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警察業務に対し偽計業務妨害罪の成立を認めた事例（福井白い粉事件）

【文 献 種 別】　判決／名古屋高等裁判所金沢支部
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弁護士・甲南大学名誉教授 斉藤豊治

事実の概要

　被告人は当時の妻Ａと共謀の上、当日午後 3時
39 分頃、福井警察署の交番前歩道上で、交番勤
務の警察官Ｂの目の前で、覚せい剤に偽装した白
色結晶粉末在中のチャック付きポリ袋をズボンの
ポケットから故意に落とし、これを拾って逃走し
た。これを見たＢは、違法薬物を所持した犯人が
逃走を図ったと誤信し、被告人を追跡するととも
に、無線で緊急連絡をし、それに基づいて指令等
が出された。被告人は、その結果、午後 7時 25
分頃までの間、福井県警職員 28 名が、逃走現場
への臨場、被告人の福井警察署への任意同行、被
告人に対する取調べ等の業務に従事した。これに
よって、その間、被告人の前記犯行がなければ遂
行されていたはずのＢらの刑事当直、警ら活動、
当番勤務等の業務の遂行を困難にさせ、偽計を用
いて人の業務を妨害したとして、立件された。
　一審は罰金 40 万円を宣告した。被告人が控訴
し、弁護人は主に次のように主張した。第 1に、
被告人に対する警察官の一連の対応は、警察の通
常業務であり、かつ、覚せい剤事犯の取り締まり
という権力的公務であるから、偽計業務妨害罪の
「業務」に該当しない。そのような権力的公務を
業務妨害罪の業務と解することは、罪刑法定主義
に反する。
　第 2に、本件業務は覚せい剤の取り締まりと
いう強制力を伴う権力的公務と表裏一体のもので
あり、その全部が権力的公務と評価されるべきで
あり、単に仮定的に本件の行為がなければ行い得
たはずの業務をひろく業務妨害罪の対象とするな
らば、処罰範囲は無限に広がる。

　控訴審は控訴を棄却し、被告人側は上告した。
最高裁は形式的な理由で退けた。ここでは控訴審
判決を検討する。筆者は本件の控訴審および上告
審で弁護人となり、主任の奥村徹弁護士に協力し
た。その立場から本件控訴審を回顧し、再検討を
行うこととする。

判決の要旨

　本判決は原判決が偽計業務妨害罪の成立を認め
た判断は、おおむね正当としたうえで、補足的な
説明を加えている。
　控訴審は、記録によって、本件犯行に至る経緯、
態様等について、事実関係を詳細に再検討し、次
のように判示した。
　被告人の行為は、警察官をして覚せい剤の所持
者が逃走を図ったものと誤信させるに十分であ
る。Ｃらは、本件行為を現認しただけでは、薬物
所持を仮装したものかどうかを直ちに判断でき
ず、逃走を図ったと見られる被告人を確保し、職
務質問・任意捜査など覚せい剤事犯の容疑の解明
に必要な業務を行う必要があった。質問、任意同
行や取り調べ等本件捜査を余儀なくされた結果、
本件行為がなければ遂行されたはずの関係警察職
員の本来の業務（本件業務）が妨害されたことは
明らかである。

