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死刑に「協力しない義務」 

―日 EU 刑事共助協定の欠陥を埋める― 

 

‘The Obligation Not to Cooperate’ with Death Penalty: Supplementing the Pitfalls 

of the Japan-EU MLA Agreement 

（投稿予定論文） 

 

 

越智 萌 

 

１．はじめに 

 

・刑事に関する国際協力…異なる法制度間の違いに起因する法的問題を惹起 

・死刑廃止国から死刑存置国への協力の提供（引渡の禁止）⇔共助は？ 

本研究の目的：死刑廃止国から死刑存置国への共助の提供の規律について考察する 

…死刑を共助拒否事由として明記した日 EU 刑事共助協定（2009 年）に焦点を当てる 

 

２． 適用法 

 

２．１． 日 EU 共助協定 

 

２．１．１．概観 

・日 EU 共助協定の趣旨及び目的：日本と EU 加盟国の間で、共助を実効的なものにすること（被請求国は請求国の

請求に基づき、共助を実施する（１条）） 

 

２．１．２．共助拒否と人権保護 

・共助における人権保護関連条項の欠如 

・モデル条約 

 

２．１．３．日 EU 刑事共助協定 11 条 

１ 被請求国は、次のいずれかの場合には、共助を拒否することができる。（…） 

（b）被請求国が、請求された共助の実施により自国の主権、安全、公共の秩序その他の重要な利益が害されるおそれがあると認める

場合。この（b）の規程の適用上、請求国の法令の下で死刑を科し得る犯罪（…）に関する共助の実施については、そのための条件に関

し被請求国と請求国との間で合意がある場合を除くほか、被請求国は、当該実施により自国の重要な利益が害されるおそれがあると

認めることができる。（…）（下線部報告者） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_47.html
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４ 被請求国は、この条の規定に基づき共助を拒否するに先立ち、自国が一定の条件を付して共助を実施することができると認める場

合には、請求国と協議する。請求国は、当該条件を受け入れる場合には、これに従う。（下線部報告者） 

 

２．２．人権条約 

 

２．２．１．日本における死刑 

・19 種の犯罪について死刑適用 

・自由権規約６条 

１ すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によつて保護される。何人も、 恣意的にその生命を奪わ

れない。 

２ 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、 この規約の規定及び集団殺害犯

罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、 最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、 

権限のある裁判所が言い渡した確定判決によつてのみ執行することができる。（…）（下線部報告者） 

・自由権規約委員会での日本側報告とそれに対する批判（「最も重大な犯罪」のみに死刑が適用されるか等） 

 

２．２．２．EU と死刑 

・EU 基本権憲章２条 

２．No one shall be condemned to the death penalty, or executed. 

・同 19 条 

2. No one may be removed, expelled or extradited to a State where there is a serious risk that he or she 

would be subjected to the death penalty, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment. 

・欧州人権条約第６議定書、第 13 議定書 

 

 

３．日本への共助提供を慎む EU 加盟国の義務？ 

 

３．１．国家責任に関する国際法 

・国家責任条文 16 条 

A State which aids or assists another State in the commission of an internationally wrongful act by the 

latter is internationally responsible for doing so if: 

(a) that State does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act; and 

(b) the act would be internationally wrongful if committed by that State.（下線部報告者） 

・援助国が国際違法行為を行ったとするには、当該行為が被援助国によって行われたことが国際違法行為でなけれ

ばならない→日本における死刑が違法でなければ援助は成立しない（Malkani）（自由権規約 6 条 2 項上、日本の死

刑が合法であるとすれば） 
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・規約 6 条以外の違反について（同 7，10 条違反、拷問等禁止条約等）…死刑に付随する人権違反が共助によって

援助されたことを立証できるか 

 

３．２．引渡に関する人権法の共助への類推 

・Soering 事件の法理 

 個人を保護する文書としての条約の趣旨及び目的→条項は保障が実際的かつ実効的となるように解釈・適用さ

れなければならない、条約の基礎的価値との両立 

→個人が引き渡されたならば請求国内において拷問または非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰

を受ける現実の危険に直面すると信じられる実質的な根拠がある場合には、引渡しは欧州人権条約 3 条の問題を惹

起させ条約上の責任を生み出す 

 「請求国内で公正な裁判を著しく否定され、又は否定される危険がある」場合、同 6 条の違反となり得る 

・「公正な裁判の著しい否定」の敷居を満たす事例があるかは疑問（Gless） 

・引渡と共助の違い…共助では、管轄権下にない個人の人権が問題となっている（Currie）…「証拠が」引き渡された

場合 

 

３．３．人権法における「保護する義務」の議論 

 

３．３．１．一般的な形式 

・第三国の義務（慣習法上の義務として）（Peters） 

・保護する義務：①第三国に侵害が帰属する必要はない；②共犯が成立しなくてもいい；③結果の義務ではない；④第

三国に対しコントロールを有している必要はない（Hakimi） 

 

３．３．２．死刑を執行しない保障を求める義務の実務的かつ限界のある保障 

・日 EU 共助協定締結に当たっての議論 

英国議会 Hillier の発言：政府からの強い保障があれば、死刑判決が出されても執行されないことを保証できる 

 日本法と整合しない（刑事訴訟法 475 条：再審請求期間の例外を除き、6 か月以内に執行しなければならない） 

 死刑を求刑しないよう検察官と合意することは可能だが求刑越え死刑判決を確約するものではない 

 恩赦を約束する…法的には可能⇔EU との約束がある場合のみ死刑とならない保障を行う→公正・衡平の問題 

 

３．４．共助協定の解釈 

 

３．４．１．悪意あるシナリオの検討 

・EU 加盟国が人権条約違反を免れる目的で、死刑を執行してもらうために日本へ共助を提供する場合 

 

３．４．２．「協力を約束しない義務」と整合する解釈 
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・悪意あるシナリオが不正に思われる理由…EU 加盟国の死刑廃止へのコミットメント 

・死刑廃止条約の趣旨→共助協定の解釈（「できる」→「しなければならない」）? 

Cf. 条約法条約 31 条 3 項（c）体系的解釈→両国に適用のある国際法を考慮 

・「協力を約束しない義務」（Al-Saadoon 事件（ECtHR））…欧州人権条約下の義務と両立しない引渡合意を締結

することは認められない 

・死刑存置国への共助自体は違法ではないが、欧州人権条約非当事国が同条約に反する行為を支援することは、同

条約の趣旨及び目的と合致しない→そのような行為を約束することは控えられるべきである 

↓ 

日 EU 共助協定 11 条「できる」→「しなければならない」（EU 加盟国にとってのみ）との解釈 

（＊人権法においてのみ、当該国に適用される人権法上の保護と両立しない解釈の忌避の法理？） 

 

４．おわりに 

 

・「協力を約束しない義務」と一致する条約解釈により、死刑が課される場合に共助を拒否する義務が導かれ得る→具

体的な事例における基準の明確化が必要（日本での手続の進行状況、死刑の蓋然性評価等） 

(より重大な犯罪捜査には、より少ない共助が提供されるという矛盾が生じる？) 

・共助に関する国際法において、人権の考慮を包摂していくための一つの例 

・「国際的に認められた人権基準」の解釈的機能の一つの例？ 

 

 

*参考資料は別添論文草稿を参照 


