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　本書は平成 ６年から ９年にかけて立花書房から出版された『民商事と交錯す
る経済犯罪Ⅰ～Ⅲ』（全 ３巻）の改訂版として2６年ぶりに発刊するものである。
　法務総合研究所研修第一部では、従来から毎年、検察運営上、緊急かつ重要
と思われる特定の問題を取り上げ、全国各地の実務経験豊かな検事と同部の教
官との共同研究を行い、研究結果を「検察研究特別資料」として関係各庁に配
布することを内容とする研究（検事研究）を実施しているところ、平成 ３年度
から ４年度にかけては、「民商事と交錯する刑事事件の諸問題」を研究テーマ
として取り上げ、同部の教官と各地の検事（総計６９名）との合計 ８回の共同研
究会を行うとともに、各検察庁に照会して必要な事例収集を行った。
　このようにして集められた基礎資料に基づいて、研修第一部教官 ６名が検察
研究特別資料「民商事と交錯する刑事事件の諸問題」を分担・執筆し、この種
事犯の捜査、公判にあたる検察官にとっての執務上の参考資料として各検察庁
に配布したところであった。当時私は研修第一部長に籍を置いていたところ、
検察庁の部内資料をベースにした書籍を公刊することは異例なことではあった
が、この研究成果を差し支えない範囲で公開することは実務的にも学問的にも
意義深いことであると考え、亀山継夫法務総合研究所長（後に最高裁判事就任）

と相談した結果、快く賛同していただいたので執筆教官の須藤純正氏が中心と
なって必要な加筆と編集を行ったうえで公開文献として発刊したものが、冒頭
に述べた本書の前身ということになる。
　前書は捜査関係者ばかりではなく、学者、裁判官、弁護士、会社の法務担当
者などにも広く利用されることを期待して発刊したものであり、検察実務の現
場で今でも有益として読まれているほか、刑法学者も著書に引用してくれてい
るなど好評を得ていて、それなりの独創性と有用性の高い法律書であると自負
している。前書は絶版となって相当な時間が経過しているが、その後の関係法
の改正や判例の集積を踏まえ内容をアップデートして25年ぶりにこの本の改訂
版を出してはどうかという構想がもち上がり、執筆者を募ったところ、当時の
執筆教官の須藤純正（法政大学法学部教授・弁護士）、石井隆（福井地方検察庁検
事正〔現・広島高等検察庁次席検事〕）、吉開多一（国士舘大学法学部教授・弁護士）
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の ３氏が快く引き受けてくれた。改訂出版の趣旨については上冨敏伸所長およ
び大塲亮太郎前所長をはじめ法務総合研究所関係各位のほか、前書の執筆者で
ある高井氏と鈴木氏の了解が得られたので作業を開始した次第である。
　その間の主な法改正についてみると、刑法の平成 ７年改正（口語化）、平成
1６年改正（法定刑の引き上げ）、民法の平成1８年改正と公益法人改革三法の成
立、平成2３年改正（親権制度）、平成2９年改正（債権法）、平成３0年改正（相続制
度）、商法の平成 ９年改正（合併法制整備等）、平成11年改正（株式交換、株式移
転制度の創設）、平成1４年改正（委員会等設置会社制度の導入等）、平成1６年改正
（株券不発行制度等）、平成1７年の会社法の成立、平成1８年の金融商品取引法の
制定（証券取引法の改称）、商法の平成３0年改正（運送・海商関係）、平成1６年の
新不動産登記法の成立、平成1８年の新信託法の成立、平成21年の資金決済に関
する法律の制定、同法の平成2８年改正（仮想通貨の規制）など枚挙に暇がない。
その間わが国では、バブル経済の崩壊、金融機関の不良債権処理、破たん金融
機関の救済、「失われた20年」とも評される経済低迷など大きな社会変動を経
験し、その間の判例集積も膨大な量に上った。したがって、本巻（その他の刑
法犯罪）に限ってみても、前書の改訂といっても実際には書き下ろしに近いほ
どの作業を要したがメリハリをつけて簡潔な解説を心がけ、分量的には前書よ
りコンパクトなものに仕上がっている。
　本書は経済犯罪の諸形態を切り口として、恐喝・文書偽造その他の犯罪の成
否について、その前提として必要と思われる民商法の解釈についても、基礎か
ら最近の高度な学説・判例に至るまで、網羅的に解説している高度な点におい
て類をみない。なお、本巻では、「経済」の語源が古代中国の「経世済民」に
由来することから、世を治めて民の苦しみを救うという広義にとらえ、財産関
係とは離れた社会的身分関係に起因する犯罪と民商事法の交錯についても広く
取り上げている。
　本書は、検察官をはじめとして捜査実務担当者の参考に供することを念頭に
置いているが、学者、裁判官、弁護士、企業の法務部担当者などにも広く利用
されることを期待する次第である。将来的には、検察官の後輩に著作権も含め
て引き継ぎ、ある時期に再度改訂を施し、末永く実務で使い続けられる本とな
ることを願っているところである。
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　最後に、出版事業が困難な状況下において、私たちの出版構想の趣旨を真摯
に受け止めて快く出版への協力を引き受けてくださり、本書の編集、出版につ
いて多大のご苦労をおかけした民事法研究会の田口信義社長をはじめとして編
集部の方々に厚く御礼を申し上げる。