判例の解説

　一　裁判例の動向
　最高裁は公務と業務の関係について、権力的公
務に対し公務執行妨害罪がもっぱら適用される
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が、非権力的公務に関しては公務執行妨害罪と業
務妨害罪の双方が適用されるという限定積極説を
とっている（最大判昭 41・11・30 刑集 20 巻 9 号
1076 頁、最決昭 59・5・8刑集 38 巻 7号 2621 頁）１）。
その後、最高裁は、権力的公務か非権力的公務か
の区分に関して、強制力の付与の有無という基準
を示し、県議会総務文教委員会の条例採決の事務
につき威力業務妨害罪の成立を肯定し２）、公選法
上の立候補者受付事務についても同様の判断をし
た３）。最高裁はこの 2つの判決で権力的公務一般
ではなく、強制力行使型であるか否かを基準とし
た（強制力説）。こうして、強制力を付与されて
いない公務が広く業務妨害罪で保護されるように
なった。現在、強制力の行使が認められるかどう
かを一般的類型的によって判断するのか、強制力
の局面に限定するのか（局面説）が対立する。
　近年、局面説をとる裁判例が下級審で相次いで
いる。①虚偽の犯罪通報による海上保安職員のパ
トロール業務妨害（横浜地判平 14・9・5判タ 1140
号 280 頁）、②虚偽の車両盗難の被害届による機
動警ら業務妨害（名古屋簡判平 16・4・28 警察公論
60 巻 1号 81 頁）、③インターネット掲示板に 1週
間以内の JR 駅での無差別殺人実行の虚偽の犯行
予告（東京高判平 21・3・12 判タ 1304 号 302 頁）、
④インターネット掲示板に警察官殺害の虚偽の犯
行予告（東京高判平25・4・12東高刑時報64巻103頁）
などである。福井白い粉事件の一審、二審とも局
面説に立っている。
　これらの判例における警察官の業務は、一般的
には強制力の行使が認められるが、強制力の行使
の局面でなければ妨害排除はできないから、偽計
業務妨害罪による保護が必要だとして、同罪の成
立を認めている。

　二　妨害された業務は何か
　１　捜査の両義性
　本件で、弁護人は妨害された業務の主たる内容
は、現に行われた「本件業務」であり、通常業務
の妨害は、本件業務の「反射的効果」であると主
張した。警察職員が動員されて、捜査に参加する
以上、動員されなかったならば行うことができた
はずの業務が実際には遂行できなかった、両者は
裏腹の関係にあると主張した。弁護人は、被告人
に対する警察官らの一連の対応は、警察の「通常
業務」であり、かつ、覚せい剤事犯の取り締まり

