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Ⅰ　はじめに

侵略犯罪は「国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪」として国際刑事裁

判所（以下、ICC）が管轄権を行使しうる中核犯罪1）の 1つとして国際刑事裁判所

規程に関するローマ規程（以下 ICC規程）に定められている。しかし ICC規程採

択当初、侵略犯罪についての条文は存在しなかったのである。ICC規程は1998年

に採択されたが、侵略犯罪については明確な定義付けがなされず、ICCの対象犯
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罪として列挙するにとどめ、定義が確定するまでは管轄権が及ばないという経過

規定を設け、以降の締約国による検討会議において採択されるとされていた2）。

そして、2010年にウガンダで行われた ICC規程検討会議3）において、侵略犯罪

の定義および同犯罪に関する ICCの管轄権行使の条件に関する合意がなされ、

詳しくは後述するが、条文として 8条の 2、15条の 2および15条の 3、そして25

条 3項の 2が成立した。

ICCは中核犯罪についての管轄権を有する最初の常設の国際刑事裁判所である。

ICC規程前文においては、中核犯罪が「処罰されずに済まされてはならないこと

並びにそのような犯罪に対する効果的な訴追が国内的な措置をとり、及び国際協

力を強化すること」が確認され、そのような犯罪の防止、裁判権の行使を国家の

責務として期待している。このことから、ICCは独立した国際刑事裁判所であり

ながらも、その訴追、処罰に関しては国家の刑事裁判権に優越せず、補完的な役

割を担うことを明示している4）。ICCは補完性の原則に立っているとしながら、

一方で対象犯罪である中核犯罪の国内立法を締約国に条文上の義務付けてはいな

い5）。それでも中核犯罪を国内法として整備した国は数多く存在する6）。そして

改正 ICC規程で定義された侵略犯罪は、後述するように、その管轄権行使の時

間的開始時期の成立を早くとも2017年の 6月26日と目前にしており、国内法化を

行った国は未だ数は少ないものの、立法作業について検討を行う時期にあると推

測される7）。

本稿では、2010年の改正 ICC規程において定義がなされた侵略犯罪について、

ICC規程の改正につき、未批准の日本における対応を主な検討対象とする。まず、

ICC規程における侵略犯罪を概観し（Ⅱ）、それと比較する形もとりながら、

2016年にドイツにおいて成立し、2017年 1月 1日に施行された侵略犯罪に関する

国内立法について概観する（Ⅲ）。また、日本における現状での侵略犯罪への対

応および国内立法に関する検討を行い（Ⅳ）、そして、最後に本稿での検討をま

とめると共に、今後の展望について予備的考察を行う（Ⅴ）。

Ⅱ　国際刑事裁判所規程（ICC規程）における侵略犯罪

1998年の採択当初には ICC規程 5条における対象犯罪としての列挙にとどまっ

た侵略犯罪は、2010年の検討会議において、犯罪の定義（ 8条の 2）、管轄権行使

の条件（15条の 2および15条の 3）および、関与形式（25条 3項の 2）に関する規



237

定が規程の改正として採択された8）。改正に関する規定については121条 5項に

基づく、「第 5条から第 8条までの規定の改正」とされた。

以下では、ICC規程における侵略犯罪について実体法と手続法の側面から概観

していく。

1　実体法の諸論点

（ 1）　侵略犯罪の定義

まずは「侵略犯罪」、および「侵略行為」の定義について確認したい。ICC規

程 8条の 2第 1項によれば、「『侵略犯罪』とは、国の政治的又は軍事的行動を実

効的に支配し、又は指揮する地位にある者による行為であって、その性質、重大

性及び規模により国際連合憲章の明白な違反を構成する侵略行為の計画、準備、

開始又は実行をいう」。また 2項によると、「『侵略行為』とは、国による他国の

主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合憲章と両立しないそ

の他の方法による武力の行使をいう」。以上から国家による「侵略行為」の存在

が個人の「侵略犯罪」成立の前提となるのは明らかである。

かかる「侵略行為」であるが、国家による全ての侵略行為ではなく、「その性質、

重大性および規模により、国際連合憲章の明白な違反を構成する」ものだけが

ICC規程上の侵略犯罪の基礎たりうる（敷居条項）。カンパラ会議でこのような

「明白性の要件」が採択されたのは、侵略犯罪に関する議論の中でいくつかの締

約国9）によって、「侵略の定義に関する決議」（国連総会決議3314）をそのまま用

いると対象範囲が過度に広範になるとの指摘がなされ、ICCでは国際法に違反す

る武力行使のすべてが個人の侵略犯罪の基礎とならないように規定することが要

求されたためとされている10）。

なお「明白性の要件」を充足しているか判断するうえでどのような基準が用い

られるかであるが、ICC規程 8条の 2に関する了解 7項によると、「性質、重大

性及び規模の 3つの要素は、『明白性』の決定を正当化するに十分なものでなけ

ればならず、また、いずれの要素も、単独では明白性の基準を充足させるに十分

な重要性を有しえない」のであり、明白性については性質、重大性及び規模の 3

つのメルクマールを総合的に判断するものと思われる。

（ 2）　個人による「侵略犯罪」

他の中核犯罪と異なり侵略犯罪については ICC規程25条 3項の 2において「国
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の政治的または軍事的活動を実効的に支配し又は指示する地位にある者」に主体

が限定されており、日本国刑法における身分犯である点にも留意されたい。かか

る条項により、侵略犯罪の共犯類型について主体が大きく制限されている点も侵

略犯罪の特徴である。

個人による「侵略犯罪」の行為類型については ICC規程 8条の 2第 2項にお

いて、「計画、準備、開始又は実行」と定められている。その、ICC規程上他の

3つの中核犯罪のように25条 3項（f）による未遂犯処罰の余地があるにも関わ

らず、侵略犯罪についてのみ、その重大性が故に処罰時期が他の 3つの犯罪類型

の未遂犯よりも早められていることに着目されたい。これは、「侵略犯罪が一国

の安全ないし存立に対する重大な犯罪であることから、その計画行為、準備行為

をも処罰対象とし、最終的には、国際社会に生存する構成員の生命、身体等に対

する侵害を未然に防止する」ためであるとされる11）。

なお、あわせて「計画、準備、開始又は実行」の 4つの行為についてそれぞれ

の段階を構成要件化し、各段階的行為が可罰的になる。なお前提として、侵略犯

罪の基礎となる侵略行為が「明白性の要件」を充足するには国による侵略行為の

結果発生が不可欠である。そうだとすれば、「計画、準備、開始又は実行」はそ

れぞれの行為がなされた時点で可罰的となるのではなく、結果を伴った侵略行為

が実際に行われた場合に、それぞれの段階に関与した者を全て可罰的とする内容

のものと解するべきである12）。

また各段階における25条 3項（f）の適用可能性について検討する必要がある。

同項（f）によると、「実質的な行為によって犯罪の実行を開始させる行動をとる

ことにより当該犯罪の実行を試みること」として未遂犯処罰規定、「犯罪の完遂

を防止する者は完全かつ自発的に犯罪目的を放棄した場合には……刑罰を科され

ない」として中止犯規定を設けている。ここで、「計画、準備、開始又は実行」

の 4つの行為を時系列的段階として捉えるのではなく、それぞれ独立した行為と

捉え各段階において複数回行われると考えることは可能である。すなわち、国家

による侵略行為が行われる際は、数回にわたる謀議によって発案がされ、武器お

よび人員の調達たる「準備」が行われ、実際の「開始」、「実行」行為がされるこ

とが最も素直に想定し得るケースであるということである。この場合、例えば

「計画」段階に携わったとしても何らかの理由でその座から離れ、後の段階的行

為には携わることなく、かつ自らと侵略行為との間の因果性を断ったとしても実

際に侵略行為が行われてしまうという場合は十分想定しうる。このような場合の
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個人には「計画」行為の未遂が観念できよう。他の 3段階についても同様に考え

