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おわりに

※本稿は、2018年 3 月15日に早稲田大学から博士（法学）の学位を授与された学位論文、「正当防衛状況
における理論と実務の交錯―急迫性概念から正当防衛状況へ―」の骨子をまとめ、その後の検討を加筆
したものである。
（ 2 ）平成29年決定以降の裁判例
平成29年決定は、被侵害者が侵害を予期した上で相手方の元に出向いて暴力的闘争を発生させた事案に
つき、正当防衛状況ではなく、侵害の急迫性を問題にしている。しかし、同決定の影響を受けた下級審裁
判例の中には、従来の判例・裁判例において用いられてきた、正当防衛権を基礎付ける規範的・総合的要
件としての侵害の急迫性と、平成20年決定で初めて用いられた正当防衛状況という概念を同じものとして
理解している事例も複数存在する。
ア

裁判例

⑧仙台地判平29・9・22（裁判所ウェブサイト）
（ア）事実の概要
工事従事者の宿舎に居住していた被告人と A は、同宿舎に転居する前に、口論をきっかけに被告人が
A の腹部を果物ナイフで切りつけるという事件があったことから、お互い良好な関係にはなかった。犯行
当日、A が被告人方に来訪し、被告人が同居室のドアを開けると、A が模造刀を持って立っており、被告
人に対して「顔貸せ」と言って呼び出した。被告人は、A に喧嘩を売られている、模造刀で切りかかって
くるかもしれないと思い、被告人方居室にあった包丁をパンツにはさんで隠し持ち、A の後ろに付き従っ
て同宿舎に隣接する駐車場に赴いた。同駐車場に着くと、A が被告人に対して模造刀の切っ先を向けて突
き出してきたので、被告人は、A の腹部、左胸部を包丁で突き刺し、死亡させた。
（イ）裁判所の判断
裁判所は、被告人は A の呼出しに応じて駐車場に赴けば、A から模造刀で切りかかられるなどの暴行
が加えられることを十分に予期していたこと、自室を施錠したり警察や同僚の援助を求めることが容易で
あったこと、それにもかかわらず包丁を準備して、これを携行した上で、A に続いて自ら駐車場に赴き、
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A から模造刀を突き出されるや殺意を持って刺突行為に及んでいることを指摘して、「このような本件行
為全般の状況に照らすと、被告人の本件行為は、急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法
的保護を求めることができないときに、侵害を排除するために私人による対抗行為を例外的に許容すると
いう刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとは認められず、反撃行為に出ることを正当化するような緊
急状況にあったとはいえない。
」として、
「被告人の本件行為は、侵害の急迫性の要件を満たさないものと
いうべきである。
」とした。
（ウ）検討
本件は、被告人が相手方の要求に応じて、凶器を所持して暴力的闘争の現場に出向いた事例であり、そ
の事実関係は平成29年決定に非常に類似している261。また、正当防衛の成否を判断する際に、侵害の予期、
侵害回避及び公的救助要請の容易性、凶器の準備、相手方の元に出向く行為、反撃行為の態様を総合考慮
しているが、これらの事情は、平成29年決定で列挙された事情と共通するものである。さらに、刑法36条
の趣旨についても、平成29年決定と同様の見解を示している。すなわち、本判決は、平成29年決定に類似
した事案に対して、同決定で示された基準を忠実に適用した事例であると評価することができる262。もっ
とも、本判決は、急迫性を否定する結論を示す上で、被告人が「反撃行為に出ることを正当化するような
緊急状況」にあることを否定しているが、この文言は、平成20年決定で示された「反撃行為に出ることが
正当とされる状況」とほとんど同じである。そこで、本判決は、平成29年の論理により否定される侵害の
急迫性と、平成20年決定で問題にされた「反撃行為に出ることが正当とされる状況」すなわち正当防衛状
況を、実質的には同一のものとして扱っているということができる。
⑨東京地判平29・9・22（LEX/DB25547336）
（ア）事実の概要
被告人と A は、配管工事の現場で作業員として働いており、寮のスタッフルームで寝起きしていたが、
就寝中の被告人が物音を聞いて目を覚ますと、A が壁を殴るなどして騒音を立てていた。被告人が A に
文句を言うと、A は被告人の胸ぐらを掴むなどした後、「文句があるなら表に出ろ。」などと言ってきたの
で、被告人は A の後について屋外の駐車場に向かった。その後駐車場において、被告人と A の間で口論
が生じたが、ここではお互いに手を出すことはなく、被告人は A を残して部屋に戻った。そして、部屋
に戻った被告人が、ベッドに座って携帯電話で通話していると、いきなり部屋に入ってきた A から胸ぐ
らを掴まれ殴打された。これに対して、被告人は A の顔面及び下顎部を多数回殴打したところ、A は部
屋を出て行ったが、その後被告人の暴行により生じたくも膜下出血により死亡した。
（イ）裁判所の判断
裁判所は、被告人が A と 2 人で駐車場に出向いた後に結局互いに暴力を振るう場面はなかったこと、
被告人は A を迎え撃つ準備や凶器の準備をしていなかったこと、被告人の暴行は一方的と評価できるも
のではなかったことからすると、被告人は A の攻撃を確実なものとして予期していたとは認められない
とした。それに加えて、犯行当時の A の酩酊状況や運動能力、被告人と A の体格差、被告人の犯行前後
の言動からすると、被告人が、A が酔っていてまともに相手にならない状況に乗じて、一方的に暴行を加
えたと認められるに足る証拠があるとはいえないとして、「本件暴行の直前の被告人について正当防衛状
況になかったと認めるに足る証拠があるとはいえない」とした。その上で、被告人の反撃行為は防衛行為
の相当性を欠くものではないとして、被告人の反撃行為は正当防衛にあたるとした。
（ウ）検討
本判決は、自室にいた被告人がいきなり相手方の攻撃を受けた事案であり、相互闘争状況の態様として
は平成29年決定とは異なるものである。また、本判決は、被告人の侵害の予期が確実なものではないこと
を理由に正当防衛状況を否定していることから、客観的な事情を重視した判断を行っている平成29年決定
よりも侵害の予期を重視した判断を行っているようにも見える。しかし、侵害の予期を判断をする上で、
261
262

小林・前掲注（240）107-8頁参照。
井上・前掲注（240）5 頁参照。
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裁判所は、被告人の反撃行為に先立つ言動、反撃準備行為の有無、反撃行為の態様といった客観的事情を
考慮している。これらの事情は、正当防衛状況を否定する直接の根拠としてではなく、侵害の予期を推認
するための間接事実として扱われているが、正当防衛状況を認定するための総合考慮の中で用いられてい
るという点では平成29年決定の判断と共通し、両者は、侵害の予期という主観的事情の認定を介在させて
いるか否かという点のみが異なっているに過ぎない。そうであるならば、本決定の判断の内実は、平成29
年決定と大きく異なるものではないということができる。そこで、平成29年決定の判断基準は、本判決の
ように平成29年決定の事案とは態様が異なる相互闘争状況の事例にも適用することも可能であるように思
われる。そして、平成29年決定と共通する判断を行いつつ、侵害の急迫性ではなく正当防衛状況の存否を
問題にしていることから、本判決も両者を同一のものとして理解していると解される263。
本判決と同様に、平成29年決定とは異なる態様の相互闘争状況において正当防衛状況が問題とされた事
例としては、さいたま地判平29・12・15（LEX/DB25548983）を挙げることができる264。同判決は、飲食店
で被告人と相手方が喧嘩になり、相手方が被告人の求めに応じて被告人の車両に乗り込んで同行し、その
後小便をしたいという相手方の求めに応じて被告人車両を停止させ、運転席に座って相手方を待っている
と、相手方が運転席を覗き込むように殴りかかってきたので、身の危険を感じた被告人が車外に出て相手
方の顔面をさらに殴打し、腹部を蹴り付けるなどして死亡させたという事案において、飲食店における被
告人の発言内容や本件犯行に至る経緯等を考慮して、「被告人が本件暴行時に正当防衛状況になかったと
はいえない。」とした。また、被告人には侵害の予期は認められず、一方的に暴行を加えたものではない
ことから、被告人の反撃行為は「公的機関による保護を受ける余裕がない緊急の場合になされた防衛行為
にあたる。
」として、過剰防衛の成立を認めた。同判決も、突発的に生じた相互闘争状況の事案であるが、
犯行に至る経緯や、被告人の言動の意味を考慮して正当防衛状況の存否を決しており、反撃行為に先立つ
客観的事情の総合考慮を行っている点では平成29年決定と共通する。また、同判決は、防衛行為性に関す
る判断に際して、被告人の反撃行為が「公的機関による保護を受ける余裕がない緊急の場合になされた防
衛行為」であるとしているが、このような判示も平成29年決定が判示した刑法36条の趣旨と共通するもの
である。このことから、同判決も平成29年決定の影響を受けたものであると評価することができ、平成29
年決定の判断基準は、侵害を予期して相手方の元に出向いた事例だけでなく、突発的に相互闘争状況が生
じた事例に適用することも可能であるように思われる。
⑩前橋地判平29・9・6（LLI/DB07250773）
（ア）事実の概要
被告人は、軽度の知的障害がある A に対して預金口座のキャッシュカードを売却する方法を教えたと
ころ、被告人から教えられた通りにキャッシュカードを売却した A が警察で事情聴取を受けることにな
り、被告人からキャッシュカードを売却する方法を教わったことなどを供述した。被告人は、A に対して
上記供述を撤回するよう迫り、警察署に電話を掛けさせたり自ら警察署に電話をかけるなどして、犯行当
日も A を自宅に呼び出し、何度も警察署に電話を掛けさせるなどした。A は、このような被告人の要求
に嫌気が差し、苛立って被告人方の居間と寝室の間のふすまを殴って破り、寝室にいた被告人に近付いて
殴りかかった。これに対して、被告人が A の胸部を室内に置いてあったナイフで数回突き刺したが、死
亡させるには至らなかった。
（イ）裁判所の判断
裁判所は、被告人の反撃行為に過剰防衛が成立するかを判断するに際して、被告人は A に対して警察
官に対する供述を撤回することを繰り返し要求しており、A を精神的に追い詰めていたことを認識してい
たこと、被告人と A は供述の撤回をめぐって殴り合いの喧嘩をしたことがあり、A がふすまを殴って破っ
263 なお、本判決の控訴審である東京高判平30・3・30（LEX/DB25560316）は、正当防衛状況の存否に関する本決定の判
断を是認し、
「本件暴行の直前の被告人について正当防衛状況になかったと認めるに足る証拠があるとはいえない。」と
判示していることから、正当防衛状況と急迫性の関係についても本判決と同様の理解を示しているように思われる。
264 このような平成29年決定以降の事例として、本文中に挙げたものの他に、前掲注（ 9 ）・東京地立川支判平29・11・
29。
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た時点で殴りかかってくることを十分予期できたことから、被告人は A の侵害を予期していたとした。
その上で、被告人は A に対して上位の立場にあったこと、被告人が A を精神的に追い詰めたりしなけれ
ば A が侵害行為に出ることはなかったので、A による侵害行為は被告人が自ら招いた面があること、A
の侵害行為は手拳を一回突き出しただけであり、反撃行為に出る必要性は乏しかったこと、被告人は A
に対して威嚇行為に出ることなく A の胸部にナイフを 3 回突き刺していることから、被告人は A に対し
て積極的に加害行為に出る意思で加害行為に及んだとした。そして、「以上のような本件以前の状況を含
めた本件行為全般の状況からすると、被告人の本件行為は、急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機
関に法的保護を求めることが期待できないときに侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許
容した正当防衛及び過剰防衛（刑法36条）の趣旨に照らして許容されるものとはいえない。」として、本
件においては侵害の急迫性の要件を充たさず、過剰防衛も成立しないとした。
（ウ）検討
本判決も、侵害の急迫性を否定する判断を示す際に、平成29年決定の判示内容を引用していることから、
平成29年決定の影響を受けた裁判例であることは明らかである。そして、本判決は、被告人の行為が A
の侵害の原因となっており、事案の性質としては自招防衛の事案に近いものであるが、積極的加害意思を
理由に急迫性を否定しており、その判断に際して A による侵害行為は被告人が自ら招いた面もあること
を指摘していることから、被侵害者の侵害招致行為という事実も、平成29年決定と同様の総合判断の中で
考慮されていると評価することができる265。たしかに、平成29年決定が列挙している事実の中には、被侵
害者の侵害招致行為は含まれていない。しかし、平成29年決定の影響を受けていることが明らかな本判決
が被侵害者の侵害招致行為を考慮していることは、平成29年決定の論理を用いる場合にも、被侵害者の侵
害招致行為を考慮することが可能であり、自招防衛の事案も平成29年決定の論理を用いて処理することが
可能であることを示しているということができる。被侵害者の侵害招致行為は、従来の裁判実務において
も、積極的加害意思の認定に際して考慮すべき事実であるとされてきた。そして、積極的加害意思を理由
に急迫性が否定される事案は、平成29年決定の論理を用いるべき場合の一例とされる。そうであるならば、
平成29年決定の論理を用いる際にも、被侵害者の侵害招致行為という事実を考慮することは当然に可能で
あると解するべきである。
本判決と同様に、平成29年決定で示された総合判断の枠組みの中で侵害招致行為を考慮している事例と
しては、京都地判平31・2・12（LEX/DB25562648）が存在する266。同判決は、被告人の元部下が、被告人
との間で生じた金銭トラブル等の解決を父親に依頼したことから、その父親が知人らと共に被告人の元に
出向いて、被告人方マンションの駐車場で被告人と対峙することになり、元部下の父親が現場付近にあっ
たコンテナで殴りかかってきたので、被告人があらかじめ用意していた小刀で反撃して傷害を負わせ、さ
らに自分に近付いてきた元部下の知人の胸部を突き刺し死亡させたという事案において、急迫性の有無を
判断するにあたって、侵害回避の容易性、被告人が予想した攻撃の程度及び実際の攻撃の程度、行為時の
被告人の心理状態としての積極的加害意思の有無、さらに、以上の事情に加えた総合考慮として被告人が
相手方に小刀を示したことが相手方の攻撃を招いたという事情を考慮して、「被告人が反撃行為に出るこ
とが許されない状況にあったとは認められない。」として、侵害の急迫性を認めている。同判決において、
裁判所は、被告人の相手方に小刀を示すという侵害招致行為を、被告人の心理状態の認定及び総合考慮に
おいて考慮しているが、同判決の判示内容からは、急迫性の判断に際して平成29年決定の判断基準を用い
ていることは明らかである267。それにもかかわらず、平成29年決定では列挙されていなかった侵害招致行
為を認定に用いていることからは、平成29年決定の判断基準は、侵害招致行為の考慮を排除するものでは
なく、その意味で平成29年決定の基準と平成20年決定の基準は、明確に区別されるべきものではないと解
することができる。

265
266
267

瀧本・前掲注（142）182頁参照。
同判決に対する評釈として、成瀬幸隆「判批」法学教室466号（2019年）126頁。
成瀬・前掲注（266）126頁。
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イ

