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［317］ 北法64（3・188）898

　訴因変更の要否──現住建造物等放火被告事件につき、訴因変更を経ること

なく訴因と異なる放火方法を認定したことが違法とされた事例

最高裁第二小法廷平成24年２月29日決定

（平成23年（あ）第775号　現住建造物等放火被告事件）

刑集66巻４号589頁、裁時1551号15頁、判時2153号142頁、判タ1373号151頁

【事実】

　本件公訴事実は、要旨、「被告人は、借金苦等からガス自殺をしようとして、

平成20年12月27日午後６時10分頃から同日午後７時30分頃までの間、長崎市内

に所在するＡらが現に住居に使用する木造スレート葺２階建ての当時の被告人

方（総床面積約88.2㎡）１階台所において、戸を閉めて同台所を密閉させた上、

同台所に設置されたガス元栓とグリル付ガステーブル（以下「本件ガスコンロ」

という。）を接続しているガスホースを取り外し、同元栓を開栓して可燃性混

合気体である P13A 都市ガスを流出させて同台所に同ガスを充満させたが、同

ガスに一酸化炭素が含まれておらず自殺できなかったため、同台所に充満した

同ガスに引火、爆発させて爆死しようと企て、同日午後７時30分頃、同ガスに

引火させれば爆発し、同被告人方が焼損するとともにその周辺の居宅に延焼し

得ることを認識しながら、本件ガスコンロの点火スイッチを作動させて点火し、

同ガスに引火、爆発させて火を放ち、よって、上記Ａらが現に住居に使用する

同被告人方を全焼させて焼損させるとともに、Ｂらが現に住居として使用する

木造スレート葺２階建て居宅（総床面積約84.93㎡）の軒桁等約8.6㎡等を焼損
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させたものである」というものである。

　１審判決（長崎地判平22・６・15刑集66巻４号608頁）は、被告人が上記ガ

スに引火、爆発させた方法について、被告人の捜査段階の自白に基づき、訴因

の範囲内で、被告人が点火スイッチを頭部で押し込み、作動させて点火したと

認定した。これに対し、原判決（福岡高判平23・４・13刑集66巻４号631頁、

判タ1382号377頁）は、訴因変更手続を経ずに、被告人が「何らかの方法により」

上記ガスに引火、爆発させたと認定し、１審判決を破棄した。

　被告人は、原判決が訴因変更手続を経ずに上記ガスに引火、爆発させた方法

について訴因と異なる認定をしたことは違法であるとして上告した。

【決定要旨】

　上告棄却。

　「被告人が上記ガスに引火、爆発させた方法は、本件現住建造物等放火罪の

実行行為の内容をなすものであって、一般的に被告人の防御にとって重要な事

項であるから、判決において訴因と実質的に異なる認定をするには、原則とし

て、訴因変更手続を要するが、例外的に、被告人の防御の具体的な状況等の審

理の経過に照らし、被告人に不意打ちを与えず、かつ、判決で認定される事実

が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえな

い場合には、訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為を認定するこ

とも違法ではないと解される（最高裁平成11年（あ）第423号同13年４月11日

第三小法廷決定・刑集55巻３号127頁参照）」。

　「原審において訴因変更手続が行われていないことは前記のとおりであるか

ら、本件が上記の例外的に訴因と異なる実行行為を認定し得る場合であるか否

かについて検討する。第１審及び原審において、検察官は、上記ガスに引火、

爆発した原因が本件ガスコンロの点火スイッチの作動による点火にあるとした

上で、被告人が同スイッチを作動させて点火し、上記ガスに引火、爆発させた

と主張し、これに対して被告人は、故意に同スイッチを作動させて点火したこ

とはなく、また、上記ガスに引火、爆発した原因は、上記台所に置かれていた

冷蔵庫の部品から出る火花その他の火源にある可能性があると主張していた。

そして、検察官は、上記ガスに引火、爆発した原因が同スイッチを作動させた

行為以外の行為であるとした場合の被告人の刑事責任に関する予備的な主張は

行っておらず、裁判所も、そのような行為の具体的可能性やその場合の被告人
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の刑事責任の有無、内容に関し、求釈明や証拠調べにおける発問等はしていな

かったものである。このような審理の経過に照らせば、原判決が、同スイッチ

を作動させた行為以外の行為により引火、爆発させた具体的可能性等について

何ら審理することなく『何らかの方法により』引火、爆発させたと認定したこ

とは、引火、爆発させた行為についての本件審理における攻防の範囲を越えて

無限定な認定をした点において被告人に不意打ちを与えるものといわざるを得

ない。そうすると、原判決が訴因変更手続を経ずに上記認定をしたことには違

法があるものといわざるを得ない」。

　「しかしながら、訴因と原判決の認定事実を比較すると、犯行の日時、場所、

目的物、生じた焼損の結果において同一である上、放火の実行行為についても、

上記台所に充満したガスに引火、爆発させて火を放ったという点では同一で

あって、同ガスに引火、爆発させた方法が異なるにすぎない。そして、引火、

爆発時に被告人が１人で台所にいたことは明らかであることからすれば、引火、

爆発させた方法が、本件ガスコンロの点火スイッチを作動させて点火する方法

である場合とそれをも含め具体的に想定し得る『何らかの方法』である場合と

で、被告人の防御は相当程度共通し、上記訴因の下で現実に行われた防御と著

しく異なってくることはないものと認められるから、原判決の認定が被告人に

与えた防御上の不利益の程度は大きいとまではいえない。のみならず、原判決

は被告人が意図的な行為により引火、爆発させたと認定している一方、本件ガ

スコンロの点火スイッチの作動以外の着火原因の存在を特にうかがわせるよう

な証拠は見当たらないことからすれば、訴因の範囲内で実行行為を認定するこ

とも可能であったと認められるから、原審において更に審理を尽くさせる必要

性が高いともいえない。また、原判決の刑の量定も是認することができる。そ

うすると、上記の違法をもって、いまだ原判決を破棄しなければ著しく正義に

反するものとは認められない」。

　なお、本決定には、「証拠からうかがわれる本件の内容によれば、私も、原

審で更に審理を尽くさせる実質的な必要性が高いといえるかは疑問があり、訴

訟経済や当事者の負担の点からすると、理解できる見解ではある。しかし、刑

事訴訟手続における審理の基本構造は、訴因を基に検察官と弁護人とが攻撃防

御を尽くし、適正な手続に基づいて審理を尽くすというものであるから、訴因

の変更の要否についての手続的な過誤は、それが、被告人に不意打ちを与える

ものとして、違法とされ、訴因変更手続を経るべきであるとされた以上は、こ
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の過誤は刑事裁判における手続的正義に反する重大なものというべきであり、

