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Ⅰ 問題の所在 

 本稿はいわゆる「おとり捜査」の限界を論ずるものである。「おとり捜査」とは、一般的

に、「捜査機関またはその依頼を受けた者（おとり）がその身分や意図を相手方に秘して、

犯罪を実行するように働きかけを行い、対象者がこれに応じて犯罪の実行に着手したとこ

ろで現行犯逮捕等により検挙する捜査手法である」1。これまで「おとり捜査」は、多くの

見解によれば、任意捜査とされ、その法的根拠を要しないとされてきた。また、その適法

                              
1 酒巻匡「おとり捜査」（『法学教室』260号、2002年 5 月）103頁 
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性について犯意誘発型と機会提供型とに分け、この分類を中心にして論じられてきた。本

稿ではこれらの実務上支配的なアプローチを判例の分析や刑事実体法の観点を通して再検

討していくとともに「おとり捜査」の適法性要件を探っていく。 

 

Ⅱ 判例（最決平成16年 7 月12日刑集58巻 5 号333頁） 

 まず初めに「おとり捜査」に対する判例（最決平成16年 7 月12日刑集58巻 5 号333頁）の

見解を分析していくことにする。 

 

１ 事案の概要及び判旨2 

 事案の概要は以下の通りである。被告人Ｘは捜査協力者Ａに麻薬樹脂の買い手を紹介す

るように電話で頼んだところ、Ａは大阪でなら紹介ができると返答した。その後Ａはこの

電話の事を麻薬取締官事務所に連絡し、Ａの情報だけでは証拠の収集及びＸの検挙が困難

であったことからおとり捜査を行うことが決定された。 

 翌々日、麻薬捜査官Ｐは大阪のホテルにて大麻の買受人に扮し、Ａの紹介によりＸに接

触した。Ｘは東京に来れば大麻を売ることができる旨をＰに伝えたが、Ｐは東京行きを拒

否したため、翌日大麻の取引を行うことになった。 

 翌日、Ｘは大麻約 2 kgを持参したところをあらかじめ捜索差し押さえ令状の発布を受け

ていたＰの捜索を受け、現行犯逮捕された。 

 Ｘの弁護人は上記のおとり捜査は違法捜査に当たるとして違法収集証拠排除を求めたが、

これに対し第 1 審は次のように判示した。「犯意誘発型か機会提供型かを検討し、次に機会

提供型であっても捜査機関側の働きかけが相当性を逸脱しているかどうかを検討し、機会

提供型で働きかけが相当である場合におとり捜査の適法性が認められる･･････本件で行わ

れたおとり捜査は、機会提供型で捜査機関側のＸに対する働きかけは相当と認められ、適

法であった」と。さらに、Ｘ側は控訴を申し立てたが、原審も「おとり捜査の適否につい

ては、おとり捜査によることの必要性とおとり捜査の態様の相当性を総合して判断すべき

ものと解される」として、本件おとり捜査を適法としている。これに対してＸ側は、①お

とり捜査は憲法13条で保障される人格権を侵害し、同時に憲法31条による適正手続きにも

反するとして刑訴法338条 4 号公訴棄却の判決、及び②たとえ公訴棄却がなされなくても本

件おとり捜査は捜査機関が執拗に被告人に働きかけたものであるから当該おとり捜査によ

って得られた証拠の排除を求めて上告した。最高裁はＸの上告を「原判決の認定に沿わな

い事実関係を前提にするものである」としたうえで職権判断によりおとり捜査について以

                              
2 本事件の事案と各審級における判断については『刑事訴訟法判例百選（第 9 版）』（有斐閣、2011年）

26頁及び佐藤隆之「おとり捜査の適法性」（『法学教室』296号、2005年 5 月）37頁以下 
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下のように判断してこれを棄却した。 

 「おとり捜査は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手

方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たとこ

ろで現行犯逮捕等により検挙するものであるが、少なくとも、直接被害者がいない薬物犯

罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会

があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197

条 1 項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。 

 これを本件についてみると、上記のとおり、麻薬取締官において、捜査協力者からの情

報によっても、被告人の住居や大麻樹脂の隠匿場所等を把握することができず、他の捜査

手段によって証拠を収集し、被告人を検挙することが困難な状況にあり、一方、被告人は

既に大麻樹脂の有償譲渡を企図して買い手を求めていたのであるから、麻薬取締官が、取

引の場所を準備し、被告人に対し大麻樹脂 2 kgを買い受ける意向を示し、被告人が取引の

場に大麻樹脂を持参するよう仕向けたとしても、おとり捜査として適法と言うべきである。

したがって、本件捜査を通して収集された大麻樹脂をはじめとする各証拠の証拠能力を肯

定した原判断は、正当として是認できる。」 

 

２ 分析 

 本判決は「おとり捜査」を定義づけたうえで、これを任意捜査（刑訴法197条 1 項）とし

て行い得ることを明らかにした。そして、「少なくとも、直接被害者がいない薬物犯罪等の

捜査において」という留保付きであるが、他の方法で摘発が困難である場合にいわゆる機

会提供型による方法で「おとり捜査」が許容されることを判示したものと一般的に解され

ている。 

 しかし、本事案においては以下のような特徴があった。すなわち、①Ｘは大麻の譲渡（大

麻取締法24条の 2 ）ではなく営利目的所持（同法24条の 2 の 2 項）で有罪にされたという

こと、②そもそもＰには大麻を譲り受ける意思が存在していなかった（ゆえに譲渡と言う

構成要件さえも実現されていなかった）こと、である。したがって、後述するような「お

とり捜査」の将来への犯罪捜査と言う性格はおろか「おとり捜査」の犯罪惹起的な側面は

本件では認められないのである。つまり、機会提供型でかつ補充性が満たされるときに「お

とり捜査」が認められるという判例の規範定立は本件にあってどれだけ役に立つものかは

疑わしいのである。本件は「おとり捜査」によって対象者に新たに犯罪を行わせしめたの

ではなく、すでに行っていた犯罪の決定的証拠を捜査官の眼前にさらさせただけの事案な

のである。そのように考えると本決定は射程として「おとり捜査」一般に妥当するとはに

わかには言えないであろう。 
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Ⅲ 学理 

 以下では「おとり捜査」に関する学説を整理していく。その学説とは「おとり捜査」の

違法性を基礎づけるものとは何であるかと言う問いを中心に展開されている。 

 

