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中国における公訴時効（訴追時効）制度の刑事法・行政法比較

Study on Comparison of Criminal Law and Administrative Law  
in Chinese Statute of Limitations

高橋 孝治*
Koji Takahashi

Abstract

 The statute of limitations system should be the criminal law system inherently. 
However, in China, the administrative law also has a prescribed statute of 
limitations. This paper will conduct comparative study to clarify how the 
prescribed statute of limitations of criminal laws and administrative laws in China 
differ and which are the same. Specifically, this paper compares these two articles, 
history, the criteria for completion of the statute of limitations and the reasons 
for legislation, and concludes. In the conclusion of this paper, the administrative 
penalty is in the same line in China, although the grade is lower than the 
penalty, if there is a prosecution aging system in the criminal law, naturally the 
administrative law also has a prosecution aging system, both In fact, it states that 
it is basically an aged prescription system.

※［ ］は直前の単語の中国語原文を表し、原則として初出の場合にのみ付した（「告発」のみ日
本語の「告発」と混同することを避けるため、全てに中国語原文を付している）。

Ⅰ．問題の所在

公訴時効制度とは、犯罪の発生から一定期間が経過すると訴権が失われ、どんなに有罪の証拠
が揃っていても、起訴ができなくなるという制度である（渥美 , 2001 : p.286；川端 , 2012 : p.202）。
この制度は多くの国で「市民権を得た制度」とも評されている（道谷 , 1994 : p.73）。中華人民共
和国（以下「中国」という。1949年10月1日の中華人民共和国成立宣言以降を特に強調する場
合は「新中国」という）では公訴時効制度は、訴追時効制度［追訴時効制度］と呼ばれている
（以下、「中国の公訴時効制度」を指すときは「訴追時効制度」と呼ぶことにする）1。「犯罪の発生」
という要件からも明らかな通り、訴追時効制度は、刑事法上の制度である。しかし、「土地に対

1 中国で「公訴時効制度」と呼ばれない理由は、中国では「公訴」のみならず、犯罪被害者やその法定
代理人が直接刑事訴訟を起こす「自訴」も時効の対象となるからである（高橋 , 2016a : p.77）。
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する違法行為の訴追時効の計算に関する最高人民法院行政審判廷の回答［最高人民法院行政審
判庭関于如何計算土地違法行為追訴時効的答復］（1998年5月4日最高人民法院行政審判庭発布。
同日施行。以下「当該回答」という）」は以下のように規定している。

そちらからの（元国家土地管理局）［1997］国土［法］字第135号《土地に対する違法行為の
訴追時効に関する照会［関于如何計算土地違法行為追訴時効的請示］》を受け取った。検討およ
び全国人民代表大会法律工作委員会の意見聴取を経て以下のように回答する。

不法に土地を占有する行為に対しては、原状回復ができていない段階では、それは違法状態
が継続しているとみなし、その行政処罰の訴追時効は、行政処罰法第29条第2項の規定により、
違法行為の終了日から計算するものとする。耕地を破壊する違法行為に連続もしくは継続状態
がある場合には案件の具体的状況を見てから結論を出すこととする。

当該回答によれば、中国の行政処罰法（1996年3月17日公布。同年10月1日施行。2009年8

月27日改正・改正法施行）第29条は訴追時効制度の規定という理解になっている。中国で行政
処罰とは、行政に関する法規の範囲内で、行政管理の秩序を守るために、行政に関する法規に違
反して犯罪を構成する場合は、司法機関が刑事責任を追及するが、犯罪を構成しない場合に行政
機関が行う制裁をいう（胡＝江 , 2009 : p.241；馬 , 2007 : p.200；徐 , 2013 : p.109；江 , 2014 : p.253；
張＝胡 , 2015 : p.141）。また、「行政に関する法規に違反した当事者に対する懲戒および制裁であ
り、行政処罰により、違法行為をした者の一定の権利や利益を剥奪もしくは制限するもの」とか
（関 , 2013 : p.467）、「行政機関および行政管理の職権を授権された組織が行政に関する法規に違
反した者に対して行う行政上の懲戒行為である」（応 , 2011 : p.169）とも説明される。行政処罰
の具体的処罰内容には、警告、過料、違法所得および非法財物 2の没収、生産および業務停止命令、
許可証の停止および取消、行政拘留の6種類がある（行政処罰法第8条）（胡＝江 , 2009 : p.244-246；
関 , 2013 : p.474-475；応 , 2011 : p.172）。これらから、中国の行政処罰は、刑事制裁以外の国家
からの「事実上の処罰」という意味において日本の行政法上の秩序罰に相当すると言えよう 3。
刑事法上の刑罰と、行政法上の秩序罰に相当する行政処罰は、国家から一般人への何らかの
制裁という点では共通しているものの、その性質は大きく異なる。特に、訴訟という手続きを
経るか経ないかというのは、大きな違いであると考えられる。しかし、中国では訴訟という手
続きを経ないはずの行政処罰に対し、当該規定は「『訴追』時効」という文言を用いていること
になる。なお、行政処罰法第29条の規定する制度は、法律上名称がなく、学説上も訴追時効制
度と呼ばれたり（張 , 1997 : p.10；朱 , 2013 : p.213；楊 , 2016 : p.213）、追及時効［追究時効］制
度と呼ばれたり（韓 , 2010 : p.28；羅＝湛 , 2012 : p.332；楊 , 2016 : p.195）、懲罰時効［追罰時効］
制度と呼ばれたりしており（馬 , 2011 : p.160-161）、名称は定まっていない。中国の公的機関（こ
の場合、日本の最高裁判所に相当する最高人民法院）が唯一名称を付けたのが、当該回答によ
る「訴追時効」という名称である。本稿では以下行政処罰法第29条の制度については「訴追時
効制度」と呼ぶこととする。