れば、同項（f）の未遂犯の適用は問題ないと思われる。

なお、中止犯成立には「自発的に犯罪目的を放棄」することが必要であり自ら

の動機に基づく中止行為が必要であると解すべきである。具体的には積極的に結

果不発生に向けた作為的行為を行う等である。つまり、単に謀議の段階で不賛成

票を投じる等の行為では不十分であると考えられる。また結果が発生してしまっ

た場合は中止犯成立の余地はないものと思われる13）との立場もあるが、結果発

生が本人とは因果性を断たれた状況下で生じた場合には中止犯成立の余地が残さ

れているものと考えられる。

2　手続法の諸論点

以下では改正 ICC規程における侵略犯罪の手続法の観点から見た概要を、本

稿に関連のある論点を中心に述べていきたい。

（ 1）　管轄権行使の条件

ICC規程における侵略犯罪の管轄権の前に、「侵略犯罪」が規定される以前の

侵略行為および侵略戦争とされる犯罪への国際的な判断について概観する。これ

は、国際連合安全保障理事会（以下、安保理）による「侵略の存在」の決定につ

いてである。国連憲章第 7章39条にある、「安全保障理事会は、平和に対する脅威、

平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し

又は回復するために、勧告をし（以下略）」または軍事および非軍事的措置を行

うものである。ICC規程13条の（b）安保理付託14）の際の根拠となるものであろう。

侵略犯罪について ICC規程が改正される際には、この「侵略行為の存在」とい

う安保理による ICCの外部機関による認定15）が管轄権行使の条件としてどこま

で適用されるのか、大きな論点となった16）。結論から言えば、13条の（a）およ

び（c）の場合に安保理の「侵略行為の存在」の認定は管轄権行使の際の条件に

はならず、ICCが一定程度安保理からの独立性を有することとなった。

ICC規程において中核犯罪に関する管轄権を行使するためには、（a）締約国付

託、（b）安保理付託および（c）ICC検察官の自己発意による付託という 3つの

「トリガー」を契機とする必要がある（ICC規程13条）。これが侵略犯罪について

は ICC規程15条の 2および15条の 3によって（a）および（c）の場合と（b）の

場合で異なる管轄権行使の条件が定められた。15条の 3を根拠とする（b）の場
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合（以下安保理介在型モデル）17）は他の中核犯罪と管轄権行使の条件は変わらない

が、15条の 2を根拠とする（a）および（c）の場合（以下関係国同意型モデル）で

は他の犯罪と異なる条件を持つこととなった。

関係国同意型モデルの 1つの類型、締約国付託の場合「締約国による侵略行為

から生ずる侵略犯罪に対して、12条の規定〔管轄権行使の前提条件〕に従って管

轄権を行使（以下略）」18）することができる。そして、もう 1つの検察官の自己発

意による付託の場合は、ICC検察官は安保理がかかる侵略の存在についての決定

を行っているか否かを確認し、確認後 6カ月以内にそのような決定がなされない

場合には、捜査開始に予審裁判部門の許可等を要することとなった19）（15条の 2

第 6項、 8項）。つまり、安保理による侵略行為の認定がなされない、不作為的な

行動がなされていても、ICCは「安保理なし」で独自に妥当性を判断し、捜査を

開始することが出来る。

さらに言えば、15条の 2第 9項および15条の 3第 4項にあるように、ICCでな

い外部機関による侵略行為の決定は ICCの認定に影響を及ぼさない。従って、

仮に安保理による侵略行為の存在の決定がなされていても、それによって被告人

が有罪と推定されることはない20）。

（ 2）　非締約国、オプト・アウト宣言国への対応

上述したように、侵略行為の認定について安保理から一定の独立性を確保する

ことが出来た ICCだったが、それと同じくして関係国同意型モデルにおいて

ICC規程非締約国および後述のオプト・アウト宣言国に対する管轄権について大

きな制限を受けることとなった。

ICCは「当該締約国がかかる管轄権を受諾しないことを宣言していた場合」に

「締約国による侵略行為から生ずる侵略犯罪に対して」管轄権を行使することが

出来ない（15条の 2第 4項）。そして、このオプト・アウト宣言は管轄権の適用除

外21）であり、これにより自国の引き起こす侵略犯罪について管轄権を拒否し、

それとは別に他国によって引き起こされた侵略犯罪を締約国付託につき ICCに

付託することで管轄権行使のトリガーを引く権利の 2つを保持できるとされる22）。

また、非締約国については15条の 2第 5項で「裁判所は、本規程の締約国でな

い国に関しては、当該国の国民により又はその領域で犯された侵略犯罪に対して

管轄権を行使してはならない。」と明記している。すなわち、非締約国が関係し

た場合、関係国同意型モデルではいかなる侵略犯罪に対しても管轄権を行使する
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ことが出来ない。例えば、締約国が侵略行為を行ったとして、その被害国が非締

約国であっただけで、当該侵略犯罪に関する ICC「固有」の管轄権行使の可能性

が否定されてしまう23）。

なお、安保理介在型モデルについては非締約国およびオプト・アウト宣言国に

対する管轄権行使の制限について定めがなく、それらの対象についても管轄権が

及ぶとされている。

（ 3）　管轄権の開始時期について

1章で述べたように、改正規程によって定められた管轄権行使の時間的な要件

を満たすことを目前としている。その要件については、関係国同意型、安保理介

在型の両モデルにそれぞれ同じ条項が定められている。

改正規程15条の 2第 2項、15条の 3第 2項によって ICCは、「30カ国の締約国

による本改正の批准又は受諾から 1年を経過した後に犯された侵略犯罪について

のみ管轄権を行使することができる」としている。更に、改正規程15条の 2第 3

項、15条の 3第 3項によって ICCは、「本規程の改正の採択のために必要とされ

るものと同一の多数決により、2017年 1月 1日以後に締約国により採択される決

定を条件として、本条の規定に従い管轄権を行使しなければならない」としてい

る24）。

現在の改正批准国は32カ国25）であり、規程における改正批准国の数的条件を

満たした。詳細を述べると、30カ国目であったのはパレスチナであり、その批准

は2016年 6月26日になされた26）。これにより、今後締約国による決定が2017年 6

月26日までに採択されたのならば、2017年 6月26日以降に犯された侵略犯罪は管

轄権の対象となるのである。

3　小　括

検討会議による改正により、侵略犯罪の明確な定義付けがなされた。国家によ

るすべての侵略行為ではなく、「明白性の要件」を満たす侵略行為が対象となり、

その主体も実効的な支配を有する指導者と制限された。

そして、管轄権行使の条件については、モデル分けがなされ、全ての国家に対

して管轄権が行使できる安保理介在型モデルとその安保理との独立性が認められ

た関係国同意型モデルが規定された。しかしながら関係国同意型モデルにおいて、

非締約国、オプト・アウト宣言国が加害国若しくは被害国のどちらかにかかった
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場合に管轄権行使を独自で行うことができず、実質的に適用が困難ではないかと

