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事実の概要

　本件は、被告人が、睡眠導入剤を密かに混入し
たコーヒーを勤務先である本件老人ホームの同僚
であるＡに提供して飲ませ、一旦は本件老人ホー
ム付近の柵に自車を衝突させた後休んでいたＡを
起こして、睡眠導入剤摂取の約 4時間半後に再
び運転をさせることにより、Ｂ運転の貨物自動車
とＡ車両を衝突させ、同事故で負った傷害により、
Ａを失血死させるとともに（第 1事件）、その約 3
か月後、睡眠導入剤を密かに混入したお茶を同じ
く同僚であるＣおよびＤに提供して飲ませ、その
約 4時間後にＣに再び運転をさせることにより、
Ｅ運転の普通乗用自動車とＣ車両を衝突させ、Ｃ
および同乗していたＤならびにＥを負傷させ（第
2事件）、さらに翌月、睡眠導入剤を密かに混入し
たお茶を、同じく同僚であるＦに提供して、Ｆに
約 8時間にわたる意識障害等を伴う急性薬物中
毒を負わせた（第 3事件）というものである。
　検察官は、被告人を、Ａに対する殺人およびＢ、
Ｃ、Ｄ、Ｅに対する殺人未遂で、Ｆに対する傷害
で起訴し、原判決１）はこれらの罪をすべて認め
たため２）、被告人側は、殺人および殺人未遂の罪
は成立しないとして控訴した。
　これに対し、本判決は、事故の相手方であった
ＢおよびＥに対する「未必の殺意」は認められな
いとして、事実誤認を理由に原判決を破棄し、本
件を千葉地裁に差し戻した。

判決の要旨

　１　本判決は、「殺人罪の実行行為性」につき、
「原判示第 1及び第 2の殺人及び殺人未遂のいず
れにおいても、本件のように睡眠導入剤の影響下
にあって寝ている者を起こしてもうろうとした状
態の者に自動車を運転して帰宅するように促した
場合、促された本人は正常な判断ができない状態
であって、そのまま運転を開始する蓋然性が高く、
そのまま運転を開始した場合、交通事故を起こし、
その結果として運転者、同乗者や事故に巻き込ま
れた第三者が死亡する危険性も一定程度認められ
る。」として、「殺人及び殺人未遂の実行行為に当
たると認められる。」とした。

　２　次に、本判決は、「未必の故意」につき、
運転者に睡眠導入剤を摂取させた上で、睡眠導入
剤の影響の下にある人に自動車を運転するよう仕
向ける行為は、「例えば、鋭利な刃物で人体の枢
要部を刺すとか、両手で頸部を絞めるといった、
人が死ぬ危険性が高い行為とは異なり、結果が傷
害や物損事故等にとどまる可能性もかなりあり、
死亡の危険性が高いとまではいえない。」とした。
その上で、「このような人が死亡する危険が高い
とはいえない行為について、殺意が認められるた
めには、行為者が、実行行為による人の死亡の危
険性を単に認識しただけでは、人が死亡してもや
むを得ないと認容したということはできず、実行
行為の結果としてその人が死亡することを行為者
が期待するなど、意思的要素を含む諸事情に基づ
いて、行為者が、その人が死亡してもやむを得な
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いと認容したことを要すると解すべきである。」
と述べた。
　その上で、本判決は、「本件においては、……
実行行為の直接の相手方である運転者や同乗者と
事故に巻き込まれた第三者とでは、死亡の危険性
の程度に違いがあり、これを受けて被告人の認識
も異なることから、被告人の殺意を認定する上で
必要とされる意思的要素にも差異が生じると考え
られる」とし、「被害者の置かれたそれぞれの状
況に応じて、実行行為の結果としてその人が死亡
する危険性の程度の認識や、その結果を被告人が
期待していたことなどといった意思的要素等の諸
事情に基づいて、被告人がその死亡の結果を認容
していたかを検討する必要がある。」とした。
　そこで、Ａについては、一旦は本件老人ホーム
付近の柵に自車を衝突させたという物損事故と被
告人がその目で見ていたことやその際のＡの朦朧
状態を認識していたのであるから、「このような
状況下であるにもかかわらず、あえてＡを起こし
て自動車の運転を促したということは、被告人が、
更なる結果の発生、すなわちＡが死亡する可能性
のある事故を起こすことを期待していたことを推
認させるというべきである。」と述べて、「遅くと
もＡを起こして運転を促した時点では、同人の死
亡という結果の発生の危険性を認識していたにと
どまらず、これを認容していたと認められる。」
とした。
　ＣおよびＤについては、被告人が睡眠導入剤を
摂取させたＡが交通事故で死亡したことを知って
いるにもかかわらず彼らに睡眠導入剤を摂取させ
車で帰宅するよう声をかけていることから、「単
に自らの行為が死亡事故をもたらす危険性を認識
していたにとどまらず、……死亡する交通事故を
起こすことを積極的に期待していたとみることが
できる。」と述べて、その「未必の殺意」を認め
ている。
　他方、Ｂについては、「交通事故の相手方は、
居眠り運転をしているＡの車両が自車の車線上に
はみ出してきても、これを避けて自らの命を守ろ
うとする行動を採ることが一応可能であって、そ
の死亡の可能性はＡと比較しても低かったとみる
べきであり、Ａが上記の状態で自動車を運転した
からといって、被告人が、事故の結果としてその
相手方が死亡することまで必ずしも想起し得ると
はいえない。加えて、……被告人が、Ａが引き起

