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■講義内容■

■シラバス■

＜科目のねらい＞
　法学既修者、及び法学未修者で 1 年次に刑法学を履修済みの者を対象として、討論及びレポートの提出
を通じて、刑法総論・各論の重要な論点及びそれに関する判例理論と学説の意義などについて、より知識
と理解を深め、論理的思考力、応用力、表現力を培うことを目的とする。各テーマについて受講者の十分
な予習を前提に徹底した討論を通じて詳細に考察する。なお、履修者の学修状況・理解度に応じて、テー

＜科目の内容＞
　因果関係

　因果関係論の現況を概観したうえで、条件関係確定の問題、因果関係と規範的評価、相当性判断におい
て主観を問題とすることの当否、共犯と因果関係などについて考察する。なお、履修者の学修状況・理解
度に応じて、テーマを変更することがある。その場合、授業内または電子シラバスにて告知する。

　故意構成要件的事実の錯誤
　故意の内容錯誤「論」の意味、未遂犯との関係、故意の「転用」論、併発事例における故意の個数など
について考察する。

　過失と予見可能性
　過失の本質、過失の構造、過失の内容・要件、故意との対比について検討する。

　一般的正当行為－被害者の承諾
　被害者の承諾と違法性阻却の根拠、同意傷害と違法性阻却について考察する。

　正当防衛・正当化事情の錯誤
　防衛の意思必要説と不要説、防衛の意思の要否と行為時（事前）判断・裁判時（事後）判断、積極的加
害意思、正当化事情の錯誤などについて考察する。

刑法特別演習
（刑法特別演習Ⅰ） 對　馬　直　紀 2 必 前期・後期 2

＜履修の前提＞
　特になし

＜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３～４時間、復習については２～３時間とする。

マを変更することがある。その場合、授業内または電子シラバス上にて告知する。

　法学既修者、及び法学未修者で１年次に刑法Ⅱ・刑法Ⅰを履修済みの者を対象として、２年次に開講
される基本科目である。受講者に刑法及び刑法学に関するひととおりの基礎知識があることを前提とし
て、演習形式により、具体的事例をもとに、重要問題について、教員と受講者、受講者相互間で活発な
討論をおこなう。また、適宜、各テーマにつき事前ないし事後の課題を与え提出させることもおこなう。
これにより、問題点とそれに関する判例理論や学説の各見解の具体的な意義、根拠、射程範囲などの理
解を深め、論理的思考力、具体的事例における応用力、表現力などの進展を促すことを目的とする。

科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位
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　窃盗罪の保護法益、不法領得の意思の要否と内容、窃盗罪と他罪との関係、強盗致傷罪の問題点、事後
強盗罪の問題点などについて考察する。

　財産犯の特殊問題
　不法原因給付と財産犯の成否、および行為者が相手方に対して財産上の権利を有する場合に、その権利
を実現するために窃取、強取、詐取（騙取）、喝取の方法を用
ついて考察する。

いたとき、それが財産犯を構成するのかに

　総論における「危険」概念との関連、
中間説ないし折衷説、重要部分燃焼説とその批判、一部損壊説とその批判などについて考察する。

　詐欺罪
　詐欺罪と財産上の損害、誤振込と詐欺罪、クレジットカード不正使用、２項詐欺における処分行為と利
得との関係について考察する。

　文書偽造罪

　放火罪

　文書偽造罪の保護法益、制度としての文書、証拠犯罪としての文書偽造罪、有形偽造と無形偽造、形式
主義と実質主義、名義人の概念、代理名義の冒用と文書偽造罪、写真コピーと文書偽造罪などについて考
察する。

　賄賂罪
　賄賂罪の保護法益などの基本的事項や、「職務行為」・「職務権限」、「職務密接関連行為」の意義、対価
関係と賄賂性に関する問題などを検討する。

　定期試験
＜教科書＞
特に指定しない
＜参考書＞
西田典之・山口厚・佐伯仁志編 『刑法判例百選Ⅰ　総論［第７版］』（有斐閣、2014年）
　　　　　　同   『刑法判例百選Ⅱ   各論［第７版］』（有斐閣、2014年）

　窃盗罪・強盗罪

　正犯・共犯論
　「一部実行の全部責任」の原則、犯罪共同説と行為共同説、過失の共同正犯、共謀共同正犯の現況、共
犯の従属性と独立性、間接正犯の正犯性、教唆犯の故意、共犯と身分などについて考察する。

　未遂犯
　「実行行為」概念、折衷的相当説と行為無価値論、中止行為の意義と任意性、既遂犯と中止犯規定・予
備の中止、不能犯論と未遂犯論との関係などについて考察する。

