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一　はじめに

　本稿は，人の身体の安全や健康を害するおそれのある製品が製造，販売され
た場合の中国刑法の適用について紹介するものであり，現在，本学大学院法学
研究科博士後期課程に在学する趙蘭学氏の執筆によるものである。趙氏は，日
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本における「刑事製造物責任」を主たる研究対象として，日中の刑事法制の相
違を調査，研究しているところ，本稿では，とくに偽物や行政法規に規定され
た品質・安全基準を満たしていない製品等の不良商品（とりわけ有毒有害食
品）を製造，販売した業者（又は組織体）の処罰に注目して，中国刑法の規定
の成立過程から現行法の規定に至るまでの立法の変遷を辿るとともに，関連諸
規定の罪質や諸規定相互の関係にも言及し，最近，中国で問題になった著名な
事件である「三鹿ドライミルク事件」に関する紹介も行っている。三鹿ドライ
ミルク事件は，日本の森永ドライミルク事件と同様，乳幼児をはじめとした人
が飲用するドライミルク及びその原料に有害物質が混入，添加されてしまい，
多数の被害者が出た事件であるが，両事件の事実関係の異同や被告人に対する
適用罪名を通して，日中間の刑罰法規の規定の違いを認識することができる。
さらに，本稿では，欠陥製品を製造，販売して人を死傷させた業者の処罰に関
する日本刑法（特別法令違反の点は除く）との相違点を指摘するものでもあ
る。
　中国の刑法については，一般的にみても，日本刑法と比べて，各論上の犯罪
の種類が多く，各犯罪の相互関係を把握するのが複雑で難解であり（他方，日
本についても，特別刑法による処罰が多く，刑法典だけからは日本の刑罰法制
の概要を把握できないという難点がある），適用罪名をめぐる争いが生じやす
い状況がある。また，日本の量刑事情に当たる罪量的要素（結果的加重犯を超
えた数量，情状にまで及ぶ刑罰加重要件）まで定めるその規定振りも，日本の
刑法規定とは大きく異なっている。さらに，中国刑法は改正されることも多い
ところ（なお，最新の改正を紹介するものとして，本誌掲載の北川佳世子＝周
舟「『中華人民共和国刑法改正法九』について」を参照されたい。），日中両国
の刑罰法制の現状と双方の相違点を知る上で，本稿は貴重なものといえよ
う（1）。
 （北川佳世子付記）

（ 1） 　なお，本稿の他，中国刑法における偽物及び不良商品生産・販売罪を紹介
する文献として，周振傑「中国における食品安全関連犯罪に対する罰則強化
とその背景」刑事法ジャーナル30号（2011年）105頁以下，李潔「消費者権
益保護と刑事法」西原春夫編『日中比較経済犯罪』（成文堂，2004年）88頁
以下等の文献も参照されたい。
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二　本稿の趣旨

　欠陥製品による事故は，日本においては，森永ドライミルク中毒事件や薬害
エイズ事件等で，中国においても，三鹿ドライミルク事件等をみると明らかな
通り，深刻な人身被害を及ぼしてきた。
　日中両国において，欠陥製品による人身被害が発生した場合，それぞれ，刑
事罰による対応が可能であるが，その枠組みには，違うところがある。すなわ
ち，日本の場合，製品の欠陥が人身被害を招いた場合に，主に業務上過失致死
傷罪で処罰されている。他方，中国においては，主に刑法における「偽物及び
不良商品生産・販売罪」（そこには， 9つの罪名が含まれている。）で処罰され
る他，一部の公共安全犯罪で処罰される場合もある。
　このような欠陥製品に関する日中の刑事立法の違いに鑑み，比較法研究の序
論として，ここに中国の法律制度を紹介することには，意味があるのではない
かと思う。そこで，本稿では，欠陥製品に関する犯罪に関連して，中国刑法の
「偽物及び不良商品生産・販売罪」をめぐる立法の変遷を紹介するとともに，
現行規定の特徴や関係する犯罪の相互関係を分析する。そして，最後に日中の
刑事立法の相違について若干の言及を行う。

三　偽物及び不良商品生産・販売罪をめぐる 
　　中国の立法の変遷　　　　　　　　　　

　上述した通り，中国において，欠陥製品による人身被害が生じた場合，欠陥
製品に関する「偽物及び不良商品生産・販売罪」だけではなく，公共安全犯罪
が適用される可能性もあるが，欠陥製品に関する特別規定のほうが，激しい変
化が見られる。そこで，本稿では，これらの特別規定の立法の変遷について紹
介し，公共安全犯罪の現行規定については，必要な限度で言及する。

（一）　1979年刑法
　1979年刑法は，中華人民共和国初の刑法である。同法において，既に，欠陥
製品を対象とする特別規定が規定されていた。164条の偽薬製造販売罪である。
同条は，「営利の目的をもって，偽薬を製造又は販売し，人民の健康に危害を
与えた者は， 2年以下の有期懲役，拘役，管制若しくは罰金に処し，又はこれ
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を併科する。重大な結果を引き起こした者は， 2年以上 7年以下の有期懲役に
処し，罰金を併科することができる。」（2） と規定していた。同犯罪は，1979年刑
法の第 6章「社会の管理秩序を妨げる罪」に属していた。この法条の位置づけ
から見ると，同犯罪は，社会の管理秩序を主な保護法益としているといえる
が，法条の文言から見ると，人身利益を法益としているという面も認められよ
う。
　また，1979年刑法の第 3章「社会主義経済秩序を破壊する罪」のもとで，117