１ 三井説 

 三井説は「おとり捜査」の中でも犯意誘発型に関して、これを、憲法13条が保障する人

格的自律権を侵害するものとして、強制処分と位置付ける3。これによれば、「おとり捜査」

の問題の本質は「おとり捜査」の対象者の権利制約にあることになる。 

 しかし、この見解に対しては暴行や脅迫によって対象者に行為を強制させた場合は格別

として、そのような場合でない限り対象者の自由意思は侵害されていないのではないかと

言う批判や4、「おとり捜査」によって対象者の動機において錯誤が生じるかもしれないが

それ以上にその行為が犯罪であること自体に対象者の錯誤は存在しないという批判5もあ

る。 

 

２ 大澤説 

 大澤説は三井説と同様対象者自身の権利制約を「おとり捜査」の問題の中心に据えてい

る。しかし、大澤説は三井説の言う人格的自律権の内容を具体的に指摘していると言えよ

う。つまり、大澤説によれば、「おとり捜査」は個人が国家の干渉を受けつつ意思決定をす

るところに問題があるとする。そこでの人格的自律権とは国家の干渉を受けないで独立し

て意思決定をする自由であるということになる6。 

 この見解に対しては、対象者が直面している問題は犯罪をするか否かであって、果たし

て国家の干渉を受けずに犯罪を行うか否かの意思決定をする自由が存在するのか疑わしい

という批判、結局のところ対象者は動機において錯誤していることは変わらないという批

判がある7。 

 

３ 通説 

 一般的な説に従えば、「おとり捜査」の問題点は対象者個人にかかる権利利益の制約では

なく、むしろ公益を害するところにその問題点を見出す。司法の廉潔性や国家機関がトリ

                              
3 三井誠『刑事手続法（ 1 ）〔新版〕』（有斐閣、1997年）89頁以下 
4 酒巻匡前掲論文105頁 
5 佐藤隆之前掲論文43頁、宇藤崇「演習（刑事訴訟法）」（『法学教室』283号、2004年 4 月）118頁 
6 大澤裕「演習（刑事訴訟法）」（『法学教室』242号、2000年11月）171頁 
7 酒巻匡前掲論文106頁 
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ックを用いるという不公正性と言う点を強調する8のは、例えば、国民の司法への信頼など

個人を超えた公益を想定しているものと言える。 

 さらに近年、本来犯罪を予防、抑制すべき国家機関が犯罪を助長する点をとらえ、この

矛盾こそ「おとり捜査」の問題点であると捉える学説も増えてきている9。この見解は司法

の廉潔性や上記の「不公正性」といった抽象的な概念をより具体化したと評価できるであ

ろう。さらに、この見解によれば、国家機関が「おとり捜査」によっていかなる法益侵害

結果の危険を惹起したかによって個別化してその適法性を論じることができるとされてい

る10。 

 このような通説においては国家の法益侵害惹起を問題にするのか、それとも国家の犯罪

創出の点を問題にするのかは必ずしも区別して議論されてこなかったように思える。この

点に関してはⅣの 3 で改めて議論することにする。 

 

４ 各説と二分論との関係 

 上記の判例で見たように、一般的には「おとり捜査」は犯意誘発型にあっては許されず、

機会提供型にあってはじめて許されうると解されている。このような二分論は上の各学説

においてどのように位置づけられているのであろうか。 

 まず、三井・大澤説についてであるが、両説は対象者の権利・利益に着目する説であっ

たが、三井説では犯意誘発型の「おとり捜査」は強制処分であるとしている。したがって、

三井説にあってはこの二分論は任意処分と強制処分とを分類するためのメルクマールとな

る。一方、大澤説によれば以上のような区分は明言されておらず、二分論は「おとり捜査」

の違法性と理論的には結びつかないものとしている11。 

 また、通説の理解でも、二分論を積極的に評価するものと二分論に疑問を呈するものと

に分かれている。積極的に評価するものとしては、「おとり捜査」の適法性要件として必要

性と相当性が要求されるところ、犯意誘発型ではこの相当性の要件にかけるとするのであ

る12。これに対して、犯意誘発型であっても機会提供型であっても国家が法益侵害の危険

を惹起することに変わりはなく、以上の区別にどれほどの意義があるのかは疑問とする見

解もある13。 

 

                              
8 白取祐司『刑事訴訟法（第 8 版）』（日本評論社、2015年）124頁 
9 酒巻匡前掲論文106頁 
10 酒巻匡前掲論文108頁 
11 大澤裕前掲論文171頁 
12 池田修「いわゆるおとり捜査の可否」（『増補令状基本問題上』、1996年）40頁以下 
13 酒巻匡前掲論文107頁、宇藤崇前掲論文119頁 
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Ⅳ 検討 

 以下では「おとり捜査」の限界について上記の判例分析及び学説整理を踏まえ検討して

いく。 

 