という権力的公務であるから、遂行し得たはずの
業務をすべて業務妨害罪の「妨害」の対象とすれ
ば、対象は無限定になり、罪刑法定主義違反の拡
大解釈であると主張した。一審、二審ともにこの
主張を退け、なし得たはずの日常業務――判決で
いう本来業務――こそが、保護されるべき業務で
あるとした。
　しかし、犯罪の嫌疑が存在する以上、結果的に
虚実いずれであれ、嫌疑を調査し解明することは、
警察本来の仕事、業務だといえる。それは誰かが
犯罪を仮装した場合でも変わりがない。
　被告人は、交番の前で覚せい剤を装ったチャッ
ク付きポリパック入りの白い粉をわざと落とし
て、交番勤務の警察官の注意を惹き、警察官らを
混乱させる行為を行った。その際、警察官らはそ
れが仮装であると認識していた可能性も大きい。
　警察の立場からすれば、本件の一連の捜査は、
覚せい剤所持罪の捜査であるだけではなく、偽計
業務妨害罪の捜査としての意味を持つ。捜査の結
果、覚せい剤所持罪での立件はできなくても、偽
計業務妨害罪での立件の余地がある。両者は表裏
一体であり、両義性があったといってよい。現に
警察は一連の捜査に基づいて、業務妨害罪で立件
し、裁判所も同罪で有罪とした４）。
　２　「徒労の業務」の呼称は疑問
　一般論として事件について有罪の立件ができな
い場合、捜査が「徒労」や「無駄」だったわけで
はない。警部補Ｂは本件捜査を担当する中心的な
業務担当者である。応援のために動員された警察
官等もまた警察署内の規定に基づいて、動員され、
捜査に当たっている。彼らが参加した業務につき、
一審判決は「徒労に終わった業務」であるとし、
遂行が妨げられた業務を「本来業務」と呼んでい
る。しかし、これは、ミスリーディングな呼び方
であり、疑問である。一般論として、警察は嫌疑
がある以上、多様な情報に対応する責務があり、
捜査の結果、容疑がなかったことが明らかとなっ
た場合でも、「徒労に終わった」とはいえない。
　動員された警察官等が遂行を妨げられた業務を
「本来業務」と呼ぶのも、呼称としては疑問であ
る。警察の内部準則に従って動員されて行った業
務は、それ自体「本来業務」の一部というべきで
あろう。職務分掌により通常行っている業務は、
むしろ「日常業務」と呼ぶのが妥当である。とり
わけ、本件捜査で動員された警察官らは、日常的
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に覚せい剤事犯の捜査に携わっていると見られる
のであり、本件の捜査は、日常業務の一部とも見
ることもできる。
　控訴審は、現に遂行した警察官らが行った現場
への臨場、被告人に対する職務質問、任意同行や
取り調べを「本件捜査」とし、本件行為がなけれ
ば遂行されたはずの警察官らの職務を「本件業務」
と呼んでいる。「徒労に終わった業務」という表
現をしなかったことは評価できる。しかし、動員
されたため遂行できなかった業務は、本件業務と
いうよりは、「日常業務」と呼ぶ方が妥当であろう。
　３　業務妨害における偽計と威力の構造的な差異
　偽計業務妨害罪の客体である業務と手段の関係
は、威力の場合とは性質が異なる。威力業務妨害
罪では、公務執行妨害罪における暴行・脅迫と公
務との関係と同じ構造を持つ。両方とも暴行・脅
迫または威力が直接に向けられた業務が保護の中
心に位置する。たとえば、威力によって警察の逮
捕や職務質問を妨害しようとする場合、逮捕や職
務質問それ自体が保護の対象となる。中心は妨害
の直接の対象であり、その派生的な影響は同心円
状に広がり、日常業務の妨害は周縁に位置する５）。
威力業務妨害では一般に「面前性」が重要視され、
威力を示して相手方の意思を制圧することが必要
となるであろう。
　これに対して、警察の偽計業務妨害の事案では、
裁判例は偽計の対象となった業務というよりは、
偽計がなければ行い得たはずの「日常業務」に重
点が置かれている。換言すれば、現実に執行され
ている個別具体的な業務ではなく、そこから派生
した日常業務での支障が重視されている。
　従来の下級審判例では、妨害された業務のなか
に「日常業務」のほかに「行った業務」（いわゆる「徒
労の業務」）が含まれるのか、必ずしも明確では
なかった。本件の控訴審は、明確に行った業務で
はなく、日常業務が妨害されたことを強調して、
偽計業務妨害罪の成立を認めており、従来の判例
とは異なる判断の仕方をしている。この判決がな
ぜ行った業務を妨害された業務から外しているの
だろうか。判決は結論を示すだけで、理由は示し
ていない。1つの解釈として、職務質問・任意捜
査は、結果がどうであれ、やらなければならなかっ
た業務なので、業務妨害罪の対象となる「業務」
に含ませることは妥当ではないと考えたのかもし
れない。あるいは、修正積極説６）の影響を受けて、