条において，投機売買罪が規定されている。すなわち，「金融，外貨，金銀及
び工商管理の法規に違反し，投機売買を行い，情状の重大な場合は， 3年以下
の懲役，拘役，罰金若しくは財産の没収に処し，又はこれを併科する」（3） とい
う規定である。さらに，118条により，投機売買の常習者，巨額の投機売買を
行った者，投機売買集団の首謀者に対しては，「 3年以上10年以下の有期懲役
に処し，財産の没収を併科することができる」として刑が加重される場合があ
る。その後，118条の法定刑の上限については，1982年に全国人民代表大会常務
委員会の制定した『経済を破壊する重大な犯罪者の厳罰に関する決定』によっ
て，「情状が，特に重大な場合，10年以上の有期懲役，無期懲役若しくは死刑
に処し，財産の没収を併科することができる」となり，刑がさらに加重されて
いる。
　以上の117条および118条の「投機売買」という言葉は，中華人民共和国の成
立後，政府の公表した文書で用いられてきたが，その具体的な意味は，変化の
激しい経済政策と強い関連性を持っており，流動的なものであったが，最高人
民法院＝最高人民検察院による「当面の経済犯罪を処理する中において法律を
具体的に適用する若干の問題に関する回答（試行）」（1985年 7月18日）という
司法解釈において，「投機売買」の具体的な定義が下された。この定義におい
ても投機売買罪に該当する行為類型は幅広いが（4），そのうち，「生産と流通の
中で，粗悪品を騙して売り，数をごまかし，偽物を本物とし，偽物を混入す
る」ということが，「投機売買」の具体的行為の一つになっている。
　上記の司法解釈によって，投機売買罪は，1979年刑法において，一般的に欠
陥製品にも対応する犯罪として定着する一方で，偽薬を製造，販売した場合，

（ 2） 　条文の翻訳は，平野龍一＝浅井敦編『中国の刑法と刑事訴訟法』（東京大
学出版会，1982年）162頁を参照。

（ 3） 　条文の翻訳は，李・前掲注（１）93頁を参照。
（ 4） 　詳しくは，李・前掲注（１）93頁を参照。



欠陥製品に関する中国刑法の規定について　　143

偽薬製造販売罪と投機売買罪のいずれが成立するのかといった両罪の関係が問
題になった。司法実務上は，大量の偽薬を製造又は販売して，巨額の不法な利
益を得た場合，投機売買罪で処罰した判決があり，被告人らは，偽の人造牛黄
を製造し，販売して，96万元の売上金額を上げ，300万元余りの直接な経済被害
を及ぼしたという事案において，人民法院は，被告人らに対して，投機売買罪
により，有期懲役を言い渡しているところ（5），学説上は以下の様に見解が分か
れている。
　まず，偽薬を製造，販売した場合，投機売買罪で処罰しうるという見解があ
る。すなわち，1979年刑法を制定する際は，大量の偽薬の製造や販売が想定さ
れなかったが，経済情勢の発展に伴って，大規模な不正製造や不正販売が現実
に現れた場合は，一般の社会的管理秩序を超えて，経済を破壊する重大なもの
といえるので，投機売買罪による処罰は適切であるという見解である。この見
解によれば，偽薬製造販売罪の刑罰が比較的軽いので，投機売買罪で処罰する
方が，中国刑法の基本原則である罪刑均衡原則（6） に即していると説明され
る（7）。
　これに対して，反対の見解もある。すなわち，1979年刑法の立法趣旨から見
れば，偽薬を製造，販売する行為を投機売買罪により処罰することができると
いうことは読み取れない。むしろ，偽薬製造販売罪の規定には，「重大な結果
を引き起こした」という加重処罰事由があるので，大量の偽薬を製造，販売
し，巨額の不法な利益を得た場合も，同罪で処罰すべきである。また，たとえ
その行為が悪質なものであったとしても，それが侵害した法益は，変わらない
はずであるとか，両罪は法条競合の関係にあり，特別法にあたる偽薬制造販売
罪を適用すべきであるとする理由も挙げられている（8）。

（ 5） 　事案の詳細については，王永成＝石同文「対製造販売假人造牛黄案為什麼
定投机倒把罪？」人民司法1987年12期14頁を参照。

（ 6） 　「罪刑均衡原則」については，1979年刑法においては，明文で定義されて
はいなかったが，学界において，中国刑法の基本原則であるとされてきた
（王作富主編『中国刑法適用』（中国人民公安大学出版社，1987年）21頁を参
照）。1997年刑法では，5条において，「罪刑均衡原則」については，「刑の軽
重は，犯罪者が犯した犯罪及びその負うべき刑事責任と相応しなければなら
ない。」と規定された（なお，条文の翻訳は，甲斐克則＝劉建利編訳『中華
人民共和国刑法』（成文堂，2011年）75頁を参照）。

