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ステファン・ケーニッヒ「王冠証人
――廃止か規制か 」

野 澤 充（訳）

〔翻訳者はしがき〕

以下に紹介するのは、Strafverteidiger誌2012年２月号に掲載された、ステファ

ン・ケーニッヒ弁護士による論文（Stefan Konig, Kronzeuge -abschaffen oder
 

regulieren?,StV 2012,S.113-115）の翻訳である。ケーニッヒ弁護士はベルリンの

刑事専門弁護士であり、その略歴としては、1955年にザールブリュッケンに生まれ、

1985年以降ベルリンで弁護士として活動し、1986年に博士号を取得、2001年以降は

刑事専門弁護士となり、1990年から1996年までベルリン弁護士会理事会委員、1996

年から2002年までベルリン刑事弁護士協会理事会委員、2003年１月から2006年１月

までベルリン刑事弁護士協会第１座長を務め、また2006年１月以降にはドイツ弁護

士連合会の刑法委員会議長を務めた。教育歴に関するところでは、2015年２月以降

にゲッティンゲン大学客員教授となって
(i)

いる。

本論文は2009年にドイツ刑法の量刑規定の中に挿入された王冠証人規定に関し

て、王冠証人制度そのものについて懐疑的な立場から批判的に検討を加えつつも、

改善すべき点についての提案を行う論考である。周知のようにドイツにおいては

2009年に刑法典の量刑規定の中に王冠証人規定、すなわち王冠証人に対して刑罰の

優遇を認める規定を挿入した（刑法46b条）。この新規定は多くの賛否両論の議論の

中でドイツ連邦政府案として出された草案に基づくものであったが、「王冠証人自身

が犯した犯罪」と「王冠証人の証言によって立証される犯罪」との間に何らの関係

が無い場合であっても刑罰の優遇の可能性を認める――すなわち「牽連性要件（な

いしは関連性要件）」が条文上要求されなかった――ものであるなど、責任主義など

の観点からさらなる多くの議論を巻き起こし得るもので
(ii)

あった。

ケーニッヒ弁護士は王冠証人制度に対して反対する立場から、2009年３月25日の

連邦議会法務委員会公聴会において意見表明をして
(iii)

おり、また2009年改正が成立し
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た直後にも当該規定に関して批判的な論考を発表していた（Stefan Konig,Wieder
 

da:Die“große”Kronzeugenregelung,NJW 2009,
(iv)

S.2481ff.、さらに共著によるも

のとしてJohannes Kaspar/Stefan Konig,Pro & Contra Kronzeugenregelung?,

ZRP 2011,S.159）。その上でさらに発表されたのが本論文であるが、その論考内容

の特徴として、何度となく王冠証人制度を批判して潰しても、しぶとく復活案が出

てきてしまうという歴史的
(v)

経緯から、むしろ「王冠証人を規制する（制御してコン

トロールの下に置く）」ことを提案している点が挙げられる。すなわちケーニッヒ弁

護士は当時の2009年の王冠証人規定について、上記牽連性要件を追加することが政

府与党内で予定されていることを踏まえつつ、さらなる改正すべき点として、①46b

条第３項の「排除規定」、すなわち有効な王冠証人証言があったとされるためには王

冠証人は公判開始決定（刑事訴訟法207条）がなされるまでに証言しなくてはならな

いとする規定を全面削除する、②王冠証人に対する優遇を、「刑罰の減軽（または免

除）」という「量刑上において行う」形ではなくて、いわゆる「執行上の解決」

〔Vollstreckungslosung〕、すなわち「行刑上において行う」形にすべきである、③

露見対象犯罪類型、すなわち王冠証人の証言によって立証に寄与されるべき犯罪類

型が刑事訴訟法100a条第２項の遠距離通信傍受の対象犯罪類型に限定されている

点を削除し、評価矛盾を取り除く、④虚偽の王冠証人証言をした者に対する刑罰加

重犯罪類型である刑法145d条第３項（犯罪行為の偽装罪）および164条第３項（虚偽

告訴罪）を削除すべきである、⑤新たな「補強証拠に関する規則（補強法則）」を設

定し、王冠証人証言のみに依拠して有罪判決が宣告されないようにする、という５

つの提案を行っている。

ちなみに、本論文の公表後に上述の「牽連性（関連性）要件の追加」に関する改

正のための2012年12月12日の連邦議会法務委員会公聴会において、再びケーニッヒ

弁護士は意見表明を
(vi)

行った。その後、「王冠証人自身の犯罪」と「王冠証人の証言に

より明らかにされる犯罪」との間の関連性（Zusammenhang）要件を新たに要求す

るための刑法改正が行われ、2013年８月１日に施行されて
(vii)

いる。

日本においても法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会において「新たな刑事

司法制度の構築についての調査審議の結果【案】」がまとめられ、この中で「捜査・

公判協力型協議・合意制度及び刑事免責制度の導入」が盛り込まれ、それに基づい
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て「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」が平成27年３月13日に国会に提出され

て
(viii)

いる。当初はこれらに加えて、罪を犯した者が自己または他人の犯罪事実を明ら

かにする行為を行ったときに、任意的な刑の減軽を認めうるとする実体法上の制度

である「刑の減軽制度」も検討されたようであるが、「要件の明確性や運用に関する

懸念を払拭するに至らず、成案を得るには至らなかった」ようで
(ix)

ある。しかし、例

えば上述の「刑事免責制度」は「共犯者の自白」に関わる際の優遇として現れうる

ものであり、「恩典を得るために、その場逃れのために、共犯者である被疑者が第三

者を引っ張り込む危険性はあるというべき」とする指摘が
(x)

