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［67］ 北法67（6・190）2000

金融商品取引法167条３項違反の罪が成立するためには公開買付者等関係者か

ら公開買付け等に関する事実の伝達を受けることが必要とされ、伝達行為自体

については罰則が設けられていなかった（平成25年法律第45号による改正前）

にも拘わらず、公開買付けの実施に関する事実を知人に伝達した被告人の行為

につき金融商品取引法167条３項違反の罪の教唆犯が成立するとされた事例1

東京高裁平成27年９月25日第８刑事部判決

平成25年（う）第1830号：金融商品取引法違反被告事件

公刊物未登載 LEX/DB文献番号25541270

Ⅰ　事案の概要

　原審2により認定された事実は以下の通りである。

　Ａ証券株式会社の執行役員投資銀行本部副本部長であった被告人は、平成22

年12月13日頃から平成23年４月27日頃までの間に、Ａ証券が株式会社Ｃほか２

1 本判決の評釈・解説として、小島陽介「判批」金沢59巻１号（2016）63頁以下、
白井智之「判批」警論69巻３号（2016）175頁以下、平山幹子「判批」新・判例解
説 Watch（法セ増刊）18号（2016）171頁以下がある。
2 横浜地判平成25年９月30日裁判所ウェブサイト。同判決の評釈・解説として、
鈴木優典「判批」刑ジャ 40号（2014）158頁以下、田川靖紘「判批」法教413号別
冊付録（判例セレクト2014［１］）30頁、豊田兼彦「判批」法セ709号（2014）123頁、
堀口勝「判批」洋法58巻１号（2014）181頁以下、宮下央＝石原慎一郎「判批」金
法1997号（2014）96頁以下、蜂巣優二「判批」商事2018号（2013）62頁がある。

判 例 研 究

刑 事 判 例 研 究

岡　部　天　俊



刑事判例研究

［68］北法67（6・189）1999

社との間で締結したアドバイザリー業務委託契約等の締結の交渉または履行に

関し、Ｃ社ほか２社の業務執行を決定する機関が、それぞれ株式会社東京証券

取引所が開設する有価証券市場に株式を上場していた株式会社Ｄほか２社の株

券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関す

る事実を知り、同年２月22日頃から同年４月28日頃までの間に、知人Ｂ3に「Ｄ

株が TOB になる。」などと電話で言って、前記各事実を伝え、その公表前にＤ

社ほか２社の株券を買い付けるように促すなどして唆し、よって、同人にその

旨の決意をさせた上、上記各事実の伝達を受けた同人をして、法定の除外事由

がないのに、上記各事実の公表前である同年２月22日から同年９月２日までの

間、Ｅ証券株式会社を介し、東京証券取引所において、Ｆ名義で、Ｄ社ほか２

社の株券合計６万7167株を代金合計6426万7400円で買い付ける犯罪を実行さ

せ、もって、Ｂを教唆して金融商品取引法違反の罪を実行させた。

　弁護人は、判例（最判昭和43年12月24日刑集22巻13号1625頁及び最判昭和51

年３月18日刑集30巻２号212頁）によれば、法が必要的共犯の一方のみを処罰し、

他方を処罰する規定を置いていない場合には、他方については不可罰と解すべ

きであって、この論理は、純粋な対向犯以外の場合であっても妥当するところ、

金商法167条３項の取引については、構成要件上、公開買付者等関係者による

情報伝達行為が当然に予想されるばかりか、むしろ必要不可欠な関与行為であ

るにもかかわらず、同法は、これを処罰する規定を置いていないのであるから、

これを不可罰とする趣旨であると解すべきであって、同項の教唆犯ないし幇助

犯として処罰することは許されないと主張したが、原審・横浜地裁は以下のよ

うに述べて、この主張を斥けた。

　「〔１〕しかしながら、弁護人が指摘する判例のうち、前者は、弁護士法違反

の事案について、ある者が弁護士でない者に対して法律事件を依頼し、弁護士

法に違反して、いわゆる非弁活動を行わせた場合について、弁護士法が弁護士

でない者に対して報酬を与えるなどの行為をした依頼者を処罰する規定を置い

ていないことから、その依頼者を弁護士法違反の罪の教唆犯として処罰するこ

とはできない旨を判示したものであり、後者は、いわゆる導入預金の事案につ

いて、預金等に関する不当契約に関する法律には、預金者又は媒介者と通じた

3 この者はすでに、金商法167条３項違反の罪で有罪判決（第一審で確定）を受
けていた（横浜地判平成25年２月28日金法1980号153頁）。
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特定の第三者については、その者自身が媒介者となる場合を除いて、これを処

罰する規定がないことから、特定の第三者が預金者又は媒介者と通じたことの

内容が、一般的には、これらの者との共謀、教唆、又は幇助に当たる場合であっ

ても、特定の第三者を預金者又は媒介者の共犯者としては処罰しない趣旨であ

る旨判示したものである。これらの判例は、弁護士法あるいは預金等に関する

不当契約に関する法律という個々の法律の立法趣旨に即して、特定の行為の相

手方を教唆犯あるいは共同正犯、幇助犯として不可罰である旨判示したにとど

まり、およそ一般的に、法が特定の行為の一方を処罰する規定を設けている場

合に、その相手方が共犯者として不可罰である旨判示したものでないことは明

らかである。

　〔２〕そもそも金商法が TOB 等に関するインサイダー取引を規制した趣旨

は、公開買付者等関係者は、一般投資家が知り得ない会社内部の特別な情報に

接することができることから、このような立場にある者が、職務上知り得た情

報を利用して株取引を行った場合には、一般投資家に比べて著しく有利になり、

そのような取引は極めて不公平であることに加え、このような不公正な取引を

放置すると、証券市場の公正性と健全性が損なわれ、ひいては、証券市場に対

する一般投資家の信頼が失われることから、このような不公正な取引を防止す

ることにあると考えられる。このようなインサイダー取引の典型が、公開買付

者等関係者が公開買付け等に関する重要事実を知って、自ら取引を行う場合で

あって、金商法は、167条１項各号においてこれを規制しているが、公開買付

者等関係者が自ら取引をしない場合であっても、第三者に情報を提供して、脱

法的に第三者に取引を行わせる場合があり得るほか、公開買付者等関係者から

重要事実の伝達を受ける者は、公開買付者等関係者と何らかの特別な関係があ

ると考えられ、そのような重要事実の伝達を受けた者が取引を行った場合にも、

公開買付者等関係者が自ら取引を行った場合と同様、証券市場の公正性が害さ

れるから、証券市場に対する一般投資家の信頼を保護する見地から、同条３項

において、公開買付者等関係者からインサイダー情報の伝達を受けた第一次情

報受領者による取引も禁止の対象としている。このように、同条３項の規制は、

同条１項各号の規制を補完し、上記のインサイダー規制の趣旨を徹底すること

を目的としたものと理解することができる。

　〔３〕次に、インサイダー取引の罪の共犯の処罰の在り方を検討すると、金

商法上、公開買付者等関係者が重要事実を伝達するなどの方法により、同法
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167条３項の身分を持つ者の取引に関し、自己の犯罪を犯したといえる程度に

