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はじめに
 『アンチ・ドーピング規則違反は、いつま
で過去に遡って処罰されるの？』
　過去のオリンピック大会などの国際競技
大会で採取されたアスリートの尿検体が再
分析され、実は、アンチ・ドーピング規則
違反であったことが判明すると、このよう
な声を聞きます。
　最近世間を騒がせた例として、北京オリ
ンピック大会の陸上競技 400m リレーで金
メダルを獲得したジャマイカチームのネス
タ・カーター（Nesta CARTER）選手の
尿検体から、当時のルールにおいても摂取
することが禁止されていた物質「メチルヘ
キサンアミン」が検出されたことを受け、
国際オリンピック委員会（IOC）規律委員
会は、2017年 1 月25日、ネスタ・カーター
選手と 400m リレージャマイカチームを失
格にすると共に、400m リレーのジャマイ
カチーム全員の金メタルを剥奪するなどの
処分を行ったことは、記憶に新しいところ
ですi（なお、ネスタ・カーター選手は、
IOC 規律委員会の処分を不服として、現在、
スイスにあるスポーツ仲裁裁判所で処分を
争っているため、本稿執筆現在、IOC 規律
委員会の処分は確定していませんii）。
　本稿では、この『アンチ・ドーピング規
則違反は、いつまで遡って処罰されるの？』
という疑問から出発して、現在のアンチ・
ドーピング規則の「時効」のルールを説明
し、最後に、アンチ・ドーピング規則の原
則である「厳格責任」との関係を検討した
いと思います。

いつまで過去に遡って
処罰されるのか？
　刑事ドラマやニュースなど犯罪捜査に関
わる場面で、「時効」という言葉を耳にし
たことのある方も多いと思います。
　「時効」（公訴時効）とは、犯罪を行った
後一定期間が経過することによって、刑事
訴追が許されなくなることを言います。
　日本の刑事訴訟法は、犯罪の種類によっ
て、この「時効」の期間を書き分けており、
重い犯罪ほど、「時効」が完成するまでの
期間が長くなっています（刑事訴訟法 253
条 1 項）。それぞれの犯罪について、この

「時効」の期間が経過してしまった場合は、
その犯罪行為については、過去に遡って処
罰することはできなくなります。
　アンチ・ドーピング規則の中にも、この

「時効」と同様の制度があり、アンチ・ド
ーピング規則違反も、いつまでも過去に遡
って処罰できるわけではありません。
　現在の世界標準のアンチ・ドーピング規
則である『世界アンチ・ドーピング規程』
は、アンチ・ドーピング規則違反の「時効」
を 10 年間と定めています（世界アンチ・
ドーピング規程第 17 条）。つまり、選手は、
検体採取が行われた日から 10 年間につい
ては、過去に遡って、アンチ・ドーピング
規則違反に問われる可能性があります。
　先ほどのネスタ・カーター選手の例でも、
禁止物質メチルヘキサンアミンが含まれて
いることが判明した尿検体が採取されたの
は、2008年 8 月23日であり、IOC 規律委
員会が決定を行った 2017年 1 月13日の時

点では、まだ10年間が経過していなかった
ため、ネスタ・カーター選手は、過去に遡
って、アンチ・ドーピング規則違反を理由
に処罰されることになったわけです。

なぜ過去に遡って
処罰されるのか？
　実は、この世界アンチ・ドーピング規程
の「時効」の期間は、2014 年 12 月 31 日
までは、「8 年間」で（旧版世界アンチ・ド
ーピング規程第 17 条）、「時効」の期間が
10 年間になったのは、2015 年 1 月 1 日か
らのことです。つまり、たらればの話です
が、「時効」の期間が 8 年間のままであっ
たら、既に時効が完成し、IOC 規律委員会
は、ネスタ・カーター選手を、過去に遡っ
て処罰することはできなかった（その結果、
400m リレーのジャマイカチームの金メダ
ルが剥奪されることもなかった）、という
ことになります。
　では、なぜ、2015 年 1 月 1 日から、「時
効」の期間は、「10 年間」となったのでし
ょうか。
　この理由を、世界アンチ・ドーピング機
構は、高度に仕組まれたアンチ・ドーピン
グ規則違反が明るみになるためには、長期
間かかるため、と説明していますiii。
　ドーピングは、取り締まる側と取り締ま
られる側の「いたちごっこ」と言われます
が、検体を採取した当時の科学技術では顕
出・分析できなかった禁止物質を、後の進
歩した科学技術の下においてであれば、顕
出・分析することができるため、一定期間
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基礎から学ぶ「スポーツと法」

