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Ⅰ

はじめに

国際刑事裁判所（International Criminal Court、以下「ICC」
）が管轄対
象 と す る、 集 団 殺 害 犯 罪（ ジ ェ ノ サ イ ド 罪 ） 等 の「 中 核 犯 罪 」
（core
crimes）は、多数人の関与の下で広範・組織的に行われることが多い。それ
ゆえ、犯罪を主導しているがこれを直接実行するわけではない、背後者や指
導者の刑事責任を把握するための理論的枠組を構築する必要がある。従来は
そのような観点から、犯罪について第一次的な責任を問う「正犯」と、第二
次的な責任に留まる（いわゆる狭義の）
「共犯」の区別をめぐる議論、すな
わち、いかなる事情が備われば第一次的責任としての「正犯」性が満たされ
るのかという議論が、活発に展開されてきた1。
他方、中核犯罪の組織性という実態を見据えた場合、いかなる者を「正
犯」とすべきかという視点のみならず、中核犯罪に積極的に加担したわけで
はなく、それが行われる体制に寄与したに過ぎない「周辺的」関与者を、い
かなる範囲で（第二次的な「共犯」として）処罰すべきかという視点も重要
となる。たとえば、強制収容所で拷問が行われていることを知りつつ掃除係
4

4

を務めていた者が、拷問体制の維持に寄与したとの理由で、常に共犯として
処罰されるとすれば、この帰結には躊躇を覚える。他方、医師が強制収容所
で拷問被害者の治療を請け負っていたが、当該治療行為は、被害者から情報
を引き出すまで殺さずに拷問を継続するために行われており、当該医師もそ
れを承知していたような場合、当該医師を処罰することにさほどの躊躇は感
1

比較的近時の邦文献として、フィリップ・オステン「国際刑法における行為支配論と

正犯概念の新展開」井田良ほか〔編〕『川端博先生古稀記念論文集〔上巻〕』（成文堂、
2014年）469頁以下、後藤啓介「国際刑事法における行為支配論と共同正犯（１）（２）
（３・完）」亜細亜法学50巻１号（2015年）１頁以下、同２号（2016年）１頁以下、同
51巻１号（2016年）１頁以下、同「国際刑事裁判所規程25条３項⒜に基づく間接正犯」
亜細亜法学52巻２号（2018年）１頁以下、木原正樹「『国際刑事裁判所』における正犯
の要件」国際法外交雑誌113巻４号（2015年）544頁以下、増田隆「国際刑法における正
犯処罰の系譜と判例理論の継受」高橋則夫ほか〔編〕『曽根威彦先生・田口守一先生古
稀祝賀論文集〔上巻〕』（成文堂、2014年）893頁以下等。
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じないのではなかろうか。
以上のように、中核犯罪への周辺的関与のあり方は多様たりえ、その中に
は、確かに犯罪の実現に寄与してはいるが、当該寄与行為が日常的・価値中
立的なものであるため、処罰範囲から排除すべきと思われるものも存在す
る。中核犯罪には多くの周辺的関与者が存在する中で、その刑事責任をどこ
まで問うかは、まさに処罰の可否を分かつ点で重要となる。後述の通り 2、
この問題は、日独等の国内刑法でも、
「中立的行為を通じた幇助」の問題と
して議論がみられる領域でもある。この観点からは、従来の議論の主戦場で
あった正犯と共犯の区別のみならず、共犯と不可罰領域の区別の検討も重要
となる。我が国との関係では、たとえば自衛隊が後方支援・人道支援等の目
的で海外に展開する際、その支援が、戦争犯罪等を行う側の陣営に貢献して
しまう可能性は絶無ではなく、そのような寄与がいかなる範囲で可罰的とな
るかについては、自覚的な検討が必要であろう。それにもかかわらず、現状
の我が国では、中核犯罪に対する共犯に関する先行研究は、きわめて少な
い 3。
ICC 規程には、複数の共犯形態が定められるところ、周辺的関与者の処罰
の限界を探る際に特に重要となるのは、いわゆる「幇助犯」
（ICC 規程25条
３項⒞）と、
「集団犯罪への寄与」
（同⒟）の規定である。前者の幇助犯につ
いては、既に上訴審で有罪判決が登場し、後者の集団犯罪への寄与について
も、第一審で有罪判決が登場している。注目すべきは、これら両形態では、
共犯行為が犯罪の実現に対して一定の寄与又は効果を及ぼしたことが要求さ
れるところ、要求される寄与の程度の下限につき、ICC の裁判例の中で見解
の変遷が見られる点である。すなわち、かつては、共犯行為が犯罪に対して
「実質的な」
（substantial）4 又は「重要な」
（significant）寄与を及ぼしたこ
とが要求されていた一方、近時の裁判例ではこのような限定が不要とされて
2
3

本稿Ⅳ２⑴参照。
たとえば、小野上真也「国際刑法における幇助犯成立要件・概観」酒井安行ほか

〔編〕『新倉修先生古稀祝賀論文集』（現代人文社、2019年）136頁以下。
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いるのである。
後述の通り、かつての裁判例で要求されていた上記要件には、犯罪の周辺
的関与者の処罰を限定する機能もあるとされてきた5。近時、当該限定が不
要とされたことで、周辺的関与者が一律に処罰されるとすれば、それには躊
躇を覚えるが、そのような帰結が必然かは、明らかではない。寄与の「下
限」に関する限定が取り払われたことが、処罰範囲にいかなる影響を及ぼす
かを見極めるためには、寄与の下限のみに着目するだけでは足りず、ICC 規
程25条３項⒞および⒟の全体構造をも踏まえた検討が必要となろう。
以上の問題意識に基づき、本稿では、これら両共犯規定の基本的成立要件
を整理した上で、双方の「寄与」要件をめぐる ICC の裁判例の変遷を跡づ
け、特に周辺的関与者の処罰の可否という視点から、「寄与」要件に関する
見解の推移がいかなる意義を有するのかを考察する。以下、まず ICC の裁
判例理解に必要な限りで、ICC 以前の国際刑事法廷である、旧ユーゴ国際刑
事裁判所（ICTY）およびルワンダ国際刑事裁判所（ICTR）における幇助
犯をめぐる議論を確認するⅡ。次いで、ICC の裁判例における「寄与」要件
の動向を素描しⅢ、処罰範囲の適正化のために今後いかなる視点からの議論
が必要かを示すⅣ。

Ⅱ

ICTY・ICTR における「寄与」要件

１

条文構造
まず、ICC 以前の国際刑事法廷における関与形式の条文を確認する。特

に、1990年代初頭に設立された ICTY・ICTR（以下、両者をまとめて「ア
ド・ホック法廷」と呼ぶことがある）6では、国際法上の犯罪7に対する正犯・
共犯の成否が検討された事案が数多く存在し、それらを通じて幇助犯等の成
4

小野上・前掲注３）140頁等は、「substantial」を「重要な」と訳すが、本稿では、幇

助犯の「substantial」な寄与と、JCE・集団犯罪への寄与の「significant」な寄与の訳
し分けの観点から、前者を「実質的な」、後者を「重要な」と訳す。
5

本稿Ⅲ２⑴参照。
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立要件もかなりの具体化をみた。ICC がアド・ホック法廷の判例を参照する
機会も多いため、アド・ホック法廷における各関与形式の特徴を整理するこ
とは、本稿Ⅲ以下の議論にとっても有用である。なお、両アド・ホック法廷
間で関与形式に関する条文はほぼ同一内容のため、以下では ICTY 規程の
条文を主たる素材とする。
ICTY 規程
第７条
１

個人の刑事上の責任8

第２条から第５条までに定める犯罪の計画、準備又は実行について、
計画し、教唆し、命令し、実行し又はその他の態様で幇助した者は、個
人としてその犯罪について責任を負う。

Article 7 Individual criminal responsibility
1. A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise
aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime
referred to in articles 2 to 5 of the present Statute, shall be individually
responsible for the crime.
上記の ICTY 規程７条１項には、複数の関与形態が定められるところ、こ
れらは大まかに、正犯形態としての「実行」
（commission）と、共犯形態と
してのそれ以外に分けられ、判例上、共犯（特に幇助犯）に及ぶ刑事責任
6

両アド・ホック法廷は国際連合安全保障理事会決議により設立され、ICTY は2017年

ま で、ICTR は 2015 年 ま で 活 動 を 行 っ た。 残 余 の 事 件 の 処 理 等 は、 後 継 組 織 の
「International Residual Mechanism for Criminal Tribunals: IRMCT」に引き継がれた。
ICTY・ICTR につき、拙著『国際刑法における上官責任とその国内法化』（慶應義塾大
学出版会、2021年）３頁以下、42頁以下も参照。
7

ICTY 規程では、ジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為（２条）、戦争の法規又

は慣例に対する違反（３条）、ジェノサイド罪（４条）および人道に対する犯罪（５条）
が管轄対象とされ、ICTR 規程では、ジェノサイド罪（２条）、人道に対する犯罪（３
条）、ジュネーヴ諸条約共通第３条および第二追加議定書に対する違反行為（４条）が
管轄対象とされていた。
8

ICTY 規程の訳は、浅田正彦（編）『ベーシック条約集2021』（東信堂、2021年）867

頁以下を参考とし、適宜修正した。下線は筆者。
－135－

信州大学経法論集

第11号

国際刑事裁判所規程における共犯の「寄与」要件の意義

は、正犯よりも軽いとの判断が示されてきた9。
正犯形態たる「実行」は、犯罪の直接的実行に限られない。アド・ホック
法廷の判例上、複数人が犯罪に関わる場合の各関与者への帰責を見据え、
「実行」の下位範疇として、
「共同犯罪企図」
（joint criminal enterprise：以
下「JCE」）概念が発展してきた10。同概念の下では、複数人による共通の犯
罪計画又は目的（common criminal plan/purpose）に寄与した者は、たとえ
犯罪を直接実行せずとも、正犯責任を問われうる。本稿では、詳細な成立要
件は扱えないが、差し当たり、JCE の下では、共通の計画の遂行に対する
寄与が、不可欠（necessary）又は実質的（substantial）なものである必要
はないが、「重要な」
（significant）ものでなければならない、との説明がな
されることがあった点に留意する必要がある11。
一方、「幇助」
（aiding and abetting）は、共犯の一形態とされる。英語表
4