重要な役割を果たした場合には、同条１項各号の共同正犯として処罰されるこ

とは明らかであって、弁護人もこの点を争っていない（その場合に、検察官の

当初の訴因のように、同条１項各号の共同正犯が成立し、第一次情報受領者に

ついては刑法65条１項が適用されるのか、検察官の変更後の訴因のように、公

開買付者等関係者には金商法167条１項各号が、第一次情報受領者には同条３

項がそれぞれ適用されるのかが問題となるが、当裁判所の認定しない事実を前

提とする議論であるので、立ち入らないことにする。）。

　上記のような一般投資家の信頼保護の見地からインサイダー取引の規制の徹

底を図ったという同条３項の趣旨からすれば、公開買付者等関係者が自己の犯

罪を犯したといえる程度に、第一次情報受領者によるインサイダー取引に重要

な役割を果たした場合に至らなくても、公開買付者等関係者が第一次情報受領

者によるインサイダー取引の犯行を決意させたり、あるいはその犯行を容易に

した場合には、証券市場の公正性と健全性を損なうことになり得るという意味

においては、同条３項の教唆犯又は幇助犯として処罰する実質的な理由があり、

その教唆又は幇助の手段が、重要事実の伝達の方法によるか、それ以外の方法

によるかによって、区別すべき理由はないというべきである。

　さらに、弁護人が引用する２つの判例は、いずれも、特定の行為の相手方に

ついて、教唆、幇助はもとより、共同正犯を含むあらゆる共犯形式による処罰

を否定したものと解されるから、共同正犯の可罰性に争いのない金商法167条

３項の罪について教唆犯の可罰性を論じるには、適切でないというべきである。

　〔４〕弁護人は、金商法が公開買付者等関係者から第一次情報受領者に対す

る情報伝達行為そのものを処罰する規定を置いていないことをとらえて、同法

は、これを不可罰とする趣旨であると主張する。しかしながら、同法が情報伝

達行為を処罰する規定を置いていないのは、公開買付者等関係者が第一次情報

受領者に対して重要事実を伝達した全ての場合において、第一次情報受領者が

実際に買付け行為を行うとは限らず、買付け行為が行われなかった場合には、

必ずしも証券市場の公正性が害されるとはいえないことを考慮して、重要事実

の伝達行為を一律に処罰するまでの必要性はないと判断したことによるもので

あって、およそ重要事実の伝達行為に可罰性がないということを意味するもの

ではない。それゆえ、本件のように、公開買付者等関係者が第一次情報受領者

に対して重要事実を伝達し、これを受けて第一次情報受領者が実際の買付けを
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行った場合に、公開買付者等関係者の行為を処罰すべきか否かは、解釈に委ね

られているというべきである。」（〔　〕内、筆者。以下同じ）

Ⅱ　判旨

　弁護人は、原審と同様に、被告人の行為を教唆犯として処罰することはでき

ないとの主張を展開し、これに対して東京高裁は、以下のように判示した。

　「１　原判決は、株券の公開買付けの実施に関する事実をＡに伝えるなどし

た被告人の行為には金融商品取引法167条３項違反の罪の教唆犯が成立すると

判断した。

　弁護人は、金融商品取引法167条３項違反の罪の成立にあたっては、株券の

公開買付け等の実施に関する事実の伝達行為が構成要件上不可欠とされている

のに、同法には伝達行為を処罰する規定が置かれていないのであるから、伝達

行為は不可罰であると解すべきであって、原判決判示の被告人の行為に同条項

違反の罪の教唆犯の成立を認めた原判決の法令の解釈・適用には誤りがある、

という。

　しかしながら、以下のとおり、原判決の法令の解釈・適用に誤りはない。

２　原判示の行為が、金融商品取引法167条３項違反の罪の教唆行為に該当す

ることは明らかである。それが可罰的であるか否かの判断にあたっては、いわ

ゆるインサイダー取引を罰則をもって規制している金融商品取引法の趣旨を考

慮する必要があるところ、同趣旨に関する原判決の説示は、要約すると次のと

おりである。

　金融商品取引法が、同法167条１項各号において、公開買付者等関係者が公

開買付け等に関する事実を知って自ら取引を行うことを規制している趣旨は、

公開買付者等関係者が、職務上知り得た、一般投資家が知り得ない会社内部の

特別な情報を利用して株取引を行った場合には、一般投資家に比べて著しく有

利になるのであって、そのような取引は極めて不公平であることに加え、その

ような取引を放置すると、証券市場の公正性と健全性が損なわれ、ひいては、

証券市場に対する一般投資家の信頼が失われることから、そのような不公正な

取引を防止しするところにあると解される〔原文ママ＝筆者注〕。そして、公開

買付者等関係者が自ら取引をしない場合であっても、第三者に公開買付け等に

関する事実を伝達して、脱法的に第三者に取引を行わせる場合があり得るので

あり、そうでないとしても、公開買付者等関係者から公開買付け等に関する事
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実の伝達を受ける第三者は、公開買付者等関係者と何らかの特別な関係にある