（ 7） 　池予栄「談製造，販売假薬罪与投机倒把罪的異同」法学1986年 4期28─29
頁。
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　たしかに，上記の反対意見については，「社会の管理秩序を妨げる罪」のも
とで，「偽薬」に限って規定していることから，偽薬制造販売罪を投機売買罪
の特別法と解する余地はある。しかし，1979年刑法の条文の下では，偽薬の製
造や販売を投機売買罪により処罰しうる。なぜなら，偽薬の製造や売買が，投
機売買の司法解釈である「生産と流通の中で，偽物を本物とし，偽物を混入す
る」という行為態様から排除されてはいないし，そもそも，偽薬を製造又は販
売した行為を他の欠陥製品を製造又は販売した行為よりも軽い刑罰で処罰すべ
き理由は存在しないからである。したがって，偽薬売買の常習者，首謀者，或
は巨額の偽薬売買を行った者に対して，投機売買罪の重い118条により処罰し
うる場合もあると解される。

（二）　�1993年『偽物及び不良商品生産・販売罪を処罰することに関する決定』
　1979年刑法が成立した後，中国の経済と社会の発展に伴って，数多くの特別
刑法が成立した。その一つは，1993年に成立した『偽物及び不良商品生産・販
売罪を処罰することに関する決定』（以下，「1993年『決定』」を言う。）であ
る。
　同決定の 1条ないし 7条において，以下のような行為類型が規定されてい
る。すなわち，偽劣製品の生産販売（ 1条），偽薬の生産販売（ 2条 1項），劣
等薬の生産販売（ 2条 2項），衛生標準を満たしていない食品の生産販売（ 3

条 1項），有毒有害食品の生産販売（ 3条 2項），標準を満たしていない医用器
材の生産販売（ 4条），安全標準を満たしていない製品の生産販売（ 5条），偽
劣な農薬・獣薬・化学肥料・種子の生産販売（ 6条），不良化粧品の生産販売
（ 7条）である。
　さらに，同決定の８条以下において， 1条の犯罪と 2条ないし 7条の犯罪の
関係や，組織体の処罰についても，規定された。すなわち， 8条によると，
「 2条ないし 7条に規定する製品を生産又は販売した者が，各条に規定する罪
に該当しなくても，売上金額 2万元以上であるときは， 1条の規定により，処
罰する。 2条ないし 7条に規定する製品を生産又は販売した者が，各条に規定
する罪に該当すると同時に， 1条の犯罪にも該当するときは，重い刑を定める
規定により処罰する」。また， 9条によると，「企業・事業組織体は， 2条ない

（ 8） 　湯達金「製造，販売假薬案件不宜以投机倒把罪論処─兼駁『重法優於軽
法』」法学評論1988年 3期71─73頁。
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し 7条の犯罪を犯した場合，組織体に対して罰金を科するほか，その直接責任
を負う主管者及びその他の直接責任者についても，各条の規定により処罰す
る。企業・事業組織体は， 1条の犯罪を犯した場合，組織体に対して罰金を科
するほか，情状が重大な場合，その直接責任を負う主管者及びその他の直接責
任者についても，各条の規定により処罰する」。
　この1993年『決定』の登場によって，「生産と流通の中で，粗悪品を騙して
売り，数をごまかし，偽物を本物とし，偽物を混入する」という行為に対する
1979年刑法の投機販売罪の適用が，実質的に廃止された。また，1979年刑法の
偽薬製造販売罪が適用される余地も否定された。1993年『決定』における偽薬
生産販売罪と有毒有害食品生産販売罪の法定刑は重く，死刑が含まれているか
らである。さらに，ここには，欠陥製品犯罪の中でも，食品犯罪と薬品犯罪を
重く処罰するという指向も伺える。

（三）　1997年刑法（現行刑法）
　中国の経済体制は，1980年代から1990年代の前半にかけて，徐々に計画経済
から市場経済へ発展し，ついに，1993年の『憲法修正案』において，「国家は，
社会主義市場経済を実行する」（憲法15条）と規定されるに至った。経済体制
の移行する中で行われた1997年の刑法改正の目的の一つは，統一的な刑法典を
制定するということにあったが（9），この改正時に，「社会主義市場経済の秩序
を破壊する罪」（各則第 3章）が新設された。同章第 1節「偽物及び不良商品
生産・販売罪」（ 9つの罪名が含められている。）は，上述の1993年『決定』を
基礎に，修正を加えたものであったので，1997年刑法の施行により，1993年
『決定』は廃止された。
　こうして創設された「偽物及び不良商品生産・販売罪」の各条文は，何度そ
の後の刑法改正を経て，法定刑等が見直された。以下では，各犯罪の構成要件
や法定刑について概観する。
1 ．各犯罪の構成要件や法定刑について

