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Ⅰ　はじめに

本稿は、自衛隊員による加害行為（その定義についてはⅢ章 2節にて詳述する。）
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について刑法上の犯罪の成否及び、国際刑事裁判所規程上（以下 ICC規程と記す。）

の犯罪の成否についての考察を試みるものである。

この問題提起の背景として、2015年 7月16日、衆議院において「平和安全法制

整備法ならびに国際平和支援法案（以下安全保障関連法制と記す。）」1）が可決され、

同年 9月17日に本法案が参議院においても可決され、また、同月30日に公布が為

された。この法改正は「いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固

として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく『積極的平和主義』の下、国際

社会の平和と安全にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対

応を可能とする国内法制を整備しなければならない。」2）という安全保障会議決定

に基づくものであり、また、当該決定は「我が国は、国際連合憲章を遵守しなが

ら、国際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的

に寄与している。こうした我が国の平和国家としての歩みは、これをより確固た

るものにしなければならない。」3）という目的でなされたものであった。安全保障

関連法制の可決により、自衛隊はさまざまな条件が付帯されているものの「幅広

い支援活動や我が国に対する武力攻撃が発生した場合や、我が国と密接な関係に

ある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ（中略）

適当な手段がないときに必要最小限度の実力を行使すること」4）が可能となった。

そもそも自衛隊とは、1954年に成立した自衛隊法を根拠に設立された組織であ

り、その本来の任務とは「日本国の防衛すなわち日本国に対する外部からの武力

の行使が行われた場合に、武力を行使してそれを排除すること」5）である。それ故、

現在まで、日本国に直接武力の行使が行われた際に自衛隊が武力を行使すること

に関しては自衛隊法上認められていた（自衛隊法88条）。

しかし、今回の法改正に伴い、自衛隊がいわゆる「駆けつけ警護」6）を行うこ

とや、集団的自衛権に基づく「自衛行為」7）を行う際における「武力の行使」8）が

法的に認められることとなる。すなわち、日本国に直接武力の行使が行われてい

ない場合においても、その武力行使が日本国に対して脅威となると判断された場

合には当該武力行使を排除するために自衛隊が出動することが認められることと

なる。

さらに、安倍晋三内閣総理大臣が「我が国を取り巻く安全保障環境は、ますま

す厳しさを増しています。具体的には、御指摘のように、アジア太平洋地域及び

グローバルなパワーバランスの変化、日本の大半を射程に入れる数百発もの北朝

鮮の弾道ミサイルの配備及び核兵器の開発（中略）などのリスクが拡散し、深刻
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化しています。（中略）国民の命と平和な生活を守り抜くためには切れ目のない