１ 将来の犯罪に対する捜査 

 「おとり捜査」の違法性の内実を論ずる前に、前提として、そもそも「おとり捜査」が

捜査として許容されるのかを検討する。なぜなら、「おとり捜査」は一般的に現時点で発生

していない犯罪、つまりは、将来において発生するだろう犯罪に対する捜査であると解さ

れているからである。 

 問題は行政警察活動と司法警察活動の区別にある。行政警察活動とは警察法 2 条 1 項に

言う「犯罪の予防、鎮圧」を指し、司法警察活動とは「捜査、被疑者の逮捕」を指す。そ

して両者の区別は目的にあり、犯罪の訴追を目的とした活動であるならば司法警察活動と

して捜査に該当することになるし、犯罪の予防及び鎮圧が目的ならば行政警察活動になる

とされている14。そこでは活動の対象たる犯罪が過去の物か現在または将来のものである

かは問題とはされていない。したがって、一般的には将来の犯罪に対する捜査は許容され

ているのである。裁判例上も将来の犯罪を見越して監視カメラを設置する行為につき、①

将来において犯罪行為が行われる相当高度の蓋然性があり、②証拠保全の必要性及び緊急

性が認められ、③撮影方法が社会的に相当と認められる方法でもって行われる場合は適法

な捜査と認められる旨を判示しているものがある15。 

 将来における犯罪捜査が認められる理由としては、過去に対する犯罪捜査も将来に対す

るそれも結局は犯罪の蓋然性を対象にしている点は変わらないため、両者は質的に違いが

認められないからであるとされている。これに対して、本来、犯罪は事前に抑制されるこ

とが最も望ましいところ、国家がこれを予測しておきながら放置することはやはり問題が

あるという批判がある16。そして、この批判に対しても、捜査機関が犯罪を抑止するか、

それとも公判に向けて捜査するかは社会の安全を守るためにはいかなる方策をとることが

望ましいかと言う問題にすぎず、いずれの選択をとるかは捜査機関にゆだねられてしかる

べきという再反論もある17。 

 しかし、犯罪を予防することは刑事政策的に誰も損をしないので最良の策であるはずで

ある。翻って、捜査とは特定人に罪責を負わせるために行うものであるから、被疑者にと

って捜査とは危険そのものであって、なるべくなら避けられるべきではないであろうか。

                              
14 川出敏裕「行政警察活動と捜査」（『法学教室』259号、2002年 4 月）73頁 
15 東京高裁判決昭和63年 4 月 1 日判タ681号228頁 
16 白取祐司前掲書89頁 
17 佐藤隆之前掲論文41頁 
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実際、憲法13条は基本的人権を国政上最大限に尊重する必要があるにもかかわらず、より

人権保障に厚い犯罪予防よりも犯罪捜査を行うことは憲法13条に反するという見解もあ 

る18。この指摘は正当である。この両者の使い分けを捜査機関の恣意に委ねることはとて

も健全な刑事司法の在り方であるとは思えない。そもそも行政警察活動権限も司法警察活

動権限も議会による立法があってはじめて行使し得るものであって、この意味で捜査機関

の活動は国民の意思によって統制されているはずである。法律家の巧みな法解釈によって

両者のすみわけをあいまいにされてよいものではないのである。さらに、両者のうちいず

れを使うかは捜査機関の裁量にゆだねるべきとする見解は被疑者の権利利益という観点を

充分に勘定しきれていないように思える。 

 さらに、将来の犯罪捜査を容認したとされる裁判例の多くもよく観察したらその内実は

過去の犯罪捜査ないし行政警察活動であることが分かるはずである。例えば、将来の犯罪

行為を予測して監視カメラを設置する事案19では、暴力団や争議団が日ごろから衝突事件

を繰り返していたことを理由に電柱にカメラを設置しており、いわば隠しカメラとして設

置したという事案ではないのである。したがって、本事案におけるカメラ設置は客観的に

見て行為者の心理にカメラの存在を意識させることによって犯罪を予防しようとした側面

があるのである20。そして、電話での脅迫を予想して予め録音しておいた事案21については、

すでに被疑者が何度も同じ被害者に脅迫電話をかけていた事案であり、いわば録音された

脅迫とそれ以前の恐喝を合わせて包括一罪になるべきものであった。すなわち、当該録音

自体は過去に起こった脅迫事件のための捜査であると位置づけられるのである。 

 以上のように、将来の犯罪に対する捜査は基本的に否定されなければならないが、一見

将来の犯罪に対する捜査に見える場合であっても、例えば被疑者が同種の事件を複数回起

こしている場合など、その将来の犯罪を解明することが過去の犯罪の解明に役に立つ場合

は、そのような捜査も許されると解する。もっとも、将来発生する一個の犯罪行為に着目

すれば、はやりかかる場合も将来の犯罪捜査であるという指摘もある22。この指摘は正当

なものであり、したがって、おとり捜査によって誘発された犯罪はその事実自体を証拠と

して取り扱うことは許されるにしても、それ自体を処罰することは許されないと解する。

なぜなら、誘発された犯罪は捜査の基礎をなす嫌疑（刑訴法189条 2 項）の客体とはなりえ

ず、それゆえその誘発された犯罪についての起訴は適法とはなりえないからである。する

と「おとり捜査」が適法なものとして認められるための一つ目の条件は、捜査機関が「お

とり捜査」を決心した時点で、被疑者に何らかの過去の犯罪の嫌疑がなければならないと

                              
18 三島聡「盗聴法を解剖する」（『法学セミナー』539号、1999年11月）54頁 
19 脚注15の事案 
20 無論、行政警察活動としても方法として妥当なものであったかは議論を要する。 
21 千葉地裁判決平成 3 年 3 月29日判時1384号141頁 
22 白取祐司『刑事訴訟法（第 4 版）』（日本評論社、2007年）144頁 
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いうことになる。その犯罪は「おとり捜査」という被疑者の将来の行動を解明することに

よって明らかにされるという関係にあるものでなくてはならず、単に一回の結果犯の嫌疑

があるだけでは足りない。 

 

