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沿

ドイツ刑事法の時効

一

﹁姦

ローマにおいては︑ひさくし︑私犯︵Ω①H一〇β歩一く讐p︶については三

〇年の時効期間が認められていたが︑刑事の時効が知られたのは︑

通処罰法﹂．．一Φ図H二賦9αΦ鋤島三富目凱の︑︑︵戸ーマ建国七三六年または七三七年︶

以来のことである︒同法所定の犯罪について五年の時効が定められ︑そ
の後﹁淫行罪﹂を除き︑ 一般に公的犯罪︵○ユ日甘9b二ぴ一一〇鋤︶ につき
すりかへ
二〇年の時効が認められた︒たゴし︑尊属殺︵℃鋤暦一〇一ユ一βbP︶︑小児倫換
くωξづ︒の三〇bp葺信ω︶︑不信仰罪︵巷︒ω富ωδ︶については︑ローマ後期

の法律も時効を許容しなかった︒

ドイツ古法にも寺院法にも︑一般的制度としての時効に関する規定は
ない︒ドイツ諸邦が汎く刑事時効制を採用したのは︑一六世紀乃至一七
①
ドイ普通法時代の学説は︑犯人の改過洗雪を推定して・時効制の原由と

世紀の間である︒

した︵卜︒ρ巳ω一ゴ＜＜①ユ酵顕bαq︶︒﹁国外に逃亡せず︑新たに罪を犯さず︑

犯行より得たる利益を手中に留めず﹂︑これが推定の基準であった︒そ

山

口

之

助

バイエルンー一六一六年儒川行︑プロシャi一山ハ一一〇配＋施行︑

一六五六年施行一一七八七年廃止i一八〇三年再施行

オースタリー

諸家による深遠な研究と活濃な論争を経て︑刑事訴追の時効の他に︑フ

における同じく一定時間経過後における社会秩序の現状を維持せんとす

説︑励犯人の事情変動説︑㈲悔悟説︑⑥捜査困難説︑㈲遺忘説︵時の経過
︵
は人の遺亡を招く︶等がそれであるが︑これを要するに︑その他の法領域

ドイツ刑事法の時効

ランス立法例︵一七九一年及び一八○八年︶に倣って︑確定判決の時効が︑
②

る︑いわゆる﹁事実の規範力﹂︵bo目B鋤ゴ＜Φ民話津α①ω国9匠怠ωoゴ①b︶

ω●＜陰Oooo①＃しd①oop署す同国①βΦ同び四〇F団①5犀①時効制の根拠に関しては諸種の見解がある︒すなわち︑㈲受刑完了

乃至二四条︶に規定する︒けだし便宜の問題である︒

訴訟法︵日刑訴二五〇条乃至二五五条︶に︑刑の時効を刑法︵日量三二条

本質を同じくするからである︒これに反し︑わが邦では公訴の時効を刑事

〃②ドイツ刑法は訴追の時効並びに執行の時効を共に含む︒けだし︑両老その

三年に付加された第二項は︑一九五三年め法律により廃止された︒

註①死刑及び無期懲役について時効の原則の中断を規定したところの︑一九四

るものと認められた刑罰の執行を阻止する︒

を終了せしめる︒執行の時効は︑確定力ある判決を前提とし︑確定力あ

とを区別する︒訴追の時効は︑犯罪行為の訴追を阻止し︑判決の確定力

は︑訴追の時効︵刑六七条乃至六九条︶と執行の時効︵刑七〇条乃至七ご条︶
②

二 ．時 効 一 般
①
時効によつて︑刑事訴追及び刑の執行が阻却される︵刑六六条︶︒法律

の立法︑一八五二年のオτスタリーの立法はそうでない︒

ク②一八三八年のザクセンの立法を以って最初とする︒一八五一年のプFシヤ

@

林

ドイツ新立法に採り入れられるに至った︒しかし︑死刑︑無期懲役に該

啓蒙時代に入るや︑

のような主旨からして︑重大犯罪については時効を許さなかった︒

詳一

る罪についてはこれを認めなかった︒

qD

革

ドイツ刑事法の時効

次に︑右の根拠に関する見解と不可分の関係において争われるところ

に部下されるものと見ることができるであろう︒

時効は訴訟法上のものであって︑訴訟障碍の一つである︒一

の︑時効の法的性格に関する学説を見ることにする︒

第一説
定時間の経過により︑屡々︑訴追に関する国家利益の消滅︑訴追の困難

