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過失 
作成者：A.K.（1 年） 

例文 

（生徒は 3 日間の提出までの猶予がある宿題を、3 日後には家の用

事で宿題に手を付けられなくなるということを知っていながら 1、2

日目でやらなかった。） 

生徒：「宿題ができなかったことは、防ぎようのないことでした。許

してください。」 

教師：「いいえ、あなたに過失がありました。きちんとやってきなさ

い。」 

 

この過失という単語は、法律を学んでいない人でもテレビ等で頻繁に見聞き 

するだろう。少し賢そうに聞こえるので、私は何か自分に非があった際には、「私

に過失がありました」という言い方で謝罪したりする。また、判例を読む際も、

故意なのか過失なのかという点をわくわくしながら読む。少し簡単な言葉だが、

過失は私に少し法律っぽいことをしていると感じさせてくれる。 

例文の生徒は宿題をやることができなかったことにはそれなりの理由があり、
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本人では回避できない状況であったことを主張する。対する教師は生徒の過失

について言及する。「過失である」と言われるということは、生徒は事情があっ

て宿題ができなくなるという結果が予想できたのにも関わらずその予想をしな

かったか、またはその結果を回避する努力を怠ったということになる。自らの行

為の結果を予想して行動することはあるかと問われれば私は自身を持ってイエ

スと答えることはできない。しかし何か反省すべきことがあったときに、それを

自分が故意で（結果を予想した上でわざと）やっていたか、過失（不注意）であ

ったか、どちらだったかを考え直すとその改善策が見いだせることがある。 

 

過失とは 

 過失とはある結果を予想できたのに注意を怠り結果が予想できなくなること

や、その結果を回避する義務を怠ることを言う。対する故意は、その結果を予想

しながらわざとやることを言う。 

「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と刑法 38 条には記されている。

つまり日本の刑法においては、犯罪の成立を認めるためには故意の存在が必要

とされるのが原則（故意犯処罰の原則）である。しかし特別の規定が存在する場

合には過失が認められることでも処罰の対象になることがある。過失で人を死

傷させた場合に成立する過失傷害・致死罪などがその例である。しかし判例によ
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っては、法律において明文化されていなくても過失犯の処罰を肯定する場合が

ある（明文なき過失犯処罰）。 

 また、法律を知らなかった状態で罪を犯す意思がなかったとすることはで

きない。しかし、刑を軽減されることはある。 

 

参考文献 

 山口厚『刑法〔第三版〕』（有斐閣、2015 年 2 月 13 日）p. 122, p. 123 
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強制わいせつ罪 
作成者：S.H.（2 年） 

例文 

A（女性）：今日はたくさんお酒を飲んじゃった～ 

B（男性）：かなり酔ってるなあ ちょっと酔った勢いでイタズラで

もしてみるか 

A はその後少し仮眠を取るため横になっていったそうすると B は… 

B（男性）：A に向かってキスをしにいった。 

それは『眠れる森の美女』のオーロラ姫を目覚めさせるシーンこと王

子がキスをして姫を目覚めさせるシーンを無理矢理に作った。A は

途中で気づいて嫌がっている。 

C（傍観者）：それは、「強制わいせつ罪」になりますよと忠告を施し

た。 

 

「強制わいせつ罪」という言葉はニュースや新聞などでも耳にしたり目にし 

たりすることがあるであろう。しかしながら、どのような行為が強制わいせつに

該当するのか、誰が対象なのかなど詳しいことはあまり述べられないため知っ
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ている人はあまり多くはないであろう。そこで、これを読んだ人は少しでも「強

制わいせつ罪」についての知識を深めてほしい。 

 

強制わいせつ罪とは 

強制わいせつ罪とは刑法 176 条に規定されている犯罪である。条文によると

「13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫によりわいせつな行為をした者」に罪責があ

るとしている。この罪に問われれば６月以上 10 年以下の懲役に処される。 

では被害者が 13 歳未満の場合はどうなのであろうか。同条の後段には 13 歳未

満の規定が存在する。それは「13歳未満の男女に対し、」わいせつな行為をした

者も、同様とする」と規定されている。13 歳未満の場合は暴行や脅迫といった

相手を脅すような行為がなくても処罰されることになる。この理由は、一般的に

13 歳未満のものは性についての完全な知識や判断能力を持っていないことから

仮に相手の同意があったとしても処罰の対象となり得る。 

では、例文のような場合なキスが強制わいせつに該当するのかを確かめてみ

る。まず、女性がお酒を飲んでいるという状況であるため、20 歳以上であるこ

とはわかる。次に B の行為について見ていく。B は A が嫌がるのを分かってい

ながら、無理矢理にそのような状況を作ったことから暴行には当たらずとも少

なからず脅迫には該当するであろう。このようなことから、男性 B の行為は強
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制わいせつ罪に問われるであろう。 

