
スウェーデンにおける共犯論　　155

1　一般原則：関与類型と，他人の行為について
刑事的責任を帰する一般的な論拠　　　

1 . 1 　イントロダクション
　スウェーデン（刑）法は，ふたつの関与類型を区別する。ふたつの類型とい
うのは，正犯としての行為と，共犯を通じて犯罪を促進する行為である。共犯
についての法は，正犯あるいは実行行為者の意味を明らかにする一般的な規
則・原則としてのみ理解されうる。
　一般的に，正犯とは，特定の罪について不可欠の実行者（謀殺において殺し
た者，窃盗において盗んだ者など）を言い，一方，共犯とは，その行為は犯罪
の定義にあてはまらないが，その行為によって，いろいろな意味で正犯者の行
為を促進する者を言う。
　次のことも認められなければならない。すなわち，特定の罪について不可欠
の実行者は，ただ単に，彼もしくは彼女自身の手で罪を犯すという場合だけで
なく，他人が罪を犯すことの原因となる者も含まれる（それは，他人を，ただ
の道具として利用する者である）。
　また，次のことも認められねばならない。すなわち，正犯者が一人で犯罪を
成し遂げるという要求は，必要ではない，ということである。スウェーデン法

　講　　演

スウェーデンにおける共犯論＊

 ペッター・アスプ
 田川靖紘 （訳）

＊　本講演は，2014年 3月 7日に早稲田大学において比較法研究所主催の公開講
演会として開催されたものである。この講演の内容は，ペッター・アスプ教授と
マグヌス・ウルヴァング教授との共著である，“Sweden, Participation in Crime : 
Domestic and Comparatine Perspectine, Edited by Alan Reed, Michael 
Bohlander, Ashgate, 2013.” に基づいている。



156　　比較法学 49巻 1号

によれば，他人と一緒に犯罪を開始しても，正犯とすることができる。それぞ
れの共犯者が，罪について不可欠な行為を成し遂げさえすれば，二人以上の者
が正犯（共同実行者）となりうる。
　二人以上の者は，次の場合においても，正犯とみなすことができる。すなわ
ち，共通の意図を有して行為している場合なのであるが，これにはいささか異
なる考慮が必要である。次の例を考えてみよう。強盗の事例において，甲は被
害者を脅し，乙は被害者から財布を奪い，丙が強盗の現場で見張りをしたとい
う場合である。
　スウェーデン刑法典の23章4条における共犯規定は，個人の責任を問う可能
性を次の場合に広げている。それは，現に「行為を行った者」のみならず（上
述のような場合），「助言や行為によって促進した者」も責任を問われうるとい
うことである。
　条文は，次のとおりである。

第 4条
　この法律において定める刑罰は，当該行為を行った者のみならず，助言や行
為によって促進した者にも科される。他の法例もしくは法定の方法の下で，禁
固刑によって処罰可能な行為にも，同様に適用する。
　実行者とみなされない者が，他人を犯罪に関与するよう誘引したのであれ
ば，犯罪の教唆の刑に，その他の方法によれば幇助の刑に処される。
　それぞれの共犯者は，彼に帰すこのとのできる故意または過失によって判断
される。
　責任者，債務者，特別な身分にある者の行為に対して，法において定義され
た刑罰は，前記の者の行為の共犯者にも課される。
　本条の規定は，法が特別の事例を規定している場合，適用されない。

　スウェーデン刑法典において，共犯の責任は，一般的に，犯罪の要件を満た
すあらゆる行為に適用でき，同様に，実行者が禁固刑で処されうる，刑法典以
外で禁止された行為についても適用できる（言いかえるなら，罰金でしか処罰
できない刑法典以外の罪については適用できない。）。
　基本的に，共犯理論について，考慮されなければならない 3つのテーマがあ
る。
　 1： 関与可能な行為が存在しなければならない（共犯対象）
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　 2： 共犯者は，主たる行為を促進しなければならない。
　 3： 共犯者は，故意または過失をもって行為（あるいは犯罪の促進）をした

のでなければならない。

1 . 2 　共犯対象
　第一に，共犯の責任は，共犯者が関与できる対象を前提としている。スウェ
ーデンの法理論において，これは，通常，共犯対象（あるいは客観的意味での
罪）と言われている。どのように共犯対象が解釈されるのかを理解するため
に，スウェーデン法における犯罪の概念の基本的な理解を共有したい。
　基本的に，スウェーデン法における犯罪の構造は，以下のように表されう
る。

A．違法な行為
　Ⅰ．犯罪とする作為・不作為；実行者は，法に示された犯罪の定義に該当す
る行為を行ったのでなければならない。それは，以下のいずれかによるだろ
う。
　　a）一定の犯罪（謀殺，脅迫，窃盗など）に相当する行為
　　b）犯罪に等しい，未遂，予備，共謀など
　　c）共犯の行為
　Ⅱ．行為が正当化されないのでなければならない；正当化の抗弁が妥当しな
い状態でなければならない。（たとえば，正当防衛，緊急行為，同意など）は
行為を適法とする。

