て必要な行為であることを要

するから、富井と同意見であるが、さらに「権利ヲ防衛スルニ必要ナル為已ムヲ得サルニ出

テタル行為」と修正したいと主張した。このほか、磯部四郎は、富井追加の文言は侵害の急

迫不正性に解消されるから必要でないとし、古賀廉造は富井の案に賛成であると述べる。も

ともとの提案者である花井卓蔵はといえば、「実質変更ノ意義ニアラス単ニ文字ノ節約ニ止

マレリ」と江木を積極的に擁護することもなかった。結局、勝本案が賛成 6名で否決された

後で、富井案が賛成 13 名で可決された92。これに続いて後述のように勝本が正当防衛の特

則の追加を提案し、富井が賛成するが、賛成 4人で否決される。ここでの議論からは、江木

が示した「本案＝ドイツ主義」対「修正案＝フランス主義」という図式が委員会に共有され

ていたと仮定すれば、当時のドイツ法学の勢いにもかかわらず、両者のうち後者が採用され

たということになる。また、過剰防衛部分の修正は行われなかったため、花井が行った「必

要ナル」と「ルコトヲ得」の削除は維持されることとなった93。 

 これを受けて、1907 年に第 23 回帝国議会貴族院に提出された明治 40 年「刑法改正案」

は、次のかたちで過剰防衛規定を規定した94。 

第 36条 急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ

出タル行為ハ之ヲ罰セス 

                                                   
91 内田他・前掲注（85）170-171頁。 
92 出席委員は 22名であるから、比較的僅差であったといってよいだろう。 
93 以上の経過については、成瀬・前掲注（33）13-14頁参照。 
94 内田他・前掲注（85）262頁。理由書も従来と同趣旨である（302頁）。 
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  防衛ノ程度ヲ超エタル行為ハ情状ニ因リ其罪ヲ減軽又ハ免除ス 

 貴族院の刑法改正案特別委員会 2 月 6 日の審議の中では、過剰防衛などの減免と酌量減

軽との関連を問われ、第 36条第 2項は任意的減免であるというこれまでの説明が政府委員

倉富勇三郎により行われる95。続く 2月 8日の審議において、富井政章から、末尾に「ルコ

トヲ得」という文言をつけるべきであるとする提案がなされる96。ここで、富井は、本案の

文言は、刑の減軽または免除は必要でありその 2 者間の選択が情状によって決まるという

意味にも解されるから、誤解が生じないように「ルコトヲ得」を追加するのが望ましいと主

張した。議論は富井の当初の予想に反して白熱するが97、採決の結果、富井の修正提案が採

用され、衆議院へと付託された。この段階で、法律取調委員会の刑法主査委員会において花

井の行った、「已ムコトヲ得サル」（第 1項）、「必要ナル」、「ルコトヲ得」（第 2項）を削除

する提案のうち、「必要ナル」の削除のみが維持されるかたちとなった。 

 これに対して、2月 27日の衆議院刑法改正案委員会（特別調査委員会）の審議において、

花井卓蔵が貴族院の修正を「極メテ劣等」として、再度その削除を提案する98。明らかに、

ここでの花井の態度は、正当防衛の文言の修正を文字の節約にすぎないとしていた法律取

調委員会のときとは異なる。その主張によれば、情状による事実の上で犯罪を行ったのであ

れば、やはり裁判主義ではなく法律主義で、必ず刑の減免をしなければならない。本来、正

当防衛は犯罪の観念の下で解釈されるべきものでなく、権利行使の 1つである。ところが、

やむをえないということの限界は実際問題では厳密に画され難い。過剰があった場合でも、

賢明な裁判官であれば刑を減免するだろうが、「今日ノ裁判官デハ危険」であるから「法律

主義強制主義」でしっかり決めたほうがいい。「ルコトヲ得」という文言を加えると、そこ

に深遠な意味があるのかと思う。誰が修正したか知らないが、上院の 1 議員には準正当防

衛権の行使を口にする者がいたというから、軽くない修正である思う。それゆえ自分は修正

                                                   
95 内田他・前掲注（85）385-387頁。特別委員会の構成は、委員長が黒田長成、副委員長

が村田保、委員が酒井忠亮、岡内重俊、三好退蔵、名村泰蔵、小松原英太郎、波多野敬

直、都築馨六、奥山政敬、富井政章、一木喜徳郎、菊池武夫、児玉淳一郎である（11頁

〔吉井蒼生夫執筆部分〕）。 
96 内田他・前掲注（85）423-428頁。 
97 議論の中では、菊池武夫の発言が非常に興味深い。菊池は原案を次の 2つの理由から支

持するという。第 1に、「但情状ニ因リ其刑ヲ減軽ス」が任意的減軽であるのは明らかた

が、免除がこれに入っても同じことである。第 2に、「ルコトヲ得」を入れると、言葉の

意味がやはり変わり、裁判所が減免を認めない方向に動く。これに対して、奥山政敬は

「今菊池君モ言ハレルヤウナ御心配ハ毫末モ裁判所ニハ無イ」と一蹴する（内田他・前掲

注（85）419-420頁）。 
98 内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編『刑法〔明治 40年〕(7)』（信山社、1996）119-120

頁。特別委員会は磯部四郎を委員長として 63名により構成され、さらに 18名からなる特

別調査委員会が設置された。特別調査委員会の構成は、委員長が鳩山和夫、理事が谷沢竜

蔵、花井卓蔵、立川雲平であり（5-6頁〔吉井蒼生夫執筆部分〕）、実際に会議に出席した

委員は、中西六三郎、森肇、向坂弘、板倉中、望月長夫、米田實、宮古啓三郎、小河源

一、關信之介、小川平吉、森田卓爾、濱口擔である。なお、特別委員会委員長の磯部も時

折出席して発言を行っている。 
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に反対である、と。これに対して、宮古啓三郎が結論的には変わらないから貴族院修正案で

もよいではないかと指摘するが、花井は譲らない。続けて、望月長夫が、第 43条の未遂の

「ルコトヲ得」は絶対に認められず、どうしても争う必要があるので、事実にあまり影響が

ないこちらは「黙ツテ居ル」と述べたのに対し、花井は、「望月君ノ理由ニ依ツテ」自分は

やはりこちらを削っておいたほうがいい。協議会で未遂のほうは譲ってもかまわないが、こ

ちらは譲らないほうがいいと思うと述べた。採決の結果、「ルコトヲ得」は再び削除される

こととなった。しかし、特別調査委員会審議を受けて行われた 3 月 8 日の衆議院刑法改正

案委員会審議では、花井の案は否決されることとなり、最終的に「ルコトヲ得」という文言

は削られないこととなった99。これに続いて行われた衆議院第 2読会では、前述の意気込み

に反して、花井は第 36条に修正意見を述べなかった100。正当防衛・過剰防衛は、その後は

両院協議会においても議論の対象とならないまま、現行刑法が成立することとなった。 

 

2.1.1.3. 検討 

 以上の第 36 条第 2 項の成立過程からは、以下の点が確認される。第 1 に、第 36 条第 2

項が旧第 316 条を引き継ぐものであることに対して、特に批判や異論はなかったというこ

とである。それゆえ、前述のように、第 36条第 2項は、ドイツ刑法の過剰防衛規定とは正

反対の趣旨である旧「第 316条ト同一ノ趣旨ニ出タル規定」なのである。第 2に、旧第 316

条を引き継いだという点以外では、第 36条第 2項の制度構想の詳細は明らかではないとい

うことである。すなわち、立法者が規定の適用対象をどのように予定していたのか、刑の減

免およびその付与の可否について何らかの基準を想定していたのかについては、不明であ

ると言わざるをえない。第 3 に、改正の当初は旧第 309 条に定められる誘発による宥恕も

同時に総則に移ったということである。それゆえ、誘発による宥恕規定であることを示唆す

る文言は確かに早い段階でなくなるものの、これが過剰防衛に解消されたと理解する余地

もあるだろう。 

 

 

2.1.2. 正当防衛・過剰防衛の周辺領域――盗犯等防止法第 1条を中心に―― 

 ここでは、まず、過剰防衛と類似の対象領域を持つ、誘発による宥恕および正当防衛の特

則ついて旧刑法の規定を概観する。これらの規定は現在は存在しないため、ここでは、当時

の学説をあわせて参照して、その位置づけを確認する。次いで、現在でも妥当しているもの

として、盗犯等防止法第 1条について検討を行う。 

 

2.1.2.1. 誘発による宥恕 

 旧刑法は第 309 条以下で、過剰防衛も参照するところの第 313 条による宥恕が認められ

                                                   
99 内田他・前掲注（98）254頁。 
100 内田他・前掲注（98）320頁。 
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る事例を定めていた。 

 第 309 条 自己ノ身体ニ暴行ヲ受クルニ因リ直チニ怒ヲ発シ暴行人ヲ殺傷シタル者ハ其

罪ヲ宥恕ス但不正ノ所為ニ因リ自ラ暴行ヲ招キタル者ハ此限ニ在ラス 

第 310 条 殴打シテ互ニ創傷シ其手ヲ下スノ先後ヲ知ルコト能ハサル者ハ各其罪ヲ宥恕

スルコトヲ得 

第 311 条 本夫其妻ノ姦通ヲ覚知シ姦所ニ於テ直チニ姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ其

罪ヲ宥恕ス但本夫先ニ姦通ヲ縦容シタル者ハ此限ニ在ラス 

第 312 条 昼間故ナク人ノ住居シタル邸宅ニ入リ若クハ門戸牆壁ヲ踰越損壊セントスル

者ヲ防止スル為メ之ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス 

このうち、第 310 条は喧嘩両成敗との関係で興味深いものの、ここでは過剰防衛と密接

に関連する第 309条を検討する。なお、本条は「殺傷」に対する宥恕であるから対象は殺人

に限られないが、便宜上以下では故殺に対する宥恕を前提として検討を行う。 

第 309 条は、直接には後述の 1810 年フランス刑法典第 321 条を念頭に置いた規定であ

るが、すでに仮刑律は、「若互ニ相殴ハ逼テ後ニ手ヲ下シ理直成ルモノ当罪二等ヲ減ス」101

とし、殴り合いの最中に後に手を出した側に理がある場合に刑を減軽するとしていた。鶴田

もまた、「日本従前ノ刑法ニテハ此第 1条ノ宥恕ハ「後ニ手ヲ下タシ理直ナル時ハ」之ヲ宥

恕スルコトト為セリ」102とその規定の存在を確認している。 

「日本帝国刑法草案」は、1810 年刑法典にならい、故意の殺人・殴撃創傷に宥恕が認め

られる場合の先頭に、重大な加害を受けてこれに激怒し反撃した事例を定めた103。 

第 条 己
自

レノ身体ニ対シ強暴ノ所行ヲ受クルニヨリ直ニ怒ヲ発シ強暴者ヲ故殺シ又ハ

殴傷ヲナシタル者ハ其罪ヲ宥恕ス 

 己ノ罪過ニヨリ暴行ヲ受ケ怒ヲ発シ前項ノ罪ヲ犯シタル者ハ其罪ヲ宥恕セサルコトア

リ 

 又夫婦互ニ暴行ヲ受ケ怒ヲ発シ第 1項ノ罪ヲ犯スト雖モ其罪ヲ宥恕セス 

第 条 親族姻族雇主朋友又ハ軟弱ノ者
他人

暴
ノ

行ヲ受ルヲ目撃シ直ニ怒ヲ発シ強暴者ヲ故殺

シ又ハ殴傷ヲナシタル者ハ其罪ヲ宥恕スツコトヲ得 

「校正刑法草案原稿 完」では、下線部が削除され、2 つ目の条文の他人に対する暴行に

ついては親族等への限定がなくなる104。 

                                                   
101 松尾浩也増補解題・倉富勇三郎＝平沼騏一郎＝花井卓蔵監修・高橋治俊＝小谷二郎編

『増補 刑法沿革綜覧』（信山社、1990）2242頁。同じ規定は、新律綱領にもあり（2318

頁）、さらに改定律例は、人が死亡した場合に法定刑を懲役 10年と定め、「事情原諒ス可

キ者」は 1等を減ずるとしていた（2384頁）。 
102 西原他・前掲注（46）185頁。 
103 西原他・前掲注（37）174頁。 
104 西原他・前掲注（37）326-327頁。「日本刑法草案会議筆記」によれば、

BOISSONADE はこれを挿入したかったようである。鶴田が、夫婦間の殺傷は本心から出

たものではないはずであるから、宥恕を認めるべきであると主張したのに対し、

BOISSONADE は、夫婦間では互いに相愛し相慰めるものであるから、怒りに任せて殺傷
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BOISSONADE の暴行による誘発に対する理解は、「仏国刑法会議筆記」において、以下

のように記録されている。暴行による誘発の事例は、「固ヨリ自分ヨリ求メテ犯シタル場合

ニアラス全ク先方ヨリ挑激〔檄〕セラレ騎虎
、、

ノ勢ニテ闘
．

-
．
殴殺傷
．．．

ヲ為シタルモノナリ」（傍点

原文）。相手方から誘発されて暴行・殺傷を行った者は、無罪とされるべきではないが、一

定の範囲内で赦宥を受ける。誘発は言葉によるものでは足りず、現に暴行を伴うものでなけ

ればならない。暴行による誘発を受けた場合には、相手が死亡しても軽罪の刑に処するなど、

ぜひとも宥恕をなすべきである105。 

「日本刑法草案会議筆記」の記録からは、この暴行による誘発の事例が詳しく検討され、

BOISSONADE の考え方も浮き彫りになる。ここで鶴田は、前述の仮刑律の規定に言及し

た上で、本条に「理直ナル時ハ」という文言を加えてはどうかと提案した。これに対して、

BOISSONADE は、暴行を受けて激怒して故殺を行うのは、たとえ後に手を出した者であ

ったとしても「理直ナリ」というべき道理はない。この規定の宥恕は、「畢竟怒ニ耐ヘス精

神錯乱シテ人ヲ殺傷シタリト見做スノ原則」によるものであり、「理直ナル時」という要件

と相容れないと答え、暴行の重大性106と自己の過失の不存在を規定すれば足りるとして、修

正を拒否した107。この問答からは、BOISSONADE が誘発による宥恕を精神の混乱の観点

から理解していたことがわかる。これは当時のフランス刑法学の理解と合致する108。 

                                                   

することはないはずであるから宥恕を認めるべきではないと主張した。鶴田はこれに反論

するが、BOISSONADE もこれを譲らず、名村は「自分ノ説ヲ主張シテ大〔太〕タ執拗ナ

リ」と漏らしている（西原他・前掲注（46）200-201頁）。 
105 西原他・前掲注（34）227頁。 
106 なお、暴行の重大性については、1810年刑法典第 321条および草案仏文には

「grave」という形容詞が常に付されているものの、これまでの草案には明示されてこな

かった。これについて、会議の中では、一旦は 1810年刑法典を見て「至重ノ」という文

言を付すことにしたものの、一方では、これでは暴行の中でももっとも激しいものとなっ

てしまい正当防衛状況に等しくなってしまう、他方では、日本語では暴行と記すだけで意

味が通じるということから、結局この文言を付さないこととなった（西原他・前掲注

（46）185-186頁）。 
107 西原他・前掲注（46）185頁。なお、この点に関する BOISSONADE と日本人委員と

の問答について、岩谷十郎「旧刑法第 314条編纂過程とその「素材的事例」の関係――

「正当防衛」の摂取――」慶應義塾大学法学研究科論文集 23号（1985）185-189頁参

照。 
108 この点に関連して、川口由彦は、自招侵害を正当防衛から除外する但書について、旧

刑法における宥恕減軽の基本思想を指摘する。すなわち、正当防衛を各則に置く点で旧刑

法は 1810年フランス刑法典の影響下にあるが、「しかし、上の但書は、日本独自の系譜を

もつもので、これは、新律綱領・闘殴律の、相手の攻撃をうけて後から手を下し、その行

為にそれなりの道理がある場合は刑を減軽するとの規定に由来している。BOISSONADE

は、この綱領のいう「道理ある反撃」という考え方を自然法的普遍原理によって加工し、

「不正」の振る舞いで攻撃を招いたときは正当防衛とみなさないとした」と整理する。そ

の上で、綱領の刑罰減軽に共通するのは、行為が、一時の感情のみでなく、熟慮によって

も同じく到達するような、忠孝秩序といった確固とした道理に基づくものであるという点

にあったが、BOISSONADE は、その「道理」をそうした日本的倫理観でなく、個人の身

体、生命の安全が不正に脅かされたときに、最低限の実力行使を認めるという意味に限定
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旧刑法の改正においては、早くも「司法省改正案」から、第 313 条に 3 等または 4 等の

減軽が予定されており、旧刑法の 2 等または 3 等と比べて減軽の程度が大きくなっている

109。また、明治 16 年の参事院改正案原案では、「殺傷ニ関スル宥恕及ヒ不論罪」において

この減軽規定だけが手を加えられており110、この変更は最終的な上申まで維持される111。

BOISSONADE も、これに対して異論を唱えることはなかった112。結局、この減等の拡大

は、正当防衛・過剰防衛が総則に移されるまで、つまり殺傷・暴行に関する宥恕および不論

罪の節が維持される限りで続くこととなる。さらに、前述のように、正当防衛・過剰防衛が

総則規定に移ったのと同時に、当初はあたかも過剰防衛の 1事例であるかのような起草で、

次いで独立の規定として、誘発による宥恕も一旦総則に移る113。この一連の経過からは、宥

恕減軽の程度を大きくしても司法運営に深刻な問題は生じない、少なくとも削除されるべ

き規定ではないと考えられていたと推測される114。これは、旧刑法の緩刑主義を改めるとい

う改正の趣旨からすると特筆すべきことだろう。 

誘発による宥恕を総則に置くべきであると主張していたのは、宮城浩蔵であった。宮城は、

殺傷に関する宥恕・不論罪に関する教科書の記述で、現行法である旧刑法を以下のように批

判する。「我立法者ノ本節ヲ殺傷罪ノ下ニ規定シタルハ大ニ立法ノ順序ヲ失セリ何トナレハ

挑発ノ宥恕及ヒ正当防衛ノ不論罪ハ独リ殺傷ニノミ関スルモノニアラスシテ一般ノ犯罪ニ

関係スルカ故ニ之ヲ総則ニ規定スルヲ至当トスレハナリ」115。宮城は必ずしも改正の主導権

を握っていたわけではないが、有力な論者の主張として注目される。 

また、改正作業の参考資料とされた、旧刑法に対する西欧の刑法学者の批評においては、

1886 年（明治 19 年）翻訳とされる BERNER の意見書が第 309 条について次のように言

                                                   

した。「それは、ボアソナードの、ひいては、近代刑法の刑の減軽の論理が、独占的な国

家刑罰権を当事者の確信に基づく行動に対して一時的に放棄するというものではなく、そ

の独占性を保有しつつ、一時的な怒りで「平常心」を失った場合や非常に気の毒で同情す

べき場合に刑罰権の行使を緩めるというにすぎないものだったからである」と説明する

（川口・前掲注（34）215-217頁）。この指摘は誘発による宥恕の事例にも当てはまるも

のであろう。もっとも、怒りや恐怖を刑罰の減軽の根拠とするのは、以下のドイツ・フラ

ンスの検討からわかるように近代以前からの考え方であるから、必ずしも「近代刑法」の

刑の減軽の論理ではない。 
109 内田他・前掲注（55）140頁。 
110 内田他・前掲注（55）226頁。 
111 なお、あわせて、修正委員会による、「自己又ハ祖父母父母ノ身体ニ暴行ヲ受クルニ因

リ直チニ怒ヲ発シ」という修正も加えられた（内田他・前掲注（55）367-368頁）。 
112 内田他・前掲注（55）467頁。 
113 内田他・前掲注（56）450頁および 500頁、内田他・前掲注（63）166頁。 
114 もっとも、政府委員の石渡敏一は、故殺と謀殺の区別に反対して、たいていの殺人は

感情に制されて殺意を決するのであり、また、必ずしも犯情が軽くない故殺の例として、

懐に剣を忍ばせた賭博者や昔の武士が侮辱を受けて即座に斬りかかる事例を挙げる（内田

他・前掲注（79）520頁）。 
115 宮城浩蔵『刑法正義 下巻』（講法会、1893）663頁（なお、本文該当箇所はすべて傍

点）。 
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及していた。「発怒殺傷ナルモノハ必スシモ暴行ヲ受クルニ因テノミ生スルモノニ非ス甚シ

キ栄誉毀損ヲ蒙ムルニ因テモ亦発怒殺傷ヲ生スヘシ其他又独リ自己ノ身ニハ蒙ムルヲ要セ

ス之ヲ蒙ムルモノ其母妻子等ニテモ可ナリトス」116。すなわち、BERNER はドイツ刑法第

213条前段のように、誘発として重大な侮辱を定めること、親族へのそれも対象とすること、

つまり適用範囲の拡大を提案したのである。それゆえ、誘発による宥恕の規定は、ドイツ刑

法学からもお墨付きを与えられていたのであった。 

しかし、正当防衛・過剰防衛を総則に規定する形式が確定し、各則に「殺傷ニ関スル宥恕

及ヒ不論罪」に対応する節がなくなった結果、誘発による宥恕の規定は刑法典から姿を消す

こととなった。1900年（明治 33年）の「刑法改正案」の理由中で、旧刑法の身体に対する

罪の「第 3 節ノ一部ハ之ヲ総則ニ於テ規定シ一部ハ必要ナキヲ以テ削除」117したと述べ、

一連の宥恕規定の消失を説明する。1907 年の衆議院刑法改正案委員会の中では、姦通現場

の殺傷が正当防衛に含まれない点が確認される118。もっとも、一時的にではあれ総則に移動

した暴行を伴う誘発による宥恕が、総則に移ったと考えられているのか、それとも「必要ナ

キ」ものと考えられていたのか、後者であるとして十分意識的にそうされたのかは定かでは

ない。この点、草案理由書は、確かに、過剰防衛規定が引き継いだのは旧刑法第 316条（過

剰防衛）と明示するが、通常殺人を定める草案 243 条は旧刑法第 294 条（故殺）を、草案

第 83 条の酌量減軽も旧刑法第 89 条第 1 項（酌量減軽）を挙げるのみであるから119、結局

のところ旧刑法 309 条が現行刑法のどこに位置づけられるのか正確には分からないのであ

る。また、現行刑法成立直後の田中正身の注釈書では、第 36条の参照条文として、旧刑法

第 309 条は挙げられないものの、内容的にこれに対応するフランス 1810 年刑法典第 321

条およびドイツ刑法典第 213 条は参照されている120。したがって、当時の理解として、旧

刑法第 309条と現第 36条第 2項は、多少なりとも関係があると理解されていたのではない

か。 

もちろん、現行刑法が暴行を伴う誘発による宥恕を旧刑法から受け継いでいないという

論も十分に成り立つ。しかし、前述のように、少なくとも「明治 23年刑法改正草案」まで

は、立法者は誘発による宥恕の規定を不要な規定とは考えておらず、減等の幅を広めても刑

事政策上重大な懸念が生じるとも考えていなかった。それゆえ、誘発による宥恕に対して特

段の消極的評価があったわけではなく、現行法がこれを受け継いでいるか否か、どこに受け

継いだのかは明らかでないと言える。結局は、現在の犯罪論から要請される限りで、解釈論

として現行刑法にその趣旨を読み込むこととなる。 

 それでは、旧刑法下において、第 309 条はどのような性質の規定と見られていたのだろ

                                                   
116 内田他・前掲注（55）487頁。 
117 内田他・前掲注（66）570頁。その後の改正案理由書においても同様の説明がなされ

る。 
118 内田他・前掲注（98）118-119頁。 
119 内田他・前掲注（66）516頁、528頁および 571頁。 
120 田中（正）・前掲注（64）411頁および 414頁。 
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うか。 

 宮城浩蔵は、ORTOLAN をはじめとするフランス刑法学の一般的な見解と同じく、責任

減少に相当する事実を刑の減軽に援用する。「身体ハ実ニ貴重ナリ故ニ之ニ対シテ暴行ヲ受

ケタル時ハ憤怒ノ情其中ニ勃発シテ是非正邪ヲ弁別スルノ能力ヲ錯乱スルハ人間ノ弱点ニ

シテ実ニ避ク可カラサル所ナリ人間既ニ此ノ性情アリ故ニ他ノ挑発ニ乗シテ以テ暴行人ヲ

殺傷シタル時ハ其責任ヤ夫ノ弁別力ヲ欠キタル者ト同一ナル能ハスト雖モ弁別力ヲ具備シ

テ人ヲ殺傷シタル者ヨリハ幾分カ軽微ナラサルヲ得ス」121。また、磯部四郎の「是レ実ニ刑

法ハ万人ヲ見テ君子ト為サス又難キヲ人ニ責メサルノ原則ヨリ此規定ヲ可トスルニ至リタ

ルナリ」122という説明には、期待可能性の思想をうかがわせるものがある。 

 注目すべき説明を行うのは、勝本勘三郎である。それによれば、第 309 条以下の 4 つの

宥恕の根拠は、「是レ一方ニ於テ犯人ノ之ヲ為シタルハ元ト被害者ノ不法行為ヨリ挑発
、、

セラ
、、

レ
、
タル憤情
、、、、

ノ
、
今
、
ヤ
、
脳漿
、、

ヲ
、
焦
、
シツツアルノ
、、、、、、

際
、
行ヒタルモノ換言スレハ普通ノ場合ニ比セハ多

少意思ノ中正ヲ失ヒタル際ニ行ヒタルモノナルカ故ニ刑法ノ大原則トシテ総則ニ於テ意思

ノ自由ヲ有スル程度ノ大小ニ従ヒ犯人ノ責任ヲ軽重スルノ主義ヲ採用スル以上ハ当然ノ結

果トシテ主観的
、、、

犯人ハ自体其責任ヲ減軽セラル可キモノトセサルヘカラサルト、他ノ一方

ニ於テ其殺傷行為タルヤ被害者ノ不法行為ヲ原因トスルモノニシテ不正ノ行為ヲ為シタル
、、、、、、、、、、

者ヲ害スル
、、、、、

行為タルカ故ニ客観的ニ其行為モ亦普通ノ場合ニ比セハ軽キモノタルカ故ナリ」

（傍点原文）123。すなわち、早くも勝本は、誘発による宥恕の基礎が、行為者の精神状態と

被害者の不正な行為の主客両面にあることを明言していたのである。後述するように、フラ

ンス刑法学において客観的側面にも目が向けられ始めるのは 20世紀初めであることを考え

れば、勝本の説明は、彼独自のものか、少なくともフランス刑法学の最先端のものであった。

また、この説明には、現行第 36 条第 2 項の過剰防衛による刑の減免の法的性質に関する、

不法・責任減少説に通底するものがあると言えるだろう。いずれにせよ、このように考える

と、誘発による宥恕と過剰防衛はきわめて近い関係に立つことになる。 

 さらに、過剰防衛との関係では、古賀廉造が非常に興味深い叙述を行う。まず、古賀は誘

発（挑発）による宥恕の根拠について、「此原因ノ為メニ刺激セラレテ殆ント完全ノ自由ナ

ク多少ノ強制ニ迫マラレテ罪ヲ犯スニ至リタルモノナリ」124と、他の論者と同じく、今日の

意味における責任減少としての性格を確認する。これに続けて古賀は、第 309 条以下の各

要件の説明に入る前に、「此ニ注意ヲ要スヘキモノアリ」として、以下のような叙述を行う。

「第 309条ニ「直チニ怒ヲ発シ云々」第 311条ニ「姦所ニ於テ直チニ云々」第 316条ニ「勢

ニ乗シテ云々」トアリ依此観之挑発ノ時期ト犯罪ノ時期トノ間ニ多少ノ長時間ヲ経過スレ

                                                   
121 宮城・前掲注（115）666頁（なお、本文該当箇所はすべて傍点）。 
122 磯部四郎講述＝井上經重筆記『日本刑法講義筆記 第 4巻』（奎文堂、1889（復刻版、

信山社、2011））382頁。 
123 勝本勘三郎『刑法析義 各論之部 巻之 2』（有斐閣、1900）77-78頁。 
124 古賀廉造『刑法新論』（和仏法律学校出版部、1898）537頁。 
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ハ挑発モ亦宥恕ノ原因トナルヘカラサルコト即チ是ナリ」125。つまり、古賀は侵害行為と反

撃行為との間の時間的間隔について、第 309 条の暴行の誘発による宥恕と第 316 条後段の

時間的過剰防衛とを明らかに関連づけているのである。さらに、第 316 条の過剰防衛の説

明において、古賀は行為者の内面に関する記述を行う。「夫レ人危急ノ場合ニ処シテ其身体

生命ヲ防衛セントスルニ当リテハ平常法律ノ知識ニ富ム者ト雖トモ尚ホ過ナキ能ハス憤懣

ノ情猛発シテ是レ能ク制ス能ハルサルカ若クハ恐怖ノ念纏綿シテ是レ能ク去ルコト能ハサ

ルトキハ危害既ニ去リタル後ニ於テ尚ホ勢イニ乗スルコト之レナシトセス即チ自由ノ強制

ニ因リテ以テ害ヲ暴行人ニ加フル者ナルヲ以テ少シク宥恕ヲ与ヘサル可カラサルモノアリ

是レ本条ノ但書アル所以ニシテ此ノ但書ハ頗ル其当ヲ得タルモノト云ハサル可カラス」126。

この説明からは、以下の内容が読み取られる。第 1に、古賀は過剰防衛の心理状態を「憤懣

ノ情猛発シテ」または「恐怖ノ念纏綿シテ」と描写し、ドイツ刑法学で言うところの強壮性

情動にも過剰防衛が認められるとしている。憤懣のほうが恐怖より先に例示されている点

からは、前者の場合が宥恕から除外されているとは考えにくい。第 2に、過剰防衛の宥恕減

軽の根拠が他の宥恕と同じ「自由ノ強制」により説明されており、古賀が第 309条と第 316

条の基礎を同じように理解していたことがうかがえる。第 3 に、以上のように説明された

過剰防衛による刑の減免を「頗ル其当ヲ得タルモノト云ハサル可カラス」と古賀は評価して

いる。以上の 3点から結論づけられるのは、古賀廉造は、憤懣の情が猛発して行われた時間

的過剰に対して、他の宥恕事由と同じく今日の意味における責任減少を根拠として刑の減

免が行われることを、すこぶる当を得たものと評価していたのである。この事実は、現行刑

法の過剰防衛規定の理解に一定の示唆を与える。一方で、古賀は旧刑法に批判的であり、『刑

法新論』の意図も旧刑法の批判に置かれていると考えられている127。それにもかかわらず、

古賀は過剰防衛規定を「頗ル其当ヲ得タルモノト云ハサル可カラス」としているのである。

他方で、古賀は、1892 年に刑法改正審査委員に任命されて以降、倉富勇三郎および石渡敏

一とともに起草委員を務めることとなる。確かに、古賀が正当防衛規定の起草を担当したの

かは定かではない。しかし、「其防衛ノ度ヲ超ユルモ暴行ニ因リ激シキ感情ヲ発シ直チニ行

ヒタル所為ハ亦罪トシテ論セス」としていた「明治 23年改正刑法草案」の過剰防衛規定が、

まさしく刑法改正審査委員会に手によって「必要ナル程度ヲ超ヘ〔エ〕タルトキハ情状ニ依

リ其罪ヲ全免シ若クハ宥恕スルコトヲ得」とほぼ現在の形に変更される経過に、古賀が関与

                                                   
125 古賀・前掲注（124）538頁。 
126 古賀・前掲注（124）555頁。また、磯部四郎も、過剰防衛における行為者の心理状態

について、「忿怒ノ情念」を例示し、宥恕の理由をこれによる判断力の低下とあわせて、

「此情念ハ外部ノ刺衝即チ乙（磯部の例示の攻撃者――筆者注）ノ暴行ヲ以テ誘出シタル

モノナレハナリ」ということで説明する（磯部＝井上・前掲注（122）409-410頁）。加え

て、織田純一郎は、盗品を放置して逃亡する盗犯を殺傷した場合について、「己レノ財産

ヲ害セントシタル挑発ニ報ユル其場ノ怒リヨリ犯セル罪ナレバ第 309条ノ例ニ因テ宥恕減

等ヲ受クル」と注釈していた（織田純一郎『刑法注釈』（1888（復刻版、信山社、2011））

388-389頁）。 
127 中義勝＝浅田和茂「古賀廉造の刑法理論」吉川他・前掲注（47）112-114頁。 
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していたのだとすれば、両者は連続しているものと理解される。すなわち、古賀が述べるよ

うに過剰防衛の刑の減免がそもそも憤懣などにも認められるのであれば、「明治 23 年改正

刑法草案」において統合されていた過剰防衛と暴行を伴う誘発による宥恕は、法効果が不処

罰から刑の減免に変更されたものの、要件としては連続するものと理解されるのである。 

 

2.1.2.2. 正当防衛の特則 

 正当防衛が認められる特別な事例について、旧刑法第 315条は次のように定めていた。 

 第 315条 左ノ諸件ニ於テ已ムコトヲ得サルニ出テ人ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ論セス 

 1 財産ニ対シ放火其他暴行ヲ為ス者ヲ防止スルニ出タル時 

 2 盗犯ヲ防止シ又ハ盗賍ヲ取還スルニ出タル時 

 3 夜間故ナク人ノ住居シタル邸宅ニ入リ若クハ門戸牆壁ヲ踰越損壊スル者ヲ防止スル

ニ出タル時 

 また、前述のように、宥恕される事例の中に昼間の侵入者の殺害が定められていた（第

312条）。 

 正当防衛の特則に関しては、かなり早い段階からおおまかな適用対象が決まっていたよ

うである128。「刑法草按編纂日誌抜鈔」では、特に夜間の侵入者の殺傷に関心が寄せられて

いた129。「仏国刑法会議筆記」からは、BOISSONADE は 1810年刑法典第 329条を財物に

対する正当防衛とは理解せず、その例示と理解していたようである130。 

 旧刑法の改正に際しても、正当防衛が推定される 3 つの事例に大きな変更は加えられな

かった。正当防衛の推定も、誘発による宥恕と同じく、正当防衛・過剰防衛を総則に規定す

る形式が確定する 1892年の刑法改正審査委員会による作業以降、刑法典から姿を消すこと

となった。もっとも、明治 33 年「刑法改正草案」の理由書によれば、現行第 36 条第 1 項

につながる草案第 49 条第 1 項は、旧刑法第 314 条と第 315 条を「合シタルモノ」である

から131、改正前後で完全な断絶があるわけではない。 

 その後の改正作業の中では、1908 年 11 月 21 日の法律取調委員会による明治 39 年「刑

                                                   
128 「日本帝国刑法草案」は、これについて次のように定めていた（西原他・前掲注

（37）175頁）。 

第 条 左ニ記載シタル件々ニ於テ故殺殴傷ヲナシタル者ハ已ムヲ得ス正当ニ防衛スル

ノ方法ニ出テ正理トナシ其罪ヲ論セス 

 1 動産不動産ヲ論セス其所有者放火又ハ破壊ヲ防衛スルニ出テ為シタル時 

 2 強盗搶奪ヲ防止シ又ハ直ニ其盗賍ヲ取還スルニ出テタル時 

 3 夜間ニ故ナク人ノ居住スル家屋門牆ニ侵入シ若クハ攀援破壊セントスルヲ防止スル

ニ出タル時 
129 西原他・前掲注（34）152-153頁。 
130 西原他・前掲注（34）221頁。さらに、ここでの記述からは、BOISSONADE が正当

防衛の必要性について補充性に近い理解をしていたことがわかる。 
131 1901年（明治 34年）の「刑法改正案参考書」も同旨（内田他・前掲注（76）86

頁）。 
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法改正案」の審議において、勝本勘三郎が、正当防衛に続けて、「盗贓ヲ取還スル為已ムコ

トヲ得サルニ出テタル行為亦同シ」という項を追加する旨の提案を行い、富井政章がこれに

賛成したものの、賛成者が 4人にとどまり提案は否決された132。 

 学説では、正当防衛の推定に関する第 315 条が財産のための正当防衛を認める規定であ

るのか否かが論じられた。前述のように、BOISSONADE は、フランス刑法の該当規定に

ついて、「若シ其暴行アルニアラサレハ之ヲ殺スヘカラサルナリ」133としていた。また、草

案の第 351条の注釈に際しても、「本条ニ記載シタル犯罪ハ縦令ヒ人ノ身体ニ対スルヨリモ

寧ロ財産ニ対シテ犯セルモノニ似タリト雖モ〔財産ニ対シ犯セルモノニ関シテハ第 348 条

ニ従ヒ宥恕ヲ為スニ止マル可キナリ〕」134と前置きする。これに対して、旧刑法典下の学説

のほとんどは、第 315 条を財産のための正当防衛の規定であるとした。たとえば、井上正

一は、「今ヤ本項ニ於テハ財産ニ関スル正当防衛ノ権ヲ講述セントス而ソ此事ヲ規定シタル

刑法ノ正条ハ即チ第 315条ナリ」135とする。すなわち、井上は、「苟モ其財産ノ甚タ重要ナ

ラサルモノナルカ良シヤ重要ナルモノトスルモ異日之カ賠償ヲ要求スルノ方法アル可キ場

合ニ於テハ決シテ正当防衛ニ出タル所為ナリト云フコトヲ得ス」136。「又強盗ノ場合ニ於テ

強盗ノ意思ハ単ニ財産ヲ奪フノミニ在ルヘシト雖モ其暴行脅迫ノ動スレハ人ノ身体生命ヲ

損傷スヘキ恐アルヲ以テ其恐アル場合ニ於テハ身体生命ヲ防衛スル者トシ第 314 条ヲ適用

スヘキ者ナルモ其脅迫ノミニシテ別ニ身体生命ニ危害ヲ被フルノ虞ナクシテ単ニ財産ヲ防

衛スルニ出タル時ノミ本項ヲ適用スヘキ者トス」137と説明する。このように、第 315 条は

財産のための正当防衛の特別規定であるという学説が支配的であった138。これに対して、富

井政章は、「余ハ本条ヲ以テ正当防衛ニ非サル一種ノ不論罪ヲ規定シタル者ト断言スルニ躊

躇セサルナリ」139として、第 315 条は財産のための正当防衛を定めたものではないと主張

した。富井によれば、「正当防衛ハ当局官吏ノ告訴スヘキノ通則ニ対スル例外タルコトヲ忘

ル可カラス故ニ法律上殺傷シテマテ防衛スルヲ正当ト認メル丈ケノ巨害ナカル可カラス身

体生命ヲ防衛スル場合ニ於テスラ既ニ其明文ヲ要セリ」。草案は、第 2号について、単なる

盗犯ではなく強盗に対する防衛行為を定めていた140。それゆえ、草案の 3 つの場合におい

                                                   
132 内田他・前掲注（85）171頁。 
133 西原他・前掲注（34）221頁 
134 吉井他・前掲注（48）973頁。 
135 井上正一『訂正 日本刑法講義』（明法堂、1893）197-198頁。 
136 井上（正）・前掲注（135）208頁。 
137 井上（正）・前掲注（135）213-214頁。 
138 同様の見解として、江木衷『改正増補 現行刑法各論』（有斐閣、1888）267-268頁、

岡田朝太郎『日本刑法論 完 各論之部』（有斐閣、1895）768-775頁、勝本・前掲注

（123）122-124頁、古賀・前掲注（124）504-511頁 
139 富井政章『刑法論綱 全』（寶文館、1889（復刻版、信山社、1999））216頁。 
140 「確定日本刑法草案 完」は第 351条で以下のように定めていた（西原春夫＝吉井蒼生

夫＝藤田正＝新倉修編『旧刑法〔明治 13年〕(2)-Ⅱ』（信山社、1995）838頁）。 

第 351条 左ノ諸件ニ於テ已ムコトヲ得サルニ出テ人ヲ故殺殴傷シタル者ハ其罪ヲ論セ 

 ス 
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て身体生命に対する危険の存在を正当防衛の要件とし、これを欠く場合には宥恕としてい

た。「現行刑法第 315条ハ草案ニ宥恕ト定メタル場合ト草案及仏国刑法ニ倣ヒ身体生命ニ危

険アルノ故ヲ以テ正当防衛ニ准スルコトヲ得ヘキ場合トヲ混合シテ其中ヲ採リ挙テ不論罪

トシタル者ナルヲ以テ其当否ヲ論スルニハ充分ノ余地アルヲ信スルナリ」141とする。もっと

も、富井の理解が解釈論上の相違を生むことはなかった。というのも、富井はこのように第

315条を正当防衛ではない不処罰事由とすることで、正当防衛に本来求められるべき要件の

緩和を正面から認めたからである。 

 なお、後述するが、正当防衛の特則をその推定ないし擬制規定とする理解は、フランスで

も 19 世紀においては支配的な見解ではなかった。その理由は、1810 年フランス刑法典第

329条は財産のための正当防衛を定めていると主張することが、当時はまだ無意味ではなか

ったからである。というのも、保全される権利・利益を理論的には限定しない、ORTOLAN

や René GARRAUDのような新古典学派の正当防衛論がまだ定着していなかったため、財

産を守るために殺傷を行いうるか議論の余地が多分にあったからである。 

 

2.1.2.3. 盗犯等防止法第 1条 

 盗犯等防止法（以下、本法とも言う）は、1930年（昭和 5年）の第 58回帝国議会におい

て制定され、同年 5 月 22 日に公布、6 月 11 日より施行された、全 4 条からなる特別刑法

である142。本法の成立過程については、宮川基の詳細な研究がある143。過剰防衛を主題と

する本稿からは、本法の検討を通して、過剰防衛の基礎となる正当防衛の基本構想を明らか

にすることが課題となる。この点、現行刑法は、正当防衛の制度趣旨を必ずしも十分に明か

すものではない。というのも、確認したとおり、改正作業において、正当防衛の条文に「已

ムコトヲ得サル」という文言を定めることについて、江木衷が、それを規定する場合純然た

るフランス主義となり、ドイツ主義をとる自分は反対であると述べ、採決の結果前者が採用

されるという場面があったように144、第 36条がドイツ刑法を範にとって不処罰を広く認め

る規定なのかは、一義的に明らかはでないのである。そのため、事後法でもある本法を研究

                                                   

 1 自己ノ動産不動産ニ対シ放火又ハ夥黨シテ暴行ヲ為ス者ヲ防止スルニ出タル時 

 2 強盗ヲ防止シ又ハ強盗ノ賍ヲ取還スルニ出タル時 

 3 夜間故ナク人ノ住居シタル邸宅ニ侵入シ若クハ踰越損壊スル者ヲ防止スルニ出タル

時 

 富井は、第 2号の「強盗」を「身体生命ニ対スル暴行ヲ以テ盗犯セントスル」と表記し

ている（富井・前掲注（139）215頁）。 
141 富井・前掲注（139）213-214頁および 217頁。 
142 最初に法案として提出されたのは第 57回帝国議会であったが、議会解散のため審議未

了に終わった。 
143 宮川基「盗犯等防止法の成立史」東北学院法学 64号（2006）129-195頁。さらに、川

端・前掲注（9）37-41頁、伊藤榮樹＝小野慶二＝荘司邦雄編『注釈特別刑法 第 2巻』（立

花書房、1982）255-257頁〔中谷瑾子執筆部分〕。 
144 内田他・前掲注（85）170-171頁。 
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することで、1930 年の立法者が確認ないし更新した刑法第 36 条の正当防衛の構想をうか

がう。 

2.1.2.3.1. 第 1条の趣旨 

 本法については、当時のものとして、司法大臣渡邊千冬による両院の本会議および特別委

員会における説明、司法省刑事局長泉二新熊による説明、司法書記官古田正武による法律案

段階での逐条解説がある。ここでは、これらを参照して本法第 1条と正当防衛・過剰防衛と

の関係について、制定過程における説明を確認する。 

 まず、第 1条の基本構想を検討する。司法大臣渡邊千冬は、1930年 4月 26日の第 58回

帝国議会貴族院本会議において、以下のように第 1条第 1項の趣旨を述べる。「近時強窃盗

又ハ家宅侵入者等ニシテ生命身体貞操等ニ対シテ危害ヲ加ヘムトスル者ガ続出イタシマシ

テ、被害者ニ於テ臨機ノ処置ニ依リ自ラ防衛ヲ致サナケレバ、重大ナル実害ヲ免カルルコト

能ハザル事例ガ甚ダ少ナクナイ」。「然ルニ刑法ノ正当防衛ノ規定ハ其措辞ガ抽象的デアリ

マス為ニ、其適用ノ範囲ニ付テ解釈上ノ疑義ガアリマシテ、被害者ニ於テ機宜ノ処置ニ依リ

自衛ヲ全ウスルニ躊躇セザルヲ得ザル場合ノアル憾ガアルノデアリマス」。「此ヲ以テ法律

上具体的ノ条件ヲ明示シテ是等ノ場合ニ於ケル防衛権ノ発動ヲ安固ニスル必要ガアルノデ

アリマス」。「又良民ガ盗賊又ハ侵入者等ニ遭遇イタシマス場合ニ恐怖驚愕、興奮、狼狽等ノ

結果急迫重大ナル危険ノ存否ニ対スル判断力ヲ失ヒマシテ、殆ド無意識的ノ挙措ヲ敢テス

ルニ至ルコトノアリマスハ往々見ル所デアリマス、斯カル場合ニ現行法上ニ於テハ責任能

力ノ上カラ見テ其罪ヲ罰セザルコトヲ得マスケレドモ、之ニ臨ムニ刑責ヲ以テスル必要ノ

ナイト云フコトヲ明ラカニ致スコトガ適当ナリト考ヘタノデアリマス」145。司法省刑事局長

泉二新熊も、ほぼ同じ説明を行う。「昭和 4 年春第 56 回議会開会中帝都は所謂説教強盗や

講談強盗の頻々たる出没の為に人心恟々たる状態に陥って居た。此時貴族院に於て政府は

現今の世相に鑑み正当防衛権の行使を安固にし、強窃盗の刑を加重するの立法を為すの必

要を認めざるやと云ふ趣旨の質問が出た」146。また、司法書記官古田正武の逐条解説に入る

前の説明は、法律の趣旨をより明らかにする。近頃、強窃盗や家宅侵入犯が頻発しているが、

このような場合にいかなる程度の行為までが正当防衛として許されるべき行為であるか不

明であるために、被害者が害悪を忍従せざるをえない場合がある。「此の場合害を受けんと

する者が適当なる機宜の処置に依り自衛を全うすることは社会の秩序維持上望ましいこと

であり、又何人も斯る場合に自衛の策を講ずべきは権利の本質ではあるまいか。本法案は即

                                                   
145 官報号外昭和 5年 4月 27日「第 58回帝国議会貴族院議事速記録第 3号」『帝国議会

貴族院議事速記録 55』（東京大学出版会、1983）13頁。衆議院本会議でも渡邊は同様の説

明を行う。官報号外昭和 5年 5月 4日「第 58回帝国議会衆議院議事速記録第 8号」『帝国

議会衆議院議事速記録 54』（東京大学出版会、1983）125頁。なお、以下では速記録の号

数・頁数のみを示す。 
146 泉二新熊「盗犯等の防止及処分に関する法律理由」法律時報 2巻 7号（1930）29頁。

なお、平井彦三郎『盗犯等防止法釈義』（松華堂書店、1930）付録 1-20頁には、泉二のこ

の論説と同内容のものが司法省刑事局発表の理由書として挙げられている。 
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それに関して刑法の抽象的規定を補足して具体的に条件を指示し、以て防衛権の発動を安

固にして居るのである」。「殊に此種の場合に於ては往々恐怖、驚愕、興奮、狼狽等の結果、

防衛権行使の条件の存否に関する正当なる判断能力を喪い、無意識的に反発行為に出づる

場合がある。此の場合には、厳格に云へば正当防衛行為といひ得ない場合でも、之に刑責を

以て臨むの妥当ならざる場合がある。即正当防衛と同一に取扱ふのが適当なる場合がある。

本法案は此の場合に関する特別の立法を致して居る」147。以上の 3者の説明からは、「正当

防衛権の発動・行使を安固にする」ことが盗犯等防止法第 1条の、少なくとも建前としての

趣旨であることがわかる148。 

 これに対して、学説・実務家からは、当局の述べる本法の真意が指摘され、これが激しく

批判された149。すなわち、「我々は先に治安維持法の公布とその改悪との中にブルジョジイ
マ マ

のかかる強力的戦術の一のあらはれを見出したのであるが、今次の議会に於て協賛された

正当防衛の拡張の法律に於ては、正に典型的なファシスムの形態への移行の反映を発見す

るものである」150。しかしながら、谷口正孝がまとめているように、盗犯等防止法第 1条の

規定が、批判者が懸念したように労働運動の弾圧に用いられることは実際にはなかった151。

それゆえ、本稿では、上の当局による説明を額面どおり盗犯等防止法の趣旨とみなす。 

2.1.2.3.2. 第 1条第 1項の趣旨 

 盗犯等防止法第 1条第 1項と刑法典第 36条第 1項の正当防衛との関係については、前者

が後者を拡大する規定であるのか否かで問題が先鋭化した。ここでは、当局の説明を確認す

る。なお、この議論は、刑法第 36条第 1項の「やむを得ずに」という必要性・相当性の要

件を本条項に読み込むか否かという論点と同視されるが152、当局と同じく解釈規定としつ

つ必要性・相当性の要件を求めないことも、反対に拡大規定としつつ必要性・相当性の要件

を求める見解もある153。それゆえ、必要性・相当性については判例・学説の展開で検討する

                                                   
147 古田正武「盗犯等の防止及処分に関する法律案解説（一）」警察研究 1巻 3号（1930）

53-54頁。 
148 なお、加えて、貴族院特別委員会の報告を行った二荒芳徳は、本法の性格について、

「此法律は暫定的のものでありまして、軈て 1つの刑法の改正の前提ともなるものである

と思はれるのであります」と述べている（貴族院議事速記録第 5号 33頁）。 
149 宮川・前掲注（143）156-173頁。牧野英一によれば、「斬捨御免となったとうわささ

れることになった」（牧野英一「盗犯防止法第 1条」『刑法研究 第 4巻』（有斐閣、1933）

201頁）。 
150 松崎良一「盗犯等防止法のファッショ的本質」法律時報 2巻 7号（1930）35頁。な

お、松崎良一とは風早八十二のペンネームであるという（宮川・前掲注（143）61頁）。

その他、瀧川幸辰「盗犯等防止法における正当防衛の拡大化」『瀧川幸辰刑法著作集 第 4

巻』（世界思想社、1981）220-223頁参照。 
151 谷口正孝「盗犯防止法の運用について――施行 20年判例の回顧――」法律時報 23巻

10号（1951）38頁。川端・前掲注（9）55-56頁、宮川・前掲注（143）174頁参照。 
152 後述するが、伊藤他・前掲注（143）260-266頁〔中谷瑾子執筆部分〕、佐伯仁志「判

批」ジュリスト 1116号（1997）136-137頁参照。 
153 前者として、吉田常次郎「盗犯防止法について」法曹界雑誌 8巻 7号（1930）83-84

頁。後者は現在の通説である。 
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こととして、ここではもっぱら、当局が本条項をどのように説明したかに焦点を当てる。 

 当局は、本規定は刑法典の正当防衛を拡大する規定ではなく、その解釈指針を示すものに

とどまると説明した。すなわち、前述のとおり、渡邊千冬は、「此ヲ以テ法律上具体的ノ条

件ヲ明示シテ是等ノ場合ニ於ケル防衛権ノ発動ヲ安固ニスル必要ガアルノデアリマス」と

答弁した154。泉二は、まず、第 1条の目的について、「第 1条は正当防衛の解釈に関する規

定」と明言する。その上で、刑法第 36条についての日本の通説および母法いえるドイツ刑

法第 53条の通説に従えば、本法第 1条に規定する事例は当然に正当防衛と認められるべき

である。本法第 1条は現行刑法の正当防衛を拡張する趣旨ではないかという疑問があるが、

「併し乍ら本法立法の精神は全く現行法の解釈を明示するに在って、現行法の規定を拡張

せんとするのでは無いのである」。第 1項については、旧刑法第 312条および第 315条を参

考にしたものであるが、これらが現行第 36条よりも広い規定というわけではないから、旧

刑法の規定にほぼ匹敵する第 1条第 1項が現行刑法よりも広いと解される理由は無い。「要

するに本条第 1 項は特殊の場合に於ける防衛者をして安んじて防衛を為すことを得しむる

為に本項の行為が現行法第 36条に包含せらるることを指示した注意規定に外ならない」155

とする。古田正武は、本条は正当防衛を拡張するものと受け取られたが、「併し実は改正本

法第 1条に於て防衛行為と認められて居る行為は概ね刑法第 36条第 1項に該当する行為で

あって、本条を待たないでも刑法の規定それ自体に依って、正当防衛行為と認められ処罰を

受けざる行為である。換言すれば、本条に列挙されて居る様な条件を具備して居る場合に犯

人を殺傷することは、刑法第 36 条第 1 項に適合する場合であると解せらるべきであって、

刑法の正当防衛規定の拡張ではないのである」156とする。このように、当局の一般的な説明

としては、本条第 1項は刑法第 36条第 1項を拡大するものではないとされた。 

 この説明に対しては、本条はやはり正当防衛の範囲の拡大であるという批判が数多く提

起された157。しかし、これら一般的な批判は十分ではない。というのも、本法が最終的に法

律となった以上、当局の見解は現行刑法典成立時の立法者意思の再確認とみなされる、つま

り、古田が言うように、1907 年の時点から「本条に列挙されて居る様な条件を具備して居

                                                   
154 二荒芳徳の貴族院特別委員会報告（貴族院議事速記録第 5号 33頁）、則元由庸の衆議

院特別委員会報告（衆議院議事速記録第 12号 222 頁）も同旨。 
155 泉二・前掲注（146）29-30頁。 
156 古田・前掲注（147）56頁。 
157 瀧川・前掲注（150）217-218頁、松崎・前掲注（150）40-41頁。また、必ずしも批

判的ではないが、本条を刑法 36条の正当防衛の拡張とみる見解として、小野清一郎「盗

犯等の防止及処分に関する法律に就て」『刑の執行猶予と有罪判決の宣告猶予及び其の他

（増補版）』（有斐閣、1970）235-236頁、牧野・前掲注（149）205-206頁。なお、衆議

院本会議において、星島二郎は法律自体は拙速であるとするものの、「私ハ実ハ此案ノ内

容趣意ニ付テハ賛成ノ点ガ多イノデス、殊ニ人ノ生命、身体、又ハ実ニ興味深イコトハ此

貞操ニ関スル擁護、殺シテモ宜シイト言フ位ノ力ヲ与ヘテ居ルノデアリマスカラ、余程是

ハ具ニ研究シテヤリマスレバ、精神ニ於テハ中々是ハ良イ法案デス」（衆議院議事速記録

第 12号 223頁）と評価していた。 
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る場合に犯人を殺傷することは、刑法第 36 条第 1 項に適合する場合であると解せらるべ
、、、、、

き
、
」（傍点筆者）であったということになるからである。第 36条の成立過程の検討からも、

このような解釈を否定する明示的な根拠は見当たらない。要するに、一般的な批判として、

本法第 1項が正当防衛の不処罰範囲を広めていると考える論者の側が、第 36条を誤って狭

く理解しているということになるのである。 

むしろ、問題は、当局の説明に内在的な矛盾があるように見える点に求められる。すなわ

ち、第 1項の「現在ノ危険」について、泉二は「現在の危険と云ふは未だ急迫の侵害に至ら

ざる程度の危険を考へての言葉である」158と明言している点である。宮川はこれを指摘し

て、「この説明によると、盗犯等防止法 1 条 1 項の「現在」は刑法 36 条の「急迫」よりも

侵害される法益に対する危険性が低い場合をも含むことになる。とすると、盗犯等防止法 1

条 1 項は、刑法 36 条の正当防衛の成立範囲を拡張した規定ということになるはずであり、

泉二刑事局長の盗犯等防止法 1条 1項は刑法 36条の注意規定であるという説明と矛盾を来

たすことになる」159とする。また、川端博も、「立案当局は、現在の危険は、まだ急迫の侵

害に至らない程度の危険を意味すると説明しているが、これは、諸学説が批判しているよう

に、36 条の急迫の侵害と同じであると解してよいとおもう。……もし立案当局の主張どお

りであるとすれば、それは明らかに 36条の要件を拡張するものであって明白な矛盾が存す

ることになる」160とする。しかし、これらの批判は誤りである。なぜなら、泉二が「本項第

1号乃至第 3号の正当防衛」と説明しているとおり、本項で問題となっているのは財産また

は住居の保全のための正当防衛だからである。すなわち、本項の正当防衛行為における直接

の保全法益は、第 1 号から第 3 号の事例で問題となる財産または住居権（住居の平穏）な

のであって、本文で列挙される生命、身体、貞操ではない。当局の見解としては、第 1号か

ら第 3 号の事例における侵害に対しては、もともと刑法第 36 条の正当防衛が可能なのだ

が、「已ムコトヲ得サルニ出タル行為」について緩やかに理解しない見解（つまり相当説）

であっても、少なくとも本文の現在の危険がある場合には「已ムコトヲ得サルニ出タル行為」

と言えるはずである、というのが泉二の説明なのである。したがって、本条項は急迫不正の

侵害に至らない前段階である現在の危険に対して正当防衛を認めているわけではない。ま

た、ここでの保全法益が生命・身体・貞操ではないことは、「強盗が現に暴行強迫の手段を

用ふる場合の如きは本法に依ることを要せず刑法第 36条の規定に依るので十分である」161

                                                   
158 泉二・前掲注（146）31頁。また、少し後では、「生命身体貞操に対する危険が急迫の

侵害と云ふ程度に進んで居る時は第 1号乃至第 3号の侵害が無くとも当然独立して刑法第

36条に依る正当防衛たること疑が無い」としており、ここからも、本条項の「現在の危

険」が刑法第 36条の「急迫不正の侵害」の前段階であることが分かる。 
159 宮川・前掲注（143）142-143頁。脚注でも、「しかし、泉二刑事局長がいくら懇切丁

寧に説明しても、現在の危険を「刑法第 36条の急迫の侵害と云ふ程度に至らない危険」

と解釈する限りは、生命、身体、貞操に対して急迫の侵害がない場合に、正当防衛を認め

ることになるので、正当防衛の拡張といわざるを得ないであろう」（183頁）とする。 
160 川端・前掲注（9）60頁。 
161 泉二・前掲注（146）31頁。 
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という説明、つまり生命・身体のための防衛は刑法の一般原則に従うという解釈から明らか

である。 

 次に問題になるのは、本条項が正当防衛の必要性・相当性を文言上は要求していない点で

ある。この点について、泉二の説明は以下のとおりである。「本項の冒頭に「左の各号の場

合に於て」と定めたるは第 1 号乃至第 3 号に記載する急迫不正の侵害が現存し、之に対し

て防衛上已むを得ざる行為
．．．．．．．．．．．

の行はれたる場合を意味することは文理上及刑法第 36条の一部

解釈規定たる精神から観て明白である」（傍点本文）。「斯かる必要に基づくことを要するは

正当防衛の法理上当然のことであって、此文字が法文に現れて居ないとの理由で之を拒否

することは出来ぬのである」162。現在では後述のように、この説明をとらえて、当局が採用

した解釈規定説は、「やむを得ずにした」という明文にない要件を付加する見解であると整

理されている163。しかし、この理解も誤りである。というのも、泉二は、本条項の要件を充

足した上で、さらに「やむを得ずにした」ことを確認する必要があるとは説明していないか

らである164。泉二の説明する「防衛上已むを得ざる行為」ではない場合とは、その後の説明

を見ると、第 1 号から第 3 号について急迫不正の侵害が存在しない場合、および本文につ

いて現在の危険が存在しない場合である。さらに、ここでの説明は、「即ち特に第 36条第 1

項の防衛行為ありたるものとすと云ふ文句を用ひたるは、本項の条件具備する場合には殺

傷と云ふ結果の重大なる理由とし、防衛行為の程度を超えたる行為なりとして第 36 条第 2

項を適用すべからざることを示すのが本項の眼目である」165としている。衆議院の特別委員

会ではより端的に、「此第 1号乃至第 3号ノヤウナ事実ノアル上ニ、尚ホ一方本文ノヨウナ

危険ガアッテ殺傷シタ場合ニハ、是ハ已ムコトヲ得ザルニ出テ人ヲ殺傷シタルモノト見ル
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ゾ、斯ウ云フ意味ヲ明ニシタモノ
、、、、、、、、、、、、、、、

ト御承知ヲ願ヒタイ」（傍点筆者）166と説明している。確

かに、当局が、形式的に本条項の要件を満たしても正当防衛が認められない余地を認めてい

た可能性も十分にある。しかし、一方で、要件を具体的にして正当防衛権の行使を容易にす

ると宣言しつつ、他方で、条文にない要件を加えるという、立法方針の明確な齟齬があった

とあえて理解すべきではないだろう。泉二が第 1 項の行為が「已ムコトヲ得サルニ出タル

                                                   
162 泉二・前掲注（146）30-31頁。古田・前掲注（147）60頁も同旨。 
163 後述するが、佐伯（仁）・前掲注（152）136頁参照。 
164 なお、刑法第 36条第 1項の正当防衛の「已ムヲ得サルニ出タル」について、泉二は、

逃避の可能性、官憲の保護を求める可能性、侵害の予見の有無にかかわらず、「防衛ノ為

メニスル行為カ現在不正ノ侵害ヲ排斥スルニ必要ナル程度内ニ於テ行ハルルトキハ之ヲ以

テ已ムヲ得サルニ出タル行為ト為スコトヲ得」とする説を支持する（泉二新熊『日本刑法

論 上巻（総論）第 45版』（有斐閣、1939）377-378頁）。さらに、侵害法益と保全法益と

の衡量の要否については、「小価格の財産に対する盗犯を防止するか為め賊を殺傷するも

尚ほ緊急防衛たるを得へし」（347-348頁）とする説を支持する。このように、泉二はかな

り割り切った正当防衛の理解を採用していた。 
165 泉二・前掲注（146）30-32頁。 
166 「第 58回帝国議会衆議院盗犯等の処罰及処分に関する法律案委員会議録（速記）第 3

回」『帝国議会衆議院委員会議録 16 昭和篇』（東京大学出版会、1991）384頁。 
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行為」であることを強調しているのは、本条項が斬捨て御免の悪法であるという批判に応答

するためであったものと推察される。この点については、吉川経夫が、本法が問題となった

判決の評釈において、「盗犯防止法 1条 1項が刑法の正当防衛をなんら拡張したものではな

いとする所説は、同法に対する前述のような非難をできるだけそらそうとする政治的考慮

に出た詭弁と評せざるをえない」167としている。 

 以上のことから、立案当局の説明をそのまま受け取れば、本項の意義は、①第 1号から第

3 号の事例においては「急迫不正ノ侵害」があったものとする、②自己または他人の身体、

生命または貞操に対する現在の危険を排除するために行った殺傷は「已ムコトヲ得サルニ

出タル行為」とする、③このような解釈は本来刑法第 36条第 1項から導かれるものである

ということである。このように理解する場合のみ、「一方には急迫不正の侵害として盗犯又

は不法侵入不退去が実在し之に加ふるに生命身体貞操に対する現在の危険があつて、之を

排除するの必要がありとすれば殺傷に至るとも之を以て過剰防衛なりとする理由はない」、

「要之本条第 1 項は「第 1 号乃至第 3 号に記載する盗犯又は不法侵入等の急迫侵害が実在

し之に対し正当防衛を為す
、、、、、、、、、、、

に当って、生命身体又は貞操に対する現在の危険があり、之を排

除するの必要も
、
あると云ふ場合に犯人を殺傷するも防衛の程度を超えたるものと為るもの

に非ずして第 36条第 1項に該当す」との趣旨を明示するに過ぎないのである」168（傍点筆

者）という説明が整合的となるだろう。 

2.1.2.3.3. 第 1条第 2項の趣旨 

 盗犯等防止法第 1 条第 2 項の趣旨について、当局は次のように説明した。まず、渡邊千

冬の答弁によれば、前述のように、「良民ガ盗賊又ハ侵入者等ニ遭遇イタシマス場合ニ恐怖

驚愕、興奮、狼狽等ノ結果急迫重大ナル危険ノ存否ニ対スル判断力ヲ失ヒマシテ、殆ド無意

識的ノ挙措ヲ敢テスルニ至ルコトノアリマスハ往々見ル所」であるから、これ関する規定を

置いた。衆議院本会議の答弁においてはより立ち入った説明がある。それによれば、「此恐

怖、驚愕、興奮、狼狽等ニ因ッテ人ヲ殺傷スル場合ハ 2ツアル」。「1ツハ全ク斯ク云フ状態

ニ於テ判断力ヲ失フ場合デアリマス、此判断力ヲ失フ場合ハ即チ責任能力ノナイ場合デア

リマス」。もう 1つは判断力を失わない場合であるが、「是ハ今日ノ刑法ニ於キマシテモ「罪

ヲ犯ス意ナキ行為ハ之ヲ罰セス」ト云フノハ、チャント刑法ニアルノデアリマス」169。泉二

によれば、「第 2項は一般学理解釈より生ずる結論を注意的に明示したのに過ぎないのであ

って、特に無処罰の場合を拡張する趣旨ではない」。「本項に於ては第 1 項各号に記載する

急迫不正の侵害に対し防衛を為す場合に於て第 1 項本文に記載する危険は実在せざるも行

為者が恐怖驚愕興奮狼狽に因り「其危険ありと誤認し之を排除する為必要なりと考へて」と

云ふ文句ははいけれども、第 1 項は第 2 項の文意を承くべきこと当然であるから其の文句

が省略黙示されて居るものと解すべきが必然のことである」。特別規定がなければ通常の誤

                                                   
167 吉川経夫「判批」判例時報 816号（1976）160-161頁。 
168 泉二・前掲注（146）32-33頁。 
169 衆議院議事速記録第 12号 225頁。 
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想防衛の処理が行われることとなるが、「併し本項に当る場合、即ち第 1 項第 1 号乃至第 3

号の事実の現存することを条件とし、且つ恐怖驚愕等の為に生命身体貞操に危険ありと誤

認し其排除の為必要なりと考へて殺傷するに至ったと云ふ場合であるならば、之に過失あ

りと認むることも過酷であると考へらるるのであるから、本項では此場合を限って之を注

意的に指示したのである」170。古田の解説は以下のとおりである。「本条第 2項の規定は形

式上現行刑法には存しない規定である」。「現に盗犯あり又は現に住居侵入者あるが如き場

合に於ては、客観的に観察して何等自己又は他人の生命、身体、貞操等に関して現在の危険

なき場合に於ても恐怖、驚愕等の結果斯る危険ありと即断し、直に犯人を殺傷するが如き事

態を惹起し易いものである。通常の人間に於ては避け難き心理状態である。現行刑法の規定

に従へば斯る場合に恐怖、驚愕、興奮、狼狽等の為に心神喪失又は心神耗弱の状態に在った

ものとすれば、其の方の規定の為に全然罰せられないか、又は刑を減軽せられる場合がある

筈であるが（刑法 39）。本条の規定は其の場合の責任能力の程度如何を探求せずして恐怖、

驚愕、狼狽等の結果に因るの条件のみを以て刑責を問はざる趣旨の規定である」。他方で、

誤想防衛という見地からは過失処罰の可能性が残るが、「本項の規定の結果此の場合の殺傷

行為に付ては、誤想防衛の問題も過失犯の問題も議論の必要を見なくなったのである。即常

に無責任と為るのである」。「又生命、身体若くは貞操に対する危険の存せざるに拘らず殺傷

を為したる場合を予定して居るのであって、必要の程度を超えたる行為、刑法第 36条に所

謂已むことを得ざるに出たる行為に非ざることを前提として、而も之を全然処罰せざる趣

旨の規定である。刑法第 36条第 2項の過剰防衛の規定は初より適用のない趣旨に於て規定

せられて居るものと解すべきである。此の点に関しては刑法規定の相当の拡張と為るであ

ろう」171。以上のことから、当局の見解としては、本条項は責任無能力ないし違法性阻却事

由の前提事実の錯誤に関する無過失による不処罰を定めた規定ということになる172。 

 これらの説明に対しては、第 1 項よりもさらに激しい批判が加えられた。衆議院の本会

議においては、小野寺章が、「本法ノ中心ヲ成シテ居ル所ノモノハ第 2項デアル」と指摘し

た173。さらに学説からも、たとえば瀧川幸辰は以下のように指摘する。「この法律の隠され

た役割は、更に同法 1 条 2 項の錯覚防衛（誤想防衛）を一律に責任阻却事由とする規定と

                                                   
170 泉二・前掲注（146）31頁および 33頁。 
171 古田・前掲注（147）62-63頁。 
172 当時の論者は当局のこのような説明を受け入れたが、牧野英一は異なる理解をしてい

た。牧野によれば、「刑法第 36条第 2項は程度を超えたる防衛行為について刑の減軽免除

を規定している。本法の第 1条第 2項も亦それと趣旨をおなじくするものと解すべきであ

る。ただ、本法においては、正当防衛の要件たる「已むを得ざる」の行為たることの要件

を掲げない結果として、「程度を超えたるもの」の語を用いることができなかった。すな

わち、問題は、畢竟、生命、身体又は貞操に対する危険が未だ「現在」という能はざる場

合に関するものであるので、従って、その危険はあるが、それが切迫と称せられるまでに

なっていない場合を意味するものといはねばならぬ」（牧野・前掲注（149）210頁）。す

なわち、牧野は本条項を事前的時間的過剰防衛に関する不処罰規定と読んだわけである。 
173 衆議院議事速記録第 12号 225頁。 
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呼応して、完全・確実に達成される。……家宅侵入・不退去といふ事実があれば、相手方は

何等かの程度において恐怖・驚愕・興奮・狼狽を感ずる。一方においてこの通常の状態を以

て殺傷に責任免除を与へる条件と見、他方において労働者の面会に対して同法 1 条 1 項 3

号を適用するというふ立場は、この法律の使命の 1つ、或は最も重要な使命が、労働運動の

弾圧にあるといふ批難に対し、弁解の言葉をもたないであらう」174。 

確かに、本法第 1 条第 1 項が正当防衛の範囲の法律上の拡大ではないとしても、第 2 項

が不処罰範囲を拡大させているという指摘は正しいだろう。司法書記官の古田も、「此の点

に関しては刑法規定の相当の拡張と為るであろう」と漏らしている。もっとも、反対に 3者

の説明を刑法典の解釈の前提とすれば、本条項の対象事件は、本来であればそもそも現行法

の下でも何らかの事由から不処罰と扱われるべきであるということになり、やはり純粋に

形式的には法律上の拡大と言えないこととなる。 

また、第 1 項との関係で指摘しておくと、第 2 項は誤想防衛を定めたものと通常は説明

されるが175、当局の説明を正面から認めるならば、第 1 号から第 3 号に該当する以上、財

産・住居に対する急迫不正の侵害があるので、厳密に言うと本項が規定するのは、現実に存

在した急迫不正の侵害に対する必要性・相当性の錯誤、つまり「過失の過剰防衛」と呼ばれ

る類型である。すなわち、本項に該当する行為は、第 1 項第 1 号ないし第 3 号に定められ

る侵害に対する正当防衛について、必要性・相当性を基礎づけるべき生命、身体、貞操に対

する現在の危険を誤信した場合である。このことから導かれるのは、過失の過剰防衛を過剰

防衛の類型と見る現在の学説および本稿の立場からすれば、本項は過剰防衛についての規

定であるということである。草野豹一郎はこの事実を指摘して、「既に博士（泉二――筆者

注）自身も認めらるる如く、第 1 条第 2 項が「第 1項第 1 号乃至第 3 号の事実の現存する

ことを条件」として居る以上、同条項は寧ろ過剰防衛の特殊の場合を規定して居るものと解

すべきではあるまいか」176と述べていた。藤木英雄も、「前提において盗犯や不法侵入者か

ら財産権ないし住居の平穏をまもるという限度では正当防衛としての条件をみたし得るの

に、ただ、犯人により生命・身体・貞操に対する危険が加えられていない状態の下になされ

た犯人殺傷行為であるため、これらの法益防衛のための行為とはみられず、かつ財産権ない

し住居の平穏の防衛としては手段の相当性を欠く、と認められるため過剰防衛とされる事

例について、生命・身体・貞操の危険の現在性についての誤信があつた場合をいうのである

から、これを過剰防衛のある場合に免責を定めた規定と解することもできよう」177としてお

り、この点を理解していた。 

                                                   
174 瀧川・前掲注（150）221頁。 
175 後述するが、伊藤他・前掲注（143）282-284頁〔中谷瑾子執筆部分〕。 
176 草野豹一郎「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第 1号第 2項の意義」『刑事判例研究 

第 4巻』（厳松堂、1939）57頁。伊藤他・前掲注（143）282頁〔中谷瑾子執筆部分〕の

評価によれば、「極めて少数にとどまる」。 
177 団藤重光編『注釈刑法 (2)のⅠ 総則(2)』（有斐閣、1968）257頁〔藤木英雄執筆部

分〕。 
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2.1.2.4. 検討 

 以上、正当防衛・過剰防衛の周辺領域について、現在の体制に至る過程を検討した。旧刑

法第 309 条の暴行の誘発による宥恕規定と、第 315 条の正当防衛の特則については、現行

刑法との連続性が明確ではない。それゆえ、以下では、盗犯等防止法の意義について検討を

加えることにする。 

盗犯等防止法第 1 条の制定当初の趣旨は、第 1 項は、①第 1 号から第 3 号の事例におい

ては「急迫不正ノ侵害」があったものとする、②自己または他人の身体、生命または貞操に

対する現在の危険を排除するために行った殺傷は「已ムコトヲ得サルニ出タル行為」とする

ということであり、第 2 項は、第 1 項第 1 号ないし第 3 号に定められる侵害に対する正当

防衛について、必要性を基礎づけるべき生命、身体、貞操に対する現在の危険を誤信した場

合を対象とする、相当性の誤信のある過剰防衛を定める規定である。さらに、刑法典第 36

条の正当防衛の制度構想全体については、本法の成立は次のような意義を持っていた。 

第 1に、本法の制定によって、刑法第 36条の正当防衛の制度趣旨が事後的に確定、ある

いは、少なくとも上書きされたと言うことができる。すなわち、ここで、刑法第 36条はド

イツ刑法流に解釈されるべきである、これが 1907年以来の立法者意思であるという事実が

確定された。刑法第 36条の正当防衛については、着物 1枚または銅貨 1枚を守るために正

当防衛により相手を殺害してもよいというのが立法趣旨であったとしばしばされるが178、

刑法典成立段階で一義的にそう考えられていたのかは定かではない。このような説明を政

府委員石渡敏一が行った直後に、富井政章は次のように発言していた。「46条（正当防衛―

―筆者注）ノ場合ニ於テハ泥棒ニ対シテ銅貨一枚取ラレナイ為ニモ其泥棒ヲ殺スヨリ他ニ

手段カ無ケレハ殺シテモ宜シイ、47 条（緊急避難――筆者注）ノ場合ハソウテナイ、害ノ

程度ヲ見ナケレハナラヌト云フコトニナツテ居ルンテアルト思フノテス……私カ先生ヨリ

会テ習ツタ所ノ説ニ依レハ正当防衛ノ場合ニ於テモ害ノ大小ヲ見ルト云フコトハ必要テナ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

クテハナラヌ
、、、、、、

、即チ恢復スヘカラサル損害ヲ受ケルト云フコトカ正当防衛ノ要件テ無クテ

ハナラヌト云フコトヲ聞イテ居リマス」（傍点筆者）と富井が述べ、これに対して石渡は「全

ク左様ナンテス」と言っている179。それゆえ、害の均衡は不要であるにせよ、必要であれば

事後的回復不可能性などを一切考慮しなくてよいと考えていたとは断言できない。実際に、

「先生」René GARRAUDは、「すなわち、われわれを脅かす害悪が、犯罪的行為以外の方

法では回復不可能である場合、自由と同じく財産を保障し、窃盗を処罰するために、ある者

からその自由を剥奪することをためらわない社会は、所有者に対して、可能なすべての手段

によって自らの権利を防衛する権利を承認しなければならない」として、次のような例を挙

げる。「商人の金庫の中からその財産の大部分を構成する証券を窃取した盗犯が、この証券

                                                   
178 齊藤誠二『正当防衛権の根拠と限界』（多賀出版、1991）5頁、松宮・前掲注（6）143

頁。 
179 松尾他・前掲注（101）884頁。 
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を携えて逃亡するのだが、暗闇のためにこの者を識別できないという場合を想定しよう。所

有者が盗犯を傷害または殺害するに至らなかったなら、害悪は回復不可能だろう。それゆえ、

所有者は銃撃し殺害する。所有者はその権利を持たないのだろうか。第 328 条は、その文

言においてはそれを与えていない。しかし、いかなる裁判所も、この行為はその行為者の責

めに帰すべきではないと宣言することをはばからないだろう」180。つまり、R. GARRAUD

がここでリンゴ 1 つや着物 1 枚ではなく「財産の大部分を構成する証券」を問題にしてい

るように、富井も害の大小や事後的回復可能性をある程度問題にすべきと考えていた可能

性が高い。したがって、現行刑法典第 36 条の正当防衛がドイツの旧第 53 条に由来する、

つまり財産に対する正当防衛を害の不均衡または損害の回復可能性を問わず広く認めるも

のであると言えるのかは、定かではなかったのである。しかし、盗犯等防止法の制定後は、

事後法である本法の構想が優先されることとなる。つまり、刑法第 36条は、ドイツ刑法と

同様に、財産に対する正当防衛を、それが必要な限りで広く認める趣旨であったということ

になる。 

第 2 に、法律上の正当防衛の範囲を拡大する趣旨でないという当局の説明を前提にする

と、当局と立法者は、本法により、判例実務の解釈上の正当防衛の範囲を拡大することを要

求したということである。この点を指摘するのは、藤木英雄である。「もともと、わが刑法

は、規定のうえでは正当防衛をかなりひろく許容する余地を認めながら、現実の解釈運用は

きわめて厳しく、制限的である」。「盗犯等防止法 1条 1項は、刑法 36条の解釈規定として、

おそらく傷害行為が 1 項各号の条件をみたす場合に生命・身体・貞操に対する現在の危険

を排除するためにした殺傷行為は正当防衛として相当性のあるものと解すべきだとし、判

例の相当性判断があまりに厳格でありすぎるのに対して解釈の指針を示す意図のもとに制

定されたのではないかと想像される」181。すなわち、当局が解釈規定と説明したのは、刑法

典第 36条第 1項も、本法のように広く正当防衛が成立するように解釈せよという意味なの

である。 

 

 

2.1.3. 小括 

 以上の現行規定の成立過程は、次のようにまとめられる。第 1に、第 36条第 2項が旧第

316条を引き継ぐものであることに対して特に批判はなかったが、この事実以外、第 36条

                                                   
180 René GARRAUD, Précis de droit criminel, 1881, p. 158. なお、R. GARRAUDの著

作は、Pierre GARRAUDに引き継がれ、その後 20世紀中頃まで改版されることとなる

が、本稿では、富井政章の留学時期と重なる 1881年の教科書（初版）を参照する。

ORTOLAN についても同様の方法はとられうるが、その学説は BOISSONADEや宮城な

ど複数の経路から日本に影響を与えており、訳本も出回っているため、最後の第 5版を参

照している。なお、『仏国刑法原論』として出回った原著第 4版の記述は、本稿で参照し

ているものと同じである。 
181 藤木英雄「判批」法律時報 495号（1967）143頁。 
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第 2 項の制度構想の詳細は明らかではない。すなわち、立法者が規定の適用対象をどのよ

うに予定していたのか、刑の減免およびその付与の可否について何らかの基準を想定して

いたのかについては、不明であると言わざるをえない。ただし、旧刑法の誘発による宥恕の

基礎が行為者の忿怒に求められ、これと過剰防衛との連続性が指摘されてきたことなどか

らすると、基本的には、今日に言うところの責任減少の基礎となる事実が、第 36条第 2項

の刑の減免の根拠として漠然と想定されていたと考えるのは自然だろう。第 2 に、改正の

当初は旧第 309 条に定められる誘発による宥恕も同時に総則に移ったのだが、その後、当

時内外で比較的肯定的に評価されていたこの規定は姿を消すこととなり、それが現行刑法

にどのように関係しているのかも明らかではない。第 3に、盗犯等防止法の制定によって、

刑法第 36条についても、広い正当防衛権の行使を認めるドイツ流の制度構想の採用が決定

づけられた。当局と立法者は、そのような広い正当防衛権の承認はもともと現行法の解釈か

らも導かれるものであるとして、判例実務に正当防衛の範囲の拡大を解釈上要求したので

ある。この点が強調されなかったのは、おそらく、労働運動の弾圧との関連を指摘された特

殊な時代情勢によるものであった。 

 これらのことからは、正当防衛・過剰防衛の制度体系は、広範な正当防衛権の行使を中心

として構築されなければならず、第 36条第 2項の過剰防衛もこの趣旨に対応するものとし

て論じられる必要があるということが明らかとなる。しかしながら、盗犯等防止法の立法当

局が示した、批判を受けるほどに断固とした正当防衛権の承認の態度は、裁判所により黙殺

されることとなる。 

 

 

2.2. 過剰防衛とその周辺領域に関する判例 

 

 

2.2.1. 事後的時間的過剰 

 時間的過剰については、事前的なものと事後的なものが想定されうるが、本稿が主題とし

ているのは後者である。もっとも、口論や軽い揉み合いなどが相互に応酬される場合、先行

する正当防衛状況に対する事後的行為と、再度の（想定上の）正当防衛状況に対する事前的

行為との区別はあいまいになる。なお、裁判所は、過剰防衛を認めた事件において、「罪と

なるべき事実」の中で「自己を防衛するため、その防衛の程度を超えて」などという判示を

行うことが慣例となっているが、これは法的評価の側面を多分に含んでいるため、事案の概

要に際しては表記しないこととする。 

 

2.2.1.1. 大審院および最高裁の裁判例 

 旧刑法典の下では、第 316 条後段により明文で事後的時間的過剰防衛に対する裁量的宥
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恕が認められていたため、規定を適用すれば足りた182。新刑法典の下では、時間的過剰に対

して規定を適用しうるかは、少なくとも第 36条第 2項の文言だけからは分明ではない。大

審院の裁判例においては、一方で、急迫不正の侵害について厳密な認定を行わずに過剰防衛

を認めたものがいくつかある。 

大正 12 年 7 月 14 日判決では、被害者との口論の後に現場を立去った被告人に対して、

被害者が追跡して再三再四勝負を挑み、執拗に組み付いてきたため、被告人が、被害者を打

ち倒して上から金箆で頭部を 2、3度突き刺し、被害者に組み敷かれるや下から後頭部を刺

して、被害者を死亡させた行為について、大審院は、被告人は被害者より「追跡セラレ再三

再四勝負ヲ挑マレ同人カ執拗ニモ被告ニ組ミ付キ来リシヲ以テ同人ヨリ殺害セラルルヤモ

知レスト思惟シ其ノ機先ヲ制シ」行為に出たのであるとして、「正当防衛ノ行使ニ非スシテ

防衛ノ程度ヲ超ヘタルモノ」とした183。本件は、客観的に急迫不正の侵害が存在しうる場合

であるため、時間的過剰を認めたものとは必ずしも言えないが、通常の言い回しでは、「機

先ヲ制シ」とは、存在しない侵害に対して行われた未然の防衛を示すように思われる。同様

の判断は、昭和 8年の判決でも採用された。ここでは、被告人の行為は闘争行為の継続であ

るから正当防衛の観念を容れる余地はないとしつつも、「前判示ノ如ク喧嘩既ニ治マリタル

後対手方ヨリ更ニ他ノ場所ニ誘致セラレ殴打セラレントシタル際其ノ機先ヲ制スルノ意思

ヲ以テ即時匕首ヲ以テ之ニ刺創ヲ与ヘ死ニ致シタルモノナルヲ以テ被告人ノ行為ハ正当防

衛ノ程度ヲ超エタルモノニシテ刑法第 36条第 2項ニ所謂過剰防衛ニ当ルモノトス」184とし

て、過剰防衛を認めなかった原審を破棄自判した。本件もまた相手方が打ちかかってきてい

た事案であり、物理的には急迫不正の侵害が存在する事例であるものの、喧嘩闘争であるた

め、法律上はこれを第 36条第 1項の意味における急迫不正の侵害とは言えないという特殊

性を持っていた。つまり、本件で認められた過剰防衛は、急迫不正の侵害をまったく前提と

しないものであるか、または、（もはや先行する喧嘩闘争と区別されるべき）その後の新た

な急迫不正の侵害に対して、まさしく機先を制するものということになるだろう。一般論と

しては、昭和 5年の判決において、闘争行為として結論的に正当防衛・過剰防衛を認めなか

ったものの、大審院は以下のように述べた。「侵害カ急迫ナルヤ否ハ侵害並防衛行為当事ニ

一切ノ客観的事情ヲ綜合シ社会的妥当的観念ニ依リ判断スヘキモノニシテ 1 個ノ侵害的所

作ノ如何ニヨリテノミ判断スヘキモノニ非ス 1 個ノ侵害所作カ無結果ニ終リタル場合ト雖

当事ノ客観的事情カ一般的見解ヨリシテ被侵害者ヲシテ防衛行為ヲトラシムルニ必然ナル

客観的状勢ニアリシ場合ニ於テハ例ヘ侵害者ニ第 2 回目ノ具体的侵害的所作ナシト雖モ尚

急迫ノ侵害アリト謂ハサルヘカラス所謂過超防衛ノ規定ハ斯ル場合ヲ当然ニ予想シタル規

                                                   
182 旧第 316条後段が適用された裁判例として、大審院判決明治 28年 4月 23日刑録 1輯

300頁。 
183 大審院判決大正 12年 7月 14日刑集 2巻 9号 657-658頁。なお、本件では刑を減免す

る情状がないとして、第 36条第 2項の適用はなかった。 
184 大審院判決昭和 8年 6月 21日刑集 12巻 10号 838頁。なお、結論としては原審では

付されていなかった執行猶予が認められている。 
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定ナリト信ス」185。「1 個ノ侵害所作カ無結果ニ終リタル場合」であっても、現実に急迫不

正の侵害が続いている場合について過剰防衛が認められることには疑いの余地がないから、

ここでは、それが現実にあったとは確言できない場合であっても、客観的考察の下で相当な

場合には急迫不正の侵害を認める、過剰防衛（所謂過超防衛）はこの行為を対象にしている、

という趣旨であろう。つまり、形式的には急迫不正の侵害を要求しているものの、実質的に

は事後的時間的過剰防衛の一部承認と同じ結論が取られている186。 

他方で、急迫不正の侵害の排除を明確に認定した上で、その後の追撃行為について過剰防

衛を認めたものとして、大正 14 年 12 月 15 日判決がある。本件では、弟である被告人が、

日頃から素行の悪く、体格も勝り格闘技の経験もあり、包丁を手にしていた兄である被害者

（唯一）から襲われ、格闘の上、被害者により組み敷かれたものの何とかその包丁を取り上

げた。しかし、被害者がなおこれを奪還しようとし、包丁がまさにその手に移ろうとしたた

め、被告人はこの包丁で被害者を突き刺した。その際、被告人への父の加勢もあって、被害

者は現場から逃走したのだが、被告人はこれを追撃して、隣家の裏手でさらに胸部を突き刺

し、両創傷があいまって被害者は死亡したという事案である。大審院は、最初の刺突につき、

「被告人ハ体格肥大ナル兄ノ為メニ組伏セラレ自己ノ元来左利ナルヲ利シテ出刃包丁ヲ持

チタル兄ノ手ニ抜キ取リ兄ニ対シテ一撃ヲ加ヘタル所為ハ当サニ正当防衛ナルコトハ毫モ

疑ヲ容レス」とした上で、追撃行為については、「被告人カ其ノ次キノ瞬間ニ於テ逃クル兄

ヲ追跡シ最後ノ一撃ヲ加ヘテ之ヲ死ニ致シタル所為ハ被告人ニ殺意ノ存スルコトヲ肯定ス

ヘキカ如シト雖モ被告人カ斯カル危急ノ際ニ於テ公訴事実ニ於ケル如ク放埒ナル兄ヲ殺害

シテ一家ノ患ヲ除カント決意スルノ余裕ヲ有シタリトハ」到底信じられないのであって、殺

意の否認は信用に足り、「被告人ハ生死ノ境ニ出入リシタル争闘ノ瞬間ニ於テ恐怖心ト憤怒

ノ念ニ駆ラレテ興奮状態ニ陥リ茲ニ其ノ精神ノ平静ヲ失ヒ其行為ノ結果如何ヲ顧慮スルノ

暇ナク騎虎ノ勢ヲ以テ最初ノ防衛行為ヲ継続シ終ニ兄唯一ヲ傷害シテ知ラス識ラス之ヲ死

                                                   
185 大審院判決昭和 5年 9月 27日刑集 9巻 10号 697頁。 
186 そのほか、弁護人が事案の全体的評価を主張した事件として、大審院判決昭和 13年

11月 25日刑集 17巻 23号 880頁がある。判決文において言及される上告趣意書によれ

ば、弁護人は、「本件ノ如キ事案ニ於テハ連鎖セル行為ヲ綜合シテ観察スルコトヲ要ス格

闘中ノ一経過ノミヲ捉ヘテ律スルトキハ其ノ結論ハ多ク妥当ヲ欠クモノナリ」。「若シ忠治

（被害者――筆者注）カ下水溝ニ落込マサルカ又ハ落込ムモ被告人ニ於テ右ノ如ク之カ防

衛ヲナササリセハ（忠治ハ致命的打撃ヲ受ケタルモ這上カリタル程ナレハ被告人カ何等防

御セサレハ直チニ飛上リ反抗スルコト明ラカナリ）却テ被告人ノ生命奪ハレ居タルヤモ知

レサルナリ斯カル場合被告人ノ右殴打シタル行為ハ夫レ自体ヨリセハ勿論不法行為ナリト

雖モ本件事案全体ヨリ考慮スルトキハ寧ロ已ムコトヲ得サルニ出タル行為ト謂フヘキナ

リ」と主張し、本件の結果を加味して過剰防衛となると主張した。 

 また、下級審の裁判例として、東京控訴院大正 10年判決は、被害者「作蔵が足部に右

の如き創傷を負ひ該水田中に倒れたる以上は最早其攻撃力の中断したるものと認むる
、、、、、、、、、、、、、、、、

を相

当」（傍点原文）とし、かつ被告人の武器や現場における妻子の存在を理由として、鎌で

切りつけた行為をやむを得ずにしたものとは言えないとして、過剰防衛を認めた（東京控

訴院判決大正 10年 3月 25日新聞 1822号 7-8頁）。 
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ニ致スニ至リタルモノナリト推測シ得ヘク被告人ノ行為ハ正当防衛ノ範囲ヲ超越シタルモ

ノト認ムルヲ相当トス」187と判断し、被告人の前段の行為は正当防衛、後段の行為は過剰防

衛と認定した。この構成について、成瀬は、「これらは、量的過剰という概念に関する理論

的考察がほとんどなされていなかった時期の判例であることに由来する時代制約的な問題

であり、むしろ、歴史的には、第 1行為と第 2行為を別個の行為として形式的に処理せず、

全体的評価を行い、過剰防衛を認めた点で、重要な意義を有する」188と評している。 

 これに対して、事後的時間的過剰を否定したように見える大審院裁判例もある。昭和 7年

6月 16日判決では、酒宴の席での諍いの後、被告人方で執拗に問難してきた被害者（森次）

が、火箸で左足背を殴打してきたのに対し、被告人が憤ってその場にあった十能で被害者の

頭部を強打し死亡させたという事件について、「被告人ハ所論ノ如ク急迫不正ノ侵害又ハ現

在ノ危険ヲ排除スル為防衛行為ヲ為シタルニ非スシテ森次ヨリ足部ヲ殴打セラレタル後即

森次ノ侵害行為ニ依ル危険ノ去リタル後ニ於テ十能ヲ以テ森次ノ頭部ヲ強打シ之ニ傷害ヲ

加ヘテ死ニ致シタルモノト認ムルヲ相当トスルカ故ニ右所為ハ之ヲ正当防衛行為若クハ過

剰防衛行為又ハ盗犯等防止及処分ニ関スル法律第 1 条第 1 項第 3 号後段ニ該当スルモノト

為スヲ得サルモノトス」189と判断した。本件では、被害者が火箸を手放したなど攻撃の終了

を示す事実は認定されていないため、なぜ大審院が「危険ノ去リタル」と判断したのかは明

らかではない。また、同年 9月 29日判決では、肉切包丁で切りつけてきた被害者（小田切）

に対して、被告人がこの包丁を奪った上で数十箇所の創傷を加えて死亡させた事件につい

て、「被告人カ小田切ニ肉切包丁ヲ以テ斬付ケタルハ被告人カ小田切ヨリ右包丁ヲ捥取リタ

ル以後ノ行為ニシテ此ノ場合被告人ニ対スル急迫不正ノ侵害行為尚存続スルモノト認メ難

キカ故ニ」190正当防衛の主張は採用できないとし、過剰防衛についても特段の判断を下さず

に通常の傷害致死罪を認定した。同じ判断は、さらに、「既に被告は同人を地上に仆し之を

攻撃スヘキ必要ナキニ拘ラス同人ノ顔面ヲ目懸ケテ石ヲ投付ケタル事実ヲ認メ得ヘク従テ

被告ノ所為ハ権利防衛ノ為之ヲ為シタルモノト謂フヘカラサル」191とした同年 11 月 25 日

判決においても下された。 

 最高裁判所は、昭和 34年 2月 5日判決において、事後的時間的過剰防衛について明確な

態度を示した192。 

 【最高裁判決昭和 34年 2月 5日刑集 13巻 1号 1頁】 

 被告人は、共に酒を飲んでいた被害者（小倉）が別の者と殴り合いの喧嘩を始めたのでこ

                                                   
187 大審院判決大正 14年 12月 15日評論 15巻下 88頁。 
188 成瀬・前掲注（33）25頁。 
189 大審院判決昭和 7年 6月 16日刑集 11巻 11号 874-875頁。 
190 大審院判決昭和 7年 9月 29日裁判例（六）刑事 33頁。 
191 大審院判決昭和 7年 11月 25日裁判例（六）刑事 47頁。なお、本件では被告人に酌量

減軽が認められている。 
192 本件については、成瀬幸典「量的過剰に関する一考察（二・完）」法学 75巻 6号

（2011）49-50頁。 
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れを仲裁したところ、これに不満を感じた被害者が業務用屋根鋏を持ち出し被告人方に赴

いた。被害者は、被告人方土間に入ったが、誰の姿も見えなかったため同家を出た。被害者

の動静を見守っていた被告人は、もはや被害者が自宅に戻ったと思い、被告人方奥八畳間で

恐怖のあまり震えていた母に「大したことねえから大丈夫だ」と告げたところ、これを戸外

で聞きつけた被害者が、「大したことねえちや何だ、この野郎、表に出ろ」と怒鳴りつけ、

被告人の左手を掴んで土間入り口まで引きずり、屋根鋏を両手に持ち、刃先を被告人の首に

近づけて 2、3回音を立てて開閉しながら「この野郎殺してしまうぞ」と威嚇しつつ、被告

人を土間の一隅に追い詰めた。被告人は後退する間に腰掛の上にあった鉈に触ったので、こ

のままでは本当に殺されてしまうと考え、とっさに右手でその鉈を掴み、左手で目前の屋根

鋏を払いのけて、被害者の左頭部付近を鉈で斬りつけ、よろけながら屋根鋏を落とした同人

の同部を追い討ちに殴りつけ、横倒しにさせた（第 1行為）。被告人は、被害者の不法行為

とこれに起因した異常な出来事により、甚だしく恐怖、驚愕、興奮かつ狼狽していたので、

さらに一瞬のうちに同人の頭部、腕などを 3、4 回斬りつけ（第 2 行為）、頭部切創による

左大脳損傷のため死亡させた。 

 第 1 審の水戸地裁は、第 1 行為について正当防衛を認めた上で、第 2 行為について、刑

法典第 36条第 1項の急迫不正の侵害ないしは盗犯等防止法第 1条第 1項の現在の危険がす

でに去った後で行われたものであるが、それは「兇器たる屋根鋏を携え夜間故なく被告人方

住居に侵入した小倉の不法行為とこれに基因した異常の出来事により甚しく恐怖、驚愕、興

奮且つ狼狽した余り、既に危険が去つたことの認識を欠き、その現場に於て、前記正当防衛

行為に引続き一瞬のうちに継続した防衛の為の追撃行為」であったとして、盗犯等防止法第

1条第 2項を認め、無罪とした。これに対して、原審東京高裁は、第 1審の事実認定を支持

しつつ、法律の解釈適用について誤りがあるとし、「そもそも、同一の機会における同一人

の所為を可分し、趣旨を異にする 2 つの法律を別々に適用するがごときことは、立法の目

的に副わない措置であって、とうてい許されない所である」と批判した。続けて、「被告人

は小倉寅一の急迫不正の侵害に対し、自己の生命身体を防衛するため、鉈をもって反撃的態

度に出たのであるが、最初の一撃によつて同人が横転し、そのため同人の被告人に対する侵

害的態勢が崩れ去つたわけであるのに、被告人は異常の出来事により、甚だしく恐怖、驚愕、

興奮且つ狼狽したあまりとはいえ、引きつづき 3、4回に亘り追撃行為に出たのであるから、

被告人のこの一連の行為は、それ自体が全体として、その際の情況に照らして、刑法第 36

条第 1項にいわゆる「已ムコトヲ得ザルニ出デタル行為」とはいえないのであって、これは

却つて同法第 2 項にいわゆる「防衛ノ程度ヲ超エタル行為」に該るものといわなくてはな

らない」として、原判決を破棄し有罪判決を下し、懲役 2年を言い渡した193。最高裁はこれ

を維持し、被告人・弁護人側の上告を棄却した。 

 本件は、第 2 行為について急迫不正の侵害が存在しないことを認めつつ、第 1 行為とあ

わせて一連の行為と構成し、その全体について過剰防衛を認めたものと位置づけられてい

                                                   
193 東京高裁判決昭和 33年 2月 24日高刑 11巻 1号 43頁。 
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る194。 

 また、一連の行為に対して過剰防衛を認めたものとして、平成 9 年 6 月 16 日判決があ

る。 

 【最高裁判決平成 9年 6月 16日刑集 51巻 5号 435頁】 

 被告人は、同じ文化住宅に居住する被害者（末広）と日頃から折り合いが悪かったところ、

共同トイレにおいて後ろからいきなり鉄パイプで頭部を 1 回殴打された。被告人はこれに

立腹し、同人と揉み合いながら文化住宅の 2 階通路に至った際、同人から取り上げた鉄パ

イプでその頭部を 1回殴打した（第 1暴行）。さらに同通路で揉み合ううちに、鉄パイプを

取り返した被害者が被告人を殴りつけようとした際、勢い余って同通路南側の手すりの外

側へ向けて上半身を前のめりに乗り出させてしまい、足を宙に浮かせているのを認めるや、

被告人は被害者の片足を持ち上げて同人を 4メートル下の道路上に転落させる暴行を加え、

傷害を負わせた（第 2暴行）。 

 第 1審の大阪地裁は、第 2暴行について、「被害者の被告人に対する攻撃は止んだ状態に

あって、被告人は無難にその場を立ち去ることもできたものといえるのみならず、被告人の

右行為は被害者を専ら攻撃する意思に基づいたものといえるから、本件は、正当防衛ないし

過剰防衛の成立要件である被害者の「急迫不正の侵害」や被告人の「防衛の意思」を欠くこ

とが明らかである」として、過剰防衛の成立を否定した。控訴審は、これをほぼ引き継いだ

上で、第 1暴行についても判断を下し、「第 1の暴行については過剰防衛としての性質を肯

定できるものの、第 2 の暴行については正当防衛若しくは過剰防衛を認めることができな

いが、右各暴行は同一機会における一連のものであり、しかも、第 2の暴行による傷害の方

が第 1 の暴行による傷害よりも重大かつ主要な部分を占める場合には、全体として 1 個の

傷害罪が成立し、過剰防衛を認める余地はないと解するのが相当である」とした。これに対

して、最高裁は、一方の急迫不正の侵害について、「末広は、被告人に対し執ような攻撃に

及び、その挙げ句に勢い余って手すりの外側に上半身を乗り出してしまったものであり、し

かも、その姿勢はなおも鉄パイプを握り続けていたことに照らすと、同人の被告人に対する

加害の意欲は、おう盛かつ強固であり、被告人がその片足を持ち上げて同人を地上に転落さ

せる行為に及んだ当事も存続していたと認めるのが相当である」とした上で、被害者は「被

告人の右行為がなければ、間もなく態勢を立て直した上、被告人に追いつき、再度の攻撃に

及ぶことも可能であったものと認められる。そうすると、末広の被告人に対する急迫不正の

侵害は、被告人が右行為に及んだ当事もなお継続していたといわなければならない」とした。

続けて、他方の防衛の意思について、「それまでの一連の経緯に照らすと、被告人の右行為

が防衛の意思をもってされたことも明らかというべきである」と簡潔に肯定し、一連の暴行

                                                   
194 これに対し、山本輝之は第 2暴行においても急迫不正の侵害は終了していなかったと

して、「質的過剰である第 2暴行を正当防衛である第 1暴行と全体的に考察して、1個の過

剰防衛の成立を認めたものであると位置付けるのが正当であるように思われる」とする

（山本輝之「量的過剰防衛についての覚書」研修 716号（2011）11-12頁）。 
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を全体として過剰防衛とした。 

 本件は、上の昭和 34年判決と異なり第 2行為についても急迫不正の侵害の継続を認めた

上で、一連の行為に対して過剰防衛の成立を認めたものである。それゆえ、昭和 34年判決

を前提とすれば、第 2 行為について急迫性が認められるか否かは過剰防衛の成否とは直結

しないため、本判決の意義は、急迫不正の侵害の終了時期に関するものにとどまるだろう。 

 近年のものとして、一見すると対立する判断を下した 2つの裁判例が注目を集めた。 

 【最高裁決定平成 20年 6月 25日刑集 62巻 6号 1859頁】 

 被告人は、以前にも因縁をつけられて暴行を加えられたことのある被害者甲から呼びか

けられ、これに応じて移動したところ、いきなり殴りかかられ、被告人はこれをかわしたも

のの、腰付近を持たれて付近のフェンスまで押し込まれた。その後互いに蹴り合うなどして

いたが、2人が揉みあっている現場に被害者の知人が近づくなどしたため、被告人は「おれ

はやくざだ」などと威嚇し、被告人をフェンスに押さえつけていた被害者を離すようにしな

がらその顔面を 1回殴打した。すると、被害者が、その場にあった円柱形のアルミ製灰皿を

持ち上げ、これを被告人に向けて投げつけたところ、被告人は、同灰皿を投げつけた反動で

体制を崩した被害者の顔面を右手で殴打した。被害者は頭部から落ちるように転倒して、後

頭部を地面に打ちつけ、仰向けに倒れたまま意識を失ったように動かなくなった（第 1 暴

行）。被告人は、憤激のあまり、被害者に対し、その状況を十分に認識しながら、「おれを甘

く見ているな。おれに勝てるつもりでいるのか」などと言い、その腹部を足蹴にし、ひざを

ぶつける等の暴行を加えた（第 2 暴行）。被害者は、6 時間あまり後に死亡したが、この死

因となる傷害は第 1暴行によって生じたものであった。 

 第 1 審が全体について 1 つの過剰防衛の成立を認めたのに対して、原審は、被告人の第

1暴行については正当防衛が成立するが、第 2暴行については、甲の侵害は明らかに終了し

ている上、防衛の意思も認められず、正当防衛ないし過剰防衛が成立する余地はないから、

これにつき責任を負うべきであり傷害罪が成立するとした。最高裁は、全体として正当防衛

を認めるべきなどとする弁護人の主張に対し、「第 1暴行により転倒した甲が、被告人に対

し更なる侵害行為に出る可能性はなかったのであり、被告人は、そのことを認識した上で、

専ら攻撃の意思にもとづいて第 2 暴行に及んでいるのであるから、第 2 暴行が正当防衛の

要件を満たさないことは明らかである。そして、両暴行は、時間的、場所的には連続してい

るものの、甲による侵害の継続性および被告人の防衛の意思の有無という点で、明らかに性

質を異にし、被告人が前記発言をした上で抵抗不能の状態にある甲に対して相当に激しい

態様の第 2 暴行に及んでいることにもかんがみると、その間には断絶があったというべき

であって、急迫不正の侵害に対して反撃を継続するうちに、その反撃が量的に過剰になった

ものとは認められない。そうすると、両暴行を全体的に考察して、1個の過剰防衛の成立を

認めるのは相当でなく、正当防衛に当たる第 1 暴行については、罪に問うことはできない

が、第 2暴行については、正当防衛はもとより過剰防衛を論ずる余地もないのであって、こ

れにより甲に負わせた傷害につき、被告人は傷害罪の責任を負うというべきである」として、
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原審の判断を維持した。 

 【最高裁決定平成 21年 2月 24日刑集 63巻 2号 1頁】 

 被告人は、覚せい剤取締法違反の罪で起訴され拘置所で勾留されていたところ、同房者の

被害者との口論の後、腹を立てた被害者が折りたたみ机を押し倒したのに対し、防衛するた

めに同机を被害者に対して押し返した上で（第 1暴行）、これにより転倒した同人の顔面を

手拳で数回殴打する暴行を加えた（第 2暴行）。被害者は傷害を負ったが、これと直接の因

果関係を存するのは第 1暴行だけであった。 

 原審は、第 1暴行について、被害者の行為に急迫不正の侵害を認め、それ自体として見れ

ば防衛手段として相当性が認められるとしつつ、第 2 暴行について、その時点では被害者

による暴行はさほど切迫した状況にあったとはいえず、防衛手段として相当性の範囲を逸

脱したものとした。その上で、第 1 暴行と第 2 暴行は、被害者による急迫不正の侵害に対

し、時間的・場所的に接着してなされた一連一体の行為であるから、正当防衛に当たるか過

剰防衛に当たるかについては全体として判断すべきであり、そうすると、本件各暴行は全体

として防衛のためにやむをえない程度を超えたものであったとして、1個の過剰防衛の成立

を認めた。これに対し、弁護人は、全体について正当防衛が成立する、仮に第 2暴行が相当

性を逸脱しているとしても傷害は違法性のない第 1 暴行から生じているのであるから暴行

罪が成立するにとどまると主張して上告した。最高裁は、「前記事実関係の下では、被告人

が被害者に対して加えた暴行は、急迫不正の侵害に対する一連一体のものであり、同一の防

衛の意思に基づく 1 個の行為と認めることができるから、全体的に考察して 1 個の過剰防

衛としての傷害罪の成立を認めるのが相当であり、所論指摘の点は、有利な情状として考慮

すれば足りるというべきである」として主張を退けた。 

 以上のように、判例は原則として複数の暴行について全体的評価を行い、一連の過剰防衛

を認める立場にあると理解されている。防衛行為の一連性とその基準・限界については、平

成 20 年決定および平成 21 年決定の登場を契機として「とにかく多数の」多数の論稿が出

ており、「既に論点は出尽くしている感もある」とされるほどであるが195、これらの間でも、

判例が、特段の事情がない限り、原則として一連の過剰防衛を認め事件処理を行うことにつ

いては、基本的な一致があるといってよいだろう196。つまり、その是非はともかく、「第 1

行為と第 2 行為が時間的場所的に近接した一連のものであり、第 2 行為が急迫不正の侵害

に起因する恐怖・驚愕・興奮・狼狽等の心理的動揺に基づいて行われた（第 2行為に責任減

少要素がある）と認められる場合には、原則として全体的考察が相当と解すべきであろう」

                                                   
195 橋爪・前掲注（8）106-107頁。 
196 これに対して、照沼亮介は、「そうした評価は平成 20年決定に至るまでの従前の判例

の基本的態度を意識的に過小評価しているきらいがあり、判例理論の内在的理解としてお

も既に疑問がある」とする（照沼亮介「過剰防衛と「行為の一体性」について」川端博＝

浅田和茂＝山口厚＝井田良編『理論刑法学の探求 7』（成文堂、2014）48頁）。 
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197というのが、判例・実務の一般的な立場である198。 

 

2.2.1.2. 下級審の裁判例 

以下では、事後的時間的過剰ないし複数行為による過剰防衛が問題となった下級審裁判

例を、被害者の武器を奪取して反撃する事例（第 1類型）、継続的・連続的行為の事例（第

2 類型）、逃げる被害者を追撃する事例（第 3類型）の 3 つの事例群に整理する。なお、複

数行為が問題となるものの第 1 類型と第 3 類型に該当しない事案については、行為態様が

多少変化している場合も第 2類型に整理している。 

2.2.1.2.1. 第 1類型：被害者の武器を奪取して反撃する事例 

 まず、第 1類型として、行為者が、被害者から武器を奪った上で、なお攻撃を続けようと

する（または客観的にその危険性がある）被害者に対して侵害を加える場合がある199。この

類型は行為時に急迫不正の侵害が継続しているため、厳密に言えば時間的過剰と呼べない

事例であるが、前述の昭和 34年の最高裁判決以降は、この種の過剰防衛を一連の行為と呼

ぶものが多くなる。 

 【横浜地裁判決昭和 35年 9月 28日下刑 2巻 9号 1260頁】 

 被告人 A（宮下）および B（村山）とその同僚が自転車を立てかけて立ち話をしていたと

ころ、道路の通行をめぐって A と被害者（鈴木）と取っ組み合いの喧嘩になり、A は被害

者を突き飛ばして 30 メートルほど逃げたものの、被害者が後から追ってくる様子もなく、

自転車のことも気になったので現場に引き返した。すると、Bが被害者により塀に押しつけ

ら長さ 1,26メートルの角棒で殴られそうになっているのを目撃し、Bの身が危ないと思い、

被害者の振り上げていた角棒を背後より取り上げ、間髪をいれずにその頭部を殴打し死亡

させた。 

本件は事実関係自体にも争いがあったが、横浜地裁は、「被告人宮下においてその棒を取

り上げるや間髪をいれず鈴木の頭部を殴打した一連の行為からすれば、被告人宮下のなし

たこの程度の本件加害行為は鈴木の被告人村山に対する急迫不正の侵害を防衛するためや

むを得ざるに出た行為と認めざるを得ない」とした上で、過剰防衛の成立を認めた。 

 このように、被害者の武器を奪った上で、なお攻撃を続けようとする（または客観的にそ

の危険性がある）被害者に対して侵害を加えた行為につき過剰防衛・正当防衛が認められた

裁判例として、広島高裁判決昭和 31 年 6 月 18 日高刑特 3 巻 12 号 625 頁200、後掲大阪地

                                                   
197 安廣文夫「正当防衛・過剰防衛」法学教室 387号（2012）21頁。 
198 松田俊哉「判批」法曹時報 62巻 1号（2010）298 頁。 
199 なお、被害者の武器を奪って反撃する行為に正当防衛を認めたものとして、最高裁判

決昭和 26年 3月 9日刑集 5巻 4号 500頁がある。 
200 被告人は、連れ立って飲酒していた被害者が、突如肉切包丁を突きつけ、「往生せい」

と言って突きかかってきたため、突然の侵害に驚き身をかわすとともに被害者に飛びつき

その手から包丁を奪い取ったが、さらに奪い返されることをおそれこの包丁で同人の腹部

を 1回深く突き刺し、重傷を負わせた。原審は、弁護人の正当防衛の主張に対し、被告人

は包丁を奪い取ってしまった後に本件犯行に出たものであるから、正当防衛の成立する余
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地はないとした上で、被告人が本件犯行に出たのは、被害者の突然の仕打ちに対し憤激の

余りにわかに同人を殺害しようと決意したものであるとし、殺人未遂で処断した。これに

対し、広島高裁は、被告人が新たな殺意を決して本件の所為に出たというのは証拠からは

認め難いとした上で、行為は当事の情況から見て急迫不正の侵害に対し自己の安全を防衛

するための反撃行為であるから、包丁を奪い取った後のことであるとしても正当防衛行為

であるとして、過剰防衛の成立を認めた。 
201 被告人は、訪問者に気づいて何心なしに勝手口を開けた。すると、すぐ傍らに立って

いた被害者が鍬の柄のようなものを持っているのが目に入り、後ろに退いたところ、眉間

に衝撃を受け、これでは殺されると思い被害者の足にしがみつき、揉み合いながら押すよ

うにして表に出た。そこで被害者は何かに引っかかって仰向けに倒れたが、倒れながら斧

を振り上げたので、前後の見境もなく、その斧を取り上げて倒れている被害者の頭を 2、3

回斬りつけ、傷害を負わせた。原審が、被告人が被害者の斧を奪い取ったところまでに正

当防衛を認め、その後の行為は防衛行為と認めることはできないとしたのに対して、被害

者はなお攻撃の意思を有し、かつ攻撃を加えようとしていたと推断するのが相当とした上

で、「物理的な時間の関係では兎も角、法律上では、なお急迫不正の侵害が現在する」と

して、過剰防衛の成立を認めた。 
202 被告人は、被害者が刺身包丁を持って突きかかってきたため、仲間と共に道端に立て

かけてあった箒を取り上げて抵抗していたところ、仲間の振り回した箒が被害者の手に当

り、包丁が手から落ちた。被害者は攻撃を継続する気配を見せ、腰をかがめて拾おうとし

たものの、一瞬、先に被告人がこれを拾い上げて手にしたのだが、被害者の突然の強烈な

攻撃に対し驚愕興奮していたため、被害者の左胸下部を突き刺し、死亡させた。大阪高裁

は、被害者の攻撃意思はいまだ十分あり、包丁を奪還して再び攻撃に出ることは当然予想

されるから、「このような状況の下にあっては、なお被告人らの生命、身体に対する中村

の急迫不正の侵害は継続していたものと認めるのが相当であるといわなければならない」

として、過剰防衛の成立を認めた（なお、原審は正当防衛を認めていた）。 
203 被告人は、被害者が刃渡り約 15センチメートルの短刀を右手に左腹部付近をめがけて

突きかかってきたため、とっさに短刀をもぎ取るなどして防いだが、なおも被害者が短刀

を奪い返そうとして被告人の右手首を握り立ち向かってきたので、被告人は同人の左胸部

を突き刺し死亡させた。広島高裁は、「被害者は、終始被告人に対し攻撃的挑戦的な態度

を示し、被告人から短刀を取り上げられた段階においても被告人に対する攻撃を断念した

ものとは思われず、被告人から短刀を奪い返したうえ再び短刀をもって攻撃を継続する意

図をも抱き、被告人の右手首をつかむなどして被告人に立ち向かってきたものとみること

が合理的であるものと考えられ、このような状況のもとでは、被告人に対する急迫不正の

侵害はなお継続していたものと認めるのが相当である」として、過剰防衛の成立を認め

た。 
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204 被告人は、暴力団関係者である被害者 Gから、被告人が別の男性 Dと交際しているこ

とに腹を立てられ、柳刃包丁を見せられると同時に、「これから Dを殺してきて、お前も

殺す」と申し向けられた。被害者が部屋を出て、出口に通じる階段を登りかけた途端、被

告人は Dの身体・生命に対する危険を感じた余り（その際 Dは口論のあった飲食店から

約 120メートル離れた別の飲食店にいた）、被害者の右斜め後方から同人に組みつき、も

み合いの中、所携の柳刃包丁を奪い取り、被害者の右胸部付近を 1回突き刺し、死亡させ

た。名古屋高裁は、現場と Dとの距離は必ずしも急迫性を否定しないとした上で、被告人

行為時の侵害の急迫性について、「被告人が右 Gから前記柳刃包丁を取り上げようとした

とき、同 Gは、右柳刃包丁をはなすまいとし、さきに認定したごとく被告人が前同柳刃包

丁で右 Gの右胸部を突き刺すところにおいてさえも、前同柳刃包丁から未だ完全に手をは

なしていなかつた事情が認められ、この状況からすれば、右 Gにおいて、前同柳刃包丁を

被告人から取られまいとし、さらに、これを被告人に奪われた後も、なお、これを被告人

から取り返えそうとする意図を有していたものと認められ、これに、被告人が右 Gから前

同柳刃包丁を取り上げたうえ、同柳刃包丁をもつて、同人の右胸部を突き刺すまでの間

が、瞬時に過ぎないと推認されることを併せ考察すれば」、急迫性が消滅してしまったも

のとは認められないとし、過剰防衛の成立を認めた（なお、原審は正当防衛を認めてい

た）。 
205 被告人は、3万円の返済を求めて被害者 A方を訪れたが、同人は返済を拒むなどした

末、被告人の顔面を手拳で殴りかかってきた。被告人がとっさにこれを避け、逆に被害者

の顔面を殴り返し、よろけて倒れた同人に対し怒鳴りかけた後、貸金の返済を見込めない

と思い立去りかけたところ、被害者は刃渡り約 30,3センチメートルの刺身包丁を腰の高さ

ほどに身構え、被告人のわき腹付近をめがけて血相を変えて突き刺しかかってきた。これ

を見止めた被告人は、とっさに身をかわして被害者を掴み、取っ組み合いを続けるうちに

被害者と共にうつぶせに倒れ、そのはずみで被害者の包丁を持つ手が緩んだので、これを

奪い取って立ち上がった。しかし、被害者もすかさず立ち上がり、枕を投げつけるなどし

て襲いかかろうとするなど、その後も一向に攻撃の手を緩めようとせず、必死に被告人か

ら包丁を奪い返そうとしたため、これを防ごうと乱闘になり、その際無我夢中で被害者に

切りつけ、失血死させた。那覇地裁は、検察官による武器奪取後の急迫性の不存在の主張

に対して、「A は被告人から包丁を奪われても一向に攻撃の手をゆるめる気配をみせず、何

らひるむことなく果敢に立ち向って包丁を奪い返そうとし、現に被告人に切り付けられて

血まみれになりながらもそれをものともせず立ち向かっていたものであり」、平素から気

が荒く、他方被告人は突然襲われて興奮、狼狽していたものであるから、「混乱した当時

の状況の下では、被告人は一旦包丁を奪ったとは言え Aからその包丁を奪い返されるおそ

れが多分にあったのであって、被告人が Aから包丁を奪って優勢になったからといってそ

の時点で急迫不正の侵害が消滅したものということはできず、依然として被告人の生命、

身体に対する急迫不正の侵害が継続していたものと認めざるをえない」として、正当防衛

の成立を認めた。 
206 被告人両名は、その一方が自動車の走行を妨害されたと立腹した被害者（長瀬）から

長さ約 60センチメートルの鉄棒でいきなり殴打されたため、共謀の上、同人に組みつい

て押し倒したり立ち上がって揉み合ううち、被告人の一方が被害者を腰投げで道路中央付

近に投げ倒し、鉄棒を奪って同人の頭部を 1回殴打したものの、同人が立ち上がってなお

も立ち向かってきたところから、さらに 4、5回同人の頭部を殴打し、倒れた同人をさら

に数回殴打し、同被告人から鉄棒を受けた他方が被害者の頭部等を数回殴打し、2、3回頭

部を足蹴にするなどの暴行を加え、傷害を負わせた。原審が「被告人両名の本件行為は全
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体として長瀬による侵害の危険がすでに去ったにもかかわらず、被告人両名において過大

な反撃を加えて、ことさら意図的に過剰な結果を生じさせたもの、あるいは事後の仕返し

として専ら報復攻撃としてなされたものというべき」として正当防衛・過剰防衛の成立を

否定したのに対し、大阪高裁は、「長瀬の被告人両名に対するそれまでの攻撃の態様、程

度、被告人両名に負わせた傷害の部位程度ならびに引続く同人の執拗な攻撃的態度などの

前記認定の事情に徴して考えると、なお長瀬による攻撃が予想できなくはない状況にあっ

たのであるから急迫不正の侵害が全く現在しなくなったとは認めがたく」、ただこの段階

以降における被告人両名の暴行は防衛の手段として相当性の範囲を超えたものというべき

であるとして、過剰防衛の成立を認めた。ここでは、「この段階以降における被告人両名

の暴行」のみに過剰防衛が成立し、それ以前は正当防衛と判断されているようにも見える

が、直後で、「本件のように、正当防衛として開始された暴行が、同一場所で、短時間の

間、同態様で連続して加えられ、その終局時点で防衛の程度が相当性を欠くに至った場合

には、法律上これを一体として評価し、これを 1個の過剰防衛が成立するとみるのが相当

である」としている。 
207 被告人は、居酒屋店内において、被害者から突如背後より刃体約 11,5センチメートル

の出刃包丁で背中を刺されたため、とっさに同人の両手首を掴んで揉み合いの末包丁を奪

い取り、直ちにその前胸部、左側頸部、背部など数箇所を突き刺し、死亡させた。大阪高

裁は、包丁奪取後は急迫不正の侵害はなかったとする検察官の主張に対して、一方で、

「被告人が被害者から包丁を奪い取った後に限ってみれば、被害者は、素手の状態であ

り、包丁を奪い返そうとしたり、新たな攻撃を加えたりするようなこともなく、一方的と

もいえる被告人の攻撃（反撃）が行われており」、両人の対格差からしても、包丁を奪っ

た時点で被害者による侵害行為は終了していたと見る余地もあるとした。しかし、他方

で、本件は「極めて短い時間での出来事といわざるを得ず、包丁を奪い取る前後で事態が

変わったというよりは、一連の流れ、一体的なものとしてみるのが相当であり、これと、

被害者からの攻撃は被告人にとって全く予期しないものであったこと、被告人を刺した直

後もなお、被害者には包丁を構えて向かっていく様子があったことなども併せかんがみる

と」、包丁奪取後直ちに侵害行為が終わったとするのはあまりにも形式的な判断であると

した。その上で、「被害者が包丁を奪われた後も被告人と対峙し続け、被害者の方で侵害

の意思を放棄するような言動が認められない本件具体的状況の下では、その侵害の程度は

包丁を持っているときと比べて格段に低下したものの、なお侵害行為は続いていると判断

するのが相当である」として、急迫不正の侵害の継続を肯定し、過剰防衛の成立を認め

た。 
208 被告人は、同じく公園内で路上生活を送っていた被害者 Bと互いに激しく言い争うう

ち、被害者が台車に隠し持っていた鉄パイプを取り出して殴りかかってきた。被告人はこ

れを防ぎきれず頭部に受傷するなどしたため、身の危険を感ずるとともに憤激するに至

り、被害者から鉄パイプを取上げるや、同人の顔面および頭部を数回殴打する暴行を加

え、傷害を負わせた。東京地裁は、被告人が被害者を挑発しもっぱら積極的な攻撃意思で

行為に及んだもので、過剰防衛も成立しないと主張した検察官に対し、先に鉄パイプを持

ち出したのは被害者であるとして急迫不正の侵害が存在したことは明らかであるとして、

それが被告人の鉄パイプの取上げ後にも継続しているかにつき、以下のように判断した。

鉄パイプを取り上げられた後、Bがどのような言動をしていたかは不明であるが、「そうし

てみると、先に攻撃を仕掛けたのが Bであること等に照らし、被告人に鉄パイプを取り上

げられた時点でも Bの攻撃意欲が直ちに消失せず、なおも被告人に対して攻撃を加えよう

としていた可能性を否定できないことに帰する。したがって、法律の適用に当たっては、

なお急迫不正の侵害は消失していなかったことを前提にすべきものと考えられる」。次い

で、被告人の行為につき、「被告人による前記認定の攻撃は、Bから突然頭部を鉄パイプで
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殴打されるなどした状況の下で短時間のうちに連続的になされたものであるということ、

被告人が Bの攻撃により身の危険を感じて反撃に出たことは否定できないこと等に照らせ

ば、被告人がその時点で反撃行為とは別個の新たな攻撃意思のもとで加害行為に及んだと

みるのは相当でなく、むしろ、冷静さを取り戻す余裕もないまま、当初の防衛意思を持っ

て攻撃を続けたものと認めるのが相当である」とした上で、過剰防衛の成立を認めた。 
209 被告人は、寮長として管理する従業員寮において、消灯時間がすぎていたため被害者

B にすぐに自室に戻るよう注意し、被害者の手を取って部屋へ帰るように促したところ、

被害者は、いきなり、柄と刃の部分がタオルのような布にくるまれて刃先が 3、4センチ

メートルくらい出た柳刃包丁を右手に持って被告人のほうを向き、突き出してきた。被告

人は、突然のことに驚いたものの、これをよけてかわした上、左手で被害者の右手をはた

き、右手で喉を絞めて押さえ、左手で被害者の右手を押さえて包丁が自分に刺さらないよ

うにしながら、被害者の背中を後方の階段の外側の壁に押つけ、自分の身が危険であるな

どと考えて、被害者から包丁を取り上げた。被告人は、腹を立てつつ身の危険を感じて、

包丁を取り上げると、直ちに右手で喉を絞めて押さえ、かつ、左手に持っていた包丁の刃

先を被害者に向け、そのまま右大腿部の付け根付近を突き刺し、失血死させた。横浜地裁

は、傷害の故意を認定した後で、包丁を取り上げた後は急迫不正の侵害はすでに終了して

おり正当防衛は認められないとする検察官の主張に対して、「被告人と Bの体が完全に離

れるなどの事情がない時点においては、検察官が主張する諸般の点を考慮しても、現実に

B をのど輪で被告人が押さえるなどして Bの攻撃に対する防衛行為が継続している以上、

具体的な攻撃の態様は説明できないものの、防衛行為に見合った B による「何らかの態様

による攻撃」の可能性を完全に排斥することは困難であり」、「Bの攻撃行為から被告人が

B から同人の凶器である包丁を取り上げるまでの出来事が短時間のことであり」、「本件犯

行が、包丁を取り上げた直後の極めて接着した時点において行われたものと認めざるを得

ないから」、被害者による侵害行為が終了していたとは断じがたいとした。その上で、防

衛の意思の併存を肯定し、過剰防衛の成立を認めた。 
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LEX/DB 25410516210、甲府地裁判決平成 17 年 12 月 14 日 LEX/DB 25420723211がある。 

 これに対して、武器奪取後の行為に過剰防衛を認めなかった裁判例もある。 

 【東京高裁判決昭和 31年 11月 27日東高時報 7巻 12号刑 445頁】 

 被告人は、口論していた被害者（勇八、被告人の次男）が火鉢にかかっていた鉄瓶を持ち

上げ、被告人に投げつけようとしたので、両手で五徳を持ってその鉄瓶を押し返した。する

と、鉄瓶の中の熱湯が被害者の手にかかったため、同人は一層憤慨し、長さ約 1メートルの

樫の麺棒を手にとって被告人めがけて殴りかかったが、被告人の三男がこれを制止した。被

告人は、麺棒を被害者からもぎとって同人を縁台から土間に突き落とし、同人が素手のまま

                                                   
210 被告人（女性）は、被告人方において被害者 Aと口論となり、被告人が別れを告げる

や、被害者がその態度に憤激し、被告人の顔や頭等を手拳で数回殴打したり、足を蹴った

りしてきた。被告人はその後も暴行を受け、逃れて台所兼食堂で息をついていたところ、

被害者が被告人の右手をつかんで背中に回してねじ上げ、そばに置いてあった菜箸 2本を

つかんで、被告人の目尻や唇の横辺りに後方から突きつけ、「あごをぶち抜いて、目ん玉

ぶち抜いてやることもできるんだぞ。ぶっ殺してやる。お前の家族もめちゃめちゃにして

やるし、かわいがっている猫もぶっ殺してやる」などと言った。被告人は、恐怖を感じ、

被害者から菜箸を取り上げて流し台に投げ入れた。被告人が包丁を手に取り、被害者の右

腰部を 1回突き刺すと（第 1刺突行為）、被害者は右腰部に突き刺さった包丁を右手で抜

き取って頭上に振りかざしながら、左手拳で被告人の顔面や後頭部を数回殴打してきた。

被告人は、被害者から包丁を奪い取った上で、被害者の前胸部を 1回突き刺し（第 2刺突

行為）、死亡させた。東京地裁は、第 2刺突行為に未必の殺意を肯定した上で、急迫不正

の侵害について、第 1刺突行為時点では、被害者が攻撃意思及び能力を失ったとは考え難

く、時間的・場所的離隔もほとんどないとして、これを肯定した。続いて、第 2刺突行為

時の急迫不正の侵害については、第 1刺突後も被害者は暴行を加えているため急迫不正の

侵害が継続していたことは明らかであり、「Aは、第 1刺突行為後も自ら包丁を抜いて攻

撃を続けており、被告人が包丁を奪おうとした際にも、徐々に力が弱まりつつではある

が、これを奪われないように抵抗し、被告人に暴行を加える意思を放棄するような言動は

全くしていない。Aが被告人に対してその顔面等を殴る暴行を加えてから、被告人が Aか

ら包丁を奪って第 2刺突行為に及ぶまでは、時間的にはごく短く、一連の連続的な出来事

でもあると考えられるところ、その間に、被告人に対する Aの攻撃の意思や能力が消失し

たとみられるような顕著な状況の変化は存在しないのであるから、被告人が包丁を奪い取

ったからといって、Aの急迫不正の侵害が終了したということはできず、第 2刺突行為の

時点においても、急迫不正の侵害はなお継続していたと認めるのが相当である」とした。

加えて、各行為につき防衛の意思を肯定した上で、防衛行為の必要性・相当性を否定し、

「判示各刺突行為について」過剰防衛が成立するとした。 
211 被告人は、自動車を運転中、助手席に座っていた同棲相手の被害者が果物ナイフでい

きなり被告人の頸部付近を切りつけるなどしたことから、直ちに車を急停止させた。被告

人は、被害者から果物ナイフを奪い取ったものの、なおも被害者がこれを取り戻そうとし

て被告人の手に掴みかかり果物ナイフの奪い合いとなったため、果物ナイフで被害者の右

前胸部を 1回突き刺し、死亡させた。甲府地裁は、被告人の殺意を認定した上で、「被告

人が自分よりも体力的に劣る被害者から一旦は果物ナイフを奪い取ったことを考慮に入れ

ても、被告人による本件犯行当時、被害者が被告人から果物ナイフを奪い返してさらに反

撃に出る可能性が未だ残された状況にあったと評価でき」るとして、急迫不正の侵害の継

続を認め、防衛の意思を肯定した上で防衛行為の相当性を否定し、過剰防衛の成立を認め

た。 
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立ち上がろうとするや、殺害の目的をもって、麺棒で同人の頭部、顔面、背部等を十数回殴

打し、死亡させた。 

 東京高裁は、被害者が平素から乱暴をする性癖を持つ者であったため、「仮令麺棒を取上

げられ、かつ土間に突き落とされても、再び立ち上がつて被告人に攻撃を加えてくる可能性

の存したこと」、被告人が被害者に対抗しうるほどの腕力を持っていなかったことからする

と、被告人の行為はあたかも急迫不正の侵害に対する正当防衛行為であるように見えるけ

れども、行為時には、「傍にいた被告人の三男潮見が同人を制止し、かつ被告人は勇八から

麺棒を奪い取つて同人を土間へ突き落としたのであるから、被告人は勇八が立ち上がつて

再び立ち向かつてくるまでの間に逃避する余裕がなかつたとはいえないのみならず、その

場には被告人の長男光好も僅か 2、3米しか離れていない場所で被告人等の争いを目撃して

居り、いつでも勇八を制止することができる情況にあつたことが認められるから、被告人に

対する急迫な危険は一応排除されたものと認めるのを相当とする」とした上で、「なんら抵

抗もせず、かえつて戸口から逃げ出そうとする同人を追つて後方からさらにその頭部等を

乱打した被告人の所為は既に防衛の範囲を逸脱したものであつて」、過剰防衛と認めること

もできないとした。 

 【大阪地裁判決昭和 43年 11月 8日判タ 233号 193頁】 

 被告人は、被害者の妻と情交関係を結ぶに至り、同女に交際を断られた後も思慕の情を捨

てきれず、前日に会った際に騙された腹立たしさと会いたさから同女方を訪れた。すると、

同女は夫である被害者を呼び、被害者は部屋から出てきて、被告人に部屋に入るように言っ

た。被告人が入ると、被害者は妻に警察に電話するよう命じた上で、「この餓鬼め」と言っ

て同室奥から刃渡り約 16,8 センチメートルの文化包丁を持ち出してきた。被告人は、切ら

れでもしたらかなわないと思い、被害者めがけて飛びかかってその包丁を奪い取ったとこ

ろ、その直後同人が被告人の下腹部に頭を下げて組み付いてきたので、同人の背部を包丁で

3ヶ所突き刺し、死亡させた。 

 大阪地裁は、「被害者が台所より庖丁を持ち出したことは認め得るも、被告人がこれを奪

い取つた際の状況については、……少なくとも被告人のいう如き状況の下で庖丁の奪い合

いが為されたとは認められない」とした上で、行為時に急迫不正の侵害はなかったと判断し

た。その上で、背中を 3回刺した行為には防衛の意思を認めることができないとし、過剰防

衛の成立を否定した。 

また、武器の奪取後被害者は攻撃的な態度を示しておらず、被告人もこれを認識していた

ことを理由に、過剰防衛の成立を認めなかった裁判例として、東京高裁昭和 61 年 4 月 24

日東高時報 37巻 4/5号刑 10頁がある212。 

                                                   
212 本件においては、事案の詳細は不明であるが、模造刀による攻撃を受けた被告人が、

これを取り上げた後で、地面に仰向けに倒れたままでもはや被告人に向かう気配をまった

く示していなかった被害者に対して、腹を立てて踏みつけるなどの暴行を加えて死亡させ

た行為について、「被害者が当初被告人に対し急迫不正の侵害に及んだものであるとはい

え、被告人の防衛行為によりすでに地上に倒れ攻撃する気配の全くなくなつた被害者に対
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 以上のように、侵害者から武器を奪って反撃する行為については、過剰防衛が比較的容易

に認められている。ここでは、侵害者の攻撃意思が旺盛であることが多く、防衛者としても

武器を奪還されれば侵害を再開されかねない状況にあるため、反撃行為が複数回に及んだ

場合でも、原則として急迫不正の侵害の継続は認められる213。したがって、この類型では、

事後的時間的過剰と構成せずとも過剰防衛は認められるのであって214、行為の一連性が強

調されている点は、武器奪取前後の状況の変化を強調し、過剰防衛の不成立を主張する検察

官に対する返答としての意味が強い。その他の理由があるとすれば、裁判所の重視する「武

器対等」の観点から、武器を持った侵害者に防衛者が素手で反撃するという構図を維持する

ために、素手である反撃開始時の行為と武器奪取後の行為との一連性を確認する必要があ

ると意識されているのかもしれない。過剰防衛が認められなかった最後の 3 つの裁判例を

見ると、大阪地裁昭和 43年の事件は急迫不正の侵害がいまだ認められない時点での行為で

あり、それが認められる通常の事例とは前提が異なる。また、残りの 2つは、武器奪取後の

行為ではあるものの、侵害排除後を単独で見ると、東京高裁昭和 31年の事件は第 3類型の

追撃行為型に、東京高裁昭和 61年の事件は第 2類型の継続・連続行為型の事例と整理する

こともでき、第 1類型としては限界事例であった。 

2.2.1.2.2. 第 2類型：継続的・連続的行為の事例 

 過剰防衛の第 2類型として、行為が場所的・時間的に近接しており、継続的・連続的に見

える場合がある。ここでは、当初の急迫不正の侵害に対する一連の行為があったとして、過

剰防衛が認められることになりやすい。典型的には、急迫不正の侵害者の首を絞め続ける行

為（継続的行為）や、同種の暴行を反覆する行為（連続的行為）である。このような事例で

は、行為を一連のものとしてとらえた前述昭和 34年 2月 5日の最高裁判決以前から、実務

上過剰防衛が認められていた215。 

【仙台高裁判決昭和 27年 9月 5日高刑特 22号 196頁】 

 被告人は、被害者（文男）が付近に隠しておいた鎌で切りかかってきたので、とっさに手

を捻って同人をその場に倒し、鎌を奪い取るや否や、興奮と憤激の余り、その鎌で同人の頭

部を数回殴打した（第 1行為）。被害者が次の瞬間再び飛び上がって挑んできたため、被告

人は同人を組み伏せて絞めをかけ、抵抗力をまったく抑圧しようとする余り、絞めの手を緩

めず、知らず知らず、窒息死亡させるに至った（第 2行為）。 

                                                   

し、……暴行を加えた行為は、客観的にみて到底防衛のための行為ということはできな

い」、「被告人は、もはや被害者が攻撃してくる気配の全くないことを認識しながら、仕返

しに痛めつけてやろうという意思で原判決の暴行に出たものと認められるから、模造刀を

取り上げたのちは、防衛の意思は全くなく、専ら被害者に対する腹いせないし報復の意思

で暴行を加えたものと認めるほかない」とされた。 
213 伊藤亮吉「判批」早稲田法学 76巻 1号（2000）171-172頁もこの観点から検討を行っ

ている。 
214 松尾昭一「防衛行為における量的過剰についての覚書」『小林充先生・佐藤文哉先生古

稀祝賀刑事裁判論集 上巻』（2006、判例タイムズ社）136頁。 
215 成瀬・前掲注（33）22-25頁参照。 
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 仙台高裁は、第 1行為について「まさに、正当防衛であることは疑を容れない」とした上

で、第 2行為について、「最初の防衛行為の継続」であるとして、被告人の行為は正当防衛

の程度を超えたものと認めるのが相当であるとした。本件では、並んで、第 2行為時に被害

者が武器を手にしていないことを被告人は認識していたとして、誤想防衛の主張が退けら

れ、また、組み伏せてから 20分以上経過しており、当初は興奮していたとしても盗犯等防

止法第 1 条第 2 項の「興奮又は狼狽に因り」には該当しないとして、同条の適用も否定さ

れている。本件は、第 2行為が継続的な性格を持っており、行為の開始時には続いていた急

迫不正の侵害に対して、首を絞める同種一連の行為が行われたと見ることができるだろう。 

 このように、正当防衛に続く同種の継続ないし連続する一連の行為、典型的には継続的な

首絞めや連続的な殴打に過剰防衛・正当防衛を認めた裁判例としては、大阪地裁判決昭和 38

年 8月 8日判時 355号 75頁216、東京高裁判決昭和 49年 8月 1日刑月 6巻 8号 873頁217、

札幌高裁判決昭和 51 年 5 月 25 日判時 833 号 127 頁218、大阪高裁判決昭和 54 年 9 月 20

                                                   
216 被告人は、路上において酔った被害者が女性に乱暴をしているのを見て、「やめてお

け」と言ったが、これに対し被害者が「よけいなことをいうな」といきなり蹴ってきた。

被告人は、女性を防衛するために、その場にあった厚板を手にして女性を掴んでいた被害

者の右腕を殴打しようとしたが、同人がこれを左手で払いのけたはずみで厚板を落として

しまい、被害者から掴みかかられ暴行を加えられた。被告人は後退しながらこれを避けて

いたが、思わぬ攻撃にあって狼狽興奮し、厚板を両手に持って左右に振り回し、被害者の

頭部等を数回殴打し傷害を加え、死亡させた。大阪地裁は、正当防衛の主張に対して、

「被告人の所為のうち最初の長尾の左手を 1回殴打した暴行で事が済んでおれば、これを

正当防衛として是認できるのであるが、その後も再び厚板を手にし酒に酔つて素手で攻撃

してくる被害者に対して左右に振り回し、長尾の頭部等を数回殴打した暴行をも合せ考え

ると」、当該厚板がかなりの重量のものであり、逃げることも困難ではなかったとして、

過剰防衛を認め、その刑を免除した。 
217 被告人は、かねて酒癖の悪く酔って乱暴な振舞いに出ていた被害者が被告人宅に押し

かけてきたので、近所迷惑を慮るとともに母親に乱暴されてはという懸念から、表に飛び

出し先に立って犯行現場まで赴いた。被害者が、現場付近で被害者が被告人に向かって 1

対 1で殺すか殺されるかやろうなどと怒鳴り、被告人がこれに取り合わないでいると、い

きなり躍りかかってきて衣服の襟首を掴み、強く頸部を絞めつけてきた。被告人は、これ

に驚きあわてて、とっさに被害者のランニングシャツの両襟を握ってその頸部を強く絞め

返し、窒息死させた。東京高裁は、両者がその場に倒れた段階では、客観的には、被告人

が被害者の手を振りほどいて逃れることもそれほど困難ではなかったため、被告人が絞め

続けた行為は明らかに防衛に必要かつ相当の程度を超えていたとしたが、「しかし、この

ような事情があるからといつて、倒れたのちの行為をその前の行為と截然と区別し、全然

防衛的なものでなかつたとみること、いわんや、被告人の行為は最初から防衛的なもので

なかつたと断ずることはできない。なぜなら被告人の行為は、緊迫した事態のもとで前後

数分間という短時間に行われた一連のもので、これを全体的に観察しなくてはそのもつ意

味を正しく把握・理解することは困難だからである」として、過剰防衛の成立を認めた原

審を維持した。 
218 被告人は、被害者から後頭部を 1回殴られたがその場はこらえ、自宅玄関のほうに戻

ったが、被害者は「逃げるのか」と言って追いかけてきた。一升瓶などの置いてある玄関

のところで、被害者がこごまる格好をするのがガラス戸に映ったので、被告人は、同人が

かかってくると思い、先にやらなければやられると考え、とっさにそばにあった一升瓶で
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日判タ 402 号 155 頁219、東京高裁判決昭和 55 年 11月 12 日判時 1023 号 134 頁220、京都

地裁判決昭和 57 年 2 月 17 日判タ 468 号 173 頁221、前橋地裁判決昭和 62 年 11 月 4 日判

                                                   

頭を 1回殴り（第 1行為）、さらに手元に残った割れた一升瓶の破片を横に振るようにし

て右肘部を切りつけ（第 2行為）、傷害を負わせた。札幌高裁は、急迫不正の侵害は否定

したが、その誤想があったとし、第 2行為について、「被告人が一升びんの破片を横に振

った動作は、その時期・態様からみて一升びんで殴打した動作と包括される一連の防衛行

為としてなされたものと認められる」として、これについても誤想過剰防衛を認めた。 
219 被告人は、被害者である夫から長年暴行・虐待を受けてきたのだが、被害者が暴行の

上、「死ね」と言いながら首を強く絞めてきたため、このままでは殺されてしまう、中途

半端では自分が殺されると思い、殺意を生じ、被害者の胸を両手で押し出して突き放す

や、手を離して後ろによろめいた同人に対し、たまたま血を拭くために手に持っていたタ

オルをとびつくようにして被害者の首にかけ、交叉したタオルの両端を強く引っ張って首

を絞め、同人が後ろに仰向けに倒れても覆いかぶさるように 1、2分絞め続け、ふとタオ

ルから両手を離したところ同人がうめき声を出したので、再び夢中でタオルを両手で握っ

て絞め続け、窒息死させた。京都地裁は、本件の被告人の行為に過剰防衛の成立を認め

（刑免除）、控訴審でもこの判断が維持された（掲載文中（弁護人の主張に対する判断）

は省略。検察官控訴も量刑不当であるため、過剰防衛の判断には言及なし）。 
220 被告人は、被害者 Aが夜間勤務先宿舎で飲酒して騒いだ際、社長に電話をかけて電話

に出た同人の妻に被害者の非行を訴えた。すると、被害者は電話中の被告人に言いがかり

をつけてつかみかかり、被告人の体を押した上で、顔面を 1発殴り、さらに顔面めがけて

殴りかかるなどしてきたため、被告人は被害者の顔面中央を強く 1回殴って床にしりもち

をつかせた上で、被害者がなおも両手の拳を振り上げ攻撃を続行するような動作をしてい

るのを認めるや、とっさに同人の顔面をサンダル履きの足で強く蹴って仰向けに転倒さ

せ、転倒したままの同人に蹴る、踏みつけるなどの暴行を加え、死亡させた。東京高裁

は、被害者転倒後の被告人の行為について過剰防衛を認めなかった原審に対し、「被告人

に殴打されて転倒した後も、被告人に対して攻撃を続行するかのような格好をみせていた

というのであるから、その転倒の状況ないし動作の態様いかんによっては、Aが立ち上が

って来ていなかったとしても、なお急迫不正の侵害が継続していたものと解される余地が

ないわけではなく、原判決が、その説示するような事由のみによってたやすく、Aが転倒

した後の同人に対する被告人の暴行が、急迫不正の侵害の存在しない場面におけるもので

あるとしたのは首肯しがたい」と批判した上で、被害者の言動は攻撃を継続する意図の現

れであったとして、急迫不正の侵害の存在を肯定し、全体として防衛行為あたると判示し

て過剰防衛の成立を認めた。 
221 被告人は、かねてから暴力を振るっていた同居の被害者 A（長女の夫）が電気アイロ

ンで頭頂部を 1回殴打してきたため同人に掴みかかったが、反対にその場に仰向けに引き

倒され腹の辺りに馬乗りになられてアイロンでさらに 1回前頭部を殴打されてなおも暴行

を加えられそうになったため、日頃の被害者に対する憎悪の念と共に、このままでは自分

も殺されてしまうと思い、被害者が手に持っていた電気アイロンのコードを同人の頸部に

すばやく 3回巻きつけ約 2分間にわたって絞頸し（第 1行為）、同人を右側に引き倒し、

一旦手を放して約 10ないし 20秒後、このまま中途半端にしておけば結局自分が殺されて

しまうことになると思い、コードの両端を再度約 4、5分間にわたって引っ張って頸部を

強く絞めつけ（第 2行為）、窒息死させた。京都地裁は、第 2行為については正当防衛も

過剰防衛も成立する余地はないという検察官の主張に対し、「第 1段の絞頸行為と第 2段

の絞頸行為との間の時間的間隔は前期のとおりわずか 10秒ないし 20秒にすぎず、両絞頸

行為の時間を合せても約 6、7分の間の出来事とみられることおよび、その行為は前に頸

にかけられたコードを引くという同様の方法によるものであることから考えると、直ちに



65 

 

タ 658号 233頁222、後掲大阪地裁判決平成 2年 6月 25日判タ 758号 281頁、東京高裁判

決平成 6年 5月 31日東高時報 45巻 1-12号刑 36頁223、東京地裁判決平成 9年 9月 5日判

                                                   

検察官が両絞頸行為を截然と分けて考えるべきであるということには左袒し得ない」。「被

告人が以前に何回も Aから暴行を加えられた経験があって、第 1段の絞頸行為終了後も A

に対する警戒の念を解いていなかつたことなどの点を併せ考えると、本件で両絞頸行為を

分離して考えるのは相当でなく、事態を全体として観察しその正当防衛又は過剰防衛の成

否を判断すべきものである」とし、防衛の意思を肯定した上で、過剰防衛の成立を認め

た。 
222 被告人は、口論の後に被害者からネクタイの結び目付近を掴まれ首を強く絞めつけら

れたため、同人の両肩を押したところ、同人は床にしりもちをついて倒れ壁に肩を打った

が、すぐに立ち上がって両手で首を絞めてきた。被害者は、その後、被告人のネクタイを

引っ張るようにして現場飲食店の奥の座敷に向かい、同所に上がりこむや両手で被告人の

ネクタイを引っ張ったまま仰向けに倒れたため、被告人は上体を曲げて覆いかぶさるよう

な姿勢で畳に両膝を突いた。被害者が仰向けのままなおも両手で被告人の首を絞め続ける

一方、被告人も同人の上になってその両肩を掴むなどするうち、被告人は、被害者の両肩

をつかんだまま、畳から約 50センチメートルくらい持ち上げて上下に揺さぶり、その後

頭部や背中を 5回くらい畳に打ちつけたところ（第 1行為）、被害者はようやく両手を離

してうつぶせの状態になったが、被告人は、引き続き同人の着用していたジャンパーを右

手で持ち、左手で同人のベルトを掴んで、5回くらい自分の腰の辺りまで持ち上げては畳

に落とすことを繰り返した（第 2行為）。被告人がいい加減にしろと申し向けたところ、

被害者が「分かったよ」と言っておとなしくなったため、その場が収まった。その後、被

害者は本件暴行が原因となり死亡した。前橋地裁は、本件当時の状況に照らすと、「検察

官のいう第 2暴行の段階の被告人の有形力の行使が専ら攻撃の意思を持つてなされたなど

ということはできない」とした上で、事後的・客観的に見れば第 2暴行は不必要な暴行と

思われなくもないが、これがなければ被害者が攻撃を継続することは当然予想できるとこ

ろであり、「検察官のいう第 1暴行と第 2暴行との間には明らかな時間的・場所的な懸隔

が存在するわけでなく、外部から観察した場合にも、実際的には連続していると評価する

ことができると思われ」、「有形力の行使の態様等が質的にも格段変化がないこと等を考慮

すると」、検察官が主張するように第 2暴行の前後で、有形力行使の態様が明確に区別さ

れると考えるべきではないとして、正当防衛の成立を認めた。 
223 被告人は、酔った被害者に顔面を殴られたりしたため、家の外に逃げようとしたが、

同人に腰付近を掴まれ、揉みあいになり座敷にもつれ込んだ。互いに襟首を掴んだ状態に

おいて、被告人は、被害者から「じいさん、先が短いのだから俺が殺してやる」と言わ

れ、とっさに足払いをかけ同人を転倒させた。被告人は、うつぶせの状態になった同人の

背中に馬乗りになり、背後からその前頸部に右腕を回し、殺意をもって同人の頸部を絞め

続け、窒息死させた。原審が、馬乗りになった時点で被害者の攻撃は完全に制圧され、急

迫不正の侵害は終了したと判断したのに対し、東京高裁は、被害者の攻撃的な行動とその

能力を確認して、この時点で被告人が攻撃を完全に制圧したとまでは断じ難いと判断し

た。その上で、「そもそも本件が、知生の一方的な暴行に端を発したものであること。同

人は常々飲酒しては被告人に暴力を振るっていたもので粗暴な性癖を有すること、被告人

が背後から知生に馬乗りになった以降においても、同人の日頃の粗暴癖から考えて、その

行動が自由になれば、同人において、被告人から反撃されたことに激昂して、被告人に対

し更に強力な攻撃を加える危惧がなかったとはいえないこと、前記 1の（一）ないし

（六）の経過（本件の事実関係――筆者注）は、短い時間のうちに生じた一連の出来事で

あり、本件において、被告人が知生に馬乗りになった 1の（六）の段階の行為のみをその

直前のものと分断して考察するのは必ずしも適切とは思われないことなどを考えると」、
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急迫不正の侵害が終了していたと即断することはできないとした。そして、続けて防衛の

意思を肯定した上で、過剰防衛の成立を認めた。 
224 被告人は、その父である被害者 Aと口論して同人が立ち去った後、布団に入り眠りに

ついたところ、帰宅した被害者から突然刃体約 10センチメートルの果物ナイフで左肩背

部を深く刺され、うずくまるようになったところでさらに左後頭部を切りつけられた。被

告人は突然生じた予想外の事態に驚き、果物ナイフで刺されたことに気づいていたく憤激

するとともに、このままでは殺されてしまうとの危険を感じ、直ちに反撃を決意した。被

告人は、被害者の頬を数回平手打ちするとともに、その顔面に数回頭突きをして同人をそ

の場に転倒させ、さらに仰向けに倒れてほとんど動かないような状態にある同人の胸部な

いし腹部を数回踏みつけるように強く足蹴にするなどの暴行を加え、死亡させた。東京地

裁は、被害者は転倒した段階で果物ナイフを手放していたとの検察官の主張を退けた上

で、転倒後の急迫不正の侵害の消失の主張に対して、「Aによる攻撃の経緯とその態様に照

らせば、果物ナイフを手にしていた同人がさらに加害に出るおそれは多分にあったという

べきであり、転倒後においては、そのおそれは大幅に減少したとみられるが、A はなお果

物ナイフを手にしていたとみる余地があることは前記のとおりであり、同人が日頃から飲

酒すると粗暴になる傾向にあったことや、本件が短時間のうちに終わった連続的な事態で

あって、転倒後の時点以降についてのみ他と切り離して分断的に異なった評価を加えるの

は必ずしも相当ではないことも考慮すれば、そのおそれが完全に消失していたと断定する

にはなお足りないものが残る」とした。これに続けて、防衛の意思を認定した上で、全体

としての行為に過剰防衛の成立を認めた。 
225 兄弟である被告人 A、Bは、母親の入院および葬儀に際しての、父である被害者の言

動や行動に耐えかねていた。母親の葬儀後に 3人が被害者方にそろったところ、Bと被害

者とが口論になり、Aがこれを止めるために 3者が揉み合い、Aと Bが被害者を壁に押つ

ける態勢となった。被害者が、壁際に置いてあった一升瓶を手に取り応戦する構えを見せ

たため、Bが右手で被害者の右手首を押さえたところ、被害者は一升瓶を壁にぶつけて割

り、長さ 11,4センチメートルの注ぎ口の破片を肩越しに持ち上げるようにして、Bの顔面

付近めがけて 4、5回突き出し、Bは切り傷を負った。そのうち、被害者と Bは重なり合

いながら床に倒れこみ、被害者がうつぶせとなり、B が首付近を左腕で抱えて上半身に覆

いかぶさりようにして押さえつけ、その右横に座り込む格好となったところ、A は被害者

を 10回くらい籐椅子で殴打したが、被害者はなおも破片を Bの左ひざ付近に押つけ続け

た。Bは、Aに対し台所から包丁を持ってきて刺すように指示し、Aはステンレス洋包丁

を持ち出して被害者の左側胸部、左側腹部および右背面などを連続して 10数回突き刺

し、さらに、A から包丁を受け取った B が、ほとんど動かなくなった被害者の左側頸部を

包丁で 1回突き刺し、各創傷に基づく失血のために死亡させた。富山地裁は、被告人両名

の殺人の共謀を認定した上で、過剰防衛について以下のように判断を下した。まず、Aの

刺突行為について、Bへの急迫不正の侵害を肯定するとともに、検察官による喧嘩闘争の

主張を退け、防衛の意思を肯定し、過剰防衛であるとした。続いて、Bの刺突行為につい

ては、「被告人らの身体に対する侵害の急迫性はほぼ消失していたと認められ、右行為を

独立して取上げるならば、防衛行為と評価することができないものといわざるをえない」

が、「被告人 B の右行為は、それに先立ち、同被告人の身体を守るためなされた被告人 A

の刺突行為の直後に連続して行われたものであり、包丁による刺突という点では同態様で

あるほか」、「死亡の結果を惹起するのに大きく作用した刺創がどれであるかを特定するこ

とが困難であって、被告人 B の刺突行為がより重大ということはできない。これらを併せ

考えると、被告人 Bの右行為は、それ以前の、同被告人と意思を相通じてされた被告人 A

の防衛行為に引き続き、同じ興奮状態の下で余勢に駆られた一連の行為とみるべきであっ

て、このような場合には、行為全体を一個の殺人行為とみた上で過剰防衛の成立を認める
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のが相当である」。 
226 被告人は、自宅アパートの居室にいたところ、以前喧嘩をしたことのある被害者 Cと

その連れ Dからいきなり居室内に入り込まれ、両名から肩を掴まれて押込まれたり、床に

倒されそうにされた。そのうち、Cが「連れ出せ。ここじゃまずいから」、「包丁持ってこ

い」と言って台所のほうに向かうに及んで、両名を殺害しようと決意し、まず、再び掴み

かかってきた Dの腹部等をめがけて刃体約 13,5センチメートルの登山ナイフを数回突き

出して腹部に根元まで刺し、同人を仰向けに倒した。そして、今度は、台所方面から戻り

斜め背後から掴みかかってきた Cに対し、その腹部をめがけて登山用ナイフを根元まで数

回突き刺し、さらに左胸付近を突き刺し、同人をうつぶせに倒した。これに続き、被告人

は、倒れた両名がもはや起き上がってくる気配がないことを確認したが、このまま両名を

生かしておけば後日必ず仕返しされると考え、止めを刺すべく、無抵抗の Cの背部等や D

の胸部、腹部等を多数回突き刺して、両名を死亡させた。東京地裁は、被告人に対する急

迫不正の侵害または被告人によるその誤信を肯定した上で、防衛の意思の併存も認めつ

つ、被害者両名が倒れこんだ後の被告人の行為については、急迫不正の侵害は消失してお

り、専ら積極的加害の意思で攻撃したものと評価した。その上で、「確かに急迫不正の侵

害や被告人の防衛の意思の有無という法的観点から事後的に分断することは可能である

が、被告人の刺突行為全体は、あくまで、被告人方居室内という同一の場所において、同

一の 2名の被害者に対し、同一の確定的故意に基づき、長くても 15分から 20分という短

時間に連続的に行われたことからして、特段の事情のない限り、行為全体を 1個の殺人行

為とみるのが自然であるといわざるを得ない」とし、両方の刺突行為の質的・量的差異、

結果に対する寄与の程度を考慮してその特段の事情はないとして、全体的に 1個の過剰防

衛の成立を認めた（懲役 15年）。本件は量刑不当により控訴されたが、東京高裁はこれを

退けた。 
227 被告人は、すれ違いざまに肩が軽く触れた被害者から怒鳴られた上、殴り合いの状態

になった。両者は車道上に場所を移しながら殴り合いを続ける中、被告人が被害者のわき

腹を数回にわたって膝蹴りにしたことから、被害者は反撃できなくなったが、それでもな

お、被告人は膝蹴りを加えるなどの暴行を継続したため、被害者は防戦一方の状況になっ

た。そして、両者は互いにつかみ合うような体勢で若干移動し、被告人が被害者を仰向け

に倒し、その結果、被害者は頭部を路面に打ちつけ傷害を負った。原審は、遅くとも車道

に至った頃には被告人は一方的な暴行に及ぶ状況になっており、被害者も反撃をしなくな

っていたのであるから、急迫不正の侵害はもはや終了しており、加えて防衛の意思もなか

ったとし、過剰防衛の成立を認めなかった。これに対し、東京高裁は、「被告人と相手方

の闘争はかなり短い時間内の出来事であり、そもそも分断的評価に親しみにくいように思

われる」とした上で、車道上でも最初は相互に攻撃しあっていたという供述を加味して原

審の急迫不正の侵害の判断を批判した。そして、「結局、相手方による急迫不正の侵害

は、車道上に移動してからもしばらくの間継続していたが、被告人の反撃によって相手方

による攻撃の程度は弱まっていき、そのうちに、相手方は攻撃の気配を示さなくなってい

たもの、すなわち、被告人の一連の本件所為の序盤では、急迫不正の侵害が存在していた

が、中盤にこれが弱まり、終盤には終了していたものと認めるのが相当である」とした。

続けて、防衛の意思を簡単に肯定した上で、相当性判断の中で、当初から過剰であったと

評価し、最後の段階については「相手方からの急迫不正の侵害により興奮状態に陥った余

勢によるものであることは明らかであるから、被告人の本件所為については、これを全体

的に考察して」、過剰防衛の成立を認めた。 
228 被告人は、路上において被害者 Aに因縁をつけられたのでこれに応じたが、被害者が
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決平成 15 年 10 月 9 日 LEX/DB 28095034229、甲府地裁判決平成 18 年 2 月 8日 LEX/DB 

25420728230、後掲千葉地裁判決平成 22年 5月 26日 LEX/DB 25442645、後掲鹿児島地裁

                                                   

暴力団組員であると述べたため、自動車に乗って逃げてしまおうと思い、場所を変えるよ

うに言った。しかし、被害者の車を振り切れないことから謝罪しようと考え、路上に車を

停止させ、同じく下車した被害者に謝罪した。被害者が被告人の足を踏みつけながら右手

拳で顔面を殴打しようとしてきたので、被告人がこれをよけたところ、被害者は右手をジ

ャンパーのポケットに入れ、「ふざけんじゃねえ。ぶっ殺してやる」と言った。被告人

は、被害者がナイフか拳銃を出すと思い、やられる前にやってやれと考え、右手拳で被害

者の顔面を 1回殴り、同人の身体に組みついて押し、仰向けに倒れた被害者の上に倒れか

かったが、すぐに起き上がった。すると、被害者が上半身を起こし、応戦の姿勢を示した

ことから、被害者が攻撃しないうちに暴行を加えようと考え、その顔面、頭部付近などを

約 17回にわたり足蹴にする暴行を加え、死亡させた。東京高裁は、一方で、急迫不正の

侵害について、被害者が防御する格好で両腕を顔面の前に立てる姿勢を示した状況におい

ても、「更なる暴行に及ぶことが困難になったわけではなく、それまでのしつような挑発

あるいは暴行に照らし、更なる暴行を断念したとも考えられないから、Aの被告人に対す

る急迫不正の侵害はいまだ終了していないというべきである」とした。他方で、防衛行為

は程度を超えていたとした上で、「被告人が足蹴を繰り返すうちに、Aの更なる暴行の意思

と能力が弱まり、最後にはその意思も能力も喪失したと思われるが、その喪失の時期は明

確でなく、また、被告人の足蹴はもともと Aのしつような挑発と暴行に対応した一連のも

のであるから、全体として過剰防衛になるとするのが相当である」として、過剰防衛の成

立を認めた。 
229 被告人は、その所属する海上自衛隊の部下である被害者と職務をめぐり口論となり、

左即頭部や顔面を手拳で 4、5回たて続けに殴られた。被告人は反撃し、掴み合い、蹴り

合いの末、被害者の顔面を 1回強く殴打したところ、被害者は仰向けに倒れた（第 1暴

行）。被告人が被害者を引き起こし、謝罪を求めたところ、立ち上がった被害者から再び

胸や肩を数回殴られたため、被告人はその顔面や上半身を手拳で数回殴打し、抱きついて

きた同人の腹部付近をひざで 1、2回蹴り上げ、力が抜けた被害者に対し、さらに腹部付

近を 1、2回膝蹴りした（第 2暴行）。被害者は床に倒れ、その後死亡した。原審は、第 2

暴行から死亡結果が生じたことを前提として、被害者の致命傷は第 2暴行から生じている

点、第 2暴行の引き金となった被害者からの攻撃は被告人の攻撃の程度と比較して極めて

弱いものであり、かつ被告人はその攻撃を回避することも極めて容易であったにもかかわ

らず、著しく均衡を欠いた強度の反撃を加えている点、第 2暴行時に防衛の意思を有して

いたと認めることができない点、本件は喧嘩闘争であり正当防衛・過剰防衛を論じる余地

がない点を根拠に、過剰防衛の主張を退けた。これに対し、広島高裁は、死亡結果が第 2

暴行のみから生じたとした原審の認定を否定した上で、第 1暴行時の急迫不正の侵害を肯

定し、第 1暴行と第 2暴行との場所的・時間的連続性と被害者の加害意思を理由として急

迫不正の侵害の継続を認め、したがって両暴行は分断して検討すべきでないとし、加えて

本件は喧嘩闘争ではないとした。その上で、攻撃の意思と併存した防衛の意思を肯定し、

全体につき過剰防衛の成立を認めた。 
230 被告人 A・B両名は、被害者が両手に文化包丁を持った状態で被告人 Aに向かってき

たため、被告人 Aが被害者の両手首を掴んだ上で、被告人 Bが手拳でその頭部を殴打し、

さらに揉み合いになりながらも暴行を加えた。被害者は、被告人らの暴行によって床に倒

れ、両手に持っていた包丁をいずれも手放したが、被告人 Bは、倒れた被害者の背中に馬

乗りになってその頭部や顔面を繰り返し手拳で殴打し、立ち上がって頭部を足蹴にするな

どし、さらに、被害者を仰向けにして馬乗りになって顔面を繰り返し殴打し、死亡させ

た。甲府地裁は、被告人両名の暴行の共謀を認定した上で、防衛の意思を肯定し、急迫不
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判決平成 24 年 2 月 7 日 LEX/DB 25444383、横浜地裁判決平成 27 年 3 月 13 日 LEX/DB 

25447224231がある。 

また、件数は多くないが、行為者の行為を一連のものととらえた上で、その全体について

過剰防衛の成立を否定した裁判例もある。前述の最高裁平成 9年 6月 16日判決の原判決は

これにあたる。 

 【東京高裁判決昭和 54年 5月 15日判タ 394号 161頁】 

被告人（女性）は、台所にあったブランデーの空瓶（丸型）で被害者（男性）の頭部を腹

立ち紛れに 2回ほど殴打したところ、被害者は空瓶を持つ被告人の手を振り払うとともに、

被告人を強く突き飛ばし、倒れた被告人に怒鳴りながら近づき、被告人の頸部を左手で掴み

圧迫を加えるなどの反撃行為に及んだ。被告人は、このような反撃を受け、恐怖、狼狽のあ

                                                   

正の侵害の継続について、被害者は比較的体格も良く、当時相当酔っていたとはいえ、当

初両手に包丁を持った状態で向かって来たものであり、床で倒れる直前までは未だ刃物を

持った状態で被告人両名に対して応戦しようとしていたと認められ、倒れて包丁を手放し

た後もしばらく暴れるなどしていたようにうかがえることからすると、「被害者が倒れて

包丁を手放した時点で、即、被害者による侵害行為が終了し、急迫不正の侵害がなくなっ

たと認めることはできない」とした。加えて、被害者が戦意を喪失し制圧された時期など

は証拠上判然としない一方、暴行は数分も経ないという短い時間に連続的に行われたもの

であり、被告人 Bにおいて制止を受けるまで相当な興奮状態が続いていたようにうかがえ

ることなどの事実に照らせば、「被害者が倒れて包丁を手放した後の被告人 Bによる暴行

は、いわば余勢に駆られて行った行為としてそれまでの暴行行為とは一連のものとしてと

らえるのが相当である」とし、過剰防衛の成立を認めた。なお、被害者転倒後は暴行を加

えていない被告人 Aについても、「被告人 Bの行為による責任を含め、全部責任を負うべ

きことは明らかである」とした。 
231 被告人は、その長男である被害者が、医者から飲酒を制限され、家族内でこれに酒を

飲ませないように申し合わされていたにもかかわらず、同人を誘って食事に出かけ、とも

に飲酒した。その後、被告人は帰宅しようと被害者とともにタクシーに乗車して移動して

いたところ、酒に酔った被害者が、タクシー内で両足を激しくばたつかせるなどして暴れ

たことから、自己またはタクシー運転手の身体およびタクシー内の備品等を防衛するた

め、停車中の自動車内において、被害者の動静に応じて、断続的に、軽く殴る、暴れる足

を掴む、上半身を押さえるなどしながら、同人を床上に押し込む状態を維持した。さら

に、引き続き同様の態様で激しく暴れる同人に対し、右手でその足を押さえながら、左手

で頸部をおおむね断続的に圧迫し続け、その後より一層激しく暴れる同人に対し、右手で

その右足首を掴み、右足で同人の鼻、口または頸部付近を踏みつけ圧迫するなどの暴行を

加え、窒息死させた。横浜地裁は、急迫不正の侵害について、タクシー内で両足を激しく

ばたつかせるなどした行為にこれを認め、「それ以降、多少おとなしくなる短い時期を挟

みつつも、基本的には、午前零時 12分頃に意識を失うまでの間、終始同様の態様で暴れ

続けており、その間、急迫不正の侵害は継続していたと認めるのが相当である」とし、あ

わせて検察官の侵害の予期の主張を退けた。続いて、防衛行為について、「上記被害者か

らの侵害に対する被告人の一連の行為は、社会通念上一体の防衛行為として捉えるべきで

あり、そのような一体の行為として被告人の行為が相当であったかについて検討する」と

した上で、被告人が相応の予期を持っており、このような状況を引き起こしたことについ

て少なからず責任があったという点を顧慮し、被害者の別の部位を抑えたり、タクシーの

運転手を介して自宅の家族の助けを求めたりするべきであったとして、防衛の程度を超え

たと評価し、過剰防衛の成立を認めた。 
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まりこのままでは首を絞められてしまうものと誤想し、たまたま近くにあった裁縫用の洋

鋏を逆手に持ち、被害者の上体左側部分を力任せに突き刺し、鋏を取り上げようとして必死

に抵抗する同人に対し、さらに少なくとも数回上体を力任せに突き刺した。その際、同人と

激しく揉み合ううちに、被告人は、激昂、恐怖、狼狽およびこれまでひたすら耐え忍んでき

たことによる鬱積した感情が堰を切ったように迸り出たなどにより精神的に強度に興奮し

て情動性朦朧状態に陥るとともに、殺害の意思を抱くに至り、刺突行為により床に倒れた被

害者を滅多突きにするなどして死亡させた。 

 第 1 審東京地裁は、被害者が床に倒れた時点からは、被告人が急迫不正の侵害と誤想し

た被害者の攻撃はすでに存在しないから、その行為は誤想過剰防衛ではないとしつつ、「し

かし、被告人のこの段階における行為は、それ以前の防衛行為に引き続いた、余勢に駆られ

た一連の行為であって（殊に本件においては、情動性朦朧状態という特異な精神状態が継続

する中で後段の行為に発展したものである。）、このような場合には、行為を前後二分し、2

個の殺人行為があるとしたうえ、前者のみを誤想過剰防衛と見ることはもとより、また、行

為全体を 1個の殺人行為と見ながら結局誤想過剰防衛行為に当らないとして刑法 36条 2項

の適用の余地を否定することも、いずれも正当でなく、行為全体を 1 個の殺人行為と見た

うえ、誤想過剰防衛行為を理由に刑法 36条 2項の適用を認め、情状により刑を減軽し得る

ものと解釈するのが正当である」とした232。これに対して、東京高裁は、まず、本件被害者

の反撃を、「客観的には、被告人による急迫不正の加害に対する正当な防衛の行為なのであ

り、これに対する被告人の再反撃たる殺意の行為をもって正当防衛にあたるとする余地は

客観的に存しない」とした上で、しかしながら本件行為には誤想過剰防衛の余地があるとし

て、以下のようにかなり詳細に基準を述べた。「被告人の所為は、同一機会場所において同

一人に対し同一態様の加害行為を反覆継続したものとして、全体として 1 個の行為と認め

られるものであること原判示のとおりであるものの、そのうえで、それは時間的にかなり幅

のある行為であり、かるその時間を通じてほぼ同一態様の加害行為を多数回にわたり反覆

継続しつづけたものであるという特殊性において、例えば一時の激情にかられて短時間内

に相手方を一突二突きしたというような一過的瞬間的な行為とは趣を異にするものがある

ということである」。「とくに本件においては、当初の誤想そのものの強弱乃至程度を勘案し、

行為全体のうち誤想に基づいてなされた加害の時間的長さ、程度、態様を誤想解消後のそれ

と比較衡量し、また、併存する防衛・加害の両意思のいわば比重を考え、防衛意思の存在下

になされた加害の時間的長さ、程度、態様を右意思の解消後もっぱら積極的加害の意思のも

とでなされたそれと対比衡量することによって、当該行為を全体として誤想に基づくかつ

防衛の意思に発する行為と認められるか否かが判断される外はないものと考えられる」。そ

して、結論として、「被告人の本件加害行為を全体としてみる場合、それが「誤想」に基づ

く行為であると認めることはできないものである」として、誤想過剰防衛の成立を否定した。 

【津地裁判決平成 5年 4月 28日判タ 819号 201頁】 

                                                   
232 東京地裁判決昭和 53年 11月 6日判時 913号 123 頁。 
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被告人は、金銭をめぐり不仲になっていた被害者（実兄）が被告人方においていきなりパ

ン切り包丁を右手に持って切りかかってきたので、同人の右手を両手で押さえ、しばらく揉

み合ううちに同人が包丁を落としたので、これを拾い上げ、同人を押し倒して馬乗りになる

や、とっさに殺害しようと決意し、包丁および同所に散乱していたボールペンなどで同人の

顔面、頭部などを数十回にわたり突き刺した（第 1行為）。何回も突き刺すうち、被害者が

動かなくなったので一旦様子を見たが、そのうち同人が動いた感じがしたので前後 2 回に

わたりその頸部を両手で圧迫し、窒息死させた（第 2行為）。 

津地裁は、第 1 行為は被害者の急迫で不正な攻撃に対して行われたものであると評価し

た上で、第 2行為について、「被害者が動くことなく、したがって抵抗をしなくなって以降、

少なくとも被告人が被害者の様子を見守るようになって後の段階においては、被害者から

包丁で切りかけられたことによる興奮状態は相当程度治まっていたことが窺われ、更に、殺

人の実行方法も殺傷能力に乏しいボールペン等で突き刺すという方法から頸部を両手で圧

迫するというより確実な方法に変更しているのであって、いわば止めを刺すことへの余裕

さえ認められる」として、急迫不正の侵害は消失しているとした。さらに、「しかも右段階

においては、被告人自身も被害者が直ちに攻撃してくる気配がないことを認識していたこ

とは明らかであり、かる興奮状態は相当治まり、余裕すら認められるのであって、前記の頸

部圧迫が余勢に駆られた行為とは到底言い得ず」、侵害の誤想があったとも認められないと

した上で、被告人の一連の殺人実行行為を全体的に観察して防衛行為であると判断するの

は相当ではないとして、過剰防衛の主張を退け、通常の殺人罪の成立を認めた。本件は、一

連の行為を認めてその全体を過剰防衛でないという判断を明確にしているわけではないが、

第 1 行為につき傷害の正当防衛・過剰防衛の評価がなされておらず、殺意が第 1 行為時点

ですでに認められていることから、ここに整理している。 

【東京地裁判決平成 6年 7月 15日判タ 891号 264 頁】 

被告人は、被害者がしつこく酒を要求してきたため、紙パック入りの焼酎を飲ませた。被

害者はこれを飲み干すも、なおも酒を要求し、これを被告人が断ると、今度はけんか腰で怒

鳴りだし、いきなり右手で座っていた被告人の襟首を掴む暴行を加えてきた。被告人は立ち

上がり、かなり酔って足元がおぼつかなくなっている被害者に対し、同人の胸部を両手で思

い切り突き飛ばして仰向けに転倒させ、その後頭部をコンクリート路面上に強打させる暴

行を加えた（第 1暴行）。続いて、その 1、2分経過後、被告人は、同人が路面上に転倒した

まま全く身動きしないことから、心配になって介抱していたところ、動き始めた同人が、立

ち上がろうとしても自力では立ち上がれずに上半身を起こしただけの姿勢で、「てめえ、こ

の野郎、勝負しちゃうぞ」などと言いながら、ズボンのポケットを右手で探るような仕草を

示した。被告人は、同人がナイフを取り出そうとしているのではないかと誤信し、憤激の情

を再び高じさせ、急迫不正の侵害はすでになくなっていたにもかかわらず、この際、同人か

ら今後仕返しなどされないように徹底的に痛めつけようと考え、付近にあった長さ約 129,5

センチメートルの木の丸棒を手に取り、被害者の大腿部、胸部、頭部および顔面を手加減す
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ることなく多数回殴打する暴行を加えた（第 2暴行）。被害者はこれにより死亡した。 

東京地裁は、本件について、第 1暴行が過剰防衛の要件を充たすものの、それに続く第 2

暴行に至るまでの間に侵害の急迫性は失われているとした上で、まず罪数判断について、

「第 1 暴行と第 2 暴行の中間において相手方の侵害の急迫性が消失したという事情がある

とはいえ、これらの暴行は、さほど時間的間隔をおかない同一機会に、同一場所において、

同一相手に対して、連続的に加えられたものである上」、両暴行それぞれの結果としての傷

害が総和的に作用して死亡結果が生じていること、「両暴行は動機面においても共通性、連

続性が認められることなどからして、両暴行を一体的に評価し、包括して 1 個の傷害致死

罪の成立を認めるのが相当である」とした。次いで、第 36条第 2項の適用について、死亡

の主成因となった傷害が第 2 暴行によるものであることにかんがみると、たとえ第 1 暴行

が過剰防衛の要件を充たしていたとしても、第 36条第 2項を適用する余地はないと判断し

た。ただし、上の 2件と異なり、本件では、「罪となるべき事実」において、第 1行為は防

衛の意思をもって行われたものと記述されている。 

 これに対して、場所的・時間的に近接する被告人の行為について、一連のものととらえな

かった裁判例もある。すなわち、第 1行為が正当防衛・過剰防衛、第 2行為が単なる犯罪ま

たは（第 1行為と区別される）過剰防衛と判断された事例である233。 

【東京高裁判決昭和 29年 11月 4日東高時報 5巻 11号刑 424頁】 

被告人は、妻である被害者が興奮のあまり睾丸を掴み鉈で殴打しようという気勢を示し

たので、左手で同人の手を振り払うと同時に右手を首に廻して体をかわし（第 1行為）、そ

の危難を避けたにもかかわらず、殺意を生じて、頸部を強く扼圧し死亡させた（第 2行為）。 

東京高裁は、正当防衛・誤想防衛・過剰防衛の主張に対して、被害者が被告人の睾丸を掴

み鉈を握った行為は急迫不正の侵害に該当するとしても、手を振り払い体をかわすことで

被告人はその危難を避けたのであるから、「被告人に対する危険の緊迫性は一応消滅したと

                                                   
233 なお、珍しい事案として、異なる人物に対する同種一連の行為について、先行する行

為が過剰防衛、後続する行為が正当防衛とされた函館地裁判決昭和 34年 9月 19日・10

月 4日下刑 1巻 9号がある。被告人は、酒宴の席における別部落出身者どうしの乱闘の

後、帰宅しようと考え仲間に呼びかけたところ、同じく帰りかけてきた前述乱闘の相手方

Xが喧嘩を売られたものと誤解し、その仲間の Yおよび Zもこれに続いた。被告人は、X

から右眼下を殴られて転倒し、その間、Y、Zの走り寄るのを認めたため、このままでは

どのような危害を加えられるかわからないと感じ、とっさに Xに対してジャックナイフを

取り出して立ち向かい、なおも手拳で顔面を殴りつけてきた Xの腹部をナイフで 1回強く

突き刺し、死亡させた。さらに、Y、Zより手拳で顔面を数回殴打されたのに憤慨し、当

該ナイフで両者を切りつけ傷害を負わせた。函館地裁は、Xに対する行為については、急

迫不正の侵害および防衛の意思は認められるものの、その際は 1人で素手による攻撃を受

けたのにすぎないのにこれに対し言葉で威嚇するなどせずに、直ちに致死結果を生じさせ

る程度の強い力で腹部を突き刺した行為は、その手段方法において相当性を欠き過剰防衛

と言うべきであると判示した。これに対して、Yおよび Zに対する傷害行為については、

その発生した創傷の部位程度および行為の手段方法に照らして正当防衛を認め、無罪とし

た。 
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認められる」とし、その後の行為は刑法第 36条第 1項にいう急迫不正の侵害がある場合で

はないとした上で、被告人はその際新たに殺意を生じ故意に強く締めつけたのであるから、

「自己の権利を防衛するため已むを得ざるに出でたる行為ないし防衛の程度を超えた行為

であるということはできない」とし、続けて、新たな殺意の存在から誤想防衛の主張を退け

た。 

【大阪地裁判決昭和 43年 11月 22日判タ 233号 194頁】 

被告人両名は兄妹（池田・小林）の間柄であり、いずれも独立して家庭生活を営んでいる

ものであるが、実家に独居していた実弟である被害者（裕享）の素行が悪く、そのため長年

の間物心両面にわたり多大の犠牲を強いられてきた。被告人両名は、被害者を精神病院に入

院させるなどしたものの、強制退院させられ、その後同人方から出火した近隣 5 軒を類焼

する事件が起こるなどしたため、被告人両名は著しい精神的苦痛を味わい、心身ともに疲労

困憊していた。そして、翌日、被告人両名が小林方にいた際、酒を慎むように言われていた

被害者が飲酒酩酊した状態で現れたため、火事があった直後で世間の人が放火だと言って

いるときでもあるから飲酒は慎むように池田が穏やかに諭したところ、同人は「わしを放火

犯人にするつもしか」などと言ってくってかかり、さらに同被告人につかみかかろうとした

上で、腰の辺りから刃物でも取り出すような仕草をしながら、同被告人のほうに襲いかかっ

てくるような体勢をとった。これを見ていた小林は、とっさに池田が被害者に殺されるので

はないかと速断し、その場にあった電気アイロンコードをつかむなり、右斜背後からこれを

同人の首にかけて引っ張り、同人をその場に仰向けに転倒させた。これを見た池田は、とっ

さに小林が被害者を殺害するつもりだと速断し、これに触発されて、これまでの同人に対す

る憤激の情が一時的に爆発し、倒れた同人の上にのしかかり、コードを交差させて力いっぱ

い緊縛した。これを見た小林も、池田と同様の心情の下に被害者を殺害しようと決意し、力

を合わせてさらに緊縛し、死亡させた。 

大阪地裁は、小林が被害者の首にコードをかけて引き倒した行為については、その段階で

はまだ殺意を認めることができず、単純な暴行にすぎないとした上で、「判示のごとき犯行

時の状況、犯行の態様からして、裕享の急迫不正の侵害に対して被告人池田の身体を防衛す

るための正当防衛行為と考えられるのである」とした。続けて、小林が池田と一緒になって

被害者の首をコードで絞めた行為について、「右行為についてはとうてい正当防衛行為にな

るとは考えられず、これが本件における被告人小林の実行々為となるのであるから、同被告

人についての正当防衛の主張は採用することはできない」とした。これに対応して、判決文

においては、小林が被害者を転倒させた行為までは「本件に至る経緯」に、その後の行為に

ついては「罪となるべき事実」に記載されている。次いで、池田が被害者の上にのしかかり、

コードで同人の首を絞めた行為について、被害者の性癖・態度から、再度の侵害の危険があ

ったことは否定できないものの、池田は小林の身体を防衛する意思で首を絞めたものとは

認められず、行為は押さえに押さえてきた被害者に対する憤激の情の爆発に原因するもの

と認められるとして、正当防衛の主張を退けた。 
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【東京地裁立川支部判決平成 24年 6月 18日 LEX/DB 25482304】 

被告人は、被害者が後ろから首付近に腕を回してきたため、一旦これを振りほどいたが、

被害者は再び後ろから首付近に腕を巻きつけるように回してきた。被告人は、被害者の胸倉

を掴み、その両足を左足で払って、被害者を仰向けに倒した（第 1暴行）。被告人が、仰向

けに倒れた被害者の右側に立ち、前かがみでこれを見下ろしていたところ、被害者は上体を

地面から起こそうとするとともに、被告人に対して右手で殴りかかった。これに対して、被

告人は被害者の顔面を左手で 1回殴りつけたのだが（第 2暴行）、被害者はその反動でコン

クリートの地面に後頭部を打ちつけ、死亡した。 

東京地裁は、第 1 暴行と第 2 暴行を区別して、以下のように判断した。まず、第 1 暴行

については、被害者の攻撃意思は旺盛でさらなる暴行を受ける差し迫った危険もあったと

して、急迫不正の侵害があったことは明白であるとした上で、防衛の意思は憤激の情と併存

しうるとし、その場に倒した行為も過大ではないとして正当防衛の成立を認めた。第 2 暴

行については、被害者はなおも被告人に殴りかかってきたのであるから急迫不正の侵害は

存在するとした上で、「第 1暴行の場面の直後で、引き続いた一連の行為であるから、被告

人には■（被害者――筆者注）による急迫不正の侵害から自己の身体を守る意思が継続して

いたものと認められる」ので、被告人が優勢になったとしても防衛の意思は失われないとし

た。ただし、防衛行為の相当性については、明らかに被告人は優位な体勢にあり、酩酊した

被害者のこれまでの暴行がそれほど強くなかったことからすれば、起き上がって殴りかか

る行為やその後予期される暴行もそれほど強力ではないと言え、被告人としてもその他の

措置を取ることが困難であったとは認められないとして、過剰防衛の成立を認めた。 

【鹿児島地裁判決平成 26年 5月 16日 LEX/DB 25446477】 

被告人は、その父である被害者 A と口論となり、A からいきなり首の後ろを掴んでねじ

るように前方に仰向けに押し倒され、喉仏付近を上に押し上げるように押さえつけられる

などした。被告人は、平手で A の手を振り払おうとしたができず、さらに、左右の拳で、

数回 A の顔や胸を殴ったところ、A が被告人から手を離した。両者はほぼ同時に立ち上が

ると、被害者は、その直後に右手で被告人の首を前から押した。被告人はそのまま背後の壁

に押さえつけられたが、自分の右鎖骨付近を押さえる A に対し、左右の拳を複数回前方に

繰り出したところ、そのうち少なくとも 1回は Aの顔に当たった（第 1暴行）。その後、被

告人は、Aから殺すぞと言われたことに対し、殺されるくらいなら殺してやると言って、仏

間から模造刀を持ち出し、これを振り回したり、テレビや壁に叩きつけるなどした。そして、

一旦現場居間を離れるなどした後、被告人が A の上半身を掴んで強く押したところ（第 2

暴行）、Aは後退して家具につまずいて転倒し、後頭部を壁に打ちつけた。Aは、第 1暴行

において右ほほへの殴打から生じた脳障害により、翌日死亡した。 

弁護人がいずれの暴行についても正当防衛の成立を主張したのに対し、検察官は、第 1暴

行についてはもっぱら攻撃するために暴力を振るっていることから正当防衛は成立せず、

仮に身を守ろうとする気持ちがあったとしても過剰防衛にあたる、第 2 暴行については、
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そもそも喧嘩であって、A の暴行により緊急状況が生じていないから正当防衛は成立しな