 

参考文献 

 林幹人『刑法各論 第２版』 東京大学出版会 88 頁, 89 頁 

 コトバンク：https://kotobank.jp/word/強制わいせつ罪-1159365 強制わいせ

つ罪とは-コトバンク：日本大百科全書（ニッポニカ）強制わいせつ罪の解説

閲覧日：8 月 15 日 
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緊急避難 
作成者：M.M.（1 年） 

例文 

A「昨日車運転していたらさ、子供が飛び出してきてすごく危なかっ

たよ。」 

B「事故にならなくてよかったね。」 

A「謝ったら許してくれたけど、子供をよけたときに近くに停めてあ

った自転車にぶつかってその自転車壊しちゃった… 」 

B「それは緊急避難だから仕方ないよ。」 

 

緊急避難という言葉を見たとき、災害のとき避難する様子を想起し、あまり法 

律用語という感じがしなかった。しかも分野は刑法。ますます分からなくなった。

ついでにこの言葉を教科書で発見したとき「某大乱闘ゲームにこんな言葉があ

ったような…！」と思って調べたが違った。（緊急回避だった。どうやら他のゲ

ームでもこの言葉が使われているらしい。） 

この言葉は「正当防衛に似ているけど少し違う」意味だと思って読んでいただ

ければ比較的理解がしやすいと思う。この言葉を理解し、日常のどこかで役に立
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つと幸いである。 

 

刑法における緊急避難とは 

刑法は違法性阻却事由（本来は違法であるが、特殊な事情があれば違法でない

と見なされる状況）として緊急避難を規定している。これは、同等利益・優越的

利益の保護を法定したものと解することができる。 

一部項目は比較して見ていくため、正当防衛と緊急避難に関する条文を示す。

この先の文章は適宜条文を参照しながら読むと読みやすいかもしれない。 

（正当防衛） 

刑法 36 条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、や

むを得ずにした行為は、罰しない。 

（緊急避難） 

刑法 37 条一項 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難

を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとし

た害の程度を越えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を越えた行

為は～（以下省略） 

 

緊急避難の成立要件 
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どのような状況で緊急避難が成立するのか、一部項目では正当防衛との違い

に着目しながら見ていく。 

（1）現在の危難 

現在の危難とは、人の生命、身体、自由又は財産の侵害の危険が切迫している

状態をいう。現在の危難は必ずしも人の行為である必要はなく、自然災害による

場合も含まれる。現在の危難は違法である必要はない。（正当防衛の条文にある

「不正」という言葉が、緊急避難の条文には無い。）本件でも、子供が道路に飛

び出す、というのは違法とは言いがたい。 

 

（2）避難行為 

緊急避難は、現在の危難を避けるための行為（避難行為）について成立する。

本件の避難行為は、「子供をよけるためにハンドルを切ったこと」である。現在

の危難には無関係の第三者に向けられる場合（攻撃的緊急避難）のほか、現在の

危難自体に向けられる場合（防御的緊急避難）も含まれる。 

避難行為であるためには避難の意思が必要か問題となる。しかし、緊急避難に

おいては避難行為にでない限り侵害を避けられないことが前提となる。 

本件でいうと、避難行為（ハンドルを切ること）にでない限り侵害（子供を引

くこと）を避けられない、ということである。 



11 

 

 

（3）やむを得ずにした行為 

緊急避難は現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為について成立す

る。この文言は正当防衛の条文にもあるが、正当防衛の場合より限定的に解釈さ

れる。そのため、危難回避のため、より侵害性の低い行為が他に存在しないこと

が要件となる。緊急避難は危難回避の方法が他に存在しない場合に補充的に認

められるという意味で、これを補充性の要件と呼ぶ。たとえば、急病人を運ぶた

めに自動車を無免許で運転した事案がある。これは救急車の出動を要請すべき

だったとして、補充性の要件に欠けるとされた（東京高判昭和 46・5・24 東高

刑時報 22 巻 5 号 182 頁）。簡単に言うと、やむを得ずにした行為が「こうする

しかなかった」と認められれば、補充性の要件を充たしているということである。 

 