と考えられ、そのような者が取引を行った場合にも証券市場の公正性が害され

るから、金融商品取引法は、同法167条３項において、公開買付者等関係者から

公開買付け等に関する事実の伝達を受けた第一次情報受領者による取引も禁止

の対象としている。このように、同条３項の規制は、同条１項各号の規制を補

完し、インサイダー規制の趣旨を徹底することを目的としたものと理解できる。

　このように、金融商品取引法は、公開買付者等関係者自身が公開買付け等に

関する事実を知って自ら取引を行うことを規制しており、それに加えて第一次

情報受領者による取引をも規制してインサイダー取引の規制の徹底をはかって

いるのであって、そのような金融商品取引法のインサイダー取引の規制のあり

方に照らせば、同法167条３項違反の罪の教唆行為は十分に可罰的であると解

すべきであって、その教唆行為に対して刑法総則の教唆犯の規定を適用するこ

とは、同条の立法趣旨に何ら反していないと解される。

　以上のとおりであるが、このような原判決の説示は正当である。

３　所論は、弁護士でない者に、自己の法律事件の示談解決を依頼し、これに

報酬を与えもしくは与えることを約束しても、弁護士法72条違反の罪の教唆犯

は成立しないと解すべきであるとした最判昭和43年12月24日刑集22巻13号1625

頁及び預金等に係る不当契約の取締に関する法律２条に定める金融機関に預金

する者または金融機関に預金等をすることについて媒介をする者と通じた特定

の第三者については、その者が自ら預金等をすることについて媒介をする場合

を除き、同法２条２項違反の罪の共犯は成立しないと解すべきであるとした最

判昭和51年３月18日刑集30巻２号212頁に照らせば、仮に原判示事実が認定で

きるとしても、被告人の本件教唆行為を処罰することはできない、という。

　しかし、所論の引用する各判例は、本来の行為者である非弁護士や導入預金

者等とは違法性や責任非難の点で相当異なり、それゆえに処罰からは排除され

ていることが立法の趣旨等から認められる関与者についてのものであって、本

件とは事案を異にする。金融商品取引法は、前記のとおり、公開買付者等関係

者が公開買付け等に関する事実を知って自ら取引を行うことも規制しているの

であるから、所論指摘の判例とは法規制のあり方が異なっていることが明白で

ある。また、一般にインサイダー情報の伝達、漏洩には、目的、相手方等に関

し様々な場合があり得るのであって、不正取引に無関係な情報漏洩等を含めて

一律に可罰性の有無を論じることは困難であるところ、他人がインサイダー情
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報を利用して不正な取引をすることを教唆、幇助する目的で情報を提供した場

合には、その行為に可罰性があることは明らかであり、その処罰を免れさせる

実質的な理由は何もなく、その場合には刑法総則の規定に従い不正取引をした

者の共犯として処罰されるのは当然のことである。インサイダー情報の提供自

体についてこれを一律に処罰する規定がないことのみから、金融商品取引法が

どのような情報提供もおよそ処罰しないという趣旨で立法されているとは到底

解されず、所論は採用できない。

　また、所論は、金融商品取引法は平成25年６月12日に改正され（平成25年法

律第45号）、公開買付者等関係者が、当該公開買付け等に係る株券等の買付け

等をさせることにより利益を得させる目的で、当該公開買付け等事実を他人に

伝達する行為等を新たに規制したが、それは、同改正前は公開買付け等事実を

他人に伝達する行為が不可罰であったからである、という。

　しかし、いわゆるインサイダー取引の教唆・幇助が一般に可罰的であったと

しても、インサイダー情報の伝達等についてその処罰の要件や範囲を明確化す

るために新たな立法をすることはあり得るのであって、同改正時の金融審議会

の議論でも、同様の立場から検討がなされて、インサイダー情報の伝達等を受

けた者が売買等をしたことを処罰条件にするなどして立法化に至ったのである

から、所論は採用できない。」

Ⅲ　評釈

１　はじめに

　必要的共犯とは、構成要件上当然に数人の行為者を予想するものをいい、こ

の概念はさらに、二人以上の者が同じ方向に向けて行為する多衆犯と、二人以

上の者が向き合って行為する対向犯とに区別される4。そして、対向犯のうち、

一方にしか処罰規定が存在しないものを、片面的対向犯という5。本判決は、公

開買付者等関係者からの情報受領者によるインサイダー取引罪（金融商品取引

法（以下、法という）197条の２第13号、167条３項）が片面的対向犯に該当し

その関与行為についての可罰性が否定されないかが争点となったものであり、

4 団藤重光『刑法綱要総論』（創文社、第３版、1990）432頁、西田典之『共犯理
論の展開』（成文堂、2010）227頁。
5 豊田兼彦『共犯の処罰根拠と客観的帰属』（成文堂、2009）33-34頁。
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結論として可罰性を肯定したものである6。この結論に反対する見解は見られな

いものの7、仮に本罪が片面的対向犯に該当するのであれば8、かつて最高裁がそ

の関与行為の可罰性を否定した弁護士法72条違反の罪や預金等不当契約取締法

２条違反の罪と同様であるということになる9。それゆえ、片面的対向犯におけ

る処罰規定を欠く側の関与行為の可罰性を否定した二つの最高裁判例と本判決

がどのような関係にあるかは、理論的に重要な意味を有する上、この点が明ら

かとなれば、いかなる場合に上記の最高裁判例の射程を外れるのかという点に

ついても示唆を得ることができるため、実務的にも重要であると思われる。本

6 従来、公開買付者等関係者から情報伝達を受けた第一次情報受領者がインサ
イダー取引を行ったという事案で、公開買付者等関係者が教唆犯として起訴さ
れたものはほとんどないようであり（堀口・前掲注（３）190頁）、金法1980号

（2013）の編集後記（160頁）によると、原判決は情報伝達者につきインサイダー
取引罪の教唆犯の成立を認めたものとしては「わずか２例目」であるという。
公開買付者等関係者との間に共謀が認められ、公開買付者等関係者によるイン
サイダー取引罪（法197条の２第13号、167条１項）の共同正犯とされた事例は
少なからずある（たとえば、大阪地判平成15年７月３日裁判所ウェブサイト）。
7 蜂巣・前掲注（２）62頁は「実務感覚からはほぼ妥当な結論かと思われる」とし、
また、宮下＝石原・前掲注（２）99頁も「一般論として、情報伝達者に対してイ
ンサイダー取引の教唆犯が成立し得ることについてはあまり争いがないと思わ
れる」とする。
8 もっとも、本判決も指摘しているように、平成25年金商法改正（平成25年法
律第45号）により公開買付者等関係者による情報伝達行為につき独立の罰則（法
197条の２第15号、167条の２第２項）が創設された。ただし、所定の目的のも
とでなされたことが要件とされている上、罰則の適用は第一次情報受領者が実
際に取引を行ったことを条件とする。この点については、佐伯仁志「刑法から
見たインサイダー取引規制」金法1980号（2013）６頁以下、齋藤将彦＝滝琢磨＝
上島正道＝山辺紘太郎「公募増資に関連したインサイダー取引事案等を踏まえ
た対応」商事2012号（2013）24頁以下、澤飯敦＝上島正道「金融商品取引法等の
一部を改正する法律の概要」商事2006号（2013）６頁以下参照。
9 現に、平山・前掲注（１）173頁は、「本件弁護人らが主張するように、情報伝
達は第一次情報受領者によるインサイダー取引罪に欠くことができない行為で
あり、かつ、立法者がとくにこれを処罰する規定を置かなかった場合であるか
ら、伝達者を共犯として処罰することはできないと解することも不可能ではな
いようにも思われる」とする。
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稿は、こうした観点から、本判決の検討を行うこととする。