　　令和 ４年 ３月
� 弁護士・元最高検察庁公判部長・法務総合研究所研修第一部長　本江　威憙
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１ 　恐喝罪と民事法の交錯

⑴　恐喝罪の構造

ア　総　説

　恐喝罪と詐欺罪は、同じく刑法第17章「詐欺及び恐喝の罪」に規定され、両
罪は、詐欺罪が人を欺くことを手段とし、恐喝罪が恐喝を手段とする違いはあ
るものの、いずれも被害者の瑕疵ある意思（錯誤または畏怖）に基づいて財物
または財産上の利益を取得する点で共通の性質を有する。また、恐喝罪は、暴
行・脅迫を手段とする点で強盗罪と類似しているが、強盗罪では手段としての
暴行・脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることを要するのに対
し、恐喝罪では相手方の反抗の抑圧に足りない程度の暴行・脅迫を手段とする
点で異なる。恐喝罪は、強盗罪と同様に、財産だけではなく、身体の安全を侵
害する罪でもある。
　恐喝罪の犯罪類型としての特徴は、知能犯的性質の事件がある一方で、暴力
団や不良グループの組織を背景とする暴力的色彩をもつものもあることであ
る。また、加害者と被害者の間に従前何らかの関係があり、それに絡んで口実
をつくって不当に金銭の支払い等を要求するという事例もあり、その要求が加
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害者の正当な権利に基づくものか、要求行為に社会的相当性があるかが問題と
なることも少なくない。捜査では、こうした加害者と被害者との従前の関係を
十分に把握し、被害者が自発的に開示したがらない被害者側の落ち度も含めて
明らかにするほか、民事法上の観点からも検討を加えたうえで恐喝罪の成否を
判断することが求められる。こうした点の解明が不十分であると、裁判段階
で、それまで把握されていなかった事情が被告人側から主張されたり、被害者
の証言が反対尋問で動揺するなどして無罪とされる例も散見される。

イ　恐喝行為

A　意　義

　恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させまたは財産上不法の利益を得もしく
は他人にこれを得させる罪である。「恐喝」とは、財物または財産上の利益を
供与させる手段として、人を畏怖させるに足りるような行為をすることをい
う。本罪にいう「恐喝」は、強盗罪との区別の観点から、相手方の反抗を抑圧
するに足りる程度に至らないものであることが必要であり、消極的基準として
の「反抗を抑圧するに足りる程度」については、行為者および被害者の年齢、
性別、風体、行為の時刻、場所などの具体的諸事情を考慮したうえで、社会通
念に照らして客観的見地から判断すべきであるとされる（最判昭和24・ 2 ・ ８
刑集 ３巻 2号75頁）。

