ONLINE ISSN: 1881-0500 PRINT ISSN: 0452-3377

INTERNATIONAL AFFAIRS

12月

2022年12月 No.710

電子版

焦点：ロシア・ウクライナ紛争における
国際法の役割
◎巻頭エッセイ◎

「百巻の万国公法は数門の
大砲に若かず」は今でも妥当するか？ 柳原正治─ 1
国際法からみた一方的分離独立と
「併合」 山田哲也─ 5
ウクライナ東部・南部4州の法的地位

ロシアによるウクライナ軍事侵攻の
合法性と国際社会の対応 和仁健太郎─ 15
ロシアに対する経済制裁と国際法

伊藤一頼─ 25

進行中の武力紛争と国際司法裁判所

酒井啓亘─ 34

ロシア・ウクライナ紛争にみる国際司法裁判の役割と限界

ウクライナにおけるコア・クライム処罰の可能性
●Summary ─ 55

公益財団法人

http://www.jiia.or.jp/

尾

久仁子─ 44

◎ 巻頭エッセイ ◎

Yanagihara Masaharu

［要旨］
2022年2月24日に開始されたロシアのウクライナへの軍事侵攻は、国際法秩序
の危機とみなされる。ただ、
「力が法を生み出す」という原則が国際社会には当
てはまるのではないかという疑問は、19世紀当初から存在し、福沢諭吉も「百巻
の万国公法は数門の大砲に若かず、幾冊の和親条約は一筺の弾薬に若かず」と述
べていた（『通俗国権論』1878 年）。
大東亜戦争という暴挙に直面した田岡良一は、1942年1月の論文のなかで、
「国
際法の法燈」を守るため、時代に迎合することなく、そのときどきの国際社会の
現状を見極めたうえで、現行の制度をその根源から深く分析し、そしてあるべき
制度の姿を求めていくという手法を示した。田岡の論文から 80 年後、ロシアに
よるウクライナ軍事侵攻という惨劇を目のあたりにしている現代の私たちが、
「国
際法の法燈」を守るために何ができるか、何をなすべきかを、創造的な観点から
追究していくことは、当時と同じく―あるいは、それ以上に―困難である
が、真剣に取り組むべき緊切な課題である。

ロシアによるウクライナ軍事侵攻の衝撃
2022年2月24日に開始されたロシアの「特別軍事作戦」
、ウクライナへの軍事侵攻、
あるいは 3 月 2 日の国連総会緊急特別会合の決議によれば、ウクライナに対する「侵
略」は、世界に大きな衝撃を与えた。ロシアによるジェノサイド条約違反を理由とし
てウクライナが国際司法裁判所に付託した事件の口頭弁論（3月7日）で、コー（イェ
「この事件はたんにウクライナ対ロシアという次元を超えてはるか
ール大学教授）は、
に重大な意味を持っています。それは、ロシアか、戦後の国際法秩序か、どちらが優
越するかについての試験となっています」と述べた。第2次世界大戦後80年近く守ら
れてきた国際法秩序の危機であるという認識である。
もっとも、今回に類似する事態は第2次世界大戦後何度も起きているのではないか
との指摘もある。例えば、当のロシア自身がかかわったものとしては、1994年および
1999年からのチェチェン侵攻（第1次・第2次チェチェン紛争）
、2008年のジョージア侵
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攻（南オセチア紛争）、2014年のクリミア併合などがある。また、1999年3月から行わ
れた北大西洋条約機構（NATO）の空軍によるユーゴスラビア空爆は、1990 年にクウ
ェート侵攻を行ったイラクに対する、いわゆる「多国籍軍」による空爆とは異なり、
国際連合の権威の下になされた武力行使ではなかった。
しかし、今回の事態がこれらと異なるのは、ロシア側と米英仏独日などの西側諸国
側とが真っ正面から対立し、第2 次世界大戦後の国際法秩序を根底から覆し、とてつ
もない被害を全世界にもたらしかねないという点にある。1945年以降で最も核戦争の
恐れがあったのは、1962 年 10 月のキューバ危機の時であったが、今回の事態はその
時よりももっと緊迫の度合いが高いかもしれない。
法による支配と力による支配
今回の事態が第2次世界大戦後国際法秩序の最大の危機である点は間違いないとし
て、1990年代以降、湾岸戦争、コソボ紛争、9・11米国同時多発テロ、アフガニスタ
ン問題、リビア内戦、シリア内戦、クリミア危機、南シナ海問題などの事件が続発
し、国際社会においては、法による支配ではなく、力による支配が行われているので
はないかという強い疑義がもたれていることもまた、事実である。こうした疑義が表
立って唱えられるようになって、すでに 30 年ぐらいが経ったことになる。
ただ、翻ってみると、
「力が法を生み出す」あるいは「事実から法が生まれる」と
いう原則が国際社会においては当てはまるのではないかという疑問は、19世紀後半に
近代ヨーロッパ国際法が完成した時点からずっと投げかけられてきた。それは、国際
法規範がそもそも国内法と同じ意味での法規範としての性格を完全な形で具備してい
ないのではないかという疑問である。どの国家が現行国際法に準拠した行動をとって
いるかを判断する機関（現在では、国際連合や国際司法裁判所など）は十分な機能を果
たしていないし、仮にそれらの機関によって判断がなされたとしても、その判断に従
った行動を当該国家に強制する、有効なシステムが存在していないのではないかとい
う疑問である。
そうした疑問は、国際法によって戦争や武力行使を規制することがそもそも可能
か、さらには、国際法と個々の国家の主権は両立しうるかという、国際法の存立その
ものにかかわる古典的な課題と密接に関連している。それはまた、
「もっと健全な国
際秩序を構築するためにわれわれの手元にあるいくつかの制度」
（ブライアリー）のな
かで国際法は本当に有用であるか、別の制度（例えば、ハーバーマスが1999年に唱えた
「世界市民社会におけるコスモポリタン法」
）はありえないか、という疑問をも生み出す。