備えを行う平和安全法制の整備が必要不可欠であります。」9）と述べているように、

現在の国際情勢にかんがみると、自衛隊が安全保障関連法制に基づき武器を用い

た加害行為を行う可能性は否定できない。

そこで、本稿では自衛隊員による加害行為は刑法上の適用は受けるが、違法性

は具備されないという結論を示し、かつ、ICC規程に基づき国際刑事裁判所が手

続法上は管轄権を行使することができ、かつ実体法上も犯罪は成立するが、ICC

が自衛隊員に対し訴追を行うことは現実的ではないという結論を示す。以下、初

めに、旧来の安全保障法制と、改正後の安全保障法制との相違点―特に、自衛

隊の武器使用権限や、海外で行いうる行動等―についての比較を行う（Ⅱ）。

次に、本法案が施行された後、自衛隊が海外へと派遣された際に、自衛隊員が武

器を用いて加害行為を行った場合において、その行為に対して刑法が適用されう

るか否か、つまり、海外において刑法がその効力を有するか否かについての検討

を行い、当該法律の適用を受けるという結論を示した後、その行為が違法性を具

備されるのか否かについての検討を行う（Ⅲ）。そして、最後に、自衛隊員が海

外において武器を用いて加害行為を行うことが ICC規程における犯罪の構成要

件に該当する場合に、ICCは当該行為を行った自衛隊員に対して管轄権を行使し

うるのか否かについての検討を行う（Ⅳ）。なお、自衛隊員が国内において加害

行為を行った場合に刑法の適用を受けるのか否かについての問題も存在するが、

本稿の射程とは異なるため、詳細な検討は行わないこととする。

また、自衛隊発足時から現在（2016年 2月）時点に至るまで、自衛隊の存在そ

のものの合憲性・違憲性についての議論が数多く存在し、更に、当該法制の合憲

性・違憲性についても様々な議論が為されているが、本稿の射程とは異なるため、

それらの議論についての立ち入った議論は行わないこととする。

Ⅱ　現行法と安全保障関連法制の比較

2015年に衆参両院で可決された安全保障関連法制であるが、本法制は、旧来よ

り存在していた法律（具体的には自衛隊法、国際平和協力法、周辺事態安全確保法、

船舶捜査活動法、事態対処法、米軍関連行動措置法、特定公共施設利用法、海上輸送規

制法、捕虜取扱法、国家安全保障会議設置法の10法）を一括改正した平和安全法制整

備法と新たに作成された国際平和支援法から成る法律である。本章では、安全保



164　法律学研究56号（2016）

障関連法制のうち、特に自衛隊の駆けつけ警護や、日本国への直接の武力行使が

ない場合においても、自衛隊が武力を行使しうることを定めた文言に着目、つま

り、自衛隊の任務の範囲を拡大し、武器使用の権限を拡大し、自衛隊の出動要件

の拡大を定めた文言に着目し、現行法との変更点についての比較検討を行う。そ

れにより、安全保障関連法制下において、自衛隊員が刑法に抵触する行為、すな

わち加害行為を行うための制限や要件が現行法制度と比較して緩和され、自衛隊

員が加害行為を行う可能性が増大したことを示す。

1　自衛隊の任務についての比較

初めに、自衛隊がなすべき任務についての比較検討を行う。

上記に関する条項において、旧来の自衛隊法（以下本章では旧法と記す。）と改

正後の法律（以下本章では新法と記す。）での主な相違点は「自衛隊の主たる任務

の拡大、在外邦人等の保護措置、後方支援活動、米軍等の部隊の武器等の防

護」10）に関する項目についてである。

まず、自衛隊の主たる任務とは、旧法では「自衛隊は、我が国の平和と独立を

守り、国の安全を保つため、必要に応じ、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を

防衛することを主たる任務とし」（ 3条 1項）とされているが、改正後は「直接侵

略及び間接侵略に対しという文言が削除」11）されている。すなわち、自衛隊の主

たる任務とは「日本国の防衛」であるとされている。そこで、今般の改正により、

日本国に直接または間接の危機が存在しない場合であっても自衛隊の出動が認め

られる、すなわち主たる任務の射程範囲に含まれることになると解される。旧法

の言う侵略が日本国に対して行われていない場合において、新法に基づき自衛隊

が出動することのできる条件であるが、新法の条文によると「我が国と密接な関

係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、

国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事

態」（新法76条）12）においてであるとされている13）。この文言が加えられたことに

よって、日本国に直接ないしは間接の侵略が行われていない場合をも含み自衛隊

の主たる任務であるとした点で自衛隊の主たる任務が大幅に拡大されたと考える

ことができる。

次に、在外邦人等の保護措置についてであるが、この規定は、旧法には存在せ

ず、本改正において新たに設けられた項目である。その内容は「外国における緊

急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の保護措置を
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自衛隊の部隊等が実施できるようにする。」（新法84条の 3）14）というものである。

ここでいう保護措置とは、「警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護

のための措置。輸送を含む。」15）とされている。旧法には、在外邦人等の輸送に

関する規定は存在したが、本改正において（いくつかの要件は存在するが）16）在外

邦人等の保護措置を規定することにより、在外邦人に対する自衛隊の任務を拡大

することが可能になったと考えられる。

また、後方支援活動についてであるが、当該任務は旧法にも存在し、その条文

は「周辺事態に際して後方地域支援としての物品の提供」（旧法84条の 4）であっ

た。一方、新法では「周辺事態」という文言が「重要影響事態」（新法84条の 5）

という文言に変更されている。旧法における「周辺事態」とは「そのまま放置す

れば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域

における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」17）であるとされ、「重

要影響事態」とは、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至る

おそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」18）であり、

「周辺事態から『我が国周辺の地域における』という文言を削除」19）したものに

なっている。当該改正により、自衛隊は日本国周辺で起こった日本国に対し平和

及び安全に重要な影響を与える事態のみでなく、世界中で起こった日本国に対し

て平和及び安全に重要な影響を与える事態に対処するために後方支援活動を行う

ことができるようになったと考えられる。つまり、本改正により、自衛隊の後方

支援という任務の拡大が為されたと考えることができる。

最後に、アメリカ合衆国軍（以下、米軍）等の部隊の武器等の防護についてで

あるが、当該条項も旧法には存在せず、新たに設置された条項である。その内容

は「自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組

織（中略）の武器等を職務上警護する（後略）（自衛隊法95条の 2）」20）である。当

該条項は「米軍その他の外国の軍隊その他これに類する組織の部隊自衛隊と連携

して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているものの武器等」21）を防護する

権限を自衛隊に与えたものである。確かに、当該条項では「現に戦闘行為が行わ

れている現場での活動」22）における外国の軍が所有する武器等の防護は認めてい

ない。しかし、旧法においては自衛隊が所有する武器を防護することのみが任務

であったため、当該条項により自衛隊の任務が拡大されたと考えられる。

以上が、自衛隊法における旧法と新法の自衛隊の任務に関する主な相違点であ

る。この法整備によって日本国政府の目的である「我が国自身の防衛力を適切に
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整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化」23）することが可能

になったと考えられる。なぜなら、本改正により、自衛隊が旧法制下で行いえな

かった任務を新たに創出することで、アメリカ合衆国を含む外国との連携が必要

となる任務が大幅に拡大されることとなったからである。なお、旧法と新法で自

衛隊の任務に関わる法改正はこの他にも種々存在するが、本稿においては、本筋

からそれるため扱わないこととする。

2　自衛隊の武器使用権限についての比較

前節では、旧法と新法における自衛隊の行いうる任務についての比較検討を

行った。本節では、自衛隊が武器を使用しうる要件、すなわち自衛隊が武力24）

を行使する要件に関する旧法と新法との比較検討を行う。その際、前節で用いた

条文を手掛かりに比較検討していきたい。

旧法制下において、武器の使用が認められる要件は「防衛出動、治安出動、警

護出動、海上における警備行動、自衛隊の所有する武器等の防護、自衛隊の有す

る施設の防護、自己保存のための自然権的権利というべきものとされる武器の使

用」25）（旧法88条、94の 5条、94の 6条、95条等）のいずれかの任務を行っている場

合であるとされ、かつ、上記の要件を満たしたうえで、武器を使用しうる状況は

各法律、任務によって多少の異なりを見せてはいるものの、それらを概括すると

「我が国に対する武力攻撃が発生した場合」26）若しくは、「自己又は、自衛官の職

務に関連して自衛官と行動をともにし、不測の攻撃を受けた場合にも、その自衛

官とともに行動してこれに対処せざるを得ない立場にある者の生命・身体又は自

衛隊の有する武器等が防護する対象である場合」27）であるとされていた。加えて、

国際的な平和協力活動（以下 PKOと記す。）に従事する自衛官の武器使用権限は

「いわゆる自己保存型と武器等防護」28）に限定されており、駆けつけ警護におけ

る武器使用や、「任務遂行型」29）の武器使用は認められていなかった30）。つまり、

自衛隊が武器を使用しうるのは非常に限定された「消極的な」31）場合であったと

考えられる。

そのような武器使用が可能となる要件と武器を使用しうる状況について、旧法

と新法ではどのような点が異なっているのか。

まず、武器使用が可能となる要件について比較していきたい。旧法制下でも、

先述の通り武器の使用自体は認められていたが、それは、法律に規定された場合

のみであった。そのような制限は新法制下においても存在する。しかし、旧法に
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は存在しなかった新法94条の 5において、「在外邦人等の保護措置の際の権限」

