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越境刑事法の意義



国際犯罪の三類
型

•戦争犯罪、人道に対する罪、
ジェノサイド等

国際法違反の犯罪

•諸国の共通利益を害する犯罪

•テロ、麻薬犯罪、海賊

•外国性を有する犯罪

国内法上の犯罪



越境犯罪の三類
型

•テロ関連条約（18本＋地域条約）（包括条約なし）

•テロ、テロ資金供与、資金洗浄

•安保理決議1373、1540等

•テロ関連＋大量破壊兵器不拡散

国際法益を害する越境犯罪

•麻薬新条約（1988年）、組織犯罪防止条約（2000年）等

•薬物犯罪、組織犯罪

•外国公務員贈賄防止条約（1997年）

•外国公務員贈賄

国内法に共通する越境犯罪

•越境犯罪

•競争法違反の罪、証券犯罪、租税犯罪等

•制度的な国際協力を必要としない犯罪

•殺人、詐欺、誘拐等

国際法が直接規律しない犯罪



情報交換

刑事共助条約

競争法執行協力

租税情報の交換

通信事業者に対する情報提出に関す
る行政協定



米国 欧州各国（英国，西
ドイツ，スイス等）

企業・金融機関X

独占禁止法
輸出管理法
証券法

租税法・・・

罰則付召喚令状（文書提出命令等）

・対抗法（銀
行秘密法）

→ 外国当局

への文書提
出・情報開示
の禁止

「司法摩擦」（1960～90年代）
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「司法摩擦」の収斂＋国際協力の強化

米国の法執行の精緻化（訴追延期合意の
多用等）

欧州統合を背景にした欧州各国の経済・
刑事政策の変化

組織犯罪，テロ犯罪等，越境犯罪規制の
協力強化
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米国

顧客・契約者
私人Y（自然人・法人）

サービスプロバイダ X

サーバ
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UNITED STATES V. MICROSOFT CORP.

写真：当日投影のみ。



コミティ判断の意義と限界

• コミティ判断は国際法上義務付けられているものではないが，合理性
（reasonableness）を確保する要請からなされる。
• CLOUD法上は，他国のみならず，プロバイダや対象となるデータの保持者である顧
客等の利益も考慮要素に組み入れられている。

意義

• コミティ概念の曖昧性。
• CLOUD法の適用にあたり，コミティ判断で異議申立てが認められる余地は小さい。

限界
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域外データアクセスに関する他国の実践

（指令案レベル）域内
の商業活動

プロバイダを管轄する
国との合意

域内でのインターネッ
トの運営，使用等
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CLOUD法と外国法との抵触可能性

一般データ保護規則（GDPR）48条
•原則としてGDPR上の義務を負うプロバイダへのCLOUD法
上の開示命令は承認・執行されない。

• CLOUD法の実施には新たな協定が必要

网络安全法37条

•重要インフラ運営者が中国の国内での運営において収集あ
るいは発生させた個人情報と重要データは国内で保存する
義務
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英米電子デー
タへのアクセ
スに関する協
定（2019年
10月） 写真：当日投影のみ。



身柄引渡し

犯罪人引渡条約

「引き渡すか訴追せよ」原
則（aut dedere aut judicaire）

「偽装された身柄移送」
（disguised extradition）



ALVAREZ-MACHAIN CASE

写真：当日投影のみ。



その他の国際協力



CUST OMS  
MUT UA L  

A SS I ST A NCE  
A GR EEMENT

CMAA加盟国：当日投影のみ。



国際人権の意義と限界



国際人権法の意義と限界

• 国際法上の義務として国家が遵守するべき基準において保障される私人の権利。
←→憲法上の基本的人権 ／ 人権の文化的、社会的性質（大沼2018）国際人権の意義

• 分権性人権条約における司法的救済を受ける権利（市民権規約14条1）→資産凍
結措置などの行政決定は含まれない。（人権規約委員会, Sayadi, 2008, para. 10.11）

• 武器対等の原則（公平な裁判を受ける権利（市民権規約14条）） ←→グローバ
ルテロ対策における通常の刑事司法の限界（石井2017）分権性

保障基準

• 市民権規約2条：「締約国は、その領域内にあり、かつ（and）、その管轄の下に
あるすべての個人に対し、・・・権利を尊重し及び確保することを約束」。

• 備考：欧州人権条約＝「管轄下にある個人」 ←→何が「管轄下」であるのかに
ついて争いあり。

分権性



最大判平成7・2・
22刑集49巻2号1
頁（ロッキード事

件）

いわゆる刑事免責を付与して得
られた供述を録取した嘱託証人
尋問調書の証拠能力

訴法はいわゆる刑事免責の制度
を採用しておらず、刑事免責を

付与して得られた供述を録取し
た嘱託証人尋問調書を事実認定
の証拠とすることは許容されな
い。

写真：当日投影のみ。



以下判決文抜粋

•「刑事免責の制度は、自己負罪拒否特権に基づく証言拒否権の行
使により犯罪事実の立証に必要な供述を獲得することができない
という事態に対処するため、共犯等の関係にある者のうちの一部
の者に対して刑事免責を付与することによって自己負罪拒否特権
を失わせて供述を強制し、その供述を他の者の有罪を立証する証
拠としようとする制度」。