いと主張した。鹿児島地裁は、第 1暴行について、端的に急迫不正の侵害と防衛の意思を認

めた上で、「反撃が妥当で許される範囲にとどまるか」について、死因を形成した被告人の

殴打行為は、客観的には危険な暴行であったが、それ以外の暴行があざの残る程度のもので

あったことからすると、Aの死亡は「偶々はなった 1発の強い暴行が、偶々危険な方向に加

えられたために生じた結果といえる」として、正当防衛の成立を認めた。続いて、第 2暴行

については、「被告人は、一度出て行った 6畳居間に戻り、Aに文句を述べ、これをきっか

けに A が立ち上がり、A の被告人に対する暴行と被告人の第 2 暴行が始まっている。しか

し、その直前の第 1 暴行時に互いに強い暴力をふるい合っていることからすれば、このよ

うな事態は被告人も予期していたはず」であり、実際に、「不意をつかれた被告人が基本的

に守勢となっている第 1暴行の状況とは異なり、相互に同じような暴行を加え合っている」

と評価した。それゆえ、「第 2暴行は、互いに興奮した状態で始めた喧嘩の中の行動であっ

て、正当防衛によって保護すべきような緊急状態は生じていない」として、弁護人の主張を

退け、暴行罪の成立を認めた。 

以上の継続的・連続的行為が問題となる事例においては、最高裁の傾向として確認したよ

うに、複数行為が場所的・時間的に近接していれば原則として全体的評価が行われていると

言ってよいだろう。もっとも、どのような場合に「全体として一連の行為」に過剰防衛が認

められないのか、および、どのような場合に一連の行為と認められないのかについて、一定

の基準があるようには思われない。 

まず、前者の全体として一連の行為と認められながら過剰防衛の成立および第 36 条第 2

項の適用が否定された裁判例である、昭和 54年東京高裁判決と平成 5年の津地裁判決にお

いては、一方で、第 2行為（およびこれに続く行為）の強度や攻撃的性格を理由にこれと防

衛行為である第 1 行為との一貫性が否定されつつ、他方で、第 1 行為に正当防衛・過剰防

衛を認めることもせず第 2 行為とあわせて一連の行為と判断されている。これに対して、

平成 6 年の東京地裁判決はやや異なる判断をしており、第 1 行為と第 2 行為との相違は急

迫不正の侵害の有無に求められ、場所的・時間的近接性を根拠に一連の行為とされている。

これらの裁判例の判断としては、場所的・時間的近接性があるため一連の行為と見ることを

出発点に、防衛行為とは区別される攻撃的性格・強度を持った行為が加算されていく結果、

全体として刑の減軽を認めるべき行為ではないため、過剰防衛ではないと判断されている

ものと思われる。 

これに対して、平成 20年の最高裁決定のように行為を一連と認めなかった裁判例が、ど

のような発想と基準に基づき、実務の原則的な判断方法である全体的評価から離れたのか

は明らかではない。東京高裁昭和 29 年の事件は、最高裁平成 20 年決定と同じように、行

為者の主観面を根拠に第 2 行為を防衛行為と切り離しているように見えるが、東京地裁立

川支部平成 24年の事件は、むしろ独立に正当防衛の判断を先に行った結果、第 2行為が単

独で過剰防衛と判断されているように見える。鹿児島地裁平成 26年の事件は、防衛の意思
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の有無で第 2行為を分けているようにも見えるが、「第 2暴行は、互いに興奮した状態で始

めた喧嘩の中の行動であって、正当防衛によって保護すべきような緊急状態は生じていな

い」という判示からは、「保護すべき」行為か否かという結論がむしろ分断の決め手になっ

ているようにも読める。そして、ここで一定の基準とその正当性が認められるとしても、こ

れらの事例が、一連の過剰防衛を認めたその他の裁判例の事例から区別されるほどの独自

性を持っているようには思われない。たとえば、前掲東京地裁判決平成 9 年 9 月 5 日判タ

982 号 298 頁や東京地裁平成 12 年 8 月 29 日判時 1811 号 154 頁は、倒れて動かなくなっ

た被害者に対するさらなる加害行為について、後者は刑の減軽は否定したものの、全体的に

1 個の過剰防衛の成立を認めた事案であった。さらに、大阪地裁昭和 43 年の事件は継続的

行為の典型事例である。それゆえ、結局のところ、分析的評価を行った裁判例に理論上の問

題はないとしても、他の類似事例では全体的評価が一貫して行われているのに、なぜこれら

の裁判例ではあえて分析的評価が行われたのかは、明らかでないのである。 

2.2.1.2.3. 第 3類型：逃げる被害者を追撃する事例 

 過剰防衛の第 3類型は、攻撃をやめて逃げている被害者（もとの侵害者）に対して追撃行

為が行われた場合であり、ここでは、第 2 行為のみを取り出して評価すれば急迫不正の侵

害が存在しないものと思われる行為が問題となる。大正 14年 12月 15日判決はこの事例で

あった。ここでは、件数こそ少ないものの、過剰防衛を認められた事例が散見される。 

 【仙台高裁判決昭和 32年 10月 22日高刑特 4巻 20号 542頁】 

 被告人は、被害者である被告人の実兄（佐市）が出刃包丁（刃渡約 3寸 5分）を持って父

（勇）を追い詰めたため、父を救援しなければならないと考え、台所から出刃包丁（刃渡約

7寸）を握って向かったところ、実兄が包丁を腰に据えて今にも父に突きかかろうとしてい

たため、父を救うためには実兄を殺害するほかないと考え、被告人所携の包丁でいきなり実

兄の左胸部を突き刺し（第 1行為）、ひるんで逃げた同人を追い、更に所携の包丁または被

害者から奪い取った包丁でその胸部・頭部等を十数回突き刺して重傷を負わせ、まもなく失

血のため死亡させた（第 2行為）。 

 父に対する急迫不正の侵害を認めなかった原判決に対して234、仙台高裁は、認定事実を確

認し、「以上の経過から見れば、佐市の勇に対する侵害はもとより不正のものでかつ急迫し

ていたものであり、被告人が佐市を刺殺したのは、この急迫不正の侵害から勇の生命身体を

防衛するためであったと認めなければならない」として、被告人の行為を父の生命・身体を

防衛するための行為とした上で、「それを防衛するためには、佐市から侵害を実現する行動

機能を奪えば足りるのであり、従つて、被告人が前記説示のとおり殺意をもつて佐市の佐胸

部を出刃包丁で突き刺し、ひるんで逃げる同人を追いかけてまでもしかも十数回に亘り同

人の胸部、頭部等を同様出刃包丁で突き刺して重傷を負わしめた結果同人をして失血のた

                                                   
234 原審は、父が当初防衛のために用いた一寸角棒（長さ約 7寸）が父と実兄とを隔てて

いる点、父の背後の裏木戸がまったく開かなかったわけではない点をもって、侵害は急迫

のものではなかったと評価していた。 
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めに死亡するに至らしめたのは、客観的に見て明らかに適正妥当な防衛の程度を超えたも

のといわなければならない」として、被告人の行為に過剰防衛を認めた。本判決では、被害

者と父との関係で正当防衛状況があったかが争われており、被告人の行為については防衛

の意思が問題とされるにとどまっている。しかし、逃げる被害者に対する本件の第 2 行為

は、それだけを見れば侵害の急迫性を欠くもとの通常は判断されると思われる。それゆえ、

仙台高裁は、第 2 行為と第 1 行為を一連の行為として過剰防衛を認めたか、あるいは第 2

行為につき端的に事後的時間的過剰防衛を認めたものと言える。 

 前述の昭和 34年 2月 5日の最高裁判決の登場後は、被害者逃走後の被告人の行為を一連

の行為と明示して過剰防衛を認めたものが増える。 

 【岡山地裁判決昭和 45年 4月 1日刑月 2巻 4号 375頁】 

 被告人 3 人は、いずれも会社の社員寮に寄宿していた者であるが、同じく同寮に寄宿し

ていた被害者（J）は、酒癖が悪く、同僚に乱暴するなどしていたため、被告人らを含む同

僚を恐れさせていた。事件前々日に被害者が別の同僚に傷害を加えたことを発端として、や

むなく、被告人 3 名は、被害者からの危害を避けるために旅館に宿泊するなどしていたの

だが、この際被告人 A の提案で、被害者から逃げてばかりいないで、被害者が兇器を持っ

て危害を加えてきたら棒で打ち据え、針金で縛って警察に突き出そうと相談し、勤務工場現

場の足場用の丸太棒、角材をのこぎりで適当な長さに切るなどの準備を行った。被告人らは、

準備した棒などを手に同寮内の食堂に入り、勤務会社社長と被告人の処置につき雑談して

いたところ、被害者から電話があり、若干の口論の後、被害者は「これからお前らを殺しに

行つてやるから待つておれ」と怒号して電話を切った。Aは被害者が食堂に来ては迷惑がか

かると思い、前記丸太棒を持って食堂を出て、被告人 Bおよび被告人 Cもこれに続いた。

被告人 3 名は、被害者を捕らえるべく待機していたところ、同所から遠くに被害者を発見

したので近づくと、長さ約 1,6メートルの先のとがった竹槍を携えた被害者が現れ、いきな

り A の腹部を突き刺そうとしたが、A はあらかじめ腹部に週刊誌を巻いていたため後方に

転倒したにとどまった。被害者がさらに竹槍で A の頸部を突いてきたため、被告人らは憤

激し、ここにおいて A の身体を防衛する為に被害者を捕らえようと共謀し、同人に石を投

げたり、所携の丸太棒、角材で同人の頭部、背部などを殴打し、さらに、被害者が現場から

別の空き地まで逃れたのになお同様の暴行を加えた。被害者はこれにより重傷を負い、死亡

した。 

 岡山地裁は、侵害の急迫性について、侵害の予見があったからといって急迫性が否定され

るわけではないとした上で235、侵害の継続性について以下のように判断し、続けて防衛行為

を認定して過剰防衛を認めた。すなわち、被害者 Jは侵害行為後、被告人らの反撃に遭って

退却し、判示空地で路上に転倒してもはや何らの攻撃に出ていないにもかかわらず、被告人

                                                   
235 本件の特殊な事情として、事件前日に被害者がナイフを持って被告人 Cを追い回した

ため、被告人 3名が警察署に保護を求めたが、この際に、現行犯でなければ逮捕できない

ので、屈強の被告人らにおいて力を合わせて取り押さえたらどうかと教示を受けていた。 
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らはなおも被害者に対し暴行を加えているのだが、「J の死亡の原因となつた頭蓋骨々折を

伴う頭部挫創の傷害が、果して同人の右侵害行為に対する被告人らの最初の反撃行為に起

因するものであるか、Jが転倒して攻撃することが事実上困難になつた後に加えられた暴行

に因るものであるかを断定することは証拠上困難であるが、被告人 3名の右暴行は、Jの右

侵害行為に対する反撃に基因するもので、全体的に観察すれば、連続的な反撃行為と解すべ

きであり、侵害はなお継続中で、急迫な侵害があつたとみるのが相当である」。このように、

本件は、追撃行為も「連続的な反撃行為」であるとされていることから、一連の行為に対し

て過剰防衛を認めたものと評価できるだろう。ここでは、死亡原因がどの行為から生じたの

か証拠上特定できないことが示唆されているが、これと一連の行為とした判断との関係は

明らかではない。被告人らの行為は、被害者逃走前の時点から過剰防衛であったと言いうる

ので、本件は致死結果について罪責を問えないという事態に陥る事例では必ずしもなかっ

た。 

 【東京地裁判決平成 1年 9月 12日刑集 48巻 8号 567頁】 

 被告人 A（雨宮）、B（北澤）、C（杉目）は、酩酊した被害者（岩田）が Aの女友達の頭

髪（鈴木）を掴んで引き回し始め、そのまま通りを横断して駐車場まで移動したため、被害

者の急迫不正の侵害から女友達を救うべく、被害者の行為を阻止しようとして揉み合いな

がら移動するうち、憤激の情も加わり、共謀の上、防衛の程度を超え、Aが手拳で数回殴打

し、B が手拳でおそいかかり、C が大腿部を足蹴にするなどの暴行をこもごも加え、さら

に、同駐車場入り口付近において、女友達の頭髪を離して立ち去ろうとした被害者に対し、

A が手拳で顔面を殴打したところ、被害者は転倒してコンクリート床に頭部を打ちつけ、傷

害を負った。 

 第 1審東京地裁は、正当防衛および過剰防衛の主張に対して、以下のように判断した。ま

ず、急迫不正の侵害について、「本件の発端において、岩田が被告人らの中に突然割って入

り、因縁をつけることがごとき行動に出た後、やにわに鈴木の頭髪を掴んで引き回したこと

は急迫不正の侵害にあたると言わざるを得ない」として肯定した。そして、「被告人らの判

示暴行は、前記のとおり、岩田が鈴木の頭髪を掴んで引き回し、これを執拗に継続した行為

に対応して、その制止行為から発展してなされた一連の行為」と評価し、続けて、憤激の感

情に言及しつつも防衛の意思を認めた。その上で、暴行の態様について、「ところで、被告

人雨宮が駐車場内で岩田を殴打して転倒させた暴行は、岩田が鈴木の頭髪から手を離した

直後になされているが、両者は時間的、場所的に接着していることは前述のとおりであり、

本件被告人らの暴行の推移を全体的に見れば、被告人雨宮の最終殴打行為についても被告

人らの各暴行の一連の行為の 1 つとして、結局、岩田の鈴木に対する侵害行為に対応する

暴行と評価するのが相当である」とし、防衛の程度を超えたとして過剰防衛を認めた。 

 本判決は、「相手方の侵害に対し、複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び、相手

方からの侵害が終了した後に、なおも一部の者が暴行を続けた場合において、後の暴行を加

えていない者について正当防衛の成否を検討するに当たっては、侵害現在時と侵害終了時
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とに分けて考察するのが相当であり、侵害現在時における暴行が正当防衛と認められる場

合には、侵害終了後の暴行については、侵害現在時における防衛行為としての暴行の共同意

思から離脱したかどうかではなく、新たに共謀が成立したかどうかを検討すべき」とした最

高裁平成 6年 12月 6日判決の原々審の判断である。本件では、被害者が女性の頭髪を掴ん

だ後の Aおよび Bの行為に対して過剰防衛が認められている。この点、急迫不正の侵害の

終了がどのように評価されているのかが問題となる。確かに、被害者が女性の頭髪を離した

ことを契機として、被告人らに対する「攻撃の意図を放棄し、その攻撃から離脱したものと

は認められない」という判示からは、侵害の継続を前提としているようにも見える。しかし

ながら、第 1審の段階では、控訴審以降に登場する、頭髪を離した後における被害者の「応

戦の態度を崩さない」態度には言及されていないこと、追撃行為時の誤想防衛の主張が退け

られていることからすると、むしろ侵害の急迫性は終了したものと評価されていたと考え

るのが自然だろう236。それゆえ、東京地裁は急迫不正の侵害の消失後に被害者を追撃した行

為を、防衛行為と一連のものと評価し、過剰防衛を認めたものと位置づけられる。最高裁も、

C の正当防衛の成否に関連して、その後の A と Bの行為が侵害終了後の暴行であったこと

を前提にしている。 

 また、永井敏雄が「自宅で強盗団に襲われた事例」として紹介する東京地裁判決平成 7年

3月 16日では、それぞれ武器等を持った強盗 5人に自宅で襲われた被告人が、右腕を刺さ

れ、傷を負わされたため、あらかじめ隠して置いていたボウナイフを取り出し、G（強盗犯

人の 1人）の右胸部を 1回突き刺し（第 1刺突行為）、強盗犯人らが逃げ出したためこれを

追いかけ、玄関ドアに向かおうとしていた G と廊下で再度掴みあいとなり、ボウナイフで

Gの右胸部を 1回突き刺し（第 2刺突行為）、さらに、他の強盗犯人らがその場から逃げ去

り、Gも攻撃意思を失っていたにもかかわらず、Gを引っ張ってゆき、殺意をもって路上で

Gの右胸部を 1回突き刺し（第 3刺突行為）、死亡させた。なお、判示によれば、第 2刺突

行為と相前後して被告人はナイフで切りつけられ、手首を負傷しているが、第 3 刺突行為

時には、Gは被告人に対し「離してくれよ。逃がしてくれよ。警察には連れていかないでく

れ」などと言っていた。また、認定によれば直接の死因は第 1 または第 2 刺突行為のいず

れかであるが、3 つの各刺突行為を含む 1 個の殺人行為と G の死亡との間に因果関係があ

るとされた。そして、正当防衛等の主張に対して、「第 1の刺突行為はもちろん第 2の刺突

行為も、強盗犯人らから攻撃を加えられる状況下でなされた行為であり、被告人の生命、身

体を防衛するための相当な行為であると認められるから、正当防衛に当たることに疑いを

いれない。しかし、前記各認定事実に照らせば、第 3の刺突行為の際には、G以外の強盗犯

人はすでに逃走して被告人の周囲にはいなかった上、Gは、手に何も持たず、F荘内でナイ

                                                   
236 本件最高裁判決の調査官解説においても、「侵害がなお現在するとみることにはやや無

理があるように思われる。1審判決は、最終殴打行為について誤想防衛をいう A の主張を

排斥しているが、侵害の急迫性が消失していることを前提としているものと思われる」と

されている（川口政明「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇（平成 6年度）』（法曹会、

1996）227頁）。 
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フで胸部を刺されて致命傷を負っており、その言動から、被告人に対して加害行為を加えよ

うとする様子はなく、専ら被告人から逃れようとしていたと認められ、すでに被告人の生命、

身体に対する危険は過ぎ去っていたといえる」とした上で、「被告人は、第 1、第 2 の突刺

行為に引き続いて、客観的には現在の危険がなくなっているといえる状況の下、第 3 の突

刺行為を行っており、G の致命傷は第 1 もしくは第 2 の突刺行為から生じたものではある

が、第 3の突刺行為も、その目的、態様から第 1、第 2の各突刺行為と何ら質的に異ならな

いものである」。永井によれば、「本判決は、以上のように述べて、被告人の本件殺人行為は、

急迫不正の侵害に対する防衛の程度を超えた過剰防衛行為と認められたとした」237。 

 【横浜地裁判決平成 25年 10月 30日 LEX/DB 25502567】 

 被告人は、被害者 E・Fが 1人の男性に対して一方的に暴力を加えているのを目撃し、こ

れをやめさせようとしたが、携帯電話で状況を撮影されていると勘違いした E から、携帯

電話を路面に叩きつけられ、破壊された。被告人は、Fらとの間で壊れた携帯電話の弁償を

巡って言い争いとなり、頭を抱え込まれるなどしたため、後ずさりをしながら両者の攻撃を

防いでいたが、2人がかりで一方的かつ執拗に暴行を加えられたことに怒りを覚えると同時

に、このままでは自分に危害が加えられると思ったことから、両名に反撃することを決意し

た。被告人は、Fに対し、その顔面を拳で殴るなどして同人を路上に転倒させたところ、両

足に抱きつかれたことなどから、その手を振り払おうと考え、同人の腹部を数回蹴りつけ、

または踏みつけるなどの暴行を加えた（第 1暴行）。また、Eに対し、同人が殴ってきたた

め、拳でその顔面を数回殴る暴行を加えた後、逃げ回る同人を追いかけた上、その顔面を拳

で数回殴って、歩道上に引き倒し、さらにその腹部を数回蹴り上げる暴行を加え、傷害を負

わせた。そして、一旦離れた Fのところに再び戻り、横たわった同人に対し、その腹部を数

回蹴りつける暴行を加え、死亡させた（第 2暴行）。 

 弁護人は、被告人のすべての行為について正当防衛を主位的に主張し、そうではないとし

ても、第 1 暴行については正当防衛が成立し、第 2 暴行については死亡結果との因果関係

がないから暴行罪が成立するに止まると予備的に主張した。これに対し、検察官は被害者

E・Fいずれに対する行為についても過剰防衛であると主張した。横浜地裁は、まず、侵害

の急迫性とその継続について、一方で、第 1 暴行開始時点の急迫不正の侵害の継続を認定

し、他方で、E に向かっていった後は同人が逃げるなどしていることから、「危険が差し迫

った緊急状態」は終了していたとし、Eが後ずさりをして逃げ回った後に行った E・Fに対

する行為は、いずれも緊急状態が終了した後に行われたものとして、正当防衛の要件を欠く

と判断した。その上で、弁護人が第 1暴行と第 2暴行を区別し、前者について正当防衛、後

者について暴行罪が成立すると主張している点に、以下のように答えた。「被告人の反撃行

為は、いずれも公訴事実記載の歩道上及びその付近の車道において、約 11分間に行われた

ものであり、被告人は、F 及び E に対して反撃する意思で第 1 暴行を加えたが、怒りが収

まらないので、第 2暴行に及んだのであって、暴行の態様も、素手で殴る、足で蹴るといっ

                                                   
237 永井（敏）・前掲注（13）141-144頁。 
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たもので変わりはなく、第 1 暴行と第 2 暴行が時間的に間隔が空いているとしても、これ

は E が逃げ回っていたことによることなどを考慮すると、第 1 暴行と第 2 暴行は、連続し

た一体の行為とみるのが相当である。（原文改行）したがって、弁護人の予備的主張は、前

提を欠き、採用できない」。その上で、防衛行為の相当性を否定し、「本件は、被告人が、生

命及び身体に対する危険が差し迫った緊急状態の下で反撃行為を開始し、Fに対しては、自

分の身を守るための手段として、妥当で許される範囲を超えた反撃を行った（質的過剰）上、

その反撃行為が中断した時点で上記の緊急状態が終了したにもかかわらず、F 及び E に対

してその後も反撃を続けた（量的過剰）ものであるから、被告人の反撃行為は、F及び Eの

両名のいずれの関係においても、過剰防衛に当たる」と結論づけた。 

 本判決は、裁判員裁判であるが、被告人の反撃を受けて横たわったままの被害者 F およ

び逃げ回る被害者 E に対する行為について、被告人の内面を「怒りが収まらないので」と

評価しつつ、さらに時間的間隔が空いているとしても（約 11分間）としながら、連続した

一体の行為と判断した点が特徴的である238。この点からは、行為者の内的事情の評価との関

係でも、本件は過剰防衛の限界領域に位置づけられる。 

 これに対して、追撃行為に過剰防衛を認めなかった裁判例もある。武器を奪取した後で追

撃を行った前掲東京高裁昭和 31年 11月 27日東高時報 7巻 12号刑 445頁では、前述のよ

うに、逃げつつある被害者を追いかけて麺棒で撲殺した行為について過剰防衛の成立が否

定された。 

 【水戸地裁判決昭和 33年 5月 26日一審刑集 1巻 5号 789頁】 

 被告人は、被害者との口論の後に同人が付近にあった石工用セットを手に向かってきた

ので、同所の石工道具修理用の炉で焼いていた長さ 6 尺 5 寸の金棒で対抗し、同人が驚き

逃げ出すや、これを追い背後から金棒を同人の肛門に突き刺し、火傷による刺傷を負わせた。 

 水戸地裁は、過剰防衛の主張に対して、被害者が逃げ出したときにおいて被告人に対する

不正の侵害はすでに経過したものと見るべきであり、正当防衛の急迫性の要件を欠くのみ

ならず、被害者を追って加害した行為は「自己の権利を防衛するためやむを得ずなした防衛

の程度を超えたものであるとは到底認めることができない」として、これを退けた。 

 また、厳密に言えば逃走の事例ではないものの、急迫不正の侵害が存在しないことを認め

た上で、第 2行為を誤想過剰防衛と位置づけ、第 36条第 2項を認めたものとして、静岡判

決昭和 41年 12月 22日下刑 8巻 12号 1578頁がある239。 

                                                   
238 なお、本件では、弁護人の主張するように、死亡結果が第 2暴行から発生したことが

否定できないとしても、これを質的過剰と評価している以上、死亡結果について罪責を問

えない事例ではなかった。つまり、結果を帰責できないという理由から一連の過剰防衛を

認める必要はなかった。 
239 被告人は、まぐろ漁船のコック長として同船に乗り組んでいたが、甲板上にあった冷

凍鰹を調理して鰹節を作ろうとしたところ、右鰹は同船甲板員であった被害者が塩辛を作

ろうと出しておいたものであったため、同人から文句を言われ、鉈の峯や鉄パイプなどで

数回殴打された。その後、被害者が被告人から約 3メートル離れており引続き攻撃に出る

態勢になかったにもかかわらず、以前に同船で甲板長が同僚（被害者とは別の者）に殺害
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 以上のように、逃げる急迫不正の侵害者を追いかける行為に過剰防衛が認められた裁判

例は、件数は少ないものの、1つは大審院判決、1つは最高裁判決中で支持されている原々

審判決であり、1つは裁判員裁判例であるため、無視しえない存在である240。それゆえ、裁

判所はこれらの事例においても過剰防衛を認める余地があると一般的に考えているように

思われるが、その基準は継続的・連続的行為が問題となる第 2類型以上に明らかではない。

この点、一連の行為の観点から過剰防衛の成立範囲を検討した論稿においては、行為の統

合・分断の基準は防衛の意思を行為者の主観面に求められると結論づけられることが多い

241。しかし、この過剰防衛の第 3 類型においては、防衛行為時と追撃行為時で行為者の主

観面が同じであるようには到底思われず、少なくとも防衛の意思の有無という点では決定

的に異なる心理状態である。また、追跡を行っている限りで多少とも場所的離隔を伴う行為

であり、平成 25年の横浜地裁判決の事件は時間的間隔が明示的に言及されている。さらに、

序論で述べたとおり、「一連の行為」という構成自体が通時的な性格を有しており、その意

味では、1個の行為において防衛の意思と攻撃の意思が共時的に並存しうるように、一連の

行為の中でそれらが通時的に併存しうるのではないかという疑問も残る。 

 

2.2.1.3. 検討 

事後的時間的過剰をめぐる裁判例は、次のようにまとめられる。最高裁の事例判断として

                                                   

されたこと、被害者が短気で乱暴な男であることを思い起こし、このままでは同人から殺

されるのではないかと誤想し、とっさに刃渡り約 18,5センチメートルのあじ切包丁を被害

者の胸部めがけて投つけ、心臓刺創により失血死させた。静岡地裁は、行為時には被害者

によるそれまでの不正の侵害は一応終了しており、さらに加害行為に出る緊迫した状態に

はなかったとした上で、それ以外は特段の考慮を行うことなく、誤想過剰防衛であるとし

て刑法第 36条第 2項の適用を肯定した。 
240 さらに、盗犯等防止法第 1条第 1項関連事案として後述の、東京地裁平成 9年 2月 19

日判時 1610号 151頁においては、逃げる相手を後ろから刺殺した行為に過剰防衛が認め

られている。 
241 遠藤邦彦「量的過剰防衛」池田修＝杉田宗久編『新実例刑法［総論］』（青林書院、

2014）155頁、小野晃正「防衛行為の個数について――「正当防衛に引き続いた過剰防衛

行為」をめぐる考察――」阪大法学 60巻 6号（2011）112-113頁、高橋則夫「犯罪論に

おける分析的評価と全体的評価――複数行為における分断と統合の問題――」刑事法ジャ

ーナル 19号（2009）43頁、林幹人「量的過剰について」判例時報 2038号（2011）17

頁。なお、佐藤拓磨は、心理状態の継続が重視されている点を指摘するが、それは防衛の

意思ではないとする（佐藤拓磨「量的過剰について」法学研究 84巻 9号（2011）194

頁）。これに対して、判例評釈の中ではあるが、岡本昌子は、「全体で 1個の防衛行為とな

るか否かを判断した判例は、反撃行為と追撃行為の「結果に対する寄与の程度」を重視し

ているといえる。つまり、追撃行為が結果の主成因となっている場合は過剰防衛の成立を

否定し、いずれの行為が結果惹起に大きく作用したか特定することが困難で、追撃行為の

方がより重大であるとはいえない場合には過剰防衛の成立を肯定している」（岡本昌子

「判批」現代刑事法 6巻 1号（2004）75頁）と評価している。また、吉川友規は、防衛

者・侵害者の状態の変化に着目して、一連の行為の分断を検討する（吉川友規「「一連の

行為」と過剰防衛」同志社法学 66巻 2号（2014）258-26頁）。 
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は、原則として複数の行為について全体的評価を行い、一連の過剰防衛を認める傾向にある

と言える。事後的時間的過剰の承認は大審院の時代から見受けられるが、行為を全体として

一連のものと見る構成を確立させたのは、昭和 34年判決であった。下級審において事後的

時間的過剰防衛ないし複数行為による過剰防衛が問題となった裁判例を、被害者の武器を

奪取して反撃する事例（第 1類型）、継続的・連続的行為の事例（第 2類型）、逃げる被害者

を追撃する事例（第 3 類型）の 3 つの類型に分けて検討すると、第 1 類型については原則

として過剰防衛が認められているものの、第 2 類型における判断構造には一貫性が欠ける

ところがあり、第 3 類型については裁判例が少ないこともあり一定の判断基準を読み取る

ことができないが、過剰防衛が認められることも少なくないと整理される。 

これらのことから、下級審裁判例を含めて判例の傾向を一般的に説明できる過剰防衛成

立の基準は不明であると結論づけられる242。過剰防衛の成立範囲の限界について、近年では

一連の防衛行為と言えるかを基準とする判断が主張されているが、上の 3 つの事例群との

関係では、次のような指摘が可能である。まず、第 1類型については、行為時に急迫不正の

侵害が認められる以上、行為が一連であるか否かはそれほど問題とならない。第 2 類型は

まさしく行為の一連性が問題となる事例群であるから、全体として一連の行為に過剰防衛

に刑の減免を認めるか否かの問題は残るにせよ、一連の防衛行為による判断は有効である。

これに対して、第 3類型については、多少の場所的・時間的離隔を伴いやすい点や、自然的

に観察された行為態様が侵害排除の前後で変わっている点が問題となる。また、防衛の意思

の観点からも、侵害排除後に相手に追撃を加える行為をそれ以前の反撃行為と同視するの

は困難だろう。このような変化がある場合にも妥当するように一連の行為論を修正するこ

とは、過剰防衛以外の場合にも重要な役割を果す当理論の発展のために、あまり有益ではな

いものと思われる。それゆえ、この第 3 類型を過剰防衛の適用領域から一切排除するとい

う結論をとらないのであれば、一連の行為以外の基準が必要となる。 

 

 

2.2.2. 行為者の内的事情 

 判例は、一方で、正当防衛だけでなく、過剰防衛の成立のためにも防衛の意思が必要であ

るという立場を、一貫してとっている。すなわち、防衛の意思を防衛行為の要件とする帰結

として、過剰防衛においても防衛の意思が要求されている。また、他方で、以下で確認する

ように、判例は防衛の意思と攻撃の意思の併存を認めているため、正当防衛だけでなく、過

剰防衛についても攻撃の意思の併存が問題となる。この点、過剰防衛における攻撃意思の併

存は、正当防衛におけるそれと別個の問題を提起させうる。すなわち、正当防衛の場合は、

防衛の意思が認められればいずれにせよ不処罰であるため、攻撃の意思に独自の意義はな

い。これに対し、過剰防衛の場合、それが認められるときでも、攻撃の意思の存在が行為者

                                                   
242 仲道祐樹『行為概念の再定位――犯罪論における行為特定の理論――』（成文堂、

2013）219頁、橋爪・前掲注（8）109頁。 
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の加害意思の強さと評価され、量刑上独自の因子として扱われうる。それゆえ、以下では、

過剰防衛の前提とされる防衛行為性の有無で問題になる攻撃意思に関する判断と、過剰防

衛が認められた場合における攻撃意思の役割を順次検討する。また、過剰防衛行為者の精神

状態として、防衛意思・攻撃意思と区別される精神状態・情動の位置づけとその役割を検討

する必要がある。しかし、実際には、裁判所は行為時の意思の確定に際して広く精神状態や

情動に言及しており、事実上も両問題を截然と区別することはできないため、上で定めた問

題設定に即して、攻撃的心情といった精神状態の考慮を指摘することにする。 

 

2.2.2.1. 防衛の意思と攻撃の意思 

2.2.2.1.1. 大審院および最高裁の裁判例 

 早くも大審院の時代から、防衛の意思がない限り正当防衛・過剰防衛は認められないとい

う立場がとられていた。昭和 11年の判決においては、喧嘩の仲裁に入った被告人が、かえ

ってその一方（女性）から掴みかかられたため、憤激してこれを海に向かって突き飛ばした

という事案について、「元来刑法第 36 条ハ加害行為ニ付防衛意思ノ存在スルヲ必要トスル

モノニシテ縦令急迫不正ノ侵害アル場合ナルニモセヨ之ニ対スル行為カ防衛ヲ為ス意思ニ

出タルモノニ非サル限リ之ヲ以テ正当防衛又ハ其ノ程度超越ヲ以テ目スヘキモノニ非スト

解スルヲ正当ナリ」243と判示した。 

防衛の意思の不存在を理由として過剰防衛が否定された初期の裁判例の多くは、喧嘩闘

争とされた事例である。喧嘩闘争は必ずしも行為者の内面のみに焦点を当てるものではな

いが、以下に見るように、正当防衛・過剰防衛が否定された事例のすべてにおいて、行為者

の内面に何らかの言及がある。もっとも、前述大審院昭和 8年 6月 21日判決は、被告人の

該当行為は闘争行為の継続であるから正当防衛の観念を容れる余地はないとしつつも、「前

判示ノ如ク喧嘩既ニ治マリタル後対手方ヨリ更ニ他ノ場所ニ誘致セラレ殴打セラレントシ

タル際其ノ機先ヲ制スルノ意思ヲ以テ即時匕首ヲ以テ之ニ刺創ヲ与ヘ死ニ致シタルモノナ

ルヲ以テ被告人ノ行為ハ正当防衛ノ程度ヲ超エタルモノニシテ刑法第 36条第 2項ニ所謂過

剰防衛ニ当ルモノトス」として、過剰防衛の成立を認めていた。また、喧嘩の事例に正当防

衛の適用を否定したリーディングケースとして言及される大審院昭和 7 年判決244および最

高裁昭和 23 年の大法廷判決245は、確かに過剰防衛の認定は行っていないものの、「正当防

                                                   
243 大判昭和 11年 12月 7日刑集 15巻 22号 1565-1566頁。なお、本件では被告人に心神

耗弱が認められている。 
244「所謂喧嘩ヲ為ス闘争者ノ闘争行為ハ互ニ相手方ニ対シ同時ニ攻撃及防御ヲ為ス性質ヲ

有スルモノニシテ其ノ一方ノ行為ノミヲ不正侵害ナリトシ他ノ一方ノ行為ノミヲ防御ノ為

ニスルモノト解スヘキモノニ非ス従テ喧嘩ノ際ニ於ケル闘争者双方ノ行為ニ付テハ刑法第

36条ノ正当防衛
、、、、

ノ観念ヲ容ルルノ余地ナキモノトス
、、、、、、、、、、、、、、、、

」（大判昭和 7年 1月 25日刑集 11巻

頁、傍点筆者）。 
245「互に暴行し合ういわゆる喧嘩は、闘争者双方が攻撃及び防御を繰り返す一団の連続的

闘争行為であるから、闘争の或る瞬間においては、闘争者の一方がもつぱら防御に終始

し、正当防衛を行う観を呈することがあつても、闘争の全般からみては、刑法第 36条の
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衛の観念を容れる余地がない」とするにとどまっていた。それゆえ、喧嘩闘争と過剰防衛と

の関係は必ずしも明確ではなかった。 

「喧嘩の場合の闘争については正当防衛や過剰防衛は成立しない」という定式を確立さ

せたのは、最高裁判決昭和 24年 10月 15日裁判集刑 14号 211頁である。本件は、Aと些

事から喧嘩口論を繰り返す仲にあった被告人が、A と被害者 B の両名から呼び出され、喧

嘩の蒸し返しだろうと察し匕首を用意して出向いたところ、被害者から執拗に喧嘩を挑ま

れ殴られたりした上、被害者が椅子を振り上げて打ちかかる態勢をとったので、被告人が

「激昂の余り」匕首で被害者を傷害したという事例である。これについて、最高裁は、本件

を「闘争の全体から推して明かに喧嘩である」と評価した上で、「そして喧嘩の場合の闘争

については正当防衛や過剰防衛
、、、、、

は成立しないと解すべきであるから原審が所論の主張を排

斥したのは正当である」（傍点筆者）と明言した。さらに、昭和 26年 2月 20年判決が、酩

酊のため乱暴していた被害者に絡まれて何らの理由なく殴打された被告人が、一旦別れた

後再び同人と顔を合わせたところ、再び股部を足蹴にされたので、「憤激の余り」その顔面

を強打した上で、被害者が懐中に手を差し入れ立ち向かう態度を示したので、刃物で危害を

加えようとするものと速断し、西洋剃刀で被害者の顔面を切りつけた行為について、「被告

人の判示所為は喧嘩闘争の加害行為に他ならぬものであって、原判決が説示する如く過剰

防衛又は誤想防衛とならない」246として、喧嘩闘争では過剰防衛をも認めない判断を確証し

た。 

その一方で、これらのすぐ後に、喧嘩闘争においても正当防衛または過剰防衛を認める余

地があることが、最高裁判決昭和 32 年 1 月 22 日刑集 11 巻 1 号 31 頁によって確認され

た。すなわち、本判決では、前述の大法廷判決の趣旨するところは、「法的判断として、ま

ず喧嘩闘争はこれを全般的に観察することを要し、逃走行為中の瞬間的な部分の攻防の態

様によつて事を判断してはならないということと、喧嘩闘争においてもなお正当防衛が成

立する場合があり得るという両面を含むものと解することができる」として、原判決が破棄

されたのである。しかし、本判決は、いかなる場合がそれにあたるのかを判断する指針を示

さなかった247。すなわち、判決の中で最高裁が批判するには、原審は「ある特定の段階にお

いて喧嘩闘争が成立したものと認定し、喧嘩闘争なるがゆえに正当防衛の観念を容るる余

地がないと判断したことが認められる」が、「このような原審判断は、喧嘩闘争と正当防衛

との関係について、ひつきょう喧嘩闘争を認めるにつき一場面をのみ見て闘争の全般を観

察しなかつたか、または喧嘩闘争には、常に全く正当防衛の観念を容れる余地はないとの前

提にたつたか、いずれにしても結局前記判例の趣旨に反するというそしりを免れない」。こ

の批判は、前段は全体的評価（闘争全般の観察）を行うように指示し、後段は例外的な個別

                                                   

正当防衛の観念を容れる余地がない
、、、、、、、、、、、、、、、、

場合がある」（最大判昭和 23年 7月 7日刑集 2巻 8号

793頁、傍点筆者）。 
246 最高裁判決昭和 26年 2月 20日裁判集刑 40号 811頁。 
247 橋爪隆『正当防衛論の基礎』（有斐閣、2007）137 頁。 
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的評価（正当防衛の観念を容れる余地）を行うように指示しているように見えるところ、そ

の例外がどのような場合なのかを示していないのである。そもそも、およそ防衛行為と言い

えない行為についてはもとより喧嘩闘争を持ち出すまでもないため、喧嘩闘争とは、1つの

局面を見れば正当防衛状況にあると認められる行為について、それ以前の事情や行為者の

主観面・行為態様を加味して「全般的に観察」し、正当防衛・過剰防衛を否定する法的構成

である。言い換えると、喧嘩闘争ないし「喧嘩両成敗」法理は、ある時点に限ると正当防衛・

過剰防衛が認められうる行為につき、その成立を否定するための概念だったはずである248。

たとえば、石川弘は、大審院判例を引用しつつ、「特に、検察・裁判の実務においては、違
、

法性阻却事由の存否という個別的・実質的な判断領域に立ち入ることなく
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、「喧嘩闘争」と

いうかなり包括的・形式的なメルクマールによって正当防衛の成否を簡明に、しかも正当防

衛の成立範囲を限定し、処罰範囲を広く確保することを可能にしている
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ところから戦前は

もとより、戦後も昭和 30年代初期まで一般的な基準として尊重された」249（傍点筆者）と

している。それゆえ、喧嘩闘争における正当防衛・過剰防衛というのは概念矛盾なのであり、

後段の批判は、喧嘩として開始された行為についても、その後の状況次第では防衛行為とな

りうるという前段の批判に還元される。したがって、本最高裁判決の意義は、前段部分の、

発端が喧嘩闘争であっても、局面の変化があれば正当防衛状況に入る余地はあるというこ

とを積極的なかたちで明言した点にしか本来なかった250。しかし、一般化したのはむしろ、

「喧嘩闘争においてもなお正当防衛が成立する場合があり得る」とする本判決による前述

大法廷判決の解釈であり、これにより喧嘩闘争という主張の有効性が減少することとなっ

た251。 

 他方、喧嘩闘争以外の事例で、最高裁が行為者の内面に立ち入り、正当防衛・過剰防衛の

成否を否定したものとして、昭和 33年決定がある。 

 【最高裁決定昭和 33年 2月 24日刑集 12巻 2号 297頁】 

 被告人は、折から朝より飲酒し続けていた被害者（被告人の娘婿）が「おじい殺してやる、

火をつけて家を焼いてやる」などと暴言したことから同人と口論となり、被害者から付近に

                                                   
248 荘子邦雄「正当防衛」団藤重光＝佐伯千仭編『総合判例研究叢書 刑法(1)』（有斐閣、

昭和 31）199-208頁参照。 
249 石川弘「いわゆる喧嘩闘争と正当防衛」石川弘＝松本時夫編『刑事裁判実務大系 第 9

巻 身体的刑法犯』（青林書院、1992）153頁。執筆時の石川の肩書は最高検察庁公判部長

となっている。 
250 本判決の調査官解説も、「原判決が本判決のいうように所論大法廷判決と相反する判断

をしているといい得るか疑問なしとしない」という評価の上で、「本件判旨が、従来の右

判例が喧嘩と正当防衛の関係につき、「正当防衛の観念を容れる余地がない場合がある」

という消極的な表現をしていたのを「喧嘩闘争においてもなお正当防衛が成立する場合が

あり得る」といういわば積極的表現をとつたところに」意味があると、表現の点に着目す

る（高橋幹男「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇（昭和 32年度）』（法曹会、1958）9-10

頁）。  
251団藤・前掲注（3）240頁注 22、内藤・前掲注（18）332-333頁。 
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あった物を投つけられ、更に小鍋で頭部を殴られるに及んで、平素の鬱憤を抑えかね憤激の

余り、とっさに同人を殺害しようと決意し、台所板の間にあった手斧を掴んで振り上げ同人

の頭部を 2 回強打し、更にその場に昏倒した同人の頭部を 2 回強打した上で、頸部をタオ

ルで覆い両手で強圧し、窒息死させた。 

 本件では第 1 審から一貫して正当防衛・過剰防衛の成立が否定された。最高裁もこの判

断を支持し、原審広島高裁の判示の趣旨を説明する中で以下のように述べた。「第 1審判決

が判示するように、被告人が容易に逃避可能であつたこと、成人した被告人の子供達が一室

を隔てたところにいたのにこれに救援を求めようとしなかつたこと、被害者は泥酔してい

たこと、他方被害者と被告人とはかねて感情的に対立していた諸事情からすれば、被告人の

本件所為は被害者の急迫不正の侵害に対する自己の権利防衛のためにしたものではなく、

むしろ右暴行により日頃の忿懣を爆発させ憤激の余りとっさに右被害者を殺害せんことを

決意してなしたものであり、その措置も已むことを得ざるに出でたものとは認められない。

従つて正当防衛行為ではなく、又防衛の程度を超えた過剰防衛行為でもない旨を判示した

第 1 審の判断を肯認したものであることは明らかであり、被告人の本件所為が右認定の如

く急迫不正の侵害に対し権利防衛に出でたものでない以上、正当防衛乃至過剰防衛の観念

を容れる余地はないものと解すべきであるから、原判決の右判断は相当である」。 

 本件の特徴は、急迫不正の侵害自体は認定されている点にある。それゆえ、前述大審院昭

和 11 年 12 月 7 日判決と同じく、防衛の動機・目的としての防衛の意思の欠如を理由に正

当防衛・過剰防衛が否定された事例と位置づけられている252。 

 これに対して、憤激または逆上して反撃を加えた場合であっても防衛の意思は否定され

ないという最高裁の立場を明示したのが、昭和 46年判決である。 

 【最高裁判決昭和 46年 11月 16日刑集 25巻 8号 996頁】 

 被告人は、旅館内で同宿人である被害者（後藤）と口論になり、同人の言動から旅館内に

いることが危険であると感じたため、一旦旅館を出て近くの居酒屋などに立ち寄り飲食し

た。その後、被告人は、被害者に謝り仲直りすれば元どおり泊めてもらおうと考え、酒の勢

いに乗って、同旅館に戻ったところ、被害者がこれに気づいて、「われはまたきたのか」な

どとからまれ、手拳で 2回ほど顔面を殴打された。被告人はこれに逆上し、広間西側障子鴨

居の上に隠しておいたくり小刀を取り出し、向かってくる被害者の左胸部を突き刺し、死亡

させた。 

 第 1審は過剰防衛の成立を認めたが、原審東京高裁は、「被告人は被害者から殴打された

ことが余程腹にすえかねたものと思われ、その憤激の情が酒の酔いのため一時に高められ、

相手がいつもこわがつている被害者であることなどは意に介しないで、つぎの行動に移つ

たものと考えられるので、被告人が被害者から殴打されて逆上したときに、反撃の意図が形

成され、被害者に報復を加える意思が固まつたものと思われ、おそくとも前記広間西側障子

                                                   
252 橋爪・前掲注（247）141頁。もっとも、橋爪自身は、「防衛行為者が憤激していたこ

とだけを理由として、正当防衛の成立を否定したわけではないと思われる」とする。 
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鴨居の上からくり小刀を取り出そうとした頃には、防衛の意思などは全くなくなつていた

ことが認められる」とした上で、侵害の予期や助けを呼べた可能性などを考慮して侵害の急

迫性を否定し、それゆえやむをえない行為でもなかったとして、過剰防衛の成立を否定した。

これに対して、最高裁は、侵害が予期されていただけでは急迫性は失われない旨判示した後

で、続けて、防衛の意思につき次のように述べた。「刑法 36条の防衛行為は、防衛の意思を

もつてなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加

えたからといつて、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない」。これを本件につ

いてみると、「かねてから被告人が後藤に対し憎悪の念をもち攻撃を受けたのに乗じ積極的

な加害行為に出たなどの特別な事情が認められないかぎり、被告人の反撃行為は防衛の意

思をもつてなされたものと認めるのが相当である」。原判決は、あたかも最初は被告人に防

衛の意思があったが、逆上の結果それが次第に報復の意思にとってかわり、最終的には防衛

の意思がまったく消滅していたかのような判示をしているが、「被告人が後藤から殴打され

逆上して反撃に転じたからといつて、ただちに防衛の意思を欠くものとはいえないのみな

らず、本件は、被告人が後藤から殴られ、追われ、隣室の広間に入り、西側障子のところで

同人を突き刺すまで、1分にもみたないほどの突発的なことがらであつたことが記録上うか

がわれるから、原判決の判示するような経過で被告人の防衛の意思が消滅したと認定する

ことは、いちじるしく合理性を欠き、重大な事実誤認のあることの顕著な疑いがあつものと

いわなければならない」。そして、防衛行為の必要性・相当性についても理由不備があると

して、事件を原審に差し戻した。 

 本判決は、憤激などがあっても防衛の意思は排除されないという最高裁の態度を、防衛の

意思を認めた判断の中で明確に示したものであるが、このこと自体は、後述のように下級審

では当時すでに定着していた。そのため、むしろ、「かねてから憎悪の念をもち攻撃を受け

たのに乗じ積極的な加害行為に出たなどの特別な事情」がある場合には、防衛の意思が否定

されうるという点が目立つこととなったように思われる253。そして、防衛の意思と攻撃の意

思の併存が問題となった最高裁昭和 50年 11月 28日判決は、このような印象が尾を引いた

結果であると位置づけられる。 

 【最高裁判決昭和 50年 11月 28日刑集 29巻 10号 983頁】 

 被告人は、友人（鈴木）と共に乗用車で走行中、花火をしていた被害者（遠山）ら 3人に

人違いで声をかけた。このことから、被告人らは因縁をつけられ、酒肴を強要されるなどの

                                                   
253 たとえば、後述の最高裁昭和 60年 9月 12日判決の調査官解説において、安廣文夫

は、「具体的にいかなる場合が専ら攻撃の意図に出たとして防衛意思を欠くとされる極端

な場合に当たるのかであるが、この点に関しては、46年判例が「……積極的な加害行為に

出たなどの特別の事情」と述べ、50年判例が「……積極的に攻撃を加える行為」という表

現を用い、外部に現れた積極的加害行為が認定できるときにはじめて防衛意思が否定でき

るとしているように見受けられることに注目すべきであろうし、本判決も外形的事実関係

を重視しているということができるであろう」としている（安廣文夫「判解」『最高裁判

所判例解説刑事篇（昭和 60年度）』（法曹会、1989）144頁）。 
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いやがらせを受けた上に、被害者らは無抵抗の被告人友人に殴る蹴るの暴行を加えるに至

った。ここで、被告人はこのまま放置すれば友人の生命は危ういと思い、同人を助けようと

自宅から散弾銃を持ち出し現場に戻った。しかし、友人および被害者らが見当たらなかった

ところから、友人が被害者らによりどこかで拉致されているものと考え（実際には、友人は

近所に無事避難していた）、付近を捜索中、被害者の妻を見止め、被害者の所在を聞こうと

手を引っ張ったところ、同妻が叫び声を上げた。これを聞きつけて被害者が現れ、「このや

ろう、殺してやる」などと言って追いかけてきたため、同人に捕らえられれば暴行を受ける

と予想されたため、被告人は、「近寄るな」などと叫びながら逃げたが、追いつかれそうに

なったため散弾銃を振り向きざまに発砲し、約 3 メートルに接近していた被害者に傷害を

加えた。 

 第 1 審が被害者の追跡行為に急迫不正の侵害を認め、さらに被告人の防衛の意思を認め

て殺人未遂行為に過剰防衛の成立を肯定したのに対し、原審名古屋高裁は以下のように述

べ、過剰防衛の成立を否定した。被害者の追跡行為は、「その局面に限ると、遠山の被告人

に対する「急迫不正の侵害」の如く見えるけれども、本件被告人の行為を、被告人が銃を持

ち出してから発砲するまで、全体的に考察し、当時の客観的状況を併せ考えると、それが権

利防衛のためにしたものであるとは、到底認められない」。被告人が被害者らに対し猟銃発

射をもって対抗しようと決意したのは、友人が被害者ら 3 人に一方的に暴行されているの

を目撃したときであり、このときから既に、被告人において被害者らに対する攻撃の意図が

あったことは、被告人の供述調書から明らかに認められるところであって、「被告人は、遠

山らから酒肴の強要を受けたり、帰りの車でいやがらせなどをされたうえに、友人の鈴木芳

郎が一方的に乱暴をされたため、ひどく憤激するとともに、鈴木を助け出そうとして、遠山

らに対し、対抗的攻撃の意思を生じたことを十分肯認することができ、その後、被告人が先

に認定したように遠山から追跡された時点において、同人の攻撃に対する防御を目的とし

て、急に反撃意図が生じたものとは認められない」。被告人が殺傷力の強い散弾銃を、散弾

4発を装填したうえ 予備散弾も持ち、安全装置をはずして携行したことを加味すると、「被

告人の対抗的意図は明らかであり、被告人の本件所為は、遠山保命の急迫不正の侵害に対す

る自己の権利防衛のためにしたものではなく、むしろ、遠山らに対する対抗闘争行為の一環

としてなされたものであり、その措置も、已むことを得ざるに出たものとは到底認められな

い。結局、被告人の本件所為には、正当防衛の観念をいれる余地はないといわねばらならい。

そして、被告人の行為が正当防衛行為に該らないとする以上、防衛の程度を超えたかどうか

を問題とする過剰防衛行為が成立し得ないことは、いうまでもないところである」。これに

対して、最高裁は、高裁の判断の根拠を、（一）攻撃意思の存在と反撃意思の不存在、（二）

友人の救助についての他の手段の容易性、（三）事態の一旦の収束と、それにもかかわらず

行われた被告人の被害者妻に対する暴行、および被害者との武器不対等、（四）前述の散弾

銃所持の態様に整理した上で、次のように判示し、事件を原審に差し戻した。「しかしなが

ら、急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為を認められる限
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り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであつても、正当防衛のた

めにした行為にあたると判断するのが、相当である。すなわち、防衛の名を借りて侵害者に

対し積極的に攻撃を加える行為は、防衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認める

ことはできないが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を

欠くものではないので、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである」。

原審が根拠とするもののうち、（一）（二）（四）はいずれも被告人に攻撃の意思があったか

否か、または被告人の行為が已むことを得ないものと言えるか否かに関連するに止まり、

（三）も被害者の所在を聞き出すためにした行為であるから、これらの「諸事情」はすべて

本件行為を正当防衛のための行為と判断することの妨げとはならない。 

以上が最高裁の多数意見であるのに対し、本件には以下の裁判官天野武一の反対意見が

付された254。これによれば、「原判決は、前記遠山に対する被告人の対抗的攻撃の意思ない

し対抗的攻撃意思を強調するの余り、多数意見のいわゆる諸事情の説示に文言の多くを費

して判文の内容に解釈の余地を残したことを免れないにしても、本件事案に即してその文

意を実質的に検討すれば、その全文を貫く趣旨は、次のように理解してこれを読みとること

ができるのである」。すなわち、第 1に、友人に対する急迫不正の侵害の消滅。第 2に、被

告人に対する関係では、「原判決は、被告人の発砲行為が急迫不正の侵害に対して行われた

ものではなく、したがって、やむことを得ないでしたものではない、と判断しているのであ

つて、この場合には、防衛の意思の存在が否定されることによつて、正当防衛も過剰防衛も

成立することはないとの見解に立つている」。第 3に、かくして原判決の結論が正しい意味

を持つことになる。「思うに、急迫不正の侵害を欠くところに刑法 36 条にいう防衛はあり

得ない。それゆえ、原判決としては、急迫不正の侵害を欠く場合であることを一層明確に判

示しさえすれば必要にして十分であつたのであり、そうであれば、被告人の行為の非防衛性

の面をくりかえし強調するまでもなく過剰防衛行為の不成立を説き得たのであった。しか

るに、原判決の文脈は被告人の行為の攻撃性の解明に重点をおくことをもつてすべてに答

え得るものとするかのような印象を与えてしまい、その結果、多数意見をして防衛の意思の

存否に関する判文の判断に疑問を生ぜしめ、本件に対し破棄差戻しによる審理反覆の措置

を執らしめるに至つたものであることに想到せざるを得ない。しかし、私によれば、原判決

は、上記のとおり、急迫不正の侵害が欠如する趣旨の判断を含めていわゆる諸事情をくわし

く記述しつつ、かかる判文の構成に及んだものと見るほかないのである」。 

 天野裁判官の反対意見の内容の適否は置くとして255、その中の「原判決は、前記遠山に対

する被告人の対抗的攻撃の意思ないし対抗的攻撃意思を強調するの余り、多数意見のいわ

                                                   
254 このほか、江里口清雄裁判官の侵害の急迫性に関する意見もあるが、ここでは取り上

げない。 
255 反対意見は、この事例の評価としても適切ではないし、少なくとも高裁の判断を代弁

するものではないだろう。「急迫不正の侵害を欠くところに刑法 36条にいう防衛はあり得

ない」という部分は、誤想過剰防衛に第 36条第 2項を適用・準用できるとするのが確立

した判例であることを念頭におけば、明らかに誤りであることがわかる。 
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ゆる諸事情の説示に文言の多くを費して判文の内容に解釈の余地を残したことを免れな

い」、「原判決としては、急迫不正の侵害を欠く場合であることを一層明確に判示しさえすれ

ば必要にして十分であつたのであり、そうであれば、被告人の行為の非防衛性の面をくりか

えし強調するまでもなく過剰防衛行為の不成立を説き得たのであった。しかるに、原判決の

文脈は被告人の行為の攻撃性の解明に重点をおくことをもつてすべてに答え得るものとす

るかのような印象を与えてしまい、その結果、多数意見をして防衛の意思の存否に関する判

文の判断に疑問を生ぜしめ、本件に対し破棄差戻しによる審理反覆の措置を執らしめるに

至つたものであることに想到せざるを得ない」という指摘は注目に値するだろう。高裁をこ

のような判断へと導いたのは、まさしく、前述昭和 46年判決の「かねてから被告人が後藤

に対し憎悪の念をもち攻撃を受けたのに乗じ積極的な加害行為に出たなどの特別な事情が

認められないかぎり」防衛の意思は認められるという判断だったのではないのか。 

 このような傾向は、積極的加害意思がある場合には急迫性の要件を充たさないとした判

決の登場により、さらに顕著なものとなった。すなわち、最高裁昭和 52 年 7 月 21 日決定

は、不正の侵害の予期は必ずしもその急迫性を消失させないとしつつ、「しかし、同条（第

36 条――筆者注）が侵害の急迫性を要件としている趣旨から考えて、単に予期された侵害

を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為を

する意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を充たさないものと解するの

が相当である」256として、単なる防衛の意図ではなく、「積極的攻撃、闘争、加害の意図を

もって」行為したと認めた被告人について侵害の急迫性を否定した。もっとも、この後も、

攻撃意思の存在が防衛の意思の有無の判断に際してまったく問題とならないとされたわけ

ではない。たとえば最高裁昭和 60年 9月 12日判決は、「被告人の「表に出てこい」などと

いう言葉は、せいぜい、防衛の意思と併存しうる程度の攻撃の意思を推認せしめるにとどま

り、右言葉の故をもつて、本件行為が専ら攻撃の意思に出たものと認めることは相当でない

というべきである」257として、防衛の意思は依然として独立の要件であることを確認した

258。 

また、積極的加害意思の存在により侵害の急迫性が否定されるとしても、行為者が、行為

時に、自らは正当防衛が可能な状況にあったという錯誤に陥る可能性は十分にある。特に、

積極的加害意思を持っている行為者が、実際に侵害を受けた時点で、自らは一方的に侵害さ

れていると意識していた可能性が否定できない場合、この錯誤は違法性阻却事由前提事実

の錯誤であり、誤想防衛の余地が残る。それゆえ、積極的加害意思があるために侵害の急迫

性が否定される事例であっても、防衛の意思があるために誤想過剰防衛となる可能性は残

るのであり、この点で防衛の意思は独自の役割を持っている。とりわけ、第三者のための防

衛の場合には、防衛される者に積極的加害意思があるため侵害の急迫性が認められないも

                                                   
256 最高裁決定昭和 52年 7月 21日刑集 31巻 4号 747頁。 
257 最高裁判決昭和 60年 9月 12日刑集 39巻 6号 275頁。 
258 橋爪・前掲注（247）149頁。 
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のの、行為者は専ら攻撃する意思ではなくこの者を守る意思で侵害者に反撃するという事

態がありうる259。確かに、行為者の認識を基礎として正当防衛が成立することを求めれば、

このような場合に誤想防衛の余地はなくなる。しかし、年代は遡るが、最高裁決定昭和 41

年 7 月 7 日刑集 20 巻 6 号 554 頁において、このような事例につき誤想過剰防衛が実際に

認められたのであった。本件では、喧嘩闘争中の長男を助けるために、同人が被害者から一

方的に攻撃を受けているものと誤信し、被告人が猟銃を発砲した行為を誤想過剰防衛と評

価し、第 36条第 2項により処断した原判決が支持された。それゆえ、行為者の認識した事

情が、当該事案において正当防衛を客観的に基礎づけない事実であっても、行為者が防衛の

意思を有している限りで誤想過剰防衛の成立の余地を認めるのが判例の立場である。もっ

とも、たとえば昭和 60年判決の中で、安廣文夫が、「防衛の意思不要説を採りつつ、客観的

に防衛目的に向けられていない行為は、「防衛スル為メ」の行為ではないという客観的構成

を唱える学説もあり、判例の立場も、プラクティカルにみる限り、これに近いといってよい

であろう」260としていうように、結局は防衛行為性の有無という結論しか意識されていない

ようである。 

専ら攻撃の意思について言及した近年の最高裁裁判例としては、前述の平成 20年 6月 25

日決定がある。本件では、転倒して更なる侵害行為にでる可能性のなかった被害者に対して、

被告人が「おれを甘く見ているな。おれに勝てるつもりでいるのか」などと言いつつ暴行を

加えた行為について、「第 1暴行により転倒した Bが、被告人に対し更なる侵害行為に出る

可能性はなかったのであり、被告人は、そのことを認識した上で、専ら攻撃の意思に基づい

て第 2 暴行に及んでいるのであるから、第 2 暴行が正当防衛の要件を満たさないことは明

らかである」として、第 2暴行については正当防衛も過剰防衛も成立しないとした。ここで

は、一連の行為といえるか否かについて、急迫不正の侵害の可能性がなかったことに加えて、

行為者の主観面を重視して両暴行が区別されたものと理解されている261。 

2.2.2.1.2. 下級審の裁判例 

下級審裁判例の多くも、特に喧嘩との関係で正当防衛・過剰防衛を判断する際、行為者の

内面について、攻撃意思に関する言及を行っている。もっとも、前述最高裁昭和 32年判決

の「喧嘩闘争においてもなお正当防衛が成立する場合があり得る」という命題が一般的なか

たちで承認されるにつれて、正当防衛・過剰防衛の成否を喧嘩か否かによって判断するとい

う手法は少なくなってゆく。 

                                                   
259 実際に、最高裁昭和 52年決定の調査官解説において、香城敏麿は、積極的加害意思を

防衛の意志の問題として処理する見解に対して、「相手方からの第三者に対する侵害が開

始された機会に、本人が第三者の権利を防衛するとともに積極的に相手方に加害行為をす

る意思を固めて行動したような場合には、防衛の意思がまったく欠けるものとはいいがた

い」（香城敏麿「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇（昭和 52年度）』（法曹会、1980）

251頁）としている。もっとも、ここで防衛の意思を肯定すると、急迫不正の侵害を否定

しても誤想過剰防衛になりうる点は意識されていないようである。 
260 安廣・前掲注（253）158頁注 6。引用される学説は前田雅英のものである。 
261 前掲注（241）参照。 



93 

 

 【大阪高裁判決昭和 28年 2月 27日判特 28号 7頁】 

 被告人（金斗三）は、被告人の義弟が 2人から暴行を加えられているのを見て、義弟が危

険であると思い、置いてあった薪割用手斧を取って、暴行者の 1人（田中）の後頭部を殴打

し、同人が一旦よろめいて立ち上がろうとしたところを、更に前頭部を殴打して気絶させ、

死亡するに至らしめた。 

 原審である大阪地裁が、義弟と被害者を含む暴行人 2 人との格闘は喧嘩闘争であって、

被告人はその一方に加担する目的で攻撃を加えたとして過剰防衛を認めなかったのに対し、

大阪高裁は、「いわゆる喧嘩闘争とは双方が互に相手方に対し同時に攻撃及び防御を為す意

思を以て闘争することを言うのであるから、もつぱら他人の暴行を防御するだけで相手方

に対し暴行を加える意思がないときは、たとえ相手方と格闘した事実があつても、いわゆる

喧嘩闘争をしたものとは言えない」と述べた上で、「金斗三が田中に組みついて行つて格闘

したのは、田中が理由なく屋内に侵入して来て暴行を加えるのを排除するためであり、田中

に対し互に攻撃防御を反覆するいわゆる喧嘩闘争の意思であつたとは見られない」、被告人

の供述だけからは「金斗三が喧嘩闘争の意思であつたこと又は被告人が喧嘩闘争の一方に

加担する目的であつたことを認めるには足りない」と評価し、加えて原判決も量刑の説明で

は義兄弟を救うべく所為に出たと判示しているのであるから、喧嘩闘争と見た原審の判断

は「失当であると言わねばならない」と批判した。そして、正当防衛状況の存在を肯定した

上で、凶器を持っていない被害者に対して手斧を使用した点について明らかに防衛の程度

を超えたとして、過剰防衛を認めた。本件は、被告人の義弟が被害者らによって理由なく攻

撃されていた事案であり、客観的に見ても喧嘩闘争の限界事例であったが、さらに、被告人

の行為時の主観面についても、その描写が地裁と高裁で異なっている点が注目される。すな

わち、控訴趣意書によれば原審は「被告人は激昂して」とするのに対し、高裁は「同人を救

援してその権利を防衛しようとして」と評価している262。 

 このように、喧嘩の意思を加味して過剰防衛の成否が変更された事例は数多くある。第 1

審で否定された過剰防衛が控訴審で認められた事例としては、高松高裁昭和 31年 10月 24

日高刑特 3 巻 24号 1014 頁263、東京高裁判決昭和 37年 4月 2 日東高時報 13巻 4 号刑 64

                                                   
262 判決の中では、「ムカツとして田中に飛びついて行った」、「急に腹が立った」などとい

う被告人の供述聴取に言及した上で、このような供述だけでは喧嘩闘争の一方に加担する

目的であったと認めることはできないと指摘されている。それゆえ、原審はおそらくこれ

らを採用して喧嘩闘争と判断したものと思われる。 
263 被告人は、漁船の同僚船員数名と飲食中、同席していた別の漁船の船員である被害者

（黒岩）から因縁をつけられ、殴打された。被告人は極力闘争を避けたにもかかわらず、

被害者がその仲間 2名とともに追跡し、被告人所属の漁船に乗り込んで来る気配が認めら

れたので、被告人は、同人等を船内に入らせると、他の船員にも迷惑をかけることを惧

れ、被害者らに暴行を受けた場合素手では到底適わないと出刃包丁を携えて魚揚場へ上陸

して隠れていたところ、被害者が被告人の姿を認めて下駄を手にして殴りかかってきたの

で、被告人は所携の出刃包丁で同人を数回突き刺し、死亡させた。原審が出刃包丁を携え

て上陸した時点で喧嘩闘争の決意を認めたのに対し、高松高裁は、「被告人は極力黒岩等
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頁264、東京高裁判決昭和 37年 9月 19日下刑 4巻 9/10号 799頁265、大阪高裁判決昭和 40

年 5 月 29 日下刑 7 巻 5 号 805 頁266、札幌高裁判決昭和 63 年 10 月 4 日判時 1312 号 148

                                                   

の攻撃を逃れんとして居り、喧嘩の意思はなかったものと認められる」と破棄自判して、

過剰防衛を認めた。 
264 被告人ら 3人が、何の理由もなく被害者ら 3人から喧嘩を仕掛けられ、いきなり殴ら

れたため、被告人らは逃げたが、そのうち 1人（川島）が被害者らにつかまり袋叩きとな

り脱出不可能となったので、同人を救い出そうと相談して、被告人ら 2人が各自ナイフを

持って助けに入ったところ、この両者と被害者ら 3名で乱闘となり、被告人はその中で 1

人を死亡させ、1人に重傷を負わせた。原審が、現場を一旦離れた後で引き返した後のこ

の行為について過剰防衛にもあたらないとしたのに対し、東京高裁は、「この事実によれ

ば、被告人ら 3名は当初何らの抵抗もせず逃走しようとしたのであり、首尾よくのがれる

ことができた被告人があえて引き返したのは、川島の身体を防衛しようという意図に出た

に外ならず」、ナイフを持ち出した後も、「川島に対する危険も全く去つたとは断じ難い形

勢にあり、被告人らとしても今迄川島に対し無法極まりない暴力をふるつていた敵と直面

して川島の動静も確認することができないのみ当然な立場にあつたので」、急迫不正の侵

害は収まったとすべきではないとして、過剰防衛を認めた。 
265 被告人は、その娘に対して、酒気を帯びた被害者ら 3人が声をかけ首のあたりに手を

触れてからかおうとしたので、同女をかばうとともに「私の娘だ、手を出すな」とたしな

めた。これにいきりたった被害者のうちの 1人が被告人の顔面を殴打したので同人の顎の

あたりを突き返したところ、他の 2人もこれに加わり被告人は後退するなどしていたが、

3人がなおも執拗に襲い掛かり、殴る蹴るなどの攻撃を加えてくるので、被告人は所携の

刃渡り約 5センチメートルの飛び出しナイフを取り出し、3人の胸部をそれぞれ突き刺

し、1人を死亡させ、2人に重傷を負わせた。原審が、「被告人は池上民男等の卑猥な振舞

に対する反感から同人等には一歩も譲らぬ気構えでこれに応酬し、守勢ながらも相当の敵

愾心をもつて立ち向かい、いわゆる喧嘩斗争をなしたもので、本件犯行はその過程におい

て相手に対し積極的な反撃に転じた行為と認めることを相当とする」として、過剰防衛を

認めなかったのに対し、東京高裁は、「当初被告人が池上民男を突き返した行為につき、

被告人は検察官に対し、つい何をという気持ちになつて空手の猫足の形で突いた旨供述し

ているが被告人とすればいきなり殴られたため憤慨して反動的動作に出たものともみられ

るのであって、その後被告人がナイフを振うまで反撃的行為をしていないことにかんがみ

れば、被告人がすでに喧嘩斗争をする意思で右のような行為をしたものとは認め難く」、

その後も終始防御的動作を行っていたとして、正当防衛状況を肯定し、過剰防衛を認め

た。 
266 被告人とその車の同乗者は、狩猟から帰宅中、狭い道路の通行のために道を明けるよ

う被害者らに求めたところ、被告人は近くの広場に連行され、いきなり殴打されるなどの

暴行を受け、その後同乗者もこの現場に加わった。被告人は当初防戦するだけで攻撃行為

に出なかったが、一方的な酷い仕打ちを受けたため立腹し、これ以上無抵抗に終始してい

たのでは殴り殺されるかもしれないと思い、右腰にさしていた狩猟用山刀を抜き取りなが

ら立ち向かったところ、被害者が襲いかかろうとしたので、その左わき腹を突き刺し死亡

させた。原審が、本件は「まさしく、2対 2で互いに侵害行為を交換する喧嘩斗争であつ

た」として過剰防衛も成立しないと判断したのに対し、大阪高裁は、本件所為に至るまで

の経過、相手方の攻撃の内容および被告人側のもっぱら防衛的態度といった状況からすれ

ば、多少の口論があったとはいえ、原判決のいうような 2対 2で互いに侵害行為を交換す

る喧嘩闘争にはなかったとした。その上で、本件は「喧嘩斗争とみられないことはない

が、本件を全体的にみて仔細に検討すると本件兇行は憤激による攻撃意思によつたという

よりはむしろ加害者の攻撃を排除して自己の身体に対する危害をさけようとする防衛意思
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頁267、大阪高裁判決平成 11年 3月 31日判時 1681号 159頁268、前掲広島高裁判決平成 15

年 10月 9日 LEX/DB 28095034がある。 

これらのほとんどは、「喧嘩闘争においてもなお正当防衛が成立する場合があり得る」と

した前述最高裁昭和 32年判決の後のものであるが、そこでは、被告人の行為は喧嘩である

が過剰防衛が成立するという判断ではなく、被告人の行為は喧嘩でないから過剰防衛が成

立するという判断が行われている点が指摘される。結局のことろ、最高裁昭和 32年判決の

言う喧嘩闘争に「おいてもなお」正当防衛・過剰防衛が成立しうるという考え、つまり喧嘩

闘争かつ防衛行為という事態がありうるという構成は浸透しなかったものと思われる。 

 さらに、裁判所が先行する喧嘩が言及する場合であっても、もはや喧嘩の意思を放棄した

と明確に評価し、過剰防衛が認めた事例も見受けられる。喧嘩闘争後の機先を制する行為に

                                                   

のほうが強く働いていてなされたものであることが認められる」として、過剰防衛の成立

を認めた。 
267 被告人は、暴力団関係者である被害者 Aから一方的にたいへんな剣幕で訪問を申し付

けられた際、同人が暴力団の仲間を連れ凶器を持って押しかけてくるに違いないと思い、

成り行き次第では集団で暴行を加えられることになるかもしれないと慮り、刃体約 13,4セ

ンチメートルのマキリ包丁を胴巻きに隠して訪問に備えた。被害者が暴力団関係者 2人を

連れて到着し、被告人方に荒々しい態度で入り、玄関口をふさぎ被告人を囲むようにして

立つ中、被告人は、興奮した被害者から左側頭部付近を 1回殴打され、引き続き暴行を加

えるであろう気勢を示されるに及び、被害者の服装からも同人が凶器を持っているに違い

ない、さらに他の 2人とともに 3人がかりで凶器を使って攻撃してくるにちがいないと思

い込み、被害者の顔面部、胸部など二十数箇所をマキリ包丁で突き刺し、死亡させた。札

幌高裁は、「原判決は、被告人が、喧嘩になったら刃物で先に攻撃してやろうなどと考え

てマキリ包丁を隠しもって A の来るのを待ち、興奮した Aから手拳で左即頭部付近を 1

回殴打されたため憤激の念を抑えきれなくなり、ここにおいて生命を賭けた喧嘩を覚悟し

て本件所為に及んだと認定し、その所為が専ら積極的加害の意思のもとに行われたとの判

断を前提にして、過剰防衛の成立を認めていないのであるが」、これは事実誤認であると

して、過剰防衛の成立を認めた。 
268 被告人は、道路上で被害者 Aと互いの車の運転方法に関し口論した末、付近に駐車中

の被害者運転の自動車内に連れ込まれようとしたため、これに抵抗して胸倉をつかみ合う

などするうち、その場に転倒して被害者から馬乗りになって両手で首を絞めつけられ、さ

らに自動車内に凶器を積んでいる趣旨のことを告げられた。そこで、被告人は、機を見て

起き上がり、同様に立ち上がった被害者に対し、同人の顔面を力をこめて手拳で 2回程度

殴打するなどしたうえ、態勢を崩し跪いた同人の左顔面を 1回足蹴にする暴行を加え、傷

害を負わせた。原審が、被害者の公判廷の供述にほぼ全面的に依拠して、被告人の転倒前

の暴行は「互いに相手の胸倉をつかんでもみ合っている喧嘩の状態にあり、Aからの急迫

不正の侵害があったとはいえず」、立ち上がった後は「Aは既に喧嘩の意思を放棄してお

り、同人による急迫不正の侵害は認められないうえ、被告人の右暴行も防衛のためという

こともできない」として、過剰防衛の成立をも否定したのに対して、大阪高裁は、被告人

の供述を前提に判断するのが相当であるとして上記の認定をした上で、被告人は口論を穏

便に収めようとしたにもかかわらず被害者により攻撃をうけたもので本件は喧嘩闘争の一

場面ではないとした。その上で、被告人の暴行は、いずれも攻撃の意思を放棄していない

被害者による攻撃に対応してなされたものであり、被告人が腹を立てていた形跡が伺われ

るとはいえ、攻撃に乗じて積極的に加害行為に出たと認めるに足りる証拠はないとして、

防衛の意思を肯定し、過剰防衛の成立を認めた。 
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過剰防衛を認めた前述大審院判決昭和 8年 6月 21日は、このような事例と見ることもでき

るだろう。最高裁昭和 32年判決もこの類型であった。 

 【甲府地裁判決昭和 36年 7月 19日下刑 3巻 7/8号 715頁】 

 被告人 X（西川）および Y（中西）は屋台店で飲酒していたのだが、店に入ってきた被害

者およびその仲間に対して Xが因縁をつけ、「外へ出ろ」と言ってこれに応じた被害者らと

店外で殴り合いを始めた。X は、相手は 2 人であり散々に殴られて到底敵対できないとみ

て逃げようとしたが、被害者ら両名はこれを知りながら X を捕らえて離さず、隙を見て逃

げ出した X をなおも追って行った。Y は、外で喧嘩をする気配がするので、けんかはやめ

ろと言いながら屋台を出ると、逃げる X を被害者らが追って行くので、X の身を案じ 3 名

の後を追った。その後、追いつかれた X が被害者らに捕らえられてほとんど一方的に殴ら

れていたので、Y はこれを止めようと刃渡り 18,5 センチの短刀を抜き、「けんかはやめろ、

やめないと刺すぞ」と脅したが、被害者らがなお X を殴打するので、X の身を守るため、

多年の友情から憤激し、相手を刺し殺そうと決意し被害者の腹部を突き刺して死亡させた。 

 甲府地裁は、屋台店の前における 3 者の喧嘩闘争の段階においては、いずれにも正当防

衛は成立しないとした上で、X の逃亡後の抗争も屋台内における X の挑発に基因するもの

ではあるが、そのため喧嘩闘争の継続であってこれを包括的に観察し前後同一の性質とす

べきではないと評価した。「すなわち、前認定から西川は屋台前から逃げる際にはただ両名

から逃げ去ろうとするのみで既にけんか闘争の意思はほうき棄していたもので、相手の両

名もこのことを知りつつなお追跡して暴行を加えたことが明らかで」、このような場合には

両極面を区別して、逃走後の被害者らの行為に対しては正当防衛が可能であるとすべきで

あるとした。その上で、「被告人中西は西川の親友ではあるが右闘争に終始関係せず、これ

を止めようとしていたもので、全く西川を案じその後を追い西川に対する両名の暴行を見

てこれを救おうとして突き刺したもので、防衛意思に出たものであることが認められる」と

し、過剰防衛を認めた。 

このほか、喧嘩は一旦収束していたことを明示して、その後の行為について過剰防衛を認

めたものとして、大阪高裁判決昭和 53 年 3 月 8 日判タ 369 号 440 頁269がある。これらの

                                                   
269 被告人は、自室において酒によって因縁をつけてきた被害者と口論になった末、取っ

組み合いの喧嘩になったが、近所の住人らの仲裁でその場は一旦収まった。被告人は、被

害者は酒癖が悪く酔うと粗暴な言動に出ることを知っていたため、仕返しを恐れ一時外出

し飲酒するなどした後自室に帰ろうとしたところ、被告人を捜していた被害者に見つけら

れ、同人が「今日はぶつ殺してやるからな」などと言って付きまとい離れようとしないの

で、同人が報復するつもりでいると考えた。被告人は、体格に勝る被害者にかなわないと

思い、喧嘩に備えて刃体の長さ約 6,5センチメートルの切り出しナイフをズボンのポケッ

トに隠して、「ついて来い」という被害者に従って外に出たところ、同人は執拗にからみ

文句を並べた。被告人は、喧嘩の仲裁を雇主に依頼しようと考え、2人で同方に赴き、円

満な話し合いを期待し座って対話を交わしていたところ、被害者がいきなり立ち上がって

被告人の頭髪を左手で掴み右手拳で顔面を数回殴打し、さらに「今晩お前を殺してやる」

などと言って胸倉を掴んで玄関先まで引きずり出し、前襟を掴みあごを突き上げるなどし
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事例においては、行為全体が喧嘩であったか否かを判断した裁判例に比べると、より一層客

観的な状況が決定的となっているように思われる。すなわち、当初喧嘩を行っていた行為者

に対して過剰防衛を認めるにあたっては、その行為者が逃亡したまたは喧嘩自体が一旦収

まったなど、客観的な状況が明らかに変わる必要があるのである。むしろ、当初の喧嘩から

局面がまったく変わっていないのに、主観面の変容のみを理由として正当防衛・過剰防衛が

認められた裁判例はないだろう。 

 また、明確に喧嘩闘争とされていない事件においても、しばしば防衛の意思であったか攻

撃の意思であったかという問いが立てられる。たとえば、初期のものとして、被害者の包丁

の奪取後の行為の性格が問題となった前述の広島高裁判決昭和 31 年 6月 18 日高刑特 3 巻

12 号 625 頁においては、新たな殺意の不存在が過剰防衛成立の 1 つの根拠とされた。「単

に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に

対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を充たさな

い」とした最高裁昭和 52年判決以降は、喧嘩か否かで正当防衛・過剰防衛の成否を判断す

るものは減少し、「積極的加害意思」や「積極的攻撃行為」という用語が裁判例に頻出する

こととなる。もっとも、侵害を予期して武器を準備していたからといって、防衛行為性が直

ちに失われるわけではない。この点に関する下級審の判断はかなり不安定である。 

【大阪高裁判決昭和 53年 6月 14日判タ 369号 431頁】 

事案の詳細は明らかではないが、掲載の判旨からは以下のような事件である。被告人（女

性）は、実弟である被害者（正豪）から暴行を加えられたが、実父らの制止によってその場

は一旦収まった。その数分後、被害者は、被告人を威迫しようと台所で包丁を探し、被告人

を腕力にうったえてでも家から追い出してしまおうと、世帯を別にする被告人の居室に乗

り込み、挑発的な言辞および挙動に出た。被告人は、これを予期して用意していた包丁で被

害者の左胸部の上方を刺し、傷害を負わせた。 

原判決が本件行為について過剰防衛の成立を認めなかったのに対し、大阪高裁は以下の

ように判示した。まず、侵害の急迫性について、被害者の攻撃意思はいまだ強く、侵害がま

                                                   

た。これに対し、被告人は、とっさに切り出しナイフを取り出し、被害者の胸部・腹部な

どを多数回にわたって突き刺し、切りつけるなどして死亡させた。大阪高裁は、本件は全

体的に観察すると連続する喧嘩闘争の一こまであるから急迫不正の侵害に該当しないとす

る検察官の主張に対して、当初の喧嘩は仲裁により収まり、被告人の被害者に対する加害

の意思は消失したばかりか、その後被告人はもっぱら逃避のために外出しており、ナイフ

を準備した後もこれを安易に使用することなく被害者の挑発的言動に対して冷静に対処し

ていることからすれば、当初被告人自室で開始された喧嘩が約 1時間あまりを経過した被

害者の暴行時まで継続していたものとは到底認められず、遅くとも雇主に仲裁を依頼して

話し合いが開始された時点においては、被告人の喧嘩の意思は完全に消失していたと、侵

害の予期も含めて主張を退けた。その上で、このような態度から、被告人は日頃の鬱憤を

晴らすために積極的加害意思をもってナイフを使用したわけでもないとして、急迫不正の

侵害を肯定し、加えて、防衛の意思についても積極的な加害意思まで実現したとはいえな

いとして、過剰防衛の成立を認めた原審を維持した。 
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さに差し迫った状況にあったと評価でき、「被告人の予期するところであつたことが認めら

れるが、被告人にその機会を利用し、積極的に右正豪に対して加害行為に及ぼうとする意思

まではなかつた」としてこれを肯定した。さらに、防衛の意思について、憤激あるいは憎悪

の念があったことは否定できないが、認定の諸状況に照らすと、「被告人が右のような憤激

の情、憎悪の念に駆られ、偶々再度正豪が被告人の居室に入つて来た機会をとらえて、専ら

加害の意思の下に積極的に正豪に対する加害行為に及んだものと認めることはできず、む

しろ、この点に関しては、被告人の弁解のとおり、自己防衛の強い意識のもとに、咄嗟に機

先を制して本件のごとき所為に出たものと見るのが、事案に則した合理的な見方であると

考えられるのである。すなわち、被告人に正豪に対する前記のような憤激の情、憎悪の念が

あつたことを前提にしてみても、防衛の意思の存在したことを否定すべき特段の事情があ

つたものとは認めがたく、少なくとも防衛意思の併存は否定しがたいものといわなければ

なら」ないとして原審の判断を覆し、過剰防衛の成立を認めた。 

本件では、被告人による侵害の予期と反撃の準備があり、被害者の侵害行為がまだそれほ

ど強度のものでなかったにもかかわらず、積極的加害意思と専ら攻撃する意思の両方が否

定されている点が特徴的である。その後も、たとえば大分地裁判決昭和 57 年 1 月 28 日判

タ 466 号 193 頁では、被告人は一旦争いの収まった現場の飲食店を離れ、暴力団風の被害

者への対抗のために包丁を購入し、現場に戻り飲酒していたところ、被害者が再度同所に現

れ、被告人の友人に言いがかりつけたり、無抵抗の店主に傷害を加えたりしたため、後者の

身体を防衛するために被告人が所携の包丁で被害者を刺殺した行為について、「この機に乗

じて専ら積極的加害の意図でなされたものとまでは直ちに断定し難く、右憤懣による攻撃

的意思が並存していたとしてもなお、被告人の本件犯行は「防衛する為め」にした」と評価

できるとした。本件では、被害者の行為は被告人による予期の範囲内にとどまっているよう

に見えるが、第三者のための行為であるため、準備行為があっても防衛行為性が肯定された

と見る余地がある。また、大阪高裁判決昭和 62 年 10 月 28 日判タ 662 号 243 頁では、被

告人の実兄である被害者 A と話をつけようと、実姉方に赴いたところ、被害者の怒声に危

険を感じたため、一旦帰宅して刃渡り約 45 センチメートルの脇差を携えて再度赴き、「お

どれ、来やがったんか。いわしてもうたる」と怒鳴って立ち上がろうとした被害者を、所携

の脇差で刺殺した行為について、「被告人において、A の行動に憤激するとともに、利き腕

を使えないという不利な肉体的条件も手伝い、同人に立ち上がられたら自分がやられてし

まうと恐怖にかられ、予想される同人の攻撃から自己の身体を守るためには、機先を制して

脇差による攻撃を加えるほかないとの気持ちから現判示所為に出ることは、十分にあり得

るところと考えられる」。「結局、被告人は、右に指摘したような、同人に対する憤激の念と

防衛の意思の併存する状態で現判示所為に出たものと認めるのが相当であつて、これを、専

ら積極加害のみの意図に出たものと断じた原判決は、事実を誤認したものといわなければ

ならない」とし、結論として誤想過剰防衛を認めた。本件も、被告人が侵害を予期しこれに

準備していた事例であり、かつ、誤想過剰防衛であるため、被害者の態度はいまだ急迫不正
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の侵害を構成しない程度のもと認定されている。それゆえ、被害者による意外の侵害があっ

たわけでもないにもかかわらず、誤想過剰防衛が認められている270。このように、積極的加

害意思または専ら攻撃の意思に関する下級審の判断は不安定である。 

さらに、一連の行為と言えるか否かの判断についても、最高裁平成 20年決定と同じよう

に、下級審は行為者の主観面に焦点を当てたかたちで判示することが多い。前述のように、

一連の行為の観点から過剰防衛の成否を検討した論稿の多くも、決定的な判断基準は、行為

の場所的・事件的近接性に加えて、あるいはそれ以上に、防衛行為者の主観面に求められる

と結論づける。しかしながら、下級審の判断を見ると、むしろ、主観面を根拠にして行為の

一連性を判断することがいかに不安定であるかが判明する。ここでは、近時の裁判員裁判例

を挙げる。 

【千葉地裁判決平成 22年 5月 26日 LEX/DB 25442645】 

被告人両名 A・Bは夫婦であるところ、精神疾患に罹患しており日頃から暴力に及んでい

た被害者（長男）が、A（母、妻）に対しその頭部を殴り背中を蹴るなどの暴行を加えたた

め、これを見た B（父、夫）は、とっさに菜切り包丁をつかんで腹付近に突きたてようとし

たが、ほとんど刺さらずに刃の部分が根元から折れて床に落ちた。そこで、Bは出刃包丁を

出し、被害者に示したが、被害者は「やれるもんならやってみろ」と言って右手を振り上げ、

殴るような格好で B に近寄ってきた。B は出刃包丁を被害者の腹付近に突き出したが、ま

たもやほとんど刺さらず、刃の部分が根元から折れてしまった。そこで、Aは、被害者の背

後からその首の部分をバンダナで押さえ、絞めながら、バンダナをはずそうとする被害者を

後方にあったリビングのソファの方向に引っ張り、Bもこれに加勢し、被害者はソファに座

るような状態で倒れこんだ。A がソファの背もたれの後ろから体重をかけてバンダナで被

害者の首を絞めている間、B はパソコン用電気コードを持ち出し、これを用いて両名で被害

者の首を絞め、窒息死させた。 

千葉地裁は、「本件殺害行為が過剰防衛行為に当たるといえるためには、本件殺害行為が

始まった時点、すなわち、父が息子の首にコードを巻き付けた時点（以下「殺害行為開始時

点」という。）において、〔1〕息子の攻撃が差し迫っていたことと、〔2〕本件殺害行為が、

父や母の身を守るための行為であったことが必要である」とした上で、順次検討を加えた。

〔1〕については、殺害行為開始時点において被害者の攻撃力が下がっていたとは言えず、

その直前に「やれるもんならやってみろ」という言動をしていることから被害者の攻撃意思

が失われていたと断言できない、被害者が再び攻撃する可能性はあったとして、攻撃は差し

迫っていたとした。〔2〕については、被害者が再び攻撃してきた場合、父や母が殺される危

険がまったくなかったとは断言できず、争いなく防衛のために行われた直前の行為と場所

的・時間的に接着したものであり、将来への悲観などの心情も防衛の意思を失わせるもので

はないとした。その上で、両被告人が 30分間にわたってコードを強く絞めつけた点につい

                                                   
270 前述の札幌高裁判決昭和 63年 10月 4日判時 1312号 148頁も、侵害を予期し準備し

ていた事例について、喧嘩闘争ではないとして誤想過剰防衛を認めている。 
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ては、「単に息子を殺害することだけが目的であるとすれば、これほどの長時間息子の首を

絞め付ける必要はない。このように父母が異常に長い間息子の首を絞めているのは、父母に

息子からの反撃を恐れ、身を守ろうという気持ちがあったことの表れとみることができ、父

母もこれに沿う供述をしている」とし、両被告人の行為は防衛のための行為であったと評価

して、過剰防衛の成立を認めた。 

本判決は、30分間にわたって絞首を続けた行為について、「単に息子を殺害することだけ

が目的であるとすれば、これほどの長時間息子の首を絞め付ける必要はない。このように父

母が異常に長い間息子の首を絞めているのは、父母に息子からの反撃を恐れ、身を守ろうと

いう気持ちがあったことの表れとみることができ、父母もこれに沿う供述をしている」と判

断している点が特徴的である。というのも、通常、絞首行為の継続は強い攻撃意思の現れと

評価されるからである。実際に、本判決の量刑の理由においては、「被告人両名は、30分間

にもわたる長時間、2人がかりで、息子の首に巻いた電気コードの両端を強く引っ張って息

子を窒息死させており、息子を確実に殺すことを意図した執ような犯行である」と行為が描

写されている。 

【鹿児島地裁判決平成 24年 2月 7日 LEX/DB 25444383】 

被告人は、長男である被害者を諌めようとしてその部屋に行った際、被害者が包丁を手に

していたことから、自らも金属バットを持ち出し、被害者と口論しながら部屋の中を移動し

ていたところ、被告人がベッドの段差に足を取られて片膝をつくような態勢となったため、

被害者から蹴られそうになった。被告人は身の危険を感じて金属バットを 2、3回振り上げ

て対抗し、さらに、被害者の頭部、腕部等を金属バットで多数回（少なくとも 25回）殴打

した上、仰向けに倒れている被害者の前頸部に金属バットを押し当てて強く圧迫するなど

し、頭部打撲に基づく脳障害により死亡させた。 

鹿児島地裁は、被告人の殺意を認定した上で、被害者による急迫不正の侵害を包丁による

攻撃ではなく手足による攻撃と判断し、防衛行為の相当性を否定した。この点について、被

告人の暴行は明らかに必要のない過剰なものであるから、被告人には、およそ自分の身を守

る意思はなく、被害者を攻撃するためだけに暴行に及んだとする検察官の主張に対して、

「バランスを崩して片膝を突いたところを蹴られそうになった被告人が、金属バットを被

害者に向けて振り上げたことは、自分の身を守るための行為であることが明らかである。そ

して、被告人は、その行為に続けて、一連の流れとして、金属バットによる殴打行為等に及

んでいる。被告人に差し迫っていた危険が足や素手による暴行にとどまっていたとはいえ、

被告人は、被害者が包丁を手に持っていると認識していたのであるから、被告人が、自分の

身を守るため、そのような過剰な行動に出ることは十分理解できる」として、防衛の意思を

認めた。続いて、検察官による喧嘩闘争や自招侵害の主張を退け、過剰防衛の成立を認めた。 

この事例も、被害者が包丁を手に持っているという被告人の認識を根拠にして、行為に防

衛行為性が認められている。しかし、「手加減することも、急所を外そうとすることもなく」

金属バットで少なくとも 25回殴打しただけで一定の攻撃性がうかがえるところ、さらに仰
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向けに倒れた被害者の頸部に金属バットを押し当てて強く圧迫していることを考慮すると、

行為が「一連の流れとして」行われたとしても、防衛の意思が十分に否定されうる事例であ

った。 

裁判員裁判例としては、横浜地裁判決平成 25 年 10 月 30 日 LEX/DB 25502567 が再び

言及される。ここでは、「被告人の反撃行為は、いずれも公訴事実記載の歩道上及びその付

近の車道において、約 11分間に行われたものであり、被告人は、F及び Eに対して反撃す

る意思で第 1 暴行を加えたが、怒りが収まらないので、第 2 暴行に及んだのであって、暴

行の態様も、素手で殴る、足で蹴るといったもので変わりはなく、第 1 暴行と第 2 暴行が

時間的に間隔が空いているとしても、これは E が逃げ回っていたことによることなどを考

慮すると、第 1 暴行と第 2 暴行は、連続した一体の行為とみるのが相当である」として過

剰防衛の成立が認められた。一定の時間、被害者が逃げ回っていたのであれば、当然、被告

人は追いかけ回していたのであるから、行為が一連か否かはともかく、意思内容は防衛行為

時と変わっていると考えるのが普通なのではないか。 

2.2.2.1.3. 検討 

以上の裁判例を検討すると、防衛の意思か攻撃の意思かの判断に際して、必ずしも行為者

の主観面が実質的な根拠となっているわけではないということがわかる。 

喧嘩闘争について言えば、確かに、裁判所は、喧嘩であったか否かの結論を根拠づける際

には、必ずと言っていいほど、行為者が喧嘩の意思を持っていたのか、防衛の意思を持って

いたのかに言及している271。喧嘩闘争の判断に際して主観面が防衛行為性の有無の基準と

なっているように見える理由の 1 つは、おそらく、防衛行為を認めるべきと裁判所が考え

た事例も、客観的に観察すると、行為が喧嘩の定義に当てはまってしまうからだろう。すな

わち、相手方の攻撃態様が明らかに変化したような場合、その時点から正当防衛状況への変

化が認められるとしても、そもそも局面に限れば防衛行為となりうるのが喧嘩闘争の事例

なのであるから、同じく喧嘩の一局面であることもまた客観的には否定できないからであ

る。これに対して、主観面は、認定の基礎と表現を変えるだけで、攻撃的意思から容易に防

御的意思に読み替えられることができる272。それゆえ、上級裁判所が、事案の全体的評価か

ら過剰防衛を認めるべきと思慮し、原審による喧嘩闘争の判断を変更する場合、まず、行為

                                                   
271 学説においても、たとえば、荘子邦雄は、「喧嘩闘争の最中に相手方が全く予期を超え

た兇器によって攻撃してきた時、例えば拳による喧嘩の最中に拳銃を構えた時には、攻撃

及び防御の意思が専ら防御する意思に変質し、相手方の法益侵害を受忍したくないという

意思が支配することも考え得るだろう。この場合には、全く予期を超えた攻撃を開始され

た時点から急迫性を認め得る余地がある」と、意思の契機を強調する（荘子邦雄『刑法総

論〔第 3版〕』（青林書院、1996）227-228頁）。 
272 実際に、喧嘩闘争の事例においては当事者間で相反する供述がなされていることも多

く、正当防衛・過剰防衛を主張する行為者（被告人）の供述のほうが信用できるとして、

事実認定が覆されることも多い（たとえば、大阪高裁判決平成 11年 3月 31日判時 1681

号 159頁）。このような判断に、行為者に過剰防衛を認めるという結論が先行している可

能性もあるだろう。 
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者は防衛の意思で行為しているから「喧嘩ではない」と行為者の主観面に焦点を当てたかた

ちで判示し、翻って、行為状況の記述を防衛行為に適した表現に修正しているものと理解さ

れる。言い換えると、実際には、防衛の意思の問題ではなく、防衛行為の社会的相当性に類

する全体的評価が行われているのである273。主観面が結論の言い換えであるということは、

厳密な意味での喧嘩闘争「における」過剰防衛が見られないことからも説明される。つまり、

喧嘩闘争の局面において一時的に専ら防衛の意思を抱き、その後また喧嘩の意思に変わる

ということは社会的事実としては想定できるところ（通時的な防衛の意思と攻撃の意思の

併存）、このような事例において喧嘩闘争「における」過剰防衛を認めた裁判例はない。な

ぜなら、裁判所がとる結論は、全体として喧嘩闘争とするべきか否か、または、先行する喧

嘩闘争から後続する行為を区別するべきか否かであるところ、客観的に目立った変化がな

い上のような状況は全体として喧嘩闘争であり、その主観面は全体としての喧嘩闘争の一

局面にすぎないと評価されるからである。 

同様のことは、喧嘩以外の判断にも当てはまる。たとえば、積極的加害意思の認定につい

て、橋爪隆は、「下級審裁判例においては、積極的加害意思の存否を、主として客観的事実

関係から認定する傾向が強い」274としており、防衛の意思についても、たとえば松宮孝明

が、「実際、判例は、「防衛の意思」を、自白調書から読み取れるような純粋に主観的な事情

からではなく、逆に、防衛者の反撃行為直前の行動、反撃の態様、程度、反撃行為後の行動

という客観的な事情から認定している」275と指摘する。実務家の立場からも、侵害排除意思

という意味での防衛の意思がないと推認されるのは、侵害の認識がない場合に加えて、「（ロ）

侵害を排除するためには明らかに必要のない
、、、、、、、、、

過剰な行為を意図的に開始した場合、（ハ）侵

害を排除するためには明らかに必要のない
、、、、、、、、、

過剰な結果を意図的に与えるために行為を開始

した場合をいうことになろう」（傍点筆者）276と整理されている。近年でも、「行為者の意思

を認定するについては、行為時及びその前後における事態の推移をできるだけ具体的かつ

詳細に認定した上で、これらから行為者の主観を推認する行き方によることが相当であろ

う。最高裁判所も、防衛の意思を直接認定するのではなく、行為者を取り巻く客観的な事実

を認定した上で、防衛の意思がある場合に当たるのか否かを判断する手法を志向している

ものと解される」277との指摘がある278。 

                                                   
273 大谷實『刑法講義総論［新版第 4版］』（成文堂、2012）287-288頁。 
274 橋爪・前掲注（247）237頁。同じく、佐伯仁志『刑法総論の考え方・楽しみ方』（有

斐閣、2013）135頁。 
275 松宮・前掲注（6）147頁。 
276 小林充＝香城敏麿編『刑事事実認定――裁判例の総合研究――（上）』（判例タイムズ

社、1992）306頁〔香城敏麿執筆部分〕。 
277 小林充＝植村立郎編『刑事事実認定重要判決 50選 上《第 2版》』（立花書房、2013）

99頁〔秋山敬執筆部分〕。 
278 そのほか、伊藤司は、一連の過剰防衛と言えるか否かの判断について、「「防衛の意思

があれば統合し、攻撃の意思があれば分断する手法」という程の強い意味を有するとまで

は言えず、要するに、一連一体の「過剰防衛」とは捉え切れない「断絶」的な要素として
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しかしながら、積極的加害意思や専ら攻撃の意思または端的に防衛の意思の有無が、行為

前後を含めた客観的事情を経由して認定されているとしても、もっぱら行為の客観面に決

定的な判断基準があるとも言えない279。判断基準は、あくまで、直感に従って行われる事例

の全体的評価なのである。すなわち、喧嘩闘争における意思の判断と同じく、積極的加害意

思や専ら攻撃の意思に関する判断も結論の言い換えなのであって、結論の基礎に事案の全

体的評価がある以上、防衛の意思の判断も行為の客観面だけが基準となっているわけでは

ない280。このことは、意思の判断において、裁判所がしばしば行為者の普段の人間像に立ち

入ることからもうかがえる281。このような場面において、行為者の人間像は、確かに形式的

には防衛の意思の認定の間接的な根拠として現れているが、実質的には当該行為者が正当

防衛・過剰防衛の恩恵を受けるべき人物かという結論の直接の根拠となっている可能性が

大きい282。むしろ、判断の構造は次のようになっているのではないか。まず、事案の全体的

評価として、様々な事情（特に行為者と被害者との事件に至るまでの人的関係283や普段の行

                                                   

「防衛の意思」の欠如等の事由を掲げたものであろう」（伊藤司「刑法総論覚書（１）―

―過剰防衛の質と量――」成蹊法学 76号（2012）86頁）とする。 
279 荘子・前掲注（248）174頁は、防衛の意思を要求した大審院昭和 11年判決のような

事例を念頭において、「この事例のように、怒気を含み行動に出た場合については、……

防衛意思不要説を唱える論者も、かかる場合は客観的に防衛行為は存在しないとして、結

論的には防衛意思必要論者と同一の結果に到達することであろう。だが、この場合におけ

る客観的判断は、如何なる素材を中心として為されるものなのであろうか。結局、「怒

気」を通して客観的判断をなすものではないのか」としていた。 
280 内田文昭＝長井圓は、最高裁昭和 46年 11月 16日判決に対する評釈において、「防衛

の意思は、理論的にはなお検討を要する点があるとしても、解釈基準としては、なお、喧

嘩・挑発・自招緊急防衛等の困難な具体的事案を解決し、正当防衛の限界を画する機能を

有している」（内田文昭＝長井圓「判批」上智法学論集 16巻 3号（1973）80頁）と、事

案の性格が問題となる点を指摘していた。 
281 たとえば、「被告人に防衛の意思がなかつたことも明らかである」として過剰防衛の成

立を否定した原判決を破棄した大阪高裁判決昭和 54年 12月 20日判タ 408号 157頁は、

被告人が被害者に対して「殊更な憎悪の念に基づく積極的な加害意思をもつて本件行為に

及んだものとは直ちに断定し難く、同行為が防衛の意思をもつて行われたものと認めるの

が相当である」と判示する根拠として、「前認定の被告人の本件所為に至るまでの諸経過

のほか」、「被告人の平素の勤務成績は良好で、人望もあり、これまで交通事故以外殺傷犯

歴もないことが認められることに徴すると」と根拠づけている。また、絞首行為の一連性

が問題となった前掲京都地裁判決昭和 57年 2月 17日判時 1048号 176頁では、「事態を

全体として観察しその正当防衛又は過剰防衛の成否を判断すべきものである」とした上

で、「ところでこの観点から本件をみると、前認定のような本件犯行に至るまでの諸経過

のほか、被告人がこれまで一般の社会人として格別の問題も起こさず過ごしてきてむしろ

温厚な性格の持ち主とみられることなどに徴すると」防衛の意思が認められるとした。 
282 たとえば、実務家の立場から、森下弘は正当防衛について、「情状立証が重要であるこ

とに注目しなければならない（ケース 1、4）。なぜなら、被告人の善行性を明らかにする

ことによって、間接的に防衛行為の正当性を裏づけうるからである」とする（森下弘「正

当防衛・緊急避難の争い方――本特集が示唆するもの」刑事弁護 31号（2002）20頁）。 
283 小林＝植村・前掲注（277）99頁〔秋山敬執筆部分〕は、防衛の意思を判断する際の

検討対象として、これを真っ先に挙げている。 
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為者の人間像）を基礎に、正当防衛・過剰防衛を認めるべきか否かについて直感的に結論が

判断される。そして、これらを認めるべきではないと評価された事案においては、次いで、

行為者に侵害の確実な予期がある場合には、これを根拠に積極的加害意思があったとして

急迫性を否定し、行為者が武器を用いている場合や粗野な挙動・言動がある場合または退避

が容易である場合には、これを根拠に専ら攻撃の意思があったとして防衛の意思を否定す

る284。自招侵害に関する最高裁決定平成 20 年 5 月 20日刑集 62 巻 6号 1786 頁が、「本件

の事実関係の下においては、被告人の本件傷害行為は、被告人において何らかの反撃行為に

出ることが正当とされる状況における行為とはいえないというべきである」としたのも、結

論を主観面に反映させていないことを別とすれば、思考態様は基本的に同じである。つまり、

事案の全体的評価に基づき、正当防衛・過剰防衛の成立を認めるべきか否かという直感に従

った結論が常に先にあって、正当防衛の各要件の認定が後に来るのである285。 

防衛の意思の有無が結論の先取りであるということは、「必要とされる防衛意思の定義自

体を明確にしないまま、必要説を展開するだけでは意味がない」286と言われるように、防衛

の意思に一定の内容がないことからも明らかとなる。一般に、防衛の意思の内容は、防衛の

意図・目的・動機と防衛の認識に 2分され、その中間に「急迫不正の侵害に対応する意思」、

「急迫不正の侵害を意識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態」287といった理解が

ある。安廣文夫によれば、「判例は「防衛意思」イコール「急迫不正の侵害の事実の認識」

ではなく、更に「侵害に対応する意思」等と表現されるような意思的要素を要求するもので

あるが、攻撃意思が防衛意思を排除し尽くし、専ら攻撃意思により行為に出たとみられる場

合に限って、防衛意思を否定するものである。そして、防衛意思の存否の検討は、不正の侵

                                                   
284 類似の指摘として、齋野彦弥『刑法総論』（新世社、2007）146頁。攻撃意思と積極的

加害意思を段階的に考慮されるものとする点で、本稿の立場とは異なる。 
285 松宮・前掲注（6）148頁は、「「防衛の意思が認められる」とは、正当防衛の客観的要

件がすべて満たされるとの総合判断の表現」であり、総合判断が問題なのであるから、

「防衛の意思」は正当防衛の独立の要件ではない点を指摘する。 

このような構造が、そもそも防衛の意思が求められる根拠と結びついている可能性もあ

る。たとえば、西原春夫は、「それは、一方において刑法が正当な利益を保護するという

任務をもち、他方において正当防衛が、前述のような意味における不正な利益に対する正

当な利益の自己保存を内容とするからである。したがって、刑法は、正当防衛が正当な利

益の自己保存であるかぎりにおいて、これに対し刑法自身の任務に沿うものとしての効

果、すなわち是認・許容の効果を与えるものと解される。そこで、正当防衛が成立するた

めには、正当な利益が理由なく侵害されそうになっているということと、その正当な利益

の自己保存の結果として不正な利益が侵害されたということがともに必要であって、そう

いいうるためには、防衛意思による防衛行為の存在がぜひ必要である」（西原春夫『刑法

総論 改訂版（上巻）』（成文堂、1993）239-240頁）とする。つまり、このような立場に

おいて、防衛の意思は行為が正当であることを全体的に示す役割を果しているのである。 
286 香川達夫『刑法講義〔総論〕第 3版』（成文堂、1995）177頁。 
287 大塚仁『刑法概説（総論）〔第 4版〕』（有斐閣、2008）390頁、大谷・前掲注（273）

283頁、川端・前掲注（9）185頁、荘子・前掲注（271）239頁、福田平『全訂刑法総論

〔第 5版〕』（有斐閣、2011）156頁など。 
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害に対し現に反撃行為に及ぶ時点（反撃行為の実行時）における本人の意思内容についてな

されるものである」。「防衛意思の要件における攻撃意思と急迫性の要件における積極的加

害意思とでは、そもそも検討の対象を異にする以上、それらの考慮の仕方も大いに異なるの

である」とまとめる288。しかしながら、前述のように、積極的加害意思があるとされた事例

において誤想過剰防衛が認められていないことからすると、防衛の意思は「侵害に対応する

意思」とも理解されていないことがわかる。なぜなら、この立場からは、積極的加害意思を

理由に侵害の急迫性が否定される場合も、物理的にさえ急迫不正の侵害があれば、これを認

識して対応する意思には防衛の意思が認められることとなり289、誤想過剰防衛となりうる

からである。ここで事前の侵害の予期や準備等を加味するのであれば、それは侵害の急迫性

に関係する積極的加害意思の問題との混同である290。そして、前述のように、最高裁昭和 41

年決定は客観的に喧嘩闘争であった事例について第三者に誤想過剰防衛を実際に認めてい

るから、行為者の認識に基づけば急迫不正の侵害が存在したことも必要ではない、つまり行

為者が正当防衛・過剰防衛と思っていれば誤想過剰防衛になる余地が少なくともあるはず

である。また、前述東京高裁判決昭和 54年 5月 15日判タ 394号 161頁は、客観的には自

招侵害を理由に正当防衛が許されないとされたにもかかわらず、結論的に認められなかっ

たものの、誤想過剰防衛の成否を詳細に検討している291。要するに、防衛意思の存否の検討

                                                   
288 安廣・前掲注（197）16頁。 
289 山中敬一は、防衛の意思は、積極的加害意思がある場合であっても、それを肯定せざ

るをえないと理解する余地を示す（山中敬一『刑法総論［第 3版］』（成文堂、2015）501

頁）。また、山本輝之も、積極的攻撃意思と両立しえない「防衛の意思」を観念すること

は極めて困難であるとする（山本輝之「正当防衛における防衛の意思」西田典之＝山口厚

＝佐伯仁志編『刑法の争点』（有斐閣、2007）43頁）。さらに、佐久間修「判批」現代刑

事法 37号（2002）81-82頁。 
290 この点については、防衛の意思をその意図・目的・動機とする見解からも、行為時に

はこれを持っていた可能性は十分に考えられるから、事情は同じだろう。 

そもそも、行為以前の事情を加味せずに、意的要素を中心とする防衛の意図・目的・動

機を判断することはできないように思われる。そうであれば、やはり行為以前の事情は積

極的加害意思だけでなく専ら攻撃の意思の判断にも影響を及ぼしていると言わざるをえな

いだろう。つまり、防衛の意思の要件で問題となる専ら攻撃の意思の判断も、判例の手法

ではやはり行為以前の事情を広く取り入れなければ判断できないのであり、これが急迫性

の要件で問題となる積極的加害意思の判断と明確に区別されうるという前提が誤っている

のかもしれない。積極的加害意思と専ら攻撃の意思を時間的観点から区別する理解への批

判として、齋野・前掲注（284）145頁参照。 
291 前述のように、原審東京地裁判決昭和 53年 11月 6日判時 913号 123頁はこれを認め

ていた。さらに、原判決は「被告人は、甲野からこのような反撃を受け、手で頸部を圧迫

されるや、恐怖、狼狽のあまりこのままでは首を絞められてしまうものと誤想し」と認定

しているが、これが正当防衛状況ではないことについて誤信があるとしても、実際に頸部

を圧迫されているのだから、「首を絞められてしまう」ことには誤信があるとは言えない

だろう。つまり、原判決は、結論として誤想過剰防衛を認めたため、被告人の主観面を

「誤想」と表記したのである。これは、主観面が結論の言い換えにすぎないことの証左で

ある。 
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は、反撃行為時点における本人の意思内容「について」なされるのではなく、行為前および

行為者の性格・行状や行為者と被害者との人的関係などを全体的に評価して、名目上その時

点の意思内容「として」行われるのである。そして、積極的加害意思によって急迫性が否定

されれば、当該事件が第 36条の対象事件ではないという全体的評価が示されたものとして、

専ら攻撃の意思の不存在という意味での防衛の意思の認定を行う必要はないと、暗黙裡に

考えられているのだろう。 

加えて、首を絞め続ける行為について過剰防衛を認めた裁判例は、過剰防衛を認めるとい

う結論が主観面の認定を先取りしているという事実を、別のかたちで示している。それは、

もとの侵害者の攻撃継続意思である。過剰防衛行為者が首を絞め続ける事例においては、行

為の開始時点では侵害者の攻撃意思も旺盛であり、急迫不正の侵害は排除されていないと

判示されることがほとんどである。しかし、およそ人は首を絞められると抵抗するのではな

いか。つまり、もとの侵害者の反抗は、急迫不正の侵害を継続しようとしているのではなく、

首を絞められているので純粋に身を守るためにこれを振りほどこうとしているものである

可能性が十分にある。特に、防衛行為を一連の行為と評価する判例の構成に従えば、首絞め

の開始時点から行為はすでに違法なのであるから、もとの侵害者には、本来であれば正当防

衛に出る余地が残る。あるいは、自招侵害などを理由にそれが認められないため、もとの侵

害者は為すすべなく死ぬまで首を絞め続けられなければならないのだろうか。ここでも、行

為者には過剰防衛が認められるべきであるとの結論が先にあって、もとの侵害者の抵抗は

侵害を継続する意思であると断定されているのである。そして、この意思の性格づけの断定

の根拠は、もとの侵害者が急迫不正の侵害を加えたという客観的事実およびその者の行状

と性格である292。 

以上のことから、防衛の意思の判断は、本来的な意味における行為者の主観面に対する判

断ではなく、事案の全体的評価の結論を行為者の主観面として表現する作業であると位置

づけられる。そして、主観面として表現することに固執している限り、最高裁昭和 50年 11

月 28 日判決中の天野裁判官の少数意見における、「原判決の文脈は被告人の行為の攻撃性

の解明に重点をおくことをもつてすべてに答え得るものとするかのような印象を与えてし

まい、その結果、多数意見をして防衛の意思の存否に関する判文の判断に疑問を生ぜしめ、

本件に対し破棄差戻しによる審理反覆の措置を執らしめるに至つたものであることに想到

せざるを得ない」という指摘が示唆する問題は、今後も繰り返され続けるだろう。なぜなら、

侵害がまったく急迫していないようなごく例外的な事例を除けば、正当防衛・過剰防衛の成

否を決定するのは事案の全体的評価なのであるから、検察官は、行為態様の悪質性、行為者

の性格・行状などを根拠に行為者の攻撃性を強調し、全体的評価に事実上の影響を与える主

                                                   
292 確かに、もとの侵害者の抵抗が、侵害を継続する意思なのか、身を守る意思なのかを

判断することは容易ではない。しかし、裁判例は、侵害の継続性としての抵抗の有無・程

度に疑義を挟むことはあっても、侵害者が身を守る意思であった可能性を考慮しているよ

うには思われない。 
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張方法を採用するからである。 

 

2.2.2.2. 過剰防衛における行為者の内的事情の考慮 

2.2.2.2.1. 過剰防衛と攻撃意思または攻撃的心情の併存 

 激怒などの感情が過剰防衛規定の適用を排斥しない結論は、前述昭和 46年 11月 26日の

最高裁判決が述べた、「相手方の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからとい

って、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない」という判断が出る以前から、す

でに下級審では定着しており、むしろ一般的な傾向であった。初期の段階の裁判例において

も、たとえば、広島高裁判決昭和 26 年 3 月 8 日高刑特 20 巻 12 頁293、仙台高裁判決昭和

27 年 9 月 5 日高刑特 22 号 196 頁294、東京高裁判決昭和 32 年 12 月 9 日東高時報 8 巻 12

号刑 404頁295などにおいては、憤懣や憤激からの行為について過剰防衛が認められている。

このように、初期の段階から、過剰防衛を認めた判決のほとんどで攻撃意思の存在も認定さ

                                                   
293 広島高裁は、第 1行為について正当防衛、第 2行為について過剰防衛と評価した上

で、量刑判断において、被告人および被害者の性行や両者の関係（実父ではない）、家庭

の事情、動機などを考量した上で、「被告人が原判示の様に防衛の程度を超える行為を為

すに至つたのは、林作の攻撃が激烈で組敷かれた上自己の持つて居た包丁で却て自己の首

の辺を突かれ様とするが如き状態となり自己の生命に危険があるものと感じたのと、林作

の従来の所業並に本件犯行当日の林作の被告人及被告人の妻に対する非道な行為に対し、

うっ積して居た憤懣の情が激発した結果に因るものとも認められる事情等諸般の情状を斟

酌すれば」、刑法第 36条第 2項後段により刑を免除するのが相当であるとした。本件は、

若干特殊な人的関係を前提としつつも、過剰防衛にあたる行為について「憤懣の情」を認

定しつつ、尊属殺について刑の免除を言い渡した点が特徴的である。 
294 仙台高裁は、第 1行為について正当防衛、第 2行為について過剰防衛を認めた。本件

では、並んで、第 2行為時の誤想防衛および盗犯等防止法第 1条第 2項の適用が否定され

ている。本件では、一見すると正当防衛段階から防衛の意思が正面から認定されておら

ず、被告人の内面については、第 1行為時は「興奮と憤激の余り」、第 2行為時は「抵抗

力を全く抑圧しようとするの余り……知らず識らず」と判示されているにとどまる。ま

た、盗犯等防止法の適用に当って、「被告人が当初は興奮していたとしても、前記法律第 1

条第 2項に所謂「興奮又は狼狽に因り」、文男の頸部を絞め続けて遂に窒息死に致したも

のとは認め難い」と評価されている。つまり、心理状態の一定の変遷は認められている

が、行為が首を絞めるという一連の行為であることから、過剰防衛が認められたものと思

われる。 
295 被告人は、被害者である被告人の次男（正二）が実兄（山蔵）を仰向けに組み伏せ、

殺してやると怒号しながら手で頸部を絞めつけているのを目撃し、これに憤慨すると同時

に実兄の危急を救おうとして、木槌で被害者の頭部を強打し死亡させた。東京高裁は、被

害者の性行、実兄夫婦に対するその悪感情、兄弟間の体格、腕力の相違、被害者が飲酒酩

酊し自制心を相当失っていたことなどを総合して、被告人が当事正当防衛状況にあったと

した原審を支持し、相当性の判断について原審に対し若干の指摘を行った後、控訴趣意書

の主張に対して、「また次に、被告人の本件所為が、正二の平素の行状と本件の暴行とに

憤慨したためと、山蔵の危急を防衛する意思に基づくとの原判決の認定は矛盾した事実の

認定であるとの論旨であるが、右のような憤慨の感情と防衛意思とは、必しも両立し得な

い心理とはいえないから、原判決の右認定には何等矛盾はなく」、理由齟齬にはあたらな

いとして原審の結論を支持した。 
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れていたのである。 

裁判例の中には、行為者の主観に深く立ち入ることで、攻撃の意思や憤慨の感情を認めつ

つ、これが強くなかったことを強調するものがある。 

 【大阪高裁判決昭和 40年 9月 15日下刑 7巻 9号 1772頁】 

 被告人は、勤務先の寄宿舎の工員から乱暴者と恐れられていた被害者ら 2 人（田中、藤

永）から呼び出しを受けて因縁をつけられ、同寄宿舎屋上に連行された。被告人は一貫して

謝罪・哀願の態度をとっていたにもかかわらず、被害者の仲間からいきなり右手拳で殴打さ

れ、続いて被害者が右手拳で殴打しようとしてきたので、2人から袋叩きにあうものと狼狽

し、とっさに所携の登山用ナイフで同人の右胸部を刺し、死亡させた。 

 本件では、正当防衛・過剰防衛の成否とあわせて、殺意の有無が争点となった。原審は、

被告人は呼び出しを受けたときに暴行を受けることとなることを予測していたのだから被

害者らの暴行は急迫な侵害とは言えず、暴行を予測して登山用ナイフを携えて出たことは

相手方の暴行に対し刃物を用いて応待せんとしたものであるから、防衛行為にあたらない

と判断し、過剰防衛の成立をも認めなかった。これに対し、大阪高裁は、被告人は呼び出さ

れた当初から攻撃的な態度をとっていないのであり、「被告人が隠忍に隠忍を重ねている言

動に徴し、被告人が当初から争闘のための用意準備として登山用ナイフを持ち出したと認

めることはできない」とした上で、侵害の予期がその急迫性を排除するわけでは必ずしもな

いとして、正当防衛状況を認めた296。これに続いて、大阪高裁は被告人の意思に検討を加え

た。「原判決は、……被告人が憤激の余り殺意をもつて田中の右胸部を突き刺したと判示し

て確定的殺人の故意を認定し、被告人の所為は田中らの攻撃に挑発せられ、これに応戦しよ

うとした攻撃的なものと認められ防衛行為ではないと説示しているのである」。よって検討

を加えると、被告人に少なくとも殺人の未必の故意があったことは認めざるをえないが、被

告人は被害者らに恨みを抱いていたという証拠もなく、同人らに殴られたからといって殺

害を決意するほど憤慨していたとは考えられず、殺人の確定的故意を有していたとは認め

られないため、この点に関して原判決には誤りがある。確かに、被告人が憤慨の余り専ら攻

撃の意思で刺したとすれば防衛行為としての性格を失うこととなるが、「理由もなく殴打さ

れて憤慨しない者はなく、被告人が憤慨したとしても当然のことであり、不正に対する憤り

の感情は必ずしも防衛意思を否定するものと考えるべきではない」。「被告人は原審及び当

審の公判廷において防衛意思で行為したものであると強く訴えており、右の供述こそ真相

                                                   
296 本判決中の「被告人が隠忍に隠忍を重ねて」という表現は、大阪地裁判決昭和 43年 9

月 11日判タ 229号 311頁においても用いられている。本件は、被告人の内妻が暴力団関

係者である被害者から強姦されたのみならず、その後も理不尽な言いがかりをつけられて

いたという経緯から、被告人は「同人に対して強い怒りと憎しみの感情を抱いていたこと

は容易に推認できるところであり、したがつて被告人において同人を積極的に殺害しよう

とする動機の存在を否定することはできない」事案であった。本件は被害者が刃渡り約

6,2センチメートルのナイフを被告人の左胸に突きつけてきた事案であるから、ことさら

動機に言及せずとも、容易に防衛の意思を認定できるはずであった。 
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に合致するものと認むべきである。被告人の検察官に対する前示供述調書中には相手の乱

暴に腹が立つて、やつつけてやろうという気持の方が心を占めていたという供述記載があ

るが、検察の理詰めの質問に迎合した供述ではないかという疑があり、たやすく信用できな

い」。「被告人が、真に激怒して田中らを殺害しても已まないという程の気持であつたとすれ

ば、右の強がり程度の言動に止まらず、田中或いは藤永に対し、さらに登山用ナイフをもつ

て突き、刺す等の積極的行動に出たであろうと推測されるのであつて、被告人の前示言動は

反つて、被告人に積極的な殺意のなかつたこと、憤慨の程度は防衛の意思を否定する程強く

なかつたことの証左と考えることができるのである」。 

このように、行為者の主観面が、過剰防衛の適用を受けるのに十分である、つまり防衛の

意思であるとされた場合でも、憤慨、怒り、憎しみなどの感情もまたあったこと、そしてこ

れがそれほど支配的ではなかったことが確認されている。 

また、刑の免除を言い渡した判決には、行為者の主観面に立ち入るものがある297。もっと

も、刑の免除が認められるのは、そもそも正当防衛に非常に近い事例が多い。 

【広島高裁判決昭和 26年 3月 8日高刑特 20巻 12頁】 

被告人は、生来粗暴で被告人より体格・力量にまさる養父である被害者（林作）から、耳

たぶを噛み切られるなどの暴行を受けて一旦現場から自宅へ戻ったが、現場に残った被告

人の実母（被害者の妻）が被害者から暴行されているのではないかとその身を案じて、護身

のため出刃包丁を持って再び現場に赴いたところ、被害者はまたも被告人に暴行を加えよ

うとした。被告人は自宅に帰ろうとしたが、これを執拗に追ってきた被害者が鍬を振りかぶ

って被告人めがけて打ちかかってきたので、とっさにこれを避けるために包丁で被害者の

下腹部を突き刺したが、被害者がなおも素手で被告人を組み敷いたため、包丁で頸部等を突

き刺し死亡させた。 

広島高裁は、第 1 行為について「急迫不正の侵害に対し自己の生命身体を防衛する為已

むことを得ざるに出でた所為と認むるは格別」、第 2行為について「その後に於ては林作の

攻撃が如何に急激であつたにせよ、林作は何等の武器をも持って居なかつた素手であり又

当事 61年の足の悪い老人であつたものであるから、……之を殺害する等のことは、防衛に

必要な程度を超えた所為」であると評価した。次いで、原判決は被告人に対して懲役 7年を

言渡していたのだが、「林作の姉妹も輪作が悪いのだからこの様になるのは当たり前だと云

い、林作の実子文弘、学の両名も父が生きて居れば無茶ばかりするので居ない方が良い、殺

してもらつて安心だ」としていることなど諸般の事情を考量すると、その刑は甚だしく重い

                                                   
297 過剰防衛に刑の免除が認められた裁判例については、大塚仁＝河上和雄＝佐藤文哉＝

古田佑紀編『大コンメンタール刑法 第 2版 第 2巻』（青林書院、2011）412-413頁〔堀

籠幸男＝中山隆夫執筆部分〕、岡本勝「過剰防衛における情状による減免」西原春夫先生

古稀祝賀論文集編集委員会編『西原春夫先生古稀祝賀論文集 第 1巻』（成文堂、1998）

264-267頁、森尾亮「過剰防衛による刑の免除――タクシー運転手の防衛行為が過剰防衛

により「刑の免除」とされた事例をめぐって――」九大法学 78号（1999）58-59頁参

照。 
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とした。そして、被告人の経歴、性行、被害者の性行、家庭の事情、犯行の動機、被害者が

直系尊属ではあるが養父であること、「被告人が原判示のように防衛の程度を超える行為を

為すに至つたのは、林作の攻撃が激烈で組敷かれた上自己の持つて居た庖丁で却て自己の

首の辺を突かれ様とするが如き状態となり自己の生命に危険があるものと感じたのと、林

作の従来の所業並に本件犯行当日の林作の被告人及被告人の妻に対する非道な行為に対し、

うつ積して居た憤懣の情が激発した結果に因るものとも認められる事等諸般の情状を斟酌

すれば」、刑を免除するを相当とするとした。 

本件は、「被告人が林作から組み敷かれて首を締められ、或いは被告人の持つて居た庖丁

で反対に首の辺を突き刺されんとするような危険」があったことは認められており、そもそ

も正当防衛が認められてもよい事例であったと評価されるだろう。また、被害者遺族が処罰

を求めていない点も、かなり重要な要素となっているように思われる。佐伯千仭と米田泰邦

による判例研究は、本判決を、「より純粋に期待可能性的事情を根拠に刑の免除を認めたも

のといえよう」298とするが、被害者遺族の反応という期待可能性とは無関係の事情が大きな

役割を果していると見るべきではないか。 

このほか正当防衛との限界領域にあった事件と位置づけられる事例として、「被告人の所

為のうち最初の長尾（被害者――筆者注）の左手を 1回殴打した暴行で事が済んでおれば、

これを正当防衛として是認できるのであるが」として正当防衛を否定し過剰防衛による傷

害致死を認めその刑を免除した前掲大阪地裁判決昭和 38年 8月 8日判時 355号 75頁、「結

果は重大であるが、男盛りの土工で被告人より背が高く肥満体にガツチリした体格の持主

である被害者が、約 30分にわたって乱暴の限りをつくし、その程度もだんだんひどくなる

ばかりか、助けを求めても 3 人いた店の者も被害者の気違いじみた勢いにおそれをなして

助けず、警察へも連絡してくれず、逃げ場もないといつた状況の下で、うら若く体の弱い女

性である被告人が、耐え切れず、やむなく」ナイフで被害者を死亡させた行為につき、刑の

免除を言渡した大阪地裁判決昭和 44年 3月 4日刑月 1巻 3号 233頁299、「本件は、判示の

ような経過から被告人がナイフで実弟を多数回突き刺すなどして殺害した事案であって、

その結果は誠に重大で痛ましいものであるが、その発端が被害者の常軌を逸した挑発行為

にあったことは明らかである」。「確かに被害者は素手ではあったが、首を強力に締めつける

ことは、前記のとおり、直ちに人の生命を奪いかねない危険な行為である」。「被告人は、こ

のナイフを手にして二十数回も被害者を突き刺しあるいは切りつけているのであって、防

衛行為の範囲を逸脱していることは否定できないが、それも突然首を絞められた被告人が、

このままでは死んでしまうのではないかという恐怖心に駆られ、興奮、狼狽の余り滅多突き

したためであると認めるのが相当である」などとして、殺人について過剰防衛を認めその刑

                                                   
298 佐伯＝米田・前掲注（5）192頁。 
299 判決文では、防衛の程度を超えた点について、「前記のような状況のもとで興奮と恐怖

の余り本件犯行に及んだものであつて、被告人を非難することは、全くとはいえないが殆

ど不可能に近いというべきである」ともしている。 
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を免除した大阪地裁判決平成 2 年 6 月 25 日判タ 758 号 281 頁がある。また、正当防衛に

近い上に被害が比較的軽微である行為につき刑の免除が認められた事件として、国東簡裁

判決昭和 34 年 4月 16 日下刑 1巻 4 号 1029 頁（全治 10 日ほどの傷害）がある。さらに、

東京地裁判決昭和 42年 7月 10日判タ 213号 198頁は、過剰防衛による傷害致死を認めた

が、ここでは「被害者の脳血管の破綻し易い状態にあった点」が斟酌されて刑が免除された

300。 

また、前述大阪地裁判決平成 8 年 11 月 12 日判時 1590 号 159 頁では、居酒屋でいきな

り刺された後の反撃に過剰防衛が認められその刑が免除されたが、控訴審大阪高裁判決平

成 9 年 8 月 29 日判時 1627 号 155 頁では、「1 人の生命を奪った結果が重大であることは

もとより、犯行の態様をみても、被害者との体格差、体力差もあって、被告人の方が終始優

勢であり、周囲の状況や被害者と被告人との関係等を考えても、被告人として、被害者に対

し奪った包丁で刺突行為に及ぶことしかとるべき方法がなかったというものではない。原

判決は、……被告人に余りにも寛大な態度といわざるをえない」として、主に事件の客観面

を理由に原判決が破棄され、懲役 3年（執行猶予 5年）の判決が下された。傷害（加療約 2

ヶ月）につき誤想過剰防衛を認めて刑を免除した原判決を破棄し罰金 30万円を言い渡した

大阪高裁判決平成 9 年 6 月 25 日判タ 985 号 296 頁も、金属バットで 3 回殴打するという

「本件行為の危険性、結果の重大性などに徴すると、被告人の刑責は軽くない」とした。こ

れらの事件では、行為者の主観面や一般情状も言及されているものの、行為の客観面が刑の

免除の否定の主要な理由になっている。 

このように行為が正当防衛に近いことに加えて、固有の意味における責任の小ささの判

断を行った裁判例もある。 

【大阪地裁判決昭和 34年 4月 15日家月 12巻 3号 166頁】 

被告人は、被害者（福田）と喧嘩になったがその場は収まったところ、その後喧嘩の余憤

が収まらなかった被害者に後ろから名前を叫ばれ、びっくりして振り返ると、いきなり刺身

包丁で左胸部を刺された。被害者がさらに突きかかってきたので、被告人はすばやくその包

丁を土間に払い落としたが、被害者はなおも包丁を拾い上げようとしたので、被告人はまた

刺されると身に危険を感じ、とっさに左手を被害者の右肩に当てて押し倒し、右手で包丁を

取り上げて被害者を突き刺し、死亡させた。 

大阪地裁は、押し倒した後も攻撃の危険がまったくなくなっていたとは言えないとして

過剰防衛の成立を認めた上で、「本件は結果は誠に重大であるが、被告人は 19 歳の少年で

あり今まで前科その他の過ちもなく、性質はむしろ温良であつたところ、本件争いの経緯に

ついては終始非は福田にあつた上、本件は判示のごとく全く理不尽な不意の攻撃に対して

                                                   
300 なお、内田文昭は、過剰防衛の形態を 3つに分けた上で、「第 1形態は、「偶然の過剰

防衛」すなわち「偶然に」防衛の程度が超過してしまった場合である」が、「これは、「正

当防衛」そのものとしてとらえるべきである」とする（内田文昭『刑法概要 中巻（犯罪

論(2)）』（青林書院、1999）107頁）。 
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被告人が興奮の余精神の平静を失した結果行つたものであり、その時の被告人の立場に立

つて考えると被告人のとつた行動もあながち強く非難することもできない」として、刑を免

除した。 

本件も、現実に受傷している上、被害者の攻撃意思も強かったため、比較的正当防衛に近

い事例と位置づけられるのだが、被告人が少年であり、「全く理不尽な不意の攻撃に対して

被告人が興奮の余精神の平静を失した結果行つたものであり、その時の被告人の立場に立

つて考えると被告人のとつた行動もあながち強く非難することもできない」という判示か

らは、固有の意味における責任も十分に吟味されたものと評価される。同様の判断としては、

より正当防衛に近い事例ではあるが、「確かに被告人は、乙山及び丙山より体力的に劣って

いるのであり、乙山に約 70メートル追いかけられて息が切れ、このままでは同人に追いつ

かれ、後から丙山も加わって両名から暴行を受けるとの恐怖心から本件反撃行為に及んだ

ことは容易に推察されるところではあるが」、重さ約 12,5 キログラムのパネル板を被害者

の頭部付近に手加減することなく振り下ろす行為は社会通念上防衛のためにやむを得ない

程度を超えたものであるとし、正当防衛を認めず過剰防衛による傷害致死として刑を免除

した原判決を維持した福岡高裁平成 10年 7月 13日判タ 986号 299頁がある301。 

以上のように、刑の免除が認められる事例は「準正当防衛」とでも呼ぶべきものが多く、

刑の免除が取り消された事例は主に行為の危険性と結果の重大性をその根拠としている。

これに対して、行為者が被害者により日常的に虐待されていた事例などでは、免除の付与に

あたって、行為者の主観面に深く立ち入った判示がなされることが多い。たとえば、前掲大

阪高裁昭和 54年 9月 20日判タ 402号 155頁では、長年被害者より暴行・虐待を受けてき

た被告人の主観面について、原審京都地裁は、「被告人は極限にまで追いつめられ、被害者

に対する非常な恐怖に加え、興奮、狼狽、さらにはそれまで耐え忍んできた同人に対する憎

悪、憤激のあまり、同人が意識を喪失してもなお夢中で同人の首を締め続けたもので、この

点には誠に情状酌量すべき余地があるといわざるをえない」、控訴審大阪高裁も、「現に被告

人は、このまま放置すれば殺されると思い、肉体的苦痛と死の恐怖による極度の興奮、狼狽

の心理状態のもとで、自己の生命を防衛するための咄嗟の反撃行為として」本件行為に出た

のであり、「その際、自己の生命に対する防衛意思のみでなく、これまで耐えしのび、うつ

積した憎悪や憤激の情が入り混じつていたにせよ」、これを強く非難することはできないと

判示している。注目すべきであるのは、このように長年の暴行・虐待を背景に持つ事例であ

っても、裁判所は憎悪や憤慨といった攻撃的心情への言及を欠かさないことである302。 

                                                   
301 原審の判断については、森尾・前掲注（297）54 頁参照。ここでも、恐怖心や「いい

加減にして欲しい」との心情が言及されている。 
302 なお、尊属殺について著名な最高裁大法廷判決昭和 48年 4月 4日判決の第 1審であ

る、宇都宮地裁判決昭和 44年 5月 29日刑月 1巻 5号 544頁は刑の免除を言い渡してい

たのだが、ここでも、被害者である父が「執拗に被告人を自己の支配下に留めその獣欲の

犠牲とし、あくまで被告人の幸福を踏み躙って省みない態度に憤激し」たことが認定され

ている。 
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【名古屋地裁判決平成 7年 7月 11日判時 1539号 143頁】 

被告人は、勤務先の居酒屋の常連客であった被害者 A と知り合い、被告人方で長男を含

め 3 人で生活を始め、当初は平穏な生活を送っていたが、被害者は酒を飲んだ上で被告人

に暴力を振るうなどするようになった。その後、被害者は、平成 6年夏ころから被害妄想気

味となり、被告人を山中に連れ出して、その身体をゴルフクラブで背部を殴打するなどの暴

行を加えたり、あるいは、被告人が自動車購入資金の工面を断るやその顔面を殴打する暴行

を加えたりしたため、被告人は警察の保護を求め、その紹介で婦人相談所に身を寄せた。被

告人は、被害者が懇願したため今後 2 ヶ月間その態度を見ることとし、被告人方に戻った

が、約 1ヶ月間の後に被害者は被告人に対する暴力を再開した。犯行当日、飲酒した被害者

と被告人は口論になり、被害者は座っていた被告人に殴る蹴るの暴行を続け、そのうち台所

から刃体約 12,8 センチメートルのペティナイフを持ち出し、被告人の右首筋にこれを当て

たため、被告人は異常を感じ逃走を試みたが、引きずり戻された。さらに殴る蹴るの暴行を

受けて、被告人は不安を感じ、脅すつもりで前記ナイフを取ったところ、被害者は「刺すな

ら、刺せ」と言って仰向けに寝て目を閉じたが、被告人は刺すまねをしただけでナイフを戻

した。その後、被害者は暴行を再開し、被告人が気を失うまで首を絞め、被告人が意識を取

り戻した後も飲酒しつつ暴行を加えた。思い余った被告人は、半分は本気で刺す気もあって

再びナイフを取り、またもや仰向けになって目を閉じた被害者の心臓付近にこれを近づけ

たものの、刺すことができず、被害者は被告人からナイフを取り上げて、再び殴る蹴る、ゴ

ルフクラブで背部および後頭部を殴打するなどの暴行を加えた。被告人は、度重なる被害者

の暴力には我慢ができず、このままでは殺されるかもしれないと考え、自己の生命を防衛す

る目的と同時に激昂のあまり殺害を決意し、目を閉じて仰向けに横たわっていた被害者の

頚動脈をナイフで 1回突き刺し、失血死させた。 

名古屋地裁は、急迫不正の侵害について、「Aの一連の暴行を一体として全体的に考察す

ると、暴行そのものが一旦収まっていても、引き続きこれを反復する危険はなお現存してい

たものと言うべきであるから、Aの暴行による法益侵害が間近に押し迫っている状態、すな

わち被告人の生命・身体に対する急迫不正の侵害は継続していたものと認めるのが相当で

ある」とした上で、防衛の意思について、「いよいよ A の頸部を突き刺すに際し、これまで

の Aの度重なる約束違反や数々の暴行を思い出し、「あなたが悪いんだからね」と、憎悪の

念も交えて殺害に及んだことが認められるものの、Aの暴行を断続的に受け続け、最終的に

はゴルフクラブによる後頭部の殴打によって「もう我慢できない。やらなきゃ、やられる」

と思い詰め、A に殺されないためには同人を殺害するしかないとの気持ちも併存して本件

犯行に及んだことが明らかであるから、急迫不正の侵害を認識しこれを避けようとする意

思、すなわち防衛の意思をもって判示刺殺行為に及んだものと認定するのが相当である」と

した。その上で、防衛行為の必要性・相当性について、「社会通念に照らし客観的に適正妥

当として容認される程度を逸脱したもの」とし、過剰防衛の成立を認め、刑を免除した。 

 本件でも、「憎悪の念も交えて殺害に及んだことが認められる」として、裁判所は防衛の
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意思の有無に際して攻撃的心情を確認している303。これを詳しく見ると、行為に至る動機づ

けの側面は理論的には責任論の対象であるところ、この種の事例における動機への言及が、

行為責任の基礎となるべき行為時の非難可能性・期待可能性に関するものであるかについ

て、疑問が残る。むしろ、量刑に関する「……数々の暴力にも耐えてきた被告人が、今回堰

が切れたかのように A を殺害してでも生命侵害の危機から脱出しようと思い詰めるに至っ

たことはよくよくのことと理解され、同情に値するものであり、いよいよ A の頸部を突き

刺すに際し、それまでの度重なる約束違反や長期間にわたる暴行を思い、鬱積した憎悪や憤

激の感情があったとしても、被告人を強く非難することはできない」という描写からは、行

為前後の諸事情が渾然一体となっており、非難可能性という犯罪論上の責任の減少を考察

しているものと見ることはできない。すなわち、被害者が行為者を虐待していたような事例

に刑の免除を認めた裁判例が行為者の主観面に言及しているとしても、それは、犯罪論上の

責任減少として評価されるような精神的圧力（興奮・動揺）の考慮ではなく、行為者の悲惨

さを描写することによって間接的に被害者の大きな落ち度を強調するか、または、行為者自

身に犯罪的な性格がないことを示唆する趣旨であると理解されるのである。この意味で、

「まさに「違法性の程度と責任の強弱」（とくに「責任の強弱」）などを総合して、犯情が非

常に軽いと判断して、刑の免除をみとめたのであろう」304という指摘は、「犯情」が有責な

不法という意味の（量刑上の）行為責任を意味するのであれば、適切な評価ではない305。 

                                                   
303 もっとも、本件で問題となったのは、目を閉じて仰向けに横たわっていた被害者の頚

動脈をナイフで 1回突き刺す行為であるから、客観的に見ればむしろ防衛の意思に欠けう

る場合であった。それゆえ、前述のとおり、本件もまた行為者と被害者との人的関係を念

頭に事案を全体的・直感的に評価した結果、客観的にも主観的にも防衛行為性が認められ

にくい行為に対して、過剰防衛が認められた事例と言えるだろう。 
304 齊藤誠二「判批」判例時報 1573号（1995）231頁。 
305 さらに、酌量免除的な適用がなされた事例として、大阪簡裁判決平成 27年 2月 26日

LEX/DB 25506111がある。本件はやや特殊な判断であるが、傷害について、「本件は過剰

防衛としてなされたものであるが、その過剰性は「やや、やり過ぎた。」という程度の、

防衛に必要な程度を若干上回った程度に過ぎないこと」、被害者らが再度 2人がかりで攻

撃を加えてくる可能性もあったことに加えて、「さらに本件は、被告人に対し先に攻撃を

仕掛けてきた Dが被告人に「返り討ち」に遭った事案で、Dにとってはいわば「自業自

得」というべき事案であるが、その Dが「起訴猶予処分」となり、何ら刑責も問われてい

ないこととの公平や均衡を考えると、何らの前科も前歴もない被告人のみを処罰するのは

著しく公平と均衡に欠けた処分であるといわざるを得ず、本件は、本来であれば「被告人

も起訴猶予処分とするのが相当な事案であった」と考えられる」としてその刑を免除し

た。ここでは、免除の理由に続けて、「本件についての判決裁判所としての所感」とし

て、起訴前の捜査および事件処理のありかたについて「苦言」が付され、「今後このよう

な遺憾な捜査が 2度と行われないように切に希望する」と締めくくられており、この点も

判示の事項に加えて、少なからず刑の免除の判断に影響したものと思われる。しかしなが

ら、捜査の不適正や起訴裁量の濫用をこのようなかたちで考慮する法的理論的根拠は不明

である。本件では、被告人が普段使用しているタガログ語による通訳が当初行われず、ま

た、そのように不十分に聞き取られた調書からであっても、正当防衛・過剰防衛の成否が

問題となりうることは容易に分かるはずであるのに、さらなる捜査を行うことなく、検察
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2.2.2.2.2. 攻撃意思または攻撃的心情の量刑上の意義 

 以上のように、免除が認められた事例においてでさえ、裁判所は行為者の攻撃的意思・心

情に言及する。それゆえ、このような意思・心情自体は、過剰防衛による刑の減軽や免除を

行うという、刑罰減軽的な考慮を妨げる作用を単独で果すものではないということになる。

これに対して、攻撃的意思・心情が量刑において刑罰加重的に作用する独立の因子となるこ

とは十分に考えられる。そして、そのような役割が認められるのであれば、行為者の激怒や

憤慨を認定することにも、その是非は別として理由があることになる。 

 まず、一般論を述べると、過剰防衛が問題となる事案について、「殺人や傷害致死では、

相対的に量刑は低めであるが、子細に見るとかなりバラエティに富んでいる」306と、被害者

の落ち度の観点から量刑を検討した坪井祐子は、大阪刑事実務研究会の共同研究において

評価する。また、共同研究は、個別犯罪類型の研究として、殺人罪を 16の類型に分類して

検討を加えている。その中で過剰防衛が問題となりやすいのは防衛型（第 12）307であるが、

それ以外の偶発激情型（第 7）308、憤懣累積型（第 8）309、忍従反動型（第 14）310にも該

当しうる。防衛型の事件においては、通常、犯行を誘発した被害者の落ち度が大きいと評価

されるが、急迫不正の侵害を受けることについて被告人にも問題行動があれば、被害者の落

ち度を有利な事情として評価する程度が低減することになる。また、被告人が防衛のために

犯行を行ったという心情には酌むべき点があるとされるものの、併せて被害者に対する激

                                                   

官が単なる喧嘩闘争事案と決めつけ、さらに、ほぼ同等の結果が生じているにもかかわら

ず被告人のみを起訴した点が、「極めて杜撰で不公平かつバランスを欠いた捜査及び事件

処理」と批判されている。本判決については、さらに、松岡正章「刑の免除を言い渡して

捜査機関の取調等を詳細かつ厳しく批判した事例」刑事弁護 84号（2015）96-99頁参

照。 
306 坪井祐子「被害者・関係者・第三者の落ち度と量刑」大阪刑事実務研究会編著『量刑

実務大系 第 2巻 犯情等に関する諸問題』（判例タイムズ社、2011）312頁。 
307 定義は、「被害者から暴行脅迫を受けるなどし、これに対する防衛行為として、被害者

に対する殺人行為に及ぶ場合である」（西田眞基＝小倉哲浩＝中川綾子「殺人罪」大阪刑

事実務研究会編著『量刑実務大系 第 5巻 主要犯罪類型の量刑』（判例タイムズ社、

2013）37頁〔西田眞基執筆部分〕）。 
308 定義は、「犯行以前には被告人が被害者に対し悪感情を抱くなどの特段の経緯はなかっ

たが、飲酒時の口論など犯行当時の出来事により、被告人が被害者に対する憤懣を抱き、

激高の余り殺人行為に及ぶ場合である」（西田他・前掲注（307）19頁〔西田眞基執筆部

分〕）。 
309 定義は、「犯行以前から被告人が被害者に対し何らかの理由で不満、不信感、憎悪、不

快感といった悪感情を抱くなどの特段の経緯があり、犯行当時の出来事が重なるなどし

て、被告人が被害者に対する憤懣を抱き、激高の余り殺人行為に及ぶ場合である」（西田

他・前掲注（307）23頁〔西田眞基執筆部分〕）。 
310 定義は、後掲の高橋正己の研究を援用して、「被害者の側に極端な非行・暴虐等の重大

な責任がある場合、例えば被害者が酒乱や兇暴発作や浪費や不身持で一家一族の癌になっ

ている場合に、永年これに忍従し、その改心を期待して手を尽くしてきた親・兄弟・妻等

が、その事態の差し迫った極点において思い余って、その子、その兄弟、その夫等を殺害

する類型」である（西田他・前掲注（307）43頁〔西田眞基執筆部分〕）。 
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高という動機も存在する場合、その点は不利な事情として挙げられる311。それ以外の周辺類

型においても、激高や憤懣から行為が行われた場合には、短絡的であるとして非難されるこ

ととなるとされる。総括としては、防衛型と忍従反動型は軽く処罰されることが多い類型、

偶発激情型と憤懣累積型は、これらと相当重く処罰される類型との中間に位置する類型で

あると整理されている312。 

 過剰防衛が問題となる事例では、殺人や傷害致死事件であっても、刑の執行猶予が認めら

れることも多く、実刑が言い渡されるとしても 3 年から 5 年の懲役が多い313。これまで参

照したもののうち、近年の裁判員裁判例を見ると、この傾向は現在でもおおむね維持されて

いると言えるだろう314。これに対して、比較的重い刑が言い渡された過剰防衛裁判例がいく

つかある。以下では、被害者が 1人の殺人事件において、過剰防衛の事例としては比較的重

い懲役 6 年または 7 年が言い渡された事例を見る。参考までに、一連の過剰防衛の成立を

                                                   
311 西田他・前掲注（307）38-39頁〔西田眞基執筆部分〕。 
312 西田他・前掲注（307）109頁。 
313 森尾・前掲注（297）60-62頁参照（参照される殺人の裁判例の中で懲役 5年を超える

のは、懲役 7年が 2件、5年 6月が 1件だけである）。1967年の司法研究報告書におい

て、高橋正己は、懲役 3年執行猶予 4年を言い渡した裁判例を紹介し、「この程度のもの

が防衛型と認められる未必故意的殺人に対する量刑の基準ではないかと考えられる」とし

ている（高橋正己『殺人罪に対する量刑の実証的研究』（司法研究所、1967）28頁）。ま

た、西田他・前掲注（307）39頁では防衛型の殺人の量刑分布が示されているが、殺人の

犯行後に現住建造物放火を行った事件（懲役 12年）を除けば、やはり殺人既遂について

は 5年前後の刑が言い渡されている（懲役 3年執行猶予 5年、5年、6年、6年 6月。未

遂については、懲役 2年 6月執行猶予 3年、3年、10年。最後の 10年の事例は、仮出獄

期間中の窃盗や覚せい剤の使用が併合処理されている事案である）。もっとも、森尾・前

掲注（297）の列挙する裁判例および以下の裁判員裁判例では、殺人について懲役 3年程

度が言い渡されることも多いことからすれば、大阪刑事実務研究会の研究対象事例には比

較的重い事例が集まっているように感じられる。 
314 懲役 4年 6月（横浜地裁平成 25年 10月 30日判決（傷害致死および傷害））、懲役 3

年（鹿児島地裁平成 24年 2月 7日判決（殺人））、懲役 3年執行猶予 5年（千葉地裁平成

22年 5月 26日判決（殺人））、懲役 2年 6月（東京地裁立川支部平成 24年 6月 18日判決

（傷害致死））、懲役 2年 6月執行猶予 3年（横浜地裁平成 27年 3月 13日判決（傷害致

死））、罰金 10万円（鹿児島地裁平成 26年 5月 16日判決（暴行））。 

また、これまで参照しなかったものとしては、懲役 3年（大阪地裁判決平成 19年 12月

27日（殺人未遂））懲役 3年執行猶予 5年（長崎地裁判決平成 26年 2月 12日 LEX/DB 

25503177（殺人未遂）、金沢地裁判決平成 23年 1月 18日 LEXDB/25471951（殺人））、

懲役 1年 6月執行猶予 3年（前橋地裁平成 24年 10月 11日 LEXDB/25483148（傷

害））。なお、控訴審で過剰防衛が否定された事例は除いている。 

なお、原田國男による。平成 20年 4月 1日から平成 23年 3月 31日までの裁判員裁判

における殺人罪一般の量刑傾向の研究によれば、言い渡される実刑のピークは、殺人既遂

では 11年を超え 17年以下、殺人未遂では 5年を超え 7年以下、傷害致死では 5年を超え

7年以下である（原田國男『裁判員裁判と量刑法』（成文堂、2011）268-269頁および

274-276頁）。ここでは被害者の数は考慮されていないため、それが 1人の事例に限っても

同じ分布であるとは言えないが、いずれにせよ、過剰防衛の事例は軽い刑が言い渡されて

いると見てよいだろう。 



117 

 

認めなかった前掲東京高裁判決昭和 54年 5月 15日判タ 394号 161頁および前掲津地裁判

決平成 5 年 4 月 28 日判タ 819 号 201 頁においては、ともに殺人につき被告人に懲役 6 年

が言い渡されている315。 

 まず、古いものとして、喧嘩闘争後の殺人行為に過剰防衛を認定した、前掲甲府地裁判決

昭和 36年 7月 19日下刑 3巻 7/8号 715頁では、被告人に懲役 6年が言い渡された。本件

被告人は、その主観面については、親友（西川）の喧嘩に「終始関係せず、これを止めよう

としたもので、全く西川を案じその後を追い西川に対する両名の暴行を見てこれを救おう

として突き刺したもので、防衛意思に出たものであることが認められる」とされており、確

かに行為時には「多年の友情から憤激し」ていたものの、過剰防衛による殺人の通常の事例

から大きく逸脱したものであるようには思われない。累犯加重も行われていないようであ

り、本件で刑を重くする理由があるとすれば、被告人が刃渡り 18,5 センチメートルの短刀

を用いたことだろう316。 

 【東京地裁判決昭和 62年 6月 29日判タ 660号 244頁】 

 被告人は、同じ簡易宿泊所の向かい側にあるベッドに宿泊していた被害者と話を交わす

ようになり、ともに仕事をしたこともあったが、同人には、酒に酔うと暴言を吐く癖があり、

被告人も怒鳴られるなどしていた。犯行当日、被告人はベッドに横臥していたところ、突然

被害者から敷布団を剥ぎ取られ、「ぶっ殺してやる」「起きろ」と怒鳴られ、後頭部をアルミ

ニウム製灰皿で殴打され、背中を数回膝蹴りされたうえ、起き上がろうとした被告人の右わ

き腹を強く膝蹴りにされるなどの暴行を受けた。被告人は、右わき腹に強い苦痛を覚え、と

っさに被害者を突き飛ばしたが、その際、いわれのない暴行を受けたことに対する憤激とと

もに、同人の暴行がいつになく強度であった上、激昂して被告人に対しより強い攻撃を加え

てきて、それこそ殺されかねないとの危惧を覚え、とっさに殺意を抱き、棚に調理用として

置いてあった刃体約 10センチメートルの果物ナイフを手にとって、被害者の頸部などを数

回突き刺すなどし、死亡させた。 

 東京地裁は、以下のように判示して懲役 7年を言い渡した。まず、被害者から理不尽な暴

行を受けたことへの憤激に駆られての攻撃の意思があつたとはいえ」、防衛の意思も持って

いたとして、過剰防衛の成立を認めた。その上で、「本件は、酒に酔つた被害者から殴る蹴

るの暴行を受けた被告人が、自己の身を守る意思に併せて憤激の念に駆られ、同人に殺意を

抱き、傍らにあった果物ナイフでその頸部などに反撃を加えて殺害したというものである

が」、その態様は執拗・残酷なものであって、素手の被害者への対抗手段において相当性を

欠くこと甚だしく、遺族の処罰感情も強く、また被告人には前科があることなどにかんがみ

                                                   
315 これに対して、同じく一連の過剰防衛を認めなかった前掲東京地裁判決平成 6年 7月

15日判タ 891号 264頁は、傷害致死について、被告人に懲役 6年 6月が言い渡されてい

る。本件被告人には、傷害致死で懲役 4年 6月を言い渡された前科があった。 
316 なお、もともとこの短刀を所持していたのは被告人ではなく西川であり、これについ

て西川に銃砲刀剣類等所持取締法第 3条第 1項および第 31条第 1号の成立が認められて

いるが、このことが本件被告人の殺人の評価に影響を与えているようには思われない。 
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れば、「その刑責は重いといわざるをえない」。しかし、本件は過剰防衛が認められる事案で

あるほか、犯行に計画性は認められず、粗暴犯の前歴はなく、「それまでも被害者の酔余の

暴行を幾度も我慢し、同人との争いごとを避けてきた経緯がうかがわれ」、犯行後も警察へ

の通報の依頼や反省をしているなど有利な事情も認められる。 

 本件でも、憤激から行為に出た事実は認定されているものの、量刑においてそれほど重視

されているようには思われない。確かに、犯行態様への「執拗・残酷」という評価が被告人

の攻撃意思として考慮されている可能性は否定できないが、少なくとも判決書からは、防衛

の相当性との関係における客観的な態様を指しているように見える317。この犯行態様から

した相当性の顕著な逸脱が、遺族の処罰感情および前科とあいまって、懲役 7 年という比

較的重い判断を基礎づけたと整理される。 

 【神戸地裁判決平成 16年 4月 28日 LEXDB/25410574】 

 被告人は、実兄である被害者 C と飲食していたところ口論となり、被告人の発言に憤慨

した被害者から、胸倉を掴まれ、顔面を手拳で数回殴打する等の暴行を加えられた。被告人

は、異変に気づいて来た実父Fが被害者から振り払われて転倒するのを目にしたことから、

被害者が被告人の顔面を数回殴打するなどしたばかりでなく、足の具合の悪い高齢の F を

振り払って転倒させたことに憤激するとともに、自己の身体を防衛するために、台所流し台

から刃体約 17,8センチメートルの文化包丁を取って、被害者の左側胸下部を 1回突き刺し、

死亡させた。 

 神戸地裁は、以下のように判示して懲役 6年を言い渡した。まず、殺意は認められるもの

の確定的とまでは言いがたいとした上で、犯行に至る経緯から被害者は攻撃意思を放棄し

ておらず急迫不正の侵害は認められると述べ、防衛の意思について、「被告人は、確かに、

C が自分に暴力を振るったり、Fを振り払って転倒させたりしたことに対する憤激の情もあ

って、C に対する刺突行為に及んだと認められるものの、それまでの一連の経緯に照らす

と、被告人の刺突行為が、Cにこれ以上暴力を振るわなせないようにして、自分の身を守ろ

うという意図をももった上で行われたことは否定できない」としてこれを肯定し、過剰防衛

の成立を認めた。その上で、「本件は、被告人が、自己に暴行を加えたばかりでなく、足の

具合が悪い高齢の父をも振り払って転倒させた被害者に対し、憤激するとともに、自己の身

体を防衛するため」未必の故意で被害者を殺害したというものであるが、「本件は被害者に

対する憤激からだけでなく、被害者の暴行に対する防衛行為として犯されたものであるこ

とは否定できないものの」、何らの武器も携えていなかった被害者の身体の枢要部を包丁で

いきなり突き刺して死亡させた行為は、防衛行為として過剰であるのはもとより、その犯行

態様は悪質であること、被害者の暴行の程度はそれほど強いものではなく、被害者には殺さ

                                                   
317 殺意に関する判断では、「被告人が、被害者の枢要部（頸部）に対し、何ら手加減をす

ることなく、執拗な攻撃を加えたことが認められ、判示の偶発的・刺激的な犯行動機の存

在及び被告人が捜査段階においては殺意を肯定する内容の供述をしていた」として、これ

を認定している。ただし、殺意の強さに関して「量刑の理由」中には言及がない。 
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れなければならないほどの落ち度はなかったこと、被害者遺族の悲しみや精神的苦痛は計

り知れず、「被告人があまりに被害者を悪し様に言うことに対する反発も加わって、被告人

に対する相応の処罰を望むに至っていること、いまだ損害賠償はなされておらず、被害者の

遺族に対する十分な慰謝の措置も講じられていないこと」などにかんがみると、被告人の刑

事責任は重いと言わざるをえない。これに対して、被害者にも責められるべき点があり犯行

に至る経緯には同情の余地があること、未必の故意による偶発的な犯行にとどまり、「しか

も、その犯行は過剰防衛に該ること」、反省の態度を示し損害賠償を誓っていること、前科

がないこと、7ヶ月以上の身体拘束を受けていることなど、酌むべき事情もある。 

 本件もまた、憤激から行為に出た事実は認定されているものの、量刑において特段の考慮

がされたようには見受けられず、むしろ未必の故意であったことが確認されている。刑を重

くする理由としては、被害者の実際に行った暴行が比較的軽微であったのに対し包丁を用

いている、つまり防衛の程度の超過が甚だしい点、遺族の処罰感情が強い点が重視されてい

るのではないか。 

 このように、重い刑が言い渡された事件において、行為者の激怒や憤慨は、量刑上必ずし

も重視されているとは言えず、少なくとも、行為態様にかんがみた防衛の程度の超過の客観

的な度合いや、一般情状、特に被害者（遺族）の処罰感情やこれらへの謝罪と比べて、際立

った意義を有しているようには思われない。複数人が死亡している事例ではなおさらそう

である。たとえば 2人を過剰防衛により殺害した事例（懲役 15年）である前掲東京高裁判

決平成 13年 2月 27日判時 1811号 158頁においては、量刑不当の主張に対して、「無抵抗

となった以降は原判決が認定するとおりおよそ防衛行為とは観念できないこと、刺突行為

自体も多数回に及んでいること等にかんがみれば、被告人の行為について違法性が減じる

ものと解するのは相当ではない」、「上記した本件犯行態様、結果等、とりわけ凶器を用いて

いること、被害者 2 名の死という結果が重大であること、遺族は厳しい処罰感情をもって

いること、慰藉の措置は尽くされていないこと等を勘案すると、被告人の刑事責任は重いと

いうべきである」と判示されており、やはり攻撃意思の強度や憤慨の情などは特に強調され

ていない318。 

2.2.2.2.3. 検討 

 以上の分析により導かれるのは、ほとんどすべての過剰防衛の事例において行為者の攻

撃的意思・心情が認定されているものの、それ単独では、一方で刑の免除を妨げることもな

く、他方で刑を特段に重くすることもないということである。つまり、攻撃的意思・心情が

                                                   
318 もっとも、原判決である東京地裁判決平成 12年 8月 29日判時 1811号 154頁は、「量

刑の理由」の欄で、殺人行為は確定的故意をもって行われ、被害者の侵害終了後も止めを

刺すまで殺意を貫徹したものであり、その犯行動機の短絡性は厳しく非難されるべきであ

る、完全に絶命したかどうかを確認するなど、まことに残忍かつ執拗なものであると、本

件殺人行為を形容している。もっとも、それ以外の、単純な結果の重大性や被害者遺族の

処罰感情や懲役前科の存在と比べて、この主観面にかかる事実がどれほどの影響力を持っ

ているのかは明らかではない。 
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ないという裁判例はほとんど存在しないのだが、その意思・心情があるからといって、免除

が認められえないわけでもなく、重い刑が言い渡されるわけでもないのである。 

このような裁判例の傾向は、防衛の意思の有無の判断方法と好対照である。というのも、

防衛の意思の有無の判断においては、前述のように、事案の全体的評価をもとに防衛行為性

を認めるべきでないと評価された事例では、客観的に防衛の必要性がない、つまり、正当防

衛を否定するために主観面に立ち入る必要がないような場合であっても、行為者の主観的

な攻撃意思がことさら強調される。これに対して、過剰防衛が一旦認められると、量刑にお

いては、行為者の攻撃意思がことさら強調されることは少なく、憤激の情も事案の説明で参

照される程度である。たとえば、前述の東京高裁平成 13年判決の事例において、行為者は

無抵抗の被害者 2 人を登山ナイフで多数回突き刺しているのだが、高裁における量刑不当

への説示においては、このような行為態様から行為者の攻撃意思の強さなどをことさら強

調する姿勢は見られない。つまり、なぜこれ程までに重いのかと尋ねられて、それは攻撃意

思が強かったからだとは言わなかったのである。結局のところ、免除が認められる場合も、

重い刑が言い渡される場合も、その判断の中心にあるのは、結果の重大性や行為態様といっ

た事例の客観面、および、当事者間の人間関係や被害者遺族の処罰感情といった一般情状で

あると結論づけられる。 

 

2.2.2.3. 検討 

 以上、行為者の内的事情、特に攻撃意思や攻撃的心情・情動の裁判例上の位置づけを検討

した。まず、正当防衛・過剰防衛に共通する防衛行為性の有無について、防衛意思・攻撃意

思の判断は、本来的な意味における行為者の主観面に対する判断ではなく、事案の全体的評

価の結論を行為者の主観面として表現する作業であると位置づけられた。そして、行為が過

剰防衛とされた場合、攻撃意思や憤慨の情は、それ自体としては刑の免除の可否についても

量刑についても独立の意義を持っていないということが分かった。この 2 つの分析から導

かれるのは、防衛の意思か攻撃の意思か、あるいは、恐怖・驚愕等の虚弱性情動による行為

か激怒・憤慨等の強壮性情動による行為かという点に関する判断は、それ単独としては、結

論にほとんど影響を与えていないということである。つまり、正当防衛・過剰防衛の成否も、

過剰防衛となった場合の刑の量定も、裁判官による事案の全体的評価次第であり、防衛の意

思か攻撃の意思かは防衛行為性の結論を示す名目的な要件に過ぎず、それらは一旦過剰防

衛が成立すると独自の意義を失い、他の犯情および一般情状に埋没して一量刑事情となる

のである。このことは、防衛の意思が正当防衛の要件であるとしても、攻撃の意思の存在自

体は、条文上正当防衛を排除するものでも、特定の犯罪の成立を基礎づけるものでもないた

め、特段不可解なことではない。むしろ、客観的に過剰防衛行為であるとされた行為につい

て、主観的に攻撃意思が刑罰加重事情として直接はたらくとすれば、それは心情刑法の疑い

があるだろう。それゆえ、意思の側面を量刑上強調しない姿勢は、基本的に支持できるもの

である。 
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ただし、攻撃意思の存在が、裁判官や裁判員の正当防衛に関する全体的評価の心証形成や

過剰防衛の刑の量定全般に事実上影響を与える可能性は大いにある。おそらく、防衛の意思

と攻撃の意思の併存が広く認められた後でも、検察官がしきりに行為者の攻撃性を強調し、

前掲大阪高裁判決昭和 40 年 9 月 15 日下刑 7 巻 9 号 1772 頁をして「被告人の検察官に対

する前示供述調書中には相手の乱暴に腹が立つて、やつつけてやろうという気持の方が心

を占めていたという供述記載があるが、検察の理詰めの質問に迎合した供述ではないかと

いう疑があり、たやすく信用できない」と言わしめた理由は、そこにあるのだろう。つまり、

手元にある供述を根拠に、被告人の従来の素行などを交えながら、行為（者）の攻撃性を強

調することで、検察官は正当防衛の要件全体を否定する方向に心証形成を導くことができ

るのである。それゆえ、過剰防衛における行為者の攻撃意思や攻撃的心情は、法的には独自

の意味を持たないが、事実上その判断に一定の影響を与えるものと位置づけられる。 

また、攻撃の意思が量刑上独自の重要性を持たないということは、別の問題を提起する。

すなわち、刑の量定において、過剰防衛行為であったという事情そのものがあまり重視され

ていないのではないかということである。この点については、確かに、過剰防衛の裁判例に

おいて、量刑の理由中に、行為が過剰防衛である旨の指摘は必ずなされる。しかし、問題は、

過剰防衛という犯罪論上の不法と責任に直接関わる事情が、その他の犯情ないし一般情状

とまったく同じ量刑の一事情のように表記されている点である。行為が過剰防衛であった

ことが、実質的に量刑にどれほど影響を与えているのかについては、量刑判断のメカニズム

が分明でないため検討を加えることができない。しかし、少なくとも形式的には、量刑の理

由において、過剰防衛という事情は、その他のたとえば被害者遺族の処罰感情などと単純に

並べられるにとどまっているのである。 

 

 

2.2.3. 盗犯等防止法第 1条 

盗犯等第 1 条第 1 項の問題としては、法文が形式上「やむを得ずにした」ことを求めて

いない点をどのように理解するのかが問題となる。過剰防衛との関係では、同条項の要件を

充足しなかった場合に、第 36 条第 2 項の適用を受けうることに特に異論は出されていな

い。第 2項の問題としては、まず、判例が、法文所定の要件とあわせて「宥恕すべき事情」

に言及しているため、その位置づけを確認する。次いで、第 2 項が第 1 項所定の危険があ

る場合、つまり誤想ではなく過剰防衛の場合にも適用を認められるのかが問題となる。 

 

2.2.3.1. 第 1項と「やむを得ずした」および過剰防衛との関係 

2.2.3.1.1. 第 1項と「やむを得ずした」の解釈 

本稿で明らかにした当局の立場によれば、第 1項の行為は「やむを得ずした」ものでなけ

ればならないことは確かであるが、このような要件を独立のものとして付加する必要があ

るとは考えていなかった。大審院時代の判決としては、侵入者を追跡して、20 数間（およ
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そ 36メートル以上か）離れた道路上で格闘の上、侵入者に傷害を加えた行為について、「盗

犯防止盗贓取還不法侵入ノ防止又ハ不法侵入者等ノ排斥ヲ為サントシタルモノニ非サルコ

ト明白」としたものがある319。また、行為がそもそも防衛行為ではなかったとして、正当防

衛・過剰防衛とあわせて適用が否定された裁判例がある320。 

最高裁の判決としても、第 1項を対象としたものは多くない。同条項については「やむを

得ずした」ことを防衛行為の相当性と関連づける下級審裁判例が先行したのだが、これにつ

いて立場を明確にしたのは、平成 6 年 6 月 30 日決定（少年院送致決定に対する再抗告事

件）である。 

【最高裁決定平成 6年 6月 30日刑集 48巻 4号 21頁】 

被害者を含む中学 3 年生 7 人は、高校 3 年生である申立人から金員を奪い取るあるいは

脅し取る目的をもって、被害者が申立人に対し難癖をつけて同行を要求したところ、申立人

も護身用に刃体約 9,9 センチメートルの果物ナイフを携帯していたことから、これに応じ、

人通りの少ない通路へと連行され、中学生 7人は、こもごも一方的に暴行を加え始めた。申

立人は、専ら防衛の姿勢に終始するうち、暴行が数分間に及んだため、やむなく所携のナイ

フを取り出し、前にいた中学生の足をめがけてこれを突き出したが、かすめた程度に終わっ

たので、すぐに体を半回転させたところ、目前に今にも素手で殴りかかろうとしている被害

者を見て、それまでの被害者の言動に対する腹立ちもあり、やられる前に刺してやれと思い、

殺意をもって被害者の上半身にぶつかるようにして前に出て、その左胸部をナイフで突き

刺し、失血死させた。 

最高裁は、まず、盗犯等防止法第 1条第 1項について、「同条項の正当防衛が成立するに

ついては、当該行為が形式的に規定上の要件を満たすだけでなく、現在の危険を排除する手

段として相当性を有するものであることが必要である」。「そして、ここにいう相当性とは、

同条項が刑法 36条 1項と異なり、防衛の目的を生命、身体、貞操に対する危険の排除に限

定し、また、現在の危険を排除するための殺傷を法 1 条 1 項各号に規定する場合にされた

ものに限定するとともに、それが「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」であることを要件と

していないことにかんがみると、刑法 36条 1項における侵害に対する防衛手段としての相

当性よりも緩やかなものを意味すると解するのが相当である」と一般論を述べた。その上で、

本件行為は、「強盗に着手した相手方の暴行が、メリケンサック以外の凶器等を用いておら

ず、申立人の生命にまで危険を及ぼすようなものではなかったのに、ナイフを示して威嚇す

ることもなく、いきなり被害者の左胸部をナイフで突き刺し死亡させたものであり、申立人

1人に対して相手方の数が 7名と多く、本件現場が昼間とはいえ人通りが少ない場所である

ことなどの事情を考慮しても、申立人の本件行為は身体に対する現在の危険を排除する手

段としては、過剰なものであって、前記の相当性を欠くものであるといわざるを得ない」と

して、盗犯等防止法第 1 条第 1 項の正当防衛の成立を否定し、過剰防衛の成立にとどめた

                                                   
319 大審院判決昭和 8年 11月 2日刑集 12巻 21号 1892頁。 
320 大審院判決昭和 7年 6月 16日刑集 11巻 11号 866頁。 
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原判決を維持した。 

本判決をもって、現在では、第 36条第 1項の正当防衛よりも「緩和された相当性」を要

求する立場が判例のとるところと理解されている。 

下級審裁判例としては、次のようなものがある。 

【名古屋高裁判決昭和 37年 12月 4日高刑集 15巻 9号 669頁】 

被告人は、面識のない泥酔した被害者 A・Bが、居宅の扉を開いて侵入し、大声でわめき

たて、被告人の制止も聞き入れず土間から居室へ土足のまま上がろうとしたため、屋外へ押

し出した。すると、被害者らは被告人に殴りかかり、A が丸太棒で被告人を殴打しようとし

たため、被告人はこれを奪い取ったが、同人がさら手拳で殴りかかってきたので、被告人は

丸太で A の頭部を数回殴りつけてこれを転倒させ、死亡させた。さらに、被告人は、被害

者 B が被告人の急を聞いて駆けつけた者と揉み合っている背後から、同人の頭および足を

数回殴打し、傷害を負わせた。 

名古屋高裁は、被告人の行為が盗犯等防止法第 1 条第 3 号の事例にあたることを確認し

つつ、「盗犯等の防止及び処分に関する法律第 1条第 1項はその各号所定の場合においても、

刑法第 36条第 1項の「已むことを得ざる」にいでたことを当然に要件としているものと解

するのが相当である」とした。その上で、本件行為は相当性の要件を欠くとして、原判決を

破棄し、過剰防衛の成立を認めた。 

その後の裁判例も、第 1 項の適用のためには形式的に文言に合致するだけでなく、さら

に一定程度の相当性をそなえた行為であった必要があるとする。一定の相当性を肯定し第 1

項の正当防衛の成立を認めた下級審裁判例としては、大阪高裁昭和 45 年 4 月 17 日刑月 2

巻 4号 355頁321、東京高裁判決昭和 56年 1月 13日高刑集 34巻 2号 265頁322、前橋地裁

                                                   
321 被告人が、その父の経営する麻雀店の奥の住居で父と雑談していたところ、酒に酔っ

た被害者が、入ってくるなり同父に対して大声で金員を要求してきた。これに対し、被告

人の父は大声で退去を促したが、被害者は応酬し、両者は激しい口論となった。被害者

は、被告人の父に歩み寄るなり、靴の先で同父の左足大腿部を蹴りつけたので、これを見

た被告人は両者の間に入り被害者の服を掴んで引き離したが、被害者は被告人の肩越しに

同父の身体を掴んで離さず、3人が三つ巴になって揉み合う形となった。そのうち、被告

人はとっさに壁にかけてあった目玉焼き用のフライパンを手に取り、被害者の頭部を 2、3

回殴打し、傷害を負わせた。大阪高裁は、検察官による防衛の意思の不存在の主張を退け

た上で、被告人らと被害者との体格差などを考慮し、被告人の行為には「宥恕すべき事情

があり、防衛行為として特にその程度を超えたものとは認められない。すなわち、防衛行

為として相当性の範囲を逸脱したものとはいえない」として、第 1条第 1項第 3号による

正当防衛の成立を認めた。 
322 アメリカ海軍 2等兵として在日米軍厚木基地に配属されていた被告人が、交際する女

性宅寝室で就寝していたところ、異常を感じた同女に起こされ、窓外に物干場付近で不振

な挙動をしながら徘徊中の被害者の姿を見止めた。被告人が様子を窺うため台所出入り口

に至り、事情を確かめようとして内開きのドアの鍵をはずしたところ、被害者は外開きの

網戸を引きあけた上、ドアを外から激しく押し、被告人がドアを押さえて英語で「帰れ」

と言うのを聞き入れずに強引に台所に入り込んできた。その間、被告人は、被害者から暴

行を受けて次第に後退させられ、奥の流し台の前まで押し飛ばされたところ、その際文化
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判決平成 2年 12月 18日判時 1383号 169頁323、福岡地裁判決平成 12年 3月 23日無罪事

                                                   

包丁を見止め、これを手にして被害者に対面した。被害者がなおも攻撃をしかける態度を

示しているのに対し、被告人は威嚇の意図のもとに包丁の刃先を振り上げながら、英語で

「帰れ」と言ったが、それでも同人がひるむ様子を示さなかったため、威嚇を強めるべく

包丁の刃先を被害者に向けた。すると、ほとんど同時に被害者が急接近してきたため、包

丁が同人の右鎖骨下部に刺さり、被害者は死亡した。原審が現場の状況や被害者と被告人

との間の体格差等を加味して第 1項の「現在の危険」を否定したのに対し、東京高裁はこ

れを認め、同項の適用について「防衛の程度は「已ムコトヲ得サルニ出テタル」ことまで

を要求しないで殺傷の程度に至ることを許容する範囲での正当防衛を認めたものと解され

るが、もとより同法条は違法阻却の一場合としてその行為に実質的な違法性がないことを

不処罰の根拠とするものであるから、同法条の適用については当該行為が単に形式的に規

定上の要件を充すばかりでなく、その行為の際の具体的状況その他所犯の事情を考慮に入

れ、法秩序全体に照らしてみて許容されるべきものと認められる場合、すなわち相当性の

ある場合にそれが是認される」と一般論を述べた上で、本件刺傷行為は第 3号の要件に該

当し、「違法性を阻却するものとしての行為の相当性の範囲を逸脱するものではないと認

めるべき余地が多分にあり、それが法秩序全体の見地に立ち、著しく国民の法的感情ない

し社会通念に反し許容し難い行為であつたとすることにはなお合理的な疑いが残る」とし

て、第 1条第 1項第 3号による正当防衛の成立を認めた。 
323 被告人は、フィリピンから渡来し、工業所従業員寮の 2階に居住していた者である

が、同じく同従業員寮の 2階に居住する同僚のフィリピン人 Dの居室で同人と雑談してい

たところ、以前喧嘩したことのある被害者 Aが、その仕返しのため、棒のようなものを持

ち、仲間の被害者 Bら 4人のパキスタン人とともに押しかけてきた。Aと Bが突然同居室

入り口の戸を開けて、日本語でフィリピン人であることを確認する趣旨の言葉を発したり

したので、被告人が攻撃に備えて立ち上がったところ、Bからいきなり左顔面を力いっぱ

い殴打されて床に四つんばいに倒され、さらに背後から何者か（A の可能性が高い）に後

頭部を殴打された。被告人は、身の危険を感じるとともに強く憤激し、襖で仕切られてい

た隣の自室から刃体約 10,5センチメートルのラシャ鋏を取り出し、鉄パイプを取り出した

Dに組みついて取っ組み合ったりして同人と争いの状態にあった B の姿を目にして、まず

同人を殺害しようと決意し、鋏を同人に向けて突き出したが、失敗した。その後、Aと入

れ替わるかたちで Bが Dとの争い状態から離脱し、背中を向けて廊下に出ようとしたの

を見て、被告人は同人を追いかけ、その背後から力をこめて鋏を突き出し、背部に傷害を

負わせた。被告人は、パキスタン人 4人を撃退し、すぐさま Dのことが気になって後ろを

振り返ったところ、背後から Dに左手をねじ上げられていた Aを見止め、同人を殺害し

ようと決意し、ラシャ鋏で左胸部等を 3回突き刺し、Dの制止により一旦その場を離れ

た。ところが、被告人は、自らの出血に気付いて再び激昂し、まったく動かない Aの右頸

部をラシャ鋏で 2回ほど突き刺し、よって同人を左胸部の刺創に基づく心臓刺創による心

嚢タンボナーデにより死亡させた。前橋地裁は、一方で、Bに対する殺人未遂行為につい

て、「社会通念に照らし、法秩序全体の見地から見て防衛行為としての相当性を未だ逸脱

していない」として、第 1条第 1項第 3号による正当防衛の成立を認めた。他方で、Aに

対する殺人については、「死亡の結果を惹起したと認められる最初の左胸部等に対する刺

突行為については、過剰防衛の成否が問題となる余地はあるものの、正当防衛が成立する

とは到底考えられず、また、その後になされた右頸部に対する刺突行為に至っては、全く

防衛の意思を欠き、およそ防衛行為とは無縁の行為であって」、正当防衛は認められない

とし、過剰防衛についても、その「成立それ自体についても種々の問題点があると考えら

れ、前記認定の事実関係に本件殺人に顕れたその他の諸事情に照らすと、仮に過剰防衛が

成立するとしても、刑の免除をすべき事案でないことはもちろん、法律上の刑の減軽をな

すべき必要性も認められない」とし、これを否定した。 
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例集 6集 272頁324がある。 

これに対して、昭和 50 年 5 月 15 日の大阪高裁判決は、「已ムコトヲ得サルニ出テタル」

こと、ないし相当性があることは、第 1 項適用の要件ではないという例外的な立場を明確

にとった。 

【大阪高裁判決昭和 50年 5月 15日高刑集 28巻 3号 249頁】 

被告人が自宅の居室にいたところ、かねてから酒乱で凶暴な男とうわさされていた被害

者が、飲酒の上被告人方の庭に入り込み、被告人の飼い犬 2 匹に向かってスコップを振り

上げ、「たたき殺すぞ」とわめいた。被告人はこれを目撃し、庭に出て、被害者に早く帰る

ように要求したところ、同人は「お前もたたき殺してやる」と言ってスコップを振り上げて

向かってきたことから格闘となり、被告人は同人の手からスコップをたたき落としたが、同

人はさらに組みついて被告人を建物の出入り口の石段付近に押し倒し、首を絞めてきた。被

告人が軽傷を負いつつも、同人の下腹部を蹴って立ち上がると、被害者は、川に面する庭の

崖ふち付近にあった細い角棒を拾い上げようとして被告人に背を向け、崖のほうを向いて

中腰になった。被告人は、これを見てこの棒でさらに攻撃してくると思い、機先を制してそ

の攻撃から身を守る意思でとっさに近寄り、中腰になった同人の臀部を背後から押し出す

ように蹴り、高さ 11,15メートルの崖から川に転落させて、溺死させた。 

原審が、盗犯等防止法第 1 条第 1 項第 3 号への本件行為の該当性を肯定しつつ、防衛の

相当性がないとして過剰防衛の成立を認めたのに対して、大阪高裁は最後の点につき「たや

すく賛同できない」とした。その上で、後者の法案提出理由などを参照しつつ、刑法第 36

条第 1 項の正当防衛と盗犯等防止法第 1 条第 1 項の正当防衛の関係を比較検討すると、

「（一）刑法においては侵害の対象である法益は無制限であるが、盗犯防止法においてはこ

                                                   
324 被告人は、女性をめぐるトラブルから、深夜に突然自宅に侵入してきた被害者より、

一方的に殴る蹴るの暴行を受け、左眼が腫れあがって見えなくなるなどした。被告人は、

生命の危険をも感じたことから、同人に対し「上等だ」などと言って手を突き出すと、被

害者が転倒したため、さらにその顔面を手拳で殴打した上、ベッドの上から覆いかぶさる

ように組みつき、そのまま 2人はベッドの下で揉み合いとなった。被告人は、被害者と揉

み合ううちにその背後に回り込み、被害者の頸部に左腕を巻きつけ、その手首などを右手

で押さえつけるようにして強く引きつけた。すると、被害者は、一旦は静かになったが、

やがて、両足を激しくばたつかせ、抵抗したことから、被告人は足をからめて動けないよ

うにし、その後、警察官が到着するまで 30分以上絞め続け、窒息死させた。福岡地裁

は、傷害の故意を前提に、第 1項第 3号の正当防衛状況と防衛の意思を認めた上で、防衛

行為の相当性について、「被告人は、自己の身体の上に被害者の身体が重なる形で同人を

引き倒した状況のもとで、被害者を制圧するために本件扼頸行為に及んだものであるとこ

ろ、被告人と被害者の間には体格差があり、被告人は、体力をかなり消耗していた上、左

眼が見えないという状態にあったこと、被害者が本件扼頸行為の際に激しく抵抗している

こと、被害者の死に直結する本件扼頸行為の時間はわずか数分であった上、未必的故意も

認め難いことなどを総合すると、本件扼頸行為は、被害者の更なる暴行から自己の生命、

身体を守るために、被害者を制圧する行為としてやむを得なかったものとみるのが相当で

ある」とし、さらに、未必の故意があったとしても盗犯等防止法の相当性の範囲内の行為

であるとして、第 1条第 1項第 3号による正当防衛の成立を認めた。 
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れが生命、身体、貞操に限定されている、（二）刑法においては侵害が急迫である一切の場