被告人の納得も得られないところである。さらに、前記のとおり、被告人の防

御方法、内容が変わりうるものである以上、適正な手続に従った十分な防御が

されたということもできない」などとして、原判決を破棄し、差し戻すべきと

する千葉勝美裁判官の反対意見が付されている1。

【検討】

１　問題の所在と本決定を検討する意義

　（１）公訴の提起は、検察官が（刑訴247条）、その所属する検察庁の対応す

る裁判所に対し（検４条、５条）、起訴状を提出して行う（刑訴法256条１項）。

起訴状には、公訴事実を記載しなければならず（刑訴256条２項）、「公訴事実は、

訴因を明示してこれを記載しなければならない」（同条３項前段）。日本におい

ては、検察官によって設定されたこの「訴因」こそが審判の対象であり（訴因

対象説）2、裁判所は訴因に拘束されることになる。そのため、証拠調べ手続の

結果得られた裁判所の心証が訴因と食い違った場合、裁判所は心証通りの事実

認定をすることは許されず、心証通りの事実認定をするためには訴因変更の手

続を経なければならない（刑訴312条１項）。もっとも、裁判所の心証と訴因と

のずれが些細なものにすぎない場合には訴因変更は不要とされている3。そこ

1 本決定の解説・研究として、豊崎七絵「訴因変更の要否──実行行為の内容」
『法学セミナー』688号（2012年）136頁、前田雅英「訴因変更の要否」『警察学
論集』65巻９号（2012年）162頁、岩崎邦生「現住建造物等放火被告事件につき、
訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる放火方法を認定したことが違法とさ
れた事例」『ジュリスト』1449号（2013年）101頁、宇藤崇「現住建造物等放火
における放火方法についての訴因変更の要否」『判例セレクト』2012Ⅱ（2013年）
38頁、笹倉宏紀「訴因と異なる放火方法の認定と訴因変更の要否」『平成24年
度重要判例解説』（2013年）181頁。なお、石井一正「訴因変更の要否に関する
最高裁判例の新基準について─過失犯におけるそれを中心に」『判例タイムズ』
1385号（2013年）68頁も本決定を詳細に検討している。
2 平野龍一『刑事訴訟法』（有斐閣、1958年）130頁、田宮裕『刑事訴訟法［新版］』

（有斐閣、1996年）186頁等参照。
3 どのような場合にも訴因変更手続を要すると解するならば、訴訟が煩瑣にな
り、また迅速な裁判の要請も反することになるからである（三井誠『刑事手続
法Ⅱ』［有斐閣、2003年］198頁、高田昭正「訴因変更の要否」『三井誠先生古
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で、裁判所の心証と訴因との間にどのようなずれが生じた場合に訴因変更が必

要なのかが問題となるのである。

　（２）訴因変更の要否の基準について、学説は、事実記載説にたち、訴因と

裁判所の心証との間に、たとえ罰条や法律構成のずれがなくても、事実面で重

要なあるいは実質的なずれが生じた場合に訴因変更が必要であると解する点で

は一致している4。問題は、訴因と裁判所の心証との間に事実面で重要なあるい

は実質的なずれが生じたか否かの具体的な基準である。この点について、学説

においては、従来、具体的防御説と抽象的防御説とが対立してきた。また、従

来の判例についても、学説の議論を基に、具体的防御説と抽象的防御説のいず

れの立場から理解することが可能なのかを巡って検討が加えられてきた。要す

るに、従来の議論においては、訴因変更の要否の基準は、もっぱら被告人の防

御の利益という観点から検討すべきものと解されてきたのである。

　こうした中現れた最三小決平13・４・11刑集55巻３号127頁（以下、平成13

年決定）は、もっぱら被告人の防御の利益という観点から検討すべきものと解

されてきた訴因変更の要否の基準について、訴因の機能を踏まえて再構成した

ものである。もっとも、平成13年決定は、結論として訴因変更を不要とした判

例であった。そこで、平成13年決定に示された訴因変更の要否の基準によった

場合、具体的にどのような場合に訴因変更が必要とされるのかが、なお不分明

な点として残されることとなった。

　（３）本決定は、平成13年決定によって示された訴因変更の要否の基準に基

づき、現住建造物等放火被告事件について訴因と異なる放火方法を認定するに

は訴因変更が必要であると判断したものであり、平成13年決定によって示され

た訴因変更の要否の基準の内容を解き明かす糸口を与えるものと考えられる。

この点に、本決定を検討することの重要な意義が認められる。

２　学説の議論──抽象的防御説と具体的防御説

　（１）先にみたように、訴因変更の要否の基準について、学説は、罰条や法

律構成に変化がなくても事実面で「重要な」あるいは「実質的な」なずれが生

稀祝賀論文集』［有斐閣、2012年］557頁参照）。
4 平野・前掲（注２）書136頁、田宮・前掲（注２）書195頁、大澤裕「訴因の
機能と訴因変更の要否」『法学教室』256号（2002年）28頁等。
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じた場合に訴因変更が必要であると解する点では一致している5。問題は、ここ

にいう事実面での「重要な」あるいは「実質的な」ずれの有無の判断方法であ

るが、この点については、具体的防御説と抽象的防御説が対立してきた。具体

的防御説は、訴訟経過に着目し、具体的に被告人の防御に不利益が生じる場合

に訴因変更が必要と解する説である。これに対し、抽象的防御説は、訴訟経過

を問わず、抽象的一般的に被告人の防御に不利益が生じる場合には訴因変更が

必要と解する説であり、現在は、この抽象的防御説が通説とされている6。

　もっとも、「抽象的防御」の内容、すなわち抽象的防御説にたって訴因変更

の要否を判断する場合に考慮すべき被告人の防御の利益の内容については、論

者によって違いがみられ、必ずしも一致をみていない。このような被告人の防

御の利益の内容の不一致は、訴因の特定に関する考え方の違い、突き詰めれば

訴因の機能の捉え方の違いに起因するものと考えられる7。

　（２）訴因の機能に関する先例である最大判昭37・11・28刑集16巻11号1633

頁（以下、白山丸事件判決）によれば、訴因の機能は、①「裁判訴に対し審判

の対象を限定する［こと］」（識別機能）および②「被告人に対し防禦の範囲を

示すこと」（防御機能）の２点にあるとされており、この点について学説上異

論はみられない。問題は、このような訴因の機能を踏まえて、どのような事項

を起訴状に記載すれば訴因が特定された（刑訴256条３項前段）といいうるの

かである。訴因の特定について、学説においては、周知のように識別説と防御

権説とが対立してきた。識別説は、「罪となるべき事実」（刑訴256条３項後段）

が他の犯罪事実と区別（識別）可能な程度に特定されていれば訴因は特定され

5 田宮・前掲（注２）書195頁参照。
6 大谷直人「判批」『刑事訴訟法判例百選［第７版］』（1998年）100頁、大澤・前掲（注
４）論文29頁。なお、基本的に抽象的防御説にたちつつ、「一般的・抽象的視
点からは防禦に支障をもたらすおそれがない場合でも、現実の事案・訴訟を前
提にすると、具体的な防禦の観点から訴因の変更を必要とすべきケースはある。
したがって、第二次的には個別事案に即応した具体的な防禦上の不利益の有無
を考慮しなければならない」とする「二段階防御説」も主張されている（三井・
前掲［注３］書199頁）。
7 訴因変更は、訴因と裁判所の心証との間の審判対象のずれ是正して新たに訴
因を設定するものであるから、訴因の特定に関する議論はここでも妥当するこ
とになるのである。