検討

以上のように、平成29年決定は「侵害の急迫性」を否定しているが、同決定の影響を受けた裁判例には、
上記のように「侵害の急迫性」ではなく「正当防衛状況」を問題にした事例や、両者を同一の概念として
用いているように見える事例が多数存在する。また、平成29年決定の影響を受けた事例には、平成29年決
定と同様の、侵害を予期して相手方の元に出向いた事案だけでなく、同決定とはその態様が異なる突発的
に生じた暴力的闘争の事案や、自招防衛に近い事案も存在する。このことから、平成29年決定の影響が及
ぶ事例は、必ずしも被侵害者が侵害を予期していた事例に限られるものではなく、同決定の判断基準は、
侵害の急迫性の判断と正当防衛状況の判断を区別するものではないと解される268。
すなわち、平成29年決定を理解する上で重要なのは、相互闘争状況において正当防衛が問題になった事
案においては、正当防衛の判断の入り口の段階で、侵害の予期や反撃準備などの反撃行為に先立つ事情を
含めた諸事情を総合考慮した価値判断を行うということであり、急迫性という要件を問題にすべきである
ということではない269。また、同決定が、侵害の予期を他の事情と区別された特別の要素としてではなく、
考慮の一要素として扱っている以上、侵害の予期が希薄な事案についても同決定の基準を用いることは可
能であり、前述のように侵害の予期そのものと予期の可能性の違いは重要ではないことからすると、予期
の可能性が認められるに過ぎない場合であっても、同決定の基準が用いられる可能性は排除されない。す
なわち、相互闘争状況において正当防衛が問題になった事例の処理に際して、平成29年決定の論理を用い
る場合には、同決定が列挙している事情等を総合考慮して、被侵害者の反撃行為が「公的機関による法的
保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容した
もの」と評価できるか否かという価値判断を行うということが重要なのであり、このような判断がなされ
る事例は、必ずしも侵害の予期がある程度以上認められる事例に限られず、正当防衛の成否を決する上で
問題とされる要件も、
「侵害の急迫性」と「正当防衛状況」のどちらでも構わないということができる。
4

平成20年決定と平成29年決定

（ 1 ）両者の関係
以上のように、平成29年決定が示しているのは、正当防衛の判断の入り口の段階において、反撃行為に
先立つ事情を含めた諸事情を総合考慮した価値判断により、そもそも反撃行為の正当化が許容できるかを
判断するということであり、このような事案においては「正当防衛状況」ではなく「侵害の急迫性」とい
う名称の判断基準を用いるということではない。また、同決定の判断基準が用いられる事案は、必ずしも
十分な侵害の予期が認められる事案に限られないと解される。そうであるならば、自招防衛の事案におい
て「正当防衛状況」の基準を用いた平成20年決定も、被侵害者の暴行が相手方の侵害が招致したことや、
侵害招致行為と反撃行為の時間的・場所的近接性といった、相互闘争状況の態様に関する反撃行為の時点
で存在する事情が考慮されている以上、平成29年決定との共通性を認めることもできるように思われる。
たしかに、平成20年決定で問題とされた自招防衛の事案は、平成29年決定のようなそれ以外の相互闘争
状況において正当防衛が問題になる事案とは基本的には区別して議論されてきた。また、平成29年決定の
判断基準は、
「行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合」に関するものとされており、同決定
が指摘した客観的事情からは、侵害招致行為に関する事情は排除されている270。そうであるならば、平成
29年決定の判断基準と平成20年決定の判断基準は、それぞれ異なる事案において使い分けられると解する
のが自然であるようにも思われる271。しかし、前述のように、平成20年決定も、判決文には現れていない
268 この点に関し、瀧本・前掲注（142）181頁は、
「正当防衛状況という文言は、平成29年決定以降も引き続き検察官の
主張や判決で用いられているが、その実質は急迫性要件の有無を論ずるものであり、正当防衛状況を急迫性要件とは別
の概念であるということはもはや不可能であろう。」と指摘する。
269 前田・前掲注（240）日高古稀230頁参照。
270 照沼・前掲注（240）54頁。
271 司法研修所編『裁判員裁判と裁判官―裁判員との実質的な協同の実現をめざして―』
（2019年、法曹会）66-7頁、照沼・
前掲注（240）54頁、橋爪・前掲注（52）244頁、同・前掲注（240）200頁、高橋・前掲注（240）13頁、山本・前掲注（201）
186頁、高橋・前掲注（240）研修 9 頁、井田・前掲注（204）17-8頁、坂下・前掲注（240）174頁、佐伯・前掲注（196）
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が、実際には侵害の予期又は少なくともその可能性を考慮した事案であると解される。また、これまで見
てきたように、平成20年決定以降の下級審裁判例の多くは、正当防衛状況の要件と急迫性の要件を区別し
ておらず、このような事例は、平成29年決定後の下級審裁判例にも複数存在する。さらに、平成29年決定
以降の裁判例の中には、事例⑩のように、平成29年決定の影響を受けつつも、急迫性の判断に際して被侵
害者の侵害招致行為を考慮している事例も存在する。そうであるならば、平成20年決定の基準を、同決定
における侵害招致行為が不正な暴行であることに着目するなどして、平成29年決定の基準から殊更に区別
して理解することには何ら合理性はないように思われる272。そこで、平成20年決定の基準は、侵害の予期
が認められない事案のみについて、侵害招致行為に着目して正当防衛権の制限の可否を判断する基準と解
するべきではなく、相互闘争状況の態様に応じて存在する客観的事情を考慮して正当防衛権の存否を判断
した基準の 1 つに過ぎず、その本質においては平成29年決定と共通するものであると解すべきである273。
そして、両基準がその本質においては共通するものである以上は、両者は本質的には同じものであること
を確認した上で、自招防衛の事案とそれ以外の相互闘争状況の事案という区別にとらわれず、個別具体的
な事案の性質に応じて、どのような事情を考慮すべきかを問題にすべきであるように思われる。
（ 2 ）今後の展望
もっとも、平成20年決定と平成29年決定という、その態様が異なる相互闘争状況の事案についてそれぞ
れ異なる判断基準が示された以上、今後の相互闘争状況における正当防衛の事案の処理に際しては、事案
の性質が平成20年決定に近い事案においては正当防衛状況の基準が用いられ、52年決定や平成29年決定に
近い事案においては急迫性の基準が用いられることが予想される。しかし、このような実質的には同じ内
容であるにもかかわらず、異なるものであるように見える基準を並列的に用いることは、判例の意義を理
解する上での混乱を招く可能性がある274。また、これまで見てきたように、相互闘争状況における正当防
衛の事例には、積極的加害意思が問題になる事例と自招防衛の事例の両方の要素を持った事案が多数存在
するが、このような事案においては特に両基準の使い分けは困難である275。そこで、今後の相互闘争状況
における正当防衛の事案の処理に際しては、判断基準の実質的な内容としては平成29年決定が用いた基準
を用いるべきである。しかし、同決定が用いた「侵害の急迫性」という文言は、文言とその判断の実態が
かけ離れたものになっていることは否定できず、裁判員に説明する上では困難が生じることが予想され
る。そこで、このような判断に用いられる基準を提示する際には、事案の処理に際して求められる判断の
内容を端的に示すものであり、裁判員にとって理解し易いと思われる、「正当防衛状況」という名称を統
一的に用いるべきである276。
すなわち、平成29年決定は、侵害の急迫性は「対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況」に照
らして検討すべきであるとして、考慮すべき事情を具体的に列挙しているが、平成20年決定が考慮した被
侵害者の侵害招致行為や、侵害招致行為と侵害行為の時間的・場所的近接性も、「対抗行為に先行する事
21頁、橋田・前掲注（240）155頁、三代川・前掲注（240）197頁、鎮目・前掲注（254）113頁。
272 この点について、瀧本・前掲注（142）185頁は、平成20年決定は侵害招致行為が「不正な暴行」である場合に用いら
れる基準である点で平成29年決定の基準とは区別されるとしつつ、
「無限に想定し得る侵害招致行為の中で、
『不正な暴行』
のみが平成20年決定という例外的な取り扱いを受ける根拠は明らかにはできなかった。」とする。
273 小林・前掲注（194）145頁、大塚・前掲注（195）18頁、大谷・前掲注（240）12頁、遠藤・前掲注（67）116頁。なお、
井田・前掲注（204）は、「この 2 つの事例類型は、究極的には保全利益の優越性・要保護性が失われる（正当防衛状況
という前提が欠落する）ということで統一的に説明できる」としつつ、両者を異なる事例類型として異なる基準で処理
されるべきとする。
274 大塚・前掲注（195）18頁、橋田・前掲注（226）148頁、拙稿・前掲注（216）62頁。
275 この点について、司法研修所編・前掲注（271）68頁は、平成29年決定で示された侵害の急迫性と平成20年決定で示
された正当防衛状況が別個の概念であるという理解を前提に、侵害の急迫性について、「被告人の対抗行為に先行する事
情を含めた行為全般の状況に照らして検討し、具体的事情の下では、そのような保護を求めることが期待できず、自ら
対抗行為に出ることが許されるといえる場合であってこそ、その侵害が被告人にとって『急に迫ってきた侵害』と評価
できる。」との説明案を提示するが、このような説明案は「自ら対抗行為に出ることが許されるといえる場合」という、
平成20年決定における正当防衛状況を示す「自ら反撃行為に出ることが正当とされる状況」と類似した表現を含んでい
ることから、やはり侵害の急迫性と正当防衛状況を別個の概念として使い分ける説明を行うことは困難であると思われ
る。
276 拙稿・前掲注（197）72-3頁、同・前掲注（216）63頁。
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情」に含まれる。同決定は、判決文中で具体的に列挙した事実「等」を考慮すべきとしていることから、
同決定の論理からも、列挙された事情以外を考慮することは可能であると解される。また、平成20年決定
以降の事案の処理に自招防衛の論理を用いた事案においても、判決文中で明らかに侵害の予期やその可能
性を考慮している事例は存在し277、平成20年決定も実際には侵害の予期又は少なくともその可能性は考慮
していたと解されることから、自招防衛の事例においても、このような主観的事情を考慮する必要性は否
定できないところ、平成29年決定の基準は、正面から「予期された侵害の内容」や「侵害の予期の程度」
の考慮を可能にするものである。そして、これらの事情を総合的に考慮し、被侵害者の反撃行為が相互闘
争状況の拡大を生じさせるものであり、「公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、
侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したもの」と評価できない場合には、正当防衛
状況を否定し、正当防衛及び過剰防衛を認めないという判断は、いずれも相互闘争状況における正当防衛
の事案の処理のためになされる判断である以上、自招侵害の事例であっても、それ以外の相互闘争状況の
事例であっても本質的には同じである。そして、刑法36条 1 項の文言との関係では、このような意味にお
ける正当防衛状況が有する反撃行為の防衛行為性を基礎付けるという機能に鑑み、正当防衛状況の判断
は、
「急迫不正の侵害」の文言と結び付けて行うべきである278。
しかし、正当防衛状況の判断基準は、本決定が示したように事案に現れた諸事情を総合考慮した上での
規範的・評価的な判断を必要とするものであるから、このような基準をそのまま裁判員裁判で用いる場合
には、印象論による判断を招いてしまう危険性があることは否定できない279。実際に、平成29年決定の影
響を受けた最近の下級審裁判例の中には、事案に現れた事実関係を単に列挙するだけで、正当防衛を否定
する結論を導いているように見える点が批判されている事例も存在する280。そこで、今後の適切かつ合理
的な事案の処理のためには、相互闘争状況において正当防衛が問題になる事例を類型化して、それぞれの
類型における正当防衛状況の判断の指針を示すことが必要になると解される281。
5

小括

平成20年決定以降の裁判実務においては、正当防衛状況を、従来判例が用いてきた正当防衛権を基礎付
ける規範的・総合的な要件としての侵害の急迫性の言い換えとして用いた事例と、被侵害者の侵害招致行
為を理由とする正当防衛権の制限という争点を示すために用いた事例が存在するが、事案の適切かつ合理
的な処理のためには、正当防衛状況という文言は前者の意味で用いられるべきである。また、相互闘争状
況における正当防衛に関する最近の最高裁判例である平成29年決定は、被侵害者が侵害を予期して凶器を
所持した上で相手方の元に出向いた事例につき、正当防衛状況ではなく侵害の急迫性を問題にしている
が、その判断の本質は、侵害の予期などの反撃行為に先立つ事情を含めた諸事情を総合考慮した価値判断
により正当防衛権の存否を決するというものであり、その価値判断の内実については、平成20年決定を含
む従来の裁判実務と同様の、被侵害者の態度が相互闘争状況の拡大を生じさせる場合に正当防衛権を否定
するものであると説明することも可能である。そこで、平成29年決定の判断基準も、平成20年決定の判断
基準と本質的には共通するものとして理解することが可能である。そして、侵害の急迫性という文言より
も正当防衛状況という文言の方が、その判断の内実をより端的に示すものであり、裁判員裁判においても
使いやすいものであることから、今後の裁判実務においては、自招防衛の事案を含めた相互闘争状況にお

277 このような事例として、神戸地判平26・12・16（裁判所ウェブサイト）、佐賀地判平25・9・17（LEX/DB25503819）
。
278 なお、このように解した場合には、侵害の急迫性だけではなく、そもそも侵害が存在したかという問題や、侵害の不
正性の問題も正当防衛状況の判断として検討されることになるが、刑法36条 1 項の「侵害」及び「不正性」の要件は、
「急
迫性」と共に反撃行為の防衛行為性を基礎付ける機能を有している点に意味があると解されるので、急迫性の要件と殊
更に区別して議論する必要は乏しいと思われる。
279 高橋・前掲注（ 5 ）5 頁。
280 このような事例として、宮崎地判平30・2・22（LEX/DB25549886）
。同決定の判示内容に対する批判として、小林・
前掲注（240）108頁。
281 稗田・前掲注（ 5 ）179頁、遠藤・前掲注（ 5 ）194頁、司法研修所編・前掲注（ 5 ）21頁以下、高橋・前掲注（ 5 ）
5 頁、佐伯・前掲注（ 5 ）18頁、橋爪・前掲注（33）113頁。
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ける正当防衛の事案一般の処理に際して、平成29年決定で示された判断基準と同様に、侵害の予期や反撃
行為に先立つ事情を含めた諸事情を総合考慮した価値判断により、反撃行為の正当化を許容することがで
きるかという判断を行い、このような判断を「正当防衛状況」の存否に関する判断として示すことで事案
の処理を行うべきである。

第5
1

相互闘争状況における正当防衛の事例の類型化
問題の所在

以上のように、平成20年決定で示された正当防衛状況の基準は、自招防衛の事案だけでなく、52年決定
のような積極的加害意思が問題になるような事案も含めた、相互闘争状況において正当防衛が問題になる
事案一般の処理に用いることも可能である。そして、その内実は、客観的に侵害が迫っていることを前提
に、被侵害者の態度により相手方とのトラブルや対立関係が違法な暴力的闘争へと発展するという意味に
おける「相互闘争状況の拡大を生じさせる状況」において、被侵害者の正当防衛権を制限するものである
と理解することができる。もっとも、この場合になされる判断は、侵害者の主観を含む諸事情を総合考慮
した規範的・評価的なものであることから、このような基準をそのまま用いた場合には、事案に現れた諸
事情を羅列した上での感覚的・直感的な判断により正当防衛権の存否が決せられてしまうことにもなりか
ねない。そこで、この正当防衛状況の基準を事案の処理に際して適切に用いるためには、相互闘争状況に
おける正当防衛の事例を類型化し、それぞれの類型における判断の指針や、考慮すべき具体的な事実を明
らかにする必要がある。
本稿においては、このような要請に応じるために、相互闘争状況において正当防衛の成否が問題となる
事例の類型化も試みる282。すなわち、相互闘争状況において正当防衛が問題になる事例の類型としては、
まず、従来の裁判実務に照らして直ちに正当防衛状況を否定すべき類型としての、被侵害者が強力な反撃
準備を整えて侵害に臨んだ類型を挙げることができる。次に、相互闘争状況が生じた場所に基づく配慮が
必要になる類型としての、家庭内の暴力的闘争の類型を挙げることができる。そして、このような特徴の
ない、いわゆる通常の相互闘争状況の事例については、相互闘争状況が発生した状況に応じて、出向き型
と突発型に分類することができる。そこで、以下において各類型について説明した上で、各類型相互の関
係や、具体的な判断の順序においても検討を加える。
2