こす交通事故の相手方の死亡を期待する理由は全
くない。そうすると、実行行為の結果としてＡの
運転による事故のためにその相手方が死亡するこ
とについては、もともとその可能性が低く、被告
人がそれを想起し難いことに加えて、被告人には
前記の意思的要素も認められないというべきであ
る。」と述べる等して殺意を否定した。また、Ｅ
についても、同様の理由で、殺意を否定してい
る３）。

　３　なお、本判決は、被告人は、軽度精神遅滞、
うつ病、不眠障害および睡眠薬使用障害に罹患し
ていた上、睡眠導入剤を服用させることによる結
果を想像しながら行為に及ぶことができなかった
等とする被告人側の主張を、「訴訟記録及び原裁
判所において取り調べた証拠に現れている事実に
基づかない主張」であり不適法であるとして斥け
ている。

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決では、Ｂ、Ｅに対する「未必の殺意」は
認められないとした点が、最も注目される。加え
て、本判決が差戻審に「Ｂ及びＥに対する各傷害
罪の成否」について審理を尽くすように求め、「方
法の錯誤」を理由とする殺人未遂罪の成立に言及
しなかった点も、気になるところである。

　二　殺人の「未必の故意」に関する本判決の
　　　判断
　１　最判昭 23・3・16 との関係
　「未必の故意」については、本判決が、「死亡の
危険性が高いとまではいえない」事案について、
「実行行為の結果としてその人が死亡することを
行為者が期待するなど、意思的要素を含む諸事情
に基づいて、行為者が、その人が死亡してもやむ
を得ないと認容したことを要する」とした点が検
討されなければならない。
　これについては、最判昭 23・3・16（刑集 2巻
3号 227 頁）が、「或は賍物であるかも知れないと
思いながらしかも敢てこれを買受ける意思」と述
べつつ、「諸般の事情から『或は賍物ではないか』
との疑を持ちながらこれを買受けた事実が認めら
れれば賍物故買罪が成立する」としたこととの関
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係が問題となる。というのも、ここにいう「敢て」
は事実認定の対象から外れていることからみて、
被告人に現にそのような心情があったことを意味
するのではなく、被告人が当該犯罪の反対動機と
して十分な程度と具体性のある可能性を認識しな
がら、それでも行動に出たことに対する裁判所の
「ならば止めるべきであった」という評価だから
である４）。言い換えれば、「反対動機たるべき事
実の認識」に支えられていないものを「意思的要
素」と称し、「認識的要素」の不足を埋め合わせ
て未必の故意を認定するなら、それは疑問であ
る５）。
　原判決は、被告人の心理状態について、Ａにつ
き「物損事故以上の事態を望んでいた」と述べる
部分はあるものの、死亡結果については、いずれ
の被害者についても「やむを得ない」という評価
しかしていない。本判決は、あえて「期待」まで「推
認」したが、それが「認識」の不足を埋め合わせ
るものかどうかが問題である６）。