4

記上は「aiding」と「abetting」が区別され、前者は犯罪実行に対する物理
4

4

4

4

的援助（physical assistance）の提供、後者は犯罪の奨励その他の心理的働
きかけの表明（encouragement or another manifestation of moral suasion）
と説明されるが12、これらの両概念は厳密に区別されず、いずれかの形態で
9

Tadić, ICTY (AC), Judgement, IT-94-1-A, 15 July 1999, para. 192. また、拙著・前掲

注６）78頁も参照。
10

JCE 概念につき、竹村仁美「国際刑事法における JCE（Joint Criminal Enterprise）

の概念（ １）（ ２・ 完 ）」 一橋法学 ６ 巻 ２ 号（2007年 ）965頁以下、 同 ３ 号（2007年 ）
1417頁以下、後藤啓介「日本刑法における共謀共同正犯と国際刑法における『正犯』概
念に関する一考察」法学政治学論究87号（2010年）31頁以下を参照。
11

たとえば、Brđanin, ICTY (AC), Judgement, IT-99-36-A, 3 April 2007, para. 430. また、

Robert Cryer et al. (eds.), An Introduction to International Criminal Law and
Procedure, 4th ed. (2019), pp. 345-346; Lachezar Yanev, ʻJoint Criminal Enterpriseʼ, in:
Jérôme de Hemptinne et al. (eds.), Modes of Liability in International Criminal Law
(2019), mn. 29 も参照。ただし、裁判例の中には、「重要な」寄与という敷居を不要とす
る も の も あ っ た。Mpambara, ICTR (TC), Judgement, ICTR-01-65-T, 11 September
2006, para. 13.
12

William A. Schabas, The International Criminal Court, A Commentary on the Rome

Statute, 2nd ed. (2016), p. 576. また、Akayesu, ICTR (TC), Judgement, ICTR-96-4-T, 2
September 1998, para. 484 も参照。
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の援助を行うことが、
「幇助」
（aiding and abetting）13としての刑事責任を生
じさせる14。幇助犯の客観的要件としては、
（幇助）行為が物理的・心理的
な も の を 問 わ ず、 犯 罪 に 対 し て「 実 質 的 な 寄 与 ／ 効 果 」（substantial
contribution/effect）を及ぼすこと、主観的要件としては、自己の行為が犯
罪実行を援助することの認識が必要とされる15。
なお、アド・ホック法廷では、ICC 規程25条３項⒟の「集団犯罪への寄
与」に直接相当する共犯形態は、存在していなかった。
２

各関与形態における寄与要件
以上の通り、アド・ホック法廷の判例上、JCE では「重要な」寄与、幇

助犯では、「実質的な」寄与が要求されていた。これらの両基準は、関与行
為の犯罪実行に対する因果性（causality）に関わる基準とされ、関与行為と
犯罪実行との間の条件関係は不要であるが、重要な又は実質的な寄与を及ぼ
したことが必要、という形で求められてきた16。また、アド・ホック法廷の
判例上、JCE の「重要な」寄与は、幇助犯の「実質的」寄与よりも弱いも
ので足りるとされるが17、その一方で、両基準の異同は判例上ほとんど説明
されていないとも指摘されることがある18。国際刑事法廷における共犯概念
13

ICC 規程25条３項⒞でも同様の文言（aids, abets...）が用いられ、日本語公定訳では

「ほう助し、唆し」と訳されている（本稿Ⅲ１⑴参照）
。もっとも、ICC 規程25条３項
⒞は幇助類型の関与形式を定めており、「唆し」（abets）という語は同項⒝所定の教唆
類型を想起させる語となっている。このように、公定訳には若干の疑問があるため、差
し当たり本稿では、「aiding and abetting」という語は「幇助」と一語で表し、「aiding」
と「abetting」を文脈上書き分けるべきときには、各々をアルファベット表記した。な
お、フィリップ・オステン「国際刑法における『正犯』概念の形成と意義」川端博ほか
〔編〕『理論刑法学の探究③』（成文堂、2010年）116頁以下注16も参照。
14

Sarah Finnin, Elements of Accessorial Modes of Liability (2012), p. 73; Kai Ambos,

ʻArticle 25ʼ, in: Otto Triffterer and Kai Ambos (eds.), The Rome Statute of the
International Criminal Court, A Commentary, 3rd ed. (2016), mn. 24参照。
15

たとえば、Blaškić, ICTY (AC), Judgement, IT-95-14-A, 29 July 2004, paras. 48 et seq.;

Nahimana et al., ICTR (AC), Judgement, ICTR-99-52-A, 28 November 2007, paras. 482
et seq. ま た、Gerhard Werle and Florian Jessberger, Principles of International
Criminal Law, 4th ed. (2020), mn. 669, 674 および note. 331, 332, 349 を参照。
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の内容解明という観点からは、各々の寄与基準の明確化は不可欠の作業であ
るが、本稿では紙幅の関係上、この点を詳らかに論じることはできない。た
だし、本稿の目的上、これら２つの「寄与」概念が、ICC の幇助犯および集
団犯罪への寄与の成立要件としても用いられていくことには、留意する必要
がある。そこで、以下では差し当たり、アド・ホック法廷の判例上、これら
両概念がどのように導かれてきたのかという点に絞って、簡単に確認してお
く。
⑴

JCE における「重要な」寄与
JCE 概念が初めてアド・ ホ ッ ク法廷で登場したのは、1999年の ICTY

Tadić 事件上訴審判決であったが、そこでは、JCE の要件として、行為者が
共通の犯罪計画に「関与」
（participation）したことが要求されていたもの
の、
「重要な」寄与という言い回しは登場していない19。
その後、2001年の ICTY Kvočka et al. 事件第一審判決で、「重要な」寄与
基準が登場した。そこでは、第二次大戦直後の戦犯裁判で、犯罪集団の中級
的地位にある者が、犯罪を直接実行してはいないものの、自身の職務を遂行
16

幇助犯につき、Blaškić, ICTY (AC), Judgement, IT-95-14-A, 29 July 2004, para. 48;

Ndahimana, ICTR (AC), Judgement, ICTR-01-68-A, 16 December 2013, para. 149. また、
Albin Eser, ʻIndividual Criminal Responsibilityʼ, in: Antonio Cassese et al. (eds.), The
Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, vol. I (2002), pp.
799-800 も 参 照｡ JCE に つ き、Brđanin, ICTY (AC), Judgement, IT-99-36-A, 3 April
2007, para. 430.
17

たとえば、Gotovina and Markač, ICTY (AC), Judgement, IT-06-90-A, 16 November

2012, para. 149. また、Yanev, supra note 11, mn. 29; Jessie Ingle, ʻAiding and Abetting
by Omission before the International Criminal Tribunalsʼ, 14 Journal of International
Criminal Justice (2016), pp. 749‒750 も参照。正犯形態たる JCE の方が、幇助よりも客
観的な寄与の程度が低くても足りる理由としては、アド・ホック法廷では（共通の犯罪
目的の共有という）主観的基準に基づき、正犯（JCE）と共犯が区別されていたことが
指 摘 さ れ る。Héctor Olásolo, The Criminal Responsibility of Senior Political and
Military Leaders as Principals to International Crimes (2010), p. 163.
18

Werle and Jessberger, supra note 15, mn. 627 note. 222.

19

Tadić, ICTY (AC), Judgement, IT-94-1-A, 15 July 1999, para. 227.
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することで集団の犯罪計画を助長した場合に、いかなる責任を問うべきかを
検討した例が、分析されている20。その結果、強制収容所が迫害等の意図を
もって運営されていることが明らかであることを知りつつ、「施設の運営に
4

4 4 4 4 4 4 4

4

4

何らかの重要な態様で〔in any significant way〕関与し、又はその活動を援
助し若しくは容易にした」者は、
「組織的階級内部におけるその者の地位お
よび関与の程度に応じて」犯罪企図への関与のために責任を問われるとの帰
結が導かれている21。また、同第一審裁判部は、「虐待状況の存する収容所
で働くあらゆる者が、自動的に JCE への関与者として責任を問われること
4

4

4

を意味するわけではないことを強調しておきたい。企図への関与は重要な
〔significant〕ものでなければならない。
」と述べ、これは「企図を効率的又
は効果的なものとする作為又は不作為；たとえば、システムをよりスムーズ
に又は混乱なく運営させることを可能とするような関与をいう」としていた
22

。なお、当該箇所以下の判示では、
「実質的な」寄与と「重要な」寄与の

概念の混同がみられるが23、JCE に対する低級・中級関与者が責任を問われ
るためには、個々の事象で犯罪活動のための何らかの低レベルの機能を果た
せとの命令に従っただけでは足りず、より高度の関与が要求されると指摘さ
れていた24。
最終的に、ICTY Brđanin 事件上訴審判決が、
「重要な」寄与を一般的に
20

Kvočka et al., ICTY (TC), Judgement, IT-98-30/1-T, 2 November 2001, paras. 293 et

seq.
21

Ibid., para. 306. 圏点、亀甲括弧内およびイタリックは筆者。ただし、そこでは「共同

正犯又は幇助犯のいずれかとして」犯罪企図への関与のために責任を問われるとされ、
幇助にも同様の論理が妥当するかのような判示となっていた。
22

Ibid., para. 309. 圏点、亀甲括弧内およびイタリックは筆者。ただし、同事件上訴裁判

部 は、 こ の 基 準 を 完 全 に 採 用 し た わ け で は な か っ た。Kvočka et al., ICTY (AC),
Judgement, IT-98-30/1-A, 28 February 2005, paras. 97-98, 187. また、Gideon Boas et
al., International Criminal Law Practitioner Library, vol. I, Forms of Responsibility in
International Criminal Law (2011), pp. 47 et seq. も参照。
23

特に、Kvočka et al., ICTY (TC), Judgement, IT-98-30/1-T, 2 November 2001, para.

