
家庭裁判所調査官補択一記述公開模試 

第２次専門記述試験 

解説不備のお詫び 

この度，家裁調査官補択一記述公開模試 第２次専門記述試験の解説冊子（KU17484）において，不備

がございましたので，訂正をさせていただきます。 

不備がございましたのは，刑法の第１問・第２問の解説です。 

第１問においては，問題冊子にある通り，加害者を「Ｘ」，被害者を「Ａ」とする出題となっていまし

たが，解説冊子におきましては，再掲した問題文・解説文・解答例の文中で加害者「Ｘ」を「Ａ」，被害

者「Ａ」を「Ｂ」とする表記になっておりました。また，第２問におきましては，登場人物「甲」・「乙」・

「丙」をそれぞれ，「Ａ」・「Ｂ」・「Ｃ」とする表記となっておりました。 

それぞれの人物の正誤は以下の通りです。 

誤 正 

第１問 
Ａ（加害者） Ｘ（加害者）

Ｂ（被害者） Ａ（被害者）

第２問 

Ａ 甲 

Ｂ 乙 

Ｃ 丙 

次ページより，解説冊子の該当箇所（45 ページから54 ページ）について，正しい表記となったもの

を掲載させていただきます。受験生の皆さまにはご不便をおかけしますが，復習の際には次ページ以降

の解説をご利用いただきたく存じます。 

なお，模擬試験の解答・添削には影響がありませんので，成績処理は通常のまま行います。 

弊社といたしましては，このような事態が二度と発生することのないよう，細心の注意を払い，取組

んでいく所存であります。この度の不備につきまして，受験生の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを

心からお詫びいたします。 

以上 

2018年４月 

東京リーガルマインド 公務員事業本部 

お問合せ：LECコールセンター 

0570-064-464(平日9:30～20:00／土・祝10:00～19:00／日10:00～18:00) 
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刑 法 

 

第１問 

Ｘ（21才）は，中学生時代の同級生であったＡから，中学時代にひどいいじめを受けており，Ａに対し

て強い憎しみがあった。そこで，Ｘは，積年の恨みを晴らすべく，Ａを殺すことを決意した。 

犯行当日，Ｘはもともと気が弱かったので，勢いをつけるため，大量のビールを飲んだ。Ｘは，大量の

飲酒により，単なる泥酔を超えて病的に酩酊した。その後，Ｘは，Ａを呼び出した上，殺意をもって，金

属バットを振り回したところ，Ａの頭部に命中した。その結果，Ａは脳内出血により死亡した。なお，Ｘ

は，金属バットでの殴打行為の時点において，病的な酩酊により心神喪失の状態となっていた。 

この場合のＸの罪責を論ぜよ。 

問 題 
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１ 殺人罪の構成要件該当性 （５点） 

２ 行為責任同時存在の原則 （40点） 

(1) 責任能力の意義 10点 

(2) 行為と責任の同時存在の原則の意義 20点 

(3) 同原則による帰結の指摘（不都合性も含む） 10点 

３ 原因において自由な行為 （55点） 

(1) 意義 15点 

(2) 要件（考え方） 30点 

(3) あてはめ 10点 

☆ 裁量点 （ 高20点） 

(1) 事案の分析・あてはめがよい 

(2) 答案構成・文章の流れがよい 

(3) 条文の正確な引用 

※ 採点は100点を上限とする。論点すべてに触れられていなくても満点になることがある。 

 

 

１ 総 論 

本問は，事例を通じて，責任主義や原因において自由な行為の理解を問う基本的な問題である。できな

かった場合はよく復習してほしい。 

責任主義については，刑法を学ぶうえでしっかり理解しておかなければならない原則なので，知らない

と答案がまったく書けないおそれがある。事細かに説明する必要はないが，責任能力がないとなぜ罪に問

えないかを示す必要はある。 

本問のメインは，原因において自由な行為である。表面的な説明は理解していても，論述で問われると

意外に論拠を示せなかったりする。責任主義を踏まえたうえで，どういう論理で責任能力下の原因行為と

責任無能力下の結果行為を結びつけるか，しっかり議論を展開することが大切である。 

 

