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前記
　日本において，2013年に『自動車の運転により人を死傷させる行為等の
処罰に関する法律（以下，「自動車運転処罰法」という）』が制定され，2014

年の春から施行されている。
　同法が制定されたことによって，従前は刑法典上の罪であった既存の危
険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪は，同法律に移行されるととも
に，新たな類型の危険運転致傷罪，準危険運転致死傷罪，過失運転致死傷
アルコール等影響発覚免脱罪，無免許運転による刑の加重規定が設けられ
た。
　そもそも刑法典に危険運転致死傷罪が創設されたのは2001年のことであ
ったが，その立法理由としては，飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質
かつ危険な自動車の運転行為による死傷事犯が少なからず発生している現
状を踏まえ，法定刑の上限が 5年である業務上過失致死傷罪では，そうし
た事犯の悪質性や重大性に的確に対応するものではなく，国民の間にも罰
則の整備を求める声が高まっていることから，事案の実態に即した適切な
処罰を行うための法整備が必要であるとされ（1），その結果，刑法が改正さ
れ，重大な死傷事故の発生する危険が極めて高い運転行為が類型化され
て，そのような行為を故意に行った結果人を死傷させた場合を，暴行によ
り人を死傷させた場合に準じて加重処罰するものとして208条の 2（従前）

の同罪が導入されたのである。
　ただ，その後の2007年には，危険運転致死傷罪の認定には至らないまで
も，飲酒運転中などの悪質で危険とみられる運転行為による死傷事故や多
数の死傷者が出た事故が発生していたことから，さらに事案の実態に即し

（ 1）　井上宏ほか「刑法の一部を改正する法律の解説」曹時54巻 4号（2002年）48
頁。

　（七）　中国の危険な方法による公共安全危害罪と日本の危険運転致死傷罪の比較
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た適正な科刑を実現することを可能にする必要があるとして（2），法定刑の
上限を 7年とする自動車運転致死傷罪が211条 2項（従前）に新設された。
　しかし，こうした立法改正を経ても，依然として，飲酒運転や無免許運
転などの悪質・危険な運転行為による死傷事犯が少なからず発生してお
り，そのような死傷事犯であっても，危険運転致死傷罪に該当せず，自動
車運転過失致死傷罪が適用されるにとどまった事件などを契機として，こ
れらの罰則の見直しを求める意見が出て，自動車運転処罰法の制定に至っ
たのである。なお，これまでのように刑法典を一部改正するのではなく，
新法として独立させた理由は，新たに危険運転致死傷罪の規制対象となっ
た「通行禁止道路」への進入や準危険運転致死傷罪の要件の 1つである
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」についての詳細を政令
に委ねたためであると説明されている（3）。
　自動車運転処罰法においては，「通行禁止道路を進行し，かつ重大な交
通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」という新たな基本行
為類型が危険運転致死傷罪に追加されただけでなく，「アルコール又は薬
物の影響」，または，「自動車の運転に死傷を及ぼすおそれがある病気とし
て政令に定めるものの影響」により，その走行中に正常な運転に支障が生
じるおそれがある状態で，自動車を運転し，よって，その影響により正常
な運転が困難な状態に陥り，人を死傷させた場合が，従来からの危険運転
致死傷罪の 1類型である酩酊運転類型に準じる危険性を有する運転行為と
して，処罰の対象とされた。さらに，アルコール又は薬物の影響によりそ
の走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し
た者が，運転上必要な注意を怠り，よって人を死傷させた場合において，
「その運転の時のアルコール又は薬物を摂取すること，その場を離れて身

（ 2）　伊藤栄二ほか「『刑法の一部を改正する法律』について」曹時59巻 8 号
（2007年）33頁。

（ 3）　塩見淳「特集　事故と刑事法　Ⅳ自動車事故に対する立法の動き」法教395
号29頁。
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体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響
の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたとき」も処罰する
こととなったが，これはいわゆる「逃げ得」を許さないという趣旨による
ものである。また，同法では，無免許運転自体は直ちに危険運転致死傷罪
に当たるものではないという立場にありつつも（4），その危険性は否定し切
れないことから，無免許運転であったときを刑の加重規定としている。
　以上のように，日本における自動車運転事故に対する立法改正の経緯は
近年目まぐるしく，悪質・重大な事犯に対して厳格に対処する方向にあ
り，（準）危険運転致死傷行為が次第に拡大している。その当否について
は，さまざまな議論があり得るが，検討の際の有益な視座の 1つを提供し
てくれるのが，本稿の周舟氏による日中の比較法考察であるといえよう。
周舟氏は，中華人民共和国上海の華東政法大学大学院博士後期課程におい
て劉憲権先生，于改之先生の指導の下，刑事法学を専攻し，「公益信託安
田和風記念アジア青少年交流基金」による奨学金を得て，2013年11月から
早稲田大学大学院法務研究科の外国人研究員として，主として日本におけ
る危険運転致死傷罪をはじめとする道路交通犯罪の研究に従事されてい
る。（北川佳世子記）

はじめに
　2011年の中国『刑法改正案八』は，酒酔い運転及び競争運転等の危険な
運転行為を処罰する危険運転罪を新設した。この改正により，中国刑法に
おいて道路交通犯罪に対応できる処罰規定としては，危険運転罪，重大交
通事故罪，危険な方法による公共安全危害罪等がある。一方，2013年に制
定（2014年施行）された日本の『自動車の運転により人を死傷させる行為
等の処罰に関する法律』は，従前の刑法が定めた危険運転致死傷罪と自動
車過失運転致死傷罪に加えて，危険運転致死傷罪の新類型，準危険運転致

（ 4）　塩見・前掲注（ 3）34頁。
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死傷罪，過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪及び無免許運転によ
る加重規定を追加した。そのため，日本刑法における道路交通犯罪として
は，危険運転致死傷罪，準危険運転致死傷罪，過失運転致死傷罪，過失運
転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪，道交法違反罪等がある。
　こうした日中両国の立法状況の下，本稿では，中国刑法における道路交
通犯罪に関する諸規定及び現状を紹介した上で，日中の道路交通犯罪の比
較考察を行い，日中道路交通犯罪の立法構造の差異を明確にし，道路交通
犯罪の在り方について検討を加えたい。

一　中国道路交通犯罪に関する沿革

　1979年に制定された中国刑法典は1997年に全面的に改正され，その後も
部分的な改正が行われているが，道路交通犯罪に関しては，1997年，2001

年と2011年に立法改正が行われた。具体的な改正内容は下記の通りであ
る。

（一）　1997年の重大交通事故罪の改正
　1979年中国刑法典は，重大交通事故罪に関する規定を設け，第113条に
おいて，「①交通運送に従事する人は規則制度に違反したことによって重
大な事故を引き起こし，人に重度な傷害又は人を死亡，あるいは公私の財
産に重大な損害を生じさせたときは， 3年以下の有期懲役又は拘役に処す
る。特に悪質な情状があるときは， 3年以上 7年以下の有期懲役に処す
る。②非交通運送に従事する人が前項の罪を犯し，前項と同様に処罰す
る。」と定めた。
　しかし，改革開放の深化と国民経済水準の高まりとともに，自動車は
人々の日常生活に次第に普及し，それに伴い交通事故の発生件数も急増
し，ひき逃げにより被害者が死亡するような悪質な案件の発生が，大衆の
怒りを引き起こした（5）。しかし，1979年中国刑法の重大交通事故罪に関す
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る規定の主体及び法定刑は，このような当時の経済状況，社会発展の需要
に対応して発生した悪質な交通刑事犯罪の処罰等に対応しきれなかったた
め，1997年 3月14日，全国人民代表大会は刑法改正案を採択し，同年10月
1日から実施した。この改正によって刑法第133条の重大交通事故罪は，
「交通運送管理法規に違反したことによって重大な事故を引き起こし，人
に重傷害又は人を死亡，或は公私の財産に重大な損害を生じさせた者は，
3年以下の有期懲役又は拘役に処する。交通事故を引き起こし，逃走又は
その他の特に悪質な情状があるときは， 3年以上 7年以下の有期懲役に処
する。逃走により被害者を死亡させたときは， 7年以上の有期懲役に処す
る（6）。」という規定に改められた。
　重大交通事故罪に関して，1997年刑法改正前後の関連規定を比べると，
1997年中国刑法改正には，以下のような特徴がみられる。
　第一に，重大交通事故罪の主体の差異による区分規定をなくした。
　1979年刑法が重大交通事故罪の主体につき「交通運送に従事する人」と
「非交通運送に従事する人」との区分を削除した理由は，当時，刑法理論
界と法曹界に，「交通運送担当者」と「非交通運送担当者」を区別する判
断基準をめぐり大きな論争があったからであり，また，重大交通事故罪の
主体範囲が明白でない点が挙げられる（7）。そのため，改正後の1997年中国
刑法は，重大交通事故罪の主体を一般化し，満16歳の刑事責任能力を有す
る者であれば足りるとした。
　第二に，重大交通事故罪に 2つの「法律上」の刑罰加重事由を設け，法
定刑を明示した。
　重大交通事故後に，さらに「逃走等したとき」と「逃走により被害者を
死亡させたとき」には刑が加重されることを明確に規定した。また，1997

（ 5）　李文峰『重大交通事故罪研究』（中国検察出版社，2008年） 4頁。
（ 6）　甲斐克則・劉建利編訳『中華人民共和国刑法』（成文堂，2011年）103頁。
（ 7）　高秀東『重大交通事故罪的認定与処理』（人民裁判所出版社，2005年）84─94

