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〔論　説〕

国際刑事司法における二重裁判禁止の範囲：
一般国際法としての一事不再理原則の規範内容に関する一考察

越智　萌＊

Ⅰ．はじめに

　刑事判決の国際的な一事不再理効については、国際協調や被告人保護の観点からその必要性が

主張される一方、国ごとの処罰関心の異なりや先行判決への不信などに起因する否定論があり、

これまでも様々な議論が行われてきた。ただし、ジェノサイド、人道に対する犯罪、戦争犯罪、

侵略犯罪といった重大な国際犯罪（以下、「国際犯罪」と言う）訴追のための国際刑事司法に限っ

ては、国際社会全体が訴追関心を共有するため、その規律のために一事不再理に関する「慣習法

規則が間違いなく進化すべきである」と主張されてきた1）。実際に、国際刑事司法では、1996年の

「人類の平和と安全に対する罪の法典」最終草案12条や種々の国際刑事司法機関の規程に、裁判さ

れた国際犯罪事件は原則として他の司法権では再び裁判されないという規則が規定されるに至っ

ている。

　近年、国際犯罪に関する一事不再理規則が一般国際法として定立されることの重要性が増して

いるように思われる。第一に、普遍的な国際刑事司法機関となるべく創設された国際刑事裁判所

（ICC）への加盟が促進されないのみならず、脱退を宣言する国家が見られるようになった。その

ため、既存の国際刑事司法機関の設立条約の非締約国との関係でも、国際協調や被告人保護の観

点からは一般国際法によって一事不再理が確保される必要が顕在化している。第二に、カンボジ

ア特別法廷（ECCC）や特別アフリカ裁判部（EAC）といった、近年次々に創設される様々な形

態の国際刑事司法機関で一事不再理規則を有さない機関がある場合、当該機関と他の司法権との

関係は一般国際法で規律されるしかない。

　一般国際法としての一事不再理を想定してその規範内容を同定するにあたり、いくつかの困難

がある。そのうちの一つは、規範内容の指針となるいくつかの国際刑事司法機関の規程に表れて

いる一事不再理規則が一般規範を創設するような性格を有するものであるかという問題である。

国際刑事司法機関の規程上の一事不再理規定は国際刑事司法の様々な事情を反映しており、後で

見るように、国内刑事司法からの単純な類推では理解できない特徴的な要件や例外を有する。こ

れらの特徴的な規則が国際刑事司法という取組みそれ自体が有する実質的な特徴を反映したもの
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 1）� Antonio�Cassese�and�Paola�Gaeta,�Cassese’s International Criminal Law,�3rd�edition�（Oxford�University�

Press,�2013）,�p.�316.
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であるならば、一般法化を想定し得る。しかし、様々な裁判機関の各制度的特徴を反映するに過ぎ

ないのであれば、一般法化に馴染む規範内容であると理解することはできないだろう。

　このような考慮を要する論点の一つとして、一事不再理効の範囲に関する規則が挙げられる。

一事不再理の規範は、「同じものについて二度はない（ne bis in idem）」という格言で表される

ことが多い2）。重なっているように見える二つの刑事手続が、本当に「同じもの（idem）」につい

ての手続かを審査する基準は、同原則適用のための要件の根幹部分の一つである。二つの裁判の

対象の同一性を判断する同一性判断基準は、言い換えると、先行の裁判が有する、後訴を妨げる

一事不再理の効力の範囲を確定するものである。

　本稿では、確立が要される国際刑事司法における一般国際法としての一事不再理原則について、

一事不再理効の範囲に関する規範に焦点を当てて検討する。まず、国際刑事司法における一事不

再理の特徴を浮かび上がらせるための比較対象として、国際犯罪に限られない通常の刑事司法に

おいて一事不再理効の範囲に関しどのような規則があり、それはどのような要素によって決定さ

れているかについて明らかにする。そのため、通常犯罪（ordinary�crimes）に関する諸国の国内

法及び様々な国際法の規則及び実行を比較検討し、一事不再理効の範囲を確定する通常の同一性

判断基準の決定要素の状況を確認する。次に、国際犯罪を主に扱うことを任務とする国際刑事司

法機関の規程における一事不再理規定に視点を移し、学説、判例、及び起草過程の検討から、ど

のような内容が規定されているのかを明らかにする。最後に、国際刑事司法においては同一性判

断基準が何により影響を受けているかに関する学説の整理を通じ、国際刑事司法における一事不

再理に特有の同一性判断基準の決定要素を実質的要素と制度的要素に分け、一般国際法となり得

る規範内容に関する若干の考察を加えることを試みる。

Ⅱ．通常の刑事司法における一事不再理効の範囲

　諸国の法制や諸条約の規定を見ると、一事不再理規範は様々な規則として様々な形式で遍在し

ている。憲法や刑事訴訟法、又は人権条約で一国内の二重手続を規律するものもあれば、国際刑

事協力関連の国内法や条約で、他国との関係での二重手続を規律するものもある。一事不再理に

関する諸規定には、通常、前訴と後訴が、「同じもの」についてのものであるかの審査基準を示す

文言が含まれている。それは多くの場合「行為」「事実」「犯罪」等の用語のいずれかである。様々

な一事不再理規定におけるこれらの文言は、前訴と後訴の同一性判断基準を示唆する用語である。

1 ．一事不再理効の範囲を示唆する用語

　一事不再理に関する規定は、憲法や刑事訴訟法、判例法における一般規則、引渡法、引渡条約、

国際人権条約等に見られる。

 2）� 大陸系の一事不再理は英米の二重危険とは基本的に異なるとする立場もある。中野目善則『二重危険の法理』
（中央大学出版部、2015年）等。しかし本稿では国際刑事法分野での傾向、及び研究主題との関係から、法体
系を超えた規範の共通性を広く捉え、再度の訴追や裁判を禁止する規範を総称して「一事不再理」と呼ぶ。
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　まず、一事不再理効の範囲確定のための同一性判断基準を示す一般規則における用語について

は、大陸法と英米法の間で大きく異なる傾向がみられる3）。大陸法体系諸国の国内法規定では、「行

為」や「事実」といった、同一の歴史的出来事についての二回目の裁判を禁止するものが多い。

例えばドイツ基本法103条 3 項は、「何人も同一の所為（Tat）について一般の刑法に基づき二度以

上処罰されない」と規定する。またフランスの刑事訴訟法典368条では、明示的に「異なる法的評

価の下であっても」（別の罪名であっても）既に無罪となった事実（fait）について再び裁判されな

いことが規定されている4）。欧州の大陸法系の国家のみならず5）、アフリカ・中東やアジアにおける

大陸法系の国家6）、及びラテンアメリカ諸国の国内法でも7）、「行為」に相当する文言を用いている。

　他方、英米法体系の国においては、一般に、「犯罪」の文言が規定されている。前訴と後訴の同

一性に関してイギリスでは、犯罪（offence）は、犯罪を構成する事実とそれを犯罪とする法的性

格の両方を含むものであり、二重の危険が適用されるためには事実においても法においても同一

の犯罪と言えねばならないとされてきた8）。英米法に影響を受けた諸国の多くは国内法の一事不再

理規定に「犯罪」に相当する文言を採用している9）。アメリカでは、憲法第五修正において同一の

犯罪（offense）について二度危険に曝されないと規定されている。

　次に、国内の引渡法に引渡拒否事由としての一事不再理規定を持つ国は、基本的に通常の一事

不再理規定と同じ文言を用いている10）。また、二国間以上の引渡条約における用語も、一般的には

国内での適用の際の同一性判断基準を示すのと同じ文言が採用されている。複数国が締結する刑

事司法協力条約作成にあたっては、行為又は犯罪の文言のどちらかが採用されてきた。犯罪人引

 3）� 本稿における各国の法体系の分類は、米国中央情報局が提供する情報に基づく。The World Factbook, Legal 
System,�Central� Intelligence�Agency�（the�United�States）,�at�

� https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2100.html�（as�of�18�October�2016）.
 4）� フランスでは、1841年のセルティエ事件破毀院連合部判決において法的事実説、すなわち法的評価を基準と

する同一性テストを採ったが、1956年のシュヴァロ事件破毀院判決により、自然的事実説へと判例変更され
た。1958年新刑事訴訟法典の規定はこの判例変更を取り込んだものであり、学説上の論争にも終止符を打っ
たものと評価されている。白取祐司『一事不再理の研究』（日本評論社、1986年）64-145頁；Laurent�Desessard,�
“France―Les�Compétences�Criminelles�Concurrentes�Nationales�et� Internationales�et� le�Principe�ne�bis�
in� idem,”�Revue Internationale de Droit Pénal,�Vol. 73�（2002）,�p. 915.

 5）� ベルギー刑事訴訟法360条、イタリア刑事訴訟法649条 1 項、ハンガリー刑事訴訟法 6 条 3 項、ルーマニア刑
事訴訟法10条 1 項、ポーランド刑事訴訟法11条 7 項、ギリシャ刑事訴訟法57条 1 項、スペイン（1981年憲法
裁判所判例）等。

 6）� アルジェリア刑事訴訟法311条 2 項、ギニア刑事訴訟法359条、トルコ刑事訴訟法253条 3 項、エジプト刑事訴
訟法187条、シリア刑法181条、インドネシア刑法76条 1 項、カンボジア刑事訴訟法12条等。

 7）� グアテマラ刑事訴訟法17条、コロンビア憲法29条、チリ刑事訴訟法 1 条等。
 8）� The�Law�Commission,�Double Jeopardy and Prosecution Appeals�（Law�Com�No.267）,�March�2001,�para. 2.3.
 9）� カナダ構成法11条（h）、メキシコ憲法23条、リベリア憲法21条（d）、シエラレオネ憲法23条、ケニア憲法50条

2 項、ヨルダン憲法58条、イスラエル刑事訴訟法 5 条、ニュージーランド権利章典法26条 2 項、パキスタン
憲法13条、インド憲法20条 2 項等。

10）�「行為」の文言を採用するのはドイツ刑事事案における国際協力に関する法 9 条、オーストリア引渡・共助法
17条、コスタリカ引渡法 3 条等、「犯罪」の文言を採用するのは、イギリス引渡法11条 1 項、ニュージーラン
ド引渡法 7 条、イスラエル引渡法2b 条等。
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渡条約では、引渡拒否事由としての一事不再理が規定されることが多く、拒否事由となる引渡請

求対象の範囲が明示される。アメリカが他国と結ぶ引渡条約では同一犯罪（offense）、フランス

等大陸系の諸国間では同一行為（acts）について先行判決がある場合を、義務的な引渡拒否事由

としているものが多い11）。地域的な犯罪人引渡条約や共助条約等では、その地域に共通する法体系

での一事不再理効の範囲が反映されている12）。大陸法と英米法体系の最初の橋渡しとなったアメリ

カとスイスの間の引渡条約 4 条 1 項では、結果的に同一「行為（act）」の文言が採用された。

　刑事手続における個人の権利について定める諸国際人権条約でも、地域により違いが見られる。

欧州人権条約第七議定書 4 条では「犯罪（offence）；違法行為（infraction）」の語が採用されてお

り、人権に関するアラブ憲章でも19条で同様に犯罪を意味する語（aljarm）が用いられている。

他方、米州人権条約 8 条 4 項では、再訴を禁止する範囲は同一の「行為（hechos（英語正文では

「訴因（cause）」））」であり、例えば2010年ドミニカ共和国憲法69条等、この規範を国内法に体現

するラテンアメリカ諸国の国内法では、「訴因（causa）」という文言を採用している国がある。な

お、地域的な限定のない自由権規約14条 7 項では、再訴が禁止される範囲は同一の「犯罪

（offense）；違法行為（infraction）；犯罪（delito）」と規定する13）。

2 ．用語から離れた同一性判断基準

　諸国の国内法や条約規定での用語は確認できたが、これは現行法における一事不再理効の範囲

を示唆するものではあっても、直接表すものでは必ずしもない。一事不再理効の範囲を確定する

同一性判断基準は、各法体系における一事不再理原則の意義や刑事訴訟に関する他の制度との関

連を考慮しながら、裁判実行を通じて様々な態様で発展してきたと言える。

　例えば、先に見たとおり、ドイツ基本法103条 3 項では、「行為」（所為）の文言を用いている。

しかし判例上は、同一性とは、「裁判所が公判開始決定の枠内で終局判決をすべき法律上の状態に

あるところの歴史的事象」を指し、前訴にどの行為を含むかという検察官の特定可能な意図が決

定的であるとされている14）。

　また、アメリカでは、憲法第五修正において同一の犯罪（offense）について二度危険に曝され

ないことが規定されているが、近年では、ブロックバーガー事件で採用され、通説的に使用され

ている同一要素テスト（same�elements�test）が広く用いられている15）。このテストは、「それぞ

れの犯罪を規定する条文が同一の要素の立証を求めているか否か」をもとに判断するものであり、

11）� M.�Cherif�Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice （Oxford�University�Press,�
2005）,�p. 750.