は過去に遡って、処罰できるようにする必
要があるというのが、取り締まる側である
世界アンチ・ドーピング機構の立場になり
ます。

その他の疑問点・論点
　最後に、アンチ・ドーピング規則違反が
過去に遡って処罰されることに関わるその
他の疑問点・論点を取り上げたいと思いま
す。

（1）成績の繰り上げ
　ある選手のアンチ・ドーピング規則違反
が発覚し、過去に遡って処分され、その処
分が確定した場合、その選手は失格となり、
成績が失効することになります。メダルを
獲得している場合は、もちろんメダルは剝
奪されます（IOC アンチ・ドーピング規則
9 条、10 条）。そのため、メダルを獲得し
た選手が過去に遡って失格となれば、下位
の選手の繰り上がりで上位に上がることに
なります。
　なお、結果が繰り上がることは、fair の
観点からは望ましいこととはいえ、国際大
会の順位やメダルの色をめぐってはさまざ
まな「ドラマ」があり、後から国際大会当
時の順位やメダルの色から変更があること
は、当事者にとっても見ている側にとって
も複雑な気持ちになることだと思われま
す。

（2）チームへの影響
　チーム競技の場合、個人のアンチ・ドー
ピング規則違反が、チームの他の選手の成
績にも影響するのでしょうか。
　IOC のアンチ・ドーピング規則は、『チ
ームスポーツ』（定義は脚注iv）の一員であ
る選手が、アンチ・ドーピング規則違反を
犯した場合に、チームに対し処分をするか
否かのルールを定めています（IOC アン
チ・ドーピング規則 11.2 項）。実は、この
規定上、ネスタ・カーター選手の例のよう
な、陸上のリレーチームは、『チームスポ
ーツ』の定義にはあたらないため、一見リ

レーチームの他の選手には、処分が波及し
ないように思えます。
　では、なぜ、ネスタ・カーター選手の例
では、ジャマイカチーム全体の資格が停止
されたのでしょうか。
　実は、国際競技連盟（IAAF）は、「アン
チ・ドーピング規則違反を犯した者が、リ
レーチームの一員であった場合、リレーチ
ーム全体を失格とし、成績をはく奪する」
というルールを定めています（IAAF 協議
規則第 3 章第 39 条）。IOC は、IAAF の
定める規則にも従う必要があるため、ネス
タ・カーター選手の例では、この IAAF の
ルールを根拠として、ジャマイカのリレー
チーム全体の失格と成績の取消しを行うこ
とを決定した、ということになります。
　ここからわかるように、個人のアンチ・
ドーピング規則違反が、チームの成績に影
響するのかという問題は、ルールの適用が
とても複雑な問題です。

（3）厳格責任との関係
　冒頭で、一般的な刑事法の世界の「時効」
の考え方を簡単に取り上げましたが、刑事
法の世界とアンチ・ドーピング規則の世界
で、考え方が大きく違う点があります。
　刑事法の世界では、「疑わしきは被告人
の利益に」という大原則があり、犯罪の立
証責任を負っているのは、取り締まる側で
ある検察側です。犯罪から時間が立てば立
つほど、立証手段が薄れていくため、一般
論として、過去に遡れば遡るほど、検察側
が訴追することは難しくなります。
　他方、アンチ・ドーピング規則の世界に
は、「厳格責任」の原則があります。「厳格
責任」とは、「アンチ・ドーピング規則違
反を立証するためには、アンチ・ドーピン
グ機関において、競技者側の使用に関して
の意図、過誤、過失又は使用を知っていた
ことを立証しなくてもよい」という原則の
ことを言います。そのため、禁止物質が選
手の体内から検出された場合、処分を取り
消し、または資格停止期間を短縮するため
の立証は、選手側で行わなければならず、

立証に失敗した場合は、選手側が不利益処
分を受けることになります。先ほどの刑事
法の世界の例とは逆に、過去に遡れば遡る
ほど、立証手段が薄れ、選手側の防御の活
動は、難しくなります。
　もちろん、ロシアのドーピングスキャン
ダルに代表されるように、意図的なアンチ・
ドーピング規則違反が世界的に行われてい
るのは事実であり、こうした悪質なケース
について、過去に遡って取り締まらなけれ
ばならない必要性があることは確かです。
しかし、アンチ・ドーピング規則は、刑事
法の世界と違い、選手側が防御に成功しな
ければ、不利益処分を受ける構造になって
いるため、適切な「時効」の期間を考える
うえでは、選手側の防御の視点も不可欠で
あるように思います。

おわりに
　世界アンチ・ドーピング規程は、これま
で 6 年に一度改訂されてきており、近い将
来改訂が行われます。
　次回の改訂プロセスの中では、ネスタ・
カーター選手の事例など、過去に遡って訴
追された事例を踏まえ、改めて、訴追の必
要性と選手側の防御という2つの視点から、
バランスのある「時効」の期間を再検討し
てみることも、意義のあることだと思いま
す。
　改訂プロセスの中では、意見募集が行わ
れるため、「時効」の制度について意見の
ある方は、意見を述べてみても面白いかも
しれません。


