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おわりに
はじめに
私は、これまで承継的共犯を研究し続けてきた

。その延長で、中華民國（台湾） の刑

（１）

（２）

法にも関心を持つに至った。その理由は、次の二点にある。
まず、台湾は大日本帝国憲法 時代、清國が日清戦争（1894〜1895年）に敗れて大日本帝
（３）

國の植民地となり、大日本帝國憲法以下各種の法律が台湾にも施行された。
次に、台湾は第二次世界大戦後独立国家として国際連合から承認されて、わが国と一時期
正式な国交があった 。
（４）

ところで、台湾が大日本帝國憲法時代、大日本帝國の植民地となったのち、中国大陸では
清國が滅びて1912（民國 １）年に中華民國が建国された。1935（民國24）年に中華民國刑
（５）

法が制定された。しかしながら、第二次世界大戦後、中国大陸で中華人民共和国が建国され
ると、中華民國刑法は有名無実と化した。1945（民國34）年国共内戦が勃発し、1949（民國
38）年中華民國憲法を含めた中華民國政府の六法全書が廃止されたことによる。その一方
で、Republic of Chinaでは、現在も、中華民國刑法が施行されている 。その後、幾多の改
（６）

正があったが、共犯に関する規定は改正されていない 。
（７）

本稿では、このような経緯を持つ中華民國刑法を紹介したのち、Republic of Chinaでも問
題とされる承継的共犯学説がどのように論じられているかを考察する。それを踏まえて、わ
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が国の承継的共犯学説との違いを考察する。
Ⅰ．中華民國刑法
（１）総説
台湾は、大日本帝國が日清戦争（1894〜1895年）で勝利を収めた際日清講和条約 （1895
（８）

年）が締結されて、大日本帝國の植民地となった

。その当時、大日本帝國は、プロシア

（９）

（現在のドイツ）刑法を模範とする帝国刑法を制定した

。大日本帝國は、台湾にもこの同

（10）

じ帝国刑法を適用した 。中国大陸では、清國が滅びたのち、1912（民國１）年に中華民國
（11）

が建国された 。中華民國刑法は、1934（民國23）年10月31日に制定され、1935（民國24）
（12）

年１月１日中華民國政府 によって公布された。大日本帝國は第二次世界大戦に敗れて、す
（13）

べての植民地を返還した。台湾は、中華民國に返還されたのち、中華民國憲法 以下各種の
（14）

法律の適用を受けた。しかしながら、1945（民國34）年国共内戦が勃発し、1949（民國38）
年中華民國憲法を含めた中華民國政府の六法全書が廃止された。同年10月１日毛沢東が中国
大陸に中華人民共和国を建国すると、蔣介石は台湾に退いた。同年12月８日蔣介石は台湾に
中華民國総統府を設立し、中華民國当時制定された中華民國憲法以下各種の法律を施行し
た。1952（民國41）年わが国は中華民國と日華平和条約 を締結した。中華民國が独立国家
（15）

として国際連合に加入していたからである。ところが、1972（民國61）年わが国が中華人民
共和国との間で日中共同声明 を出したのち、1978（民國67）年中華人民共和国と日中平和
（16）

友好条約 を締結したので、先の日華平和条約が失効した。現在、Republic of Chinaとは正
（17）

式な国交を持たない。
Republic of Chinaは、以上のような歴史的な背景・経緯をもつ。現在Republic of Chinaで
施行されている中華民國刑法は、1935（民國24）年１月１日中華民國政府によって公布され
た中華民國刑法を修正したものである。
（２）起草の経緯と変遷
中華民國刑法は、1935（民國24）年１月１日中華民國政府によって公布されるまでに、清
國に大日本帝國から招聘された刑法学者を抜きに語ることはできない。岡田朝太郎博士（以
下、
「岡田博士」という。
） がそうである。岡田博士は、プロシア（現在のドイツ）刑法を
（18）

模倣した帝国刑法の発想を清國にもたらした刑法学者である。その際、沈本家も関与したと
される 。
（19）

ところで、Republic of Chinaは、大日本帝國によって植民地化された時代（以下、
「植民
地時代」という。
）
、大日本帝國が第二次世界大戦で敗れて中華民國に返還された時代（以
下、
「中華民國時代」という。
）
、蔣介石が台湾に退いて中華民國總統府を設立した時代（以
下、
「Republic of China時代」という。
）を経験している。この三つの時代に区分できる。
本稿は、中華民國刑法を紹介するのが目的なので、中華民國時代とRepublic of China時代
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に絞る。中華民國時代中華民國刑法で規定された共同正犯に関する条文とRepublic of China
時代同法で規定されている共同正犯に関する条文を分析する。
１．中華民國時代
大日本帝國が第二次世界大戦に敗れたのち、台湾が中華民國に返還されたことから始
まる。台湾は、中華民國（現在の中華人民共和国）刑法の適用を受けた。中華民國刑法
第28条に「二人以上共同實施犯罪之行爲者皆爲正犯」と規定してある