B．違法な行為の個人の責任
　Ⅰ．責任要素；正犯は，故意，または，犯罪の規定に従い明白に処罰される
過失で行為に関与したのでなければならない。
　Ⅱ．免責の抗弁を有していないのでなければならない（たとえば免責される
法律の錯誤）。

　一般的な規則として，共犯，いいかえるなら共犯者としての責任は，正犯が
犯罪のすべてに関与したことを前提としていないが，少なくとも，違法な行
為，言いかえるなら，上述の AⅠと AⅡの要求を満たす行為を必要とすると言
われる。
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　共犯対象を作り出すために，正犯は違法な行為をなさなければならないとい
う規範は，まったく例外のないものではない。限定的な範囲で，共犯対象を構
築した場合に，幇助者あるいは教唆者から，特定の事情の移転あるいは獲得を
許される。
　例えば，もし，自由契約の帳簿係が，簿記犯罪にかかわる行為をなしたら，
このことは，それ自体，犯罪と等しいものではない。簿記係は，彼のために帳
簿をつける義務がないからである。
　しかし，もし，帳簿係が，職責を有する法人あるいは会社（言いかえるな
ら，その行為を唆した者）の利益上の行為を行ったのなら，帳簿の義務は，そ
の法人から移るかもしれない。帳簿係によってなされた行為とこの職責をあわ
せるなら，我々は，簿記犯罪の要件を満たす行為を獲得するのである。
　幇助者や教唆者から事情を転嫁する可能性は，実務では滅多に使われること
がなく，その重要性は，以下の時にある。（a）特定身分を有する者によって行
われうる犯罪（もし，この身分を幇助や教唆が有していて，正犯が有していな
かったら，正犯に転嫁されうる），（b）目的を必要とする犯罪（もし，この意
図を幇助者や教唆者が有していて，正犯者が有していなかったら，この要件
は，正犯に転嫁されうる）。
　しかしながら，正犯も個人の責任の要件（言いかえるなら Bの要件）を満
たすかどうかは，共犯者の責任にとって重要ではない。このことは，共犯者の
責任が，完成した犯罪に対して従属的であるということではなく，ただ正犯に
よってなされた違法な行為（共犯対象）にだけ従属的であることを意味する。
以下の例を考えてみよう。

例 1．甲は，危険な暴力を用いた乙に攻撃された。この状況で，もし，そばに
いた丙が銃を甲に手渡し，甲が防衛のために乙に対して銃を使用した場合，甲
の行為は正当防衛の規定に従って，正当化されるかもしれない。もし，そうで
あるなら，甲は違法な行為に関与したのではない。したがって，共犯対象は存
在しない，言いかえるなら，丙が共犯者とされうることはない。丙は違法な行
為を促進した責任があるとは判断されえない。
　しかしながら，甲が正当化されない範囲で武力を行使したなら，その行為は
正当化されないであろう。したがって，甲は違法な行為に関与したのであり，
そうすると，丙は共犯者となりうるのである。これは，甲が BⅠと BⅡの要件
を充たしたこととは無関係に適用される。
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　法が，「行為」の促進について言及する場合，抽象的な条文を参照するので
はなく，現実に起こった具体的な事件を参照する。どのように行為が分類され
るかは，どのように二次的共犯者の責任が分析されるかに対して，決定的では
ない。
　ごくまれに，ある違法な行為は，異なる罪に包括されうる。異なる罪という
のは，多数の罪が相互に重なり合うという事実によって説明される（たとえ
ば，立法者が，異なる罪の要件をともなう類似の行為を，別の罪として犯罪と
した等の事実によって）。
　例として，上述のシナリオを考えることができる。もし，甲が乙を射撃によ
って殺害したら（乙死亡の原因），彼はいくつかの異なる違法な行為，例えば，
謀殺と非故意殺（いずれの罪も同じ悪しき行為で，他者の死の原因となった），
さらには暴行罪（身体の侵害による）に関与したことになる。
　この段階では，言いかえるなら，共犯対象が構築された時点では，規定や二
重の非難を無視する，これは，共犯対象が，包括されうる行為下の（たとえ
ば，謀殺と同様に，非故意殺，暴行）あらゆる罪を含意することを意味する。
それぞれの共犯者は，彼らの責めに帰すべき責任によって，判断される。共犯
対象は，すべての共犯者のために，依然として同じ状態のままである。
　共犯者の行為は，それ自体，共犯対象を構成できる（もし，正当化されない
のであれば。）。したがって，共犯者は共犯の鎖をつくりだすことができる（た
とえば，謀殺を幇助する者を幇助すること，偽造の幇助を教唆することなど）。
しかし，すべての鎖は，特定の具体的な罪あるいは最初の場面での当初の罪
（主要な共犯対象は，正犯によって作り出される。）から始まらなければ，ある
いは（もし，反対の観点からみるなら）終わらなければならない。

