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1 はじめに

森川恭側

1965年に調布市で起きた米兵ひき逃げ事件で、最高裁は被告人の過失行為

による被害者の死亡という因果関係を否定した(最決昭42・10・24刑集 21巻8

号 1116頁)。被告人は普通乗用車(外車)を運転中に自転車に乗った被害者を

はね飛ばしており、その過失責任が問われた。ところがこの過失行為後に、助

手席の同乗者が、車の屋根にはね上げられ意識を失っていた被害者を路上に引

きずり落とした。被害者は数時間後に死亡した。最高裁は、同乗者の行為は「経

験上、普通、予想しえられるところではなくJ、この事実経過は経験則上の相

当性を欠くから、被告人の過失行為による被害者の死亡という因果関係を認め

た原審の判断には誤りがあるとした。

裁判では、事故が起きたことを被告人は認識していたのであるから、直ちに

被害者を救護するなどの措置をとらず現場を去るという、そのひき逃げの行為

-29-



琉大法学第89号

は、道路交通法上の救護義務違反にあたるとされた。しかし、このひき逃げと、

事故現場から約 4キロメールの地点における同来者の引きずりおろしとの関係

について、車上の被害者に気づき同乗者が戸を J~.げ、続いてこれに気づく被告

人が車を時速約 10キロメートルに減速させたところで、引きずりおろしの行

為があり、その行為のあったことを被告人はi認識していたが、この間の彼らの

意思の疎通がどのようなものであったかは明確にされなかった。その後、被告

人は車を加速させ逃走を続けたが、彼らが路上の被害者を再び救護していない

という不作為としても、致死との因果関係は問われていない。第一審は両名を

併合審理したが後に分離され、同来者には救護義務違反(乗務員)の罪と保護

者遺棄罪が成立するとされ確定した。このため、被害者の死亡という重大な犯

罪結巣について、この二人の行為のほかによるとは考えられないが、刑事責任

が否定された。なお、最高裁は「被害者の死闘となった頭部の傷害が最初の被

告人の自動車との衝突の際に生じたものか、|司来者が被害者を自動車の屋根か

ら引きずり降ろし路上に転落させた際に生じたものか篠定しがたいJことをそ

の理由のーっとして上げたら

刑法学では、相当因果関係説がこの判断方法を歓迎し、現在の客観的帰属論

もその結論に対する異論を述べない。しかし本稿は、むしろここに因果関係論

の問題点があることを指摘したい。というのは、第一に、もちろんこの事件で

も行為者間に共犯関係を認めえたのであれば結論が異なりえたとはいえ、例え

ばJ忠誠不明で倒れている人の頭部がl投打され、その後に頭部の傷害により死亡

したとき、この殴打行為に先行して頭部打撲等により死因の形成された可能性

を考ええたならば、死亡結果に関して責任を問えない、とは考えられていない

I I位向裁判例解説(海老原震ー・昭和 42年度 280貞以下)は、死因となった頭部の傷
害は同乗者の引きずりおろしの行為によると考えられることから、被告人は致傷の限
度で過失貨任を負うものとし、同乗者を殺人罪か傷害致死罪に問うべきであったとす
る。なお、ひき逃げの増加はゆゆしい社会問題であり、遺棄の罪を活用すべきである
と論じられていた(谷口正孝「ひき逃げに対する法的規繋Jジュリスト 237号、1961年、
22頁以下)。
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と忠われるからである。犯罪の行為と結果の因果関係は、合理的な疑いを差し

挟めないところまで立証すれば足りる。死因の形成は合法則的な死を意味する

が、その必然性を約束するものではない。合法則的な「可能性Jといえども、

それは具体的には「不可能性」の確証性に転じうるからである。後述のとおり、

事実経過の(因果的な)必然性とは「可能性Jの増大の極を求めて行為と結果

の同一性をいうことであるとすれば、その把握はどこまでも程度の問題であり

統けると考えられる 20

第二に、致死傷の加重結果について過失を要しないとする見解によれば、米

兵ひき逃げ事件でも被告人の過失行為による被害者死亡の因果関係を認めるこ

とは「致死」の罪に問うことではあっても、その行為責任を問うことには必ず

しもならない、という別の問題があることである。つまり被告人は「致死Jの

結果をもたらしたことに関して責任を問われているのであろうか。被告人は自

動車事故を起こしたことについて過失責任を問われた。それは被害者を死亡さ

せてしまうほどの重大な事故であったかどうかが裁判の争点であったといえな

いことはない。その事故の「危険性の射程範囲内」であるとは「相当因果関係

の範囲内」であることを意味するからである九しかし、仮にその悶果関係が

肯定されたとしても、被害者を遺棄せず救護していれば救命できた可能性のあ

ることを否定できない(もちろん救命可能性があったから因果関係が否定されたので

はなく、因果関係は救命可能性を問うことなく判断された)。

後述するとおり、過失犯では犯罪結果がどのようなものとなるかは多かれ少

z大阪南港事件に関する最高裁判例解説(大谷直人・平成2年度232頁以下)の言葉を
借りれば、行為と結果をつなぐ糸の「太さ」を問題にして、結果に至る過程を解明しな
ければならない。
3藤木英雄 f刑法講義総論j弘文堂、 1975年、 93頁。同様に西原春夫 f刑法総論j成文
堂、 1977年、 188頁 (f基本たる犯罪には、重い結果を発生させるに足る危険性が含まれ
ており Jf相当因果関係の存否の認定において結果発生の予見可能性が願慮された以上、
あらためて結果発生に対する過失を認定することは必要でないJ)。なお、理論的には「過
失傷害にもとづく致死」を過失犯の加重結果とみることも「不可能ではないJ(丸山雅夫
『結果的加重犯論J成文堂、 1990年、 13頁)。たしかにこれを失火致死傷のように観念的
競合とみることは難しいと思われる。
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なかれ偶然に左右される。過失行為にとって犯罪結果は目的の外にあり、主観

的な制御を免れているからである。そのため過失行為から犯罪結果に至る事実

経過の因果関係の認定には困難が伴うことがあるが、この認定の問題は、他方

で被告人の不注意がどのようなものであったか(前方不注視か速度超過か、ある

いは、例えば人を際いたとは思えなかった、つまり不注意でそのように認識できなかっ

たので被害者を救護できず、被害者を死亡させてしまうこともあるだろう)、つまり被

告人にどのような他行為の可能性があったと期待するか、その実践判断(行為

責任を問う判断)と切り離しではならない。ここに因果関係論と行為論の交錯

する問題がある。米兵ひき逃げ事件で、同乗者の引きずりおろしは「経験上、

普通Jの注意力(一般人の予見可能性)の及ぶ範囲外にあって、いわば不可抗力

であると因果的に捉えられたと敷街して、被告人は不注意により同乗者の引き

ずりおろしの行為を招いたのではなく、過失致死の責任はない、と整理された

のではどうもおかしい。それは犯罪結果に至る事実経過を検討する適切な方法

ではない 40 本稿はこれを責任不問の因果関係論として問題視する。

2 実在的因果関係説

相当因果関係説が認定するのはあくまで、法律上の因果関係であって事実上の

それではないことを厳しく指摘したのが実在的因果関係説である。前者では、

例えば被害者に偶々特殊事情がある事例における因果関係の有無は、その特

殊事情を一般人が認識・予見しえたかどうかにより判断される(通説)。また、

行為客体が事実として生体であるか死体であるかにかかわらず、一般人の認識・

予見可能性を基準として、人に対する暴行と死体損壊が区別される。しかし一

般人の認識・予見可能性は、社会的な先入観や偏見の混入を除外することがで

3前掲・最高裁判例解説は、被告人は同乗者の行為を「予想していなかったであろうから、
直ちに車を停止しなかった点にも特別に過失は認められないであろうJと述べる。被告
人が「そのまま走行しでもi陥落の危険はなかった」から、被告人は逃走を続けてよかった、
という趣旨であろうか。疑問である。被告人はそのときも車を停止すべきであった。
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きない。例えば裕福に見える人の懐中物を盗み取る行為は、因果関係論におい

て、犯罪結果の原因行為であるとされる。しかし無一文に見える人に同じこと

をしても、因果関係論としては、原因行為であることを否定することができる。

どこから見ても無一文である人に、窃取行為に先立ち偶々財物を与えた人がお

り、これが一般人の認識・予見しうるところでなければ、被告人の行為は占有

侵害をもたらしそうにない不相当な行為、つまり占有侵害の危険性をもたない

とされ、事実上の因果関係が法律的に否定される。このような判断方法が犯罪

の刑事責任を適切に問うことを妨げている。

実在的悶果関係説によれば、相当悶果関係説が因果関係を事実として判断で

きないのは、因果関係を合法則的に予測可能な関係であるとし、原因行為は犯

罪結果を法則的に生起させるものと考えるからである。しかし、現実は一回限

りの個別性において合法則性の予測を頻繁に裏切っている。そこに偶然の客

観性を肯定するならば、犯罪結果の必然的な発生(既遂犯)とその偶然的な不

発生(未遂犯)を区別することができる。偶然とは、二つの独立した因果系列

の避遁である。相当因果関係説からは、未遂犯には「行為としての危険J(犯

罪結果の予測可能性)があるとするほかないが、実在的悶果関係説によれば、未

遂犯では「結果としての危険J(実在的危険性)という意味の犯罪結果が偶然的

に生起している 50

この偶然なる二元の避遁とは九鬼周迭のいう仮説的な、悶果的積極的偶然で

ある。例えば屋根瓦が落ちてきてゴム風船を破裂させたとする。「瓦は屋根の

朽廃による固着の喪失か、風力による離脱の促進か、何等かの原因があって、

その結果として、落下の法則に従って一定の場所へ落ちた。ゴム風船は最初に

受けた微少の衝動とゴムの弾性と風船の球形と地面の傾斜凹凸とが原因となっ

て、その結果として、運動の法則に従って一定の場所へ転がってきた」。二つ

の因果系列は独立しており、その聞に因果関係は認められないが、必然的なら

5宗岡嗣郎『客観的未遂論の基本構造j成文堂、 1990年、 293頁以下。
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ざる相互関係が積極的に目撃される。同様に、子どもが建物から落ちてきたと

