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■講義内容■

■シラバス■

＜科目のねらい＞
　刑法典第 1 編総則を対象として犯罪の一般的成立要件を考察する刑法総論は、刑法典第 2 編各則の犯罪
のみならず、特別刑法上の犯罪にも原則的に通用する大原則である。本科目は、法学未修者を対象に、こ
のような刑法総論につき、基本知識を習得させ基礎的理解を養おうとするものである。教員が基本的な解
説をしたうえで、重要な事項についてはあらかじめ関連判例・文献の告知や資料の配付をしておき、受講
者による十分な予習を前提に、随時問答や討論をおこなう。このようにして、受講者の主体的参加を促し、
効率的な学習を図り、刑法的思考方法や積極的・論理的思考力を養う講義としたい。

＜科目の内容＞
　刑罰論、刑法の基本原理、構成要件論（1）構成要件の要素、条件関係

　刑法の意義、刑法総論の概要を説明したのち、まず、刑罰論として、刑罰の本質・正当化根拠に関する
諸説を概説し、次に、罪刑法定主義、責任主義など、刑法の基本原理を考察する。続いて、構成要件該当
性・違法性・責任からなる三分的犯罪論体系とその意義を説明したのち、まず、犯罪成立の第１要件であ
る構成要件につき、その位置付けや、基本的要素（行為・結果・因果関係）、特殊的要素（身分、状況・
条件など）を概説し、さらに法人の犯罪能力などにもふれる。次に、因果関係論に入り、まず条件関係に
つき検討する。条件関係公式、合法則的条件関係論など基本的事項を概説し、択一的競合、仮定的代替原
因などの問題を検討する。

　構成要件論（2）　相当因果関係、不作為犯
　現在通説化している相当因果関係説につき概説し、相当性の判断方法を検討する。また、相当因果関係
説の危機と呼ばれる問題や、判例における因果関係の判断方法を検討する。さらに、近時有力化しつつあ
る客観的帰属論についてもふれる。次いで、不作為犯について概説したのち、不真正不作為犯の成立要件
を考察する。とくに、作為義務の発生根拠につき詳細に検討する。

科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

刑法Ⅱ 臼 木 　 豊 1 必 前期・後期 2

　法学未修者対象、 1 年次開講の刑法の基本科目である。犯罪の一般的成立要件を扱う刑法総論について、基
礎的な知識を身につけ、刑法的な思考力を養うことを目的とする。基礎的理解を主眼とする講義であるが、
重要な事項・要件については、設例や判例を用いて、具体的問題を通じてその意義や内容を理解させる。
また
　ただし、新カリキュラム・旧カリキュラムの受講者の状況に応じて、内容は適宜変更することがある。

、教員による単なる解説のみではなく、随時受講者への質問や受講者との討論もおこなう。

＜履修の前提＞
　特になし

＜到達目標＞
 「科目のねらい」の達成を到達目標とする。

＜予・復習に要する時間＞
　予習３～４時間、復習３～４時間

他人の権利」、「不正の侵害」、「急迫性」、「防衛するため」「やむを得ずにした（「相当性」）」等を考察する。
さらに、自招侵害、積極的加害意思などの問題を検討する。

　違法論（3）　過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛
　まず、過剰防衛につき、その類型、刑の減免根拠などを概説する。次に、正当防衛・過剰防衛の関連問
題として、誤想防衛、誤想過剰防衛につき検討する。

　違法論（4）　緊急避難、被害者の承諾
　緊急避難につき、その各要件を考察する。また、自招危難、誤想避難、誤想過剰避難などを検討する。
次いで、被害者の承諾につき、違法性阻却根拠および各要件を概説する。次に、推定的承諾、危険引受け、
同意傷害などを検討する。安楽死・尊厳死も考察する。　

　責任論（1）　責任論の基礎、故意論総説、事実の錯誤
　犯罪成立の第 3 要件である責任について、心理的責任論と規範的責任論、行為責任と人格責任、期待可
能性など、責任論の基礎を概説する。さらに責任能力についても概説し、原因において自由な行為の法理
の検討をおこなう。次に、故意につき、基本的考え方、体系的位置づけ、内容・類型、認識対象などを概
説する。次いで、事実の錯誤につき考察する。まず具体的事実の錯誤につき、客体の錯誤、方法の錯誤、
因果関係の錯誤を検討する。次に、抽象的事実の錯誤につき検討する。