頁。
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年改正前の刑法典は，重大交通事故罪の基本犯を 3年以下の有期懲役又は
拘役に処し，悪質な情状がある加重犯には， 3年以上 7年以下の有期懲役
に処する規定を設けたのに対し，「交通事故を引き起こし逃走した」場合
については特に規定していなかった。そのため，1987年最高人民裁判所と
最高人民検察院は，共同で『法律の規定による道路交通事故案件の厳格な
処理に関する通知』を出し，それにより重大交通事故罪を犯し，法律の責
任を回避するため逃走したときには，加重処罰をすることとした。したが
って，交通事故を引き起こし，その後逃走した行為は，1979年刑法では重
大交通事故罪における「裁判上」の刑罰加重事由となっていたところ，
1997年刑法改正時に，交通事故を引き起こし，その後逃走した行為の悪質
性及び社会侵害性を考慮し，このような行為に処罰を与え，その行為を抑
制・予防するために，明確に刑罰加重事由として法文化したのである。さ
らに，「逃走により人を死亡」する場合については，有期懲役の上限であ
る15年を可能とする法定刑の定めとなった。
　第三に，「規則制度に違反する」から「交通運送管理法規に違反する」
に改められた。「法規」と言うと，国家が制定する規範性法律の総称で，
法律，法規などが含まれる。したがって，「交通運送管理法規」は交通運
送安全に関連する法律，行政法規，条例，部門規章と地方政府規定などで
あるのに対して，1997年刑法改正前の「規則制度に違反する」の「規則制
度」はこの中に入らなかった。そこで，1997年の刑法改正時に，「規則制
度に違反する」を「交通運送管理法規に違反する」に改正したのである。
　第四に，この改正により，重大交通事故罪の範囲は縮小した。
　航空，鉄道交通運送における重大事故犯罪は重大交通事故罪中から分離
し，重大交通事故罪の適用範囲は限定された。1997年刑法改正は，重大交
通事故罪の客観的行為を改めてはいないが，重大飛行事故罪と鉄道運営安
全事故罪を分離させたため，重大交通事故罪の適用範囲が道路交通事故と
水上交通事故の二つに限定されたことになる。
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（二）　2001年の危険な方法による公共安全危害罪（114条）の改正
　2001年の改正点は，主に道路交通犯罪中の危険犯の危険な方法による公
共安全危害罪の条文の見直しである。
　1997年（2001年刑法改正前）の危険な方法による公共安全危害罪は，刑
法第114条において，「放火，出水，爆発，毒性物，投毒又はその他の危険
な方法により，工場，鉱山，油田，港湾，河川，水源，倉庫，住宅，森
林，農場，脱穀場，牧場，重要なパイプライン，公共建築物又はその他の
公私財産を破壊し，公共の安全に危害を及ぼした者が，重い結果を生じさ
せなかったときは， 3年以上10年以下の有期懲役に処する（8）」と定めてい
た。
　2001年12月29日に中国全国人民代表大会常務委員会を通過して施行され
た『刑法改正案三』第 1条の規定は，1997年刑法第114条の危険犯である
危険な方法による公共安全危害罪の規定を，「放火，出水，爆発，毒性物，
放射性物，伝染病の病原体その他の物質の投放又はその他の危険な方法に
より，公共の安全に危害を及ぼした者が，重い結果を生じさせなかったと
きは， 3年以上10年以下の有期懲役に処する（9）」と改め，危険な方法によ
る公共安全危害罪の「公共安全」の範囲を拡大を図った。
　1997年中国刑法第114条の規定によれば，危険な方法による公私財産を
破壊し未だ重大な結果を招いていない行為こそ，本条が定めた危険な方法
による公共安全危害罪の適用範囲であった。
　これに対して，『刑法改正案三』は，前掲第114条の「工場，鉱山，油
田，港湾，河川，水源，倉庫，住宅，森林，農場，脱穀場，牧場，重要な
パイプライン，公共建築物又はその他の公私財産を破壊する」とした規定
を削除した。改正後の条文は，改正前の削除した部分の意味を包含するに
とどまらず，社会情勢の発展に伴い刑法の公共安全保護法益に値するも
の，例えば不特定多数人の生命及び身体に対する危険も含むことになって

（ 8）　甲斐克則・劉建利編訳『中華人民共和国刑法』（成文堂，2011年）99頁。
（ 9）　甲斐克則・劉建利編訳『中華人民共和国刑法』（成文堂，2011年）99頁。
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いる。したがって，この刑法改正により，道路交通の領域において，故意
による危険運転を行い，不特定多数人に対する実害結果をもたらしていな
い場合であっても，危険な方法による公共安全危害罪（114条）の適用対
象になったのである。

（三）　2011年の危険運転罪を増設
　2011年中国道路交通犯罪に関する主な法改正は，危険運転罪に係る条文
の増設である。近年，中国でも，飲酒運転及び競争運転などの危険運転行
為により，重大かつ悪質な道路交通事故が多発している。例えば，2006年
9月16日に広州省佛山市で起きた黎景全酒酔い運転致死事件（ 2人死亡），

2008年12月14日に四川省成都市で起きた孫偉銘無免許および酒酔い運転致
死傷事件（ 4人死亡 1人負重傷），2009年 1月21日に河南省三門峡市で起き
た王衛斌酔い運転致死傷事件（ 6人死亡 7人負傷），2009年 5月 7日に浙江
省杭州市で起きた胡斌競争運転致死事件（ 1人死亡），2009年12月23日に江
蘇省南京市で起きた張明宝酒酔い運転致死傷事件（ 5人死亡 4人負傷）な
どでは，危険運転行為だけをとり上げても危険と評価でき，それにより社
会の公共安全に対する信頼が損なわれるにとどまらず，社会に多大な不安
を及ぼしている。
　しかし，現行法上の刑法及びその関連規定によれば，危険運転行為は重
大な実害結果が発生してようやく危険運転行為を行った者に重大交通事故
罪が適用され，処罰することが可能になる。
　また危険な方法による公共安全危害罪の適用が可能であるとはいうもの
の，実際に発生した事件の処理を見ると，危険運転行為により危険が生じ
ても実務上は通常危険な方法よる公共安全危害罪に認定することはしな
い。
　このような危険運転行為に対する対応の遅れが問題視され，社会の公共
安全の保護の観点などから，2010年に中国国務委員兼公安委員会委員長の
孟建柱が全国人民代表大会常務委員会の『国務院の道路交通安全管理強化
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に関する報告』の中で，刑法に「危険運転罪」を増設することを提案する
とともに，競争運転及び酒酔い運転など公共の安全を著しく脅かす交通違
法行為を刑法の適用対象とし，重大交通事故罪の最高刑を引き上げること
にも言及した（10）。これにより，官庁からの意見も踏まえ，危険運転行為
を新たな犯罪として処罰することは必須不可避な状況となった。
　その後，改正作業が進行し，入念な調査研究や全国人民代表，地方人民
代表，地方人民代表大会常務委員会における議論が重ねられ，学者の意見
が数回に渡り聴取され，法治先進国の立法経験も参考にして検討を行った
うえで，2011年 2月25日に全国人民代表大会常務委員会は，大多数の支持
を得て『刑法改正案八』を採択に至った。この改正案の第22条により，刑
法第133条に重大交通事故罪が増設されたほか，第133条の一には，「①道
路で自動車を運転して追いかけながら競って走る（以下，競争運転と略称
する）者が，情状が悪質であるとき，あるいは道路で酒酔い運転をする者
は，拘留に処し，罰金を併科する。②前項行為が，同時にその他の犯罪構
成要件を満たした場合には，より重い処罰規定により処する」とする新し
い規定を設けた。
　その後，最高人民裁判所と最高人民検察院は，共同で『〈中華人民共和
国刑法〉における罪名確定の補充規定に関する実行について（五）』を発
表し，本補充規定を「危険運転罪」という罪名とすると公表した。こうし
て，2011年の中国刑法は，未だ実害結果を生じていない場合の競争運転及
び酒酔い運転を危険運転行為とし，刑法典の中に組み入れたのである。

（四）　2014年の危険運転罪の改正動向
　さらに，2014年10月27日の中国全国人民代表大会第十二回常任委員会第
十一回会議では，『刑法改正案九（草案）』について検討が始まった。改正

（10）　「孟建柱建議増加「危険運転自動車罪」」　http://finance.people.com.cn/
GB/11482177.html　人民ネット　2010年 4 月29日（最終閲覧2014年11月16
日）。
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案（草案）では，危険運転罪の規定を改正し，危険運転で刑事責任を問わ
れるべき情状を追加する模様である。改正後の危険運転罪の規定は「道路
で自動車を運転して，（ 1）追いかけながら競って走る場合の情状が悪質
であるとき，（ 2）酒酔い運転をした場合，（ 3）旅客運送を業とし，その
業務に従事する際に，定員数を大幅に超過した場合または法定速度を違反
し運転を行った場合，（ 4）危険化学品安全管理規定に違反する危険化学
品運送を行った場合などの情状があるときには，拘留に処し，罰金を併科
する」とともに，「②前項に規定する行為が，その他の犯罪を構成すると
きは，その処罰はより重い規定に従い，罪を認定し，処罰する」ことと
し，上記の（ 3）と（ 4）を今回の改正により新たに危険運転罪の処罰範
囲に盛り込む予定である。すなわち，本規定の第 1項の 3号及び 4号は現
在審議中である。なお，本法案審議に当たり，運転をする際に携帯用装置
の使用または麻薬使用後の運転行為にも危険運転罪の規定を適用すべきで
あるという意見もあったようである（11）。