合を包含しているが、盗犯防止法においてはこれが同法 1 条 1 項各号の規定する場合に限

定されている、（三）刑法においては防衛の程度が「已ムコトヲ得サルニ出テタル」ことに

限定されているが、盗犯防止法においてはかかる限定なくして殺傷の程度に至ることを許

容していることが、文理上明白であり、その限りにおいて両者はその適用範囲を異にしてい

るものといわざるをえない。すなわち、盗犯防止法においては一定の条件の下に「已ムコト

ヲ得サルニ出テタル」ことの要件を除き刑法における正当防衛の範囲を拡大したものと解

するのが相当である」とした。加えて、「しかるに合理的理由なくしてこれを刑法の規定す

る正当防衛の具体的適用の例示であると解釈し、盗犯防止法 1 条 1 項の防衛行為が「已ム

コトヲ得サルニ出テタル」ことないしは相当性の範囲を逸脱しないことを要するとするこ

とはひつきよう法律の明示しない要件を付加して刑罰の範囲を拡大するに帰し、罪刑法定

主義にも反することになる」としつつ、ここでの不処罰は性質上違法性阻却の一場合である

から、「違法性の本質から考えて実質的に違法性を欠くとはいえないような行為、すなわち

具体的事情の下でこれを処罰しないことがかえつて国民の法的感情ないし社会通念に反し

是認できないような行為に対してまでその適用を認めるのは相当ではない」とした。そして、

結局本件行為はそのような場合には当たらないとして、第 1 条第 1 項を適用し、無罪とし

た。 

本判決のように、「防衛行為が「已ムコトヲ得サルニ出テタル」ことないしは相当性の範

囲を逸脱しないこと」を要しないと明言した裁判例は他にはなく、大阪高裁の判決としても、

早くも昭和 56 年の時点で、「盗犯等防止法 1 条 1 項の規定は、形式的にこれに該当する行

為はすべて正当防衛であるとまでいうものではなく、そこには自ずから違法性の一般理念

に基づく限界があるのであって、著しく相当性を欠き実質的に違法性を欠くとはいえない

ような場合には、同条項も適用されないというべきである」325と判示した。すなわち、昭和

50 年判決とは異なり、不処罰の例外について相当性の観念を持ち出すことによって、結局

は第 1項の適用について一定の相当性を求める立場を示したのである。 

 以上の一連の裁判例を検討すると、結論的には、最高裁調査官であった谷口正孝による、

盗犯等防止法の運用に対する評価が、現在の判例の態度にも当てはまると言えるだろう。す

なわち、「同法 1 条が刑法 36 条の正当防衛の例示に過ぎないのか、その拡大であるかが争

われてきたのであるが、判例はそれが防衛の程度について文理上も「已むことを得ず」とい

う要件を除いているに拘らず、事柄の性質上それは「已むことを得ざるに出でたる」もので

なければないと解している。かくて同法による「正当防衛の拡大」ということは否定された

ものと解して差支えない」326。 

 また、注目すべきであるのは、各裁判例が、「違法阻却の一場合としてその行為に実質的

な違法性がないことを不処罰の根拠とするものであるから」（東京高裁昭和 56 年判決）な

                                                   
325 大阪高裁判決昭和 56年 9月 17日判時 1031号 170頁。 
326 谷口・前掲注（151）38頁。 
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どと実質的違法論の観点を限定の根拠にしている点であり、これについては、相当性を不要

とした大阪高裁昭和 50 年判決にあっても、「違法性の本質から考えて実質的に違法性を欠

くとはいえないような行為、すなわち具体的事情の下でこれを処罰しないことがかえつて

国民の法的感情ないし社会通念に反し是認できないような行為に対してまでその適用を認

めるのは相当ではない」としている。この点につき理論的な根拠を最初に与えたのは、おそ

らく小野清一郎だろう327。小野は本法施行直後の論稿において、第 1 項は「苟くも其の現

在の危険を排除する為の殺傷であれば、総て正当防衛の行為であるといふ如く解される虞

がある。併しながら、斯の如く解することは全然正当防衛の本義に反する。事の性質上、犯

人を殺傷することが其の場合の事情に照し、倫理的に是認せらるる場合、解り易く言ひ換ふ

れば、其の相当なる場合に於てのみ正当防衛として犯罪の成立を阻却するものと解さねば

ならぬ」328としていた。しかしながら、これこそが、まさしく当局の排斥しようとしていた

解釈であった。繰り返しになるが、「元来刑法第 36条の「已むことを得ざるに出でたる」の

解釈に付ては必要主義説と妥当主義説（必要性のみを求める見解と、あわせて相当性も求め

る見解――筆者注）と二様の見解が行われて居る」。「併し孰れの見解から観ても本項に規定

して居るように、一方には急迫不正の侵害として盗犯又は不法侵入不退去が実在し之に加

ふるに生命身体貞操に対する現在の危険があつて、之を排除するの必要がありとすれば殺

傷に至るとも之を以て過剰防衛なりとする理由はない」329。それゆえ、当局は、本条項に形

式的に該当する場合には、相当性を要求する立場であっても正当防衛の成立を認めるであ

ろうという心積もりだったのであり、これが立法者意思となったのである。したがって、防

衛行為の相当性を要求する判例の立場は立法者意思に明確に反しており、大阪高裁 50年判

決が指摘する罪刑法定主義違反の疑義もあわせると、かなり強力な根拠がなければ正当化

されえないだろう。 

 また、最高裁平成 6年判決は、「そして、ここにいう相当性とは、同条項が刑法 36条 1項

と異なり、防衛の目的を生命、身体、貞操に対する危険の排除に限定し、また、現在の危険

を排除するための殺傷を法 1条 1項各号に規定する場合にされたものに限定するとともに、

それが「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」であることを要件としていないことにかんがみ

                                                   
327 たとえば、昭和 56年 1月 13日の東京高裁判決の評釈において、木藤繁夫は、「本条項

における正当防衛の要件を刑法 36条 1項のそれとの関係でいかに解するかは、いうまで

もなく、違法性阻却事由の認められる範囲に関することがらであり、換言すれば違法性の

有無の問題であるから、本法の存在意義や文理を離れて、まずもって、小野博士の説くよ

うに、違法性の一般原理から考察しなければならない」（木藤繁夫「判批」警察学論集 35

巻 2号（1982）154頁）とする。したがって、「なお、右大阪高判は、前記のように本条

項の防衛行為に「已ムコトヲ得サルニ出テタル」等を要するとする解釈は、罪刑法定主義

に反する旨判示するが、本条項は、構成要件的定型を定めるものではなく、右の批判は当

たらないというべきである」（158頁）という所論に 1つの理論上のを与えているのも、小

野の見解であると言わざるをえない。 
328 小野（清）・前掲注（157）235頁。 
329 泉二・前掲注（146）32頁。 
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ると」としているが、再三指摘しているように、同条項の防衛の目的は財産および住居権で

あり、生命等に対する現在の危険は防衛の直接の対象ではない。この点は、本条項の趣旨を

「（一）刑法においては侵害の対象である法益は無制限であるが、盗犯防止法においてはこ

れが生命、身体、貞操に限定されている、（二）刑法においては侵害が急迫である一切の場

合を包含しているが、盗犯防止法においてはこれが同法 1 条 1 項各号の規定する場合に限

定されている、（三）刑法においては防衛の程度が「已ムコトヲ得サルニ出テタル」ことに

限定されているが、盗犯防止法においてはかかる限定なくして殺傷の程度に至ることを許

容している」とした大阪高裁昭和 50年判決も同じである。結局のところ、これまでの本条

項に関する議論は、誤った前提の上で展開されてきたと言わざるをえない。 

2.2.3.1.2. 第 1項と過剰防衛との関係 

 盗犯等防止法第 1 条第 1 項の要件を充足しない場合、一般法に立ち戻って過剰防衛とな

りうるという点には争いはない330。事後的時間的過剰防衛との関係では、以下の裁判例が興

味深いので参照する。 

 【東京地裁判決平成 9年 2月 19日判時 1610号 151頁】 

 被告人は、建物 2 階の自室の扉を強く叩く音がしたので扉を開けたところ、覆面姿の被

害者 A が立っていたため、後ずさりすると、被害者は室内に侵入し、折りたたみナイフの

刃先を被告人の腹部付近につきつけ、被告人の知らない者の名前を告げて「知らないか」な

どと言った。このため、身の危険を感じた被告人は、被害者のナイフを奪い取ろうとしたが

失敗し、自室奥にあった刃体約 14,5 センチメートルの包丁を手に持ち、被害者に向き直っ

た。これを見た被害者は、被告人に背を向けて走って逃げ出したが、被告人はこれを追いか

け、建物 2階の階段踊り場で追いつくや、その背部を 1回突き刺し、死亡させた。 

 東京高裁は、被告人の殺意を認定した後、正当防衛につき以下のように判断した。まず、

本件被害者の侵入行為が急迫不正の侵害または「現在ノ危険」に当たるとした上で、被害者

が逃げていることから侵害ないし危険は消滅していたとする検察官の主張に対して、場所

的・時間的接着性や被害者の態度またはナイフの握持などを根拠に、「A が背中を向けて被

告人の居室から走って逃げたという一事をもって、直ちに急迫不正の侵害または「現在ノ危

険」が消滅したとはいえない」とこれを退けた。さらに、「被告人の刺突行為は、右のよう

な短時間での一連の行為としてなされたもので、被告人に危険の排除以外に右行為に及ぶ

動機が認められない以上、防衛または危険排除の意思でされたものと認められる」と、防衛

の意思を簡単に認定した。続けて、本件が第 1 条第 1 項の第 3 号に該当する点を確認した

上で、防衛行為の相当性を否定し、過剰防衛の成立を認めた。さらに、弁護人による相当性

の錯誤による誤想防衛にもとづく責任阻却の主張に対して、「被告人は、……Aが無防備な

体勢で逃げようとしていることを正確に認識しており、A の行動等について何らかの事実

を誤認していたとは認められない。そうすると、被告人の驚がくや恐怖心、Aがナイフを持

っていたなどの事情を考慮しても、被告人としては、当初の生命等への強度の危険が減少し

                                                   
330 内田・前掲注（300）119頁。 
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ていたことを認識していたと認めるのが相当であり、刺突の時点で、Aからの再度の攻撃を

認識していたとは認められない」として、主張を退けた。 

 本件は、被害者の侵害行為が比較的強度なものではなかったにもかかわらず、背を向けて

逃走する段階にも侵害または危険の継続を認めた上で、背後から刺突するという被告人の

十分に危険な行為に過剰防衛が認められた点が特徴的である。その意味で、本判決は過剰防

衛の限界事例の 1 つであると評価できる。もっとも、住居から離れた場所での行為につい

て適用を否定した前述の大審院判決もあるように、本判決が判例の主流というわけではな

いだろう。 

 

2.2.3.2. 第 2項と「宥恕すべき事情」および過剰防衛との関係 

2.2.3.2.1. 第 2項と「宥恕すべき事情」の解釈 

第 2 項による不処罰については、本法が施行された直後に早くもこれを認めた裁判例が

現れる。ここでは次の事件が問題となった。被害者が、金を借りに被告人方に来た上で、こ

れを断られるや、勝負だと言って日本刀を持って座敷に侵入したところ、被告人は抵抗でき

ないと観念して「斬リ度クハ勝手ニ斬レ」と言った。すると、被害者は被告人に峰打ちを加

えた上で、「良イ度胸タ俺ハヨウ斬ラヌカラ什シテモ交際カ出来ネハ俺ヲ斬レ」と言って刀

を突き出してきたため、被告人は被害者の左背部および左肩を斬りつけ、さらに被害者の仲

間が座敷に入ってきたため、共同の攻撃を排除するために被害者の左ひざを斬りつけた。原

審は盗犯等防止法施行前であったため傷害罪を認めていたが、大審院は、以下のように判示

して第 1 条第 2 項による不処罰を認めた。まず、闘争の目的で凶器を携えて被告人宅に侵

入した被害者は、第 3号の「故ナク人ノ住居……ニ侵入シタル者」に該当する。そして、被

害者により発生した自己および家族の生命・身体に対する危険を排除するために傷害を加

えた行為は、同時に不法侵入者である被害者を「排斥セントスル」行為に該当する。そして、

被告人が日本刀を手にした段階では、当該危険はなかったものと認めざるをえないものの、

被告人の不逞行為によって「甚シク興奮シ居タル」被告人が、その瞬間において当該「危険

ヲ排除スルハ正此ニノ機ニ在リト直観シ」その場で直ちに被害者に傷害を加えた行為は、第

2項に該当する331。このようにして、大審院は条文を素直に適用して、被告人に無罪を認め

た。 

その後、第 2 項の適用は殺傷行為が第 1 項の危険に関係するものでなければならないと

して、その適用を認めなかった判決などが出るが332、より重要であるのは、第 2 項の適用

のためには「宥恕スベキ事情」が必要であるとした、昭和 13 年 7 月 29 日判決である。本

件では、養殖業を営んでいた被告人が、雨期に養殖魚が周囲の田圃に逸出することが多かっ

                                                   
331 大審院判決昭和 5年 12月 22日刑集 9巻 12号 935頁。 
332 大審院判決昭和 9年 4月 2日刑集 13巻 5号 370頁。本件では、桃果の窃盗に対し

て、生命・身体に対する危険がまったくないにもかかわらず、激怒して行われた殺人行為

が問題となった。 
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たため、田圃の小作人に対し金員を支出して魚を捕獲しないように契約を締結していたと

ころ、見回り中、被害者が付近の水田で魚を捕獲しているのを発見し、憤怒のあまり突如所

携の棍棒で殴打して打撲傷を加えた行為が問題となった。原審が、被害者による攻撃が認め

られないために第 1 項の現在の危険も存在しなかったとして、第 1 項および第 2 項による

不処罰を認めなかった。これ対し、大審院は、第 2項について、「此ノ規定ニ従ヘハ自己又

ハ他人ノ身体生命又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険存在セス即自己又ハ他人ニ対スル現在ノ侵

害ナク従テ毫モ反撃又ハ防衛ノ必要ナキ場合ト雖盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスル

場合（第 1 条第 1 項第 1 号ニ付テ論ス）ナリニ於テハ行為者カ恐怖驚愕興奮又ハ狼狽ノ結

果（此ニ恐怖驚愕興奮又ハ狼狽ト列挙シタルハ精神状態ノ異常ナル場合ヲ例示シタルニ過

キス従テ憤怒ノ如キモ此ニ包含セラルルヤ明白ナリ憤怒ハ興奮ト相互ニ因果関係アリ二者

同義語ナリ）進ンテ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルコトアルモ罪トナラサルナリ」として、原判

決の解釈を誤りであるとした。しかし、結論的には、「第 2項ノ規定ハ行為者、恐怖、驚愕、

興奮又ハ狼狽ノ余リ防衛ノ程度ヲ超エテ人ヲ殺傷スルニ至リタル場合ニ特ニ其ノ責任ヲ問

ハザルノ趣旨ヲ明カニシタルモノニ外ナラザレバ同条項ハ其ノ殺傷ニ至リタルコトニ付宥

恕スベキ事情ノ存スル場合ニ限リ之ガ適用アルモノト解セザルベカラズ」として、無罪を認

めなかった333。佐伯＝米田の判例研究は、これら大審院判決を参照して、「この規定による

責任阻却原因ありと判断するに際しては、期待可能性の有無の吟味が要求されることとな

り、しかも、それが最も決定的な要件ということになる」334と結論づける。 

このように、本判決はその詳細を述べることなく、第 2項の適用には「宥恕スベキ事情」

が必要であるとした。その理論的根拠は必ずしも明らかではないが、同時代のドイツの刑法

改正作業において、多くの草案が、過剰防衛の不処罰の要件に情動の免責可能性を定めてい

た点が指摘される。それゆえ、判決でも、第 2項の行為が「防衛ノ程度ヲ超エテ人ヲ殺傷ス

ルニ至リタル場合」にあたるとしているのだろう。 

 最高裁の判決としては、本項の適用を否定した原判決について理由齟齬を認め、破棄差戻

した昭和 26年 5月 5日判決がある。 

 【最高裁判決昭和 26年 5月 15日裁判集刑 45号 899頁】 

 被告人は、被害者が飲酒酩酊の上被告人に対し文句を並べ、果ては暴行を加えようとする

気配を示したので、自宅に帰った。しかし、被害者はなおも執拗に被告人方に押しかけ、被

告人はその都度自宅裏山や物置小屋に身を隠したが、なおも被害者が押しかけてくるおそ

れがあったため、同人の暴行に備えてかねて自宅に蔵匿していた日本刀を取り出し、これを

身辺において寝についた。すると、同日午後 12時ごろ、被害者は 3度被告人方に押しかけ、

戸締りしてある表入り口の戸を取り外し部屋に上がりこんだので、被告人も起き上がって

応待すると、問答の末被害者はいきなり被告人の頭部を殴打してきた。被害者を気遣って後

から来ていた同人の兄が被害者を制止したが、被告人は憤激の余り、日本刀で被害者を左後

                                                   
333 大審院判決昭和 13年 7月 29日刑集 17巻 13号 619頁。 
334 佐伯＝米田・前掲注（5）37頁。 
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方から突き刺し、死亡させた。 

 原審が、被害者はすでに兄に制止され、暴行を繰り返す恐れはなかったので、被告人の行

為は急迫の侵害に対する防衛行為とは認められず、また、被告人の行為は盗犯等防止法第 1

条第 1項所定の各号のいずれにも該当しないとして、殺人罪の成立を認めた。これに対し、

最高裁は、被害者が第 1 項第 3 号の「故なく人の住居に侵入した者」であることは明白で

あり、被告人の行為は同号の「排斥せんとするとき」行われたものと言えるとした上で、原

審は「憤激の余り前記日本刀を以て相手方が死に至るやも知れないことを認識し乍ら云々」

と認定しているのであるから、この認定事実にかんがみると、この認定は第 2 項に該当す

るように見えるとした。その上で、原審は、本件行為を第 2項に該当しないとする点につい

てなんら説明をしていないとして、理由齟齬があるとして判決を破棄し事件を差し戻した。 

 本判決は、あくまで理由不備（齟齬）による破棄であるものの、「憤激」を第 2項所定の

「興奮」と同視する大審院判決が継承されている点で注目に値すると言えるだろう。また、

本判決は「宥恕すべき事情」については何も述べなかった。 

 下級審裁判例としては、まず無罪を認めた事例として、次のようなものがある。 

 【松江地裁判決昭和 33年 6月 9日一審刑集 1巻 6号 877頁】 

 被告人は電探船の船長であり、同船を港に碇泊し、漁獲物の陸揚げなどを行っていたとこ

ろ、「ヤンツー」（漁港内に出没し、集団で漁船に群がり、不良船員に渡りをつけ、漁獲物を

極めて不当な廉価で買い受けるなどし、船員から制止されることがあれば、これを脅迫する

などしていた「不良無頼の徒輩」）であった被害者とその仲間は、無断で同船内に入り込み、

漁獲物の分配を求めるなどし、これを断られるや、勝手に船内を物色して探し回るなど、被

告人らからの再三の退去要求に応じなかった。そのうち、船長たる被告人らは、出航する旨

を告げて退去を要求したが、被害者ら 2名は頑としてこれに応じなかった。そのため、やむ

なく同人らを乗せたまま母港の操業箇所に急行すべく出航するに至ると、被害者は、自分た

ちを乗船させたまま出航した被告人らの措置に憤激した。航行中、酒気を帯びた被害者が、

突如無断で、担当係員以外の者が入ると操舵に支障が出るほど極めて狭い操舵室に侵入し、

操舵中の被告人に対し暴言を吐いた上で、その背後から右肩や首の辺りを 2 回くらい殴打

し、被告人の身体を舵輪に押しつける暴行を加え、さらに、被告人に腕を払いのけられその

右手が被害者の顔に当たるや、ますます猛り狂い、ついに舵輪にしがみついて操舵の妨害を

始めた。その間、被告人らは再三被害者を口頭で制止し、退去を求めていたところ、当夜の

気象状況が荒天であり、暗夜で視界も悪く、現場が暗礁の多い危険な水域にさしかかってい

たこともあって、被告人は被害者の傍若無人の行動に対し、憤激するとともに、このまま放

置すると船が座礁難破してしまう危険があると考え、別の乗組員に操舵を交代した上で、た

またま舵輪の前方の台にあった出刃包丁を持ち、被害者の左後方からやにわに左胸背部を

力いっぱい突き刺し、死亡させた。 

 松江地裁は、操舵を交代した時点では、被告人には急迫不正の侵害または現在の危険はな

かったものの、一方で、「前記が如き気象条件下、而も、暗礁の多い暗夜の海上において、
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船長としての経験の浅い被告人として、船舶の安全、惹いては、乗組員全員の生命の安危に

対する不安に駆られ、一刻も早く不法侵入者の操舵に対する妨害を排除せんものと焦慮す

る余、その興奮と狼狽の結果、本件行為に出たものであることは」明らかであり、他方、被

害者は「ヤンツー」である上、容易に不法侵入または暴行を中止すべくもない情勢にあった

と推認されるとした。それゆえ、「かかる状況の下において、被告人が本件犯行に出でたこ

とについては、まことに宥恕すべき事情ありといわなければならない」として、第 2項への

該当を認め、無罪とした。 

 このほか、「宥恕すべき事情」を認めて無罪としたものとして、後述前橋地裁高崎支部判

決昭和 41年 10 月 14 日下刑 8巻 10号 1351 頁、神戸地裁姫路支部判決昭和 42年 5月 30

日判タ 210 号 240 頁335、仙台高裁判決昭和 49 年 7 月 8 日刑月 6 巻 7 号 784 頁336がある

                                                   
335 被告人は小型貨物船の船員であったが、知人の単車に便乗して路上を通行中、相当な

酩酊状態にあった顔見知りの船員の被害者（姫本）が、蛇行して歩行し通行を妨害するた

め、これを注意した。すると、被害者は所携のウイスキー瓶を振り上げて殴りかかるなど

して挑んできたため、喧嘩が始まったが、一旦その場はおさまった。被告人は、停泊中の

船に戻り、就寝するために消灯横臥していたところ、先刻の喧嘩の余憤おさまらぬ被害者

が、さらに暴行を加える目的で突如刃渡り約 17センチメートルの料理包丁を携行し、船

内に浸入して怒号しながら喧嘩を挑んできた。被告人が室内で沈黙するうち、被害者は被

告人が不在と思ったのか出て行く気配がしたので、被告人は動静を確認するためその後を

追ったところ、被害者がこれに気づき、一気に近づいてくると、やにわに包丁を被告人め

がけて突き刺そうとしてきた。被告人は同人の突然の攻撃に驚愕の余り逃げ出す余裕もな

く、左前膊部に刺創を受け、とっさに同人の腰にしがみついて船室食事場まで押しやった

が、さらに背中越しに右背部に刺創を加えられた。被告人は、生命の危険を感じて一旦同

人を突き放したが、難を逃れる余裕もなく窮地に追い込まれた。そのため、被告人は身の

安全を守るためには自らも得物を持って立ち向かうより他ないと考え、作業用の手斧を右

手に掴み、包丁で猛然と突きかかる被害者に対し、手斧を振り回して防戦した。そして、

被告人は、揉み合いのすえに被害者から包丁を奪い取り、同人の右胸部を 1回深く突き刺

し、傷害を負わせた。神戸地裁は、検察官の喧嘩闘争の主張を退けた上で、包丁奪取時に

も急迫不正の侵害は継続していたとし、防衛行為性も簡単に肯定した。そして、被告人の

行為は第 1条第 1項第 2号および第 3号に形式的に該当するが、本件行為は防衛行為とし

て相当の程度を超えるものであったと評価した上で、「然しながら今一度被告人が当時お

かれていた情況について考察するに、被告人は前認定のとおり、脱出の困難な、しかも狭

隘な船室内で姫本の予期しない矢つぎばやの攻撃によつて自己の生命を危険に曝されたば

かりでなく、逃げ出す余裕もないまま右攻撃によつて身体に受傷する等の急迫な事態に直

面して驚愕の極著しい恐怖、興奮、狼狽の状態にあつたことが十分看取される」ととも

に、被害者は容易にその不法侵入や暴行を中止すべくもない情勢に至っていたのであるか

ら、「かかる状況下において被告人が右手を依然同人に掴まれていたことと相俟つて、自

己の生命・身体に対する危険を多少過大に感じたとしてもやむを得ないものというべく、

そのため当時被告人に対し自己を抑制して判示刺創行為をなさざるべきことを期待するの

は極めて酷であつて、被告人が興奮、恐怖、狼狽の余り防衛の目的で姫本を刺すに至つた

と認められる本件はその所為につき宥恕すべき事情があつたといわなければならない」と

して、第 2項の適用を認め、最後に括弧書きで、「同項は誤想防衛の場合について規定し

ているが、過剰防衛の場合にも勿論適用があると解しなければならない」付け加えた。 
336 被告人は暴力団寄居連合会檜山一家の配下であったが、一家名乗りを許されて野崎組

を組織し、次第に勢力を伸ばすにしたがい、檜山一家の A（増間）らと反目するようにな
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337。 

 これに対して、「宥恕すべき事情」がないと判断した裁判例として、次のものがある。 

 【札幌高裁昭和 39年 1月 28日高刑集 17巻 1号 118頁】 

 被告人が住み込みで働いていた食堂の入り口わきにある居室のベッドで寝ていたところ、

被害者 A・Bは、入り口の戸のガラスを壊し、ひどく酩酊して大声をあげながら玄関内に入

り込み、被告人の寝室の前の板戸を蹴飛ばし、酒を要求してきた。被告人は驚いて起き上が

り、帰るように返答したが、被害者両名は暴言をはきながら帰ろうとしないので、包丁でも

見せれば逃げるだろう、もし相手がかかってくるようなら包丁で防ごうと考え、これを持っ

て部屋を出た。すると、被害者らは「やるのか」と言い、Aがいきなり被告人の頭部を手拳

で数回殴打してきたため、被告人は興奮と憤激の余り包丁を振り回し、なおも殴りかかって

                                                   

った。Aは被告人に対し、自らのもとへ来るように申し入れていたが、被告人がこれに従

わなかったため、いよいよ憤激し、被害者（菊池）ら数人とともに被告人方に至った。A

らが玄関の扉を叩いて「開けろ開ける」と叫ぶなどするうち、被告人は、物音に気付いた

妻とともに起き出し、猟銃を手にして外の様子を窺い、直ちに殴りこみに来たものと感

じ、玄関のほうに近寄った。Aらが「開けろ」などと怒鳴るのに対し、被告人は、「帰って

くれ」などと繰り返し頼んだが、Aらは「殺されるのがこわいのか」などと怒鳴りなが

ら、アルミ製の同扉はいまにも壊れんばかりに力をこめて扉を強く揺さぶった。このよう

にして 5分くらい経過するうち、内妻が「裏のほうにも廻った」と叫ぶのを聞いた被告人

は、ここにおいて猟銃を所持していることを Aらに知らしめれば、同人らはひるんで退去

してくれるものと考え、中庭に入り込んでいた Aの仲間らに見えるように、猟銃と弾帯を

所持してあぐらをかいて座った。ところが、被告人が座るや、間もなく中庭に潜んでいた

A の仲間らが空瓶 3本を中庭に面した廊下のガラス戸に投つけ、被告人の身近のガラス戸

2枚が割られた。被告人は、にわかに Aらの攻撃が予期した以上に執拗かつ果断なことに

驚愕し、自己および家族が危害を受けるかもしれないと、恐怖、狼狽はその極みに達し、

直ちに弾丸を猟銃に装填した。そして、玄関の左側の扉の上下のガラスに人影がなく、右

側の明かりとり窓のガラスのほうに人影がうつっていたので、威嚇のために発砲して退去

させようと考え、左側扉下のガラスめがけて発砲した。すると、これが路上付近にいた被

害者の胸腹部等に当たり、傷害を負わせた。仙台高裁は、被害者に対する傷害の故意を認

めた上で、第 1条第 1項第 2号および第 3号の事例への該当を認めた。続けて、「ただ、

被告人が増間らにおいて鎖鑰を開いて住家に侵入するを防止せんとし、或は玄関先や中庭

に侵入している者らを退去せしめようとして発砲に及んだときには、右の差迫つた侵害、

すなわち現在の危険の性質、程度につき、それが自己のみならず、自己の家族および同宿

の対馬らの生命もしくは身体に対するものと過大に誤信し、これらの法益を防衛するため

に右侵害（危険）を排除せんものと決意したことが認められるのであるが、被告人のその

際の心的情況は、まさに恐怖、狼狽のうちにあつたと認められることは前記認定のとおり

であって、被告人が侵害の性質、程度を誤信し、且つ誤信したところにしたがつて威嚇の

ため（前記のとおり、多少の傷害の結果は認容していたが）発砲したことには、増間、松

原との従前の経緯、増間ら暴力団員一味による本件侵害行為の状況、被告人および家族ら

の恐怖、狼狽の程度等に照らせば、宥恕すべき事情があるものと認められる」として、

「したがって本件発砲は、まさに盗犯等防止法 1条 2項の適用ないし準用をみる場合にあ

たる」とした。 
337 なお、第 1審で第 2項に基づく無罪が言い渡されたものの、控訴審で第 1項第 3号へ

の該当性を否定されたため破棄されたものとして、福岡地裁判決昭和 34年 11月 5日下刑

1巻 11号 2367頁がある。 
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きた A の胸部を突き刺した。A は玄関に倒れたが、間もなく逃げていったところ、その際

入り口を出ていた B が、食堂前に立っていたバス停留所標識の木の棒を持ってきて、外に

出てきた被告人に対してこの棒を振り回し、殴打する気勢を示したので、被告人は食堂の入

り口前の路地で同人を追い払おうと包丁を振り回して立ち向かっているうち、興奮の余り B

の胸部を刺した。 

 原審は、Aに対する被告人の行為について、若干異なる事実認定を基礎に盗犯等防止法第

1 条第 1 項の適用を否定しつつ、「被告人は自己の生命、身体等に対する危険を実在するよ

りも過大に感じ、恐怖、ろうばいの余り防衛の目的で右行為に出たものと認められるから、

同情第 2 項の適用があり、その行為の責任を阻却するというべきである。同項は現在の危

険の存しない場合、したがつて客観的には防衛行為でない場合について規定しているが、過

剰防衛の場合にももちろん適用があると解しなければならない」とし、これを無罪とした上

で、B に対する行為について、「自己が殺害され又は重大な傷害を受けるほどの危険がある

と信じていたものとは認められないから、誤想防衛だともいえない」として、過剰防衛の成

立を認めた。これに対して、札幌高裁は、Aに対する行為について、「同条第 2項は、同条

第 1 項の場合の殺傷行為が右のような防衛行為として相当な程度を超え、過剰防衛に当た

るとされるときにも適用があるというべきことも、原判決と見解を同じくする」としつつ、

「ただし、そのためには、行為者が恐怖、驚愕、興奮又は狼狽により相手を殺傷するに至つ

たことについて宥恕すべき事情の存することを要するものと解すべきである」とし、これに

ついて次の判断を加えた。「被告人は長年調理士をしていて、酒飲みに対する応接の仕方は

十分心得ているはずであり、機に応じた方法による説得を試みる余地はあつたと認められ

るのに、かえつて当初からややけんか腰で応答し、相手をさらに刺激した形跡がある上」、

「包丁をいち早く持ち出し、しかも丸谷から殴打されるや、このときみずから受傷した事実

があつたわけでもないのに、すぐさま右包丁をもつて立ち向かい、その手拳による攻撃を受

けとめること以上に進んで振り回し、かつ同人を突き刺すという積極的な反撃に出た」。そ

して、「いかに興奮の余りとはいえ、被告人の本件所為をもつて「宥恕すべき事情」の下に

なされたものとは思料しがたい」として、原判決を破棄し、過剰防衛の成立を認めた。 

 このように、大審院および最高裁判例にならって、下級審も、第 2 項の適用のためには

「宥恕すべき事情」の下で行為が行われた必要があると判示する。もっとも、「宥恕すべき

事情」とは何か、それが第 2 項所定の各要件とどのような関係にあるのかはほとんど不明

であり、結局のところ、そのような事情の有無は、第 2項を適用する要件の 1つではなく、

適用するか否かという結論の言い換えにすぎないようにも思われる338。 

これに対して、第 2項に列挙される恐怖といった情動が、宥恕されうる程度、性質のもの

                                                   
338 たとえば、前述の適用を認めた仙台高裁昭和 49年判決においては、被告人の行為につ

いて、「増間、松原らとの従前の経緯、増間ら暴力団員一味による本件侵害行為の状況、

被告人および家庭らの恐怖、狼狽の程度等に照らせば、宥恕すべき事情があるものと認め

られる」とされるのみである。 
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でなければならないとした裁判例もある。事案の詳細は不明であるが、東京高裁判決昭和 47

年 12 月 21 日東高時報 24 巻 1 号刑 8 頁は、巡査が現場にいる前で、被告人が妻への暴行

を阻止するために被害者を殴打した行為について、妻の身体に対する第 1 項の「現在の危

険」の存在を否定した。その上で、第 2項について、「同条項は不法な住居侵入盗前項各号

所定の事態に直面した者が、そのために恐怖、驚愕、興奮または狼狽して平静を失った精神

状態で、現場において、被害者を殺傷した場合、現実には人の生命身体または貞操に対する

現在の危険がなかったとしても、冷静に事態を判断して行動することを期待することは無

理であるため、その錯誤に出た防衛のための殺傷行為につき刑責を問わないとするもので

ある。即ち人を殺傷するという客観的には重大な侵害行為について刑責を否定する異例の

ものであるから、同条項の適用ありとするためには、所定の要件は厳密に吟味されることを

要し、行為者の恐怖、驚愕、興奮、狼狽は、現実に採られた殺傷行為が已むを得ないとして

一般に宥恕され得る性質、程度のものでなければならない」として、「本件は民事紛争に基

因する白昼公然の事態であり、被告人は当初、家族らと帆苅らとが内玄関の内外において押

問答をし、揉み合っている状況を屋内にあっては窺っており、私憤を晴さんがため、機を見

て現場に飛出して本件犯行に及んだものであって、同条項にいう恐怖、驚愕、興奮または狼

狽した状態にあったとは認められない」とした。 

 以上のように、判例は第 2項の適用のためには「宥恕すべき事情」がなければならないと

している。ただし、谷口が総括するように、「「宥恕すべき事情」のある場合だけが不処罰と

なることを示している」339という表現は多少不正確だろう。すなわち、「宥恕すべき事情」

は、第 2 項適用の独立の要件なのではなく、事案全体が宥恕すべき事情に見える必要があ

るということにすぎない。つまり、本条項所定の要件に加えて、何らかの「宥恕すべき事情」

がなければならないのではなく、第 1項の危険の誤信に陥ったことや恐怖・驚愕・興奮・狼

狽から行為したことが、事案の全体的評価の下で宥恕すべき性質のものであることを求め

ているにすぎないのである。 

2.2.3.2.2. 第 2項と過剰防衛との関係 

 第 2項と過剰防衛との関係について、最高裁は前述昭和 34年 2月 5日決定で一定の立場

を示した。すなわち、本件第 1審の水戸地裁は、第 1行為について正当防衛を認めた上で、

第 2行為について、刑法典第 36条第 1項の急迫不正の侵害ないしは盗犯等防止法第 1条第

1項の現在の危険がすでに去った後で行われたものであるが、それは「兇器たる屋根鋏を携

え夜間故なく被告人方住居に侵入した小倉の不法行為とこれに基因した異常の出来事によ

り甚しく恐怖、驚愕、興奮且つ狼狽した余り、既に危険が去つたことの認識を欠き、その現

場に於て、前記正当防衛行為に引続き一瞬のうちに継続した防衛の為の追撃行為」であった

として、盗犯等防止法第 1条第 2項を認め、無罪とした。これに対して、原審東京高裁は、

法律の解釈適用について誤りがあるとし、「そもそも、同一の機会における同一人の所為を

可分し、趣旨を異にする 2 つの法律を別々に適用するがごときことは、立法の目的に副わ

                                                   
339 谷口・前掲注（151）38頁。 
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ない措置であって、とうてい許されない所である」と批判、被告人の一連の行為を全体とし

て「防衛ノ程度ヲ超エタル行為」と判断し、最高裁もこれを維持した。ここでは、第 1行為

を正当防衛、第 2行為を第 2項の不処罰行為とすることが、「趣旨を異にする 2つの法律を

別々に適用する」「立法の目的に副わない措置」と評価された。もっとも、場所的・時間的

にある程度近接する行為について、その一部を第 2 項の不処罰行為、一部を喧嘩闘争と評

価した下級審裁判例として、前橋地裁高崎支部判決昭和 41 年 10 月 14 日下刑 8 巻 10 号

1351頁がある340。それゆえ、ここでも、一連の行為という構成は、第 2項による不処罰行

為を可罰的なものとする機能を有している。 

 その後、最高裁は、第 1項本文の「現在の危険」につき誤信がない場合には、第 2項を適

用することはできないという立場を示した。 

                                                   
340 被告人は、工事現場の班寮の石岡方居室において、同僚数名と集まって飲酒雑談して

いた。すると、別班の被害者 Aが同室を訪れてきたのだが、同人はすでに相当に酔ってお

り、同人の止宿していた寮に帰宅させるべく、被告人らはこれを送り出した。ところが、

その後、Aは刃渡り約 25センチメートルの短刀を持って、柄の長さ約 85センチメートル

の工事用鳶口を持った被害者 Bとともに同居室に押し入り、Aは被告人の同僚に短刀を突

き出す、Bは鳶口を振り回して板戸を破壊するなどの乱暴に出た。被告人らが応戦する

中、被告人と同僚 1人は短刀を振り回していた Aと相対向するに至った。Aが短刀を頭上

に振り上げ、同同僚がこれを見てとっさに Aの手首を取り押さえていたところ、被告人は

流し台に置いてあった包丁を取って、そのまま Aの上半身を 1回強く突き刺し、死亡させ

た。その後、被告人が同居室を出たところ、同僚らにより同室から 7、8メートル離れた

場所まで押し出された Bが、なおも鳶口を振り回していたので、被告人は、これに腹を立

て Bと乱闘になり、その際近くにあった刃渡り約 36センチメートルの鋸を持って立ち向

かい、Bの頭部、肩部等を数回切りつけ、傷害を負わせた。前橋地裁は、まず被告人の B

に対する行為について、被告人が鋸を手に取った時点では、Bは後退を余儀なくされてお

り、依然として鳶口を振り回し怒声をあげてはいたが、被告人の同僚らから空き瓶を投げ

つけるなどの攻撃を受け、自らを防ぐに必死となっていた状態にあったのであり、A・B

の乱入時からはある程度の時間を経過してもいたと状況を評価した。その上で、当初の狼

狽、興奮もさめてよい時点であつたにもかかわらず、居室内に唯一残されていた被告人

が、あえて凶器ともなり得る鋸を取り上げて手に持ち、同僚のところに駆けつけ、積極的

に前面に出て、Bを数回切りつけて傷害を負わせているのであるから、被告人の行為は積

極的な加害行為であり、通常の喧嘩闘争に発展したものと認めざるをえないとし、傷害罪

の成立を認めた。翻って、A に対する行為については、被害者等は各々凶器を携帯して居

室内に乱入し、暴行や脅迫をしてきたことは明らかであり、また、被害者等の行動は、被

告人等に予知できなかったことで、被告人側として特段の挑発行為や帰責事由もなかっ

た。そして、一方で、被害者等の行為は厳しく責められるものであり、これに対する反撃

は相当度に強力なものであっても社会良識上是認されなければならないところ、他方で、

被告人は包丁をもともと携行し準備していたわけではなく、反撃も 1回にとどまっている

と双方の事情を整理した上で、「被告人のおかれた環境や前掲記のような緊迫した瞬間の

現況と立場を考え合わせるとき、検察官主張のように他に何等かの方法があつたとして

も、社会一般通常人にこれ以上のことを要求することは困難であり、期待可能性を欠くも

のと観るのを相当とし（この場合、その要件を厳しくすることは正当防衛の成立、本条各

号の成立の余地を殆んど無に帰してしまうであろう）、右被告人の本件所為は宥恕すべき

情況下の行為であつたといわざるを得ない」とした。続けて、防衛の意思を認定し、第 2

項（第 1条第 2号および第 3号）の不処罰を認めた。 
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 【最高裁決定昭和 42年 5月 26日刑集 21巻 4号 710頁】 

 被告人は、かねて顔見知りの被害者とバーで口論になったが、一応その場はおさまり、自

宅に帰って就寝した。すると、被害者が泥酔の状態で被告人方を訪れたので、被告人の妻が

対応し入室を断ったにもかかわらず、それを押して被告人方に入って土間に立ち、就寝中の

被告人を大声で怒鳴って揺り起こし、来ていた布団を引きはぐなどの暴行を加えた。被告人

も起きて、被害者をなだめて帰宅させようとしたが、同人はこれを聞き入れず文句を言うの

で、被告人も腹を立て「帰れ、帰れ、なぜ帰らんか」と言って右手で被害者の胸付近を押し

た。しかし、被害者は退去要求に従わず、かえって手向かうような態度を示したので、被告

人は、同人をこのまま放っておけばいつ退去するかわからないし、乱暴に出るかもしれない

と考え、これを防止するため、同人の胸を 2、3回強く突いてコンクリートの土間の上に転

倒させるなどの暴行を加えた。被害者は、これに基づく脳圧迫および脳挫傷により死亡した。 

 第 1 審は、第 1 項第 3 号の事例に当たるとした上で、防衛行為の相当性を否定し、第 2

項については、「同条項にいう狼狽のあまり本件判示行為に及んだとは認められない」とし

てその適用を否定し、過剰防衛の成立を認めた。控訴審も、防衛行為の相当性が欠ける点を

主に指摘して弁護人の正当防衛の主張を退けた。最高裁は、上告を棄却した上で、以下のよ

うに判示した。「盗犯等の防止及処分に関する法律 1条 2項は、同条 1項各号の場合におい

て、自己または他人の生命、身体または貞操に対する現在の危険がないのに、恐怖、驚愕、

興奮または狼狽により、その危険があるものと誤信して、これを排除するため現場で犯人を

殺傷した場合に適用される規定であって、行為者にそのような誤信のない場合には適用が

ないものと解するのが相当である」。被告人は、「当事相当興奮していたことは認められるが、

自己または他人の生命、身体または貞操に対する現在の危険があると誤信していた事実は

認められないから、本件が前記法律 1 条 2 項にあたらないとした原審の判断は、その結論

において正当である」。 

 このように、最高裁昭和 42年判決の登場以降は、第 2項は第 1項所定の危険に関する誤

想防衛の場合にのみ認められるというのが判例の立場であるとされる。ただし、これについ

ても前述したように、第 2 項の適用対象はあくまで第 1 項の各号の場合であるから、第 1

項本文の危険がなくても財産または住居に対する急迫不正の侵害は実在するので、厳密に

言えば、問題となっているのは過剰防衛の相当性の誤信の事例である。それゆえ、後述する

ように、本条項が誤想防衛と過剰防衛のどちらを対象としているのかという問いの立て方

自体が不適切であるように思われる。なお、本条項の適用のためには第 1 項本文所定の危

険に対する誤想が必要であるというのも、一応条文にはないので、罪刑法定主義上の疑義が

生じないではないが、当局の説明は、「第 1項は第 2項の文意を承くべきこと当然であるか

ら其の文句が省略黙示されて居るものと解すべきが必然のことである」341としており、体系

的解釈として、罪刑法定主義に違反する処罰範囲の拡大とまでは言えないだろう。 

 また、第 2 項と過剰防衛との関係で指摘されるのは、行為者が激怒していたことが明確

                                                   
341 泉二・前掲注（146）33頁。 
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に認定されている場合であっても、広く過剰防衛が認められている点である。たとえば、前

述の大審院昭和 13年判決は「此ニ恐怖驚愕興奮又ハ狼狽ト列挙シタルハ精神状態ノ異常ナ

ル場合ヲ例示シタルニ過キス従テ憤怒ノ如キモ此ニ包含セラルルヤ明白ナリ憤怒ハ興奮ト

相互ニ因果関係アリ二者同義語ナリ」とまで言っており、最高裁昭和 26年判決も憤激によ

る行為を適用から排除しない態度をとった342。そして、このように第 2項の「興奮」に激怒

を含めるという大審院および初期の最高裁の立場を前提にしつつ、同項の適用の基準であ

る「宥恕すべき事情」に当たらないとされて過剰防衛の成立にとどめられた事例では、防衛

の意思が再度吟味されず、行為者の精神状態の認定については激怒が強調されたままであ

ることが少なくない。上の最高裁昭和 42 年決定の原判決も、「原判決（第 1 審判決――筆

者注）が被告人の本件行為を松岡四郎の住居侵入の不法行為に憤激し、これを排除しようと

して同人を殺傷したものであると認定し、過剰防衛による傷害致死罪を以って問議したの

は洵に相当」としていた。 

 【甲府地裁判決昭和 36年 5月 10日下刑 3巻 5/6号 453頁】 

 被告人は、自らの妻と情交関係を結ぶに至った被害者（森沢）に対して、被告人方へ出入

りすることを固く断るなどしていたが、被害者は自らの妻帯後も執拗に被告人の妻に情交

を求め、被告人方で暴れるなどし、被告人夫婦は今度被害者が暴れこんできたら殺してしま

おうと話し合うほどであった。しかし、その後も被害者は被告人方をしばしば訪れ続けたた

め、被告人は移住を決意し、その準備もしていた。事件当日、被告人夫婦、養母および三男

ら 4 人が十畳間にいたところ、被害者がビール瓶を持って現れ、一度出て行った後で戻っ

てきて、やがてうつ伏すように横になった。被害者は、帰宅するように注意されるや被告人

の妻に外出するよう合図したが、同妻がこれを嫌う態度に出たので、「頭に来た」と言いな

がら空きビール瓶を叩きつけて割り、その破片を同妻に投げつけた上、部屋の障子を打ち砕

き、長さ 60センチメートルくらいの親骨の破片で同妻の後頭部を殴打した。被告人は、こ

れまで怒りを押さえてこたつに当たっていたが、被害者の仕打ちに、妻の身体に対する危険

を排除しなければならないという気持ちと、これまで耐えぬいてきた被害者の度重なる不

貞と暴行に対する鬱積した感情の爆発とが重なり、憤激の結果同人を殺してしまおうと決

意した。被告人が「おまえ何をする、帰ってくれ」と言いながら被害者に近づくと、被害者

は被告人の胸倉を掴んで殴打しようとしたため、妻がその間にはいると、そのすきに被告人

                                                   
342 もっとも、単に激怒があっただけでは足りず、これが急迫不正の侵害または現在の危

険に由来するものでなければならないことも確認されていた。たとえば、谷口・前掲注

（151）37頁記載の大審院昭和 20年 3月 30日判決では、匕首を持って夜間に侵入し、被

告人にこれを奪われた後、対座して諭す被告人に対して高圧的な暴言と恩義を弁えない態

度を示した被害者に、被告人が憤激して行為に出て傷害を負わせた事件について、「原判

決認定事実によれば本件犯行は被害者 Xが激発したものであって被告人の犯情に酌量すべ

き事情のあることは看取するに難くない」が、「動機原因自体において既に急迫不正の侵

害者に対する真に已むを得ざる被告人の殺害行為であることを肯定するに足るものとはと

うてい首肯し難い」として、刑法上の正当防衛・過剰防衛、盗犯等防止法第 1条第 1項・

第 2項の適用を否定した。 
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は刃渡り約 13センチメートルの鉈を持ち出し、やにわにこれをふるって被害者の右足を切

りつけ、同人が前に倒れるやその頭部顔面等を続けざまに約 10 回切りつけ、死亡させた。 

 甲府地裁は、盗犯等防止法第 1条第 1項第 3号および第 2項の主張に対して、「当事被告

人が森沢のこれまでにおける前判示の如き仕打から憤激しておこなつたもので同情すべき

ものであるもこれを考慮するもなお被告人の右殺人行為は相当であつたということは困難

で同法第 1 条第 1 項に該当するということはできず、また右の状況からして被告人が当事

ある程度の恐怖ないし興奮をともなつていたものであることは看取できるが、これがため

右殺害行為が宥恕に値するものということはできないので同条第 2 項もこれを適用するに

由なきもので」、結局被告人の行為は過剰防衛であると解するを相当とするとした。 

 本件は、急迫不正の侵害または現在の危険が存在していた限りでは標準的な過剰防衛の

事例であるが、被告人の精神状態として「鬱憤した感情の爆発」や「憤激」が強調されてい

る点が特徴的である。また、以前に被害者の殺害を考えていた事実も認定されており、本件

の殺害の決意も被害者に近づく前の段階で認められていることからすれば、行為自体も威

嚇なしに鉈で切りつけるものであったこともあわせると、裁判所は一般的に過剰防衛の成

立を妨げる事情を認定していることが分かる。その意味で、本件もまた、行為者の主観面に

おいて過剰防衛の限界事例の 1 つであると位置づけられるだろう。なお、本件では被告人

に懲役 3 年執行猶予 3 年が言い渡されており、格段に軽い刑ではないが、かといって「鬱

憤した感情の爆発」や「憤激」が量刑上重く評価されているようにも思われない。 

 

2.2.3.3. 検討 

前述のように、盗犯等防止法第 1条の意義は、刑法第 36条の制度構想が立法当初は二義

的だったところ、それは正当防衛を広く認めるドイツ刑法学の道を採用しているというこ

とを、事後的に確定させた点にある。それゆえ、条文の文言にない防衛の相当性を緩和され

たものであれ求めるのは、正当防衛権の行使を確実なものにするというきわめて明確な立

法指針に反することであり、本来であれば限定について相応の根拠づけが必要となるはず

である。すなわち、相当性を求める解釈は、「立法計画に逆らう訂正」343、「反制定法的解釈」

344、「制定法の訂正（Gesetzesberichtigung）」（「法律に反した（contra legem）法創造」）

345と呼ばれるものであって、「制定法拘束性、権力分立、法治国家などの憲法上の重要な諸

原理に照らすと、制定法の訂正は原則として禁止され、厳しい制約の下にのみ認められる例

外である」346、「社会経済的条件や政治体制自体の激変期など、きわめて例外的な場合を除

                                                   
343 青井・前掲注（16）574-579頁。 
344 笹倉秀夫『法解釈講義』（東京大学出版会、2009）148頁。笹倉は、この解釈方法の説

明において、「裁判官は、自分たちが条文を変更しているとはせず、条文からそうした帰

結が――宣言的解釈等によって――得られるとするに留まっている」とする。 
345 田中成明『現代法理学』（有斐閣、2011）465頁。 
346 青井・前掲注（16）577頁。 
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いて、原則として許されない」347のである。しかも、大阪高裁 50年判決の判示するように、

刑法においては、罪刑法定主義の要請から、不処罰範囲を文言を超えて縮減することは許さ

れないはずである。 

 また、最高裁昭和 34年判決は、「そもそも、同一の機会における同一人の所為を可分し、

趣旨を異にする 2 つの法律を別々に適用するがごときことは、立法の目的に副わない措置

であって、とうてい許されない所である」とした原審を支持したが、第 1項と防衛の相当性

の関係の検討で明らかにしたように、判例はそもそも本法の趣旨を正しく把握していない

ということが指摘される348。さらに、一方では第 1 項につき、明確な立法方針に反して相

当性の要件を付加しつつ、他方では第 2項につき、「現在ノ危険アルニ非ズト雖モ」という

文言から危険が実際にあった過剰防衛の事例を完全に排除するのは、一貫した態度とは言

えない。 

 

 

2.2.4. 小括 

 以上の過剰防衛と盗犯等防止法に関する判例の検討は、次のようにまとめられる。 

まず、事後的時間的過剰防衛については、一連の過剰防衛という構成によりこれを認める

のが判例の一般的な姿勢である。下級審においてこれが問題となった事例群は、被害者の武

器を奪取して反撃する行為（第 1類型）、継続的・連続的行為の行為（第 2類型）、逃げる被

害者を追撃する行為（第 3 類型）の 3 つの類型に整理される。そして、第 1 類型について

は比較的明確な基準のもとで原則として過剰防衛が認められていることが確認できる。こ

れに対して、第 2 類型における判断構造には一貫性が欠けるところがあり、第 3 類型につ

いては裁判例が少ないこともあり一定の判断基準を読み取ることができず、これらの判断

を一般的に説明できる基準は不明である。特に、第 3類型を「一連の行為」の観点から処理

するのは困難であるため、むしろ過剰防衛の制度趣旨を検討することでその限界を定める

こととなる。 

次に、防衛行為性の判断としての防衛意思・攻撃意思および過剰防衛における行為者の精

神状態、特に攻撃意思や攻撃的心情・情動の裁判例上の位置づけを検討した。ここでは、正

当防衛・過剰防衛に共通する防衛行為性の有無について、防衛意思・攻撃意思の判断は、本

来的な意味における行為者の主観面に対する判断ではなく、事案の全体的評価の結論を行

為者の主観面として表現する作業であり、これに対して、ひとたび行為が過剰防衛とされる

や、攻撃意思や憤慨の情は、それ自体としては刑の免除の可否についても量刑についても独

立の意義を持っていないと結論づけられた。つまり、防衛意思・攻撃意思については、正当

防衛の判断の構造において、事案の全体的評価として様々な事情（特に行為者と被害者との

                                                   
347 田中（成）・前掲注（345）465頁。 
348 本判決の調査官解説においても、この理由づけについては疑問が付されている（寺尾

正二「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇（昭和 34年度）』（法曹会、1960）8頁）。 
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事件に至るまでの人的関係 やそれまでの行為者の人間像）を基礎とした直感的な判断の言

いかえとして、意思の性格が決定されている。これに対して、行為者の激怒や憤慨は、量刑

上必ずしも重視されているとは言えず、少なくとも、行為態様にかんがみた防衛の程度の超

過の客観的な度合いや、一般情状、特に被害者（遺族）の処罰感情やこれらへの謝罪と比べ

て、際立った意義を有しているようには思われない。これらの検討から導かれるのは、正当

防衛・過剰防衛の成否および過剰防衛の刑の量定は、裁判官による事案の全体的評価次第で

あり、防衛の意思か攻撃の意思かはその結論を示す名目的な要件に過ぎず、一旦過剰防衛が

成立するとその独自の意義を失い、他の犯情および一般情状に埋没して一量刑事情となる

ということである。 

盗犯等防止法については、第 1 項については条文の文言から導かれない相当性が要件と

される、第 2 項については第 1 項所定の「現在ノ危険」に関する誤信がない過剰防衛の場

合には適用がないという点で、判例が確立した。この判例は、立法の示した指針に明確に反

するものである。また、判示からは、裁判所が本法の制度趣旨をそもそも把握できているの

か疑問が残る。学説による判例の理解についても、第 2 項が誤想防衛の事例に限定される

という整理には、再検討の余地がある。 

総括すると、最大の問題点は、正当防衛・過剰防衛とその周辺領域に関して、明確な立法

者による構想があるにもかかわらず、裁判所が独自のイメージに依拠して直感に基づく事

案の全体的評価を行っていることに求められる。近代以降の法治国家にとっては、私的実力

の行使だけでなく、あるいはそれ以上に、裁判官の恣意が禁じられるということが指摘され

る。そして、このような判断手法は、同様の領域におけるドイツやフランスの事案処理の現

状と、好対照を示すことになる。 

 

 

2.3. 過剰防衛とその周辺領域に関する学説 

 

 

2.3.1. 過剰防衛の法的性質 

 以下の論題は、過剰防衛による刑の減免の根拠と呼ばれてきたものである。この議論では、

刑法第 36条第 2項を適用するために、責任減少が必要（十分）であるとする見解（責任減

少説）、不法（違法）減少349が必要（十分）であるとする見解（不法減少説）、そのいずれも

                                                   
349 なお、学説の名称としては違法減少説が通用しているが、本稿では、不法減少説と表

記する。違法性および不法は、基本的にはドイツ刑法学から取り入れた概念であると思わ

れるが、現在のドイツでは、実体を持ち量を観念することのできる不法（Unrecht）と、

性質を表すにとどまり原則として程度を付さない違法性（Rechtwidrigkeit）は区別され

る。たとえば、WESSELS=BEULKE=SATZGERは、明確に以下のように述べる。「構成

要件該当行為が違法であると証明されれば、行為者は不法を犯したということが確定す

る。その結果、違法性と不法の概念は、それらは若干異なることを表現できるにもかかわ
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必要であるとする見解またはそのいずれかで十分であるとする見解（不法・責任減少説）が

対置されてきた。しかしながら、たとえば正当防衛の不処罰の根拠を違法性阻却と説明しな

いことからも明らかなように、この議論は過剰防衛による刑の減免の根拠というよりも、そ

の法的性質の問題である350。従来の発想の背景には、不法減少、責任減少という法的性質の

付与が、論者の実質的違法論、実質的責任論と直接結びつくことにより、同時に刑の減免の

根拠をある程度示すものであったという事情がある。しかし、そのような説明では、不法減

少、責任減少に共通理解がない限り議論のすれ違いが避けられず、さらに、一般的な実質的

違法論・責任論から導出されない過剰防衛制度の特色を看過することにより、細かい解釈論

を展開できないことにつながる。これまでの過剰防衛の根拠論がその適用範囲を画するの

にあまり役に立たないという指摘は、その限りでもっともであった351。それゆえ、以下で

は、従来の議論の主題を過剰防衛による刑の減免の法的性質と呼ぶ。 

 なお、このような過剰防衛による刑の減免の法的性質論とは一線を画するかたちで、かつ

て過剰防衛と法律の錯誤を関連づける理解があった352。この見解は、ドイツにおける第 33

条の証明規定説と通じるところがあり興味深いが、現在ではもはや主張者がいないため、こ

こでは特に検討しない。 

 

                                                   

らず、文献においては多くの場合同義語として用いられている。ある行為が違法である場

合、このことによって、法的当為の規範との不一致（Nichtübereinstimmung）が表現さ

れる。違法性の量化または比較変化（「より違法な（rechtswidriger）」という意味での）

は不可能である。不法の場合には異なる。たとえば、殺人の不法は、身体傷害や器物損壊

の不法よりも著しい重さがある。つまり、「不法」の概念には、違法な行為と結びつけら

れる社会倫理的無価値それ自体が潜んでいるのである。それが表すのは、様々な観点の下

ではあれ、そのつどの具体的な所為の価値違背である」（Johannes WESSELS=Werner 

BEULKE=Helmut SATZGER, Strafrecht Allgemeiner Teil, 43. Aufl., 2013, § 8, Rn. 

281）。また、KERNは違法性に程度を付すことは可能であると述べるが、ここで話題とな

っているのは犯罪行為の不法内容（Unrechtgehalt）なのであり、それゆえ、違法性は概

念上程度を付すことはできないが、不法はそれができるとするNOWAKOWSKI の主張を

KERN は特に批判していないのである（Eduard KERN, Grade der Rechtswidrigkeit, 

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft（以下、「ZStrW」）, 1952, S. 260）。

もっとも、特に実質的違法性と言う際に、ドイツにおいても不法と違法性の用語上の区別

にこだわらない論者がいるのも確かである（たとえば、JESCHECK=WEIGEND, a.a.O. 

(Anm. 14), S. 234. ただし、ここでも、実質的違法性の観点は「不法をその重さに従って

段階づける」ことを可能にすると表現されている）。 
350 すなわち、過剰防衛による刑の減免の法的性質が A であるから、過剰防衛が認められ

るためには、A の根拠となる A'という事実が必要であるというのが従来の議論なのであ

る。ここでは、実際に過剰防衛が成立するのは、当該事例に A'があるからであって、Aが

あるからではない。 
351 橋爪・前掲注（8）111-112頁、成瀬・前掲注（192）54-55頁。たとえば、大谷・前掲

注（273）290頁や齋野・前掲注（284）152-154頁は、この議論を過剰防衛の効果という

見出しに整理している。つまり、過剰防衛の要件の問題とは区別されている。 
352 草野豹一郎『刑法要論』（有斐閣、1956）63頁、斉藤金作『刑法講義〔補訂版〕』（成

文堂、1967）62頁、夏目文雄『刑法概説〔犯罪論〕』（風媒社、1969）212頁。 
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2.3.1.1. 責任減少説 

 責任減少説は、過剰防衛による刑の減免を、精神的例外状態に基づく非難可能性の減少に

よって説明する見解である353。前述のように、過剰防衛の刑の減免の根拠を精神状態の特殊

性によって説明する見解は、BOISSONADE のとるところでもあり、旧刑法の時代から一

般的であった354。そもそも、当時は正当防衛も責任阻却事由として論じられていたことに留

意すべきだろう355。また、改正刑法草案（第 14 条第 3 項）が、過剰防衛につき、「前項の

場合において、その行為が恐怖、驚がく、興奮又はろうばいのあまり行われたもので、行為

者を非難することができないときは、これを罰しない」356としたなど、責任減少説には立法

論的な側面もあった。 

この見解の 1つの特徴は、過剰防衛と誤想防衛との間に一定の連続性を認める点である。

早い段階で責任減少を強調した小野清一郎によれば、正当防衛行為がやむを得ない程度を

超えるともはや違法性阻却は行われないが、「しかし情状に因り道義的に責任が軽いと認む

べき場合があるであらう。故に其の刑を減軽又は免除することを得るものとするのである。

之を過剰防衛といふ」。誤想防衛は故意を阻却するが、「過剰防衛で故意の道義的責任がない

と認められる場合も亦同様であるべきであって、単に刑を免除するに止まらず、実に犯罪そ

のものが成立しない場合があるであらうとおもふ」357。佐伯千仭も、「これらの過剰防衛や

誤想防衛の場合には、これを正当防衛の要件が具備している場合と同様に違法でないとい

うことはできない。それにもかかわらず、それらについて刑の減軽または免除（盗犯防止法

では、不処罰）が認められるのは、行為の違法性の欠如または減軽によるのでなく、むしろ

他の適法行為の期待不可能性または困難なことを理由とする責任の阻却または減軽に基づ

くものと考えるべきである」358と、明確に責任の観点を強調する。同じく、平野龍一も、過

                                                   
353 責任減少説として、青柳文雄『刑法通論Ⅰ総論』（泉文堂、1965）207頁、朝倉京一

『刑法総論』（酒井書店、1993）205頁、岡田庄作『刑法原論（総論）増訂改版』（明治大

学出版部、1938）274頁、香川・前掲注（286）182頁、佐伯（仁）・前掲注（274）164-

165頁、瀧川春雄『刑法総論講義』（世界思想社、1952）101頁、瀧川幸辰「犯罪論序説

（改訂版）」『瀧川幸辰刑法著作集 第 2巻』（世界思想社、1981）101頁、中義勝『刑法総

論』（有斐閣、1971）139-140頁、永井勘太郎『詳解 刑法総論』（有斐閣、1956）119

頁、中野次雄『刑法総論概要 第 3版補訂版』（成文堂、1997）190頁、西田典之『刑法総

論〔第 2版〕』（弘文堂、2010）177-178頁、橋本正博『刑法総論』（新世社、2015）141

頁、平場安治『刑法総論講義』（有信堂、1952）111頁、福田（平）・前掲注（287）159

頁、三原憲三『刑法総論講義 第 2版』（成文堂、1997）136頁、安平政吉『新修 刑法総

論』（酒井書店、1970）222頁、吉田敏雄『刑法理論の基礎 第 3版』（成文堂、2013）

244頁。 
354 成瀬・前掲注（33）8-9頁および 18-21頁参照。 
355 たとえば、井上（正）・前掲注（135）188-189頁。 
356 法文は、江頭憲治郎＝小早川光郎＝西田典之＝高橋宏志＝能見善久編『旧法令集 平成

改正版』（有斐閣、2012）632頁によった。また、改正刑法準備草案（第 13条第 2項後

段）や改正刑法仮案（第 18条第 3項）も同様の内容を定めていた。 
357 小野清一郎『新訂 刑法講義 総論』（有斐閣、1948）125頁。 
358 佐伯（千）・前掲注（4）201頁。 
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剰防衛と過剰避難について、「いずれもの場合も、その行為は違法であり、犯罪は成立する

のであるが、緊急な事態のもとでの行為であるので、精神の動揺のため多少の「ゆきすぎ」

があったとしても、強く非難できない場合もあるという理由にもとづき、その刑を減軽又は

免除することができることになっている。すなわち、「責任の減少」を理由とするものであ

る」359とする。その上で、「行為者の責任という観点からすると誤想した場合も現実に存在

した場合と同じ責任しか問うことはできないから」360、急迫不正の侵害を誤信した場合にも

過剰防衛規定の適用を認める。 

もっとも、責任減少説に立つすべて論者が、過剰防衛について不法減少の加味を許されな

いものと考えているのかは明らかではない。たとえば、平野龍一は典型的な責任減少説に立

つ論者として整理されるのだが、彼が過剰防衛に際して不法減少はまったくないと考えて

いたのかは定かではない。というのも、平野は、正当防衛の不処罰根拠を、「不正な侵害者

の法益は、正当な被侵害法益の防衛に必要な限度では、その法益性が否定される」361ことに

より説明するが、このことは少なくとも強度的過剰にもあてはまるからである。すなわち、

平野の見解をそのまま当てはめれば、強度的過剰において認められるもとの攻撃者の法益

性はあくまで過剰部分に限られるのであり、防衛に必要な限度で否定されていた法益性ま

でもが回復されると考える根拠はない。平野が過剰防衛を責任減少事由とするのは、おそら

く、過剰防衛に認められる不法減少の根拠は、過剰防衛ではなく正当防衛にあると考えたか

らではないのか362。それゆえ、責任減少説とは、不法減少の考慮を許さない見解というより

                                                   
359 平野（龍）・前掲注（1）245頁。 
360 平野（龍）・前掲注（1）246頁。 
361 平野（龍）・前掲注（1）228頁。 
362 実際に、平野は不法減少の考慮について、対談の中で以下のように述べている。乙が

殴りかかってきた甲の胸を突いて倒し、さらにその腹を蹴った。胸を突いたところまでは

正当防衛だが、蹴ったのは過剰であったという量的過剰の事例では、「罪となるべき事

実」は、「胸を突いてさらに腹を蹴った」という全体として 1個の傷害行為である。「しか

し、胸と腹とでは、6月の刑のはずだけれども、胸の分を差し引くために刑を減軽して 4

月とするのではない。胸の分はいわば当然に差し引いて
、、、、、、、、、、、、、、、

、刑ははじめから腹の分について

量定されるのです」（傍点筆者）。そして、腹を蹴った行為の不法内容は通常の犯罪と同じ

なのであり、「刑を減軽するのは、「ついやってしまった」という責任の面からです。です

から、とくに違法減少という必要はない。質的過剰の場合も結局はおなじです」（平野龍

一他「刑法ゼミナール〔第 3回〕――平野龍一先生を囲んで――」法学教室 81号

（1987）17頁）。この対談に同席していた山口厚は、後述のように量的過剰におけるこの

ような全体的評価を根拠に不法・責任減少事由説をとっているが、第 1行為に正当防衛が

成立する場合については、以下のように述べている。「第 1暴行について正当防衛が成立

する場合に限って考えると、第 1暴行によって惹起された法益侵害に対応する分だけ、違

法性の減少を認めることができることになるはずである」。「そうだとすると、第 1暴行に

ついては傷害致死罪（ただし、正当防衛となる）が成立し、第 2暴行については傷害罪が

成立する事例で、両者を一体的に捉えて量的過剰防衛を認める場合、傷害致死に対応する

違法性の減少を認めることになる。その結果、傷害致死罪ではなく、傷害罪として過剰防

衛の成立を肯定すべきではないであろうか」（山口厚「正当防衛と過剰防衛」刑事法ジャ

ーナル 15号（2009）57頁）。この説明は、上の平野の見解と基本的に同じである。ただ
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も、責任減少がなければ第 36条第 2項の適用が認められないとする見解を指すと言うべき

だろう363。 

旧刑法以来の過剰防衛規定の制定過程を詳細に研究した横内豪は、第 36条第 2項につい

て刑の減免付与に一定の基準を設けようという観点から、責任減少説を支持すべきである

と言う364。横内によれば、旧刑法第 316条についても、現行第 36条第 2項についても、成

立過程および当時の学説は、刑の減免の根拠を憤怒や恐怖といった情動に求めていた。現在

の責任減少説は過剰防衛の減免根拠を期待可能性や非難可能性に求めており、このこと自

体は妥当であるが、「過剰防衛の刑の減免の付与の判断基準としては、情動の存在という事

実的側面に着目するべきであるように思われる。（原文改行）しかし、それは、責任減少説

がしばしば主張するような恐怖などの虚弱性情動に限定する必要はないと思われる」が、

「ドイツ刑法 33条における議論をも考慮に入れるならば、強壮性情動の場合をも刑の免除

に当りうると理解することは、妥当ではあるまい。（原文改行）そこで、36条 2項において

は、虚弱性情動が存在する場合には刑の免除が付与され、強壮性情動が存在する場合には刑

の減軽を付与しうるとして、2つの責任減少事由が存在すると理解するのが妥当であるよう

に思われる」365。ここでの、過剰防衛について強壮性情動の場合にも刑の減軽を本来的には

認めうるという、横内の旧刑法および現行刑法の成立過程に対する理解は、前述の本稿の分

析とも合致している。もっとも、横内の不法減少に対する態度には含みがある。すなわち、

「過剰防衛である以上、まず、行為の危険性や結果の重大性は過大視するべきではないよう

に思われる」366と、量刑に際しての結果などの考慮を限定しつつ、「ここでの帰結と、「防衛

の程度を超えた」か否かという過剰防衛規定の適用の有無という問題について客観的に違

法の観点から考えることとは、必ずしも矛盾するものではないと考えている」367と、第 36

条第 2項の適用については客観的要素の加味を留保する。 

 なお、第 36条第 2項中の「情状により」という文言が責任減少説の 1つの根拠とされる

こともあるが368、成立過程に関して言えば、特にそのような趣旨で定められているわけでは

ない。というのも、この文言は、旧刑法第 316条の段階ですでに用いられており、当然、そ

                                                   

し、量的過剰の事例において正当防衛となる行為に第 36条第 1項が別途適用されるわけ

ではないので、不法内容の減少もまた過剰防衛固有の効果と考えるほうが自然であり、そ

の点で山口の見解のほうが優れている。なお、橋爪・前掲注（247）19頁は、対抗行為の

法益侵害性が通常の侵害行為と同じなのか、一定の範囲で減少しているのかについて、平

野の見解は十分な手がかりを示すことができないとする。しかし、上の平野および山口の

説明を見ても、正当防衛の範囲内で不法が減少していると考えられていることは、一義的

に明らかである。 
363 浅田・前掲注（18）237頁、佐伯（仁）・前掲注（274）164-165頁。 
364 川端・前掲注（9）233-235頁も、旧刑法下の学説を責任減少説としている。 
365 横内・前掲注（32）252-256頁。 
366 横内・前掲注（32）251頁。 
367 横内・前掲注（32）257頁。 
368 たとえば、西田・前掲注（353）178頁や吉田・前掲注（353）244頁は、このような

趣旨で「情状により」を責任減少説の根拠とする。 
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の時代には不法と責任の区別は意識されていないからである。前述のように、第 316 条は

立法の最後の段階で情状による任意的宥恕規定となったので、その趣旨を精確に把握する

ことはできない。しかし、当時の刑法学において主流であった折衷主義は、行為の客観的な

社会的害悪と主観的な道徳的害悪の両者を加味するものであるから、この旧刑法の「情状ニ

因リ」も、客観面と主観面の両者を対象としていると理解するのが自然だろう。そして、現

行刑法の起草においてもこの方針が変更されているようには思われない。ただし、岡本勝の

ように、「わが刑法において「情状」という文言は、他に 38条 3項但書と 66条で用いられ

ているが、それらの概念は基本的に統一的に同義のものと解する必要があるのではないか

と思われる」とし、「犯行前後にわたり考慮することが許される全量刑事情を含むものと解

さなければならない」369と結論づけることには、別の問題がある。確かに、現行刑法は、裁

判官の裁量をきわめて広く認める意図の下で成立したものであるから、「情状により」に広

く量刑に関係する事情を読み込むことには一定の理由がある。しかし、そのように考えるべ

きでない理由として、以下の点が指摘できる。第 1に、法律上の減軽と酌量減軽が異なる趣

旨のものであることは、フランス刑法および旧刑法時代には常識であった370。確かに、高木

豊三は、「第 316条ニ於テハ其情状ニ因リ
．．．．．．

ト有リテ而シテ其情状ノ何タルコトヲ明示セサル

ヲ以テ其及フ所ニ於テ広狭ノ差異アレトモ其性質ニ於テハ彼酌量減軽ノ場合ト毫モ差異ナ

キモノト云ウヘキナリ」371（傍点原文）としているが、一方で「広狭ノ差異」があることは

認められており、他方で彼はこの規定形式を「起草者一時ノ錯誤」372と批判しているのであ

る373。第 2に、両者が同じ趣旨であるとすると、第 36条第 2項による法律上の減軽に重ね

て第 66 条による酌量減軽を行うことは、同一事情の二重評価にあたるおそれが出てくる。

岡本は、「情状を」限定して裁量的減免の可否を決定することは概念の不当な限定であり、

罪刑法定主義に悖る疑いすら存在するというが374、第 36条第 2項の情状で考慮される事情

が増えるほど、同一事案でさらに第 66条で考慮される事情は減るので、岡本の発想はむし

ろ被告人の不利益にはたらく。第 3 に、狭義の犯情に関わる過剰防衛固有の不法減少およ

                                                   
369 岡本・前掲注（297）268頁-276頁。 
370 たとえば、富井・前掲注（139）385頁は、「酌量減軽ハ宥恕減軽ト同シク刑ヲ減等ス

ル者ナリト雖モ宥恕ノ如ク法律ニ其原由ヲ指定スルコトナク全ク判官ノ認定ニ放任スル者

トス是畢竟所犯情状ノ千種万別ナル法律ニ之ヲ指定スル能ハサルヨリシテ設ケタル法ニ外

ナラサレハナリ」と説明する。それゆえ、法律上の減軽と酌量減軽とは特別法と一般法の

関係に立つのであるから、前者が後者の趣旨を参照するのは法解釈の流儀に反する。 
371 高木・前掲注（52）350頁。 
372 高木・前掲注（52）354頁。 
373 もっとも、高木の説明が共通理解となっていたのかは不明である。たとえば、井上操

は、「法文ニ聴任法（任意的という趣旨か――筆者注）ヲ用ヒタルハ、其已ムヲ得ルヤ否

ヤノ事情状ニ由リ、或ハ不論罪ト為シ、或ハ宥恕減軽ト為スカ為メナリ、過度タリト雖モ

已ニ正当防衛ノ実アルモノトシテ、仍ホ宥恕セストイフノ趣旨ニハアラサルナリ」（井上

操『刑法述義 第 3編（上）』（岡島真七、1890（復刻版、信山社、1999））197頁）として

いた。 
374 岡本・前掲注（297）269頁。 
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び責任減少と単なる一般情状とを併置することは、有責な不法という意味での行為責任を

基礎ないし上限とする量刑を歪めかねない。岡本は、過剰防衛の成立根拠と減免根拠とを混

同してはならないとするが、過剰防衛の減免根拠と量刑を基礎づける一般的な事情もまた

混同されてはならない。それゆえ、第 36条第 2項の「情状」は、責任減少の基礎となる事

情に限られないが、かといって行為前後の一般情状は含まれないと理解すべきである。 

 

2.3.1.2. 不法・責任減少説 

 不法・責任減少説は、過剰防衛が正当防衛と関連している点に着目して、責任減少とあわ

せて不法減少の側面にも焦点を当てる見解である。解釈論上の帰結としては、誤想過剰防衛

に対して、不法減少が存在しないために第 36条第 2項を適用することはできないが、責任

減少を加味してこれを準用することはできるとする。責任減少説が通説ないし多数説と呼

ばれることもあったが、近年では不法・責任減少説の方がむしろ有力であるように思われる

375。 

 不法・責任減少説を最初に唱えたとされるのは376、萩原太郎である。萩原は、過剰防衛の

「違法的側面」としての正当防衛の検討、「責任的側面」としての行為者の主観の検討を行

った上で、次のように結論づける。「従って本項を責任減軽事由だと解すれば実務上本項の

適用、即ち行為者に対し刑の免除をなすか、減軽にとどめるか若しくはそのいずれを付与し

ないかは、専ら行為者の責任制だけから判断すべきこととなろう。その結果、例えば過剰行

為によって惹起された被害の大小、超過の度合等は少くとも刑の減免を考えるにあたって

                                                   
375 不法・責任減少説として、飯田忠雄『刑法要説』（有信堂、1970）101頁、井田良『講

義刑法学・総論』（有斐閣、2008）294頁、伊東研祐『刑法講義 総論』（日本評論社、

2010）195頁、内田・前掲注（300）108-109頁、梅崎進哉＝宗岡嗣郎『刑法学原論』（成

文堂、1998）224頁、大嶋一泰『刑法総論講義』（信山社、2004）206頁、大塚・前掲注

（287）395頁、大谷・前掲注（273）291頁、岡野光雄『刑法要説総論［第 2版］（成文

堂、2009）116頁、川端・前掲注（9）250-251頁、吉川経夫『3訂 刑法総論〔増補版〕』

（法律文化社、1996）143-144頁、小林憲太郎『刑法総論』（新世社、2014）59頁、佐久

間修『刑法総論』（成文堂、2009）222頁、鈴木茂嗣『刑法総論［第 2版］』（成文堂、

2011）75-76頁、高橋則夫『刑法総論 第 2版』（成文堂、2013）288頁、立石二六『刑法

総論［第 3版］』（成文堂、2006）147頁、団藤・前掲注（3）241-242頁、内藤・前掲注

（18）351-352頁、中山研一『刑法総論』（成文堂、1982）284-286頁、野村稔『刑法総

論〔改訂版〕』（青林書院、1997）135頁、林（幹）・前掲注（17）201頁、日髙義博『刑

法総論』（成文堂、2015）243頁、藤木英雄『刑法講義 総論』（弘文堂、1975）171-172

頁、松原芳博『刑法総論』（日本評論社、2013）165頁、松宮・前掲注（6）145頁、松村

格『日本刑法総論教科書』（八千代出版、2005）174頁、山口厚『刑法総論 第 2版』（有

斐閣、2007）134頁。斎藤信治は、第 36条第 2項の刑の任意的減免の本質的を責任減少

に求めるが、誤想過剰防衛に対しては準用（類推適用）としているため、ここに整理する

（斎藤信治『刑法総論〔第 6版〕』（有斐閣、2008）205頁）。 
376 横内・前掲注（32）213-214頁。なお、前述のように、勝本・前掲注（123）77-78頁

は、過剰防衛に類似する旧刑法第 309条の誘発による宥恕について、主観面だけでなく被

害者の不法行為という客観面にも言及し、実質的に不法・責任減少説に近い見解を主張し

ていた。 
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は顧慮されてはならないこととなるであろう。このことはわれわれの法感情に果して適合

しているであろうか」。過剰防衛には、正当防衛と同じく、主観的違法要素としての防衛の

意思が要求されるが、「過剰防衛における「防衛の意思」はまさにこの違法性低減の場合に

該当するのではなかろうか。かく考えなければ違法行為たる過剰防衛に防衛の意思を要求

すること自体は無意味である。そして、防衛行為の正当限度は些かでも踰越されれば、その

行為全体が違法に転ずるわけであるけれども、若し又正当限度内の結果を生ぜしめていた

場合には、防衛意思と相俟ってその違法は阻却されていた筈の事情を具備しているのであ

って、過剰防衛にあってはただその程度の超過が問題となり、超過部分の違法がひいては不

可分な全体行為の違法を来すという性格をもつ」。過剰防衛に際しても、「少くとも、本来は

優位的な自己の側の利益を保全し得たという事態は無視されてはならず、従って法はこの

原則の働く余地すらなかった場合、即ち客観的に防衛行為と見られるものの存在しなかっ

た場合と同一評価を与えることはないとすべきである」。「このような意味において、過剰防

衛の刑の減免には一般的な防衛の意思の存在と、個々的な防衛の程度の超過の度合とに応

じて形成される違法性の低減が作用することは承認されてもよいのではなかろうか」。萩原

は、この見解から、超過の程度がきわめて軽い場合にも刑の減免を付与しうるという実践的

な帰結を導く377。 

 同様の視点から、初期の段階で不法減少を強調した論者として、西村克彦がいる。それに

よれば、通説である責任減少説は責任の大小をもって不処罰および刑の減免の基準とする

が、それは正当防衛と関係のない通常の犯罪の場合にも成立する図式である。「要するに、

過剰防衛の問題を責任のレベルの上だけで処理しようとするところに無理がある。見方を

かえていうと、正当防衛では違法性がないが、過剰防衛なら一足とびに違法性を具備するに

いたる、という思考方法に疑問がある。すると、ここでも違法性の程度というものを考慮に

いれるほかに説明の方法がないのである」378。 

 また、不法・責任減少説の延長線上で、可罰的責任減少説を主張する論者もいる。たとえ

ば、山中敬一によれば、この説は、「違法・責任減少説を継承・発展させつつ、たんに心理

的例外状態における期待可能性の減少からのみ説明するのではなく、処罰の必要性の減少

の観点をも加えた見解である」。前提として、過剰防衛においては「違法性の減少による責

任減少」と「固有の責任減少」の二重の責任減少が生じているところ、「心理的例外状態に

おいて正当防衛状況の存在を認識して防衛行為として行動する者は、法確証を動機としな

がら限界を超えてしまった者である」。「このような行為者には、特別予防の意味での処罰の

必要性は少ない。また、このような行為者は、心理的動揺状態において人間的弱さから行動

                                                   
377 萩原太郎「過剰防衛論――違法性の実質についての一試論――」足立進＝中西彦二郎

＝川口光太郎＝鈴木才蔵編『司法研修所報特集号創立 7周年記念論文集』（司法研修所、

1955）321-323頁。 
378 西村克彦『罪責の構造』（鳳舎、1971）125頁。なお、ここでの「違法性を具備する」

とは、通常の犯罪とまったく同じ不法内容を持つものと評価されるということだろう。違

法性と不法を用語上区別せずに議論を行うと、このような説明になってしまうのである。 
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したのであった、模倣されることも少ないと考えられ、一般予防の必要性も少ない。その処

罰によって、社会の動揺を沈静化させ、社会的統合を図る必要性も少ないのである。以上の

ような、非難可能性と処罰の必要性の減少による期待可能性の減少により可罰的責任が減

少するのが、刑の任意的減免の根拠である」379。さらに、別の観点から、浅田和茂は、「可

罰的責任にも、可罰的違法性と同様に、量の問題と質の問題とが含まれており、前者は規範

的責任が一定程度に達しない場合、後者は処罰の必要性が欠ける場合を指す。過剰防衛の刑

の減免については、前者の問題として考えれば足りるように思われる」380とする。 

 なお、不法・責任減少説をとる論者には、一方で、過剰防衛の形式的な要件の下で、不法

か責任のどちらかが減少していれば第 36条第 2項を適用しうるとし、誤想過剰防衛には本

条の適用・準用ないし類推適用が可能であるとする見解（択一的併用説）がある381。その他

方で、曽根威彦は、「過剰防衛の刑の減免根拠について違法・責任減少説に立つ場合であっ

ても、誤想過剰防衛について刑法 36条 2項の適用ないし準用を認めるべきではないであろ

う」382とする。曽根によれば、過剰防衛の減免根拠は、それが正当防衛状況と結びつけられ

るものとして理解されるべきである。すなわち、「なるほど、過剰防衛に責任減少の側面が

あることは否定できないとしても、過剰防衛においては、防衛の程度を超えた分が正当防衛

にいわば接ぎ木されていることからすれば、責任減少は、急迫不正の侵害に対する反撃行為

の存在を当然の前提として、その内部で初めて意味をもつものといえよう。過剰防衛は、通

常の犯罪と比較して、正当防衛の分だけ違法性が減少しているとみることができるのであ

る。その意味で、過剰防衛の基本ないし本質的前提は、責任減少よりもむしろ違法減少の方

にあると考えられるのであり、急迫不正の侵害が存在しない場合には、行為者の心理状態を

考慮するまでもなく 36 条 2 項の適用を排除すべきであると思われる」。加えて、責任減少

が認められないとする場面にも言及する。「このように、責任減少の面は急迫不正の侵害の

存在を不可欠の前提とし、これに付加する形で考慮されているに過ぎないとすると、行為者

が急迫不正の侵害が存在するにもかかわらず、異常な心理状態に陥ることなく反撃が過剰

にわたった場合についても 36条 2項の適用は留保されることになる」。「違法減少のみが認

められる場合は、情状による任意的減免に止めている法の趣旨からすると、実際問題として

刑の免除を認めることは困難であり、刑の減軽もきわめて限られた場合にのみ認められる

ことになろう」383。以下に見るように、不法・責任減少説をとるほとんどの論者が、責任減

少を認めるためには防衛の意思が必要であるとして、過剰防衛の成立に防衛の意思を要求

                                                   
379 山中・前掲注（289）535頁。 
380 浅田・前掲注（18）237頁。その上で、免除の際には犯罪論体系上の責任が欠けるこ

ととなり、無罪を意味することになるとする。 
381 この立場を明言する見解として、井田・前掲注（375）294頁、松原・前掲注（375）

165頁。 
382 曽根威彦「誤想過剰防衛と刑の減免」法曹時報 49巻 1号（1997）18頁。同様の見解

として、岡野・前掲注（375）118頁。 
383 曽根・前掲注（382）9-10頁、同『刑法総論〔第 4版〕』（弘文堂、2008）108頁。 
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しているため、曽根の所論に直接賛同しない論者も、実は結論的に同じ主張内容になってい

る場合が多い。 

 

2.3.1.3. 不法減少説 

 不法減少説は、過剰防衛の刑の減免の根拠を不法減少、とくに保全法益の存在に求める見

解である384。 

不法減少説を最初に強力に提唱した町野朔は、特に平野龍一を念頭において、責任減少説

を誤想過剰防衛との関連で以下のように批判する。「過剰防衛を責任減少事由とし、違法阻

却事由である正当防衛と切り離してしまうことは正当とは思われない。それは、刑法 36条

2項が「防衛ノ程度ヲ超エタ」ことを要件とし、正当防衛の過剰として過剰防衛を規定して

いることの文理にも反している」。ドイツ刑法第 33 条とは異なり、「我が国の刑法 36 条 2

項は防衛の程度を超えた行為一般を規定し、しかも、これに裁量的な刑の減免を与えるにと

どめている。具体的に生じた侵害結果が、防衛効果をもたらすために可能であった必要最小

限度の被害から逸脱する程度が大きかったと判断される場合、すなわち「相当性」の範囲を

逸脱した場合においても、ともかくも急迫不正の侵害者の法益を侵害することによって正

当な者の利益が維持されたという防衛結果が生じたという点で、違法減少を認めることが

できる。現行法の趣旨は、この違法減少をとらえて、これに刑の減免を与えうることにした

のである」。町野は、ここから、誤想過剰防衛への過剰防衛規定の適用・準用を否定する。

「過剰防衛が認められるためには、当該行為による法益侵害が少なくとも防衛効果をもた

らしたものでなければならない。急迫不正の侵害が存在しないとき、あるいは侵害行為が防

衛行為と無関係であるときは、過剰防衛とはならない」385。 

 同じく不法減少説に立つのは、山本輝之である。それによれば、正当防衛の原理について、

行為無価値論に傾斜することになる「法（秩序）の確証」を重視する見解からは386、「過剰

防衛には正当防衛の原理は働かず、正当防衛と過剰防衛とは断絶することとなり、過剰防衛

の刑の減免の根拠は、正当防衛の根拠とは異なる責任の減少に求められるというのが自然

なつながりであるように思われる。これに対し、攻撃者の急迫不正の侵害から被攻撃者の優

越的利益を守ったということに正当防衛の根拠を求める見解からは、過剰防衛にも被攻撃

者の正当な利益を守ったという部分は認められるのであるから、正当防衛と過剰防衛とは

                                                   
384 なお、不法減少の意義を強調するものとして、前田雅英『刑法総論講義［第 6版］』

（東京大学出版会、2015）280頁。 
385 町野朔「誤想防衛・過剰防衛」警察研究 50巻 9号（1979）52頁。なお、町野の主張

のもう 1つの趣旨は、判例が急迫不正の侵害の認定をあまりにも厳格に行っている点にあ

った（55-56頁）。 
386 山本によれば、法確証の原理に独立した地位を認める見解は、「防衛者は「法の代理

人」としての法の確証に貢献する地位になければならないことを強調するものであるた

め、彼の倫理的立場に重点が置かれ、行為無価値論に傾斜することになる」（山本輝之

「防衛行為の相当性と過剰防衛」現代刑事法 2巻 1号（2000）51頁）という。これに対

しては、山中・前掲注（289）483頁。 
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連続するものであり、過剰防衛の刑の減免の根拠は、正当防衛の根拠と連なる違法性の減少

に求められることになる」387。この見地から、山本もまた誤想過剰防衛に対して過剰防衛規

定の適用・準用を否定する。 

 

2.3.1.4. 検討 

現在の学説においては以上の 3説が主張されているが、その当否を評価する前提として、

次の点を確認する必要がある。 

 第 1 に、過剰防衛の法的性質を説明する際に、各論者はその前提として特定の事情を不

法減少または責任減少事由と位置づけているのであるが、この位置づけ自体がすでに争わ

れうるということである。具体的に言えば、まず、不法減少説を主張する町野や山本は、主

張する結果無価値論の観点から保全法益の存在をその理論的根拠としているが、正当防衛

に防衛の意思を要求する立場からは、行為が違法な攻撃者に向かっていることや防衛の意

思をとらえて不法減少説を主張することもできるだろう。それゆえ、後者の立場からは、防

衛の意思がある点では誤想過剰防衛も同じであるとして、これに第 36条第 2項の適用を認

めることも考えられる。そうすると、一般的に説明されるように、不法減少説は誤想過剰防

衛への適用・準用を批判するという関係にはないこととなる。このように考えると、誤想過

剰防衛に第 36条第 2項の適用・準用を認める判例の立場も、実際には不法減少として説明

するほうがよいのかもしれない388。また、正当防衛状況は本来責任減少事由としても考慮さ

れうるのであって389、不法減少に言及しなければ減免を正当防衛状況と関連づけられない

わけではない。結局、過剰防衛において考慮されうる、または考慮されるべき事情のうち、

何を不法減少に、何を責任減少に位置づけるのかは、まさしく論者の考える不法ないし責任

の本質に関係するのである。 

 第 2に、過剰防衛の法的性質を決めたからといって、誤想過剰防衛の適用・準用の範囲が

たちまち明らかになるわけではない。それゆえ、責任減少説をとる佐伯仁志が、「急迫不正

の侵害の存在とこれに対応した行為がなければ刑法 36 条 2 項の適用が認められないのは、

根拠論の如何に関わらず、当然の前提なのである」390と指摘するのは正当である。責任減少

                                                   
387 山本（輝）・前掲注（386）56頁。 
388 なぜなら、裁判所が誤想過剰防衛において重視しているのは、急迫不正の侵害を認識

してこれにより動機づけられたという有責性の側面ではなく、防衛の意図・動機があった

という意的側面だからである。仮にこの有責性の側面が重視されているとすれば、前述の

ように、積極的加害意思により急迫性が否定される事例についても、行為時の相手方の侵

害の認識を根拠に誤想過剰防衛が認められているはずである。 
389 これを特に指摘するものとして、大越義久『刑法解釈の展開』（信山社、1992）32-34

頁、佐伯（仁）・前掲注（274）124頁、長井圓「過剰防衛の一体的評価と分断的評価」川

端博＝椎橋隆幸＝甲斐克則編『立石二六先生古稀祝賀論文集』（成文堂、2010）218頁な

ど。 
390 佐伯（仁）・前掲注（274）165頁。もっとも、別の文脈ではあるが、井田良は、唯一

の防衛行為が相当性を逸脱してしまう場合について、「相当な防衛行為を観念できないと
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説に対しては、「過剰防衛は、正当防衛を受けて規定されているもので、現実に「急迫不正

の侵害」の存在が必要であり、それが理論構成に反映されていない点に問題がある」391とい

う批判が向けられており、確かにこの指摘自体はもっともである。しかし、不法減少を加え

ることで、「違法の減少は少なくとも過剰防衛成立の外枠を画する」392ということにはなら

ない。たとえば、緊急の専断的治療行為において治療が成功した事例では、不法減少（生命・

身体法益の保全）と責任減少（緊急行為性）の両要素が認められうるが、不法減少と責任減

少があるから第 36条第 2項が適用可能であるとは言えないだろう。誤想過剰防衛について

も、その被害者に侵害に対する一部同意があれば、不法減少を観念しうる。つまり、不法減

少を要求したからと言って、そのことから急迫不正の侵害が必要であるという結論が導か

れるわけではないのである。求められるのは、何らかの不法減少または責任減少ではなく、

過剰防衛に関係するそれらなのであって、この要請はどの立場からでも同じである。 

 第 3 に、正当防衛の限度を行き過ぎた場合に、不法減少または責任減少にあたる事情を

考慮する必要があるとしても、第 36条第 2項による刑の減免を行う必要が常にあるわけで

はない。そのような諸事情に関しては、少なくとも殺人と傷害（致死）では、現行法の予定

する広い法定刑の中で量刑上斟酌することも可能であるし、第 66条の酌量減軽を認めるこ

とも可能である。それゆえ、不法減少または責任減少を過剰防衛の法的性質に位置づけても、

それが一定程度に達して初めて刑の減免の根拠となると考えることも十分に可能である。

不法減少説に対しては法効果が裁量的減免であることを説明できないという批判があるが

393、過剰防衛において常に不法減少があるとしても、それが常に刑の減免に値する程度に減

少しているとは限らないのであるから、この点で不法減少説に不都合があるわけではない。

また、反対に、過剰防衛を認めなければ、不法減少または責任減少を裁判上加味できないわ

けではない。つまり、過剰防衛の性質について責任減少説を採用しつつ、量刑において保全

法益などを加味したり394、不法減少説を採用しつつ、量刑において精神の興奮・動揺を加味

したりすることは、まったく禁じられない。 

 過剰防衛の制度趣旨について、その成立過程からは、第 36条第 2項の制度趣旨は多様な

構想を包摂しうるということが確認された。つまり、前述のように、現行刑法の立法者は必

ずしも厳密な制度構想を持っていたわけではなかった。また、その法効果は刑の任意的減免

であるから、過剰防衛の成立を制限する理由は本来的には存在しない。それゆえ、過剰防衛

として不法減少または責任減少のいずれかを基礎づける事実があれば、過剰防衛を認める

                                                   

ころで（つまり正当防衛がありえないところで）過剰防衛を認めることになる」（井田・

前掲注（375）292頁）とする。 
391 山口（厚）・前掲注（375）133頁。 
392 内藤・前掲注（18）351頁。同様の表現として、高橋（則）・前掲注（375）288頁。 
393 たとえば、曽根・前掲注（382）8頁、西田・前掲注（353）177頁。ただし、曽根の

批判が正しければ、自身は不法も責任も減少している必要があるとするのだから、過剰防

衛の事例では常に不法も責任も減少しているのであって、なおさら第 36条第 2項が裁量

的減免であることを説明できないのではないか。 
394 たとえば、佐伯（仁）・前掲注（274）164-165頁。 
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余地はあると考えるのが自然だろう（択一的併用説）。もちろん、当該事実から導かれる行

為の不法減少・責任減少が小さく、刑の減免に値しない事例もありうるが、その場合であっ

ても、その行為を過剰防衛と呼ぶことに差し支えはなく、ただ刑の減軽が認められないだけ

である。そうすると、次に、過剰防衛に固有の不法減少・責任減少を同定する必要がある。

まず、不法減少について考えると、これが正当防衛に由来することに異論はないだろう。そ

うすると、正当防衛の正当化根拠をいかに考えるかにその回答は従属することになる。次に、

責任減少について考えると、従来責任減少説が指摘してきた精神的例外状態だけでは不十

分であるといわざるをえない。というのも、平野と佐伯（千）が典型的にそうであったよう

に、そのような責任減少は、過剰防衛と過剰避難に共通のものとして、さらに誤想防衛でも

同じであるとして論じられてきたものだからである。この意味で、過剰防衛に責任減少を見

出してきた学説には、過剰防衛に固有の責任減少の検討を行う誘引はもともとなかった。つ

まり、責任減少説にとっては類推可能な一般的な責任減少だけが重要なのであって、過剰防

衛に固有の責任減少の分析を行うことに関心はないのである。 

しかし、近年では、事後的時間的過剰を念頭において、過剰防衛に固有の責任減少の考察

が行われるようになっている。たとえば、西岡正樹は、責任減少を直接問題としているわけ

ではないが、「惟うに、量的過剰防衛の肯否は、過剰防衛の成立根拠から導かれるべきであ

る」として、行為者の主観面の検討に入る395。それゆえ、冒頭でも述べたとおり、過剰防衛

に固有の責任減少を把握するにあたっては、その成立の限界事例を考察するのが有益だろ

う。 

 

 

2.3.2. 事後的時間的過剰 

 

2.3.2.1. 肯定説 

多くの学説は、事後的時間的過剰に対して刑法第 36条第 2項の適用を認めている。その

第 1 の構成は、先行する正当防衛との行為の一体性を根拠として、全体として 1 つの過剰

防衛を観念する。この構成は昭和 34年判決以降に特に有力化するのだが396、それ以前にこ

れを明示していたものとして、永井勘太郎の見解がある397。それによれば、「防衛の程度を

超えて為した加害行為は其の超過と同時に全般的に違法と為り、超過部分のみ違法となる

ものではない。従つて一撃を加えて傷害を与えた範囲では防衛行為と認められる場合であ

つても、侵害者が逃走するを追跡して更に傷害を加えた場合の如き、最初の傷害行為も後の

超過防衛の為め違法と為り、前後の加害行為は一体と為つて犯罪を構成するに至る」。「超過

                                                   
395 西岡正樹「判批」法学 74巻 2号（2010）147頁。 
396 成瀬・前掲注（33）22-25頁参照。 
397 さらに早い段階でこの構成を示したものとして、平井彦三郎『刑法総論』（松華堂書

店、1915）395頁。 
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防衛に対する減軽免除は急迫不正の侵害に対する場合に限らない。侵害者が既に侵害を加

うる能力を失つた場合でも適用あるものと解すべきである」398。現在では、この考え方は、

とりわけ不法・責任減少説の論者から支持されている。たとえば、山口厚は、「量的過剰の

事例においては、……急迫不正の侵害に対する、実質的に 1個の意思決定に担われた、同一

機会における同種の法益侵害行為を、一連の対抗行為と把握しうる限度において、過剰防衛

を拡張的に解釈し、1 個の行為と実質的に同視しうる一連の行為の全体が過剰防衛になる」

とし、脚注で「ここでは、意思決定の実質的 1回性による責任の減少、同一の法益に対する

侵害であることによる違法性の減少により、形式的には複数の構成要件該当行為であるも

のが、1個の行為に準じるものとして扱われる」と補足する399。 

これに対して、第 2 の構成として、先行する正当防衛と追撃行為たる過剰行為を分断し

た上で、後者に対して独立の過剰防衛を認める見解も存在する。この構成は、昭和 34年判

決以前は、旧第 316 条を参照しつつ少数ながら指摘されていた400。近年再びこの構成を主

張した安田拓人は、第 36条第 2項の文言が事後的時間的過剰を排除しないことを確認した

上で、「事後的過剰を強度的過剰と全く異なるものと位置づけ、完全な犯罪行為として評価

することが極めて不当であることは明らか」401であるとする。そして、全体として一連の過

剰防衛を認めることによる後述の不都合を念頭に、責任減少を根拠に事後的過剰部分のみ

に対する過剰防衛の成立を検討し、「その行為が先行する急迫不正の侵害に対応する意思に

基づき起動されたものとしての性格をなお失っておらず、行為動機としての同一性・連続性

が認められる限りで、防衛事象的性格が肯定される」402ことになり、第 36条第 2項が適用

されうるとする403。 

また、第 1の構成の方法をとりつつ、第 2の構成の結論を導くのは、小林憲太郎である。

それによれば、「そもそも量的過剰とは対抗行為の一体的把握により犯罪性の減少の端緒を

得るという解釈手法であり、はじめから正当化された行為を処罰する理屈を提供するもの

ではない」。したがって、平成 21年決定のような事例では端的に暴行罪が成立し、「ただ一

体的把握による過剰防衛との評価も排除されないと解するのが妥当であろう」。「暴行罪の

                                                   
398 永井（勘）・前掲注（353）118-119頁。 
399 山口（厚）・前掲注（375）134-135頁、さらに同・前掲注（362）82-83頁。これに対

し、西田・前掲注（353）178頁は、不法・責任減少説からは行為の分析的評価をせざる

をえない、つまり過剰防衛の成立する部分とそうでない部分とを分けるように考えざるを

えないと批判するが、その根拠は明らかではない。 
400 勝本勘三郎『刑法要論 総則』（有斐閣、1913）248頁、小泉英一『刑法総論』（敬文堂

書店、1957）104頁、牧野英一『重訂 日本刑法 上巻』（有斐閣、1937）375頁。 
401 安田拓人「事後的過剰防衛について」川端他・前掲注（389）251頁。 
402 安田・前掲注（401）258頁。 
403 松原・前掲注（375）166頁も同趣旨か。また、山中・前掲注（289）532頁も、「防衛

行為が「1個の行為」であっても、違法性の段階で、第 1暴行は正当防衛、第 2行為は過

剰防衛とする理論的可能性についてはなお検討を要する」と留保している。さらに、井上

宜裕「判批」松原芳博編『刑法の判例〔総論〕』（成文堂、2011）88頁。 
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成立を認めるにとどめるというのは、第 2 行為のみを取り出して可罰的評価を加えること

をただちには意味しない。そうではなく、第 1 行為と第 2 行為を一体的に把握して可罰性

評価を加えるが、そのうち正当化される第 1 行為は不法から除かれるという引き算処理が

行われるにとどまるのである」404。その背景には、以下のような発想がある。平成 21年決

定のような事例においては、「正当防衛的な部分」も、分析的にみれば立派な「正当防衛に

よる行為」なのであり、全体として 1個の過剰防衛行為というのも、刑法理論上そのように

とらえているというにすぎない。「それゆえ、かかる一体的評価が刑法理論上のより上位の

原理に反するときは、たとえ一体的評価を許容する一般的な基準をみたしていたとしても、

なお一体的評価は許されないことになる。正当化される事態を引き起こしたことについて

は刑事制裁の中核的構造に照らしてこれを科しえないとか、「疑わしきは被告人の利益に」

の原則などがかかる原理としてあげられよう」。このように考えると、平成 21 年決定の事

案においては「暴行罪の過剰防衛を認めるほかない。それはすでに述べた上位の原理に反し

ない限りで一体的評価を行うということであるから、あくまで、第 1 暴行と第 2 暴行を一

体としてとらえ過剰防衛の成否を判断するということである」405。なお、山口厚も同様の処

理を述べているが406、同じ発想をとっているのかは明らかでない。 

 

2.3.2.2. 否定説 

近年では肯定説が多数を占めているが、昭和 34年の最高裁判決の登場以前は、否定説も

有力であった407。近年の見解では、内田文昭が事後的過剰への第 36条第 2項の適用を明確

に否定している。まず、内田は、BERNERの見解を援用して、正当防衛の逸脱は、恐怖・

驚愕に由来する「事前防衛」、激情に由来する「防衛過剰」、激怒・腹いせに由来する「事後

防衛」に 3分され、防衛過剰だけが正当防衛を前提とする過剰防衛であるとする。さらに、

「わが旧刑法 316 条は、身体・財産のための「防衛過剰」と「事後防衛」とを、情状によ

り、313条の「正当防衛」の例に照らし、「其罪ヲ宥恕スルコトヲ得」るものとしていたが、

明治 28年「刑法草案」49条 2項以来、「防衛過剰」だけが情状による減軽事由として、現

行刑法 36 条 2 項へと引き継がれ」たと説明する408。そして、「防衛行為の時間的逸脱」に

ついては、「防衛行為が、時間的に早すぎたり、急迫不正の侵害が終了した後に行われたり

した場合、ドイツではこれを「外に拡がる過剰防衛（extensiver Notwehrexzeß）」と呼ぶこ

とがある。ベルナーが指摘していたように、これらは、正当防衛たりえないが故に、過剰防

衛ともなりえないのである。また、これらが、防衛の「程度」を超えた場合に当らないこと

                                                   
404 小林・前掲注（375）61頁。 
405 島田聡一郎＝小林憲太郎『事例から刑法を考える〔第 3版〕』（有斐閣、2014）394-

397頁。 
406 山口（厚）・前掲注（362）57頁。 
407 成瀬・前掲注（33）20頁参照。 
408 内田・前掲注（300）105頁。 
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は明白であろう」409と説明する410。 

橋田久も、事後的時間的過剰に対する第 36条第 2項の適用を否定する。まず、過剰防衛

の刑の減免の法的性質との関係では、「36 条 2 項による刑の免除は違法減少の観点も加味

せずしては説明できないので、責任減少しかない外延的過剰では、少なくとも刑の免除は認

められない」。さらに、外延的過剰では急迫不正の侵害が終了している以上、相手方は「正」

であり、刑の減軽の余地もない。「外延的過剰の実体は復讐であって凡そ防衛の名に値せず、

「防衛」の程度を超えたとは言えないのである」。また、事後的時間的過剰を認めるなら、

事前的時間的過剰についても同様でなければならない。加えて、外延的過剰の限界はあいま

いであり、攻撃の終了後は一切適用を認めない立場のほうが、基準が明確である411。さら

に、「一体説は、正当防衛たる反撃行為を、その後の追撃行為を理由にこれと併せて違法な

過剰防衛とするが、これは遡及的な犯罪成立を認めるものと評することができ、支持し得な

い」。第 1行為が正当防衛から違法な過剰防衛となる結果、反撃行為に対する正当防衛が可

能になり、反撃行為のみに加功する第三者に犯罪が成立することになる412。このほか、過剰

防衛の刑の減免根拠を不法減少に求める山本輝之も、事後的時間的過剰には不法減少が認

められないことを理由に、これに対する第 36条第 2項の適用を否定する413。 

また、佐藤拓磨は独自の観点から事後的時間的過剰防衛を否定する。ただし、佐藤の見解

は、急迫不正の侵害の終了の認識を事後的時間的過剰の定義上の前提としている点で、完全

な否定説ではない。これによれば、まず、一連の行為の観点からは、「短時間の間に複数の

反撃・追撃行為があった場合には常に行為の 1 個性が認められることになりかねず、あま

りにも広い範囲で過剰防衛が認められてしまうのではないかという疑問が生ずる」。主観面

に着目して行為を分断すると、「量的過剰が問題となるのは、行為者に侵害の終了の認識が

ある場合であるから、防衛の意思を基準とするという考え方に従えば、量的過剰はおよそ認

められないという帰結に至ることになろう」414。これに対して、責任減少説からは、事後的

時間的過剰の理論的余地は残る。しかし、これには 3つの疑問がある。第 1に、急迫「不正

の侵害に対してまったく反撃行為に出ずに防御的行動に終始していた者が、侵害の終了直

後に、侵害の終了を認識しつつ、平静を失った状態で侵害者に攻撃を加えた場合」にも過剰

防衛が認められることになってしまうが、「これはまさに事後的復讐であり、過剰防衛を認

めるべきではないであろう」。第 2に、この場合と侵害前に反撃行為が行われている場合と

を比較すると、「後者の方が相手に与えたダメージの総量が大きいにもかかわらず、前者よ

                                                   
409 内田・前掲注（300）112頁。 
410 山本（輝）・前掲注（386）56-57頁。その他否定説として、津田重憲『正当防衛の研

究』（時潮社、1985）135-136頁、松宮・前掲注（6）144-145頁。また、佐久間・前掲注

（375）223-224頁も慎重な姿勢を示す。 
411 橋田久「外延的過剰防衛」産大法学 32巻 2/3号（1998）229-230頁。 
412 橋田・前掲注（411）234頁。さらに、同「量的過剰防衛――最高裁平成 20年 6月 25

日第一小法廷決定を素材として――」刑事法ジャーナル 16号（2009）26頁。 
413 山本（輝）・前掲注（386）56頁。 
414 佐藤・前掲注（241）199頁。 
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りも有利に扱われることに実質的な根拠があるのかという疑問」がある。第 3に、責任減少

を考慮する前提には行為者の帰責性があるが、「そのことは、侵害の継続を広く認めること

を根拠づける際に既に考慮済みではないかということである」415。 

 

2.3.2.3. 検討 

まず前提として再度確認されるべきは、立法者が第 36条第 2項について明確な制度構想

を持っていなかったのは確かであるとしても、強度的過剰と時間的過剰の双方を対象とす

る旧第 316条を引き継ぐとは明言している点である416。前述のように、内田は「明治 28 年

「刑法草案」49 条 2 項以来、「防衛過剰」だけが情状による減軽事由として、現行刑法 36

条 2 項へと引き継がれ」たとするが、そのような事実があるようには思われない417。さら

に、第 36条第 2項は刑の任意的減免を定めていることからも、広い適用範囲が予定されて

いると考えるのが自然だろう。また、前述のように、少なくとも大審院および下級審裁判例

には、急迫性消失後の行為に一連の過剰防衛を認めたものがある。 

それゆえ、事後的時間的過剰を否定する見解の側に相応の根拠が求められるというべき

だろう。第 1に、過剰防衛概念の分析を根拠に適用の排除を根拠づけることはできない。過

剰防衛は「防衛の程度を超えた行為」であるが、「程度」という日本語は「許容される限度、

適当と考えられる度合い」くらいの意味しかなく、これを「強度」に読み替える理由はない。

急迫不正の侵害に対して防衛するために「もはや」必要ではないのに行為に出たという日本

語は、さほど不自然ではないだろう418。また、第 2項の対象となる行為は、「程度を超えた

防衛」行為ではなく、「防衛の程度を超えた」行為であるから、この行為自体が防衛行為で

ある要請は文言のみからはそもそも導かれない。それゆえ、ドイツ刑法における過剰防衛概

念を援用して事後的時期間的過剰を否定する主張に対しては、その過剰防衛概念は第 36条

第 2項の前提とするものではないと答えることになる419。第 2に、「一体説は、正当防衛た

る反撃行為を、その後の追撃行為を理由にこれと併せて違法な過剰防衛とするが、これは遡

及的な犯罪成立を認める」という批判に対しては、安田のように追撃行為のみを過剰防衛と

                                                   
415 佐藤・前掲注（241）201-202頁。 
416 この点は、安田・前掲注（401）247頁や、吉川（友）・前掲注（241）221頁の指摘す

るところである。 
417 内田は、おそらく、富井による修正を受けるまで、各草案が「必要ナル程度ヲ超ヘ

〔エ〕タルトキハ」などとしていた点、この文言がドイツ刑法第 53条第 3項に由来する

と推測される点からこの結論を導き出しているものと思われる。しかし、この文言の段階

でも、すでに草案の説明書では旧刑法第 316条を引き継ぐ趣旨であることが明示されてい

るのであるから、これを明示されていない沿革上の背景を理由として否定するのは、成立

過程の理解として疑問が残る。 
418 高木・前掲注（52）306頁は、正当防衛の限界について、「必要ノ時間」という項目を

立てていた。 
419 なお、後述のように、ドイツ刑法学においても、事後的時間的過剰が過剰防衛に概念

上なりえないとする主張は、現在では有力ではない（安田・前掲注（401）244-247頁、

吉川（友）・前掲注（241）219-221頁）。 
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することで解決が可能であると言える。また、全体として一連の過剰防衛を認める構成も、

特に行為無価値論の立場から行為規範による刑法の行為規制機能を重視する見解に立たな

ければ420、事後的な観点からの事案処理として説明される余地もあるだろう421。第 3 に、

佐藤の批判に対しては、佐藤の第 1 の疑問が想定する事例のすべてにおいて「過剰防衛を

認めるべきではない」と言い切れるのか定かではない。過剰防衛ではないから単なる事後的

復讐なのであって、佐藤の言うように事後的復讐だから過剰防衛でなくなるわけではない

のである422。 

このように、刑法第 36条第 2項の下で、事後的時間的過剰の事例を過剰防衛からおよそ

除外する根拠は弱いように思われる。もっとも、肯定説にも課題は残る。一連の過剰防衛を

認める構成、つまり事後的時間的過剰の問題を「一連の行為論」により解決する見解に対し

ては、冒頭でも述べた疑問がある。第 1に、適法な正当防衛と違法な過剰防衛すら一連の行

為となりうるのに、違法な過剰防衛と同じく違法な単なる犯罪を区別する基準があるのか

ということである。すなわち、適法行為と違法行為という、法的観点からはもっとも決定的

な指標でさえ、行為の分断の基準とはならないのに、それ以外の単に自然的・社会的な事実

がこの基準となる法的根拠は明らかではない。第 2に、裁判例の検討で確認したとおり、事

後的時間的過剰が問題となる事例には様々なものがあり、これらの間に事実的観点からの

共通性がどこまであるのかは不明である。また、事後的時間的過剰部分にのみ過剰防衛の成

立を認める見解に対しては、安田の言う「防衛事象的性格」をどのように理解すべきかが問

題となる423。この点は、次の過剰防衛における行為者の内面の考慮につながる問題である。 

 

                                                   
420 たとえば、井田・前掲注（375）6頁。また、行為概念の検討を行った仲道祐樹も、井

田の見解を参照しつつ、行為者の意思への働きかけを通じた行為規範による法益保護を、

刑法の機能であるとする（仲道・前掲注（242）73-75頁）。この立場からは、行為時の判

断が重要であるから、当初は客観的に正当防衛状況が存在し、かつ少なくとも最初から過

剰を行う意思がない場合には、正当防衛が成立するとせざるをえず、これを事後の過剰行

為とあわせて一連の行為とすることはできないように思われる。 
421 この点は後述するが、ここでは橋爪・前掲注（8）114-115頁参照。 
422 これは佐藤の第 2の疑問にはなおさら当てはまる。佐藤は、「事後的復讐」の事例と均

衡しないから、急迫不正の侵害に対して防衛行為が行われていた事例も過剰防衛ではない

とするが、後者の事例は一般に過剰防衛と考えられている事例であり、むしろ事後的復讐

の事例（の一部）が過剰防衛であるように思われる。第 3の疑問に対しては、急迫性判断

と行為者の帰責性の問題は別のものであるとだけ指摘しておく。 
423 なお、小林憲太郎の見解は、結局のところ全体的評価と分析的評価のどちらが行われ

ているのか判明しない点で問題がある。その説明からは、全体的評価を行っているのだと

思われるが、平成 21年決定のような事例で第 1暴行が正当防衛に見えるのは、小林も述

べているように「分析的にみれば」である。「上位の原理に反しない限りで一体的評価を

行う」という主張は、これだけを読めば、上位の原理に反しない限りで一体的（全体的）

評価を行い、反する場合は分析的評価を行うという趣旨に見える。しかしそうではなく、

小林の主張はいわば「修正された一体的評価」なのであるから、その内実と根拠の理論的

説明が求められる。 
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2.3.3. 行為者の内的事情 

 

2.3.3.1. 防衛の意思と過剰防衛の関係 

学説の大半は、責任減少を基礎づけるために、正当防衛状況の認識を要求する。この事情

は、正当防衛において防衛の意思を要求しない立場でも同様である。 

 正当防衛について防衛の意思を要求する立場は、過剰防衛における防衛の意思について

特に言及しないため、基本的には両者を同じように考えているものと推察される424。この点

を明確に述べているのは、小野晃正である。小野によれば、過剰防衛は正当防衛を前提とす

るところ、両者は「いずれも急迫不正の侵害を契機とした防衛の意思に基づく行為であるた

め、①防衛者には自己の法益を防衛する限度で「法秩序の防衛」が認められる。他方、②侵

害者は自ら否定した法益保護を要求できず、その要保護性も低減する」。正当防衛から過剰

防衛に転化した場合における防衛行為の個数は、不法減少と責任減少の両面から考察され

る必要があるが、「違法性評価においては、行為者がどのような意図から攻撃に出たかも検

討しなければならない。この点、防衛行為は、自己の法益を防衛しつつ、「法秩序の防衛」

という適法状態の実現に向けた防衛意思に導かれている。すなわち、主観面における防衛行

為の 1個性は、かような防衛意思の継続性に基づく」425。また、長井圓は、「行為者は、自

己又は第三者が「急迫不正な侵害」を受けていると誤認するときには、退避可能でない限り

は、「防衛のために」自己又は第三者の法益保全に向けた行為を余儀なくされる。すなわち、

行為者は、退避・受忍または反撃の二者択一を「強制される心理状態」にある。このように

「防衛の意思」が存在したという事情、つまり急迫不正な侵害を「認識」（誤認）したこと

に由来する対応行為の「心理状態」自体が、責任減少事由になる」426とする。 

近年では、おもに時間的過剰における行為者の心理状態をめぐって、正当防衛と過剰防衛

の間の防衛の意思の内容の相違が論じられている。たとえば、安田拓人は、「確かに、侵害

が既に終了している以上、同時的には、その認識（およびこれに対応する意思）としての防

衛の意思はありえないが、ここで重要であるのは、当該行為が防衛の意思に動機づけられた

防衛行為として開始され、その動機の同一性・連続性ゆえに、防衛事象的性格がなお維持さ

れているか否かなのである」427とする。また、髙橋直哉も、防衛の意思について、「これを

正当防衛の成立要件としての防衛の意思と同視すると、急迫不正の侵害が終了したことを

認識しながら反撃行為を継続する場合には、急迫不正の侵害に関する認識が欠けるため防

衛の意思は否定されるということになろうが、そうだとすれば、……量的過剰防衛を認める

                                                   
424 たとえば、団藤・前掲注（3）242頁は、「もともと正当防衛になりえないようなばあ

いには、過剰防衛ということもありえない」として、前述最高裁大法廷昭和 23年 7月 7

日判決を参照する。 
425 小野（晃）・前掲注（241）112-113頁。 
426 長井・前掲注（389）220頁。 
427 安田・前掲注（401）260頁。 
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範囲が狭くなり過ぎるように思われる」428。「むしろここで重要なのは、認識の側面よりも

意思の側面ではなかろうか」と指摘する。同様に、吉川友規も、時間的過剰概念を肯定する

のであれば、その際の過剰性の認識とは自己の行為が時間的に超過することの認識を当然

に含んでいるはずであり、正当防衛状況の不存在の認識が存在していることだけで防衛の

意思を否定することは適当ではない。「このように考えると、過剰防衛の際に要求されてい

る「防衛の意思」とは、正当防衛の要件としての「防衛の意思」の内容とは異なることにな

るだろう。そうすると、防衛の意思にとって重要となっているのは、正当防衛状況について

の認識の側面よりも、意思の側面なのであって、防衛者の認識がおよそ防衛のために行って

いるという意思を超えないかぎりは、防衛の意思の存在を肯定しても良いように思われる」

429として、時間的過剰における防衛の意思の特殊性に言及する。実務家の側からも、遠藤邦

彦は、「侵害の終了を認識していれば、反撃の必要性はないことを認識していたといえる場

合が多いであろうが、前述した防衛の意思に関する判例理論を踏まえれば、侵害の終了の認

識と防衛の意思の消失とは直結するものではない。また、侵害終了の認識といっても、攻撃

の再開に関する予測的判断という面もあって、侵害の終了を認識しても防衛行為的心情は

継続するということはあり得ることである」430としている。 

 正当防衛について防衛の意思を要求しない立場も、過剰防衛の法的性質を責任減少とす

ることから、こちらについては正当防衛状況の認識としての防衛の意思が必要であるとす

るものが多い431。たとえば、内藤謙は、「過剰防衛において恐怖・驚愕・興奮・狼狽などの

心理的異常状態に陥るときには、その前提として、正当防衛状況を認識していることが必要

である。したがって、正当防衛の成立要件としては防衛意思を不要と解するが、過剰防衛と

して刑の減免が認められるためには、急迫不正の侵害の事実の認識、すなわち防衛の認識と

いう意味での防衛意思が、責任減少の前提として必要であると解することになる」432とす

る。これに対しては、正当防衛に防衛の意思を要求しない立場と一貫しないという指摘がな

されているが433、違法性と責任で考慮される事情が異なるのは当然であるから、批判として

さほど根拠のあるものではない。 

さらに、山中敬一は、前述のように、「心理的例外状態において正当防衛状況の存在を認

識して防衛行為として行動する者は、法確証を動機としながら限界を超えてしまった者で

ある。このような行為者には、正当防衛状況の認識が、法確証の動機となっている」434と、

意的要素を含めた防衛の意思（防衛の動機）を要求しているように見える。このような見解

                                                   
428 髙橋直哉「複数の反撃行為と過剰防衛の成否」駿河台法学 26巻 2号（2013）48頁。 
429 吉川（友）・前掲注（241）224-225頁。 
430 遠藤（邦）・前掲注（241）156頁。 
431 浅田・前掲注（18）238頁、小林・前掲注（375）59頁、西田・前掲注（353）178

頁。 
432 内藤・前掲注（18）352頁。 
433 津田重憲『正当防衛と緊急救助の基本問題』（成文堂、2012）134-135頁。 
434 山中・前掲注（289）535頁。 
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からは、正当防衛状況にある者が、相手方の侵害を認識しつつ、かつ自身が正当防衛状況に

あるとは思っていない場合には過剰防衛は成立しないことになるだろう。たとえば、警察官

の行為に対して、これを適法な行為、自らの行為を違法と思いながら反抗したものの、実は

警察官の行為は行為者の認識外の事実を理由に違法であった、ただし行為者の行為も正当

防衛の限界を超えてしまったという場合である。この場合には、相手方の侵害を認識してい

るという点で責任減少の最低限の基礎はあるが、自らの行為を違法と誤信している点で、法

確証の動機は存在しない。また、防衛の意思を要求するそれ以外の見解を前提としても、責

任の一般理論からすると、自らの行為を最初から違法と意識している点で反対動機の形成

可能性は大きいため、責任減少は小さいと評価されるので、過剰防衛の成立に必要な責任減

少を根拠づけうるのかが問題となるだろう。 

 以上に対して、正当防衛について防衛の意思を要求せず、過剰防衛の法的性質を不法減少

または不法あるいは責任のどちらか片方の減少で足りる（択一的併用説）と考える場合、過

剰防衛についても防衛の意思は要求されないと考えることもできる。たとえば、不法減少説

に立つ町野朔は、責任減少説に立つ平野龍一の立場を「著るしく主観化することになる」と

批判し、「ともかく急迫不正の侵害者の法益を侵害することによって正当な者の利益が維持

されたという防衛効果が生じたという点で、違法減少を認めることができる。現行法の趣旨

は、この違法減少をとらえて、これに刑の減免を与えうることにしたのである」435とする

が、この立場からは防衛の意思は一切不要と結論づけられることになるだろう。さらに、中

山研一も、過剰防衛の不法減少的側面に着目する必要があるとした上で、「むしろ、違法減

少説からは、主観的意思にかかわらず（たとえ過剰を「意図」したとしても）過剰防衛たり

うるとする方向が主張されうるであろう」、「防衛の意思不要説からすると、過剰防衛におい

ても、違法性の減少は意思にかかわらないというべきであろう」とする436。 

 

2.3.3.2. 過剰防衛における行為者の内的事情の考慮 

正当防衛における防衛の意思について、攻撃意思の併存の余地を認めない見解はない。責

任減少の根拠となる精神状態については、盗犯等防止法第 1 条第 2 項や改正諸草案を念頭

に、「恐怖・驚愕・興奮・狼狽」がしばしば言及されるが、激怒といった強壮性情動や積極

的加害意思について立場を明らかにする者は少ない。これらをはっきりと除外する見解と

して、小林憲太郎は、違法性の減少だけで過剰防衛と評価するには十分としつつ、より重要

な側面として「恐怖、驚愕、狼狽等、非強壮性情動に類する状態にあるという意味における

責任の減少」に触れた上で、「激昂してもっぱら攻撃意図からやりすぎたというのであれば

責任は減少しないことになる」437と説明する。吉田敏雄は、ドイツ・オーストリア刑法学を

                                                   
435 町野・前掲注（385）52頁。 
436 中山・前掲注（375）284-286頁。林（幹）・前掲注（17）201頁、松原・前掲注

（375）165頁も同旨か。 
437 小林・前掲注（375）59頁。 
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参照しつつ、「怒り（Zorn）、憤怒（Wut）、激怒（Empörung）、復讐心（Rache）、憎悪（Hass）

といった攻撃的性質を有する強壮性情動に起因するとき、過剰防衛規定の適用はない」と断

言する438。松宮孝明も、「判例が「防衛の意思」を否定する場合というのは、たいてい、客

観的に過剰な反撃行為について、それが責任減少と評価すべき恐怖・驚愕・興奮・狼狽等に

基づかず、かえって同情に値しない報復感情などに支配されたものであったときに、刑の減

免を否定する場合なのである」439として、責任減少と虚弱性情動の内在的な関係を示唆する

440。情動に関する言及ではないが、平野龍一は、「過剰な侵害を「意図」していたときは、

もはや刑の減軽又は免除の余地を認める必要はなく、過剰防衛・過剰避難にもあたらないと

するべきであろう」441とし、このような帰結は法的性質を責任減少とすることから導かれる

と理解するものもある442。曽根威彦も、「過剰な侵害を「意図」したときは、もはや刑の減

免を認める必要はなく、そもそも過剰防衛にもあたらない。なぜなら、その場合はこれを緊

急状況における行為として特別な扱いをする必要がなく、従って緊急行為と称することも

できないからである」443とする。 

これに対して、初期の段階で激怒等にも第 36条第 2項の適用の余地を明示的に認めてい

たのは、牧野英一であった。牧野の説明は急迫不正の侵害終了後の加害（現場加害）と交錯

しているが、それによれば、「わたくしは、現場加害は、人に免れがたい復讐心の或現われ

として、多くは宥恕すべきものであり、場合に依つては、相当に理由あるものとすべきこと

もあつて、尊重すべきでさえあることがある、と考える。……わたくしは、過剰防衛の規定

に現場加害を加えて考えないのは、事態の較量において衡平を得ないものがあると信ずる

のである。わたくしは、ここに、事物の人間性ということを考えるのである」444。「わたく

しは、現場加害に関するわが旧刑法の規定を以つてむしろ甚だ常識的なものと考えるので

あるし、刑法第 36条の過剰防衛の規定は、それを特に改めたものと見る理由はないと考え

ているのである。フランス刑法の註釈家は、憤怒に因る行為は、その心理状態において、性

質上宥恕せられるべきものと説いて怪しまないのであり、事後の行為たることは、それを妨

げるものでないとしている」445という。また、斎藤信治は、正当防衛の防衛の意思に関する

記述の中で、一連の過剰防衛を認めた最高裁昭和 34 年 2 月 5 日判決について、「正当であ

ると思われるが、このような場合、急迫の侵害がなくなった後に、すでに過去のものとなっ

た侵害に対する忿懣を晴らす意思で追撃がなされていることはむしろ普通であろう。そし

て、そういう場合でも過剰防衛を認めうるのであれば、急迫の侵害のある時点で、それを認

                                                   
438 吉田・前掲注（353）245頁。 
439 松宮・前掲注（6）147頁。 
440 津田・前掲注（410）174頁も同旨か。 
441 平野（龍）・前掲注（1）247-248頁。同様の見解として、井田・前掲注（375）287-

288頁。 
442 堀内捷三『刑法総論〔第 2版〕』（有斐閣、2004）161-162頁。 
443 曽根威彦『刑法における正当化の理論』（成文堂、1980）207頁。 
444 牧野英一「過剰防衛と法律の錯誤」法曹時報 3巻 10号（1951）7頁。 
445 牧野・前掲注（444）9頁。 
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識しつつ、ただむしろ過去・従来のことについての忿懣を晴らす等の意思で過剰な反撃をし

た場合にも、なお過剰防衛を認めてよいのではなかろうか」。「侵害者に対し過去・従来のこ

とで忿懣等をもっていたり、かねての憎悪の念をもっている場合には、相当の程度を超えた

反撃をしてしまうことが多いと思われ、また、刑の減免は適当ではないことも――ことに然

るべき理由なく忿懣等をもっていて、それがため強烈な反撃をした場合――多いと思われ

るが、過剰防衛と認めても刑の減免は必要的でないから、強いて過剰防衛でもないとする必

要もないと思われる」446とする。さらに、内藤謙は、「右の意味の防衛意思（防衛の認識―

―筆者注）が存在し、前述のような心理的異常状態にあったときは、それに積極的加害意思

が併存していても、過剰防衛としての刑の減免の余地が必ずしも否定されるわけではない

と解するのである」447とする。また、前述のように、日独の過剰防衛規定の制定過程の検討

を行った横内豪も、「過剰防衛の刑の減免の付与の判断基準としては、情動の存在という事

実的側面に着目すべきであるように思われる。（本文改行）しかし、それは、責任減少説が

しばしば主張するような恐怖などの虚弱性情動に限定する必要はないと思われる」448とす

る。このほか、強壮性情動に関係する主張ではないが、佐久間修は、「たとえ犯人が怜悧な

計算にもとづいて行為したときにも、過剰防衛の範疇から除外する必要はないとおもう」449

とする。 

 事後的時間的過剰における行為者の精神状態を考える際に、前述の過剰防衛における防

衛の意思の内容と交錯して、この問題は先鋭化する。というのも、事後的過剰行為時点では

定義上急迫不正の侵害が存在しないため、その際に防衛状況の認識はありえないからであ

る450。これに関して、安田拓人は以下のように述べる。「事後的過剰を過剰防衛と捉えるた

めには、その部分につき防衛事象的性格が認められることが不可欠であるが、それには、当

初の不正の侵害に対応する意思に起動された行為としての性格が維持されていることで十

分であろう」。確かに、侵害の認識およびこれに対応する意思としての防衛の意思はありえ

ないが、ここで重要であるのは、当該行為が防衛の意思に動機づけられた防衛行為として開

始され、その動機の同一性・連続性ゆえに、防衛事象的性格がなお維持されているか否かで

ある。「これに対し、侵害がすでに終了した後に、そのことを認識しながら攻撃に及ぶ場合

には、事後的過剰部分は、もはや先行する侵害に向けられたものと理解することはできず、

事後的復讐としての意味しか認められない」451。「事後的過剰防衛の場合における期待可能

性は、事後的過剰が防衛事象的性格をもつことを考慮に入れたうえ、法益侵害が少なければ

                                                   
446 斎藤信治「正当防衛」西原春夫＝宮澤浩一＝阿部純二＝板倉宏＝大谷實＝芝原邦爾編

『判例刑法研究 2 違法性』（有斐閣、1981）91-92 頁。同じく、斎藤・前掲注（375）

186-187頁。 
447 内藤・前掲注（18）352頁。同様の見解として、中山・前掲注（375）268頁。 
448 横内・前掲注（32）256頁。 
449 佐久間・前掲注（375）223頁。 
450 なお、佐藤・前掲注（241）176頁は、行為者が侵害の終了を認識していることが量的

過剰（事後的時間的過剰）の前提であるとするが、本稿は特にそのような限定はしない。 
451 安田・前掲注（401）260頁。 
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少ないほど、また、それが虚弱性情動に基づく割合が高ければ高いほど、より緩和されるこ

とになる」452。もっとも、このように防衛の意思を機軸とする判断に対しては、橋爪隆が以

下のような批判を行う。「防衛意思の連続性を厳格に要求するのであれば、行為者が侵害の

終了を認識していない場合に限って、追撃行為に防衛意思が認められることになる。しかし、

かりに防衛行為の一体性判断をこのような場面に限定するのであれば、量的過剰という概

念を認めた実益は失われてしまうだろう」。「量的過剰という概念を、防衛行為者が勢い余っ

て、とっさに時間的過剰に至った場合をカバーするものとして把握するのであれば、侵害の

終了を認識している場合であっても、なお量的過剰を認めることは不可能ではないように

も思われる」。「そして、このような場合にも量的過剰を認めるのであれば、侵害終了後にも

侵害排除意思（＝防衛意思）が連続していることは、量的過剰を認めるための不可欠の前提

ではないことになる。もちろん、侵害の終了を認識しながらも、恐怖心や不安から追撃行為

に出る場合には防衛意思が維持されていると表現することは自由であるが、そこにいう防

衛意思とは、通常の正当防衛状況における防衛意思とは異なった内容を含んでいるのであ

る」453。 

 

2.3.3.3. 検討 

まず、過剰防衛の成立に責任減少を基礎づける事実の存在を要求する立場からは、多くの

見解が指摘するように、最低限、過剰防衛行為者が侵害の存在を認識していた必要があるだ

ろう454。 

もっとも、急迫する侵害が不正であることまで認識（意識）していた必要があるのかは、

別問題である。確かに、物理的に急迫する侵害は、これを避けるように行為者を動機づける

ため、一定の責任減少の基礎となりうる。しかし、侵害の強さや行為者の気質を捨象すると、

不正であることを認識している場合には、その認識がない場合と比べて、適法行為の期待可

                                                   
452 安田・前掲注（401）267頁。なお、同「判批」西田典之＝山口厚＝佐伯仁志編『刑法

判例百選Ⅰ総論［第 6版］』（有斐閣、2008）51頁は、「現行刑法 36条 2項の適用を虚弱

性情動による場合に限定しうるかには、なお検討が必要であり、強壮性情動に基づく反撃

でも、それが同時に心理的に追いつめられ、他にとるべき手段がない状態でのものであれ

ば、端的に他行為可能性の減少に基づく責任減少は認められてもよいのではないかと思わ

れる」としており、「防衛事象的性格」が厳密に虚弱性情動と結びつけられているわけで

はない点に注意が必要である。その他、「防衛事象的性格」に特に言及する見解として、

佐伯（仁）・前掲注（274）175頁、髙橋・前掲注（428）51-52頁。 
453 橋爪隆「防衛行為の一体性について」井上正仁＝酒巻匡編『三井誠先生古稀祝賀論文

集』（有斐閣、2012）100-101頁。 
454 なお、脳科学の見地からは、「気づかれていない刺激、あるいは、気づいてはいるが記

憶に留められていない刺激は無意識のうちに情動的行動と内臓反応を引き起こす」（ルド

ゥー・前掲注（23）357頁〔湯浅茂樹訳部分〕）こともありうると言われる。もっとも、

科学的な実験の場面はともかく、現実の過剰防衛事例において、終始侵害を認識しないと

いうことはほとんど想定できないから、認識が先か情動の生起が先かという機序の問題は

あるにせよ、侵害の認識を責任減少の必要条件にすることは許されるように思われる。 
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能性は一般により小さくなるように思われる。なぜなら、まず、期待する法秩序の観点から

すると、不正であることを認識している行為者のほうが相対的に優遇に値すると考えるの

は、率直にもっともらしいように思われるからである。また、期待される行為者の観点から

も、一般論としては、相手が不正であることを意識しているほうが反撃行為に出る際の精神

的負担は軽く、義憤の念が行為を後押しすることすらあるように思われる。ただし、いずれ

にせよ、これらの期待可能性の考慮は一般論にすぎず、個々の事例においてはむしろ侵害の

切迫性や強度、行為者の実際の興奮・動揺の状態のほうが決定的な指標となるだろう。それ

ゆえ、不正であることの認識（意識）を求めるのであれば、責任減少を基礎づける事情の不

存在からではなく、過剰防衛制度そのものからこれが求められると説明することになる455。 

また、多くの論者は、「恐怖・驚愕・興奮・狼狽」という精神状態に言及している。盗犯

等防止法第 1 条第 2 項の判例について確認したとおり、古い判例は興奮と激怒を同視して

いたのだが、過剰防衛で上の精神状態にのみ言及する見解が、これを念頭に置いているのか

は必ずしも明らかでない。問題は、過剰防衛の法的性質を責任減少とすることから、このよ

うな限定を根拠づけられるのかである。同じ疑問は、過剰な侵害を意図した場合には責任減

少が認められないため過剰防衛が成立しないとする見解にも妥当する。まず、前提として、

行為者の適法な態度への動機づけの可能性（反対動機の形成可能性）という規範的責任概念

の出発点からは、動機づけへの圧力の量のみが問題となり、その質は問われないので、原則

的にはこのような限定を基礎づけることはできない。ただし、規範的責任概念を実質的に考

察すると、「期待する主体としての国家と期待される相手方としての国民とが与えられた行

為事情の下に於て示すところの緊張関係」という構造に導かれ、「主体としての国家の要請

は、同一の時代、同一の刑法典の中にあっても常に同じ強さをもつものではない」という事

実を見出すこととなる456。そして、期待可能性の標準に関する国家標準説からは、このよう

な限定を根拠づける余地があるとされる。平野によれば、「期待可能性は程度の問題であり、

しかもそれは必ずしもすべての犯罪、すべての状況を通じて量的に一律のものではない。そ

れは期待する主体と期待される客体との緊張関係であり、主体は、犯罪が重いか軽いか、反

撃が恐怖によるものか、憤激によるものか、あるいは同種の行為を防止する必要がどの程度

あるかなどにより、ある場合には強く、ある場合には弱く期待することもありうる」457とす

                                                   
455 ここでは侵害の不正性の認識に焦点を当てたが、厳密に言えば、行為者が自己の行為

を違法と意識していたか否かも同じような考察を導く。それゆえ、①侵害の不正を認識し

自己の違法性を意識していない場合、②侵害の不正性を認識し自己の違法性を意識してい

る場合、③侵害の不正性を認識しておらず自己の違法性を意識していない場合、④侵害の

不正性を認識しておらず自己の違法性を意識している場合が考えられる。そして、これら

の事例のそれぞれにおける責任減少の大小を論じても、結局、そのような一般的な考察

は、個々の事例において責任減少を具体的に基礎づける諸事情の評価に劣後すると言わざ

るををえない。 
456 佐伯千仭「刑法に於ける期待可能性の思想 増補版」『責任の理論 佐伯千仭著作選集 

第 3巻』（信山社、2015）257-258頁。 
457 平野（龍）・前掲注（1）278頁。 
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る。これを参照しつつ、安田は、「情動が虚弱性のものか、憤怒、激怒等の強壮性のものか

により、法規範の立場からの違法行為抑止への期待の寛厳が異なることは認められてよい

であろう」458とする。 

このような虚弱性情動への限定に合理性があるか否かについては、ドイツ刑法の検討に

結論を待つこととするが、ここでは、仮にその限定に合理的な根拠があっても、若干の問題

を生じさせることを指摘する。第 1に、虚弱性情動と強壮性情動との区別は、容易に性格責

任または行状責任の追及につながる459。第 2 に、期待可能性判断一般にも同じことが妥当

するのであれば、きわめて情緒的・心情的または道徳的・倫理的な契機が、責任の有無・程

度の判断に混入する。実際に、平野の責任観はこのような傾向にあり、それがもっとも明瞭

に現れているのは、中止犯における責任減少説の説明である460。第 3 に、この点は特に過

剰防衛に関する指摘として強調されなければならないのだが、「防衛事象的性格」として虚

弱性情動の側面を強調することは、間接的に正当防衛にも影響を与えかねないということ

である。なぜなら、防衛行為性は正当防衛にも過剰防衛にも共通の性格だからである。事実、

遠藤邦彦は、「急迫不正の侵害を惹起した者の法益保護の必要性は、急迫不正の侵害終了後

も、後述する防衛事象的性格が継続する限度では、なお低下していると考えることは可能で

あるから、急迫不正の侵害が終了すると、違法性の減少が一切認められないというものでも

ないであろう」461とする。つまり、このように防衛事象的性格が不法減少にも関連すると考

えられているとすれば、過剰防衛における不法減少は正当防衛の残滓そのものであるから、

防衛事象的性格の議論は正当防衛に影響を及ぼすことになるのである。そして、防衛行為に

ついて虚弱性情動を強調することは、正当防衛のイメージ形成に影響し、抑制的な判例の正

当防衛の運用と実務家の正当防衛観を裏づけることになりかねないだろう。 

 

 

2.3.4. 盗犯等防止法第 1条 

判例の検討においては、第 1項と「やむを得ずにした」の解釈、第 2項と「宥恕すべき事

                                                   
458 安田・前掲注（401）266頁。 
459 その性格責任の内容は必ずしも明らかではないが、小林憲太郎は、過剰防衛等におけ

る期待可能性の減少について、「そこで想定されている責任減少とは、パニック状態によ

る動機づけの可能性の減少や違法減少の認識による性格責任の減少、さらには情動の非強

壮つまり虚弱性による性格責任の減少などの総体にすぎない」（小林憲太郎『刑法的帰責 

フィナリスムス・客観的帰属論・結果無価値論』（弘文堂、2007）117-118頁）としてい

る。なお、本稿としては、性格責任を、違法行為に出る自らの一般的傾向について、行為

者が所定の刑罰や処分を受けることを根拠づける、行為者の社会に対する負担と理解して

いる。 
460 「責任減少説によるならば、「自己の意思による」といっても、ただ自分の意思だとい

うだけではなく、悔悟その他の倫理的に是認すべき動機によった場合に限るのが自然であ

ろう」（平野（龍）・前掲注（1）333頁）。 
461 遠藤（邦）・前掲注（241）148頁。 
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情」の内容、および両項と過剰防衛の関係を確認した。学説上議論されているのは、第 1項

と「やむを得ずにした」の解釈および第 2 項と過剰防衛の関係である。第 1 項と過剰防衛

については、第 1項の不処罰に制限を加える見解からは、その制限を超過した場合、行為が

過剰防衛となる点に特に争いはないものと思われる。また、第 2項において要求される「宥

恕すべき事情」については、恐怖等の強度を意味するものと理解され462、それほど問題視さ

れていないようである463。 

 

2.3.4.1. 第 1項と「やむを得ずした」の解釈 

盗犯等防止法第 1条第 1項については、「(1)単に刑法 36条 1項の正当防衛の一例を例示

した解釈規定にすぎない（拡張規定ではない）とする見解と(2)正当防衛の要件を拡大・緩

和したものであるとする批判的見解（現在の通説）とが対立している」464とされ、さらに、

後者について、条文の文言を充足すれば端的に不処罰が認められるという見解（非限定拡張

説）と、刑法第 36 条第 1 項の意味における「やむを得ずにした」（現代用語化以前は「已

ムコトヲ得サルニ出タル」）という要件は不要であるが、より緩和された相当性は必要であ

るという見解（限定拡張説）が並立している465。 

 本項を解釈規定とする見解は、立法当局によるものであると説明されているが、この理解

が不正確であることは前述した。繰り返すと、当局の説明によれば、本項の趣旨は、①第 1

号から第 3号の事例においては「急迫不正ノ侵害」があったものとする、②自己または他人

の身体、生命または貞操に対する現在の危険を排除するために行った殺傷は「已ムコトヲ得

サルニ出タル行為」とするということである。当局が解釈規定であると言っているのは、刑

法第 36条第 1項の本来の解釈が本条項の結論を導くという趣旨である。それゆえ、限定的

な解釈を行っていた判例・学説からすれば本法は拡張規定に他ならない。したがって、本来

的には、非限定拡張説が当初の立法趣旨に即した理解なのである。 

 非限定拡張説は、所定の要件に加えて「已ムコトヲ得サルニ出タル」かどうかまたは防衛

行為の相当性の判断を行う必要はないとする見解である466。これは、成立当初の批判的見解

がその不合理性を示すために強調した解釈でもあった。たとえば、瀧川幸辰は、「第 3に防

衛行為の程度は、刑法によれば「已ムコトヲ得ザル
マ マ

」もの、即ち侵害を防衛するにつき相当

と認められるものであることを必要とし、盗犯防止法によれば殺傷の程度に達する行為が

無条件に是認される」。「換言すれば、刑法 36条の正当防衛は「已ムコトヲ得ザル
マ マ

」限度に

                                                   
462 団藤・前掲注（3）244頁、内藤・前掲注（18）402頁。 
463 もっとも、後述のように、伊藤他・前掲注（143）285頁〔中谷瑾子執筆部分〕や山

中・前掲注（289）545頁は、期待可能性がないのであれば、本項の規定がなくとも責任

が阻却されるのであるから、本項をわざわざ規定する必要はなくなるとする。 
464 伊藤他・前掲注（143）260頁〔中谷瑾子執筆部分〕。 
465 内藤・前掲注（18）392-393頁。なお、第 1項についても不処罰の法的性質を責任阻

却とする見解として、飯田・前掲注（375）101頁。 
466 非限定拡張説として、平出禾『刑法総論』（酒井書店、1973）116頁。 
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おいて認められるに過ぎないが、盗犯防止法のそれは、盗犯防止などが生命・身体・貞操に

対する現在の危険を伴ふことを条件として、犯人を殺傷する程度において認められる。正当

防衛において重要なことは、防衛行為が如何なる程度において許されるかといふ点である。

即ち、正当防衛の効果が第一義的である。この意味において、盗犯防止法の正当防衛は、刑

法のそれの拡大化であるといはねばならない」467。また、吉川経夫も、本法の合理性自体に

強い疑義を示しつつ、「問題の条項は、犯罪成立を阻却する事由を定めたものである。これ

に明文以上の要件を付加することは、本判決（大阪高裁昭和 50年判決――筆者注）もいう

ように、罪刑法定主義の趣旨に反するおそれさえある」。「盗犯等防衛法 1 条 1 項は、本来

正当防衛にあたらないものまでをも正当防衛として処理しようとする一種の犠牲を定めた

ものである」とする468。さらに、非限定拡張説とほぼ同じ理解を、しかしながらまったく逆

に肯定的評価から採用するのは、藤木英雄である。藤木は、一定の相当性を要求する通説に

対して、「本条を正当防衛の解釈規定とする以上そのような解釈もやむを得ないところであ

るが、しかし、この点を強調しすぎると、盗犯等に対する善良な市民の正当防衛権の発動を

安固ならしめるという立法の趣旨が没却されるきらいがあるので、いちじるしく相当性を

欠くことが明白である場合のほかは、一応殺傷行為について相当性ありと解するのが穏当

である」と述べ、相当性の欠如を理由に本条項の適用を排除した判例について「疑問がなく

はない」と評価する469。教科書では、より端的に、「しかし、市民が正当防衛権を躊躇なく

行使できるようにする、という本来の立法理由からすれば、同条の形式的要件を満足する限

り正当防衛とみなされると解するのが、正しい理解のあり方だろう」470とする。吉田宣之

も、緩和された相当性を要求する見解には正当防衛論上の欠点と罪刑法定主義違反の疑義

があるとした上で、理論的正当性は相当性を要求しない立場にあるとし、各要件の厳密な認

定を行えば実際の不都合は生じないとする471。 

 これに対して、現在の通説とされるのは、法文を形式的に充足したことに加えて一定の制

限を行う、限定拡張説である472。その先駆けとなったのは、前述のとおり、第 1項は「苟く

も其の現在の危険を排除する為の殺傷であれば、総て正当防衛の行為であるといふ如く解

される虞がある。併しながら、斯の如く解することは全然正当防衛の本義に反する。事の性

質上、犯人を殺傷することが其の場合の事情に照し、倫理的に是認せらるる場合、解り易く

                                                   
467 瀧川・前掲注（150）217頁。 
468 吉川（経）・前掲注（167）162頁。 
469 団藤・前掲注（177）255-256頁〔藤木英雄執筆部分〕。 
470 藤木英雄『新版 刑法』（弘文堂、1978）76頁。 
471 吉田宣之「判批」判例時報 1661号（1997）205頁および 210頁。 
472 限定拡張説として、朝倉・前掲注（353）203-204 頁、伊東・前掲注（375）202頁、

内田・前掲注（300）117頁、川端・前掲注（9）59-60頁、荘子・前掲注（271）243-244

頁、内藤・前掲注（18）395-397頁、中山・前掲注（375）287頁、西田・前掲注（353）

186頁、前田・前掲注（384）281頁、山口（厚）・前掲注（375）135-136頁。なお、佐

伯（仁）・前掲注（152）138頁は「やむを得ずにした」という要件を充たす必要があると

するのを立法当局の見解とし、緩やかな相当性を要求する。 
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言ひ換ふれば、其の相当なる場合に於てのみ正当防衛として犯罪の成立を阻却するものと

解さねばならぬ」473とした小野清一郎であった。その後も、たとえば、中谷瑾子は、「ただ

本条項には「已むことを得ざるに出でたる」という明文を欠いているが、違法性阻却事由と

いう性質上、形式的に本条項に該当し、違法性を阻却されるように見えても、実質的に違法

性ありとされる場合もある」。「このように本法における正当防衛成立の要件にしぼりをか

けることは、前述の立法批判に対しても相当であり、いわゆる「斬捨御免」の危惧は単なる

杞憂に終らせたともいえる」474と注釈を行う。川端博も、「たしかに、正当防衛権の行使の

容易化という立法趣旨を強調すれば、藤木博士の所説のように解することにも相当の理由

があるといえる。しかし、あくまでも正当防衛行為としての正当化をみとめるものである以

上、やはり正当防衛行為に内在する相当性の原理はみとめられなければならないだろう。そ

の原理をみとめたうえで、それを「緩和」したところに本法の意義があるということになる」

475とする。このように、防衛行為の相当性の程度を緩和するというのが一般的な限定拡張説

なのだが、山中敬一はこれとは異なる本説を主張する。それによれば、「この規定こそは、

沿革上も、昭和 5年当時いまだ、相当性の制約は、解釈上、正当防衛に内在する一般的制約

であって、「已むことを得ざるに出でたる」の要件から導かれるものではないと認識されて

いたことから、相当性の制約を外すものではないと理解されていたことを示すものという

べきである」。そして、「この規定は、「やむを得ずにした」行為、すなわち防衛の「必要性」

のある行為である必要はないが、正当防衛の内在的制約には服するということを明らかに

した規定であると解すべき」であるから、「最小限度手段性」と「防衛適合性」の要件が緩

和されるものの、正当防衛に内在する制約は受けるため、保全法益と侵害法益の両法益侵害

の危険に「著しい不均衡」が存在する場合には適用がないとする476。 

 これらのほか、旧刑法第 315 条およびその母法たるフランス 1810 年刑法典第 329 条と

の関連を指摘する見解もある。たとえば、団藤重光は、「しかし、形式的にこの要件を充た

しても――違法性の本質から考えて――具体的事情によっては違法性の阻却されないばあ

いがあると解しなければならない。これは刑法 36条のばあいとおなじことである。フラン

ス刑法 329 条の解釈としては、現在では、正当防衛の――反証を許す――推定はあるにす

ぎないと解されるようになっていることが参照されるべきである」477とする。しかしなが

ら、この説明は、「犯罪の成立を妨げる理由および処罰阻却理由となる事実の不存在につい

ても、おなじく検察官が挙証責任を負う。これについては事実上の推定の結果として、とく

に証明するまでもないことが多いが、もし事実上の推定が破れたとき、たとえば正当防衛の

事実の存否についてうたがいが生じたときは、とくにかような事実の不存在を証明しない

                                                   
473 小野（清）・前掲注（157）235頁。 
474 伊藤他・前掲注（143）266頁〔中谷瑾子執筆部分〕。 
475 川端・前掲注（9）60頁。 
476 山中・前掲注（289）543-544頁、同「判批」法学教室 170号（1994）76-77頁。吉

田・前掲注（353）258-259頁も同旨か。 
477 団藤・前掲注（3）244頁。 
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かぎり、やはり無罪が言い渡されるのである」478とする団藤の挙証責任の考え方と整合しな

い。すなわち、そもそも検察官が正当防衛（の不成立）に関して挙証責任を負うのであるか

ら、盗犯等防止法第 1 条第 1 項を反証を許す推定規定とすることに法的意義はまったく存

在しないのである。これに対して、後に述べるように、フランス刑法においては正当防衛の

挙証責任は被告人側にあると一貫して理解されているため、旧 329 条（現 122-6 条）のよ

うな推定規定を置く実践的な意義があるのである。それゆえ、本説に参照の意義は認められ

ないと言わざるを得ない。 

 

2.3.4.2. 第 2項と過剰防衛との関係 

盗犯等防止法第 1条第 2項と過剰防衛との関係については、「①前項の場合における誤想

防衛の場合に限っての免責規定と解する見解」、「②誤想防衛の場合だけでなく、過剰防衛の

場合にも適用されるとする見解」、「③過剰防衛の特殊な場合だけに関する規定と解する見

解」があるといわれる479。しかし、制定過程の検討で確認したとおり、第 1項所定の各号に

該当する以上、財産または住居に対する侵害があるので、問題となる事例はおよそ相当性の

錯誤の場合である。それゆえ、本条項が誤想防衛に適用されるのか、過剰防衛にも適用され

るのかという問題設定自体があまり適切でないようにも思われる。「誤信のない場合には適

用がない」とした前述の最高裁昭和 42年決定も、過失の過剰防衛に整理される、現実に存

在する侵害に対する防衛の相当性の誤信の場合を排除する趣旨ではないのではないか480。 

 このような疑問はあるが、一般的に①は判例の立場と言われている。学説上、過剰防衛と

の相違を強調し、この見解を採用していると思われる論者もいる。植松正は、「盗犯防止法

のこの規定（1条 2項）に酷似した規定が、ドイツ刑法では正当防衛に関する規定（53条）

に附設されている（3項）ところから、その解釈論をただちにわが盗犯防衛法のこの規定に

輸入して間に合わせようとする議論がある。それによると、これは過剰防衛に関する規定で

あると言う。ドイツ刑法には、たしかに「狼狽（Bestürzung）、恐怖（Furcht）、驚愕

（Schrecken）」の 3者が挙げられてはいるが、わが規定のように「現在ノ危険アルニ非ズ」

という場合を意味しているのではない。それは過剰防衛が不処罰となるための前提条件な

のであるから、両者は決して同日の談ではないのである」481と指摘する。また、木村亀二も、

本項が責任阻却事由であると説明し、「その点で過剰防衛が責任阻却事由となる場合と類似

                                                   
478 団藤重光『新刑事訴訟法綱要 7訂版』（創文社、1967）239頁。 
479 伊藤他・前掲注（143）282頁〔中谷瑾子執筆部分〕。 
480 確かに、昭和 42年決定は、「自己または他人の生命、身体または貞操に対する現在の

危険がないのに、恐怖、驚愕、興奮または狼狽により、その危険があるものと誤信して」

と判示したが、それは、そのような危険がおよそないのにという意味ではなく、行為者が

誤信した危険がないのにという意味にもとれる。つまり、身体に対する現在の危険を、行

為者が生命に対するものと誤信した場合、（過失の）過剰防衛ではあるが、本条項の適用

が完全に排除されるようには思われない。 
481 植松正『再訂 刑法概論Ⅰ 総論』（勁草書房、1974）181頁。 
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してはいるが、別個の規定であることを看過してはならない」482とする。また、川端博は、

「本法における防衛行為が刑法 36条の正当防衛として扱われる以上、その過剰行為につい

ても刑法 36条 2項の過剰防衛として扱われるべきである。つまり、本法 1条 2項は、文言

どおり誤想防衛についてのみ適用されるのであって、過剰防衛については適用されないこ

とになる」483とする。 

 ②は現在の学説において多数を占める見解である484。解釈論としては、「現在ノ危険アル

ニ非スト雖モ」を「現在の危険があってもなくても」と読むこととなる485。たとえば、内藤

謙は、「同条 2項は、恐怖等の異常な心理状態にあったことを理由に期待不可能性によって

責任を阻却することを定めた規定であると解する以上、そのような事態は誤想防衛の場合

だけではなく、過剰防衛の場合にもありうることは否定できない。恐怖等による誤想防衛と

恐怖等による過剰防衛との行為者の心理状態における差異は、概念的には区別しうるとし

ても、実質的には近似している。むしろ、過剰防衛の場合には、急迫不正の危険が現実に存

在するのであるから、誤想防衛の場合よりも恐怖等の異常な心理状態に陥ることが多いと

さえいえるのである。そのような心理状態を法が考慮しないと解することは妥当でないと

思われる」486とする。山中敬一も、「本規定は、まさしく、通常の意味における期待可能性

がある場合でも、盗犯等に対抗する市民の正当防衛権を広く認めようとして、過剰防衛行為

等を政策的に不処罰としたものである。その意味で、本規定もまた、可罰的責任阻却事由に

位置づけるべきである」という立場から、第 2項は過剰防衛を含むとする487。 

 前述のように、立法当局の見解は、③の過剰防衛の特殊な場合に関する規定と解する見解

であった488。この点を指摘した草野豹一郎の言及を繰り返すと、「第 1条第 2項が「第 1項

第 1 号乃至第 3 号の事実の現存することを条件」として居る以上、同条項は寧ろ過剰防衛

の特殊の場合を規定して居る」489。藤木英雄も、本項は本来的に過剰防衛にも適用できると

説明した上で、「本項の趣旨は、一般市民が盗賊または不法侵入者に遭遇したときに、恐怖・

驚愕・興奮・狼狽のあまり、急迫な危険の存否についての判断力を失い、ほとんど無意識の

挙措を敢えてすることが一般で、それがやむを得ないものとして宥恕されることがある、と

いう点から責任の阻却を認めるにある」。「善良な市民が咄嗟の場合に反撃に出る行動が、事

後の審査においても相当と是認されるわくを逸脱し、過剰防衛に至ることがあつても、いち

がいに非難できない場合が少なくない。かような場合、相当性のわくをゆるめて違法性が阻

                                                   
482 阿部純二＝木村亀二『刑法総論〔増補版〕』（有斐閣、1978）264頁。 
483 川端・前掲注（9）62-63頁。 
484 朝倉・前掲注（353）205-206頁、内田・前掲注（300）117頁、芝原邦爾「判批」平

野龍一=松尾浩也編『刑法判例百選Ⅰ総論（第 2版）』（有斐閣、1984）85頁、立石・前掲

注（375）148頁、西田・前掲注（353）187頁、吉田・前掲注（353）259頁。 
485 大嶋・前掲注（375）222頁。 
486 内藤・前掲注（18）401頁。 
487 山中・前掲注（289）545頁。さらに、内田・前掲注（300）117頁。 
488 必ずしも明確ではないが、安平・前掲注（353）222頁。 
489 草野・前掲注（176）57頁。 
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却される場合を拡大することには疑問があるが、相当性の程度を逸脱する度合いが軽微で

あり、かつ非難可能性が乏しい事例について、違法性、とくに行為無価値の微弱と責任の微

弱とのふたつの要素を考慮し、不可罰とする余地を認めるのが合理的な解決であろう。2項

は、正にこのような解決を可能にする立法である」490とする。ここでは、藤木は本条項を過

剰防衛の特別な事例と明言しているわけではないので、説明としては②と同じになってい

る。 

 

2.3.4.3. 検討 

まず、第 1 項について、通説の限定拡張説は次の 2 点の問題を持つ。第 1 に、条文に明

示されていない要件を加えて不処罰範囲を狭めることは、罪刑法定主義に反する。また、政

府当局の説明にあるように、本条項は当然に正当防衛が認められるべき事例を定めたもの

なのであって、限定拡張説の解釈は刑法第 36条第 1項の正当防衛の成立範囲を狭めること

にもつながる。第 2 に、盗犯等防止法第 1 条第 1 項が真正の違法性阻却事由としてしか理

解できないのであるとすれば、むしろ、正当防衛または違法性阻却の本質自体を本法と矛盾

なく説明することが解釈論として求められる。本質的に正当防衛である第 1 条第 1 項を説

明できない正当防衛概念は、もはや実定法上の概念ではないだろう。 

第 2 項について指摘されるのは、第 1 項の要件を充たせばその適用が予定されていたの

であるから、第 1 項の要件が客観的に存在する場合に第 2 項がさらに問題となることはそ

もそもなかったということである。したがって、第 1 項の防衛行為が相当の程度を超えて

過剰防衛となった場合のも本条を適用できるのかという問題の原因は、第 1 項に本来存在

しない要件を加える解釈を行うことにあるのである491。それゆえ、ここでは、立法の趣旨か

らはこの問題には決着はつかず、通説が主張するように、誤想過剰防衛よりも過剰防衛のほ

うが適法行為の期待可能性は低いという推論が、理論的には妥当であることだけを確認し

ておく。 

 

 

2.3.5. 小括 

まず、過剰防衛による刑の減免の法的性質については、現在は不法・責任減少説が支配的

となっており、前述の過剰防衛の制度構想（の不存在）を念頭に置くと、これが基本的に支

持される。すなわち、要件に特段の限定を設けず、効果である刑の減免も裁量的であること

にかんがみると、不法減少または責任減少のどちらかを基礎づける事情があれば、過剰防衛

                                                   
490 団藤他・前掲注（177）257-258頁〔藤木英雄執筆部分〕。また、斎藤・前掲注（375）

189頁も、「財産あるいは住居等の平穏に対する急迫不正の侵害が一般に存在する」と指摘

している。 
491 内藤・前掲注（18）401-402頁は、第 1項の正当防衛（違法性阻却事由）としての性

格を維持するために、その適用領域の一部を第 2項に移すことで、むしろこの結論を積極

的に受け入れている。 
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行為であると考えるのが自然である。しかしながら、これが従来誤想過剰防衛への適用・準

用との関係で論じられてきたことからもわかるように、問題とされているのは一般的な責

任減少にとどまり、過剰防衛に固有の責任減少が話題となることはない。そのため、この議

論は過剰防衛の適用範囲の画定に無益であると言われ、実際にそうであった。 

次に、事後的時間的過剰については、何らかの構成によりこれを認める見解が支配的であ

る。しかし、一連の過剰防衛を認める構成も、事後的行為のみに過剰防衛を認める構成も、

なお課題を残していると言わざるをえない。過剰防衛における行為者の主観面については、

責任減少を認めるためには少なくとも侵害の認識が必要であるという点で一致があること

が確認される。しかしながら、上に述べたように、過剰防衛の制度趣旨およびこれにより考

慮されうる責任減少の解明は十分になされているとは言えない。また、学説には虚弱性情動

への限定に言及するものもあるが、この限定が過剰防衛とどのような側面から導かれるの

かはあまり明らかになっておらず、仮にこれに合理的根拠があるとしても一定の問題を生

じさせる。盗犯等防止法第 1 条、特に第 1 項について、通説である限定拡張説には罪刑法

定主義上の疑義がある。本法の合理的解釈は、立法者意思からは導かれない文言外の限定以

外の方法で模索されるべきである。 

したがって、やはり過剰防衛という特殊な制度、つまり、正当防衛の限界を超えた行為に

対して、酌量減軽や各犯罪類型の広い法定刑内部の処理が可能であるにもかかわらず、特別

に刑の減免を定める第 36条第 2項の趣旨が解明される必要がある。そして、不法の側面に

ついては、正当防衛の研究を参照できるのに対して、責任の側面では、一般的な興奮・動揺

を超える内容はほとんど議論されていない。検討したように、立法者は第 36条の制度構想

を直接明示していない。また、裁判所が採用する事案の全体的評価という直感的判断を前に

して、判例研究を精確に行うことも困難である。それゆえ、合理的な制度構想を補完するた

めにも、わが国の刑法および刑法学が多大な影響を受けてきた、ドイツとフランスにおける

対応領域の事例処理を検討することが有益だろう。 

 

 

2.4. まとめ 

以上の日本における過剰防衛とその周辺領域の検討は、次のようにまとめられる。 

 刑法第 36条第 2項は、明確な制度構想の下で設置された規定ではない。改正作業におけ

る草案の説明書が、強度的過剰と時間的過剰をともに定める旧刑法第 316 条を引き継ぐも

のであると明言していること、その法効果が刑の任意的減免とされていることからすれば、

広い適用範囲が予定されていると考えるのが自然である。過剰防衛の周辺領域に目を向け

ると、旧刑法第 309 条に定められる誘発による宥恕は、必ずしも否定的な評価を受けてい

たわけではなかった。それゆえ、激怒からの事後的加害行為は厳しい非難に値するという、

立法者による明示的な評価はないということが消極的に確認される。盗犯等防止法につい

ては、当初の制度趣旨をまず正確に把握する必要がある。特に、第 1項は、第 36条から本
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来的に導かれる結論ではあるが、それまでの判例の限定的な理解を拡大するという意味で

の解釈規定であった。それゆえ、条文の文言外から防衛行為の相当性を考慮することは予定

されていなかった。本法の意義として強調されなければならないのは、これにより、第 36

条は、当時の理解におけるドイツ刑法のように、必要な行為について広く正当防衛を認める

趣旨であるということが、立法者意思として確認または上書きされたことである。それゆえ、

正当防衛の周辺領域も、この制度構想を軸として整理される必要がある。 

 判例の検討からは、まず、事後的時間的過剰防衛について、これが問題となる事例群は、

被害者の武器を奪取して反撃する行為（第 1類型）、継続的・連続的行為の事例（第 2類型）、

逃げる被害者を追撃する行為（第 3 類型）の 3 つの類型に整理される。そして、第 1 類型

については比較的明確な基準のもとで、原則として過剰防衛が認められていることが確認

できる。これに対して、第 2類型における判断構造には一貫性が欠けるところがあり、第 3

類型については裁判例が少ないこともあり一定の判断基準を読み取ることができない。そ

れゆえ、これらの判断を一般的に説明できる基準は不明である。次に、過剰防衛における行

為者の精神状態、特に攻撃意思や攻撃的心情・情動の裁判例上の位置づけを検討した。ここ

では、正当防衛・過剰防衛に共通する防衛行為性の有無について、防衛意思・攻撃意思の判

断は、正当防衛の個別の要件としての行為者の主観面に対する判断ではなく、事案の全体的

評価の結論を行為者の主観面として表現する作業であると結論づけられる。これに対して、

ひとたび行為が過剰防衛とされるや、攻撃意思や憤慨の情は、それ自体としては刑の免除の

可否についても量刑についても独立の意義を持っていない。ここから導かれるのは、防衛の

意思か攻撃の意思か、あるいは、恐怖・驚愕等の虚弱性情動による行為か激怒・憤慨等の強

壮性情動による行為かという点に関する判断は、それ単独としては、結論にほとんど影響を

与えていないということである。つまり、正当防衛・過剰防衛の成否および過剰防衛の刑の

量定は、裁判官による事案の全体的評価次第であり、防衛の意思か攻撃の意思かはその結論

を示す名目的な要件に過ぎず、一旦過剰防衛が成立するとその独自の意義を失い、他の犯情

および一般情状に埋没するのである。盗犯等防止法については、判例は立法の示した指針に

明確に反する態度をとっており、制度趣旨をそもそも把握できているのか疑問が残る。 

 学説の検討からは、まず、過剰防衛による刑の減免の法的性質については、現在は不法・

責任減少説が支配的となっており、前述の過剰防衛の制度構想（の不存在）を念頭に置くと、

これが基本的に支持される。事後的時間的過剰については、何らかの構成によりこれを認め

る見解が支配的であり、過剰防衛における行為者の主観面については、責任減少を認めるた

めには少なくとも侵害の認識が必要であるという点で一致があることが確認される。しか

しながら、過剰防衛の制度趣旨およびこれにより考慮されうる責任減少の解明は十分にな

されているとは言えず、特に虚弱性情動への限定については、仮にこれに根拠があるとして

も一定の問題を生じさせる。盗犯等防止法については、議論の前提や問題設定に疑問の余地

があり、少なくとも、第 1項に関する通説である限定拡張説については、罪刑法定主義との

関係で再検討が求められる。 
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 以上のことから、本稿の主題である過剰防衛に固有の責任減少を解明する必要があると

いうことが、再度確認される。前述のように、現行規定の制定過程は、過剰防衛について制

度構想を明示するものではなく、判例も事後的時間的過剰や行為者の内的事情について明

確な基準を定立している状況にはない。それゆえ、比較法的研究へと進むことになる。 

 

 

 

3. ドイツにおける過剰防衛とその周辺領域の議論 

 

 

3.1. 過剰防衛 

ドイツ刑法典は、第 32条で正当防衛を、第 33条で不処罰となる過剰防衛を定めている。

なお、以下では原則として過剰防衛のみ原文を挙げる。 

 第 32条 正当防衛 

(1) 正当防衛により要請される所為を行う者は違法に行為するものではない。 

 (2) 正当防衛は、現在の違法な攻撃を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。 

 第 33条 正当防衛の超過（Überschreitung der Notwehr） 

  行為者が、錯乱、恐怖又は驚愕から、正当防衛の限度を超える場合、その行為者は罰せ

られない。 

  Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder 

Schrecken, so wird er nicht bestraft. 

 

 

3.1.1. 過剰防衛規定の成立過程 

現行規定は、1975年総則改正前の 53条を引き継いだものである。ライヒ刑法典第 53条

は、第 1項と第 2項で正当防衛を、第 3項で過剰防衛を定めていた。 

 第 53条 (1) 行為が正当防衛により要請されていた場合、可罰的な行為は存在しない。 

(2) 正当防衛は、現在の違法な侵害を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。 

(3) 行為者が、狼狽、恐怖又は驚愕において、防衛の限度を行き過ぎた場合、正当防衛の

超過は可罰的ではない。 

Die Ueberschreitung der Nothwehr ist nicht strafbar, wenn der Thäter in 

Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Vertheidigung 

hinausgegangen ist. 

このライヒ刑法典第 53 条はプロイセン刑法典を引き継いだものである。1851 年プロイ

セン刑法典は、第 41条第 3段で過剰防衛を定めていた。 

第 41条 所為が正当防衛により要請されていた場合、重罪又は軽罪は存在しない。正当
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防衛は、現在の違法な侵害を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。行為者が、

もっぱら狼狽、恐怖又は驚愕のみから、防衛の限度を行き過ぎた場合、正当防衛と等しく

みなされる。 

Der Nothwehr ist gleich zu achten, wenn der Thäter nur aus Bestürzung, Furcht 

oder Schrecken über die Grenzen der Vertheidigung hinausgegangen ist. 

このように、現行刑法典第 33条の過剰防衛は、150年以上昔のプロイセン刑法典第 41条

から、大まかな形を受け継いでいることになる。それゆえ、現在の過剰防衛の成立過程を検

討するにあたっては、ライヒ刑法典成立後の改正論だけでなく、プロイセン刑法典を経由し

たライヒ刑法典の成立までの展開を含めて検討する必要がある。 

 

3.1.1.1. 1813年バイエルン刑法典まで 

村井敏邦は、過剰防衛の歴史的展開を考察するにあたって、「過剰防衛の歴史的研究とい

っても、結局は正当防衛の歴史を跡づけるほかなく、独自のものが生まれてくる可能性は極

めて薄い」492と述べる。実際に、過剰防衛が法律上独自の意義を持つためには、それが、一

方で当然ながら正当防衛と区別され、他方で裁判官の裁量による一般的な刑罰減軽と区別

される必要がある。前者について、現在の過剰防衛規定は法効果を不処罰と定めるが、正当

防衛ではないと認められた違法行為が不処罰になるという発想は、容易に出てくるもので

はない。そこでは、刑罰権の発生の障害となる事由の中で、行為の違法性を阻却する事由と、

それ以外の観点から不処罰を導く事由とが区別され、しかも後者が正当防衛制度との関連

において定められるという、犯罪論体系の観念と制度体系の整理が不可欠なのである。また、

過剰防衛の要件を法律上定めるということは、裁判官の裁量の余地を狭めるということに

つながる。これが可能となるためには、立法による司法の統制がある程度実現する段階まで、

時代を下らなければならない。そして、この両者が達成されたのが、FEUERBACH の手に

よる 1813 年バイエルン刑法典であった。以下では、1813 年バイエルン刑法典が成立する

までの正当防衛の歴史的展開を概観し、可能な限り過剰防衛に関する言及を行う493。 

 「ヨーロッパ法文化の基層をなし、その形成に決定的な影響を与えた古代法と言えば、古

代ローマ法と古代ゲルマン法である」494。ローマ法において、すでに正当防衛は行為を適法

にする事由と認められていた。MOMMSENによれば、生命または貞操への攻撃に対して行

われた殺人行為は不処罰とされ、暴行や侮辱に対しては、暴力でもって暴力に対抗すること

が許された。ただし、いかなる状況においても、正当防衛は急迫の害悪に対してのみ許され、

                                                   
492 村井敏邦「過剰防衛の歴史的展開（一）」一橋論叢 61巻 6号（1969）44頁。 
493 正当防衛の歴史的展開については、曽根・前掲注（443）4-47頁、津田・前掲注

（410）2-132頁、山中敬一『正当防衛の限界』（成文堂、1985）11-22参照。なお、緊急

救助の歴史展開については、津田・前掲注（433）3-17頁参照。 
494 勝田有恒＝森征一＝山内進編著『概説 西洋法制史』（ミネルヴァ書房、2004）10頁

〔屋敷二郎執筆部分〕。なお、古代ギリシャについては、津田・前掲注（410）5-14頁参

照。 
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終了した行為に対する追撃には正当防衛は適用されず、復讐行為は可罰的であった495。ま

た、強窃盗犯の現場での殺傷も、復讐と隣接していた正当防衛の源流の 1 つである496。こ

れに対して、古代ゲルマン法においては、様々なかたちでジッペ間の復讐・血讐が行われ497、

正当防衛もこれと明確に区別されておらず、その観念があったかについて争いがあるとさ

れる。また、現場での反撃を正当防衛とみなしうるとしても、現行犯に対する復讐が常に殺

害を許していたのかについても不明な点が残るという498。中世ゲルマン法においても、攻撃

者を傷害または殺害する権利は、もともとは現行犯の平和喪失の現れであった499。HIS は、

このことから、防衛行為だけでなく、逃走する平和撹乱者への反撃および侵害が許されたと

している500。13 世紀前半の法書であるザクセン・シュピーゲルにおいては、権利を剥奪さ

れた攻撃者に対する正当防衛は、第 2 巻第 14-1 条および第 69 条により、正当防衛者の不

処罰を導いたが、贖罪金義務はそのままにされた501。カノン法においても、正当防衛に際し

                                                   
495 Theodor MOMMSEN, Römisches Strafrecht, 1899, S. 620-621. 
496 曽根・前掲注（443）5頁、村井・前掲注（492）44-45頁。 
497 H・ミッタイス＝H・リーベリッヒ著（世良晃志郎訳）『ドイツ法制史概説 改訂版』

（創文社、1971）54-58頁参照。村井は、「原始社会の共通性として、古代ゲルマン社会

においても、復讐がたんなる権利としてではなく、宗教的義務とされていたことは、法制

史家のこぞって認めるところで」、「あまりに宗教的色彩が強すぎて、個人の権利の防衛と

いう要素を欠いていた」として、これを正当防衛思想の現われと位置づけることは多少躊

躇されると評価する（村井・前掲注（492）52-53頁）。 
498 勝田他・前掲注（494）47頁〔山内進執筆部分〕。 
499 曽根・前掲注（443）13-14頁 
500 Rudolf HIS, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, Teil 1, 1920, S. 196-197. 

MITTEIS=LIEBERICH も、「〔現行犯人を〕その場で直ちに殺害するということは、もは

やいっさいの事件については許されないことになったが、窃盗・放火・姦通の場合には依

然として許されていたし、また犯人が反抗したり逃亡を企てたりしたときには常に即時殺

害が許されていた」（ミッタイス=リーベリッヒ・前掲注（497）153頁）とする。もっと

も、正当防衛の承認はより限定的であったとする見方もある（Eberhard SCHMIDT, 

Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl., 1965, S. 36）。 
501 法文は次のとおりである（久保正幡＝石川武＝直居淳訳『ザクセンシュピーゲル・ラ

ント法』（創文社、1977）154-155頁および 223頁）。 

第 2巻第 14-1条 或る人が緊急やむをえない事由により（正当防衛のために）他人を

打って死に到らしめた場合、彼が彼（自身）の生命を危惧するところから、彼（他人）

を裁判所の前に連れ出して彼（他人）を裁判にかけるために彼（他人）のそばにとどま

ることを敢えてすることなく、その死者（他人）を伴わずに裁判所の前に出頭し、人か

ら訴えられる以前に、それ（正当防衛による殺人）を告白し、そしてそれにつき彼が法

に従い（彼の法的義務の履行を）申し出るならば、人は［〈そのゆえに〉］判決によって

彼から彼の首を奪うべきではない。彼に対し、裁判官には彼（裁判官）に通常支払われ

る罰金の最高額のそれを、そして（死者の）親族には彼等の（取得すべき）人命金をそ

れぞれ支払うよう、判決すべきである。彼等（親族）は、彼等の人命金を受領するよ

う、最近の裁判集会に、そして第 2、第 3の（それ）に召喚されるべきである。彼等が

そのとき出頭しないならば、彼はそれを、彼等が訴をもってそれを彼から取得するまで

〈の期間〉、占有すべきであり、そして彼に平和が付与されるべきである。この者につ

いては〈そのように〉、いかなる人も彼から彼の首を要求することができない。けだし
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て行われた犯罪は原則として不処罰であった。RÜPING=JEROUSCHEK によれば、12世

紀以降の教会法学では、「洗練された責任論が、故意と過失の区別を心がけるだけでなく、

正当化事由と免責事由（正当防衛・緊急避難、酩酊、情動および精神障害）を定式化し、錯

誤論の枠組みでは、意思による犯行が欠けるとすべきか否かの指標が展開された」502。KATZ

によれば、設定された正当防衛の程度の超過は処罰の対象であり、その可罰性は、行為の態

様、その結果、用いられた手段および防衛されるべき行為との関係で判断された。また、防

衛を強いられた者が、偶然または攻撃により生じた情動の結果、防衛に必要な手段を超過し

た場合には、過剰は責任に帰責されなかったという503。もっとも、KUTTNER は、カノン

法の正当防衛論というものはまったく存在せず、一部は現在の正当防衛を、一部は自救行為

を扱う一連の犯罪類型に関する理論があるにとどまると指摘する504。なお、後述するよう

に、現在のフランスにおいては、キリスト教の隣人愛の思想が、正当防衛行為の不処罰の根

拠を心理的強制、つまり正当化事由ではなく責任阻却事由とすることにつながったと説明

されている。また、隣人愛の思想は、他人のための正当防衛を権利ではなく義務と考える根

拠にもなっていたようである505。 

 私的暴力の制限はラント平和令などにより度々試みられたのだが506、最大の転換点とな

ったのは、KARL 5世による 1532年カロリーナ刑事法典の公布であった。カロリーナ刑事

法典は、第 139条および第 140条で正当防衛を定め、さらに第 145条で防衛行為が無関係

の第三者に及んだ場合を規定していたが、強度的過剰・時間的過剰に直接関係する規定は置

いていない507。しかし、正当防衛の立証に関する第 142 条において、注目すべき言及がな

                                                   

彼は、訴えられる以前に、それにつきみずから法に従い（彼の法的義務の履行を）申し

出たのであるから。 

第 2巻第 69条 誰しも平和破壊者を殺しまたは傷つけた者は、彼（平和破壊者）の逃

走中または彼が平和を破った行為の際に彼を傷つけた旨、自分とも 7人で立証しうるな

らば、それについて償いなしで済む。 

ザクセン・シュピーゲルの正当防衛については、曽根・前掲注（443）22-26頁、津田・

前掲注（410）55-59頁、村井・前掲注（492）59-57頁参照。 
502 Hinrich RÜPING=Günter JEROUSCHEK, Grundriss der Strafrechtsgeschichte, 6. 

Aufl., 2011, Rn. 32. 津田・前掲注（410）30頁も、教会法に正当防衛とは区別される過剰

防衛の観念が見出されるとする。 
503 Edwin KATZ, Ein Grundriss des Kanonischen Strafrechts, 1881, S. 13-14. 
504 Stephan KUTTNER, Kanonistische Schuldlehre, 1935, S. 334. なお、KUTTNERに

よれば過剰防衛は聖職者の破門に際して特に問題になったという。そこでは、時間的過剰

についても過剰防衛による優遇の可能性があるとされた（S. 344-346）。 
505 齊藤・前掲注（178）302頁。 
506 ミッタイス＝リーベリッヒ・前掲注（497）423-424頁参照。 
507 法文は、次のとおりである（塙浩『フランス・ドイツ刑事法史 塙浩著作集〔西洋法史

研究〕4』（信山社、1992）202-203頁および 206頁）。 

（まず、免責を受くるがごとき適法なる正当防衛につきて） 

第 139条 さらに、自己の身体および生命の救済のために適法なる正当防衛をなし、し

かして、自己にかく強うる者を、かかる正当防衛にて、殺害する人は、そのために何び

とに対しても責を負うことなし。 



179 

 

される。それによれば、被告人が正当防衛状況を立証した場合、原告人はこれに対する抗弁

を行うことができる。その抗弁事由の 1つに、「招致せられたる故殺者はそれにつきては適

法なる正当防衛をなしたるにはまったくあらず、その理由は、かの者は被殺害者に比し、そ

の者が彼を打ち殺したるときには、はるかに力ありて、かかる要なかりき、との意見を提示

する場合、または、被殺害者は最初の必要事をなし終えたるのち逃げたるにもかかわらず、

この者を故殺者が、自由なる意思により、かつ、不要なることにも、追跡し、しかして、ま

ずもってその者を追えるうちに打ち殺したり、と述ぶる場合」がある。これにより正当防衛

が否定される場合には、この諸事件にはきわめて微妙な差異があるから、「法に精通せる人

びと」に特別に鑑定を求めるべきである508。ここでは法効果の厳格な指示はないものの、正

当防衛の要件を明確にするかたちで過剰防衛について規定を置き、鑑定を指示するという

方法がとられている。 

                                                   

 （適法なる正当防衛とは何ぞや） 

第 140条 さらに、ある者がある殺人の武器または武具をもって襲い、攻撃し、または

打ちかけ、強いられたる人が、その者の身体、生命、名誉および良き風聞を危険におく

ことも毀損することもなしに巧妙に回避するをえざるときは、彼は、適法なる自衛によ

りて彼の身体および生命は救うをえて、このさいいかなる刑罰をも蒙ることなし。しか

して、彼が、強いたる者を殺害する場合は、彼はこれに関し何らの責なく、また、彼に

は、彼の自衛をなすを、彼が打たるるまで待ち設くべき責務もなし。かくは、成文諸法

または諸慣習に反すると否とにかかわりなし。 

（ある者が適法なる正当防衛において、責なき人を、自己即ち行為者の意に反して殺害

するときは） 

第 145条 さらに、ある者が、適法なる、しかして立証せられたる正当防衛において、

彼の意思に反して、ある責なき人〔＝第三者〕に、この人を危険なる人物と思いて、刺

突、打撃、投擲、または発射をもって接し、その人を殺害するときは、同じくかの者

も、刑事刑よりは免ぜらる。 

なお、法文を集成した BUSCHMANN は第 145条の頭書きをNotwehrexzeßとしてい

るが（Arno BUSCHMANN, Textbuch zur Strafrechtsgeschichte der Neuzeit, 1998, S. 