。この条文は、

（20）

帝国刑法第60条と同じである。中華民國政府が岡田博士の意向を残した条文であるとい
えよう。
２．Republic of China時代
1949（民國37）年10月１日毛沢東が中国大陸に中華人民共和国を建国したのち、蔣介石
が台湾に退いて同年12月８日台湾に中華民國總統府を設立したことから始まる。蔣介石は、
中華民國当時に制定された中華民國憲法以下各種の法律を施行した。中華民國刑法第28
条には、上記と同様「二人以上共同實施犯罪之行爲者皆爲正犯」と規定されている 。
（21）

（３）小結
岡田博士が清國で刑法の立法に関与しなかったら、今日のような中華民國刑法は存在しな
い。また、Republic of Chinaは、蔣介石の思想を維持している。
Ⅱ．Republic of Chinaにおける承継的共犯学説の様相
（１）総説
承継的共犯は、中華民國刑法第28条のもとでも問題とされるか。承継的共犯（Mittäterschaft）
とは、先行為者が犯罪の一部を終了する前に後行為者が先行為者と意思の連絡をしたのちそ
の残りに関与して犯罪を完成させることをいう。この犯罪事象が同法第28条のもとでも起こ
りうるかである。共犯の種類で説明をする論者

がいるだけではなく、共同正犯に関連をし

（22）

ている問題 で解説をする論者 がいるので、同法第28条のもとでも、承継的共犯という犯
（23）

（24）

罪事象は起こりうる。このような状況を踏まえて、Republic of Chinaにおける承継的共犯を
めぐる学説の様相を紹介する。
なお、本稿は、Republic of Chinaにおける承継的共犯学説の様相をわが国の承継的共犯学
説の様相と比較して中華民國刑法を論及するのが目的なので、Republic of Chinaにおける共
犯の本質論、共犯の処罰根拠を深く掘り下げて論及はしない。
（２）承継的共犯学説の分類
Republic of Chinaにおける承継的共犯学説は、大まかに分類すると、肯定説と否定説に分
類できる 。
（25）

１．肯定説
後行為者も先行為者と同じ範囲の刑責を負う。すなわち、後行為者が先行者の行為に
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対して、たとえば、ある程度理解して、積極的に利用意思をもっている。いいかえると、
後行為者はすでに先行者の行為を認識し、かつ、既成の事実を利用して一定の犯罪に達
成することを予定するので、先行者に対する関係で実行の犯罪行為をともに責任を負う 、
（26）

とする。わが国で学説上主張される行為共同説と完全犯罪共同説に立脚した場合、これ
を容認できるとされる 。
（27）

２．否定説
後行為者は先行為者と同じ範囲の刑責を負わない。すなわち、犯罪行為がすでに一部
終了して、後行為者が共同実行の意思をもって始めて参加することを認めるもので、も
し既往に遡るのであれば、先行者における関係で、ともに責任を負うというのは、理論
上極めて無理がある。それゆえ、後行為者は関与前にすでに存在した事実に対してなん
ら責任を負わない 、とする。わが国で学説上主張される部分的犯罪共同説に立脚した
（28）

場合、容認できるとされる 。Republic of Chinaでは有力な学説のようである。
（29）

（３）小括
Republic of Chinaにおける承継的共犯学説の様相を説明した。大まかに分類すると、肯定
説と否定説に分類できる。
Ⅲ．わが国の承継的共犯学説の様相
（１）総説
わが国の承継的共犯学説の様相については、拙稿「承継的共犯〜わが国の学説の対立を中
心として〜」 で簡単に紹介した。本稿では若干詳細に紹介したい。承継的共犯学説は、共
（30）