•「憲法が、その刑事手続等に関する諸規定に照らし、このような
制度の導入を否定しているものとまでは解されないが、刑訴法
は、この制度に関する規定を置いていない。」



〔承前〕

•「この制度は、前記のような合目的的な制度として機能する
反面、犯罪に関係のある者の利害に直接関係し、刑事手続上
重要な事項に影響を及ぼす。」→採用するなら国内法上の明
文規定が必要。

•「刑訴法は、この制度に関する規定を置いていないのである
から、結局、この制度を採用していないものというべきであ
り、刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とす
ることは、許容されない。」



〔承前〕

•「国際司法共助によって獲得された証拠であっても、それが
我が国の刑事裁判上事実認定の証拠とすることができるかど
うかは、我が国の刑訴法等の関係法令にのっとって決せられ
るべきもの」。→法廷地主義
•「国際司法共助によって獲得された証拠であるからといっ
て、これを事実認定の証拠とすることは許容されない」。



最判平成23・10・20刑集65巻7
号999頁（福岡一家四人殺人事

件）
写真：当日投影のみ。



判決文抜粋

•日本の捜査機関から中国の捜査機関に対し両名の取調べの
方法等に関する要請があり，取調べに際しては，両名に対し
黙秘権が実質的に告知され，また，取調べの間，両名に対
して肉体的，精神的強制が加えられた形跡はないなどの原
判�及びその是認する第1審判�の認定する本件の具体的事
実関係を前提とすれば，上記供述調書等を刑訴法321条1項3
号により採用した第1審の措置を是認した原判断に誤りはな
い。



越境刑事法と国際人権の相互作用



非人道的待遇を受ける国への引渡し禁止

非人道的待遇を受ける国への引渡し禁止 ／ ノン・ルフールマン原則

死刑廃止国から存置国への引渡し？ （生命に対する固有の権利 ←→ 死刑
廃止国と存置国との区別；死刑存置自体は人権違反ではない）

Soering v. UK, 欧州人権裁判所, 1989年7月7日判決

Judge v. Canada, 自由権規約委員会意見・2003年8月13日



グアナバラ号事件

写真：当日投影のみ。

グアナバラ号事件（平成25年12月18日（平成25年（う）第578号・高刑集66巻4号6頁））



リモートアクセスを通じた刑事捜査

日本・高裁

• 東京高裁平成28年12月7日高
刑集69巻2号5頁
• 大阪高裁平成30年9月11日
• 東京高裁平成31年1月15日 他国の実践



各国の裁判例

• U 2012.2614 H, Højesteret, 12.05.2012, 非公式英訳としてhttps://sas-
space.sas.ac.uk/5563/1/2038-2939-1-SM.pdf.

• Supreme Court Order, 28 March 2019, HR-2019-610-A, no. 19-010640STR-
HRET, paras. 60-73, 英訳は
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/decisions-in-english-
translation/hr-2019-610-a.pdf.

• 韓国大法院2017年11月29日判決（2017도9747）
https://www.scourt.go.kr/sjudge/1512108215099_150335.pdf（裁判所ウェブ
サイトに英訳あり）

https://www.scourt.go.kr/sjudge/1512108215099_150335.pdf


日本国内法と越境刑事法
実践例



条約締結の遅れ
写真：当日投影のみ。



国内実施の不十
分さと対策

資金洗浄／対テロ資金供与
規制（AML/CFT）

海上犯罪

安全保障理事会指定の制裁
としての資産凍結等の措置
命令



標的制裁の手順

制裁委員会

安保理

国連加盟国

②対象となりうる
個人についての情
報提供

③コンセンサスで
対象個人を指定

④資産凍結、旅行制限など。

制裁委員会の指定に基づく制裁
①非軍事的措置
の義務付け



国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏ま
え我が国が実施する国際テロリス

トの財産の凍結等に関する特別措置法

• 第4 条 （報告者注：国家公安委員会による国際テロリスト指定）

• ・・・二 次のいずれかに該当する者

• イ 公衆等脅迫目的の犯罪行為（公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資
金等の提供等の処罰に関する法律（平成14年法律第67号）第1 条に規定
する公衆等脅迫目的の犯罪行為をいう。以下同じ。）を行い、行おうと
し、又は助けたと認められる者であって、将来更に公衆等脅迫目的の犯
罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分
な理由があるもの



金融作業活動部会（FATF）の基準

• For designations under resolution 1373(2001), the competent authority of each jurisdiction 
will apply the legal standards of its own legal system regarding the kind and quantum of 
evidence for the determination that “reasonable grounds” or “reasonable basis” exist for a 
decision to designate an individual or entity and thus initiate an action under a freezing 
mechanism. This is the case irrespective of whether the proposed designation has been put 
forward on the relevant jurisdiction’s own motion or at the request of another jurisdiction.

• FATF (2013) Targeted Financial Sanctions related to Terrorism and Terrorist Financing 
(Recommendation 6) https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/BPP-
Fin-Sanctions-TF-R6.pdf
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