という新たな条項を作成し、その条項では、「外国の領域において保護措置を行

う職務に従事する自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置

の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はそ

の職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由

があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用する

ことができる。」32）と規定されており、旧法制下では認められていなかった武器

使用が認められている。また、旧法制下では自衛隊が自衛隊の武器等を防護する

にあたり、人又は、武器等を防護するために武器を使用すること（旧法95条）と

いう任務遂行型の武器使用は認められていたが、新法制下では、「外国の軍隊の

武器を防護するためにやむを得ない事情がある場合には、その事態に合理的に必

要と判断される程度で武器を使用すること」33）（新法95条の 2）が認められている。

すなわち、旧法制下においても認められていた「任務遂行型の武器使用」34）を在

外邦人の保護、外国の軍隊の所有する武器の防護を行う際にも認めており、新た

に武器が使用可能となる要件を創出したという点で自衛隊の武器使用の要件を拡

大していると考えられる。

次に、自衛隊が武器を使用しうる状況についての比較を行う。

旧法制下では、先述の通り「我が国に対する武力攻撃が発生した場合」35）若し

くは、「自己又は、自衛官の職務に関連して自衛官と行動をともにし、不測の攻

撃を受けた場合にも、その自衛官とともに行動してこれに対処せざるを得ない立

場にある者の生命・身体又は自衛隊の有する武器等が防護する対象である場

合」36）というような状況において武器を使用することができるとされていた。し

かし、新法制下においては、「邦人若しくはその他の保護措置と併せて保護を行

うことが適当と認められる者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する

行為の排除を行う場合」37）（新法94条の 5）においても自衛隊が武器を使用するこ

とが可能となっている。また、旧法制下においては、「我が国に対する外部から

の武力攻撃（以下「武力攻撃」という。）が発生した事態又は武力攻撃が発生する

明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」（旧法76条）については武

器の使用が認められていた。つまり、日本国に直接の危害が加えられる可能性が

認められる場合にのみ武器の使用を認めていたが、日本国以外の国が外部からの

武力攻撃を受けている場合には自衛隊が武器を使用することは不可能であった38）。

一方新法制化では、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
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これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根

底から覆される明白な危険がある事態」39）（新法76条 2号）においても自衛隊が武

器を使用することが可能となった40）。この条項が追加されたことによって旧法制

化では憲法違反になるとして認められていなかった「集団的自衛権」が認められ

ることになったと考えられる。さらに、PKO活動についてであるが、旧法制下

では、いわゆる「駆け付け警護」や、任務を遂行するための武器使用さえも認め

られておらず、自身の生命と自衛隊の所有する武器を防護せねばならないという

ような状況においてのみ、武器の使用が認められていた。しかし、新法制下では

「他人の生命、身体若しくは財産を防護し、又はその業務を妨害する行為を排除

するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態

に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。」41）（国

際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律26条 1号　以下 PKO法と記す。）とさ

れ任務遂行のための武器使用が認められている、さらに、「自己又はその保護し

ようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると

認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限

度で、武器を使用することができる。」42）（PKO法26条 2号）とされ、いわゆる「駆

け付け警護」を行うことが認められている。この改正により、旧法制下で認めら

れていなかった「集団的自衛権」、PKO活動を行う際における任務遂行型の武器

使用といわゆる「駆け付け警護」が認められることになった。

以上より、これまでの法制度化では武器の使用が認められない状況においても

武器の使用が可能になったという点で改正後の法制度では自衛隊が武器を使用す

ることのできる状況が拡大されたと考えられる。

3　小　括

本章では、自衛隊の任務と武器使用について旧法制度と新法制度についての比

較を行ってきた。その結果、自衛隊の任務、自衛隊が武器を使用しうる要件とそ

の状況のいずれにおいても、新法制度の方が充実したものとなっていた。この結

果より、新法制度において、自衛隊の権限は大幅に拡大されたと考えることがで

きる。それにより、自衛隊員が海外において刑法に抵触する行為を行う可能性が

増大したと考えられる。なお、今回の改正により、種々の法律の内容のみならず、

文言の変更が加えられている点や、その他変更が加えられている点が存在したが、

本稿の趣旨とは外れるものも多かったため、一部を紹介するにとどめた43）。
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Ⅲ　自衛隊員の加害行為に対する刑法上の犯罪の成否

1　刑法の場所的適用範囲

前章において、旧法制下における自衛隊の持つ権限と、新法制下におけるそれ

についての比較検討を行った。本章では、新法制度に基づき、自衛隊が海外へ派

遣された後に、武器を用いて加害行為を行った場合、国内で刑法が適用されるの

と同様に海外においてもその適用が可能であるか否かについての検討を行う。

そもそも、刑法がいかなる場所的適用範囲を有するかについては、 5つの考え

方―すなわち、属地主義、属人主義、保護主義、普遍主義、いわゆる代理処罰

主義―が存在する。まず、刑法 1条 1項・ 2項には、「この法律は、日本国内、

日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において犯罪を犯したすべての者44）

に適用する。」とされており、「属地主義の原則を明らかにした」45）条文であると

されている。ここでいう国内とは、「日本国の領土・領海・領空・日本国民の所

有する船舶・航空機」46）であるとされている。また、当該条文が適用されるため

には、犯罪行為のすべてが日本国内で行われる必要はなく、「犯罪行為の一部が

日本国内で行われれば足りる」47）とされている48）。

次に、 2条では「この法律は、日本国外において特定の法律を犯したすべての

者に適用する」と規定されている。この条文は「日本国の国家的法益、重要な社

会的法益をあらゆる侵害から保護するという趣旨で制定され、保護主義を表した

条文である」49）とされている。ここでいう日本国外とは「日本国の領域外」50）を

指し、日本国外で行われた犯罪とは、「犯罪行為のすべてが日本国外で行われた

もの」51）であるとされている。

次に、 3条では、「日本国外において特定の罪を犯した日本国民について適用

する」旨が定められており、この条文は「自国民の国外犯処罰を制定した積極的

属人主義に基づく規定である」52）とされている。ここでいう日本国民とは「 2重

国籍であるか否かを問わず、日本国籍を有する者」53）を指す。また、国外犯の定

義は、 2条と同様であるが、このとき、犯罪の行為地国においても当該行為が可

罰性を有する必要があるか否かについての問題が生じる。この点に関し、わが国

では、「行為地国において犯罪とされていない行為であっても処罰の対象とな

る」54）とされており、行為地国と加害者の国籍国の双方において犯罪でなければ

処罰することのできない双方可罰性の原則は採用していないとされている55）。
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また、国外犯の中でも、公務員にのみ適用される犯罪を定めた 4条がある。こ