２ 緊急事態の作出としての「おとり捜査」 

 たとえ、当該「おとり捜査」が将来の犯罪に対する捜査ではないとしても問題はいまだ

残る。すなわち、「おとり捜査」は一定の行為にでるように被疑者に働きかけ、その行為に

及んだところを現行犯逮捕又は緊急逮捕等する性質を持つゆえ、捜査機関が自ら緊急事態

を作出しているのである。ところで、現行犯逮捕にしても緊急逮捕にしても、さらには緊

急処分説に立てば刑訴法220条 1 項の無令状捜索・差押え・検証にしても緊急性要件は必要

である。もし、これらの処分をすることで検挙するのであれば捜査機関が自ら緊急事態を

作出した場合にもこれらの処分が許されるか否かを検討しなければならない。 

 こうした捜査機関による緊急事態の作出問題をアメリカ法と比較して検討した研究者と

しては緑大輔氏が挙げられる。緑氏は特に刑訴法220条 1 項の「必要があるとき」という要

件について、緊急事態の作出がこの要件の不該当を導くかと具体的に問題提起している23。

その上で、緊急性・必要性の要件は処分執行の着手時点や執行時点のみの事情を基礎とし

て判断されるものではなく、それ以前のその処分に至るまでの経過を考慮して判断されな

ければならないとする24。そして、その経過をも考慮した結果、「令状主義に基づき捜索を

行う機会がありえた」、「被処分者に証拠隠滅を促すことにつながる要因を捜査機関がこと

さらに作り出している」と言うことができれば上記の「必要があるとき」の要件が欠如す

るとしている25。 

 こうした考え方の背景には捜査比例の原則が存在するように思える。もともと、緑氏は

本来被疑者をその場で逮捕できるにも関わらず、あえて被疑者の自宅に承諾を得て入り、

そこで逮捕をすることによって同時に刑訴法220条 1 項によって自宅の捜索をもする事態

を念頭に置いている。この際、日本において承諾に基づく捜査は好ましい捜査とは考えら

れていないことを指摘する26。その上で、令状に基づく捜査が可能ならばそちらを優先さ

せるべきであるとするのである27。 

 緑氏はさらに以上のような緊急性・必要性の実質的な存否を当該処分に至るまでの経緯

                              
23 緑大輔「捜査機関による緊急性・必要性の作出と令状主義」『刑事訴訟法理論の探求』（日本評論社、

2015年）40頁以下 
24 緑大輔前掲論文42頁以下 
25 緑大輔前掲論文43頁 
26 緑大輔前掲論文41頁以下 
27 緑大輔前掲論文41頁 
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を含めて判断する方法を他の捜査の規制にも応用できると示唆している28。それならば、

おとり捜査にも十分同じ考え方を応用できるはずである。たしかに、「おとり捜査」は承諾

に基づく捜査とは異なるものであり、令状に基づく捜査がこれよりも優先するかどうかは

検討しなければならない。しかし、現行犯逮捕や緊急逮捕、無令状捜索・差押え・検証を

行うことを前提にするならば、令状による処分が無令状による処分に勝って当然である。

なぜなら、後者は裁判官の事前審査を経ており、事前に令状を提示されることで告知・聴

聞を受ける権利も保証されやすいからである。また、上の緊急の無令状処分は憲法上も例

外としている以上、やはり無令状処分を前提とした「おとり捜査」はなるべく避けられる

べきことになる。 

 以上より、無令状の処分を前提にした「おとり捜査」をするためには「令状主義に基づ

き捜索を行う機会がありえなかった」という要件を満たさなければならない。「おとり捜査」

について補充性要件に言及する見解29もあるが、この補充性要件はこのようにして位置づ

けられる。もっともⅡの判例の事案のように最初から令状を取っている場合にはこの議論

は当てはまらない。 

 

３ 「おとり捜査」の違法性 

 おとり捜査の違法性の内容についてはⅢでその学説を整理してきた。まず、「おとり捜査」

の違法性の内容を対象者の権利利益の制約と見ることは困難である。「おとり捜査」によっ

て対象者の人格的自律権が制約されたとみる見解があることはすでに述べたが、その人格

的自律権の内容を国家から干渉を受けずに独立して意思決定する自由であるとして具体化

したとしても、最終的な犯罪の意思決定を行ったのは被疑者自身である。被疑者が有責的

で適法行為期待可能性があると判断される以上は、被疑者は犯罪行為を思いとどまること

ができるにもかかわらずあえてこれを行ったのであるから、紛れもなく犯罪を行ったこと

は被疑者の自由意思なのである。もちろん、国家が被疑者に適法行為の途を閉ざしてしま

うほどの干渉をしたならばこれは人格的自律権の侵害と言えるであろう。 

 以上より、「おとり捜査」の違法性の内容としては対象者の権利利益を超越した公の又は

第三者の権利利益と言うことになるであろう。そして、Ⅲの 3 で示したようにおとり捜査

は司法の廉潔性や国家がトリックを用いるという「不公正性」を問題とするわけであるが、

それを具体化すると国家が本来守るべき法益を侵害することがおとり捜査の問題の本質と

なるのか、それとも本来犯罪を抑止すべき国家が犯罪を創出することに問題があるのかは

厳密に区別されなければならない。というのは、後に述べるように、刑法の共犯の処罰根

拠論によれば共犯者による結果惹起と共犯者による正犯者の犯罪行為惹起は明確に区別さ

                              
28 緑大輔前掲論文46頁 
29 白取裕司前掲書125頁 
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れているからである。 