（4）害の均衡 

緊急避難においては、避難行為を行った結果として、「これによって生じた害

が避けようとした害の程度を越えなかった」ことが要求される。結果としての、

事後的な害の均衡が要求されるのも正当防衛との違いである。正当防衛では要

求されない。例えば、「殺してやる」と脅され包丁を突きつけられた。もみ合い

になった末相手を刺して殺してしまったとする。この場合、結果的に相手を殺し



12 

 

てしまったが、違法性が阻却される（＝罪に問われない）可能性はある。 

本件では、生じた害は第三者の財産（自転車）であり、避けようとした害（子

供の命）の程度は越えていない、といえるだろう。（自分が自転車の持ち主だっ

たら悲しいが…） 

緊急避難は害の均衡を要求されるため、正当防衛よりも成立が難しい。これも

成立のしやすさという一種の正当防衛との違いかもしれない。 

 

おまけ（読まなくても問題ない） 

過剰防衛という言葉を聞いたことがあるだろうか。正当防衛について規定さ

れている刑法 36 条には、2 項に「防衛の程度を超えた行為」について書かれて

いる。この行為が過剰防衛にあたる。 

緊急避難にも、これと同じように「過剰避難」というものがある。（びびりま

くって逃げすぎた人とか、そういうヤツではない）それが 37 条の「その程度を

越えた行為」である。緊急避難の成立要件を満たさないと、これに該当し、罪に

問われる可能性がある。 

 

 

 



13 

 

参考文献 

 山口厚（2015）『刑法 [第 3 版]』有斐閣 74 頁‐79 頁、82 頁 

 佐伯仁志、大村敦志ほか（2020）『ポケット六法 令和 3 年版』有斐閣 
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打撃の錯誤 
作成者：C.M.（2 年） 

例文 

A：「……っ、なん、で……裏切ったの、か」 

崩れ落ちる A の体。しかしその瞳は最期の瞬間までしっかと B を映

していた。 

B：「……違うんだ！」 

C：「仲間を撃ちやがった」 

両手で銃を握りしめて震える B を C は嘲った。 

B：「……打撃の錯誤だったんだ」 

 

A：背中を預けた仲間であるはずの B に撃たれた 

B：C を狙って撃ったはずの銃弾が仲間である A を撃ち抜いた 

C：A と B の敵 

 

ミステリーやサスペンスものを見て新たな単語を知ると、私は見習い探偵気 

分で記憶する。次にそういったものを見る際には、その単語も頭に入れておくこ
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とで、物語の中の探偵よりも早く次の展開の手がかりをつかめるんじゃないか

と、記憶のノートに綴るのだ。今回、この原稿を書かなければいけないとなった

際、私はそんな風に使える単語を提供したいと教科書をパラパラと捲った。「打

撃の錯誤」いいじゃないか。使えそうだ。絶妙に意味が分かりそうで分からない

感じ。劇中に唐突に現れればよい引っかかりになりそうだ。 

「打撃の錯誤」とは、要は例文のように、狙った相手ではなく、狙っていない

相手に加害してしまうことである。狙った相手に当たっていたとしても、狙って

いない相手にまで当たれば「打撃の錯誤」の事例である。ちなみに、人違いで加

害してしまった場合はまた別の「客体の錯誤」というものである。次の部分では

「打撃の錯誤」が見解の違いによってどのような展開を見せるか言及する予定

だ。楽しみに読んで、ゲームやドラマなどで活用してみてほしい。通じないこと

請け合いである。 

 

打撃の錯誤  

刑法において、故意か過失か、どのような罪を犯そうと行動したかなどの行為

者の主観は重要である。それによって刑法上のどの罪に該当するか変わってく

るからである。しかし、想定した結果と実際の結果が同じになるとは限らない。

これを「事実の錯誤」という。「打撃の錯誤」とは「方法の錯誤」ともいい、侵
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害しようと狙った相手と違う相手に侵害が生じた場合のことであり、刑法Ⅰで