犯理論の複雑化などに伴い、肯定説と否定説に分類すれば事足りるという状況ではない。な
ぜならば、共犯の本質論、共犯の処罰根拠、各犯罪の性格が複雑に絡みあっているからであ
る。承継的共犯に関する学説は、共犯論が整理されない限り、これから先も複雑多岐になる
と思われる。
なお、本稿は、Republic of Chinaにおける承継的共犯学説の様相をわが国の承継的共犯学
説の様相と比較して論及するのが目的なので、わが国における共犯の本質論、共犯の処罰根
拠などは、必要な範囲で言及する。
（２）承継的共犯学説の分類
承継的共犯学説が錯綜しているため、承継的共犯学説を分類する見解としては、肯定説と
否定説に分類する見解 、肯定説・否定説・限定説に分類する見解 、積極説・消極説・中
（31）

間説に分類をする見解

（32）

などがある。肯定説と否定説に分類する先の見解を基本に検討す

（33）

る。
１．肯定説
後行為者も先行為者と同じ範囲の刑責を負うとする。完全犯罪共同説 ないし共同意
（34）
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思主体説 などによる。
（35）

ところで、共犯理論が複雑多岐になったため、肯定説といえども、全面的に肯定する
見解だけがあるというわけではない。たとえば、共同正犯を「正犯」と解釈することに
より、承継的共犯の成立範囲を一定の限度に絞り込むという見解がある 。共同正犯を
（36）

「正犯」と解釈すべきか、あるいは、「共犯」と解釈すべきかによって、承継的共犯の成
立範囲は異なる。なぜならば、正犯と共犯では異なった法理（Principle）が働くからで
ある 。
（37）

２．否定説
後行為者は先行為者と同じ範囲の刑責を負わないとする。行為共同説 と部分的犯罪
（38）

共同説 などによる。
（39）

ところで、否定説も、肯定説同様に、共犯理論が複雑多岐になったため、全面的に否
定する見解だけがあるというわけではない。肯定説同様に、共同正犯を「正犯」と解釈
すべきか、あるいは、
「共犯」と解釈をすべきかで、見解の相違が見られる 。
（40）

（３）小括
わが国の承継的共犯学説の様相を説明した。共犯理論が複雑多岐になったので、わが国の
承継的共犯学説は収拾がつかない

。

（41）

Ⅳ．私の考え方
中華民國刑法における承継的共犯に関する学説の様相は、わが国の承継的共犯に関する学説
の様相とほとんど異ならない。なぜこのようになったか。この点については、次のように考える。
第一に、Republic of Chinaは、オランダ、清國、大日本帝國と数々の支配を受けた。蔣介
石が台湾に退いたのち、Republic of Chinaは蔣介石による影響を受けている。現在も、中華
民國刑法がRepublic of Chinaで存続するゆえんである。
第二に、わが国の学説を引用する論者が多数いる。確かに、ドイツの文献を紹介する論者
もいるが、わが国の論者を紹介する論者が多い。これは、いかに、わが国の学説が影響して
いるかを物語っている 。昨今、わが国が「世界の中の日本」といわれるゆえんであろう。
（42）

ここで、承継的共犯について、私の考え方を述べる。
承継的共犯で問題になるのは、特に結合犯、継続犯である。結合犯は、講学上、一定の行
為と別の行為が結合する犯罪である。たとえば、強姦罪（刑法第177条）、強盗罪（同法第
236条第１項）などである。また、継続犯は、法益の侵害の継続が要求される犯罪である。
たとえば、保護責任者遺棄等罪（同法第218条）、逮捕及び監禁罪（同法第220条）などがあ
る。Republic of Chinaでも同様な状況である。現在、中華民國刑法第28条で錯綜しているの
は、犯罪共同説でも、完全犯罪共同説と部分的犯罪共同説である。前者によれば、承継的共
犯は成立する傾向にあるという 。これに対して、後者によると、承継的共犯は不成立の傾
（43）
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向にあるという 。わが国の承継的共犯学説に似ている。
（44）

ところで、承継的共犯の第一の問題点は、後行為者は、すべての行為（Tat）を実行しな
いことである。第二の問題点は、第一と関連をして、後行為者に前行為者が実行をした行為
に対しても刑事責任を負わせるのであれば、結果無価値（Erforgsunwert） を重視するこ
（45）

とになり、日本国憲法で規定する基本的人権を蹂躙することである。すなわち、後行為者が
実行をした行為と前行為者が実行をした行為に因果関係（Kausalität）がない以上、後行為
者が実行をした行為に関してのみ刑事責任を負うべきである。後行為者に対して、前行為者
が実行をした行為についても責任を負わせるのは、余りにも結果無価値を重視し、責任主義
（Das Prinzip der Verantwortung）
、ひいては、罪刑法定主義（Ein Prinzip der Gesetzlichkeit）