 もし、国家による犯罪創出自体をおとり捜査の違法性の本質とするならば、そこにある

問題意識は本来犯罪を予防しなければならない国家が積極的に犯罪を創出する点に求めら

れる30か国家が正犯者の潔白性を攻撃している点に求められることになる31。前者の問題意

識自体は正当である。しかし、この問題意識はおとり捜査だけに妥当するものではないよ

うに思われる。すなわち、おとり捜査以外の将来の犯罪に対する捜査一般についても、少

なくとも国家は不作為態様によって犯罪の出現を容認しているのであるからかかる問題意

識は将来の犯罪に対する捜査一般に対して向けられるべきである。後者の問題意識に関し

ては結局のところおとり捜査の問題の本質を人格的自律権の侵害とする点前述の批判が当

てはまるであろう。 

 すると、おとり捜査固有の問題としてはやはり国家による法益侵害結果の惹起と言うこ

とになる。この点を詳しく描写するために刑法の実体法の論点である共犯の処罰根拠論に

ついて俯瞰することにする。 

 共犯の処罰根拠論とはもともと、①未遂の教唆32の不処罰根拠、②片面的対抗犯33の不処

罰根拠、③身分犯への非身分共犯者の処罰根拠を理論整合的に論じるための議論であっ 

た34。学説の紆余曲折はここでは省略するが、圧倒的通説として多くの支持を得ているの

は混合惹起説である。混合惹起説は惹起説を基礎としている。この惹起説とは共犯者は共

犯自身の不法と責任によって処罰されるという考え方である35。言い換えれば、共犯者は

自らの行為と結果との間に因果関係を有するがゆえに処罰されるのである。 

 これによれば①につき、共犯者の犯罪は正犯者に犯罪行為をさせたことにとどまらず、

問題となる犯罪結果を惹起したことにあるのであるから共犯者が故意犯として処罰される

ためには結果発生の予見も必要と言うことになるが、未遂を教唆する者には結果発生の故

意がない故に処罰されないという結論になる36。そして②につき、共犯者は正犯者と違っ

                              
30 内藤大海「おとり捜査の研究（ 4 ）」（『北大法学論集』59巻 2 号、2008年 7 月）324頁以下では、訴追

を目的として犯罪を誘発する矛盾行為をおとり捜査の違法性の本質とするドイツの学説を詳細に論じ

ている。これを受けて、内藤大海「おとり捜査の研究（ 5 ）」（『北大法学論集』61巻 4 号、2010年11

月）147頁以下ではその学説を採用することを示している。 
31 中山研一・浅田和茂・松宮孝明『レヴィジオン刑法 1 』（成文堂、1997年）16頁以下によれば、共犯者

は正犯者の違法行為そのものの惹起故に処罰されるという考え方は不法共犯論と呼ばれる。これによ

れば教唆者は他人に犯罪行為の決心をさせ、罪に陥れたことを根拠に処罰される。 
32 初めから未遂で終わることを予期して行う教唆犯。「おとり捜査」がこれの代表例。 
33 初めから複数人での犯罪実現が予定されているが、その一部しか処罰が予定されていない犯罪をいう。

例えば、刑法175条 1 項のわいせつ物頒布罪では譲渡人のみが処罰され、受取人は処罰されないのであ

る。 
34 松宮孝明「『共犯の処罰根拠論』について」（『立命館大学法学』256号、1997年）74頁以下 
35 松宮孝明前掲論文75頁以下 
36 松宮孝明前掲論文76頁 
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て当該構成要件が予定している不法を充足できないゆえに不処罰になるとされる37。すな

わち、例えば刑法175条 1 項わいせつ物頒布罪の事例では、わいせつ物頒布罪の保護法益が

社会風俗であるところ、自らのプライベートな空間からわいせつ物を社会と言うパブリッ

クな空間に移転した譲渡人のみが処罰され、逆に社会と言うパブリックな空間から自らの

占有下と言うプライベートな空間にわいせつ物を移転した受取人は何ら法益を侵害できな

いのである。故に、たとえ受取人が譲渡人にわいせつ物を頒布するように教唆したとして

も処罰されないのである。 

 最後に③につき、惹起説を貫くなら身分犯とは身分がなければ実現できない犯罪なので

共犯者が非身分者なら本来たとえ身分者の犯罪に加工したとしても不処罰になるはずであ

る。しかし、刑法65条 1 項によれば構成的身分犯に加工した者は身分がないものであって

も共犯とされる。そこで混合惹起説は惹起説を基礎としながらも、共犯者が正犯者を仲介

して犯罪を実現するところに目をつける。すると、身分犯とはとくに結果発生をさせない

ための特別義務を負う者の義務違反と言う側面を持つ犯罪であり、混合惹起説は共犯者が

正犯者の身分者としての義務に違反させたことをその処罰根拠とすることにした38。この

ように混合惹起説は惹起説を基礎としながら、正犯者への従属性も肯定するのである。し

かし、この従属性は共犯者が問われる不法は正犯者の不法を限度にするという意味のもの

である39。したがって、自傷行為の教唆者は教唆者自身から見れば他人を傷害することに

なるが、だからと言って刑法204条傷害罪の61条教唆犯となるわけではなく、自傷行為と言

う正犯の行為の違法性が限度となるので不可罰となるのである。 

 まとめるならば、混合惹起説とは正犯の不法の限度で共犯者が犯した不法を問う見解で

ある。ここでこの混合惹起説は、正犯者が犯罪をしたこと自体を創出したという点を共犯

者の違法性とする不法共犯論とは区別されるべきである。あくまで惹起説は犯罪結果それ

自体との関係性を問題とするのであって、その結果は共犯者と正犯者で評価が変わりうる

ことを前提とする。これに対して不法共犯論では②について共犯者は正犯者の犯罪に連帯

することになるので原則買受人は譲渡人に対する教唆犯となることになる。もし、買受人

を不処罰にするならば、不法共犯論は共犯の処罰根拠論の外からそのための理論を導くこ

とになる。 

 そして、この混合惹起説の見解に従うならば、「おとり捜査」の不処罰根拠は有責性の欠

如であって、逆に言えば違法性は存在することになる。したがって、「おとり捜査」が捜査

活動として許容されるためには以上の共犯の処罰根拠論以上の議論が必要になってくる。 

 

                              
37 松宮孝明前掲論文76頁 
38 松宮孝明前掲論文79頁以下 
39 松宮孝明前掲論文78頁 
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４ 「おとり捜査」の許容性 

  3 でみたように「おとり捜査」の違法性の実質は共犯の処罰根拠論における混合惹起説

によって分析されることになるが、混合惹起説は惹起説を出発点とするため、違法の相対

性を認めることになる。したがって、上記②のように、正犯者にとっては違法であるが共

犯者にとっては違法ではないという事態がありうるのである。そうでなくともそもそも正

犯者にとっても違法でないということもありうる。以下ではそうした状況も考慮に入れな

がら分類分けをして検討していくことにする。 

 