「事実の錯誤」の一部として出てくる。 

「事実の錯誤」がある上で、どこまで行為者が想定した罪と結果の罪の内容が

違っても、故意を肯定されるかには、2 つ見解がある。通説は「法定符合説」又

は「構成要件符合説」といい、犯す想定だった罪と結果の罪の種類が同じであれ

ば、その内容に多少差異があっても、実際に発生した侵害に故意を認めるもので

ある。もう一つは、一般的には支持されていないが「抽象的符合説」といい、何

らかの罪に該当する事実の認識・予見が行為者にあれば実際に発生した侵害に

ついての故意を認めるものである。この見解は、実際に発生した侵害に対する認

識がなくとも、その侵害の罪を認めてしまい、罪を区別することの重要性を否定

してしまうので、支持されにくい。 

法定符合説は、さらに 2 つに見解が分かれる。多数説は「抽象的法定符合説」

といい、犯そうとした罪の種類と結果の罪の種類が同じであれば、その内容にど

んな錯誤があってもその罪に対する故意を肯定する。この見解に基づき「打撃の

錯誤」について考えると、例文のように C に対し殺意をもって撃った銃弾が A

を撃ち殺した場合、A に対する殺人罪と C に対する殺人未遂罪が成立する。こ

こで被害者が A か C かは、殺人の故意という見地からは重要ではないと解され

る。有力少数説は「具体的法定符合説」といい、「抽象的法定符合説」とほぼ同



17 

 

様の立場に立つが、違いは被害者の相違は重要でその相違を捨象できないとす

る点にある。この見解では、罪は一つ一つ被害者ごとに別々に判断されるため、

例文のような「打撃の錯誤」事例では、B の故意は C に対してしかないので、A

に対する過失致死罪と C に対する殺人未遂罪が成立するのである。 

「打撃の錯誤」事例において、当初狙った相手に対する故意は当然肯定される。

問題は「抽象的法定符合説」で考えたとき、例文のような場合だけではなく、そ

れを少し変更して C に当たって C を負傷させた後 A を死に至らしめた場合や、

A も C も双方に当たり両者を死に至らしめた場合どうなるかである。C は無傷

や負傷にとどまるも A が死亡した場合では、C に対する殺人未遂罪と A に対す

る殺人罪が成立する。A・C 両者が死亡した場合、A、C 両者に対する殺人罪が

成立する。これが「抽象的法定符合説」の考えだが、これに対し一人を殺す意思

の場合には、殺人は一罪しか成立しないという「具体的法定符合説」からの批判

があった。よって重い罪についてのみ故意を認めるとし、A だけ死亡なら A に

対する殺人罪、A 死亡 C 負傷なら A に対する殺人罪と C に対しては過失傷害罪

又は無罪、A・C 両者死亡なら A に対する過失致死罪と C に対する殺人罪が成

立するとした。しかし、たとえば A 死亡 C 負傷だった状態から、C が死亡する

と急に C に対して行為時に判断されるべき故意が認められるのはおかしいとい

う批判は避けられないだろう。 
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以上のように「打撃の錯誤」という「事実の錯誤」の一部分をもってして、見

解によりこれほどまでにどの犯罪の成立を認めるかは分かれるのである。 

 

参考文献 

 高橋和之＝伊藤眞＝小早川光郎＝能見善久＝山口厚『法律学小辞典［第 5

版］』（有斐閣、2016 年 3 月 20 日）p. 1209 

 山口厚『刑法〔第 3 版〕』（有斐閣、2020 年 1 月 30 日）p. 113-117 
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不作為 
作成者：T.O.（3 年） 

例文 

A「今日の小テストの勉強した？」 

B「あっ不作為だわ…」 

A「え、大丈夫なの？」 

B「今日の小テスト終わったかもしれない」 

A「ご愁傷様でした」 

 

刑法に規定されているこの言葉、不作為とは人が一定の行為を行わないこと 

を指す。上記の例文のように、テスト前に本来ならばやらなければならない勉強

を面倒くさいから、もしくは他にやらなければならないことがあったから、理由

はそれぞれだろうが、結局はしなかった人というのは多いのではないだろうか。

私もその一人である。特に、最近ではやらなければいけないことがあればあるほ

ど唐突に机の上を掃除し始め、なぜかそこから部屋の掃除を始めてしまい、気づ

けば 1 日をそれに費やし、部屋がきれいになった満足感とともにやらなければ

いけないことへの焦燥感に駆られながら床に就くのである。完全に自業自得で
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ある。 