あり、上述の⑤の提案な

どはこの点で参考になるものと思われ、また他の提案についても同様にある程度は

参考になるものと考えて、ここで紹介する次第である。翻訳・紹介に関して快く承

諾していただいたケーニッヒ弁護士に対して、心より感謝申し上げる次第である。

なお、本文はほぼ原文どおりであるが、日本語としてわかりにくい表現の箇所に

関して、意訳した部分があることを御承知頂きたい。言葉を訳者が完全に補うなど

した場合、および原文の単語を示した方がよいと考えた場合には、〔〕括弧内に示し

た。また、条文表記に関する明確な誤植について２か所修正した。本文中で下線が

引かれている箇所は、原文ではイタリック体となっている箇所である。さらに脚注

については、できるだけ原論文の脚注を補足するような形で文献名等を記載するよ

うに努めた。なお、文末脚注（ローマ数字の注）は本文の補足説明として訳者が説

明を加えたものであるので、文末脚注の文責は訳者にある。また、末尾に参考とな

るであろうドイツ法の条文の日本語訳を挙げた。

＊ ＊ ＊

刑事手続において真実をその心の中に抱く者にとって、王冠証人規定に対してど

のような態度をとるべきかという問題に関しては、以下のような回答のみが自然に

思い浮かべられることになる。すなわち〔王冠証人規定なんか〕廃止すべきだ 残

念ながら刑事手続は、純粋に心情内に関わるようなものではなく、なおかつ天国の

島でもない。〔王冠証人規定の存在によって、〕多彩に過ぎる、そして矛盾もしてい

る利益がその者に向けられることになるのである――とりわけ政策的な利益が。廃
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止の要求について、示されたように、長い間その問題はうまく処理されてこなかっ

た。「王冠証人〔制度〕」という現象は、長きにわたり、法政策的な議論によってド

イツでは「強大な吸血鬼」として、ある種のさまよう死者の霊として幽霊のように
(1)

現れ、再三再四呼び起こされ、再三再四拒絶されたのだが、そのような「王冠証人

〔制度〕」という現象の驚くべきしぶとさは、刑法に、とりわけ刑事手続に傷痕のよ

うに付着しており、その出現に我々が対処しなければならないことを示してきた。

そうこうするうちに王冠証人〔規定〕は刑法典の総則に、刑法46b条の形式で入り込

んだ。当該規定は2009年９月１日に施行さ
(2)

れた。それ以降当該規定は、私が聞いた

ことおよび私自身が見たすべてのことによれば――および私をも含めてさまざまに

述べられた懸念に反
(3)

して――、実務において大きな意義を得たわけではなく、いず

れにせよ既にその導入前に活気のあった論争を越える意義を得るような論考もな

い。とはいうものの私は読者の手元に規定の内容が存在していることを想定し得な

いがゆえに、まず最初に以下のように、手短にその本質的な構成要素を思い起こし

てもらうことを望むものである。

Ａ.新しい「大」王冠証人規定

下限において高められ
(xi)

た〔自由〕刑または終身自由刑が規定された犯罪行為の行

為者は、刑法49条第１項による刑罰減軽によって（終身自由刑の場合には10年以上

の自由刑によって）報酬を与えられ得る。そのための要件は、行為者が露見助力ま

たは予防助力を刑事訴訟法100a条第２項の一覧に含まれている犯罪行為に対して

達成したことである。特別な要件の下で、刑罰の免除もまた可能である。当該規定

は構造上、麻薬法旧
(xii)

31条を模写して作られたものであるが、しかし適用要件におい

て実質的にその規定をはるかに越えて出るものである。なぜなら〔王冠証人により

証言される〕犯罪行為は王冠証人に対して非難された犯罪行為と関連性〔Zusam-

menhang〕がある必要はないからである。他方で、当該規定は形式上、限定的なも

のである。すなわち、公判開始決定（刑事訴訟法207条）までに露見した者のみが、

177（82-１-177）

Stefan Konig,Wieder da:Die“große”Kronzeugenregelung,NJW 2009,2481参照。
StrÄndG,BGBlⅠ 2009,S.2288.
Konig,NJW 2009,2481;Jorg Kinzig in:Adorf Schonke/Horst Schroder,Strafgesetzbuch

 
Kommentar,28.Aufl.,2010, 46b Rn.2における規定に対する批判に関する概観もまた参照。
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この規定により刑罰減軽を享受し得るのである（刑法46b条第３項）。麻薬法新
(xiii)

31条

はその要件において、刑法46b条に近づけられた。麻薬法新31条においても、今や排

除規定〔＝刑法46b条第３項〕が適用されるのである。最後に、刑法145d条における

犯罪行為の偽装および刑法164条における虚偽告訴に対する法定刑が、虚偽の負罪行

為によって刑罰減軽または刑罰免除を不正に獲得しようとした行為者に対しては、

拡大され、かつ厳罰化された。

Ｂ.王冠証人規定への批判

このような全体として失敗に終わった規範について、数多く指摘することがある。

他者を自らの利益のために有罪へと方向づけた犯罪行為者に対する優遇の懸賞とい

うことそれ自体が、多くの当然とも言える反論に出くわした。それは事実に関する

捜査を汚染し、そして真実発見を切り捨てるとまでは言わないまでも、危険にさら

すのである。それは国家を犯罪者との取引に巻き込むので
(4)

ある。その際には、実体

的刑法の他の規範との評価矛盾が生じる。いわゆる予防助力は、計画された犯罪行

為の露見に対して報酬を与えるものであるが、そのようなことの不申告は刑法138条

が刑罰の下に置いている（刑法138条第２項との関連での刑法129a条、129b条）。法

秩序があらゆる者に要求し、なおかつ不遵守の場合には刑罰の下に置いているよう

なことが、他の犯罪行為の行為者においては特別な褒賞のきっかけとなり得ること

に
(5)