151）、これに対しては、DIEDERICH が、ここに定められる行為は厳密に言えば今日の

過剰防衛事例ではないことを確認している（Heike DIEDERICH, Ratio und Grenzen des 

straflosen Notwehrexzesses Studien zu § 33 StGB, 2001, S. 7-8）。 

なお、カロリーナ刑事法典を基礎となったバンベルク刑事法典においては、第 167条

に、軽微な攻撃に対して、防衛者が短刀を用いて殺人を行った場合には正当防衛は認めら

れないとした後で、「しかれども、強者が弱者をきわめて危険にも拳をもって強く殴打

し、手心を加えむともせず、これによりて弱者が確たる事由より、彼をその者が殴り殺す

にあらずやと虞れうるほどのものたりて、しかして、彼が武器の使用によりてその強いし

者を殺害し、しかも、かかる危険なる必要惹起を充全に立証しうる場合には、彼はこれに

よりて正当防衛に価するものとして免責せらるべし」（塙・前掲 295頁）という規定があ

った。これは過剰防衛にかなり近い規定として注目に値するするが（津田・前掲注

（410）69-70頁）、カロリーナ刑事法典にはなぜか引き継がれなかった。津田によれば、

この規定と同等のことはすでに実務上でも当然のこととして承認されていたということを

その理由に挙げる（78頁）。SCHMIDT, a.a.O. (Anm. 500), S. 121は、バンベルク刑事法

典の起草者である SCHWARZENBERGが過剰防衛の考慮を行っていたと指摘する。 
508 塙・前掲注（507）203-205頁。 
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 続く普通法時代には、近代的な正当防衛論の素地が準備される。すなわち、「正当防衛の

刑法総則への編入、緊急避難という類似の領域からの明確な概念的区別、正当防衛概念の体

系的位置づけの確定、および確実かつ個別に行き渡った法的題材の正当防衛状況および正

当防衛行為への整理。これらは、現在の法律家には当然のものであるが、普通法においては

ようやく、まったくもって恐る恐る準備されたものである」509。RÜPING=JEROUSCHEK 

によれば、正当化事由と責任阻却事由の分離はまだ見られないものの、正当防衛・緊急避難

への言及はしばしば見られるという。そこでは、正当防衛の比例性（Verhältnismäßigkeit）

が明確に強調されていたが、いまだ殺人犯罪の枠内で扱われており、これが総則における制

度として現れるのは 18世紀後半になってからであった510。SCHMITT-LERMANNは、普

通法時代における過剰防衛の議論状況を以下のように描写する。普通法においてもまだ統

一的な過剰防衛概念は存在しない。過剰はしばしば正当防衛の規定の不遵守と同義であっ

た。それゆえ、正当防衛の限界自体が流動的であったために、過剰もまたほとんど際限のな

い概念であり、さまざまな現象が過剰防衛と呼ばれていた。刑法学者の大部分は、確かに無

罪とはしたくないが、しかし通常の死刑は厳しすぎるように思われる事例を、正当防衛の用

件の欠如が問題となるのか防衛行為の行き過ぎが問題となるのかにかかわりなく、「過剰防

衛」の上位概念の下に包括する傾向にあった511。全体的な印象としては、普通法においては

過剰防衛における殺人は通常の殺人よりも一般的に軽く判決されており、攻撃により興奮、

憤激および恐怖にさらされた故殺者の精神状態に理解が示されていた512。制定法に目を向

けると、1751年成立のバヴァリキー刑事法典は、殺人罪を定める第 1編第 3章第 4条以下

に正当防衛を、第 8条に過剰防衛を定めた。それによれば、過剰防衛に対しては、過剰が著

しい場合と防衛行為者自身が最初に死の危険をもたらすような攻撃を行った場合を除き、

通常の刑罰である斬首刑が行われないこととされた513。また、後述するように、プロイセン

一般ラント法は総則に近いかたちで過剰防衛の減軽規定を定めていた。 

 このような展開を背景に、FEUERBACH による 1813年バイエルン刑法典の起草が行わ

れることとなる。バイエルンにおいては前述の 1751年バヴァリキー刑事法典が公布される

などしていたが、依然として啓蒙化は遅れていた514。1802年のクラインシュロート草案は、

                                                   
509 Hans SCHMITT-LERMANN, Die Lehre von der Notwehr in der Wissenschaft des 

gmeinen Strafrechts, 1935, S. 21. MITTEIS=LIEBERICH も、この時代の学問ないし哲

学の意義を重視している（ミッタイス=リーベリッヒ・前掲注（497）558-560頁）。 
510 RÜPING=JEROUSCHEK, a.a.O. (Anm. 502), Rn. 118. 
511 SCHMITT-LERMANN, a.a.O. (Anm. 509), S. 77-78. 
512 SCHMITT-LERMANN, a.a.O. (Anm. 509), S. 82-83; Friedrich SCHAFFSTEIN, Die 

Allgemeinen Lehren vom Verbrechen in ihrer Entwicklung durch die Wissenschaft des 

gemeinen Strafrechts, 1930, S. 80-82. 
513 BUSCHMANN, a.a.O. (Anm. 507), S. 193-194. 
514 RÜPING=JEROUSCHEK, a.a.O. (Anm. 502), Rn. 203; Thomas VORMBAUM, 

Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 2. Auf., 2011, S. 35. それでも、18世

紀末期から拡大した王国を統治するための行政改革が進められ、1808年には憲法を制定す

るなど、ドイツの他の地域に比べれば先進的であった（木村靖二＝山内進＝阪口修平＝平
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刑罰権を限定している点などで啓蒙の影響下にあり、普通法学の成果を取り込んで正当防

衛および過剰防衛を総則に定めた515。過剰防衛については、以下のとおりである。 

第 203 条 ある者が、確かに適法な正当防衛の事例にあるものの、その限度を故意に超

過する場合、その事情の判断に従い、それによりその者が正当防衛の限度を超過する所為

への通常の刑罰の半分又は 3分の 2で処罰される。 

第 204 条 正当防衛の限度の超過が単なる過失において行われる場合、処罰は過失の程

度とそこで行われた犯罪の重大性に従って決定され、その際には、過失処罰をそれぞれ

個々の犯罪に際して定めている法律が遵守される。 

第 205 条 適法な正当防衛の超過の処罰が問題となる場合、裁判官は、他者から不意に

襲われた者が通常陥るところの、錯乱（Verwirrung）を特に考慮に入れる。 

第 206 条 このことは、裁判官が、被攻撃者がそれぞれ個々の場合において、自らが正

当防衛の限度を踏み越えたということを識別した、又は識別することができたかについ

て吟味することを前提とする。 

これに対して、FEUERBACH は草案批判の中でいくつかの指摘を行った。それによれば、

第 1に、「ある者が違法かつ突然に攻撃され、それにより錯乱に陥り、そのために遵守すべ

き正当防衛の要件を失念する場合、この者は、自らの責任なく高度の酩酊に陥り、その中で

殺人を行う者と同じく、処罰されることはできない」。すなわち、過剰の認識がない場合に

は超過は悪しき故意に帰属されないのだが、錯乱が行為者の意思とは独立した違法な攻撃

の帰結である場合、超過は責任にも帰属されない。それゆえ、過失の過剰防衛には不処罰に

値するものがある。第 2 に、故意の過剰防衛が常に軽い刑で処罰されなければならないと

いうのも誤っている。正当防衛の限度の超過は、適法な正当防衛の要件を欠く以上存在する

のだが、そこには特に、攻撃者が疑いの余地なく根拠のある権利を持つ場合と、攻撃が完全

に終了した後に侵害が行われた場合の 2 つが含まれる。この 2 つの事例では、生じた侵害

は完全に刑罰へと帰責されなければならない。前者の事例において、防衛権はまったく存在

しない。後者においても事情は同じである。「なぜなら、ここでも、防衛権はもはやまった

くなく、復讐からの攻撃があるだけだからである。ここでは、攻撃がすでに何らかの身体侵

害を生じさせ、今や攻撃が終了した後、被害者が即座に攻撃者を殺害した場合にのみ、通常

の刑罰の例外を承認することができる」。過剰により生じた侵害の法律上の刑罰は、防衛権

自体が存在し、その行使の方法を誤った場合にのみ、排除されるのである516。このように、

FEUERBACHは、自ら責任を負わない錯乱において行われた無意識の過剰防衛が不処罰で

                                                   

島健司『ドイツ史』（山川出版社、2001）179-180 頁〔阪口修平執筆部分〕）。 
515 Gallus Alois KLEINSCHROD, Entwurf eines peinlichen Gesetzbuches für die 

kurpfälzbaierischen Staaten, 1802, S. 33-34. もっとも、総則中の規定にもかかわらず、

正当防衛の一般規定である第 185条は、「適法な正当防衛において攻撃側を殺害又は傷害

した者」が不処罰であるという内容であった。 
516 Paul Johann Anselm von FEUERBACH, Kritik des Klenschrodschen Entwurfs zu 

einem peinlichen Gesetzbuch für Chur-Pfalz-Bayerischen Staaten, Bd. 2, 1804, S. 261-

265. 
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あるということと、正当防衛権がそもそも存在しない場合および侵害終了後の反撃につい

ては不処罰が認められないということを主張する。もっとも、自ら責任を負わない錯乱にお

いて行われた意識的な過剰防衛については言及されていない。 

教科書において過剰防衛に関する記述が行われるのは 1808年の第 4版以降であるが、そ

こでも同様に、過剰防衛が問題となるのは、基礎づけられた正当防衛に際してその行使の法

律上の限度を超過した場合であるとされる。この場合には、不法な正当防衛（eine unrechte 

Notwehr）がある。そして、正当防衛の限度の不遵守が帰責可能である場合には、この超過

から生じた侵害につき行為者は可罰的となる。この場合に存在するのが有責な正当防衛

（schuldhafte Notwehr）である517。この記述からは、有責でない（帰責できない）不法な

正当防衛が不処罰となる過剰防衛ということになるが、これが意識的な過剰行為であって

もよいのかは、ここからは明らかではない。 

以上のような理論を背景に、FEUERBACH により起草された 1813年バイエルン刑法典

は、過剰防衛を次のように定めた518。 

第 130条 適法な防衛の限度が超過された事例において、場所、時間、人物、攻撃の種類

等から、蓋然性をもって、被攻撃者が驚愕、非常に強力な恐怖から、錯乱した冷静さにお

いて許された防衛の程度を超過した場合、この者について、責を負わない無思慮が刑罰へ

至ってはならない。 

第 131 条 同じことは、被攻撃者の反撃の間に、それ自体許容されかつ事情に適合した

防衛手段から、攻撃者の妨害のために必要で被害者によって意図されていたよりも大き

な攻撃者への侵害が、意図せずして生じた場合にも認められる。 

第 132 条 その他、裁判所は、適法な防衛の限度の可罰的な超過がある事例において、

事情に従って、この超過が、単に過失として帰属されるのか、又は、悪しき故意として帰

責されるのかを判断しなければならない。 

第 133 条 終了した攻撃及び完全に取除かれた危険の後に初めて生じた、違法な攻撃者

の傷害又は殺害は、他の根拠がそのような行為を免責しない限りで、許されない復讐とし

て、故意による重罪と同じく処罰される。 

以上の規定は、指摘したクラインシュロート草案批判および教科書の内容をほぼすべて

取り込んでいる。それに加えて、第 130条は「恐怖」という、現在の虚弱性情動につながる

要件を規定した。DIEDERICH は、この要件を定めたのはバイエルン刑法典が始めてであ

                                                   
517 Paul Johann Anselm von FEUERBACH, Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland 

geltenden Peinlichen Rechts, 4. Aufl., 1808, S. 39. 
518 なお正当防衛については、125条において正当防衛の一般規定を「違法な暴力行為及

び人又は物への犯罪的な攻撃は、それらの回避のために、公権力の救助要請が不可能であ

る又は現在の公権力の救助が不十分である場合、誰もがそれを、自分自身及び他人から、

私的暴力によって回避することを試みることが許され、そのような適法な防衛において生

じた攻撃者への暴行、傷害又は殺人は、そこで法律上の限度が超過されなかった限り、不

処罰である」と定めた上で、126条から 129条まで正当防衛の要件をかなり詳しく規定し

ていた（法文は、BUSCHMANN, a.a.O. (Anm. 507), S. 474-476による）。 
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るという519。 

しかしながら、第 130条における「被攻撃者が驚愕、非常に強力な恐怖から、錯乱した冷

静さにおいて許された防衛の程度を超過した」という要件は、草案批判に見られず、さらに

は刑法典施行後の教科書の記述にも言及されない。教科書における主観的帰責の記述では、

責任を負わない適正で高度な激怒（gerechter höchster Zorn）は、FEUERBACH が草案批

判において過剰防衛と同視されるとした、責任を負わない高度の酩酊および茫然とさせる

驚愕（betäubender Schrecken）と一緒に並べられており520、少なくとも情動に関する帰責

論の観点だけからは恐怖への限定は根拠づけられない。加えて、草案第 265 条以下の熱情

概念の批判において、激怒が不処罰を導きうることを指摘し、心理学的考察の重要性を強調

している521。また、第 133 条からは、事後的な復讐とみなされる場合であっても、他の観

点から免責が行われる可能性があることは確認されている。それゆえ、激怒も免責を導きう

ると考えていた FEUERBACH が、過剰防衛を驚愕・恐怖に限定した根拠は、理論的には

説明されない。その他の点で言えば、責を負わない無思慮（ die unverschuldete 

Unbedachtsamkeit）という文言は、過剰性の認識がある場合を必ずしも除外しない表現で

あるように思われる。第 131 条は明らかに予期せず重大結果が生じた場合を規定している

から、第 130 条は最初から過剰となることが認識されている場合を含むと推論することも

不可能ではない。 

1813 年刑法典には、公定の注釈書が付けられている。それによれば、被攻撃者は冷静さ

を常に保てるわけではない。臆病なまたは弱い人間は、実際よりも危険を大きく見積もるも

のである。どのような正しい法律が、被攻撃者が冷静さの欠如または高度の恐怖から正当防

衛の限界を超過したときに、この者を可罰的と表明することができるのだろうか。攻撃者は

許されないかたちで行為しているのであり、その当罰的な行為が被攻撃者から冷静さを奪

い、これを恐怖へと陥らせたのである。それゆえ、第 130条の事情があれば、被攻撃者は完

全に不処罰である522。ここでの記述からは、過剰防衛のよる不処罰は明らかに恐怖に依拠す

るものであることが読み取られる。しかし、結局のところなぜ激怒などの強壮性情動が不処

罰から除外されているのかは判明しない。 

以上のことから、FEUERBACHの手による 1813年バイエルン刑法典第 130条以下の過

剰防衛、特にその虚弱性情動への限定には、理論的根拠は想定されていなかったのではない

かと思われる。このことは、不処罰事由に共通して見られる傾向からも理解される。

PAWLIK によれば、一方で、FEUERBACH の正当防衛論は整合性のある全体理論に組み

込まれるものではなく、このことがバイエルン刑法典の正当防衛規定に混合主義的な性格

                                                   
519 DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 9.  
520 Paul Johann Anselm von FEUERBACH, Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland 

geltenden Peinlichen Rechts, 11. Aufl., 1832, S. 69. 
521 FEUERBACH, a.a.O. (Anm. 515), S. 286-287. 
522 Anmerkungen zum Strafgesetzbuche für das königreich Bayern, Bd. 1 1813, S. 315-

316. 
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を与えている523。他方で、主観的帰責について、刑罰威嚇の心理的な実効性に着目する

FEUERBACHの体系には規範的な観点が欠けているのだが、バイエルン刑法典はこの観点

からでなければ説明できないのであって、FEUERBACHの見解を完全に引継いだものとは

なっていない524。以上の評価は、両者の性格を反映した過剰防衛についても当てはまるだろ

う。結局のところ、FEUERBACHは、通常の犯罪行為に近い強壮性情動からの行為につい

て、不処罰の限界を裁判官の恣意にゆだねる結果となりかねないことを危惧して525、その反

対にある虚弱性情動からの行為に不処罰を限定したのではないか。 

加えると、FEUERBACHは、おそらく、心情の弱さや臆病さが犯罪と結びつかないと考

えていたわけでもない。詳しくは故殺の減軽規定において参照するが、1929 年の『注目す

べき犯罪の記録に基づく叙述』において、異なる事件で 2人を殺害し自殺したHOLZINGER

の人物像について、以下のように述べている526。HOLZINGER は、普段は陽気で、社交的

でもあったのだが、激しい気性のゆえに怒りっぽい面もあった。彼を知る人は、異口同音に

彼の心根のよさを称賛してやまなかった。しかし、これらの賛辞はかなりあいまいなものに

すぎない。「ところが、この種の人物は、その本性をよく吟味してみるなら、概して倫理的

に価値のない人物であって、人の好さそうなその外見も、何かに対し
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

て確固たる態度をとる
、、、、、、、、、、

だけの勇気も根性もない心情の弱さにもとづいている
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ものなのである」。「他人に対するこ

うした人の好さは、ほとんどの証人が述べているような、いま 1つの顕著な性格の特性、つ

まり、女女しい気質、男らしくない小心さ、子供にも見られない臆病さと、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

きわめて密接に

結びついている」。「そんな彼には、心情の弱さと臆病さに加えて、性愛への強い傾向があっ

た」のだが、2 つの事件ではいずれも、「一方では必要に迫られて結婚する相手である花嫁

と、他方では愛着のゆえに離れられない愛人との板ばさみの状態で、新床に入る直前に愛人

のほうを、自分の激しい性愛の犠牲として殺害するのである」527（いずれも傍点筆者）。

HOLZINGER は過剰防衛において殺人を行った者ではないが、ここでの FEUERBACH の

記述から、彼が恐怖や驚愕といった虚弱性情動について、必ずしも何らかの積極的・肯定的

な評価を行っていたわけではないということを確認しておく。 

 それゆえ、バイエルン刑法典の過剰防衛規定の理論的背景は明らかではない。それにもか

かわらず、過剰防衛行為に不処罰を認める規定を創設したことは、FEUERBACH の大きな

                                                   
523 Michael PAWLIK, Die Aufhebung der Strafbarkeit, in: Arnd KOCH=Michael 

KUBICIEL=Martin LÖHNIG=Michael PAWLIK (Hrsg.), Feuerbachs Bayerisches 

Strafgesetzbuch, 2014, S. 308. 
524 PAWLIK, a.a.O. (Anm. 523), S. 316-318.  
525 FEUERBBACH は、特に自由意志の判断に関して裁判官の恣意を批判していた（高橋

直人「意思の自由と裁判官の恣意――ドイツ近代刑法成立史の再検討のために――」立命

館法学 307号（2006）69-71頁。 
526 Paul Johann Anselm von FEUERBACH, Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger 

Verbrechen, Bd. 2, 1829. 本書の抄訳として、アンゼルム・フォイエルバッハ著（西村克

彦＝町田行男訳）『バイエルン犯科帳』（白水社、1991）。ここでの訳文も本書による。 
527 フォイエルバッハ・前掲注（526）190-192頁。 
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功績と言うことができる。バイエルン刑法典の過剰防衛規定は、たとえそれが理論的根拠を

欠くにせよ、続く領邦国家の刑法典編纂の模範とされたのであった528。 

 

3.1.1.2. プロイセンにおける立法作業とライヒ刑法典の成立 

 1701 年に王国へと昇格したプロイセンは、「大王」FRIEDRICH 2 世の強力な主導によ

り、啓蒙絶対主義に基づく国家改革を行うこととなる529。その成果が、大王の死後 1794年

に施行されたプロイセン一般ラント法であり、これは私的犯罪（Privatverbrechen）の総則

と殺人に関する各則で、過剰防衛を以下のように定めていた530。 

第 524 条 確かに正当防衛状況にあったものの、定められた限度を超えて他人を侵害し

た者は、その過剰に相当する処罰を招来させるものとする。 

 また、各則の故殺部分で、再び過剰防衛に触れている。 

 第 820 条 自己に正当防衛の状況が存在し、その限度を超えて敵対者を殺した者に対し

ては、2年以上 4年以下の要塞刑とする。 

 BITTER のプロイセン一般ラント法の研究によれば、過剰防衛に関しては起草者の間で

見解の相違があった。すなわち、現在の強度的過剰を前提に、SVAREZ が、被攻撃者は正

当防衛権なくして国家の実力の独占を侵害するのであるから、過剰防衛には刑罰減軽しか

認められないと考えていたのに対し、KLEINは、錯乱の結果生じた、本来は許容される防

                                                   
528 VORMBAUM, a.a.O. (Anm. 514), S. 74. なお、バイエルン刑法典はその施行直後から

改正の必要性が指摘され、程なくして GENNERによる草案が出されることとなるのだ

が、そこでも過剰防衛に大きな修正は加えられなかった。 

 これに対して、FEUERBACHが当初作成にあたり、結局のところ公表されなかった

1824年バイエルン刑法典草案は、正当防衛を、第 2編（個別犯罪とその処罰について）

第 3部（殺人、謀殺、故殺について、同時に正当防衛について）第 14条以下、すなわち

各則に置いた（ゲルノート・シューベルト著（山中敬一訳）『1824年バイエルン王国刑法

典フォイエルバッハ草案』（関西大学出版部、1980）付録 43-44頁）。この事実は、やはり

FEUERBACHの正当防衛の理解がそれほど現代的なものではなかったことを示している

ように思われる。 
529 RÜPING=JEROUSCHEK, a.a.O. (Anm. 502), Rn. 195-199, SCHMDT, a.a.O. (Anm. 

500), S. 247. 勝田他・前掲注（494）260-264頁〔屋敷二郎執筆部分〕、木村靖二他・前掲

注（514）147-149頁〔阪口修平執筆部分〕、佐伯千仭「フリードリッヒ大王と刑法」『刑

事法の歴史と思想、陪審制 佐伯千仭著作選集 第 4巻』（信山社、2015）116-165頁参

照。 
530 なお、正当防衛については、第 517条で「すべての者は、自己又は自己の所有物また

はその同胞市民を脅かす違法な侵害の危険を、事態に適合する救助手段によって防衛する

権限を持つ」と一般原則を定めた後で、個々の要件を規定していた（法文は、

BUSCHMANN, a.a.O. (Anm. 507), S. 332、邦訳として足立昌勝監修・岡本洋一＝齋藤由

紀＝永嶋久義訳「プロイセン一般ラント法第 2編第 20章（刑法）試訳 (3)」関東学院法学

23巻 1号（2013）161頁〔齋藤由紀訳部分〕および同「試訳 (4)」関東学院法学 23巻 2

号（2013）178頁〔岡本洋一訳部分〕参照）。BERNER は、プロイセン一般ラント法の正

当防衛規定を自由主義的であると評価している（Albert Friedrich BERNER, Die 

Strafgesetzgebung in Deutschland vom Jahre 1751 bis zur Gegenwart, 1867, S. 42）。 
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衛の行使の超過には不処罰が認められると考えていた。もっとも、BITTER の評価によれ

ばプロイセン一般ラント法の正当防衛に関する規定に本質的な影響を与えたのは

PUFENDORFの帰責論であり、SVAREZとKLEINの直接的な影響はなかったという531。

いずれにせよ、結果的に KLEINの見解は採用されず、過剰防衛は刑の減軽を受けるにとど

まった。 

 プロイセン一般ラント法については、その施行直後から改正の必要があると考えられて

いたが、特に、1815 年のウィーン議定書で獲得した、それまでフランス法が導入されてい

たライン地方の法統一が喫緊の課題であった532。1820 年代から本格化した改正作業の成果

として、1825年に立法作業を引き継いだ司法大臣 DANCKELMANNの指揮の下、1827年

に草案が作成され、以下のように正当防衛と過剰防衛を定めた533。これに続く 1828年草案、

1830年草案の過剰防衛規定はおおむね同じである534。なお、以下では文言の変遷を確認す

るために、過剰防衛については原文も示す。 

第 120条 適法な正当防衛において行使された権利侵害は、不可罰である 

第 121 条 正当防衛があるのは、ある者が、違法な攻撃に対して、即座に必要な官憲に

よる保護を確実には頼ることができず、かつ、自らに迫り来る損害を阻止するために、暴

力的な自己防衛以外の手段を利用できない場合である。 

第 125 条 被攻撃者が狼狽、驚愕又は過度の恐怖から、かき乱された冷静さにおいて許

容される防衛の程度を超過したということが、状況から蓋然性をもって明らかとなる場

合、被攻撃者にこの超過は帰責されない。 

Ergibt sich aus den Umständen, mit Wahrscheinlichkeit, daß der Angegriffene aus 

                                                   
531 Albrecht von BITTER, Das Strafrecht des Preußischen Allgemeinen Landrechts von 

1794 vor dem ideengeschichtlichen Hintergrund seiner Zeit, 2013, S. 183-184. なお、彼

によれば SVAREZは正当防衛も帰責阻却事由と考えていた。 
532 VORMBAUM, a.a.O. (Anm. 514), S. 78. 以下、プロイセンにおける立法作業と各草案

の法文については、BERNER, a.a.O. (Anm. 530), S. 213-273; Werner SCHUBERT＝
Jürgen REGGE (Hrsg.), Gesetzrevision (1825-1848), 1.Abt. Straf- und Strafprozeßrecht

（以下、「Gesetzrevision」）, Bd. 1-6, 1981-1996参照。 
533 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 1, S. 17. なお、第 122条は正当防衛の時

間的限界、第 123条は他人のための正当防衛、第 124条は自救行為に関する規定であ

る。 
534 1828年草案の過剰防衛規定は以下のとおりである（法文は、SCHUBERT=REGGE, 

Gesetzrevision, Bd. 1, S. 286）。 

第 79条 被攻撃者が狼狽、驚愕又は恐怖から、かつこれによりかき乱された冷静さに

おいて許容される防衛の程度を超過したということが、蓋然性をもって明らかとなった

場合、被攻撃者にこの超過は帰責されない。 

Ergiebt sich mit Wahrscheinlichkeit, daß der Angegriffene aus Bestürzung, 

Schreck oder Furcht, und in dadurch gestörter Besonnenheit das Maaß erlaubter 

Verteidigung überschritten habe, so kann ihm diese Ueberschreitung nicht 

zugerechnet werden. 

1830年草案の規定では Besonnenheitの後にプンクトが入る（SCHUBERT=REGGE, 

Gesetzrevision, Bd. 2, S. 486）。 
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Bestürzung, Schreck, übergroßer Furcht, in gestörter Besonnenheit das Maaß 

erlaubter Verteidigung überschritten habe, so kann ihm diese Ueberschreitung nicht 

zugerechnet werden. 

126条 前（125条）に列挙されたもの以外の事例においては、裁判官は、正当防衛の限

度の超過が単なる過失の犯罪として処罰すべきなのか、故意の犯罪として処罰すべきな

のかについて、その都度の状況に従って判断しなければならない。 

一見して明らかであるように、現行第 33条と同じように虚弱性情動が 3つ列挙されてい

る点が、バイエルン刑法典第 130条との対比で特徴的である。 

 1827 年草案の理由書には、過剰防衛規定について若干の説明がある。正当防衛状況にあ

る者については、防衛を行おうとしているのであり、加害が目的そのものではないというこ

とが、一般的に前提とされなければならない。防衛者が誤った手段を選択した場合、この者

は有責な状態にあるものの、通常は過失責任にとどまる。しかしながら、現実に客観的に生

じた超過が、主観的にはいかなる形式においても責任として帰責されえない場合が起こり

うる。「これが生じるのは、状況――場所、時間、攻撃者の人格――が、その状況が被攻撃

者を狼狽、驚愕または過度の恐怖などに陥らせることで、被攻撃者に手段の検討に必要な冷

静さを奪い、そうでなければ行ったように熟慮し慎重に行為することを妨げるような性質

のものであった場合である。そのような状況にある者は、責を負わない前後不覚

（Sinnlosigkeit）または意識喪失状態（Bewußtlosigkeit）においてその他の犯罪を行う者

と同等であり、これらの者を、それゆえ草案第 112 条第 5 項と第 113 条も帰責無能力と説

明する」535。それゆえ、この草案の立場は、不処罰となる過剰防衛行為者を責を負わない完

全酩酊者と同視した FEUERBACH とほぼ同じである。実際に、理由書は、バイエルン刑

法典第 130 条を「卓越した（treffliche）規定」と評価し、それ以後のすべての草案がこれ

に続いていると述べている。 

 さらに、この規定により正当防衛の領域が過度に広がるという懸念に対して、以下のよう

に反論する。すなわち、懸念される濫用の根源は、裁判官の法適用にあるのであり、規定自

体にあるわけではない。「このことは別にしても、真面目な、悪行者から攻撃され防衛にお

いて行き過ぎがあっただけの市民は、自らが緊急状況の事実を証明しなければならないと

いうことによって、すでにこれについて十分不都合なのであり、それゆえ、自らの行為によ

って、それが実行されれば、その者が防衛の過剰により受けた損失よりも重大な損失を国家

に被らしめたであろう平穏撹乱者と比べて、法律からの優遇により値するのである」536。前

半の記述からは、草案が過剰防衛規定の意義を証明の観点から捉えているように受け取ら

れる。これは、条文が「……が明らかとなる場合」としていることからも根拠づけられる。

また、後半部分からは、被攻撃者の精神的動揺だけでなく、過剰防衛の前提となる正当防衛

の図式が「正対不正」であり、過剰行為があったとしても、被攻撃者は攻撃者に比べて一定

                                                   
535 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 1, S 173-174. 
536 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 1, S. 174. 
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の優越的地位にあるということが確認されている。FEUERBACHの過剰防衛論はこの点を

指摘しないが、彼の正当防衛論には、被攻撃者は攻撃者を「自然法則に従って扱う」、つま

り攻撃者にむき出しの暴力を行使する権限を獲得するという側面があるため537、少なくと

も強度的過剰においては攻撃者の不法を過剰防衛の不処罰根拠とする余地はある。 

 このように、1827年草案はバイエルン刑法典第 130条および FEUERBACH の過剰防衛

論を継承しつつも、若干異なる起草を行ったということが確認される538。これらの草案は公

表には至らなかったものの、過剰防衛については今後の展開を決定づける出発点となった。 

 1830 年の DANCKELMANN の死後、改正作業は法典改正担当の司法大臣 KAMPTZ に

より強力に主導された539。1833年修正草案の起草540をそのまま引き継ぎ、その後の審議に

おいて基礎として供された 1836年草案は、正当防衛の各要件の配列を変更しつつ、以下の

ように規定した541。 

第 81条 同じく、適法な正当防衛において行われた行為は不処罰である。正当防衛があ

るのは、ある者が、違法な攻撃に対して、即座に必要な官憲による保護を確実には頼るこ

とができず、かつ、自らに迫り来る人身、名誉又は財産への損害を阻止するために、暴力

的な自己防衛以外に確実な手段を利用できない場合である。 

第 85 条 被攻撃者が狼狽、驚愕又は恐怖から、これにより限定された冷静さにおいて、

許容される防衛の程度を超過したということが、状況から明らかとなる場合、被攻撃者に

この超過は帰責されない。 

Ergiebt sich aus den Umständen, daß der Angegriffene aus Bestürzung, Schreck 

oder Furcht, in dadurch geminderter Besonnenheit, das Maaß erlaubter Verteidigung 

überschritten hat; so kann ihm diese Ueberschreitung nicht zugerechnet werden. 

 この 1836年草案について 1838年 11月 3日に行われた枢密院直属委員会審議（第 1部

第 14回会議）では、自救行為について若干の言及があるものの、第 85条については特に

触れられず、草案の第 2稿（第 102条）では過剰防衛に修正は加えられなかった。これに

対して、1840年 2月 26日に行われた第 32回会議では、第 2稿第 102条の過剰防衛に対

して重要な言及がなされる。それによれば、まず、「第 102条と第 103条に際して留意さ

れたのは、この事例は、被攻撃者が錯誤から、危険をより大きいまたは回避不可能と思っ

た場合を特別に予定してはいないということである」として、第 102条以下が誤想（過

剰）防衛を定めているわけではないことを確認する。加えて、「さらに、第 102条の起草

に関して言及されたのは、「限定された冷静さにおいて」という表現が語法上正しくない

                                                   
537 この点については、PAWLIK, a.a.O. (Anm. 523), S. 304-305. 
538 SCHMIDT, a.a.O. (Anm. 500), S. 317も、1813年バイエルン刑法典とザクセンおよび

ハノーファーの刑法草案の影響を指摘する。 
539 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 3, S. ⅩⅥは、「1833年から 1836年の実

体刑法についての改正作業は、固有の意味において彼の業績である」と評価している。 
540 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 3, S. 13. 
541 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 3, S. 821-822. 
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ということである。もしこれがそもそも必要であるなら、より詳細な表示を付け加えて、

「冷静さの欠如」と言わなければならないこととなるだろう。委員会は、上述の文言を不

要であるとして削除すると決議した」542。この決議に基づき、第 3稿では「限定された冷

静さにおいて」の文言がなくなる。 

法典改正の担当者は 1842年に KAMPTZから SAVIGNYに移る543。以上の経過で作成さ

れた 1836年草案第 3稿を引き継いで、1843年草案は次のようにした544。 

 第 84条 適法な正当防衛の状況において行われた行為は不処罰である。適法な正当防衛

があるのは、ある者が、自らの人身、名誉又は財産への違法な攻撃に際して、即座に必要

な官憲による保護には頼ることができず、かつ、迫り来る損害を阻止するために、暴力的

な自己防衛以外に確実な手段を利用できない場合である。 

第 88条 被攻撃者が狼狽、驚愕又は恐怖から、許容される防衛の程度を超過したという

ことが、状況から明らかとなる場合、被攻撃者にこの超過は帰責されない。 

Ergiebt sich aus den Umständen, daß der Angegriffene aus Bestürzung, Schreck 

oder Furcht das Maaß erlaubter Verteidigung überschritten hat; so kann ihm diese 

Ueberschreitung nicht zugerechnet werden. 

1843年草案はプロイセン領内の 8つの領邦等族議会に送付されたのだが、これに応じて

寄せられた意見書では、第 88 条の過剰防衛について以下のような言及がなされた（なお、

第 89 条は裁判官に故意犯処罰か過失犯処罰かを判断するように指示する、1828 年草案第

126 条以来の規定である）。「第 88 条、第 89 条は、ある部分は余計なものとして、ある部

分はその文言のために、とりわけ陪審裁判所ではほとんど説明されるべきでない第 89条に

基づく過失処罰を同じく考慮して、批判される」。法律の目的は、人は事柄の性質上その際

あまり厳格に考えることはできないという理由から、特定の正当防衛の過剰を不処罰と表

明することであり、それゆえ第 88条は行為者を刑罰から完全に解放するのである。この条

文は不要なものではない。むしろ、司法医学的（gerichts-ärztlichem）観点からも、以前は

裁判官が錯乱状態についての医師の鑑定を必要としていたのに対して、すべての個別事例

において判決を容易に見出せるようになるということが、正当に言及される。これに対して、

第 89条は、裁判官が可罰的な行為を故意犯として処罰するのか過失犯として処罰するのか

を判断するのは当然のことであるから、不要である。もっとも、第 89条に正しい側面もあ

るのだが、それは、不処罰となる過剰防衛が依然として正当防衛の真の本質と関連していな

ければならないということである。それゆえ、第 88 条、第 89 条に対して提案される修正

草案第 64条では、「適法な正当防衛において（in rechter Nothwehr）」、それゆえ故意から

でも過失からでもなく生じた、それ自体正当な防衛の程度の超過は帰属されないとする545。

                                                   
542 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 4/1, S. 201-202. 
543 なお、KAMPTZはその後も刑法改正に影響を与えようと試みていたようである

（SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd, 6/1, S. ⅩⅤ）。 
544 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 5, S. 16-17. 
545 REGGE=SVHUBERT, Gesetzrevision, Bd. 5, S. 433-434 
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ここでは、第 88 条による過剰防衛の不処罰規定の有用性と、第 89 条の処罰される過剰防

衛に関する規定の不用性が指摘されている。この説明からは、過剰防衛の不処罰の性質が今

日でいうところの責任阻却であることを当然の前提として、規定の必要性がここでも立証

の観点から語られていることがわかる。なお、「不処罰となる過剰防衛が依然として正当防

衛の真の本質と関連していなければならない」という最後の指摘は、誤想防衛・時間的過剰

の排除を意味する546。以上のことから、1843年草案の規定は、余分なものを含むとはされ

たものの、全体としては好意的に受け止められたのであった。 

また、1843 年草案の特徴として、草案が立法関係資料とともに出回り、様々な批判が寄

せられた点が挙げられる547。上の意見書ではこれらの批判が多く引用されているため、時系

列としては逆になるが、ここでは頻繁に参照されている ABEGGと TEMMEの草案批判を

確認する548。ABBEG によれば、第 88 条と第 89 条は、超過が帰責されえない特別な事例

でなければ、正当防衛の過剰において加えられた侵害は故意または過失に帰責されるとい

うことであるが、このことは故意・過失を定める第 51 条および帰責無能力を定める第 78

条以下においてすでに定められている。「狼狽、驚愕又は恐怖から」という文言は、過剰防

衛では妥当するが他では生じないものへの限定を表現しているか、または、超過がその根拠

をこれら 3つの状態にもつ場合には、無条件で帰責が阻却されると示唆することとなるが、

そのどちらも法と真実に反する。疑いの余地なく、草案はここで一般原則と異なることを定

めようとしているのではないのである。それゆえ、これらの規定を維持したいのであれば、

別のかたちで起草されなければならない549。また、TEMME も、第 88条と第 89条をまと

めて次のようにそれらの意義を問う。正当防衛の超過を故意犯とするか過失犯とするのか

は、その都度の諸事情からのみ判断される。しかし、情動が意識喪失をもたらす限りで、そ

れが帰責を阻却するということは、すでに定められている。そうすると、第 88条は、情動

がそれほどまで強くない場合であっても帰責を阻却しようというのか。また、列挙されてい

ないその他の情動、たとえば高度な義憤（gerechter Zorn）がある場合であってもそうなの

か。この 2つの場合は、確かに先行する第 78条以下とは異なるものを内容としている。し

かし、第 1の場合について原則に変更を加えないということは 1827年草案の理由書が表明

するところである。また、第 2の場合についても、草案が帰責無能力規定からの変更を望ん

でいなかったということに疑いの余地はないため、明らかにすべての種類の情動に関連づ

けられなければならない。それゆえ、過剰防衛規定は不要である550。このように、ABEGG

                                                   
546 なお、最初の指摘にある「陪審裁判所ではほとんど説明されるべきでない第 89条に基

づく過失処罰」が精確に何を意味するのか、ここでの記述からはわからないが、過失致死

傷罪が陪審裁判所の管轄外であった可能性は高い。 
547 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 5, p. ⅩⅢ. 
548 1843年草案の重要な批判については、BERNER, a.a.O. (Anm. 530), S. 232-233. 
549 Julius Friedrich Heinrich ABEGG, Kritische Betrachtungen über den Entwurf des 

Strafgesetzbuches für die preussischen Staaten vom Jahre 1843, Abt. 1, 1844, S. 204-

205. 
550 Jodocus D. H. TEMME, Critik des Entwurf des Strafgesetzbuchs für die 
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や TEMMEといった普通法に通暁した学者と立法者との間には、過剰防衛規定の要否につ

いて見解の相違があったのである551。 

これを受けて、1845年修正草案は正当防衛・過剰防衛を以下のように規定した552。 

第 63条 人身または財産に向けられた違法な攻撃を被攻撃者自身又は他人から転じるた

めに行われた、それ自体として可罰的な行為は、それが防衛の目的に必要であった限りで、

適法な正当防衛において行われたものとして、不処罰にとどまるものとする。 

 同様のことは、犯行現場を抑えられた犯罪者を逮捕するため、又は、他人の占有地に暴

力をもって押入る者若しくは占有者の意思に反して留まる者を取り除くために行われた

行為にも当てはまる。 

第 64条 適法な正当防衛において、狼狽、驚愕又は恐怖から、許された防衛の程度を超

過した者には、この超過は帰責されない。 

Wer in rechter Nothwehr, aus Bestürzung, Schreck oder Furcht das Maaß erlaubter 

Verteidigung überschreitet, dem ist diese Ueberschreitung nicht zuzurechnen. 

 この段階で、現行の過剰防衛規定にさらに近づいたことがわかる。注目すべきは、上の意

見書の提案を取り入れて、時間的過剰を排除する起草になっていることである。すなわち、

「適法な正当防衛において（in）」という場所的・時間的限界づけと、「許された防衛の程度

（das Maaß）を超過した者」という超過する対象の明示により、時間的過剰を含めない意

図がはっきりと表されている。第 64 条は、1845 年 11 月 26 日の枢密院審議第 7 回会議に

おいて 7対 1で可決され、1846年草案、1847年草案もこれをほとんどそのまま承継する。

合同等族委員会所見（1848 年 1 月 11 日付）においても、正当防衛につき若干の言及がな

されるにとどまった。 

 ところが、1848 年草案は全体として極端に 1810 年フランス刑法典に近い草案となる。

BANKE はこれを指摘して、「体系的には、この草案は 1847 年草案に対して完全な独自性

を示す」と言う553。彼によれば、SAVIGNYは、立法作業を進めるにあたって、等族委員会

審議にすでに参加していたライン地方の法律家である、BISCHOFF と SIMONS の協力が

必要であると考えた554。そして、SIMONS はその後すぐに司法大臣となり、立法作業を主

                                                   

preußischen Staaten, Teil 1, 1843, S. 159-160. 
551 TEMMEについては、このような普通法学者一般の態度に加えて、正当防衛を帰責性

阻却事由と考えるため（TEMME, a.a.O. (Anm. 550), S. 156-157）、重ねて帰責性阻却事

由として過剰防衛の規定があり、しかもこれと正当防衛の法効果の記述が異なっているこ

とは、おそらく本質的に不都合であった。 
552 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 6/1, S. 13． 
553 Waldemar BANKE, Der erste Entwurf eines Deutschen Einheitsstrafrechts. 2. Der 

Vorentwurf zum ersten Deutschen Einheitsstrafrecht, 1915, S. 32-33. BERNER, a.a.O. 

(Anm. 530), S. 237や SCHMIDT, a.a.O. (Anm. 500), S. 318は 1847年草案にすでにライ

ン法、つまりフランス法の影響を読み取っている。 
554 Waldemar BANKE, Der erste Entwurf eines Deutschen Einheitsstrafrechts. 1. Der  

Verfasser des Entwurfs 1849, 1912, S. 26. 
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導することとなるのである555。これに応じて、正当防衛・過剰防衛もフランス刑法典を想起

させる規定となった556。 

第 33条 所為が、違法な攻撃を自己又は他人から防衛する（正当防衛）ための必要性に

より要請される場合、重罪も軽罪も存在しない。 

第 34条 正当防衛の推定（略） 

第 35条 行為者が、狼狽、恐怖又は驚愕のみから、防衛により要請されることの限度を

行き過ぎた場合、正当防衛と等しく扱われる。 

Der Nothwehr ist gleichzuachten, wenn der Täter nur aus Bestürzung, Furcht oder 

Schrecken über die Grenzen desjenigen hinausging, was durch die Vertheidigung 

geboten war. 

 すなわち、「重罪も軽罪も存在しない」という法効果の定め方、第 34条におけるなどの場

合の正当防衛の推定は、規定が総則にある点を除けば、1810 年フランス刑法典の直接の影

響によるものといってよいだろう。ここでは、過剰防衛は「正当防衛と等しく扱われる」と

されているが、これも 1810年刑法典第 329条の規定を参考にした一種の正当防衛の特則と

考えることができる557。以下に見るように、この形式は、プロイセン刑法典まで維持され

る。そして、このように過剰防衛の法効果が、1813 年バイエルン刑法典以来の「帰責され

ない」から、「正当防衛と等しく扱われる」となった結果、不処罰の法的性質が条文上表現

されなくなったという点は注目される。以下に見るように、確かに、当時のほとんどの論者

は明らかに過剰防衛を帰責阻却事由として論じているが、この規定形式の変更により、過剰

防衛の不処罰の法的性質が不明確になったことは否めない。また、1845 年修正草案の示し

た、時間的過剰を明確に排除する文言も変更されており、方針転換の有無が問題となるが、

それをうかがい知ることはできない。 

 1849 年草案は、正当防衛部分には従来の改正作業に照らして手直しを行ったものの、過

剰防衛に対しては修正を加えなかった。1851 年草案を経て、最終的に 1851 年プロイセン

刑法典に終着することとなったこの草案は、以下のように正当防衛・過剰防衛を規定した558。 

第 32条 所為が正当防衛により要請されていた場合、重罪又は軽罪が存在しない。正当

防衛は、現在の違法な攻撃を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。 

  行為者が、狼狽、恐怖又は驚愕のみから、防衛により防衛の限度を行き過ぎた場合、正

当防衛と等しく扱われる。 

Der Nothwehr ist gleich zu achten, wenn der Thaeter nur aus Bestuerzung, Furcht 

oder Schrecken ueber die Grenzen desjenigen hinausgegangen war. 

                                                   
555 BANKE, a.a.O. (Anm. 553), S. 32. 
556 BANKE, a.a.O. (Anm. 553), S. 49-50. 
557 なお、前述のように、バンベルク刑事法典第 168条は一定の過剰防衛または誤想過剰

防衛を正当防衛と等しく扱うとする規定を有していた。ただし、時代背景を考慮すると、

フランス 1810年刑法典の影響と考えるのが自然だろう。 
558 BANKE, a.a.O. (Anm. 554), S. 49. 
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 1851年草案の理由書によれば、正当防衛の概念はライン刑法草案第 328条に則して表さ

れている。そして、過剰防衛について、「正当防衛に際しては、大変な興奮状態の中での即

座の決意の必要性によって、慎重な防衛手段の選択、および、目的の達成のために必要な行

為への防衛の抑制のための冷静な熟慮の可能性が排除されているということが考慮されな

ければならず、正当防衛の過剰も不処罰にとどまらなければならないのであり、要件とされ

るのは、過剰が正当防衛の真の本質となお内在的連関にあるということだけである。この最

後の要請は「行為者が、狼狽、恐怖又は驚愕のみから、防衛により防衛の限度を行き過ぎた

場合」という第 39 条の末尾によって示される」559とする。つまり、1851 年刑法典の立法

者は、正当防衛をライン刑法典第 328 条に則して起草し、この正当防衛の限度は超えるも

ののこれと内在的な連関を持つ行為として過剰防衛を規定したということである。ライン

刑法典第 328条は、まさしく 1810年フランス刑法典第 328条と対応するものであるから、

1851 年刑法典の正当防衛も、少なくとも表面上はフランス法の影響を受けたことになる。

後述するように、フランス刑法学においては正当防衛行為の不処罰を心理的強制、特に恐怖

によるそれに関連づける伝統があり、1810年刑法典第 328条も制定過程からはこのような

発想のもとで定められたことが明らかである。それゆえ、過剰防衛行為が「正当防衛の真の

本質」と内在的連関を持つために、1810年刑法典第 328条が正当防衛の根拠として当初念

頭においていた恐怖等の虚弱性情動を要求することは、この点で言えば一応説明可能であ

る。もっとも、立法者がこのような理解をしていたという直接の根拠はまったくない。また、

正当防衛規定の形式がフランス法の影響を受けているとしても、要件の抽象性は普通法学

者からの要請でもあり560、また HEGEL 哲学およびその刑法学派の果した役割も指摘され

ているため561、そのような影響は実質的には限られていたのだろう562。 

 以上のような経過で、冒頭の 1851 年プロイセン刑法典第 41 条が成立した。ここでは、

立法作業にも携わった GOLTDAMMERによる過剰防衛に関する注釈を確認する。 

まず注目すべきは、正当防衛の要件における防衛の限度に関する記述である。彼は、過剰

防衛によって超過される正当防衛の限度については自由主義的観点から理解されなければ

                                                   
559 Motive zum Entwurf des Strafgesetzbuchs für die preußischen Staaten, 1851, S. 18. 
560 たとえば、TEMMEは 1843年草案の批判において、「正当防衛とは、ある法規ではな

く、生およびそれにより正当と考えられた悟性が構築してきた概念なのである」と主張

し、詳細すぎる規定を批判する（TEMME, a.a.O. (Anm. 550), S. 154）。同様に、

ABEGG, a.a.O. (Anm. 549), S. 200-201. 普通法の正当防衛理解について、曽根・前掲注

（443）34頁は、「カロリナ法典は原則として防衛の対象を生命・身体に限定していた

が、その後、ドイツ普通法は正当防衛の許容範囲を次第に他の法益にまで拡張し、事由・

貞操および名誉に対する攻撃も生命または健康に対して向けられた攻撃と同様に考慮さ

れ、財産に対しても最大限度の防衛が許されることになった」とする。 
561 曽根・前掲注（443）43-44頁、津田・前掲注（410）103-108頁。もっとも、本稿と

しては、HEGEL自身が刑法における正当防衛について特段の言説を述べているわけでは

ないから、それまでの普通法学者の一部が、自説の根拠を HEGEL哲学に求めたにとどま

り、正当防衛の要件の抽象性はあくまで普通法学の所産であると理解している。 
562 SCHMIDT, a.a.O. (Anm. 500), S. 319. 
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ならないとするのだが、その限度は「危難（Noth）の継続、危難の態様および大きさ、およ

び、現存する事情の下で考えられる、危難の回避に対する手段の比例性に見出される」とす

る。そして、この項目の終わり付近で、手段と被保全法益との比例性が求められるわけでは

ないという文脈で、「危難の継続に関する行き過ぎ、および、危難の態様と大きさに対する

手段の均衡に関する行き過ぎによって行われた過剰についての、裁判官に対する積極的規

定」という言葉を用いる。次いで、過剰防衛部分の注釈では、まず、この不処罰が条文とは

異なり、正当防衛と同視されるのではなく、行為者に過剰行為が帰責されないのであるとい

うことを確認する。その上で、1827 年草案理由書の過剰防衛の説明をほぼそのまま引用し

て、ここでの過剰防衛行為者は、責を負わない前後不覚または意識喪失状態においてその他

の犯罪を行う者と同等であるとする563。このように、GOLTDAMMER は「危難の継続」に

正当防衛の限度を見出すため、時間的過剰に第 41条の適用を認めうると考えていたように

見えるが、単に自救行為の趣旨で言及している可能性も否定できない。なお、OPPENHOFF

は、「防衛の限度に関する行き過ぎは、正当防衛のその他の要件（現在の違法な攻撃の回避）

が存在する場合にのみ、正当防衛とみなされる」564としており、誤想防衛と時間的過剰を不

処罰となる過剰防衛から除外していたように見える。 

 興味深いことに、GOLTDAMMER は虚弱性情動に注釈を行っていない。過剰防衛の項目

(6)の冒頭に示される条文からの抜き書きも、第 41条第 3段中の「狼狽、恐怖又は驚愕のみ

から、防衛により防衛の限度を」の部分は省略されている565。OPPENHOFF は、「「狼狽、

恐怖又は驚愕により」という列挙は限定的なものではない。その他類似の精神状態、たとえ

ば錯乱は排除されない」566と、激怒などを含める意図ではないにせよ、3つの情動は限定列

挙ではないとする。BESELERは、「防衛の超過は、悪しき意図なく、場合によってはあり

うる過失が狼狽、恐怖または驚愕により免責される場合に、行為者の責めに帰されない」567

としている。いずれにせよ、当時の注釈家は虚弱性情動の要件に大きな注意を払っていなか

ったようである。このような態度は、前述の ABBEGや TEMMEの草案批判にも見られる

ところであった。すなわち、従来の普通法の観点からは、帰責性を阻却する精神状態として

虚弱性情動と強壮性情動を区別する理論的根拠は特にないのであった。 

                                                   
563 Theodor GOLTDAMMER, Die Materialien zum Strafgesetzbuche für die 

preußischen Staaten, Teil 1, 1851, S. 420-422 
564 Friedrich Christian OPPENHOFF, Das Strafgesetzbuch für die Preussischen 

Staaten, 6. Aufl., 1869, S. 134. なお、BESELERも、被攻撃者が侵害を自招した場合や

防衛以外の目的で行為した場合には過剰防衛は認められないとしていることから、おそら

く時間的過剰も認めないものと思われる（Georg BESELER, Kommentar über das 

Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten vom April 1851, 1851, S. 189）。 
565 GOLTDAMMER, a.a.O. (Anm. 563), S. 422. 
566 OPPENHOFF, a.a.O. (Anm. 564), S. 134. 
567 BESELER, a.a.O. (Anm. 564), S. 189. 
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 なお、GOLRDAMMER は、正当防衛に関する注釈の最後で、第 41条がフランス刑法

典をそのまま受け継いだものではないことを確認し、両者の相違を説明している568。  

その後、1850 年代はドイツ全体で政治的反動期となったが、1858 年に国王が交代する

と、新国王WILHELM 1世は「プロイセンは賢明な立法、関税同盟のような統合要因をと

らえて、ドイツを道義的に征服しなければならない」という告示を出し、ドイツ統一への意

欲を示した569。1867年普墺戦争に勝利し、翌年には北ドイツ連邦が成立するといった時代

背景の中、刑法典の改正作業も 1868 年から本格化する。同年 3 月 30 日、帝国議会におい

て、刑法典の草案をできるだけ早く作るように連邦宰相に求める旨の提議がなされ、6月 17

日には、BISMARK からプロイセンの司法大臣 LEONHARDT に対して草案の起草が指示

される。LEONHARDTは、刑法典草案の起草をまず FRIEDBERGに委託した。草案は 11

月には連邦参議院に提出され、翌 1869年 7月に公表される570。この 1869年北ドイツ連邦

刑法典草案（フリートベルク草案、7月）は、基本的には全体として 1851年プロイセン刑

法典に依拠したものであるが571、正当防衛・過剰防衛を以下のように規定していた572。 

第 48条 (1) 所為が正当防衛により要請されていた場合、重罪又は軽罪は存在しない。 

(2) 正当防衛は、現在の違法な侵害を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。 

(3) 行為者が、狼狽、恐怖、驚愕又はその他類似の精神状態から、防衛の限度を行き過ぎ

た場合、正当防衛と等しくみなされる。 

Der Notwehr ist gleich zu achten, wenn der Thäter aus Bestürzung, Furcht, 

Schrecken oder anderen ähnlichen Geisteszuständen über die Grenzen der 

Vertheidigung hinausgegangen ist. 

 注目すべきことに、3 つの情動の列挙の後に、「その他類似の精神状態」という補充条項

が挿入されている。草案理由書では、バイエルン刑法典第 72条と同じようには定めない旨

が述べられるだけで、修正の具体的な理由は明らかではない573。また、おそらくこの挿入を

                                                   
568 GOLTDAMMER, a.a.O. (Anm. 563), S. 420-425. 
569 木村他・前掲注（514）217-222頁〔木村靖二執筆部分〕。 
570 以下、1871年ライヒ刑法典の立法作業と各草案の法文については、Werner 

SCHUBERT=Thomas VORMBAUM (Hrsg.), Entstehung des Strafgesetzbuchs. 

Kommissionsprotokolle und Entwürfe （以下、「Entstehung」）, Bd. 1-2, 2002. 
571 RÜPING=JEROUSCHEK, a.a.O. (Anm. 502), Rn. 232 は、ライヒ刑事訴訟法が領邦

国家法において実現した改革された刑事手続の共通遺産に基づくのに対し、ライヒ刑法典

は 1851年プロイセン刑法典のみに本質的に依拠しているという。 
572 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 1, S. 10. 
573 Motive zu dem Entwurfe eines Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund, 

1869, S. 103. フリートベルク草案に対しても多数の批判が公表されたが（vgl. Karl 

BINDING, Die gemeinen Deutschen Strafgesetzbücher, 1877, S. 26-27）、「所為のときに

行為者の自由な意思決定が排除されていた場合、行為は重罪又は軽罪とみなされない」と

定める第 46条や限定責任能力を定める第 47条などが目を集めたこともあって、第 48条

に対する言及はほとんどない。また、この第 46条および第 47条からは、FIREDBERG

は普通刑法の意思自由に基づく責任論を念頭に草案を作成しており、このことから情動の

補充条項を設けたのかもしれない。 
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理由として、aus の前にあった nur が削除される。この草案について審議を行った連邦参

事院委員会の第 1 読会においては、ブレーメンからの委員である DONANDT がこの草案

と同じ文言を提案した。また、主に法効果の記述について、プロイセンからの委員である

DORNは、「行為者が、狼狽、恐怖若しくは驚愕から、又は興奮において、防衛の限度を行

き過ぎた場合、正当防衛の超過は重罪又は軽罪ではない」という提案を行った574。第 7 回

の審議の結果、「又はその他類似の精神状態」を削除するという修正が加えられ575、虚弱性

情動に関しては nur が削除された従来の形式に戻り、過剰防衛の法効果の記述だけが、

DORNの提案とは異なるものの、第 1読会草案（11月）の規定において以下のように変更

されることとなった576。 

第 55条 (1) 所為が正当防衛により要請されていた場合、可罰的な行為は存在しない。 

(2) 正当防衛は、現在の違法な侵害を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。 

(3) 行為者が、狼狽、恐怖又は驚愕から、防衛の限度を行き過ぎた場合、正当防衛の超過

は可罰的ではない。 

Die Ueberschreitung der Nothwehr ist nicht strafbar, wenn der Thäter aus 

Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Vertheidigung 

hinausgegangen ist. 

 第 2読会（第 3回会議）では、提案者は不明であるが、「攻撃により引き起こされた感情

の興奮において（in einer durch den Angriff hervorgerufenen Gemüthsaufregung）」を挿

入する提案が 5 対 2 で、驚愕の後ろに「又はその他類似の感情の状態（oder anderen 

ähnlichen Gemüthszuständen）」を挿入する提案が 6対 1で否決される577。第 1読会の審

議を考慮すると、後者の提案を行ったのはおそらく DONANDTなのだろう。この両者のう

ち、前者は要件を加え過剰防衛の適用範囲を限定するものであるのに対して、後者は補充条

項を加え過剰防衛の範囲を拡大するものである。この両者の否決から、委員会は過剰防衛の

適用範囲を現状のまま維持したと結論づけられるだろう。 

この審議を受けて、第 2読会草案（12月）が作成された578。 

 第 51条 (1) 行為が正当防衛により要請されていた場合、可罰的な行為は存在しない。 

(2) 正当防衛は、現在の違法な侵害を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。 

(3) 行為者が、狼狽、恐怖又は驚愕において、防衛の限度を行き過ぎた場合、正当防衛の

超過は可罰的ではない。 

Die Ueberschreitung der Nothwehr ist nicht strafbar, wenn der Thäter in 

                                                   
574 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 1, S. 186. 
575 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 1, S. 81. 
576 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 1, S. 252. 
577 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 1, S. 314. この他、メクレンブルク=シ

ュヴェーリンからの委員である BUDDE より正当防衛について提案があったが、これも否

決された。 
578 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 1, S. 433. 
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Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Vertheidigung 

hinausgegangen ist. 

 第 1 読会草案と対照すると、aus が in に変更されている。この変更の趣旨は定かではな

いが、後に 1975 年は再度これを戻すことになる。第 2 読会草案第 51 条は、ライヒ議会に

提出の 1870 年 2 月草案第 51 条579、5 月 25 日にライヒ議会で可決された第 3 読会最終草

案第 53条580、1870年北ドイツ連邦刑法典第 53条581を経て、1871年ライヒ刑法典第 53 条

に引き継がれることとなった。 

 ライヒ刑法典の実質的な理由書である、帝国議会提出の 1870年北ドイツ連邦刑法典草案

理由書は、第 51 条の過剰防衛の不処罰につき以下のように述べる。「情動において行われ

た正当防衛の超過は、それが責任を負わない権利の超過であるという理由から、同じく不処

罰である。それゆえ、第 51 条は、プロイセン刑法典第 41 条に定められていたところの、

行為者が狼狽、恐怖または驚愕から防衛の程度を行き過ぎた場合には正当防衛と等しく扱

われるという規定を、受け継いだ。正当防衛の限度の超過がそれにより不処罰になる理由の

拡張、とりわけ「又は類似の精神状態」という他の立法において挿入される一般条項による

拡張は、採用された精神状態の種類の包括的な意味の観点からも、拡張を必要と示さなかっ

た経験の観点からも、要請されないように思われる」582。このように、理由書が示すのは、

ライヒ刑法典第 53 条がプロイセン刑法典第 41 条を全面的に引き継いだという点と、情動

の面に関する拡張が否定されているという点である。 

 ライヒ刑法典制定直後の注釈においては、起草過程で補充条項の追加が否決された点を

踏まえて、さらに理由書でも言及されているように、虚弱性情動が列挙される 3 つに限定

されるという点が重視されている。すなわち、RUBOは、「狼狽、恐怖または驚愕以外の原

因から生じた正当防衛の超過は、不処罰ではない。帝国議会に提出された草案の理由書は、

明示的に、この 3 つの原因への限定を望んだということを表記している」583とした。1851

年プロイセン刑法典で情動を限定列挙ではないとしていた OPPENHOFF も、ライヒ刑法

                                                   
579 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 2, S. 53. 
580 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 2, S. 271 
581 なお、これに関する注釈において、BLUM は、理由書における限定を参照しながら、

虚弱性情動は限定列挙ではないとして、錯乱（Verwirrung）を例に挙げる（Hans BLUM, 

Das Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund nebst dem Einführungsgesetz, 1870, 

S. 93-94）。また、Friedrich MEYER は、「最終項の事例において（いわゆる正当防衛の過

剰に際して）も、現在の違法な攻撃に対する防衛を念頭に置くべきであるということは、

自明のことであり、プロイセンの実務からも一貫して認められている」とする（Friedrich 

MEYER, Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund, 1871, S. 61）。 
582 Werner SCHUBERT, Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund. Entwurf vom 

14. 2. 1870 (Reichstagsvorlage), 1992, S. 57. 
583 Ernst Traugott RUBO, Kommentar über das Strafgesetzbuch für das Deutsche 

Reich. Nach amtlichen Quellen, 1879, S. 482. その他の注釈家もこの点を指摘する

（Friedrich Oskar SCHWARZE, Commentar zum Strafgesetzbuch für das Deutsche 

Reich, 3. Aufl., 1873, S. 246-247; Hans RÜDORFF, Strafgesetzbuch für das Deutsche 

Reich, 1871, S. 187）。 
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典の注釈書では立法過程を加味して 3 つの情動を限定列挙とする。ただし、錯乱を狼狽に

含めることは排除されないと粘っている584。また、後述するが、BERNER もあまり限定に

肯定的ではなかった。いずれにせよ、情動の補充条項を加えるというフリートベルク草案原

案および DONANTの提案が退けられた点は、各注釈書でもはっきりと確認されていた。 

 他方で、時間的過剰については、SCHWARZE がこれに対する不処罰を明示的に否定す

る。「攻撃が完全に撃退された後の攻撃者の侵害は、過剰ではなく、独立の犯罪である。

というのも、正当防衛がもはや存在しない場合、正当防衛の過剰は存在しないからであ

る」585。RUBOは、一方では、過剰防衛を「必要な防衛の態様（Art）の超過」と同視す

るが、他方では、「行われた行為が攻撃者にまったく向けられたものでなく、その限りで

防衛がそれ自体として構成されない場合」も過剰防衛に値するとしており586、時間的過剰

をどのように考えていたのかは明らかではない。RÜDORFFは、「攻撃者の勝利または被

攻撃権利客体の完全な滅失でもって正当防衛状況は終わる」という BERNERの記述を引

用して、その場合には第 3項によりさらに免責可能な正当防衛の超過の有無のみが問われ

うるとし、時間的過剰に第 3項を適用する可能性を示唆する587。1851年プロイセン刑法

典に対する GOLTDAMMER の注釈をあわせて考慮すると、後に見る、ライヒ刑法典第

53条第 3項の過剰防衛が強度的過剰に限定されるという判例の一貫した立場は、条文から

の必然的な帰結とはいえないのである。ただし、Friedrich MEYER が、「最終項の事例

において（いわゆる正当防衛の過剰に際して）も、現在の違法な攻撃に対する防衛を念頭

に置くべきであるということは、自明のことであり、プロイセンの実務からも一貫して認

められている」588としていることからすると、事後的時間的過剰の排除は実務上当然の前

提であり、言及に値しないと考えられていた可能性も否定できない。  

 

3.1.1.3. ライヒ刑法典の改正作業と現行規定の成立 

 20 世紀の改正作業については、内藤謙および横内豪による研究がある589。冒頭で述べた

とおり、1975 年改正により成立するに至った現行第 33 条は、結局のところライヒ刑法典

第 53条第 3項をほとんどそのまま引き継いでいる。この意味で、以下に見る改正論は、最

終的に現行法に反映されていないということを先に確認しておく。 

1871 年ライヒ刑法典はその後いくつかの改正を受けるものの、その数は比較的少数にと

                                                   
584 Friedrich Christian OPPENHOFF, Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 3. 

Aufl., 1873, S. 117. SCWARZE, a.a.O. (Anm. 583), S. 247はこの OPPENHOFFの見解に

批判的である。 
585 SCHWARZE, a.a.O. (Anm. 583), S. 246. 
586 RUBO, a.a.O. (Anm. 583), S. 482. 
587 RÜDORFF, a.a.O. (Anm. 583), S. 186-187. ただし、BERNER は時間的過剰に不処罰

を認めない。 
588 F. MEYER, a.a.O. (Anm. 581), S. 61 
589 内藤謙『刑法改正と犯罪論（下）』（有斐閣、1976）591-633頁、横内・前掲注（32）

231-240頁。 
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どまった590。19世紀の間は商法典および民法典の編纂に立法の労力が集中したのだが、20

世紀に入ると、学派の争いの成果を取り込みつつ、本格的な改正作業が行われることとなる。

1902年から 1909年にかけて行われた比較法研究「ドイツ刑法および外国刑法の比較考察」

を基礎に591、司法省から 1909年にたたき台としての準備草案が公表された。ここでの正当

防衛・過剰防衛規定は、以下のようなものであった592。 

第 66条 正当防衛において行為する者は不可罰である。正当防衛は、現在の違法な攻撃

を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。 

行為者が正当防衛の限度を超過する場合、処罰について未遂に関する規定が適用され

うる。行為者が免責可能な興奮又は狼狽において行為した場合、この者は不処罰である。 

Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr, so können hinsichtlich der 

Bestrafung die Vorschriften über den Versuch angewendet werden; hat der Täter in 

entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung gehandelt, so ist er straflos. 

 第 66条は、正当防衛についてはライヒ刑法典を受け継ぎつつ、過剰防衛に大きな修正を

加えている。理由書は、まず、新たに提案された過剰防衛行為に対する刑の減軽について次

のように説明する。現行法は、正当防衛の可罰的な超過に際して、必要的あるいは裁量的な

刑の減軽の規定を欠いている。「このことは、次の事態へと至りうる。すなわち、不当に不

処罰となる過剰防衛を認めるか、許容された防衛の限度を有責に超過しただけである行為

者に対して厳しすぎる刑罰が科されるかである。なぜなら、正当防衛の超過が処罰されるべ

きかたちで行われるにせよ、そのような事例においては、少なくとも部分的には、過剰防衛

の免責に一般的に導く動機が共に作用していることがありうるし、そのようになるからで

ある」。確かに通常の法定刑の枠内で考慮することもできるが、それでも、下限が重過ぎる

ためにこれが不可能な場合は残る。同じく、より軽い刑の許容はここでは原則的に正当でも

ある。それゆえ、草案は第 66条第 2項で未遂減軽を適用できるように提案する。なお、こ

こでは脚注で、過剰防衛の刑の減軽を認める領邦立法があり、複数の外国の立法および草案

もこれを規定している点が確認されている593。 

                                                   
590 以下、20世紀の改正作業と各草案の法文については、Thomas VORMBAUM, 

Kathrin RENTROP (Hrsg.), Reform des Strafgesetzbuchs. Sammlung der 

Reformentwürfe（以下、「Reform」）, Bd. 1-3, 2008参照。 
591 「ドイツ刑法および外国刑法の比較考察」では、特に注目すべき記述はない。日本の

旧刑法の検討の際に若干言及したが、正当防衛・緊急避難部分を執筆したのは OETKER

である。彼は、狼狽・恐怖・驚愕といった情動に根拠を持つ過失の過剰防衛の不処罰は、

実際に、状況の適切な評価に則しているとして、現行規定を高く評価する。なお、彼は続

けて、過剰となる行為は故意のものであってもよいとするが、時間的過剰（OETKER は

これを指して「正当防衛という口実（Prätext der Notwehr）」と呼ぶ）、誤想過剰防衛に

ついては規定の適用を強く否定する。また、減軽規定については、各則の個別の犯罪類型

の法定刑の幅によるとしつつ、必要的減軽にはすべきでないと述べる（OETKER, a.a.O. 

(Anm. 64), S. 287-289）。 
592 VORMBAUM= RENTROP, Reform, Bd. 1, S. 16. 
593 Vorentwurf zu eimem Deutschen Strafgesetzbuch. Bearbbeitet von der hierzu 
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次いで、理由書は不処罰となる過剰防衛行為の要件について説明する。「行為者を免責す

る精神状態は、従来、「狼狽」、「恐怖」または「驚愕」でもって特徴づけられてきた。これ

らの表現は、それらがほとんど同じものを意味し、あるいは狭すぎるという理由から、反論

の余地のないものではない。それゆえ、今度は、一般的でおそらくより適切な「興奮又は狼

狽」という表現によって置き換えられる」。ここでの不処罰の根拠は、これらの情動に根ざ

す自己の態度の結果の不制御にある。しかし、それは有責な動機に依拠することは許されな

い。したがって、草案は、その中で行為者が行為したところの興奮または狼狽は、免責可能

なものでなければならないという要件を立てた。「このことは今日の法適用に合致している

のだが、不処罰は、行為者がその中で許容される正当防衛の限度を超過したところの精神状

態が、自身としては非難の余地のない態度に還元される場合にのみ認められるべきである

という思想を、より鮮明に表現するのである」594。 

 これに対して、法学者陣営から、KAHL、LILIENTHAL、LISZT、GOLDSCHMIDTが

協同して作成したのが「1911年対案」である595。 

 第 25条 正当防衛により要請される行為は不処罰である。正当防衛は、現在の違法な攻

撃を行為者又は他人から転じるために必要な防衛である。 

  行為者が、興奮又は狼狽において正当防衛の限度を超過する場合、行為は、それがこの

ために免責可能となる限りで、不処罰である。 

Überschreitet Täter die Grenzen der Notwehr in Aufregung oder Bestürzung, so ist 

die Handlung, soweit sie hierdurch entschuldbar wird, straflos. 

 このように、1911 年草案第 25 条第 2 項の過剰防衛は、減軽規定を置かない点で、1909

年準備草案よりもライヒ刑法典に近い。しかし、免責可能性が要件として加えられつつ、そ

れでも情動が概括的になっている。理由書は、1909 年準備草案から離れたことにつき、次

のように説明する。確かに、対案も同じく免責可能な過剰防衛の不処罰を維持する。しかし、

「その中で過剰防衛が行われた「興奮又は狼狽」が「免責可能」なだけでなく、さらに過剰

防衛自体がこれにより「免責可能」となることを対案は求める」。また、興奮または狼狽に

より免責されない過剰防衛をより軽く処罰することにも根拠はない。それゆえ、対案は予備

草案第 66条第 2項により裁判官に与えられた、免責可能ではない過剰防衛に対して未遂減

軽を適用する権限を排除する。また、対案第 87条により、減軽的事情が存在する場合に裁

判官に認められる一般的な減軽の権限は、考慮に値する事例を覆うのに十分である596。 

 1909 年準備草案、1911 年対案をもとに、新たな委員会による草案の起草作業が行われ

597、1913年に委員会草案が提出されたが、これは公表されず、第 2読会を通過したものが

                                                   

bestellten Sachverständigen=Kommission, 1909, S. 245. 
594 A.a.O. (Anm. 593), S. 245-246. 
595 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. 71. 
596 Gegenentwurf zum Vorentwurf eines deutschen Strafgesetzbuchs. Begründung. 

1911, S. 38-39.  
597 この委員会には、法学者の代表として、学派の争いにおいて折衷説の支持であった、
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最終的に 1913年草案として原稿となった。これは政府草案として連邦参議院に送付された

と言われるが、第 1 次世界大戦の勃発によりここでは公表に至らなかった。その後、1918

年に改正作業が再開され、翌年完成した新たな草案が 1913年委員会草案と共に公表された

598。1919年草案の正当防衛・過剰防衛規定は、1913年草案をほとんどそのまま引き継いだ

ものである599。 

 第 21条 正当防衛は違法ではない。 

  正当防衛は、現在の違法な攻撃を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。 

  行為者が正当防衛の限度を超過した場合、刑罰は減軽されうる（第 111条）。その者が、

免責可能な興奮又は狼狽において行為した場合、この者は不処罰にとどまる。 

Hat der Täter die Grenzen der Notwehr überschritten, so kann die Strafe gemildert 

werden (§ 111); handelte er in entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung, so bleibt er 

straffrei. 

 注目すべきは、正当防衛が明確に違法性阻却事由として規定されているのに対し、過剰防

衛の不処罰の法的性質は明示されていない点である。また、1909 年準備草案に規定された

減軽規定を定めており、この点で 1911 年対案が退けられていることがわかる。これらは

1913年刑法委員会第 1読会の決議案をそのまま引き継いだものである。 

 その後、当時キール大学の正教授であった RADBRUCH が司法大臣に任命され、1922年

草案（いわゆるラートブルフ草案）が作られた。この草案全体は、オーストリアとドイツの

刑法の統一という主たる目標設定にかんがみて両国の改革の妥協を体現するものであり、

死刑の廃止など全体としても注目すべき改革を内容としていた600。草案は内閣提案として

ライヒ政府に送付されたものの、WIRTH 内閣の総辞職もあって、結局ライヒ議会への提出

は見合わされた。その後一旦改正作業は中断するが、1922 年草案の作成に参加していた

JÖEL がその改訂を行い、これが 20 世紀の改正作業における最初の政府草案である 1925

年草案としてライヒ参議院に提出され、公表されることとなった601。1922 年草案と 1925

年草案は、正当防衛・過剰防衛についてまったく同じ規定を置いた。1925 年草案は、以下

のように定める602。 

 第 21条 正当防衛において行われた所為は違法ではない。 

  正当防衛において行為するのは、自己又は他人を現在の違法な攻撃に対して事情に相

当なかたちで防衛する者である。 

                                                   

KAHL、FRANKおよび HIPPELが参加した（VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 

1, S. ⅩⅤ）。 
598 VOURMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. ⅩⅥ．なお、公表されたのは 1920年

である。 
599 VOURMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. 354. 
600 SCHMIDT, a.a.O. (Anm. 500), S. 405-406. 
601 VOURMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. ⅩⅧ-ⅩⅩⅠ． 
602 VOURMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 2, S. 66. 1925 年草案の正当防衛規定につい

ては、内藤・前掲注（589）593-595頁参照。 



202 

 

  行為者が正当防衛の限度を超過した場合、刑罰は減軽されうる（第 72条）。超過が興奮

又は狼狽のために免責可能な場合、この者は不処罰である。 

Hat der Täter die Grenzen der Notwehr überschritten, so kann die Strafe gemildert 

werden (§ 72); ist die Überschreitung wegen Aufregung oder Bestürzung entschuldbar, 

so ist er straffrei. 

 1925 年草案の理由書は、まず、行為者の精神状態の描写について、「草案は、「恐怖又は

驚愕」という言い回しをより広い興奮という表現に置き換え、まさしく興奮又は狼狽のため

に行為者を超過について非難できないのであり、その所為はこの理由から免責可能である

ということを要求することで、規定の基本思想をより明確に際立たせた」とする。続いて、

刑の減軽規定に言及する。草案は相当性要件を設けることで正当防衛を限定しており、特に

絶対的法定刑が定められている場合には、刑が厳しすぎることもありうる。「裁判官は、そ

れゆえ、可罰的な正当防衛の超過に際しても、通常の刑罰を第 72条の基準に従って減軽す

る権限を与えられる」603。これらは従来の説明を踏襲するものであるが、特に正当防衛の限

定と過剰防衛の減軽規定が関連づけられていたことが確認される。 

 1925 年草案は、翌年にライヒ参議院の合同委員会で審議され、1927 年草案（「ライヒ議

会提出案」）となった。この草案は、正当防衛および過剰防衛を以下のように規定した604。 

第 24条 正当防衛において行われた所為は違法ではない。 

正当防衛において行為するのは、防衛が攻撃を転じるのに必要であり、かつ、防衛によ

り予想される損害が攻撃により脅かされる損害に対して不均衡でない限りで、自己又は

他人を現在の違法な攻撃に対して防衛する者である。 

  他人の財物を、それにより脅かされる危険を自己又は他人から転じるために、損傷又は

破壊する場合、違法な攻撃に対する防衛と等しくみなされる。 

  行為者が正当防衛の限度を超過した場合、刑罰は減軽されうる（第 73 条）。超過が狼

狽、恐怖又は驚愕のために免責可能な場合、この者は不処罰である。 

Hat der Täter die Grenzen der Notwehr überschritten, so kann die Strafe gemildert 

werden (§ 73); ist die Überschreitung wegen Bestürzung, Furcht oder Schreckens 

entschuldbar, so ist er straffrei. 

 ここでは、過剰防衛の免責が認められる要件の 1 つとしての情動が、これまでの興奮ま

たは狼狽から、ライヒ刑法典の狼狽、恐怖または驚愕に戻る。理由書からは、この変更の趣

旨は明らかでない605。この草案の本会議審議に基づきWilhelm KAHLの主導の下に作成さ

れた 1930 年草案は、1927 年草案をおおむね引き継ぎいだ。ここでは、第 3 項の対物防衛

                                                   
603 Amtlicher Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs nebst 

Begründung. 2. Teil, 1925, S. 20. 
604 VOURMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 2, S. 132. 1927 年草案の正当防衛規定につ

いては、内藤・前掲注（589）595-596頁。 
605 Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs. Begründung, 1927, S. 22. 

その説明は 1925年草案とほぼ同じである。横内・前掲注（32）234-235頁参照。 
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と狼狽・恐怖・驚愕に付された免責可能性の要件が削除され、これまででもっともライヒ刑

法典に近い規定となったものの、減軽規定があわせて削除されることはなかった。 

 1932年の KAHLの死と、翌年のナチスによる政権掌握によって、刑法改正は新たな段階

に入る。刑法改正についても、先行する改正作業および自由主義的なライヒ刑法典からの転

換が公式に喧伝された。そして、類推の許容など新しい刑法の理念に基づき、早くも 1933

年草案が作成された。もっとも、この草案は正当防衛・過剰防衛については 1927年草案と

ほぼ同じ、つまり過剰防衛については現行ライヒ刑法典に規定を置いている606。これに対し

て、その後一連の作業を経て、1936 年草案は、正当防衛・過剰防衛についてナチス刑法学

の思想を織り込んだ規定を完成させることとなった607。 

 第 23条 正当防衛を行使する者は正しく行為する。 

  正当防衛は、現在の違法な攻撃を自己又は他人から転じるために、健全な民族感情から

して、必要でありかつ行使される防衛である。 

  正当防衛の限度を超過した者は可罰的である。裁判官は、刑罰を減軽することができる

（第 50 条）。裁判官は死刑及び無期懲役を言い渡すことはできない。特別な例外事例に

おいては、裁判官は刑罰を免除することができる。 

Wer die Grenzen der Notwehr überschreitet, ist strafbar. Der Richter kann die 

Strafe mildern (§ 50); auf Todesstrafe und auf lebenslanges Zuchthaus darf er nicht 

erkennen. In besonderen Ausnahmefällen kann er von Strafe absehen. 

 この規定の特徴は、一見してわかるように、第 2 項で正当防衛の要件に「健全な民族感

情」を基準とする必要性が求められている点である。さらに、過剰防衛については、情動に

関する条項がまったくなくなり、要件が広く裁判官の裁量にゆだねられ、法効果も減軽また

は免除となる。それゆえ、過剰防衛について言えば、ナチスの影響下で起草された本規定が、

これまでのドイツの規定の中でもっとも日本刑法第 36 条第 2 項に近いものとなっている。

第 3 項の過剰防衛について、理由書は、本条が誤想防衛および時間的過剰の事例を対象に

していないことや、新たに減軽規定を加えたことなど、従来の説明を引き継ぐ。なお、ここ

では過剰防衛の優遇が狼狽・恐怖・驚愕に限定されないことが明言される。法効果について、

これまでの不処罰を刑の免除に変更した点については、特に触れられていない608。 

 その後も 1936年草案を基礎に閣議で作業が行われ、その成果は 1939年草案となるが、

その正当防衛・過剰防衛（第 24条）は 1936年草案と同一である。しかし、HITLER が刑

法改正を通常の立法方式によって行うよう指示し、あわせて刑法改正の適時性そのものに

疑義を示したため、ナチス政権下における全面改正は頓挫した609。 

 戦後再開された刑法改正作業においては、これまでの過剰防衛規定の起草方針が変更さ

                                                   
606 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 2, S. 272. 
607 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 2, S. 349. 
608 Werner SCHUBERT＝Jürgen REGGE (Hrsg.), Quellen zur Reform des Straf- und 

Strafprozeßrechts, 2. Abt. Bd. 1, Teil 2, 1990, S. 28. 
609 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. ⅩⅩⅩⅠ． 
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れ、情動の表現等を維持しつつライヒ刑法典の過剰防衛に減軽規定を加えた条文が立案さ

れる。1954年に司法大臣 NEUMAYERの下で設置された大刑法委員会は、1955年 3月 21

日の第 18回会議において正当防衛・過剰防衛の規定について第 1読会の審議を行った。 

審議の対象として提案された規定は、「行為者が正当防衛の限度を超過した場合、刑罰は

y 条に従って減軽されうる。錯乱、恐怖又は驚愕のために行為者にその超過が非難されえな

い場合、この者は責任を欠く」610というものである。なお、誤想防衛との関係で、過剰防衛

は違法性阻却事由の前提事実の錯誤の処理後の問題であるとされ、その結果第 1 項は誤想

防衛とはならない故意犯に関する規定であるとされた。提案について、2人の報告者のうち、

Eberhard SCHMIDTは過剰防衛について次のように言及した。過剰防衛に際してわれわれ

が関係しているのは違法行為である。ここでは、すべての事例について刑の減軽が可能であ

るべきだろう。それ以外に問題となるのは、どの程度免責を考慮するのかである。ここでは、

問題となっている免責事由がいくらかより良く定式化されることとなるだろう。行為者に

対して正当防衛状況においてなお正当防衛の限度を守ることが期待されえない場合、この

者は免責されなければならない。「将来的には、狼狽、驚愕または恐怖といった精神的な所

見にのみ焦点が当てられてはならない。私の提案の第 x 条第 3 項において、ここで問題と

なるのは期待可能性、非難可能性の契機であるということを表現したものと信じる」611。こ

れに続いて、もう 1人の報告者である BALDUS 判事が説明を行う。過剰防衛として規定す

べきは内包的過剰に限られ、外延的過剰は、違法性阻却事由前提事実の錯誤に関する一般規

定に従うべきである612。政府提案が刑の減軽を可能とする点は正しいと思うが、以下の点に

問題がある。まず、「超過が錯乱、恐怖または驚愕により非難されえない場合、この者は責

任がない」というのは同語反復であり、このような文言は不要である。また、実質的な懸念

もある。すなわち、行為者が所為を錯乱、恐怖または驚愕にもかかわらず非難される場合、

この者には第 1項の原則に従って故意犯の刑罰が科される。このことは、判例の採用する、

正当防衛の限度の故意の超過にも不処罰を認めてきた現行法の状況の変更の行き過ぎであ

るように思われる。「私見では、特別に法律に列挙される興奮状態のこの実質的な優遇はそ

のままにして、このいずれにせよ困難な領域においてさらなる区別を行うべきではない」613。 

その後の審議の中では、LANGE が虚弱性情動と強壮性情動の区別に言及し、前者は不処

                                                   
610 Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission（以下、

「Niederschriften」）, Bd. 2, 1958, S. 74 (Anhang). 
611 Niederschriften, Bd. 2, S. 127. Eb. SCHMIDT の提案する条文は、「行為者が正当防衛

の限度を超過した場合、刑罰は減軽されうる。行為者に、正当防衛状況及びこれにより生

じる危険が起こした印象を顧慮して、義務に従って正当防衛の限度を守ることが期待され

えなかった場合、その者は不処罰である」（S. 59）。なお、審議中の SCHMIDTの発言に

よれば、情動の列挙に反対するつもりではないという（S. 133 (Anhang)）。 
612 一見して明らかであるように、BALDUS は誤想防衛を外延的過剰に含めている。その

ため、彼は必要性の誤信を内包的過剰防衛ではないとする。 
613 Niederschriften, Bd. 2, S. 128-129. BALDUS の提案する条文は非難可能性条項を除く

のみで他の点は政府提案とほぼ同じである。 
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罰に、後者は刑の減軽か過失処罰にするべきであるとした上で、SCHMIDT の提案に対し

て、期待可能性は当為の問題であり、ここで扱うべき可能の問題とは対象領域が異なると指

摘した。それ以外では、特に誤想防衛の事例との区別が問題とされた。すなわち、正当防衛

状況等について積極的な錯誤に陥った者は過失処罰にとどまるのに対し、錯乱においてで

はあるが非難可能なかたちでとっさに行為した者は、攻撃の強度等を正しく認識している

限りで故意の処罰にとどまる点である。結局のところこの問題が解決されなかったために、

第 21回会議で行われた票決の結果、非難可能性条項を規定しない第 2案が賛成多数となっ

た614。 

 ところが、1959年第 1草案は、大刑法委員会第 1読会の決議を結局のところ反映させず、

過剰防衛を次のように規定した615。 

 第 38条 (1) 正当防衛において所為を行う者は、違法に行為するものでない。 

(2) 正当防衛は、現在の違法な攻撃を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。 

第 39 条 (1) 行為者が正当防衛の限度を超過した場合、刑罰は第 65 条第 1 項に従って

減軽されうる。 

(2) 錯乱、恐怖又は驚愕のために、行為者に超過が非難できない場合、この者は不処罰で

ある。 

(1) Hat der Täter die Grenzen der Notwehr überschritten, so kann die Strafe nach § 

65 Abs. 1 gemildert werden. 

(2) Ist ihm die Überschreitung wegen Verwirrung, Furcht oder Schreckens nicht 

vorzuwerfen, so ist er straffrei. 

 この 1959年第 1草案は、関係機関からの代表者を交えて行われた第 2読会と第 2草案、

これに対するラント委員会の審議を経て、1960年草案にそのまま受け継がれる。1962年草

案は、これらを基本的に継承しつつ、過剰防衛の法効果について修正を試みた616。変更され

た過剰防衛部分について、規定は以下のとおりである617。 

 第 38 条 (1) 行為者が正当防衛の限度を超過した場合、刑罰は第 64 条第 1 項に従って

                                                   
614 Niederschriften, Bd. 2, S. 220-221. 第 1提案は政府提案とほぼ同じである。ちなみ

に、学者委員のうち、第 1案の賛成者（全 8名）は、BOCKELMANN、LANGE、

MEZGER、SCHMIDT、SIEVERTS、WELZEL、第 2案の賛成者（全 9名）は、

GALLAS、JESCHECKであった。 
615 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 3, S. 11. なお、1956年総則草案も条文番号

と内容は同一である（Entwurf des Allgemeinen Teils eines Strafgesetzbuchs, nach den 

Beschlüssen der Großen Strafrechtskommission in erster Lesung (abgeschlossen im 

Dezember 1956) mit begründung, 1958, S. 11）。 
616 以上、1960年草案までの経過については、VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, 

S. ⅩⅩⅩⅠ-ⅩⅩⅩⅥ参照。なお、1960年草案をもとにした連邦参議院提出の 1962年草

案に対しては、このラント委員会の提案および動議が考慮されていないという不満もあっ

たようである（S. ⅩⅩⅩⅣ）。 
617 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 3, S. 256. 1962 年草案の正当防衛規定につい

ては、内藤・前掲注（589）597-605頁参照。 



206 

 

減軽されうる。 

(2) 錯乱、恐怖又は驚愕のために、行為者に超過が非難できない場合、この者は責任なく

行為する者である。 

(1) Hat der Täter die Grenzen der Notwehr überschritten, so kann die Strafe nach § 

64 Abs. 1 gemildert werden. 

(2) Ist ihm die Überschreitung wegen Verwirrung, Furcht oder Schreckens nicht 

vorzuwerfen, so handelt er ohne Schuld. 

 すなわち、プロイセン刑法典 1847年草案が過剰防衛行為は行為者に「帰責されない（nicht 

zuzurechnen）」としていたのを、1848年草案が正当防衛とみなすと変更して以来、久しぶ

りに不処罰の犯罪論上の法的性質が規定に明示されることとなった。理由書は、戦前の説明

を引き継ぎつつ、過剰防衛について次のように述べる。現行法は特定の場合に過剰防衛行為

の不処罰を定めるが、「右の規定は、あまりにも硬直的であることが判明してきた。なぜな

ら、一方で、「狼狽、恐怖又は驚愕」は過剰防衛の非難可能性を常に排除するわけではなく、

他方で、その他すべての場合の過剰防衛に完全な法定刑をもって臨むことは不当となりう

るからである。それゆえ、草案は、裁判官に対し、過剰防衛のあらゆる場合について、刑を

減軽する可能性を与え（第 1項）、しかも、行為者に対し過剰防衛につき「錯乱、恐怖又は

驚愕のために」場合にのみ、責任阻却事由を承認する（第 2項）」。さらに、ここでは、激怒

等のいわゆる強壮性情動の場合が明示的に言及される。「違法な侵害を防衛に際して目標を

超えた者は、確かに不法を犯したものではあるが、当初からすでにその行動に不法という汚

点を帯びている者と同列に置かれてはならない」。「前者は、適法かつ保護に値する目標の追

及に際して単に程度を守らなかったにすぎず、ただ、自らの興奮、闘争心、または激怒に身

をゆだねたという理由だけから、不法を犯すに至ったのである」618。これらの方針は基本的

に戦前からの延長線上にあるといってよいだろう。 

 1962年草案は、1965年からの第 5連邦議会においてもそのまま提出され、やがて「刑法

改正特別委員会」において 1969 年まで審議されることとなった。これに対して、1962 年

草案に対しては特に若い世代の法学者から強い批判が出された619。BAUMANNを首領とし

                                                   
618 Entwurf eines Strafgesetzbuches (StGB) E 1962 mit Begründung, 1962, S. 157-158.  
619 ここでは、LENKNER の記述を参照しておく。「この批判は、かつて、いたるところ

で関知しうる 1962年草案の理論体系的な（dogmatisch）完全主義（Perfektionismus）」

への傾向に、さらになかんずく、時代遅れのものと考えられているその刑事政策的立場

に、向けられたのである。実際、1962年草案は、法律学および刑事学、心理学および社会

学、精神病学および医学の現代的知識を顧慮しようとするあらゆる努力にもかかわらず、

その基本思想においても個々におけるとまったく同様に、本質的にほとんど現行法をのり

越えていない」。「ドイツ連邦議会では、1962年草案はまったく「刑法改正」の名に値しな

いという厳しい言葉、ドイツ刑法学の多数の代表者によっても実質的には対立する見解、

が聞かれたのである」（テオドール・レンクナー著（岡野光雄訳）「西ドイツの刑法改正と

刑法典代案」ユルゲン・バウマン編（西原春夫=宮沢浩一監訳）『西独刑法改正論争』（成

文堂、1981）97頁）。 
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た 14人の法学者からなる代案グループは、1966年に独自の草案を発表し、正当防衛・過剰

防衛を以下のように規定した620。 

 第 14条 (1) 正当防衛において所為を行う者は、違法に行為するものではない。 

(2) 正当防衛は、現在の違法な攻撃を自己又は他人から転じるために必要な防衛である。 

(3) 錯乱、恐怖又は驚愕の結果、行為者が正当防衛の限度を超過した場合、この者は不処

罰である。 

  Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr infolge Verwirrung, Furcht oder 

Schreckens, so ist er straffrei. 

 この規定は、これまで改正草案として現れたものの中でもっともライヒ刑法典に近い条

文である。代案は、1962 年草案を以下の点で批判した。錯乱、恐怖または驚愕といった興

奮状態の場合には、意識的な過剰防衛はほとんど考えられないから、行為者の知覚に欠陥が

あり、または断片的にしか意識に達しない場合にのみ、この規定は実践的意義を持ちうるだ

ろう。しかしながら、それは不当な差別を招く。「すなわち、行為者が、その錯乱によって、

攻撃の強度または防衛の必要性について積極的に誤った観念を持ったときは、一般的な錯

誤規定が妥当する（せいぜい過失行為による処罰）。これに対して、行為者が、情動の結果、

およそ考えなしに、危険に陥っているという感情において、たまたま思いついたことをした

場合には別だろう。……確かにここでは、行為者にその失敗を非難されうる限り、（1962年

草案第 38 条第 1 項および第 64 条の減軽の可能性を伴うにせよ）故意の所為を理由として

その者が処罰されうるという結果になる。しかしながら、第 2 項に挙げた興奮に打ち負か

され、ただ本能的に反応したにすぎない行為者が、錯誤等により具体的に誤った観念を惹起

された者よりも、より厳しい扱いを受ける理由は明らかにはなりえない」。それゆえ代案は

ライヒ刑法典を維持する。すなわち、非難可能な虚弱性情動において行為した者（故意犯）

と、誤想（過剰）防衛者（過失犯）との均衡が問題とされたのである。このような懸念は、

前述のように、大刑法委員会においても BALDUSから出されていた。また、強壮性情動に

よる防衛の超過についても、代案理由書は言及する。「第 1項の意味は、行為者が第 2項に

挙げられた興奮状態とは異なった状態（激怒、憤激等）によって正当防衛の限度を超える場

合にも、刑の減軽を可能にするということにしか存在しないだろう」。しかし、殺人・傷害

や侮辱等の減軽規定を維持するのであれば、このような過剰防衛規定にはあまり意味はな

いだろう621。すなわち、代案が虚弱性情動に過剰防衛を限定したのは、故殺および傷害に定

められる減軽事由で足りると評価されたからであった。 

 代案の批判を全面的に受け入れるかたちで起草されたのが、現行規定である。その理由書

にあたる特別委員会第 2 報告書（以下、報告書）は、第 33 条を以下のように説明する622。

                                                   
620 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd, 3, S. 373-374. 
621 Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches Allgemeiner Teil, 2., verbesserte 

Auflage, 1969, S. 51-53. 
622 現行法については、刑法特別委員会の審議も含めて、内藤・前掲注（589）618-630頁

参照。 
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いわゆる内包的過剰防衛について、1962 年草案は、一方で刑の減軽規定を定める点で、他

方で責任を阻却する過剰防衛に非難可能性の不存在を求める点で、現行法と異なっている。

しかしながら、このように非難可能性を求める厳格な規定に対して、委員会の見解によれば

実務上の要請は存在しない。このことを除いても、次の場合に不均衡が生じるだろう。すな

わち、行為者に過剰が非難される場合、ここでこの者は故意の実行のために有罪判決を受け

ざるをえず、刑罰を減軽されうるにとどまる。これに対して、責任を負う外延的過剰防衛の

場合、たとえば行為者が錯乱のために攻撃の強度または防衛の必要性を誤信した場合、過失

処罰か不処罰となるのである。精神状態における両者の相違が、後者が錯乱のために積極的

な錯誤に陥ったのに対して、前者が情動のためおよそ考えなしに本能的に反応したという

点にしかないことを考慮すると、両事例をまったく別に扱う規定は説得的ではない。加えて、

非難可能性の吟味は裁判官に過度のことを求めるものである。また、錯乱・恐怖・驚愕以外

による過剰は、通常の法定刑の内部での減軽で十分である。「特別委員会は、これらの理由

から、――代案との一致において――現行法への回帰を決定する」623。このように、報告書

の内容は、基本的には代案で提起された反論を取り入れたものになっている。 

 このように、代案および現行法は、過剰防衛関する従来の改正方針を一変させて、ライ

ヒ刑法典第 53条第 3項の規定を原則的に維持することとした624。このことは、結局のと

ころ、第 53条第 3項が実務上大きな問題を実際には抱えていなかった証左であると思わ

れる。もっとも、1962年草案に対する批判には、何点か指摘できることがある。第 1の

指摘として、代案と報告書の「不均衡論」に対しては、両者の言う「行為者に過剰が非難

される場合」が想定している行為と、1962年草案が想定しているそれとが同じなのかとい

うことである。代案および報告書の説明を見ると、非難可能性はおそらく単なる回避可能

性に近いかたちで理解されているものと思われるが、1962年草案はそのように考えていた

わけではない。すなわち、「事情によっては、被攻撃者にもまた、その苦境において、自

らの決意を熟慮により統制することを、なお一定程度期待されなければならない。被攻撃

者に正当防衛の超過が非難されないこととなるのは、事情に従って、特に攻撃の印象の下

でのその精神的な状態全体からして、自らの決意をより良く統制することが可能でなかっ

た、または、そうでなければ攻撃の態様に従って、被攻撃者が必要な防衛の手段の選択を

拒んだという理由でその者に責任を負わせるのが公正でない（unbillig）であろうという

場合のみである」625。それゆえ、非難可能であるとして過剰防衛による不処罰を認められ

                                                   
623 Zweiter Schriftlicher Bericht des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform, 

Deutcher Bundestag 5. Wahlperiode Drucksache Ⅴ/4095, S. 14-15. なお、ここでは内

包的過剰防衛は強度的過剰にあたるが、外延的過剰防衛には時間的過剰に加えて誤想（過

剰）防衛が含められている。 
624 改正のまとめとしては、Frank ZIESCHANG, in: Heinrich Wilhelm 

LAUFHÜTTE,=Ruth Rissing-van SAAN=Klaus TIEDEMANN (Hrsg.), Strafgesetzbuch 

Leipziger Kommentar, 12. Aufl., Bd. 2, 2006（以下、「LK」）, § 33, 

Entstehungsgeschichte. 
625 A.a.O. (Anm. 618), S. 158. 
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ない行為が、誤想（過剰）防衛よりも重く処罰されるべき行為に限定されるように解釈す

ることは、十分可能なのである。第 2の指摘として、同じく非難可能性条項に関連するの

だが、これが裁判官に過度のことを強いるという批判も、どこまで説得的なのかは明らか

ではない。なぜなら、成立した総則における過剰防衛以外の不処罰事由を見ると、第 17

条第 1項における禁止の錯誤の回避可能性、第 20条における弁識能力・制御能力、第 32

条第 1項における正当防衛の被要請性626、第 34条第 1項における正当化的緊急避難の法

益の本質的優越性、第 35条第 1項における免責的緊急避難の期待可能性というように、

第 19条の刑事未成年を唯一の例外として、すべて一般条項として利用可能な文言を定め

ているのである。裁判官は、これらが問題となる事例においては一般条項の判断をできる

のに、過剰防衛において非難可能性を問うのは過度のことを強いられるのか。結局のとこ

ろ、問題は非難可能性の内容なのであり、これについては学説としても議論が尽くされて

いなかったと言わざるをえないだろう。また、虚弱性情動と強壮性情動の扱いの区別につ

いても、立ち入った検討が行われたようには見えない。結局のところは、報告書がライヒ

刑法典の解釈論的構想を受け継ぐことを重点と説明し627、第 33条の不処罰の法的性質に

関する議論を学説にゆだねたように628、過剰防衛については最小限の労力しか投入されな

かったというのが現実なのではないか。  

 

3.1.1.4. 検討 

以上、ドイツ刑法における過剰防衛規定の展開からは、現行第 33条は、情動要件を一般

化させたり減軽規定を設けたりしていた 20 世紀の改正作業の諸草案の存在にもかかわら

ず、ライヒ刑法典第 53 条第 3 項を原則的に維持するものであり、さらにこれは 1851 年プ

ロイセン刑法典をおおむね引き継ぐものであるということが再度確認される。そして、プロ

イセンの立法作業は、1813 年バイエルン刑法典を範にとるものであった。以下の学説と判

例の個別の議論を先取りすると、第 33条の成立過程からは次のようにまとめられる。 

 過剰防衛の法的性質については、19 世紀においては帰責性阻却または帰責無能力事由と

いう点でおおむね一致があった。すなわち、不処罰となる過剰防衛行為者を、FEUERBACH

は「自らの責任なく高度の酩酊に陥り、その中で殺人を行う者」と、プロイセンの当初の立

法者は「責めを負わない前後不覚（Sinnlosigkeit）または意識喪失状態（Bewußtlosigkeit）

においてその他の犯罪を行う者」と同じであると考えていた。1851年プロイセン刑法典は、

過剰防衛の法効果を「正当防衛と等しくみなされる」と定めたが、当時の注釈家の間では、

これが帰責性阻却を意味するという点で理解の一致があった。それゆえ、過剰防衛による不

処罰の法的性質が本格的に争われるようになるのは、犯罪論体系が整備され、刑罰阻却事由

説が有力化する、ライヒ刑法典の成立以降である。 

                                                   
626 なお、代案の正当防衛はこれを定めていない。 
627 A.a.O. (Anm. 623), S. 2. 
628 A.a.O. (Anm. 623), S. 15. 
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 次に、事後的時間的過剰については、FEUERBACH がこれを不処罰範囲から除外しよう

と考えていたことは、第 133 条の存在から疑いえない。プロイセンの立法者の立場はやや

不明確であるが、たとえば 1845年草案では条文上意識的に除外しようとする姿勢が見られ

るため、おそらく適用を予定していなかったように思われる。ただし、当時の注釈家はこの

点にあまり注目しておらず、少なくとも、ライヒ刑法典成立以降の判例が示すほどに一義的

に明らかであったとまでは言えないだろう。 

 また、虚弱性情動への限定については、FEUERBACHは 1813年刑法典において不処

罰を恐怖と驚愕に限定し、プロイセン 1827年草案も同じく狼狽、恐怖、驚愕に限定した

のだが、その理論的根拠は明らかでないと言わざるをえない。すなわち、帰責無能力にお

いては、激怒等の強壮性情動もまた不処罰を導きうることは承認されていたにもかかわら

ず、過剰防衛においては、恐怖等の虚弱性情動のみが優遇の対象とされている理論的根拠

は明らかではないのである629。これについて考えると、強壮性情動からの行為を野放しに

できないという純粋に治安政策上の考慮を別とすれば、過剰防衛の前提となる正当防衛観

にその 1つの理由があるのではないか。つまり、19世紀前半においては、正当防衛を責任

阻却事由とみる見解もいまだ有力であり630、正当防衛行為の不処罰も、今日の法確証のよ

うな積極的・肯定的評価ではなく、むしろ攻撃者への恐怖を前にして心理的強制から出た

私的な暴力行為の許容、国家による実力の独占の例外という消極的・否定的評価に基づい

ていたように思われる。実際に、1813年バイエルン刑法典にあっては、「正当防衛権の限

界に関して、防衛行為の必要性、殊に補充性および手段の相当性を厳格に解している点に

も、権利の濫用をもって違法と解し、私権の行使を公権の及び得ない範囲に限定せんとす

るフォイエルバッハの思想が如実に示されている」631と評価されている。また、Notwehr

という言葉の頭にある Notも、もとはといえば、必要、急迫という意味に加えて、「窮

乏、貧困；困窮、困苦、苦しみ；苦境、窮地」632という意味を備えており、イメージとし

                                                   
629 ただし、FEUERBACHの心理強制説からは、次のように考えることも不可能ではな

い。すなわち、虚弱性情動から過剰防衛に出てしまうような者は、えてして処罰による心

理強制も必要以上に効くのであり、このため、正当防衛を行うこともまた必要以上に躊躇

することになる。それゆえ、虚弱性情動からの過剰防衛に刑罰予告の解除を定めること

で、このような情動を抱く傾向にある者の正当防衛権の行使を容易にするのである。これ

に対して、強壮性情動から過剰防衛に出てしまうような者は、刑罰予告の解除がなくて

も、いずれにせよ激怒等から（事実上の）防衛行為に出るのであるから、防衛行為が過剰

となった場合の不処罰規定を設ける必要はなく、むしろそのような過剰に出させないため

に処罰の対象とされなければならない。また、前述のように、1851年プロイセン刑法典第

41条については、1810年フランス刑法典との連続性を強調することで一定の説明は可能

である。しかし、FEUERBACHやプロイセンの立法者が実際にこのような理解をとって

いたとする直接の根拠はまったくない。 
630 齊藤・前掲注（178）75-76頁。 
631 曽根・前掲注（443）41頁。もっとも、山中・前掲注（493）15頁は、むしろ、利益

衡量の要件を求めない点に、国家の刑罰権独占の思想が後退していることを見出す。 
632 国松孝仁他編『独和大辞典〔第 2版〕』（小学館、2000）1644頁。川端・前掲注（9）3



211 

 

ては激怒よりも恐怖に近いと言えるだろう。そして、仮にこのような背景から虚弱性情動

への限定が説明されるのだとすれば、それは同時に、19世紀後半の猛々しい正当防衛観お

よびこれを緩和させつつ受け継ぐ現在の正当防衛観とは相容れないことになる。実際に、

20世紀の改正草案の多くは中立的な情動を要件とし、これに非難可能または免責可能とい

う形容詞を付していた。  

 

 

3.1.2. 過剰防衛をめぐる学説と判例 

 

3.1.2.1. 過剰防衛の不処罰の法的性質・根拠 

3.1.2.1.1. 責任阻却事由説 

責任阻却事由説は、過剰防衛行為の不処罰について、主に行為者の内面に焦点を当てて

説明する見解である633。このうち、19世紀に主流であったのは、過剰防衛行為者を責任無

能力者（または帰責無能力者）と同視する見解であり、20世紀に入って規範的責任論が浸

透してから主導権を得たのは、緊急避難などとあわせて期待不可能性により説明する見解

であった。責任阻却事由説の特徴はその一般性にある。すなわち、責任阻却事由説は、責

任無能力や緊急避難、古くは正当防衛とあわせて、過剰防衛の不処罰根拠を行為者への帰

責の否定に求める見解である。それゆえ、責任阻却事由説は、過剰防衛の独自性を捨象し

て、犯罪論体系全体との関係で不処罰の法的性質を論じているのである。 

3.1.2.1.1.1. 帰責無能力説 

帰責無能力（責任無能力）説は、過剰防衛の不処罰根拠を、精神障害に基づく帰責無能力

ないし責任無能力との類比によって説明する見解である。 

上述のように、FEUERBACH は、過剰防衛行為者の不処罰を帰責無能力者と同視してい

た。その明確な記述が見られるのは、クラインシュロート草案批判であり、既に確認したと

おり、そこでは「ある者が違法かつ突然に攻撃され、それにより錯乱に陥り、そのために遵

守すべき正当防衛の要件を失念する場合、この者は、自らの責任なく高度の酩酊に陥り、そ

                                                   

頁も、「緊急（Not）の中核的意義は、辛苦・困窮・窮迫であり、これから危急→恐慌→必

要→やむをえない、という語義が派生してきている。これらの語義は、相互に関連をもっ

ており、後で正当防衛の要件を検討する際に、これらが何らかの形で影響を及ぼすことに

なろう」と指摘する。 
633 なお、現在の責任阻却事由とする見解のほとんどは、実質的には次に見る免責事由説

である。このような見解として、Thomas FISCHER, Strafgesetzbuch und 

Nebensgesetze, 60. Aufl., 2013, § 33 Rn. 3; Thomas RÖNNAU, in: LK, vor § 32 Rn. 332-

333; Horst SCHLEHOFER, in: Wolfgang JOECKS=Klaus MIEBACH (Hrsg.), 

Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl., Bd. 1, 2011 （以下、「MK」）, 

vor § 32 Rn. 254. 反対に、責任阻却事由と同じ意味で免責事由とするものとして、

Alexander Graf zu DOHNA, Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Aufl., 1950, S. 45; 

James GOLDSCMIDT, Normativer Schuldbegriff, in: Festgabe für Reinhard von Frank 

zum 70. Geburtstag, Bd. 1, 1930, S. 451. 
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の中で殺人を行う者と同じく、処罰されることはできない」634としていた。また、プロイセ

ンの立法者は過剰防衛行為者を意識喪失者と同視していた635。これを受けて、不処罰となる

過剰防衛について「正当防衛と等しくみなされる」としていたプロイセン刑法典第 41条に

対して、GOLTDAMMERは、この超過は、正当防衛と等しくみなされるのではなく、行為

者に帰責されないものにすぎないと注釈した636。前述のように ABEGGや TEMME も、過

剰防衛を帰責無能力ないし帰責性阻却と位置づけていた。このように、精神障害や飲酒酩酊

に基づく帰責無能力者と過剰防衛行為者を同視する発想は、意思自由を前提とした普通刑

法学に一般的に認められるものであり、その批判者としての FEUERBACH もまたこの点

には特に異議を唱えなかったのである。それゆえ、帰責無能力説は 19世紀前半の通説と位

置づけられるだろう。 

 20 世紀になってからも帰責無能力説を主張した有力な論者として、BAUMGARTEN が

挙げられる。彼の出発点は、「犯罪は、われわれの刑法理解によれば自由で有責な意思行為

である。ところで、人間の意思はいつどこでも自由であるというわけではない。このことか

らは、個々の事例において意思の自由が存在していたか否かを確認する必要性が導かれる」

637という一般的な意思責任論の立場である。そして、「その不処罰が様々なかたちで理由づ

けられうる緊急避難よりも、おそらく適切な帰責無能力の一例を与えるのは、刑法典第 53

条第 3 項の過剰防衛である。ここでは明らかに、許容される限度を超える防衛行為の責任

の程度を、処罰を思いとどまるまでに減少させるのは、狼狽、恐怖または驚愕という文言に

よって特徴づけられる精神状態である。ここでの過剰防衛に際しても、緊急避難の事例と同

じく、救助を目的とする意思行為のみが精神状態の特殊性によって影響される限りで、部分

的責任無能力（partielle Schuldunfähigkeit）が問題となっているのである」。過剰防衛の

制度は引き裂かれてはならず、主観的契機はより重視されなければならない。体系論の観点

からは、過剰防衛を帰責能力論に位置づけることが推奨される638。 

 責任無能力（帰責無能力）説は、責任阻却を適法行為の期待不可能性によって根拠づけ

る構成が出現してからは、ほとんど主張されていない。ただし、連邦通常裁判所は第 33

条を責任阻却事由と特徴づけることが多く、これにより不処罰となった者について第 63

                                                   
634 FEUERBACH, a.a.O. (Anm. 516), S. 261. 
635 「これが生じるのは、状況――場所、時間、攻撃者の人格――が、その状況が被攻撃

者を狼狽、驚愕または過度の恐怖などに陥らせることで、被攻撃者に手段の検討に必要な

冷静さを奪い、そうでなければ行ったように熟慮し慎重に行為することを妨げるような性

質のものであった場合である。そのような状況にある者は、責を負わない前後不覚

（Sinnlosigkeit）または意識喪失状態（Bewußtlosigkeit）においてその他の犯罪を行う

者と同等であり、これらの者を、それゆえ草案第 112条第 5項と第 113条も帰責無能力と

説明する」（SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 1, S. 173-174）。 
636 GOLTDAMMER, a.a.O. (Anm. 563), S. 422. 
637 Arthur BAUMGARTEN, Der Aufbau der Verbrechenslehre, 1913, S. 124. 
638 BAUMGARTEN, a.a.O. (Anm. 637), S. 128. 
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条に基づく精神病院への収容の可能性を認めている639。判例の立場はこの点で責任無能力

説に近いと言える。 

3.1.2.1.1.2. 期待不可能説 

期待不可能説は、過剰防衛の不処罰根拠を適法行為の期待可能性の不存在に求める見解

である640。19 世紀前半を支配した帰責無能力説が後退した背景には、一方のドイツ刑法学

の発展と、他方の帰責無能力の位置づけの変化にある。前者としては、帰責能力を行為の段

階に位置づけるヘーゲリアナーの体系にも一定の意義は認められようが、いずれにせよ決

定的であったのは、Franz von LISZTのいわゆる自然主義的体系である。LISZTの責任論

の構成と内容には推移があるのだが641、「しかしながら、LISZTの責任概念が、実質的には

常に故意と過失の上位概念としての機能に汲み尽くされ、それ以外のこれを超えるような

要素をめぐって内容豊かなものにされなることは決してなかったということについては、

この複雑かつ変遷に富む発展は何も変えなかった」642。それゆえ、この体系においては、帰

責能力が責任前提であるのに対して、過剰防衛は緊急避難と同様に刑罰阻却事由とされざ

るをえなかった643。また、帰責無能力説の後退の背景の後者としては、自然科学および心理

学・精神医学の発展とともに、帰責無能力が精神障害と未成年によるものに特化していった

点が指摘される。すなわち、緊急避難を責任無能力とする見解に対して森下忠が言うように、

「責任無能力説は、最近の文献ではもはや主張者を見出さない。この説が近代刑法の本質と

行為者の責任能力問題の最近の取扱いとに、もはや相応しないからである」644。そして、認

識なき過失や緊急避難をめぐる議論が、それまで心理的な事実とされてきた責任の評価的

側面に焦点を当てた結果645、責任を非難可能性とする規範的責任論が登場し、過剰防衛もま

                                                   
639 BGH Neue Zeitschrift für Strafrecht（以下、「NStZ」）, 1991, 528; BGH Neue 

Zeitschrift für Strafrecht-Rechtsprechungs-Report（以下、「NStZ-RR」）, 2004, 10. 
640 Richard LANGE, in: Kohlrausch-Lange Strafgesetzbuch, 43. Aufl., 1961（以下、

「Kohlrausch/Lange」）, S. 207 また、期待可能性の観点に特に触れないものの責任阻却

とする見解として、Emil NIETHAMMER, in: J. von Olshausen's Kommentar zum 

Strafgesetzbuch, 11. Aufl., Bd. 1, 1927, S. 283; Wilhelm SAUER, Allgemeine 

Strafrechtslehre, 3. Aufl., 1955, S. 122-123; Richard SCHMIDT, Grindriss des 

Deutschen Strafrechts, 2. Aufl., 1931, S. 120 
641 小坂亮「リストの責任論――錯誤論におけるリストの動機説の意義をめぐって――

(1)」法研論集 115号（2005）242-243頁。 
642 Hans ACHENBACH, Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechts-

systematischen Schuldlehre, 1974, S. 42. ACHENBACH による心理的責任論の整理とそ

の評価については、徳永元「責任主義における期待可能性論の意義について（一）」九大

法学 107号（2013）41-45頁参照。 
643 もっとも、過剰防衛には緊急避難とは異なり虚弱性情動のメルクマールがあるため、

行為者の心理的側面と結びつけやすく、過剰防衛（ではないこと）も責任前提と考えるこ

とがまったく不可能であったわけではないだろう。しかし、後述のように LISZTは刑罰阻

却事由説をとっていた。 
644 森下忠『緊急避難の研究』（有斐閣、1960）160-161頁。 
645 ACHENBACH, a.a.O. (Anm. 642), S. 53-55. 
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たこれにより説明されることとなった。すなわち、過剰防衛を適法行為の期待可能性の欠如

によって根拠づける見解である。 

 期待可能性論および規範的責任論の創始者と称される FRANK は、すでに過剰防衛の不

処罰を「付随事情の正常性」により説明しようと試みていた。すなわち、有責性があるため

には、責任能力および故意・過失が必要なのだが、ここに、行為者が行為する事情の正常な

性質がさらに加えられる。故意または過失により帰責能力者が違法なことをする場合、その

者に非難を向けることが一般的には可能である。しかし、一般的に可能なことが、個々の場

合には不可能であることもありうる。「それゆえ、付随事情が、行為者、また場合によって

は第三者に対する危険を内含し、そこから、まさに禁止される行為が彼を助け出すような場

合には、非難可能性は無くなるのである。この考えに、刑法第 52 条ないし第 54 条は基づ

いているのである」646。興味深いことに、FRANKはこれに続けて過剰防衛について若干の

言及を行っている。「上に主張される見解に対して当然に提起される反論の 1つは、法律は

可罰的な正当防衛の過剰も認めており、それゆえ有責行為は付随事情の異常性の際であっ

ても可能であるにとどまるというものである。実際に、この反論は議論の中で私に向けられ

ている。しかし、私はそれが決定的であるとは思わない。なぜなら、およそ負責を阻害する

ために、いかなる程度まで付随事情が異常でなければならないかを、立法者が自由に決定で

きるのと同様に、いかなる行為について付随事情がそのように作用するのかについても、立

法者は自由に決定するからである。その考え方は常にこうである。すなわち、人は行為者に、

一定の異常性の下でそれが実行されたところの、一定の行為について、非難することができ

ない」647。ここからうかがえるのは、過剰防衛や緊急避難の不処罰が付随事情の異常性によ

って根拠づけられると説明するとき、FRANKが主張しているのは、あくまで不処罰が付随

事情の正常性の不存在によって理解できるという限度にとどまり、規定の適用範囲を過不

足なく説明できると言っているわけではないということである。なお、注釈書では、過剰防

衛による不処罰の法的性質について、よりあいまいな態度をとる。すなわち、過剰防衛に対

して正当防衛が可能である、つまり違法性阻却事由ではないと FRANK が考えていたこと

は確かであるが、第 52 条と第 54 条を免責事由ないし責任阻却事由と明言しているのに対

し、第 53条第 3項については、責任阻却事由説と一身的刑罰阻却事由説があると紹介する

にとどまっている648。 

 「期待可能性の思想を集大成し、且それに一応理論的完結を齎した」649Eberhard 

SCHMIDT は、より明確に過剰防衛を責任阻却事由であると説明した650。責任非難の可能

                                                   
646 Reinhard FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, 1907, S. 12. 
647 FRANK, a.a.O. (Anm. 646), S. 13. 
648 Reinhard FRANK, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem 

Einführungsgesetze, 1931, 18. Aufl., S. 163-164. 
649 佐伯（千）・前掲注（456）72頁。 
650 Franz von LISZT=Eberhard SCHMIDT, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 26. 

Aufl., Bd. 1, 1932, S. 199. 
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性には、行為者が帰責無能力である場合および故意・過失を欠く場合に加えて、「行為者に、

この者が自らの態度の事実的および法的射程を見通していた、または、それを少なくとも見

通すべきでありかつそれができたであろうにもかかわらず、適法な態度が期待されえない

場合」、すなわち、「構成要件該当結果とその社会侵害性の表象が決定的な反対動機となる、

つまり行為者を適法な態度へと動機づけることが期待されえない場合」がある。この場合に

は、行為者の動機づけ過程が、「状況全体にかんがみて、欠陥のあるものまたは義務違反的

なものと呼ばれることが許されない」。立法者は、過度な精神的圧力のかかる特徴的な状況

を、客観的なメルクマールを用いて類型化し、裁判官に対して、そのような状況がある場合

に適法な態度の期待不可能性を反証の余地なく推定するように指示している。過剰防衛は

「免責事由とされるべきである。なぜなら、狼狽、恐怖または驚愕は、明らかに、欠陥のな

い（義務に従った）動機づけの経過を妨げることに、特に適しているからである」651。前述

のように、SCHMIDT は大刑法委員会の審議においても過剰防衛を責任阻却事由とする提

案を行っていた。MEZGER もほぼ同様に、「正当防衛自体とは異なり、正当防衛の超過（過

剰防衛）は違法である。しかし、それは、法律の要件が満たされれば、行為の責任を消失さ

せる」652とする。 

 Ulrich WEBER は、近年でも教科書（BAUMANN=WEBER=MITSCH）において期待

不可能説を維持している。WEBER によれば、「すべての責任阻却事由は、この適法な態

度の期待不可能性の思想に還元される」653。「第 33条は、錯乱、恐怖または驚愕からの

正当防衛の超過について、責任阻却事由を定めている。これは、一方では、被攻撃者の精

神的な例外状況を考慮に入れ、しかし他方では、――単なる責任阻却事由として――もと

もとの攻撃者に客観的に超過された防衛に対する正当防衛権をとどめておくものである」

654。彼の理論的な徹底性は、誤想防衛の処理に現れる。通説が第 33条の誤想防衛への適

用を一般的に否定していることについて、WEBERはこれに賛成できないとする。「なぜ

なら、誤想防衛（錯誤）に際しての故意阻却も、過剰防衛（期待不可能性）に際しての責

任阻却も、主観的な根拠に依拠しているのであれば、両現象の重なり合いはまったく注目

に値しないというわけではないからである。むしろ、その正当防衛状況の存在に関する錯

誤が過失に基づくものでなければ、第 33条による被攻撃者の免責とこれによる不処罰は

認められるべきである」655。 

3.1.2.1.1.3. 責任阻却事由説に対する批判 

 責任阻却事由説に対する批判は、本説を克服しようとすることで生まれた次の免責事由

説の中で紹介する。批判を簡潔にまとめれば、次の点に集約される。第 1に、第 33条に該

                                                   
651 LISZT=SCHMIDT, a.a.O. (Anm. 650), S. 283-284 u. 287. 
652 MEZGER, a.a.O. (Anm. 15), S. 364. 
653 Jürgen BAUMANN=Ulrich WEBER=Wolfgang MITSCH, Strafrecht Allgemeiner 

Teil. Lehrbuch, 11. Aufl., 2003, § 23, Rn. 7. 
654 BAUMANN=WEBER=MITSCH, a.a.O. (Anm. 653), § 23, Rn. 37. 
655 BAUMANN=WEBER=MITSCH, a.a.O. (Anm. 653), § 23, Rn. 48. 
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当する行為者に責任（非難可能性）がないとはいえない。第 2に、責任阻却事由説は、虚弱

性情動のみに第 33条による不処罰が認められる点を説明できない。第 3に、責任阻却事由

説は、正当防衛のみ過剰行為を免責する規定を有しており、たとえば第 34条の正当化的緊

急避難のような他の違法性阻却事由にはこれがないという相違を説明できない。しかし、確

認したように後 2者については、FRANKがすでに、そのようなことは問題とならないと述

べていた。 

3.1.2.1.2. 免責事由説 

免責事由説としてまとめられる見解は、上述の責任阻却事由説を批判しつつ、犯罪論体系

的には責任論およびこれに近い位置で処理を行う学説である。ここで免責事由説として一

括した、二重の責任減少事由説と刑罰目的説は、過剰防衛を論じる著作では基本的に異なる

学説として整理されており、相互に批判を行っている。つまり、刑罰目的説は、通説の二重

の責任減少事由説を否定しつつ現れた見解であり、後者も前者に反論を行っているという

関係にある。しかし、両者に共通するのは、責任阻却事由説とは異なり、過剰防衛は責任無

能力や回避不可能な禁止の錯誤と同じ基礎にはないという出発点である。すなわち、責任無

能力や回避不可能な禁止の錯誤とは異なり、過剰防衛行為者には本来的には責任を問う余

地があるものの、一定の根拠からこの問責が放棄されるという立場である。免責事由説は、

一般に、過剰防衛と免責的緊急避難（旧規定ではあわせて第 52条の強制）が同じ根拠を共

有すると考える。それゆえ、以下の議論も、免責的緊急避難と同時に主張されたものが多い。

このことは、反対に言えば、免責事由説もまた必ずしも過剰防衛の独自性に焦点を当てた議

論を行っているわけではないということを示している。もっとも、近年の著作では、過剰防

衛の独自性を念頭に置いた法的性質論も展開されている。 

3.1.2.1.2.1. 二重の責任減少事由説 

二重の責任減少事由説は、過剰防衛の不処罰を、不法減少と固有の責任減少のために、「有

責な不法」から構成される責任内容（Schuldgehalt）が、完全な免責に値するほどに小さく

なることにより説明する656。それゆえ、二重の責任減少事由説は、基本的にはわが国の不

                                                   
656 Paul BOCKELMANN=Klaus VOLK, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., 1987, S. 

130; Volker ERB, in: MK, § 33 Rn. 1; Georg FREUND, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. 

Aufl., 2009, § 4, Rn. 36; Walter GROPP, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., 2015, § 6, 

Rn. 157-158; Urs KINDHÄUSER, in: Urs KINDHÄUSER=Ulfrid NEUMANN=Hans-

Ullrich PAEFFGEN(Hrsg.), Nomos Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Bd. 1, 2013 

（以下、「NK」）, § 33 Rn. 4-6; Volker KREY=Robert ESSER, Deutsches Strafrecht 

Allgemeiner Teil, 4. Aufl., 2011, § 22, Rn. 764; Kristian KÜHL, in: Kristian 

KÜHL=Martin HEGER, Strafgesetzbuch Kommentar, 28. Aufl., 2014（以下、

「Lackner/Kühl」）, § 33 Rn. 1; Harro OTTO, Grundkurs Strafrecht Allgemeine 

Strafrechtslehre, 7. Aufl., 2004, § 14, Rn. 16-17; Rudolf RENGIER, Strafrecht 

Allgemeiner Teil, 3. Aufl., 2011, § 27, Rn. 1; Günter STRATENWERTH=Lothar 

KUHLEN, Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl., 2011, § 9, Rn. 98-99; 

WESSELS=BEULKE=SATZGER, a.a.O. (Anm. 349), Rn. 446; ZIESCHANG, LK, § 33 

Rn. 35-37. また、MAURACH の行為答責性（Tatantwortlichkeit）阻却説

（MAURACH=ZIPF, a.a.O. (Anm. 15), § 34, Rn. 31）や Hellmuth MAYER の刑罰宥恕
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法・責任減少説と同じ発想の下にあると整理できる657。 

二重の責任減少事由説を確立させたのは、RUDOLPHI であると一般に言われる。

RUDOLPHI は、第 52条（強制）、第 54条（緊急避難）、第 53条第 3項（過剰防衛）を純

粋に心理的に解釈する見解を、以下のように批判する（なお、上の 3つは一括して扱われて

いるため、以下の強制・緊急避難に対する言及は過剰防衛にも当てはまる）。「第 52条、第

53 条第 3 項および第 54 条に類型化された状況においても、当事者には行為の自由が一貫

して維持されたままである」。兵士や消防士といった特別な社会的・法的な義務的地位に基

づく特定の人物、さらには緊急状況を自招した人物は緊急避難を援用することができない

が、これらの者も、緊急避難を認められる人物と同じように動機づけへの圧力に服する。ま

た、心理的な解釈は、なぜ立法者が、その他の現実の動機づけの圧力だけでなく、自己保存

本能のみを考慮したのかを説明できない。「これらすべてを総括すると必然的に導かれるの

は、純粋に心理的・自然科学的な考察態様を用いることでは、刑法上の緊急避難の本質は完

全には獲得できないということである」658。また、「個々人の法服従からなる法秩序は、法

的な当為規範に従うことを、あらゆる生活状況において期待するものではない」という理念

の下に RUDOLPHIがまとめ、「期待可能性の規範的原理の表明」と特徴づける諸見解659に

対して、彼は以下のような言及を行う。これらすべての見解は正鵠を射ているものの、その

弱点は、これらすべてがまったく適切な一部を全体としてとらえており、緊急避難の真の本

質を損なっているところにある。緊急避難規定の意味内容は、行為者の個別的・心理的側面

を強調する通説と、法秩序の一般的・規範的側面を強調する見解を適切に関連づけることで

明らかとなる660。 

かくして、RUDOLPHIによれば、強制、緊急避難および過剰防衛の不処罰根拠は、行為

者の心理的側面に焦点を当てた責任減少と、法秩序の規範的側面に焦点を当てた不法減少

の両側面から基礎づけられる。「通説が前面に押し出すところの適法な態度の期待不可能性

の思想は、第 52条、第 53条第 3項および第 54条の解釈に際して、疑いの余地なく根拠を

持っている。なぜなら、緊急状況により引き起こされた自己保存本能が、少なくとも通常は、

意味に従った自己決定のための当事者の能力を減退させ、それゆえ適法な態度が通常の生

活状況においてよりも期待できないように思われるということは、否定されないからであ

る」。しかし、この観点だけでは立法者が特定の状況に不処罰を限定したことを説明できな

                                                   

（Strafnachlass）説（Hellmuth MAYER, Strafrecht Allgemeiner Teil, 1967, S. 101）

も、実質的にはこれと同じである。 
657 長井・前掲注（389）230-231頁。ただし、わが国の責任減少説もまた同様に考えてい

るというここでの指摘の根拠は明らかではない。 
658 Hans-Joachim RUDOLPHI, Ist der Teilname an einer Notstandstat i. S. der §§ 52, 

53 Abs. 3 und 54 StGB strafbar?, ZStrW 1966, S. 75-76. 
659 本文中で考察されるのは、BOCKELMANN、WELZEL、GALLAS、MAURACH、

MAIHOFER、H. MAYER であり、脚注で参照されるのは、HENKEL、Armin 

KAUFMANNらである。 
660 RUDOLPHI, a.a.O. (Anm. 658), S. 76-79. 
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い。緊急状況の特殊性は、責任減少に先行する、違法性の程度の低さにある。それゆえ、上

述の特定の人物に対する緊急避難の不処罰の例外は、特別な社会的・法的な義務的地位、お

よびこれによる不法に基礎づけられる。また、これにより、立法者が個別の判断ではなく類

型化された状況に不処罰を認めている点も説明される。立法者が緊急避難や過剰防衛など

に記述し類型化したのは、不法減少の程度および減少した不法に立脚する責任減少である。

これらのことから、RUDOLPHIは以下のことを結論として導く。第 1に、緊急避難状況は

人的不法の減少をもたらす。人的不法は結果無価値としての法益侵害および行為無価値と

しての社会的な義務的地位の過誤と誤った意思決定により基礎づけられるが661、一方で、結

果無価値は、他の法益侵害の発生の阻止により大なり小なり減少する。他方で、行為無価値

は、緊急避難行為が自己保存行為であり、まさしく他人の法益侵害にのみ向けられているの

ではなく、決定的に特定の法益の維持の目的で行われていることで減少する。そして、この

不法減少に、意味に従った自己決定の能力の減少という責任減少の観点が加わる。そして、

「ここから導かれるのは、刑法上の緊急避難に二重の作用を与えるということである。まず、

緊急避難は不法、およびこれにより同時に、対応するかたちで緊急避難行為の責任内容を減

少させる。次いで、緊急避難は、2番目の以上のことには左右されないまったく独立した責

任減少事由を含むのである」 662と結論づける。不法減少に加わる責任減少という

RUDOLPHI の発想は必ずしも新しいものではないが663、彼の主張は、従来の学説を総合

し、いくつかの解釈論的帰結を理論的に基礎づける点で優れていた664。以上の説明は旧規定

の下でのものであるが、1975年以降の現行第 33条についても、RUDOLPHI は自説を維持

した665。 

 以上のような RUDOLPHIの見解は、多くの賛同を得て現在の通説を形成している。す

なわち、JESCHECK=WEIGENDによれば、「問題となるのは免責事由である。行為は

いまだに違法であり、行為の責任内容は単に減少するだけであるにもかかわらず、立法者

は、行為の不法および責任内容が当罰性の限度に届かないほどに低減するように思われる

                                                   
661 このような人的不法の理解については、松宮孝明「結果反（無）価値について」高橋

則夫＝川上拓一＝寺崎嘉博＝甲斐克則＝松原芳博＝小川佳樹編『曽根威彦先生・田口守一

先生古稀祝賀論文集［上巻］』（成文堂、2014）241-242頁参照。 
662 RUDOLPHI, a.a.O. (Anm. 658), S. 79-85 
663 これ以前に同様の見解を明示するものとして、たとえば、Armin KAUFMANN, 

Lebendinges und Totes in Bindings Normentheorie, 1954, S. 202-205（ただし、ここで

参照されるのは第 52条と第 54条である）、Peter NOLL, Übergesetzliche 

Milderungsgründe aus vermindertem Unrecht, ZStrW 68, 1956, S. 186-188. 
664 上述の見解は、全体としては緊急避難に対する共犯の存否に関する論稿におけるもの

であった。過剰防衛については、誤想過剰防衛または自ら誘発した過剰防衛に関して、

Hans-Joachim RUDOLPHI, Notwehrexzeß nach provoziertem Angriff - OLG Hamm, 
NJW, 1965, 1928, Juristische Schulung（以下、「JuS」）, 1969, S. 461-466. 
665 Hans-Joachim RUDOLPHI, in : Hans-Joachim RUDOLPHI=Eckhard HORN=Erich 

SAMSON=Hans-Ludwig SCHREIBER, Systematischer Kommentar zum 

Strafgesetzbuch, 1. Aufl., Bd. 1, 1975（以下、「SK」）, § 33 Rn. 1. 
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ことから、責任非難の提起を放棄するのである。結果不法は、過剰防衛に際して行為者に

より保全された財の価値ゆえに減少し、行為不法は、正当防衛状況および防衛の意思によ

って大幅に取り除かれ、責任はそれにより、錯乱、恐怖または驚愕が適法な意思形成を本

質的に困難にしたということとは異なるもう 1つの光において現れるのである」666。同様

に、PERRONは、「通説は正当にも免責事由と見なしている。これは責任阻却事由とは

異なるかたちで、第 35条と同じく、一方では過剰防衛の減少した不法に、他方では脅迫

感により惹起される行為者の精神的例外状況に依拠する二重の責任減少の競合により説明

されなければならない。第 33条が内容とするような規定が正当防衛にのみあり、その他

の正当化事由（特に緊急避難）には存在しないということは、第 2の責任減少事由にここ

で加わる重大性の高さにその根拠がある。人間の敵はとりわけ人間であるという古来の経

験を念頭に置くと、人間による攻撃に遭遇した際の誤ったかつ過剰な反応は、それが特に

第 33条に列挙される特別な弱さからの情動である場合には、宥恕に値するのである」667

とする。さらに、ROSENAUも、直接日本人向けに行われた講演において、第 33条の不

処罰根拠として、被攻撃者の精神的な混乱状態が心的虚弱による興奮状態に基づくこと、

不法減少が存在していること、当該興奮状態を引き起こした状況に対する答責性が攻撃者

に存することの 3点を列挙する668。なお同時に、立法論としては、第 35条と同じように

規定することを提案している669。  

3.1.2.1.2.2. 刑罰目的説 

第 33条による不処罰を予防の必要性の不存在により基礎づける学説として、ドイツ刑法

学では ROXIN と JAKOBSの見解が援用される。刑罰目的説は、基本的には二重の責任減

少事由説と同じ理論構成なのだが、さらに進んで、予防の必要性の欠如を不処罰の決定的な

根拠とする見解である。 

 ROXINは、上述の二重の責任減少事由説を次のように批判する。第 1に、この学説から

は、第 34条の正当化的緊急避難のような他の正当化事由に際しても、錯乱、恐怖または驚

愕による限度の超過の場合には、責任減少的情動が法益衡量の結果として減少した不法と

重なり合うのだから、不処罰とならざるをえない。しかし、過剰避難ではまさしく不処罰は

生じない。第 2に、この見解は、なぜ虚弱性情動のみが不処罰を生じさせるのかを説明でき

ない。なぜなら、同じく強壮性情動も二重の責任減少を導くからである。第 3に、不法減少

の上に構築された理論は、当然の結論として、過剰行為が無関係の第三者に当たった場合に

も、そうすることでのみ攻撃された法益が守られた以上、不処罰を認めざるをえない。しか

し、このことは一般予防的根拠から堪えられない。また、過剰防衛に際して不法減少をそも

そも問題としてよいのかも疑わしい。すなわち、ある者が正当防衛状況において、攻撃の阻

                                                   
666 JESCHECK=WEIGEND, a.a.O. (Anm. 14), S. 491-492. 
667 Walter PERRON, in: Schönke/Schröder, § 33 Rn. 2. 
668 ヘニング・ローゼナウ著（只木誠監訳・富川雅満訳）「過剰防衛」比較法雑誌 47巻 3

号（2013）14-17頁。 
669 ローゼナウ・前掲注（668）21頁。 
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止のためには傷害で十分であったにもかかわらず、攻撃者を錯乱から射殺した場合、殺害は

客観的にまったく不要な行為であり、その減少した不法の量は自明ではないのである670。 

 以上の批判に先行して説明される ROXIN 自身の見解によれば、「内容からして、問題と

なるのは――第 35条と同じように――刑法上の答責性阻却事由（通例の用語における免責

事由）である。これは次のことを意味する。過剰防衛行為者は（減少しているとはいえ）有

責に行為する者である。しかし、立法者は、特別予防の必要性からも一般予防の必要性から

も要請されないという理由から、処罰を放棄するのである」。行為者の（減少した）責任は、

錯乱、恐怖または驚愕が、原則として第 20条の意味における「根深い意識障害」を基礎づ

けないということから、問題なく読み取られる。「予防的な処罰の必要性の欠如もまた、容

易に説明されうる。すなわち、自分が違法な攻撃の被害者となり、特に臆病な気の弱さによ

って際立たされるという理由のみから、法律に違反した者は、社会に統合された市民であり、

特別予防効果は必要ない。加えて、一般予防的根拠からの処罰も要請されない。なぜなら、

その種の「弱さの犯罪」は不処罰の場合にも模倣を助長せず、行為者は元々被攻撃者であり、

攻撃者は限度の超過について主として自ら責任を負うという理由から、同じく法的平和の

動揺ももたらさないからである」。予防的評価は、虚弱性情動からの行為への不処罰の限定

を、無理なく説明する。「というのも、攻撃的情動は概してはるかに危険であり、それゆえ

に法益保持の利益において同じく刑罰の優遇を阻止されなければならないからである。こ

れに対して、錯乱、恐怖および驚愕は行為を引き起こす動機としては扇動的ではなく、ある

いはまったく手本として作用せず、それゆえに軽く処理されることができるのである」671。

また、二重の責任減少事由説が説明できないとされた過剰避難の不処罰規定の不存在は、

「すなわち、（違法な攻撃者に代わって）無関係の者の回避可能な侵害は法的平和を毀損し、

それゆえに一般予防的な根拠から処罰が要請されるのである」672と説明される。 

 ROXIN が一般予防と並んで特別予防にも言及するのに対して、JAKOBS は焦点を一般

予防に集中させる。「刑法第 33条によれば、正当防衛の限度を錯乱、恐怖または驚愕から超

過した者は処罰されない。この規定が関連するのは、概して、超過が回避可能であり（故意

または過失）、責任能力者による、回避不可能な禁止の錯誤に陥っていない行為者が行う場

合、したがって超過がそれ自体としては有責に行われる場合のみである。その他の場合にお

ける可罰性と不処罰は一般原則に従う。過剰防衛は、責任を、期待可能性が欠けるために消

失させる。すなわち、被攻撃者が、その態度が劇的に犯罪的な衝動を帯びることなく（それ

ゆえ錯乱等に際して）冷静さを失う場合、攻撃者は結果を自らに帰属させなければならない

のである。責任阻却は、被攻撃者の精神的な見当識喪失のみの結果でも、この見当識喪失が

攻撃者に帰責されうるということのみの結果でもなく――それは、無関係の第三者が行き

過ぎた防衛を被らなければならないということにもなりうる――、防衛の被害者を、まさし

                                                   
670 ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 72. 
671 ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 69. 
672 ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 91. 
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くその者自身の有責な状況についての惹起者的地位に基づき参照する可能性に依拠してい

る」673。JAKOBS は、確かにこのように期待可能性概念に言及しているものの、上述の責

任阻却事由説に整理した学説よりも、積極的一般予防の観点を前面に押し出している点で

区別される。すなわち、最後に言及される「防衛の被害者を、まさしくその者自身の有責な

状況についての惹起者的地位に基づき参照する可能性」が決定的なのであり、JAKOBS の

近年の著作における表現は、このことをより明瞭に示している。「自然性（Kreatürlichkeit）

の援用は、たとえば過剰防衛に際しても相対的にのみ可能でありうる。虚弱性情動が免責す

るのは、まさしく被攻撃者の平静さを動揺させた攻撃者への侵害であり（刑法第 33条）、第

三者ではなく、同じく、攻撃されていると誤信した者の平静さの喪失について管轄を持たな

い、誤想上の攻撃者でもない」674。JAKOBS の過剰防衛の構想は、単なる誤想防衛と、攻

撃が特に意図的に仮想された場合との区別において効果を表す。「公園の散歩者が、迫り来

る者を誤って攻撃者と思い、必要な防衛を超過する場合。――第 33条による免責ではなく、

せいぜい一般原則に従った回避不能な錯誤に基づく免責である。――冗談好きなものが散

歩者を評判の良くない場所で不意打ちする場合、これにより散歩者は攻撃されたものと思

い込むことだろう。不意打ちは成功し、不意打ちされた者は虚弱性情動から防衛を超過する

のである。――この場合には、第 33条による免責である」675。 

近年過剰防衛に関するモノグラフィーを書いたMOTSCHは、JAKOBS と同様、一般予

防的な考慮における刑罰目的の考慮に重点を置く。「刑事政策的な刑罰目的考慮のみが、矛

盾のない過剰規定の解釈を可能にする。第 33条による過剰行為者の優遇に決定的な影響を

与えるのは、正当防衛の過剰に見舞われる者による違法な攻撃である。なぜなら、自らの違

法な攻撃に基づき、被った過剰な法益侵害については、行為者との対比において被害者が上

位の管轄を持つために、一般予防的な観点の下では過剰行為者の処罰が見合わされること

ができるからである」676。もっとも、彼は、JAKOBSとは異なり、急迫不正の侵害が同じ

く有責であることを求めていない。MOTSCH によれば、第 33条の免責の焦点を被害者（も

との攻撃者）に対する刑法的保護の喪失に求めるのであれば、急迫不正の侵害は有責でもな

ければならない。しかし、焦点を過剰防衛者の立場に置けばそうはならない。過剰防衛行為

者は確かに違法に行為しているのだが、しかし、もっぱら、攻撃者の禁止された不注意な誘

引と、被攻撃者の弱さに基づく情動だけのために、このような事態に陥りえたのである。も

との攻撃者の「攻撃的な」違法性が過剰防衛者の違法性に対置されるのだが、後者は、弱さ

の感情に基づき、攻撃者のみによって――禁じられたかたちで――引き起こされたのであ

る。「それゆえ、生じた法益侵害に対する管轄に、もはや同等性は存在しない。攻撃者は、

                                                   
673 Günther JAKOBS, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 1991, 20. Abschn., Rn. 28. 

同様の立場として、Gerhard TIMPE, Grundfälle zum entschuldigenden Notstand (§ 35 

Ⅰ StGB) und zum Notwehrexzeß, JuS 1985, p. 119. 
674 Günther JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, S. 64. 
675 JAKOBS, a.a.O. (Anm. 673), 20. Abschn., Rn. 33. 
676 Thomas MOTSCH, Der straflose Notwehrezess, 2003, S. 77. 
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これについて主として答責的であるとみなされうるのである」677。 

このように、二重の責任減少を批判しつつ予防の必要性の不存在を強調する学説は、注釈

書類においても採用されつつある。たとえば、HEUCHEMER は基本的に ROXIN の立場

を支持し、以下のように述べる。「刑法第 33条は、刑罰目的の考慮に刻印づけられる機能的

責任概念の文脈においてのみ理解可能なものとなる」。過剰行為の本来的な犯罪的性格につ

いては、典型的な事例において過剰行為者が重大な不法を実現するという理由から疑問の

余地はないのであり、法秩序の防衛はもはや存在しない。免責のための決定的な根拠は、過

剰防衛の事例において紛争は本質的に違法な攻撃者に負担させることができるということ

にある。それゆえ、過剰行為者自身によって実現された不法は、この紛争に対する上位の答

責性の背後に隠れるのである。また、過剰行為者は、自らに押し付けられた攻撃に対して単

に反応したに過ぎず、自らに類型的に荷の重い状況において許容される防衛の程度を超過

したという理由から、虚弱性情動において行為する過剰行為者は法的平和を脅かさないの

である678。 

 とはいえ、ROXINと JAKOBSの見解そのものは、予防に方向づけられた責任概念に対

する抵抗感から、必ずしも学説上全面的な支持を得ているわけではない。それでも、予防

の必要性の考慮自体は二重の責任減少の考慮とは独立して採用可能であるため、後者を基

本として前者を付加的に斟酌する見解も多い679。たとえば、DIEDERICHは、ROXIN と

JAKOBS による、予防的な合目的性の観点の考慮への責任の方向づけを批判しつつ680、

虚弱性情動の優遇は一般予防と特別予防により説明されるとする。そして、結論的には、

人的不法の減少、虚弱性情動による責任減少、侵害行為（過剰防衛行為）が決定的に後の

被害者によるもともとの攻撃的な態度に還元される点の 3つにより過剰防衛の不処罰を根

拠づける681。  

3.1.2.1.2.3. 免責事由説に対する批判 

冒頭で述べ、以上で確認したとおり、二重の責任減少事由説と刑罰目的説は基本的に異な

る見解であり、特に近年は、従来の通説である前者に対する後者からの批判が強まっている。 

 二重の責任減少説に対する批判としては、前述の ROXIN のものが挙げられる。すなわ

ち、第 1に、他の違法性阻却事由における過剰規定の不存在を説明できない、第 2に、虚弱

性情動への限定を説明できない、第 3 に、防衛行為が第三者に及んだ場合にも不処罰を認

めることになる上、HEUCHEMER も強調するように不法減少自体も疑わしいという 3 点

                                                   
677 MOTSCH, a.a.O. (Anm. 676), S. 75-76. 
678 Michael HEUCHEMER, in: Bernd von HEINTSCHEL-HEINEGG (Hrsg.), 

Strafgesetzbuch Kommentar, 2. Aufl., 2015（以下、「von Heintschel-Heinegg」）, § 33 

Rn. 5-6. 同様に、Armin ENGLÄNDER, in: Holger MATT=Joachim RENZIKOWSKI 

(Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 2013（以下、「Matt/Renzikowski」）, § 33 Rn. 3. 
679 たとえば、ERB, MK, § 33 Rn. 3; KINDHÄUSER, NK, § 33 Rn. 6. 
680 DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 37. 
681 DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 192. 
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であった682。特に第 3点目の結果不法の減少について、MOTSCH は以下のような批判を加

える。「構成要件該当行為の事実上の（tatsächliche）正当化」と「刑法典第 33条の意味に

おける限度の超過の正当化の否定」とは、刑法上の異なるレベルにあるのであり、互いに差

引勘定されうるものではない。正当防衛の限度の超過だけでそれ自体として可罰性を基礎

づける（構成要件に該当し正当化されない）行為に至るのであり、その際に少なくとも部分

的に正当化される行為が加味されることはない。このような考慮は、過剰行為の可罰的不法

内容の観点では、構成要件該当性と違法性の平面では無視されるのである。MOTSCH はそ

の根拠として、このような差引勘定は侵害利益と保全利益が両立不可能な場合にしか認め

られないとする JAKOBS や FRISTERの見解を援用する683。 

 これに対して、刑罰目的説に対する批判は、犯罪論に犯罪予防の観点を持ち込む点に対す

る概括的な批判を除けば684、それほど多くない。それゆえ、ROXIN が刑罰目的説の出発点

とした前述の批判について、その主張がこの 3 点を解決しているのかを検討する。第 1 点

目については、実質的観点から無罪となるべき行為に対して、現行法が漏れなく不処罰事由

を与えているという前提に根拠はないということが指摘される。つまり、たとえば過剰避難

が不処罰とならざるをえないという結論は、二重の責任減少事由説の欠点を示していると

も、不処罰事由についての制定法の欠缺を意味しているとも言えるのである685。MOTSCH

は、不法減少の量的把握は、「他のすべての正当化事由に首尾一貫して転用することにより、

混沌へと至ることとなるだろう」686と批判するが、現行法に採用された正当化的緊急避難や

回避不可能な禁止の錯誤は、理論的には、もともと実質的違法論と規範的責任論を「首尾一

貫して」導き出された不処罰事由ではなかったのか。また、ROXIN の批判の第 3点目につ

いては、二重の責任減少事由説からは、防衛行為が第三者に当たった場合には不法減少が否

定されるので、第 33条は適用されないなどと如何様にも説明される。また、不法減少が疑

わしいというのは確かであるが、不法減少は保全結果の存在、防衛の意思、もとの攻撃者の

法益性の否定など様々なかたちで説明される余地があり、これらがすべて否定されるよう

には思われない。 

刑罰目的説の核心は、第 2点目の虚弱性情動への限定である。この点の検討は後述する

として、結論だけを示すと、虚弱性情動への限定を刑罰目的（予防の必要性の不存在）で

説明する見解には疑問が残る687。いずれにせよ、一方では、行為の予防の必要性・不要性

                                                   
682 HEUCHEMER, von Heintschel-Heinegg, § 33 Rn. 72. 
683 MOTSCH, a.a.O. (Anm. 676), S. 57-58. 行為不法の減少については、緊急避難にも不

処罰を認めることとなると批判するにとどまる。 
684 DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 30-32. 
685 実際に、刑罰目的を加味する見解の中で、他の正当化事由に対する第 33条の類推を

ROXIN ほど包括的に拒絶する論者はいない。 
686 MOTSCH, a.a.O. (Anm. 676), S. 59. 
687 これに対して、後述のように、DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 24-29は、積極的

一般予防、消極的一般予防、特別予防のいずれの観点からも、虚弱性情動への限定は正当

化されると言う。 



224 

 

を基礎づける事実には様々なものがありうるのであって、その中で、不正の侵害に対する

責任や侵害と防衛手段との著しい不均衡の有無などではなく、あえて性格責任を想起させ

る行為者の情動に着目することに合理性を見出すのは困難である。また、他方では、これ

らすべての問題が解決できるとしても、おそらくその際の説明には、もはや刑法ないし刑

罰目的からの説明という明快さは欠けることとなり、二重の責任減少事由説よりも優位な

点はあまりないだろう。  

3.1.2.1.3. その他 

以下参照する学説は、責任阻却事由説や免責事由説のように他の不処罰事由との共通性

の基礎を探り、犯罪論上の位置づけを決定するのではなく、むしろ端的に過剰防衛の独自性

を考察する見解である。証明規定説は、過剰防衛を錯誤や無過失に還元するため、基本的に

は法的性質を責任阻却にもとめる見解と位置づけられる。これに対して、刑罰阻却事由説は、

むしろ過剰防衛の要件が犯罪論体系上の違法性、責任の一般理論からは説明できないこと

を強調し、そこでの処理を放棄する見解である。 

3.1.2.1.3.1. 証明規定説 

証明規定説は、第 33条による不可罰を無過失または回避不可能な禁止の錯誤を擬制する

規定と考える見解である。なお、上述の責任阻却事由説は、実質的には、責任無能力または

期待不可能性を擬制するという見解を含んでいるため、証明規定説と共通の発想を持って

いる。実際に、プロイセン刑法典の制定過程において、過剰防衛規定を不要とする ABEGG

や TEMMEの見解が退けられたのは、この規定が帰責無能力の立証という困難な課題を解

決するために有益であるとみなされたからであった688。 

 帰責無能力説と異なるかたちで証明規定説を最初に展開したのは、おそらく

HÄLSCHNER である。彼は、早くもプロイセン刑法典の施行下で、「後者の事例（無意識

的過剰――筆者注）において、正当防衛の超過が、過失によるもの、これについてそれ自体

として可罰的であるものとして現れる場合、それにもかかわらず、プロイセン刑法は、その

ような過失が被害者の違法な攻撃によりきっかけを作られたということを考慮して、この

過剰もまた不処罰なものとして適度な正当防衛の行使と等置している」689と述べる。彼は、

法効果が単なる不処罰に変わったライヒ刑法典の施行下でも、ほとんど同じ主張を行う。

「法律は、その他の情動を排除して、もっぱら狼狽、恐怖および驚愕に言及しているが、す

でにこのことから、情動自体は不処罰の十分な根拠と見なされていないということが明ら

かとなる。情動自体、つまり激怒、復讐心の情動は故意行為を排除せず、情動において行わ

れたとはいっても、故意の過剰を不可罰と説明するための十分な根拠をまったく欠くので

                                                   
688 たとえば、1843年草案への意見書では、前述のように以下の指摘があった。「この条

文は不要なものではない。むしろ、司法医学的（gerichts-ärztlichem）観点からも、以前

は裁判官が錯乱状態についての医師の鑑定を必要としていたのに対して、すべての個別事

例において判決を容易に見出せるようになるということが、正当に言及される」

（SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 5, S. 433-434）。 
689 Hugo HÄLSCHNER, Das Preußische Strafrecht, Bd. 2, 1858, S. 266. 
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ある。むしろ法律が認めているのは、まさしく列挙された情動は違法な攻撃に際して容易に

生じるのであり、被攻撃者は、所与の事情を十分な思慮をもって吟味せず、事情の誤った理

解の中で過剰を行うようにきっかけを作られたということである」690。HÄLSCHNER の見

解は、プロイセン刑法典が不処罰となる過剰防衛については正当防衛とみなすと規定して

いた点を考慮すれば、虚弱性情動への限定を含めて、当時の解釈論として評価できる。さら

に、このような構成は、彼の犯罪論体系からも説明できるだろう。すなわち、ヘーゲリアナ

ーの一般的な考え方にしたがって、帰責能力を犯罪論体系の最初の行為段階で扱う結果、過

剰防衛の説明は、精神障害や年齢が問題となり行為の前提をなす帰責能力

（ Zurechnungsfähigkeit）よりも、故意・過失や錯誤が問題となる帰責可能性

（Zurechenbarkeit）と関連づけるほうがおそらく論理的だったのである。それゆえ、当然

に、彼は故意の過剰ないし意識的過剰は不処罰とならないとした。また、BERNER も、「狼

狽、恐怖または驚愕に際して不処罰を基礎づけるところのものは、何と言っても、またもや、

より大きな実力の必要性に関する錯誤にほかならないだろう」691としていた。 

 20 世紀に入って学説が責任阻却事由説および刑罰阻却事由説に収斂する中で証明規定説

を主張したのは、Horst SCHRÖDER である。彼によれば、まず疑問の余地がないのは、第

53 条第 3 項が意識的な正当防衛の過剰については適用されえないということである。とい

うのも、狼狽、恐怖または驚愕といった情動が防衛の可能性についての熟考を排除するので

あれば、およそ顧慮されるべき総量において超過の意識は認められえず、反対に、熟考があ

るのであれば狼狽等の結果として行為者が必要な程度を超えたということは認められえな

いのである。また、防衛に必要な限度を意識的に超過した行為者を不処罰とするのは、実質

的にも正当化されない。列挙される情動は、無意識的過剰では別の作用をもたらす。「なぜ

なら、そこでは、第 53条第 3項は、責任非難の阻却としての狭義における責任阻却事由で

はなく、それ以前に、結果への心理学的・知的関係、つまり認識の可能性を脱落させるもの

だからである」。第 53 条第 3 項の意義としては、規定の存在によって、裁判官は、行為者

が必要性の不存在をもはや認識できなかったほどに、情動が著しいものであったかを吟味

する必要がなくなるのである692。ここでの SCHRÖDER の狙いは、不処罰の根拠を知的瑕

疵に求めることによって、一定の誤想防衛の事例への第 53条第 3項の適用を正当化するこ

とにあった。また、WELZELも、「行為者がそこで、必要な程度を超えるということを知っ

ている場合には、有責かつ可罰的に行為するものである。この者が列挙される「虚弱性」情

動から、必要性について錯誤する場合には免責される」とし、第 53条第 3項を錯誤の特別

規定のように説明していた693。WELZELは、適法行為の期待不可能性の叙述で過剰防衛に

                                                   
690 Hugo HÄLSCHNER, Das gemeine deutsche Strafrecht, Bd. 1, 1881, S. 483. 
691 Albert Friedrich BERNER, Lehrbuch des deutschen Strafrechtes, 18. Aufl., 1898, S. 

114. 
692 Horst SCHRÖDER, Notwehrüberschreitung und Putativnotwehr, Zeitschrift der 

Akademie für Deutsches Recht, 1944, S. 123-124. 
693 Hans WELZEL, Das Deutsches Strafrecht, 11. Aufl., 1969, S. 88. 
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触れており694、法的性質としては現在の二重の責任減少事由説とほぼ同じ事実的宥恕事由

説をとっていたものと思われるが、そこからは錯誤事例への限定を説明できないだろう。 

 近年においては、FRISTER が、類型化された許容構成要件の錯誤として、証明規定説を

主張する。彼によれば、立法者は、SCHRÖDERの言うように、過剰防衛を無意識的過剰に

限定していたわけでは必ずしもなく、過剰防衛規定を回避可能性判断の類型化に限定する

必要はない。同じく、防衛者がその他の防衛の可能性を認識していたか否か、どの程度認識

していたのかの確定も非常に困難であるため、防衛の必要性に関係する許容構成要件の錯

誤の存在について類型化を行うことには意義がある。この推定の根拠は、虚弱性情動による

過剰防衛の事例においては、行為者の体験（Erleben）は防御的な努力に適しているという

ことから明らかとなる。この努力は、過剰な「防衛」ではなく、確実な防衛手段の選択のみ

へと動機づける。意識的過剰は理論的には考えうるが、実際には、類型化された規定の利益

のために無視されうるほどに例外的な事例である695。教科書においても、FRISTER は同様

の説明を維持する。二重の責任減少説は、錯乱、恐怖または驚愕といった虚弱性情動への不

処罰の限定を説明できない。また、予防的刑罰不要説については、過剰防衛行為についても、

それが刑法的な責任を基礎づける規範違反と評価される限りで、一般予防的な必要性は存

在するという点が反論される。「それゆえ、結論的には、刑法第 33条は、防衛の必要性に関

する許容構成要件の錯誤の類型化された規定としてのみ理解されなければならない。虚弱

性情動は、その他の防衛の可能性の存在を認識する能力を、――強壮性情動のように――同

時に正当防衛の意識的過剰へと動機づけることなく、毀損するのであり、そのような情動に

依拠する過剰防衛については、防衛者がより穏当な防衛手段の存在を認識しておらず、認識

する可能性もなかったということが容易に推測されるのである。第 33条は、そのような回

避不可能な許容構成要件の錯誤の存在を個別事例で認定するという仕事から、裁判官を訴

訟経済的理由により解放するのである」696。この説明から、彼は、誤想防衛への類推適用の

可能性や、時間的過剰への適用の不可能性などを結論として導く。さらには、Michael 

KÖHLER が、過剰防衛の不処罰規定を、情動に条件づけられて不法の意識が責任なく欠落

した場合の特別規定と理解する697。このほかには、近年、Anna Helena ALBRECHT が

FRISTER の見解を修正しつつ、証明規定説を支持している698。 

                                                   
694 WELZEL, a.a.O. (Anm. 693), S. 183. なお、WELZELは、第 52条の強制および第 54

条の緊急避難を正当化事由としていた初期の見解においても、第 53条第 3項の過剰防衛

は違法であり、「賢明な評価が可能でなかったので」免責されるとしていた（Hans 

WELZEL, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, 1940, S. 50）。それゆえ、やは

り、WELZELにおいて、過剰防衛と（免責的）緊急避難は若干位置づけが異なるのだろ

う。 
695 Helmut FRISTER, Die Struktur des „voluntativen Schuldelements“, 1993, S. 229-

232. 
696 Helmut FRISTER, Strafrecht Allgemener Teil, 6. Aufl., 2013, 16. Kap., Rn. 37-39. 
697 Michael KÖHLER, Strafrecht Allgemeiner Teil, 1997, S. 424. 
698 Anna Helena ALBRECHT, Notwehrexzess und Putativnotwehr, Goltdammer's 

Archiv für Strafrecht（以下、「GA」）, 2013, S. 369. 彼女によれば、行為者が正当防衛の
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 FRISTER の証明規定説に対しては、まず、第 33条がそのような規定には見えないとい

う点699や、刑法典の総則においてそのようなものは異質であるという点700が率直に批判さ

れる。また、彼の第 33条の理解からは、自らの主張する具体的な帰結が必ずしも導かれ

ない点も指摘されている701。さらに、証明規定説は、当該過剰防衛行為がもとはといえば

不正の侵害者により惹起されたという事実の規範的意義、つまり正当防衛との連続性を理

論構成にまったく反映させていない。しかし何よりも、この説の最大の問題点は、実際の

過剰防衛行為者は、正当防衛の超過について、行為の認識・弁識の側面で無過失または回

避不可能とはおよそ言えないということである。すなわち、多くの過剰防衛行為者は、軽

率にも、しかもしばしば危険な武器を携えて、正当防衛状況に入っていくのである。それ

ゆえ、証明規定であるということにこだわるのであれば、無過失または認識・弁識無能力

ではなく、期待不可能または制御無能力の推定と考えるほうが自然だろう。  

3.1.2.1.3.2. 刑罰阻却事由説 

刑罰阻却事由説は、第 33条の不処罰を犯罪論の内部で説明しない学説であり、旧規定に

おいては通説ともされていた702。その 1 つの形式的な理由は、他の不処罰事由（第 51 条

（帰責無能力）、第 52 条（強制）、第 53 条第 1 項（正当防衛）、第 54 条（緊急避難））が

「可罰的な行為は存在しない（eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden）」としてい

たのに対し、第 53条第 3項の過剰防衛は「可罰的ではない（nicht strafbar）」としていた

ことに求められる。また、あまり強調されるわけではないが、極端従属形式が有力であった

時代においては、責任阻却事由を限定することには十分な意義があった703。 

 M. E. MAYER は、彼自身規範的責任論にごく初期から与していたにもかかわらず704、刑

                                                   

限界を超過した限りで、第 33条は、行為者が防衛の必要性に関する許容構成要件の錯誤

に陥っていたという、反証の余地のない推定を基礎づける。同時に、第 33条は推定され

た許容構成要件の錯誤の非難可能性の欠如を擬制する。そのため、防衛行為の必要性の錯

誤を、故意・過失の問題にするにせよ、禁止の錯誤の問題にするにせよ、不処罰となる

（S. 388）。 
699 DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 51-52. 
700 MOTSCH, a.a.O. (Anm. 676), S. 47. 
701 たとえば、FRISTER は自説の帰結として事後的時間的過剰に対する第 33条の適用を

否定するが、虚弱性情動から時間的限界を超過する事例は十分に想定できると指摘されて

いる（ALBRECHT, a.a.O. (Anm. 698), S. 384; MOTSCH, a.a.O. (Anm. 676), S. 48）。 
702 Philipp ALLFELD, Lehrbuuch des Deutschen Strafrechts, 9. Aufl., 1934, S. 127, Fn. 

37; Karl von BIRKMEYER, in: ders. (Hrsg.), Encyklopädie der Rechtswissenschaft, 2. 

Aufl., 1912, S. 1120; Augst FINGER, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, Bd. 1, 1904, 

S. 392; Heinrich von GERLAND, Deutsches Reichsstrafrecht Ein Lehrbuch, 2. Aufl., 

1932, S. 149; Franz von LISZT, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 21.-22. Aufl., 

1919, S. 140; OETKER, a.a.O. (Anm. 64), S. 326; Friedrich WACHENFELD, Lehrbuch 

des Deutschen Strafrechts, 1914, S. 120. 
703 共犯が可罰的であることに言及するものとして、ALLFELD, a.a.O. (Anm. 702), S. 

127, Fn. 37; GERLAND, a.a.O. (Anm. 702), S. 150; WACHENFELD, a.a.O. (Anm. 702), 

S. 120 
704 規範的責任論の主張者としてのM. E. MAYER については、ACHENBACH, a.a.O. 
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罰阻却事由説を強力に主張した。彼によれば、過剰防衛行為は違法であるが、さらに帰責可

能なのかが問題となる。それは、行為者の動機が義務違反性の非難に不適切な性質であった

場合には、否定されなければならない。「しかし、この考慮は責任論の原理から導かれ、満

足のいく解決へと道を開くのだが、刑法典はこの考慮の基礎を指示（第 53条第 3項）によ

り取り去っているのであって、過剰が特定の動機、つまり「狼狽、恐怖または驚愕」に依拠

する場合に、過剰は不処罰にとどまるとしている」。それゆえ、一方で、不当な狼狽からの

行為も不処罰とならざるをえず、他方で、免責を認められるべきではあるが列挙されない情

動からの過剰行為は処罰されざるをえない。「帰責、刑事司法のもっとも精緻な仕事である

それは、大雑把な規定によって封じ込められる。それゆえ、第 53条第 3項の規定を免責事

由に組み入れるのは間違いでもあるだろう。それは、もはや、不格好な一身的刑罰阻却事由

にすぎないのである」705。つまり、M. E. MAYER は、責任阻却事由としての過剰防衛とい

う発想には反対ではなかったが、現行法の規定とは整合しないと考えていた。 

これに対して、von HIPPELは、第 53条第 3項を一身的刑罰阻却事由と特徴づけること

により積極的である。彼は、脚注の中で、責任阻却事由説をとる LOBE と SCHMIDT を、

次のように批判する。「ここでは、責任の不存在（Schuldlosgkeit）と免責可能性という、2

つの概念が互いに混同されている。責任阻却では、（主観的な）犯罪の概念メルクマールが

欠落する。免責可能性では、衡平の考慮（ここでは正当防衛＋情動）が、責任は存在する場

合ですら、特別な個人的気質または境遇を理由として、特定の関与者を不処罰にしておくよ

うに導くのである。これが一身的刑罰阻却事由の事例である」。第 53 条第 3 項における行

為者が故意または過失で必要なことの限度を行き過ぎるというのは容易に想像できる。行

為者が過剰防衛の際に刑罰を免れるのは、行為が大目に見られるからであって、責任がない

からではない706。 

近時、あらためて刑罰阻却事由説を主張したのは、Jürgen FISCHERである。彼は、各

説を検討した後で、旧第 53条第 3項は、構成要件該当性、違法性および有責性を排除する

事由ではないと結論づけ、「このことから導かれるのは、第 53 条第 3 項では一身的刑罰阻

却事由のみが問題となりうる」と結論づける。「一身的刑罰阻却事由は、「不法と責任の彼岸

に位置するが、しかしそれにもかかわらず行為者人格と関連する」事情が、行為者の不処罰

を生じさせる場合に、常に存在する。行為は犯罪であるにとどまるが、立法者は、「その他

の重要な利益を考慮して、通常であれば可罰的な行為の処罰を」放棄するのである」707。そ

の上で、彼は第 53 条第 3 項の不処罰根拠を以下のように説明する。まず、「被害者は、自

らの侵害を違法な攻撃により自分で誘致したのであり、攻撃をやめることによって侵害の

危険を予防することにつき、主導権を握っていた。それゆえ、攻撃者は、その他の無実の第

                                                   

(Anm. 642), S. 75-80. 
705 Max Ernst MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, 2. Aufl., 1923, 

S. 282-283. 
706 Robert von HIPPEL, Deutsches Strafrecht, Bd. 2, 1930, S. 213-214. 
707 Jürgen FISCHER, Die Straflose Notwehrüberschreitung, 1971, S. 80. 
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三者の事例とは異なり、差し迫って刑法の保護に頼らざるをえないというわけではない」。

不処罰が虚弱性情動に限定されるのは、それが被害者（攻撃者）にではなく侵害とその危険

に関係するからであり、そのため、「法律は、正当防衛の超過を、過剰防衛行為者を違法に

危険に陥れた攻撃者の刑法的保護よりも、過剰防衛行為者の不処罰のほうをむしろ適切で

あるように思わせるほどに、了解可能なものとして扱うのである」708。それゆえ、J. 

FISCHER の考える旧第 53 条第 3 項の不処罰根拠自体は、さほど独創的なものではない。

つまり、彼は、不処罰の法的性質を犯罪論体系に位置づける試みを端的に拒否しただけなの

である。 

刑罰阻却事由説に対しては、ROXINの批判がおおむねすべてを語っている。「なぜな

ら、刑事政策的に動機づけられた不処罰の地位は第 35条においても存在し、ここでは立

法者自身によって免責事由と位置づけられているからである。刑罰阻却事由は、これに対

して、刑法外在的（たとえば国法的、国際法的）理由から並べられる不処罰事由である。

過剰防衛においては、そのような事例はまさしく問題とならないのである」709。  

3.1.2.1.4. 検討 

過剰防衛による不処罰の法的性質をめぐる議論の出発点は、歴史的にも理論的にも責任

阻却事由説であった。これに対して、免責事由説や証明規定説、刑罰阻却事由説から、一方

で、過剰防衛行為者も有責に行為しているのであり、他方で、責任阻却事由説は不処罰範囲

の限定を説明できないと批判された。しかしながら、このような批判の当否については再考

の余地がある。ここでは、日本の過剰防衛論との関係で言及の意義がある710、免責事由説と

の関係で検討を行う。 

 第 1 に、過剰防衛規定の不処罰の限界を説明できないことが、本当に責任阻却事由説の

欠点となるのか。たとえば、第 19条の刑事未成年は通常責任阻却事由であると理解されて

いるところ、15歳でも 13歳でも、14歳以下でもなく、14歳未満が刑事未成年であるとい

う線引きは、不処罰の法的性質が責任阻却事由であることから当然に導かれるのか。また、

実質的に 14 歳未満の弁識能力・制御能力の行為者であれば、第 19 条を適用せざるをえな

いことになるのか。要するに、免責事由説の論法が正しいとすると、真正の責任阻却事由に

は、その前提とする責任の本質から導かれない要件を定めることは、本来できないはずなの

である。しかし、第 19 条や第 20 条にそうではない、すなわち責任の本質に解消されない

要件を定められるのであれば、第 33 条や第 35 条も同じなのである。つまり、これらを責

任阻却事由とする理解が要件における不処罰の限定を説明できないという事実は、致命的

な理論的欠点ではない。単に、免責事由説が不処罰根拠とその要件の限定、たとえば虚弱性

情動への不処罰の限定を同時に説明できるのであれば、そちらのほうが責任阻却事由説よ

りも相対的に優れていると言えるにとどまるのである。 

                                                   
708 J. FISCHER, a.a.O. (Anm. 707), S. 94-95. 
709 ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 73. 
710 安田・前掲注（401）249頁。 
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しかし、第 2に、二重の責任減少事由説に対しては、これもまた限定を説明できていな

いとする批判が、刑罰目的説、証明規定説、刑罰阻却事由説から向けられている。そし

て、後述するとおり、刑罰目的説からも、虚弱性情動への限定は合理的に説明できない。

第 33条を離れれば、たとえば、免責的緊急避難を定める第 35条第 1項において、危険を

自ら惹起した者と特別な法関係にある者が不処罰から除外され（第 2段）、さらに後者の

みが減軽の可能性
、、、

からも除外される（第 3段）という複雑な規定を、不処罰の法的性質と

同時に過不足なく説明できる理論などありうるのだろうか。加えて、以下に見るように、

免責事由説の 2つは、いずれも解釈論上の指針を一義的に示すものではない。すなわち、

不処罰の法的性質・根拠について同じような前提に立つ論者の間でも、互いに異なる結論

を導くことが珍しくない。実際に、以下に検討する現在の学説の対立は、基本的に二重の

責任減少事由説内部のものであり、また、刑罰目的説の中でも、たとえば虚弱性情動がど

の程度強く影響した必要があるのかについて、理論的にもあまり一致はないと評価されて

いる711。免責事由説が、責任阻却事由に対して、過剰防衛および免責的緊急避難の適用の

限界と例外を説明できないと批判することで現れた学説であったことを考えると、このよ

うな不一致は自説の意義を低めるものだろう。  

 したがって、ドイツにおける過剰防衛の不処罰根拠論から得られる示唆は限定的なもの

にとどまる。何度か指摘したように、この議論は免責的緊急避難と強制の不処罰と同時に扱

われてきたのであり、本稿の主題である過剰防衛に固有の責任減少を正面から論じるもの

ではないのである。 

 

3.1.2.2. 事後的時間的過剰 

3.1.2.2.1. 否定説 

 従来の通説は、不処罰となる過剰防衛の事例に時間的過剰を含めない712。その形式的な根

拠としては、判例も以下に見るように採用している、概念上の適用不可能性の強調に求めら

れるだろう。学説においても、「すでに概念的に正当防衛状況のために実際に存在する正当

防衛権のみが超過されうる」713とするものがある。また、事後的時間的過剰（防衛）行為が

                                                   
711 Rouven SEEBERG, Aufgedrängte Nothilfe, Notwehr und Notwehrexzess, 2005, S. 

215. 
712 ALLFELD, a.a.O. (Anm. 702), S. 128; Karl BINDING, Handbuch des Strafrechts, 

Bd. 1, 1885, S. 753-754; BOCKELMANN=VOLK, a.a.O. (Anm. 656), S. 130; T. 

FISCHER, a.a.O. (Anm. 633), § 33 Rn. 5; FREUND, a.a.O. (Anm. 656), § 4, Rn. 54; 

KREY=ESSER, a.a.O. (Anm. 656), § 22, Rn. 765; LANGE, Kohlrausch/Lange, S. 207; 

MAURACH=ZIPF, a.a.O. (Anm. 15), § 34, Rn. 27; H. MAYER, a.a.O. (Anm. 656), S. 101; 

Adolf MERKEL=Moriz LIEPMANN, Die Lehre von Verbrechen und Strafe, 1912, S. 

185; MEZGER, a.a.O. (Anm. 15), S. 364-365; SAUER, a.a.O. (Anm. 640), S. 122; 

WELZEL, a.a.O. (Anm. 693), S. 89. 
713 Henning ROSENAU, in: Helmut SATGER=Wilhelm SCHLUCKEBIER=Gunter 

WIDMAIER (Hrsg.), StGB Strafgesetzbuch Kommentar, 2. Aufl., 2014（以下、

「Satzger/Schluckebier/Widmaier」）, § 33 Rn. 6. 
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復讐としての性格を持っていることもしばしば指摘される。たとえば、BERNER は、「攻

撃者の勝利または攻撃された権利客体の完全な喪失でもって、正当防衛は終了する。すでに

勝利した攻撃者に加えられた、または、攻撃された権利客体の完全な喪失の後に攻撃者に加

えられたすべての実力は、事後的なものである。それは、正当防衛の条件がもはや存在しな

いという理由から、正当防衛によって正当化されない」714としていた。 

二重の責任減少事由説の登場以降は、不法減少の不存在というより実質的な理由から、適

用の排除が説明されることが多い。たとえば、JESCHECK=WEIGENDは、内包的過剰（強

度的過剰）に言及した後で、「これに対して、外延的過剰においては第 33条の適用は排除さ

れる。なぜなら、この事例では、正当防衛状況の不法減少作用が存在しないからである。行

為者は、意識的過剰防衛に際しては問題なく故意構成要件に従って責任を負う」715と端的に

述べる。二重の責任減少事由説を基礎づけた RUDOLPHI も、「これに対して、正当防衛状

況がそもそも存在しない、まだ存在しないまたはもはや存在しないにもかかわらず、行為者

が、錯乱、恐怖または驚愕から違法な「防衛行為」行った場合である、外延的過剰のすべて

の事例は、第 33条により把握されない」。「これらすべての事例において、行為者は、行為

時に違法な攻撃を実際には防いでいないのであり、第 33条の前提とされる不法減少が欠け

るのである」とする716。また、第 33条を許容構成要件の錯誤に関する証明規定を理解する

FRISTER も、時間的過剰に対する適用を否定している717。 

近年の論者で否定説を理論的に基礎づけるものとして、PAWLIKの見解がある。JAKOBS

との間に理解の相違があるにせよ、PAWLIKもまた、第 33条による不処罰を管轄の観点か

ら説明する。管轄構造は帰責の遮断の可能性を基礎づけるのだが、それは同時にこれを限界

づける。過剰防衛は正当防衛に準拠するものであるから、後者の場合と同じように、それ自

体については被害者自身が行わなければならなかったところの危険解消措置を、行為者が

行った、ただしそれが過剰となったという状況についての被害者の共同管轄に、過剰防衛は

依拠する。しかし、その際には、被害者がコストを負担する義務は、解消されるべきもの、

つまり正当防衛状況がなくなるところで終わらなければならない。「被害者は、他者の法領

域の完全性を脅かしたことについては、かろうじで負担するものの、本来の対立を超えて持

続する興奮状態へと相手方を陥らせたことについては負担しないのである。それゆえ、いわ

ゆる外延的過剰は行為者の免責には至りえない」718。過剰防衛を管轄によって説明すると、

きわめて単純化すれば自分が悪いか相手が悪いかの問題になるため、JAKOBS もそうなの

だが、過剰防衛が正当防衛に接近する傾向がある。PAWLIK の見解はこの点で理論的に一

貫したものといえるだろう。もっとも、PAWLIK は続けて、内包的過剰（強度的過剰）に

                                                   
714 BERNER, a.a.O. (Anm. 691), S. 112. 
715 JESCHECK=WEIGEND, a.a.O. (Anm. 14), S. 493. 近年でもこの理由を援用するもの

として、GROPP, a.a.O. (Anm. 656), § 6, Rn. 160. 
716 RUDOLPHI, SK § 33 Rn. 2. 
717 FRISTER, a.a.O. (Anm. 696), 16. Kap., Rn. 40. 
718 Michael PAWLIK, Das Unrecht der Bürgers, 2012, S. 358-359.  
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ついては虚弱性情動が加わることによって不処罰へと至りうると説明するが、この説明が

なぜ時間的過剰には妥当しないのかは必ずしも明らかではない。 

3.1.2.2.2. 肯定説 

時間的過剰に対しても第 33条による不処罰を部分的に認める見解は、今日ではもはや通

説を形成していると評価してよいだろう。その中で多数説を形成しているのは、事後的時間

的過剰にのみ第 33条の適用の余地を認める見解である719。たとえば、KÜHLは、外延的過

剰一般に第 33 の適用を否定する見解に対して、「攻撃の終了と過剰行為との間に緊密な時

間的連関がある場合（いわゆる「事後的」過剰）には、しかしながら、まだ継続している状

況の劇的緊張のために、このことは基礎づけられない」720と注釈している。 

 事後的時間的過剰についても不処罰の余地を認める傾向は、比較的最近のものである。判

例の一貫した態度もあって、20 世紀中頃までは、過剰防衛による不処罰の法的性質の理解

にかかわりなく、適用を否定する見解が圧倒的多数を占めていた。もっとも、少数ながら、

事後的時間的過剰の余地を残す主張もあった。たとえば、19 世紀において、SEEGER は、

正当防衛には強度（大きさ）と時間の限度があるとした上で、「後者の事例においては、当

然、正当防衛の超過を論じることができるのは、正当防衛と侵害との間に時間の点で直接の

関連が存在する場合、つまり、侵害が攻撃に直ちに続いた場合のみである」721とした。また、

HEBERLEIN は、SEEGER の見解を支持した上で、復讐を許容することになるという懸

念に対して、「われわれは行為の継続性を求める。すなわち、防衛者は、行為を正当防衛に

おいて開始した限りでのみ、正当防衛を引き合いに出すことができるのであり、正当防衛と

事後的に加えられた侵害との間に間隔がある場合にはもはやこの限りではない」722とした。

また、HÄLSCHNERは、概念規定として過剰防衛に時間的過剰を含め、無意識的過剰につ

いては不処罰が認められるとしていた723。 

 時間的過剰の概念的可能性を明確に示したのは、SPENDEL であった。この議論は、ド

イツ語の過剰防衛概念の言語的分析であるので、わが国の議論にとってほとんど意味はな

いと考えるが、ドイツにおける議論を理解する前提とはなるため、以下に参照する。

SPRNDEL によれば、確立した判例と通説は、正当防衛権は、攻撃の終了後はもはや存在

                                                   
719 BAUMANN=WEBER=MITSCH, a.a.O. (Anm. 653), § 23, Rn. 42-43; ENGLÄNDER, 

Matt/Renzikowski, § 33 Rn. 5; KINDHÄUSER, NK, § 33 Rn. 11-12; OTTO, a.a.O. (Anm. 

656), § 14, Rn. 21-23; RENGIER, a.a.O. (Anm. 656), § 27, Rn. 18-19; 

WESSELS=BEULKE=SATZGER, a.a.O. (Anm. 349), Rn. 447; ZIESCHANG, LK, § 33 

Rn. 4-10. 学説の対立状況については、Thomas HILLENKAMP, 32 Probleme aus dem 

Strafrecht. Allgemeiner Teil, 13. Aufl., 2010, S. 85-88. 
720 KÜHL, Lackner/Kühl, § 33 Rn. 2. 
721 Hermann SEEGER, Abhandlungen aus dem Strafrecht, 1858, S. 406-407. 
722 Bruno HEBERLEIN, Exzess der Notwehr, 1895, S. 31. 
723 HÄLSCHNER, a.a.O. (Anm. 690), S. 483. このほか、M. E. MAYER, a.a.O. (Anm. 