または不可能を生ずる︒かxる見解は執行の時効にも妥当する︒けだ
し︑執行は訴追の剛部に過ぎず︑公判手続の基礎たる訴追の続行だから
①
である︒

つつこれに反しザゥエルは︑単に時の経過によっては︑決して可罰的行

的に実体法上の性格を付与する見解は︑正義と論理に矛盾するものであ

為は無罪とはならないとなし︑時効に対し︑主として︑または全く排他
ると主張する︒
①

②

しかして︑ライヒ裁判所は︑その判決において︑訴追の時効の訴訟法

的性格を承認し︑連邦裁判所もこれに同調する︒

QQ・蛤H●

ク②口dΩ缶︵bd暮自︒㎝σQ魯︒ぼ︒・げ9︶2鴇ミ︵乞①ま冒図曇凶ω島・薯︒︒ま房︒冨幽3・H8ド

註①因Ωの↑・鵠日①O・

註①Q︒盤⑦♪9・巳宣げq鈴自︒切℃貝︒N・湊屋︒ぼ︒・リド︾島●H⑩に9G︒●ωωOい戸︒︒︒6呂臼αq

勾﹃色ωb冠①oげ＝5σQではない︒

時効を訴訟法上のものとすれば︑裁判所の言渡は国一b馨建長bσqであっ
①
て︑

NQQ一≦︵No冨︒げ二山h母象①σqo㎝毬B一〇馨量P8夏・・妻一器⑦霧︒ず鎖P︶ωρω●①鱒曾

O冨冨器昌︾昌日・ご切O口︵団⁝画・茜巴︒ぼ︒・げ︒陥︶︸N︵甘㎏曇9N︒ぎ轟︶・H⑩紹

一部は実体法上の︑

一部は訴訟法上のものであっ

ライヒ裁判所刑事判決七六ニハ︒︑︼ご鮒三六︑四〇九〇︑アルフエルト︵独逸

になる︒

註①わが国では免訴の言渡をする︒手続上のものとすれば公訴棄却ということ

における有罪判決が必要とされるからである︒

に際しても不十分である︒けだし︑両場合の何れにおいても︑それ以前

ない︒また︑第二〇条a第一項による危険な慣習犯人に対する刑罰加重

そうである︒しかし︑時効の完成した行為が︑累犯の原因となるのでは

時効の完成した行為は︑他の犯罪行為による爾後の処罰に当り︑科刑
④
価値の判断に当って斜酌される︒特に営業犯及び慣習犯の判決において

実審の裁判官が犯罪行為の時点について確定したところに拘束される︒

Qn・心ωごoQ︒ま回忌？ω︒冒窪︒♂Qα育鉢αq︒切︒言喜︒ゴ漏09導窪蚕ご日・b島．お恕曽
時効は︑無罪の原由に先行する︒到来した時効は︑職権により顧慮しな
②
Qo．鱈Q︒●
ければならない︒上告審においてもまた同様である︒上告裁判所は︑事
③

b魯︸ロ三儀畠﹈︶︒億g星・o︒鼠ぎ︒ぽ♂㊨●﹀島●同⑩ω野匂︒●ωOq

第二説 時効は実体法上の制度であって︑刑罰消滅原因である︒それ
①
は国家の刑罰権を消滅せしめるものである︒
註①≧豪瓦

Rレンツは時効を独立の実体法上の制魔と見て︑これを﹁不法消滅原因﹂

bづ冨・P・罰ζ・︒N→QQ鼻三身りH・耳げ幕7ω●＆H・

時効は︑

︵q震8ぽい舞n冨げ暮ひQ茜同口悪︶と指称する︒

第三説

て︑いわゆる混合的性格を有するものである︒それは刑罰消滅原因並び
①
に訴訟障碍である︒

りH⑩9①①ωにQ︒．

ω凶年ヨ言口㈹く︒質国三零げ︒峯偉uσqo口自臼Oげ︒ユp昌伽︒嶺〇二〇窪︒言QQ戸隠富碧ゲ窪ω

ク④切曙9ω鼻＄Og甦畠卜鋤巳畠㈹鼠︒窪踏α︒訂三︒げ醇︼凶9・穿ぎ主観§びq︒〜

ク③閑Ωω︻．0⑩ω8●

ク②カΩOQ仲●DωHQoQQ●

刑法一三〇五頁一二︶によれば︑無罪を言渡すべきだとする︒

b6侮図H⑩ωPQ∩・㎝㎝co・⁝男Ω幹

註①津導rU蕩ω冨おg︒貯げgげh葺9ωU⑦三切︒三図色︒7Hc︒．︸島●Hりωご
b昌B・ 閏●い︼川6℃o一9Uo三moげ窃Qa三斜守8巨

︵国算切9︒乙ロ品昌山︒︒・口鉱︒ゴ品巴昌冨言Q︒9騎gげ①口︶●し

メツガーは︑訴追の時効は混合的性格を有し︑執行の時効は純粋に訴
訟法上の制度であると解する︒これらの見解はすべて︑︼度生じた行為
の可罰性が︑時の経過により消滅することが可能であるとの前提に立