判 例 研 究

［323］ 北法64（3・182）892

ていると解する8。これに対し、防御権説は、「罪となるべき事実」が他の犯罪

事実と区別可能な程度に特定されているだけでは足りず、それを超えて被告人

が防御権を十分に行使しうる程度に特定されていなければならないと解する9。

　訴因の特定について識別説にたつ場合、訴因変更の要否の基準となる「抽象

的防御」の意義は、訴因の識別機能の観点から捉えられることになる。すなわ

ち、「訴因変更の要否を考えるに当たっては、まず審判対象の範囲の確定とい

う見地からその要否を検討することが要請されるべきであり、抽象的防御の観

点もここに包含されるべきものである。他方、防御権の保障は、その性質から

してもともと具体的なケースを離れて論じることはできないものであり、審判

対象の範囲の確定という観点からはその同一性が肯定される場合について、な

お個々の事例に即してその侵害の有無を検討すべき」10という理解が導かれる

ことになるのである。識別説にたって「抽象的防御」を捉える場合、そこで考

慮される被告人の防御の利益は、訴因の識別機能と表裏の関係にある防御の利

益なのである11。

　もっとも、このように訴因の識別機能の観点から「抽象的防御」を捉えるの

であれば、被告人の防御の利益を害するか否かという観点を経由しなくても、

端的に訴因の識別機能を害するか否かという観点から訴因変更の要否を論じれ

ばよいようにも考えられる。また、訴因の機能には防御機能だけでなく識別機

能もある点に立ち返り、「訴因変更の要否の問題も、第一次的には、訴因はそ

もそも審判の対象であり、検察官の主張である問うことを基本に据え、一般的

8 松尾浩也『刑事訴訟法（上）［新版］』（弘文堂、1999年）174頁、岩瀬徹「起
訴状に関する求釈明」『刑事訴訟法の争点［第３版］』（2002年）118頁、酒巻匡

「審理・判決の対象（１）」法教375号（2011年）85頁、田口守一『刑事訴訟法［第
６版］』（弘文堂、2012年）209頁等。
9 小田中聰樹『ゼミナール刑事訴訟法（上）』（有斐閣、1987年）136頁、三井・
前掲（注３）書164頁、光藤景皎『刑事訴訟法Ⅰ』（成文堂、2007年）286頁、
上口裕『刑事訴訟法［第３版］』（成文堂、2012年）342頁、白取祐司『刑事訴
訟法［第７版］』（日本評論社、2012年）244頁。
10 岩瀬徹「訴因変更の要否」『刑事訴訟法判例百選［第６版］』（1992年）88頁。
11 大澤・前掲（注４）論文32頁、川出敏裕「訴因の機能」『刑事法ジャーナル』
６号（2007年）125頁、古江頼隆『事例演習刑事訴訟法』（有斐閣、2011年）151頁、
161頁等参照。
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な防禦権の視点はそれといわば裏腹の関係にあるものとして、併せて取り上げ

るのが相当」ではないか12、との指摘もなされていた13。学説においては、まさ

にこのような問題認識にたち、訴因変更の要否の基準を識別説の立場から再構

成することを試みる見解も主張されてきた。たとえば、先に挙げた、「訴因変

更の要否を考えるに当たっては、まず審判対象の範囲の確定という見地からそ

の要否を検討することが要請されるべきであり、抽象的防御の観点もここに包

含されるべき」14とする見解はこのような思考に基づくものである。また、こ

のような思考をより徹底する見解、すなわち、訴因を審判対象限定に不可欠な

部分とそれ例外の部分とに分け、審判対象限定に不可欠な部分が変動する場合

には「つねに」訴因変更を要するが、それ以外の部分が変動するにすぎない場

合には「被告人の防禦にとって重要であったかどうかを判断し重要でない場合

は変更を要しない」とする見解15もつとに主張されてきたところである16。

　これに対し、訴因の特定について防御権説にたつならば、「抽象的防御」は、

文字通り、一般的・抽象的に被告人の防御権を害するか否かという観点から捉

えられることになる。先述のように、識別説にたって「抽象的防御」を捉える

場合に考慮すべき被告人の防御の利益は訴因の識別機能と表裏の関係にある防

御の利益であるのに対し、防御権説の捉える被告人の防御の利益とは、識別説

の捉えるそれよりも広い防御の利益なのである17。

３　平成13年決定の意義

　（１）平成13年決定以前の判例については、先にみた学説における旧来の議

12 岩瀬・前掲（注10）88頁。
13 なお、川出・前掲（注11）論文125頁も参照。
14 岩瀬・前掲（注10）論文88頁。
15 松尾・前掲（注８）書262頁。
16 同様の問題認識にたって訴因変更の要否の基準の再構成を試みたものとし
て、香城敏麿『刑事訴訟法の構造』（信山社、2005年）304頁、堀江慎司「訴因
変更の要否について」『三井誠先生古稀祝賀論文集』（有斐閣、2012年）595頁等。
学説の位置づけについて、岩瀬・前掲（注10）論文88頁参照。
17 なお、加藤克佳「訴因の特定」『法学教室』364号（2011年）17頁、家令和典

「訴因の特定と訴因変更の要否」松尾浩也 = 岩瀬徹編『実例刑事訴訟法Ⅱ』（青
林書院、2012年）19頁等参照。
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論を前提に、具体的防御説、抽象的防御説いずれの立場にたつのかという観点