1 . 3 　共犯対象の「促進」
　共犯者の行為は，「共犯対象を促進すること」と記述することができる。刑
罰は，行為（言いかえるなら，共犯対象）に関与した者だけでなく，助言や行
動によって行為を促進した者にも科されるべきであるとする，23章 4条から
も，これがわかる。
　これは，実質的には，いくつかの援助の類型から成り立ちうる。これは，物
理的援助（物を運ぶのを手伝う）あるいは心理的援助（激励あるいは助言）で
ある。援助は，犯罪の進展やその時に罪を犯すことをもたらしうる。しかしな
がら，出来事の後になって援助を与えたにすぎない者には，共犯の責任がある
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とはいえない。
　基本的に，（狭義の）共犯者には， 2つの異なる責任のタイプがある。教唆
の責任と，犯罪の幇助（激励，あるいは，他のやり方で援助）の責任である。
法は，正犯が行為に関与することを「誘引した」者（教唆犯）と，単に共犯対
象を促進した者（幇助犯）とを区別する。
　促進する要素は，他人を，罪を犯す気にさせた時に充足される。教唆の責任
は，ある者が，他人に，罪を犯す任務を明白に与えた場合のみならず，そのほ
かの方法で，罪を犯すことの原因となった場合（彼または彼女が，躊躇して，
罪を犯すかどうか決められない状況で，正犯を激励する場合）にも及ぶ。正犯
の認識がなかった場合，スウェーデンの裁判所は，おそらく，たとえ共犯対象
について因果的であるとしても，その行為を援助（assistance）に分類したい
と思うであろう。
　援助の場合，共犯者が実際に罪を犯すのをより容易にした場合のみならず，
共犯者が，単に正犯に激励を与えただけ，あるいは，犯罪計画に誘い込んで，
彼または彼女を強化しただけの場合，例えば，見当違いのことや誤解を招くよ
うなことに至る，単なる激励あるいは助言を与えた場合にも，要件が充足され
る。
　一般的に用いられる表現によれば，（狭義の）共犯者が，罪を犯す「彼また
は彼女の故意を強化した」なら，それで十分なのである。そのような行為が，
共犯対象に関する原因であるなら，それは教唆と分類されるであろうし，この
状況が見られないのであれば（サポートすることで，正犯は単により快適であ
ると感じただけのような場合），よりふさわしい分類は，幇助である。
　ある者が，下手な方法で手伝った場合，そして，罪を犯すことがより困難に
なった場合，行為の「促進」があったか考慮される。ある者の手伝いが不必要
なものであった場合（その状況下で通行人の見張りをしたが，通行人がなかっ
た場合）は行為を「促進」するのかも同様に考えられる。
　最小限の要件を要求する見解は，これをかなり低く設定する。ある最高裁の
決定では，被告人は，暴行の間，実行者のコートを持っていたという事実によ
って，暴行の幇助の刑に処された。
　正犯を教唆する者と幇助する者のカテゴリーを加えるなら，最終的に3つの
異なるカテゴリーを含むシステムとなる。

正犯者： （行為の解釈と法の要件（を考慮した）結果）実際に違法な行為をな
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し，それによって共犯対象を作り出した者である。（違法な行為とは，
条文に該当する，正当化されない行為）

教唆者：ただ提案するのではなく，共犯対象を犯すことを誘引した者。
幇助者：そのほかの方法で共犯対象を促進する者。

1 . 4 　主観的要素
　スウェーデン刑法典の23章 4条 3項によれば，「それぞれの共犯者は，彼に
帰すことのできる故意または過失によって判断されるべきである」とされる。
これは，正犯と（狭義の）共犯の結論は，責任のレベルに応じて異なり得るこ
とを意味する。
　もう一度，上述の例 1を使うが，今回は，甲の行為が正当化されないと想定
してみよう。そうすると，甲（正犯）は乙を，殺すことが正当化されない状況
で殺し，何者かが，正犯に銃を渡すことで行為を「促進した」というケースと
なる。このようなケースで，正犯は，とりわけ謀殺，他人の死をもたらすこと
（過失致死），暴行を含む，共犯対象を作り出したことになろう。
　正犯と幇助者の責任は，個人の主観的要素に依存するだろう。もし正犯が殺
すことについて故意を有したが，幇助者はその考慮においては（丙は，正犯は
乙を怪我させるだけであろうとみなしていたかもしれないという意味で）過失
であったなら，正犯（甲）は，謀殺の判決を受けることになるだろうし，幇助
者（丙）は，他人の死をもたらすことと，暴行の幇助の判決を受けることにな
ろう。
　別の可能性として，甲が無罪となる（甲は乙と単純に遊んでいただけであ
り，銃も本物ではないと考えていて，この失敗には過失さえ考えられない）一
方，丙は完全に意識して甲に本物の銃を渡しており，謀殺の共犯者としての責
任があるという結果もあるだろう。
　そうすると，犯罪の援助か教唆かという判断がありうるが，このケースの場
合，誰も正犯としての判決を受けないことになる。そのようなケースでは，C