qの

μ①①・

﹁仏法においては︑時効の訴訟法的性格が特に明瞭である︵O程翌幽団誌︒冨

ω．刈ωO︶︒これに反し瑞西法においては︑刑罰消滅原因と見る方が有力

一 〇Q． 悼日⑩︶︒

︵三三窪一ω︒ωりH︶︒懊国法は訴追の時効を刑罰消滅原因としたが︑執行
の時効については規定がない︵三一一一⑦同

訴追の時効の始期については学説が分れる︒

三訴追の時効
0時効期間の起算点
時効期間は︑可罰行為の結果の発生した日時の如何に拘らず

︵行為時説︶

第一説

については︑意思表動の瞬間を以ってその標準とする︒たゴに終局の結

その所為のあった日より進行する︵刑六七条第四項︶︒ゆえに期間の開始

果の到来のみならず︑ある場合に生ずることのある﹁中間の結果﹂も顧
慮するを要しない︒

狭義の処罰条件︵刑四四条︶を要する犯罪にあっても︑該条件の具備を
待つことなく時効は進行する︒

共犯の場合においても︑教唆行為及び従犯行為の時効は︑主犯の実行

親告罪にあっては︑告訴の日は標準とならない︒

﹁火災の危険のある設備による失火にあっては時効はその設備と共に始まる﹂

の時期︑及び主犯の行為から構成要件該当の結果が発生する時期を顧慮
①
することなく︑教唆者または蓄助者の行為の終了を以って開始する︒
︵ごωNごいの穿ゴ︒ヶ8匪島．HりH心㌧QQ●8S＞白日．P︶．
註①≧h色目匂bo訂ピ魯伽⑦︒・U㊦信δ9窪6∩貯三二島5導⑩●︾島●≧茜︒百︒ぎ臼日︒凶♂

かxる見解に従えば︑可罰性が生じない以前に時効が既に完成し得ると
①
いう受け容れ難い結果に導く︒刑事訴追に対する国家の利益は︑可罰性

の発生以前に消滅することはあり得ない︒すなわち︑一定の結果が構成

要件に属するときは︑結果発生の時から時効が進行する︒かくてたとえ

ば︑過失傷害にあっては︑その構成要件に属する身体傷害という結果の

④

⑤

発生によって始めて犯罪が完成し︑それによって刑事訴追が可能とな
②
り︑時効も進行を開始する︒堕胎罪にあっては︑犯人の最後の行為と同
③
時にではなく︑胎児の死亡の時から︑詐欺罪にあっては︑財産侵害の発
︑

⑥

生により︑恐喝罪にあっては︑交付せしめた金銭の計算により︑間接虚

偽公証罪にあっては︑公書発行により︑失火罪にあっては︑過失行為の
⑦

時を以って︵この場合は結果の発生を除く︶︑定期金詐欺罪にあっては︑最
⑧
後の金額が︐麦払われた日からそれぞれ時効の開始を見る︒

註①これに対し主観説の立場からは︑このような現象は行為前説の欠陥に非ず
㌧

して︑むしろある場合に未遂を罰しない現行客観主義刑法の欠陥であると
する︒

ク②一類q民ω二ω︒9類︒︒訂冨9H閑○．H⑩ωq℃G︒．8心．

〃④口OQq酒お冒ω●

〃③U男︵b・雷︒肝︒・薬箋ごを︒9⑦ロ豊ωσq号①︶・H線ωwρω日Nし

ク⑤口Ω︒︒p●ωω8ピ

〃⑦男OO︒ρ⑩H田も①8H・

ク⑥閑︒ω触●雄心O切●

ク⑧U閃竃︵U︒巨︒・魯畠労gげfピ§・︒5碧︒︒σq菩①︶●おお客目．HOα．

二段の行為より成る犯罪︵刑二五七条第三項︶にあっては︑各個の行為

H⑩ω偽℃Q陰．ωO評国量冨で導Uヨω貫縁σq＄09げgゲh母自錠Uo三零げ①閃︒一〇げ隔ドoQ◎

効が進行を始める︒注目すべきは︑構成要件の完成を以ってしても未だ

①

判決の確定力により原状回復が承認されxば︑それと同時に新たな時

後の行為が為された時から時効が進行する︒

の間に二三の時間的隔りが存在するかを顧慮することを要せずして︑最

︾昆●H⑩ωポ︸⇔ヨ・口恥いぎドー6a島巨伽ごb・穿げq9儀窪侮①三︒・98QQ戸量博8窪3

♂＜⑦讐︒﹁℃ω貯鑑希9r︾一㎡o導 ・言q↓①聞︼℃Hりし月﹃o∩．8P

QQ●当会 boσ3閃︒凶︒房陰冨hσq︒器pNげgゴ．い︒昼N戯︒同内︒臼ヨ︒艮鴛︾﹀μ旨・艀

右の見解は︑法規の文言が強制するところのものではない︒

︵結果時事︶

第二説

ドイツ刑事法め蒔効

qの

ドイツ刑事法の時効

直ちに終了したと見倣されない行為の存在を認める見解であって︑かx

u凶︒閑︒二目℃冨㌣

謎①bづ・︒鴇Oげ目Ω︵詔三士9窃Oげ︒巨窪い9a・ωσq鼠︒窪︶︸菊q琶ω蕊︒ぽ

る見解に従えば︑そのような行為について時効開始の遷延が生ずるとい
②
うことになるQ
口βコ留魯≧︶●H8合ω●50．
〃②因Ω毘肉口︵缶α︒蕊︻円8ぽ︒島︒げ︒カ︒︒び富層︒︒げ§鵬三ω日り旨