2 「非法財物」とは、窃盗した財物など非法な手段で取得した財物のことである。
3 日本の秩序罰は、「行政上の義務違反ではあるが、直接的には社会的法益を侵害し民衆の生活に悪影響
をもたらさない、軽微な形式的違反行為に対して科される過料という制裁をいう」とか（原田 , 2004 
: p.224）、「行政上の秩序維持のために制裁として金銭的負担を課すもの」とされている（宇賀 , 2013 : 
p.246）。このように、日本の行政法上の秩序罰には「過料」しか存在しないのであり、この点では中国
の行政処罰とは異なると言える。



211

以上から、単に名称の付け方が適切ではないというだけの問題かもしれないものの、少なくと
も中国における訴追時効制度とは、刑事法上の制度だけではなく、行政法上の制度でもあること
になる。本稿は、中国における訴追時効制度が刑事法上と行政法上とでどう異なっているのか、
また共通点はあるのかを探るべく、これらを比較検討しようとするものである。具体的には、Ⅱ
～Ⅴでそれぞれ条文、歴史的変遷、時効完成を判断する基準、制度を正当化する学説を比較検討
し、Ⅵで本稿なりの結論を述べる。なお、「制度を正当化する学説」という用語については、「立
法理由」と呼ばれることもある。しかし、中国は近代国家化の際に「西洋に導入されている制度
である」という理由で、訴追時効制度を導入し、その後「なぜこのような制度があるのだろうか」
という議論が始まった（高 , 2013 : p.643）。つまり、訴追時効制度は制度趣旨があった上で制度
を導入したわけではなく、先に制度導入があって、その後どのようにその制度を説明するかを考
察し始めた。このことより、「訴追時効制度を正当化する学説」と呼ぶ方が歴史的経緯に合致し
ていると考え、本稿では「正当化」という表現を用いることとする。

Ⅱ．刑事法・行政法上の訴追時効制度の条文

１　刑事法上の訴追時効制度の条文
刑事法上の訴追時効制度の基本的条文は刑法（1979年7月1日公布。1980年1月1日施行（こ

れを「79年刑法」という）。1997年3月14日全面改正。同年10月1日改正法施行（これ以降を「97

年刑法」という）。2015年8月29日最終改正。2015年11月1日改正法施行）第87条～第89条に、
その効果は刑事訴訟法（1979年7月1日公布。1980年1月1日施行。1996年3月17日および2012

年3月14日全面改正。2013年1月1日改正法施行）第15条および「最高人民法院の《中華人民共
和国刑事訴訟法》の適用に関する解釈［最高人民法院関于適用《中華人民共和国刑事訴訟法》的
解釈］」（2012年12月20日発布。2013年1月1日施行。以下「12年解釈」という）第241条、第
263条第2項に規定されている。それぞれの条文は以下の通りである。なお、ここでいう人民検
察院とは日本の検察庁に、公安機関とは日本の警察に相当する。

97年刑法
第87条　犯罪は以下の期限を経過したら訴訟提起できない。
（一）最高法定刑が5年未満の有期懲役の場合、5年。
（二）最高法定刑が5年以上10年未満の有期懲役の場合、10年。
（三）最高法定刑が10年以上の有期懲役の場合、15年。
（四）最高法定刑が無期懲役、死刑の場合、20年。20年を経過しても訴訟提起が必要な場合は
最高人民検察院に報告しその許可を得なければならない。

第88条　人民検察院、公安機関もしくは国家安全機関が立案捜査を始めた後、または人民法院
が事件を受理した後、捜査または裁判から逃れた場合は、訴追時効の制限を受けない。
被害者が訴追期限内に告発［控告］した場合において、人民法院、人民検察院または公安機関
が立案すべきであったにも関わらず立案しなかった場合は、訴追時効の制限を受けない。

第89条　訴追期限は、罪を犯した日から起算する。犯罪行為が連続または継続の状態にあると
きは、犯罪行為の終了日から起算する。
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訴追期限内に再び犯罪を行ったときは、前罪の訴追期限は後罪を犯した日から起算する。

刑事訴訟法
第15条　以下の一つの状況にある場合は、刑事責任を追及せず、すでに追及されている場合は、
案件の取り消しをし、もしくは不起訴、審理終了、無罪宣告をするものとする。
　　……
（二）犯罪が訴追時効の期限を経過している場合
　　……

12年解釈
第241条　第一審の公訴案件に対して、人民法院は審理をした後、以下の状況に応じた判決、裁
定を出さなければならない。
　　……
（八）犯罪が訴追時効の期限を経過しておりかつ訴訟提起が必要でない場合、もしくは特赦に
より刑罰が免除された場合、審理中止の裁定をしなければならない。
　　……