　（ 1）　偽劣製品生産販売罪（140条）
　同罪は，「生産者又は販売者（10） が，製品に不純物若しくは偽物を混入し，偽

（ 9） 　1997年『刑法』が成立した後，成立した特別刑法は，少数にとどまる。
（10） 　「生産者又は販売者」と規定されているが，生産又は販売の資格を要求し

ないので，本節の犯罪は，身分犯ではない。
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物を本物と偽り，劣等品を優良品と偽り，又は不合格の製品を合格品と偽った
場合，売上金額が 5万元以上」（11） である場合に成立する。法定刑は売上金額に
応じて規定されており，例えば，売上金額が 5万元以上20万元未満である場合
の法定刑は軽く，「 2年以下の有期懲役又は拘役に処し，売上金額の50％以上
2倍以下の罰金を併科し又は単科する」が，「売上金額が200万元以上」であれ
ば法定刑が最も重く，「15年の有期懲役又は無期懲役に処し，売上金額の50％
以上 2倍以下の罰金又は財産の没収を併科する」と規定されている。
　（ 2）　偽薬生産販売罪（141条）
　同罪は，「偽の薬品を生産又は販売した」場合に成立する。法定刑は，「 3年
以下の有期懲役又は拘役に処し，罰金を併科する」である。「人体の健康に重
大な危害を及ぼしたとき又はその他の重い情状がある」ときは， 3年以上10年
以下の有期懲役と罰金が併科される。さらに，「人を死亡させ，又は人の健康
に特に重大な危害を及ぼした」ときは，10年以上の有期懲役，無期懲役又は死
刑に処され，罰金又は財産の没収が併科される。
　（ 3）　劣等薬生産販売罪（142条）
　同罪は，「劣等の薬品を生産又は販売し，人の健康に重大な危害を及ぼした」
場合に成立する。 3年以上10年以下の有期懲役に処され，売上金額の50％以上
2倍以下の罰金が併科される。結果が特に重いとされれば，10年以上の有期懲
役又は無期懲役に処し，売上金額の50％以上 2倍以下の罰金又は財産の没収を
併科される。
　なお，「偽薬」と「劣等薬」とは，『中華人民共和国薬品管理法』に定義され
ている「偽薬」と「劣等薬」をいう（141条 2項及び142条 2項）。
　（ 4）　安全標準を満たしていない食品生産販売罪（143条）（12）

　同罪は，「安全標準を満たしていない食品を生産又は販売して，重大な食中
毒事故又はその他の食品に起因する疾病を引き起こすことが十分ありうる」場
合に成立する。法定刑は， 3年以下の有期懲役又は拘役であり，罰金が併科さ

（11） 　本稿では，1997年『刑法』及びその改正法の条文に関する翻訳は，甲斐＝
劉・前掲注（ 6）75頁以下を参照している。

（12）  1997年刑法が成立した当時，同条は，「衛生標準を満たしていない食品生産
販売罪」という見出しで規定されたが，2011年『刑法改正法八』により，現
行の条文になっている。その背景には，2009年に中国の『食品衛生法』が，
『食品安全法』に変容したことがある。なお，『刑法改正法八』による改正に
ついて，周・前掲注（１）105頁以下を参照。
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れる。この罪も，人体の健康に重大な危害を及ぼしたとき又はその他の重い情
状があるときは刑罰が加重され， 3年以上 7年以下の有期懲役となり，罰金が
併科される。さらに結果が特に重いときは， 7年以上の有期懲役又は無期懲役
に処され，罰金又は財産の没収が併科される。
　（ 5）　有毒有害食品生産販売罪（144条）
　同罪は，「生産若しくは販売する食品に有毒若しくは有害の非食品原料を混
入し，又は食品に前記の物が混入されていることを知りながら，これを販売し
た」場合に成立する。法定刑は 5年以下の有期懲役であり，罰金が併科され
る。人体の健康に重大な危害を及ぼしたとき又はその他の重い情状があるとき
は， 5年以上10年以下の有期懲役に処され，罰金が併科される。さらに，人を
死亡させたとき又はその他の特に重い情状があるときの法定刑は，偽薬生産販
売罪（141条）と同一である。
　（ 6）　標準を満たしていない医用器材生産販売罪（145条）
　同罪は，「人の健康を保障する国家標準若しくは業界標準を満たしていない
医療器具若しくは医療用衛生材料を生産し，又は前記の物であることを知りな
がらこれを販売して，人の健康に重大な危害を及ぼし得る」場合に成立し， 3

年以下の有期懲役又は拘役に処され，売上金額の50％以上 2倍以下の罰金が併
科される。人体の健康に重大な危害を及ぼしたときは， 3年以上10年以下の有
期懲役に処され，売上金額の50％以上 2倍以下の罰金が併科される。さらに，
結果が特に重いときは，10年以上の有期懲役又は無期懲役に処され，売上金額
の50％以上 2倍以下の罰金又は財産の没収が併科される。
　（ 7）　安全標準を満たしていない製品生産販売罪（146条）
　同罪は，「身体若しくは財産の安全を保障する国家標準若しくは業界標準を
満たしていない電気製品，圧力容器，燃えやすく爆発しやすい物若しくはその
他の製品を生産し，又は前記の物であることを知りながらこれを販売し，重い
結果を生じさせた」場合に成立し， 5年以下の有期懲役に処され，売上金額の
50％以上 2倍以下の罰金が併科される。結果が特に重いときは 5年以上の有期
懲役に処され，売上金額の50％以上 2倍以下の罰金が併科される。
　（ 8）　偽劣な農薬・獣薬・化学肥料・種子生産販売罪（147条）
　同罪は，「偽の農薬，獣薬若しくは化学肥料を生産し，又は偽物若しくは機
能を失った農薬，獣薬，化学肥料若しくは種子であることを知りながらこれを
販売し，又は不合格の農薬，獣薬，化学肥料若しくは種子を合格の農薬，獣
薬，化学肥料若しくは種子と偽って生産若しくは販売し，生産に比較的に大き
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な損失を与えた」場合に成立し， 3年以下の有期懲役又は拘役に処され，売上
金額の50％以上 2倍以下の罰金が単科又は併科される。「生産に重大な損失を
与えた」ときは 3年以上 7年以下の有期懲役に処され，売上金額の50％以上 2