が正犯としての判決を受ける可能性もあるかもしれないが，共犯の法を用いる
なら，もともとありうる（形式的には正しい）ことである。

1 . 5 　再ラベリング─最終調整
　上述のスウェーデン法の説明では，誰が正犯なのかと，誰が教唆犯・幇助犯
なのかを区別する。このカテゴリーの基本的な違いは，前者は，特定の犯罪
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（謀殺，窃盗など）の主たる責任を負わされうる，言いかえれば，彼らの行為
は条文の範囲内にあてはまる一方，後者は，刑法典の23章 4条における共犯の
条文の仲介なしには，責任を負わされえないという点にある。
　しかしながら，スウェーデン法は，最終の過程において調整と説明されう
る，再ラベリングをも許容している。この手続きのもと，正犯者（特定の犯罪
の要件を実際に充足した者）は，最終的に教唆者あるいは幇助者と示されるか
もしれない（もっともふさわしいいずれかによる）。そして，「単に」教唆者や
幇助者とされた者（この人は，特定の犯罪の要件を満たしてはいないが，23章
4条によって責任があるとされた者）が，最終的に正犯者とされるかもしれな
い。
　裁判所は，このように，（教唆者や幇助者を正犯として示して）広げること
も，（正犯者を教唆者や幇助者として示して）縮小させることも，あるいは，
共犯者間で役割を転換する（同時に両方のことをする）こともできる。
　このような，共犯者間の役割を再提示する可能性は，法的論評の中で非難さ
れ，そして，1996年には，政府の立法研究機関は，廃止されるべきであること
を提案した。立法者は，着手したが，しかしながら，規定を変えないことを選
択した。再ラベリングの可能性の背後にある，シンプルな発想は，特定の事件
の一般的理解にふさわしい，理由ある結論に至るために，柔軟さを許容するこ
とにある。

2．共同正犯

　23章 4条は，一人以上の者が犯罪に共同して関与できることと，準備作業
が，共同の企ての中で，どのように，そして，いつそれぞれの実行者を正犯と
して見ることが可能となるのかについて明らかにしていない。
　それにもかかわらず，スウェーデン法においても，そして，他の正犯者と協
力して複数の正犯者を必要とする犯罪についても，共同実行は可能である。例
えば，騒擾や反乱の罪を犯すことは，「多数の人々」あるいは「成員の集まり」
がともに行うことを前提としている。そのような共通の企てによって行為する
者は，正犯として示される。
　これは，共犯者を意味しないというよりも，共同の違法な企てによって行為
することが正犯と分類されうるのである。
　共同犯罪計画において，共同実行者として不可欠の責任を有するための要件
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は，幾分厳格である。
　人々が一緒に行為して，犯罪構成要件を充足したとき，関係している共犯者
たちが正犯として行為したのか，共犯として行為したのか，しばしば不明確で
ある。これは，すべての共犯者が，様々な効果で犯罪完成に関与しているから
である。以下の 2つのシナリオについて考えてみよう。

例 2： 4人（甲乙丙丁）が，一緒に銀行強盗をすることを決定した。前もっ
て，彼らは，犯罪において実行される任務を割り当てる。甲は車を運転し，銀
行の外で待機する。乙はエントランスにいて，仲間が銀行に入るのを助け，そ
して，金を運び出した後の退避ルートを確保する。丙と丁はオフィスに侵入し
て，丙は事務員に銃を向ける。そして，丁は事務員を脅して金を要求する。丙
と丁はその後，銀行の外に金を運ぶ。

例 3：さらに進んで，甲乙丙丁は，強盗を犯した後，警察に追われることとな
ったと仮定する。彼らは全員，自動けん銃で武装している。彼らは，強盗を果
たす前から，もし必要であれば，逃げるために警官にけん銃を発射するであろ
うことを決めていた。しばらくして，乗り物が止められ，彼らは降りてきて銃
を発射した。 2人の警官が殺された。後になって判明したのだが，死亡の原因
となった銃撃は，同一の武器からのものであったが，だれの武器であるか判明
しなかった。