 (1) 「おとり捜査」が正犯者にとっても共犯者にとっても違法でないとき 

 この分類分けの場合はそもそも「おとり捜査」と言えるか否かが疑問であるかもしれな

いが、Ⅱで紹介した判例の事例はまさにこと類型に該当するように思われる。すなわち、

麻薬捜査官Ｐは最初から被疑者Ｘと取引する気などなかったのであり、当然大麻を譲り受

けようという意思は存在しない。そうではなくて、Ｐは強制的にＸから大麻を押収しよう

としていたのである。したがって、ＸとＰとの間には取引は存在せず、ＸがＰに大麻を譲

り渡すことなど不可能であった。つまり、ＰがＸに大麻を譲り渡すように教唆したところ

でそれは不能犯なのである。なぜなら、Ｐには譲り受けるという内心の効果意思が存在し

ないからである40。このように、取引を持ち掛けるタイプの「おとり捜査」の多くはもは

や不法を構成しないのである。そしてこの場合には麻薬などの禁制品の所持罪の疑いで逮

捕あるいは当該禁制品を差し押さえることになる。 

 また、次のような場合も考えられる。すなわち、おとり捜査官が人身売買の買受人に扮

して未成年者誘拐犯と接触し、被害者を買い受けるという場合である。この場合、一見お

とり捜査官の行為は刑法226条の 2 の 2 項未成年者買受罪の不法を犯しているように見え

る。しかし、このような人身売買の罪は広くは認められない。というのも人身売買は被害

者を自己または第三者の事実的支配下に被害者を置くことを必要とする41が、この「支配」

というのは被害者からの搾取の要素がなければ成り立たないからである42。捜査官の買受

行為には搾取の意味合いは含まれていないのであるから、未成年者誘拐犯の譲り渡し行為

も被害者を捜査官の事実的支配下に置いたとは言えないのである。そして、被害者を監禁

状態に置くなどしない以上はおとり捜査官の行為は被害者の行動の自由や意思決定の自由

を侵害せず、また未成年者の安全のためにある監護権も侵害していないのである。したが

って、未成年者誘拐犯を唆した捜査官の行為にも捜査官に被害者を譲り渡した犯人の行為

にも違法性はないのである。 

                              
40 民法94条の心裡留保の規定によれば、原則効果意思を伴わない意思表示は無効である。 
41 浅田和茂・井田良編『基本法コンメンタール 刑法』（日本評論社、2015年）498頁 
42 松宮孝明編『ハイブリッド刑法各論（第 2 版）』（法律文化社、2012年）69頁 
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 (2) 「おとり捜査」が共犯者にとってのみ違法でないとき 

 例えば、泥酔者から財布を連続して窃取している疑いのある被疑者に対する捜査として

自ら泥酔者のふりをして被疑者を捕まえる手法が当該類型に当たるであろう。この場合は、

確かに正犯者に違法性があるが、共犯者たるおとり捜査員は何ら不法を惹起していない（自

分の物を盗むということはありえない）ため捜査として許容されることになる。ただし、

前述の例では当該被疑者を窃盗の現行犯逮捕で逮捕することがそれまでに行われていた同

種の窃盗の解明に役に立つというものでなければならないし、おとり捜査によって誘発さ

れた窃盗行為を起訴することは許されないと解するべきである。 

 また、さらに次のような事例も考えられる。すなわち、おとり捜査官が盗品買受人に扮

して窃盗犯に接触し、盗品を買い受ける場合である。一見おとり捜査官の行った行為は刑

法256条 2 項盗品等有償譲受け罪の不法を犯しているように思える。しかし、この場合、お

とり捜査官には不法領得の意思が存在しているとは言えないであろう。基本的に本来の権

利者に返還する予定がある（刑訴法124条）のであるからこの買受行為に権利者排除の要素

は認められず、被害者の追求権を侵害しているとは言えない。法益を侵害しているとは言

えない以上、このおとり捜査官の行為には違法性は存在しない。しかし、窃盗犯人が金銭

を要求しているならば追求権侵害が発生しており、窃盗犯人の行為は違法となる43、44。 

 

 (3) 「おとり捜査」が正犯者にとっても共犯者にとっても違法であるとき 

 例えば、Ⅱの判例でＸが所持している者が大麻かどうかの確証がつかめず、実際に手に

取って検証しなければならないようなときは、捜査員Ｐとしては実際にお金をＸに払って、

大麻（と思しきもの）を譲り受けるという選択肢もありうるであろう。このような場合、

取引は成立しているのでおとり捜査員としても大麻の譲り受けの罪に該当することになる。

しかし、ここで麻薬取締官が譲り受けたものが麻薬である場合やあへんである場合にはそ

れぞれ麻薬及び向精神薬取締法58条、あへん法45条により違法性が阻却されることになる

（刑法35条）。 

 ここでこのような類型の「おとり捜査」の場合、以上のような特別の根拠規定がない限

りおとり捜査官は禁制品を譲り受けることはできないのであろうか。この点につき、「おと

り捜査」は任意捜査であるから任意捜査として許容されるなら本来そのような根拠規定は

不要であって、麻薬及び向精神薬取締法58条やあへん法48条は確認規定に過ぎないとする

                              
43 最決昭和27年 7 月10日刑集第 6 巻 7 号876頁によれば窃盗の被害者から賍物の回復を依頼されて、これ

を被害者宅に運搬返還したとしても、結局窃盗犯人に協力してその利益のために賍物の返還を条件に

被害者をして多額の金員を交付せしめる等賍物の正常なる回復を困難ならしめた場合には賍物運搬罪

が成立する。 
44 私見によれば窃盗後の財産処分は共罰的事後行為であるので行為自体は違法になると解する。 
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見解がある45。多くの見解によれば「おとり捜査」は任意捜査であるが、このように「お