なる。王冠証人規定は、法治国家的刑法の諸原理に違反しており、とくに王冠証

人に対して非難が向けられた犯罪行為とその王冠証人によって明らかにされた犯罪

行為との間の牽連性を除去することによって、とりわけ責任原理に違反し、起訴法

定主義にも違反し、そして――排除規定があるために――裁判の公開原則にも違反

している。〔さらに加えて、〕犯罪的環境に深く入り込んだ者が、１度限りで処罰さ

れるべきこととなりそれゆえに少なくとも誰も密告するための者を持たなかった者

に比べて、優遇されることに〔も〕なるのである。

（法政研究82-１-176）176

当該規範に関する批判の概観を提供するものとして、Kinzig in: Schonke/ Schroder, Straf-
gesetzbuch Kommentar（脚注３）。
それについては、2007年９月のドイツ連邦弁護士連合会の態度表明（Nr. 36/2007）を参照。
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Ｃ.王冠証人規定と合意による刑事手続

当該〔王冠証人〕規定はその批判の多くによって、協力もしくは合意による刑事

手続の形成手続における一側面、場合によってはさらに、とりわけそのあいまいな

派生物と呼ばれて
(6)

いる。そのような刑事手続は、もはや刑事手続の伝統的な目的、

すなわち真実に可能な限りずっと近づけられた事実ということに基づいての個人の

責任の立証に義務づけられないのである。そのような手続にとっては、批判者が言

うように、全ての関与者にとって容認可能な、法的平和をもたらすような歩み寄り

の交渉だけが問題となっているのである。以下のような的確な表現が、Peter-Alexis
 

Albrechtによって（連邦議会の法務委員会における公
(7)

聴会での当該法律草案につい

ての彼の論文における意見表明から）なされている。すなわち、王冠証人規定は、

近代刑法の「予防的目的指向における契約思想についての誤った配慮」の現れであ

る、と。立法者もまたこの関連性を明らかに認識していたのであり、そして王冠証

人規定を、刑事手続における合意についての規定のための法律とともに、同じ日に、

すなわち2009年７月29日に可決したのである。SPDの国会議員が法務委員会でその

草案についての意見表明においてそれに対して異議を唱えたところで、それについ

ては何も変わらなかった。〔その国会議員は以下のように述べた、すなわち〕「王冠

証人規定」は、刑事手続における合意の変種ではなく、重大な犯罪行為の阻止また

は露見に役立つものなのであ
(8)

る、と。これは実際には対立見解ではなく、まさに〔両

者の〕関連性を根拠づけ得るものであったことは、見過ごされてしまった。もっと

も、性急な規定化の前にも警告されたに違いない、なぜなら当該対立には限度があ

り、そしてその限界点においてそれはようやく注目すべきものとなるからである。

契約思想――他方でそれは量刑においては、とりわけ事後的態度の、とくに損害

賠償の重要性において明らかになるように、全く以て新しいものではないのだが

――が、刑法全体に広まりつつあるということは、疑うことのできないものである。

もっとも、合意法におけるこのような展開との関わり方は、王冠証人規定における

その関わり方と、本質的に区別される。合意法においては、実務において四方八方

175（82-１-175）

Kinzig in:Schonke/Schroder,Strafgesetzbuch Kommentar（脚注３）。
2009年３月25日の法務委員会の第133回会議にて。
BT-Drucks.16/13094,S.5.
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に広がる種類の手続処理を規制する〔regulieren〕こと――およびそれによって囲い

込むこともまた、重要なのであった。このような「合意の
(9)

制御」は本質的に、透明

性、公開性およびルールの定式化によって行われるべきものであり、そして拘束力

と再検討を可能にすべきものなのである――どれほどに、この制度が成功を収める

かもしれないとしても。刑事訴訟法257c条は、実体的真実の原則を明確に維持しよ

うとしているが、いくらかのあつれきがあり得ることを――それもそれによってだ

けではなく――指摘している。それに対して王冠証人規定は、まさしく正反対の方

法を行くもの――それも断固としてかつその上必要もなしに――なのである。刑法

46b条第３項の排除規定によって、王冠証人との取引は公判から、すなわち本質的に

捜査手続へと移されることになり、このことは具体的には、刑事警察の取調室に移

されることを意味
(10)

する。確かに、起訴後の公判開始決定までにもなお、露見助力な

いし予防助力は達成され得る。しかしその内容上の傾向は明らかであり、そしてそ

れは資料においても明白であろう。当該草案は「早い時期の申告についての義務」

について述べて
(11)

いる。連邦参議院の意見表明に対する連邦政府の反対意見
(12)

表明にお

いて、以下のように述べられている、すなわち「期間についての基準設定には、ま

さにコントロールする作用もまた付随すべきなのである」、と。その際には、そのコ

ントロールは〔刑事司法〕手続の警察化〔Verpolizeilichung〕という方向へとねじ

曲げられるであろう。麻薬法旧31条の適用の下で既に、麻薬犯罪について批難され

ている被疑者は、通常は警察の被疑者尋問において、この規定により刑罰減軽を享

受する可能性について教えられたのである。

Ｄ.刑法46b条――それは「警察法」の１つなのである

刑法46b条は――専門用語的でなく言うならば――警察法〔Polizeigesetz〕の１つ

である。警察がその規定を望み、そして彼らのためにその規定は作られたのである。

私は既に他の個所で、もはや恣意的といってもいいぐらいの安易さにより、規定の

必要性が根拠づけられるというよりは、むしろ確言されていることに驚かされると

（法政研究82-１-174）174

Konig,BlnAnwBl.(Berliner Anwaltsblatt)2009,S.81f.参照。
Konig,NJW 2009,2481(2484).
BT-Drucks.16/6268,S.14.
BT-Drucks.16/6268,S.20.
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指摘したことが
(13)