312.
24

Ibid., para. 311.
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要求し、理由として「あらゆる態様の行為が、問題となる犯罪に関して被告
人の刑事責任を創出するために足る、重要な寄与となるわけではな」いとし
た25。その後、概ねこの定式が踏襲されている26。
以上の経緯に鑑みると、JCE の「重要な」寄与という基準は、第二次大
戦直後の戦犯裁判に現れた基準に由来し、そこでは、犯罪企図に対する瑣末
な寄与を処罰範囲から排除すべきとの問題意識を見て取れる。
⑵

幇助犯における「実質的」寄与
幇助犯における寄与の「実質性」の要件は、1997年の ICTY Tadić 事件第

一審判決で認められた。そこでは、やはり第二次大戦直後の戦犯裁判の検討
がなされた後27、国連国際法委員会（ILC）が採択した「人類の平和と安全
に対する罪の法典案 」
（Draft Code of Crimes against the Peace and
Security of Mankind）第２読版（1996年、以下「法典案」と呼ぶことがあ
る）が参照されている。その２条３項⒟は、ジェノサイド罪（17条）をはじ
めとする「人類の平和と安全に対する罪」に対する幇助犯の規定となってお
り、 そ こ で は、 条 文 上、 行 為 者 が 犯 罪 の 実 行 を「 直 接 か つ 実 質 的 に 」
（directly and substantially）幇助しなければならないとされていた28。ILC
の注釈では、 この基準に従い、 共犯行為が「 何らかの重要な態様で 」
（in
some significant way）
、犯罪の実行を容易にしたことが要求されている29。
25

Brđanin, ICTY (AC), Judgement, IT-99-36-A, 3 April 2007, paras. 427, 430.

26

たとえば、Popović et al., ICTY (AC), Judgement, IT-05-88-A, 30 January 2015, para.

1378. また、Yanev, supra note 11, mn. 29, note. 165 も参照。
27

Tadić, ICTY (TC), Opinion and Judgement, IT-94-1-T, 7 May 1997, paras. 681 et seq.

28

幇助犯に関する条文は次の通り（ 下線筆者 ）。Yearbook of the International Law

Commission, 1996 vol. 2 part 2, p. 18.
Article 2. Individual responsibility
3. An Individual shall be responsible for a crime set out in article 17, 18, 19 or 20 if
that individual:
⒟

Knowingly aids, abets or otherwise assists, directly and substantially, in the
commission of such a crime, including providing the means for its commission;
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第一審裁判部は、特に「実質的に」幇助したとの基準の下では「寄与が犯
罪の実行に現に効果を及ぼしたこと」が要求されると指摘し、この帰結は、
先に検討した戦犯裁判のほぼ全てで、
「被告人が現に担った役割を遂行する
者がいなければ、犯罪行為が同様の態様で発生しなかった可能性が高い」と
いう関係性がみられたことからも根拠づけられるという30。こうして、第一
審裁判部は、
「直接かつ実質的」な寄与という基準を採用した31。
他方、翌年の ICTY Furundžija 事件第一審判決では、
「直接の」幇助との
表現は、ミスリーディングであるため不要とされた。というのも、第二次大
戦直後の戦犯裁判上、幇助犯による援助は心理的なもので足りるとされ、有
形的（tangible）である必要はなく32、また、法典案２条３項⒟でも、援助
の形態に限定がないため心理的なもので足りうるところ33、法典案２条３項
⒟における「直接の」幇助との表現は、援助が「有形的な」ものであること
を要求しうるからであるという34。このことから、第一審裁判部は、幇助犯
4

4

4

4

4

4

の成立要件を、
「犯罪の実行に対して実質的な効果を有する、実際上の援助、
奨励又は心理的支援 」
（practical assistance, encouragement, or moral
support which has a substantial effect on the perpetration of the crime）と
定式化し、これがその後も概ね踏襲されている35。
29

Ibid., p. 21, para. 11.

30

Tadić, ICTY (TC), Opinion and Judgement, IT-94-1-T, 7 May 1997, para. 688. そこで

は、第二次大戦直後の戦犯裁判の中で、強制収容所での殺人のために害虫駆除用の毒ガ
スを提供した業者が戦争犯罪の幇助犯として有罪とされた例（Ibid., para. 680）や、ド
イツ軍への徴兵を拒否した外国人が身柄を拘束されて強制的に徴兵されるなどした事案
で、拒否者の名簿を作成して当局に提供したナチ行政官が、逮捕罪等の幇助犯として有
罪とされた例（Ibid., para. 687）が挙げられている。なお、「実質的」寄与をパラフレー
ズしたものとして、「共犯行為が正犯者による犯罪行為の実行に重要な変更を及ぼした」
こと（Furundžija, ICTY (TC), Judgement, IT-95-17/1-T, 10 December 1998, para. 233）
等がある。
31

Tadić, ICTY (TC), Opinion and Judgement, IT-94-1-T, 7 May 1997, para. 692.

32

Furundžija, ICTY (TC), Judgement, IT-95-17/1-T, 10 December 1998, paras. 199 et

seq., 232.
33

Ibid., paras. 229-232.

34

Ibid., para. 232.

また、この文言が条件関係を要求しうることも懸念されていた。
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以上の通り、幇助犯の「実質的」寄与という基準は、特に ILC の法典案
に由来し、かつ、そこには、ILC の注釈（
「何らかの重要な態様で」の援助
行為が必要）にもみられたように、取るに足らない寄与行為を排除するとい
う問題意識が示唆されていたようにも思われる。この点で、JCE と幇助の
双方で、寄与の程度に関する下限が設けられていたのは、ほぼ同様の問題意
識によるといえるのではなかろうか。

Ⅲ

ICC における「寄与」要件

１

ICC の関与形式体系

⑴

総説
本章では、ICC の共犯規定の「寄与」要件を検討するが、まずは、ICC 規

程上の関与形式規定全般の特徴を確認する。関与形式規定は、ICC 規程25条
３項に置かれており、その条文は以下の通りである（日本語公定訳を一部修
正した。また、以下本稿で条文番号のみを示すときは、特に断りのない限
り、ICC 規程のものを指す）
。
第25条
３

個人の刑事責任

いずれの者も、次の行為を行った場合には、この規程により、裁判所
の管轄権の範囲内にある犯罪について刑事上の責任を有し、かつ、刑罰
を科される。
⒜

単独で、他の者と共同して、又は他の者が刑事上の責任を有するか
否かにかかわりなく当該他の者を通じて当該犯罪を行うこと。

⒝

既遂又は未遂となる当該犯罪の実行を命じ、教唆し、又は勧誘する
こと。

⒞

当該犯罪の実行を容易にするため、既遂又は未遂となる当該犯罪の
実行を幇助し、又はその他の方法で援助すること（実行のための手段

35

Ibid., paras. 235, 249. 圏点およびイタリックは筆者｡ 以上の経緯等につき、Finnin,

supra note 14, pp. 127‒128；小野上・前掲注３）14１頁以下も参照。
－142－

横

濱

和

弥

を提供することを含む。
）
。
⒟

共通の目的をもって行動する人の集団による既遂又は未遂となる当
該犯罪の実行に対し、その他の方法で寄与すること。ただし、故意に
行われ、かつ、次のいずれかに該当する場合に限る。
ⅰ当該集団の犯罪活動又は犯罪目的の達成を助長するために寄与する
場合。ただし、当該犯罪活動又は犯罪目的が裁判所の管轄権の範囲
内にある犯罪の実行に関係する場合に限る。
ⅱ当該犯罪を実行するという当該集団の意図を認識しながら寄与する
場合

Article 25 Individual criminal responsibility
3. In accordance with this Statute, a person shall be criminally
responsible and liable for punishment for a crime within the
jurisdiction of the Court if that person:
⒜

Commits such a crime, whether as an individual, jointly with
another or through another person, regardless of whether that other
person is criminally responsible;

⒝

Orders, solicits or induces the commission of such a crime which
in fact occurs or is attempted;

⒞

For the purpose of facilitating the commission of such a crime,
aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted
commission, including providing the means for its commission;

⒟

In any other way contributes to the commission or attempted

commission of such a crime by a group of persons acting with a
common purpose. Such contribution shall be intentional and shall
either:
ⅰ

Be made with the aim of furthering the criminal activity or
criminal purpose of the group, where such activity or purpose
involves the commission of a crime within the jurisdiction of the
－143－
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Court; or
ⅱ

Be made in the knowledge of the intention of the group to
commit the crime;

ICC 規程の関与形式規定およびその解釈上の特徴は、正犯と共犯の区別が
強調されている点である。ICC 判例上、25条３項⒜では、犯罪を「行った」
（commits）、犯罪の実行者たる「正犯」
（perpetrator/principal）の責任、
同項⒝〜⒟では、犯罪の実行に所定の態様で寄与した「共犯」
（accomplice/
complicity）の責任が定められているとされる。このうち、正犯には共犯よ
りも、類型的に高度の非難可能性（blameworthiness）が妥当するため、両
者は区別される必要があり、両者は「行為支配」
（control over the crime）
の有無により区別される、との枠組みが提示されてきた36。
このことから、特に複数人が犯罪に加功する場合で、行為者が共同正犯と
いう「正犯」形態にあたるためには、共犯よりも犯罪に強い寄与を及ぼした
ことが必要となる。判例上は、各共同正犯者が犯行に対して共同で支配を行
使し、
「本質的な寄与」
（essential contribution）を及ぼしたこと、すなわち、
「各々が自己の任務を実行しないことによって当該犯罪の実行を頓挫させる
ことができる」ことが要求されている37。
36

Lubanga, ICC (AC), Judgment on the Appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against

His Conviction, ICC-01/04-01/06-3121-Red, 1 December 2014, paras. 462, 469, 473. なお、
批判的な見解として、Lubanga, ICC (TC), Judgment pursuant to Article 74 of the
Statute, Separate Opinion of Judge Adrian Fulford, ICC-01/04-01/06-2842, 14 March
2012, paras. 6 et seq.; Chui, ICC (TC), Judgment pursuant to Article 74 of the Statute,
Concurring Opinion of Judge Christine Van den Wyngaert, ICC-01/04-02/12-4, 18
December 2012, paras. 22 et seq. また、Marina Aksenova, Complicity in International
Criminal Law (2016), pp. 167 et seq. も参照。
37