２　法167条におけるインサイダー取引規制の概要

（１）保護法益

　インサイダー取引規制は、インサイダー取引が放置されてしまえば、証券市

場の公正性と健全性が損なわれ、ひいては一般投資家の証券市場に対する信頼

が失われるという観点から、昭和63年証券取引法改正によって整備されたもの

である。したがって、インサイダー取引罪は、証券市場の公正性および健全性、

ひいては一般投資家の証券市場に対する信頼を保護法益とするものである10。

（２）公開買付者等関係者によるインサイダー取引（１項）

　法167条は、まず１項において、公開買付者等関係者によるインサイダー取

引を規制する。その禁止対象者の範囲については１号から６号が定めるが、本

件被告人はその所属する株式会社が公開買付者との間で締結したアドバイザ

リー業務委託契約等の締結の交渉または履行に関し公開買付けを行うことに関

する事実を知ったと認定されているから、４号関係者に該当するということに

なる。

（３）情報受領者によるインサイダー取引（３項）

　法167条は、さらに３項において、１項の禁止対象者に加えて公開買付者等

関係者から情報の伝達を受けた者にまで禁止対象者を拡張している。本件被告

人の知人Ｂは、まさに同項の禁止対象者に該当することになる。原判決および

本判決も指摘するように、同項は、同条１項の規制を補完し、インサイダー取

引規制を徹底する趣旨のものである11。

３　二つの最高裁判例

　片面的対向犯における処罰規定を欠く側の関与行為の可罰性について判断を

10 川村正幸編『金融商品取引法』（中央経済社、第５版、2014）597頁〔品谷篤哉〕、
神崎克郎ほか『金融商品取引法』（青林書院、2012）1212頁、横畠裕介『逐条解
説　インサイダー取引規制と罰則』（商事法務研究会、1989）９頁以下。
11 横畠・前掲注（10）121頁、188頁。
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示した最高裁判例として、本件の弁護人も指摘しているように、いわゆる非弁

行為を依頼した者の可罰性に関する最判昭和43年12月24日刑集22巻13号1625

頁12（以下、昭和43年判決という）、および、いわゆる導入預金において預金者

と通謀していた第三者の可罰性に関する最判昭和51年３月18日刑集30巻２号

212頁13（以下、昭和51年判決という）がある。

（１）最判昭和43年12月24日刑集22巻13号1625頁

（ａ）事案の概要

　①　被告人Ｘは、Ａ自動車工業株式会社から中古パワーショベルを230万円

で買い受け、その代金として現金80万円と中古ブルドーザー１台を150万円と

見積もって引き渡したうえ、右パワーショベルを使用していたが、その性能が

悪いことを理由としてＡ社に他のブルドーザーとの交換または買戻しの交渉を

したが応じてもらえなかったことから、昭和40年９月下旬頃、Ｂおよび被告人

Ｙに報酬を払う約束で示談解決を依頼し、被告人Ｙらをして、Ａ社代表取締役

Ｃに対し被告人Ｘからパワーショベルを買い戻すことを要求すること、同人を

してこれを180万円で買い戻すことを承諾させること、その頃右契約を履行さ

せることを決意・実行せしめ、報酬として現金35万円を支払い、もって弁護人

でない被告人Ｙらをして一般の法律事件に関し法律事務を取り扱うに至らせた。

　②　被告人Ｙは、昭和40年９月中旬頃、ＤがＥモーター株式会社から中古普

12 同判決の評釈・解説として、生田勝義「判批」芝原邦爾ほか編『刑法判例百選
Ⅰ』（有斐閣、第５版、2003）194頁以下、内田文昭「判批」警研44巻10号（1973）
122頁以下、海老原震一「判解」最判解刑事篇昭和43年度458頁以下、神山敏雄「判
批」我妻栄編『刑法の判例』（有斐閣、第２版、1973）160頁以下、北野通世「判批」
松尾浩也ほか編『刑法判例百選Ⅰ』（有斐閣、第４版、1997）198頁以下、京藤哲
久「判批」山口厚＝佐伯仁志編『刑法判例百選Ⅰ』（有斐閣、第７版、2014）198
頁以下、斉藤誠二「判批」法セ261号71頁以下、中義勝「判批」平野龍一＝松尾
浩也編『刑法判例百選Ⅰ』（有斐閣、第２版、1984）188頁以下、西村克彦「判批」
藤木英雄編『続刑法判例百選』（有斐閣、1971）252頁以下、匿名解説・法時41巻
４号（1969）114頁以下などがある。
13 同判決の評釈・解説として、大越義久「判批」警研48巻９号（1977）69頁以下、
小田健司「判解」最判解刑事篇昭和51年度80頁以下、落合誠一「判批」経済法20
号37頁以下、匿名解説・法時48巻６号（1976）124頁以下などがある。
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通乗用自動車を月賦で買い受けるにあたりこれを斡旋したが、同月16日頃、Ｄ

に対するガソリン等の代金債権者Ｆが同債権を確保するため前記自動車を担保

として受け取り保管していると聞き、右自動車がＥ社の所有であることから、

同社のため返還を要求したところ、ＦはこれをＧに貸与し、同人がこれを運転

中交通事故で車体を損傷したことから、Ｆが示談解決の交渉をＢに依頼したこ

とを知り、Ｂに対し「謝礼を出すからＧが損傷した自動車を同人に45万円くら

いで買わせるか、修理代16、７万円を提供させるように示談交渉してもらいた

い」旨依頼し、Ｂをしてその旨決意させ、同月24日、Ｇに対し「こわした車を

買うことができなければＹの要求どおり20万円を支払え」などと申し向けるに

至らせて、Ｇが自動車修理代として20万円を支払うことを承諾させ、同人から

10万円宛２回にわたってその交付を受け、その報酬としてＢに対し現金２万円

を支払い、もって弁護士でない同人をして一般の法律事件に関し法律事務を取

り扱うに至らせた。

（ｂ）判旨

　最高裁は、以下のように判示して、弁護士法違反の罪の教唆犯の成立を認め

た原判決を破棄した。

　「…弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、一般の法律事

件に関して法律事務を取り扱うことを禁止し、これに違反した者を、同法77条

によつて処罰することにしているのであるが、同法は、自己の法律事件をみず

から取り扱うことまで禁じているものとは解されないから、これは、当然、他

人の法律事件を取り扱う場合のことを規定しているものと見るべきであり、同

法72条の規定は、法律事件の解決を依頼する者が存在し、この者が、弁護士で

ない者に報酬を与える行為もしくはこれを与えることを約束する行為を当然予

想しているものということができ、この他人の関与行為なくしては、同罪は成

立し得ないものと解すべきである。ところが、同法は、右のように報酬を与え

る等の行為をした者について、これを処罰する趣旨の規定をおいていないので

ある。このように、ある犯罪が成立するについて当然予想され、むしろそのた

めに欠くことができない関与行為について、これを処罰する規定がない以上、

これを、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆もしくは幇助として処罰するこ

とは、原則として、法の意図しないところと解すべきである。

　そうすると、弁護士でない者に、自己の法律事件の示談解決を依頼し、これ
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に、報酬を与えもしくは与えることを約束した者を、弁護士法72条、77条違反

