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概　要
　犯罪が構成される多くの場合， 2人以上の者が犯罪の計画，手配および遂行
に関与する。ある犯罪のアクトゥス・レウス（actus reus）を充足した者が当
該犯罪の主たる実行犯（principal perpetrator）となる。主たる実行犯は，多く
の場合，その犯罪遂行を手助けし，また，奨励する共犯者を伴っており，共犯
者は，当該犯罪における従たる関与者（secondary parties）ないし従犯
（accessories）として知られている。刑法の共犯理論は，刑事犯罪において 2

人以上の者が共同して関与した場合の主要な指導原理を構成する。本稿は，主
としてニュージーランドの共犯に関する法律の主要部分についての議論に焦点
を当てる。共犯に関する実体法の分析に際しては，犯罪への関与についての
諸々の伝統的カテゴリーを区別するための実体的・手続的な理由の検討に加
え，関連する立法や司法判断において示されている共犯責任の主観的および客
観的要件の検討が含まれる。イングランドや他のコモン・ロー法域における有
力な諸見解にも言及することで，この問題に関する議論に有益な比較法的観点
を加味する。

正犯と共犯の区別
　刑法においては，しばしば，正犯（principals）と従たる関与者（secondary 

party），共犯（accomplices）ないし従犯（accessories）との区別について言及
される。以下に挙げるいくつかの理由により，従たる関与者から正犯を区別す
ることには重要な意味がある。
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（a）従たる関与者に求められる精神的要素は，正犯（principal offender）に求
められるそれとは多くの場合で異なっている。一般に，従犯には，特定の意図
（specific intent）ないし，場合によっては，厳格責任犯罪であっても主観的な
無謀さ（subjective recklessness）が求められる。

（b）従犯に対する有罪判決は，（正犯の有罪性までは要求されないけれども，）
正犯者に対する立証のあとになってはじめて可能となる。

（c）ある種の犯罪は，特定の身分に属する者のみによって犯されるが（例え
ば，近親相姦（1）），その身分に属さない者であっても，この種の犯罪の共犯と
なることがありうる。

（d）被告人が正犯なのか単なる従犯なのかが判然としない場合，正犯か従犯
のどちらかであるという心証を裁判所が形成し，正犯か従犯のいずれかとする
二者択一の訴追（charge in the alternative）が検察側によって構成された場合
に限り，その者に対する当該犯罪での有罪判決が可能となる（2）。このことは，
2人以上の者が同一の犯罪で訴追され，いずれの者が正犯か明らかでない場合
にも同様である（3）。

（ 1） 　ニュージーランドにおいて近親相姦罪は，1961年犯罪法（the Crime Act 
1961）130条によって規定されている。同罪によれば，近親相姦とは，親と
子供，兄弟同士，親違いの兄弟同士，ないし祖父母と孫の関係にある 2人間
での性的関係（sexual connection），と定義される。

（ 2） 　例えば，Gaughan ［1990］ Crim LR 880, CA; Giannetto ［1997］ 1 Cr App R 1, 
CA参照。

（ 3） 　例えば，モーハン事件判決（R v Mohan ［1967］ 2 AC 187）参照。本件は，
2名の被告人が被害者に攻撃を加え，ナイフで刺殺した事案である。証拠に
よれば，実際に被害者の死を惹起したのはいずれか 1人のみであったが，ど
ちらが致命傷を与えたのかは立証できなかった。被告人らはいずれも謀殺罪
の有罪判決を受け，被害者に攻撃を加える計画が事前に打ち合わされていな
いことから， 2人のうちのいずれが致命傷を与えたのかを検察側が示さなけ
ればならないことを理由として上訴した。枢密院は，被告人らの上訴を退け
た。同裁判所は， 2名の被告人が同時に，同様の武器を用い，重大な身体傷
害を生じさせるという共通の意図を有しつつ被害者に対して攻撃を加えたこ
とから，犯罪遂行に際して相手を幇助し，また教唆していた点について，い
ずれも有罪となりうる，と判示した。すなわち，被告人らによってなされ
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　犯罪が行われた場合に，当該犯罪を実行した者は正犯と称される。正犯は，
当該犯罪を実際に遂行する者であり，換言すれば，当該犯罪のアクトゥス・レ
ウスについて，最も直接的な原因を与える行為に出た者である。 2人以上の者
が正犯となることも想起され，こうした場合を共同正犯（joint principals）と
いう。 2人以上の者が各自，ある犯罪のすべての要素を満たす場合，もしく
は， 2人以上の者が共同して，同じ犯罪の異なる要素を満たす場合，共同正犯
となりうる。例えば，Aと Bがそれぞれ独立に，もしくは事前に調整された
計画に従って（この点は問題とならない。）被害者の頭に向けて同時に銃を撃
ったとする。被害者が死亡すると，Aと Bは共に謀殺罪の正犯と解されるで
あろう（4）。

　当該犯罪のアクトゥス・レウスが他の者によって充足された場合であって
も，正犯としての責任を負わせることができる場面を想定することも可能であ
ろう。例えば，犯罪を遂行するために他者を利用し，被利用者が錯誤を理由と

た，事前に調整された計画や共通の目的を立証する必要性は存在しないので
ある。

（ 4） 　眼下の状況に従犯の責任を適用することが困難であったことを理由に，正
犯の概念が裁判所によって相当程度に（また，一部の論者によれば，受け入
れがたいほどに）拡張された事案もまた，存在している。例えば，ロジャー
ス事件判決（Rogers ［2003］ 2 Cr App R 160, CA）を検討してみよう。本件に
おいては，自らが購入し，自身の手によって注射したヘロインの過剰摂取に
より，被害者が死亡した。この過程で被害者は Dの助けを得て，血管を浮
き上がらせることにより注射を容易にするために，Dは被害者の腕にベル
トをきつく巻き付けた。この事例は，有害物質を被害者自身が投与すること
を手助けする典型例であるように見受けられるにもかかわらず，裁判所は，
1861年対人犯罪法23条に違反した実行行為者として，Dが有害物質を実際
に投与した，と判示した。同裁判所は，注射の過程に実際に関与した者は，
関連する犯罪のアクトゥス・レウスを遂行したことになるとの考えを採用し
たのである。もっとも，この問題に対して幾分無理なアプローチが採られる
実際の理由は，被害者が自ら有害物質を摂取することが犯罪を構成せず，D
に対して従犯としての刑事責任を帰することができない点にある。しかし，
被害者との共同ないし協力が認められるにせよ，薬物を自らの手によって投
与した場合に限って Dは有責だ，と解されるべきであろう。この問題につ
いては，Kennedy （No. 2） ［2005］ EWCA Crim 685 をも検討せよ。また，R. 
Heaton, “Principals? No Principles!”, ［2004］ Crim LR 463 をも参照。
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して免責される場合には，利用者は正犯としての責任を負うことになるであろ
う。具体的な例として，Aが Bに小包を渡し，誕生日プレゼントが入ってい
ると伝えたうえで，小包を Vのところに届けるよう Bに依頼した場合を考え
てみよう。実際には，小包の中には爆弾が入れられており，それが爆発して V

は死亡してしまったとしよう。この事例において，Aは正犯としての責任を帰
せられるであろう。というのも，Bは箱の中に何が入っていたのかを知らず
（また，おそらく疑う理由を持ちえず），それゆえ当該犯罪に要求される認識を
欠いていたからである。同様の方法で，Aが 3歳の娘に対し，スーパーマーケ
ットから商品を盗むように頼んだ場合には，Aは正犯として窃盗罪で有罪とな
る一方，年齢を理由に Aの娘は刑事責任を問われない。上記 2つの例におい
ては，いずれも，犯罪が「情を知らない代理人」（‘innocent agent’）を通じて
達成されたということができる。ニュージーランドのパターソン（Paterson）
事件判決では，被告人は，他人のアパートにあるテレビセットを，自己自身の
アパートであるように装ったうえで友人に取ってくるよう依頼した。依頼を受
けた友人は，しばらくあとになって疑いを抱き，警察に行った。被告人は，実
際に当該犯罪を遂行した者として，不法目的での住居侵入窃盗罪により有罪判
決を受けた。

　正犯となることなく，犯罪の遂行に何らかの方法で加担した者は，「従たる関
与者」（‘secondary parties’），「従犯」（‘accessories’），ないし「共犯」（‘accomplices’）
と称される。まず，「共犯である」（‘being an accomplice’）という犯罪類型が
存在しない点には注意する必要があるであろう。起訴状には，被告人が加担し
たとされるすべての犯罪が明記されなければならない（5）。換言すれば，従たる
関与者は，正犯の犯罪遂行を，あたかも正犯であるかのように手助けした罪に
よって有罪となりうるのである。さらに言えば，有罪判決を受けた正犯の存在
は，必ずしも必要ではないものの，当該独立犯罪それ自体が犯されたことが要
求される（6）。このことが示すように，共犯の刑事責任は，その本質において派

