
国的に不充分であることが挙げられている。
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【短信：ドイツ】

テロリスト犯罪規定を改正するための法律案――EU法の国内法化――
渡邉 斉志

ドイツは、2001年９月11日の同時多発テロの

後、直ちに法整備に着手し、第一次テロ対策法、

第二次テロ対策法を制定
(注１)

した。連邦政府は、差

し当たりこれ以上の法整備は不要であるとの立

場をとっているため、さらなる立法措置が必要

であるという野党の
(注２)

主張は、これまでのところ

実を結んでいない。

しかし、その一方で、欧州連合（EU）レベル

でテロ対策法が制定されたため、ドイツもこれ

を国内法化する必要に迫られた。本稿で紹介す

る法案は、このような背景の下で議会に提出さ

れたものである。なお、この
(注３)

法案は、与党であ

る社会民主党（SPD）と90年連合/緑の党（緑の

党）によって2003年４月８日に連邦議会に提出

され、修正が加えられた後、10月17日に可決さ

れた。連邦参議院が両院協議会の開催を求めた

ため、現時点では成立に至っていないが、この

法案は連邦参議院の同意を必要とするものでは

ない。

ドイツ
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１．EU法の制定

2001年９月11日の同時多発テロを受けて、欧

州理事会は「テロ対策のための2002年６月13日

の枠組
(注４)