第263条第2項　以下の状況の一つに該当するとき、自訴人に対して起訴を撤回するように説明
しなければならない。自訴人が起訴を撤回しない場合は、不受理の裁定をしなければならない。
　　……
（三）犯罪が訴追時効の期限を経過している場合
　　……

２　行政法上の訴追時効制度の条文
当該回答にあるように、行政法上の訴追時効制度は行政処罰法第29条に規定されている。そ
の条文は以下の通りである。

行政処罰法第29条
違法行為は2年以内に発見されなければ、行政処罰を科すことはできない。ただし、法律に別
の定めがある場合はこの限りではない。
前項の規定の期限は、違法行為が発生した日から起算する。違法行為が連続もしくは継続状態
にある場合、行為の終了日から起算する。

また、これは一般的な条文であり、「法律に別の定めがある場合はこの限りではない」とある
ように、個別の法令で異なる規定を置いている場合もある。法律の別の定めには具体的には以下
のような規定が存在する。

税収徴収管理法［税収征収管理法］（1992年年9月24日公布。1993年1月1日施行。2015年4月
24日最終改正・同日改正法施行）第86条
租税［税収］に関する法律、行政法規に違反し行政処罰を科すべき行為は、5年以内に発見さ

れなければ、行政処罰を科されることはない。
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治安管理処罰法（2005年8月28日公布。2006年3月1日施行。2012年10月26日改正・改正法施行）
第22条
治安管理行為に違反してから、6か月以内に公安機関にそれを発見されなかった場合は、処罰
しない。
前項の期間は治安管理行為に違反した日から起算し、治安管理行為に対する違反が連続もしく
は継続状態だった場合、行為の終了日から起算する。

これら個別の行政法上の訴追時効制度も、行政処罰法第29条の規定と大きくは変わらないと
言える。

３　刑事法・行政法上の訴追時効制度の条文を比較して
訴追時効制度に関する刑事法と行政法の条文を比較すると、以下のことに気づく。連続犯、状
態犯に対する時効の起算点についての規定はどちらにもあるものの、時効の中断や訴追時効完成
時の効果に関する規定は刑事法上の訴追時効制度にしか存在しない。さらに、刑事法では時効期
間も罪の重さに応じて細分化されているのに対し、行政法では特別の法律がある場合という例外
はあるものの、一般法である行政処罰法では違法行為の重さに応じての時効期間の細分化がされ
ていない。
ところで、中国では刑事法上の刑罰と行政法上の処罰は別個のものではなく、単なる濃淡の差
でありグラデーションのようにつながっていると指摘されている。すなわち、「社会危害性を帯
びた行為がすべて犯罪となるだけではなく、それが一定の程度に達したときにはじめて刑事可罰
性を獲得するとされる。刑事罰を科すまでには至らない社会危害性のある行為には治安管理処罰
などの行政的処罰が科されることになる。それよりさらに社会危害性がちいさければ民事の領域
に属することになる。興味深いのは、中国では紛争が激化することによって民事紛争が行政事件
へ、そして刑事事件へと転化することである。……このように紛争と制裁は、民事、行政、刑事
という3種類のグレードに分かれているが、それらは性質を異にする別々の存在ではなく、グラ
デーション上に一直線上に並んでいると観念されているのである」と言われている（鈴木 , 2006 

: p.329；宇田川 , 2006 : p.600）。訴追時効制度から見ると、刑事法上の訴追時効制度は、中断の
規定や時効期間の細分化など、細かく作成されているのに対し、行政法上の訴追時効制度は非常
に簡素であると言える。このことからも、行政法上の処罰は、刑事法上の刑罰を補完する程度の
ものであり、それゆえ行政法上の訴追時効制度も刑事法を補完するためのいわば簡素な規定に
なっていると言えるように思える。つまり「行政法上の処罰は、刑事法上の刑罰のグレードが下
がったもの（補完的なもの）である」との主張は、訴追時効制度からも言えるように思える。
なお、刑事法上の訴追時効制度に比べ行政法上の訴追時効制度には効果に関する規定が存在し
ないことについては、特に問題はない。刑事法上の刑罰を科す場合、手続きとして訴訟が必要で
ある。訴追時効期間が経過していても訴訟提起されていた場合には裁判官は何らかの意見を表明
しなければならない。その意味では刑事法上の訴追時効の効果が明記されるのは当然のことであ
る。これに対し、行政法上の処罰は、訴訟などを経由せず、行政機関の内部で手続きを行ってい
く。そのため、行政機関での内部で行政処罰の決定のための作業を進めている途中で訴追時効が
完成していることが明らかとなった場合、単にその内部手続きを中止するだけでよく特に外部に
何らかの意見を表明する必要はないからである。
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Ⅲ．刑事法・行政法上の訴追時効制度の歴史

１　刑事法上の追訴時効制度の歴史
新中国において、79年刑法が施行されるまで刑法典は存在しなかった。79年刑法施行前に新
中国で刑法の役割を果たしたのは、「懲治反革命条例」（1951年2月20日公布・施行。1980年1