しかし、この不作為という言葉はかなり日常的にも使えるものであるため、や

る気が起きないときや、やらなければいけないのにやっていないなど怠惰な感

情を表現する際にこれほどピッタリな法律用語もないと感じる。そのため、ぜひ

ともこの言葉を使ってみてほしいと考えている。 

 

刑法における不作為の罪 

不作為の罪は、真正不作為犯と不真正不作為犯に分けられる。真正不作為犯と

は犯罪の構成要件（法律上犯罪であると定められた行為）が不作為の形式で定め

られている犯罪のことであり、不真正不作為犯とは犯罪の構成要件が作為（行為

を行うこと 例：殺人罪における「人を殺す」という行為を行うこと）の形式で

規定されている犯罪を不作為によって実現することである。前者の犯罪には、刑

法 107 条の多衆不解散罪、同 130 条不退去罪などがこれにあたる。後者の犯罪

の例としては、川で溺れている自身の子供をわざと助けずに見殺しにする親は、

殺人罪の不真正不作為犯にあたることになる。不真正不作為犯においては、不作

為によって犯罪を実現することは類推解釈（条文を一般化して規範を読み取る

ことによって、規定の範囲を拡げること）の禁止にあたるのではないかという問

題があるが、この点については、日常用語として「人を殺す」という言葉は不作
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為による場合も含まれるとし解釈し、類推解釈の禁止にあたらないとしている。 

類推解釈の例：公園内で利用者の安全のためにサッカーの禁止を定めている場

合、サッカーと同じように球技であり利用者に危険を伴わせる野球も禁止とす

ること 

 

参考文献 

 三省堂編修所『デイリー法学用語辞典』（株式会社三省堂 代表者 北口克

彦 2017 年 4 月 1 日）p. 182, p. 329, p. 510 
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不法領得の意思 
作成者：R.M.（3 年） 

例文 

X：(あ、漢字書き間違えた。Y 君今席外してるし、一瞬消しゴム借り

ちゃおう。)ケシケシ… 

～すぐに Y が戻ってきた～ 

Y：(僕の消しゴムがないな…あれ？X が持ってるじゃないか。) 

｢おい返せよ～。窃盗罪になるぞ。｣ 

X：｢俺は一瞬使うために借りただけで、不法領得の意思はない！だ

から窃盗罪にはならないぞ。｣ 

 

不法領得の意思、この言葉は皆さんが日々生活している中ではあまり聞かな 

い言葉かもしれません。しかし、不法領得の意思、この意思が他人の財物を盗ん

だ者にあるか否かで、行為者の罪名が左右されてしまうというとても重要な問

題なのです。ぜひ、この機会に皆さんにも知っていただけたら嬉しいです。 

 

●不法領得の意思とは 

窃盗罪をはじめとする財産犯(注 1)が成立したといえるには、行為者の主観的 



23 

 

な要件として、故意(人の財物を窃取することを認識・認容していること)の他に、

他人の財物を不法に領得する意思がなければならない。このような意志のこと

を不法領得の意思という。 

 窃盗罪の条文を読んでみると、窃盗罪が成立するためには、他人の財物を窃取

することが必要であることが分かるが、不法領得の意思の要否については述べ

られていない。しかし判例では、窃盗罪が成立となるためには、不法領得の意思

が必要だと明言している。(最判昭和 26 年 7 月 13 日) 

●不法領得の意思はなぜ必要なのか 

不法領得の意思が必要である理由は、窃盗罪を使用窃盗や毀棄･隠匿罪と区別

するためである。 

判例によると、不法領得の意思は 2 つの要素により構成される。 

1 つ目は、｢権利者を排除して他人の物を自己の所有物として利用･処分する意

思｣である。2 つ目は、｢経済的用法に従い利用、処分する意思｣である。これら

2 つの要素を合わせ持つ場合に、不法領得の意思が認められる。 

使用窃盗、毀棄隠匿罪では不法領得の意思は認められるのだろうか。 



24 

 