あった。現行法は、潜在的に協力する準備のある行為者に露見助力

または予防助力のための動機づけを提供するほどには、「十分な範囲において適切な

道具を」自由に利用できていない、とするので
(14)

ある。いわゆる「捜査上の緊急状況」

が特定の犯罪領域における王冠証人の適法化を正当なものとするのかどうかについ

ては、数年もの間、争われてきた。その点についてはもはや問題にならない。当該

規定は――おそらくはいくらか魅力的な――捜査における一時しのぎの救済として

だけ〔被疑者に〕近寄ってくるのである。

いわゆる合意法の法案通過に際しての連邦議会での議論も、私には思い出される。

すなわち、当該〔合意〕規定に対する内務省の当初の抵抗が、刑法典における王冠

証人規定の採用という代償を払って、ようやく放棄されたのである。司法業組織、

すなわち裁判官協会、弁護士団体および刑事弁護士団体は、その共同声明において

珍しく意見を一致して反対表明を
(15)

した。捜査機関に対する積極的な手助けについて

の褒賞の懸賞広告、およびそれにより同時に現れることになる、自己負罪拒否原則

により強調されたはずの被疑者と刑事訴追機関との間の境界線を切り崩すという点

について、
(16)

Saldittは、当該規定のとある本質的な要素を、協力的な刑事手続という

文脈において――たとえそれが本質的な要素ではなかったとしても――批判した。

これが問題の核心をついているのかは、私には疑わしい。なぜなら当該規範はまず

第一に、既にその名称が明確にしているように、被疑者に対してというよりも、証

人に対して照準があてられているからである。証人というのは気に入られようと努

力するものであり、口が軽くなるものなのである。残り〔の問題点〕は多かれ少な

かれ、望ましくないが、しかし甘受された副作用である。そしてしたがって問題の

核心は、責任主義の放棄におけるよりは、真実究明の原則への侵害の方にむしろ存

在するのである。このことは、証人が最近の理解によればもはや単なる証明手段で

はなく、――とりわけ被害者保護立法の文脈の中で――独自の訴訟関係人へと「自

立」され、単に国民の義務を履行するよりも多くのことを期待されていることに関

173（82-１-173）

Konig,NJW 2009,2481(2482).
BT-Drucks.16/13094,S.1.
刑法改正法――予防および露見のための助力に際しての量刑――の草案に対する、ドイツ裁判

官協会、ドイツ弁護士協会、ドイツ連邦弁護士連合会、および刑事弁護士団体の共同声明、www.
brak.de/seiten/pdf/Stellungnahmen/2006/August Gemeinsam Straf.pdfを参照。
Franz Salditt,Allgemeine Honorierung besonderer Aufklarungshilfe,StV 2009,375(377).
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わるものである。しかしまず第一に、事実の解明のために証人が、すなわち――そ

れらすべてにもかかわらず依然として――証拠資料が重要である場合には、当該法

律が手続に関連した唯一の規定として刑法46b条第３項の排除規定を含んでいるこ

とは、刑法145d条および164条において虚偽負罪に対してわずかにしか役立たない

であろう処罰規定が置かれたことと並んで、驚くべきことである。言い換えるなら

ば、王冠証人規定〔Kronzeugenregelung〕よりも王冠証人規制〔Kronzeugenregulier-

ung〕の方が重要なのである。そしてそれが欠けているのである。

Ｅ.王冠証人規制、王冠証人の飼い馴らし〔Domestizierung〕のための提案

現在の政府
(xiv)

連立のアジェンダ（協議事項）には、刑法46b条の改正が挙げられてい

る。連立
(17)

契約において、行為者の露見〔した犯罪行為〕と行為者自身の犯罪行為と

の間の牽連性の確立が予定されている。ただそれだけである〔＝改正が予定されて

いるのはその箇所だけである〕。この内容は、既に引用した連邦議会の法務委員会の

決議推薦書において記録されていたように、FDPの主張者の立場のいくらか不十分

な内容に合致するもので
(18)

あった。私はこれを機会として、規範のさらなる変更なら

びにそれを側面から支える刑事訴訟法の補足を議論の対象とするために利用した

い。

Ⅰ.刑法46b条第３項の排除規定は、その代用規定を置くこともなく削除されな

ければならない。まさしく王冠証人との取引に関する「合意」は、合意の法律上の

規定化後に、公式にかつ議事録において事後的に生じなければならない。排除規定

がなければ捜査機関は王冠証人の供述をその有罪判決前に検討するのにわずかしか

時間がないままとなる、という批判は、確固たるものではない。麻薬法旧31条もま

た、排除規定なしで運用されていたのである。その導入は王冠証人についての捜査

機関の領空権〔＝テリトリー〕の防衛のみにしか役立たないのである。

Ⅱ.私は王冠証人の刑罰の減軽を、刑法49条第１項によるのではなくて、連邦最

（法政研究82-１-172）172

その107頁。
BT-Drucks. 16/13094, S.6.そうこうするうちに刑法改正法――露見および予防のための助力に

際しての刑罰減軽の可能性の制限――についての担当係官草案が存在している。それについては
ドイツ連邦弁護士連合会の刑法委員会の態度表明、ドイツ連邦弁護士連合会態度表明（Nr. 54/
2011）、およびドイツ弁護士協会の刑法委員会の態度表明（Nr. 69/2011）を参照。最後の態度表明
において、Ｅ.において提示された提案が入れられている。
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高裁判所が法治国家に反する手続遅滞の補償について展開した、いわゆる執行上の

解決〔Vollstreckungslosung〕に依拠して規定することを考慮に値するものと考え

て
(19)

