Title

Author(s)

Citation

Issue Date

Doc URL

Type

File Information

複数人の事実的共働による身分犯の実現に関する理論（3）

岡部, 天俊

北大法学論集, 71(4), 81-107

2020-11-27

http://hdl.handle.net/2115/79805

bulletin (article)

lawreview̲71̲4̲03̲Okabe.pdf

Instructions for use

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

論

説

複数人の事実的共働による
身分犯の実現に関する理論（３）
岡
目
序章

部

天

俊

次

はじめに

第１章

正犯概念と共犯概念

第１節

客観的帰属の形式としての正犯と共犯

第２節

共同正犯の位置づけ

第３節

各則構成要件による正犯概念の拡張

第２章

身分犯概念とその具体的内容

第１節

身分犯の定義

第１項

刑法65条から導かれる身分犯の特殊性

第２項

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要素としての身分

第２節

Sonderdelikte 概念と身分犯概念

第１項

ドイツおよびスイス

第２項

オーストリア

第３項

小括

第３節

（以上、71巻２号）

身分犯概念の具体的内容

第１項

主観的要素

第２項

消極的な主体要素

第３項

法文上明示されない主体要素

第４項

構成要件該当行為の一部なのか
身分なのかが問題となる要素

第５項

混合法規（Mischgesetze）と身分

第６項

行為環境の限定による
反射的な行為主体の限定

第３章

（以上、71巻３号）

身分犯固有の無価値発生機序
北法71（4・81）713

複数人の事実的共働による身分犯の実現に関する理論（３）

第１節

問題の所在

第２節

オーストリア刑法14条１項２文とそれをめぐる理論

第１項

総説

第２項

自手犯と特別義務犯

第３項

小括

第３節

ドイツおよびスイスにおける議論

第１項

特別犯概念の細分化

第２項

正犯者メルクマールの区別とドイツ刑法28条

第３項

正犯者メルクマールと間接正犯

第４項

小括

第４節

不法身分犯固有の無価値と不法身分犯の区別

第１項

直接実行型不法身分犯と特別義務違反型不法身分犯

第２項

責任身分犯について

第５節
第４章

身分犯の単独正犯としての実現

第５章

身分犯の共犯としての実現

終章

第３章
第１節

（以上、本号）

各論的検討

おわりに

身分犯固有の無価値発生機序
問題の所在

正犯と共犯の相違が客観的帰属の質的な相違であるのだとすれば、不
法身分犯の正犯および共犯の成否は、不法身分犯固有の無価値が完全な
かたちで惹起され、その無価値が客観的に帰属され得るかという点に帰
着することとなる。しかしながら、不法身分が前面者に備わってさえい
れば、非身分者たる背後者に対して必ず不法身分犯固有の無価値が（間
接正犯として）客観的に帰属されるとは限らず、また、不法身分が正犯
者に備わってさえいれば、非身分者たる共犯者に対して必ず不法身分犯
固有の無価値が（共犯として）客観的に帰属されるとは限らない。なぜ
ならば、不法身分がどのような意味において、あるいは、どのようなメ
カニズムで不法に影響を及ぼすかということに応じて、不法身分犯固有
の無価値の発生条件も変動するはずだからである。そこで、わが国にお
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ける身分犯概念と極めて近似する概念である特別犯概念を採用するオー
ストリア刑法14条およびそれをめぐる議論に目を向けてみると、まさし
く、不法身分が不法へと影響するメカニズムには複数の類型があり、そ
れに応じて不法身分の連帯的作用（非身分者への帰属）の要件も一様で
はないと考えられている。そのため、オーストリア刑法14条およびそれ
をめぐる議論を参照することは、わが国における不法身分の連帯的作用
の内在的制約を明らかにする上で、極めて示唆に富むものと思われる。
そこで、以下では、オーストリアにおける議論を中心的に参照すること
で、身分の連帯的作用の内在的制約について検討を行う1。
第２節

オーストリア刑法14条１項２文とそれをめぐる理論

第１項

総説

オーストリア刑法14条は、次のように規定している。
《第14条（行為者の資格及び関係）
》
① 法規が、可罰性又は刑の量を、所為の不法（Unrecht der Tat）
にかかわる行為者の一身的な特別の資格又は関係（besondere
persönliche Eigenschaften oder Verhältnisse）に依存させている
ときは、このような資格又は関係が関与者のうちの一人にだけ存
する場合であっても、すべての関与者にこの法規を適用するもの
とする。ただし、所為の不法が、一身的な特別の資格又は関係の
保持者がその所為を直接的に実行し（unmittelbar ausführen）又
は そ の 他 特 定 の 方 法 で こ れ に 加 功 す る（sonst in bestimmter

1

なお、Schünemann も、特別犯の不法の分析が十分になされてこなかったこ

とを明確に指摘している（Bernd Schünemann, Herrschaft über Hilfslosigkeit
des Rechtsguts oder Pflichtverletzung als Strafgrund der Sonderdelikte?,
GA 2017, S. 678: „Dass das Unrecht von bestimmeten Voraussetzungen in der
Person des Täters abhängen könnte, wurde lange Zeit nicht als eigentliches
allgemeines Problem erkannt und analysiert.“）
。
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Weise mitwirken）ことに依存しているときは、このような条件
もみたされていなければならない。
② こ れ に 反 し て、 一 身 的 な 特 別 の 資 格 又 は 関 係 が 専 ら 責 任
（Schuld）にかかわるときは、その法規は、このような資格又は
関係を備えている関与者に対してのみ適用するものとする。
オーストリア刑法14条は、特別犯への関与（Beteiligung am Sonderdelikt）
に関する規定であり2、同条にいう「特別の一身的資格又は関係」とは、
特別犯概念のメルクマールを指すものである。本条は、注目すべきこと
に、
特別犯メルクマールが不法に関係するか責任に関係するかに応じて、
その作用を決定するという立場を採用している3。
オーストリア刑法14条１項は、１文において不法に関係する特別犯メ
ルクマールの連帯的作用を定めているが、２文ではその但書に相当する
内容が示されている。その意味で、オーストリア刑法14条は、不法に関
係する特別犯メルクマールの連帯的作用を規定しつつも、その連帯的作
用には制約が付されているのである4。そして、２文前段の「所為の不法
が、一身的な特別な資格又は関係の保持者がその所為を直接的に実行…
2

Ernst Eugen Fabrizy, in: Frank Höpfel/Eckart Ratz (Hrsg.), Wiener

Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl., 112. Lfg., 2014, § 14 Rn. 1; Diethelm
Kienapfel/Frank Höpfel/Robert Kert, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 15. Aufl.,
2016, E 7 Rn. 1; Stephanie Öner/Hannes Schütz, in: Otto Leukauf/Herbert
Steininger, Strafgesetzbuch, Kommentar, 4. Aufl., 2017, § 14 Rn. 1; Einhard
Steininger, Starfrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 2, 2012, Kap. 21 Rn. 104; Otto
Triffterer, Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 1994, Kap.
16 Rn. 115; Bettina Weisser, Täterschaft in Europa, 2011, S. 317; Erläuternde
Bemerkung zur Regierungsvorlage zum StGB 1971, 30 der Beilagen XIII. GP
(zit.: EBRV 1971), S. 81
3

Fabrizy, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 2; Kienapfel/Höpfel/Kert, a. a. O. (Fn. 2), E 7