　責任論（3）　違法性の錯誤、過失犯
　違法性の意識の体系的位置づけを概説し、違法性の錯誤の扱いを検討する。さらに、判例を素材としな

　未遂犯（1）未遂犯の意義、実行の着手、不能犯
　未遂の概念・類型を概説する。次に、判例事案を素材にしながら、未遂犯の成立時期すなわち「実行の
着手」につき考察し、さらに、「危険」判断を踏まえつつ、不能犯につき検討する。
　　　　未遂犯（2）中止犯
　中止未遂につき、法的性質・必要的減免根拠を概説する。次に、中止未遂の個別的要件につき考察する。
とくに、最も判断が難しい「任意性」につき、判例事案を素材としつつ、検討する。
　　　　共犯論（1）共犯の基本原理
　犯の意義、現行刑法における共犯の類型、正犯・共犯の立法形式などを概説したうえ、共犯従属性説と
独立性説、行為共同説と犯罪共同説、因果共犯論と責任共犯論など、共犯の基礎理論や処罰根拠論を概説
する。また、共犯の因果性につき幇助の因果性を中心に検討をおこなう。
　　　　共犯論（2）共犯の諸問題
　共犯と身分、必要的共犯、承継的共犯、片面的共犯、過失の共同正犯、共犯と中止・離脱など、共犯の
諸問題を検討する。
　　　　共犯論（3）正犯と共犯
　正犯と（狭義の）共犯の区別基準、間接正犯、共謀共同正犯などを、判例事案を素材にしながら検討する。
　　　　罪数
　罪数の諸類型・概念を概説し、問題点を、判例事案を素材にしながら検討する。

がら、事実の錯誤と違法性の錯誤の区別を検討する。次いで、過失犯につき過失の意義、過失構造論（新・
旧過失論、危惧感説）、過失の体系的位置づけなどを考察する。また、予見可能性の対象、許された危険、
信頼の原則などを検討する。さらに、主に監督過失につき、判例事案を題材として検討する。また、重過
失、業務上過失についても検討を加える。

　

　定期試験
＜教科書＞

（1）西田典之『刑法総論　第二版』（弘文堂、2010年）
（2）西田典之・山口厚・佐伯仁志・橋爪隆『判例刑法総論［第７版］』（有斐閣、2018年）
（3）なお、毎回の授業に際して、事前に「配布資料」をＴＣＫで添付しておくので、参照のこと。
＜参考書＞

（1） （編）『別冊ジュリスト　刑法判例百選Ⅰ　総論［第 7 版］』（有斐閣、
（2）西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）

※なお、以上の教科書・参考書は、もしも授業開始時までに改版された場合は、最新版を用いる。

西田典之・山口厚・佐伯仁志
『ジュリスト増刊　刑法の争点』（有斐閣、2007年）

　違法論（2）　正当防衛
　正当防衛につき、まずその違法性阻却根拠を概説する。次に、具体的な要件の検討に移る。「自己又は

　違法論（1）　違法性の実質、主観的違法要素、違法性阻却原理
　犯罪成立の第 2 要件である違法性につき、まず、形式的違法論と実質的違法論、主観的違法論と客観的
違法論、規範違反説と法益侵害説、行為無価値論と結果無価値論など、基本的考え方を検討する。次に、
各種の主観的違法要素を検討する。さらに、違法性阻却の一般原理について概説したのち、法令行為、正
当業務行為について検討する。可罰的違法性や超法規的違法性阻却事由についても考察する。
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■講義内容■

■シラバス■

＜科目のねらい＞
　刑法典第 1 編総則を対象として犯罪の一般的成立要件を考察する刑法総論は、刑法典第 2 編各則の犯罪
のみならず、特別刑法上の犯罪にも原則的に通用する大原則である。本科目は、法学未修者を対象に、こ
のような刑法総論につき、基本知識を習得させ基礎的理解を養おうとするものである。教員が基本的な解
説をしたうえで、重要な事項についてはあらかじめ関連判例・文献の告知や資料の配付をしておき、受講
者による十分な予習を前提に、随時問答や討論をおこなう。このようにして、受講者の主体的参加を促し、
効率的な学習を図り、刑法的思考方法や積極的・論理的思考力を養う講義としたい。