決定」（Rahmenbeschlußdes Rates vom

13. Juni 2002 zur Terrorismusbekampfung

（2002/475/JI））を採択した。施行は2002年６月

22日である。この枠組決定は、EU加盟国のテロ

対策を一定の水準以上に引き上げることを目的

としたもので、テロリスト犯罪の定義、テロリ

スト犯罪に科す刑罰の最低基準等をその内容と

していた。枠組決定の概要は以下のとおりであ

る。

テロリスト犯罪、基本権、法原理（枠組決定第

１条）

各加盟国は、以下に列記した、各国の法規に

したがって犯罪と定義された故意の行為が、国

民を脅やかし、政府機関若しくは国際機関に作

為若しくは不作為を違法に強制し、又は一国若

しくは国際機関の政治的、憲法的、経済的、社

会的な基本構造の不安定化若しくは破壊を目的

として行われた場合、テロリスト犯罪として位

置付けられるよう必要な措置をとる。

・人を死に至らしめうる攻撃

・人の身体の完全性に対する攻撃

・誘拐又は人質

・政府施設、公的施設、交通機関、情報システ

ムを含むインフラストラクチャー、大陸棚に

所在する固定プラットフォーム、一般にアク

セス可能な場所、又は人の生命を危険に陥れ

る若しくは重大な経済的損失をもたらしうる

私有財産に対する重大な破壊

・航空機、船舶、又はその他公共の交通手段若

しくは物資輸送手段の捕獲

・火器、爆発物及びABC兵器（Atomic Biolog-

ical Chemical weapons）の製造、所持、入

手、利用等、並びに BC兵器（Biological
 

Chemical weapons）に関連した研究開発

・危険物の放出又は火災、洪水若しくは爆発を

惹起し、人の生命を危険に陥れる場合

・水、電気又はその他生活上重要な資源供給の

妨害

・上記の犯罪の一を行わせることを目的とした

脅迫

この枠組決定は、欧州連合条約第６条が定め

ている、基本権及び一般的法原理尊重の義務に

は抵触しない。

テロリスト団体に関連した犯罪（枠組決定第２

条）

この枠組決定でいうところの「テロリスト団

体」とは、テロリスト犯罪を行うための、２人

以上からなる、継続的に設けられた組織的集団

を指す。「組織的集団」とは、犯罪行為を行うた

めに偶発的に形成されたものではない集団で、

構成員に対して定められた役割が与えられてお

り、継続的で明確な構造を持つものを指す。

各加盟国は、以下の行為を処罰するのに必要

な措置をとる。

・テロリスト団体の指揮

・テロリスト団体の行為への関与（情報若しく

は物的手段の提供、又はテロリスト団体の犯

罪行為に寄与すると知りながら資金を提供す

ることを含む）

テロリスト活動に関連した犯罪（枠組決定第３

条）

各加盟国は、以下の行為をテロリスト活動に

関連した犯罪として位置付けるのに必要な措置

をとる。

・第１条に掲げる行為を犯すことを目的とした

ドイツ
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重窃盗

・第１条に掲げる行為を犯すことを目的とした

恐喝

・第１条及び第２条に掲げる行為（脅迫及びテ

ロリスト団体の指揮を除く）を行うことを目

的とした偽造行政文書交付

教唆、共同正犯、未遂（枠組決定第４条）

各加盟国は、第１条から第３条に掲げる犯罪

の教唆を処罰するのに必要な措置をとる。

各加盟国は、第１条及び第３条に掲げる犯罪

（ただし、火器等の所持、及びテロリスト犯罪

実施の脅迫を除く）の未遂を処罰するのに必要

な措置をとる。

制裁（枠組決定第５条）

各加盟国は、第１条から第４条に掲げる犯罪

が、効果的かつ適切な刑（引渡しにまで至りう

る）で罰せられるよう、必要な措置をとる。

各加盟国は、第１条及び第４条に定める犯罪

に対し、それがテロリスト犯罪に関連している

限りにおいて、そのような犯罪が第１条で必要

とされているところの特別な故意をもってなさ

れたのではない場合よりも重い自由刑を科すこ

とができるよう必要な措置をとる。ただし、定

められた刑が既に国内法上の最高刑である場合

はこの限りではない。

各加盟国は、第２条に定める犯罪が自由刑で

罰せられるよう、必要な措置をとる。最高刑は、

テロリスト団体の指揮の罪（第２条）について

は少なくとも15年以上、テロリスト団体の行為

への関与の罪（第２条）については少なくとも

８年以上でなければならない。テロリスト団体

の指揮の犯罪が、専らテロリスト犯罪実施の脅

迫（第１条）に関連している場合、最高刑は少

なくとも８年以上でなければならない。

特別の事由（枠組決定第６条）

各加盟国は、第５条に定める犯罪について、

行為者が以下に該当する場合、減刑に必要な措

置をとることができる。

・テロリスト活動との関係を絶っている場合

・行政官庁及び司法官庁に対し、他の方法では

入手できず、犯罪の効果の防止若しくは緩和、

他の犯罪行為者の捜索若しくは法廷への召

喚、証拠の収集、又は（第１条から第４条に

掲げる）更なる犯罪の防止に役立つ情報を提

供した場合

法人の責任（枠組決定第７条）

各加盟国は、単独若しくは或る法人の一員と

して行為し、かつ、以下の点に基づき当該法人

内部で指導的地位を占めている者が、その法人

のために第１条から第４条に掲げる犯罪の一を

行った場合、その法人に責任を負わせることが

できるよう、必要な措置をとる。

・法人を代表する権限

・法人の名において決定を下す権限

・当該法人内の管理権限

各加盟国は、上述の犯罪が、監視又は管理の

不足により可能になった場合にも法人に責任を

負わせることができるよう、必要な措置をとる。

これらの法人の責任は、第１条から第４条に

定める犯罪における行為者、教唆者、又は幇助

者としての自然人の刑事訴追を含まない。

法人に対する制裁（枠組決定第８条）

各加盟国は、第７条の意味で責任を負う法人

に対し、以下のような、効果的かつ適切な制裁

（刑事的又は非刑事的な金銭制裁、及びその他

の制裁）を行いうるよう、必要な措置をとる。
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・公的な援助又は給付からの排除措置

・商行為の一時的又は継続的な禁止措置

・裁判所による監視

・裁判所の命令による解散

・犯罪に利用された施設の一時的又は最終的な

閉鎖

裁判権及び刑事訴追（枠組決定第９条）

各加盟国は、以下の場合において、第１条か

ら第４条に定める犯罪に関連して、裁判権を基

礎付けるために必要な措置をとる。

・犯罪が或る加盟国の高権領域で行われた場合

・犯罪が、加盟国の旗を掲げた船舶、又は加盟

国で登録された航空機の上で行われた場合

・行為者が、加盟国の国籍保持者又は定住者で

あった場合

・犯罪が、加盟国の高権領域に住所を置く法人

のために行われた場合

・犯罪が、加盟国の機関又は国民、欧州連合の

組織、欧州共同体設立条約又は欧州連合条約

にしたがって設置された（加盟国に住所を置

く）施設に対して行われた場合

裁判権が複数の加盟国に帰属する場合、及び

各加盟国が同一の犯罪の訴追を正当化される場

合、加盟国は、どの国が行為者の訴追を行うか

を決定するために協力する。この目的のために、

加盟国は、司法機関間の協力や調整を図る目的

で欧州共同体内に設置されたすべての官署又は

機構を利用する。決定に際しては、どの加盟国

で犯罪が行われたか、どの加盟国に行為者の国

籍があり又は行為者が定住しているか、被害者

はどの加盟国の出身か、行為者はどの加盟国で

捕らえられたか等が顧慮される。

各加盟国は、被疑者又は被告人の移送又は引

渡しを他の加盟国又は第三国に対し拒否する場

合において、第１条から第４条に定める犯罪に

対する裁判権を基礎付けるために必要な措置を

とる。

各加盟国は、第２条から第４条に定める犯罪

のすべて又は一部が自らの高権領域で行われた

場合、テロリスト団体がどこに作戦の基礎を置

いたか又はどこで犯罪行為が行われたかに関わ

らず、自国の裁判権がこれに及ぶよう配慮する。

同条は、加盟国が国内法規にしたがって基礎

付けられた刑事法上の権限を行使することを妨

げない。

被害者の保護及び支援（枠組決定第10条）

加盟国は、この枠組決定の意味における犯罪

に関連した捜査又は刑事訴追措置の開始は、犯

罪が当該加盟国の高権領域で行われた場合に

は、被害者の陳述又は告訴には依存しないもの

とすることを確認する。

刑事手続で想定される措置における被害者の

地位に関する2001年３月15日の欧州理事会の枠

組決定（2001/
(注５)