れは、「公務の適性、廉潔性を保護するためのものであり、属人主義の一種であ

る」56）とされている。

最後に、 4条の 2では、「条約による国外犯処罰」が定められている。つまり、

「刑法各則の罪の構成要件に該当するものであって、当該行為が日本国外で行わ

れた場合において、条約により日本が刑事手続きを行う義務がある行為について、

2条ないしは 4条の国外犯処罰を定めた規定によっては処罰しえないものについ

て包括的に刑法の適用を認めようとした」57）ということが 4条の 2の趣旨であり

「普遍主義」を一定の範囲内で認めた条項となっている。

以上のように、日本の刑法では属地主義、普遍主義、積極的属人主義、消極的

属人主義、保護主義の考え方が採用されていると考えられる。なお、いわゆる代

理処罰主義に関しては、刑法において代理処罰に関する明文規定が存在しないた

め、ここでは詳細な説明は避ける。

では、海外で自衛隊員が武器を用いて加害行為を行った場合、刑法の適用を受

けるのであろうか。

そもそも、自衛隊員は、国家公務員であるため、日本国籍を有する者（以下日

本国民と記す。）のみが自衛隊員たりうる58）。また、刑法が日本国民に対してその

適用範囲を定めた条文は先述の通り 1条、 2条、 3条、 4条である。そのうち、

特に海外において日本国民が犯罪行為を行った際にその犯罪行為が刑法の適用範

囲内にあるか否かを定めた条文として 1条 2項59）、 2条、 3条、 4条が存在する。

以上のことより、仮に自衛隊が海外に派遣された場合においても、 2条、 3条、

4条に掲げられる罪を行った場合は刑法の適用を受けると考えられ、また、自衛

隊の有する船舶、航空機内で何らかの罪を犯した場合において刑法の適用を受け

ると考えられる。さらに、自衛隊による加害行為として殺人若しくは傷害、放火、

建造物等損壊などの人または財物に対する加害行為が考えられるが建造物等損壊

を除いた 3つの行為は 3条により国外においてもその適用を受ける旨規定されて

いる。それ故、自衛隊が海外において武器を用いて加害行為を行った場合にも通

常刑法の適用を受けると考えられる。

2　刑法における違法性阻却事由

前節において、自衛隊が海外へと派遣されている場合において武器を用いて加

害行為を行った場合にも刑法の適用が可能であるということが示された。ここで
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いう加害行為には以下のようなケースが考えられる。すなわち、自衛隊が派遣さ

れた A国において、自衛隊に対し攻撃を加えた集団が存在し、自衛隊員がその

攻撃に対し自己又はその管理下にある者の身体・生命を保護するために、当該集

団に対し武器を用いて攻撃を加え、その結果当該集団員を殺傷するというもので

ある。そこで、本稿においては「加害行為」の定義を「自衛隊に対して攻撃を加

えた者に対する殺傷」と定義する。

ここで、海外での自衛隊のそのような行為に対して刑法の適用が可能であるこ

とと刑法上の犯罪が成立するか否かという問題とは区別されなければならない。

後者については、とりわけ、国内における違法性阻却事由が最大の論点になると

思われる。

刑法の制度では、「構成要件に該当する行為は原則として違法である」60）とさ

れているが、例外的にその違法性を阻却する事由として、正当行為、正当防衛、

緊急避難、の 3つの違法性阻却事由が明文化され認められている。その他、期待

可能性の欠如等、刑法上明文化されていない違法性阻却事由も存在するが、本稿

の性質上、明文化されていない規定に関してはその射程としていないため、本稿

では述べないこととする。以下、明文化された違法性阻却事由について述べる。

（ 1） 正当行為

正当行為とは、「社会生活上、正当なものとして許容される行為につき、それ

が特定の構成要件に該当する場合であっても、違法性が阻却される」61）というも

のである。ここでいう社会生活上正当なものとして許容される行為とは「法律命

令その他の成文法規によって許容されている行為や社会生活上正当なものとして

認められる行為等」62）であるとされている。法律命令その他の成文法規によって

許容されている行為には「『公務員の職務として法令に規定されている』職務行

為、『法令の規定上ある者の行為とされている』権利行為、『政策的な理由により

適法性が明示された行為』の 3つ」63）が存在する。また、社会生活上正当なもの

として認められる行為とは「経済的対価を追及する性質の職業である必要は無く、

社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる行為であればよい」64）とさ

れている。これらに当てはまる行為である限り、仮にその行為が刑法における罪

にあたるものであっても違法性が阻却されその行為は犯罪とはならないとされて

いる。



172　法律学研究56号（2016）

（ 2） 正当防衛

正当防衛とは、「自己又は他人の法益に対する違法な侵害が存在、もしくは間

近に押し迫っているという状況において法益侵害者にやむを得ず反撃を行う」65）

ものである。正当防衛が成立するための要件は「行為者がその侵害の発生を予期

しているかいないかにかかわらず、その侵害の発生が現実に切迫している状

況」66）であり、かつ、「行為者が積極的加害意思を有さない状況」67）において、「客

観的観点から見て当該行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有する限

度」68）で反撃行為を行うことであるとされている。これらの要件を満たした行為

については違法性が阻却され、その行為は犯罪にならないとされている。

（ 3） 緊急避難

緊急避難とは、「自己又は他人の身体や財産に対する危難が現に存在、または

その発生が間近に押し迫っている状況下でその危難を避けるためにやむをえずし

た行為であって、かつ、その行為から生じた害が避けようとした害の程度よりも

低い場合に違法性を阻却する」69）というものである。緊急避難が成立するための

要件は「『客観的観点から見て法益に対する実害が現実に存在する、又は、その

発生が切迫している』という状況下において『その危難を避けるためにやむを得

ず行ったものであり』、かつ『その行為によって発生した害が避けようとした害

の程度を超えない』行為」70）であるとされている。これらの要件を満たした行為

については違法性が阻却され、その行為は犯罪にならないとされている。しかし、

緊急避難については特則が設けられており、自衛隊員や、警察官などの業務上特

別の義務があるものについては緊急避難の規定が適用されないとされている（刑

法37条 2項）。ただし、これらの職業にある者も「他人の法益を守るための緊急避

難や、自己の生命・身体等の重大な法益に対する危難を避けるために他人の軽微

な法益を侵害するにすぎない場合は緊急避難が許される」71）とされている。

以上の 3つの違法性阻却事由が刑法においては認められている。なお、刑法に

は、違法性阻却事由とは異なる概念として責任阻却事由という概念も存在するが、

本稿では大筋に関わらないため、詳細な説明は加えない。

3　自衛隊員の行為が違法性を具備するか否かについての判断

前節において刑法上の違法性阻却事由について述べた。それを基に、本節では

自衛隊員が海外において武器を用いて加害行為を行った場合において、その行為
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が犯罪として成立するのか否か、言い換えれば、自衛隊員のそのような行為に何