げ§鱒罵鉱鼠σqoN賛N包尻︒ぼ蓬冒ユい蕊畠︒ロロ⇔山い三碧︶．H恕P2同︒＆ご
寓︒昌挫墨現囎び ︒ ℃ H Φ 心 P 2 ぜ ● ド O 切 ●

⑦再審に当っては︑確定力ある有罪判決が除却される時点を過って新
⑩
たな時効期間が開始する︒確定判決による原状回復についても右と同様

⑧軽罪と違警罪との間の単一行為にあっては︑各犯罪につき分離進行

である︒
⑪
する︒

〃②口O︒︒﹁謬崩O●

註⑦○いQ︵Oぴ⑦昔巳窃σq9︒窪︶鴇類・H⑩ωρω●8⑩H・

ク③U・巨ψ魯︒甘切晋唱臼Φωρ㏄︒H這㎝㎞切下二品℃9琶脅一切q＄b・霧9窪

ω賃象紹島窪︶・H①H・

U窪箭07

ク④閑Ω︒Qr8日船団Ω国QQけ︵国艮ω9禰崔巷σq⑦コ負︒︒・野巳8びq⑦銘︒ず冨ぎh＄言

ピ︒げ旨g7・︾ロ戸HΦωω℃ω●癖Oq㎞○﹃ず鋤昌︒︒o昌諺コ旨●日心ずq6

ドΦ08QQ︒ωO①脳缶ゼ℃①ご

なお︑個々の場合について次の一ように説かれている︒

ω貯繰﹁8露●⇔d自●目おωρQQ書しη①H℃﹀づ日・悼脚竃・Nぴqoごωp這可g冥・国言

②

QQ茸巴嵩︒ゴ︒・●︾一巡080一ロ雪目︒出℃刈●︾昌沖

①

ω犯人が観念上行為の概念的完成に属する一切の行為を企図するや否
や未遂が成立し︑かxる行為の終了と同時に時効が進行を開漏する︒
③
②教唆犯及び従犯においては︑時効は主たる行為の終了︑もしくは︑

〃⑧因Ωωr切①ω8●

ク⑦口Ω辺閃閃・HΦ心O累5お心●

ク⑤殉Ωωρ①心8ド
〃⑥閃Ωωr餐おり・

〃⑨主観説の立場においてはこ者理論を異にせず︑何れも作為義務消減の時と

可罰的未遂の遂行により開始する︒これは制限的従属性においても認め
らるべきである︒けだし加担者の行為は︑原則として︑主たる行為の遂
行によって姶めて可罰的となるからである︒この場合︑加担者の行為
は︑主たる行為にいかなる要件を必要とするかという決定的問題に関し

ω．H8．

時効期間の継続は︑可罰行為の三種の区分︵重罪︑軽罪︑

れより軽いものについては三年︒㈲罰金刑については常に三年︒ゆ罰金
①
に代る自由刑が三月を超えるときも右と同様である︵同条第二項︶

②軽罪にあっては︑㈲長期が三月を超える黒革について簿五年︒㈲こ

七条第一項

㈲長期が十年を超える自由型は一五年︒◎十年以下のものは十年︵刑六

ω重罪にあっては三段階に分れる︒すなわち㈲無期の懲役は二〇年︒

違警置︶を基調とする︒

⇔時効期間

〃⑪○げ・碁巳①匂・鵬巴︒一肩α庁鱒︸容ぼくh貯G︒露博8窪︒HO頓ωω︒田．

ク．⑩H男・お9

いうことになる◎

ては︑何らの役割をも果さない︒

⑧連続犯においては︑単一行為を組成する最後の行為を以って始めて
④
進行を始める︒たとえば︑第三三一条の賄賂罪の時効は︑官吏が約束の
⑤
利益を連続供与せしめるときは︑最後の利益収受を以って開始する︒
④営業犯並びに慣習犯にあっては︑各個の行為は︑その独立性を保持
し︑時効は集合的犯罪を組成する各個の行為において独立に進行する︒

⑤継続犯にあっては︑時効の進行に取って問題となるのは︑違法状態
⑥
の除去ということであって︑それによって始めて開始する︒たとえば︑
⑦
監禁罪にあっては︑被監禁者が解放された時である︒
⑧
⑥純正不作為犯にあっては︑作為義務が消減する瞬聞であり︑不純正
⑨
不作為犯にあっては︑結果犯に関する理論がそのまx適用される︒

qの

③違警罪にあっては︑すべて三月︵同条第三項目︒

観念的競合罪にあっても侵害された刑罰各法規に対し︑以上の原則が

時効は︑もはやいかなる刑事訴追も開始できないとい

〃④寄︒ぼψ領8冨謁画＄因皿︒寓σq旦︒ぼ⑳ぎQ︒g3碧ゴ︒ξ︒︒おω・

⇔時効の効力

う効力を有する︒時効の到来により︑既に開始された刑事手続は停止す

②

適用される︒

た時効の到来により消滅する︵刑六七条第五項︶︒

にかxる︒その他の付随的効果は︑その認許が刑事手続の中で言渡され

付随的効果は︑刑罰的性格が有力であるならば︑刑事訴追と共に時効

ることを要する︒犯行に基づき保安処分及び矯正処分を命ずる権限もま

時効期間の継続に関する上述の原則は︑特別法が別異の規定を含まな
③
い限り︑これにもまた適用される︒第六七条に優先する特別法は︑たと
えば︑出版法二二条︑営業法一四五条二項等︒
註①園ΩQ︒︷・HH①︒︒．