き、干し草を満載した馬車が通過して子どもは干し草に救われたという設例で、

二つの悶果系列の偶然なる避遁が目撃される。それゆえ、仮に子どもが転落さ

せられたのであれば、その転落させる行為は、必然的に犯罪結果を生起させる

殺人行為であるが、荷馬車との偶然なる避遁によって「結果としての危険」を

生起させたにすぎなかった。したがってそれは殺人未遂犯であるとされる 60

相当因果関係説はこれを「認識不足の告白に外ならないJと反論する。しか

し九鬼によれば、諸原因の複雑さを解明しても、偶然の客観性を解消すること

はできない。なぜなら、第一に、解明の対象となるのは「各々独立に自己の系

列において展開するJ因果の連鎖であるほかないからである。第二に、こうし

て無数に解明される因果系列の無数の交叉点を次々に解明しうるとすること

は、無数の認識不足があるとすること、じつは世界を「全き空虚Jとすること

である。「偶然性がすべて主観に依存するというならば、それは一切を主観化

することに外ならないので、もはや何も客観性を有ったものはないという結論

に到達しなければならぬ」。第三に、「投網全体のすべての糸の結び目が龍頭の

一点に集中するが加くにJ(例えば犯罪の加害者と被害者には共通の祖先がおり、そ

のように趨遁すべく定められていたというように)考えるとしても、その無限に遡

及延長された因果性の先端にある一点とは「原始偶然Jであり、それはただそ

ういうものであり、「必然的に在るJとはいえない 70 実在的因果関係説は、こ

6九鬼周造『偶然性の問題j岩波書庖、 1935年、 134-40頁、宗岡・前掲書262・6頁。
7九鬼・前掲書 176-84頁。「必然性が同一者の問一性の様相的言表であったに反して、偶
然性とはー者に対する他者・の二元性の様相的言去にほかならないJi必然性に終始する者
は予め無宇宙論へ到着することを覚悟していなければならない。それに反して偶然性を
原理として容認する者は、『我Jと f汝jによる社会性の構成によって具体的現実の把握
を可能にする地盤を踏みしめているJi浅色の人間である『我jに対して黒色の人間は f汝j
である。『我jと『汝jのあるところに具体的現実もあり社会もあるJ(九鬼周造 f人間
と実存j岩波書庖、 1939年、 133-5頁)。九鬼によれば、シェリングは「原始偶然」にな
お「自由意志による選択」をみている。「西洋の哲学がキリスト教の影響の下に立ってい
る限りは、純粋な偶然論、純粋な驚きの形而上学は出来て来ないJ(阿世 177頁)。また、
原凶を無限に遡及して「自己原因」に到達すると考えても、それは「他に原因を有たな
いのであるから、厳常に言えば自己偶然」であり、それを「絶対的必然性Jと呼んでも、
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のように偶然の客観性を肯定することで、因果関係の有無を事実的に判断し、

その事実としての因果関係を刑事責任の基礎とすることを強く求めた。

3 因果系列と「意思の自由J
しかし、荷馬車の設例で、仮に子どもを転落させた行為者が事前にその通過

を認識していたならば、子どもが干し草の上に落ちたことは偶然なる二元の避

遁であると断定できなくなるであろう。転落させる行為は被害者を死亡させる

現実的な危険性をもたらしたとする主張に対し、弁護人は、それは干し草の上

に子どもを転落させることを狙った行為であり、その結果は目的的な必然で

あって、もはや偶然ではない、と反駁することができる。しかし、こう述べる

ことはできるが、それは転落死の危険性(可能性)が減少していたこと、つま

り救命の偶然性が減少していたということでしかなく、救命の偶然性をまった

く否定することはできない。ここに偶然性の大小、その程度の問題がある。

同じことが過失犯や片面的従犯の因果関係の判断において問題になってい

る。片面的な謝助行為により、正犯の実行行為による犯罪結果発生の危険性が

橋大したならば、それは正犯にとって目的的偶然で、あったが、因果的にはいわ

ば取り込まれて、犯罪結果を生起させる因果系列に介入したものとして孤立化

される。これは、前段の荷馬車の例のように、偶然の事情が独立したもう一つ

の因果系列として認識されたことにより、目的的必然として取り込まれうるこ

との反対であるが、どちらもありうることである。つまり二つの悶呆系列の偶

然なる避遁は、行為者により事前に認識・予見されることで目的的な必然性を

帯びはじめ、やがて回顧的に孤立化される。ただし、それは一方が取り込み他

方が取り込まれる系列であり、諸原因に強弱が置かれる。主原因が副原因を肯

それは「自己の存在を規定する必然性を自己の外に有たないものであるからJr絶対的偶
然性Jにほかならない。「偶然性はすべての必然性を包むものであるJr原始偶然は限界
様相である。そして原始偶然が展開したと見るべきものが、与えられたこの現実の世界

であるJ(同書 189頁)。
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定的に取り込み可能性を増大させる事実経過がこうして把握される。

過失犯では、行為者にとって犯罪結果はつねに目的的偶然である。そして目

的的偶然を裏付けているのは因果的偶然である。素振りのパットが子どもを打

つのが目的的偶然であるのは、パットの軌道が子どもの位置をそこで捕らえる

というこ元の避遁が因果的偶然であるときである。しかし過失行為は、因果系

列における犯罪結果の原因行為として取り出されねばならない。それゆえ、そ

れは二つの因呆系列の偶然なる避返が、行為者にとって、また第三者にとって

も認識・予見可能で、あったかぎりで、その偶然性の程度を減少させるからでな

ければならない。このような認識・予見可能性に基づく、一方が他方を取り込

む因果系列の孤立化の主張に対し、弁護人は、因果系列と行為者の目的系列の

不一致をあくまで指摘し、因果的にも偶然性の程度は大きい(つまり凶果関係

はない)として反駁するであろう。

したがって米兵ひき逃げ事件でも、被告人の過失行為による被害者死亡の因

果関係が否定されたのは、同乗者の行為の偶然性の程度が大きく、そのため、

第一行為があってはじめて第二行為と犯罪結果がありえた、とするところに成

立するいわゆる条件関係を、因果系列として孤立化することはできない、と考

えられたからであると言い換えることができる。しかしここに、あらためて指

摘せざるをえない問題点がある。被告人の過失行為と同乗者の行為の避遁の偶

然性を大きいとする判断は、あまりにも彼らの目的系列に無頓着ではなかろう

か。一方で被告人は自動車で被害者をはね飛ばし、そのまま被害者を放置して

運転を続けている。それは目的的に被害者の生命・身体を危険にする(死へと

追い込むような)手段の行為である。他方で同乗者は被害者を引きずりおろし、

同様にそのまま被害者を放置して、その生命・身体に危険をもたらしている(主

観的には死体の引きずりおろしであったかもしれないが、そこには誤認の不注意を指摘

せざるをえない)0彼らの目的系列は交わらずに平行でありえたのか。その先取

られる結果(目的)を欠くとき、その原因行為は探せなかったであろう。
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犯罪結果への因果系列は行為の内面(行為の意味)を考慮しなければ孤立化

できない。犯罪結果は自然現象ではなく行為によるものである。刑法学におけ

る社会的行為論によれば、行為とは「社会的に有意味な身体の動静Jである。

社会的有意味性とは、例えば、弾丸を撃つためのものとしてある銃がそのよう

な目的のために使われることをいう。あるいはヲ|かれるための引き金を引くこ

と、さらに言えば銃が使われるためにある(使われないものとしてはない)という、

そのようなもののアフオーダンスを前提として、身体の動静があることをいう。

つまり、ものは価値を帯びて「ある」ので、その価値に関係づけられて身体の

動静は行為となる 80 そしてこの点で、ものと他者の行為との問に区別はない。

米兵ひき逃げ事件の被告人らにとって、はね飛ばした被害者が車上にいること

は驚きであったはずであり、それは共有されたo こうした意味の共有において、

彼らは互いの行為を知覚して相互行為しているのであり、これは犯罪結果との

関係で、目的的な共同行為としての取り出しを促すであろう 90

このように行為が価値づけられ、意味づけられるのは行為の内面があるから

であり、そしてこの内面こそは、九鬼のいう「おのずから」の自由、すなわち

8 犯罪結果が「状態Jではなく「不良変更」であることを指摘する見解は、犯罪結果が
行為によるものであり、行為が価値関係的であることを捉えたものである。「生きる」こ
とを行為と捉えるとき、死は不可避といえども「不良変更Jである。絶滅危倶種の個体
数の減少や気象変動が「不良変更」となるのは人間の生存に関わるからである。そもそ
も殺人罪における生命侵害は、人がどのようにして死亡したか、その普し悪しを区別す
る価値判断に基づくので、行為論も因果関係論も、事実的な価値判断である。つまり「没
価値的な」事実から犯罪論は出発することができない。この点で構成要件論には誤りが
あるとされる(宗岡嗣郎 f犯罪論と法哲学j成文堂、 2007年、 75頁以下)一一アフオー
ダンスの理論についてJ'J・ギプソン『生態学的視覚論j古崎敬、他訳、サイエンス社、
19唱5年、 137頁以下。行為論と因果関係論の関係について、 2012年12月1日の日本刑
法学会九州部会第 111回例会(北九州市立大学)で、本稿に基づき、また生態学的心理
学の知覚論の簡単な紹介を加えて、報告する機会をいただいた。諸先生方からご助言を
うけることができたので、行為と知党の関係について別稿で論じたいと思う。
9被告人には、車上の被害者を認識したときに引き受けの行為があり、救命の不作為を
問うことができる。この引き受けは同乗者との共同行為であり、そして後者の引きずり
おろしは、救命の不作為と行為性を重ねて生命侵害の可能性を増大させている(森川恭
聞11 r不作為犯の離接的因果関係J琉大法学88号、 2012年、 21頁)。被害者が車上で死亡
していると彼らが誤信していたとしても、これらの重畳的な行為性を過失責任の限度で
問責することができる。
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非決定的自発性としての因果的消極的偶然にほかならない。そこは世界の因果