（ 5） 　未遂も含め，すべての犯罪について共犯者を想起することが可能である。
しかし，犯罪の幇助ないし教唆を試みること（例えば，従犯となることの未
遂）は，不可罰である。

（ 6） 　イングランドの控訴院が A, B, C and D ［2010］ EWCA Crim 1622 判決で認
めたところによれば，正犯者の特定さえ，必ずしも必要とされているわけで
はない。しかし，正犯者として訴追された者が，何ら犯罪を行っていなかっ
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生的なものであり，正犯の刑事責任に由来するのである（7）。一般に，共犯とし
て犯罪に加担することは，正犯として犯罪を遂行することに比して道徳的非難
の程度が低い，とされている。このことは，従たる関与者に科される刑の量が

たことを根拠として無罪となった場合には，従たる関与者に対して刑事責任
を課すことはできない。例えば，ソーントン対ミッチェル事件判決（Thornton 
v Mitchell （1940） 1 All ER 339）参照。これに対し，正犯が免責（例えば，強
要）を根拠として無罪となった場合には，主たる関与者は依然として刑事責
任を問われる。この問題については，ボーン事件判決（R v Bourne （1952） 
36 Cr App R 1251）およびゴーギャンとリーク事件判決（R v Cogan and Leak 
［1976］ QB 217）参照。

（ 7） 　ケイディッシュ（S. Kadish）が述べるように，「従たる関与者の刑事責任
は派生的なものであり……従たる関与者が加担した正犯による法違反を理由
として帰せられる」のである。“Complicity, Cause and Blame: A Study in the 
Interpretation of Doctrine”, （1985） 73 California Law Review 323, at 337.

　　　ここで議論の余地がある問題として，従犯者の刑事責任が正犯者の有責性
から派生するのか（制限的な見方），それとも，そうではなく，正犯による
行為の違法性から派生するのか（拡張的な見方），という点を挙げることが
できる。このうち，前者の考え方は，オスランド事件判決（Osland v The 
Queen （1998） 197 CLR 316）の中で，マクフー（McHugh）裁判官によって
以下のように示された。「［犯罪の遂行を幇助したものの，犯行現場に居合わ
せなかった者の刑事責任は，］純粋に派生的なものであり，犯罪遂行に際し
て教唆や幇助を受けた者の有罪性に依拠する……その場にただ居合わせ，働
きかけをしたが，物理的な意味で加担しなかった者には……正犯が有罪とな
った犯罪に限って，有罪判決を下しうる。正犯が無罪となった場合には，
［従たる関与者］を有罪とすることはできない。従たる関与者らの刑事責任
もまた，派生的なものなのである。」（341─342頁）。他方で，オールドリッジ
（P. Alldridge）（1990） が述べるように，従犯の責任について拡張的な立場
は，「行為の不法（wrongfullness）の問題と，それを個々の実行者にいかに
配分するかという問題を分けて考える……。不法が行為の性質を抽象的に考
慮するのに対し，有責性（culpability）は，つねに個々人の問題である……。
それゆえ，拡張的な立場は，実行行為者に対して有罪判決を下すことが不可
能な場合であっても，実行行為者の行為が法によって禁止されているかぎり
で，従犯者に対する有罪判決を許容するのである……。従犯の責任は，有罪
判決を下すことが可能な犯罪から派生するのではなく，不法な行為から派生
するのである。」“The Doctrine of Innocent Agency”, （1990） 2 （1） Criminal 
Law Forum 45, at 46─47. 従犯の責任についての現行法は，この問題につき後
者のアプローチに従っている。オーストラリアの控訴院がオスランド事件判
決の多数意見を示す中でグモウ（Gummow）裁判官が述べたように，「従犯
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通常，正犯者に科される刑に比して軽いことからも明らかである。この点，犯
罪を行った正犯実行者に比して，従たる関与者の果たした役割が大きい場合が
想起される。例えば，実際に犯罪の構想や計画を立てたのが従たる関与者であ
った場合である。

　共犯は，多様な形式で現れうるものであり，重大性に関して程度に差が生じ
うる。以下のような架空のシナリオを考えてみよう。Aは，Vが殺されればよ
いと考えていた。Aは，殺人行為を犯させるためにプロの暗殺者 Dを雇った。
Bは，殺害に用いるためのナイフを Dに提供した。Cは，Vの行動について
の情報を Dに提供した。Eは，Dとそのアシスタント Fを Vの自宅まで車で
送り届けた。Fは Dによる V殺害を手助けするため，Dが Vを突き刺してい
る間，Vの身体を押さえつけた。殺害行為時，不満を抱いていた Vの執事 G

は，Dと Fが被害者を攻撃している際に彼らを励ました。Hは，V宅の外で
見張り番役を務め，Dと Fを車に乗せて犯行現場から離れた。Kは，Dと F

を自宅の地下室に匿い，警察の動きについて彼らに情報を与え続けた。この事
例において，犯罪の正犯実行者は Dだけであり，Dの行為だけが Vの死の直
接的な原因であると考えられる。他のすべての関与者は，従たる関与者あるい
は従犯である。従たる関与者が加担した時期によって，犯罪遂行前の従犯，実
行中の従犯，犯罪遂行後の従犯に区別されうる（コモン・ローで一般に認めら
れていた区別である）。ある者に対して犯罪の共犯者としての有罪判決を下す
ためには，その者が，必要とされる精神状態ないしメンズ・レア（mens rea）
を満たしながら，従たる関与者としてのアクトゥス・レウスを充足していたこ
とを，検察側が立証しなければならない。

　ニュージーランドにおいて共犯は，1961年犯罪法（the Crime Act 1961）66条
の適用を受ける。同条は，以下のように規定している。

として訴追された者に対して有罪判決を下すことと，正犯として訴追された
者に対して無罪判決を下すこと，もしくは有罪にできなかったことは，必ず
しも矛盾しない。なぜならば，当該犯罪に関する，両者に対して許容性のあ
る証拠の種類が異なりうるからである。もっとも，そうだとしても，正犯が
犯罪を遂行した点について陪審が確信を抱かないかぎり，従犯は有罪とはな
りえない。」（323─324頁）。
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（ 1）以下の形態により犯罪に加担した者は，有罪となる。
　（a）実際に犯罪を遂行した者
　（b） 作為または不作為により，犯罪を遂行する者を幇助する目的で行為に

出た者
　（c）犯罪を遂行する者を教唆した者
　（d）犯罪を遂行する者を扇動し，助言し，または周旋した者
（ 2）不法な目的を遂げるために，また，その点で互いに助け合うために， 2

人以上の者が共通の意図を形成した場合には，その共通目的の達成に際して当
該犯罪の遂行が予想される結果として認識されたかぎりにおいて，各行為者
は，共通の目的の達成に際していずれかの者によって遂行された，すべての犯
罪に加担したことになる。

以下では，この規定にも現れているような種々の共犯要素に詳細な検討を加え
よう。

共犯における行為要素
　66条の表現からも明らかなように，犯罪を遂行した者は66条（1）項（a）号の下
で有罪となり，他人の犯罪遂行に対し手助けや働きかけを意図的に加えた場合
には，66条（1）項（b）号ないし（d）号により，同様に当該犯罪を行ったと見なさ
れる。しかしながら，後者に属する者は，従たる関与者であり，彼らの有罪性
は正犯に与えた援助から生じる（8）。それゆえ，ある犯罪で正犯が訴追された場
合に立証されなければならない事項と，従たる関与者に対して立証されなけれ
ばならない事項には，両者が同じ犯罪で訴追され，同じ犯罪で有罪判決を受け
る可能性があるとしても，差異が生じる。正犯に対して有罪判決を下すために

（ 8） 　すでに述べたように，正犯によって犯罪が遂行され，もしくは遂行が試み
られないかぎりは，当該犯罪への従たる関与者を想起することができない。
もっとも，ニュージーランド法はこの原則に対してある種の例外を認めてい
る。1961年犯罪法311条（ 2）項によれば，「他者に対して犯罪を遂行するよ
うに扇動し，助言し，もしくは周旋を試みた者は，当該犯罪が実際には遂行
されなかった場合においても，異なる刑罰が本法ないし他の立法によって予
定されている場合を除き，正犯者が犯罪遂行を試みた場合と同様の刑罰を受
ける。」。さらに，同法の174条の下では，「ニュージーランドにおいて他人を
謀殺させようと扇動し，助言し，もしくは周旋を試みた者は，当該謀殺が実
際に遂行されなかった場合に，10年を超えない範囲の自由刑に処される。」。
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は，訴追されたまさにその犯罪の要素のみが立証されれば足りるが，従たる関
与者の場合には，正犯者を幇助（aided），教唆（abetted），扇動（incites），助
言（counsels），もしくは周旋し（procures），これらの行為時に企てられた正
犯行為の主要部分についての認識，ならびに正犯者を助ける意図が立証されな
ければならない。それゆえ，例えば，問題となる犯罪が厳格責任の一種である
場合，正犯者に対しては意図や認識の立証は必要とされないが，正犯による犯
罪への関与者は，正犯者の行為についての認識を有し，それを手助けし，もし
くは促進する意図がなければならない。したがって，正犯と共犯が結局は同じ
犯罪で有罪判決を受ける可能性があるとしても，両者の有罪性は，それぞれ全
く異なる構成要素から成る行為に起因しうるのである。