月1日失効）などの単行法規、最高人民法院や最高人民検察院が出した文書や中国共産党の文書
などの寄せ集めであった（高見澤＝鈴木 , 2016 : p.287-288）。
これら79年刑法施行前の刑事法を構成した法令群の中には、訴追時効制度のような規定を一
部で見ることができるという主張もあるようだが（于 , 1999 : p.11-12）4、懲治反革命条例のような
一般法には訴追時効制度の規定を見ることはできない。しかし、条文こそは存在しないものの、
司法実務として訴追時効制度は運用されていたとされている。この事実上運用されていた訴追時
効制度は以下の通りであったとされている（中央政法干部学校刑法教研室 , 1957 : p.260-265；夏目 , 

1974 : p.49-52）。

反革命罪については訴追時効の対象外とする。

最高法定刑が罰金、拘留の犯罪については2年。
最高法定刑が5年未満の有期懲役の犯罪については5年。
最高法定刑が5年以上10年未満の有期懲役の犯罪については10年。
最高法定刑が10年以上の有期懲役および無機懲役の犯罪については15年。
最高法定刑が死刑の犯罪については20年。

既遂犯の場合には、犯罪の結果発生日から時効を起算し、未遂犯の場合には、行為時から時効を
起算する。また、常習犯［慣犯］については最後の犯罪行為日から時効を起算する。

時効期間内に犯罪者が新たな犯罪を行った場合、それまで経過した時効期間は中断し、前罪の時
効期間も新たな犯罪の日から起算し直す。

犯罪者が人民法院や人民検察院が逮捕、拘禁、監外執行［取保］などの強制処分を取った後に、
捜査や裁判から逃亡した場合、時効期間を2倍に延長することができる。ただし、25年を超える
ことはできない。

懲治反革命条例などの一般法上に訴追時効の規定がなかったにも関わらず、この時期の中国で
はかなり詳細に訴追時効制度の実務運用がなされていたようである。しかし、この実務運用は、
1956年11月12日に作成されて公布・施行されていなかった「中華人民共和国刑法草案（草稿）
（第13次稿）」第82条～第85条と同じであり（高＝趙 , 1998 : p.203-205）、非公開の刑法草案であ
るにも関わらず、当時の中国の法運用の根拠となっていた可能性がある 5。また、刑法草案（草稿）
（第13次稿）第81条も訴追時効に関する条文であり、「中華人民共和国成立以前の犯罪は、原則

4 しかし、これらの条文が本当に訴追時効制度について規定しているのかは、再度検討が必要である。
5 高見澤＝鈴木（2017 : p.256）は、1957年の刑法草案第22稿および1963年の刑法草案第33稿は法源となっ
ていたと述べている。しかし、少なくとも訴追時効制度から見ると、第13稿も法源となっていた可能
性があるということである。また、ここで挙げた事実上運用されていた訴追時効制度と第22稿および
第33稿の内容は若干差異がある（高＝趙 , 1998 : p.266-267, p.350-351）。
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として訴追されないが、殺人罪に関しては、犯罪時から15年以内ならば訴追することができる」
と規定されていたが、このルールは、中国で実務運用されていたとされる訴追時効制度を紹介し
た内容には記されていない。
そして、79年刑法が施行され、その第76条～第78条に訴追時効制度は規定されていた。この
ときの訴追時効制度の条文のうち、79年刑法第76条の条文は97年刑法第87条と、79年刑法第
78条は97年刑法第89条と全く同じ条文であった。また、79年刑法第77条は、「人民法院、人民
検察院、公安機関が強制措置を執った後、捜査または裁判から逃れたときは、公訴時効の制限を
受けない」と規定していた。そして、79年刑法は97年刑法へと全面改正され現在に至る（97年
刑法は1997年10月1日施行）。97年刑法は、その後も数回小改正は行われているが、訴追時効制
度に関する条文は97年刑法下では一切改正されていない。
刑法典制定以降は、訴追時効制度について条文上改正があったのは、79年刑法第77条が97年
刑法第88条に変わった点のみである。この差異については、以下のように述べることができる。
79年刑法第77条は「人民法院、人民検察院、公安機関が強制措置を執った後」と表現していた
のに対し、97年刑法第88条第1項は「人民検察院、公安機関もしくは国家安全機関が立案捜査
を始めた後、または人民法院が事件を受理した後」と表現し、「強制措置」の内容が具体化された。
また97年刑法第88条第1項には「国家安全機関」という言葉が追加されている。これは1983年
9月2日に採択された「全人代常務委員会による国家安全機関が警察機関の捜査、逮捕、予審お
よび勾留および執行の職権を行使することに関する決定［全国人民代表大会常務委員会関于国家
安全機関行使公安機関的偵査、拘留、預審和執行逮捕的職権的決定］」によって新たに作られた
スパイ、特務事件の捜査を担当する機関である（王 , 2007 : p.38；坂口 , 2009 : p.1）。79年刑法制
定時には存在しなかった捜査機関なので、97年刑法への改正時には、国家安全機関を書き足すこ
とは当然のことと言える（もっとも、1983年に設立された国家安全機関が97年刑法になるまで
加筆されなかったことについては問題である）。これに合わせて第88条第2項で79年刑法では明
記していなかった「被害者が告発［控告］した場合」も訴追時効にかからないことが明記された。
告発［控告］とは、被害者およびその近親者あるいは訴訟代理人が人身あるいは財産の権利の犯
罪事実あるいは犯罪嫌疑者を公安や司法機関に対し報告し侵害者の法律責任を追究する行為であ
る（樊 , 2009 : p.344；王 , 2013 : p.183）6。
総括すると、中国の訴追時効制度は、刑法典施行前の実務運用を含めて大きく変わらないと言
える。