＜科目の内容＞
　刑罰論、刑法の基本原理、構成要件論（1）構成要件の要素、条件関係

　刑法の意義、刑法総論の概要を説明したのち、まず、刑罰論として、刑罰の本質・正当化根拠に関する
諸説を概説し、次に、罪刑法定主義、責任主義など、刑法の基本原理を考察する。続いて、構成要件該当
性・違法性・責任からなる三分的犯罪論体系とその意義を説明したのち、まず、犯罪成立の第１要件であ
る構成要件につき、その位置付けや、基本的要素（行為・結果・因果関係）、特殊的要素（身分、状況・
条件など）を概説し、さらに法人の犯罪能力などにもふれる。次に、因果関係論に入り、まず条件関係に
つき検討する。条件関係公式、合法則的条件関係論など基本的事項を概説し、択一的競合、仮定的代替原
因などの問題を検討する。

　構成要件論（2）　相当因果関係、不作為犯
　現在通説化している相当因果関係説につき概説し、相当性の判断方法を検討する。また、相当因果関係
説の危機と呼ばれる問題や、判例における因果関係の判断方法を検討する。さらに、近時有力化しつつあ
る客観的帰属論についてもふれる。次いで、不作為犯について概説したのち、不真正不作為犯の成立要件
を考察する。とくに、作為義務の発生根拠につき詳細に検討する。

科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

刑法Ⅱ 臼 木 　 豊 1 必 前期・後期 2

　法学未修者対象、 1 年次開講の刑法の基本科目である。犯罪の一般的成立要件を扱う刑法総論について、基
礎的な知識を身につけ、刑法的な思考力を養うことを目的とする。基礎的理解を主眼とする講義であるが、
重要な事項・要件については、設例や判例を用いて、具体的問題を通じてその意義や内容を理解させる。
また
　ただし、新カリキュラム・旧カリキュラムの受講者の状況に応じて、内容は適宜変更することがある。

、教員による単なる解説のみではなく、随時受講者への質問や受講者との討論もおこなう。

＜履修の前提＞
　特になし

＜到達目標＞
 「科目のねらい」の達成を到達目標とする。

＜予・復習に要する時間＞
　予習３～４時間、復習３～４時間

他人の権利」、「不正の侵害」、「急迫性」、「防衛するため」「やむを得ずにした（「相当性」）」等を考察する。
さらに、自招侵害、積極的加害意思などの問題を検討する。

　違法論（3）　過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛
　まず、過剰防衛につき、その類型、刑の減免根拠などを概説する。次に、正当防衛・過剰防衛の関連問
題として、誤想防衛、誤想過剰防衛につき検討する。

　違法論（4）　緊急避難、被害者の承諾
　緊急避難につき、その各要件を考察する。また、自招危難、誤想避難、誤想過剰避難などを検討する。
次いで、被害者の承諾につき、違法性阻却根拠および各要件を概説する。次に、推定的承諾、危険引受け、
同意傷害などを検討する。安楽死・尊厳死も考察する。　

　責任論（1）　責任論の基礎、故意論総説、事実の錯誤
　犯罪成立の第 3 要件である責任について、心理的責任論と規範的責任論、行為責任と人格責任、期待可
能性など、責任論の基礎を概説する。さらに責任能力についても概説し、原因において自由な行為の法理
の検討をおこなう。次に、故意につき、基本的考え方、体系的位置づけ、内容・類型、認識対象などを概
説する。次いで、事実の錯誤につき考察する。まず具体的事実の錯誤につき、客体の錯誤、方法の錯誤、
因果関係の錯誤を検討する。次に、抽象的事実の錯誤につき検討する。