２ 責任主義 

(1) 意義 

責任とは，構成要件に該当する違法な行為につき行為者を非難しうること，すなわち，行為者に対す

る非難可能性をいう。そして，責任主義とは，この責任がなければ刑罰は科されない，という立場であ

る。責任主義から，具体的には以下のことが導かれる。 

ア 個人責任の要請 

これは，行為者の行った個人的行為についてのみ，その行為者に責任を認めうるとすることで，縁

座制や連座制といった連帯責任に見られるような，一定の団体に所属することで処罰の対象になりう

る団体責任を否定することになる。 

イ 結果責任の排除 

これは，結果さえ発生すればその結果について責任を問いうるという結果責任を排除して，刑罰を

解 説 

論 点 
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科すためには，少なくとも犯罪行為について故意・過失が必要とされることを意味する。本問で問わ

れている原因において自由な行為に関わるのが，この結果責任の排除ということになる。 

(2) 責任能力 

責任能力とは，構成要件に該当する違法な自己の行為について責任を負う能力のことである。刑法は，

「心神喪失者の行為は，罰しない」（39条１項），「心神耗弱者の行為は，その刑を減軽する」（同条２項）

と定めている。その背景には，構成要件に該当する違法な行為について行為者に対する責任非難をなし

うるには，その行為の際に，行為者が法の命令・禁止という規範の問題に直面し，反対動機の形成が可

能であり，かつ，その理解に従った行動をする能力を持っていることが必要であるという考え方がある。 

なお，判例によれば，心神喪失・心神耗弱は，精神の障害という生物学的要素と是非弁識・行動制御

能力という心理学的要素から判断され（混合的方法），心神喪失とは，精神の障害により事物の是非善悪

を弁識する能力（是非弁識能力），または，この弁識に従って行動する能力（行動制御能力）のない状態

をいい，心神耗弱とは，その能力のいずれかが著しく減退している状態をいう（大判昭6.12.3）。 

 

３ 原因において自由な行為 

(1) 意義 

原因において自由な行為とは，行為者が，故意または過失により自己を責任無能力の状態に陥れて，

その状態で犯罪結果を生じさせた場合に，原因行為を根拠に可罰性を認める法律構成をいう。飲酒や薬

物使用などの原因行為によって自らを責任無能力状態にし，その状態で犯罪事実を惹起する（結果行為）

場合であり，本問の事例がまさに該当する。 

責任無能力下では，心神喪失者は罰しないという刑法39条１項が適用され，処罰されないことになる。

責任能力のない状態で行った行為については非難できないから，責任能力のある時点で犯罪行為が行わ

れなければならないという「行為と責任の同時存在の原則」から導かれる結論である。 

しかし，故意・過失により自らを責任無能力に陥れているのに，まったく責任を問えないとするのは

不当であり，原因行為の時点で責任能力があったことを理由に刑法39条１項の適用を排除しようとする

のが，原因において自由な行為の理論である。 

(2) 考え方 

説明の仕方としては，自己の責任無能力状態を道具として利用するという間接正犯類似の形態とみる

間接正犯類似説と，「行為と責任の同時存在の原則」を修正する結果行為説（修正説）などがある。もっ

とも，前者は原因行為の時点で実行の着手があったとするのでは着手時期が早すぎる（本問だと，犯行

を決意して飲酒した時点で殺人未遂になりうる）との批判があるため，後者で説明する方が議論しやす

いだろう。 

結果行為説（修正説）とは，責任能力は意思決定能力であり，それは行為をなす意思決定をする際に

要求されるとしたうえで，刑法上の行為は１個の意思の実現過程であり，行為の開始時における 終的

意思決定が結果発生に至る一連の行為の全体に貫かれている場合，責任能力は 終的意思決定の時にあ

れば足りるとする。同時存在の原則の「行為」を， 終的意思決定に貫かれた一連の行為とみなすこと

で，不当な結論が導かれるのを回避している。 

(3) 補足 

原因において自由な行為の理論は，心神耗弱の場合であっても適用できる。心神耗弱下の行為であっ

ても，当該結果行為が完全な責任能力下での意思決定（原因行為時の決意）の実現過程であると捉えれ

ばよい。また，実行行為の途中で心神耗弱あるいは心神喪失状態になっても，責任能力を備えた原因行
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為時に意思決定がなされ，その後同一の意思・状況のもとで同一の態様の行為が継続していれば，原因

