
監訳者はしがき

このたび, 国際・ヨーロッパ刑法を研究の対象とする機会としてささや

かな研究会を発足させ, その一環として, ヘルムート・ザッツガー教授

(����������	
��������) の 『国際・ヨーロッパ刑法 刑罰適用法,

ヨーロッパ刑法・刑事訴訟法, 国際刑法 [第�版] (���������	��
����

���	������������������������������������������	��������������

�� �����������������������
�������������������
���) 』 (�	 	�

���
�������

�������!����!����"#$$�%&&������) を日本に紹介すべ

く, その翻訳を逐次公表することとした (当初は翻訳全体を完成させてか

らの公表を予定していたが, この分野での動きが速く, 著者の改訂作業も

頻繁なものが予定されているため, 可能なところから公表することとした｡

予めお断りしておきたい｡)｡

とりわけ, ヨーロッパ統合後のヨーロッパ連合 (欧州連合 [�']) 内に

おいては, 各国独自の刑事法の枠を超えて, その ｢調和・調整 (ハーモナ

イゼーション・コーディネーション)｣ や ｢協働 (コーポレーション)｣,

｢統合 (インテグレーション)｣ のための方策・作業が目指され, 一部はす

でに実現されているが, 本書は, 主にドイツで国際法的・比較法的な視点
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から刑事法学の研究を蓄積している著者が, 欧州連合はもとより, 国際的

な最新の動向や課題を十分に踏まえて, 総論的考察及び各論的検討を加え

たものであり, 類書 (例えば, �����������	���������	
������
�	��

�������
�����) が少なくない中で, 現在のドイツそしてヨーロッパに

おいて最もスタンダードな著作の�つとなっている｡ すなわち, ����年

に初版が公刊されて後, ����年の第�版, ����年の第�版, ����年の第

�版を経て, ����年にはすでに第�版が重ねられ, 内容的にみて最新の状

況を的確かつ簡明に分析・考察したものといってよい (著者の ｢はしがき｣

など参照)｡

もとより, 日本は, 中国や韓国などアジア諸国との関係でも, 欧州連合

に相当するものがなく, そこで生ずるような問題状況にはない｡ しかし,

刑事法の分野でも国際化の進展が著しい現在, それに伴って生じうる諸問

題に対応するための�つのモデルとして, ヨーロッパにおける刑事法国際

化の現状と動向, 課題を理解しておくことは, 極めて大きな意義があると

思われる｡ 本書は, その意味でも時代の要請に適った有益な素材を提供す

るものといえよう｡ 翻訳をご快諾いただいた著者に心から感謝申し上げる｡

なお, 本書は, まもなく英語版が公刊される予定であり (
�����	���
��

������� �����
� ��� ���!"�#
�$ %��������	
�&
����

'���	
�ほか), 他の国 (中国などのアジア諸国) でも翻訳作業が進行

中とのことである｡

著者は, 現在, ドイツ連邦共和国のミュンへン大学 (正式名は, ルート

ヴィヒ・マキシミリアン大学 [!�("���')� ������*��+
������'���

�	
��!'*'���	
�]) 法学部の教授であり, ドイツ国内はもとより,

国際的にも大いに活躍している｡ その履歴や研究業績等の詳細については,

講座ウェブサイト (	���,--"""�.������� �
��	
��(
-�$���
�-�
	�

���
	�
-��/�
�-��(
)�	� �) 等を参照されたい｡ ��00年に生まれ, ���0

年から����年までパッサウ大学で法学及び専門外国語 (英語, 仏語, ス

ペイン語) を学んだが, その間, ����年から��年まで, ロンドン王立大

学でイギリス法・ヨーロッパ法を学び (法学士), ����年から��年には,
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後に学問・研究上の師となるヴェルナー・ボイルケ教授 (��������

���	��
�����パッサウ大学法学部) の教育助手を務めた｡ ����年に第

�次国家司法試験に合格し, 同年から��年まで同教授の学術助手を務め,

その間に法学博士の学位を取得した (論文テーマは, 『入札詐欺 公示

手続の際の操作の詐欺としての可罰性の研究 (����	
�����
���	�－

���������	��	���	������
��������������	��������
���	�

�����
	����������� �� ���	�!"����� �	�����	�# $	�
���!