近代ヨーロッパ国際法の法的性格、さらにはその普遍性や公平性についての疑義
は、その受容に邁進した明治日本においても一部の政治家や知識人たち、例えば、木
戸孝允や岩倉具視や陸羯南によって表明されていた。そうした点を当時最も明瞭に、
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また印象的な形で示したのが、1878 年に出版された福沢諭吉の『通俗国権論』であ
る。そのなかで福沢は、小国が条約と公法（＝国際法）に依拠して独立の体面を保っ
たという例は歴史上存在しないし、大国間が対立する場合にそれを決着させるのは兵
力の強弱の 1 点のみであるとし、以下のように続ける。
「百巻の万国公法は数門の大
砲に若かず、幾冊の和親条約は一筺の弾薬に若かず。大砲弾薬は以て有る道理を主張
するの備に非ずして無き道理を造るの器械なり」
。そして、1870年から71年の普仏戦
争の例を挙げ、
「勝敗は仏の師（いくさ）に名義なきが為なる乎」と問いかける（もっ
とも、1868年に出版された『西洋事情 外編』では「世の文明に進むに従て一法を設け、こ
れを万国公法と名付けり。……国として此公法を破れば必ず敵を招くが故に、各国共にこ

。
れを遵奉せざるものなし」と記しており、ここでは国際法を肯定的に捉えていた）
国際法を守る動機
法的性格そのものに疑義がもたれてきた近代ヨーロッパ国際法、さらには現代国際
法について、国家が明示的に国際法に反する行為を行うことは、これまで一般的には
それほど多くなかったということもまた、事実である。ウクライナに対する侵略を行
っているとみなされたロシアも、NATOの「東方拡大」に対する個別的自衛権、およ
び、自らが国家承認した「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」との集
団的自衛権を行使しているのであって、国際法違反行為はまったく行っていないと弁
明している。
それでは、なぜ国家は国内法と比べれば明らかに「外面的・物理的強制」のシステ
ムが十分とはいえない国際法を守るのであろうか。これまで一般的に挙げられてきた
動機は、相手国が守るから自国も守るという「相互性」と、政治力・経済力・軍事力
などといった「力」の強い国家から遵守を求められるという「権力性」の2つである。
ほかにも、現在の国際法はほとんどの場合、個別国家が国際法の形成にかかわってお
り、一方的に押しつけられたものではないこと、国際法を守るほうが長期的で多様な
利益に合致していることなどが挙げられる。
理由は何であれ、ほとんどの国家は、完璧な形ではないとしても、一般には国際法
を守っているという説明がこれまでなされてきた。しかしながら、この 30 年間の出
来事、さらには、ロシアによるウクライナ軍事侵攻という事態に直面するとき、その
ように整理することで済ませてよいかが厳しく問われている。
国際法を超えるものはあるか、あるべきか？―「国際法の法燈」
国際法に対する、こうした批判とは異なる次元のものとして存在するのが、現行国
際法を守っていれば、それで国際社会においてまったく非難されることはないか、あ
るいは現行国際法に基礎づけられないときに別の基準を持ち出して弁明できるかとい
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う問いである。そうした「合法性」とは異なる、
「正当性」とか「公正さ」という基
準、言いかえれば、現行国際法規範以外の何らかの基準―「正義」とか「公正」
―に基づく評価がなされるべきではないかという問いである。
こうした問いの背景には、現行国際法が国際社会に生じる事象を評価するのに不完
全あるいは不十分であるとの認識がある。
「法の外にある衡平」
、さらには「法に違反
する衡平」という法理は、こうした議論の枠組みのなかのものとしても捉えることが
できる。それは、現行国際法の内容が国際社会の現実に即していないのではないか、
そして即していないとすれば、現行国際法の拡張・改善―「あるべき国際法」―
はどのようにすれば実現できるかを検討しなければならないという批判を含んでいる。
戦前日本の国際法学界を代表する学者のひとりであった田岡良一は、大東亜戦争
（太平洋戦争）が開始されてすぐに刊行された『外交時報』
（1942年1月）に寄稿し、以