　すでに述べたように，共犯の行為ないしアクトゥス・レウスの要素は，幇
助，教唆，助言，扇動，ないし周旋という言葉によって表現されている。これ
らの手段のいずれかによって，犯罪の遂行に加担したことが証明された場合
に，被告人は従たる関与者として有罪とされうる（9）。ここでは，これらの用語
の意味について説明を加えることが重要となろう。

　「幇助」（‘aiding’）とは，犯罪行為前か実行途中かを問わず，また，犯罪遂
行時に幇助者が犯行に居合わせるか否かを問わず，犯罪遂行において正犯者を
手助けすること（helping）ないし援助すること（assisting），と定義づけられ
る。

　「教唆」（‘abetting’）とは，正犯者が犯罪者を犯すように唆し（instigates），
奨励すること（encourages），賛同し（countenances），もしくは強く勧める
（exhorts）ことを指す。この点，教唆が一般に犯行現場で行われることを意味
するとの考えが示されてきた。しかしながら，多くの事例において，実際の犯
行に居合わせず，犯行前に援助したにすぎない者であっても，幇助者にも，そ
して教唆者にもなりうる，と解されている（10）。

（ 9） 　これらすべての概念を含むような表現によって起訴内容を構成することも
許容され，被告人の行為が少なくとも 1つの概念を満たすと証拠によって示
されるかぎりにおいて，被告人は有罪となる。

（10） 　例えば，ギャンブル事件判決（NCB v Gamble ［1958］ 3 All ER 203）参照。
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　「助言」（‘counseling’）と「扇動」（‘inciting’）には，教唆と同じ類型の行為
が含まれるが，これらの用語は一般に，犯罪の遂行前に行われた行為に対して
用いられる。扇動（incitement）とは，正犯者が当該犯罪に出るよう説得
（persuasion），誘導（inducement），もしくは圧力を加えることを意味する。
助言（counseling）とは，正犯者が犯罪を行うのに助けとなるようなアドバイ
ス（advice）や情報（information）を与えることを指す。このよく似た用語
は，他人を犯罪へと「駆り立てる」（‘urging’）─この意味では，「扇動」
（‘inciting’）と同義である─という意味でも解釈されうる（11）。助言には通常，
従たる関与者と正犯との間に何らかの形の合意が存することが要求される。し
かし，このことは，従たる関与者の行為と正犯による犯罪遂行との間の因果関
係（causal connection）について立証が求められるということを意味しない。

　「周旋」（‘procuring’）という用語は，ある種の困難を生じさせる。この語の意
味内容については，1975年のイングランド・ウェールズ控訴院判決（Attorney─
General’s Reference （No. 1 of 1975） ［1975］ 2 All ER 684）において検討された。
この事例において被告人は，友人が近いうちに自動車で帰宅することを知りな
がら，友人が飲んでいたソフトドリンクに秘密裡にアルコールを加えた。その
友人は呼び止められ，血中のアルコール量が過剰でありながら運転をしていた
ことが発覚した（12）。被告人は，当該犯罪の共犯者として訴追され，有罪判決
を受けた。控訴院（the Court of Appeal）は，被告人がある特定の事態を引き
起こそうと試み，それを作出しようと講じたことを理由に，被告人の行為が周
旋に該当する旨を判示した。同裁判所は，「周旋すること」（‘to procure’）とは
「企てに基づいて作出すること」（‘to produce by endeavor’）を意味するとの考
えを採用したのである。このことが示すように，「周旋すること」（‘to 

procure’）とは，犯罪遂行の原因となること，または犯罪遂行を引き起こすこ
とを指す。この事例において，アルコールを運転者の飲み物に加える被告人の
行為は，運転者による犯罪の直接的な原因となった。同裁判所は， 2つの重要
な点において，周旋（procuring）が教唆（abetting）や助言（counseling）と

（11） 　カルヘーム事件判決（Calhaem ［1985］ 2 All ER 266）においてイングラン
ドの控訴院は，「助言」という言葉に対して，「アドバイス」，「勧誘」，ない
しその種の表現などの通常の意味内容が与えられるべき旨を判示した。

（12） 　彼は，酩酊状態での運転行為について規定する，1972年道路交通法 6条の
下で有罪判決を受けた。
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異なる，と指摘した。第 1に，周旋（および幇助）には，正犯者と共犯者との
間の合意（meeting of minds）は要求されていない。これに対し，教唆や助言
が認められるためには，従たる関与者による働きかけについて，少なくとも，
正犯が認識しているという意味において，正犯者と共犯者との間の合意は不可
欠のように思われる。第 2に，周旋に関しては，因果関係の問題がきわめて重
要となる。先の判例において指摘されたように，ある者の行為と犯罪遂行との
間に因果連関（causal link）が認められないかぎり，当該犯罪の周旋と評する
ことはできない。周旋とは対照的に，幇助，教唆，さらに助言においては，当
該犯罪と従たる関与者による行為の因果連関が立証される必要はないのであ
る（13）。

従犯の精神的要件
　すでに述べたとおり，正犯と従たる関与者とで，有罪という法的帰結が同じ
であるにもかかわらず，従たる関与者として有罪判決を下すために必要とされ
るアクトゥス・レウスとメンズ・レアは，正犯として有罪判決を下すために必
要となるアクトゥス・レウスとメンズ・レアとは異なる。Aと Bが同じ犯罪
で訴追され，Aが正犯，Bが従たる関与者とされていると仮定しよう。Aに対
しては，要求されるメンズ・レアを満たしつつ，訴追された犯罪のアクトゥ
ス・レウスを生じさせたことが証明されなければならない。Bに対しては，A

が犯罪を遂行することの認識あるいは確信を有し，Aの犯罪遂行に手助けを意
図的に加え，自己自身の行為が Aにとって援助となることを知っていたこと
が証明されなければならない。Bが周旋の罪で訴追される場合には，Bは自身
の行為により，犯罪遂行を惹起することを意図していなければならない。さら
に言えば，共同犯罪計画理論における議論が以下で示すように，特定の状況下
では，正犯が犯行に出る可能性，または，正犯が被告人によって与えられた援
助を用いる可能性について言及すれば足りるという意味において，検察側は被

（13） 　これらの多様な用語の意味内容は，スミス（J. Smith）とホーガン（B. 
Hogan）によって，以下のように適切な形で要約されている。（a）「周旋」
とは，因果関係が認められても合意が存しないことを意味し，（b）「教唆」
と「助言」は，合意が認められても因果関係が認められないことを意味し，
（c）「幇助」には実際の援助が要求されるものの，合意も因果関係も必要と
されない。Criminal Law （10th edn, London, Butterworths, 2002）, p. 147. ま
た，Luffman ［2008］ EWCA Crim 1752 をも参照。
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告人が無謀（reckless）であったことを立証することで十分だとされている。
現行法の下では，正犯が犯すかもしれないと予期した多数の犯罪のうちの 1つ
について，正犯を助けるかもしれないと推測しさえすれば，その者は共犯とな
りうる。

　従たる関与者として認められるためには，正犯が遂行している，ないし遂行
を計画している犯罪のアクトゥス・レウスを構成する，実質的状況（material 

circumstances）についての何らかの認識を有することが求められる。もっと
も，正犯の犯意について認識していただけでは不十分である。それ以上に，犯
罪の遂行に際し，共犯として正犯を手助けする意図や，ある種の援助行為が必
要となる。例えば，Bがある者を殺害し，あるいは誰かの住宅に押し入ること
を計画していると，Aが知ったとしよう。この認識だけでは，謀殺や不法目的
侵入に Aが加担したと評価することはできない。このことは，Bの犯意を知
り，被害者が偶然にも自分のライバルであったことを理由に，Aがひそかに喜
んだ，という場合でも同じである。従たる関与者として Aに有罪の評価を下
すには，正犯の犯意を知りつつ，援助の意図や目的によって，正犯を手助けす
る何らかの行為に出た点について立証されなければならない。