（46）

に反する。このように、承継的共犯については、後行為者は自己の関与した行為のみの刑事
責任を負担すれば十分である 。
（47）

このような考えは、因果応報（Vergeltung）から鑑みても妥当するだけではなく、自己
責任の原則（Das Prinzip der Selbst-Verantwortung）にも矛盾しない。
おわりに
中華民國刑法の沿革を紹介し、Republic of Chinaにおける承継的共犯学説の様相ならびに
わが国の承継的共犯学説の様相を説明したのち、両者を比較検討したうえ、自説を述べた。
まだ不十分な点が多々あり、批判、反論も予想される。Republic of Chinaと正式な国交が
ないため、中華民國刑法の研究に必要な文献をわが国で入手することは不可能に近い。しか
しながら、今後も中華民國刑法のもとで承継的共犯論がどのように展開されるかを探ってみ
たい。それと同時に、わが国の承継的共犯論がどのように展開するかも研究してみたい。共
犯論は絶望の章といわれる 。実行行為だけではなく、因果関係、違法性（Rechtswirigkeit）
（47）

など刑法総論で問題となる事柄が相互に関係するからである。Republic of Chinaでも事情は
異ならないと思われる。
〔付記〕
中華民國刑法に関心を示したのは、早稲田大学大学院法学研究科公法学専攻修士課程野村
稔研究室で修士論文を執筆していた時代に遡る。同大学院同科同課程金澤理研究室で商法
（保険法）を専修していたRepublic of Chinaからの留学生廖淑惠（以下、「廖さん」とする。）
と知り合った。そのときから、中華民國刑法に関心を持ち続けている。2007（民國96）年11
月廖さん（現在保險事業發展中心研究處副處長）が来日をした際、わが国では入手できない
貴重な文献を頂いただけではなく、その後も事ある度に、メールで色々助言をもらった。こ
こに、廖さんに対して感謝の意を表す。また、一橋大学商学部特任講師曽耀鋒氏と台北駐日
経済文化代表処からもメールで色々助言を頂いた。
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脚注
（１） 拙稿「承継的共犯〜わが国の判例とロクシン説との対比〜」東洋大学大学院紀要第42集（平
18）
、拙稿「承継的共犯〜わが国の学説の対立を踏まえて〜」同43集（平19）参照。承継的
共犯の共犯には共同正犯と幇助犯があるが、本稿では、承継的共同正犯を中心に検討する。
なお、わが国でいう「承継的共犯」は、Republic of Chinaでは「繼承的共犯」といわれて
いる。
（２） なるほど知図帳世界2008年５版（昭文社・平20）165、166、171、173頁を見ると、中国大
陸の中華人民共和国には「CHINA」と英字が明記されているのに対して、「台湾」には英字
が明記されていない。台湾からスポーツ選手が国際試合に出場する場合、中華台北「チャイ
ニーズ・タイペイ（Chainese Taipei）」で紹介される。これは、台湾が中国大陸の中華人民
共和国の一部というのを示す。
ところで、過日、外務省にメールで質問をしたところ、外務省（カメイ様）より電話があ
り、
「政治レベルでは、中華民国や台湾を使う。国際レベルではRepublic of Chinaを使用し
た方が良い。
」という回答を得た。また、台北駐日経済文化代表処（台北駐日經濟文化代表
處。ホームページでは繁体字も明記してあるので、それも明記した。）にメールで国名を質
問したところ、メールで「国名は『中華民國（台湾）』と『Republic of China』（ROC）両方
ともいいです。
」という回答を得た。さらに、小西友七／南出康世編集主幹・ジーニアス英
和辞典第４版〔机上版〕
（大修館・平19）で「China」を調べると、小西友七／南出康世編集
主幹・同辞典同版〔同版〕
（大修館・平19）343頁に「中華民国」はthe Republic of 〜と示し
てある。
そこで、本稿では、原則として「中華民國（台湾）」と表記するが、より正確性を期す場合
には、例外的に「Republic of China」と表記する。
このような背景があるために、史明（志賀勝訳）・台湾は中国の一部にあらず◎台湾社会発
展四百年史◎（現代企画室・平３）が出版されている。前掲知図帳世界2008年５版（昭文社・
平20）165〜169頁は、わが国と国交がない朝鮮民主主義人民共和国には英字が明記してある。
朝鮮民主主義人民共和国はRepublic of China同様に国交がないにもかかわらず、朝鮮民主主
義人民共和国に英字が明記してある。また、前掲知図帳世界2008年５版（昭文社・平20）158
頁の世界行政地図で台湾に国名が明記してないのに対して、朝鮮民主主義人民共和国には国
名が明記してある。この違いは、朝鮮民主主義人民共和国が国際連合に加盟しているからで
あろう。
（３） 国立公文書館所蔵。正式には「大日本帝國憲法」という。以下、正式名称にしたがう。ま
た、国名も「大日本帝國」とする。
（４） 1952（民國41）年に締結された日華平和条約のことである。台湾は当時中華民國であった。
これを証明するのに、ブリタニカ国際地図（TBSブリタニカ・昭46）がある。前掲書（TBS
ブリタニカ・昭46）６頁には中華民国と明記してあるだけではなく、前掲書（TBSブリタニ
カ・昭46）13、14、99頁には中華民国と台湾が併記してある。また、前掲地図（TBSブリタ
ニカ・昭46）91頁には中華人民共和国と中華民國の間に赤の点線が明記してある。これは国
境であろう。
（５） 中華民國の略で、年号としても用いる。広辞苑第６版（岩波書店・平20）2723頁参照。
なお、中国大陸の中華人民共和国では、民國という元号を使用していない。Republic of
Chinaが、蔣介石の思想を尊重しているためであろう。
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（６） インターネットを駆使したところ、Republic of China行政院法務部が公表している「全國
法規資料庫」にたどりついた。
「法規檢策」にある「法規名稍」で刑法を検索した結果、「中
華民國刑法」という法典名が出る。正式名称は「中華民國刑法」という。本稿もそれにした
がう。
（７） 中華民國刑法は、2008（民國97）年１月２日までに20回改正されている。すべてを紹介し
たいが、本稿は改正の内容を説明するのが目的ではない。
なお、改正は、わが国でいうならば、各論部分に多い。
（８） アジア歴史資料センター所蔵。俗にいう「下関條約」のことである。正式には、「清國トノ
媾和條約」という。
「清國トノ媾和條約」については、外務省条約局編・外地法制誌第５巻
日本統治下の台湾（文生書院・平２）16〜17頁参照。
（９） 清國トノ媾和條約第二條第二項に明記されている。大日本帝國は、それをもとに、1897（民
國）年台湾に台湾総督府を設置した。現在、Republic of Chinaは、その建物を中華民國總統
府として利用している。
（10） 1890（明23）年旧民法典を公布する際「民法出デテ忠孝滅ブ」という法典論争が勃発した。
この論争は、旧刑法典にも該当する。当時、各種法典を公布しようとしていた矢先1789（寛
政１）年フランス革命が勃発したため、明治政府は天皇家の存亡を心配して、急遽各種法典
の公布を見送ったことや、刑法においては、プロシア（現在のドイツ）の影響で古典学派と
近代学派で争いが出たためによると思われる。
なお、旧刑法典と現刑法典との関係については、立石二六・刑法総論［第３版］（成文堂・
平20）11〜13頁、大コンメンタール刑法第二版第１巻〔序論・第１条〜第34条の２〕（青林
書院・平16）16〜17頁、野村

