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１．はじめに
　宣告刑の刑期（月に換算）を従属変数にして，
後述〔2-2.〕する41量刑因子・133カテゴリーを説
明変数として採り入れて数量化理論第Ⅰ類によっ
て分析した「裁判員裁判における殺人罪の刑期判
断基準」において，筆者は，「（1）犯情の評価を
もとに，当該犯罪行為にふさわしい刑の大枠を設
定する実務の現状において，被害者との関係，死
亡者数，共犯関係，動機，凶器等といった量刑因
子が，犯情の中心として，刑期の判断に最も影響
を与え，基本的な位置づけを決めている。（2）そ
れに次いで，精神症状，心神耗弱，被害者の落ち
度，薬物，計画性，死体遺棄，放火，詐欺・窃盗

（未遂を含む）といった量刑因子が，犯情として，
刑期の判断に関し，比較的大きな影響力がある

（死体遺棄，放火，詐欺・窃盗（未遂を含む）は，
通常殺人とともに起訴されているものであるから，
犯情を基礎づける量刑因子と見ることができる）。

（3）累犯前科，反省，被害者感情，同情の余地に
ついては，刑の大枠のなかという制限が付される
ものの，一般情状として，刑期の判断に関し，比
較的大きな影響力があり，また，再犯可能性，社
会的影響，若年，身元引受け・更生支援体制と
いった量刑因子も，累犯前科，反省，被害者感情，
同情の余地に比べると一段低くなるものの，刑期
の判断に関し，一定程度影響力があるものと解さ
れる。被告人が反省を深め，謝罪や示談を行い，
その結果，被害者が宥恕した場合や，また，被告
人が反省を深めて，更生支援を期待できる環境が
確保されている場合には，被告人に有利な形で判
断される傾向がある。」（1）と結論づけた（拙稿

「裁判員裁判における殺人罪の刑期判断基準」専
修大学法学研究所紀要44『刑事法の諸問題Ⅹ』

（2019年）57頁～ 58頁）。

　この変数増減法を用いていない殺人罪の刑期判
断予測モデルでは，41量刑因子・133カテゴリー
のカテゴリースコア／レンジ／偏相関係数を詳し
く見ていくことによって，刑期判断における影響
力を見極めていった（解釈した）が，そこでは，
紙幅の関係上，変数増減法を用いた分析を行うこ
とができなかったため，課題を残した。本稿では，
その課題に取り組んだ次第である。
　変数増減法は，変数増加法と変数減少法を組み
合わせた手法である。これは，変数増加法と同様
に，設定した取り込み基準に従って変数を取り込
み，そして，変数を１つ取り込むたびに，すでに
取り込んだ変数の中から，変数減少法と同様の追
い出し基準を満たすものがあるかを調べて，それ
があれば，それを追い出してから，さらに変数の
取り込みを続けるというものである。この手法で
は，取り込むべき変数も，また，追い出すべき変
数もなくなった時点で変数の選択が終了する。変
数増減法は，従属変数に対する影響度が強い説明
変数を少数選択するという利点を有するため，逐
次変数選択法の中で最もよく用いられている（2）。
すなわち，変数増減法を組み合わせた解析を行う
ことによって，影響力のある因子を効率的に特定
することができ，その限定的な因子による量刑予
測モデルを構築することができるのである。
　そして，限定的な因子による量刑予測モデルを
立てることによって生じるもう１つの利点が，設
定した標準化残差の範囲から外れた事例を取り上
げて，なぜ範囲から外れたのか（実績値と予測値
の大きな乖離が生じたのか）を効率的に検証でき
ることである。事例分析を通じて，その限定的な
因子による量刑予測モデルの反省的な考察をする
ことができ，欠落していた量刑因子やカテゴリー
を抽出することができる。
　そこで，本稿では，殺人罪の刑期判断基準に関
し，（1）影響力のある因子を効率的に特定して，＊ 長崎総合科学大学　共通教育部門　准教授
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その限定的な因子による量刑予測モデルを構築す
るとともに，（2）設定した標準化残差の範囲から
外れた事例を確認して，その限定的な因子による
量刑予測モデルで欠落していた量刑因子やカテゴ
リーを抽出することを試みてみたいと思う。

２．分析の手続
 2 − 1 ．対象の選定
　本分析の対象としたのは，株式会社TKCのロー
ライブラリーで提供されているLEX/DBインター
ネットに2016年９月11日の時点で収録されていた
殺人被告事件で，第一審において有罪となり，有
期懲役刑（実刑）に処された事案300件である。
これは，以下の条件で選定した。
　①LEX/DBインターネットの判例総合検索の
フリーキーワード欄に「『殺人』and『裁判員裁
判』」と入力してヒットした888件を抽出した。
　②888件のなかから，「『殺人被告事件』and『第
一審』and『有罪』」に該当する事案を抽出した

（なお，殺人から認定替えされた事案は除外した）。
　③上記②で選定した事案のなかから，「有期懲
役刑（実刑）」が選択された事案を抽出した。
　対象とした事案300件について，被告人ごとに
データをまとめた（共同被告事件は，300件中10
件であった）。この結果，データは312例となっ
た。この312例を本分析の対象とした。

 2 − 2 ．量刑因子及びカテゴリーの設定
　量刑因子及びそのカテゴリーは，株式会社
TKCのローライブラリーで提供されている刑事
事件量刑データベースにおいて設定されているも
のを参考にして，以下のとおり設定した（括弧

［　］内がカテゴリーである）。設定した量刑因子
の数は41で，それらのカテゴリーは合計すると
133となる。分析上，以下の（1）から（14）まで
を【殺人既遂に関する犯情】に，（15）から（21）
までを【犯行後の行為】に，（22）から（41）ま
でを【一般情状】に分類した。

 【殺人既遂に関する犯情】
　（1）被害者との関係［〈親〉，〈子〉，〈配偶者

（内縁を含む）〉，〈その他の親族〉，〈交際相
手〉，〈元配偶者・元交際相手〉，〈友人・知
人〉，〈勤務先関係〉，〈関係なし〉，〈その他・

不明〉］
　（2）死亡者数［〈死亡（１名）〉，〈死亡（２名）〉，

〈死亡（３名以上）〉］
　（3）共犯関係［〈単独犯〉，〈共犯：主導的立

場〉，〈共犯：従属的立場〉，〈共犯：幇助犯〉］
　（4）動機［〈怨恨〉，〈嬰児殺〉，〈介護疲れ〉，

〈無理心中〉，〈家族関係（その他）〉，〈けん
か〉，〈金銭トラブル〉，〈男女関係〉，〈保険
金〉，〈憤怒〉，〈自己保身・発覚のおそれ〉，

〈無差別殺人〉，〈わいせつ目的〉，〈背景な
し・不明〉，〈その他〉］

　（5）凶器 等［〈自動車〉，〈薬物・毒物〉，〈刃物
類〉，〈ひも・ロープ類〉，〈棒状の凶器〉，

〈銃〉，〈凶器なし〉，〈その他〉］
　（6）犯行場所［〈被告人住居内〉，〈被害者住居

内〉，〈その他屋内〉，〈乗り物内〉，〈路上・駐
車場〉，〈その他屋外〉］

　（7）精神 症状［〈うつ病〉，〈パーソナリティ障
害〉，〈統合失調症〉，〈発達障害〉，〈その他の
精神症状〉，〈なし〉］

　（8）心神耗弱［〈あり〉，〈なし〉］
　（9）過剰防衛［〈あり〉，〈なし〉］
　（10）被害者の落ち度［〈あり〉，〈なし〉］
　（11）飲酒［〈あり〉，〈なし〉］
　（12）薬物［〈あり〉，〈なし〉］
　（13）計画性［〈あり〉，〈なし〉］
　（14）組織性［〈あり〉，〈なし〉］

 【犯行後の行為】
　（15）罪証隠滅行為［〈あり〉，〈なし〉］
　（16）死体損壊［〈あり〉，〈なし〉］
　（17）死体遺棄［〈あり〉，〈なし〉］
　（18）放火［〈あり〉，〈なし〉］
　（19）窃盗・詐欺（未遂も含む）［〈あり〉，〈な

し〉］
　（20）逃亡［〈あり〉，〈なし〉］
　（21）その他犯行後の行為［〈あり〉，〈なし〉］

 【一般情状】
　（22）前科・前歴［〈あり（同種事案含まず）〉，

〈あり（同種事案含む）〉，〈なし〉，〈言及なし〉］
　（23）累犯前科［〈あり〉，〈なし〉，〈言及なし〉］
　（24）服役歴［〈あり〉，〈なし〉，〈言及なし〉］
　（25）反省［〈あり〉，〈なし〉，〈言及なし〉］
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　（26）謝罪［〈あり〉，〈なし〉，〈言及なし〉］
　（27）示談［〈成立〉，〈未成立〉，〈言及なし〉］
　（28）損害賠償［〈意思あり〉，〈一部済み〉，〈全

部済み〉，〈なし〉，〈言及なし〉］
　（29）被害者感情［〈宥恕〉，〈一部宥恕〉，〈処

罰〉，〈言及なし〉］
　（30）自首［〈あり〉，〈言及なし〉］
　（31）通報［〈あり〉，〈言及なし〉］
　（32）再犯可能性［〈高い〉，〈低い〉，〈言及なし〉］
　（33）更生可能性［〈あり〉，〈言及なし〉］
　（34）社会的影響［〈あり〉，〈言及なし〉］
　（35）高齢［〈あり〉，〈言及なし〉］
　（36）若年［〈あり〉，〈言及なし〉］
　（37）真相解明の協力［〈あり〉，〈言及なし〉］
　（38）同情の余地［〈あり〉，〈言及なし〉］
　（39）不遇［〈あり〉，〈言及なし〉］
　（40）身元引受け・更生支援体制［〈あり〉，〈言

及なし〉］
　（41）その他の一般情状［〈あり〉，〈言及なし〉］

　量刑因子及びそのカテゴリーの設定と選択基準
に関して，ここでは特に説明を要すると思われる
ものをピックアップして，補足的に説明しておき
たいと思う。
　【殺人既遂に関する犯情】に関して，被害者と
の関係（1）は，２人以上殺害している場合には，
犯情の最も重い事案を主たる被害者として選択す
ることにした（重さを判断し得ない場合には，犯
行の状況から主たる被害者を選択することにし
た）。死亡者数（2）は，殺人によって死亡した人
数をカウントすることにした。動機（4）は，犯
行の状況から主たる動機を１つだけ選択すること
にした。凶器等（5）は，凶器を複数使用してい
る場合には，犯行の状況から，死因につながった
凶器を１つだけ選択することにした。犯行場所

（6）は，被告人と被害者の同一住居であった場合
には，すべて〈被告人住居内〉として選択するこ
とにした。精神症状（7）は，複数の精神症状に
該当する場合には，判決書の文脈のなかで犯行の
背景にあると判断されるものを１つだけ選択する
ことにした。
　【犯行後の行為】に関して，刑事事件量刑デー
タベースでは自由記述の形が採られているが，本
分析では，対象とした全312例の自由記述の結果

から，罪証隠滅行為（15），死体損壊（16），死体
遺棄（17），放火（18），窃盗・詐欺（未遂も含む）

（19），逃亡（20），その他犯行後の行為（21）と
いう７つの量刑因子に整理した。一般的には，

（16），（17），（18），（19）は犯情に，（15），（20）
は一般情状に分類される。ただ，統計解析上は分
類する必要が乏しいことから，ここでは，犯情を
殺人既遂に関するものに限定して「殺人既遂に関
する犯情」とし，「一般情状」とも区別した「犯
行後の行為」として区分した次第である。
　【一般情状】に関して，量刑上，なされていな
いことにも意味を持つ前科・前歴（22），累犯前
科（23），服役歴（24），反省（25），謝罪（26），
損害賠償（28）には，〈言及なし〉とは区別した，

〈なし〉というカテゴリーを設定した。また，一
般的に被告人に有利な事情として判決書で挙げら
れることの多い，自首（30），通報（31），更生可
能性（33），高齢（35），若年（36），真相解明の協
力（37），同情の余地（38），不遇（39），身元引受
け・更生支援体制（40）は，判決書のなかで言及
があった場合に〈あり〉を選択することにした。

 2 − 3 ．データの収集
　データの収集は，判決書全文を１つずつ読んで，
それに記述されている内容をもとに，１例ずつ，
宣告刑の刑期を入力して，すべての量刑因子のカ
テゴリーを選択するという方法で行った。これに
ついては，２段階の方式を採っている。第１段階
として，筆者が作成したExcelデータベースの
フェイスシートに，判決書全文から量刑上ポイン
トとなる文章を抜き取って，箇条書きで入力して
いく作業を行った。この作業は，筆者と２名の研
究アシスタントで行った。入力上の誤りや入力者
の主観などが加わらないようにするため，１度目
に入力した者とは別の者が，再度，判決書全文を
読み，入力内容に誤りがないかをチェックすると
いう体制を採った。その上で，第２段階として，
筆者が再度，判決書全文を１つずつ読んで，第１
段階で入力した内容も手がかりにして，宣告刑の
刑期を入力して，各量刑因子のカテゴリーを選択
するという作業を行った。

 2 − 4 ．分析の方法
　分析は，まず，宣告刑の刑期及び各量刑因子の
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カテゴリーについて単純集計を行った（この集計
においては，IBM社のSPSS Statistics 24を使用し
た）。それを踏まえて，次に，数量化理論第Ⅰ類
による分析を行った（分析には，エスミ社の数量
化理論Ver.4.0を用いた）。従属変数は宣告刑の刑
期（月に換算）で，説明変数は上記の 2−2．で挙
げた41量刑因子（アイテム）・133カテゴリーであ
る（3）。
　変数増減法では，F値を2.0に設定した（F値は，
一般的に，2.0 ～ 2.5の範囲で設定される）（4）。こ
の分析には，エスミ社の数量化理論Ver.4.0を用
いた。
　
３．分析の結果と考察
 3 − 1 ．単純集計による分析の結果
　表１は，対象とした312例の宣告刑を刑期別に
カウントしたものである［SA］。最小値は〈懲役
２年〉であり，最大値は〈懲役30年〉である。殺
人罪の法定刑の下限である懲役５年を下回る事例
は24例（7.7％）であった。他方で，懲役20年を
超える事例は43例（13.8％）であった。
　平均値は月に換算すると170.23月であり，だい
たい懲役14年弱ということになる。中央値は月換
算で168.00月であり，これもちょうど懲役14年で
あった。最頻値は〈懲役17年〉である。
　表２は，【殺人既遂に関する犯情】に関する量
刑因子のカテゴリー該当数をカウントしたもので
あり［SA］，表３は，【犯行後の行為】に関する
量刑因子のカテゴリー該当数をカウントしたもの
であり［SA］，表４は，【一般情状】に関する量
刑因子のカテゴリー該当数をカウントしたもので
ある［SA］。その詳解は，拙稿「裁判員裁判にお
ける殺人罪の刑期判断基準」専修大学法学研究所
紀要44『刑事法の諸問題Ⅹ』（2019年）33頁～ 40
頁にゆずる。

懲役５年 （60月） 8 2.6 
懲役５年６月 （66月） 2 0.6 
懲役６年 （72月） 13 4.2 
懲役６年６月 （78月） 1 0.3 
懲役７年 （84月） 9 2.9 
懲役７年６月 （90月） 2 0.6 
懲役８年 （96月） 12 3.8 
懲役９年 （108月） 16 5.1 
懲役10年 （120月） 12 3.8 
懲役10年６月 （126月） 1 0.3 
懲役11年 （132月） 6 1.9 
懲役12年 （144月） 18 5.8 
懲役13年 （156月） 19 6.1 
懲役14年 （168月） 19 6.1 
懲役15年 （180月） 19 6.1 
懲役16年 （192月） 17 5.4 
懲役17年 （204月） 27 8.7 
懲役18年 （216月） 21 6.7 
懲役19年 （228月） 12 3.8 
懲役20年 （240月） 11 3.5 
懲役21年 （252月） 3 1.0 
懲役22年 （264月） 4 1.3 
懲役23年 （276月） 5 1.6 
懲役24年 （288月） 3 1.0 
懲役25年 （300月） 3 1.0 
懲役26年 （312月） 4 1.3 
懲役27年 （324月） 3 1.0 
懲役28年 （336月） 6 1.9 
懲役30年 （360月） 12 3.8 
宣告刑の刑期 平均値 170.23 

（月換算） 中央値 168.00 
最頻値 204 
最小値 24 
最大値 360 

SA
宣告刑の刑期 ① N %月換算
懲役２年 （24月） 1 0.3 
懲役２年６月 （30月） 6 1.9 
懲役３年 （36月） 6 1.9 
懲役３年６月 （42月） 2 0.6 
懲役４年 （48月） 7 2.2 
懲役４年６月 （54月） 2 0.6 

表 1 ．宣告刑の刑期

表 2 ．殺人既遂に関する犯情
SA

殺人既遂に関する犯情 N %カテゴリー
（1）被害者との関係 親 35 11.2 

子 43 13.8 
配偶者（内縁を含む） 44 14.1 
その他の親族 29 9.3 
交際相手 25 8.0 
元配偶者・元交際相手 7 2.2 
友人・知人 50 16.0 
勤務先関係 14 4.5 
関係なし 17 5.4 
その他・不明 48 15.4 

（2）死亡者数 死亡（１名） 291 93.3 
死亡（２名） 19 6.1 
死亡（３名以上） 2 0.6 

（3）共犯関係 単独犯 269 86.2 
共犯：主導的立場 22 7.1 
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共犯：従属的立場 20 6.4 
共犯：幇助犯 1 0.3 

（4）動機 怨恨 42 13.5 
嬰児殺 9 2.9 
介護疲れ 10 3.2 
無理心中 33 10.6 
家族関係（その他） 48 15.4 
けんか 11 3.5 
金銭トラブル 6 1.9 
男女関係 37 11.9 
保険金 8 2.6 
憤怒 49 15.7 
自己保身・
発覚のおそれ 9 2.9 
無差別殺人 2 0.6 
わいせつ目的 2 0.6 
背景なし・不明 10 3.2 
その他 36 11.5 

（5）凶器等 自動車 5 1.6 
薬物・毒物 2 0.6 
刃物類 117 37.5 
ひも・ロープ類 59 18.9 
棒状の凶器 20 6.4 
銃 9 2.9 
凶器なし 48 15.4 
その他 52 16.7 

（6）犯行場所 被告人住居内 141 45.2 
被害者住居内 51 16.3 
その他屋内 53 17.0 
乗り物内 14 4.5 
路上・駐車場 30 9.6 
その他屋外 23 7.4 

（7）精神症状 うつ病 14 4.5 
パーソナリティ障害 15 4.8 
統合失調症 12 3.8 
発達障害 4 1.3 
その他の精神症状 29 9.3 
なし 238 76.3 

（8）心神耗弱 あり 9 2.9 
なし 303 97.1 

（9）過剰防衛 あり 2 0.6 
なし 310 99.4 

（10）被害者の落ち度 あり 69 22.1 
なし 243 77.9 

（11）飲酒 あり 15 4.8 
なし 297 95.2 

（12）薬物 あり 7 2.2 
なし 305 97.8 

（13）計画性 あり 93 29.8 
なし 219 70.2 

（14）組織性 あり 7 2.2 
なし 305 97.8 

表 3 ．犯行後の行為

表 4 ．一般情状

SA
犯行後の行為 N %カテゴリー

（15）罪証隠滅行為 あり 36 11.5 
なし 276 88.5 

（16）死体損壊 あり 11 3.5 
なし 301 96.5 

（17）死体遺棄 あり 36 11.5 
なし 276 88.5 

（18）放火 あり 5 1.6 
なし 307 98.4 

（19）窃盗・詐欺 あり 15 4.8 
　  （未遂も含む） なし 297 95.2 

（20）逃亡 あり 7 2.2 
なし 305 97.8 

（21）その他 あり 14 4.5 
　　犯行後の行為 なし 298 95.5 

SA
一般情状 ① N %カテゴリー

（22）前科・前歴 あり（同種事案含まず） 35 11.2 
あり（同種事案含む） 23 7.4 
なし 122 39.1 
言及なし 132 42.3 

（23）累犯前科 あり 32 10.3 
なし 144 46.2 
言及なし 136 43.6 

（24）服役歴 あり 25 8.0 
なし 145 46.5 
言及なし 142 45.5 

（25）反省 あり 134 42.9 
なし 85 27.2 
言及なし 93 29.8 

（26）謝罪 あり 40 12.8 
なし 40 12.8 
言及なし 232 74.4 

（27）示談 成立 3 1.0 
未成立 26 8.3 
言及なし 283 90.7 

（28）損害賠償 意思あり 8 2.6 
一部済み 13 4.2 
全部済み 2 0.6 
なし 12 3.8 
言及なし 277 88.8 

（29）被害者感情 宥恕 26 8.3 
一部宥恕 11 3.5 
処罰 109 34.9 
言及なし 166 53.2 
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 3 − 2 ．変数増減法を用いた数量化理論第Ⅰ類に
よる分析の結果
 （１）分析の精度
　表５は，変数増減法を用いた数量化理論第Ⅰ類
の決定係数や重相関係数などを示したものである。
重相関係数は0.833（自由度修正済み重相関係数
は0.796）で，決定係数は0.693（自由度修正済み
決定係数は0.633）であった。非常に高い相関が
見られた。変数増減法を用いていない数量化理論
第Ⅰ類では，重相関係数が0.853（自由度修正済
み重相関係数が0.783）で，決定係数が0.727（自
由度修正済み決定係数が0.613）であった。変数
増減法を用いた数量化理論第Ⅰ類の方が，予測モ
デルの当てはまり良さが多少向上した。これは，
赤池情報量規準（AIC）の結果にも裏づけられる