　すでに述べたように，従たる関与者は，正犯者が遂行している，ないし遂行
を計画している犯罪についての何らかの認識を有していなければならない。こ
のことは，正犯者の犯罪について従たる関与者が，細部に至るまで認識しなけ
ればならないことを意味するのだろうか。以下の例を考えてみよう。Aは，誰
かの住宅の金庫から金銭を盗もうと考え，そのための切断器具を必要としてい
た。Aは Bに接触し，自身の計画に何ら言及することなく，切断器具を売っ
てくれるよう頼んだ。しかしながら，期せずして Bは，不法目的侵入による
Aの犯罪歴や，この種の器具が必要とされる合法的な仕事に Aが就いていな
いことを知ってしまった。それゆえ，Bは適切にも，当該器具が Aによって，
屋敷などの金庫破りに用いられることになるであろうと考えたが，それにもか
かわらず，Bはその後も話を進め，依頼された器具を Aに売ってしまった。B

は，Aによって遂行された不法目的侵入罪の従犯として，当該犯罪がいつ，ま
たどこで行われるかについての認識を欠いていたとしても，有罪となるであろ
う。このことが示すように，正犯者の犯罪について，従犯者が細部に至るまで
認識している必要はない。従たる関与者には，正犯が遂行しようと計画してい
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る犯罪の類型
4 4

（type）を指し示すような「実質的状況」についての認識があれ
ば足りるのである（14）。ここで「実質的状況」とは，当該犯罪の定義から要求
されるすべての状況を意味し，犯罪遂行に際して実行行為者に要求される，犯
罪のアクトゥス・レウス充足に不可欠なすべての結果や，メンズ・レアないし
過失（fault）の要素のすべてが含まれる。従たる関与者には，犯罪を構成する
行為に正犯が出ようとしている点や，当該犯罪の構成要素ないし本質的事項の
すべてが存在しうる点について，重大なリスクが存在しているとの認識が求め
られるのである（15）。

　マクスウェル事件（DPP for Northern Ireland v Maxwell ［1978］ 3 All E 1140）
において被告人は，自己の自動車を酒場に向けて走らせており，その際，北ア
イルランドのテロリストが乗った別の自動車をその酒場に案内しているとの認
識を有していた。被告人は，何らかの攻撃がなされることになると気づいては
いたが，それがどのような態様によるものであるかは知らなかった。結果とし
て，テロリストは酒場に向かってパイプ爆弾を投げつけたものの，幸いにも不
発に終わった。被告人は，爆発を生じさせる意図で行為に出た罪，および爆発
物所持の罪の従犯として有罪判決を受けた。被告人は，テロリストたちの計画
がいかなるものかを知らなかったのであるから，これらの犯罪の従犯として有
罪となりえない，と申し立てた。しかしながら，貴族院（the House of Lords）

（14） 　ベインブリッジ事件判決（R v Bainbridge ［1959］ 3 All ER 200, CCA）参照。
本件において被告人は，それが住居などに押し入り，侵入するために用いら
れると知りつつ，酸素アセチレン切断器具を提供した。刑事控訴院は，同器
具が提供された 6週間後にストーク・ニューイントンのミッドランド銀行に
押し入るために用いられることについて被告人が認識していなかったことは
重要ではない，との考えを採用した。同様の立場は，ニュージーランドのベ
イカー事件判決（R v Baker ［1909］ 28 NZLR 536）においても採用され，従
たる関与者として刑事責任が問われるためには，実際に遂行された類型の犯
罪につき，正犯，が遂行しようと意図していた点についての認識が及んでい
れば足りうる，と指摘された。

（15） 　この文脈において「認識」とは，実際の認識のみならず，犯罪の故意によ
る無視（willful blindness）や主観的な無謀さ（subjective recklessness）も
含まれる。この問題については，カーター対リチャードソン事件判決 （Carter 
v Richardson ［1974］ RTR 314, DC），ブレイクリー・サットン事件判決 （Blakeley 
Sutton v DPP ［1991］ Crim LR 763, DC），Roberts and George ［1997］ Crim LR 
209, CA; J. F. Alford Transport Ltd ［1997］ 2 Cr App R 326, CA参照。
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は，テロリストのグループと関係を持つことについて被告人は認識していたの
であるから，上記の犯罪は，遂行されることになるであろうと被告人が予期し
た犯罪類型の範囲内にある，と判示した。このことは，テロリストが銃によっ
て攻撃を仕掛けたとしても，その酒場は単に集合場所にすぎず，他の場所で攻
撃が行われたとしても，異なるところがなかったであろう。多くの実行可能な
犯罪のうちの 1つをある者が遂行しようとしていると知りながら，その者に対
して自らの意思で援助した場合には，正犯がいかなる犯罪類型を選択したとし
ても，当然ながら予期された犯罪類型の範囲内にとどまるかぎりにおいて，刑
事責任を免れないのである。

　例えば，不法目的侵入などの犯罪行為に用いる目的で，Aに対して Bが切
断器具を提供する場合には，問題が生じうる。ひとたび Bが切断器具を提供
すれば，Aはいつでもそれを Bが想定していた類型の犯罪に用いることがで
きる。このことから，Bが提供した器具を用いて Aが犯罪を遂行する場合に
は，Bは，将来にわたってすべての犯罪に加担すると評価されかねない，との
疑問が生じうるであろう。一見，Aによって遂行される全犯罪の加担者とし
て，Bの刑事責任を妨げるものは存しないようにも思われる。しかしながら，
常識的に見れば，正犯への援助がずっと以前になされた場合に，後の犯罪に加
担したとして援助者に法的責任を問うことは，不公正であり，ことによると非
現実的であろう。

　より困難な問題として，従たる関与者による援助を受けている点について正
犯の認識が及ぶ必要があるかどうか，が争いとなる。ラーキンス事件
（Larkins v Police ［1987］ 2 NZLR 282）において，被告人は，宴席の場で，酒屋
に押し入る計画があることを知った。被告人は，正犯らに対して援助する意図
を伝えることなく酒屋へと向かい，警察が到着した場合に備え，通りで見張り
役を務めた。正犯者らは警察が到着したことを別の者から知らされたため，被
告人は偶然にも，犯罪に何ら貢献することはなかった。それにもかかわらず，
被告人は不法目的侵入の従犯として訴追され，事実審裁判官の陪審に対する説
示に引き続き，有罪判決が下された。被告人は，正犯らが自身の援助について
認識しておらず，援助が実際になされたとする証拠を欠いていると主張し，有
罪判決に対して上訴した。高等法院（the High Court）は，ある者が犯罪の従
犯として訴追された場合には，その者の行為が当該犯罪の前ないし犯行の最中
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になされたものであることが証明されなければならない，と判示した。犯罪が
終了したのちに従犯行為が生じた場合には，事後従犯（accessory after the 

fact）（別個の犯罪である）としての責任が問われるにすぎない。同裁判所は，
本件において被告人が犯行現場に到着したのは，正犯が犯行を終えたあとであ
ったとの主張を認め，これに基づき，被告人の有罪判決を破棄した。しかしな
がら，同裁判所は，正犯が従犯による援助についての認識を欠いていたとして
も，従犯としての刑事責任を免れることはない，と判示した。そして，援助を
受けているという正犯の認識は必要とされないものの，実際になされた援助
（これは，単なる働きかけという形態をとることもある。）について立証がなさ
れることが肝要だ，と指摘したのである。つまり，被告人の行為がいかなる形
においても正犯にとって手助けとならなかった場合には，刑事責任を認めるこ
とはできないのである。ここで問題となるのは，多くの事例において，正犯が
援助を受けていることの認識を欠いていた場合には，実際になされた援助を立
証することが，検察官にとって困難となることであろう。

　さらに検討を要するものとして，犯罪遂行時にその現場に居合わせることが
当該犯罪への加担となるのか，という問題がある。一般的に言えば，犯行現場
にただ居合わせることや，当該犯罪を妨げるために口を出さなかったことのみ
によって，ある者に従犯としての刑事責任を課すことはできない。確かに，そ
の場に居合わせていたという事実は，実行行為者に働きかけるという，その場
に臨場した者の意図を証明するための決定的な証拠ではないにせよ，一応の証
拠（prima facie evidence）であると見なされるかもしれない（16）。しかしなが
ら，その場に居合わせた者が従犯として有罪とされるためには，それに加え
て，従犯からの働きかけがあったことや，実行行為者に働きかけるという，居
合わせた者の意図が存在していたことについて，立証される必要がある（17）。
クラークソン事件（Clarkson （1971） 3 All ER 344）では，被告人は，陸軍の兵
舎内にある部屋に入ったところ，その部屋で，女性が強姦されていた。被告人
は，強姦の様子を眺めながら，その部屋に留まった。裁判所は，臨場すること
が正犯に対して何らかの奨励になったとしても，その場に単に留まることそれ

（16） 　コモン・ローにおいては，初期のコニー事件判決（Coney （1882） 8 QBD 
534）によって，この立場が採用されていた。

（17） 　ウィルコックス対ジェフェリー事件判決（Wilcox v Jeffery ［1951］ 1 All ER 
464 at 465─467）照。
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自体では不十分だ，と判示した。要するに，従犯者らの賛意や奨励を反映する
ような，表現，身ぶり，ないし何らかの行為による働きかけが必要とされるの
である。本件においては，正犯を奨励する意図や事実上の働きかけについて証
明がなされたか否か，原審の検討が及んでいないことを根拠に，有罪判決に対
する被告人の上訴が認められた。