Rn. 3, 16 ff.; Öner/Schütz, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 5 f., 16; Triffterer, a. a. O. (Fn.
2), Kap. 16 Rn. 115; Weisser, a. a. O. (Fn. 2), S. 317; EBRV 1971, S. 81.
4

Fabrizy, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 13; Kienapfel/Höpfel/Kert, a. a. O. (Fn. 2), E

7 Rn. 26 f.; Öner/Schütz, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 9; Steininger, a. a. O. (Fn. 2),
Kap. 21 Rn. 112.
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する（unmittelbar ausführen）ことに依存しているとき」とは、
「自手犯
（eigenhändige Delikte）
」を指すものと解されており、２文後段の「所為
の不法が、一身的な特別の資格又は関係の保持者が…その他特定の方法
で（sonst in bestimmter Weise）これに加功することに依存していると
き」とは、
「特別義務犯（Sonderpflichtdeikte）
」を指すものと解されてい
る5。こうした、不法に関係する特別犯メルクマールの連帯的作用の制約
はどのようにして生ずると考えられているのであろうか。以下では、そ
の点について検討を進める。
第２項

自手犯と特別義務犯

（１）自手犯
自手犯（eigenhändige Delikte）とは、身分者が一定の行為を直接実行
しなければ固有の不法を基礎づける無価値が発生しないような犯罪類型
をいう6。換言すれば、自手犯とは、身分と一定の行為が分離されてしま
えば、不法を観念し得なくなるような犯罪類型である7。それゆえ、自手
犯においては、関与者のうちの誰かに身分が備わっていたとしても、身
分者が一定の行為を直接実行していない限り、不法が観念され得ず、非
身分者たる関与者に対して身分が連帯的に作用することはないというこ

5

Fabrizy, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 13 ff.; Kienapfel/Höpfel/Kert, a. a. O. (Fn. 2),

E 7 Rn. 28 ff., 32 ff.; Öner/Schütz, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 10; Steininger, a. a. O.
(Fn. 2), Kap. 21 Rn. 112 ff.; Triffterer, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 16 Rn. 121 ff.; EBRV
1971, S. 81.
6

Fabrizy, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 14; Adrian Eugen Hollaender/Christoph

Mayerhofer, Grundlagen des österreichischen Strafrechts, Allgemeiner Teil I,
2007, S. 151; Kieapfel/Höpfel/Kert, a. a. O. (Fn. 2), E 7 Rn. 28; Steininger, a. a. O.
(Fn. 2), Kap. 21 Rn. 113; Triffterer, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 16 Rn. 122; Weisser, a. a. O.
(Fn. 2), S. 320.
7

Steininger, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 21 Rn. 113: „Die besondere Eigenschaft des

Tatsubjekts und die Tathandlung sind von Unrechtsgehalt derart verwoben,
dass sie nicht getrennt werden können, ohne dass auch der typische
Unrechtsgehalt entfiele.“
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とになる。２文前段はこのことを規定するものと解されている。自手犯
の典型例として挙げられているのは、オーストリア刑法211条の近親相
姦罪（Blutschande）であり、Steininger はこれに関して次のように説明
している。「自手特別犯の典型例は、必然的に、特別の資格または関係
の保持者（この場合、特定の近親者）どうしが性交することを前提とす
る211条１項ないし３項の近親相姦罪である。そうした場合にはじめて、
この犯罪の不法が生ぜしめられる。それに共働する第三者は、このよう
な前提のもとにおいてのみ可罰的である。身分者が何らかの方法で加功
しなければならないという14条１項１文の一般的規定は制限される。す
なわち、たとえば兄（弟）が見張りをしている間に、第三者が彼の妹（姉）
と性交したという場合、事態はまったく異なる。つまり、近親相姦罪の
根本的な不法の基礎づけ（prinzipielle Unrechtsbegründung）が欠けて
いるのである。関与者の誰も、すなわち身分者も非身分者も、可罰的で
はないのである」8。
（２）特別義務犯
次に、特別義務犯（Sonderpflichtdelikte）とは、身分者が故意により
特別の義務に違反するかたちで共働しなければ固有の不法を基礎づける
無価値が発生しないような犯罪類型をいう9。したがって、オーストリア
刑法14条１項２文後段にいう「その他特定の方法で」とは、故意により
特別の義務へ違反することをいうと解釈されることになる。こうした特
別義務犯という不法特別犯のカテゴリーの存在を明確に指摘したのが、
Nowakowski である。彼は、法益侵害が身分者による故意的関与に依存
するような特別犯が存在することは否定できないという主張を展開し、
その理由を各論的考察から帰納的に導いている。すなわち、特別犯の中
には、オーストリア刑法311条のように、明らかに資格者による故意的
関与が要求されるものが存在し、このことは、その不法が資格者による

8

Steininger, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 21 Rn. 113.

9

Fabrizy, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 15; Hollaender/Mayerhofer, a. a. O. (Fn. 6), S.

151; Kieapfel/Höpfel/Kert, a. a. O. (Fn. 2), E 7 Rn. 32; Steininger, a. a. O. (Fn. 2),
Kap. 21 Rn. 116; Weisser, a. a. O. (Fn. 2), S. 321.
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故意的関与を前提とするような特別犯の存在を示唆しているのであっ
て、そうした特別犯においては、故意のない資格者をして客観的に義務
に 違 反 す る 行 為 を 実 行 さ せ た と し て も、 刑 罰 が 想 定 す る 背 信
（Vertrauensbruch, den die Strafdrohung meint）が実現されておらず、
不法が生じていないとするのである10。特別義務犯の典型例として挙げ
られるのは、背任罪（オーストリア刑法153条）や職権濫用罪（同302条）
である。両罪においては、資格者が故意的に職権を濫用することが不法
の前提とされており、この前提が欠ける場合には不法も欠如すると解さ
れている11。
なお、こうした特別義務犯の理解は、非身分者が特別義務犯に対する
関与としての罪責を負うための故意の要件にも影響を及ぼすこととな
る。すなわち、OGH 判例によれば、非身分者が特別義務犯に対する関
与者としての罪責を負うためには、非身分者の故意が、身分者が少なく
とも未必の故意をもって義務違反を行うということに及んでいなければ
ならないとされ12、こうした理解は学説上も概ね支持されている13。
（３）分類の意義
不法特別犯を自手犯と特別義務犯に分類する意義は、不法身分犯にお
いては固有の無価値が発生するメカニズムが一様ではないために、その
相違を明らかにするという点にある14。そして、そのような固有の無価

10

Friedrich Nowakowski, Die Sonderdelikte, beurteilt nach ihrer Begehbarkeit

durch extranei, in: Zum neuen Strafrecht, Bd. 1, Österreichische Richterwoche
1974, S. 158.
11

Kienapfel/Höpfel/Kert, a. a. O. (Fn. 2), E 7 Rn. 34.