（変数増減法を用いた数量化理論第Ⅰ類の赤池情
報量規準（AIC）は，3366.711であった。それに
対して，変数増減法を用いていない数量化理論第
Ⅰ類の赤池情報量規準（AIC）は，3412.402で
あった）。
　図１は，変数増減法を用いた数量化理論第Ⅰ類
の正規確率（残差と標準化残差の関係）をプロッ

図 1 ．正規確率プロット［正規Ｑ−Ｑプロット］

（30）自首 あり 62 19.9 
言及なし 250 80.1 

（31）通報 あり 10 3.2 
言及なし 302 96.8 

（32）再犯可能性 高い 22 7.1 
低い 52 16.7 
言及なし 238 76.3 

（33）更生可能性 あり 11 3.5 
言及なし 301 96.5 

（34）社会的影響 あり 11 3.5 
言及なし 301 96.5 

（35）高齢 あり 15 4.8 
言及なし 297 95.2 

（36）若年 あり 14 4.5 
言及なし 298 95.5 

（37）真相解明の協力 あり 11 3.5 
言及なし 301 96.5 

（38）同情の余地 あり 28 9.0 
言及なし 284 91.0 

（39）不遇 あり 9 2.9 
言及なし 303 97.1 

（40）身元引受け あり 55 17.6 
　　更生支援体制 言及なし 257 82.4 

（41）その他 あり 20 6.4 
言及なし 292 93.6 
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表 5 ．分析精度

変数増減法を用いた
刑期判断予測モデル

【参考】
変数増減法を用いていない

刑期判断予測モデル
決定係数 0.693 0.727 
自由度修正済み決定係数 0.633 0.612 
重相関係数 0.833 0.853 
自由度修正済み重相関係数 0.796 0.783 
赤池情報量規準（AIC） 3366.711 3412.402 

表 6 ．偏相関係数の順位

変数増減法を用いた
刑期判断予測モデル

【参考】
変数増減法を用いていない

刑期判断予測モデル
 1 位 （ 2 ）死亡者数 0.514 （ 2 ）死亡者数 0.525 
 2 位 （ 4 ）動機 0.391 （ 4 ）動機 0.371 
 3 位 （ 1 ）被害者との関係 0.367 （ 3 ）共犯関係 0.338 
 4 位 （ 3 ）共犯関係 0.343 （ 1 ）被害者との関係 0.317 
 5 位 （ 5 ）凶器等 0.320 （ 5 ）凶器等 0.301 
 6 位 （10）被害者の落ち度 0.296 （30）自首 0.297 
 7 位 （29）被害者感情 0.279 （10）被害者の落ち度 0.289 
 8 位 （ 8 ）心神耗弱 0.246 （ 7 ）精神症状 0.224 
 9 位 （12）薬物 0.217 （ 8 ）心神耗弱 0.188 

 10 位 （23）累犯前科 0.198 （26）謝罪 0.185 
 11 位 （13）計画性 0.191 （24）服役歴 0.184 
 12 位 （17）死体遺棄 0.189 （12）薬物 0.183 
 13 位 （25）反省 0.185 （18）放火 0.181 
 14 位 （38）同情の余地 0.135 （14）組織性 0.179 
 15 位 （40）身元引受け・更生支援体制 0.125 （ 6 ）犯行場所 0.136 
 16 位 （ 9 ）過剰防衛 0.104 （20）逃亡 0.128 
 17 位 （18）放火 0.094 （19）窃盗・詐欺（未遂も含む） 0.127 
 18 位 （38）同情の余地 0.124 
 19 位 （27）示談 0.122 
 20 位 （ 9 ）過剰防衛 0.118 
 21 位 （22）前科・前歴 0.108 
 22 位 （29）被害者感情 0.105 
 23 位 （40）身元引受け・更生支援体制 0.096 
 24 位 （37）真相解明の協力 0.093 
 25 位 （36）若年 0.091 
 26 位 （16）死体損壊 0.088 
 27 位 （39）不遇 0.088 
 28 位 （28）損害賠償 0.087 
 29 位 （41）その他 0.080 
 30 位 （11）飲酒 0.075 
 31 位 （21）その他犯行後の行為 0.057 
 32 位 （23）累犯前科 0.054 
 33 位 （15）罪証隠滅行為 0.053 
 34 位 （25）反省 0.053 
 35 位 （33）更生可能性 0.052 
 36 位 （13）計画性 0.045 
 37 位 （17）死体遺棄 0.038 
 38 位 （31）通報 0.037 
 39 位 （32）再犯可能性 0.012 
 40 位 （34）社会的影響 0.007 
 41 位 （35）高齢 0.001 
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トし，近似曲線（線形）を書き入れたものである
［正規Q−Qプロット］。残差に正規分布を仮定し
て，正規性の検証をした結果，近似曲線にほぼ直
線上に並んでいることから，正規分布にほぼ従っ
ていることが確認された。標準化残差の範囲を
-2.0≦q≦2.0に設定して，その範囲から外れた事
例数を確認してみると，標準化残差が -2.0を下
回った事例（実績値が予測値に比べて軽かった事
例）は５例で，2.0を上回った事例（実績値が予
測値に比べて重かった事例）は11例であった。変
数増減法を用いていない数量化理論第Ⅰ類では，
標準化残差が -2.0を下回った事例が２例で，2.0を
上回った事例が７例であったことから，範囲外と
なった事例数が増えてはいるものの，量刑因子を
絞った状況下での結果であることを勘案すると，
大きなズレではないと評価できるであろう。変数
増減法によって選別された量刑因子が殺人罪の刑
期判断の中心となっていることが示されたものと
解される。
　変数増減法によって，41の量刑因子が17に選別
された。表６は，量刑因子を偏相関係数の大きい
順に並べたものである。変数増減法を用いた刑期
判断予測モデルでは，１位が「死亡者数（2）」

（0.514）， ２ 位 が「 動 機（4）」（0.391）， ３ 位 が
「被害者との関係（1）」（0.367），４位が「共犯関
係（3）」（0.343），５位が「凶器等（5）」（0.320），
６位が「被害者の落ち度（10）」（0.296），７位が

「被害者感情（29）」（0.279），８位が「心神耗弱
（8）」（0.246），９位が「薬物（12）」（0.217），10
位が「累犯前科（23）」（0.198），11位が「計画性

（13）」（0.191），12位が「死体遺棄（17）」（0.189），
13位が「反省（25）」（0.185），14位が「同情の余
地（38）」（0.135），15位が「身元引受け・更生支
援体制（40）」（0.125），16位が「過剰防衛（9）」

（0.104），17位が「放火（18）」（0.094）であった。
変数増減法を用いていない刑期判断予測モデルと
比較すると，順位は入れ替わるものの，１位から
５位までは同じ量刑因子が挙がっており，これら
が刑期の判断に最も影響を与え，基本的な位置づ
けを決めているものと解される（なお，本稿では，
後述するように，これらに「計画性（13）」を加
えた６つの量刑因子が基本的な位置づけを決める
ものと変更した）。

 （２）【殺人既遂に関する犯情】のカテゴリース
コア／レンジ／偏相関係数
　表７は，【殺人既遂に関する犯情】のカテゴ
リースコア，レンジ，偏相関係数などをまとめた
ものである。変数増減法によって，14の量刑因子
が10に選別された。
　被害者との関係（1）については，レンジが
80.321で全体５位であり，偏相関係数が0.367で全体
の４位であった［相関比0.218, p≦0.01］。刑期の
判断に最も影響を与えている量刑因子の1つであ
ると言える。親族間での犯行については刑期が軽
減される傾向があるが，他方で，関係のない者や
勤務先関係者などに対する犯行については刑期が
加重される傾向が示されている。変数増減法を用
いていない刑期判断予測モデルと比較すると，＜
元配偶者・元交際相手（-21.116）＞のカテゴリー
スコアが，マイナス方向に12.491pt引っ張られる
形となっている。＜元配偶者・元交際相手＞も含
めた親密圏での犯行について，刑期が軽減される
傾向があることを一層際立たせる結果となった。
　死亡者数（2）については，レンジが180.776で
全体の２位であり，偏相関係数が0.514で全体の
１位であった［相関比0.092, p≦0.01］。被害者と
関係（1）とともに，刑期の判断に最も影響を与
えている量刑因子の１つであると言える。変数増
減法を用いていない刑期判断予測モデルと比較し
ても分かるように，死亡者数が増えると刑期が加
重される傾向がはっきりと示されている。
　共犯関係（3）については，レンジが208.903で
全体の１位であり，偏相関係数が0.343で全体の
４位であった［相関比0.011］。被害者と関係

（1），死亡者数（2）とともに，刑期の判断に最も
影響を与えている量刑因子の１つであると言え
る。変数増減法を用いていない刑期判断予測モデ
ルと同様に，幇助犯は１例であったことから，そ
れが響き，レンジが少し広がったものと推察され
る。ただ，共犯の場合，主導的立場と（幇助犯を
含めた）従属的立場との相違が刑期の判断に大き
な影響を与えているということは，本予測モデル
からも明らかである。
　動機（4）については，レンジが103.991で全体
の４位であり，偏相関係数が0.391で全体の２位
であった［相関比0.306, p≦0.01］。被害者と関係

（1），死亡者数（2），共犯関係（3）とともに，刑
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期の判断に最も影響を与えている量刑因子の１つ
であると言える。ただ，ここでは，変数増減法を
用いていない刑期判断予測モデルとの比較を慎重
に見ていく必要がある。まず第１に，＜けんか

（-24.694）＞のカテゴリースコアが，マイナス方
向に11.136pt引っ張られる形となっている。他方
で，＜保険金（43.943）＞のカテゴリースコアは
プラス方向に17.738pt，＜金銭トラブル（21.837）
＞のカテゴリースコアはプラス方向に13.258pt
引っ張られる形となった。＜無差別殺人（3.528）
＞はプラス方向であるものの，スコアは60.685pt
も低下し，＜わいせつ目的（12.223）＞に至って
は，カテゴリースコアがマイナス方向からプラス
方向に転換した。変数増減法を用いていない刑期
判断予測モデルを見ると，〈無差別殺人〉と〈背
景なし・不明〉といった動機や背景がはっきりし
ない犯行については，刑期が大幅に加重される傾
向が示されていたが，本予測モデルでは，加重さ
れる傾向には変わりがないものの，大幅に加重さ
れるという結果にはならなかった。変数増減法を
用いていない刑期判断予測モデルとの比較から見
て，動機（4）の傾向を小括すると，〈保険金

（43.943）〉の詐取や＜金銭トラブル（21.837）＞
といった金銭関係を動機とした犯行については刑
期が加重される傾向が見て取れるのに対して，

〈嬰児殺（-60.048）〉，〈介護疲れ（-56.531）〉，〈無
理心中（-25.496）〉といった親族間で多く見られ
る犯行については，刑期が軽減される傾向がある
ものと解される。
　凶器等（5）については，レンジが118.113で全
体の３位であり，偏相関係数が0.320で全体の５
位であった［相関比0.091, p≦0.01］。被害者と関
係（1），死亡者数（2），共犯関係（3），動機（4）
とともに，刑期の判断に最も影響を与えている量
刑因子の１つであると言える。変数増減法を用い
ていない刑期判断予測モデルとの比較を見ても，
＜薬物・毒物（-5.029）＞のカテゴリースコアが
10pt程度異なるもの，その他のカテゴリーも含
め，大幅な変化はない。〈銃（68.547）〉を用いた
犯行は刑期が加重される傾向が顕著であり，他方
で，〈凶器なし（-16.587）〉の犯行は刑期が軽減さ
れる傾向が示されている。〈自動車（-49.566）〉は
５例であったことから，それが少し影響している
と思われる。全体のサンプル数を10倍ぐらいに増

やして検証してみる必要があろう。
　心神耗弱（8）については，レンジが69.594で
全体の７位であり，偏相関係数が0.246で全体の
８位であった［相関比0.014, p≦0.05］。被害者と
関係（1），死亡者数（2），共犯関係（3），動機

（4），凶器等（5）に次いで，刑期の判断に関する
影響度が比較的大きい量刑因子であると位置づけ
られる。カテゴリースコアは，変数増減法を用い
ていない刑期判断予測モデルとほぼ同様の結果で
ある。刑法39条２項は必要的軽減規定であること
から，その結果が示されているものと解される。
　過剰防衛（9）については，レンジが60.407で
全体の８位であり，偏相関係数が0.104で全体の
16位であった［相関比0.011］。心神耗弱（8）と
ともに，刑期の判断に関する影響度が比較的大き
い量刑因子であると位置づけられる。カテゴリー
スコアは，変数増減法を用いていない刑期判断予
測モデルとほぼ同様の結果である。刑法36条２項
は任意的軽減規定であるため，その結果が示され
たものと解される。ただ，本分析ではカテゴリー
該当数が２例であるから，これも今後，全体のサ
ンプル数を10倍ぐらいに増やしてさらに検証して
みる必要があろう。
　被害者の落ち度（10）については，レンジが
35.142で全体の10位であり，偏相関係数が0.296で
全体の６位であった［相関比0.051, p≦0.01］。心
神耗弱（8），過剰防衛（9）とともに，刑期の判
断に関する影響度が比較的大きい量刑因子である
と位置づけられる。カテゴリースコアは，変数増
減法を用いていない刑期判断予測モデルとほぼ同
様の結果である。被害者に落ち度があると認定さ
れた場合には，刑期が多少軽減される傾向がある
ことが見て取れる。
　薬物（12）については，レンジが69.695で全体
６位であり，偏相関係数が0.217で全体の９位で
あった［相関比0.032, p≦0.01］。心神耗弱（8），
過剰防衛（9），被害者の落ち度（10）とともに，
刑期の判断に関する影響度が比較的大きい量刑因
子であると位置づけられる。カテゴリースコアは，
変数増減法を用いていない刑期判断予測モデルと
ほぼ同様の結果である。薬物の影響下による犯行
は，刑期が大幅に加重される傾向が示されている。
　計画性（13）については，レンジが20.822で全
体の16位であり，偏相関係数が0.191で全体の11
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位であった［相関比0.027, p≦0.01］。筆者は，拙
稿「裁判員裁判における殺人罪の刑期判断基準」
専修大学法学研究所紀要44『刑事法の諸問題Ⅹ』

（2019年）45頁～ 46頁において，計画性（13）に
関し，被害者と関係（1），死亡者数（2），共犯関
係（3），動機（4），凶器等（5）に次いで，刑期

表 7 ．【殺人既遂に関する犯情】のカテゴリースコア／レンジ／偏相関係数

殺人既遂に関する犯情 変数増減法を用いた刑期判断予測モデル 【参考】
変数増減法を用いていない刑期判断予測モデル

N カテゴリー
スコア レンジ 偏相関係数 相関比 N カテゴリー

スコア レンジ 偏相関係数 相関比カテゴリー
（1）被害者との関係 親 35 -18.757 80.321  5 位 0.367  3 位 0.218 [**] 35 -15.020 76.826  5 位 0.317  4 位 0.218 [**]

子 43 -30.743 43 -29.584 
配偶者（内縁を含む） 44 -9.779 44 -5.960 
その他の親族 29 -8.011 29 -8.309 
交際相手 25 1.311 25 4.916 
元配偶者・元交際相手 7 -21.116 7 -8.625 
友人・知人 50 7.751 50 3.519 
勤務先関係 14 18.334 14 17.787 
関係なし 17 49.578 17 47.242 
その他・不明 48 26.439 48 21.050 

（2）死亡者数 死亡（１名） 291 -7.467 180.776  2 位 0.514  1 位 0.092 [**] 291 -7.580 196.278  2 位 0.525  1 位 0.092 [**]
死亡（２名） 19 96.114 19 96.236 
死亡（３名以上） 2 173.309 2 188.698 

（3）共犯関係 単独犯 269 3.390 208.903  1 位 0.343  4 位 0.011 [ ] 269 3.060 205.708  1 位 0.338  3 位 0.011 [ ]
共犯：主導的立場 22 13.522 22 17.102 
共犯：従属的立場 20 -50.704 20 -50.533 
共犯：幇助犯 1 -195.381 1 -188.606 

（4）動機 怨恨 42 25.938 103.991  4 位 0.391  2 位 0.306 [**] 42 21.288 135.838  3 位 0.371  2 位 0.306 [**]
嬰児殺 9 -60.048 9 -59.072 
介護疲れ 10 -56.531 10 -71.625 
無理心中 33 -25.496 33 -18.276 
家族関係（その他） 48 -3.485 48 -4.998 
けんか 11 -24.694 11 -13.558 
金銭トラブル 6 21.837 6 8.579 
男女関係 37 14.555 37 9.502 
保険金 8 43.943 8 26.205 
憤怒 49 -4.959 49 -5.498 
自己保身・発覚のおそれ 9 12.930 9 8.830 
無差別殺人 2 3.528 2 64.213 
わいせつ目的 2 12.223 2 -13.519 
背景なし・不明 10 26.990 10 35.385 
その他 36 2.800 36 12.998 

（5）凶器等 自動車 5 -49.566 118.113  3 位 0.320  5 位 0.091 [**] 5 -49.841 109.332  4 位 0.301  5 位 0.091 [**]
薬物・毒物 2 -5.029 2 -15.396 
刃物類 117 5.795 117 7.862 
ひも・ロープ類 59 -8.333 59 -8.384 
棒状の凶器 20 14.256 20 13.335 
銃 9 68.547 9 59.490 
凶器なし 48 -16.587 48 -14.976 
その他 52 -0.659 52 -4.393 

（6）犯行場所 被告人住居内 141 1.456 26.526  18 位 0.136  15 位 0.107 [**]
被害者住居内 51 -5.245 
その他屋内 53 7.293 
乗り物内 14 6.037 
路上・駐車場 30 1.115 
その他屋外 23 -19.233 

（7）精神症状 うつ病 14 -31.395 37.661  11 位 0.224  8 位 0.039 [*]
パーソナリティ障害 15 -20.070 
統合失調症 12 -21.909 
発達障害 4 -13.284 
その他の精神症状 29 -14.990 
なし 238 6.266 

（8）心神耗弱 あり 9 -67.587 69.594  7 位 0.246  8 位 0.014 [*] 9 -54.990 56.623  8 位 0.188  9 位 0.014 [*]
なし 303 2.008 303 1.633 

（9）過剰防衛 あり 2 -60.019 60.407  8 位 0.104  16 位 0.011 [ ] 2 -65.307 65.728  6 位 0.118  20 位 0.011 [ ]
なし 310 0.387 310 0.421 

（10）被害者の落ち度 あり 69 -27.370 35.142  10 位 0.296  6 位 0.051 [**] 69 -26.094 33.503  13 位 0.289  7 位 0.051 [**]
なし 243 7.772 243 7.409 

（11）飲酒 あり 15 -15.738 16.533  29 位 0.075  30 位 0.000 [ ]
なし 297 0.795 

（12）薬物 あり 7 68.131 69.695  6 位 0.217  9 位 0.032 [**] 7 55.372 56.643  7 位 0.183  12 位 0.032 [**]
なし 305 -1.564 305 -1.271 

（13）計画性 あり 93 14.615 20.822  16 位 0.191  11 位 0.027 [**] 93 13.992 19.933  25 位 0.179  14 位 0.027 [**]
なし 219 -6.206 219 -5.942 

（14）組織性 あり 7 17.452 17.852  27 位 0.053  33 位 0.026 [**]
なし 305 -0.401 

［*］p ≦ 0.05 ［**］p ≦ 0.01
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の判断に比較的影響を与えている量刑因子と位置
づけていた。しかし，本分析の結果，及び，判決
書の記述を改めて検討した結果，被害者と関係

（1），死亡者数（2），共犯関係（3），動機（4），
凶器等（5），とともに，刑期の判断に最も影響を
与えている量刑因子の１つであるとの位置づけに
変更したいと思う。