Lubanga, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges, ICC-01/04-01/06-803-

tEN, 29 January 2007, paras. 342, 347. ま た、Lubanga, ICC (AC), Judgment on the
Appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against His Conviction, ICC-01/04-01/06-3121, 1
December 2014, paras. 469, 473 も参照。ICC の共同正犯につき、後藤・前掲注１）「国
際刑事法における行為支配論と共同正犯（２）」２頁以下を参照。
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ICC における共犯形態
25条３項⒝〜⒟の類型は、行為支配を有さない「共犯」に関わる規定と

なっている。ここでは本稿の関心事である、同項⒞の幇助犯、および、⒟の
集団犯罪への寄与の形態の概要を確認する。
25条３項⒞では、犯罪の実行を「幇助し、又はその他の態様で援助するこ
と」（aids, abets or otherwise assists）が処罰対象行為とされる。本条文で
も、アド・ホック法廷と同様、aid/abet という文言が用いられており、前者
は物理的な支援、後者は心理的な支援を指す。かつての実務では、両者が分
けて認定されたこともあるが38、近時の判例上、これらは区別される必要は
なく、aid/abet/assist が合わさって一つの関与形態とされる39。次に、主観
的要件として、条文上、幇助行為が「当該犯罪の実行を容易にするため」
（for the purpose of facilitating the commission of such a crime）になされ
る必要がある。これは目的（purpose）要件であり、単なる認識以上のもの
とされる40。この点で、25条３項⒞では、アド・ホック法廷の幇助犯（援助
の認識で足りる41）よりも、要求される主観面の程度が高い42。
38

Bemba et al., ICC (TC), Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC-01/05-

01/13-1989-Red, 19 October 2016, p. 456.
39

Bemba et al., ICC (AC), Judgment on the Appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo,

Mr Aimé Kilolo Musamba, Mr Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Mr Fidèle Babala
Wandu and Mr Narcisse Arido against the Decision of Trial Chamber VII Entitled
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/05-01/13-2275-Red, 8 March
2018, para. 1325. 同様の指摘として、Werle and Jessberger, supra note 15, mn. 670. ま
た、Hans Vest, Völkerrechtsverbrecher verfolgen (2011), S. 198; Joachim Vogel,
ʻIndividuelle Verantwortlichkeit im Völkerstrafrechtʼ, 114 Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft (2002), S. 426 も参照。訳語につき、前掲注13も参照。
40

Mbarushimana, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges, ICC-01/04-

01/10-465-Red, 16 December 2011, paras. 274, 281. また、Cryer et al., supra note 11, p.
359; Eser, supra note 16, p. 801; Kai Ambos, Treatise on International Criminal Law,
vol. I (2013), pp. 165-166 も参照。この目的要件は、米国模範刑法典 §2.06⑶⒜に由来
するとされ（Ambos, Ibid.,）、そこでは、
「犯罪の実行を促進し、又は容易にする目的で」
（with the purpose of promoting or facilitating the commission of the offense）なされ
る 共 犯 行 為 が 可 罰 的 と さ れ て い る。American Law Institute, Model Penal Code,
Official Draft and Explanatory Notes (1985), pp. 30-31.
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25条３項⒞に基づき被告人に有罪が言い渡された事例は、Bemba et al. 事
件のみである43。同事件は、中核犯罪ではなく、裁判所の運営に対する犯罪
（70条）の事案であったが、同犯罪類型に対しても25条３項所定の各関与形
式の適用が認められ44、被告人５名のうち、Mangenda には70条１項⒜の罪
（証人による偽証）
、Babala には同項⒞の罪（証人買収等）との関係で、幇
助犯の成立が肯定され、上訴裁判部にて判断が確定している。なお、後述の
通り、予審裁判部では、幇助犯の成立要件を扱った事例が散見される。
これに対して、25条３項⒟は、
「集団犯罪への寄与」に関する規定である。
同類型は、文言上、
「共通の目的をもって行動する人の集団」による犯罪実
41

本稿Ⅱ１参照。

42

主観的要件の敷居が高すぎるとの指摘として、Antonio Cassese et al., Casseseʼs

International Criminal Law, 3rd ed. (2013), p. 195; Miles Jackson, Complicity in
International Law (2015), p. 76. ま た、James G. Stewart, ʻThe End of “Modes of
Liability” for International Crimesʼ, 25 Leiden Journal of International Law (2012), p.
197 も参照。
43

ICC では、Jean-Pierre Bemba Gombo が人道に対する犯罪および戦争犯罪に対する

上官責任の嫌疑で起訴され、公判が行われていたところ（ただし、上訴審で無罪となっ
た。事案につき、拙著・前掲注６）104頁以下参照）、当該裁判との関係で行われた、裁
判所の運営に対する犯罪を理由に、Bemba 本人のほか、 その弁護人であ っ た Aimé
Kilolo Musamba ら４名が起訴された。上訴審では、70条１項⒝〔虚偽・偽造証拠の提
出〕についてはいずれの被告人も無罪となった（なお、第一審では、Bemba、Kilolo、
Mangenda は共同正犯〔25条３項⒜〕で有罪とされていた）ものの、70条１項⒜〔証人
による偽証〕については、Bemba（教唆〔25条３項⒝〕）、Kilolo（教唆）、Mangenda
（幇助〔同⒞〕）が有罪となり、70条１項⒞〔証人買収等〕については、Bemba（共同
正犯〔25条３項⒜〕）、Kilolo（共同正犯）、Mangenda（共同正犯）、Babala（幇助〔25
条 ３ 項⒞ 〕）、Arido（ 直接正犯〔25条 ３ 項⒜ 〕） が有罪とされた。Bemba et al., ICC
(PTC), Decision pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, ICC-01/0501/13-749, 11 November 2014; Bemba et al., ICC (TC), Judgment pursuant to Article 74
of the Statute, ICC-01/05-01/13-1989-Red, 19 October 2016; Bemba et al., ICC (AC),
Judgment on the Appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo, Mr Aimé Kilolo Musamba,
Mr Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Mr Fidèle Babala Wandu and Mr Narcisse
Arido against the Decision of Trial Chamber VII Entitled “Judgment pursuant to
Article 74 of the Statute”, ICC-01/05-01/13-2275-Red, 8 March 2018. 上訴審判決の評釈
として、Jonas Nilsson, ʻInternational Decisionsʼ, 112 American Journal of International
Law (2018), pp. 473 et seq.
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行を前提とし、集団的犯罪を把握することに特に向けられた規定となってい
る45。ICC 判例上、その成立要件は、概ね次のように整理されている 46。①
中核犯罪が行われたこと、②それが共通の目的をもって行動する人の集団に
よるものであること、③被告人が犯罪の実行に寄与したこと、④寄与が意図
的なものであったこと、および⑤ⅰ集団の犯罪目的・活動を助長する意図、
44

予審裁判部は、手続証拠規則（Rules of Procedure and Evidence）163-1に従い、規

程25条３項の各関与形式が裁判所の運営に対する犯罪（規程70条）にも適用可能とし、
第一審裁判部もこれを承認した。Bemba et al., ICC (PTC), Decision pursuant to Article
61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, ICC-01/05-01/13-749, 11 November 2014, para. 32;
Bemba et al., ICC (TC), Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC-01/0501/13-1989-Red, 19 October 2016, para. 54. 手続証拠規則163-1は次のように定める（イ
タリックは原文）。
Rule 163 Application of the Statute and the Rules
1. Unless otherwise provided in sub-rules 2 and 3, rule 162 and rules 164 to 169, the
Statute and the Rules shall apply mutatis mutandis to the Court's investigation,
prosecution and punishment of offences defined in article 70.
45

同類型は、アド・ホック法廷の規程ではジェノサイド罪との関係で定められていたコ

ンスピラシー（ICTY 規程４条３項⒝）を、ICC 規程にも導入すべきかをめぐる対立の
妥協として導入され（Marjolein Cupido, ʻGroup Acting with a Common Purposeʼ, in:
Jérôme de Hemptinne et al. (eds.), Modes of Liability in International Criminal Law
(2019), mn. 2）
、 そ の 内 容 は 1997 年 の い わ ゆ る 爆 弾 テ ロ 防 止 条 約（International
Convention for the Suppression of Terrorist Bombings）２条３項⒞に依拠したものと
される。その条文は次の通りである。
Article 2
3. Any person also commits an offence if that person:
⒞

In any other way contributes to the commission of one or more offences as set
forth in paragraph 1 or 2 by a group of persons acting with a common purpose;
such contribution shall be intentional and either be made with the aim of
furthering the general criminal activity or purpose of the group or be made in the
knowledge of the intention of the group to commit the offence or offences
concerned.