行為時の意思決定の実現過程とみなせるから，同理論を適用できる。 

 

４ あてはめ 

以上を，本問の事例に丁寧にあてはめていけばいい。本問では，原因行為である飲酒時から，ＸはＡに

対して殺意を持っており，ＸによるＡの殺害は，一貫した意思の実現過程と考えられるので，原因におい

て自由な行為の理論が適用されることになろう。したがって，Ｘには殺人罪が成立する。なお，上記の結

果行為説（修正説）の規範が覚え難いという方は「刑法上の行為は１個の意思の実現過程であるから，行

為者の責任能力のある状態で自由に決定された意思が，責任無能力となった状態においてもそのまま実現

したと評価できる場合には，結果行為について完全な責任を問うことができる。」と書いてもよいであろ

う。 

 

 

 

１ Ｘの罪責について 

Ｘには，Ａに対する殺人罪（刑法199条）が成立しないか。 

(1) まず，Ｘは，殺意をもって，枢要部であるＡの頭部を金属バットで殴り，脳内出血により死亡させて

いるので，殺人罪の構成要件を充足する。また，かかるＸの行為につき，違法性を阻却する事情はない。 

(2) もっとも，Ｘが上記殴打行為の時点において，心神喪失（刑法39条１項）となっている。この場合に

おいても，Ｘに殺人罪が成立するか。「行為と責任の同時存在の原則」を要求する責任主義に反するので

はないかが問題となる。 

(3) 「行為と責任の同時存在の原則」とは，犯罪行為が行わなわれた時点で行為者に責任能力が備わって

いなければならないとの原則をいう。責任能力がない状態において行われた行為については，行為者を

非難することはできないのである（責任主義）。しかし，「行為と責任の同時存在の原則」を貫徹すると，

Ｘ自らの意思で心神喪失による責任能力を欠く状態になったにもかかわらず，実行行為時に責任能力を

欠くことを理由に，Ｘに殺人罪が成立しないことになる。しかし，このような場合においても，実行行

為時に責任能力がなければ一律に刑罰を科せられなくなることは，一般人の法感情に反し，また，刑事

政策的見地からも妥当でない。 

(4) そこで，責任能力を喪失させた原因行為時に完全な責任能力があったことを可罰性の根拠とする原因

において自由な行為の理論を認めるべきである。ここに原因において自由な行為とは，行為者が，故意

または過失により自己を責任無能力の状態に陥れて，その状態で犯罪結果を生じさせた場合に，原因行

為を根拠に可罰性を認める法律構成をいう。 

この原因において自由な行為の理論構成につき，原因行為により責任無能力となった自己を道具とし

て利用するという間接正犯類似の形態とみる見解がある（間接正犯類似説）。しかし，この見解によると，

原因行為の時点で実行の着手があったことになるので，実行着手時期が早すぎ妥当でない。 

そこで，責任能力は意思決定能力であり，意思決定時に要求されること，また，刑法上の行為は１個

の意思の実現過程であることから，行為の開始時における 終的意思決定が結果発生に至る一連の行為

の全体に貫かれている場合，責任能力は 終的意思決定時である原因行為時にあれば足りると解すべき

である（結果行為説）。 

(5) 本問において，Ｘは，原因行為である飲酒の時点で，すでに，被害者Ａに対して積年の恨みによる殺

解答例 解答例 
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意を抱いており，犯行の勢いをつけるために自らの意思で飲酒している。そして，Ｘはかかる殺意に基

づき，結果行為である殴打行為に及んでいる。つまり，原因行為時においてなされていたＸによるＡ殺

害の意思決定は，その後のＸによる一連の実行行為全体に貫かれているといえる。したがって，原因行

為である飲酒時点においてＸに責任能力が認められるので，実行行為時における責任能力は否定されな

い。 

２ 結論 

以上より，Ｘには，Ａに対する殺人罪が成立する。 

以 上 

 