倍以下の罰金が併科される。生産に特に重大な損失を与えたときは， 7年以上
の有期懲役又は無期懲役に，売上金額の50％以上 2倍以下の罰金又は財産の没
収が併科される。
　（ 9）　衛生標準に達していない化粧品生産販売罪（148条）
　同罪は，「衛生標準に達していない化粧品を生産し，又は前記の物であるこ
とを知りながらこれを販売し，重い結果を生じさせた」場合に成立する。法定
刑は，「 3年以下の有期懲役又は拘役に処し，売上金額の50％以上 2倍以下の
罰金を併科し又は単科する」と規定されている。
2 ．141条から148条に共通する規定

　以上の141条から148条に共通する規定として，さらに149条と150条の規定が
ある。
　（ 1）　本節における法条の適用について
　149条 1項により，第141条ないし第148条に規定する製品を生産又は販売し
た者が，各本条に規定する罪に該当しなくても，「売上金額 5万元以上である
とき」は，第140条の偽劣製品生産販売罪が認定され，処罰される。また，同
条 2項により，第141条ないし第148条に規定する製品を生産又は販売した者
が，「各本条に規定する罪に該当すると同時に，本節第140条の規定する罪にも
該当するとき」は，重い刑を定める規定により罪が認定され，処罰される。
　（ 2）　組織体（13） が本節の罪を犯した場合の処罰について
　さらに，150条により，「組織体が本節第140条ないし第148条の罪を犯したと
きは，組織体に対して罰金を科するほか，その直接責任を負う主管者及びその
他の直接責任者についても，各本条の規定により処罰する」という規定が設け
られている。

（13） 　中国刑法の原文には，「単位」という言葉が用いられている。その詳細に
ついて，本文後出の四の（六）を参照。
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四　各規定の特徴

（一）　犯罪の主観要件
　以上で紹介した中国刑法各則第 3章第 1節の「偽物及び不良品生産・販売
罪」は，すべて故意犯である。行為者が，過失により各種の欠陥製品を生産又
は販売した場合，また，過失により各種の欠陥製品を生産又は販売したことに
よって死傷結果が生じた場合は，本節の犯罪としては処罰されない。

（二）　死傷結果を予定している処罰規定
　各規定の文言又は関係する司法解釈から，本節における大部分の犯罪の刑罰
加重事由には死傷結果が生じた場合が含まれているということが分かる。例え
ば，141条の偽薬生産販売罪についてみると，「人体の健康に重大な危害を及ぼ
した」ことや「人を死亡させた」ことが刑の加重事由である。また，142条の
劣等薬生産販売罪については，重い法定刑を適用する条件として，「結果が特
に重い」ということのみ規定されているが，この「結果が特に重い」について
は，司法解釈により次のように理解されている。すなわち，生産又は販売され
た劣等薬が使用された結果，人の死亡又は 3人以上の重傷又は10人以上の軽傷
が生じたなどの場合が142条に規定されている「結果が特に重い」に当た
る（14）。なお，本節において，死傷結果が予定されていない犯罪は，140条の偽
劣製品生産販売罪，147条の偽劣な農薬・獣薬・化学肥料・種子生産販売罪に
限られる。
　このように，中国において，故意に，欠陥製品を生産又は販売し，よって死
傷結果が出た場合の刑法上の対処としては，本節の犯罪で処罰されるのが一般
的である。

（三）　危険犯の処罰
　本節における犯罪の中には，実害犯だけではなく，具体的危険犯と抽象的危
険犯の犯罪類型もある。例えば，143条の安全標準を満たしていない食品生産
販売罪が成立するには，「重大な食中毒事故又はその他の食品に起因する疾病

（14） 　最高人民法院＝最高人民検察院「関於辦理生産，銷售假薬，劣薬刑事案件
具体応用法律若干問題的解釈」第 3条（2009年 5月13日）。
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を引き起こすことが十分ありうる」ことが要件になっているが，条文上死傷結
果など実害結果まで要求していないので，具体的危険犯の規定であるといえよ
う。145条の標準に満たしていない医用器材生産販売罪も同様に理解できる。
　なお，2011年の『刑法改正法八』以前には，141条の偽薬生産販売罪が成立す
るには，「人の健康に重大な危害を及ぼす十分な危険を生じた」ことが必要で
あった。ところが，『刑法改正法八』によって，同罪の成立には，「偽の薬品を
生産又は販売した」だけで足りるとされ，同条は，抽象的危険犯になった。ま
た，144条の有毒有害食品生産販売罪も，抽象的危険犯の規定である。
　従って，欠陥製品の場合，実害結果が生じなくても，或は，実害結果との間
の因果関係が判明しなくても，これらの犯罪は成立し得る場合があり，規定に
応じて具体的危険犯又は抽象的危険犯も処罰されるのである。