まず、使用窃盗の場合を考えてみよう。 

使用窃盗とは、他人の財物を一時無断で使用するような行為のことである。 

例えば、行為者が他人の自転車を 1 時間ほど乗り回した後、元に戻す場合な

どだ。このような場合、行為者の意思は、一時使わせてもらおうという程度のも

のに過ぎないため、2 つの要素のうちの 1 つである、｢他人の物を自己の所有物

として利用･処分する意思｣がないとされ、窃盗罪は成立しない。 

では、毀棄･隠匿罪の場合はどうだろうか。 

毀棄･隠匿とは、他人の財物を壊したり隠したりする行為のことである。例え

ば、行為者が他人の物を嫌がらせ目的で隠すために持ち去った場合などだ。この

ような場合、2 つの要素のうちの 1 つである、｢経済的用法に従い利用、処分す

る意思｣がないとされ、窃盗罪は成立しない。 

つまり、行為者が他人の物を不法に取得するつもりだったのか、壊す(隠す)つ

もりだったのかは、｢奪う｣という行為自体からは判断できないのだ。 

従って、行為者に不法領得の意思があるか否かで、窃盗罪と使用窃盗、毀棄･

隠匿罪を区別するのである。 

●まとめ 

では最後に、例文にあてはめて考えてみる。 

X は、Y の消しゴムを一時的に使う目的で取得しており、Y の消しゴムを自分
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の所有物として利用処分する意思はない。 

従って、不法領得の意思の 2 つの要素を両方満たしておらず、X に窃盗罪は

成立しないということになる。 

注 1…他人の財産権を侵害する犯罪の総称 

 

参考文献 

 デイリー法学選書編修委員会『ピンポイント刑法』(三省堂、2018 年 5 月 3

日) p. 142-147 

 「【刑法】不法領得の意思の根拠と内容～判例を踏まえて分かりやすく解説

～｣不法領得の意思とは～まとめまで (2021 年 8 月 5 日閲覧) 

https://tarosyun.com/archives/2812654.html 

 

 

 

  



26 

 

身分犯 

作成者：Y.N.（2 年） 

例文 

高校生 A「お前、俺の好きな人 C にばらしたな？」 

高校生 B「何のことかね？」 

高校生 A「本人から聞いたぞ、秘密漏示罪だよ！！」 

高校生 B「何言ってんの？秘密漏示罪は身分犯で、僕には犯せない罪

だよ」 

 

今回の A のように字面だけで法律を理解できたと勘違いして使うと、恥ずか 

しい思いをすることがあるかもしれないので要注意！秘密を漏示したからとい

って必ずしも秘密漏示罪は成立しない。条件がある。以下の文章を読んで身分犯

とはなにか、秘密漏示罪とはなにかの理解を深めていただきたい。 

 

身分犯とは 

身分犯とは、行為者に一定の身分があることを前提とする犯罪である。ここで

いう身分とは、特別な地位や状態（男女の別や親族関係、資格など）を指す。身
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分犯には大きく分けて２種類がある。真正身分犯と不真正身分犯である。真正身

分犯とは犯罪を行う人が、とある身分を有することを前提とした犯罪である。例

えば収賄財がある。これは犯罪行為者が公務員である場合の成立する犯罪であ

る。２つ目の不真正身分犯とは、身分の有無によって刑の重さに違いがあるもの

である。例えば、横領罪がある。通常は横領罪（５年以下の懲役）が科される場

合でも、犯罪行為者が業務者の身分を持っていた場合、横領罪（１０年以下の懲

役）か科されることになる。では、A さんの言っていた秘密漏示罪とは何か。秘

密漏示罪とは、所定の職業に従事する（していた）者が、正当な理由なしに、そ

の業務上取り扱ったことについて知りえた人の秘密を漏らす犯罪である。所定

の職業とは、医師，薬剤師，医薬品販売業者，助産師，弁護士，弁護人，公証人

又はこれらの職にあった者、宗教，祈祷もしくは祭祀の職にある者又はこれらの

職にあった者である。“秘密”とは、一般的に知られていない非公知の事実で、他

人に知られないことが本人にとって有益であると認められる事実を指す。“漏ら

す”とは、秘密を、それを知らない人の告知することをいう。必ずしも公然と告

知する必要はなく、不作為に漏示をしてしまってもこの犯罪が成立することが

ある。したがって、一般の高校生である B さんの行為は秘密漏示罪には当たら

ない。 
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参考文献 

 『面白いほど理解できる刑法』早稲田経営出版 刑法研究会 2019 年 p. 58, 

p. 59 

 はれのくに法律事務所「秘密漏示罪とは？」2021 年 8 月 23 日閲覧 

https://harenokuni-law.com/ 

 

 