12

OGH SSt 61/116; SSt 58/74; RZ 1987/4; 14 Os 143/09z; EvBl 2001/45; EvBl

1998/80.
13

Siehe Margarethe Flora, in: Otto Leukauf/Herbert Steininger,

Strafgesetzbuch, Kommentar, 4. Aufl., 2017, § 153 Rn. 46; Kienapfel/Höpfel/
Kert, a. a. O. (Fn. 2), E 7 Rn. 39; Öner/Schütz, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 11.
14

Steininger, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 21 Rn. 113: „Ob ein solches eigenhändiges

Sonderdelikt vorliegt, ist stets durch Interpretation der betreffenden Strafnorm
zu ermitteln. Im Mittelpunkt steht, wie bereits angedeutet, die Frage, ob
北法71（4・87）719
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値発生機序の内容によって、不法特別犯における可罰的関与の要件も導
かれることになるのである。Steininger は、14条の構造について、次の
ように述べている。「包括的な１文を背景として、１項２文は、特定の
制限を規定している。すなわち、所為の不法が、『特別の一身的資格ま
たは関係の保持者が所為を直接的に実行しまたはその他特定の方法でこ
れに加功することに依存しているときは、こうした前提も満たされてい
なければならない』
。ここでも中心にあるのは、
当該犯罪の不法である。
特別の関係または資格の保持者（身分者としての行為主体）が所為を直
接的に実行し（前段）
、または、その他特定の方法でこれに加功した場
0

0

0

0

0

0

0

0

合においてのみ、犯罪固有の無価値（deliktstypischer Unwert）が生ぜし
められるような状況というものが存在するのである。前段が自手（特別）
犯を、後段が特別義務犯を規定している。いずれも、14条１項における
１文に対する制限として理解されねばならない。身分者がこうした特別
の方法で加功していないのであれば、身分者もその加功者も不可罰とな
「ある特定の犯罪における法益
る」15。また、Kienapfel/Höpfel/Kert も、
侵害（＝所為の不法）は、特別の一身的資格または関係の保持者が所為
を自ら、すなわち直接行為者として実行し（
「自手犯」）、もしくは、そ
の他特定の方法で（たとえば故意で）これに加功する（いわゆる特別義
務犯）ということに依存し得る」ことから、14条１項２文は、自手犯と

der besondere Unwert der Strafnorm erst dann hergestellt wird, wenn der
Normadressat das deliktische Verhalten selbst unmittelbar vornimmt.“ und
Rn. 117: „Entscheidend ist, dass Intraneus [...] den Unwert des Delikts erst
dadurch herstellt, indem er gegen eine ihn treffende, besondere Pflicht handelt.
[...] Die besondere Mitwirkung des Intraneus an der Pflichtverletzung wird
nämlich bei diesen Delikten [Sonderpflichtdelikten] vor allem darin gesehen,
dass sich dieser der Pflichtwidrigkeit seines Verhaltens bewusst ist. Gerade
diese subjektive Komponente stelle den Unwert der Sonderpflichtdelikte her.“
15

Eihnard Steininger, in: Otto Triffterer/Christian Rosbaud/Hubert

Hinterhofer (Hrsg.), Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 38.
Lfg., 2018, § 14 Rn. 20; ebenso ders., a. a. O. (Fn. 2), Kap. 21 Rn. 112; vgl. auch
Helmuth Fuchs/Ingeborg Zerbes, Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner
Teil, 10. Aufl., 2018, 35. Kapitel Rn. 18, 20a.
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特別義務犯に関する限りにおいて、１文を修正しているのだとする16。
さらに、オーストリア刑法1971年草案の理由書も、「関与者のうちの一
人が行為主体としての資格を備えていれば、常に所為像的不法が実現さ
れるわけではない」として、不法身分犯における不法が、身分者の関与
方法に依存していることを前提としていたのである17。
（４）自手犯でも特別義務犯でもない不法身分犯の存否
オーストリア刑法14条１項２文は、同項１文に対する制約としての機
能を担うものであるが、同項１文のみが適用され同項２文は適用されな
いような不法身分犯が存在するかについては争いがある。オーストリア
刑法14条１項の構造からすれば、同項２文は１文に対する例外的な規定
と解するのが自然である18ことから、条文解釈としては肯定説が妥当で
あるようにも思われる。しかし問題は、実際にそうした不法身分犯が存
在するのかということである。
これを肯定的に解する Bertel は、実例としてオーストリア刑法156条
の詐欺的破産罪および同158条の債権者庇護罪を挙げている19。Bertel は
まず、
「身分者が何らかの方法で（in irgendeiner Weise）所為像の実現
において共働するということで足りる身分犯というものが存在する。そ
して、身分者がまさに実行行為を実行し（刑法14条１項２文前段）また
16

Kienapfel/Höpfel/Kert, a. a. O. (Fn. 2), E 7 Rn. 26 f.

17

EBRV 1971, S. 81 f.: „Nicht immer wird das tatbildmäßige Unrecht schon

dadurch hergestellt, daß einer der Beteiligten die Qualifikation als Tatsubjekt
aufweist. Manchmal kommt es darauf an, daß der Qualifizierte in bestimmter
Weise an der Tat beteiligt ist. So insbesondere bei den eigenhändigen Delikten
und bei Sonderdelikten, deren Unrecht durch den Bruch eines besonderen
Vertrauensverhältnisses seitens der qualifizierten Person mitbestimmt wird.
[...] Es genügt also nicht, daß die besonderen persönlichen Eigenschaften oder
Verhältnisse bei einem beliebigen Beteiligten vorliegen. Sie müssen vielmehr
so vorliegen, daß dadurch das dem gesetzlichen Tatbild entsprechende Unrecht
hergestellt wird.“
18

Kienapfel/Höpfel/Kert, a. a. O. (Fn. 2), E 7 Rn. 26; Steininger, a. a. O. (Fn. 2),

Kap. 21 Rn. 112.
19

Christian Bertel, Mitschuld an Kridadelikten, RdW 1991, S. 134 f.
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は『その他特定の方法で』所為像の実現において共働しなければならな
い
（刑法14条１項２文後段）
身分犯というものが存在する。『特定の方法』
の本質は、多くの身分犯においては、身分者が所為像の実現において何
らかの方法でということではなくまさに故意で共働しなければならない
という点にある。例として用いられ得るのは、背任罪（刑法153条）およ
び職権濫用罪（刑法302条）である。背任罪は、行為の内的側面において
代理権の意図的な濫用を要求しており、職権濫用罪は、統治上の権限の
意図的な濫用を要求している。虚偽の証言により裁判官をして誤った判
決をさせた証人は、――当該裁判官が正しいと考えて行動しており刑法
の意味における職権濫用が存在しない限りにおいて――裁判官による故
意でないかたちで遂行された職権濫用に関与したわけではなく、偽証罪
（刑法288条）を遂行したのである」20として、オーストリアにおける身分
犯の分類について述べた上で、オーストリア刑法156条および158条を特
別義務犯に分類する Mayerhofer の見解21を次のように批判している。
「刑法156条および158条は、行為の内的側面として故意を超えるものを
要求していない。
所為像に該当する不法の客観的要素は、156条の場合は、
債務者がその財産を減少させることによって債権者に損害を与える点
に、158条の場合は、債務者が他の債権者を優先的に満足させることに
よって債権者の一部に損害を与える点にある。これらの不法要素は、身
分者が故意で行為していないとしても実現され得るし、非身分者により
その故意のもとで着手され得る。債権者保護団体の幹部が、たとえば債
権者に対して債務者の経済状況が実際よりもよいと言うなどの作為によ
り、故意で、債務者が赤字の事業を継続することによりその財産を減少
させ債権者に損害を与えるのに寄与した場合には、彼が、債務者が義務
違反的な事業継続により故意でまたは故意なく遂行した詐欺的破産に対
する寄与正犯として可罰的とされるべきでないということの根拠は、法

20

Bertel, a. a. O. (Fn. 19), S. 134 f.