強力な反撃準備類型

まず、52年決定や事例①のような被侵害者が侵害を予期して強力な反撃準備を整えて侵害に臨んだ事例
において、判断の最初の段階で正当防衛ないし過剰防衛の成立を排除するための類型として、被侵害者が
強力な反撃準備を整えて侵害に臨んだ類型を挙げることができる。
（ 1 ）理論的な根拠
まず、被侵害者の反撃準備行為を正当防衛状況の判断の指針として用いることに理論的な根拠は存在す
るのか。この点について、わが国にはこのような事情を直接に正当防衛の成否の問題と結び付ける見解は
存在しないが、ドイツには、被侵害者の反撃準備行為を直接の根拠として正当防衛権の制限を認める「防
御的招致（Abwehrprovokation）の理論」という少数説が存在し、このような見解を理論的根拠として用
いることが可能である。
ア

防御的招致の理論

（ア）概要
防御的招致の理論とは、被侵害者が答責的な侵害招致行為により侵害を招致した場合だけでなく、侵害
を予期して過剰な防御態勢を整えていた場合には、被侵害者が積極的な侵害招致行為に出た場合と同様に
282 以下で検討する各類型の詳細については、拙稿「防御的招致の理論と正当防衛状況が問題となる事例の類型化（ 1 ）
、
（ 2・完）」筑波法政65号（2016年）29頁、66号（2016年）127頁、同「家庭内での暴力的闘争における正当防衛状況の判
断基準」筑波法政71号（2017年）69頁、同・前掲注（209）77頁参照。
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正当防衛行為の被要請性（Gebotenheit）が減少するとして、正当防衛権を制限し、挑発行為の態様に応じ
て正当防衛権を完全に否定したり、正当化が認められる反撃行為の程度を厳格に解する見解である。この
ような理論に基づく正当防衛権の制限を認める立場の中にも複数の見解が存在するが283、特に注目すべき
見解として、防衛行為者が、少なくとも侵害を予期しながら、義務に反して侵害に対する「高度の武装
（hochrüstet）
」をした場合には、社会倫理的な考慮により防衛行為者に何らかの配慮が要求されると主張
する見解が主張されている 284。同見解によれば、この場合における防衛行為者は、より危険の少ない防衛
手段が有するリスクを甘受しなければならないとして、反撃行為として許容される手段が制限されること
になる。このような見解は、防衛行為者が「高度の武装」をした場合には、危険の増大（Eskaration）は
前もって予定されているということができ、このような危険を創出する又は増大させることになる義務に
反した先行行為は、行為者に保証義務を発生させるということを根拠とする285。同見解は、被侵害者の武
装が「高度の武装」である場合に限り正当防衛権の制限を認めるものであり、被侵害者の武装という事実
を、その程度・態様を問わず一律に取り扱うものではないということができる。
もっとも、ドイツにおける多くの見解は、防衛行為者が侵害を予期して反撃準備を整えていた場合で
あっても、積極的な侵害招致行為に出ていない以上、侵害行為を惹起したということはできないので、正
当防衛権を制限することは許されないなどとして286、防御的招致の理論に基づく正当防衛権の制限を否定
している。また、裁判実務においても、BGH はこのような理論に基づく正当防衛権の制限を明確に否定
している。すなわち、BGH 第 1 刑事部1979年 7 月24日判決287（JR 1980，210）は、以前から同級生に暴力
を振るわれていた被告人が、さらなる暴力を予期してナイフを準備して学校に行ったところ、同級生が被
告人を侮辱して殴りかかってきたので、ナイフで反撃して死亡させたという事案において、原審が被告人
がナイフを携帯して学校に行ったことを義務に反した行為であるとしたことは、「正当防衛の原理に逆行
する」ものであり、
「違法な侵害の危険を被侵害者に負わせる」ことになるとして、「被告人は、ナイフを
所持していた事実そのものにより非難されない」として正当防衛権の制限を否定した。同判決は、侵害を
予期して護身用に凶器を持参していたとしても、そのことを理由として正当防衛権が制限されないことを
明示した代表的な判例であり288、防御的招致の理論を正面から否定したものと評価することができる。同
判決と同様に、被侵害者の反撃準備行為を理由とする正当防衛権の制限を否定した BGH 判例も複数存在
する289。このことから、防御的招致の理論は、ドイツの学説だけでなく、裁判実務も防御的招致の理論に
対しては否定的であるということができる。
イ

わが国への導入の可否

このように、防御的招致の理論は、ドイツにおいては一般的に受け入れられていない見解である。しか
し、同見解は、わが国における相互闘争状況における正当防衛に関する議論に照らすと、むしろわが国の
裁判実務には合致した見解であり、わが国に導入することも十分可能であるように思われる。

283 防御的招致に関する本文中で述べた以外の見解として、まず、Klaus Bernsmann, Überlegungen zur tödlichen Notwehr bei
nicht lebensbedrohlichen Angriﬀen, ZStW 104 (1992), S. 305f; Perron/Eisele, a.a.O. (Anm.114), S.674; Kühl, a.a.O. (Anm.114), S.
238は、意図的な防御的招致の場合にのみ正当防衛権の制限を認めるべきとする。また、Gunter Arzt, Zur Frage des
Notwehrrechts und der Überschreitung der Notwehr bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen achtzehnjährigen Schülern in
einer Unterrichtspause, JR 1980, 210; Michael Lindemann/Mitarbeiter Tilman Reichling, Die Behandlung der so genannten
Abwehrprovokation nach den Grundsätzen der actio illicita in causa, Jus 2009, S.500f は、武器の準備を原因において違法な行為
の理論における原因行為として扱う。
284 Georg Küper, Die >>Abwehrprovokation<<, JA 2001, S.440; Roxin, a.a.O. (Anm.114), S.695f.
285 Küper, a.a.O. (Anm.284), S.440.
286 Carl-Friedrich von Scherenberg, Die sozialethischen Einschränkungen der Notwehr, 2009, S. 210; Felix Herzog, Nomos
Kommentar zum Strafgesetzbuch, 11.Lfg., 2001, S.51; Wessels/Beulke/Satzgar, a.a.O. (Anm.114), S. 173.
287 本判決に対する評釈等として、Arzt, a.a.O. (Anm.283), S.211; Winfried Hassemer, Jus 1981, S.151.
288 橋爪・前掲注（ 4 ）196頁。
289 このような事例として、BGH NStZ 1983, 117 (Beschl. v. 5. 11. 1982); BGH NStZ 1986, 357 (Urt. v. 19. 3. 1986); BGH NStZ
2006, 152 (Urt. v. 9. 8. 2005); BGH NStZ 2011, 82 (Beschl. v. 4. 8. 2010)。他方、防御的招致の理論により正当防衛権の制限を
認めた事例として、OLG Stuttgart NStZ 2009, 626 (Urt.v. 7. 10. 1991)。
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（木崎）
相互闘争状況における正当防衛の処理基準及び類型化の試み（3・完）

（ア）防御的招致の理論に対する批判
ドイツにおいて防御的招致の理論が受け入れられない理由としては、まず防御的招致の場合における武
器の準備と、自招防衛の場合における侵害招致行為が明確に区別されていることを挙げることができる。
ドイツの学説の多くは、侵害を「発生させる」侵害招致行為と、侵害に起因する結果を「拡大させる」武
器の準備は、被侵害者の態度により直接に相手方の侵害を惹起したかという点において質的に異なる行為
であると解しており、このような理解からは、積極的に侵害招致行為に出ていない以上は、被侵害者の態
度を理由とする正当防衛権の制限は認めるべきではないということになる290。次に、予期した侵害に備え
る行為を理由に正当防衛権を制限することは、被侵害者に侵害を回避する負担を課すことになるというこ
「法は不法に譲歩しない」という正当防衛の基本原則を重
とも挙げることができる291。このような見解は、
視し、侵害に備えて武器を準備しただけでは「不正」に対する「正」としての地位は失われないと解する
ものである。また、防御的招致の理論を認める見解のうち、被侵害者の「高度の武装」を理由として正当
防衛権の制限を認めるべきとする見解に対しては、実際の事案の処理に際しての判断が極めて困難である
という批判も向けられている292。
しかし、このような防御的招致の理論に対する批判は、わが国でもそのまま妥当するものは言い難い。
まず、これまで検討してきたように、わが国の裁判実務においては、被侵害者が侵害を予期して反撃準備
を整えたという事情についても、被侵害者の積極的な侵害招致行為と同様に、正当防衛状況を否定する効
果が認められている。また、侵害招致行為と武器の所持が並列的に検討の対象とされ、これらの事情を総
合考慮して急迫性を否定した裁判例も多数存在する。前述のように、両者は相互闘争状況の拡大を生じさ
せる被侵害者の態度という本質においては同じものであり、積極的な侵害招致行為とそれ以外の態度を形
式的に区別する必要性は乏しい293。さらに、わが国の正当防衛の解釈においては、相互闘争状況を理由と
する正当防衛権の制限が広く認められており、ドイツと比較して「法は不法に譲歩しない」という基本原
則が絶対視されているとはいえない294。そして、わが国の裁判実務は、後述のように、被侵害者が武器を
準備していた事例であっても、一定の場合には正当防衛状況を否定しないという判断を行っており、事案
の処理に際してこのような判断を問題なく行っているといえるので、実際の判断が極めて困難であるとい
う批判も意味をなさない。そこで、ドイツではほとんど受け入れられていない防御的招致の理論は、むし
ろわが国の裁判実務には合致する理論であるということができる。
（イ）わが国の議論状況との相違点
もっとも、ドイツの見解である防御的招致の理論のわが国への導入の可否を検討する際には、わが国と
ドイツの正当防衛の規定や、相互闘争状況を理由とする正当防衛権の制限に関する議論における相違点に
ついても検討する必要がある。
まず、同理論は、わが国の刑法36条 1 項には存在しない、ドイツ刑法典32条 1 項の要件である「被要請性」
との関係で議論されているが295、わが国においては、相互闘争状況を理由とする正当防衛権の制限は、正当
防衛状況、すなわち侵害の急迫性との関係で議論されている。そして、ドイツにおける正当防衛の要件の
290 Vgl. Herzog, a.a.O. (Anm. 286), S.212; Wessels/Beulke/Satzgar, a.a.O. (Anm.114), S. 173; Scherenberg, a.a.O. (Anm.286), S.
209.
291 前述の BGH 第 1 刑事部1979年 7 月24日判決（JR 1980, 210）は、正当防衛権の制限を否定する結論を導く上で、被告
人が同級生や教師に救助を求めることは「要求できない回避であり、恥ずべき逃走」であることから要求されないと判
示しており、
「法は不法に譲歩しない」という基本原則を極めて重視しているものと解される。
292 Scherenberg, a.a.O. (Anm.286), S. 208f.
293 もっとも、ドイツにおいても、例えば自招防衛の代表的な判例である BGHSt 42, 97 (Urt. v. 21. 3. 1996) は、正当防衛
権の制限を認める上で、相手方の侵害を招く直接の原因となった窓を開ける行為だけでなく、それに先立つ被告人の好
争的な態度も考慮していると解することもできるように、本当に侵害招致行為の内容及び範囲を形式的に解しているか
は疑わしいように思われる。この点について、拙稿・前掲注（282）筑波法政65号43-4頁参照。
294 橋爪・前掲注（ 4 ）78頁、佐伯・前掲注（30）102頁以下参照。
295 ドイツ刑法典は、正当防衛について、32条 1 項で「正当防衛によって必要とされる行為を行った者は、違法に行為し
たものではない。」と規定し、同条 2 項で「正当防衛とは、現在の違法な攻撃から自己又は他の者を回避させるのに必要
な防衛である。」と規定している。なお、以下ドイツ刑法典の邦訳は、法務省大臣官房司法法制部編『ドイツ刑法典』
（2007
年、法曹会）によった。
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うち、条文上この侵害の急迫性に対応する要件は、ドイツ刑法典32条 2 項の要件である侵害の「現在性」
（Gegenwärtigkeit）であることから、被要請性に関する理論である防御的招致の理論を、侵害の急迫性の問題
とされている相互闘争状況における正当防衛に関する議論の参考にすることはできないように思われる。し
かし、前述のように、わが国の刑法36条 1 項の「侵害の急迫性」は、単に侵害が客観的・時間的に迫ってい
ることのみを意味する要件ではなく、被侵害者に緊急状況下における対抗行為を例外的に許容すべきかと
いう規範的な判断を行う要件と解するべきである。そして、ドイツ刑法典における「被要請性」の要件は、
社会倫理の見地に基づく規範的な判断により、被侵害者が反撃行為に出ることを許容すべきかを判断する
要件であるとされる296。そうであるならば、わが国の刑法36条 1 項の「侵害の急迫性」は、反撃行為の正当
化を許容すべきかという規範的な判断を行う要件であるという点では被要請性の要件と共通するものであ
り、ドイツ刑法典32条に対応させて考えるならば、侵害が時間的・客観的に迫っていることを意味する「現
在性」と、それを前提に規範的な観点から反撃行為の正当化を許容すべきことを意味する「被要請性」を
併せた要件として理解することができる。そこで、被要請性と関連して議論されている防御的招致の理論
を、侵害の急迫性、すなわち正当防衛状況に関する議論の参考として用いることも可能であると解される。
また、防御的招致の理論は、基本的には正当防衛権を完全に否定するものではなく、防衛行為として許
容できる範囲を制限する理論であり297、相互闘争状況における正当防衛が問題になる事案においては、正
当防衛状況を否定して過剰防衛の成立も否定するわが国の裁判実務の見解とは異なるものである。しか
し、この場合に防御的招致の理論を用いることは、どのような場合に正当防衛権が制限されるべきかにつ
いての議論の参考にするためであり、制限の程度が違っていても、このような問題に関するドイツの理論
を参考にすることも可能であると思われる。そこで、正当防衛に関する規定や、正当防衛権の制限の程度
が異なるものであっても、防御的招致の理論をわが国の相互闘争状況における正当防衛に関する議論の参
考として用いることも可能であると解される298。
（ 2 ）わが国の裁判実務
また、わが国の裁判実務においては、正当防衛状況の判断に際して被侵害者の反撃準備行為は重要な事
実として扱われており、このような事情を正当防衛状況の指針として用いることは、わが国の裁判実務に
沿うものであるということができる。
ア