　責任論（3）　違法性の錯誤、過失犯
　違法性の意識の体系的位置づけを概説し、違法性の錯誤の扱いを検討する。さらに、判例を素材としな

　未遂犯（1）未遂犯の意義、実行の着手、不能犯
　未遂の概念・類型を概説する。次に、判例事案を素材にしながら、未遂犯の成立時期すなわち「実行の
着手」につき考察し、さらに、「危険」判断を踏まえつつ、不能犯につき検討する。
　　　　未遂犯（2）中止犯
　中止未遂につき、法的性質・必要的減免根拠を概説する。次に、中止未遂の個別的要件につき考察する。
とくに、最も判断が難しい「任意性」につき、判例事案を素材としつつ、検討する。
　　　　共犯論（1）共犯の基本原理
　犯の意義、現行刑法における共犯の類型、正犯・共犯の立法形式などを概説したうえ、共犯従属性説と
独立性説、行為共同説と犯罪共同説、因果共犯論と責任共犯論など、共犯の基礎理論や処罰根拠論を概説
する。また、共犯の因果性につき幇助の因果性を中心に検討をおこなう。
　　　　共犯論（2）共犯の諸問題
　共犯と身分、必要的共犯、承継的共犯、片面的共犯、過失の共同正犯、共犯と中止・離脱など、共犯の
諸問題を検討する。
　　　　共犯論（3）正犯と共犯
　正犯と（狭義の）共犯の区別基準、間接正犯、共謀共同正犯などを、判例事案を素材にしながら検討する。
　　　　罪数
　罪数の諸類型・概念を概説し、問題点を、判例事案を素材にしながら検討する。

がら、事実の錯誤と違法性の錯誤の区別を検討する。次いで、過失犯につき過失の意義、過失構造論（新・
旧過失論、危惧感説）、過失の体系的位置づけなどを考察する。また、予見可能性の対象、許された危険、
信頼の原則などを検討する。さらに、主に監督過失につき、判例事案を題材として検討する。また、重過
失、業務上過失についても検討を加える。

　

　定期試験
＜教科書＞

（1）西田典之『刑法総論　第二版』（弘文堂、2010年）
（2）西田典之・山口厚・佐伯仁志・橋爪隆『判例刑法総論［第７版］』（有斐閣、2018年）
（3）なお、毎回の授業に際して、事前に「配布資料」をＴＣＫで添付しておくので、参照のこと。
＜参考書＞

（1） （編）『別冊ジュリスト　刑法判例百選Ⅰ　総論［第 7 版］』（有斐閣、
（2）西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）

※なお、以上の教科書・参考書は、もしも授業開始時までに改版された場合は、最新版を用いる。

西田典之・山口厚・佐伯仁志
『ジュリスト増刊　刑法の争点』（有斐閣、2007年）

　違法論（2）　正当防衛
　正当防衛につき、まずその違法性阻却根拠を概説する。次に、具体的な要件の検討に移る。「自己又は

　違法論（1）　違法性の実質、主観的違法要素、違法性阻却原理
　犯罪成立の第 2 要件である違法性につき、まず、形式的違法論と実質的違法論、主観的違法論と客観的
違法論、規範違反説と法益侵害説、行為無価値論と結果無価値論など、基本的考え方を検討する。次に、
各種の主観的違法要素を検討する。さらに、違法性阻却の一般原理について概説したのち、法令行為、正
当業務行為について検討する。可罰的違法性や超法規的違法性阻却事由についても考察する。
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■講義内容■

■シラバス■

＜科目のねらい＞
　刑法典第 1 編総則を対象として犯罪の一般的成立要件を考察する刑法総論は、刑法典第 2 編各則の犯罪
のみならず、特別刑法上の犯罪にも原則的に通用する大原則である。本科目は、法学未修者を対象に、こ
のような刑法総論につき、基本知識を習得させ基礎的理解を養おうとするものである。教員が基本的な解
説をしたうえで、重要な事項についてはあらかじめ関連判例・文献の告知や資料の配付をしておき、受講
者による十分な予習を前提に、随時問答や討論をおこなう。このようにして、受講者の主体的参加を促し、
効率的な学習を図り、刑法的思考方法や積極的・論理的思考力を養う講義としたい。