　これらの例は，次のことを示している。すなわち，共同実行は，共犯者が犯
罪構成要件を充足するために必要なことの一部にのみ寄与したという状況に，
時おり影響を与えうる（例 2）。
　だが一方，別のケースでは，すべての共犯者が条文上の罪を充足するのに必
要な典型的な行為を行っている（例 3）。そして，それゆえに，だれが結果の
実際の原因かは，しばしば重要ではないと考えられている。
　全員が，犯罪構成要件（「人の命を奪うこと」と「暴力を用いて他人から盗
むこと」）を充足するのに不可欠の行為を行ったのではないにもかかわらず，
それでも，すべての実行者（甲～丁）は，銀行強盗と警官の謀殺の正犯として
有罪を宣告されうる。
　理論における，支配的な見解によれば，共同実行者は，その企てに参加した
共犯者が，条文上の罪の要素を一緒に充足したといわれうる限りにおいて，正
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犯と呼ばれうるという。「一緒に」行為することは，実際的には以下のことと
同じである。すなわち，いくつかのタイプの相互の認識や共通の目的を前提
に，「協力して」何かを行うことと同じなのである。したがって，もし，一人
以上の正犯が行為の要件を充たしえたなら，と条文を解釈することもできるの
である。
　論理的に，「何かを一緒にすること」は，「（単に）誰かの行為を促進するこ
と」以上の何かであるべきである。さもなければ，共犯から正犯を区別するこ
とに理由がなくなってしまう。共同実行（正犯）の範囲を言葉で描写すること
は，「相互」の概念を分析しなければならないし，「協力して」何かを行うこと
が，何を意味するのかも分析しなければならない。
　スウェーデン法において，これらの概念の明らかな定義は存在しなかった。
法は，裁判所が，─少なくとも，特別な状況では─いくぶん自由なやり方で，
共犯者の役割の法的な説明を表現することを許容していて，うわべは正犯と共
犯との無駄に厳格な区分を作っているのである。
　それにもかかわらず，スウェーデンの理論によれば，（共同の企ての中で）
だれが正犯に見られうるのか，だれが単なる共犯者なのか，まずは物質的
（material）な定義を適用することによって決めることが必要だという。これ
は，主に，共犯対象を作った者が正犯であり，したがって，共犯についての責
任の構造を決定しているからである。
　そのうえ，「協力して」何かをすることは，以下のことを暗に意味する。す
なわち，「相互に」引き受けられた行為と関係する共犯者間の相互の認識が存
在しなければならない。ある者が，自身としては罪の半分を犯し，だが一方
で，他者が残りの部分を犯した場合（たとえば，甲が乙を殴って，気絶させた
まま彼女を放置し，その時，丙が後からきて，彼女を強姦するために乙の状況
を利用した）に，それ（相互の認識）は不十分である。したがって，それぞれ
の共同実行者は，相互に，別の実行者の行為を促進していなければならない。
一方，そのような記述は，「別の正犯の行為を促進すること」が共犯であるこ
との定義でもある以上，大した定義を提供することにならない。
　どのように共同実行が区別されうるかの手引きは，刑法理論と，判例法やケ
ースローの判断を通じて提供されるのである。

（ 1）上述の，責任の程度を特徴づけることは，常に，条文解釈の問題である。
最小限の要件として，関与者は，条文の行為要件を充足する何かをしなければ



スウェーデンにおける共犯論　　165

ならない。ある者の行為が，犯罪の範囲内にあてはまるといえるかどうかは，
どのような種類の行為要求（法律要件）が条文上の罪を引き起こすのかにかか
っている。共同実行は，すべての共犯者が，条文上の要素を充たす遂行に関与
することを必要とするが，すべての者がすべてのことをしなければならないと
はされない。
　犯罪が単純な場合には，共同実行の成立もいくぶん容易になりうる。もし二
人の者が，例えば何者かを暴行したら，被害者を殴るという攻撃を誰が加えた
かは，両者が，「他人に，身体傷害，病気，痛みという苦痛を与えた」といい
うるかぎり，重要なことではない。上述の例 3の状況でも，同様にあてはま
る。警官を殺害した甲乙丙丁の弾丸いずれなのかということは，彼らが全員
「警官を殺すこと」という共通の企てをもっていたと認められる限り，全く問
題にならないのである。
　銀行強盗の例にしたとき，実行者丙丁は，「暴力を加えること，差し迫った
危険を含む脅迫によって盗んだ」ということが明らかである。丙が銀行の事務
員を脅し，丁が金を奪う，あるいはそれが逆であろうとも，それは直接に関係
ない。
　車にいた甲，入り口のドアにいた乙については，「暴力を加えて盗んだ」か
どうか，なお疑問の余地がある。裁判所は，それが実行者（正犯）としての共
犯者を意味するか否かが証明されているかどうかを，判断しなければならない
だろう。
　それぞれの実行者が，出来事の連鎖─例えば，計画の中，そして，その後に
犯罪を実行する中─でどのような影響を持ったか，同様に，犯罪の場面で，同
時に行動するのかバラバラに行動するのかということは，共犯者に（犯罪にお
ける）役割が示されるとき，重要であろう。

（ 2）共同実行の責任は，さらに以下のことを要求する。すなわち，すべての
行為主体が，一般的な（刑法上の）責任要件を充たすことを要求するのであ
る。したがって，共同の企てに関与している者は，要求される故意（あるい
は，無謀が記述された罪について処罰されるケースでは，無謀）で行為したの
でなければならない。
　共同実行は，さらに以下のことを要求する。すなわち，共犯者は，他人の行
為の確かな相互の認識をもって行為したのでなければならないということを要
求する。「共同して」犯罪に関与することは，したがって，行為をなす根拠と