　２　「認識的要素」と「意思的要素」の関係
　もっとも、ここにいう「期待」は、実は、認識
的要素から独立した意思的要素ではないと解する
余地もある。というのも、本判決は、Ｂについては、
「その死亡の可能性はＡと比較しても低かったと
みるべきであり、Ａが上記の状態で自動車を運転
したからといって、被告人が、事故の結果として
その相手方が死亡することまで必ずしも想起し得
るとはいえない。」と述べて「未必の殺意」を否
定しているからである。これは、Ｅについても同
じである。
　ここでは、本判決は、交通事故の相手方につい
ての危険性は低いという認識を根拠にして、Ｂお
よびＥに対する殺意を否定している。

　３　「期待」による「認識」の埋め合わせ？
　他方、ＡおよびＣ、Ｄに対する殺意の認定では、
本判決は、「Ａが死亡する可能性のある事故を起
こすことを期待していた」ことを推認し、「（Ｃお
よびＤが）死亡する交通事故を起こすことを積極
的に期待していた」とみることができると述べて、
「期待」によって「認識」を埋め合わせているよ
うにみえる。
　しかし、原判決を読む限り、被告人の動機は「嫌
がらせ」であり、その手段として睡眠導入剤によ

る意識障害が「意図」されていたのであって、交
通事故による死傷は、その付随結果にすぎない７）。
原審でも「やむを得ない」としか評価されていな
い付随結果を被告人が「期待」していたというの
は不思議な用語法である８）。
　そもそも、結果発生の可能性があることを真摯
に受け止めながら行動に出たときは、行為者は「可
能的な結果の発生」を意思したのであって、「意
思的要素」は「認識的要素」と不可分である。故
意を限界づけるのは、「可能的な結果の発生の認
識」が反対動機たるべきものであったか否かによ
る。この「認識」がなければ（法的意味での）「認
容」はない。それ以外の「意思的要素」は、「情
緒的な付随物９）」でしかない。

　三　「行為の危険性の認識」に思い至る能力
　もちろん、もっぱら「行為の危険性」を基準に
殺意を認定すると、実際には被告人にその認識が
ない場合にも故意が認められるという不当な結論
に至る。したがって、問題は、「行為の危険性の
認識」をいかにして合理的に認定するかにある。
　本件では、被告人側からは、軽度精神遅滞、う
つ病、不眠障害および睡眠薬使用障害に罹患して
いた上、睡眠導入剤を服用させることによる結果
を想像しながら行為に及ぶことができなかった等
とする主張がなされていた。これは、責任能力と
は別次元で、健康な人なら思い至ることができる
Ａ、Ｃ、Ｄの事故死の危険性に、行為の瞬間、被
告人は思い至ることができなかったのではないか
と疑わせる事情である。
　実際、酩酊や精神遅滞などにより、「事実の認識」
それ自体から「その持つ危険性の認識」に思い至
らない人物は存在する 10）。そして、それに思い
至らないということは、まさに故意の「認識的要
素」の欠如である。
　残念ながら、本件では、およそ精神鑑定がなさ
れていない。しかし、故意の認定という点でも、
精神遅滞などの影響の有無を判断するために、心
理的な鑑定が必要な場合があるように思われる。

　四　「（抽象的）法定的符合説」との関係
　最判昭 53・7・28（刑集 32 巻 5 号 1068 頁）は、
予期しなかった被害者に傷害の結果が発生し、か
つ、殺害行為とその傷害の結果との間に因果関係
が認められるから、同人に対する殺人未遂罪もま
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た成立すると述べている。本件でも、Ａらを殺害
する行為によって被告人の予期しなかったＢやＥ
に傷害の結果が発生し、かつ、その殺害行為とＢ
およびＥの傷害の結果との間に因果関係が認めら
れるのであるから、これらの被害者に対する殺人
未遂罪も成立しそうである。しかし、本判決は、
差戻審に「Ｂ及びＥに対する各傷害罪の成否」に
ついて審理を尽くすように求めている。
　もっとも、未必の故意での殺意認定と「法定的
符合」による殺意認定とでは事実関係に重要な差
異があり、この間での認定変更には「審理の過程
で検察官に釈明を求めるなど、事実の認識、認容
があったかどうかを争点として顕在化させる措置
等がとられる必要がある」とする下級審判例があ
る 11）。これに従うと、控訴審の事実審理が終了
するまでに殺意認定の方法の変更が争点化されて
いなかった本件では、もはや「法定的符合」によ
る殺意を審判対象とするのは遅すぎるかもしれな
い 12）。
　もともと、前述の最判昭 53・7・28 には、殺
人未遂には不要な傷害結果の発生と因果関係とい
う符合の限界が付されており、実務においては、
理論がいうような「（抽象的）法定的符合」は一
貫していなかった 13）。この機会に、「（抽象的）法
定的符合説」が本当に実務的なのかどうかを再考
してみてもよいであろう。