いう意見も多い27）。その一方で、侵略犯罪について規定された批准国数と時間的

な期日を満たし、締約国による決定が採択をされると、時間的管轄権を迎え、そ

れ以降に犯された侵略犯罪につき管轄権の対象となる。

Ⅲ　侵略犯罪の国内法化における各国の対応

これまで述べてきたように、侵略犯罪の管轄権行使が可能となることが目前に

迫っているなかで、諸外国において国内刑法の整備を行う動きも出てきている。

一部論者28）によれば、現時点で侵略犯罪の国内法化を完了している国は、2016

年 6月 1日時点でオーストリアなど 7カ国あるとされている29）。

本章では ICCにおける侵略犯罪の適用の前に国内法の整備を行ったドイツに

つき、2016年 6月に連邦議会に上程された侵略犯罪処罰規定を含む国際刑法典改

正をもとに、その内容を概観すると共に、ドイツにおける国内法化の意義や日本

での国内法化へ関わる点について触れていきたい。ドイツについてのみ概観し、

比較法の対象としてとりあげるのは、この国際刑法典の改正法が侵略犯罪に関す

る現時点での最も包括的な立法例であるからである。また、ドイツも日本も第 2

次世界大戦後に侵略犯罪の原型である「平和に対する罪」につき訴追された過去

を有し、とりわけ両国において侵略犯罪に対して歴史的関連性が強い点も理由と

して挙げられよう。

1　ドイツにおける侵略犯罪の国内法化

（ 1）　従前のドイツにおける侵略犯罪の国内法

ドイツは ICC規程を批准するにあたって、実体法的側面に関する ICC規程の

国内法化を「国際刑法典」として2002年 6月に公布・施行している。しかしなが

ら、2002年の制定当時、侵略犯罪に関する定義は ICC規程にすら存在せず、勿

論国際刑法典に侵略犯罪は規定されていない30）。一方で、ドイツにおける憲法規

定であるドイツ基本法26条 1項には「侵略戦争」31）に関する他の規定がある32）。

26条 1項

「諸国民の平和的共生を阻害することに適しており、かつそのような意図を

もって行われる行為、特に侵略戦争の実行を準備する行為は、違憲である。



243

そのような行為は、刑罰の対象となる。」

この基本法の条文は侵略犯罪そのものではないものの、「侵略戦争の実行を準

備する行為」を処罰対象とし、その犯罪化を憲法上の義務として課している33）。

これに対応していたのがドイツ刑法典の80条と80条 aであった34）。

80条　侵略戦争の予備

「ドイツ連邦共和国に関わるべき侵略戦争（基本法第26条第 1項）の予備を行

い、これによりドイツ連邦共和国に戦争の危険を生じさせた者は、終身自由

刑又は10年以上の自由刑に処する。」

80条 a　侵略戦争の挑発

「この法律の場所的適用範囲において、公然と、集会で、又は文書（第11条

第 3項）の頒布により、侵略戦争（第80条）を挑発した者は、 3月以上 5年

以下の自由刑に処する。」

この 2つの条文は1968年に規定され、侵略犯罪の定義がなされる前、もとより

ICC規程が成立する以前に「侵略戦争」についての規定が存在していたことにな

る。これはドイツが第 2次世界大戦時に犯した重大な犯罪を 2度と起こさないた

めに、自国が再び加害国とならないために基本法（憲法）によって制限を自らに

課す条項である。その後2016年のドイツ国際刑法典改正によって80条のみ削除さ

れることとなった。

（ 2）　国際刑法典における侵略犯罪規定について

2016年 6月に連邦議会に上程され、成立し、2016年12月22日の公布を経て、そ

して2017年 1月 1日に施行された35）改正法は侵略犯罪の処罰規定と場所的適用

範囲に関する条文の追加、そして既存の刑法典の条文の削除が行われた。以下に

新設された条文を載せる36）。

第 1条　適用範囲

「この法律は、この法律に定める国際法に対する罪すべてに適用され、第 6

条から第12条までに定める重罪については、犯罪が国外で行われ、かつ、内

国との関連性を有しない場合であっても、この法律が適用される。国外で行



244　法律学研究58号（2017）

われた第13条の罪については、行為者がドイツ人であり、又は犯罪がドイツ

連邦共和国に向けられている場合には、犯罪地の法に関わらず、この法律が

適用される。」

第13条　侵略犯罪

「（ 1）侵略戦争を実行し、またはその性質、重大性及び規模により国際連合

憲章の明白な違反を構成するその他の侵略行為を行った者は、終身自由刑に

処する。

（ 2）侵略戦争又は第 1項にいうその他の侵略行為を計画し、準備し、又は

開始した者は、終身自由刑又は10年以上の自由刑に処する。第 1文の罪は、

1．侵略戦争が実行され、若しくはその他の侵略行為が行われた場合、又は

2．かかる罪によって、侵略戦争若しくはその他の侵略行為の危険がドイツ

連邦共和国にもたらされている場合

にのみ可罰的である。

（ 3）侵略行為とは、国による〔他の〕国の主権、領土保全若しくは政治的

独立に対する、又は国際連合憲章と両立しないその他の方法による武力の行

使をいう。

（ 4）第 1項及び第 2項の罪については、国の政治的又は軍事的行動を支配

し、又は指揮する地位にある者のみが関与者たりうる。

（ 5）第 1項のうち、犯情があまり重くない事案では、10年以上の自由刑を

科し、第 2項のうち、犯情があまり重くない事案では、 5年以上の自由刑を

科する。」

（a） 新規国内立法の意義

国際刑法典の改正法案の理由書では、立法の目的として、内国刑法の整備と国

際法的な側面の 2つを挙げている。内国刑法の整備とは、ICCはその性質上、補

完性の原則を掲げており、それに対応するためのものであろう。侵略犯罪に関し

てドイツとの関連性を有する事件を常に自らの訴追対象とし、国内で優先的に刑

事訴追を行えるようにすることで、その補完性の原則にかなうようにした。また、

従前の刑法典ではなく国際刑法典に侵略犯罪の規定を追加することで、侵略犯罪

を国際刑法上の犯罪としての性質、そして他の中核犯罪との関連性を明確にする

ことができるとしている37）。

保護法益についてみると、従前の条文は基本法による処罰の義務化への対応で
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あり、それは「ドイツ連邦共和国の安全」であり、さらには「侵略戦争によって