705), S. 282も、「被攻撃者が、たとえばすでに無抵抗な相手方に侵害を加えることで、自

らの防衛をやりすぎるということは、しばしば起こる」としており、明確ではないが時間

的過剰を認めていたものと思われる。 



233 

 

せず、行使されることも超過されることもできないため、外延的過剰は「概念上」不可能で

あるとする。「しかし、「超過」という概念の「自然な語義」へのこの依拠は、決して適切で

はない」。超・過（Über-schreitung）はまずもって場所的観点において何かを「行き過ぎる

（Hinaus-gehen）」という意味であり、次いで時間的の使用に転用され（Aus-schreitung、

Ex-zeß）、最後に攻撃の阻止および実力・権利行使における過度に用いられるのである。人

が場所的に境界を超・過することができるように、時間的にも期間を超・過することができ、

実質的には必要な防衛の程度を、法的には管轄または権限の範囲を超・過できるのである。

SPENDEL は、このことを、賃借人が契約期間を超えて物を占有した場合に賃借期間また

は賃借権を「超・過する」と言えることをその例に挙げる724。また、このことから、事前的

時間的過剰には第 33 条の適用は認められないとする。「早くからすでに強調されていたよ

うに、もっとも今日ではもはや顧慮されていないのだが、ここでは、まだいかなる時点でも

一度も正当防止は存在せず、その結果同じく正当防衛権も存在しなかったのである。事後的

時間的外延的過剰防衛では攻撃の「現在性」の要件が欠けるのに対し、事前的または予防的

「正当防衛」では、一時たりともそのような状態にはならなかったという理由から、「攻撃」

の要件そのものが欠けるのである。早くも語法上の理由から、ここで過剰防衛を話題とする

ことは間違っている」725。この超過（Überschreitung）というドイツ語に対する SPENDEL

の分析は一般的に評価されており726、基本的には過剰防衛という概念自体にも同じことが

言えるだろう727。 

さらに、有力な論者が、事後的なものに加えて、一定の事前的時間的過剰にも第 33条の

適用を許容している。ROXIN は、全面的な否定説をとりわけ詳細に批判する。「というの

も、答責性阻却を予防的な処罰の必要性の欠如から説明する場合には、内包的過剰と外延的

過剰との間に相違は生じないからである」。ある者が、必要な程度の 2倍の強さで一撃を加

えるのか（内包的過剰）、それとも、攻撃を終えさせた殴打の後にさらに第 2のものを与え

るのか（外延的過剰）は、刑事政策的観点からはどうでもよいのであり、等しい力の行使を

前提とすれば、後者のほうがむしろ害悪は少ない。同じく違法な攻撃者が傷つけられるとい

う理由から、内包的過剰に際して不処罰を正当化した根拠は、外延的過剰に対しても同じく

当てはまる。また、激怒に駆られた復讐は、3つの虚弱性情動への限定によって防止される。

外延的過剰の「概念上の不可能性」は、人は時間的限界の超過を口にすることから存在しな

い。内包的過剰の場合には不法減少があり、外延的過剰にはそれがないという想定も明白で

はない。「なぜなら、ある者が適度な反応に際して正当防衛の時間的限度をほんの少し超え

る場合、その不法は、その者が現在の攻撃に際して必要な限度を著しく超える場合よりも、

                                                   
724 SPENDEL, LK11, § 33 Rn. 5-6. ZIESCHANG, LK, § 33 Rn. 5-6はこれを維持してい

る。 
725 SPENDEL, LK11, § 33 Rn. 10. 
726 事後的時間的過剰に第 33条の適用を否定する ROSENAU も、言葉の意味で時間的過

剰がありうることについては承認している（ローゼナウ・前掲注（668）17-18頁）。 
727 安田・前掲注（401）244-247頁、吉川（友）・前掲注（241）219-221頁参照。 
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はるかに少ないからである。同様に、限度の超過に従って被攻撃者の行為は法益を守ってい

ないというのは内包的過剰も外延的過剰も等しく、その限りで過剰行為による不法減少は

両方の場合で論じられえないのである」。そして、ROXIN は、不処罰が認められるべき過

剰防衛行為について、「確かに、第 33条の外延的過剰への適用可能性は、終了したまたは先

行する攻撃との直接の時間的関連があるということを前提とする。推移する事象の過程に

おいて、直後または直前に現在の攻撃がなければならないのである」。「事前的外延的過剰を

第 33条の適用領域から除外する根拠は存在しない」728とする。 

 JAKOBS も、事後的なものはもとより、一定の事前的時間的過剰についても第 33 条の

適用を認める。「虚弱性情動における過剰となった防衛は、現在の攻撃の継続中だけでなく

（内包的過剰）、攻撃の現在性の前後（外延的過剰）も免責される。このことは、事後的防

衛については、過剰が、遅れたものであっても、まだ事前の現在の攻撃の劇的な危険の帰結

であるということにより根拠づけられる。事前の防衛に際しては、攻撃者はそれでも、その

者の表象に従って連続的に現在の攻撃に感じられるべき、攻撃への感知可能な（少なくとも

言葉による）準備を行った必要がある」。この場合、虚弱性情動は、攻撃を行ったまたは計

画した者の攻撃的な態度の結果と説明されるのである729。 

 さらに、PERRON は次のように注釈を行う。「法律の文言からは、この内包的過剰への

限定は導かれない。なぜなら、「正当防衛の限度」は、行為者が、間近に迫ったまたはすで

に終了した攻撃がまだまたはもう現在していない時点で行為することにより、概念的に時

間的観点からも超過されることが可能だからである。同じく、実際にも外延的過剰を端的に

除外する誘引はない。行為者が適法な防衛の限度を強度について超過するのか、時間につい

て超過するのかは、原則的な相違をなさない」。すなわち、情動により制約された規範適合

的な意思形成の困難化は、両方の場合で等しいものでありうるという理由から、責任の観点

からも相違はない。また、不法の観点からも、行為者が事実として差し迫った攻撃を前にし

て殴りかかるのが早すぎた、または、正当化の脱落に存在する切れ目がなければ、事後的過

剰と先行する防衛とが評価上一罪（「自然的な行為の統一」）と表現されるほど密接な関係に

あり、規範的観点からも宥恕に値するとされうる場合には、不法が同じように減少されうる

730。 

 もっとも、注意すべきであるのは、これらの論者が別の要件で過剰防衛の成立範囲を一般

の学説よりも限定しているという点である。すなわち、ROXINは、後述するように虚弱性

情動が支配的であったことを求めており、JAKOBS は、急迫不正の侵害が同時に有責でも

あることを求め、PERRON は、第 33 条の対象として想定されているのは、基本的には無

意識的過剰であるとしている。それゆえ、事前的時間的過剰が認められるとしても、実際に

                                                   
728 ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 90. ERB, MK, § 33 Rn. 14も、事前的過剰を認

め、虚弱性情動の要求によって不処罰範囲の限定は可能であるとする。 
729 JAKOBS, a.a.O. (Anm. 673), 20. Abschn., Rn. 31. 
730 PERRON, Schönke/Schröder, § 33 Rn. 6. 
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は、防衛行為としてはほとんど完全な正当防衛において、急迫不正の侵害の開始が否定され

たような場合のみとなるだろう。 

3.1.2.2.3. 判例 

判例は、時間的過剰に対する旧第 53 条第 3 項および第 33 条の適用を、一貫して否定し

てきた。 

 ライヒ裁判所に最初に現れたのは、誤想過剰防衛の事例であった。1890 年 12 月 2 日の

判決は、狼狽、恐怖または驚愕から行われた誤想過剰防衛行為（傷害）に旧第 53条第 3項

を適用したラント裁判所に対して、正当防衛状況は客観的に判断されなければならず、「そ

れゆえ、実際に現在の違法な攻撃が存在しない場合には、正当化される正当防衛（第 53条

第 1項）も、第 53条第 3項に従い不処罰である正当防衛の過剰も論題となりえない」。「現

実の違法な攻撃に際してのみ、法律は、狼狽などの情動において行われた超過を、認識の存

在を顧慮することなく、被攻撃者が狼狽などにおいて必要な程度（Maß）を超過したことを

違法な攻撃を企図したものは甘受しなければならないという前提から出発することで、不

処罰と表明しているのである」731として、第 53条第 3項の適用を否定した。続いて、1919

年 10 月 24 日の判決は、不和の妻、その兄弟と父の 3 人と会合した被告人が、後 2 者から

攻撃されたため、銃を 4発撃ち、そのうち最初の 1発が兄弟の腿に、2発が側に立っていた

妻に当って後者が死亡したという事例について、1発目で正当防衛状況は終了しており、そ

の後侵害はなかったとした上で、「続く発砲に際して正当防衛は存在しないのであり、これ

らの発砲は、同じく刑法典第 53条第 3項により不処罰である正当防衛の超過としても考慮

されない。単に想定された正当防衛の事例における防衛の限度の超過とは、刑法典第 53条

第 3 項の規定は適用されない」732とした。本件は、攻撃に加わっていない妻に銃弾が命中

したという意味で、場所的過剰にもかかわる事例であった。 

その後、誤想ではない時間的過剰の事例についても、1928 年 3 月 19 日に判断が下され

た。事案は、夫に対して 4発の銃撃を行い死亡させた妻に関するものであるが、そこでは 2

発目ですでに夫は致命傷を負い侵害を続けられる状況ではなかった。「これらの認定によれ

ば、攻撃は進行中でも差し迫ってもいなかったのであり、行われたように、陪審裁判所は、

被告人が、第 3 および第 4 の発砲の際にはまだ、彼女が当初その中で行為した真正の正当

防衛にあったということを否定しなければならなかった」。「しかし、そもそも正当防衛がも

はや存在しない場合には、刑法典第 53条第 3項の意味における正当防衛の超過は概念的に

問題とならない。適切にも陪審裁判所が述べるには、第 53条第 3項は、程度（Maß）と態

様（Art）の点での防衛の限度の超過、いわゆる内包的過剰のみに関連するのであり、時間

的に正当防衛状況の排除の後、攻撃の決定的な撃退の後、攻撃の危険の終局的な排除の後に

行われた行為には関連しない。それはもはや防衛ではなく、違法な攻撃を意味するのである」

                                                   
731 RGSt. 21, S. 189-190. 
732 RGSt. 54, S. 37. 安田・前掲注（401）245頁参照。 
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733。なお、本件では被告人は故殺の未遂に問われているが、これはおそらく、正当防衛状況

下の第 2発目の結果「わずかに数刻のうちに」死亡したはずであるとされたからだろう。ま

た、後述するように、本判決は行為者の心理状態にも立ち入って言及している。戦後のもの

としては、1951年 4月 4日のバイエルン上級ラント裁判所判決において、被告人が、自分

は被害者を危険に傷害しているのではないと思いつつ、ナイフでたて続けに 6 回の刺突を

行った行為が問題となった。裁判所は、腹部への 2回の刺突を時間的に最初のものとせず、

6回の刺突のいずれも、正当防衛状況の後にではなく、現在の攻撃に対する防衛に際して行

われたと認定して、内包的（強度的）過剰であったと判断した734。本判決では、外延的（時

間的）過剰には第 53条第 3項の適用はないが、意識的過剰は虚弱性情動を排除しないとい

う従来のライヒ裁判所の見解が確認された。 

 これらの結論は現行の第 33条の下でも維持されている。連邦通常裁判所の裁判例として

は、1986 年 7 月 11 日の決定において、喧嘩の仲裁に入った被告人が、体格で明らかに勝

る被害者に対してナイフによる刺し傷を与えた事件について、「この状況の判断に際して、

ラント裁判所は、適切にも、刑法典第 33条はいわゆる内包的過剰のみ、つまり、現実の違

法な攻撃に対する行為者の防衛行為が必要性の限度を超過した場合のみに関係するという

前提から出発している」735と判示された。また、2001 年 10 月 24 日の判決では、「いずれ

にせよ、ナイフによる複数の刺し傷について、それを被告人は、付帯私訴原告人がすでに地

面に横たわっており、被告人に対してなんらかのことを試み、抵抗できる状態にはもはやな

かったときに行ったのであるが、これをラント裁判所が刑法第 33条により免責されるもの

と思慮した限りで、その事件の法的判断は誤りである。この時点で付帯私訴原告人の被告人

に対する現在の違法な攻撃はもはや存在しなかった。これをパニック的な不安および錯乱

から認識しなかったということは、被告人を免責しない。刑法典第 33条は、そこで列挙さ

れる虚弱性情動の 1 つから行為する行為者を、正当防衛状況および攻撃の危険が終局的に

取り除かれるまでしか認められないのである」736として、ラント裁判所の無罪判決が批判さ

れた。 

3.1.2.2.4. 検討 

以上のように、ドイツの判例は、事後的時間的過剰の事例をおよそ不処罰から除外し、学

説も 20世紀の中頃まではその傾向が強かった。もっとも、以下の 3点については注意が必

要だろう。第 1 に、わが国でも指摘されているところではあるが737、ドイツの判例は強度

                                                   
733 RGSt. 62, S. 77. 
734 BayOLG Juristische Rundschau（以下、「JR」）, 1952, S. 113. 
735 BGH NStZ 1987, S. 20. もっとも、連邦通常裁判所は続けて、「しかしながら、もしか

するとラント裁判所は、刑法典第 33条が、そこで列挙される情動から行為する行為者に

も、正当防衛状況と攻撃の危険が終局的に取り除かれるまでは認められるということを看

過していたかもしれない」として、侵害終了に対するラント裁判所の判断に疑問を述べ

た。 
736 BGH NStZ 2002, S. 141. 本件については、ローゼナウ・前掲注（668）6-8頁。 
737 吉川（友）・前掲注（241）221頁。 
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的過剰の時間的限界を「侵害の終局的な排除」という段階に求めることで、一定の事後的な

行為に対処している。第 2 に、事後的時間的過剰の事例が処罰される場合でも、誤想（過

剰）防衛の問題がさらに検討されることが多く、その際には、誤想が回避不可能であったか

否かがまず問われ、回避可能であったとしても過失犯の成立にとどめられる場合が少なく

ない738。たとえば、1968年 5月 10日の判決では、被告人が、共同相続している森の中で、

そこにいた見知らぬ鉱員を武装した密猟者と思い、攻撃されると誤信しピストルで射殺し

た行為について、故殺を認めた原審の判決に対し、ここでの故意の有無の判断につき以下の

ように述べた。「結果の故意の惹起（つまり故意の傷害または殺人）により処罰されうるの

は、彼が、狼狽等のために、攻撃およびその防衛に必要なことの事実的な状況を誤信したの

ではなく、その仮定的な正当防衛状況において法的に許されることについて誤信した場合

のみである。そして、そのような事例であっても、可罰性が存在するのは禁止の錯誤が負責

される場合のみである」739。そして、「攻撃およびその防衛に必要なことの事実的な状況」

を比較的広く認めるドイツの正当防衛論の傾向を前提とすれば、故意犯が認められる事例

は自ずから日本よりも少なくなるだろう。第 3に、殺人について言えば、故意犯が成立する

としても、原則として、第 212 条の通常の故殺の法定刑で処断されることは多くない。す

なわち、後述するように、正当防衛状況が先行する事例では、その事実だけで原則として第

213条の故殺の減軽規定が吟味の対象となる740。以上のことから、ドイツでは事後的時間的

過剰に対して過剰防衛規定が適用されないという認識は、一般論としては正しいとしても、

実際に通常の故意の殺人罪や傷害（致死）罪で処罰されているわけではないのである。 

 また、後述する第 213 条前段の故殺の減軽規定（誘発類型）における、「その場で（auf 

der Stelle）所為へと引き込まれる」という要件が、文字どおりその場である必要はないと

解釈されている点にも注意が必要である。すなわち、この要件に関して、判例は、「先行す

る被害者の態度により惹起された行為者の中傷または刺激が行為時にまだ持続していたか

否か、すなわち、これら 2つの出来事の間に「動機心理的連関」があるか否か」が問題であ

り、この連関があれば多少の場所的・時間的離隔を問わないという緩やかな立場を採用して

いる。このために、第 213 条前段の適用範囲は後述のように不明確となっているのだが、

事後的時間的過剰に第 33条の適用を認めると、急迫不正の侵害の完全な消失後、どこまで

不処罰を認めるのかという同じ問題が生じるだろう。第 213 条前段では、それ以外にいく

つかの要件が定められている上、法効果が通常故殺の減軽にすぎないため、問題はそれほど

深刻化しない。これに対して、要件が虚弱性情動のみであり、有罪と無罪を分ける第 33条

においては、時間的限界の不明確さが法的安定性を脅かす要因となりかねない。時間的過剰

                                                   
738 たとえば、前述の 1919年 10月 24日判決（RGSt. 54, S. 36）およびその原審は、不

処罰を認めなかったものの、過失致死罪にとどめている。 
739 BGH Neue Juristische Wochenschrift （以下、「NJW」）, 1968, S. 1885. 同じく、

OLG Frankfurt a. M. GA 1970, S. 286. 
740 HEUCHEMER, von Heintschel-Heinegg, § 33 Rn. 30は、後述のようにこの点を強調

する。 
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を肯定する論者も、もちろん正当防衛状況現在時と行為との連続性は前提としているのだ

が、いずれにせよ程度問題とならざるをえないだろう。この意味で、ドイツの判例が事後的

時間的過剰に不処罰を認めないことには、一定の合理性があるのである。 

 なお、検討したように、ROXINは、必要な程度の 2倍の強さで一撃を加えるのか（内包

的過剰）、それとも、攻撃を終えさせた殴打の後にさらに第 2のものを与えるのか（外延的

過剰）は、刑事政策的観点からはどうでもよい、等しい力の行使を前提とすれば、後者のほ

うがむしろ害悪は少ないとする。しかし、果たして本当にそうなのだろうか。正当防衛状況

は、侵害が急迫かつ不正という法的観点を離れれば、事実上は単なる闘争状態とあまり変わ

らない。急迫性消失後の行為を予防することは、闘争状態のエスカレートを防ぐという刑事

政策的な意義を十分に持つように思われる。実際に、闘争状態がエスカレートすれば、攻撃

者・防衛者双方に生じる結果もまた通常はより重大なものとなり、さらに関与者が増える危

険性もある。ROXINは虚弱性情動の支配を求めることで不処罰範囲を限定するつもりなの

だろうが、虚弱性情動からの行為であっても、このような事態が予防に値することに変わり

はないだろう。ここでは、彼の「刑事政策的観点」が、すくなくとも第 33 条においては、

非常に大雑把に援用されているのではないかという疑義が生じる741。 

 

3.1.2.3. 過剰防衛における行為者の内的事情――虚弱性情動をめぐる議論 

過剰防衛行為者の内面としては、列挙される虚弱性情動のほかに、防衛の意思が要求され

るのかが問題となる。この点については、通説の二重の責任減少事由説の立場から、行為不

法の減少のために必要であるという点でおおむね一致がある742。もっとも、強壮性情動が併

存する場合にこのような意思が認められるのかなどについては、あまり議論はない743。ま

た、判例も、防衛の意思を欠くことだけを理由に第 33条の適用を否定したものは見られな

い。さらに、第 33条が無意識的過剰だけを対象とするのか、意識的過剰も対象とするのか

という伝統的な議論もある744。これについても、現在では後者が通説であり、判例もこれを

                                                   
741 なお、JAKOBS については、彼が急迫の侵害が不正かつ有責であることを求めている

という理由で、時間的過剰への適用の肯定は、前提として強度的過剰の説明に成功してい

るとすれば、機能的責任概念から十分に説明されているように思われる。 
742 RUDOLPHI, a.a.O. (Anm. 664), JuS 1969, S. 462 は、「被侵害法益を損害から守る意

思」、 WESSELS=BEULKE=SATZGER, a.a.O. (Anm. 349), Rn. 446 は進んで「防衛の目

的」を求める。 
743 これを論じたものとして、Bernhard HARDTUNG, Der Irrtum über die Schuld im 

Lichte des § 35 StGB, ZStrW 108, 1996, S. 50-55. なお、結論としては、正当防衛状況そ

のものの認識までは必要ないが、危険を認識した上で、さらに、自らが現在かつ違法に侵

害されているということを認識しているか、または、錯乱、恐怖または驚愕からそれをな

いものと誤信している必要があるとする。 

 また、JAKOBS, a.a.O. (Anm. 673), 17. Abschn., Rn. 78, Fn. 134は明確に、客観的に

は正当防衛状況があるものの、主観的にたとえば緊急避難状況であると認識した場合にお

いても、過剰防衛として免責されるとする。 
744 Hans THEILE, Der bewusste Notwehrexzess, JuS 2006, S. 965-967. 
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否定していない。そして、意識的過剰への適用を否定する見解も、結局は虚弱性情動との関

係で「まったく考えられない」745、「実務上排除される」746とするものである。それゆえ、

結局のところ、これらの議論は虚弱性情動の理解に還元されるように思われる747。 

3.1.2.3.1. 学説 

強壮性情動のみから出た過剰防衛行為に不処罰が認められない点については、学説の一

致がある。これに対して、それが虚弱性情動に伴われる場合に不処罰が排除されないことも

また、広く支持されている。それゆえ、ここでは、虚弱性情動への限定について肯定説と否

定説というかたちで分けずに、限定的な見解からそうでないものへと段階的に学説を検討

することとする。 

 学説において特に限定的であるのは、ROXIN である。「1975年総則の立法者は、行為を

引き起こす動機として、「錯乱、恐怖または驚愕」を挙げた。……本質的に一致があったの

は、弱さに基づく興奮状態のみが優遇されるべきであり、強壮性情動への第 33条の拡張は

許されないという点である。このことには、第 33条の根拠から強調をもって賛同される」。

「行為者は、1975 年以降妥当している文言に従えば、錯乱、恐怖または驚愕から行為した

必要があるのだが、これに対して、1871 年刑法典の条文は、狼狽、恐怖または驚愕におけ

る行為を要求していた。「において」から「から」への転換は、立法理由書によれば、「援用

される情動メルクマールと行為者の態度との間の内的連関の明確化」に役立つという。それ

ゆえ明示されなければならないのは、――このことは以前の法文によれば争われていたの

だが――情動は行為者の行為に影響を与えた必要があり、別のかたちで動機づけられた過

剰防衛の単なる付加的随伴現象であってはならないということである。このことは、弱さに

由来する過剰のみが法律上の宥恕に堪えるという理由から、傾向としては正当である」。第

33 条は、錯乱、恐怖または驚愕に、その他の情動が加われば、直ちに認められないわけで

はない。「しかし、虚弱性情動が行為者の動機を支配していたということに固執しなければ

ならない。というのも、攻撃に対する激怒、憤激または憤慨において正当防衛の限度を超過

した者は、多くの場合に、驚愕または錯乱とはあまりいえない攻撃的な情動を伴っているか

らである。禁じられる攻撃的動因には、一般予防上の理由から刑罰威嚇の抑止が必要である

ため、これで十分とすることはできない。そうでなければ、法的平和の重大な動揺を導くと

ころの、自力救済権へと至る復讐がもはや阻止されなくなる」748。このように、ROXINは、

虚弱性情動の優位の堅持を、過剰防衛の不処罰根拠が一般予防および特別予防の不存在に

あることにより根拠づけている749。虚弱性情動からの過剰防衛行為が法的に否認される人

                                                   
745 PERRON, Schönke/Schröder, § 33 Rn. 6. 
746 Eberhard SCHMIDTHÄUSER, Strafrecht Allgemeiner Teil Studienbuch, 2. Aufl., 

1984, 8/31. 
747 たとえば、無意識的過剰のみが不処罰に値するという立場をとる GROPP, § 4, Rn. 168

は、「しかし、虚弱性情動はいずれにせよ意識混濁を伴って現れるので、情動の必要性で

もって、無意識的な振舞いの必要性もまた充足されるとしてよいだろう」と説明する。 
748 ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 77-80. 
749 同様の見解として、ERB, MK, § 33 Rn. 22; MAURACH=ZIPF, a.a.O. (Anm. 15), § 
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格性の表明ではないという点は、性格論的責任論の主張者である MEZGER の指摘すると

ころであった750。また、通説の二重の責任減少事由説の立場から、PERRON も、「憎悪、

激怒、憤激、闘争心等といったその他の（いわゆる強壮的）情動に規定を拡大することは許

されず、さらにいえば、これらが同時に「錯乱」状態に至る場合であってもそうである。な

ぜなら、第 33条は、恐怖等との等置からも明らかとなるように、「弱さ」に基づく興奮状態

のみを特権化しようと望むからである」751とする。 

 標準的な学説は、個々の主張に微妙な程度の違いはあるが、虚弱性情動がある程度支配的

であるか、または少なくとも部分的に認められれば良いとする傾向にある752。たとえば、

JESCHECK=WEIGEND によれば、「確かに、錯乱、恐怖または驚愕が過剰防衛の原因と

なったということは必要であり、不処罰にかんがみれば相当程度の情動を受けなければな

らないのだが、虚弱性情動のみによって決定されたのであれば、激怒、闘争心、憎悪または

憤激といった他の情動が共に作用したものであってもよい」753。この点は RUDOLPHI も

ほぼ同意見であり754、これが二重の責任減少事由説からの標準的な結論と位置づけられる。

PERRONも、前述のように限定を強調しつつ、錯乱などとの関係性が排除されない場合に

は、「「疑わしきは被告人の利益に」の原則で足りる。その他の動機が付け加わることは、こ

こで列挙される興奮状態が動機の束において支配的である場合には、第 33条の適用可能性

を排除しない」とし、結論的には変わらない主張を行っている。過剰防衛の不処罰根拠につ

き ROXIN の見解を支持する HEUCHEMERも、強壮性情動は虚弱性情動と比べてしばし

ば著しい過剰をもたらすという理由で、情動の点での免責の制限は重要な刑事政策的機能

を果していると評価しつつ、結局は、強壮性情動を伴う場合にも虚弱性情動と過剰防衛行為

が共に原因となった場合にも不処罰を認める755。 

 さらに、強壮性情動にも免責可能な場合がありうることに言及する論者もいる。たとえば、

BERNERは、一時期、「ライヒ刑法典は、確かに、「狼狽、恐怖および驚愕」といった消極

的情動のみを正当防衛の超過を不処罰とする根拠として列挙しており、激怒や闘争心とい

った積極的情動はそうではない。しかし、激怒と闘争心だけは、しばしば「狼狽」の下に包

摂されるのであって、さらに理由書の 72頁が証明しているのは、違法な攻撃によって招来

された「情動」のできるだけすべてにそれら 3つの文言が拡大されるということが、立法者

                                                   

34, Rn. 30; MOTSCH, a.a.O. (Anm. 676), S. 106-107. 
750 MEZGER, a.a.O. (Anm. 15), S. 364. 
751 PERRON, Scönke/Schröder, § 33 Rn. 4. 
752 BAUMANN=WEBER=MITSCH, a.a.O. (Anm. 653), § 23, Rn. 45; ENGLÄNDER, 

Matt/ Renzikowski, § 33 Rn. 11; KREY=ESSER, a.a.O. (Anm. 656), § 22, Rn. 767; 

KINDHÄUSER, NK, § 33 Rn. 25; KÜHL, Lackner/Kühl, § 33 Rn. 3; OTTO, a.a.O. 

(Anm. 656), § 14, Rn. 28; RENGIER, a.a.O. (Anm. 656), § 27, Rn. 23; 

WESSELS=BEULKE=SATZGER, a.a.O. (Anm. 349), Rn. 446. 
753 JESCHECK=WEIGEND, a.a.O. (Anm. 14), S. 491. 
754 RUDOLPHI, SK, § 33 Rn. 3. 
755 HEUCHEMER, von Heintschel-Heinegg, § 33 Rn. 23-24. 
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の念頭にあったということである」756と、かなり苦しい説明をしていた757。旧規定の下で、

LANGE は、おそらく立法論的な意味もこめて、次のように注釈していた。「同じく、たと

えば激怒からの過剰もまた、個々の事例においては免責に値することがあるだろう。「帰責、

刑事司法のもっとも精緻な仕事であるそれは、大雑把な規定によって封じ込められる」（M. 

E. MAYER）」758。さらに、ZIESCHANGは、「錯乱」に焦点を当てて強壮性情動の余地を

論じる。彼によれば、激怒といった列挙外の情動はそれ自体としては過剰防衛に際して考慮

されないが、「この言明には、しかしながら、前述の強壮性情動が錯乱という特別な精神的

例外状態へと至った場合に刑法典第 33条は適用されるという意味で、いっそうの明確化が

必要である。「冷徹な憎悪（kaltem Hass）」から熟慮して正当防衛を超過した者は、刑法典

第 33 条の優遇に値しない。これに対して、「適正な激怒において（in gerechtem Zorn）」、

錯乱から正当防衛の限度を超過するほど取り乱した者は、刑法典第 33条の下に属する。こ

のことは条文の文言がすでに要請するところである」。「それゆえ、刑法典第 33条の適用に

とって、行為者がもっぱら条文に列挙される感情の動きのみから正当防衛を超過したとい

うことは必要ないのであり、それどころか、錯乱という特異な精神的例外状態に際しては、

恐怖という情動が行為を引き起こす要因として支配的であるということすらも不要なので

ある。なぜなら、行為に際して内面的状態にとって決定的であるのは、その――時間的に前

に位置する――原因ではないからである」759。この解釈の根拠は、注釈書の前の版で

SPENDEL が言及したように、列挙される 3 つの精神状態のうち、情動と呼ぶべき感情の

動きは恐怖のみであり、錯乱は情動の結果または効果と理解されるという点に求められる

760。強壮性情動による錯乱の可能性を認める彼らの見解に対して、ROXINは、そこで行わ

れる自力救済が社会心理学的に非常に危険であると指摘し、この解釈を目的論的に否定す

るが、文理解釈としては批判を行っていない761。 

 さらに、虚弱性情動への限定を不要とする見解もまったくないわけではない。

HEBERLEIN は、情動の列挙は完全ではありえず、条文にない激怒、憎悪、違法に攻撃さ

れている者への同情、闘争心、錯乱も不処罰を基礎づけうるとする学説を「正当にも」と評

価して、立法論としては興奮状態の激しさを問題にすべきであると述べていた762。現在のも

のとしては、虚弱性情動への限定を正面から問題視する BERNSMANN の見解がある。こ

                                                   
756 Albert Friedrich BERNER, Lehrbuch des deutschen Strafrechtes, 11. Aufl., 1881, S. 

155. 
757 最終の第 18版においてこの記述はなくなっているが、それでも、狼狽・恐怖・驚愕か

らの行為と、闘争の熱狂による必要性の錯誤からの行為を区別することは理解困難である

としている（BERNER, a.a.O. (Anm. 691), S. 113-114）。 
758 LANGE, Kohlrausch/Lange, S. 207. 
759 ZIESCHANG, LK, § 33 Rn. 56-57. 
760 ZIESCHANG, LK, § 33 Rn. 59. なお、ZIESCHANGの上述の説明は、SPENDELに

よる錯乱に対する注釈（SPENDL, LK11, § 33 Rn. 68）をおおむね引き継ぐものである。 
761 ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 76 
762 HEBERLEIN, a.a.O. (Anm. 722), S. 48-49. 
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れには、憲法上の人命の尊重の要請から、死亡結果を引き起こすおそれのある行為について

は正当防衛による正当化を限定すべきであるという出発点がある。しかし、「憲法上の客観

的な要請は、個々の場合では、被攻撃者に主観的に過度のことを求めることになりうる。特

に身体的侵害といった個人領域へのあらゆる攻撃、およびとりわけ第 1撃の苦痛と衝撃は、

不安と錯乱を、しかし同程度に――択一的であれ重畳的であれ――一瞬の速さで沸き上が

る憤激（Wut）を生じさせる性質を持つ」。刑法典は、第 33条により虚弱性情動を優遇し、

これからの行為に不処罰を与えるが、強壮性情動からの行為は第 213条（故殺の減軽規定）、

第 21 条（限定責任能力）または第 17 条（禁止の錯誤）の適用を望みうるにとどまる。し

かし、「この「弱さ」に基づく情動の優越的地位は、規範的にも経験的にも疑わしい。情動

の圧力（Drangstärke）は、「弱さ」でも「強さ」でも等しく大きな影響力を持つ、場合に

よっては抗拒不能なのである。いかなる情動を人がとるのかは、その者によって状況的に支

配できるものではなく、いずれにせよ、事前に所与の、個人史的に発達した人格構造によっ

て決定的に定められる。しかし、そうであればなぜ、よりによって正当防衛状況において、

過剰防衛者の「免責」がその「性格」に依存させられているのかは、明らかではない」。第

33 条が強壮性情動を適用対象から排除していることには疑いの余地はない。「ただし、「原

則」からは、過剰防衛の拡大は必要であろうし、目的論的拡大が問題とならない限り、立法

論としてはやり遂げられなければならないだろう」763。同様に、正当防衛の限界事例を解決

する方法として、KORIATH もこの主張には理由があると評価している764。 

3.1.2.3.2. 判例 

 ライヒ裁判所時代に情動のメルクマールが問題となった事例として、1932 年 3 月 21 日

判決がある。ここでは、部屋に閉じこもった被告人（女性）が、これを殴るために窓から入

ろうとした被害者（女性）を銃殺したという事件が問題となった。本件は、侵入を試みた被

害者が家主の妻であり、被告人はこの家主から手伝いとして迎えられ、彼と「親密な関係」

にあったという特殊な状況にあり、被告人には、通常は課されない退避義務が肯定され、正

当防衛が認められないという特殊事情があった。ライヒ裁判所は、第 53条第 3項について

も、「法的な懸念は、意識的な正当防衛の超過は、被告人の狼狽、恐怖または驚愕ではなく、

M 婦人に対する敵対的心情に由来する興奮および憤激に原因を持っていたという、陪審裁

判所のさらなる認定を覆すものではない」765とした上で、興奮は列挙される情動とは結びつ

かないとして、原審の判断を支持した。また、前述の事後的時間的過剰行為が問題となった

1928年判決においても、瀕死の夫にさらに発砲を行った妻について、「被告人は、彼女によ

ってすぐに認識された第 2 発砲の結果の後――その後ほんの一刻の中断しかなかったかも

                                                   
763 Klaus BERNSMANN, Überlegungen zur tödlichen Notwehr bei nicht 

lebensbedrohlichen Angriffen, ZStrW 104, 1992, S. 324-325. 
764 Heinz KORIATH,Einige Gedanken zur Notwehr, in: Guido BRITZ=Heike 

JUNG=Heinz KORIATH=Egon MÜLLER (Hrsg.), Festschrift für Heinz Müller-Dietz 

zum 70. Geburtstag, 2001, S. 381. 
765 RG, Juristische Wochenschrift（以下、「JW」）, 1932, S. 2433. 
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しれないのだが――、しかし今や、攻撃および攻撃の危険の完全な排除を明確に意識しつつ、

もはやそれ以前のように防衛のためにではなく、単に憎悪（Haß）から、夫に向けて、まだ

生きていると思い銃撃により殺害しようと、さらなる発砲を行った」766とした原審を支持し

た。そのほかには、情動の強度について、「狼狽、恐怖または驚愕と評価されるべき精神状

態の内部で、いかなる措置が防衛のために必要で、いかなる措置がそれを行きすぎなのかの

吟味が防衛行為者に可能であったか否かを区別することは、許されない」767として、第 53

条第 3項の適用を認めなかった原審を批判した 1921年 4月 15日判決がある。 

 連邦通常裁判所の時代に入ってからは、初期の段階で、虚弱性情動を比較的緩やかに解釈

する 1952年 7月 1日判決が現れた。ここでは、元来酔うと暴力的になる習癖のあった被害

者 WILHELM（被告人の兄）が、酩酊した上で被告人との殴り合を始め、義足をつけてい

る被告人を床に投げ倒し、おそらくは殴ろうとしたのに対して、被告人がとっさにハンマー

で力いっぱい頭を殴りつけ、死亡させた行為が問題となった。連邦通常裁判所は、頭をそこ

まで強く殴る必要はなかったとして正当防衛を認めなかった原審の判断を認容した上で、

誤想防衛を理由とする故意の否定を示唆しつつ、第 53条第 3項の過剰防衛による不処罰を

も原判決が否定した点について、以下のように疑義を呈した。「WILHELM の攻撃が、突然

であったとはいえ、しかしおそらく完全に予期せぬものではなかったということは、この条

文の適用可能性を排除するとは限らない。第 3項が「狼狽、恐怖又は驚愕」という言葉で過

剰防衛の唯一免責可能な原因として特徴づけているところの被害者の精神的な態度は、そ

の本質を、この文言より自ずから明らかであるように、攻撃により不意打ちされている状態

（Überraschtsein）のみに有しているわけではない。それは起こりうる事例の 1 つの、そ

しておそらくもっとも頻繁なものでしかない」。反対に、長い間予感され危惧されてきた出

来事が突然現実に起こり、その者を精神的に凌駕するということから、たとえば、

WILHELM の暴力行為が一旦始まったならば予測不可能な結果を生じさせかねないという

感情的表象からも、まさしくその精神的な態度は発生しうる。これを陪審裁判所は同じく考

慮しなければならない。さらに、情動と防衛の意思との関連についても、ラント裁判所の判

断を以下のように批判した。陪審裁判所は、自己を防衛するという被告人の意思は行為に際

して役割を果したものの、しかしこれと並んで同じく「兄に対して長年鬱積された不満の突

然の発散」もまた作用した、しかし、急な怒りの爆発に基づく過剰防衛は免責されないと説

明する。これによって意味されうるのは、もっぱら激怒から被告人が正当防衛を超過したと

いうことであるが、同じく反対に、被告人の防衛の意思と、第 53条第 3項で免責の対象と

されない感情および意図とが、共に決定したということでもありうる。「ここで確定された

事実関係にかんがみると、この後者を、経験だけでなく所見が支持するのであるが、これに

よれば、人間の行為は、困難な生活状況においては、しばしば互いにつながりあった衝動と

欲動の雑多に依拠するものであり、その雑多は、それらがそれ自体として非難すべき態様で

                                                   
766 RGSt. 62, S. 78. 
767 RGSt. 56, S. 34. 
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ない限り、有罪判決のために必要な確信をもって互いに区別することは困難なのである。被

告人は同じく防衛のためにも殴打したのであり、かつ、防衛の意図がまったく付随的な重要

性しか持っていなかったとの確証はないということが、陪審裁判所の確信に定まったので

あれば、第 53条第 3項による過剰防衛は、これと並んで共に作用した怒りの爆発を問題と

することなく、認められることとなるだろう」768。この 1952年判決によって、概括的な攻

撃の予見や激怒などがある場合であっても、それが恐怖などと共に作用した限りで、第 53

条第 3 項による免責は排除されないという判例の姿勢が決定づけられた。その後は、たと

えば 1968年 6月 21日の判決が、「刑法典第 53条第 3項に言及される責任阻却事由は、確

かに限定列挙であり、たとえば憤激（Wut）といったその他の興奮状態への拡大を許すもの

ではない。しかしながら、規定の適用のためには、行為者がもっぱらこれらの理由またはそ

の 1つから防衛の限度を行き過ぎたということは必要ではない」769とした。 

このような解釈は、さらに第 33条への改正後も維持されている。たとえば、1998年 2月

17日の判決では、第三者のための正当防衛の過剰（過剰緊急救助）の事例について、「憤激

（Wut）および攻撃性のような強壮性情動が同時に存在することは、いずれにせよ、恐怖お

よび錯乱が少なくとも共原因的であった場合には、刑法典第 33条の適用と対立しない」770

と判示した。さらに、同年 10 月 9 日の決定は、「免責的過剰防衛の認定にとっては、刑法

典第 33条に列挙される（虚弱性）情動、本件ではすなわち「恐怖」が、正当防衛の限度の

超過について唯一のまたは単に支配的な原因であることも必要ではない。むしろ、それが―

―他の感情的な動きと並んで――過剰防衛について共原因的であったということで足り

る」。「このことは、法律の文言（「恐怖……から」）に適合するだけでなく、攻撃者は、その

行為により、被攻撃者に正当防衛の限度を超過させた情動（錯乱、恐怖または驚愕）を生じ

させたのであれば、自らを襲う限度を超えた防衛の結果について、自身のみで（selbst und 

allein）責を負わねばならないという限りでその事情を考慮する、規定の趣旨にも適合する

のである」771とし、虚弱性情動が決定的でなかったとして第 33条の適用を否定したラント

裁判所の判断を批判した。 

また、判例上は、「不安（Angst）」が免責を基礎づけるかという点がしばしば問題となっ

てきた。すなわち、1994年 8月 16日の判決が第 33条の適用を否定する文脈で定式化する

には、「必要な正当防衛の意識的な超過の場合ですら法律により予定されている完全な不処

罰を考慮すると、――このことをラント裁判所は適切にも指摘しているのだが――刑法典

第 33条の意味における恐怖の要件を根拠づけるためには、高度の不安が存在したのでなけ

ればならない。要求されるのは、「脅かされているという感情により惹起された錯乱の程度

                                                   
768 BGHSt, 3, S. 197-198. 本件については、林（美）・前掲注（19）161頁参照。 
769 BGH, GA 1969, S. 24. 
770 BGH Strafverteidiger（以下、「StV」）, 1999, S. 149. 
771 BGH, StV 1999, S. 145; NStZ-RR 1999, S. 265. DIEDERICH は、本判決をホームレ

ス事件（Obdachlosenfall）と呼んで、虚弱性情動と強壮性情動が混在する事例として紹介

している（DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 188-190）。 
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が……、その際に、現象を正しく処理する能力を著しく減退させた」ということである。こ

れにより意味されるのは、行為者が、目下のところ、特に強い、高度の感情の動きおよびそ

の興奮に基づき行為したのでなければならず、そのような程度の不安によってまさしく行

為へと引き込まれ、必要の程度を超過したということである」772。不安が問題となるのは列

挙される 3 つの情動が直接認定できないからであるため、不安からの過剰防衛には不処罰

が認められないことが多い。不安について被告人の有利に判断した裁判例としては、2006

年 6月 21日決定がある。本件は、体格に勝る被害者との対峙に備え飛び出しナイフを携え

ていた被告人が、突如背後から被害者に攻撃され、さらにこれにより持病の喘息の発作を催

した中で、続けて攻撃の姿勢を示す被害者に対して、相手が武器を持っていないことを知り

つつ、その胸を刺したという事案である。喘息の発作およびこれと結びついた不安感の強ま

りは死の不安（Todesangst）へと導くものではなかったとして、正当防衛だけでなく過剰防

衛をも否定したラント裁判所に対して、連邦通常裁判所は、正当防衛および誤想防衛の余地

を示唆した上で、過剰防衛についても次のように判示した。「刑法典第 33 条の要件の否定

もまた、法的な疑念に直面する。事実審裁判官の説明は、彼があまりにも高度の要求を規定

の意味における「恐怖」に立てているということを懸念させる。というのも、「死の不安」

はこれのために必要ではないからである」。「被攻撃者の死の不安は確かに刑法典第 33条の

要件を充足するが、恐怖の概念と等置されるわけではないのであり、それゆえその下にある

不安感もまたこの規定の適用を導きうるのである」773。 

他方で、虚弱性情動の存在が明確に否定された事例としては、1969 年 2 月 26 日判決が

ある。本件では、特に深い背景があるわけではない喧嘩の中で、妻である被告人が、傘の先

端で、武器を持たない夫である被害者の頭を刺した行為が問題となった。連邦通常裁判所は、

特に夫婦間の事件であることを念頭において防衛行為の必要性を、次いで必要性に関する

錯誤を否定した後、過剰防衛について次のように判断を下した。「同じく刑法典第 53条第 3

項の要件も、陪審裁判所は法的に懸念なく否定した。判決に示されたところによれば、被告

人はそこに列挙される情動から行為したのではなかった。陪審裁判所がその際に、彼女は

「完全に主として」激怒から当該防衛手段をとったとさらに言うとき、これにより防衛の意

思が存在する余地は確かに残る。しかし、その激怒の情動との関係は、刑法典第 53 条第 3

                                                   
772 BGH, NStZ 1995, S. 76-77. さらに、1997年 5月 30日の判決では、口論の後に殴り

合いを行っていた被告人が、不安を覚えて、相手をバタフライナイフで切りつけたという

事件において、連邦通常裁判所は、防衛状況以前の態度を理由に正当防衛を否定したラン

ト裁判所を支持した上で、第 33条についても以下のように述べて適用を否定した。「被告

人は、刑法典第 33条によっても免責されない。不安（刑法典第 33条の意味における「恐

怖」）からの正当防衛の限度の超過が免責されるのは、行為者において、現象を著しく限

定された程度においてしか処理できないほどの錯乱の程度を伴って、脅かされているとい

う感情により惹起された精神的例外状況が存在していた場合である。被告人についての認

定によれば、このことは本件の限りではなかった」（BGH, NStZ-RR, 1997, S. 65-66）。 
773 BGH, StV 2006, S. 688-689. 
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項の免責事由の欠如のために、ここでは問題とならないのである」774。実際に虚弱性情動が

否定されることが多いのは、被害者による侵害に先行して過剰防衛行為者による一定の不

適切な態度があった場合や、喧嘩が単にエスカレートした場合である。1992年 10月 22日

の判決は、「認定によれば、被告人は、S から「ヘッドロック（Schwitzkasten）」されてい

たのだが、拳銃をズボンのポケットから取り出し安全装置を外すことができる状態にあり、

対峙者の胴体に 3発の銃撃を狙って行った（後者はこれによりかなり重度の傷害を負った）。

本件闘争状態の詳しい描写の下、ラント裁判所は以下のように認定した。この S の身体へ

の銃撃は、刑法典第 32条第 2項の意味における現在の攻撃の防衛のために、必要ではなか

った。被告人にとって、銃撃の際に、それが「ヘッドロック」から脱出するために必要でな

いということは、明らかであった。同じく、彼は、正当防衛の限度を、錯乱、恐怖または驚

愕（刑法典第 33 条）からではなく、被害者に対する以前の諍いによる憤激から超過した」

というラント裁判所刑事部の評価を支持した775。本件は、被告人が罵倒によって S の攻撃

を誘発したことも同時に認定されていた事案であった。また、1997 年 2 月 6 日の判決は、

闘争状況において斧を使用した行為者について、行為の一部に正当防衛を認めて一部無罪

とした原審に対して、正当防衛の成立を否定した上で、「過剰防衛についての事実審裁判官

の説明は、同じく批判に耐えるものではない。ラント裁判所のむしろ型にはまった基礎づけ

は、被告人が刑法典第 33条の意味における恐怖から正当防衛の限度を超過したという認定

を支えるものではない。被告人の事前の態度にかんがみると、彼は理由なくかつ明らかに恐

怖なく他者との身体的な闘争に加わり、その際にきわめて攻撃的に振舞ったのであって、被

告人が具体的状況において実際に身体的不可侵性への不安から行為したのか否かという問

題は、慎重な吟味を要する」とし、ラント裁判所の認定を不十分とした。ここでは、さらに

加えて、「しかし、被告人が――ラント裁判所が思慮するように――身体的不可侵性への不

安から行為したのだとしても、これによって、刑法典第 33条の意味における恐怖の要件を

基礎づけるほどの錯乱の程度が存在したということは、いまだ十分に裏づけられていない

だろう」として、さらに厳密な認定が要求されている776。同様の判断は、酩酊下の喧嘩の事

例においても行われている777。 

3.1.2.3.3. 検討 

以上のように、ドイツの判例は、激怒といった強壮性情動を伴う場合であっても、第 33

条に列挙される虚弱性情を伴っている限りで、規定の適用を認めるという立場をほとんど

確定させている。それゆえ、過剰防衛の不処罰根拠について、虚弱性情動への限定にこだわ

る見解ほど、判例の傾向と対応しないものとなる。この見解からは、判例の態度は、限定の

                                                   
774 BGH, NJW 1969, S. 802. なお、夫婦の関係は基本的に敵対的ではなく、すでに何度

か同種の喧嘩を行ってきたがその都度和解し、それどころか非常に良好な関係を送ってい

たとされている。 
775 BGH, NStZ 1993, S. 133. 
776 BGH, NStZ-RR 1997, S. 195. 
777 BGH, NStZ-RR 2007, S. 265-266. 
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実務上の困難性や、虚弱性情動の存在について「疑わしきは被告人の利益に」の原則を適用

する帰結と説明されることとなるだろう778。しかし、このように虚弱性情動への限定を貫徹

できない理由は、過剰防衛のより本質的な特性にあるように思われる779。すなわち、第 33

条の過剰防衛もまた、まさしく「不正の」侵害に対する正当防衛に付属された不処罰事由で

あり、これを受けた行為者が怒りを覚えるのはごく自然なことなのである。そして、この怒

りは、正当防衛の限度を超過しない限りまったく非難されない。結局のところ、第 33条の

原点である 1851 年プロイセン刑法典の草案理由書の立場、「正当防衛の過剰も不処罰にと

どまらなければならないのであり、要件とされるのは、過剰が正当防衛の真の本質となお内

在的連関にあるということだけである。この最後の要請は「行為者が、狼狽、恐怖又は驚愕

のみから、防衛により防衛の限度を行き過ぎた場合」という第 39条の末尾によって示され

る」という理解は、事実的にも規範的にも根拠がなかった。つまり、「狼狽（錯乱）、恐怖ま

たは驚愕」といった虚弱性情動は、激怒といった強壮性情動と対比して、「正当防衛の真の

本質」と特に内的連関があるわけではないのである。まさしく、今日の正当防衛規定の基礎

理論と解釈に決定的な影響を与えた BERNER が、「激怒と闘争心だけは、しばしば「狼狽」

の下に包摂される」として、虚弱性情動への限定に抵抗していたという事実は、現在でも想

起されるに値するだろう。 

次に問題とすべきは、虚弱性情動への限定を予防の必要性の不存在という刑事政策的根

拠に求める見解の当否である。まず、虚弱性情動からの過剰行為に予防の必要性が本当にな

いのかが問われる。というのも、典型的な事例において、過剰行為者は（虚弱性情動に駆ら

れて）重大な不法を実現することが多いのである。また、BERNSMANN が指摘するよう

に、第 211 条の謀殺における他の犯罪の隠蔽のための殺人や第 252 条の強盗的窃盗などで

は、行為者は不安や驚愕から行為することも少なくないが、決して優遇されない780。それゆ

え、虚弱性情動による行為それ自体について、予防の必要性が小さいとは言えない。次に、

強壮性情動からの過剰行為に予防の必要性があるのかが問われる。確認されるべきは、仮に

                                                   
778 PERRON, Schönke/Schröder, § 33 Rn. 5. 
779 そもそも、前提として、刑法学が想定するような「（正当防衛）状況の認識→（虚弱

性）情動の発生→過剰防衛行為」という機序は、厳密に科学的に正しいと言えるのか。す

なわち、過剰防衛行為という情動反応が、恐怖等の虚弱性情動の意識的な体験により生じ

るとは限らず、むしろ無意識的に情動反応が行われた後で、意識的な情動体験が生じるこ

とも多いはずである（ルドゥー。前掲注（23）356頁〔湯浅茂樹訳部分〕参照）。しか

も、自己保存本能の考慮としては、こちらのほうが本来の過剰防衛の趣旨に則しているは

ずである。しかしながら、ROXINが強調しているように、立法者は虚弱性情動において

（in）をそれから（aus）に置き換えることによって、虚弱性情動の原因性を求めてい

る。過剰防衛行為を引き起こした無意識的状態が恐怖等であることが求められていると理

解してもよいが、激怒等の強壮性情動のみが意識的な情動体験として形成された事例にお

いて、先行する無意識的情動反応が恐怖に一切よらなかったことを確認できるのかは疑問

である。結局のところ、後述のように、虚弱性情動の要件は、情動そのものではなく、そ

のような情動を抱く状況を求めていると見るべきだろう。 
780 BERNSMANN, a.a.O. (Anm. 763), S. 165. 
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強壮性情動に予防の必要性があるのであれば、これが虚弱性情動と併存する場合でも、予防

の必要性はあるということである。なぜなら、虚弱性情動の予防の必要が 0であっても、強

壮性情動の予防の必要性が（+）であれば、その行為の予防の必要性は（+）だからである。

虚弱性情動の予防の必要性が（-）、つまりそれが推奨されるべき行為であってはじめて、両

者の相殺が予防の不存在を基礎づけるのである。加えて、行為の危険性および犯罪結果の重

大性は、行為者の情動よりも、その者が所持している攻撃手段に決定的に左右される。そし

て、裁判例の多くでは、行為者は実際に武器を手にしているのであり、たとえば、飲食店で

拳銃を発砲するといった十分に公共危険的な行為に出ることもあれば781、2006年の事案の

ように被告人が体格に勝る被害者との対峙に備えて飛び出しナイフを携えていたような事

例もある782。このように、武器を携えて軽率に正当防衛状況に入り、大なり小なり予見可能

な攻撃に対して虚弱性情動から行われる防衛行為が、同じ状況で強壮性情動から行われる

行為に比べて、無罪と有罪を分けるほどに、予防の必要性に欠けるという合理的な根拠はあ

るのだろうか。 

また、JAKOBS や PAWLIK、MOTSCH のように、もとの攻撃者の管轄への帰属により

虚弱性情動への限定を根拠づける見解に対しても疑問が残る。すなわち、正当防衛に余計な

行為の管轄配分に際して、なぜ虚弱性情動は攻撃者の管轄下で処理され、強壮性情動がそう

でないのかは明らかではない。この点、JAKOBS は、「被攻撃者が、その態度が劇的に犯罪

的な衝動を帯びることなく（それゆえ錯乱等に際して）冷静さを失う場合、攻撃者は結果を

自らに帰属させなければならない」と説明するが、管轄というきわめて規範的な発想と、虚

弱性情動という心理的な指標が整合するのかは疑わしい。実際に、JAKOBS は別のところ

で、「実定法（実定法はたしかに、その論拠自体は明示していないけれども、しかし奇妙な
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ことに、それは社会を反映しており、それによって
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

1
、
つの論拠となる。
、、、、、、、、

）によれば、刺した

者の責任は、防衛の過剰が、狼狽、恐怖または驚愕の結果である場合、つまり喧嘩好き、激

怒あるいは闘争による興奮といった強力情動の結果ではない場合には否定される（刑法 33

条）」783（傍点筆者）と述べている。JAKOBS の立場を基本的に支持する TIMPEも、これ

については「説明されていない残部がある」784と指摘しているのである。いずれにせよ、管

轄の観点からは、そもそも正当防衛の限度を超えた行為に不処罰を認めること自体が不自

然であり785、防衛状況に対する事前の責任の有無のほうがはるかに重要となるはずである。 

                                                   
781 BGH NStZ 1981, S. 299. もっとも、本判決は多くの学説から批判されている

（ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 92）。 
782 BGH StV 2006, S. 688. 
783 ギュンター・ヤコブス著（松宮孝明訳）「責任原理」松宮孝明編訳『ギュンター・ヤコ

ブス著作集［第 1巻］犯罪論の基礎』（成文堂、2014）64頁。 
784 TIMPE, a.a.O. (Anm. 673), S. 119. いずれにせよ、TIMPEの言うように、強壮性情動

からの過剰防衛について減軽規定も存在しない点を説明するのは困難だろう。 
785 時間的過剰の承認に対する、「被害者は、他者の法領域の完全性を脅かしたことについ

ては、かろうじで負担するものの、本来の対立を超えて持続する興奮状態へと相手方を陥

らせたことについては負担しないのである」という PAWLIKの前述の批判は、正当防衛
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過剰防衛についてモノグラフィーを書いた DIEDERICH は、情動の性質と予防の必要性

について若干の検討を行っている。まず、積極的一般予防ないし統合的予防の観点からみる

と、「第 33条の意味は、被害者（被攻撃者――筆者注）による攻撃的に過剰な防衛行為に際

して毀損された、違法な攻撃者の法益に、被攻撃者の虚弱な（asthenischer）過剰反応の事

例よりも、大きな意義を付与するということにある。それゆえ、人々の意識の中では、少な

くとも現在の違法な攻撃への防衛に際して、激高、激怒または憎悪といった情動よりも、錯

乱、恐怖および驚愕といった情動について、道徳的および倫理的に高い評価が志向されるの

だろう」。「「本来的に」定められた第 33条の規範は、それゆえ、現在の違法な攻撃の被害者

としても、錯乱、恐怖および驚愕よりも強く、攻撃をコントロールしなければならないとい

う義務づけである。攻撃的な過剰防衛の処罰によって、この命法はその貫徹力において強化

され、この方法で規範順守へと導くこととなる」。しかし、虚弱性情動の優遇は、これを強

壮性情動と区別する一般予防的観点からの実質的な根拠がある場合にのみ納得できるもの

となる。関連する精神医学および心理学的文献によれば、激高、激怒または憎悪といった強

壮的な欲動の要素が、一般的にとっさの攻撃的かつ暴力的な行為を生じさせるのに対して、

絶望、幻滅（Enttäuschung）および心労（Kummer）といった虚弱性の状態は、傾向とし

て活力を奪うようにはたらき、逃走または自殺のような否定的反応へと導く。復讐や憎悪は

第 211 条の意味における低劣な動機の認定に至ることもあり、この点からも、これらの情

動が倫理的に非難に値すると考えられていることが分かる。「意識的に定められた、強壮的

な過剰反応の社会倫理的・道徳的な非難は、正当防衛の領域においても、そこから生じる積

極的一般予防の根拠からの危険のために、有意義な目的を追求しているのである」786。刑罰

威嚇によって潜在的な犯罪行為者を反対方向へと動機づけるという意味での消極的一般予

防ないし威嚇予防については、「第 33 条でもって、立法者は、そこに規定される感情の状

態、すなわち恐怖、錯乱および驚愕においては、その（正当防衛の――筆者注）限度の超過

を確かに是認はしないが、しかし容赦するということを再び表明しているのである。その限

りでほとんど一義的な法律の文言に従えば、すべての種類の情動的行為が優遇されること

となるのではないのであるから、ここから反対解釈として、威嚇予防の教義の説明によれば、

激高、激怒または憎悪といった強壮的な情動状態に際しては、自己または他人の法益を防衛

する場合であっても、一般予防的な威嚇を理由に、宥恕が行われるべきではないということ

が導かれる」787。また、特別予防については、攻撃的（強壮的）な人格と防御的（虚弱的）

な人格を区別することは概して現実に適っており、前者の攻撃の突発への傾向がある性格

を制御できるように教育するということは説得的であるように思われるとする788。 

しかしながら、これらの説明は、最初の点を除けば、まったく疑わしいものである。積極

                                                   

の限度を超えた行為一般に妥当するように思われる。 
786 DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 25-27. なお、DIEDERICH は積極的一般予防に

ついて、特定の論者の理解を採用しているわけではない。 
787 DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 28. 
788 DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 29. 
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的一般予防に関する言及については、以下のことが指摘される。「攻撃をコントロールしな

ければならないという義務づけ」は、それが違法である以上、虚弱性情動からの行為にも等

しく向けられている。「絶望、幻滅（Enttäuschung）および心労（Kummer）といった虚弱

性の状態」は、恐怖とは明らかに異なる上、たとえば絶望からの拡大自殺（心中）が宥恕に

値するのかはきわめて微妙な問題であり、一般論として語られうるものではない。確かに、

復讐や憎悪は第 211 条の意味における低劣な動機の認定に至ることもあるが、一方で、激

怒は反対に第 213 条の減軽規定の認定に至ることもあり、強壮性情動が常に倫理的に非難

に値すると考えられているわけではない。他方で、前述のように、驚愕や処罰への恐怖から

他の犯行の隠蔽を行うような場合には、第 211 条の謀殺の認定に至ることも十分に予定さ

れているため、虚弱性情動が常に倫理的に非難に値しないと考えられているわけでもない。

後述のように、第 211 条の謀殺に第 213 条の減軽規定が適用も準用もできないとされてい

ることからすれば、彼が言うような道徳的・倫理的な非難の認められる強壮性情動と虚弱性

情動が並存する場合、不処罰は認められないはずであるが、判例も通説も DIEDERICHも

789そうは考えていない。消極的一般予防についても、「攻撃的に過剰な防衛行為」を防止し

たいのであれば、甚だしく危険な手段や著しく過剰な結果を除けばよいのであって、情動を

指標とするのは迂遠である。特別予防については、武器を所持した軽率な臆病者に特別予防

の必要性がないと言える根拠はない。つまり、彼の示す第 33条に込められた政策的意義が

立法者意思であるとしても、政策的に見て端的に合理的でない。これに対して、「人々の意

識の中には……激高、激怒または憎悪といった情動よりも、錯乱、恐怖および驚愕といった

情動について、道徳的および倫理的に高い評価が志向されるのだろう」という指摘は、従来

の刑法学者や立法者が虚弱性情動のメルクマールに疑問を呈してこなかったという事実か

ら、正しいのかもしれない。しかし、柔弱な人間を優遇するべきであるという価値観が、法

観念として現代国家にふさわしいものであるようには思われない。結局のところ、虚弱性情

動に予防の必要性がないというのは、解釈論上の説明にすぎず、現実的に本当にそうである

と論者が考えているのかは疑わしい。 

 このように、過剰防衛の不処罰を虚弱性情動に限定することは、理論的には説明が困難で

あると言わざるをえない。もっとも、その実践的な（事実上の）意義については、以下のよ

うに考えることができる。前述のように、虚弱性情動の不存在により第 33条の適用が否定

されている事例群としては、喧嘩がエスカレートした場合が中心であるように思われる。こ

れをさらに考察すると、第 32条の正当防衛のメルクマールのうち、被要請性（Gebotenheit）

の要件が否定される事例群に、第 33条において虚弱性情動が否定される事例群は近いので

はないかと思われる790。すなわち、正当防衛が社会倫理的な根拠から制約されるとされる、

                                                   
789 DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 190-191. 
790 一般的には、必要性を超過した場合と同じく、被要請性が欠ける場合にも過剰防衛の

余地を認めている（山中・前掲注（493）305頁。これに明確に言及するものとして、

ERB, MK, § 33 Rn. 11. 特に誘発された過剰防衛について、Joachim RENZIKOWSKI, 

Der „verschuldete Notwehrexzeß“, in: Festschrift für Theodor Lenkner zum 70. 
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①責任が欠ける行為に対する正当防衛、②誘発された正当防衛、③保障人的関係における正

当防衛、④軽微な侵害に対する正当防衛が過剰となった事例である791。たとえば、前述の裁

判例を見ると、もともとは夫婦喧嘩である 1969年の事件は②③に、喧嘩が単にエスカレー

トした 1992年や 1997年の事件では②に近い事例であり、さらに侵害自体もそれほど重大

ではなかった（④）または事例によっては高度に酩酊していた（①）と見る余地もあるだろ

う。また、1932 年の事例は、行為者が退避義務を負う場合であった。これらの正当防衛が

制約される事例と虚弱性情動との関係を考察すると、一般論としては以下のように言うこ

とができる。まず、②誘発された過剰防衛については、意図的な挑発または侵害の予期があ

る場合を念頭に置くと、1952年判決が述べるように情動は必ずしも排除されないとしても、

不意を突かれた場合と比較すれば精神的な動揺は弱くなる。③保障人的関係における過剰

防衛については、男女間や家族間の不和が原因となる場合に、恐怖よりも激怒や憎悪が目立

つ事例が予想される。④軽微な侵害に対する過剰防衛においても、軽微な侵害に対する重大

な反撃は、恐怖よりも激怒の外観を呈することが多い792。以上の考察はあくまで一般論にと

どまり、これらの事件の裁判において、恣意的に虚弱性情動が否定されているという事実は

ない。つまり、正当防衛が社会倫理的に制約される場合に近い過剰防衛の事例と、虚弱性情

動が否定される事例とは、あくまで事実上相関している可能性があると言えるにとどまる。

しかし、このような事情からは、虚弱性情動への不処罰の限定が現実に果している役割がう

かがえるのではないか。すなわち、この限定は、被要請性が欠ける場合の過剰防衛を一律に

排除せずに、具体的な事例に応じて適切な範囲で不処罰の範囲を画する役割を果している

のであり、しかも、非難可能性や期待可能性といった一般条項にうったえることなくこれを

行うことを可能にしているのである793。二重の責任減少事由説の最後の一歩、つまり、不法

減少と固有の責任減少により切り下げられた、しかしいまだわずかに残る罪責を、虚弱性情

動からの行為は「宥恕に値する」として不処罰に導くという理屈も、このように、虚弱性情

動への限定が、本来的に処罰範囲にとどめておきたい事例群を適用対象外にすることを可

能にしているという点から理解されうるように思われる。 

 

 

3.1.3. 小括 

                                                   

Geburstag, 1998, S. 264-265）。 
791 JESCHECK=WEIGEND, a.a.O. (Anm. 14), S. 344-348; ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 

15, Rn. 55-64. 齊藤・前掲注（178）143頁、山中・前掲注（493）301-305頁参照。 
792 この限りで、DIEDERICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 26-27. 
793 「情動は行動の原因ではない」とするスキナー・前掲注（22）198-199頁は、情動と

して研究されているのは、「情動行動」と「それと機能的関係にある操作可能な条件」に

すぎず、情動と行為の関係そのものではないとする。第 33条の虚弱性情動要件の運用に

ついても類似のことが指摘でき、ここで問題とされているのは、情動行動（過剰防衛行

為）とそれと機能的関係にある条件（正当防衛状況を中心とする客観的行為事情）なので

あり、情動そのものではないと見る余地があるだろう。 
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以上のことから、過剰防衛規定に関する検討は、次のようにまとめられる。現行第 33条

の過剰防衛規定は、1851 年プロイセン刑法典第 41 条に由来するものである。そして後者

は、1813 年バイエルン刑法典を参考に行われた立法作業の所産であるが、特に虚弱性情動

への限定については、FEUERBACH の刑法学と対照しても、理論的に説明できない点が多

い。戦後の改正作業の議論においても、過剰防衛については、正当防衛や緊急避難と同じ量

の労力は注がれなかったように見える。 

過剰防衛の不処罰の法的性質は、19世紀には帰責無能力説、20世紀前半には責任阻却事

由説と刑罰阻却事由説が有力であったが、現在では、免責事由説が通説となっている。免責

事由説は、行為者が違法かつ有責に行為していることを前提とする点が特徴であるところ、

基本的には従来の犯罪論体系上の不法・責任の枠内で説明を行う二重の責任減少事由説と、

一般予防および（または）特別予防の観点を強調する刑罰目的説に分けられる。もっとも、

両説が責任阻却事由説に向けた批判を、自らも克服していると言えるのかには疑問が残る。

過剰防衛規定の要件に定められる限定を説明できないという批判については、二重の責任

減少事由説もこれを説明できていないという指摘が、刑罰目的説によってなされている。ま

た、刑罰目的説は、過剰防衛規定が政策的観点から本当に合理化できるのかという省察が欠

けている。それゆえ、現在の学説には再検討の余地があると言わざるをえない。そもそも、

不処罰という法効果の性質を説明する責任阻却事由説に対して、要件の限定が説明できな

いと言う批判が方法論的に正しいのかも明らかではない。少なくとも、免責事由説に決定的

な優位があるとは認められないように見受けられる。 

事後的時間的過剰について見ると、判例はこの行為への規定の適用を一貫して認めてこ

なかった。これに対して、近年の学説では、時間的過剰についても、少なくとも事後的な行

為については不処罰を認める見解が多くなってきている。従来の概念規定による形式的な

理由づけに限界があることは確かであるが、法的安定性の見地からは、判例の解釈も十分に

合理的なものであることが指摘される。 

また、虚弱性情動への限定について見ると、近年の判例は、これによって行為者が支配さ

れていたことを厳密に求めておらず、むしろ、強壮性情動との並存に近い精神状態にも不処

罰を認める傾向にある。学説はこれを支持するものが多いが、ROXINなどの有力な論者が

虚弱性情動への限定を強調している。また、この限定自体については、それほど批判は向け

られていない。しかしながら、虚弱性情動への限定の合理性ついては、吟味が必要である。

特に、一般予防・特別予防という観点から見て、虚弱性情動が優遇されるべき、または、強

壮性情動が優遇されるべきではないという根拠を見出すのは困難である。少なくとも、事前

の回避可能性や、甚だしく危険な防衛手段、著しく均衡を欠く防衛結果などを要件とするほ

うが明らかに合理的だろう。これに対して、判例の運用からは、虚弱性情動への限定につい

て異なる意義が見出される。すなわち、虚弱性情動への限定が実際に果す役割は、正当防衛

権の行使が社会倫理的に限定されるような事例群への不処罰の付与を防止するという点に

求められるように思われる。 
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立法による虚弱性情動への限定と、判例による事後的時間的過剰の排除を要請している

のは、第 33条の要件に一般条項が定められていないということに帰着する。すなわち、他

の不処罰規定では一般条項が行っているような適用の限定を、第 33条においては、立法が

類型的に犯罪行為とより親和的な強壮性情動を排除し、判例が過剰防衛概念を強度的過剰

に限定することによって実現してきたのである。このような限定を要請しているのは、一般

条項を定めることにより、法的安定性を損なうことを避けるという配慮であると理解され

る。それゆえ、この配慮にかんがみると、限定は原則的に法的安定性に資するように解釈さ

れるべきだろう。そうすると、過剰防衛を強度的過剰に限定し、虚弱性情動の存在を十分条

件に近いかたちで運用している判例実務は、きわめて適切なものと評価できる。すなわち、

一方で、不処罰範囲が時間的に間延びすることを、強度的過剰への限定によって回避し、他

方で、不処罰範囲が認定の困難な行為者の精神状態に左右されることを、虚弱性情動を求め

つつその原因性を強調しないことによって回避している判例の解釈は、十分に合理的なの

である。ただし、各要件を法的安定性の観点から限定的に解釈することは、個別事案におい

て似たような精神状態にある行為者を別様に処断することにつながる。このことは、責任主

義の観点からすると問題である。それゆえ、法的安定性と両立する範囲で、事後的時間的過

剰や強壮性情動からの行為についても、責任主義の観点から類推を認めるべきであると解

される。 

 しかしながら、免責事由説が通説の地位を占めている現在のドイツ刑法学においては、上

の但書以下は妥当しないこととなる。なぜなら、第 33条の不処罰は免責事由であり、第 17

条および第 20条で問題となる責任阻却事由ではないため、責任主義の射程外に位置するか

らである。それゆえ、第 33条の解釈の指針は責任主義以外の原理に求められざるをえない。

過剰防衛に固有の合目的性は、正当防衛との関係で理解されることもできる。つまり、基本

原理が明確である正当防衛制度の合理的運用を担保するものとして、過剰防衛の解釈を考

えるのである794。より一般的な法原理としては、上の法的安定性のほか、一般予防・特別予

防としての合目的性が挙げられ、ROXIN のような刑罰目的説は後者を重視することになる

だろう。しかし、検討したように、刑罰目的説の合理性は疑わしい。仮に、第 33条が、責

任主義という重要な法原理と関係するものと位置づけられていたとすれば、刑罰目的説の

主張する合理性にはさらなる根拠が求められ、より批判的な検討に付されていたのではな

いか。つまり、第 33条の責任主義からの解放が、刑罰目的説を合目的性の説明責任から解

放することにつながっているのではないのか。 

 

                                                   
794 たとえば、虚弱性情動への限定を批判する BERNSMANN の主張は、もとはと言えば

死亡結果を生じさせるような行為の正当化の合理的限定にあり、このような趣旨によるも

のであった。そのほか、HEBERLEIN, a.a.O. (Anm. 722), S. 30-31は、BERNERが正当

防衛権の行使を広く認めつつ、事後的過剰の不処罰を否定したのに対して、それでは正当

防衛が事実上制約されてしまうと批判し、一定の事後的時間的過剰の不処罰を主張してい

た。 
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3.2. 故殺の減軽規定 

ドイツ刑法典第 213条は、第 211条の謀殺と第 212条の故殺に続けて795、第 213条に故

殺の減軽規定を置いている。 

 第 213条 故殺のより重くない事例 

 故殺者が、自己の責任なく、自己若しくは親族に加えられた、殺された者による虐待若

しくは重大な侮辱によって、激怒へと刺激され、これによってその場で所為へと引き込ま

れた場合、又は、その他より重くない事例である場合、刑罰は 1年以上 10年以下の自由

刑である。 

  War der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen 

zugefügte Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen zum 

Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden oder liegt sonst 

ein minder schwerer Fall vor, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 

zehn Jaren. 

なお、「oder liegt sonst ein minder schwerer Fall vor」は、「その他比較的重くない事態

が存するとき」796などと訳されることが多い。しかし、第 213 条後段の現在の運用として

は、全事情の全体評価に基づき、行為が、故殺の原則の法定刑の枠（第 212条）の適用が不

適当であると思われるほどに、故意の殺人の「通常の事例」から逸脱している場合にこれが

考慮される。つまり、減軽を基礎づける個別の「その他比較的重くない事態」が存在するか

否かではなく、全体評価に基づき故殺の通常の事例よりも重くないかが問題となる。このた

め、本稿では「その他より重くない事例である場合」と訳出しておく。 

 

 

3.2.1. 故殺の減軽規定の成立過程 

第 213条は、1998年の第 6次刑法改正法によって法定刑の下限が引き上げられた点を除

                                                   
795 第 211条 謀殺 

 (1) 謀殺者は、無期自由刑で処罰される 

 (2) 謀殺者とは、 

  殺人嗜好から、性欲を満足させるために、物欲から、若しくはその他低劣な動因か

ら、 

  背信的に、若しくは残酷に、若しくは公共の危険を生じさせる手段でもって、又は 

 他の犯罪行為を可能にし、若しくは隠蔽するために、 

 人を殺す者である。 

第 212条 故殺 

 (1) 謀殺者となることなく人を殺す者は、故殺者として、5年以上の自由刑で処罰され

る。 

 (2) 特に重い事例では、無期自由刑が言い渡される。 
796 『法務資料第 439号 ドイツ刑法典』（法務大臣官房司法法制調査部司法法制課、

1982）149頁。 
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き、1871 年のライヒ刑法典成立時の形式をほぼそのまま保持している797。1998 年改正ま

では、第 213条は以下の規定であった（なお、1969年の改正前は 6月以上の軽懲役刑）。 

 第 213 条 故殺者が自己の責任なく、行為者若しくは親族に対して加えられた、被殺者

からの虐待又は重大な侮辱によって、激怒へと刺激され、これによりその場で所為へと引

き込まれる場合、又はその他の軽減する事情がある場合、6月以上 5年以下の自由刑が言

い渡される。 

War der Todtschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen 

zugefügte Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem Getöteten zum Zorne 

gereizt und hierdurch auf der Stelle zur That hingerissen worden, oder sind andere 

mildernde Umstände vorhanden, so tritt Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jaren ein. 

そしてライヒ刑法典もまた、1851年プロイセン刑法典第 177条を引き継いだものである。 

第 177 条 故殺者が自己の責任なく、行為者自身又はその親族に対して加えられた、被

殺者からの虐待又は重大な侮辱によって、激怒へと刺激され、これによりその場で所為へ

と引き込まれる場合、無期の重懲役刑は排除され、2 年以上の軽懲役刑が言い渡される。 

War der Todtschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm selbst oder seinen 

Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem Getöteten 

zum Zorn gereizt und dadurch auf der Stelle zur That hingerissen worden, so bleibt 

lebenslängliche Zuchthausstrafe ausgeschlossen, und es soll auf Gefängniß nicht 

unter zwei Jahren erkannt werden. 

 したがって、正当防衛・過剰防衛と同様に、故殺の減軽規定についてもプロイセンの立法

を検討する。故殺の減軽規定は、当然に謀殺と故殺の区別を前提とするのだが、ドイツにお

いてさらに故殺と故殺の減軽規定にあたる類型が区別されるのは、19 世紀の領邦立法から

である。確かに、プロイセン一般ラント法は以下に見るように故殺の通常刑を斬首としつつ、

過剰防衛を含む 3 つの事例に刑の減軽を認めていたものの、これらは現在の第 213 条に直

結するものではない。SCHOLZ は、加害を受け逆上して殺人を行った者に対する故殺の刑

の減軽は、フランス法に初めて見出されるとした上で、故殺の軽い事例を扱っているバイエ

ルン刑法典第 152条は、これに同調したものであるとする798。それゆえ、ここでも、1813

年バイエルン刑法典の内容の確認から検討を始めることとなる。 

 

3.2.1.1. 1813年バイエルン刑法典まで 

 謀殺と故殺の区別の歴史的展開については、謀殺罪の観点からの山本光英の研究がある

                                                   
797 被殺者（Getöteten）から殺された者（getöteten Menschen）に、激怒が Zorneから

Zornに修正されている。 
798 Mark-Oliver SCHOLZ, Zur historischen Entwicklung des Tatbestandes des 

Affekttotschlags vo, Mittelalter bis 1998, 2008, S. 5. 
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799。ドイツ法における謀殺と故殺の区別の基礎には、予謀に着目するローマ法の発想と、行

為態様の倫理的な価値の低さに着目するゲルマン法の発想の 2 つがあるとされる800。ロー

マ法の始原的形態においては、殺人を含む個人的利益の毀損に対する制裁は、被害者自身ま

たはそのジッペに属する者による復讐などにゆだねられ、草創期の公的刑事手続もゲマイ

ンデの正当防衛に限定されていた。ローマ法の最初の成文法典である 12表法になると、確

かに一方では傷害に際して当事者によるタリオがいまだ認められていたが、殺人や放火は

もはや私的ではなく共同体への侵害と受け取られた801。その後、SULLA の時代には、たと

えば姦通現場の正当な激怒といった事前の熟慮の欠如は刑の減軽をもたらすとされ、その

後のローマの学説においても、故意の内部で刑の減軽を受ける impetus が区別されていた

802。前述のように、ゲルマン法も当初は公的刑罰体系を持っておらず、特に隣接する集団で

の殺人の事例においては、金銭的価値による贖罪の提供を通じてフェーデを調停するため

の血讐の放棄は、受け入れの困難さに繰り返し直面しなければならなかった803。「復讐とフ

ェーデは、ゲルマン法において、例外的現象として大目に見られていたのではなく、むしろ、

ゲルマン人の法秩序の重要かつまさしく根本的な構成部分を意味し、ゲルマン人の「憲法

（Verfassung）の」本質の意味と構造から、すなわち、ゲルマン人の生活および法感情全体

から生じるものであった」804。最古のゲルマン法は常に結果の惹起のみを問題とし、主観的

責任は問わなかったのだが805、その後の部族法時代も、殺人行為に対する人命金（Wergeld）

の価格に影響を与えたのは、殺人行為の態様および主観面というよりも、むしろ被害者の身

分であった806。さらに時代を下ると、ゲルマン法においても殺人態様の区別が生じた807。

しかし、その基準はローマ法とは異なるものであり、ゲルマン人の独特な価値観に基づいて

いた。すなわち、ゲルマン人の名誉観と一致しない秘密の行為に対する否定的な心情態度が、

謀殺と故殺との区別を形作っていた。行為の責任を高める要素は、当初は死体の隠匿などか

                                                   
799 山本光英『ドイツ謀殺罪研究』（尚学社、1998）193-205頁。 
800 もっとも、MÜSSIGはこのような単純化を批判する（Bernd MÜSSIG, Mord und 

Totschlag, 2005, S. 35-36）。 
801 MOMSSEN, a.a.O. (Anm. 495), S. 60-61 u. S. 613-614. 
802 山本（光）・前掲注（799）193-195頁参照。もっとも、ローマ法が公的刑法の下で重

大犯罪として扱った parricidumがもともと厳密に何を意味していたのかには、争いがあ

ると言われる（Anette GRÜNEWALD, Das vorsätzliche Tötungsdelikt, 2010, S. 59.）。

一般の羅和辞典でも、①親（近親）殺、②殺害、暗殺、③反逆、謀反とされている（水谷

智洋編『羅和辞典〈改訂版〉』（研究社、2009）454 頁））。 
803 RÜPING=JEROUSCHEK, a.a.O. (Anm. 502), Rn. 6. 
804 SCMIDT, a.a.O. (Anm. 500), S. 23. 
805 ミッタイス＝リーベリッヒ・前掲注（497）62頁。 
806 RÜPING=JEROUSCHEK, a.a.O. (Anm. 502), Rn. 11. もっとも、「結果責任は、故意

が欠ける場合に贖罪金の額さらにはその消滅が裁量の下に置かれる限りで、相対化され

る」（Rn. 6）。 
807 もっとも、HIS によれば、謀殺と故殺は別に扱われていたものの、用語は明確に区別

されていなかった（Rudolf HIS, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, Teil 2, 1935, 

S. 78-79）。 
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ら判断される殺人行為の後の行為者の態度に関係づけられていた808。謀殺は、隠れた、陰険

な、表に出ないような方法で実行される殺人であるのに対して、故殺は、公開され、名誉的

な闘争における、それについて責任を負うことに行為者が尻込みしないような殺人であっ

た809。また、被害者による誘引（Anlaß）行為があった場合に、反撃行為者を不処罰にする、

または刑を減軽するということもあったという。「誘引の制度は正当防衛に隣接しており、

個々の法源について、それが誘引について話題としているのかそれとも正当防衛について

なのかを言うことは困難である」810。教会法の法源ないし法学者の著作においても、謀殺と

故殺は実質的に区別されていた。すなわち、情動（激怒、憎悪、熱情）は犯罪に特別な特徴

を付与し、それは熟慮をもった故意の殺人とは区別され、軽い刑罰を正当化した811。 

 カロリーナ刑事法典は、継受したローマ法学の観点から謀殺と故殺とを区別したと一般

に説明される。その第 137 条「充全なる免責事由を有しえざる謀殺者および故殺者に対す

る刑罰」によれば、故意の殺人で免責事由を立証できない者は、すべて死刑となるが、その

中でも、「予謀をもってする邪念の謀殺者（fürsetzlicher mutwilliger mörder）は、車輪を

もって、しかして、短気と激怒により（auß gecheyt vnd zorn）故殺をなしたるも後述のご

とき免責事由を有せざる者は、剣をもって、生より死へと罰せらるべし」とされた812。すな

わち、ここでは、「予謀をもってする謀殺者」と「短気と激怒により故殺をなしたるもの」

が対置されているのである。もっとも、fürsetzlich が正確に何を意味していたのかについ

ては争いがある。GRÜNEWALD の整理によれば、これを予謀ないし熟慮と同視する見解

は、もともとローマ法学における故意（dolus）は意図的行為に限定されており、カロリー

ナ刑事法典のもととなったバンベルク刑事法典を起草した SCHWARZENBERG は、殺人

罪の区別につきこれにならったのである、また、中世ドイツ法には一方の予謀・熟慮・故意

                                                   
808 山本（光）・前掲注（799）196頁。 
809 LISZT=SCHMIDT, a.a.O. (Anm. 29), S. 462. 
810 HIS, a.a.O. (Anm. 807), S. 211-214. MITTEIS=LIEBERICH も、フランク王国時代に

は、「激情にかられての殺人は悪意の殺人よりもその贖罪は寛大に扱われた」とする（ミ

ッタイス=リーベリッヒ・前掲注（497）157頁）。 
811 KATZ, a.a.O. (Anm. 503), S. 81-83. 
812 法文は次のとおりである（塙・前掲注（507）202 頁）。 

（充全なる免責事由を有しえざる謀殺者および故殺者に対する刑罰） 

第 137条 さらに、謀殺者および故殺者にして、それにつきて適法なる免責事由を立証し

えざる者は、すべて、生命を奪われ来たれり。されど、若干の地方の慣習に従わば、予謀

をもってする謀殺者および、故殺者はならびて均しく車輪をもって処刑せらるるも、この

間には区別が劃さるべきなり。即ち、慣習に従わば、予謀をもってする邪念の謀殺者は、

車輪をもって、しかして、短気と激怒により故殺をなしたるも後述のごとき免責事由を有

せざる者は、剣をもって、生より死へと罰せらるべし。しかして、高貴なる人物に対し、

または犯人自身の主君に対して、または夫婦の間にて、もしくは近親者の間にて、予謀を

もってする謀殺が行わるるときは、その大いなる脅威ゆえに、最終的なる死刑に先き立ち

て、火鋏みをもっての引裂き、または曳き摺りのごとき若干の身体刑によりて、刑を加重

するをう。 
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（Vorsatz）と他方の情動を対置する法制が普及していたと説明する813。これとは反対に、

RÜPING=JEROUSCHEK は、fürsetzlich は予謀ではないとする。それによれば、カロリ

ーナ刑事法典は、謀殺に予謀（praemeditatio）を要件づけるバンベルク刑事法典第 250条

（訴訟費用に関する規定）を引き継いでおらず、カロリーナ刑事法典第 33条と第 34条（証

明に関する規定）からは、謀殺については隠れた犯行が、故殺については騒がしい犯行が典

型的であるということが明らかにされている。それゆえ、謀殺は予謀によるまたは隠れた殺

人に限られないが、しかし大部分の事例においては、邪念性（Mutwille）、つまり悪意、予

謀および隠れた犯行に収斂したのである814。GRÜNEWALD 自身は、fürsetzlich を予謀な

いし熟慮と完全に同視することに躊躇を覚えるようである。そして、第 137 条は、通常は

ローマ・イタリア法と関連づけられる主観的・行為者内在的契機と、ゲルマン・ドイツ法に

位置づけられる客観的・行為者外在的事情との混合を示しており、第 137 条に言う謀殺と

は、予謀された（熟慮された）または故意の（意図的な）、邪念のつまり被害者により誘引

されることなく行われた殺人とみなされるだろうと結論づけている815。 

 普通法時代においては、初期は峻厳すぎるカロリーナ刑事法典の刑罰を避ける裁判官の

恣意（裁量）によって816、後になると意思自由を基調とする近代自然法の帰責論の影響が加

わって、情動からの行為に対する刑の減軽が理論化された。立法としては、1751 年バヴァ

リキー刑事法典が第 1 編第 1 章の総則で情動行為を定めるが、故殺を定める第 3 章では激

情に対する言及がない817。クラインシュロート草案は、激情による故殺の刑の減軽を各則に

規定せず、総則に定められる様々な減軽事由として熱情（Leidenschaft）を定めることで、

故殺の処罰に際して優遇を与えた818。また、双方に共通するのは、カロリーナ刑事法典とは

異なり、故殺を殺人の一般類型として、謀殺をその加重類型として定める点にある。クライ

ンシュロート草案は、第 800条で、「故殺の重罪があるのは、人の死の必然的な原因を内在

するあらゆる違法な作為又は不作為においてである」とし、第 851条で、「悪しき故意をも

って行われ、以下の種に属する故殺は、謀殺とみなされる」としていた。謀殺の種とは、被

害者の抵抗不能を利用した策術を伴う暗殺（Meuchelmord、第 857 条）、強盗殺人

（Raubmord、第 859 条）、契約された殺人（gedungene Mord、第 865 条）、尊属殺人

（Elternmord、第 875 条）、卑属殺人（Kindermord、第 881 条）、毒殺（Vergiftung、第

940条）である819。 

                                                   
813 GRÜNEWALD, a.a.O. (Anm. 802), S. 65-67. おそらくこちらが通説である（たとえ

ば、SCHMIDT, a.a.O. (Anm. 500), S. 116）。 
814 RÜPING=JEROUSCHEK, a.a.O. (Anm. 502), Rn. 102. 
815 GRÜNEWALD, a.a.O. (Anm. 802), S. 69. 
816 一般論として、SCHMIDT, a.a.O. (Anm. 500), S. 166-169. 
817 BUSCHMANN, a.a.O. (Anm. 507), S. 184 u. S. 193. 
818 KLEINSCHROD, a.a.O.(Anm. 515), S. 132-136. 
819 尊属殺人は両親（Eltern）に限定されない。また、卑属殺人からは、通常の意味にお

ける Kindermordである嬰児殺が区別され、減軽規定が設けられる（第 890条以下）。 
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 FEUERBACHは、殺人罪について、この故殺と謀殺の区別の形式を特に攻撃した820。「熟

慮による予謀を伴う殺人（謀殺）と、突然生じ、偶然の外在的衝動によりもたらされた決意

からの殺人（狭義の故殺）との間で区別を行わなかった立法は、容易に指摘されえないだろ

う。前者の犯罪の精神は、後者の精神とはまったく対立するのである」。前者が他者の殺害

を目指しており、内在的な衝動から行為する本来的に冷酷な悪人（Bösewicht）であるのに

対し、後者はそのとき殺害へと駆り立てられた、偶然の外在的衝動から行為する者なのであ

る。これに対して、草案は上述の意味における謀殺の一部のみを列挙して謀殺として規定す

る。そして、FEUERBACH は、この方法では、列挙される事例以外では、いかに冷静に熟

慮され、いかに違法な行為動機を決意され、いかに残酷な態様で実行された者であっても、

単なる故殺となってしまうと批判する。つまり、FEUERBACH は、草案が、一方で謀殺の

一般的類型を設けなかったことについて、おそらく他方で故殺に興奮状態を求めなかった

ことについても批判したのであった。また、FEUERBACH は、草案が総則において減軽事

由に定める第 265 条以下の熱情についても、この概念が心理学的基礎を持たない点を批判

している821。以上のことから、FEUERBACH は、謀殺や情動の概念規定について草案を批

判するものの、故殺の減軽規定を定めることにそれほど大きな関心を持っていなかったと

言えるだろう。 

 1813年バイエルン刑法典は、殺人罪について以下のように定めた822。 

 第 142 条 違法な作為又は不作為によって何者かの死を意図的に惹起する者は、故意の

殺人の重罪について罪責を負う。 

第 146 条 自らによって惹起された死亡を予謀をもって決意し、または熟慮をもって実

行した故殺者は、謀殺者として死刑に処される。 

第 151条 熟慮及び予謀なく、突発の激怒の興奮（aufwallender Hitze des Zorns）にお

いて、他人に対して生命を脅かす行為を決意し、実行する者は、被害者が死亡した場合に

は単なる故殺の罪を負い、無期懲役刑が言い渡される。 

第 152 条 被殺者自身が許されない侮辱若しくは罵倒によって故殺者を激怒へと刺激し

た場合、又は、故殺者が行為時に自ら責めを負うことなく酩酊状態に陥っていた場合（酩

酊状態がすべての帰責を排除しない限りで）、刑は 8 年以上 12 年以下の懲役刑に減軽さ

れる。 

このように、FEUERBACH は、同意殺など特別なものを除く殺人の一般的な事例につい

て、謀殺、故殺、故殺の減軽規定という 3段階の体制を定めた。ここでの一般的な謀殺（第

146条）と故殺（第 151条）の区別は、クラインシュロート草案批判時の主張と同趣旨であ

                                                   
820 Paul Johann Anselm von FEUERBACH, Kritik des Klenschrodschen Entwurfs zu 

einem peinlichen Gesetzbuch für Chur-Pfalz-Bayerischen Staaten, Bd. 3, 1804, S. 81-

85. その他の点では、故殺規定で言及される故意と錯誤に対して激しい批判を加えてい

る。 
821 FEUERBACH, a.a.O. (Anm. 516), S. 286-287. 
822 法文は BUSCHMANN, a.a.O. (Anm. 507), S. 478-480. 
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る。教科書においても、激怒（Zorn）の情動において熟慮されず行われた殺人である故殺

と、熟慮と恣意（Willkühr）からの殺人である謀殺が対置される。脚注においては、カロリ

ーナ刑事法典第 137 条との連続性が示唆されており、次いで、謀殺を単純な殺人とし故殺

をその減軽規定とする区別をまったく誤りであると批判する823。 

注目すべきは、第 152 条に故殺のより重くない事例が定められている点である。これに

ついては、クラインシュロート草案批判で言及がないのみならず、教科書においても説明が

ない。公式注釈書では、第 151条と第 152条が同時に説明されている824。それによれば、

故殺も違法な故意を概念上要件とするが、それは謀殺を構成する予謀または熟慮を伴わず

に行われる。それゆえ、冷静な熟慮なく熱情の興奮において同時に決意され実行されたとい

うことが、同じく要請される。人を故殺へと引き込む熱情は、通常は激怒（Zorn）であり、

同じく、心痛（Gram）、愛情（Liebe）、名誉心（Ehrgefühl）およびその他の情動であるが、

私欲（Eigennutz）のみは例外として排除される。どのように熱情が表出されたかも、短気

な人間が突然怒り出して殺害を行うのに対し、憂鬱気質の人間は自らの心の嵐を静かに内

面に閉ざすという理由から、重要ではない。行為者が冷静な熟慮と慎重さを取り戻し、即座

の決意の帰結を冷静によく考えることができるのに十分な間隔がないという意味で、決意

と実行がほとんど一瞬の活動である場合に、裁判官は故殺として処罰する権限を持つ。「い

ずれにせよ、裁判官は、精確な審理で熱情の根源と行為の動力因（Triebfeder）を解明し、

これに従って行為への熱情の影響とその可罰性を精確に釣り合わせなければならない」825。

故殺全体の説明はこのように行われているが、第 152条の減軽事由については、「そこに言

及される極めて明白な減軽事由のために」期間の定められた有期刑に減軽されると述べら

れるにとどまる。 

第 152条の刑の減軽根拠は、現在の犯罪論体系の考え方では、責任減少事由と言える826。

すなわち、第 152 条は、行為時に制御能力が一定程度低減しており、かつそのことにつき

自ら責任を負わない場合における、責任減少による刑の減軽を定めていると解するのが自

然である。ところが、この推論は FEUERBACH の刑法理論から導かれないばかりか、む

しろ真っ向から対立する。まず、彼はこの種の事例において裁判上の減軽を認めることにそ

もそも積極的ではない。彼は教科書において、一般に認められている裁判上の（juridische）

減軽事由としていくつかの事例を列挙し、その中に熱情（Leidenschaft）を含める827。これ

                                                   
823 FEUERBACH, a.a.O. (Anm. 520), S. 149. 
824 Anmerkungen zum Strafgesetzbuche für das königreich Bayern, Bd. 2 1813, S. 24-

27. なお、条文の頭書きは、第 151条が「Ⅲ．単純故殺について」、第 152条が「減軽事

由」である。 
825 A.a.O. (Anm. 824), S. 26. 
826 前段の侮辱または罵倒による減軽だけであれば不法減少事由と考えることもできる

が、後段の自ら責を負わない不完全酩酊は明らかに責任減少事由である。 
827 教科書の第 11版では、まず、「所為への著しく善良な意図に基づく場合」と「所為の

際に人格の意思の独立性が限定されている場合」とに分けられ、後者について、理解力の

減弱、熱情、機会を挙げる（FEUERBACH, a.a.O. (Anm. 520), S. 77）。初版ではより詳
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らの減軽事由については、教科書の初版においては、「必要（Noth）と片面的に理解された

人道主義（halbverstandene Humanität）」が案出したものであると評価するが828、その後

この記述はなくなる。FEUERBACH の批判の要点は、法律上予告されている刑罰は、それ

が予告されている限りで具体的にも正当なのであるから、裁判官がこれを法廷で調整する

必要はないということである829。もっとも、ここで直接問題となっているのは刑の量定にお

ける法律と裁判官の関係であり、減軽事由の観念そのものが批判されているわけでは必ず

しもない830。 

FEUERBACH の、特にその初期の刑法理論とバイエルン刑法典第 152 条との齟齬がよ

り鮮明に現れるのは、裁判官が行う可罰性の量定に関する記述である。それによれば、犯罪

者に根づいている欲求（Begierde）の強度は、犯行と対立しこの欲求によって乗越えられる

障害の強さから明らかにされる。「より高度の情緒の力の活動を自ら抑制することができた

欲求は、対立する動機のみを衡量から取り除いた欲求よりも、強いはずである。それゆえ、

情動と習癖からの犯罪のように、熟慮なく（動物的な欲求能力から）生じた犯罪は、恣意を

もって（先行する反省によって）行われた犯罪より、高度の可罰性を有する。なぜなら、欲

求の支配的な激しさが、より高度の情緒の力をその活動において抑制した場合にのみ、人は

先行する選択なく行為へと駆り立てられるからである」831。すなわち、FEUERBACH の刑

罰理論である心理強制説を前提にすれば、「より高度の情緒の力の活動」、現代風に言えば反

対動機を形成する意思活動がまったく失われる場合、帰責無能力であり不処罰となる。しか

し、その活動の余地はあるがそれが弱まった状態で犯行に出た場合、反対に可罰性は通常の

事例より高まる。なぜなら、反対動機の形成可能性が弱まっている行為者には、より厳しい

刑罰威嚇を向けることで、犯行を阻止することができるからである。これを情動行為にあて

はめると、情動が帰責能力を排除するほどに強かった場合には、刑罰威嚇の可能性もまた排

除されるため、行為の可罰性も排除されるのに対し、情動が帰責能力を完全には排除しない

場合には、刑罰威嚇の可能性は残るため、情動の強さに勝る刑罰威嚇を加えることで犯行が

阻止できるとして、より強い可罰性が導かれるのである832。この考え方は、第 152 条の趣

旨と完全に対立する。確かに、謀殺と故殺の区別については、予謀と熟慮の存在が主観的帰

責に先立って殺人行為の可罰性を極限まで高めると説明できる。しかしながら、第 151 条

の通常の故殺と第 152 条の減軽事由との関係、特に第 152 条後段の酩酊者の減軽は説明で

                                                   

細であり、これに加えて、誤った教育、高齢、女性、高度でない酩酊、誘惑が列挙される

（ders., Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland geltenden Peinlichen Rechts, 1801, S. 

87. 浅田和茂『刑事責任能力の研究 上巻』（成文堂、1983）59頁参照）。 
828 FEUERBACH, a.a.O. (Anm. 827), S. 86. 
829 FEUERBACH, a.a.O. (Anm. 827), S. 88-90. 浅田・前掲注（827）59頁参照。 
830 結局のところ、FEUERBACH は、第 93条においてこの種の熱情などを「可罰性が軽

減される」事情として規定せざるをえなかった。 
831 FEUERBACH, .a.aO. (Anm. 827), S. 104-105. 浅田・前掲注（827）59-60頁参照。 
832 ほぼ同じ問題である限定責任能力について、浅田・前掲注（827）60頁、高橋（直）・

前掲注（525）53-55頁。 
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きない。この点を批判されたのか、バイエルン刑法典の起草と同時期の教科書第 7版では、

可罰性が高まるのは熱情や習癖によって決定された行為であるとした上で、注において、

「それゆえ、行為が情動において行われたというだけで可罰性が高まるのではなく、違法な

欲求自体が情動となった場合に可罰性が高まるのである。私見への反対者はこれまで後者

の命題に前者を挿し入れて、私に対抗できるものと信じたのであった」833とする。しかしな

がら、FEUERBACH の権利侵害説を前提とすれば、欲求それ自体が犯罪論体系における意

味で違法であるという考えをとることはできず、結局のところ規範的観点から否定的に評

価される欲求という意味で理解せざるを得ない。しかし、彼の帰責論に対する PAWLIKの

前述の批判が言うように、刑罰威嚇の心理的な実効性に着目する FEUERBACH の体系に

は、規範的な観点は内在していないのである834。 

また、刑事政策的観点からも、FEUERBACHは情動や飲酒酩酊を優遇すべきであるとは、

考えていなかったはずである。このことは、過剰防衛に際して若干言及した、『注目すべき

犯罪の記録に基づく叙述』における HOLZINGER 事件の考察から明らかとなる。

HOLZINGER は最初に故殺を行い（第 1事件）、服役・出所の後に謀殺を行い自殺する（第

2事件）のだが、ここでは本稿に関係する第 1事件を見る835。HOLZINGER は、怒りっぽ

い側面があったものの、普段は陽気で社交面でも礼儀正しく話好きであり、周囲からも好人

物と思われていた。しかし、その他の性格の特性として、非常に小心で臆病なところもあり、

また、性愛への強い傾向があった。HOLZINGER は嫉妬から愛人を殺してしまうのだが836、

                                                   
833 Paul Johann Anselm von FEUERBACH, Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland 

geltenden Peinlichen Rechts, 7. Aufl., 1820, S. 109. 
834 PAWLIK, a.a.O. (Anm. 523), S. 319-320. 同様に、SCHMIDT, a.a.O. (Anm. 500), S. 

245-246. さらに、仮に規範的観点が FEUERBACH の刑法理論にあったとすれば、第

152条において、被害者自身に落ち度のある激怒の事例と、そうではない酩酊の事例を並

べていることが批判される。結局のところ、両者は現在の犯罪論体系の意味における責任

減少事由としてしか共通点を持たないのである。19世紀の領邦立法において、酩酊を故殺

のより重くない事例に含めたのは、バイエルン刑法典を全面的に受け継いだ 1814年オル

デンブルク刑法典第 157条のみである。 
835 以下、フォイエルバッハ・前掲注（526）190-237 頁。 
836 犯行のいきさつは次のとおりである（フォイエルバッハ・前掲注（526）193-204

頁）。最初の妻が亡くなると、その妹 RがHOLZINGER の身の回りを世話するようにな

った。2人の間にはじきに親密な関係が生まれ、HOLZINGERは、単なる情欲からだけで

なく、本気で R との結婚を考えるようになり、その言うままになっていることが多かっ

た。Rは普通の妻が夫に対して許すであろう一切のことを許していたのだが、彼と夫婦に

なることだけは頑強に拒んでいた。HOLZINGERのほうは、とうとう別の婚約者を捜さ

ざるをえなくなり、すでに 40歳に達していたH と結婚することとなったが、R との関係

は少しも揺るがなかった 。そうするうちに、H の甥で結婚式に立ち会うために家に来て

いた S（まだ 20歳にもならない家具職人）が Rと仲良くしているところを見て、

HOLZINGER は Sにきわめて激しく嫉妬したのだが、かえって R と不仲になり、結婚式

前夜に彼女から罵られるなどした。結婚式当日、朝食の後で Rは彼にたいそう愛想よく謝

り、午前中は HOLZINGER にも特に変わったところはなかったが、「ただ注目すべきこと

は」普段よりも酒量が多かったことであった。午後、洗礼式に立ち会うこととなっていた
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FEUERBACHは本件における情動と殺人行為とのつながりを、以下のように分析する。自

白の中でHOLZINGER が犯行の動機としてあげているのは、被害者が彼の胸中で燃え上が

らせた嫉妬と、彼女に罵られたことから起きた怒りだけである。嫉妬は、愛と並んで、憎悪

と羨望という 2 つの根本要素を含むものであるところ、その必然的な結果として、嫉妬は

愛の相手の脅威となる。嫉妬する者が、愛するがゆえに相手を憎むのは、相手が離れていっ

た場合、それを相手の責任とみなし、許しがたい侮辱であると感じるからである。純粋な愛

の場合に深い苦しみや絶望をもたらすものが、粗暴な人間にあっては復讐心と激情を燃え

上がらせる。その激情自体が下品な情欲からなる場合には、なおさら容易にそうなる。さら

に、その憎悪に羨望が加わる。羨望は対象を占有する第三者に向かうのだが、羨望者がねた

んでいるものを自力で占有できないときは、対象を侵害したり破壊したりすることで、少な

くとも相手からそれを奪ってやろうとするものである。かくして、被害者の敵対的で失敬な

態度から、自分の嫉妬が弄ばれ、自分の情熱に拒絶と侮辱とで答えているのだと

HOLZINGER が感じたのも無理はない。そして、犯行当日が、被告人にとっては不快な結

婚式の当日以外の何ものでもなかったとしたら、彼の激しい心の熱は、一触即発といった程

度にまで高まっていたに違いなく、さらに、当日は様々なことが相次いで起こり、気晴らし

の飲酒のためにかえって興奮しやすくなっていた。諍いの後で被害者とよりを戻そうとし

たが、またしても侮辱を加えられ、被告人の怒りは改めて燃え上がって行った。「あげくに

は、このような激情の状態で、屈辱的な愛、いらだっている嫉妬心という、長いあいだ彼の

心に抱かれてきた魔性が急に姿を現わし、はげしい憎悪心に訴えて即時の復讐をうながす

ことになる。近くにナイフがある！すると次のことを言明するのに、これ以上に述べる必要

                                                   

R は、理容師 Lを待っていたのだが、Lが到着すると、Rは Lに抱きつき、整髪をするこ

とになっていた子供部屋へ向かった。このことで嫉妬の念に駆られたHOLZINGER は、

Lが Rを抱いているのを見て、いきなり部屋に入って Lの横面を 2、3度強く殴ったのだ

が、Rはこれに憤激し、彼を「呑んだくれ」と罵った。HOLZINGER はすぐにそこを立

ち去ると地下室へ降りて行き、ワインを飲むなどした後で食堂に戻ると、Sと着飾った R

とがその場にいた。すると、HOLZINGERは、Rの首に手をやって愛撫しながら、「こっ

ちへ来ないか。あんたに話したいことがある」と言ったが、Rは先刻の出来事を忘れてお

らず、「行かせてよ！あなたって酷い人ね、呑んだくれてさ。あなたの顔なんか二度と見

たくないわ」と言って部屋を出て行った。そのあとすぐに HOLZINGER も出て行ったの

だが、このとき Sは特に変わった様子をしているとは思わなかったようである。その後の

展開について、Sの証言によれば、HOLZINGERが出て行って数分もたたないうちに、上

の部屋で大きな物音が聞こえ、その後 1分もたたないうちにドタバタという音にまじって

うめき声が聞こえた。Sがびっくりして部屋の扉を開けると、部屋の床に Rが横たわって

おり、HOLZINGER は彼女のほうに腰をかがめ、すでに血だらけになっている Rの首を

ナイフで刺した。（もともと血が苦手だった）HOLZINGERはびっくりして、S に向かっ

て「この売女を殺したのはおれだ！」と叫びナイフを床に投げ捨て、先に部屋を出て階段

を下っていた S の後を追い、その後荒れ狂いながら家中を走り回ったり、周囲の人に警察

に知らせるよう頼んだりした。また、医者とともに部屋に戻ると、「あの女は私のことを

「ろくでなし」と呼び、私の両親のことを罵って、私を怒らせたのです」と言い、繰り返

し犯行を自白した。 
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があろうか？」837。このように、FEUERBACH は、本件殺人が嫉妬による情動と部分的に

は飲酒から行われたと分析しており、さらにその嫉妬深さもまた HOLZINGER の性格に還

元されると断じている。また、別のところでは次のようにも述べている。「周知のように、

精神錯乱という悪魔のほかに、また別の、ものすごい悪魔もいるのである。……この悪魔こ

そ、まさしく刑事司法がとり押さえようとする
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

悪魔、つまり、子羊を虎に変えてしまうよう

に、しばしば腰抜けを英雄に変える激情という悪魔なのだ」838（傍点筆者）。つまり、

FEUERBACHにとって、人を犯行へと導く情動は抑圧の対象でしかなく、帰責能力がある

場合に、これに優遇を認める根拠は存在しないはずなのである。なお、FEUERBACHの減

軽事由と可罰性の量定に関する記述は、初版のほうが第 11版よりも詳細である839。このこ

とからは、心理強制説の純粋な貫徹を彼が緩めていったと理解することができるのかもし

れない840。 

以上のように、第 152条は FEUERBACH の理論と親和的でなく、1810年フランス刑法

典の影響を示唆する LINKA や SCHOLZ らの指摘にはこの限りで理由がある841。しかし、

フランス刑法典の規定と比較すると、こちらには単純故殺には情動が求められていない、飲

酒を理由とする減軽規定が存在しないなど、バイエルン刑法典と重要な点で大きな違いが

ある。それゆえ、フランス刑法典の影響を受けたというよりも、むしろ、激情や飲酒酩酊か

らの行為に対して、通常故殺と帰責無能力に基づく不処罰との中間類型を設け、後者により

不処罰が認められる事例を少なくし、減軽されても処罰はできるようにしたのではないか。

『注目すべき犯罪の記録に基づく叙述』の HOLZINGER 第 1 事件の裁判の考察では、「犯

人に有利な医学部の鑑定」という独立の項目が立てられており、当時の精神鑑定への不信感

が率直に語られている842。 

 

3.2.1.2. プロイセンにおける立法作業とライヒ刑法典の成立 

プロイセン一般ラント法は、殺人について減軽規定を定めていた。しかしそこに定められ

ていたのは、現在の故殺の減軽規定に相当する事例ではなかった843。 

第 806 条 他人を傷つける敵意ある意図で、通常一般に、又は本人に特別に認識されて

                                                   
837 フォイエルバッハ・前掲注（526）229-235頁。 
838 フォイエルバッハ・前掲注（526）223頁。 
839 ここで述べた減軽事由については、初版が実質 4頁（FEUERBACH, a.a.O. (Anm. 

827), S. 86-90）を割いているのに対し 11版は 1頁（ders. a.a.O. (Anm. 520), S. 77-78）、

刑の量定と欲求の強さに関しては、初版が 2頁（S. 104-106）であるのに対し 11版は 1

頁（S. 88-89）である。 
840 シューベルト・前掲注（528）解説 87-89頁参照。 
841 Katharina LINKA, Mord und Totschlag (§§ 211-213 StGB) Reformdiskussion und 

Gesetzgebung seit 1870, 2008, S. 17; SCHOLZ, a.a.O. (Anm. 798), S. 5. 
842 フォイエルバッハ・前掲注（526）212-227頁。 
843 法文は、BUSCHMANN, a.a.O. (Anm. 507), S. 362-364. 足立・前掲注（530）176-

178頁〔岡本洋一訳部分〕参照。 
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いる事物の経過により、そこから死亡が発生せざるをえない行為を企て、かつ他人をそれ

により現に殺した者は、故殺者として斬首刑を処する。 

第 820 条 自己に正当防衛の状況が存在し、その限界を超えて敵対者を殺した者に対し

ては、2年以上 4年以下の要塞刑とする。 

第 821 条 自己に属する適切な懲罰の権利行使に際して、その加害から死亡が容易に生

じうる身体の一部を故意に侵害した者は、被害者が現に侵害により死亡したときには、6

年以上 10年以下の要塞刑に科されるものとする。 

第 822 条 懲罰の程度又は時間において、被害者の死亡が発生する程度の限界を越える

ときは、前条と同様とする。 

第 826 条 事前に熟慮された殺害の故意をともない殺人を実行した者は、謀殺者として

上から下への車刑をもって科される。 

BITTER のプロイセン一般ラント法の研究によれば、ここでの故殺と謀殺の区別は予謀

の有無であり、この点で起草者である SVAREZ とKLEIN には一致があった844。 

過剰防衛の際に言及したように、プロイセンにおける刑法典の全面改正は 1820年中頃以

降に本格化することとなる。1827 年草案は総則のみであるため、改正における殺人罪の最

初の規定が姿を現すのは、1828年草案第 2編第 8節「生命又は健康に対する罪」において

である845。なお、以降は、現行第 213 条の故殺の減軽規定に相当する条文について原文を

参照する。 

第 1条 違法な作為又は不作為により人の死を惹起する者は、殺人罪の罪責を負う。 

第 3 条 熟慮された殺人への故意をもって殺人を行う者は、謀殺者として死刑で処罰さ

れる。 

第 14 条 事前の熟慮なく、突然の熱情に駆られた興奮（plötzlicher leidenschaftlicher 

Aufwallung）において、意図的に他人を殺す者は、故殺者として 15年以上から無期の強

制労働刑で処罰される。 

第 15条 しかしながら、行為者が、自らの責任なく、被殺者自身から、身体的虐待、重

大な名誉の侮辱又はその他の無作法な権利侵害によって、その中で故殺を行った激怒へ

と刺激された場合、より短期の強制労働刑又は重懲役刑に、ただし特に軽い事情に際して

は労役場刑が、ただし 2年以上で言い渡される。 

War der Thäter jedoch ohne seine Schuld von dem Getöteten selbst durch 

körperliche Mißhandlungen, schwere Ehrenbeleidigungen, oder andere grobe 

Rechtsverletzungen zu dem Zorne gereizt, in welchem er den Totschlag verübte, so soll 

auf Zwangsarbeit von kürzerer Dauer, oder auf Zuchthausstrafe, bei besonders 

                                                   
844 BITTER, a.a.O. (Anm. 531), S. 219. 
845 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 1, S. 321-323. なお、Leidenschaftおよび

leidenschaftlicher については、FEUERBACHがクラインシュロート草案で述べているよ

うに、激怒を引き起こす感情の興奮に限定されず、情欲ないし熱烈な恋慕という意味も一

般用語として含んでいるため、以下でも「熱情」と訳出する。 
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mildernden Umständen aber auf Arbeitshausstrafe, jedoch nicht unter zwei Jahren, 

erkannt werden. 

 第 16条 尊属殺人への刑の減軽の除外（略） 

 第 15条について、理由書は以下のように述べる846。プロイセン一般ラント法の第 820 条

から第 825 条には、正当防衛における過剰、懲戒の超過、公権力から行なわれた故殺が規

定されているが、この特別規定には以下の草案第 18 条および第 19 条で再び立ち戻る。ラ

ント法の明白な欠陥は、フランス刑法典やバイエルン刑法典のように、激怒へと刺激された

場合の故殺の一般的な減軽事由を定めていないことであった。起草者は、これらの手本に従

って第 15 条を草稿した。ただし、第 15 条は、後の被殺者により発せられる侮辱が、犯罪

者の「責任なく」行われたものでなければならず、後者により誘発されたものであってはな

らないことをこの刑罰減軽の必要条件にしたという点で、これらの手本から離れている。な

ぜなら、この場合には彼自身が諍いの発端（auctor rixae）なのであり、私見によれば、こ

の者にはせいぜい第 14条に定められる故殺の通常の刑罰の量定に際して減軽されうるにす

ぎないからである。同じく必要であるように思われたのは、重大な刺激の付与が行われた場

合、つまり、「身体的な虐待、重大な名誉の侮辱またはその他の無作法な権利侵害」に際し

てのみこの減軽が認められるべきであり、それほど重大ではない侮辱に認めるべきではな

いということである。最後に、この規定が適用可能であるためには、激怒への刺激が故殺に

直接先行したものでなければならないということが必要だろう。この要件を欠く、つまり侮

辱を受けた者が一定の時間を経過させた場合、むしろこの者は敵対者の殺害により復讐を

行ったのであり、その行為は故殺ではなく謀殺であるように思われ、その場合この免責事由

が認められる余地はない。さらに、第 15条の要件を参照する傷害致死の減軽規定にあたる

第 18 条の説明において、プロイセン一般ラント法の各則の過剰防衛との関係を述べる847。

すなわち、その第 820 条が定める正当防衛の限度の超過により行われた故殺については、

正当防衛において過剰行為を行った者が、復讐を行うためあるいは見せしめを示すために、

まさしく意図的に攻撃者を殺害するという事例が十分に考えられる。この種の事例に対し

ては、第 820 条の最高刑でもまだ軽いだろう。しかし、2 年の要塞刑というその下限もま

た、その他の事例において厳しすぎるように思われうる。将来的に正当防衛におけるそのよ

うな殺人は、刺激された行為者が有していた意図の性質に応じて、草案第 18条および第 15

条に定められた刑罰、つまり両者をあわせて 1年の労役場刑から 15年の強制労働刑の間で

処罰されることとなる。 

以上の理由書の記述からは、草案第 15 条と第 18 条は、プロイセン一般ラント法第 820

条に対応して、可罰的な過剰防衛の一部を定めるものとして構想されているということが

明らかとなる。すなわち、過剰防衛は、総則に規定される不処罰の類型とそれ以外の可罰的

な類型に区別され、次いで、第 15条の定める要件に従って減軽類型とそれ以外の通常の殺

                                                   
846 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 1, S. 811-813. 
847 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 1, S. 817. 
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人罪・傷害致死罪の類型に区別され、減軽規定の中で殺人の故意か傷害の故意かに応じてさ

らに区別されるという体制である。減軽を一切受けず通常の法定刑の枠内で処理されるこ

ととなるのは、第 15条の説明から、第 1に攻撃者（のちの被殺者）の攻撃を有責に惹起し

た場合、第 2 に攻撃が軽微である場合、第 3 に攻撃と殺人行為との間に一定の間隔がある

場合（および尊属に関する一般的な適用除外）である。この説明は、後に見る現在の第 213

条の解釈とかなりの範囲で一致している。 

 このように、1828 年草案は早くも今日につながる規定を設けたのだが、これの審議をも

とに起草された 1830年草案は、故殺の減軽規定を削除した。GOLTDAMMER の注釈書の

記述によれば、これは「刑事立法は、自らに課せられた人々の生命の無条件の保護を、部分

的にさえ、より価値の低い財の侵害の考慮によって放棄することは許されない」という委員

会の方針に基づくものであった848。この姿勢は、1830年草案第 232条において故殺につい

ても死刑が予定されていることに現れている849。これに対して、1833年修正草案は故殺の

減軽規定を再び置いた850。ただし、一方では、草案が謀殺と故殺の区別を殺人の意図の有無

に置き、他方で、従来どおり減軽を 2段階に認めた結果、他の草案とは異なる独特な体制と

なった。 

 第265条 殺害の意図をもって、違法な作為又は不作為により人の死を生じさせた者は、

謀殺の罪責を負う。 

第 272 条 殺害の意図が突然の熱情に駆られた興奮において生じ、実行された場合、そ

の刑は無期又は 15年以上の強制労働刑が行われる。 

第 273条 しかしながら、行為者が、自らの責任なく、被殺者自身から、身体的な虐待、

重大な名誉の侮辱又はその他の無作法な権利侵害によって、熱情に駆られた興奮状態に

置かれた場合、その刑罰は 20 年以下の強制労働刑とし、4 年の重懲役刑まで、特に高度

の所為への刺激があった場合には 2年の労役場刑まで減軽される。 

  第 272条の刑の減軽は、謀殺が親に行われた場合には適用されない。 

War jedoch der Thäter ohne seine Schuld von dem Getöteten selbst durch 

körperliche Mißhandlungen, schwere Ehrenbeleidigungen oder andere grobe 

Rechtsverletzungen in den Zustand leidenschaftlicher Aufwallung versetzt worden; so 

soll die Strafe eine zwanzigjährige Zwangsarbeitsstrafe nicht übersteigen, sie kann 

aber bis zu vierjähriger Zuchthausstrafe, und bei einem besonders hohen Grade der 

                                                   
848 GOLTDAMMER, Theodor GOLTDAMMER, Die Materialien zum Strafgesetzbuche 

für die preußischen Staaten, Teil 2, 1852, S. 374; SOLTZ, a.a.O. (Anm. 798), S. 7. 第

213条を限定的に解釈するMAATZは、これを「考慮に値する態度」と評価している

（Kurt Rüdifer MAATZ, Der minder schwere Fall des Totschlags, in: Albin 

ESER=Hans Josef KULLMANN=Lutz Meyer-GOßNER=Walter ODERSKY=Rainer 

VOSS (Hrsg.), Festschrift für Hannskarl Salger zum Abschied aus dem Amt als 

Vizepräsident des Bundesgerichtshofes, 1995, S. 92）。 
849 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 2, S. 510. 
850 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 3, S. 51-54. 
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Anreizung zur That, bis zu zweijähriger Arbeitshausstrafe ermäßigt werden. 

Diese… 

第 281 条 殺害の意図ではなく、傷害の意図をもって、違法な作為又は不作為により人

の死を生じさせた者は、故殺の罪責を負う。 

第 284条 故殺が突然の熱情に駆られた興奮において行われた場合、その刑罰は 15年以

下の強制労働刑とし、4年の懲役刑まで減軽されうる。 

第 285 条 しかし、行為者が、自らの責任なく、被殺者自身から、第 273 条に詳述され

るかたちで熱情に駆られた興奮状態に置かれた場合、第 284条に定められる刑罰は 10年

以下の強制労働刑とし、2年の懲役刑まで、特に高度の行為への刺激があった場合には 1

年の労役場刑まで減軽されうる。 

 ただし、第 283 条に定められる刑の減軽は、故殺が親に行われた場合には適用されな

い。 

1833 年の法典改正省から関係当局への草案提出に際して付された、「一般ラント法およ

びその他の今日の刑事法規からの、刑法典修正草案の実質的変更点」においては、第 272条

と第 273条に関して、「熱情に駆られた興奮および刺激された状態において行われた謀殺に

ついての規定は、一般ラント法にはない」と説明されており、当局としてはこれが新規定で

あると考えていたことが示される。これに対して、第 284 条と第 285 条については、一般

ラント法第 820 条以下が参照され、修正草案の規定は「故殺が熱情に駆られた興奮におい

て行われた、または故殺者が刺激された場合」を包括すると説明される851。理由書において

は、まず、謀殺と故殺の区別について、一般ラント法に従い、殺害の意思か傷害の意思かで

区別するという見解を示す。その上で、第 272条・第 273条について、「あらゆる犯罪と同

じく、謀殺に際しても軽減事情が介入する。謀殺に際して、そのような軽減事情は、殺害の

意思と意図の自由を限定し、その帰責能力を弱めるような状況である。それゆえ、この軽減

的状況が本草案の第 272条および第 273条において考慮される」。このような規定はラント

法にはないのだが、完全な意思自由の下で決心された意図に比べて、熱情に駆られしばしば

もっともな興奮において決心された意図の方が、可罰性は低い。修正草案は、このような減

軽規定がなければ、犯罪者の内的および外的可罰性の適正な調整を考慮しえないという原

則から出発している。また、第 284条・第 285条の説明においては、第 272条・第 273条

で述べた減軽事由は故殺者にも当てはまるとする852。前述のように、1833年修正草案の体

制は、一方で、謀殺と故殺の両方に減軽規定が定められている点、他方で、それぞれにつき

2段階の減軽が認められている点で特徴的である。1833年修正草案の規定は、1836年草案

にほとんどそのまま受け継がれた853。 

                                                   
851 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 3, S. 172-174. 
852 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 3, S. 470-473. なお、理由書は、「実質的

変更点」とは異なり一般ラント法の第 820条以下を参照していない。 
853 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 3, S. 916-922. 
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しかしながら、1833 年修正草案と 1836 年草案における故殺と謀殺の区別は、枢密院直

属委員会の第 1読会（第 2部第 29回会議、1840 年 10月 21日）で再検討されることとな

る。すなわち、「ラント法は、決して、修正草案の理由書に述べられているように、すべて

の意図的に行われた殺人を謀殺と呼んではおらず、カロリーナ刑事法典およびドイツの刑

事法学者のように、予謀または事前に熟慮された故意を伴って行われた殺人のみを謀殺と

呼んでいることが言及される。第 826 条の条文からこのことは疑われえない。謀殺の特性

は、意図的に行われた殺人のみにではなく、それが意思の強さおよび目的と手段の冷静な熟

慮を伴って行われるということに存在するのである。さらに、すべての新しいドイツの刑法

典は、ここで話題となっている犯罪の概念をまったくこれと同じかたちで定立している」。

「したがって、現在の起草のように、ラント法の故殺の概念をも包括している第 389 条に

規定される謀殺の定義を、予謀をもって行われる殺人に限定するということが、決議される」

854。したがって、ここで、謀殺が予謀を伴う殺人であるという体制に戻ることとなった855。

また、故殺の減軽規定について、無制約の刑の減軽に対しては、この犯罪がまさしくほとん

どの場合に誘発の結果として行われるために、故殺の刑がおよそ切り下げられるというこ

とが想起される。それゆえ、裁判官がそのような事例で軽い刑を言い渡すように指図される

のではなく、その権限が付与されるように起草するのが賢明だろうと述べる856。第 30回会

議（10月 24日）においては、減軽を認める基準が言及される。裁判官が故殺または傷害致

死により軽い刑を言渡すことができるのは、行為者が、責を負わないかたちで身体的な虐待

または重大な侮辱により激怒へと刺激され、これによりその場で所為へと引き込まれた場

合である。重大な侮辱という概念は非常に相対的なものであり、これにより規定自体も非常

に不安定かつ不明確になる。しかしながら、この規定の適用は本質的に裁判官の裁量に依拠

するものであり、名誉毀損が重大なものとみなされるか否かといった問題の決定も、まった

く適切に裁判官にゆだねることができるように思われる。たとえば、カロリーナ刑事法典お

よびフランス 1810 年刑法典も立ち入る妻の姦通現場または娘の交際現場における殺人に

ついて、「裁判官は、妻との不倫の交際および娘への勝手が、夫または父に対する重大な侮

辱であることを疑うことはないだろう」857。なお、ここでは一般ラント法第 820 条の過剰

防衛との関係は触れられていない。また、明確に強調されたわけではないが、「その場で（auf 

der Stelle）」の要件もここで加えられることとなった858。 

                                                   
854 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 4/1, S. 487.  
855 一般ラント法における謀殺と故殺の区別については、委員会の立場が正確な理解と言

えるだろう。謀殺と故殺の区別を予謀の有無に置くことは、一般ラント法の主要な起草者

である SVAREZおよび KLEIN の刑法理論に合致するだけでなく、それまでの一般的な規

定方法であった（BITTER, a.a.O. (Anm. 531), S. 219-221）。 
856 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 4/1, S. 491.  
857 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 4/1, S. 496. 
858 1810年フランス刑法典に対応するものがあるとすれば、姦通現場の殺傷について定め

ていた第 324条但書の「夫婦の住居において、姦通の現行犯を押さえたその瞬間に」であ

るように思われる。もっとも、1840年前後に成立した諸領邦国家の刑法典（たとえば、
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これに従って 1836年草案は修正されることとなり、それを引き継いで 1843年草案は以

下のように規定した859。 

第 298 条 熟慮された故意をもって人を殺す者は、謀殺を行うものであり、死刑を科さ

れる。 

 この犯罪が親又は配偶者に行われる場合、加重された死刑を科される。 

第 299条 故意に、しかし熟慮なく、情動（熱情（Leidenschaft））において人を殺す者

は、故殺を行うものであり、無期又は 10年以上の刑罰労働又は重懲役刑を科される。い

かなる程度において殺害がその惹起者に故意によるものとして帰責されるかは、第 52条

の規定に従って判断しなければならない。 

第 300 条 故殺（第 299 条）に際して、行為者が、自己の責任なく、被殺者自身から、

行為者自身又はその親、子若しくは配偶者に対する、身体的な虐待又は重大な侮辱若しく

は罵倒によって、激怒へと刺激され、それによりその場で所為へと引き込まれる場合、そ

の刑罰は 5年の刑罰労働まで減軽されうる。 

War bei einem Todschlage (§ 299) der Thäter ohne eigene Schuld von dem Getöteten 

selbst durch körperliche Mißhandlungen oder schwere Ehrenbeleidigungen oder 

Beschimpfungen, es sey gegen ihn selbst oder gegen seine Eltern, Kinder oder 

Ehegatten, zum Zorn gereizt und dadurch auf der Stelle zur That hingerissen worden, 

so kann die Strafe bis auf fünfjährige Strafarbeit herabgesetzt werden. 

 故殺の要件および第 300条の故殺の減軽規定については、1843年草案に対する意見書で

も若干の言及がある860。それによれば、まず故殺の一般類型について、故殺において情動は

あってもなくてもよく、その意味で情動を故殺の要件とすべきではない。そうでなければ、

熟慮された故意も情動も認定できない場合に適用できる規定がなくなる。情動要件は、枢密

院の議論でも絶対に必要なものとはされていない。また、ライン地域の等族も、陪審員は、

故殺の認定には興奮が高度であったことが必要であると容易に思い込むため、その削除を

求めている861。また、第 300条について、「ABEGGはそのようなものは不要だとしている

のだが、この種の規定が合目的的であり、TEMME が提案しているように正当防衛および

緊急避難との関係で削除すべきである、というわけではないことについて説明は必要でな

い。この非常に重要な犯罪に際して、裁判官に実定規定により根拠を与えることは、徹頭徹

                                                   

1838年ザクセン刑法典第 123条、1839年ヴュルテンベルク刑法典第 243条、1840年ブ

ラウンシュヴァイク刑法典第 146条、1841年ヘッセン刑法典第 254条）においても「そ

の場で（auf der Stelle）」の文言が見られるため、プロイセンの立法者がフランス刑法典

から直接示唆を得たわけではない可能性も高い。前述の 1813年バイエルン刑法典にはこ

の文言はないため、各領邦国家が何を参考にこの文言を規定したのかについては、確定す

ることができなかった。 
859 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 5, S. 51-52. 
860 謀殺の要件である予謀と熟慮については詳細な言及がある（SCHUBERT=REGGE, 

Gesetzrevision, Bd. 5, S. 607-609）。 
861 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 5, S. 609. 
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尾必要である」。また、個別の要件に関する意見にも言及する。「不当にも、さらに

SCHWARZE は、「自己の責任なく」という限定を、これによってまさに正当な情動が表さ

れることとなるのに、削除しようとした」。ここでは単なる事実上の侮辱が念頭に置かれて

いるわけではないのである。その他の点では、侮辱が与えられる関係者を広げる提案があっ

たが、広くなりすぎないようにするために親族のみを挙げ、裁判官が具体的に評価すること

となる862。ここでの言及は、従来の説明を引き継ぐものであるが、減軽規定不要論に明確に

反論している点が注目される。 

 1843 年草案に対する批判を確認すると、意見書で言及されているように、ABEGGは、

この種の減軽すべき事案を規定に汲み尽くすことはできないので、一般原則に従って裁判

官が判断すればよいとしていた863。また、TEMME も同じく次のように述べている。5 年

から 15年の刑罰労働または重懲役刑を定めれば、首尾の悪い特殊性を内容とする第 300条

をすっかりなくしてしまうことになるだろう。正当防衛および緊急避難論において正当に

も避けられたこの特殊性が、なぜここで受け入れられたのか、その根拠は明らかではない。

第 300 条がなくとも、裁判官は減軽事由をさらに特別に評価することができるだろう864。

したがって、過剰防衛と同じくここでもまた、規定の要否をめぐって、立法者と普通法に通

暁した学者との間で意見の不一致があったことがわかる。 

 1845年草案はほぼこれらの議論を採用し、故殺の減軽規定については法定刑を 2年の軽

懲役刑または刑罰労働にまで引き下げた865。 

第 212 条 熟慮をもって事前に行われた決意の結果として、人の死を生じさせる者、又

は、その実行に際して熟慮された故意をもって事を進める者は、謀殺の罪責を負い、死刑

で処罰される。 

第 213条 故意に、しかし熟慮なく、人を殺す者は、故殺の罪責を負い、5年以上 20年

以下の刑罰労働又は重懲役刑を宣告される。 

  特に重い事情がある場合、無期の刑罰労働又は重懲役刑が言い渡される。 

第 214条 故殺に際して、行為者が、自己の責任なく、被殺者自身から、行為者自身又は

その親族に対する身体的虐待又は重大な侮辱によって、激怒へと刺激され、これによりそ

の場で所為へと引き込まれる場合、その刑罰は 2 年の軽懲役刑又は刑罰労働まで減軽さ

れうる。 

Ist bei einem Todtschlage der Thäter ohne eigene Schuld von dem Getöteten selbst 

durch körperliche Mißhandlungen oder schwere Beleidigungen, es sei gegen ihn selbst 

                                                   
862 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 5, S. 611. 
863 Julius Friedrich Heinrich ABEGG, Kritische Betrachtungen über den Entwurf des 

Strafgesetzbuches für die preussischen Staaten vom Jahre 1843, Abt. 2, 1844, S. 387-

388. 
864 Jodocus D. H. TEMME, Critik des Entwurf des Strafgesetzbuchs für die 

preußischen Staaten, Teil 2, 1843, S. 255. 
865 SCHUBERT=REGGE, Gesetzrevision, Bd. 6/1, S. 44. 
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oder seine Angehörigen, zum Zorn gereizt und dadurch auf der Stelle zur That 

hingerissen worden, so kann die Strafe bis auf zweijähriges Gefängniß oder 

Strafarbeit herabgesetz werden. 

その後、故殺の減軽規定については、侮辱や虐待の対象となりうる親族の範囲について若

干の議論があったものの、1846 年草案および 1847 年草案は文言をわずかに修正するにと

どめ、これによりプロイセン刑法典の殺人罪の規定は一旦ほぼ完成することとなった。一旦

というのは 1848年・1849年草案が故殺の減軽規定を削除するからであるが866、1851年草

案は従来の展開に回帰し、再び故殺の減軽規定を設けた。これがほぼそのまま、冒頭の 1851

年プロイセン刑法典第 177条の規定となった867。 

 当時の注釈家たちは、第 177 条について次のような指摘を行っている。まず、第 177 条

が 1810年フランス刑法典第 321条と 1813年バイエルン刑法典第 152条を受け継いだもの

であるという点である。すなわち、GOLTDAMMER によれば、「この規定は、宥恕しうる

故殺についてのフランス刑法典第 321条以下およびバイエルン刑法典第152条を顧慮して、

第 1 草案に採用されたものである。（1830 年草案を起草した――筆者注）法典改正委員会

のみが、立法者が、人の生命の無制約の保護を、その目的をまさしく刑法が追求すべきであ

るのに、その一部でさえもより小さな財の侵害を考慮して放棄してもよいということを、許

されないと考えた」868。その他の点では、被害者による誘発行為につき行為者が責任を負わ

ないこと、誘発行為が自己または親族に向けられるべきこと、それが虐待または重大な侮辱

であったこと869、その場で行為に出たものでなければならないこと870が指摘される。 

 これに続けて、GOLTDAMMERは以下のような指摘を行う。第 177条においては、ある

                                                   
866 1848年草案は、故殺と謀殺を定めるのみであり、故殺の減軽規定を置かなかった

（BANKE, a.a.O. (Anm. 553), S. 69）。 

第 112条 故意に人を殺す者は、故殺を行うものであり、5年以上 20年以下の重懲役

刑で処罰される。 

 故殺が直系尊属に行われる場合、無期の重懲役刑で処罰される。 

第 113条 故意にかつ熟慮をもって人を殺す者は、謀殺の罪責を負い、無期の重懲役刑

で処罰される。 

1849年草案は、謀殺について「熟慮」を「予謀」に置き換えて、それぞれ第 115条

（故殺）、第 116条（謀殺）を定めた（ders., a.a.O. (Anm. 554), S. 71）。 
867 1851年草案は、故殺のより重くない事例に対して重懲役刑を科す選択肢を残していた

が、成立した 1851年刑法典はこれを排除した。 
868 GOLTDAMMER, a.a.O. (Anm. 848), S. 374. フランス刑法典との関連性を指摘するも

のとして、BESELER, a.a.O. (Anm. 564), S. 351-352; Carl Joseph Anton 

MITTERMAIER, Die Lehre von dem Morde und Todschlag nach dem preusischen 

Strafgesetzbuche, GA 1854, S. 309-310. 
869 GOLTDAMMER, a.a.O. (Anm. 848), S. 375は、重大な侮辱には 1836年草案まで要件

にあった「無作法な権利侵害」が含まれ、これによりフランス刑法典第 324条の意味にお

ける姦通現場の故殺を免責できるとする。 
870 なお、Stelleという文言にもかかわらず、場所的同一性が必ずしも必要でないことに

は一致があった（BESELER, a.a.O. (Anm. 564), S. 353; GOLTDAMMER, a.a.o. (Anm. 

848), S. 375; OPPENHOFF, a.a.O. (Anm. 564), S. 315）。 
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意味で、減軽的事情の下の報復措置（Retorsion）として行われた侮辱（第 153条）または

軽微な傷害（第 188条）の限度の超過が処罰される。「これらの事例と、本来的な正当防衛

の事例を区別しなければならない。後者では、正当防衛の限度の超過によって生じた故意ま

たは過失の殺人は、そうでなければ第 176 条または第 184 条に従って処罰されることとな

るが、狼狽、恐怖または驚愕による限度の超過が証明されうる場合には、完全に不処罰であ

る」871。したがって、当時は第 177 条の故殺のより重くない事例と過剰防衛の連続性が十

分に意識されていたと言える。 

この関係は、学説においても承認されていた。たとえば、HÄLSCHNERは次のように言

及する。「たとえば殺人がそうなのであるが、減軽事由の採用も認めない絶対的に定められ

た刑罰法規があらゆる正当防衛の考慮を不可能にしてしまいかねないという懸念は、殺人

と傷害について、正当防衛の過剰のために、第 177 条および第 196 条というこのためにま

ったく適切な特別規定が、それは一見すると正当防衛の問題ではないにもかかわらず、おそ

らく常に適用可能なものとして現れてくるということによって、排除される」872。さらに、

第 177条と正当防衛・過剰防衛の関係について、BERNER は次のように説明する。正当防

衛と、誘発された者が行った反撃は区別されなければならない。しかし、強いられた防衛と

誘発された報復は、しばしば密接に隣り合っており、特に侮辱が脅迫の性質を帯びている場

合がそうである。ヴュルテンベルクは、正当防衛の限度の故意の超過により攻撃者に対して

情動の中で加えられた加害について、誘発により引き起こされた加害のそれとまったく同

じ減軽を認める（第 265 条873）。「そのような事例において、被脅迫者が正当防衛の限度を

                                                   
871 GOLTDAMMER, a.a.O. (Anm. 848), S. 376. 
872 HÄLSCHNER, a.a.O. (Anm. 689), S. 270. なお、彼は過剰防衛に一般的な減軽規定を

設けたほうがよいと考えていた。 
873 領邦国家の刑法典におけるこの種の規定の存在については後述する。本稿で問題とす

る殺人について、1839年ヴュルテンベルク刑法典の規定は以下のとおりである（法文は、

Melchior STENGLEIN, Sammlung der deutschen Strafgesetzbücher, Bd. 1, 1858, Ⅳ. 

Württemberg S. 96-97）。 

第 243条 予謀のない殺人を、情動において決意し実行した者は、故殺により、10年

以上の懲役刑を言い渡される。 

 しかしながら、被殺者が行為者を侮辱的な振る舞いにより激怒へと刺激した場合、懲

役刑は 10年以下に、それが特に重い侮辱、罵倒又は虐待であり、それにより行為者が

激怒へと刺激され、その場で所為へと引き込まれた場合、4年以上 6年以下の城塞禁錮

刑が言い渡される。 

第 244条 故殺を正当防衛の限度の故意による超過によって行った者は、第 243条第 2

項の処罰規定に服する。 

なお、過剰防衛については以下のとおりである（S. 44-45）。 

第 103条 適法な防衛の限界は、以下の場合に超過される。 

①被攻撃者に不知ではない、それによりこの者が危険なく攻撃から逃れ、脅かされた財

産を安全な場所に移し、又はそれ以外に攻撃者の意図を挫折させることができる、その

他の手段への時間と機会が存在した場合、 

②許容される防衛手段の使用が広範囲に及びすぎた場合、又は、被攻撃者が攻撃時にあ

った状況下で必要であると思われるよりも、危険な防衛手段が用いられた場合、 
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超過した場合、その者はおそらく、脅迫の侮辱的性格に存在する誘発のために、それを超過

したのである」874。このような重なりの承認は、前述のように、BERNER が過剰防衛を引

き起こす情動を虚弱性情動に限定することに消極的であったことからすれば、十分に理解

される。すなわち、BERNER が想定する主な過剰防衛行為者は、恐怖等から判断力を失う

ような弱々しい人間ではなく、果敢に反撃して思いがけず限度を超過した者なのである。日

本の現行規定の成立過程でも触れたとおり、BERNER は、わが国旧刑法の第 309条に定め

られる誘発による宥恕を肯定的に評価しており、むしろ重大な侮辱を含めるように提案し

ていたことが想起される。 

 1869年より本格化する北ドイツ連邦刑法典の起草作業は、殺人罪について、第 1草案（フ

リートベルク草案）の段階で、直系尊属などへの謀殺の規定を削除し、故殺および故殺の減

軽規定の法定刑を大幅に引き下げたほかは、1851 年プロイセン刑法典の体制をほぼそのま

ま引き継いだ875。 

第 185条 故意にかつ熟慮をもって人を殺す者は、謀殺を行い、死刑で処罰される。 

第 186条 故意に、しかし熟慮なく、人を殺す者は、故殺の罪責を負い、5年以上 15年

以下の重懲役刑で処罰される。 

第 187 条 故殺者が、自己の責任なく、行為者自身又はその親族に対して加えられた被

殺者からの虐待又は重大な侮辱によって、激怒へと刺激され、これによりその場で所為へ

と引き込まれる場合、重懲役刑は排除され、6月以上の軽懲役刑が言い渡される。 

War der Todtschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm selbst oder seinen 

Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem Getöteten 

zum Zorne gereizt und dadurch auf der Stelle zur That hingerissen worden, so bleibt 

Zuchthausstrafe ausgeschlossen, und es soll auf Gefängniß nicht unter sechs Monaten 

erkannt werden. 

 ほぼこのかたちが 1870年 2月の草案まで継承されるのだが、帝国議会委員会第 6回会議

（3月 12日）と第 7回会議（14日）において、故殺の減軽規定に修正が加えられる。すな

わち、第 6回のMEYER の提案、第７回での採決により、「その他より重くない事例である

                                                   

③不動産又は動産への攻撃に際して、あらゆる、被攻撃者の認識した事情に従って、損

害の賠償が期待されるべきであった場合。 

 これらの場合の判決に際して、裁判官は、攻撃者および被攻撃者の人格、後者の感情

の状態、及び両者が攻撃時にあった特別な状況を考慮に入れなければならない。 

 超過された正当防衛の刑罰は、この刑法典各則に、特に第 2部第 1章及び第 2章に定

められる規定に従って量定される。 
874 Albrecht Friedrich BERNER, Körperverletzung, Gerichtssaal, 1866, S. 296. 
875 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 1, S. 29.また、ライヒ刑法典制定過程

における誘発類型の展開については、Gabriele ZWIEHOFF, Die provozierte Tötung, 

2001, S. 10-15. 
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場合」が挿入されることとなった876。その正確な理由は不明であるが877、後述の陪審裁判

を視野に入れた配慮以外では、同時に謀殺の法定刑が一時的に無期重懲役となっていたこ

とから、一定の緩刑化があったものと推察される。かくして、1870年草案（第 3読会最終

草案）は、殺人罪を以下のように規定することとなった878。 

第 211 条 故意に人を殺す者は、その者が熟慮をもって殺害を行った場合、謀殺のため

に死刑で処罰される。 

第 212 条 故意に人を殺す者は、その者が熟慮なく殺害を行った場合、故殺のために 5

年を下回らない重懲役刑で処罰される。 

第 213 条 故殺者が、自己の責任なく、行為者若しくは親族に対して加えられた被殺者

からの虐待又は重大な侮辱によって、激怒へと刺激され、これによりその場で所為へと引

き込まれる場合、又はその他より重くない事例である場合、6月以上の軽懲役刑が言い渡

される。 

War der Todtschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen 

zugefügte Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem Getöteten zum Zorne 

gereizt und hierdurch auf der Stelle zur That hingerissen worden oder sind andere 

mildernde Umstände vorhanden, so tritt auf Gefängnißstrafe nicht unter sechs 

Monaten zu erkennen. 

 この規定がそのままで北ドイツ連邦刑法典、1871 年ライヒ刑法典として成立することと

なった。 

 ライヒ刑法典の実質的な理由書である 1870年北ドイツ連邦刑法典草案理由書は、第 213

条に対応する第 208条について以下のように述べる。「同様に、故殺が行為者への突然の重

大な刺激の帰結であった場合のために、刑罰枠の拡大が要請されるように思われる。複数の

ラントの経験が教えるところによれば、陪審員は、行為者について、行われた行為の意識と

これと結びつく良心の重圧（Gewissensbedrückung）を、そのような故殺に十分な刑罰と

同じものと考え、このため行為者に「無罪（Nichtschuldig）」を言い渡すことが珍しくなか

った。しかし、犯罪の客観的な重大性を顧慮すれば、第 208条が定めるように、6月の下限

を下ることは許されないだろう」879。このように、帝国議会委員会で突如挿入された後段の

                                                   
876 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 2, S. 118-126. なお、「より重くない事

例である」という部分は、事案の全体的評価を前提とする現在の判例の運用にあわせた表

現である。この時点では、事案の全体的評価ではなく、特に陪審員が個別の減軽的事情

（mildernde Umstände）を認定することが予定されていた可能性もあり、後述の RUBO

の説明からはそのように見える。 
877 ZWIEHOFFは、一方で、一般的な減軽事情を挿入するのは当時の潮流であり、他方

で、殺人罪においては死刑の存廃に議論が集中したために、本会議でこの点が言及されな

かったと推測する（ZWIEHOFF, a.a.O. (Anm. 875), S. 12）。 
878 SCHUBERT=VORMBAUM, Entstehung, Bd. 2, S. 292. 
879 SCHUBERT, a.a.O. (Anm. 582), S. 70. この問題は、1810年フランス刑法典において

もほぼ同じかたちで現れ、1832年の改正で解決されたものであった。このような陪審制の
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一般的な減軽条項は、主に陪審裁判を念頭に置いたものであった。 

 ライヒ刑法典に対する注釈においては、まず、この規定が第 211 条の謀殺だけでなく第

215条の尊属殺にも適用できないことが強調される880。その他の点では、1851年プロイセ

ン刑法典と同様に、被害者による誘発行為につき行為者が責任を負わないこと、誘発行為が

自己または親族に向けられるべきこと、それが虐待または重大な侮辱であったこと881、その

場で行為に出たものでなければならないことが指摘される。 

新たに挿入された「その他より重くない事例」に関しては、1870 年北ドイツ連邦刑法典

に対する BLUM の注釈において、絶望（Verzweiflung）、突然発覚した恋人の不誠実への

嫉妬、長年の被殺者に端を発する継続的な苦痛、行為者に抱かれた憎悪（Haß）の刺激など

が列挙される882。RUBOは、最終段階で挿入されたこの減軽的事情（mildernden Umstände）

883の一般的な意義を明らかにする。それによれば、ライヒ刑法典は、一方で、罪刑の均衡を

保つために裁判官に法定刑の枠内で刑を量定する権限を付与している。他方で、裁判官によ

る自由裁量の内部での限定は、法典がいわゆる減軽的事情の制度を採用したことにより導

入されている。法典は、個々の犯罪行為に際して、一定の軽い刑罰を無造作に科すことを裁

判官に認めるのではなく、減軽的事情の存在が認定された場合にのみ、この軽い刑罰を適用

することが許されると規定する。「減軽的事情」について、法典はその内容を説明しておら

ず、有罪と宣告される被告人の軽い判決を正当化するすべての事情と理解されなければな

らない884。そして、RUBO の続く説明から、減軽的事情が、より重い刑罰を言い渡す裁判

官の権限を限定するこものであることがわかる。それによれば、「体系的な観点において、

減軽的事情が存在する事例に対する刑罰の適用に際して、本質的な相違が示される。「重罪」

が問題であれば、減軽的事情がある場合、それがない事例について定められた刑罰から全部

または一部で逸脱するように、法律自身により定められた刑罰を言い渡すことが、裁判官に

対して義務となる」885。これに対して、軽罪の場合には、通常の法定刑の中で裁判官が考慮

                                                   

不都合に対する当時の意識については、平良木登規男「参審裁判所について――その成立

と発展の経緯――」法学研究 67巻 7号（1994）22頁参照。 
880 OPPENHOFF, a.a.O. (Anm. 584), S. 355; RUBO, a.a.O. (Anm. 583), S. 749; 

SCHWARZE, a.a.O. (Anm. 583), S. 536. 
881 侮辱に関しては若干の見解の相違があったようである。RUBOが、ここで言う侮辱に

は第 185条の単なる侮辱や第 187条の誹謗的（verleumderische）侮辱も含み、重大性は

別の問題とするのに対して（RUBO, a.a.O. (Anm. 583), S. 749）、OPPENHOFFは、重大

な侮辱には第 187条のような侮辱は含まれないとする（OPPENHOFF, a.a.O. (Anm. 

584), S. 356）。 
882 BLUM, a.a.O. (Anm. 581), S. 277. 
883 なお、明治期より酌量減軽と翻訳されているフランス語の circonstances atténuantes

は直訳すると減軽的事情であり、おそらくmildernde Umständeは同じ趣旨である。 
884 これに対して、第 94条や第 96条に定められる「より重くない事例（minder 

schweren Fällen）」は、犯罪の客観面に焦点を当てる趣旨であるとされる（RUBO, a.a.O. 

(Anm. 583), S. 114）。 
885 なお、第 213条は軽懲役刑を定めているため軽罪とも解されうるが、第 212条の故殺

の性質を引き継ぐ第 213条は重罪である（OPPENHOFF, a.a.O. (Anm. 584), S. 356; 
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することとなる。この違いは、手続的観点から重要である。すなわち、プロイセンの刑事手

続においては、原則として陪審裁判所が重罪を、職業裁判官が軽罪を扱う。そして、これに

基づき、減軽的事情の存在にかかる問題も、陪審裁判所の手続きにおいては、職業裁判官で

なく、陪審員により決定されることとなる。「陪審員が減軽的事情を存在すると認定する場

合に、裁判官が、減軽的事情が不存在の場合に言い渡したであろう刑罰を言い渡すことによ

って、その評決を潜脱することは、許されないものと考えられる。この理由から、「重罪」

に関する減軽的事情の存否に従った区別によって、その一方または他方の事例で許容され

る刑罰を厳密に決定する限りで、裁判官の裁量は狭められるのである」886。それゆえ、減軽

的事情の導入は、故殺において陪審員が軽い刑罰を言い渡すべきであると考える場合に、裁

判官が第 212 条による重い刑罰を言い渡す権限を狭めるということを意味するのである。

以上の RUBOの記述を理由書の説明とあわせると、一方での不当な無罪の防止と、他方で

の陪審員による職業裁判官の判断の拘束を企図したものであったと整理される。この意味

で、第 213条後段は故殺限定の酌量減軽規定であるとも言えるだろう。 

過剰防衛との関係では、SCHWARZEが、前述の BERNER の論稿を引用しつつ、「この

条文の適用に際しては、同じく正当防衛の問題も生じうる。その超過はこの条文の下に含ま

れうる」887と言及している。また、HOLTZENDORFFも、「構成要件の境界線は過剰防衛

のそれと接しているのだが、後者では、恐怖、狼狽および驚愕が精神状態として考慮される。

それ自体として正当防衛を行うことが認められる一定の攻撃、たとえば貞操への攻撃は、同

時に故殺への重大な刺激としても把握されうる」888として、第 213 条と正当防衛状況との

関連性を指摘する。また、20世紀に入ってからも、第 213条後段の一般的な減軽に対して

批判的な論者ですら、「同様に、（可罰的な）過剰防衛（第 53条第 3項参照）において行わ

れた故殺も、誘発の事例におけるこの犯罪の実行と同程度に軽い判決をしばしば要求する」

889と指摘し、この場合の適用を肯定していた。 

 

3.2.1.3. ライヒ刑法典の改正作業と現行規定の成立およびその後 

過剰防衛と同様に、故殺の減軽規定についても、殺人罪全体の制度構想が様々に試みられ、

かつ 1941年に抜本的な改正が現に行われたにもかかわらず、結局はライヒ刑法典成立時の

姿をとどめている。改正作業において殺人罪の議論の中心問題とされたのは、常に謀殺と故

殺の区別である。これに対して、故殺の減軽規定は、より抽象的な文言が用いられたり、さ

らには一般的な酌量減軽の採用の結果削除されたりするなど、その要件の内容に関する議

                                                   

RUBO, a.a.O. (Anm. 583), S. 749-750）。 
886 RUBO, a.a.O. (Anm. 583), S. 116-117. RUBOはさらに、減軽的事情が、陪審員が判断

すべき事実問題であることを強調する（S. 117-118）。 
887 SCHWARZE, a.a.O. (Anm. 583), S. 536. 
888 Franz von HOLTZENDORFF, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des deutschen 

Strafrechts, Bd. 3, 1872, S. 435. 
889 Richard KATZENSTEIN, Die vorsätzliche Tötung nach geltendem Recht, ZStrW 

1904, S. 546. 
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論が行われることはなかった。 

 「ドイツ刑法および外国刑法の比較考察」において殺人罪を担当したのは、Franz von 

LISZTである。彼は殺人の「より軽く処罰される事例」の節の中で、これを、激しい感情の

動きの中での殺人、誘発に基づく殺人、不倫を行った配偶者の殺人、そして最後に正当防衛

または懲戒権の限度の超過の下での殺人の 4つに分け、これらの減軽事由は「誘発」で共に

考慮されるとする。しかし、この誘発ですら、各則ではなく総則で扱われるべきであり、将

来的には通常の故意殺人の中で軽く処罰すべき犯罪構成要件を定めることに重要性はない

と結論づける890。正当防衛または懲戒権の限度の超過の事例への言及には、特に注目すべき

ところはないが、これらの事例が誘発として整理された点が確認される。この成果を受けて、

1909年準備草案では、殺人罪の体制の改革が試みられる891。 

 第 212 条 故意に人を殺す者は、その者が熟慮をもって殺害を行った場合、謀殺のため

に死刑で、減軽的事情がある場合には無期又は 10年以上の重懲役刑で処罰される。 

第 213 条 故意に人を殺す者は、その者が熟慮なく殺害を行った場合、故殺のために 2

年以上の重懲役刑で、減軽的事情がある場合には 1年以上の軽懲役刑で処罰される。 

減軽的事情については、総則に規定が置かれている892。 

第 82条 減軽的事情が刑罰の種類又は法定刑に影響を及ぼす限りで、このことは法律に

明文で予定される。 

 減軽的事情があるのは、刑の減軽に有利にはたらく理由が優位な場合である。 

第 83条 特に軽い事例においては、裁判所はその刑を自由裁量に従って減軽し、明文で

許容されている限りで免除することができる。 

 特に軽い事例であるのは、所為の違法結果が重大ではなく、行為者の犯罪的意思が僅か

で、通常の法定刑の適用が不正義な厳格さを持つこととなるほどに、事情からして免責可

能であるように思われる場合である。 

 すなわち、1909年草案は、殺人罪について減軽の基礎となる事由を列挙することをやめ、

「刑の減軽に有利にはたらく理由が優位な場合」に、謀殺と故殺のそれぞれに一定の刑の減

軽を認めている893。この点については、理由書において、熟慮をもって行われる殺人のすべ

てが、殺人のもっとも重い事例であるというわけではないと確認されている894。この仕組み

は、減軽される犯罪類型があくまで個別に規定されるという点で日本の酌量減軽とは異な

るが、どのような事情を「刑の減軽に有利にはたらく理由」とし、それが「優位」であるか

                                                   
890 Franz von LISZT, Tötung und Lebensgefährdung, in: Vergleichende Darstellung des 

deutschen und ausländischen Strafrechts. Besonderer Teil, Bd. 5, 1905, S. 94-100. 
891 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. 43. 
892 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. 17. 
893 理由書では、「従来の第 213条に特に定められる誘発の減軽事由は、もはやとりたてて

言及されない。それは、一般に認められているように、減軽事由の 1つにすぎないのであ

る。草案によれば、それは、「減軽事由がある場合には」という一般条項によってともに

捕捉される」（a.a.O. (Anm. 593), S. 641）と説明される。 
894 A.a.O. (Anm. 593), S. 639. 
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について裁判官に大きな裁量を与えたものである。なお、第 83条の「特に軽い事例」につ

いては、違法結果の重大性の不存在が要件であるため、殺人罪について適用は予定されてい

ないと解される895。なお、刑の下限について、単純故殺ではライヒ刑法典の 5 年の重懲役

刑から引き下げられ896、減軽される故殺では反対に 6 月の軽懲役刑から引き上げられてい

る897。 

 これに対して、法学者グループからの 1911年対案は、また異なる体制をとった898。 

 第 253条 予謀をもって他人を殺す者は、死刑で処罰される。 

第 254条 予謀なく他人を殺す者は、重懲役刑で処罰される。 

  行為者が、その他の可罰的行為の実行を容易にする、又は自己若しくは他人を可罰的行

為による処罰から免れさせる、又は自己若しくは他人にその利益を確保するという意図

において行為する場合、その刑罰は無期重懲役刑又は 10年以上の重懲役刑である。 

  殺人者が、正当化される激しい感情の動きによって、その場で殺害へと引き込まれた場

合、刑罰は 5年以下の重懲役刑である。 

Ist der Tötende durch eine gerechtfertigte heftige Gemütsbewegung auf der Stelle 

zur Tötung hingerissen worden, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren. 

 このように、1911 年対案は、「第 254 条第 3 項において、対案は誘発に基づく故殺をよ

り軽く処罰されるべき下位事例として明文で強調した」899として、故殺に対する誘発による

宥恕の個別規定を復活させた。それでも情動に関する文言はより抽象的になり、感情の動き

（Gemütsbewegung）が正当化されるものであり、かつ激しいものであることが要件とな

っている。すなわち、「しかし、この事例の限界づけに際しては、「激しい感情の動き」それ

自体では十分とみなすことはできず、むしろ、それにより行為者がその場で殺害へと引き込

まれたところのこの感情の動きが、同じく客観的にも誘発によって「正当化される」（義憤

（justus dolor）である）ように見えることが求められなければならない」900。この指摘は、

「ドイツ刑法および外国刑法の比較考察」において対案起草者の 1人である LISZTが述べ

ていたことと合致する901。なお、対案で総則に定められる減軽的事情（第 87条）は一般的

な酌量減軽であり、所定の要件を充足しなくてもこちらの適用の余地がある。すなわち、「刑

の減軽に有利にはたらく理由が優位な場合」には、減軽的事情への言及がなくても、ここで

                                                   
895 理由書は除外される犯罪の罪名を挙げていないが、「それ自体として重い性質の犯罪の

ほとんどすべてがこの権限から除外されることとなるというのは明らかである」（a.a.O. 

(Anm. 593), S, 322）としている。 
896 理由書によれば、5年という刑の下限は重すぎ、明らかに単にこの理由から、陪審員に

より第 213条後段の減軽的事情が認定された（a.a.O. (Anm. 593), S. 614）。 
897 理由書によれば、6月という刑の下限は、人の生命の故意の抹消に対する刑罰としては

軽すぎた（a.a.O. (Anm. 593), S. 614）。 
898 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. 108. 
899 A.a.O. (Anm. 596), S. 248. 
900 A.a.O. (Anm. 596), S. 248. 
901 A.a.O. (Anm. 596), S. 94-95. 
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は第 87条による減軽を認めることができるのである。 

 1913 年草案は、1909 年準備草案の体制に戻る。これに対して、1919 年草案は一般的な

酌量減軽を総則に定め、謀殺と故殺については抽象的な規定を置くにとどまった902。

LINKA は、この時期の草案の起草方針の特徴として、殺人犯罪の目に見えて軽い処罰を貫

徹することが試みられ、抽象的な加重・減軽事由はむしろ行為者の有利に用いられていたと

いう点を指摘している903。 

 1922 年草案（ラートブルフ草案）と 1925 年草案は、謀殺と故殺について、ライヒ刑法

典とも以上の改正草案の経過ともまったく異なる体制を採用した。両草案の殺人罪は法定

刑を異にするのだが、特に 1922年草案の謀殺罪（第 218条）の法定刑は死刑ではなかった

点が重要である。1925年の規定は、次のとおりである904。 

第 221条 他人を殺す者は、死刑で処罰される。 

第 222 条 怒りの発作又は免責可能な激しい感情の動きにより他者の殺害へと引き込ま

れるに身をゆだねた者は、重懲役刑で処罰される。 

特に重い事例においては、刑罰は無期又は 10年以上の重懲役刑である。 

Wer sich durch Jähzorn oder entschuldbare heftige Gemütsbewegung zur Tötung 

eines anderen hinreißen läßt, wird mit Zuchthaus bestraft. 

 第 73条 裁判所は、その行為者に非難できない原因に行為が主として帰される場合にも、

第 72条に従って刑を減軽することができる（減軽的事情）。 

 すなわち、1922 年草案と 1925 年草案について、第 1 に注目すべきは、故意の殺人の一

般類型が謀殺であり、故殺は情動を伴って行われた殺人（すなわち謀殺）の減軽規定とされ

た点である。これについて、理由書は次のように説明した。現行法は熟慮の有無で謀殺と故

殺を区別しているが、故意と対比される意味における熟慮をどのように理解すべきかにつ

いては争いがある。また、熟慮の有無が確実に認定できない場合にどのように判決すべきか

についても疑問である。「草案は、異なる境界線を引く。故殺のために処罰されるのは、怒

りの発作又は免責可能な激しい感情の動きにより他者の殺害へと引き込まれるに身をゆだ

ねた者である。この特別な要件を欠く場合、謀殺のために処罰される」905。熟慮のメルクマ

ールが抱えるこの内在的問題点に加えて、このような転換をもたらしたのは、1922 年草案

の「主たる目標設定」とされた906、オーストリア刑法との法統一という課題であった907。と

いうのも、オーストリアにおいては、通常の殺人を謀殺、情動からの殺人を故殺と呼ぶ伝統

                                                   
902 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. 396. 

第 282条 他人を殺す者は、重懲役刑で処罰される。 

 特に重い事例においては、刑罰は無期又は 10年を下回らない重懲役刑である。 

第 283条 熟慮をもって他人を殺す者は、死刑で処罰される。 
903 LINKA, a.a.O. (Anm. 841), S. 134. 
904 VOURMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 2, S. 100. 
905 A.a.O. (Anm. 603), S. 116. 
906 VOURMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. ⅩⅧ． 
907 LINKA, a.a.O. (Anm. 841), S. 137; SCMIDT, a.a.O. (Anm. 500), S. 405-406. 
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がもともとあった908。そして、オーストリアの当時の代表的な刑法学者であったKADEČKA

が殺人罪の起草作業において主導的な役割を果したことにより、1925 年草案の条文がこの

ような形式になったのである909。第 2に注目すべきは、減軽規定について「その場で」の要

件がなくなり、「激しい感情の動きが比較的長い時間作用し続け、それゆえ、決意とその実

行との間に一定の間隔がある場合もまた、やはり考えうる」とされた点である。第 3に、ラ

イヒ刑法典よりも重い故殺の刑の下限について、総則に定められる酌量減軽が可能である。

つまり、減軽的事情がある場合には、第 73 条と第 72 条第 1 項第 4 段により、3 月を下回

らない軽懲役刑に減軽されうる。つまり、第 222条の故殺を第 73条の酌量減軽規定により

さらに減軽することは可能である910。これらの点は、ライヒ刑法典および現行法との対比で

異色な点である911。 

 しかしながら、1922年草案が謀殺罪について無期の重拘禁刑（strenge Gefängnis）を定

め、酌量減軽を行えばこれを 3年から 15年とすることができたのに対し、同じ要件の下で

法定刑を死刑とする 1925年草案においては、酌量減軽を行ってもなお無期重懲役刑にとど

まる。すなわち、第 222 条所定の情動を伴わないごく通常の殺人が、死刑または無期重懲

役刑で処断されることとなったのである。このことに対しては、1922 年草案の主導者であ

った RADBURCH も、このように画された謀殺の法定刑を無期の自由刑とすることはすで

に「懸念のないことではかった（nicht unbedenklich）」が、それが死刑であることは「な

おさら耐え難い（vollends unerträglich）」と批判した912。そして、1927年草案は再び 1919

年草案の体制、すなわち、熟慮を伴う殺人である謀殺と、それを伴わない殺人である故殺を

定め、これに一般的な酌量減軽を総則に置くという規定に戻る913。その理由書は、1925年

の定め方について次のように言及する。1925 年草案は謀殺と故殺の新しい区別基準を導入

したが、「これに対して、故殺を謀殺の優遇される事例にすぎないかのように思わせる規定

                                                   
908 Friedrich WACHENFELD, Die Begriffe von Mord und Totschlag, 1890, S. 39-56. た

だし、当時の現行法である 1852年刑法典はこれを採用していなかった。なお、現行のオ

ーストリア刑法典はこの体制を採用し、通常の殺人を謀殺として無期または 10年以上 20

年以下の自由刑で、情動からの殺人を故殺として 5年以上 10年以下の自由刑で処罰して

いる。 
909 LINKA, a.a.O. (Anm. 841), S. 138-140. 
910 A.a.O. (Anm. 603), S. 116 
911 なお、この間の動きとして、司法大臣 EMMINGER により行われた 1924年の陪審改

革が指摘される。これによって、重い重罪（schwere Verbrechen）について、陪審裁判所

の構成が裁判官 3名と陪審員 6名となり、実質的に参審制となった（平良木登規男「裁判

員裁判における評決について」法学研究 84巻 9号（2011）243-244頁、同・前掲注

（879）39-43頁参照）。そして、殺人犯罪の法定刑について、特に死刑に対する陪審員の

政治的信条に配慮する必要がなくなった（LINKA, a.a.O. (Anm. 841), S. 141）。 
912 Gustav RADBURCH, in: Paul Felix ASCHROTT=Eduard KOHLRAUSCH, Reform 

des Strafrechts, 1925, S. 301. 
913 第 245条 他人を殺し、その所為を熟慮をもって行った者は、死刑で処罰される。 

第 246条 他人を殺し、その所為を熟慮なく行った者は、重懲役刑で処罰される。 

 特に重い事例においては、刑罰は無期又は 10年以上の重懲役刑である。 
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によって、謀殺概念およびそれ同時に死刑の適用領域が拡大されるという反論が特になさ

れた」。特に、免責されない感情の動きにより殺人へと至ったが、その行為は非常に高度の

興奮の中で行われたような場合が、謀殺として処罰されることになる。この反論には一理あ

り、また証明の観点からも、1925 年草案が言うように怒りの発作または免責可能な激しい

感情の動きは、熟慮よりも認定しやすいとはいえない。そのため、若干の表現の修正のみを

しつつ、本草案は現行法の謀殺・故殺概念に戻る914。 

1930年草案は、1911年対案と同じ体制をとった。すなわち、故殺に対する誘発による宥

恕の個別規定を置きつつ、一般的な酌量減軽も総則に定めた。ナチス政権掌握後の 1933年

草案も、同様の規定を定めた915。そして、1933 年から 1934 年にかけて行われた刑法委員

会第 1 読会は、謀殺について現在につながる規定、すなわち特に非難に値すると去れる事

例を列挙する規定を置くこととなったが、ここでは同時に故殺の軽い類型として扱われて

いた事例も明文で通常の故殺と同じく処罰されることとなった916。これに対して、第 2 読

会を通過した草案は、再び故殺を定める第 414 条第 2 項に減軽規定を置いた917。これを受

けて、1936 年草案は、謀殺と故殺、正確には謀殺者と故殺者について最終的に現行法につ

ながる規定を置いた918。 

第 405条 謀殺者は死刑で処罰される。 

 謀殺者とは、…… 

                                                   
914 A.a.O. (Anm. 605), S. 127. 
915 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 2, S. 314. 

第 245条 他人を殺し、その所為を熟慮をもって行った者は、死刑で処罰される。 

第 246条 他人を殺し、その所為を熟慮なく行った者は、重懲役刑で処罰される。 

   特に重い事例においては、刑罰は無期又は 5年以上の重懲役刑である。 

加えて、これまでと同様の一般的な酌量減軽が第 74条に定められている。なお、続く草

案には採用されなかったが 74条の代案が規定されていた（S. 281）。 

第 74条 裁判所は、減軽的事情が存在する場合にも 73条に従って刑罰を減軽すること

ができる。 

  減軽的事情が存在するのは、とりわけ、行為者が尊重に値する動因から若しくは強制

状況において若しくは行為者の従属する他人の影響の下で行為した場合、又は、行為者

が自己に加えられた不法により行為へと引き込まれるに身をゆだねた場合、又は、行為

者の責任がその他の理由から相当に小さいように思われる場合、又は、行為者が引き起

こした損害を賠償した若しくは自己の行為について心から悔悟を示した場合、又は、行

為者の有利となる事情が顕著に優越する場合である。 
916 Werner SCHUBERT＝Jürgen REGGE (Hrsg.), Quellen zur Reform des Straf- und 

Strafprozeßrechts, 2. Abt. Bd. 1, Teil 1, 1990, S. 133. なお、『将来のドイツ刑法』におい

ては、新規定では減軽的事情の下での故殺に関する条文が余計となることは明らかである

と指摘されていた（Grafen von GLEISPACH, in : Franz GÜRTNER (Hrsg.), Das 

kommende deutsche Strafrecht. Besonderer Teil, 1935, S. 257）。 
917 SCHUBERT=REGGE, a.a.O. (Anm. 916), S. 266. 
918 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 2, S. 423-224. なお、山本光英は、現行規定

に至る 1941年の改正法は、1935年の草案、とりわけ刑法委員会の第 2読会の草案を基礎

にしているという（山本（光）・前掲注（799）226 頁）。 
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第 406 条 謀殺者となることなく人を殺す者は、故殺者として無期又は 5 年を下回らな

い重懲役刑で処罰される。 

第 407 条 故殺者が、免責可能な激しい興奮によって行為へと引き込まれるに身をゆだ

ねた場合、又はその他より重くない事例である場合、その者は 6 月以上の重懲役刑又は

軽懲役刑で処罰される。 

Hat sich der Totschläger durch entschuldbare heftige Erregung zu der Tat hinreißen 

lassen oder liegt sonst ein minder schwerer Fall vor, so wird er mit Zuchthaus oder 

mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

 なお、総則には非常に軽い事例に対する一般的な減軽規定（第 51条）が定められている。

しかし、この規定は、「所為が特に軽く判決すべき例外事例で、通常の刑罰の下限でもなお

重いと思慮される場合」と文言が非常に限定的であり、かつ根本においてナチス刑法学の思

想に基づいているため、第 407条にさらに第 51条を適用できると予定されていたのかは明

らかではない919。第 407 条について、理由書は条文の内容を書き写すだけであるが、謀殺

者に対して本条が適用不可能であることは明記される920。なお、本条の「又は」以下は、直

前まで、「又は了解可能な動因から行為した（oder begreiflichen Beweggründen gehandlt 

hat）」であった921。 

 前述のように、HITLER がそれほど意欲的でなかったこともあり、刑法の全面改正は行

われなかったのだが、殺人罪については意思刑法・行為者刑法の貫徹が実現した。すなわち、

謀殺と故殺に関する条文は、1941年 9月 4日の法律第 2条により改正されることとなった

のである922。特に謀殺と故殺の区別について 1936年草案の体制を採用した点、つまり、従

来の熟慮の有無による区別から行為者類型による区別、故殺と謀殺の区別から故殺者と謀

殺者の区別を導入した点に、この改正の特徴が指摘される923。しかしながら、本改正では、

                                                   
919 すなわち、理由書は、一方で、法定刑の幅をライヒ刑法典よりも拡大したので、総則

の一般的な減軽は「非常に軽い（außergewöhnlich milden）事例」にとどまるとし、他方

で、その有無の判断に際しては行為者の意思責任が特に軽い、つまり贖罪の必要性および

民族の保護の必要性が刑の減軽と対立しない場合にこれが認められるとする

（SCHUBERT=REGGE, a.a.O. (Anm. 608), S. 52-53）。これに関して、ナチス刑法学に

おいては「生存に値しない生命」という観念があることなどにかんがみると（vgl. 

GLEISPACH, a.a.O. (Anm. 916), S. 258-259）、第 407条が第 51条の適用から完全に除外

されていたのかは明らかではないのである。 
920 SCHUBERT=REGGE, a.a.O. (Anm. 608), S. 246. 
921 SCHUBERT=REGGE, a.a.O. (Anm. 916), S. 392. 
922 Reichsgesetzblatt, 1941, Teil 1 Nr. 101, S. 549. 
923 山本（光）・前掲注（799）218頁。当時の改正の趣旨の説明として、Erich 

SCHMIDT-REICHNER, Das Gesetz zur Änderung des Reichsstrafgesetzbuchs vom 4. 

Sept. 1941 und die Durchführungsverordnung vom 24. Sept. 1941, Deutsches Recht 

（以下、「DR」） 1941, S. 2146-2148; Georg DAHM, Todesstrafe und Tätertyp nach der 

Strafgesetznovelle vom 4. Sept. 1941, DR 1942, S. 404-406. また、現在の評価として、

LINKA, a.a.O. (Anm. 841), S. 192-195; RÜPING=JEROUSCHEK, a.a.O. (Anm. 502), 

Rn. 281; Gerhard WERLE, Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung 
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謀殺（者）を定める第 211 と故殺（者）を定める第 212 条が改正され、あわせて可罰的行

為の遂行に際しての殺人を定める第 214 条と尊属故殺を定める第 215 条が削除されたのに

対し、その間に位置する第 213 条はまったく変更されなかった。ナチス期の改正作業にお

いてもこれについて複数の構想が実際にあっただけに、第 213 条の維持の理由は明らかで

はない。いずれにせよ、結果的に、従来は熟慮による殺人（第 211 条）と情動による殺人

（第 213 条）というおおよその択一関係にあった両者の事例群が、より広く重なることと

なった。 

第 2次大戦後、1946年 1月 30日の管理委員会法（Kontrollratsgesetz）によって若干の

戦時法的規定が削除されたものの、1941 年改正後の殺人罪の規定はその影響を受けなかっ

た924。戦後に再開された改正作業においては、各則については総則と異なる方式が採用され

た。すなわち、各則の審議は、3つの独立した下部委員会（殺人犯罪は第 1下部委員会）に

おいて、1927 年草案を基礎に、これからの 1936 年草案の逸脱が個別的に長所と評価され

うるのかを吟味しつつ行われた。その上で、起草提案が暫定的編成案にまとめられ、大刑法

委員会第 1読会の審議の基礎とされた925。 

大刑法委員会の発足に先立って、司法省は、刑法改正上の重要問題について指導的な刑法

学者の意見を求めるなど、作業のための資料を準備していた926。その 1 つである「刑法改

正資料 第 1 巻 刑法学者の意見集」において、Horst SCHRÖDER が殺人罪規定の将来の

ありかたについて意見を出している。SCHRÖDER の考えでは、「現行第 213 条のような、

通常の事例に対して減軽的な事例のために、さらなる規定が必要である――これは争いえ

ない――。このことが妥当しないのは、総則において刑の減軽の一般的な可能性が総説され

ることとなる場合にのみである。そのようにして、多くの草案は、総則において刑の減軽の

一般的な可能性を定めていることを理由として、第 213 条に相応する規定を放棄した。し

かし、有期の重懲役刑と無期の重懲役刑との間の選択をさせる法定刑の枠を、さらなる外部

的段階化なしに 6 月を下回らない軽懲役刑にまで広げようと欲するなら、少なくともそれ

は失当であろう。そこでは、了解可能かつ免責可能な興奮（Erregung）における殺人とい

う、第 213 条の基本思想がさらに前面に出なければならないこととなる。しかしながら、

この基本思想は、誘発の事例を超えて、行為者が免責可能な興奮において行為したすべての

事例に拡大されなければならない」927。そして、以降の改正作業を見ると、このような立場

は一般的に共有されていたものと言える。 

                                                   

im DrittenReich, 1989, S. 345-346. 
924 LINKA, a.a.O. (Anm. 841), S. 196. そのほか、死刑の廃止に伴う若干の改正も戦後に

行われた。 
925 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 1, S. ⅩⅩⅩⅡ． 
926 佐伯千仭編『ドイツにおける刑法改正論――刑法学者の意見集――』（有斐閣、1962）

2頁〔佐伯千仭執筆部分〕。 
927 Horst SCHRÖDER, Die künftige Gestaltung der Tötungsdelikte, in: Materialien 

zur Strafrechtsreform, Bd. 1, Gutachten der Strafrechtler, 1954, S. 285-286. 佐伯

（千）・前掲注（926）230頁〔光藤景皎訳部分〕参照。 
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大刑法委員会の審議にかけられた司法省の提案は、第 314条に一般的な殺人（5年以上の

重懲役刑）、第 315条に謀殺（無期重懲役刑、各則上の減軽を認めない第 1項の絶対的謀殺

と、その可能性を認める第 2 項の相対的謀殺）、第 316 条に情動を要件とする故殺を定め

928、第 317条に尊重すべき動機からの殺人を929定める規定であった。殺人犯罪については、

1958年 3月 3日の第 67回会議および翌日の第 68回会議で第 1読会が行われた。第 67回

会議の冒頭の説明で、司法省参事官 SCHWALMは、殺人犯罪を 3分法（Trichotomie）に

従い規定した旨を述べ、その長所は共犯問題の解決や刑事政策的関心に見出されるとする。

謀殺（第 315条）については、減軽構成要件により「遮断効（Sperrwirkung）」がはたらく

結果、行為がもはや謀殺とみなされない事例のために、第 316 条第 2項および第 317 条第

2 項と第 3 項を設けているとする。「私の信じるところでは、われわれは、これらの尊重す

べき（achtenwerten）動機を、オーストリアの刑法改正提案と一致して、同じく第 315条

第 2 項についても、特に生命を短縮する臨死介助である積極的安楽死を適正に処罰するこ

とができるようにするために、優遇しなければならない」。問題はただ、被害者への同情の

優遇を超えて、その他の尊重すべき動機をも優遇に適したものとみなすべきか否かである。

われわれは、第 317 条第 1 項の条文から看取されるように、それ自体として見て尊重すべ

き動機が行為者の責任を本質的に減軽する場合にのみ、この提案をしている。ここでは、被

害者への同情の事例以外にも、謀殺としての行為の評価と対立し、責任を減軽する尊重すべ

き動機による事例がさらにあるということが前提となっている。そのような場合として、長

年にわたり母親を苦しめてきた家庭の暴君（Haustyrannen）を息子が殺害する場合や、拡

大自殺（心中）といった絶望からの殺人が考えられる。「われわれは、この領域において限

定のないより重くない事例または特に軽い事例でもって起草されることを、それが法治国

                                                   
928 Niederschriften, Bd. 7, 1959, S. 330. なお、学者委員は BOCKELMANN、

GALLAS、JESCHECK、LANGE、Eb. SCHMIDT、WELZELである。 

第 316条 

(1) 了解可能な激しい感情の興奮において、他人の殺害（第 314条）へと引き込まれる

に身をゆだねた者は、10年以下の重懲役刑で、より重くない事例においては 6月以上 5

年以下の軽懲役刑で罰せられる。 

(2) 第 315条第 2項の要件がある場合、刑罰は 5年以上の重懲役刑である（第 315条第

2項第 5号（同居の家庭内殺人――筆者注）のより重くない事例においては、1年以上

の軽懲役刑である。 
929 Niederschriften, Bd. 7, S. 330. 

第 317条 

 (1) その責任を本質的に減軽するそれ自体尊重すべき動機から、他人を殺した（第 314

条）者は、1年以上の軽懲役刑で罰せられる。 

 (2) 第 315条第 2項の要件がある場合、刑罰は 10年以下の重懲役刑である。同じく故

殺の要件を充足する場合、刑罰は 1年以上の軽懲役刑である。 

 (3) 第 314条又は第 315条第 2項第 3号若しくは第 5号の要件の下で、その者への了解

可能な同情から他人を殺した者は、6月以上の軽懲役刑で処罰される。 

 (4) 未遂は可罰的である。 
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家的根拠から耐え難いものと思われるために、まさしく回避しようと望むのである」930。 

その後の謀殺の討議は、謀殺とこの減軽事例をいかに規定すべきかを中心に行われる。ま

ず、BALDUS 判事から、1941年改正前の熟慮による区別に回帰すべきであり、「尊重すべ

き」動機というのも、謀殺におけるこれまでの「低劣な」動機と比べて安定的な回答をもた

らすわけではないという批判が出された。熟慮による区別についてはあまり賛同が得られ

なかったものの、「尊重すべき動機」を判断するのは容易ではないという点については、

JESCHECK も賛同し、彼はさらに、第 316 条第 1 項の「了解可能な激しい感情の興奮」

も同じであり、現行法の解決のほうが適切であるとした。これについて、当時司法省参事官

であった LACKNER は、尊重すべきというよりも、倫理的に中立的な「賞賛すべき

（verdienstvoll）」という文言を用いるべきであるとした。そのほか、GALLAS やWELZEL

が道徳化（Moralisierung）の傾向に注意を促した。議論はまとまらず、結局は一般条項を

唯一のメルクマールとして用いない方針を採用することのみが確認され、第 67回会議は終

了した931。翌日の第 68回会議も、各則上の減軽の可能性を認めない絶対的謀殺メルクマー

ルとしていかなる事例を定めるのか、個別のメルクマールの列挙に加えて補充的な条項を

定めるのかについて、実務上の認定の可能性も視野に入れつつ議論がなされ、最終的に、熟

慮のメルクマールを特に非難可能な心情と結びつける BALDUS の提案が採用された。午後

に入ってからは、謀殺以外の規定について審議が行われた。第 314 条については、これが

殺人の原則類型であり、謀殺が加重類型、故殺が減軽規定となることで、共犯の処理が簡明

になるという利点が再確認され、審議は第 316条の故殺に移った932。 

第 316条の趣旨を、SCHWALM は次のように説明する。第 316条において、故殺の構成

要件は突発的な行為（Jäheitstat）に限定される。問題となるのは、この突発的な行為を構

成要件上可能な限り明確に把握することである。「われわれは、メルクマールとして、行為

者がその中で所為へと「引き込まれるに身をゆだねた」、「了解可能な激しい感情の興奮」を

選んだ。それゆえ、感情の興奮はいまだ沈静化されていないものでなければならない。それ

は、行為者が、存在するすべての事情を考慮した具体的なきっかけから、そのような激しい

興奮に陥ったとき、事情に通じた観察者にとって理解できるものに思われるという意味で、

了解可能である必要がある。われわれは、「了解可能」という文言を「免責可能」よりも好

んだのだが、それは、後者は故殺構成要件の適用を本質的に限定しかねないからである」。

故殺構成要件に責任の本質的な減軽の要請を挿入すると、重懲役刑を定めることができる

のかについて疑義が生じるが、かといってこれにふさわしい突発的な行為もあるため、重懲

役刑を定めないことも望ましくない。それゆえ、担当官としては、責任の本質的な減軽を構

成要件上求めることなく、原則的として法定刑を重懲役刑とし、より軽い事例の余地を認め

るということが推奨される。第 315 条第 2 項の相対的謀殺の規定がなくなるのであれば、

                                                   
930 Niederschriften, Bd. 7, S, 27-28. 
931 Niederschriften, Bd. 7, S. 28-39. 
932 Niederschriften, Bd. 7, S. 44-60. 
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第 316条は第 314条の通常の殺人にのみ関係することとなる933。 

第 315条についても、不明確であるという指摘が実務家委員から出される。JESCHECK

は、「了解可能」という文言は冷静な人間にも生じうる感情の動きを問題とするものである

ように思われるが、第 316 条の意味における情動行為の本来の優遇の根拠は、端的に、突

然に沸きあがる怒りの発作（plötzlich aufwallenden Jähzorn）にあるのだから、「了解可能」

という文言は削除されるべきであると述べた。これに対して、BALDUS は、この事例にお

ける刑の減軽は、行為者の人格全体がそのような行為を後押ししたのではないという理由

によるのであって、ここで問題となっているのは精神医学的ではなく道徳的・評価的カテゴ

リーなのであるから、「了解可能」という文言は適切であると反論した。さらに検察側から、

FRITZ は、了解可能であることに加えて、それについて行為者が責任を負わないことを求

めるべきであるとしたが、これについては余り賛同が得られなかったようである。そのほか、

Eb. SCHMIDT は、同じく責任減少を意味するものとして「理由のある（berechtigt）」と

いう文言を提案するが、BALDUSは、感情の興奮自体は自然現象なのでそのような問いを

立てることはできないと反論した。また、DREHERは、Aと Bが口論を始め、B が重大な

侮辱を行ったため、Aがこれを殺害したという具体的な例を出し、このような場合に感情の

興奮は A に責任のないものとは言えないが、5 年以上の重懲役刑で罰すべき事例とも思わ

れないと述べ、責任を負わない旨の限定をすべきではないと述べた。最終的には、一方の、

了解可能な感情の興奮に加えて責任の本質的な減少を求め、1 年以上 10 年以下の軽懲役刑

とする案と、責任の本質的な減少を求めず、2 年以上 10 年以下の重懲役刑、より重くない

事例には 1 年以上の軽懲役刑とする 2 つの案が提示され、10 対 11 で第 2 案が多数を得た

934。 

続いて、SCHWALM は第 317条の意義を説明する。第 317条の規定は、草案の構想の固

有の問題性へとわれわれを導く。同情といった動機を優遇しなければならないという点に

は一致があるものの、問題は、それを超えてどこまで優遇を認めるのかにある。まず、母親

に長年暴虐の限りを尽くしてきた父親を、母親への同情から息子が殺害するような、第三者

への同情を取り込むか否かである。このような事例も優遇すべきであると考え、担当官は、

尊重すべき動機という一般条項でもって第 317 条第 1 項と第 2 項においてこれを捕捉し、

被害者への同情は特別に扱われるべきものとして第 3 項に定めた。しかし、優遇が考慮さ

れる尊重すべき動機のすべてが、この 2 つの同情でもって把握されうるわけではない。た

とえば、家庭の暴君の殺害の事例ではなくても、姦通による理解できる決闘（verständlicher 

Zweikampf）の事例または尊重すべき動機からの拡大自殺の事例である。「被害者への同情

および第三者への同情が尊重すべき動機の主要な事例ではあるにせよ、われわれの尊重す

べき動機がそれらよりも本質的にさらに及ぶということに、疑いの余地はないだろう」。再

度指摘しておくと、われわれの提案は、個々の事例において尊重すべき動機がある場合に、

                                                   
933 Niederschriften, Bd. 7, S. 60-61. 
934 Niederschriften, Bd. 7, S. 61-65. なお、学者委員は全員第 1案を支持した。 
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行為もまた尊重すべきであるということを言わんとするものではない。「それ自体」という

文言は、さしあたり動機だけを、それゆえ行為への均衡性（Proportionalität）を考慮する

ことなく、取り扱うことが必要であるということを明確化する。そして、それ自体考慮して

尊重すべき動機の承認へと至った場合に、さらに、殺人がこの動機から了解可能と見えるか

否かを吟味する。その場合にのみ動機は行為責任の減少を導くのであり、それが本質的なも

のであってはじめて、草案の減軽規定が適用されるのである935。 

その後の審議は、どのような事例がどれほどの減軽に値するのか、その要件をいかに定め

るのかにつき、まとまりのない議論がなされる。全体的に見て、優遇に値する事例としては、

安楽死（被害者への同情）がこれに当たる点で一致があったものの、母親のための息子によ

る家庭の暴君の殺害（第三者への同情）については若干異論が出され936、拡大自殺（心中）

については評価が分かれていたようである937。結局、「被害者を耐え難い苦痛から解放する

ためという、被害者への同情の優遇」を認めることが確認され、第 317 条の審議は終了し

た。 

以上の審議を経て、1959年第 1読会草案は殺人罪を次のように定めた938。 

第 140条 (1) 他人を殺す者は、5年以上の重懲役刑で処罰される。 

(2) 行為者が、了解可能な激しい感情の興奮において、所為へと引き込まれるに身をゆだ

ねた場合、刑罰は 10年以下であり、より重くない事例においては 1年以上 5年以下の軽

懲役刑である。 

(3) 行為者が、その責任を本質的に減軽する動機から所為を行った場合、刑罰は 1年以上

の軽懲役刑である。 

(1) Wer einen andern tötet, wird mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft. 

(2) Hat sich der Täter in einer begreiflichen heftigen Gemütserregung zu der Tat 

hinreißen lassen, so ist die Strafe bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen 

Gefängnis von einem Jahr bis zu fünf Jahren. 

(3) Hat der Täter die Tat aus Beweggründen begangen, die seine Schuld wesentlich 

mindern, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter einem Jahr. 

第 141条 (1) 無期の重懲役刑で処罰されるのは、 

①殺人嗜好、物欲若しくは人種的憎悪（Rassenhaß）から、 

②性欲の興奮若しくは満足のために、 

                                                   
935 Niederschriften, Bd. 7, S. 65-66. 
936 DREHERは、被害者への同情からの殺人が同意殺に近いため軽い刑罰枠でもよいが、

第三者の同情からの殺人はより重く、母親への同情の事例も 6月の軽懲役刑は軽すぎると

し、BOCKELMANNも優遇を真正の安楽死に限るべきであるとした（Niederschriften, 

Bd. 7, S. 67-68）。 
937 理由は明らかではないが、WELZELは母親が心中に際して自分の子供たちを殺害する

ような事例についても、5年以上の重懲役刑は重すぎると主張した（Niederschriften, Bd. 

7, S. 67-69）。 
938 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 3, S. 37. 
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③他の犯罪行為を可能にする意図において、 

④自己若しくは他人の拘禁施設からの逃走を可能にする意図において、 

⑤残酷に、 

⑥多数の者を死の危険にさらす公共の危険を生じさせる手段でもって、又は 

⑦生命に対する犯罪の実行をその目的のための手段に用いる集団の構成員として若しく

はその委任において。 

他人を殺す者である。 

(2) 他人を熟慮をもって殺し、それにより特に非難すべき心情を表明する者も同じく処罰

される。 

 なお、委員会の少数提案は次のとおりである。 

(1) 他人を殺す者は、無期又は 5年以上の重懲役刑で処罰される。 

(2) 行為者の責任が、その者が激しい感情の興奮、同情又は絶望によって、所為へと決断

するに身をゆだねた場合、刑罰は 1年以上の重懲役刑である。 

(2) Ist die Schuld des Täters dadurch wesentlich gemindert, daß er sich durch heftige 

Gemütserregung, Mitleid oder Verzweifelung zur Tat hat bestimmen lassen, so ist die 

Strafe nicht unter einem Jahr. 