的必然がいったん淀む、あるいは霞むというほかのない、その意味で消極的な

「いささかなる背向性J(ルクレチウスの「傾きJ)である。しかし、この因果的偶

然は、九鬼によれば、異積結合して目的的必然の方向へ転じて「自由(みずか

ら)Jとなり、また反対に同種結合して目的的偶然、に向かつて「自然(じねん)J

となる。つまり目的的偶然とは、その半面において因果的必然を意味する 100

したがって、例えば教唆行為の犯罪結果に対する原因性が肯定されるのは、

正犯の実行行為が目的的必然として取り込まれて、二人に共有された一つの目

10九鬼・前掲 f偶然性の問題J115・25頁。この独特の論理について議論がある。九鬼に
よれば「日本の道穂の理想にはおのづからな自然ということが大きい意味を有っている。
殊更らしいことを嫌っておのづからなところを尊ぶのである。自然なところまで行かな
ければ道徳が完成したとは見られない。その点が岡洋とはかなり違っている。いったい
西洋の観念形態では自然と自由とは屡々対立して考えられている。それに反して日本の
実践体験では自然と自由とが融合相即して会得される傾向がある。自然におのづから逝
り出るものが自由である。自由とは窮屈なさかしらの結果として生ずるものではない。
天地の心のままにおのづから出て来たものが自由である。自由の f自jは自然の『自j
と同じ『自jである。 fみづからjの f身jも Iおのづからjの『己jもともに自己とし
ての自然である。自由と自然とが峻別されず、道徳の領野が生の地平と理念的に同一視
されるのが日本の道徳の特色であるJ(九鬼・前掲 f人間と実存J305頁)。このように「日
本的性格」を捉えることで自己と他者の「二元的Jな緊張関係が薄れて、ナショナリズ
ムを商揚させる危うさがあることが指摘されているが、むしろ九鬼はそこに「物のあわれ」
の情緒をみたのであり「自己と他者は遂に一体となることなく隔てられている」という
(問中久文『九鬼周造jぺりかん社、 1992年、 129-36、163-80頁、竹内盤-rrおのずから」
と「みずからJj増補版、春秋社、 2010年25-8頁)。これに対し、九鬼における偶然性の
問題とは「個物の問題」であり、偶然性と必然性が切り結ぶ世界は「自由な主体の創造
の場」であるとして、偶然を「自由Jr自律的遊戯Jと読み解く見解がある(小浜善信 f九
鬼周造の哲学j昭和堂、 2006年、 104-6、 195・8頁)。ただし、九鬼のいう「自由Jが「選
択の自由Jr行為の選択Jを意味することは本人により強調されている。「自由は瞬間々々
に行為を無から創造するJr従って自己とは実体のような単なる連続ではなくて、非連続
の述続という構造を有ったものであるJ(九鬼・前掲 I人間と実存J108頁)。つまり「人
間とは統合された人格」ではなく、「人間の個的実存の『実体j性Jは内側から解体され
ている(田中・前掲脅 121-3頁)0r個体とは常に同一性が壊されるところでしか感じと
ることのできないものであり、生とはその壊された地点から再び自己の形へ向って躍動
するものであるJ(宮野真生子「自己の f形jへの欲望J実存思想協会編『アジアから問
う実存j理想社、2008年、136頁)。なお、ここから刑問における強制の要素を広義の「自由j
(r必然性の自由J)としてではなく、人間の「自然Jとして理論展開することができると
考えられる。九鬼によれば、カントの道徳論の欠点は偶然を道徳から除去して、道徳を「普
通的脅一的立場からのみ取扱おうJとしたところにある(九鬼周造「偶然性(講演)J r九
鬼周造全集第2巻J岩波骨宿、 1980年、 348頁)。
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的系列に合致する一つの因果系列が孤立化されるからであると考えられるであ

ろう。また間接正犯の実行行為の犯罪結果に対する原因性(目的的必然性)は、

被利用行為が目的の共有されない目的的偶然として、その半面において因果的

必然を意味することで強められているo こうして因果系列は「意思の自由jを

取り込む (r目的的必然性は、根源に於て、因果的偶然性に依存するのでなければその

意味をなさない。因果的偶然は目的的必然の出発点でなければならないJ)。この「お

のずから」の消極的偶然を行為の内面として取り込むことで、一方で大きな偶

然 (r自由J)として目的的に必然的な他者の行為を介在させることができるし、

他方で小さな偶然 (r自然J) として目的的に偶然的な他者の行為を介在させる

ことができる 110

これは被利用行為が過失行為(小さな偶然として)でもありえることを教える。

ただし、過失は競合すべく因果的偶然に聞かれているので、目的的に必然的な

因果系列を孤立化することがそれだけ難しくなるであろう。それゆえ行為者間

の主従関係や行為と行為を結ぶ慣習等のあること、つまり諸事実をもれなく拾

い上げていくことが、因果的必然をいうために、必要になるo 同様に過失の第

一行為が第二行為を利用したといえる例がまれにあるであろう。毒入りの茶菓

を棚にしまっておいたのに、家人がこれを来客に差し出して死亡させた場合な

どであり、過失致死罪の成否を問いうるであろう 120

4 偶然の因果系列の孤立化

故意犯と過失犯が因果的に(因果的側然の概念によって)区別されることを理

解するために、行為と行為客体がつねに二元の避遁であることをあらためて考

えねばならない。犯罪行為にとって目的的偶然的に (r自然Jに)被害者が行為

11森川恭聞iJr教唆犯の因果性と行為の目的論的解釈J九大法学69号、1995年、110頁以下。
12段決平5・10・12刑集47巻8号48頁では、信号待ち停車中車両の運転者が後方の安
全確認を怠り同乗者に下車を指示したところ、同乗者が後部座席左側のドアを聞け、後
方から走行してきたバイクがそのドアに衝突し負傷した。
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することで、犯罪行為は因果的偶然としてこれと遭遇するのではなく、犯罪行

為者の目的系列と合致する因果系列の終点において(目的的偶然の半面における

因果的必然として)これを取り込むことができる。例えば、大金を所持する人が

それをすられたとする。その日に限り大金を持ち歩いたので災難に遭ったと被

害者は後悔している。これは犯罪結果の原因として、大金を持ち歩く行為を取

り出す方法である。もちろんこの災難は被害者にとって目的的偶然であり、そ

こに認識・予見の不足という不注意があったということもできる。しかしこれ

は過失責任の対象ではないので、私たちは、犯罪結果の原因として窃取行為を

取り出す。このことは、しかし、実践的な関心から被害者の行為の原因性を捨

象しているにすぎないのであり(大金を持ち歩かないように、またはどのように持

ち歩くかについて他行為可能性を示すことは刑事司法の関心を外れる)、因果関係論と

しては、そこに二元の避遁があることをみないではおれない。詐欺罪における

欺同行為と交付行為の関係はこれである。概して被害者は被害に遭ったと単純

化されるが、財物を交付する被害者は因果系列に取り込まれて不注意に行為し

ている。また、過剰な防衛行為に賞任減少を認めるとき、一方で侵害行為に誘

発された防衛者の目的的必然(防衛の意思)が侵害行為の因果系列を遮断するが、

他方で防衛者の目的的偶然(不注意のある防衛の意思)において、反撃結果を侵

害行為の因果的必然とみているのである。このように侵害行為を原因として、

防衛者が「おのずから」の自由において、「自由(みずから)Jかっ「自然(じねん)J

に行為することは普段は捨象されている。しかし、過剰防衛の被害者が逃走し

て交通事故に遭ったとき、防衛行為に過失を認めないで、交通事故による被害

者死傷の結果に対する原因行為の責任を問いえないであろう1:らこれは被害者

の侵害行為の原因性を遮断するために、防衛者の「意思の自由Jにあらためて

因果的偶然をみているのである。

13過剰防衛における防衛の意思と過失責任について宗岡嗣郎「誤想過剰防衛に関する一
考察J久留米法学56・7号、 2∞7年、 241頁以下。
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では、怪しげな毒酒が棚に放置されており、これを試飲した人が死亡したの

であればどうであろうか。これは複数の不注意な行為の競合、つまり目的的偶

然の競合において、犯罪結果が生起したのである。大金は盗られではならない

が盗られうるものとして所持される。ここに目的的偶然がその半而の因果的必

然の様相を呈しうる意味の世界があるo 棚の毒酒も同様に飲まれうるものとし

てあった。それは棚の(毒)酒から与えられて、被害者がくみ取る意味である。

それゆえ、ここでは被害者は単なる行為客体ではなく、意味世界への参与者と

して、その「意思の自由Jを介在させて、因果系列が孤立化されるo 仮にこれ

が飲まれるべきものとして目的的に置かれた毒酒であったならば、被害者の「意

思の自由jの目的的偶然は、その半面における因果的必然の意味を強めるであ

ろう。しかし、放置されていたか、別の目的をもって置かれていたならば、被

害者の「意思の自由」の誤解に不注意と偶然をみた上で、なお因果系列が孤立

化される。この誤解や不注意は棚の毒酒の可能な意味の範聞内にあり、社会的

に共有されうるものであり、そしてやはり回避されるべきものであるからであ

る。それゆえ、ここでの因果系列の孤立化は、因果系列と合致すべき目的系列

の代替物として、棚に毒j酉を放置する行為の社会的意味、すなわちそれが酒を

置く行為であると誤解され、回避されるべき犯罪結果をもたらしうることの意

味の認識をもってしなければならない。つまり、行為の社会的意味の認識がこ

の代替機能をもちうるのは、それが規範的な価値を帯びて、第三者の声で、そ

の偶然による犯罪結果は回避可能であったと主張するからであるo 過失犯では

行為の意味について行為者と第三者で認識がずれている。

柔道整復師事件(最決昭 63・5・11刑集42巻5号807頁)を例にとろう。医師

免許のない被告人は、被害者から風邪気味であるとして診察・治療を依頼され、

被告人なりの施術・指示をしたところ、被害者の容態が急変して死亡した。ま

ず、被告人の行為の意味が争点であり、次に、その「指示」により被害者が死

亡したと因果系列を孤立化できれば、それは犯罪の原因行為である。第一審に
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よれば「日常の雑談と認めうる程度、態様の会話」が、被害者らにおいて「た