稔・刑法総論補訂版（成文堂・平10）12〜25頁、今上益雄・

重点講義刑法総論（北樹出版・平９）13頁など参照。
（11） 帝国刑法の名称については、
「拓殖務大臣上奏臺灣ニ於ケル犯罪処断ニ関スル件」（アジア
歴史資料センター所蔵）
、外務省条約局編・外地制誌第４巻律令総覧（文生書院・平２）166
頁、岡田朝太郎・刑法論（中外印刷・大９）35頁参照。
（12） 中華民國を建国した孫文は建国の父といわれる。劉大年「孫中山中華民国」近代史研究1987
年第１期（中国社会科学出版社・昭62）１頁以下参照。
（13） 1928（民國17）年孫文を指導者として1919（民國７）年に成立した中国国民党が南京に樹
立をした。第二次世界大戦後、中国共産党に敗退をして、以後Republic of Chinaを統治して
いる。広辞苑第６版（岩波書店・平20）1812、1814頁参照。その一方で、中国共産党は、
1927（民國16）年国共合作で分裂したのち、1931（民國20）年江西省瑞金ソビエトを建設し、
毛沢東の指導の下で根拠地を陜西省延安に移した。第二次世界大戦後、中国国民党を中国大
陸から追い出して、1949（民國38）年中国大陸に中華人民共和国を建国した。前掲書（岩波
書店・平20）1814頁参照。
（14） 中華民國憲法を制定したのは蔣介石である。横山宏章・中華民国史（三一書房・平８）226
頁参照。中華民國憲法が蔣介石憲法といわれるゆえんである。
（15） 国立公文書館所蔵。正式には「日本国と中華民國との平和条約」という。
（16） 国立公文書館所蔵。正式には「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」という。
（17） 国立公文書館所蔵。正式には「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」という。
（18）
（19） 岡田朝太郎博士は、沈家本の招聘を受けて清國で大清新刑律の草案を起草したとされ
る。姚

