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合（例えば、銀行の貸付事務担当者が返済能力のない者に無担保で融資
を実行した場合（いわゆる不良貸付）など）は、背任罪の成否のみが問
題となる。
③　横領罪の客体は他人の財物に限られるのに対し、背任罪の客体は財物
に限らず財産上の利益をも含むことから、客体が財産上の利益である場
合（例えば、信用保証協会の支所長が返済不能状態にある会社のために
同協会に保証債務を負担させる場合など）には、背任罪の成否のみが問
題となる。
④　以上からすると、横領罪と背任罪の区別が問題となる場面は、他人の
事務処理者が自己の占有する他人の物を不正に処分する場合のように、
横領罪と背任罪の両方が成立するように見える場合に限られることとな
る。

　もっとも、横領罪と背任罪は、実質的に見れば１個の法益侵害があるにす
ぎないから、両方の罪の成立要件を満たす場合であっても、いわゆる法条競
合の関係に立ち、より重い横領罪のみが成立する（大判明43.12.16刑録16-
2214）。この考え方によれば、まずは横領罪の成否を検討し、横領罪が成立
しない場合に背任罪の成否を検討するという思考プロセスをたどれば足りる
こととなる。

２　判例の考え方
　判例の主流は、一般的には、財物の処分が自己の名義・計算で行われた場
合には横領罪、本人の名義・計算で行われた場合には背任罪の成立を認めて
いるものと理解されている（「計算」とは、財産の処分によって生じる経済
的利益・損失が誰に帰属するかという問題である。）。例えば、村の収入役
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図　横領罪と背任罪の競合関係
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　以上を踏まえ、名誉毀損罪に関して留意すべき主な捜査事
項は以下のとおりである。

１　捜査の端緒、初動捜査等
　本罪は、親告罪（刑法232条）であり、通常、被害者又はその代理人
弁護士（以下「被害者側」という。）からの告訴状提出等いわゆる告訴
相談をもって捜査を開始することが多いと考えられる。その際、被害者
側から、本罪の客観的構成要件該当性判断に必要な証拠（例えば、犯行
時の会話・演説等の録音媒体、チラシ・書籍等の文書、インターネット
の掲載記事に関するデータ等）の提出があるだろう。ただし、他人の醜
聞、噂話等はどうしても広まりやすいという、その性質に照らし、当該
判断に必要な証拠が被害者側の知っている以上に拡散している可能性が
あることから、摘示の態様が、口頭型の場合は、相手方からの聴取を、
文書配布型の場合は、配布先からの聴取を、インターネット掲載型の場
合は、その運営管理者等からの聴取を、速やかに実施すべきであろう。
　なお、本罪の告訴相談は、名誉毀損を不法行為とする損害賠償請求、
発行差止請求等の訴訟提起と同時並行で進められるケースがしばしば見
られるため、そのようなケースでは、同訴訟の進捗状況（決定・判決結
果）、取り分け対立当事者（被告）から提出された主張書面や反証に関
する証拠（写し）の提出を求めるか、同訴訟係属裁判所に記録の閲覧謄
写を照会するなどして、幅広い証拠収集に努めるべきであろう。

２　犯人の特定
　名誉毀損事件では、民事裁判に発展するケースもしばしば見られるこ
とから、告訴相談があった時点で被害者側が既に犯人（被告訴人）を特
定しているケースも多いであろう。
　しかし、インターネットを利用した事案では、その匿名性を悪用し、
犯人がいわば覆面をかぶって、時には他者を踏み台にして（いわゆる遠
隔操作をして）公然と犯行に及んでいるようなものであるから、被害者
側において、何者が犯人か明らかにできず、氏名不詳者を被告訴人とし
て告訴せざるを得ない事案もあろう。
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物を駐車場外に搬出することが容易であると考えられることからする
と、タイヤについては、甲がトランク内に収納した段階で、被害者又は
駐車場管理者の実力支配を離れて、甲が実力支配を及ぼすに至ったと考
えられ、その時点で、窃盗は既遂に達したと評価できよう。甲が、その
後、管理人にタイヤを発見されて取り上げられてしまい、結局、これら
を手中にすることができなかったとしても、これは、窃盗が既遂に達し
た後に生じた事情にすぎず、甲の罪責が窃盗未遂にとどまることにはな
らない。
⑷　主な裁判例
　　窃盗の既遂時期が問題となった主な裁判例としては、以下のようなも
のがある。
ア　既遂とされたもの
①　東京高判昭63.4.21（判タ670-252）は、被告人が、道路からの出
入りが自由な駐車場において、駐車中の普通乗用自動車からタイヤ
４本を取り外し、出入り口近くの路上に止めていた、共犯者が待ち
受ける車に運び込もうと、そのうち２本を抱きかかえるようにし
て、出入り口の方に戻りかけたところ、被害者に発見誰何されたた
め、タイヤ４本全部をその場に放置して逃走した事案において、
「被告人らは、右タイヤ四本を完全に手中に収めることができなか
つたとはいえ、これを被害者の支配内から自己の支配内に移してい
たものということができる」として、窃盗既遂を認めた原判決の判
断を是認した。
②　東京高判平24.2.16（東時63-31）は、被告人が、プラモデル等を
万引きしようとした事案において、「被告人は、プラモデル等をト
イレの個室に持ち込み、被害店舗関係者が把握困難な場所に移動さ
せた後、その値札をはがすなどし、持参したリュックサックやバッ
グ等に詰めてその全てを携帯し、持ち去ることが可能な状態に置い
た。現実にはトイレ内でＡに声を掛けられて抵抗することもなく連
行されているが、隙を見て、あるいは抵抗するなどしてその場から
逃走し、隣接した階段を降りるなどして店外に向かうことも可能な
状態にあったということができるのであって、プラモデル等を被害
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　本書は、平成29年 6 月から令和元年 5月までにわたって、司法研修所検察
教官が執筆して月刊誌「捜査研究」（東京法令出版）にて連載した「刑法各論」
に加筆・修正を加え、さらに通貨偽造罪、犯人蔵匿罪・逃走罪及び競売入札
妨害罪に関する設問を新たに追加した上、単行本化したものである。
　捜査実務において、刑法犯につき的確な証拠収集を行うためには、事案ご
との個別具体的な事実関係を前提に、刑法が規定するいかなる犯罪の構成
要件に該当し得るか、当該犯罪の構成要件該当性を判断する上で問題とな
る点は何かについての検討が必要不可欠であり、そのためには、刑法総論の
基本的理解に加え、刑法各論に関する知識、とりわけ判例の立場についての
正確な理解が求められる。

　そこで本書においては、刑法が定める犯罪類型のうち、捜査実務上扱うこ
とが多い犯罪類型を取り上げるとともに、これら各犯罪類型特有の問題点
に焦点を絞った上で、理論上の問題点や捜査上の留意事項について、判例の
考え方を踏まえながら解説している。
　本書が、捜査官が今後犯罪捜査を円滑に行うための一助となれば幸いで
あるし、捜査実務家以外の方にとっても、「捜査実務家から見た刑法各論」が
窺い知れて有益なのではないかと考える次第である。
　
　　2020（令和 2）年 4月

　　司法研修所検察教官室　　

（フリガナ）