２　行政法上の訴追時効制度の歴史
新中国では文化大革命終了までは、基本的に行政法は未発達であった（西村 , 2010 : p.39；羅＝湛 , 

2012 : p.43）。新中国で、行政法が発達し始めるのは、1989年の行政訴訟法制定からである（西村 , 

2010 : p.39；羅＝湛 , 2012 : p.43）。新中国成立直後に出された法令の多くは、行政法規とは呼ば
れていたものの、行政法の構成部分とは見られていなかった（張 , 1996 : p.17）。当時の行政機関
や公務員は、これら行政法規を一時的な政策としか見ておらず、国家強制力を伴っていることを
認識していなかったためと言われている（張 , 1996 : p.17）。
しかし、1950年代にも少ないながら行政法は存在していた。ところが、1950年代の行政不服
審査は、法令によって審査請求期間も統一されていなかった（西村 , 2010 : p.39）。さらに、1950

年代の少ない行政法の中に、既に訴追時効制度は存在していた。例えば、治安管理処罰令（1957

6 これに対し、日本の告発は、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示であり、
誰でも行うことができるため（日本の刑事訴訟法第239条第1項）、中国の告発［控告］とは異なる。
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年10月22日公布・施行。1987年1月1日失効）第19条には、以下のような規定があった。「（第
1項）治安管理行為に違反して3か月追及されなかった場合は、処罰を免除する。（第2項）前項
の期間は治安管理行為に違反した日から起算し、治安管理行為に対する違反が連続もしくは継続
状態だった場合、行為の終了日から起算する。（第3項）治安管理処罰の決裁の日から3か月執行
がなされない場合、執行を免除する」。行政処罰法第29条の規定には、執行に関する時効の規定
はないものの、それ以外は時効期間の長さを除き、基本的に同じ規定である。
さらに、治安管理処罰条例（1986年9月5日公布。1987年1月1日施行。2006年3月1日失効）

第18条は「（第1項）治安管理行為に違反してから、6か月以内に公安機関がそれを発見しない場
合は、処罰しない。（第2項）前項の期間は治安管理行為に違反した日から起算し、治安管理行
為に対する違反が連続もしくは継続状態だった場合、行為の終了日から起算する」と規定し、そ
の後Ⅲ２で挙げた治安管理処罰法第22条につながるのである。これらもやはり行政処罰法第29

条の規定と基本的に同じである。治安管理行為とは公安機関が、行政権を発動するために行う行
為をいう（方＝董［ほか］, 1990 : p.137；羅＝湛 , 2012 : p.390）。その意味では、治安管理処罰令、
治安管理処罰条例は全て公安が行う行政処罰に関して規定しているのであり、全ての行政機関が
行うことができる行政処罰ではない。しかし、行政法上の訴追時効制度は、1957年から現在に
至るまで、基本的に変わらない制度と言うことができる。

３　刑事法・行政法上の訴追時効制度の歴史を比較して
刑事法上と行政法上の訴追時効制度の歴史を比較した結果言えることは、行政法は早くから訴
追時効制度を条文上に規定していたのに対し、刑事法の条文上の訴追時効制度の制定は79年刑
法まで待たなければならなかったということである。
これは、刑事法上の訴追時効制度は、条文がないにも関わらず実務運用の形式で定着しており、
しかも公布・施行していなかった刑法草案を根拠として制度運用を行っていた可能性があること
が指摘できる。中国の刑事法の運用に関しては、中国政府が与えたい罰が先に決まっており、そ
の後で法律を無理に解釈してその罰を与えることがあるとの指摘がなされているが（河村 , 2006 

: p.96-97；高橋 , 2016b : p.97）、これを想起する状態があったということである。すなわち、施行
されている条文がないにも関わらず実務運用で一定の制度が定着しているということは、政府の
意思が先にあり、その後で根拠不明の法運用を行うという点では同様に見えるからである。
これに対して、行政法は体系化できておらず、一般法も存在しない中で公安が行政処罰を行う
根拠である治安管理処罰令に訴追時効制度が規定されていたことは特筆に値すると言える。どの
ような場合に国家権力から何らかの処罰を受けるのかは、時効期間も含めて広く公開しておかな
ければならないからである。
なお、刑事法上と行政法上の訴追時効制度は、79年刑法施行前の実務運用も含めて中国はそれ
ぞれその内容に大きな変化がないという点は、両者に共通している。