とり捜査」を任意捜査と解する以上、上記の規定は確認規定と解することになるであろう。 

 しかし、麻薬及び向精神薬取締法58条は「厚生大臣から許可を受け」ることを適法性要

件としているが、任意捜査であれば、つまり本規定が単なる確認規定で絶対必要なもので

はないとしたら、このような要件は不自然である。同じ理はあへん法45条にも当てはまる。

これらの規定は明らかに厚生大臣の許可がなければその所持は違法とするものである46。

さらに、覚せい剤取締法17条 4 項を根拠に覚せい剤譲受け捜査はできないと解されてお 

り47、この事実もこれらの規定を確認規定と解する見解にとっては不利に作用する。とい

うのも特別の立法を待たずとも譲受捜査ができるならば本17条 4 項を上記のように解する

必要はないはずだからである。 

 あへん法や麻薬及び向精神薬取締法といった薬物関連法は一方で国民医療の向上の観点

からこれらの薬物の一定の必要性を認めながら、他方でその害悪が社会に蔓延することも

考慮して厳格な規制を敷いているものである。特にあへん法の制定の際、ヒロポン（覚せ

い剤）その他の薬物が社会に蔓延していることが議論の的となっている48。そしてこれに

対して当時の政府委員はあへんの不正ルートによる蔓延を危惧している旨の発言もしてい

る49。それならば、こうした薬物の流通は当然厚生大臣の管理下で行わればならないこと

を立法者は想起しているはずであり、それゆえあへんや麻薬等を譲り受けることを任意捜

査として許容しているとは考えにくい。実際、第七回国会衆議院厚生委員会議において説

明員は麻薬取締法案53条（今の麻薬及び向精神薬取締法58条）について、「この53條により

まして、特別に厚生大臣から許可を得ない限りは、この麻薬取締法の適用を受けて、一般

人と同じ立場にあると解釈されます。普通の罰則を全部適用されます。」と述べている50。

                              
45 佐藤隆之前掲論文45頁 
46 古田佑紀・齊藤勲編『大コンメンタール 1  薬物五法』（青林書院、1994年）306頁によれば、「薬物の

譲り受けについては、一定の者以外の者にはこれを禁止しているため、麻薬取締官及び麻薬取締員に

ついては、厚生大臣の許可を受けて行う場合に限り、その譲り受けを認めることとした。」と、また同

編『大コンメンタール 2  薬物五法』（青林書院、1996年）82頁によれば、「あへん又はけしがらの譲

渡は、あへんについては何人も国以外の者からあへんを譲り受けてはならない旨（第 7 条 1 項）、また、

けしがらについてはけし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究施設の設置者でなければけしがらを譲り受

けてはならない旨（第 7 条 2 項）規定しており、これらの者以外の者にはあへん又はけしがらを譲り

受けることを禁止している。このため、麻薬捜査間および麻薬捜査員については、あへん又はけしが

らに関する操作を行うにあたり厚生大臣の許可を受けて行うに限り、その譲受けを認めることとした。」

とある。これらを素直に読めば本来捜査官はいかなる目的でも麻薬、向精神薬、あへんを譲り受けて

はならないが、これらの規定の要件を満たすことによって特別にその所持が正当化されるということ

になる。 
47 古田佑紀・齊藤勲『大コンメンタール 2  薬物五法』（青林書院、1996年）62頁 
48 例えば、第十九回国会衆議院厚生委員会議事録第十六号 1 頁以下など。 
49 同上 5 頁 
50 第七回国会衆議院厚生委員会議録第12号 7 頁 
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そして、同会議で政府委員は「麻薬を譲り受ける必要が･･････必ず起こって参るわけであ

りますので、それを出し得るような権限を与えた」と言っている51。厚生大臣の許可なく

麻薬を譲り受けたら、捜査官といえども罰則を受けること、政府委員の「権限を与える」

という表現等からして麻薬及び向精神薬取締法58条は明らかに確認規定とは言えない。な

お、あへん法45条も麻薬及び向精神薬取締法58条と同じ趣旨である52。 

 こうして、あへん法45条や麻薬及び向精神薬取締法58条は確認規定ではなく、真に必要

故に規定された規定であるということになる。そうすると、「おとり捜査」を任意捜査とす

るのは所与のものではなくなり、ここから議論をする必要が出で来るのである。 

 「おとり捜査」を任意捜査とする根拠として真っ先に挙げられるのが「おとり捜査」が

被疑者の権利利益を直接侵害するものではなく、あくまで公益や第三者の利益を制約する

に過ぎないからであるという理由である。すなわち、強制処分とは、判例によれば、「個人

の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」53

としているが、これを専ら被疑者の権利利益を制約するものと解していたのではないだろ

うか。しかし、強制処分には強制処分法定主義（憲法31条、刑訴法197条 1 項後段）が妥当

し、それによれば、強制処分はそれを捜査として認めるか否か、そして認めるとしてどの

ような要件の下で認めるかを国民ないしは議会の意識的なコントロール下で決定する意義

がある。すなわち、強制処分法定主義は法治主義と言う近代国家原則の現れである。逆に

言えば、強制処分は国民ないし議会の統制を受けなければならないような処分をいうので

あって、必ずしも被疑者の権利利益の制約を伴う処分だけが強制処分であるということで

はないのではないか54。 

 ここで、強制処分法定主義による統制を受けなければならないような処分とはいかなる

処分をいうかであるが、ここでは行政法における法律の留保の議論を参考にする。なぜな

ら、捜査機関も行政体であるはずであり、強制処分法定主義が法治主義の原則の現れであ

る55とするならば、その正体は行政法における法律の留保の原則に他ならないからである。

ところで、行政法の分野では行政の重要事項ないし本質的な事項に関しては法律の留保が

妥当すべきとする本質性留保説が存在し、ドイツでは判例法理となっている56。これによ

れば、当該処分が国民の権利利益を侵害するものならば当然に法律による根拠規定が必要

になる（侵害留保の原則）が、それだけでなく、行政機関の独断にゆだねてよいかと言う

                              
51 第七回国会衆議院厚生委員会議事録13号 3 頁 
52 第十九回国会参議院厚生委員会議事録23号 7 頁 
53 最判昭和51年 3 月16日刑集30巻 2 号187頁 
54 同旨を述べる論稿として、斎藤司「強制処分概念と任意捜査の限界に関する再検討」『刑事訴訟法理論