B　民法上の「強迫」と恐喝罪の関係

　民法上の「強迫」と恐喝罪の関係が問題となりうる。民法は、強迫による意
思表示は取り消すことができるとし（同法96条 1 項）、この「強迫」は、相手方
をしてある意思表示をさせるため、不法に害悪を通知し、相手方がこれによっ
て畏怖し、その畏怖によって意思を決定し、表示させようとする行為とされて
いる。取り消された行為は初めから無効であったとされる（同法121条）が、取
り消されない限り、有効な意思表示として扱われる。
　①名古屋高金沢支判昭和29・ 5 ・ 1 刑判特３３号1８4頁は、被告人がＶに対し
恐喝の手段により自己の関係する雑誌に広告を掲載するように要求し、畏怖し
たＶをしてこれを承諾させ、広告料名下に金2000円の交付を受けた事案につい
て、「雑誌に広告を掲載すべき目的で財物の交付を受けた場合であっても、い
やしくも人に脅迫を加え畏怖の念を生じさせた結果財物の交付を受けたもので
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ある以上、その財物に対し、反対給付をなすべきことを約したと否とによら
ず、また、反対給付をなす真意があったと否とによらず、当該行為は恐喝罪を
構成する……両者間の合意が民法上一種の契約として有効に成立したとしても
恐喝罪の成立を妨げない」旨を判示するが、妥当な結論である。この場合の私
法上の法律関係についてみると、広告を雑誌に掲載させるについての被告人と
Ｖとの間の契約は、一般に、被告人の強迫によるものとして、Ｖにおいてこれ
を取り消すことができるであろう。取消しをすることにより、Ｖは被告人に対
し、支払済みの2000円の返還を請求することができる。ただ、Ｖが取消しの意
思表示をするまでは当該契約は一応有効であり、取消しの意思表示をすること
によって、当初にさかのぼって当該契約が無効となるのである（民法121条参
照）。取消しは事後的な意思表示であり、その有無によって、その前になされ
た恐喝行為について犯罪の成否が左右されることは不当であろう。したがっ
て、当該契約の有効無効と恐喝罪の成否が無関係であることについては、異論
がなかろう。
　②大判大正 ８・12・ ３ 刑録25輯1192頁は、「借財の目的で金員の交付を受け
た場合といえども、害悪が来るべきことを通告して畏怖の念を生じさせた結果
その交付を受けた以上恐喝罪を構成する……その行為が消費貸借として有効に
成立することは同罪の成立を妨げない」旨を判示し、③東京高判昭和３３・ 4 ・
24速報7３2号も、「被告人の脅迫により貸借の形式によって金員の授受がなされ
たものであって、それが民法上あるいは商法上有効な消費貸借としても、この
ことは恐喝罪の成立に消長を及ぼさない」とするが、いずれも当然であろう。

C　手段としての脅迫

　「恐喝」の通常の手段は脅迫である。脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害
悪の通知をいう。恐喝罪の手段としての脅迫は、脅迫罪とは異なり、その害悪
の内容が、人の生命・身体・自由・名誉・財産に対するものに限られず、恐喝
の手段たる害悪の種類いかんは恐喝罪の成立に影響がないとされる。大判大正
5・ 6・16刑録22輯1012頁は、家族に秘した蓄妾の事実を摘発する旨通告して
金員の交付を受けた事案について、「それが名誉に対する害悪の通知であるこ
とはもちろんであり、仮にそうでないとしても、自己の秘密を摘発されたため
に一家の平和が乱されることは人の畏怖又は嫌悪するところであって、家族に
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秘した事実を摘発するとの通告は恐喝罪を構成する」旨判示する。
　要するに、人をして畏怖の念を生ぜしめるに足りる行為であれば広く含まれ
その種類に特段の限定はない。また、害悪の内容は、それ自体独立して相手方
を畏怖させるに足らなくとも、恐喝者が暴力団幹部であることなど他の事情と
相まって相手方を畏怖させるに足るものであればよい（大判明治44・ 5 ・2３刑
録17輯906頁、福岡高判昭和３1・ ３ ・19刑判特 ３巻 7号３04頁）。害悪通知の方法に
ついても、特段の制限はなく、明示的または積極的言動に限らず、暗黙の通知
であってもよい（大判昭和 ８・ 9・ 2新聞３617号16頁等）。