���%)』) である｡)｡ ����年から�&年までの, ベルリンなどでの司法修習

を経て, �&年に第�次国家試験に合格し, その後, �'''年までボイルケ

教授の下で研究助手を務め, 同年, 教授資格 (刑法, 刑事訴訟法, 国際刑

法及びヨーロッパ法) を取得した (論文テーマは, 『刑法のヨーロッパ化

(����	�������	��#�����������!(���$�)����"�����!�''�)』 で

あり, 本書の基礎ともなっている浩瀚な著作である｡)｡

�'''年から'�年に, ヴュルツブルク大学法学部とアウクスブルク大学

法学部で講座代理を務めた後, �''�年にブツェリウス・ロー・スクール

(ハンブルク) 教授に就任, 翌�''�年にはアウクスブルク大学法学部に移

籍し, さらに�''%年には, クラウス・ロクシン教授 ウルリッヒ・ズィー

バー教授と続いた伝統ある刑事法講座の後任者として, ミュンへン大学法

学部からの招聘を受け, 現在に至っている (ドイツ・ヨーロッパ及び国際

刑法・刑事訴訟法並びに経済刑法講座)｡ 外国語の語学力にも大変秀でて

おり, ヨーロッパ以外の諸国との学術交流にも積極的で, �''*年にはア

ルゼンチン・カソリック大学 (アルゼンチン・ブエノスアイレス), �''�

年にはタルカ大学 (チリ・サンディエゴ) の客員教授を務めた｡ �'�'年

冬学期から, 勤務校で教務主任を努めている｡

このほか, �''+年からドイツ法曹大会常任理事会理事 (なお, �''%

年同大会では, 刑事法部門の意見書の執筆を担当した｡ 『刑事捜査手続

の改革の好機と危機 ((������ 	�# ,����� �����,����� #�

��������������� �������	�����������-.	������� ( ��� #�� +&/

��	�����0	��������!"�����(/$/ ���!�''%)』), �'��年から欧州刑
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事政策欧州連合委員会の専門家委員会委員などの重職にもあり, あわせて,

『法学教育 ���� (�����	��
�����������)』, 『新刑法雑誌 ��	�

(�������	�
����	����	�����
�	)』, 『ヨーロッパ刑法雑誌 �����

(�������������������������)』 の共同編集者を務めるなど, 刮目に

値する精力的な活躍を行っている｡

日本には, 学術交流のため�  !年と�  "年の�度訪問し, 講演会や研

究会を通じて日本の刑事法学研究者との交流を進めている (�  !年来日

の際の研究成果として, ｢ヨーロッパにおける刑法のハーモナイゼーショ

ン｣ (安達光治＝佐川友佳子共訳) 立命#$�号#�%頁以下 [�  &年] など

がある)｡ ヨーロッパなどの諸外国のほか, 日本やアジアからの研究者の

受入れや交流にも積極的であり, 日本をはじめとするアジア諸国刑事法学

の良き理解者でもあるといえよう｡

なお, 邦訳を担当する国際・ヨーロッパ刑法研究会は, いずれも著者に

研究上の縁のある加藤克佳 (名城大学教授), 辻本典央 (近畿大学准教授・

アウクスブルク大学客員教授), 佐川友佳子 (香川大学准教授) が発足さ

せたものであるが, 今後の翻訳作業の進捗に合わせて, 適宜, 適任の刑事

法学研究者の加入を予定している｡ 最終的には, 原著の最新版に依拠して,

翻訳全体をできる限り早急に一書にまとめることを計画している｡

翻訳にあたっては, できるだけ原文に忠実に邦訳するとともに, [ ]