さ ら に、 こ の 条 文 は 1996 の 年 EU 加 盟 国 間 の 引 渡 条 約（Convention Relating to
Extradition between the Member States of the European Union: Official Journal of the
European Communities, C 313/12 (1996)）３条４項から借用したものと指摘されてい
る。Schabas, supra note 12, p. 579.
－147－

信州大学経法論集

第11号

国際刑事裁判所規程における共犯の「寄与」要件の意義

若しくはⅱ集団の犯罪実行意図の認識である。なお、⑤の主観的要件はⅰと
ⅱのいずれかが充足されれば足りる。さらに、この類型では、条文上、
「そ
の他の方法で寄与すること」
（in any other way contributes）ことが要求さ
れるため、本類型は、25条３項⒜〜⒞の各関与形式に該当しない場合に用い
られる「残余の」
（residual）形態といわれ、後にみるように、この特徴が本
類型の解釈に影響を与えると解されることがある47。なお、本類型での有罪
例としては、後述の Katanga 事件第一審判決がある48。
25条３項⒞・⒟の条文上、関与行為が犯罪に対して及ぼすべき寄与の程度
は、明示されていない。この点をめぐって、アド・ホック法廷における幇助
犯の判例と同様に、寄与の程度には最低限の敷居があるとの見解（以下「寄
与の敷居必要説」
）が有力に主張され、当初の ICC 裁判例も、25条３項⒞・
⒟の双方につき、この立場を採用していた。もっとも、近時の裁判例は、両
46

25条３項⒟の要件を列挙するものとして、Mbarushimana, ICC (PTC), Decision on

the Confirmation of Charges, ICC-01/04-01/10-465-Red, 16 December 2011, para. 269,
note. 640; Kenyatta, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges pursuant to
Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, ICC-01/09-02/11-382-Red, 23 January 2012,
para. 421; Ruto et al., ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges pursuant to
Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, ICC-01/09-01/11-373, 23 January 2012,
para. 351; Katanga, ICC (TC), Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/04-01/07-3436, 7 March 2014, paras. 1620-1621; Ntaganda, ICC (PTC), Decision
pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the
Prosecutor against Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-309, 9 June 2014, para. 158;
Laurent Gbagbo, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges against Laurent
Gbagbo, ICC-02/11-01/11-656-Red, 12 June 2014, para. 252; Blé Goudé, ICC (PTC),
Decision on the Confirmation of Charges against Charles Blé Goudé, ICC-02/11-02/11186, 11 D e c e m b e r 2014, p a r a s . 172-173; O n g w e n , I C C ( P T C ) , D e c i s i o n o n t h e
Confirmation of Charges against Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15-422-Red, 23 March
2016, para. 44; Al Mahdi, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges against
Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15-84-Red, 24 March 2016, para. 27; Al Hassan,
ICC (PTC), Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges portées
contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12-01/18-461Corr-Red, 13 novembre 2019, par. 938.
47

本稿Ⅲ２⑴参照。

48

後掲注56参照。
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類型につき、寄与の最低限の敷居は存在しないとの立場（以下「寄与の敷居
不要説」
）を採用しつつある。次節以降では、裁判例の流れを素描する。
２

寄与の敷居必要説

⑴

Mbarushimana 事件予審裁判部犯罪事実確認決定と集団犯罪への寄与の
基準
初期の ICC 裁判例では、25条３項⒞・⒟の双方につき、寄与の敷居必要

説が採られていた。最初期の例としては、Mbarushimana 事件予審裁判部犯
罪事実確認決定（2011年12月16日）がある。同事件は、2009年にルワンダ解
放民主軍（Forces Démocratiques pour la Liberation du Rwanda: FDLR）
が、コンゴ民主共和国 Kivu 地区で行ったとされる戦争犯罪および人道に対
す る 犯 罪 に つ き、FDLR の 事 務 局 長（Executive Secretary） で あ っ た
Mbarushimana が、集団犯罪への寄与（25条３項⒟）で訴追されたものの、
証拠不十分のため予審裁判部によって犯罪事実確認が拒否された事例であ
る49。
同決定では、集団犯罪への寄与の成立には、寄与が「重要な」（significant）
ものであることが必要とされたところ、そもそも寄与に最低限の敷居が必要
である理由としては、以下の２点が挙げられていた。
❶裁判所の受理許容性に関する17条１項⒟の起草段階では、裁判所が事件を
受理するためには、
「犯罪」
（crime）が一定の重大性を有することが必要
とされていたが、最終的には、「事件」
（case）の重大性という文言が採用
された。このことは、犯罪のみならず、
（関与者による）寄与も一定の重
大性の敷居に達しなければならないことを意味する50。
❷寄与の下限を要求しない場合、集団の犯罪性を知りつつなされる「極小
の」（infinitesimal）寄与を処罰範囲から排除できず、あらゆる宿泊施設経
営者（landlord）、食料雑貨商（grocer）
、公益事業者（utility provider）、
49

同決定につき、小野上・前掲注３）146頁以下も参照。
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秘書（secretary）
、用務員（janitor）
、納税者（taxpayer）による寄与が
犯罪となりかねない51。
❶では要するに、ICC は一定の重大な事件に対してのみ管轄権行使が可能
なのであるから、共犯の成立要件としても事件の重大性を基礎づける要件が
必要であること、❷では、処罰に値しない極小の寄与を処罰範囲から除外す
ることが挙げられている。❶❷は、集団犯罪への寄与（25条３項⒟）の文脈
で述べられているが、幇助（25条３項⒞）についても及ぶ論拠といえ、双方
の領域から「周辺的な」関与者の処罰を排除する論理たりうる。
以上の判示に引き続き、同事件予審裁判部は、集団犯罪への寄与の下で
「重要な」寄与が要求される（あるいはそれで足りる）理由として、次の２
点を挙げている。
❸25条 ３ 項の各関与形式間には、
「 価値志向的なヒエラルキ ー」（a value
oriented hierarchy）が存在し、かつ、集団犯罪への寄与が（
「その他の方
法で」の寄与を文言上要求することで）
、同項⒜〜⒞で捕捉されない場合
の「残余の共犯責任」
（residual form of accessorial liability）を定めてい
るため、集団犯罪への寄与で要求される寄与は、⒜〜⒞のそれよりも低い
もので足りる52。
50

Mbarushimana, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges, ICC-01/04-

01/10-465-Red, 16 December 2011, para. 276. 17条１項⒟は、次のような規定となって
いる（亀甲括弧内は筆者）。
第17条
１

受理許容性の問題

裁判所は、前文の第10段落及び第１条の規定を考慮した上で、次の場合には、事
件を受理しないことを決定する。
⒟

当該事件〔case〕が裁判所による新たな措置を正当化する十分な重大性を有し

ない場合
51

Ibid., para. 277. ここでは、Jens David Ohlin, ʻThree Conceptual Problems with the

Doctrine of Joint Criminal Enterpriseʼ, 5 Journal of International Criminal Justice
(2007), p. 79が参照されている。
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❹アド・ホック法廷の判例上、共犯責任の下では「実質的」寄与が要求さ
れ、JCE の下では、
「実質的な」寄与に達する必要はないものの、
「重要
な」寄与が要求されてきた。ICC における集団犯罪への寄与と、アド・
ホック法廷の JCE 概念との間には、差異もあるが、いずれも集団犯罪を
捕捉し、共通の目的に従って行われた行為に関わる点で共通する53。それ
ゆえ、集団犯罪への寄与では少なくとも「重要な」寄与が要求される54。
以上のうち、❸では、集団犯罪への寄与が「残余の」形態であるため、他
の共犯形態よりも低い程度の寄与で足りること、❹では、本類型が JCE と
類似することから、それと同様の寄与の程度の基準が採用されるべきことが
示されている。
その後、25条３項⒟の下での寄与の程度に関する判断は明瞭ではなかった
が55、同類型につき初めて有罪判決を下した Katanga 事件56では、第一審裁
判部によって初めて「重要な」寄与という基準が明示的に採用された。同裁
判部によれば、寄与の重要性という基準により、当該寄与が、犯罪の実行お
よび実行の態様に影響した〔bearing on〕こと57が要求される。同基準の根
拠は必ずしも明らかではないが、判文上は、この基準により、犯罪の実行に
とって些末な〔inconsequential〕
、取るに足らない〔immaterial〕寄与行為
52

Mbarushimana, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges, ICC-01/04-

01/10-465-Red, 16 December 2011, paras. 278-279.
53

Ibid., paras. 280, 282.

54

Ibid., para. 283.

55

Kenyatta, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Article

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, ICC-01/09-02/11-382-Red, 23 January 2012, paras.
421 et seq. では、 寄与の程度に関する言及はない｡ 同日に下された Ruto et al., ICC
(PTC), Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of
the Rome Statute, ICC-01/09-01/11-373, 23 January 2012, para. 354 では、25条３項⒟が
「残余」の共犯形態であるとの理解（前述❸）に依拠し、仮に同項⒞〔幇助犯〕の下で
「実質的な寄与」が要求され、⒟の下でも同じ基準が求められるとすれば、関与形態の
ヒエラルキーが無意味となることから、集団犯罪への寄与は「実質的な」ものよりも低
いもので足りるとしていた。ただし、下限をどこに設定するかは、明示していない。
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が処罰対象から排除されるべきこと58（上記❷に対応）や、25条３項⒟が、
⒜〜⒞により捕捉されない場合の「残余の」共犯形態であること59（上記❸
に対応）等に言及がある。
⑵

幇助犯の寄与の基準
前述の Mbarushimana 事件予審裁判部犯罪事実確認決定では、アド・ホッ

ク法廷の共犯で「実質的」寄与が要求されていたことには言及があったもの
の、これが ICC 規程25条３項⒞にも妥当するかは明らかにされていない。
これ以降の裁判例にも、25条３項⒞で「実質的な」寄与が要求されることを
示唆する例はあるが、その理由は説明されていない。
たとえば、Ruto et al. 事件予審裁判部犯罪事実確認決定は、集団犯罪への
寄与（25条３項⒟）で要求される寄与の程度を検討する際、弁護側主張を参
照しつつ60、「仮にサブパラグラフ⒞における幇助としての関与形態成立の
ために、寄与が『実質的』なものでなければならないことを前提としたとし
ても」
、25条３項⒟の寄与が「実質的な」ものである必要はないと述べてい
た61。また、Lubanga 事件第一審判決では、25条３項⒜に基づく共同正犯で
要求される寄与の文脈で、
「仮に〔25条３項⒞に基づく〕共犯が責任を問わ
56

コンゴ民主共和国における非国際的武力紛争（内戦）の最中、2003年２月に Bogoro

村が武装集団 Ngiti combatants in Walendu-Bindi collectivité により攻撃された際、人
道に対する犯罪および戦争犯罪としての殺人、文民に対する攻撃、略奪、財産の破壊と
いった行為がなされたことにつき、当該武装集団の指導者であった被告人 Katanga が、
集団犯罪への寄与（25条３項⒟）として有罪とされた事例。本件武装集団は、当該地区
からヘマ族を排除する目的等を有していたところ、被告人は、他の武装集団との連携や
武装の供給等を通じて、重要な寄与を行ったとされた。Katanga, ICC (TC), Judgment
pursuant to Article 74 of the Statute, ICC-01/04-01/07-3436, 7 March 2014, paras. 1671,
1680 等を参照。なお、本件では上訴がなされず、第一審判決が確定した。
57

Ibid., para. 1633.