 （３）【犯行後の行為】のカテゴリースコア／レ
ンジ／偏相関係数
　表８は，【犯行後の行為】のカテゴリースコア，
レンジ，偏相関係数などをまとめたものである。
変数増減法によって，７の量刑因子が２に選別さ
れた。
　死体遺棄（17）については，レンジが28.252で
全体の13位であり，偏相関係数が0.189で全体の
12位であった［相関比0.003］。犯行後の行為とし
て，刑期の判断に関する影響度が比較的大きい量
刑因子であると位置づけられる。なお，前述した
ように，本分析の便宜上，【犯行後の行為】とし
て分類したが，通常は，死体遺棄事件として殺人
事件とともに起訴されるものであるから，これは
犯情を基礎づける量刑因子とみるべきであろう。
カテゴリースコアは，変数増減法を用いていない
刑期判断予測モデルとほぼ同様の結果である。死
体遺棄罪が併合罪となっている事例は，刑期が加
重される傾向が示されている。
　放火（18）については，レンジが34.705で全体
の11位であり，偏相関係数が0.094で全体の17位
であった［相関比0.006］。死体遺棄（17）ととも
に，犯行後の行為として，刑期の判断に関する影

響度が比較的大きい量刑因子であると位置づけら
れる。なお，本量刑因子も，本分析の便宜上，

【犯行後の行為】として分類したが，通常は，現
住建造物等放火事件として殺人事件とともに起訴
されるものであるから，これは犯情を基礎づける
量刑因子とみるべきであろう。カテゴリースコア
は，変数増減法を用いていない刑期判断予測モデ
ルとほぼ同様の結果である。現住建造物等放火罪
が併合罪となっている事例は，刑期が加重される
傾向が示されている。

 （４）【一般情状】のカテゴリースコア／レンジ
／偏相関係数
　表９は，【一般情状】のカテゴリースコア，レン
ジ，偏相関係数などをまとめたものである。変数
増減法によって，20の量刑因子が５に選別された。
　累犯前科（23）については，レンジが33.450で
全体の12位であり，偏相関係数が0.198で全体の
10位であった［相関比0.044, p≦0.01］。一般情状
として，刑期の判断に関する影響度が比較的大き
い量刑因子であると位置づけられる。カテゴリー
スコアは，変数増減法を用いていない刑期判断予
測モデルとほぼ同様の結果である。刑法59条が必
要的加重規定となっていることから，その結果が
示されているものと解される。
　反省（25）については，レンジが21.520で全体
の15位であり，偏相関係数が0.185で全体の13位
であった［相関比0.086, p≦0.01］。累犯前科（23）
とともに，一般情状として，刑期の判断に関する
影響度が比較的大きい量刑因子であると位置づけ
られる。カテゴリースコアは，変数増減法を用い

表 8 ．【犯行後の行為】のカテゴリースコア／レンジ／偏相関係数

犯行後の行為 変数増減法を用いた刑期判断予測モデル 【参考】
変数増減法を用いていない刑期判断予測モデル

N カテゴリー
スコア レンジ 偏相関係数 相関比 N カテゴリー

スコア レンジ 偏相関係数 相関比カテゴリー
（15）罪証隠滅行為 あり 36 12.361 13.973  33 位 0.088  26 位 0.014 [*]

なし 276 -1.612 
（16）死体損壊 あり 11 10.309 10.686  36 位 0.038  37 位 0.001 [ ]

なし 301 -0.377 
（17）死体遺棄 あり 36 24.992 28.252  13 位 0.189  12 位 0.003 [ ] 36 27.373 30.944  15 位 0.181  13 位 0.003 [ ]

なし 276 -3.260 276 -3.570 
（18）放火 あり 5 34.149 34.705  11 位 0.094  17 位 0.006 [ ] 5 45.938 46.686  10 位 0.127  17 位 0.006 [ ]

なし 307 -0.556 307 -0.748 
（19）窃盗・詐欺 あり 15 26.945 28.306  17 位 0.128  16 位 0.011 [ ]
　　 （未遂も含む） なし 297 -1.361 

（20）逃亡 あり 7 17.389 17.789  28 位 0.057  31 位 0.011 [ ]
なし 305 -0.399 

（21）その他 あり 14 23.889 25.011  19 位 0.108  21 位 0.001 [ ]
　　犯行後の行為 なし 298 -1.122 

［*］p ≦ 0.05 ［**］p ≦ 0.01



26　　　地域論叢　　　　2019.  3  No. 34 27　　　地域論叢　　　　2019.  3  No. 34

変数増減法を用いた殺人罪の刑期判断予測モデル

ていない刑期判断予測モデルとほぼ同様の結果で
ある。真摯な反省の態度は，刑期を軽減する方向
に働くことが示されている。
　被害者感情（29）については，レンジが49.290
で全体の９位であり，偏相関係数が0.297で全体
の７位であった［相関比0.175, p≦0.01］。累犯前
科（23），反省（25）とともに，一般情状として，
刑期の判断に関する影響度が比較的大きい量刑因
子であると位置づけられる。カテゴリースコアは，
変数増減法を用いていない刑期判断予測モデルと

ほぼ同様の結果である。被害者等が宥恕している
場合には，刑期が軽減される傾向が示され，他方
で，被害者等が厳しい処罰感情を表明している場
合には，刑期が加重される傾向がはっきりと示さ
れている。
　同情の余地（38）については，レンジが22.526
で全体の14位であり，偏相関係数が0.135で全体
の14位であった［相関比0.058, p≦0.01］。累犯前
科（23），反省（25），被害者感情（29）とともに，
一般情状として，刑期の判断に関する影響度が比

表 9 ．【一般情状】のカテゴリースコア／レンジ／偏相関係数

一般情状 変数増減法を用いた刑期判断予測モデル 【参考】
変数増減法を用いていない刑期判断予測モデル

N カテゴリー
スコア レンジ 偏相関係数 相関比 N カテゴリー

スコア レンジ 偏相関係数 相関比カテゴリー
（22）前科・前歴 あり（同種事案含まず） 35 -4.121 16.105  30 位 0.054  32 位 0.049 [**]

あり（同種事案含む） 23 0.866 
なし 122 -7.880 
言及なし 132 8.225 

（23）累犯前科 あり 32 27.396 33.450  12 位 0.198  10 位 0.044 [**] 32 27.285 32.246  14 位 0.184  11 位 0.044 [**]
なし 144 -6.054 144 -4.961 
言及なし 136 -0.036 136 -1.167 

（24）服役歴 あり 25 1.623 15.177  31 位 0.053  34 位 0.030 [**]
なし 145 7.368 
言及なし 142 -7.809 

（25）反省 あり 134 -10.013 21.520  15 位 0.185  13 位 0.086 [**] 134 -10.449 19.950  24 位 0.185  10 位 0.086 [**]
なし 85 11.506 85 9.500 
言及なし 93 3.912 93 6.373 

（26）謝罪 あり 40 -8.443 19.221  26 位 0.122  19 位 0.005 [ ]
なし 40 -15.152 
言及なし 232 4.068 

（27）示談 成立 3 -11.598 29.910  16 位 0.087  28 位 0.000 [ ]
未成立 26 18.312 
言及なし 283 -1.559 

（28）損害賠償 意思あり 8 -4.868 33.630  12 位 0.105  22 位 0.015 [ ]
一部済み 13 -20.554 
全部済み 2 13.076 
なし 12 10.594 
言及なし 277 0.552 

（29）被害者感情 宥恕 26 -30.754 49.290  9 位 0.279  7 位 0.175 [**] 26 -31.874 52.322  9 位 0.297  6 位 0.175 [**]
一部宥恕 11 1.137 11 1.847 
処罰 109 18.536 109 20.448 
言及なし 166 -7.429 166 -8.557 

（30）自首 あり 62 3.659 4.566  38 位 0.037  38 位 0.024 [**]
言及なし 250 -0.907 

（31）通報 あり 10 -3.094 3.197  39 位 0.012  39 位 0.001 [ ]
言及なし 302 0.102 

（32）再犯可能性 高い 22 2.835 9.324  37 位 0.052  35 位 0.035 [**]
低い 52 -6.489 
言及なし 238 1.156 

（33）更生可能性 あり 11 -1.665 1.726  40 位 0.007  40 位 0.000 [ ]
言及なし 301 0.061 

（34）社会的影響 あり 11 11.158 11.566  34 位 0.045  36 位 0.012 [ ]
言及なし 301 -0.408 

（35）高齢 あり 15 0.161 0.169  41 位 0.001  41 位 0.025 [**]
言及なし 297 -0.008 

（36）若年 あり 14 -19.767 20.696  22 位 0.091  25 位 0.000 [ ]
言及なし 298 0.929 

（37）真相解明の協力 あり 11 -22.366 23.183  21 位 0.093  24 位 0.000 [ ]
言及なし 301 0.817 

（38）同情の余地 あり 28 -20.504 22.526  14 位 0.135  14 位 0.058 [**] 28 -18.711 20.555  23 位 0.124  18 位 0.058 [**]
言及なし 284 2.022 284 1.845 

（39）不遇 あり 9 23.048 23.732  20 位 0.088  27 位 0.002 [ ]
言及なし 303 -0.685 

（40）身元引受け あり 55 -12.349 14.992  17 位 0.125  15 位 0.015 [*] 55 -9.352 11.353  35 位 0.096  23 位 0.015 [*]
　　更生支援体制 言及なし 257 2.643 257 2.001 

（41）その他 あり 20 13.927 14.881  32 位 0.080  29 位 0.003 [ ]
言及なし 292 -0.954 

［*］p ≦ 0.05 ［**］p ≦ 0.01
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較的大きい量刑因子であると位置づけられる。カ
テゴリースコアは，変数増減法を用いていない刑
期判断予測モデルとほぼ同様の結果である。殺害
の犯行について，被告人に同情の余地があると認
定された場合には，刑期が軽減される傾向が示さ
れている。
　身元引受け・更生支援体制（40）については，
レンジが14.992で全体の17位であり，偏相関係数
が0.125で全体の15位であった［相関比0.015, p≦
0.05］。筆者は，変数増減法を用いていない刑期
判断予測モデルでは，累犯前科（23），反省（25），
被害者感情（29），同情の余地（38）よりも一段
低い，一般情状として，刑期の判断に関する影響
度が一定程度ある量刑因子であると解釈していた
が，本分析の結果，累犯前科（23），反省（25），
被害者感情（29），同情の余地（38）と同様に，
一般情状として，刑期の判断に関する影響度が比
較的大きい量刑因子であるという位置づけに変更
したいと思う。なお，カテゴリースコアは，変数
増減法を用いていない刑期判断予測モデルとほぼ
同様の結果である。親族や雇用主などによる身元
引受けや，出所後の入院機関の手配などが期待で
きることが認定された場合には，刑期が軽減され
る傾向が示されている。

 （５）小括−本分析における刑期判断予測モデル
　以上の結果，本予測モデルを構築して判ったこ
とは，殺人罪の刑期判断基準が，
　（1）犯情の評価をもとに，当該犯罪行為にふさ
わしい刑の大枠を設定する実務の現状において，
被害者と関係，死亡者数，共犯関係，動機，凶器
等，計画性という量刑因子が，刑期の判断に最も
影響を与えている量刑因子であり，犯情の中心と
して，刑期の基本的な位置づけを決め，
　（2）心神耗弱，過剰防衛，被害者の落ち度，薬
物，死体遺棄，放火という量刑因子が，犯情とし
て，刑期の判断に関して比較的大きな影響を与え
ていると解されること，
　（3）また，累犯前科，反省，被害者感情，同情
の余地，身元引受け・更生支援体制という量刑因
子が，一般情状として，刑期の判断に関して比較
的大きな影響を与えているということである。
　本分析においても，【一般情状】の量刑因子は，

【犯情】の量刑因子と比較すると，全体として，

刑期判断に影響しにくい傾向は確認された。だが，
そのようななかでも，被告人が反省を深め，謝罪
や示談を行い，その結果，被害者が宥恕したなら
ば，刑期が軽減される傾向が示された。また，被
告人が反省を深めて，更生支援を期待できる環境
が確保されている場合にも，被告人に有利な形で
判断される傾向が示されている。

 3 − 3 ．標準化残差が -2.0を下回った事例（実績
値が予測値に比べて軽かった事例）に関する検討
　以下では，標準化残差の範囲を -2.0≦q≦2.0に
設定して，その範囲から外れた事例について，各
事案の概要と量刑の理由を確認してから，どうし
て残差が広がったのかを検証したいと思う。
　まずこの節では，標準化残差が -2.0を下回っ 
た事例（実績値が予測値に比べて軽かった事例）
５例について検討する。

 （１）【LEX/DB 25464061】殺人被告事件

実績値：54　　　 予測値：206.900
残差：-152.900　 標準化残差：-3.102

 ［事例の概要］
　被告人は，平成21年２月７日，自分の身分証

（住民基本台帳カード）が見当たらなかったこと
から，誰かに盗まれたとの妄想を抱き，同日午後
２時ころ，横浜市西区にある○○寮の自分の部屋
から１階台所に降り，そこにいたＹ（当時64歳）
を問い詰めるなどして口論となった。その際，Ｙ
が文化包丁１丁を手に取ったところ，被告人は，
Ｙがそれを手に取ったところは見ていないものの，
Ｙが殺気立っていると感じて，何かを手に持って
いるものと思い，Ｙにつかみかかってもみ合うう
ち，仰向けに倒れたＹの上に乗った状態で，Ｙか
らその包丁を取上げた。その間，Ｙは，被告人に
対してその包丁で切りかかるなどの素振りは見せ
ておらず，しかも，もみ合ううちに倒れて被告人
に馬乗りされ，包丁を取り上げられた状態になっ
ていたので，Ｙが被告人に危害を加えるおそれは
なかった。しかし，被告人は，Ｙから危害を加え
られるかもしれないと思い違いをして，それを防
ぐため，防衛に必要な程度を超えて，殺意をもっ
て，Ｙの首や顔等をその包丁で多数回切り付けた
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り突き刺したりするなどして，そのころ，その場
で，Ｙを右内頚静脈刺創による失血により死亡さ
せて殺害した。
　なお，被告人は，本件犯行当時，精神障害のた
め心神耗弱の状態にあった。

 ［量刑の理由］懲役４年６月
　横浜地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

１　本件は，判示のとおり妄想を抱いた被告人
が，被害者を問い詰めて口論となった際，被告
人に馬乗りされ，包丁を取り上げられた状態に
なっていた被害者から危害を加えられるおそれ
はなかったのに，被害者の態度から自分に危害
を加えられるかもしれないと誤って思い込み，
自ら身を守るためとはいえ，防衛の程度を超え
て，被害者から取り上げた包丁で，被害者の首
や顔等を多数回切り付けたり突き刺したりする
などして殺害したという，いわゆる誤想過剰防
衛の事案である。また，本件犯行当時，被告人
は，器質性妄想性障害ないし妄想性障害のため，
被告人のした殺害行為がいけないことであると
考えたり，それを思いとどまったりすることが
非常に難しい状態にあった，すなわち心神耗弱
の状態にあったことも疑いはない（なお，誤想
過剰防衛が成立すること，心神耗弱の状態に
あったことは，後記のとおり，被告人に自首が
成立することも含めて，検察官及び弁護人の間
で争いがない。）。
２　そこで，被告人に対する量刑を考えるに，
 （1）被害者の尊い生命が奪われた結果は重大
であり，被害者の精神的，肉体的苦痛，さらに
はその無念さには察するに余りあることにも，
検察官，弁護人に争いはない。
　なお，口論の最中に被害者が包丁を手に取っ
た事情は必ずしも明らかではないが，被害者は，
身分証が盗まれたのではないかなどという妄想
を抱いた被告人に問い詰められるなどしていた
経緯から見ても，これをもって被害者に，格別
落ち度があったとまでは言えない。
 （2）また，鋭い包丁で首や顔等を多数回にわ
たり，切り付けたり，突き刺したりなどして，
ほぼ即死に近い状態で死亡させたその犯行態様

も，執拗で残忍というほかなく，この点は，検
察官が主張するとおりであって，被告人の刑事
責任を考える上で，これを重視しなければなら
ない。
 （3）さらに，検察官が主張するように，遺族
に与えた影響が大きいものと認められ，その処
罰感情には厳しいものがあるのも当然であって，
被告人の刑事責任を考える上で軽視できない。
　以上のとおり，検察官が論告で述べる事情は
いずれも裁判所としても納得するものである。
検察官は，これらに加え，被告人が犯行直後に
保土ケ谷警察署に赴き，そこの警察官に自首し
ている事実や被告人に前科前歴がないことを総
合考慮して，懲役５年を求刑している。
 （4）しかしながら，弁護人が主張するように，
被告人は，長年真面目に稼働してきたもので，
格別粗暴性があるとはいえないし，本件犯行を
認めて，当公判廷において，遺族への謝罪の意
思を表すなど真摯な反省の態度を示している事
情が認められ，これらの事情は，検察官の求刑
から刑を減じる方向に働く事情と認められる。
　以上の諸事情を総合考慮して，被告人を懲役
４年６月に処することとした。
 （5）なお，弁護人は，被告人に対しては，い
わゆる医療観察法に基づく手続にすみやかに委
ねるべきだとして，その刑の執行を猶予するの
が相当であるという。なるほど，裁判所からみ
ても，被告人の精神疾患を治療する必要性を否
定するものではなく，却ってその必要性は大き
いと考えているが，被告人に対しては犯した罪
相応の刑事責任を負わせるのが相当であって，
治療のためその刑の執行を猶予するのは相当で
ないと考える。
 （求刑　懲役５年）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
その他・不明＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）
＞，共犯関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜
その他＞，凶器等（5）が＜刃物類＞，計画性

（13）が＜なし＞で設定されており，その基本ス
コアは，55.147であった。
　本件において，被告人は，犯行当時，器質性妄
想性障害ないし妄想性障害のために，心神耗弱の
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状態にあった。また，本件犯行は，誤想過剰防衛
が認定された（なお，控訴審では，誤想の原因と
なるような被害者からの侵害行為は存在しておら
ず，被告人に被害妄想があるにすぎないとして，
誤想過剰防衛の成立が否定された（東京高判平成
22年７月14日東高判時61巻１～ 12号176頁，判タ
1380号251頁，LEX/DB25464060））。 検 察 官 は，
心神耗弱の状態であったことをすでに織り込ん
で，懲役５年を求刑しているものと推察される。
そのことを勘案すると，被告人に何らかの精神症
状がある事例では，通常の殺人事件よりも，量刑

（求刑）が低く設定されているものと解されるこ
とから，本予測モデルでも，精神症状の量刑因子
を入れるよう修正する必要がある。

 （２）【LEX/DB 25505601】殺人被告事件

実績値：96　　　 予測値：228.789
残差：-132.789　 標準化残差：-2.694

 ［事案の概要］
　被告人は，大学卒業後，就職せず，自宅で両親，
次弟らと同居し，同一敷地内の住居に祖母と暮ら
していた祖父の介護をするなどしていたところ，
平成24年夏頃から，次弟が被告人を名指しで「死
ね」などと独り言をつぶやくのを度々耳にし，次
弟から自身が殺され，ひいては家族や社会にまで
その攻撃が及ぶなどの被害妄想（二次妄想）を抱
くようになり，殺される前に次弟を殺害しようと
計画して，ハンマー，包丁，果物ナイフ等を順次
準備するなどした。被告人は，平成23年３月の東
日本大震災による原発事故発生の頃から，お稲荷
様信仰に傾斜し，次第に，次弟を大量殺人者に育
てたとして祖母を悪魔視し，悪魔の目的を打ち砕
くことが天界からの使命と位置付けるなどの妄想

（一次妄想）を抱くに至り，当初の計画について
も次弟，祖母のほかその余の家族も殺して自殺す
るというように拡大していった。この間，被告人
は，何度も，次弟を殺害するため，凶器を手に持
ち，自室を出ようとするが，その都度，しゅん巡
して，思いとどまっていた。被告人は，平成26年
３月29日頃，祖父の体調が急激に悪化したため，
祖父の介護が重荷となり自身のニート生活の維持
が難しくなるなどと考え，かねてからの計画の実

行に踏み切ることとした。
　第１　被告人は，平成26年４月１日午前９時40
分頃から同日午前９時55分頃までの間，長野県松
本市α×丁目××番××号被告人方及び同敷地内
において，次弟のＢ（当時28歳）に対し，殺意を
もって，その頭部を持っていたハンマーで複数回
殴打した上，そのけい部及び腹部等を持っていた
果物ナイフで多数回突き刺すなどし，よって，同
日午前10時58分頃，同市β×丁目×番×号Ｃ病院
において，同人を左右けい動脈損傷により失血死
させて殺害した。
　第２　被告人は，前記日時頃，前記敷地内にお
いて，祖母のＤ（当時89歳）に対し，殺意をもっ
て，そのけい部及び腹部等を前記果物ナイフで多
数回突き刺すなどし，よって，同日午前10時45分
頃，同市γ×丁目×番×号Ｅ病院において，同人
をけい動脈離断により失血死させて殺害した。
　なお，被告人は，前記各行為の当時，広汎性発
達障害と妄想型統合失調症が複雑に絡みつつ発展
した精神障害により心神耗弱の状態にあった。