二　中国刑法における道路交通犯罪の成立要件

（一）　保護法益
　以上のようにして成り立っている中国刑法における道路交通犯罪の保護
法益は，主に道路公共の安全であり，中国刑法各論第 2章「公共の安全に
危害を及ぼす罪」として，重大交通事故罪，危険運転罪，危険な方法によ
る公共安全危害罪（刑法第114条，刑法第115条 1項）が規定されている。

（11）　「刑法改正案九（案）一審「毒驾」「盲驾」是否入刑」http://www.he.xinhuanet.
com/news/2014─11/01/c_1113072508_2.htm　新華ネット　2014年11月01日
（最終閲覧2014年11月16日）。
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（二）　行為類型（客観的要件）
1．危険運転罪の客観行為

　刑法は，危険運転罪の客観行為を競争運転と酒酔い運転の 2類型に分け
規定している。前者が犯罪とされるためには，情状が悪質でなければなら
ないのに対し，後者は，酒酔い運転をしただけで足りる。
　（ 1）　酒酔い運転

　日本の道交法が，飲酒運転に対し，酒気帯び運転罪及び酒酔い運転罪の
2種の規定している点では中国の分類方法も同じであるが，ただ中国刑法
は，酒酔い運転行為を危険運転罪の客観行為とするのに対して，その他の
酒気帯び運転については，酔っている状態に達成しなければ，行政処分の
対象にとどまる。酒酔い運転については，具体的には，以下のような処理
を行っている。
①「酒酔い」状態の判断基準

　中国において，「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」を区別するための判
断は，一般には『自動車運転者の血液，呼気アルコール濃度値と検査』
（国家標準 GB19522─2010）の規定を参照して行っている。すなわち，運転
者の血液中アルコール濃度が20mg/100ml以上，80mg/100ml未満の場合
が酒気帯び運転（一般には行政法違反行為，犯罪ではない）であるのに対し
て，80mg/100ml以上の場合は酒酔い運転罪であるとされている。前掲の
国家基準により血液中アルコール濃度と呼気アルコール濃度を換算するこ
とはできる一方（12），呼気アルコール濃度検査は比較的精度に欠けるため
信頼性が乏しいので，現場で初期段階に呼気アルコール濃度検査を行い，
酒気帯び運転の被疑者であるか否かを判断する役割を果たすにとどめて，
検査結果を立件証拠に使用すべきではないとされている（13）。この点に関
し，2013年12月18日の中国最高人民裁判所，最高人民検察院，公安部は

（12）　呼気アルコール濃度×2200＝血液中アルコール濃度。
（13）　劉艶紅「酔驾型危険運転罪刑事証拠規則研究─基于刑事一体化的尝试性構

建」法律科学 2期（2014年）146─148頁。
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『酒酔い運転を巡る刑事事件における法律適用の若干の問題に関する解釈』
（司法解釈，以下『意見』と略称する）第 1条前段で，「道路で自動車を運転
し，血液中のアルコール濃度は80mg/100ml以上に達した結果，酒酔い運
転に属する場合には，刑法第133条の一第 1項の規定に基づき，危険運転
罪と認定し，処罰をしなければならない」と規定しており，これによると
危険運転罪中の「酒酔い」状態に対する判定として，血液中のアルコール
濃度を採用していることがわかる。
②「酒酔い運転型」危険運転罪の判断の混迷

　犯罪の概念規定である刑法第13条の「……社会に危害を及ぼすすべての
行為が，法律に定められているときは犯罪であり，処罰を受けなければな
らない。ただし，情状が極めて軽く，危害が著しくない場合は犯罪としな
い」とする定めは，犯罪構成要件を論ずるにあたり矛盾を生じているとの
指摘がなされている。
　これを中国刑法第133条の一の酒酔い運転の規定との関係でみると，同
条には実害結果と重い情状に関する規定がないため，酒酔い状態で運転す
れば刑法13条の但書が適用されるかどうかをめぐり，理論界と実務界で大
きな争いが起きている。ちょうど『刑法改正案八』が成立した直後，中国
最高人民裁判所の副長官である張軍氏が，中国刑事裁判座談会において，
「危険運転罪の構成要件を正確に把握すべきであり，単に文字通りに改正
案を理解すべきではない。道交法に規定する酒酔い基準に達した状況で運
転すればすべて犯罪になるわけではなく，刑法総論13条但書の規定を考慮
して総合的に判断すべきである」との意見を発表した（14）のに対し，中国
公安部は，情状によらず酒酔い運転があれば刑事事件として立件すべきだ
と主張した（15）。それに続き，最高人民検察院も，事実がはっきり判別で

（14）　「最高裁：酒酔い運転をすべて犯罪とすることが認めない」　http://auto.
sohu.com/20110511/n307221653.shtml　捜狐ネット　2011年05月11日（最終閲
覧2014年11月17日）。

（15）　「公安部：酒酔い運転をすべて犯罪として立件する」http://news.sina.com.
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き十分な証拠がある場合には，情状によらず起訴すべき旨を示した（16）。
その他，中国理論界も，酒酔い運転をしたら直ちに危険運転罪となるか，
無罪であればその根拠がどこにあるかをめぐって議論をした。この点につ
き，一部の学者は「情状にかかわらず酒酔い運転をすべて犯罪である」と
主張するのに対して（17），「刑法総則13条但書の規定に基づき，酒酔い運転
の情状が極めて軽く，危害が著しくない場合には，酒酔い運転罪は成立し
ないとする」と述べる学者もおり（18），「酒酔い運転をしたら必ず犯罪とな
るわけではないが，犯罪の成立を否定する根拠が刑法総則13条但書の規定
以外に求めるべきである」と主張する学者も見られる（19）。
③「酒酔い運転型」危険運転罪に関する「裁判上」の刑罰加重事由

　『意見』の第 2条規定は，自動車の酒酔い運転の場合，以下の状況に該
当した時には，刑法第133条 1項の定めにより，（ 1）交通事故を起こし且
つ全部または主要責任を負う場合，或は事故を起こした後逃走したものの
未だその他の犯罪を起こしていない場合，（ 2）血液中のアルコール濃度

cn/c/2011─05─18/021522482080.shtml　新浪ネット　2011年05月18日（最終
閲覧2014年11月17日）。

（16）　「最高人民検察院：証拠が十分であれば酒酔い運転をすべて起訴する」　新華
ネ ッ ト　http://news.xinhuanet.com/legal/2011─05/24/c_121449169.htm　
2011年05月24日（最終閲覧2014年11月17日）。

（17）　殷磊「論刑法第13条功能定位─兼論（酔酒型）危険運転罪応一律入刑」政
治与法律 2期（2012年）132─139頁。張建「「酔酒型」危険運転罪的反抜与正
源」華東政法大学学報 5期（2011年）121─129頁。

（18）　劉憲権・周舟「〈刑法〉第13条「但書」条款司法適用相関問題研究─兼論
酔驾応否一律入罪」，『現代法学』 6期（2011年）99─106頁。趙絵宇・紀翔虎
「対于危険運転行為適用「但書」条款併無不当」法学7期（2011年）33─38頁。
何栄功・羅継洲「也論抽象危険犯的構造和刑法「但書」之関係─以危険運転
罪為引例」法学評論 5期（2013年）48─53頁。周詳「「酔驾不必一律入罪」論
之思考」法商研究 1期（2012年）137─143頁。熊偉「論「酔驾不必一律入罪」」
法学論壇 6期（2012年）129─135頁。

（19）　曲新久「酔驾不一律入罪無需依頼于「但書」的適用」法学 7期（2011年）13
─17頁。付立慶「応否允許抽象危険犯反証問題研究」法商研究 6期（2013年）
76─84頁。
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が200mg/100ml以上含んでいる場合，（ 3）高速道路で運転行為を行った
場合，（ 4）旅客を乗せたバスを運転した場合，（ 5）大幅に定員数・積載
量を超過した運転又は速度違反運転をした場合，無免許運転，偽造又は変
造したナンバープレート等の証明証を使用して道路交通安全法が定めた違反
行為をした場合，（ 6）警察官の検査を回避するため又は警察官の検査を忌
避するために行った行為でその他の犯罪を起こしていない場合，（ 7）以前
に飲酒運転により行政処分され又は刑事責任を負ったことがある場合，（ 8）
その他の加重処罰事由がある場合には，刑を加重して処罰すると定めた。
　他方，『意見』では，「酒酔い運転」等の危険運転罪における刑の減軽事
由を明確に規定していないので，危険運転行為の量刑情状が複雑で社会に
おける危険性及び行為者の主観的悪意が比較的小さいことから，どのよう
な状況が執行猶予の適用要件中の「犯罪の情状が比較的軽い」場合に当た
るのか（刑法第72条），またどのような状況が刑罰以外の処分中の「犯罪の
情状が軽微であり，刑を科する必要がないときは，刑事処罰を免除するこ
とができる」（刑法第37条）に当たるのかを判断する必要がある。中国刑法
は，第72条の規定によって ，酒酔い運転の情状が比較的軽い場合におけ
る執行猶予が適用される状況を定めているところ，これに当てはめて考え
ると，（ 1）交通事故が発生していない，行為者が罪を認め，悔いており，
他の法律上又は裁判上の刑罰加重事由がない場合は，一般的に酒酔い運転
を「犯罪の情状が比較的軽い」と認められ，また，（ 2）交通事故を起こ
したが，軽い人身傷害や財産損失にとどまり，更に被害者に積極的に賠償
し，了承を得，他の法律上又は裁判上の刑の加重事由がない場合には，酒
酔い運転を「犯罪の情状が比較的軽い」と認めることは可能であるのに対
して，（ 3）刑の減軽事由も刑の加重事由もある場合については，全体的
に考察し，酒酔い運転を「犯罪の情状が比較的軽い」と認めるべきではな
く厳しく認定すべきである。
　また，「犯罪の情状が軽微であり，刑を科する必要がないときは，刑事処
罰を免除することができる」という規定を適用する場合には，前掲の執行
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猶予の適用条件を満たすだけではなく，下記 4つの条件を同時に備えなけ
ればならない。（ 1）被告人には刑の加重事由がなく，原則として交通事
故を起こしていないが，交通事故を起こしたとしても軽い人身傷害又は財
産損失にとどまり，更に被害者に積極的に賠償し，了承を得なければなら
ない，（ 2）少なくとも法律上定めた必要又は任意的減軽事由がある場合
例えば自首すること，自白すること，功績，酒酔い運転を自発的に中止す
ること，（ 3）酒酔いの状態がひどくなく，血液中のアルコール濃度も
160mg/100ml以下である場合，（ 4）情理上許容される理由により酒酔い
運転をした場合である。例えば，病人を救うために酒酔い運転する場合，
長時間休んだ後，酔いが醒めてきたと誤認して酒酔い運転した場合，車を
移動させるなど，短距離の酒酔い運転する場合などが挙げられる（20）。
　（ 2）　競争運転