からの検討がなされてきた。このような観点から判例をみると、例えば、最一

小判昭29・１・21刑集８巻１号71頁や最三小判昭32・３・26刑集11巻３号1108

頁などが具体的防御説にたった判示をしていたのに対し、昭和30年代中頃を境

に、最三小判昭36・６・13刑集15巻６号961頁、最大判昭40・４・28刑集19巻

３号270頁、最三小判昭41・７・26刑集20巻６号711頁など抽象的防御説にたつ

と解しうる判例が相次ぐようになったことから、判例は具体的防御説から抽象

的防御説へと移行したとの見方が多数を占めていた18。

　もっとも、抽象的防御説にたつ判例の嚆矢とされる最三小判昭36・６・13に

ついては、当初より「本判決が、……訴因罰条の要否を犯罪類型によって一般

的に判断しているからといって、それが訴訟の審理経過を考慮することを排斥

する趣旨とは必ずしも言えないのである」19という指摘がなされていた。また、

最三小判昭36・６・13は、たしかに抽象的防御説に親和的とも解しうる判示を

してはいるものの、そもそも小法廷の判断であることからして具体的防御説に

たつと解される過去の判例を変更したものとは解しえないし20、加えて、後の

判例の中には、「道路交通法117条の２第１号の酒酔い運転も同法119条１項７

号の２の酒気帯び運転も基本的には同法65条１項違反の行為である点で共通

し、前者に対する被告人の防禦は通常の場合後者のそれを包含し、もとよりそ

の法定刑も後者は前者より軽く、しかも本件においては運転開始前の飲酒量、

飲酒の状況等ひいて運転当時の身体内のアルコール保有量の点につき被告人の

防禦は尽されていることが記録上明らかであるから、前者の訴因に対し原判決

が訴因変更の手続を経ずに後者の罪を認定したからといつて、これにより被告

18 小泉祐康「訴因の変更」熊谷弘ほか編『公判法大系Ⅱ』（日本評論社、1975年）
258頁、田宮・前掲（注２）書199頁、平野龍一 = 松尾浩也編『新実例刑事訴訟
法Ⅱ』（青林書院、1998年）54頁〔毛利晴光執筆〕、三井・前掲（注３）書202頁、
豊崎・前掲（注１）論文136頁等参照。
19 堀江一夫「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇　昭和36年度』（法曹会、1985
年）155頁。最近においても、同判決は「本件の場合に」と判示しているところ、
この「本件の場合に」という判示は具体的な訴訟経過を考慮したことを窺わせ
るもであって、このように解するならば同判決は具体的防御説を排斥した判例
とは解しえないという指摘が存在している（高田・前掲［注３］論文568頁）。
20 なお、岩瀬・前掲（注10）論文87頁以下も参照。
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人の実質的防禦権を不当に制限したものとは認められず、原判決には所論のよ

うな違法はない」とした最三小決昭55・３・４刑集34巻３号89頁のように、具

体的防御説にたつと評される判例も存在している。こうしたことから、判例が

どのような立場にたって訴因変更の要否を判断してきたのかについては明らか

になっていたとはいい難い状況にあった21。

　（２）こうした中、訴因変更の要否の基準について、「訴因の果たすべき機能

から理論的反省を迫った」22とも評される判例が登場した。それが、平成13年

決定である。平成13年決定は、「被告人は、Ａと共謀の上、……殺意をもって、

被告人が、Ｂの頸部を絞めつけるなどし、同所付近で窒息死させて殺害した」

という訴因に対し、１審判決が訴因変更手続を経ずに、「Ａと共謀の上、……

Ａ又は被告人あるいはその両名において、扼殺、絞殺又はこれに類する方法で

Ｂを殺害した」旨の事実を認定し、「罪となるべき事実」としてその旨判示し

たという事案につき、次のように判示した。

　「そもそも、殺人罪の共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであ

るかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪

となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから、訴因にお

いて実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても、審判対

象の画定という見地からは、訴因変更が必要となるとはいえない」（判示①）。

　「とはいえ、実行行為者がだれであるかは、一般的に、被告人の防御にとっ

て重要な事項であるから、当該訴因の成否について争いがある場合等において

は、争点の明確化などのため、検察官において実行行為者を明示するのが望ま

しいということができ、検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以

上、判決においてそれと実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変

更手続を要する」（判示②）。

　「しかしながら、実行行為者の明示は、前記のとおり訴因の記載として不可

欠な事項ではないから、少なくとも、被告人の防御の具体的な状況等の審理の

経過に照らし、被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ、かつ、判

決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利

21 中山隆夫「訴因の変更─裁判の立場から」三井誠ほか編『新刑事手続Ⅱ』（悠々
社、2002年）213頁参照。
22 大澤・前掲（注４）論文29頁。
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益であるとはいえない場合には、例外的に、訴因変更手続を経ることなく訴因

と異なる実行行為者を認定することも違法ではない」（判示③）。

　このように判示した上で、判示③に基づいて、「例外的に、訴因変更手続を

経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定する」ことができるか否かについ

て検討し、本件については、被告人とＡと間での被害者を殺害する旨の共謀成

立の有無、両名のうち殺害行為を行った者が誰かという点が争点となり、多数

回公判を重ねて証拠調べが行われたことなどを指摘し、「第１審判決の認定は、

被告人に不意打ちを与えるものとはいえず、かつ、訴因に比べて被告人にとっ

てより不利益なものとはいえないから、実行行為者につき変更後の訴因で特定

された者と異なる認定をするに当たって、更に訴因変更手続を経なかったこと

が違法であるとはいえない」と結論づけた。

　（３）平成13年決定は、訴因変更の要否の基準について、白山丸事件判決によっ

て示された訴因の機能を踏まえて23、訴因の特定について判例が依拠する識別

説と足並みを揃える形で再構成した点に重要な意義がある24。また、同決定は、

被告人に対する防御の不利益の有無という観点から一元的に判断すべきと考え

られてきた訴因変更の要否について、重層的な判断枠組みを示したものであり、

この点にも重要な意義が認められる25。

　平成13年決定が示した訴因変更の要否の基準について、まず問題となるが判

示①の「審判対象の画定という見地」の意義である。「審判対象の画定という

見地」の意義については、訴因の特定に関して識別説が求めているものと同じ

23 大澤・前掲（注４）論文29頁、緑大輔『刑事訴訟法入門』（日本評論社、2012年）
231頁。
24 池田修「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇　平成13年度』（2004年）69頁、
井上弘通「訴因変更の要否」『刑事訴訟法判例百選［第８版］』（2005年）103頁、
酒巻匡「公訴の提起・追行と訴因（３）」『法学教室』300号（2005年）127頁、
加藤克佳「訴因変更の要否と判例法理」『鈴木茂嗣先生古稀祝賀論文集（下）』（成
文堂、2007年）351頁、三井誠「訴因変更の要否」『刑事訴訟法判例百選［第９版］』

（2011年）99頁、家令・前掲（注17）論文20頁等参照。
25 大澤・前掲（注４）論文30頁以下、井上・前掲（注24）論文103頁、大澤裕
= 植村立郎「共同正犯の訴因と訴因変更の要否」『法学教室』324号（2007年）
85頁以下、加藤・前掲（注24）論文356頁等参照。
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であると解される26。このことは、「審判対象の画定という見地」からは訴因変