12）� 例えば、欧州の刑事司法協力関連条約では全て「行為」の文言が採用されている。欧州犯罪人引渡条約 9 条、
欧州国際的効力条約53条、54条、55条、欧州訴追移管条約35条、36条、37条、シェンゲン協定実施条約54条
等。

13）� ただし、自由権規約日本語公定訳では「行為」と訳されている。
14）� Wolfgang� Schomburg,� “Germany―Concurrent� National� and� International� Jurisdiction� and� the� Principle�

‘Ne�Bis� in�Idem’”,�Revue Internationale de Droit Pénal,�Vol. 73�（2002）,�p. 942.
15）� 284�U.S.�299�（1932）.
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同テストは国内裁判所や国際裁判所の判例でも頻繁に参照されている。

　さらに、欧州人権条約は同一の「犯罪」についての二重の裁判を文言上規定しているが、2009

年ゾロツキン対ロシア事件判決では、これまでの判例を再検討した上で、文言通りの解釈では保

護範囲が狭すぎるとして、欧州人権条約は実質的には同一の「事実」について再び裁判されない

権利を保障しているものと判断された16）。このように、欧州人権裁判所では、権利保護の範囲に関

する解釈の変遷が影響し17）、条約の文言と判例で用いられる同一性判断基準は乖離している。

3 ．同一性判断基準の二つの決定要素

　上の例が示す通り、規定に含まれている同一性判断基準を示す用語は、必ずしも実際に用いら

れる同一性判断基準と一致するわけではない。同一性判断基準を決める要素には、制度的な要素

と、実質的な要素があると考えられる。

（1）　制度的要素―自国の刑事訴訟制度
　第一の同一性判断基準の決定要素は、自国の刑事訴訟制度であると考えられる。職権主義（審

問主義；職権探知主義）的刑事訴訟制度においては、国ごとの制度に差はあれ、一般的に裁判官

は犯罪事実を審理するのであり、訴訟対象の範囲内で包括的説明を義務付けられる18）。また、権威

ある裁判所の判決を尊重し、前判決の確定力にその根拠を置く考え方に加え、ある事実について

二つ以上の真実が発見されることを避けるという法的安定性の維持が志向されやすいと考えられ

る。したがって、職権主義的刑事訴訟制度において一事不再理の対象となるのは、一度の裁判で

審理の対象となる事実全体及び全ての被告人の行為となり、裁判の結果どの部分が法的に評価さ

れ有罪又は無罪の結果に繋がったかは問題とされない。また、被告人の権利との関係でも、犯罪

事実として裁判の対象となった広範な自然的行為について、被告人は一回の裁判で包括的に審理

された上で有罪又は無罪を言い渡されるのであるから、少なくともその時点で明らかとなってい

た全ての行為又は事実について、再審理を受ける負担を負う必要はないと説明される。これらの

ことから、職権主義的刑事訴訟制度を採用する国においては、行為基準が選択されやすいと言える。

　一方、当事者主義を採る体系では、一般的に裁判所の審判の対象は、被告人に対する負担の限

定や武器対等原則等から、検察官の提示した訴因に限られる。裁判所の審理・判決の職責と権限

の範囲を限定することが訴因の本質的な機能であり19）、当事者主義では特に、訴訟の限定性の維

持、さらには判決の一般化の回避が志向される。これは、法全体の一体性よりも、刑事手続の客

体となる個人が当事者となった特定の状況における公正性の確保に重きを置く考え方であると言

える。したがって一事不再理の対象は、一回の審理の対象として限定された訴因となるため、訴

16）� Zolotukhin v. Russia,�Application�No.14939/03�（10�February�2009）.
17）� 愛知正博「酒に酔った状態での過失致死罪による裁判後の道路交通法上の酒酔い運転罪による裁判―グラ

ディンガー事件」戸波江二他編『ヨーロッパ人権裁判所の判例』（信山社、2008年）268-269頁。
18）� 金尚均他『ドイツ刑事法入門』（法律文化社、2015年）185-188頁等。
19）� 寺崎嘉博「当事者主義と訴因制度」『月刊法学教室』245号（2001年）25頁。
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因に含まれる犯罪行為及び法的評価が問題とされる一方、訴因に含まれなかった事実や行為は別

の新しい訴追の対象から外されなければならないという要請は働かない。そのため、当事者主義

を採る国では、犯罪基準の同一性判断基準が選択されることになる傾向がある。

　他方、混合型の刑事訴訟モデルでは、例えば訴因の制度を採っていても、その訴因が変更され

る可能性がある場合には、その変更可能な枠の範囲内での事実を一事不再理効の範囲として考慮

するという考え方もあり得る。例えば、英米法と大陸法の混合型であると言われる日本の一事不

再理論が挙げられる。一事不再理原則について日本国憲法では39条において、「同一の犯罪」につ

いて重ねて刑事上の責任を問わないことを定めている。しかし、一事不再理の効力の客観的範囲

に関しては、訴追や裁判が行われた訴因と公訴事実を同一にする全ての事実に及ぶという公訴事

実同一説が多数説である20）。

　このように、通常の刑事司法における一事不再理効の範囲を確定する同一性判断基準を決定す

る要素として、第一に、自国の法制度の性質が挙げられる。職権主義的なものである場合には行

為（事実）基準を選択することが合理的だと考えられ、他方当事者主義を採る場合には、犯罪（法

的評価）基準を採ることが正当化されやすい。

（2）　実質的要素―各基準が有する意義
　同一性判断基準の第二の決定要素は、各基準が有する意義、すなわち各基準を用いることによ

り実現される価値であると考えられる。

　最も広く被告人の権利を保護するのは、行為（事実）を基盤とするテストであると考えられて

いる。すなわち、犯罪だけではなく事実に着目して一事不再理効の範囲を画す方が、立法や罪数

論の影響を受けない安定した再訴禁止の保障を被告人に与えることができるのである21）。例えば、

上述の欧州人権裁判所ゾロツキン事件では、欧州人権条約の一事不再理規定は条約の趣旨及び目

的の観点から又は実効性の原則に従って解釈されなければならないとし、個人の権利保護に最も

資するとされる「同一の具体的事実テスト（same�concrete� facts�test）」を採用した22）。同テスト

は、起訴状に書かれた犯罪行為が行われた時間と場所の重なりと、具体的で特定可能な事実の重

なりによって判断するものである23）。

　他方、前訴と後訴の対象の犯罪（法的性格付け）の同一性を判断する基準の意義として、以下

のような見解があり得る。アメリカにおける二重の危険は、前の正式事実審理において危険に置

かれたことをその発生原因とするものであり、終局判決を要さない。これは、検察官があらゆる

証拠を提出する十分な機会を与えられた訴追を全うする利益と、被告人が正式事実審理の繰り返

20）� 田宮裕『一事不再理の原則』（有斐閣、1978年）452-453頁；小出錞一「一事不再理効の及ぶ範囲に関する一
試論」『刑事法ジャーナル』第 2 号（2006年）55頁；髙倉新喜「一事不再理の効力の客観的範囲―最判平成
15年10月 7 日を契機として」『山形大学紀要・社会科学』第38巻 2 号（2008年）59頁等。

21）� 白取『前掲書』（註4）i 頁。
22）� Zolotukhin,� supra�note�16,�paras�78-84.
23）� Ibid,�para. 82..
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しを回避する利益の間の衡量を図ることが、二重の危険の原理であると理解されるためである24）。

一般的に、ある犯罪行為について訴追を全うする利益は訴因に限定されるわけでは必ずしもない

とすれば、訴因に含まれていなかった行為にまで一事不再理効を及ぼすことは不合理となる。

　このように、同一性判断基準を決定する第二の要素は、各基準が有する意義にある。行為基準

は、被告人の人権保護に関しては最も効果的な基準である一方、犯罪基準は、被告人の保護を効

果的な訴追に対して相対的に捉え、この二つの要請のバランスを採るために有用である。すなわ

ち、被告人の保護を絶対的なものとするか、相対的なものとするかが問題となる。被告人の権利

の広範な保護という観点からは行為基準が選択されることに鑑みると、以下の二つの選択肢があ

る。第一に、基本的な人権の要請に加え法的安定性の維持を強調して行為基準を用いるという選

択である。もう一つは、基本的な人権の要請にも関わらず、効果的な訴追の確保とのバランスを

一事不再理の原理と捉えて、犯罪基準を用いる積極的な理由を説明するかの選択である。この点

は、一事不再理の制度趣旨にそのまま応えるか、犯罪訴追の要請の強弱を考慮するかという対立

軸で説明され得る。

Ⅲ．国際刑事司法機関の規程上の一事不再理規定

　あらゆる種類の犯罪を対象とする通常の刑事司法における一事不再理に対し、国際犯罪を対象

とする国際刑事司法における一事不再理規則は、いくつかの独特の規範内容を有する。国際刑事

司法では、四つの特殊な犯罪を複数の国や国際刑事司法機関が分担して訴追する。犯罪発生国の

通常の刑事司法制度では対処が困難であるほどの大規模な国際犯罪事件は、世界各地で発生して

きた。武力紛争中の戦争犯罪や民族間での大虐殺といった国際社会に衝撃を与えるような重大な

国際犯罪に対し、国家の代わりに刑事司法を行うために、これまで複数の国際的な刑事司法機関

が、国連安全保障理事会の決議や国際合意により設置されてきた。諸国の国内法における国際犯

罪対処は通常犯罪との区別がつきにくいが、国際刑事司法機関は一般的に国際犯罪の訴追に特化

することが意図されて設置されている。そのため以下では主要な国際刑事司法機関の規程におけ

る一事不再理規則に焦点を絞って検討する。

1 ．主要な国際刑事司法機関の規程

　一事不再理効の範囲に関する用語に着目すると、国際刑事司法機関の一事不再理規定には以下

の四つの型が存在する。第一に、旧ユーゴスラヴィア国際刑事法廷（ICTY）及びルワンダ国際

刑事法廷（ICTR）の規程における一事不再理規定に共通する型がある。第二に、ICC、EAC 及

び東ティモール・パネルの一事不再理規定、第三に、シエラレオネ特別裁判所（SCSL）の一事不

再理規定に見られるものがある。第四に、ECCC の規程における規定が挙げられる。以下、これ

24）� 髙倉新喜「検察官上訴の研究：二重の危険の原理の観点から」『北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャー
ナル』第 1 号（1994年）75頁。
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らを ICTY 型、ICC 型、SCSL 型、ECCC 型と仮称して、規定の内容及び趣旨の整理を試みる。

　一事不再理原則は本来、同一（国の）司法権による再度の訴追や裁判を規律する概念であるが、

国際刑事司法機関の場合は、この点に関する明示的な規則を置くのは ICC 型のみである。むしろ、

国際刑事司法機関の規程に一事不再理規定が最初に導入された主目的は、国際刑事司法機関と国

家の間での二重裁判の規律であったと言われている25）。

（1）　ICTY型
　ICTYとICTRは、それぞれ1993年と1994年に国連安全保障理事会決議によって創設された、国

家の管轄権に対する優越性を有する国際刑事司法機関である（ICTY 規程 9 条、ICTR 規定10条）。

ICTY 型の一事不再理規定（ICTY 規程10条、ICTR 規程 9 条）では、国家に対して自身の裁判が

前訴である場合と後訴である場合の二通りについて規定する。

ICTY 規程10条

1 �　いかなる者も、この規程に基づいて、国際人道法に対する重大な違反を構成する行為

（act）について ICTY で既に裁判を受けた場合には、国内裁判所で裁判を受けることはな

い。

2 �　国際人道法に対する重大な違反を構成する行為（act）26）について国内裁判所で裁判を受

けた者は、その後、次の場合に限り、ICTY による裁判を受けることがある。

（a）　�その者が裁判を受ける原因となった行為が通常犯罪と評価された場合。（…）�

（下線部筆者）

（2）　ICC型
　ICC は、1998年に採択された多数国間条約に基づいて設立された、地域に特化しない普遍的な

裁判所である。ICC の一事不再理規定である規程20条と類似した規定を有するのは、アフリカ連

合とセネガルの合意により設置された EAC の規程19条、及び、国連暫定統治機構が一時的に設

置していた東ティモール・パネル規程（規則2000/15）の11条である。

ICC 規程20条

1 �　いかなる者も、この規程に定める場合を除くほか、自己が ICC によって既に有罪又は無

罪の判決を受けた犯罪の基礎を構成する行為（conduct）について ICC によって裁判され

ることはない。

25）� Diane�Bernard,� “Ne�bis� in� idem―Protector� of�Defendants’�Rights� or� Jurisdictional�Pointsman?”� Journal 
of International Criminal Justice,�Vol. 9�（2011）,�pp.863-880.

26）� この規定適用の際の同一性判断基準について、手続証拠規則13や国連事務総長報告では「犯罪（crime）」に
ついての再審理が禁止されるとしている。Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security 
Council Resolution 808,�UN�Doc.�S/25704�（3�May�1993）,�para.66.
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2 �　いかなる者も、自己が ICC によって既に有罪又は無罪の判決を受けた 5 条に規定する犯

罪について他の裁判所によって裁判されることはない。

3 �　 6 条から 8 条27）までの規定によっても禁止されている（proscribed）行為について他の

裁判所によって裁判されたいかなる者も、当該他の裁判所における手続が次のようなもの

であった場合でない限り、同一の行為（conduct）について ICC によって裁判されること

はない。

（a）　�ICC の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任から当該者を免れさせるための

ものであった場合。（…）（下線部筆者）

　同条 2 項に言う 5 条は、四つの ICC 管轄犯罪を列挙したのみの規程である。他方、 3 項に言う

6 条から 8 条までの規定とは、 6 条がジェノサイド（集団殺害犯罪）、 7 条が人道に対する犯罪、

8 条が戦争犯罪の構成要件を定める個別の規定となっている。

（3）　SCSL型
　SCSL は、シエラレオネと国連の間の合意に基づき2000年に設置され、シエラレオネの裁判官

と国際裁判官によって運営される半国際的（混合的）な性質を有する国際刑事司法機関である。

国連安全保障理議会により設置された ICTY や ICTR よりも地域的な特化性が強いため、SCSL 規

程 9 条の一事不再理規定は、ICTY 型の一事不再理規定を基にしつつ、部分的に修正されている。

SCSL 規程 9 条

1 �　いかなる者も、SCSL で既に裁判を受けた行為について、シエラレオネの国内裁判所で

裁判を受けることはない。

2 �　この規程の 2 条から 4 条に規定する行為について国内裁判所で裁判を受けた者は、その

後、次の場合に限り、SCSL による裁判を受けることがある。

（a）　�その者が裁判を受ける原因となった行為が通常犯罪と評価された場合。（…）�

（下線部筆者）

SCSL 規程 9 条 1 項では、SCSL 判決の国内裁判所への一事不再理効の範囲については、「SCSL で

既に裁判を受けた行為」とのみ定め、ICTY 型の規程にあった「国際人道法の重大な違反を構成

する」との文言は削除されている。

　また、SCSL の対象犯罪は 2 条から 4 条に規定する国際犯罪と 5 条のシエラレオネ国内法上の

犯罪があるが、 9 条 2 項では、 5 条についての国内裁判、すなわち通常犯罪についての国内裁判

は、SCSL の手続を妨げるものではないとする規定となっている。

27）� ICC 規程20条 3 項にはその後のいわゆるカンパラ改正により、侵略犯罪に関する「 8 条の 2 」が追加されて
いる。
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（4）　ECCC型
　現存する国際刑事司法機関のうち、ECCC だけは、裁判所規程に特定の一事不再理規定を有し