（四）　犯罪の保護法益
　「偽物及び不良商品を生産又は販売する罪」が属する「社会主義市場経済の
秩序を破壊する罪」の保護法益は，一般的に，社会主義市場経済の秩序という
抽象的な法益の形で把握されている。しかし，本節における犯罪の保護法益
は，同章における他の犯罪と比べて独特の特徴をもつものとして，学説上は，
140条の偽劣製品生産販売罪を除いて，他の 8つの犯罪の保護法益には，不特
定多数人の人身の安全すなわち公共安全が含まれているという理解がある（15）。
　先に述べた通り，本節における犯罪の多くが，その刑の加重事由として，死
傷結果が生じた場合を規定している。また，欠陥製品による被害は不特定多数
人に及ぶのが通常である。それゆえ，「偽物及び不良商品を生産又は販売する
罪」の大部分は，公共安全を法益とする側面があるといえる。

（五）　法条競合の処理
　141条から148条に規定されている罪は，製品の種類別に分かれ，140条の
「偽劣製品生産販売罪」と区別されているが，これらの罪は法条競合の関係に
ある。刑法理論上，法条競合の処理について，特別法条（141条から148条）の
適用によって，普通法条（140条）の適用が排除されるのが一般的であるが，

（15） 　黄京平主編『破壊市場経済秩序罪研究』（中国人民大学出版社，1997年）
83頁；于改之＝包雯「生産，銷售偽劣商品犯罪若干問題研究」河北法学2005
年 1期27─28頁を参照。
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偽物及び不良商品生産・販売罪の場合は，前述のとおり，149条 2項の規定に
より，重い法条の方が適用される。その理由は，罪刑の均衡を確保するためで
あると説明されている（16）。
　また，149条 1項の規定によって，第141条から第148条に規定する製品を生
産又は販売した者が，各本条に規定する罪に該当しなくても，売上金額 5万元
以上であるときは，第140条の規定により罪を認定し，処罰する。これも，罪
刑均衡原則という考えの裏付けであるといえよう。

（六）　組織体に対する処罰
　150条の規定により，組織体が本節第140条から第148条の罪を犯したときは，
組織体に対して罰金が科されるほか，その直接責任を負う主管者及びその他の
直接責任者についても，各本条の規定により処罰されるところ，中国『刑法』
総則30条は，「会社，企業，事業体，機関又は団体が，社会に危害を及ぼす行
為を行った場合，その行為が法律に組織体犯罪として規定されているときは，
刑事責任を負わなければならない」と規定する。すなわち，中国『刑法』で
は，日本の刑法と異なり，総則上で組織体犯罪とその処罰の可能性を肯定した
うえで，各則で組織体として処罰されうる犯罪を明らかにしている。

五　公共の安全に危害を及ぼす罪との関係

　先に述べた通り，「偽物及び不良商品生産・販売罪」の節の各犯罪は，すべ
て故意犯である。行為者が，過失により欠陥製品を生産又は販売したことによ
って死傷結果が生じた場合は，他の過失犯罪で処罰することは考えられるが，
本節の罪は成立しない。他方，行為者が，故意に欠陥製品を生産又は販売し
て，よって死傷結果が生じた場合は，本節の罪と他罪の関係が問題になる。学
説や司法実務においては，主に，本節の罪と刑法各則第 2章「公共の安全に危
害を及ぼす罪」における罪との関係が問題にされている。

（一）　有毒有害食品生産販売罪と危険物投放罪の関係
　114条によると，危険物投放罪は，毒性物，放射性物，伝染病の病原体その
他の物質の投放により，公共の安全に危害を及ぼした場合に成立する。また，

（16） 　張明楷『刑法学』（法律出版社， 4版，2011年）656─657頁を参照。



152　　比較法学 49巻 3号

115条 1項によると，「毒性物，放射性物，伝染病の病原体その他の物質の投放
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」場合は，114条よりも重い刑罰に処せられる。危険物質の
投放は，川，水源などに対して実施されるだけではなく，販売される食品に対
して実施されることも，可能である（17）。したがって，有毒有害の食品を生産
又は販売して，公共の安全に危害を及ぼし若しくは死傷結果をもたらした場合
は，両罪の関係が問題になり，次にみる法条競合説と観念的競合説の対立があ
る。
1 ．法条競合説

　法条競合説によると，両罪は特別法と一般法の関係にあるが，刑法上異なる
犯罪として規定されている以上，両罪は区別される。すなわち，有毒有害食品
生産販売罪は，生産又は経営の活動に伴い発生し，行為者は常に営利の目的を
もつが，危険物投放罪は，通常，生産又は経営の活動とは関係なく，行為者が
主に復讐や人を陥れることを目的とする。
　同説によれば，上記のように目的に応じて両者が区別できない場合，特別法
と一般法の関係に基づき，特別法を適用すべきことになる（18）。
2 ．観念的競合説

　同説によると，有毒有害食品生産販売罪は抽象的危険犯であるのに対して，
危険物投放罪は具体的危険犯である。ただし，両罪は，互いに排斥し合う関係
になく，保護法益が異なるとして，有毒有害の食品を生産又は販売した行為
が，危険物投放罪の規定にも合致した場合は，観念的競合となり，刑罰の重い
方で処罰すべきであるとする（19）。