いる。このような考えには、２つの考慮が有利な材料を提供する。

１.王冠証人規定の責任主義との乖離は、少なくとも縮小させられる。なぜなら

裁判所は、責任に合致した刑罰を下すことを義務づけられたままだからである。

２.同時に密告者への報酬が透明性をもつことになる。王冠証人が有罪にした者

に対する手続において当該王冠証人の供述を正当に評価しなければならない者に

とって、その供述の信用性の評価づけが容易なものとなる。その場合には、それに

対して支払われた報奨をその評価づけをしなければならない者は知ることになるの

である。

Ⅲ.報奨を受けるに値する露見を、刑事訴訟法100a条の一覧からの犯罪行為に限

定することは、削除されなければならない。それは、かつての法律草案（とりわけ

CDU/CSU草案）において追求された、いわゆる領域特有の王冠証人規定という構想

に対しての、恥ずべき譲歩でしかない。そのような領域特有の王冠証人規定は、と

りわけいわゆる被害者なき犯罪において、犯罪組織構造がこじ開けられるべき場合

においてのみ予定されるべきものであった。しかし刑事訴訟法100a条の一覧はその

ような基準に従って作成されたものではない。連邦参議院もまたその意見表明にお

いて、例えば一覧に含まれた、刑法176a条による児童への重大な性的暴行罪は、通

常、犯罪組織の枠内において行われるものではない、ということを指摘したので
(20)

ある。Fischerはさらなる評価矛盾について、その注釈書の中の刑法46b条のところ

で――適切にも――指摘して
(21)

いる。

Ⅳ.刑法145d条第３項および164条第３項における刑罰加重は、再び撤廃されな

ければならない。王冠証人がその供述に際して置かれていた強制状況においては、

それらの規定はたいていの場合に何らの効果をも発揮しないであろう。そうである

だけより一層それらの規定は、後に王冠証人に、虚偽負罪の場合においてはその供

述に固執するきっかけを作りだすことになるのである。

それについてはSalditt,StV 2009,375(376)もまた参照。
BT-Drucks.16/6268,S.19の2.の個所。
Thomas Fischer,StGB,57.Aufl.,2010, 46b Rn.9.

171（82-１-171）
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Ⅴ.Muhlhoffと
(22)

Pfeifferによって、大多数のアメリカ合衆国内において適用され

ている「補強証拠（corroboration）」に対応した規定の提案が出さ
(23)

れた。証拠規則に

関して言うと、それは王冠証人の申告にのみ有罪判決が裏付けられることは許され

ないということを予定している。これに対して、そのような規定は刑事訴訟法261条

における裁判官の自由な心証形成という原則に反するものであると批判さ
(24)

れた。こ

の〔批判の〕論拠は与えられた文脈においては、いくらか空想的で、実に涙ぐまし

い印象を与える。なぜなら王冠証人規定によって法治国家的刑法の要となる柱をな

ぎ倒すような規範が刑法典の総則に取り込まれた場合において、なぜその場合には

さらなる原則が――すなわちこのような推進力を制限する作用によって――明言し

て〔当該規範を〕限定することがないことになるのだろうか このことは王冠証人

規定が例外的なものであるという特徴を際立たせるものであろう。これは私の心に

かなうものである。そしてかつてCDU/CSUの王冠証人規定のための古い法律草案

において、そのような「補強証拠」規範が「上告異議のための宝庫を提供するであ
(25)

ろう」と述べられているのであるが、私にとってはこれは正しいことでもある。す

なわちそれは王冠証人供述と関わることになる際に、裁判所がただ必要なほどにま

で高い注意を払うことになるにすぎないことになるだろう〔からである〕。

Ｆ.結論

供述の取引を正当化する王冠証人規定は、刑事手続における真実究明のための努

力に負荷をかけるものである。しかし王冠証人は刑事手続からもはや追い払われ得

ない。このことは、最近数年間および数十年間において行われてきた、そのような

形式の（再）採用に関するしぶとい議論が裏づけている。それゆえ、王冠証人規制

を見出すことが必要なのであり、そこから出てくる危険を食い止めるために、当該

（法政研究82-１-170）170

Uwe Muhlhoff/Christian Pfeiffer, Der Kronzeuge - Sundenfall des Rechtsstaats oder
 

unverzichtbares Mittel der Strafverfolgung?,ZRP2000,S.121(127)、その文献は、そのような証
拠規則が、彼らによりアンケートされた警察官および「司法の代表者」において広範囲に受入られ
ている点について指摘している。
それについてはMark Denny,Der Kronzeuge unter besonderer Berucksichtigung der Erfa-

hrungen mit Kronzeugen in Nordirland,ZStW 103(1991),S.291(303f.)も参照。
すなわち例えばHans Christoph Schaefer, Zu einer moglichen Neuauflage der Kron-

zeugenregelung,NJW 2000,S.2325.
刑法における王冠証人規定の補充およびテロ犯罪行為における王冠証人規定の再採用のため

の法律（KrzErgG）」についてのCDU/CSUの連邦議会会派草案、BT-Drucks.15/2333,S.8.
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現象の範囲を限定的に囲い込むような手続法上の規定が必要なのである。現行規定

