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・ Alain Seriaux“Jurisprudence Perruche:une prop-

sition de loi ambiguıe”no.7,2002.2.14

・ Patrice Jourdain “Loi anti-Perruche : une loi
 

demagogique” no.11,2002.3.14

・Yvonne Lambert-Faivre“La loi n°2002-303 du
 

4 mars 2002 relative aux droits des malades et à

la qualite du systeme de sante”no.15,2002.4.11

○ Le monde: 2000.11.6、11.19/20、11.27、

2001.7.14、2001.11.30、12.13、2002.1.7、1.11、

2.14

○ Figaro: 2000.11.18/19、2001.11.29、12.5、

12.12、12.14、2002.1.10、1.11、1.24、2.9、

2.14、2.23

○ Libera t i o n : 2000.11.18、2001.11.29、

2001.12..13、2002.1.5、1.23、2.12、

○その他

・厚生省大臣官房統計情報部編・刊『平成11年 母体

保護統計報告』2000年

・障害者施策研究会『よくわかる障害者施策 2001年

版』中央法規出版、2001年

・滝沢正『フランス法』（第２版），三省堂、2002年

・山口俊夫編『フランス法辞典』東京大学出版会，

2002年

（2002年10月31日脱稿）

なお、本稿執筆後に、主として人権と人間の尊厳と

の相克という観点からペリューシュ判決を論じた下記

論文が出たことを知ったが、敢えて拙稿には手を加え

なかったことをお断りしておく。

石川祐一郎「障害者の『生まれない』権利？

――『ペリュシュ判決』に揺れるフランス社会」『法学

セミナー』573号、2002.９

（かど あきら・海外立法情報調査室）

【短信：ドイツ】

国際刑事裁判所のための国内法整備

戸田 典子

2002年７月１日、国際条約「国際刑事裁判所

に関するローマ
(注１)

規程」（以下、「ローマ規程」

という。）が、その発効の要件である60カ国の

批准を達成し、発効した。2002年９月３日から

10日までニューヨークの国連本部で開催された

締約国会議で、判事及び検事の選挙に関する

ルールと手続等が定められた。2003年２月に予

定される締約国会議で選挙が行われ、オランダ

のハーグに国際刑事裁判所（英語ではThe
 

International Criminal Court（ICC）。以下、

「ICC」という。）が開設される。

ICCは、ローマ規程第５条に掲げる「ジェノ

サイドの罪」、「戦争犯罪」、「人道に対する罪」、

「侵略
(注２)

の罪」を犯した個人を裁くための常設裁

判所であり、同じくハーグにある国際司法裁判

所が国家を訴訟当事者とするのとは異なって、

個人を起訴する権限を持つ。

ICC設立を推進してきたドイ
(注３)

ツは、2000年12

月７日に批
(注４)

准法を公布、同年12月11日に批准書

を寄託した後、以下のように国内法の整備を進

めてきた。

1. ドイツ連邦共和国基本法（憲法）第16条の

改正（2000年12月１日
(注５)

公布）

ドイツ人の外国への引渡を禁じたドイツ連邦
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共和国基本法（以下、「基本法」という。）第16

条に、「欧州連合加盟国または国際法廷」への

引渡を条件つきで認める第２文を加
(注６)

えた。

2. 1998年７月17日の国際刑事裁判所ローマ規

程を施行するための法律（ローマ規程施行

法）の制定（2002年６月28日
(注７)

公布）

この法律はローマ規程中、主に第９部、第10

部が定めている刑事司法手続面での ICCに対

する締約国の協力――被疑者等の引渡及び通過

護送、ICCが下した判決の執行等あらゆる態様

を含む――を実施するために制定された。

大部分を占めるのは、第１章におかれた新法

「国際刑事裁判所との共同のための法律（国際

刑事裁判所法）」である。その他、同じく新法

である、公訴時効の停止並びに ICCの判事及

び職員の（訳注：職務上の犯罪に関する）同等

の扱いに関する法律（第２章）、刑事訴訟法改

正（第３章）、国際司法共助法改正（第５章）、

ユーゴスラビア刑事裁判所法改正（第７章）、

ルワンダ刑事裁判所法改正（第８章）、連邦刑

事庁法改正（第９章）等全13章から成ってい

る。

2-1. 国際刑事裁判所との共同のための法律

（国際刑事裁判
(注８)