58

Ibid., para. 1632.

59

Ibid., para. 1618.

60

Ruto et al., ICC (PTC), Joshua Arap Sang Defence Brief Following the Confirmation

of Charges Hearing, ICC-01/09-01/11-354, 24 October 2011, paras. 68, 70. もっとも、こ
こでもなぜ幇助犯で「実質的な」寄与が要求されるのかは説明されていない。
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れるために、『犯罪の実行に対する実質的な効果』を有していなければなら
ないとすれば」、共同正犯の寄与はそれ以上のものでなければならないとさ
れており62、当該判示の箇所では、幇助につき実質的寄与を要求したアド・
ホック法廷の判例が列挙されるに留まる63。
なお、これらの両事件の各被告人は、幇助で訴追されていたわけではな
く、幇助への言及は、他の関与形態（集団犯罪への寄与および共同正犯）の
寄与の程度を導くためになされたに過ぎない。加えて、いずれにおいても
「仮に」幇助で実質的な寄与が要求されるとすれば、との判断が示されてい
るため、⒞の寄与が実質的なものでなければならないと積極的に述べられて
いたわけでもない、という点には留意する必要がある。
３

寄与の敷居不要説

⑴

幇助犯の寄与の基準

Lubanga 事件第一審判決以降、幇助犯（25条３項⒞）の寄与の程度の下
限につき言及しない例もみられたが64、2016年の Ongwen 事件予審裁判部犯
罪事実確認決定では、弁護側が幇助につき「実質的」寄与の証明を求めてい
たことに対して、「援助が『実質的』であるべきことは、どこでも要求され
てい」ないとされた65。ここでは要するに、条文の文言上、寄与の程度に関
する限定が存在しないことが示されていると思われる66。
61

Ruto et al., ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Article

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, ICC-01/09-01/11-373, 23 January 2012, para 354.
62

Lubanga, ICC (TC), Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC-01/04-

01/06-2842, 14 March 2012, para. 997. 亀甲括弧内は筆者、太字は原文。
63

Ibid., para. 997, note. 2704.

64

Bemba et al., ICC (PTC), Decision pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome

Statute, ICC-01/05-01/13-749, 11 November 2014, para. 35（「共犯者の寄与が犯罪の実
行に対して一定の効果〔an effect〕を有したこと」を要求するに留まる）；Blé Goudé,
ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges against Charles Blé Goudé, ICC02/11-02/11-186, 11 December 2014, para. 169（一般的な基準の設定はなされていない
が、Blé Goudé の活動が「Gbagbo 派の犯罪実行能力を強化する効果〔the effect of
strengthening〕を有した」と認定された）．
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その後、Bemba et al. 事件第一審判決では、裁判所の運営に対する犯罪の
事案ではあるが、第一審裁判部ではじめて、幇助犯では寄与の「実質性」が
不要である旨が示された。同判決では、幇助行為と犯罪実行との間の条件関
係は不要であるものの、前者が後者に一定の効果（an effect）を有したとい
う意味での因果性は必要であり、具体的には、犯行を進捗させ、促進させ又
は容易にした（furthered, advanced or facilitated）ことが必要とされる67。
他方、
「実質的」寄与が不要である理由としては、①（前述の法典案第２読
版２条３項⒟とは異なり）25条３項⒞の純粋な文言は、最低限度の敷居を要
求していないこと68、②25条３項⒞の下で、上記のように客観的に犯行の促
進・容易化といった因果性が要求され、また、主観的に条文上「犯罪の実行
を容易にする目的」が要求されることをもって、不可罰的行為を排除する
フィルターとしては充分であることが挙げられている69。
その後、弁護側から、第一審裁判部が実質的効果を不要とした点が誤りと
して上訴されたところ70、上訴裁判部は次の２点に依拠して、これを棄却し
た。第一に、確かにアド・ホック法廷では実質的寄与が要求されていたが、
ICC はこれに拘束されず、第一次的には自身の規程・規則を適用する71。第
二の論拠は次の通りである。第一審裁判部は、援助行為が犯罪実行に促進・
容易化等の効果を有したことを必要としているが、25条３項⒞の条文上は、
そのような効果は要求されていない。確かに、そのような効果があれば「援
助」があったといえるが、
「たとえ仮にそのような効果の証明がなかったと
しても」ある行為が幇助の要件を充足したか否かは、各事件の事情の観点か
65

Ongwen, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges against Dominic

Ongwen, ICC-02/04-01/14-422-Red, 23 March 2016, para. 43.
66

同 様 の 判 示 は、Al Mahdi, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges

against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15-84-Red, 24 March 2016, para. 26 で
もみられた。
67

Bemba et al., ICC (TC), Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC-01/05-

01/13-1989-Red, 19 October 2016, paras. 90, 94.
68

Ibid., para. 93.

69

Ibid., paras. 94-95.
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らのみ決され得る。ただし、本件の第一審裁判部は、被告人 Mangenda の
行為が犯罪の実行に対して効果を有したと認定していたため、本件ではこの
問題に立ち入る必要はない72。
特に第二の論拠では、寄与の実質性が不要とされたばかりか73、そもそも
寄与行為が犯罪実行に何らの効果すら持たなかった場合であっても、幇助犯
が成立する余地があるかのような言い回しとなっている点が注目される。
⑵

集団犯罪への寄与の基準
集団犯罪への寄与についても、幇助犯と同様、2016年の Ongwen 事件予

審裁判部犯罪事実確認決定で、寄与が最低限の敷居に達したことは不要であ
る旨が明示的に示された。その論拠としては、幇助犯と同様に、25条３項⒟
の文言上、「寄与が『重要』であるとか、一定の最低限の程度に達すること
は要求されていない」ことが挙げられている74。
同様の帰結は、2019年の Al Hassan 事件予審裁判部犯罪事実確認決定で
70

Bemba et al., ICC (AC), Judgment on the Appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo,

Mr Aimé Kilolo Musamba, Mr Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Mr Fidèle Babala
Wandu and Mr Narcisse Arido against the Decision of Trial Chamber VII Entitled
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/05-01/13-2275-Red, 8 March
2018, para. 1318.
71

ICC 規程21条１項⒜は、ICC が適用する法として、第一次的に「この規程、犯罪の構

成要件に関する文書及び手続及び証拠に関する規則」を挙げる。なお、それに加えて、
「適当な場合には、適用される条約並びに国際法の原則及び規則」（同項⒝）、「⒜及び
⒝に規定するもののほか、裁判所が世界の法体系の中の国内法から見いだした法の一般
原則」（同項⒞）が補充的に適用可能である旨を定める。
72

Bemba et al., ICC (AC), Judgment on the Appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo,

Mr Aimé Kilolo Musamba, Mr Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Mr Fidèle Babala
Wandu and Mr Narcisse Arido against the Decision of Trial Chamber VII Entitled
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/05-01/13-2275-Red, 8 March
2018, paras. 1326-1327.
73

その後の Yekatom and Ngaïssona, ICC (PTC), Corrected Version of ʻDecision on the

Confirmation of Charges against Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssonaʼ,
ICC-01/14-01/18-403-Red-Corr, 14 May 2020, paras. 104, 128 等でも、寄与の最低限の敷
居に言及はない。
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も維持されている。ただし、同決定によれば、寄与は集団の活動一般と連結
されるだけでは足りず、犯罪の実行と連結される必要がある75。当該寄与は、
最低限の敷居に達することは要求されないものの、犯罪の実行に影響を及ぼ
すようなものでなければならず、共犯行為が犯罪の実行に何らの因果的効果
も持たない場合、25条３項⒟にいう「寄与」とはいえないという76。
４

小括
ICC の裁判例上、幇助犯（25条３項⒞）と集団犯罪への寄与（同⒟）のい

ずれにせよ、当初は、寄与行為と犯罪実行との間に要求される因果的寄与の
程度につき、一定の敷居があるとの立場がみられた（前者につき実質性、後
者につき重要性）
。その論拠としては、❶受理許容性に関する重大性要件
（17条１項⒟）との平仄、および、❷処罰に値しない極小の寄与を処罰範囲
から除外することが挙げられていた。
もっとも、ICC の幇助犯で寄与の「実質性」が要求される論拠は明らかで
なく、単にアド・ホック法廷の基準が踏襲されていただけのように思われ
る。他方、集団犯罪への寄与において寄与の「重要性」が要求されるのは、
❸ ICC 規程25条３項の関与形式間にヒエラルキーが存在し、集団犯罪への
寄与が他の形態との関係では残余的性質を持つことから、少なくとも幇助犯
で要求される「実質性」よりも低い基準で足り、かつ、❹集団犯罪への寄与
74

Ongwen, ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges against Dominic

Ongwen, ICC-02/04-01/14-422-Red, 23 March 2016, para. 44. 同様の判示は、Al Mahdi,
ICC (PTC), Decision on the Confirmation of Charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi,
ICC-01/12-01/15-84-Red, 24 March 2016, para. 27 でもみられる。
75

Al Hassan, ICC (PTC), Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des

charges portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC01/12-01/18-461-Corr-Red, 13 novembre 2019, par. 945.
76

Ibid., par. 948. な お、Yekatom and Ngaïssona, ICC (PTC), Corrected Version of

ʻDecision on the Confirmation of Charges against Alfred Yekatom and Patrice-Edouard
Ngaïssonaʼ, ICC-01/14-01/18-403-Red-Corr, 14 May 2020, paras. 104, 128 等でも、寄与の
最低限の敷居に言及はない。
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は JCE と集団犯罪の捕捉という点で共通するため、JCE の基準を参照した
ものといえる。
これに対して、近時の（裁）判例は、そのような最低限の敷居は不要との
立場を採用している。論拠としては、幇助と集団犯罪への寄与の双方につ
き、 ①文言上、 寄与の程度に関する限定が存しないことが指摘されてい
た77。加えて、幇助犯については、②他の主観的要件等が、些末な寄与を排
除するフィルターたりうる点が挙げられていた。なお、②の論拠は、幇助犯
に限らず、集団犯罪への寄与にも及びうる。というのも、25条３項⒟でも、
寄与の認識に留まらない、 特別な主観的要件が要求されているからであ
る78。