　この問題に対する同様のアプローチは，オーストラリアのベック事件判決
（Beck （1989） 43 A Crim R 135 and ［1990］ 1 Qd R 30）でも採用された。本件で
は，ある男によって少女が拉致され，強姦されたうえで殺害された。犯行現場
に居合わせていた男の内縁の妻が，当該犯罪に加担したとして訴追された。被
告人は，拉致および強姦については有罪を認めたものの，謀殺（murder）に
加担した点については否認した。しかし，被告人の主張は退けられ，謀殺の関
与者として有罪判決を受けた。被告人は，有罪判決に対して上訴したが，当該
上訴は退けられた。裁判所は，被告人が犯行現場に居合わせたことによって，
当該犯罪の遂行に際して正犯に事実上の働きかけがなされた旨を判示した。す
でに指摘したように，「犯行の最中，それに反対したり実際に異議を唱えたり
することなく，自発的かつ意図的にその場に留まることは，故意による奨励や
幇助の証拠となりうる。もっとも，この点については，幇助者とされる者と正
犯者の行為態様がいかなるものであったかについての検討や， 2人の行為者や
それぞれの行為の間に認められるであろう結束ないし結び付きの存在に尽きる
ことになるであろう。単なる傍観者として偶然かつ受身的にその場に居合わせ
ることは，積極的な行為者が問題となるかぎりでは，関連性がないであろう。
しかし，他方で，計画的にその場に居合わせた場合や，居合わせたことによっ
て犯行の好機が訪れた場合には，積極的な働きかけだと推定され，正犯を援助
したことになるのである。」。同裁判所はまた，以下のように指摘する。すなわ
ち，「犯行に際して何らかの援助を，無意識のうちに正犯者に対して与える行
為によって幇助犯とはなりえないし，行為者の意図がどのようなものであれ，
犯罪の遂行に対する援助が実際に提供されないかぎり，幇助犯とはなりえな
い。」と。

　もっとも，一定の例外的なケースとして，犯行の際，その場にただ居合わせ
ることが，共犯者としての刑事責任を負わせるのに十分な事情となりうる場合
がある。例えば，（a）犯行時に自らが居合わせることによって，正犯を奨励し
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ようとしているということを，正犯による犯行前後に，自身の行為によって示
していた場合，（b）正犯に対して影響力のある立場の者が，犯行現場にただ
居合わせることにより，教唆に等しいとされる場合（18），（c）犯罪遂行を妨げ
るために介入することが法的に義務づけられている者が，この種の行為に出な
いことによって，幇助や教唆に等しいとされる場合（19），である。

（18） 　例えば，ニュージーランドのアシュトン事件判決（Ashton v Police ［1964］ 
NZLR 429）は，自動車の所有者であり，それを管理する責任をなお負って
いた被告人は，運転者に対して，より注意深く運転するように指示すること
が可能であった旨を判示した。被告人は，こうした行為を怠り，危険運転罪
の従犯として有罪判決を受けた。グロス対ランバーン事件判決（Du Cros v 
Lambourne ［1907］ 1 KB 40）をも参照。一般に言って，不作為による加担が
認められるのは，他者の行為をコントロールする義務を被告人が負う場合で
ある（例えば，一定の距離を置いて客の飲酒行為を見ていた居酒屋の主人
は，法定の営業時間外に客が飲酒することを幇助および教唆したことにな
る。）。ファーガソン対ウィーヴィング事件判決（Ferguson v Weaving ［1951］ 
1 KB 814）参照。キャサディ事件判決（Cassady v. Reg. Morris Transport Ltd 
［1975］ Crim LR 398）においては，正犯による犯罪，すなわち，運転記録を
適切に残すことを運転者が怠った点について雇用者の認識が及んでいた。当
該不作為は，犯罪遂行に対する働きかけがあった証拠の 1つにすぎない。

（19） 　例えば，親の面前で子供が見知らぬ者から攻撃を受けた場合に，子どもを
守るための介入を怠ることは，従犯としての刑事責任を課すための十分な根
拠となりうる。不作為による従犯責任の問題について，最も有力な見解の 1
つがスミス（J. C. Smith）とホーガン（B. Hogan）によって提示されてい
る。これによれば，「Dが他者の行為をコントロールする権利を有し，故意
によりその権利行使を差し控えた場合には，Dによる不作為は，違法行為
を他者が遂行するための積極的な働きかけとなる可能性があり，それゆえ，
幇助や教唆となりうるのである。妻が子供を溺死させるのを傍で見ていた夫
は，殺人の教唆により有罪となる。また，居酒屋の営業免許を有する者が，
法定の営業時間外に客が飲酒するのを黙認しつつ見ていた場合には，それら
の行為の幇助かつ教唆により有罪となるのである。Criminal Law （7th edn, 
London, Butterworhs, 1992）. 132. 同様にフィッセ（B. Fisse（1990））も，不
作為による従犯の刑事責任は，この種の不作為によって，正犯者の行為に賛
同していることが示されているか否かという観点において最も良く説明され
る，と主張する。この論者によれば，「正犯が Dに対し，Dの雇主から何か
を盗むつもりであると仄めかし，これに対して Dが明確に返事をしなかっ
たために Dには異論がない，と解し，滞りなく窃盗を働いたならば，Dに
よる不作為が共犯を思わせることには疑いがない。同様に，違法な態様で運
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共同犯罪計画の理論（The doctrine of joint criminal enterprise）
　以下では， 2人以上の者が共同違法計画（joint unlawful enterprise）に乗り
出そうと決心した場合について，一般的な様式に基づきながら検討を加える。
1961年犯罪法66条（2）項は，以下のように規定している。

　 不法な目的を遂げるために，また，その点で互いに助け合うために， 2人以
上の者が共通の意図を形成した場合には，その共通目的の達成に際して当該
犯罪の遂行が予想される結果として認識されたかぎりにおいて，各行為者
は，共通の目的の達成に際していずれかの者によって遂行された，すべての
犯罪に加担したことになる。

　66条（2）項の下で適用される基準は，主観的なものである。すなわち，共犯
者として被告人が刑事責任を負うためには，あとに続く犯罪が，共通の目的を
遂げる過程で生じうる結果として，被告人の認識の範囲内にあったことが立証
されなければならない。コモン・ローにおいては，犯罪計画に加担した者のう
ちの 1人（ないし複数人）がさらなる犯罪を行った場合には，その余の者は，
この種の犯罪遂行が共通の目的を遂げる過程で生じうる結果として予想ないし
予見できた場合を除き，刑事責任を問われないとされてきた。この種の予想な
いし予見は，当該犯罪遂行の前後ないし最中における被告人の行為や，その他
の関連性ある証拠から推測できる。

　予見された犯罪に刑事責任を拡張することの基礎をなす考えは，自覚的なリ
スク負担に由来する有責性に依拠している。刑事責任の基礎としての選択の自
由の概念を踏まえ，法律解説者や司法当局は，問題となる個人が，関連するリ
スクについて認識したうえで，自由意思に基づいて共同犯罪計画（joint 

criminal venture）に関与したことが明らかとなった場合を除いて，あとに続
く犯罪に刑事責任を拡張することには反対の考えを採用する傾向がある。この

転された自動車に同乗していた者が，少なくともその自動車の所有者ないし
保有者である場合，もしくは，［正犯者の］運転行為を監督ないし吟味する
立場にある場合には，同乗者が沈黙することによって，当該行為への賛同が
十分に示されうるのである。」。Howard’s Criminal Law （5th edn, Sydney, The 
Law Book Company, 1990）, 327.また，Russell ［1933］ VLR 59 クラークおよび
ウィルトン事件判決（R v Clarke and Wilton ［1959］ VR 645）参照。
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点，従犯者にとって，さらなる犯罪や偶発的な犯罪が遂行されるかもしれない
との事前の意図を欠いていたことは，当該計画の結果が望まれないものや不必
要なものであったことを意味しない。自覚的なリスク負担が不正かつ不法な帰
結を生じさせるかもしれない，と予見することのできる状況に自ら身を置くと
いう個人の選択に，この種の事例における有責性の本拠があるのである。換言
すれば，ここでいう有責性とは，望ましくないが生じてしまう可能性のある帰
結について認識しつつ，この種の状況を回避する個人の能力に基づいている。

　チャン・ウィン─シュ事件（Chan Wing─Siu （1985） 1 AC 168）では，A，D，
Eの 3人がナイフで武装したうえでアパートへ向かい，その居住者から盗みを
働こうと考えていた。ところが， 3人が要求した金銭を渡すことを居住者が拒
否したため，居住者を刺殺し， 3人は，謀殺の罪で訴追された。このうち A