所法）

７部73条から成るこの法律の構成は、刑事事

件に関する外国との協力を定めた、「刑事にお

ける国際司法共助に関する法律（国際司法共助
(注９)

法）」に可能な限り対応するように作られて
(注10)

いる。ただし内容的には、後者が対等な国家間

の「水平的」な協力を定めたものであるのに対

し、前者は、ドイツの主権の制限を含む、ICC

への「垂直的」な協力を定めたものである点が

異なっている。

制定にあたり、新法とはせずに ICCとの協

力のための規定を国際司法共助法に新たに加え

るという選択肢もあったが、この相違があるた

めに特別法を制定した、と連邦政府は説明して
(注11)

いる。「垂直的」な要素を別の性格をもつ法律

に盛り込むことに問題があると判断したのであ

ろう。

国際刑事裁判所法の要点は以下のとおりであ

る。

第１部 適用範囲

ICCはドイツの刑事裁判権を補完する。ドイ

ツは、この法律及びローマ規程に基づき、ICC

と協力する（第１条）。

第２部 引渡
(注12)

（Überstellun ）

＊引渡の原則：

・ドイツ国内に滞在する者の引渡を ICCが

要請してきた場合には、ローマ規程及びこの

法律に従って刑事訴追または刑罰の執行のた

めに ICCに引き渡す（第２条第１項）。ICC

の了解の下に、ICCが科した刑罰を執行する

外国（執行国）への直接の引渡も行われる

（第２条第１項）。

・訴追された者が、同一の行為によってすで

に ICCまたは外国の裁判所によって有罪ま

たは無罪の判決を受けたことを引渡手続中に

申し立てた場合には、上級地方裁判所

（Oberlandesgericht）は、ICCが当該手続の

許容性について決定するまで当該手続を延期

する（一事不再理の原則）（第３条）。

・ ICCの裁判権に服する行為のために、外

国からある者の国家間引渡を要請された場合

には、ICCにその事実を通知する。同一人物

について、ICCからの引渡の要請及び外国か

らの国家間引渡の要請を受けた場合には、双

方に事実を通知する。いずれの要請を優先す

るかについてはローマ規程にならう（要請の

競合）（第４条）。
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・引渡は、第32条に定める略式引渡の場合を