　違法性の認識と違法性の錯誤
　故意説と責任説の対立のもつ意味、故意説と道義的責任論、責任説の台頭と厳格故意説からの批判など
について考察する。



− 154 −

■講義内容■

■シラバス■

＜科目のねらい＞

＜科目の内容＞
　法の解釈

　類推解釈と拡張解釈の限界が問題となった事例を取り上げ，刑罰法規の解釈の在り方について議論する。
　目的犯

　目的犯の目的の解釈が問題となった事例を取り上げ，目的犯の意義・類型等について議論する。
　予備と未遂

　予備か未遂かが問題となった事例を取り上げ，実行の着手についての理解を深める。
　因果関係

　因果関係論の状況を概観した上，因果関係の錯誤（早すぎた結果の発生）が問題となった事例等を取り
上げ，因果関係についての理解を深める。

　不能犯・承継的共犯
　特殊詐欺の成否が問題となった事例を取り上げ，不能犯や承継的共犯について議論する。

刑法特別演習
（刑法特別演習Ⅰ） 福　崎　伸一郎 2 必 前期 2

＜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６０～１８０分程度，復習９０分

　最新の刑事裁判の現場に現れた実体法上の現代的問題を含む事例を取り上げ，受講者と共に，事案に
応じた解決を自ら検討するなど，掘り下げた議論を行う。これにより，刑事実体法の問題点に関する判
例理論の意義・根拠などの理解を深め，実務に役立つ応用力を身に着けさせる。

　受講者が刑事実体法について基本的な知識・理解を有していることを前提として，受講者と共に，最
新の刑事裁判の現場に現れた実体法上の現代的問題を含む事例について，事案に応じた解決を自ら検討
するなど掘り下げた議論を行うことにより，刑事実体法の問題点に関する判例理論の意義・根拠などの
理解をより深いものにし，汎用性のある応用力をつちかうことを目的とする。

科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

　共謀共同正犯や過失犯の共同正犯の成否が問題となった事例を取り上げ，共同正犯をめぐる最近の論点
について議論する。

　科刑上一罪
　観念的競合や牽連犯に関する基本的判例の理解を前提に，罪数関係が問題となった近時の事例を取り上
げ，罪数論についての理解を深める。

　不動産侵奪罪の成立が問題となった事例を取り上げ，同罪の要件等について議論する。

　横領と背任
　横領罪や背任罪の成立が問題となった事例を取り上げ，これらの犯罪をめぐる諸問題について議論する。

　略取誘拐

　不動産侵奪

　親権者による略取罪の成否が問題となった事例を取り上げ，共同親権者等による子の略取誘拐について
議論する。

　一部執行猶予
　一部執行猶予と刑の変更の関係が問題になった事例を取り上げ，一部執行猶予の趣旨，その要件，上訴
審における不利益変更の禁止問題など，一部執行猶予をめぐる諸問題について理解を深める。

　定期試験
＜教科書＞
特に指定しないが，各回で取り上げる判例を事前に知らせる。
＜参考書＞
特に指定しないが，適宜，各回で取り上げる判例の解説を参照するのが望ましい。

   

　共同正犯

　共罰的事後行為
　　共罰的事後行為の犯罪としての成否が問題となった事例を取り上げ，共罰的事後行為をめぐる問題点に
ついて議論する。

　責任能力
　統合失調症の幻覚妄想下の犯行について責任能力が問題になった事例等を取り上げ，責任能力やその判
断の在り方についての理解を深める。

　正当防衛
　侵害の急迫性の判断枠組みが示された事例等を取り上げ，正当防衛の要件について検討する。
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　共謀共同正犯や過失犯の共同正犯の成否が問題となった事例を取り上げ，共同正犯をめぐる最近の論点
について議論する。

　科刑上一罪
　観念的競合や牽連犯に関する基本的判例の理解を前提に，罪数関係が問題となった近時の事例を取り上
げ，罪数論についての理解を深める。

　不動産侵奪罪の成立が問題となった事例を取り上げ，同罪の要件等について議論する。

　横領と背任
　横領罪や背任罪の成立が問題となった事例を取り上げ，これらの犯罪をめぐる諸問題について議論する。

　略取誘拐

　不動産侵奪

　親権者による略取罪の成否が問題となった事例を取り上げ，共同親権者等による子の略取誘拐について
議論する。

　一部執行猶予
　一部執行猶予と刑の変更の関係が問題になった事例を取り上げ，一部執行猶予の趣旨，その要件，上訴
審における不利益変更の禁止問題など，一部執行猶予をめぐる諸問題について理解を深める。

　定期試験
＜教科書＞
特に指定しないが，各回で取り上げる判例を事前に知らせる。
＜参考書＞
特に指定しないが，適宜，各回で取り上げる判例の解説を参照するのが望ましい。

   

　共同正犯

　共罰的事後行為
　　共罰的事後行為の犯罪としての成否が問題となった事例を取り上げ，共罰的事後行為をめぐる問題点に
ついて議論する。

　責任能力
　統合失調症の幻覚妄想下の犯行について責任能力が問題になった事例等を取り上げ，責任能力やその判
断の在り方についての理解を深める。

　正当防衛
　侵害の急迫性の判断枠組みが示された事例等を取り上げ，正当防衛の要件について検討する。



− 156 −

■講義内容■

　 2 年次後期開講の刑法の演習科目である。 2 年次前期開講の刑法特別演習Ⅰにより刑法演習の基礎が習
得されていることを前提として、刑法総論・各論の理解をさらに深めるべく、より詳細高度な考察・検討・
討論をおこなう。
■シラバス■