 ［量刑の理由］懲役８年
　長野地方裁判所松本支部は，量刑に関し，以下
のような理由を示した。

　本件（事案）の犯罪類型（社会的類型）を示
す事情（前記犯罪事実等）を踏まえると，懲役
３年（執行猶予を含む。）程度を下限とし，懲
役15年程度を上限とする量刑の傾向（幅）を把
握ないし想定することができる。
　被告人が抱える前示の発達障害と統合失調症
の内容等に照らせば，本件を前記上限のうち懲
役10年より重い部類に位置付けるのは相当でな
い。一方，この精神疾患により被告人が抱いた
二次妄想とそれを補完する一次妄想が動機の形
成に強く影響したことや，その余の事情によっ
ても，本件が前記幅のうち前記下限を含む懲役
５年未満（必要的減軽を前提とする。）の量刑
にふさわしい事案とは見なかったものである。
　ところで，被告人は，前示のとおり本件の１
年以上前から次弟の殺害を計画して次々と凶器
を準備するなどし，犯行の際も次弟には頭けい
部を中心に70か所以上，祖母には同じく40か所
以上の刺し傷が生ずるなどしているものの，こ
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れらは前記精神疾患の影響を受けた結果でも
あって，その行為の悪質性（異常性）を必要以
上に強調することはできない。もっとも，被告
人は，本件に至るまでに次弟殺害の計画を実行
に移そうとして，ためらい，思いとどまること
を何度も重ねる中，祖父介護の負担が増すこと
から自身のニート生活（安住，逃げ場）の維持
が困難になるなどと考えて実行に踏み切ったこ
とも既に示したとおりであり，この自己中心的
な意思決定は相応の刑罰的非難に値する。そし
て，次弟の腕等には20か所以上の防御創が残る
など，被害者らの受けた恐怖感や無念さをも考
慮に入れると，本件を，量刑の残りの幅（懲役
５年ないし10年）の中で，相対的に，軽い部類
に含めるのは相当でないというべきである。
　そこで，以上の観点に加え，現在病識を有す
る被告人は，治療の必要性を理解し，内省を深
めていること，前科前歴がないこと，被告人を
受入れ，その早期の治療を望んでいる両親の存
在を特に考慮の上，主文の刑が相当であるとの
結論に至った。
 （求刑　懲役10年）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
その他の親族＞，死亡者数（2）が＜死亡（２名）
＞，共犯関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜
家族関係（その他）＞，凶器等（5）が＜刃物類
＞，計画性（13）が＜なし＞で設定されており，
その基本スコアは，87.597であった。
　本件において，被告人は，犯行当時，広汎性発
達障害及び妄想型統合失調症が複雑に絡みつつ発
展した精神障害のために，心神耗弱の状態にあっ
た。そのため，本来は，死亡者数が２名の事例で
は１名の事例と比べて，本予測モデルの基本スコ
アが大幅に上がるはずだが，実績値にはそれが反
映されていない。前述した【LEX/DB 25464061】
の事例と同様に，検察官は，心神耗弱の状態で
あったことをすでに織り込んで，懲役10年を求刑
しているものと推察される。そこでの検証を繰り
返すことになるが，被告人に何らかの精神症状が
ある事例では，通常の殺人事件よりも，量刑（求
刑）が低く設定されているものと解されることか
ら，本予測モデルでも，精神症状の量刑も入れる

よう修正する必要がある。

 （３）【LEX/DB 25541965】殺人被告事件

実績値：60　　　 予測値：183.610
残差：-123.610　 標準化残差：-2.508

 ［事案の概要］
　被告人は，反復性うつ病性障害を抱え，自分の
病気のせいで長女が心に傷を負ってしまっている
とか，自分の落ち度によって次女が脳炎にかかっ
てどんどん手遅れになってしまっているなどとい
う妄想にとらわれる中，平成27年２月９日午前８
時頃，千葉県柏市α×丁目××番××号所在の当
時の被告人方において，自ら死んで楽になりたい
と思うとともに，娘達を残して不幸にするよりは，
先々に生じる苦しみから救ってあげたいと考え，
その殺害を決意し，
　第１　長女であるＢ（当時４歳）に対し，殺意
をもって，その頸部に三角巾を巻き付けてこれを
絞め，よって，その頃，同所において，同人を頸
部圧迫による窒息により死亡させて殺害し，
　第２　次女であるＣ（当時１歳）に対し，殺意
をもって，その頸部に前記三角巾を巻き付けてこ
れを絞め，よって，その頃，同所において，同人
を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。
　なお，被告人は，各犯行当時，反復性うつ病性
障害・精神病症状を伴う重症うつ病エピソードの
影響により心神耗弱の状態にあった。

 ［量刑の理由］懲役５年
　千葉地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

　本件は，被告人が心中目的で自分の娘２名を
殺害した事案である。２名の命を奪ったという
点において，その行為の客観的重さは１名を殺
害した場合と比べて格段に重い。もっとも，被
告人は，犯行当時，重度のうつ病のため心神耗
弱の状態にあった。被告人は，娘らの意思を無
視し，自分限りの考えで心中を決意しているが，
この点にもその精神障害がかなり影響していた
と考えられる。その他動機の面で責任非難の程
度を重くみるべき事情は見当たらない。結局，
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被告人に対する責任非難の強さの程度は相当に
軽いというべきである。
　以上によれば，心神耗弱の状態で心中目的で
２名の子を殺害したという類型を想定すると，
本件は軽い部類に属するといえる。そして，被
告人が本件犯行を心から後悔するとともに，家
族のサポートも受けながらうつ病の治療に取り
組む意思を明らかにしていて，今後の更生が期
待できることも考慮し，主文の刑に処するのが
相当と判断した。
 （求刑　懲役８年）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
子＞，死亡者数（2）が＜死亡（２名）＞，共犯
関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜無理心中
＞，凶器等（5）が＜その他＞，計画性（13）が
＜なし＞で設定されており，その基本スコアは，
36.400であった。
　本件の基本スコアは，前述した【LEX/DB 
25464061】や【LEX/DB 25505601】よりも低い。
本件において，被告人は，犯行当時，反復性うつ
病性障害・精神病症状を伴う重症うつ病エピソー
ドの影響により，心神耗弱の状態にあった。量刑
の理由においても言及されているように，死亡者
数２名の事例であれば，１名の事例に比べて，責
任非難の程度が重くなるはずであるが，反復性う
つ病性障害・精神病症状を伴う重症うつ病エピ
ソードの影響下による犯行ということで，責任非
難の程度が軽くなっている。前述した【LEX/
DB 25464061】や【LEX/DB 25505601】の事例
と同様に，検察官は，心神耗弱の状態であったこ
とを織り込んで，懲役８年を求刑しているものと
推察される。再度，同様のことを繰り返すことに
なるが，被告人に何らかの精神症状がある事例で
は，通常の殺人事件よりも，量刑（求刑）が低く
設定されているものと解されることから，本予測
モデルでも，精神症状の量刑因子を入れるよう修
正する必要がある。

 （４）【LEX/DB 25464359】殺人被告事件

実績値：156　　　予測値：264.935
残差：-108.935　 標準化残差：-2.210

 ［事案の概要］
　被告人は，
　第１　平成21年９月18日午前８時から午前９時
ころまでの間，福岡市ａ区ｂｃ丁目ｄ番ｅ号ｆｇ
号の被告人方において，長男のＡ（当時５歳）に
対し，殺意をもって，その頚部にワンピースのリ
ボンベルトを巻き付けて絞め付け，よって，その
ころ，同所において，同人を窒息により死亡させ
て殺害した。
　第２　前記日時場所において，二男のＢ（当時
２歳）に対し，殺意をもって，その頚部に前記リ
ボンベルトを巻き付けて絞め付け，よって，その
ころ，同所において，同人を窒息により死亡させ
て殺害した。

 ［量刑の理由］懲役13年
　福岡地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
判断をした。

　１　本件は，被告人が，寝ている長男（５歳）
と二男（２歳）の首をリボンベルトで相次いで
絞めて殺害したという事案である。
　２　被告人の刑を決めるにあたって，特に重
視した事情は，概ね以下のとおりである。
 （1）まだ幼い５歳と２歳の子ども２人の生命
を奪った結果は重大である。
 （2）被告人は，まだ幼いわが子２人を，無抵
抗なまま首を絞めて殺したものである。親とし
ての責任を放棄したものと言わざるを得ない。
 （3）本件犯行に明確な動機は認められない。
しかしながら，子ども２人には何の落ち度もな
く，また，被告人が，わが子２人を自らの手で
殺さなければならないような事情もうかがわれ
ない。その点で，身勝手な犯行と言わざるを得
ない。
 （4）他方で，被告人は境界性人格障害と診断
されている。もともと自己の置かれた状況につ
いての認知の歪みがあるところ，これに仕事上
などのストレスが加わり，短絡的衝動的に本件
犯行に至った可能性は否定できない。夫の助力
を十分に得られなかったこともうかがわれる。
　また，被告人は，犯行後，自ら110番，119番
通報をしている。
　３　以上の諸事情を考慮した上，過去の裁判
例も参考にして検討すると，本件事案内容に照
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らして死刑や無期懲役刑は重すぎて相当でない
が，子ども２人を殺害したという結果の重大性，
殺人を犯さなければならない格別の事情もなく
殺害していることから，懲役10年を下回る刑は
相当でなく，懲役15年という検察官の求刑も概
ね相当とも考えられる。
　もっとも，被告人の境界性人格障害などが犯
行に影響している点などをも考慮すると，懲役
15年はやや重いといえ，懲役13年の刑が相当で
あるとの結論に至った。
 （求刑　懲役15年）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
子＞，死亡者数（2）が＜死亡（２名）＞，共犯
関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜背景な
し・不明＞，凶器等（5）が＜ひも・ロープ類＞，
計画性（13）が＜なし＞で設定されており，その
基本スコアは，81.212であった。
　本件は，前述した【LEX/DB 25541965】と比
較すると，母親が幼い子を２人殺害したという事
例でも，認定される犯行動機や背景の相違によっ
て，量刑が大きく異なってくることが見えてくる。
本件は，被告人の境界性人格障害などが犯行に影
響していると認定しているものの，完全責任能力
があると判断された。責任能力の有無が本件の争
点の１つとなっているものの，検察官は，完全責
任能力の状態であるとの観点から，懲役15年を求
刑 し て い る。 前 述 し た【LEX/DB 25464061】，

【LEX/DB 25505601】，【LEX/DB 25541965】とは
異なり，心神耗弱の状態であったことが織り込ま
れていない。その場合には，被告人に何らかの精
神症状があったとしても，求刑は多少重くなる。
それでも，本件の標準化残差が-2.0を下回ったの
は，被告人の境界性人格障害などが犯行に影響し
ていると認定されたからであろう。変数増減法を
用いていない刑期判断モデルでは，＜うつ病

（-31.395）＞，＜パーソナリティ障害（-20.070）＞，
＜統合失調症（-21.909）＞，＜発達障害（-13.284）＞，
＜その他の精神症状（-14.990）＞といった精神症
状のカテゴリーはすべて，マイナス方向であった。
よって，本予測モデルでも，精神症状の量刑因子
を入れておくよう修正する必要がある。

 （５）【LEX/DB 25541399】殺人，貸金業法違
反，死体遺棄，銃砲刀剣類所持等取締法違反被告
事件

実績値：192　　　予測値：297.550
残差：-105.550　 標準化残差：-2.141

 ［事案の概要］
　被告人は，
　第１　茨城県知事の登録を受けないで，業とし
て，平成20年５月16日頃から平成26年２月15日頃
までの間，15回にわたり，水戸市α×丁目×番×
×号のｂ方外２か所において，ｂ外２名に対し，
現金を手渡しするなどの方法により，貸付名目額
合計4,130万円を貸し付け，もって登録を受けな
いで貸金業を営み，
　第２　同年７月26日，茨城県稲敷郡β町内又は
その周辺において，ｃ（当時62歳）に対し，殺意
をもって，持っていた自動装てん式けん銃で同人
の頭部付近に向けて弾丸１発を発射して命中させ，
よって，その頃，同所において，同人を頭部銃創
による頭蓋内損傷により死亡させて殺害し，
　第３　法定の除外事由がないのに，同日，前記
場所において，前記自動装てん式けん銃１丁を所
持していたものであるが，同けん銃をこれに適合
する実包１発と共に携帯し，
　第４　同日，茨城県稲敷郡β町γ×××番地×
所在の被告人方敷地内の土中にｃの死体を埋没し，
もって死体を遺棄した。

 ［量刑の理由］懲役16年
　水戸地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

　被告人は，被害者の背後の近い距離からその
頭部付近に向けて，殺傷能力の高い凶器である
けん銃を発射しており，その犯行のやり方は，
被害者を確実に死に至らせるもので，同種事例
の中でも非常に悪質である。被害者の妻や娘が
意見陳述において厳しい処罰感情を示している
のも理解できる。
　こうした犯行のやり方や殺害前後の被告人の
行動等に照らすと，被告人は，けん銃で被害者
を射殺し，本件穴に遺体を埋めて遺棄すること
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を事前に決めていたものと認められ，緻密とは
いえないものの，その犯行には一定の計画性が
窺われるのであって，殺意の強さも相当なもの
であったというべきである。もっとも，被告人
が被害者を殺害するに至った動機は全く不明で
あり，これについては，被告人が被害者と長年
にわたり知人関係にあったに過ぎないことを基
礎として，可能な限り被告人に有利に解さざる
を得ない。そうすると，被告人に対しては，標
準を大きく超える非難をすることはできない。
　以上に加え，死体遺棄がゴミと共に土中深く
に埋められた犯行であり，貸金業法違反の犯行
にも及んでいることを併せると，本件は，単独
で凶器を用いて被害者１名を殺害した事案の中
で，極めて重いとまではいえないものの，相当
重い部類に属するというべきである。
　その他，被告人が第三者を巻き込んで罪証隠
滅を行ったこと，殺人や死体遺棄等の犯行を否
認し，不合理な弁解に終始し，それらの犯行に
つき反省の態度を一切示していないことなども，
被告人に不利に考慮せざるを得ない。そうする
と，被告人が貸金業法違反の罪を認め，その犯
行については，利息が暴利とまではいえず，貸
付先も知人ら数名に限定されていることなど被
告人に有利な事情を最大限考慮しても，被告人
を主文の刑に処するのはやむを得ないと判断し
た。
 （求刑　懲役23年）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
知人・友人＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）
＞，共犯関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜
背景なし・不明＞，凶器等（5）が＜銃＞，計画
性（13）が＜あり＞で設定されており，その基本
スコアは，99.211であった。
　本予測モデルでは，貸金業法違反について設定
していないものの，仮に組み込んだことを仮定し
たとしても，予測値が低下することはないであろ
う。もしそうであるならば，実績値が軽かったと
いう見方もできる。実際に，検察側は量刑不当に
より控訴している（東京高判平成28年６月28日
LEX/DB25543380）。検察側は，特に「原判決が
刑の量定を行うに当たり，本件を単独で凶器を用

いて被害者１名を殺害したという事案の中での軽
重を位置付けているところ，原審検察官がけん銃
に特化した量刑グラフについても評議で提示され
たい旨主張し，原審裁判所もこれを了解したとい
う経緯があったのに全くこれが評議に反映された
形跡がない，けん銃を凶器として用いた殺人の量
刑傾向がその他の凶器を用いた殺人の量刑傾向に
比べて格段に重い傾向を示しているのは明らかで
あり，けん銃を凶器として用いた本件殺人の量刑
に関し，種別を問わずに凶器を用いた殺人全般の
量刑分布の枠組みの中だけで検討することは重大
な誤りである」と主張したが，それに対して，控
訴審である東京高等裁判所は，「量刑評議の際に
量刑グラフをどのように用いるかは，最終的には
裁判所の適切な裁量によって判断されるべきとこ
ろ，原判決が判決書で言及している事案，すなわ
ち単独で凶器を用いて被害者１名を殺害した事案
には，本件のようなけん銃を凶器として用いた事
案も含まれているのであるし，また，原審検察官
は，論告において，『この後，裁判員の皆様は，
殺人という犯罪，その中で被害者が１名のものに
ついての量刑分布のグラフをご覧になることにな
ると思います。その中で，この事案が重い部類に
属するのか，軽い部類に属するのかを検討するこ
とになるかと思います。』『犯行のやり方として
は，凶器の中でも，最も危険な部類に属するけん
銃が使用されています。』と指摘している。そし
て，原判決も，量刑の理由の項の冒頭で，『被告
人は，被害者の背後の近い距離からその頭部付近
に向けて，殺傷能力の高い凶器であるけん銃を発
射しており，その犯行のやり方は，被害者を確実
に死に至らせるもので，同種事例の中でも非常に
悪質である』と適切に指摘しているのである。」，

「したがって，この所論についても，結局，検討
すべきは，本件の量刑事情の下で，原判決が選択
した主刑がその裁量の範囲を逸脱した不当に軽い
ものかどうかの判断に帰着すると考えられるので
あって，当裁判所としては，裁判員と裁判官が協
議を重ねて到達した結論として原判決が選択した
主刑が，その裁量の範囲を逸脱した不当に軽いも
のとまではいえない」と判断して退けた。下限の
しきい値をどのように設定するべきであるのかは
議論のある所だが（たとえば，拙稿「判批」判例
時報2371号［判例評論714号］（2018年）171頁以
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下［25頁以下］），本件に関する残差は，裁量の範
囲内であると見るべきなのであろう。

 3 − 4 ．標準化残差が2.0を上回った事例（実績
値が予測値に比べて重かった事例）に関する検討
　では次に，2.0を上回った事例（実績値が予測
値に比べて重かった事例）11例について検討する。

 （１）【LEX/DB 25480905】現住建造物等放火，
殺人，同未遂被告事件

実績値：360　　　予測値：196.331
残差：163.669　　標準化残差：3.321

 ［事案の概要］
　被告人は名古屋市α区内に事務所を構える暴力
団「Ｂ」の組員であり，分離前の共同被告人Ｃは
同組の組長である。「Ｄ」（以下「本件店舗」とい
う。）は同市内で風俗店の経営支援等を業とする
Ｅに所属する社交飲食店（いわゆるキャバクラ）
であり，同区に所在する。
　Ｃは，上記グループについて，自己の風俗店経
営を妨害したなどとしてかねてから敵視しており，
同グループに制裁を加えるため本件店舗の営業を
妨害しようと考えていたが，Ｂ若頭らによる本件
店舗の襲撃が中途半端な結果に終わったことを知
り，自ら本件店舗を襲撃することを決意するや，
被告人に対し，「お前にしかできない仕事だ。」，

「ある店に火をつけてくれ。」などと指示した。被
告人は，恩義のある組長の命令であることから，
躊躇なくこれを引受け，空の２リットル入りペッ
トボトルのキャップに穴を開けて導火線として布
片を取り付け，Ｃとともに，同系列の暴力団事務
所のガレージに立ち寄って，ガソリンを主とし灯
油及び潤滑油を混合した液体（以下「混合ガソリ
ン」という。）を同ペットボトルに入れた後，ラ
イターや顔を隠すタオルを調達するなどした上，
Ｂ組員の運転する自動車で本件店舗に向かった。
　被告人は，Ｃと共謀の上，平成22年９月３日午
前０時46分ころ，上記グループ関係者のＦ（当時
27歳），本件店舗の店員であるＧ（当時21歳）及
びＨ（当時18歳）ら22名がいる本件店舗におい
て，殺意をもって，上記ペットボトルに取り付け
た布片にライターで点火し，同ペットボトル内の

混合ガソリンを本件店舗内に撒くなどして火を放
ち，その火を天井等に燃え移らせ，よって，本件
店舗（床面積約90.87平方メートル。内部構造と
して不燃又は難燃材が多く使われている。）の一
部を焼損（焼損面積約0.14平方メートル）させる
とともに，そのころ，同所において，Ｆに顔面熱
傷及び胸腹部熱傷等の傷害を負わせ，よって，同
月25日午後２時53分ころ，同市所在のＪ病院にお
いて，Ｆを同傷害に基づく敗血症性ショックによ
り死亡させて殺害し，Ｇに加療約２か月間を要す
る背部熱傷等の傷害を，Ｈに全治２週間を要する
顔面熱傷の傷害をそれぞれ負わせたにとどまり，
Ｇ及びＨら21名を殺害するに至らなかったもので
ある。