の罪の教唆犯として処罰することはできないものといわなければならない。し

かるに、本件において、被告人らにつき、弁護士法違反教唆の罪の成立を認め

た原判決には、法令の解釈適用をあやまつた違法があり、右違法は、判決に影

響を及ぼすことが明らかであつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反す

るものと認める。」

　なお、事件当時の弁護士法72条は、次のようなものであった。

《弁護士法72条（昭和61年法律第66号による改正前）》

　弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、

異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律

事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、

又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。但し、この法律

に別段の定めがある場合は、この限りでない。

（ｃ）検討

　この昭和43年判決は、片面的対向犯における処罰規定を欠く側の関与行為を

処罰する明文の規定がなく、しかもその関与行為が不可欠なものである場合に

は、その関与行為を共犯として処罰することが「原則として」許されないとい

うことを示したものとして注目に値する14。同判決が「原則として」という留保

14 もっとも、本判決が示したような考え方は、判例上まったく新しいものとい
うわけではなく、大審院がすでにそのような考え方を示していた（大判明治37
年５月５日刑録10輯13巻955頁）。すなわち、大審院は、贈賄罪の規定が存在し
なかった時代における贈賄者につき収賄罪の共犯が成立しない旨、判示してい
たのである。判旨は以下の通り。
　「若シ夫レ立法ノ主旨カ贈賄ヲ以テ反法行爲トシ之ヲ罰スルニ在リトセンカ
贈賄者ニ對シテモ亦タ刑罰ノ制裁ヲ付スルコト尚ホ刑法第三百五十三條ニ於テ
特ニ明文ヲ設ケ姦通罪ノ正犯タル有夫ノ婦ニ對シテ刑罰ヲ科スルト同時ニ其對
手人ニ對シテモ亦タ刑罰ヲ科スルト同一般ナルヘキヲ當然トス然ルニ事茲ニ出
テスシテ贈賄者ニ對シテ何等刑罰ノ制裁ヲ設ケサルヨリ推究スルトキハ其性質
ニ於テ官吏収賄罪ノ加擔行爲タル贈賄ノ所爲ハ我刑法上犯罪ヲ以テ目スルコト
能ハサルモノト論セサルヲ得ス贈賄ノ行爲カ収賄行爲ノ反面ニシテ其必要的加
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を付した趣旨については、不可欠という程度を超えた関与行為についてはこの

限りでない旨示しているとする見解15が多数であるが、この理解は不正確であ

るように思われる16。なぜなら、この部分は、あくまでも一方の関与行為が「欠

くことができない」ものである場合について言及したものであり、不可欠でな

い関与行為については言及していないと読むのが素直だからである。したがっ

て、いかなる場合が例外に当たるかは、この判決からは必ずしも明らかでな

い17。

（２）最判昭和51年３月18日刑集30巻２号212頁

（ａ）事案の概要

　被告人Ｘは不動産売買の事業などのために資金を必要とし、被告人Ｙは同Ｘ

の資金繰りに協力していたが、被告人Ｘにおいて定期預金の各預金日の数日前

ないし前日に、福岡県Ａ所在のＢ信用組合の代表社員（専務理事）として、同

組合の行う預金の受入れ、払戻し、保管ならびに貸付け等その業務一切を統轄

処理していたＣに対し預金を見返りとした融資を依頼した後、被告人ＹにＢ信

用組合への預金者の斡旋を依頼した結果、同被告人はこれを了承してＤに昭和

42年８月19日から昭和43年２月27日まで前後５回にわたり同組合へ定期預金を

させた。被告人両名は、Ｄにいわゆる裏金利を得させる目的であった。

擔行爲タルニ拘ハラス其行爲ヲ爲シタル贈賄者ニ何等刑事上ノ責任ナキ以上ハ
贈賄者ハ収賄ノ教唆者トシテモ其從犯トシテモ責任ヲ負フコトナシト論斷セサ
ルヘカラス何トナレハ官吏収賄ノ必要的加擔者タル贈賄者ヲ罰セサル所ノ刑法
ハ同一犯罪ノ教唆又ハ從犯トシテモ之ヲ罰セサルノ精神ナリト解釋スヘキハ事
理ノ當然ナルヲ以テナリ」
15 海老原・前掲注（12）466頁、北野・前掲注（12）199頁、内藤謙『刑法講義総
論（下）Ⅱ』（有斐閣、2002）1417頁。その可能性を示唆するものとして、内田・
前掲注（12）129頁。
16 生田・前掲注（12）195頁も多数説的理解を否定する。
17 西村・前掲注（12）253頁は、同判決が「原則として」という留保を付した点
について、「この点についての判旨は不明瞭であるし、一般に、対向犯的な場
合に妥当する原則（その内部関係には共犯規定の適用はないということ）の例
外をみとめようとする説にも、合理的な根拠を見いだすことはできない」と指
摘する。
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（ｂ）判旨

　「本法は、特定の第三者に対する融資を条件として金融機関が預金を受け入

れるいわゆる導入預金のうち一定の形態のものの取締りを目的として制定され

た法律であるが、２条１項において、金融機関に預金等をする者（以下、預金

者という。）が金融機関から融資を受け又は債務の保証を受ける特定の第三者

（以下、特定の第三者という。）と通じて金融機関と不当契約をすることを禁止

し、２条２項において、金融機関に預金等をすることについて媒介をする者（以

下、媒介者という。）が特定の第三者と通じて又は自己のために金融機関と不

当契約をすることを禁止し、これらの規定に違反した者に対して罰則を定めて

いる（４条１号）。

　しかるに、特定の第三者については、その者が自ら預金等をすることについ

ての媒介をする場合を除いて、これを処罰する規定がないのである。

　このような本法の規定からすれば、右特定の第三者については、その者が自

ら預金等をすることについて媒介をする場合を除いて、これを処罰しない趣旨

であると解すべきであつて、預金者又は媒介者と特定の第三者が通じたことの

内容が、一般的にはこれらの者との共謀、教唆又は幇助にあたると解される場

合であつても、預金者又は媒介者の共犯として処罰しない趣旨であると解しな

ければならない。

　原判決の認定した事実によれば、被告人はＣ信用組合の専務理事Ｄと面接し、

自己への融資方を申し込むとともに併せて同組合の貸出し資金の確保について

は然るべき預金をあつせんすることを約したうえ、Ｂに対し、自己が事業資金

とするために同組合から融資を受けようとしているが、それについては引き当

てとなる預金が必要なので、預金者には相応の謝礼をするので然るべき預金を

あつせんしてくれるよう依頼したというのであるから、かかる被告人の行為は

ひつきようＢに対し預金の媒介を依頼したものにすぎず、かかる行為は特定の

第三者が媒介者と通じることの内容として通常予想される行為に止まるもので

あつて、かかる行為をとらえて、被告人が預金等をすることについて媒介をし

た者として本法２条２項、４条１号により処罰することは許されないものとい

わざるをえない。」

　なお、預金等不当契約取締法２条は、次のようなものである。

《預金等不当契約取締法２条》
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　　①�　金融機関に預金等をする者は、当該預金等に関し、特別の金銭上の利