Ⅳ

幇助犯および集団犯罪への寄与の処罰限定のあり方

１

寄与の敷居の要否

⑴

前提：因果性要件の意義
前章でみた通り、近時の ICC 裁判例では、寄与の敷居不要説が有力化し

ており、また、幇助犯に関する初の上訴審判決（Bemba et al. 事件）では、
あたかも、寄与行為が犯罪実行に対して何らの効果がなくとも（因果性が欠
けても）幇助犯が成立する余地があるかのような言い回しがなされていた。
確かに、条文上、幇助犯と集団犯罪への寄与のいずれにおいても、寄与の
因果性を明示的に要求する文言は存在しない。しかし、これらの共犯形態の
要件を充足する者は、正犯者によって行われた「裁判所の管轄権の範囲内に
77

ただし、文言に依拠した論拠は、決定的なものたりえない。というのも、アド・ホッ

ク法廷の幇助犯の文言は、寄与が「実質的」なものであることを要求していなかった
し、ICC 規程25条３項⒜に基づく共同正犯の下では、文言上要求されていないが「本質
的な」寄与が要求されるからである。それゆえ問題は、寄与の程度・内容に一定の限定
を付することが、 処罰範囲等に鑑みて合理的であるかという点であろう。Manuel J.
Ventura, ʻAiding and Abetting and the International Criminal Courtʼs Bemba et al.
Case: The ICC Trial and Appeals Chamber Consider Article 25(3)(c) of the Rome
Statuteʼ, 20 International Criminal Law Review (2020), pp. 1150-1151参照。
78

この点につき、本稿Ⅳ２⑵参照。
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ある犯罪について刑事上の責任を有」する79、すなわち、共犯者もまた中核
犯罪の関与者として責任を問われる。このことに鑑みると、少なくとも寄与
行為と中核犯罪との間には、何らかの形態での因果性が要求されなければな
らないのではなかろうか。もし一切の因果性が不要とすれば、それは共犯形
態を単純挙動犯若しくは抽象的危険犯80、又は、未終了犯罪81と構成するこ
とになってしまうおそれがある。それゆえ、Bemba et al. 事件上訴審判決の
判示は、共犯行為の因果性を一切不要とする余地を認めたものと解するべき
ではなかろう。
⑵

寄与の敷居必要説に対する批判
近時有力な、寄与の敷居不要説に立つ（裁）判例の中には、寄与の敷居必

要説を正面から批判するものは少ない。もっとも、寄与の敷居必要説に立っ
ていた Mbarushimana 事件予審裁判部犯罪事実確認決定に対しては上訴が
なされていたところ、これを受けて予審裁判部の判断を再検討した上訴審判
決には、Silvia Fernández de Gurmendi 判事の個別意見が付されており、そ
こでは寄与の敷居不要説の立場から、次のような批判が提起されていた。
まず、予審裁判部は、❶ ICC における事件の受理許容性を基礎づける、
事件の重大性要件（17条１項⒟）との平仄から、幇助犯・集団犯罪への寄与
における寄与の重大性にも一定の敷居が必要と主張していた。これに対し
て、de Gurmendi 判事は、裁判所の管轄権を基礎づける（手続法的な）事
件の重大性要件と、共犯処罰を基礎づける（実体上の）寄与要件は別個の問
題であり、
「
〔手続法上の〕重大性の敷居を理由に規程上の〔共犯〕責任の形
態に制限的な基準を追加することは、重大性という〔手続法上の〕問題を、
個人の刑事責任を決定する領域に持ち込むこととなってしまう」とする82。
79

25条３項柱書。

80

これは国内刑法の文脈でも典型的に指摘される。たとえば、山中敬一『刑法総論〔第

３版〕』（成文堂、2015年）985頁、小島秀夫『幇助犯の規範構造と処罰根拠』（成文堂、
2015年）157頁以下等を参照。
81

Finnin, supra note 14, p. 136.
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ここでは、裁判所がその事件を扱うに足る重大性を有するのかという手続上
の敷居を、当該事件を裁判所の中で扱うべきことが確定された後で用いられ
る、実体法上の刑事責任の有無や重さを基礎づける寄与の程度に転嫁させる
必然性はない旨が指摘されている83。
第二に、❷「極小の」寄与を処罰すべきでないとの主張につき、予審裁判
部は極小の寄与の例として、武装集団に食糧や生活用品を提供することを挙
げるが、de Gurmendi 判事は、そのような寄与が集団による犯罪実行にとっ
て重要であったり実質的であったり、あるいは本質的な寄与であることもあ
りうると指摘する84。実際に、共同正犯を基礎づける「本質的」寄与、幇助
犯を基礎づける「実質的」寄与、集団犯罪への寄与を基礎づける「重要な」
寄与という段階的な寄与を、相互に限界づけることは至難である85。少なく
とも、
「寄与」概念を量的に基礎づけることは困難であり、量的な側面以外
のところから寄与概念を分析する必要があるとの発想には、一理あると思わ
れる。仮に寄与の実質性・重要性といった従来の基準を維持するとしても、
各々の基準の限界を意識しつつ、内実を具体化する必要がある。しかし、現
82

Mbarushimana, ICC (AC), Judgment on the Appeal of the Prosecutor against the

Decision of Pre-Trial Chamber I of 16 December 2011 Entitled “Decision on the
Confirmation of Charges”, Separate Opinion of Judge Silvia Fernández de Gurmendi,
ICC-01/04-01/10-514, 30 May 2012, para. 10. 亀甲括弧内は筆者。
83

なお、Manuel J. Ventura, ʻAiding and Abettingʼ, in: Jérôme de Hemptinne et al. (eds.),

Modes of Liability in International Criminal Law (2019), mn. 70 は、17条１項⒟の重大
性要件に依拠して寄与の敷居を導くことに賛同し、de Gurmendi 判事の解釈は、条約
は「文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い」
解釈されるべきとする条約法条約31条１項に反するとする。というのも、共犯の下限の
敷居を不要として、極小の寄与行為も可罰的とすれば、受理許容性を基礎づける重大性
要件の存在意義を理解することが困難となるからであるという。もっとも、極小の（処
罰すべきでない）寄与行為を処罰範囲から排除する手段は、寄与に「程度」を設けるこ
と以外でも可能ではなかろうか。
84

Mbarushimana, ICC (AC), Judgment on the Appeal of the Prosecutor against the

Decision of Pre-Trial Chamber I of 16 December 2011 Entitled “Decision on the
Confirmation of Charges”, Separate Opinion of Judge Silvia Fernández de Gurmendi,
ICC-01/04-01/10-514, 30 May 2012, paras. 11-12.
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時点ではそのような試みが成功しているとは言い難いであろう。
さらに、de Gurmendi 判事が述べていた点ではないが、寄与の敷居必要
説に立つ裁判例が提示してきた、
「重要な」寄与や「実質的」寄与といった
基準が、アド・ホック法廷の判例を参照しつつ導かれてきた点も、批判の対
象たりうる。特に、ICC の Mbarushimana 事件予審裁判部は、ICC におけ
る集団犯罪への寄与が、集団犯罪の捕捉を目的とする点で、アド・ホック法
廷における JCE と類似するという理由から、JCE における「重要な」寄与
という基準を集団犯罪への寄与に「転用」していた86。もっとも、JCE は正
犯形態である一方、集団犯罪への寄与は共犯形態である点で、その性質を大
きく異にし、その成立要件についても様々な差異が存在する87。それゆえ、
JCE の寄与基準が集団犯罪への寄与に妥当することは、必然ではない88。
以上の点では、近時の ICC 裁判例で寄与の敷居不要説が有力となりつつ
あることには、一定の理由がある。ただし、寄与の敷居不要説に立ったとし
ても、寄与行為が犯罪実行に対して最低限の効果・因果性を有したことは要
求され（その例として、Bemba et al. 事件第一審判決では、犯行の進捗・促
進・容易化といったものが挙げられていた 89）
、その具体化は求められる。
それゆえ、いずれにせよこの問題については、さらなる議論を要する。
２

寄与の敷居不要説の潜在的問題

⑴

中立的行為を通じた幇助の限定
寄与の敷居不要説で懸念されるのは、処罰に値しない周辺的関与を不可罰

85

Aksenova, supra note 36, p. 174.

86

本稿Ⅲ２⑴の論拠❹を参照。

87

詳しくは、Cupido, supra note 45, mn. 13 et seq. 参照。ただし。多谷千香子『戦争犯

罪と法』（岩波書店、2006年）106頁のように、集団犯罪への寄与は JCE を明文化した
ものと主張する論者もしばしばいる。
88

また、Bemba et al. 事件上訴裁判部が述べていたように、ICC は第一次的には自身の

規程を適用し、アド・ホック法廷の判例に拘束されないことも、改めて想起される必要
がある。本稿Ⅲ３⑴参照。
89

本稿Ⅲ３⑴参照。
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と す る メ カ ニ ズ ム を、 一 見 す る と 持 た な い よ う に 思 わ れ る 点 で あ る。
Mbarushimana 事件予審裁判部犯罪事実確認決定は、食料品店員が犯罪集団
に食料を販売する行為等を不可罰とすることを論拠の一つとして、寄与の敷
居必要説を主張していた（前述❷）
。この発想は、食料品店員が食料を販売
する行為や、強制収容所職員が施設を掃除する行為自体は、価値中立的で犯
罪性を帯びていない（場合もある）との発想に通ずるものがあり、国内法で
も「中立的行為を通じた幇助」の問題として論じられている90。また、寄与
の敷居不要説に立つ de Gurmendi 判事も、中立的な寄与行為の処罰範囲を
適切に限定する必要があることは否定しない91。それゆえ、仮に寄与の敷居
不要説に立つとしても、以上のような中立的行為の処罰範囲を合理的に限定
するための考慮が、模索されなければならない。
なお、アド・ホック法廷では、幇助犯の成立には、行為が犯罪実行の援助
に「特に向けられていたこと」
（specifically directed）を要するとして、正
犯行為からみて遠隔的になされた幇助や、中立的行為を通じた幇助の処罰範
囲を限定しようとの試みがみられた92。この要件は、一時的には ICTY 上訴
裁判部により幇助犯の成立要件として認められたものの93、最終的にはその
ような要件は慣習国際法上認められないなどとして、不要とされた94。この
90

「中立的行為による幇助」は、「犯罪を計画する正犯の実行を、そのことを知りながら

通常はまったく日常・業務行為として事実上『幇助』する行為」、などと説明される
（山中・前掲注80）971頁等）。中立的行為の概念の整理につき、濱田新「幇助犯の処罰
範囲限定理論について」法学政治学論究93号（2012年）233頁以下も参照。
91

Mbarushimana, ICC (AC), Judgment on the Appeal of the Prosecutor against the

Decision of Pre-Trial Chamber I of 16 December 2011 Entitled “Decision on the
Confirmation of Charges”, Separate Opinion of Judge Silvia Fernández de Gurmendi,
ICC-01/04-01/10-514, 30 May 2012, para. 12.
92

たとえば、Blagojević and Jokić, ICTY (AC), Judgement, IT-02-60-A, 9 May 2007,

paras. 182, 184 では、組織におけるルーティン的な職務行為を幇助犯の成立範囲から排
除できるかが検討されたが、結論としては犯罪の成立が認められた。Ibid., paras. 189,
193.
93

Perišić, ICTY (AC), Judgement, IT-04-81-A, 28 February 2013, para. 36.