にはそれが欠けているのである。連邦政府によって計画された変更は、欠点を除去

するためには、その範囲の広さに関して十分ではないのである。

【参考条文】

〔刑法〕

▼46条 量刑の原則

⑴ 行為者の責任は量刑の基礎である。社会の中での行為者の将来の生活にとって刑罰により予期

されるべき効果は、考慮にいれられる。

⑵ 量刑において裁判所は、行為者にとって有利な事情と不利な事情を、相互に考量する。その際に

特に次のようなことが考慮される。

行為者の動機と目的、

行為に現れている心情と行為の際に向けられた意思、

義務違反の程度、

実行の方法と引き起こされた行為の影響、

行為者の前歴、その一身的・経済的状況、ならびに

行為者の行為後の態度、とりわけその損害を回復する努力、ならびに被害者に対する和解を達成す

る行為者の努力。

⑶ 既に法律上の構成要件の要素である事情は、考慮されることは許されない。

▼46b条 重大な犯罪行為の露見または阻止のための助力〔※下線部は2013年改正による追加修正部

分〕

⑴ 短期において高められた自由刑、または終身自由刑が定められた犯罪行為の行為者が、

１.その知識を任意に明らかにすることによって、自らの犯罪行為と関連のある、刑事訴訟法100a条

第２項による犯罪行為が露見され得ることへと本質的に寄与した場合、または

２.任意に、行為者がその計画を知っている、自らの犯罪行為と関連のある、刑事訴訟法100a条第２

項による犯罪行為をまだ阻止できるほどに適時に、その知識を役所に知らせた場合

には、裁判所は49条第１項に従って刑を減軽することができる、その際に終身自由刑のみが規定され

ているときにはその代わりには10年以上の自由刑が適用される。短期において高められた自由刑が

規定されている犯罪行為としての分類に際しては、特に重大な事例に対する加重のみが考慮され、減

軽は考慮されない。行為者が行為に関与した場合には、第１文第１号によるその者の露見への寄与

は、自らの行為寄与を越えた範囲にまで及ばなければならない。当該犯罪行為において有期自由刑の

みが規定されており、なおかつ行為者が３年を超える自由刑を科せられなかった場合には、裁判所は

減軽の代わりに、刑罰を免除し得る。

⑵ 第１項による判決に際して、裁判所はとくに以下の点を考慮しなければならない。

１.明らかにされた事実の種類と範囲、当該行為の露見または阻止にとってのその事実の重要さ、開

示の時期、行為者による刑事訴追官庁への支援の規模、およびその者の申告が関連する行為の重

大さ、ならびに

２.犯罪行為の重大さおよび行為者の責任と、本項第１号において述べられた事情の関係。

⑶ 行為者がその知識を、公判の開始（刑事訴訟法207条）がその者に対して決定された後になって

初めて、明らかにした場合には、第１項による減軽ならびに刑罰免除は排除される。

▼138条 計画された犯罪行為の不申告

⑴

１.侵略戦争の予備（80条）、

169（82-１-169）
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２.81条ないし83条第１項の場合における内乱、

３.94条ないし96条、97a条もしくは100条の場合における外患誘致もしくは対外的な安全の危殆化、

４.146条、151条、152条の場合における通貨偽造または有価証券偽造、もしくは152b条第１項ない

し第３項の場合におけるユーロチェックの保証機能つき支払券および書式用紙の偽造、

５.謀殺（211条）もしくは故殺（212条）もしくは民族虐殺（国際刑法典６条）もしくは人道に対す

る罪（国際刑法典７条）もしくは戦争犯罪（国際刑法典８条、９条、10条、11条、もしくは12条）、

６.232条第３項、第４項もしくは第５項、233条第３項の場合、以上のそれぞれの罪については重罪

が問題となっている限りにおいて、そして234条、234a条、239a条もしくは239b条の場合におけ

る個人の自由に対する犯罪行為、

７.強盗もしくは強盗的恐喝罪（249条ないし251条もしくは255条）、または

８.306条ないし306c条もしくは307条第１項ないし第３項、308条第１項ないし第４項、309条第１項

ないし第５項、310条、313条、314条、もしくは315条第３項、315b条第３項、もしくは316a条も

しくは316c条の場合における公共に危険な犯罪行為

の計画または実行を、当該実行もしくは結果がなお回避され得る時期までに、信ずべきものとして知

りながら、かつ官庁もしくは脅かされている者に適時に申告をすることを怠った者は、５年以下の自

由刑または罰金刑に処する。

⑵

１.89a条による犯罪行為の実行、または

２.129b条第１項第１文および第２文と関連する場合も含めて、129a条による犯罪行為の計画もし

くは実行を当該実行がなお回避され得る時期までに、信ずべきものとして知りながら、かつ官庁に遅

滞無く申告をすることを怠った者も、同様に処罰される。129b条第１項第３文ないし第５文は、本項

第２号の場合において準用される。

⑶ 当該違法行為の計画または実行を信ずべきものとして知ったにもかかわらず、当該申告を軽率

にも怠った者は、１年以下の自由刑または罰金刑に処する。

▼145d条 犯罪行為の偽装

⑴ 官庁または告発を受理する権限をもつ地位の者に対して、それと十分に知りながら、

１.違法な行為が実行されたこと、または

２.126条第１項に挙げられた違法な行為の中の一つの実現が切迫していること

を偽装した者は、当該行為が164条、258条または258a条において刑を科せられない場合には、３年以

下の自由刑または罰金刑に処する。

⑵ 第１項に挙げられた地位の者の一人に対して、それと十分に知りながら、

１.違法な行為への、または

２.切迫しつつある、126条第１項に挙げられた違法な行為への

関与者に関して、欺 しようと試みた者は、前項と同様に処罰される。

⑶ この法律の46b条または麻薬法の31条による刑罰減軽または刑罰の免除を獲得するために、

１.第１項第１号もしくは第２項第１号による行為を実行した、または

２.それと十分に知りながら、第１項に挙げられた地位の者の一人に対して、この法律の46b条第１

項第１文第２号、もしくは麻薬法の31条第１文第２号に挙げられた違法な行為の中の一つの実

現が切迫していることを偽装した、または

３.それと十分に知りながら、これらの地位の者に、第２号による切迫した行為への関与者に関し

て、欺 しようと試みた

者は、３月以上５年以下の自由刑に処する。

⑷ 第３項のそれほど重大ではない場合においては、その刑は３年以下の自由刑または罰金刑とす

る。

▼164条 虚偽告訴

⑴ 官庁、告発を受理する権限をもつ公職者、もしくは軍隊の上官に対し、または公然と、それと十
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分に知りながら、官庁の手続もしくはその他の官庁の処分を他者にもたらし、または継続させる目的