Ⅳ．刑事法・行政法上の訴追時効完成を判断する基準

１　刑事法上の訴追時効完成を判断する基準
訴追時効の完成を判断する基準は、本来的には「訴訟提起」のはずである。しかし、中国では

97年刑法第88条によって、「立案もしくは告発［控告］」時となっていると指摘されている（高橋 , 

2016a : p.83）。すなわち、刑事法上の訴追時効制度は事実上「立案もしくは告発［控告］時効」となっ
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ているのである。なお、立案とは、公安機関や人民検察院、人民法院が報案（被害者に限らず、
全ての団体もしくは個人が犯罪事実の発生を発見したが、被疑者が不明である場合に、公安機関、
人民検察院、人民法院に報告をすること）、告発［控告］、通報、自首などにより、管轄範囲に従
い審査をし、犯罪事実が確実に存在するかと刑事責任を追及すべきかを審査し、あわせて法によ
り刑事事件として捜査および裁判といった訴訟活動を行うか否かを決定することをいう（小口＝
田中 , 2012 : p.153-154；龍＝楊 , 2012 : p.245；王 , 2013 : p.180）。
なお、中国では、公訴手続きは、以下のような順序を取る。①報案、告発［控告］、通報［挙報］、
自首など、②立案、③捜査、④起訴、⑤公判、⑥判決（河村 , 2006 : p.61）。これに対し自訴手続きは、
①被害者や法定代理人などによる人民法院への提訴、②人民法院による提訴の受理、③公判、④
判決の順序を取る（河村 , 2006 : p.61；陳 , 2014 : p.211）。なお、自訴の場合は原則として刑事訴
訟に検察官は介入せず（李 , 2009 : p.5-28, p.5-31）、自訴人が直接証拠提示をし、公判で直接被告
人の刑事責任を追及することになる（李 , 2009 : p.3；王 , 2013 : p.29）。

２　行政法上の訴追時効完成を判断する基準
中国において行政処罰を科す方法は、一般手続きと簡易手続きの2種がある。これらは、それ
ぞれ以下のような手続きを経て科される。
一般手続きの場合は、①立案（当該行政機関の管轄範囲内で、訴追時効期間内の行政に関する
違法行為もしくは重大な違法の疑いがある行為が発見され、行政機関が調査の必要があると判断
した場合には立案を行わなければならず、立案がなされてはじめて行政処罰の手続が開始となる）
（馬 , 2011 : p.165；羅＝湛 , 2012 : p.247-248）、②調査・証拠取得（行政機関は、公民、法人もし
くはその他の組織に行政処罰を科すべき行為があると判断した場合、全面的、客観的、公正的に
調査を行い、関係する証拠を収集する。また必要があるときは法に基づき検査を行うことができ
る。行政処罰法第36条。以下、本節において単に条文番号を示す場合は行政処罰法を指す）、③
理由説明および権利関係の告知（当事者に行政処罰を決定する旨、その理由および根拠の告知を
し、当事者が救済の権利を得られる旨を告知しなければならない。第31条）、④当事者の陳述お
よび答弁の聴取（調査の対象となった者に対し、意見陳述および答弁の機会を与えなければなら
ない。第32条）、⑤決定（調査終了後、行政機関の長は、調査結果を元に何らかの意見を出す。
この意見は、通常は行政処罰を科すべき行為に対して、情状の軽重および具体的状況に応じて行
政処罰を決定する結果となる。また、ここで犯罪を構成する違法行為と判断がなされた場合には
司法機関に移送される。第38条）、⑥処罰決定書の作成および送達（行政機関は、行政処罰が決
定した場合、行政処罰決定書を作成し、当事者に交付しなければならない。第39条）の順序で
行われる（楊 , 2016 : p.195-196）。
また、一般手続きで課される行政処罰のうち、重大な行為に対して行政処罰を科す場合には、
準司法手続きの形式で当事者に告知し、当事者から聞き取りを行わなければならない（公聴手続
き［听証程序］）。これは、生産および業務停止命令、許可証の停止および取消、比較的多額の過
料などの行政処罰の決定を行う前に、当事者の要求により、利害関係者が参加できる公開の公聴
会［听証会］を開いた上で、そこでの証言や弁論を基礎として行政処罰を決定するものである（第
42条）（羅＝湛 , 2012 : p.250-251）。
これに対し、事実が明確で、事情も簡単で、軽微な行政法上の違法行為に対しては、簡易手続
きによりその場で処罰を決定することができる（楊 , 2016 : p.194）。簡易手続きは具体的には原
則として公民に対する50元以下の過料、法人に対する1,000元以下の過料もしくは警告について
行うことができる（第33条）。ただし、法律に別の定めがある場合は、この限りではなく、例え
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ば「道路交通安全違法行為処理手続き規定［道路交通安全違法行為処理程序規定］（2008年12月
20日公布。2009年4月1日施行）」第41条は、200元の過料を簡易手続きで科すことができる旨
規定している。簡易手続きの場合、執法官がその場で行政処罰の決定を行い、行政処罰書もその
場で交付される（第34条第1項）。簡易手続きによる行政処罰に不服のある者は、行政不服審査［行
政復議］か行政訴訟を提起することになる（第35条）。
ここから明らかな通り、訴追時効は一般手続きの場合、立案時を基準に完成しているか否かを
判断することになっている。なお、行政処罰に対する立案とは、行政機関が行政の相手方である
個人や組織が違法行為を行ったことを発見した場合、もしくは公民の申告、通報やその他の手段
により違法行為が行われていることを知った場合に行う、行政処罰の一般手続きの端緒である
（馬 , 2011 : p.165；羅＝湛 , 2012 : p.247-248）。しかし、行政処分に対する立案手続については、
行政処罰法上規定がなく、一部の個別の行政法に規定されているのみである（馬 , 2011 : p.165）。
例えば、「文物行政処罰手続き暫定規定［文物行政処罰程序暫行規定］（2005年1月24日公布・施行）」
第11条には「文物行政部門が、一般手続きにより違法行為を処理する場合は、立案しなければ
ならない」との規定が、続く第12条には「（第1項）文物行政部門が以下の違法行為を発見した
場合には、5日以内に立案しなければならない。（一）違法行為の容疑者が明確な場合、（二）客
観的に違法事実がある場合、（三）文物行政処罰の範囲に属する場合、（四）当該部門の管轄に属
する場合。（第2項）立案の決定は、立案審査表に記入し、当該部門を主管する責任者の批准を経て、
2名以上の文物行政執法官の承認を得て行う」と規定されている。このことから少なくとも文物
行政処罰手続き暫定規定によれば、違法行為が発見されてから、5日以内に立案がなされればよ
いのであり、立案時を訴追時効完成の判断基準にすることは、「違法行為は2年以内に発見され
なければ、行政処罰を科すことはできない」との行政処罰法第29条の文言との乖離が見られる
ように思える。例えば、違法行為の発見が違法行為時からちょうど2年経過した日だった場合、
立案は2年を経過した後に行われることになるからである。そのため、行政処罰法第29条に「違
法行為は2年以内に発見されなければ、行政処罰を科すことはできない」と規定されているにも
関わらず、訴追時効完成の判断基準を立案時と修正している学説は問題があると言える。
また、立案は一般手続きにのみ行われる手続きであり、簡易手続きの場合には、いつをもって
訴追時効完成の判断をするのかは条文上の「違法行為の発見時」との規定のみで、学説などは修
正をしていない。もっとも、簡易手続きの場合、行政処罰は「その場で」科されるものであり、
行政法上の違法行為が行われてすぐに科されると考えられるため、時間が経過した後に科される
ということが観念されておらず、そもそも訴追時効の対象とはならないと考えられているのかも
しれない（違法行為発見時に直ちに科されるということである）。