大塚・十河・塩谷・豊田著『基本刑法Ⅰ総論〔第２版〕』（日本評論社） 

大塚裕史著『刑法総論の思考方法〔第４版〕』（早稲田経営出版） 

山口厚・佐伯仁志編『刑法判例百選Ⅰ総論〔第７版〕』（有斐閣） 

 

 

文献ガイド 
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第２問 

甲は，信販会社の乙社とクレジットカードの契約をしており，普段買い物をするときは，もっぱらクレ

ジットカードで支払うことにしていた。ある日，不況の余波からか，甲は勤め先の会社からリストラされ

てしまい，必死に新しい仕事を探したものの採用には至らず，貯金を崩して生活していた。２カ月後，と

うとう預金残高が残りわずかとなり，自暴自棄になった甲は，丙宝石店に入り，気に入った宝石類を購入

した。その際，丙は乙社のクレジットカードの加盟店であったため，甲はいつものようにカードで支払を

済ませた。しかし，それは甲の預金残高では到底支払いきれる額ではなく，甲はそれを承知のうえで買い

物を楽しんだ。後日，丙は，乙に対して，売上票を送付した後，乙から上記宝石類購入についての立替払

いを受けた。 

上記の事例において，甲にはいかなる罪が成立するか。乙や丙との関係にも触れつつ論ぜよ。 

問 題 
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１ １項詐欺と２項詐欺 （25点） 

２ 詐欺罪の成立要件についての検討 （75点） 

(1) 欺く行為，相手方の錯誤 25点 

(2) 処分行為 25点 

(3) 財物の移転，財産上の損害 25点 

☆ 裁量点 （ 高20点） 

(1) 事案の分析・あてはめがよい 

(2) 答案構成・文章の流れがよい 

(3) 条文の正確な引用 

※ 採点は100点を上限とする。論点すべてに触れられていなくても満点になることがある。 

 

 

 

１ 総 論 

本問では，詐欺罪の事例の中でも関係が複雑なクレジットカード詐欺の事例を扱った。詐欺罪の基本を

理解したうえで，応用的な論点に挑戦してもらうべく出題した。ただし，このクレジットカード詐欺につ

いては学説が分かれているので，本解答例で採用した見解でなくても，首尾一貫した議論になっていれば

問題ない。 

詐欺罪の成立を検討する際には，その客体，欺罔行為，処分行為の考察が欠かせない。本問でも，客体

が財物か財産上の利益か，何が欺罔行為や処分行為にあたるかは見解が分かれるところである。論理一貫

性を重視して，納得のいく議論を展開すればよい。 

クレジットカード詐欺に特徴的なのは，通常の詐欺と異なって，三者間の関係性が問題となりうる点で

ある。すなわち，採用する見解によっては，被害者と被詐欺者・処分行為者が分離してしまう。両者を同

一の主体と捉えて論じる説も存在するし，三角詐欺と捉えて論じる見解もある。本問では，前者の見解に

よった。 

事例問題ではあるものの，クレジットカードの仕組みについてある程度前提知識が要求される。知らな

かった場合は，本問を機に学習してもらえれば幸いである。ちなみに，クレジット取引とは，加盟店とカ

ード会社（信販会社）との契約により，加盟店は，カードの提示があるときはクレジット取引により商品

を販売しなければならず，また，カード会社は，加盟店から売上票の送付を受けると，加盟店に代金相当

額を立替払いしなければならず，カード会社は，会員の預金口座からその代金相当額を引き落とすことに

より完結する，３者間取引である。なお，やや細かい話ではあるが，一言でクレジットカード詐欺といっ

ても，「自己名義」のクレジットカードを用いたか，それとも「他人名義」のクレジットカードを用いたか

で，何を欺いたのか（自己の支払能力，名義人）が異なるので，なぜ欺く行為といえるのか（ならないの

か）各々具体的に分析する必要がある（本問は甲の自己名義）。そのため，問題文の具体的事実は正確に読

み取るよう気を付けることが重要である。 

 