　酒酔い運転以外に，競争運転も危険運転罪に含まれるところ，以下では
競争運転に関する論点を取り上げる。
①「競争運転」の主体となる数

　「競争運転」の主体について，「競争運転」行為は行為者の一方的な行為
により構成できるか否かを巡って理論界と実務界では争いがある。
　「競争運転」の主体人数の規定に関して，一部の見解によれば，いわゆ
る競争というのは，刺激を追求又はその他の目的により 2人以上の者が各
自道路，都市道又はその他の道路上で争いながら走り，それにより道路交
通安全及び社会の秩序の維持を害する運転行為である。「高速度運転」と
「競争運転」とは，形式面では類似している反面，その主要な区別として，
行為者が単独で猛スピードで運転する行為が「高速度運転」であるのに対
し， 2人以上の者が各自の車を運転し制限速度を超える速度運転する行為
が「競争運転」である（21）。

（20）　中国最高人民裁判所刑事訴訟 1 ─ 5部編『刑事裁判参考（危険運転罪につい
て）』（法律出版社，94集，2014年）23─24頁。

（21）　周道鸞・張軍主編『刑法罪名精釈（上）』（人民法院出版社， 4版，2013年）
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　しかし，その他にも「競争運転」の典型例としては， 2人以上の者が相
互に先頭を競って運転をする行為があが，さらに，単独で特定又は不特定
な車両に対し，一方的に競争運転をする行為も含まれるとする見解が見ら
れる（22）。
　この見解によると，「競争運転」は「追いかける」行為と「競い合う」
行為の 2つの情況を含んでおり，そのうちの「追いかける」の中に積極的
に追いかける，ついて行くというような一方的な行為も入るといえるので
ある（23）。
　つまり，一方の行為者が「競う」ことを目的とし，「競争運転」行為を
実施し，その行為がすでに他人を危険な状態に陥らせ，情状が極めて悪質
な場合に達したときは，処罰することができると解することができる（24）。
したがって，例えば，繰り返して近距離から他車を追い越す危険な行為，
繰り返し持続的に他車と近距離で平行運転または近距離から平行しながら
挑発する行為，通行を妨害する行為，交通信号を無視し通行する行為また

146頁。趙秉志主編『刑法修正案（八）理解与適用』（中国法制出版社，2011
年）190頁。趙秉志・趙遠『危険運転罪研析与思考』政治与法律 8期（2011年）
18頁。叶良芳「危険運転罪的立法証成和規範構造」法学 2期（2011年）22頁。
張心向・王強軍「社会風険控制視域下的危険運転罪研究」南开学報（哲学社会
科学版） 2期（2012年）104頁。

（22）　王志祥主編『刑法改正案（八）解読与評析』（中国人民公安大学出版社，
2012年）274頁。高貴君主編『危険運転刑事案件办案指南』（人民裁判所出版
社，2014年）25頁。魏東「「危険運転」適用解釈中的両個問題」江西警察学院
学報5期（2011年）81頁。

（23）　劉媛媛『現代刑法中的危険問題研究』（法律出版社，2013年）90─91頁。王鵬
祥「危険運転罪的構成及其完善」河南師範大学学報（哲学社会科学版） 5期
（2012年）114頁。

（24）　石魏「危険運転罪司法疑難問題解析」法治論丛 1期（2014年）52頁。黄夕虎
「論危険運転罪的犯罪構成与既遂形態」西華大学学報（哲学社会科学版） 3期
（2012年）76頁。黄娜・李東根「論危険運転罪的理解与適用」中国人民公安大
学学報（社会科学版） 3期（2011年）15頁。董玉庭，黄大威「危険運転罪的規
範与完善」学術交流 8期（2011年）58頁。潘庸魯・朱婷婷「対危険運転罪理解
与適用之初探」東方法学 4期（2011年）56頁。
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は黄色の信号にも関わらず高速に通過する行為などは，競争運転行為の範
疇に属するとされる（25）。
　なお，わずか 1台の車で道路上で猛スピードで走らせる運転行為も，同
じく「競争運転」の範囲に包含すべきであるという論者もいる（26）。
　他方，中国実務界では，一方的な行為で自動車を運転して速度を競いな
がら他の自動車を追いかける行為をなされた場合に，危険運転罪と認めた
判例が登場した。この事実は，2011年 5月15日14時50分ごろ，被告人蒋氏
は並行して運転していた王氏の車が自分の車を擦ったと信じ，両者とも停
車して言い争いになった。王氏は擦ったことを認めず，車に乗ってその場
を去った。かっとなった蒋氏は，直ちに王氏の車を追いかけ，追いつくと
王氏の方向に車線変更しようとしたが，その際に自車を王氏の車に衝突さ
せたため，王氏の車が車線をはみ出し，道路端を走行していた自転車の親
子 2人をはねて軽いけがをさせたうえに，道路上に駐車中の 2台にも衝突
した。裁判所は被告人を危険運転罪に処し，拘留 5ヶ月と罰金5000元を併
科した。この事案は北京市において競争運転行為に危険運転罪が適用され
た初めてのケースである（27）。
　さらに， 2人の者の間で事前の意思疎通を欠いて道路上で共に自動車を
最高速度を超える運転を行った場合につき，「追いかけて競争する」とい
う関係がないのに，危険運転罪が認められた事案もある。例えば，2012年
2月 3日20時ごろ，張氏と金氏は一緒にオートバイを運転して遊びにでか
けた。途中， 2人は刺激を求めるために，制限速度を50％以上超過して，
赤信号を無視して走行したことにより， 2日後，警察に逮捕された。2013

年 1月14日，張氏は危険運転罪で，拘留 4ヶ月（執行猶予 3か月）と罰金

（25）　張克文「危険運転罪的客観不法与主観帰責」環球法律評論 6期（2013年）90
頁。

（26）　黎宏『刑法学』（法律出版社，2012年）477頁。
（27）　最高人民裁判所刑事訴訟1─5部編『刑事裁判参考（危険運転罪について）』
（法律出版社，94集2014年）362─363頁。
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4000元を併科され，金氏も危険運転罪により，拘留 3か月を（執行猶予 3

か月）および罰金3000元を併科された（28）。
②　「競争運転」の速度

　「競争運転」の速度をめぐっては，「競争運転」は，抽象的に危険である
高速度または制限速度を超える運転を前提とするため，低速度運転は当罪
に該当しないと考える学者もいる一方（29），条文に「競争運転」に関して
制限速度を超える運転を前提としなければならないと規定していないの
で，制限速度を超える運転は「競争運転」の必須要件ではないとし，運転
者が通常の速度又は低速度で競争運転を行う場合にも，当罪は成立可能で
あると主張する学者もいる（30）。『刑法改正案八』の発表後，中国で具体的
に立法を担当する機関が，「競争運転」が制限時速を超える暴走運転だけ
ではなく，制限時速を超えない暴走運転も含むと発表している（31）。
③　「競争運転」の情状事由

　中国刑法は危険運転罪の処罰範囲を限定するために，「競争運転」に対
して，「情状が悪質である」という要件を設けた。すなわち，行為者が競
争運転を行うにもかかわらず，「情状が悪質である」の程度に達しなけれ
ば危険運転罪にならないのである。この危険運転罪中の競争運転行為の行
為の情状について，刑法理論界で以下のような問題をめぐって論争があ
る。
　第一に，「情状が悪質である」という要件設定の合理性をめぐる争いが
ある。
　学者の中には，通常の酒酔い運転の場合は酒酔い状態に陥って運転して
いるので，その行為能力とコントロール能力は（飲酒していない）競争運

（28）　富心振『上海で80年代生まれの二人の若者に一審が危険運転罪に処し拘束』
人民裁判所新聞2013年 1月15日003版。

（29）　張明楷『刑法学』（法律出版社， 4版，2011年）637頁。
（30）　黎宏『刑法学』（法律出版社，2012年）477頁。
（31）　全国人民代表大会常任委員会法律仕事部会刑事部編『中華人民共和国刑法改