除き、裁判所が決定した場合にのみ許される

（第６条）。

・決定権限は、訴追された者が身柄を拘束さ

れた場所を管轄する上級地方裁判所が有し、

当該裁判所所属の検察官が引渡を執行する

（第７条、第８条）。

＊手続の概略：

・ ICCからの、逮捕及び引渡の要請を受理

した後、上級地方裁判所が発した逮捕命令に

基づき、訴追された者の所在確認及び逮捕に

着手する（第９条）。訴追された者に対して

は、上級地方裁判所が、書面により「引渡拘

禁」（Überstellungshaft）を命ずる（引渡拘

禁命令）（第10条、第12条）。

・引渡拘禁命令に基づいて訴追された者の身

柄を拘束した場合、遅くとも翌日中に、最も

近い区裁判所（Amtsgericht）の裁判官の前

に連行し、裁判官は、連行の翌日中にその者

の身元、特に国籍について聴取し、訴訟補助

人を付ける権利、異議申し立ての権利等につ

いて説明する。訴追された者がいかなる異議

も申し立てない場合には、裁判官は略式引渡

について説明し、同意すればその調書を作成

する（第14条）。この場合以下の手続を経ず

に引渡が行われる。

・訴追された者が引渡拘禁命令またはその執

行に対して申し立てた異議については上級地

方裁判所が決定する。上級地方裁判所は、

ICCの要請に基づく引渡拘禁命令について

は、ローマ規程第59条第４項の要件を満たす

場合にのみその執行を停止することができ

る。停止の決定の前に見解を表明する機会を

ICCに与える（第16条）。略式引渡に同意し

なかった者については、上級地方裁判所がそ

の者の身元について聴取し（第19条）、検察

官が、上級地方裁判所に引渡の可否の決定を

求め（第20条）、口頭弁論が行なわれる（第

21条）。口頭弁論には、検察官及び訴追され

た者の訴訟補助人が出席しなければならず、

ICC関係者及び ICCにおける訴訟での被告

の弁護人については出席を許すことができ

る。（第21条）

＊国内での刑事手続または自由刑の執行のため

に引渡を延期する場合には、ICCが再引渡を保

障するとき、訴追された者を一時的に ICCに

引き渡すことができる（第27条第１項）。

＊訴追された者に対し、ドイツ国内でもローマ

規程第５条に掲げる犯罪のために刑事手続が提

起される場合には、ICCがドイツの訴訟手続を

中止すれば引渡を要請する旨を表明していると

き、検察官は訴訟手続を行わないことができる

（第28条第１項）。

＊引渡拘禁命令が発せられ、逮捕及び引渡が

ICCにより要請されている者については、裁判

官による調書作成のための事情聴取の後、本人

が略式引渡に同意する場合には、正式な引渡手

続によらずに引き渡すことができる（第32条

略式引渡）。

第３部 通過護送
(注13)

（Durchbeforderun ）

＊ ICC、起訴された者を ICCへ引き渡す国

（引渡国）または執行国が、ある者のドイツ領

内での通過護送を要請する場合には、ローマ規

程及びこの法律に従って通過させる（第34条）。

＊通過護送に関する決定権限は、陸路または水

路の場合は、訴追された者が引き渡される場所

を管轄する上級地方裁判所が有し、空路の場合

は、最初の寄航地を管轄する上級地方裁判所が

有する（第36条）。
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＊通過護送の安全のため、訴追された者を拘束

する。拘束は、上級地方裁判所が発する書面に

よる通過護送拘束命令によって行う。通過護送

が引渡の翌日中に終了しないことが予測される

場合には、訴追された者を入国の翌日中に最も

近い区裁判所に連行する。裁判官は、その者の

身元、特に国籍について聴取し、異議申立ての

権利等について説明する（第37条）。

第４部 ICCの判決及び命令の執行による司法

共助

＊ ICCの確定判決により科された刑罰を、

ローマ規程及びこの法律に従って執行すること

により司法共助を行う（第40条）。

＊自由刑は、ICCがその執行を要請し、ICCと

この法律の第68条第１項に定める管轄官庁の間

で合意された場合に、ICCが定めた期間におい

て執行される。自由刑の早期の停止を定める刑

法典、刑事訴訟法典の規定は適用しない。執行

停止は、ICCが伝達してきた場合に行う。恩

赦、再審、減刑、監視なしの外出許可等、刑の

執行中の様々な決定については、ICCの権限と

する。ドイツ法により刑の猶予、執行停止等が

可能となる事態が生じた場合には、ICCの判断

を仰ぐ。その他の行刑は、ドイツの法規に従

い、ドイツの裁判所によって同等の刑罰が下さ

れた場合の行刑にならう。判決を受けた者と

ICCとの間の連絡は、妨げられず、かつ秘密に

行われる。ICCの要請に基づき、ICC関係者の

執行施設への立ち入りは保障される。判決を受

けた者が刑の執行について異議を申し立てる場

合には、ICCの判断を求める（第41条）。

＊判決を受けた者が逃亡した場合には、この者

が自由刑に服していた施設のある地区を管轄す

る上級地方裁判所所属の検察官が拘禁命令を発

する。個々の捜索措置については、ICCの要請

は必要としない。逃亡について、ICCに遅滞な

く伝達する（第42条第１項）。

第５部 その他の司法共助

＊ ICCの要請を不要とする特定の場合（第58

条第２項）を除き、ICCの要請に基づき、ICC

に対し、ローマ規程に従い、その活動に必要な

あらゆる司法共助を行う（第47条第１項、第２

項）。

＊ ICCからの要請が予想されるが、ICCから

の要請をまだ受理していない場合の財産の押収

または家宅捜索（第52条）、外国で服役してい

る者の、証拠収集のための一時的な引受け（第

55条）、テレコミュニケーションの監視（第59

条）等の特定の司法共助については、上級地方

裁判所が必要な措置をとる場合にのみ、一定の

条件の下で行うことができる（第50条第１項）。

＊その他、ICCにおける司法手続に資する可能

性のある証拠品の提供（第51条）、ICCが出廷

を求める証人について、ドイツの裁判における

のと同様の召喚手続をとること（第53条）、被

害者の保護（第56条）、書類の送達（第57条）

等の司法共助を行う。

＊ドイツの裁判所及び官庁が職務上知り得た知

見及び情報については、ICCの要請に基づき、

ドイツの裁判所または検察官に対して許される

のと同じ範囲内で ICCに伝達できる。その際、

連邦中央登録簿の情報及びテレコミュニケー

ションの監視その他当事者に知らされない措置

により得た知見については、ICC以外の機関に

は伝達されないこと、また、これ以外の知見に

ついては事前の同意による場合にのみ ICC以

外の機関に伝達されることが確保されなければ

ならない（第58条第１項）。ただし、ICCにお

ける訴訟手続に役立つ知見については、連邦中
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央登録簿の情報を除き、ICCの要請がなくとも