一︒月心

N8●

○﹃冨塁g︾明日・︒︒い国辱鼻b昌日●署・鴇Q∩竃9nσq島・pNびg戸

裁判官の処分により︑時効期間のこれまで進行した部

︵たとえば訴の提起︶の行為は時効中断の効力を有しない︒裁判上の行為

生じ︑外国裁判官の処分によらない︒検察官︑警察宮︑もしくは私人

中断は原則として刑事裁判官︑しかも内国裁判官の処分によってのみ
9②

①
んである︒

効中断の本質である︒更新された時効にも中断があり得ることはもちろ

分がその効力を喪失し︑新たな時効期間が進行を開始するというのが時

⑳時効の中断

い︒首N貫醇囚︒営毯〇三︒︒♪目ω●

註①のO磐●薩8︒︒

の由って来たる可罰的行為よりも早く時効にかxることはありえない︒
①
ドイツ民法第八五二条の三年の時効期間は︑こxでは適用されない︒

刑事手続において取得せらるべき着金に対する請求権は︑贈金請求権

い︒

没収︑さらにたとえば︑未成年者に対する教育処分の指令も許されな

る
ク②口Ωqo一●爵ωo︒︒︒98c︒翻国三切︒訂一嵩品窪餌80σ・漫事Ω臣9冨げ08ωh
︷も
マのである場合には右と同様に取り扱われる︒ゆえに時効完成後は︑
巳︒卑三︒・9・Noづ︒ヨ碧H鉱器︒冨♪

ク③口ΩoQ戸認禽︒

⇔時効期間の算定 期間算定の基準は︑各個の事件に対する法定刑の
①
高さであって︑処断刑によるのではない︒減軽事情︑未成年共に斜酌さ
れない︒

未遂罪並びに従犯にあっては︑量刑の可能性︵刑四四条︑四九条第二項︶

から独立の刑の範囲は生じない︒したがって︑既遂行為︑または主たる

行為に対する刑の範囲による︒未遂と既遂︑従犯と主たる行為とを科刑
において同列に置くことに対しては︑有力な反対説があったが︑今日は
②
かxる見解は放棄されねばならない︒個々の場合に︑最高の刑を科する
ことが可能であるか︑もしくは手続上の障碍がこれに対立するかは︑時
③
効期間に取っては問題とならない︒
期間の計算に当っては︑犯行の日が算入される︒期間の最後の日は︑