勝旬・中国法の近代化と日本（東京大学博士論文総合研究科国際社会科学専攻・平
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17）３頁、
「台湾法と日本法

中華民国刑法と日本刑法の関係

台湾大学教授蔡墩銘」ジュ

リスト999号（平４）108頁以下、倉田卓次他編訳中華民国（台湾）六法全書（雄進書房・平
２）27頁参照。
なお、
（６）で指摘をしたとおり、刑法の正式名称は「中華民國刑法」である。倉田卓次
他編訳前掲書（雄進書房・平２）は法典名を正確に明記していない。倉田卓次他編訳前掲書
（雄進書房・平２）は、Republic of China行政院法務部が公表している「全國法規資料庫」で
「法規檢策」にある「法規名稍」を検索しなかったように思われる。
（20） 中華法令編印舘編譯中日對譯中華民國現行法令輯覽第５卷（中華法令編印館・中華民國28）
981頁、中華法令編印舘編譯中日對譯中華民國六法全書（中華法令編印館・民國32）６頁参
照。いずれも、中華民國刑法が「刑事法」のなかの「刑事實體法」で紹介されている。大日
本帝國時代と同様な区別で六法が編纂されている。同法第28条は「第一編總則」のなかの
「第四章共犯」に規定されている。
（21） 倉田卓次他編訳前掲書（雄進書房・平２）987頁参照。中華民國刑法は、「刑法及び関係法
規（刑法及關係法規）
」のなかに編纂されている。また、同法第28条は「第一編総則（總則）
」
のなかの「第四章共犯（共犯）」に規定されている。中華民國時代を受け継いだ形で編纂さ
れたのが窺われる。
なお、わが国で違憲判決（最大判昭48・４・４刑集27巻３号265頁）が出され、その後削
除された尊属殺人規定が中華民國刑法第272条で規定されている。儒教の精神が今日も根強
いのを物語るといえよう。
（22） 蔡墩銘・刑法總論三版（三民書局・中華民國66）230頁参照。
（23） 甘添貴・謝庭晃合著捷徑刑法總論（修訂版）（端興圖書・中華民國95）273頁に書いてある「共
同正犯的相關問題」を「共同正犯に関連をしている問題」と翻訳した。
なお、犯罪共同説と行為共同説の対立を踏まえたうえで、承継的共犯の成否に関して肯定
説と否定説に分類する論者として、甘添貴・刑法之重要理念（端興圖書・中華民國85）36頁
以下参照。
（24） 甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）275〜276頁参照。
（25） 甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・民国95）276頁参照。
なお、中華民國刑法での承継的共犯に関する判例の整理と分析は、後日に期したい。
（26） 甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）276頁参照。
（27） 甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）276頁に「犯罪共同説」と書いてある。
確かに、文言どおりに読むと犯罪共同説と書いてある。しかしながら、甘添貴・謝庭晃・前
掲書（端興圖書・中華民國95）266〜267頁は犯罪共同説を説明する際、「部分犯罪共同説的
主張、較爲妥適。
」と明言した。「部分的犯罪共同説を妥当とする。」と翻訳した。このよう
な翻訳をすれば、甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）276頁が明言した「犯
罪共同説」は、
「完全犯罪共同説」を意味すると思われる。
（28）
（29） 甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）276頁に「似以此説見解爲當。
」と
明言してある。
「この見解をもって妥当とする。」と翻訳した。このような翻訳をすれば、甘
添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）276頁は、否定説に賛同することになる。
ところで、甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）266〜267頁は犯罪共同説を
説明する際、
「部分犯罪共同説的主張、較爲妥適。」と明言した。「部分的犯罪共同説を妥当
とする。
」と翻訳した。このような翻訳をすれば、甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中
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華民國95）276頁は、
「部分犯罪共同説」に賛同すると思われる。「部分的犯罪共同説」と翻
訳した。
このように考えると、甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）276頁は、「部分的
犯罪共同説」に賛同をし、かつ、否定説に向かっているようである。
（30） 拙稿「前掲論文」東洋大学大学院紀要第43集（平19）参照。
（31） 大塚