●――注
１）千葉地判平 30・12・4LEX/DB25562127。
２）睡眠導入剤摂取による約8時間の意識障害が傷害罪（204
条）に当たることについては、最決平 24・1・30 刑集
66 巻 1号 36 頁に従ったものと思われる。

３）しかし、もともと可能性が低いのであれば、被告人が
事実を過小評価したとは認定していないのであるから、
ＢおよびＥに対する殺人の「実行行為」もないであろう。

４）松宮孝明『刑法総論講義〔第 5版補訂版〕』（成文堂、
2018 年）182 頁。

５）それにもかかわらず、佐伯仁志『刑法総論の考え方・
楽しみ方』（有斐閣、2013 年）252 頁は、「積極的認容」
によって、不十分な認識的要素を補って故意を認定しよ
うとする。

６）平野龍一『刑法総論Ⅰ』（有斐閣、1972 年）188 頁は、
「認容説をとると、認識説をとる場合よりも故意の範囲
は狭くなるといわれるが、むしろ逆である」と述べて、
この「埋め合わせ」を危惧していた。実際、被告人のあ
おり運転によって引き起こされた死亡事故について、「未
必の故意」による殺人罪を認めた大阪地堺支判平 31・1・

25LEX/DB25562745 が、被告人固有のものの見方や性格
を考慮せず、「衝突前後に見せた被告人の一連の言動を、
常識に照らして評価すると、そこには、被害車両と衝突
してもかまわないという被告人の気持ちが表れていると
しか考えられない。」（下線筆者）と述べたことは、この
危惧が現実のものであることを裏付けている。

７）この点は、原判決の量刑理由によれば、第 3事件にお
いて普段車で通勤しているＦがたまたま当日そうでな
かったにもかかわらず、彼女の被害について傷害罪でし
か起訴されていないことからも示唆される。

８）結果発生の「期待」という言葉を文字通りに解すると、
ケガをさせない方に大金を賭けて少女のガラス球を撃ち
落とそうとする「ラックマンのガラス玉事例」では傷害
の故意が否定されてしまうという「消極的（＝仮定的）
認容」公式の問題点が克服できない。

９）平野・前掲注６）185 頁。付言すれば、「積極的認容」
が「意図」に近い心理状態だというのは誤解である。そ
れは単に、行為者が現に認識した結果発生の可能性が、
行為に出た際に「認容」されたという意味でしかないか
らである。あわせて、「消極的認容」も、正確には、「仮
に結果が確実に起こるとしても行動に出た」という「仮
定的（negativ）認容」の意味である。したがって、場合
によっては、「消極的認容」公式を充たす行為者のほう
が悪質である。これについては、井上正治『過失犯の構
造』（有斐閣、2003 年）134 頁以下等を参照されたい。

10）広島高判昭 36・8・25 高刑集 14 巻 5号 333 頁は、（要旨）
「飲酒酩酊し正常な運転ができない虞がある上に、貨物
自動車の前照灯に故障があって、前方注視が殆んど不可
能な状態で、暗夜多数の者が歩行している道路上を、衝
突の危険のあることを認識しながら」自動車を運転して
歩行者を死傷させた被告人に、傷害致死までしか認めて
いない。

11）東京高判平 6・6・6判タ 863 号 291 頁。
12）しかし、東京高判平 14・12・25 判タ 1168 号 306 頁は、
方法の錯誤において「法定的符合」によって故意犯を認
定した場合には、認識されていなかった被害者に対する
（みなし）故意犯を量刑上考慮すべきではないとしてい
る。そうであれば、本件の差戻審で「法定的符合」によ
る殺意認定を争点化しつつ、量刑上はそれを考慮しない
とする選択肢があるかもしれない。もっとも、控訴審で
一旦否定された罪名を復活させるのは、破棄判決の拘束
力に反すると思われるが。

13）この点につき、松宮孝明『先端刑法総論』（日本評論社、
2019 年）122 頁も参照されたい。そもそも、複数の被
害者にまたがる錯誤は「同一の構成要件内の錯誤」では
ないから、故意を符合させるのは「法定的符合」として
も失当である。
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