３　刑事法・行政法上の訴追時効完成を判断する基準を比較して
刑事法上と行政法上の訴追時効完成を判断する基準を比較した結果言えることは、両者に大き
な違いはないということである。両者とも基本的に立案時を基準に時効完成の判断を行っている
からである（ただし、刑事法上の訴追時効に関しては、告発［控告］時も時効完成の判断基準と
なるし、行政法の簡易手続きの場合にはそもそも立案がなされないなどの例外はある）。
刑事法上の訴追時効に関しては、97年刑法第88条のために、事実上「立案もしくは告発［控告］
時効」となってしまっている点は問題視されている（賈 , 2009 : p.253）。しかし、刑事法上の訴
追時効の完成基準を立案時とすることには、97年刑法第88条という一応の根拠はある。これに
対し、「違法行為は2年以内に発見されなければ、行政処罰を科すことはできない」との行政処
罰法第29条以外に規定が存在しないにも関わらず、学説をもって立案時を時効完成の判断基準
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としてしまっている行政法上の訴追時効完成の判断基準の方が問題であると指摘できる。
しかし、両者とも基本的に時効完成の判断基準が立案時ということで、Ⅱ３で述べたように、
両者は同質の制度（連続性のある制度であり、行政法上の訴追時効制度は刑事法上の訴追時効制
度の補完的な制度である）と認識されている可能性があることがここでも確認できると言えるだ
ろう。そうすると、刑事法上の訴追時効制度は事実上「立案もしくは告発［控告］時効」である
し、訴訟提起という手続きが存在しないものの、立案手続が存在する行政処罰に対する時効を「訴
追時効制度」と呼ぶことは中国としては当然のことと言えるのかもしれない。

Ⅴ．刑事法・行政法上の訴追時効制度を正当化する学説

１　刑事法上の訴追時効制度を正当化する学説
刑事法上の訴追時効制度を正当化する学説については、主に3つの学説がある。主に①犯罪後
相当の期間が経過した場合、犯人は一定程度の改造 7がなされているとする説（目的合致説）、②
司法機関の労力を軽減するとする説（司法機関有利説）、③時の経過とともに、被害者と加害者
の関係改善がなされているとする説（安定団結説）の3つである 8。
もちろん、これらは「主に」主張されている学説であり、他にもいくつか訴追時効制度の正当
化を試みている学説は存在する。しかし、中国ではこの3つの学説が圧倒的に支持されており、
他の学説はないわけではないが、重視する必要もないと言える。

２　行政法上の訴追時効制度を正当化する学説
行政法上の訴追時効制度は、主に行政の効率を高めるためとの学説で正当化されている（張 , 

1997 : p.10；馬 , 2011 : p.161；羅＝湛 , 2012 : p.332；楊 , 2016 : p.243, p.251）。これは、行政法は
公共の利益の実現が目的であり、迅速な業務の進行が求められるため（羅＝湛 , 2012 : p.332）、
行政処罰を科すことのできる可能性のある過去の案件にいつまでもこだわらず、限りある行政機
関の人的資源などを新しい案件にも振り分けるべきとの趣旨である。
むろん、この説明は「主に」述べられている学説であり、他にも以下のような行政法上の訴追
時効制度を正当化する学説が主張されている。①公共の利益の実現のために、行政法は比較的早
く状況の安定化が求められるとする学説（羅＝湛 , 2012 : p.331-332；楊 , 2016 : p.243, p.251）、②
行政に関する違法行為が発生すると、多くの利害関係人が生まれ、時とともにその利害関係人は
さらに増えていくので、社会関係を安定化させる必要から時効制度が必要であるとする学説（馬 , 