正案八条文の説明・立法理由・関連規定』（北京大学出版社，2011年）72頁。
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転場合より低下することが予測されるため，本来なら「酒酔い運転」の構
成要件に新たに設けるべきである「情状が悪質である」の要件を「競争運
転」の構成要件に設けたことにより，「競争運転」及び「酒酔い運転」の
要件が均衡性を失う結果を招いたと主張する論者がいる（32）。しかし，こ
れに対しては，「競争運転」は，「酒酔い運転」と異なり，一般に競争運転
行為をする者は正常な運転能力を備えており，その運転目的及び動機がさ
まざまであるため，道路で競争運転する方法を特定することが難しく，競
争運転行為は必ずしも確実に交通安全に危害をもたらすとは断定できない
ため，情状が重い競争運転行為だけを交通安全に危害をもたらす相当な行
為とし，刑罰手段をもって制裁する必要があるため，「情状が悪質である」
という要件によって処罰範囲を制限すべきであるとする反対説も唱えられ
ている（33）。
　第二に，「情状が悪質である」という要件が犯罪の性質論に与える影響
について，以下のような争いがある。学説上，多数説は危険運転罪が抽象
的危険犯であることに対し（34），少数説は「競争運転」が「情状が悪質で
ある」状態に達するか否かを判断する際，法律の関連規定及び経験則など
も踏まえたうえで検討を行うと，競争運転による危険運転罪は抽象的危険
犯ではなく，具体的危険犯であると解すべきであるとの見解が見られ
る（35）。
　第三に，「情状が悪質である」という要件の具体内容について議論があ

（32）　叶良芳「危険運転罪的立法証成和規範構造」法学 2期（2011年）22頁。
（33）　高貴君主編『危険運転刑事案件办案指南』（人民裁判所出版社，2014年）24

頁。　張明楷『刑法学』（法律出版社，4版，2011年）637頁。張明楷「危険運転
罪及其与相関犯罪的関係」人民裁判所新聞2011年 5月11日006版。

（34）　王耀忠「危険運転罪罪過等問題之規範研究」法律科学 5期（2012年）123頁。
張明楷『刑法学』（法律出版社， 4版，2011年）637頁。

（35）　劉媛媛『現代刑法中的危険問題研究』（法律出版社，2013年）89頁。張心
向・王強軍「社会風険控制視域下的危険運転罪研究」南开学報（哲学社会科学
版） 2期（2012年）104─105頁。董玉庭・黄大威「危険運転罪的規範与完善」
学術交流 8期（2011年）58頁。
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る。
　現行法上，「競争運転」においてどのような状況が「情状が悪質である」
に当たるかにつき，具体的な規定及び司法解釈がないため，「競争運転」
が「情状が悪質である」を当たるかを判断する際には，司法上裁判官に大
きな裁量権が認められているのであるが，「情状が悪質である」か否かの
判断にあたり，行為者の数，事件発生した場所及び制限速度を超える値の
三つの観点に限定して検討すべきだとする学者もいる（36）。
2 ．重大交通事故罪の客観行為

　重大交通事故罪というのは，交通運送管理法規に違反し，よって重大な
事故を引き起こし，人に重傷害を負わせ若しくは人を死亡させ，又は公私
の財産に重大な損害を生じさせる行為を指す。
　上述した危険運転罪と異なり，重大交通事故罪に該当するには，客観的
に人に重傷害または死亡させ，或は公私の財産に重大な損害を生じさせる
行為が必要であり，したがって，酒酔い運転と競争運転を除けば，単に交
通運送管理法規に違反する行為だけでは重大交通事故罪を構成しない。
　中国最高人民裁判所の2000年11月10日付の「重大交通事故の刑事案件を
審理についての解釈」によると，刑法第133条の重大交通事故罪における
「人に重傷害又は死亡，或は公私の財産に重大な損害を生じさせた者」と
は，（ 1） 1人の死亡，又は 3人以上重傷を負わせた上に，事故の全責任
又は主要責任を負う者，（ 2） 3人以上の死亡させた上，事故の半責任を
負う者，（ 3）財産の損失をもたらし，支払不能賠償額が30万元以上であ
る上，事故の全責任又は主要責任を負う者，（ 4） 1人以上に重傷を負わ
せた，事故の全責任又は主要責任を負うという要件を満たすだけでなく，
①飲酒運転，②麻薬使用後の運転，③無免許運転，④ブレーキ等安全整備
の不完全な自動車の運転，⑤廃車の運転，⑥過積載運転，⑦事故現場から
逃走する行為のいずれかひとつに該当することが求められている。

（36）　吴華清「危険運転罪的理解与適用」中国検察官 4期（2011年）34頁。
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3 ．危険な方法による公共安全危害罪の客観行為
　多数説は，危険な方法による公共安全危害罪にいう「他の危険方法」の
解釈について，広範な解釈を採るのではなく，同条に規定される放火罪，
出水罪，爆発罪，危険物投放罪の客観行為を参照して認定されるべきだと
主張している。すなわち，「放火」，「出水」，「爆発」，「危険物投放」行為
と同質又は同じ危険性を持っている行為手段であれば，危険な方法による
公共安全危害罪中の「他の危険方法」に認定されうるところ，酒酔い運転
と競争運転などの危険運転行為の場合はどのような状況であれば，危険な
方法による公共安全危害罪に構成するかにつき，ある学者は以下の 3つの
状況にまとめている。第一の状況は，行為者が社会に対する恨みから報復
目的で混乱を起こし，交通規則を無視して，道路上で車を制限速度を超え
つつ縦横無尽に突き進ませ，公共安全を脅かし，又は実際の危害結果を引
き起こした場合である。第二の状況は，運転技術が未熟な行為者が運転し
たいという欲求を満たすために運転する行為または制限速度を超えて運転
する場合である。この場合には行為者は自分の行為が公共の安全を脅かす
ことを知りながら，制限速度を超えて運転しており，自己の行為により危
害結果について放任または認識ある状況が認められる。第三の状況は，行
為者が飲酒又は麻薬を使用したのが原因で，正常に車をコントロールでき
ないのに，競争運転する場合で行為者の制限速度を超えて運転する行為が
既に不特定多数人の生命，身体と公私の財産安全に損害を生じさせる可能
がある場合である（37）。

（三）　主観的要件
1．危険運転罪の主観的要件

　危険運転罪の主観的要件については故意か過失かをめぐり次のような議
論がある。

（37）　梅伝強，胡江「危険運転行為入罪的分類分析」法学 9期（2009年）16頁。
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　学説上，多数説は危険運転罪の主観を，行為者が故意により自己の飲酒
運転又は競争運転行為を行えば，公共の安全に危険な状態を生じさせるこ
とを知りながら，認容又は放任したと解釈している。すなわち，危険運転
罪の主観的要件は故意である（38）。
　しかし，少数説は，危険運転罪の主観的要件を過失とすべきだと主張し
ている。その一人である劉憲権教授の危険運転罪に関する主張によれば，
「危険運転罪の主観的要件を過失犯罪と理解することは，中国の刑法総論
における主観的要件の規定及び伝統的刑法理論の構成に相応するだけでは
なく，刑法体系の理論構成上の難問を解決する上でも適しているからであ
る（39）。」と述べている。
2 ．重大交通事故罪の主観的要件

　通説は，重大交通事故罪の主観的要件は過失であるとしている。これに
対し，危険運転罪の増加傾向に備え，重大交通事故罪の責任形式を 2分類
して論ずるべきであるという意見もある。具体的には，（ 1）一般には重
大交通事故罪を過失とする。重大交通事故罪の場合には，行為者は故意に
交通運送管理法規を違反する運転をし，その行為により行為者が人を死傷
に至らしめた結果は過失によるため，中国刑法上の故意犯罪は成立しな
い。例えば，運転免許証を取得せず，過失により人を死傷させた場合に
は，単純な過失犯に属する。（ 2） 2つ目の分類の重大交通事故罪は危険
運転罪の結果加重犯である。つまり，危険運転罪は故意による犯罪である
のに対し，危険運転行為により故意なく（過失により）人を死傷させ，か
つ重大交通事故罪の犯罪構成要件を満たした場合は，重大交通事故罪とし
て処断されるところ，理論上，この場合は行為者は基本犯（罪名は危険運
転罪である）に対して故意であることを，加重結果に対しては過失である

（38）　趙秉志主編『「酔驾入刑」専家談』（法律出版社，2011年）27，151頁。張明楷
『刑法学』（法律出版社， 4版，2011年）632頁。

（39）　劉憲権・周舟「危険運転罪主観方面的刑法分析」東方法学 1期（2013年）29
頁。
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ことを要件とするものである（罪名は重大交通事故罪である）（40）。
3 ．危険な方法による公共安全危害罪の主観的要件

　一般に，危険な方法による公共安全危害罪の主観的要件は故意であり，
行為者の行為が人の重傷，死亡あるいは公私財産の重大な損失を及ぼした
という実害結果を行為者の主観において少なくとも否定しないことを要す
る。
　その上，酒酔い運転，競争運転等の危険運転行為は「放火」，「出水」，
「爆発」，「危険物投放」行為などの性質に相当する危険性を有するとすべ
きであるので，行為者の主観において不特定多数の人の生命・身体，公私
財産に危害を及ぼすという認識がなければ，飲酒運転，競争運転などの極
めて危険性の高い運転行為により生じた事故であっても直ちに危険な方法
による公共安全危害罪に認定することはできないということになる。
　2009年 9月11日，最高人民裁判所は，『酒酔い運転犯罪に関する法律の
適用指導意見及びそれに関連する典型事案の通知』の中で，「行為者は飲
酒後の運転行為の違法性及び酒酔い運転による公共安全を害する危険性を
認知しながら，法律規定を無視し酒酔い運転をする行為，特に交通事故を
起こした後も，引き続き運転を行い被害者に衝突し重大な死傷をもたらし
た行為すなわち交通事故後に持続的に発生させた危害結果について行為者
が認識し放任することは，公共の安全を危害に対する主観的故意である。
このような酒酔い運転により重大な致死傷を起こしたした行為者は，刑法
の危険な方法による公共安全危害罪に処するべきである。」と規定してい
る。