94

Taylor, SCSL (AC), Judgment, SCSL-03-01-A, 26 September 2013, paras. 474-480;

Šainović et al., ICTY (AC), Judgement, IT-05-87-A, 23 January 2014, paras. 1650-1651.
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ように、アド・ホック法廷においては、中立的行為を処罰範囲から排除する
ための試みは、頓挫したという経緯がある。
なお、寄与の程度ではなく、寄与の規範的評価を通じて中立的行為を通じ
た 幇 助 の 処 罰 範 囲 を 限 定 す る 見 解 も 提 唱 さ れ つ つ あ る。 た と え ば、de
Gurmendi 判事は、寄与に最低限の敷居を設けるよりも、寄与と犯罪との間
の「規範的・因果的連結」
（normative and causal links）を分析することで、
中立的行為による幇助の問題を適切に解決可能と主張する95。Kai Ambos は、
ドイツの学説等に由来する客観的帰属論の見地から、中立的行為を通じた幇
助の処罰を限定する構想 96を示している97。これらの議論は、ICC 規程上の
関与形式との関係では、まだ活発に議論されているわけではない。今後の判
例・学説の動向を注視する必要がある。
⑵

主観的要件によるフィルタリングの可能性
ただし、ICC 規程上の共犯形態の下で、中立的行為という、幇助犯を限定

する視座が必要であるか、仮に必要としてもいかなる範囲で必要かについて
は、留保の余地がある。というのも、Bemba et al. 事件第一審判決が述べた
ように、ICC 規程上の幇助犯および集団犯罪への寄与の規定では、アド・
ホック法廷にはみられない主観的要件が定められており、これをもって処罰
限定のフィルターとして足りる可能性があるからである98。
95

Mbarushimana, ICC (AC), Judgment on the Appeal of the Prosecutor against the

Decision of Pre-Trial Chamber I of 16 December 2011 Entitled “Decision on the
Confirmation of Charges”, Separate Opinion of Judge Silvia Fernández de Gurmendi,
ICC-01/04-01/10-514, 30 May 2012, para. 12. ただし、ここでは具体的解決は示されてい
ない。
96

Ambos, supra note 14, mn. 26; Ambos, supra note 40, p. 164-165. また、Cupido, supra

note 45, mn. 52 et seq.; Randle C. DeFalco, ʻContextualizing Actus Reus under Article
25(3)(d) of the ICC Statuteʼ, 11 Journal of International Criminal Justice (2013), pp. 728
et seq. も参照。
97

中立的行為による幇助の処罰範囲を客観的帰属論の観点から限定する試みにつき、豊

田兼彦『共犯の処罰根拠と客観的帰属』（成文堂、2009年）174頁以下および166頁注34
で紹介されている文献も参照。
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そもそも ICC 規程には、犯罪の主観的要件に関する一般規定として30条
が存在し、それによれば、犯罪の結果発生を（目的的に）「意図して」いた
場合か、あるいは、
「通常の成り行きにおいてその結果が生ずることを意識」
していた場合には、当該結果発生についての主観的要件の存在が認められる
（30条２項⒝）
。後者の基準は、判例上、結果発生が「ほぼ確実」
（virtually
certain） で あ る こ と の 意 識 と パ ラ フ レ ー ズ さ れ、 未 必 の 故 意（dolus
eventualis）や無謀（recklessness）を排除する、高度な基準を設定したも
のといわれる99。この基準が正犯形態に適用されることには疑いの余地はな
い一方、仮に同基準が、幇助犯や集団犯罪への寄与にも適用されるとすれ
ば、共犯者もまた結果発生につき高度の主観的要件を充足する必要があるた
め、中立的行為を排除するフィルターとして機能する場面もありうる100。
加えて、各共犯形態には、固有の主観的要件が存在する。前述の通り、幇
助犯では、犯罪の実行を容易にする「目的」が必要であり、単なる容易化の
認識では足りない。この文言により、たとえば、強制収容所の掃除係は、被
収容者の虐待を容易にすることを、目的的に志向してはいないとして、その
ような（中立的）行為の処罰を排除する余地がある101。また、集団犯罪の寄
与では、サブパラグラフの中で択一的に主観的要件が定められ、25条３項⒟
ⅰでは集団の犯罪活動等を助長する「目的」が要求される。このように、単
98

日独の中立的行為を通じた幇助犯をめぐる議論では、行為者の主観面に（ も ）着目

して処罰範囲を限定する見解も有力である。日独の議論につき、曲田統『共犯の本質と
可罰性』（成文堂、2019年）148頁以下、179頁以下、197頁以下等を参照。
99

30条の理解をめぐる ICC 判例につき、拙著・前掲注６）198頁以下、拙稿「国際刑法

における犯罪の主観的成立要件について」法学政治学論究109号（2016年）67頁以下参
照。
100

ICC 判例の態度は必ずしも明らかではないが、Bemba et al., ICC (TC), Judgment

pursuant to Article 74 of the Statute, ICC-01/05-01/13-1989-Red, 19 October 2016, para.
98 は、幇助犯でも30条の「通常の成り行きにおいてその結果が生ずることを意識」し
ていたという基準が妥当するとしている。なお、小野上・前掲注３）151頁以下は、30
条が共犯規定にも及ぶことを前提とする。
101

4

4

4

もちろん、犯罪への貢献を目的的に志向していた掃除係ごときを処罰すべきかについ

ては、別個の検討の余地がある。
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なる認識に留まらない「目的」が要求される形態では、要求される目的の程
度によっては、中立的行為を通じた幇助という限定原理を論じる必要性は、
少ないかもしれない。
他方、25条３項⒟ⅱでは、行為者が集団の犯罪実行意図を「認識」してい
れば足り、一見すると、犯罪成立を限定するフィルターとしての役割がⅰや
幇助犯の場合と比べて弱い。もっとも、Katanga 事件第一審判決によれば、
ここでいう集団による犯罪実行「意図」
（intention）は、30条２項⒝の意味
で解され、集団は、犯罪の結果発生の目的的意図、あるいは、結果発生がほ
ぼ確実であることの意識という、高度の主観的要件をもって活動していなけ
ればならず、共犯者はこの意味での犯罪実行「意図」を認識していなければ
ならない102。このような認識類型が持つフィルターとしての役割が、他の場
合と比べて弱いといえるかについては、一考の余地がある。
以上のことからは、中立的行為を通じた幇助についていかなる限定をかけ
る必要があるかを見極めるためには、⑴30条が共犯規定に対しても適用され
るのか、⑵25条３項⒞・⒟の特別な主観的要件の解釈を深めることといっ
た、主観面に着目した検討も必要となる。そもそも、日本やドイツで「中立
的行為を通じた幇助」という、幇助犯の成立範囲を限定する試みが登場した
のは、原則として幇助犯成立には未必の故意があれば足り、中立的行為に関
する処罰範囲が過度に広範なものとなることが懸念されたからであった。し
かし、仮に ICC 規程上の共犯形態で、高度の主観的要件が必要とされるな
らば、そもそも議論の前提が異なる。それゆえ、中立的行為という処罰限定
原理を ICC の枠組みで用いる際には、それがいかなる範囲で妥当する原理
であるのかについて、慎重な検討を要する。

Ⅴ

おわりに

本稿の成果は、次のようにまとめられる。
102

Katanga, ICC (TC), Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC-01/04-01/07-

3436, 7 March 2014, paras. 1640-1642.
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ICC 判例上、当初は寄与の敷居必要説が採用された上で、幇助犯（25条３
項⒞）については「実質的」寄与が、集団犯罪への寄与（25条３項⒟）につ
いては「重要な」寄与が採用されてきた。これに対して、近時の一連の裁判
例では、ICC は寄与の敷居不要説に舵を切りつつある。もっとも、あらゆる
些末な寄与にまで共犯処罰を拡大するとすれば、処罰範囲の不当な拡大に繋
がりかねない。そこで、近時は ICC 規程上の共犯概念をめぐっても、中立
的行為を通じた幇助の処罰の限定に関する議論がみられつつある。
もっとも、両共犯形態には、犯罪成立を限定する特別な主観的要件があ
り、また、主観的要件の一般規定である30条が共犯規定にも適用されるとす
れば、処罰範囲にはかなりの限定が加わるため、これらをもって充分なフィ
ルターと解する余地もある。それゆえ、両共犯形態の処罰範囲の検討に際し
ては、これら主観的要件の内実等を明らかにする必要もある。
本稿は ICC 規程における幇助犯および集団犯罪への寄与に関する全体的
概観を行うに留まり、個々の裁判例等の事案に即した具体的分析は叶わな
かった。以上の点については、今後の課題としたい。
〔付記〕本稿は、JSPS 科研費・研究活動スタート支援（研究課題番号：20
Ｋ22051）の助成を受けたものである。
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