を付するなどして, 読者の理解のために, 適宜の補足をしたところがある｡

また, 同様の趣旨で, 適宜, 意訳したところがあることを予めお断りして

おきたい｡
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第�版はしがき

本書の第�版も, 読者諸氏から非常に肯定的に受け入れられ, とても嬉

しく思う｡ すでにこの状況から, 新版が 早くもその �年後である

が 必要となっていることを感じていた｡ さらに, 内容的にも, 前版を

書き改め, 一部は書き加えることが必要であった｡ それは, ヨーロッパ刑

法及び国際刑法ほど, 法律学の領域で変動が激しい分野はほかにないから

である｡

刑罰適用法に関する章は, 最新の状況に改めた｡ また, 国際的な (国内

的ではない) 法益を保護する構成要件においての保護範囲の解放の問題は,

新たに書き加えた｡

ヨーロッパ刑法に関する章では, 相当程度の書替えが必要であった, こ

の部分では, 多くの新たな法的文書が提出され, あるいは公布されており,

学習者にこれらを知らせなければならないからである｡ また, 学説では,

リスボン条約 (�������	
������
�) により創設された新たな法的根

拠に関して, 多くの解釈命題が登場しており, それらにも触れなければな

らなかった｡ これに加えて, 嬉しいことに今や活発となった欧州レベルで

の刑事政策に関する議論を詳細に叙述することも, 重要であると思われた｡

欧州人権条約を対象とする叙述の部分も, かなり改め, 欧州人権裁判所

の重要な裁判例 (例えば, ������事件における大裁判部判決など) を書

き加えた｡

国際刑法では, いくつかの点を書き改めたことに加えて 例えば,

いわゆる ｢条約犯罪 (�����������)｣ に関する項目など, 新たに叙述し

た部分がある｡ これに加えて, 本書は, カンパラ国家間会議において作成

された新たな侵略的構成要件 (�������
������������) の詳細な叙述も,

含んでいる｡

読者が本書で学習するために必要な法的文書, 裁判例, その他の重要な

文書類にアクセスできるように, 引き続いて, (基本的に書き改められた)

本書のインターネットサイトが用意されており, そこで重要な情報が容易
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に入手できるようになっている｡ 加えて, そのサイトでは, 本新版と旧版

とでの欄外番号 (����������[��])	の比較表が掲載されており, 前

版と比較して読むことが容易になっている｡ サイトのアドレスは次のとお

りである｡

������������	�
���������	
��	

第
版に関しても, 本書の教育的な要請があったので, 全体を通しての

見やすさと分かりやすさが, その基本となっている｡ したがって, 自ずと,

文献の幅広い分析を行う予定はなく, またそれは可能なことでもなかった｡

それゆえ, 公刊された文献のいくつかのみを脚注に示し, 個別の専門領域

に関する文献の紹介は最近のいくつかのものに限定せざるをえなかったこ

とに, ご理解をお願いしたい｡

短い間で新版を作成できたことについて, 私は, 非常に勤勉な私の講座

スタッフに, とても感謝している｡ 私は, 彼らの根気強くかつ献身的な仕

事ぶりについて, 私の学術助手である (以下, アルファベット順に)

�������������������������������������������������������

�������������������������� ����������(国家試験で忙しいにも

かかわらず, 重要な調整作業を着実に行ってくれた)�!������"����

#������"� $�������!����� ��������%���&'�����博士�(���� $)

'����及び%����*���������にお礼を述べたい｡ 加えて, 私は, 教

育助手である �������������������+����%���&%�&������%�����

!�����,��������!������������-�� ���. �!�����%� ��������

及び/� ���'���������のまじめな仕事ぶりも, 強調しておきたい｡

さらに, 私は, 多くの力添えに対して, 講座の他のスタッフである

!������ �  ������� �� ���� ����� , ����������� )�������

(���� �"��$�������� �����'����新たに教授資格を得たばかりの

� ���������$��博士, そして最後に, 私が最も信頼する秘書の!������

翻 訳
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	訳注：本翻訳では､ 欄外番号は, 各々の本文冒頭に付記した｡