益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、

当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関が

その者の指定する特定の第三者に対し資金の融通をし、又は当該第三者

のために債務の保証をすべき旨を約してはならない。

　　②�　金融機関に預金等をすることについて媒介をする者は、当該預金等に

関し、当該預金等をする者に特別の金銭上の利益を得させる目的で、特

定の第三者と通じ、又は自己のために、当該金融機関を相手方として、

当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関が

その者の指定する特定の第三者若しくは自己に対し資金の融通をし、又

はその者の指定する特定の第三者若しくは自己のために債務の保証をす

べき旨を約してはならない。

（ｃ）検討

　この昭和51年判決は、基本的には最高裁昭和43年判決を踏襲したものである

が18、次の二点において重要な意義を有する。第一に、最高裁昭和43年判決では、

片面的対向犯における処罰規定を欠く側の関与行為を処罰する規定がない場

合、「原則として」それを処罰することはできない旨を判示したのであるが、

同判決は、そのことが共謀共同正犯にも妥当することを示したという点であ

る19。第二に、同判決が、可罰性が問題となる関与行為は、不可欠関与行為の
・・・・・・・・

内容として
・・・・・

、少なくとも「通常予想される行為」である限り、不可欠関与行為

に該当するという判断手法を示した点である。

　上記第二点に関して、昭和51年判決は不可欠という基準に替えて「通常予想

される」という基準を採用したとする見解20もある。しかし、同判決は、預金

の媒介を依頼する行為が預金等不当契約取締法２条２項違反の罪の成立にとっ

て「通常予想される」関与行為であるとしたのではなく、あくまでも、当該行

為が、不可欠関与行為である「媒介者と通じること」の内容として「通常予想

される」としているにすぎない。したがって、昭和51年判決は、昭和43年判決

18 大越・前掲注（13）72頁。
19 生田・前掲注（12）195頁、大越・前掲注（13）72頁。
20 生田・前掲注（12）195頁。
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と異なる基準を採用しているのではなく、可罰性が問題となる関与行為が不可

欠関与行為に該当するか否かを判断する手法を具体化したものと見るべきであ

ろう。

（３）判例理論

　昭和43年判決および昭和51年判決による判例理論は、次の通りである。

　ある犯罪が成立するについて当然予想され、むしろそのために欠くことがで

きない関与行為について、これを処罰する規定がない場合には、原則として
・・・・・

、

その関与行為を共犯（共同正犯を含む）として処罰することはできない。そして、

ある関与行為が不可欠関与行為の内容として通常予想されるものであれば、不

可欠関与行為に該当する。

　ただし、この判例理論における「原則」に対する例外は、必ずしも明らかで

はない。

４　学説の状況

（１）立法者意思説

　片面的対向犯における処罰規定を欠く側の関与行為の可罰性が制限される根

拠については、いわゆる立法者意思説が伝統的に主張されてきた。この見解か

らは、たとえば次のように主張される。

　「対向犯的な性質をもつａ・ｂという二つの行為の中で、法律がａ行為だけ

を犯罪定型として規定しているときは──当然に定型的に予想されるｂ行為を

立法にあたって不問に付したわけであるから──ｂ行為は罪としない趣旨だと

解釈しなければならない。したがって、ｂ行為がａ罪の教唆行為または幇助行

為にあたるばあいでも、それがａ罪に対する定型的な関与形式であるかぎりは、

これをａ罪の教唆犯・幇助犯として罰することは許されないものと解するべき

である。その限度で、六一条・六二条は適用を制限されることになる。」21

　なお、注意を要するのは、ここでいう「立法者意思」とは、二つの対向的行

為が前提とされたはずであるのに一方についてのみ処罰規定が設けられていな

21 団藤・前掲注（４）432頁。さらに、vgl.�Hans-Heinrich Jescheck/Thomas Weigend,�
Lehrbuch�des�Strafrechts,�Allgemeiner�Teil,�5.�Aufl.,�1996,�S.�698;�Jürgen Wolter,�
Notwendige�Teilnahme�und�straflose�Beteiligung,�JuS�1982,�S.�345.
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いという、条文から読み取ることのできる立法者意思であるということである。

それゆえ、立法者意思説の論者は、立案過程における議論の推移などについて

は考慮に入れるわけではないと思われる。

（２）実質説

　これに対し、片面的対向犯における処罰規定を欠く側の関与行為の不可罰性

の根拠を、実質的に考える見解もある。たとえば、「共犯者に違法性がないか、

責任がないかのどちらかである場合」には、必要的共犯は処罰されないとする

見解22がこれである23。

　

（３）折衷説

　しかし、上記二説は相矛盾するものでなく、いずれの観点も取り入れようと

する見解が有力である。たとえば、実質説は「基本的に妥当な方向を示すもの」

と評価しつつも、「違法・責任の両面において当罰的であってもなお可罰性の

枠外に置かれる領域を認めることは十分可能だといわなければならない」とい

う主張24がこれである。この見解はいわば、立法者意思説の主張を、共犯構成

要件の存否に関係するものとして、実質説の主張を、（共犯構成要件の存在を

前提とした場合における）処罰の実質的根拠に関係するものとして位置づける

ものと言えよう25。

22 平野龍一『刑法総論Ⅱ』（有斐閣、1975）379頁。松宮孝明『刑法総論講義』（成
文堂、第４版、2009）252頁以下も同旨。さらに、vgl.�Wolter,�a.�a.�O.�(Fn.�21),�S.�
345�ff.
23 さらに、最近では、「他者侵害的な片面的対向犯」における必要的共犯の不可
罰性を「増幅不法」という概念から説明する見解（豊田・前掲注（５）106頁）も
あり、注目される。
24 西田・前掲注（４）235頁以下。このほか、丸山雅夫「必要的共犯」西田典之
ほか編『刑法の争点』（有斐閣、2007）114頁以下など。
25 内藤・前掲注（15）1420頁も、「…必要的共犯において対向者の一方について
処罰規定がないときは、立法者意思説により、対向的関与行為は、原則として
不可罰と解することから出発すべきである。それは定型的（類型的）関与形式
として当然予想される関与行為である限りは、共犯の構成要件（違法類型）に
該当しないことを意味する。そして、必要的関与行為の定型性（類型性）・通常
性を越えて（たとえば、積極的に働きかけて）、共犯の構成要件に該当すると認
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５　片面的対向犯と共犯規定との関係