（四）法定刑
1．危険運転罪の法定刑

　危険運転罪は，中国刑法において法定刑の最も軽く，拘役と罰金の併科

（40）　張明楷『刑法学』（法律出版社， 4版，2011年）632頁。
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で，唯一有期懲役を設けていない罪である。しかしながら，中国の刑法各
論が規定しているその他の罪における法定刑が有期刑であることに鑑み，
少数説は危険運転罪の法定刑にも有期刑を導入しなければ，中国刑法の法
定刑体系のアンバランス生じるという指摘がある（41）。
2 ．重大交通事故罪の法定刑

　重大交通事故罪の基本的な法定刑は 3年以下の有期懲役又は拘留である
が，交通運輸事故を起こした後，逃走又はその他の極めて悪質な情状が生
じた場合は 3年以上 7年以下に，逃走により死亡が生じた場合には， 7年
以上の有期懲役（最高は15年）に刑が加重される。
　具体的には，最高人民裁判所の2000年11月10日付の『重大交通事故の刑
事案件に関する審理解釈』第 3条の規定によれば，「「交通運輸事故を起こ
した後，逃走」とは，行為者が本解釈の第 2条 1項規定及び第 2条 2項 1

号─ 5号が定める情状のうちの 1つに該当する場合に，交通事故が発生し
た後で，法律の罰則を回避するために逃走する行為をいう。」とされ，ま
た，第4条の規定により，「その他の極めて悪質な情状」とは，「（ 1） 2人
以上死亡，又は 5人以上重傷させた上，事故の全部又主要責任を負う場
合，（ 2） 6人以上死亡，事故の半責任を負う場合，（ 3）財産の損失をも
たらした上，不能支払賠償額は60万元以上，事故の全責任又は主要責任を
負う場合」を指す。さらに，第 5条の規定により，「逃走により死亡」さ
せた行為とは，「交通事故発生後，行為者は被害者の救助に努めることな
く，法律責任の追究を回避するため逃走し，被害者を死亡に至らしめられ
た行為をいう」とされている。
3 ．危険な方法による公共安全危害罪の法定刑

　未だ重大な結果を起こしていない危険な方法による公共安全危害罪の法

（41）　高文西・董琳「酔酒型危険運転犯罪法定刑配置之完善」中国検察官11期
（2012年）13頁。頼正直・朱章程「日本刑法中危険運転致死傷罪述評」中国刑
事法雑誌 5期（2012年）126頁。陳偉「酔驾的拘役刑罰有待商榷」人民裁判所
新聞2011年 1月 9日002版。
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定刑は， 3年以上10年以下の有期懲役であるが（第114条），人の重傷，死
亡または公私の財産に重大な損失を起こしたときの法定刑は，有期懲役10

年以上，無期懲役または死刑に加重される（第115条 1項）。
　第115条 1項による重い法定刑を設けた主な理由として，危険な方法に
よる公共安全危害罪を構成するにあたり，人の重傷，死亡あるいは公私の
財産に重大な損失を被らせたという実害結果は，行為者の認容または放任
した態度から生じたという点が挙げられる。

三　日中道路交通犯罪の比較

（一）　立法体系の比較
　日本の刑法は，刑法典とその他の刑罰法規によって構成されている。刑
法典は，総則と各則から成る一般的な犯罪に関する法規範であり，刑法と
称するに対し，その他の刑罰法規は特別刑法と称して，特殊分野における
犯罪（禁止行為，法令違反行為）と罰則を直接定めているところ，特別刑法
は，規定の趣旨の相違から，さらに狭義の意味の特別刑法（処罰目的）と
行政刑法（行政取締り目的）に分けられている（42）。2014年 5月20日に『自
動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』（以下，「処
罰法」と略す）が施行されまで，日本の道路交通犯罪は，主に刑法と道路
交通法が（以下「道交法」と略す）それに関して規定していた。しかし，
処罰法の中に，従前の刑法典中の危険運転致死傷罪（刑法典第208条の 2）

と自動車過失運転致死傷罪（刑法典第211条第 2項）に関する規定が移行さ
れた結果，日本の道路交通犯罪には処罰法 （狭義刑法の特別刑法）と道交法
（行政刑法）が適用されることになった。
　中国は日本と異なり，刑法典に限って犯罪規定及び刑罰規定を定めてい
る。行政法の中にも犯罪と刑罰に関する規定があるものの，具体的には刑

（42）　大谷實『刑法講義総論』（成文堂，新版第 4，2012年） 5頁。
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法典の関連規定を準則規定とすると定めている。言い換えれば，行政法で
は犯罪と刑罰を単独で規定することが許されないため，『中国道路交通安
全法』が規定しているのは，犯罪行為ではなく，単なる違法行為であり，
したがって，中国の道路交通上の犯罪はすべて刑法典が規定していること
になるのである。
　それ以外にも，中国では道路交通刑法犯と道路交通行政違反を厳格に二
元的に区分する立法体系を構築しているのに対し，日本では道路交通刑法
犯について一元的立法体系を採用している。以上の点に関連して，日本の
道交法違反行為に関するほとんどの規定について，中国では道路交通安全
法上に規定を置いている。言い換えれば，日本は比較的軽い道路交通の違
法行為を大幅に犯罪化しているのに対し，中国では通常これらの行為に対
して行政処分で対応している。

（二）　立法構造の比較
　日中両国の道路交通犯罪の立法構造は，以下の 3つの角度から違いを指
摘することができる。
　第一に，中国は危険運転罪には，結果的加重犯の規定がない。
　中国刑法は，日本の処罰法上の危険運転致死傷罪及び準危険運転致死傷
罪のような結果的加重犯的性質の故意実害犯の規定を設けていない。日本
の危険運転致死傷罪，準危険運転致死傷罪の行為者が発生させた死傷結果
に対する主観的要件は，日本の学説によれば過失（なお，判例は過失不要
説であると言われている）であるが，中国ではこのような結果的加重犯的
性質の道路交通犯罪をいまだ定めておらず，こうした事態に至った場合を
重く処罰するには刑法の重大交通事故罪を適用するほかない。
　交通事故を起こした後，逃走を図らなかった場合であれば，重大交通事
故罪の基本的な法定刑である 3年以下の有期懲役または拘留に処すること
になるため，危険運転行為から過失により人を死傷に至らしめた処罰は軽
い刑にとどまる。そのため，以前から中国の学者は，日本の危険運転致死
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傷罪のような結果的加重犯の立法を参考にし，中国刑法の中に危険運転致
死傷罪を増設すべきであると提案していたにも関わらず（43），2011年の『刑
法改正案八』においてはこのような意見は採用されなかった。しかし，現
在でも，日本の危険運転致死傷罪の立法を参考にして，中国刑法の危険運
転罪に対する規定を補充すべきであると主張する中国の学者は多い（44）。
　第二に，他方，中国刑法には，危険な方法による公共安全危害罪という
包括的な規定がある。
　この罪は危険犯（刑法第114条）にも実害犯（第115条 1項）にも適用され
る上，中国の司法実践では，「酒酔い運転」と「競争運転」行為が重大交
通事故罪の客観行為に該当しても，危険な方法による公共安全危害罪にい
う「危険な方法」にも該当することを認めるので，罪名判定に困難及び問
題が生じかねない。この点は中国法曹界の上重大問題の一つとして，各地
の裁判所において「類似案件における正確な罪名認定」を強化するよう要
請されているが（45），日本ではこのような問題は生じない。
　第三に，中国刑法の重大交通事故罪の特徴は，行為者の行為が交通運輸
管理法規に違反することを要件とする点である。
　すると，危険運転罪の「酒酔い運転」と「競争運転」の両行為は，『道

（43）　劉明祥「有必要増設危険運転致人死傷罪」『法学』2009年第 9期10─15頁。
（44）　頼正直，朱章程「日本刑法中危険運転致死傷罪述評」『中国刑事法雑誌』

2012年第 5期126─127頁。王冲「論危険運転的実害犯─兼論刑法第133条之
一第 2款的不足与完善」『江西教育学院学報（社会科学）』2012年第 4期28─29
頁。

（45）　危険な方法による公共安全危害罪（第115条 1項）の法定刑は重大交通事故
罪より高いため，重大死傷を引き起こす危険運転行為に対して，公民の憤りを
平定するために，ある裁判所は危険な方法による公共安全危害罪と認める。例
えば，酒酔い運転により四人を死亡，一人を負傷させた事案について，2009年
7月23日に成都市中級人民裁判所は危険な方法による公共安全危害罪と認め，
死刑を言い渡したが，2009年 9月 8日，四川省高等人民裁判所が無期懲役に改
めた。これに対して，酒酔い運転により六人を死亡，七人を負傷させた事案に
ついては，2009年 7月 3日に河南省三門峡市湖濱区人民裁判所が重大交通事故
罪と認め，有期懲役 6年また 6个月を言い渡している。
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路交通安全法』を違反するので，その行為が実害結果を引き起こした時
は，重大交通事故罪が成立する可能性が生ずるのである。これに対して，
日本刑法の過失運転致死傷罪の成立は，中国刑法の規定とは異なり，関連
行政法規を違反することを前提としておらず，運転者が運転行為を行うに
当たり必要な注意を怠り，死傷結果を起こしたことを要件とする。他方，
日本の場合，法定の危険運転行為により人の死傷結果を発生させた場合は
重い危険運転致死傷罪に該当するのである。