またまJ墨守されたので被害者が死亡した。つまり「指示Jであると認めるに

足りない行為が、被害者らの「意思の自由」において墨守されるべき「指示」

の意味をもったが、それは彼らの「自由(みずから)Jの行為であり、被告人に

とっては驚くべき目的的偶然であり、もはやこれを取り込んで因果系列を孤立

化することができない。これに対して控訴審は、被告人と被害者家族との関係

に注目し、被告人への絶対的信用があったことなどを指摘して、被告人の言動

が「指示jの意味をもって「自然(じねん)Jに遵守されたとした。つまり「指示J

の社会的意味が、その関係性において、認められるとした。そして、これを前

提とするなら被告人には「細心の注意を払うべき業務上の注意義務があるとさ

れた。最高裁によれば、もちろん「被害者側にも落度があったJ。たしかにそ

れは「人目を引くに十分なJ(最高裁判例解説・昭和 63年度 263頁)偶然である。

しかし、被告人の指示は「それ自体が被害者の病状を悪化させ、ひいては死亡

の結果をも引き起こしかねない危険性を有していたものであるJ。つまり被告

人はそのような社会的意味のある指示をした、と一般的に、具体的文脈を離れ

て解しうるので「因果関係があるというべきJである。

故意犯では、目的系列が否定的な(反日的的な)偶然を閉め出そうとしてい

るので、犯罪の行為と結果の因果系列は「それは犯罪である」という社会的意

味の与えられた行為を原因として孤立化すればよい。これに対して過失犯では

犯罪結果は約束されていないので、「それは犯罪でもありうる」という社会的

意味を認識させる行為を原因として孤立化するほかはない。しかし、故意犯

でも偶然が介入しうる。同様に過失犯でも、その社会的意味が当の行為者に認

識不可能であれば主観的に不注意な行為であるとはいえないし、また因果関係

論としても、例えば道路に飛び出した子どもが交通事故に遭ったとき、その不

意の飛び出しに事故原因があったとせざるをえない場合のあることを否定でき

ず、どうしても述転行為にとっての偶然性の程度、すなわち行為客体の存在の
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偶然性を問わざるをえない。過失が競合するときも、因果系列に介在する過失

行為の偶然性の程度を問い、それは相対的に小さいと認めうるときでなければ、

因果関係の必然性、すなわちそれは犯罪であるという同一性を肯定できない。

要するに、仮定的因果関係(目的系列の代替物として刑法学で用いられている「あ

れなければこれなしJ) を事実上の因果系列として孤立化するためには、過失犯

ではより慎重に介入する偶然性の小なることを立証しなければならない。柔道

整復師事件で弁護人の上告趣意は、被害者に「医者嫌いJがあったことを指摘

する。これは被告人の言動の「指示jとしての社会的意味が、じつは被害者側

において固有な、特別な意味であり、大きな偶然に曝されていたことを争おう

としたものであると考えられるが、最高裁はこの事実誤認の主張に関心を示さ

なかった。こうして因果関係は反事実的にあるとされた。

5 過失犯と離接的偶然

必然的に犯罪結果を発生させるのが既遂犯であり、偶然的に犯罪結果が発生

しなければ未遂犯である。さらに偶然的に犯罪結果が発生しても不能犯が成立

しうること、しかも過失犯では偶然的に犯罪結果が発生していることを本稿は

説明しようとしている。前者では行為の目的的必然を破る偶然があることをい

わねばならず、九鬼の仮説的偶然の概念が用いられたo 後者のためには、偶然

性の大小を分析する離接的偶然の概念を用いなければならない。九鬼によれば、

事実を事実としてありのままに犯握するとは「無数の可能性を背景に置いて、

与えられた一つはその単に一つの場合に過ぎないJとして「貝.体的全体的」に、

離接的に思惟することをいう 140

九鬼は「故意と偶然」について言及している。勝義の犯罪、すなわち故意犯

は目的的必然性の領域において成立する。過失犯は目的的積極的偶然である。

「しかし偶然という概念は或穂の過失をも不可抗力をも外延的に包含し得る上

14九鬼周造「偶然化の論理J前掲 f全集第2巻j354-5頁、同・前掲 f人間と実存j171・87頁。
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位概念であるJr過失と不可抗力との相違は、前者は偶然が除去し得ベかりし

場合、後者は偶然が除去し得べからざりし場合である。偶然を量的に見るとき、

過失における偶然性は小で、不可抗力における偶然性は大である。両者の相違

は偶然性の程度の差に存するJ。例えば猟師の撃った弾丸が鹿に当たらないで、

附近にいた樵夫に当たった場合、 r~ìlniliの意志活動の目的的必然性は猟師と鹿

とを連結しているJ。しかし弾丸が図らずも樵夫に当たり、この犯罪事実が不

注意で認識・予見されなかったところに(つまり「偶然が除去し得ベかりし場合Jに)

過失が成立する。他方で、不可抗力とは、暴行傷害を加えられた被害者が入院

中に火災で焼死するような場合である、と 150

九鬼は過失と不可抗力を区別する二つの法準を示したようにみえる。そのう

ち偶然が除去できるか否かの基準は、被告人における他行為の可能性、つまり

行為の内面における凶果的偶然に着目すべきことを示唆するものである。前述

のとおり、過失は競合すべく因果的偶然に聞かれているので、これがその目的

的偶然の半面における因果的必然において、犯罪結果を生起させることを「意

思の自由」は遮断することができるからである。しかし、この基準を前面にだ

せば、彼は「自由」に遮断できたから偶然性は小さい、というように「自由」

の名において、第三者の犯罪結果回避の規範的要請が優位して、偶然性の大小

が判断されることになるであろう。それは九鬼のいう隣接的偶然の判断方法を

むしろ妨げる。というのは「無限の可能性を背景に置いて」考えるとは、樵夫

がそこにいなかった可能性を考慮するということである。逆に言えば、なぜ樵

夫はそこにいたのであろうか。仮に弾丸が当たったのは樵夫が鹿をかばったか

らであるとしよう。このような特段の事情がないというかぎりで、猟師にとっ

15九鬼・前掲『偶然性の問題J99・102頁。九鬼が不可抗力であるとした病院火災事例で、
入院中の被害者が怪我のために逃げ遅れて死亡したのであれば、怪我をさせた行為と死
亡の因果関係を肯定できる、とする刑法学の見解がある。しかし、火災の認識・予見可
能性のないところで、火災を肯定的に取り込むような国果系列を孤立化することはそも
そもできないであろう。これを認めるとき責任不聞の因果関係論となる。病院火災によ
る死亡者の入院理由を尋ねることは刑法的な関心を外れていると考えられる。
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て樵夫は目的的偶然として、その半面の因果的必然の意味を帯びて単にそこに

いたものとして、偶然性の小なる単なる行為客体として、因果系列の終点にお

いて取り込まれる。そのような特段の事情のないことが、因果関係を立証する

ための条件になる。つまり「偶然が除去し得べかりし場合」に、その選択され

た行為は、行為責任の対象として取り出されうるが、これを原因行為として、

犯罪結果を生起させる因果系列を孤立化するためには、さらに、その因果関係

の偶然性の小なることを示して必然性をいわねばならない。

繰り返しになるが、この二段階の構え、つまり(第一に)行為の社会的意味

の共有を根拠に取り出される被告人の行為(帰貨の対象行為)が、(第二に)犯

罪結果と必然的に結合する事実上の原因行為であることを示すことが重要であ

る。さもなければ法益侵害という反価値の規範的判断に支えられ、他行為の可

能性を期待して、被告人に刑事責任を問うことは、理由を欠いているであろう。

例えば最決平元・3・14刑集 43巻3号262頁では、被告人が普通貨物自動車(軽

四輪)を高速度で走行させたところ、対向車間にあわててハンドル操作を誤り、

信号柱に衝突させたため助手席同乗者が負傷し、また後部荷台の無断同乗者が

道路に転務して死亡したo 後部荷台のような「不安定な場所に乗車していたが

ゆえに」死傷結果が発生したときには、実務感覚として、そもそも過失を問え

ないと指摘されている 160 助手席同乗者の致傷結果と後部荷台同乗者の致死結

果を分けたのは、被告人の過失行為というより、それぞれの同乗者の乗車する

場所の追いであったと考えられるからである。つまり被告人の過失行為にとっ

て、同乗者における致傷結果と致死結果では、偶然性の程度が相違する。した

がって、致死結果との因果関係を肯定することは、困難である。後部荷台同乗

者は「目的地に着いてから被告人らを驚かせてやろうなどという悪戯の気持ち

16最高裁判例解説(安成文夫・平成元年度73頁以下)84頁。ただし、本件では無断同

乗者の「存在の認識可能性があったといえることが、その被害者に関する(業務上)過
失致死傷罪の成立を認めるために必要であるか否か」を問いうるとして、消極に解され

て過失責任が肯定されている (82-3頁)。
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があって、できるだけ静かに乗り、気付かれないような姿勢を取っていたのか