ていない。国連の支援を受けてカンボジア法に基づいて2003年に設置された ECCC の裁判所規程

である ECCC 法33条では、「（…）ECCC は、その管轄権を、司法、公正及び法の適正手続の国際

基準に従って、1966年の自由権規約14条及び15条に規定されたように、行使しなければならない」

と規定している。自由権規約14条は、 7 項で「何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従っ

て既に確定的に有罪又は無罪の判決を受けた犯罪について再び裁判され又は処罰されることはな

い」と規定している。

2 ．学説における解釈の幅

　国際刑事司法機関の規程上の一事不再理規定に表される同一性判断基準を示唆する文言が、ど

のような一事不再理効の範囲を定めていると解釈されるかは、この問題に関する判例が近年まで

ほとんど出なかったこともあり、主に学説で議論されてきた。また、国際刑事司法機関の一事不

再理規定に関する学説は、1990年代に創設されたICTY型とICC型の規定の解釈にとどまり、2000

年代以降の国際刑事司法機関の規定をも対象とするものはほとんどない。これは ICTY と ICC の

規程の起草過程の資料が公開されていること、SCSL型がICTY型の改良版であること、及びECCC

の規定があまりにも曖昧であることがその理由であると思われる。以下では、ICTY 型と ICC 型

の規程の解釈に関する学説を、一般国際法上の条約解釈規則28）に則った解釈手法の通説的分類29）

を参照して整理し、解釈の幅を確認する。

（1）　用語の客観的解釈
　まず、「犯罪」又は「行為」との用語のみに着目して、一事不再理の範囲に関する規則を説明す

る論者がいる。

（a）　ICTY型
　まず、ICTY 判決後の国内裁判所に対する一事不再理効について規定する ICTY 規程10条 1 項

で「行為」との文言が用いられていることに排他的に着目する見解として、ベルナール（Diane�

Bernard）は、ICTY で既に裁判を受けた行為について、後の国内での裁判は行えないと理解す

る30）。さらに、「国際人道法の重大な違反を構成する」との文言は、特に同一性を制限するものに

は見えないとし、単にその行為が ICTY 規程の違反を構成することを示唆しているにすぎないと

28）� 基本的に、ウィーン条約法条約31条（解釈に関する一般的な規則）に列挙されるものを指す。
29）� 杉原高嶺他『現代国際法講義』（第 4 版、有斐閣、2007年）312-313頁；浅田正彦『国際法』（第 3 版、東信

堂、2016年）66頁等参照。
30）� Diane�Bernard,�Juger et juger encore les Crimes Internationaux: Etude du principe ne bis in idem （Bruylant,�

2014）,�p. 174.



― 127 ―

解する31）。同様に、トリジョー（Laurent�Trigeaud）も、ICTY規程10条 1 項の用語からは、国内

裁判所が ICTY で裁判された行為について再訴することは、異なる法的評価を用いたとしても許

容されないと結論付けている32）。

　他方、ICTY に対する前の国内判決による一事不再理効について規定する ICTY 規程10条 2 項

の「行為」との用語のみに依拠する解釈はあまり見られない。

（b）　ICC型
　ICC 判決後の国内での後訴に対する一事不再理効を規定する ICC 規程20条 2 項の「犯罪」との

用語のみに着目する見解は、ICC 管轄犯罪に対する後訴すべてが禁止されるのではなく、ICC で

裁判された罪名の犯罪に対する後訴のみ禁止されるとする見解を採る。このような見解として、

例えば、タルグレン（Immi�Tallgren）とライジンガー（Astrid�Reisinger�Coracini）は、ICC 規

程20条 2 項の文言は、本来は国内裁判所において通常犯罪としての裁判を可能にする余地を残す

ために変更されたとする33）。その上で、最終的な「犯罪」との文言の選択は、ICC 判決の対象とな

らなかった「 5 条に規定する犯罪」についても、他の裁判所での裁判を許容するものと理解す

る34）。同様に、フィンレイ（Lorraine�Finlay）も、ICC規程20条 2 項は、ICCで有罪又は無罪とさ

れた個人を他の裁判所において ICC により有罪又は無罪とされた特定の犯罪についてのみ保護す

ると理解する35）。コンウェイ（Gerard�Conway）も、フィンレイの見解を支持する36）。

　ICC に対する前の国内判決による一事不再理効について規定する ICC 規程20条 3 項の「行為」

との文言に関しては、この用語のみに基づく解釈を採る論者は多い。結果として、ICTY 型とは

異なり、国内での訴追が通常犯罪に対するものであっても同一行為であれば一事不再理効が働く

とする見解が多い。ヴィンハルト（Christine�Van�Den�Wyngaert）とオンヘナ（Tom�Ongena）

は、国内裁判所でジェノサイドについて有罪又は無罪となった者は、ICC において同一行為につ

31）� Ibid.
32）� ただしトリジョーは同解釈が SCSL 規程 9 条とも整合的であることを根拠にこの結論に立っているようにも

読めるため、体系的な解釈を採ったとする余地もある。Laurent�Trigeaud,�«�La�règle�ne�bis� in� idem�devant�
les� juridictions� pénales� internationales�»�Michel� Puéchavy�（dir.） Le principe ne bis in idem�（Anthemis,�
2012）,�p. 47.

33）� Immi� Tallgren� and� Astrid� Reisinger� Coracini,� “Article� 20� Ne� bis� in� Idem,”� in� Otto� Triffterer�（ed.）,�
Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by 
Article,�（2nd�edition, Hart�Publishing,�2016）,�p. 917.

34）� Ibid.
35）� Lorraine�Finley,� “Does� the� International�Criminal�Court�Protect�Against�Double� Jeopardy:�An�Analysis�

of�Article� 20�of� the�Rome�Statute,”�U.C. Davis Journal of International Law and Policy,�Vol. 15�（2009）,�
p. 229.

36）� Gerard�Conway,� “Article� 20�Ne�Bis� in� Idem”� in�Mark�Klamberg�（ed.）,�Commentary on the Law of the 
International Criminal Court�（Case�Matrix�Network,� 2014）,� at�http://ssrn.com/abstract=2542855�（as�of�
18�October�2016）.
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いて戦争犯罪としても訴追できないとする37）。ダニエルズ（Reynaud�N.�Daniels）も、「行為」と

の語が、国内法において犯罪がどのような罪名で評価されたかに関わらずにこの条が機能するこ

とを明示していると理解する38）。同様に、国内での裁判での法的評価は全く影響しないとの立場を

採るタルグレンとライジンガーは、ICC の管轄下の行為について裁判が行われた場合には、国内

での裁判における罪名が、国際法からとられた定義に依拠するか、国内法上の犯罪に依拠するか

は重要ではないと理解する39）。フィンレイも、20条 3 項の用語から、同一行為に基づいていれば国

内レベルで殺人や性的暴力について裁判されれば ICC でジェノサイドについての裁判を受けるこ

とはないことを意味すると理解する40）。

（2）　規定全体の客観的解釈
　「犯罪」や「行為」との用語に限られず、「国際人道法の重大な違反を構成する行為」や「 5 条

に規定する犯罪」といった文言や、規程の各号と組み合わせて、一事不再理規定全体の文言から

一事不再理効の範囲を解釈する見解もある。

（a）　ICTY型
　スピネリス（Dionysios�Spinellis）は、ICTY の管轄権は「国際人道法の重大な違反」に限られ

ているため、ICTY規程10条 1 項及び 2 項のこの文言の有用性は何なのかが問題となると述べる41）。

そして、この規定からは、一事不再理効の基礎を構成する行為とは単なる事実にではなく、その

法的評価と併せて考慮されねばならないとする42）。また、ICTY判決後の国内裁判所に対する一事

不再理効について規定する ICTY 規程10条 1 項の規定全体に基づく解釈に関し、ヘラー（Kevin�

John�Heller）は、「国際人道法の重大な違反を構成する行為」についての再訴を禁止する一事不

再理規定は、国際刑事司法機関による無罪判決と整合しない後の訴追を許し得ると述べる。例え

ば、国際刑事司法機関で訴追された犯罪行為への参加の形態を構成するような行為について、異

37）� しかし、ヴィンハルトとオンヘナは、「通常犯罪についての例外」は ICC 規程では削除されたが、この理念
自体が全体として放棄されたわけではないと指摘する。ICC 規程20条 3 項で規律する一事不再理効は、規程
6 から 8 条（の2）によっても禁止される行為に関連する。この文言が広く理解される場合にも、国内での訴
追を最小限に抑えて問題となっている行為に対応しないようなものとなる場合には、20条 3 項（a）又は（b）号
の「見せかけ裁判」例外の問題となるだろうと述べる。Christine�Van�Den�Wyngaert�and�Tom�Ongena,�
“Ne�bis� in�Idem�Principle,� Including�the�Issue�of�Amnesty,”� in�Antonio�Cassese,�et�al.�（eds.）,�The Rome 
Statute of the International Criminal Court: A Commentary （Oxford� University� Press,� 2002）,� pp.723,�
726.

38）� Reynaud�N.�Daniels,�“Ne�bis� in�Idem�and�the�Rome�Statute�of�the�International�Criminal�Court,”�Bepress 
Legal Series,�paper�1365�（2006）,�p. 27.

39）� Tallgren�and�Coracini,� supra�note�33,�p. 917.
40）� Finley,� supra�note�35,�p. 234.
41）� Dionysios� Spinellis,� “The� Ne� bis� in� Idem� Principle� in� ‘Global’� Instruments�（Global� Report）,”� Revue 

Internationale de Droit Pénal, Vol. 73�（2005）,�p. 1155.
42）� Ibid.
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なる訴因で訴追されるような場合を挙げる43）。すなわち、「国際人道法の重大な違反を構成する行

為」とは直接正犯の行為のみを指すとの理解である。

　前の国内判決による ICTY に対する一事不再理効について規定する ICTY 規程10条 2 項の規定

全体に基づく解釈に関しては、例えばヴィンハルトとオンヘナは、10条 2 項（a）を一事不再理効の

範囲に読み込み、国内裁判所で殺人罪（通常犯罪）で訴追された者は、同一行為について ICTY

でジェノサイド罪について再審理され得るが、国内での有罪又は無罪が戦争犯罪や人道に対する

罪（通常犯罪でない）に基づいていた場合、ICTY での再審理は不可能であると理解する44）。トリ

ジョーも同様に、ICTY規程10条 2 項の柱書は事実に基づく同一性を規定するように見えるが、同

条（a）が、通常犯罪の場合の例外を規定していることと併せて読み、国内での裁判が ICTY での訴

因と一致する必要までは規定されていないとする45）。一方、マナコルダ（Stefano�Manacorda）と

ヴァナコレ（Giulio�Vanacore）は、ICTY 規程10条 2 項柱書で、「行為」や「可罰的行為」ではな

く、「国際人道法の重大な違反を構成する行為」との文言が採用されていることを強調し、国際的

な刑事裁判所での後訴を禁止するのは、国内レベルで被告人が無罪又は有罪となった行為が国際

人道法の重大な違反に対応するものであるときに限られると理解する46）。ベルナールも、ICTY判

決が先行する場合は用語のみに基づく解釈を行ったにも関わらず、国内判決が先行する場合につ

いてはマナコルダとヴァナコレと類似する見解を採る。ベルナールによれば、ICTY 規程 9 条 2

項は、事実に基づく具体的な同一性基準を示唆しており、国際法廷は国内での手続の対象となっ

た構成要素を再評価することはできないとする47）。しかし、「国際人道法の重大な違反」を構成す

るとの規定はニュアンスを持つものであって、国内での手続がそのような重大性と国際的性質を

反映しない場合には、ICTY はその行為を再評価し得ると付言する48）。

（b）　ICC型
　ICC 判決後の国内での後訴に対する一事不再理効について「 5 条に規定する犯罪」と規定する

ICC 規程20条 2 項の規定全体に基づく解釈として、ヴィンハルトとオンヘナは、「ICC 判決の一事

不再理効は、ジェノサイド、人道に対する犯罪、戦争犯罪、及び侵略に限定される」と説明す

る49）。スピネリスも、20条 1 項との比較において、2 項は 5 条に一覧化された犯罪のみを考慮する

43）� Kevin�Jon�Heller,�“What�Happens�to�the�Acquitted?”�Leiden Journal of International Law,�Vol. 21�（2008）,�
p. 66.

44）� Wyngaert�and�Ongena,� supra�note�37,�p. 719.
45）� Trigeaud,�supra�note�32,�p. 52.
46）� Stefano�Manacorda�and�Giulio�Vanacore,�“The�Right�Not�to�be�Tried�Twice�for�International�Crimes:�An�

Overview�of� the�ne�bis� in� idem�Principle�within�the�Statutes�of� the�ICC�and�the�International�Criminal�
Tribunals,”� in�Triestino�Mariniello�（ed.）,�The International Criminal Court in Search of its Purpose and 
Identity�（Routledge,�2014）,�p. 66.