脅威にさらされる国際の平和」であるとされている38）。一方、改正法案の理由書

によれば、保護法益は国際的法益とでもいうべき「国際の平和」であるとされて

いる39）。国家法益から国際的な法益へと重点が移されている点を見ると、国際刑

法典に改正法案が規定されたということの意味合いが強調されるだろう。国際社

会全体の関心事である最も重大な犯罪である中核犯罪については、単に一国家の

主権や領土保全といった国家の安全だけでなく、「拡張された（実質的）平和概念」

という中核犯罪固有の法益まで含まれているという保護法益論40）に結びつける

ことができ、妥当であろう。保護法益として、国家的法益を加味しつつ、その重

点を国際法的法益の保護へと移したのだろうとする見方が妥当である。

（b） 国際刑法典13条における侵略犯罪の諸論点

国際刑法典13条 1項から明らかにわかるように、侵略犯罪の処罰対象として条

文では「侵略戦争」と「その性質上、重大性及び規模により国際連合憲章の明白

な違反を構成するその他の侵略行為」（以下、その他の侵略行為）を定めている。

この 2つの行為は別の概念を指しているとされ41）、「侵略戦争」については ICC

規程に存在しない概念である。これは前述のように、基本法26条における侵略戦

争の禁止およびその犯罪化の義務に応えた旧刑法典80条の文言を踏襲しているも

のであり、広義での「侵略行為」概念の明確性において一定の価値があるだろ

う42）。一方で、「侵略戦争」そのものの定義が不明瞭であり、そのような文言の

存在は困難かつ無用な解釈作業を残してしまうため、明確性において真に価値が

あるかは批判のあるところである43）。

「その他の侵略戦争」については、ICC規程と同じく「敷居条項」（「その性質上、

重大性及び規模により国際連合憲章に明白な違反行為を構成する」という文言）が採用

され、13条 3項に「侵略行為」の定義が置かれている。その定義については、「侵

略行為とは、国による他の国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又

は国際連合憲章と両立しないその他の方法による武力行使をいう」とする ICC

規程 8条の 2第 2項の定義を踏襲したものである。

侵略行為に対する「敷居条項」である明白性に関する文言も、 2章において前

述したものが逐語的に採用された44）。また、ICC規程 8条の 2第 2項の様に、侵

略犯罪の行為類型について例示列挙をしなかった。これは必ずしも例示列挙にて

行為類型を規定するわけでなく、犯罪全体としての一覧性を確保したといえる45）。

個人の侵略犯罪について、13条 4項において、ICC規程と同じく犯罪の主体が
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「国の政治的または軍事的行動を支配し、又は指揮する実効的な地位にある者」

に限定されている。本稿の 2章で述べたように、これは身分犯に関する規定であ

り、従ってかかる身分を有しない者は正犯にも共犯にもなりえない。この様な主

体の制限について、基本法26条若しくは刑法典旧80条および80条 aにおいて明文

規定は存在しなかった。しかしながらこの制限について、一部論者によれば、「こ

のような主体の制限は、ICC規程のみならず国際慣習法にも合致する上、基本法

26条からも、これらの身分を有しない者をも処罰する義務が導かれることはない

とされる」46）とされており、とりわけ明文規定がなかったために生じる主体の制

限については13条 4項の新設に伴い明文化されたため ICC規程との整合性を図

るという点におけるドイツの学説上の議論は、改めて検討する必要がなくなった

といえよう。

（c） ドイツとの関連性に関わる諸論点

ドイツにおける侵略犯罪の国内法化を検討する上で最も重要な論点であろうこ

とは、果たして侵略犯罪をどの範囲まで処罰の対象とするのか、という点である。

その場所的適用範囲についても、改正法案で他の中核犯罪とは異なる条件を定め

ることとなった。2002年に公布・施行された当時の国際刑法典においては、侵略

犯罪を除く中核犯罪の適用範囲は 1条において定められており、「この法律は、

この法律に定める国際法に対する罪のすべてに適用され、重罪については、犯罪

が国外で行われ、かつ、内国との関連性を有しない場合であっても、この法律が

適用される」とあり、世界主義（普遍的管轄権）が採用されている。しかしながら、

改正によって侵略犯罪については、旧 1条に新しく文が追加され、「国外で行わ

れた13条の罪については、行為者がドイツ人であり、又は犯罪がドイツ連邦共和

国に向けられている場合には、犯罪地の法にかかわらず、この法律を適用する」

と定められた。場所的適用範囲については詳細を後述するが、ドイツにおいてこ

のような制限を設けた理由としては侵略犯罪の特性と実務的な面の 2つが考えら

れる。侵略犯罪は中核犯罪のなかでもその主体が「指導者」に限定されている。

そのため、外交上の軋轢が懸念されており、ドイツとの関連性を有しない侵略犯

罪の訴追・処罰を担うには ICCが相応しいとされている47）。また、条文におい

て制限を加えることで、条文としても侵略犯罪が「全世界に適用可能な罪」でな

いと印象付け、同時に、ドイツとの関連性を有しない行為について政治的動機に

基づいてなされた刑事告発に対して、ドイツ検察局が逐一判断を下さない実務的

な枠組みを構築した48）と言えよう。
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2　日本の国内法化に関わる点

ドイツにおける侵略犯罪の国内法化について概観したところで、本稿における

日本の国内法化の検討へと通ずる点について、改めて検討してみたい。

まず、ドイツ国際刑法典の条文と ICC規程の条文とを比較して明らかなように、

規程の文言を逐語的に受容する必要はないと思われる。ドイツにおける立法態様

には「修正的導入」49）たるものがあり、明確性の原則や責任主義といった刑法上

の諸原則および国際慣習法を修正の根拠とする。これらの原則は日本刑法上の根

本原理とも通ずるため、日本において国内法化をするのであれば、同様に「修正

的導入」による条文の作成の可能性が大いにある。

また、侵略犯罪における場所的適用範囲について、国際刑法典 1条 2文にある

ように、世界主義を採用しなかったことは、日本における検討に際しても重要な

点である。ICC規程において関係国同意型モデルの管轄権行使の場合、中核犯罪

について、その管轄権行使の前提条件として、属地主義もしくは積極的属人主義

のどちらかを要求している（規程12条第 2項）。そして、ドイツ国際刑法典では 1

条によって侵略犯罪以外の 3つの中核犯罪には世界主義が適用される50）。しかし、

この点に関しては次章において詳細に検討していくが、世界主義の不採用を明示

し処罰範囲を制限することで、侵略犯罪が他の中核犯罪と異なった性質を有して

おり、また、高度な政治性を有しているということを強調することができ、重要

であるといえる51）。

Ⅳ　日本の国内法化における対応の検討

侵略犯罪の概観とその国内法化の例としてのドイツ国際刑法典については前章

までに述べてきたとおりである。これらと比較をする形で、本章では日本国内で

の対応、特に国内法化について検討していきたい。

まず、現状日本が侵略犯罪についてどのような対応ができるのかを確認し、そ

の後、国内法化について実体法、手続法の 2つの側面から要否および当否といっ

た視点に基づいて検討していきたい。

1　侵略犯罪に関する日本法の現状

現在日本は ICC規程は批准しているものの、改正 ICC規程、侵略犯罪につい
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ては批准および受諾をしていない。それ故、侵略犯罪の管轄権行使の開始時期を