らの違法性阻却事由が存在せず違法性が具備されてしまうのか否かについて検討

する。

そもそも、新安全保障関連法制下において自衛隊が海外で行いうる行動として

以下の点があげられる。すなわち、「在外邦人等の保護措置・米軍等の武器の防

護・国連 PKOの際における所謂安全確保と駆けつけ警護・重要影響事態におけ

る後方支援活動・集団的自衛権に基づく存立危機事態―特に日本国と密接な関

係がある他国に対する武力攻撃による存立危機事態―における日本国の防衛行

動等」72）である。これらの行為は第 2章において述べた通り自衛隊法という法律

によって自衛隊の任務として規定されている行為である。

また、武器の使用権限については、各任務によって権限が若干異なってはいる

が、政府の見解によれば「任務遂行型武器使用と駆けつけ警護・自己保存型のた

めの武器使用」73）の 2つに大別することができる。前者においては、「生命若し

くは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があ

ると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される

限度」（自衛隊法94条の 5・95条の 2等）において武器の使用が認められており、

後者については「自己又はその保護しようとする活動関係者（外国の軍隊が宿営

していた場合は当該隊員も含む）の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要

があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断

される限度」（国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律25条・26条等）にお

いて武器の使用が認められている。ただし、自衛隊員が武器を使用するための制

限も存在し、「刑法第36条又は第37条の規定に該当する場合を除いては、人に危

害を与えてはならない。」（自衛隊法94条の 5但書、95条の 2但書・国際連合平和維持

活動等に対する協力に関する法律26条 3項）とされている。すなわち、刑法36条若

しくは37条の規定に該当する場合においては人へ危害を加える、すなわち加害行

為さえも違法性が阻却され適法な行為として認められると考えられる。また、先

述の通り、自衛隊が武器を使用するための前提条件として「自己または他人の生

命・身体の防護若しくは自衛隊の職務に対する妨害の排除のため」という制限が

存在し、かつ武器使用の範囲も「事態に応じ合理的に必要とされる程度」におい

てのみその使用が認められている。

では、「自己または他人の生命・身体の防護若しくは自衛隊の職務に対する妨

害の排除のため」自衛隊が加害行為を加えることは、「合理的に必要とされる程
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度」な武器使用であり、刑法36条ないしは37条にあてはまる加害行為であると認

められうるのであろうか。

そもそも、自衛隊が武器を使用しうる状況について「自衛隊の任務に対する妨

害行為について、その妨害行為が自衛隊員等の生命・身体に危険を与える可能性

がある場合にはその防護のために武器を用いることが可能である」74）とされ、ま

た、海外にて自衛隊員に対して武力攻撃があった際に関して「自衛隊員が海外に

て個別的自衛権を使うことは、個別的自衛権の発動としての防衛出動である」75）

という政府解釈がなされている。加えて、防衛出動における自衛隊の武器使用は

「国際法規及び慣例に則り、かつ合理的に必要とされる限度内」（自衛隊法88条）

で認められている。更に、防衛出動における「合理性」の判断には「比例原則が

適用される」76）とされている。

これらを総合すると、自衛隊員が海外において自己または他人の生命・身体の

防護若しくは自衛隊の職務に対する妨害の排除のために武器使用するということ

は個別的自衛権の行使であり、その行使は防衛出動の性質を有するものであり、

防衛出動の際における武器使用の範囲は比例原則に基づくものであるとされてい

ると考えられる。そのような前提を踏まえると、海外において「自衛隊の任務に

対する妨害行為等によって自己または他人の生命・身体に危険が生じた」際にお

いては「その危険を排除するための武力の行使は許され」77）るため、そのような

武器使用は正当防衛若しくは緊急避難にあたり、かつ、正当防衛若しくは緊急避

難にあたる場合は武器の使用により人に危害を加えることさえも可能であるため、

その行為は「法律により許容されている」職務行為でとなり、35条が適用され違

法性が阻却されるのではないかと考えられる。

さらに、国際法上の合法性と刑法上の違法性阻却事由との関係が問題となるよ

うに思われる。「刑法の適用を（広く）確保した上で、国際法上の合法性が認め

られる場合には、国内刑法を国際法適合的に解釈し、構成要件該当性ないし違法

性を阻却することによって犯罪の（少なくとも故意犯の）成立を否定するのが望

ましい。」78）とあるように国際法上合法であるとされている行為と刑法上の違法

性阻却事由とは異なる問題である。そのため、国際法上合法とされている行為と

刑法上の違法性阻却事由とは必ずしもその射程を一にしているわけではない。本

稿では紙幅の都合上当該問題提起に関し何らかの結論を示すことは行わないが、

当該問題については今後の研究課題としたい。
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4　小　括

前節において、自衛隊員が海外において武器を用いて加害行為を行った場合、

刑法の適用は受けるが、その行為は正当行為となり違法性が阻却されるという結

論に至った。この結論は、海外において武器の使用によって加害行為を行ったと

しても国内において罪には問われず、武器使用に対し、積極的な使用は当然認め

られないが、極端に消極的な態度をとる必要が無くなったという点において重要

な意義を有すると考えられる。

なお、現時点（2016年 2月17日現在）では、実際に自衛隊員が海外において加

害行為を行ったというかどで裁判を行った事例は見つからなかったため、裁判所

が実際にどのような結論を下すのかについては十分に注意する必要があると考え

られる。

Ⅳ　 海外での自衛隊員の加害行為に対する国際刑事裁判所と 

国内裁判所との管轄権の競合

1　国際刑事裁判所の管轄権行使可能性

前章において自衛隊員が海外において武器を用いて加害行為を行った場合、前

章において述べた条件を満たす場合において、刑法上は犯罪が成立しないという

結論に至った。そこで、本章ではその行為が ICC規程に違反する行為であった

場合、ICCはその行為を行った者に対し管轄権を有するのか否かについて検討を

行い、管轄権を有するという結論を示した後、国内裁判所との管轄権の競合につ

いて考察を行う。

では、自衛隊員の加害行為につき ICCは管轄権を有しうるのか。

まず、ICCによる管轄権行使の方式であるが、ICC規程に規定されており、以

下に述べる。

（ 1） 安全保障理事会理事会による ICCへの事態の付託

国際連合（以下国連と記す）安全保障理事会（以下安保理と記す）が、ICCが管

轄権を有する犯罪類型が行われていると考えられる事態を ICCに付託する方法

である79）。（同規程13条ｂ）安保理が ICCによる管轄権を行使する根拠はこの行為

が国連憲章 7章の平和及び安全を維持し又は回復するための行動であるとされて
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いるからである（同規程13条 b）。また、この方法を用いると先述の管轄権行使の