166　　比較法学 49巻 1号

なる共通の意図（コンセンサス）を達成したことを前提とする。
　共犯者が，あらかじめ作られた計画を有していたかどうか，あるいは，彼ら
が，明確にそしてはっきりと協議しているか，あるいは，事前にもしくは行為
の最中に，お互い助言を求めているか，ということは重要ではない。そうでは
なくて，共に行為するという相互の意図の暗黙の了解で，十分なのである。
　さらに，スウェーデン法は，時おり，たとえ自身が共犯対象を形成していな
くても，犯罪の背後にいる者を，直接に実行者（正犯）とみなすことができ
る，という方法で犯罪を説明する判断を許容するといわれている。
　我々が想起する状況は，次のようなものである。甲が犯罪構成要件を充足す
る行為をなし，しかし，乙は背後にいて，甲をそそのかし，甲によってなされ
た行為を支配し，計画したという場合である。
　甲が乙を無担保の手形を現金化するために銀行に送り，事務員がそれを現金
化したら，甲も乙も，詐欺の構成要件を充足したといわれうる。乙は故意に犯
罪に関与した（あるいは単に共犯対象を作った）かどうかは気にかけず，彼ら
は両者ともに，（だますことで，あるいは誤信の結果）手形を現金化するため
に事務員を誘引したと言われうるのである。
　例えば，無知の行為主体を媒介とする，間接的関与の学説上の概念を使用す
る必要はない。彼らは，両者ともに（直接の）共同実行者とみることができ
る。
　実際の行為の背後にいる主体─例えば単に他人をそそのかす者─，に関する
直接関与の概念を，どの範囲まで採用することができるのかについては，条文
の解釈，そして，この考え方がどこまで延長されるのかにかかっているのであ
る。

3．代理による正犯：無実の者の利用と，
実行者の背後の実行者 　　　　

　「無罪の行為主体」についての概念は，その意味を，間接的実行の概念に見
出すことができる。無罪の行為主体という概念は，上述の，共同の企ての考え
方と密接に関係する。共犯者を「無罪の主体」として見ることは，たとえ，彼
の行為が犯罪の客観的要件を充たしているとしても，ほかの誰かに責任がある
かもしれないという可能性を除外しない。
　無罪の行為主体の理論の基本的な考えは，犯罪の客観的要素の要件を充た
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す，すべての行動をなした者が，単に，他人の犯罪の道具や機械として仕えた
時から，実行者として分類すべきではない，あるいはすべてのことについて非
難するべきではない，ということである。
　無罪の行為主体に必須のことは，当該の彼の行為の重大さに気づいていな
い，あるいは，彼が自発的に犯罪を開始していない（たとえば，強制，欺罔，
未熟さの悪用，社会的地位への従属など）ことである。
　悪しき行為を行う者を利用する背後の何者かによって，結果がアレンジされ
たのである。このような状況において，行為に関与したが，他人の支配下で行
為した者を非難することは，言うまでもなく正当化されない。同様に，背後者
を，犯罪の幇助犯，教唆犯として非難することも妥当ではないだろう。後者
は，常に他人を支配した者である。

例 4　こどもが窃盗をするように訓練した両親は，子どもが悪しき行為（窃
盗）を果たしたのであっても，窃盗の直接関与者とすることができる。両親
は，この子どもを道具として利用することで，悪しき行為の要件を充たした。
したがって，子どもは無罪になる。

例 5　もし甲が，丙の高価な磁器のコレクションを破壊するために，丙の本棚
に向かって乙をわざと突き飛ばしたなら，甲は，正犯とみなされるであろう。
乙は財産を破壊するために，強制によって，道具として用いられたにすぎない
のである。

　例の中の子どもや強制された者が，実際に犯罪に関与したかどうか，それと
も，単に共犯対象を成立するのに奉仕したのかどうかは無関係である。いずれ
の場合にも，背後者が実行者とみられるのであり，行為主体は，責任がないと
される。
　行為主体が，犯罪能力を欠いていることは要求されない。成人であっても，
もし彼らが悪しき行為を完成することについて知らない，あるいは理解してい
ないのであれば，「無罪」になりうる。

例 6　甲は，まさに税関を通過する前に，ドラッグ入りの小包を，事情を知ら
ない乙のポケットに差し入ることを前提とする。税関を通過し終わったあと
で，甲は，乙のポケットに手を差し入れ，小包を取り戻す。このとき，甲は直
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接の実行者とみられるであろうし，乙は無罪の行為主体であろう。

　もし，行為主体が，能力も理解（故意）も欠け落ちていないとすれば，彼が
無罪の行為主体と分類されることはありえない。唯一の例外は，必要的共犯，
言いかえるなら，条文によれば，他の共犯者の参加が必要な状況である。
　これ（例外）は，常に，犯罪の被害者あるいは，犯罪の背後にある保護され
た利益を代表する主体である。たとえば，堕胎に同意したある女性が，共犯と
いう方法で，堕胎を施す者によって実行される。それにもかかわらず，堕胎の
禁止は，このようなケースを含んで構成されないのである。スウェーデン法に
よれば，その女性は，同意していようと，違法な行為をするようそそのかして
いようと，被害者である。
　15歳以下の者が，年長者に自分との肉体関係をそそのかす場合も同じであ
る。「年少者の姦淫」という犯罪は，15歳以下の青少年を肉体関係から守る目
的で制定された。法の視点からすれば，その青少年は，彼もしくは彼女がこの
保護を放棄したかどうかとは無関係に，被害者なのである。したがって，この
青少年は，常に被害者とみなされ，「共同の違反者」とはみなされない。青少
年の自発性は，その行為を正当化しえないのである。