 ［量刑の理由］懲役30年
　名古屋地方裁判所は，量刑に関し，以下のよう
な理由を示した。

　本件は，暴力団特有の身勝手な論理に基づく
犯行により一般市民が犠牲になったという悪質
性の高い放火殺人の事案である。そして，被告
人は，店内に多くの人がいることを知りながら，
引火性の強い混合ガソリンを左右に振りまいて
放火しており，多数の生命を侵害する危険性の
ある無差別的かつ凶悪な犯行である。また，判
示の死傷結果はもちろん，店内にいた人々の恐
怖感，本件店舗の経済的損害及び社会的影響等
を考えても，犯行の結果は誠に重大である。特
に，若くして尊い生命を奪われた被害者Ｆの激
痛と無念さやその遺族の悲しみは察するに余り
あり，両親の処罰感情が峻厳であることも至極
当然である。さらに，被告人は，Ｃ組長に命じ
られるまま，後先を考えることなく本件を敢行
しており，犯行の動機に酌むべき点はない。
　しかしながら，本件の首謀者はＣ組長であり，
被告人は襲撃の指示に従った実行犯という立場
であることはＣに比べて刑を軽くする事情とい
える。加えて，低酸素脳症による人格変化の影
響，本件犯行を認めて一応反省の弁を述べてい
ること等の事情をも併せ考えると，被告人に対
して検察官の求刑どおり無期懲役刑をもって臨
むのは重きに過ぎるので，有期懲役刑の上限で
ある懲役30年に処し，長期間にわたってしょく
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罪の日々を送らせることが相当と判断した。

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
関係なし＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）＞，
共犯関係（3）が＜共犯：従属的立場＞，動機

（4）が＜その他＞，凶器等（5）が＜その他＞，
計画性（13）が＜あり＞で設定されており，その
基本スコアは，8.163であった。
　本件は，Ｆを同傷害に基づく敗血症性ショック
により死亡させて殺害しただけでなく，Ｇに加療
約２か月間を要する背部熱傷等の傷害を，Ｈに全
治２週間を要する顔面熱傷の傷害をそれぞれ負わ
せ，Ｇ及びＨを含めた21名の殺人未遂も問われて
いる。本予測モデルでは，被害者は死亡者数だけ
を指標にしているが，それだけでは不十分であ
り，傷害者数や，一番重かった傷害の程度も加味
しなければならないと解される。
　また，本予測モデルには，組織性（14）の量刑
因子は入っていないが，これについては再考する
必要がある。組織的な犯行と一口に言っても，

「対一般市民」と，「対組織」とは，意味合いが当
然異なってくる。すなわち，暴力団特有の身勝手
な論理に基づく犯行によって，一般市民が犠牲に
なったということが，刑期を重くするよう作用す
るものと推察される。組織性（14）のカテゴリー
設定を＜あり：対一般市民＞，＜あり：対組織
＞，＜なし＞という形で修正する必要があろう。

 （２）【LEX/DB 25542106】殺人，現住建造物等
放火，強盗，危険運転致傷，公務執行妨害，傷
害，銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

実績値：264　　　予測値：114.257
残差：149.743　　標準化残差：3.308

 ［事案の概要］
　第１　被告人は，統合失調症の診断を受け，通
院治療を受けていたところ，平成24年10月頃から
同居する実母Ｂの介護をするようになりまた，平
成25年７月頃からは求職活動も行っていたが，Ｂ
が被告人の努力を否定するような言動を繰り返す
ことから，被告人は不満をうっ積させていた。被
告人は，平成25年12月30日も，Ｂから繰り返し

「あんたなんか役に立たない。」などと言われたこ
とから，Ｂに対する激しい怒りの感情が噴出し，
同日午後６時頃，埼玉県蕨市α×丁目××番××
号コーポａ×××号Ｂ方居室内において，殺意を
もって，Ｂ（当時63歳）の右胸部等をサバイバル
ナイフで多数回突き刺し，よって，その頃，同所
において，Ｂを胸背部刺創による失血により死亡
させて殺害した。
　第２　被告人は，Ｂの遺体等を燃やす目的で，
Ｃらが現に住居に使用し，かつ，同人ほか８名が
現にいる共同住宅である第１記載のコーポａ（木
造瓦葺２階建，床面積合計約126.56平方メートル）
に放火することを決意し，平成25年12月30日午後
８時15分頃，前記コーポａ×××号Ｂ方居室内に
おいて，同居室の床面に灯油をまいた上，ライ
ターで着火した新聞紙を前記床面に放り投げて火
を放ち，その火を同居室の敷居等に燃え移らせ，
よって，前記コーポａ×××号の壁，天井等を焼
損（焼損面積約31.85平方メートル）した。
　第３　被告人は，客として乗車したタクシーを
逃走用に強取しようと考え，平成25年12月31日午
前0時41分頃，東京都目黒区β×丁目××番×号
先路上に同タクシーを停車させ，同所において，
同タクシーの運転手Ｄ（当時55歳）に対し，持っ
ていた第１記載のサバイバルナイフ（刃体の長さ
約18.5センチメートル）をその腰部付近に突き付
けながら，「お金はいらないから，出て。」などと
言って脅迫し，その反抗を抑圧した上，Ｄを降車
させ，Ｄ管理の前記タクシー１台（時価約120万
円相当）を強取した。
　第４　被告人は，同日午前３時24分頃，普通乗
用自動車である第３記載のタクシーを運転し，東
京都江東区γ×丁目××番先の信号機により交通
整理の行われている丁字路交差点を小松川警察署
方面から亀戸駅方面に向かい直進するに当たり，
同交差点の対面信号機が赤色の灯火信号を表示し
ているのを同交差点手前の停止線手前約149.2
メートルの地点で認め，直ちに制動措置を講ずれ
ば同停止線手前で停止することができたにもかか
わらず，自車を追尾していた警ら用無線自動車か
ら逃れるため，同信号を殊更に無視し，重大な交
通の危険を生じさせる速度である時速約104キロ
メートルの速度で自車を運転して同交差点内に進
入しようとしたことにより，折から信号待ちのた
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め同停止線手前で停止していたＥ（当時55歳）運
転の普通乗用自動車（タクシー）後部に自車前部
を衝突させ，よって，同人ら４名にそれぞれ傷害
を負わせた。
　第５　被告人は，同日午前３時24分頃，東京都
江東区γ×丁目××番×号先路上において，被告
人を第３記載の強盗事件等の現行犯人として逮捕
しようとした警視庁小松川警察署地域課勤務の巡
査Ｆ（当時27歳）に対し，その背部を第１記載の
サバイバルナイフで１回突き刺す暴行を加え，
もってＦの職務の執行を妨害するとともに，前記
暴行により，Ｆに全治まで約37日間を要する背部
刺創の傷害を負わせた。
　第６　被告人は，業務その他正当な理由による
場合でないのに，同日午前０時41分頃から同日午
前３時24分頃までの間，第３ないし第５記載の場
所において，第１記載のサバイバルナイフ及び
シースナイフ（刃体の長さ約11.5センチメート
ル）各１本をそれぞれ携帯した。

 ［量刑の理由］懲役22年
　さいたま地方裁判所は，量刑に関し，以下のよ
うな理由を示した。

　量刑上最も重視すべき判示第１の殺人の犯行
についてみると，被告人は，無防備な被害者の
背中を，殺傷能力の高いサバイバルナイフでい
きなり突き刺し，更に背中や胸部を多数回深く
突き刺しており，態様は強い殺意に基づく危険
性の高いものといえる。もっとも，被告人は，
実母である被害者との関係で不満をうっ積させ
ていたもので，取り分け，統合失調症に罹患し
ながらも被害者の介護や求職活動に努めていた
のに，被害者がその努力を否定するような言動
を繰り返すことに対するストレスは大きかった
とみられるところ，犯行直前にも被害者から

『役に立たない』などと言われたことから激し
い怒りを感じ，突発的に犯行に及んだことに鑑
みると，犯行に至る経緯，動機には酌むべき事
情がある。
　続いて，被告人は，実母の遺体等を燃やそう
と考え，判示第２の現住建造物等放火の犯行に
も及んでいるが，住宅密集地に位置する木造ア
パートの一室で，他室には住民が現在していた

にもかかわらず，灯油をまいて火を放つという
危険な犯行であり，早期の消火活動の結果，他
室の住民の生命・身体を侵害したり，隣家に延
焼したりすることはなかったとはいえ，厳しい
非難を免れない。
　さらに，被告人は，逃走のために判示第３な
いし第６の各犯行を重ねているが，強盗の脅迫
態様の危険性及び財産的被害の大きさ，危険運
転致傷の態様の危険性，公務執行妨害・傷害の
態様の危険性及び傷害結果の大きさなどに照ら
せば，いずれの犯行も量刑上，一定の重みを持
つものというべきである。
　以上を総合すれば，被告人の刑事責任は，殺
人の犯行後に証拠隠滅等の目的で放火に及んだ
ことを中心とする類型の事案の中では重い部類
に属するが，量刑上最も重視すべき殺人の犯行
について犯情に酌むべき点があり，また，逃走
のために重ねた各犯行についても，殺人の犯行
に起因する一連の犯行であることを考慮して量
刑判断すべきことなどに鑑みれば，求刑は重き
に失するというべきである。
　一連の犯行の犯情を踏まえつつ，自業自得と
はいえ被告人が検挙される際に警察官の発砲に
より負傷し，重い身体的障害を負った状態で刑
の執行を受けることとなることなども考慮し，
主文の量刑をした。
 （求刑　懲役30年）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
親＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）＞，共犯
関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜家族関係

（その他）＞，凶器等（5）が＜刃物類＞，計画性
（6）が＜なし＞で設定されており，その基本スコ
アは，-26.730であった。
　本件は，厭世的な犯行であると言えるが，強盗，
危険運転致傷，公務執行妨害，傷害までも犯して
おり，その結果は非常に重大なものである。本予
測モデルでは，第２犯行（現住建造物等放火）に
ついてまで設定できているが，強盗，危険運転致
傷，公務執行妨害，傷害については加味されてい
ない。この点が実績値との乖離を生んだのではな
かろうか。これらの犯行後の行為に関して，本予
測モデルでは，その設定上，逃亡（20）＜あり＞
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という点でしか捉えきれておらず，実態を十分に
反映していない。この点については，さいたま地
方裁判所が，量刑理由において，「被告人は，逃
走のために判示第３ないし第６の各犯行を重ねて
いるが，強盗の脅迫態様の危険性及び財産的被害
の大きさ，危険運転致傷の態様の危険性，公務執
行妨害・傷害の態様の危険性及び傷害結果の大き
さなどに照らせば，いずれの犯行も量刑上，一定
の重みを持つものというべきである。」と言及し
ているとおりであり，【犯行後の行為】の量刑因
子を見直すだけでなく，そこに分類されるカテゴ
リーについても，単に＜あり＞か＜なし＞かだけ
ではなく，その危険性や被害の程度までも加味し
て，設定し直すよう修正する必要があろう。

 （３）【LEX/DB 25482531】殺人未遂，殺人，銃
砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

実績値：336　　　予測値：194.378
残差：141.622　　標準化残差：2.873

 ［事案の概要］
　被告人は，平成23年10月16日午後９時30分頃か
ら，Ｂ（当時36歳），Ｃ（当時19歳）及びＤ（当
時40歳）とともに，広島県尾道市所在の「Ｅ」に
おいて飲食していたが，その際ＣやＢに執ように
絡んだりＤの知人のプライバシーに関する話を持
ち出したりしたことについて，年下のＤから怒ら
れたり，更に若いＢらからにらまれたように感じ
たり，Ｄに二， 三度謝っても無視されたように感
じたりしたことなどから，不満に思っていた。そ
の後，被告人は，先に店を出たＢやＣが店外で店
内にいるＤを待っている状況で，未だにＤが被告
人に腹を立てているように思えたことから，激高
の上，ＢやＣを殺害した上で，Ｄを殺害しようと
考え，同店厨房にあった牛刀（刃体の長さ約23セ
ンチメートル）及びペティナイフ（刃体の長さ約
11.1センチメートル）を手に取り，店外に出た。
　第１　被告人は，同日午後11時25分頃，Ｅ駐車
場において，Ｂに対し，殺意をもって，その左上
腹部を上記牛刀で突き刺し，同人に加療約28日間
を要する腹部刺創，小腸間膜損傷，空腸損傷，外
傷性出血性ショックの傷害を負わせたが，同人が
救護されたため，殺害の目的を遂げなかった。

　第２　被告人は，上記日時場所において，Ｃに
対し，殺意をもって，その左側腹部を上記牛刀で
突き刺し，よって同月17日午前１時46分頃，広島
県尾道市のＦ総合病院において，同人を膵頭部切
開による出血性ショックにより死亡させて殺害し
た。
　第３　被告人は，上記第１の日時場所において，
店外に出てきたＤに対し，殺意をもって，その左
頬を上記ペティナイフで突き刺し，顔面及び左肩
を同ナイフで切り付けたが，同人が抵抗してその
場から逃げ出したため，同人に加療約1週間を要
する頬部貫通刺創，顔面広範囲切創，左肩切創の
傷害を負わせたにとどまり，殺害の目的を遂げな
かった。
　第４　被告人は，業務その他正当な理由による
場合でないのに，上記第１の日時場所において，
上記牛刀及び上記ペティナイフ各１本を携帯した。

 ［量刑の理由］懲役28年
　広島地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

　被告人は被害者３名に対し，牛刀やペティナ
イフを使った極めて危険で悪質な犯行に及び，
１名が死亡し，他の１名が出血性ショックの状
況になるなど非常に重い結果が生じた。犯行に
及んだ後も，負傷した被害者を追い掛け，倒れ
た被害者の顔面を踏み付けるなど犯行後の情状
もよくない。被告人は，被害者らに執ように絡
む等迷惑を掛けていたのに対して怒られたこと
などを切っ掛けとして被害者らに対し激高の上
殺害を決意したのであり，被害者らに特に落ち
度はなく，犯行の動機は短絡的にすぎて酌むべ
き事情は全くない。
　したがって，本件は，計画的犯行ではないと
はいえ，有期懲役刑の上限に近い刑を科すべき
事案といえる。
　その上で，（1）本件裁判になるまで被告人は
被害者遺族や被害者らに全く謝罪の意を示して
おらず，同人らの処罰感情が厳しいことを刑を
重くする方向に働く事情として考慮し，（2）被
告人はこれまで前科がなく，真面目に仕事に励
んできたことを刑を軽くする事情として考慮し，
主文の刑を科すのが相当であると判断した。
 （求刑　懲役30年）
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 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
知人・友人＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）
＞，共犯関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜
憤怒＞，凶器等（5）が＜刃物類＞，計画性（13）
が＜なし＞で設定されており，その基本スコア
は，-1.696であった。
　【LEX/DB 25480905】での検証結果を繰り返す
ことになるが，本予測モデルでは，被害者は死亡
者数だけを指標にしているが，それだけでは不十
分であり，傷害者数や，一番重かった傷害の程度
も加味しなければならないことを，本件も示唆し
ているものを解される。

 （４）【LEX/DB 25540668】殺人，銃砲刀剣類所
持等取締法違反，殺人予備，配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護等に関する法律違反被告事
件

実績値：360　　　予測値：228.977
残差：131.023　　標準化残差：2.658

 ［事案の概要］
 （犯罪事実第１）
　被告人は，平成25年10月に，大阪地方裁判所か
ら，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等
に関する法律10条に基づき，保護命令決定の送達
を受けた日から起算して６か月間，被告人の前妻
Ｂ（当時40歳）に対して緊急やむを得ない場合を
除き連続して電話をかけるなどの行為をしてはな
らない旨の保護命令を受けていたものであるが，
いずれも，緊急やむを得ない場合でないのに，同
年10月11日から同年12月３日までの間，20回にわ
たり，大阪府内又はその周辺において，自己の使
用する携帯電話機から，Ｂの勤務先である大阪市
α区β×丁目×番××号ａビル×階Ｃ　Ｄ店の固
定電話機に連続して電話をかけ，もって前記保護
命令に違反した。
 （犯罪事実第２の犯行に至る経緯）
　被告人は，自分と離婚した後に他の男性と交際
を始めたＢから裏切られたと感じ，強い嫉妬や怒
りからＢの殺害を思い描き，平成25年９月頃，そ
れに用いようと包丁２本を購入したが，その頃，
スナックの店員であったＥと知り合い，同店を頻

繁に訪れてＢに対する心情等をＥに相談する中で，
Ｂに対する殺意が和らぐ一方，Ｅに対して好意を
抱くようになり，同人の親身な態度等から客と店
員以上の特別な関係にあると思い込むまでになっ
た。しかし，危害を加える内容のメールを送信し
てきたり，自宅を勝手に探し当てたりする被告人
のことを迷惑に思うようになったＥが，平成26年
３月頃，被告人からストーカー行為を受けている
などと警察に相談をし，警察から被告人への警告
が発せられるとともに，Ｅ自身からも「近寄らん
といて。」と告げられるなど，明確な拒絶の意思
を示されたことで，被告人は，Ｅから裏切られた
と感じ，強い怒りからＥに対する殺意を抱き，ス
ナックを辞めたＥの所在を探し回るようになった。
同じ頃，被告人は第１の犯行に関する取調べを警
察から受けるなどしたことから，再びＢの殺害を
も考えるようになった。
　同年４月30日頃，前記スナックの前にＥの自転
車があるのを見つけた被告人は。Ｅが同店に復帰
したことを察し，ＥとＢをいずれも一晩のうちに
殺害しようと決意した。
 （犯罪事実第２）
　被告人は，
　１　平成26年５月１日午後７時41分頃から同日
午後７時50分頃までの間，大阪市内のＧ店駐車場
において，同所に駐車した自動車内に，Ｂ（当時
41歳）を殺害するための道具として包丁２本を積
載して準備した上，同駐車場と道路を挟んだ向か
い側に所在するＢの勤務先であるＤ店へ赴いてＢ
を殺害する機会をうかがうなどし，もってＢに対
する殺人の予備をした。
　２　同月２日午前２時29分頃，大阪市内の歩道
上において，Ｅ（当時38歳）に対し，殺意をもっ
て，手に持った包丁（刃体の長さ約20.3センチ
メートル）でその左脇腹を１回突き刺したが，Ｅ
に同包丁を取上げられたことから，もう一本の包
丁（刃体の長さ約20.4センチメートル）を取り出
して，殺意をもって，その頭部等を切り付け，腹
部を１回突き刺し，さらに，取り戻した包丁でそ
の頸部付近を数回突き刺し，切り付けるなどし，
よって，同日午前４時32分頃，大阪市内の病院に
おいて，Ｅを左側腹部刺切創，腹部大動脈・下大
静脈損傷に基づく失血等により死亡させて殺害し
た。
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　３　業務その他正当な理由による場合でないの
に，同日午前２時29分頃，第２の２記載の歩道上
において，前記包丁２本を携帯した。

 ［量刑の理由］懲役28年
　広島地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

１　本件で量刑を決めるに当たって中心となる
のは第２の２の殺人であるが，その犯情におい
て特筆すべきは，動機の理不尽さである。被告
人は，相談に乗ってくれていたＥが，自分を明
確に拒絶するようになったことで裏切られたと
感じて恨んだのであるが，Ｅがそのような対応
をした理由は，被告人が危害を加える内容の
メールを送信したり，Ｅの自宅を勝手に探し当
てたりするといったストーカー行為に及んだか
らで，拒絶は当然の反応に過ぎず，誠に筋違い
の恨みといわねばならない。のみならず，ス
ナックの店員としての営業上の対応を『客と店
員以上の特別な関係』にあるなどと一方的に解
釈し，Ｅを独占しようと同人とスナックに迷惑
をかけ続け，Ｅが警察への相談を決心するほど
ストーカー行為に悩んでいたことに思いを及ば
せるどころか，恨みを殺意に高め，執念深くＥ
を探し回り，スナックへの復帰を知るやさっそ
く犯行に及んだもので，理不尽，身勝手の極み
であり，恨みに基づく殺人事件の中でも動機に
おいて取り分け悪質な事案といえる。
　その犯行態様を見ても，計画性と残忍さ，執
拗さの両面で悪質さが認められる。被告人は，
ＢとＥをいずれも一晩のうちに殺害しようと決
意すると，移動のためのレンタカーを借りた上，
包丁２本を携帯して犯行現場に赴き，Ｅの帰り
道を待ち伏せており，殺害の場面では，２本の
包丁を次々に用いて左脇腹，腹部を強い力で深
く突き刺して致命傷を与えたほか，頭部や頸部
を何度も切り付けたり，突き刺したりし，拳骨
で顔面を殴打してもいる。これは，被告人の強
固な殺意の表れである。
２　被告人は，ほぼ同時に第２の１のＢに対す
る殺人予備にも及んでいるが，その動機は，Ｂ
が自分と既に離婚しているにもかかわらず，同
人と他の男性との交際に嫉妬し，これを裏切り