仁「承継的共犯」刑法論集２（有斐閣・昭51）25頁以下参照。

（32） 山崎基宏「承継的共同正犯の責任の範囲」研修427号（昭59）125頁以下参照。
（33） 相内

信「承継的共犯について」金沢法学25巻２号（昭58）33頁以下参照。

（34） 完全犯罪共同説に立脚して承継的共犯を全面的に肯定すると論者として、たとえば、山崎
基宏「承継的共同正犯の責任の範囲」研修第427号（昭59）125頁以下。
（35） 共同意思主体説に立脚して承継的共犯を全面的に肯定する論者として、たとえば、西原春
夫・刑法総論（成文堂・昭52）248頁。
（36） 鈴木義男「承継的共同正犯の成立範囲」刑法判例研究Ⅲ（昭50）225頁以下参照。
なお、承継的共同正犯に関して肯定した判例としては、札幌高判昭28・６・30高刑集６巻
７号859頁などがある。拙稿「前掲論文」東洋大学大学院紀要第42集（平18）参照。
（37） 齋藤誠二「いわゆる承継的共同正犯の成否」法学新報第105巻第４・５号（平11）330頁以下、
同「承継的共同正犯をめぐって」筑波法政８号（昭59）31頁以下参照。
（38） 大谷

實・刑法講義総論〔新版第２版〕（成文堂・平19）419〜424頁参照。

（39） 野村

稔・前掲書（成文堂・平10）395〜399頁参照。

（40）（32）参照。
なお、承継的共同正犯に関して否定した判例としては、名古屋高判昭29・10・28刑裁特報
１巻10号427頁などがある。拙稿「前掲論文」東洋大学大学院紀要第42集（平18）参照。
（41） 承継的共犯学説を分類する見解は、以下の三類に分類できる。
第一に、肯定説と否定説に分類する見解は、二分類説と名付けたい。大塚

仁「前掲論文」

刑法論集２（昭51）25頁以下などがある。
第二に、肯定説・否定説・限定説に分ける見解、積極説・消極説・中間説に分ける見解は、
三分類説と名付けたい。相内

信「前掲論文」金沢法学25巻２号（昭58）33頁以下、山崎基

宏「前掲論文」研修427号（昭59）125頁以下などがある。
第三に、第一、第二に含まれない分類の見解は、その他と名付けたい。今上益雄・前掲書
（北樹出版・平17）241〜244頁、齋藤誠二「前掲論文」法学新報第105巻第４・５号（平11）
330頁以下などがある。
最近、その他の見解に賛同する論者が増えている。拙稿「前掲論文」東洋大学大学院紀要
第42集（平18）
、拙稿「前掲論文」同43集（平19）参照。
（42） たとえば、甘添貴・刑法之重要理念（端興圖書・中華民國85）37頁註三七と38頁註三八で
高窪貞人「承繼的共犯」
、見註二四前掲書第二三七〜二四〇頁が紹介されている。これは、
甘添貴・前掲書（端興圖書・中華民國85）30頁註二四によると、見福田平、大塚仁編「演習
刑法總論」第二〇二〜二〇三頁である。確かに、学問的に評価ができる文献である。惜しむ
らくは、引用してある福田平、大塚仁編「演習刑法總論」第二〇二〜二〇三頁は、演習法律
学体系13（青林書院新社・昭46）であり、演習法律学体系15（青林書院新社・昭58）ではな
かった。また、甘添貴・前掲書（端興圖書・中華民國85）38頁註三八で大塚

仁、註一〇前

掲書第二〇九頁を引用している。甘添貴・前掲書（端興圖書・中華民國85）11頁註一〇によ
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ると、大塚