47）� Bernard, supra�note�30,�p. 174.
48）� Ibid.
49）� Wyngaert�and�Ongena,� supra�note�37,�p. 723.
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ものであり、対応する行為を考慮するものではないことは明らかであると述べる50）。ダニエルズ

も、20条 2 項は、締約国がその者が ICC によりこれらの犯罪で有罪又は無罪となった場合には、

規程 5 条に規定された犯罪について裁判することを妨げるので、同条は ICC 管轄犯罪を国家が犯

罪化しているときに限り被告人を保護すると理解する51）。ベルナールは、「 5 条に規定する犯罪」

という語に注目するが、それが ICC 判決より後の国内裁判が ICC 管轄下にない犯罪について可能

か、又は、規程にある評価で ICC では使われなかった法的評価について可能であるとする52）。同

様にトリジョーも、「裁判所によって既に有罪又は無罪の判決を受けた」との文言が決定的だと

し、国内法で ICC 規程 5 条に列挙される国際犯罪を犯罪化してそれについて裁判する場合でも、

ICC での罪名と異なる罪名であれば、国際犯罪についての裁判であっても許容されると解釈す

る53）。

　ICC に対する前の国内判決による一事不再理効について規定する ICC 規程20条 3 項の規定全体

に基づく解釈として、例えばスピネリスは、この規定の文言は、前訴を扱った裁判所が 6 条から

8 条に規定される犯罪を含むいかなる犯罪についても裁判を行うことが可能であったことを示唆

するとする54）。その上で、諸事実を、これらの事実により構成され得たすべての刑事犯罪として裁

判する最初の裁判所の法的可能性と責務は、一事不再理効の広い範囲の基礎であるため、ここで

の既判力の基盤は「事実の同一性（idem factum）」であると述べる55）。またクレフナー（Jann�K.�

Kleffner）は、ICC 規程20条 3 項の用語と全体の意義に基づいた解釈を提示する。同条の解釈とし

て、「犯罪」ではなく「行為」と規定していることは、国内法上の通常犯罪としてのその行為の評

価は20条 3 項を適用可能とするには、すなわち ICC での再審理を禁止するのには、十分ではない

ことを示唆すると述べる56）。加えて、このような解釈を採らない見解は事実と法の区別ができてい

ないと指摘し、「行為（conduct）」という言葉は、「行動（behavior）」を指すのであり、法的な

（de jure）評価でなく、事実の（de facto）評価を伴うのだとする57）。また、同時に、20条 3 項は

（a）号で、国際刑事責任から被告人を免れさせる目的であった場合には20条 3 項の適用はないと規

定していることから、この規定適用の前提として20条 3 項柱書は法的評価を必要としていないこ

とが導かれると述べる58）。同様に、トリジョーは、ICC 規程に「よっても」禁止されている「行

為」について国内で裁判された場合、その法的評価が何であれ、ICC では再審理できないという

50）� Spinellis,� supra�note�41,�p. 1158.
51）� Daniels, supra�note�38,�p. 25.
52）� Bernard,� supra�note�30,�p. 189.
53）� Trigeaud,�supra�note�32,�p. 48.
54）� Spinellis,� supra�note�41,�p. 1159.
55）� Ibid.
56）� Jann� K.� Kleffner,� Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdictions�（Oxford�

University�Press,�2008）,�pp.119-120.
57）� Ibid,�p. 121.
58）� Ibid.
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見解をとり、20条 3 項柱書全体の書きぶりを考慮している59）。

（3）　目的論的解釈
　規程の他の条文と併せて特定の規定の意味を捉え、規程全体の趣旨及び目的に照らして妥当な

解釈を模索した見解としては、以下のものがある。

（a）　ICTY型
　ICTY 判決後の国内裁判所に対する一事不再理効について規定する ICTY 規程10条 1 項に関し、

ICTY の趣旨及び目的が反映されているとする説はあまり見られない。

　ICTY に対する前の国内判決による一事不再理効について規定する ICTY 規程10条 2 項につい

ても、ICTY 規程の趣旨及び目的が反映されていることを前提とする解釈はあまり見られない。た

だし、マナコルダとヴァナコレは、ICC 規程との比較において、ICC 規程が「行為」との文言を

採用したのに対して、ICTY が「通常犯罪」についての再審理を許容しているのは、これら二つ

の裁判所に対する国内判決の一事不再理効が全く異なることを示唆すると述べている60）。

（b）　ICC型
　他方、ICC 型に関しては、ICC の趣旨及び目的と併せて理解する見解は多い。スルラン（Tijana�

Surlan）は、20条 2 項の規定内容は、国家主権を尊重することを目的としているとし、国内司法

メカニズムが ICC が判断した行為に対して開始され得ないのは、ジェノサイド、人道に対する犯

罪、戦争犯罪又は侵略についてのみであることを規律するものと理解する61）。

　ICC に対する前の国内判決による一事不再理効について規定する ICC 規程20条 3 項に関する目

的論的解釈としても、様々な目的を鑑みた見解がある。

　まず、エル・ゼイディ（Mohamed�M.�El�Zeidy）は、ICC 規程20条 3 項柱書の「 6 条から 8 条

によっても禁止される」との文言は、二通りの解釈の余地を残すとしている62）。一つは、6 条から

8 条に一覧化された諸行為を指すとするものである。例えば、人道に対する犯罪について規定す

る 7 条 1 項（a）は、「殺人」について規定するため、国内法における「殺人」での裁判がある場合

には、ICCでの後訴が禁止される63）。もう一つの可能性は、「 6 条から 8 条によっても禁止される」

行為は、これらの規定に表された特定の要件を満たすものでなければならないとするものであ

る64）。例えば、 7 条 1 項（a）は、同条柱書の「文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的

59）� Trigeaud,�supra�note�32,�p. 51.
60）� Manacorda�and�Vanacore, supra�note�46,�p. 67.
61）� Tijana�Surlan,�“Ne�bis�in�Idem�in�Conjunction�with�the�Principle�of�Complementarity�in�the�Rome�Statute,”�

Florence Agora Papers�（2004）,�p. 3.
62）� Mohamed�M.�El�Zeidy,�“The�Principle�of�Complementarity:�A�New�Machinery�to�Implement�International�

Criminal�Law,”�Michigan Journal of International Law,�Vol. 24�（4）�（2002）,�pp.932-933.
63）� Ibid,�p. 933.
64）� Ibid.



― 132 ―

なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う次のいずれかの行為」としての「殺

人」を規定している。そのため、国内法上の通常の「殺人」自体は ICC 規程 6 条から 8 条で禁止

する行為とは言えないため、 7 条に基づく人道に対する犯罪での同一行為の ICC での再審理は禁

止されていないとする解釈があり得る65）。最終的には、二つの目の解釈、すなわち、「 6 条から 8

条までの規定によっても禁止される行為」とは、これら規程の柱書の要件まで含んだ行為である

との解釈を採るべきとの立場を示した66）。その理由は、この解釈が ICC の主要な目的であるその

管轄権下にある犯罪を、国家が訴追に失敗する場合に裁判するというものであるからと説明す

る67）。

　また、スルランは、ICC 規程17条に体現された補完性原則を考慮して、以下のような解釈を提

示する。20条 3 項で規律する、国内での前訴がある場合については、ある者が国内裁判所におい

て殺人罪で有罪となった場合には、ICC は同一の殺人行為について、人道に対する犯罪として裁

判することもできないように読めるとする68）。しかし、20条 3 項の（a）号や（b）号と併せて読む場合

には、「『同一の』とは行為に適用されねばならないが、国内での訴追の目的が真に訴追するもの

ではないことが明らかになるときは、『同一の』とは、犯罪に接近することになる」と述べる69）。

主要なアプローチが犯罪基準ではなく行為基準であるのは、国内刑法典において、国際犯罪の定

義が多様であることを考慮したものと理解できるとする70）。そして、この状況を鑑みると、国内で

の訴因が行為のすべての要素を考慮して犯罪を訴追しようとする国家の意思を示す場合に限り、

行為に基準を当てることが論理的だと論ずる71）。

　さらに、マナコルダとヴァナコレも、ICC 規程17条と20条 3 項を併せて読み、これらの条項は

ICC 以外の裁判所で、ICC が扱うのと同じ「行為」について裁判が完了した状況を規律するもの

と理解する72）。そのため、重要なのは国際犯罪か通常犯罪かといった「ラベル」ではなく、被告人

が裁判されている「行為」であって、ICC の管轄下の犯罪だけでなく、通常犯罪についての判決

がある場合も、ICC の裁判は妨げられるとする73）。

（4）　学説における解釈の幅
　ICTY 型と ICC 型の一事不再理規定が定める一事不再理効の範囲に関する様々な解釈をまとめ

ると以下のとおりである。

　まず、用語のみに着目した客観的解釈を採る場合、ICTY 型における国内での後訴が禁止され

65）� Ibid.
66）� Ibid,�pp.934-935.
67）� Ibid.
68）� Surlan,� supra�note�61,�p. 4．
69）� Ibid.
70）� Ibid.
71）� Ibid.
72）� Manacorda�and�Vanacore, supra�note�46,�p. 68.
73）� Ibid,�p. 69.
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るのは「裁判された行為」であるが（ベルナール、トリジョー）、ICTY での後訴については見解

が出ていない。他方 ICC 型において国内での後訴が禁止されるのは「裁判された犯罪」であるが

（タルグレン＆ライジンガー、フィンレイ、コンウェイ）、ICC での後訴の場合は「裁判された行

為」であると理解される（ヴィンハルト & オンヘナ、ダニエルズ、タルグレン & ライジンガー、

フィンレイ）。

　次に、規定全体の客観的解釈を採る場合、ICTY 型では国内での後訴が禁止される範囲は「裁

判された犯罪」とする見解と（スピネリス）、「裁判された国際人道法の重大な違反の直接正犯の

行為」（ヘラー）に分かれ、用語の客観的解釈を採る場合と大きく異なる結果となる。ICTY での

後訴が禁止される範囲は「裁判された行為」に加えて「国際犯罪例外」が追加されると理解され

る（スピネリス、ヴィンハルト & オンヘナ、トリジョー、マナコルダ＆ヴァナコレ、ベルナー

ル）。他方 ICC 型において国内での後訴が禁止されるのは「裁判された行為」かつ「ICC 管轄犯

罪」での訴追と解釈される一方（ヴィンハルト＆オンヘナ、スピネリス、ダニエルズ、ベルナー

ル、トリジョー）、ICC での後訴が禁止されるのは「裁判された行為」であるので用語の客観的解

釈と変わらない（スピネリス、クレフナー、トリジョー）。

　最後に、目的論的解釈に関しては、ICTY 型についてはあまり見解がない。一方、ICC の目的

を国家主権の補完と捉える立場からは、国内での後訴の場合禁止されるのは「裁判された行為」

かつ「ICC 管轄犯罪すべて」とする見解がある（スルラン）。また、ICC での後訴の場合は、実効

的な国際犯罪訴追を目的として重視する立場からは「裁判された行為」かつ「ICC 管轄犯罪」で

あるものについての ICC での再審理が禁じられるとの見解と（エル・ゼイディ）、国家に対する

補完的な目的を重視する立場から、「裁判された行為」かつ「ICC 管轄犯罪で訴追する意図」があ

る場合に ICC での再審理が禁じられるとの見解に分かれる（スルラン）。

　このように、管見の限りでは、ICTY と ICC の一事不再理規定が定める同一性判断基準に関す

る解釈についての見解の一致は見られない。これらのいずれが妥当であるのかについて、さらに

近年の判例や起草過程の議論を通じて検証する。

3 ．判例

　上に紹介した諸学説は、判例を踏まえたものではない。その理由は、一事不再理規定の定める

一事不再理効の範囲の問題は近年までほとんど審理される機会がなかったためである。

（1）　国内判決後の国際刑事司法機関による再審理
　国際刑事司法機関の規程における一事不再理規定それ自体を解釈する判例は、近年までほとん

ど存在しなかった。先行の国内判決が問題となった事例として、1995年11月14日の ICTY タヂッ

チ事件「一事不再理原則に関する弁護側の申立に関する決定」74）と2007年 7 月 6 日の ICC ングジ

74）� タヂッチ事件では、被告人に対するドイツでの手続が、ICTY 規程10条 1 項にいう「裁判された」にあたる
かが議論された。しかし、ドイツ国内での手続は捜査段階であったため、被告人はドイツにおいて実際には
裁判を受けていなかった。公判部は「被告人が裁判されていなければ一事不再理の違反はあり得ない。被告
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ョロ事件逮捕状発布決定の 2 件が紹介されることがあるが75）、これらは実質的に一事不再理規定に

おける一事不再理効の範囲の問題について審査したものではない。国際刑事司法機関での手続の

前の国内裁判が直接問題となった事例としてサリ事件に関する ECCC の一連の判断があるが、一

事不再理効の範囲の問題については深く議論されなかった76）。

（2）　国際刑事司法機関判決後の国内裁判所による再審理
　他方、国際刑事司法機関の活動が一定の成果を見せ始め、多くの被告人に対して判決が宣告さ

れ終わった2010年代に入り、国内での再訴の事例が見られるようになった。国内裁判所での再訴

における一事不再理効の範囲の問題が本格的に審理されたのは、2015年に出された ICTY オリッ

チ事件である。

人が起訴された事実の本案のいずれについての判決の対象ともなっていないことから、被告人はこれらの起
訴事実について裁判されてはいない」と結論付けている。Prosecutor v. Duško Tadić, Decision�on�the�Defence�
Motion�on�the�Principle�of�Non-Bis-In-Idem�（IT-94-1-T）�Trial�Chamber�（14�November�1995）,�para.9.�こ
の事件では、ドイツでの手続の対象と ICTY の対象の同一性の判断基準については明言していないが、黙示
的に、本件が同一の対象を扱う二重の手続に関するものであることを前提としていた。問題とされたのはド
イツにおけるジェノサイドに関する15の訴因であったが、1995年 2 月13日に ICTY が出した起訴状は、ドイ
ツでの起訴内容の基盤を構成する多くの同一の出来事（events）との関係で被告人を訴追するものであるこ
とを認めている。Ibid,�paras�6-7.�さらに、ICTY 判決後に国内で手続が続行された場合、二重の裁判を結果
的に受けることになるとの弁護側の主張に対しては、ドイツは ICTY に事件を移送したために、ICTY 規程
10条 1 項の規定により今後同一の行為については再審理できないと述べている。同判断からは、ICTY がい
かなる解釈方法を用いたかは明確ではないが、一見したところでは、「行為」との用語の客観的解釈を採った
ものと見られる。

75）� ングジョロ事件では、被告人がコンゴ民主共和国の大審裁判所において、政府役人の殺害について殺人罪で
起訴され、2004年 6 月に無罪となっていたことが主張されたことが問題となった。Prosecutor v. Ngudjolo,�
Decision�on�the�Evidence�and�Information�Provided�by�the�Prosecution�for�the�Issuance�of�a�Warrant�of�
Arrest� for�Mathieu�Ngudjolo�Chui�（ICC-01/04-02/07-3）�Pre-Trial�Chamber�I�（6�July�2007）,�para.18. し
かし、ICC 検察官は、ICC での訴追対象の事件を2003年 2 月24日頃にボゴロ村において行われた軍事作戦に
特定した。そのため、ICC 予審部は、国内において行われた刑事手続の対象は、ICC 検察局の逮捕状申請の
対象となった行為（conduct）とは同じではないとして、事件の受理許容性を認めた。Ibid,�para. 10.�同決定
では、本来は ICC 規程20条 3 項の問題となるにも関わらず、同一行為についての手続でないことが明白であ
ったため、20条 3 項自体が定める一事不再理効の範囲については言及していない。Ibid,�paras�18-21.�冒頭陳
述において弁護側は、ブニアでの訴追は ICC の訴追対象の事件と同じ事実（facts）に基づくと主張したが、
裁判部から書面での主張の提出要求がなされたのにも関わらず、その後の申立てではこの件に関する議論は
行われなかった。Prosecutor v. Ngudjolo,� Initial�Appearance�（ICC-01/04-01/07-T-33）�Pre-Trial�Chamber�
I�（11�February� 2008）,� p. 19;�Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo,�Motion�Challenging� the�Admissibility�
of� the� Case� by� the� Defence� of� Germain� Katanga� pursuant� to� Article� 19（2）（a）� of� the� Statute�（ICC-
01/04-01/07-949）�Trial�Chamber�II�（11�March�2009）.