更手続が不要である理由として、「殺人罪の共同正犯の訴因としては、その実

行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに

訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえない」として

いることからはっきりと見て取ることができる。すなわち、判示①に基づく判

断においては、一般的・抽象的な見地からの（被告人の防御の利益を害するか

否かという観点からの）被告人の防御の利益ではなく、訴因の識別機能と表裏

の関係にあるものとして、その限りにおいて被告人の防御の利益が考慮される

ことになるのである。

　もっとも、平成13年決定は、訴因変更手続の要否の判断において、識別説の

捉える被告人防御の利益、すなわち訴因の識別機能と表裏の関係にある被告人

の防御の利益のみを考慮し、防御権説の捉える識別説の捉えるそれよりも広い

被告人の防御の利益を軽視しているわけではない27。このことを示しているの

が、平成13年決定の判示②である。とはいえ、平成13年決定が考慮する被告人

の防御の利益は、防御権説の捉える被告人の防御の利益とは性質を異にするも

のであると考えられる。そのことを示しているのが、判示③である。従来の議

論においては、訴因と裁判所の心証との間に生じたずれが、被告人の防御の利

益を害するものであるならば、訴因変更手続を要するものと解されてきた。す

なわち、被告人の防御の利益の確保は、訴因変更手続を通して（訴因を通して

争点を顕在化させることで）実現されるものと解されてきたのである。これに

対し、平成13年決定は、訴因変更手続という手段に必ずしもこだわらず、手続

の全体を通して被告人の防御の利益が確保されていればよいとの立場にたつも

のと解される。すなわち、被告人の防御の利益の核心は、「被告人の防御の具

体的な状況等の審理の経過に照らし、被告人に不意打ちを与え［ないこと］」

ということになるのである。このことは、判例が、「識別機能は訴因の特定の

26 大澤・前掲（注４）論文31頁、池田・前掲（注24）論文69頁、酒巻・前掲（注
24）論文127頁、加藤・前掲（注24）論文352頁、松田章「訴因の特定と訴因変
更の要否─『刑事訴因事実論』の端緒（訴因の研究Ⅰ）」『慶應法学』７号（2007
年）120頁、田口守一『刑事訴訟の目的［増補版］』（成文堂、2010年）213頁等。
なお、岩崎・前掲（注１）論文102頁も参照。
27 田口・前掲（注26）書213頁等参照。
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問題、防御機能は争点の顕在化の問題、という役割分担」28を指向しているこ

とのあらわれであると考えられる。

４　本決定の検討

（１）本決定と平成13年決定判示①との関係について

　（１）本決定は、平成13年決定を参照して、「被告人が上記ガスに引火、爆発

させた方法は、本件現住建造物等放火罪の実行行為の内容をなすものであって、

一般的に被告人の防御にとって重要な事項であるから、判決において訴因と実

質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要するが、例外的

に、被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、被告人に不意打ち

を与えず、かつ、判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告

人にとってより不利益であるとはいえない場合には、訴因変更手続を経ること

なく訴因と異なる実行行為を認定することも違法ではない」と判示している。

ここから、本決定が、平成13年決定を踏襲して訴因変更の要否を判断したもの

であることが見て取れる。

　もっとも、先にみたように、平成13年決定の判示①は、訴因変更の要否につ

いては、まず、「審判対象の画定という見地」から検討すべきとしている。と

ころが、本決定は、平成13年決定を参照してはいるものの、平成13年決定の「審

判対象の画定という見地」から訴因変更の要否を検討すべきとした判示部分（平

成13年決定の判示①）については言及していない。また、原判決の認定した訴

因と異なる放火方法が「審判対象の画定という見地」から訴因変更を要するも

のであったか否かについて具体的に検討・判断することもなく、「被告人が上

記ガスに引火、爆発させた方法は、本件現住建造物等放火罪の実行行為の内容

をなすものであって、一般的に被告人の防御にとって重要な事項であるから、

判決において訴因と実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手

続を要する」として、被告人の防御の利益の観点からの訴因変更の要否の検討

（すなわち、平成13年決定の判示②に基づく検討）に進んでいる。本決定のこ

のような判断を、どのように解すべきであろうか。

　（２）先にみたように、平成13年決定の判示①は、訴因の２つの機能のうち

識別機能に着目して、すなわち訴因の特定に関する識別説の観点から訴因変更

28 緑・前掲（注23）書181頁。
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の要否を検討したものである。訴因を特定するためには、起訴状には「六何の

原則」に基づき、①犯罪の主体、②犯罪の日時、③犯罪の場所、④犯罪の客体、

⑤犯罪の方法、⑥犯罪の行為・結果という６つの事項を記載すべきと解されて

いるが29、識別説の立場からは、これらのうち、①犯罪の主体、④犯罪の客体、

⑥犯罪の行為・結果が審判対象の画定にとっては不可欠な事項であり、②犯罪

の日時、③犯罪の場訴、⑤犯罪の方法については、それが構成要件要素になっ

ている場合を除いて、審判対象の画定にとっては不可欠な事項ではないと解さ

れている（白山丸事件判決参照）30。これを、識別説の観点から訴因変更の要否

を検討する平成13年決定の判示①に当てはめるならば、訴因と裁判所の心証と

のずれが②犯罪の日時、③犯罪の場所、⑤犯罪の方法にとどまる場合には、「審

判対象の画定という見地」からは訴因変更は不要ということになる。平成13年

決定の事案は、訴因と裁判所の心証との間には、実行行為者が誰であるかにつ

いてずれが生じているものの、被告人がＡと共同して被害者Ｂを殺害したとい

う事実、被害者がＢであること、実行行為の内容と結果についてはずれは生じ

ていない事案であった。すなわち、平成13年決定の事案においては、訴因と裁

判所の心証との間には、識別説の立場から訴因の特定にとって不可欠な事項と

解される①犯罪の主体、④犯罪の客体、⑥犯罪の行為・結果についてずれは生

じていないことになる。平成13年決定が、「そもそも、殺人罪の共同正犯の訴

因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、

それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとは

いえないと考えられるから、訴因において実行行為者が明示された場合にそれ

29 三井・前掲（注３）書161頁、松田・前掲（注26）論文123頁、小林充「訴因
変更の要否の基準─平成13年判例との関係において」『法曹時報』63巻４号（2011
年）８頁等参照。
30 白山丸事件判決は、「犯罪の日時、場所及び方法は、これら事項が、犯罪を
構成する要素になつている場合を除き、本来は、罪となるべき事実そのもので
はなく、ただ訴因を特定する一手段として、できる限り具体的に表示すべきこ
とを要請されているのであるから、犯罪の種類、性質等の如何により、これを
詳らかにすることができない特殊事情がある場合には、前記法の目的を害さな
いかぎりの幅のある表示をしても、その一事のみを以て、罪となるべき事実を
特定しない違法があるということはできない」と判示している。なお、小林・
前掲（注29）論文８頁も参照。
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と異なる認定をするとしても、審判対象の画定という見地からは、訴因変更が