判例・裁判例

（ア）急迫性を否定した事例
侵害の急迫性、すなわち正当防衛状況を否定する際に、被侵害者の反撃準備行為を考慮した事例は非常
に多い。このような事例は、特に暴力団等による大規模な暴力的闘争の事案に数多く存在する。例えば、
前述の52年決定においては、侵害の急迫性を否定する上で、被告人らが相手方の侵害を予期してバリケー
ドを築いたことや、鉄パイプ等の凶器を準備していたことが考慮されている。また、事例①は、被告人ら
が相手方の攻撃に備えて拳銃を所持していたことや、警護用車両数台で犯行現場周辺を警護していたこと
といった強力な反撃準備を整えていたことが指摘されている。これらの事例以外に被侵害者の反撃準備行
為を指摘して侵害の急迫性を否定した事例としては、まず東京地判平14・1・11（裁判所ウェブサイト）
がある。同事例は、被告人らが所属する右翼団体と暴力団の間で生じた暴力的抗争の事案であるが、裁判
所は、侵害の急迫性を否定する際に、被告人らが相手方の侵害を予期して拳銃を準備したことや、その上
で犯行現場の出入り口付近を取り囲むように待機していたことを指摘している。同様に、札幌地判平元・
10・2（判タ721号249頁）は、暴力団同士の暴力的抗争の事案であるが、被告人らが侵害を予期した上で
対抗手段として拳銃を準備していたことを指摘して急迫性を否定している。このように、被侵害者の反撃
準備行為、特に拳銃などの強力な凶器を準備していたという事情は、暴力団等による大規模な暴力的闘争
の場面で正当防衛の成否が問題になった事例において、侵害の急迫性を判断する上で、非常に重要な役割
296 Vgl. Roxin, a.a.O. (Anm.114), S. 683ff; Wessels/Beulke/Satzgar, a.a.O. (Anm.114), S. 168; Urs Kindhäuser, Strafrecht
Allgemeiner Teil, 9. Auﬂ., 2020, S.162f.
297 Vgl. Kühl, a.a.O. (Anm.114), S. 238; Küper, a.a.O. (Anm.284), S. 440.
298 この点に関し、拙稿・前掲注（204）132-3頁参照。
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を有している。
また、被侵害者の反撃準備行為は、大規模な暴力的闘争の事案だけでなく、個人間の比較的小規模な暴
力的闘争の事案でも、侵害の急迫性を判断する上で重要な役割を果たしている。例えば、平成29年決定も、
急迫性を判断する上で考慮すべき事情として、「対抗行為の準備の状況（特に、凶器の準備の有無や準備
した凶器の性状等）」を挙げており、実際に侵害の急迫性を否定する上で、被告人が相手方の元に出向く
際に包丁を準備していたことを指摘している。また、福岡地判昭58・4・27（判タ504号176頁）は、スナッ
クで喧嘩になった相手方が自宅に押しかけてくることを予期した被告人が、包丁を 2 本準備していたとこ
ろ、相手方が仲間を連れて押しかけてきたので、包丁を両手に持って玄関から出て反撃に出て相手方を死
亡させたという事案において、被告人の積極的加害意思を理由に侵害の急迫性を否定する際に、被告人が
侵害を予期して自宅の玄関に包丁を 2 本準備して相手方を待ち受けていたことを指摘している。同様に、
東京高判平 8・2・21（東高刑時報47巻 1 〜12号21頁）は、被告人が相手方と喧嘩になることに備えナイ
フを持ち歩いていたところ、相手方との間で喧嘩になりナイフで反撃して相手方を死亡させたという事案
において、被告人の積極的加害意思を認定する上で、被告人が相手方との喧嘩に備えてナイフを準備して
いたことを指摘している。このように、比較的小規模な暴力的闘争の事例においても、凶器の準備などの
反撃準備行為は、正当防衛状況を否定する判断に際して重要な役割を果たしているということができる。
（イ）急迫性を肯定した事例
他方、被侵害者が相手方の侵害を予期して凶器を準備していた事案であっても、正当防衛状況が否定さ
れなかった事例も存在する。例えば、静岡地浜松支判平27・7・1（LEX/DB25540736）においては、被告
人は相手方の侵害に備えてぺティナイフを準備して相手方の元に出向いているが、被告人が相手方の元に
出向いたのは勤務先の上司に促されたなどのやむを得ない事情に基づくものであることなどを指摘して、
侵害の急迫性を認めている。また、東京地判平 8・3・12（判時1599号149頁）は、犯行前日に喧嘩になっ
た相手方による報復を恐れた被告人が、護身用に包丁を持って外出したところ、相手方に発見され暴力的
闘争が発生し、所持していた包丁で反撃して相手方を死亡させたという事案において、被告人が相手方の
侵害を恐れてなるべく相手方を避けるように行動していたこと等を指摘して、侵害の急迫性を認めてい
る。さらに、暴力団同士の暴力的抗争の事案であっても、和歌山地判昭50・4・23（刑月 7 巻 4 号564頁）は、
暴力団員である被告人らが、対立する暴力団幹部と会談するに際して、闘争になることを予期して凶器を
準備して出向いたが、すぐに闘争になることはないだろうと思って素手で会談に臨んだところ、いきなり
相手方が攻撃してきたので、一旦退避して凶器を持ち出して相手方を脅迫したという事案において、被告
人らは凶器を準備していたが会談に臨む際には素手であったことや、相手方の侵害が被告人らの予測を超
えていたこと等を指摘して侵害の急迫性を認めている。このように、被侵害者が侵害を予期して凶器を準
備していたにもかかわらず、正当防衛状況を否定しなかった事案も存在するが、これらの事案においては、
凶器を準備して相手方の元に出向かざるを得ない事情が存在した、凶器を所持していたが相手方の侵害を
避けるための行動をとっていた、凶器を準備したが侵害に臨む時点では凶器を所持していなかったなどの
特殊な事情が存在する299。
イ

検討

以上のように、被侵害者が侵害を予期して武器を準備したことを指摘して正当防衛状況を否定した事例
は、暴力的闘争の規模にかかわらず多数存在する。もっとも、このような事情が認められるにもかかわら
ず、正当防衛状況を肯定した事例も存在する以上、被侵害者の反撃準備行為と正当防衛状況の存否の間に
論理的な結びつきは存在しないということができる。
しかし、多くの事例において、正当防衛状況を否定する上で被侵害者の反撃準備行為が指摘されている
以上、被侵害者の反撃準備行為と、正当防衛状況を否定する判断の間に、事実認定上の密接な結びつきが
存在することは否定できない300。被侵害者の反撃準備行為が認められるにもかかわらず正当防衛状況を否
299
300

この点について、栃木・前掲注（35）81頁参照。
栃木・前掲注（35）79頁、香城・前掲注（ 2 ）刑事事実認定283頁参照。
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定しなかった事案には、いずれも特殊な事情が存在することも、このような見地から理解することができ
る。そこで、被侵害者の反撃準備行為という事実は、相互闘争状況において正当防衛が問題になる事案に
おいて、正当防衛状況を否定する判断を行う上で非常に重要な事実であるということができ、このような
事情を正当防衛状況の判断の認定の指針として用いることは、裁判実務が採用している立場に沿うもので
あるということができる。
そうであるならば、被侵害者の反撃準備行為を直接の理由として正当防衛権の制限を認める防御的招致
の理論は、わが国の判例・裁判例における正当防衛状況の認定方法や、基本的な価値判断との間では共通
性が認められる。そこで、このような共通性を根拠として、同理論を参考にして正当防衛状況が問題にな
る事例を類型化して、他の事例類型とは区別された判断基準を設けることも可能であり、このような判断
基準には、ドイツにおける防御的招致の理論という、理論的な裏付けが与えられることになると解される。
（ 3 ）具体的な判断基準
それでは、具体的にどのような事情が存在する場合に、被侵害者の反撃準備行為を理由として正当防衛
状況が否定されることになるのか。
ア

反撃準備行為

前述のように、相互闘争状況の場面において正当防衛状況が否定される理由は、被侵害者の態度が相互
闘争状況の拡大を生じさせるという点にある。そして、裁判実務は、事案に存在するどのような事情を契
機として正当防衛状況の否定を説明するのが最も容易であるかという見地から、積極的加害意思論を用い
た事例や、自招防衛の事例といった区別を生じさせていると解される。
そうであるならば、被侵害者の反撃準備行為が相互闘争状況の拡大を生じさせるものであることが明ら
かな態様のものである場合には、そのような反撃準備行為を直接の契機として正当防衛状況の否定を説明
することも可能であると解される。そこで、被侵害者の反撃準備が、護身を目的としたものではなく、積
極的に暴力的闘争を志向するようなものである場合、すなわち、相手方の侵害が現実化していない時点で、
護身のために相当な程度を超えた反撃準備行為が認められる場合には、このような事情を直接の契機とし
て、正当防衛状況を否定することも可能であると解される。このような理解は、前述のドイツにおける防
御的招致の理論が、単に武器を準備したことではなく、「高度の武装」が認められる場合に限って正当防
衛権の制限を認めるべきとすることにも合致するものである。
もっとも、被侵害者による反撃準備行為が、護身のために相当な程度を超えているかという判断は、準
備した凶器の性状から直ちに決せられるものではない。例えば、凶器そのものの殺傷力が低くても、暴力
的闘争に備えて仲間を呼び集めたりバリケードを築くなどしていた場合には301、その場合の反撃準備行為
は、積極的に暴力的闘争を志向したものと評価すべきである。これに対して、被侵害者が殺傷力の高い武
器を準備したが、相手方との暴力的闘争を避けるような態度をとっていた場合には302、被侵害者は武器を
準備してもなるべく使わないように行動していたといえるので、その場合の反撃準備は護身を目的とする
ものと評価することができる。このように、被侵害者による反撃準備行為が護身のために相当な程度を超
えているか否かは、準備した凶器の性状に加えて、所持の態様、被侵害者が置かれていた状況、凶器を使
用した態様、被侵害者の行動態様などの諸事情を考慮して決するべきことになる303。
イ

侵害の予期

また、被侵害者が強力な武器を所持していても、たまたまそれを所持していたときに何らかの侵害がな
301 例えば、52年決定において被告人らが準備していた凶器は鉄パイプやホッケースティックなどそれほど殺傷力の高い
ものではないが、被告人らは多数の仲間を集めた上で、相手方の襲撃に備えてバリケードを築いている。
302 このような事例として、東京地判平 8・3・12（判時1599号149頁）
、和歌山地判昭50・4・23（刑月 7 巻 4 号564頁）
。
303 この場合の判断について、最判平21・3・26（刑集63巻 3 号265頁）は、被告人が護身用に催涙スプレーを所持した行
為につき軽犯罪法 1 条 2 項の「正当な理由」の有無が問題になった事案において、同号の「正当な理由」の有無は、「当
該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況
等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素を総合的に勘案して判案すべき」と判示したが、この
ような判断基準は、被侵害者の武器の所持が護身のために相当な程度を超えているかを判断する上で参考にできるもの
と解される。
14

相互闘争状況における正当防衛の処理基準及び類型化の試み（3・完）
（木崎）

されたという場合には、反撃準備行為が暴力的闘争の拡大を志向するようなものとはいえない。そこで、
被侵害者の反撃準備を理由に正当防衛状況を否定する場合には、その前提として侵害の予期を要すると解
するべきである。
もっとも、前述のように、侵害の予期は正当防衛状況の存否を決する上で考慮すべき一要素に過ぎず、
また、予期の程度に依存した判断基準は、実際の裁判において使いにくいとの指摘もされている。そこで、
ここで侵害の予期に求められる役割は、被侵害者が強力な武器を準備していても、それが暴力的闘争の拡
大を志向したとはいえない場合、すなわち、被侵害者が全く侵害を予期していなかったか、漠然とした危
惧感を抱いていたにすぎない場合を排除すれば足りるということができる。すなわち、同類型において必
要とされる侵害の予期の程度としては、相手方の侵害をある程度予期していたという程度で十分であると
いうことができる。なお、同類型は被侵害者の特に強力な反撃準備行為を理由に正当防衛状況を否定する
類型であることから、同類型に該当するためには、反撃準備行為の客観的態様そのものが強力なものであ
ることが必要であり、後述の類型とは異なり、反撃準備行為の態様と侵害の予期の程度を総合考慮して、
侵害の予期が確実なものである場合には、反撃準備の程度がそれほど強いものではなくても同類型に該当
するものとして正当防衛状況を否定するといった判断をすることはできないと解するべきである。
以上のように、被侵害者が相手方の侵害をある程度予期して、護身のために相当とはいえない反撃準備
に出ていた場合には、正当防衛状況は否定されることになる。同類型に該当する典型的な事例は、52年決
定や大阪高裁平成13年決定などの、暴力団等の組織による殺傷力の高い凶器を使用した大規模な暴力的闘
争の事案である。同類型は、このようなわが国の裁判実務においては、明らかに正当防衛も過剰防衛も認
められない事例を、事案の処理の最初の段階で排除する機能を有するものである。このような機能に照ら
すと、同類型に該当して正当防衛状況が否定されるか否かの判断は、精密な認定を要するものではなく、
被侵害者による反撃準備の態様が、明らかに護身を目的としたものとは評価できない場合を同類型に該当
させれば足りると解される。
3

家庭内の暴力的闘争の類型

次に、暴力的闘争が発生した場所に応じた特別の配慮を要する類型としての、家庭内の暴力的闘争にお
いて正当防衛の成否が問題になった類型を挙げることができる。
（ 1 ）事案の処理の方向性
同類型に該当する事案の典型例としては、まず DV 被害者の反撃行為につき正当防衛の成否が問題とな
る事例を挙げることができる304。しかし、家庭内で正当防衛が問題となる事案はそれだけではなく、親子
や兄弟などの家族間での暴力的闘争について正当防衛の成否が問題となった事例も多数存在する。それに
もかかわらず、わが国においては、特に後者の問題については積極的に検討がなされているとはいえない。
他方、外国においては、家庭内での正当防衛の問題について、DV 事例に限らず積極的に議論がなされて
いることから、このような事例において正当防衛が認められる範囲をどのように解するべきかについて、
外国の見解を参考に検討することが有益であると解される。
ア