もしれない」。これは被告人にとって致死結果を驚異的にする偶然の事情であ

ろう。後部荷台同釆・者からすると、助手席同乗者にとっての負傷以上に、事故

死の偶然性は目的的に大きかったであろう。そこでは被告人の運転行為は、む

しろ後部荷台同乗者によって目的的に取り込まれて単なる手段として、つまり

後者の目的的必然と合致すべき因果的必然の手段としてあったともいえる。こ

のようなとき、被告人の「意思の自由」は注意深く後部荷台同乗者の事故死の

偶然を排除すべきものと期待されていたかを疑問視せねばならない。

しかし最高裁は、被告人には、無謀運転をすれば「人の死傷を伴ういかなる

事故を惹起するかもしれないことJの予見可能性があったとして致死の罪を認

めた。ここに「紡呆回避義務」により過失犯の成否を論じる過失論の問題点、

すなわち過失行為を犯罪結果の回避措置の不作為の原因行為へと抽象化してし

まう行為論の問題点があると思われる。行為客体の有無に偶然をみることので

きる事案であった点で類似するのは、最決平 18・3・27刑集60巻3号 382頁

である。そこでは停車中車両のトランク内の被害者の存在の偶然性が問題を難

しくしていた。後部荷台の無断同乗者は、運転者の過失責任の有無にかかわら

ず、走行中の偶然により死傷することがあるのに対し、 トランク内の人が、停

車中であるのに、後方から追突きれて死傷することは、追突車両の運転者に

とって、緊急避難の転嫁行為でもないかぎり、少なくとも致傷の限度では、過

失責任が否定されるようなものであるとは考えにくい。前方からの衝突であれ

ば後方トランク内の人が不利であるとはかぎらないが、衝突により負傷したの

であれば、その責任は衝突車両の運転者にあるであろう。したがって、前者(後

部荷台の最決平元・ 3・14) ではなく、後者(トランク内の最決平 18・3・27) では、

被害者の「存在の認識可能性があったといえることが、その被害者に関する(業

務上)過失致死傷罪の成立を認めるために必要であるか否か」を問いうる。な

ぜなら、 トランク内の人の存在の有無にかかわらず(車両内に人の存在を予見で
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きるかぎり)、前方注視により追突は回避されねばならなかった、という以外に

運転者の注意義務を示せないからであるo つまりシートベルト着用の有無を含

めて停車中車両内の人の挙動・姿勢等は可能と偶然に聞かれており、 トランク

内に人がいること(例えば子どもが隠れていること)もその一つであると考えら

れないことはない。それゆえ後者では、追突する運転行為の側から、少なくと

も主観的には想定外のその致死責任を問題にして、この過失行為にとって、追

突された車両内の人の死傷の別の理由は、偶然性の小なることとして捨象する

ことができるかどうか、これを因果関係論は問うことができた 170

これに対して前者の運転者は、制限速度を遵守していれば後部荷台同乗者が

安全で、あったとはいえない反面で、後部荷台同乗者を予見できたのであれば、

そもそも高速度運転をしなかったかもしれない。つまり、その存在の予見可能

性がないところに、後部荷台同乗者を死亡させないようにする注意義務、すな

わちその場の被告人に別の何を期待できたかという他行為の可能性を指摘する

ことは、具体的にはできない。裏を返せば(客体の予見可能性を不問に付すのであ

れば)、被告人によって、そのとき代わりに何の行為が選択されていたかをつ

かまえる必要もなくなる。被告人は「高速度で進行し、対向してきた車両を認

17車両のトランク内に人が存在するという因果系列と別車両が追突してくるという因果
系列の二元の遅遁は偶然であり、どちらからも孤立化できるが、追突による死亡の必然
性をいうためには死傷の別の偶然性の小なることを、また、 トランク内の人が死亡する
ことの必然性をいうためには追突事故の偶然性の小なることを、それぞれ具体的に示さ
ねばならない。後方からの追突に対し、トランク内の人が死亡し、座席の人が負傷した
としても、その偶然性は小さいので、これだけでは追突による致死の偶然性は示きれない。
ちなみに判例は、被害者がトランク内に監禁されていたことから、これを監禁致死であ
るとしたが、見通しのよいほぼ直線の道路上でテールランプを点灯させて一時停車して
いたのであれば、追突されることがありえないとはいえないが、それは許された危険の
行為であり、その聞に人をトランク内に監禁していたからといって、追突の被害に遭う
ことを「十分あり得るところJ(控訴審)r経験則上、十分に予測し得るところJ(第一審)
であると言い出すのは公平を欠くと思われる。監禁致死の必然性をいうためには、監禁
中に起きうる諸々の偶然の衝撃に対して被害者が特に脆弱であることを示さねばならな
い。トランク内の人からすれば、追突事故によらなくても、負傷しえたように、死亡しえた、
という十分な状況がなくてはならない。このときトランク内の人は、 トランク内にいた
からこそ死亡したのであって、追突による致死の偶然性は大きくなっているであろう。
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めて狼狽し、ハンドルを左に急転把した過失」行為をしたことで、「道路左側

のガードレールに衝突しそうになり、あわてて右に急転把し、自車の走行の自

由を失わせて暴走させ、道路左側に設置しである信号柱に自車左側後部荷台を

激突きせ」たとされる。控訴審によれば「走行中の車両が運転者の制御に服さ

なくなることJが注意義務違反の核心にある。そうすると狼狽による急転把で

あれ、意図的な急転把であれ、同じである。しかし、狼狽による急転把は、思

うに、対向車両との衝突事故回避のためになされたのであり、被告人の本件過

失は、むしろ対向車両に対してハンドル急転把を要するような猛スピードで運

転していたことにある。後部荷台同乗者を認識しえたならば、意図的な急転把

はもとより、急プレーキによる衝撃でさえ回避されねばならなかったであろう。

しかし判例は、制御不能の運転をするのであれば、後部荷台同乗者の「存在の

認識可能性があったといえることJを要しないとして、ともかく「人の死傷を

伴ういかなる事故を惹起するかもしれないJ無謀運転を差し控えるべきである、

と一般的に「結果回避義務Jを示した。こう考えることで、無謀運転という行

為性(一般的に危険なそれ)が取り出されて、その原因性が肯定されていること

に注目したい。

「結果回避義務Jとは一定の危険性を伴う行為を社会的・法的に許容するた

めに事前に法的に課せられるものであるとされ、不注意によるその不遵守に過

失があるとされる。しかし、前述のとおり、その義務の遵守は現実的には結果

回避を約束できない。まず、被告人の危険な行為と回避されるべきであった結

果の聞に、予想外の偶然(例えば後部荷台の同乗者の存在であり、また、それは人知

の及ばないものであることもある)があることがある。次に、予想可能な危険性

が経済的理由などから過小評価され許されて、不十分で緩やかな「結果回避義

務Jが法的に認されるという現実も否定できない。最後に、許された危険性は、

往々にして不均等に(差別的に)違法な結果を現実化している(例えば在日米

軍基地被害の多くはその周辺地域で起きている。そのリスクは偏って負わされている)。
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したがって「結果回避義務Jの不遵守に過失があると理論構成するとき、現実

的には、違法な結果の原因行為に対する責任追及を困難にすることを避けえな

い。つまり因果関係論は過度に意味を負荷されて、その守備範囲を狭められる。

それは義務の遊守と結果不発生の一応の関係をいうものにしかならない。「結

果回避義務Jが遵守されていれば、原因行為を取り出せないであろう 180

ところが私たちはもっと「具体的全体的Jな因果関係論を必要としている。

なぜなら複雑な事実経過の中に、事前に明記しえないような注意義務の違反を

具体的に問わざるをえないから、つまり九鬼の上げた前述の過失と不可抗力の

二例の聞でさらに偶然性の程度を問うからである。例えば通行に危険を伴う山

道を歩かせたために子どもが転倒して負傷したとき、過失傷害罪が成立するの

であろうか、と。大人が子どもと山登りをする危険は許されているとすること

も、危険な通路を子どもに歩かせないという結果回避の義務を大人に課すこと

も、倫理的には選択可能である。あるいは、監禁された被害者が逃走中に転倒

して負傷したとき、加害者は転倒による負傷の結果について責任を負うのであ

ろうか、と。監禁された被害者の逃走による負傷を、加害者にとって許された

危険であるとすることも(容易かつ安全に逃走できるなら監禁中なのか疑問符がつ

111制限速度を 10キロメートル超過する速度で優先道路を直進中の被告人車両が、劣後道
路からの進入車両と衝突した事案で、被告人の速度違反の運転行為は事故の「間接の原因」
にすぎず、「道路交通法に違反することは格別として、本件事故現場にさしかかる直前の
具体的状況のもとにおける被告人の注意義務の存否とは関係がない」と判断されたが(東
京高判明 45・5・6高刑集23巻2号374頁)、その理由について興味深い補足説明があった。
制限速度でも、実際より尚速度で走行していたとしても(事故現場への到達時間が変わ
るので)衝突を回避できたから、速度超過運転それ自体に「事故の原因たる過失Jがあ
るとはいえない、と。被害車両の進入は「異常の事態の介入」であるとされており、む
しろ被害者の過失行為に事故原因があると捉えられているからよいのであるが、さもな
ければ、この説明では、走行車両に衝突した被害者は、被害原因を車両走行行為に求め
ることが難しくなるであろう。ここから「結果回避義務」が内容的に不適切でありうる
こと、また「結果回避義務J(制限速度)を遵守して車両走行していても、じつはそこに
事故原因を求めうることを考えるべきである。「例外的に、たとえば集団登校中の小学生
が、ときおりふざけて車道へ飛び出したりしながら歩いている、という状況が認識可能
であればJr法定速度未満に減速・徐行することが要求されるであろうJ(古川伸彦『刑
事過失論序説j成文堂、 2007年351-2頁)。
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く)、加害者にその結果回避の義務を課すことも(逃走の危険な監禁の禁止)、規