21

Christoph Mayerhofer, Keine Mitschuld des Gläubiger an der Krida des

Schuldner – ein Beitrag zur Beihilfe am Sonderdelikt, ÖJZ 1989, S. 238; vgl.
auch Fuchs/Zerbes, a. a. O. (Fn. 15), 35. Kapitel Rn. 30.
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政策的にも刑法理論的にも存在しないのである」22。ここで Bertel は、
オーストリア刑法156条および158条が特別義務犯に該当しないことか
ら、自手犯にも特別義務犯にも該当しない身分犯として位置づけている
ようである。しかしながら、オーストリア刑法156条は、一般条項的に
構成要件該当行為を「その他実際に又は外観上財産を減少させる（sonst
sein Vermögen wirklich oder zum Schein verringern）」と規定してお
り、Bertel が示す事例においても、身分者による直接的な財産減少行為
の実行が存在する。また、同158条も構成要件該当行為を「ある債権者
を庇護する（einen Gläubiger begünstigen）
」として規定しており、債務
者が故意なく一部の債権者の利益となるようふるまった場合には、債務
者による直接的な庇護行為の実行が存在する。このように、結局のとこ
ろ、オーストリア刑法156条および158条は、身分者たる債務者が客観的
に財産減少行為ないし庇護行為を直接的に実行することを要求するもの
と解され、オーストリアにいう自手犯に該当することになる。したがっ
て、オーストリア刑法156条および158条は、第三類型としての身分犯の
存在の例証にはなっていないと思われる。
これに対して、自手犯にも特別義務犯にも該当しない不法特別犯の存
在を否定的に解する見解は、むしろ理論的にそのような不法特別犯が存
在しないということを根拠とする。たとえば、Triffterer は次のように
述べている。
「14条１項の文言は、同項２文が同項１文において一般的
に表現された規定に対する制限を含んでいるという印象を与える。しか
し刑法典において、たしかに14条１項１文が適用されるが、14条１項２
文のいずれにも該当しないような特別犯というのは、不明である。とい
うのも、身分者が（たとえば、身分者が何も知らず単に被害者を犯行場
所へと連れて行くなどして）何らかのかたちで因果的に（irgendwie
kausal）共働したというだけで足りる場合が存在しないため、その不法
が基礎づけられるには（für die Unrechtsbegründung）、身分者と所為
像実現との間に（たとえば、直接実行といった）ある特定の事実的関係
（bestimmter faktischer Bezug）またはある特定の法的関係（bestimmter
rechtlicher Bezug）が前提とされるからである。したがって、14条１項
22

Bertel, a. a. O. (Fn. 19), S. 135.
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２ 文 の 前 段・ 後 段 は、 い ず れ に も 属 し な い も の の な い 二 分 割
23
。
（abschließende Zweiteilung）として理解される」

上記の Triffterer の見解は、きわめて説得的であるように思われる。
不法特別犯は、身分が関係することによってはじめて生ずる固有の無価
値を前提としている以上、身分と構成要件実現との間には特別な結びつ
きが認められるはずであると解されるからである。肯定説からは、自手
犯でも特別義務犯でもない不法特別犯の例として横領罪が挙げられる
が、横領は領得意思の発現によって認められ一見他人を通じて実現され
たように見えたとしても常に身分者による直接的な実行が問題となるの
であり、だからこそオーストリアの通説も横領罪を自手犯として分類し
ているのである。このように、一部の自手犯においては、その構成要件
該当行為が、一見他人を通じて実現させたように見える行為をも含むか
たちで設定されているのであって、これをもって自手犯でないとする理
由 に は な ら な い よ う に 思 わ れ る。 結 論 と し て は 肯 定 の 立 場 を 採 る
Friedrich が、そうした構成要件はまったく不要であるとする24のも、こ
うした趣旨であろう。
第３項

小括

以上の検討から明らかなように、オーストリアにおいては、特別犯メ
ルクマールがどのようなかたちで不法に影響を及ぼすのかというメカニ
ズムに関しては複数の類型が存在するということが自明の事柄として理
解されており、それを前提とした上で、特別犯概念はさらに少なくとも
自手犯と特別義務犯に区別されている。このような区別によって、外形
上特別犯の実現に関与した非身分者の罪責は非常に明快に説明されるこ
とになる。すなわち、自手犯の場合には、身分者が一定の行為を直接的
に実行している限りにおいて、背後において可罰的関与を実現すること
が可能であるのに対して、特別義務犯の場合には、身分者が故意的に関
23

Triffterer, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 16 Rn. 121.

24

Wilhelm Friedrich, Triffterers Beteiligungslehre – eine vermittelnde

Lösung?, RZ 1986, S. 259.
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与している限りにおいて、背後において可罰的関与を実現することが可
能である。こうしたオーストリアにおける理論は、不法身分犯を一緒く
たに扱ってきたわが国の議論に対して、非常に大きな示唆を与えるもの
といえよう。
第３節

ドイツおよびスイスにおける状況

行為主体の制限が、構成要件において前提とされる無価値が事実上一
定の者によってのみ惹起可能であることに基づいているのか、あるいは、
構成要件において前提とされる無価値が特別の義務への違反をその内容
としていることに基づいているのかを区別する考え方は、オーストリア
固有のものというわけではない。すなわち、ドイツおよびスイスにおい
ても、特別義務に由来する正犯者メルクマールとそれ以外の正犯者メル
クマールを区別した上で、それを備えない共犯者に対する影響が論じら
れてきたのである。そこで、本節では、ドイツおよびスイスにおける特
別犯論ないし正犯者メルクマール論を検討し、行為主体制限の根拠が必
ずしも一元的ではなく、特別義務に由来するものとそうでないものが存
在するという理解がドイツおよびスイスにおいても広く共有されている
という点について確認する。
第１項

特別犯概念の細分化

義務犯論の発展に伴い、伝統的な特別犯概念は再考を迫られるに至っ
た。すなわち、正犯者の範囲が一定の資格者に限定される犯罪としての
特別犯概念の中に、義務犯という犯罪が存在することが認知されるよう
になったが、特別犯のすべてが義務犯であるというわけではないという
ことも同時に認知されるようになったのである。Pariona Arana は、明
確に、次のように述べている。
「前述のような新しい正犯概念の特徴づ
けからは、必然的に、以下のような結論を導き得る。すなわち、義務犯
というカテゴリーは、
（単純な）特別犯（bloße Sonderdelikte）というカ
テゴリーとは異なるということである。両カテゴリーは、異なる内容と
機能を有している。義務犯は、正犯者の法的な特別の義務との関係にお
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いて定義される。すなわち、特別の義務（たとえば財産保護義務）の侵
害がまさに正犯性の基準であるために、特別の義務が正犯性の決定に際
して重要な役割を担うのである。背任罪（刑法266条）および枉法罪（332
条）は義務犯である。というのは、正犯性が、これらの構成要件におい
ては、行為者の法的な特別の義務を前提としており、その侵害が正犯性
を基礎づけるからである。それに対して、
『特別犯』という概念は、正
犯者範囲の決定（のみ）を可能にするメルクマールに関係するものであ
り、このメルクマールは通常、正犯性を決定する基準ではない。たとえ
ば、刑法332条における『公務担当者』というメルクマールは、正犯者と
なる可能性のある者の範囲、つまり規範の名宛人のみを決定している。
つまり、
『公務担当者』というメルクマールを示す者のみが、当該構成
要件の正犯者たり得るのである。しかし、
『公務担当者』というメルク
マール自体は、正犯基準ではない。
」
「義務犯論は、特別の義務の決定的
な重要性を発見した。さらに、特別の義務の意義は、次のような結果へ
と至らしめる。すなわち、義務犯というカテゴリーは、たとえば正犯者
の人格においてある法的な特別の義務を前提とするすべての構成要件を
含むため、
特別犯というカテゴリーよりも広範であるということである。
これによって、伝統的な見解によれば特別犯ではない犯罪が義務犯の範
囲に属するということとなった。それゆえ、正犯者範囲が特定の職業集
団に限定されていない犯罪も義務犯である。同様に、義務犯の領域は、
特別犯の領域よりも小さい。すなわち、囚人による暴動（刑法121条）の
ように、すべての特別犯が義務犯に属するわけではない。というのは、
『囚人』
という構成要件メルクマールは、
正犯者範囲のみを記述しており、
25