�������に感謝を述べたい｡

��		年
月ミュンヘンにて

����������	
��������

第�版はしがき

｢国際化 (�������������������)｣ 及び ｢ヨーロッパ化 (�����������)｣

という標語は, およそあらゆる法領域において, 近時, 中心的な関心事と

なっている｡ 事情は, 今日, 基本的に, 国内的な関係にとどまらず, 決定

された法的基礎と管轄官庁が純粋に国内のものであることは, 非常に稀で

ある｡ このような展開は, 近年, 刑法の領域において, ―見過ごされるこ

ともあるが, 非常にダイナミックなものとなっている｡ ヨーロッパ共同体

ないしヨーロッパ連合の法は, 国内刑法の適用に対する影響を強めており,

犯罪撲滅は, ���	年�月		日のテロ事件を待つまでもなく, 欧州共同体

(今やロシア西側の国境にまで及ぶ) の重要な課題となっていた｡ 国際刑

法は, 冷戦の終結以後に, ｢量子飛躍 (������������)｣ 的とまでいい

うるほどの発展をみせ, 現代的かつ実効的な国際裁判管轄, さらには, デ

ン・ハーグに常設の国際刑事裁判所の設立まで可能にさせるにいたってい

る｡

本書は, 従来あまり専門教育の過程に取り込まれてこなかった そし

て, 教育的な文献にもあまり見られなかった このような新たな動向を

検討することを目的とする｡ その際, すべての関連する観点を完全かつ詳

細に取り扱うことはしない そのような目標は, 本書の範囲で現実的で

もないだろう｡ むしろ, 重要であるのは, 非常に重要な刑法の領域 (この

国際化ないしヨーロッパ化の傾向にかかわる) に導くことである｡ そのた

め, 内容は, ヨーロッパ刑法, 国際刑法, 及び, しばしば国際的刑法とも

いわれる 刑罰適用法を含んでいる｡ 意識的に, 個別部分の叙述は, �

つの法領域の非常に異なった構造を考慮し, その際, 読者に欧州法ないし

国際法上の背景を (それが刑法上の関連の理解にとって必要である限りで)
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明らかにすることを試みた｡ その際, 補遺における出典及びリンクの表示

は, 読者に, 重要な法的根拠と記録への迅速なアクセスを可能にするであ

ろう｡

これによって初めて, 特に, 主要科目のヨーロッパ的な関連づけが第�

次国家司法試験の必修科目へ取り込まれたことを考慮したのみでなく, 法

学部がこの点で刑法のヨーロッパ的及び国際的関連を独自の内容として採

りあげた限りで, 特に新たな重点科目の範囲でコンパクトな学習素材とな

ることを意識した教科書ができあがった｡ さらに, 本書は, 同様にして,

(日常業務における重要性も高まっている) 刑法のヨーロッパ的及び国際

的観点に関して分かりやすく情報を得ようとする, この問題に関心を持つ

すべての法律家にも向けられたものである｡

私は, 本書の長期にわたる作成にあたり, 私の講座のスタッフによる熱

心な支援に助けられた｡ その際, 特に, 私の学術助手であり国際刑法の領

域で博士論文執筆中の���������	
���の目を見張る仕事ぶりを強調し

ておかなければならない, 彼は, その ｢専門領域｣ において常に助言と助

力を与えてくれた｡ 加えて, 私の他の学術助手である����������	��

����
�������博士及び��������	, 教育助手である�����������

�
�����������������������及び����� ���������前の助手で

ある�
����!�

��(��!), 並びに (そして最後に), 私の秘書である

"�#�$%����にも, 多くの感謝を贈りたい｡

&''(年)月アウクスブルクにて

����������	
��������
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§� ドイツ犯罪構成要件の保護範囲の国内的法益への限定

 �ヨーロッパ刑法

§! ヨーロッパ刑法の基礎と基本的問題

§" 超国家的なヨーロッパ刑法

§# 国内の実体刑法とヨーロッパ法の展開

§�$ ヨーロッパにおける刑事訴追

§�� ヨーロッパ人権条約

%�国際刑法

§�� 国際刑法の基礎

§�� 国際刑法の歴史的展開

§�� 国際刑事裁判所 (����&)