範的に恋意的であるとは必ずしもいえない。しかし、個別事案に対する実践判

断(被告人に行為責任を問いうるか否か)において、規範形成的な観点の介入を

最小限度に抑え込む謙抑性が刑法学で好まれるのであれば、原因行為を取り出

すために「結果回避義務」を事後的に一般化するのではなく、意味負荷の少な

い形式的な事実判断を意識的に優先させねばならない。そのように慎重な実践

判断を積み重ねて、できるだけ具体的に法的に期待されない行為を特定してい

くことにおいて、法解釈による規範形成の牛歩のプロセスが認められるであろ

つ。

離接的偶然とは、全体に対する部分の関係である。全体の絶対的同一性=必

然性に対して、部分は相互に甲または乙の離接的関係に立つので偶然である。

「全体の中の各部分が単なる可能的離接肢として、全体の必然性に対して離接

的偶然を構成するj。人聞社会と個人の関係も同様である。「現実の世界は偶然

的存在である。形而上的偶然である。何等かの意味で全体的なものの、単に一

つに過ぎぬ。離接肢の一つであるJ。そして龍頭の「原始偶然」なる一点から、

投網全体のすべての糸の偶然なる結び目が放たれるかのように世界を理解する

九鬼は、これを時間の中で動態性のあるものとして分析する。九鬼の様相論理

学は「生に根ざす論理学Jであり、「論理学の領域と体験の直接性との距離を

或度まで減少させるJことを試みる。そうすることで「実践における行為の意

味Jr偶然性の生産的意味Jがつかまえられると考えられている。「偶然性の実

践的内面化は具体的全体に於ける無数の部分と部分との間柄の自覚にほかなら

ない。孤在するー者はかしこにここに計らずも他者と避返する利那、外なる汝

を我の深みに内閣化することに全実存の悩みと喜びを繋ぐものでなければなら

ないJ190 

九鬼によれば、必然・偶然・可能・不可能の様相性を構成する三つの方法が

19九鬼・前掲『偶然性の問題J185・90、195、325・31頁、同・前掲『人間と実存J172頁。
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ある泊。第一に、現実を静的にみるならば、必然と偶然、可能と不可能を、現

実(現に有るもの)と非現実(現に無いもの)として組み合わせることができる。

矛盾律と排中律が妥当し、すべてが静的で決定的である。因果系列に偶然 (r意

思の自由J)が取り込まれることはない。第二に、現実を動的にみるならば、必

然と不可能、可能と偶然を組み合わせることができる。「可能と偶然とは同時

に成立し得るJ。偶然とは無いことの可能である。現実はその確証性を失って

展開されるものになる。ただし排中律は妥当する。「可能か偶然かのいづれか

でなくてはならぬJ。そのため偶然的に犯罪結果が発生したときに不能犯(や

過失犯)が成立しうることを説明できない。不可能の現実化としての偶然をい

えない。しかし、そのような驚きの体験があることを否定できない。

これらを刑法学の因果関係論に対応させれば、条件説には必然性の有しかな

いので、第一の方法を条件関係モデルと呼ぶことができる。条件関係は諸条件

の総体を原因であるとして各条件の等価性を認める。つまり原因としての資格

を与えられる各条件は不動の全体の諸部分である。それは砂上に結果を置くよ

うなもので、一撮りの砂を取り去れば結果も全体もくずれる。「あれなければ

これなしJとは、全体を動かさないという静止的な前提のもとで成り立つ単な

る論理的な関係にすぎない。次に、第二の方法は、現実化するならば、それは

必然的であり、必ずそうなることを説明するので、合法則性のモデルと呼ぶこ

とができる。そこでは現実は必然性に向かつて展開する。例えばナイフで人を

刺すとき、ナイフが胸に近づくにつれて死亡させる可能性が増す。しかし、相

手が哨嵯に身をかわしたので、腕に刺さったとするなら、死の大きな可能性は

減じて不可能性を増しているo したがって可能性を取り戻そうとして、もう一

度刺す。共犯者がいて相手を捕まえていたり、あるいは動くなら刺すと告げて、

九鬼の様相論理学は我と汝の二元の「絶対的相互性Jに踏みとどまる「ポストモダンjの「形
而上学jであるとされる(木岡伸夫「避遁の論理J常俊宗三郎編 f日本の哲学を学ぶ人
のためにj世界思想社、 1998年、 123頁以下、同「テクストとしての偶然性」坂部恵、
他編『九鬼周造の世界jミネルヴァ書房、 2002年、 220頁以下)。
初九鬼・前掲 f偶然性の問題J19ι242、313-8頁。
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相手の動きを止めてから刺すのは、いずれも可能性を高める行為であることが

分かる。こうして「人を刺せば死亡するJという経験則が成立する。しかし、

その合法則性とは、じつは「上手く刺せば死亡するJということであることも、

ここから分かる。そして加害者にとって重要なのは「上手く刺せるかどうかJ

であるから、合法則性モデルでは事実経過のいわば起伏が脱落していくであろ

う。現在が不可能に接していることを捉えないからである。

そこで第三の方法が提出される。可能と必然、偶然と不可能の組み合わせで

ある。すなわち「可能性増大の極限は必然性と一致するJr偶然性増大の極限

は不可能性と一致するJ。言い換えれば「可能性が増大するに従って偶然性は

減少し、偶然性が増大するに従って可能性は減少する」。こうして偶然に程度

のあることが示された。「不可能性へ向って退却すべき存在論理的構造Jが示

されたのである。私たちの問題に即して言えば、犯罪結果の有する必然的な確

証性に対して、因果関係を肯定するためには可能性の増大する因果系列として

事実経過を孤立化せねばならないし、反対に因果関係を否定するためには、偶

然性が「不可能の域を摩する」ことを示していかねばならない。「可能性は現

実性を有たない非現実であるがJr生成可能性Jとして「必然性への動向を具

備している限り、有の色彩の濃いものであるJrそれに反して偶然性は現実性

を有ちながら、不可能性に近接する限り、無を満喫しているものである」。こ

こでは現在的な偶然の勢いを借りて未来的な可能から過去的な必然へと流れ過

ぎていくように事実経過の全体が把擬される。因果関係は可能と偶然に関かれ

て、必然化するものとも、不可能化するものとも、油断のならないものとして、

辿り終えたときに、はじめて認定できる。ただし、それは非連続の連続である

から、必然的な「有Jの確証性を掃さぶるのが悶果関係論であり、そのことに

よって私たちは事実経過の全体に対して可能性の量の変化を判断することがで

きる。これを離接的因果関係説と呼ぶことにしよう。
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6 夜間潜水事件

過失の競合の事例に離接的因果関係説を用いて検討をしてみよう。夜間潜水

事件(最決平4・12・17刑集 46巻 9号 683頁)では、スキューパダイビングのイ

ンストラクターである被告人が「夜間潜水の講習指導中、受講生らの動向に注

意することなく不用意に移動して受講生らのそばから離れ、同人らを見失うに

至った」ところ、6名の受講者のうち l名がタンク内の空気を使い果たし、パニッ

ク状態になり溺死した。被告人の過失の他に、同行の指導補助者 Aと被害者

にも「適切を欠く行動」があったとされる(最高裁)。目的的偶然が競合する

ときに因呆的必然をどう把握するかがここでの問題である。

しかし、過失犯の注意義務 (r結果回避義務J)の違反を認定することで「実際上、

行為の実質的危険性が肯定される限り、結局のところ因果関係も肯定されるこ

ととなるJと論じられているo なぜなら被告人は「絶えず受講生のそばにいて

その動静を注視Jする業務上の注意義務に違反したとされたのであるが(第一

審)、この「過失の実行行為が特定された段階では、既にそれ自体が具体的な

結果発生と結び付いたものとして、結果に至る因果経過の解明が、事実的観点、

のみならず規範的観点からも、実質的に図られているJからである、と 210 こ

う考えるとき偶然性の程度を問う余地は残されない。

最高裁によると被告人の過失行為は Aと被害者の「適切を欠く行動Jを「誘

発Jしたのであるが、この「誘発Jとは「意思の自由Jを介在させる因果的偶

然の事実経過を指すから、これをもって直ちに因果関係を肯定することはでき

ない。「誘発Jされる事々は決してランダムではないが、そのすべてを必然的

であるとすることもできないからである。思うに、ここでの「誘発」に込めら

れた社会的意味とは、被告人が A他6名のそばから離れるように水中移動し

たこと、そのような被告人の行為に対し、はぐれた A らが被告人ら (2名の指

導補助者が被告人のそばにいた)と再合流しようとして行動したと理解するとき

21最高裁判例解説(井上弘通・平成4年度205頁以下)235頁。
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もっとも無理がなく、両者を悶果的に結び付けることができる。こう解釈する

とき、 Aらの行動の偶然性の程度は小さいといえる。 Aらは「海中ではぐれ

た場合には海上に浮上して待機するようにとの一般的注意を受けていたJが、

これが遵守されず、また被害者が空気残圧量を自分で頻繁に確認することを失

念したことも、被告人らと早く再合流することが何より望まれたからであると

考えられるであろう。

しかし、犯罪結果を生起させる悶果系列に介入する偶然性の程度を問う作業、

すなわち因果的必然性の認定とは、ここでは Aや被害者の「意思の自由」に

「自由(みずから)Jの契機を見いだしてなおこれを捨象することができるかを

問うことをいう。たしかに被害者は、 Aに追従し、その指示を受けて行為した、

と思われる。しかし Aは「被告人を探し求めて沖に向かつて水中移動を行いJ

「被害者の圧縮空気タンク内の空気残任註が少なくなっていることを確認して、

いったん海上に浮上したものの、風波のため水面移動が困難であるとして、受

講生らに再び水中移動を指示Jした(最高裁)0Aは「誘発jされて目的的必

然的に再合流しようとしただけでなく、さらに可能と偶然に聞かれて行為した

と思われる。というのは、まず、第一審は iAが沖へ移動した理由については、

A本人の直接の供述はないが、同人は被告人が沖へ向かつて移動したと考え

て、その後を追うために移動を続けたものと推測できる」と述べる。しかし、

仮に夜間潜水講習の目標地点が沖にあり、 Aが単独で被害者ら 6名の受講生

を連れてそこに向かおうとしていたなど、はぐれてから直ぐの水中移動の距離

と時間の長さに何か特別の理由があったのであれば、それは「誘発jの語義の

範囲内であるとはいえ、被告人の「結果回避義務」の遵守 (f絶えず受講生のそ

ばにいてその動静を注視」すること)を著しく困難にした重要な要因の一つであ

るとしなければならない。また、Aにおいて被告人から「はぐれた」との認識、

つまりそのことで被告人の「結果回避義務Jが及ばず、受講生らの安全が失わ

れる状況を生じたという認識が、どれほど十分であったかは自明としうること
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ではなく、もし Aが、状況をさほど深刻視しないで受講生らを先導して水中