220/JI）に加え、各加盟国は、必

要に応じて、被害者の家族を適切に支援するた

めに実施可能なあらゆる措置をとる。

実施及び報告（枠組決定第11条）

加盟国は、遅くとも2002年12月31日にはこの

枠組決定に従うよう、必要な措置をとる。

加盟国は、遅くとも2002年12月31日までには、

この枠組決定によって生じる加盟国の義務を国

内法化した規定を、欧州理事会の事務局長及び

欧州委員会に伝達する。理事会は、遅くとも2003

年12月31日までに、加盟国がこの枠組決定に従

うために必要な措置をとっているか否かを、欧

州委員会の報告等に基づき審査する。

委員会の報告書には、特に、第５条に定める

義務が加盟国の刑法でどのように規定されたか

が記述される。
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空間的適用領域（枠組決定第12条）

この枠組決定は、ジブラルタル（イギリス領）

にも適用される。

施行（枠組決定第13条）

この枠組決定は、オフィシャルジャーナルで

公布された日から施行される。

２．国内法改正の必要性

ドイツでは、上述した枠組決定が施行された

時点で、既にテロリスト団体編成罪が法律に明

記されているなど（刑法典第129a条）、一定の法

整備が行われていた。そのため、新たな法律を

制定するのではなく、既存の法律の改正によっ

て枠組決定の実効性を担保するという道を選択

することとなった。

新たに法改正が必要となったのは、主に以下

の点についてである。

テロリスト団体指揮罪に対する刑の上限の引上

げ等

枠組決定では、同罪に対する最高刑は15年以

上の自由刑とすることが謳われている（枠組決

定第５条第３項第１文の１）。しかし、ドイツの

法律では、従来、テロリスト団体指揮罪に関す

る規定は存在せず、犯罪的団体指揮罪に対して

５年までの自由刑を科すと規定しているだけで

あったため（刑法典第129条第４項）、最高刑の

上限を引き上げる必要に迫られた。

また、以下の行為（枠組決定第１条第１項）

についてもテロリスト団体編成罪の構成要件と

されていなかったため、刑法典第129a条に列記

されたテロリスト犯罪の範囲を拡充する必要に

迫られた。

・身体の完全性に対する攻撃

・政府施設、公的施設、交通機関、情報システ

ムを含むインフラストラクチャー、大陸棚に

所在する固定プラットフォーム、一般にアク

セス可能な場所、又は人の生命を危険に陥れ

若しくは重大な経済的損失をもたらしうる私

有財産に対する重大な破壊

・火器、爆発物、及びABC兵器の製造、所持、

入手、利用等、並びに BC兵器に関連した研究

開発

・危険物の放出、又は火災、洪水若しくは爆発

の惹起のうち、人の生命を危険に陥れる場合

テロリスト団体参加罪に対する刑の上限の引上

げ

枠組決定では、同罪に対する最高刑は８年以

上の自由刑とすることが謳われている（枠組決

定第５条第３項第１文の２）。しかし、ドイツの

法律では、従来、６月以上５年以下の刑を科す

と規定していたため（刑法典第129a条第３項）、

最高刑の上限を引き上げる必要に迫られた。

テロリスト犯罪実施の脅迫を行うテロリスト団

体指揮罪

枠組決定では、テロリスト団体指揮罪が専ら

テロリスト犯罪実施の脅迫（第１条）に関連し

ている場合、最高刑は８年以上とすることが謳

われている（枠組決定第５条第３項第２文）。し

かし、ドイツの法律は、従来、テロリスト団体

が脅迫を行った場合についての規定を有してお

らず、また、当該団体の首謀者・黒幕に科され

る最高刑は、上述したとおり、犯罪的団体指揮

罪に対して科されるのと同じ５年とされていた

（刑法典第129条第４項）。そのため、刑法典第

129a条に列記されたカタログ犯罪を拡充する

とともに、最高刑を８年以上にする必要に迫ら

れた。
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３．法案の概要

今般、連邦議会で可決された法案は４条から

なっている。第１条は刑法典の改正、第２条は

裁判所構成法の改正、第３条は刑事訴訟法の改

正、第４条は施行についての規定である。第１

条が法案の大部分を占めているが、同条の殆ど

は、刑法典第129a条（テロリスト団体編成の罪）

を改めることをその内容としている。

この法律により、テロリスト編成罪について

規定した刑法典第129a条は、以下のような構

成・内容となる。

第129a条

（第１項）

以下の罪を目的とし、又はそのような罪を犯