前提条件に制限されず、事態発生国が国連加盟国であれば ICCは管轄権を行使

しうるとされている80）。この方式による管轄権行使の例として南スーダンにおけ

るダルフール紛争81）が挙げられる。

（ 2） ICC規程締約国による事態の付託

全ての ICC規程締約国は ICCが管轄権を有する犯罪類型が行われていると考

えられうる事態を ICCに付託することができる（同規程14条 1項）。また、この方

法を用いると付託国が事態に直接の関わりが無くとも ICCに対して当該事態を

付託することが可能となる82）。この方式による自衛隊員に対する管轄権行使の例

として想定されうるのは自衛隊員が加害行為を行った行為地国による ICCへの

事態の付託である83）。

（ 3） 検察官による自己の発意に基づく捜査の開始

検察官による権限については同規程15条において詳細な規定が定められており、

検察官による捜査権限は一定程度の制限の下、すなわち予審裁判部による捜査開

始の許可が出た場合にのみ捜査を開始しうるという制限の下でのその捜査権限が

認められている。

以上が、ICCによる管轄権行使の条件である。しかし、これら（ 2）・（ 3）の

方法については ICCが管轄権を行使する前提条件として犯罪発生国（ICC規程締

約国国籍の船舶や航空機も含む）又は被疑者の国籍国が ICCの締約国である必要が

あり、そのどちらかの要件を満たした場合において管轄権の行使が認められてい

る（ICC規程12条）84）。すなわち、（ 2）・（ 3）の方法を用いて管轄権を行使する

際には、どちらかの要件を具備すれば犯罪発生地国が ICC規程非締約国であっ

ても、又、被疑者国籍国が非締約国であっても ICCは管轄権を行使することが

できる85）。

これら 3つの条件のうち 1つでも満たせば ICCは管轄権を行使することがで

きる。なお、これらいずれの管轄権発動方式においても安保理による捜査停止決

議によって安保理が捜査を停止させることが可能である点（同規程16条）には注

意が必要である。

では、これらの ICCによる管轄権行使の前提条件やその行使の方法を基に自

衛隊員、すなわち日本国国民に対して ICCは管轄権を有するのか否かについて
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検討する。

まず、自衛隊員は先述の通り、日本国民であり、また日本は2007年に ICCに

加入している86）。それ故、自衛隊員が海外において武器を用いて加害行為を行っ

た場合、ICCが管轄権を発動するための前提条件である「被疑者国籍国が ICC

締約国である」という条件を満たすため、当然 ICCは加害行為を行った自衛隊

員に対して管轄権を有すると考えられる。また、管轄権行使の方式についてであ

るが、現在（2016年 1月22日時点）自衛隊が支援活動を行っている国は南スーダン

共和国、ジブチ共和国、ケニアの 3国87）であり、これら 3国共に国連に加盟88）

しており、かつジブチ共和国、ケニアの 2国については ICCに加盟している。

以上より、ジブチ共和国とケニアの 2国で発生した自衛隊による加害行為に関し

ては先述の ICCによる管轄権行使の前提条件をどちらも満たし、また、南スー

ダンについては自衛隊員が日本人であり日本は ICC加盟国であるため ICCによ

る管轄権行使の前提条件のうち被疑者国籍国が ICC規程締約国であるという条

件を満たすため、これら 3国において自衛隊による加害行為が発生した場合には

ICCは管轄権を行使しうると考えられる。また、管轄権行使の方式についてであ

るが、これについては、ICCによる管轄権行使の前提条件を 3国共に満たすため、

ICC規程締約国による事態の付託若しくは国連安保理による事態の付託は当然に

可能であり、検察官による自己の発意に基づく捜査の開始については予審裁判部

による捜査開始の許可が出た場合に可能となると考えられる。また、今後自衛隊

が国連への加盟がなく、かつ ICC規程の締約国でない国において加害行為を行っ

たとしても、先述の被疑者国籍国が ICC規程締約国であるという条件を満たす

ため、自衛隊員の海外における加害行為に対する ICCの管轄権は常に及びうる

と考えられる。

2　国内裁判所と ICCによる管轄権の競合

前節において自衛隊員が海外で武器を用いて加害行為を行った場合、ICCは自

衛隊員に対して管轄権を行使しうるということが示された。そこで、本節では、

ICCと国内裁判所との管轄権の競合、すなわち、国内裁判所と ICCではどちら

の裁判所が優先的に裁判を行いうるかについての検討を行う。

まず、国内裁判所の管轄権と ICCの管轄権とはどちらが優先されるのであろ

うか。これらを検討する際に重要な手がかりとなるのが「国際刑法は刑法の軸線

上に」89）あるため、国内裁判所の管轄が ICCの管轄権に優先されるとする「補完
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性の原則」90）である。この原則は、ICCにおいて初めて認められたものであり、