と勝手に解釈し，保護命令違反の件で取調べを
受けるなどしたことを契機にその恨みを再燃さ
せたというもので，Ｅに対する殺人と同様，非
常に身勝手である。被告人は，Ｂのいた店舗内
にまで入っており，そのとき店舗に多数の人が
いたという偶然の事情がなければ，被告人の決
意の固さからすると殺人の実行行為に発展した
可能性は高く，殺人予備の中でも態様の危険性
は極めて高かったといえる。
３　これらの理不尽かつ身勝手な動機に基づき
２名の女性をつけねらい，複数の犯罪を重ねた
被告人に対する非難の程度が厳しいのは当然で
ある。弁護人は，被告人が各犯行に及んだ背景
には幼少時の不遇な生育歴等が影響していると
指摘するが，成人後の生活歴や各犯行の動機等
に照らすと，この点を考慮できる程度には限度
がある。
４　その余について見ても，座視できない事情
をいくつか指摘できる。
　Ｅの遺族及びＢは，いずれも厳しい処罰感情
を述べているところ，前記犯情やそれぞれが
被った被害に照らすとそのような感情を抱くの
は当然といえる。
　これに対して，被告人は，事実を概ね認め，
公判廷では，Ｅの遺族に謝罪の弁を口にし，被
害者らのことを考えなかった自分が悪かったと
述べるなど，被告人なりに反省しようとする姿
勢を見せているが，他方，今でもＥやＢの行為
を裏切りであると思っていると述べるなどして
おり，真の反省とは評価できない。
　被告人は，Ｂに対する傷害等の事案で執行猶
予付き（付保護観察）懲役刑に処せられ，その
猶予期間中に本件各犯行に及んでおり，そのこ
と自体が非難に値する上，この公判と判決後の
保護観察のほか，保護命令や警察からの警告な
ど，自分の問題に気付く機会を十二分に与えら
れながら，これらを無にして犯行に及んでおり，
本件の遠因となっていると考えられる独善的で
異性への嫉妬心や執着心が強いといった被告人
の性格も併せみると，再犯のおそれが懸念され
る。
　本件は，ストーカー行為をした者が殺意を抱
いて被害者の一命を奪ったというストーカー殺
人の事案であり，ストーカー行為が社会問題と
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なっていることを考えれば，本件を重く処罰す
ることで再発防止に向けた警鐘となす必要も無
視できない。
５　以上の事情からすると，被告人の責任は非
常に重く，取り分け殺人の動機の悪質さは，恨
みに基づくというだけでは評価しきれないもの
を含んでいるから，無期懲役刑の選択を考慮す
る余地がある。
　もっとも，本件について逮捕，起訴され，裁
判を受ける中で，自分自身の性格や問題点を知
る機会を与えられた被告人が，自分の問題と向
き合う姿勢を持ち始めていることも確かであり，
一時は執着を見せたＥの写真を公判中に弁護人
に返却するなど変化の兆しもあり，なお，再犯
の懸念があるとはいっても，検察官が主張する
ように再犯が必至とまでは言い難い。
　怨恨を動機とする殺害被害者1名の殺人事案
の量刑傾向の中で無期懲役刑の選択がごく少数
にとどまっていることを前提として，上記の事
情に加え，被告人の前科関係，これまでの生活
歴，年齢なども踏まえると，本件において無期
懲役刑に処することはためらわれる。
　以上より，被告人の刑としては無期懲役刑を
選択しつつも酌量減軽し，有期懲役刑としては
最も重い懲役30年に処することとした。
 （求刑　無期懲役）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
知人・友人＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）
＞，共犯関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜
その他＞，凶器等（5）が＜刃物類＞，計画性

（13）が＜あり＞で設定されており，その基本ス
コアは，6.063であった。
　本件は，Ｅに対する殺人と，Ｂに対する配偶者
からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法
律違反及び殺人予備である。本予測モデルでは，
前者は設定できているが，後者は全く捉えきれて
いない。Ｂに対する配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律違反はもとより，殺
人予備についてまで起訴されていることを考える
と，一般的に見られる，銃砲刀剣類所持等取締法
違反の併合罪とは異なり，一定の重みを持つ併合
罪事件であると見るべきであろう。本予測モデル

では，【犯行後の行為】として，犯情に関わる量
刑因子と，一般情状に関わる量刑因子を統計解析
上混在させる形を採用していたが，これを整理し
直し，【殺人既遂に関する犯情】と，殺人の犯行
後か犯行前かに限らず，併合罪となるものについ
ては，【その他の犯罪に関する犯情】という形で
分類する方が適切であると思われる。そして，

【LEX/DB 25542106】における検証結果を繰り返
すことになるが，そこに分類される量刑因子を見
直すだけでなく，そのカテゴリー設定についても，
単に＜あり＞か＜なし＞かだけではなく，その危
険性や被害の程度までも加味して，設定し直すよ
う修正する必要があろう。

 （５）【LEX/DB 25504498】殺人，詐欺，詐欺未
遂被告事件

実績値：360　　　予測値：229.534
残差：130.466　　標準化残差：2.647

 ［事案の概要］
　第１　被告人は，平成20年１月３日午後９時頃，
愛知県犬山市字α××番地貸しボート店「ｑ2」
の駐車場において，実弟のｑ3（当時61歳）を殺
害して，被害者に掛けられた保険金を得ようなど
と決意し，飲酒により酩酊状態にあった被害者が
乗車して同所に駐車中の自動車の各ドア及び窓を
閉まった状態にした上，同車内のコンロで豆炭を
燃焼させて，その燃焼により発生した一酸化炭素
を同人に吸引させ，さらに，同日午後９時30分
頃，本件車両のハッチバックドアを開けて上記コ
ンロ内に新しい豆炭を３個くべ，同ハッチバック
ドアを閉めて同車を密閉状態にした上，上記コン
ロで豆炭を燃焼させて，その燃焼により発生した
一酸化炭素を同人に吸引させ，よって，その頃，
同所において，同人を一酸化炭素中毒により死亡
させて殺害した。
　第２　被告人は，被害者を被保険者とするｑ4
のプライム保障プランに基づく不慮の事故死亡保
険金名目で現金をだまし取ろうと考え，平成20年
１月７日，同共済会が事故報告の受付業務等を委
託している福岡市β区γ×番××号ｇビル×階所
在の株式会社ｑ5従業員ｑ6に対し，電話で，真実
は，被告人が被害者を殺害したもので，不慮の事
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故死亡保険金を請求する権利がないのに，その事
実を隠し，「兄弟で愛知にわかさぎ釣りに行った。
車の中で酒を飲み練炭でいかなどを焼いた。その
後私は車の外でテントを張って寝て，弟は車の中
で休んだ。弟は，酒を飲んでいたせいか，窓を開
け忘れ換気ができなかったようだ。翌朝，弟が亡
くなっているのを見つけた。」などと，被害者は
不慮の事故により死亡した旨の虚偽の事故報告を
行い，さらに，同月25日頃，同会社に保険金請求
書を郵送するなどして保険金の支払を請求し，前
記ｑ4保険金部長ｑ7をして，同共済会に被告人に
対する保険金の支払義務があるものと誤信させて
支払を決意させ，よって，同年４月14日，富山市
δ×番×号所在の株式会社ｑ8銀行ｑ9出張所に開
設された被告人名義の普通預金口座に600万円を
振込送金させ，もって人を欺いて財物を交付させ
た。
　第３　被告人は，被害者を被保険者とするｑ10
株式会社（現，ｑ11株式会社）の普通傷害保険に
基づく死亡保険金名目で現金をだまし取ろうと考
え，平成20年１月７日，同会社が事故報告の受付
業務を委託している那覇市ε×丁目××番××号
所在の株式会社ｑ12従業員ｑ13に対し，電話で，
真実は，被告人が被害者を殺害したもので，死亡
保険金を請求する権利がないのに，その事実を隠
し，「弟が一酸化炭素中毒で亡くなった」旨の事
故報告を行い，さらに，同日，富山市ζ×番地×
ｑ10株式会社ｈビル所在の前記ｑ10株式会社ｑ14
損害サービス部ｑ15サービスセンター従業員ｑ16
に対し，電話で，前同様に事実を隠し，「愛知県
の犬山市の入鹿池に行った。車の中で豆炭をたい
て暖をとりながら飲食をし，その後，たばこを吸
う弟は車の中で寝て，私は車の外でテントの寝袋
で寝た。翌日午前９時半頃，弟を見たら寝ている
ようだったが，足も顔も冷たくなり，揺り起こし
ても起きなかった。」などと，被害者は不慮の事
故により死亡した旨の虚偽を申し立てるなどして
保険金の支払を請求し，同会社損害サービス業務
部長ｑ17らをして，同会社に被告人に対する保険
金の支払義務があるものと誤信させて同会社に死
亡保険金2,000万円を交付させようとしたが，同
会社が保険金の支払を拒否したため，その目的を
遂げなかった。
　第４　被告人は，被害者を被保険者とするｑ18

株式会社のつり保険に基づく死亡保険金名目で現
金をだまし取ろうと考え，平成20年１月７日，名
古屋市η区θ×丁目××番××号所在の同会社ｑ
19新種損害サービス部ｑ20新種サービスセンター
従業員ｑ21に対し，電話で，真実は，被告人が被
害者を殺害したもので，死亡保険金を請求する権
利がないのに，その事実を隠し，「わかさぎ釣り
をするため犬山の入鹿池に釣りをしに行った。午
後７時頃から二人で車の中で酒を飲み，車の中で
豆炭をたいていかを焼いた。弟はたばこを吸うが，
私は吸わないので外でテントで寝た。弟は一酸化
炭素中毒で死んでしまい，私は朝になるまで気付
かなかった。」などと，被害者は不慮の事故によ
り死亡した旨の虚偽の事故報告を行うなどして保
険金の支払を請求し，同会社ｑ19新種損害サービ
ス部長ｑ22らをして，同会社に被告人に対する保
険金の支払義務があるものと誤信させて同会社に
死亡保険金2,000万円を交付させようとしたが，
同会社が保険金の支払を拒否したため，その目的
を遂げなかった。

 ［量刑の理由］懲役30年
　広島地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

　本件は，保険金目的で，弟を一酸化炭素中毒
事故に見せかけて殺害し，事故死名目で保険金
３件（合計4,600万円）を請求して，うち１件

（600万円）を詐取したという重大かつ悪質な事
案であり，その手口は巧妙で卑劣である。前記
認定のとおり，被告人は，遅くとも被害者を普
通傷害保険に加入させた平成19年４月以降，被
害者を保険金目的で殺害することを考えてその
機会をうかがっており，計画性があるといえる
し，新たに豆炭を３個くべて被害者を確実に殺
そうとするなど犯行実現の強い意欲も認められ
る。さらに，被告人は，公判において不合理な
弁解を繰り返しており反省はうかがえない。
　以上によれば，被告人の刑事責任は相当に重
く，同種事案の量刑傾向も踏まえると，被告人
を無期懲役に処することも十分に考えられる。
　しかしながら，被告人は，施設で暮らす被害
者の少ない親族の一人として被害者と被告人な
りに交流していたが，酒癖の悪い被害者が被告
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人の経営する居酒屋で暴れたことがあるなど，
弟である被害者との軋轢が本件殺人の一因とも
なっており，保険金が主目的ではあるものの，
それのみを動機とした事案とは異なる側面があ
る。このほか，被告人が高齢であることも考慮
すると，被告人に対しては，有期懲役刑の上限
の刑に処するのが相当であると判断した。
 （求刑　無期懲役）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
その他の親族＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）
＞，共犯関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜
保険金＞，凶器等（5）が＜その他＞，計画性

（13）が＜あり＞で設定されており，その基本ス
コアは，45.811であった。
　本予測モデルでは，動機（4）で＜保険金＞と
いうカテゴリーを設定しているが，実態を十分に
捉えきれていないと見るべきであろう。変数増減
法を用いていない刑期判断予測モデルでは，窃盗・
詐欺（未遂を含む）（19）が＜あり＞の場合には，
ある程度の重みがある（カテゴリースコア：
26.945）。保険金殺人において，特に，詐欺ない
し詐欺未遂が重要な意味を持つものと解されるこ
とから，【LEX/DB 25540668】の検証結果と同様
に，【その他の犯罪に関する犯情】という分類を
設定して，量刑因子を見直すとともに，そのカテ
ゴリー設定についても，その危険性や被害の程度
までも加味した形に修正する必要があろう。

 （６）【LEX/DB 25448006】殺人，住居侵入，殺
人未遂，銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

実績値：288　　　予測値：168.496
残差：119.504　　標準化残差：2.425

 ［事案の概要］
　第１　被告人は，神戸市ａ区ｂｃ丁目ｄ番地の
ｅ県営ｂ団地ｆ号棟ｇ号の被告人方の真上に位置
する同棟に居住するＡが，昼夜問わず大音量で音
楽をかけることに腹立ちを募らせていたところ，
同人に苦情を言うなどするうち，いったんは同人
に夜中は静かにすると約束させて解決した気持ち
になっていたが，その約束に反して同人方から騒

音が聞こえた上，そのことについて文句を言いに
行った際，同人から言い返されるなどしたために
同人に対して激しい怒りを覚え，その殺害を決意
するに至った。そして，被告人は，平成26年９月
７日午前10時頃，前記被告人方において，Ａ（当
時73歳）に対し，殺意をもって，その顔面を複数
回踏みつけるなどし，その口の中に雑巾を押し込
んで同雑巾の上からタオルで縛り，その両足首及
び左手首をビニール紐で緊縛した上，その頭部か
らビニール袋を被せて同袋の持ち手部分を同人の
頸部付近で結んで呼吸を困難にさせ，よって，そ
の頃，同所において，同人を酸素欠乏により窒息
死させて殺害した。
　第２　被告人は，実姉であるＢに父の死を知ら
せてもらえず，そのことでＢに電話を掛けたとき
に同女から他人のような応対を受けたことなどか
ら，同女がその夫であるＣとともに父の遺産を独
占しようとしており，そのために被告人を排除し
ようとしたものと思い込み，同女らに対して強い
恨みを抱くようになっていたところ，前記第１の
犯行の発覚により身柄を拘束される前にその恨み
を晴らそうと考えてＢ及びＣの殺害を決意した。
そして，被告人は，Ｂ（当時61歳）及びＣ（当時
62歳）を殺害する目的で，平成26年９月９日午後
５時35分頃，京都市ｉ区ｊ町ｋ番地所在のＣ方に
無施錠の玄関から侵入し，その頃，同所において，
　１　Ｂに対し，殺意をもって，持っていた金属
棒（重量約1.6キログラム）をその頭部目がけて
数回振り下ろして，その右顎及び右肩を殴打し
　２　Ｃに対し，殺意をもって，持っていたハサ
ミ（刃体の長さ約8.9センチメートル）でその頸
部を突くなどしたが，両名に抵抗されるとともに，
Ｂが110番通報するなどしたため，Ｂに全治約15
日間を要する右下顎部打撲傷，右肩打撲傷の傷害
を，Ｃに全治約５日間を要する右頸部切創，左頸
部擦過傷の傷害を負わせたにとどまり，いずれも
殺害の目的を遂げなかった。
　第３　被告人は，業務その他正当な理由による
場合でないのに，前記第２記載の日時場所におい
て，前記ハサミ１丁及び包丁１丁（刃体の長さ約
16センチメートル）を携帯した。

 ［量刑の理由］懲役24年
　広島地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
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理由を示した。

１　本件の大きな特徴は，殺人１件に加え，殺
人未遂２件を行っている点であって，その違法
性の大きさは明らかである。また，これらの犯
行を数日の間に立て続けに行った被告人の人命
軽視の姿勢は，強い非難に値する。
　各犯行についてみると，殺人は，Ａ方からの
騒音を巡るトラブルを原因とするものであるが，
騒音やそれに関する約束を破られたことから殺
害を決意したというのは，やはり短絡的といわ
ざるを得ず，Ａの言動を理由に被告人に対する
非難を減じるとしても限度がある。
　また，各殺人未遂は，被告人の一方的な思い
込みによるものであり，動機は身勝手である。
Ｂに対する犯行は，重量のある金属棒を頭部目
がけて数回振り下ろすというものであり，生命
に対する危険性のかなり高いものである。もっ
とも，Ｂ夫妻が負った怪我の程度は幸いにして
軽いものにとどまっている。
　なお，前記のとおり，本件各犯行時の被告人
に精神障害の影響が見られないことからすると，
この点に関しては，情状においても特段考慮す
べきものはない。
　以上によれば，被告人の本件各犯行に対する
責任にふさわしい刑の水準は，殺人１件に加え
て殺人未遂などの重い犯罪を犯した事案の中で
は，有期懲役刑にとどまるものの，なお高いと
ころに位置付けられるというべきである。
２　その他の量刑上考慮すべき事情としては，
被告人において，自ら犯した罪に対して真摯に
向き合っているとはいえないが，殺人の犯行を
自首するなどして各犯罪事実を一貫して認め，
被告人なりに反省の態度を示している点を指摘
することができる。
３　以上により，主文の刑が相当であると判断
した。
 （求刑　懲役25年）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
その他の親族＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）
＞，共犯関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜
保険金＞，凶器等（5）が＜その他＞，計画性

（13）が＜あり＞で設定されており，その基本ス
コアは，45.811であった。
　広島地方裁判所が「本件の大きな特徴は，殺人
１件に加え，殺人未遂２件を行っている点であっ
て，その違法性の大きさは明らかである。」と言
及しているとおりであって，本予測モデルでは，
Ｂ及びＣに対する殺人未遂を考慮していないこと
が実際の量刑との乖離を生んだものを解される。

【LEX/DB 25480905】及び【LEX/DB 25482531】
での検証結果を繰り返すことになるが，被害者は
死亡者数だけを指標にするのではなく，殺人未遂
による傷害者数や，一番重かった傷害の程度も加
味するよう修正しなければならない。

 （７）【LEX/DB 25502936】殺人，死体損壊，死
体遺棄，詐欺被告事件

実績値：360　　　予測値：243.538
残差：116.462　　標準化残差：2.363

 ［事案の概要］
　第１　被告人は，Ｐ5に対する多額の債務を返
済できないため，同人やその関係者によって，自
己及び仕事仲間であるＰ6，Ｐ7及びＰ8やその家
族に対して危害が加えられるおそれがあるとし
て，Ｐ6，Ｐ7及びＰ8と共謀の上，平成21年５月
29日午前０時頃，石川県小松市α町β×××番地
×ａ×××号室において，前記Ｐ5（当時27歳）
に対し，睡眠薬等を飲ませて眠らせた上，殺意を
もって，Ｐ6，Ｐ7及びＰ8がその体を押さえつけ，
被告人が包丁でその背部等を多数回突き刺し，
よって，その頃，同所において，前記Ｐ5を殺害
した。
　第２　被告人は，第１の犯跡隠蔽のため前記 
Ｐ5の死体を損壊・遺棄しようと考え，Ｐ6及び 
Ｐ8と共謀の上，平成23年７月下旬頃，新潟県南
魚沼郡γ大字δ字ε××××番地×ｂ××××号
室において，前記Ｐ5の死体をはさみ様のもので
切断するなどして損壊し，さらに，同月下旬頃か
ら同年８月上旬頃までの間，長野県北安曇郡ζ大
字η字θ×××××番地×××所在の貸別荘

「ｃ」敷地内において，着火させた炭等で同死体
の一部を焼却し，トング様のものでその骨片をた
たくなどして損壊した上，同死体の一部を同所付
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近の草むらに投げ捨てて遺棄した。
　第３　被告人は，高齢者の知人及び株式販売員
を装い，高齢者から株式購入代金借用名目で現金
をだまし取ろうと考え，Ｐ6及びＰ7と共謀の上，
平成21年５月１日，Ｐ7が，Ｐ9（当時83歳）の知
人を装い，埼玉県北葛飾郡κ大字λ×××番地×
同人方を訪問中，株式販売員を装ったＰ6が，同
所を訪れ，前記Ｐ9に対し，「株を買いませんか。」
などと言ってパンフレット様のものを手渡して立
ち去り，Ｐ7が，前記Ｐ9に対し，真実は，株式を
購入する意思も，立替払いされた株式購入代金を
返済する意思もないのに，これらがあるように装
い，「この株，今すごく値が上がっていてなかな
か買えないんですよ。私も，この株だったら何
百万払っても欲しいと思っていたところです。こ
の株を持っていれば，黙っていても20万，30万の
利益なんかすぐ出ますよ。」などと言い，携帯電
話で株式購入を申込みしているかのように装った
後，前記Ｐ9に対し，「さっきの株，買うことにし
ましたよ。50株で，450万円でした。ただ，今は
手元にそんな大金なくて。これから銀行に行って
お金を用意して戻ってくるので，申し訳ないんで
すけど，少しの間，立替えておいてもらえません
か。」などとうそを言い，前記Ｐ9を，その旨誤信
させ，よって，その頃，同所において，再訪した
Ｐ6が，前記Ｐ9から現金450万円の交付を受け，
もって人を欺いて財物を交付させた。