外国の見解

（ア）ドイツの見解
まず、ドイツにおいては、家庭内の暴力的闘争の事案においては、正当防衛権の社会倫理的制限の 1 つ
として、「密接な人的関係」を理由として正当防衛権が制限されるとする立場が通説的な見解とされてい
304 このような問題に関する文献として、林美月子「家庭内暴力と正当防衛」神奈川法学43巻 1 号（2011年）43頁、森川
恭剛「DV 被害者の反撃と正当防衛―侵害の急迫性について―」琉大法学80号（2008年）1 頁、前田忠弘「ドメスティック・
バイオレンス（DV）と刑法学の課題―被虐待女性の正当防衛に関する覚書―」愛媛大学教育学部紀要 人文・社会科学
33巻 1 号（2000年）25頁、矢野恵美「正当防衛成立要件の再考―継続するドメスティック・バイオレンスと急迫不正の
侵害―」法学77巻 6 号（2013年）215頁、宿谷晃弘「ドメスティック・バイオレンスにおける正当防衛と法の中立性に関
する一考察―アメリカにおけるフェミニストの議論を中心に―」早稲田大学大学院法研論集108号（2003年）111頁など。
また、DV 事例における殺人について、緊急避難の見地から検討を加えた文献として、深町晋也『緊急避難の理論とアク
チュアリティ』
（2018年、弘文堂）181頁以下。
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る305。すなわち、家族などの「密接な人的関係」にある者により侵害行為がなされた場合には、原則とし
て侵害の回避又は軽微な侵害の甘受が要請され306、このような義務に反した反撃行為については、正当防
衛の「被要請性（Gebotenheit）
」が欠けることを理由に、正当化が否定されることになる307。このような制
限の根拠としては、家族のような密接な人的関係にある者は、相互に相手方に対する「保証人的義務
（Garantenpﬂift）
」を有していることから、共同体関係の存続のために直ちに強力な反撃行為に出ることは
「法は家庭に入らず」
許されないとする見解や308、密接な人的関係にある者の間で侵害がなされた場合には、
の思想等により「法確証の利益（Rechtsbewährungsinteresse）
」が減少することにより正当防衛を行使でき
る範囲が減少するという見解が主張されている309。もっとも、このような理由に基づく正当防衛権の制限
を否定する見解も有力に主張されている310。
また、BGH 判例も、基本的には家庭内の暴力的闘争の場面における密接な人的関係を理由とする正当
防衛権の制限を認めている311。しかし、このような理由に基づく正当防衛権の制限について、懐疑的な態
度を示す判例も存在する。すなわち、BGH 第 2 刑事部1984年 1 月11日判決312（BGH NJW 1984, 986）は、
被告人の自宅において妊娠中の被告人とその夫の間で争いが生じ、夫が被告人を殴打した上で突き飛ば
し、これに対して被告人がナイフで反撃して死亡させたという事案において、密接な人的関係を理由とす
る正当防衛権の制限を認めた原判決を破棄して正当防衛を認めた。また、BGH 第 3 刑事部2002年 4 月18
日判決313（BGH NStZ-RR 2002, 203）は、繰り返し暴力を振るった夫と別居中の被告人が、娘を連れて夫の
家に行ったところ、夫との間で争いが生じ、夫が娘の方に近づいたのを見た被告人が、夫を包丁で突き刺
して死亡させたという事案において、被告人と夫の婚姻関係を理由に正当防衛権が制限されるかについて
明確な判断を下さなかった。このことから、比較的近時の BGH 判例は、密接な人的関係を理由とする正
当防衛権の制限を認める見解に距離を置いているか314、少なくともその適用に慎重な態度を示しているよ
うに思われる315。
（イ）アメリカの見解
これに対して、アメリカにおいては、ドイツとは逆に、家庭内での暴力的闘争において正当防衛権を拡
張する見解が主張されている。すなわち、アメリカのいくつかの法域においては、被侵害者が侵害から全
く安全に退避できることを認識している場合には、侵害から退避する義務が課され、このような義務に反
305 Vgl. Tomas Rönnau/Kristean Hohn, Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, 12 Auﬂ., 2006, S.523.
306 Vgl. Claus Roxin, Die ,,sozialethischen Einschränkungen” des Notwehrrechts―Versuch einer Bilanz―, ZStW Bd. 93, 1981,
S.100f; ders, a.a.O. (Anm.114) S.701f; Kühl, a.a.O. (Anm.114), S.215; Wessels/Beulke/Satzgar, a.a.O. (Anm.114), S.171; Erb, a.a.O.
(Anm.114), S.1534; Perron/Eisele, a.a.O. (Anm.114), S.665; Rönnau/Hohn, a.a.O. (Anm.305), S.523.
307 Vgl. Georg Freund, Strafrecht Allgemeiner Teil Personale Straftatlehle, 2 Auﬂ., 2008, S.116f; Roxin, a.a.O. (Anm.114), S.683ﬀ;
Kühl, a.a.O. (Anm.114), S.199.
308 Rönnau/Hohn, a.a.O. (Anm.305), S.523; Erb, a.a.O. (Anm.114), S.1534; Kindhäuser, a.a.O.(Anm.296), S.151; Wessels/Beulke/
Satzgar, a.a.O. (Anm.114), S.171; 大嶋・前掲注（ 3 ）50頁。また、岩間康夫「保護義務者による正当防衛の制限について
『山中敬一先生古稀祝賀論文集（上）』
（2017年、成文堂）213-4頁参照。
―特に夫婦間の事例を素材に―」
309 Perron/Eisele, a.a.O. (Anm.114), S.665; Herzok, a.a.O. (Anm.286), S.48; 齊藤誠二『正当防衛権の根拠と展開』（1991年、多
賀出版）252-3頁。
310 このような見解として、Walter Gropp, Strafrecht Allgemeiner Teil 4 Auﬂ., 2015, S.204; Dieter Engels, Der partielle Ausschluß
der Notwehr bei tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Ehegatten, GA 1982, S,112ﬀ; Helmut Frister, Die Notwehr im System der
Notrecht, GA 1988, S.309; Wolfgang Wohlers, Einschränkungen des Notwehrrechts innerhalb sozialer Näheverhältnisse, JZ 1999,
S.441f; Raquel Montaner Fernández/Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno, Einwirkung einer Garantenstellung auf die Reichweite von
Rechtfertigungsgründen? Zu den Garantenstellungen im Rahmen Persönlicher Beziehungen, GA 2013, S.648; Freund, a.a.O.
(Anm.307), S.116; Scherenberg, a.a.O. (Anm.286), S. 175f.
311 このような事例として、BGH NJW 1969, 802 (Urt. v. 26. 2. 1969)；BGH NJW 1975, 62 (Urt. v. 25. 9. 1974)。また、密接な
人的関係を理由とする正当防衛権の制限を肯定する見解を補足的に示した近時の判例として、BGH, NStZ 2014, 451 (Urt. v.
25. 3. 2014)；BGH NStZ-RR 2016, 272 (Urt. v. 1. 6. 2016)。
312 同 判 決 に 対 す る 評 釈 と し て、Günter Spendel, JZ 1984, 507; Axel Montenbruck, JR 1985, 115; Fritz Loos, Jus 1985, 859;
Ulrich Schroth, NJW 1984, 2562; Jutta Bahr-Jendges, Streit 1984, 44.
313 同判決に対する評釈として、Joachim Kretschmer, JA 2015, 589; Susanne Walther, JMBI LSA 2003, 52.
314 このような理解として、Rönnau/Hohn, a.a.O. (Anm.305), S.523; Spendel, a.a.O. (Anm.312), S.509; Gropp, a.a.O. (Anm. 310),
S.204. また、岩間・前掲注（308）205頁参照。
315 このような理解として、Montenbruck, a.a.O. (Anm.312), S.116; 齊藤・前掲注（309）250頁。
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して生命に関わる有形力を行使することは許されないとされる316。しかし、これらの法域でも、侵害を受
けた場所が自宅である場合には、退避義務の例外として、いわゆる「城塞の法理（Castle doctorine）
」が広
く認められており317、この場合には自宅からの退避は要求されず、直ちに生命に関わる有形力を行使する
ことが許容される318。そして、同法理は、同居人から侵害を受けた場合であっても適用されるとする立場
が有力である319。このような立場によれば、家庭内において同居人から侵害を受けた場合も、直ちに生命
に関わる有形力の行使が許容されることになるので、屋外で他人から侵害を受けた場合と比較して、正当
防衛として許容される範囲が拡大されることになる。このような見解は、何ら落ち度のない被侵害者が、
侵害者が見知らぬ他人ではなく同居人であるというだけで自宅からの退避を要求するのは不当であるとい
うことや320、同居人からの侵害の場合に自宅からの退避を要求することは、DV の被害者に不利な影響を
与えるということを根拠とする。近年では、特に DV の被害者となっている女性への配慮を理由に、この
ような見解が主張されるようになっている321。
また、このような見解に基づいて正当防衛権の行使範囲を拡大的に解する判例も複数存在する。まず、
Weiand v. State 判決322は、継続的に夫から虐待を受けていた被告人が、自宅アパートでの夫との暴力的な
争いの中で夫を射殺したという事案において、住居が究極の聖域であるという伝統的な原則と、DV の被
害者に対する配慮を理由として、自宅の共同占有者からの攻撃の場合も退避は必要ないと判示した。次に、
State v. Glowacki 判決323は、被告人の自宅において、被告人と、しばしば被告人の家に滞在していた交際
相手の間で暴力的な争いが生じ、交際相手が被告人の肩を殴打したので、被告人が交際相手を蹴って床に
倒したという事案において、この場合に被告人に退避を要求するのは、特に DV の場合に不公平であるこ
とを指摘して、退避義務を否定した。これらの判例は、特に家庭内での正当防衛の問題において重要な考
慮要素となる、DV 被害者への配慮に基づく判断がなされていると評価することができる。
イ

検討

（ア）ドイツ及びアメリカの見解の当否
以上のような外国の見解の当否について検討すると、まずドイツの見解は、理論的にも実際の結論の点
でも妥当ではない。すなわち、この場合の正当防衛権の制限について、密接な人的関係にある者の保証人
的義務を根拠とする見解に対しては、致命的な問題点として、なぜ不正な侵害行為により相互の保証関係
を破られた被侵害者が、それでも相手方に対する保証人的義務を果たさなければならないのかと批判する
ことができる324。また、法確証の利益の減少を根拠とする見解に対しては、家族や同居人間でなされた暴力
行為も通常の場合と何ら変わらない違法な法益侵害行為である以上、このような関係が存在することを理
由に法確証の利益が減少するということはできないと批判することができる。実際の結論の点でも、この
ような理由に基づく正当防衛権の制限を認めることは、DV の温床になる危険性が非常に高いという点で
妥当ではないと解される。実際に、このような理由に基づく正当防衛権の制限を認める見解も、そのほと
んどが DV の温床になる危険性を指摘している325。そうであるならば、理論的な根拠も不十分であり結論の
316 Joshua Dressler, Understanding Criminal Law, 230f (7th ed. 2015); Wayne R. Lafave, CRIMINAK LAW, 578 (5th ed. 2010). ま
た、現在このような規定を設けている州として、バーモント、アーカンソー、コネティカット、デラウエア、メイン、
メリーランド、マサチューセッツ、ミネソタ、ネブラスカ、ニューヨーク、ニュージャージー、ロードアイランド、ノー
スダコタ、オハイオ、ウィスコンシン、ハワイ。
317 Dressler, supra note 316, at 230.
318 Id.
319 See Dressler, supra note 316, at 231.
320 Id.
321 Id.
322 Weiand v. State, 732 So.2d 1044 (Fla.1999).
323 State v. Glowacki, 630 N.W.2d 392 (Minn.2011).
324 Vgl. Perron/Eisele, a.a.O. (Anm.114), S.665; Gropp, a.a.O. (Anm.310), S. 204; Freund, a.a.O. (Anm.307), S.116; Engels, a.a.O.
(Anm.310), S.113; Fernández/Gimeno, a.a.O. (Anm.310), S.648; Scherenberg, a.a.O. (Anm.286), S. 171f, 175; 山中・前掲注（ 3 ）
288頁。
325 Vgl. Roxin, a.a.O. (Anm.114), S.704; ders, a.a.O. (Anm.306), S.103; Wessels/Beulke/Satzgar, a.a.O. (Anm.114), S.171f; Erb, a.
a.O. (Anm.114), S.1535; Rönnau/Hohn, a.a.O. (Anm.305), S.524.
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妥当性も欠く、このような理由に基づく正当防衛権の制限を認める必要はないということができる。
これに対して、家庭内で正当防衛が問題になる事案において、同居人による侵害がなされた場合にも城
塞の法理を適用することで、正当防衛として許容される範囲を拡大するアメリカの見解は、基本的に妥当
であると解される。まず、人間の生活の本拠地である自宅に留まる権利を重要な権利として尊重すべきで
あることは疑いがないところ、この権利を侵害する者が、見知らぬ侵入者である場合と、同居人である場
合とで区別を設ける理由はない326。また、このような見解は、家庭内で正当防衛が問題になる事案におい
て特に重要な DV の問題に配慮している点でも妥当である。すなわち、DV が問題になる事例では、軽微
な暴力行為から重大な暴力行為へと発展し、また暴力行為がなされる時期と暴力行為が沈静する時期を繰
り返す場合がしばしば存在するとされる327。また、一度住居から逃げ出した DV 被害者が自宅に連れ戻さ
れて、さらに暴力を振るわれるという事案も存在し、このような場合にまで被侵害者に退避義務を課すの
は明らかに不合理である328。そうであるならば、潜在的に重大な DV に発展する危険性を含んでいる家庭
内での暴力的闘争の事案においては、通常の事例よりも正当防衛として許容される範囲を拡大すべきであ
るということができる。
（イ）わが国への導入の可否
それでは、以上のようなアメリカにおける議論を、わが国における家庭内での正当防衛に関する議論の
参考にすることは可能であるといえるか。たしかに、アメリカ法では正当防衛は明確に違法性阻却事由と
されているわけではなく329、また客観的には侵害が存在しない場合であっても、相当な理由により侵害行
為の存在を確信した場合には反撃行為の正当化が認められるという点で330、わが国の正当防衛に関する規
定とは根本的に異なっている。しかし、正当防衛に関する基本的な考え方は異なっているとしても、家庭
内での正当防衛に関する議論において考慮されている事情は、わが国にも共通するものであるように思わ
れる。すなわち、城塞の法理の根拠となる住居に留まる権利の重要性は、わが国でも変わることはない。
また、DV の問題についても、わが国でも DV の事案で正当防衛の成否が問題になった事例は複数存在
し331、このような場合に正当防衛として許容される範囲を拡大すべきという主張もなされているように、
わが国にも共通するものである。そこで、わが国においても、これらの問題と正当防衛を密接に関連させ
た議論がなされているアメリカ法の知見を参考にすることも許されるように思われる。
以上のように、わが国においても、アメリカ法における家庭内での正当防衛に関する議論を参考にする
ことは可能であると解される。そこで、家庭内の暴力的闘争の問題については、わが国においてもアメリ
カ法の見解を参考に、被侵害者の住居に留まる権利や DV の問題を考慮して、主に正当防衛として許容さ
れる範囲を拡大する方向での解釈をすべきである。
（ 2 ）わが国の裁判実務
また、家庭内での暴力的闘争の事案において、正当防衛権を行使しうる範囲を拡大的に解する見解は、
わが国の裁判実務に沿うものであると解される。
ア

凶器の準備について

まず、家庭内における暴力的闘争の事例の中には、被侵害者が侵害を予期して凶器を準備したり、凶器
を持って相手方の元に出向いたことにより暴力的闘争が発生した事案であるにもかかわらず、正当防衛状
況を否定しなかった事例が複数存在する。例えば、前橋地判平24・10・11（LEX/DB25483148）は、日頃

326 Dressler, supra note 316, at 231.
327 Dressler, supra note 316, at 245; 林・前掲注（304）45頁、前田・前掲注（304）33頁。
328 Dressler, supra note 316, at 231.
329 佐伯仁志「アメリカの正当防衛法」ジュリスト1033号（1993年）56頁、木村光江『主観的犯罪要素の研究―英米法と
日本法』
（1992年、東京大学出版会）165頁。
330 Dressler, supra note 316, at 224f; Lafave, supra note 316, at 573f; 佐伯・前掲注（329）55頁、伊藤嘉亮「正当防衛―比較刑
法ノート（ 4 ）」刑事法ジャーナル47号（2016年）56頁。
、
331 このような事案として、大阪地堺支判昭45・11・27（判タ261号292頁）
、大阪高判昭54・9・20（判時953号136頁）
大阪高判昭53・6・14（判タ369号431頁）、東京高判平 6・5・31（判時1534号141頁）
、名古屋地判平 7・7・11（判時1539
号143頁）
、東京高判平13・9・19（判時1809号153頁）など。
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から妻と暴力的な喧嘩をしていた被告人が、妻との喧嘩に備えてナイフを自室の毛布の下に隠しておいた
ところ、妻との間で喧嘩になったので、ナイフをジャンパーのポケットに入れて妻に向き直ったところ、
包丁で肩を突かれたり頬を叩かれたりしたことから、隠しておいた包丁で反撃して傷害を負わせたという
事案において、被告人によるナイフの準備はあくまで妻の刃物による攻撃に対して防御をするためであ
り、被告人には積極的加害意思は認められないとして侵害の急迫性を肯定した。また、鹿児島地判平24・
2・7( 裁判所ウェブサイト ) は、被告人が長男を諌めようとして、長男が包丁を持っていたので被告人も
金属バットを所持して長男の部屋に向かったところ両者の間で口論になり、被告人が室内の段差に足を取
られ膝をつくような姿勢になったところ長男から蹴られそうになったので、金属バットで反撃して長男を
死亡させたという事例において、被告人が金属バットを持ち出したのはあくまで説得目的であったこと等
を指摘して正当防衛状況を肯定した。
前述のように、被侵害者が侵害を予期して反撃準備を整えたり、凶器を所持して相手方の元に向かうと
いう事実は、正当防衛状況を否定する上で非常に重要な事実である。しかし、このような事情が存在する
にもかかわらず、正当防衛状況が否定されない事例が複数存在することからは、家庭内の暴力的闘争の事
例では、通常の暴力的闘争の事案よりも比較的正当防衛状況が認められ易い傾向があるように思われる。
イ