（三）　保護法益の比較
　日本刑法における危険運転致死傷罪は，当初の刑法典の傷害の罪の章
で，自動車過失運転致死傷罪は過失傷害の罪の章で規定が設けられた経緯
から，日本の道路交通犯罪中の実害犯の保護法益は，個人の生命，身体で
あるのに対し，危険犯については，人の死傷結果を引き起こしていない道
路交通犯罪（例えば酒気帯び運転罪，酒酔い運転罪等）に関しては行政刑法
性質を持つ道交法が定めており，日本の道交法は道路交通安全を守ること
を目的としていることから（46），道路交通安全という法益を危険にさらす
ものとして理解される。その結果，日中両国の道路交通犯罪における危険
犯の法益はほぼ類似したもののようにも見える。しかし，厳密にみると，
日本の場合の危険犯の設置は，行為自身による実害結果を防止するため
に，刑法の処罰を前倒しにしたことによるのであり，その保護法益自体は
実害犯という理解もあり得る上，日中両国道路交通犯罪における実害犯の
保護法益も異なり，中国刑法による道路交通犯罪は，日本の過失運転致死
傷罪に該当する重大交通事故罪を含めて全ての罪が，刑法各論第四章国民
の身体の権利を侵害する罪ではなく，公共の安全に危害を及ぼす罪として
定められている。

（46）　日本道路交通法第1条「この法律は，道路における危険を防止し，その他交
通の安全と円滑を図り，及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを
目的とする。」
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　このような，とくに実害犯に対する保護法益の差異が，両国の道路交通
犯罪の成立要件や発生場所の解釈にも影響を及ぼしていると考えることが
できる。
　第一に，日本の場合は個人の法益を重視しているので，行為により人を
死傷したことに着目して（重傷である必要はない）犯罪とされるのに対し，
中国では人を死傷したという点は重大交通事故罪と危険な方法による公共
安全危害罪（第115条 1項）の成立要件となるものの，第114条の危険な方
法による公共安全危害罪では不要である。一方，公共安全が保護法益とな
る上，さらに公民の生命，身体の安全を含んでいるだけではなく，財産安
全も含まれるので，関連犯罪行為が公私財産に重大な損失を及ぼす場合
も，犯罪が成立することになる。例えば，交通事故の場合，事故の全部ま
た主要な責任を負う者は，30万元（約600万円）以上賠償しないと，重大交
通事故罪が成立する。
　第二に，発生場所の解釈について，中国では，その関連道路交通犯罪の
法益である公共安全から，公共的特徴を有する「道路」で行わない限り，
危険運転罪を成立しえない。2013年12月18日に中国最高人民裁判所，最高
人民検察院，公安部が『酒酔い運転を巡る刑事事件における法律適用の若
干問題に関する解釈』（司法解釈，以下『意見』を略称する）を発表したが，
これによると，危険運転罪にいう「道路」とは，『道路交通安全法』第119

条 1項に規定される「道路」の意味し，これには「一般通行に供される道
路，市町道路と法人または団体の管轄範囲内に属する又は一般公衆の通行
が許される場所を含め，広場，一般駐車場などの公衆交通の用に供される
場所も『道路』の範囲に含まれる」としている。すなわち，公共交通道路
と共に，公共交通道路以外の道路であっても公共的特徴を有する場合に
は，中国刑法にいう「道路」に当たる。なお，『意見』の発表と同時に，
最高人民裁判所，最高人民検察院，公安部の担当者は，記者の質問に対
し，会社，工場，キャンパス，住宅団地内の道路，駐車場であって，関連
諸機関が公民の車一般通行を許せば，「道路」に当たり得ると答えた。し
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たがって，そのような場所で酒酔い運転をすると，危険運転罪が当たるこ
とになる一方，農村部の道や閉鎖管理を行っているキャンパス，社宅団
地，工場，会社などの区域内で自動車を危険運転した場合は，危険運転罪
に該当しないのである（47）。

（四）　�中国の危険運転罪と日本の酒酔い運転罪及び酒気帯び運転罪の比較
　日本の道交法は，飲酒運転行為について，酒気帯び運転罪と酒酔い運転
罪の 2つを規定している。これと異なり，中国刑法では，酒酔い運転行為
のみが危険運転罪の 1類型として規定され，その他の飲酒後の運転行為は
道路交通安全法中に規定される行政違法行為に位置付けている。そして，
「酒酔い」状態の判断基準，主観面，法定刑などの点に関して，下記のよ
うな差異がある。
1 ．「酒酔い」状態の判断基準

　次の図を見ると，日中両国では ，「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の
判断基準の違いが明白である。中国の「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」

（47）　『最高人民裁判所，最高人民検察院，公安部の担当者が記者の質問を答える』
http://www.legaldaily.com.cn/xwzx/content/2013─12/27/content_5159811.htm　
法制ネット2013年12月27日（最終閲覧2014年11月26日）。

行為類型
国家

中国 日本

酒気帯び運転
血液中のアルコール濃度：
≧20mg/100m，＜80mg/100ml
（一般行政違法行為）

血液中のアルコール濃度：
≧30mg/100ml

呼気のアルコール含有率：
≧0.15mg/ll

（酒気帯び運転罪）

酒酔い運転
血液中のアルコール濃度：

≧80mg/100ml
（危険運転罪）

アルコールの影響により，その走
行中に正常な運転に支障が生じる
おそれがある状態

（酒酔い運転罪）
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の認定は血液中のアルコール濃度を基準としているのに対し，日本の「酒
気帯び運転」の認定は血液または呼気中のアルコール濃度を，「酒酔い運
転」の認定は運転者の事実状態を基準とする。中国の学者の多くは，個人
のアルコールに対する適応度の差異を考慮する日本の「酒酔い運転」の判
断基準を参考にするべきだと提案している。
2 ．法定刑

　日本の道交法上の酒気帯び運転罪と酒酔い運転罪の法定刑は，それぞれ
「 3年以下有期懲役あるいは50万円以下の罰金」，「 5年以下有期懲役ある
いは100万円以下の罰金」だが，中国刑法の危険運転罪の法定刑は「拘
役（48）に処し，罰金を併科する」とされているので，日本の酒気帯び運転
罪と酒酔い運転罪のいずれの刑の上限も（それぞれ 3年と 5年の有期懲役）

中国の危険運転罪の刑の上限（ 6か月の拘役と罰金を処する）よりも高いこ
とが明らかである。しかし，日本の酒気帯び運転罪と酒酔い運転罪の刑の
下限（いずれも罰金 1万円）は中国の危険運転罪のそれ（ 1か月の拘役と罰

金）よりも低いといえる。

（五）　中国の危険運転罪と日本の共同危険運転罪の比較
　次に，中国の危険運転罪と日本の共同危険運転罪（道交法第68条）を比
較すると，以下の点に違いがみられる。
　第一に，日本の共同危険運転罪における行為様態の方が広範である。
　中国の危険運転罪がその行為様態を「酒酔い運転」及び「競争運転」で
あることを明確に規定しているのと異なり，日本の共同危険運転罪は条文
上その行為態様を明確にしていない。
　日本の道交法68条には「共同危険行為」と「共同迷惑行為」の 2つの行
為態様が含まれているが，その典型的な行為として 2人以上の者が自動車
または原動機付自転車を「連ねて通行させ」（縦の関係）または「並進さ

（48）　 1か月─ 6か月。
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せる」（横の関係）という状況を前提要件として，「広がり通行」，「信号無
視」，「蛇行走行」，「相互追越し」，「巻き込み走行」，「一定区間内の周回」，
「渋滞時等の渦巻き」の 7つの類型が挙げられている（49）。
　第二に，日本の共同危険運転罪の刑の下限は中国よりも高く，「情状が
重い」という要件を必要としない。
　日本の道交法68条によれば，二人以上の者が共同で危険運転行為をすれ
ば，行為者が自分の共同危険運転行為が道路交通に危険を及ぼさない又は
他人を混乱させていない限り，共同危険運転罪に該当し，共同危険運転行
為が「情状が重い」又は「情状が悪質である」状況に至っているか否か
は，その犯罪成立とは関係である。これに対し，中国刑法では危険運転罪
の処罰範囲を限定するために，競争運転に対して「情状が悪質である」と
いう要件を加えている。
　第三に，日本の道交法117条の 3が，共同危険運転罪の法定刑を 2年以
下の懲役または50万円以下の罰金と定めているのに対し，中国の危険運転
罪は拘役と罰金併科にとどまるので，日本の共同危険運転罪の刑の上限
（ 2年の有期懲役）は中国の危険運転罪の刑の上限（拘役 6か月と罰金の併

科）より高いが，刑の下限は，日本（罰金 1万円）の方が中国（拘役 1か月

と罰金の併科）よりも低い。

（六）　中国の重大交通事故罪と日本の過失運転致死傷罪の比較
　中国刑法第133条が規定する重大交通事故罪と日本の処罰法第 5条が規
定する過失運転致死傷罪は，客観的に実害結果をもたらすことと行為者が
実害結果の発生に対して主観的に否定な態度を持つという面で共通してお
り，いずれも性質上過失実害犯に属する。しかし，両罪は，犯罪主体，行
為態様，犯罪結果の内容及び法定刑の点で，以下のような違いがある。
　第一に，主体が異なる。