迎えた後でも、仮に侵略行為を受けても ICCに付託することができず（加害国が

締約国だった場合）52）、また、自国に侵略犯罪に関わりのある被疑者が滞在してい

たとしても、ICCに対する引渡しや、証拠の提供など後述する「協力」をするこ

とは制限されうる。この点について ICC規程86条は「締約国は、この規定に従い、

裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について裁判所が行う捜査及び訴追において、

裁判所に対し十分に協力する。」として一般的協力義務を明記しているが、侵略

犯罪規定に未批准の国家について、侵略犯罪の「捜査及び訴追」までをも協力対

象とするか否かは定かではない。加えて、国際刑事裁判所に対する協力等に関す

る法律は ICC規程が定める重大な犯罪について必要な協力に関する手続きを定

めるとしている（ 1条）が、 2条 3号における重大犯罪の定義において侵略犯罪

は明記されておらず、日本の ICC改正規程未批准との立場も併せて考えるに、

侵略犯罪についてはこの法律の対象外と考えるのが妥当である。さらに加えて、

ICC規程 5条において侵略犯罪は対象犯罪として列挙されてはいるものの、定義

や管轄行使の条件といった事項が国内刑法の一般原則である罪刑法定主義並びに

その派生原理である明確性の原則に反している状態であると考えられるならば、

日本国として捜査、裁判そして刑の執行といった「協力」をすることは非常に困

難であろう。つまり日本としては、ただただ傍観するという状況であるのが現状

だと言えよう。

では、以上を踏まえて日本としてはどのような対応をとってしかるべきなのか。

勿論、改正規程への批准という最低限の行動が求められているのは ICC規程の

締約国であり、国際平和に尽力する国家として当然であろう。それを前提として、

その後日本においてドイツのように国内法化に向かっていくべきなのか、それと

も異なる対応を検討するのか、以下では具体的に検討し、考察していく。

2　実体法的側面からの検討

（ 1）　形式的側面

（a） 明確性の原則との関係

現行 ICC規程上の侵略犯罪規定が国内刑法上の一般原則と整合性を有するか

検討する際、第一に検討対象となると考えられるのが、ICC規程上の侵略犯罪の

定義が罪刑法定主義の一派生原理である明確性の原則に抵触しないかである。確

認であるが、内容が明確でない刑罰法規は日本国憲法の根幹をなす自由主義の要
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請たる個人の予測可能性を侵害し、萎縮効果をもたらすものであるため日本国憲

法31条に違反し無効となる。よって ICC規程上の侵略犯罪が国内刑法上の明確

性の原則に反すると考えられる場合には、かかる規定に基づいて個人の処罰を

ICCに委ねるのは憲法の精神に反し、国内新規立法の必要性が高いということに

なるため問題となる。

日本国最高裁判所は所謂徳島市公安条例事件において刑罰法規と明確性の原則

の関係について「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に

当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が

読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである」53）と判示している。なお

かかる判例では、争点となった条例内容が表現の自由を規制するものであり、本

稿の検討対象である侵略犯罪法規とは性質を異にするものではあるが、明確性の

原則については内容に関わりなくその文言の明確性についてのみ判断すべきであ

るので同じ基準を用いて検討することとする。

ICC規程 8条の 2第 1項は「『侵略犯罪』とは、国家の政治的又は軍事的行動

を実効的に支配し、又は指揮する地位にある者による行為であって、その性質、

重大性及び規模により国際連合憲章の明白な違反を構成する侵略行為の計画、準

備、開始又は実行をいう」と規定し、 2項は、「『侵略行為』とは、国による他国

の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合憲章と両立しない

その他の方法による武力の行使をいう」とし、（a）号から（g）号に列挙している。

ここで「通常の判断能力を有する一般人」が本侵略犯罪規定について読み取れる

かであるが、「性質、重大性及び規模により国際連合憲章の明白な違反」につい

ては検討の余地があると言わざるを得ない。国連憲章違反の明白性については

ICC規程 8条の 2に関する了解文書 7項54）を参考に実質的判断に委ねられるが、

侵略犯罪の性質、重大性、法益保護の重要性、結果から一般人であってもその当

否の判断は十分可能であると考えられるので問題はないだろう。国連憲章違反の

明白性についてドイツの国際刑法典改正法案13条 1項では ICC規程の文言が逐

語的に引用されている55）ことからもこの結論を是認できるものと考える。

（b） 刑罰の軽重

第二に検討対象となると考えられるのが、侵略犯罪の刑罰と国内刑法の刑罰の

軽重である。侵略犯罪は ICC規程上最も重大な犯罪と考えられるという見解も

あり、その立場に基づけば、その刑罰についても最高度のものであるべきと考え

られる。この点について、侵略犯罪の規定する刑罰が国内刑法に存在する刑罰よ
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り重い場合には罪刑法定主義の観点から問題が生まれよう。しかしながら日本は

死刑存置国であり国際法と国内法の刑罰の軽重は特に問題とはならないので、本

稿では以上を述べるだけに留める。

（ 2） 実質的側面

（a） 構成要件

ICC規程 8条の 2の「計画、準備、開始、実行」について各段階的行為が処罰

対象となることは上述したが、各段階における構成要件が国内刑法でも処罰可能

な構成要件として規定されているかという点は、ICC規程と国内刑法の調和の観

点から重要である。仮に ICC規程上は処罰対象となる行為が、国内刑法上は不

可罰であるとすれば、両者に不調和が生まれ、罪刑法定主義の観点から、ICCに

処罰を委ねるのは好ましくなく、新規国内立法が望ましいと考えられる。特に、

「計画」、「準備」は既遂時期が早められていることに留意すべきである。すなわ

ち国内刑法上では修正された構成要件として陰謀・予備罪の処罰規定が設けられ

ているが、かかる構成要件と侵略犯罪の「計画」、「準備」の構成要件に隔たりが

あるとするならば、新規立法の必要性は高まろう。以下検討していく。

まず、侵略犯罪の「開始、実行」行為についてであるがこれらの行為について

は、国内刑法上、殺人（刑法199条）、放火（同108‒111条）、内乱（同77条）、外患誘

致・援助（同81、82条）をもって対処できるとも考えられよう。その内、殺人、

放火、内乱については国内法上処罰可能であることは特に問題ないと思われる。

一方外患に関する罪についてはいささか検討が必要である。外患に関する罪に

ついては、その罪質を「国民の忠誠義務違反」ないし「国民による祖国裏切り行

為」として行為主体を日本国民に想定して立法されたものであるが、刑法 2条 3

号によって本罪の主体は日本国民に限定されず、外国人も含まれるので、罪質と

しては「国家に対する『危険招来』」として捉えるのが妥当であろう56）。次に、

外患に関する罪の構成要件について考察する。まず、「外国と通謀」という点に

ついて、「通謀」とは、意思の連絡であり、合意の成立を要するが、通常侵略犯

罪においては指導者条項の存在により、国家の指導者的地位にある個人が国家の

最高意思決定機関として国家の侵略行為を開始させるケースを想定しているため、

「通謀」の要件に関しては充足する場合がほとんどであると思われる。なお「日

本国」に対する武力行使であるため日本国民が外国に対して侵略犯罪を行うケー

スについて本条は適用しえない点に留意すべきである。この場合には、殺人、放
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火等で対処することになろう。