（二）　有毒有害食品生産販売罪と危険な方法による公共安全危害罪の関係
　中国刑法114条において，上述の危険物投放罪の他，危険な方法による公共
安全危害罪も規定されている（20）。同罪は，危険な方法（放火，出水，爆発，

（17） 　黎宏『刑法学』（法律出版社，2012年）497頁。
（18） 　同注497頁。
（19） 　張・前掲注（16）653頁。
（20） 　中国刑法114条において，放火罪，出水罪，爆発罪，危険物投放罪，危険

な方法による公共安全危害罪という 5つの罪名が規定されている。これらの
犯罪は，主に行為方式によって区別され，保護法益は同じであると思われ
る。
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危険物投放以外の方法を指す。）により，「公共の安全に危害を及ぼしたとき」
に成立し，さらに，115条 1項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者は，114条よりも重く処罰す
る。
　規定の文言から見ると，「危険な方法」の範囲については，何の限定も加え
られていないが，学説上は，一般的に，放火，出水，爆発，危険物投放と同じ
性質の危険性を持つ方法に限られると理解されている。すなわち，一旦，行為
に出ると，公共の安全に危害を及ぼすことが十分にありうる方法に限られてい
る（21）。
　ところで，有毒有害食品が販売された場合，「有毒有害食品生産販売罪」と
「危険な方法による公共安全危害罪」のいずれが成立するか，すなわち，両罪
の相互関係ないし相違については，上述の「有毒有害食品生産販売罪と危険物
投放罪の関係」と同様の問題が生じる。ここで，本稿では，中国で大きな注目
を浴びたいわゆる「三鹿ドライミルク事件」（22） を紹介したうえで，両罪の関係
を検討することにしたい。
1 ．事案

　本件で問題になるのは，以下のような被告人 X及び被告人 Yの行為である
（事実関係は最高人民法院の再審査による。）。まず，被告人 Xは，メラミンと
いう物質が化学製品であり，食用ではなく，人間が食べると，身体の健康や生
命の安全に重大な危害を及ぼすということを知りながら，メラミンやマルトデ
キストリンを素材とした「蛋白粉」を生産し，他人に販売した。この蛋白粉
は，ミルクに入れたら，蛋白質の数値を上げられるというものであった。蛋白
粉は，他の業者を介して，ミルクの素材を製造する業者（「ミルク基地」）に販
売された。さらに，ミルク基地の経営者が，蛋白粉をミルクに入れて，それを
三鹿集団に販売した。こうして，三鹿集団は，この「メラミン含有の蛋白粉が
添加されたミルク」を原料として，さらに乳幼児用のドライミルクを生産・販
売し，このドライミルクが全国各地の市場に出回った結果，広範囲の消費者の
身体健康や生命安全に重大な危害を及ぼし，とりわけ，多くの乳幼児が泌尿器

（21） 　黎・前掲注（17）435頁；陳興良『規範刑法学（上）』（中国人民大学出版
社， 3版，2013年）469頁を参照。

（22） 　事件の詳細については，新華網「三鹿刑事犯罪案犯張玉軍耿金平被執行死
刑」（2009年 11月 24日）http://news.xinhuanet.com/legal/2009─11/24/
content_12532123.htm（最終閲覧2015年 9月13日）を参照。
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系疾患を患い，死亡した者も多数いた。
　一審及び二審は，被告人 Xについては，「危険な方法による公共安全危害罪
に当たる」として，死刑を言い渡した。最高人民法院も，下級法院の審判を支
持した。
　次に，Xとは別に，ミルク基地の経営者 Yは，「蛋白粉」が食品原料でない
ことを知りながら，数回にわたり大量の蛋白粉を購入してミルクに入れた後，
三鹿集団に販売した。この Yに対しては，一審及び二審は，「有毒食品生産販
売罪」（23） に該当するとして，死刑を言い渡した。最高人民法院も，これら下級
法院の判断を支持している。
2 ．検討

　以上のように，「三鹿ドライミルク事件」において，X（115条の危険な方法
による公共安全危害罪）と Y（144条の有毒食品生産販売罪）は，異なる罪名
により処罰された。本事案に関する法院では，Xが，「有毒食品生産販売罪」
が成立する可能性について検討されていないものの，「有毒食品生産販売罪」
の適用が否定されるのであれば，その理由は，「食品」の定義にあると思われ
る。すなわち，Xの生産，販売した蛋白粉は，ミルクに入れられて，最終的
に，各種のミルク製品の成分になるが，蛋白粉そのものは，144条の食品に該
当しないと解されるからである。これに対して，Yが生産，販売した蛋白粉を
入れたミルクは，さらに加工されてはじめて消費者向けのミルク製品として完
成し，販売されるが，すでにミルクとして食品の基本性質が備わっているの
で，144条の食品に当たる。このように，消費者向けの食品の成分になる製品
を生産又は販売した場合でも，144条の「食品」という文言の限定があるので，
Xと Yには異なった罪名が適用されたものと思われる。蛋白粉を生産，販売
した Xの行為は，放火，出水，爆発，危険物投放と同様に一旦実行されると，
公共の安全に危害を及ぼすことが十分ありうるといえ，しかも死傷結果も生じ
させたので，115条の「危険な方法」による公共安全危害罪（24）で処罰すること