であっても他種のものでは不十分である︒かくてたとえば︑検察官の請

求により︑民訴裁判官または後見裁判官が︑当該被告人に関する訴訟記
③

為としての性格を失わない︒したがってたとえば︑裁判官の委託による

のために仲介者の行為を利用する場合にも︑その行為は刑事裁判官の行

録寧
から交付する報告は︑時効中断には適しない︒刑事裁判官がその企図
Q︒葺h器9

暦による第一日の前日である︒たとえば︑四月二日に違警罪が行われた
④
とすれば︑六月三〇日の終了を以って時効期間が満了する︒
註①閃ΩQ︒p●ωり逡●

〃②ロ︒9舞舞℃o︒壼お霧・pN9︒戸ぱ﹀昆●H8Hヨ匿当季窪﹁轟・
ぎ負︒歪ロ細紐︒mgN℃HO㏄の︾︸葺日P

〃③因OQαr窃＆・
ドイツ刑事法の時効

qの

名の下に︑これに向けられることを要しない︒しかし︑犯人は特定され
③
ることを要する︒こxに犯人︵日響①H︶とは︑狭義の用語たる正犯の意味

ドイツ刑事法の時効

④
送達︑さら︑に受託判事の行為もまた中断の効力がある︒刑事訴訟法第一
⑤
九一条により先位する予審判事は︑公判の裁判官と同格である︒各種の

に解すべきでなく︑加担者︵教唆者または青雲者︶をも含むものと解すべ

③犯人に対して処分が向けられるのは︑刑事手続を開姶または続行す

きである︒

処分にして︑刑事裁判官の処分に相当するものがそうである︒裁判官の

る処分が決定される時である︒処分の決定は︑犯人を直接服罪せしめる

がある︒たとえば︑秩序罰の確定︑もしくは︑執行を委任された官庁の

行為は︑それが一般に認許されたとぎにのみ中断の効力を有する︒親告

ためのものであることを要せず︑被告人の利益のために解朋をもたらす

法規により︑︐他の官庁の行為が刑事裁判官の行為と同列に置かれる場合

罪にあ．つては︑告訴提起前には︑刑事訴訟法第一二七条︑第一二八条︑

べき裁判官の審理︑たとえば︑裁判官によって為された鑑定の請求の如
④
きものでもよい︒単に時効中断のために決定された不真面目な訴追手続

は十分でない︒ゆえにたとえば︑刑事訴訟法第一六二条による尋問のた
⑥
めの被疑者の召喚︑本案の審理開始の決定︑公判期日の指定は中断に適

⑤

第コご○条による行為のみが許される︒その他の行為は中断の効力を有
⑥⑦
したい︒これに反し︑特定の場合には︑権限あることを要しない︒
註①閃Ω︒︒滑NωHcQc︒．

〃②翻Q毘Q︒﹁日 ω 鵠 ︒

〃③閑Ωωρ8鱒ωα●
〃④閑QQQド●H心Hω心・

⑨

⑩

する︒すでに指定された期日の拗棄は︑それがさらに証拠を引くための
⑦
ように︑手続を促進するものであるならば十分である︒外部に現われな
向
い行為もまた十分である︒たとえで︑報告者の任命︑犯罪簿取扱官庁の

6）

q

ク⑤閑Ω9・目HOO．
〃⑥蜀冨鼻︾昼芦閏ど⊆ψ冨器①5跨コヨ・切・

⑬

適しない︒かくて︑裁判所が告発を検察庁に伝達する場合︑または検察
⑯
庁の請求により捜査を警察に嘱託する行為は不十分である︒検察庁に対
⑳
する捜査の請求も同様である︒単なる再提案の処分は︑直ちに事件の継
⑰
続を招来する月的に例外的に役立たない限り十分でない︒さらに中断を
⑱
もたらさないものは︑以前の処分に関する裁判官の報告︑処罰命令の発．
⑲
令に対して疑義を有するとの検察官に対する裁判官の通告︒専ら事務局

⑭

官が自己の意見なしに︑陳情書等を他の官庁へ廻す一切の処置は中断に

もいえる︒上告権に対する裁判長の査証は中断の効力を有しない︒裁判

⑫

様である︒このことは刑事訴訟法第二〇五条による一時的停止について

裁判の開始を却下する決定は中断を来さない︒さらに︑停止の決定も同

〃⑦なお︑OQ号毒︒幽N霧N①器︒寓曇h自目憩露n濤︒窪︵Hω島≦N︒︒ε℃留ω・鎗Oは超
要求︑警察即決処分における刑の確定︑刑事訴訟法第一一一条aによる
⑪
交通許可の一時的剥奪の決定の如きがそれである︒これに反し︑本案の

法規的に解して︑被告人または被宣告入自身が何らかの強制手殺によって

い時効が進行した場合は別である︒

手続を中断するときは︑時効は到来しないとする︒たゴし再び適切な新し

裁判官の処分は︑特定行為を理由として︑特定人に向けられねばなら
ない︒

ω特定行為とは︑可罰性の嫌疑を喚起した歴史的事実と解すべきであ

る︒かxる事実に基づいて犯人の訴追を志向する裁判官の行為は︑犯人

って︑犯人たる特定人に向けられる︒処分はもちろん︑犯人の事実上の

②裁判官の処分は︑犯人を他者より分別する表徴を表示することによ

金銭の収得により犯された隠匿に関してもまた時効を中断す翰・

る︒ゆえに︑恐喝により企図された裁判官の行為は︑交付せしめられた

の行為を法的にいかに解するかということ﹄は関係なく時効を中断す

①

⑳

の丈書係の管轄に属する職務行為の終了後︑区裁判所による検察庁への
⑳

書類の送達︑書類添付命令︒

刑事手続第二八号に対する原則において︑検察官は︑時効の適時の中
断に留意すべきこと︑状況により︑特にこれに向けられた行為によっ
て︑時効の進行を中断すべきこと︑無選択な中断は時効の主旨と一致せ
ず︑軽微な事件の中断は国民感情と矛盾するものであることを顧慮すべ
ぎことが指示されている︒
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ク⑳内Ωu旨︵u︒gω︒冨︸臣憂N︶冨ω心ω・①δ●