76）� See, Prosecutor v. Nuon Chea et al.,�Pre-Trial�Chamber�Decision�on�Ieng�Sary's�Appeal�against�the�Closing�
Order�（D427/1/30）�Pre-Trial�Chamber�（11�April�2011）.
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（a）　オリッチ事件―体系的解釈
　ICTY で無罪判決を受けた被告人オリッチが、ボスニアの国内裁判所で再訴を受けているとし

て ICTY に申し立てた事件において、ICTY は2015年12月10日に、その合法性について ICTY 規

程に従って判断する決定を出した77）。本決定で ICTY は、客観的解釈とも目的論的解釈とも異な

り、他の裁判所で用いられた判例法理を援用する、いわば体系的な解釈を用いて結論を下した78）。

　まず裁判部は、一事不再理違反の主張が確定判決の不在により否定された ICTR でのムヴニ事

件決定で付随的に示された一事不再理原則の一般的な目的に関する簡単な記述を参照して、一事

不再理規定は既に確定的に有罪又は無罪判決を受けた者を、同一犯罪（offence）について再び裁

判されることから保護することを目的とするとした79）。また、ICTR 内での二重手続に関して判断

した ICTR のンタキルチマナ事件に言及し、犯罪意思（mens rea）の重なりではなく犯罪行為

（actus reus）の重なりで判断するべきだとした80）。この事件では、被告人の二つの異なる有罪を裏

付ける犯罪行為（actus reus）は異なる日付と場所で行われ、異なる被害者の殺害を含むため、一

事不再理原則違反はないとしたことを強調している。その上で本件では、ボスニアによる訴追に

おける殺人の訴因は、被害者、本質、時間、及び場所に関して ICTY の訴追と根本的に異なると

し、一事不再理違反はないと判断した81）。

　この判例は、同一行為とされる基準について明らかにした判例ではあるものの、同一行為が複

数の犯罪を構成する場合といった同一性判断基準が問題となる事例ではない。すなわち、行為基

準でも犯罪基準でも同じ結論となる事件であった。裁判所はいずれかの基準を採ることを明示し

てはいないため、いずれの基準が妥当するのかは同判例からは明らかではない。

（b）　カタンガ事件―目的論的解釈　
　他方、ICC では、ICC での有罪判決を受けた後、刑を満了した被告人カタンガに対して国内手

続が開始された事件について、ICCが職権で審査を行った事例がある82）。2016年 4 月 7 日のカタン

ガ事件における決定は、ICC 規程20条 2 項の「犯罪」との文言に留意しつつ、その射程を、補完

性及び「アカウンタビリティの確保」という ICC の目的に照らして解釈したものと言える。

　コンゴ民主共和国での再訴が一事不再理の原則に違反する可能性があるかについて検討した個

77）� Prosecutor v. Orić,�Decision�on�Second�Motion�Regarding�a�Breach�of�Non�Bis�In�Idem�（MICT-14-79 ）�
Before�a�Single�Judge�（10�December�2015）.

78）� 体系的解釈とは、ウィーン条約法条約31条 3 項（c）に規定される、「当事国の間の関係において適用される国
際法の関連規則」を文脈とともに考慮する解釈手法であり、国際法秩序の一体性を前提とし、それを維持す
る役割を果たす。酒井啓亘他『国際法』（有斐閣、2011年）286-287頁。

79）� Prosecutor v. Orić,� supra�note�77,�para.�9.�また、ムヴニ事件の参照部分は、自由権規約14条 7 項を参照し
ている。Prosecutor v. Muvunyi,�Decision�on�the�Prosecutor’s�Appeal�Concerning�the�Scope�of�Evidence�
to�be�Adduced� in�the�Retrial�（ICTR-00-55A-AR73）�Appeals�Chamber�（24�March�2009）,�note.�39.

80）� Prosecutor v. Orić,� Ibid.
81）� Ibid,�para. 11.
82）� Prosecutor v. Katanga,�Decision�Pursuant�to�Article�108（1）�of�the�Rome�Statute�（ICC-01/04-01/07-3679）�

Presidency�（7�April�2016）.
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所では、規程20条 2 項は「犯罪」についての裁判を禁止していること、及び ICC 捜査の射程内の

行為についての国内での裁判を禁止していない20条の射程を拡大することはできないことを明言

した83）。これは、ICC検察官による訴追対象の選択が、潜在的に同等程度の重大性をもつ犯罪を含

む他の犯罪に関する国内訴追から ICC の捜査対象となった個人を保護することになってしまい、

この結果は補完性の概念及び犯罪に対するアカウンタビリティを確保するという目標に矛盾する

ためであると説明された84）。

　同判例は、狭義の客観的解釈を目的論的解釈により補完した上で犯罪基準を採ったものと評価

できる。また、その同一性判断基準を選択した理由として、被告人保護よりも、効果的な訴追の

価値を優先したもののように思われる。

4 ．起草過程―二つの要請と国際犯罪基準

　国際刑事司法機関に置かれた一事不再理規定における同一性判断基準については、規程文言の

解釈により様々な範囲が読み取れるが、これらのうちいずれの解釈が妥当するのかは一見して明

白ではない。また、判例の検討からは、国際刑事司法機関判決の一事不再理効についてのみ基準

が提示されていることが読み取れるが、ICTY は体系的解釈、ICC は目的論的解釈をとりつつも、

明らかになったのは後者が国内での後訴の場合に犯罪基準を用いるということのみで、前者のア

プローチは明確ではない。そのため、追加的に、解釈の捕捉的手段としての規程の準備作業及び

締結の際の事情を勘案した場合、いかなる結論が導かれるかを検討する余地があろう85）。

　ICTY 及び ICC 規程の起草過程における議論を整理すると、両者において、第一に、国際犯罪

の訴追を確保するために最適な同一性判断基準を体現する表現の模索、第二に、国内での通常犯

罪の訴追の余地を確保するために最適な同一性判断基準を示唆する文言についての議論があった

ことが読み取れる。

（1）　国際犯罪の訴追確保
　ICTY や ICC 規程の元となった、国際法委員会（ILC）による1988年の「人類の平和と安全に

対する罪の法典」草案の一事不再理規定 7 条 3 項では、通常犯罪での訴追は、後の国際犯罪での

訴追を妨げないことを規定していた。

1988年「人類の平和と安全に対する罪の法典」草案 7 条86）

3 �　 2 項の規定に関わらず、その行為がこの法典に特定された犯罪の一つと対応する通常犯罪

として裁判と判決の対象となった場合は、個人はこの法典上の犯罪について［国際的な刑事

83）� Ibid,�para. 23.
84）� Ibid.
85）� ウィーン条約法条約32条（解釈の補足的な手段）参照。
86）� Report of the International Law Commission on the work of its fortieth session,�UN�Doc.�A/43/10�（9�May-

29�July�1988）,�p. 179.
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裁判所により、又は］国内裁判所により裁判及び処罰され得る。（下線部筆者）

この例外規定についてコメンタリでは、一事不再理による個人の保護の重要性と、ある国が他国

での厳しい刑罰を避けるために国際犯罪の重大性を全く反映しない判決を出す場合等には一事不

再理は認められるべきではないとの議論を調整した結果だとする87）。

　また、1993年に提出された ILC による ICC 規程草案では、「通常犯罪」との文言が登場する。

1993年 ICC 規程 ILC 草案45条（二重の危険（一事不再理））88）

2 �　22条から26条に規定された犯罪を構成する行為について他の裁判所で裁判された者は、次

の場合に限り、この規定の下で後に裁判され得る。

　（a）　�問題となっている行為が通常犯罪と評価された場合。（下線部筆者）

ここで言う「通常犯罪と評価された」とは、例えば国内法では加重的な暴行と評価され得るのと

同じ行為が、文民条約上の拷問又は非人道的取扱いと評価され得るような場合を念頭に置いてい

た89）。ICTY 型の規定は、この時の議論を参考にした規定を採用している。

　1994年の草案42条でも、 2 項（a）号は、他の裁判所での裁判が「通常犯罪」についてのものであ

ったときを例外としている。

1994年 ICC 規程 ILC 草案42条90）

2 �　20条に規定する種類の犯罪を構成する行為について他の裁判所で裁判された者は、以下の

場合に限り、この規程の下で裁判され得る。

　（a）　�問題となっている行為が、その裁判所において、この裁判所の管轄権下にある犯罪とし

てではなく、通常犯罪として評価された場合。（下線部筆者）

　これに対して、多くの国は通常犯罪と他の犯罪の区別を置いておらず、また多くの場合には通

常犯罪は厳罰の対象となる多くの非常に重大な犯罪を含んでいることが懸念された91）。ILCはこれ

について、通常犯罪とは、対象となる行為が特別な性格を有する国際犯罪とは区別される普通の

犯罪として扱われたような状況に言及するものであると述べた92）。したがって、42条における再審

理の禁止は、草案20条上の事項的管轄権を有する ICC の基礎となる、一般国際法又は適用可能な

87）� Ibid,�p. 180.
88）� Report of the International Law Commission on the work of its forty-fifth session, UN�Doc.�A/48/10�（3�

May-23�July�1993）,�p. 120.
89）� Ibid.
90）� Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth session,�UN�Doc.�A/49/10�（2�

May-22�July�1994）,�p. 57.
91）� Ibid.
92）� Ibid.
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諸条約の要素に反映された、国際的な関心事となる諸要素が、その定義又は適用において先行の

裁判所で扱われた犯罪には欠如している場合には適用されるべきではないのだとした93）。他方で、

ICC の管轄権は例外的性格なのであって、国内法の一般原則が同一行為に対する二以上の裁判か

ら生ずる不正義を避けるために依拠され得るのであるから、国内裁判所における後の裁判につい

て ICC 規程では扱わない方がよいとの意見があったことが報告されている94）。

　一方、1995年の ICC 設立に関するアドホック委員会報告書によれば、通常犯罪と国際犯罪の区

別について、このような区別は全ての法システムに共通のものではなく、実体法的な問題の原因

となり得るため、この区別の削除が提案されたことが報告されている95）。しかし、1998年 2 月 4 日

の ICC 設立準備委員会（PrepCom）草案（いわゆるズトフェン文書）では、アドホック委員会で

の議論にも関わらず、通常犯罪と国際犯罪の区別は依然残っていた96）。

　ズトフェン文書から大きく変更された1998年 4 月14日の PrepCom 草案では、国内での裁判後

の ICC での裁判が許容される範囲について、「通常犯罪」の例外は削除された。

1998年 ICC 規程 PrepCom 草案18条（一事不再理）97）

3 �　（註58）何人も、 5 条によっても禁止されている行為について他の裁判所により裁判された

者は、その他の裁判所での手続が以下のようなものであった場合を除き、裁判所により裁判

されない。

　（註59）

　（a）　�裁判所の管轄下にある犯罪についての刑事責任からその者を免れさせる目的であった場

合（…）（下線部筆者）

削除部分に挿入された註59では、「裁判又は刑の宣告の段階で、犯罪の重大な性格を考慮しなかっ

たことといった、一事不再理原則の追加的な例外があるべきかについてはさらなる考慮が必要と

なるだろうことが留意された」と付言されている98）。非難に値する行為が国内で ICC 規程にない

犯罪で訴追されてしまう場合について、ある犯罪を国際的なものとして扱うことによる抑止及び

応報的効果についての主張があったものの、これらの主張は多数派を動かすには至らなかった99）。

93）� Ibid.
94）� Ibid.�
95）� Report of the Ad Hoc Committee on the Establishment of an International Criminal Court General Assembly 

Official Records, UN�Doc.�A/50/22�（6�September�1995）,�para.43.
96）� Report of the inter-sessional meeting from 19 to 30 January 1998 in Zutphen, the Netherlands, UN�Doc.�

A/AC.249/1998/L.13�（4�February�1998）,�p. 46.
97）� Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court,�UN�Doc.�

A/CONF.183/2/Add.1�（14�April�1998）,�p. 45.
98）� Ibid.
99）� John� T.� Holmes,� “The� Principle� of� Complementarity,”� in� Roy� S.� Lee�（ed.）,� The International Criminal 

Court: The Making Of The Rome Statute, Issues, Negotiations, Results�（Kluwer� Law� International,�
1999）,�p. 58.
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この点に関する懸念は「（a）裁判所の管轄下にある犯罪についての刑事責任からその者を免れさせ

る目的であった場合」という例外規定に反映されたが、ここでは通常犯罪としての罪名という客

観的要件ではなく、「免れさせる意図」という主観的要件として残された。

（2）　国内での通常犯罪の訴追確保
　起草過程からは、第二に、国内での通常犯罪についての訴追の余地を確保するために最適な同

一性判断基準を示唆する文言とは何かについての議論があり、この点が最終草案の文言の変化に

影響したことが見て取れる。

　もともと、ICTY 規程の起草に際したフランス提案やイタリア提案では、ICTY 判決がある場

合、異なる法的評価であっても国内で再審理できないようにする規定が提案された100）。これを反

映して、ICTY 規程では行為（acts）の文言が採用された。

　これをうけて ICC 規程においても、1994年の草案までは前訴が ICC である場合の他の裁判所に

対する一事不再理効の範囲に関しては、「20条に規定する種類の犯罪を構成する行為」としていた。

1994年 ICC 規程 ILC 草案42条101）

1 �　何人も、その者が裁判所によって既に裁判された20条に規定される種類の犯罪を構成する

行為について他の裁判所において裁判されない。（下線部筆者）

しかし、この時の ILC の理解は以下のとおりである。コメンタリでは例として、被告人がジェノ

サイド罪で訴追されたが、訴追の対象となった具体的殺人行為は、国民的、民族的、人種的、又

は宗教的集団を破壊する意図をもって行われたわけではなくジェノサイドとは区別されるような

犯罪行為であるという理由で無罪になったような場合が検討されている。ILC の見解では、この

無罪判決は後の国内裁判所での殺人罪での裁判を阻害しない102）。他方、ICC 規程に基づいて行わ

れた最初の裁判が、その犯罪について被告人を有罪又は無罪にする決定に達した場合は、その決

定が確定すべきで、被告人は他の裁判所においてその犯罪について裁判されるべきではないと説

明された103）。

　同一行為でも異なる法的評価による国内での再審理を許容することは、1998年 4 月14日の

PrepCom 草案で明確化された。すなわち、ICC での裁判後の国内裁判ができる範囲について「 5

条に規定する犯罪」との文言に変更されたのである104）。

100）�Letter from the Permanent Representative of France to the United Nations addressed to the Secretary-
General,� UN� Doc.� S/25266�（10� February1993）,� para.132;� Letter dated 16 February 1993 from the 
Permanent Representative of Italy to the United Nations addressed to the Secretary-General,� UN� Doc.�
S/25300�（17�February�1993）,�p. 2.