4．関与者のための刑を宣告する原則

　スウェーデン法における，全般的な刑を宣告する理論的根拠は，まさに砂漠
（不毛のところ）である。この点，犯罪者の非難は，有罪とするための犯罪行
為の深刻さとともに，厳格に，公平に釣り合ったものと考えられなければなら
ない。刑に処することは，したがって，回顧的な均整の原則と調和するように
なされねばならないし，犯罪の深刻さによって調整されなければならない（刑
の有用性）。
　この評価において，考慮すべきことは，行為の有害性と，犯罪者の個人的な
有責性のみである。それゆえ，共犯犯罪の刑は，しばしば，実行する者の刑よ
りも，いちじるしく寛大になりうる。
　正犯は，たいていほとんどの害の原因となる者であり，しばしば，犯罪を実
行したとみなされた者である。共犯は通常，害の原因からはより遠くにいて，
彼の故意は，彼自身の害の原因に焦点を合わせるよりむしろ，誰かの行為を促
進することに焦点を合わせているといわれている。
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　しかしながら，刑法典は，刑を宣告するに際し，実行者と共犯者との明確な
区別を設けていない。23章 4条によれば，すべての共犯者に，同じ刑罰（パラ
メーター）が適用できる。正犯と共犯は，同じ刑罰の物差しによって刑を宣告
される。そのうえ，23章 5条によれば，法は，言及する事例において，共犯者
の刑罰が軽くされうるという状態を促進している。立法者は，この文脈におい
ても，実行と共犯の違いを設けていない。以下，その規定を見てみる。

　強制，欺罔，あるいは，未熟さの悪用，無知，社会的地位への従属，重要で
ない限度で共犯者にさせられたなら，他に規定した各犯罪よりも軽い刑罰を科
すことができる。刑罰は，些細な事案には科されない。この規定は，共犯にお
いて，特定の身分者について規定された科刑の問題にも適用する。

　したがって，（狭義の）共犯は，責任や非難がより減少することを自動的に
意味するのではない。すでに明らかにしたように，教唆者は，時として「黒
幕」になり得るし，犯罪の背後で，影響力を操作し得るのであり，正犯は，た
だ，共犯の利益になるような道具にしかなりえないこともある。
　結果として，実行者と共犯者の双方は，もし，「他者の強い影響」を受けて
行為させられていたなら，あるいは，もし，彼らが「最小限」犯罪に関与して
いる（ほかの共犯者と比較して）と考えられるなら，宣告する刑を軽くでき
る。しかしながら，実務においては，ほとんどの場合，共犯者が減軽の利益を
得ている状態である。
　法は，ある者によって，強い影響を受け，支配されて関与した共犯者は，非
難に値しないことを明確にはっきりと述べている。同様に，他者に，強制，欺
罔，未熟さの悪用，理解の欠如と地位への従属によって犯罪をさせたことは，
刑罰評価を増す事情となる。それゆえ，そのような影響に支配された共犯者
は，減軽事情を抗弁しうるのである。ある者─正犯あるいは共犯─が，他者に
影響を及ぼしたら，すべての共犯者が減刑されうるべきであるのではない。
　減軽の二つ目の根拠，いいかえるなら「最小の関与」は，他の共犯者との比
較において，当該共犯者の行為が相対的に重要性を有していたかに焦点を置
く。この評価においては，量的，質的外観の両方が関係する。実行者の関与
は，犯罪の完成に必要であったけれど，もし，彼の行為が全体的に，ほかの者
よりも関与が少ないと考えられるなら，彼は依然として非難が減少する。
　一方で，主観的要素の要件は，実際の振る舞いの無意味さを否定し得る。た
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とえば，ある者が犯罪の計画の遂行に巨額の投資をしたら，たとえ関与者の行
為が犯罪の完成にとって，わずかな影響や不必要のものであっても，裁判所
は，減軽の提案はしそうにない。
　物理的な援助（道具や武器を供給する）や心理的な激励で犯罪を援助した場
合には，犯罪における関与が「最小の関与」を理由に，二次的共犯者に減軽が
提案される。
　例外的な状況下で，共犯者は免責されうるが，概して，以下のような場合に
なる。つまり，彼の犯罪への寄与が，（a）強い影響によって関与させられてい
たとき，（b）最小の重要性しか持たないとき，（c）犯罪が，ささいな罪であ
ると判断された状況である。
　教科書の事例は，共犯者の援助を気にかけないで，罪を犯すと決めた実行者
に対し，単に激励することによって，ある者の法律違反の行い（公共の場にあ
る噴水の中を裸で泳ぐ）を促進するというものであった。
　このような場合，激励が不法な行為なのか，すでに疑わしい。いいかえるな
ら，共犯対象の促進は，軽率（法律違反の行為を促進する指示）という一般要
件では十分ではない。こういった場合に，そのような犯罪の促進は，共犯者の
行為は法律で認められている，ささいなものであると判断されるであろう。