で、その者に違法行為もしくは職務義務違反の嫌疑をかけるようにした者は、５年以下の自由刑また

は罰金刑に処する。

⑵ 同様の目的で、第１項に挙げられた官署に対して、もしくは公然と、それと十分に知りながら他

人に関して、官庁の手続もしくはその他の官庁の処分を他者にもたらし、または継続させるのに適切

な、事実に関する種類のその他の主張をする者は、前項と同様に罰せられる。

⑶ この法律の46b条または麻薬法31条による刑罰減軽もしくは刑罰の免除を獲得するために虚偽

告訴を行った者は、６月以上10年以下の自由刑に処する。それほど重大ではない場合においては、そ

の刑は３月以上５年以下の自由刑とする。

〔刑事訴訟法〕

▼100a条 ［遠距離通信の傍受］〔抜粋〕

⑴ 以下の場合においては、関係者が知ることなしにも、遠距離通信は傍受し、記録することが許さ

れる、すなわち、

１.特定の事実が、ある者が正犯または共犯として第２項において示された重大犯罪行為を実行し

た、未遂が可罰的である場合においては、実行しようと試みた、または犯罪行為によって実行の

準備をした、という嫌疑を根拠づけるものであり、

２.当該犯罪行為が個別の事例としても重大なものであり、かつ

３.事実の究明もしくは被疑者の滞在場所の捜索が、他の方法では本質的にさらに困難であるか、も

しくは見込みがないであろう

場合である。

⑵ 本条第１項第１号の意味における重大な犯罪行為とは、以下のとおりである。

１.刑法典から

ａ)80条ないし82条、84条ないし86条、87条ないし89a条、94条ないし100a条による、平和への背

信、内乱、民主的法治国家の危殆化、ならびに外患誘致と対外的な安全の危殆化の犯罪行為、

ｂ)108e条による議員に関する贈収賄、

ｃ)109d条ないし109h条による国土防衛に対する犯罪行為、

ｄ)129条ないし130条による公共の秩序に対する犯罪行為、

ｅ)それぞれ152条と結合する場合も含む146条および151条による、ならびに152a条第３項、およ

び152b条第１項ないし第４項による通貨偽造と有価証券偽造、

ｆ)176a条、176b条、177条第２項第２号および179条第５項第２号の場合における性的自己決定に

対する犯罪行為、

ｇ)184b条第１項および第２項、184c条第２項による児童猥褻文書および青少年猥褻文書の流布、

獲得および占有、

ｈ)211条および212条による謀殺および故殺、

ｉ)232条ないし233a条、234条、234a条、239a条および239b条による個人の自由に対する犯罪行為、

ｊ)244条第１項第２号による集団窃盗および244a条による重大な集団窃盗、

ｋ)249条ないし255条による強盗と恐喝の犯罪行為、

ｌ)260条および260a条による営業目的の盗品等収得、集団盗品等収得および営業目的の集団盗品

等収得、

ｍ)261条第１項、第２項、および第４項による資金洗浄および非合法に得られた財産価値の隠蔽、

ｎ)それぞれ263a条第２項と結合する場合も含む、263条第３項第２文において挙げられた要件の

下での、および263条第５項の場合においての、詐欺およびコンピューター詐欺、

ｏ)264条第２項第２文において挙げられた要件の下での、および263条第５項と結合する場合の

264条第３項の場合においての、補助金詐欺、

ｐ)それぞれ268条第５項もしくは269条第３項と結合する場合も含む、267条第３項第２文におい
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て挙げられた要件の下での、および267条第４項の場合においての、文書偽造の犯罪行為、な