101）�UN�Doc.�A/49/10, supra�note�90,�p. 57.
102）�Ibid.
103）�Ibid.
104）�Holmes,� supra�note�99,�p. 56.
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1998年 ICC 規程 PrepCom 草案18条（一事不再理）105）

2 �　何人も、その者が裁判所により既に有罪又は無罪とされた 5 条に規定する犯罪（註57）に

ついて、他の裁判所で裁判されない。（下線部筆者）

この時点では、脚注57では「この項が犯罪を構成する行為又はそれに近い概念に適用されるべき

かについてはさらなる考慮が必要であることが留意された」としている106）。

　PrepCom 草案18条 1 項には ICC 内における二重の裁判についての禁止規定があるが、同規定で

の一事不再理効の範囲がその者が既に裁判された「行為」となっているのに対して、他の二つの

規定では、ICC 規程に規定される「犯罪」についてとなっている。一事不再理のワーキンググル

ープを主導したホームズ（John�Holmes）によれば、この違いの原理についてはこれまではっき

りと説明されたことはないが、ICC 規程は規程に含まれる特別の犯罪に関してのみ、国内司法権

の権限を制限できると信じられていたために、この差異が必要であったと見られている107）。

　1998年の国連全権外交使節会議（ローマ会議）においては、1998年 PrepCom 草案における一

事不再理規定は最終的に20条に置かれることになったが、内容的には多くの変更は行われなかっ

た。起草過程に関わったアムネスティ・インターナショナルが自身の見解を示すために提出した

「ポジション・ペーパー」では、草案18条の一事不再理規定について肯定的な見解を示した。特

に、18条 2 項が同一の「犯罪」についての国内での再訴を許容することについて、「18条 2 項は、

国内法上の犯罪を行った者が、ICC 検察官が ICC 管轄犯罪を構成する行為であることを合理的な

疑いを超える程度に立証できなかったというだけの理由で刑事責任から逃れることがないように

保障するものである」とコメントしている108）。

（3）　二つの要請を反映する国際犯罪基準
　ICC 規程及びその草案が参考とされた ICTY 規程の起草過程での議論を検討すると、重要な論

点として、第一に、国際犯罪としての訴追の確保と、第二に、通常犯罪としての訴追の確保の二

つの要請の実現が重視されたことが明らかである。起草過程では、国際犯罪と通常犯罪の定義が

諸法システムにおいて必ずしも明らかでないことから、国際犯罪という用語は使われなくなった

経緯があったことが分かった。また、国際刑事司法機関の管轄権が国際犯罪に限られていること

で、通常犯罪の訴追の機会がまったく失われることにも懸念が示されたことが分かる。

　起草過程の検討からは、起草者たちが国際犯罪及び通常犯罪双方の効果的な訴追を確保するた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

め
4

に、国際刑事司法と通常の刑事司法という二つのシステム間の一事不再理効の範囲の適切な確

105）�UN�Doc.�A/CONF.183/2/Add.1,� supra�note�96,�p. 45.
106）�Ibid.
107）�Ibid,
108）�Amnesty�International,�International Criminal Court: Making the Right Choices, part V: Recommendations 

to the Diplomatic Conference （30�April�1998）,�p. 38.　コア・クライムとは、ICC 管轄下の犯罪の呼び方で、
国際犯罪とほぼ同義である。
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定を的確に表す文言を模索したと言える。さらに言えば、国際犯罪と通常犯罪の双方の訴追確保

は、国内での後訴の場合も前訴の場合も
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

適切になされるような文言の工夫が行われたと言える。

　これらの意図の実現を可能とするような同一性判断基準は、「国際犯罪基準」とでも呼ばれるべ

き基準と言える。すなわち、同一行為であっても、前訴が国際犯罪についてのものでなければ国

際犯罪としての再審理が許容され、国際犯罪についてのものであった場合には通常犯罪での再審

理が許容されるべきとされる。ただし、ICC 規程の起草過程から読み取れるように、国際犯罪の

訴追が行われたか否かは形式ではなく、司法権の主観的な意図が重視される。

Ⅳ．国際刑事司法における同一性判断基準の決定要素の特徴

　国際犯罪及び通常犯罪双方の効果的な訴追確保が国際刑事司法における一事不再理原則の制度

趣旨であるとするならば、「国際犯罪基準」を具体化する規則は制度によって変わる相対的なもの

にならざるを得ない。国際犯罪に管轄権が限られている国際刑事司法機関と管轄権が限られない

国内裁判所の間や、優越的な管轄権と補完的な管轄権との間での一事不再理効の範囲を確定する

同一性判断基準は、その制度的特徴を反映しつつ国際刑事司法における一事不再理原則の趣旨を

実現するものである必要があるためである。

　以下では、各国際刑事司法機関の規程上の一事不再理規定における同一性判断基準は何により

決定されているかの学説を参照して、各国際刑事司法機関の制度的特徴を反映する制度的要素と、

国際刑事司法の取組みそのものから生ずる実質的要素に分類する。この作業を通じて、通常犯罪

と国際犯罪双方の効果的な訴追を実現するような一事不再理規則はどのような規範内容たる必要

があるかについて、考察する。

1 ．学説の整理

　国際刑事司法機関における一事不再理効の範囲に関する同一性判断基準の決定要素について、

学説においてもこれまで様々な見解が出されてきた。管見の限りでそれらを整理すると、第一に、

管轄権限定説、第二に、初期の補完性説とも言える実効的国際犯罪訴追説、第三に、積極的補完

性論の影響を受けた優先関係説、第四に、基本的人権説に分けられる。

（1）　管轄権限定説
　国際刑事司法機関による前訴と国内裁判所による前訴の場合で異なる一事不再理効の範囲、す

なわち異なる同一性判断基準が採用されているとの立場に立つ論者の中には、国際裁判所と国内

裁判所の管轄権の範囲の違いが決定的な要素だとする説がある。これを、管轄権説と呼ぶ。

　スピネリスは、まず、ICTY 規程10条 1 項と 2 項で規定する同一性判断基準は法的評価を問題

にするが、 2 項にのみ通常犯罪例外が盛り込まれていることについて、以下のように説明する。

まず、ICTY 管轄権下にある犯罪を構成する行為であって国内裁判所で有罪又は無罪となった通
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常犯罪を構成し得るような行為について、ICTYが裁判するときには何の問題も生じない109）。ICTY

は国際犯罪にしか管轄権を有しないため、通常犯罪に関する訴追が行われることはないからであ

る。しかし、国内裁判所は国際犯罪にも通常犯罪にも管轄権を有するため、通常犯罪にも一事不

再理効を認めると国際犯罪についての訴追が漏れるという問題に直面し得る。スピネリスによれ

ば、この違いが 1 項と 2 項の規定の違いを説明する110）。また、ICC 規程20条 2 項の一事不再理規

定に関して、ICC で扱われたものと異なる犯罪であれば同一行為についても国内での訴追が許容

されることを「合理的である」とし、ICC 型の一事不再理の規定を評価している111）。その理由と

して、一事不再理原則の完全な適用は、事件を裁判しようとする裁判所が、裁判の対象となった

事実の全ての法的側面についてその審理と判決を拡大することができることを前提としている112）。

このことから、裁判所の管轄権が特定の犯罪に限定されており、全ての法的側面について事件を

調査し裁判することが裁判所に許されていない場合、確定力は限定的なものにならざるを得な

い113）。したがって一事不再理原則は、裁判所の管轄権が及ばない同一の事実や行為の形態に基づ

く刑事責任に対しての訴追を妨げるべきではないと述べる114）。

　ヴィンハルトとオンヘナも、ICC 規程20条 2 項が「行為」ではなく「犯罪」に限定しているこ

との背景にある論理は、「国際的な刑事裁判所は概して特定の犯罪にのみ限られている一方、国内

裁判所の管轄権はこのような固有の制限によって性格づけられるものではない」ことにあるとす

る115）。すなわち、国際的な刑事裁判所はそれが管轄権を有する四つの犯罪に対応する訴追でしか、

その行為を考慮できない一方、国内裁判所はこのような方法では制約されておらず、国内裁判所

の実体的な管轄権は通常犯罪を包含し、国際条約を履行する国内法制によっては、国際犯罪をも

含むことを指摘する116）。

　同様にフィンレイも、重大な国際犯罪は特に犯罪の主観的要件について立証が難しいゆえにICC

では責任追及ができない可能性があり、ICC 管轄権の限定的な性格は、国内での後訴に対する一

事不再理の範囲を制限することを支持する有力な議論を提供すると述べる117）。端的に言えば、ICC

判決の一事不再理効に対する制限は、被告人の権利と、ICC に与えられた制限された管轄権の観

点から、刑事責任の包括的な枠組みを構築する必要性とのバランスをとる試みと理解するもので

ある118）。ダニエルズも、この見解を支持している119）。

109）�Spinellis,� supra�note�41,�p. 1156.
110）�Ibid.
111）�Ibid,�pp.1158-1159.
112）�Ibid.
113）�Ibid.
114）�Ibid.
115）�Wyngaert�and�Ongena,� supra�note�37,�p. 724.
116）�Ibid.
117）�Finlay,� supra�note�35,�pp.231-232.
118）�Ibid,�p. 232.
119）�Daniels,� supra�note�38,�pp.25-26.
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（2）　実効的国際犯罪訴追説
　国際刑事司法機関の一事不再理規定について特に目的論的解釈を採る論者は、それらの規定が

定める一事不再理効の範囲について、国際刑事司法機関の目的である実効的な訴追の確保を同一

性判断基準の決定要素として挙げる。この立場を、実効的国際犯罪訴追説と呼ぶ。

　例えばベルナールは、ICTY や ICTR といった特設法廷に関して言えば、特設法廷に対する国

内判決の一事不再理効は限定されているが、逆の場合、つまり国内裁判所に対する特設法廷判決

の一事不再理効は完全であると解釈できることについて、特設法廷の管轄権が通常犯罪を除外し

ている点に説明を求める120）。特設法廷は必然的に行為の重大性を認定するが、国内司法権はそれ

ら次第で非常に広い犯罪の選択肢を有し、それは問題となっている犯罪の国際的な性質を反映す

ることなく国内法に基づいて被告人を有罪又は無罪とする余地を残すことを指摘する121）。ベルナ

ールによれば、一事不再理効のこのような差異の理由は、国際法廷の優越性との関係だけではな

い122）。一事不再理原則は、特設法廷が国内での決定における評価の審査を予定するが、国は罪名

の選択に関して評価の余地を有しており、特設法廷はその評価が普通の、通常のものであるとき

を除いて、評価することを求められていない123）。すなわち、一事不再理原則が適用されるために

は、国内判決は事件の重大性を反映する必要がある124）。国際法廷にとっては国際的な評価を用い

ることが任務であり制限であるが、反対に、国内裁判官はとても広い犯罪の選択肢を有していて、

普通法（droit�commun）に基づく事件の評価につながり得るが、事実の重大性を考慮しないとい

う危険につながり得る125）。これが、通常犯罪例外が対応しようとする危険であり、この例外は、通

常犯罪は国際犯罪に比べてより軽く処罰されることが想定されるため、法外に有利な取扱いが被

告人に対して与えられることを妨げるものである126）。ここでは、主権や構造的な秩序の考慮を超

えて、「より重大な」犯罪としての適切な評価と処罰の意思が優位に立っており、既判事項の判断

の理論的基準は、国際刑事司法により追求される目的である不処罰との戦いに関する「実効性」

を高めると説明する127）。

　また、ICC 規程20条 3 項に関して、一事不再理規定の文言全体による解釈でも二通りの解釈が

可能と指摘したエル・ゼイディは、最終的に、二つの目の解釈、すなわち、「 6 条から 8 条までの

規定によっても禁止される行為」とは、これら規程の柱書の要件まで含んだ行為であるとの解釈

を採るべきとの立場を示した128）。その理由は、この解釈が ICC の主要な目的である、管轄権下に

120）�Bernard, supra�note�30,�p. 175-176.
121）�Ibid.
122）�Ibid,�p. 176.
123）�Ibid.
124）�Ibid.
125）�Ibid.
126）�Ibid.
127）�Ibid.
128）�El�Zeidy,� supra�note�62,�pp.934-935.
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ある犯罪を国家が訴追に失敗する場合に裁判することを意味するものであるからと説明する129）。