（１）異なる二つの次元

　学説における折衷説が指摘するように、立法者意思説と実質説は、そもそも

互いに次元を異にするものであると思われる。というのは、片面的対向犯にお

ける処罰規定を欠く側の関与行為に可罰性が認められるかという問題は、①罪

刑法定主義の観点からその関与行為を処罰することができるかという問題26、

つまりその関与行為を捕捉する共犯構成要件の存在を認めることができるかと

いう問題と、②その関与行為を捕捉する共犯構成要件の存在を認めることがで

きるとしても、その関与行為を処罰する実質的な根拠が存在するかという問題

の二つを含んでいるからである。これと対応して、立法者意思説は①の問題を

扱うものであるのに対し、実質説は②の問題を扱うものであると位置づけるの

が適切であると思われる。

　

（２）不処罰を導く二つの根拠

（ａ）共犯構成要件の不存在

　片面的対向犯における処罰規定を欠く側の関与行為の不可罰性を導く根拠

は、上記①および②と対応して、二つ存在する。

　その第一は、共犯構成要件の不存在である。ある関与行為を捕捉する共犯構

成要件がないのにそれを処罰することは、罪刑法定主義に反する。問題は、共

められたときは、実質説が登場し、関与行為者が被害者であるときは実質的違
法性がなく、関与行為者に期待可能性がないときは責任が認められないとして、
共犯者として処罰されないと考えることになる」とするが、まさしくこうした
考え方に立脚するものと思われる。なお、Triffterer も、「必要的関与（notwendige�
Mitwirkung）とは、構成要件がその記述からして複数の者の共働を前提しなが
ら、そのうちの一人のみに刑を科している場合である」とし、この場合、刑を
科されていない他の者は、たとえ処罰の実質的な理由が欠けるわけではないと
しても、（最低限の関与にとどまる限り）必要的関与者として常に（stets）不可
罰となるとする（Otto Triffterer,�Österreichisches�Strafrecht,�Allgemeiner�Teil,�
2.�Aufl.,�1994,�Kap.�16�Rn.�5�f.）。
26 「罪刑法定主義上の制約」と明言するものとして、京藤・前掲注（12）201頁。
また、「罪刑法定主義の観点」から立法者意思説を支持するものとして、大塚仁
ほか編『大コンメンタール刑法第５巻』（青林書院、第２版、1999）98頁〔村上
光鵄〕。
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犯構成要件の存否をどのように検討するかということである。

　立法者意思説の論者が指摘するように、ある一つの事象が完成するために複

数の対向的行為が不可欠であるにも拘らず、そうした対向的行為の一部のみが

構成要件該当行為とされている場合には、罪刑法定主義の観点から、その他の

対向的行為に対しては刑法が介入しない、つまり各則構成要件と共犯規定から

なる共犯構成要件が存在しないと解さねばならない。この判断は、罪刑法定主

義の観点からなされるものである以上、問題となる対向的行為の可罰性を否定

する実質的根拠が存在するか否かとはまったく無関係である。昭和43年判決は

まさにこうした趣旨のものと解される。

　もっとも、ここでいう「不可欠」を極めて厳格に、すなわち「最低限」という

意味に解すれば、ほとんどすべての関与行為に対して共犯構成要件の存在を肯

定することになろう27。しかし、不可欠関与行為の内容として最低限とは言え

ないが、不可欠関与行為の内容として通常想定されるような関与行為を、共犯

規定の適用により処罰することは、実質的には、対向的行為の一部（一方）に

ついて処罰規定が設けられていないという実態を覆い隠してしまうことにな

り、昭和43年判決の意義を消滅させてしまうように思われる28。それゆえ、不

可欠関与行為の内容として最低限とは言えずとも、不可欠関与行為の内容とし

て通常想定されるような関与行為であれば、それに対する共犯構成要件の存在

が否定されると解すべきである。

27 現にドイツの判例においては、「最低限の関与（Mindestbeteiligung）」を超え
る、教唆および役割を超える方法（in�rollenüberschreitender�Weise）での支援
については、必要的共犯の可罰性が肯定されている（BGHSt�15,�377�uzw.;�vgl.�
Jescheck/Weigend,�a.�a.�O.�(Fn.�21),�S.�698）。
28 中・前掲注（12）188-189頁は、わいせつ文書を単に購買する行為は不可罰で
あるが購買を申し込む行為は可罰的であるという考え方を「購買そのものが罪
とならぬのに、これに関連してその周辺に位する行為が罰せられるということ
は、どう考えてみても当をえない」とした上で、「対向犯中の一方が不問に付せ
られているばあいには、たとえば購買に関連してなされる行為が販売に対する
教唆または幇助にあたるときでも、それが購買行為に附随する通常の──定型
的──行為である限り、処罰規定をもつ犯罪の共犯とはされず、この限度で共
犯規定の適用は制限されるものと考えねばならない」とするが、本稿の見解と
同旨と思われる。
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（ｂ）不法または責任の欠如

　片面的対向犯において処罰規定を欠く側の関与行為を捕捉する共犯構成要件

の存在が認められる場合であっても、その関与行為が可罰的であるためには、

それを処罰する実質的根拠が存在しなければならないことは当然である。した

がって、共犯構成要件の存在が認められても、不法および責任の観点からその

関与行為を処罰する実質的な根拠が存在することを確認する必要がある。

６　本判決の検討

　本件被告人が、法167条３項違反の罪の教唆犯としての可罰性を備えるか否

かは、これまで確認してきたように、①インサイダー情報の伝達行為を捕捉す

る共犯構成要件が存在すると言えるか、そして、②同行為を共犯として処罰す

る実質的根拠があるか、という二つの観点から検討がなされねばならない。

　１）　本判決の判旨は、終始、②の点に集中していたように思われる。イン

サイダー取引規制（ひいては法167条３項の存在）の趣旨に関する原判決の説示

を是認する部分だけでなく、昭和43年判決および昭和51年判決と本判決が事案

を異にすることを根拠づける部分においても、インサイダー情報の伝達による

教唆行為を処罰する実質的根拠を詳細に示そうとしている。本判決も指摘する

ように、本件教唆行為を処罰する実質的根拠が存在することは、インサイダー

取引規制の趣旨からして明白であろう29。

　２）　しかし、本判決は、①の点に対する説明、つまり昭和43年判決および

昭和51年判決と事案を異にすることについての説明が不十分であったように思

われる。昭和43年判決および昭和51年判決は、可罰性が問題となる関与行為を

処罰する実質的根拠があるか否かに関係なく、その関与行為を捕捉する共犯構

成要件が欠ける場合が存在することがあり得るということを判示したものと理

解すべきである。たしかに、不可欠関与行為を処罰する共犯構成要件が欠如す

ると考えられる場合には、そのことを合理的に説明し得る根拠があるのが通例

であるが30、たとえそのような根拠がないときであっても、──共犯構成要件

29 なお、立案担当者も、情報伝達行為はインサイダー取引罪の共犯として処罰
されるという前提に立っていたようである（横畠・前掲注（10）127頁、昭和63
年５月19日参議院大蔵委員会会議録15号20頁）。
30 Vgl.�Günter Stratenwerth, Sweizerisches�Strafrecht,�Allgemeiner�Teil�I,�2.�Aufl.,�
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が存在しない以上──当該不可欠関与行為を処罰することは許されない。それ