伝達することができる（第58条第２項）。外国

または国際機関から、秘密の取扱いを条件とし

てドイツの裁判所または官庁に提供された情報

については、ローマ規程第73条第１文に定める

情報提供者の同意がない限り、ICCに伝達して

はならない（第58条第３項）。

＊テレコミュニケーションの監視命令（刑事訴

訟法第100a条）及び監視により得られた知見

の伝達は、ICCがテレコミュニケーションの監

視を命令する判決を下し、監視命令を発すべき

要件が存在し、かつ刑事訴訟法に定める当事者

の保護等の規定が遵守される場合には、許され

る（第59条第１項）。刑事訴訟法第100c条が貨

幣の偽造、虐殺等の特定の犯罪について許して

いる録音、写真撮影等の、当事者に知らされな

い措置については、第１項の規定を準用する

（第59条第２項）。

＊特別な要請に基づき、ICC関係者は、ドイツ

の所轄庁と協議の上、ドイツ国内で事情聴取等

の措置を直接行うことができる。ただし、強制

措置の命令を発すること及びその執行は、いか

なる場合でもドイツの所轄庁の権限とし、ドイ

ツの法令に従って行われる（第62条）。

第６部 ドイツ側からの要請

＊ローマ規程第93条第10項(a)の規定により、

ICCに対してなされた司法共助または引渡の要

請は、ローマ規程に定める形式と内容をもたな

ければならない（第64条）。

＊国内での刑事手続のために、ドイツの要請に

基づき再引渡を条件として一時的に ICCから

引き渡された者は、ICCが再引渡を放棄しない

場合には、合意された時点までに ICCに引き

渡す（第27条とは逆のケースである）（第65条

第１項）。

第７部 共通規定

＊ ICCからの司法共助の要請及び ICCへの要

請に関しては、連邦法務省が連邦外務省及び当

該司法共助がその職務領域に及ぶ他の連邦官庁

と協力して決定する。他の連邦官庁に所属する

ある官庁が権限を有している司法共助について

は、この連邦官庁が連邦法務省に代わり、連邦

法務省及び連邦外務省と協力して決定する（第

68条 連邦の権限）。

＊ローマ規程第５条または第70条第１項に掲げ

る犯罪のために ICCによってすでに有罪また

は無罪の判決を下された者を、他の裁判所に

よって裁いてはならない（第69条第１項）。

＊ドイツ連邦議会または州の立法機関の構成員

の引渡またはこれらの敷地建物の捜査を ICC

が要請する場合には、連邦法務省または第68条

第１項に定める管轄官庁は、当該機関の長に対

し、要請の受理を通知しなければならない。通

知により、引渡手続等が阻害されてはならない

（第70条）。

＊この法律を基準として、基本法に定める生命

身体の不可侵、人身の自由、信書・郵便及び電

信電話の秘密、住居の不可侵並びに外国への引

渡の禁止の基本権を制限する（第73条）。

3. 国際刑法典を制定するための法律の制定

（2002年６月29日
(注14)

公布）

この法律は、新法である国際刑法典（第１

章）の他、刑法典改正（第２章）、刑事訴訟法

改正（第３章）、裁判所構成法改正（第４章）

等から成っている。
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ローマ規程に定められた犯罪構成要件の内、

「人道に対する罪」はドイツの現行刑法典では

犯罪構成要件とされていない。また、「戦争犯

罪」は、部分的にしか犯罪構成要件とされてい

ない。第１章の国際刑法典は、これらをローマ

規程に即して規定し、現行刑法典を補足するた

めの新たな法典である。ローマ規程第６条の

「ジェノサイド」については、現行刑法典第220

a条の「民族謀殺（Volkermord）」にほぼ一

致するが、第２章で刑法典から第220a条を初

めとする「民族謀殺」に言及する箇所を削除

し、国際刑法典に規定し直
(注15)