質疑応答

Q 1：スウェーデンの共犯体系は日本の共犯体系と似ているが，しかし，とり
わけ再ラベリング論は，スウェーデン刑法の特色であり，とてもフレキシブル
であるように思います。中国やイタリアの刑法に似ていると思います。質問が
2つあります。まず第 1に，共謀に関するルールはスウェーデン法にはありま
すか。第 2に， 6つの事例を示してくださいましたが，それはボーダーライン
の事例であると感じました。そこで，示してほしいのですが，先生の視点から
して極端に，とても広がった，正犯とした事例があれば教えてほしい。

A 1：コンスピラシーは，総論23章 2条に規定されているのですが，この規定
は，全ての犯罪に適用できるわけではなく，明確に記述された犯罪について適
用されます。例えば，謀殺の共謀，強盗の共謀は犯罪となります。
　 2点目については，まず，従犯とした事例として極端なものを示します。甲
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が乙に暴行を加えた場合に，丙が甲のコートを持っていました。これは甲の行
為を容易にするものでありますが，共犯成立の要件を満たし，丙を従犯とした
ケースが実際に最高裁においてありました。これはやりすぎでしょう。
　しかしながら，もし，丙が正犯になるとすれば，丙が，甲に対し乙を襲うよ
うに教唆し，それが襲撃の強い影響となった場合には，丙は正犯になりうるで
しょう。実際の事例としてあげるのは難しいですが，再ラベリング論を行うの
は，非常にハードです。丙が実行行為を行っている場合についてそれが重要な
影響を与えていないようなときは，従犯になりうるのだけれども，共同実行し
ている場合に再ラベリングをすることはないし，実務においても簡単に行うこ
とはないでしょう。

Q 2： 4条 1項は，行為を行った者，行為を促進した者，促進した者のなか
に，助言者がいる。そうだとすれば，教唆と幇助の区別が非常に難しいものと
思います。そうだとすれば，これはソフトな統一的正犯体系ではないでしょう
か，統一的正犯はスウェーデンでどのように考えられているのでしょうか。

A 2：再ラベリング論は，共犯対象から議論をスタートし，実行行為を行う者
が正犯であるという考えからスタートしています。しかし，もちろん，実行行
為者と幇助者と教唆者は区別されます。スタートの時点では，我々も，実行行
為者を基準にしています。デンマークは統一的正犯ですが，スウェーデンは統
一的正犯体系ではありません。

Q 3：スウェーデンにおける促進の内容をご教示ください。統一的正犯体系で
はないとすれば，共同正犯と従犯の因果関係に違いがあると思うのですが，共
犯について促進関係しかないので，どのように分かれているのでしょうか。
　また，そのことと関連して，促進の対象が，結果の促進なのか行為の促進な
のか，いずれでしょうか。

A 3：23章 4条の促進関係については，もし，共同実行しているのだとした
ら，彼らは直接の実行行為をしたということで正犯となるでしょう。たとえ
ば，銀行に押し入って，銀行から金員を奪ってきたというような場合，彼らは
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皆，強盗罪の条文によって強盗となります。そうすると，彼らは促進の要件を
充足する必要はありません。促進の要件は、実行者、共同実行者でない場合に
のみ妥当します。
　共犯という言葉について，広義の共犯と狭義の共犯の意味で用いているため
に，混乱が生じてしまったものと思います。
　促進関係というのは，犯行現場に佇立していた場合でも，また，襲うのを手
伝った場合でも認められるかなり包括的なものであり，因果性の対象が正犯結
果なのか，正犯行為なのかについては，両方であると考えられます。

Q 4：再ラベリングシステムを採用すると，従来の考えであれば共犯としての
責任しか負わないはずなのに，正犯とみなされる場合があるということになり
ます。そうすると，教唆者としては，自分は二次的責任しか追わないと考えて
いるにもかかわらず，実際には，正犯として一次的責任を負わされることとな
ってしまいます。このような考え方は，責任主義と両立しうるのでしょうか。

A 4：甲が乙を唆して，乙が丙に襲いかかったという場合，基本的には乙が実
行者として正犯となり，甲は教唆犯となります。しかしながら，乙が大変気の
弱い人間であった場合，乙は，本当は丙を殴りたくなどないにもかかわらず，
甲から強いプレッシャーをかけられて行為に及んでいたとすると，乙は甲によ
って利用されたのであり，甲こそが他人を利用した実行者として正犯となりま
す。その場合，責任主義の問題は生じないのではないでしょうか。