次に、侵略犯罪の「計画」、「準備」行為について検討する。これに近い国内刑

法の概念としてまず国内刑法における予備罪と陰謀について述べていく。予備と

は犯罪の実行を目的としてなされる謀議以外の方法による犯罪の準備行為をいい、

陰謀とは 2人以上の者が、特定の犯罪を実現することについて謀議することをい

う。予備罪には、殺人予備（刑法201条）、内乱予備（同77条）、放火予備（同113条）、

外患誘致・外患援助予備（同88、82条）が設けられており、侵略犯罪の「準備」

段階で想定されうる犯罪類型とは構成要件に実質的重なり合いがみられ、法技術

として処罰は十分可能であるといえよう。但し、法益については侵略犯罪の保護

法益57）と一致しているとは言い難く、複数の保護法益を有する犯罪類型を組み

合わせて侵略犯罪と重ね合わせているため、この点に立法の必要性を見出すこと

はできよう。

一方侵略犯罪の「計画」段階については、国内刑法の陰謀と共通する部分があ

るが、国内刑法上陰謀罪の構成要件が存在するのは内乱陰謀（同78条）、外患誘

致・外患援助陰謀（同88条）、私戦陰謀（同93条）のみであり、殺人や放火の陰謀

罪処罰規定はない。そのため侵略犯罪の処罰範囲が国内刑法の処罰範囲より広範

囲になるとも考えられるが、主体を「国家の政治的又は軍事的行動を実効的に支

配し、又は指揮する地位にある者」に限って考えるとするならば、内乱陰謀（同

78条）、外患誘致・外患援助陰謀（同88条）に該当する行為を行わず、殺人や放火

の陰謀たる行為しか行わない者の存在を想定し、ここに国内立法の必要性を見出

すのは現実的でないだろう。なお「国家の政治的又は軍事的行動を実効的に支配

し、又は指揮する地位にある者」以外の共犯の処罰可能性については以下で述べ

るとする。

以上のように侵略犯罪の「計画、準備、開始、実行」の既遂犯については国内

刑法との整合性があるとしても、「計画、準備、開始、実行」の 4つの段階的行

為の未遂犯、中止犯を規定する ICC規程25条 3項（f）と国内刑法の関係はまた

別の問題である。上述した通り、私見によれば、各段階について、ICC規程上は

未遂犯、中止犯が観念されうる58）が、国内刑法において同質の未遂犯が観念でき、

かつ中止犯成立の条件も実質的に同じでなければ、ICC規程と国内刑法との処罰

範囲に差異が生まれる。

まず未遂犯についてであるが、国内刑法における未遂とは、犯罪の実行に着手

しこれを遂げなかった場合（同43条本文）をいう。なお「これを遂げなかった」
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とは、構成要件的結果が不発生であった場合と、本人の行為と結果の間に因果関

係が存在しなかった場合をいう。ただし、上述のとおり、侵略犯罪の各段階的行

為が可罰性を有するには、国家による「侵略行為」という結果の発生が必要不可

欠59）であるので構成要件的結果が不発生であった場合の未遂犯は観念しえない

ことに留意すべきである。

以上を踏まえると侵略犯罪の「開始」および「実行」行為の未遂は、内乱未遂

（同77条 2項）、殺人未遂（同203条）、外患誘致・外患援助未遂（同87条）、放火未

遂（同112条）によって国内刑法でも処罰可能であると考えられる。

次に侵略犯罪の「計画」、「準備」行為の未遂犯であるが、「計画」、「準備」行

為に対応する国内刑法上の構成要件は予備罪であるところ、まず予備罪の未遂犯

が観念できるかが問題となる。

この点、国内刑法上では予備罪の未遂罪が規定されていない。従って、侵略犯

罪の「計画」、「準備」行為の未遂犯を観念しうるとの本稿の立場に立つとすれば、

かかる罪責に対応する国内刑法上の処罰規定は存在しないので、不可罰になると

いわざるをえない。指導者的立場に置かれていた個人が、侵略犯罪の「計画」、「準

備」行為に携わっていたが、何らかの形でその座を離れ、またかかる個人とは因

果性が遮断された状況下で侵略行為が行われた場合であって、かつ中止犯成立の

余地がないという場合にはこのような事態が想定し得よう。とりわけこのような

個人が日本国籍であった場合、国内刑法においては不可罰であるのに対し、ICC

による管轄権が行使された場合は処罰を受ける可能性があるということは、国民

の法感情に反する恐れがあり、また事態としては十分想定しうる状況なので、国

内立法の必要性は十分に存在するといえよう。

（b） 共犯

次に、侵略犯罪の主体について、ICC規程および国内刑法をもとに、どこまで

処罰可能であるか、またその人的処罰範囲は妥当なものであるか、妥当でない場

合は新規立法が必要かを、外国が日本国に侵略行為を行った場合を前提として以

下検討していく。

ICC規程25条 3項の 2は侵略犯罪の主体を「国の政治的または軍事的行動を実

効的に支配し又は指示する地位にある者」に限定している。一方、国内刑法上は、

刑法65条 1項によって身分者に非身分者が加功する場合にその非身分者にも身分

者の共犯が成立する。このことから、国内新規立法の場合には ICC規程25条 3

項の 2によっては共犯とはなりえない個人まで、国内刑法による処罰範囲が拡大
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する可能性があるということになる。たとえそのような事態が想定されるとして

も、ICC規程の処罰範囲に含まれない共犯類型について新規立法により国内刑法

での処罰可能性を確保すべきであるとすれば、立法の必要性はあるといえる。こ

の点について ICC規程 8条の 2の指導者処罰という趣旨に鑑みると、共犯も含

めて主体を指導者的立場にある者に限定することは政策判断として妥当60）であ

り、新規国内立法によりあえて罪状を侵略犯罪として人的処罰範囲を拡大するこ

とは必ずしも必要不可欠ではないと考える。

加えて、処罰範囲から外れた共犯者について現行刑法で十分処罰可能であると

すれば、立法の必要性はさらに低くなる。ここで非身分者、つまり「国の政治的

または軍事的行動を実効的に支配し又は指示する地位にある者」ではない者が何

らかの形で侵略犯罪に関与した場合については、上述のとおり、殺人（刑法199

条）、放火（同108‒111条）、内乱（同77条）、外患誘致・援助（同81、82条）および

各犯罪類型の未遂、予備並びに陰謀の罪で十分対処可能である。以上より処罰範

囲から外れた共犯者についての侵略犯罪としての処罰を求め、対応する国内立法

をするという考えは適切ではない。

3　手続法的側面からの検討

（ 1）　国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

次に手続法の側面から見ていく。まず、現行の法律で「国際刑事裁判所に対す

る協力等に関する法律」61）（以下 ICC協力法）が2007年に施行されている。これは

ICC規程締結に伴う、ICCへの協力のための手続規定である。ICC協力法の主要

点は、ICCが「管轄権を有する事件の捜査等への協力のため、各種の手続規定の

整備（中略）すなわち、国際刑事裁判所に対する証拠の提供、及び犯罪人の引渡

しに関する規定、並びに国際刑事裁判所の財産刑等の執行及び保全に関する規定

（中略）、国際刑事警察機構を通じた国際刑事裁判所からの請求に応じるための規

定」であると政府は説明している62）。侵略犯罪に関して捜査、裁判、刑の執行に

おける他の中核犯罪との手続法的な相違点はなく、ICC協力法は現行のまま対応

できるものとされている63）。

（ 2）　場所的適用範囲に関する考察

手続法の観点から見て侵略犯罪に特有な論点として、Ⅲ章 2節で述べたように、

場所的適用範囲の問題がある。ICCは、安保理介在型の管轄権モデルを除いては、
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「世界で起きるあらゆる重大な非人道的行為に対して管轄権行使できるような裁