侵害回避義務について

また、家庭内の暴力的闘争において正当防衛が問題になった事例の中には、家庭内の暴力的闘争の事例
においては、被侵害者に侵害回避義務や公的救助要請義務を課すことについて慎重になるべきことを判示
した事例も存在する。例えば、大阪地判平20・9・19（LEX/DB25421315）は、軽度の知的障害を持ち長
年引きこもりであった被告人が、しばしば被告人に暴力を振るっていた父親が被告人の部屋に立ち入ろう
として部屋のガラス戸を叩くなどしたことに対して、スチール机の脚で殴打するなどして死亡させたとい
う事案において、被告人の反撃行為について誤想防衛を理由に一部無罪とした事例であるが、積極的加害
意思等を理由に正当防衛状況が否定されることはないとの判断を示す上で、「一般的に自室や居室に留
まっている場合に侵害回避義務を課すことには慎重であらねばならない。」と判示している。また、前述
の前橋地判平24・10・11（LEX/DB25483148）においても、「被告人が公的機関に保護を求めずに B の刃
物による攻撃を耐えていたからといって正当防衛が認められないものではない。」との判示がなされてい
る。
近年有力となっている侵害回避義務論だけではなく、最近の最高裁判例である平成29年決定において
も、侵害回避の容易性や侵害場所にとどまる相当性は、正当防衛状況の判断に際して考慮すべき事情であ
るとされており、実際に正当防衛状況を否定する上でこのような事情を考慮した裁判例も多数存在する。
しかし、家庭内の暴力的闘争の事案においては、このような事情を考慮して正当防衛状況を否定すること
に対して慎重であるべきとされており、この点でも通常の暴力的闘争の事例よりも正当防衛状況が認めら
れ易い傾向があるように思われる。
（ 3 ）具体的な判断基準
それでは、家庭内の暴力的闘争が問題となる事案においては、具体的にどのような場合に正当防衛状況
を否定すべきであるのか。この点を明らかにするためには、まず家庭内の暴力的闘争の事例において問題
となる特別な事情を考慮する必要がある。
ア

家庭内の暴力的闘争の特徴

（ア）暴力的闘争の回避が困難であること
まず、家庭内で正当防衛が問題になる事案においては、家庭内で同居している人間の間で、暴力的闘争
に発展しうるトラブルが生じた場合でも、当事者が自らトラブル解消のために行動しなければならない場
合が多数存在する332。このような必要性が生じる状況としては、例えば、家庭生活において問題がある家
族との対話や説得333、トラブルを起こした家族への詰問334などを挙げることができる。このようなトラブ
332 嶋矢・前掲注（222）138頁。
333 このような事例として、鹿児島地判平24・2・7（裁判所ウェブサイト）、大阪地判平20・9・19（裁判所ウェブサイト）
。
334 このような事例として、仙台地判平18・10・23（判タ1230号348頁）。
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ルについては、それが密接な人間関係にある者の間で生じるものである以上、まずは当事者間での解決を
図ろうとするのが自然な態度であり、またこれらのトラブルに未だ事件性が認められない場合には、警察
などの公権力に解決を要請することも事実上困難であると解される。
また、家庭内の人間関係が良好ではない場合には、このような関係にある人間と日常的に共同で生活し
ている以上、暴力的闘争が発生する危険性が通常よりも高いということができる。例えば、DV 事例など
の日常的に暴力的な攻撃がなされている場合335や、暴力的で危険な性格の人間と同居している場合336には、
被侵害者の、必ずしも闘争状況を志向するものではないささいな言動をきっかけに暴力的闘争が発生する
可能性が高く、被侵害者が意図せずに暴力的闘争に巻き込まれる危険性が高いということができ、このよ
うな場合には、被侵害者が自ら反撃行為に出る必要性が特に高いと解される。
（イ）暴力的闘争の回避を要求し得ないこと
また、家庭内の暴力的闘争の事案においては、そもそも侵害の回避を要求すべきではないということが
できる337。すなわち、家庭は生活の本拠地であり、居住者はその場所に留まることについて生活上の重要
な利益を有しているので、暴力的闘争が予期される場合であっても、直ちにそこからの退去を要求すべき
ではない。この家庭内に留まる利益は、前述のアメリカにおける城塞の法理と同様に、わが国で近時有力
となっている侵害回避義務論においても重視されており338、前述のように、わが国の裁判例にも家庭内の
暴力的闘争の事案においては侵害回避を要求することについて慎重であるべきことを判示した事例が存在
する。このことからも、家庭内での正当防衛が問題になる事案の処理においては、侵害から退避せずに自
ら反撃行為に出ることの必要性を重視すべきである。
イ

正当防衛状況を否定すべき場合

以上のような特徴を踏まえると、家庭内の暴力的闘争の場面で正当防衛の成否が問題になった事例にお
いては、被侵害者が何ら必要なく強度の相互闘争状況の拡大を生じさせる態度に出た場合、すなわち、
「家
庭内を意図的に不法な暴力的闘争の場所として利用した場合」に限って、正当防衛状況を否定すべきであ
ると解される。
このような場合には、被侵害者は家庭内でのトラブルの解決のために必要な行動に出ているともいえ
ず、また家庭という生活の本拠地に留まる権利を享受しているということもできない。すなわち、家庭を
違法な暴力的闘争という単なる犯罪行為の場所として利用しているにすぎないので、被侵害者の行為を正
当防衛権の行使として認めるべきではないということができる339。裁判例も、このような事例においては
正当防衛状況を否定しているように思われる。例えば、東京高判昭60・8・20( 判時1183号163頁 ) は、被
告人の住居内で被告人とその内妻の弟が喧嘩になり、被告人が短刀を持って立ち向かうと、相手方が洋傘
を手に取り向かってきたので、短刀で反撃して死亡させたという事案において、被告人の言動が闘争の直
接のきっかけを作ったことや、十分な侵害の予期を持って危険性の高い凶器を手に取ったことを指摘して
急迫性を否定している。また、仙台地判平18・10・23（判タ1230号348頁）は、父親が経営する建設会社
の役員である被告人が、父親の会社の工事代金の着服について問い詰められたことをきっかけに暴力的闘
争が生じ、被告人は家の中を逃げ回り、包丁を持ち出して父親に示したところ、父親が被告人の頚部を押
さえつけるなどしたので、包丁で父親を突き刺して死亡させたという事案において、被告人が包丁を用意
して示す行為は明らかに過剰なものであること等を指摘して急迫性を否定した。これらの事例は、いずれ
も被告人の側に相互闘争状況の拡大について非常に大きな寄与があり、家庭内で積極的に暴力的闘争を生
じさせたということができる。
「家庭内を意図的に不法な暴力的闘争の場所として利用した場合」といっても、重要なのは被侵
なお、

335 このような事例として、前橋地判平24・10・11（LEX/DB25483148）
、大阪地堺支判昭45・11・27（判タ261号292頁）
、
名古屋地判平 7・7・11（判時1539号143頁）。
336 このような事例として、前掲注（48）・東京高判昭62・1・19。
337 嶋矢・前掲注（222）138頁。
338 橋爪・前掲注（ 4 ）318頁。
339 佐藤・前掲注（30）243頁、波床・前掲注（ 2 ）82頁。
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害者の内心状況ではなく、暴力的闘争が発生した客観的態様である。例えば、家庭内での暴力的闘争に備
えて、護身用として相当な範囲を超える強力な反撃準備を整えて反撃行為に臨んだ場合や、何ら正当な理
由なく相手に対して凶器を示したり、執拗な挑発的態度に出た場合には、正当防衛状況を否定すべきであ
る。これに対して、被侵害者が相手方に対してどのような感情を抱いていたとしても、家庭内での日常的
な暴力行為に備えて武器を準備していたに過ぎない場合や、単に相手方を怒らせる可能性がある言動に出
るなどの、暴力的な闘争を発生させる可能性がある行為に出たに過ぎない場合には、正当防衛状況を否定
すべきではないと解される。
以上のように、家庭内の暴力的闘争の事例においては、「家庭内を意図的に不法な暴力的闘争の場所と
して利用した場合」に限って、正当防衛状況が否定されることになる。このような判断基準は、通常の暴
力的闘争の事例と異なる論理を用いるものではなく、通常の暴力的闘争の事例における正当防衛状況の判
断基準に、家庭内で正当防衛が問題になる事案の特徴に基づく修正を加えたものに過ぎない。そこで、こ
のような判断基準も、家庭内以外の暴力的闘争の事案における正当防衛状況の判断基準と統一的に理解す
ることが可能である。
4

通常の暴力的闘争の類型

相互闘争状況において正当防衛が問題になる事案においては、上記のような特徴を有さない、いわば通
常の相互闘争状況の事例も多数存在する。このような事例については、実務家により提唱された、「待受
け型」
、
「出向き型」
、そして「自招防衛」の類型を基礎として検討を加え340、より事案の実態に即した類型
化を試みる。
（ 1 ）待受け型
ア

判例・裁判例

まず、いわゆる待受け型の事例、すなわち、被侵害者が侵害を予期して反撃準備を整えた上で相手方を
待ち受けていた事例についてであるが、このような類型に該当する正当防衛状況が否定された事例の多く
は、暴力団による抗争などの大規模な暴力的闘争の事案である。例えば、過激派による大規模な暴力的闘
争の事例である52年決定の事案や、拳銃を用いた暴力団による抗争の事例である事例①や東京地判平14・
1・11（裁判所ウェブサイト）などがこれにあたる。他方、待受け型の事例で正当防衛状況を否定した事
案のうち、比較的小規模な暴力的闘争の事案としては、相手方の侵害を予期して包丁を 2 本用意して自宅
で相手方を待ち受けていた被告人が、自宅に押しかけてきた相手方の胸部を突き刺して死亡させた福岡高
判昭58・4・27（判タ504号176頁）が存在する。これらの事例は、いずれも被侵害者が侵害を予期した上で、
強力な反撃準備を整えていたことを理由に正当防衛状況を否定したものと評価することができる。
これに対して、待受け型の事例で正当防衛状況が肯定された事例としては、札幌高判昭63・10・4（判時
1312号148頁）が存在する。同事案は、暴力団の幹部であるなどの噂を聞いていた相手方から電話で自宅を
訪れる旨を告げられた被告人が、侵害を予期してマキリ包丁を隠し持って待っていたところ、相手方が荒々
しい態度で仲間を連れて被告人宅に上がりこみ、被告人の右側頭部付近を殴打したので、準備していたマ
キリ包丁で相手方の顔面や胸部等を複数回突き刺し死亡させたという事案であるが、裁判所は、積極的加
害意思を理由に侵害の急迫性を否定した原判決を取り消し、本件では被告人に、積極的加害意思を認める
ことはできないとして、侵害の急迫性を肯定した。同事案において被告人が準備した武器は、刃体の長さ
約13.4センチメートルのマキリ包丁を 1 本だけであることから、上記の待受け型の事例と比較するとかなり
弱いものであるということができる。また、予想される侵害も、暴力団員が夜間複数人で凶器を携えて自
宅を訪れるという非常に強力なものであり、このような侵害が予測される場合にそれほど刃体が大きくな
い刃物を準備することは、護身のために相当な態様の行為と評価することも可能であるように思われる。

340 このような類型について、香城・前掲注（ 2 ）刑事事実認定272頁以下、波床・前掲注（ 2 ）81頁、佐藤・前掲注（30）
243頁以下、中川・前掲注（35）138-9頁。
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イ

検討

以上のように、待受け型で正当防衛状況を否定した事案の多くは、被侵害者があらかじめ侵害を予期し
て強力な反撃準備を整えた大規模な暴力的闘争の事例である。また、侵害を予期して凶器を準備して相手
方を待ち受けていても、反撃準備の程度が比較的弱い事例においては正当防衛状況が否定されないという
扱いがなされている。
このような裁判実務に照らすと、同類型において正当防衛状況を否定する根拠となっている事実は、侵
害を予期して相手方を待ち受ける行為そのものではなく、凶器の準備などの反撃準備を整える行為である
と解される341。侵害を予期しただけでは正当防衛状況が否定されないということは確立した判例理論であ
り342、また、侵害を予期していたにもかかわらず、何の対策もせずにただ相手を待ち受けていたという事
態は通常考えられず、もしそのような事態が存在したとしても、わが国の裁判実務は単に公的救助要請義
務に反したことを理由として直ちに正当防衛権の制限を認めるものではないので、この場合の被侵害者に
何ら正当防衛権を否定すべき根拠となる事情は存在しない。そこで、相手方を待ち受ける行為そのものを
正当防衛状況を否定する根拠とすることはできないと思われる。
そうであるならば、待受け型に該当する類型については、相手方を待ち受けたことではなく、侵害を予
期して反撃準備を整えるという態度に着目した類型として整理すべきであり、その意味で待受け型という
名称は適切ではないと解される。そして、待受け型として整理された事例をみると、その全てがあらかじ
め侵害を予期した上で、特に強力な反撃準備を整えていた事例である。そこで、被侵害者が相手方を待ち
受けていた類型については、既に類型化済みの、侵害を予期して強力な反撃準備を整えていた類型に該当
する事例以外は正当防衛状況が否定されないと解するべきである343。
（ 2 ）出向き型
ア

判例・裁判例

次に、出向き型の事例について、多くの判例・裁判例は、暴力的闘争の発生を予期して相手方の元に出
向いた場合に正当防衛状況を否定している。最高裁判例としては、平成29年決定も、被告人が相手方の呼
び出しに応じて包丁を持って相手方の元に出向いたことにより暴力的闘争が発生した出向き型の事案であ
り、昭和30年判決も、飲食店で喧嘩になった相手方に謝罪をさせるために、被告人が仲間と共に抜き身の
日本刀を持って飲食店前に引き返して様子を伺っていたところ、店から出てきた相手方との間で暴力的闘
争が発生し、相手方を日本刀で切りつけて死亡させた事案において、被告人は侵害を十分に予期しており、
迅速に反撃を加えるべき十分な用意をして進んで相手方と対面すべく様子を伺っていたことを理由に侵害
の急迫性を否定した出向き型の事案である344。また、下級審裁判例にも出向き型で正当防衛状況を否定し
た事例は多数存在する。比較的近時の裁判例としては、東京高判平21・10・8345（判タ1388号370頁）は、
被告人が実母の再婚相手である相手方からの攻撃の可能性を予期して果物ナイフを準備して実母の元を訪
れたところ、相手方から暴行を加えられたので、準備していた果物ナイフで反撃を加えて相手方を死亡さ
せたという事案において、被告人には実母に会う正当な理由がないにもかかわらず、相手方の侵害に対し
て準備した果物ナイフを用いて反撃する意思を持って実母の元を訪れていること等を指摘して侵害の急迫
性を否定している。また、素手による暴力的闘争の事案としては、さいたま地判平16・12・17（裁判所ウェ
ブサイト）は、被告人が、バイクで走っている際に相手方らに接触しそうになったことから口論になり、
一度はその場を立ち去ったが謝罪をさせるために立ち戻り、相手方らに詰め寄ったところ暴力的闘争が発
生し、相手方らを足蹴にするなどして死亡させるなどした事案において、本件は相手方らにも挑発的な態
341 橋爪隆「正当防衛（ 1 ）―緊急状況性の判断」警察学論集69巻 3 号（2016年）161頁参照。
342 最判昭46・11・16（刑集25巻 8 号996頁）、波床・前掲注（ 2 ）80頁、栃木・前掲注（35）76頁、中川・前掲注（35）
138頁。
343 橋爪・前掲注（341）161頁は、このような類型について、
「緊急状況性を否定するためには、重大な喧嘩闘争となる
ことを十分に予期しつつ、凶器などを用意して相手を待ち構えていたり、警察の援助を仰ぐことが容易でありながら、
およそその可能性を検討すらしていないような事実が重要になるものと思われる。」と指摘する。
344 香城・前掲注（ 2 ）刑事事実認定280頁参照。
345 同決定を契機とした研究として、明照・前掲注（14）269頁以下。
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度が認められるが、被告人が相手方らに因縁をつけたことを発端とする喧嘩闘争の過程のものであるとし
て、侵害の急迫性を否定した。これらの事例においては、正当防衛状況を否定する上で、被告人が暴力的
闘争を予期して相手方の元に出向いたという事情が重要な役割を果たしていると解される。
他方、被侵害者が相手方の侵害を予期して相手方の元に出向いたにもかかわらず、正当防衛状況が否定
されなかった事例も存在する。例えば、東京高判平14・2・18（東高刑時報53巻 1 〜12号17頁）は、暴力
団員である被告人が、同じ組に所属する暴力団員である相手方を問い質し、場合によっては制裁を加える
目的で相手方の元に出向き、声を荒げて相手方を問い質すと、相手方がナイフを持って掴みかかってきた
ので、被告人はナイフを取り上げて振り回し、現場から逃走するなどしたが、相手方が被告人を追いかけ、
襲い掛かる姿勢を止めないので、胸部をナイフで突き刺し死亡させたという事案において、被告人は相手
方による侵害を予期していたとはいえないことや、相手方の侵害に対して消極的な対応に出ていることか
ら積極的加害意思を認めることはできないとして、侵害の急迫性を肯定して正当防衛を認めた。また、前
述の和歌山地判昭50・4・22（刑月 7 巻 4 号564頁）は、暴力団である被告人らが武器を準備して敵対組織
である相手方の元に出向いた事案において正当防衛状況を肯定しているが、被告人らが準備した武器を自
動車内に置いて相手方の元に向かったところ、相手方がいきなり攻撃してきたという事情が存在する。静
岡地浜松支判平27・7・1（LEX/DB25540736）も、被告人が相手方の攻撃に備えてペティナイフを準備し
て相手方に出向いた事案において侵害の急迫性は否定されないとしているが、被告人は勤務先の上司から
相手方の呼び出しに応じるよう言われるなど相手方の元に出向かざるを得ない状況に置かれていたという
事情が存在する。これらの事例においては、いずれも相手方の元に出向いたことについて何らかの相当な
理由が存在する。特に、侵害を予期していたとしても、相手方の元に出向かざるを得ない事情が存在する
場合には、そのような被侵害者の態度を理由に急迫性を否定することはできないと解するべきである346。
イ