特別の義務には関係していないからである」 。このようにして、正犯者
の範囲が限定されるドイツ流の特別犯概念の中にも、特別義務への違反
を要素とするものとそうでないものとが含まれているという認識が広が
りを見せ、両者の区別を前提とした正犯論が展開されているのである。
こうした考え方を立法上取り入れたのが、スイス刑法26条である。す
25

Raúl Pariona Arana, Täterschaft und Pflichtverletzung – zugleich ein

Beitrag zur Dogmatik der Abgrenzung der Beteiligungsformen bei Begehungsund Unterlassungsdelikten, 2010, S. 77 f.
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な わ ち、 ス イ ス 刑 法26条 は、
「 特 別 犯 に 対 す る 共 犯（Teilnahme am
Sonderdelikt）」という見出しが付され、
「可罰性が正犯者の特別の義務
（besondere Pflicht des Täters）によって基礎づけられ又は高められると
き、この義務を課せられていない共犯者は、刑が減軽される」という内
容の規定となっているため、スイス刑法は、同条にいう「特別の義務」
が特別犯を標識するメルクマールであるということを前提としているの
である。したがって、スイス刑法の用語法によれば、特別犯とは、正犯
者の範囲が制限される犯罪類型一般ではなく、そのうち特別義務への違
反が要素とされるものをさすということとなる。
第２項

正犯者メルクマールの区別とドイツ刑法28条

さらに、ドイツ刑法28条の適用の有無をめぐる正犯者メルクマールの
区別も、同様の方向を示すものである。すなわち、近時ドイツおいて有
力な見解によれば、正犯者メルクマールには、特別義務に由来するもの
とそうでないものが存在し、ドイツ刑法28条が適用されるのは前者のみ
であるとされているのである。
たとえば、Puppe は、正犯者メルクマールの中には行為者の特別義務
を示すもの
（特別義務メルクマール
（Sonderpflichtmerkmale））が存在し、
こうした正犯者メルクマールについてはドイツ刑法28条の適用がある26
とした上で、次のように述べている。
「特別義務メルクマールと区別さ
れなければならないのは、いわゆる機能上は物的である正犯者メルク
マール
（funktionell sachliche Tätermerkmale）
である。
［……］それらは、
以下の点によって特別義務メルクマールから区別される。すなわち、そ
れらは、それを備える者に対して、高められた一身的な法的義務を課す
わけではないということである。したがって、それらに対しては、28条
は適用し得ない」27。

26

Ingeborg Puppe, in: Urs Kindhäuser/Ulfrid Neumann/Hans-Ullrich Paeffgen

(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl., 2017, §§ 28, 29 Rn. 54.
27

Puppe, a. a. O. (Fn. 26), §§ 28, 29 Rn. 58; ebenso dies., Jedem nach seinem

Schuld, ZStW 2008, S. 513 ff.: „Es gibt jedoch Tatbestände, die eine besondere
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Heine/Weißer も、
「法規がその可罰性をある特定の人的範囲に限定
している場合、このことの根拠は必ずしも、この者が、当該行為が彼ら
においてのみ当罰的またはより当罰的であると思わせるような特別の義
務（Sonderpflichten, die die betreffende Handlung nur bei ihnen als
strafwürdig (er) erscheinen lässt）を有するという点に存するわけでは
ない。法規は時折、それによって特別の義務およびそれに伴い正犯者を
特徴づける特別の不法を表現するというわけではなく、単に構成要件該
当行為を特定の生活領域ないし社会的状況に帰すために、正犯者の記述
を用いることがある。このような類の事例においては、正犯者範囲の特
徴づけによって、同時に法益も決定されているのである。特別の義務が
人的不法要素を基礎づけるような事例グループに対してのみ、28条１項
の適用が事物に適うと思われるのに対し、第二の事例群においては、従
属性原理が適用されなければならない。たとえば、枉法罪等はまさしく、
特別の人的な義務違反という要素によって特徴づけられるため、非資格
者に対しては当然に28条１項が適用され得る。それに対して、執行妨害
罪
（288条）
においては、
たしかに正犯は執行債務者に限定されているが、
その人格は行為の不法にとって決定的な意義を有しない。誰でも、執行
債務者という状況に陥り得る。正犯者範囲の限定は、債権者に対する何
らかの特別な忠実義務（人的不法）から生ずるものではなく、ただ行為
が特定の生活状況においてのみ遂行され得るということから生じている

Rechtstellung des unmittelbaren Täters voraussetzen, ohne dass diesem
daraus eine besondere Vertrauensstellung gerade gegenüber dem verletzten
Rechtsgut erwächst. [...] Dass gerade diese Personen als unmittelbare Täter
der genannten Straftatbestände in Betracht kommen, liegt nicht daran, dass
ihnen die durch diese Tatbestände geschützten Rechtsgüter besonders
anvertraut sind, sondern lediglich daran, dass sie die besondere Machtstellung
besitzen, die erforderlich ist, um diese Rechtsgüter in der tatbestandlich
beschriebenen Weise anzugreifen. Es besteht danach kein Grund, Gehilfen
oder Anstifter milder zu bestrafen, wenn sie nicht diesem Personenkreis
angehören. Die Zugehörigkeit zu diesem Kreis ist ein reines Unrechtsmerkmal,
das voll akzessorisch zu behandelt ist. Man bezeichnet solche Merkmale der
Täterperson als „funktional sachliche“ Merkmale.“
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のである」28とする。
このように、ドイツ刑法28条の解釈論においても、正犯者メルクマー
ルの中には、特別義務に由来するものとそうでないものが併存している
ということが指摘されるに至っているのである。
第３項

正犯者メルクマールと間接正犯

ドイツおよびスイスの通説によれば、正犯者メルクマールが要求され
る特別犯においては、正犯者範囲が制限されることから、特別犯におい
ては間接正犯はおよそ成立し得ないとされる29。しかしながら、こうし
た結論は、必ずしも十分な基礎が与えられているわけではない。この点
について明確に指摘しているのが、Puppe である。
「すべての正犯者メ
ルクマールが非資格者による間接正犯としての構成要件実現を排除する
という事実は、すべての正犯者メルクマールを28条１項の意味における
特別の一身的な義務メルクマールに分類する場合にのみ、規範的に正当
化され得る。たしかに、間接正犯者は、道具としての資格者を通じて行
為することにより、法益に対する犯罪固有の侵害可能性を獲得する。そ
うであるにもかかわらず彼が当該構成要件において不可罰であるという
ことは、正犯者メルクマールが間接正犯者には到達し得ない要素を含ん
でいるということによってのみ説明され得る。そうなり得るのは、侵害
法益に対する資格者の一身的な特別義務のみである。しかし、こうした
結論は、まったくもって、常に特別犯における間接正犯の構成要件不該
当性から導かれるわけではない。完全に従属的に取り扱われる正犯者メ
ルクマールにおいては、非資格者の間接正犯の排除は、刑法の断片的性
格の現象形態として説明される。構成要件における不法の類型化の明確
さのため、立法者は、非資格者による間接正犯者としての構成要件にお
ける類型的な侵害という稀有な事例を、資格者の正犯者としての行為と
比較して無価値の相違を示さない構成要件においても、不問に付してい
28