下のように記している。
「我々の研究はヨリ分析的にならねばならぬ。ヨリ深く、ヨ
リ分析的に、今後の国際法学は進むことによって始めて世人に正しい国際法の知識を
普及し、且つ国際法の権威を保存することが出来るのである」としたうえで、われわ
れの前に横たわる困難は重大であるが、これを避けては今日広がっている「国際法否
定思想の浪に対して国際法の法燈を護り、世人に正しい国際法の知識を与える方法は
ないのである。……時代思想への迎合を主眼とする研究方法は結局本稿に指摘した弊
害を繰り返えすのでは無いかと憂える。私の提唱する方法が、ヨリ確実な道ではない
かと考える。又私の信ずる所にして誤りなくば、此の道は何れの時代をも通じて国際
法学の歩むべき悠久の道である」
。
大東亜戦争という暴挙に直面した田岡は、国際法を否定する潮流に立ち向かい、
「国
際法の法燈」を守ろうとする揺るぎない決意を、この論文のなかで決然と述べてい
る。時代に迎合することなく、そのときどきの国際社会の現状を見極めたうえで、現
行の制度をその根源から深く分析し、そしてあるべき制度の姿を求めていくという手
法が、国際法学の普遍的な道であるという考えである。その手法とは、現行国際法の
拡張・改善を、ある国家が一方的に、または力を用いて実現するのではなく、いかに
平和的に実現できるかを模索していくということである。田岡の論文からちょうど80
年後、ロシアによるウクライナ軍事侵攻という惨劇を目のあたりにしている現代の私
たちが、
「国際法の法燈」を守るために何ができるか、何をなすべきかを、創造的な
観点から追究していくことは、当時と同じく―あるいは、それ以上に―困難であ
るが、真剣に取り組むべき緊切な課題である。
［付記］ 本エッセイの記述の一部は、柳原正治『帝国日本と不戦条約―外交官が見た国際法
の限界と希望』
（NHK ブックス、2022年 12月刊行予定）と重複する。
やなぎはら・まさはる
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放送大学特任栄誉教授

Yamada Tetsuya

［要旨］
本稿において筆者は、プーチン・ロシア大統領が主張する、ルハンスク人民共和国と
ドネツク人民共和国の国際法上の地位を検討した。プーチンはウクライナに対する「特
別軍事作戦」の法的根拠を集団的自衛権に求めた。しかし、それが認められるためには、
二国が合法的に独立したことが立証されなければならない。国際法上、一方的分離独立
が合法とされるには、住民の内的自決権が侵害され、それに対する救済的分離が認めら
れる必要がある。本稿では、ケベックを巡るカナダ最高裁判所の判決やコソボ独立を巡
る国際司法裁判所（ICJ）勧告的意見を手がかりに、プーチンの主張が国際法に反するも
のであることを示した。さらにプーチンはザポロジエ地域とヘルソン地域も含めて、ロ
シアへの併合を宣言した。これらも国際法上、正当化することはできず、いずれもウク
ライナの領土の一体性を損ねる違法な行為であることも指摘した。それにあたり、ロシ
アの拒否権行使によって廃案となった安保理決議案を含む、国連での対応についても詳
細に検討した。