＜科目の内容＞
　刑罰論、刑法の基本原理、構成要件論（1）構成要件の要素、条件関係

　刑法の意義、刑法総論の概要を説明したのち、まず、刑罰論として、刑罰の本質・正当化根拠に関する
諸説を概説し、次に、罪刑法定主義、責任主義など、刑法の基本原理を考察する。続いて、構成要件該当
性・違法性・責任からなる三分的犯罪論体系とその意義を説明したのち、まず、犯罪成立の第１要件であ
る構成要件につき、その位置付けや、基本的要素（行為・結果・因果関係）、特殊的要素（身分、状況・
条件など）を概説し、さらに法人の犯罪能力などにもふれる。次に、因果関係論に入り、まず条件関係に
つき検討する。条件関係公式、合法則的条件関係論など基本的事項を概説し、択一的競合、仮定的代替原
因などの問題を検討する。

　構成要件論（2）　相当因果関係、不作為犯
　現在通説化している相当因果関係説につき概説し、相当性の判断方法を検討する。また、相当因果関係
説の危機と呼ばれる問題や、判例における因果関係の判断方法を検討する。さらに、近時有力化しつつあ
る客観的帰属論についてもふれる。次いで、不作為犯について概説したのち、不真正不作為犯の成立要件
を考察する。とくに、作為義務の発生根拠につき詳細に検討する。

科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

刑法Ⅱ 臼 木 　 豊 1 必 前期・後期 2

　法学未修者対象、 1 年次開講の刑法の基本科目である。犯罪の一般的成立要件を扱う刑法総論について、基
礎的な知識を身につけ、刑法的な思考力を養うことを目的とする。基礎的理解を主眼とする講義であるが、
重要な事項・要件については、設例や判例を用いて、具体的問題を通じてその意義や内容を理解させる。
また
　ただし、新カリキュラム・旧カリキュラムの受講者の状況に応じて、内容は適宜変更することがある。

、教員による単なる解説のみではなく、随時受講者への質問や受講者との討論もおこなう。

＜履修の前提＞
　特になし

＜到達目標＞
 「科目のねらい」の達成を到達目標とする。

＜予・復習に要する時間＞
　予習３～４時間、復習３～４時間

他人の権利」、「不正の侵害」、「急迫性」、「防衛するため」「やむを得ずにした（「相当性」）」等を考察する。
さらに、自招侵害、積極的加害意思などの問題を検討する。

　違法論（3）　過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛
　まず、過剰防衛につき、その類型、刑の減免根拠などを概説する。次に、正当防衛・過剰防衛の関連問
題として、誤想防衛、誤想過剰防衛につき検討する。

　違法論（4）　緊急避難、被害者の承諾
　緊急避難につき、その各要件を考察する。また、自招危難、誤想避難、誤想過剰避難などを検討する。
次いで、被害者の承諾につき、違法性阻却根拠および各要件を概説する。次に、推定的承諾、危険引受け、
同意傷害などを検討する。安楽死・尊厳死も考察する。　

　責任論（1）　責任論の基礎、故意論総説、事実の錯誤
　犯罪成立の第 3 要件である責任について、心理的責任論と規範的責任論、行為責任と人格責任、期待可
能性など、責任論の基礎を概説する。さらに責任能力についても概説し、原因において自由な行為の法理
の検討をおこなう。次に、故意につき、基本的考え方、体系的位置づけ、内容・類型、認識対象などを概
説する。次いで、事実の錯誤につき考察する。まず具体的事実の錯誤につき、客体の錯誤、方法の錯誤、
因果関係の錯誤を検討する。次に、抽象的事実の錯誤につき検討する。

　責任論（3）　違法性の錯誤、過失犯
　違法性の意識の体系的位置づけを概説し、違法性の錯誤の扱いを検討する。さらに、判例を素材としな

　未遂犯（1）未遂犯の意義、実行の着手、不能犯
　未遂の概念・類型を概説する。次に、判例事案を素材にしながら、未遂犯の成立時期すなわち「実行の
着手」につき考察し、さらに、「危険」判断を踏まえつつ、不能犯につき検討する。
　　　　未遂犯（2）中止犯
　中止未遂につき、法的性質・必要的減免根拠を概説する。次に、中止未遂の個別的要件につき考察する。
とくに、最も判断が難しい「任意性」につき、判例事案を素材としつつ、検討する。
　　　　共犯論（1）共犯の基本原理
　犯の意義、現行刑法における共犯の類型、正犯・共犯の立法形式などを概説したうえ、共犯従属性説と
独立性説、行為共同説と犯罪共同説、因果共犯論と責任共犯論など、共犯の基礎理論や処罰根拠論を概説
する。また、共犯の因果性につき幇助の因果性を中心に検討をおこなう。
　　　　共犯論（2）共犯の諸問題
　共犯と身分、必要的共犯、承継的共犯、片面的共犯、過失の共同正犯、共犯と中止・離脱など、共犯の
諸問題を検討する。
　　　　共犯論（3）正犯と共犯
　正犯と（狭義の）共犯の区別基準、間接正犯、共謀共同正犯などを、判例事案を素材にしながら検討する。
　　　　罪数
　罪数の諸類型・概念を概説し、問題点を、判例事案を素材にしながら検討する。