した。

3-1. 国際刑
(注16)

法典

国際刑法典（全３部14条）の要点は以下のと

おりである。列挙されている個別の犯罪は、

ローマ規程にならっている部分も多いが、各々

について刑罰が定められていること、また、

「戦争犯罪」がローマ規程では一つの条（第８

条）にまとめられているのに対し、第８条から

第12条までに分類されていることが特徴的であ

る。このような、自国外で行われた外国人によ

る国際法違反の犯罪をも訴追できるとする法律

の先例としては、ベルギーの「国際人道法の重

大な違反行為を処罰する法律」（1993年
(注17)

制定）

が挙げられる。

第１部 総則

＊この法律に掲げる国際法に違反する犯罪行為

については、それが外国で行われ、ドイツとは

いかなる関係もない場合でも、この法律を適用

する。（第１条）

＊この法律に定める行為については、第１条及

び第３条から第５条までに特別の定めがない限

り、一般の刑事法を適用する（第２条）。

＊第８条から第14条までに定める行為について

は、軍事命令の遂行において犯した場合で、行

為者が命令の違法性を知らず、かつ命令の違法

性が明白でなかったときには罪とはしない（第

３条）。

＊軍隊の指揮官または文民である上司が、部下

がこの法律に定める行為を犯そうとするのを妨

げることを怠った場合には、行為者と同様に処

罰する（第４条第１項）。

＊この法律に定める重罪の訴追、申し渡された

刑罰の執行については、時効にかからない（第

５条）。

第２部 国際法に対する犯罪行為

第１節 ジェノサイド（Volkermord）及び人

道に対する罪

＊国民的、人種的、宗教的または民族的な集団

の、全体または一部をそれ自体として破壊する

意図をもって、その成員を殺害し、心身に重い

危害を加え、身体的破壊をもたらす生活条件の

もとに置き、その集団内での出生を妨げ、また

は子どもを他の集団に強制的に移す者は、終身

の自由刑に処する（第６条 ジェノサイド 第

１項）。

＊一般住民に対する広範なまたは組織的な攻撃

の範囲内で、

・住民を殺害し、または住民の全体若しくは

一部を破壊する意図をもってその破壊をもた

らす生活条件のもとに置く者は、終身の自由

刑に処する。

・人身売買を行い、適法に滞在する場所から

追放し、強制的に移住させ、拷問を加え、強

姦・強制売春・住民の民族的構成に影響を与

える意図のもとでの強制妊娠等の性的暴力を

加え、または法の保護から引き離す意図を
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もって国家の委託により強制的に失踪させる