　さらに、スルランは、ICC 規程20条に盛り込まれた一事不再理効の範囲が、行為基準が基本で

あるが特定の場合に犯罪基準に接近すると解釈できることについて、以下のように理解する。主

要なアプローチが犯罪基準ではなく行為基準であるのは、国内刑法典において、国際犯罪の定義

が多様であることを考慮したものと理解できるとする130）。そして、この状況を鑑みると、国内で

の訴因が行為のすべての要素を考慮して犯罪を訴追しようとする国家の意思を示す場合に限り、

行為に基準を置くことが論理的だと論ずる131）。特に ICC 規程に盛り込まれた一事不再理規定が、

一事不再理原則の主要な理念を貫徹するものではないように見える点に関しては、ICC が、国家

が国際犯罪を訴追できない場合に ICC が補完するという意味での補完性原則と併せて解釈するこ

とで理解できるとする132）。この規定との関連で理解する場合、まず20条 2 項に関しては、ICC が

先に裁判を行ったということは、その時点で国家は既に自国で裁判する能力又は意思を欠いてい

たことになるため、ICC が決定を出した後に国内で再訴しようとすることは想定されにくいとす

る133）。また、20条 3 項に規定する国内での裁判が既にある場合については、国際レベルで審査さ

れるのは、「再び」、「同じものについて」、の要素のみならず、「事実の適切な法的評価」の要素が

加わるのだと説明する134）。すなわち、補完性について規定する17条と20条は、手続の異なる段階

について規定するものの、その理（ratio）は同じである135）。もし国家が国際犯罪についてその者

を訴追することを避け、単に通常犯罪として犯罪を評価する場合は、その行為に伴うすべての要

素を考慮する意図の欠如を示すことから、ICC の管轄権行使の余地を認めることができるように

なる136）。

（3）　優先関係説
　他方、国際刑事司法機関の判決と国内裁判所の判決の一事不再理効を審査する同一性判断基準

が異なるとの立場に立つ論者のうち、国際刑事司法機関の国家に対する制度上の優先関係が影響

するとする説を採る者もいる。このような優先関係説は、ICTY が、国家に対して優越的な地位

を得ているのに対し、ICC は国家に対して補完的な性質を有するものとして構想されたことを、

ICTY 判決と ICC 判決の国家に対する一事不再理効の範囲が異なることの理由を説明するものと

129）�特に、法定主義について規定する ICC 規程22条 1 項が「いずれの者も、問題となる行為が当該行為の発生し
た時において裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成しない限り、この規程に基づく刑事上の責任を有し
ない」と定めていることに触れ、通常犯罪について ICC は管轄権を有しないことが、この議論を裏付けると
する。Ibid,�pp.394-395.

130）�Surlan,� supra�note�61,�p. 5.
131）�Ibid.
132）�Ibid,�p. 5.
133）�Ibid.
134）�Ibid,�pp.5-6.
135）�Ibid,�p. 6.
136）�Ibid.
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して主張される。

　実効的国際犯罪訴追説を採るスルランは、ICC の補完性について、国家の裁判に干渉しないと

いう意味での補完性ではなく、国家の能力又は意思の欠如の場合の代替性を強調する意味での補

完性概念に依拠していた。他方、訴追の優先関係に着目する論者が採る補完性原則の概念は、司

法権を行使し得る、又は行使しようとする信頼できる国内裁判所がない場合に限って ICC が司法

権を行使するのであり、基本的には国家の司法権が優先されるというものである137）。この補完性

概念を体現するものとして、事件の受理許容性に関する ICC 規程17条は、国内で訴追が進行中の

場合、不訴追の決定がある場合、又は既に裁判された場合には、国家の真に訴追する意図又は能

力の欠如が認められない限り、ICC は事件を受理できないことを定めている。また、国家の第一

次的な司法権を重視し、国内手続の促進を重視するという補完性に対する積極的なアプローチ（積

極的補完性）が、ICC 設立直後から初代検察官により示されている138）。

　補完性概念のこのような側面に着目して ICC 規程の一事不再理規定を説明する見解として、ベ

ルナールの理論が挙げられる。ベルナールは、ICTY に関しては実効的犯罪訴追説を採るが、基

本的には、国際刑事法における一事不再理の機能は、伝統的な個人の保護に加えて構造的秩序の

維持があると主張し、ICC 規程の一事不再理規定の特徴について、特に補完性概念との強い結び

つきを前提に考察する139）。まず、国家に対する一事不再理効が「犯罪」に制限されていることは

ICC の補完性の表現なのであって、このような制限は、ICC と国家の間には ICTY と国家との間

のような垂直性が妥当せず、優越性を行使できないために起こると説明する140）。また、ICC 規程

20条 3 項が、先行する国内判決における法的評価に関わらず、ICC は既に裁判された行為につい

て裁判できないという一事不再理原則の採用は、補完性のメカニズムと同調するものであるとす

る141）。すなわち、同規定に言う「他の裁判所」とは多くの場合国内裁判所なのであり、ICC 規程

の起草者は、国内的な管轄権に対する影響を制限することを望んだのだと述べる142）。そして、ICC

の補完性が、国家の司法権に優越性を与えるので、例外はあるにせよ、国内的な決定が、ICC が

同一の行為について言及することを妨げるのだと説明する143）。

（4）　管轄権配分と基本的人権のバランス説
　最後に、特に国際刑事司法機関の一事不再理効の範囲に関する同一性判断基準は、管轄権の配

分と基本的人権のバランスで決まるとする主張を行う論者がいる。

137）�See,� e.g,�Bartram�Brown,� “Primacy�or�Complementarity:�Reconciling� the� Jurisdiction�of�National�Courts�
and�International�Criminal�Tribunals,” Yale Journal of International Law,�Vol. 23�（2005）,�p. 386.

138）�E.g,� International�Criminal�Court,�Statement of the Prosecutor Luis Moreno Ocampo to Diplomatic Corps 
（The�Hague,� the�Netherlands,�12�February�2004）.

139）�Bernard,� supra�note�30.
140）�Ibid,�pp.195-196.
141）�Ibid,�p. 190.
142）�Ibid.
143）�Ibid,�p. 196.
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　マナコルダとヴァナコレによれば、国際刑事法における伝統的な見解は、一事不再理は第一に、

刑事管轄権の配分のための基準であったとし、国際犯罪実行者を裁判するにはどの裁判官が最も

適切か、という問題に解答を提供するようなものであった144）。しかし、ICTY の時代から ICC の

時代に移行する間に、基本的人権としての一事不再理の原理の重大性が増してきたと説明する145）。

特に、ICC 規程20条 3 項が規定する国内裁判所判決後の ICC での訴追を阻む一事不再理効の範囲

について「行為」という最も広い同一性判断基準が採用されていると見られることは、文言的解

釈、判例に基づく解釈、及び目的論的議論にも基づいており、国際犯罪に対する訴追の貫徹や主

権の尊重といった異なる視点からの議論でも論破できない146）。そして、「行為」に基づくといった

事実的解釈の主要な帰結は、被告人の基本的権利としての一事不再理の本質であるとする147）。

　しかし、ICC 判決の国家に対する一事不再理効の範囲について、「犯罪」との文言が採用された

点については、ジェノサイドと殺人は同一の要素を包含するため同一の「犯罪」と言えるとの解

釈による広い同一性判断基準の解釈を紹介しつつも、そういった解釈は困難であるとしている。

これは、国家に対する一事不再理効については、依然として伝統的な管轄権の配分原理が作用し、

被告人の基本的人権の保障の効力が低下しているのだと述べる148）。

2 ．制度的要素と実質的要素

　諸学説を総合的に勘案すると、国際刑事司法における同一性判断基準の決定要素は、制度的な

要素と実質的な要素に分類できると考えられる。制度的な要素としては、第一に、国際刑事司法

機関の多くは国際犯罪に管轄権が限定されているという点、第二に、国家の主権との関係で優先

関係を設定しなければならないという点が挙げられる。他方、実質的な要素には、第一に、国際

犯罪に対する実効的な訴追確保、第二に、基本的人権として国際水準となりつつある一事不再理

効の人権保護の役割とのバランスが反映されている。

（1）　制度的要素―管轄権限定と優先関係
　管轄権説や優先関係説は、言い換えれば、国際刑事司法機関の権能とその国家主権との優先関

係といった、国際刑事司法機関設置の際の制度設計が、同一性判断基準に反映されているという

説である。

　管轄権説は、国際刑事司法機関の管轄権が国際犯罪に限られている一方で国家の管轄権は限ら

れていないとの前提に立つ。しかし、国際刑事司法機関は、ICTY や ICC のように国際犯罪のみ

に管轄権を有するものと、SCSL や ECCC のように通常犯罪にも管轄権を有するものが存在する。

学説は前者のみを射程にするものであるため、後者の種類の国際刑事司法機関の一事不再理規定

144）�Manacorda�and�Vanacore,� supra�note�46,�p. 63.
145）�Ibid.
146）�Ibid,�p. 71.
147）�Ibid.
148）�Ibid,�p. 76.
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は、管轄権説のみでは説明できない。

　優先関係説は、国際刑事司法機関と国家の管轄権のうち、どちらが優先的に管轄権行使できる

かとの規則が一事不再理規定に反映されているとの前提に立つ。しかし、この関係も、より広い

国際刑事司法機関に目を向ければ、いずれかが優先されるという関係のみではない。国際刑事司

法機関のうち、ICTY は国連加盟国、SCSL はシエラレオネ国家に対して優先的に管轄権行使でき

るような仕組みの中に一事不再理規定が位置づけられる。他方、ICC は締約国との関係では締約

国の刑罰主権を優先的に行使できるような補完性という仕組みの中に位置づけられる。他方、ECCC

は既存の裁判所の構造の中に設置されるとしており（ECCC 法 2 条）、ECCC がその管轄犯罪の全

ての被疑者を裁判すると規定している（同 3 条）。また、ECCC 内部規則49では、ECCC 管轄下の

犯罪を訴追できるのは ECCC の共同検察官のみであるとしている。これらのことが示すのは、カ

ンボジアの司法機関の一部として国内法で設置された ECCC は、いわば排他的にその管轄下にあ

る犯罪について取り扱う権限を国内法によって与えられていると言える。そのため、ECCC は国

内司法権全体との併存状態にあるというよりも、国内法システムの中で排他的な管轄権が割り振

られた司法権であると言える。諸国際刑事司法機関の国家の管轄権との優先関係は、このように、

機関ごとに異なる。

　いずれにせよ、管轄権の制限や国家との優先関係という制度的な要素は、一事不再理効の範囲

を確定する同一性判断基準に関する規則を決定する要素の一部であると言える。すなわち、機関
4 4

の管轄権規則や優先関係において、国際刑事司法における一事不再理原則の制度趣旨を実現する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ための独自の規則
4 4 4 4 4 4 4 4

を構築する必要が反映されているのである。制度的要素には、個別の国際刑事

司法機関に関する、政策的な制度設計の方針が影響する。国際犯罪の訴追確保の観点からは、国

際犯罪に管轄権を制限する司法権が前訴を行う場合には行為基準で問題ないが、制限しない司法

権による前訴の場合には犯罪基準が選択される必要性が生ずる。通常犯罪の訴追確保の観点から

は、この関係は逆になる。通常犯罪の例外といった明示的な「国際犯罪基準」を用いる場合は、

この矛盾する関係性はより明確に規律され得る。また国家に対する優先関係がある場合、国家に

よる前訴の場合は犯罪基準、後訴の場合には行為基準を採用することで優先関係を確保する動機

が生ずる。逆に、国家に対して補完的な機関を構想する場合には、国家による前訴の場合に行為

基準、後訴の場合には犯罪基準を適用することで、国内司法機関による法的評価に配慮する仕組

みが求められる。国際刑事司法機関を国家に対して優先的なものとするか補完的なものとするこ

とのどちらが妥当かは本稿の射程を超えるものであるが、いずれの制度においても国際犯罪及び

通常犯罪双方の訴追を確保するためには以上のような一事不再理効の範囲を確定する同一性判断

基準に関する規則が求められる。

（2）　実質的要素―実効的国際犯罪訴追と人権
　学説で示された同一性判断基準の決定要素として実質的なものは、実効的な国際犯罪訴追と、

被告人の人権保護の要請に整理できる。

　まず、実効的国際犯罪訴追説は、国際刑事司法機関の一事不再理規定の構成は、国内での訴追
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で国際犯罪訴追が漏れることのないよう確保するためのものであると理解する。しかし、国際犯

罪と同一の行為が通常犯罪として処罰され、同程度の刑罰が実現する場合、これが実効的な国際

犯罪訴追と言えるかについては、刑事政策的判断が要される。

　補完性原則との体系的解釈で理解するスルランは、国際犯罪としての処罰確保を一事不再理効

の範囲に反映させることの重要性について触れている。刑事責任及び正義に関する哲学的視点か

らは、その者を単なる違法行為について処罰するだけが重要なのではなく、その行為が適切に定

義されなければ、処罰はその任務を貫徹することはできないのだとする149）。そのため、予防、被

害者及び正義の目的のために、行為を国際犯罪として評価することが必要なのであると述べる150）。

　しかし、ICC 規程の起草過程において、「通常犯罪」という語と「国際犯罪」という語の使用は

適切でないとされた。この背景には、国内法における条約犯罪やいわゆる「国際的関心事である

重大な犯罪」の犯罪化が目覚ましく行われたことが挙げられる。また、ICC の登場により、ICC

対象犯罪について広範な処罰を可能とする法整備を行う国はますます増加している151）。また、特

筆されるべき現象として、国内法における「ジェノサイド罪」や「人道に対する犯罪」という名

称を有する犯罪であっても、その構成要件がICC規程と部分的に異なっている場合も見られる152）。

こうした背景を踏まえると、国内での訴追対象の犯罪が、ICC 管轄犯罪と「同じ名称の犯罪」に

ついて訴追することで、国際社会が考える国際犯罪の訴追が実効的に行われるとは限らない。

　関連する学説では、法的性格付けの同一性の要求ではなく、処罰の重さや重大性の同一性が図

られればよいという意見もある。例えばシャバス（William�A.�Schabas）は、国内で ICC 規程上

の犯罪が訴追されているかどうか判断するのに、国内裁判所と国際裁判所における訴因の機械的

な比較まで求める必要はなく、国内訴追と国際訴追における、犯罪の相対的重大性の審査がより

良いアプローチであるとの見解を示している153）。また、ヘラーは、補完性原則は国家が通常犯罪

で国際犯罪を訴追することを抑制するのではなく推進するように解釈されるべきであり、国内で

の通常犯罪が ICC 管轄犯罪と同等の重さの処罰を受ける場合には国内訴追は補完性の要件を満た

すとする「刑を基準とする理論（sentence-based�theory）」が採用されるべきと主張する154）。これ

に関し、ICC における事件の受理許容性に関するサイフ事件で、犯罪の同一性に関して法的性格

づけの同一性を重要視しない一方、国内刑法典が適用された場合の可罰性や、刑の軽重を考慮し

149）�Surlan,� supra�note�61,�p. 6.
150）�Ibid.
151）�See,� Julio�Bacio�Terracino,� “National� Implementation� of� ICC�Crimes,” Journal of International Criminal 

Justice, Vol. 5�（2005）,�pp.423-424.
152）�有名な例としては、ジェノサイド（集団殺害）犯罪について、ジェノサイド条約や ICC 規程では「国民的、

民族的、人種的、宗教的集団の全部又は一部を破壊することを意図して行われる次の行為」という定義が置
かれているのに対し、ルワンダ国内法の「集団殺害罪」では、「地域的」集団を定義に加えている。

153）�William�A.� Schabas,�An Introduction to the International Criminal Court�（Cambridge�University�Press,�
2007）,�p. 182.