移動を続けていたのであれば、そこには有意な不注意を指摘できるかもしれな

し、。

次に、 Aが海上に浮上したのは、はぐれたときの海上待機の注意事項に従っ

たものであるとはされておらず、被害者の空気残圧量の低下が確認されたから

であると指摘されていることである。そうすると Aは、これを認識しながら、

その後あえて水面移動ではなく水中移動を再び選択したことになるが、その理

由は、浮上したことにより、 Aらと被告人らは「海上でほぼ同時にお互いを

発見し、ライトで確認しあったが、その聞の距離は数十メートルは離れていたJ

からでありへまた風波のため水面移動が困難であったからである。 Aらはそ

こで待機することもできたが、 Aは被告人らとの再合流を優先させて再移動

を指示したと考えられるo もちろんそれは Aが、被害者にとって、むしろそ

の水中移動がもっとも安全である、と考えたからであるかもしれない。どれを

選択しでも溺れる可能性はなくならないのだから、被害者が空気を使い果たす

おそれがはじめて具体的に認められたからこそ、 Aは再合流の目的とその手

段の最適化を優先させて、被害者の危険回避のために行動した。もちろん A

は被害者のことだけを考えていなかったかもしれない。単に危険を顧みず再合

流を優先させたのかもしれない。しかし、いずれにせよそれは Aの「自由(み

ずから)Jによる行為選択であるから、ここに、その行為の社会的意味について、

それは犯罪結果をもたらしうる不注意にあたるのではないか、とする第三者の

声が聞こえてくるであろう。

被害者の空気残圧蛍の低下を確認した Aには、被害者が空気を使い果たす

おそれに関する主観的な予見可能性(注意義務)があったであろう。確認され

た空気残圧最の数値(当初の 40%の60気圧)があれば、被告人らと再合流する

には十分であると判断されたことはありうるが、もしそうであれば、被害者が

幻前掲・最高裁判例解説(井上)210頁。
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他の 5名の受講生と比べてどれほど多量の空気を水中の再移動で使用したか、

その特別な理由を明らかにして、その予見可能性がAにあったかを検討する

必要がある。このような予見可能性が肯定されるのであれば、水中の再移動を

指示し、水中移動する Aのー述の行為を起点とする独立の因果系列を孤立化

して、被害者の行為をそこに取り込み、そして被害者が溺死したとする因果関

係を認定することもできたと考えられる。この Aの行為によって、結果的に、

被害者の溺死する可能性が格段に高まったと認められるからである。

しかし、第一審は「必ずしも経験が豊富ともいえず、未だ指導についての技

能も十分習得していたわけではなく、しかも、夜間潜水において受講生6名を

一人で管理しなければならなかった状況下で、 Aに適切な措置を講ずること

を期待することはできないというべきである」と述べた。私たちもこの点に同

意しよう。 Aは安全な方法としてではなく、ワーストの方法であるとしても、

あえて危険を冒して水中移動を指示したのであろう。それが彼の能力の上限の

ことであったのであれば、彼の「みずからJの行為の意味は、こうして「じね

ん」の行為の意味へと傾く。

しかし、そうであるとしても、ここから、 Aの行為を「被告人としては予測

すべきであって、この点に被告人の注意義務違反が存することは否定できない」

と展開できるかは、もう一つの問題として残る。第一審によれば、被告人は

「自らあるいは指導補助者を指導してJr各受講生の圧縮空気タンク内の空気残

圧量を把握すべく絶えず受講生のそばにいてその動静を注視Jする業務上の注

意義務を有した。たしかに Aは受講生の空気残圧量を確認した。そして Aは、

おそらく他と比較して顕著な被害者におけるその低下を認識した。しかし、に

もかかわらず Aがそのまま海上待機せず、さらに水面移動を選択しないこと

を被告人が予見できたかどうか、この重要な点に関する具体的な検討を欠いて、

これを被告人は「予測すべき」であったと一足飛びに第三者の規範的要請 (i結

果回避義務J) を優位させているところに、因果関係論としてはどうかとの思い
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が残る。

Aは「不安感や焦りにとらわれて一刻も早く随の方(被告人らのいる方)へ

戻りたいという心境から、被害者の空気残圧赴まで配感が及ばないまま」水中

移動を指示したのであって、これは被告人の行為によって「誘発」されたも

のであること、また、 Aの行為は「当時の Aのi置かれた立場、心情に照らす

と、十分あり得るところであり、このようなダイパーの心理状態は被告人とし

てもそれまでの経験を通して、予想し得るものと認められ、そうすると被告人

にとっては格別異常なものであっとはいえないJと考えうることが指摘されて

いる 230 このような推論に対し、この「誘発」の理解は Aの行為選択の意味

を十分に考慮したものとはいえないことが第一点目である。もちろん、それで

「誘発Jが直ちに否定されて新たな因果系列が孤立化されるとは必ずしもいえ

ず、以上の考察は、まさしく過失の競合の事実経過を強調しているだけかもし

れない。しかし次に、Aの行為をその心理状態から説明し、その心理状態を「被

告人としてもJr予想し得るJとして、因果関係のいわゆる相当性や被告人の

注意義務 (f結果回避義務J)が導かれていることについて、それは一般論であり、

具体的な検討を経た結論ではないことを第二点目として上げねばならない。つ

まり、これをいうためには、被害者が空気を使い果たすおそれを予見できるの

にAがあえて水中移動を選択することを、被告人が予見できたことを示さね

ばならないと思われる。そのためには、 Aがそのようにやや軽率・大胆な行

為をする性格の人物であることの認識か、あるいは Aでなくても、他の二人

の指導補助者でもそのように行為したであろうことの予見可能性が被告人にあ

ること、言い換えれば、空気残圧最の低下したときの注意事項が指導補助者(や

受講生)らに遵守されないことがあることについて、被告人が特に予見可能で

あったか、被告人にも共有される一般的な予見可能'性があったことが、指摘さ

れねばならなかったであろう。そして、もし後者のようなことが予見可能であ

お前掲・最高裁判例解説(井上)226-7頁。
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るなら、被告人の注意義務とは「各受講生の圧縮空気タンク内の空気残圧量を

把握すべく絶えず受講生のそばにいてその動静を注視Jすることであるよりも、

より直接的・具体的に、かつ機能的に、指導補助者や受講生らに空気残圧最の

低下したときの注意事項を遵守させること、あるいは頻繁に空気残圧抵の確認

を促すなどして夜間潜水の基本的な注意事項を徹底させることである、と認定

できると思われる。ところが、まず、この般の注意義務があったにせよ、これ

に反する行為が被告人にあったかは十分に言及されていなしh 指導補助者らは

「被告人からは、受講生と共に、海中ではぐれた場合には海上に浮上して待機

するようにとの一般的注意を受けていた以外には、各担当の受講生二名を監視

することを指示されていたのみで、それ以上に具体的な指示は与えられていな

かった」とある(最高裁)。では次に、被告人にこの種の注意義務に適うこれ

以上の適切な捕置を期待しえたかが、さらに「講習制度自体」の問題として残

る240 これは過失犯の因果系列の孤立化の前提となる過失行為の取り出しに関

わる行為論の問いであり、また優れて規範的な問いであるといわねばならない。

このように離接的に事実経過を抱擁することで、出来事に対して多くの問い

を発して、より丁寧に向きあうことができると思われる。被害者を含む受誕生

らがどのような形態で水中を再移動していたか(列をなしていたか、密集してい

たか、手を繋いでいたかなど)、そのとき空気を使い果たしてパニックになった被

害者を救助できなかった理由は何か、そこの水深は何メートルか、空気残圧量

の確認からの経過i時間はどれくらいか、などは読み取れない。また、海中の視

界が約 5メートルであったとした第一審認定が控訴審で支持されず、約 lメー

21梅崎進哉「行為後の介入事情と因果関係の認定J川端博、他編 f立石二六先生古稀祝

賀論文集j成文堂、 2010年、 108頁。インストラクターとはぐれたことで空気残圧最の
確認が疎かになるといったことが予想される人に夜間潜水をさせてよかったか疑問であ
ると指摘されている。また、夜間潜水に適した自然の諸条件があったかも気になるとこ
ろであり、それは社会的に認められた「冒険Jr探検Jではないとはいえ、夜間潜水の「講
習」として許された危険の範聞はどれくらいかについて、判断が示きれないとインスト
ラクターに過度の負担が及ぶと思われる。
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トルであったとする受講生の証言が引かれているほどの見通しのない海中で、

6名の受講生と 3名の指導補助者を先導する被告人が「絶えず受講生のそばに

いてその動静を注視」しえたかも自明ではないと思われる。だからこそ、不慮

の事故が起こりうるので被告人は受講生らを見失わないようにすべきであった

とはいえるであろう。それゆえ被告人は、これに備えて、はぐれた場合の海上

待機の指示を事前に出していた。さらにこのような基本的な注意事項が守られ

ないことを被告人が具体的に予見できたかは、前述のとおり、推測の域を出な

い。しかし、このように被告人の注意義務を具体的に個別的に導きだそうとす

ると、注意義務の認定根拠と図巣関係の認定棋拠が重なり合わなくなる、と思

い込まされているところに条件説の聴があると指摘されているへところが、

その思い込みのために、かえって規範的な問い(すなわちどのような行為を取り

出してその刑事責任を問うか)を適切に発することができなくなっていることが、

離接的な事実経過の把握を試みて浮かび上がってきた。

夜間潜水講習で一人の受講生が死亡した事件をうけて、その問題点は夜間潜

水の講習制度自体にあったか、インストラクターの不注意にあったか、指導補

助者のそれか、受講生本人のそれか、どこにどのような他行為の可能性を示し

て期待することが適正な法適用か、刑事司法が取り組むべき問いはここにあっ

たと思われる。それはより詳細に事実経過に迫ろうとしなければ答えられない口

インストラクターについて言えば、その不注意を、受講生らから離れて彼らの

「不適切な行動Jを「誘発Jしたという作為(やや不用意な水中移動の行為)にみ

るとき、その他行為可能性(注意義務の内脊)は、それらが「誘発」されない

ように、はぐれた場合の海 1-.浮上や空気残圧此の頻回の確認の指示を徹底させ

ること、つまり受講生らを見失いうるのであれば、いつでも安全に彼らと再合

流できるような惜置をとっておくべきであった、というところにあると理解で

きそうであるが、これはむしろインストラクターの海中での行為に刑事責任を

お宗岡嗣郎、梅崎進哉『刑法学原論j成文堂、 1998年、 298-301頁。
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問うことが難しいことを示唆するであろう 260