 ［量刑の理由］懲役30年
　東京地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

１　被告人らは，被害者に睡眠薬入りの酒を飲
ませて眠り込ませた上，４人掛かりで，うつ伏
せの被害者を押さえつけて馬乗りになり，その
背部等を包丁で多数回突き刺して，惨殺ともい
える執拗かつ残虐な方法で殺害した。途中で，
被害者がうめいたり，体を動かしたりするのも
意に介さず，包丁を交換してまで刺し続けてお
り，強固な殺意がうかがえる。被告人らは，被
害者を殺害するために用いる睡眠薬や包丁だけ
でなく，完全犯罪を目論み，死体を解体処理す
るための道具まで準備して犯行に臨んでおり，
計画性が高い。犯行に至る経緯は，被告人が被

害者からの多額の借入金を返済できなくなった
ことで，被害者やその関係者から追及されるの
を避けるため被害者を殺害するに至ったもので
あるが，被告人が詐欺まがいの手法で金を集め
て自ら窮地を招いたともいえる上，被害者に殺
害されなければならない落ち度はなく，殺害の
動機は自己保身を図った身勝手なものである。
当時の被告人らの立場に立って考えてみても，
他の選択肢に十分思いを致さず，安易に殺害と
いう手段を選んだ点で人命軽視の態度は顕著で
あり，強い非難に値する。このような態様，経
緯で被害者の生命を奪われた遺族が，峻烈な処
罰感情を有しているのは当然である。
　本件は，同種殺人の事案の中でも重い部類に
属する事案といえる。
２　次に，殺人において被告人が果たした役割
等についてみると，本件殺人を計画，主導し，
被害者を殺害することによって最も利益を受け
たのは被告人である。被告人は，自らが強い影
響力を持つ共犯者らに対して言葉巧みに被害者
殺害を持ち掛け，本件殺人に加担させるなど，
終始中心的な役割を果たしている。このような
重大な犯罪を，首謀者として行った被告人の責
任は極めて重いというべきである。
３　さらに，死体損壊・遺棄は，自己の身辺に
警察の捜査が迫っていることを察知するや，被
告人が主導し，被害者の死体を徹底的に解体し
て骨と肉に分け，焼却・粉砕等をした後に山間
部の草むらや川に投げ捨てるなどして，証拠隠
滅を図ったものであり，今なお，骨の一片すら
発見されていないことを考慮すると，同種事案
のなかでも悪質性が高く，被告人の刑責は重い。
４　詐欺についても，高齢者を対象にした悪質
な犯行で，被害額が450万円に上っていること
に加え，被告人が主犯格であり，量刑上見過ご
しにはできない。
５　以上によれば，被告人は，処断刑の中で，
無期懲役刑又は有期懲役刑の上限付近の責任を
負うべきであるところ，無期懲役刑に処せられ
ている同種事案の量刑傾向や共犯者との刑の権
衡も考慮すると，被告人に対しては，無期懲役
刑をもって臨むほかないとまではいえない。
６　その上で，被告人が，一貫して犯行への関
与を否認し，当公判廷においても不合理な弁解
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に終始して罪を免れようとするなど，反省の情
は皆無と考えられるものの，前科がなく，相当
長期間の服役を通じて更生する余地があり得る
ことをも総合考慮するならば，被告人に対して
は，有期懲役刑の上限である主文の刑に処する
のが相当であると判断した。
 （求刑　無期懲役）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
その他・不明＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）
＞，共犯関係（3）が＜共犯：主導的立場＞，動
機（4）が＜自己保身・発覚のおそれ＞，凶器等

（5）が＜刃物類＞，計画性（13）が＜あり＞で設
定されており，その基本スコアは，65.834であっ
た。
　東京地方裁判所が，量刑理由において「詐欺に
ついても，高齢者を対象にした悪質な犯行で，被
害額が450万円に上っていることに加え，被告人
が主犯格であり，量刑上見過ごしにはできない。」
と述べているが，本予測モデルでは，詐欺（第３
犯行）が織り込まれていない。そのために，実際
の 量 刑 と の 乖 離 を 生 ん だ も の を 解 さ れ る。

【LEX/DB 25540668】及び【LEX/DB 25504498】
の検証で言及したように，【その他の犯罪に関す
る犯情】という分類を設定して，量刑因子を見直
すとともに，そのカテゴリー設定についても，そ
の危険性や被害の程度までも加味した形に修正す
る必要があろう。

 （８）【LEX/DB 25444567】殺人被告事件

実績値：360　　　予測値：244.842
残差：115.158　　標準化残差：2.336

 ［事案の概要］
 【犯行に至る経緯】
　被告人は，平成18年12月に元夫であるＡと結婚
し，平成19年５月16日に長女Ｂ（死亡当時３歳），
平成20年10月16日に長男Ｃ（死亡当時１歳）を出
産して幸せな家庭を築き，三重県内で暮らしてい
た。ところが，平成21年５月，被告人が浮気をし
たことでＡとの関係が悪化し，被告人は，Ａと離
婚するに至った。被告人は，ＢとＣを引き取って

親権者となり，名古屋市で，キャバクラ勤めをし
ながら子育てをする生活を始めたが，同年９月頃
には，託児所に預けようとするとＢらが熱を出す
ことが続いたことから，託児所に預けずにＢらを
自宅に置いて勤めに出るようになった。その後，
被告人は，同年10月頃から，Ｂらを自宅に置いた
まま当時交際していた男性と会って，度々外泊を
するようになった。
　平成22年１月，被告人は，大阪市内の風俗店で
勤務するようになり，Ｂらとともに，本件事件現
場である大阪市ａ区ｂｃ丁目ｄ番ｅ号所在のマン
ション，ｇ号室に入居した。しかし，被告人は，
大阪に移り住む以前から，一人で夜の仕事をしな
がら子育てをすることに限界を感じており，その
ような生活からの逃げ場を求めるように，同年３
月頃から，客として来た男性と交際を始め，仕事
が終わった後，その男性が勤めるホストクラブに
頻繁に通うようになった。間もなく，被告人は，
Ｂらを自宅リビングに放置したまま，その男性方
に連日外泊し，Ｂらにコンビニで買った飲食物を
与えるために短時間だけ自宅に帰るという生活を
するようになった。
　平成22年５月16日，被告人は，その男性方にＢ
らを連れて行ったが，結局，Ｂの誕生日を祝うこ
となく過ごした。被告人は，Ｂの誕生日も祝って
やれなかった，Ｂらに寂しい思いをさせないよう
にしないといけない，離婚しなければよかったな
どと思う一方で，そういう現実を考えること自体
嫌だという気持ちが一層強くなっていき，この日
以降，徐々に帰宅しない期間を長期化させ，Ｂら
を風呂に入れるなどの世話もしなくなった。被告
人は，同年６月９日の直近では，同日の１週間か
ら10日前に自宅に帰ったが，その際も，Ｂらの前
に，２， ３食分の飲食物を開封するなどして置い
ていくにとどまった。
　Ｂらは，被告人から適切な養育を受けられな
かったことによって，慢性的な低栄養状態に置か
れ，遅くとも平成22年５月16日当時には，手足が
痩せ細り，顔も無表情になるなど，被虐待児特有
の症状が見られるようになっていた。
 【罪となるべき事実】
　被告人は，平成22年６月９日に帰宅し，コンビ
ニで買った蒸しパン，おにぎり等を開封するなど
して，自宅リビングにいるＢらの前に置いた。そ
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の際，被告人は，ゴミと糞尿が散乱した極めて不
衛生な室内でＢらが相当衰弱している様子を目の
当たりにし，被告人のほかにＢらの育児をする者
はおらず，必要な食事を与えなければＢらが死亡
する可能性が高いことを認識したにもかかわらず，
水道設備がなく，空の冷蔵庫が置いてあるリビン
グと廊下との間の扉に粘着テープを貼って固定し，
さらに玄関ドアに鍵をかけ，Ｂらが出てこられな
い状態にした上で自宅から早々に立ち去った。そ
して，それ以後，被告人は，同月下旬頃までの間，
Ｂらに食事を与える手立てを取ることもないまま，
帰宅することなく放置し，その結果，同月下旬
頃，Ｂらをいずれも脱水を伴う低栄養による飢餓
により死亡させて殺害した。

 ［量刑の理由］懲役30年
　大阪地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

１　被告人は，未だ幼く，親の保護がなければ
生きることができない１歳と３歳の子供２人を，
食べ物も飲み物も手に入れることができず，ト
イレに行くこともできず，クーラーも使えず，
閉ざされた狭い空間で何らの刺激もなく，ゴミ
にあふれ，子供らの糞尿にまみれた不衛生極ま
りない部屋に放置した。子供らは，部屋を訪れ
ることのない母親を待ち続け，ことごとくその
期待を裏切られ，絶望の中，空腹と喉の渇きに
四六時中苛まれながら，徐々に衰弱して命を絶
たれた。このような子供らの苦しみは想像を絶
するもので，これに匹敵する苦しみは他に見出
し難いほどである。確かに，本件は意欲して餓
死させた犯行ではなく，大半を占めるのは不作
為であるとはいえるが，その態様は『むごい』
の一語に尽きる。被告人は，子供らが例えよう
のない苦しみを味わっている最中，その気にさ
えなれば，すぐに子供らを救いに行くことので
きる場所にいながら，現実から目を背けて，複
数の男性と遊興にふけったり，化粧をしてポー
ズを決め，写真を撮ったりしており，その行動
自体，非難に値する。子供らは，本件犯行に先
立ち，ほかに頼ることのできない母親である被
告人から育児放棄を受けて発育が遅れ，衰弱し，
被虐待児に特有の無表情が現れる状態に陥って

いたところ，本件犯行により，何らの罪もない
のに，極度に過酷な心身の苦痛を受けた挙げ句
に，かけがえのない命を奪われ，大いなる前途
を絶たれてしまった。子供２人の尊い命が奪わ
れた結果は，誠に重大である。本件の量刑を決
するに当たっては，以上のような，犯行態様の
残酷さ，結果の重大性を何よりも重視すべきで
ある。
２　また，本件は，幼い子供２人が自宅である
都会のマンションの一室で母親に放置され，飢
餓に苦しんで亡くなり，その遺体が腐敗した状
態で発見されるという悲惨な事件であり，社会
に大きな衝撃を与えるとともに，本件後，児童
虐待に対する公的制度等がより手厚く整えられ
るなど，社会的影響も顕著であった。子供らの
父親や父方の祖父母の処罰感情にも極めて厳し
いものがある。さらに，被告人は，子供らの遺
体を発見した後にもなお，男性と会って遊興す
るなどしており，これは，被告人の現実逃避的
な傾向や当時被告人が一種のパニック状態で
あったことを考慮しても，余りに不謹慎な行動
であるといわなければならない。そして，児童
虐待が増加の一途を辿る中，一般予防の見地も
無視することはできない。
３　本件犯行に至る経緯，背景等について検討
する。そもそも離婚に至った原因は，被告人の
浮気であり，その他にも，被告人は夫に隠れて
消費者金融から借金をしたり，離婚の直前に子
供らを放って家出したりするという問題行動を
起こしていた。そして，離婚が決まった話合い
の内容については被告人側と夫側の言い分に相
違点があるとはいえ，結論として，被告人が自
分の意思で子供らを引き取ると決めたのである
から，被告人は母親として，責任をもって子供
らを適切に養育すべきであった。また，被告人
が，子供２人を抱えた生活に限界を感じた際に，
実父，実母，高校時代の恩師とその母親など，
頼ろうと思えば頼ることのできる人物が複数存
在したし，児童相談所をはじめとする公共機関
に頼ることも客観的には可能であった。被告人
が真剣に子供らのことを考えるのであれば，周
囲の人物や公共機関には頼ることができないと
考えたり，あきらめたりせず，やはり最後まで
助けを求めるべきであったし，助けを求めれば
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これを拒絶されることはなかったと考えられる。
被告人には，困難に直面した際にその困難から
目を背け，逃避してしまう傾向があることは自
他共に認めているところ，本件犯行にはそのよ
うな被告人の性格が強く影響していることは否
めない。
　もっとも，被告人が離婚して子供らを引き取
ることが決まった際，子供らの将来を第一に考
えた話合いが行われたとはみられず，このこと
が，本件の悲劇を招いた遠因であるともいうこ
とができ，被告人１人を非難するのはいささか
酷である。また，被告人が平成21年10月頃，イ
ンフルエンザにかかったときのエピソードに代
表されるように，被告人は離婚後，幼い２人の
子供を１人で引取り，周囲の十分な人的援助や，
養育費などの経済的援助を受けない中で，一人
で仕事と育児をすることに限界を覚え，大きな
精神的，体力的負担を感じていたことは事実で
あるし，同じ頃，長男の誕生日に元夫に対し子
供連れで動物園に行こうと持ちかけたが，断ら
れてしまったことや誰からも祝いの電話等がな
かったことなどから，被告人は，徐々に孤立感
を強めていったものと認められ，これらの心情
等については，多少なりとも同情の余地がある
といえよう。
　また，被告人が子供らを放置して交際する男
性方に泊まるなどするようになった背景には，
既にみたとおり，孤立感を覚える中で，育児に
疲れた心身を癒す場を他に見出すことができな
かったという事情があるものと考えられ，検察
官が主張するような，男性との交際など自己の
欲求を優先させ，これを満たすのに子供らが邪
魔となり，そのため，子供らを放置するように
なったという見方は，やはり被告人にいささか
酷である。なお，本件犯行の最中，被告人が遊
興にのめり込んだのは，子供らを放置している
ことを忘れたいがためという色彩が強く，遊興
のために子供らを放置したという見方は相当と
は思われない。
　さらに，弁護人が指摘するとおり，被告人自
身も実母から一時期，育児放棄を受けていた可
能性があり，実母の育児放棄や継母からの差別
的な養育が，被告人による子供らの育児放棄の
背景として，全く関係していないとまでは言い

切れない。しかし，被告人は幼少期に実母の下
を離れ，父親と共に住むようになってからは，
父親が注いでくれる愛情を受けて育ち，高校入
学後には，恩師とその実母の下で厳しいながら
も愛情にあふれる生活を送り，結婚後は何一つ
不満のないような円満な家庭を築いていた。こ
のことからすると，被告人は実母及び継母の虐
待から離れてからというもの，比較的恵まれた
生活環境に置かれていたといえる。被告人の幼
少期における虐待体験が心に深く根を下ろして
いたとしても，その後の被告人が置かれたこの
ような環境からすれば，被告人には，虐待体験
の影響から脱却する契機が相当程度与えられて
いたはずである。このようなことからすれば，
被告人の生い立ちを，被告人に有利な事情とし
て大きく考慮することはできない。
４　以上に述べた諸事情，殊に犯行態様の残酷
さ，結果の重大さからすれば，被告人の刑責は
極めて重いというべきであるが，既に指摘した
犯行に至る経緯，背景等における酌むべき事情，
さらに，被告人に前科がないこと，被告人を支
える人々の存在等も考慮した上，今後，本件で
亡くなった子供らのような被害者が二度と出る
ことのないよう，行政を含む社会全般が，児童
虐待の発見，防止に一層務めるとともに，子育
てに苦しむ親に対して理解と関心を示し，協力
していくことを願いつつ，被告人を，有期懲役
の最高刑にすることとした次第である。
 （求刑　無期懲役）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
子＞，死亡者数（2）が＜死亡（２名）＞，共犯
関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜その他
＞，凶器等（5）が＜凶器なし＞，計画性（13）
が＜なし＞で設定されており，その基本スコアは，
48.768であった。
　本件を，計画性なく，子２名を殺害した事例で
あると抽象的に捉えれば，3−2節（4）の【LEX/
DB 25464359】とほぼ共通する。実際に，本予測
モデルによる計算では，本件の予測値が244.842
であるのに対して，【LEX/DB 25464359】の予測
値は264.935であって，それにほぼ近い。しかし，

【LEX/DB 25464359】の実際の量刑が懲役15年で
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あるのに対して，本件は懲役30年である。筆者は，
この乖離には２つの大きな理由があると分析して
いる。１つは，【LEX/DB 25464359】の被告人が
境界性人格障害であり，完全責任能力を有するも
のの，それが犯行に影響していることが認定され
ていることである。それについては，【LEX/DB 
25464359】での検証で言及したとおりである。そ
して，もう１つが，動機（4）の差であろう。ネグ
レクト（育児放棄）など児童虐待による犯行（殺
人だけでなく，傷害致死などを含む）は，現在で
は社会的影響も大きく，責任非難の程度も非常に
重くなっている。それは，大阪地方裁判所が，

「児童虐待が増加の一途を辿る中，一般予防の見
地も無視することができない。」と説示している
ことに象徴されるであろう。それゆえ，動機（4）
を＜その他＞として設定することは，量刑上の考
慮を十分に反映しているとは言えず，動機（4）
において，新たに，＜児童虐待＞というカテゴ
リーを設けることが必要であると思われる。

 （９）【LEX/DB 25501588】殺人，死体遺棄被告
事件

実績値：336　　　予測値：223.244
残差：112.756　　標準化残差：2.288

 ［事案の概要］
　被告人は，以下の各行為をした。
　第１　平成18年４月９日頃から同月10日頃まで
の間に，当時の被告人方である大阪市α区β×番
××号ｅビル×××号室において，殺意をもっ
て，長男のｆ（当時21歳）を何らかの方法で死亡
させて殺害した。
　第２　同じ頃，上記ｅビル×××号室において，
妻のｇ（当時46歳）に対して何らかの暴行を加え
て傷害を負わせ，又はその他の何らかの方法で傷
害を負わせて死亡させた。
　第３　平成23年７月頃，
　（1）一斗缶に詰めたｇの死体の左足部を，当時
の被告人方である大阪市α区γ×番××号ｈ××
×号室から運び出し，同区γ×番△△号先路上に
投棄した。
　（2）一斗缶に詰めたｇの死体の頭部及び右足部
並びにｆの死体の右足部などを上記ｈ×××号室

から運び出し，同区γ□番ｉ内に投棄した。
　（3）一斗缶に詰めたｇの死体の両肩胛骨並びに
ｆの死体の両手部及び両肩胛骨などを上記ｈ××
×号室から運び出し，同区γ◇番先路上に投棄し
た。

 ［量刑の理由］懲役28年
　大阪地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

　被告人は，連続して２人の命を奪っている。
この事実は，被告人の人命軽視の態度を顕著に
示すものであり，強い非難を免れない。過去の
量刑資料を見ても，２人以上の命を奪った殺人
罪や傷害致死罪の刑は，被害者が１人の場合と
比べてはるかに重くなっている。
　また，本件犯行の動機や経緯は不明であるが，
被害者らに死亡させられるほどの落ち度があっ
たとは考えられない。加えて，被告人の犯行に
よって母親と兄を奪われた次男など，被害者ら
の遺族は重大な衝撃と苦痛を受けている。
　そうすると，本件殺人，傷害致死については，
殺人の被害者は１人であり，被告人の犯行が計
画的とまでは認められず，動機や態様も不明で
あることから，無期懲役は相当でないものの，
有期懲役刑の中では相当重い刑をもって臨むほ
かはない。
　次に，本件死体遺棄については，その犯行態
様はばらばらに解体されて一斗缶に詰められた
遺体を人通りの多い町中の路上や公園内に放置
し，一部はゴミに紛れさせて捨てるという，死
者の尊厳を踏みにじる行為であるし，その犯行
が社会に与えた衝撃も大きい。死体遺棄罪の中
でも相当に重い事案である。
　被告人は，長男に対する犯行の責任を妻に押
しつけ，遺族の感情を省みない不合理な弁解を
繰り返しており，反省の態度は見られない。遺
族らが厳しい処罰感情を有していることも理解
できる。この点からしても，被告人に対しては
重い刑をもって臨むほかない。
　そこで，主文のとおり刑を定めた。
 （求刑　無期懲役）
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 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
子＞，死亡者数（2）が＜死亡（２名）＞，共犯
関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜背景な
し・不明＞，凶器等（5）が＜その他＞，計画性

（13）が＜なし＞で設定されており，その基本ス
コアは，88.886であった。
　本予測モデルの分析では，被害者との関係（1）
を＜子＞に設定したが，＜子（-30.743）＞と＜配
偶者（内縁を含む）（-9.779）＞では，カテゴリー
スコアが20.964ptも異なるから，どちらに設定す
るかによって予測値が異なってくる。この点は，
裁判所の法令の適用を見て設定せざるを得ない。
本件では，「刑法45条前段の併合罪であるから，
刑法47条本文，10条により最も重い第1の罪の刑
に法定の加重をする。」としており，設定上の問
題はない。しかし，事例によっては，殺人2件以
上において，「犯情に軽重の差を認めがたいので，
いずれの罪の刑によるか特定しない。」という場
合もあり，この場合には悩ましい問題が生じる可
能性がある。
　本件の事案の概要や量刑の理由を改めて読み直
して推察したことは，同じ子殺しでも，就学前の
子であるか，未成年の子であるか，成年の子であ
るかで量刑が多少異なってくるということであ
る。今後，＜子＞のカテゴリーを設定し直して，
検証してみる必要があろう。