＜科目のねらい＞
　受講者は、すでに 2 年次前期の刑法特別演習Ⅰにより、刑法における重要論点やそれに関するリーディ
ングケースとなる基本判例を学習しているはずである。本演習は、それを踏まえ、できるだけ最新の判例
を素材としつつ、刑法総論・各論につき、各論点の個別断片的・抽象的・表層的な理解を超えて、現実の
事件において、争点として登場してくる諸問題を多角的に考察し、関連問題も検討し、妥当な解決方法は
何かなどを考えながら、事案の分析・判断力を向上させ、刑法学における諸論点の意義・関係、判例や学
説の各見解の意図・論拠・射程などにつき、より深く、具体的・立体的で総合的な理解を促し、法曹とし
ての思考力を高めることを目的とする。

＜科目の内容＞
　因果関係

　判例事案を題材にして、条件関係につき、その意義、結果回避可能性の位置づけ等を考察し、さらに、
相当因果関係につき、第三者の行為の介入、被害者の行為の介入、結果的加重犯における因果関係等を考
察する。また、早すぎた結果惹起、遅すぎた結果惹起の問題も検討する。

　不作為犯
　判例事案を題材にして、作為義務の発生根拠を検討する。また、不作為による共犯の問題も考察する。

　実質的違法性
　判例事案を題材にして、実質的違法性の内容、違法性阻却原理、被害者の承諾、危険引受け、安楽死・
尊厳死などにつき検討する。

　正当防衛（1）
　判例事案を題材にして、「急迫性」「防衛意思」、さらに「積極的加害意思」「自招侵害」などにつき検討
する。

　正当防衛（2）、緊急避難
　判例事案を題材にして、「相当性・過剰性の判断基準」「質的過剰と量的過剰」「正当防衛の共謀と共犯」

「誤想過剰防衛」「緊急避難の要件」「自招危難」などにつき検討する。
　故意論、錯誤論

　判例事案を題材にして、故意に必要な認識内容、具体的事実の錯誤、抽象的事実の錯誤、違法性の錯誤
などにつき検討する。

科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

刑法特別演習Ⅱ 臼　木　　豊 2 必 前期・後期 2

＜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
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につき、任意性の意義・認定などを考察する。
　共犯（1）　共犯の処罰根拠、共犯の従属性

　判例事案を題材にして、共犯の処罰根拠、共犯の因果性の意義、共犯の罪名従属性・実行従属性・要素
従属性、などの諸問題を検討する。

　共犯（2）　共犯の諸問題、正犯と共犯
　判例事案を題材にして、共犯と身分、必要的共犯、片面的共犯、承継的共犯、共犯関係からの離脱、過
失の共同正犯、間接正犯、共謀共同正犯、などにつき検討する。

　窃盗罪・強盗罪
　判例事案を題材にして、窃盗罪につき、保護法益としての本権説と占有説の意義、占有の判断、不法領
得意思などの問題を考察する。また、強盗罪につき、反抗抑圧後の領得意思、 2 項強盗の成立要件、事後
強盗の要件、事後強盗と共犯、などの問題を検討する。

　恐喝罪・詐欺罪
　判例事案を題材にして、権利行使と恐喝、誤振込、三角詐欺、クレジットカードの不正使用など、恐喝・
詐欺に関わる諸問題を検討する。

　偽造罪
　判例事案を題材にして、主に文書偽造罪につき、その要件を検討する。偽造の意義、コピーと文書偽造、
名義の冒用の意義、虚偽公文書作成罪の間接正犯などにつき考察する。

　賄賂罪
　判例事案を題材にして、賄賂罪の諸問題を考察する。賄賂罪の保護法益・罪質、一般的職務権限論、密
接関連行為論などを検討し、さらに、転職と賄賂の問題などを扱う。

　定期試験
＜教科書＞
町野朔・丸山雅夫・山本輝之（編）
困難となりつつあるようなので、他の本を使う可能性もある。詳細は授業初回で知らせる。

『プロセス演習　刑法』（信山社、2009年）※ただし、同書は現在入手

＜参考書＞
（1）　西田典之・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）
（2）　西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『別冊ジュリスト　刑法判例百選Ⅱ　各論［第７版］』（有斐閣、2014年）
（3）　　 西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『ジュリスト増刊　刑法の争点』（有斐閣、2007年）
（4）　その他、毎回の授業に際して指示する文献

　未遂犯
　判例事案を題材にして、「実行の着手」「不能犯」を検討し、刑法的な危険判断を検討する。また、「中止犯」

　過失犯
　判例事案を題材にして、過失の意義・位置づけ、「予見可能性」「信頼の原則」「許された危険」などを検討し、
さらに「管理・監督過失」の問題を考察する。
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