（23） 　中国刑法144条において，有毒有害食品生産販売罪は規定されているが，
行為の対象によって，有毒食品生産販売罪と有害食品生産販売罪の選択的適
用が可能である。本事案において，蛋白粉を含んだミルクは，人民法院によ
り，「有毒食品」とされ，被告人 Yは，「有毒食品生産販売罪」に該当する
と認定された。

（24） 　Xの蛋白粉を生産，販売した行為が，「危険物の投放」といえるかという
と，学界の一般的な理解によれば，「投放」の対象は，食品，大気，川など，
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は妥当である。
　なお，Yの行為については，Xと異なり，食品を対象にする144条の有毒食
品生産販売罪に該当する一方，食品であるミルクに危険物を投放しているとい
えるので，115条の危険物投放罪にも該当するといえる。もっとも，この場合
の Yは，五（一）１の法条競合説によっても，２の観念的競合説によっても，
いずれにせよ，144条の有毒食品生産販売罪で処断され得る。

六　日本刑法との比較

（一）　危険犯の有無
　日本において，欠陥製品による死傷結果が生じた場合，主に，業務上過失致
死傷罪の成否が判断されるが，危険犯処罰の規定が存在しない。そのため，死
傷結果が生じなかった場合，或は行為と死傷結果の因果関係が証明できない場
合は，特別刑法違反は別として，刑法上の犯罪としては処罰できない（25）。こ
れに対して，中国刑法において，先述の通り，具体的危険犯或は抽象的危険犯
の処罰が規定されている。

（二）　法定刑の差異
　日本刑法の業務上過失致死傷罪（211条）の法定刑は， 5年以下の懲役若し
くは禁錮又は百万円以下の罰金である。中国において，例えば，有毒有害食品
生産販売罪（144条）の法定刑については，「人を死亡させた」という結果が特
に重いときは「10年以上の有期懲役，無期懲役又は死刑に処し，罰金又は財産
の没収を併科する」と規定されている。偽薬生産販売罪も同じである。「偽物
及び不良商品生産・販売罪」の各犯罪は故意犯であるが，加重処罰事由として
の死傷結果については，故意は必要ではない。また，上述した通り，行為者
が，過失により欠陥製品を生産又は販売して死傷結果が生じた場合，「偽物及

人間に直接的に作用する媒介に限られる（黎・前掲注（17）434─435頁；
張・前掲注（16）609頁を参照。）ので，Xの行為は，「危険物の投放」に当
たらず，「危険な方法による公共安全危害」であるとした法院の判断は妥当
である。

（25） 　欠陥製品に関する危険犯処罰の設置を提言する見解については，稲垣悠一
『欠陥製品に関する刑事過失責任と不作為論』（専修大学出版局，2014年）
114─115頁を参照。
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び不良商品生産・販売罪」で処罰することはできない。しかし，115条 2項の
過失危険物投放罪或は危険な方法による過失公共安全危害罪が適用される余地
があり，この場合の法定刑は，「 3年以上 7年以下の有期懲役に処する。その
情状が比較的軽いときは， 3年以下の有期懲役又は拘役に処する」と規定され
ている。従って，死傷結果が発生した過失犯の場合であったとしても，中国の
刑罰は，日本よりも重いといえる。

（三）　適用可能な罪名の多寡
　日本において，欠陥製品による死傷結果が出た場合，主に，業務上過失致死
傷罪の成否が検討されるのに対して，中国においては，既述のとおり，罪名が
多く，選択が複雑になる。すなわち，まず，刑法149条の規定によって，140条
の偽劣製品生産販売罪と特殊製品に関する特別罪名の使い分けが必要であり，
さらに，「偽物及び不良商品生産・販売罪」の一部の犯罪と，「公共の安全に危
害を及ぼす罪」の一部の犯罪の関係も検討する必要が生じる場合もある。この
ような犯罪の成立範囲が相互に重なり合うことが多くみられるという現象は，
中国刑法の立法理念に由来しているのではないかと思われる。まず，中国刑法
には，犯罪が，常に，社会生活の領域（例えば，交通事業，商品の生産・販
売，会社及び企業の管理などである。）ごとに区別され，かつ，当該領域にお
ける発生可能な結果は，すべて当該犯罪に規定される傾向が非常に強い。つま
り，罪量要素として結果の重大性が重視され，各犯罪の結果（侵害法益）が各
罪相互の間で重なり合う現象が生じるのである（26）。

（四）　組織体処罰の規定
　日本では，製品事故を予防するため，消費生活用製品安全法などの特別法に
より，法人処罰が規定されている。しかし，製品の欠陥により死傷結果が出た
場合，刑法犯である業務上過失致死傷罪の適用は自然人にとどまり，法人処罰
の規定が存在しない。これに対して，中国刑法において，「偽物及び不良商品
生産・販売罪」の全般について，組織体に対する処罰を認めている点にも日中
刑法の違いが見いだせる。

（26） 　この点について，李・前掲注（１）93頁も参照。