D　害悪を加える主体が第三者である場合

　害悪を加える主体は、恐喝者自身であると第三者であるとを問わない。第三
者である場合に、第三者が共犯者であることは必要ない。害悪を加える主体が
何人であるかを告知する必要もない。①東京高判昭和３2・ 1 ・３0東高刑時報 ８
巻 1号16頁は、「恐喝罪における害悪の告知は行為者自身の行為に出るもので
あることを要しない。行為者が第三者において相手方に対し害悪行為に出るで
あろうことを告げて畏怖の念を生じさせても支障はなく、その害悪行為が虚構
の事実であっても、相手方を畏怖させて財物の交付を受けた以上恐喝罪を構成
する」旨判示する。
　しかし、害悪を加える主体が第三者である場合は、恐喝者が第三者の害悪行
為の決意に対し影響を与え得る立場にあることを相手方に知らせるか、または
相手がこれを推測できる場合であることが必要である。②大判昭和 5・ 7・10
刑集 9巻497頁は、日刊新聞の記者である被告人が、私立女学校長のＶが同校
の女性教員と情交関係にあるとの風評を奇貨としてＶを恐喝することとし、Ｖ
と親交のあるＭに対し、他の 2、 ３の新聞記者らが風評を聞知して新聞に掲載
する準備中であるが、中断させていると申し向けた結果、Ｍ立会いの下でＶと
会談してＶに対し、「自分は風評のような事実がないことを了解しているが、
他の 2、 ３の新聞記者らは既に掲載の準備をしている。この際記事の掲載の中
止を求めるには、何らかの方法を講ずる必要がある」旨申し向けて暗に金員の
交付を要求し、畏怖したＶからＭを介して50万円の交付を受けた事案につい
て、「恐喝罪にいう害悪の告知は必ずしも直接行為者自身の行為による害悪の
告知であることを要せず、第三者の行為による害悪の告知であっても差し支え
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●監修者・著者紹介●

〔監修者〕

本 江　威 憙（ほんごう　たけよし）

略　歴　昭和16年生まれ。昭和41年東京大学法学部卒業、昭和43年検事任官（横浜

地方検察庁、東京地方検察庁の各地方検察庁勤務）、昭和52年法務省刑事局付、昭和

58年司法研修所教官、平成 4年東京地方検察庁公判部長、平成 5年法務総合研修

所研修第一部長、平成 ７年法務総合研修所総務企画部長、平成11年最高検察庁公

判部長、平成12年検事退官。千葉大学法科大学院客員教授、更生保護法人全国更

生保護事業振興財団理事長、更生保護法人全国更生保護法人連盟理事長、公証人

を経て、弁護士（平成23年第一東京弁護士会登録）・公益財団法人国際民商事法セ

ンター監事として現在に至る。

　（昭和46年から 2年間フランス共和国パリ大学留学）

〔著　者〕

石 井　　 隆（いしい　たかし）

略　歴　昭和40年生まれ。平成 2年一橋大学法学部卒業、平成 4年検事任官（東京

地方検察庁、金沢地方検察庁）、平成 ９年人事院短期在外研究（アメリカ）、平成10

年法務省民事局付検事（不動産登記、商法担当）、平成13年欧州連合日本政府代表

部一等書記官、平成18年函館地方検察庁次席検事、平成20年東京地方検察庁検

事、平成21年司法研修所検察教官、司法試験考査委員（幹事、刑法）、平成24年法

務省民事局第一課長（戸籍・国籍担当）、平成26年東京地方検察庁立川支部副部

長、平成2７年新潟地方検察庁次席検事、平成28年法務省法務総合研究所研究部

長、平成2９年同総務企画部長、平成31年法務省大臣官房審議官（訟務局担当）、令

和 2年福井地方検察庁検事正、令和 3年広島高等検察庁次席検事（現在に至る）。

主な著書　『新基本法コンメンタール刑事訴訟法〔第 3版〕』（日本評論社・2018・共

著）、『入門　司法・犯罪心理学』（有斐閣・2022・共著）
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