必要となるとはいえない」として、同決定判示①の観点からは訴因変更は不要

であると判示したのも、以上に述べたような点を踏まえてのものと解される。

　この点、本件訴因と原判決の認定事実とを比較すると、先にみた訴因に記載

すべきとされる６つの事項のうち、①犯罪の主体、②犯罪の日時、③犯罪の場

所、④犯罪の客体について、ずれは存在していない。⑥犯罪の行為・結果につ

いても、放火の実行行為としてみたとき、「充満したガスに引火、爆発させた」

ことにずれは存在していない31。本件の訴因と原判決の認定事実との相違点は、

上記ガスに引火、爆発させた方法について、本件訴因が「本件ガスコンロの点

火スイッチを作動させて点火し［た］」というものであったのに対し、原判決

の認定は「何らかの方法により［点火した］」という点にとどまっている。す

なわち、本件訴因と原判決の認定事実とのずれは、⑤犯罪の方法についてのみ

ということになる。先述のように、識別説によれば、⑤犯罪の方法は、それが

構成要件要素になっている場合を除いて、審判対象の画定にとって不可欠な事

項ではないと解されているところ、本件訴因である現住建造物等放火（刑法

108条）の構成要件は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建

造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは５年

以上の懲役に処する」いうものであり、放火の方法（⑤犯罪の方法）は構成要

件要素にはなっていない。そうすると、識別説の立場からは、上記ガスに引火、

爆発させた方法は、審判対象の画定にとって不可欠な事項には当たらないこと

になり、したがって、本件のような事案において、上記ガスに引火、爆発させ

た方法が訴因に明示されていなくてもそのことをもって訴因不特定と解される

ことはないものと考えられる32。すなわち、平成13年決定の判示①によれば、

本件において、訴因と異なる放火方法を認定するに際して、訴因変更手続は要

しないということになろう。

　このようにみてくると、たしかに本決定は、「審判対象の画定という見地」

から訴因変更の要否を検討すべきとした平成13年決定の判示①については言及

せずに、また、「審判対象の画定という見地」から訴因変更を要するか否かを

具体的に検討・判断せずに、被告人の防御の利益の観点から訴因変更を要する

31 岩崎・前掲（注１）論文102頁。
32 岩崎・前掲（注１）論文102頁以下。
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か否かの検討（平成13年決定の判示②の見地からの検討）に進んでいることか

ら、一見すると、もっぱら被告人の防御の利益の観点から訴因変更の要否を検

討しているようにみえるが、先の検討を踏まえて考えるならば、本決定と平成

13年決定とは整合的に理解することが可能といえるのではなかろうか33。

　（３）このように、本決定は、明示的に述べてはいないものの、上記ガスに

引火、爆発させた方法が審判対象の画定にとって不可欠な事項には当たらず、

したがって、平成13年決定の判示①の見地からは訴因変更を要しない、という

判断が前提となっていると解されるが、このような判断には問題はないであろ

うか。たしかに、放火の実行行為としてみたときには（放火の実行行為の大枠

としては）、「充満したガスに引火、爆発させた」ことにずれは生じていないと

いいうる。しかし、本件訴因と裁判所の認定事実との間でずれが生じている放

火方法は、放火の実行行為と密接に関連する事項とも考えられる。実際、本決

定も、「被告人が上記ガスに引火、爆発させた方法は、本件現住建造物等放火

罪の実行行為の内容をなすもの」といった表現を用いている。

　この点について、石井一正元裁判官は、「放火の方法のいわば大枠は、訴因

も控訴審の認定も異ならないのであるが、ガスに引火、爆発させた方法いわば

実行行為の細部については、訴因は『ガスコンロの点火スイッチを作動させて

点火した』とするのに対し、控訴審の認定はこれ以外の方法も含めたより広い

『何らかの方法によりガスに引火、爆発させた』としたものである。この最高

裁判例［本決定］は、これについては、審判対象を画定する事項とは解してい

ないのではないのである」34とした上で、本決定が「およそ実行行為の内容が

審判対象を画定する事項に当たらないとする趣旨ではなく、『ガスに引火、爆

発させた方法』までは、訴因の特定に不可欠な事項ではないと解したからであ

ろう」35と断りつつも、本決定からすると「最高裁は審判対象を画定する事項

をかなり限定的に考えているのではないかとも推測され［る］」36と指摘される。

もしこのような理解が正しいとするならば、平成13年決定の判示①の部分は訴

因の２つの機能のうちの識別機能に着目して、すなわち、訴因の特定に関する

33 岩崎・前掲（注１）論文103頁参照。
34 石井・前掲（注１）論文72頁。
35 石井・前掲（注１）論文72頁。
36 石井・前掲（注１）論文72頁。
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識別説の観点から訴因変更の要否を検討するものなのであるから、本決定の判

示が訴因の特定に関する議論にどのような影響を与えるのかが問題となりえよ

う。

　もっとも、この点については、訴因変更の要否が問題となるのは証拠調べ手

続を経て裁判所の心証が形成された段階に入ってからであり、そのため、訴因

変更という形で訴因に明示する方法以外の方法によって争点を明らかにするこ

とで被告人の防御の利益をはかることも可能であるのに対し（たとえば、平成

13年決定の判示③の適用部分を参照）、訴因の特定が問題となるのは、手続の

初期の段階であり、証拠調べの段階と比べると被告人の防御の利益をはかる手

段も限られているのではないかとも考えられる。このように解するならば、本

決定の判断はあくまでも訴因変更の要否に関するものと解するのが妥当であ

り、本決定の射程は訴因の特定に関する議論には直ちには及ばないのではない

かと考えられる。

　また、本件においては、事実関係についてかなり絞り込みがなされている点

にも注意すべきであろう37。たしかに、本件訴因においては、放火方法につい

ては特定されていないものの、被告人が台所にガスを充満させ、本件ガスコン

ロの点火スイッチを作動させて点火し、同ガスに引火、爆発させて火を放った、

というところまでは特定されているのである。そして、このことを踏まえるな

らば、放火方法は現住建造物等放火罪の訴因の特定に不可欠な事項には当たら

ないとの一般論を本決定から導くことは困難であると考えられる38。

（２）本決定と平成13年決定判示②・判示③との関係について

　（１）本決定は、平成13年決定の判示①の見地からは、すなわち「審判対象

の画定という見地」からは本件事案においては訴因変更手続を要しないことを

前提に、平成13年決定の判示②の見地からの検討に進み、「被告人が上記ガス

に引火、爆発させた方法は、本件現住建造物等放火罪の実行行為の内容をなす

ものであって、一般的に被告人の防御にとって重要な事項であるから、判決に

おいて訴因と実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要

する」として、平成13年決定の判示②の見地からは、訴因変更手続を要すると

37 笹倉・前掲（注１）論文182頁。
38 笹倉・前掲（注１）論文182頁参照。
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の判断を示している。