解 説 

論 点 
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２ 詐欺罪の成否 

(1) 概説 

刑法は詐欺罪について，「人を欺いて財物を交付させた者」（刑法246条１項）と，人を欺いて「財産

上不法の利益を得，又は他人にこれを得させた者」（同条２項）について10年以下の懲役に処すると定

めている。すなわち，詐欺罪は，被害者の「瑕疵ある意思」に基づく「財物」の交付（１項詐欺），また

は「財産上の利益」の処分（２項詐欺）を内容とする犯罪である。「被害者の意思に反して」占有を移転

させる窃盗罪・強盗罪とも，「畏怖を原因」に瑕疵ある意思を生じさせる恐喝罪とも異なる。 

通常の詐欺では，被詐欺者（欺く行為の相手方）・交付（処分）行為者・被害者（財産上の損害を受け

る者）が一致する。 

これに対し，クレジットカード詐欺においては，利用客・加盟店・信販会社の三者が関係するので，

いずれの詐欺罪が成立するか，誰が被詐欺者，処分行為者，被害者となるか，損害は何かと関連して問

題となり，説が分かれるところである。この点， 高裁の判例はない。答案は，商品の処分権限を有す

る加盟店が，商品を交付して会員に取得させた時点で，財産上の損害が発生するものといえるため，被

詐欺者，処分行為者，被害者は，いずれも加盟店であるとして，１項詐欺罪（刑法246条１項）が成立

しうるとの裁判例の見解に立っている（東京高判昭59.11.19等）。なお，以下の解説は，かかる裁判例

の考え方（加盟店に対する１項詐欺罪を問題とする見解）を中心にしたものである。 

１項詐欺罪は，①処分行為に向けられた欺く行為により人を錯誤に陥れ，②これにより処分行為をな

さしめることで，③財物の占有を移転させ，財産上の損害を発生させることにより成立する。 

(2) ①欺く行為，相手方の錯誤 

欺く行為とは，取引の相手方が真実を知っていれば財物の交付または財産上の利益の処分を行わない

ような重要な事実を偽ることをいう。 

本問において，甲は自己名義のクレジットカードを提示して丙店との取引を行っている。もっとも，

甲は購入時点においてすでに，自身に宝石購入代金につき支払能力がないことを認識している。そのた

め，当初より支払意思がない無銭飲食の場合と同様，支払意思・能力を秘して行った本問の取引が欺く

行為とみることができないかが問題となる。 

一方，甲のクレジットカードの提示について，丙はいずれにしろ乙から立替払いを受けることができ

る地位にいるのであるから，甲の支払意思・能力について考慮する必要がなく，欺く行為・錯誤の余地

がないとして，少なくとも丙との関係では，詐欺罪が成立しないのではないかという疑問も生じる。 

しかし，加盟店が会員の支払意思・能力の不存在を知っていた場合には，クレジットカードによる取

引を拒絶すべきことは信義則上当然である以上，加盟店は会員の支払意思と能力に関心があるといえる。

したがって，会員の支払意思・能力の有無は，取引上商品を交付するかどうか判断するための重要な事

実といえよう。よって，甲のクレジットカードの提示という欺く行為について，詐欺罪が成立しうる。 

以上を踏まえて，本件を検討すると，甲は，自己の預金残高では到底支払いきれる額ではなく，支払

意思も能力もないことを承知した上で，これをあるかのように装って加盟店丙（の従業員）にカードを

提示するという欺く行為を行っており，丙は，甲に支払意思・能力があるものと錯誤に陥ったといえる。 

(3) ②処分行為 

あくまで処分行為者の意思に基づく処分行為がポイントであり，この点が詐欺を交付罪たらしめ，盗

取罪と区別される要素となる。 

丙は，甲による上記の欺く行為により，甲に支払意思・能力があると錯誤に陥っている。そして，丙

にかかる錯誤がなければ，財物である宝石類を甲に販売しなかったであろうから，本問において，被欺
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罔者丙により錯誤に基づく処分行為が行われたといえる。 