中断の効力については︑人的︑物的両関係を区別

ク⑳内ΩU幹因H⑩ω心ω●D⑩①いOいQ切岩巨︒⇔2︸三日⑩㎝心Qo●心9

㈲時効中断の効力
せねばならぬ︒

①中断は訴追手続の対象となった者に対してのみ効力を及ぼす︵刑六

八条第二項︶︒したがって中断の効力は︑極めて人的なものである︒加担
①

者に対する中断は︑正犯者に対してもまた効力を及ぼすか否かを顧慮す
②

ることなく︑独立に行われる︒しかしまた︑処分は各当事者に関係を及

ぼすこともあり得る︒一行為に数人が共同正犯者として関係している場

②物的関係において問題となるのは︑特定の法的態様を帯びない︑歴

合がそうである︒しかし︑共同正犯者の一人に対して執られた処分は︑
③
常に他の者に対しても効力を及ぼすものと解するのは行き過ぎである︒

史的事件としての行為である︒したがって︑中断は常に︑観念的競合を

㈲時効の中断は職権により顧慮せねばならない︒

④
なす犯罪にも及ぶ︒

一九二七年の草案は︑事件の状況上必要とあらぱ︑﹁刑事訴追官衛の動議によ

中断後は︑新しい時効が進行を始める︵刑六八条第三項︶︒その始期は︑
⑤
中断行為の当日であって︑翌日ではない︒

註①閃ΩQ︒↑．βH︒︒︒

用となり︑さらに︑可罰行為から一般に時効を剥奪することが防止される︒

回に亘るともその半ばを限度とする︒それによって︑入為的な時効中断は無
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㈹時効の停止 停止の本質は︑時効期間の開始を延期するか︑もしく
①
は︑既に開始した期間の進行を阻止することにある︒しかし中断と異な
り︑期間の既に進行した部分はその意義を失わない︒停止終了後は︑期
聞は進行を続ける︒停止に関する規定の目的は︑各訴追手続︑したがっ
て時効の中断もまた不可能の場合に︑時効の到来を防止するにある︒
停止が生ずるのは︑常に二種の場合においてゴある︒

ω時効は︑刑事訴追が法規により︑開始または続行できない聞停止す
る︒このことは︑個々の場合に障碍が訴追を排除する場合︑並びに法規
②
が一般的に訴追を不可能にする場合に同様に適用を見る︒こ玉で問題に
なるのは︑一定の時間すべての訴追行為を排除する規定のみであって︑

する一切の訴追行為は︑国会の開期中排除される︒被疑者の不在もしく

単に個々の訴追行為が禁止されるのみでは不十分である︒国会議員に対
は精神病は停止を来さない︒一切の訴追行為を排除する事由ではないか

③

らである︒

八日まで時効を停止した︒

F④偽O

oQ・

﹈■H⑩い

﹈．④春司

これに関し一部盟示された地域一

QQ・ H⊂月co︶Q

QD．

﹈．α日︶︒
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H⑩心日℃
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ド①α︶o

英地域︵＜費︒乙ロき転げ一三h口同象⑦三三8ぽN8︒︾ω●①⊂月一切Ω缶2︸類H⑩紹

米地域︵一︶口N

︒︒●鱈H︶︒
Hり心刈

露地域についても同様に解せられる︵︑∩と﹇∩︸H︶Hom餌⑦5

仏地域︵H︶園

第六九条第二項は︑第一項の例外を規定する︒たとえ訴追に告訴また

は授権が必要なりとするも︑それらの欠目は︑時効を妨げない︒
註①因Oω︷．880●

執行の時効

執行の時効は訴訟上のものたる性格を有する︒

四

〃③男Q︒Qご⊂︒Pω刈・

ク②頃O類誓・H︒︒艀反対を①げ①♪蜜U閑●ド⑩釦ごQ︒●αOP

〇一般

執行の時効の対象は︑刑罰及び保安処分である︒執行を要する付加刑

る︒付加刑の性格をも有しないその他の不法な効果は︑執行の時効と関

は︑宣告された主刑に対して基準となる期間の範囲内で共に時効にかx

係がない︒執行を要しない公民権喪失の付加刑に付いても︑東組三八条

②刑事訴追の開姶もしくは継続が先決問題に係り︑その決定が他の手
時効はかxる他の手続の終了まで停止する︒たとえば︑姦通による刑事

続において行われなければならない場合にも停止が生ずる︒この場合︑

第三項による警察監視に付いても右と同様である︒贈罪金に対する請求
①
権は︑可罰行為と共に時効にかXる︒

︵刑一七二条︶︒その他︑刑第一六四条第六項︑第一七〇条︑第一七一条

⇔時効期聞の起算点

●

時効期問は判決確定の臼から開始する ︵刑七〇

QQoゲ曾押？ωo穿α画︒ごω︒Nco

註①男Ωωρ濠8︒︒㎞津騨呉︾口戸曽困・︒げ︒︾5β評ω号壽旨︾5BDい

手続の開始は︑か刈る姦通による婚姻が民事手続上成立したことに係る
第三項︑第二三八条にその例を見る︒すべてこれらの場合には︑刑事裁
判官は他の手続の決定を待つことが必要である︒裁判官が︑刑事訴訟法