の探求』（日本評論社、2015年）22頁以下 
55 辻本典央「刑訴法上の『強制処分』概念について（ 1 ）」（『近畿大学法学』第56巻 3 号、2008年）17

頁 
56 芝池義一『行政法読本』（有斐閣、2013年）55頁 
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観点から権限濫用の危険性と言う観点なども考慮されることになる57。こうして行政にと

って本質的であるとされた事項は十分な規律密度を以て立法されなければならない。 

 かような本質性留保の原則に照らして「おとり捜査」を考えるならば以下のようになる

であろう。当該「おとり捜査」によって何ら法益が侵害されない場合はともかく、「おとり

捜査」によって構成要件によって予定されている法益を侵害する場合、故意はなくても、

可罰性を基礎づけるだけの十分な違法性は存在することになる。一般市民が教唆ないし幇

助を行うとほぼ当然に処罰されることになる。確かに超法規的違法性阻却事由なるものも

観念できるが、ほとんどそれは期待できず、法律に根拠がある場合でない限り、ほぼ処罰

を免れないのである。翻って、捜査機関が教唆ないし幇助を行う場合にだけ捜査の目的だ

からと言って裁判官の裁量で任意捜査として許されるというのでは不公平ではないだろう

か。捜査機関も捜査のためとは言え「おとり捜査」によって可罰的違法性を備えた結果を

惹起しているのであって、これを裁判官の個別具体的な判断によって適法とされるのは問

題がある。やはり、捜査機関であっても違法な結果を惹起する以上法律による授権が必要

であると解さなければならない。それも可罰的違法性を備えているのであれば高度の規律

密度でもって立法すべきである。こうして麻薬及び向精神薬取締法58条、あへん法45条の

存在は説明されるのであり、したがって本類型の「おとり捜査」は強制処分であり、法律

の根拠を必要とする。 

 なお、本類型における「おとり捜査」を強制処分と解する以上、その実行の際に令状が

必要となるかも問題となる。特に無令状処分を予定している「おとり捜査」の場合、本類

型の「おとり捜査」で常に令状を必要としてしまったら、令状の発布を受ける機会がない

という状況を無視しかねない。 

 この点、憲法はその33条と35条の定める他、令状要件を義務付けていないと解すること

も可能である58。この場合、強制処分法定主義の範囲は令状主義のそれよりも広くなる。

しかし、重要なのは憲法31条の適正手続が保証されているか否かである。令状主義はあく

までこれを達成するための手段に過ぎない。本類型の「おとり捜査」についてはそれにふ

さわしい内容の規定が設けられれば足りるのであって、強制処分であるからと言って直ち

に事前の令状が必要になるとは解されない。特に、あへん法45条や麻薬及び向精神薬取締

法58条は厚生大臣が許可を与えることになっているが、ここで予定されている「おとり捜

査」の違法性は厚生大臣の管轄外での薬物の譲受けであるので裁判所の令状判断なしに厚

生大臣の判断のみで適正手続に足りるのである。 

 

                              
57 斎藤司前掲論文26頁以下 
58 辻本典央「刑訴法上の『強制の処分』概念について（ 1 ）」（『近畿大学法学』第56巻 3 号、2008年）16

頁 



「おとり捜査」の限界について 

－ 47 － 

５ 二分論について 

 実務上一般的に当該「おとり捜査」が犯意誘発型か機会提供型かは重要な意味を持って

きたらしいが、本稿の以上のような見解を前提とするならばそのような二分論はもはや不

要となる。「おとり捜査」によってなんら法益を侵害しない場合（（ 1 ）と（ 2 ）の場合）

は法益を何ら侵害しないので犯意誘発型であっても過去の犯罪を捜査するに必要ならば許

されるし、むしろ未成年者誘拐犯の事例にあってはむしろ「おとり捜査」が奨励されるの

ではないか。そして（ 3 ）の類型にあっても、確かに犯意誘発型の方が刑法上の教唆（刑

法61条）に対応するので違法性は高いが、違法性が阻却されることを前提として許容され

るものと解するので、やはり二分論は不要である。 

 そもそも、実体法の分野でも条件付き故意の場合のように教唆なのか幇助なのか分類が

困難な場合が見受けられる。判例上両者の明確な区別基準が確立されておらず、このこと

に鑑みても二分論を維持することは今後困難になってくるように思える。 

 

Ⅴ 結びにかえて 

 以上では、「おとり捜査」の限界を論じてきたが、私見をまとめると以下のようになる。

まず、「おとり捜査」は純粋に将来の犯罪に対する捜査として行ってはならず、必ず過去の

犯罪の解明に役に立つ範囲で行われなければならない。また、無令状処分を前提とする「お

とり捜査」ならば「令状主義に基づき捜索を行う機会がありえない」という補充性要件も

必要である。そして、当該「おとり捜査」が実体法的に見て何らかの法益を侵害するか否

かを検討し、これが否定される場合（（ 1 ）と（ 2 ）の類型）にはおとり捜査は任意捜査と

して許容されるが、法益侵害が肯定される場合（（ 3 ）の類型）には強制処分としてその違

法性を阻却するための特別の規定が必要である。そしてこれまでのような犯意誘発型か機

会提供型かという二分論はもはや不要である。 

 これまで「おとり捜査」の議論はそれがどのような違法性を持つかと言う形で、どのよ

うな場合に許されるかと言う形で一括して議論が進められてきたように思われる。しかし、

本稿の考察では、「おとり捜査」にもさまざまな形態のものがあることが明らかになったが、

それぞれの類型に応じた考察が必要になってくるのではないかと思われる。そしてその類

型分けのためには「おとり捜査」が問題となる事例を正しく実体法の観点で観察すること

が必要になるのである。 

 