Günter Heine/Bettina Weißer, in: Adolf Schönke/Horst Schröder,

Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl., 2014, § 28 Rn. 18
29

Siehe Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 9. Aufl., 2015, S. 352 f.
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るのである」30。つまり、Puppe によれば、特別義務に由来する正犯者メ
ルクマールが要求される犯罪類型においては、非資格者による間接正犯
はそもそも構成要件的に不可能であるのに対して、それ以外の正犯者メ
ルクマールが要求される犯罪類型においては、謙抑性の見地から非資格
者による間接正犯が否定されるにすぎずそれが構成要件的に不可能であ
るというわけではないということである31。そうであるとすれば、ドイ
ツにおいても、非資格者による間接正犯の成立の余地を完全に排除する
正犯者メルクマールと必ずしもそうではない正犯者メルクマールが併存
しているということになろう。
第４項

小括

以上のように、ドイツおよびスイスにおいても、特別の義務に由来す
る正犯者メルクマールと、そうではなく保護法益に対する侵害の事実的
な可能性に由来する正犯者メルクマールとが併存するという理解が広が
りを見せており、
（不法）身分を細分化せずに扱ってきたわが国の議論
に再考を迫るものといえよう。わが国における身分についても、単に法
益侵害の事実的可能性に基づくものと特別の義務に基づくものへの区別
が妥当し、そのような区別を基礎に置いてはじめて、身分犯への可罰的
関与の成否に関する正しい検討が可能となるものと思われる。また、そ
うした検討にあたっては、正犯者メルクマールの発生根拠次第で、間接
正犯の成否をめぐる結論も影響を受けるという Puppe の指摘が参考に
なるであろう。
第４節

不法身分犯固有の無価値と身分犯の区別

第１項

直接実行型不法身分犯と特別義務違反型不法身分犯

（１）直接実行型不法身分犯
30

Puppe, a. a. O. (Fn. 26), §§ 28, 29 Rn. 60.

31

Vgl. auch Puppe, a. a. O. (Fn. 27), S. 515.
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わが国においても、オーストリアにおける意味での自手犯に相当する
犯罪類型が存在する。たとえば、単純逃走罪（刑法97条）においては、
当然のことながら、
「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」
自身が逃走することが固有の無価値の前提とされている。ここではまさ
に、
身分者による逃走という行為の直接的な実行が不可欠とされている。
このような不法身分犯においては、構成要件該当行為の全部または一部
が、非身分者によっては代替し得ないものとして設定されているのであ
る32。
こうした考え方は、わが国においても既に各論的なレベルで示唆され
ている。たとえば、秘密漏示罪および虚偽公文書作成罪をめぐる、
「A
が患者 C の希望により自己の病名を聞いてきてほしいと依頼されたと
医師 B を欺罔して C の秘密を聞き出した場合、
そこでは秘密漏示罪（134
条）の構成要件に該当する違法事実が実現されている。もちろん、B の
漏示行為は錯誤によるものであるが、秘密漏示罪が医師の守秘義務とい
う職業倫理を保護法益とするものでない以上、構成要件に該当する法益
侵害は存在するのである。また、A が深夜、役所に侵入し、公務員 B
の机上にある書類の中に内容虚偽の文書を紛れ込ませ、翌日事情の知ら
ない B がこれに署名・押印した場合も虚偽公文書作成罪（156条）の構
成要件に該当する違法事実は実現されている。だとすれば、これらの場
合に、A を秘密漏示罪、虚偽公文書作成罪の間接正犯とすることも可
33
との指摘は、134条においては、医師による漏示
能なように思われる」

行為の（客観的な）直接実行が、156条においては、公務員による作成行
為の（客観的な）直接実行がありさえすれば、固有の無価値が基礎づけ
られるとの理解を示すものにほかならないであろう34。
以上のようなカテゴリーの不法身分犯を、
「直接実行型不法身分犯」
32

Vgl. Steininger, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 21 Rn. 114: „Typisch für den Charakter

als eigenhändiges Delikt ist, dass die gerade von jenem Tatsubjekt geforderte
Handlung, nämlich die Hilfeleistung am Verletzten, nicht durch Handlungen
Dritter strafrechtlich „substituiert“ werden kann.“
33

西田典之（橋爪隆補訂）
『刑法総論』
（弘文堂、第３版、2019年）358頁。

34

もっとも、後述のように、本稿の理解によれば、例示されている事例にお

いては間接正犯は成立し得ないことになる。
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と呼ぶこととする。直接実行型不法身分犯においては、巨視的にいえば、
身分者による直接的な実行が要求される一定の行為を身分者が直接的に
実行していない限り、固有の無価値が発生していないこととなり、それ
に対する可罰的関与は、正犯としてであれ共犯としてであれ不可能であ
るという帰結が導かれることとなる。
（２）特別義務違反型不法身分犯
さらに、直接実行型不法身分犯とは別に、身分者に課せられた特別義
務の故意的な侵害が固有の無価値を基礎づける不法身分犯も存在する。
その固有の無価値が身分者による故意的な特別義務違反を前提とする身
分犯の存在は、現行法の立法者によっても示唆されている。わが国の刑
法には156条の虚偽公文書作成等罪および157条の公正証書原本不実記載
等罪が存在するが、後者は、非身分者が情を知らない身分者を利用して
所定の公文書を作成させるなどした場合に成立し、身分者が情を知って
いた場合には成立しないと解されている35。そうすると、後述のように、
刑法156条が、文書の実質的真正性に対する社会一般の信頼に加えて、
公務員が実質的真正性を備えた文書を作成するということに対する社会
一般の信頼をも保護しているということと併せ考えるならば、立法者は、
後者の保護法益はまさに公務員が故意をもって虚偽の公文書を作成した
場合にはじめて侵害されるとの理解を前提としていたと考えられる36。
こうした考え方も、様々な論者によって各論的なレベルで指摘されて
きている。たとえば、収賄罪をめぐる、
「収賄罪の法益は、職務行為の
35

佐久間修『刑法各論』
（成文堂、第２版、2012年）351頁、西田典之（橋爪隆補

訂）
『刑法各論』
（弘文堂、第７版、2018年）390頁、山口厚『刑法各論』
（有斐閣、
第2版、2010年）454頁。
36

Fuchs/Zerbes も、公務員による職権濫用罪（オーストリア刑法302条）に

関して、
「公務員が粗略（nachlässig）であることは由々しき（schlimm）こと
かもしれないが、彼（公務員であり第三者ではない）が意図的に彼の義務に
違反した場合に、はじめて302条の固有の不法が完全に生ぜしめられるので
あ る 」と 指 摘 し て い る（a. a. O. (Fn. 15), 35. Kapitel Rn. 20a; ebenso Helmut
Fuchs, Probleme der Beteiligung mehrerer, in: Strafrechtliche Probleme der
Gegenwart, Bd. 14, 1986, S. 23）
。
北法71（4・100）732