は，殺害行為が行われた際には別の部屋で被害者の妻を拘束しており，殺害に
は何ら加担していない，と主張した。すなわち，Aは，事実審および控訴審に
おいて，違法な共通目的を遂行することの帰結として，被害者の死や重大な傷
害が高い確実性をもって生じうると彼が予見していた点について証明されなけ
ればならない，と申し立てたのである。陪審に対しては，重大な身体傷害を加
えるとの意図の下，犯行の機会に共犯者のうちの 1人によってナイフが用いら
れるかもしれないと予想できた場合には，Aは有罪となるとの説示が行われ
た。 3人の被告人はいずれも謀殺罪の有罪判決を受け，枢密院（the Privy 

Council）もこれらの有罪判決を是認した。枢密院は，共同違法計画に関して
コモン・ロー上適用されるルールについて，以下のように述べた。すなわち，
「従たる関与者は，正犯者による，従たる関与者が予見したが，必ずしも意図
していなかった種の行為について，刑事責任を負う……。［この原則は，］共犯
者の予測に依存し……［そして］共同違法計画から生じうる出来事として予見
される犯罪の場合には，当然に妥当する。刑事責任は，その予見を伴う計画に
加担することに係っているのである。」（20）と。

（20） 　より初期の事案（R v Anderson and Morris （1966） 2 QB 110）において，正
犯者がこうしたケースに該当する場合について（パーカー（Parker）裁判官
によって）以下のように述べられている。すなわち，「 2人の者が共同計画
に着手した場合には，合意された共同計画の遂行から生じた異常な結果を含
め，共同計画に従事したことに伴ってなされた行為について，共に刑事責任
が帰せられる。しかし，共同計画の一部として暗に合意された一線をそのう
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　イングランドにおいて，共同違法計画の問題に関する他のリーディングケー
スとしては，貴族院が結合上訴（conjoined appeals）に対する判断を下したパ
ウエル／ダニエルズ／イングリッシュ事件判決（Powell and Daniels and 

English ［1997］ 4 All ER 545）がある。まず，パウエル／ダニエルズの事件にお
いては，両被告人（Pおよび D）が薬物を買うために Vの自宅へ向かい，到
着するや否や Pが Vを射殺したものである。事実審裁判官は，Pが被害者を
故意に殺害し，もしくは重大な身体傷害を与えるかもしれないとパートナーD

が予見できた場合には，Dは謀殺罪で有罪となる，と陪審に対して説示を行
った。貴族院は，先のチャン・ウィン─シュ事件に続き，本件においても有罪
判決を是認した。他方，イングリッシュ事件においては，木製の棒（wooden 

post）を用いて Vに暴行を加えることに，Dと Pが同意していた。この共通
の意図は，Dにとっては被害者に身体傷害を加えることであり，殺害するこ
とまでは含まれなかった。暴行の過程で Pはナイフを取り出して Vを殺害し
たが，この点について認識していなかった，と Dは主張したのである。事実
審裁判官は，陪審に対し，Pが殺害ないし重大な身体傷害を加える意図を有し
つつ，被害者を攻撃する可能性があった点について，Dが予見していた場合
には，Dは謀殺罪で有罪判決を受けなければならない旨の説示を行った。こ
の説示によって陪審は，Dが予見した Pによって実行されるであろう特定の

ちの 1人が越えた場合には，合意のなされていない行為から生じた結果につ
いて，その他の者は責任を問われない。」と。また，デイビース事件（Davies 
v DPP ［1954］ 1 All ER 507）では，被告人は，事前に取り決められた非行集
団同士の喧嘩に自らの意思で参加し，その喧嘩の中で相手集団のうちの 1人
が刺殺された場合の刑事責任が問題となった。裁判所は，実行行為者のナイ
フ所持について被告人の認識が及んでおらず，また，共同計画の射程につい
ても，武器を用いない形態での暴行に限られていたとして，被告人が故殺従
犯としての刑事責任を負わない旨を判示した。この点については，ヒュー・
チ─ミン事件判決（R v Hui Chi─Ming ［1992］ 1 AC 34）をも検討せよ。この
判決においてロウリー（Lowery）裁判官は，当該犯罪につき従犯者の有罪
性を証明するために，共同予測の存在がすべての事例において要求されるこ
とを意味しないものの，多くの事例において，正犯者と従犯者の予測は一致
する傾向がある点を認める。同裁判官は，チャン・ウィン─シュ事件判決で
示された原則に依拠しつつ，共同計画の遂行に伴って生じうる結果につい
て，従犯者が予見していたことさえ認められれば，被告人の刑事責任を立証
するのに十分だ，と指摘したのである。また，スチュアート事件判決（R v 
Stewart ［1995］ 3 All ER 159）をも参照。
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行為とは関わりなく，Pが被害者に対し，殺害や重大な身体傷害を惹起する意
図を有しつつ攻撃を加えるかもしれない点につき，Dが予見できたと確信で
きる場合には，Dに対して有罪判決を下すことが可能となった。Dは，謀殺
罪で有罪となった。しかしながら，貴族院は，Dに対する有罪判決を破棄し
た。この過程でフットン（Hutton）裁判官は，共犯者として訴追された被告
人が刑事責任を負うのは，被害者の死の惹起が共同犯罪計画の過程で生じうる
出来事として予見された場合である，と指摘した。同裁判官は，以下のように
述べた。すなわち，「チャン・ウィン─シュ事件で提示された原則の下で有罪が
認められるためには，正犯が遂行したその類型

4 4

の行為
4 4

（act of the type）につい
て被告人が予見していなければならず，本件においては，ナイフの使用と木製
の棒の使用は，『本質的異なる』。」と。イングリッシュ事件においては，重大
な傷害を加える意図を有しつつ，Vに対して Pが攻撃を加えるかもしれない
点について，Dが意図ないし予見していたとしても，被害者の死を惹起した
行為が，Dが当初予想した行為とは「その本質において異なる」ため，Dに
謀殺罪の刑事責任を帰することはできない。換言すれば，正犯によってなされ
た死を招く行為が，当該共同犯罪計画の射程外だったのである。

　ラーマン事件判決（Rahman ［2007］ EWCA Crim 342）において貴族院は，
この問題について再び検討を加えた。本件でフーパー（Hooper）裁判官が述
べたところによれば，この問題に対する正確なアプローチは，以下の 4つの論
点に反映される。（ 1）被害者の死を生じさせた正犯者の行為がいかなるもの
であったか（例えば，刺突（stabbing），射撃（shooting），足蹴り（kicking），
殴打（beating））。（ 2）攻撃者がこの

4 4

行為をするかもしれない点につき，被告
人は気付いていたか。もしそうであれば，被告人は謀殺罪で有罪となり，そう
でなければ，次の問題へと進む必要がある。（ 3）被害者に対して重大な身体
傷害を与えるため，攻撃者のうちの 1人により，どのような行為が行われるか
もしれないと被告人が認識していたか。また，（ 4）攻撃者のうちの 1人が行
うかもしれないと被告人が認識していた行為が，被害者の死を惹起した正犯の
行為に比して，根本的に性質を異にしているか。もしそうであれば，被告人は
謀殺罪について無罪となり，そうでなければ，謀殺罪について有罪となる。そ
れに続く A事件（R v A ［2011］ QB 841）においてイングランドの控訴院が述
べたところによれば，ラーマン事件判決は，共同犯罪計画による謀殺の事例に
おけるメンズ・レアの要件について，従来の法に変更を加えるものではなく，
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殺害や重大な身体傷害を引き起こす意図により，正犯者が行為に出るかもしれ
ないと被告人が予見した点についての証明を法が要求している点について，再
度述べたものである。最後に，近時のジョギー事件判決（Jogee ［2013］ EWCA 

Crim 1433）において控訴院は，ラーマン事件判決で言及された共同計画につ
いての原則は，従たる関与者が積極的に関与した場合に加え，奨励したにすぎ
ない事案においても適用されることを確認した。

　ニュージーランドのモリソン（Morrison）事件判決（Morrison ［1968］ NZLR 

156）では，被告人は，警察官に対する謀殺に加担したとして有罪判決を受け
た。被告人と別の男は，別件での勾留中に逃走の共通意図を形成し，逃走の最
中，被告人の仲間が警察官を殺害した。被告人とその仲間のいずれもが被害者
に攻撃を加えたが，被告人の仲間によって加えられた殴打が致命傷となり，被
害者は 2日後に死亡した。被告人は，事実審裁判官が陪審に対し，正犯による
警察官の殺害が，被告人とは無関係な謀殺の意図から発生した結果であること
が判明した場合には，謀殺について被告人は無罪とされなければならないとの
説示をすべきであった点を理由に，有罪判決に対して上訴した。しかしなが
ら，控訴院は，重大な身体傷害を加える意図に基づいて被告人が警察官に対し
て攻撃を加えていることから，被告人とは無関係な殺人の意図に基づいて仲間
が行為に出たとの被告人の主張は受け入れられない旨を判示し，被告人の上訴
は退けられた。同裁判所は，実力行使（use of force）による逃走の共通意図が
存したことを理由に，被告人が警察官の殺害を，被告人らの行為から生じうる
帰結として予想することができたはずだ，と認めたのである。本件において裁
判所は，従たる関与者の刑事責任の問題について，オール・オア・ナッシング
の手法（all or nothing approach）を採用し，被告人に対する謀殺罪での有罪判
決を是認した。ここで言う「オール・オア・ナッシング」（‘all or nothing’）と
は，共犯として有罪判決を受けた場合に，正犯によって遂行された犯罪のすべ
てについて，刑事責任が課されることを指すものである。