「当該事件がそれについての管轄権を有する国によって現に捜査・訴追されてい

る場合若しくは当該事件がそれについての管轄権を有する国によってすでに捜査

され、かつ当該国が被疑者を訴追しないことを決定している場合」（同規程17条 a、

b）には ICCは管轄権を行使することができないとされている。しかし、当該国

に捜査・訴追を真に行う意思または能力のない場合は管轄権を行使しうる（同規

程17条 a、b但書）とされている。それ故、自衛隊員の加害行為について日本が加

害行為を行った自衛隊員に対し捜査・訴追の意思を有する、もしくは捜査し、訴

追しないことを決定している場合には ICCは管轄権を有しないと考えられる。

しかし、日本のそのような捜査・訴追を真に行う意思のない場合については、た

とえ日本において自衛隊員によってなされた加害行為について捜査・訴追がなさ

れ、もしくは捜査の結果訴追しないことを決定していたとしても ICCは管轄権

を有すると考えられる。

3 　自衛隊員の加害行為に対する ICC規程上の犯罪の成否

前節において、自衛隊員による加害行為について日本が捜査・訴追をする意思

を有するもしくは捜査し訴追しないことを決定した場合には、ICCは管轄権を行

使することはできないが、日本が真に捜査・訴追をする意思または能力を有さな

い場合は自衛隊による当該行為について ICCは管轄権を行使することができる

ということが示された。

では、日本が自衛隊員の加害行為に対して、真に捜査・訴追する意思を有さず

ICCが管轄権を行使することになった場合に、自衛隊員による当該行為は ICC

規程における対象犯罪に当てはまるのであろうか。

ICCが管轄権を有する犯罪は集団殺害犯罪・人道に対する犯罪・戦争犯罪・侵

略犯罪（同規程 5条）であるとされており91）、これら以外の行為について ICCは

管轄権を有さないとされている。以下、それらについて述べるとともに、自衛隊

員による加害行為がそれらの犯罪に該当しうるのか否かについての判断を行う。

（ 1） 集団殺害犯罪

集団殺害犯罪とは、ジェノサイド罪とも呼ばれ、その構成要件は国民的・民族

的・宗教的・人種的な集団の全部または一部に対しその集団自体を破壊する意図

をもって行う殺害、精神への重大な害を与える、当該集団の児童を他の集団に強
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制的に移す若しくは身体的破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課す

ること（同規程 6条）とされており、当該犯罪によって保護される対象は「集団」

である。ここで重要なことは、当該犯罪は「集団自体を破壊する意図」を持つこ

とによってその構成要件を満たすことになるため、例え上記の行為が行われたと

しても集団を破壊する意図が無ければ当該犯罪の構成要件を満たさないことにな

る点である92）。なお、当該犯罪にはこの他にも様々な議論が存在するが、本稿で

は当該犯罪の構成要件を述べるにとどめる。

では、自衛隊員の加害行為は当該犯罪に該当しうるか否かについて判断する。

先述の通り、当該犯罪についての構成要件は国民的・民族的・宗教的・人種的な

集団の全部または一部に対しその集団自体を破壊する意図を持って（同規程 6条）

殺人などの行為を行うことである。自衛隊員が武器を用いた加害行為を行いうる

条件は前章にて述べたとおり「自己または他人の生命・身体の防護若しくは自衛

隊の職務に対する妨害の排除のため」という制限の下で、かつ武器使用の範囲も

「事態に応じ合理的に必要とされる程度」に限定されているため、「集団自体を破

壊する意図を持って」加害行為を行うことは自衛隊の特性上不可能であると考え

られる。それ故、自衛隊員が海外において武器を用いて加害行為を行ったとして

も集団殺害犯罪の構成要件を満たさないため、自衛隊員による当該行為は集団殺

害犯罪には該当しないと考えられる。

（ 2） 人道に対する犯罪

人道に対する犯罪とは、文民たる住民に対して行われ、広範又は組織的なもの

の一部としてそのような攻撃として認識しつつ行われる殺人・絶滅させる行為・

奴隷化・住民の追放又は強制移送など（同規程 7条）である。当該犯罪において

保護される対象は「文民たる住民」であり、ここでいう「住民」概念については

様々な論争があるが、「少なくとも単発の行為や限定的かつ無計画に行われた行

為を除外するための文言である」93）とされており、「文民」概念については「国

籍を有すると有さないとにかかわらず、警察や軍隊などの組織的な権限を行使し

ていない状況にある全ての者」94）であるとされている。また、当該犯罪が成立す

るためには「国もしくは組織において、文民たる住民に対する攻撃を積極的に促

進または奨励していることが必要」95）とされている。なお、各個の犯罪類型につ

いての詳細な説明は述べずに、構成要件を述べるにとどめる。

では、自衛隊員による加害行為が当該犯罪に該当しうるか否かにつき判断する。
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当該犯罪についての構成要件は「文民たる住民に対して行われ、広範又は組織的

なものの一部としてそのような攻撃として認識しつつ行われる」殺人などの行為

であり、先述のとおり「単発ではなく計画に基づいた広範又は組織的な」行為で

あり「国もしくは組織による文民たる住民に対する攻撃の積極的に促進または奨

励があること」が必要とされている。ここで、自衛隊の武器使用が認められるた

めの条件は先述のとおり「自己または他人の生命・身体の防護若しくは自衛隊の

職務に対する妨害の排除のため」という制限の下で、かつ武器使用の範囲も「事

態に応じ合理的に必要とされる程度」に限定されているため、先述の「文民たる

住民に対する国または組織による積極的な攻撃の促進または奨励」に基づく行為

は自衛隊の武器使用権限に基づき不可能であると考えられる。それ故、自衛隊員

が海外において武器を用いて加害行為を行ったとしても、当該犯罪の構成要件は

満たさないため、自衛隊員による当該行為は人道に対する犯罪には該当しないと

考えられる。

（ 3） 戦争犯罪

戦争犯罪とは国際武力紛争または非国際武力紛争における殺人・拷問などの

ジュネーヴ諸条約に違反する行為（同規程 8条）であるとされている。ここでい

う国際武力紛争とは国際的な性質を持つ武力紛争のことで、具体的には、ジュ

ネーヴ第 1条約 2条に挙げられる「 2以上の国の間に生ずる全ての」紛争のこと

であり、非国際武力紛争とは、国際的な性質を有しない武力紛争であり、具体的

には、ジュネーヴ条約第 2追加議定書 1条に定められている「当該条約締約国の

軍隊と反乱軍その他の組織された武装集団との間に生ずる全ての」紛争のことで

ある。当該犯罪について ICCが管轄権を有するためには当該犯罪行為が特に計

画や政策または大規模な当該犯罪の一部として行為がなされた場合（同規程 8条

1項）であるとされている。

では、自衛隊員による加害行為が当該犯罪に該当するか否かについての判断を

行う。当該犯罪の構成要件は国際武力紛争または非国際武力紛争における殺人・

拷問などのジュネーヴ諸条約に違反する行為である。自衛隊が海外に派遣される

地域の条件は PKOにおいては「紛争当事者の間で停戦の合意が存在しているこ

と・受入国などの同意が存在していること・中立性を保って活動すること・これ

ら 3つの条件が満たされなくなった場合には一時業務を中断し、さらに短期間の

うちにその条件が回復しない場合には派遣を終了すること・武器の使用は最小限
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に限ること」96）であり、集団的自衛権に基づく海外派遣の場合は防衛出動とされ、