論

説

不可買収性
（Unentgeldlichkeit und Unkäuflichkeit der Amtshandlungen）
、
すなわち公務員の清廉性にあると解せられるべきであるが、公務員が他
の公務員または非公務員を道具としてその法益を侵害することはもちろ
ん可能である。だが、非公務員が、故意を欠く公務員、または強制され
た公務員を利用することによっては、
本罪は犯しえぬとおもう。けだし、
さような公務員の行為を利用することによっては、そもそも公務の清廉
「私人 A が公務員 B に『菓子箱』だと
性は害せられないからである」37、
誤信させて『現金の入った箱』を渡した場合に収賄罪（197条）の間接正
犯が成立するわけではない。しかし、それは、公務員に『賄賂』の認識
が欠けるため収賄罪の構成要件に該当する違法性が実現されていないこ
38
といった指摘39は、収賄罪固有の無価値が、身分者
とによるのである」

による故意的関与によって構成されているということを前提とするもの
であろう。さらに、虚偽公文書作成罪をめぐっては、私人による同罪の
間接正犯が成立し得ないことの一つの理由として「本罪の保護法益とし
ては、文書の真実性に対する公共の信用だけでなく、公務員に対する信
頼も含まれており、ここで問題となっているように当の公務員が情を知
40
という
らない場合には、公務員に対する信頼はさほど侵害されない」

37

大塚仁『間接正犯の研究』
（有斐閣、1958年）267頁。

38

西田・前掲注（33）334頁。

39

そのほか、
「収賄罪（刑法一九七条）は公務員がその職務に関して賄賂を収受

することなどで成立する犯罪であるが、身分者は非身分者を通じてこの犯罪を
犯すことができるが、非身分者は故意のない身分者を通じてこの罪を犯すこと
はできないと解せられている。この罪は公務員という身分があることによって
廉潔の義務を負う者についてその義務違反を前に出し、公務員の不可買収性な
いし職務の廉潔という法益の保護をその背後においている犯罪であって、義務
違反というのは故意の義務違反でなければならないから、故意のない公務員を
通じてこの罪を犯すことはできないと解せられる」とするものとして、青柳文
雄『犯罪と証明』
（有斐閣、1972年）78頁。このほか、滝川幸辰『刑事法判決批
評 第二巻』
（立命館出版部、
1937年）135頁、
松宮孝明『刑法総論講義』
（成文堂、
第５版、2017年）307-308頁参照。
40

林幹人『刑法各論』
（東京大学出版会、第２版、2007年）377-378頁。なお、ゆ

えに論者は、
刑法157条の趣旨を、
「私人が公務所で公務員に虚偽の申立てをし、
公務員をして公文書に虚偽の記載をさせる行為は、公務員自身が故意をもって
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ことを挙げる見解があるが、こうした見解も、虚偽公文書作成等罪固有
の無価値が、身分者による故意的関与によって構成されているというこ
とを前提とするものであろう。
ただし、こうした不法身分犯における固有の無価値の発生は、身分者
による故意的な特別義務違反がありさえすれば認められるというわけで
はなく、刑法156条と同157条の関係が示唆するように、身分者による正
犯としての（すなわち自律的な）
、かつ故意的な特別義務違反が必要で
あると解される41。したがって、身分者が脅迫され一応故意的な特別義
務違反を実行させられたような場合には、なお固有の無価値の発生が認
められないことになる42。
本稿では、以上のような不法身分犯を「特別義務違反型不法身分犯」
と呼ぶこととする。特別義務違反型不法身分犯においては、巨視的にい
えば、身分者が自己に課せられた（保護法益から導かれる）特別義務を
自律的かつ故意的に侵害していない限り、固有の無価値が発生していな
いこととなり、それに対する関与は、
（間接）正犯であれ共犯であれ、

虚偽文書作成したのではないために、公務員に対する国民の信頼の侵害の程度
は低く、
前条の罪の不法内容を充足しない。のみならず、
間接正犯も認めがたい。
それにもかかわらず、客体がきわめて重要な公文書である場合には、私人によ
るこのような行為から公文書の真実性が確保されなければならない」
（同379頁）
と説明する。
41

もっとも、これは故意犯たる身分犯を前提とするものである。過失犯たる

身分犯というものも存在し得（vgl. Kienapfel/Höpfel/Kert, a. a. O. (Fn. 2), E 7
Rn. 11; Steininger, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 21 Rn. 122）
、そうした場合には、過失的
な特別義務違反の存在が固有の無価値によっての不可欠な要素となろう。現行
法上の過失身分犯として、特定秘密の保護に関する法律23条４項、同５項があ
る。また、
旧刑法上の過失身分犯として、
150条がある。Vgl. auch Bertel, a. a. O.
(Fn. 19), S. 134: „es gibt Sonderdelikte, bei denen der Qualifizierte [...] „sonst in
bestimmter Weise“ an der Tatbildverwirklichung mitwirken muß (§ 14 Abs 1
zweiter Satz zweiter Fall StGB). Die „bestimmte Weise“ besteht bei manchen
Sonderdelikten darin, daß der Qualifizierte an der Tatbildverwirklichung nicht
irgendwie, sondern gerade vorsätzlich mitwirken muß.“
42

大塚・前掲注（36）267頁参照。Vgl. Nowakowski, a. a. O. (Fn. 10), S. 150.
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不可能であるという帰結が導かれることとなるのである43。
特別義務違反型不法身分犯においては、身分者による自律的かつ故意
的な特別義務への違反が認められることによってはじめて固有の無価値
が発生したと評価され、関与者の可罰性の基礎が生ずることになる。問
題は、ここでいう特別義務の発生根拠、換言すれば、どのような犯罪類
型が上記のような独自のカテゴリーの身分犯として分類されるかという
ことである。この点については、オーストリアにおける議論が非常に示
唆的である。1971年政府草案理由書44や Nowakowski 45、Fuchs46などが示
唆していたように、身分者による特別義務への違反が固有の無価値を基
礎づける不法身分犯として認められる犯罪類型は、一般化していえば、
一定の個人・集団が別の個人・集団に対して向ける信頼が保護法益とさ
れ、信頼が向けられている個人ないし集団の構成員による義務違反的な
（背信的な）行為がそうした法益の侵害を意味するようなものである。
そうであるとすれば、ある身分犯が特別義務違反型不法身分犯であるか
否かは、当該身分犯の保護法益の解釈によって定められることとなる。
さらに、特別義務違反型不法身分犯は、身分者と非身分者が共働した
場合について、重要な帰結をもたらすことになる。すなわち、特別義務
違反型不法身分犯は、身分者による特別義務への違反によってもたらさ
れる無価値に着目して創設されるものであることから、特別義務違反型
不法身分犯に該当する構成要件において、非身分者によっても実現可能
なものがその要素とされている場合、他人の自律的な行為を介してそれ
を実現するような身分者の行為も、当該構成要件に直接該当することに
43

Vgl. Fabrizy, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 19: „Wirkt der Intraneus nicht mit der

vom Gesetz geforderten vorsatzgeprägten Ausführungsart an der Tat mit, so
sind die beteiligten Extranei straflos, sofern nicht das Gesetz anderes anordnet“.
44

EBRV 1971, S. 81 f.

45

Nowakowski, a. a. O. (Fn. 10), S. 157 ff.