判所として構想はされておらず、属地主義又は積極的属人主義に基づいて国内裁

判所の管轄権を行使することのできる国の一方の同意を必要とする」というので

ある64）。それと同時に、ジェノサイド罪や人道に対する罪などの犯罪については

世界主義に基づく管轄権（普遍的管轄権）の設定が慣習法上許容されている65）。

ドイツ国際刑法典の犯罪の多くに関する世界主義の採用は慣習法を根拠にしてい

ると思われる。一方で、改正 ICC規程で共に採択された付属書、「侵略犯罪に関

する国際刑事裁判所規程に関するローマ規程の改正についての了解」 5項によれ

ば、「この改正は、他の国家によって行われた侵略行為について、国内裁判所の

管轄権を行使する権利又は義務を創出するものと解してはならない」66）とある。

この了解における文言は 3章 1節 2項 c目で述べたように、ドイツにおける侵略

犯罪の場所的適用範囲を制限する 1つの理由となった。

日本における検討に目を向けるが、まず、前述のドイツの場合と同様に、侵略

犯罪にかかる場所的適用範囲について、世界主義を採用することは妥当でないと

言える。ICC規程と同様に属地主義若しくは積極的属人主義に基づく場所的適用

範囲を踏襲するのが妥当であろう。そのうえで、 1つの具体例として、ICC規程

と異なる基準を有する可能性のある例について検討する。ある国家が日本に対し

て侵略犯罪の要件を満たし、前節で述べたところの内乱罪や外患誘致罪に当たる

ようなものである武力行使を行う場合を想定する。その前提条件として、日本刑

法77条の内乱罪や同81条の外患誘致罪はその場所的適用範囲について、同 2条の

国家保護主義67）の規定が適用される。ICC規程の定める属地主義又は積極的属

人主義という適用範囲は、国家保護主義と比較し狭い範囲であり、国内立法の可

能性が理解できる。しかし、前述のように、同 2条 3号における罪質としては「国

家に対する『危険招来』」と捉えるのが妥当であり、同じく国家保護主義の対象

となる通貨偽造に関する罪など、日本国と全く関係のない国および人によって行

われ、日本国の社会的な法益を害しうる犯罪と主旨を異にし、純粋に国家的法益

を保護しているものと言えよう68）。その為、国家保護主義により、むやみに対象

範囲が広がっていると一概には言えないのではないかと考察する。また、実質的

な点からすれば、侵略犯罪において、国家による「侵略行為」という結果の発生

が要件として必要不可欠とされている。従って、日本でない外国において外国人

のみによって行われるケースは、保護主義ではなく世界主義に該当するといえる。

しかし、世界主義の不採用に関しては前述の通りであり、日本法で訴追・処罰し
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ようとする動きは妥当でない。

以上に鑑みると場所的適用範囲についても積極的な立法をとる必要はないとい

える。

4　実質的な意義の考察

本章 2節および 3節を総合すると、新規の国内立法の必要性は必ずしもあると

言えない。しかしながら、立法をすることで得られる実質的な意義があると思え

る。本節では積極的な立法の必要性はないという立場に立ちながらも、以下に挙

げる事態をも想定した場合において国内立法をすることの実質的な意義が存在す

ることを示し、考察していく。

（ 1）　ICCの機能不全による不処罰の可能性

まず、 2章で述べたように、管轄権行使の条件として、関係国同意型モデルに

おいて安保理の「侵略の存在」の認定を要件とせず、ICC独自での侵略犯罪の訴

追・処罰の可能性が条文上は読み取れる。しかしながら同モデルにおいて、安保

理からの一定程度の独立と引き換えに非締約国およびオプト・アウト宣言国には

管轄権を行使することが出来なくなった。ICCが安保理の決定に依らず、独自に

管轄権を行使し訴追・処罰するためには、加害国と被害国双方が改正 ICC規程

に批准してなければならない（事後の宣言による加入は可能性としてありうる）69）。

これは訴追・処罰の対象を大きく狭めていると言える。さらには、実質的に武力

を伴う侵略行為を公然と行う可能性のある国家が ICC規程を批准すること、そ

れ自体が難儀であると推測される。このため ICCは訴追機関としての実効性が

無いのではないかという指摘は大いに可能である。このことから、「侵略犯罪」

が行われても結果として不処罰に終わってしまい、実質侵略犯罪に関する限り

ICCは機能しないのではないかという見方もできよう。

そして、日本は侵略犯罪の前身的存在の「平和に対する罪」で第 2次大戦後、

東京裁判において有罪判決を言い渡された過去があり、ドイツと並んで侵略犯罪

に内在する法理にいち早く接した国である70）。これに鑑みて、国家として侵略犯

罪が ICCにおいて実質的に機能不全に陥る可能性を含んでいる中で、日本にお

いて国内法化することで訴追、処罰の範囲を広げ、侵略犯罪の不処罰の回避をす

る意義は多いと言える71）。国内立法として「侵略犯罪」を規定することによって、

明確にその不処罰の回避をすることは ICC規程前文にもある理念に整合し、国
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際法上の重要な課題である「世界平和」の実現に大きく寄与できる。さらに言え

ば、日本国憲法において掲げる平和主義の実現に関しても、国内法化することに

よる意義が大きく存在する。

また、刑罰法規を明示することで国際的に侵略犯罪を認識させ、「法秩序の存

続力と貫徹力に対する信頼の維持と強化」72）たる、国際法秩序の強化をもたらす

積極的一般予防的73）な側面を期待できるであろう。

（ 2）　ICCに対する寄与度における考察

日本は ICCに対して分担金を一番多く負担している国家74）として、ICCを空

虚な存在とするのではなく、従前よりも普遍的な存在へとさらに成長させていく

ためにも、積極的で明示的な立法行動をとることで、他の非加盟国および改正未

批准国に対して、その加盟や批准を奨励する、実質的な意義は少なからず存在す

ると言えよう。特に、アジアにおける ICC規程の普遍性をより獲得するためにも、

日本が明示的な態度を示すことの意義は大きいだろう。

Ⅴ　おわりに

本稿では ICC規程における侵略犯罪について概観し、ドイツにおける国内立

法を比較対象として挙げ、その 2つを踏まえて日本における国内法化を検討した。

再三述べているように、かかる決定が採択されれば、2017年 6月26日に侵略犯罪

は管轄権が行使できるようになる。日本においては、何よりもまず、改正 ICC

規程を批准または受諾をすることが最低限求められているだろう。

また、前述の通り、「今後、日本が非締約国（ないし規程改正の非受諾国）から

侵略行為を受けたような場合には、（国連安保理による付託が行われない限り）ICC

が管轄権を行使しえないだけではなく、日本国内法において適切な処罰規定が存

在しない現状では、日本自身も訴追・処罰を行えず、なす術もなく不処罰のまま

放置されてしまう余地が大いに危惧される。」75）ということが指摘されるだろう。

従前の他の 3つの中核犯罪の立法に際する議論において、日本政府は対処しきれ

ない類型は絶対的に存在しながらも、ICCの対象犯罪は「重大性」を有するもの

を対象にしており、カバーされないような類型については重大性の観点から見て、

発生するような事態が想定されないとして、積極的に立法する必要がないとして

きた76）。本稿においても、現行の国内法で相応の範囲を対処できるとして、積極
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的な立法は行わなくてもよいという基本的な姿勢は維持し得る。しかしながら、

予備罪の未遂犯における日本国民に対する訴追、処罰の不整合性や ICCにおけ

る実質的な機能不全による不処罰の回避に向ける姿勢、さらには法益の適切な把

握という点も確認し、国内立法の意義について検討してきた。

国際社会における情勢は日々刻々と変わっていくものであり、10年前の議論を

いつまでも踏襲してよいとは言い切れないだろう。日本国内でも過去に留保して

きた立法に関する議論を再び検討し、実現に向けた動きが出てきているように、

侵略犯罪、そしてその他の 3つの中核犯罪に関しても、その時代に相応の対応を

議論し、検討していくべきである。

1） ICC規程 5条には国際社会全体の関心事である重大な犯罪として ICCが管轄権
を有する犯罪が列挙されている。これを中核犯罪（若しくはコアクライム）とし、
その 4つの犯罪を集団殺害罪（ジェノサイド罪）、人道に対する犯罪、戦争犯罪、
侵略犯罪としている。