条第三項︶︒それまでは公訴の時効が進行する︒区裁判所判事の処罰命令

第二六二条第二項により︑合目的性の事由から︑係属中の他の事件の決
定を︑その手続の結果に羅束されることなしに待つ場合には︑時効の停

は判決と同視される︵刑訴法四︸○条︶︒刑事訴訟法第七九条または第四

六〇条による併合刑にあっては︑併合刑を確定する判決確定の日から時

止は存在しない︒

③第三国において︑政治的︑民族的︑反宗教的事由から処罰されなか

効が開寓する︒

︐

った重罪︑軽罪に対しては︑一九三三年一月三〇臼より一九四五年五月

8）
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⇔時効期間

時効期間の継続は︑訴追の時効におけるが如く法定刑に

よるのではなく︑常に判決によつて確定された刑が標準となるのであっ
て︑爾後の変更︑特に恩赦によるそれは時効期間を変更しない︒この場
合の期間は︑公訴の時効期間よりも概してながい︒
②十年を超える懲役︑または監禁刑は二〇年︵同第二号︶︒

①無期懲役は三〇年︵刑七〇条第二損第一号︶︒

③十年以下の懲役︑または五年以上十年以下の監禁刑︑または五年を
超える禁鋼は一五年︵同三号︶o

ω二年以上五年以下の監禁刑︑また圭冠は十年︵同四号︶︒

㈲二年以下の監禁刑︑または禁鋼︑または一五〇マルクを超える罰金
は五年︵同五号︶︒

⑥拘留︑または一五〇マルク以下の罰金刑は二年︵周六号︶︒

⑦確定判決を以って言渡された保安処分並びに矯正処分は一〇年︵刑
七〇条︑第二項前段︶ ︒

⑧飲酒者治療院︑または教育施設に入所を命ぜられた︑とき︑もしくは

被宣告者に対して︑執行猶予のために刑の執行が停止さ

初めて授産場に入所を命ぜられたときは五年︵同後段︶︒

⑳時効停止

れると︑猶予期間中執行の時効は停止する︵刑二四条第四項︶︒

①

ぎσqO盃巳田切Q︒・ωO⑩円内QQ9ま﹀器戸釦①ω心ど甲簿艮﹀旨ヨ●間い

行の時効は停止する︒
註①bdぼ

執行の時効の中断は︑訴追の時効のそれと効力を等しく

oQoげα︒・舜？ω︒耳＆o♂ω●NoQo︒・

的時効中断

刑事執行法により︑執行官庁は︑切迫せる執行の時効を︑原則として︑

する︒

の他に︑重きをなさぬ軽微な刑は︑執行の完成が公益上必要と思われな

適時に中断するよう指示されている︒執行中の刑︑または保安矯正処分

執行の時効は︑執行を管掌する官庁の︑執行を目的とする処分により

い限り︑中断を顧慮しないでもよい︵刑事執行法第三二条︶︒
中断される︒

︵刑事訴訟法四五条第一項︑第三項︶︒少年裁判所判事は常に執行官である

ω執行官庁は原則として検察官︑事情によっては区裁判所判事である

少年裁判所法八二条第一項︶︒この場合は︑公訴の時効と異なり︑事物並び

に土地の管轄権を有する官庁の処分のみで足りる︒管轄権を欠く場合

は︑当該官庁に執行の義務は存しない︒執行官庁の機関として︑単にそ

の指令により動く官吏︑または官庁の処分は︑執行官庁の処分と同列に
置かれる︒

②執行官庁の処分が時効を中断するのは︑その行為が︑刑の執行に向

同一処分によって︑同時に︑自由刑と罰金刑︑もしくは自由刑と並ん
で保安処分が言渡されたときは︑これらの刑罰または処分は執行の時効

であってもよい︒−たとえば︑自由刑の執行において︑服役のための召喚

直接執行に役立つことを要せず︑単に間接に︑かxる作用を有するもの

上の障碍を排除する意味を託つ一切の行為であれば十分である︒行為は

けられるときに限る︒そのためには︑執行に矛盾する事実上または法律

期間を等しくする︵刑七一条︶︒したがって︑かxる場合にのみ停止が生

処分︑逮捕状・勾留状・処分命令の発令処分がそれである︒

﹁少年刑については少年裁判所法第二二条第二項参照﹂

は︑各個の執行は独立に第七〇条の原則により時効にか射る︒第七一条

ずる︒多数の犯行に対して︑上記の種々の不法効果が言渡されるとき

執行停止の承認のみを意味する処分は︑執行を志向するものではな
殉・執行を生ずる性質を有する行為は・執行停止期間中でも時効を中断
す舳・

の原則は通常拡張を許さない︒しかし︑被宣告者が︑他の自由刑の執行
を受けるがゆえに自由刑の執行ができない場合には︑例外が認められね
ばならない︒この場合には︑一つの自由刑の執行の間︑他の自由刑の執
ドイツ刑事法の時効
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さらに時効は︑執行の目的でなされる被宣告者の逮捕によって中断さ
一二七条により訴追のための逮捕の権限を有するが︑執行のためのそれ

れる︒逮捕の権限のみを有する官吏の逮捕で足りる︒私人は刑事訴訟第

執行の中断もまた︑これまで経過した時効期間を中断せしめる作用を

はない︒

有し︑中断の止んだ日から新たな時効期間が進行する︵刑七二条第二項︶︒

刑罰複数なるときは︑中断行為は︑それが関係する刑罰の中断のみを
生ずる︒
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