このように、1959年第 1読会草案は、謀殺について熟慮の有無による区別に部分的に回

帰した点が注目される。1959年草案の特徴は、一般的な殺人について 3種類の減軽を認め

ている点である。すなわち、「了解可能な激しい感情の興奮」に基づく減軽（10年以下の軽

懲役刑）、これにさらに総則部の第 67条の「より重くない事例」を認定した場合の減軽（1

年以上 5 年以下の軽懲役刑）、行為者の「責任を本質的に減軽する動機」に基づく減軽（1

年以上の軽懲役刑。軽懲役刑の上限は 10年）である。 

この第 1草案草案を基礎として、1959年 4月 9日から第 2読会における殺人犯罪の審議

が行われた。第 2読会では、謀殺に議論が集中することとなり、第 127回会議（9日）の後

半、第 128回会議（10日）、第 130回会議（13日）の前半がこれに当てられることになる

939。謀殺罪については、積極的なメルクマールをいかに定めるか、特に熟慮のメルクマール

の位置づけが議論の主題となり、謀殺から除外する消極的なメルクマールを定めるという

方向での議論は特に行われなかったようである940。情動からの殺人は、第 130 回会議の後

半から始まった。最初に話題となったのは、第 2項後段の「了解可能な激しい感情の興奮に

基づく殺人のより重くない事例」が、第 3項の「責任を本質的に減軽する動機からの殺人」

よりも、その上限について法定刑が軽い点である。これについては特に異論が出ず、採決も

LANGE の棄権を除き全会一致であった941。次に、第 141条を「故意の殺人」ではなく「故

                                                   
939 第 129回会議（11日）は虚偽告訴等罪の審議が行われた。 
940 第 2読会における謀殺をめぐる議論については、LINKA, a.a.O. (Anm. 841), S. 218-

223. 
941 Niederschriften, Bd. 13, 1960, S. 211-212. 学者委員として、第 1読会のメンバー

（BOCKELMANN、GALLAS、JESCHECK、LANGE、Eb. SCHMIDT、WELZEL）に
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殺」とすることが決められる942。続いて、「行為者が、第 140条又は第 141条第 2項の事例

において、絶望、同情又はその他の了解可能な動機から殺人を行い、その責任がこれにより

本質的に減軽される場合には、その者は 1 年以上の軽懲役刑で処罰される」という修正提

案の第 1 選択肢が議論される。これに対する第 2 選択肢は、「行為者が、第 140 条又は第

141条第 2項の事例において、その責任を本質的に減軽する動機から殺人を行う場合には、

その者は 1 年以上の軽懲役刑で処罰される」という草案の従来の規定である943。まず、

SCHWALM が、絶望は動機ではないのでこれを捕捉するために第 1選択肢を支持すると述

べた。彼は、絶望からの殺人として、長年虐げられてきた妻が夫をもっぱら絶望から殺害す

る事例を挙げる。また、GALLAS は、あたかも殺人が了解可能（begreiflich）でありうる

かのように見えるのでこの文言を削除すべきと述べた。続いて、WELZELが、被害者への

同情だけでなく第三者への同情にも減軽を認めることに懸念を示すと、BALDUS が、虐げ

られた母親に同情して父親を殺害する息子の例を挙げ、必要な限定は同情が責任を本質的

に減軽するか否かで行いうるとして、第三者への同情を除外すべきではないと反論した。こ

れに続いて、これらの事例が独立の構成要件ではなく、量刑規定として故殺の条文に含める

か否かが問題となり、DREHERが、いずれにせよ故意の対象ではないのだからそれは重要

ではないとしたのに対し、GALLAS と WELZEL は独立の構成要件とすべきではないと述

べた。そして、下部委員会がこの規定をさらに改良することとして、採決なしに第 130 回

会議における殺人犯罪の審議は終了した944。 

翌日の第 131回会議において下部委員会が出した案は、「他人を殺す者は、その者を行為

へと決定した同情、絶望又はその他の動機が、その責任を本質的に減軽する場合には、1年

以上の軽懲役刑で処罰される」というものであり、特定の謀殺の事例を除外するか否かで 2

つの選択肢が設けられていた945。ここでも、この規定を独立の構成要件とすべきではないと

いう WELZEL の批判が出る。GALLAS の言うように、批判の要点は、本条項が真に問題

とすべきなのは、再度要件として復活した熟慮があるにもかかわらず、同時に行為者の動機

に斟酌すべきものがある場合なのだが、熟慮を理由に謀殺が認められるのはそれが「非難す

べき心情」の表れであるときであるため、「その責任を本質的に減軽する場合」である本条

項が対象とするのは、結局故殺に限られることとなってしまうということである。こうして、

ここでもまた熟慮のメルクマールをどのように扱うのかにつき議論が再燃する。結局、謀殺

の最後の項に「ただし、第 140 条第 3 項の要件が充足される場合には、所為は故殺として

同項により処罰されるにとどまる」という 1文を挿入する GALLAS の提案が多数の賛同を

                                                   

MEZGERが加わっている。 
942 「故意の殺人」を支持したのはMEZGER のみであった（Niederschriften, Bd. 13, S. 

212）。 
943 Niederschriften, Bd. 13, S. 663. 
944 Niederschriften, Bd. 13, S. 212-213. 
945 Niederschriften, Bd. 13, S. 664. 
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得た946。午後の審議において、同じ内容を「他人を殺す者は、第 140 条第 2 項の要件が充

足されない場合には」という消極的なかたちで起草することが決まり、第 2 読会における

殺人罪の審議は終了した947。 

大刑法委員会における審議を総括すると、次の点が指摘される。第 1に、議論は基本的に

謀殺に集中しており、特に情動からの故殺についてはあまり労力が割かれなかったことで

ある。これと関連して、第 2に、「尊重すべき動機」として議論されているのは安楽死、家

庭の暴君（暴力を振るう夫または父）の殺害、拡大自殺（心中）であり、これらの事例が「責

任を本質的に減軽する動機」と結びつけられているのだが、ここに言う「責任」の内容は明

らかに倫理的・情緒的な観点を含んでいるということである948。このような姿勢は、直後に

代案グループから厳しく批判されたところであった。 

かくして、1960年草案が起草され949、ほぼ同じ内容が 1962年草案に引き継がれる。1962

年草案の規定は以下のとおりである950。 

第 134条 (1) 他人を殺す者は、5年以上の重懲役刑で処罰される。 

(2) 行為者が、了解可能な激しい感情の興奮において、所為へと引き込まれるに身をゆだ

ねた場合、刑罰は 10年以下の重懲役刑であり、より重くない事例においては 1年以上 5

年以下の軽懲役刑である。 

(3) 行為者を所為へと決定した同情、絶望又はその他の動機が、その責任を本質的に減軽

される場合には、刑罰は 1年以上の軽懲役刑である。未遂は可罰的である。 

(2) Hat sich der Täter in einer begreiflichen heftigen Gemütserregung zu der Tat 

hinreißen lassen, so ist die Strafe bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen 

Gefängnis von einem Jahr bis zu fünf Jahren. 

(3) Wenn Mitleid, Verzweiflung oder andere Beweggründe, die den Täter zur Tat 

bestimmen, seine Schuld wesentlich mindern, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter 

einem Jahr. Versuch ist strafbar. 

第 135条 謀殺（略） 

個別の変更点としては、故殺規定の第 3項において、1959年第 1読会草案が動機に言及

していたところを、1960年草案とこれに続く 1962年草案は、第 2読会の審議に依拠して、

                                                   
946 Niederschriften, Bd. 13, S. 223-229. 
947 Niederschriften, Bd. 13, S. 235. 
948 これについては、第 1読会において、JESCHECKが、第 316条の意味における情動

行為の本来の優遇の根拠は、端的に、突然に沸きあがる怒りの発作（plötzlich 

aufwallenden Jähzorn）にあるのだから、「了解可能」という文言は削除されるべきであ

ると述べた点が興味深い。というのも、JESCHECKは責任非難が心情（Gesinnung）に

も及ぶことを正面から認める見解に立つのだが（JESCHECK=WEIGEND, a.a.O. (Anm. 

14), S. 422）、JESCHECKは、立法論としてはこのような心情の考慮はあまり望ましくな

いと思っていたのだろうか。 
949 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 3, S. 153. 
950 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 3, S. 283. 
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「行為者を所為へと決定した同情、絶望又はその他の感情の興奮」と定めた。1962 年草案

の理由書は、第 134条について次のように説明する。「第 2項は、第 1項に対する第 1の減

軽構成要件を記述しており、1925年草案第 222条および 1930年草案第 246条第 2項に理

解されていたような、狭義における情動殺人における故殺を定めている」。現行法に対して、

草案は、上述のような理由から、そのような一般的な減軽的な法定刑の枠を予定しない。草

案が基本構成要件の法定刑を減軽するのは、行為者が、了解可能な激しい感情の興奮におい

て所為へと引き込まれるに身をゆだねた場合である。これは軍刑法にある規定に依拠した

ものであるが、これによれば、感情の興奮は免責可能である必要はなく、誘引と行為者の興

奮状態との関係で了解できるものであればよい。了解可能性は、心理的関係を含めてすべて

の行為事情を知る客観的な観察者の観点から判断されなければならない。「第 3 項は、第 1

項に対する 2つ目の減軽構成要件を規定する。減軽は、行為者を所為へと決定した同情、絶

望またはその他の動機が、その責任を本質的に減軽するということと結びついている。この

条文は、故意の殺人がときおり尊重に値する動機から行われるという経験を考慮している。

確かに、これによって所為自体が尊重に値するものになるわけではない。しかし、その責任

は、動機にかんがみて本質的に減軽されることがありうるのである」。同情としては臨死介

助や、その妻に同情して行われた家庭の暴君の殺害等が、絶望による殺人には家族心中等が、

責任を本質的に減軽する動機としては決闘において行われた本夫あるいは姦夫の殺害等が

考慮される。「それゆえ、第 3項は責任を本質的に減軽する動機からの殺人を要件としてお

り、そのような動機の典型例として「同情」と「絶望」に言及しているのである」951。この

ような趣旨は、大刑法委員会における第 2 読会の審議におおむね沿ったものであるが、そ

の審議ではほとんど言及のなかった「決闘において行われた本夫あるいは姦夫の殺害」が明

示されている点が衝撃的である。 

これに対して、代案は殺人罪について以下のようなユニークな規定を置いた952。 

第 100条 (1) 他人を殺す者は、5年以上の自由刑で処罰される。 

(2) 無期の自由刑が言い渡されうるのは、行為者が……953 

(3) 5年以下の自由刑が言い渡されるのは、 

 ①行為者の責任が、動因若しくは激しい感情の興奮のために著しく減少している場合、

又は 

 ②女性がその子どもを出産中若しくはその直後に殺す場合である。 

                                                   
951 A.a.O. (Anm. 618), S. 271 
952 VORMBAUM=RENTROP, Reform, Bd. 3, S. 413. なお、法定刑は 5年以上（nicht 

unter fünf Jahren）と 5年以下（bis zu fünf Jahren）であるが、5年の重複が意図的な

のか、、どのような意図によるのかは不明である。 
953 殺害が複数人の場合、被害者以外の者の生命が直接危殆化された場合、被害者に著し

い身体的・精神的苦痛が加えられた場合、意図的かつ勝手気ままに（absichtlich und 

mutwillig）行われた場合、犯罪行為隠匿または財産的利得を可能にするために行われた場

合が列挙される。 
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 未遂は可罰的である。 

Auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn 

   1. die Schuld des Täters wegen seiner Beweggründe oder einer heftigen 

Gemütserregung erheblich gemindert ist oder 

   2. eine Frau ihr Kind in oder gleich nach der Geburt tötet. 

  Der Versuch ist strafbar. 

(4) 第 2 項の要件と第 3 項第 1 号の要件が競合する場合、10 年以下の自由刑が言い渡さ

れる。 

代案の理由書は、第 3項について次のように述べる。「法益侵害から考えると、故意の殺

人のより重くない事例というものは（同意殺を除き）存在しない。優遇は、行為者の責任が

その動機または激しい感情の興奮のために著しく減少しているということからしか生じえ

ない」。「1962 年草案との相違は、激しい感情の興奮の評価にある。1962 年草案によれば、

それが「了解可能」である場合にのみ、減軽を導くとのことである。この叙述的な概念は現

実の関係を隠蔽する。激しい感情の興奮は責任を減軽しうるが、しかしこれはそれぞれの事

案において証明を必要とするのである」。「同様のことは、1962年草案第 134条における「同

情」および「絶望」のメルクマールにも当てはまる。これでもって意味される精神状態は、

責任減少が考慮されるべき動機または激しい感情の興奮に整理されるべきである」954。この

代案の殺人罪規定は、謀殺と故殺の本質的な区別を撤廃し、減軽の要件を概括的に定めてい

る点が特徴であり、おそらく、大刑法委員会の議論を参考にすると、実務家からは到底受け

入れられない起草だろう。 

しかし、各則について全面改正が見送られた結果、殺人罪については 1941年改正の法律

要件がわずかな修正を除いて残ることとなった。その後の改正として、1998年の第 6次刑

法改正法に触れておく。本法では、前述のとおり、第213条の要件につき、被殺者（Getöteten）

が殺された者（getöteten Person）に修正されたほか、法定刑が引き上げられた。また、第

217 条の嬰児殺が削除された結果、「その他より重くない事例」に嬰児殺事例が読み込まれ

ることが確認された955。 

3.2.1.4. 検討 

                                                   
954 Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches Besonderer Teil. Straftaten gegen die 

Personen. Erster Halbband, 1970, S. 19 
955 代案以降、第 6次刑法改正法までの議論については、LINKA, a.a.O. (Anm. 841), S. 

228-240. 特に 1990年代以降の展開については、小池信太郎「ドイツにおける殺人処罰規

定の改革をめぐる議論の動向――AE-Leben, GA 2008, S. 193 ff.を中心に――」川端博＝浅

田和茂＝山口厚＝井田良編『理論刑法学の探求 4』（成文堂、2011）239-257頁参照。ま

た、ごく最近の提案としては、Rüdiger DECKERS=Thomas FISCHER=Stefan 

KÖNIG=Klaus BERNSMANN, Zur Reform der Tötungsdelikte Mord und Totschlag - 

Überblick und eigener Vorschlag, NStZ 2014, S. 16. これに対する批判と提案として、

Tonio WALTER, Vom Beruf des Gesetzgebers zur Gesetzgebung - Zur Reform der 

Tötungsdelikte und gegen Fischer et al. in NStZ 2014, 9, NStZ 2014, S. 368-376. 
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故殺の減軽規定の成立過程について、過剰防衛との関係では次のことが確認される。 

 まず、この故殺の減軽規定が問題となる事例と過剰防衛の事例に重なりがあることは、19

世紀以来度々言及されてきたということである956。前述のように、代案グループや現第 33

条が過剰防衛に刑の減軽を定めなかったのも、故殺の減軽規定が必要な調整を十分に果し

ているとみなされたからであった。 

 また、激怒といった強壮性情動も、一定の状況下では「了解可能な激しい感情の興奮」と

評価されうるということも、終始一貫して承認されていた。これまでの日本の過剰防衛論は、

対象を虚弱性情動からの行為に限定しようと何とか試みる第 33条の議論を参照してきた結

果、そこで言及される強壮性情動への否定的な評価をそのまま受け取ってきたように思わ

れる。しかし、強壮性情動も一定の状況下では優遇に値すると長らく考えられてきたのであ

り、刑の任意的減免を効果とするわが国の議論としては、この側面を無視すべきではないよ

うに思われる。 

 さらに、特に大刑法委員会における議論に言えることなのだが、特定の情動ないし動機に

関するメルクマールは、それを抱くような状況ないし行為類型を念頭に置いて議論されて

いることがわかる。すなわち、大刑法委員会の議論では、同情（mitleid）は安楽死（被害者

への同情）および母親を虐待する「家庭の暴君」の息子による殺害（第三者への同情）を、

絶望（Verzweiflung）は拡大自殺を指す情動メルクマールであった。このことからは、情動

メルクマールは、その精神状態そのものよりも、それを抱くような行為状況を優遇するため

の指標として定められていることが明らかとなる。このような立法技術は、過剰防衛の虚弱

性情動の要件においても当てはまる可能性がある。つまり、虚弱性情動の要件は、そのよう

な精神状態自体が予防の存否などの独自の意義を持っているのではなく、虚弱性情動から

の行為に見えるような状況が存在していなければならないということを意味しているので

ある。このように考えると、第 33条についての現在の判例の立場から処罰の範囲外となる

のも、もっぱら強壮性情動から出た、あるいは不十分な不安から出た行為に見えるような状

況において行われた過剰防衛行為となる。検討したように、そのような状況は、正当防衛権

が「社会倫理的制限」を受ける事例群に事実上おおまかに対応しているのだが、このことは、

過剰防衛が正当防衛の上に成り立つものである限り、正当であると評価される。 

 

 

3.2.2. 故殺の減軽規定をめぐる学説と判例 

 第 213 条は、前段の誘発類型と後段の一般類型に分けられる。後段の一般類型は、特定

の要件なく事例の全体的評価を基礎に適用される。そのため、まず規定の性格をより明確に

表している前段の誘発類型の要件を概観した上で、これとの関係における後段の一般類型

の位置づけを確認する。なお、判例によれば、故殺となれば第 213 条前段の要件を充足す

                                                   
956 総論の教科書においても、MERKEL=LIEPMANN, a.a.O. (Anm. 712), S. 185 やなど

において、過剰防衛と故殺の減軽規定の連続性がしばしば確認されてきた。 
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る場合、第 227 条の傷害致死については、第 227 条第 2 項に定められるより重くない事例

の法定刑の適用が必要的となる957。同様に、第 224条（危険な傷害）、第 225条（保護をゆ

だねられた者への虐待）、第 226条（重大な傷害）についても、第 213条の要件を充足する

場合にはそれぞれより重くない事例（順に第 1 項後段、第 4 項、第 3 項）があると理解さ

れている958。 

 

3.2.2.1. 誘発類型 

3.2.2.1.1. 誘発された故殺の減軽の法的根拠・性質 

第 213 条前段の減軽の基礎についてはそれほど大きな争いはない。それは、殺害行為に

対する誘因を作った後の被害者の共同答責性と、誘発された行為者の精神的例外状態にあ

る959。ESCHELBACH は、「名誉防衛（Ehrennotwehr）類似状況」という言葉をここで用

いている960。もっとも、それほど詳細な議論がなされているわけではないが、第 213 条第

1項の誘発事例において不法減少が存在するのかについて、より詳しく見る必要があるだろ

う。というのも、攻撃者の誘発行為が終了している場合が典型例である本条の行為に不法減

少が認められるのであれば、事後的時間的過剰防衛にも同じことが当てはまり、過剰部分だ

けで不法減少と責任減少を基礎づけうるからである。 

この点について、ZWIEHOFFは、規定の成立過程を検討した上で、以下のように述べる。

一般的には、誘発事例が不法を変更する事情ではなく、単に責任減少の側面を記述した規定

であると受け止められている。しかし、誘発事例の本質は、「感情移入のできる

（einfühlbaren）」興奮に尽きるような単層的なものではない。「むしろ、被害者によって紛

争が行為者に押し付けられたということも 1 つの役割を果しているのであり、それゆえ、

情動は確かに刑の減軽のための必要条件ではあるが、その十分となる根拠は発生原因に見

出されるべきなのである。それゆえ、犯行の減軽される重大性は、いましがた終了した攻撃、

つまり誘発に対する責任減少的興奮によってのみならず、同じく、さらにはまさしく、違法

な攻撃を押し戻していることによってもまた、根拠づけられるのである」961。この観点か

ら、ZWIEHOFF は、さらに、正当防衛が問題となる事例との対比を行う。それによれば、

                                                   
957 BGHSt. 25, S. 222. 第 6次刑法改正法による改正後の裁判例として、BGH NStZ-RR 

2000, S. 80. 
958 もっとも、Ralf ESCHELBACH, in: von Heintschel-Heinegg, § 213 Rn. 29は、傷害

犯罪への第 213条の類推適用が正当化されるのかは不明確であるとしている。 
959 ESCHELBACH, von Heintschel-Heinegg, § 213 Rn. 1; ESER=STERNBERG-

LIEBEN, Schönke/Schröder, § 213 Rn. 1; Carsten MOMSEN, in: 

Satzger/Schluckebier/Widmaier, § 213 Rn. 1. これらに対して、BERNSMANNは、誘発

行為を行った者がより保護に値しないという被害者学的側面の考慮よりも、情動のために

減少した行為者の責任がまったく本質的であると指摘する（Klaus BERNSMANN, Zur 

Konkurrenz von „privilegierten“ und „qualifizierten“ Tötungsdelikten, Juristenzeitung, 

1983, S. 50）。同様の見解として、Eckhard HORN, in: SK, § 213 Rn. 3. 
960 ESCHELBACH, von Heintschel-Heinegg, § 213 Rn. 6. 
961 ZWIEHAOFF, a.a.O. (Anm. 875), S. 20. 
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第 213 条における誘発事例に近い制度として、正当防衛（第 32 条）、内包的過剰防衛（第

33 条）、両当事者から相互に行われた侮辱（第 199条）962および報復（旧第 233 条）963が

挙げられる。第 213条の「その場で」という文言を厳格にとれば、第 32条の意味における

現在の違法な攻撃と、第 213 条のいましがた終了した攻撃との間の時間的間隔は最小限も

のとなる。確かに、正当防衛との対比では、第 213 条前段の事例は必要性の程度を超過し

ているが、このことは第 33 条との比較を要請する。第 33 条においては、虚弱性情動が行

為者の不処罰まで導くのに対して、第 213 条によれば、強壮性情動の結果として単なる刑

の減軽が認められる。かくして、法律は、違法ですらない正当防衛（第 32条）、必要的な不

処罰となる過剰防衛（第 33条）、裁量的な不処罰となる相互の侮辱（第 199条）、刑の減軽

となる誘発による殺人（第 213条）と、綿密な段階的体系を作っている。「それゆえ、法律

は、違法に誘発された誤った反応および過剰な反応に際して、かたちを変えて宥恕を行って

いるのである。そこでは、構成要件該当行為が正当化の要件を完全に充足すればするほど、

行為は適法な領域により近づく、つまりその不法内容が減少する」。過剰防衛は、一部の領

邦国家法においては「適正な正当防衛（gerechte Notwehr）」と呼ばれていたのであり、「ほ

とんど適法」なのである。これに対して、誘発された殺人は、急迫不正の侵害の欠如と強壮

性情動による過剰反応を理由として、不法性の等級上でさらに下方向に落とされる964。この

ように、ZWIEHOFF は正当防衛と類似する一連の制度を比較して、第 213 条における不

法減少を説明する。もっとも、各規定を参照するにとどまり、不法減少の基礎に関する犯罪

論的な説明はなされていないため、正当防衛事例と近似していることがどのように行為の

不法内容に影響を与えると考えられているのかは明らかではない965。 

 また、多くの学説は、被害者の「共同答責性（Mitverantwortlichkeit）」を不法減少事由

の根拠と理解している。たとえば、MITSCHは、「実際には、当罰性の減少は、行為者の責

任減少的情動だけでなく、被害者の不法減少的共同答責性にも依拠しているのである」966と

明確に述べる。これに対して、NEUMANNは、被害者の共同答責性という契機を以下のよ

                                                   
962 第 199条（相互に行われた侮辱） 

  侮辱がその場で応酬された場合、裁判官は、侮辱者の双方又は一方について、不処罰

を言渡すことができる。 
963 旧第 233条（報復） 

  第 223条による身体傷害が、第 223条による身体傷害を伴う侮辱又は前者を伴う後者

とともに、その場で応酬された場合、裁判所は両被告人の双方又は一方について、裁量

により刑を減軽し（第 49条第 2項）又は免除することができる。第 1項は、同じく、

第 230条による過失傷害についても、第 224条に言及される結果を生じなかった限り

で、認められる。 

 この旧第 233条は、1998年の第 6次刑法改正法により削除された。 
964 ZWIEHOFF, a.a.O. (Anm. 875), S. 21-22. 
965 このほか、正当防衛状況と第 213条の行為との連続性に言及するものとして、Walter 

KAGEL, Beleidigung und Retorsion, in: Rainer ZACZYK=Michaek KÖHLER=Michael 

KAHLO (Hrsg.), Festschrft für E.A. Wolf, 1998, S. 203; KERN, a.a.O. (Anm. 349), S. 

286-287. 
966 Wolfgang MITSCH, Grundfälle zu Tötungsdelikten, JuS 1996, S. 29. 
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うに説明する。「誘発によって行為者の側から殺害へと引き込まれた行為者の優遇は、まず

第 1 に、行為に対する被害者の共同答責性の思想に依拠しているのであり、確かにそれは

行為の不法を減少させることはないが、行為者を――一つ一つ被害者の負責に対して――

部分的に行為への答責性から解放するのである。情動のために限定された制御能力の観点

は、これに並ぶ 2次的な意義を持つにすぎない」967。また、SCHNEIDERも、行為者が防

衛行為を行っているわけではないことを指摘して不法減少に疑問を述べた上で、「ここでは、

状況的・象徴的な応報行為（situativ-symbolische Vergeltungsaktion）として、当事者間の

関係の全体的考慮の枠内で、行為状況を知覚した法的同胞の観点から、社会倫理的に部分的

に了解できる行為の典型例が、道を切り開いているのである。一般予防的・機能的構成要素

に拡大された責任概念が、刑法教義学的に耐えうるこの思想の変換の可能性を与える」968と

する。ESCHELBACHも、情動に条件づけられた責任減少と、被害者の共同答責性の 2つ

を刑の減軽の基礎とする969。 

 さらに、MÜSSIGは、独自の管轄の観点から第 213条の減軽を不法減少（および責任減

少）に位置づける970。彼によれば、行為者と被害者との関係において、被害者の法的に許容

されない態度が、帰属を限定する状況として参照される。被害者への答責性の記述

（Verantwortungszuschreibung zum Opfer）の端緒は、それにより行為者の絶対的に保障

された権利が侵害されるところの、行為に至る文脈の被害者側に客観的に帰属可能な形成

である。答責性の基礎づけ、それゆえ答責領域の区別は、法的な自由実践の制度化された条

件に導かれる。記述の基礎は、刑法的帰属の過程における、法的承認関係の具体化としての

人的帰属のひな形（personale Zurechnungsmuster）である971。この見解は、NEUMANN

の言及する被害者の共同答責性を、不法の領域に位置づけるものと理解されるだろう。つま

り、個別の殺人行為の不法内容の同定に際して行為が行われた背景が参照される結果、被害

者の誘発があった場合には不法減少が認められるのである。このほか、HÖRNLE は、「犯

行の以前にあった事象も、場合によって不法減少的に作用する。例えば、犯罪行為の成立が

一部被害者にも帰属可能な場合である」。「これが問題なく認められるのは、被害者が意図的

に攻撃を挑発した場合のみである」として、特定の誘発を不法減少によって説明する972。 

                                                   
967 Ulfrid NEUMANN, in: NK, § 213 Rn. 6. 
968 Hartmut SCHNEIDER, in: MK, § 213 Rn. 6. 
969 ESCELBACH, von Heintschel-Heinegg, § 213 Rn. 5. 
970 なお、MÜSSIGにおいては、刑法解釈論上の不法は法侵害の意味論的意味構造

（semantische Sinnstruktur der Rechtsverletzung）であり、責任は法侵害の規範的意味

構造（normative Sinnstruktur der Rechtsverletzung）である。不法は、刑法上の保障の

表明の意味論的観点として、保障された法関係の内容的な整除に関係するものであり、責

任は保障された法関係の基盤としての法妥当を目標とする（MÜSSIG, a.a.O. (Anm. 800), 

S. 157-158）。 
971 MÜSSIG, a.a.O. (Anm. 800), S. 323. また、JAKOBS も、責任に関しての記述である

が、「自分でその状況を理由もなくアグレッシヴなものにした者は、そしてこの者だけ

が、その保護の一部を失うのである」とする（ヤコブス・前掲注（783）64頁）。 
972 タチアナ・ヘアンレ著（葛原力三訳）「量刑上重要な犯行事情」ヴォルフガング・フリ
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 しかしながら、これらの発想が、法秩序は原則としてすべての者に自らの激怒の支配を要

請するというきわめて当然の前提と両立するのか、問われなければならないだろう。刑法の

決定規範性を不法の領域で考慮するとしても、行為者に対しては、重大な侮辱や虐待に対し

て理性的に振る舞うこと、いわんや殺人行為に出ないことが要求されるのである。法秩序や

社会倫理の観点は、減軽を第 213 条前段所定の行為に限定する根拠にはなっても、ここで

第 212 条の通常の故殺と比べて刑を大幅に減軽する規範的な根拠にはならないのである。

被害者の自己答責性の考慮が、完全な他者危殆化の事例で大幅な減軽を正当化するほど広

い射程を有しているようには思われないし、被害者の態度をことさらに強調することはま

さしく「攻撃をするという悪しき人格のみから違法性を根拠付けようとするもの」973と共通

の発想であると言わざるをえない。 

このことは、被害者の同意がある場合との対比により鮮明になる。量的な側面として、誘

発による殺人と同意による殺人との間で不法の内容に大きな差があることは、第 213 条の

法定刑（1年以上 10年以下の自由刑）が、下限・上限ともに第 216条（6月以上 5年以下）

の倍に定められていることから明らかである。しかしながら、誘発による減軽と同意による

それとの間には、次のような看過しがたい質的な相違がある。すなわち、被害者による誘発

または同意を行為者が認識せずに殺人を行った場合、たとえば、被害者が、行為者に対する

重大な侮辱または殺害への同意を書面にしたものの、行為者がそれを読まずに殺人に出た

場合、第 213 条前段や第 216 条の適用は認められない。しかし、その際に客観的に存在す

る誘発と同意の意義はまったく異なる。つまり、客観的に存在する同意（同意の書面）は、

被害者の一応の自己決定として、行為者によるその認識がなくても大なり小なり殺人の不

法を減少させうるのに対し974、客観的に存在する誘発（重大な侮辱の書面）は、それが行為

者に認識されない限り不法に一切影響を与えない975。言い換えると、刑の減軽の根拠として

は、行為者がまさしく被害者により誘発されたという客観的な事情は、行為者がそれを認識

したという主観的な事情に完全に従属するのである。このような主観的な事情を不法の領

域に位置づけることも可能だが、本来であれば行為者に自制が求められる誘発と、被害者の

一応の自己決定である同意との間にある、乗り越えがたい質的な相違を看過すべきではな

いだろう。 

また、誘発を不法減少の根拠とすることは、その判断基準の規範化において困難を生じさ

せる。一方で、不法の領域では、責任判断よりも個別化を行うことはできず、誘発の有無は

                                                   

ッシュ＝浅田和茂＝岡上雅美編著『量刑法の基本問題――量刑理論と量刑実務との対話―

―』（成文堂、2011）129頁。もっとも、意図的な攻撃の誘発は、被害者の自己答責性だ

けでなく同意による不法減少の射程と理解する余地もあるところ、HÖRNLEの重点がど

ちらにあるのか定かではない。 
973 橋田・前掲注（411）229頁。 
974 もっとも、徹底した行為無価値論の立場からは、行為者が同意を認識しない限り、通

常の殺人と行為不法はまったく変わらないという結論もありうるだろう。 
975 誘発が正当防衛状況を構成する場合、その限りで被害者（誘発者かつ攻撃者）の保護

喪失を理由とした不法減少はありうる。 
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もっぱら規範的な基準に依拠して決定されることとなる。しかし、他方で、規範的観点から

の不法の領域における減軽の根拠づけは、袋小路に入らざるをえない。つまり、行為者を優

遇する方向で、1871年の立法の段階で誘発類型となお結びついていた、「殺人権」976または

「妻の身体と精神への夫の所有権を内容とする大昔の観念」977を想起させる価値観を部分

的に承認するか、あるいは、被害者を冷遇する方向で、侮辱などの落ち度を犯した者の法的

保護を切り下げるか、少なくとも一方を「規範的」観点で正面から受け入れることにつなが

るのである。しかし、殺傷自体に肯定的価値が付されることはありえず、それゆえこれに至

ることもまた否定的に評価されざるをえない978。かといって、正当防衛の文脈でさえ配慮を

求められる生命の尊重の要請が、単に侮辱を行ったにすぎない者の保護の切り下げを承認

するようにも思われない。1810年フランス刑法典第 321条のように重大な殴打・暴行に誘

発を限定する法制がある中で、あえて重大ではあれ言葉による侮辱を誘発に含めた第 213

条前段は、被害者の大きな落ち度を予定していないものと理解されるべきだろう。いずれに

せよ、刑法の評価規範性が主に問題となる不法の考慮は、当該行為に対する肯定的または否

定的な評価の側面と切り離せないのであって、ここで減軽の基準を定めると、殺人に対する

肯定的評価か被害者に対する否定的評価のいずれかが明示されてしまうことになってしま

うのである。むしろ、殺傷に対する否定的評価を維持しつつ刑の減軽を基礎づけるためには、

否定的に評価された不法内容の主観的帰責としての、責任減少にその根拠を求めるほうが

体系的に優れているだろう。 

もっとも、状況が法定の違法性阻却事由に近いことをもって、行為に不法減少を認めるこ

とは可能であるように思われる。第 213 条前段の事例も、特に被害者による虐待が問題と

なる場合、行為が正当防衛の様相を部分的に呈しうる979。ここでは、ESCHELBACHの言

うように、誘発された行為に自己の名誉の保全を見出すことができる。しかし、1871 年の

制定当初はともかく、現在の憲法的価値観からして、自らの名誉を守るための殺人に優遇を

                                                   
976 Gerd GEILEN, Provokation als Privilegierungsgrund der Tötung? Kritische 

Betrachtungen zu § 213 StGB, in: Hans-Heinrich JESCHECK=Hans LÜTTGER 

(Hrsg.), Festschrift für Eduard Dreher zum 70. Geburtstag, 1977, S. 370. 
977 Wolf MIDDENDORFF, Probleme um § 213 StGB, in: Hans GÖPPINGER=Paul H. 

BRESSER (Hrsg.), Tötungsdelikete. Bericht über die ⅩⅩ. Tagung der Gesellschaft für 

die gesamte Kriminologie vom 4. bis 6. Okrober 1979 in Köln, 1980, S. 133. 
978 このことは、第 213条前段について、第 6次刑法改正法による法定刑の変更が行われ

た後でも、規定の趣旨に対する批判が少なくないことからも明らかである（たとえば、
Gunther ARZT=Ulrich WEBER=Bernd HEINRICH=Eric HILGENDORF, Strafrecht 

Besondder Teil, 3. Aufl., 2015, § 2, Rn. 80; SCHNEIDER, MK, § 213 Rn. 6. 第 6次刑法

改正法以前のものとしては、たとえば、GEILEN, a.a.O. (Anm. 976), S. 357-388; ders., 

Zur Entwicklung und Reform der Tötungsdelikte, JR 1980, S. 316; MAATZ, a.a.O. 

(Anm. 848), S. 104）。 
979 たとえば、GÜNTHERは、「家庭の暴君」の殺人については、正当防衛および緊急避

難との近似性があるため、不法減少を認めることができるとする（Hans-Ludwig 

GÜNTHER, Mordunrechtsmindernde Rechtfertigungselemente, JR 1985, S. 268-

275）。 
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与える余地があるのかには疑問が残る。そのような行為は、第 211条の謀殺における「低劣

な動機」からの殺人と紙一重の位置にあるとさえ言いうるだろう。確かに、誘発が虐待の場

合には、身体保全を不法減少として考慮する余地はなお残るが、これは第 213 条前段に共

通の要素ではないため、一般的な量刑事情にとどまると言わざるをえない。なお、正当防衛

を被害者と行為者との管轄の問題と考えるのであれば、第 213 条前段をこれと連続的な問

題と考え、部分的な不法減少を認めるという構成があるのかもしれないが、正当防衛、過剰

防衛、誘発による故殺の減軽という段階的区別を、一元的な観点から量的に説明するのは困

難だろう。 

結局のところ、誘発類型において不法減少を認めうるのかは、不法を犯罪論上どのように

位置づけるかという先決問題に当然依存するため、本稿で明確な結論を下すことはできな

い。ここでは、以上の検討から、先行する誘発行為の存在は、生じた不法を被害者の側に帰

責する根拠ではなく、情動が行為者にとって外在的であることの根拠、つまり純粋な責任減

少の根拠であると考える。このような理解に対して、NEUMANN は、自ら責任を負う誘発

が排除されている点を説明できないとする980。これについては、過剰防衛で述べたとおり、

規定を限定する要件は、その効果の根拠から内在的に説明される必要はないと反論される。

NEUMANN の言う「被害者の共同答責性」の観点からも、激怒することや、「その場で」

行為することは必ずしも要求されないはずである。つまり、責任減少への着目は、あくまで

第 213 条前段により減軽することを説明するだけであり、それ以外の場合に減軽しないこ

とを説明するものではない。加えて、誘発につき責任を負わない場合、それを負う場合より

も責任減少が大きい（小さいことはない）と言ってよいから、責任減少の類型化される事例

として第 213 条前段が観念されることに不都合はない。要するに、責任減少すなわち期待

可能性の減少の加味の限定の基礎として、行為を誘発したという被害者の落ち度への法秩

序の着目が援用されるのである981。 

3.2.2.1.2. 誘発行為 

3.2.2.1.2.1. 誘発行為の重大性 

誘発行為の概念一般については、それほど争いはない。条文上、虐待または重大な侮辱は、

行為者またはその近親者に加えられたものでなければならない。虐待とされるのは、身体的

毀損に限られず、それが行為に関連づけられている限りで982、心的態様の虐待もありうる。

また、当たりそこなったものの身体または生命に対する脅威となった攻撃もこれに当りう

る983。それゆえ、「虐待」という日本語が一定の「むごさ」と結びついていることにかんが

                                                   
980 NEUMANN, NK, § 213 Rn. 6. ただし、NEUMANN は誘発を不法減少としてとらえ

るわけではないので、減軽の犯罪論上の位置づけとしてはおそらく本稿とそれほど変わら

ず、ただ着目点が異なるのではないかと思われる。 
981 当事者間の関係に着目する判例の傾向については、BERNSMANN, a.a.O. (Anm. 959), 

S. 163-165. 
982 この点を強調するものとして、SCHNEIDER, MK, § 213 Rn. 12. 
983 被害者がナイフで襲ったが傷害にいたらなかった場合でも、第 213条前段の「虐待」
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みると、「加害行為」や「非行」という言葉のほうが内容に則しているだろう。重大な侮辱

とは、第 185 条の意味における名誉毀損に限られるべきではなく、再三の家宅不可侵権の

無視984といった、あらゆる重大な中傷を含む985。加えられた中傷の重大性は、紛争の全体

関係の考慮の下で、行為者の個人的な生活圏を考慮に入れて986、客観的に決定されるべきで

あるとされる。その判断の際には、問題となる場面の態度つまり被殺害者の特定の個別行為

だけでなく、先行する対立状況の推移を含めた態度全体、および、場合によってはそれ以前

の中傷も一緒に考慮されるべきであると一般に説明される987。それゆえ、目下の態度が「言

ってみれば樽を溢れさせた 1 滴にすぎない」988ものであっても、事案の全体を考慮して重

大な侮辱または虐待に該当するとされている。これに対して、規定の適用を限定する方向で

解釈する見解では、「個人的な感受性や特定の集団の特別な名誉観念は、侮辱の重大性の法

的評価に際して役割を果さない」989として、客観的な社会倫理的観点が強調される。 

 誘発行為の重大性については、しばしば比例性の観念が用いられる。たとえば、

ESCHELBACH は、侮辱の重大性について比例性の考慮を要求し、「誘発が対応を了解可能

なものに思わせるか否か」を問題とする990。また、KÜHLは、「引き起こされた情動の追想

可能性（Nachvollziehbarkeit）という意味での、誘発の重大性と行為との間の一定の比例

性」を求める991。また、NEUMANN は、ここでも被害者の共同答責性の観点を根拠に、被

害者への行為の帰属が考慮されないほどに著しい不均衡がある場合には、第 213 条は適用

されないとする992。他方で、ここで考慮される比例性は、「情動のきっかけと情動の結果（死）

との間の比例性ではなく、きっかけと情動との間の比例性」であとする見解もあるが993、こ

のように考えると、比例性は誘発の重大性にほとんど解消されることになる。これに対して、

                                                   

となりうるとしたものとして、BGH NJW 1995, S. 1910. 
984 BGH Monatsschrift für Deutsches Recht（以下、「MDR」）, 1979, S. 987; BGH 

NStZ-RR 1996, S. 259. 
985 これに対して、SCHNEIDER, MK, § 213 Rn. 16は、第 185条以下の侮辱に限るのは

解釈論上も主張可能であり、刑事政策的にも望ましいとする。 
986 精神科医からの提言としても、Johann GLATZEL, Privilegierung versus 

Dekulpation bei Tötungsdelikten, StV 1987, S. 554-555. 
987 ESER=STERNBERG-LIEBEN, Scönnke/Schröder, § 213 Rn. 5-5a; Johannes 

WESSELS=Michael HETTINGER, Strafrecht Besonder Teil 1, 35. Aufl., 2011, § 2, Rn. 

173. 
988 この表現は裁判例において多用されている（たとえば、BGH NStZ-RR 1996, S. 

259）。同様の表現は、ロシア語にもあるようなので（セルゲイ・ツィツァリュフ「怒り、

攻撃および犯罪行動――文化的コンテキストにおける「情動犯罪」の位置――」中山研一先

生古稀祝賀論文集編集委員会編『中山研一先生古稀祝賀論文集 第 4巻 刑法の諸相』（成

文堂、1997）126頁）、おそらく他の言語にもあるのだろう。 
989 SCHNEIDER, MK, § 213 Rn. 18.  
990 ESCHELBACH, von Heintschel-Heinegg, § 213 Rn. 12. もっとも、第 6次刑法改正

法により法定刑が引き上げられたため、この解釈の前提は相対化されたとする。 
991 KÜHL, Lackner/Kühl, § 213 Rn. 7. 
992 NEUMANN, NK, § 213 Rn. 16. 
993 ESER=STERNBERG-LIEBEN, Schönke/Schröder, § 213 Rn. 11. 



302 

 

虐待や重大な侮辱は人の殺害に対しては常に比例性を欠くため、「中傷と激怒において行わ

れた行為との間に特別な比例性が存在するということは必要ではない」として、比例性の観

念に独自の意義を与えない見解もある994。 

判例も比例性を求めていないとされる。たとえば、1970 年の連邦通常裁判所判決によれ

ば、「行為が「謀殺との境界」にあり、「きわめて野蛮で、適正な激怒および比例性と両立し

えない態様と方法で実行」されたということは、第 213 条の要件の否定を正当化しない」。

すなわち、刺激と行為との間に顕著な比例性の欠如がある場合に、行為者がその刺激によっ

てその場で所為へと引き込まれたという意味での因果関係が慎重に吟味される必要がある

にせよ、激怒への刺激を理由とする第 213 条の適用は、被害者の所為の重大性と激怒にお

いて行われた殺人行為との間の比例性を前提としない995。同様の判断は、バーで拳銃を使用

した事件でも採用された996。 

また、精神障害者や子供、酩酊者による誘発は、行為者がこれらの事情を認識可能であっ

た場合には、重大な侮辱にならないとされることがある。NEUMANN は、このことを、被

害者の行為に対する共同答責性が刑の減軽の根拠であることから導く997。これに対して、

ESER=STERNBERG-LIEBEN などは、むしろ侮辱を行った具体的な状況による制約と整

理し、責任能力の有無などの一般的な区別をしていないように思われる998。 

この関連で参照されるのは、連邦通常裁判所 1987 年 5 月 12 日判決である。ここでは、

一般医である被告人が、うつ病の影響から侮辱を行ったその妻である被害者を殺害した行

為が問題となった。被告人は、1984年の初めに不倫を行い、妻に別れを持ち出したのだが、

ここでは最終的に和解する。ところが、和解の数日後から妻が急性の鬱状態に陥り、被告人

はこれを投薬治療することとなった。妻は、午前 2時前後になると被告人を起こし、「侵害

的な態様で」被告人の以前の不倫を非難し、侮辱するなどしたが、被告人は、これを回復に

向かう途上の発言であるとして耐えた。しかし、妻の症状が悪化する中で、被告人は殺害を

決意し、殺害の意図で首を絞め、枕で窒息死させた。「被告人は、この時点では、先立つ対

立に基づく高度の情動的な興奮のために、その制御能力を大きく損なっていた」。ラント裁

判所は、被告人は確かに重度に侮辱されたが、その不倫が侮辱の発端であったとして、「自

己の責任なく」激怒し行為に出たものとは認められないとした。これに対して、連邦通常裁

                                                   
994 MOMSEN, Satzger/Schluckebier/Widmaier, § 213 Rn. 8. 同様に、

MAURACH=SCHROEDER=MAIWALDは、誘発の重大さの比例性は求められないが、

顕著な不均衡がある場合には、殺人行為に対するその原因性が慎重に吟味されなければな

らないとする（Reinhart MAURACH=Friedrich-Christian SCHROEDER=Manfred 

MAIWALD, Strafrecht Besonder Teil, Bd. 1, 10. Aufl., 2009, § 2, Rn. 56）。 
995 BGH GA 1970, S. 214. 
996 BGH NStZ 1985, S. 216. 
997 NEUMANN, NK, § 213 Rn. 10. SCHNEIDER, MK, § 213 Rn. 20 は、正当防衛の社会

倫理的制限との関連性を指摘する。 
998 ESER=STERNBERG-LIEBEN, Schönke/Schröder, § 213 Rn. 5a; T. FISCHER, 

a.a.O. (Anm. 633), § 213 Rn. 5.  
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判所は、行為者の事前の態度だけでは誘発から責任減少作用を取り去ることはできないと

して、原判決によるこの要件の否定を批判し、以下のように判示した。「しかしながら、ラ

ント裁判所の判決は、その他の理由から、結論的には失当でない」。認定によれば、犯行日

の朝の妻の態度は、彼女の精神疾患に基づくものであった。そして、被告人もそのことを十

分に認識していた。確かに、侮辱が重大であったか否かは客観的に判断されるものである。

「刑事部は、この原則が、精神疾患のためにまたは他の理由からその答責性が限定されてい

た（後の）被害者にも、その発言をこの状態から独立して、その客観的な内容のみに基づき、

「重大な侮辱」として帰責されることとなる、とりわけ行為者が被害者の限定された答責性

を知っていた場合にもそうであるということについて、未決定である」。「しかしながら、客

観的基準に依拠しても、「行為者と被害者との間に存在した具体的関係」に着目しなければ

ならないという理由から、この問題への回答は決定的ではない」。本件では、鬱状態で薬の

影響下にない段階で、被害者が、攻撃的で侮辱的な発言を日頃から行い、それが病気による

ものであることを被告人は知っていたのであった。「この前提の下では、通常であれば――

同じく同一の関係者の下でも――客観的に重大に侮辱的であると格づけられるであろう発

言も、この性質を失いうるのである」。それゆえ、本件被害者の行為は重大な侮辱には当た

らず、第 213 条前段は適用されない999。本件では、当事者は夫婦関係にあり、被告人は専

門でないとしても医師であり、かつ鬱状態の原因である不倫を行った者であった。また、裁

判所が未解決のままにした問題についても、被告人の認識がなお重視されているが、これは

被害者の共同答責性の有無とは無関係である。さらに、原判決の宣告刑は 6 年 6 月の自由

刑であったが、当時の第 213 条の法定刑の上限が 5 年であった点も念頭に置く必要がある

だろう。それゆえ、本判決を一般化して、責任無能力者による誘発を否定することはできな

いように思われる1000。 

3.2.2.1.2.2. 誘発行為への責任の不存在 

行為者は自己の責任なく刺激されたものでなければならない。それゆえ、行為者が、最初

に自分の側で有責に、それまで温和であった被害者を誘発的反応へと挑発した場合には、特

典は認められない。前述の「重大な侮辱」と「虐待」が広く解釈されているため、この要件

は第 213 条前段の射程を制限する重要な契機となりうる。特に SCHNEIDER のように本

条の適用領域を限定しようとする論者は、この要件を規範的にとらえることを主張し、判例

が時折見せる心理学的解釈を批判する1001。もっとも、実際には、この点はそれほど厳密に

考えられているわけではない1002。ESER=STERNBERG-LIEBENによると、「というのも、

                                                   
999 BGH NJW 1987, S. 3143. 
1000 責任無能力状態については、酩酊下の行為がさらに問題となる。これについても、た

とえばMOMSEN, Satzger/Schluckebier/Widmaier, § 213 Rn. 13 は、行為者に自制が期

待されるものの、常にそれを求めることはできないと注意を促している。 
1001 SCHNEIDER, MK, § 213 Rn. 35. 
1002 たとえば、MAURACH=SCHROEDER=MAIWALD, a.a.O. (Anm. 994), § 2, Rn. 56

は、「十分な誘因を与えることなく（ohne genügende Veranlassung）」といった定式のほ
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多くの場合、殺害を引き起こす誘発には、両者の側の非難または大なり小なり長期の対立状

況が先行するからである。そのような事例については、「両者の態度の全体的考察」が例外

なく必要なのであり、注意すべきは、特典を妨げるところの誘発への行為者の「責任」は、

一方では、犯罪論体系の意味における負責を必要とするわけではないが、他方では、行為者

が後の被害者の誘発を惹起した、または、そもそもそのきっかけを与えた点だけに目をとめ

るべきではないということである。むしろ決定的であるのは、行為者が、所与の機会におい

て被害者による虐待または重大な侮辱に対する十分なきっかけを与えなかった、つまり、場

合によってはありうる激しい誘因が行為者に非難できないということである」1003。最後の

点につき、NEUMANN は、「「誘発の誘発」の非難可能性の考慮には問題がある。なぜなら、

ここで問題となるのは、自らの事前の態度に対する行為者の答責性ではなく、行為が被害者

にどの程度帰責されうるかということだからである。しかし、そのために焦点が当てられる

のは、被害者の誘発を誘発するような行為者の行為ではなく、被害者の行為が先行する行為

者の行為ないし発言への了解可能な反応であったか否かのみである」1004と、非難可能性の

観点を批判する。 

 判例も、誘発行為についての行為者の自招性について、比較的緩やかにとらえているよう

に見える。標準となる判断枠組みは、「行為者が、その後の被殺者の態度に対して、当該時

点で十分なきっかけを与えたか否か」1005である。 

 ライヒ裁判所時代の裁判例としては、1929 年の判決が挙げられる。ここでは険悪な関係

にあった夫婦（夫が被告人、妻が被害者）が問題となった。「被告人が、陪審裁判所の証拠

採用に従えば、夫婦の不仲と婚姻生活の破綻への主要な原因を負い、これにより夫婦間にい

くらか刺々しい雰囲気を創出したという事情は、妻が、不倫の嫌疑のための被告人による非

難に対して発した態様と方法で、彼をひどく中傷したことについて、彼に責任を認めるには

十分でない。むしろ、焦点が当てられるのは、行為者が、彼を激怒へと刺激したところの被

殺者の態度に対して、問題となる時点において十分なきっかけを与えたか否かである」1006。

つまり、「自己の責任なく」の要件が否定されるのは、被害者の誘発行為について直接の責

任を負うべき場合に限られるのである。 

 否定例として、1961 年 9 月 26 日判決では、家庭内の諍いの後で妻を扼殺した夫に対し

て第 213条前段を認めた原審が、以下のように批判された。「第 213条によって有利に扱わ

れるべきは、「適正な激怒」において行動する故殺者のみであり、後の被殺者の誘発に対し

て非難可能なかたちで自ら十分なきっかけを与えた者ではない。ここでは、行為の発生との

直接の時間的連関の中で起きた出来事にもっぱら焦点が当てられるのではなく、行為者が

                                                   

うがよいだろうとしている。この点は、比較的古い教科書においても同様である（vgl. 

Hermann BLEI, Strafrecht 2. Besonder Teil, 12. Aufl., 1983, S. 19）。 
1003 ESER=STERNBERG-LIEBEN, Scönke/Schröder, § 213 Rn. 12. 
1004 NEUMANN, NK, § 213 Rn. 14. 
1005 BGH NStZ 1981, S. 300 
1006 RG JW 1930, S. 919. 
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被害者に過去に加えた仕打ち（Unbill）もまた重要となりうる」。そのような全体的考察は、

行為者と被害者が夫婦として長い間生活共同体にあった場合にはまさに要請される。問題

となるのは、行為者が与えた誘発行為への刺激が、それ自体として重大な非難を根拠づけ、

それだけで被害者の反応を説明するかではない。誘発が、行為者の先行する有責な態度への

了解可能な反応に見える場合には、行為と密接な時間的連関にある諍いへの直接のきっか

けが被害者により与えられたか否か、被害者が行為者よりも大きな攻撃意欲と強情さを見

せたか否かは、重要ではない事柄にとどまる1007。この判決では、「言ってみれば樽を溢れさ

せた 1 滴にすぎない」という表現が、誘発行為に対する行為者の事前の態度についても使

用されるということが明らかにされた。それゆえ、行為者の事前の態度と誘発行為との関係

は、誘発行為と殺人行為との関係と同じように事案の全体的考察の下で判断されるのであ

る。 

 ここでの、「誘発が行為者の先行する有責な態度への了解可能な反応に見えるか」という

基準が明確に用いられたのが、連邦通常裁判所 1981 年 7 月 22 日判決である。被告人は、

犯行当日の朝、会社の更衣室において、数週間前から不仲であった（この不仲の原因につい

ては Cにあるものとラント裁判所は認定）L、Sと C 兄弟に遭遇し、立去り際にドアを荒々

しく閉めたのだが、これに兄弟のうちの 1人が「まぬけ（Arschloch）」と背後から罵声を浴

びせた。そのすぐ後で、3者が仕事部屋で改めて出くわしたところ、ここで Cが被告人に大

声で話しかけ、同じような態度を繰り返したら「お前の頭をドア枠の間かコーラの自動販売

機の中に突っ込むぞ」と脅し、さらに侮辱を加えた。ここで被告人も侮辱で応酬し、過熱す

る口論の中で兄弟の L が被告人に 2 発の平手打ちを加えるなどして乱闘となったが、その

後同僚によって力ずくで引き離された。その直後、被告人は、殺人未遂と評価される、Cの

上体に対するナイフでの刺突を行った。ラント裁判所は、先行する言動および挙動による攻

撃によって被告人が激怒へと刺激され、行為へと引き込まれたことを認めつつ、ドアを叩き

つけた行為および侮辱の応酬で諍いを激化させたことをとらえて、被告人の責任なくして

生じたものではないとし、第 213 条前段の適用を否定した。これに対して、連邦通常裁判

所は、以下のように述べてこの判断を批判した。行為者が自己の責任なく行為したのではな

いと言えるのは、「被害者の態度が、行為者の先行する有責な所為への了解可能な反応を意

味する場合」である。それゆえ、被害者の反応もまた相当性（Angemessenheit）の観点の

下で吟味されなければならない。加えて、行為者の自己の責任が刑罰減軽的な誘発の認定を

排除するのは、その責任が、被害者から行為者に加えられた行為を引き起こす中傷にまさし

く関連する場合のみである。これを本件についてみれば、被告人と被害者との不仲は C が

責めを負うものであり、これに対して裁判所が被告人に非難するドアの叩きつけは、ささい

な意義しか持たず、いずれにせよ仕事部屋に入った後の C の態度を了解可能な反応に見せ

るものではない。最初は黙っていた被告人が最終的に侮辱を応酬したということは、その後

                                                   
1007 BGH MDR 1961, S. 1027. 
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の彼に対する攻撃などへのきっかけを与えるものではなかった1008。 

 また、1983年 7月 7日の連邦通常裁判所判決では、夫婦間の諍いから生じた殺人につい

て第 213 条の適用を否定したラント裁判所が、以下のように判断された。ここで問題とな

ったのは、被害者である妻の別れ際の重大な侮辱により、夫が激怒して殺害を行ったが、こ

の妻の離別の決意と侮辱は夫が現場の雰囲気を害したことに原因の一端があり、ただし夫

はそのことについて知らなかったという事例であった。ラント裁判所は、事案の全体的考察

について確かに判例の原則に従おうとしているが、「しかし、「十分なきっかけ」が単なる惹

起と同義ではないことを看過している。法律の文言からは、行為者の態度がこの者に非難可

能でなければならない」。これが意味するのは、行為者のものの見方に焦点を当てなければ

ならない、つまり、客観的になされるべき非難は、行為者が知っていたまたは知らなければ

ならなかった事情にのみ結合しうるということである。そして、本件では、行為者の目から

見て、侮辱に対して客観的に了解可能なきっかけはなかった（つまり自己の責任なく侮辱さ

れた）と結論づけられた1009。同様に、被告人が飲食店で女性に声をかけ、同人が特に嫌が

る様子もなかったため肩を抱くなどしていたところ、女性の恋人が現れて喧嘩になり、これ

をナイフで刺殺したという事件においても、成人である本件女性が被告人の行為を「望まし

くなくはない」ものとして受け入れたという事情の下では、彼の行為を第 213 条の適用を

排除する負責として考慮に入れることは許されないとした1010。ここでも、客観的に見れば

被告人の行動は被害者による誘発行為の原因となっているが、被告人はこのような事態に

陥ることについて知る由もなかったのであり、被害者の誘発行為について責任を負わない

と評価されたのである。 

3.2.2.1.3. 殺害行為 

3.2.2.1.3.1. 情動 

行為者の精神状態は、狭義の激怒（Zorn）に限られず、激高や憤慨といったあらゆる強壮

性情動で足り、さらには、およそすべての激怒に類似する興奮も、その反応的経過が殺害に

際して影響を及ぼし、かつ、もっぱら行為者人格に条件づけられた過剰反応に見えない限り

で、十分であるとされる。ここで、ESER=STERNBERG-LIEBENは「同じく、恐怖によ

り支配された正当防衛が先行することによっても、激怒からの殺害は排除されない。ここで

は、限定責任能力の存在は、誘発に条件づけられた情動にとって、場合によっては十分条件

であるが、決して必要条件ではない。さらに場合によっては、二重の責任減少が考慮に入れ

られる」1011として、過剰防衛との限界事例に触れている。SCHNEIDER も、「行為者が不

                                                   
1008 BGH StV 1981, S. 546. 被害者の反応の相当性という観点は、その後の裁判例におい

ても用いられている（BGH StV 1985, S. 367）。 
1009 BGH NStZ 1983, S. 554. 
1010 BGH NJW 1983, S. 293. 
1011 ESER=STERNBERG-LIEBEN, Schönke/Schröder, § 213 Rn. 8. また、ここでは、

「第 213条は、行為者が激怒の情動と並んで同じく激高または復讐感情により一緒に決定

されていたということによっては排除されない。しかし、そのような動機の束の内部で、



307 

 

安だけからではなく、被害者の攻撃に対する突発的な激怒から、正当防衛の終了後もこれを

殴った場合、最初に正当防衛を行ったという事情は、誘発の選択肢の適用を阻むものではな

い」1012とする。なお、GLATZELは、精神科医としても、事後的に興奮状態の強さを明ら

かにするのは困難であるから、情動の強度ではなく、原因の観点から見たその性質を標準と

すべきであると提言している1013。 

 連邦通常裁判所はこの要件についてもまた緩やかな立場をとっている1014。たとえば、

1977 年 7 月 14 日判決では、以下のように述べて第 213 条前段の適用を認めなかったラン

ト裁判所を批判した（なお、侮辱に対する被告人の責任の不存在については別途検討するよ

うに指示している）。「認定によれば、被告人の行為は 2 つのほとんど等しい強さの動機に

依拠していたのだが、その一方は妻から加えられた侮辱であり、他方は彼のもとに帰ること

の拒否である」。陪審裁判所は、このような「動機の束」がある事例には第 213条は適用で

きないとした。しかし、第 213 条の要件からは、激怒が行為者をほとんど完全に支配して

いたのでなければならないということは導かれない。要求されるのは、行為者がなお直接に

激怒の情動の下にあったということである。「それゆえ、行為の決意およびその実行の際に

なお明白かつ決定的に中傷の影響下にあった行為者について、同じく他の動機が共に作用

したという理由から、第 213 条の優遇を否定することは、これらの他の動機が激怒を些細

な役割にまで押しのけなかった限りで、正当化されない」。本件の判決文に事実の詳細は記

載されていないが、GEILEN の批判的な評釈によれば、以下のような経過をたどったよう

である。被告人である夫は、日頃から被害者である妻に暴力を振るっていたのだが、犯行当

日に同人から別れを切り出され、その際に「お前のような間抜け（Krüppel）とはベッドに

入らない」などと言われ、被告人の回答に対して「軽蔑的な冷笑（höhnisches Grinsen）」

を向けるだけであった。被告人はこれに激怒し、車内に置いていたピストルで被害者を射殺

した1015。このように、激怒がもっぱらの行為動機でない場合であっても、第 213条前段の

適用は肯定される傾向にある1016。 

 また、1981年 7月 1日判決では、第 212条第 2項に定められる、無期自由刑を法定刑と

する故殺加重規定の適用の可否をめぐって、第 213条の激怒の情動が援用された。本件は、

被害者が、借金の返済を行うことなく、同性愛的な行為をはたらきかけたことに対して激怒

した被告人が、同人を長時間踏みつけて（30 分から 2 時間）死亡させたという事件であっ

た。原審は、本件行為について謀殺を定める第 211条の意味における「低劣な動機」に近い

                                                   

誘発に条件づけられた情動に、少なくとも重ねて決定的となった重要な地位が認められる

ということが前提となる」とされており、過剰防衛と類似の議論がなされている。 
1012 SCHNEIDER, MK, § 213 Rn. 29. 
1013 GLATZEL, a.a.O. (Anm. 986), S. 555. 
1014 この点は、第 213条前段につき終始限定的であるMAATZや SCHNEIDER だけでな

く、Christoph SAFFERLING, in: Matt/Renzikowski, § 213 Rn. 25 も疑問があるとして

いる。 
1015 BGH JR 1978, S. 341. 
1016 BGH StV 1983, S. 61; BGH StV 1983, S. 199; BGH NStZ 2004, S. 500. 
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心情的態度である確定的殺意（unbedingte Vernichtungswille）があったとして、故殺の加

重規定を適用し、無期自由刑を言渡していた。連邦通常裁判所は、まず、30 分間この心情

のもとで踏み続けたか定かではないと指摘した上で、認定の事実では無期自由刑を定める

第 212 条第 2 項の適用に不十分であるとした。これに続けて、行為者の主観面について、

以下のように述べた。原審の認定は、被告人が、被害者を最初の攻撃により地面に倒した後

で、「そこで（nun）」同人を殺害しようと決意したという想定と両立しない。行為の経過は、

第 213 条前段のすべての要件をあるいは充たさないにせよ、被告人が自らに加えられた中

傷への憤慨の発露において反応したという想定を容易に思い起こさせる。この関連で重要

であるのは、第 213 条前段の要件が存在するかという吟味に際して、たとえば被告人がそ

の場で行為へと引き込まれたのではないという点を、ラント裁判所が確定させていないと

いうことである。被告人がこの意味で行為へと引き込まれたという想定にとっては、むしろ、

被告人が被害者の態度に怒ったということ、被告人が憤激し憤慨していたということ、およ

び、被告人が、死ぬまで踏みつける以前の段階で、彼にとって不愉快な被害者の同性愛的な

明らさまさに対して即座に攻撃でもって反応したということは、有利にはたらく。「被告人

の態度が、刑法典第 213 条前段に記載される必要的減軽に近いものであるとき、法律上無

期自由刑を効果とする特に重い事情は、これに対して特に重要で、行為者の責任を重くする

事情、全体評価に際して謀殺行為に相当する行為責任の重さを知らしめる事情がある場合

にのみ、認められるのである」1017。ここでは、行為者の激怒自体は「低劣な動機」に近い、

事実審において被害者の生命の価値を否定するようなものと判断されうる場合であっても、

行為の経過においてその激怒が被害者の態度から惹起された場合には、やはり責任減少的

に考慮されるべきと考えられているということが示されている。 

 このほか、1997 年 9 月 11 日判決は、殺人の主要なきっかけが、妻による侮辱ではなく

平手打ちについて告発するという脅しであったとして、第 213 条第 1 項の適用を否定した

ラント裁判所を支持した1018。 

3.2.2.1.3.2. 誘発行為との連関 

 「その場で」という要件は、場所的・空間的な意味ではなく、時間的、さらには動機心理

的連関という意味で理解されなければならないとされる1019。「それゆえ、第 213 条は、行

為が虐待に対して直接ではなく一定の時間の経過後にはじめて続いたということによって

も、激怒が行為者を行為時点ではもはや最初の程度においては支配していなかったという

                                                   
1017 BGH NJW 1981, S. 2310. 
1018 BGH NStZ, 1998, S. 84. 
1019 ESER=STERNBERG-LIEBEN, Schönke/Schröder, § 213 Rn. 9; Urs 

KINDHÄUSER, Strafrecht Besonder Teil 1, Bd. 1, 5. Aufl., 2012, § 1, Rn. 19; 

MAURACH=SCHROEDER=MAIWALD, a.a.O. (Anm. 994), § 2, Rn. 56; 

WESSELS=HETTINGER, a.a.O. (Anm. 987), § 2, Rn. 173. 被害者が行為者の恋人および

子供に対して加えた暴力行為を覚知して 1から 2時間後に、被告人が行為に出たとして

も、それだけでは動機心理的連関は否定されないとしたものとして、BGH NStZ 1995, S. 

83. 
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ことによっても排除されない。むしろ決定的であるのは、行為が少なくともまだ虐待によっ

て引き起こされた興奮の印象の下で行われたということのみである。その際には、それが誘

発により再び現実化された場合、比較的長い過去の経過も役割を果たすことがある」1020。

SCHNEIDER は、ここでも、「立法者は、「その場で」と「引き込まれた」という、互いに

根拠づけ合い、双方向的に強化する概念を用いて、記述的・状況特殊的メルクマールを用い

た」1021として、限定的な解釈を主張する。いずれにせよ、事後的時間的過剰が問題となる

事例は、この要件は当然に充足するように思われる。たとえば、2000 年の連邦通常裁判所

決定では、被害者がナイフを被告人に向ける前にこれを阻止し、攻撃を加えた行為について、

「被告人が被害者のナイフを手に取り、自分にとって相手がもはや危険なものとはなりえ

ないということを認識した時点で、状況が客観的に処理されていたということは、確かに被

告人の正当防衛状況を排除する。しかし、刑法典第 213 条前段の適用領域にとって決定的

であるのは、選考する被害者の態度により惹起された中傷や刺激が行為を引き起こしたか

否か、被害者による虐待または侮辱と行為者の身体傷害行為との間に動機心理的連関が存

在するか否かである」として、傷害致死の軽い事例（第 227 条第 2 項）を認めなかった原

審を批判した1022。 

 ライヒ裁判所時代の判例としては、「第 213条の「その場で所為へと引き込まれた」とい

うメルクマールが意味するのは、激怒が行為者を所為の時点でいまだ完全に支配していた、

殺人が刺激の直接の影響の下で行われたということである。刺激と殺人との間のいくらか

の時間的間隔は、このメルクマールの肯定に対立するものではない」と述べた 1934年の判

決がある。本件は、誘発となった妻の姦通的な行動は殺人の 3日間に行われたのだが、被告

人の興奮は完全には治まっておらず、犯行当日の晩になってはじめて、妻の行動は村中に知

れ渡っているということ、すなわち周囲にわかってしまうかたちで妻がそれを行ったとい

うことを被告人が知ったという事例であった1023。同様に、1984 年の判決においても、「刑

法典第 213 条前段に必要な、責を負わない激怒への刺激と行為の遂行との間の密接な時間

的連関は、わずかにその間に存在する時間によって否定されることはない」1024とされた。

近年の裁判例でも、「先行する被害者の態度により惹起された行為者の中傷または刺激が行

為時にまだ持続していたか否か、すなわち、これら 2つの出来事の間に「動機心理的連関」

があるか否か」が決定的であるとして、密接な場所的・時間的連続性を要求しないものが多

い1025。また、いくつかの判決が、行為の「突発性（Spontaneität）」が問題となるわけでは

                                                   
1020 ESER=STERNBERG-LIEBEN, Schönke/Schröder, § 213 Rn. 9.  
1021 SCHNEIDER, MK, § 213 Rn. 34. ESCHELBACH, von Heintschel-Heinegg, § 213 

Rn. 18も、判例の解釈は文言の枠外にあると指摘している。 
1022 BGH NStZ-RR 2000, S. 80. 
1023 RG JW 1935, S. 527. 
1024 BGH NStZ 1984, S. 216. 
1025 BGH NStZ 1995, S. 83. ここでは 1時間ないし 2時間の時間的間隔があると認定され

ていた。 
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ないという指示を行っている1026。 

また、行為者が行為へと引き込まれたというためには、行為が情動にかつ情動が誘発に還

元可能でなければならない。この行為を引き起こした因果性は、行為者が客観的に侮辱的な

発言をそもそも認識していたということを前提とする。同じくこの点を欠くのは、誘発が行

われる前に、行為者がすでに行為を決意していた場合、興奮がすでに追求され殺害の口実に

のみ使われた場合である。さらに、行為者が殺人行為について未遂段階に至った後で誘発を

意識した場合にも、両者の因果関係は断たれる1027。以下に確認するように、判例はこのよ

うな事例においては「激怒へと刺激され」の要件が欠けるとするが、事前の決意を持ちつつ

実際に侮辱されて激怒している場合もあるため、「その場で」の要件が欠けるとするのが適

切であるように思われる1028。 

連邦通常裁判所がこのような意味で「激怒へと刺激され」の要件を否定したものとして、

1966年 2月 2日の判決がある。本件では、数ヶ月前から別居していた妻である被害者の部

屋を訪れた被告人が、そこで被害者が他の男とベッドにいるのを発見し、責任能力が著しく

減少した状態において、所携のナイフで殺害した行為が問題となった。原審が、被害者に対

して被告人が長年加えていた虐待や侮辱などをとらえて、「自己の責任なく」の要件を否定

したのに対し、連邦通常裁判所は、この要件が欠けるのは、誘発行為に対して「問題となる

時点において」、つまり行為の発生と密接な時間的連関において、有責に十分なきっかけを

与えた場合に限られるとして、一方で原審の判断を批判した。しかし、他方で、第 213条の

適用については、以下のように述べてこれを否定した。陪審裁判所の説示によれば、被告人

は、妻を他の男に渡すぐらいならいっそ殺してしまおうと、真剣に考えていた。このことは、

確かに、被告人がフランクフルトへの出発時点から殺害を決意していたということを確定

するためには十分ではない。被告人が「固く」決意したのは、妻が部屋のドアを開けて、被

告人がベッドにいる男を発見したときであり、遅くともこの時点で、被告人は、自分と妻と

の関係が終わり、妻が帰ってくるのはもはや望めないということを認識した。この認識が、

すでに前から企図していたナイフでの殺人に対する最終的な刺激となったのである。以上

の陪審裁判所の説示からは、被告人が、自らが影響を及ぼすことができない事実に殺害の実

行を条件づけていたという意味で、むしろ、フランクフルトへの出発時点ですでに行為を決

意していたということのみが読み取られうる。それゆえ、被告人は確定的な行為意思をすで

                                                   
1026 BGH NStZ-RR 2007, S. 200; BGH NStZ-RR 2011, S. 10; BGH NStZ-RR 2011, S. 

318; BGH StV 2012, S. 90. 
1027 BLEI, a.a.O. (Anm. 1002), S. 19; WSSELS=HETTINGER, a.a.O. (Anm. 987), § 2, 

Rn. 173. 
1028 被害者による誘発行為の認識または事前の決意の不存在を「その場で行為へと引き込

まれた」の要件に位置づけるものとして、ESCHELBACH, von Heintschel-Heinegg, § 

213 Rn. 19; ESER=STERNBERG-LIEBEN, Schönke/Schröder, § 213 Rn. 10; T. 

FISCHER, a.a.O. (Anm. 633), § 213 Rn. 9a; MOMSEN, Satzger/Schluckebier/Widmaier, 

§ 213 Rn. 20; これに対して、「激怒へと刺激され」の要件に位置づけるものとして、

NEUMANN, NK, § 213 Rn. 12. 
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に抱いていたのである。「彼が、他の男を見止めたことによって情動的な興奮状態へと刺激

され、それゆえ激怒において行為したということは、ここで何ものをも変えない。というの

も、被告人は行為の決意をこの興奮状態において初めて抱いたわけではないからである。か

くして、刑法典第213条の前提とされる誘発と行為決意の因果的なつながりが欠けるため、

激怒への刺激という刑罰減軽事由の適用可能性は、早くもこの理由により排除される」1029。

その後の裁判例では、1991 年の連邦通常裁判所判決が、相手との対峙に備えて、最初から

殺人も辞さない決意でナイフを持参していた場合に、誘発の自招性とともに虐待と殺人行

為との間の動機心理的連関を否定したが、ここではその場で行為に「引き込まれた」とはい

えないと判示した1030。 

 

3.2.2.2. 一般類型 

 第 213条後段の「より重くない事例」では、事情の完全な全体的評価が行われる。すなわ

ち、全事情に基づき、行為が、故殺の原則の法定刑の枠（第 212条）の適用が不適当である

と思われるほどに、故意の殺人の「通常の事例」から逸脱している場合に、考慮される1031。

それゆえ、「一般類型」としたが、特定の行為類型が予定されているわけではない。 

3.2.2.2.1. 前段と後段の関係 

前段の誘発類型との関係では、次の 2 点が重要である。第 1 に、軽い刑罰を基礎づける

事情は、前段と共通の性質のものである必要はない。つまり、誘発類型とまったく別類型の

事案であっても、全体的考察の下で第 212 条の通常の法定刑の枠が不適切と評価される場

合には、後段の適用は可能である。このことは、第 6次刑法改正法において削除された旧第

217条の嬰児殺が、第 213条後段に原則的に該当するとされたことからも明らかである1032。

SAFFERLINGは、「ひとえに、著しく減軽された刑の下限が明らかにしているのは、適法

な態度の期待可能性も同じく著しく限定されていなければならないということである」1033

として、期待可能性の観点から説明を行う。また、前段の誘発類型を充足しない場合、たと

えば被害者による誘発行為に対して行為者自らが責任を負う場合、侮辱の存在を誤信して

激怒した場合であっても、後段の適用は依然として可能である。第 2に、誘発類型の要件を

                                                   
1029 BGHSt. 21, S. 14. 
1030 BGH JR 1991, S. 380. 
1031 本稿とはあまり関係ないが、第 211条の謀殺については、第 213条後段を適用するこ

とができないとするのが通説、一貫した判例でもある。これに対して、NEUMANN, NK, 

§ 213 Rn. 5は、第 6次刑法改正法によって、一方で、故殺と重なる法定刑（5年以上の自

由刑）を用いることができるようになり、他方で、従来優遇されていた嬰児謀殺に第 211

条が適用されることになるとして、謀殺への第 213条の適用を主張している。 
1032 BT-Drs. 13/7164, S. 34. 
1033 SAFFERLING, Matt/Renzikowski, § 213 Rn. 3. また、MOMSEN, 

Satzger/Schluckebier/Widmaier, § 213 Rn. 4 も、行為者が、不法の意識を持っていたにも

かかわらず、しかるべき態度をとり行為を控えることができなかったという責任の減少に

減軽の根拠を求める。 
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充足する場合には前段が適用されるべきであり、それにもかかわらず後段を適用すること

は、被告人に不利な判断とみなされる。特に問題となるのは、前段の適用を否定しつつ、限

定責任能力1034や未遂1035を理由として、第 213条後段が選択される場合である1036。という

のも、ここでは、第 213条前段の適用が可能であれば、二重評価を問題とすることなく、そ

れらによりさらに第 49 条の法律上の減軽を行う余地が残るからである。なお、

ESER=STERNBERG-LIEBEN や SAFFERLINGは、自白や前科の不存在など、行為と内

在的な関係にない事情も考慮に入れられうるとしている1037。 

第 213条後段では、「被害者の観点の下では、殺害が、被害者によりきっかけがつくられ

た対立状況の間に行われた、もしくは正当防衛類似の状況にあったということが重要とな

りうる」1038として、正当防衛・過剰防衛との限界領域に言及するのがほとんど慣例となっ

ているようである1039。HEUCHEMER は、第 33 条の過剰防衛の注釈において独立の節を

置いて、「正当防衛の限界領域における殺人、特に第 33 条の要件を充足しない正当防衛の

限度の超過に際しては、この理由だけから、第 213 条後段の意味におけるより重くない事

例の適用が考慮に入れられうる」1040として、このことを強調している。 

3.2.2.2.2. 正当防衛・過剰防衛との限界事例に関する裁判例 

 正当防衛・過剰防衛との限界領域に関する連邦通常裁判の裁判例には以下のものがある。 

 まず、前述の事例の中では、被告人が飲食店で女性に声をかけ、特に同人が嫌がる様子も

なかったため、肩を抱くなどしていたところ、同人の恋人が現れ喧嘩となり、彼を被告人が

ナイフで刺殺した事件において（原判決は 7年 6月の自由刑）、第 213条前段を適用しなか

ったラント裁判所の判断が批判されたのだが、それに先立って、「被告人はその態度によっ

て正当防衛の限度を超過したのだが、そこでは錯乱、恐怖または驚愕から行為したのではな

かったということを、刑事部は法的な誤りなく認定した」と、この点における原審の判断は

                                                   
1034 もっとも、限定責任能力が第 213条前段の激怒により惹起された場合には、追加の減

軽を行うことは二重評価にあたるとされる（BGH StV 1982, S. 72. もっとも、本判決はむ

しろ法律上類型化されていない事情は考慮できるという趣旨である）。この事例群におい

ては、激怒以外の限定責任能力の原因として、飲酒が散見される。 
1035 たとえば、BGH NStZ 1995, S. 83. 
1036 Mark-Oliver SCHOLZ, Zur Anwendbarkeit des § 213 Alternative 2 StGB unter 

Berücksichitigung der BGH-Rechtsprechung, 2011, S. 4-6. 
1037 ESER=STERNBERG-LIEBEN, Schönke/Schröder, § 213 Rn. 13a; SAFFERLING, 

Matt/Renzikowski, § 213 Rn. 8. これに対して、ESCHELBACH, von Heintschel-

Heinegg, § 213 Rn. 23は若干批判的である。 
1038 ESER=STERNBERG-LIEBEN, Schönke/Schröder, § 213 Rn. 13a. 
1039 ESCHELBACH, von Heintschel-Heinegg, § 213 Rn. 23; Klaus DETTER, Zum 

Strafzumessungs- und Maßregelrecht, NStZ 2007, S. 628; KÜHL, Lackner/Kühl, § 213 

Rn. 9; MOMSEN, Satzger/Schluckebier/Widmaier, § 213 Rn. 23; SAFFELING, 

Matt/Renzikowski, § 213 Rn. 11; SCHOLZ, a.a.O. (Anm. 1036), S. 7; SCHNEIDER, MK, 

§ 213 Rn. 46. 
1040 HEUCHEMER, von HEINTSCHEL-HEINEGG, § 33 Rn. 30. 
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支持されていた1041。 

 1998 年 10 月 9 日の決定では、夫婦間の諍いにおいて侮辱し頬を平手打ちした夫を、妻

がナイフで 6 回にわたり力をこめて刺し、死亡させたという事件が問題となった。これに

ついて、ラント裁判所は第 213 条後段を適用して 5 年の自由刑を言渡したのだが、連邦通

常裁判所は原審が第 213 条前段を認めなかった点を批判した。すなわち、ラント裁判所は

正当にも、正当防衛状況を肯定した上で、被要請性の欠如から正当防衛を認めず、また、被

告人が「まったく些細な不安」を抱いていたとはいえ、恐怖からの過剰防衛は存在しなかっ

たと判断した。しかし、第 213 条を否定した理由づけには問題がある。裁判所自身が恐怖

からの過剰防衛を否定していることを加味すれば、先行する罵倒、侮辱および挙動にかんが

みると、被告人が激怒からも行為したということは、当然であるように思われる。そして、

「法的に問題のない刑法典第 213 条の吟味が行われていれば、陪審裁判所がより軽い刑罰

に至ったであろうということを、刑事部は排除できない。確かに陪審裁判所は限定責任能力

を顧慮して刑法典第 213 条――後段――を認めている。しかし、刑法典第 213 条――前段

――による法定刑の枠の減軽のための要件がある場合には、刑罰は再度刑法典第 21条およ

び第 49条第 1項により減軽されうる。それゆえ、刑罰問題については新たに判断されなけ

ればならない」とした1042。 

2000 年 3 月 29 日の決定では、被告人が行為時に限定責任能力状態にあったことを理由

として第 213 条第 2 項の適用を認めた原審の判断について、その他のより重くない事例が

限定責任能力という事情がなくても考慮されるか否かについて裏づけられていないとして、

行為者が正当防衛状況にあった点がさらに吟味された。「法律上の効力をもって確定されて

いるところによれば、被告人は正当防衛状況にあったが、しかし彼女は正当防衛の限度を超

過したのであり、その際彼女は確かに「まったく取るに足らないとはいえない不安」におい

て（も）行為したのだが、しかしこれは刑法典第 33条のために必要な不安の程度の高さ（虚

弱性情動としての恐怖）に達していなかった。彼女の不安がこの程度に達していたならば、

被告人は責任阻却事由の存在のために処罰されなかった可能性があるだろう。彼女の不安

が必要な程度の高さに完全には達しなかったとしても、それはいずれにせよ重大な責任減

少事由を意味するのであり、それだけでより軽い状況の吟味を要請する。これについて、取

り消される判決は態度を示していない」1043。 

続いて、2001年 2月 6日の連邦通常裁判所判決では、次の事件が問題となった。被告人

と被害者は飲み仲間であったのだが、事件当日、被告人はすでに強度に酩酊した上で被害者

宅を訪問したが、被害者は修理業のために重い大工用のハンマーを持っていた。被告人が持

参した瓶ワインを空にした後、被害者は被告人に酒を買ってくるように求めたが、被告人が

断ったために口論となり、被告人が立去ろうとすると、被害者は空き瓶を手にして殴ろうと

                                                   
1041 BGH NJW 1983, S. 293 
1042 BGH BeckRechtsprechung, 1998, 30027613. 
1043 BGH, NStZ 2000, S. 441. 
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身構え、刺し殺すぞと言ってきた。被告人は自らの生命を危惧し、テーブルに置いてあった

ハンマーを手にとり、その尖った側で防衛のために被害者の額を 3 回強く殴りつけ傷害を

加えた。さらに、被告人は、被害者の攻撃の終了を認識しながら、今度はハンマーの尖って

いない側で被害者の後頭部を力いっぱい殴ってその上体をソファに倒し、この体勢でさら

に少なくとも 7 回後頭部を強く殴った。被害者は後頭部の頭蓋骨骨折により死亡した。陪

審裁判所は故殺により 4 年の自由刑を言い渡し、連邦通常裁判所も結論的に被告人および

検察官からの上告を退けた。その上で、連邦通常裁判所は陪審裁判所の判断について何点か

指摘を行ったのだが、そのうちの 1 つは、第 213 条後段の一般類型ではなく前段の誘発類

型が認められるべきであったという点であり、その中で、正当防衛と第 213 条前段の関係

について以下のように述べた。「被告人が当初権限ある正当防衛を行っていたという事情も、

刑法典第 213 条前段の適用を妨げるものではない。直後に彼が被害者を殺害したのは、作

用し続けた不安だけからでは明らかになく、その行動の激しさが裏づけているように、攻撃

に対する突発的な激怒からでもあるのである」1044。 

 より明確であるのは、2007 年 2 月 27 日の決定である。事案の詳細は不明であるが、第

213 条後段を適用せずに故殺により 8 年の自由刑を言い渡したラント裁判所の判決が問題

となった。連邦通常裁判所は、原審の量刑判断について、構成要件的不法の二重評価がある

点や、行為当時の被告人の酩酊状態を十分に加味していない点を指摘した上で、正当防衛・

過剰防衛との関連で次のように述べた。「さらに、陪審裁判所は、主として被告人の不利益

な形で、被告人が行為を些細なきっかけ（nichtigen Anlass）から行ったことに焦点を当て

た。このことは、陪審裁判所が、行為時に被告人に有利な形で客観的に存在した、正当防衛

状況の量刑法上の意義を看過したという憂慮を正当化する。この限りで、正当防衛の限界領
、、、、、、、、

域に際しての殺人、とりわけ刑法典第
、、、、、、、、、、、、、、、、、

33
、、
条の要件を
、、、、、

充たさない正当防衛の限界の超過に際
、、、、、、、、、、、、、、、、、

しては、すでにこの理由だけから、刑法典第
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

213
、、、

条後段の意味におけるより重くない事例
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

の適用が考慮に入れられうる
、、、、、、、、、、、、、

のであり、かつ、この事情は、被告人の不利にはたらく「些細

なきっかけ」を決して容易には意味しないということが、陪審裁判所によってむしろ顧慮さ

れるべきであった」1045（傍点筆者）。 

 この 2007 年決定について、より最近の事案で参照しているのが、2013 年 7 月 4 日決定

である。ここでは、以下のような事案が問題となった。被告人は、後の被害者である Lがダ

ンサー兼売春婦として働いていた売春業者の支配人であり、両者は交際関係になったのだ

が、争いが絶えず、暴力を含む双方的な挑発がしばしば行われていた。Lはアフェタミンを

常用し、その影響でほとんど常に自制心を失い、衝動的になり、高揚状態に陥っており、興

奮性と攻撃性が高まっていた。犯行前日、2人は町の中心部で過ごし、両者ともに飲酒した

後、翌日早朝にホテルに戻ったのだが、そこで激しい口論となった。口論の間、Lは 5分間

絶え間なくヒステリックにわめき続け、被告人を非難し、ホテルの部屋を去るように求めた。

                                                   
1044 BGH NStZ 2001, S. 478. 
1045 BGH, NStZ-RR, S. 194-195. 
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Lが被告人の胸を手拳で殴り始めると、被告人がこれを押しのけたため、Lは床に倒れたが、

再び立ち上がって被告人の下腹部を足蹴にしてきた。これをやめさせようと、被告人が Lの

首を両手で掴み、少なくとも 30秒にわたって非常に強く絞めると、Lは呼吸困難に陥った。

この際被告人は L が死亡するかもしれないということを認識していたにもかかわらず、さ

らに絞め続けたため、Lは窒息死した。ラント裁判所は故殺により 9年の自由刑を言い渡し

たのだが、連邦通常裁判所は刑の言渡しを破棄した。まず、連邦通常裁判所は、Lが殴りか

かってきた時点での正当防衛状況を肯定しつつ、被告人の行為に防衛の必要性を否定し、加

えて防衛状況に関しても遅くとも L が急性の呼吸困難に陥った時点で攻撃は終局的に防止

されたとして、正当防衛を認めず、過剰防衛についても特段の考慮を行うことなく要件を一

般的に述べて否定した。その上で翻って、原審の刑の言い渡しについて刑罰加重方向での二

重評価の禁止の違反を批判し、これに続けて、第 213 条を否定した点について、前段の要

件である虐待の可能性を示唆した後、正当防衛状況との関連で以下のように短く述べ、前述

2007年決定を参照した。「判決理由は、さらに、陪審裁判所が、いずれにせよ刑法典第 213

条後段の吟味に際して全体評価の中で考慮されなければならなかった、被告人に有利な形

で客観的に存在した正当防衛状況の存在を看過したという憂慮を根拠づける」1046。 

 以上の連邦通常裁判所裁判例を見ると、事後的時間的過剰や強壮性情動からの過剰行為

は、多くの注釈書が指摘するように、少なくとも後段の一般類型には該当すると判断されて

いるということである。さらに注目すべきは、前段の誘発類型に該当する余地がある場合、

連邦通常裁判所はその適用の吟味をほとんど躊躇なく指示しており、それは行為の危険性

や（故殺の減軽規定であるため当然ではあるが）結果の重大性に関係なくそうであるという

点だろう。もっぱら事案処理の観点からすれば、ラント裁判所が不当に重い刑を言い渡して

いるようには見えず、前段の適用にこだわって事件を原審に差し戻す必要はないはずであ

る。前段と後段の関係についての連邦通常裁判所の姿勢は、要件に該当するか否かに判断の

重点を置く法治国家の裁判所の姿を示していると言えるだろう。その考え方は、要件への包

摂よりも直観的な事案の全体的評価を重視する日本の裁判所とは正反対である。 

 

3.2.2.3. 検討 

 以上、第 213条の故殺の減軽規定の運用を確認した。まず、前段の誘発類型について、そ

の根拠を不法減少にも求める見解があるが、人の生命・身体については、同意や緊急状況が

ない限り全面的な保護が確約されるべきであり、規範の評価機能としてこれを切り下げる

べきではないということを指摘した。また、個々の要件については、少なくない学説が限定

的な解釈を行うように主張しているが、判例はむしろ広く適用を認めていると評価できる。

すなわち、誘発となる重大な侮辱・虐待は全体的評価の下で広く観念され、自己の責任の不

存在は問題となる誘発そのものを招致したのでなければ認められ、「その場で」は「動機心

理的連関」があればその場でなくてもよく、激怒の強度もさほど求められないということで

                                                   
1046 BGH, NStZ-RR 2013, S. 306. 
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ある。さらに、規定の性質上当然ではあるが、激怒等からとっさに出た行為の攻撃的性格が

刑を加重する方向で考慮されることは原則的としてない。「被告人の態度が、刑法典第 213

条前段に記載される必要的減軽に近いものであるとき、法律上無期自由刑を効果とする特

に重い事情は、これに対して特に重要で、行為者の責任を重くする事情、全体評価に際して

謀殺行為に相当する行為責任の重さを知らしめる事情がある場合にのみ、認められるので

ある」1047。前段の運用については、通常の故殺にしか見えない夫婦喧嘩のような事例が散

見されることや、いずれにせよ後段でも処理できることを考慮すると、SCHNEIDER らが

主張するように、限定的解釈にも十分な根拠があるように感じられる。しかし、裁判所は法

秩序の態度としてこのような緩やかな解釈でよいとするのであれば、それが規範の標準な

のだろう。 

 後段については、第 33条と第 213条前段の適用を受けない正当防衛の過剰が、ここで優

遇を受ける代表的な事例として位置づけられていることが確認される。1998 年決定および

2001 年判決の事例などでは、それぞれナイフやハンマーで複数回侵害（反撃）を行ってお

り、行為態様として必ずしも被告人に有利な事例ではないため、行為状況下における興奮状

態が率直に把握されているものと思われる。日本では、ドイツの過剰防衛論の紹介として、

事後的時間的過剰または強壮性情動からの過剰行為には過剰防衛は認められないと言われ

てきたが、第 33条の不処罰が認められないだけであり、故意犯として処罰する場合であっ

ても、第 213 条前段または少なくとも後段の優遇は、おそらくほとんどの場合に付与され

ているのである。過剰防衛についての 20世紀の改正作業からも読み取られるように、激怒

からの行為は、不処罰にはふさわしくないものの、少なくとも刑の減軽に値するとは考えら

れてきた。それゆえ、刑の任意的減免を定めるわが国の規定を前提に、過剰防衛一般の防衛

行為性を虚弱性情動に求めることは、必ずしもドイツ刑法の参照から導かれる結論ではな

い1048。そして、特に前段の適用にこだわる連邦通常裁判所の姿勢は、前段の各要件の判断

が緩やかすぎることを別とすれば、要件への包摂を基本的な任務とする法治国家における

裁判所の模範的な姿と言える。 

 

 

3.2.3. 小括 

以上、故殺の減軽規定の検討は以下のように整理される。まず確認されるのは、この故殺

の減軽規定が問題となる事例と過剰防衛の事例に重なりがあることは度々確認されてきた

ということである。実際に、1851年プロイセン刑法典の注釈書においては GOLTDAMMER

                                                   
1047 BGH NJW 1981, S. 2310. 
1048 この点、横内・前掲注（32）255-256頁は、「虚弱性情動が存在する場合には刑の免

除が付与され、強壮性情動が存在する場合には刑の減軽を付与しうるとして、2つの責任

減少事由が存在すると理解するのが妥当である」としており、結論的にドイツ刑法第 33

条と第 213条の関係に近い解釈を提唱している。 
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が1049、ライヒ刑法典の注釈書においては SCHWARZE が1050、この点を指摘していた。ま

た、20世紀の刑法改正の出発点をなす比較法研究である VDBにおいては、LISZTが、「よ

り軽く処罰される事例」、すなわち、激しい感情の動きの中での殺人、誘発に基づく殺人、

不倫を行った配偶者の殺人、そして最後に正当防衛または懲戒権の限度の超過の下での殺

人について、これら様々な減軽事由は「誘発」で共に考慮されるとしていた1051。もっとも、

20 世紀の改正作業においては、減軽規定が一般的なかたちで定められる方針が採用される

ことが多く、その制度趣旨として激情の考慮の側面は薄れていったように思われる。立法技

術の側面で注目すべきであるのは、特定の情動ないし動機に関するメルクマールは、その精

神状態そのものよりも、それを抱くような行為状況を優遇するための指標としての役割を

予定されていたということである。このような事情は、過剰防衛の虚弱性情動の要件におい

ても当てはまる可能性がある。さらに、第 33条が過剰防衛に刑の減軽を定めなかったのも、

前述のように、故殺の減軽規定が必要な調整を十分に果しているとみなされたからであっ

た。 

第 213条に関する学説・判例を見ると、まず、前段の誘発類型について、その根拠を不法

減少にも求める見解があるが、人の生命・身体については全面的な保護が確約されるべきで

あるということが強調される。また、個々の要件については、限定的な解釈を行うように主

張する学説もあるが、判例はむしろ広く適用を認めている。この点は、いずれにせよ後段で

捕捉されうることを考慮すると、限定的解釈にも十分な根拠があるように感じられる。後段

については、第 33条と第 213条前段の適用を受けない正当防衛の過剰が、ここで優遇を受

ける代表的な事例として位置づけられていることが確認される。それゆえ、ドイツにおいて

事後的時間的過剰または強壮性情動からの過剰行為に過剰防衛が認められていないという

説明は、必ずしも厳密ではないのである。 

 

 

3.3. まとめ 

 以上のドイツ刑法における過剰防衛とその周辺規定の検討は、次のようにまとめられる。 

正当防衛が過剰に及んだ場合に、その事情を刑の適用上考慮することは、近代以前にも

様々なかたちで認められてきたが、今日の第 33 条に直接つながる規定を設けたのは、

FEUERBACHの起草による 1813年刑法典であった。そして、早くもここにおいて、今日

                                                   
1049 「これらの事例と、本来的な正当防衛の事例を区別しなければならない。後者では、

正当防衛の限度の超過によって生じた故意または過失の殺人は、そうでなければ第 176条

または第 184条に従って処罰されることとなるが、狼狽、恐怖または驚愕による限度の超

過が証明されうる場合には、完全に不処罰である」（GOLTDAMMER, a.a.O. (Anm. 848), 

S. 376）。 
1050 「この条文の適用に際しては、同じく正当防衛の問題も生じうる。その超過はこの条

文の下に含まれうる」（SCHWARZE, a.a.O. (Anm. 583), S. 536）。 
1051 LISZT, a.a.O. (Anm. 890), S. 94-100. 
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と同じように、不処罰は恐怖と驚愕に限定される。プロイセンの立法作業もこれを参考にし

て、1827 年草案の段階で、同じく不処罰を狼狽、恐怖、驚愕に限定した。もっとも、ドイ

ツ普通刑法学や FEUERBACH の理論は、激怒等の強壮性情動もまた不処罰を導きうるこ

とを承認していたにもかかわらず、過剰防衛においては、恐怖等の虚弱性情動のみが優遇の

対象とされている理論的根拠は明らかではない。事後的時間的過剰については、1813 年バ

イエルン刑法典にはこれを排除する明文規定があり、プロイセンの立法作業においても同

じことを示唆する条文もあったが、最終的には、1851 年プロイセン刑法典の抽象的な文言

に行き着いた。そして、虚弱性情動への限定がより明確にされつつ、これがライヒ刑法典第

53条第 3項にもおおむね引き継がれる。20世紀の改正作業は情動要件の一般化や減軽規定

の設置を方針としていたのだが、結局のところ、現行第 33 条は旧第 53 条第 3 項をほとん

ど維持するかたちとなった。 

 過剰防衛の不処罰の法的性質は、19世紀には帰責無能力説、20世紀前半には責任阻却事

由説と刑罰阻却事由説が有力であったが、現在では、免責事由説が通説となっている。免責

事由説は、行為者が違法かつ有責に行為していることを前提とする点が特徴であるところ、

基本的には従来の犯罪論体系上の不法・責任の枠内で説明を行う二重の責任減少事由説と、

一般予防および（または）特別予防の観点を強調する刑罰目的説に分けられる。もっとも、

両説が責任阻却事由説に向けた、不処罰の限定を説明できないなどの批判を自らも克服し

ているとは言えず、現在の学説には再検討の余地がある。規定の運用を見ると、判例は、事

後的時間的過剰への規定の適用を一貫して認めてこなかったが、近年の学説は、時間的過剰

についても、少なくとも事後的な行為については不処罰を認めうるとする傾向にある。また、

虚弱性情動への限定について見ると、近年の判例は、これによって行為者が支配されていた

ことを厳密に求めておらず、むしろ、強壮性情動との並存に近い精神状態にも不処罰を認め

る。学説はこれを支持するものが多いが、ROXINなどの有力な論者が虚弱性情動への限定

を強調しており、少なくともこの限定自体を批判する見解は少ない。 

立法の虚弱性情動への限定および判例の強度的過剰への限定を要請しているのは、過剰

防衛の不処罰規定における一般条項の不存在であると結論づけられる。すなわち、法的安定

性の観点から一般条項が規定されていないことにより、個々の要件による限定の必要性が

高まる結果、一方では、過剰防衛の概念規定によって不処罰が時間的に間延びすることを回

避し、他方で、虚弱性情動の柔軟な運用により、正当防衛権の行使が社会倫理的制限により

限定される事例群に近いものを不処罰から排除しているのである。そうすると、判例は法的

安定性にもっとも資する運用を行っており、適切なものと評価できる。ただし、各要件を法

的安定性の観点から限定的に解釈することは、個別事案において似たような精神状態にあ

る行為者を別様に処断することにつながるため、法的安定性と両立する範囲で、事後的時間

的過剰や強壮性情動からの行為についても、責任主義の観点から類推を認めるべきである

ように思われる。 

 また、故殺の減軽規定については、これが問題となる事例と過剰防衛の事例に重なりがあ
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ることは度々確認されてきた。現第 33条が過剰防衛に刑の減軽を定めなかったのも、故殺

の減軽規定が必要な調整を十分に果しているとみなされたからである。また、激怒といった

強壮性情動も、一定の状況下では「了解可能な激しい感情の興奮」と評価されうるというこ

とは、終始一貫して承認されていた。注目すべきであるのは、特定の情動ないし動機に関す

るメルクマールは、その精神状態そのものよりも、それを抱くような行為状況を優遇するた

めの指標としての役割を予定されていたということである。このような事情は、過剰防衛の

虚弱性情動の要件においても当てはまる可能性がある。第 213 条に関する学説・判例を見

ると、まず、前段の誘発類型について、その根拠を不法減少にも求める見解があるが、人の

生命・身体については全面的な保護が確約されるべきであるということが強調される。また、

個々の要件については、限定的な解釈を行うように主張する学説もあるが、判例はむしろ広

く適用を認めている。この点は、いずれにせよ後段で捕捉されうることを考慮すると、限定

的解釈にも十分な根拠があるように感じられる。後段については、第 33条と第 213条前段

の適用を受けない正当防衛の過剰が、ここで優遇を受ける代表的な事例として位置づけら

れていることが確認される。 

 ドイツの正当防衛・過剰防衛とその周辺領域の検討から明らかとなるのは、そこに明確な

体系的整序が存在することである。すなわち、違法性阻却事由、責任阻却（免責）事由、不

法・責任減少事由という犯罪論体系に対応して、正当防衛（第 32条）、過剰防衛（第 33条）、

誘発による宥恕（故殺については第 213 条、傷害については各条文に規定の「より重くな

い事例」）1052という制度体系が配置されているのである。さらにドイツ刑法が優れているの

は、これが故意・過失の有無とも関連づけられており、無過失の誤想（過剰）防衛、過失犯

となる誤想（過剰）防衛といった刑事責任の段階づけが整理されている点である。そして、

正当防衛や過剰防衛において、「事案の全体的評価」から直接結論が導かれることはない。

確かに、正当防衛における社会倫理的制限の議論などは、個々の要件から一義的に見出され

ない不処罰範囲の限定ではあるが、これも事例ごとの判断ではなく、その根拠づけもある程

度一般化可能な法原理に支えられている。もっとも、第 213 条においては、個別事例の特

性に依拠した判断がなされ、しかもかなり緩やかに優遇が与えられており、学説からの批判

もある。しかし、いずれにせよ、事例を全体的に評価すると典型的に第 213 条前段の誘発

の事例、つまり処罰すべき行為であるから、正当防衛とも過剰防衛ともならないという判断

を裁判所が行なうことはない1053。つまり、正当防衛・過剰防衛の周辺領域は、個別規定へ

                                                   
1052 ここでは、第 33条に捕捉されない過剰防衛を誘発による宥恕としているため、過剰

防衛としての不法減少がある事例を念頭においている。正当防衛状況を基礎づけないよう

な重大な侮辱の誘発による宥恕には、前述のように不法減少は見出だされない。 
1053 ただし、正当防衛における必要性や社会倫理的制限の判断、過剰防衛における虚弱性

情動の要求によって、実質的に同じことが達成されている可能性はある。すなわち、典型

的に第 213条前段の誘発の事例には、正当防衛および過剰防衛が条文上形式的に適用され

ないように設計されているということも考えられる。しかしながら、これは立法者の示し

た価値判断に従った判断を行っているだけであるから、裁判官が、自らの正当防衛のイメ

ージに依拠して、事案の全体的評価に基づき裁判することと同じではない。 
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の包摂と、最後に置かれている一般的な減軽規定による捕捉を通して合理的に処理されて

いる。 

 過剰防衛に固有の責任減少としては、ドイツにおいては一貫して虚弱性情動が参照され

てきた。しかし、前述のように、恐怖等からの行為が優遇される理論的根拠は明らかではな

い。前述のように、責任阻却事由説は、過剰防衛の不処罰の理論的位置づけを念頭に置いた

学説であり、過剰防衛に固有の責任阻却とは何かという問いを立てる発想にはそもそもな

かった。免責事由説における責任減少の側面も、基本的には、一般的に行為の動機づけに作

用する精神状態としての情動の性質・強度にしか着目していないように思われる1054。すな

わち、従来の議論における過剰防衛の責任阻却・責任減少は、行為者の精神状態を責任の一

般理論の下で扱っているにすぎず、行為が過剰防衛であるという点を十分に考慮に入れて

こなかったと結論づけられる。このことは、正当化事由は多元的に基礎づけられることが承

認されていることからすれば1055、再検討の余地があるだろう。すなわち、過剰防衛の制度

趣旨に立ち返って、そこでの責任の考慮の内容と方法を明らかにする必要があるように思

われるのである。 

 

 

 

4. フランスにおける正当防衛とその周辺領域の議論 

 

 

4.1. 正当防衛 

 現行フランス刑法典は、第 122-5 条で正当防衛の一般規定を、第 122-6 条で正当防衛の

特則を定めている。 

第 122-5 条 自己又は他人に対する不正な侵害に直面して、同一の機会に、自己又は他

人の正当防衛の必要性により強いられる行為を行う者は、用いられた防衛手段と侵害の

重大性との間に不均衡がある場合を除き、刑事責任を負わない。 

  財産に対する重罪又は軽罪の実行を阻止するために、故意の殺人以外の防衛行為を行

                                                   
1054 二重の責任減少事由説の RUDOLPHIや、刑罰目的説の ROXINといった代表的論者

が、過剰防衛の不処罰の法的性質・根拠を免責的緊急避難とまとめて論じていることに、

このことは端的に現れている。 
1055 井田・前掲注（375）257頁、曽根・前掲注（443）156-158頁および 181-191頁、山

中・前掲注（289）464-466頁。 

 確かに、近年の過剰防衛に関するモノグラフィーは、過剰防衛事例の特殊性を考察し、

結論として、相手方の急迫不正の侵害にこれを求める（DIEDRICH, a.a.O. (Anm. 507), 

S. 192; J. FISCHER, a.a.O. (Anm. 707), S. 95; MOTSCH, a.a.O. (Anm. 676), S. 77）。し

かし、相手方の態度とは本来無関係な第 33条の虚弱性情動への限定に批判、少なくとも

疑問を示さないことからすると、これらの見解は、制度趣旨に焦点を当てているというよ

りも、単に誤想過剰防衛や過剰避難との区別を前提に議論を行っているように見える。 
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う者は、この行為が追求された目的にとって厳格に必要である場合、用いられた手段が犯

罪の重大性と均衡する限り、刑事責任を負わない。 

  N'est pénalment responsable la personne qui, devant une atteinte injusitifiée envers 

elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la 

nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion 

entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. 

   N'est pas pénalment responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un 

crime ou d'un délit contre un bien, accomlit un acte de défense, autre qu'un homicide 

volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les 

moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. 

 第 122-6条 次の行為を行う者は、正当防衛の状態において行為した者と推定される。 

 ①夜間に、施錠破壊、暴行又は策略による人の現住する住居への侵入を撃退する行為、 

 ②暴力を伴う盗取又は略奪の行為者に対して自己を防衛する行為。 

  Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accpmplit l'acte :  

  1o Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu haibté ; 

  2o Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violance. 

 

 

4.1.1. 正当防衛規定の成立過程 

わが国の旧刑法も大きな影響を受けた 1810 年刑法典は、第 328 条に正当防衛の規定を、

第 329 条に正当防衛が推定される場合を定めていた。これに関しては、江口三角の研究が

ある1056。 

 第 328 条 殺人、傷害及び打撲傷が、自己又は他人の正当防衛の現在の必要性により強

いられた場合、重罪も軽罪も存在しない。 

  Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient 

commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. 

 第 329条 次の 2つの場合は、防衛が現在の必要による場合に含まれる。 

  ①殺人、傷害又は打撲傷が、夜間に、人が居住する家屋若しくは共同住宅又はその付属

物の囲い、塀若しくは入り口を乗り越えること又は侵入することを阻止するに際して

犯された場合、 

  ②前項の行為が暴力を伴う盗取又は略奪の行為者に対して行われた場合。 

     Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivans : 

   1o Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coup ont été 

portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou 

                                                   
1056 江口三角「フランス刑法における正当化事由（その 2）」愛媛法学 6号（1973）47-70

頁および同「（その 3）」愛媛法学 7号（1974）39-49頁。 
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entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ; 

  2o Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés 

avec violence. 

 正当防衛について、ドイツでは、「法は不法に譲歩する必要はない（Das Recht 

braucht dem Unrecht nicht zu weichen）」という格言が標語となっているが、フランス

においても、正当防衛を説明する際に頻繁に繰り返される法諺がある。それは、「何人も

自らで司法をなすことはできない（Nul ne peut se faire justice à soi-même）」1057であ

り、正当防衛はこの原則の例外と言われる1058。正当防衛は一般的な禁止の例外であるとい

うこの消極的な観念が、フランスにおける正当防衛の出発点となっている。この点は、正

当防衛原理そのものを積極的に基礎づけようとする日本とドイツとの相違として念頭に置

かれなければならない。  

 

4.1.1.1. アンシャン・レジーム期まで 

 フランスの正当防衛規定も、ドイツと同様に、ローマ法の影響を根強く受けていると理解

されている1059。ドイツ法との対比でいえば、キリスト教の伝統に言及されることが現在で

も多い1060。JEANCLOS は、正当防衛の歴史的基礎を、ユダヤ・キリスト教的な背景への

言及から始める。「聖書の法は、夜間の攻撃者に対する反撃による殺人を承認し、宥恕して

                                                   
1057 Bernard BOULOC, Droit pénal général, 23e éd., 2013, p. 350; Alfred BERTAULD, 

Curs de code pénal, 1854, p. 360; Nathalie COLETTE-BASECQZ, Manuel de droi pénal 

général, 2e éd., 2013, p. 227; André DECOCQ, Droit pénal général, 1971, p. 317; 

Jacques LEROY, Droit pénal général, 4e éd., 2012, p. 177; Achille-François Le 

SELLYER, Traité de la criminalité, de la pénalité, et de la responsabilité soit pénale, 

soit civile, tome. 1., 1867, p. 249; Roger MERLE=André VITU, Traité de droit criminel, 

tome 1, 7e éd., 1997, p. 583; Jean PRADEL, Droit pénal général, 20e éd., 2014, p. 315; 

Jean-Claude SOYER, Droit pénal et procédure pénale. 20e éd., 2008, p. 117; Georges 

VIDAL=Joseph MAGNOL, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 7e éd., 

1928, p. 327 
1058 明石三郎によれば、これは自救行為禁止の法諺であり、「何人も復讐をなしえず」ある

いは「何人も通常の裁判の方法によらないで自力で自己の権利を実現してはならない」と

いう意味であるという（明石三郎『自力救済の研究〔増補版〕』（有斐閣、1978）154

頁）。なお、明石は「フランス刑法においては、前記の Nul ne......の法諺は何ら価値を有

しない。けだしフランス刑法第 4条が罪刑法定主義と法律不遡及の原則を表明し、「如何

なる違反行為もそれが犯される前に法律によって規定されているのでなければ処罰される

ことはない」と規定しているからである」（171頁）とするが、これは「自力救済罪」がな

いという趣旨である。また、G・ステファニ＝G・ルヴァスール＝B・ブーロック著（澤登

俊雄＝澤登佳人＝新倉修訳）『フランス刑事法〔刑法総論〕』（成文堂、1981）120頁は

「何人も復讐をすることができない」とする。 
1059 Yvonne BONGERT, Histoire du droit pénal Cour de Doctrat, 2012, p. 264; Jean-

Marie CARBASSE, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 2e éd., 2009, p. 

253; André LAINGUI, La responsabilité pénale dans l'ancien droit, 1970, p. 259. ロー

マ法における正当防衛論としては、キケロの自然法論がここでも参照される。 
1060 LAINGUI, op. cit. (note 1059), pp. 262-263. 
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いた。その法は、殺人についてすべての刑罰を免除している――出エジプト記ⅩⅩⅡの 1お

よび 2」1061。CRBASSE によれば、広い意味での正当防衛は、ローマ法においては自然法

の原理として承認され、13 世紀以降は慣習法により承認されていた。中世の慣習では、人

身、財産または名誉のための正当防衛も認められることがあったものの、防衛は合理的かつ

攻撃に対して均衡のとれたものでなければならないという観念はすでに存在していた。こ

の点について CRBASSE は、財物の防衛に課される正当防衛の制限は、明らかにカノン法

の影響によるものであると指摘する1062。 

時代が進むと、フランスの正当防衛はドイツと異なる道を歩み始める1063。すなわち、恩

赦という形式による正当防衛の優遇である。12 世紀以降のフランス中世は、一般的に、原

則として慣習が支配する慣習法地域の北部と、ローマ法が慣習と並んであるいは慣習とし

て適用される成文法地域の南部に区別されるが1064、14世紀には領主権・教会権に対する王

権の伸張が明確となり、立法・司法においても王の権威が大きな役割を果すこととなる1065。

                                                   
1061 Yves JEANCLOS, Dictionnaire de droit criminel et pénal demension historique, 

2011, p. 139. 
1062 CARBASSE, op. cit. (note 1059), pp. 253-254. なお、塙・前掲注（507）11-13頁に

よれば、「10世紀末から 11世紀のいわゆる城主支配権細胞期そしておそらく一般には城主

支配権が解体し始める 12世紀前半までの時代の違法行為の制裁形式に関しては、賠償制

の原理はまだくつがえっていない、少なくも（国家権力による科刑という意味での――筆

者注）実刑制は未成熟である」、「城主支配権細胞期をふくめて 12世紀末にいたるまでの

時代の職権的訴追制の普及度と強度および浸透度をミニマムに評価したく思うしだいであ

る」。したがって、このような状況においては、正当防衛が裁判に現れないことも、さら

には私的な紛争解決手段として用いられていたことも推測される。 
1063 フランス的な法制度の出現について、OLIVIER-MARTINは以下のように述べる。「9

世紀以来、フランク諸制度は次第にその輪郭の明確さを失う。即ち、それらに目立ってい

たローマ法的なまたはゲルマン的な諸特徴は、その鮮明さを喪失し、崩潰するように見受

けられる」。「大雑把には、それは 10および 11世紀に求められるといえる。そして、この

時期に、他方では、封建制が、模索状態、迷妄状態にありはするが、構成される。それ

は、12世紀には決定的な進展を為し、13世紀殊に聖ルイの治世の間に、開花しまたは法

的正常性を身に着ける」（Fr・オリヴィエ‐マルタン著（塙浩訳）『フランス法制史概説』

（創文社、1986）147頁）。また、民法を念頭に置いたフランス法とドイツ法の歴史的展

開とその関係について、大木雅夫「ドイツ法とフランス法の別れ道」比較法文化 4号

（1996）15-32頁参照。さらに、「神の平和」運動のフランスにおける意義については、

塙・前掲注（507）15-17頁。 
1064 なお、成文法地域と呼ばれる南部にあっても、第 1の法源はあくまで慣習法である。

「両地方の差異は、補充的法源としてローマ法を考慮に入れていたか否かもさることなが

ら、慣習法の内容がゲルマン法的であるかローマ法的であるかに主たる要因がある」（滝

沢正『フランス法 第 4版』（三省堂、2010）30-32 頁）。また、「ともあれ、この両者の差

異は必ずしも截然としたものではなかった。というのは、両者の差異を、教会法とローマ

法が緩和したからである」（山口邦夫『概説フランス法 上』（東京大学出版会、1978）20-

21頁）。 
1065 オリヴィエ‐マルタン・前掲注（1063）453-454 頁。もっとも、領主裁判権の顕著な

凋落は 16世紀以降であるという（同 779頁）。滝沢・前掲注（1064）33-34頁も、封建制

度の解体の始まりを 14世紀に、絶対主義の確立を 16世紀に位置づけ、その間を過渡期と
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その間には、聖王 LOUIS 9世の決闘禁止令（1258年頃）が出されるなど、漸次私的な暴力

の禁圧も進められていった1066。恩赦制度に関する福田真希の研究によれば、恩赦は中世に

おいて教会や領主により与えられていたが、これらの制度は国王裁判権によって次第に侵

食されてゆく。そして、14 世紀において恩赦の概念がもっとも発展し、その範囲も拡大し

たのだが、そこでは正当防衛に対する赦免もまた頻繁に与えられていた1067。ここでは、「非

常に注目すべき、フランス法に固有の例外」として、殺人については裁判官による量刑が禁

じられていた点が特に強調される。つまり、中世から近世ヨーロッパの一般的な特徴として、

裁判官は一定の範囲内で諸事情を斟酌して、しばしば過酷すぎる慣習法・制定法上の法定刑

を減軽する権限を有していたのだが、フランスにおいては、殺人の裁判においては裁判官に

この権限が認められず、正当防衛状況や故意の不存在を理由とする死刑の回避は、国王によ

る恩赦を通じて行われたのである1068。16世紀では、多くのオルドナンスや慣習法が、正当

防衛状況で行為した者に対する完全な刑の免除を宣言した1069。たとえば、FRANÇOIS 1 世

治下の 1539年ヴィレル・コトレの王令1070第 168条は、「自らの人身の救済および防衛」の

ための殺人の正犯に、大尚書局の恩赦状を請求し獲得することを認めた1071。また、太陽王

LOUIS 14 世治下、COLBERT の主導による一連の王令の 1 つである 1670 年の刑事王令

1072は、第 16章第 2条に正当防衛に関する規定を、「赦免の書状は、過失致死のみ、もしく

は生命の正当防衛の必要からなされた殺人に与えられる」と定めていた1073。ここでの正当

                                                   

とする。なお、山口（邦）・前掲注（1064）26頁は、百年戦争後を中央集権化の時代とし

ている。 
1066 塙・前掲注（507）30-31頁。 
1067 福田真希『赦すことと罰すること』（名古屋大学出版会、2014）25-27頁。 
1068 CARBASSE, op. cit. (note 1059), pp. 241-242. 
1069 Albéric ALLARD, Histoire de la justice criminelle au seizième siècle, 1868, p. 514. 
1070 BONGERT, op. cit. (note 1059), pp. 379-380は、刑事手続きの原則を決定的に確定さ

せたものであり、次の 1670年王令は 1539年王令のシステムを集成したものにすぎないと

いう。 
1071 JEANCLOS, op. cit. (note 1061), p. 140. なお、現在のフランス刑事司法の特徴をな

す予審判事の原型は、FRANÇOIS 1世の時代に創設された「刑事を司る国王の代官

（lieutenant criminel）」であると言われている（白取祐司『フランスの刑事司法』（日本

評論社、2011）131頁参照）。 
1072 OLIVIER-MARTIN は、この王令の性格を次のように説明する。「これは殊に、騒乱

の諸時期に危険にも増加していた犯罪の迅速な弾圧を目指すものである。それは、ローマ

‐カノン起源の糺問手続を最終のところにまで推し進めるものである。拷問と秘密との大

幅過ぎる使用は、被告人を、審理の責を負う司法官に、殆ど無防御のまま引渡すものであ

る。今日の治罪法典は、この王令から多くを借り来っている」（オリヴィエ‐マルタン・

前掲注（1063）524-525頁） 
1073 福田（真）・前掲注（1067）資料 92頁。この赦免の書状の作成は判決の前に行われ

る。なお、福田によれば、ここでの赦免（rémission）は、厳密に言えば純粋な意味での

恩赦（grâce）とは異なる。通常の恩赦に必要な書状については、1670年王令第 5条が大

尚書局において作成するとしているのに対し、赦免の書状はパルルマン法院にある小尚書

局で作成される、裁判上の書状であった（72頁）。 
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防衛は生命の防衛に限定されているが、財産や名誉の防衛に対しても刑の減軽は「恩恵によ

る赦免」というかたちで認められた1074。この正当防衛の赦免状は比較的容易に与えられた

ようである1075。また、この恩赦という形式についても、キリスト教の影響が指摘される1076。

「古法においては、確かに、攻撃に対する意図的な抵抗を愛徳の義務の欠如とみなすキリス

ト教の伝統の下、自らを防衛する際に殺人または傷害を生じさせた者は、刑罰を宣告されな

いために、恩赦状または赦免状を請願しなければならなかった」1077。「古法においては、王

の恩赦状または赦免状を獲得するという条件の下でしか正当防衛の恩恵は与えられなかっ

たのだが、このことは、まだ打たれていない頬を差し出すというキリスト教の伝統に則した

ものであった」1078。当時の学説として、アンシャン・レジーム期の保守的な司法官の代表

格であるMUYART de VOUGLANS は1079、不可抗力の項目において、「正当な恐怖（la juste 

crainte）の関連で今しがた言及したすべてのことは、正当防衛（une défense légitime）の

必要に対しても同じく適用されなければならない」1080とした。ここでの正当（juste、

légitime）は、適法というよりも、「理由のある」という程度の意味で使われている。もっと

も、CARBASSE によれば、この見解は当時としては例外的なものであり、支配的であった

のは次の JOUSSE のような見方であった1081。すなわち、生命の正当防衛において行われ

た殺人は処罰されえない。「なぜなら、その防衛は自然法によるものであるからであり、こ

の主義はすべての国によって普遍的に採用されている」。JOUSSEは、犯人が逮捕を免れる

場合などを除き広く正当防衛を認め、財産を守るために窃盗を殺害することも場合によっ

ては許されるとしていた1082。もっとも、JOUSSEもまた正当な恐怖に言及しており、彼は

                                                   
1074 福田（真）・前掲注（1067）73-74頁によれば、一方で、財産の正当防衛は、「まず、

夜間である場合には、（ア）盗人が財物を手にし、それを持ち去ろうとしている時で、

（イ）持ち主が大声を上げて知らせたものの、（ウ）捕まえることができなかったため、

犯行に及んだ場合に認められる。日中の場合には、（a）盗人が武器で身を守っており、

（b）当該財物を持ち去ったり、返却を拒否したりし、（c）その財物が安物ではない時に

限って認められる」。他方で、この恩恵による赦免は、1539年のヴィレル・コトレの王令

で言及される大尚書局からの恩赦状を必要とする赦免であり、「罪刑消滅と裁判上の赦免

の中間に位置し、財産や名誉の正当防衛による殺人の他にも、怒りによる殺人や酩酊状態

の殺人、あるいは喧嘩の結果としての殺人に与えられた」。名誉または財産の防衛に関す

る古法期の議論状況については、LAINGUI, op. cit. (note 1059), pp. 269-281. 
1075 CARBASSE, op. cit. (note 1059), p. 242; LAINGUI, op. cit. (note 1059), p. 295. 
1076 江口・前掲注（1056）（その 2）47頁。また、福田（真）・前掲注（1067）53頁は、

「王権は赦すことと罰することとのコントラストを通じ、神と一体化しようとしたのであ

る」と指摘する。 
1077 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 349. 
1078 Micèle-Laure RASSAT, Droit pénal général, 3e éd., 2014, p. 390-391. 
1079 MUYART de VOUGLANS については、石井三記『18世紀フランスの法と正義』（名

古屋大学出版会、1999）199-222頁参照。 
1080 Pierre-François MUYART de VOUGLANS, Les loix criminelles de France, dans 

leur ordre naturel, tome 1, 1780, p. 29. 
1081 CARBASSE, op. cit. (note 1059), p. 255. 
1082 Daniel JOUSSE, Traité de la justice criminelle de France, tome 3, 1771, pp. 502-
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主観面にも正当防衛の基礎を見出していることがわかる1083。 

これらのことから、アンシャン・レジーム時代における正当防衛の不処罰は、王権とキ

リスト教の観点という、聖俗両面における人間の弱さの考慮に基づいていたとまとめられ

る1084。再び福田の研究によれば、正当防衛を対象とする赦免の書状についても、「書状が

裁判所に届くと、嘆願者を自宅に帰すことなく、法廷での手続きが開始された。はじめ

に、嘆願者は書状を提出し、続いて書記が書状を読み上げた。この時、嘆願者は脱帽し剣

や杖を置いて、跪いた状態でそれを聞き、内容が正しいか、税を支払ったか、そして、そ

の書状を利用したいかを確認された」1085。このように国王と裁判官に慈悲を求める手続き

は、アンシャン・レジーム期の裁判を特徴づける糺問主義とも適合的である1086。そして、

それを打破した革命は、正当防衛の基礎づけを大きく変えることとなる。  

 

4.1.1.2. 1810年刑法典の成立まで 

フランス革命において成立した 1791 年刑法典は、啓蒙思想の自然法論に強く影響され、

正当防衛が権利であることを強調した。それに先んじて、1791 年 9 月 16-29 日のデクレ

（1791 年刑事訴訟法）は、刑事裁判所の裁判長に、陪審員の評決の後、正当防衛状況にお

いて自己または第三者を守るために殺害を行った被告人に、無罪を言渡すことを認めた1087。

同月に制定された 1791年刑法典第 2編第 2章第 1節第 6条は、明確に、「殺人は、それが

自己又は他人の正当防衛の現在の必要性により不可欠なものとして（indispensablement）

強いられたものであるときには、正当に行われたものである」と宣言した。そして、「正当

な殺人の場合には、いかなる重罪も成立せず、かつ、いかなる刑事罰も民事罰も宣告されな

い」とする第 5 条からは、正当防衛に際しては刑罰も損害賠償も命じられないことが導か

れる1088。この正当防衛観は、前述のアンシャン・レジーム期のそれの対極に位置するもの

と言えるだろう1089。1791 年刑法典の制定過程において、死刑について、「自己の生命を救

                                                   

505. 
1083 JOUSSE, op. cit. (note 1082), p. 506. ここでは、実際に攻撃される前でも、合理的な

恐怖があったことと、生命の蓋然的な危険があったことを証明すれば足りるとする。 
1084 VIDAL= MAGNOL, op. cit. (note 1057), p. 321. 
1085 福田（真）・前掲注（1067）81頁。 
1086 CARBASSE, op. cit. (note 1059), p. 169 et pp. 180-185によれば、糺問手続がフラン

スに導入されたのは、北部で 1233年、中部で 1234年であるが、南部ではアルビジョワ派

の異端審問に特に用いられた。もっとも、彼によれば、糺問手続自体はカノン法以前のロ

ーマ法に由来するものであり、また必ずしも広く行われていたわけではない。 
1087 JEANCLOS, op. cit. (note 1061), p. 140. 
1088 法文は、内田博文＝中村義孝訳「フランス 1791年刑法典」立命館法学 96号

（1971）197頁参照。 
1089 確証はないが、正当防衛および誘発による宥恕が各則に定められているのは、それま

で恩赦により認められてきた不処罰や減軽を置き換えたからであると思われる。すなわ

ち、アンシャン・レジーム末期において、裁判官は一定の範囲内で諸事情を考慮して量刑

することができたのだが、殺人については、裁判所の裁量による減軽は否定され、国王に

よる恩赦を求める必要があった。そして、1791年刑法典はこの恩赦を廃止したのだが、そ
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う手段として正当防衛以外に他の手段を持たないときにのみ、その個人（の行った殺人）が

正当防衛を理由とする殺人に当たるとされるのと同様に、社会もまた、犯罪を抑止するに十

分な他の刑罰を犯罪に対置することが不可能であることを証明した場合に限り、生殺与奪

の権利を合法的に行使することができるのであります」1090とされたように、啓蒙思想にと

って、正当防衛とはまさしく正当化の論証に用いられる根拠なのであった。1795 年のブリ

ュメール罪刑法典は、判決に関する手続法的規定において新しい起草を生み出した。その第

425 条が明確化するには、「陪審員が当該事実はその意思なく（involontairment）、なんら

の害意なく（sans aucune intention de nuire）、または自己もしくは他人を正当に防衛する

ために（pour la légitime défense de soi ou d'autrui）犯されたものであると意見表明した

場合においても、前条の場合と同様である」1091として、有罪が立証されなかった場合を定

める前条を参照する。 

革命の混乱を終息させた NAPOLÉON は法典編纂に着手し、1804 年に民法典、1806 年

に民事訴訟法典、1807 年に商法典、1808 年に治罪法典を次々と制定し、1810 年の刑法典

をもって、いわゆる「ナポレオン 5法典」を完成させた1092。1810年法典第 328条は、1791

年刑法典が犯罪の不成立に加えて民事罰の不発生を規定したのに対して、「重罪も軽罪も存

在しない」と規定するにとどまった。FAURE提出の第 1稿の第 249条は、「殺人、傷害又

は打撲傷が、自己又は他人の正当防衛の現在の必要性により不可欠なものとして強いられ

たときは、重罪は存在しない」として、要件については 1791年刑法典を踏襲しつつ、その

効果として重罪の不成立を定めるにとどまった1093。この提案は 1808年 11月 8日の審議に

おいて異論なく採択されたのだが1094、1809年 8月 26 日付けの第 2稿第 312条は（成立し

た）第 328条と同じであるとされており1095、文言の修正の経緯は明らかではない。理由書

の説明を見ると、第 328条は次のような考え方に支えられている。すなわち、「現在の必要

性」という文言は、問題となるのが、実力に対して実力によって対抗することを強いられる

                                                   

の根拠の 1つが、「無実の者を救うための慈悲の権利は、すでに刑法典の中に存在してい

る」という主張であった（福田（真）・前掲注（1067）143頁）。それゆえ、1791年刑法

典が殺人においてのみ正当防衛に言及しているのは、殺人の不処罰・減軽について恩赦を

不可欠のものとしていたアンシャン・レジーム期の制度に遠因があるのではないか。これ

に対して、カロリーナ刑事法典第 139条以下が正当防衛を殺人についてのみ定めていたの

は、おそらくそれがフェーデなどの私的復讐による殺人や現行犯の殺害の延長にあるから

である。そうすると、両者は、立法技術の未熟という側面は否めないものの、偶然の一致

ということになる。 
1090 沢登佳人＝藤尾彰訳「フランス 1791年刑法典草案に関するルペルチエ報告」法制理

論 18巻 4号（1985）173頁。 
1091 法文は、沢登佳人＝藤尾彰＝鯰越溢弘「邦訳・大革命期フランスの刑事訴訟立法（そ

の二）、罪刑法典（二）（革命暦 4年霧 月
ブリユメール

3日）」法制理論 18巻 1号（1985）223頁。 
1092 滝沢・前掲注（1064）80頁。 
1093 Jean-Guillaume LOCRÉ, La législation civile, commerciale et criminelle de la 

France, tome 30, 1832, p. 363. 
1094 LOCRÉ, op. cit. (note 1093), p, 378. 
1095 LOCRÉ, op. cit. (note 1093), p. 417. 
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（obligé）場合のみであるということを示す。人は、法律が暴力の行使を禁じる（défendre）

のを見た後で、それがここでは暴力への対抗を許容するのを見るのである。「それが望むの

は、人々が、自らが共存する平和な交際において、この禁止（défense）に従い、これを尊

重することである」1096。また、1810年 2月 17日の報告においても、自己保存本能や、緊

急時の危険の評価および防衛の程度の調整の不可能性が援用されるなど、今日の意味にお

ける責任阻却的側面が強調されている1097。ここでは、正当防衛行の権利行為性が明らかに

退潮している。つまり、1810 年刑法典における正当防衛を支配していたのは、その行使は

あくまで国家による実力の独占の例外にすぎないという観念であった。これは 1810年刑法

典全体の構想と合致するといえるだろう。CARBASSE はそれを以下のようにまとめる。

「1810年法典の強度の厳格さは、革命暦 9年の法案のそれのように、「社会の維持」という

要請によって正当化されている」。1791 年刑法典においては、「――人権宣言の基本方針に

沿って――国家権力の担当者による権限濫用から市民を守ることが重要であった。しかし

1810 年には、視点が完全に逆になっている。涜職の罪はもはや副次的な犯罪でしかなく、

何よりも問題となるのは、国家とその機関を弱体化しそれに反抗しうるあらゆるものから

国家とその機関を防衛することであった」1098。また、PRADELも、1810年刑法典の特徴

を、功利性、峻厳性、（君主制と革命との）妥協性、（行為者ではなく犯罪だけを問題とする）

抽象性とする1099。このように、正当防衛規定についても、1810年刑法典の持つ反動的な性

格が現れている点は否めないだろう1100。 

民事罰すなわち損害賠償の否定を明言しなかったことについて、ORTOLANによれば、

「これには理がある。われわれは、被疑者・被告人がなぜ無罪となりうるのかを知ってお

り、それは、裁判官が、その者の側ではいかなる刑法上の有責性も存在しないと評価する

であろう、そして、それにもかかわらず、裁判官は、その者の負担で、損害賠償の義務を

負わせるために十分な民事上の有責性は残ると評価するであろうという理由からである」

1101。すなわち、1810年刑法典の規定からは、正当防衛による行為から損害賠償義務が生

                                                   
1096 LOCRÉ, op. cit. (note 1093), p. 478. 
1097 LOCRÉ, op. cit. (note 1093), p. 513. 
1098 CARBASSE, op. cit. (note 1059), pp. 440-441. 該当箇所の邦訳については、中村義孝

『ナポレオン刑事法典史料集成』（法律文化社、2006）9-10頁参照。 
1099 PRADEL, op. cit. (note 1057), pp. 83-84. 
1100 もっとも、1810年刑法典の性格については、以下の指摘も確認されるべきである。

「ここで注意すべきことは、後半に反動が生じあらゆる面で後退が見られたとはいっても

高揚期との比較における相対的な評価であって、決して大革命前の旧制度に逆戻りしたわ

けではないことである」（滝沢・前掲注（1064）54 頁）。「1810年刑法典は、革命時の

1791年刑法に比べると著しく厳格化されたものであった。しかし、これは当時の時代的要

請に沿うものであって、幾多の欠陥にもかかわらず、1789年人権宣言と 1791年刑法の精

神に従って、罪刑法定主義、刑罰の公平化、刑罰の一身性を基本原則としたこと、およ

び、立法技術の点からみて、非常に卓絶したものであったこと、の 2点において 19世紀

刑事立法の模範とされた」（山口（邦）・前掲注（1064）69頁）。 
1101 ORTOLAN, op. cit. (note 53), p. 185. 
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じるのかについて争う余地があった。実際に、前述のように 1804年民法典には損害賠償

について正当防衛に関する規定は存在しない。JEANCLOS は、「1810年刑法典は、

1791年という前身者の第 5条および第 6条の文言を統合することで満足した。その第

328条は、この用語および意味の再編集を表明し、したがって、正当防衛状況において必

要性からかつ緊急で行為して、つまりとっさの反応として殺害を行った者について、完全

な免除を示した」1102として、1810年刑法典の正当防衛がむしろ責任阻却事由に近いこと

をほのめかす。学説においても、19世紀中頃までは以下で見る主観説も有力であった。  

 

4.1.1.3. 現行刑法典の成立まで 

 1810年刑法典の成立後、19世紀のうちは、特に 1832年の改正を中心とするいくつかの

修正が加えられるにとどまり、基本的体系は維持された1103。正当防衛規定に対しては、「こ

の規定の位置は、心神喪失、強制のように、法典の総則部に示され、その表現も、闘争の損

害結果のすべてを包括するように、同じく一般的でなければならなかった」1104と苦言を呈

されることはあったにせよ、改正の差し迫った必要性があるとは考えられていなかった。そ

の後、刑法典の全面改正が本格化するに応じて、正当防衛は総則に移ることとなる1105。フ

ランス刑法の全面改正が始動したのは、1930年、司法大臣 CHÉRONの下、破毀院検事長

MATTER を委員長とする改正委員会が省内に設置されてからであった1106。この改正委員

会は、1932 年に刑法総則の予備草案を発表する。この草案において、正当防衛は総則の第

3編「犯罪」第 2章「犯罪を消滅させる事由」の中に規定されることとなった1107。 

 第 112条 以下の場合には、重罪、軽罪、違警罪は存在しない。 

 1. 行為が、法律により定められかつ正当な権限により命じられていた場合 

 2. それが、職務又は業務上の権利行使又は義務履行にすぎない場合 

 3. それが、自己若しくは他人又は自己若しくは他人に属する財産の正当防衛の現実の必

要性により強いられ、防衛が攻撃の重大性に均衡していることが証明される場合 

 この並びには、日本刑法第 35 条前段、後段、第 36 条にほぼ対応しているという点で興

味深いものがある。委員会は 1934 年に各則草案も完成させ、草案全体を司法大臣に提出、

                                                   
1102 JEANCLOS, op. cit. (note 1061), p. 140. 
1103 滝沢・前掲注（1064）95頁。 
1104 ORTOLAN, op. cit. (note 53), p. 184; R. GARRAUD, op. cit. (note 180), p. 156も、

「この規定の位置は、心神喪失と強制を扱う第 64条に続いて、刑法典総則に定められえ

た。そうであれば、その表現は、私的防衛が生じさせうるすべての損害結果を包括するよ

うな、より一般的なものでなければならなかっただろう」とする。 
1105 フランスの刑法改正については、上野芳久「フランス刑法改正の歴史」相模工業大学

紀要 21巻 1号（1986）55-80頁、平場安治＝平野龍一編『刑法改正の研究 1』（東京大学

出版会、1972）120-130頁（森下忠執筆部分）参照。 
1106 大塚郷二「フランスの刑法改正予備草案」法学志林 35巻 1号（1933）94頁。 
1107 Avant-projet de code pénal français, Revue internationale de droit pénal（以下、

「RIDP」）, 1932, p. 303. なお、続く第 113条には正当防衛の推定が規定される。 
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国会に上程したものの、審議されることなく廃案となった1108。 

 戦後の刑法全面改正は、1974年に設置された刑法典改正委員会の作業により本格化する。

1976 年草案とその確定稿である 1978 年草案は、第 2 編「人」第 2 章「罰せられない人」

の中で、正当防衛を以下のように規定した1109。 

1976年草案（未確定稿） 

第 2 編第 2章第 4 条（2204） 人又は財産に対する急迫かつ重大な危険を、相当な反撃

行為により避けるために、やむことをえず行為に出た者は、これを罰しない。 

第 5 条（2205） 人又は財産を守るため、現在の必要性により、やむことをえず行為に

出た者は、防衛行為が正当であり、かつ、攻撃の性質及び重大性に均衡する場合、これを

罰しない。 

 人の住居する場所に侵入する者に反撃して、夜間に、行為に出た者は、正当防衛の状態

で行為した者と推定する。 

1978年草案（確定稿） 

第 43条 人又は財産に対する急迫かつ重大な危険を避けるため、やむことをえず、相当

な反撃行為により行為に出た者は、これを罰しない。 

第 44条 人又は財産を守るため、現在の必要性により、やむことをえず行為に出た者は、

防衛行為が正当であり、かつ、攻撃の性質及び重大性に均衡する場合、これを罰しない。 

 夜間に、人の住居する場所に侵入する者に反撃して行為に出た者、正当防衛の状態で行

為した者と推定する。 

 このように、1976/78年草案もまた、1810年刑法典とは異なり、そして 1932年草案と同

様に、正当防衛を総則に規定することとなった。しかし、1976/78年草案と 1932年草案は

刑法典自体が異なる構想に依拠しており、両草案の正当防衛もその影響を受けている。すな

わち、1932 年草案の立法精神はあくまで 1810 年刑法典の一般的なそれを固持しており、

起草委員会で新派刑法学の意見が規準的なものでありうることは「断じてない」1110とされ

た。これに対して、1976/78年草案は、一方では「責任（responsabilité）」という語を用い

ず、他方で「刑（peine）」という観念を廃止し「制裁（sanction）」に置き換えるなど、行

為よりも行為者に重点を置く方針をとった1111。これに応じて、1932 年草案では、「それ」

により代名される「行為」が正当防衛行為であれば犯罪は成立しないという趣旨であるのに

対し、1976/78 年草案では、「罰せられない人」という表題が示すとおり、正当防衛行為に

出た「者」が罰せられないとなっている。このような、行為から行為者へ、刑罰から制裁へ

                                                   
1108 上野・前掲注（1105）60頁、滝沢・前掲注（1064）112頁。 
1109 新倉修訳「フランスの刑法典改正委員会・1976年刑法草案総則（未定稿）」国学院法

学 18巻 2号（1980）111頁参照。 
1110 ドンヌデイユウ・デュ・ヴアーブル（訳者不明）「フランスに於ける刑法改正」刑政

48巻 11号（1935）44頁。 
1111 森下忠「フランスの新しい刑法草案（総則）」ジュリスト 640号（1977）101-106

頁。 
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という流れは、明らかに新社会防衛論の影響を受けたものである1112。 

 1981 年、デクレにより新たに刑法典改正委員会が設置され、1978 年草案に手を加え、

1983年に総則草案を発表する。草案は正当防衛を以下のように定めた1113。 

第 34条 人又は財産をおびやかす急迫かつ重大な危険を避ける必要により、やむことを

えず行為に出た者は、この反動行為が危険の性質及び重大性に均衡する場合、これを罰し

ない。 

第 35条 人を防衛する現在の必要により、やむことをえず行為に出た者は、この防衛行

為が正当なものであり、かつ、攻撃（l'agression）の性質および重大性に均衡するときに

は、これを罰しない。 

第 36条 財産を防衛する現在の必要性により、やむことをえず行為に出た者は、この防

衛行為が正当なものであり、かつ、侵害（l'atteinte）の性質及び重大性に均衡するときに

は、これを罰しない。 

第 37条 人の住居する場所に押込み、暴力行為又は偽計により侵入する者に反撃して行

為に出た者は、正当防衛の状態で行為した者と推定する。 

本案は1978年草案を下地にしており、正当防衛規定に関して基本的な方針の変更はない。 

1983 年総則草案の作業の区切りをなすものとして、1986 年に総則と人身犯と財産犯に

関する各則を規定した法案が上院に提出される。本案は、政権交代のために実質審議される

ことなく廃案となった1114。ここでは、正当防衛は、第 2章「責任阻却・減少事由」の中で、

以下のように定められていた。 

                                                   
1112 社会防衛論と新社会防衛論については、。ここでは、ANCELの新社会防衛論に関する

平野泰樹の簡潔な説明を参照する。「アンセルの社会防衛論は、人間と社会とのありよう

にその基礎的イデーを表明している。それは、次のようなものである。（原文改行）社会

が人間にその存在根拠を有するものである以上、社会は人間に対して人間の向上のための

あらゆる便宜を供与する絶対的義務を有すると同時に、個人も社会的行動の規則を順守し

なければならず、もしこれに違反するときは法定の制裁に服する絶対的義務を負わなけれ

ばならない。それゆえ、社会は犯罪に陥った者に再び自由を回復するための再社会化処遇

を実施する義務を負い、また犯罪者は再社会化のための処遇を受ける義務と同時に権利を

有する。しかし人間は人間として神聖であるから、再社会化処遇は人間としての尊厳を損

なうものであってはならないし、社会共同体から排除するものであってはならない。新し

い社会防衛は犯罪者の処遇という導体的な観念を本質とするものであり、この新しい観念

は人間的な内容と社会正義に富むものである。再社会化のための処遇には科学的所与を不

可欠とするが、科学もまた人間のためにこそ用いられるべきであって、人間性に反してこ

れを利用してはならない。それゆえに、人間の尊厳は、再社会化の過程および方法に必然

的な限界を定める」。（平野泰樹「フランスにおける新旧両派の相剋」『柏木千秋先生喜寿

記念論文集』（立花書房、1991）237頁）。ANCELの新社会防衛論のさらなる構想につい

ては、澤登俊雄『犯罪者処遇制度論（下）――新社会防衛論――』（大成出版社、1975）

1-47頁および 112-145頁参照。 
1113 新倉修訳「フランスの刑法典改正委員会・1983年の刑法草案総則」国学院法学 21巻

4号（1984）138頁参照。 
1114 恒光徹訳「フランス 1986年刑法典改正法案（２）」岡山大学法学会雑誌 37巻 3号

（1988）742頁。 
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第 122-4 条 人又は財産に対する不正な侵害に直面して、同一の機会に、その人又はそ

の財産の正当防衛に必要な行為を行う者は、用いられた防衛手段又は得られた結果と侵

害の重大性との間に不均衡がある場合を除き、罰せられない。 

 ②夜間に、破壊・暴力又は策略による現住住居への侵入を撃退する行為に出た者は、正

当防衛の状態で行為した者とみなされる。 

この規定の表題である「責任阻却・減少事由」については、日本の刑法学における意味で

理解する必然性はない。もっとも、理由書には次のような記述がある。「認識しながらも犯

罪を犯すよう抵抗しがたく強制される状態にあった者にたいし、落ち度のある行為

（comportment fautif）ありとして非難することはできない。したがって、古典的不可罰事

由である強制、正当防衛、緊急避難、法律あるいは権限ある官憲の命令は、法案においても

判例に従って維持される」1115。ここからは、正当防衛が意識的に責任阻却事由と理解され

ていることがわかる。 

1986年草案は、1989年に提案理由の一部を改め上院である元老院に提出される。元老院

からその付託を受けた法務委員会は、4月 27日付で報告書（リュドルフ第 1報告書）を提

出する1116。この報告書は、正当防衛について以下のように言及している。「本法案第 122-4

条は、フランス刑法の伝統的・根本的解決を再び公式化している。すなわち、正当防衛の権

利がこれである」。「正当防衛の原理は、学説によるきわめて豊富な注釈の対象となってきた。

当局は人身の安全を十分に守っていないとか、さらには財産の防衛は現行法においてこの

原則に含まれないのだが、財産の安全をも不十分にしか守っていないとかいう感情を世論

がもつたびごとに、正当防衛の原理は、世論の物議をかもし出してきた。とはいえ、正当防

衛の観念は、1810 年以来、相対的に変わらないままであった。判例は、その観念を簡潔に

定めている現行刑法典第 328条のさまざまな文言を定義するにとどまってきた」。第 328条

およびこれについての判例を取り入れて、本法案第 122-4条は、正当防衛の要件として、侵

害の不正性、防衛行為の即時性、防衛行為の必要性、防衛手段または得られた結果と侵害の

重大性との均衡性の 4 つを定めている。第 122-4 条第 2 項は、正当防衛が推定される場合

として、夜間の侵入盗を撃退する事例を定めるが、逆に、1810年刑法典第 329条第 3段（第

2 号）の暴力を伴う盗罪または掠奪の行為者に対する事例を取り込まなかった1117。本委員

                                                   
1115 恒光徹訳「フランス 1986年刑法典改正法案（１）」岡山大学法学会雑誌 37巻 1号

（1988）172頁。 
1116 フランス刑法研究会訳「フランス刑法典総則規定の改正法案に関する元老院法務委員

会報告書（一）（1989年 4月 27日のいわゆるリュドルフ報告書）」国学院法学 27巻 3号

（1990）134頁。 
1117 その背景は必ずしも明らかではないが、この事例については第 328条の原則がそのま

まあてはまるため、第 329条が独自の意義を持つことはないと理解されていた（Pierre 

BOUZAT=Jean PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, tome 1, 1963, p. 

274; Émile GARÇON, Code pénal annoté, nouvelle édition refondue et mise à jour par 

Marcel ROUSSELET=Maurice PATIN=Marc ANCEL, tome 2, 1956, pp. 171-172）こと

が最大の理由なのではないか。 
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会は、一方で第 1項の起草を改善し1118、他方で正当防衛が認められない場合として用いら

れた防衛手段と侵害の重大性との不均衡を挙げるにとどめる第 1 の修正案を採択した。次

に、第 2 項について、暴力を伴って行われる盗罪または掠奪の行為者に対して自己を防衛

することによって、行為を遂行する者は、正当防衛の状態において行為したと推定される、

と規定した1119。すなわち、リュドルフ報告書において、法務委員会は 1986年草案第 122-

4条を修正して、第 1に、得られた結果と侵害の重大性に不均衡がある場合の正当防衛を認

め、第 2に、正当防衛が推定される事例を 1つ加えて 1810年刑法典と同じにした。これら

の修正により正当防衛の要件は緩和されたが、このことと、「正当防衛の権利」を語る本委

員会の立場との関連は明らかではない。報告書の案は、元老院によってそのまま可決された。 

かくして、元老院案は下院である国民議会に送付された。国民議会法務委員会はその総則

部分を審議し、同年 10 月 2 日付で報告書（マルシャン第 1 報告書）を提出する1120。この

報告書は、正当防衛について以下のように言及している。「正当防衛に関する法案の規定は、

とりわけ財産のための正当防衛に関して、いくらか議論をまきおこした」。法案第 122-4条

の規定は目新しいものではない。人身のための正当防衛については、1810 年刑法典第 328

条の原則をきわめて広く取り入れている。財産のための正当防衛に関しては、古くから判例

により肯定されている原則そのものではなく、これを法律に明記することの適宜性につい

て批判された。一部の者は、判例に根拠がないのに、財産の正当防衛を立法上の原則として

認めることがいくらか刺激的であることを強調する。さらに、提案された規定は、人身と財

産を同一レベルに置くこととなる。本委員会は、財産の防衛に関する判例を問題視するわけ

ではないが、財産のための正当防衛に関する規定を削除することを決定した1121。すなわち、

国民議会法務委員会は、財産のための正当防衛の立法化を認めない立場をとったのである

1122。 

このような結論に至るまでの経過は、報告書に記載されている、法案審議に先立って行わ

れた委員会による聴問および「付属文書」の説明から明らかになる。聴問では、関係機関の

代表者が財産のための正当防衛について言及している。まず、司法大臣は、元老院の提案を

確認した上で、「財産のための正当防衛の場合については、攻撃に対する反撃の均衡性の問

題をあげ、防衛が殺人を伴ったときには財産のための正当防衛にあたらないとするヨーロ

                                                   
1118 要件の実質的な変更ではないが、「人又は財産に対する」が「自己若しくはその財産又

は第三者若しくはその財産に対する」となった。 
1119 フランス刑法研究会訳「フランス刑法典総則規定の改正法案に関する元老院法務委員

会報告書（四）（1989年 4月 27日のいわゆるリュドルフ報告書）」国学院法学 28巻 2号

（1990）101-103頁〔藤山公一郎＝新倉修訳部〕）。 
1120 フランス刑法研究会訳「フランス刑法典総則規定の改正法案に関する国民議会法務委

員会報告書（一）（1989年 10月 2日のいわゆるマルシャン報告書）」国学院法学 29巻 1

号（1991）115-116頁。 
1121 フランス刑法研究会・前掲注（1120）137頁〔新倉修訳部分〕。 
1122 近年の教科書においてこの点に触れるものとして、PRADEL, op. cit. (note 1057), pp. 

322-323; RASSAT, op. cit. (note 1078), p. 397. 



334 

 

ッパ人権条約によって確認された原理を刑法に取り込むのが適切ではないか」1123と指摘し

た。聴問の最後に、司法大臣は正当防衛に関して、「一方で、事情の評価は明らかに事案ご

とになされなければならないこと、他方で、財産のための正当防衛に関して、均衡性の限度

について示唆する文書を先頃書き、人身のための正当防衛とはいくらか違う区別を設ける

こと」を指摘した1124。さらに、聴聞は各司法機関に対しても行われた。ここでは、司法官

が財産のための正当防衛にかなり抑制的であるのに対して1125、各弁護士団体は留保をつけ

つつもより含みのある態度をとった1126。続いて行われた刑法学者に対する聴問でも、財産

のための正当防衛には慎重な意見が出された1127。マルシャン第 1報告書の最後に付された

                                                   
1123 フランス刑法研究会訳「フランス刑法典総則規定の改正法案に関する国民議会法務委

員会報告書（二）（1989年 10月 2日のいわゆるマルシャン報告書）」国学院法学 29巻 2

号（1991）65頁〔新倉修訳部〕）。その後の委員の発言において、CHARLES委員は司法

大臣に対して、「正当防衛において、財産のための防衛に関する制限がどのような困難を

引き起こすのか」と質し、「さらに実際にも、公共交通での安全確保が十分でない現状で

はとりわけ厳しい状況において正当防衛の問題が提起されることになる」と述べた（68

頁）。 
1124 フラン刑法研究会・前掲注（1123）72頁〔新倉修訳部分〕。 
1125 司法官職組合会長HAZANは、財産のための正当防衛に関して、「これがフランス社

会が人身に対して払っていた優位に反するのみならず、絶対的な必要がある場合におい

て、正当防衛を自然人のための正当防衛に限定する人の権利の擁護に関するヨーロッパ条

約にも反する」とした上で、国民議会での議論の深化を求めた（フラン刑法研究会・前掲

注（1123）77頁〔新倉修訳部分〕）。 
1126 弁護士組合連合会 CAHENは、下級審で形成されてきた判例を体系化しようとする本

法案の規定に反対ではないが、「反撃が攻撃に対して均衡のとれたものでる(ママ)ように気

をつける必要があることを強調し、世論がわいているようであることを認めたうえでも、

殺人を伴う場合に財産のための正当防衛行為を容認することはむずかしい」とした（フラ

ンス刑法研究会訳「フランス刑法典総則規定の改正法案に関する国民議会法務委員会報告

書（三）（1989年 10月 2日のいわゆるマルシャン報告書）」国学院法学 29巻 3号

（1992）58-59頁〔新倉修訳部分〕）。フランス弁護士組合会長 VOULANDおよび

MERCIER の立場はより含みがある。VOULANDは、法案の規定が「殺人の許可」のよ

うには書かれていないということを確認した上で、「財産に対する侵害の被害者となる者

は防衛すべきではないとは言い難いと述べ、攻撃と防衛との間の均衡の原則を主張する必

要があることを強調した」。MERCIER は、法案の規定が判例を明文化したものであるこ

とを指摘した上で、「財産のための正当防衛の原則を法律に掲げることは過剰な行為を正

当化するものとしてみなされるべきではないことを強調した」（61-62頁）。さらに、青年

弁護士同盟全国連合会長 de GAULLE は財産のための正当防衛について意見を留保し（62

頁）、弁護士会長会議会長MALINCONIは、私見として、社会のあらゆる階層の関心事で

ある財産のための正当防衛を頭から否定することはできないが、防衛が殺人を引き起こす

ところまで認めることはできないと述べた（64頁）。パリ弁護士会元会長 STASIは、パリ

弁護士会は財産のための正当防衛を討議していないが、私見として、「判例は満足すべき

ものであって、法律の中に規定することによってこれを神聖化するのは有益ではない」と

した（67頁）。 
1127 フラン刑法研究会・前掲注（1126）70頁（DELMAS-MARTY）および 72頁

（LÉAUTÉ）。 
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「付属文書」には、正当防衛に関する詳しい解説がなされている1128。「付属文書」ではまず、

正当防衛の一般論が展開される。「第 122-4条は、正当防衛に関する新しい規定を提案する

ことを目的とする。この規定は、一方では、現行刑法典第 328 条および第 329 条の規定か

ら、他方では、これに関する判例が引き出した解決から着想を得たものである」。議論は、

正当防衛の原理そのものよりも、それが適用される事情と要件に及んでいる。正当防衛原理

それ自体については、正当防衛行為者に「有罪判決を下さないこと、あるいは、より軽い刑

を言渡すことが正当であると考える」という点で一致がある。フランス革命の思想を受け継

ぐ 1810 年刑法典第 328 条の正当防衛の不処罰の根拠が基礎にしているのは、「人身の保全

が、そしてさらには財産の保全でさえも、危険が切迫しているため、通常の司法手続きでは

保障されない緊急状況において自らを防衛した者は、司法手続きの不十分さを補うだけで

あり、したがって、法に反する行為を行ったのではないという考え方である」。「付属文書」

では、次いで、1810年刑法典第 328条に関するこれまでの解釈が確認される。この条文は

厳密に書かれているが、判例はこれをより広義の意味で解釈し、正当防衛の要件を満たして

いる場合、留保つきで財産の正当防衛にまでその適用領域を拡大した。この立場が根拠にし

ているのは、1つには、第 329条が財産の正当防衛の特別な場合であるという考え方、2つ

めには、「裁判に訴えてもつねに財産の取戻しや損害の回復が可能であるとは限らないため

に、財産の防衛のための正当防衛を考えることができる」という考え方、さらには、一定の

場合には裁判所自らが正当防衛を認めないことができるという考え方である。これに続い

て、新規定に関する元老院法務委員会までの議論を確認した上で、委員会の提案に移る。「報

告者は、委員会により聴取された司法官および弁護士の職業団体の大部分が、第 122-4 条

は、基本的には、十分に確立された判例を再認識するにとどまるものであること、およびこ

の点で第 122-4 条は革新的とはいえないと主張したことを想起した。たしかに、たとえ革

新的な点があるとしても、それは判例上の原理に法的効力を与えるという事実にとどまる

ものである」。財産の正当防衛について、判例を立法化することには反論が提起される。第

1に、人身の正当防衛に関する規定と対をなす規定を同じ法律に組み込むという決定は、人

間の生命の防衛と物質的な財産の防衛とを同一次元におくことにつながり、「実際にかなり

ショッキングであるように思われると述べた者もいた」。さらに、財産の正当防衛の立法化

は、行き過ぎへと駆り立てる性質を持つのではないかという懸念を無視するわけにはいか

ない。最後に、判例を立法化することは、正確には調和していない判例が法律となるという

懸念がある。委員会は、報告者の発案に従って、第 122-4条の対象を人身の正当防衛に限定

するため、および 1810 年刑法典第 328 条の文言をできる限り広く取り入れるために、第

122-4条の新起案を採択した。また、形式的な明確性を配慮して、正当防衛の推定を独立に

規定した。 

                                                   
1128 フランス刑法研究会訳「フランス刑法典総則規定の改正法案に関する国民議会法務委

員会報告書（五）（1989年 10月 2日のいわゆるマルシャン報告書）」国学院法学 30巻 3

号（1992）101-105頁〔岡上雅美訳部分〕。 
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国民議会により大幅に修正された草案は、再び元老院の法務委員会の審議に付された。元

老院は、1990 年 4 月 2 日の報告書（リュドルフ第 2 報告書）1129に従い、財産のための正

当防衛について、国民議会によって修正された元老院第 1 読会の原案、つまり財産のため

の正当防衛を認める規定をほぼそのまま可決した。ところが、これを受けた国民議会第 2読

会はまたもや財産のための正当防衛を削除する修正を行い、議論は平行線をたどった。 

かくして、法案は憲法所定の両院同数からなる合同委員会において審議されることとな

った。その結果、財産のための正当防衛を承認するものの、人身のための正当防衛と明確

に条文と文言を分け、故意の殺人についてはその適用可能性を排除する規定を新たに起草

することで決着がついた。ここで起草された法文が、現行 122-5条に引き継がれることと

なった1130。  

 

4.1.1.4. 検討 

以上、現行刑法典第 122-5条の成立に至る展開を検討したが、ここからわかるのは、フラ

ンスの立法者には、正当防衛による不処罰を認めることにかなり消極的な伝統が存在する

ということである。アンシャン・レジーム期までは、正当防衛からの殺人は無罪ではなく、

その不処罰は恩赦により認められるにすぎなかった。近代自然法と革命の成果である 1791

年は、損害賠償も成立しない旨を明文で示したことで、正当防衛が正当な権利であることを

高らかに宣言したが、これに対して、1810 年刑法典は、法典全体の反動性を示すかのよう

に、法効果を重罪・軽罪の不成立と定めるにとどめ、不処罰の例外性を強調した。このよう

な傾向は現行第 122-5条にも受け継がれている。すなわち、1989年のリュドルフ第 1報告

書は、「本法案第 122-4条は、フランス刑法の伝統的・根本的解決を再び公式化している。

すなわち、正当防衛の権利がこれである」と高らかに宣言するが、ここに理解される「正当

防衛の権利」の伝統的な基礎は、原案の 1986年草案が言うように、「認識しながらも犯罪

を犯すよう抵抗しがたく強制される状態にあった者にたいし、落ち度のある行為

（comportment fautif）ありとして非難することはできない」という責任阻却事由的発想で

ある。 

もっとも、注意すべきであるのは、このような消極的な態度を示しているのは立法者であ

るということである。特に、改正直前になって、財産のための正当防衛の明文化が問題とさ

れたが、これを削除するように主張したのは下院の国民議会であった。すなわち、ここでの

正当防衛の不処罰範囲の限定は民主的な正統性に直接依拠しているのである。この点で、立

                                                   
1129 フランス刑法研究会「フランス刑法典総則規定の改正に関する元老院法務委員会第二

報告書（二）――1990年 4月 2日のいわゆるリュドルフ第 2報告書」国学院法学 31巻 3

号（1994）148頁。 
1130 RAPPORT fait au nom de la commission mixte paritaire (2) chargeé de proposer un 

texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des 

dispositions générales du code pénal, par M. Marcel RUDORFF, Sénat no 256 (1990-

1991), p. 5. 
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法者が拡大的な適用を指示し、裁判所がこれを無視している日本の現状とは、前提がまった

く異なる。そして、以下に見るように、フランスの判例は、立法者の消極的な態度を条文の

文言を超えて徹底しようと試みることはないのである。 

 

 

4.1.2. 正当防衛をめぐる学説と判例 

 

4.1.2.1. 正当防衛の不処罰根拠と法的性質 

フランス刑法学において、正当防衛の不処罰根拠は主観説と客観説におおむね区分され

る。主観説には、正当防衛の不処罰を心理的強制により説明する見解と、正当な動機などに

より説明する見解がある。客観説は正当防衛を権利または（および）義務と構成するが、そ

こには、正当防衛の不処罰を端的に権利とする初期の見方と、むしろ緊急避難と関連づけて

広い意味での利益衡量により説明する最近の見方が混在している1131。この議論の射程は正

当防衛の各要件の解釈および共犯の成否にも及ぶが、その直接の対象は、正当防衛により犯

罪のどの構成要素が消滅するのかという点にある1132。論者の犯罪論体系の理解にもよるが、

主観説は、強制などと同じく犯罪の行為者への帰責性（imputabilité）が消滅するとおおむ

ね主張するのに対し、客観説は、緊急避難などと同じく犯罪の法定要素（élément légale）

または不法要素（élément injuste）が消滅すると主張することが多い。もっとも、近年の論

者は、第 122-5条の「刑事責任を負わない」という定式にあわせて、単に客観的または主観

的に刑事責任がなくなると説明することも多くなっている。以前は、フランス刑法学におい

て犯罪論の体系には基本的な一致があると言われたこともあったが1133、少なくとも新刑法

典施行後は、末道康之が「フランスの犯罪論に関して伝統的に支持されていた 3分体系（法

律的要素、客観的要素、主観的要素）あるいは 4分体系（法律的要素、客観的要素、主観的

                                                   
1131 客観説の中には、行為者の特別予防の不要性（GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 

156）や、公民精神の欠如の不存在（SOYER, op. cit. (note 1057), p. 117）といった、防

衛行為者の内面に言及するものもある。なお、主観説と客観説の対立について、DELMAS 

SAINT-HILAIRE は、「前者は、個々の人間の行動の観察より導かれる、素朴で、直接的

かつ自然的な所与からなるのに対し、後者は、構造化された社会組織の規則にうったえる

ために、より手入れされ、間接的で人為的な所与に基づく。一方が自然的秩序に属するの

に対し、他方は法的秩序に属する。一方がまず精神生理学的であるのに対し、他方は主に

法律的である」（Jean-Pierre DELMAS SAINT-HILAIRE, La crise de la légitime défense 

dans la doctrine contemporaine, Revue internationale de criminologie et police 

technique, 1975, p. 8）と特徴づけるが、主観説は法的基礎を無視しているわけではな

い。 
1132 フランスの犯罪論体系については、井上宜裕「フランスの犯罪体系論」法律時報 84

巻 1号（2012）34-37頁、末道康之『フランス刑法の現状と欧州刑法の展望』（成文堂、

2012）13-26頁参照。 
1133 沢登佳人「フランス犯罪論に学ぶもの」法制理論 13巻 3号（1981）188頁。 



338 

 

要素、不法要素）は現在では批判の対象」1134となっていると評価するように、論者ごとに

様々な体系が主張されている1135。それゆえ、本稿では、それぞれの論者が、正当防衛が犯

罪のどの構成要素を消滅させると考えているのかについては立ち入らないこととする。 

 なお、両説を検討するに先立って、民法上の正当防衛の処理を確認する。フランス民法

典には、正当防衛に関する規定は存在しない。1810年刑法典施行後、正当防衛行為から損

害賠償義務が生じないという結論は、ごく初期の判例により確立されたものである1136。民

法学においても、判例理論と同様に、正当防衛行為から損害賠償義務が生じないのは、そ

の要件の中核であるフォートが認められないからであるとされ1137、この結論に対しては刑

法学者・民法学者ともにほとんど異論がない。これに対応して、刑法上の正当防衛もフォ

ートの不存在で説明する論者もいるが1138、なぜフォートがなくなるのかについては、やは

り犯罪の要素と関連づけた説明が必要となる。  

4.1.2.1.1. 主観説 

正当防衛を心理的強制と同視する見解は、主にアンシャン・レジーム期において支配的な

見解であり1139、1810年刑法典施行以降も有力に主張されてきた。また、上述のように、現

行規定に直接つながる 1986年草案は、正当防衛を強制により説明していた。今日でも、教

科書における正当防衛の基礎についての標準的な記述は、客観説の対立説として強制説に

言及している。これらの記述によれば、強制説の背景にある発想は、キリスト教の隣人愛の

理想からすると正当防衛は適法なものではなく、単に心理的強制として免責されるにすぎ

ないという観念である。CARBASSE の指摘によれば、中世における正当防衛の制限に影響

を与えていたのは、「夜間の盗人の殺害が、抵抗した日中の盗人の殺害とまったく同じよう

に、宥恕されうるのだとすれば、それは、盗みの被害者が自らの生命を正当にも危惧するこ

とがありうるからだろう。それゆえ、被害者は財物と同時に生命を防衛したのであり、財物

                                                   
1134 末道・前掲注（1132）24頁。また、井上（宜）・前掲注（1132）37頁。 
1135 末道が紹介するものだけでも、PRADEL、DESPORTES=Le GUNEHEC、

MAYAUD、ROBERT、JEANDIDIER、PUECH、PIN のものがある（末道・前掲注

（1132）19-24頁）。 
1136 Cass. crim. 19 déc. 1817, Recueil Sirey（以下、「S」.）, 1818, 1, p. 170. 
1137 なお、2005年債務法および時効法改正準備草案（いわゆる「カタラ草案」）は、第

1352条第 3項に、「行為者が刑法第 122-4条から第 122-7条に定める状況の 1つにある場

合、フォートは存在しない」と規定し、脚注で「正当化的事実を規定するところの」とし

ている（AVANT-PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS (Articles 

1101 à 1386 du Code civil) ET DU DROIT DE LA PRESCRIPTION (Articles 2234 à 

2281 du Code civil) Rapport à Monsieur Pascal Clément Garde des Sceaux, Ministre de 

la Justice 22 Septembre 2005, p. 155. 上井長十訳「フランス債務法及び時効法改正草案

構想（avant-projet）――カタラ草案――試訳 (3)」三重大学法経論叢 28巻 1号（2010）

57頁参照）。 
1138 Jean-André ROUX, Précis élémentaire de droit pénal et de procédure pénale, 1925, 

p. 63.  
1139 江口・前掲注（1056）（その 2）48-49頁。 
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だけを防衛したわけではない」という AUGSTIN（アウグスティヌス）の見解であった1140。

前述のように、MUYART de VOUGLANS も正当防衛を恐怖による不可抗力と関連づけて

いた。また、正当防衛を心理的強制と同視する理論の提唱者として、PUFFENDORFの名

前も挙げられる1141。このような見方は、前述のように 1810 年刑法典の報告書においても

見られ1142、その施行後にも引継がれる。たとえば、井上正一に影響を与えた1143BERTAULD

は、「法律は刑法典第 327条、第 328条、第 329条において、われわれに心理的強制の例を

与えている」1144とする1145。もっとも、彼は「防衛権は、現実および現在の必要性から生じ、

この必要性を被る者のためにある」ともしており、権利としての側面も捉えている1146。20

世紀に入ってからは、ROUX がフォートの不存在の基礎として、自己保存本能から出た正

当防衛行為に対する非難不可能性を挙げる1147。しかし、一般的評価によれば、「20 世紀の

間に、正当防衛は帰責性または若干の論者によれば単にフォートを排除する事由であると

いう見解は、決定的に放棄された」1148。 

 近年この見解を主張した論者として、DANA が挙げられる。彼の見解によれば、正当防

衛や緊急避難の不処罰を客観的に説明する「正当化的事実（faites justificatifs）」という原

理はあいまいであり、その実践的帰結も疑わしい1149。その理由の 1つは、そこにまとめら

れる個々の不処罰事由は、それぞれ固有の基礎を持っているからである。1810 年刑法典第

328条は非常に明快かつ精確であるにもかかわらず、3つの点で適用が拡大されている。第

1 に、判例は違警罪にあたる行為についても、「重罪又は軽罪は存在しない」とする第 328

条による正当化を認める。第 2に、正当防衛の概念を暴力犯罪（delits de sang）に限定し

ながら、第 328条は実定法上すべての犯罪を対象としている。最後に、立法者は、人身に対

して攻撃が加えられた場合にしか自己を防衛する「権利」を認めていないのに、財産のため

の正当防衛が躊躇なく認められている。これらの状況は、「法への適合性」の理念および防

                                                   
1140 CARBASSE, op. cit. (note 1059), p. 254. 
1141 PRADEL, op. cit. (note 1057), p. 315; VIDAL=MAGNOL, op. cit. (note 1057), p. 

322. 
1142 LACORÉ, op. cit. (note 1093), p. 513. 
1143 澤登俊雄は、井上正一が正当防衛を責任論の問題としたことは、「井上が形式的な体系

整序にとらわれすぎた結果と思われる」とする（澤登俊雄「井上正一の刑法理論」吉川

他・前掲注（47）53頁）。しかし、刑罰権の基礎に関する命令説とあわせて BERTAULD

の理論を参考にしたと考えるほうが自然だろう。 
1144 BERTAULD, op. cit. (note 1057), p. 357. 
1145 その他、LE SELLYER, op. cit. (note 1057), p. 249. 
1146 BERTAULD, op. cit. (note 1057), p. 359. ただし、ここでも「自己保存本能、それは

すぐれて心理的強制である」と述べており、第三者のための正当防衛も心理的強制から説

明する（p. 360）。 
1147 ROUX, op. cit. (note 1138), p. 63. 
1148 Thoams GIVANOVITCH, La légitime défense et les droits de l'homme, RIDP 1956, 

p. 37. 
1149 Adrien-Charles DANA, Essai sur la noiton d'infraction pénale, 1982, p. 153.  
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衛の主観的権利の概念という、「正当化的事実」の客観的アプローチと適合しない1150。つま

り、正当化的事実という構成は、実定法の形式的枠組みを本来超えられないはずであると言

うのである。彼は、次いで、正当化的事実とされる行為が常に「犯罪」を消滅させるわけで

はないとして、以下の事例を挙げる。すなわち、拳銃を持って脅迫する者に対して、2人の

者が傷害を加えたとする。もし 2 人のうち 1 人が、拳銃がおもちゃであることを知ってい

たなら、その者は、もう片方が恩恵を受けうる正当防衛を援用できないこととなる。それゆ

え、状況によっては、正当化的事実は人ごと（in personam）に作用しうるのである1151。

DANA 自身は、以下のように正当防衛の基礎を説明する。刑法における推論は、犯罪の概

念において、何が正当防衛により影響を受けるのかを決定することと、最終的には結びつか

ざるをえない。「この点、法律的分析が証明を可能とするのは、行為者が「絶対的な」緊急

に陥っていた、つまり、攻撃を阻止するために「咎められるべき（répréhensible）」行為を

行うように義務づけられた場合、帰責可能な人間の行為を口にできないということである。

それが明らかにするのは、被告人が、受忍しないのであれば、攻撃を止めるために別の行為

を行うことが絶対的に不可能であったということが証明された場合にのみ、防衛行為は正

当となる、つまり、犯罪的ではなくなるということである。法律的分析が可能とするのは、

最後に、被告人が「自らが抵抗できなかった実力（攻撃）によって強制されていた」場合、

防衛行為は刑法上の犯罪を構成しえないと説明することである。法律的分析は、正当防衛を

強制の 1事例とすることに行き着く」1152。もっとも、問題となるのは「自己保存本能を暴

発させた恐怖」による強制ではない。「より単純、かつ、意欲する自由の否定とみなされる

強制の理念にのっとったアプローチによれば、裁判官にとって問題となるのは、具体的に事

案に応じて、哲学的または精神生理学的考慮に立ち入ることなく、行為者が通常は犯罪的な

行の実行でしか攻撃を阻止することができなかったということを確かめることである」1153。

そして、DANA はここから、以下に見る正当防衛の要件につき、いくつかの結論を導くの

である1154。 

正当防衛行為の不処罰を心理的強制ではなく正当な動機により説明する見解も、少数な

がら現在でも主張されている。たとえば、GAGNIEUR は、不処罰を導くのは正当防衛行為

                                                   
1150 DANA, op. cit. (note 1149), p. 157. 彼は続けて、処罰される行為は立法者により定め

られなければならないにせよ、処罰されない行為はそうではないとして、類推的拡大によ

り正当化的事実の拡張を説明する見解を批判する。 
1151 DANA, op. cit. (note 1149), pp. 161-163. なお、この事例において、拳銃がおもちゃ

であることを認識していなかった者に正当防衛が当然に認められるという前提がフランス

刑法学にあるのかは不明である。 
1152 DANA, op. cit. (note 1149), p. 217 
1153 DANA, op. cit. (note 1149), p. 218. 
1154 その他の論者では、たとえば法制史学者である JEANCLOSがこの方向性を示す。彼

は、正当防衛の項目で、「正当防衛は、死に至らしめる行為につき帰責性が必然的に存在

するという理由から、殺人の責任を免除しない。しかしながら、正当防衛は、軽減された

刑罰、さらには刑事制裁の免除をも導くところの、法定宥恕である」（JEANCLOS, op. 

cit. (note 1061), p. 139）と説明している。 
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のそのものではなく、その動機であるとする1155。VIDAL=MAGNOL はこの見解を実証学

派のものとするが1156、近年この見解を主張したのは、François ROUSSEAUである。彼も、

DANA と同じく、正当化的事実を客観的に基礎づけることはできないと批判する。彼によ

れば、「正当化的事実は正当な動機という概念に基礎づけられうるのであり、それは社会的

利益に奉仕する意思（la volonté de servir l'intérêt social）に常に対応する」。このような

基礎づけが正当化の増加に至ってはならない。なぜなら、正当とするにふさわしい、それゆ

え正当化的にはたらく動機を決定するのは、法律だからである。正当な動機は、確かに心理

的要素である犯罪的故意を消滅させるものではない。正当化的事実は、それ以上に行為者へ

の帰責性阻却事由（les cause de non-imputation）に類似しているのだが、弁識能力を失わ

せる事由と法律の錯誤のような行為者の犯罪的意識に関連する知的要件作用する事由とは

異なる。それが作用するのは、行為者の反社会的または不道徳な精神状態を参照させる道徳

的要件である1157。 

DANA にせよ ROUSSEAU にせよ、現代の主観説の主張は、正当防衛を含めた正当化

的事実がより一般的な犯罪論体系上の要件に解消されるというものである。それゆえ、

DANA は強制について、ROUSSEAU は帰責論について従来の枠組みを大きく作り変えて

おり、その評価は犯罪論全体を見渡さなければ決しない。しかしながら、以下の点は少な

くとも批判できる。第 1に、DANAの見解は、自身が正当にも指摘していたとおり、正当

化的事実の個々の事由はそれぞれの固有の基礎を持つという点を看過している。正当化的

事実にまとめられる不処罰事由は雑多であると批判しつつ、これをさらに上位の強制概念

に統合するという推論は理解できない。第 2に、ROUSSEAUの見解に対しては、仮に正

当防衛が行為の道徳的要件に関係するにしても、「社会的利益に奉仕する意思」が行為の

不処罰を導くのは、行為が客観的要件を充足する場合に限られると指摘できる。いずれに

せよ、両者の見解の登場の前から指摘されていたように1158、不処罰が、一方ではそれを認

める法律規定に、他方では処罰の不用性に従属するのであれば、行為者の主観面が不処罰

範囲を画定するわけではない。それゆえ、正当化的事実を心理的強制や正当な動機によっ

て説明する利益は、論者の体系的整合性だけであると結論づけられる。実際に、主観説の

論者も、判例および客観説と異なる正当防衛の成立範囲を主張しているわけではないので

ある。  

                                                   
1155 Jacques-Patrice GAGNIEUR, Du motif légitime comme fait justificatif, 1941, p. 42 
1156 VIDAL=MAGNOL, op. cit. (note 1057), p. 326. ここでは FERRI の見解が参照され

ている。 
1157 François ROUSSEAU, L'imputation dans la responsabilité pénale, 2009, pp. 201-

202. なお、ROUSSEAU の見解は法と道徳の区別に反しているように見えるが、彼は、

いくつかの処罰類型において目的や動機が犯罪の成否に影響を与えることや、判例が正当

防衛の成否について主観面を重視していることに着目してこの主張を行っており、必ずし

もこの批判はあたらない。 
1158 Eric LEPOINTE, Le diagnostic judiciaire des faits jusitificatifs, Revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé（以下、「RSC」）, 1969, p. 557. 
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4.1.2.1.2. 客観説 

正当防衛を権利とみなす見解は、前述の CARBASSE の指摘によれば、JOUSSEのよう

なアンシャン・レジーム期の刑法学者にもあった。しかし、正当防衛をまさしく適法な権利

行為とするのは啓蒙期自然法の立場であり、19 世紀においては近代自由主義に依拠する立

場である1159。特に、前者にとって正当防衛とは正当化の理論そのものであり、1791年刑法

典は正当防衛の行為者は民事上の損害賠償義務を負わないことを明記していた。そして、こ

れについて明言しなかった 1810年刑法典においても、少なくとも刑法上は権利行使と見な

された。たとえば、ORTOLAN は、正当防衛を単なる帰責性阻却事由とは見なかった。「な

ぜなら、行為者が、そのように行為する権利、それどころか義務を持っていた場合には、行

為はこの者に間違いなく帰責可能ではあるものの、行為者はそれについていかなる有責性

にも立たされず、それどころか、しばしば、この者には行為についての善、賞賛や名誉が帰

されるだろう」。ORTOLAN の主張する正当防衛権の基礎は、「人に属する保存および満足

の権利から、そのために、彼がその対象となった不正な侵害を力によって押し戻す権利が生

じる」という法的確信に依拠している。彼は、害の均衡について、最終的には留保をつける

ものの、原理的には、「なんらかの権利に不正に攻撃される時点で、その他のすべての前提

条件が充足された場合には、攻撃者が受けさせようとしている差し迫った侵害に対して、自

己防衛をする権利がある」1160とする。また、René GARRAUDも同様の説明を行う。社会

権力は、個人の権利の行使を保護するために組織されているため、個人は、社会権力に権利

保護の処置をゆだねなければならない。しかし、不法が切迫している場面では、社会の法は

もはや絶対的ではない。「私は、自分自身で自己を防衛し、力によって力を押し戻す疑う余

地のない権利を持っている。社会の防衛は補充的な性格を持つ。それは、個人の防衛を排除

するのではないのである」1161とする1162。もっとも、R. GARRAUDは、正当防衛の成立の

ために、侵害は現在のものであるだけでなく、予想外かつ絶対的であることを要求しており

1163、この点は強制説との連続性が認められる。いずれにせよ、ORTOLANや R. GARRAUD

による正当防衛の権利としての性格の強調は、ドイツの正当防衛論と同じように、19 世紀

自由主義の発揚であると見ることができるだろう。 

近年の通説である、正当防衛を利益衡量によって説明する見解は、緊急避難の基礎づけと

                                                   
1159 フランスの論者ではないが、GIVANOVITCH は正当防衛権を自然権と関連づける

（GIVANOVITCH, op. cit. (note 1148), p. 43）。 
1160 ORTOLAN, op. cit. (note 53), pp. 176-177. 
1161 R. GARRAUD, op. cit. (note 180), p. 156. 
1162 なお、その後の著作では社会的な観点がより強調されている。「私にとって、私人によ

る防衛が正当であるのは、それが、社会防衛と同じ理由で、法の保護に通じるからであ

る。自らを防衛する者に確約される不処罰は、社会的平和のすばらしい手段である」。「し

たがって、防衛の行使の枠内では、暴力を用いることで、公的秩序を保護しつつ自分自身

を防衛したにすぎない者について、刑事責任も民事責任も成立しえないのである」（René 

GARRAUD=Pierre GARRAUD, Précis de droit criminel, 14e éd., 1926, p. 278）。 
1163 R. GARRAOUD, op. cit. (note 180), p. 163-164. 



343 

 

して展開された利益衡量原理に立脚し、両者を体系的に同置する。この見解の出発点は、「正

当防衛状況は特権化された緊急避難状況にすぎない」という発想である1164。なお、ここで

言う利益衡量とは、正当防衛状況では個人に実力行使を認めたほうが社会全体にとって有

益である、または、正当防衛行為者を処罰する社会的利益は存在しないという広い意味であ

り、厳密な意味において結果の均衡が要請されるという意味ではない1165。20世紀において

この発想を前面に押し出したのは、団藤重光も参照している1166、DONNEDIEU de 

VABRES である1167。「われわれは、強制の事例と同じように、客観的観点を選ぶ。攻撃さ

れて自己を防衛した者が処罰されてはならないのだとすれば、それは、この者が社会に貢献

したからである。事実、社会は、不正な攻撃に抵抗した者を罰することにいかなる利益も持

たない。その行為は道徳的に非難不可能であり、かつ社会的に有益なのである」1168。現在

でも、たとえば BOULOCは同じような説明を行う。「正当防衛状況で行為する者は、権利

を行使したと見なされなければならない。私的防衛は、原則的に禁止されるのだが（何人も

自らで司法をなすことはできない）、不正の攻撃の場合には、社会的介入の不全のために正

当となるのである。攻撃者の利益と被攻撃者の利益との間の葛藤において、攻撃者の生命お

よび身体的完全性は、被攻撃者の生命および身体的完全性に比べると、尊重に値しないよう

に思われる」1169とする。さらに、ドイツで言うところの法秩序の防衛に近い論拠が援用さ

れることもあり、この文脈では正当防衛は義務であるとさえ言われる1170。BOULOC は先

ほどの言及に続けて、「同じく承認されているのは、自己を防衛する際、この者は権利を行

使しているだけでなく、司法の義務を実行しているということである。なぜなら、不正の攻

撃に抵抗する者は、法のために闘っており、社会の防衛に寄与しているからである。反撃に

よって、この者は脅かされたほうを再建するのである。HEGELは次のように書いていたで

はないか。「攻撃は法の否定である。防衛はこの否定の否定、それゆえ法の適用である」」1171

                                                   
1164 Jean-Marie AUSSEL, La contrainte et la nécessité en droit pénal, dans: Quelques 

aspects de l'autonomie du droit pénal, 1956, pp. 287-288; Paul MORIAUD, Du délit 

nécessaire et de l'état de nécessité, 1889, pp. 298-302. 
1165 MORIAUD, op. cit. (note 1164), p. 302によれば、緊急避難と正当防衛では利益衝突

の観点のはたらきかたが逆となる。すなわち、緊急避難においては、この観点がまさしく

この法の根拠であるのに対し、正当防衛においては、攻撃された権利のすべては防衛され

ることが可能であり、また防衛しなければならないという原理の厳格な適用を緩める制限

的要因である。つまり、正当防衛においては、利益衡量の観点が、害の著しい不均衡があ

る場合に正当防衛を制約する根拠とされている。 
1166 団藤・前掲注（3）234頁。 
1167 江口・前掲注（1056）（その 2）49頁。 
1168 Henri DONNEDIEU de VABRES, Traité de droit criminel et de législation pénale 

comparée, 3e éd., 1947, p. 230 
1169 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 350. 
1170 BOUZAT=PINATEL, op. cit. (note 1117), p. 270 
1171 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 350. なお、DONNEDIEU de VABRES, op. cit. 

(note 1168), 230は、HEGELの考え方は退けるものの、正当防衛は権利であると同時に

義務であるという。さらに、DELMAS SAINT-HILAIRE, op. cit. (note 1131), p. 9は、法
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とする1172。その他、SOYER は、普遍的で恒久の価値による 3 つの根拠として、公民精神

の欠如の不存在、防衛権の付与、利益衡量を挙げる1173。 

より洗練された見解は、正当防衛権の行使を、緊急時に限定的に認められる警察権の移譲

と同視する1174。この考え方を明確に打ち出したのは、DECOCQ である。彼によれば、正

当防衛が認めるのは、相手の犯罪に予防的行為を行うことである。「実際、正当防衛は、自

分自身で犯罪者に報いることを行為者に認めるものでは決してない。それが認めるのは、単

に、この犯罪に関する予防的行為である。厳密に言えば、正当防衛は、私的司法権というよ

りも私的警察権である」1175。その後の論者の多くは、彼の見解を採用した。たとえば、

MERLE＝VITU は、「緊急時において司法の通常の手段が人身さらには財産の安全を保障

するのに十分でない場合には、社会は処罰へのあらゆる関心を失うということを指摘すれ

ば十分である。このような場合では、自己を防衛する市民は、秩序の維持のために権力機関

に代わって協同しているのである」1176としていた。現在では、特にMAYAUDが DECOCQ

の見解を参照しつつ、「事実、正当防衛は私的司法行為ではなく、「私的警察」行為の 1つで

ある。……対抗を正当化するのは警察力の不在であり、社会は、攻撃状況に置かれた者また

は他者への攻撃の目撃者が、自らその攻撃に対応することができたということに、攻撃に同

意できないという道義的必然性からも、緊急の秩序への喚起という社会的利得からも、正当

性と有益性を見出すのである」1177とする1178。正当防衛行為の不処罰を警察権の一時的移譲

                                                   

状態の確立（l'édification de l'État de Droit）に言及する。 
1172 これに対して、同じく客観説をとるMERLE=VITU, op. cit. (note 1057), p. 575は、

（J. J.）ROUSSEAUの考えまでは進まないものの、「HEGELと共に、「攻撃は法の否定

であり、防衛は、この否定の否定であるから、したがって法の適用である」とまでは言わ

ずとも、緊急時において司法の通常の手段が人身さらには財産の安全を保障するのに十分

でない場合には、社会は処罰へのあらゆる関心を失うということを指摘すれば十分であ

る」とするにとどめる。また、VOUINも正当防衛の不処罰の基礎を社会的有益性に求め

つつ、正当防衛は義務である前に権利であると述べる（Robert VOUIN, Manuel de droit 

criminel, 1949, p. 174）。 
1173 SOYER, op. cit. (note 1057), p. 117. 
1174 このような考えの萌芽は、正当防衛は私的司法の原始的行為であるが、攻撃された者

は処罰を行う社会の権限を行使できるわけではないとする VIDAL=MAGNOL, op. cit. 