　この点、平成13年決定は、同決定の判示②の見地に基づき、「実行行為者が

だれであるかは、一般的に、被告人の防御にとって重要な事項であるから、当

該訴因の成否について争いがある場合等においては、争点の明確化などのため、

検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ、検察官

が訴因においてその実行行為者の明示をした以上、判決においてそれと実質的

に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要する」と判示してい

る。

　本件については、本決定が「被告人が上記ガスに引火、爆発させた方法は、

本件現住建造物等放火罪の実行行為の内容をなすもの」としているように、「上

記ガスに引火、爆発させた方法」は、そこだけに着目すれば識別説の立場から

は審判対象の画定にとっては不可欠な事項とはされていない⑤犯罪の方法にあ

たると解されるが、「本件現住建造物等放火罪の実行行為の内容をなすもの」

でもある点に着目すれば、識別説の立場から審判対象の確定にとって不可欠な

事項とされている⑥犯罪の行為・結果と密接に関連しているものと解される。

そうであるとするならば、平成13年決定の判示②の見地からの検討によって、

本決定が「一般的に被告人の防御にとって重要な事項であるから、判決におい

て訴因と実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要する」

との結論にいたったことは自然な帰結と考えられる。

　（２）こうして、本決定は、平成13年決定の判示②の見地からの検討によって、

訴因と異なる放火方法を認定するには「原則として、訴因変更手続を要する」

とした。その上で、本決定は、「原審において訴因変更手続が行われていない

ことは前記のとおりであるから、本件が上記の例外的に訴因と異なる実行行為

を認定し得る場合であるか否かについて検討する」として、平成13年決定の判

示③に基づく検討に進んでいる。

　平成13年決定判示③は、「被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照

らし、被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ、かつ、判決で認定

される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益である

とはいえない場合」には、同決定判示②の見地からの検討によって「原則とし

て、訴因変更手続を要する」場合であっても例外的に訴因変更手続は要しない

とするものである。そして、平成13年決定は、被告人とＡと間での被害者を殺

害する旨の共謀成立の有無、両名のうち殺害行為を行った者が誰かという点が



判 例 研 究

［335］ 北法64（3・170）880

争点となり、多数回公判を重ねて証拠調べが行われたことなどを指摘した上で、

「第１審判決の認定は、被告人に不意打ちを与えるものとはいえず、かつ、訴

因に比べて被告人にとってより不利益なものとはいえない」として、訴因変更

手続は不要であるとの結論にいたったものである。すなわち、平成13年決定は、

「被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、被告人に不意打ちを

与えるものではないと認められ」るか否かの判断において、審理の経過にてら

して被告人側に実質的な防御の不利益が生じていないことを「被告人に不意打

ちを与えるものではない」という認定の根拠としているのである39。

　この点、本決定は、「被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、

被告人に不意打ちを与え」ないと認められるか否かの判断において、①「検察

官は、上記ガスに引火、爆発した原因が本件ガスコンロの点火スイッチの作動

による点火にあるとした上で、被告人が同スイッチを作動させて点火し、上記

ガスに引火、爆発させたと主張し、これに対して被告人は、故意に同スイッチ

を作動させて点火したことはなく、また、上記ガスに引火、爆発した原因は、

上記台所に置かれていた冷蔵庫の部品から出る火花その他の火源にある可能性

があると主張していた」ことおよび②「検察官は、上記ガスに引火、爆発した

原因が同スイッチを作動させた行為以外の行為であるとした場合の被告人の刑

事責任に関する予備的な主張は行っておらず、裁判所も、そのような行為の具

体的可能性やその場合の被告人の刑事責任の有無、内容に関し、求釈明や証拠

調べにおける発問等はしていなかった」ことの２点を考慮し、「このような審

理の経過に照らせば、原判決が、同スイッチを作動させた行為以外の行為によ

り引火、爆発させた具体的可能性等について何ら審理することなく『何らかの

方法により』引火、爆発させたと認定したことは、引火、爆発させた行為につ

いての本件審理における攻防の範囲を越えて無限定な認定をした点において被

告人に不意打ちを与えるもの」であり、「原判決が訴因変更手続を経ずに上記

認定をしたことには違法がある」と判示している。この判示から明らかなよう

に、本決定は、「被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、被告

人に不意打ちを与え」ないと認められるか否かの判断において、もっぱら「同

スイッチを作動させた行為以外の行為により引火、爆発させた具体的可能性等」

が当事者の攻防の対象となり争点として顕在化されていたかのみを問題にして

39 笹倉・前掲（注１）論文183頁。なお、石井・前掲（注１）論文74頁も参照。
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おり、被告人側に実質的な防御の不利益が生じたか否かは問題にしていないこ