1 問題の所在
南極を除く、地球上の陸地がいずれかの国家の領土になっている今日、新国家の成立は、
合意に基づく合併や分裂のほかに、既存国家からの分離独立（secession）を契機とする場合が
考えられる。その際、既存国家（母国）からの分離独立を企てる勢力（独立派勢力）との間で
武力を伴う紛争（内戦、分離独立闘争など呼び方はさまざまである）が発生することは珍しくな
い。2011 年 7 月に独立した南スーダン共和国は、1983 年以来の内戦を経て、2005 年の暫定和
平合意に基づく自治政府の樹立と、その下での住民投票によって成立した国家である。この
ように武力紛争を和平合意によって終結させ、母国と独立派勢力の合意に基づき、住民投票
などを経て最終的に分離が実現される場合には、国際法上の問題は生じず、分離に伴う新国
家の独立は合法なものとされ、母国を含めた諸国家から承認される（国家承認制度）。
第 2 次世界大戦後の植民地の独立プロセスにおいては、植民地（主として国連憲章上の非自
治地域）に宗主国とは異なる法的地位を与え、植民地住民に彼らの将来の政治的地位を自由

に決めさせるという意味での「自決権 （right to self-determination）」あるいは「外的自決権
（right to external self-determination）
」を認めてきた。大多数の植民地は独立して主権国家となる
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道を選んだが、住民の選択により宗主国との関係を維持しながら「高度な自治」の達成を希
望した例もある。これにより、ほぼすべての植民地は消滅したが、今度は独立した主権国家
内部で対立が発生した際、いかなる場合に分離独立が認められるか、という問題が生じた。
上述の南スーダンの分離独立もこれにあたる。国際法学では、
「脱植民地化後の一方的分離独
立の合法性」という論点として取り扱われてきた。
特に問題となるのは、分離独立闘争の決着が見通せない状況で、独立派勢力が一方的に独
立を宣言する場合である。この点は、ロシア・ウクライナ紛争の文脈においては、2022 年 2
月24日からのロシアによるウクライナへの軍事侵攻が、それに先行する「ルハンスク（ルガ
」と「ドネツク人民共和国（DPR）」が独立を宣言し、これらの
ンスク）人民共和国（LPR）
「二ヵ国」をロシアが国家承認したという一連の事態の合法性を考える上での重要な論点とな
る。ロシアのプーチン大統領は、軍事侵攻の当初、ロシアがLPRとDPRを「独立国」として
扱い、
「両国」と締結した友好協力・相互援助条約を根拠に、
「特別軍事作戦」を国連憲章51
条に基づく集団的自衛権と位置付けて、合法性の根拠の一つに挙げた（1）。この点について、
結論を先取りすれば、LPR と DPR が国家として成立しているとはいえず、そのような 2 つの
「国家」と条約を結ぶことは、ロシアによる「尚早の承認（premature recognition）」としてウク
ライナへの違法な干渉にあたると考えるのが適切である。すなわち、LPRもDPRも国際法上
の国家ではなく、せいぜい事実上の政治体に過ぎない武装勢力からの要請に基づく、
「集団的
自衛権」を根拠とした「特別軍事作戦」は正当化できない、ということになる。
さらに、2022 年 9 月 21 日、プーチン・ロシア大統領は、ウクライナ南部の 2 州（ザポロジ
エ、ヘルソン）も加えた4つの州について、ロシアとの「併合」の賛否を問う「住民投票（ref-

」を実施した（2）。各州では「併合」への賛成票が 87 ― 99% に達し、9 月 30 日にはロ
erendum）
シアはこれらをロシア領に「編入する」旨の法案を可決した（3）。後に述べるように、この
「住民投票」と称される一連の過程の国際法上の合法性は、極めて疑わしい。いずれにせよ、
「編入」の強行により、これら4州がロシア「領土」になったとロシアは主張するので、ウク
ライナによる「奪還作戦」に対して、ロシアは「自衛権」を主張することになり、その際に
核兵器を使用することもあり得ることが指摘されている。
本稿では、ウクライナ東部・南部 4 州が国際法上、どのような地位にあるのかを整理・検
討する。
2 分離独立と国家承認
「単一の民族が単一の主権国家を形成する」という、いわゆる「一民族一国家」という意
味での民族国家観が現実には幻影に過ぎない、というのが世界の常識である。ウクライナも、
全体でウクライナ系が8割近くを占めるが、ロシア系が2割弱、さらにベラルーシ系やモルド
バ系、クリミア・タタール系そしてユダヤ系が存在し、居住地域もある程度固定化されてい
る（4）。とはいえ、婚姻や移住等を通じて国民の民族的出自や地理的分布は複雑になる。LPR
やDPRを含む東部からクリミアに至る地域はロシア系住民（ロシア語話者）が多いとされる。
このように多民族がモザイク状に分布する国家において、何らかの民族対立が発生すると、
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分離独立の危機に直面し、熾烈な武力衝突になる蓋然性が高い。
では、分離独立を主張する主体が民族的集団であるかどうかにかかわらず、国際法は分離
独立について、何らかの規制を課しているのだろうか。この点については、
「外的自決によ
る、植民地を独立に導く自決の容認に比べ、一方的分離を巡る実例は大きく異なる」とし、
1945 年以降の実行を踏まえ、
「一方的な分離を支持することには国際的な自制があり、単な
る住民の過半数の賛成投票に基づく一方的な分離権を承認していない」というクロフォード
（James Crawford）の見解（5）が通説であろう（6）。国際法は、分離独立の企図からその帰結に至