検討

以上のように、正当防衛状況を否定した出向き型の事例は多数存在する。被侵害者が侵害を予期して相
手方の元に出向く行為は、平穏な状況からわざわざ相互闘争状況に向かっている点で、重大な相互闘争状
況を拡大させる態度として評価することができ、このような行為そのものから積極的加害意思が認められ
る場合も多いとされる347。そこで、被侵害者がこのような態度に出た場合については、被侵害者が相互闘
争状況を拡大させる明確な態度を示した類型としてそのまま整理することができるので、出向き型という
分類は、適切な分類であると解される。
もっとも、相手方の元に出向くことにつき正当な理由が存在する場合は、このような被侵害者の態度を
理由に正当防衛状況を否定すべきではない。例えば、相手方の侵害が予想されるとしても、何らかの理由
により被侵害者が相手方の元に出向かざるを得ない場合には、被侵害者に相手方の元に出向かないことを
期待することが困難であることから、相手方の元に出向いた行為を理由に正当防衛状況を否定することは
できない348。また、険悪な関係にある相手方の元に謝罪に向かったり、暴力的闘争を回避するための話し
合いのために出向く場合には349、たとえ相手方による侵害を予想していたとしても、基本的には闘争状況
の発生・拡大を回避するための行為として評価すべきであるので、このような被侵害者の態度を理由に正
当防衛状況を否定すべきではないということができる。その意味で、出向き型の事案において正当防衛の
成否を判断する上では、出向いた目的が特に重要な要素になる350。そこで、出向き型の事例については、
行為者が相手方の元に出向いた理由となった事情や侵害の予期の程度を総合的に考慮し、専ら相互闘争状
況の拡大以外を目的として相手方に出向いたといえるかを判断して、このような場合以外については正当
346 橋爪・前掲注（341）158頁。
347 香城・前掲注（ 2 ）刑事事実認定273頁。
348 橋爪・前掲注（341）158頁。
349 このような事例として、静岡地浜松支判平27・7・1（LEX/DB25540736）
、東京高判平14・2・18（東高刑時報53巻
1~12巻17頁）、和歌山地判昭50・4・22（刑月 7 巻 4 号564頁）
。
350 もっとも、このような事案で相手方の元に出向いた目的を判断する上では、出向いた目的についての被侵害者の供述
よりも、出向いた際の凶器の所持等の客観的態様や、相手方との関係や事件に至った経緯などの客観的事情が重要とな
る。その意味で、この場合の出向いた目的は客観化された要素として理解することができる。
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防衛状況を否定するべきである。すなわち、出向き型の事例においては、原則として正当防衛状況が否定
され、例外的に正当防衛状況が肯定される事例といえるかを判断することになる。
（ 3 ）自招防衛
ア

判例・裁判例

最後に、自招防衛の類型についてであるが、わが国の裁判実務においては、被侵害者が相手方の面前で
積極的な侵害招致行為に出た場合に、被侵害者の侵害招致行為を直接の根拠とする特別な論理を用いて正
当防衛の成否を決した事例が複数存在する351。最高裁も、平成20年決定において、52年決定の積極的加害
意思論とは異なる論理を用いて正当防衛状況を否定している。また、下級審裁判例にも、このような論理
を用いた事例が複数存在する。平成20年決定以前の事例としては、前述の福岡高判昭60・8・7（判タ566
号317頁）及び東京高判平 8・2・7（判時1568号145頁）がこれにあたる。また、近時の事例としては、神
戸地判平26・12・16（裁判所ウェブサイト）は、被告人の車両と相手方の車両が衝突しそうになり、被告
人が相手方に文句を言いに行ったことから口論が生じ、相手方が被告人の襟首や胸ぐらを掴むなどしたの
で、被告人が逃げようとして自車を発進させ、相手方とその友人に自車を衝突させ傷害を負わせたという
事案において、相手方の侵害を招いたのは被告人の行為であり、相手方の攻撃は通常予想できる範囲に
あったことを理由に、正当防衛状況を否定した。これらの事例は、いずれも被侵害者が相手方の面前で突
発的に行った暴力的闘争のきっかけとなる行為を指摘して正当防衛状況を否定している点に特徴がある。
他方、被侵害者が積極的な侵害招致行為に出ているにもかかわらず、正当防衛状況を否定しなかった事
例も存在する。まず、前述のさいたま地判平29・1・11（判時2340号120頁）は、被告人が相手方の侵害を
予期していなかったことや、相手方の侵害は被告人の侵害招致行為と質的に異なることを指摘して、正当
防衛状況を肯定した。また、大阪高判平 7・3・31（判タ887号259頁）は、被告人のグループが、相手方
のグループに後方から罵声を浴びせるなどしたことから両者が喧嘩になり、相手方のグループが被告人の
仲間に激しい暴行を加えたので、被告人は、相手方に対して謝罪をしたり警察を呼ぼうとしたが効を奏さ
なかったので、路上のビール瓶を割って相手方に突き刺すなどして死亡させるなどしたという事案におい
て、相手方らによる暴行が被告らの予想を遥かに超える激しいものであったことを理由に、侵害の急迫性
は否定されないとした。このように、被侵害者の言動が相手方との暴力的闘争のきっかけになったとして
も、相手方の攻撃が被告人の予期を超えるものであったり、被告人の言動に比して過大なものである場合
には、正当防衛状況は否定されないという判断がなされている。
イ

検討

（ア）自招防衛とされる事案の本質
以上のように、わが国の判例・裁判例には、被侵害者の侵害招致行為を直接の契機として正当防衛状況
を否定した事例が複数存在する。しかし、これらの事例の本質は、被侵害者が相手方の面前で直接的な侵
害招致行為に出たということではないように思われる。すなわち、被侵害者の態度により相手方の侵害を
招致したという点では、前述の出向き型の事例もこれらの事例と何ら変わらない。そこで、「被侵害者の
態度により相手方の侵害を招致した」事例を自招防衛の事例と解するならば、出向き型の事例も自招防衛
も含まれることになり352、前述のようにドイツでは実際にそのような扱いがなされている。しかし、裁判
実務は、出向き型の事例については、積極的加害意思論を用いるなど、自招防衛の論理を用いずに処理し
ている。このことから、わが国の裁判実務においては、事案の処理に際して自招防衛の論理が用いられる
根拠は、被侵害者の積極的な態度により相手方の侵害を招致したということではないように思われる。
そこで、自招防衛の論理を用いて処理されている事例の事実関係をみると、これらの事例では、いずれ
も相手方との間で何らかのトラブルが生じた場面において、突発的に相互闘争状況のきっかけとなる行為
がなされている353。例えば、平成20年決定は、ゴミ捨て場での口論の際に被告人がつい手を出してしまっ
351 明照・前掲注（14）198頁以下参照。
352 堀籠＝中山・前掲注（ 1 ）582頁は、自招防衛の意義について、「自ら正当防衛状況を招致し、その状況下において、
自己又は他人の法益を防衛するために必要な行為を行った場合」とする。
353 この点について、香城・前掲注（ 2 ）刑事事実認定289頁は、喧嘩闘争の中でも「その場の感情的なもつれから喧嘩
24

相互闘争状況における正当防衛の処理基準及び類型化の試み（3・完）
（木崎）

た事案であり、また東京高判平 8・2・7（判時1568号145頁）は、駅の階段で被告人と相手方がぶつかっ
たことから生じたトラブルの場面で、被告人が行き過ぎといえる行為に出てしまった事案である。このよ
うに、自招防衛の論理を用いて処理されてきた事例は、いずれも被侵害者が突発的に暴力的闘争のきっか
けとなる態度に出てしまった事例であるということができ、自招防衛とされる事案の本質は、むしろこの
点にあるように思われる。その意味において、このような事例を自招防衛と呼ぶことは、相互闘争状況の
実態に沿うものではなく、適切な名称ではないように思われる。
（イ）相手方の挑発に応じた類型
このような突発的な暴力的闘争のきっかけとなる態度には、相手方に対する挑発的な言動だけではな
く、相手方の侵害招致行為に応じる態度も含まれるということができる。そして、裁判例の中には、この
ような被侵害者の態度を根拠として正当防衛状況を否定した事例も複数存在する。例えば、東京高判平
25・2・19（東高刑時報64巻 1 〜12号55頁）は、自動車の運転に際して相手方と口論になった被告人が、
自動車で被告人を追いかけてきた相手方の挑発的な言動に応じたところ暴力的闘争が発生し、被告人が相
手方を殴打して転倒させて死亡させたという事案において、被告人の一連の行動及び侵害の回避が容易で
あったことを理由に、被告人には十分な侵害の予期と積極的加害意思が認められるとして正当防衛状況を
否定した354。また、高松高判平14・7・25（裁判所ウェブサイト）は、路上での酒に酔った相手方の挑発に
被告人が応じることで相互闘争状況が発生し、被告人が相手方を投げ飛ばして傷害を負わせたという事案
において、被告人が相手方の挑発に応じて人目のつかない場所に移動しようとした態度などから侵害の予
期と積極的加害意思を認定して、正当防衛状況を否定している。他方、大阪高判平14・7・9355（判時1797
号159頁）は、同じ職場に勤務していた被告人と相手方が喧嘩になり、仕事が終了した後、相手方が被告
人の胸ぐらを掴むなどしたことに対して、被告人も相手方の胸ぐらを掴み返し、相手方が被告人に押され
るようにして後ずさりして、その場に転倒して傷害を負ったという事案において、両者は同じ職場の上司
と部下の関係にあり、当日も一緒に仕事をしていたこと等を理由に積極的加害意思を認めることはできな
いとして、侵害の急迫性を肯定した。
これらの事例は、積極的加害意思論を用いている点においては、自招防衛とされる事例とは異なってい
る。しかし、その事案の性質そのものをみると、いずれも相手方の挑発に応じるという、相手方との何ら
かのトラブルの現場で突発的になされた言動により相互闘争状況を発生させている点で共通する。また、
平成29年決定が明示したように、積極的加害意思が認められる事例は、相互闘争状況を理由に正当防衛状
況が否定される事例の一例に過ぎず、積極的加害意思論を用いたか否かという相違点は重要ではない。そ
こで、被侵害者が相手方の挑発に応じた事例も、相手方の面前で積極的な侵害招致行為に出た事例と同じ
類型に整理すべきであると解される。
（ウ）突発型という類型
このことから、自招防衛とされる事例については、同じように突発的になされた被侵害者の態度により
相互闘争状況が発生した事例である、被侵害者が相手方の挑発に応じた事例と合わせて、突発型という類
型として整理すべきである。このような類型については、正当防衛状況を否定する根拠となる、相互闘争
状況の拡大につき被侵害者と侵害者の双方に落ち度がある点に特徴がある。すなわち、被侵害者が積極的
な侵害招致行為に出た事例においては、被侵害者の挑発に応じた侵害者にも落ち度があり、また被侵害者
が挑発に応じた事例においては、被侵害者に対して挑発行為に出た侵害者にも落ち度があるということが
できる。
そこで、このような事例については、相互闘争状況の拡大につき相手方よりも落ち度が大きい場合には、
被侵害者の正当防衛状況を否定すべきであると解される。すなわち、暴力的闘争に至った経緯や、相手方
の侵害に先立つ両当事者の言動、侵害行為の態様、侵害の予期及びその可能性などの諸事情を総合考慮し
て、規範的な観点から、当該相互闘争状況の場面においては、被侵害者の方が相互闘争状況の拡大に大き
闘争に発展するもの」について、自招防衛が問題になるとする
354 なお、橋爪・前掲注（341）158頁は本判決を出向き型に分類する。
355 本判決に対する評釈として、橋爪隆「判批」刑事法ジャーナル 8 号（2007年）126頁。
25

筑波法政第82号（2020）

く寄与しているといえる場合には、相手方と比較して保護に値する立場にあるとはいえないことから、相
手方との関係で正当防衛状況を否定すべきである。上記の裁判例において、被侵害者が侵害を予期してい
なかった、すなわち予想外の侵害がなされた場合や、侵害招致行為に比して過大な侵害が加えられた場合
に正当防衛状況が否定されていないのは、このような見地から理解することができる。
5