らびに275条第２項および276条第２項による、文書偽造の犯罪行為、

ｑ)283a条第２文に挙げられた要件の下での破産、

ｒ)298条による、および300条第２文に挙げられた要件の下での299条による競業に対する犯罪行

為、

ｓ)306条ないし306c条、307条第１項ないし第３項、308条第１項ないし第３項、309条第１項ない

し第４項、310条第１項、313条、314条、315条第３項、315b条第３項ならびに316a条および316c

条の場合における公共に危険な犯罪行為、

ｔ)332条および334条による収賄および贈賄、

〔第２項第２号ないし第11号は省略〕

⑶ 当該命令は、被疑者に対して、またはその者が被疑者に対して特定の通知、もしくは被疑者から

の通知を受領し、もしくは転送すること、または被疑者がその連絡を利用することが、特定の事実に

基づいて認められることになる人物に対してのみ、向けられることが許される。

⑷ 本条第１項による処分によって私的な生活形成の核心領域からの情報のみが獲得されるであろ

うことが認められるような事実上の根拠が存在する場合には、当該処分は許容されない。本条第１項

による処分によって獲得された私的な生活形成の核心領域からの情報は、利用されることは許され

ない。これに関する記録は即座に抹消されるものとする。その獲得および抹消の事実は文書で明らか

にされるものとする。

▼257c条 ［裁判所と訴訟関係人との間の合意］

⑴ 裁判所は適切な場合において、訴訟関係人との間で以下の条項の基準に従って、手続のさらなる

進行および結果に関して合意することができる。

⑵ この合意の対象であることが許されるのは法律効果のみであり、すなわちそれは、判決およびそ

れに属する決定の内容、基礎に置かれている認定手続におけるその他の手続に関連した処置、ならび

に訴訟関係人の訴訟行為である。自白はあらゆる合意の構成部分となるべきものとする。有罪宣告な

らびに改善保安処分は合意の対象となることは許されない。

⑶ 裁判所は、合意がどのような内容を持ち得るのかを周知する。その際に裁判所は、当該事案の全

事情の自由な評価ならびに一般的な量刑上の考慮の下で、刑罰の上限および下限も告知することが

できる。訴訟関係人は意見表明の機会を与えられる。被告人および検察官が裁判所の提案に同意した

場合には、合意が成立する。

⑷ 法的もしくは事実的に重要な事情が見落とされていた、または新たに明らかになったときに、か

つ裁判所がそれを理由に、約束された刑罰の範囲がもはや犯罪行為もしくは責任に合致しないとい

う確信に至った場合には、裁判所の合意への拘束は失われる。被告人のさらなる訴訟行為が、裁判所

の予想において基礎とされていた態度に合致しない場合にも、同様である。被告人の自白はこの場合

において、利用されることは許されない。裁判所はこの離脱について遅滞なく通知しなければならな

い。

⑸ 被告人は、本条第４項による約束された結果からの裁判所の離脱の要件および効果に関して、教

えられるものとする。

〔麻薬法〕

▼31条 刑罰減軽または刑罰の免除

以下のような場合において、裁判所は刑法典49条１項に従って刑を減軽することができる、もしく

は、行為者が３年以下の自由刑を科せられたときには、その刑罰を免除することができる、すなわち

行為者が、

１.その知識を任意に明らかにすることによって、自らの犯罪行為と関連のある29条ないし30a条に

よる犯罪行為が露見され得ることへと本質的に寄与した場合、または

２.任意に、自らの犯罪行為と関連があり、かつ行為者がその計画を知っている、29条第３項、29a
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条第１項、30条第１項、30a条第１項による犯罪行為をまだ阻止できるほどに適時に、その知識

を役所に知らせた場合

である。行為者が当該犯罪行為に関与していた場合には、本条第１文第１号による露見のためのその

者の寄与は、自らの行為寄与をこえて及ばなければならない。刑法典46b条第２項および第３項は準

用される。

〔2013年８月１日改正前の規定〕

▼31条 刑罰減軽または刑罰の免除

以下のような場合において、裁判所は刑法典49条１項に従って刑を減軽することができる、もしく

は、行為者が３年以下の自由刑を科せられたときには、その刑罰を免除することができる、すなわち

行為者が、

１.その知識を任意に明らかにすることによって、その自らの行為寄与をこえる犯罪行為が露見さ

れ得ることへと本質的に寄与した場合、または

２.任意に、行為者がその計画を知っている、29条第３項、29a条第１項、30条第１項、30a条第１項

による犯罪行為をまだ阻止できるほどに適時に、その知識を役所に知らせた場合

である。刑法典46b条第２項および第３項は準用される。

〔2009年９月１日改正前の規定〕

▼31条 刑罰減軽または刑罰の免除

以下のような場合において、裁判所はその裁量により減軽することができる（刑法典49条第２項）か、

29条第１項、第２項、第４項もしくは第６項による処罰を免除することができる、すなわち行為者が、

１.その知識を任意に明らかにすることによって、その自らの行為寄与をこえる犯罪行為が露見さ

れ得ることへと本質的に寄与した場合、または

２.任意に、行為者がその計画を知っている、29条第３項、29a条第１項、30条第１項、30a条第１項

による犯罪行為をまだ阻止できるほどに適時に、その知識を役所に知らせた場合

である。

注

以上までの経歴については、ケーニッヒ弁護士の弁護士事務所のホームページからの引用によ

る（http://www.eisenberg-koenig.de/anwaelte/prof.-dr.--stefan-koenig/）。

この2009年のドイツ刑法改正による量刑規定上の王冠証人規定（46b条）について扱った日本語

文献として、野澤充「ドイツ刑法の量刑規定における新しい王冠証人規定の予備的考察」神奈川法

学43巻１号（2010年）73頁以下、池田秀彦「ドイツの王冠証人立法――立法における訴訟法的対応

と実体法的対応を巡って――」創価法学40巻３号（2012年）１頁以下、池田秀彦「ドイツの王冠証

人制度の理論的課題」通信教育部論集（創価大学）15号（2012年）94頁以下などを参照。

野澤・前掲論文神奈川法学43巻１号86頁参照。

当該論考における内容の概要については、野澤・前掲神奈川法学43巻１号101頁以下などを参照。

このようなドイツにおける王冠証人制度の「成立」と「廃止」の歴史については、野澤・前掲神

奈川法学43巻１号75頁以下などを参照。

野澤充「ドイツ刑法における王冠証人規定の2013年改正について」犯罪と刑罰23号（2014年）184

頁（とりわけ注24）参照。

この2013年改正については、池田秀彦「ドイツの王冠証人規定（刑法46b条）の改正を巡って」

創価法学43巻２号（2013年）29頁以下、野澤・前掲論文犯罪と刑罰23号177頁以下などを参照。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji1400103.htmlを参照。

吉川崇「法制審議会における審議の経過と概要」論究ジュリスト12号（2015年）51頁。

山下幸夫「捜査・公判協力型協議・合意制度と刑事免責制度の課題」刑事法ジャーナル43号（2015

165（82-１-165）

F  82 Hosei Kenkyu (2015)92



年）29頁、山口直也「取調べによらない供述証拠収集手段の立法課題」法律時報85巻８号（2013年）

22頁。

すなわち法定刑に関して「３年以下の自由刑」のように下限が定められていないものではなく、

「３月以上５年以下の自由刑」のように下限が特に設定されている有期自由刑を指す。

2009年９月１日改正前の規定である。末尾の参考条文を参照。

2009年９月１日改正後、2013年８月１日改正前の規定である。末尾の参考条文を参照。

この論文執筆当時のドイツの連立政権は、CDU/CSUとFDPにより構成されていた（2009年10月

28日から2013年12月17日まで）。
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