とが窺える40。このような本決定の判断によれば、平成13年決定の判示③に基

づく検討において問題となる「不意打ち」とは、当事者の攻防の対象となり争

点として顕在化されることのなかった事実を認定すること（「当事者の攻防の

範囲をこえて無限定な認定をすること」）を意味することになるものと考えら

れる41。

　平成13年決定は、先述のように、同決定の判示③の見地に基づく検討によっ

て、「不意打ち」の存在を否定し、訴因変更を不要と判示したものである。そ

のため、平成13年決定によって示された訴因変更の要否の基準によって、いか

なる場合に「不意打ち」となるのかについては、必ずしも明らかとはなってい

なかった。この点、本決定は、平成13年決定の判示③に基づく検討によって、

「不意打ち」の存在を肯定し、訴因変更を必要と判示したものである。そして、

その中で本決定は、攻防の範囲を被告人に示し、被告人に対する「不意打ち」

を防止するための手段として、予備的主張、求釈明・証拠調べにおける発問等

を具体例として挙げている。そうすると、これらの手段が講じられていないこ

とは、被告人に対する不意打ちの存在を窺わせる要素となりうるともいえ、そ

の意味で本決定は、「不意打ち」の存否の認定方法の客観化を推し進めたもの

といえ42、この点に本決定の重要な意義が存在するものと考えられる。

（３）本決定が原判決を破棄しなかった点について

　（１）以上のように、本決定は、原判決が訴因変更手続を経ずに訴因と異な

る放火方法を認定したことについて違法と判示したものである。ところが、本

決定は、原判決にそのような違法が存在することを認めながら、「いまだ原判

決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない」と結論づけて

いる。このような結論にいたった理由として、本決定は次の諸点を挙げている。

すなわち、①「訴因と原判決の認定事実を比較すると、犯行の日時、場所、目

的物、生じた焼損の結果において同一である上、放火の実行行為についても、

上記台所に充満したガスに引火、爆発させて火を放ったという点では同一で

40 笹倉・前掲（注１）論文183頁参照。
41 豊崎・前掲（注１）論文136頁。
42 豊崎・前掲（注１）論文136頁。



判 例 研 究

［337］ 北法64（3・168）878

あって、同ガスに引火、爆発させた方法が異なるにすぎない」こと、②「引火、

爆発時に被告人が１人で台所にいたことは明らかであることからすれば、引火、

爆発させた方法が、本件ガスコンロの点火スイッチを作動させて点火する方法

である場合とそれをも含め具体的に想定し得る『何らかの方法』である場合と

で、被告人の防御は相当程度共通し、上記訴因の下で現実に行われた防御と著

しく異なってくることはないものと認められるから、原判決の認定が被告人に

与えた防御上の不利益の程度は大きいとまではいえない」こと、③「原判決は

被告人が意図的な行為により引火、爆発させたと認定している一方、本件ガス

コンロの点火スイッチの作動以外の着火原因の存在を特にうかがわせるような

証拠は見当たらないことからすれば、訴因の範囲内で実行行為を認定すること

も可能であったと認められるから、原審において更に審理を尽くさせる必要性

が高いともいえない」こと、④「原判決の刑の量定も是認することができる」

ことである。

　（２）本決定が、原判決が訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる放火方

法を認定したことについて違法としつつ、結論として原判決を破棄しなかった

点について、どのように解すべきであろうか。

　本決定は、原判決を破棄しなくても著しく正義に反しない理由として、本件

訴因と原判決の認定事実とでは、放火方法に関して「被告人の防御」が「相当

程度共通している」ことを挙げている。しかし、本決定は、平成13年決定の判

示③に基づく「不意打ち」の存否の検討においては、被告人側に実質的な防御

の不利益が生じたか否かについて問題にはしなかったはずである。被告人側に

実質的な防御の不利益が生じていなくても、当事者の攻防の対象となり争点と

して顕在化されることのなかった事実を認定すること（「当事者の攻防の範囲

をこえて無限定な認定をすること」）は違法であるとしながら、被告人側に実

質的な不利益が生じていないことを理由に、そのような違法の存在する原判決

を維持するというのは、いささか判断として食い違っているのではないかとも

考えられる43。

　また、平成13年決定については、被告人に「不意打ち」を与えるものである

以上訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる事実認定をすることは許されな

い、すなわち、そのような事実認定に基づく原判決は破棄される、という趣旨

43 笹倉・前掲（注１）論文138頁。
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が含まれるものと解されていたように考えられる。本決定に付された千葉裁判

官の反対意見からも、このような理解が窺える。これに対し、本決定（法廷意

見）は、被告人に不意打ちを与え違法な場合であっても、「原判決の認定が被

告人に与えた防御上の不利益の程度は大きいとまではいえ」ず、「訴因の範囲

内で実行行為を認定することも可能であったと認められ……、原審において更

に審理を尽くさせる必要性が高いともいえ［ず］」、「刑の量定も是認すること

ができる」場合には、原判決を維持することが許されると判示したものである。

本決定に従えば、平成13年決定の判示①、判示②、判示③の見地から訴因変更

手続を要するとの判断にいたったとしても、原判決を破棄すべきか否かについ

て、本決定の示した基準に基づいてさらに検討することが必要とならざるをえ

ない。このような本決定の判断は、平成13年決定によって示された訴因変更の

要否の判断枠組みに事実上の「修正」を加えるものともいえ、少なからぬ疑問

が残るところである。

　（３）そもそも、本決定の訴因変更の要否の基準に関する判断を前提に考え

るならならば、問題の本質は、放火方法に関して「被告人の防御」が「相当程

度共通している」か否かなのではなく、放火方法に関して防御の機会が実質的

に保障されていたか否かにあるのではなかろうか。

　この点、原判決をみると、原判決は、本件火災原因の可能性は、①冷蔵庫の

圧縮機始動装置の作動時の火花等による偶発的な事故、②タバコの火の不始末

等による失火、③放火に大別できる、とした上で、①および②についてはこれ

を否定した上で、「被告人は、自殺をしようとしていたのであるから、ガスを

吸引することで死ぬことができない以上、ガスに引火、爆発させて死のうとす

るのは自然な成り行きであり、その動機はあること、上記のとおり、被告人が、

明らかな嘘の供述や客観的な事実に反する供述をしていることからして、被告

人は、自らの罪を免れるため、本当は知っているはずの真相を隠そうとしてい

るものとしか考えられない。そうすると、本件の出火原因は、被告人の意図的

な行為、すなわち、何らかの方法による放火であると推認することができる」

としたものである。①および②については原判決の判決文からも、争点が顕在

化され被告人側の防御も尽くされた形跡が窺えるが、放火方法についてはその

ような形跡を窺うことができない。実際、弁護人も上告趣意において、被告人

および弁護人は、控訴審において、そもそもガスコンロが火源ではないこと、

頭でガスコンロのスイッチを故意に押すことはあり得ないこと、頭でガスコン
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ロのスイッチを故意に押した事を認めていた自白調書の信用性がないことなど

を争ってきたとした上で、「控訴審は、これらの被告人、弁護人の主張をほぼ

認めた中で、突然、第一審で認定していた事実（起訴状で記載されていた事実）

とは異なる『何らかの方法による引火行為』による放火行為を認定したのであ

る」、「被告人、弁護人は、ガスコンロを故意に頭で押した以外の実行行為につ

いては、何らの反論もしていない」、「訴因変更がなかったため、この点につい

ての防御の機会を失ったのである」などと述べている。

　そうであるとするならば、本件については、原判決を破棄し、差し戻し、被

告人に対して防御の機会を実質的に保障する必要があったのではないかとも考

えられる。千葉反対意見のいうように、たとえ原審で更に審理を尽くさせる実

質的な必要性が高くないとしても、防御の機会を実質的に保障するという手続

を履践することの意義は決して小さくはないのではなかろうか。

〔付記〕

　脱稿後、池田公博「訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる放火方法を認

定したことが違法とされた事例」新・判例解説 Watch 刑事訴訟法 No.88（TKC

ローライブラリー文献番号 z18817009-00-080880914）に接した。