2011 : p.161）、③証拠が散逸し、案件の調査が難しくなるためとする学説（張 , 1997 : p.10；馬 , 

2011 : p.161）などである。

３　刑事法・行政法上の訴追時効制度を正当化する学説を比較して
既に刑事法上の訴追時効制度を正当化する学説については、Ⅴ１で挙げた中国で支持されてい
る学説のどれもが、訴追時効制度を正しく捉えていないとの指摘がなされている（高橋 , 2016a : 

p.84-87）。それは、刑事法上の訴追時効制度が事実上「立案もしくは告発［控告］時効制度」となっ

7 「犯人の改造」という語には、人格権を無視した人権侵害のニュアンスが含まれる。しかし、新中国は、
国民に社会主義を理解し、実践するよう人格改造を行っており、犯罪者に対しては、以後、犯罪を起こ
さないような人格改造を行っていた。このため中国では「犯人の改造」という表現がなされるのである。

8 これらの学説の分析や、その他の学説については高橋（2016a : p.78-81）が詳しい。
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ているからである。つまり、立案さえされてしまえば、証拠収集に時間がかかり、起訴までどれ
だけ時間が経過しようとも訴追時効が完成することがないのである 9。すなわち、立案されていれ
ば、どれだけ犯人が改造されていようと、司法機関の労力がかかろうと、被害者と加害者の関係
改善がされていようと訴追時効は完成しない。
これに対し、行政法上の訴追時効制度を正当化する行政の効率を高めるためとの学説は、刑事
法上の訴追時効制度を正当化する学説とは異なり、行政法上の訴追時効制度を正当化できている
ように思える。それは、行政法上の訴追時効制度を正当する学説が、立案すらされていない状態
を放っておくことが行政の効率を悪化させており、行政処罰を行う旨の立案がなされて、調査・
証拠取得などが始まっていれば特に行政の効率を悪くするとは評価できないように思えるからで
ある。この評価は、刑事法上の訴追時効制度を正当化する学説が実態は、立案もしくは告発［控
告］時効制度であるにも関わらず、一定期間が経過した場合、犯人は一定程度の改造がなされて
いるとか、司法機関の労力を軽減するとか、時の経過とともに、被害者と加害者の関係改善がな
されているとか起訴時を時効完成の判断基準としているような学説が支持されていることにも原
因がある。
その意味では、行政法上の訴追時効制度を正当化する学説の方が、制度の正当化に成功してい
ると評価できよう。しかし、これには行政法上の訴追時効制度には「起訴」という段階がないため、
どの時点をもって時効完成の基準とするかを考えた場合、立案時くらいしか適切な時点は存在せ
ず、立案時を念頭に学説が構築されたと考えられるという側面もある。もっとも、行政法上の訴
追時効制度を正当化する学説の中でも強く支持を受けていない学説の中には、放置しておくと利
害関係者が増えすぎるためとか、証拠が散逸し調査が難しくなるためなど、調査・証拠取得に時
間がかかり、立案から行政処罰の決定までに時間を要した場合には、訴追時効制度の正当化が必
ずしもできない学説も存在する。その意味で、「行政法上の訴追時効制度を正当化する学説の方が、
制度の正当化に成功している」との評価は、あくまで「主に」支持されている学説に限った場合
である。

Ⅵ．結びにかえて

本稿では、これまで刑事法上の訴追時効制度と行政法上の訴追時効制度について比較検討を
行ってきた。ここから言えることは、行政処罰には起訴という手続きが存在せず、「『訴追』時効
制度」と呼ぶのは不適切であるにも関わらず、刑事法上と行政法上の訴追時効制度には大きな差
はないように思えるということである。それは、両者とも基本的には立案という手続きが行われ、
立案時を基準に時効完成を判断しているためである。
刑事法上の訴追時効制度は事実上「立案もしくは告発［控告］時効制度」となっていると述べ
たが、行政法上も事実上は「立案時効制度」であり、その意味では行政法上の当該制度を、訴追
時効制度と呼んでも差支えないようにも思える。さらに、Ⅱ３で述べたように、グラデーション
的法文化が指摘されている中国で行政処罰が刑罰よりグレードが低いものの、同列にあるものと
捉えられていることも相まって行政法上でも「訴追時効制度」と呼ぶのであろう。
本稿の結論として言えることは、以下の通りである。日本などでは刑事法の処罰と行政法の処
罰は異なる概念と理解されているが、Ⅱ３で指摘したように、中国では刑事法の処罰と行政法の

9 例えば、判決番号（2010）汝刑初字第204号など、立案されてから10年後に起訴されている例もある。
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処罰は、単なる濃淡の差でありグラデーションのようにつながっていると指摘されてきた。すな
わち、中国においては、行政処罰は刑罰よりもグレードは低いものの同列にあるものであり、刑
事法に訴追時効制度があれば、当然に行政法にも訴追時効制度は存在する。しかも、両者とも事
実上は基本的に立案時効制度であり、この点でも類似点が確認できる。つまり、刑事法と行政法
の一体化は訴追時効制度にも見ることができるのである。

＜付記＞
本稿初稿提出後である2018年10月26日に中国の刑事訴訟法は一部改正され（同日施行）、本

稿で「刑事訴訟法第15条」と述べてきた条文は、同日「刑事訴訟法第16条」に移動した。
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