§�� 国際刑法の総論
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§�� 国際刑法の各論

§�� 国際刑法とドイツ法への変換

文 献

索 引

��はじめに

§� 国際的な文脈における刑法

刑法は, しばしば, 専門教育においてさえ, 純粋な国内的分野であると

理解されている｡ それは当然ながら, ある事実がドイツで生じた, すべて

の関与者 (関係人) がドイツ人である, そして, 外国における, 又は外国

の法益には関わらない, ということが前提とされている｡ この理解が, 現

在の現実をあまり想定していないものであることは, 新聞を一目見れば明

らかであろう｡ そこには, ｢外国人犯罪｣, 国際レベルでの組織的犯罪 (例

えば, 麻薬, 自動車の闇販売, 窃盗団など), 国際的テロ, インターネッ

ト犯罪, ヨーロッパ勾留状 (拘禁命令), 欧州共同体の財政に対する詐欺,

といった見出しが並んでいる｡ 当時のユーゴスラビア及びルワンダにおけ

る戦時中の出来事は, 国際法犯罪, 犯人移送の問題などをテーマとして,

国際特別裁判所での刑事裁判に至った｡ また, ����年�月からは, デン・

ハーグに常設の国際刑事裁判所が設置され, それが, この間に一連の手続

に取り組んでいる｡

これらの例のみでも, 刑法は国際化が進むにつれて国際的な分野となっ

た, ということを示している｡ 本書は, これらの事実を考慮に入れたもの

である｡

国際化は, 国際刑法及びヨーロッパ刑法の科目に関して多くの法律文書

及び裁判例にあたらなければならないことも条件とするが, それらの掲載

は, 要旨に限ったとしても 本書の範囲を軽く超えてしまう｡ この

理由からは, 私は, 本書のために特別にインターネットサイトを設立して

おり, それを通じて, 読者は, 重要な裁判例, 法律記録, その他本書で引
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用した文書に容易にアクセスできるようにしてある｡

そこに収められた内容は, 基本的に常時書き改められている｡ アドレス

は, 次のとおりである｡

������������	�
���������	
��	

§� ｢国際刑法 (���	
��������	���
��
	��)｣ における概念の多

様性

�. 概観

１ ｢国際刑法 (������������	�
���������)｣ について論じるとき, こ

の用語は, 多くの意味を持ちうる｡ この点で, それは, 不明確で, 正体不

明の, そして, 特に異なる法秩序において異なって用いられることもある

概念である｡ 最広義の ｢国際刑法｣ には, 法律的又は事実的に何らかの外

国との関連性を示す刑法の部分領域が, すべて含まれる｡ 個別には, 次の

ような意味に区別することができる｡

�. 国際刑法

２ 国際刑法は, 国内法により直接的な可罰性を基礎づけるすべての規定

を含む�｡ この点で, 現実の国際刑法である, それは, 国際的な法源に基

づくものであるからである｡ 特に, アングロ・アメリカの法は, この意味

で, ｢国際刑法 (������������	�������	���)｣ という概念を使用して

いる�｡
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具体例：戦争犯罪, 人道に対する犯罪, 集団虐殺

特に国際刑法の国内法秩序への転換に向けられた国内刑法の規定は,

｢国内の国際刑法 (���������	
�����	��������)｣ と呼ばれ, これによっ

て ｢広義の国際刑法 (
�����	���������� ������������)｣ に含まれ

る｡

具体例：ドイツでは, ����年�月��日までの期限を付けて, 国際刑法

典�が施行された｡ それは, 特に, 国際刑法の実体的犯罪構成要件 (例え

ば, 人道に対する犯罪) を含み, ドイツ刑法のローマ規程 (国際刑事裁判

所の設立の基礎となった) への適合を可能にさせるものであった｡

国際刑法についての深めた叙述は, �章で行う (§��以下)｡

�. 超国家的刑法, 特にヨーロッパ刑法

３ 最狭義の, そして本来の意味での超国家的刑法は, 超国家的法秩序が

自ら犯罪構成要件を含んでおり, それが各々の国家において直接に適用可

能であるという場合である｡ つまり, この場合, 各構成国の裁判所は,

そのような超国家的犯罪構成要件の充足を理由に, 有罪判決を下すことが

できる｡ ドイツにとって最も重要な超国家的法秩序は, 欧州連合 (かつて

の欧州共同体) のものである｡ もっとも, 後述するように, ｢連合刑法

(�����		��������) ｣ の意味での ｢ヨーロッパ刑法 (�������	���	

���������)｣ は, まだ作成中の段階である｡

しかし, 広義でのヨーロッパ刑法の概念には, ヨーロッパに起源を持つ

すべての法規定 (刑法上の内容を含んだ) が, そこに属しうる｡ そこには,

例えば, 構成国の刑法を調整することに向けられた欧州連合の措置が, 含

まれる｡ 同じく, 欧州議会における国際協定 (これは, 国内の刑法及び刑

事訴訟法に影響力を持つ), 特に欧州人権条約も, そこに含むことができ

る｡
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最後に, 最広義のヨーロッパ刑法の概念には, 欧州連合法によって内容