がら、事実の錯誤と違法性の錯誤の区別を検討する。次いで、過失犯につき過失の意義、過失構造論（新・
旧過失論、危惧感説）、過失の体系的位置づけなどを考察する。また、予見可能性の対象、許された危険、
信頼の原則などを検討する。さらに、主に監督過失につき、判例事案を題材として検討する。また、重過
失、業務上過失についても検討を加える。

　

　定期試験
＜教科書＞

（1）西田典之『刑法総論　第二版』（弘文堂、2010年）
（2）西田典之・山口厚・佐伯仁志・橋爪隆『判例刑法総論［第７版］』（有斐閣、2018年）
（3）なお、毎回の授業に際して、事前に「配布資料」をＴＣＫで添付しておくので、参照のこと。
＜参考書＞

（1） （編）『別冊ジュリスト　刑法判例百選Ⅰ　総論［第 7 版］』（有斐閣、
（2）西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）

※なお、以上の教科書・参考書は、もしも授業開始時までに改版された場合は、最新版を用いる。

西田典之・山口厚・佐伯仁志
『ジュリスト増刊　刑法の争点』（有斐閣、2007年）

　違法論（2）　正当防衛
　正当防衛につき、まずその違法性阻却根拠を概説する。次に、具体的な要件の検討に移る。「自己又は

　違法論（1）　違法性の実質、主観的違法要素、違法性阻却原理
　犯罪成立の第 2 要件である違法性につき、まず、形式的違法論と実質的違法論、主観的違法論と客観的
違法論、規範違反説と法益侵害説、行為無価値論と結果無価値論など、基本的考え方を検討する。次に、
各種の主観的違法要素を検討する。さらに、違法性阻却の一般原理について概説したのち、法令行為、正
当業務行為について検討する。可罰的違法性や超法規的違法性阻却事由についても考察する。
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■講義内容■

■シラバス■

＜科目のねらい＞
　刑法典第 1 編総則を対象として犯罪の一般的成立要件を考察する刑法総論は、刑法典第 2 編各則の犯罪
のみならず、特別刑法上の犯罪にも原則的に通用する大原則である。本科目は、法学未修者を対象に、こ
のような刑法総論につき、基本知識を習得させ基礎的理解を養おうとするものである。教員が基本的な解
説をしたうえで、重要な事項についてはあらかじめ関連判例・文献の告知や資料の配付をしておき、受講
者による十分な予習を前提に、随時問答や討論をおこなう。このようにして、受講者の主体的参加を促し、
効率的な学習を図り、刑法的思考方法や積極的・論理的思考力を養う講義としたい。

＜科目の内容＞
　刑法の基礎・構成要件

　犯罪論体系の第一の犯罪成立要件である構成要件について、その意義や機能、構成要件の種類や構成要
件要素（犯罪の主体、行為・結果・因果関係）などについて概説する。
　また、３分的犯罪論体系を略説し、第１の犯罪成立要件である構成要件につき、その位置づけや、基本
的要素（行為・結果・因果関係）、身分、状況・条件などの特殊な要素、法人の犯罪能力などにつき概説
する。

　因果関係論
　行為者による構成要件的行為に、当該構成要件的結果を帰責（帰属）してよいか、刑法上の因果関係に
関する議論を検討する。

　構成要件的故意・過失
　故意の種類、認識対象、未必の故意と認識ある過失の区別などを概説する。
また、構成要件的過失の意義および新・旧過失論、危惧感説など過失犯の構造に関する学説状況につい
て略説し、ついで過失の要件、種類、信頼の原則や監督過失、過失の競合についても言及する。
　