者は、５年以上の自由刑に処する。

・心身に重い危害を加え、国際法に違反して

身体の自由を奪い、または政治的若しくは人

種的等の国際法上許されない理由により基本

的人権を剥奪することによって特定の集団を

迫害する者は、３年以上の自由刑に処する

（第７条 人道に対する罪 第１項）。

第２節 戦争犯罪

＊国際的な武力紛争または内戦との関連で、国

際人道法によって保護されるべき人を、

・殺害する者は、終身の自由刑に処する。

・捕虜とする者は、５年以上の自由刑に処す

る。

・拷問等心身に重い危害を加えるような残酷

な取扱いを行い、強姦・強制売春・住民の民

族的構成に影響を与える意図のもとでの強制

妊娠等の性的暴力を加え、または15歳未満の

子どもを徴兵する者は、３年以上の自由刑に

処する。

・適法に滞在する場所から追放し、若しくは

強制的に移住させ、公正な裁判手続によらず

に死刑等の重大な刑罰を言い渡し、若しくは

それを執行し、または医学的に必要でない実

験若しくは臓器摘出等により死の危険にさら

す者は、２年以上の自由刑に処する。

・人間の尊厳を甚だしくおとしめる取り扱い

をする者は、１年以上の自由刑に処する（第

８条 人に対する戦争犯罪 第１項）。

＊国際的な武力紛争または内戦との関連で、略

奪を行う者、国際法に違反して敵対する相手の

物品を破壊し、横領し若しくは押収する者、ま

たは国際法に違反して敵対する相手の関係者の

権利を廃止する命令を発する者は、１年以上10

年までの自由刑に処する（第９条 所有権その

他の権利に対する戦争犯罪）。

＊国際的な武力紛争または内戦との関連で、

・人道的支援活動若しくは国際連合条約のも

とでの平和維持活動に参加する人若しくは施

設等を攻撃する者、または国際人道法のもと

でジュネーブ諸条約に定める標章を付した

人、建物若しくは物資等を攻撃する者は、３

年以上の自由刑に処する。

・ジュネーブ諸条約の標章、休戦旗、敵国ま

たは国際連合の旗・軍用標章等を不正に使用

し、その結果人の死亡または重い傷害をもた

らす者は５年以上の自由刑に処する（第10条

人道的活動及び標章に対する戦争犯罪）。

＊国際的な武力紛争または内戦との関連で、敵

対行為に直接参加していない一般住民を軍事的

な手段で攻撃する者、国際法により民間の目標

として保護される物（教会、学校、歴史的記念

物、病院等）を攻撃する者、国際法で保護され

るべき人を敵に対する盾として用いる者、また

は戦争遂行の手段として民間人を飢餓におとし

いれる者は、３年以上の自由刑に処する（第11

条 禁止された戦争遂行方法の使用という戦争

犯罪 第１項）。

＊国際的な武力紛争または内戦との関連で、毒

若しくは毒を施した兵器を使用する者、生物兵

器若しくは化学兵器を使用する者、または人体

内において容易に開展し、若しくは扁平になる

弾丸を使用する者は、３年以上の自由刑に処す

る（第12条 禁止された戦争遂行手段の使用と

いう戦争犯罪 第１項）。

第３部 その他の犯罪行為

＊軍隊の指揮官または文民である上司が、部下

を然るべく監督することを怠り、部下がこの法

律に定める行為を犯し、それが本来なら防ぐこ

とが可能であったとき、故意の場合には５年ま

での自由刑、過失の場合には３年までの自由刑
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に処する（第13条 監督義務違反）。

＊軍隊の指揮官または文民である上司が、部下

が犯したこの法律に定める行為を、捜査または

訴追権限のある機関に遅滞なく伝えなかった場

合には、５年までの自由刑に処する（第14条

犯罪行為の通報義務の不履行）。

4. ドイツ連邦共和国基本法第96条第５項の改

正（2002年７月31日
(注18)

公布）

3-1.の国際刑法典の制定に伴なう基本法の改

正である。基本法第96条第５項は、「連邦参議

院の同意を得た連邦法律により、州の裁判所が

連邦の裁判権を行使する旨を規定できる」分野

として、「第26条第１項」と、「国家保護」

（Staatsschutz）を掲げていた。

第26条第１項とは「諸国民の平和的な共存を

妨げ、特に侵略戦争の遂行を準備するのに資

し、かつ、そのような意図をもってなされる行

為は、違憲である。このような行為は、これを

処罰するものとする。」である。

これに、国際刑法典に定める３つの分野を加

え、以下のように改めた。ジェノサイド（民族

謀殺）は内容としては第26条第１項に含まれて

いたが、この改正により明確になった。

改正後の第96条第５項は以下のとおりであ

る。

「第96条第５項

次に掲げる分野における刑事手続に関して

は、連邦参議院の同意を得た連邦法律により、

州の裁判所が連邦の裁判権を行使する旨を規定

することができる。

1. ジェノサイド

2. 人道に対する国際刑法上の犯罪

3. 戦争犯罪

4. 諸国民の平和的な共存を乱し、かつ、その

ような意図をもってなされるその他の行為

（第26条第１項）

5. 国家保護」

5. 裁判所構成法の改正（第120条）（2002年８

月２日
(注19)

公布）

4.の基本法第96条の改正を具体化するものと

して、裁判所構成法第120条第１項が改正され

た。第120条第１項には、上級地方裁判所が第

一審として裁判権を有する分野が第１号から第

８号まで掲げられていた。その内の第８号「民

族謀殺」が「国際刑法典に定める犯罪」に改め

られた。3-1.で紹介したように国際刑法典には

「ジェノサイド（民族謀殺）」、「人道に対する犯

罪」、「戦争犯罪」が訴追される犯罪として掲げ

られており、これらすべてが上級地方裁判所の

裁判権に服することになった。

(注)