(note 1057), p. 327の見解に求められる。もっとも、ここでは均衡性の原則に対する配慮

はあまり強調されていない。 
1175 DECOCQ, op. cit. (note 1057), p. 317. 
1176 MERLE=VITU, op. cit. (note 1057), p. 575. 
1177 Yves MAYAUD, Droit pénal général, 4e éd., 2013, p. 479.  
1178 PRADEL, op. cit. (note 1057), p. 315も、「公権力の不全を前にして、まさしくそこで

は、自らによる執行権限および緊急時には一種の私的警察権を与えることで、個人に対し

て、自分自身の防衛を確約し、さらには他人のそれを保護する措置をゆだねる必要があ

る」とする。また、RASSAT, op. cit. (note 1078), p. 391も、「警察化された社会が、原則

的に個人の防衛を担当する。諸個人のうちの一人がそれでも攻撃の対象とされる場合、社

会は自らの義務に違反したのである。脅かされる者は、私的司法の権利を取り戻し、攻撃

者を無害化することにより社会防衛を自らの責任で実行することについて、これを行う義

務を持つのである」とする。 
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に求める現在の学説にとっては、フランス民法典が正当防衛権を明示的に定めていない、つ

まり純粋な私権として構成される必要がないという状況も、有利にはたらく。そして何より

も、この見解は、正当防衛は「何人も自らで司法をなすことはできない」の例外であるとい

う、フランス刑法学の伝統的な正当防衛観をもっとも忠実に反映している。 

ただし、この学説は、正当防衛権をあくまで個人の権利ととらえる従来の日本の正当防衛

論とはかなり異質である。わが国の新旧刑法の正当防衛規定は、その成立過程を見ても、正

当防衛を個人の権利と捉える ORTOLANや R. GARRAUDら新古典学派の考え方を明らか

に前提としている1179。これに関連して、佐伯仁志も、警察官職務執行法第 4 条および第 5

条を参照しつつ、「刑罰の科されていない違法行為に対しては、国家はその場で実力を行使

できないことが多い」が、それは個人の正当防衛の限界ではないと指摘する1180。また、過

剰防衛の観点から言えば、警察的行為について、それが過剰となった場合の減軽規定が置か

れることは若干不自然である。以上のことから、日本の現行規定の正当防衛の不処罰根拠と

しては、フランスよりもドイツの学説の方が参照に値するだろう。 

さらに指摘しておくと、現在のフランス刑法学において、以上の基礎理論の立場の違い

が個々の要件に反映されることはほとんどない。前述のように、DANA や RUSSEAU が

主観説をとるのも、正当防衛に内在的な理由からではなく、その他の不処罰事由や犯罪論

体系を行為者の主観的な側面から理論的に整理した結果、正当防衛も同じように位置づけ

られ、かつ判例の立場ともそれほど矛盾しないという理由からである。また、客観説の論

者は、以下に見るように攻撃が誤想されたものであっても不処罰を認める判例の態度をそ

れほど批判しないが、このことは、しばしば言われるように正当防衛は義務ですらあると

いう見方と整合しない。なぜなら、いかに相手方の態度が攻撃を想起させるものであった

としても、それが誤想である以上、反撃に出る義務など想定しえないからである。これら

の点は、正当防衛の要件について一定の主張を行うことを射程に入れてその正当化根拠を

議論するドイツとは態度が異なる。また、以下に見る各要件の中で本質的とされる均衡性

についても、正当防衛の不処罰根拠との理論的連関はほとんど意識されておらず、個々の

事例における事実問題であるとして、整合的な基礎を求める姿勢は見られない。 

 

4.1.2.2. 正当防衛の各要件 

現行刑法典第 122-5条は、成立過程の検討からも明らかであるように、1810年刑法典第

328 条および第 329 条に関する判例の展開を基礎にしたものである。それゆえ、正当防衛

の要件について両者の間に本質的な相違はない。 

 以下では、正当防衛の各要件について、学説とともに判例を参照するが、ここでフランス

刑事司法における正当防衛の制度的位置づけを確認する。前述のとおり、アンシャン・レジ

                                                   
1179 前述のように、特に富井政章は、緊急避難との対比で、正当防衛が権利であることを

明言していた（松尾他・前掲注（101）884頁）。 
1180 佐伯（仁）・前掲注（274）123頁。 
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ーム期において国王の恩赦によって認められていた正当防衛は、革命以降は当然裁判所に

よって認められることとなる。注意すべきであるのは、判決裁判所における正当防衛の認定

は、違警罪と軽罪については職業裁判官により行われるのに対し、重罪については陪審員に

より行われるということである。過剰防衛でしばしば問題となる故意犯罪のうち、故意の殺

人は常に重罪であり、単純傷害については、若干の変動はあるが、傷害致死および四肢の切

断または失明を結果とする重い傷害は重罪であり、それより軽いものは軽罪である1181。そ

して、2000年の改正までは、治罪法典第 345条および刑事訴訟法典第 349条によれば、陪

審員による正当防衛の判断は、有罪か無罪かについて、理由なしに「はい（oui）」か「いい

え（non）」で答える主要質問に暗黙のうちに含まれるものとされた1182。それゆえ、陪審員

が正当防衛を認めた判断構造はわからないのである。また、同じく 2000 年の改正までは、

重罪院の判決に対して控訴は許されず、破毀院への破棄申立ては法律違反や手続違反に限

られていたため1183、陪審員による正当防衛の判断は破毀院による法的統制を受けないもの

であった。したがって、教科書やモノグラフィーで参照される正当防衛に関する破毀院判決

は、軽罪または違警罪事件か、公判に入る前の重罪公訴部（控訴院弾劾部、現在の控訴院予

審部）の判断に対するものである。つまり、殺人や傷害致死に関する判決裁判所すなわち重

罪院による正当防衛の判断は、フランス刑法学では原則として研究対象とされていない点

に注意が必要だろう1184。 

 正当防衛の要件は、一方では、正当防衛状況の要件として攻撃の現在性、違法性、他方で

は、防衛行為の要件として防衛の必要性、均衡性という枠組みが学説では一般的に用いられ

る。古い判例では、正当防衛の要件として、「行為が人身の防衛の必要性により要請され、

かつ自己保存の感情に吹き込まれたこと」、「危険が現在し（actuel）、必然的（nécessaire）

で、脅威が切迫していた（imminent）こと」、「攻撃が不正であったこと」の 3つが吟味さ

れた1185。最近の裁判例では、第 1項の人身のための正当防衛の要件について、結論として

                                                   
1181 単純重傷害を定めていた旧第 309条では、もともとは傷害結果が 20日を超える場合

には重罪であり、傷害致死罪は規定がなかったのだが、1832年の改正でまず傷害致死罪が

第 2項として規定され、1863年の改正によって傷害致死および「身体の一部の切断、四

肢の一部の切断もしくは使用の喪失、失明、片目喪失、またはその他永久的な身体障害を

招いた」場合には重罪であり、それ以外の場合は加重事情がなければ軽罪となった（中

村・前掲注（1098）263頁）。 
1182 G・ステファニ＝G・ルヴァスール＝B・ブーロック著（澤登佳人＝澤登俊雄＝新倉修

訳）『フランス刑事法〔刑事訴訟法〕』（成文堂、1982）515-516頁参照。 
1183 ステファニ他・前掲注（1182）10-11頁参照。2000年改正以降については、白取・前

掲注（1071）170-172頁。 
1184 たとえば、旧第 329条が 19世紀には反証を許さない正当防衛の推定と理解されてい

た根拠として、明らかに侵入盗ではない被害者を部屋で待ち伏せて射殺した行為を不処罰

とした JEUFOSSE事件および POCHON事件が参照されることにつき、PRADEL, op. 

cit. (note 1057), p. 325は、重罪院の判決に理由は付されないのであるから、ここからいか

なる結論を導くこともできないとする。 
1185 Cass. crim. 22 mai 1897, Bull. no 249. 
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正当防衛を否定した控訴院が、自己または他人に対する不正な侵害、行われた反撃の同時性、

行われた防衛手段と侵害結果との間の均衡性の 3つを挙げた1186。また、より詳細に要件を

列挙して故殺について正当防衛を認めたごく最近の裁判例では、一方の、攻撃の実在性

（réell）、現在性（actuell）、違法性（injustifié）、他方の、防衛の必要性（nécessair）、同

時性（simultané）、均衡性（proportionné）の 6つを列挙したものもある1187。いずれにせ

よ、学説・判例ともに、正当防衛の要件として何を列挙するのかにはあまり一致がないのが

現状である。このほか、規定を各則に置き、人身に対する侵害にしか言及していなかった旧

刑法典の下では、「正当防衛規定の適用領域」として財産のための正当防衛などが独立して

論じられていたが、今日ではこの項目はあまり見られない1188。防衛の意思は、正当防衛の

適用範囲か防衛行為の要件として位置づけられることが多い。第 122-6 条については、主

としてこの条文の推定が反証を許すのか否かが扱われる。後に見るように、この推定規定は

反証を許す推定と理解されているのだが、反対に言えば、それ以外の各要件の挙証責任は正

当防衛を援用する被告人が負うことを意味する。本稿では、過剰防衛との関連が少ない攻撃

の違法性を除き1189、各要件を概観する。また、侵害に対応する意思という意味での防衛の

意思については1190、正当防衛が過剰となった場合と関連して議論されているため、別途言

及する。さらに、過剰防衛が問題となる典型的な事例は人身に対する侵害行為であるため、

                                                   
1186 Cass. crim. 6 mai 2014, no de pourvoi: 14-81285, non publié au bulletin. 
1187 Cass. crim. 24 fév. 2015, no de pourvoi: 14-80222, non pubulié au bulletin. 
1188 BOULOC, op. cit. (note 1057), pp. 350-351は、現在でもこの表題の下で、財産のた

めの正当防衛の問題に加えて、非故意の犯罪にも正当防衛規定が適用可能であるかどうか

を論じている。 
1189 これについては、江口・前掲注（1056）（その 2）59-68頁参照。伝統的にはフランス

における正当防衛論の中心問題の一つである。 
1190 専ら攻撃の意思ないし復讐の意思との対比での防衛の意思は、現在の学説ではほとん

ど議論されていない。牧野英一は、「フランスにおいては、わたくしとしては、未だ、こ

れ（防衛の意思――筆者注）が特に論ぜたれたものを知らない」（牧野英一「正当防衛と

防衛意思」『刑法研究 第 7巻』（有斐閣、1939）375頁（初出は 1937年））としている

が、この事情は現在でも同じであると思われる。 

判例においても、正当防衛の客観的要件をすでに充たさない事例で、あわせて復讐の意

思に言及したものが見られるくらいである（たとえば、Cass. crim. 3 juill. 1989, no de 

pourvoi: 88-80948, non publié au bulletin）。また、喧嘩のような状況においても、被告

人が最初に暴行を開始したのでなければ、正当防衛が認められる余地がある（相互に暴行

を加えた事例において、一方に暴行の違警罪を認め、他方に正当防衛を認めたものとし

て、Cass. crim. 14 sept. 1999, no de pourvoi: 99-80145, non publié au bulletin）。もっと

も、後述するように、正当防衛の証明責任は被告人側にあるので、相手方が先に攻撃して

きた、またはそのような態度を示したということを証明できなかった場合、正当防衛は認

められないため、喧嘩の事例では立証上の困難があるだろう。なお、自招侵害の事例にお

いて、権利濫用に近い構成で正当防衛を認めなかった裁判例もあるが（Cass. crim. 23 

févr. 2010, no de pourvoi: 09-84220, non publié au bulletin）、必ずしも多数ではなく、少

なくとも侵害の予期と結びついた積極的加害意思という観点から防衛行為性が否定される

ことはないものと思われる。 
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財産のための正当防衛は原則として念頭に置かないこととする1191。 

4.1.2.2.1. 現在性 

 現在性（actualité）の要件は、第 122-5条に直接言及されていないが、形式的には「同一

の機会に」という文言から導かれると説明されることが多い1192。侵害が現在しているか否

かの判断は、多くの場合事実問題であるとして、裁判官の評価にゆだねられると説明される

ところ1193、その評価はリベラルに行われているという指摘もある1194。なお、攻撃の現在性

の問題を、「同一の機会に」という文言から防衛の同時性ないし即座性と理解して、防衛行

為の必要性の枠内で扱う論者も多く、前述のように判例もそのように理解しているものが

多数ある1195。この点は「急迫不正の侵害」と規定するわが国との条文上の相違とも言える

が、より実質的に見ると、旧第 328条が「現在の必要性により」としていたように1196、結

局のところ防衛の必要性は侵害の急迫性に由来することがわかる。 

 フランスにおいても、侵害の現在性が失われた後の追撃は復讐（vengeance）であるとし

ばしば言及される1197。この点について、MAYAUD は、複数の段階で行われた殴り合いの

事例において、第 1 段階で正当防衛状況にあった被告人が、第 2 段階で必要性のない暴行

を対峙者に加えた場合、故意の暴行の軽罪になるとする 1198。これに対して、

BUZAT=PINATELは、攻撃終了後の行為は原則として誘発による宥恕の適用を受けうるに

とどまるとしつつ、「攻撃がすでに過ぎ去った攻撃であっても、それが被害者に新たな攻撃

の恐怖を抱かせるものであれば、正当防衛は認められなければならない」1199とする。これ

                                                   
1191 そのほか、他人のための正当防衛（緊急救助）に特別に言及するものとして、Sylvain 

JACOPIN, Droit pénal général, 2e éd., 2014, pp. 34-356. 
1192 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 352; MERLE=VITU, op. cit. (note 1057), p. 576.  
1193 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 352. 
1194 PRADEL, op. cit. (note 1057), p. 316. 
1195 GARÇON, op. cit. (note 1117), pp. 162-163; Xavier PIN, Droit pénal général, 5e éd., 

2012, p. 198; PRADEL, op. cit. (note 1057), p. 319; Jacques-Henri ROBERT, Droit pénal 

général, 6e éd., 2005, p. 267. また、LEROY, op. cit. (note 1057), p. 181は、攻撃の現在

性は防衛の必要性の必然的な帰結であるとする。さらに、JACOPIN, op. cit. (note 1191), 

pp. 350-351は、「同一の機会に」の要件を、攻撃の現在性としても防衛の即時性としても

要求している。この背景には、正当防衛の要件の整理が理論的に進んでいないことがある

のだろう。 
1196 たとえば BOUZAT=PINATEL, op. cit. (note. 1117), p. 271は、旧刑法典の文言に従

って現在の攻撃を説明する項目において、危険が過ぎ去った場合または害悪が実現した場

合には、防衛はもはや必要ではないと述べる。同様の説明として、VIDAL=MAGNOL, 

op. cit. (note 1057), p. 331. 
1197 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 352; GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 162; 

DONNEDIEU de VABRES, op. cit. (note 1168), p. 231; LEROY, op. cit. (note. 1057), p. 

180; MAYAUD, op. cit. (note 1177), p. 481; MERLE=VITU, op. cit. (note 1957), p. 576; 

PRADEL, op. cit. (note. ), p. 319; RASSAT, op. cit. (note 1078), p. 292; ROBERT, op. cit. 

(note 1195), p. 267; VIDAL=MAGNOL, op. cit. (note 1057), p. 331; VOUIN, op. cit. (note 

1172), p. 175. 
1198 MAYAUD, op. cit. (note 1177), p. 482. 
1199 BUZT=PINATEL, op. cit. (note 1117), pp. 508-509. 
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は侵害急迫性の終了時を遅らせる構成と理解される。また、武器を奪って、逃走を試みる侵

入盗に対して発砲する者は正当防衛状況にないと説明されることがあるのだが1200、後述す

るように、裁判例においてはこのような行為に正当防衛を認めたものがしばしば見受けら

れる。 

侵害終了後の行為に関しては、「複数の局面における殴り合いの事例について、事実審判

事は、第 1 段階では正当防衛状況にあった後で、第 2 段階で対峙者に必要のない「蹴り上

げ（rués）」を行った行為者は、その責めにとどめられる故意の暴行の軽罪を犯したと認め

ることができる」1201とした、1979年の破毀院判例が教科書でしばしば言及される。この事

件の事実関係は明らかではないが、PUECH の解説によれば、第 2段階では、攻撃者は逃亡

の後に警察官に呼び止められていたようである1202。同様の裁判例にはより古い 1907 年の

ものがあり、そこでは、「第 1の殴打が PARDIÉS から de COUTANSに加えられ、後者が、

殴り合いの開始時点では正当防衛状況にあったとしても、この状況は、PARDIÉS が de 

COUTANSに背を向けて玄関の入り口のほうへ歩き出した時点で終了していた」1203として、

破毀院は正当防衛の成立を否定した。その他の事案では、店内にナイフを持って盗みに入っ

た者に対して、武器を取り上げた後で暴行を続けた 2人の警備員について、「制圧した後に

必要なく殴打を続けた」として正当防衛を否定したものがある1204。ただし、攻撃者から武

器を奪取した、または行為者を押し倒した後に加えられた行為に正当防衛を認めた裁判例

も散見される。たとえば、女性から棒で殴打されていた自分の娘を助けるために介入した被

告人が、自らも棒で殴られた後、この女性から棒を奪い取り、この棒で殴打して傷害を生じ

させた事件では、男性を含む 2 人対女性 1 人という状況にもかかわらず、裁判所は不正の

侵害の存在と反撃の同時性・均衡性を認めた1205。また、ナイフで攻撃を受けた被告人が、

相手を地面に倒して足蹴にした事件では、攻撃と防衛の間に若干の時間的間隔があったと

証言されたにもかかわらず、とくにこの事実に触れることなく正当防衛を認めた控訴院の

判断が維持された1206。 

 特徴的であるのは、侵害が現実のものであることは必ずしも必要ではないと説明される

点である。つまり、攻撃は行為者の想像中に存在するだけでは不十分であるが、それが客観

的にもっともらしい（vraisemblable）、すなわち他のすべての人が同じ状況に置かれて、同

                                                   
1200 Frédéric DEBOVE=François FALLETI=Emmanuel DUPIC, Précis de droit pénal 

et de procédure pénale, 5e éd., 2103, p. 208. 
1201 Cass. crim. 16 oct. 1979, Recueil Dalloz（以下「D」）, 1980. Informations rapides

（以下、「IR」）, pp. 522-523, note Marc PUECH. 
1202 なお、PUECH は、評釈の中で、現行犯逮捕の例を挙げて、必ずしも急迫性消失後の

暴行のすべてが許されないわけではないということに注意を促す。 
1203 Cass. crim. 4 jull. 1907, Bull. 293.  
1204 Cass. crim. 11 jull. 1988, no de pourvoi: 87-82076, non publié au bulletin. 
1205 Cass. crim. 29 oct.1997, no de pourvoi: 96-86666, non publié au bulletin. もっと

も、証言によれば女性は体格がよかったようである。 
1206 Cass. crim. 13 janv. 2009, no de pourvoi: 08-80888, non publié au bulletin. 
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様に攻撃されるものと信じるであろうという場合であれば1207、正当防衛が認められる余地

がある1208。これに応じて、学説は、もっともらしい誤想防衛と単なる誤想防衛を区別し、

前者にのみ正当防衛が認められると説明する。この点は、主観説と客観説の両方から自説の

根拠として援用される。たとえば、主観説として正当防衛を正当な動機と構成する

ROUSSEAU は、判例がごく初期から認めてきた、正当防衛の領域におけるこのような「も

っともらしさ」による効果は、正当化的事実全体の主観的性質の表明とみなされうるとする

1209。これに対して、客観説として正当防衛を警察権の移譲と捉える DECOCQによれば、

正当防衛が自ら警察を行う権限に基づくのであれば、行為者は捜査を待つことなく攻撃の

現場を押さえることができると考えうる。正当防衛権が否定されるべきであるのは、攻撃が

深刻なものではない場合に限られるとする1210。この説明は、もっともらしい誤想防衛とし

て議論される事例の中に、実際には先制攻撃としての予防的な正当防衛が多く含められて

いる点を示している1211。ただし、両者ともに、判例および一般的な学説と異なる解釈を提

唱するものではなく、単にそのように説明できるとするにすぎない。なお、判例・学説で参

照されるわけではないが、このような事情は、刑法典中の加重事情の定義に関する総則規定

（第 132-75 条第 1 項ないし第 3 項1212）に、武器のみなし規定があることと関係している

のかもしれない。 

学説がこのような説明を行うのは、一連の裁判例が誤想防衛に正当防衛を認めてきたか

らである。判例は、19世紀の段階で、行為者の主観を重視して第 328条を適用した。たと

えば、1873 年の判決では、被告人は「自らの生命について深刻な恐怖を抱いていたのであ

り、この考えの印象の下で TRÉNITを手中にあった鉈で切りつけた際、彼は自らの人身の

                                                   
1207 PIN, op. cit. (note 1195), p. 198; Harald RENOUT, Droit pénal général, 18e éd., 

2013, p. 239. あるいは、MERLE=VITU, op. cit. (note 1057), p. 577もより詳しく以下の

ように説明する。「しばしば、対峙者の態度が両義的であるということが起こる。その深

意は不明である。反対に、その所作、言動、表情、さらにはこの者が暴力的であるという

評判は、攻撃をもっともらしいものとするだろう。その場合には、行為者の精神において

も裁判官の精神においても正当防衛は是認でき、すべての者が危険を「合理的に信じる」

ことができるのである」。 
1208 江口・前掲注（1056）（その 2）56-59頁はこれを「蓋然的侵害」の事例と呼んでい

る。 
1209 ROUSSEAU, op. cit. (note 1157), pp. 157-159. 
1210 DECOCQ, op. cit. (note 1057), p. 320. 
1211 MAYAUD, op. cit. (note 1177), pp. 480-481; ROBERT, op. cit. (note 1195), p. 261. 
1212 第 132-75条 殺傷を目的とするすべての道具は、武器とする。 

 人に対して危険を与える他のすべての道具は、殺人、傷害若しくは脅迫の目的で使用

する場合、又は、これを携帯する者が殺人、傷害若しくは脅迫のために使用しようとす

る場合、武器とみなす。 

  第 1項に規定する武器と混同する性質を持つ紛らわしい外観を呈するすべての道具

は、殺人若しくは傷害を行うとの脅迫の目的で使用される場合、又は、これを携帯する

者が殺人若しくは傷害を行うとの脅迫のために使用しようとする場合、武器とみなす。 
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保存本能の感情に服していたのである」として、正当防衛を認めた1213。本件は相手も攻撃

的な姿勢をある程度示していた事例であるため、完全な誤想防衛ではないが、学説には、こ

れを、攻撃が蓋然的であり危険が合理的に信じられる事例として脚注で参照するものがあ

る1214。そのほか、同じく侵害がもっともらしかった事案として、夜間に侵入盗に対して危

険を感じてとっさに銃撃した控訴院判決1215が参照される1216。本件も、判決では、行為者（防

衛者）からカービン銃を奪う意思を持っており、かつその技量もあったという捜査段階での

盗犯本人の供述に言及されているため、むしろ危険は現実に存在していたと言うべきであ

る。このように、侵害がもっともらしい場合として参照される裁判例の多くは、実際に危険

があったと見ることも不可能ではない事例が多い。それゆえ、実際に重視されているのは、

行為者の心理という主観面よりも、被害者の外観という客観面である。 

もっとも、攻撃が本当に存在しなかった事例もある。リヨン控訴院 1948 年 7 月 16 日判

決では、被告人を含む 2 人の巡査が、夜間の警邏中に不審人物 2 名を見止め、質問をしよ

うとしたところ、被害者であるそのうちの 1人が逃走した。被告人はこれを追いかけ、威嚇

射撃を行い逃走をやめさせ、両手を上げさせて身体検査を行ったところ、上着から電気ラン

プが見つかった。このとき、被害者が右腕を下げ、左に動かす仕草を見せたため、被告人は、

被害者が武器を使おうとしているという鮮明な印象を持ち、脅威を感じて拳銃を発砲し、重

傷を負わせた。この際、被害者は実際には武器を持っていなかった。控訴院は、「実際のと

ころ、被告人が非難される発砲を行い傷害を加えた際に、重大で、確実かつ現在の危険にさ

らされていると正当に信じることができたということは、刑法典第 328 条の規定の主張が

有効に基礎づけられるために、必要であるが、十分なのである」1217として、被告人に正当

防衛を認めた。本件は、被告人が警察官であるという点で一般化できるものではないが、武

器を持っておらず、必ずしも暴力的とは言えない被害者の所作に対する誤想防衛に、正当防

衛が認められた事例と位置づけられる。また、第 329 条の特則の事例として後述するディ

ジョン控訴院 1965年 1月 8日判決では、逃亡する侵入盗に対して銃を発砲した行為につい

て、被告人は、相手が武装しているか否か、逃走に武器を使用するか否かを知りえなかった

として、正当防衛が認められた。 

このように、侵害が現になくても現在していると評価されうるのがフランスにおける正

当防衛の特徴である。この点は、DECOCQの理解にもかかわらず、やはり正当防衛を警察

権の移譲とする見解とは相容れないだろう。確かに、警察には、事後的に見て誤認であって

も、適法に逮捕を行う権限があるのかもしれない。しかし、リヨン控訴院の事件のように誤

射を行う権限はないだろう。もっとも、相手の攻撃が蓋然的か否かは一般人標準に近い判断

であるから、ROUSSEAUらの主張する主観説が説明としてより優れているわけでもない。

                                                   
1213 Cass, crim. 7 août 1873, Bull. no 219, D 1873, 1, p. 385. 
1214 MERLE=VITU, op. cit. (note 1057), p. 577.  
1215 Nancy 9. mars. 1979, D 1981, p. 462. 
1216 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 352; MAYAUD, op. cit. (note 1177), p. 481. 
1217 Lyon, 16 juill. 1948, D 1948, p. 551. 
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いずれにせよ、新刑法典は第 122-3 条に回避不能な法律の錯誤の不処罰の規定を設けてい

るのであるから、不処罰の根拠はこちらに求めるのが体系的である1218。 

4.1.2.2.2. 必要性 

 新旧刑法典はともに、行為が「必要性（la nécessité）に強いられ（commandée）」たもの

でなければならないと明示している1219。ドイツ刑法学は必要性と被要請性を区別して議論

するが、フランス刑法学においては両者を合わせて必要性と呼び、均衡性と対置することが

多い1220。正当防衛の必要性の説明は、日本における最小限度性とほぼ同じである。正当防

衛の必要性も事実問題とされるが、学説では、官憲が介入できるときには正当防衛の必要は

ないということについて一致がある1221。また、逃避義務は、通説が客観説をとっているこ

とから、原則的にないとされる1222。この点は、防衛が唯一の手段であることを求めていた

古法との相違として強調され1223、特に客観説の論者からは、正当防衛が義務ですらあると

いう点が逃避義務の否定の根拠とされる1224。もっとも、子どもや精神障害者に対しては、

正当防衛の必要性は認められにくい1225、または、正当防衛の濫用になりうるとされる1226。

また、攻撃と防衛の同時性、すなわち攻撃の現在性を防衛の必要性の要件で考慮する場合に

は、攻撃が終了した場合には防衛行為の必要性がもはやなくなると構成される。行為者の主

観面との関係では、DEBOVE=FALLETTI=DUPIC が、落ち着いて熟慮された態様で、防

                                                   
1218 PIN, op. cit. (note 1195), p. 198は、もっともらしい誤想防衛は厳密には法律の錯誤の

問題であると指摘している。 
1219 なお、財産の防衛の必要性は、条文上、生命および身体の防衛の必要性に比べて厳格

に判断されなければならない。PRADEL, op. cit. (note 1057), p. 323はこれを「絶対に不

可欠」と解釈する。 
1220 ROBERT, op. cit. (note 1195), p. 268は「必要性により強いられ」たという要件を、

自己防衛の決定の「適宜性（L'opportunité）」と呼んでいる。 
1221 警察に通報する余地があったために、反撃が状況に対して即時的（immédiate）、正当

（juste）、適切（adaptée）ではなく、正当防衛が否定された事案として、Cass. crim. 9 

déc 1992, no de pourvoi: 91-87035, non publié au bulletin. 
1222 江口・前掲注（1056）69頁。これに対して、20世紀においても、正当防衛の不処罰

をフォートの不存在により説明する ROUX, op. cit. (note 1138), p. 65は、逃避が可能な場

合には必要性は否定されるとする。また、VIDAL=MAGNOL, op. cit. (note 1057), p. 331

は、正当防衛の不処罰根拠について客観説を支持しつつ、攻撃は不可避のものでなければ

ならないとして、逃避義務に近い要求を行う。現在でも、RENOUT, op. cit. (note 1207), 

p. 240は、「攻撃に対する即座の反撃は、攻撃を、すなわち、警察力の呼出しや逃走のよ

うな、その他の有効な措置のすべてを妨げる緊急状況を払いのけるための、唯一の解決方

法でなければならない」としている。 
1223 BOUROC, op. cit. (note 1057), p. 353; GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 158; 

DONNEDIEU de VABRES, op. cit. (note 1168), pp. 232-233. 
1224 「正当防衛を基礎づけている私的警察権限という観念は、行為者は逃避を強いられな

いと答えることに行き着く。行為者は、急迫の攻撃から自らを、そして社会を保護すると

いう権利を持つだけでなく、その義務も持つのである」（DECOCQ, op. cit. (note 1057), p. 

320）。 
1225 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 354; LEROY, op. cit. (note 1057), p. 181. 
1226 MERLE=VITU, op. cit. (note 1057), pp. 583-584. 
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衛の成就を確実なものとするために、攻撃者に対して数発の弾丸を撃ち込む行為には必要

性は認められないとするが1227、このような言及は一般的に見られるものではない。 

均衡性と独立した要件として必要性に言及した判例はそれほど多くない。たとえば、複数

の者から鉄製のバールで攻撃されていた者を防衛する為に空気銃を発砲する行為について、

攻撃への反撃としてまったく必要（pleinement nécessaire）であったが、均衡性を欠くと

して正当防衛を否定した判例がある1228。また、最近では、車外から暴行を仕掛けてきた者

に対し、車を出て反撃行為を行った者について、車内に留まり憲兵を呼ぶ可能性があったと

して必要性が否定された事例がある1229。 

このように必要性の要件があまり重視されていないことは、前述のとおり、もっともらし

い誤想防衛にも正当防衛を認めている現状からも説明できる。すなわち、もっともらしい誤

想防衛の事例においては、侵害は（まだ）存在しないのであるから、客観的に言えば必要性

を観念できない事例が多い。また、危険があったと言える事例においても、正当防衛の判断

に際して、裁判所は、その危険を排除するために必要な行為であったか否かを問題としてい

るのではない。実際に行われている判断は、被告人の当該行為が相手方の態度から合理的に

正当化できるかというものであり、次に見る均衡性の問題である。 

4.1.2.2.3. 均衡性（相当性） 

 防衛行為は、均衡した（proportionné）または適度な（mesuré）ものでなければならな

い。均衡性の要件は現行刑法典になって初めて導入されたものであるが、旧刑法典の下でも

19世紀から求められていた1230。正当防衛行為の均衡性は、防衛手段と、現在する侵害（第

1項）および犯罪（第 2項）の重大性との間に要求される。ここでは、単純な結果の均衡性

が求められているわけではないという点には学説の一致がある1231。ただし、もっぱら結果

                                                   
1227 DEBOVE=FALLETTI=DUPIC, op. cit. (note 1200), p. 209. 
1228 Cass. crim. 3 sept. 1996, no de pourvoi: 96-82766, non publié au bulletin. 
1229 Cass. crim. 19 mai 2015, no de pourvoi: 14-84313, non publié au bulletin. 
1230 たとえば、「第 2の要件は、防衛が必要であるということである。防衛が必要である

のは、それが現在の脅威により要請され、かつ、それが攻撃の力との均衡（proportion）

において行われた場合にのみである」。「防衛は、第 2に、それが攻撃の性質と勢い

（efforts）に厳密に均衡していない場合、それが攻撃を押し返すために十分な反撃の程度

を超えた場合には、必要とは見なされえない」（Adolphe CHAUVEAU=Faustin HELIE, 

Théorie du code pénal, 5e éd., tome 4e, 1872, pp. 181-184）。なお、R. GARRAUD=P. 

GARRAUD, op. cit. (note. 1162), p. 278は、均衡性の観点として正当防衛の存在とその行

使の手段との区別を浮き彫りにしたのは GARÇONであるとする。 
1231 もっとも、発生した結果を重視して均衡性の判断を行った裁判例も多い。たとえば、

口論していた被害者である妻から催涙スプレーを噴射され、壊れたテーブルの脚で反撃

し、20日の全部労働不能を生じさせた被告人である夫の行為について、それは「私訴原告

人による強度かつ暴力的な行為の枠内に位置するものであるとはいえ、被害者に加えられ

た傷害の重大性を考慮すると、被告人の反撃は明らかに攻撃に対して均衡性を欠くもので

あった」（Cass. crim. 17. mai 2000, no de pourvoi: 99-86953, non publié au bulletin）。ま

た、手段への言及（被害者の武器がいわゆるメリケンサックであったのに対して被告人の

武器はナイフであった）に加えて、結果（被害者が重傷を負ったのに対して被告人は軽傷
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の観点から、財産を防衛するために故意の殺人を行うことは明文で禁じられている。なお、

均衡性は事実問題であるが、事実審裁判官によるその判断は法律審である破毀院の検証の

対象となると考えられている1232。 

 均衡性の判断指標についても、事実問題であるとして、その理論的基礎に論及するものは

少ない。たとえば、MAYAUDは、均衡性を正当化の本質的要件と位置づけ、均衡性の要求

を防衛行為の社会的必要性と関連づけるものの、攻撃によって防衛者に生じた感情など包

括的な評価を行う必要があるため、結局は事例ごとの判断となるという1233。ROBERTはよ

り実質的な説明をしており、それによれば、一方の、適切な手段を選択する義務（実践的要

請）と、他方の、適切（adéquate）らしいものの脅かされる利益との関係では余計な反撃を

攻撃者に与えることを断念する義務（道徳的要請）という 2 つの要請の組み合わせが基準

となる1234。 

 さらに、裁判例を参照しつつ、均衡性について具体的な記述を行う論者もいる。たとえば、

RASSATは否定例を中心に以下のように説明する。「相当（normal）であると判断されたの

は、警告の後に攻撃者集団の方向に発砲する行為や、住居の壁を乗越えようとする侵入盗に

発砲する行為である。過剰（excessif）と判断されたのは、平手打ちを行った者をピストル

で撃つ行為、庭に侵入した者に対して人の背の高さに発砲する行為、複数の酔っ払いに絡ま

れた者たちについて、酔っ払いのうちの 1人に発砲する行為、通りで暴力的に押し返し、頭

蓋骨を骨折させる行為、目撃者によって取り押さえられる際に、ハイヒールのかかとで殴る

行為、軽度の殴打に対してビールジョッキを投げて反撃する行為、石を投げると脅す子ども

の腕を折る行為、「立派な背丈」の職業軍人について、武器を持たずに殴りかかろうとして

きたもともとの攻撃者の腿に、2 発の弾丸を撃ち込む行為。より異論の余地があることに、

これはまさしく評価の難しさを示しているのだが、同じく過剰と判断されたのは、殴り合い

の中で喉下を掴んだ者の頭部を酒瓶で殴る行為、および、キャンプ場に孤立した女性と若者

について、裁判所がそれでも「その態度を少なくとも不安を抱かせる」と指摘した者に発砲

する行為である」1235。また、PRADEL も、同じ事例に言及しつつ説明を行う。「一方で、

1回の平手打ちに対してピストルの発砲で対応する者、または、催涙ガスによる攻撃に対し

て棒による殴打で反撃する者のために、正当防衛は明らかに成立しえない。首を乱暴に掴ま

                                                   

にすぎない）を指摘した上で正当防衛を否定した裁判例（Cass. crim. 15 janv. 2002, no de 

pourvoi: 01-82601, non publié au bulletin）。 
1232 Cass. crim. 8 mai 1974, Bull. no 168, D 1974, IR 140. 均衡性を否定した控訴院判決

を実際に破棄したものとして、Cass. crim. 28 juill. 1975, La Gazette du Palais（以下、

「Gaz. Pal.」）, 1975, 2, p. 713. 
1233 MAYAUD, op. cit. (note 1177), pp. 485-486. DECOCQ, op. cit. (note 1057), p. 321

は、正当防衛の均衡性の要件を警察比例の原則と関連づけるが、やはり被攻撃者が置かれ

ていた状況も考慮し、その判断は極端に厳格であってはならないとする。 
1234 RPBERT, op. cit. (note 1195), p. 269. 彼の説明によれば、前者は防衛行為の最小限度

性であり、後者は法的観点からの結果の均衡性である。 
1235 RASSAT, op. cit. (note 1078), p. 395. 
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れた者は、酒瓶による暴力的な殴打で反撃できない。襟首を掴まれた者は、同じく、ハイヒ

ールのかかとで攻撃者を殴ってはならいのだが、その上そこで被害者に生じた殴打は左目

の視神経の損傷であった。同じく正当防衛を援用できないのは、対峙者の最初の発砲に怯ま

なかった武器を持っていない攻撃者の腿に、2発の銃撃を行う者である」。「他方で、正当化

されたのは、酩酊状態にある若者集団を追い返した後で、この若者たちが石を武器に再び攻

撃に来た際に、猟銃を手に取り、これらのうちの 1 人に発砲し足に当てたカフェの店主で

ある。同じ解決は、心臓の真ん中に弾を撃ち込んで攻撃者を殺害する行為者にも認められた

が、この行為者は、夜間の騒音に対する攻撃者の最後通告から最悪の結果を危惧しえたので

あり、攻撃者が仕返しのためにこれを行おうとし、窓ガラスを割って住居にまさに侵入して

きた事案であった。このような判決において、重罪院は、「現在の暴力の波により心動かさ

れた誠実な人間の、なんとも理由のある恐怖を、十分に斟酌している」（H. 

DONTENWILLE）」1236。 

PRADEL と RASSAT が共に援用している事例を確認すると、まず、均衡性が否定され

た例として、1961 年の破毀院判決がある。ここでは、カフェでの口論の中で、喉下を掴ま

れた被告人が、空の酒瓶で相手方の頭を殴り、重傷を負わせた行為について、均衡性を否定

し正当防衛を認めなかったリモージュ控訴院の判決が維持された1237。もっとも、本件では、

まず、カフェの店内には他の客がおり、被告人ら当事者も彼らの介入を十分認識していたの

であって、酒瓶で暴力的に殴打した行為は必要ではなかったとして、防衛行為の必要性が否

定されている。均衡性の考慮は、むしろ被告人によりあわせて主張されていた第 321 条に

関する判断であったように思われる1238。また、比較的似た事件に関する 1995 年の破毀院

判決で問題となったのは、飲食店において、酒に酔った男性の被害者（A.G.）から侮辱され、

襟首を掴まれた女性の被告人（R.L.）が、ハイヒールのかかとで反撃し、左眼の視神経の損

傷を与えた行為であった。原審のコルマール控訴院は、「R.L.の周りには、A.G.を制止する

ためにすぐに駆けつけたその内縁の夫、姉（妹）および義理の息子がいたのであり、かつ、

かかとの先のとがったハイヒールの使用と脅威の重大性との間に不均衡があった以上、彼

女の加えた殴打はその人身の保護のために必要ではなかった」と判断し、破毀院はこれを支

持して破棄申立てを退けた1239。本件も、1961年と同様に、周囲に味方がいたため、そもそ

も防衛行為の必要性が欠ける事案であるところ、重ねて均衡性の欠如が指摘されている点

                                                   
1236 PRADEL, op. cit. (note 1057), p. 320. 
1237 Cass. crim. 21 nov. 1961, D 1962, p. 226. 
1238 判決文においては、「DEVAYDにより主張される正当防衛を退けるために、破棄申立

てされる判決は……」で始まるパラグラフにおいて正当防衛の必要性が否定され、「判決

により完全に証明された状況において、誘発による宥恕を取り上げながら、控訴院が思慮

することができたのは、……」で始まるパラグラフにおいて攻撃と防衛行為との均衡性が

否定され、行われた傷害行為の必要性を要請する現在の危険は認められないとされてい

る。 
1239 Cass. crim. 6 déc. 1995, Droit pénal（以下、「DP」）, 1996 no 98 Ⅰ, note Michel 

VÉRON.  
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が特徴的である。さらに、新刑法典の下では、2012 年の破毀院判決において、職業軍人で

ある被告人が、威嚇射撃に続けて、武器を持たずに突進してきた相手方に対して腿に 2 発

の銃撃を行った行為について、「加えられた殴打の重大性に対して、明らかに均衡性を欠く

防衛手段を用いた」1240として、正当防衛が否定された。 

以上に対して、均衡性が肯定された事例として RASSAT と PRADEL が紹介しているの

は、1972年 11月 28日の破毀院判決である。本件は、被告人経営のカフェにおいて、酩酊

した若者の集団が暴行を行っていたため、被告人はこれを追い払い、静かにさせるために外

に出たところ、若者たちが石や植木鉢を武器にして向かってきているのを見て、猟銃を手に

取り 1発威嚇射撃をしたが、若者の何人かがなおも襲いかかってきたので、2発目を撃って

1人の足に傷害を加えたという事件であった。控訴院はこれらの事実を簡単に確認し、攻撃

に対して均衡性を欠く防衛で対応したのではなかったとして正当防衛を認め、破毀院もこ

の判断を支持した1241。 

 さらに、裁判所が前提となる侵害を明確にすることなく、均衡性をしばしば持ち出すこと

に注意が必要である。たとえば、1992 年の判決では、路上で交通トラブルから殴り合いを

行った被告人について、「証拠からは、受けた殴打との関係で均衡性を欠く反撃は即座

（immédiat）のものではなかったのだから、X は正当防衛状況にはなかったと結論づけら

れる」とした控訴院判決が維持された1242。本件では、被害者からの殴打の後に時間的・場

所的中断があったなどの事情は認定されていないため、被告人・弁護人側が破棄申立ての中

で批判しているように、すでに行われた被害者の殴打の強度を基準として、被告人の行為の

防衛行為性が否定されているように思われる。さらに、正当防衛の均衡性を、誘発行為に対

する反撃の均衡性と関連させる裁判例もある。たとえば、2011年の破毀院判決は、「人身に

対する急迫の危険が存在しないからには、M. Zの誘発行為に対する被告人の反撃は大きく

均衡性を欠いているように思われ、正当防衛を排除する」1243と述べている。また、前述の

もっともらしい誤想防衛においては、侵害ではなく相手方の態度と防衛行為との間の均衡

性が問題とされることになっている。 

このように、裁判実務は均衡性を様々な場面で、様々な意味で用いている。それゆえ、学

説が均衡性を事実問題としていることもあって、その基礎を理解するのは非常に困難であ

る。しかしながら、個別事例における均衡性の有無は事実問題であっても、どのような意味

で均衡していなければならないのかは、理論的に考察されるべき別個の問題である。この点、

正当防衛の根拠論を図式化して整理すると、以下のように整理されるだろう1244。 

                                                   
1240 Cass. crim. 26 juin 2012, DP 2012 no 139, note Micel VÉRON. 
1241 Cass. crim. 28 nov. 1972, Bull. no 362, D 1973, Sommaires（以下「Somm.」） 20. 

なお、控訴院は誤って正当防衛として第 321条を適用していたが、破毀院はこれを実質的

には第 328条の正当防衛に対する判断であったとした。 
1242 Cass. crim. 16 janv. 1992, no de pourvoi: 91-80773, non publié au bulletin. 
1243 Cass. crim. 13 déc. 2011, no de pourvoi: 10-88699, non publié au bulletin. 
1244 もっとも、フランス刑法学においては、正当防衛の基礎と均衡性の基準はほとんど関



357 

 

まず、主観説を基礎に均衡性を考えると、（真のまたはみせかけの）攻撃者の態度から受

けた防衛者の主観が出発点となるのが自然である。そして、純粋な行為者基準の主観説をと

る場合、均衡性の要件自体も主観化・個別化となり、論理的にはすべての防衛行為がこの印

象と均衡的という結論になる。これに対して、通常主張されているような一般化を行う主観

説からは、均衡性の概念を客観化・一般化させ、防衛者の抱いた印象を基底に、一定の基準

で均衡のとれたものとして導かれる行為が正当化されることとなるだろう。いずれにせよ、

主観説の立場としては、均衡性の一端としての攻撃の有無・程度の判断基底を、攻撃を受け

た行為者の主観に置くことが理論的に一貫した帰結となる。これに対して、客観説の立場か

らは、第 122-5条の文言を前提とすれば1245、その際に攻撃者の意思を加味するか否かは置

くとして、防衛者の印象ではなく攻撃者の態度の客観を出発点とするのが自然である。正当

防衛を個人の権利行為と捉える場合には、原則的に、防衛は必要な限りで均衡が取れている

こととなる。たとえば、ORTOLAN は、害の均衡についてではあるが、「それが何であれ、

なされた害悪が不可欠であり、権利への力を維持する他の方法がまったくない場合には、防

衛の正当性は超過されなかったのである」1246と原則を述べていた。それゆえ、制限を課す

場合には権利濫用といった外在的な根拠が別途必要になるだろう。正当防衛を利益衡量か

ら説明する場合、均衡性の基準はいかなる衡量原理をとるのかによることとなる。それゆえ、

利益衡量説自身から明確な基準が導かれるわけではない。わが国では必ずしもそう理解さ

れているわけではないが、正当防衛については、緊急避難とは異なり、利益衡量は個別的で

はなく一般的に考えられる1247。前述の正当防衛における利益衡量の考え方からは、「当該行

為を一般に許容することが社会的利益と両立するか」または「行為外行為者を処罰しないこ

                                                   

連づけられない。たとえば、正当防衛を強制と同視する DANA, op. cit. (note 1149), p. 

242は、「被告人が、強制的状況により及ぼされる圧力の限界を超えて行為する場合、この

者は自らの意欲の固有の意思または自由を表明しつつ行為するのである」として、根拠と

いうよりも結論を述べるだけである。また、前述のように正当防衛を含む正当化事由の基

礎を「正当な動機」に求める ROUSSEAU, op. cit. (note 1157), pp. 176-177は、この点に

ついて以下のように述べる。「すでに説明したことだが、行為者の行為の均衡性の要請

は、行為者により守られる社会的価値が犯罪により犠牲となるそれよりも優越する、また

は少なくとも同等であることを確かめることで、行為の社会的利益との一致を制御するこ

とを可能にする。したがって、この均衡は、行為者が犯罪により犠牲となるそれよりも優

越するまたは同等の社会的価値を守る意思を有しており、それゆえその態度は社会的利益

に奉仕する意思によって動機づけられていたということを証明することを可能にする、客

観的要素を構成しうるだろう。この意味で、すでに指摘したところであるが、この均衡性

の要請は行為者により用いられた手段の観点から評価されなければならないのであり、そ

の結果ではない」。「手段の均衡性は、この際には、守られるそれに優越する利益を犠牲に

しないという意思の顕現として現れるのである」。しかし、この基準はほとんど客観説

（利益衡量説）と一致するだろう。 
1245 第 122-5条の文言を前提としないのであれば、防衛者が避けられた害と、攻撃者側に

生じた害の均衡を問題とする余地もある。 
1246 ORTOLAN, op. cit. (note 53), p. 179. 
1247 正当防衛における優越的利益原則および利益衡量については、特に橋爪・前掲注

（247）25-34頁参照。 



358 

 

とが社会的利益と両立するか」という点が着眼点となるだろう。たとえば、前述のように、

DONNEDIEU de VABRES は、「われわれは、強制の事例と同じように、客観的観点を選

ぶ。攻撃されて自己を防衛した者が処罰されてはならないのだとすれば、それは、この者が

社会に貢献したからである。事実、社会は、不正な攻撃に抵抗した者を罰することにいかな

る利益も持たない」1248としていた。これに対して、正当防衛権を私的警察権と対応させる

近年の見解には、警察比例の原則という指針を持っている点で強みがある。もっとも、「フ

ランス公法学では、元来、比例原則という用語を明示的に用いた議論は発達してこなかった」

1249、「フランス法においては、たとえば行政法、労働法という個々の適用領域がある」1250

とされているように、比例性原則という一般的な法原理からの導出によって、正当防衛権の

限界を画そうとする論者は見られない。そこで、フランスの論者の見解を離れて考えてみる

と、まず、行政法上の比例性原則一般について、亘理格によれば、「フランス法の文献を読

んで真っ先に気付くのは、比例原則の論理構造について、国家による権利侵害の目的と手段

という 2 項間の関係に事実状況という第 3 の項を加えた 3 極関係を想定した理解の仕方が

強調されているという点である」。これらの極の関係を見ると、「単に目的ないし目標とその

達成のための手段たる決定行為との均衡の要求に止まらず、均衡状態を確保すべき要素の

中の第 3 の範疇として、具体的な「事実状況」の重要性を指摘する点が重要である。つま

り、国家介入の目的・目標及びその内容の各々について、前提となる具体的事実状況との間

で適正な均衡を保たなければならない」。「このような「比例原則」理解は、この後、「比例

原則」を論じるフランスの法学説によりほぼ例外なく承継されている」1251。いずれにせよ、

比例原則は諸事情を考慮しつつ目的と手段の関係を問うものである。それゆえ、正当防衛に

おいて比例原則を取り入れると、主観的または客観的に定められた防衛目的と、これに対す

る防衛手段との間の関係が問題となる。 

これらのうち、判例の傾向を説明しやすいのは、利益衡量を柔軟に理解して、社会的相当

性とほとんど同視する場合の客観説だろう。すなわち、厳密に言えば必要ではないものの、

攻撃に対して相当な範囲内にある行為であれば、これを防衛と認めることに社会的な不利

益はないため、正当防衛の恩恵を受けうるとするのである。日本の見解と照らし合わせると、

平野龍一の、「その防衛行為が、相当といえる範囲のものである場合には、最善のものでな

くとも正当防衛を認むべきである」1252という相当性の理解に近いだろうか。主観説は、均

衡性の出発点となる侵害の重大性が、行為者の主観そのものではなく、攻撃者の態度の外観

とそこから合理的に導かれる侵害や危険の印象に左右される点と調和しにくい。また、正当

防衛の不処罰を私的警察権の行使により説明する見解は、判例と均衡性のとらえかたが異

                                                   
1248 DONNEDIEU de VABRES, op. cit. (note 1168), p. 230. 
1249 亘理格「利益衡量型司法審査と比例原則」法学教室 339号（2008）45頁。 
1250 須藤陽子『比例原則の現代的意義と機能』（法律文化社、2010）6頁。 
1251 亘理・前掲注（1249）45頁、同『公益と行政裁量――行政訴訟の日仏比較』（弘文

堂、2002）241-243頁。 
1252 平野（龍）・前掲注（1）239頁。 
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なる。すなわち、比例性原則の観点が「侵害＝防衛の目的」と「行為＝防衛の手段」の関係

を基礎にするものであるのに対して、判例の均衡性の観点は「侵害＝行為の原因」と「行為

＝侵害の結果」の関係を問題にしているからである。判例の考え方を言い換えると、攻撃者

の態度から社会通念上是認される反撃の許容量が導かれ、これを超えたか否かが均衡性の

問題となる。これに対して、比例性原則からは、防衛の目的と手段との必要的な関係が認め

られる場合に、さらに具体的状況の下で両者が比例的であるのかが問題となる。そして、後

者の観点からは、排除されるべき攻撃の客観的な有無・程度がもっとも重要な指標となるは

ずである。それゆえ、侵害がもっともらしければ防衛は許されるという判例とは相容れない

のである。確かに、DECOCQが示唆するように、一定の外観を備えた相手方の行動に対し

て行われた行為を私的警察権の行使として正当化する余地はありうるだろう。しかし、その

際に問題となりうる均衡性とは、警察比例の観点からは、行動をやめさせる目的と手段の比

例性なのである1253。特に、実際には相手方が武器を携帯していなかった事例においては、

相手の攻撃的な態度をやめさせる行為のみが、脅威に対して比例的となるはずである。これ

に対して、判例が往々にして問題とするのは、防衛行為の原因となった侵害およびその外観

と、これにより生じた反撃の均衡性である。このことは、正当防衛が推定される事例におけ

る均衡性の考慮に際してより鮮明となる。 

4.1.2.2.4. 正当防衛の特則 

4.1.2.2.4.1. 規定の位置づけと推定の性質――特に正当防衛の挙証責任との関係で 

 判例・通説によれば、正当防衛はそれを援用する被告人側が原則として挙証責任を負う

1254。つまり、正当防衛を基礎づける事実の存否が不明である場合には、正当防衛は認めら

れない。そして、その例外として、第 122-6条の事例においては検察官が所定の要件の不存

在について立証責任を負うとされる。条文の見出しは一般に正当防衛状況の推定とされる

                                                   
1253 DECOCQ, op. cit. (note 1057), p. 321は、「警察行為は、それが危険をやませるため

に必要な限りでしか正当化されない」としており、理論的には一貫しているが、判例の態

度と整合的ではないだろう。もっとも、警察比例に近い判断を行った裁判例もある。たと

えば、1994年の破毀院判決（Cass. crim. 5 juill. 1994, no de pourvoi: 94-82232, non 

publié au bulletin）は、盗犯を取り押さえ武器を奪った後に 32発の殴打を加えた被告人

Yについて、「もはや逃走につとめるみであり、そのナイフを使っておらず、武装を解除さ

れ、用いられた均衡性を欠く防衛手段を正当化するために十分な危険を構成しなかった犯

人の追跡に、Yが乗り出していた限りで、正当防衛は認められえない」とした原審を支持

した。ここでは、実際に行われた行為と均衡するだけの危険があったかが判断されてお

り、侵害排除目的を基準とする判断とは問いが逆になっているが、結論的には同じような

趣旨の判断が行われていると言えるだろう。 
1254 江口・前掲注（1056）（その 3）41頁。BOULOC, op. cit. (note 1057), pp. 355-356; 

BOUZAT=PINATEL, op. cit. (note 1117), p. 275; DECOCQ, op. cit. (note 1057), p. 323; 

LEROY, op. cit. (note 1057), p. 182; MAYAUD, op. cit. (note 1177), pp. 487; 

MERLE=VITU, op. cit. (note 1057), p. 585; PIN, op. cit. (note 1195), p. 200. なお、

SOYER の指摘によれば、第 122-5条においても、その文言上、人身のための正当防衛に

ついては均衡性の存在が推定されている（SOYER, op. cit. (note 1057), p. 119）。 
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が、第 122-6条は正当防衛そのものの推定と説明されることが多い1255。すなわち、所定の

状況の主張には、防衛行為が必要かつ均衡的であったということが含意される。 

旧第 329 条について検討を加えた SAVEY-CASARD によれば、1810 年刑法典の立法段

階では、第 329条は一般規定である前条の例示にすぎないと考えられていたのだが1256、「法

典の準備作業は、数年後には忘れられた」1257。第 329条に固有の意義を見出そうとした見

解には 2つのものがあった。第 1の見解によれば、第 329条は、第 328条が人身の防衛の

みを認めているのに対して、財産の正当防衛を認めたものである。しかし、この見解は、条

文が保護しているのは住居であるから、財産よりも人身をより明確に保護しているという

批判や、財産の防衛は、それが回復不可能で重要なものである場合には第 329 条以外の場

合にも認められなければならないといった批判を受けて、支持を広げなかった。第 2 の見

解は、第 329条を正当防衛の推定とするものであり、条文の文言に適合していた。そして、

問題は、この推定が反証を許すか否かという点に移った1258。 

19世紀においても、第 329条について反証を容れない推定と考える見解も有力であった

が1259、20世紀に入ってからは、反証を容れるとする見解がほぼ完全に学説上の多数を占め

                                                   
1255 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 356. 
1256 LOCRÉ, op. cit. (note 1093), p. 513. 
1257 Paul SAVEY-CASARD, Réflexions sur l'article 329 du Code pénal, RSC 1960, pp. 

30-31. 例示とする見解に対する批判としては、「原則をたてたうえで、そのあとに例示を

置くのは、立法者の流儀ではないからである」（ステファニ他・前掲注（1058）126頁）

とされている。また、第 329条の展開については、江口・前掲注（1056）（その 3）42-49

頁。 
1258 SAVEY-CASARD, op. cit. (note 1257), pp. 32-35. LEROY, op. cit. (note 1057), p. 184

や PRADEL, op. cit. (note 1057), p. 324は、反証を許さない証明とする見解の根拠とし

て、夜盗の殺害を認めていたローマ法の存在に言及する。もっとも、LEROYは、「しかし

ながら、歴史に依拠するこの解決は、今日の時代からするとショッキングであるように思

われる」、PRADELも「反対説がより人道的かつより正当である」と評価する。 
1259 たとえば、R. GARRAUD, op. cit. (note 180), p. 164-165は、「われわれとしては、判

例と同じく、法律が、正当防衛の 2つの推定を創設し、条文に定められた状況が証明され

たと裁判官により認められた際には、反証を排除したものと考える。事実、第 329条は、

規定する 2つの事例を「防衛の現実の必要性のある事例」特徴づけ、したがってこれらの

場合は、反証を許さない法律上の推定として、正当防衛のために要請される要件を満たす

ということを指示しているのである」としていた。もっとも、同時に第 329条の合理性に

ついては疑問を示しており、第 1項については、「注目しなければならないのは、正当防

衛の法律上の推定は、法律の文言において遂行される行為を、乗越えまたは侵入の目的が

いなかるものであったとしても、つまり、攻撃の行為者が家に住む者の生命を狙っていた

としても、その財産を狙っていたとしても、その名誉を狙っていた場合でさえ、正当化す

るということである。第 329条の規定が危険であるのは、とりわけこの観点である。事

実、それは、住人の誰もが人身の危険にさらされていなかったということが明白であった

状況において犯された故殺まで、正当化を許容するのである。立法者は、それらの事例に

手をつけずに、第 328条の一般規定の下に定めるべきであった」、第 2項については、「と

ころが、財産犯に際してまたはそれを容易にするために行われる、人身に関する暴力が正

当防衛行為を産出すると形式的に表明するのは、有益ではない。なぜなら、このことは第

328条の規則の単なる 1つの適用にすぎないからである」と指摘していた（pp. 165-
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た1260。その根拠としては、正当防衛の事例が例外であることと、旧第 329条が立証責任を

転換させる規定を置いていることからの反対解釈の 2 点が一般に示される。判例上この問

題に決着を付けたとされるのは、1959 年の破毀院判決である。本件は、被害者は住人の 1

人のかつての愛人であり、その後も交際を続けていたが、事件当日は酩酊していたため住居

への立入りを拒まれたという事実関係にあり、被害者は確かに窓ガラスを割るなどして侵

入を試みているものの、第 329 条が本来予定している身体や財産に対する切迫した危険は

なかったとされた事案である。破毀院は、第 329 条の要件を形式に充足する限り、これが

反証を容れない推定であるため、不処罰であるという破棄申立てに対して、「認定された事

実の状況によれば、控訴院は、刑法典第 328 条および第 329 条に違反することなく、本件

にその適用を拒むことができた。実際にそうなのだが、被告人がその特典を主張するところ

の第 329 条第 1 項が、夜間の、人が居住する家屋またはその付属物の、塀または囲いの乗

り越えまたは侵入を阻止するために行われた殺人、なされた傷害または加えられた打撲傷

を正当であると表明するのだとしても、ここで問題となるのは、絶対的かつ反証を容れない

性格を示すものではなく、反対の証明を前にして覆されうる法律上の推定なのである。当該

条文は、暴力行為が、現在の必要のある事例以外で、かつ、それについて家屋の所有権者ま

たは居住者が自らの人身または財産を脅かされている信じることができたであろう、重大

かつ急迫の危険を欠きながら行われたということが証明された場合には、暴力行為を正当

化することはできないこととなる」として、控訴院の判断を支持した1261。 

                                                   

166）。そのほか、反証を容れない推定としていたものとして、Eugene TRÉBUTIEN, 

Cours élémentaire droit criminel, tome 1, 1854, p. 154. これらに対して、反証を容れる

推定としていたものとして、CHAUVEAU=HELIE, op. cit. (note 1230), pp. 191-192. ま

た、推定の性質を直接論じているわけではないが、OLTRAN, op. cit. (note 53), p. 186

も、「第 329条に特に挙げられる 2つの行為が、それらがこの条文の規定に従って証明さ

れたからには、無罪を結論としてもたらすということを認めるとしても、私見によれば、

裁判官は、類似の状況とはいえ、被攻撃者が、その防衛のための必要性なく、死をもたら

したまたは重度の傷害を加えたということが証明された場合には、例示が存在すると認め

ることを控えなければならない。なぜなら、その場合、現実には、それは押し戻す際に、

つまり自己を防衛する際に行われたものではまったくないと思われるからである」として

いた。 
1260 たとえば、反証を容れない推定と解釈した判例を批判するものも含めて、

DONNEDIEU de VARBRES, op. cit. (note 1168), p. 236; GARÇON, op. cit. (note 1117), 

p. 169; ROUX, op. cit. (note 1138), p. 67; VIDAL=MAGNOL, op. cit. (note 1057), pp. 

335-336; VOUIN, op. cit. (note 1172), p. 177. 1959 年判決までの判例の展開については、

SAVEY-CASARD, op. cit. (note 1257), pp. 32-38. 
1261 Cass. crim., 19 févr. 1959, D 1959, 162, note Pierre BOUZAT; Juris-Classeur 

périodique（以下、「JCP」）, 1959, 2, 11112. なお、この判例について、BOUZATは、学

説の主流に反して若干批判的な解説を行っている（D. 1959, pp. 162-163）。教科書におい

ても、「夜間居所に不法に侵入する意思を持つ者たちが、その住人が、状況がいかなるも

のであれ、自分に銃撃する確実な権利を持っていることを知るならば、そのようなリスク

はおそらくその者たちを賢明さへと導くこととなるだろう」（BOUZAT=PINATEL, op. 

cit. (note 1117), pp. 275-276）として、反証を容れない推定と考える利点を示している。 
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いずれにせよ、現行刑法典第 122-6条は「正当防衛と推定される（Est présumé avoir agi 

en état de légitime défense）」と明記しており、これが推定規定であることにほぼ争いはな

い。そして、学説の多くは、1959年以来の確立した判例に従って1262、この推定を、反証を

許すものとみなしている。つまり、前述のように、正当防衛の立証責任はこれを援用する被

告人側にあるものの、第 122-6 条の事例においてはこれが訴追側に転換すると考えられて

いる。反対に言えば、第 329 条および第 122-6 条が反証を許す推定と理解されていること

が、その反対解釈として、正当防衛一般の立証責任が被告人側に転換されていることの論拠

とされているのである1263。 

これに対して、RASSATは、「本来的には、正当化的事実の不存在は犯罪の不法要素を構

成する。それゆえ、訴追を行うごとに、正当防衛が存在しないという証明を行うのは、検察

官でなければならない。というのも、検察官は、犯罪の実在つまりその構成要素全体の実現

を証明しなければならないからである。それゆえ、被告人側に責任を負わせることで、正当

防衛の証明は、実体法および手続法のあらゆる原理に反しているのである」1264として、証

明責任の転換を批判する。その上で、RASSAT 自身は、SAVEY-CASARD の後述の見解を

支持して、「推定された正当防衛」ではなく「特権化された正当防衛」という考え方を採用

すると主張する。また、PRADELも、「この規則がわれわれの現行法においては確かである

にせよ、それが十分に根拠づけられているかは定かではない。正当防衛の要件が一見したと

ころ充足されたときには、それは推定されなければならないように思われる。その際には、

これらの要件の不在を証明するのは、訴追者となろう」1265としている。 

以上のように、フランスにおいては、正当防衛の立証責任は被告人側にあるというのが判

例・通説である。もっとも、その根拠は、正当防衛の例外性と第 122-6条からの反対解釈の

2 点であり、あまり強力なものではない。それにもかかわらず問題があまり生じないのは、

まず前提として、正当防衛の要件のほとんどが程度の付される評価的な事実だからである。

すなわち、攻撃の現在性、防衛の必要性、同時性、均衡性などは、その有無が評価抜きで証

拠により認定される性質の事実ではない。そして、有無が問題となる数少ない要件が侵害の

存在なのだが、これについては前述のように、客観的にもっともらしい（vraisemblable）、

すなわち他のすべての人が同じ状況に置かれて同様に攻撃されるものと信じるであろうと

言えればよいのである。つまり、侵害の存在が厳密に認定できない場合であっても、相手方

の攻撃的な挙動さえ証明できれば十分なのである。したがって、「疑わしきは被告人の不利

益に」なるのは、証人がいないために、このような挙動さえも立証できない場合か、被告人

ではなく被害者が先に手を出したということを立証できない場合くらいだろう。そして、証

人がいない場合の一定数を、おそらく被告人の住居内の事件が占めるのであり、ここでは、

                                                   
1262 新刑法典施行後、正当防衛の証明責任は被告人が負うものとした裁判例として、Cass. 

crim. 7 févr. 2001, no de pourvoi: 00-82325, non publié au bulletin. 
1263 MERLE=VITU, op. cit. (note 1057), p. 585. 
1264 RASSAT, op. cit. (note 1078), p. 401. 
1265 PRADEL. op. cit. (note 1057), p. 324. 
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侵入者については正当防衛が推定される。このように、無罪推定の原則という原理的な問題

はあるものの、実際上は問題がそれほど生じない仕組みになっているのである。 

4.1.2.2.4.2. 正当防衛の特則の事例における均衡性の判断 

 旧第 329 条および現第 122-6 条が問題となる事例においては、裁判上かなりの頻度で均

衡性が問題とされてきた。そして、この領域について特筆すべきは、いくつかの事例では侵

害が認められないにもかかわらず均衡性が問題となっている点、つまり、ここでの均衡性は

侵害排除という目的と防衛行為という手段の比例関係ではないという点である。 

 まず、下級審の裁判例を見ると、ディジョン控訴院 1965年 1月 8日判決では、逃亡する

侵入盗に対してカービン銃を発砲し傷害を加えた行為について、被告人は相手が武装して

いるか否か、逃走に武器を使用するか否かを知りえなかったとして、正当防衛が認められた

1266。判決では、侵害排除や侵入盗の取り押さえではなく、当該侵入盗の挙動と被告人の発

砲行為とが均衡性判断で対比されている。破毀院判決としては、たとえば 1993年 10月 12

日判決において、娘の恋人 Y が窓から侵入しようとしているのに気づき、これに発砲して

死亡させた父親 X について、当該行為はそもそも防衛の意思ではなくもっぱら被害者を殺

害する目的によるものであったとした上で、原審の判断について、「Yの行動と Xの過激な

反撃との間に存在した均衡性の欠如をさらに強調した裁判官は、申し立てられる非難を受

けることなく、その判断を正当化していた」1267と評価され、破棄申立てが退けられた。こ

こでは、Yがいかなる侵害を加えようとしていたのかを検討することなく、その挙動と Xの

発砲との均衡性（の欠如）が判断されている。また、1994 年の判決は、盗犯である被害者

の夜間の侵入を察知した際、被告人は自らの人身または財産について危惧することができ

たとした上で、被告人の猟銃による銃撃により生じた傷害の性質から、被害者は被告人に抵

抗したのであり、「潜在的な危険」を構成するとした。加えて、発砲する際、被告人は、被

害者の生命を危険にさらそうとすることなく、危険な行為（バルコニーからの飛び降り）を

している被害者を制止しようとしたのであり、それゆえ反撃は攻撃に対して均衡性を欠く

ものではないとして、被告人の傷害行為に正当防衛を認めた控訴審判決が維持された1268。

本件は、侵入ではなく逃走のためにバルコニーの手すりを乗越えようとする被害者に対し

て行われた行為であるが、直接人身に向けられた銃火器の使用を手段として正当化するほ

どの防衛の必要性があったとは考えにくく、端的に被告人の反応の社会的相当性が問題と

されているように思われる1269。前述の 2011 年判決では、実際に庭に立ち入っていた別の

被害者（M. Y）について、この者がいかなる危険をも示していないのに、被告人（M. X）

が警告なしに銃撃を行い、傷害を加えた行為について、「M. Xが予期した財産に対する侵害

                                                   
1266 Dijon, 8 janv. 1965, Gaz. Pal. 1965, 1, p. 155; RSC 1965, p. 414, obs. Alferd LÉGAL. 
1267 Cass. crim., 12 oct. 1993; Gaz. Pal. 1994, 1, p. 94, note Jean Paul DOUCET. 
1268 Cass. crim. 11 oct. 1994, DP 1995, no 137. 
1269 なお、財産を防衛するために逃走を阻止する必要があったとして、結果的に傷害を負

わせることとなった自動車に対する発砲に現行犯逮捕と正当防衛による正当化を認めた下

級審裁判例として、Montpellier, 19 nov. 1979, D 1981, IR 153. 
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と、彼により用いられた手段、すなわち空気銃の使用との間の明白な均衡性の欠如を示すこ

れらの要素を考慮すると、正当防衛は採用されえない」とした原審を支持し、最終的に前述

の被害者 M. Z と併せて、「被告人は、重大かつ急迫の危険を構成しなかった被害者らの行

動を前にして、均衡性を欠く反撃を行ったのである」と判示した1270。ここでも、均衡性の

片方の天秤にのせられているのは、実際に存在した侵害とこれを取除く目的というよりも、

被害者の行動やそこから被害者が予期した侵害である。 

 均衡性判断は事実問題であり事案ごとに異なるという意識からか、一般の正当防衛の場

合との判断の違いが指摘されることは多くないが、VÉRON は判決の評釈の中でこれを示

唆する。まず、一般規定の事例として参照されるのが、ハイヒールのかかとで反撃した女性

につき正当防衛が否定された前述の 1995年 12月 5日の破毀院判決である。これに対して、

特則規定の事例として参照されるのが、1996年 2月 21日の破毀院判決である。本件では、

隣の不動産の住民の歓迎会の騒音に耐えかねた P夫婦が警察官を呼び、これは午前 1時 50

分頃に来て騒ぎを止めさせて帰ったところ、被害者はこの介入に苛立ち、アルコールの影響

もあって、通報者を探し始めた。被害者は被告人（G.P.）方にも来たのだが、被告人は相手

の興奮状態を見て、そのような通報は行っていないと答えるのがよいだろうと思った。とこ

ろが、2時 40分頃に被害者は 2人の仲間を連れて再び被告人方を訪れ、台所の窓ガラスを

割って侵入し、被告人もその音に気づいて目を覚ました。そして、被告人はピストルを手に

取り、台所に来て窓を開け、被害者に窓を割ったことにつき説明を求めた。すると、被害者

が服を掴もうとしてきたため、被告人は、後ろに下がって、相手に向かって発砲したところ、

弾丸は心臓の真ん中に命中し、被害者は死亡した。破毀院は、正当防衛に基づき予審免訴を

決定したリヨン重罪公訴部（控訴院弾劾部）の判断を支持した。この両事例を紹介して、

VÉRON は次のように評釈を付す。「上記の 2つの判決は、ほとんど戯画的とも言える例証

を与える。実際に、状況を図式化して、2つの事例では、攻撃は同一の形態の外観を呈する

ということを指摘することができる。つまり、攻撃者は、被攻撃者の衣服の襟首を掴んだ、

または、まさに掴まんとしたのであった。ところが、この攻撃形態に対する反撃は、2つの

事例においてまったく異なる展開を遂げたのであった」。VÉRONは、後者について正当防

衛の特則の事例であったことについて「確かにそうである」と言及しているため、この点に

着目したものと思われる1271。確かに、後者の判決文からは、被告人が威嚇による警告を試

みた素振りすら見受けられず、均衡性の判断が緩やかに行われたものと評価することがで

                                                   
1270 Cass. crim. 13 déc. 2011, op. cit. (note 1243). 本件は、被害者M. Y（15歳、穏やか

で親切）は、被告人の娘たちの知人であり、20時にボートを回収するために来るかもしれ

ないということを通知していた（被告人は知らなかったと主張している）という事実関係

にあり、財産侵害の危険性さえも疑わしい事案であった。 
1271 Michel VÉRON, note sur Cass. crim. 6 déc. 1995 et Cass. crim. 21 févr. 1996, Bull. 

no 84, op cit. (note 1239). もっとも、前述のように 3人の身内が周りにいた前者の事例

と、真夜中に 2人の仲間を連れて侵入してきた後者の事例では、明らかに防衛の必要性が

異なるのであるから、後者が殺人の事例であることを考慮してもなお、破毀院の判断はそ

れほど戯画的でもなく、VÉRONの図式化は強引であると言わざるをえないだろう。 
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きる。 

 以上のように、ここでの均衡性も、相手方の態度から合理化される反撃の相当性として理

解されており、さらに、一般規定の場合よりもその性格が顕著であることがわかる。つまり、

均衡した防衛とは、（主観的であれ客観的であれ）侵害排除目的と比例した防衛手段という

よりも、相手方の挙動に対して社会的に相当な反応と考えられているのである。その結果、

厳密には侵害排除のために必要とはいえない行為に対しても不処罰が認められることとな

っており、特に逃亡する侵入者に対する行為についてはこの点が顕著である。それゆえ、旧

第 329 条および現第 122-6 条は、日本の防衛行為の必要性（行為の最小限度性）を基準と

すると、実際には誤想防衛、必要性の観点での過剰防衛、さらには誤想過剰防衛に対しても、

ここで言う均衡性を充足する限りで適用される余地があるのである。SAVEY-CASARDは、

旧第 329 条について次のように言及していた。「論者が正当にも指摘するには、しばしば、

正当防衛の存在と、この正当防衛が与える権利が混同されており、その結果、防衛の限度を

超えた場合に、打撃の行為者は正当防衛状況で行為したのではないとみなされている」1272。

「危険にあると信じることが許される者にとって、第 329 条が有益であるのは、規定が正

当防衛の要件を実現されたものと推定するからではそれほどなく、ここで正当防衛におけ

る過剰という観念を退けることで、殺人さえも攻撃者のフォートに均衡的であるというこ

とを認めるからである。現在の危険にあると信じることが許されない者にとって、第 329条

は、規定がこの者に私的実力によって夜間の攻撃者を押し戻すことを認めることにより、同

じく有益なのだが、ただし、こちらでは、乗越えの被害者が攻撃に対する反撃を均衡させる

ことができなかった場合、防衛における過剰の可能性を排除しない」1273。つまり、もっと

もらしい誤想を含めた正当防衛状況にあったことさえ立証できれば、第 329 条の事例にお

いては、通常は過剰とされる行為でも均衡と判断されることとなる1274。また、LÉGALは、

逃走する侵入盗に発砲し傷害を加えたディジョン控訴院判決の解説において、均衡性の点

を以下のように述べる。「控訴院が、攻撃の重大性と反撃のそれとの間の不均衡から導くこ

とを試みうるもう 1 つの反論を退けたのも、同じ理由によるものであった。所有権者は装

填された銃を手にしていたのに対し、その相手方は一度も武器を使うと脅しておらず、かつ、

後者が武器を持っていたことはまったく証明されていない。この状況において、発砲が危害

を取り除く唯一の手段であったと考えうるだろうか。しかしながら、ここでもさらに、判決

は被告人の精神状態を考慮に入れるのである。すわなち、彼は、先行する攻撃者の態度を前

にして、この者が武器を隠し、最後の手段としてこれを使うつもりであり、それゆえ自らの

生命が危険にさらされていると信じることができたのである。所有権者に正当防衛の限度

を超えたことにつき非難できないと思慮して、控訴院が結論的にその無罪を言い渡したの

                                                   
1272 SAVEY-CASARD, op. cit. (note 1257), p. 38. 
1273 SAVEY-CASARD, op. cit. (note 1257), p. 40. 
1274 SAVEY-CASARDの見解については、江口・前掲注（1056）（その 3）48-49頁。 
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は、この理由によるのである」1275。つまり、LÉGAL は、本件では均衡性が認められたと

いうよりも、均衡性の超過について行為者を非難できないと解説しているのである。 

現在の論者としては、前述のように、RASSATが、「第 329条の適切な解釈は、実際には、

学説のほぼ一般的な無関心の中で、ある論者によって主張されていたように思われる」とし

て、この見解を支持する。「行為者が攻撃されている特有の状況を考慮すれば、実際には、

行為者は適切な反撃を冷静かつ良識をもって選択する余裕を有しなかったことは、もっと

もであろう。それゆえ、第 329条は、均衡性を欠く反撃が存在する場合であっても、正当防

衛を取り上げることを可能にする目的をおそらく持っていたのである」。昼間の侵入等に対

する第 322 条による「宥恕は、反撃として行われた犯罪の重大性にかかわりなく作用する

のであり、このことは、第 322 条との関連性が明らかである第 329 条の事例に、その解決

を拡大するよう促しうるだろう」1276。RASSATの見解は、確かに第 122-6条に関しては立

法者の意図と一致するものではない。しかし、この事実も、無罪推定原則が憲法上の根拠を

持っていることにかんがみれば1277、正当防衛一般の立証責任の理解を含めた RASSAT の

解釈を、およそ排斥する根拠にはならないだろう。 

 

4.1.2.3. 過剰防衛に関する問題 

4.1.2.3.1. 正当防衛の故意犯への限定と過剰防衛 

判例は、「正当防衛による正当化的事実は、犯罪の非故意的性格と両立不可能である」と

して、一貫して正当防衛は故意犯に限られるとする1278。たとえば、裁判例では、戸口から

立ち去りを拒み、ドアを閉めることを阻止しようとする者に対して、住人がドアを閉めたと

ころ、前者の指を挟んで傷害を負わせた場合、この故意によらない傷害について、住人の正

当防衛の主張は認められないとされた1279。また、攻撃が合理的に信じられたとして、誤想

防衛に不処罰が認められたリヨン控訴院 1948 年 7月 16 日判決では、被告人である警察官

の行為は非故意の傷害として起訴されたのだが、実際には故意によるものであったとして、

検察官の判断が批判されている1280。つまり、リヨン控訴院は、正当防衛を認める前提とし

て本件行為を故意によるものと擬律する必要があるとおそらく考えたのであった。正当防

衛と非故意犯の両立可能性に関する議論は比較的新しいものと言われる1281。この結論を破

毀院の立場として明示したのは、1967 年 2 月 16 日の判決であった。本件は、被告人が酩

                                                   
1275 Alferd LÉGAL, dans: Chronique de jurisprudence, RSC 1965, p. 416. 
1276 RASSAT, op. cit. (note 1078), p. 401. 
1277 1958年憲法前文で参照される 1789年宣言第 9条第 1段によれば、「何人も、有罪と

宣告されるまでは無罪と推定される」。 
1278 以下に述べる一連の破毀院判決および控訴院判決については、丸山隆司「正当防衛の

相当性判断基準――フランスの判例、立法を手がかりに――」都法 38巻 1号（1997）

235-248頁参照。 
1279 Cass. crim. 28 nov. 1991, Bull. no 446; D 1993, Somm. 18. 
1280 Lyon, 16 juill. 1948, D 1948, p. 551. 
1281 Georges LEVASSEUR, dans: Chronique de jurisprudence, RSC 1967, pp. 659-661. 
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酊した被害者を押したところ、同人がバランスを崩し転倒して、重傷を負ったという事件で

あった。被告人は第 1 審で非故意の傷害および打撲傷について有罪を宣告され、控訴審で

は、行為は実際には故意によるものであり、しかし正当防衛であると主張した。被告人は正

当防衛を主張して上告したところ、破毀院は、「正当防衛は犯罪の非故意的性格とは両立し

ない」と述べ、控訴院の判断を維持した1282。 

学説では、一方で、正当防衛の基礎を主観的に理解する見解が、正当防衛の故意犯への限

定を自説の根拠として援用する1283。他方で、正当防衛の基礎について客観説をとる論者の

中でも、正当防衛を故意犯に限定する見解と、非故意犯にも認める見解が対立している。前

者として、ROBERTは、正当防衛権を国家による権限委譲という視点から捉え、防衛の決

意を要求する。つまり、偶然防衛は否定されるとする。「正当防衛は 1つの制度であり、そ

れにより国家は、法を持続させるという観点から、市民に自らの主権を少しばかり譲るので

ある。この権限を与えられた市民は、一時的に、権力機関なのであり決定を行うのであるが、

これについては、それだけでも、出来事の迅速性が許容する限りで、その決定は賢明で思慮

深くなければならないということがわかる。たとえば、歩行者をひいた無謀運転手は、この

被害者がまさしく武器で銀行の客と従業員を脅迫している最中であったとしても、正当化

されないであろう」1284。これに対して、MAYAUDは、非故意の正当防衛を肯定する。彼に

よれば、正当防衛の要件は非故意の擬律と両立不可能ではない。「非故意は結果の意欲の欠

如によって特徴づけられるのであり、熟慮された過失（la faute délibérée）が示すように、

行為における意欲の完全な不存在によってではない。このことから導かれるのは、行為が、

結果においてではないにせよ、少なくとも節度ある反撃形態の下で心理的に制御されてい

た限りでは、正当防衛は非故意の行為と両立する余地が残されるということである」。「この

行為が心理的反応の所産であり、単なる反射でない限りで、それが許容可能かつ社会的に有

益な反撃という要請に応える場合、正当化されるものとみなすことを禁じるものは何もな

いのである」1285。PRADELも、条文上正当防衛は故意犯に限られない点、防衛行為の意欲

と結果の意欲は区別され、正当防衛で考慮されるべきは前者である点を指摘する1286。もっ

とも、この行為と結果の意欲の区別については ROBERTも認めるところであり、これらの

主張は、防衛の意思と犯罪の故意は異なるという趣旨で理解される。それゆえ、対立点は犯

罪の擬律を故意犯（結果的加重犯）としなければならないのか、非故意犯でもよいのかとい

う点に帰着するのであり、行為自体は意識的に行われた必要がある点には相違は無い。また、

武器を用いて反撃する場合、後 2 者のように考えても、少なくとも傷害結果が発生する認

                                                   
1282 Cass. crim. 16 févr. 1967, Bull. no 70, JCP 1967, 2, 15034. なお、本件では被告人の

行為と傷害との因果関係の不存在の主張も退けられた。本件については、丸山・前掲注

（1278）235頁。 
1283 DANA, op. cit. (note 1149), p. 248; ROUSSEAU, op. cit. (note 1157), pp. 167-168 
1284 ROBERT, op. cit. (note 1195), p. 266.  
1285 MAYAUD, op. cit. (note 1177), pp. 484-485. 
1286 PRADEL, op. cit. (note 1057), pp. 318-319. 
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識を否定することは困難であるように思われる。これに対して、PIN のように、「正当防衛

は、その性質からして、行為からその違法性を取り除くのであり、行為者の心理的傾向とは

まったく無縁だからである。加えて、不注意は常にその他の正当化的事実の対象とされてき

たのであり、正当防衛がその例外をなすことにはいかなる理由もない」1287とする見解から

は、たとえば正当防衛において銃が端的に暴発したような事例においても、理論的には正当

防衛を認めうることとなる。 

この問題は、正当防衛の必要性または均衡性が否定された場合に重大な影響を及ぼすと

される。すなわち、正当防衛を故意犯に限定する立場からは、必要性・均衡性を欠く行為は

単なる通常の故意犯となる可能性が大きくなる1288。というのも、被告人は正当防衛を主張

するために、行為が故意によるものであったことを認めなければならないからである。この

事態は、すなわち、「この解決は、非故意の暴力行為または殺人の被告人が、正当防衛の優

遇を可能とするために、自らの行為について故意性を主張することにつながるという理由

から、不都合である」1289として、PINが前述のように正当防衛と非故意犯の両立を主張す

る理由の 1つとなっている。実際にこのような経過をたどった事案として、LEGRAS 事件

と呼ばれるものがある1290。ここで問題となったのは、人里はなれた別荘を所有していた被

告人が、過去 10年間で 12回の盗難を受けたことから、トランジスターラジオを改造して、

これを開けたり移動させたりすると 90 秒後に爆発するように、戸棚の中に設置していた。

被告人はこれに加えて、所有地の囲いに「進入禁止、死の危険あり」と警告していたのだが、

近所に住む被害者らが押入り、爆発が起こって 1人が死亡、1人が重傷を負ったというもの

である。被告人は故意によらない殺人と傷害について起訴され、軽罪裁判所は有罪判決を下

した。被告人は、自分には故意があり犯罪は重罪であるから管轄違いであるとして控訴し、

ランス控訴院はこの主張を認めた。事件は重罪院に移り、被告人は正当防衛を認められ、無

罪となった1291。本件では、結局のところ重罪院において正当防衛が認められたため問題は

表面化しなかったが、控訴院判決を評釈した PRADELや LEVASSEUR のように、均衡性

の要件を充足せず正当防衛は認められないと予想する見解も少なくなかった。それゆえ、故

意犯の罪責を前提として正当防衛の成否を陪審員にゆだねることにはかなり大きなリスク

があると言えるだろう1292。この事例からは、現実的な問題は、正当防衛と非故意犯の両立

可能性という結論よりも、これにより生じる主張上の不都合であるということがうかがえ

る。 

もっとも、仮に正当防衛が非故意犯と両立不可能であるとしても、正当化事由前提事実の

                                                   
1287 PIN, op. cit. (note 1195), p. 200. 
1288 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 355は、正当防衛と非故意の犯罪が両立することは

一般に認めるものの、正当防衛状況において加えられた暴力行為を非故意の暴力行為に格

下げすることはできないとする。 
1289 PIN, op. cit. (note 1195), p. 200. 
1290 本件については、丸山・前掲注（1278）242-243 頁「ルグラ事件」参照。 
1291 Remis, 9 nov. 1978, JCP 1979, 2, 19046. 
1292 JACOPIN, op. cit. (note 1191), p. 353. 
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錯誤という意味での誤想防衛による故意の否定の主張を認めるなら、正当防衛を主張しつ

つ故意を争うことも可能となる。すなわち、行為は正当防衛であるが、仮にそうでないとし

ても、正当化事由前提事実の認識の下でなされた行為であり、結果はそこから予期せず生じ

たものであるという主張である。このようにすると、重罪院において、正当防衛または無過

失として無罪となるか、過失犯として処罰されるか、故意犯として処罰されるという選択肢

となり、リスクはだいぶ軽減される。ただし、現在のフランスにおいては、誤想防衛が故意

を排除すると考えられておらず1293、新刑法典第 122-3条で回避不可能な法律の錯誤の場合

の不処罰が定められたことからも、厳格責任説と同じ結論が導かれることとなっている。 

4.1.2.3.2. 正当防衛の不成立と心理的強制 

 旧刑法典の時代から、正当防衛の要件を満たさない場合であっても、心理的強制による不

処罰や有責性における考慮がなされうると説明されることが多い1294。そして、この場面で

は、旧第 321 条の誘発による宥恕に対して、実質的に過剰防衛に等しい役割が与えられて

いた。これを非常に明確にしているのは、VIDAL=MAGNOLである。これによれば、正当

防衛は不可避の攻撃に対するものでなければならず、他の手段があった場合にはこれを選

ばずに相手を殺傷したことにつき責任がある。「それはもはや正当化されず、単に第 321条

の誘発による宥恕を利用しうる、または例外的ではあるが、第 64条により、混乱と情動を

理由に無答責を宣告されうるにとどまる。外国の立法は、一般的に、これらの場合を正当防

衛における過剰の名称の下で規定してきた」1295。もっとも、実際には、このような機序で

心理的強制が認められることはほとんどないと思われる。というのも、「フランスの判例は、

一般的傾向として、強制による不処罰に対してきわめて厳格な態度を示しているといわれ

る」1296からである。近年でも、PRADELは「ドイツ法はパニック時に正当防衛を認めてい

る」として第 33 条を援用している1297。また、彼は、防衛行為が均衡性を欠く場合につい

                                                   
1293 ROUSSEAU, op. cit. (note 1157), pp. 179-180. たとえば、BOULOC, op. cit. (note 

1057), p. 249は、「主張されるところによれば、犯罪的行為が正当防衛状況で（刑法典第

122-5条）、法律の命令もしくは正当な権限による命令に基づき（刑法典第 122-4条）、ま

たは緊急避難状況で行われる場合、故意が存在したにもかかわらず犯罪が存在しないの

は、行為者の動機が反社会的でないという理由からである。しかし、これらすべての場合

において、行為は法律によって正当化されており、法定要素が消滅するために犯罪を構成

しないと言うほうが正確であるように思われる」とする。このように、正当防衛行為者に

故意が欠けるという発想はほとんどない。おそらくその背景には、故意とは物的・客観的

要素の認識であるという理解があるのだろう。 
1294 BOUROC, op. cit. (note 1057), p. 355; BOUZAT=PINATEL, op. cit. (note 1117), p. 

273; DECOCQ, op. cit. (note 1057), p. 321; MERLE=VITU, op. cit. (note 1057), p. 576. 

なお、勝本・前掲注（400）248頁が、「但シ程度ヲ超エタル行為カ心神ノ喪失ニ因ルトキ

ハ無罪タルヤ勿論トス」としていたのも、同じ趣旨によるのだろう。 
1295 VIDAL=MAGNOL, op. cit. (note 1057), p. 331. 同様の見解として、DONNEDIEU 

de VABRES, op. cit. (note 1168), pp. 233-234があるが、これは次の誘発による宥恕で検

討する。 
1296 井上（宜）・前掲注（6）212頁。 
1297 PRADEL, op. cit. (note 1057), pp. 316-317. もっとも、PRADELの参照は誤想防衛
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て、次に検討する旧刑法典第 321条の「誘発による宥恕」に言及する。後述するところでは

あるが、PORTOLANOのように、より積極的に正当防衛と誘発による宥恕の連続性を強調

する見解もある。 

このように、フランスにおいて過剰防衛が直接言及の対象となることは少ない。その理由

は、第 1 に、前述のように第 122-5 条および第 122-6 条が均衡性要件の判断の下で厳密に

は必要ではない行為についても不処罰を認めているからであろう。すなわち、行為が不処罰

に値するか否かは、均衡性において柔軟に判断されているため、これを充足しない行為につ

いてあらためて不処罰の可能性を検討する意義は乏しい。また、第 2に、後述のように現行

刑法典は法定刑の下限を定めていないため、減軽の可能性を議論する意義もまた乏しいの

である。 

 

4.1.2.4. 検討 

以上の正当防衛をめぐる判例・学説の検討からは、次のことが導かれる。まず、正当防衛

の正当化根拠をめぐる議論においては、主観説も根強く主張されているものの、客観説が支

配的である。正当防衛の各要件については、論者や裁判例によりその整理が異なり、共通理

解が形成されるには至っていないが、侵害と防衛との均衡性が正当防衛の決定的な指標で

あることについては、広く一致があるように思われる。さらに、侵害はもっともらしいもの

であれば足り、必ずしも実際に存在したことを求められない点が日本とドイツとの比較で

特徴的である。また、均衡性要件を充足する限りで、厳密には必要と言えないような行為に

ついても、しばしば正当防衛が認められている。この 2 つの特徴は、第 122-6 条の正当防

衛の特則に定められる事例において特に顕著である。それゆえ、防衛行為の必要性を日本に

おける最小限度性の基準で判断すると、第 122-5 条および第 122-6 条は、誤想防衛、過剰

防衛、誤想過剰防衛を対象領域に含んでいると評価される。また、正当防衛規定のこのよう

に柔軟な運用と、法定刑の下限が定められていないという理由から、過剰防衛が直接の検討

対象となることはほとんどない。 

 さらに日本やドイツと対照的であるのは、行為者の主観面が学説・判例においてほとんど

議論の対象とされないという点である。行為者の主観に関する論点の 1 つは、侵害を誤想

した場合であっても正当防衛を認めるのかであるが、少なくとも、物理的に侵害が迫ってい

る場面で、行為者の主観面を理由に攻撃の現在性を否定する構成はとられていない。また、

反対に、非故意の正当防衛を認めるか否かという問題もあるが、ここではむしろ行為が意図

的になされたことが求められているのであって、防衛の意思か攻撃の意思かという点が問

題となるわけではない。裁判例を見ても、行為者の主観面のみを理由として正当防衛が認め

られなかった事例はほとんどなく、時折自招侵害が問題となる程度である。また、裁判例の

多くで、行為者が刃物や重火器を使用している点も注目される。すなわち、単なる防衛では

なく相手に確実に致命傷を与える反撃を試みている事例においても、しばしば正当防衛が

                                                   

に際してであり、第 33条の理解としてはかなり不正確である。 
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認められているのであり、少なくとも行為者の攻撃意思を援用してこれが否定されること

はあまりない。ただし、主観面を議論しないことによって、正当防衛が認められない単なる

誤想防衛や、故意に行えば正当防衛となる行為を非故意で行った場合について、議論が深ま

らず、混乱が生じている側面も否めない。 

 

 

4.1.3. 小括 

 以上、フランスにおける正当防衛論を検討した。革命期を除けば、フランスの立法者は伝

統的に正当防衛権を広く認めようとはせず、むしろ責任阻却事由的に、つまりそれ自体否定

的に評価される行為と説明することが多かった。学説も、19 世紀新古典学派を除けば、正

当防衛を広く求めることにそれほど意欲的ではなかった。これらのことからは、フランスで

は、正当防衛はあくまで緊急時の例外的な行為にのみ認められる抗弁にすぎず、ドイツにお

ける法確証のような積極的な意義を持つ行為とは考えられていないということが明らかと

なる。それゆえ、「何人も自らで司法をなすことはできない」という標語は、まさしくフラ

ンスにおける正当防衛に対するイメージを表しているのである。しかし、このような限定的

なイメージは、立法者が法律を定める際に念頭に置かれることはあっても、裁判官が判決を

下す際にはそれほど影響を及ぼしていないようである。すなわち、正当防衛について、裁判

官は基本的に行為が各要件に該当するかのみを吟味しているのであり、特段これを限定的

に運用しようとする姿勢は見られない。むしろ、侵害が現に在らずとも現在しているとされ

たり、厳密には必要でなくとも均衡していればよいとされたり、非故意犯罪の排除を除けば、

どちらかというと被告人に有利な解釈がなされている。また、立法上優遇される類型として

定められている、旧第 329 条や現第 122-6 条の正当防衛の特則の事例では正当防衛が広く

認められている点や、重罪事件については陪審員がもっぱら判断を行うという点も確認さ

れるべきである。それゆえ、確かに、判例の正当防衛の要件の解釈は、個別事件ごとの事実

問題となっており、基準が明確であるとは言いがたいが、理論的な正当性はともかく、民主

的な正統性が担保されているということが強調されなければならない。 

 理論的な点で見ると、フランスにおいては、正当防衛の正当化根拠に関する議論はあまり

深化しておらず、これに関する言及があっても、正当防衛の各要件の解釈への影響を企図し

たものではないことがほとんどである。特に、均衡性要件については、個々の判断が事実問

題であるとしても、均衡性の理解自体は理論的考察を要するものである。均衡性要件が正当

防衛の本質をなすとされつつ、その内容が明らかにされていないという現状からは、結局の

ところ、現実の法としての正当防衛の基礎はほとんど究明されていないと結論づけざるを

えない。また、正当防衛の主観面としては、非故意の正当防衛の意義や、誤想防衛の処理な

どをより明確にすることが望まれる。 

 

 



372 

 

4.2. 誘発による宥恕 

誘発による宥恕（excuse de provocation）1298は、行為が被害者の不適切な行為によって

引き起こされたと評価される場合に刑を減軽する制度であり、わが国の旧刑法第 309 条以

下1299やドイツ法の第 213条前段と基礎を共有する。旧刑法である 1810年刑法典は、第 321

条以下で、誘発による宥恕が認められる 4つの事例を列挙していた。 

 第 321 条 故殺並びに傷害及び打撲傷は、それが身体に対する重大な殴打又は暴行によ

り誘発された場合、宥恕される。 

  Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été 

provoqués par des coups ou violances graves envers les personnes. 

 第 322 条 前条に定められた重罪及び軽罪は、昼間に、人が居住する家屋若しくは共同

住宅又はその付属地の囲い、塀若しくは入り口を乗り越えること又は侵入することを阻

止する際に犯された場合、同様に宥恕される。 

  前項の事実が、夜間に行われた場合、第 329条が定めるところによる。 

   Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont égalment excusables, s'ils 

ont été commis en repoussant pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, 

murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. 

 Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329. 

 第 324 条 夫が妻に対して又は妻が夫に対して犯した故殺は、故殺を犯した夫又は妻の

生命が、まさしく故殺がなされた時点で、危機に陥っていなかった場合、宥恕されない。 

  但し、第 336 条が定める姦通の場合においては、夫婦の住居において、姦通の現行犯

を押さえたその瞬間に、夫が妻及びその共犯に対して犯した故殺は、宥恕される。 

 第 325 条 去勢の重罪は、強姦により即座に誘発された場合、宥恕される故殺又は傷害

とみなされるものとする。 

 宥恕される事実が証明された場合、第 326 条により、その幅に若干の変遷はあるが、死

刑、無期懲役または無期禁錮が科せられる重罪については 1 年以上 5 年以下の拘禁刑に、

その他の重罪については 6月以上 2年以下の拘禁刑と大幅に刑が減軽される1300。軽罪につ

いては、刑は 6 日以上 6 月以下の拘禁刑となる。現行刑法典は、後述するように法定刑の

下限を撤廃したため、このような減軽規定を置いていない。 

                                                   
1298 冒頭でも述べたとおり、provocation というフランス語は多様な意味を持つ（Diane 

PORTOLANO, Essai d'une théorie générale de la provocation, 2012, pp. 4-6）。 
1299 1810年刑法典の第 321条以下は、日本の旧刑法典第 309条、第 312条、第 311条に

それぞれ対応している。また、盗犯等防止法第 1条第 2項の「興奮」は、当局の説明によ

れば、第 1項で貞操に対する危険が定められていることに対応しているとされているが

（泉二・前掲注（146）33頁）、女性の自己の貞操に対する防衛としては、この旧第 325

条が参照された可能性もあるだろう。 
1300 1960年 6月 4日のオルドナンス以前は、死刑、無期強制労働または流刑が科せられ

る重罪については 1年以上 5年以下、その他の重罪については 6月以上 2年以下の拘禁刑

に減軽された。 
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4.2.1. 誘発による宥恕規定の展開 

 

4.2.1.1. アンシャン・レジーム期まで 

 この分野でも、フランス法は基本的にドイツ法と同じ発展をとげる。PORTOLANOによ

れば、ローマ法は、すでに、犯人が侮辱や脅迫の被害者であり、その者が即座に反撃を行っ

た場合、殺人および暴行は宥恕され通常の刑を免れうるとしていた1301。また、CARBASSE

によれば、ローマ法において正当防衛と誘発による宥恕は明確に区別されていたにもかか

わらず、フランス古法においては、両者は長い間混同されてきた1302。そこでは、侮辱によ

る挑発には、暴力によるものだけでなく言葉によるものも含められており、反撃が攻撃と種

類が同じであり、両者が均衡しており、加えて、反撃が即座に行われたものであるいる場合

には、宥恕できるものと考えられた。もっとも、裁判官は、確固とした原則によらず、実際

には事例に応じて柔軟な評価を行っていた1303。概して、ROUQUETTE は、「ゲルマン時代

の法的記録は、法律上の宥恕と正当化的事実について数多くの規定を有しているものの、明

瞭かつ輪郭づけられた理論をどこにも示さない」1304という。また、彼は「封建法および慣

習法において、誘発は正当化事実と同じく法律上の宥恕を生じさせたようである」としてそ

の様々な事由を列挙するが1305、そこにもやはり一般的な原則は見られない。ここでは、刑

事裁判と民事裁判の未分化もあって、侮辱による過失相殺の観点も見止められる1306。塙浩

は、中世の裁判官の衡量の内容について先行研究を引用しながら以下のようにまとめる。

「後述のように一般に当時の刑罰は峻厳ではあるが、それでも法学は当該犯罪と刑罰の間

には関係あるべきことを要求し、裁判官が過大な峻厳に走ることは欲しない。このため裁判

官にはとくに「 寛 大
アンデュルジアン

」が要求されており、14 世紀末の一般慣習法書は刑の適用には周

囲の事情、即ち、 人
ペルソンヌ

〔被害者〕・場所
リ ユ ー

・時
ターム

・ 質
クアリテ

〔神をも裁判をも人をも恐れぬ大胆な行

為のごとし〕・ 量
クアンティテ

〔残 忍
アンユメイン

な身体毀損行為の場合のごとし〕・意 思
アタンシヨン

〔故意
プロポスト

の・抜目な
ア ヴ ィ ス

い

犯罪か 激 情 的
アスティヴ・マニエール

なそれかのごとし〕・ 常 習
アクーステユマンス

〔累犯かどうかのごとし〕・ 偶 然
アヴァンテュール

〔犯

                                                   
1301 PORTOLANO, op. cit. (note 1298), p. 327. 
1302 CARBASSE, op. cit. (note 1059), p. 253はその例として、姦通現場における殺害につ

いて、姦通を行った妻の父親に対しては正当化が認められたのに対して、夫に対しては軽

い処罰が可能となるにすぎない誘発による宥恕のみが認められたことを挙げる。もっと

も、ROUQUETTE は、ローマ法において、正当防衛に関する規定は誘発の事例と暗黙の

うちに関係していたとする（Théophile ROUQUETTE, Des excuses légales et des fait 

justificatifs en matiére criminelle, 1866, p. 58）。また、BONGERT, op. cit. (note 1059), 

pp. 265-266は、慣習法においては、正当防衛は犯罪ではないとされたのに対して、怒り

により誘発された行為は犯罪的な性格をもつ行為とされたという。 
1303 CRBASSE, op. cit. (note 1059), pp. 256-257. 
1304 ROUQUETTE, op. cit. (note 1302), p. 90. 
1305 ROUQUETTE, op. cit. (note 1302), pp. 112-116. 
1306 LAINGUI, op. cit. (note 1059), pp. 296-297. 
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意の欠如〕の 8 項目を考慮して加重
アグラヴェ

または減軽
アテニュエ

すべきことを記している」1307。このよう

な事情から、暴力または言葉による挑発が先行する誘発の類型は、正当防衛または姦通現場

の殺害を別とすれば制度として確立されておらず、その実態を正確にうかがい知ることは

困難である。なお、用語に関して言えば、中世における meurtreは現在の謀殺（assassinat）

に近かったようである1308。 

 1539 年のヴィレル・コトレの王令や 1670 年の刑事王令は、誘発による宥恕を規定して

いない。もっとも、現在の用語でいう過失致死（homicide involontaire）の適用範囲に、

「homicide よりもさらに殺意がない場合、たとえば、かっとして、われを忘れて乱闘とな

り、勢い余って、誤って相手を殺してしまった場合」1309が含まれていた可能性もあり、ま

た正当防衛に関する議論の中で怒りによる殺人に言及されることはしばしばあった。

LAINGUIによれば、アンシャン・レジーム期の刑法学者は、誘発よりも、それが被誘発者

の中に生じさせた感情である怒り（colère、iracundia）と苦痛（douleur、dolor）をよく話

題にした。そして、正当防衛が必ずしもこれらの感情から生じるわけではないにもかかわら

ず、論者の中には、怒りに基づく宥恕と正当防衛に基づく正当化を同時に扱う者があった。

たとえば、JOUSSE は、侮辱を受けた場合には正当防衛の限度を守ることが困難であるか

ら、攻撃に対して不均衡な反撃を行った場合でも正当防衛とみなされるとまでしていた1310。

注意しなければならないのは、前述のように、アンシャン・レジーム期においては、殺人に

ついて裁判官の裁量による減軽が否定されており、故意の不存在や正当防衛状況の斟酌の

ためには赦免状の獲得による恩赦を受ける必要があったということである。福田によれば、

怒りによる殺人や喧嘩の結果としての殺人には、人身のための正当防衛を対象とする「赦免

の書状」とは別形式の、「恩恵による赦免」が認められえた1311。また、正当防衛による赦免

を獲得するための嘆願書の記載からは、16 世紀には正当防衛と怒りが対立的に捉えられて

いるものの、18世紀には両者が並んで用いられることもあったという1312。学説に目を向け

ると、BARTOLE や FARINACCIUS といったローマ法学者は、原則として怒りも重罪を宥

恕しないと考えていたが、自己または友人に対する不正な攻撃により動機づけられた「正当

                                                   
1307 塙・前掲注（507）47頁。 
1308 BONGERT, op. cit. (note 1059), p. 125. 
1309 福田（真）・前掲注（1067）73頁。JEANCLOS, op. cit. (note 1061), p. 98も、法制

史上の殺人（homicide）の説明において、非故意の殺人（homicide involontaire）とは、

闘争において自己を防衛するために行われた殺人、または、生死にかかわる緊急状況にお

ける、不測の攻撃への対応として行われる殺人であり、それは同じく過失または不注意か

らも生じるとする。 
1310 Daniel JOUSSE, Traité de la justice criminelle de France, tome 4, 1771, p. 511. な

お、ここでの防衛の限度は攻撃と防衛により生じた結果の観点から論じられているので、

原則として手段の必要性・相当性を問題とする今日の学説からは、過剰のない通常の正当

防衛の事例となる。 
1311 福田（真）・前掲注（1067）74頁。 
1312 福田（真）・前掲注（1067）89-90頁。 
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な激怒」に屈したという理由で、行為者が自制できなかった場合には刑の減軽を認めた1313。

18世紀においても、MUYART de VOUGLANS は誘発による宥恕を意思の自由の観点から

とらえている。「怒りは、受けたと主張される侮辱による、復讐への執拗な欲望を伴う、激

しい恨み（un vif ressentiment）である」。「法律は、この情動を、犯罪をより可罰的でない

ものとするいくつかの事由の中に置いている。というのも、怒りに支配される者は精神の完

全な自由を発揮することができず、怒りが駆り立てた復讐の欲求の中で自らをまさしく正

当であると信じるからである」1314。 

 

4.2.1.2. 1810年刑法典の成立とその後 

 1791 年刑法典第 2 編第 2 章第 1 節第 9 条は、暴力を伴う誘発の事例を次のように定め

た。「故殺が暴力による誘発の結果としてなされたが、それが正当な殺人と認められないと

きは宥恕され、10 年の独居拘禁の刑に処される。口頭の侮辱による誘発は、いかなる場合

においても故殺の宥恕とは認められえない」1315。この「それが正当な殺人と認められない

ときは」という文言は、本条が正当防衛の補充規定であることを示しており、これが過剰防

衛に近いものと理解されていた可能性をうかがわせる。アンシャン・レジーム期における裁

判官の恣意を克服するために採用された13161791 年刑法典の固定刑の体制においては、責

任と刑罰を個別化させるために法定刑の幅を用いることができないため、特別の宥恕事由

が必要となる。この意味で、誘発における宥恕に関する明確な規定は、裁判官の法律への拘

束と罪刑の均衡を両立させるために不可欠なものであった。1791 年刑法典の制定過程にお

いては、犯罪と刑罰に関する一般的な議論において、次のような言及がなされていた。「犯

罪には 2種類のものがあります。ひとつは、計算と熟慮の結果である犯罪であり、いまひと

つの犯罪は強烈な情動の突発的な衝動によって産み出される犯罪であります」。「刑罰の正

確な目盛りは、このあとの種類の犯罪の抑止にはあまり有効に作用しないでありましょう。

なぜなら、激情は、それに火を点じた対象を見るのみであり、激情がもたらす結果（chances）

を僅かしか計算しないからであります。しかし、この種の犯罪はきわめて少数であります」

                                                   
1313 PORTOLANO, op. cit. (note 1298), p. 327. 
1314 MUYART de VOUGLANS, op. cit. (note 1080), p. 13. 
1315 内田＝中村・前掲注（1088）197頁。 
1316 なお、この点については、沢登佳人「1789年人権宣言の罪刑法定主義は裁判官の罪刑

専断防止を目的としてはいなかった・宣言の諸草案および議会審議録からの考察」法制理

論 18巻 4号（1985）63-66頁参照。「アンシャン・レジームの刑法が持っていた不合理や

放埓さを、何故に裁判官の罪刑専断ないし恣意が救済し押し静めうるのであろうか。そん

なことは不可能である。しからば arbitraireは、この不合理や放埓さから犯罪者を救出す

るために、主として苛酷過ぎる刑罰を緩和し又は免除するために裁判官にその行使を委ね

られた所の自由裁量権以外の何ものでもありえない」（同 63頁）。この事情はドイツにお

いても FEUERBACH の功績について再評価されているところである（高橋（直）・前掲

注（525）79頁）。CARBASSE, pp. 226-227によれば、arbitraire という言葉が否定的に

用いられるようになったのは 18世紀以降であり、それ以前は事案ごとにもっとも適切な

制裁を選択することであった。 
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1317。もっとも、この最後の事実認識が的確であったのかには疑問が残る。また、刑罰の基

準は、抑止の有効性というよりも必要性にあるから、ここでの刑の減軽は、刑罰論に内在す

る根拠から導かれたものとはいえないだろう。ブリュメール罪刑法典第 646 条は、個別の

要件を立てずに、陪審員が宥恕事由の証明を表明した場合の刑の宣告を規定した1318。 

 これを引き継いで、1810年刑法典第 321条は上のように規定することとなった。第 321

条の起草過程を見ると、第 1稿の段階では、1791年刑法典の要件をそのまま引き継いだ正

当防衛とは異なり、「故殺並びに第 247条の意味で故殺とみなされる傷害及び打撲傷（特定

の傷害致死――筆者注）は、それが人身に対する重大な殴打又は暴行により誘発されたとき

には、宥恕されうる。口頭の侮辱による誘発は、いかなる場合においても故殺の宥恕とは認

められえない」として、文言が変更されていた。審議においては、侮辱に対しては故殺以外

の暴行や傷害も宥恕されないということが確認され1319、第 2 稿では、正当防衛と同じく、

成立した第 321 条の文言になった1320。すなわち、「口頭の侮辱による誘発は……」の削除

は、そこで故殺にも宥恕されうるものがありうるという趣旨ではなく、故殺以外の身体的加

害も同じく宥恕されないという趣旨であった。なお、第 1稿においては、正当防衛とその特

則の直後に誘発による宥恕の規定が置かれていたのに対して、第 2 稿においては、最終的

に成立した法典と同じ位置になっている。理由書の説明によれば、宥恕は以下のような理念

に基づく。すなわち、法典は、人身に対して犯された重罪または軽罪のいくかの事例を宥恕

しうるものと定めたが、暴力的誘発を伴わない宥恕を承認したわけではない。また、行為者

が熟慮をもって行為するために必要な精神の自由を、完全に失うほどの暴力による宥恕を

認めているのでもない。「おそらく、被告人は、非難されるべき行為、法律が処罰を免れさ

せることができない行為を犯したのであるが、しかし、法律の観点からは、行為を引き起こ

した誘発がない場合とまったく同じように、その者が有責的（coupable）であるということ

はできない」1321。1810年 2月 17日の報告においては、宥恕について立ち入った言及がな

されている。重罪と軽罪は、絶対的強制と区別されるところの有責な強制（nécessité 

coupable）の場合には、宥恕されるにすぎない。理性的な人を怖がらせ（effrayer）、自らの

生命について危惧させる（faire craindre）ところの有責な暴行により誘発された場合、傷

害、打撲傷および殺人までもが宥恕されうる。被告人は、法律に定められた宥恕しか主張す

ることができず、これを証明できなかった場合やこれを濫用しようとした場合、陪審員は宥

                                                   
1317 沢登＝藤尾・前掲注（1090）158-159頁。 
1318 沢登佳人＝藤尾彰＝鯰越溢弘「邦訳・大革命期フランスの刑事訴訟立法（その二）、罪

刑法典（三・完）（革命暦 4年霧 月
ブリユメール

3日）」法制理論 18巻 2号（1985）233頁。なお、

この訳では、重罪裁判所が参照すべき条文を、原文の刑法典第 2部第 1章第 9条を補って

第 2部第 1編第 1章第 9条と修正しているが、正しくは第 2部第 2編第 1章第 9条であ

る。 
1319 LOCRÉ, op. cit. (note 1093), p. 378. 
1320 LOCRÉ, op. cit. (note 1093), p. 416. 
1321 LOCRÉ, op. cit. (note 1093), p. 476. 
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恕を認めてはならず、無罪とすることもその刑を減軽することもできない。「なぜなら、み

なさん忘れないで下さい、そのようなことには、個人に自らの復讐の措置をゆだね、公共の

正義の剣を私人の手に陥らせる危険があるのであって、宥恕事由が証明された場合も、殺人

または暴行の行為者は完全に無罪とみなされるわけではないのですから」1322。この報告か

らは、1810年刑法典第 321条の宥恕のもともとの理念型は、この種の宥恕が通常想定して

きた激怒ではなく、恐怖などの情動にあることがわかる。ここでも、1810 年全体の抑圧的

な性格が現れていると言える。もっとも、姦通現場の殺傷は、自己の人身に対する恐怖や危

惧からは説明できず、しかもそれが夫から妻に対して行われた殺傷にのみ認められること

とはなおさら整合しないと言わざるをえないだろう。 

 1810 年刑法典の改正に関する議論の中では、誘発による宥恕が特に扱われることはなか

った。その理由としては、第 1に、1832年の刑法改正によって導入された重罪裁判所にお

ける陪審員への酌量減軽の権限付与によって、誘発による宥恕の意義が小さくなっていた

からである1323。GARÇON の分析によれば、誘発による宥恕規定は、確かに、重罪につい

て言えば、効果が酌量減軽よりも大きいという点、宥恕にさらに酌量減軽を認めうるという

2 点において、その意義を完全に失ったわけではない。「しかし、実務において、誘発によ

る宥恕がますます廃れる傾向にあるのは確かである。軽罪については、前述のとおり、被告

人は、この宥恕の恩恵よりもむしろ酌量減軽を獲得するほうが有利であり、刑を減軽しよう

とする裁判官も通常は第 463 条（酌量減軽の加減例――筆者注）に目を向ける。重い重罪

については、誘発は正当防衛の超過に過ぎず、そして両者は十分に区別されていないために、

弁護士は無罪を主張し、この正当化のシステムを弱める宥恕の主張を注意深く控えている。

事実、誘発は、もはや、裁判長により職権で提起される補充質問によってしか陪審員にほと

んど尋ねられないのだが、その目的は、その余地がある事件において、単なる誘発は重罪を

決して正当化しないということを陪審員に示すためなのである」1324。また、第 2に、刑法

改正の基本方針である刑の個別化は、裁判所の裁量が制約される個別の宥恕事由の類型化

よりも、一般的な酌量減軽または法定刑の幅の拡大を志向する傾向にあった。また、第 3に、

姦通現場における夫による妻らの殺害の事例がそうであるように、誘発における宥恕の規

定は、古い観念が浸透した法制をカズイスティックに拾い上げたものという側面を有して

                                                   
1322 LOCRÉ, op. cit. (note 1093), pp. 515-516. 
1323 この酌量減軽に関する 1832年の改正は、以下のような背景があった。治罪法典にお

いて、陪審員は犯罪事実と加重事情等の情状に関する事実の有無の認定を行っていたのだ

が、一般的な酌量減軽を認める権限を持たなかった。そのため、1810年刑法典に当初定め

られていた刑がかなり重かったこともあって、陪審員がこれを避けるために明白な証拠が

あるにもかかわらず無罪を言い渡すという事態がしばしば生じていた。1832年改正は、こ

れに対処するために、多くの犯罪類型について法定刑を切り下げ、当初は損害が 25フラ

ンを超えない軽罪について認められていた酌量減軽を重罪にも拡大し、減軽事由の有無の

判断を陪審員にゆだねた。 
1324 GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 141. 
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おり、将来の立法として望まれるものでは必ずしもなかった1325。たとえば、ORTOLAN の

記述は、古い価値観の影響の名残が 19世紀にいかに強かったかを物語っている。「法典は、

宥恕が存在するときは、刑罰を著しく軽減し、常に軽罪拘禁刑にまで軽減する。そして、わ

れわれの実務においては、陪審員はさらに進んでおり、無罪の評決を下さないことが稀であ

る。人間の生命をこれ程までに無視し、激高と復讐心により行われた故殺を権利に仕立て上

げるこの傾向には、いくら反対してもしすぎることはないだろう。卑俗な偏見、俗悪な意見

とは、夫が類似の場合においては妻とその共犯を殺害する権利を持つというものである」。

「――1849 年に重罪院に現れた事件では、侮辱を受けた夫が、侮辱者に何度も決闘を挑ん

だが失敗に終わり、この決闘を受けることを強いるために公然とまで侮辱を行い、彼に次の

ように書いて締めくくった。「もし、当該期日に、あなたが力ずくで私を満足させなかった

場合、私はあなたに予告します。どこであれ、あなたを見つけ次第、犬のように殺すことに

なると」。彼がそう書いたように、最初の遭遇の際に、この侮辱を受けた夫は侮辱者の頭を

ピストル 1 発で打ち抜いたのだが、陪審員は無罪の評決を下した。決闘およびいわゆる夫

の殺人の権利について、何と偏見の支配があることか。われわれ他のキリスト教徒がこれを

読むと、上述の異教徒の法律家と皇帝が書いたのかと思う」1326。 

そのため、裁判官による刑の個別化を全面的に推進するのであれば、反対に言えば、個別

の宥恕規定を定めて裁判官の裁量の幅を狭めるという方針が採られないのであれば、誘発

による宥恕を特に定める必要はなくなる。そして、フランス刑法は、法定刑の下限を撤廃す

るというもっとも極端な方法によって刑の個別化を達成したため、第 321 条以下に対応す

る規定は承継されないこととなった1327。すなわち、1994年から施行されている現行刑法典

において、各犯罪類型には原則的に刑の上限のみが定められており、下限は示されていない。

そして、重罪刑について第 132-18条が、第 1項で「犯罪が無期の懲役又は禁錮で罰せられ

る場合、裁判所は、有期の懲役若しくは禁錮又は 2 年以上の拘禁刑を言い渡すことができ

る」、第 2項で「犯罪が有期の懲役又は禁錮で罰せられる場合、裁判所は、法定の刑より短

期の懲役若しくは禁錮又は 1年以上の拘禁刑を言い渡すことができる」、軽罪刑について第

132-19条第 1項が、「犯罪が拘禁刑で罰せられている場合、裁判所は、法定の刑より短期の

拘禁刑を言い渡すことができる」と定め、実質的に刑の下限を撤廃しているのである1328。

このような事情から、第 321 条以下に相当する誘発による宥恕の減軽規定は存在せず、法

典のところどころに個別の免除規定が定められるにとどまる1329。 

                                                   
1325 なお、山口（邦）・前掲注（1064）97頁によれば、第三共和政下の立法活動の特徴の

1つは、家族法における個人主義の強化であった。それゆえ、尊属殺に対する宥恕の排除

や、現場姦通において夫のみを優遇する規定に対しても、おそらく社会的なコンセンサス

が急速に失われつつある時代にあったものと思われる。 
1326 ORTAOLAN, op. cit. (note 53), pp. 192-193. 
1327 RRADEL, op. cit. (note 1057), pp. 320-321. 
1328 なお、2007年の改正によって、累犯の場合には言い渡すことのできる刑に下限が与え

られたが、2014年の改正で再び廃止された。 
1329 Sophie MARTIN-VALLENTE, La provocation en droit pénal, 2002, pp. 529-530; 
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もっとも、MARTIN-VALENTE は規定の削除には異論の余地があるとしており1330、

PORTOLANO は、より明確に、誘発が行為の有責性を類型的に減少させることを理由に、

刑の必要的減軽事由として定めるべきであると主張している1331。実際に、法定刑の下限の

撤廃は、それまで同じように裁判官の裁量により理由を付すことなく認められてきた酌量

減軽（軽減事由）に対応するように構想されたものであり、法律上の減軽事由は念頭に置か

れていなかった。それゆえ、裁判官の裁量を狭める必要があるという前提に立てば、特別の

減軽事由を置くことに一定の意義はあるだろう。 

 

4.2.1.3. 検討 

 以上より、フランスにおいても、相手方の不適切な行動に対して激怒して殺傷を行った場

合、行為は通常の殺人よりも優遇されるべきであるという伝統的な観念があったことがわ

かる。そして、1791 年刑法典の固定刑の体制および 1810 年刑法典の当初の峻厳な法定刑

の下では、誘発による宥恕は刑の個別化を実現する役割を担っていたが、陪審員が酌量減軽

を行うことができるようになり、さらに現行刑法典が法定刑の下限を撤廃すると、個別の減

軽規定を法律に定める意義が失われた。 

 20 世紀の改正作業においても故殺の減軽規定を残そうとしたドイツと、刑の下限を撤廃

することでそれを不要としたフランスとの間では、刑事司法制度全体の構想の違いがある

のだろう。正当防衛の展開で確認したように、20 世紀後半のフランスの刑法改正は、基本

的に新社会防衛論の強い影響下で進められたと言える。新社会防衛論は、確かに犯罪の成否

に関して行為責任主義を否定するものではなかったが、刑罰の適用に関してはこれに配慮

する姿勢はあまり見られず、基本的には再社会化を中心に据える1332。これに対して、ドイ

                                                   

PORTOLANO, op. cit. (note 1298), p. 340. 
1330 MARTIN-VALENTE, op. cit. (note 1329), p. 530. 
1331 PORTOLANO, op. cit. (note 1298), pp. 343-345. ただし、主張部分に脚注がないこと

からすると、おそらく同様の見解はないのだろう。 
1332 その意味で、新社会防衛論の責任と制裁（刑罰）の関係は、責任に応じた制裁（刑

罰）というよりも、制裁（刑罰）に応じた責任である。「アンセルの刑事責任のイデー

は、再社会化のために幅広く個別化された社会防衛処分を可能ならしめる処遇的責任イデ

ーと言える」（平野（泰）・前掲注（1112）242頁）。この点は、MERLEに代表されるい

わゆる新新古典学派においてもそれほど変わらない。「要するに、有罪性の発見の段階で

もっぱら問題となるのは、法律と人間の行為との一致に関する価値判断（法律的有罪性の

認定）であって、ここでは心理学的考察はまったく影響しない。これに対して、制裁すな

わち再社会化処遇（traitment resocialisateur）の選択と量定の段階では心理学的な考察

（犯罪学的有罪性）が重要なものとなる。したがって、裁判官が帰責性および法律的有罪

性を確認して有罪判決を下したのちに、刑適用裁判官（le Juge de l'application des 

peines行刑判事）が心理的有罪性すなわち有罪判決を受けた者の人格または彼の示す反応

によって、処遇形式および処遇の修正を決定することになる。（原文改行）この新しい責

任論に基づく応報刑により、法定刑の枠内における刑の言渡しと処遇の成功にとって要求

される期間とを抵触させることなく、犯罪者を再教育に必要な処遇状況におくことができ

るとするのがメルルの責任論である」（239-240頁）。 
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ツの戦後の改正を当初主導したのは、どちらかというと保守的な刑法学者や実務家であり

1333、代案グループもまた責任主義による量刑の規制を否定する立場にはなかった。また、

ドイツが参審制を採用しているのに対して、フランスは陪審制をとっており、後者のほうが

より容易に、裁判所の広い裁量を民主的正統性から基礎づけることができる点も、その拡大

に有利にはたらく。もっとも、最後に確認したように、裁判官の裁量統制はやはり必要であ

ると考える論者もいるようである。 

 

 

4.2.2. 誘発による宥恕をめぐる学説と判例 

 

4.2.2.1. 一般論 

4.2.2.1.1. 誘発による宥恕の法的性質と宥恕減軽の位置づけ 

 検討に入る前に、1810年刑法典における「宥恕」の法律上の位置づけを確認する。まず、

該当行為は犯罪であるという点で、宥恕は正当防衛等の正当化的事実や心神喪失等の帰責

性阻却事由とは異なる1334。次に、宥恕は、免除的宥恕（excuse absolutoire）と減軽的宥恕

（excuse atténuante）に区別される。免除的宥恕が認められた場合、行為者は刑罰をすべ

て免除される1335。減軽的宥恕は、法律に特に定めがある場合に認められる刑の減軽であり、

誘発による宥恕はここに属する1336。減軽的宥恕は、刑の減軽という点で酌量減軽ないし減

軽的事情（circonstances atténuantes）と似ているが、後者の適用が裁判官にゆだねられて

いるのに対して、前者は法律上定められているという点で本質的に異なるとされる。この点、

日本の第 36条第 2項は、法律上定められているという点で前者に近く、その適用が裁判官

の裁量にゆだねられているという点で後者に近いが、裁量的な法律上の減軽に重ねて酌量

減軽を行うことが予定されているので（第 67条）、どちらかといえば減軽的宥恕に近い。 

 また、手続法の観点から見ると、宥恕事由は常に判決裁判所によって認定されなければな

らず、予審がこれを認めることはできない。これは、宥恕の認定が、犯罪成立の問題ではな

く、刑の適用の問題と考えられていたからであろう1337。また、重罪院における陪審員への

質問も、正当防衛とは異なり、罪責の有無が判断された後に別途行われる（治罪法典第 345

条、刑事訴訟法典第 349条）。また、陪審員による否決の回答については、破毀院によれば、

宥恕事由の存在への反対票が 8 票以上を獲得したことも含めて記載されなければならない

                                                   
1333 VORMBAUM, a.a.O. (Anm. 514), S. 245. 
1334 それゆえ、旧第 65条により、酌量減軽を除けば、宥恕は法律上に定めがある場合に

しか認められない。 
1335 1810年刑法典の当初の免除的宥恕事由には、通報者の宥恕（第 108条（国家の安全

の侵害）、第 138条（通過偽造））、違法拘束命令の宥恕（第 114条第 2項）などがある。 
1336 誘発による宥恕のほかには、未成年に対する宥恕などがある。 
1337 実際に、教科書の叙述も、宥恕は刑の適用において、つまり犯罪論ではなく刑罰論に

おいて説明することが多かった。 



381 

 

1338。このような事情から、宥恕事由に関する質問が行われなかった、または、否定的回答

の記載に不備があるとして、誘発による宥恕について手続違反を理由とする破棄が頻繁に

見られた。この点は、重罪院の判決に対する破毀院判断がない正当防衛とは対照的である。

また、破毀院判決が多いもう 1 つの理由として、誘発による宥恕の認定が私訴における過

失相殺に大きな影響を及ぼすという事情がある1339。すなわち、「民事裁判官は、誘発（挑発）

の宥恕に関して行われた刑事裁判も考慮しなければならない。誘発の宥恕が認められた場

合、民事裁判官は、責任を当事者間で分配することを義務づけられる」1340。ここから、誘

発による宥恕と過失相殺をめぐるいくつかの問題が生じ、特にそこには手続違反に関する

ものが含まれるため1341、誘発による宥恕に関する事件は破毀院に登場しやすいのである。 

 さて、1810年刑法典第 321条以下に規定される前述の 4つの宥恕事由を見るとわかるよ

うに、ドイツ刑法と同じく、これらの宥恕事由もまた前近代の価値観を体現するものである

1342。この点、確かに、誘発による宥恕は古い学説においても自由の欠如として説明されて

いたが1343、その理由づけはあくまで場当たり的なものに過ぎず、宥恕事由を支える理論的

土台があったとは言い難い。結局のところ、宥恕事由を主導していたのは、理論からの演繹

ではなく、伝統的な価値観念であった。 

 しかしながら、19 世紀の刑法学者たちは、誘発による宥恕の規定がまったく不合理であ

ると評価しているわけではなかった。すなわち、ORTOLANによれば、「反応が、激怒の熱

気において冷静になる時間が来る前に、即座に行われた場合には、有責性は著しく軽減され

る。それは、特に、受けた侵害が重大かつその性質において腹立たしいものである場合、ま

たは、受けた害悪と反動として与えた害悪との間に著しい不均衡が存在しない場合である。

――同じように考えて、刑法はこれらのもっとも重大な誘発の事例を、そこから生じる絶対

的有責性の低減を明確化するために、特別に予定し、その結果として刑の必要的減軽を宣言

するよう配慮した」1344とその理論的位置づけを行う。同様に、R. GARRAUDは、「誘発は、

防衛行為を正当化する攻撃とは異なり、被疑者を生命喪失の危険におくものではないが、誘

発された者に生じた興奮によって、その知性を鈍らせ、部分的に自由を奪う。それゆえ、殺

                                                   
1338 Cass. crim. 9 mars 1966, Bull. no 87. 
1339 フランス刑事司法における私訴権の位置づけについては、白取・前掲注（1071）287-

304頁。 
1340 ステファニ他・前掲注（1182）600頁。 
1341 典型的には、審級間で刑法上の誘発による宥恕の判断が分かれる場合である。すなわ

ち、第 1審が刑事裁判において誘発による宥恕を認めず、控訴が私訴についてのみ行われ

た場合、判決の既判力が生じるため、控訴審は刑法上の誘発による宥恕を理由に私訴にお

いて過失相殺を行うことができなくなる。これが問題となり原判決が破棄されたものとし

て、Cass. crim. 18 juin 1970, Bull. no 211. 
1342 Roge MERLE=André VITU, Traité de droit criminel, tome 1, 4e éd., 1981, pp. 891-

892. 
1343 たとえば、前述のように、1810年刑法典の報告書においても、有責な強制

（nécessité coupable）と特徴づけられていた（LOCRÉ, op. cit. (note 1093), p. 514）。 
1344 ORTOLAN, op. cit. (note 53), p. 189. 
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人、傷害および打撲傷が正当化されない場合でも、少なくとも、それらは誘発によって宥恕

されるのである」1345としていた。このようなフランス新古典学派1346における誘発の理論的

意義は、責任と刑の個別化という視点から説明される。この点について、PORTOLANOは

以下のように評価している。古典学派の非常に古い発想によれば、刑事責任は、自由意志と

いう形而上学的公準とこの時代の道徳的意味での罪過（faute）の上に基礎づけられる、道

義的責任に由来する。この哲学は、一方では、すべての意思的行為は自由な行為であるとし

て、実現する行為について、すべての人間が必然的に自由であったと推定する。他方では、

同じ行為について、それぞれの人間の自由は同等の価値の力を持つと仮定する。その結果、

この自由意志の発想は、実在する選択の状況と自由度の多様性を考慮に入れない。「ROSSI

や ORTOLAN といった論者による 19 世紀を代表するこの学派（新古典学派――筆者注）

は、啓蒙期から受け継ぎ自由主義的な政治理論に刻み込まれた功利主義と、KANT の絶対

的正義理論の教えを調和させて、「正義と効用」の両立を試みた」。新古典学派は 2つの重要

な帰結をもたらした。第 1の帰結は、責任の程度に基づく刑の個別化の試みであり、第 2の

帰結は、具体的な行為が道徳的に自由な行為であったかという、道徳心理学の問題に裁判上

の証明をかからしめたことである1347。同じく、平野泰樹も、「個別的有罪性によって、新古

典主義は、古典主義の同一的責任観念の桎梏を解放し、精神的能力の衰退あるいは行使にお

ける自由の減弱といった行為者の心意（moral）状態に応ずる量的責任の観念を明示した。

ここに、正義に由来する応報原理から、新古典主義の道徳的責任の量的観念が導かれたので

ある。そして、この個別的有罪性は、革命刑法典の固定刑制度の歪を是正するために創設さ

れ数次の改正を経て一般原則となった減軽事情と結びつくことによって、道徳的責任の量

に応じた量刑を導き出すことに成功した」1348とその意義をまとめる。さらに、1810年刑法

典の性格との関係で、MERLE=VITU は同じような叙述を行う。フランス革命により生ま

れた 1791年刑法典は、アンシャン・レジームにおける裁判官による恣意的な司法を克服す

るために、すべての犯罪につき固定刑を定めていた。1810 年刑法典は、法定刑の枠内で裁

判官による刑の選択を可能にすること、および、通常の制裁を減軽または加重する事由を定

めることによって、刑の個別化を部分的に可能としたのである1349。 

 宥恕の法的性質も、理論的にはこの観点から説明される。つまり、宥恕が認められる事例

                                                   
1345 R. GARRAUD, op. cit. (note 180), p. 331. 
1346 平野泰樹は、新古典学派を次ように簡潔に説明する。「新古典学派とは、クーザン

（Cousin）の刑法哲学を基礎として、重罰主義が政治権力と社会的功利との一体化から生

ずるとしてこれを批判したギゾー（Guizot）に始まり、新古典主義刑法の理論化に礎石を

築いたロッシ（Rossi）を、さらに偉大な新古典主義者と呼ばれたオルトラン

（Ortolan）」を得て、1830年代に新古典主義刑法学を完成させ、実証学派が台頭する 19

世紀末葉までフランス刑法学を支配した学派である」（平野（泰）・前掲注（1112）223

頁）。 
1347 PORTOLANO, op. cit. (note 1298), pp. 244-245. 
1348 平野（泰）・前掲注（1112）224-225頁。 
1349 MERLE=VITU, op. cit. (note 1342), p. 889. 
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は、行為の違法性や有責性が完全に否定される正当防衛や心神喪失とは異なる。しかし、責

任の個別化を理論化させた新古典学派のもとでは、有責性の減少という観念も認められる。

「言葉の通常の意味において、われわれが宥恕と呼ぶのは、行為の犯罪性または行為者の有

責性を、消滅させることなく、減少させる事情である」1350。誘発による宥恕は、このよう

な理論的基礎づけを受けることで初めて、「卑俗な偏見、俗悪な意見」（ORTOLAN）とは異

なる合理的根拠を持つこととなる。そして、以前からなされていた行為者の主観面に焦点を

当てた説明を、有責性というより刑法学的な概念で再構成することで、犯罪論体系における

宥恕事由の整理が合理的なものとなったのである1351。 

 これに対して、この宥恕について、20 世紀に入ると客観的な基礎の存在に言及する論者

も出てくる。このような主張のきっかけの 1 つは、おそらく、19 世紀末期の判例に求めら

れるだろう。破毀院はもともと、誘発による宥恕の法的性質を主観的にとらえる傾向があっ

た。たとえば、反撃行為の同時性を否定した重罪院の判決を批判するに際して、「通りが隣

接していることからすれば、重大な殴打または暴行は、それが隣の通りにおいて行われたの

だとしても、なお現行（flagrant）でありえ、誘発行為とサン・ラザール通りにおいて行わ

れた訴追の対象とされる行為との間で、反省を入れる可能性を排除するのに十分瞬間的で

ありえた」1352と説明していた。その後も、殴打または暴行に重大性を求めた立法者意思に

言及して、「立法者は、そのように表明することで、行為者が、訴追される行為を行なう時

点で、十分な反省を伴って行為するために必要な自由を持たなかったほどの誘発のことを

言おうとしたのであり、この誘発がもっとも強靭な精神に対してもっとも鮮明な印象を与

える性質のものであったことを望んだのである」1353と判示したこともあった。これに対し

て、19 世紀後半に入ってからは、誘発による宥恕のための正犯の刑の減軽は共犯にも及ぶ

とした判例がいくつか続けて現れた。たとえば、1882 年 10 月 12 日の破毀院判決は、「い

くつかの正犯者に一身的な減軽事由、たとえば年齢や酌量減軽の言渡しによるものが、共犯

者を優遇しないことがありうるとしても、このことは、行為自体に内在的な誘発による宥恕

について同じではなく、この宥恕が陪審員により承認された場合、その優遇は共犯者にも与

えられるのである」1354と判示した。続いて、1895 年 7 月 26 日の判決は、「誘発による宥

                                                   
1350 R. GARRAUD, op. cit. (note 18), p. 328. 
1351 前述のように、宥恕の基礎を行為者の主観面に求める見解自体は古典的なものであ

る。ローマ法およびアンシャン・レジーム期において、行為者の主観面は故意の段階で考

慮されていた。すなわち、行為者は有責かつ意図的に行為するものの、故意（dol）によっ

て行われる行為とはもっとも冷酷かつ卑劣な行為である。これに対して、誘発された行為

は予謀を欠き、暴力的な情動の熱狂において行われる行為である。それゆえ、誘発された

行為は、故意による犯罪（les crimes commis par dol）と対置される、とっさの反応にお

いて行われる犯罪（les crimes commis dans un premier mouvement）である

（LAINGUI, op. cit. (note 1059), p. 295; ROUQUETTE, op. cit. (note 1302), pp. 57-

58）。 
1352 Cass. crim. 10 mars 1826, Bull. no 45. 
1353 Cass. crim. 30 juin 1859, Bull. no 159, S. 1859, 1, 874. 
1354 Cass. crim. 12 oct. 1882, Bull. no 233, S. 1884, 1, 353. 
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恕は行為自体に内在的であり、その重罪性（criminalité）を変容させるものである。陪審員

の回答は、特別な事情がなければ、同時に、正犯者について肯定的かつ共犯者について否定

的、またはその反対であることは許されないのだが、そのような事情はまったく詳述されて

いない」1355として、正犯者のみに宥恕減軽を認めた原判決を破棄した。実際に、上の判決

の前後で共犯者のみに誘発による宥恕の減軽を認めた裁判例においては、共犯者に対して

加えられた誘発行為が、正犯者に対して行われたものとは評決しないということが個別に

明記されている1356。このような判例の立場から、誘発による宥恕の基礎を、心理的強制と

いった行為者の主観面のみではなく、「行為自体に内在的」な客観的根拠に求める必要性が

認識されたものと思われる1357。 

客観説の理論的基礎として、多くの論者は行為者と誘発者との間のフォートの相殺にこ

れを求める1358。この点に注目した GARÇON によれば、誘発による宥恕において考慮され

る激怒は、それ自体としては法律上の宥恕を根拠づけるには不十分である。激怒が宥恕の唯

一の基礎であるとすれば、一方では、財産に対して行われた誘発行為について、他方では、

故殺、傷害または打撲傷以外の犯罪についても、宥恕が認められることとなるはずだからで

ある。フランスの立法者は、ローマ法学者 FARINACIUS により定式化された古い学説を

採用して、誘発における一種の相殺を認めたのである1359。さらに、DONNEDIEU de 

VARBRES は、誘発による宥恕の法的基礎について、主観的観点に加えて、「客観的観点か

らは、フォートの相殺の理念を介入させてきた。いわゆる主犯（le premier coupable）は誘

発の惹起者なのである。その者が行ったフォートは、被告人に責められるフォートから差し

引かれることとなる必要がある」1360。同じく LAINGUIも、歴史的な観点から、誘発によ

る宥恕の基礎を過失相殺に求める1361。このような背景から、20世紀半ばの論者は、誘発に

よる宥恕について客観的基礎と主観的基礎の双方に言及することが多かった1362。 

                                                   
1355 Cass. crim. 26 juill. 1895, Bull. no 217. 
1356 Cass. crim. 7 sept. 1871, Bull. no 111; Cass. crim. 1 mars 1907, Bull. no 103. 
1357 なお、正当防衛や緊急避難について、客観的基礎を探求することが、19世紀後半から

20世紀前半までの議論の傾向であったことも関係しているのかもしれない（緊急避難につ

いて、井上（宜）・前掲注（6）35-43頁、森下・前掲注（644）74-77頁参照）。しかし、

誘発による宥恕の客観的基礎を社会的有益性に求めることは困難であるため、議論の連続

性が意識されていたのかは明らかではない。 
1358 日本においても、1900年の段階で、勝本勘三郎が、第 309条以下の四つの宥恕の根

拠は、主観的な責任減少に加えて、「他ノ一方ニ於テ其殺傷行為タルヤ被害者ノ不法行為

ヲ原因トスルモノニシテ不正ノ行為ヲ為シタル者ヲ害スル行為タルカ故ニ客観的ニ其行為

モ亦普通ノ場合ニ比セハ軽キモノタルカ故ナリ」（傍点原文）としていた（勝本・前掲注

（123）77-78頁）。 
1359 GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 140. なお、GARÇONの見解については 1956年の

Code pénal annotéを参照しているが、1901-1906 年の第 1版でも参照部分の内容は同一

である。 
1360 DONNEDIEU de VARBRES, op. cit. (note 1168), p. 443. 
1361 LAINGUI, op. cit. (note 1059), p. 297. 
1362 BOUZAT=PINATEL, op. cit. (note 1117), p. 505; VOUIN, op. cit. (note 1172), p. 193. 
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これに対して、PORTOLANOは、民法における制度を刑法に移すことはできないとして、

客観説が行う過失相殺の発想による宥恕の基礎づけを否定する1363。確かに、刑事責任と私

法上の債務は性質を異にするものであるから、過失相殺という基礎づけを刑法理論に直接

導入することは不適切だろう。近年の論者で客観説を支持する MARTIN-VALENTE も、

「まず、被害者のフォートは原則として刑罰の決定にいかなる法的影響も及ぼさない。他方

で、犯罪は他の犯罪と相殺されることはできない。社会的利益は、フォートがその源を他者

のフォートに持つ場合であっても、それが処罰されることを要請するのである」として、過

失相殺の観念を刑法で受け入れることはできないとする1364。その上で、彼女は客観説を正

義という観点から説明する。「論者が言うには、誘発による宥恕の観念は、正義の理念とい

う哲学的概念から生じるとする」。「事実、犯罪が不正な攻撃に対する衝動的な反応にしか見

えない場合、正義の感情も、公共の良心も、刑罰の程度の決定についてこの状況が考慮に入

れられるように要請する」。たしかに、立法者は個人に自らの反射的行為の統制を課さなけ

ればならないが、人間の自然に適う心理学的反応を考慮に入れざるをえない。「公共の意見

と感情は、誘発の結果として犯罪を行った者を宥恕することがありえるのであり、少なくと

も誘発により生じた犯罪的反応をより重くないものとみなす」。「誘発は誘発された者の有

責性にではなく、犯罪行為の違法な性格（le caractère illicite）に影響を与える。犯罪行為

に対する社会的な反作用を弱めるのは、行為者の心理とは独立した客観的な状況である。そ

れゆえ、誘発は、場合によっては刑の個別化の要因であるところの、行為者に固有の状況で

はない。それは、実際には、規範的な選択の表明なのである」1365。しかし、MARTIN-

VALENTE の見解は、公衆の感情という社会心理学的な事実と法的な価値とをあまりにも

素朴に結びつけている。彼女が指摘するように、立法者は個人に反射的行為の統制を課すの

であるが、公衆による犯罪に対する純粋に情緒的な反応もまた、法治国家においては統制の

対象なのである。さらに、このような考え方は、犯罪結果が重大である場合、特に死亡結果

が生じた場合に通用しない。なぜなら、ドイツ刑法第 213 条前段でも述べたように、まさ

しく規範的に見れば、人の生命には絶対的な価値が認められなければならず、いかに誘発的

な行動をしようとも、そのことは人の生命の絶対的な価値に対する規範的評価を切り下げ

る理由とはなりえないからである。 

旧第321条による宥恕の基礎は、やはり原則として行為者の主観面に求められるだろう。

客観的基礎を指摘した GARÇON も、後述のように、実際には条文の解釈において行為者の

内心的な個別事情をかなり重視している。もっとも、ドイツ刑法とは異なり、ここでの誘発

                                                   
1363 PORTOLANO, op. cit. (note 1298), p. 329. なお、20世紀半ばにおいて、すでに

ROUXは、過失相殺の観念は刑法では承認されないとして、特定の「正当な激怒」のみが

宥恕されるという、限定主観説とも呼ぶべき見解を主張していた（ROUX, op. cit. (note 

1138), pp. 80-81）。 
1364 MARTIN-VALLENTE, op. cit. (note 1329), p. 546. なお、主観説については、心理的

な基準は不明確であると批判する。 
1365 MARTIN-VALLENTE, op. cit. (note 1329), pp. 546-548. 
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は重大な身体的加害に限定されるため、同時に正当防衛状況を構成することが予定されて

いると言える。それゆえ、客観的基礎として、正当防衛が許される限度での不法減少を類型

的に観念することができるだろう。このことは、第 321 条の誘発による宥恕が実質的には

過剰防衛であることを示唆する。 

4.2.2.1.2. 正当防衛との関係、過剰防衛との共通性 

 前述のとおり、ローマ法やアンシャン・レジームの時代から、正当防衛と誘発による宥恕

は密接に関係してきた。たとえば、JOUSSE は、口頭または実力による攻撃を受けた者は

より軽く処罰されると述べた後、「このことは、犯罪を行ったが、自らの身体を防衛するた

めにのみそれを行った者の事例においてはなおさら理由がある」1366として、正当防衛を誘

発による宥恕の一事例のように扱っている。革命後の 1810年刑法典の体制においても、誘

発による宥恕と正当防衛との対象領域が一部重なっていることは明らかであり、このこと

は、第 322 条において宥恕される事例と第 329 条第 1 項によって正当防衛とみなされる事

例の違いが、前者は昼間なのに対して後者が夜間であるという点にしかないことからもう

かがわれる。 

 OLTOLAN は両者の関係について詳細に言及している。正当防衛において人を突き動か

す精神は、揺るぎなさ、正義、復讐の熱狂をまったく欠く精神である。つまり、それは権利

の行使である。誘発の事例で人を押し流す精神は、熱狂、怨恨、復讐の精神である。危険が

急迫である場合、もっぱらこれを避けるために行われるものは、防衛であるが、害悪が被ら

れてしまった場合、これに復讐するために行われるものは、誘発された犯罪行為である。こ

のように、2つの状況を区別する 2つの指標があり、1つは物的なもので、もう 1つは心的

なものである。物的指標は、行為の時間および場所であり、心的指標は、それを支配する精

神である。稀有な場合においては、確かに、防衛と誘発との物的区別指標は消滅するだろう。

しかし、不可欠である心的指標は常に残ることとなり、非常に細かい微妙な点のあらゆる類

似の可能性にもかかわらず、人間の心と処罰の対象をなす行為の心理的要素を洞察力をも

って分析する者は、次の区別を見出す。「すなわち、その者は、一方では防衛する目的にお

いて、他方では復讐する目的において行為したのである。前者は、時には全体として基礎づ

けられていないにせよ、防衛の精神である。後者は、激高と復讐の精神である」1367。しか

し、彼の論述の特徴でもあるのだが、ORTOLAN はこの理論的区別を現実に徹底する必要

があるとは考えなかった。「合理的学問の観点から、われわれは、完全に正当ではないにせ

よ私的な防衛の使用と、誘発状態で行われた行為の両者を区別するところの、異なる精神に

ついて言及したのだが、実務の判例において次のことを認めなければならない。すなわち、

法律は不完全な正当防衛の事例の方を規定しなかったのだが、勿論解釈としてそれに誘発

に関する規定を適用することが、行為にその余地がある場合には、つまり、人への暴行また

                                                   
1366 Daniel JOUSSE, Traité de la justice criminelle de France, tome 2, 1771, pp. 614-

615. 
1367 ORTOLAN, op. cit. (note 53), p. 188. 
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は重大な暴力に対する完全には正当でない防衛が問題となる場合には、少なくともなされ

うるということである。この混同は些細なことであり、立法者の理念および意図において同

意しなければならない」1368。すなわち、ORTOLANの理解では、正当防衛と誘発による宥

恕との相違は主に内心の状態にあるものの、両者の隔たりはそれほど大きくなく、特に不完

全な正当防衛に対して宥恕規定が適用される場合がありうる。したがって、ORTOLAN が

不完全な正当防衛と過剰防衛を厳密に区別しないことからすれば、彼は過剰防衛に宥恕規

定の適用の余地があると述べていることになる。 

 このような見解は、20 世紀半ばにおいても見られる。特に、フォートの相殺というかた

ちで誘発による宥恕減軽を客観的に基礎づける学説はこの傾向にある。たとえば、

GARÇON は、正当防衛と誘発による宥恕にはその効果において明確な相違があるものの、

両者を区別する明確な基準を確定するのは困難であるという。結局のところ、最新の刑事立

法は、正当防衛、過剰防衛、誘発という 3つの状況を区別している。「反対に、われわれの

法典は正当防衛の過剰と誘発を混同しており、むしろ、正当防衛の過剰により行われた犯罪

のみを誘発されたものとみなすのである」1369。つまり、GARÇON の考えによれば、誘発

による宥恕は理論的には過剰防衛よりも広いものでありうるが、実質的に正当防衛と同じ

状況があったことを要求する第 321 条は、結果として、他の立法において過剰防衛が認め

られる行為に宥恕を限定していることとなる。このように考えれば、正当防衛と誘発による

宥恕の区別も難しくはない。つまり、正当防衛の判断の後に補充的に誘発による宥恕の有無

が吟味されるのであり、「誘発による宥恕は、防衛が過剰となった場合に認められることと

なる」1370。また、時間的過剰との関係では、侵害終了後の攻撃について、GARÇON は、

「後退または逃走する攻撃者の傷害または殺害は復讐行為であり、誘発を理由として宥恕

されうるとしても、正当化はされえないだろう」1371とする。 

さらに、DONNEDIEU de VARBRES は、正当防衛の節の中で、「立法者は、正当防衛の

                                                   
1368 ORTOLAN, op. cit. (note 53), p. 190-191. ちなみに、ORTOLANが以上のように誘

発による宥恕を説明しているのは、「権利において考察される犯罪行為者」と題した章の

中、一方の正当防衛と他方の法律による命令と正当な権限による命令の間である。誘発に

よる宥恕は、教科書類では刑の適用の章で説明されることが多いところ、この位置づけは

ORTOLAN の犯罪論の合理性を示すものと言えるだろう。 
1369 GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 141.  
1370 GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 142. 同様の説明は、VOUIN, op. cit. (note 1172), 

p. 194にも見られる。なお、GARÇON はこれに続けて、「この過剰は、第 1に、攻撃が終

了した後に故殺が行われたまたは打撲傷が加えられた場合に生じる。同じく、攻撃と防衛

の不均衡からもそれは生じるだろう」としているので、ここでの過剰防衛は時間的過剰も

含んでいる。「ドイツ刑法および外国刑法の比較考察」の正当防衛部分で、OETKER は、

フランス法における正当防衛が過剰となった場合の処理について GARÇON の見解を参照

した後で、「攻撃により誘発されたという理由から、過剰は軽く処罰される。この考慮は

事後的な暴力についても加味される」（OETKER, a.a.O. (Anm. 64), S. 304）と言及してい

る。 
1371 GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 162. 
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限度が超過された事例について、減軽的宥恕を創設した」と端的に述べ、続けて第 321 条

を引用している1372。彼は、さらに誘発による宥恕の説明において、これと正当防衛との関

係を詳しく述べている。「前述の要件が揃うと、犯罪行為者は宥恕の恩恵を受ける。しかし、

その者は同じく正当防衛状況にあるのではないか。2 つの状況の間の相違は何か」。「まず、

正当防衛状況にあるのは、自らを脅かす害悪を防ぐために犯罪を行う者である。単に誘発に

よる宥恕の恩恵を受けるにすぎないのは、損害がすでに生じてしまったにもかかわらず犯

罪を行った者である。将来の害悪に対して自己を保全する場合、正当防衛状況にある。復讐

を行う場合、激怒の感情の影響下で行為する場合、誘発されている」。しかし、過ぎ去った

攻撃は被害者に新たな攻撃への恐怖を生じさせる以上、この区別は明確ではない。「より一

般的に正しいのは、誘発による宥恕は正当防衛の限度を超えた事例に属すると言うことで

ある。被告人が、正当防衛を行う際に、自らの人身の保護が要求する以上の害悪を生じさせ

た場合、その者は正当化されない。しかし、その者は、宥恕の恩恵を受けるために、強く感

じていた極度の興奮（irritation）という、自分が陥っていた特別な状況をそれでも援用で

きるのである」1373。同じく、BUZAT=PINATEL も、正当防衛と誘発による宥恕との区別

に言及している。「実務上、誘発の事例と正当防衛のそれとを区別するのは、しばしば困難

である。正当防衛状況にあるのは、現在の攻撃、つまり、いまだ終了していない攻撃に対し

て防衛する者である。単に誘発による宥恕の恩恵を受けるにとどまらなければならないの

は、攻撃がすでに過ぎ去ったにもかかわらず犯罪を行った者である。というのも、後者の事

例においては、もはや防衛は存在せず、単なる復讐があるにすぎないからである」。「それゆ

え、誘発による宥恕は、正当防衛の代用品（succédané）であるように思われる。重罪院に

おいて、誘発による宥恕がほとんど常に、正当防衛が認められなかった場合の補充的質問の

対象とされているのは、この理由によるのである」1374。このように、20世紀前半の著名な

論者の間では、第 321 条の誘発による宥恕が実質的には過剰防衛に相当するという理解が

広く共有されていた。現在にあっても、PORTOLANOは、正当防衛と誘発による宥恕の関

係および両者の区別、さらには混同について詳しく分析しているが1375、後者と過剰防衛と

の類似については、ほとんど自明のものであるかのように簡潔に、「誘発はいくつかの様相

                                                   
1372 DONNEDIEU de VARBRES, op. cit. (note 1168), p. 233. この見解も、NOLLによっ

て実質的に過剰防衛と同じものであるとして、ドイツに紹介されている（NOLL, a.a.O. 

(Anm. 663), S. 187-188）。 
1373 DONNEDIEU de VARBRES, op. cit. (note 1168), p. 444. 
1374 BUZT=PINATEL, op. cit. (note 1117), pp. 508-509. 
1375 なお、PORTOLANOは正当防衛の不処罰根拠につき主観説をとり、これを弁識の喪

失とする。そして、誘発による宥恕と正当防衛の区別は、前者が物理的または心理的暴力

により弁識が限定され、後者が生命への危険により弁識が喪失する点に、つまり攻撃また

は誘発の重大性に基づく弁識の変容の程度にあると言う（PORTOLANO, op. cit. (note 

1298), pp. 317-318）。財産のための正当防衛が明文で定められている現行法において、な

ぜこの主張が可能であると彼女が考えているのかは、明らかではない。 
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を呈するのであり、常に防衛の過剰として現れるわけではない」とする1376。つまり、反対

に多くの場合には過剰防衛として現れると理解されているのである。 

フランスにおいて正当防衛と誘発による宥恕が似ていると一般的に考えられている点は、

時折、裁判所が条文の参照を間違えることからも伺える。たとえば、正当防衛の均衡性の要

件に際して前述した 1972年 11月 28日の破毀院判決では、「刑法典第 321条の正当防衛の

規定の適用により」被告人を釈放したエクサン・プロヴァンス控訴院の判決が、1991 年 7

月 10日の破毀院判決では、正当防衛の要件を検討した上で、同じく「被告人には刑法典第

321条の規定の恩恵を受けさせ、これを釈放するのが相当である」としたニーム控訴院の判

決が問題となった1377。 

 

4.2.2.2. 誘発による宥恕の各要件 

旧第 321 条が定めていた宥恕の個別の要件は、正当防衛と同じく比較的早い時期に基本

的に確定したと見ることができる。もっとも、こちらも正当防衛と同じく個別の要件は事実

問題であるとされ、裁判例も当然事案ごとの判断となるため、学説の分析対象とはあまりさ

れない。そして、今となっては、刑法典に誘発による宥恕の規定はないので、その要件につ

いて詳細に検討を加える論者はいない。ここでは、誘発による宥恕と過剰防衛の同質性を指

摘する GARÇON の注釈を中心に、ドイツ刑法第 213 条前段の誘発類型と対照させながら

検討を行うこととする。それゆえ、ここでは第 321 条の要件を、ドイツ刑法第 213 条前段

の検討と同じように、誘発に関するものと、反撃行為に関するものに大きく分けて整理する。

近年の著作においては、PORTOLANO が前者を比較的重視するのに対して、MARTIN-

VALENTE は後者を重視しているようである1378。また、特に指摘されることはないが、第

321条の証明もまた、正当防衛と同じく被告人側に責任があると当然に考えられているよう

である1379。なお、その他の法律上の制約として、旧第 323条により尊属殺は宥恕されない。

また、第 324 条により、姦通現場を除いて夫婦間の故殺は宥恕されず、姦通現場であって

も妻から夫に対して行われた故殺は宥恕されない。これらの宥恕の例外、特に姦通現場にお

ける宥恕が夫にしか認められない点は、学説から多くの批判を受けていた。また、正当防衛

と同じく、非故意犯においては適用がないとされる。酌量減軽は宥恕の認否にかかわらず付

与することができる。 

                                                   
1376 PORTOLANO, op. cit. (note 1298), pp. 313-315. 
1377 Cass. crim. 28 nov. 1972, Bull. no 362, D 1973 Somm. 20; Cass. crim. 10 juill. 1991, 

no de pourvoi: 88-87671, non pubilié au bulletin. 
1378 PORTOLANO, op. cit. (note 1298), pp. 330-333; MARTIN-VALENTE, op. cit. (note 

1329), pp. 535-543. 同じく、諸要件の重点については、ORTOLANが反撃行為の同時性

を強調するのに対して、R. GARRAUDは誘発行為の重大性・違法性に焦点を当てるとい

う違いがある。これは、両者の間で理解の相違があるというよりも、前者が責任減少の理

論的基礎を中心に叙述するのに対して、後者が法律の要件を中心に叙述するという、説明

の形式的な相違にすぎないだろう。 
1379 Cass. crim. 22 novembre 1990, no de pourvoi: 90-82669, non pubilié au bulletin. 
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4.2.2.2.1. 誘発行為 

4.2.2.2.1.1. 暴行の重大性 

 誘発となる後の被害者の行為は、「身体に対する重大な殴打又は暴行」でなければならな

い。すなわち、誘発行為は、重大で、人の身体に向けられ、違法なものでなければならない。 

まず、法律上、誘発行為は重大な殴打または暴行でなければならない。この殴打は、直接

または任意の物理的物質を媒介とする暴力的な接触を伴うすべての所作を対象とし、暴行

は、殴打よりも軽い所作だけでなく、鮮烈な印象を与え、自らも反撃で応酬させるような性

質を持つ乱暴を含む1380。つまり、単なる言葉による侮辱や脅迫はこの誘発に当たらないが、

脅迫がその実行を危惧させるような身振りを伴う場合には暴行が認められる余地がある。

それゆえ、ドイツ刑法第 213条前段が条文上明確に「重大な侮辱」を対象とし、実際の裁判

例もこれに関するものが多いこととは、事情が大きく異なる。脅迫が暴行と評価されうるか

は事実問題となるが、GARÇONは被挑発者の主観面を強調して、被挑発者の精神の自由を

悪化させる効果を明確に持つところの、鮮烈な印象を与えるような客観的な所作で足りる

とする1381。GARÇON は、ここでは誘発による刑の減軽の基礎を一種の不完全な心理的強

制、つまり被挑発者の有責性の減少と関連づけて説明する。したがって、前述の過失相殺の

観念という客観的基礎よりも、行為者の有責性そのものの減少という主観的基礎からこの

要件が考察されていることがわかる。また、誘発を構成するこの殴打や暴行は、人の身体に

対して向けられたものである必要はあるので、物や家畜に対する行為は誘発にあたらない

が、行為者以外の者に加えられたものであってもよい。このことを、GARÇON は、「正当

防衛は自己または他人の保護のために認められる。同じ規則は、この防衛の過剰の 1 つに

すぎない誘発についても拡大されなければならない」とし、正当防衛と誘発の連続性から説

明する1382。 

暴行の重大性は判例においてしばしば争われてきた。1880年 12月 23日の破毀院判決で

は、被害者が、殺害の脅迫をしつつ被告人の妻および子供を閉じ込め、ナイフを手にして殺

害の脅迫をしつつ窓越しに被告人の妻に詰め寄り、同じように被告人自身をも追いかけた

のに対して、被告人がこれを殺害した行為が問題となった。重罪院の裁判官は、被害者の行

為は脅迫にとどまり、宥恕の要件である重大な殴打または暴行を構成しないとして、宥恕の

質問を陪審員に行わなかったのに対し、破毀院は、「事実、弁護側の申立ては、確かに、物

的攻撃でなく、追跡を伴う殺害の脅迫を陳述しているのだが、LAGARDE 婦人に対するも

のであれ、申立人自身に対するものであれ、手にしたナイフは、そのような行為に、人身に

                                                   
1380 PORTPLANO, op. cit. (note 1298), p. 330; R. GARRAUD, op. cit. (note 180), pp. 

332-333; CHAUVEAU=HELIE, op. cit. (note 1230), p. 54. 
1381 GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 142.  
1382 GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 143. もっとも、宥恕が防衛の過剰であれば、財物

に対する誘発行為への反撃に宥恕が認められる余地があるようにも思われる。 
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対する重大な暴行の明白な性格を与えるものだろう」1383として、原判決を破棄した1384。 

20世紀後半の裁判例として、たとえば 1964年の判決では、被告人が、被害者に背広の折

り返し襟を掴まれたため、同人の顔面を殴打するなどして傷害を加えた事件について、誘発

行為の重大性が否定された1385。また、1972 年 2 月 9 日の判決では、被害者が商店に出向

き、語気を強めて苦情を述べたところ、直情的な性格で知られる被告人が傷害を加えた行為

について誘発による宥恕を認めた控訴院判決に対して、破毀院は、第 321 条の要件である

重大な暴行が被告人に加えられたとは言えないとし1386、誘発の客観的性質を基準とする態

度をとった。これに対して、同年 12 月 13 日の判決では、「暴行の性格の評価においては、

その物理的結果のみでなく、その暴行が攻撃を受けた者にもたらした印象にも注意を向け

るべきである」1387として、むしろ行為者の主観面を重視する立場を示した。下級審裁判例

としても、被告人が、自動車の接触に際して、侮辱しながら喧嘩腰かつ攻撃的な態度を示し

てきた被害者に暴行を加えた行為について、「このような態度は、暴行および殴打による喧

嘩を誘発した唯一のものであった」1388として、被告人に宥恕が認められた事例がある。こ

のほか、1989年 11月 6日の判決では、「Xと Yの間にあった数年来の衝突は、主張される

誘発による宥恕をその有利に取り上げることを可能にするところの、人身に対する重大な

暴行と同視されえない」1389として、被告人 Xが、路上で Yとその仲間の Zに猟銃を発砲し

た行為について、第 321 条の適用が否定された。その後も、対立の発端が被害者のグラス

を割るにとどまる行為であった事例1390や、被告人に倒された被害者が食器棚から刃物を取

り出そうとした事例1391について、十分に重大な暴行はなかったと判断された。また、1967

年 5 月 8 日判決の事例では誘発の重大性は争われなかったが、争われればこれが問題とな

りえたと言えるだろう。ここでは、サッカーの試合中、被害者により「足掛け」で倒された

被告人が、審判が試合を止めたにもかかわらず、被害者を押し倒して頭を足蹴にして傷害を

加えた行為について、誘発による宥恕の減軽が認められた1392。 

また、暴行の重大性について、均衡性の観点が考慮されることもある。たとえば、1988年

                                                   
1383 Cass. crim. 23 déc. 1880, Bull. no 240. 
1384 これに対して、脅迫があったとしても、それは重大な暴行を特徴づけるものではなか

ったとした裁判例として、Cass. crim. 26 juill. 1988, no de pourvoi: 87-91476, non pubilé 

au bulletin. 
1385 Cass. crim. 23 janv. 1964, Bull. no 27. 
1386 Cass. crim. 9 févr. 1972, Bull. no 52. これ以前に、誘発の結果として加えられた殴打

が、最初のそれよりも重大な結果を生じさせたということは、宥恕の評価においては重要

ではないとして、これを認めた裁判例として、Cass. crim. 3 oct. 1961, D 1962, Somm. p. 