2） 新井京「侵略犯罪」村瀬信也＝洪恵子［編］『国際刑事裁判所　第 2版』東信堂
（2014年）186‒187頁。

3） 2010年 5月31日から 6月11日にかけてウガンダの首都、カンパラで行われた
ICC規程検討会議で、開催地の名前からカンパラ会議と呼ばれる。カンパラ会議
における改正の論拠など諸議論について詳しくは、岡野正敬「国際刑事裁判所
ローマ規程検討会議の結果について」国際法外交雑誌109巻 2号（2010年）74頁
以下、新井・前掲注 2）180‒226頁などを参照。

4） ICC規程前文における「この規程に基づいて設立する国際刑事裁判所が国家の
刑事裁判権を補完するもの（中略）国際正義の永続的な尊重及び実現を保障する」
という文言から。条文については薬師寺公夫＝坂元茂樹＝浅田正彦［編］『ベー
シック条約集』東信堂（2016年）参照。

5） 国内立法を条約締約国に要求している例として、集団殺害犯罪の防止及び処罰
に関する条約（ジェノサイド条約） 5条がある。

6） フィリップ・オステン＝久保田隆「侵略犯罪とその国内法化―ドイツにおける
近時の立法動向を素材に―」慶應法学第37号（2017年）270頁、松葉真美「国際
刑事裁判所規程履行のための各国の国内法的措置」レファレンス640（2004年）
37‒63頁参照。

7） 具体例として、オーストリア、ドイツ、ルクセンブルク、サモアなどが国内法
化を行い、スイスでは国内法化は見送られたが検討がなされた。

8） これらの規定の他に、「犯罪の構成要件に関する文書の改正」および「侵略犯罪
に関する国際刑事裁判所規程に関するローマ規程の改正についての了解」が採択
された。久保田隆「国際刑事裁判所における「侵略犯罪」の新設―カンパラ合意
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をめぐる諸問題と今後の課題―」法律学研究46号（2011年）91‒124頁参照。
9） 特にドイツ。侵略行為を「国による他国の領域保全または政治的独立に対する
武力攻撃であって、かかる武力攻撃が、国際連合憲章に明白に違反して実行され
る場合で、かつ当該他国の全域または一部領域を、攻撃国軍隊による軍事占領の
下におき、もしくは編入対象とする目的で行われ、またはそのような結果をもた
らす場合」と定義した。

10） 久保田・前掲注 8）103頁。
11） 久保田・前掲注 8）106頁。
12） 田中利幸「国内刑法からみた『侵略犯罪』規定と国内法のあり方」国際外交法
雑誌114第 2号（2015年）79頁。

13） ICC規程25条 3項（f）号が「未遂についてこの規程に基づく刑罰を科されない」
と規定していることから。

14） つまり、ICC規程非締約国も含むすべての国を管轄権の対象とする管轄権行使
の条件である。

15） 安保理という政治的な国際機関による権限の強かった侵略犯罪の訴追、処罰に
ついて、安保理の権限が制限されることとなった。

16） ICC規程改正時の議論は本論文の趣旨とは異なるため、ここでは省略をするも
のとする。なお当該論点の詳細については、岡野・前掲注 3）74頁以下、新井・
前掲注 2）180‒226頁などを参照。

17） 久保田・前掲注 7）103頁。モデル分けの名称については当該論文によるもので
ある。

18） ICC規程15条の 2第 4項参照。亀甲括弧部は筆者による補足部分である。
19） オステン＝久保田・前掲注 6）275頁。
20） 久保田・前掲注 8）106頁。
21） フィリップ・オステン「国際刑法の新たな処罰規定―『侵略犯罪』の意義と課

題―」刑事法ジャーナル27号（2011年）17頁。
22） 青山健郎「国際刑事裁判所に関するローマ規程の侵略犯罪に関する改正（侵略
犯罪改正）―その受諾に関する主要論点―」国際法外交雑誌114第 2号（2015年）
100頁。

23） 久保田・前掲注 8）107頁。
24）「了解」 1項および 3項は、30カ国の批准又は受諾と2017年 1月 1日以降の決定
という 2つの条件について、「いずれか遅い時点」としており、その時点で行わ
れた侵略犯罪についてのみ管轄権を行使することができるものとしている。久保
田・前掲注 8）109‒110頁、青山・前掲注22）100頁参照。

25） United Nations Treaty Collection, “CHAPTER XVIII PENAL MATTERS 10 .b 

Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International 

Criminal Cour t,” at https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src= 

TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&clang=_en (as of 18 January 2017).

26） International Criminal Court, “State of Palestine becomes the thirtieth State to 
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ratify the Kampala amendments on the crime of aggression” at https://asp.icc-cpi.

int/en_menus/asp/press％20releases/Pages/PR1225.aspx (as of 18 January 2017).

27） 青山・前掲注22）95‒110頁。
28） 前掲注 6）のオステン＝久保田による。
29） オステン＝久保田・前掲注 6）270頁、ドイツの法案理由書による。
30） オステン＝久保田・前掲注 6）276‒280頁。
31） これは、侵略犯罪の前身的犯罪である国際軍事裁判所条例における「平和に対
する罪」の内の一つの類型である「侵略戦争」を踏襲したものであろう。

32） ドイツ基本法の訳文は、永田秀樹「ドイツ基本法」阿部照哉＝畑博行［編］『世
界の憲法集〔第 4版〕』有信堂高文社（2009年）286頁を参照しつつ、適宜修正を
加えた。

33） オステン＝久保田・前掲注 6）277‒279頁。
34） ドイツ刑法典の訳文は、法務省大臣官房司法法制部『ドイツ刑法典』法務資料

461号（2007年）参照。
35） オステン＝久保田・前掲注 6）追記参照。
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39） オステン＝久保田・前掲注 6）280‒281頁。勿論国家的な法益も併せ持っている
という見方もある。

40） フィリップ・オステン「国際刑法における『中核犯罪』の保護法益の意義―

ICC規程批准のための日本の法整備と刑事実体法規定の欠如がもたらすものを素
材として―」慶應義塾大学法学部［編］『慶應の法律学　刑事法―慶應義塾大学
創立一五〇年記念法学部論文集―』慶應義塾大学法学部（2008年）217頁以下参照。

41） オステン＝久保田・前掲注 6）281‒282頁。別の概念とは言いつつも、「侵略戦争」
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42） オステン＝久保田・前掲注 6）282頁。
43） オステン＝久保田・前掲注 6）276‒282頁。
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47） オステン＝久保田・前掲注 6）291頁。
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49） フィリップ・オステン「国際刑事裁判所の設立と立法上の対応（上）―ドイツ『国
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52） ICC規程121条 5項 2文にある「当該改正を受諾していない締約国については、
裁判所は、当該改正に係る犯罪であって、当該締約国の国民によって又は当該締
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62） 麻生太郎（国務大臣）の発言。『第百六十六回国会衆議院会議録第15号』2007年
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