(1) 国際刑事裁判所規程（ローマ規程）：ICCホーム

ページhttp://www.un.org/law/icc/index.html

山手治之、香西茂、松井芳郎編『ベーシック条約

集第３版』（東信堂 2002）に全訳が、大沼保昭、

藤田久一編『国際条約集2002』（有斐閣 2002）に

抄訳が掲載されている。ドイツ語の公式の翻訳は、

英語、フランス語の正文と共に、「注４」に掲げた

批准法に続けて、連邦法律公報に掲載されている。

(2) 侵略の罪は第５条に掲げられているものの、

ローマ規程においては定義されていない。定義規程

その他の関連規程が採択された後に、ICCは、この

罪について管轄権を行使する、と定められている。

(3) ローマ規程は1998年７月17日から18日にかけて

の夜に採択された。当時のドイツの外務大臣クラウ

ス・キンケルは、この条約を「国際法と国際刑事法

に新たな章を開くもの」と評価している。Klaus
 

Kinkel,“Der Internationale Strafgerichtshof―ein
 

Meilenstein in der Entwicklung des Volkerrechts.”
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NJW 1998 S.2650.

(4) Gesetz zum Romischen Statut  des Inter-

nationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998.

Vom 4.Dezember 2000.BGBl.2000Ⅱ S.1393.

(5) Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes(Arti-

kel 16).Vom 29.November 2000.BGBl.2000Ⅰ S.

1633.

(6) 渡邉斉志「最近のドイツ連邦共和国基本法の改

正について」『外国の立法』209号（2001年６月）を

参照。

(7) Gesetz zur Ausfuhrung des Romischen Statuts
 

des Internationalen Strafgerichtshofes vom 17.

Juli 1998.Vom 21.Juni 2002.BGBl.2002Ⅰ S.2144.

連邦政府提出法案 Deutscher Bundestag.Druck-

sache（以下、Drs.）14/8527. 法務委員会の修正勧

告 Drs.14/8888. 連邦議会での可決は2002年４月25

日。連邦参議院での同意は2002年５月31日。

(8) Gesetz uber Zusammenarbeit mit dem Inter-

nationalen Strafgerichtshof (IStGH-Gesetz-

IStGHG）

(9) Gesetz uber die internationale Rechtshilfe in
 

Strafsachen(IRG. Neugefasst.durch Bek. v.27.6.

1994Ⅰ 1537;zuletzt geandert durch Art.5 G v.21.

6.2002Ⅰ 2144)

(10) Drs.14/8527 S.30、ま た、Jan MacLean,

“Gesetzentwurf uber die Zusammenarbeit mit dem
 

Internationalen Strafgerichtshof”Zeitschrift fur
 

Rechtspolitik 2002,Heft 6.S.261.

国際司法共助法（以下、IRGという。）の章立て

は、第１部 適用範囲、第２部 外国への国家間引

渡、第３部 通過移送、第４部 執行による司法共

助、第５部 その他の司法共助第６部 ドイツ側か

らの要請、第７部 共通規定となっている。なお

IRG、国際刑事裁判所法（以下、IStGHGという。）

の各々第４部のタイトルにあるRechtshilfeの語は、

通例「司法共助」と訳される。その内容の違いは政

府案の理由書等でも強調されているが、原語が同じ

であるため、いずれも「司法共助」と訳した。

(11) Drs.14/8527 S.30.

(12) 政府案の理由書に掲載されている、IStGHGと

IRGの類義語の対照表（Drs.14/8527 S.31）では、

IStGHG第２部のタイトルの Überstellungと IRG

第２部タイトル中のAuslieferungが対比されてい

る。前者は ICCへの「引渡」であり、後者は「国

家間引渡」である。これはローマ規程第102条でも

区別して定義されている。

(13) 政府案の理由書に掲載されている、IStGHGと

IRGの類義語の対照表（Drs.14/8527 S.31）では、

IStGHG第３部タイトルのDurchbeforderungと

IRG第３部タイトルのDurchlieferungが対比され

ている。後者は通例「移送」と訳される。後者は、

他国により ICCへ引き渡される者の自国領内の通

過（ローマ規程第89条第３項(a)）を意味する新語

である。ここでは山口幹生 「国際刑事裁判所に対

する国の司法上の協力について」『ジュリスト』

1146号1998年12月１日 にならい、「通過護送」と

訳した。Drs.14/8527 S.31.

(14) Gesetz zur Einfuhrung des Volkerstrafgesetz-

buches.Vom 26.Juni 2002.BGBl.2002Ⅰ S.2254.