　不真正不作為犯
　不作為犯の意義、不作為犯の成立要件、とくに不真正不作為犯における作為義務の発生根拠や犯罪体系
上の位置などにつき検討をおこなう。

科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

刑法Ⅱ 對 馬 直 紀 1 必 前期・後期 2

　法学未修者対象、 1 年次開講の刑法の基本科目である。犯罪の一般的成立要件を扱う刑法総論について、基
礎的な知識を身につけ、刑法的な思考力を養うことを目的とする。基礎的理解を主眼とする講義であるが、
重要な事項・要件については、設例や判例を用いて、具体的問題を通じてその意義や内容を理解させる。

＜履修の前提＞
　第１回授業時に説明する。

＜到達目標＞
  TKC掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。

＜予・復習に要する時間＞
　予習については２～３時間、復習については１～２時間とする。
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　違法性の本質・正当化事由・一般的正当行為
　犯罪成立の第２の要件である違法性について、主観的違法性説と客観的違法性説、形式的違法性と実質
的違法性などを略説し、行為無価値論と結果無価値論の違法性の捉え方の違いを概説する。

　　また、正当化事由の基本原理である目的説、優越的利益説、社会的相当性説を概説したうえで一般的
正当行為を略説し、さらに超法規的違法性阻却事由として、被害者の承諾の問題を検討する。

　正当防衛・過剰防衛・誤想防衛・誤想過剰防衛①
　正当防衛の正当化の根拠及び成立要件、過剰防衛の刑の減免根拠を概説し、とくに問題となる急迫性と
積極的加害意思、防衛の意思、防衛行為の相当性・過剰性につき検討をおこなう。

　正当防衛・過剰防衛・誤想防衛・誤想過剰防衛②
　引き続き、正当防衛の成立要件について、とくに防衛の意思と積極的加害意思、質的過剰と量的過剰、
さらに誤想防衛、誤想過剰防衛などにつき検討をおこなう。

　緊急避難・その他の違法性阻却事由
　緊急避難の違法阻却根拠および要件を検討し、さらに誤想避難、誤想過剰避難などの正当化事情の錯誤
について言及する。また、自救行為、義務の衝突について略説する。

　責任論・違法性の認識（意識）とその可能性
　犯罪成立の第３の要件である責任（有責性）について、心理的責任論と規範的責任論、行為責任と人格
責任、責任阻却自由としての期待可能性など、責任論の基礎を概説する。
　また、違法性の認識（意識）とその可能性の意義を略説し、その取り扱いに関する学説・判例を検討
し、さらに違法性の錯誤（法律の錯誤）、正当化事情の錯誤についての概説をおこなう。

　定期試験
＜教科書＞

　川端博『刑法総論 講義［第３版］』（成文堂、2013年）
＜参考書＞
山口厚・佐伯仁志（編）『別冊ジュリスト　刑法判例百選Ⅰ　総論［第 7 版］』（有斐閣、2014年）

　構成要件的事実の錯誤と違法性の錯誤
　構成要件的事実の錯誤に関して、具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤、及び因果関係の錯誤に関する
諸説を検討し、ついで違法性の錯誤の問題に関連して故意説と責任説の違いを略説する。　

　未遂犯
　未遂の概念、類型などを概説し、実行の着手時期（未遂犯の成立時期）、実行の終了時期、中止犯、不能
犯について検討をおこなう。

　
　共犯論

　共犯の類型、共犯従属性説と独立性説、行為共同説と犯罪共同説、因果共犯説と責任共犯説など、共犯の
基礎理論や処罰根拠論を概説する。
　引き続き、共犯の類型、共犯従属性説と独立性説、行為共同説と犯罪共同説、因果共犯論と責任共犯論な
ど、共犯の基礎理論や処罰根拠論を概説する。

　共同正犯と狭義の共犯
　共同正犯の成立要件・成立範囲と、共謀共同正犯論、間接正犯論、承継的共同犯などについて、及び狭義の
共犯（教唆犯、幇助犯）について概説する。

　共犯論の諸問題
　共犯と身分、共犯と中止・離脱などの共犯の諸問題を検討する。