86. 
1387 Cass. crim. 13 déc. 1972, Bull. no 389, JCP 1973, 4, 35. 本判決では、破棄申立人の

相手方に第 321条の適用が認められた。 
1388 Trib. corr. Seine, 27 avr. 1961, D 1961 Somm. p. 98. 
1389 Cass. crim. 6 nov. 1989, Bull. no 391. 
1390 Cass. crim. 24 janv. 1996, no de pourvoi: 94-85595, non publié au bulletin. 
1391 Cass. crim. 25 févr. 1998, no de pourvoi: 96-85336, non publié au bulletin. 
1392 Cass. crim. 8 mai 1967, Bull. no 149. 
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5月 26日の判決では、Yが Zに対して唇をごくわずかに傷つける程度の暴行を行ったのに

対して、Zが反撃として頭を殴り、数日の全部労働不能にあたる傷害を加えた事件について、

「Zにより Yに加えられた殴打の暴行は、Zが受けた攻撃に対して不均衡であり、この攻撃

は、誘発による宥恕を与えうるような重大なものではなかった」1393と判断され、第 321条

の適用が認められなかった。1991 年 3 月 21 日の判決においても、石を投げてきた被害者

に対して被告人が暴行加えて重傷を負わせた事件について、「私訴原告人（本件被害者――

筆者注）の態度は、加えられた殴打を正当化するために十分に攻撃的な性格を示しておらず、

この殴打は攻撃に対して均衡のとれた反撃とはみなされえず、したがって、正当防衛は成立

せず、同じ理由から、X は誘発による宥恕を主張することもできない」1394と判示して、刑

の減軽を否定した控訴院判決が維持された。こちらでは、破毀院自身は均衡性に言及せず、

第 321 条は均衡性の要件に服さず、被害者の攻撃は誘発による宥恕を特徴づけるという破

棄申立ての主張に対し、端的に被害者の攻撃は重大な性格を示すものではなかったとして

いる。 

4.2.2.2.1.2. 暴行の違法性および非自招性 

 法律上明示されているわけではないが、誘発行為は違法なものでなければならない。この

点に関して、破毀院判例によれば、職務の執行における公権力の代行者に対して行われた故

殺、傷害および打撲傷は、それが当該公務員の権限外の違法な暴行に由来するものであった

場合にも宥恕されない。R. GARRAUD によれば、このことは、形式的には、第 321 条が

「個人に対する」重罪および軽罪の編に規定されていることから、実質的には、公務員の行

為には適法性の推定がはたらいていることから説明される。しかし、R. GARRAUDは、前

者については、章立ては決定的な根拠にはならないと反論した上で、後者については、明白

な違法性を要求し、それがある場合には誘発による宥恕を認めなければならないと批判す

る1395。この問題について、GARÇON は、当該公務員が正当な動機から行為していたか否

かという、正当防衛における侵害の違法性の基準を援用する1396。この点は裁判例も多いが、

過剰防衛を論題とする本稿において侵害の違法性は前提となっていることとして、これ以

上立ち入らないこととする。 

加えて、誘発行為自体を行為者が自招した場合には、宥恕は認められないと言われること

がある1397。この問題は、特に誘発による宥恕を受ける行為に対するさらなる反撃行為に、

誘発による宥恕が認められるかというかたちで先鋭化する。これについて、GARÇON は、

「宥恕は決して認められえないように思われる。殴り合いを引き起こし、その真の誘発者で

ある者は、誘発されたとみなされえない」1398とする。それゆえ、殴り合いの喧嘩において

                                                   
1393 Cass. crim. 26 mai 1988, no de pourvoi: 84-94936, non publié au bulletin. 
1394 Cass. crim. 21 mars 1990, no de pourvoi: 89-82950, non publié au bulletin. 
1395 R. GARRAUD, op. cit. (note 180), pp. 333-334 
1396 GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 144. 
1397 PORTOLANO, op. cit. (note 1298), p. 332. 
1398 GARÇON, op. cit. (note 1117), pp. 144-145. 
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は、侮辱は十分な誘発とはみなされないので、宥恕を主張する者は、自分が最初に手を出し

たのではないということを少なくとも証明しなければならない。 

 暴行の重大性と比べると、自招の関連では、裁判例はそれほど多くないようである1399。

行為者自身が喧嘩を開始したとして、誘発による宥恕の適用を否定した裁判例も見られる。

1892 年 2 月 26 日の破毀院判決では、被告人が自らの側で殴打を受けたとしても、彼自身

が喧嘩の唯一の正犯者であったとして、宥恕を認めなかった控訴院判決が是認された1400。

また、より近年の裁判例としては、被告人らが被害者の車に発砲し、その窓ガラスを割った

後で、被害者が人を連れて被告人方に押し寄せてきたため、さらに発砲して傷害を加えた行

為について、被告人らが事件の原因であり、また武装していたのは被告人らのみであったと

して、予備的主張としての誘発による宥恕を否定した原判決が維持された1401。 

4.2.2.2.2. 殺傷行為 

4.2.2.2.2.1. 場所的・時間的連続性 

 誘発行為とこれに対する反撃行為との間には、一定の同時性ないし直近性がなければな

らない。これについて、MARTIN-VALENTE は、「正当防衛状況との接近は、ここでは明

らかである」1402と指摘する。この要件は法律に明示されていないが、責任減少は実行され

た行為が誘発により生じた激怒の支配下にあった場合にのみ認められるという、誘発によ

る宥恕の理論的根拠に由来するとされる1403。また、法律上は、旧第 324条（「まさしく故殺

がなされた時点で（dans le moment même）」、「姦通の現行犯を押さえたその瞬間に（à 

l'instant）」）と旧第 325条（「強姦により即座に誘発された（immédiatement provoqué）」）

に、それぞれ手がかりとなる文言がある1404。この同時性は、正当防衛の同時性を欠く場合

に第 321 条の適用の余地がある考える場合には、正当防衛のそれよりも時間的に広いこと

になる1405。反対に、同時であれば、一定の範囲内で誘発の原因となった者以外の人物に対

する故殺などにも宥恕を認める余地があるとされる。GARÇONは、原則的には第三者に対

する反撃への宥恕は認められないとしつつ、例外として、まず、誘発の原因となった者と反

撃行為を加えられた者が共犯に近い関係にあった場合を挙げる。次いで、誘発された者が方

法の錯誤によって、誘発の原因となった者以外の人物に反撃を加えた場合を挙げる。この後

者について、GARÇONは「事実、宥恕は主観的に評価されるのであり、故殺を構成する故

                                                   
1399 なお、暴行の違法性に関しては、公務員による行為について多く裁判例があるが、こ

こでは立ち入らない。 
1400 Cass. crim. 26 févr. 1892, Bull no 53. 
1401 Cass. crim. 6 avril 1994, no de pourvoi: 93-84036, non publié au bulletin. なお、こ

れらが誘発行為または主位的に主張されていた正当防衛の要件としての不正の侵害を否定

する根拠なのか、あるいは、反撃の均衡性を否定する根拠なのかは明らかではない。 
1402 MARTIN-VALENTE, op. cit. (note 1298), p. 536. 
1403 CHAUVEAU=HELIE, op. cit. (note 1230), pp. 61-62.; PORTOLANO, op. cit. (note 

1298), p. 332. 
1404 MARTIN-VALENTE, op. cit. (note 1329), p. 536; PORTOLANO, op. cit. (note 1298), 

pp. 315-316. 
1405 たとえば、R. GARRAUD=P. GARRAUD, op. cit. (note 1162), p. 282. 
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意は、誘発の張本人自身に行使されると信じていた激怒によって、変質されていたのである」

1406とする。ここでもやはり、GARÇONが行為者の有責性を重視していた点が指摘される。 

 なお、暴行の重大性ではなく反撃行為の側で、誘発行為と反撃行為との間の均衡性を要求

する見解もある1407。この点はあまり強調されないのだが、その理由は、1810年刑法典にお

いては、反撃行為は規定上故殺、傷害または打撲傷に固定されるので、均衡性の考慮の大部

分は誘発行為の重大性に還元されること、宥恕の基礎が主観面に位置づけられることにあ

るのだろう。そうすると、均衡性が独自の意味を持つのは次の 2 つの場合だろう。1 つは、

比較的軽微な、それ自体重大とは言えない誘発に対して、同じく軽度の暴行・傷害が加えら

れた事例において、両者が均衡している限りで誘発を重大と評価する場合である1408。もう

1つは、反対に、比較的重大な誘発に対してさらに著しく重度の傷害または殺人が行われた

事例で、両者が均衡していないとして、宥恕を認めない場合である。もっとも、こちらの場

合では、むしろ行為者の行為に対して誘発は重大ではなかったと判断されることになるだ

ろう。 

 判例上、反撃行為は、暴行の重大性と比べると余り問題とされてこなかったようである。

まず、誘発と反撃との間の場所的・時間的間隔に関する判断としては、前述の初期の判例が、

「通りが隣接していることからすれば、重大な殴打または暴行は、それが隣の通りにおいて

行われたのだとしても、なお現行（flagrant）でありえ、誘発行為とサン・ラザール通りに

おいて行われた訴追の対象とされる行為との間で、反省を入れる可能性を排除するのに十

分瞬間的でありえた」1409として、厳密に同時である必要はないとした。より近年の裁判例

としては、1990年 3月 1日の破毀院判決が、誘発と反撃との間の関係を否定して宥恕を認

めなかった原判決を維持した。本件では、被告人は、自宅の地下室で被害者と口論となり、

その際に数回殴打された可能性があったのだが、他の建物に帰って猟銃を持ち出し、戻って

きて、車で立ち去ろうとしていた被害者に向けて発砲し、傷害を負わせた。被告人が、誘発

と発砲の間の時間的間隔は必ずしも宥恕を排除しないと主張して破棄を申し立てたのに対

し、破毀院は、「被告人は誘発の影響の下で行為したのではなかった」という控訴院の判断

は正当であるとした1410。ここでは、場所的・時間的離隔だけでなく、当初は持っていなか

った武器をいったん取りに帰っている、つまり現場から離脱している点が重視されている

のだろう。 

                                                   
1406 GARÇON, op. cit. (note 1117), pp. 144-145. 
1407 MARTIN-VALENTE, op. cit. (note 1329), pp. 537-540 
1408 たとえば、ORTOLANは、理論的な説明として、「しかし、反応が、激怒の熱気にお

いて冷静になる時間が来る前に、即座に行われた場合には、有責性は著しく軽減される。

それは、特に、受けた侵害が重大かつその性質において腹立たしいものである場合、また

は、受けた害悪と反動として与えた害悪との間に著しい不均衡が存在しない場合である」

（ORTOLAN, op. cit. (note 53), p. 189）としていたが、この後者の場合がこれにあたるだ

ろう。 
1409 Cass. crim. 10 mars 1826, Bull. no 45. 
1410 Cass. crim. 1 mars 1990, DP 1990, no 295, note Michel VÉRON. 
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 また、間接的に誘発された行為者に宥恕が認められた裁判例として、パリ控訴院 1967年

判決がある。本件では、サッカーの試合中、ハーフタイムにロッカールームに向かう際、両

チームが乱闘となったのだが、そこで自らも数回の殴打を受けていた被告人（TOUNSI）は、

地面に倒されていた相手チーム所属の被害者（HELGOAT）の顎を足蹴にし、傷害を負わせ

た。ここでは、この被害者自身も、被告人のチームの他の者（NICOLIC）に対する暴行の

違警罪について有罪判決を受けていた。控訴院は、「HELGOATの NICOLIC に対する振舞

いは、チームの同僚である TOUNSI への鮮明な印象を生み出した重大な暴行を構成する。

人身に対する重大な殴打または暴行に際しての誘発による宥恕を制度化する刑法典第 321

条は、殺人または傷害を行った者自身に暴行が加えられたことを要請するものではない。当

該宥恕は、暴行が第三者に行われた際にも、正犯者がこの者と血縁関係または恋愛関係によ

り結びつけられている場合であれ、あるいは正犯者がその者にとって完全に他人の場合で

あれ、正犯者が不正な攻撃において救援を行うために介入するのであれば、認められるので

ある」。「HEGOLAT により NICOLIC へ行われた暴行が、被告人において自制を失わせ、

判断力と冷静さを減弱させ、そして、被告人が訴追されている粗野な振舞いを、正当化はし

ないものの、決定的にこれを説明するところの激怒を生み出したということに疑いはない」

1411として、誘発による宥恕の適用を認めた。本判決は、第三者暴行に第 321条が認められ

る前提として、「正犯者が不正な攻撃において救援を行うために介入するのであれば」と述

べており、誘発による宥恕と過剰防衛の連続性が見て取られる。 

4.2.2.2.2.2. 情動と主観的因果関係 

 さらに、反撃の性質としては、誘発との因果関係ないしドイツ刑法第 213 条前段の「そ

の場で」の要件で基準とされる「動機心理的連関」が問題となる。この点で特に重要なのが、

謀殺に宥恕がありうるのか、すなわち、予謀がある場合に誘発を認めることができるのかで

ある1412。この点、法律からは否定的な結論が導かれやすい。第 321条の文言上、宥恕され

るのは「故殺、傷害又は打撲傷」である。つまり、宥恕されるのは、殺人（homicide）では

なく故殺（meurtre）なので、謀殺（assassinat）に宥恕は認められないはずである。この

区別は、正当防衛を定める第 328条が、不処罰の対象を「殺人、傷害又は打撲傷」としてい

                                                   
1411 Paris, 2 déc. 1967, JCP 1968, 2, 15408. PORTOLANO, op. cit. (note 1298), p. 314

は、このように第三者への暴行が誘発となりうることを指摘して、正当防衛との類似性を

指摘している。 
1412 故殺と謀殺について、1810年刑法典は以下のように定めていた。 

 第 295条 故意に行われた殺人は故殺とする。 

 第 296条 予謀（préméditation）又は待伏せ（guet-apens）による故殺は、すべて謀

殺とする。 

 第 297条 予謀とは、行為の前に、特定の者又は発見若しくは遭遇することとなる者の

人身に対して攻撃を加えるための意図であり、この意図が、なんらかの事情又はなんら

かの条件に依存するときであっても、同様である。 

 第 298条 待伏せとは、ある者を殺すために又はある者に暴力を行うために、1箇所ま

たは数箇所で、多少の間その者を待つことをいう。 
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ることからも根拠づけられる。また、第 65条（「法律が減免事由を定め又はより軽い刑を科

すことを認めている場合と情状を除いては、いかなる重罪又は軽罪も宥恕され又は刑が減

軽されることもない」）によれば、宥恕事由を類推的に拡大することは禁じられる。さらに、

実際上も、誘発がある場合には、予謀の存在を否定することも、酌量減軽を行うこともでき

るので、第 321 条をあえて適用する意義はかなり小さい。それゆえ、謀殺と誘発の両立可

能性は、理論的考察を抜きにしても否定的に回答されるのが自然である。学説では、否定説

として、R. GARRAUD が、「しかし、反省が作用する時間を持っていた場合には、有責な

行為はもはや宥恕されない。なぜなら、その行為は、情動による衝動の結果ではなく、犯罪

性を加重するところの熟慮の結果となるからである。このことから、一方では故殺において

予謀の存在を認定し、他方で被告人の有利に挑発による宥恕を認定するという、陪審員の 2

つの回答の間には矛盾があるのであって、破毀院は、相容れない 2つの主張を含むとして、

評決を破棄すべきであったと結論づけられるだろう」1413としていた1414。 

これに対して、GARÇON は謀殺にも誘発による宥恕を認める余地はあると注釈する。「予

謀が誘発と両立しないというのは、見せかけ上にすぎない。公然と脅迫された者が、自衛の

ために武器を携帯し、攻撃を受けたならばそれを使うだろうと告げていたところ、公然と襲

われ、敵対者から危害を加えられて、これを殺傷した場合、確かに予謀はあるものの、誘発

による宥恕を認めることで、法律の健全な適用を行うこととなるだろう。行為者は、おそら

く不意の脅迫の実現により、自らに引き起こされた激怒の衝動の下で、まさしく行為したの

である」1415。すなわち、GARÇON は予謀がある場合にも行為時の誘発は否定されないと

して、謀殺にも第 321 条の適用がありうるとしたのである。その理論的根拠は、第 1 に、

彼が過失相殺の観点を刑の減免根拠に取り込んでいる点に求められるだろう。すなわち、誘

発行為を行った者は、行為者の予謀の有無にかかわらず自己のフォートを基礎づけている

のであり、また行為者の予謀がフォートの相殺を否定する理由はないのである。第 2 に、

1810 年刑法典における予謀は事前の計画であり、行為時の熟慮ではない。すなわち、ドイ

ツの旧第 211 条の謀殺罪が要件としていた熟慮とは異なり、あくまで「行為の前に……攻

撃を加える意図」なのである1416。前述の法律上の問題、すなわち宥恕の対象が故殺とされ

ているという点は、謀殺を定める第 296 条が「計画又は待伏せによる故殺は、すべて謀殺

とする」としていること、つまり、謀殺は加重故殺であるという形式的な理由により解決さ

れうる。このように理解すると、第 323 条は独自の意義を獲得し、尊属に対する故殺であ

る尊属殺を第 321 条の対象外とするために不可欠の規定となる。また、不処罰の対象を殺

人と表現する第 328条の正当防衛と第 321条との条文上の相違に対しては、謀殺・尊属殺・

                                                   
1413 R. GARRAUD, op. cit. (note 180), p. 331. 
1414 その他否定説として、DONNEDIEU de VABRES, op. cit. (note 1168), p. 444. 
1415 GARÇON, op. cit. (note 1117), pp. 145-146. 
1416 もっとも、謀殺のもう 1つの類型である待ち伏せについては、相手方の誘発が伴うの

はむしろ完全に想定内であり、かつ、場合によって誘発は行為者に対する防衛行為である

ため、激怒からの衝動の側面を強調することは困難であるように思われる。 
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嬰児殺とは異なり、条文上故殺とされていない毒殺については、あくまで第 321 条の適用

はない趣旨であると反論できるのかもしれない1417。しかし、この解釈も、嬰児殺を故殺と

していた第 299 条が、「新生児の故殺又は謀殺は、嬰児殺とする」と改正された 1901 年以

降は、苦しいものと言わざるをえないだろう。ここでは明らかに故殺と謀殺が対置されてい

るからである。いずれにせよ、前述のように、謀殺において誘発を肯定する根拠は、理論上

も法律上もそれほど強いわけではない1418。なお、現在でも、MARTIN-VALENTE は、予

謀にさらに誘発が加わることはありうるとしている1419。 

判例は、特に理論的な根拠を示すことなく、謀殺罪にも宥恕を認めるという立場を採用し

ていた。GARÇON の整理によれば、判例の立場は当初は両義的であったものの、1883 年

12 月 20 日の判決が、予謀と誘発は両立しうるという結論を確定させた。それによれば、

「刑法典第 321 条から導かれるのは、故殺は、それが人身に対する重大な殴打または暴行

により誘発された場合、宥恕されうるということであり、この宥恕の承認可能性に関して、

法律は何らの加重事情なく行われた故殺と、その状況につき誘発による宥恕との競合が不

可能ではないところの、予謀または待伏せを伴って行われた故殺とを区別していない」1420。

この判決もそうなのだが、破毀院が謀殺と予謀の両立可能性について判断を下す場合、直接

の問題となっているのは手続違反である。すなわち、被告人からの請求にもかかわらず誘発

による宥恕の質問が陪審員に行われなかったこと、または、予謀の認定にもかかわらず誘発

による宥恕の質問が行われたことを根拠に、原判決を破棄するか否かである。これについて、

1886年 1月 28日の判決は、「それに先行する質問への陪審の肯定的回答が、人身に対する

重大な殴打または暴行による誘発の質問を根拠のないものとすることは決してないのであ

り、この質問につき黙示的にも明示的にも判断を下さないのである」として、予謀や待伏せ

の存在が肯定された場合であっても誘発による宥恕の質問は行われなければならないと判

示した1421。このような立場は、新刑法典への改正直前でも採用されていたようである1422。 

 

4.2.2.3. 検討 

 誘発による宥恕をめぐる判例・学説からは、旧第 321 条が実質的には過剰防衛とほぼ同

                                                   
1417 もっとも、GARÇON, op. cit. (note 1117), p. 146 は、毒殺にも第 321条の適用はあり

うるとしている。 
1418 むしろ、謀殺と誘発の両立の意義は私訴と関連していたのではないか。すなわち、前

述のように、誘発による宥恕が認定された場合、私訴でも損害賠償について過失相殺を行

わなければならない。もちろん、誘発による宥恕を認めずとも過失相殺は可能であるのだ

が、特に重罪院においては、誘発が陪審員により肯定されることで、陪審員の退廷後民事

責任につき判断を行う職業裁判官の裁量は狭まることとなる。それゆえ、被告人として

は、謀殺において陪審員に宥恕を肯定させる利益はあった。 
1419 MARTIN-VALENTE, op. cit. (note 1329), p. 537. 
1420 Cass. crim. 20 déc. 1883, Bull. no 289. 
1421 同じく、Cass. crim. 6 août 1898, Bull. no 284. 
1422 Cass. crim. 17 janv. 1990, no de pourvoi: 89-81097, non publié au bulletin. 
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じ役割を果していたことが確認される。まず宥恕の法的性質をめぐる議論を見ると、第 321

条による刑の減軽は、当初は重大な暴行等を受けた行為者の精神状態によりもっぱら説明

されていたが、19世紀後半からはむしろ客観的側面に着目する見解が有力化し、20世紀半

ばにはほぼ通説となった。このような展開は、過剰防衛につき責任減少説から不法・責任減

少説へと展開したわが国や、責任阻却事由説から免責事由説へと展開したドイツの過剰防

衛論と類似の動きを示すものであり、比較法的に見て興味深い。正当防衛・過剰防衛との関

係も、ORTOLAN のように防衛の意思と攻撃の意思という主観面の相違による区別から、

GARÇON のように両規定の前後関係、つまり正当防衛とはならない行為が誘発による宥恕

の対象となるという体系的な区別が一般化した。もっとも、GARÇON が実際には行為者の

主観面を重視する解釈を行っていたことも確認されなければならない。 

判例の運用も、本来的には求められない相手方の違法性が求められるなど、正当防衛との

共通性が見られる。破棄申立書や判決においても、第 321 条と第 328 条が並んで登場する

場面はしばしば見られる。また、判断方法の特徴としては、基本的に暴行の重大性と反撃の

同時性を中心に決定されており、行為者の純粋な主観面が独立の問題となることはあまり

ないという点が指摘される。すなわち、宥恕の法的性質について客観的側面を強調する見解

が登場した後も、減軽の根拠は行為者の興奮・動揺を重視する傾向にあったのだが、行為者

の内部的な精神面を直接の判断対象とするのではなく、あくまで外部的状況の認定を通し

てその把握が行われているのである。そして、外部的な状況の考慮も、基本的には行為時の

それに局限した判断がなされており、この点で、事例の全体的評価を強調する日本の正当防

衛・過剰防衛論とは異なり、また「動機心理的連関」を根拠に、誘発と行為との間に若干の

場所的・時間的間隔を許容するドイツ刑法第 213 条前段とも異なる方法が取られていたと

整理される。この点は、謀殺に宥恕を認めることからも明らかである。ドイツとの対比では、

フランス旧刑法第 321 条が誘発を原則として重大な身体的加害に限定することで、この行

為状況に、行為者の主観的動揺・興奮に対する一般的な推定が与えられるのに対し、ドイツ

刑法第 213 条前段は、重大な侮辱や軽微な加害行為も誘発としているため、その行為者へ

の作用をより個別的に見ることとなるという、条文の構想の相違が看取される1423。両者の

類似点としては、1810 年刑法典の下で、誘発による宥恕が認められない場合にも、酌量減

軽の余地は残されるという体制は、ドイツ刑法の第 213 条前段と後段の関係に近いと指摘

できる。 

 

 

4.2.3. 小括 

 誘発による宥恕の検討からは、フランスにおいても、相手方の不適切な行動に対して激怒

                                                   
1423 もっとも、検討したように、第 213条の法定刑の半分は第 212条の通常故殺と同じで

あるため、最終的に量刑上の調整が可能であることから、ドイツの裁判所も結果的に行為

者の主観面に深く立ち入ることはない。 
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して殺傷を行った場合、行為は通常の殺人よりも優遇されるべきであるという伝統的な観

念があったことがわかる。もっとも、現行刑法典が法定刑の下限を撤廃すると、個別の減軽

規定を法律に定める意義が失われたため、現在は殺傷に関する誘発による宥恕についての

個別規定は定められていない。20 世紀の改正作業においても故殺の減軽規定を残そうとし

たドイツと、刑の下限を撤廃することでそれを不要としたフランスとの間では、刑事司法制

度全体の構想の違いがあるのだろう。20 世紀後半のフランスの刑法改正を指導した新社会

防衛論は、基本的には再社会化を中心に据える制度構想を念頭に置いており、これは裁判官

の広い裁量を予定するものであるため、個別の刑の減軽規定を置くことよりも、法定刑を広

く定めることを志向するものであった。また、フランスは陪審制をとっており、裁判所の広

い裁量を民主的正統性から基礎づけ、これを陪審員の評決により直接統制できる点も、その

拡大に有利にはたらいたのだろう。 

誘発による宥恕をめぐる判例・学説からは、旧第 321 条が実質的には過剰防衛とほぼ同

じ役割を果していたことが確認される。宥恕の法的根拠をめぐる議論を見ると、20 世紀半

ばには、行為者の主観と客観の両面に基礎を求める理解がほぼ通説となった。正当防衛・過

剰防衛との関係も、当初はORTOLANの主観面による区別なども主張されたが、その後は、

正当防衛とはならない行為が誘発による宥恕の対象となるという GARÇON による制度体

系的な区別が一般化した。実際の運用も、本来的には求められない相手方の違法性が求めら

れるなど、正当防衛との共通性が見られる。判断方法の特徴としては、第 321 条の文言か

らしてそうなのであるが、基本的に暴行の重大性と反撃の同時性を中心に決定されており、

行為者の純粋な主観面が独立の問題となることはあまりない。判断の際の外部的な状況の

考慮も、基本的には行為時のそれに局限した判断がなされていたようである。この点で、事

例の全体的評価を強調する日本の正当防衛・過剰防衛論とは異なり、また「動機心理的連関」

を根拠に、誘発と行為との間に若干の場所的・時間的間隔を許容するドイツ刑法第 213 条

前段とも異なる方法が取られていると評価される。 

 

 

4.3. まとめ 

以上のフランス刑法における正当防衛とその周辺領域の検討は、次のようにまとめられ

る。 

フランスの立法者には、正当防衛による不処罰を認めることにかなり消極的な伝統が存

在する。アンシャン・レジーム期までは、正当防衛による不処罰は恩赦により認められるに

すぎず、1810 年刑法典も、法典全体の反動性を示すかのように、法効果を重罪・軽罪の不

成立と定めるにとどめ、不処罰の例外性を強調した。このような傾向は現行第 122-5 条に

も受け継がれている。正当防衛の正当化根拠をめぐる議論においては、客観説が支配的であ

るが、その各要件については論者や裁判例により整理が異なっている。その中で、侵害と防

衛の均衡性の要件が決定的な指標であるという点には、広く一致がある。フランスの正当防
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衛論に特徴的であるのは、侵害はもっともらしいものであれば足り、必ずしも実際に存在し

たことを求めないという点、均衡性要件を充足する限りで、厳密には必要と言えないような

行為にもしばしば正当防衛を認める点である。この 2 つの特徴は、第 122-6 条の正当防衛

の特則に定められる事例において特に顕著である。これらの運用からは、立法者の抱く限定

的なイメージは、裁判所の個々の判断に際してそれほど影響を及ぼしていないと結論づけ

られる。このような正当防衛規定の柔軟な運用と、法定刑の下限が定められていないという

理由から、過剰防衛が直接の検討対象となることはほとんどない。 

 誘発された殺傷の優遇は、フランスにおいても伝統的な観念として見出される。1791 年

刑法典の固定刑の体制および 1810年刑法典の当初の峻厳な法定刑の下では、誘発による宥

恕は刑の個別化を実現する役割を担っていたが、1832 年の改正により陪審員が酌量減軽を

行うことができるようになり、さらに現行刑法典が法定刑の下限を撤廃すると、個別の減軽

規定を法律に定める意義が失われた。20 世紀の改正作業においても故殺の減軽規定を残そ

うとしたドイツと、刑の下限を撤廃することでそれを不要としたフランスとの間では、刑事

司法制度全体の構想の違いがあったように思われる。誘発による宥恕をめぐる判例・学説か

らは、旧第 321 条が実質的には過剰防衛とほぼ同じ役割を果していたことが確認される。

宥恕の法的根拠をめぐる議論を見ると、20 世紀半ばには行為者の主観と客観の両面に基礎

を求める理解がほぼ通説となった。正当防衛・過剰防衛との関係も、つまり正当防衛とはな

らない行為が誘発による宥恕の対象となるという GARÇON による制度体系的な区別が一

般化した。実際の運用も、本来的には求められない相手方の違法性が求められるなど、正当

防衛との共通性が見られる。判断方法の特徴としては、基本的に暴行の重大性と反撃の同時

性を中心に決定されており、行為者の純粋な主観面が独立の問題となることはあまりない。

この外部的な状況の考慮も、基本的には行為時のそれに局限した判断がなされていたよう

である。 

また、正当防衛および誘発による宥恕の認定に際しては、行為者の主観面はそれほど問題

とされない。現在の学説も、正当防衛の要件の整理として、防衛の意思を独自の要件に位置

づけることはない。確かに、正当防衛状況や誘発の判断に際して行為者の主観面を基準に要

件が解釈されることはあるものの、判例が動機といった意的側面に関心を寄せることはあ

まりない。誘発による宥恕においても、興奮の程度が問題とされることはほとんどなく、基

本的にはこれを推定するものとして場所的・時間的連続性の要件に解消されていたようで

ある。これらのことは、行為者の責任の考慮が客観的な状況からの推定により行われている

ことを意味する。責任主義の観点からは、一方で、行為者の個別事情が捨象されかねない点

で懸念が生じるものの、他方で、一定の状況がある場合には責任阻却・減少を確実に認める

ものとして肯定的に評価される。 

 以上の検討をまとめると、フランス刑法典に過剰防衛規定が置かれることはなかったが、

日本で過剰防衛に当たる行為は、一部は正当防衛として、一部は誘発による宥恕として考慮

されてきたということが確認される。すなわち、一方で、均衡性の考慮と正当防衛の特則の
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適用が緩やかに行われることで、実質的には必要でないように見える行為についても正当

防衛が認められている。また、他方で、誘発による宥恕は過剰防衛そのものではないが、前

提となる誘発が重大な暴行等に限定されているため、結局のところ正当防衛が認められな

い反撃に刑の減軽を行う規定と位置づけられてきた。このように、フランス刑法は、過剰防

衛を明文で定める規定を持たなかったのだが、実質的には、日本法を前提とすると過剰防衛

に見える行為について、事案に則した処理がなされてきたのである。 

 また、フランスでは、故意犯については正当防衛関連規定の制度体系が明確に機能してい

ることがわかる。まず、正当防衛の特則（旧第 329 条、現第 122-6 条）にあたる場合は、

通常の場合に被告人側に置かれている挙証責任が転換された上で、正当防衛の成否が相対

的に緩やかに判断される。次いで、旧第 328 条および現第 122-5 条の正当防衛の一般規定

により、可罰性の有無が判断される。理論上は、次いで、心理的強制の有無が問題となるが、

実務上これが認められることはおそらくほとんどない1424。そして、不処罰の可能性が尽き

たところで、1810年刑法典の下では、第 321条の誘発による宥恕が判断される。そしてこ

の要件が充たされない場合でも、酌量減軽の付与がさらに考慮される。殺傷に関する誘発に

よる宥恕および酌量減軽は現行刑法典に引き継がれなかったため、陪審員がこの判断を行

うことはなくなったが、刑事裁判官が量刑に際して相当する順序で考慮を行っている可能

性も十分にあり、特に私訴が付帯されている場合には過失相殺の有無にその判断が顕在化

する。そして、重罪の裁判において注目すべきであるのは、「罪責の有無→減軽的宥恕の肯

否→酌量減軽の肯否」という検討の順序が、陪審員への質問の方式として明確に規定されて

おり（治罪法典第 345条以下、刑事訴訟法典第 349条以下）、その手続違反は当然に破棄申

立ての理由となったことである1425。このように、過剰防衛を明文で定めていないフランス

刑法においても、これに相当する事例は、個別規定への包摂と、最後に置かれている一般的

な減軽規定による捕捉を通して合理的に処理されている。それゆえ、この点で、最初から事

案の全体的評価を直感的に行うわが国の裁判所とは異なる。もっとも、犯罪論体系としては、

正当防衛の枠内に不必要すなわち正当化に値しない過剰防衛行為が含まれているように思

われる点、これらの考慮が故意犯に限られており、非故意犯との連関を欠いている点は問題

だろう。 

 正当防衛の不処罰根拠について主観説（責任阻却事由説）が残っているフランスの議論は、

日本やドイツにおいて違法性阻却の影に隠れた正当防衛と責任阻却の関係を明らかにする。

確認したように、1810年刑法典の理由書の説明を見ると、第 328条を支えていたのは、こ

こで問題となるのが、実力に対して実力によって対抗することを強いられる（obligé）場合

のみであり、原則として許されない実力の行使が、自己保存本能や防衛の程度の調整の不可

                                                   
1424 井上（宜）・前掲注（6）212頁。 
1425 厳密に言えば、罪責に関する主要設問においては有罪か無罪かしか問われず、正当防

衛による不処罰と心理的強制による不処罰が個別に質問されるわけではないので、この点

の区別は制度化されていない。 
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能性を根拠に不処罰とされるという、現在から見ると責任阻却的な発想であった。問題とな

るのが、恐怖等の精神の動揺そのものではなく、行為者が「実力に対して実力によって対抗

することを強いられる（obligé）」という事実であるということは、注意が必要である。この

ことは、現在の学説による主観説の理解にも現れている。いすれの論者も自説としてとると

ころではないが、主観説を説明する際、たとえば、BOULOC は、「それが攻撃により誘発

された意思の動揺の影響下で実行されたのであり、それが自由の制約または消滅、つまり真

正の心理的強制を惹き起こしたという理由から、可罰的ではないのである」1426、RASSAT

は、「犯罪行為を行った者は攻撃されていたのであり、それゆえ、この者は、その行為が自

己保存本能を明示する間は、冷静さを失っていたのであるという点が強調された」1427とす

る。すなわち、被害者の違法な攻撃を受けて、自己保存本能の発露として行為が行われたこ

とが重要なのであり、恐怖はその性格の 1 つまたはそれに付随するものにすぎない。この

ような理解を支えているのは、強制を、外的原因による物理的強制、外的原因による心理的

強制、内的原因による物理的強制、内的原因による心理的強制に区別するフランス刑法学の

強制論の伝統である1428。そして、正当防衛を心理的強制と見ると外的原因（ここでは急迫

不正の侵害（者））による心理的強制に整理されるが1429、これに対して、ドイツ刑法第 33

条の過剰防衛はむしろ内的原因による心理的強制に近い。なぜなら、外的原因によることは

強壮性情動からの過剰行為も同じなのであるから、不処罰の根拠は、それが外的原因を有す

るとしても、虚弱性情動という内的原因に依拠することになるからである。しかしながら、

正当防衛と直接関係しているのが、前者の発想であることは明らかであろう。すなわち、正

当防衛との関係でもっとも考慮されるべき責任阻却的な事実は、急迫不正の侵害という行

為者に外部的な原因によって行為者が行為を強いられたという側面であり、これによって

生じた情動から行為が行われたという側面は 2次的な意義にとどまるのである。要するに、

過剰防衛行為が外的原因（急迫不正の侵害）に由来することが本質的に重要なのであって、

外的原因から生じ過剰防衛行為を生じさせる内的原因の性質の考慮は、正当防衛・過剰防衛

の制度にとって副次的なものなのである。 

 

 

 

5. 結論 

 

 

5.1. 日本における過剰防衛論の再検討 

                                                   
1426 BOULOC, op. cit. (note 1057), p. 349. 
1427 RASSAT, op. cit. (note 1078), p. 391. 
1428 これらについては、井上（宜）・前掲注（6）201-212頁参照。 
1429 DANA, op. cit. (note 1149), pp. 217-218. 
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5.1.1. 一般論 

以下では、これまでの日本、ドイツおよびフランスにおける過剰防衛とその周辺領域をめ

ぐる議論から、本稿の主題である過剰防衛に固有の責任減少の意義と射程を導き出し、限界

領域と位置づけた事後的時間的過剰、行為者の内的状態の問題に関して結論を示す。 

 

5.1.1.1. 過剰防衛に固有の責任減少とは何か 

過剰防衛における責任減少の根拠としては、従来から、恐怖、驚愕、興奮または狼狽とい

った、行為者の例外的精神状態が言及されてきた。たとえば、平野龍一はその刑の減免の根

拠を、過剰避難とあわせてより一般的に、「緊急な事態のもとでの行為であるので、精神の

動揺のため多少の「ゆきすぎ」があったとしても、強く非難できない場合もあるという理由」

1430に求めた。しかしながら、過剰避難とあわせて論じていることから、あるいは同様の考

慮を誤想防衛にも妥当させていることからも明らかであるように、従来の責任減少説の理

解は、過剰防衛行為と（現実に存在した）急迫不正の侵害との関係を十分に考察していない

点で問題があった。この点は、期待可能性論を精緻化した佐伯千仭においても同じである。

すなわち、従来の見解は、超法規的責任阻却の場面で期待する国家と期待される行為者との

緊張関係という「期待の構造」を指摘しつつ、前者の態度がより鮮明に出る法律上の刑の減

免事由について、その法制度の意義を責任減少の性質に読み込むことをしなかったのであ

る。 

過剰防衛に固有の責任減少の根拠は、一方で、行為者が急迫不正の侵害を避けるために行

為を強いられたという事実、他方で、急迫不正の侵害を受けた結果として一定の精神的例外

状態が引き起こされ、その影響の下で行為したという事実の 2点に求められる。 

一方の、行為者が急迫不正の侵害を避けるために行為を強いられたという側面では、その

認識を除けば、行為者の精神的な例外状態は問題とならない。なぜなら、急迫不正の侵害に

よって、そもそも行うつもりのなかった防衛行為を行為者が強いられているという事実だ

けで、責任減少を基礎づける根拠となりうるからである。すなわち、「他の行為を行うこと

が可能であったのに、当該構成要件該当・違法行為にでたといいうる場合に、「その行為を

なすべきではなかった」という非難が可能となる」1431という規範的責任論の観点からは、

責任減少を直接基礎づけるのは、行為者の精神状態それ自体ではなく、行為者が、一定の事

情により、適法行為へと自己を動機づけることを妨げられたという点に求められる。それゆ

え、急迫不正の侵害の認識と「あれなければこれなし」の関係にある行為については、攻撃

者が、本来行うつもりのなかった行為へと防衛者を動機づけたという意味で、責任減少の最

低限の基礎が認められるのである。たとえば、急迫不正の侵害に対して冷静に反撃した場合

                                                   
1430 平野（龍）・前掲注（1）245頁。 
1431 山口（厚）・前掲注（375）182頁。 
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でも、侵害がなければわざわざ反撃させられることはなかったのであるから、この意味での

責任減少の基礎はある1432。 

この観点からは、急迫不正の侵害に対応するものとして行為がなされた場合には、原則的

に責任減少が認められる。ここで、形式的に過剰防衛の要件を充足しうるが、過剰防衛固有

の責任減少が見出されない事例として、次のものが考えられるだろう。まず、急迫不正の侵

害を確実に予期し、十分な準備を行った上で待ち構え、反撃行為に出るような場合、その行

為は、急迫不正の侵害によって動機づけられたというよりも、それ以前に動機づけられた行

為が急迫不正の侵害に条件づけられていたにすぎないと評価される1433。さらに、急迫不正

の侵害を意図的に誘致した場合についても、過剰防衛行為は、急迫不正の侵害ではなく、誘

致行為時の意思決定の所産であるという場合がありうる。ここでは、反対に、攻撃者が、急

迫不正の侵害を誘致行為により動機づけられているのである1434。もっとも、これらの場合

にも、不法減少を理由とした過剰防衛の成立の余地は理論的に残る1435。また、過剰防衛に

固有のものではなく、より一般的な意味での責任減少を考慮することも可能である。 

他方の、急迫不正の侵害を受けた結果として一定の興奮状態が引き起こされ、その影響の

下で行為したという側面は、責任論のより一般的な問題である。つまり、この側面は、責任

能力の判断において、精神障害が当該行為へと至る意思決定の過程に影響を与えたか、どの

程度与えたかと基本的に同じ問題である。前述のように、急迫不正の侵害と条件関係にある

行為については、攻撃者が防衛者を行為へと動機づけたとして、責任減少の基礎が認められ

る。しかし、急迫不正の侵害によって動機づけられたと言えるためには、それが行為者の意

思決定の過程においてある程度強く、そして直接作用したことも必要である。すなわち、急

                                                   
1432 前述のように、長井・前掲注（389）220頁は、「行為者は、自己又は第三者が「急迫

不正な侵害」を受けていると誤認するときには、退避可能でない限りは、「防衛のため

に」自己又は第三者の法益保全に向けた行為を余儀なくされる。すなわち、行為者は、退

避・受忍または反撃の二者択一を「強制される心理状態」にある」としていた。 
1433 この点では、ドイツ刑法第 213条前段において見た、BGH St. 21, S. 14が参考にな

るだろう。本件では、妻を他の男に渡すぐらいならいっそ殺してしまおうと、真剣に考え

ていた被告人が、別居中の妻の部屋を訪れ、そこで同人が他の男とベッドにいるのを発見

し、所携のナイフで殺害した。連邦通常裁判所は、「彼が、他の男を見止めたことによっ

て情動的な興奮状態へと刺激され、それゆえ激怒において行為したということは、ここで

何ものをも変えない。というのも、被告人は行為の決意をこの興奮状態において初めて抱

いたわけではないからである。かくして、刑法典第 213条の前提とされる誘発と行為決意

の因果的なつながりが欠けるため、激怒への刺激という刑罰減軽事由の適用可能性は、早

くもこの理由により排除される」とした。 
1434 注意すべきは、ここでは事前責任が問題となっているわけではないということであ

る。すなわち、問題となっているのはあくまで行為時の責任であり、その判断基底が、急

迫不正の侵害以前ではあるものの、これと関係する事情にも及んでいるだけである。心神

喪失状態に陥っていたなど、行為時の責任の不存在が別のかたちで確定される場合、行為

時の責任はそれ以前の事情を加味せずとも（存在しないと）判明するから、これを考慮す

ることは責任主義に反する。 
1435 松原・前掲注（375）165頁。 
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迫不正の侵害「によって」動機づけられたというためには、その機会にまたはそれに際して

行為が行われただけでは足りず、急迫不正の侵害の与えた印象が行為者の精神状態にある

程度の影響を与えていたことが求められる。もっとも、日本刑法第 36条第 2項は、ドイツ

刑法第 33 条や第 213 条前段のように特定の精神状態の存在を要求しているわけではない

から、興奮・動揺の強度は、過剰防衛の成否については原則として問題とされず、主に刑の

減免の付与や量刑に際して役割を果すと理解すべきだろう。 

過剰防衛で問題となる精神状態をさらに検討すると、ここでの責任減少は、性質の異なる

2つの興奮・動揺により基礎づけられうるということが分かる。確かに、このような精神状

態は実際上区別できないことが多いと思われるが、過剰防衛における責任減少を考察する

にあたって示唆を与える視点となる。これら 2つの精神状態の区別は、最初に述べた、行為

者が急迫不正の侵害を避けるために行為を強いられたという事実との関連の大小に基づく。 

 過剰防衛を基礎づける第 1 の精神状態は、急迫不正の侵害の排除に直接向かうものであ

り、従来から自己保存本能などと呼ばれてきたものである。つまり、この精神状態は、従来

から指摘されてきた正当防衛の責任阻却事由的側面の現れであり、この側面における過剰

防衛と正当防衛との制度的つながりを示すものである。これによる精神的例外状態は、急迫

不正の侵害者がそのような興奮・動揺からの行為を防衛行為者に強いているという側面、す

なわち正当防衛状況と直接結びついていることとあいまって、より確実な責任減少を導く。

このことは、法秩序の観点から見て、過剰防衛における自己保存本能に基づく興奮の惹起は、

行為者自身ではなく、もとの侵害者の仕業であると評価しやすいことからも理解される。こ

の精神状態は比較的短時間のものであり、事後的にその態様を正確に把握することは困難

であるから、過剰防衛の成否についてその強度は問題とならないと言うべきだろう。 

これに対して、過剰防衛を基礎づける第 2 の精神状態は、急迫不正の侵害の結果として

生じるものではあるが、急迫不正の侵害の排除との関連性が低いものである。たとえば、恐

怖や激怒は、確かに侵害の排除に直接向かうこともあるものの、その消失後に次第に強まる

こともまた十分にありうる。これら自己保存本能とは区別される精神状態も、行為者の自己

の行為の認識・弁識・制御能力に作用することに変わりはない。すなわち、この第 2の精神

状態は、急迫不正の侵害によって生じたものではあるものの、第 1 の精神状態と比べれば

正当防衛と結びつきの弱い情動であり、むしろ過剰防衛と責任能力との制度的つながりを

示すものである。これらの情動は、急迫不正の侵害が存在する時点では、上の第 1の精神状

態とあいまって防衛行為への動機づけに作用するため、優遇の基礎と評価されやすい。これ

に対して、侵害の急迫性消失後は、侵害自体がなくなるため、情動と侵害との結びつきは弱

まり、優遇の確実な基礎と評価されにくくなる。ドイツ刑法第 33条が強度的過剰に限定さ

れてきたことは、責任論としてはこのように理解される。しかし、もとはといえば、急迫不

正の侵害によって恐怖や激怒といった興奮状態へと導かれ、それによって行為させられた

という事実は変わらない以上、急迫性消失後であっても、情動とそれにより動機づけられた

行為を、急迫不正の侵害に還元できる余地もある。しばしば用いられる「余勢に駆られた」
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という表現は、まさにこのような事態を示しているのである。その意味で、ドイツ刑法第

213 条前段やフランス旧刑法第 321 条は、誘発となる行為が急迫不正の侵害を構成する事

例で、「余勢に駆られた」行為に過剰防衛の優遇を与えてきたものと理解される。ここでの

情動は、急迫不正の侵害との結びつきが第 1 の精神状態よりも弱い以上、過剰防衛に固有

の責任減少としては小さな責任減少を導くものと評価される。また、第 1 の精神状態との

対比で言えば、行為者が急迫不正の侵害を避けるために行為を強いられたという側面が弱

いため、こちらの情動については大なり小なり強度を加味せざるをえないだろう。その際に

決定的になるのは、急迫不正の侵害の強度とこれとの結びつきである。急迫不正の侵害と関

係していることこそ、過剰防衛に固有の責任減少の最大の特徴なのであり、この第 2 の精

神状態は急迫不正の侵害の排除との関連性が低いため、改めて侵害と興奮との関係を吟味

する必要があるのである。 

このように、過剰防衛に固有の責任減少の根拠は、互いに関連しつつも、異なる意味を

持っている。従来から過剰防衛における責任減少として指摘されてきたのは、急迫不正の

侵害を受けた結果として一定の精神的例外状態が引き起こされ、その影響の下で行為した

という事実であった。しかしながら、精神状態そのものではなく、それが行為者の行為へ

の動機づけに与える影響を責任判断の基礎とする規範的責任論の観点からは、行為者が行

為を強いられれば、その責任は減少するというのが基本的な考え方である。そして、過剰

防衛における責任減少にとって決定的であるのは、行為者が急迫不正の侵害を避けるため

に行為を強いられたという事実である。この事実への着目が、過剰防衛論を一般的な心理

的強制論から分化させることとなる。従来から指摘されてきた精神的例外状態を検討する

と、上のように、侵害排除に直接向かう自己保存本能の発露としての興奮・動揺と、侵害

の結果生じたものではあるが行為を「余勢に駆られた」ものとする興奮・動揺は法制度上

区別されるべきである1436。前者が、正当防衛の下で理解される特別な責任減少の基礎であ

るのに対して、後者は、防衛行為に付随するもののより一般的な責任減少の基礎である。 

                                                   
1436 この区別は、過剰防衛における責任減少の、第 36条の正当防衛に関わる側面と、第

39条の責任能力に関わる側面に基づくものであり、基本的には法制度的な観点からの区別

である。しかし、筆者は、このような区別は事実的観点からも説明されうると考えてい

る。心理学者の遠藤利彦によれば、「情動研究の中核的支柱の少なくとも 1本」として、

情動の生起や本質について、出来事の認知および評価に着目する「認知的評価理論」があ

る（遠藤（利）・前掲注（21）181-182頁、批判的見解からも、ルドゥー・前掲注（23）

65-67頁〔松本元訳部分〕。服部・前掲注（26）59頁も、認知が情動の本質を構成すると

いう論点は必ずしも否定されていないと評価する）。認知的評価理論においては、出来事

の認知とこれに対する評価によって情動が生起するという機序が、基本的な枠組みとな

る。このような発想は、常識としても不自然ではない上、「認識・弁識・制御」の枠組み

で適法行為への動機づけを検討する通説的な刑事責任論の考え方とも親和的である。 

 認知的評価理論の代表的なモデルに従うと、情動の生起では、半ば自動的に無意識に進

行する最小限の情報処理のプロセスと、やや意識的でより高次の情報処理のプロセスが大

別される。前者は、直面する状況に対する自己の潜在的な目標や利害関心に関わるものか

否か、関わるとすればそれは肯定的なものか否定的なものか瞬間的にチェックされ、否定
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5.1.1.2. 第 36条第 2項の解釈の理念型 

以上のように、過剰防衛固有の責任減少の根拠は、一方で、行為者が急迫不正の侵害を避

けるために行為を強いられたという事実、他方で、急迫不正の侵害を受けた結果として一定

の精神的例外状態が引き起こされ、その影響の下で行為したという事実の 2 点に求められ

る。そして、過剰防衛で問題となる精神的例外状態としては、急迫不正の侵害の排除に直接

向かうものと、急迫不正の侵害の結果として生じるものではあるが、その排除との関連性が

低いものの 2つが区別される。第 36条第 2項の成立過程の検討で確認したように、現行刑

法典の立法者は、過剰防衛について特定の制度構想を持っていなかった。それゆえ、規定の

                                                   

的である場合には激怒や恐怖などの情動が生じる。これに対して、後者では、さらに、誰

に責任や原因があるのか、自分はこの先どうなりそうなのかなどがチェックされる（遠藤

（利）・前掲注（21）178-180頁。この理論は認知的評価理論を体系化した LAZARUS の

ものである）。意識がどのように作用しているかに関して争いはあるようだが、このよう

な 2つのプロセスの想定については、脳科学・神経解剖学的ないし生理学的な基礎もあり

（ダマシオ・前掲注（23）204-221頁、ルドゥー・前掲注（23）337-356頁〔湯浅茂樹訳

部分〕参照。行為決定に関わるものであり同じ主題ではないが、西堤優「自己制御と誘

惑」信原他・前掲注（23）73-75頁）、少なくとも怒りや恐れといった基礎的な情動につい

ては、進化論的な根拠も認められるといわれている（遠藤（利）・前掲注（21）291-292

頁）。 

 このようなモデルに従えば、過剰防衛における行為者の精神状態は、理念型として次の

ように描写される。まず、急迫不正の侵害の認識により、ほぼ無意識・自動的にこれに対

応するために回避行動が行われる。ここでは、恐怖や激怒などの情動が伴われることもあ

りうるが、無意識で瞬間的なものでもありうる。このような瞬時の対応に続いて、防衛の

継続中、または防衛を終了した後、急迫不正の侵害に対するより意識的で高次の評価が行

われる。ここでは、攻撃者自身やその攻撃手段の認識に対して、当事者間の従来の関係

や、過剰防衛行為者自身の経験に則した評価がなされ、激怒・恐怖といった情動が生じ

る。この場面では、認識された状況を行為者が再度評価する中で、激怒や恐怖といった情

動が高じ、その結果行為の制御が失われることとなる。このような情動の高まりは、防衛

状況にない一般的な犯罪行為にも見られるだろう。衝動的な攻撃性に関する「認知的新連

合理論」によれば、個人がある不快な出来事を経験すると、まず未分化な不快感情が経験

され、これが、攻撃的な概念・行動の記述と結びついた心的ネットワークを活性化させ

る。これが活性化された状態では、その後に起こった状況や刺激の解釈が攻撃的な方向に

歪められやすくなるとされる（越智啓太＝藤田政博＝渡邉和美編『法と心理学の事典――

犯罪・裁判・矯正――』（朝倉書店、2011）158頁〔雨宮有里執筆部分〕）。 

一連の首絞め行為による過剰防衛を例にとると、急迫不正の侵害を受けて、とっさにこ

の者を倒し、暴れるのを押さえつけて首を絞める段階では、ほぼ無意識・自動的な回避行

動であったが、首を絞め続けている段階で、侵害者の抵抗から「まだ降参しないのか」と

いう激怒が高じたり、これまでの虐待されてきた経験から「今ここで事を決しなければ後

できっとひどい目に遭う」という恐怖が高じたりして、侵害者の抵抗がなくなった後も首

を絞め続け、死亡させるということが考えられるだろう。要するに、正当防衛状況下にお

けるほぼ無意識かつ自動的な「自己保存本能の発露」としての情動と、状況の認識のさら

に高次の評価から生じる恐怖・激怒等の情動は、正当防衛と責任能力として規範的・制度

的に区別されるだけでなく、生理学的・心理学的にも区別されうるのである。ただし、い

ずれにせよ本稿で主題とするのは、規範的・制度的側面である。 
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運用を合理的に行うためには、解釈の指針となるような過剰防衛の理念型を設定すること

が有益である。ここでは、責任減少の側面から見た過剰防衛の制度構想として、相互に排他

的でない次の 2つの理念型が提示される。 

 第 1 の理念型は、規定による刑の減免の適用領域を限定的しつつ、その枠内では大幅な

刑の減軽または免除を認める構想である。強度的過剰を基本的に予定しているドイツ刑法

第 33条は、このような発想に依拠して置かれた規定であると理解される。この制度構想は、

急迫不正の侵害に対して行われた防衛が、まさしくそれを排除せんと沸きあがった興奮状

態のためにその程度を超えたという事実を捉えて、大きな責任減少を過剰防衛の刑の減免

と結びつけ、裁判官の量刑判断に犯罪論上導かれる指針を与える。それゆえ、この理念型で

問題となるのは、主として前述第 1の精神状態であり、かつ、ある程度の興奮・動揺を推定

できるような場合である。また、過剰防衛の成立と刑の大幅な減少または免除とを結びつけ

るのであれば、同じく不法減少をその要件とするのが自然だろう。 

 第 2 の理念型は、規定による刑の減免の適用領域を広く保ち、その枠内で柔軟な事案処

理を行うという構想である。ドイツ刑法第 213 条は、これに近いかたちで運用されている

ものと評価できる。この制度構想は、急迫不正の侵害から脱した後に高じた第 2 の精神状

態において行為が行われたことをも、過剰防衛による減軽の根拠として斟酌し、急迫不正の

侵害により生じた一定の強度・場所的時間的範囲内の興奮・動揺と言えれば、責任減少の資

格があると考える。そのため、刑の減免の大きさを単独で導くというよりも、過剰防衛の成

立範囲を限界づけ、改めて個別事情の量刑上の衡量を行うというものである。 

 もちろん、この 2 つは相互排他的ではなく、むしろ急迫不正の侵害により惹起された情

動という意味では同じなのだから、判断においては両者を合わせて考慮しなければならな

い。それにもかかわらず、このように 2つの理念型を区別する理由は、次の点にある。すな

わち、現行刑法典は過剰防衛の具体的な制度構想を一義的に明らかにしていないのである

が、その成立要件が少なく、法効果が任意的減免であることにかんがみると、主として第 2

の理念型を念頭においていたと考えるのが自然である。しかしながら、ドイツ刑法第 33条

が存在することからもわかるように、過剰防衛行為の中には、犯罪論の観点から見て本来的

に不処罰に値する行為が類型的に存在し、この観点からはそれについて安定的に刑の減軽

または特に免除が行われることが理論的に要請される。これが、第 1 の理念型を設定する

理由である。したがって、過剰防衛の成立範囲の限界という側面では第 2 の理念型が指導

的な役割を果すが、その中で特に刑の減免に値するものが第 1 の理念型に属すると位置づ

けられる。 

 

 

5.1.2. 個別問題 

 

5.1.2.1. 過剰防衛による刑の減免の法的性質 
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前述のように、過剰防衛による刑の減免の法的性質を論じる上で、以下の 3 点に注意が

必要である。すなわち、第 1に、過剰防衛において考慮されうる、または考慮されるべき事

情のうち、何を不法減少に、何を責任減少に位置づけるのかは、論者の不法と責任の理解に

よるということ、第 2に、過剰防衛の法的性質を決めたからといって、その適用・準用の範

囲がたちまち明らかになるわけではなく、考慮される不法減少および責任減少を基礎づけ

る事実は、あくまで過剰防衛の枠内のものに限られるということ、第 3に、正当防衛の限度

を行き過ぎた場合に、不法減少または責任減少にあたる事情を考慮する必要があっても、刑

の減免を行う必要が常にあるわけではないということである。 

 いかなる事情を不法減少として把握するのかという問題は、正当防衛の正当化根拠論に

まで遡らざるをえない。この点を詳述することは本稿の射程外であるため、ここでは以下の

法的構成と結論だけを示す。現行刑法および盗犯等防止法の制定過程で確認されたとおり、

正当防衛は権利行為である。それゆえ、本来、急迫不正の侵害者は、（侵害をやめない限り）

防衛者による正当防衛権の行使を受忍する義務があり、その限りで侵害者の法益性が否定

される（法益性の欠如説）。それゆえ、過剰防衛においても、防衛を行うために最小限度必

要であったであろう防衛行為から生じるべき法益侵害とその危険（以下、法益侵害等）につ

いては、法益侵害性は依然として否定され、これが不法減少として加味される1437。これに

対して、一方で、不法減少説が主に援用する事実は保全法益の存在であった1438。しかし、

保全法益の存在を考慮することには、以下の難点がある。第 1に、過剰防衛は違法行為であ

るところ、なぜ違法に保全された法益を不法減少として加味できるのか、そもそも違法に利

益を保全することを「法益」の保全と呼べるのかが疑問である。ただし、この点については、

「優越的利益の原理」から正当防衛を基礎づける立場からは、過剰防衛を、正当防衛状況に

おいて保全された利益を行為者の有利に加味する制度と理解すれば、それは行為が違法で

あっても同じであるとして、理論的な問題はないのかもしれない。第 2に、同じく理論的な

問題として、退避等によって侵害を免れえた場合、防衛行為と法益保全との間に条件関係が

ない、つまり防衛行為がなければ法益が保全できなかったという関係にないことが問題と

なる1439。第 3の問題は、むしろ実際的なものなのだが、保全法益の確定が難しいというこ

とである。すなわち、ここにいう保全法益とは、侵害者が脅かした法益と理解されるところ、

侵害者による攻撃がその後エスカレートした可能性を加味すると、過剰防衛により保全さ

れた法益の総体を確定することは困難である。また、特に侵害者（被害者）が死亡している

                                                   
1437 正当防衛行為とそこから生じるべき法益侵害については、過剰になることは許されな

いものの、実力により行われることはもともと予定されていると考えることができる。そ

れゆえ、過剰となった場合であっても、正当防衛権の内容と現実に行われた過剰防衛行為

との間には質的断絶が認められないため、やはり実力行使が予定されていた部分について

は急迫不正の侵害者は法益性を失うにとどまるのである。 
1438 町野・前掲注（385）52頁、山本（輝）・前掲注（386）56頁。また、不法・責任減

少説の立場からも、不法減少を保全法益の存在と理解する者が多い（たとえば、内藤・前

掲注（18）351頁）。 
1439 橋爪・前掲注（247）25-28頁参照。 
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場合、その者がいかなる侵害を試みていたのかを確かめることも容易ではない。（攻撃的）

緊急避難の場合には、危険源と被害者が異なるため、このような問題は生じにくいが、正当

防衛・過剰防衛はそうではないのである。それゆえ、不法減少は保全法益の存在以外のかた

ちで検討されることが望ましい1440。また、法確証の利益については、違法行為である過剰

防衛からこれが生じるのか定かでない1441。保全法益を不法減少とする立場にも当てはまる

のだが、違法捜査が典型的にそうであるように、違法な行為により法秩序が守られることは

法治国家においてもっとも否認されるべき事態と言えるだろう。また、他方で、行為無価値

論の立場からは、行為者の主観面を不法減少として援用することが主張されうる。この点の

理論的な問題に検討を加えることは本稿ではできないため、ここでは実際的な問題を指摘

しておく。それは、行為者の主観面を根拠とする不法減少として、たとえば防衛の動機を量

的に把握することは困難ということである1442。行為者の（純粋な意味における）主観面は、

立場によっては、有無の問題である過剰防衛の成否を分ける事情となりうるとしても、刑の

量定の際に考慮すべき事情とはいえず、不法減少は別のかたちで構成されるほうがよいだ

ろう。 

 前述の過剰防衛の構想の第 1 の理念型からは、過剰防衛の法的性質は不法・責任減少と

理解され、その両方が必要となる。ここでは、確認したように、下級審判決において過剰防

衛に刑の免除が言い渡された事例は、実質的には準正当防衛とでも言うべきものが多かっ

たことが想起される。それゆえ、これらの事例ではそもそも正当防衛を認めるべきであった

のではないかという疑義も残るが、たとえば、被害者の行為に即座に反撃した事例であった

ところ、被告人が少年であることを加味した上で、「本件争いの経緯については終始非は福

田（被害者――筆者注）にあつた上、本件は判示のごとく全く理不尽な不意の攻撃に対して

被告人が興奮の余精神の平静を失した結果行つた」と簡潔に述べ、免除を認めた前掲大阪地

裁判決昭和 34 年 4 月 15 日家月 12 巻 3 号 166 頁は、第 1 の理念型に相当する判断を行っ

たものと整理される。 

                                                   
1440 防衛の効果を不法減少の根拠とすることへの批判として、さらに、長井・前掲注

（389）223-228頁参照。 
1441 大谷・前掲注（273）291頁は、過剰防衛においても法確証の効果は全面的に否定さ

れるわけではないとする。これに対して、高橋（則）・前掲注（375）288頁は、過剰防衛

行為は法確証の利益に奉仕せず、正当防衛の原則がはたらかないとする。 
1442 不法減少を「急迫不正の侵害に「対応しようとした行為事態」に求められる」（川端・

前掲注（9）251頁）と考えるのであれば、行為態様における必要性・相当性の逸脱の程度

を観念できる。そうすると、本稿が法益侵害等の側面で考慮している事情とほぼ同じもの

を、別の構成により把握していることとなるだろう。ただし、それでも、結果（法益侵

害）と切り離して、行為態様における必要性・相当性の逸脱の程度を量的に把握できるの

かには疑問が残る。行為態様としては、正当防衛として許容される行為から逸脱したか否

かが問題となるだけであり、「どれほど」逸脱したのかは、生じた法益侵害とその危険か

らしか判断できないのではないか。 
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 これに対して、前述の過剰防衛の構想の第 2の理念型からは、少なくとも不法減少また

は責任減少が看取されれば過剰防衛の成立が一応認められ、過剰防衛の行為事情を吟味し

た上で「情状に因り」刑を減免するか否かを改めて判断することとなる。ここでは、責任

減少の判断としては、興奮・動揺と急迫不正の侵害との結びつきの強さや、興奮・動揺の

強さそのものを考慮することとなる。前提として、急迫不正の侵害により防衛行為を強い

られたという側面が認められれば、行為者は外在的に動機づけられていると言えるため、

前述の例外を除けば責任減少の基礎は原則として認められる。例外とは、急迫不正の侵害

を確実に予期し、十分な準備を行った上で待ち構え、反撃行為に出るような場合や、急迫

不正の侵害を意図的に誘致した場合である。なぜなら、繰り返しになるが、前者では、そ

れ以前に行為者自身により動機づけられた行為が、急迫不正の侵害に条件づけられていた

にすぎないと評価され、後者では、反対に攻撃者が急迫不正の侵害を誘致行為により動機

づけられたのであり、行為は誘致行為時の意思決定の所産であると評価されるからであ

る。もっとも、過剰防衛を広く認める第 2の理念型は、不法減少のみによる過剰防衛の成

立を排除するものではない。それゆえ、それが予期されまたは誘発されたとしても、相手

方の行為が急迫不正の侵害と評価される場合、不法減少を急迫不正の侵害者の法益性の部

分的否定により説明する本稿の立場からは、不法減少が認められ、過剰防衛が成立するこ

ととなる。ただし、十分な準備を行った上で（特に武装して）待ち構え反撃する場合、防

衛に必要な程度を大きく逸脱し、不法減少が認められるとしても、刑の減軽を導くまでの

量には至らないということは、事実上多いだろう。  

 

5.1.2.2. 事後的時間的過剰 

 前述したところではあるが、事後的時間的過剰が概念上過剰防衛と言えるのかについて、

ドイツおよびフランスの検討をふまえて補充的な説明を行う。周知のとおり、ドイツ刑法学

においては、第 33条について、侵害の急迫性の消失後に正当防衛はありえず、それゆえ過

剰防衛も概念上ありえないというのが従来の通説および一貫した判例であった。しかしな

がら、純粋な言葉の問題として時間的過剰が観念しうることについては、SPENDEL によ

る分析が一般に受け入れられたと言ってよいだろう。判例が過剰防衛概念から時間的過剰

を排除し続けてきた実質的な理由は、一方で、これを認めてしまうと、不処罰という強力な

法効果の対象領域が過度に不鮮明になるおそれがあるからであり、他方で、過剰防衛規定に

一般条項として利用できる文言がないため、概念法学的な手法によって限界づけを行う必

要があるからである。それゆえ、法効果が決定的に異なるわが国の過剰防衛について、同じ

ような概念規定を行う必要は存在せず、事後的時間的過剰を過剰防衛と見ることに特段の

障害はない。また、第 36条第 2項の「防衛の程度を超えた行為」とは、現実に存在する急

迫不正の侵害に対して、許容される防衛行為の程度を何らかの意味で超過した行為と解釈

され、その程度には、防衛行為の必要性、相当性のほか、フランスの正当防衛論で観念され

ている同時性（simultanté）も含まれると理解される。つまり、フランス刑法においては、
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侵害の現在性（急迫性）は文言に直接示されず、「同一の機会に」という防衛行為の性質か

ら導かれるところ、これを端的に防衛行為の同時性ととらえる理解が少なくない。これに対

して、従来の日本の正当防衛論は、文言の違いもあって、要件を防衛状況と防衛行為に分け、

反撃の同時性を前者の侵害の急迫性に解消させてきた。しかし、侵害の不正性と防衛行為の

法確証としての性格が結びつき、反対に行為に法確証としての性格が認められない場合に

は侵害が「不正」ではなくなるという立論（たとえば責任無能力者による侵害をめぐる議論）

がありうるように、防衛状況と防衛行為が相互に関連する場面も想定できる。そのように考

えると、防衛行為の同時性は、侵害の急迫性が防衛行為に落とす影のような性質であり、後

者がなくなれば前者もなくなる関係にあるが、超過されうる防衛行為の程度として独立の

意義を有するものと観念される。 

 過剰防衛の構想の第 1の理念型からは、急迫不正の侵害と（過剰）防衛行為との間に厳密

な同時性が求められることとなる。すなわち、ドイツ刑法第 33条が不処罰という法効果に

対応させて時間的過剰を概念規定から排除しているように、刑の大幅な減軽または免除を

付与する前提として、急迫不正の侵害と反撃行為との近接を求めるのである。このことは、

第 1 の理念型が自己保存本能の発露としての精神状態に重きを置く点からも導かれる。日

本の判例で検討した事後的時間的過剰が問題となる 3 つの事例群との関係では、まず、被

害者の武器を奪取して反撃する類型には、侵害がなお継続していると評価できる場合であ

るから、問題なく過剰防衛の成立を認めることができる。これに対して、逃げる相手を追い

かける類型には、急迫不正の侵害もはや存在しないため、これと同時に行われた行為とは評

価できず、刑の大幅な減軽を予定する過剰防衛を認めることはできない。問題となるのは、

連続的・継続的行為の類型である。ここでは、第 1の理念型は正当防衛状況との密接な結び

つきを前提とするので、正当防衛の各要件を決定的な指標とすることとなる。それゆえ、ま

ず、当該急迫不正の侵害を避けるためにいかなる行為が必要であったかを基礎に、場所的時

間的に近接する連続的・継続的行為が、この限度をどれほど超過したかを吟味すべきだろう。

事後的時間的過剰で問題となる侵害の急迫性について言えば、それが存在する時点の行為

と消失後の行為は、やはり截然と区別される。もっとも、侵害が先にあってこれに対応して

防衛が後になされるという基本的な構図を念頭に置くと、侵害消失後の行為についても、狭

い範囲内において、消失時点の侵害との同時性を肯定しうるように思われる。この観点では、

一連の行為論が有益な視角を提供しうるだろう。それゆえ、不法減少の考慮を置いておくと、

大幅な刑の減軽または免除を予定する第 1の理念型が対象とする継続的・連続的行為とは、

現実の急迫不正の侵害に対して開始され、侵害継続中かその消失直後まで継続・連続して行

われる防衛行為である。 

 これに対して、過剰防衛の構想の第 2 の理念型からは、急迫不正の侵害により生じた一

定の強度・場所的時間的範囲内の興奮・動揺を基礎として、事後的時間的過剰を認めること

となる。ここでは、急迫不正の侵害により生じた興奮・動揺がその排除後も持続することは

十分に考えられるため、この精神状態が責任減少として把握され、行為は強いられたもので
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あったと評価される限りで、「余勢に駆られた」過剰防衛が認められるのである1443。この着

眼点は、過剰防衛の 3つの事例群の中でも、連続的・継続的行為の類型と逃げる相手を追撃

する類型において、過剰防衛成立の限界を判断する際の指標となる1444。 

前者の類型では、複数行為が場所的・時間的に近接していることが客観的な前提であるた

め、主観面もまた連続・継続していると考えるのが自然である。それゆえ、急迫不正の侵害

ともはや関係のない情動から行為が行われたと評価できる場合に、例外的にそれ以降の行

為を過剰防衛の適用領域から排除することとなる。その際には、急迫不正の侵害の強度と行

為者がこれに対して抱いた印象を出発点に、行為者の防衛開始時点の興奮・動揺を推認し、

場所的・時間的近接性や行為態様の変化を考慮に入れながら、侵害終了後の行為に過剰防衛

を認めるか否かを判断することとなる。たとえば、津地裁判決平成 5年 4月 28日判タ 819

号 201 頁の「被告人自身も被害者が直ちに攻撃してくる気配がないことを認識していたこ

とは明らかであり、かかる興奮状態は相当治まり、余裕すら認められる」という言及は、1

つの指標となるだろう。ただし、過剰防衛が問題となる事例においては、一定の興奮・動揺

が認められるのが通常であり、行為者の当時の精神状態を裁判時に正確に認定するのは困

難である。それゆえ、急迫不正の侵害が強度で（特に行為者が受傷しており）、客観的に見

て反撃が場所的・時間的に近接している場合には、行為態様に多少の変化があるなどとして

も、原則として過剰防衛を認めるべきである。いずれにせよ、ここでも、一連の行為論が成

果を発揮するだろう。 

これに対して、逃げる相手を追撃する過剰防衛の第 3 の類型については、原則として追

撃行為に過剰防衛は認められないこととなる。確かに、行為者が追撃時に興奮・動揺してお

り、これが急迫不正の侵害によって招来されたと評価できることは多いだろう。しかし、過

剰防衛として責任減少が認められる根拠は、行為が急迫不正の侵害により防衛行為を強い

られた、つまり行為者が外在的に動機づけられたと評価されるからであった。追撃行為は、

                                                   
1443 松尾昭一による、「量的過剰の成否が問題となる場合には、後段の反撃行為の時点では

急迫不正の侵害という要件ではなく、それより緩やかな侵害の相当程度の蓋然性といった

程度で侵害の継続性を肯定する立場では、そのような要件に当たると判断されれば、全体

として過剰防衛が成立するということになる」（松尾・前掲注（214）141-142頁）という

指摘は、このような評価を侵害の側面で考慮するものと理解される。しかし、問題は行為

の一連性なのであるから、侵害よりも行為（者）の側面において評価を行うほうが直截で

あるし、裁判例もそのように考えているのではないか。 
1444 なお、佐藤・前掲注（241）201頁や髙橋・前掲注（428）51-52頁が想定する、「急

迫不正の侵害に対してまったく反撃行為に出ずに防御的行動に終始していた者が、侵害の

終了直後に、侵害の終了を認識しつつ、平静を失った状態で侵害者に攻撃を加えた場合」

は、相手を追いかける第 3類型に準じるものとする。想定された事例がすべて第 3類型に

該当するわけではおそらくないが、現実的には、一旦攻撃を開始した侵害者と対峙してい

る状況では急迫不正の侵害は終了していないと評価されるため、急迫性の消失は侵害者の

立ち去りであることがほとんどであろう。また、行為者の行為以外によって侵害者が意識

を失うような状況も考えられないではないが、これは逃走と同じものと見てよいと思われ

る。 
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急迫不正の侵害に起因する精神状態において行われるとしても、相手方の逃走という決定

的な契機があるため、これにより強いられたという関係にはない。つまり、第 2類型の連続

的・継続的行為においては、侵害が排除されたとしても行為を中断する明確な契機が認めら

れないことが多いのに対して、第 3 類型においては、相手方の逃走という決定的な契機が

認められるため、それ以降の追撃行為は急迫不正の侵害と断絶するものと理解される1445。

この意味では、相手方が攻撃の態度を示さずじりじりと後退する場合や、行為者が逃走を認

識していない場合には、過剰防衛を認める余地はあるだろう。また、逃走直後の行為につい

ては、前述の同時性の考慮から、なお逃走前の急迫不正の侵害に対して行われた反応と評価

する余地があるかもしれない。たとえば、逃走する相手方の背中をとっさに押す行為である。 

確かに、急迫不正の侵害により生じた非常に高度な情動から追撃行為に駆られたような

場合には、心神喪失・耗弱における精神障害と同じ意味で、これもまた行為者にとっては強

いられた行為と評価すべき事例も想定しうる。しかし、第 3類型に見られる特徴なのだが、

そもそも急迫不正の侵害者（後の被害者）が逃走するのは、防衛者が複数人である、腕力に

優れるまたは武器を持っているなど、防衛者が圧倒的に優位な立場にあるからである。たと

えば、岡山地裁判決昭和 45 年 4 月 1 日刑月 2 巻 4号 375 頁や東京地裁判決平成 1 年 9 月

12 日の事例では、過剰防衛行為者が複数人であった。それゆえ、実際にこの第 3 類型が問

題となった事例においては、行為者は急迫不正の侵害によって異常に興奮していないこと

が多いのである。例外は、仙台高裁判決昭和 32年 10月 22日高刑特 4巻 20号 542頁のよ

うな、近親者のための防衛行為が過剰となった場合である。つまり、自己の近親者に対して

行われた強度の侵害を目の当たりにして、興奮・動揺が高じて相手方の逃走後も追撃行為に

出てしまった場合である。上の裁判例は、被告人の父親が包丁で今にも突きかかろうとされ

ていた事例であり、被告人において生じたこれによる強い印象が、被告人に追撃行為を強い

たと評価する余地はあるだろう。また、東京地裁判決平成 9年 2月 19 日判時 1610 号 151

頁では、受傷自体は重大ではなかったものの、ナイフを腹部付近に突きつけられる脅迫を受

けており、限界事例ではあるが、逃げる侵害者を追いかけて刺殺した行為時の興奮を過剰防

衛において考慮する余地はある。いずれにせよ、第 3 類型において過剰防衛が認められる

のは、急迫不正の侵害による興奮・動揺が非常に強く、これにより行為が強いられたことが

一義的に明らかと言える場合に限るべきだろう。第 36条第 2項は、誘発による宥恕規定そ

のものではないのである。もちろん、過剰防衛が認められなかった場合でも、行為者の興奮・

動揺を一般的な責任減少事由として量刑上考慮することは妨げられない。  

 

5.1.2.3. 過剰防衛における行為者の内的事情 

                                                   
1445 髙橋・前掲注（428）58頁は、「各行為間に任意に中断する可能性があった場合に

は、基本的に全体を 1個の行為とすべきではないように思う」とする。また、吉川

（友）・前掲注（241）259頁が、防衛者・侵害者の双方の状態に変化がある場合には、問

題なく第 1行為と第 2行為を分断することができるというのも同趣旨だろう。 
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 過剰防衛における行為者の精神状態の考慮については、冒頭で述べた一般論がそのまま

当てはまる。すなわち、過剰防衛固有の責任減少の根拠は、一方で、行為者が急迫不正の侵

害を避けるために行為を強いられたという事実、他方で、急迫不正の侵害を受けた結果とし

て一定の精神的例外状態が引き起こされ、その影響の下で行為したという事実の 2 点に求

められる。一方の、行為者が急迫不正の侵害を避けるために行為を強いられたという側面で

は、行為者の精神状態は問題とならない。なぜなら、この側面では、急迫不正の侵害によっ

て、行為者がそもそも行うつもりのなかった防衛行為を強いられているという事実だけで、

責任減少を基礎づける根拠となるからである。他方の、急迫不正の侵害を受けた結果として

一定の精神的例外状態が引き起こされ、その影響の下で行為したという側面では、過剰防衛

の成立のために確かに興奮・動揺の一定の強さを要求する余地はある。しかし、日本刑法第

36 条第 2 項においては、ドイツ刑法第 33 条（錯乱、恐怖または驚愕）および第 213 条前

段（激怒）のように情動の存在が明文で要求されているわけではない以上、過剰防衛の成否

について、常に興奮の強度を問題とする法律上の根拠はない。それゆえ、前述のように、逃

げる相手方を追撃する類型のように、例外的に興奮・動揺の強度を考慮すべき限界事例はあ

るものの、急迫不正の侵害によって行為を強いられたと言える範囲内では、過剰防衛が認め

られるということになる。 

 このように、責任減少を根拠づけるために行為者の主観面を問題とするにもかかわらず、

過剰防衛の成否について興奮・動揺の具体的な強度を加味する必要は余りないという結論

は、一見すると犯罪論における責任の考え方と合致しないように思われる。すなわち、急迫

不正の侵害に対して行われたという客観的な事情が、主観面に関係する責任減少を根拠づ

けているように見えるのである。この点は、過剰防衛が期待可能性の減少する法律上の行為

類型の 1つであることから説明される。すなわち、第 1に、常識の観点から、過剰防衛が問

題となる状況において行為者が興奮・動揺しているということは経験に合致する。このこと

は、侵害を受けている場面では当然に認められ、その後も「急迫不正の侵害を受けた者が、

防衛のために反撃するうち優勢になり、勢い余って一方的攻撃に及ぶという事態は、よく見

掛けられる」1446とされており、特に異論はないように思われる1447。第 2に、立法者が過剰

                                                   
1446 安廣・前掲注（197）21頁。 
1447 また、前述の過剰防衛における情動の事実的基礎の仮説からも、一定の説明が可能で

ある。つまり、本稿で第 1の精神状態と呼んだ、自己保存本能と結びつく「防衛行為とし

ての情動」を基礎づけているのは、急迫不正の侵害に直面して、半ば自動的に無意識に進

行する最小限の情報処理のプロセスから生じた情動であるところ、これはまさしく自動

的・無意識的であるため、行為者（被告人）によって事後的に想起されにくい。これに対

して、本稿で第 2の精神状態と呼んだ、急迫不正の侵害に対するより意識的・高次の評価

により高じた情動は、意識的な情報処理のプロセスを経ているため事後的に想起しやす

く、また当事者間の人間関係などを考慮すれば判断者としても了解可能であることが多

い。それゆえ、行為者（被告人）の供述においては、後者の情動にバイアスがかかってい

る可能性が高い。LeDOUXの指摘によれば、「情動状態の原因についての内省的な理解

は、情動が起こり終わった後で、そのエピソードを思い起こすよう求められたとき、とく
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防衛規定を定めたことの意義が強調される。前述のように、現行刑法の起草当時は、過剰防

衛の刑の減免根拠が主に行為者の興奮・動揺により説明されていた。それゆえ、第 36条第

2 項により過剰防衛行為者の精神的例外状態を斟酌する必要があると考えられていた点に、

疑いの余地はない。そして、立法者は、過剰防衛に典型的に見られる行為者の興奮・動揺を

考慮するためには、法定刑の枠内の処理や酌量減軽では足りず、過剰防衛の個別規定を設け

る必要があると考え、第 36条第 2項を設けたのだが、その要件には特定の情動の必要性を

規定しなかった1448。つまり、立法者は、過剰防衛事例において行為者が興奮・動揺するの

は一般的に観察される事柄であるから、第 1 項の行為について防衛の程度を超えたという

こと以上に、主観的な要件を追加する必要はないと考えたのである。これこそが、過剰防衛

規定に示された適法行為の期待可能性に対する立法者の態度なのであり、過剰防衛という

行為事情への包摂でもって、主観面を根拠とする責任減少は推定されているのである1449。

それゆえ、量刑を視野に入れれば行為者の具体的な精神状態も加味する必要があるにせよ、

少なくとも過剰防衛の成否については、防衛行為がその程度を超えたという事実だけを原

則として問題とすべきである。 

行為者の精神状態としては、過剰防衛に防衛の意思が必要であるか、いかなる内容のもの

                                                   

に貧弱である。たとえ、すぐ後に尋ねられたとしても、実際の原因はわかっていないであ

ろう。情動状況については、後に振り返って意識的にアクセスできる思考から得られるも

のより、情動についてはるかに多くを説明するものがある」（ルドゥー・前掲注（23）83

頁〔松本元訳部分〕）。 

しかし、あくまでも防衛行為を対象とする過剰防衛制度として重要なのは前者の情動な

のである。また、第 1の情動とこれによる行動は、より高次の情報処理を行う大脳皮質を

経由しない神経システムを通じて行われるため（遠藤（利）・前掲注（21）188-189頁、

西堤・前掲注（1435）73-74頁）、それほど個人差や文化差はないと言ってよい（ダマシ

オ・前掲注（23）191頁はこのような機構を「われわれの有機体の標準装備品」と呼んで

いる）。それゆえ、むしろ行為時の客観的な状況、つまり急迫不正の侵害の強度やその外

観を問題とするほうが、その時点に瞬時に生じた自己保存本能と結びつく情動の影響をよ

り適切に評価できるように思われる。 
1448 前述のように、「情状により」という文言を、責任減少を根拠づける行為者の精神状態

に限定する根拠はない。なお、齋野・前掲注（284）153頁は、精神状態の考慮は酌量減

軽の可能性が用意されていると指摘し、「特に過剰防衛についてのみ特別に責任減軽を設

けるだけの必要性には乏しい」とする。しかし、検討したように、立法当時の見解は基本

的には刑の減免の根拠を行為者の精神状態の考慮に求めていたのであり、そして現に第 36

条第 2項を設けたのであるから、まさしく「必要性には乏しい」とは考えなかったのであ

る。 
1449 このことは、フランス刑法における正当防衛および誘発による宥恕の認定において、

主観的要件がそれほど重視されていない点を説明する。つまり、両者の不処罰・減軽根拠

を行為者の主観面に求めるとしても、条文（旧第 321条・第 328条、現第 122-5条）に主

観的要件が定められていない以上、これを詮索することは求められないのである。このこ

とは、正当防衛の特則においてより顕著であり、客観的な事情のみが定められている条文

（旧第 329条、現第 122-6条）を形式的に充足すれば正当防衛が推定される。この推定は

侵害や防衛の均衡性の不存在によって覆されるのだが、その際にも行為者の主観面は決定

的なメルクマールとはされていない。 
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が必要であるかが問題となる。過剰防衛の刑の減免の法的性質からは、責任減少を考慮する

ためには、認識による動機づけへの影響を求める以上、少なくとも侵害の認識は必要である。

ただし、責任減少を根拠とすることだけから、侵害が急迫および（または）不正である認識

を持っていなければならないのかは、さらなる考慮が必要だろう。この点、過剰防衛に固有

の責任減少という観点で、急迫不正の侵害による動機づけを重視する本稿の立場からは、急

迫性および不正性の認識も必要であるということになる。もっとも、行為者が侵害を急迫の

ものではないという認識の下で防衛行為に出ることは、現実にはあまり考えられない。これ

に対して、侵害が不正のものではないという認識の下で防衛行為に出る可能性がある事例

として、前述の警察官の違法な行為に対する過剰防衛がある。相手方行為の不正性は、正当

防衛の正当化にとって決定的な根拠であるから、正当防衛に接続する過剰防衛における責

任減少もまた、侵害の不正性の意識または侵害の適法性の意識の不存在を必要とすると考

えるべきだろう1450。なお、急迫不正の侵害の認識を欠く場合でも、それが客観的に存在す

れば不法減少を理由とする過剰防衛の成立は妨げられない。加えて、急迫不正の侵害を構成

しているのが警察官の違法行為であるという事情から、行為の可罰性に特別な考慮が行わ

れる理論的可能性もある1451。 

次に、過剰防衛における防衛の意思の内容・性格、特に恐怖等の虚弱性情動との関係が問

題となる。前述のように、過剰防衛を基礎づける精神状態は、急迫不正の侵害の排除に直接

向かっていくものと、急迫不正の侵害の結果として生じるものではあるが、急迫不正の侵害

の排除との関連性が低いものの 2つに観念上区分される。 

まず、正当防衛の責任阻却事由的側面と関係する前者については、まさしく正当防衛を

どのような行為と見るかに左右される。すなわち、フランスにおけるアンシャン・レジー

ム期や 1810年刑法典のように、正当防衛の不処罰根拠を、急迫不正の侵害による恐怖に

基づく心理的強制とするのであれば、過剰防衛も虚弱性情動からの行為に限られることと

なるだろう。これに対して、ドイツ・フランス両国における 19世紀後半のように、正当

防衛を権利行為ととらえ、果敢な防衛行為を認めるのであれば、過剰防衛を虚弱性情動に

限定する理論的な根拠は存在しない。実際に、ドイツの判例は虚弱性情動への厳密な限定

を行っていないことが確認された。さらに、日本の規定を前提とすると、過剰防衛を虚弱

性情動からの行為に限定するのは、不要なだけでなく有害ですらある。というのも、ドイ

ツ刑法においては、過剰防衛だけに虚弱性情動の要件が定められているため、その解釈が

                                                   
1450 正当防衛の根拠を法確証原理に求める立場をとり、特に防衛の意思にそれを反映させ

る場合には、相手方の侵害の不正性の意識が必要であるのに対して、それを個人の自己保

全に求める立場をとる場合には、相手方の適法性の意識の不存在で足りるというのが自然

な結論であるように思われるが、この点について詳しい検討を行うことはできない。 
1451 たとえば、鈴木・前掲注（375）148-151頁。後述するように、本稿は、被害者の落

ち度を過失相殺のようなかたちで不法減少として評価することを否定するが、国家機関の

落ち度については、刑事責任と刑罰権が国と有罪判決を受けた者との間の関係であること

から、過失相殺と同様のかたちで斟酌される余地があると考えている。 
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正当防衛に影響する危険は無いが、日本刑法においては、防衛行為性は両者に共通する問

題であるため、過剰防衛に虚弱性情動を求めることにより、正当防衛にも同じ性格が求め

られることとなり、正当防衛の成立範囲がその主観面において不必要に限定されるおそれ

があるからである。実際に、実務を支配する正当防衛のイメージは、このような背景の下

で形成されてきたのではないだろうか。福田真希によれば、フランスにおいて正当防衛が

恩赦により認められていた時代には、「正気に戻った現在は、罪を深く悔やんでいること

を強調する必要があった」。「18世紀の人々は、自分の内面の弱さを強調し、刑を逃れるこ

とをねらった」1452。過剰防衛行為者に対しても反省・悔悟や謝罪・慰藉の措置を当然のよ

うに求めるわが国の裁判所の姿勢には、アンシャン・レジーム期に通じるものがある1453。 

次に、後者の、情動に基づく責任能力の低下と関係する精神状態についても、虚弱性情動

への限定は不要である。というのも、当然ではあるが、責任無能力者および限定責任能力者

は虚弱性情動から行為するわけではないからである。このことは、ドイツにおいて、過剰防

衛を期待不可能性により根拠づける見解が、それでは虚弱性情動への限定を説明できない

として批判されたことからも明らかである。もっとも、急迫不正の侵害と直接関係する興

奮・動揺である必要はあるので、たとえば、もっぱらそれ以前の憎悪の爆発や飲酒酩酊など

の理由から行動の制御を失ったと明確に評価できる場合には、この側面からの責任減少に

基づき過剰防衛を認めることはできない。この点では、過剰防衛が一般的な宥恕規定ではな

い以上、ドイツ刑法第 213 条前段で言われるように、誘発と殺害行為との間に「動機心理

的連関」があればよいという程度では足りず、侵害と過剰防衛行為との間により密接な関係

がなければならない。しかし、このことは虚弱性情動への限定とは関係ない。たとえば、侵

害の完全な終了後、いまだまったく差し迫っていない再度の攻撃への恐怖から行為を行っ

た者に対しても、同じように、もとの急迫の侵害と直接の関係が認められない限り、過剰防

衛を認めるべきではない。 

なお、虚弱性情動からの行為は、強壮性情動からのそれに比べて予防の必要性が少ないた

め、優遇を受けるに値するという理解についてここで検討を加える。ドイツ刑法第 33条に

おける結論を繰り返すと、まず、虚弱性情動からの行為も、実際には、武器を携えて軽率に

正当防衛状況に入り過剰に反撃して重大な結果を生じさせる場合が少なくないので、予防

の必要性が少ないとは言えない。また、強壮性情動からの行為に予防の必要性があるのであ

れば、虚弱性情動が加わったとしても予防の必要性はなお残るから、両者の併存を認めるド

イツの判例と適合しない。さらに、予防の必要性を考慮するのであれば、手段の危険性や結

果の重大性、規範的観点からは事前の責任の不存在に着目するほうが合理的である。最後に、

仮に虚弱性情動と強壮性情動との間に予防の必要性の点で差があるとしても、これを根拠

                                                   
1452 福田（真）・前掲注（1067）90頁。 
1453 加えて、私人の実力行使の限定を強調する安廣・前掲注（197）14-16頁のような治安

主義的な発想もこれを助長しているのだろう。いずれにせよ、立法者によって私人に認め

られた権利を制約しているという意識、憲法上の疑義が生じうる問題を扱っているという

認識は強くない。 
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に過剰防衛の成否を分けるのは、性格責任の追及につながる。以上のドイツにおける結論は、

有罪と無罪を分ける規定を前提にした批判であり、日本刑法の規定では、予防の必要性を程

度問題としてとらえることが可能であるため、確かに批判は若干緩和される。しかし、そも

そも強壮性情動の排除に合理的な政策的根拠があるのかという疑問は変わらないだろう1454。

少なくとも、過剰防衛行為が恐怖によるものか激怒によるものかを、立法ではなく裁判の段

階で区別することによって、何らかの刑事政策的な目標が達成されるようには思われない。

そして、特に性格責任の追及という点について、根本的な問題は何も変わらないということ

が強調される。検討したように、防衛の意思の認定において、裁判所はしばしば行為者の性

格・行状に言及するのだが、このような認定手法は行為者刑法へとつながる大きな危険性を

持っている。すなわち、防衛行為性の判断が、裁判官の抱く「品行方正な防衛行為者」のイ

メージに該当するか否かによって決定される危険性を持つ。たとえば、遠藤邦彦は、事後的

時間的過剰について、「急迫不正の侵害を惹起した者の法益保護の必要性は、急迫不正の侵

害終了後も、後述する防衛事象的性格が継続する限度では、なお低下していると考えること

は可能であるから、急迫不正の侵害が終了すると、違法性の減少が一切認められないという

ものでもないであろう」1455として、正当防衛と過剰防衛の防衛事象的性格を不法の面で混

交する理解を示している。このように、日本において防衛行為性は正当防衛も過剰防衛も同

じなのであるから、予防の必要性を根拠に過剰防衛の成否を決することは、同じ根拠で正当

防衛の成否を決することにつながりかねないのである。 

以上のことから、過剰防衛を虚弱性情動からの行為に限定する根拠は一切存在しない。

日本の判例の検討から明らかとなったように、正当防衛・過剰防衛における行為者の主観

面は、不処罰または刑の減免の付与という結論の言い換えにすぎなかった。そして、真の

基準である事案の全体的評価は、過剰防衛行為に刑の免除を認めた場合にも攻撃的心情が

                                                   
1454 客員研究員として日本で研究を行った経験のある心理学者の TSYTSAREV によれ

ば、「過去 15年間に公表された一連の研究において、感情としての怒りと行動としての攻

撃との間の分別がなされたばかりでなく、怒りに攻撃行動が伴うことも伴わないこともあ

り、普通の人より「怒りやすい」と見られている人々の大部分が、彼らの怒りと暴力的傾

向を転換させる適切な方法を見つける能力があるために、暴力的犯罪のうち僅かだけが

「暴力的な個人」によって犯されたことも、明らかになった」。「他方で、有罪判決を受け

た殺人犯人たちは、他人との付き合いにおいて、大部分は暴力的ではない。一定の形態の

道具的な攻撃（怒りを伴わない攻撃）が、さまざまな類型の暴力的犯罪に関して、認めら

れる」（ツィツァリョフ・前掲注（988）124頁）。 

 また、虚弱性情動が優遇に値するという点については、具体的に事例を見ると必ずしも

そうは言えない危険な行為が多いこと、一般論としても、恐怖や驚愕が優遇に値するか否

かは、行為の内容と状況に完全に依存するということが想起されなければならない。たと

えば、窃盗が、「驚愕して」、逮捕を免れるために暴行に出ても（第 238条）、飲酒運転で

死傷事故を起こし、「恐怖から」、アルコールの影響の有無・程度の発覚を免れるためにそ

の場を離れても（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第 4

条）、その合理性はともかく、決して優遇されることはないだろう。 
1455 遠藤（邦）・前掲注（241）148頁。 
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言及されていたように、必ずしも行為者の情動の側面で限定を行っていない。行為責任に

直接関係する行為時の精神状態が、行為前後の一般情状と混和されているのではないかと

いう疑念も呈されるが、攻撃的意思・心情を行為者の不利に強調しているわけではないと

いう点は、肯定的に評価されるべきである。  

 

5.1.2.4. 盗犯等防止法第 1条の位置づけ 

盗犯等防止法第 1 条については、第 1 項と防衛行為の相当性の関係、第 2 項と「宥恕す

べき事情」および過剰防衛との関係が問題となる。 

 本稿で確認された立法時の当局の考えでは、第 1 項所定の要件を形式的に充足すること

に加えて、さらに「やむを得ずにした」または防衛の相当性といった新たな要件を付加する

ことは予定さていなかった。これに対して、現在の判例および通説は、第 36条第 1項の要

件としてのそれよりも緩和された防衛の相当性を求める（限定拡張説）。確かに、立法当時

の旧憲法と現行の日本国憲法との間には、個人の生命・身体の尊重について根本的な価値観

の相違があると言えるため、第 1 項の要件が形式的に充たされれば、常に正当防衛権が認

められ、相手方は反撃が許されないという事態には、躊躇を覚える。しかしながら、限定拡

張説の解釈に対しては、罪刑法定主義に違反するという批判がある上、このような限定を加

える根拠が明らかでないという問題がある。すなわち、限定拡張説の根拠としては、「防衛

行為における相当性の原則とは、違法性阻却事由としての性格から正当防衛に内在する制

約・限界を一般的に表現したものである。その意味の相当性が盗犯等防止法 1 条 1 項の場

合にも必要であることは、それが違法性阻却事由としての正当防衛を規定している以上、否

定することはできない」1456という説明がなされるが、確認したとおり、当局はまさしくそ

のような限定は必要でないとして本条項を規定したのであるから、むしろそのような正当

防衛の理解自体が、立法者のとるところではないのである。それゆえ、本条項の合理的解釈

は、正当防衛ないし違法性阻却事由の本質以外の理由でなされる。 

 以上のことから、本条項は可罰的違法性阻却事由と理解されるべきである1457。つまり、

本条項を形式的に充足する場合であっても、刑法典第 36条第 1項の正当防衛に該当しない

場合については、いまだ相手方には保護の必要性があり、正当防衛権の行使を受忍する義務

は生じず、一定の反撃の余地を認めるという解釈である。そうすると、実質的には、本条項

を不処罰の過剰防衛と理解することになる。確かに、「刑法第 36 条第 1 項ノ防衛行為アリ

                                                   
1456 内藤・前掲注（18）395頁。 
1457 なお、可罰的違法性という概念については、本稿で検討を加えることはできない。こ

れを認めない場合には、責任阻却事由ということになるだろう。確かに、要件に主観的な

メルクマールが含まれていない点で責任阻却事由には見えにくいが、第 1項所定の要件を

充たす事例が緊急状況であり、減少した不法を前提とすると適法行為の期待可能性がなく

なっていると推定することは、十分に可能である。もっとも、一方で、第 1項所定の状況

を錯誤し、第 2項の恐怖等が認められない場合に、過失犯として扱う余地を残しておくほ

うが望ましいと思われるため、やはり可罰的違法性阻却事由と考えるべきであるように思

われる。 
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タルモノトス」という条文からすると、立法者が本条項の行為を通常の違法性阻却事由とし

ての正当防衛として定めたという事実に疑いはない。しかし、たとえば、1851 年プロイセ

ン刑法典第 41 条第 3 項の過剰防衛は、「正当防衛と等しくみなされる」という規定であっ

たが、正当防衛とは異なり単なる帰責性阻却事由と理解されていた。また、緊急避難の不処

罰の法的性質をめぐる議論において、第 37条第 1項の「罰しない」が、違法性阻却事由と

責任阻却事由または可罰的違法性阻却事由などと、同時に複数の性質のものとして解釈さ

れうること自体については、法的に異論はないように思われる。それゆえ、「刑法第 36条第

1項ノ防衛行為アリタルモノトス」というのは、不処罰という法効果を示すにとどまるとい

うことになる。 

また、これを可罰的違法性阻却事由とすることには、相手方の保護のほかにも、以下の根

拠がある。第 1に、本条項の行為を可罰的違法性のない行為と理解することによって、刑法

第 36条第 1項の通常の正当防衛との関係が明確になる。というのも、本条項の行為が刑法

典中の正当防衛とまったく同じ意味で不処罰であるのなら、「今更、解釈的規定を以て具体

的適用を明確にするといふことは、ナンセンス以外の何ものをも意味しない」1458という立

法当初の批判が妥当するからである。それゆえ、本条項は正当防衛権そのものを定める規定

ではなく、あくまでその行使を容易にするため、その周辺の行為を政策的に不処罰とした規

定と理解される。また、本条項は一見すると特別規定であるにもかかわらず、「強盗が現に

暴行強迫の手段を用ふる場合の如きは本法に依ることを要せず刑法第 36条の規定に依るの

で十分である」1459という当局の説明からは、むしろ第 36 条の正当防衛との関係では補充

規定であるとされていることがわかる。法効果が同じであれば、要件が詳細な規定を優先し

て適用するのが通常であるように思われるため、本条項の不処罰の法的性質を、正当防衛よ

りも効果の弱いものにするほうが自然だろう。加えて、違法性阻却事由の本質が相当性要件

を要求するのであれば、それを定めていない本条項は違法性阻却事由ではないと反対に考

えることができる。最後に、正当防衛の特則を定めるフランス刑法典第 122-6 条をめぐる

議論においても、正当防衛（不成立）の立証責任を検察官に求めつつ、この規定の意義を失

わせない解釈として、「正当防衛の状態において行動したものと推定される」第 122-6条の

行為を、特別に不処罰となる過剰防衛の事例とする RASSATの少数説がある1460。また、旧

刑法の下でも、富井正章は、正当防衛の特則を定める第 315 条を「正当防衛ニ非サル一種

ノ不論罪ヲ規定シタル者」1461と位置づけ、同じような主張をしていた。さらに、ドイツに

おいても、憲法上の生命の尊重の要請と行為者の正当防衛権の確保を両立させる手立てと

して、正当防衛による不処罰の一部を過剰防衛に移すという BERNSMANN の見解がある

1462。それゆえ、本条項を可罰的違法性阻却事由と理解することには、十分な合理性がある。 

                                                   
1458 瀧川・前掲注（150）218頁。 
1459 泉二・前掲注（146）31頁。 
1460 RASSAT, op. cit. (note 1078), p. 401. 
1461 富井・前掲注（139）216頁。さらに、岡田・前掲注（138）774-775頁。 
1462 BERNSMANN, a.a.O. (Anm. 763), S. 324-325 
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以上の理由から、可罰的違法性阻却事由を定める本条項の適用には、実質的違法性や正当

防衛の本質から導かれるとされる、防衛行為の相当性といった文言にない制限は必要では

ない。その適用範囲は、あくまで各要件の厳密な吟味を通して統制される。確かに、可罰的

違法性阻却事由と解するとしても、形式的に第 1 項の要件を充たせば不処罰となることに

変わりはない。このこと自体に問題があると考えるのであれば、立法的解決を主張すべきで

ある1463。 

 盗犯等防止法第 1 条第 2 項については、これを責任阻却事由とする判例・通説の理解に

異論はない。ここでは、規定にない「宥恕すべき事情」を求めるのかという問題と、客観的

に第 1 条所定の危険が実際にありこの点につき誤信がない場合にも適用があるのかという

問題がある。まず、後者に関しては、本稿の理解からは、第 1項の危険が実際にある場合に

はこれが認められるので、第 2項は問題とならないことになる。反対に言えば、この問題が

生じているのは、第 1 項の要件を形式的に充足するにもかかわらず、その適用を認めない

からである。 

 次に、「宥恕すべき事情」については、これに関する判例の理解が確認されるべきである。

検討したように、判例は、「宥恕すべき事情」を、第 2項に付加すべき独立の要件としての

特定の事情を要求しているのではなく、事例全体の性格が宥恕に値するものでなければな

らないとしている。このような限定は一定の合理性を持つように思われる。なぜなら、前述

のように、現行憲法の下では個人の生命・身体の価値は高められており、現実に行為者に対

する危険が存在しない場合にまで広く不処罰を与えることを容認する立場にはないものと

考えられるからである。ただし、事例が全体として宥恕に値するか否かという基準はあまり

にも漠然としているため、第 1 項所定の危険の誤信または恐怖・驚愕・興奮・狼狽の強度

が、不処罰に値する程のものかを問うべきであろう。そうすると、相手方がまぎらわしく危

険な態度を示している場合や、夜間に寝込みを襲われて強度の恐怖・驚愕・興奮・狼狽が認

められる場合に、第 2 項の行為を認めることとなる。このような誤信の重大性や情動の強

度は条文に定められるところではないが、第 1 項を受けての規定であるという当局の説明

や、法効果が不処罰であるという点にかんがみ、さらに憲法的な価値観を考慮して、体系的・

目的論的解釈として許される範囲内にあるのではないかと考える。 

これに対して、山中敬一は、期待可能性がないのであれば当然に責任阻却となるため本

規定は不要であるから1464、「本規定は、まさしく、通常の意味における期待可能性がある

場合でも、盗犯等に対抗する市民の正当防衛権を広く認めようとして、過剰防衛行為等を

政策的に不可罰としたものである。その意味で、本規定もまた、可罰的責任阻却事由に位

置づけるべきである」1465とする。確かに、誤信の重大性や情動の強度が厳しく判断される

結果、適用事例がほとんどなくなってしまうという実際上の懸念にかんがみると、このよ

                                                   
1463 吉川（経）・前掲注（167）162頁。 
1464 同様の指摘として、伊藤他・前掲注（143）286頁〔中谷瑾子執筆部分〕。 
1465 山中・前掲注（289）545頁。 
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うな批判は理解できる。しかし、第 1に、期待可能性の一般理論で不処罰が基礎づけられ

るという理由で法規が不要であるのなら、実質的違法論と実質的責任論さえあれば、違法

性阻却事由や責任阻却事由もまたすべて刑法典に定める必要はないことになるだろう。一

般理論で説明できるからといって、法規が不要となるわけではない。第 2に、制定過程を

検討すると、当局の見解としては、本条項は責任無能力ないし違法性阻却事由の前提事実

の錯誤に関する無過失による不処罰を定めたものであり、すなわち広い意味で期待可能性

がない行為を定めたものであった。それゆえ、理論的には、この行為を「通常の意味にお

ける期待可能性がある場合」とすることは、法秩序が期待不可能すなわち責任非難を行え

ないと定めた行為を、責任非難が可能ではあるが政策的に不処罰とする行為に格下げする

ことであり、実質的には責任主義の射程を限定することにつながる。それゆえ、「盗犯等

に対抗する市民の正当防衛権を広く認める」という政策的観点に抵触しない限りで、様々

な制約が可能となる。たとえば、場合によっては、錯誤からの恐怖・驚愕・興奮・狼狽が

行為者においてかなり高じていても、山中の言う「正当防衛の内在的制約」（これには

「法益の著しい不均衡」が含まれる）が問題となる場合には不処罰は認められず1466、しか

もこれが責任主義に反しないということになりうるだろう。しかし、これは、責任主義の

潜脱に他ならない。それゆえ、本条項はあくまで通常の意味における期待可能性がない場

合を規定するものであり、責任阻却事由と位置づけるべきである。  

 

 

5.1.3. 小括 

以上、過剰防衛に固有の責任減少の分析と、そこから導かれる個々の論点に関する帰結を

説明した。責任減少説に対しては、「過剰防衛は、正当防衛を受けて規定されているもので、

現実に「急迫不正の侵害」の存在が必要であり、それが理論構成に反映されていない点に問

題がある」1467という批判が加えられてきた。従来の学説は、不法減少をさらに加味するこ

とによりこれが解決できると考えてきたが、そこでも、何らかの不法減少では足りず、過剰

防衛に固有の不法減少、つまり正当防衛状況の存在でなければならないということを当然

の前提にしていた。しかし、それは責任減少も同じはずである。本稿で明らかにされた、過

剰防衛に固有の責任減少は、一連の行為論などと協同して、その成立範囲や刑の量定に示唆

を与える。 

さらに、正当防衛・過剰防衛とその周辺規定は次のように整理される。まず、刑法第 36

条第 1項の正当防衛は、違法性阻却事由である。正当防衛は権利行為であるため、急迫不正

                                                   
1466 もっとも、本項は政策的に不可罰とするものであるから、正当防衛の内在的制約には

服さないとする余地もあるだろう。第 1項に関する本稿の理解はそうである。そうする

と、第 1項所定の現在の危険がないにもかかわらず、殺傷の罪責を広く問わないことが、

現行憲法における生命・身体の価値の位置づけと整合するのかという素朴な疑問のみが残

る。 
1467 山口（厚）・前掲注（375）133頁。 
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の侵害者には防衛者による正当防衛権の行使を受忍する義務があり、その限りで侵害者の

権利の法益性が否定され、防衛行為者の行為の違法性が阻却される。次に、盗犯等防止法第

1条第 1項は、可罰的違法性阻却事由である。ここでは、第 36条第 1項の正当防衛権の行

使を安固にするという政策的な理由から、第 36条第 1項の適用が認められない行為につい

て、財産・住居の侵害に加えて自己または他人の生命・身体・貞操に対する危険がある場合

に限って、相手方の対抗の余地を留保しつつ、特別にさらなる不処罰が認められる。次に、

盗犯等防止法第 1 条第 2 項は、責任阻却事由である。ここでは、同条第 1 項所定の場合に

おいて、相手方の態度により生命・身体・貞操に対する危険を誤信したことにから生じた強

度の恐怖・驚愕・興奮・狼狽により、行為者の適法行為の期待可能性がなくなることを理由

に不処罰が認められる。刑法第 36 条第 2 項は、不法・責任減少事由である。過剰防衛は、

正当防衛がその程度を超えたものであるが、防衛を行うために最小限度必要であったであ

ろう防衛行為から生じるべき法益侵害等については、法益侵害性は依然として否定される

ため、不法減少が認められる。責任減少は、一方で、行為者が急迫不正の侵害を避けるため

に行為を強いられたという点、他方で、急迫不正の侵害を受けた結果として一定の精神的例

外状態が引き起こされ、その影響の下で行為したという点を根拠に認められる。過剰防衛行

為の中にも、大きな不法減少・責任減少が認められ、刑の大幅な減軽または免除に値する行

為と、小さな不法減少・責任減少、または、不法減少と責任減少の片方のみが認められ、刑

の減軽の付与について他の事情のさらなる吟味を要する行為がある。以上のように、正当防

衛・過剰防衛の周辺規定は、体系的に 1つの制度を形成しているのである1468。 

 行為の刑法上の評価も、基本的には法効果の強度に従って上の順番で行われる。すなわち、

まず行為が刑法第 36条第 1項の正当防衛と認められるか否かが問われ、認められない場合

には盗犯等防止法第 1条第 1項の吟味が行われ……、最後に第 36条第 2項の過剰防衛と認

められるか否かが問われる。それゆえ、事後的時間的過剰の構成としては、安田拓人の示す

前述の第 2の構成が採用されることとなる。すなわち、行為につき分析的に判断し、正当防

衛が認められる部分には正当防衛が認められ、これが認められない行為につき、さらに過剰

防衛が認められる部分には過剰防衛が認められるのである。各行為の細分化は、社会的観点

から 1つの行為と観察されうる限り分析される。したがって、理論的には、事後的時間的過

剰防衛について第 1 行為が正当防衛となる場合、第 1 行為が単独で 1 つの行為と観察され

うる実体を備えていれば、これを正当防衛とすることになる。そして、切り離された急迫性

消失後の第 2 行為については、過剰防衛固有の責任減少が認められる限りで、これを過剰

防衛とすることになる。ここでは、急迫不正の侵害により一定程度行為を強いられたと言え

る限りで、急迫性の消失後も過剰防衛が認められるのである。このように考えると、第 1行

為をたとえば刑法第 36条第 1項の正当防衛行為、第 2行為を盗犯等防止法第 1条第 2項に

より責任阻却される行為と別個に評価するのは、行為の分析的評価および正当防衛・過剰防

                                                   
1468 ドイツにおいて同様の体系的整除を示すものとして、ZWIEHOFF, a.a.O. (Anm. 875), 

S. 20-21. 
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衛の制度体系からの検討の順序に極めて忠実な判断であり、最高裁昭和 34年判決が支持し

た判断の言うように「立法の目的にそわない」ものではまったくない。 

もっとも、正当防衛と区別した第 2行為に過剰防衛が認められると裁判で主張すること

は、両者の分断と連続性を一度に主張することになるので、理論的に問題はなくとも、実

際的にはかなりの立証のリスクを伴う。特に、過剰防衛事例の大部分を占める、重大な結

果が第 2行為から生じている場合には、第 1行為とあわせて全体として 1つの過剰防衛を

主張するほうが、被告人側としては望ましい場合もあるだろう。ここでは、通常であれ

ば、検察官は全体を 1つの犯罪として訴追するように思われる。そのような場合には、当

事者間に行為を一連のものとするコンセンサスが存在するとみなし、それを社会的観点か

らの行為の把握として、全体として 1つの過剰防衛を認めることが許されるものと思われ

る1469。それゆえ、犯罪論としては、第 1行為に正当防衛、第 2行為に過剰防衛または単

なる犯罪を認めるのが一貫している場合であっても、実際には、そのような 2つの行為は

社会的観点からは存在しなかったものとして、最初から違法な一連の行為があったとする

ことになる1470。 

これに対して、第 1行為から重大な結果（特に致死結果）が生じている場合には、被告

人側は（全体につき正当防衛でなければ）第 1行為に正当防衛が認められると主張するこ

とになる。要するに、裁判官は、主張された正当防衛が成立するか否かをまず判断するこ

とになる1471。最高裁平成 21年決定は、「全体的に考察して 1個の過剰防衛としての傷害

罪を認めるのが相当」であるから、第 1行為について正当防衛が成立する点は有利な情状

として考慮すれば足りるとした。しかし、正当防衛が認められないから過剰防衛となりう

るのであって、一連の過剰防衛が認められるから第 1行為が正当防衛とならないという判

断は、倒錯的である1472。「適法と評価できる行為までもあえて処罰の対象とすることにつ

                                                   
1469 このような配慮として、橋爪・前掲注（8）114-115頁。なお、このような観点は、刑

法の行為規範性を強調する立場（特に行為無価値論）とは相容れないだろう。 
1470 この場合には、構成要件該当性の段階で一体化された行為が、違法性、責任の段階で

も分断されることなく通過すると考えることになる。 
1471 この点については、「正当防衛か過剰防衛か」という問題設定を行ってきた学説にも批

判されるべき点がある。たとえば、津田・前掲注（433）50-114頁は、正当防衛と過剰防

衛との限界を、「過剰防衛の判断基準」という論題のもとで扱っている。しかしながら、

行われるべき判断は、「正当防衛か否か」、正当防衛でない場合に「過剰防衛か否か」であ

って、「正当防衛か過剰防衛か」ではない。正当防衛の各要件の吟味に先立って、事案が

全体として正当防衛と過剰防衛のどちらに見えるかを直感的に判断する裁判所の手法を招

いていたのは、「正当防衛か過剰防衛か」という問題設定ではなかったのだろうか。喧嘩

闘争については、内藤謙が、「正当防衛の成否を論ずる以上、まず、刑法 36条の要件が問

題にされなければならない」（内藤謙「判批」団藤重光編『刑法判例百選』（有斐閣、

1964）33頁）という指摘を初期から行っていた。 
1472 本稿は、一連の過剰防衛論自体を検討するものではないので、その問題点のみを指摘

する。成瀬・前掲注（192）63-66頁は、「ある行為につき犯罪の成否を論じることは、そ

の行為につき刑罰を科すことの可否を問うことに他ならないことに照らすと、刑法的評価

の対象となる行為の特定の問題を、刑罰による責任追及の対象となる行為の特定という観
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いては、それをどう正当化しようとしても疑問を払拭することはできないように思われ

る」1473。それゆえ、正当防衛行為は罪とならないのであるから、罪となるべき事実ではな

く犯行に至る経緯の最後に表記されるべきであろう1474。ドイツとフランスの現状からも明

らかになったとおり、正当防衛・過剰防衛とその周辺領域の行為は、個別規定への包摂

と、最後に置かれている一般的な減軽規定による捕捉という段階的考察を通して、合理的

に処理が可能なのである。  

                                                   

点から捉える全体的考察の発想は理論的に正当なものであり、全体的考察こそが、刑法的

評価の対象となる行為の本来的な特定方法であるというべきであろう」という前提から、

「一連の行為が全体として 1個の評価対象として特定された場合、行為全体が刑法的評価

に付されるのであって、その一部を構成するにすぎない個別の行為を独立に評価すること

はできないと考えるべきであろう」と結論づける。 

このような理解の背景には、分析的評価の基礎は法益保護という刑法の機能にあるとい

う前提がある（同 61頁）。しかし、分析的評価の理念的基礎は、法益保護機能ではなく、

正当防衛は罰しないという第 36条第 1項から導かれる国家刑罰権の行使の制約という、

人権保障機能にある。それゆえ、被告人側から特定の行為について正当防衛の主張があっ

たならば、その行為が第 36条第 1項の「行為」とは言えないということが証明されなけ

ればならない。もちろん、行為の細分化には社会的観点からの制約があるが、最小限「行

為」と呼べる実体を持った行為であれば、第 36条第 1項の「行為」となる資格がないと

は言えない。そして、第 36条第 1項の要件が欠ける場合に、初めて第 2項が問題となる

のである。これらのことは、検討の順序としてきわめて常識的であるし、「刑罰による責

任追及の対象となる行為の特定という観点」からも問題なく認められる。刑法の保障機能

から基礎づけられる分析的評価、つまり正当防衛の主張をおよそ無視することは、憲法第

32条の裁判を受ける権利または第 37条第 1項の裁判所の公平の観点から疑問であるし、

正当防衛を認めつつその全体について責任を問うことは、同第 39条「実行の時に適法で

あつた行為……については、刑事上の責任を問はれない」に正面から反するのではないか

という懸念すら生じうる。また、つとに指摘されている点ではあるが、一連の行為と構成

することにより、結果が生じた行為を特定できない場合にもその刑責を問うことは、「無

罪推定の原則」との関係で問題がある。刑法の機能の観点からも、全体的評価を貫徹する

ことによって法益保護機能がどれだけ実現されるのかがまったく不明であるのに対して、

分析的評価を行えば、正当防衛の成否のいずれの結論をとっても、主張に対する判断を行

うことで保障機能はその場で実現されるのである。 

それゆえ、第 1行為が重い結果を生じさせた正当防衛行為である（という主張がある）

場合、裁判所は、正当防衛を認めてこれを罪責から除外するか、第 1行為はおよそ行為と

いう実体を備えていないとして第 36条第 1項の適用を正面から否定するか、いずれかの

結論を示す必要があり、「一連の行為が全体として 1個の評価対象として特定された場

合、行為全体が刑法的評価に付されるのであって、その一部を構成するにすぎない個別の

行為を独立に評価することはできない」という趣旨の判断をすることは許されない。 
1473 山口厚「判批」刑事法ジャーナル 18号（2009）84頁。 
1474 その意味では、アイロンコードを被害者の首にかけて引っ張り倒した行為までを「本

件に至る経緯」に記載し、それ以降の首絞め行為を「罪となるべき事実」とした前掲大阪

地裁判決昭和 43年 11月 22日判タ 233号 194頁の判示の方法は参考となる。同じよう

に、たとえば一連の首絞めについて、相手方の抵抗がある程度強かった（つまり急迫不正

の侵害が継続していた）時点までの必要・相当な行為を正当防衛として「経緯」に、抵抗

がなくなってからの行為を過剰防衛として「罪となるべき事実」に記載することも可能な

のではないか。 
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5.2. 期待可能性論の展望――過剰防衛の枠外の問題への展開 

 

 

5.2.1. 誤想過剰防衛 

「過剰防衛による刑の減免根拠」とされる議論は、従来、誤想過剰防衛の処理を念頭に置

いてきた。そこで言われてきたところによれば、誤想過剰防衛に対して、第 36条第 2項を、

責任減少説は適用し、不法・責任減少説は準用し、不法減少説はそのどちらも認めないとい

うのが原則的に導かれる帰結であるとされた。しかしながら、前述したように、過剰防衛の

根拠を責任減少にあたる事実に求めることは、必ずしも誤想過剰防衛への第 36条第 2項を

導かないのであり、それは、不法減少説が、何らかの意味での不法減少を基礎づける事実が

あれば第 36条第 2項を適用できると言わないのと同じである。本稿は、誤想防衛は過剰防

衛ではないと最初に定義したので、議論の混同を避けるために、以上の過剰防衛の検討では

なく、一般的な期待可能性判断の一種として誤想過剰防衛を検討する。 

 本稿では、過剰防衛固有の責任減少の根拠は、一方で、行為者が急迫不正の侵害を避ける

ために行為を強いられたという事実、他方で、急迫不正の侵害を受けた結果として一定の精

神的例外状態が引き起こされ、その影響の下で行為したという事実の 2 点に求められると

結論づけられた。急迫不正の侵害を欠く誤想過剰防衛の事例では、侵害が客観的には存在し

ないため、行為者の行為は、現実に「急迫不正の侵害を避けるために強いられた」という側

面を持たず、単に類似の精神状態が認められるにすぎない。それゆえ、行為者の精神状態の

問題ではない前者の側面は、誤想過剰防衛には認められないため、責任減少としても過剰防

衛と誤想過剰防衛とは区別される。このことは、精神障害でなければ第 39条が、14歳未満

でなければ第 41条が適用できないことと同じである。このような責任阻却・減少事由の意

義の分析は、当該規定の制度趣旨という期待する国家の観点を責任判断に読み込む期待可

能性論の特長である。すなわち、期待する国家・法秩序と期待される個人・行為者の双方の

視点を責任判断で考慮する期待可能性論の枠組みでは、前者の立場が、法定の責任阻却・減

少事由おいては優位に立つのであり、行為者の個別事情に配慮しつつ、あくまでそれぞれの

規定の制度趣旨を反映させた条文解釈が行われるのである。したがって、責任減少説を主張

する場合であっても、急迫不正の侵害によって行為が強いられたとは言えない誤想過剰防

衛に対して、第 36条第 2項を直接適用することはできない1475。 

ただし、従来の責任減少が主張してきたように、行為者の精神状態に着目すると、誤想過

剰防衛行為者にも、過剰防衛行為者と同じような興奮・動揺が認められる場合はあるだろう。

それゆえ、責任減少があれば過剰防衛の成立に十分であるとする本稿の立場からは、誤想過

剰防衛に対しては、責任主義の要請から、第 36条第 2項の準用は可能であるということに

                                                   
1475 佐伯（仁）・前掲注（274）165-166頁参照。 
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なる。誤想過剰防衛について第 36条第 2項を適用・準用し、刑の減軽を認める見解に対し

ては、事例相互の間の評価の不均衡が指摘されてきた。代表的な論者として、曽根威彦は、

「誤想過剰防衛に刑の減免を認める場合の実際上の問題点は、防衛の程度を超えていない

典型的な誤想防衛において刑の減免が認められないこととの間に不均衡が生ずることであ

る。また、過失の過剰防衛と対比した場合、急迫不正の侵害の点についても誤認があること

からより責任の重大と思われる誤想過剰防衛にも、過失の過剰防衛についてと同様に刑の

減免を認めてよいか、という問題もある」1476。このような批判を受けて、第 36 条第 2 項

の適用・準用を認める見解も、急迫不正の侵害の誤想に過失がある場合には、故意の誤想過

剰防衛行為についてその過失犯の刑よりも軽く処罰することはできないなどとする「均衡

論」が展開された1477。これに対しては、以下のように反論される。まず、前提として、過

剰防衛の事例において第 36条第 2項を適用して刑の減免が認められることは、それほど多

くないという点を確認しておく必要がある1478。つまり、過剰防衛であっても、具体的な個

別事例ごとに第 36条第 2項を適用するか否か別途検討されるのであって、同じ処理を誤想

過剰防衛においても行うことを拒む理由はない。確かに、不法減少の認められない誤想過剰

防衛行為については、責任減少が認められるにとどまる、刑の減免に値しない行為も少なく

ないだろう。しかし、これは個別事例について事実上そうなるだけであり、理論的な帰結で

はない。典型的な誤想防衛との不均衡については、これにも同様の精神状態が認められる限

り第 36 条第 2 項を準用することで解決される1479。誤想防衛と過剰防衛は関係がないと反

論されうるが、準用が一般に肯定される誤想過剰防衛もそもそも過剰防衛ではない。また反

対に、本稿冒頭の定義で触れたとおり、誤想防衛は外延的過剰に概念上整理されることもあ

ったのである。いずれにせよ、重要なのはそれぞれの事例で責任（有責な不法）に応じた刑

罰を言い渡すことなのだから、抽象的な均衡論を論じる意義はあまりないだろう1480。 

 ところで、仮に過剰防衛行為者と誤想過剰防衛行為者がおり、両者の精神状態がまった

く同じであったとして1481、両者の犯罪論上の責任（非難可能性つまり不法を含まない狭義

                                                   
1476 曽根・前掲注（382）12頁。同様に、岡野・前掲注（375）118頁。さらに、不法減

少説に立ち準用を認めないものとして、町野・前掲注（385）52-54頁、山本（輝）・前掲

注（386）56頁。なお、本稿では故意と違法性の意識またはその可能性に関する議論に立

ち入ることはできない。以下では、違法性阻却事由前提事実の錯誤は故意を否定するとい

う結論を前提に叙述を進める。 
1477 内藤・前掲注（18）380-382頁、平野（龍）・前掲注（1）247頁など。 
1478 岡本・前掲注（297）260-262頁。 
1479 ドイツの議論においても、誤想過剰防衛に第 33条が適用・準用可能であると言われ

る場合、誤想防衛も当然に不処罰であることが前提となっているように思われる（vgl. 

BAUMANN=WEBER=MITSCH, a.a.O. (Anm. 653), § 23, Rn. 47-49; JAKOBS, a.a.O. 

(Anm. 673), 20. Abschn., Rn. 33; ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 2, Rn. 94-96）。 
1480 井上（宜）・前掲注（6）265-266頁、西田・前掲注（353）185頁、松宮・前掲注

（6）150-151頁。 
1481 両者の精神状態が同じであるためには、前述の心理学的考察からすれば、侵害に対す

る無意識的な反応としての情動が認められるような状況が必要である。それゆえ、事実
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の責任）評価に差異をつけることを、期待可能性論の観点から説明できるだろうか。期待

可能性判断の標準における国家標準説の立場からは容易である。すなわち、過剰防衛に固

有の責任減少が特別に考慮される理由は、過剰防衛行為が急迫不正の侵害者に対して行わ

れるからである。安田拓人は、このことを過剰避難との関係で指摘している。「立法者

は、違法な侵害の被害者を、他の正当化事由における行為者より優遇しており、正当防衛

が緊急避難より正当化される範囲が広いのと同様に、過剰防衛においてもより有利な扱い

がなされてもよいとの価値判断は十分に成り立ち得よう」1482。この理は、基礎となる正当

化される行為を欠く誤想過剰防衛には、一層妥当するであろう。これに対して、行為者標

準説からは、「両者の精神状態がまったく同じ」ということを前提とする以上、両者に差

異を認めることはできない。それゆえ、責任の側面では両者は同じであり、第 36条第 2

項は、確かに誤想過剰防衛に直接適用される規定ではないが、原則として準用されるとい

うことになる。私見は、個別行為責任主義を貫徹するために行為者標準説を採用すべきで

あると考えるため、後者の立場である。確かに、行為責任について、過剰防衛のほうが誤

想過剰防衛よりも有利に評価されることは事実上考えられ、法秩序の立場が規定の有無に

表面化しているため、その評価が法的に許されないわけでは決してない。しかし、個別行

為責任主義は、伝統的に現行法を指導する役割を果してきた。また、相手方に違法性のな

い誤想過剰防衛に対して、典型例において同じく相手方に違法性のない過剰避難規定では

なく、相手方に違法性のある過剰防衛規定の準用を論じるのは、行為者の主観面が正当防

衛または過剰防衛だからである。この点では、すべての見解が行為者を基準として規定の

適用・準用の可否を論じている点に注意が必要である。本稿の立場としては、過剰防衛と

誤想過剰防衛との差異は不法の側面に現れれば十分であり1483、責任の側面では判断の個別

化を徹底させ、当該行為者が所与の事情の下で適法な行為に出ることが可能であったかを

判断すれば足りると考える1484。 

                                                   

上、被害者がかなり紛らわしい攻撃的態度をとっており、学説上「急迫不正の侵害の誤認

について過失のない場合」と整理される誤想過剰防衛に限られるだろう。この観点から

は、均衡論が援用するところの（内藤・前掲注（18）380-381頁、平野（龍）・前掲注

（1）246-247頁）、この事例が過剰防衛行為者の責任と同じであるという理由づけは、結

論的に一理あるものであった。ただし、問題となるのは誤認についての過失の有無ではな

く、とっさの回避行動を取らせるような挙動が被害者にあったか否かであるので、やはり

均衡論の主張するような分類を採用することはできない。 
1482 安田・前掲注（401）264頁。 
1483 防衛の意思を不法減少としなければ、誤想過剰防衛には不法減少が認められないの

で、過剰防衛と同じ責任減少は認められるが法定刑を切り下げるほどのものでなければ準

用は求められない。 
1484 前述のように、法律上の刑の減軽として過剰防衛が定められている以上、誤想（過

剰）防衛と過剰防衛との間に差異を設けるのは、むしろ立法者の立場でもある。それで

も、現行法上量刑について広い裁量を与えられていることからしても、立法者の一般的な

期待を、裁判官が個々の事例において行為責任主義に合致するように修正することは、政

策的考慮とは異なり、決して裁判所の役割に反することではない。 
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一般論として行為者標準説を退ける佐伯千仭は、期待可能性に関係する事情の錯誤につ

いても、「行為者の主観的精神状態は、真にその事情がある場合と同様であり、責任非難

は正にそのような主観的状況そのものに基礎づけられるのであるから、その事情がある場

合と同様に、責任の減軽・阻却を認めるべきである」1485としているが、当該事情が客観的

にある場合とない場合とで、法秩序の期待は同一であると考えていたのだろうか。同じこ

とは、「行為者の責任という観点からすると誤想した場合も現実に存在した場合と同じ責

任しか問うことはできない」1486とする平野龍一にも問われる。  

 

 

5.2.2. 期待可能性論への示唆 

以上、過剰防衛について従来論じられてきた点について本稿の立場を示した。いまや、過

剰防衛論の期待可能性論に与える示唆が問題となる。ここでは、過剰防衛という個別・具体

的な問題から、期待可能性論という一般・抽象的な問題への意義を導き出すものであるため、

多少の飛躍は避けられない。さらに、期待可能性の一般理論のためには、当然、責任能力、

故意・過失、違法性の意識またはその可能性といった他の責任の要件に関する考察が不可欠

である。しかしながら、期待可能性論の理論的深化のためには、手探りの議論を行うことに

も一定の意義はあるだろう。 

期待可能性判断を考察するにあたっては、観察者として期待可能性判断の標準をどのよ

うに発見するかという外的視点の問題と、判断者として期待可能性判断の標準をどのよう

に定めるかという内的視点の問題を区別する必要がある1487。すなわち、前者では、期待可

能性の有無・程度の判断にかかわらない第三者が、他の者が行っている期待可能性判断の傾

向や構造を観察することが問題となるのに対して、後者では、まさしく判断者として行為者

の期待可能性をいかなる基底・基準から検討するのかが問題となる1488。 

 

5.2.2.1. 外的視点からの期待可能性論 

5.2.2.1.1. 期待可能性が問題となる行為類型の把握――「被害者の落ち度」との関係で―― 

 これまで見てきたように、過剰防衛においては、被害者が急迫不正の侵害者であるまたは

                                                   
1485 佐伯＝米田・前掲注（5）303頁。 
1486 平野（龍）・前掲注（1）246-247頁。 
1487 内的視点と外的視点の区別については、田中（成）・前掲注（345）16-21頁参照。な

お、本稿の外的視点は、田中の言う法実務の意味を認知的に解明する「距離をおいた内的

視点」にほぼ対応するが、判断者としての内的視点と対置する意味で、端的に外的視点と

いう言葉を使う。 
1488 なお、本稿と同趣旨であるかは判断できないが、西村・前掲注（378）125頁は、「ひ

とつ注意しておきたいことは、この領域に責任阻却事由といわれるもの――とりわけ期待

不可能を理由とする――の導入される場合に、2つのありかたを区別すべきことである。つ

まり、ある制度を一般的に説明する場合と、ある事件を具体的に評価する場合との別であ

って、これを混同してはならない」としていた。 
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侵害者であったという点が、事例の決定的な特徴となっている。たとえば、前述のように、

安田はドイツの議論を参照しつつ、過剰防衛が急迫不正の侵害に由来する点に着目して、こ

こでの責任減少の特殊性を明確化する1489。また、近年のドイツにおける過剰防衛論は、急

迫不正の侵害者の自己答責性や管轄を強調する傾向が見られる1490。さらに、フランスにお

いても、旧第 321 条の誘発による宥恕をフォートの過失相殺により説明する見解は、同じ

方向性を示すものである1491。この意味では、各国に残っている誘発による宥恕の規定の存

在は、被害者の態度は減軽付与の 1つの契機になると一般化することを許すだろう1492。日

本の裁判例としても、たとえば過剰防衛に関する最高裁 21年決定の原審である大阪高裁判

決平成 20年 10月 14日刑集 63巻 2号 15頁は、量刑の理由において、「本件は、被害者が

先に本件机を押し倒すという行為に及んだことに起因して、この急迫不正の侵害に対する

防衛行為として行われたものであるから、被害者には相当の落ち度が認められる」と判示し

ている。大阪刑事実務研究会の共同研究における坪井祐子の論稿においても、量刑を引き下

げる程度は一様でないとしつつ、被害者の落ち度が相応に考慮される点が確認されている

1493。それゆえ、「被害者の落ち度」がある場合には、法秩序からの期待が緩和され、不処罰

や刑の減免、量刑上の優遇が認められているという事実が確認される。 

 しかしながら、ドイツ刑法第 213 条前段においても述べたように、特に殺傷行為につい

て、不法の領域において被害者の落ち度を重視することには問題がある。原則を確認すると、

客観的帰属論で言われているように、行為者が直接手を下す「他者危殆化の事例においては、

行為者が結果発生を導く行為を直接行うので、まずもって彼に結果が帰属し、正犯性も物理

的な実行行為そのものによってすでに認められると一応推定される」1494。特に生命が問題

となる事例において、その保護の要請は、被害者の明示の同意に優先されうるほど絶対的な

のである。それゆえ、被害者の落ち度をそれ自体として客観的に保護の制限の理由とするこ

とはできない。このことは、被害者の落ち度が行為者に何ら影響を与えなかった場合には、

不法減少を認める必要がないことからも明らかである。それゆえ、フランス旧第 321 条の

根拠を、正義の要請から、行為の違法性評価で客観的に考慮するMARTIN-VALENTEの見

解は支持できない。これに対して、生田勝義は、「被害者側の責任で被害者である個人の保

護の必要性が減少すれば行為の社会侵害性に影響するということもありうる」。「相手を挑

発して自己への侵害を惹起してしまった被害者については、侵害を挑発したという限りで

                                                   
1489 安田・前掲注（401）264-265頁。 
1490 DIEDRICH, a.a.O. (Anm. 507), S. 192; J. FISCHER, a.a.O. (Anm. 707), S. 95; 

MOTSCH, a.a.O. (Anm. 676), S. 77. 
1491 BOUZAT=PINATEL, op. cit. (note 1117), p. 505; DONNEDIEU de VARBRES, op. 

cit. (note 1168), p. 443; GARÇON, op. cit. (note 1117), pp. 140-141; VOUIN, op. cit. (note 

1172), p. 193. 
1492 佐伯＝米田・前掲注（5）308頁も、被害者の態度を期待可能性の減少が認められる行

為事情の 1つに数えている。 
1493 坪井・前掲注（306）320頁。 
1494 塩谷毅『被害者の承諾と自己答責性』（法律文化社、2004）242-243頁 
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自ら法による保護を限定的だが放棄したとみなしうるのではなかろうか。挑発に通常見合

う侵害については刑法は介入する必要がない。しかし、その程度を超えれば刑法は介入する。

その場合の違法の程度は挑発に通常対応する分が控除されることから、挑発がなかった場

合に比べ減少する」とする1495。しかし、この「挑発に通常見合う侵害」は、せいぜい侮辱

や軽微な暴行にとどまるのであって、死亡や傷害という重大な結果不法の内容に、通常の事

例から逸脱するような変更を加えるものではない1496。山岡一信が明らかにしているように、

殺人犯罪においては、被害者側に行為への一定の誘因がある事例がむしろ多数なのである

1497。また、侮辱による返答でさえ、ドイツ刑法第 199 条1498やフランス刑法における誘発

された侮辱の刑の免除的宥恕1499のような相互侮辱に関する特別規定がない限り、またはこ

のような規定があっても、規範の評価機能を扱う不法の領域においては、それを行わないこ

とが要請されていると言うべきだろう。さらに、行為者が被害者により行為へと動機づけら

れた点を不法の領域で考慮することは、この領域で行為者の責任能力を問題とする主観的

違法論への接近を意味することになる1500。この点で、ドイツ刑法第 213条前段の故殺の減

                                                   
1495 生田勝義「挑発と量刑」前野育三＝斉藤豊治＝浅田和茂＝前田忠弘編『量刑法の総合

的検討 松岡正章先生古稀祝賀』（成文堂、2005）190-191頁。同様に、杜・前掲注（10）

39-40頁。 
1496 「挑発に通常見合う侵害」として侮辱や軽微な暴行が可罰性を欠くこととなるのも、

それらが行為の当事者間の関係を前提とすれば法益侵害性をおよそ示さない、つまり侮辱

とも暴行とも言えないか、あるいはそれ自体軽微な不法と責任減少から構成される行為責

任が当罰性の下限に達しないからなのではないか。すなわち、ここでも被害者の落ち度が

問題となっているわけではないように思われる。また、急迫不正の侵害を構成するような

誘発であれば、仮に過剰防衛が認められなかったとしても、それが不法減少と評価される

ことはあるだろう。 
1497 山岡一信が東京地検に登録された確定裁判記録を調査したところによれば、殺人犯罪

における被害者（212人）のうち、「完全に無罪な被害者」は 58人（27,4%）であり、残

りの被害者は大なり小なり犯行に寄与していた（山岡一信「被害者の有罪性」宮澤浩一編

著『犯罪と被害者――日本の被害者学――』（成文堂、1970）54頁）。なお、ここでの

「完全に無罪な被害者」とは、犯罪にまったく積極的な関与をしておらず、「例えば殺人

犯罪においては、加害者である母親の経済的窮迫などの理由によって殺害された嬰児、さ

らに、加害者である実親が親子心中を意図したために殺害された乳幼児、加害者が強盗の

目的をもち、凶器をもって被害者を脅迫したために、抵抗、防衛の余地なく殺害された被

害者などが含まれる」（49頁）。これに対して、犯罪発生の直前において、被害者の示した

行動が、加害者による加害を挑発した主要な要因である「加害者より有罪な被害者」は 77

人（36,3%）とされる。 
1498 前掲注（962）参照。 
1499 1881年 7月 29日の法律第 33条第 2項。現在では、刑法典第 R. 621-1条が、「誘発

によって行われたものでない場合」の侮辱を処罰するという消極的な規定となっている。 
1500 これに関して、葛原力三は、「被害者または第三者の落ち度は、行為者の側の故意、過

失等、即ち行為不法ないし他行為可能性が比較的小さいことを意味し得る」（葛原力三

「量刑上重要な犯行事情」フリッシュ他・前掲注（972）142頁）とする。また、松宮・

前掲注（6）145頁も、過剰防衛における被害者の落ち度を不法減少と結びつけて説明して

いる。 
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軽の根拠を、行為者と被害者との間の管轄を問題として不法減少に求める MÜSSIGの見解

は支持できない。これらの点について、坪井は、「このような考え方を押し進めれば、被害

者にも「自らの法益をみだりに危険にさらしてはならない。」という法益保持の義務を認め、

その不履行に対しては不利益を甘受すべきであるとの一種の「自己責任」論につながってい

く」としつつ、「その当否については、賛否が分かれるところであろう」と留保を付し、こ

のような観点からの法益やその要保護性の減少の考慮を限定するが1501、その慎重な姿勢は

支持できるものである。BOISSONADE の言うように、「元来何程ノ暴行ヲ受クルトモ他ニ

方法ノアルヘキニ之ヲ顧ミス直ニ怒ヲ発シ人ヲ殺傷スルハ仮令後ニ手ヲ下タストモ理直ナ

リト云フヘキ道理ヲ」1502生じさせないのであって、その不法内容は通常の犯罪行為と等し

く評価されるのである。 

 もっとも、過剰防衛事例においてよく見られるが、それに固有ではない不法減少の根拠と

なる事情として、被害者自身が法的に禁じられた行為を行い、そこから生じた重大な危険が

直接結果に実現したという事実がある。そのような事情として、典型的には、侵害者が武器

を使用し、防衛者がこれを奪取して過剰防衛に及ぶ場合がある。検討したように、裁判所は

この類型に過剰防衛を比較的容易に認めてきた。この場合の不法減少は、次のように考察さ

れる。被害者に落ち度がある一般の場合と同様に、まず原則として、最終的に行為者が直接

手を下す「他者危殆化」の事例においては、結果はあくまでも行為者に帰属される。特に、

客観的帰属論において自己答責性が問題となる「同意による他者危殆化」と異なり、過剰防

衛の事例では、行為にも結果にも一切被害者による同意が存在しないので、本来的には被害

者の態度を理由とする不法減少は認められない。他方で、同意がない場合に不法減少の考慮

が完全に排除されるわけではない。このような考慮は、典型的には被害者に特別な病的素因

がある場合に行われうる。この場合、その是非は別として、（相当）因果関係または客観的

帰属が完全に否定されない事例においても、特別な病的素因が結果実現に決定的な役割を

果すほど、結果へと現実化した危険と行為との結びつきが弱いものと評価されうる1503。そ

して、過剰防衛行為者にとって、急迫不正の侵害者が武器を使用してくるか否か、つまり現

場にそれが持ち込まれるか否かは、被害者の病的素因と同じく、それ自体は偶然の事情であ

る。これに対して、被害者は武器の持ち込み自体について通常は自己答責的である1504。加

                                                   
1501 被害者の落ち度の考慮がありうるのは、「①被害者が合理的判断ができる能力を有し、

かつ、②(a)危険を十分に承知の上で、危険な行為に参加した場合、(b)加害者に対して急迫

不正の侵害をなした場合（過剰防衛となる場合）、(c)相手側の反発が当然予見できるの

に、挑発・誘発行動をとった場合等」であるとする（坪井・前掲注（306）307-308頁）。

この「自己責任」論については、さらに、同 351頁における松田岳士のコメント参照。 
1502 内田他・前掲注（46）185頁。 
1503 前述のように、過剰防衛の事例としても、東京地裁判決昭和 42年 7月 10日判タ 213

号 198頁において、「被害者の脳血管の破綻し易い状態にあった点」が斟酌され、傷害致

死について刑が免除された。 
1504 なお、ここでの自己答責性がいかなる意味でなければならないのか、つまり、武器の

持込みが意図的でなければならないのか、責任無能力または無過失によるものでもよいの
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えて、そのような形態での武器の携行は法的に否認される態度であり、銃砲刀剣類所持等取

締法等で禁止される行為にあたる場合は特にそうである。そして、当該過剰防衛によって被

害者に生じた結果を導いたのは、確かに、偶然の事情（武器）を利用した行為者の過剰防衛

行為であるものの、それがなければ行われたであろう素手による反撃と比較すれば、行為時

の武器の存在自体が物理的な意味で重要な役割を果している点は否めない。それゆえ、通常

の犯罪においては、偶然の事情の利用は原則として行為者に客観的に帰属されるところ、被

害者が、法的に許されないかたちで、結果実現へと直結する重大な危険を持ち込んだことを

理由として、過剰防衛行為者に、過剰防衛に固有のそれに加わる、さらなる不法減少が認め

られるのである。反対に言えば、過剰防衛行為により生じた結果については、通常の事例で

は、大なり小なり被害者による危険の創出が認められ1505、被害者により創出された危険の

実現はやはり最後に行為した過剰防衛行為者に帰属されるのである。それゆえ、この観点か

らの不法減少は、あくまで限定された範囲でしか認められない。 

 したがって、被害者の落ち度の考慮は、犯罪論体系の中では責任の領域で行われることと

なる。ここでさらに問題となるのは、被害者の落ち度により行為者が行為へと駆り立てられ

たという側面と、行為者が精神的例外状態にあったという側面のどちらを責任減少の決定

的な根拠と考えるかである。この点で結論が変わるのは、行為が誘発者以外の第三者に及ん

だ場合、つまり誘発者と被害者が異なる場合である。すなわち、それ以外の事情が同じであ

るとの仮定の下、行為が被害者自身に及んだ場合と第三者に及んだ場合を比較して、前者の

ほうが行為者の責任が軽くなると考えるほど、被害者（誘発者）の落ち度を責任減少におい

て重視していることとなる。これは、わが国の刑法としては、過剰防衛と過剰避難で責任減

少に一般的な違いがあるかという問題につながる。確かに、期待可能性の国家標準説の見地

からは、安田の主張するように、両者に相違がある点を説明しうる。問題は、それにどのよ

うな法的根拠があるのかである。この点、安田は、前述のように、「正当防衛が緊急避難よ

り正当化される範囲が広いのと同様に、過剰防衛においてもより有利な扱いがなされても

よいとの価値判断は十分に成り立ち得よう」とする。しかし、第 1に、緊急避難行為は広く

第三者に及びうるのだから、本当に正当防衛のほうが正当化される範囲が広いといえるの

か疑問がある。実際に、緊急避難は公共危険犯や被害者本人のための行為、理解によっては

正当防衛により処理されない対物行為を正当化しうる。第 2 に、仮に正当防衛のほうが緊

急避難よりも優遇されているとしても、それは正当化の領域での問題であり、責任判断に法

的・理論的な影響を及ぼす事実であるのかが問われる1506。この点について、永井紹裕は、

過剰避難よりも過剰防衛の場合のほうが不法減少が大きいことを指摘し、「より減少した違

                                                   

かについて、さらには自己答責性の程度に応じて不法減少の大きさがどのように変わるの

かについて、本稿で検討を加えることはできない。責任無能力や無過失でもよいとすれ

ば、被害者の自己答責性の問題というよりも、端的に危険負担の問題と呼んだほうが正し

いのかもしれない。 
1505 山岡・前掲注（1497）54頁。 
1506 吉川（友）・前掲注（241）267頁。 
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法を認識している方が、責任が低くなる」1507とする。確かに、両者で認識した不法内容が

異なるのであれば、このような構成も可能だろう。この点は過剰防衛・避難でいかなる理由

から不法減少を認めるのかにもよるが、本稿の立場からは、過剰防衛における不法減少を基

礎づけるのは侵害者の法益性の一部否定であるのに対し、過剰避難における不法減少を基

礎づけるのは（補充性が充たされる場合には）保全法益の存在である1508。したがって、両

者の不法減少の基礎はまったく異なり、過剰避難よりも過剰防衛のほうが不法減少が類型

的に少ないとは考えないため、責任減少もまた両者の間に一般的な関係はないと理解する

1509。それゆえ、法的観点からは、両者はともに法律上の減免類型として、責任減少を基礎

づけうる一般的なそれ以外の事情よりも重視されるべきであるものの、両者の間には優遇

の大小の類型的な差はないと結論づけられる。 

 したがって、被害者の落ち度の存在は、行為者の精神的例外状態を責任減少とする事実上

の条件の 1 つとなっているにすぎないと考えるべきだろう。つまり、責任減少の直接の根

拠はあくまで行為者の主観面なのであって、被害者の落ち度は根拠というよりも条件にす

ぎず、しかも法的な条件ではなく事実的なそれにすぎないのである。この点では、坪井は、

「被害者の行動により、加害者が一過的な恐怖、驚愕、興奮、狼狽等の状態に陥らされた場

合」には、「被害者が合理的な判断をする能力があったか否かに関わりなく、加害者側の責

任が減少するために量刑が引き下げられる」。「このような責任減少は、究極的には加害者側

の内心の問題に還元できるのであり、被害者の落ち度は加害者の恐怖や興奮をもたらした

誘引としての意味しか持たない」1510としており、責任判断として正当な主張をしている。

もっとも、坪井がこの責任減少の中に過剰防衛によるものを含めている点は問題だろう。過

剰防衛においては、それが正当防衛と結びついている結果、被害者（もとの侵害者）が行為

者に過剰防衛行為を強いたという側面が、制度的な法的根拠を伴って前面に出る。これに対

し、このような基礎のない場所では、被害者の態度に社会的・倫理的に非難される面があっ

ても、法的には行為者の行為と結びつけられる根拠を持たず、行為者の責任を減少させる直

接の契機とはならないのである。 

                                                   
1507 永井紹裕「過剰避難の減免根拠と要件について（2・完）」法研論集 154号（2015）

211頁。 
1508 補充性を欠く場合には、責任減少のみを根拠に過剰避難が成立しうると考える。 
1509 永井（紹）・前掲注（1507）210頁によれば、「過剰防衛においては、攻撃者と防衛者

で、攻撃者の法益の保護が劣後し、防衛者の正当な利益を守ったことが違法減少の内容で

あるのに対して、過剰避難においては、侵害した利益と保全した利益のどちらも同等の保

護に値するものであるから、過剰防衛における違法減少よりは減少の余地が類型的に少な

い」。問題は、過剰防衛における不法減少である。ここでの記述からは、過剰防衛行為者

の保全法益が不法減少の内容を構成しているように見えるが、補充性がない場合つまり侵

害法益と保全法益が二者択一の関係にない場合に、余計に加えられたにすぎない侵害法益

から生じた保全法益を、なぜ不法減少とするのかは明らかではない。攻撃者の法益保護の

劣後からは、侵害法益が小さくなるということは導くことができても、保全法益を不法減

少として加味できるという帰結にはならないように思われる。 
1510 坪井・前掲注（306）308頁。 
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以上の理論的な帰結の正否にかかわらず、冒頭で述べたとおり、「被害者の落ち度」が問

題となる場合に、不処罰や刑の減免や量刑上の優遇が与えられやすいことは事実上確認さ

れる。それゆえ、被害者の落ち度に由来ないし関係する行為は、適法行為の期待可能性が消

滅・減少しやすい行為類型であると位置づけられるだろう。ただし、被害者の落ち度を強調

することには、看過しがたい実際上の問題がある。すなわち、被害者の落ち度を強調するこ

とは、被害者の反感を買ったり、反省の態度が不十分であると評価されたりする大きなおそ

れがある。具体例あげると、過剰防衛が認められたものの、その中では比較的重い刑（懲役

6 年）が言い渡された殺人の事例として参照した、前掲神戸地裁判決平成 16 年 4 月 28 日

LEXDB/25410574は、一方で過剰防衛であるが他方で犯行態様が悪質であることを確認し

た上で、「被害者は、被告人に暴行を加えるなどしているものの、その暴行の程度はそれほ

ど強いものではなく、被害者には殺されなければならないほどの落ち度はなかったにもか

かわらず、実の弟の手によって突然に命を奪われたものであって、結果はまことに重大であ

り、その無念の思いは察するに余りあること、また、思いもかけない成り行きから、突然に

夫、父親を失った被害者の遺族の悲しみや精神的苦痛は計り知れず、現時点では、被告人が

あまりに被害者を悪し様に言うことに対する反発も加わって、被告人に対する相応の処罰

を望むに至っていること、いまだ損害賠償はなされておらず、被害者の遺族に対する十分な

慰謝の措置も講じられていないこと」などにかんがみると、被告人の刑事責任は重いと言わ

ざるをえないと量刑の理由中で判示している。ここでは、「被告人があまりに被害者を悪し

様に言うことに対する反発も加わって、被告人に対する相応の処罰を望むに至っている」と

いう部分から、被害者の落ち度を主張することが、結果的に被告人に不利に作用しうること

が明らかとなる。特に問題なのは、被告人側は正当防衛・過剰防衛の主張を行っているので

あり、前述のとおり、判例の手法である事案の全体的評価において正当防衛・過剰防衛が認

められるためには、当事者間の「正対不正」のイメージを強化する必要があり、相手方の悪

質性をある程度主張せざるをえないという点である1511。そして、法律上の刑の減免規定で

ある過剰防衛でさえ、このような状況に陥るのであるから、それ以外の事情を根拠とする被

害者の落ち度の強調は、なおさら重大なリスクを伴う。また、被害者としても、このような

事情をめぐる主張から不利益を被るべき言われは当然ないだろう1512。それゆえ、被害者の

落ち度については、その抽象的な存否を確認することがあっても、具体的な内容やその重大

性を詳細化すべきではない。この点、仮に被害者の落ち度が不法減少をもたらすのであれば、

客観的な落ち度それ自体の法的意味が問題となるのであるから、その具体的内容や強度を

問題とせざるをえないだろう。これに対して、責任減少を基礎づける事情としては、被害者

の落ち度の有無だけを確認して、責任減少の程度は行為者の精神状態を根拠とすることも

                                                   
1511 それゆえ、一連の過剰防衛の判断と同じく、ここでも、全体的評価を直感的に行うの

ではなく、「正当防衛→過剰防衛→（考慮するのであれば）一般情状」という検討の順序

をとることが要請される。 
1512 坪井・前掲注（306）321頁。 
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可能である。このような観点からも、被害者の落ち度の不法の領域における考慮に対しては、

疑問が呈される。 

したがって、事実上も理論上も、被害者の落ち度に誘発された行為が期待可能性の減少す

る行為類型と位置づけられるにせよ、この理解の実践的意義は限られたものであると言わ

ざるをえない。結局のところ、過剰防衛の事例においてでさえ、立法者が、これを法律上の

刑の減免事由に定めることによって、そこでは行為者への適法行為の期待を緩和するとい

う態度を示しているにもかかわらず、過剰防衛を（平成 21年決定によれば正当防衛も）単

に量刑上の一事情とすることによって、裁判官が、法秩序からの期待の内容と程度を大きく

変更しているのである1513。それゆえ、法定の事由によらない被害者の落ち度に関係する期

待可能性判断についてはなおさら、法秩序として一貫した態度を求めることは困難だろう。

したがって、期待可能性論は、判断者としての内的視点が問題となる場面以外では、個々の

責任判断の分析と批判の手段となることはあっても、一義的な解を与えるという意味で実

務上の要請に応えることは、現状では困難であると言わざるをえない。 

5.2.2.1.2. 期待可能性判断の批判的検討――ドイツ刑法第 33条を題材として 

 ところで、前述のように、過剰防衛が法律上の刑の減免事由であることから、過剰防衛に

固有の責任減少の考慮は、他の一般的な責任減少よりも重視されるべきであると述べた。し

かしながら、このことは、行為者標準の期待可能性判断と矛盾するように見える。誤想過剰

防衛について触れたように、行為者標準説の立場からは、規定の有無に関わらず、行為者の

個別事情のみが問題となるはずだからである。このような結論の相違は、個別行為責任主義

を、各判断に際してどこまで徹底させるかに由来する。すなわち、責任主義だけが問題なの

であれば、常に行為者標準説を純粋に徹底すべきである。これに対して、責任主義以外にも

重要な法原理・法的価値があれば、ある判断においてこれらを考慮する結果、特定の事情が

重視されたり、反対に無視されたりすることもありうる。複数の法原理の間の衝突は、個々

の裁判においても起こるが、すでに責任阻却事由を定める法律規定の中にも見出される。こ

のような法原理間の衝突の分析枠組みとしては、正義、合目的性、法的安定性を対置する

RADBURCH の観点がある1514。この関係では、責任主義は、実質的正義の 1つの形態とし

                                                   
1513 前述のように、量刑の理由中で、過剰防衛がその他の量刑事情の一要素と形式的に位

置づけられているとしても、実質的には過剰防衛の事例では軽い刑が言い渡されているの

であり、この点に対する考慮がないわけではない。しかし、仮に過剰防衛を実質的に重視

しているのであれば、量刑理由の形式を改め、犯情の中心的事情である過剰防衛と、謝

罪・被害弁償や反省の有無とは明確に分けて書かれることが望ましいだろう。 
1514 グスタフ・ラートブルフ著（田中耕太郎訳）『ラートブルフ著作集 第 1巻 法哲学』

（東京大学出版会、1961）207-213頁。なお、ここでは、RADBURCH の用いた図式を援

用するにとどまり、「正義」、「合目的性」、「法的安定性」の内容は彼の概念規定を特に前

提とするわけではない。 

ここで想定する合目的性では、基本的に、「刑法の機能」として論じられる、行為規制

機能、法益保護機能、人権保障機能の実現、および、「刑罰の目的」として論じられる一

般予防と特別予防が念頭に置かれる。また、各規定の制度趣旨も特別な合目的性の考慮と
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て理解されるだろう1515。以下では、ドイツ刑法第 33条を題材として、批判理論としての外

的視点からの期待可能性論の可能性を示す1516。 

責任主義と同程度、あるいはそれ以上に重要な法原理として、まず、法的安定性が挙げら

れる。ドイツにおいても、法的安定性の危殆化は、期待不可能性による超法規的責任阻却を

批判する際に、真っ先に援用される根拠である1517。確かに、たとえばプロイセン一般ラン

ト法のように、「自由に行為する能力のない者には、犯罪は存在せず、刑罰も存在しない」

1518と定めて、責任の有無を、個々の事案ごとに、裁判官が行為者標準の期待可能性判断か

ら吟味することは、法的安定性の観点から避けるべきだろう。実際に、立法者は賢明にも責

任阻却事由をある程度詳細に法定し、類型的に責任が欠ける事例について、裁判官が不処罰

の判断を、直感的な判断ではなく、要件への包摂により行うように仕向けているのである。

そして、このような理解からは、法定の責任減少・阻却事由に該当する事実を有利に扱うこ

とは、十分に理由のあることである。 

                                                   

言えるだろう。さらに、それ以外の、たとえば自己目的としての応報や訴訟経済上の利益

などの加味を合目的性の考慮と位置づけることも、必ずしも排除されない。 

法的安定は、裁判において法の解釈と適用が通時的に一貫することと理解する。それゆ

え、法的安定性が損なわれるという場合には、時間的に前後して、法解釈そのものが裁判

ごとに揺れ動いたり、ある法規から見て類似の事案について、その法規により異なる処理

が行われたりする事態を指す。正当防衛・過剰防衛については、第 36条の解釈自体には

それほど変動はないので、基本的には後者の事態が問題となる。また、裁判官による法適

用の一貫性を念頭に置き、国民の遵法的態度の安定性や既判力は問題としない。 
1515 なお、このような理解は、正義をあくまで形式的にとらえる RADBURCHのもので

はないことをあらかじめ断っておく。「正義」は様々に理解される概念であるが、「ある人

にその人が値するものを帰属させること」（笹倉秀夫『法哲学講義』（東京大学出版会、

2002）114頁）という側面は、責任主義の本質的な考え方と言えるだろう。また、田中

（成）・前掲注（345）322頁が実質的正義の 1つとして参照する「功績原理」も、責任主

義と同じ側面を共有する。RADBURCH 自身は、刑罰の正当化に関する言及の中で、責任

に応じた処罰を、配分的正義と結びついた合目的性の観点から説明している（ラートブル

フ・前掲注（1514）341-342頁）。また、現在のドイツにおける積極的一般予防論は、責

任に応じた処罰の中に一般予防の実現を見出すものであり、応報を強調する見解も合目的

性を欠く理念として責任を論じているわけではない。筆者も、責任主義には、少なくとも

刑法の人権保障機能の観点から合目的性が認められると考える。しかし、ここでは、主に

一般予防・特別予防という意味での刑事政策的考慮という合目的性との対置を明確にする

ために、責任主義を合目的性と対立する原理とする。 
1516 以下の考察は、「責任主義の実現のためには、それがどのような原理と衝突しており、

どのような理由から対立原理の優先が認められているのか、その優先に根拠はあるのか、

責任主義にそのような譲歩が許されるのかといった点が、さらに検討されなければならな

い」（徳永元「責任主義における期待可能性論の意義について（三・完）」九大法学 109号

（2014）52頁）とする私見の試論でもある。 
1517 たとえば、Hans ACHENBACH, Wiederbelebung der allgemeinen 

Nichtzumutbarkeitsklausel im Strafrecht?, JR 1975, S. 493. 
1518 第 2部第 20章第 16条（足立昌勝訳「プロイセン一般ラント法第 2部第 20章（刑

法）試訳（一）」法経論集 51巻（1983）3頁）。 
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 この観点からドイツの過剰防衛論を見ると1519、不処罰範囲の強度的過剰と虚弱性情動か

らの行為への制限は、次のように評価される。強度的過剰への制限は、法的安定性の観点か

ら十分に合理的であると言えるだろう。実際に、第 213条前段においては、「その場で」の

要件を「動機心理的連関」と理解することにより、個別事例への配慮が可能となっている反

面、適用の限界は不明確となっている。同じ発想が、不処罰を効果とする第 33条において

も行われるとすると、法的安定性への重大な懸念が生じるだろう。「確かに、33条の外延的

過剰への適用可能性は、終了したまたは先行する攻撃との直接の時間的関連があるという

ことを前提とする」1520、「評価上一罪（「自然的な行為の統一」）と表現されるほど密接な関

係」1521を求めるなど限定するとしても、やはり程度問題になることは避けられない。それ

ゆえ、時間的過剰の排除は法的安定性の保障に役立つ。これに対して、虚弱性情動への制限

は法的安定性に資するのか。ROXIN のように、「しかし、虚弱性情動が行為者の動機を支

配していたということに固執しなければならない」1522とするのであれば、それぞれの判断

において、その行為者の内面を虚弱性情動が「支配していた」ことを確認しなければならな

いのだから、法的安定性に資するところはないだろう。判例は、これとは反対に、虚弱性情

動が支配的な原因であったことを求めないことにより、むしろ虚弱性情動の存在を、行為者

の内面としては適用の十分条件に近いかたちで運用している。これにより、興奮・動揺の程

度、無限の段階を持ちうるその強度よりも、虚弱性の側面があるか否かというその性質に着

目することとなる。つまり、判例はここでも第 33条につき法的安定性を確実なものとして

いるのである。 

 法的安定性以外の法原理としては、一般予防・特別予防を始めとする合目的性の考慮もま

た、責任主義と対立しうる。ここで責任と予防をめぐる議論に立ち入ることはできないが、

この 2 つが両立しないと考えても、責任阻却事由を立法する段階で、合目的性の考慮が許

されないわけではないだろう。このような考慮は、たとえば責任無能力の前提となる生物学

的要件の画定や、刑事未成年となる年齢の線引き、免責的緊急避難の適用除外の設定などに

見られる1523。すなわち、立法者が責任阻却事由を法定する際には、一般予防・特別予防の

                                                   
1519 以下の考察は、第 33条による過剰防衛の不処罰が、責任主義に関わる問題であると

いう本稿の前提に基づくものである。これに対し、現在のドイツの通説である免責事由説

（二重の責任減少説および刑罰目的説）によれば、第 33条における行為者も有責に行為

しており、ただ法秩序が非難を行わないために不処罰になっているにすぎない。このよう

な発想からは、そもそも法的安定性や次に見る合目的性と対立するような原理は存在しな

いことになる。 
1520 ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 90. 
1521 PERRON, Schönke/Schröder, § 33 Rn. 7. 
1522 ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 80. 
1523 たとえば、ドイツ刑法第 35条第 1項第 2段但書は、「危険を自ら惹起した者」にのみ

減軽を認め、「特別な法関係にある者」に対してはこれを認めない。このことは、とりわ

け、司法省の通知を受けた国防省が軍刑法との関係で減軽に反対したことに由来する（内

藤謙『刑法改正と犯罪論（上）』（有斐閣、1974）295-301頁）。この考慮は、刑の減軽の

可能性に関するものであるから、おそらく二重の責任減少事由説や刑罰目的説に立っても
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観点から不処罰を認めるべきではない（と思慮される）行為を排除するという合目的観点が

はたらきうるのである。確かに、責任主義の観点からは、このような予防という意味での合

目的性の考慮には一方で疑念が呈されるが、他方で、法秩序において一般的に重要な価値は

責任主義に限られるわけではない。ただし、合目的性の考慮は目的達成を前提として成り立

つものであるから、この観点からの不処罰の限定が本当に合目的的なのかは、常に検証され

る必要がある。また、目的刑論の現実的な困難からわかるように、合目的性の考慮は法的安

定性と緊張関係に陥りやすいことも念頭に置かれなければならない1524。 

 この観点からドイツの過剰防衛論を同じように見ると、時間的過剰の排除は、一般予防と

して、防衛行為の行き過ぎを防止するために一定の意味があると言える1525。これに対して、

虚弱性情動への限定に合目的性があるのかは、前述のように定かではない。いずれにせよ、

第 32条第 1項の被要請性のような一般条項を設けるか、あるいは、より適切なメルクマー

ルに置換されうるように思われる。なお、いずれの限定も、それが本当に合目的的であるの

か、つまり、それが排除している行為を処罰することが刑事司法の目的に資し、不処罰を認

めることが目的を害するのかについては、不断の検証が求められる。この点で言えば、合目

的性の考慮は、責任主義と相容れない要件の限定に対して、法的安定性ほど確実な根拠を与

えるものではない。 

 以上とは異なり、不処罰範囲の限定が、法原理と直接関連しない単なる情緒的・心情的な

躊躇に由来することもありうる。このような発想は、たとえば、ドイツの過剰防衛論におけ

る二重の責任減少事由説が、虚弱性情動のほうが「宥恕に値する」と限定を根拠づける際に

現れていると言えるだろう。また、JAKOBS もこの限定を「奇妙なことに、それは社会を

反映して」1526いるとしていた。ドイツ国民の法意識ないし社会の価値観にこのような発想

があるのか定かではないが、いずれにせよ、比較法的に参照に値する理由づけではない。ま

た、責任主義がそれ以外の実質的正義の構想と対立することもありうる。しかし、刑法学と

して、責任論において責任主義と同程度の価値を持つ実質的正義を想定することは、あまり

体系的ではないだろう。少なくとも、行為者標準説の観点から、個別行為責任主義と並ぶ実

質的正義を刑法理論上観念することはできない。 

 以上のように、法定の責任阻却事由では、法的安定性や合目的性への配慮が行われる。そ

                                                   

説明できないだろう。 
1524 ヴォルフガング・フリッシュ著（松宮孝明訳）「量刑に対する責任、危険性および予防

の意味」フリッシュ他・前掲注（972）8-10頁も、責任が、危険性よりも量刑上の確実な

基礎を与えるとする。また、複数の目的が競合しうることも、法的安定性の観点から看過

できない問題である。 
1525 なお、前述のように、ROXIN, a.a.O. (Anm. 14), § 22, Rn. 88は、「ある者が、必要な

程度の 2倍の強さで一撃を加えるのか（内包的過剰）、それとも、攻撃を終えさせた殴打

の後にさらに第 2のものを与えるのか（外延的過剰）は、刑事政策的観点からはどうでも

よい。等しい力の行使を前提とすれば、2つの適度な打撃は、1つの極端に過剰な打撃よ

りも、むしろ害悪が少なく、容易に許容できるものでさえある」としている。 
1526 ヤコブス・前掲注（783）64頁。 
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れゆえ、法定のそれぞれの責任阻却事由における要件の何らかの制限は、責任主義から内在

的に導かれるものではなく、それ以外の法原理の要請と見ることとなる。したがって、その

解釈も、制限が設けられた趣旨が生きるように行われるべきだろう。これまで、主にドイツ

における過剰防衛の不処罰の法的性質をめぐる議論に際して、要件の限定を説明できない

ことは、不処罰の根拠を期待可能性の不存在によって説明することの妨げとはならないと、

特に理由を付すことなく結論だけを述べてきたが、ここでその実質的な根拠が示される。違

法性阻却事由としての不処罰規定は、基本的に立法者により任意に定められることができ

る。すなわち、違法性阻却事由には、立法者の 1つの態度が評価規範として示されるのであ

り、処罰する領域も不処罰とする領域も、同一法秩序の 1つまたは複数の法原理・法的価値

のセットから構成される、1つの評価によって画される。つまり、その不処罰規定の観点か

らは、適用対象となる行為は肯定的に評価され、ならない行為は否定的に評価されるのであ

る。このために、違法性阻却事由については、起草形式の巧拙または上位規範との抵触とい

う問題はあるが、不処罰根拠とその限界が同時に説明されやすい1527。これに対して、責任

阻却事由においては、立法者は、その行為を違法と認めつつ、行為者のさらなる個別事情を

根拠に不処罰を認めるという前提に特徴がある。つまり、責任が阻却される行為とは、不法

の段階の考慮においては否定的に評価された行為なのであり、処罰する国家の側としては、

法的安定性や合目的性から制約を望むのがむしろ自然なのである。たとえば、日本において

緊急避難を一元的に責任阻却事由と解する日髙義博は、第 37条所定の法益権衡の要件につ

いて、「責任阻却説の立場では、被転嫁者の保護という法政策的観点から、法規上に法益権

衡の原則を取り込んだものと解することができよう」1528とし、実際にこのような発想を裏

づけうる立法当局の発言もある1529。また、責任阻却事由は、理論上行為者の主観面と結び

つきやすいため、法的安定性の観点を立法者は加味せざるをえない。すなわち、不処罰の認

定を行為者の主観面に完全に従属させる規定は立証の困難から法的安定性を危殆化しやす

いため、立法者は、認定がより容易な外部的事情をメルクマールにしたり、不処罰範囲をそ

もそも狭めたりしやすいのである。これらのような理由から、「期待の構造」の観点で見る

と、責任阻却事由は、一般化を考慮する国家と個別化を望む行為者との一種の妥協の上に成

り立つのであり、不処罰の限界もまた、この両者の意図を支える法原理の衝突を反映してい

                                                   
1527 もっとも、正当防衛の特則を定めるフランス刑法第 122-6条のように、必ずしも違法

性阻却事由のすべてが、理論的に一貫して説明されうるわけでもないだろう。すなわち、

正当防衛の不処罰根拠についてどの立場をとっても、第 122-6条の内容を過不足なく説明

することは不可能であり、現実には、正当防衛に外在的な考慮や歴史的な経緯が直接の影

響を及ぼしているように思われる。 
1528 日髙・前掲注（375）379頁。 
1529 政府委員の説明によれば、緊急避難は、「誉ムヘキ行為テハナイカ法律ハ之ヲ罰スルト

云フコトハ出来ナイト云フノテ之ヲ許スノテアル以上ハ前ノ手続ヲ変ヘテ危難ヲ避ケル為

ニ必要ナル所為ト権衡ヲ得ルト云フコトハ必要チャナイカト云フノテ」条文上法益権衡の

要件が置かれているという（松尾他・前掲注（101）882頁）。 
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るのである1530。過剰防衛が法律上の刑の減免事由として有利に評価されるべきであるのは、

それがこのような事前の衡量の上に成り立つ制度だからである。 

そして、法的安定性や合目的性の考慮から外在的な制限を設けた以上、各類型の限界領域

において、責任主義の観点から、その外に同じく責任阻却が認められるべき行為が残るとい

う事態は避けられない。この際に、法規外的ないし超法規的責任阻却の問題が生じる。本稿

の立場からは、このような限界の外ではあるが近接する領域においては、「当該責任阻却事

由の行為と同じように適法行為が期待できなかったのか否か」を、行為者を標準として判断

することとなる（たとえば前述の誤想過剰防衛）。そして、その延長線上に、類比可能な法

定の責任阻却事由を欠く、もっとも極端な意味における期待不可能性による一般的な超法

規的責任阻却の判断がある1531。この判断でも、あくまで法定の不処罰・減軽事由に該当し

ない行為が問題となっている以上、期待可能性判断において法的安定性を考慮する十分な

根拠はある。ここでは、一般的な法的安定性という原理と、個別的な責任主義という原理の

間の対立が生じる1532。これは、期待する国家と期待される個人との解消不可能な緊張関係

である。なお、超法規的責任阻却事由を承認すれば、平均人標準説も、上と同じ法定の責任

阻却事由に対する考察をある程度行うことができる。しかし、個々の超法規的期待可能性判

断においては、平均人概念の曖昧さが、別の観点からの考慮を責任主義と調和させるための

隠れ蓑となり、学問によるさらなる分析を阻むこととなるだろう。 

このように、超法規的責任阻却事由の承認と行為者標準説の採用によって、一方で、法定

の責任阻却事由について、その限界がどのような趣旨から設定されたものであるのかを、責

任主義と両立するかたちで解釈論に反映させることが容易となり、他方で、何が個別行為責

任主義の貫徹を妨げており、それに理由があるのかを分析することが可能となる。このよう

に、責任判断において個々の法制度の趣旨を反映させつつ、さらなる個別化の貫徹を常に留

保し続けるという姿勢は、責任概念に「期待の構造」を見出す期待可能性論の理論的長所で

ある。つまり、個別行為責任主義との抵触を理論的に先送りすることで、個別の制度趣旨を

生かした法定の責任阻却事由の解釈と、これにより不可避的に生じる、不処罰規定外の責任

なき行為の把握を両立させることが可能になる。確かに、様々な考慮を調和的に説明するこ

とが理論研究の 1つの目的であることは否めない。しかし、佐伯千仭の見出したように、責

任判断は対立構造の上に本質的に成り立っているのであり、伝統的に多くの課題を抱えて

きた責任の領域において、現状を前提とした統一的・整合的な理論にどれほどの価値がある

                                                   
1530 もっとも、刑事未成年のように、責任論において、合目的性と法的安定性が前面に出

ていると考えられるものもある。むしろ、責任論の純粋に理論的な根拠から刑事未成年の

不処罰の制度を説明することは、不可能であるように思われる。 
1531 故意作為犯に関する期待不可能性による一般的な超法規的責任阻却についてのドイツ

の議論状況は、徳永・前掲注（642）21-23頁参照。 
1532 山中・前掲注（289）731頁は、「あえて超法規的（可罰的）責任阻却事由を完全に排

除する理由はないので、要件を厳密にして法的安定性を図りつつ、これを肯定するという

方向が望ましいと思われる」とする。 
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のかもまた自明ではない。「両立する」というのは、調和することを意味しないのである。

また、本稿のような理解は、責任主義が譲歩していることを正面から認めるため、その保障

に役立つどころか、反対にその保障を後退させ、その制約を正当化するおそれがある。この

懸念は完全に正しいのだが、このような責任主義の後退は、行為者標準説でなければ問題に

すらならないと反論される。 

しかしながら、前提として、行為者標準の判断は責任主義によりそもそも要請されるもの

ではないとも反論されうる。この点については責任主義自体のさらなる研究が必要である。

ここでは、責任刑の正当化は、現実に刑罰を受ける者に対して最終的に及びうるように理論

化されなければならないという本稿の立場を示す。その理由は、期待する国家と期待される

個人との予定調和ではなく、前者の一般化志向と後者の個別化志向の緊張関係を前提に構

成されるほうが、判断の価値構造を解明するのに適しており、理論的に意義があるという点

に求められる。RADBURCH も、正義、合目的性、法的安定性をあえて対立関係にとどめ

た。「われわれは矛盾を指摘しただけで、これを解くことはできなかった。われわれはそれ

を哲学体系の欠陥であるとは認めない。哲学は決断をあえてすべきではなく、かえって決断

の前で立止まるべきである。哲学は人生を容易にすべきではなく、かえって問題的なものと

するのである」1533。 

 

5.2.2.2. 内的視点からの期待可能性論 

 判断者として行為者の期待可能性をどのように検討するかという内的視点においては、

従来の期待可能性の標準論における行為者標準説をとることが、個別行為責任主義からは

求められる。すなわち、その吟味に際して、判断基底として排除されるべき事情はなく、判

断標準はあくまで行為者本人である1534。 

行為者標準説に対しては、「彼が現に違法行為を行なったことが、彼がそれよりほかに行

為できなかったことの証拠だということになり、一切の責任非難は不可能になる」1535とい

う批判が向けられてきた。これに対しては、何を根拠にそのようなことが言えるのかと反論

される。すなわち、全事情を判断の基礎とすると、行為者は同じ行為に出たはずであるとい

うのは、人間の何らかの経験に基づく判断ではなく、論者のとる形而上学的な前提そのもの

である。佐伯千仭は、「因果法則の普遍妥当性と意思決定論の立場に立つ近代自然科学の見

                                                   
1533 ラートブルフ・前掲注（1514）212-213頁。 
1534 以下の考察は、「責任論は、犯罪論体系の最後の関門として、これらの要請を理論的に

は充足しうるように構築されるべきである」。「抽象的に正当化された責任が、なぜ当の個

別行為者に対する具体的な刑罰権行使の正当化となるのか。平均人標準説が個人の一定要

素を加味するとしても、これ以上分割できない（In-dividual）のが個人なのであって、最

後まで一部考慮されない部分があることは、全体として無視されていることを意味する。

責任刑法の正当化は、やはり、行為者個人に方向づけられるべきである」とする私見の再

論でもある（徳永・前掲注（1516）51-53頁）。 
1535 佐伯（千）・前掲注（4）283頁。 
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地」1536という記述を行っているが、その観点は古典物理学に代表される近代
、、

自然科学のも

のなのであって、現代の自然科学においてはもはや前提とされていない1537。確かに、通常

の人間生活における物理的な現象の記述は古典物理学でまかなうことができるので、決定

論を刑法理論の前提にすること自体は正当である。しかし、前提から結論を直接取り出すの

であれば、前者が真であることを明快に示すことが求められる。行為者標準に対しては、少

なくない論者から、「すべてを理解することはすべてを許すことである」という言及がなさ

れてきた1538。しかし、このような結論に本当に至るのかは、すべてを理解した人のみ知る

ことである。それゆえ、これらの行為者標準説への批判は、批判者が自らの形而上学的な前

提とその帰結を表明しているにすぎないので、その真偽は、批判者の立場に立てば常に真で

あり、その立場に立たなければわからないとしか回答できない。 

以上の記述は、行為者標準説への批判に対する反論にとどまり、積極的な主張を含むもの

ではない。それゆえ、行為者標準による判断が不可能ではないことを示す必要があるだろう。

この点では、法廷には行為当時の全事情が出てくるわけではなく、むしろ刑事訴訟法は起訴

状一本主義（刑事訴訟法第 256条第 6項）と特定の証拠の制限を認めており、「すべてを理

解すること」はそもそも求められていないという事実が指摘される。つまり、期待可能性判

断につきいずれの標準をとるにせよ、「すべてを理解すること」を前提に議論を進める必要

はない。これに対しては、訴訟法上の問題と実体法上の問題とを混同しているという批判が

ありうるだろう。すなわち、「実体法律関係が概して静的・固定的であるのに対して、訴訟

法律関係は動的発展的」、「実体法的考察方法は端的に法をそのものとして考察するもので

あるのに対して、訴訟法的考察方法は法をその具体的実現の過程において考察するもので

ある」1539という立場からは、犯罪は判断者の認識および評価から完全に独立したかたちで

存在しているのであり、人の認識能力や裁判において提出される証拠に制約があるとして

も、事実関係がすべて明らかにされた状態において、期待可能性があったかなかったかを判

断する標準を議論しなければならないという批判である。この批判に答えるには、実体法上

の犯罪および犯罪論とは何かという遠大な問題に検討を加える必要があるため、ここでは、

犯罪行為と非犯罪行為との間に本質的な区別は「存在」せず、犯罪とその認識は切り離せな

いという本稿の立場のみを示す。それゆえ、手元の情報に基づいて、「行為者が所与の事情

の下で適法な行為を行うことができた」と判断することだけが重要なのであり、この判断が

不可能であるという根拠はない1540。確かに、これがあくまで事実に関する判断である以上、

                                                   
1536 佐伯（千）・前掲注（4）233頁。 
1537 簡潔な説明として、伊東俊太郎＝広重徹＝村上陽一郎『改訂新版 思想史のなかの科

学』（平凡社、2011）272-273頁、野家啓一『科学哲学への招待』（筑摩書房、2015）126-

142頁。 
1538 井田・前掲注（375）389頁脚注 73、木村亀二『犯罪論の新構造（上）』（有斐閣、

1966）444頁、前田・前掲注（384）298頁。 
1539 団藤・前掲注（478）24-25頁。その他、鈴木・前掲注（375）25頁参照。 
1540 その根拠は不明であるものの、団藤・前掲注（3）330頁注 17は、「期待が困難だと

いうだけでなく、期待が不可能だということは、行為者本人についてこれを考えるとして



445 

 

基礎となる情報が多いほうがより厳密な認識につながるだろう1541。しかし、経験的に認識

できない事実（たとえば文字どおりの「行為時のすべての事情」）を論じることに意義はな

いのであり1542、「すべてを理解することはすべてを許すことである」という批判は、道徳哲

学的な責任を語るのであれば格別、刑法上の責任を議論すべき期待可能性論にとっては問

題とならない。 

 行為者標準説と対立する見解としては、まず、平均人・通常人標準説がある1543。これに

対しては、従来から一般的に、「①責任非難は行為者にとって可能なことを限界としなけれ

ばならないから、平均人には期待が可能でも行為者に期待が不可能なときは責任非難をな

しえないはずであるという批判、②平均人（通常人、一般人）という概念は抽象的で不明確

であり、これを前提とするかぎり期待可能性の有無の判断はあいまいになるという批判」

1544、第 3 に社会的責任論との結びつき1545などが批判されている。もっとも、第 2 点目の

不明確性については、どのような標準をとっても、内的視点が問題となる判断の際には同じ

であるように思われる1546。しかし、平均人の曖昧さは外的視点からの分析を阻む、つまり、

                                                   

も、滅多にあることではない」とする。もっとも、団藤が人格責任論の主張者であること

（260-262頁）には注意が必要だろう。 

さらに、瀧川裕英は、自らの見解として述べているわけではないが、「「すべてを知るこ

とはすべてを赦すことである」という箴言を、全知の観点いわば神の観点からはすべては

必然であり責任を問うことができないという言明であると解釈するならば、神ならざる人

間の観点は非全知の観点であるから、すべてが必然であるということはなく責任を問うこ

とはできるということになるだろう。このように、「観点から」の説明は重要な洞察を含

みうる」（瀧川裕英『責任の意味と制度 負担から応答へ』（勁草書房、2003）67頁）とし

ている。 
1541 付言すると、ここでは認定論を述べているのではない。認定論としては、むしろ、行

為者標準の期待可能性判断に際して考慮すべきではない事情もあるだろう。たとえば、行

為者の悪性格などは、これを加味するとむしろ適切な事実認定をさまたげる危険がある。

また、意思自由論に関する非決定論のように反実仮想的な判断を行うのか、決定論のよう

に行為状況が行為者に与える圧力に着目した判断を行うのかという問題もある。行為者標

準の期待可能性判断をどのように行うのかについては、今後の課題であるが、いずれにせ

よ、「行為者が所与の事情の下で適法な行為を行うことができた」かを可能な限り精確に

判断することが問題となることに変わりはない。 
1542 前述のように、事後的時間的過剰の処理について、犯罪論としては、第 1行為に正当

防衛、第 2行為に過剰防衛または単なる犯罪を認めるのが一貫している場合であっても、

実際には、そのような 2つの行為は社会的観点からは存在しなかったものとして、最初か

ら違法な一連の過剰防衛を認めることとなるとしたのは、このような立場からである。つ

まり、当事者の認識（ここでは主張）が行われなかった場合には、それとは独立して観念

される正当防衛行為の実在を想定する必要はないのである。 
1543 川端博『責任の理論』（成文堂、2012）206頁、木村・前掲注（1535）444頁、西

原・前掲注（285）431頁、日髙・前掲注（375）385頁、前田・前掲注（384）297-298

頁。 
1544 内藤謙『刑法講義 総論（下）Ⅰ』（有斐閣、1991）1208頁。 
1545 中山・前掲注（375）396頁。 
1546 前田・前掲注（384）298頁。 
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ある判断が、平均人の措定から導かれているのか、判断の背後にある責任主義以外の観点の

考慮によるものなのかの検証を不可能にするという問題は残る。さらに、たいていの行為者、

特に過失犯や職務犯罪について罪責を負う者は平均人であるということが指摘される。す

なわち、平均人を標準としても、行為者標準と大きく異なる結論が得られるという保証はな

い。 

また、「法の期待する平均人」説が近年有力に主張されている。その内容は必ずしも一様

ではないが、たとえば、井田良は、責任の有無と程度を決めるための基準としての自由と可

能性は規範的な仮設であり、「刑法は、行為者に対し、この社会をともに構成する者として

の平均的な要請に応じることを期待し、その要請に反する以上、責任を肯定すべきである

（平均人標準説）。責任判断の標準は、当該の具体的状況に置かれた行為者は、社会の側か

らいかなる行為をどの程度に期待されるかという社会的期待の有無と程度である」とする

1547。また、松宮孝明は、「行為者の生理的能力や知的能力については、行為者以外の人間を

標準にしても意味がない」が、「規範心理的な能力については、法の要求するものが基準と

されなければならない」とする1548。前者に対しては、責任の基礎となる自由が規範的仮設

であるとしても、それを現実に近いものとする努力を怠ることは正当化されないと指摘さ

れる。井田は、「自由意思を否定した上で刑罰制度を組み立てるより、個人はその行動にお

いて自由であることを前提として刑罰制度を組み立てる方が、より人道的で自由主義的な

制度となりうる」1549とするが、個別行為者を「より人道的で自由主義的な制度」の人柱に

することが責任論の役割ではないだろう。後者に対しては、「規範心理的な能力」というも

のが「行為者の生理的能力や知的能力」から独立して存在しうるものなのかが問われる。人

が規範に従って行動するためには、規範を守ると心に強く念じるだけでは不十分だろう。そ

のためには、自らの内的・外的状況をしかるべく調整する能力が不可欠であり、その能力に

は当然に生理的能力や知的能力が含まれるように思われる。それゆえ、「規範心理的な能力」

が法の要請に修正されるときには、その能力を構成する基礎的な能力も広くこれに連動し

て置き換えられてしまうはずである。また、このような判断の帰結として示されるのは、行

為者の規範意識の法が定める基準からの逸脱になると思われる。しかし、前提の問題である

が、責任（期待可能性）判断の結論として、行為責任の根拠を行為者の規範意識の不十分さ

に置くことは現実にそぐわない。規範意識ないし「規範心理的な能力」を現実のものと観念

するのであれば、必ずしもすべての犯罪者が法の要求するその水準に達していないように

                                                   
1547 井田・前掲注（375）358頁。なお、脚注 10において、社会的地位・立場は行為者の

それを基準にしなければならないが、「規範意識（そして、それがもつ、動機づけの制御

力）については行為者自身のそれを基準とすることはできない」としているため、平均人

標準説と区別して位置づけている。 
1548 松宮・前掲注（6）170頁。松原・前掲注（375）207頁も同様に、「生理的能力や知

識については行為者自身の状態を前提としつつ、法規範の要請する法益尊重意識を備えて

いれば犯行を思いとどまることができたかどうかを問題とすべきであろう」とする。 
1549 井田・前掲注（375）359頁。 
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は思われない。過剰防衛を例に見ると、いくら規範意識が高い行為者であっても、状況を首

尾よく片づけることに失敗すれば、行為は過剰防衛となってしまうのであり、また反対に、

いくら規範意識が低い行為者であっても偶然防衛を行うことはできるのである。結局のと

ころ、責任判断によって明らかになるとされる規範意識の低さとは、行為者に現実にあった

ものというよりも、規範的一般予防のために違法行為を行った者に付される烙印なのであ

る。それゆえ、規範的一般予防の必要性が行為者の規範意識の低さを決めるのであり、行為

者の生理的能力や知的能力は責任判断の帰結にほとんど影響を与えない。 

いずれにせよ、平均人または「法の期待する平均人」を標準とする判断を、その主張内容

どおりに実行することは、行為者標準と同じくらい困難であるように思われる。ここで、規

範的責任論の出発点となった Reinhard FRANK に立ち返ることは無意味ではないだろう。

FRANKは、「責任概念の構造」の冒頭で、まず、LISZTの見解に言及する。（当時の）LISZT

によると、責任とは、犯した違法行為についての答責性（Verantwortlichkeit）である。し

かし、いかなる場合に人はその態度について刑法上責めを負うのか、という質問に対して、

この学説は、その態度が有責な場合である、と答える。いかなる場合にその態度は有責とな

るのか、というさらなる質問に対して、われわれは、人がそれについて答責的である場合で

あるという回答を受ける。これは明らかな循環である。はたして、教科書の新しい版におい

て、LISZTも自己の立場を一定程度まで変更している。答責性は彼にとって今や単なる「形

式的な意味における」責任でしかない。「しかし、責任概念を「実質的な意味において」と

らえる場合には、それは行為から明らかとなる社会的心情の欠陥（Mangel sozialer 

Gessinung）を意味すると彼はいう。これは、私にとってはとにかく曖昧に過ぎるように思

われ、それに加えて、もっとも忠実な国民ですら、個々の場合には過失によって行為しうる

という反論にさらされることになる」1550。これに続いて、FRANK は検討を行い、責任を

「非難可能性」とする理解を表明するのだが、「この命題が孤立して示された場合には、人

はこれに対して、それは同語反復しか意味しないと反論できる。というのも、非難可能性は

責任の同義語以外の何物でもないからである」という批判を想定し1551、説明を加える。「非

難可能性という概念は、われわれにとっては、個々の責任要素の密接な統合としてのみ現れ

る。この概念は、自らの価値を、自身の内にではなく、それが性格づけようとするものへの

指示の内にのみ有することとなる。そしてそれが獲得されるのは、総合的な（synthetischen）

方法によってである。人が非難可能性の概念を所与のものとして、法律に直接用いられるも

のとして考える場合、その要素は分析的な（analytischen）方法によって認識されるべきこ

ととなる。すると、問題は次のようになるだろう。いつ人はある者をその態度のために非難

                                                   
1550 FRANK, a.a.O. (Anm. 646), S. 3-4. 
1551 実際に、Arthur KAUFMANN は、「すでにフランクは、行われた違法行為に対する

答責性としての責任というフォン・リストの定義に対して、これは「明らかな循環論」で

あるという異議を唱えている。しかし、同じ異議は、さらに、「非難可能性」との関連に

おいても為されうる」（アルトゥール・カウフマン著（甲斐克則訳）『責任原理 刑法的・

法哲学的研究』（九州大学出版会、2000）248頁）とする。 
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することができるのか、何がそのために必要なのか」1552。 

ここでの FRANK はあくまで刑法典の解釈を行っているため、それが「いつ」なのかを

制定法の中に求める。しかし、この「いつ……」「何が……」という問いは、責任判断その

ものの正当化の問題であると言ってよいだろう。そして、この問いに対して、「悪しき意思」、

「社会的心情の瑕疵」、「反規範的な性格」といった一定の（心理的）事実の存在を直接援用

することはできないというのが、FRANKの主張だったのである。なぜなら、一方で、故意

といった心理状態は犯罪でない文脈でも用いられるのが通常であり（「私は時計を故意に水

の中に落とした」）、かつ認識なき過失にそのような意思は認められず、他方で、「もっとも

忠実な国民ですら、個々の場合には過失によって行為しうる」のであるから、これらの事実

は、責任がある者とない者を現実的に峻別するメルクマールにはならないからである。この

ような洞察こそが、規範的責任論の本来の意義であり、だからこそ反対に、「責任とは純粋

な規範性である、というこの見解を真摯に取り扱うならば、そこから生じる帰結は、この見

解はそもそも実在の世界の中には現実在的に何も現存するものを示さない、ということに

なる」。「非難可能性という概念は、すでに述べたように、まったく形式的で内容空虚であり、

それゆえに責任概念の実質的正当性（真実）問題の彼方にある領域の中にある」1553という

Arthur KAUFMANNの批判が意味のあるものになるのである。 

それゆえ、一定の事実の存在を責任（判断）の基準と正当性の直接の根拠としないのであ

れば、「いつ……」「何が……」という問いは、別の観点から回答されなければならない。こ

こで、佐伯千仭の見出した国家と個人との緊張関係が参照される。この緊張関係においては、

行為者標準説とそれ以外しかない。行為者標準説以外の見解からは、「いつ……」「何が……」

期待可能性（責任）判断を正当化するのかを決めるのは、国家のみである。すなわち、たと

えば法規の有無や予防目的などを援用して「法秩序が期待するものが期待される」と端的に

答えるか、あるいは、「平均人」、「法に忠実な市民」、「自律的な人格」などを仮想行為者と

して呼び出し、法秩序の望む結論を答えさせるかのいずれかである1554。これに対して、行

為者標準説の呼び出す仮想行為者は、ROUSSEAU が社会契約論の正当化において仮定し

た「独立した人間」に類比される1555、もっとも頑なに自己の責任を否定する者、つまり自

らに科される責任刑の正当性のために最大限の個別化を要求する者である。責任の判断者

たる法秩序は、「あなたは所与の事情の下で適法な行為を行うことができた」ということに

                                                   
1552 FRANK, a.a.O. (Anm. 646), S. 12. 
1553 カウフマン・前掲注（1551）245-249頁。なお、KAUFMANNの批判に対しては、

「悪しき意思」といったものが本当に現実の存在なのか、そうであるとして、それがある

場合に責任が認められるというのは、一体誰が決めたのかと反論される。道徳哲学の議論

なら格別、ある者が別の者に責任を問うという関係においてもっとも危惧すべきは、形而

上学的に責任が「存在」しない者に責任が問われることよりも、責任を問う者の独断に基

づいて責任が問われることではないのか。 
1554 徳永・前掲注（1516）50-51頁。 
1555 ジャン＝ジャック・ルソー著（中山元訳）『社会契約論／ジュネーヴ草稿』（光文社、

2008）312-315頁。 
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ついて、この者が納得するまで、それができなかったとする反論に付き合う必要がある。言

い換えると、責任論の問題は、自らの不法を「知りえなかった」、「知らなかった」、「知って

いたが悪いと気づけなかった」、「悪いと思ったがしかたがなかった」など、想定上の反論を

先取りした束ということになる。ドイツ刑法学の主流は、目的的行為論の影響の下、責任論

もまた刑法の行動規制機能から構成する道を選んだため、このような発想に至ることはな

かった1556。しかし、刑法の人権保障機能の観点からは、自分には責任はないと主張するこ

とが権利そのものではないとしても、あえて行為者の反論を一方的に封殺する根拠はない

1557。 

行為者標準説以外のいずれの立場も、そのような判断を正当化できる責任主義を観念す

れば、その際に考慮の枠外に置かれる行為者の個別事情があっても、問題はないのだろう。

しかし、いかなる理論的な工夫を凝らしても、規範的責任論が「いつ……」「何が……」の

直接の十分条件として放棄した、（心理的）事実の存在あるいは個々の事例において実証さ

れた犯罪予防の必要性と有効性のように、現実的な基盤は決して得られない。評価の正当性

を真摯に考え、責任判断とそれに基づく刑罰の正当化が、実際にそれを受ける個人に及びう

るように責任論を構想するのであれば、「行為者は所与の事情の下で適法な行為を行うこと

ができた」ということを否定する行為者の想定可能な反論は、責任論の検討対象内に前もっ

て位置づけられている必要がある。この観点から正当化できない責任概念に根拠を与える

ことが、刑法学の使命なのだろうか。それゆえ、行為者・被告人の援用する一定の事情を捨

象することは理論的に認められず、行為者標準説に行き着くこととなる。したがって、判断

者の内的視点としての標準としては、あくまで行為者標準を維持すべきである。それは、批

判されているように理論的に実現不可能な要請ではない。そして現実的に不可能であれば、

なぜそれが妨げられているのかを明らかにする課題を与えるものである。たとえば、常習犯

人の責任はなぜ重く感じられるのか。この外的視点の問題は、内的視点において行為者標準

説を採用するからこそ、真摯に取り組まれることとなるのである。 

 

 

5.2.3. 小括 

 以上、過剰防衛の枠外の一般的な期待可能性の問題について検討を加えた。誤想過剰防

衛については、過剰防衛に固有の責任減少の基礎の 1つを欠くため、第 36条第 2項を直

接適用することはできないと結論づけられる。また、行為に対する責任について、法秩序

                                                   
1556 小林・前掲注（459）120-121頁。その意味で、「期待可能性は単なる規制原理にすぎ

ない」のではなく、ドイツ刑法学が期待可能性を単なる規制原理にすぎないものにしたの

である。 
1557 行為者・被告人の反論として期待不可能性の主張をとらえる理解からは、適正手続の

保障が責任主義の実現と内在的な関係にあることが示唆される。それゆえ、反対に、行為

者標準説を採用する場合であっても、本人の意思を無視してその行為時の状況を徹頭徹尾

解明することは問題とならないということになる。 
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の立場が規定の有無に表面化しているため、過剰防衛のほうが誤想過剰防衛よりも有利に

評価されることに根拠はある。しかし、個別行為責任主義には、現行法を指導する役割を

も付与しうるはずであるため、過剰防衛と誤想過剰防衛との差異は不法の側面に現れれば

十分であり、責任の側面ではあくまで判断の個別化を徹底させることが望ましい。 

期待可能性判断の検討としては、判断者を観察する外的視点と、判断者自身の内的視点

を区別する。外的視点からは、まず、期待可能性が減少、消失していると判断されやすい

行為類型の発見が問題となる。過剰防衛とその周辺領域の検討からは、「被害者の落ち

度」が問題となる場合に、不処罰や刑の減免や量刑上の優遇が与えられやすいことが確認

される。このような優遇の根拠は、被害者の落ち度の存在自体から導かれる不法減少では

なく、あくまで行為者がこれに動機づけられたという意味での責任減少に求められる。た

だし、被害者の落ち度を強調することには、被害者の反感、反省の態度が不十分であると

評価されるおそれなど、看過しがたい実際上の問題がある。したがって、事実上も理論上

も、被害者の落ち度に誘発された行為が期待可能性の減少する行為類型と位置づけられる

にせよ、この理解の実践的意義は限られたものであると言わざるをえない。結局のとこ

ろ、法律上の刑の減免事由である過剰防衛の事例においてでさえ、それを単に量刑上の一

事情とすることによって、裁判官が法秩序からの期待の内容と程度を変更しているのであ

るから、法定の事由によらない被害者の落ち度に関係する期待可能性判断についてはなお

さら、法秩序として一貫した態度を求めることは困難だろう。したがって、期待可能性論

にとって、一義的な解を与えるという意味で実務上の要請に応えることは、現状では困難

であると言わざるをえない。 

次に、外的視点からは、責任に関する法規や個々の期待可能性判断を批判的に分析する

ことが問題となる。ここでは、超法規的責任阻却事由の承認によって、法定の責任阻却事

由について制度趣旨を生かした解釈が可能になる。なぜなら、そのような解釈が純粋な個

別行為責任主義と調和しないものであっても、超法規的な責任の考慮を留保することで、

個別化の貫徹を理論的に先送りすることができるからである。立法者は、法的安定性や合

目的性を考慮して、賢明にも責任阻却事由を法定し、類型的に責任が欠ける事例につい

て、裁判官が不処罰の判断を、直感的な期待可能性判断ではなく要件への包摂により行う

ように仕向けている。そして、責任主義にとって外在的な制限を設けた以上、各類型の限

界領域において、その適用範囲外に同じく責任阻却が認められるべき行為が残るという事

態は避けられない。この際に、法規外的ないし超法規的責任阻却の問題が生じる。そし

て、この場面で行為者標準説を採用することで、何が個別行為責任主義の貫徹を妨げてお

り、それに理由があるのかを問うことが可能となる。ここでは、一般的な法的安定性とい

う原理と個別的な責任主義という原理の間の対立が生じる これは、期待する国家と期待

される個人との解消不可能な緊張関係なのであって、過剰防衛の法律上の優遇もこのよう

な構造の上に成り立つものと理解される。 
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内的視点としても、個別行為責任主義の立場から、行為者標準説に修正を加える必要は

ない。「すべてを理解することはすべてを許すことである」という批判は、論者の形而上

学的な前提と帰結が明かされているだけであり、すべてを知ることが要求されない刑法上

の責任にとって意味のあるものではない。また、行為者標準説以外の見解もそれぞれ問題

を抱えており、判断としての実行可能性に優劣があるようには思われない。FRANKが問

題とした「いつ」責任が行為者に認められるのか、そのために「何が」要件とされるのか

という問いを、責任刑の正当化を射程に入れて真摯に考えるのであれば、行為者標準の採

用へと至るはずである。 

行為者標準説は、期待可能性判断の外的視点からの考察に際しては、それがいかにある

かという存在（Sein）の側面を分析する軸となり、内的視点においては、それをいかに行

うべきかという当為（Sollen）を主導する理念となる。行為者標準説は理論的に採用不可

能な立場ではなく、仮に実際にそれが貫徹できないのであれば、そこで行われている責任

主義以外の考慮を解明する課題を突きつける。確かに、法秩序において責任主義が唯一絶

対の価値を持つものでないと考えるのであれば、行為者標準の要請を緩和することに理由

はありうるだろう。しかし、このような諸法原理の間の衝突は、性質上メタ刑法解釈学的

な問題である。それゆえ、現在の不法と責任を区別する体系をとる限り、そして前述のよ

うに、現実に刑罰を受ける者に及びうる責任刑の正当化の理論を模索するように努める限

り、個別行為責任主義の追求として、犯罪論は行為者標準の期待可能性判断を公準とすべ

きなのである。 

 

 

5.3. まとめ 

 以上の結論は、次のようにまとめられる。 

過剰防衛に固有の責任減少の根拠は、一方で、行為者が急迫不正の侵害を避けるために

行為を強いられたという事実、他方で、急迫不正の侵害を受けた結果として一定の精神的

例外状態が引き起こされ、その影響の下で行為したという事実の 2点に求められる。前者

の側面では、攻撃者が、本来行うつもりのなかった行為へと防衛者を動機づけたという意

味で、責任減少の最低限の基礎が認められる。後者の側面は、不法を防衛者に帰責するこ

とができるのかという責任論のより一般的な問題である。過剰防衛で問題となる精神状態

をさらに検討すると、ここでの責任減少は、性質の異なる 2つの興奮・動揺により基礎づ

けられうるということが分かる。第 1の精神状態は、急迫不正の侵害の排除に直接向かう

ものであり、従来から自己保存本能などと呼ばれてきたものである。つまり、この精神状

態は、従来から指摘されてきた正当防衛の責任阻却事由的側面の現れであり、この側面に

おける過剰防衛と正当防衛とのつながりを示すものである。これによる精神的例外状態

は、急迫不正の侵害者がそのような興奮・動揺からの行為を防衛行為者に強いているとい

う側面、すなわち正当防衛状況と直接結びついていることとあいまって、大きな責任減少
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を導く。第 2の精神状態は、急迫不正の侵害の結果として生じるものではあるが、急迫不

正の侵害の排除との関連性が低いものであり、過剰防衛と責任能力とのつながりを示すも

のである。これらの情動は、急迫不正の侵害が存在する時点では、上の第 1の精神状態と

あいまって防衛行為への動機づけに作用するため、優遇の基礎と評価されやすい。これに

対して、侵害の急迫性消失後は、侵害自体がなくなるため、情動と侵害との結びつきは弱

まり、大きな優遇の基礎と評価されにくくなる。このように、過剰防衛に固有の責任減少

の根拠は、互いに関連しつつも、異なる意味を持っている。 

正当防衛・過剰防衛とその周辺規定は、違法性阻却事由である刑法第 36条第 1項の正

当防衛、可罰的違法性阻却事由である盗犯等防止法第 1条第 1項、責任阻却事由である同

第 2項、不法・責任減少事由である刑法第 36条第 2項と、体系的に 1つの制度を形成す

るものと整理される。それぞれの判断も、当事者の主張がある場合に上の順番で行われる

こととなり、それゆえ、原則的に分析的評価が支持される。したがって、一方では、正当

防衛の主張があれば、行為が正当防衛ではないと明確に判断する必要がある。しかし、他

方で、被告人側が自己に不利であるとしてそれを主張しなかった場合には、社会的観点か

らの事実として一連の行為があったというコンセンサスが存在するため、主張される一連

の正当防衛・過剰防衛の成否を判断することになる。 

 誤想過剰防衛については、行為者が急迫不正の侵害を避けるために行為を強いられたと

いう、過剰防衛に固有の責任減少の基礎の 1つを現実として欠くため、第 36条第 2項を

直接適用することはできない。しかし、個別行為責任主義の観点からは、その準用は可能

であり、同様の精神状態が認められる限りで、行為の不法と責任に応じた刑の量定を行う

ことが要請される。期待可能性判断の検討としては、判断者を観察する外的視点と、判断

者自身の内的視点を区別する。外的視点からは、まず、期待可能性が減少、消失している

と判断されやすい行為類型の発見が問題となる。過剰防衛とその周辺領域の検討からは、

「被害者の落ち度」が問題となる場合に、不処罰や刑の減免、量刑上の優遇が与えられや

すいことが確認される。しかし、被害者の落ち度を強調することには、反省の態度が不十

分であると評価されるまたは被害者の反感を呼ぶなど、看過しがたい実際上の問題があ

る。次に、外的視点からは、責任に関する法規や個々の期待可能性判断を批判的に分析す

ることが問題となる。ここでは、超法規的責任阻却事由の承認と行為者標準説の採用によ

って、一方で、法定の責任阻却事由について制度趣旨を生かした解釈が可能となり、他方

で、何が個別行為責任主義の貫徹を妨げており、それに理由があるのかを問うことが可能

となる。期待可能性判断においては、一般的な法的安定性という原理と個別的な責任主義

という原理の間の対立が生じるのであり、過剰防衛の法律上の優遇もこのような緊張関係

の上に成り立つものと理解される。また、内的視点として、個別行為責任主義の立場か

ら、行為者標準説に修正を加える必要はない。現在の不法と責任を区別する体系をとり、

「いつ」「何が」責任判断を基礎づけるのかについて、現実に刑罰を受ける者に及びうる

正当化の理論を追求する限り、行為者標準の期待可能性判断を公準とすべきである。 