46

Helmut Fuchs, Probleme der Beteiligung mehrerer, in: Strafrechtliche

Probleme der Gegenwart, Bd. 14, 1986, S. 23. ここでは、オーストリア刑法302
条の公務員による職権濫用罪において、社会一般が公務員に対して寄せる信頼
（Vertrauen, das die Allgemeinheit den Beamten entgegenbringt）の侵害が義
務違反行為として捉えられている。
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なるということである47。特別義務違反型不法身分犯においてはまさに、
第１章第３節で述べた、各則構成要件による正犯概念の拡張が行われて
いると解される。それゆえ、特別義務違反型不法身分犯においては、そ
の一部を（非身分者を含む）第三者に実現させ、当該第三者との間に共
同正犯関係が認められないとしても、身分者が単独正犯であるというこ
とがあり得る。具体的な帰結については、後に詳述する。
（３）その他の不法身分犯の存否
オーストリアにおける議論の検討の中でも既に述べたように、わが国
においても、直接実行型不法身分犯と特別義務違反型不法身分犯のいず
れにも分類されない不法身分犯は存在しないと思われる。不法身分犯と
して規定されるのは、身分が一定の行為と何らかのかたちで密接不可分
に結びついているためであり、こうした結びつきのない不法身分犯は存
在しないであろう48。注意を要するのは、一部の直接実行型不法身分犯

47

Vgl. Fabrizy, a. a. O. (Fn. 2), § 14 Rn. 15: „Die Strafbarkeit eines

Sonderdeliktes mit Missbrauchscharakter erfordert [...] den vorsätzlichen
Befugnismissbrauch durch den Qualifizierten. Dieser muss jedoch nicht –
wie bei den eigenhändigen Delikten – unmittelbarer Täter sein; es genügt,
wenn er in irgendeiner Täterschaftsform des § 12 an der Tat beteiligt ist.“;
Christoph Mayerhofer, Strafgesetzbuch, 6. Aufl., 2009, S. 163; Nowakowski, a. a.
O. (Fn. 10), S. 159; Lyane Sautner, Anmerkung zur Entscheidung des OGH 15
Os 16/02, JBl 2003, S. 333: „[...] als unmittelbarer Täter des Sonderpflichtdelikts
nur der Träger der „besonderen Eigenschaften oder Verhältnisse“ in Betracht
kommt. Der Begriff des Missbrauchs ist dabei durchaus weit zu verstehen.
Nicht auf das letzte schadenskausale Verhalten kommt es als unmittelbare
Ausführungshandlung an, sondern – materiell gesehen – auf ein der Befugnis
zuwiderlaufendes Verhalten.“; Steininger, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 21 Rn. 110:
„Delikte, bei denen die Tathandlung mit der besonderen Subjektstellung des
Qualifizierten rechtlich untrennbar verbunden ist, scheiden hingegen aus. Hier
kann nur der Intraneus unmittelbarer Täter sein.“; ders., a. a. O. (Fn. 15), § 14
Rn. 28.
48

Vgl. Triffterer, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 16 Rn. 121; auch Friedrich, a. a. O. (Fn.

24), S. 259.
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は、
（非身分者を含む）他人を利用する行為をも直接捕捉するかたちで
規定されていることがあるということである。この場合には、直接実行
の対象が拡張されているにすぎない。したがって、非身分者によっても
実現可能な行為が前提とされているからといって、直接実行型不法身分
犯への分類が否定されるわけではないのである。この点についても、各
論的検討の中で詳述する。
（４）わが国における従来の身分犯論（特に義務犯論）との関係
わが国においては、長きにわたって、
（不法）身分犯の本質について
議論がなされてきた。すなわち、一方では、身分者に課せられた特別義
務への違反がその不法をなしているというところに身分犯の本質を見出
す考え方49が主張され、他方では、事実上身分者のみが直接単独正犯形
式において法益を侵害することができるというところに身分犯の本質を
見出す考え方50が主張され、それぞれが対立する状況が続いてきたので
ある。しかしながら、本稿の立場からすれば、いずれの見解も、不法身
分犯の本質の一側面を明らかにするものではあるが、それ以上に不法身
分犯全体の本質を明らかにするものではないということになる。
近時有力に主張されるに至っている義務犯論は、かつてわが国におい
て意識されてこなかった身分犯固有の無価値を示唆するものとして、大
きな意義を有するように思われる。たとえば、
「『義務犯』型の身分犯」
の存在を指摘する論者は、収賄罪の不法をめぐって、次のように述べて
いる。「どこの世界に、
『職務の対価』すなわち賄賂であることを秘匿し
て公務員に金銭を贈る者がいるであろうか。そんなことをすれば、
『賄
賂』を贈る意味がなくなってしまう。
『賄賂であるとの情を知らない公
務員を利用した贈収賄罪の間接正犯』
というものはありえない。金銭は、
『職務の対価』であるという当事者間の取り決めがなければ、
『賄賂』に
なりえないのである。したがって、ここでも、賄賂罪の保護法益は、そ

49

佐川友佳子「身分犯における正犯と共犯（４・完）
」立命320号（2008年）964-

965頁、松生光正「刑法第六五条の『身分』概念について（二）完」姫路23＝24号
（1988年）114頁以下、松宮・前掲注（38）307-313頁。
50

西田典之『共犯と身分』
（成文堂、新版、2003年）190頁。
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れを公務に対する公衆の信頼と解するのであれ職務の不可買収性と解す
るのであれ、端的に『公務員の忠実義務』を担保することで保護される
ことになる。否、むしろ法益と義務とは密接不可分だというべきであろ
う」51。ここでは、不法身分犯において、身分者が単に何らかの行為を直
接的に実行するだけでは固有の無価値が基礎づけられるには不十分なも
のが存在し、むしろ身分者に課せられた特別義務への違反が固有の無価
値を基礎づけるものが存在するということが、明確に示されているので
ある。このように、わが国における義務犯論は、不法身分犯固有の無価
値の発生機序の非一元性を示唆したものとして重要な意義を有するよう
に思われる。
第２項

責任身分犯について

本章では、不法身分犯に重点を置きその不法発生機序の非一元性と内
容について検討を行ってきたが、身分が責任にのみ関係するような身分
犯も存在し得る。しかしながら、オーストリアにおいては既に広く認知
されているように、責任身分犯の存在は極めて例外的なものである52。
わが国においては、特に刑法65条をめぐる近時有力な理解を念頭に置き
つつ、様々な犯罪類型を責任身分犯として位置づけようとする見解も見
受けられるが、こうした傾向に対してはわが国においても的確な批判が
向けられている53。したがって、身分犯は、直接実行型不法身分犯、特
別義務違反型不法身分犯、責任身分犯に区別され、後にも述べるが、責
任身分犯に関しては、身分者との関係においてのみ可罰性評価に影響を
及ぼすものである以上、非身分者による関与をめぐって困難な問題は生
じないことになる。以下では、責任身分犯というカテゴリーも含めた上

51

松宮・前掲注（38）307-308頁。また、同「身分の連帯作用について」刑雑38

巻１号（1998年）83頁も同旨。
52

Kienapfel/Höpfel/Kert, a. a. O. (Fn. 2), E 7 Rn. 45: „relativ begrenzt“;

Steininger, a. a. O. (Fn. 2), Kap. 21 Rn. 124: „relativ selten“.
53

小林憲太郎「西田教授の身分犯論」山口厚ほか（編）
『西田典之先生献呈論文

集』
（有斐閣、2017年）55頁。
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で、各種の検討を行う。なお、こうした区別によって生ずる、正犯論お
よび共犯論における具体的な帰結については、第４章および第５章に譲
ることとする。
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