(4) ③財物の移転，財産上の損害 

加盟店は後に信販会社から商品代金の立替払いを受けられるので，財産上の損害がないのではないか

が問題となる。 

前提として，刑法246条の明文上「財産上の損害」という要件は規定されていない。しかし，詐欺罪

が財産罪であり，財産の保護を目的とする以上，「財産上の損害」の発生が必要と解するのが通説であ

る。そして，何をもって「財産上の損害」となるか学説で争われている。 

詐欺罪が全体財産に対する犯罪であるとすれば，商品代金をほぼ確実に得られる加盟店に財産上の損

害はないように思われるが，詐欺罪は全体財産に対する犯罪ではなく，個別財産に対する犯罪であるた

め，個別財産である商品の交付自体が損害とみることができる。加盟店が宝石類の商品を交付すること

自体で，商品の処分という財産の機能が害されている以上，財産上の損害があるといえる。 

本件において，加盟店丙が甲に対し，宝石類の商品を交付すること自体で財産上の損害が生じたとみ

ることになろう。 

 

 

 

１ 甲が自ら支払能力がないことを知りつつクレジットカードで宝石類を購入した行為について，詐欺罪（刑

法246条）が成立しないか。まず，乙または丙との関係で１項詐欺罪と２項詐欺罪のいずれが成立しうる

か検討する。 

思うに，クレジットカード詐欺においては，商品の処分権限を有する加盟店が，商品を交付して会員に

取得させた時点で，加盟店に財物の交付という財産上の損害が発生するといえるため，被詐欺者，処分行

為者，被害者は，いずれも加盟店であると考える。 

よって，丙に対する１項詐欺罪（刑法246条１項）の成否を以下で検討する。 

２ １項詐欺罪は，①欺く行為により人を錯誤に陥れ，②錯誤に基づく処分行為によって，③財物の占有を

移転させ，財産上の損害を発生させることにより成立する。 

(1) では，①甲が支払意思も能力もないことを秘してカードを提示したことが，欺く行為といえるか。 

欺く行為とは，取引の相手方が真実を知っていれば財産の交付または財産上の利益の処分を行わない

ような重要な事実を偽ることをいう。確かに，加盟店は信販会社から立替払いを受けることができるか

ら，カードの有効・無効のみを問題にすれば足り，支払意思・能力まで考慮する必要がない以上，錯誤

に陥る余地がなく，取引上重要でないとも思える。しかし，加盟店が会員の支払意思・能力の不存在を

知っていた場合には，クレジットカードによる取引を信義則上当然に拒絶したはずであるから，加盟店

は会員の支払意思と能力に関心があり，会員の支払意志・能力の有無は取引上重要な事実といえる。よ

って，会員が支払意思・能力がないことを秘してカードを提示する行為は，欺く行為となる。 

本件において，甲の預金残高では到底支払いきれる額ではなく，支払意思も能力もないことを承知し

た上で，これを丙に秘してカードを提示しているため，甲の当該行為は，欺く行為といえる。 

また，乙社のクレジットカード加盟店である丙は，上記欺く行為によって甲に支払意思や能力がある

との錯誤に陥っている。 

(2) そして，②丙は，上記錯誤に基づいて，宝石類を交付するという処分行為を行っている。 

(3) それでは，③加盟店である丙に，財産上の損害があるといえるか。 

確かに，加盟店は後に信販会社から商品代金の立替払いを受けられるので，財産上の損害がないとも

解答例 
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思える。しかし，詐欺罪は，個別財産に対する罪であるため，商品の交付自体が損害というべきである。

また，実質的にも，加盟店が宝石類の商品を交付すること自体でその商品の処分という財産の機能が害

されている以上，財産上の損害があると評価できる。 

本件において，加盟店丙が甲に対し，宝石類の商品を交付することにより，財産上の損害が生じたと

いえる。 

３ 以上より，甲の上記行為について，加盟店丙を被詐欺者・処分行為者・被害者とする１項詐欺罪（刑法

246条１項）が成立する。 

以 上 
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