（49）　野下文生原著，道路法実務研究会編著『道路交通法解説』（東京法令出版株
式会社，16訂版，2014年）727頁。



78　　比較法学 49巻 1号

　中国刑法第133条の規定によると，自動車運転手が重大交通事故罪の主
体となるほか，非自動車運転手，通行人，乗車人なども重大交通事故罪の
主体となり得る。これに対して，日本の処罰法第 5条の規定からは，自動
車運転手が過失運転致死傷罪の主体であると解され，中国の重大交通事故
罪の主体範囲の方が日本の過失運転致死傷罪のそれより広い。
　第二に，行為態様の範囲が異なる。
　上述のように，両国間では犯罪の主体が同じではないことから，中国の
重大交通事故罪の行為態様は日本の過失運転致死傷罪よりも広くなる。具
体的に言うと，中国の重大交通事故罪の行為態様は自動車を運転する行為
に限らないのに対し，日本の過失運転致死傷罪のそれは自動車を運転する
行為しか該当しない。その他にも，中国の刑法第133条の規定により，重
大交通事故罪を構成するのは，行為者の行為は「交通運送管理法規に違反
する」行為でなければならないが，日本の処罰法第 5条の規定によれば，
行為者が「自動車を運転するのに必要な注意を怠る」行為をすれば，過失
運転致死傷罪を該当し，必ずしも「交通運送管理法規に違反する」行為で
なくてもよいと解されている。
　第三に，要求される実害結果の内容が異なる。
　既に述べたように，中国の重大交通事故罪は「人に重傷害または死亡あ
るいは公私の財産に重大な損害を生じさせる」ことを成立要件とするのに
対して，日本の過失運転致死傷罪は，「人を傷害または死亡させる」こと
を要件とする。
　第四に，法定刑が異なる。
　日本の場合，事故後の逃走行為がなければ，過失運転致死傷罪の法定刑
は， 7年以下の有期懲役，又は禁錮あるいは100万円以下の罰金刑であり，
中国の重大交通事故罪の基本的な法定刑は 3年以下の有期懲役又は拘役で
あるが，その他の特に悪質な情状があるときの法定刑は 3年以上 7年以下
の有期懲役になるので，重大交通事故罪と過失運転致死傷罪の刑の上限は
いずれも 7年の有期懲役となるが，刑の下限は，過失運転致死傷罪が罰金
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1万円で重大交通事故罪の拘役 1か月よりも低いので，中国の重大交通事
故罪の法定刑は日本の過失運転致死傷罪よりも重いといえそうである。
　もっとも，日本の場合，道交法に救護義務違反，報告義務違反の罪が規
定されていることから，事故後に逃走するひき逃げの場合には，過失運転
致死傷罪と救護義務違反・報告義務違反の罪が成立し併合罪となる。日本
の道交法第117条は，救護義務違反・報告義務違反の罪の刑の上限を有期
懲役10年と定めており，これと過失運転致死傷罪（ 7年）の併合罪の刑の
上限は15年になる（刑法第47条）。他方，中国の重大交通事故罪において，
「逃走により人を死亡させる」情状があるときは，刑の上限は同様の15年
の有期懲役であるが，負傷にとどまれば 7年の有期懲役が上限となる。他
方，日本の過失運転致死傷罪と救護義務違反・報告義務違反の罪はすべて
罰金刑を適用する可能性があるのに対して，中国の重大交通事故罪には罰
金刑がないので，交通事故を引き起こし逃走した者に対する処罰の刑の下
限は有期懲役 3年である。

（七）　�中国の危険な方法による公共安全危害罪と日本の危険運転致死傷
罪の比較

　中国刑法第115条 1項が規定する危険な方法による公共安全危害罪と日
本の処罰法第 2条が規定する危険運転致死傷罪を比較すると，いずれの規
定も一定の実害結果の発生を求めている。
　さらに，日本の危険運転致死傷罪についてみると，その基本犯の主観は
故意であるので，同罪は結果的加重犯である。同罪と中国の危険な方法に
よる公共安全危害罪は，両罪の立法構成の違いから，行為様態，実害結果
に対する主観態度及び法定刑の面で差異が生ずる。
　第一に，客観行為（行為態様）が違う。日本刑法は人の死傷結果の発生
を要件とするとともにその高い危険性を生じる行為について類型化し，酩
酊運転，高速度運転，無運転技術運転，通行妨害運転，信号無視運転，違
法通行運転などの六種を危険運転致死傷罪における危険運転行為とした。
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日本の危険運転致死傷罪の客観行為（行為態様）は比較的明確である。こ
れに対して，中国刑法第115条 1項の危険な方法による公共安全危害罪で
は，「その他の危険な方法」という包括的な規定方式を採るため，同罪の
客観行為の限界が不明確で，司法実践の場では問題が生ずる。
　第二に，主観面が異なる。中国の危険な方法による公共安全危害罪と日
本の危険運転致死傷罪は，性質上は故意による実害犯に属し，行為者が行
為を故意に行うという面で共通するが，行為から生じる実害結果に対する
主観態度の点は異なる。日本の学説によれば，危険運転致死傷罪の重い結
果に対する主観は過失でよい（基本犯と重い結果の間に因果関係があれば足
りるとする最判昭和32年 2月26日刑集11巻 2号906頁は理論界から責任主義に反

すると批判されている）。なぜなら，危険運転致死傷罪において人を死傷さ
せるという加重結果に対して過失ではなく，故意まで要求すれば，傷害
罪，傷害致死罪，殺人罪といった故意犯罪が成立することになってしまう
からである。これに対して，中国の危険な方法による公共安全危害罪の第
115条 1項は，上述したように，故意犯である。
　第三に，法定刑が異なる。日本の処罰法第 2条及び第 6条の規定による
と，行為者は犯罪を犯した時に，運転免許を有していれば，危険運転致死
罪の法定刑は 1年以上20年以下の有期懲役に，危険運転致傷罪の法定刑は
1か月以上15年以下の有期懲役であり，無免許運転の場合は危険運転致傷
罪の刑は加重され， 6か月以上20年以下の有期懲役になる。中国の刑法第
115条 1項の規定によれば，行為者が危険な方法によって人に重傷害若し
くは人を死亡，又は公私の財産に重大な損害を生じさせた時は，10年以上
の有期懲役，無期懲役又は死刑を処せられるので，中国の危険な方法によ
る公共安全危害罪の法定刑の方が，日本の危険運転致死傷罪よりかなり高
い。このように法定刑に大きな差が生ずる主な原因は，日本の危険運転致
死傷罪の場合は行為者が人の死傷結果に対して否定な態度をとるといって
も過失であるのに対して，中国の危険な方法による公共安全危害罪の場合
は行為者が人に重傷害または死亡あるいは公私の財産に重大な損害を生じ
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させる実害結果に対して希望若しくは放任といった故意的態度をとってい
るという違いによるのではないかと考えられる。日本でも，行為者が実害
結果の対する主観的態度が故意であれば，危険運転致死傷罪ではなくて，
殺人罪（第199条），傷害罪（第204条）及び傷害致死罪（第205条）に当たる
からである。

（八）　中国の重大交通事故罪と日本の危険運転致死傷罪の比較
　中国では，上述のように，行為者が飲酒運転，競争運転，信号無視運
転，無免許運転，麻薬使用後の運転，過積載運転などの危険運転行為を
し，過失により人に重傷害を負わせ若しくは人を死亡させ，又は公私の財
産に重大な損害を生じさせた場合には，重大交通事故罪で処罰している。
これに対して，日本では，行為者が酩酊運転（酒酔い運転，薬物の影響下の
運転），高速度運転，制御能力を欠く運転，通行妨害運転，信号無視運転，
違法通行運転のうち重大な交通の危険を生じさせる行為によって人を死傷
させた場合を危険運転致死傷罪で処罰している。
　重大交通事故罪と危険運転致死傷罪の法定刑を比較すると，日中刑法の
酒酔い運転等の危険運転行為による過失致死傷の場合における処罰規定の
差異は明らかであることを 2つの場面に分けて考察する。
　まず，事故後に逃走しなかった場合，中国刑法第133条の規定によれば，
逃走情状がない状況で，行為者が酒酔い運転などの危険運転行為を行い，
重大交通事故罪を起こし，人の死傷結果，又は公私の財産に重大な損害を
もたらした時は，法定刑は通常， 3年以下の有期懲役又は拘役である。さ
らに，多数の人の死傷結果又は公私の財産に重大な損害を生じさせ，弁済
能力もない場合には，「他の特に悪質な情状」に当たり，法定刑は 3年以
上 7年以下の有期懲役になる。つまり，逃走情状がない状況で，酒酔い運
転などの危険運転行為により人の死傷結果又は公私の財産に重大な損害を
生じさせた場合の刑の上限は重くて 7年の有期懲役にとどまるのに対し
て，逃走情状がない状況の日本の危険運転致死傷罪の刑の上限は20年の有
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期懲役であるため，日本の処罰の方が中国の処罰規定よりはるかに重い。
　次に，逃走情状がある場合，中国の重大交通事故罪の規定によれば， 3

年以上 7年以下の有期懲役に，逃走により人が死亡した場合には，法定刑
が 7年以上15年以下の有期懲役に処される。すると，逃走情状がある状況
で，酒酔い運転などの危険運転行為をし，過失により人を死傷させ，又は
公私の財産に重大な損害を生じさせた場合には，刑の上限が15年の有期懲
役に処される。これに対して，このような場合，日本では，刑の上限が30

年の有期懲役（危険運転致死傷罪と道交法中の救護義務違反・報告義務違反の
罪の併合罪）となる。したがって，逃走情状がある場合の危険運転過失致
死傷行為については，より一層，日本の方が中国の重大交通事故罪の法定
刑を上回る。
　以上のように，日本では，酒酔い運転等の危険運転行為により人を死傷
させた場合，行為者の逃走情状の有無に関係なく，中国と比べて非常に重
く処罰されることが一目瞭然であり，この点は他の犯罪に関する両国の法
定刑の違いという観点からみても特異な状況であるように思われる。