 （10）【LEX/DB 25447657】殺人，詐欺被告事件

実績値：228　　　予測値：116.606
残差：111.394　　標準化残差：2.260

 ［事案の概要］
　第１　被告人は，平成13年○月○○日，妻であ
るＢとの間に長男のＣが出生した後，神奈川県厚
木市α××××番地×ａ×××号室の当時の被告
人方において，妻及び長男と３人で生活していた
が，平成16年10月頃，妻が家出をしたことから，
以後は長男と２人で生活するようになった。被告
人は，１人で長男の面倒を見，１日最低２食の食
事（基本的にはパン１個，お握り１個，500mlの
飲料のセットが１食分の内容）をほぼ毎日長男に
与えていたが，平成18年秋頃から，仕事を続けな

がら，既に電気，ガス，水道が止まり，ゴミで埋
め尽くされた被告人方に戻って長男の面倒を自分
なりに見るのが嫌になって，家に戻る頻度が２，
３日に１回くらいになり，家に戻った際に長男に
与える食事も上記セット１食分程度の栄養不十分
なものであった。また，被告人は，長男が勝手に
家から出て行かないように，被告人方６畳和室の
入口引き戸に外側からガムテープを貼り付け，同
室の雨戸を閉め切り，掃き出し窓に内側からガム
テープを貼って長男が同室内から出られない状態
にしていた。長男は，上記のとおり被告人から栄
養不十分な食事しか与えられなかったことにより，
その栄養状態が悪化し，遅くとも平成18年12月中
旬頃までには，その栄養不足から体内の筋肉をエ
ネルギーに変えることで筋肉が萎縮し関節が曲
がって固まる「拘縮」が始まり，ほほがこけて
げっそりするなど相当痩せ，運動能力は非常に落
ち，手指はこわばってほぼ動かせないなど相当衰
弱し，医師による適切な診療を受けさせるなどし
なければ，死亡する可能性が高い状態になった。
　被告人は，長男Ｃに上記「拘縮」が始まった頃，
上記の経緯から長男の栄養状態が悪化して長男が
相当衰弱し，医師による適切な診療を受けさせる
などしなければ，長男が死亡する可能性が高いこ
とを認識し，そのように認識した後も，あえて育
児を適切に行うことから目を背け，長男Ｃを被告
人方６畳和室内から出られない状態にした上で，
長男Ｃに２， ３日に１回くらい又は１週間に１回
くらいの栄養不十分な食事しか与えず，また，長
男Ｃをここまで衰弱させたことの発覚をおそれ，
医師による適切な診療を受けさせるなどの措置も
講じないまま長男Ｃを放置し，よって，平成19年
１月中旬頃，同所において，長男Ｃ（当時５歳）
を栄養失調により死亡させて殺害した。
　第２　被告人は，被告人の当時の勤務先である
Ｄ株式会社（平成24年12月１日，会社名変更によ
りＥ株式会社）から，扶養していた長男に係る家
族手当の給付を受けていたものであるが，平成19
年１月中旬頃，同児が死亡し，同児に係る家族手
当の給付を受ける資格を喪失したにもかかわらず，
それを隠して同社から継続して同児に係る家族手
当を詐取しようと企て，真実は，平成19年１月中
旬頃，同児が死亡し，同児に係る家族手当の給付
を受ける資格を失ったのであるから，同社の社員
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就業規則に基づき，遅滞なく，同児が死亡した事
実を同社総務労務部長らに対して届け出る義務が
あるにもかかわらず，あえてこれを届け出ず，同
社総務労務部長Ｆらをして，同児の死亡後も同児
が生存しており，被告人が同児に係る家族手当の
給付を受ける資格を喪失していないものと誤信さ
せ，よって，平成19年８月31日から平成26年５月
30日までの間，82回にわたり，家族手当等の給与
支給事務担当者である同社管理部経理課社員らを
して，神奈川県愛甲郡β町γ××××番地×所在
の株式会社Ｇ銀行Ｈ支店に開設された被告人名義
の普通預金口座に合計41万円を振込送金させ，
もって人を欺いて財物を交付させた。

 ［量刑の理由］懲役19年
　横浜地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

１（1）被告人は，十分な食事を与えなかった
ことで栄養状態が悪化し相当衰弱した５歳の長
男に対し，電気，ガス，水道の止まった自宅の，
雨戸も閉められて暗い６畳和室内から出られな
い状態にした上で，殺意をもって，２， ３日な
いし１週間に１回くらいの割合でしか食事を与
えず，医師による適切な診療を受けさせるなど
の措置を講じないまま放置して栄養失調死させ
た。相当衰弱していた長男は何ら非がないにも
かかわらず，唯一すがるべき存在であった父親
から，十分な食事も与えられず，救命措置らし
い措置さえ受けることなく，ゴミに埋もれた不
快で異常な環境の中に放置され，少なくとも１
か月以上の長期間，極度の空腹による苦痛を感
じ，重度の拘縮にまで至り，絶命していった，
その顛末は涙を禁じ得ず，その残酷さは想像を
絶する。
　（2）次に，殺人の犯行に及んだ意思決定に対
する非難の程度について検討する。殺意の強さ
の程度について見ると，被告人が週に１度くら
いは帰宅し，少なくとも飲料を飲ませていたこ
と等に照らし，被告人には長男を積極的に殺そ
うという意欲や計画性までは認められないが，
しかしながら，本件の動機や経緯について見る
と，被告人は，自ら長男に十分な食事を与えず
に相当衰弱させながら，その発覚を恐れて病院

に連れて行くことさえせず，長男が生命の危険
に直面していることを分かっていながら，それ
を誰にも知らせないまま交際女性と週２， ３回
程度共に夜を過ごすなどしていたのである。し
たがって，被告人は，病院に連れて行かなけれ
ば長男の死亡する可能性が高いことを認識しな
がらも，長男を病院に連れて行ったり，長男の
衰弱に配慮する形で適切に救命しようという意
思は全くなく，このような意味での殺意が，拘
縮開始時から救命可能性がなくなるまでのある
程度の期間存在していたと認められる。それゆ
えに，殺意は，偶発的であるとか，一時的であ
るとかいえるものではなく，被告人は，病院に
連れて行かなければ長男が死亡する可能性が高
いという事実に少なからず直面していたにもか
かわらず，長男の実効的な救命措置に出ること
が一度もなかったのであるから，殺意の程度は
決して弱いものとはいえない。
　そして，殺意を生じた動機ないし経緯は長男
の生命をあまりに軽視する自己中心的なものと
いうほかなく，被告人には，自分が親であり，
長男にとって唯一の命綱であるという自覚が全
く足りなかったものであって，殺人の犯行に及
んだ意思決定に対して厳しく非難されるべきで
ある。
　（3）他方，妻の家出により，被告人が自ら望
まないまま，仕事の傍ら１人きりで育児をする
状況に置かれ，それが本件の遠因になっている
ことや，２年間程度は，不十分とはいえ被告人
なりに一応育児らしき行動をとってきたことは
否定できない。しかしながら，妻の家出から犯
行までは相当期間が経っており直接的な関連性
はないし，被告人が周囲の親族等に相談するこ
とは容易であり，交際女性と上記のような関係
にあったことや犯行態様自体を見ても，被告人
が仕事と育児の両立に深刻に悩んだ上でやむを
得ず本件に至ったものとは到底いうことができ
ず，上記の事情は量刑上さほど考慮には値しな
い。
　なお，弁護人は，被告人の知能の低さや被養
育歴から来る受動的対処様式等の心理的特徴が
本件の背景となっており，被告人のために斟酌
すべきである旨主張する。しかしながら，精神
鑑定によれば，被告人に精神障害はなく，知能
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や性格は正常心理内の偏りにすぎないと認めら
れる上，証拠によっても，被告人の知能や被養
育歴に特段の問題は見受けられないことは明ら
かであるから，上記の被告人の心理的特徴は量
刑に当たり考慮の必要はないというべきである。
　（4）以上の事実から認められる殺人の犯罪行
為の客観的な重さや，被告人が殺害に及んだ意
思決定に対する非難の程度，とりわけその犯行
態様の残酷さ，被害児童の受けた苦痛の程度，
殺意の強さの程度，あまりに自己中心的な動機
ないし経緯に着目すると，本件殺人の犯罪行為
の責任の程度は，被告人が積極的な作為に及ん
だものではないことを踏まえても，人一人を殺
害した殺人１件の事案の中ではかなり重い部類
に属するといわなければならない。
２　本件詐欺については，利欲的犯行とまでは
いえないこと，被害弁償がされていること等か
ら，本件各犯行全体の量刑を特段押し上げてい
るものとはいえず，本件の量刑全体を考慮する
に当たりさほど重視しない。
３　一般情状について検討すると，被告人は，
責任を逃れるため，公判廷において，食事の回
数や長男の様子について，信用できる検察官調
書や客観的証拠に明らかに反する虚偽の供述を
し，あるいは，長男の死亡について，事故のよ
うなものであるとか，なぜ亡くなったのか分か
らないなどと不自然不合理な弁解をするなど反
省は全く足りないといわざるを得ない。また，
殺人の犯行後の行動を見ても，長男の死亡後７
年以上にわたり家賃を払い，あるいは，７年近
く勤務先に長男死亡の届出をしないなどして犯
行の発覚を防ぎ続け，教育委員会職員に対して
は長男は妻のところにいるなどと虚偽の説明を
するなど，犯行後において本件を悔やみ反省す
る態度はうかがわれない。これらの事情は，調
整要素として刑を重くする方向に働くものとし
て考慮すべきである。
　これに対し，被告人に前科のないことは刑を
軽くする方向に働く事情として考慮すべきであ
る。
４　以上に検討したとおりの被告人の行為責任
を踏まえた責任の幅の中で，調整要素としての
一般情状をも考慮すると，本件（殺人罪及び詐
欺罪）は，殺人罪の刑として定められた有期懲

役刑の上限に近い刑を科すのが相当であると判
断し，主文のとおり量刑した。
 （求刑　懲役20年）

 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
子＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）＞，共犯
関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜家族関係

（その他）＞，凶器等（5）が＜凶器なし＞，計画
性（13）が＜なし＞で設定されており，その基本
スコアは，-61.098であった。
　【LEX/DB 25444567】での検証で言及したとお
り，ネグレクト（育児放棄）など児童虐待による
犯行（殺人だけでなく，傷害致死などを含む）
は，現在では社会的影響も大きく，責任非難の程
度もとても重くなっているものと解される。それ
ゆえ，動機（4）において，新たに，＜児童虐待
＞というカテゴリーを設けることが必要であると
思われる。
　なお，本件詐欺について，横浜地方裁判所は，

「利欲的犯行とまではいえないこと，被害弁償が
されていること等から，本件各犯行全体の量刑を
特段押し上げているものとはいえず，本件の量刑
全体を考慮するに当たりさほど重視しない。」と
の判断をしている。詐欺であっても，【LEX/DB 
25504498】と比較すると，保険金殺人のように利
欲的犯行と，本件のような利欲的とまでは言えな
い犯行とでは，併合罪の場合には量刑上の位置づ
けが異なってくるのかもしれない。この点につい
ては，今後，検証を試みてみたいと思う。

 （11）【LEX/DB 25482459】配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に関する法律違反，住居侵
入，殺人，器物損壊被告事件

実績値：360　　　予測値：259.497
残差：100.503　　標準化残差：2.039

 ［事案の概要］
　被告人は，平成22年２月頃からｃと同棲し，同
人及びその３人の子と一緒に生活していたが，ｃ
が同年５月に被告人の子を中絶した頃から，嫉妬
深い被告人の性格が嫌になるなどしたｃから別れ
話をされるようになり，同年９月初旬には，ｃか
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ら子供を連れて実家に引っ越す旨のうそをつかれ
て同棲していたアパートから追い出された上，被
告人から暴力を振るわれたり脅されたりしたｃが
警察に被害申告したため，同月13日以降逮捕勾留
され，同年10月４日，傷害罪で罰金刑に処せられ
るとともに，ｃの申立てに基づき，同日，山口地
方裁判所下関支部から，配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する法律による接近禁止等
の保護命令を受けるに至った。被告人は，これら
のことからｃに対する恨みを募らせるようになっ
た。そして，
　第１　被告人は，
　１　ｃに対する怨恨を晴らす目的で，同人やそ
の家族に何らかの危害を加えようと考え，正当な
理由がないのに，同年11月28日午前４時頃から同
日午前５時25分頃までの間に山口県下関市所在の
αＢ×××号のｃ方のベランダ側掃き出し窓から
室内に侵入し，
　２　前記日時頃同室内において，ｃの娘である
ｄ（当時６歳）に対し，殺意をもって，同人の頸
部に扇風機のコードを巻いて締め付け，よって，
その頃，前記ｃ方又はその付近において，ｄを頸
部圧迫による窒息により死亡させて殺害し，
　３　前記日時頃同室内において，■所有のパチ
ンコ店従業員制服２点に着火して焼損し，もって
他人の器物を損壊した。
　第２　被告人は，同年10月４日，山口地方裁判
所下関支部から，配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律10条に基づき，同日から
起算して６か月間，被告人の同法上の配偶者で
あったｃの住居の付近をはいかいしてはならない
ことなどを内容とする保護命令を受けていたもの
であるが，前記第１の日時頃，前記ｃ方付近をは
いかいし，もって保護命令に違反した。

 ［量刑の理由］懲役30年
　山口地方裁判所は，量刑に関し，以下のような
理由を示した。

　被告人は，何の罪もない当時僅か６歳のいた
いけない女の子の首を扇風機のコードで絞めて
殺害した。その犯行は，被害者が苦しみの中で
絶命するまで首を絞め続けるという強固な殺意
に基づく残虐なものである。被害者は，本来安

息の場であるべき自宅でベランダから侵入した
被告人によって無残にも殺害された上，その遺
体は上半身裸のまま側溝内に捨てられたので
あって，余りに理不尽な犯行によって突然被害
者を殺害された遺族らの悲しみは深く，怒りは
強い。同人らが被告人の極刑を望む心情も理解
できる。
　本件の動機は，被告人が否認しているためそ
の詳細は明らかではないものの，被告人が被害
者の母親に対する怨恨から被害者家族に危害を
加えようとして被害者方に侵入したことは明ら
かであって，その身勝手な動機に酌むべきもの
はない。
　被告人は，平成19年２月に恐喝や業務上過失
傷害等の罪で執行猶予付き懲役刑に処せられ，
本件当時は，その執行猶予期間中であった上，
２か月余り前にも被害者の母親に対する脅迫や
傷害で２度にわたり警察沙汰になり，そのうち
の傷害事件では逮捕勾留されて罰金刑に処せら
れ，そのほかに被害者方への接近禁止等の保護
命令を裁判所から受けていた。このように被告
人には犯行を思いとどまって然るべき理由がい
くつもあったのに，かえって被害者の母親に対
する逆恨みを募らせて本件に及んだ。しかも，
本件では，被害者を殺害した後，更に被害者方
玄関にあった衣服等を焼損させる犯行もしてい
る。被告人は，法秩序や他者の生命身体を尊重
する意識に乏しく，殊に，裁判所から被害者方
への接近禁止等の保護命令を受けていたのに敢
えて本件に及んだことは，法秩序を無視する態
度が甚だしく到底看過することができない。し
かるに，被告人は，本件を全面的に否認して不
合理な弁解に終始しており，反省している様子
が全く認められない。
　以上によれば，被告人の刑事責任は誠に重大
であり，被告人が当初から確実に被害者を殺害
しようとまで計画していたものとは考えにくい
こと，被告人に服役前科はないことなどの被告
人に有利な事情を最大限考慮しても，被告人に
は本件での有期懲役の最上限である懲役30年の
刑を科すのが相当と判断した。
 （求刑　無期懲役）
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 ［本予測モデルに関する検証］
　本予測モデルでは，被害者との関係（1）が＜
その他・不明＞，死亡者数（2）が＜死亡（１名）
＞，共犯関係（3）が＜単独犯＞，動機（4）が＜
男女関係＞，凶器等（5）が＜ひも・ロープ類＞，
計画性（13）が＜なし＞で設定されており，その
基本スコアは，22.378であった。
　本予測モデルにおいて，動機（4）のカテゴ
リーを＜男女関係＞に設定しているが，一口に男
女関係と言っても，痴情のもつれなども含むもの
であり，多様である。本件は，【LEX/DB 25540668】
と同様に，配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する法律による接近禁止等の保護命令を
受けていた事例であり，男女関係の事例でも，
DVを背景にしている。その場合には，量刑上の
位置づけが異なるものと推察される。動機（4）
のカテゴリーが多岐になるが，＜DV＞というカ
テゴリーも設けることが必要であろう。

４．総括と今後の課題
　以上の結果を総括すると，本予測モデルを構築
して判ったことは，殺人罪の刑期判断基準が，
　（1）犯情の評価をもとに，当該犯罪行為にふさ
わしい刑の大枠を設定する実務の現状において，
被害者と関係，死亡者数，共犯関係，動機，凶器
等，計画性という量刑因子が，刑期の判断に最も
影響を与えている量刑因子であり，犯情の中心と
して，刑期の基本的な位置づけを決め，
　（2）心神耗弱，過剰防衛，被害者の落ち度，薬
物，死体遺棄，放火という量刑因子が，犯情とし
て，刑期の判断に関して比較的大きな影響を与え
ていると解されること，
　（3）また，累犯前科，反省，被害者感情，同情
の余地，身元引受け・更生支援体制という量刑因
子が，一般情状として，刑期の判断に関して比較
的大きな影響を与えているということである。
　しかしながら，事例の確認を通じて，本予測モ
デルに関する検証をした結果，
　（4）被告人に何らかの精神症状がある事例で
は，通常の殺人事件よりも，量刑（求刑）が低く
設定されているものと解されることから，本予測
モデルでも，精神症状の量刑因子は入れるよう修
正する必要があること，
　（5）組織性のカテゴリー設定を＜あり：対一般

市民＞，＜あり：対組織＞，＜なし＞という形で
修正する必要があること，
　（6）【その他の犯罪に関する犯情】という分類
を設定して，その量刑因子を見直すとともに，そ
のカテゴリーについても，その危険性や被害の程
度までも加味した形にするよう修正する必要があ
ること，
　（7）被害者は死亡者数だけを指標にするのでは
なく，殺人未遂による傷害者数や，一番重かった
傷害の程度も加味するよう修正する必要があるこ
と，
　（8）同じ子殺しでも，就学前の子であるか，未
成年の子であるか，成年の子であるかで量刑が多
少異なってくるため，子のカテゴリーを設定し直
す必要があるということ，
　（9）ネグレクト（育児放棄）など児童虐待によ
る犯行（殺人だけでなく，傷害致死などを含む）
は，現在では社会的影響も大きく，責任非難の程
度もとても重くなっており，それゆえ，動機にお
いて，新たに，＜児童虐待＞というカテゴリーを
設けることが必要であること，
　（10）男女関係の事例でも，DVを背景にしてい
た場合には量刑上の位置づけが異なることから，
動機において，＜DV＞というカテゴリーも設け
ることが必要であること，
　などを確認した。
　これらの修正を施した再検証の結果及び学習ア
ルゴリズムの構築（試論）については，他日に期
したいと思う。

注
（1）拙稿「裁判員裁判における殺人罪の刑期判断

基準」専修大学法学研究所紀要44『刑事法の
諸問題Ⅹ』（2019年）57頁の７行目において，

「被害者との関係，」という文言が欠落してい
たため，本稿ではそれを加えて説明してい
る。また，拙稿45頁の下から２行目では，

「被害者との関係（1），」という文言が欠落し
ていた。この場を借りて，訂正するとともに
お詫び申し上げたい。

（2）量刑の実証研究において，変数増減法を用い
たものとして，拙稿「交通犯罪の量刑基準―
公判請求された事件を中心に（1）」専修法学
論 集114号（2012年 ）173頁 ～ 224頁，「 同
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（2）」専修法学論集116号（2012年）57頁～
93頁，「同（3・完）」専修大学法学研究所紀
要40『刑事法の諸問題Ⅸ』（2015年）61頁～
82頁，拙稿「自動車運転による死傷事犯の量
刑基準」罪と罰50巻２号（2013年）155頁～
170頁などがある。

（3）数量化理論第Ⅰ類による分析では，該当数が
５例以下のカテゴリーを他のカテゴリーに統
合するなどの方法により30通りぐらいのパ
ターンを試している。これは，該当数の少な
さが結果にどのような影響を与えているかを
検証するためである。ただ結果的に，ここで
挙げた41量刑因子・133カテゴリーをすべて
説明変数として採り入れたパターンが，現状
では最も説得的なモデルとなった。そこで，
本分析でもこのパターンを採用した次第であ
る。

（4）Ｆ値については，2.0に設定したパターンと，
2.5に設定したパターンを検証して，前者の
結果がよかったため，本稿ではそれを採用し
た。
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