す団体を編成し、又はこれに参加した者は、１

年以上10年以下の自由刑に処す。

・謀殺罪、故殺罪、民族謀殺罪、人間性に対す

る罪、戦争犯罪

・恐喝的人身奪取罪、人質罪

（第２項）

以下の各号に掲げた罪を目的とし、又はその

ような罪を犯す団体を編成した者は、第１項と

同様の刑に処す。

１．他人に対し、身体的又は精神的な損害を与

えること

２．放火、失火、溢水、軌道・船舶・航空交通

に対する危害行為、公共の経営の妨害、航空

交通及び海上交通に対する攻撃等の罪

３．毒物の解放による重大な危険を招く罪の場

合における環境に対する罪

４．ABC兵器や対人地雷の製造の罪

５．火器の不法な所有・製造等の罪

また、上述したような団体に参加した者も、

上記１～５の犯罪の一が以下の行為にあてはま

る場合、又はその行為により国家や国際機関が

著しく害される場合には、第１項と同様の刑に

処す。

・民衆を重大な方法で脅かすこと。

・官庁や国際機関に対し、暴力や暴力を伴なう

脅迫によって強制を加えること。

・国家又は国際機関の政治的・憲法的・経済的・

社会的な基本構造を不安定化させ、又は破壊

すること。

第１項および第２項には、テロリスト犯罪に加

わった場合に科される刑の上限を８年以上にする

という枠組決定の規定が反映されている。また、第

２項には、枠組決定で規定されたテロリスト犯罪の

範囲の拡充（身体不侵害に対する攻撃、政府施設等

の破壊、火器等の製造・所持等、危険物の放出等）

が反映されている。

（第３項）

第１項及び第２項に掲げた罪により脅迫を行

うことを目的とし、又はそのような罪を犯す団

体を編成した者は、６月以上５年以下の自由刑

に処す。

第３項には、テロリスト犯罪による脅迫の罪を犯

罪のカタログに加えるという枠組決定の規定が反

映されている。

（第４項）

首謀者又は黒幕は、第１項又は第２項の場合

においては３年以上の自由刑、第３項の場合に

おいては１年以上10年以下の自由刑に処す。

第４項には、テロリスト犯罪の首謀者・黒幕に対

して科す刑の上限を15年以上にするという枠組決
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定の規定が反映されている。また、テロリスト犯罪

による脅迫の罪の首謀者・黒幕に対して科す刑の上

限を８年以上にするという枠組決定の規定も反映

されている。

（第５項）

テロリスト団体を支援し、又は宣伝した者は、

第１項又は第２項の場合においては６月以上10

年以下の自由刑、第３項の場合においては５年

以下の自由刑または罰金刑に処す。第１項又は

第２項に掲げられた団体の構成員または支援者

を得るために宣伝を行った者は、６月以上５年

以下の自由刑に処す。

（第６項）

裁判所は、罪の程度が軽く、かつ、関与の重

大性が低い者については、第１項から第３項ま

で及び第５項の場合においては、刑を減ずるこ

とができる。

（第７項）

裁判所は、行為者が以下の行為を行った場合、

刑を減ずることができる。

・自発的かつ真摯に、団体の存続の防止又はそ

の目的に則った犯罪の防止のための努力をし

た場合

・自発的に、知見を適時に明らかにすることで、

犯罪を防ぐことができた場合

行為者が団体の存続防止という目的を達成し

た場合、又はその目的が行為者の努力なくして

は達成されなかった場合、同人は刑を科されな

い。

（第８項）

６月以上の自由刑に併せて、裁判所は、公職

につく能力、公の選挙から生ずる権利を獲得す

る能力を剥奪することができる。

（第９項）

第１項、第２項及び第４項の場合には、裁判

所は、行状監督を命ずることができる。

注

⑴ 渡邉斉志「テロ対策のための立法動向」『外国の立

法』212号 2002.5. pp.105-114.

⑵ 『主要国における緊急事態への対処』国立国会図書

館調査及び立法考査局 2003.6. pp.106-107.

⑶ BT Drucksache15/813

⑷ ABl.L164vom 22.6.2002,S.3.

⑸ ABl.L82vom 22.3.2001,S.1-4.

（わたなべ ただし・海外立法情報課）

【短信：ロシア】

ロシアの住宅・公共サービス改革
溝口 修平

プーチン大統領は、1999年８月に首相に就任

し政治の表舞台に登場して以来、積極的に社会

政策改革を進めている。同年12月には、それま

での政策における長期的戦略の欠如を指摘し、

ロシア
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