　しかしながら，現在では，共同犯罪計画を遂げる中で行われた殺人により，
正犯が謀殺罪で訴追された場合に，従たる関与者がより軽い犯罪類型である故
殺罪で有罪となりうることが認められている。こうした，従たる関与者の刑事
責任について「オール・オア・ナッシング」のアプローチからの脱却は，ニュ
ージーランドのハミルトン事件判決（Hamilton ［1985］ 2 NZLR 245 CA）の中
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で認められた（21）。本件で 2人の被告人は，以前にこけにされた，ライバル関
係にある非行集団（rival gang）のメンバーを捜しながら車を運転する中で，
相手集団の自動車があることに気付き，その横に車を止めた。攻撃的な言葉が
交わされたあとに，被告人のうちの 1人が銃を取り出し，敵の非行集団のリー
ダーを射殺した。両被告人とも謀殺罪の嫌疑で，1961年犯罪法66条の下，発砲
した者が正犯者として，もう 1人の者が従たる関与者として訴追された。両者
とも謀殺罪で有罪判決が下され，それに対して上訴した。このうち，正犯によ
る上訴は控訴院によって退けられたが，同時に，謀殺罪に代わる評決として故
殺罪についての陪審説示を事実審裁判官が欠いていたことを根拠とし，従たる
関与者については再審理（new trial）が命じられた。本件において同裁判所
は，正犯実行者が謀殺罪による有罪判決を受けたとしても，その共犯に対して
故殺罪での有罪判断が可能であることを認めたのである（22）。

　トムキンス事件（Tomkins ［1985］ 2 NZLR 253）において被告人と 2人の仲
間は，タクシー運転手をナイフとバーベキューナイフで脅迫することにより，
強盗を働いた。強奪行為のあとに，被告人らは運転手に対して人里離れた場所
へ運転するよう強要し，その場に着くと，被害者に対して車から出るように命
じた。被害者は地面に投げ倒され， 3人の行為者のうち 1人が彼を刺殺した。
控訴院は，被告人が従たる関与者として訴追された場合には，被告人が謀殺行
為に対する手助けや働きかけを意図的に加え，または，仲間の 1人が謀殺行為

（21） 　R v Hartley ［1978］ 2 NZLR 199 をも検討せよ。
（22） 　Day ［2001］ Crim LR 984 によれば，Aは，Vに対して傷害を加えようとす

る共同計画に，Dや他の者と共に参加した。Aが Vの友人と喧嘩している
際に，Dは重大な身体傷害を与える意図の下，Vの頭部を足蹴りした。この
結果，Vは死亡し，Dは謀殺罪で有罪判決を受けた。陪審は，殺害や重大な
身体傷害を Dが故意に引き起こすかもしれない点につき，Aの予見が及ん
でいなかった点を認め，謀殺罪について無罪評決を下したうえで，故殺罪で
の有罪を認めた。Aは，喧嘩の過程において Dが Vの頭部を足蹴りするか
もしれないと予見していた点につき，認めていたのである。控訴院は，被害
者の死の惹起へと繋がる身体活動についての当該予見によって，Dの行為
および致死結果について，Aは責任を負う旨を判示した。もっとも，Aが予
測していたのは，ある種の加害行為のみであり，重大な身体傷害の惹起は含
まれなかったことから，謀殺罪ではなく，故殺罪で有罪となりうるのであ
る。Lewis ［2010］ EWCA Crim 496 をも検討せよ。
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に出ることを被告人が現実のリスクとして予見したときにかぎり，謀殺罪で有
罪とすることができる，と認めたのである。他方で，以下のような場合には，
故殺罪による有罪評決が下されなければならない。すなわち，（ 1）犯罪計画
を遂行する過程のある段階において，謀殺には足りない程度の死のリスク（例
えば，その集団の行為により，意図せずに生じた致死結果）についてのみ，従
たる関与者の認識が及んでいた場合，（ 2）謀殺のリスクについて従たる関与
者が予見していたものの，実際の殺害行為が，まったく予想していなかった時
間や状況において遂行された場合，（ 3）共通意図が被害者を畏怖させること
に留まり，もしくは殺傷力の高くない武器を使用したが，関与者の 1人がそれ
を超え，謀殺行為に出てしまった場合，（ 4）従たる関与者が，謀殺について
ある程度のリスクを予見していたものの，当該リスクが現実化する可能性がほ
とんど存在しないように見受けられる場合（23），である。

共犯関係からの離脱の問題（The issue of withdrawal）
　さらに注意を要する論点として，他者の犯罪遂行に働きかけや手助けを与え
た者であっても，犯罪が既遂に達する前に不法な行為から離脱した場合に，刑
事責任を免れうるのか，という問題がある。この点，共犯者が離脱の意図につ
き，明確で時宜に適い，はっきりした方法（clear, timely and unequivocal way）
によって伝えた場合にかぎり，刑事責任を回避することができると，されてい
る。換言すれば，共同犯罪計画からの従たる関与者の離脱は，有効なもの

4 4 4 4 4

（effective）でなければならず，単なる心変わりは，それ以上のことがなされな
いかぎり，不十分なのである。

　ベセラ／クーパー事件（Becerra and Cooper （1975） 62 Cr App R 212）では，
3名の被告人 A，D，および Eは，ある家屋に窃盗目的で侵入しようと決意し
た。Aは Dにナイフを渡し，邪魔をしようとする者があればそのナイフを使
うように言った。窃盗を働いている最中，被告人らは近づいてくる足音に気付
いた。Aは，他の行為者に向かって「誰かの足音が聞こえる。すぐにこの場を
離れた方が良いのではないか。」と告げ，窓から飛び出したが，他の行為者ら
はその家に留まり，下の階に被害者が入ってきた際に，Dがナイフで刺殺し

（23） 　ここでは，正犯と従犯が異なる犯罪類型で有罪となりうるとする考え方
が，殺人の場合に限定されない点について，言及されるべきであろう。
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た。Aは，従犯として謀殺罪で有罪判決を受け，この有罪判決は控訴院におい
て是認された。控訴院は，Aの言動は共同犯罪計画からの有効な離脱
（effective withdrawal）を認めるには足らない旨を判示した。Aの離脱が有効な
ものと解されるためには，被害者に対して警告を与えたり，警察に通報したり
するなど，犯罪の遂行を妨げるための手段を講じなければならなかったのであ
る（24）。

　オーストラリアのメンティ事件（Menitti ［1985］ 1 Qd R 520）では，被告人
は，大麻提供罪の従犯として訴追された。訴えによれば，供給者と買い手
（the supplier and the buyer）の間で開かれた重要な会合を設定したことによ
り，被告人は当該犯罪の遂行を容易にした，とされる。取引がまさに行われよ
うとしたとき，被告人は，警察が周囲まで来ているかもしれないとして，自身
の不安感をあらわにし，警戒感を表明した。被告人は，取引からの離脱を要求
したが，他の者は取引を続け，警察に逮捕された。被告人は，当該犯罪の従犯