刑事裁判で私たちは被告人に刑事責任があるか否かを判断しようとしてい

る。それはもはや撤回できない必然的な過去の事実を前にして、それでも被告

人に対しあえて他行為の可能性を問うことである。それは可能性が未来にある

ことを前提とする規範的な実践判断であるが、そのために、経験的偶然の現在

性を過去における偶然性(必然性の否定)として把握してから、もう一度これ

を否定して必然性(その行為は犯罪である)を判断せねばならない。九鬼によれ

ば「我々は偶然性の驚異を未来によって倒逆的に基礎づけることが出来る。偶

然性は不可能性が可能性へ接する切点である。偶然性の中に極微の可能性を把

握し、未来的なる可能性をはぐくむことによって行為の曲線を展開し、翻って

現在的なる偶然性の生産的意味を倒逆的に理解することが出来るJ。被告人は、

犯罪結栄をもたらし、それを回避できなかったが、少なくともその行為の内面

には不可能性が可能性に接する偶然性があり、それが私たちをして他行為の可

能性を彼において期待させる。そして、被告人は責任をとるように強制される。

この刑罰の必然性の制度により、期待される他行為の可能性が具体的に示され、

規範の妥当が未来に示される。しかし逆説的に、これは「与えられた偶然を跳

お整備不良車両の運転は、不整備の不作為にも、運転の作為にも、不注意(事故の具体
的予見可能性)を認めうるが、より具体的な不注意は、具体的に特定された事故発生を
予見できていたのに運転を続けるという行為においであるであろう白 ζ，_tL~こ対し、具体
的に対面する他者の行為の、危険な結果に向けた「誘発Jが1111われるときは、その他者
における危険回避の行為選択を期待できるだけに、より具体的な状況にあればあるほど
結果の予見可能性が高い、とは必ずしもいえない。同行の子が迷子になり危険にさらさ
れる可能性は、その場所と子の性質や状況にh:右されるが、同行前でも、同行中でも、
危険回避の措置をとることができ、そのどちらについても、具体的予見可能性に見合わ
ない不注意な行為がありうる。もし本件の夜間潜水講習に、その危険に対する全般的な
認識の甘さがあったのであれば、講習前の不注意を問題視したほうがよいであろう。「過
失犯においては原因において自由な行為の法理を適用する必要はないJと指摘されてい
る点が参考になる(西出典之 f刑法総論(第2版)j弘文堂、 2010年、 262頁)。講習の
内容や時間・場所の選択に油断はなかったか、指導補助者と受講生に遵守事項の徹底を
期していたかなどを問いうるであろう。反対に危険がより具体的な特定の状況に依存す
るのであれば(例えば空気残庄量の顕著な低下)、講習中の不注意、を重視せねばならない
であろう。
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踏板として内面性へ向って高踏する」こと、すなわち「偶然性をして真の偶然

性たらしめること」ではなく、未来を閉じて行為を必然化する文化的営みにほ

かならないから、「未来的なる可能性によって現在的なる偶然性の意味を奔騰

させるJためには、刑罰の必然性の範囲(何が犯罪であるか)がつねに最小化

されねばならない。「道徳の内容は現在の提供する偶然性によって個別化され

たものでなければならないJヘこれが刑事責任の前提として、事実上の因果

関係(それが犯罪である)を離接的方法によって事細かに判断せねばならない

理由である。遡及的に過去的な現在性において他行為の可能性を顕在化させる

規範的な責任実践が、事実的で動態的な離接的因果関係説を必要としているこ

とを指摘しておきたい。

7 まとめ

次の設例に即して議論を整理してみよう。

Bの死を願っている Aがいるとする。ある日、 Bが不慮の自殺を遂げた。

この場合に Aの念願による Bの死亡という因果系列を孤立化することはでき

ない。次に、 Aが何を願っているかを認識していた Bが、不慮の自殺を遂げた。

この場合も私たちは右の因果系列を孤立化できない(不能犯)。しかし、 Aが

その願いを Bに伝えてから、 Bが不慮の自殺を遂げた場合は、 Bの死をもた

らした因果系列の起点として、 Aの行為を取り出すことができないわけでは

ない。そのためには、 Aにとって Bの自殺が不慮のことであってはならない

ので、それは何を目的とした自殺であり、また何がその原因となっていたかを

究明しなければならない。 Bが固有の目的をもって自殺したのであれば、 Aの

行為の原因性が否定される。反対に BがAの目的を十分に共有していたなら

ば、 Aの行為の原因性が肯定される(教唆犯)。この両極の聞になおグレーゾー

ンがあるが、いずれにせよ私たちは、因果系列を孤立化する前に目的系列を孤

幻九鬼・前掲 f偶然性の問題J328-31頁。
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立化しようとする。目的系列は因果的偶然を除きうるからであるo つまり偶然

性を減少させるからである。

他方で目的的偶然は半而において因果的必然を窓味する。 BがAの目的を

十分に共有していなくても、悶果的消極的偶然としての行為の内面 (r意思の自

由J) における偶然性の程度を減少させて、 Bの行為の被決定性、つまり Bの

行為を必然化するところの諸要因を解明することのできる場合もあるであろ

う。その不可能性が最小限度となったとき、Aは殺人罪の正犯になるであろう。

さらに私たちは、過失致死罪が成立しえないかどうかを考えることができる。

人生に絶望し、自殺する機会を探しているような Bに対し、不注意で AがB

の死を願っているかのように伝えられてしまう場合がありうるであろう。 Bは

飛び降り自殺をしようとしているが、冷静になり「意思の自由」の曇りを取り

払えば、自殺を思いとどまることが容易にできる人、つまり本心において自殺

を思いとどまりたい人であることが知られうるように振る舞う人でなければな

らないであろう。そこでは行為の内面において因果的消極的偶然が、異種結合

して目的的必然に転じて「自由Jとなりうることが、すなわち認識・予見の対

象である。 Aにこの認識・予見可能性があり、第三者にもこの認識・予見が

具体的に回顧的に可能であるならば、 Bに対する Aの不適切な対応により、 B

において因果的消極的偶然が、同種結合して目的的偶然に転じ(あなたも望む

ならひと思いに死んでしまおう)、そして因果的に必然化したことについて、資任

を問う余地が辛うじて残されているであろう。

しかし本稿は、このように認定の困難な限界事例に過失致死罪を実際に適用

したいのではない。はじめに指摘したように、結果的加重犯の致死傷の加重結

果について、過失を要しないと考えられている中で、同じように、被告人の過

失行為による被害者の致死傷の因果関係の有無が検討されている。前者では加

重結果をもたらしうるようなことを基本犯としてしたことが刑事責任の対象で

あると考えられている。後者・でも致死傷の結果をもたらしうるような過失が
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あったかが問われていると考えられないことはない。しかし、加重結果が目的

系列の誤差であるとすれば(基本犯を故意犯であるとする)、過失犯の致死傷の結

果はさらに大きく偶然に依存する。このように特徴の異なる事実経過を対象と

して因果関係論があることは十分に自覚されていないようであるお。そのため

「致死傷」の罪に問うことが、それに関する責任を問うことを意味しなくなっ

ているo そしてこの責任不問の因果関係論が、基本行為による加重結果につい

て因果関係の範囲を不用意に拡大させているo 体験の直接性を顧みないで偶然

の諸事情を飛び越えている。例えば高速道路進入の事件(最決平 15・7・16刑集

57巻7号 950頁)でも、暴行をうけた被害者の逃走後十分間の事実経過や交通

事故の具体性に踏み込むことなく因果関係が肯定されているお。第一審が被告

人らによる被害者の追跡・探索行為と交通事故死との関係を捉えようと試みた

のに対し、控訴審は「現実になされた追跡状態を問題とする点において第一審

の方法には賛同できないと述べて、被告人らの暴行により被害者が交通事故死

するか、という「予見の問題」として因果関係を認定した。

ここに理論の欠点がみえたので、「致死傷Jの犯罪結果に関してその刑事責

任を問うのであれば、その因果系列の孤立化において、何をその原因行為とし

て取り出すかについて慎重でありたいと考えたのである D

おこの意味で結果的加重犯には悶有性があり、故意と過失の単純な複合形態ではなさそう

である。ただし、傷害致死罪について「他人に暴力をふるうなら、死亡結果が生じない

ように住意し、せめて傷害にとどまるように行為せよJという規範内容は人的違法論か

らすると理解できないとされる(榎本桃也『結果的加重犯論の再検討j成文堂、 20日年、

40頁)。しかし、峰打ちの例をあげるまでもなく、ある積の侵害行為をするとき、重い犯

罪結果を回避する方法があるのに、それを選択せずにこれを生じさせたとき、その具体

的な予見可能性に基づき、特別な規範的命令が遡及的に確証される、という法実践の経

験的な類型化として、結果的加重犯を理解することもできるのではなかろうか。節度を

期待するという意味では過剰な緊急行為の禁止と類似するものと思われる。

29梅崎・前掲論文 109頁、内田ii..9:文・判例評論560号、 2005年、 230頁。
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