仁著「刑法概説（總論）」第二六〜二七頁である。確かに、学問的に評価でき

る文献である。惜しむらくは、引用してある大塚
昭50）である。大塚

仁・刑法概説（總論）は増補版（有斐閣・

仁著・刑法概説（總論）改訂増補版（有斐閣・平４）を引用すべきで

あった。
このように、わが国の刑法に関する文献を引用している。Republic of Chinaでは、岡田博
士の発想が継承されているといえよう。
（43） 甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）276頁参照。完全犯罪共同説については、
甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）266頁以下参照。
（44） 甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）276頁参照。また、「部分犯罪共同説」
については、甘添貴・謝庭晃・前掲書（端興圖書・中華民國95）266頁以下参照。
なお、
「部分犯罪共同説」の翻訳については、（23）参照。
（45） 結果無価値は、Republic of Chinaで使われている繁体字（Traditional Chinese Characters）
では「結果無價值」である。行為無価値は「行為無價值」である。Republic of Chinaでも、
わが国同様に、違法性論で結果無価値論と行為無価値論の対立がある。甘添貴・謝庭晃・前
掲書（端興圖書・中華民國95）127〜129頁参照。
（46） わが国刑法では罪刑法定主義に関する明文規定を欠く。また、日本国憲法（以下、「憲法」
という。
）にも罪刑法定主義に関する明文規定はない。果たして、わが国で罪刑法定主義は
認められるのであろうか。周知の通り、憲法第31条を根拠にして罪刑法定主義が解釈上認め
られる。
ところで、中華民國刑法第一編總則第１章法例第１条は「行爲之処處罰以行爲時之法律有
明文規定者爲限」と規定する。いわゆる罪刑法定主義を明記している。中華法令編印舘編譯
前掲書（中華法令編印館・中華民國28）977頁、中華法令編印舘編譯前掲書（中華法令編印
館・民國32）２頁、倉田卓次他編訳前掲書（雄進書房・平２）979頁参照。
わが国と異なる。岡田博士が人権感覚に富んでいたのであろう。
（47） 拙稿「前掲論文」東洋大学大学院紀要第43集（平19）参照。同旨として、甘添貴・謝庭晃
前掲書（端興圖書・中華民國95）276頁参照。
なお、甘添貴・謝庭晃前掲書（端興圖書・中華民國95）276頁がドイツのロクシン説に賛
同をしているかは、今後の検討課題にしたい。
（48） 大塚

仁他編（村上光鵄執筆）大コンメンタール刑法第二版〔第60条〜第72条〕（青林書

院・平11）95頁、大越義久・共犯の処罰根拠（青林書院新社・昭56）はしがきⅱ参照。大越
義久・前掲書（青林書院新社・昭56）１頁は、「カントロヴィッツが『共犯論はドイツ刑法
学上もっとも暗黒にしてもっとも紛糾せる章である 。』と嘆いて（いる）」と書いたうえで、
（２）

前掲書（青林書院新社・昭56）７頁脚注（２）に、Kantorowicz；Der Strafgesetzenwurf
und die Wissenschaft, Mon Krim Biol. Bd. 7（1910）,S. 306.を引用している。
ところで、大塚

仁他編（村上光鵄執筆）前掲書（青林書院・平11）95頁は、大越義久・

前掲書（青林書院新社・昭56）を引用してあるが、大越義久・前掲書（青林書院新社・昭
56）で「共犯論は絶望の章である」と書いてあるのは１頁ではなく、前述したように、はし
がきⅱである。また、カントロヴィッツの訳の言い回しが大越義久・前掲書（青林書院新社・
昭56）１頁と同じである。これは孫引きではないかと思われる。なぜならば、カントロヴィ
ッツの文献が引用されていないからである。
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Der Streit über die sukzessive Mittäterschaft in der
Republik china（Taiwan）
： im Vergleich zu den
sukzessiven Mittäterschaftslehren in Japan
IKEDA, Sakae
Dieser Bericht ist Vergrößerung der Mittäterschaftstheorie von der Folge, die ich
fortsetzte, bis jetzt zu studieren.Ich analysierte jetzt das Dokument in Japan Ladenkasse.
Ich entschied mich, über der Mittäterschaft von der Folge, die die Frage nach Republik
von China（Taiwan）kriminelles Gesetz durch diesen Bericht wurde, eine Theorie zu
vergleichen.Ich führte dem Prozeß der Republik von China kriminelles Gesetz und die
Republik von China（Taiwan）kriminelles Gesetz ein.Ich faßte über der Mittäterschaft
der Folge in der Republik von China（Taiwan）eine Theorie zusammen und, basierte auf
diesen, führte es ein.Es ist über unserem Land ähnlich.Ich erklärte dem Unterschied in
Mittäterschaftstheorie der Folge in unserem Land kriminelles Gesetz und Republik von
China（Taiwan）klar kriminelles Gesetz und entwickelte mich, meine Behauptung dauert
danach.Ich beabsichtige, in Zukunft Mittäterschaftstheorie der Folge kriminelles Gesetz
unter Republik von China（Taiwan）zu studieren.
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