ゆえ、インサイダー情報の伝達による教唆行為を処罰する実質的根拠が存在す

るとしても、前記最高裁判例との関係においては、そうした教唆行為の処罰を

妨げる形式的根拠、つまり共犯構成要件が欠如するという懸念が存在しないと

いうことを示す必要があると思われる。ところが、正面からこのことを示した

と思われる部分は、本判決には存在しないのである。

　では、本件において①の点についてはどのように考えるべきであったのであ

ろうか。ここで手がかりとなるように思われるのは、法167条３項違反の罪が

身分犯であるということである31。つまり、本罪が、「公開買付者等関係者…か

ら当該公開買付者等関係者が第１項各号に定めるところにより知つた同項に規

定する公開買付け等の実施に関する事実…の伝達を受けた者」を行為主体とす

る身分犯であるということである。身分とは、構成要件該当行為自体ではなく、

その行為主体を特徴づける構成要件要素である。それゆえ、ある要素を身分と

して理解することは、その要素が行為主体に要求される前提事実にすぎず、そ

の要素自体は処罰の対象となる行為を構成しないと理解することを意味す

る32。そうすると、身分犯における身分自体は処罰の対象ではない以上、対向

的行為うちの一方（一部）を内容とする身分が構成要件要素となっている身分

犯は、そもそも片面的対向犯ではない
・・・・・・・・・・

ということになる33。それゆえ、「対向的

行為のうちの一方（一部）のみが処罰の対象とされている以上、他方（他部）は

処罰の対象とされていないと考えなければならない」という論理が成立しなく

なるのである。つまり、Ａ1という身分（本件ではインサイダー情報の被伝達者）

とＢという行為（本件では株券の買付け）を構成要件要素とする身分犯が存在

1996,�§13�Rn.�149.�
31 原審は適用法条に刑法65条１項を挙げており、本判決もこれを前提とするも
のと思われる。
32 松原芳博『刑法総論』（日本評論社、2013）410頁、山口厚「『共犯の因果性』の
一断面」斉藤豊治ほか編『神山敏雄先生古稀祝賀論文集第１巻』（成文堂、2006）
354頁も同旨。さらに、vgl.�Adrian Eugen Hollaender,�Struktuelle�Kommutabilität�
von�zweiaktigem�Delikt�und�Sonderdelikt�bei�§�81�Abs�1�Z�2�StGB?,�AnwBl�
2005,�S.�501.
33 つまり、身分の内容が対向的行為を前提とするに過ぎず、構成要件該当行為
の内容は対向的行為を前提としないということである。
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し、Ａ1の創出にとって対向的行為Ａ2（本件ではインサイダー情報の伝達行為）

が不可欠である場合、その構成要件において処罰の対象とされているのは（行

為主体がＡ1を備えていることを前提とした）ＢであってＡ1ではないのである

から、「対向的行為であるＡ1とＡ2のうち前者のみが処罰の対象とされている

以上、後者は処罰の対象とされていないと考えなければならない」という論理

は成立しないのである。このような、身分を創出するのに不可欠な対向的関与
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

行為
・・

は、まさしく昭和43年判決が言うところの「ある犯罪が成立するについて

当然予想され、むしろそのために欠くことができない関与行為」ではあるが34、

片面的対向犯における処罰規定を欠く側の関与行為にはあたらない以上、昭和

43年判決および昭和51年判決とは事案を異にし、その可罰性を肯定することが

できるように思われる。

　こうした観点から昭和43年判決および昭和51年判決とは事案に異にするとい

うことを説明するならば、本判決における、インサイダー情報の伝達および漏

洩に関する言及はその一つの要素となろう。すなわち、本判決は、「一般にイ

ンサイダー情報の伝達、漏洩には、目的、相手方等に関し様々な場合があり得

るのであって、不正取引に無関係な情報漏洩等を含めて一律に可罰性の有無を

論じることは困難である」とするが、目的等を度外視したインサイダー情報の

伝達または漏洩という事象自体は、刑法上の不法性を帯びないという点で正し

い。それゆえにこそ、法167条３項違反の罪は、インサイダー情報の伝達を受

けた者を行為主体とする身分犯なのである。したがって、弁護人による昭和43

年判決および昭和51年判決との抵触の主張に対する反論としては、この点を強

調すべきであった。それによって、本項の冒頭で述べた①の点についての説明

となり得るように思われる。

　３）　なお、情報伝達者を直接捕捉する罰則が創設されたという事情は、本

件被告人の処罰を妨げるものではないであろう。本判決も指摘するように、も

ともと共犯規定によって捕捉し得た関与行為につき、罰則の明確化や法定刑の

適正化などのため、独立の構成要件を創設するということも十分に考えられる

からである35。したがって、本判決によるこの点についての判示は、妥当である。

34 前掲注（９）参照。
35 情報伝達行為の規制と法167条３項違反の罪との関係については、小島・前
掲注（１）72頁以下、佐伯・前掲注（８）15頁参照。
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７　おわりに──判例理論における本判決の位置づけ

　本判決は、昭和43年判決が「原則として」という留保を付した効果が発現し

た例外的な事例として理解すべきであろう。つまり、本件情報伝達行為も、「あ

る犯罪が成立するについて当然予想され、むしろそのために欠くことができな

い関与行為について、これを処罰する規定がない」場合に該当するものの、（身

分犯における）身分を創出するのに不可欠な対向的関与行為であるにすぎない

ことから、──片面的対向犯が問題とならない結果として──昭和43年判決お

よび昭和51年判決とは事案を異にするものであったと理解すべきである。

　本件は、可罰性が問題となる関与行為を処罰する実質的根拠が明白な事案で

あった。それゆえ、本件は同時に、必要的共犯の理論の存在意義が問われた事

案でもあったと言えよう。本稿が示したように、必要的共犯の理論が、形式的

側面（共犯構成要件の存否の問題）と実質的側面（不法および責任の存否の問題）

に区別されるのだとすれば、前者は罪刑法定主義の問題であり、後者は──前

者がクリアされたとしても──処罰の実質的根拠があるかという問題である。

それゆえ、前者の観点における可罰性が肯定されるためには、可罰性が問題と

なる関与行為を処罰する実質的根拠ではなく、その関与行為を捕捉する共犯構

成要件が存在すると考えられる根拠が示されねばならず、それが肯定された後

に、後者の観点における可罰性が確認されねばならない。共犯としての処罰の

実質的根拠が明白な事案においては、必要的共犯の理論の形式的側面が見落と

されがちではあるが、この点についても慎重な検討が要請されるのである。