（24） 　ミッチェル事件判決（R v Mitchell ［2008］ EWCA Crim 2552）をも参照。本
件においてMは，自己自身が属するグループが Vのタクシーを強奪し，V
に対して暴力的攻撃を加えることを唆した。暴行は短時間で収まり，その間
にMは，駐車場で自身の靴を探すためにその場を離れた。Mが犯行現場に
戻ると，武器を用いた暴行が再び始まり，その結果として被害者は死亡し
た。実行行為者のうちの 1人が謀殺罪の有罪判決を受け，共同犯罪計画の加
担者として，Mもまた謀殺罪の有罪判決を受けた。暴行の直接的役割を果
たすことをMは一度中断したにもかかわらず，Mが犯行現場に居続けたこ
とは，その暴行に引き続き加担し，共同計画からの離脱に求められる行為に
何ら出ていないことを意味するとされたのである。Mは，暴行の初期段階
においてのみ自身が加担していたこと，また，後に武器が使われることにな
ると推測できるものが当時何ら存していなかったことを根拠として，有罪判
決に対して上訴した。Mの主張によれば，致命傷となる攻撃が何ら役割を
果たしていない別の共同計画から生じたか，すでに離脱していた，という。
しかしながら，Mの有罪判決は，控訴院によって是認された。同裁判所は，
犯行の全体に渡ってMが指導的役割を果たし，また，共同行為者の 1人が
殺害や重大な身体傷害を惹起する意図を有しつつ，被害者を攻撃するかもし
れない点について被告人が予見していたと推論することは陪審に委ねられて
いる，と認めたのである。控訴院は，共同犯罪計画が依然として継続してい
るのか，また，一時的な犯行中断の際にMが当該計画から離脱しなかった
点についての認定もまた，陪審に委ねられている旨を判示した。
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として有罪判決を受け，この有罪判決に対する被告人側の上訴は，刑事控訴院
によって退けられた。控訴院は，被告人の離脱の試みは時期を逸したものであ
り，有効な離脱には足らない旨を判示した。その時点での被告人の行為は，被
告人によってそれまでになされた，当該犯罪遂行への貢献による影響を覆すに
は到底及ばないとされたのである。控訴院は次のように述べる。すなわち，
「犯罪実行の初期段階において援助を与えた者が，その考えを変え，初期段階
で行ったいかなる援助をも相殺（counterbalance）するほどに犯罪計画を妨げる
ことがありうる。先の行為に対する有効な相殺（effectively counterbalances）
が犯罪遂行前になされた場合には，結局のところ，犯罪遂行に際して他者を幇
助したと評することはきわめて困難になるであろう。」と。

　上の記述が示すように，有効な離脱（effective withdrawal）となるか否か
は，従たる関与者として訴追された者が，正犯に対して与えた援助ないし働き
かけの形式に依存する。正犯者の行為に対する被告人の貢献が大きいほど，離
脱が認められるために被告人はより多くのことをしなければならない。それゆ
え，被告人が正犯者に対して，単に当該犯罪の遂行を扇動した（incited）にす
ぎない場合には，自身の働きかけを明確な形で取り消すことにより，離脱が認
められることになる。もっとも，場合によっては，ある種の物理的介入が実際
になされることが必要となりうる（25）。

（25） 　オフラハティ事件（O’Flaherty ［2004］ EWCA Crim 526）では，D 1，D 2
および D 3は，クリケット用バット，瓶，およびハンマーでそれぞれ武装
したうえで，その他の者たちと共に，ライバル関係にあった非行集団のメン
バーVに対する自然発生的な攻撃に加わった。Vは一時的に逃げ去ったが，
D 2および D 3以外の者たちにより付近の通りで退路をふさがれ，その場で
Vは殴打や刺突によって殺害された。その場について行った D 1は，Vを死
に至らしめた犯行現場に居合わせたものの，それに加担したわけではなかっ
た。裁判所は，犯行から離脱する旨を D 2および D 3が他の者に告げず，
他のメンバーを単に追いかけなかったにすぎないとしても，D 2および D 3
が当該計画から離脱していた，と判示した。これに対し，D 1については，
犯行現場に居合わせたことにより，正犯らに対して働きかけをなお与え続け
ていたことを理由とし，犯行から離脱していないことは明らかだとした。本
件においてマンテル（Mantell）裁判官は，有効な離脱に求められる要件を
以下のように示した。すなわち，「犯行から手を引くためには，共同計画か
ら離脱する旨を十分に示すことが求められる。これは，究極的には陪審が判
断すべき事実・程度問題である。その際には，当該行為の性質が離脱を構成
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事後従犯（Accessories after the fact）
　犯罪遂行後に行為者を手助けした者は，66条の下では従たる関与者としては
取り扱われない。これらの者は，1961年犯罪法71条および312条によって，事
後従犯としての刑事責任が課せられる。71条（1）項は，以下のように規定して
いる。

　 犯罪の事後従犯とは，当該犯罪に加担した者であることを知りながら，その者
を迎え入れ（receives），慰め（comforts），もしくは手助けを与え（assists），
または，逮捕後の逃走，逮捕の免脱，ないし有罪判決の回避を目的に，その
者らに関する証拠に改変を加え（tampers with），もしくは積極的に隠匿す
る（actively suppresses）者のことをいう（26）。

　第１に，検察官は有罪判決を得るために，犯罪が遂行されたことを立証しな
ければならないが，ある犯罪への事後従犯としての刑事責任を課すために，当
該犯罪によって有罪判決が下された者の存在は要求されない。加えて，正犯が
何らかの理由により起訴を免れたことは，事後従犯者にとって何らの抗弁とは
ならない。第２に，正犯が犯罪を遂行した点につき，被告人が認識ないし確信
を有していた点につき，検察側が立証する必要がある。第３に，正犯を逮捕や
訴追，さらに刑罰から免れさせることを意図したうえで，被告人が行為に出た
ことを検察側が示さなければならない。この種の意図を証明することが，刑事
責任を立証するための必要条件であり，自身の行為が犯罪者の逮捕を妨げるか
もしれないと被告人が気付いていただけでは不十分で，逮捕を妨げることが被
告人の行為の動機でなければならないのである。最後に，検察側は，法によっ
て認められた権限や，被告人の行為に合理的な免責の余地がないことを立証し

するかに加え，とりわけ，すでに与えられた援助や働きかけの性質，ならび
に，致命傷を与える切迫性の程度が考慮されるであろう。」と。

（26） 　事後従犯として有罪となった者に科される刑罰は，1961年犯罪法312条に
よって規定されている。これによれば，「法的に拘禁処罰を必要とする犯罪
へ事後従犯として関与した者は……当該犯罪の刑の上限が終身刑の場合に
は， 7年を超えない期間の自由刑に，当該犯罪の刑の上限が10年以上の自由
刑である場合には， 5年を超えない期間の自由刑に処される。この犯罪を行
ったその他の場合には，加担した犯罪における刑の上限の半分を超えない刑
罰が科される。」。このことが示すように，事後従犯に課される刑罰の量は，
正犯実行者によって遂行された犯罪の重大性によって決せられる。
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なければならない（27）。

結　語
　本稿では，犯罪遂行において正犯に対し手助けや働きかけを与えるという被
告人側の意図が，1961年犯罪法66条の下，従犯の刑事責任を課すための必要条
件であることについて言及した。この意図には，正犯が遂行している，ないし
は遂行を計画している犯罪類型の構成要素についての被告人による認識が含ま
れ，これを認識したうえで被告人は，犯罪の遂行を幇助，教唆，扇動，助言，
ないし周旋することになるのである。また，ある種の状況下では，不作為によ
る個人の行為が現実の手助けや働きかけとして，従犯責任の認定を裏付けるよ
うな形で解される点についても指摘した。共同犯罪計画の理論に関して，1961

年犯罪法によって採用された立場は，犯罪計画の主要部分の遂行に際して生じ
うる結果として，被告人が予想できたかぎりにおいて，共同行為者（co─
offender）によって惹起された付加的ないし偶然的な犯罪遂行につき，被告人
は刑事責任を負いうる，というものであった。犯罪計画の主要部分を遂行する
に際して行われた，予見可能な犯罪にまで刑事責任を拡張することは，望まし
くないが生じてしまう可能性のある不法な結果について認識しつつも共同計画
に加担した，被告人による自由な選択の観点から理解されうるであろう。

　【訳者あとがき】
　本稿は，ニュージーランドのオークランド大学法学部のジョージ・ムスラー
キス（George Mousourakis）上級講師が2015年12月 1日に早稲田大学比較法
研究所主催の講演会で行った「ニュージーランド法における共犯」（原題は，
George Mousourakis, Criminal Complicity in New Zealand Law）の原稿を，同
氏の了解を得て翻訳したものである。翻訳者である甲斐の畏友ムスラーキス氏
は，これまでも早稲田大学に講演やシンポジウムで何度か来られており，今回

（27） 　これに関連して，1961年犯罪法71条（ 2）項に言及することが可能であろ
う。同項によれば，「ある者の配偶者もしくは同性婚のパートナーが犯罪に
加担した場合に，逮捕後の逃走，逮捕の免脱，ないし有罪判決の回避を目的
に，その配偶者もしくは同性婚のパートナーに対し，本条が適用されうるい
かなる行為に出たとしても，その者，配偶者，同性婚のパートナー，および
前提となった犯罪に加担したいかなる者も，当該犯罪の事後従犯に問われる
ことはない。」
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は，鹿児島大学に訪問研究者として来日されていた機会を利用して早稲田大学
での講演をお願いした。同氏は，刑法のほか，ローマ法，法制史，法哲学にも
造詣が深いが，今回は，刑法の重要問題である共犯論について講演していただ
いた。ニュージーランド法における共犯は，日本の共犯体系と異なる部分があ
るが，論点は共通のものもあり，実に興味深く，若手の研究者を中心に23名が
参加して活発な議論が交わされた。今回は，英米刑法に造詣の深い大学院生の
竹川俊也君に通訳をお願いしたが，見事にその任を果たしてくれたことに謝意
を表したい。【甲斐克則・記】