連邦政府提出法案 Drs.14/8524。法務委員会の

修正勧告 Drs.14/8892。連邦議会での可決は2002年

４月25日。連邦参議院での同意は2002年６月21日。

(15) ローマ規程の「ジェノサイド」（genocide）と

いう語については、同規程のドイツ語訳は、刑法典

のVolkermordをそのまま用いている。国際刑法典

でもこの語を用いている。この語は刑法典の訳では

通例「民族謀殺」と訳されるが、本稿では「ジェノ

サイド」と訳した。

(16) Volkerstrafgesetzbuch (VStGB)

フィリップ・オステン「国際刑事裁判所規程と国

内立法――ドイツ『国際刑法典』草案を素材とし

て」『ジュリ ス ト』1207号（2001.９.１）

pp.126-132が、この法律（法案段階）の意義、現行

刑法典との対比について論じている。

(17) 樋山千冬「ベルギー：国際人道法の重大な違反

行為を処罰する法律」『外国の立法』207号2001年３

外国の立法 215（2003.2)

ドイツ

124



 

V02D00 L:GAIR215-1 125 87/03/03/09:39:47 GAIR215-1 BUN p87-156

月。法律の全訳が掲載されている。

(18) Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes

(Artikel 96). Vom 26.Juli 2002. BGBl.2002 Ⅰ S.

2863.

連邦政府提出法案 Drs.14/8994.法務委員会は、

政府案のまま無修正で議決するよう連邦議会に勧告

した（Drs.14/9425）。連邦議会での可決は2002年６

月21日。連邦参議院での同意は2002年７月12日。

(19) Gesetz zur Änderung des Gerichtsverfassungs-

gesetzes.Vom 26.Juli 2002.BGBl.2002Ⅰ S.2914.

連邦政府提出法案 Drs.14/8978. 法務委員会は、

基本法第96条第５項の改正案とともに審議し、同改

正案と同様、政府提出法案のまま無修正で議決する

よう連邦議会に勧告した（Drs.14/9425）。連邦議会

での可決は2002年６月14日。連邦参議院での同意は

2002年７月12日。

（とだ のりこ・海外立法情報課）

【短信：ドイツ】

カジノ法――温泉湯治場からオンラインまで

戸田 典子

WWW.カジノ・ハンブルク

2002年10月28日18時、ドイツ初のオンライン

カジノが営業を開始した。ハンブルク市（州と

同格）のカジノ・ハンブルク社が市の許可を得

てインターネット上に開設したもので、市の財

務大臣が「３」に賭け札（ジュトン）を置き、

ゲームがスタートした。カメラがルーレットを

撮影し、ライブでネットにのせる。客は自宅の

パソコンの前でマウスをつかって賭け札を置

く。賭金はクレジットカードで支払い、勝てば

金は口座に入金される。このカジノは1998年頃

から準備を始めようやく開設にこぎつけた。

刑法典の賭博禁止規定

ドイツでは日本と同様、賭博は刑法典によっ

て禁じられている。すなわち、刑法典第284条

は、「官庁の許可を受けないで、公然と（of-

fentlich）賭博を開催し、維持し、又はそのた

めの設備を用意した者」を、また同第284a条

は、「公然の賭博（第284条）に参加した者」を

それぞれ自由刑又は罰金に処すると定めて

(注１)

いる。

賭博の禁止は、北ドイツ連邦時代に遡る。す

なわち、1868年制定の法律により禁止され、ド

イツ帝国の刑法典にこれが継承され、刑法典の

改正を内容とする1919年制定の賭博禁止法によ

り、禁止規定は今日のものに近い形に整えら
(注２)

れた。

カジノが「官庁の許可」を得た賭博場として

初めて解禁されたのは、1933年の公認の賭博場

（offentliche Spielbank）の許可に関する
(注３)

法律

の制定による。この法律は、年間７万人以上の

客（その内15％は外国人であること）が訪れる

温泉湯治場又は外国のカジノの近接地にのみ、

帝国内務大臣がカジノの設置を許可することが

できる、としていた。帝国内務大臣はこの法律

に基づき、1938年に公認の賭博場に関する法規
(注４)

命令を発して、営業日、カジノ税（Spielban-

kabgabe）、従業員へのチップの取扱い等を定

めた。

カジノの許可は州の権限
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