的に関わりを持ち, 修正又は補足される, すべての国内法上の刑法規定が

含まれうる｡

ヨーロッパ刑法についての深めた叙述は, �章で行う (§�以下)｡

�. 刑罰適用法

４ 特に大陸法系の法律用語は, ｢国際刑法 (��������	
��������������)｣

の概念を, 第一義的に, 国内刑法の適用範囲を確定するすべての規定であ

ると, 理解してきた�｡ そのような刑罰適用法は, 基本的に�, 国内法の構

成要素である｡ 例えば, ドイツ法は, 刑法典 (���) �条以下に, ドイ

ツの刑罰権の限界を定めている, そこでは, 外国との関連を持つある事実

にドイツ刑法を適用することができるか否かを決定するための規定が定め

られている｡

これと区別しなければならないのが, ｢超領域的刑法 (������
�����

���������)｣ である｡ これは, 国内における複数の領域に関して異なっ

た地域的な刑法規定が存在する場合に, 効果を発揮する�｡ しかし, これ

は, 国内の権限分配により, 刑法に関して中央国家のみでなく, 地域国家

も刑法を発令する権限を持つことが, 条件となる｡ このような権限分配は,

いくつかの連邦国家に見られる, そこでは, 連邦刑法と並んでいくつかの

州刑法が定められている｡

具体例：イギリス連合国, アメリカ, メキシコ, オーストラリア

これは, ドイツでは, かつての東ドイツ領域 (刑法上の観点では, 外国
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とみられていた＝刑法上の外国概念) における行為に関して重要であっ

た�｡ 再統一後に実行された行為に関しても, ����年から����年までは,

同じ問題が存在した｡ [なぜなら,] 重要な東ドイツの刑罰規定はさしあた

り新たな州の領域に効力を持っていたからである�｡ ドイツ刑法典 �条以

下は, この状況に助けとはならない｡ すなわち, それらはドイツ刑法が適

用できるかを定めるのみであって, この場合には, ドイツの刑法秩序内に

ある部分領域のどこまでが適用を受けるべきかを, 解明しなければならない

からである｡ ここでは, 超領域的刑法 (国内の抵触法 [�	

���	������])

が適用される｡ それは慣習法にのみ基づくものである�｡

刑罰適用法についての深めた叙述は, �章で行う (§�以下)｡

�. 司法共助法

５ 司法共助の概念は, 上位概念として, 領域を超えた法の妥当に奉仕す

るすべての規定を指す｡ 特に犯人移送, 執行の補助, 証拠採取に際しての

相互の支援などである��｡ そのような司法共助の必要性は, 個別国家の刑

罰適用法の形態から, 直接に導かれる｡ これによると, 特に, ある犯人が

ある国家に逃亡したが, 彼が実行した行為は逃亡先の刑罰適用法の形態か

らすると刑罰に服さない, ということが起こりうる｡ 刑罰権の行使が可能

でかつそれを意欲する国家は, 逃亡先の国家の主権を尊重しなければなら

ず, それゆえ, 一方的に被疑者を捕まえることはできない��｡ この理由か
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� これについてより詳しくは, 以下の §�����
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ら, 刑事事件における国際司法共助に関する法律 (���)��, 並びに, 多く

の�国間又は多国間条約によって, 詳細に, 犯人移送並びにその他の司法

共助に関する条件が定められている｡ ヨーロッパ刑法との重なり合いは,

欧州連合法の範囲でそこで定められた刑事事件における司法上の協力が次

第に伝統的な司法共助に取って代わるようになっている, ということから

導かれる｡

この ヨーロッパにおける 展開は, �章 (特に§��Ⅱ) で詳細に

述べる｡ それ以外に, 本書の範囲では, 国際刑法のこの複雑な領域につい

て, 深めた叙述は行わない｡ その点は, 専門的な文献を参照していただき

たい��｡

６ 復習・深化のための問題

・広義の国際刑法とは, どのように理解されているか？ (§����)

・｢超領域的刑法 (�����	
��	�����������)｣ は, いかなる状況で意味を

持つか？ (§����)

・司法共助とは何か？ それはどこに規定されているか？ (§����)

(加藤克佳＝辻本典央 [共訳])
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