偽計の場合、偽計に気が付かない限り、強制力に
より排除することはできないと考えたからかもし
れない。ここでは、疑問を指摘するにとどめる７）。

　三　「強制力の行使」の意味
　下級審裁判例は、偽計による警察業務の妨害事
件ではすべて偽計業務妨害罪が成立するとしてお
り、否定された裁判例は見当たらない。強制力が
付与された公務として、業務妨害罪の成立が否定
される公務の範囲に関しては、学説上かなりの差
異が見られる。以下では、「強制力」の意味、強
制力の「行使」、強制力を行使する「局面」につき、
順次検討する。
　１　「強制力」の意味
　「強制力」の意味について、刑事訴訟法等の強
制処分に限られるとする見解（強制処分限定説）
もある。刑事手続に関しては、強制力の行使が可
能な公務は、逮捕・勾留、捜索・差押、通信傍受、
検証、身体検査、鑑定留置、拘引、自由刑の執行
等の業務などに限られる。強制処分限定説では、
それ以外の公務は、すべて業務妨害によって保護
される。
　しかし、実質的に考えると、これではあまりに
も狭すぎるであろう。この説では、職務質問、所
持品検査、自動車検問など任意の取り調べ一般が
すべて業務妨害罪によっても、保護されることに
なる。強制処分でいう強制は、「相手の意思を制
圧して決定し、遂行される」という性質を持つ。
他方、業務妨害罪の成否に関する「強制力」とい
う概念は、もともと即物的な「事実上の物理的な
実力」を意味するといってよい８）。しかし、強制
力を事実上行使するのは、強制処分に限られるわ
けではない。判例は、警察官が行う警職法上の職
務質問、所持品検査等の行政警察の領域や刑事訴
訟法の任意同行では、一般に一定限度の範囲・要
件において事実上の有形力の行使を認めてきてい
る９）。これらの取り調べや措置は、建前は「任意」
である。しかし、実際には相手の同意はあるもの
の、真意ではない場合が多い。具体的には、①こ
れらの領域における警察の権限の行使に対して応
じない場合、②振り切って逃げようとするような
場合、警察官が有形力を行使しても、判例は一定
の限度でこれを容認してきた。それは「強制処分」
ではないが、「強制的措置」といってよい。こう
した運用実態を踏まえると、業務妨害罪における
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強制力もまた、強制処分だけではなく、事実上の
強制的措置を含むものとして解釈するのが妥当で
ある。
　この点につき、本件の判決は「逃走現場への臨
場や被告人の任意同行、取調べ等の本件捜査」は、
「正に犯罪捜査を見込んだ強制力を行使する権力
的公務に当たる」ことをあっさり認めている。そ
のうえで、「本件捜査が強制力を行使する権力的
公務に当たるからといって、これと性質を異にす
る本件業務が同種の公務性を帯びる訳ではない」
としている。
　裁判所は現場への臨場や被告人の任意同行、取
り調べ等もまた、強制力を行使する権力的公務で
あることを認めた。この点は、新しい裁判例といっ
てよい。弁護人の主張を裁判所も認めたものであ
る。
　問題はその先にある。裁判所は、偽計の場合は
「本件行為が行われた時点では、そもそも、その
強制力を同行為（本件行為）に対し行使し得るは
ずはなく、その偽計性を排除しようにもそのすべ
はない」として、業務妨害罪の成立を肯定した。
　このように、判決は一方で強制力の意味を拡張
しながら、他方で「本件のような偽計の場合」は、
強制力を行使して排除することはできないとして
いる。判決は、修正積極説のように「およそ偽計
であれば、一律に強制力によって排除することは
できない」としているわけではない。
　修正積極説に対しては、「すぐに偽計であると
見破られるような場合は、偽計も強制力によって
排除できる」という批判が行われてきた。しかし、
そもそも、すぐに見破られるような偽計であれば、
およそ業務妨害とはいえないであろう。判例は抽
象的危険犯と解しているが、その立場からいって、
すぐに見破られるような欺罔的行為は、そもそも
危険を生じているのか疑問である。そうすると、
それ以外の偽計はほぼ全面的に業務妨害罪の成立
が肯定され、事実上修正積極説を受け入れるに等
しい結果になる。
　本件の経緯を観察すると、本件では、覚せい剤
容疑の捜査と偽計業務妨害の捜査は裏腹の関係に
ある。本件では、職務質問からその後の任意捜査
によって、偽計であることが明らかになっている。
すなわち、強制力は効果的に行使されて、偽計を
排除し得たと見ることができる。本件の排除は、
偽計に対して即座に排除できたわけではなく、4

時間近くを要している。しかし、威力業務妨害の
場合でも、大規模な妨害等であれば、排除にそれ
なりの時間を要する場合もありうる。
　本件では、警察官の職務執行や任意捜査という
名の強制力の行使によって、偽計を排除している。
まさに強制力の行使によって偽計を排除している
のである。Ｂの追跡行為の時点で強制力行使の「局
面」に入ったといえる。だとすれば、あえて、偽
計業務妨害罪を認める必要はなく、暴行、脅迫に
至った場合に初めて、警察官の業務は公務として
の要保護性が認められると解するのが相当であろ
う 10）。

●――注
１）学説の動向に関しては、大コンメンタール刑法 12 巻〔第
2版〕108 頁参照。

２）最決昭 62・3・12 刑集 41 巻 2号 140 頁。
３）最決平 12・2・17 刑集 54 巻 2号 38 頁。
４）私は、本件被告人の行為は偽計業務妨害罪ではなく、
軽犯罪法 1条 16 号の「虚構の犯罪の申し出」もしくは
同条 31 号の「悪戯による業務妨害」に該当すると考える。
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