154）�Kevin� Jon�Heller,� “A�Sentence-Based�Theory� of�Complementarity,”�Harvard International Law Journal,�
Vol. 53�（2012）,�p. 201.
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ている点が注目される155）。

　次に、同一性判断基準の決定要素において、被告人の権利保護の要請が反映されるとする基本

的人権説も、実質的な要素を示すものと言える。ただし、国際的又は地域的な人権条約はいずれ

も、同一司法権内での再訴が人権違反であることを規定するものであり、二以上の司法権での裁

判はこれら人権条約で規定する人権の範囲を超える。自由権規約委員会の A.P. 対イタリア事件に

おいて、規約の一事不再理規定が二つの異なる司法権間でも適用されるかが争われた156）。自由権

規約委員会は、規約14条 7 項は二つ以上の国家の司法権に関して一事不再理を保障するものでは

なく、「対象の国家において裁判された一つの犯罪についてのみ、二重の危険を禁止する規定であ

る」と判断した（A.P. 原則と呼ばれる）157）。同様に、欧州人権裁判所判決でも、1995年 1 月16日

のジェストラ対イタリア事件において、「第七議定書 4 条 1 項は同一の国家において同一の事実に

関連して二度裁判又は処罰された者にのみ適用することを意図されている」とし、二以上の国家

の裁判所によって出された判決に同原則をあてはめることは、締約国によっては意図されていな

いと判断した158）。

　国際人権法における判例の限界からは、二つ以上の司法権間での一事不再理を被告人の権利の

問題として捉えるためには、一事不再理の保護を基本的人権として捉えなければ成立し得ないこ

とが導かれる。国際法上、二つ以上の司法権を跨ぐ一事不再理は慣習法としても法の一般原則と

しても成立していないというのが通説なため159）、国際法の実定法規則としてそのような規範があ

ることは観念できない。ただし、国際実定法上一事不再理規範が認められていないことは、具体

的規定でそのような規範を認めてはならないことを意味するものではない。そのため、各国際刑

事司法機関が国家との間においても被告人の権利として一事不再理を認める場合に限って、その

ような規範はその機関と国家の間における一事不再理効の範囲の決定に影響することになる。

　同一性判断基準の実質的な要素には、以上のように、実効的な国際犯罪訴追と、被告人の基本

的権利の保護の要請がある。また、学説では端的にしか触れられていないが、国家による通常犯

罪に対する訴追の確保もまた、国際刑事司法における一事不再理原則の制度趣旨の一つであり、

155）�Prosecutor v. Gaddafi and Al-Senussi,� Decision� on� the� Admissibility� of� the� Case� against� Saif� Al-Islam�
Gaddafi�（ICC-01/11-01/11-344-Red）�Pre-Trial�Chamber�I�（31�May�2013）.�越智萌「検察官対サイフ・ア
ル＝イスラーム・カダフィ事件（国際刑事裁判所（第一予審裁判部）受理許容性に関する決定、二〇一三年
五月三一日）」『阪大法学』第64巻 1 号（2014年 5 月31日）237-250頁参照。

156）�この事件の申立人は、1979年 9 月にスイスの地方裁判所で、1978年に申立人がイタリアで行った誘拐事件の
身代金両替についての共謀罪で有罪とされ 2 年間の禁固刑をうけたのち、イタリアで1981年に本人不在のま
ま同行為について有罪とされた。A. P. v. Italy,�Communication�No.204/1986,�UN�Doc.�A/43/40�（1988）.

157）�A. P. v. Italy,�Communication�No.204/1986,�U.N.�Doc.�CCPR/C/OP/2�（1990）,�para.7.3.
158）�この事件は、デンマークでの麻薬密売行為について裁判された申立人について、国籍国であるイタリアが1983

年に自国で再び同行為について裁判を行った事件である。Gestra v. Italy,�Application�No.21072/92�（16�
January�1995）,�p. 93.

159）�See,�e.g,�Gerald�Conway,�“Ne�Bis� in�Idem�in�International�Law,”�International Criminal Law Review,�Vol. 3�
（2003）,�pp.217-218;�Antonio�Cassese�and�Paola�Gaeta,�Cassese’s International Criminal Law�（3rd�edition,�
Oxford�University�Press,�2013）,�p. 315.
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これらのバランスが要されると言える。国際・通常犯罪訴追と基本的権利保護はいずれも実体的

な価値を有するものであるが、この二つは必ずしも両立するものではない。実効的な国際犯罪訴

追を優先させて犯罪基準を採れば、被告人にとっては同一の行為について二つ以上の別々の司法

機関により二度裁判を受けることになる。これを許容しないという被告人保護の要請を強め、行

為基準を選択する場合には、特定の場合には犯罪訴追を断念するという決断を行わねばならない。

この問題について妥当な帰結を得るための一事不再理規定の解釈において、国際刑事司法におけ

る一事不再理原則の制度趣旨を踏まえ、これら実質的要素間の関係と規定解釈とがいかなる関係

にあるかを理解しておくことは重要であると考えられる。

3 ．通常の刑事司法との比較における特徴と一般国際法性

　国際刑事司法における同一性判断基準の決定要素には、管轄権の限定や国家刑罰主権との優先

関係といった制度的要素と、実効的な国際・通常犯罪訴追及び被告人の基本的権利の保障とのバ

ランスという実質的要素があることが明らかとなった。最後に、このような同一性判断基準は、

通常の刑事司法における同一性判断基準との比較において、いかなる特徴があるか、及び一般国

際法化の可能性について付言しておく。本稿のⅡ．で整理した通常の刑事司法における同一性判断

基準も、国際刑事司法同様、制度的要素と実質的要素に分けられるが、その各要素は部分的に異

なる。

（1）　制度的要素
　通常の刑事司法における制度的要素は、自国の法制度が公訴された事実を広く扱う職権主義的

なものか、一つの事件を訴因に限定する当事者主義的なものかという一つの対立軸で構成されて

いた。他方、国際刑事司法では、国際刑事司法の管轄権を国際犯罪に限定するかどうか、及び、

国家刑罰主権との関係において、いずれを優先するかという二つの対立軸で構成される。また、

国際刑事司法においては、それぞれの国際刑事司法機関や問題となる国家自身の法制度が職権主

義的か、又は当事者主義的かを問題としない。これは、国際刑事司法が世界的な試みであって、

諸国の法制度を混合させた国際刑事司法機関を用いた普遍的な活動を目指すものであることとも

関係している。

　特に一番大きな違いは、国際刑事司法における同一性判断基準の決定要素には、国家の刑罰主

権と国際的な機関との関係という、新たな様相が追加される点であると言える。このことは、ICC

規程の起草過程で、国際犯罪訴追の確保と併せて国内の通常犯罪としての訴追の確保が重要な価

値として反映されようとした点にも表れている。また、通常の刑事司法では、国内法上の裁判所

間の管轄権配分規則があるが、そこでは異なる刑罰主権間の優先問題はあまり発生しない。

　このように、一般国際法としての一事不再理原則の内容を考える際、国内法からの類推は限定

的な意義しか有さないと言える。しかし、連邦制を採る国で、例えばアメリカでは、州の訴追と
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連邦の訴追の間の優先関係という、類似する法関係が観察される160）。その意味では、国際刑事司

法における同一性判断基準の決定要素における制度的要素は、必ずしも国際刑事司法に特有のも

のというわけではない点は留意を要する。

（2）　実質的要素
　通常の刑事司法における一事不再理効の範囲を確定する同一性判断基準の決定要素のうち実質

的なものは、人権保護の要請と効果的な訴追確保のバランスであった。国際刑事司法においても、

実質的要素はこれと類似する。ただし、重要な違いは、国際刑事司法においては、効果的な訴追

とは国際犯罪と通常犯罪の双方の効果的な訴追を確保することに主眼があることである。したが

って、国際刑事司法における同一性判断基準の実質的な決定要素は、被告人の基本的権利保護と

実効的な国際・通常犯罪双方の訴追の確保のバランスであると言える。

　国際刑事司法とは、ジェノサイドや人道に対する犯罪といった訴追の難しい国際犯罪に対し、

処罰されないままとなっていた事態に対して、不処罰を終わらせるとの理念の下、国際法を用い

て諸国で「刑法典」を共有し、フォーラムを問わずに訴追確保を最優先にして発展してきた法分

野である。そのため、国際刑事司法における被告人保護は、非常に困難な立場に置かれてきた161）。

また、ICC の起草過程においても、国際刑事司法機関の一事不再理規定は、人権の要請よりも国

際犯罪及び通常犯罪の訴追を確保するためには制限もやむを得ないとの前提に立った議論が行わ

れていた。この点は、通常の刑事司法とは異なる、国際刑事司法に特有の同一性判断基準の決定

要素における特徴と言えるだろう。

Ⅴ．おわりに

　本稿では、確立が要される国際刑事司法における一般国際法としての一事不再理原則について、

一事不再理効の範囲に関する規範に焦点を当てて検討した。検討の結果、国際刑事司法における

一事不再理原則の制度趣旨として、被告人保護という基本的な原理に加え、国際犯罪及び通常犯

罪双方の訴追確保があることが明らかとなった。

　通常の刑事司法との対比から言えば、国際刑事司法における一事不再理の範囲を確定する同一

性判断基準の決定要素は、通常の刑事司法に比べ多い。制度的には、職権主義や当事者主義とい

った刑事訴訟制度それ自体の性格よりも、管轄権の限定や国家との優先関係という、異なる司法

権間の制度的調整が影響することが分かった。また、実質的には、被告人の保護と効果的な訴追

とのバランスという要素は国際刑事司法にもあるが、国際刑事司法においては特定の犯罪群、す

160）�樋口範雄「二重の危険または一事不再理―アメリカの状況」『法学教室』第333号（2008年）8頁；Anthony�
J.�Colangelo,�“Double�Jeopardy�and�Multiple�Sovereigns:�A�Jurisdictional�Theory,”�Washington�University 
Law Review,�Vol. 86�（2005）,�p. 5.

161）�越智萌「国際刑事裁判所（ICC）の訴追体制における制度的課題―被疑者の権利救済の観点から―」『国
際法外交雑誌』第113巻 4 号（2015年）123-148頁参照。



― 152 ―

なわち国際犯罪と通常犯罪双方の訴追の強い要請が働いていると言える。

　国際刑事司法機関の一事不再理規則における同一性判断基準を決定する制度的要素は、一般国

際法としての国際刑事司法における一事不再理原則の規範内容に直接影響するものではないと言

える。すなわち、制度的要素が反映された諸規定は、一般法としての性格の反映ではなく、一般

国際法としての一事不再理の制度趣旨を各国際刑事司法機関の規程で体現しようとする際に、各

自の制度の特徴を反映した最適な規則が考案されてきた結果と理解するべきである。他方実質的

要素は、一般国際法としての一事不再理原則の制度趣旨、そして具体的な規範内容との直接の関

係を有する。国際犯罪及び通常犯罪双方の訴追確保という要素は、ICTY や ICC の起草時点での

一事不再理原則の制度趣旨であったことは確認した通りである。しかし、マナコルダとヴァナコ

レが主張するように、基本的人権の保護の視点が近年の国際刑事司法における一事不再理原則の

規範内容として重要性が増していると見る場合は、一般国際法として定立される場合の具体的な

規範内容に影響すると理解される必要があろう。

　残された課題として特筆すべきは、ICC 規程の起草過程でも問題とされた、国際犯罪と通常犯

罪の具体的な区別の仕方が挙げられる。ヴィンハルトとオンヘナは、ICC 規程において「通常犯

罪の例外」は削除されたが、これは実質的な理由からではなく、起草者たちがあまりに曖昧であ

ると判断したためであると指摘している162）。この問題に取り組むためには、そもそもなぜ国際犯

罪については国際刑事司法という特殊な手続体系が構築されてきたのか、なぜこれらの犯罪は特

別なのかといった点について、法益や犯罪学的視点からの検討が必要になると思われる。

付記

　本研究は、日本刑法学会関西部会夏期例会（関西大学、2016年 7 月31日）における報告「国

際刑事司法における一事不再理効の範囲について」に加筆修正を行ったものであり、日本学術

振興会：特別研究員奨励費（SPD）「国際刑事実体法の体系的整理―管轄権・手続法的視点か

ら」による研究成果の一部を含む。

162）�Wyngaert�and�Ongena,� supra�note�37,�p. 725.