具体的な判断方法

それでは、相互闘争状況において正当防衛が問題になる事案を、実際に上記類型を活用して処理する場
合には、具体的にどのような方法によるべきであるのか。
（ 1 ）各類型の相互関係
まず、各類型の相互関係についてであるが、いずれの類型も、被侵害者の態度により相手方との対立関
係やトラブルが違法な暴力的闘争へと発展したという意味における「相互闘争状況の拡大」を理由に正当
防衛状況を否定している点で共通するものであり、その拡大の程度や、事案の処理に際して配慮すべき事
情により分類されたものである。
すなわち、相互闘争状況の拡大の程度については、まず侵害を予期して強力な反撃準備に出る態度は、
これにより相手方との対立関係を確定的に重大な結果を伴う凶器を用いた暴力的闘争へと発展させるもの
であるので、直ちに正当防衛状況を否定すべき非常に強力な相互闘争状況の拡大を生じさせる態度として
評価すべきである。次に、相手方の元に出向く行為は、通常はそれにより相手方との対立関係が確定的に
暴力的闘争に拡大することになるので、原則として正当防衛状況を否定すべき強力な相互闘争状況の拡大
を生じさせる態度として評価することができる。そして、相手方の面前で侵害を招致しうる態度に出たり、
相手方の挑発に応じる行為は、相手方との間で生じたトラブルを暴力的闘争に拡大するものであるが、こ
の場合の暴力的闘争の拡大は、相手方の挑発に応じる行為または挑発行為にも起因するので、これらの態
度による相互闘争状況の拡大の程度は前二者に比して小さいと解される。他方、家庭内の暴力的闘争の類
型については、相互闘争状況の拡大の程度ではなく、暴力的闘争が発生した場所に基づく配慮により分類
されたものである。そこで、これらの類型は、相互闘争状況の拡大を生じさせる程度、すなわち正当防衛
状況を否定すべき必要性が高い順に、強力な反撃準備類型、出向き型、突発型と並べることができ、家庭
内の暴力的闘争類型については、これらの類型とは別の要請に基づく分類として整理することができる。
（ 2 ）判断の順序
そして、これらの類型を活用した判断の順序についてであるが、まず強力な反撃準備類型に該当する事
案は、直ちに正当防衛状況を否定すべき非常に強力な相互闘争状況の拡大を生じさせる事例であり、家庭
内の暴力的闘争の場面においても、被侵害者がこのような態度に出ていた場合には正当防衛状況が否定さ
れることになる。そこで、相互闘争状況における正当防衛の事案の処理に際しては、まず同類型に該当し
て正当防衛状況が否定されるかが判断されるべきである。
次に、家庭内の暴力的闘争の事案については、相互闘争状況が発生した場所に基づく配慮により、相互
闘争状況を理由に正当防衛状況が否定される範囲が狭められる。すなわち、同類型においては、家庭内を
意図的に暴力的闘争の場所として利用したと認められない限りは、正当防衛状況は否定されないことにな
る。そこで、家庭内で暴力的闘争が発生し、強力な反撃準備を理由に正当防衛状況が否定されなかった事
例については、被侵害者が家庭内を意図的に暴力的闘争の場所として利用したと認められるかを判断し、
これが認められない場合には、正当防衛状況は肯定されることになる。
そして、上記の類型以外の、通常の相互闘争状況において正当防衛が問題になった事案については、被
侵害者が取った態度に応じて出向き型と突発型に分類し、それぞれの類型ごとの基準に応じて正当防衛状
況の存否を判断すべきことになる。すなわち、被侵害者が相手方の元に出向いて暴力的闘争が発生した事
案においては、相手方の元に出向いたことにつき正当な理由が認められる場合に限って正当防衛状況が認
められることになる。他方、突発型においては、暴力的闘争の現場における被侵害者と相手方の言動など
の諸事情を総合考慮して、規範的な観点から相互闘争状況の拡大について相手方よりも寄与が大きいと評
価される場合に、正当防衛状況が否定されることになる。
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（ 3 ）複合的な事例の処理
また、相互闘争状況において正当防衛の成否が問題となる事例には、正当防衛状況を否定する事情が複
合的に存在する事例も多数存在することから、このような事例をどのように処理すべきかも問題になる。
ここまで分類してきた類型は、いずれも被侵害者の態度による相互闘争状況の拡大を理由に正当防衛状
況を否定するという点で共通していることから、各類型における判断基準には、その本質において共通点
が認められる。そこで、正当防衛状況を否定する事情が複合的に存在する事情においては、当該事案に存
在する、上記の各類型における分類の基準となる被侵害者の態度のうち、最も強力な相互闘争状況の拡大
を生じさせる態度を捉えて、そのような態度を根拠に正当防衛権を否定することができるかを判断すべき
である。
例えば、被侵害者が相手方の侵害を予期して強力な反撃準備をして、相手方の元に出向いて暴力的闘争
を発生させた事案356においては、強力な反撃準備類型として正当防衛状況を否定すべきことになる。また、
相手方の元に出向いた上で、相手方の面前で挑発的な言動に出た場合357には、出向き型として正当防衛状
況の成否を判断すべきことになる。このような事案の処理は、相互闘争状況を理由に正当防衛状況が否定
される事案を、統一的に理解することから可能となるものである。これに対して、自招防衛の事案とそれ
以外の相互闘争状況の事案を本質的に異なるものと解した場合には、両事例の中間に位置する事例をこの
ように処理することは不可能であり、自招防衛の基準とそれ以外の相互闘争状況の基準を別個に適用して
正当防衛状況の存否を判断する必要があると思われる。しかし、このような事例の処理については、本稿
の見解のように、相互闘争状況を理由として正当防衛状況が否定される事案を統一的に理解した上で、当
該事案における被侵害者の態度に応じて、各類型のどれかに分類する方が、判断が 1 回で済むことから、
より合理的な方法であると解される。
（ 4 ）裁判員裁判における留意点
正当防衛の成否が問題とされるのは、殺人罪や傷害致死罪で起訴された事案が多いことから、相互闘争
状況における正当防衛状況に関する判断は、裁判員裁判で行われる場合が多くなると思われる。そこで、
裁判員裁判において、このような判断を行う際には、特に以下の点に留意する必要がある。
まず、検討の第一段階において、当該事案がどの類型に該当するかを明確かつ適切に決する必要がある。
判断の主体がプロの裁判官であれば、どの類型に該当するかを明確にしないままでも、従来の判例理論に
沿って事案に現れた事情を総合的に検討して正当防衛状況の有無を決することも可能である。しかし、裁
判員はこのような事案の判例理論に関する知識を有しておらず、また短期間でこのような事案に関する判
断の要点を会得することは不可能である。そこで、裁判員裁判においては、裁判員に対して当該事例にお
ける判断の指針を示すために、当該事案がどの類型に該当するかを明確に決することが非常に重要とな
る。もっとも、このような検討を行う場合には、正当防衛の成否についての判断が、本件がどの類型に該
当するかという論争に終始してしまうおそれもある358。しかし、本稿の見解によれば、どの類型に該当す
るかの検討に際して、各類型への分類の根拠となる事情を明確に示した上で、各類型への該当性を順を
追って検討することになるので、このような危険性は回避できると思われる。
その上で、各類型ごとの判断に際しても、事案に現れた様々な事情を羅列しただけの、感覚的な判断に
ならないよう注意する必要がある。そのためには、合議に加わる裁判官が、問題となる類型において特に
重視される事実や、そのような事実が有する意味を裁判員に十分説明することで、裁判員が当該事案に現
れた事実を適切に評価して、証拠となる事実に基づいて各類型における基準を満たすかを判断できるよう
にする必要がある。本稿で示した各類型における判断基準には、例えば強力な反撃準備類型の「護身のた
めに相当とはいえない反撃準備」や、突発型の「相互闘争状況の拡大について相手方よりも寄与が大きい
場合」というように、少なからず評価的な要素が含まれている。そこで、今後これらの類型ごとの判断基
356 このような事例として、札幌地判平元・10・2（判タ721号249頁）、前掲注（280）・宮崎地判平30・2・22。
357 こ の よ う な 事 例 と し て、 新 潟 地 判 平24・3・2 （LLI/DB06750094）
、 広 島 高 判 松 江 支 判 平25・11・22 （LLI/
DB06820678）。
358 清野・前掲注（10）82-3頁参照。
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準をより適切に活用するためには、各類型ごとの判例・裁判例を検討し、各類型における正当防衛状況の
判断において特に重要な事実を具体的に明らかにしていくことが必要であると解される。
6

小括

相互闘争状況において正当防衛状況の有無が問題になる事例は、強力な反撃準備類型、家庭内の暴力的
闘争類型、通常の相互闘争状況の事案としての出向き型及び突発型の 4 つに分類することができる。強力
な反撃準備類型においては、被侵害者が侵害を予期して護身のために相当とはいえない反撃準備を整えて
いた場合に正当防衛状況が否定され、家庭内の暴力的闘争類型においては、家庭内を意図的に暴力的闘争
の場所とした場合に正当防衛状況が否定される。そして、出向き型の事案においては、相手方の元に出向
くことにつき正当な理由がない場合に正当防衛状況が否定され、突発型においては、相互闘争状況の拡大
につき相手方よりも寄与が大きい場合に正当防衛状況が否定される。
また、事案の処理の具体的なプロセスとしては、まず直ちに正当防衛状況を否定すべき類型である強力
な反撃準備類型に該当するかを判断する。次に、同類型に該当しなかった事案について、暴力的闘争が生
じた場所に基づく特別な配慮が必要となる類型である、家庭内で正当防衛状況が問題になった類型に該当
するかを判断する。最後に、いずれにも該当しなかった事例について、出向き型又は突発型として正当防
衛状況が否定されるかを判断するという方法によるべきである。

第6

おわりに

本稿は、侵害の急迫性、すなわち正当防衛状況に関するこれまでの議論や判例理論を踏まえて、相互闘
争状況における正当防衛についての裁判員裁判を踏まえた適切かつ合理的な判断基準の構築を目的とする
ものである。まず、侵害の急迫性の解釈については、時間的に不正の侵害が迫っていることのみを意味す
る客観的・事実的な要件と解するべきであるとする多くの学説と、正当防衛権を基礎付ける規範的・総合
的な要件と解するべきとする裁判実務の見解が対立しているが、相互闘争状況において正当防衛の成否が
問題になる事案を適切に解決するためには、裁判実務の見解を採用する必要がある。もっとも、裁判実務
における侵害の急迫性に関する判例理論は難解であり、またその判断の内実は侵害の急迫性という文言か
ら離れたものとなってしまっているので、特に裁判員裁判を踏まえたより適切な判断基準として、平成20
年決定で示された正当防衛状況の基準を用いることが考えられるが、この正当防衛状況の基準と、52年決
定をはじめとする従来の相互闘争状況における正当防衛の判例における侵害の急迫性の基準は、客観的に
不正の侵害が切迫していることを前提として、被侵害者が反撃行為に出ることが相互闘争状況の拡大をも
たらさない場合には正当防衛を認めるという本質においては共通している。そこで、今後の相互闘争状況
における正当防衛の事案については、自招防衛の事案だけでなく、それ以外の相互闘争状況の事案につい
ても、正当防衛状況の基準を用いて統一的に処理すべきである。そして、このような理解は、平成20年決
定以降の判例・裁判例にも沿うものである。すなわち、平成20年決定以降の裁判例の多くは、侵害の急迫
性と正当防衛状況を同じ意味で用いており、また出向き型の事案である平成29年決定も、判決文において
は侵害の急迫性の基準を用いているが、反撃行為に先立つ事情を含む諸事情を総合考慮して相互闘争状況
の拡大が認められることを理由に正当防衛権を否定している点では平成20年決定との共通点が認められる
ことから、実質的には平成20年決定を含む正当防衛状況の基準を用いた事例と統一的に解することもでき
る。もっとも、このような意味における正当防衛状況は、被侵害者の主観を含む事案に現れた諸事情の総
合考慮を必要とするので、その判断が不明確かつ印象論的なものになってしまうおそれがある。そこで、
相互闘争状況において正当防衛が問題になる事案を類型化し、各類型における判断の指針を示す必要があ
る。そこで、このような必要性に基づく類型化の試みとして、直ちに正当防衛状況を否定すべき類型であ
る強力な反撃準備類型、DV の問題や家庭が生活の本拠であることに配慮した類型である家庭内の暴力的
闘争類型、そして通常の暴力的闘争の類型としての、被侵害者が相手方の元に出向いた事例についての出
向き型、そして相手方の面前で突発的に侵害招致行為に出た場合と、相手方の挑発に応じた場合を合わせ
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た類型としての突発型という類型を挙げることができる。そして、被侵害者の相互闘争状況の拡大をもた
らす態度が複合的に存在する事例においては、被侵害者の態度のうち特に強力な相互闘争状況の拡大をも
たらす態度を捉えて、各類型に分類するという処理をすべきである。
本稿の検討は、主に相互闘争状況において正当防衛の成否が問題になった判例・裁判例における事実認
定を含めた判断のプロセスを基礎とするものであり、正当防衛権の本質に関する理論から演繹されたもの
ではない。しかし、わが国の裁判実務では、事実認定と法律適用には交錯が見られるところ359、このよう
な交錯は特に正当防衛状況のような規範的要件において強く見られるとされる360。このことから、わが国
の裁判において使いやすい判断基準を構築するためには、正当防衛に関する理論だけではなく、事実認定
を含めた裁判実務における判断のプロセスの側面にも目を向ける必要があるということができる。そこ
で、裁判実務における判断のプロセスを基盤とする本稿の検討は、事実認定と法律適用の交錯がみられる
というわが国の裁判の特質からの要請に応えるものであり、その点において意義を有するものであると解
される。また、本稿で示した正当防衛状況の判断基準や、相互闘争状況における正当防衛の事例の類型化
は、裁判員裁判における判断を念頭に置いたものであるが、相互闘争状況における正当防衛に関する判断
は、裁判員裁判により行うことに大きな意義があると思われる。すなわち、裁判員裁判の趣旨は、一般国
民の健全な常識を裁判に反映されることにあるとされるが361、このような裁判員制度の趣旨に照らすと、
国民の健全な常識に基づいた価値判断的な内容を含む判断を裁判員に行わせることは、望ましいことであ
ると解される362。すなわち、相互闘争状況における正当防衛の問題は、相手方との暴力的闘争に巻き込ま
れた人間は、どのような状況ならば実力行使が許されるかという問題であり、日常生活においてこのよう
な状況に置かれることもある一般国民の常識的な意見を聞いて決すべき問題であるということができ
る363。特に、強力な反撃準備類型について問題となる、どのような反撃準備ならば護身用として許容され
るのかという問題や、家庭内の暴力的闘争類型において問題となる、家庭内でのトラブル解決のための実
力行使はどの程度まで許容されるのかという問題を判断するためには、国民の健全な常識という観点が必
須であるように思われる。そこで、相互闘争状況における正当防衛の問題については、特に裁判員裁判を
念頭においた検討の必要性が高いということができ、その点でも本稿の検討には意義があるものと解され
る。
もっとも、本稿が示した「反撃行為に出ることが相互闘争状況の拡大を生じさせる状況」という正当防
衛状況の判断の内実も、また各類型における判断の指針も、規範的・評価的な要素を含んでおり、このま
までは裁判員裁判において用いる際に困難が生じることも予想される。そこで、今後の検討としては、正
当防衛状況の判断に際して考慮すべき事実を、各類型ごとに具体的に示すことが必要になると解される。
特に、裁判員裁判においては、公判前整理手続により、事件の争点や当事者が提出すべき主張や証拠を整
理することが要請されている。そこで、このような検討に際しては、公判前整理手続を意識して、裁判の
当事者がそれぞれ主張すべき事実を具体的に示すことが有益であると解される。また、本稿で指摘した類
型以外にも、事案の処理に際して用いるべき類型は未だ残っているように思われる。例えば、警察官によ
る武器の使用について正当防衛が問題になる事案は364、通常の相互闘争状況とは別の基準で判断すべきで
あるように思われる。そこで、今後は本稿で呈示した類型以外の、類型化すべき事例群についても検討を
進めることが必要であると解される。
（中央学院大学法学部専任講師）

359 松澤・前掲注（10）309-10頁。
360 香城敏麿＝小林充編『刑事事実認定（上）―裁判例の総合的研究―』
（1992年、判例タイムズ社）まえがきⅱ頁。
361 田口守一『刑事訴訟法〔第 7 版〕』
（2017年、弘文堂）10頁。
362 和田ほか・前掲注（71）559頁、遠藤・前掲注（67）121頁参照。
363 波床・前掲注（ 2 ）90頁は、侵害の急迫性の判断について、「その判断に当たっては健全な価値判断が要求されるこ
とになる。
」と指摘する。
364 このような事案に関する研究として、津田重憲『正当防衛と緊急救助の基本問題』
（2012年、成文堂）21頁以下、橋爪
隆「正当防衛（ 2 ）―防衛行為の相当性の判断」警察学論集69巻 5 号（2016年）144頁以下。
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