その出動につき何らかの制限は設けられていない。また、当該犯罪は国際武力紛

争時または非国際武力紛争時に適用される犯罪であり、日本が自衛隊の海外派遣

を認めるための条件には先述のとおり「当事者の間で停戦の合意がなされており、

紛争が行われていないこと」が含まれているため、自衛隊の海外派遣がなされる

地域は国際武力紛争・非国際武力紛争のいずれも行われていない地域であると考

えられるため、戦争犯罪の構成要件である「国際武力紛争または非国際武力紛争

の行われている地域」にて自衛隊が活動を行うことは不可能であると考えられる。

それ故、海外における自衛隊員の加害行為は戦争犯罪の構成要件を満たさないた

め戦争犯罪は成立しえない。

しかし、仮に日本国が他国から侵略を受け、自衛のため武器を用いて加害行為

を行うというような防衛戦争の場合においては国際武力紛争の要件を満たすと考

えられる。先述の通り、ICCが当該犯罪に対して管轄権を行使しうるのは「特に

計画や政策または大規模な当該犯罪の一部として行為がなされた場合」であり、

自衛隊員による武器使用は第Ⅱ章で示されたように「自己または自己の管理下に

ある者の身体・生命を保護する」場合においてのみ認められているため、計画や

政策に基づき加害行為を行うことは許されていない。さらに、自衛隊の武器使用

権限がこのような制限を与えられている以上、大規模な戦争犯罪に該当する行為

の一部として加害行為を行うことはできないと考えられる。しかし、ICC規程 8

条 1項においては「特に」計画や政策または大規模な当該犯罪の一部として行為

が為された場合に戦争犯罪が成立するとされているが、文言上は、当該条文にて

列挙されている行為を単発的に行った場合にも ICCは管轄権を有しうるため、

戦争犯罪が成立する余地がある。しかしながら、ICCは単発の行為に対して管轄

権を行使することを想定しておらず、また、ICCは管轄権を行使しうる犯罪のう

ち「重大な」犯罪に対して管轄権を行使することとなっており、かつ自衛隊員に

よる防衛戦争の際の自衛行為としての加害行為はその重大性は大きくないと考え

られるため、自衛隊員の加害行為に対し ICCが管轄権を行使するということは

現実的ではないと考えられる。

以上より、海外における自衛隊員による加害行為は ICCにおいて管轄権を有

する犯罪のうち戦争犯罪にはその文言上該当しうるが、実際上 ICCが加害行為

を行った自衛隊員に対して管轄権を行使することは現実的ではないと考えられる。

なお、自衛隊員による加害行為が ICC規程上犯罪として成立するかという問
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題が存在するが、ICC規程において、自己又は他の者の身体を保護するためにし

た行為は合理的な範囲においては刑事上の責任を負わない（ICC規程31条 1項）

とされているため、国内刑法における違法性阻却事由と同様の論理に基づき犯罪

は成立しないと考えられる。

4　小　括

本章において、海外における自衛隊の武器使用に基づく加害行為に対し、ICC

は手続法上管轄権を有し、かつ、当該行為は、防衛戦争の際においては ICCが

管轄権を有する対象犯罪のうち戦争犯罪の構成要件を具備しうるが、ICCによる

管轄権行使は現実的ではないという結論を示した。この結論は自衛隊員による加

害行為は刑事法制上のみならず、国際刑事法上においても犯罪行為とはならず、

自衛隊員等の生命・身体保護のために武器を用いた加害行為に対し、国際刑事法

上許容されることが明らかになったという点で意義を有すると考えられる。

なお、当該結論につき、現時点（2016年 2月17日現在）では自衛隊員の行為に

より発生した事態が何らかの方式により ICCに付託された例はないため、実際

に ICCがどのような判断を下すのかについては十分注意を向ける必要がある。

Ⅴ　おわりに

以上の刑法上の考察及び国際刑事法上の考察を基に、自衛隊員による海外にお

ける武器の使用に基づく加害行為につき、刑法上の観点から、自衛隊員による当

該行為はその適用範囲に含まれるが、自衛隊の職務に基づく正当行為であると認

められその違法性が阻却されるという結論に至った。また、国際刑事法の観点か

ら、自衛隊員による当該行為は手続法上の側面からは ICCは管轄権を有しており、

かつ実体法上の側面からは当該行為は ICCが管轄権を有する犯罪類型に該当し、

ICCは管轄権を行使しうるが、ICCが管轄権を行使することは前章にて詳述した

理由により現実的ではないという結論に至った。

安全保障関連法制が改正されてから 4か月が経過したが、未だ、海外において

自衛隊による武器使用に基づく加害行為は行われておらず、今後実際に自衛隊が

加害行為を行うという事態が発生するか否かは不明である。しかし、冒頭に述べ

たように「我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、更に変

化し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国際
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連合憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立ってい

ないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバ

ランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び

拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み

出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、我が国の安全保

障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。もはや、どの国も一国のみで

平和を守ることはできず、国際社会もまた、我が国がその国力にふさわしい形で

一層積極的な役割を果たすことを期待している。」97）といった政府声明が出され

ている以上、自衛隊が海外で行いうる権限を拡大したことは結果的に日本国の防

衛に資することになると考えられる。

自衛隊が1954年に発足してから現在（2016年 1月22日現在）に至るまで一度も

その武器使用の項目については改正されたことのない安全保障関連法制であった

が、本改正により日本国が自らの力で自国を防衛する権限を拡大したということ

は我が国の防衛法制の歴史においても重要な意義を有すると考えられる。しかし、

果たして、自衛隊の存在そのものが日本国憲法に反していないか、当該法制度が

日本国憲法に反していないか否かについては今後の法理論の蓄積を待つ必要があ

り、司法の動向に注意を向ける必要があるであろう。なお、本稿では、刑法のみ

に焦点を絞ったが、国内法制度化においてジュネーヴ諸条約の国内立法化を目的

とした「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」98）が存在する。当該

法律と ICC規程における戦争犯罪との間には、前者では不可罰であるが、後者

では戦争犯罪に該当するという行為や反対に、前者には違反するが、後者には該

当しないというような行為が存在し、それらの比較検討は本稿では扱わなかった

が、これらについては今後の研究課題としたい。
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