る一連の流れの中で、どのような規制を加えているのだろうか。近年でいえば、セルビア共
和国の自治州であったコソボの独立宣言（2008年2月17日）を巡る議論が有名である。日本は
同年 3 月 18 日にコソボを国家承認しており、国連加盟国の過半数も承認しているが、ロシア
やセルビアは今もコソボの独立を承認していない。コソボ独立を巡る問題は後述することに
し、ここではまず、そもそも国家承認が新国家の何を承認する制度なのかについて整理して
おく。
国家の要件に関する慣習国際法上の規則は存在しないが、
「国家の権利及び義務に関する
条約（モンテビデオ条約）」
（1933 年 12 月 26 日署名、34 年 12 月 26 日発効）第 1 条は国家の要件と
して「永久的住民、明確な領域、政府、他国と関係を取り結ぶ能力（外交能力）」の 4 つを挙
げる。同時に第 3 条は「国家の政治的存在は、他の諸国による承認とは無関係である」と規
定する。この立場からは、ある主体が国家としての要件を充足していることで政治的存在と
いう意味での国家性（statehood）を獲得し、さらに国家承認を通じて当該主体が国際法上の国
家、すなわち、国際法上の権利または義務の直接的帰属者という意味での国際法主体である
と認められると理解できることになる（7）。これは、おおむねモンテビデオ条約が規定する内
容と一致し、国家承認を通じて国際法主体性が認められるとする「創設的効果説」と呼ばれ
る学説もそのように認識する。他方、新国家は独立によって国際法主体性も獲得するのであ
り、既存国家による国家承認はそれを確認する「宣言的効果説」という学説も存在し、第 2
次世界大戦後はそれが多数説を占めるといわれる。ただ、第 2 次世界大戦後に宣言的効果説
が有力となった背景には、宗主国を含めた大多数の国家が、植民地の独立についてあらかじ
め独立し、独立前の植民地を「形成途上の国家（State in statu nascendi）」とみなして一定の国
際法上の権利義務を認めていた、ということが関わっている。
ところで、時代を遡ると、新国家への承認が、必ずしも国際法主体性の承認ではないと思
われる事例が存在する。
『マックスプランク国際公法百科事典（The Max Planck Encyclopedia of
』の「承認」の項目では、1648年1月30日（5月25日発効）の「スペイン
Public International Law）
とネーデルラントの和平条約（ミュンスター条約）」が国家承認の最初の事例とされる。それ
は、統一ネーデルラント共和国（the Republic of the United Netherlands）による 1581 年の独立宣
言に対し、スペイン国王がネーデルラントの諸君主（the said Lords）について、彼らが「自由
かつ主権者」であるということを承認したというものである（8）。これを単純に読めば、スペ
インが 1568 年以来のネーデルラント諸州による独立戦争（80 年戦争）の結果を承認した、と
いうことになる。すなわち、スペインが承認したのはネーデルラント諸州による分離独立の
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成功であって、国家であること、まして、国際法上の国家（あるいは国際法主体）であること
を承認したわけではない。
その後、19世紀後半の概説書においても、独立国家の一部が反乱を起こし、一定の地域に
実効的な支配を及ぼした上で独立宣言を行い、それが国家として一定の永続性を獲得すると
新国家として承認される、という流れで承認制度全般を記述するものがみられる（9）。これで
思い出されるのが、イギリスからのアメリカの独立であり、英米戦争の際のフランスの承認
を「尚早の承認」としてイギリスが抗議したという一連の流れである。立作太郎は1934年の
『平時国際法論〔第4版〕
』において、これを「第三国が母国に先ちて承認を行ふ場合に於て、
方に母国の適法政府（すなわち法律上の政府）と戦闘して其存立を争へる叛徒団体に対して国
家の承認を与ふるときは、未だ其生存が確立するに至らず、従て永続的性質を備ふるに至ら
ずして、国家たるの条件に於て欠くる所ある権力主体に対して、国家の承認を与ふることと
なるを以て、母国に対する不法なる干渉を以て目せらるるに至るべき」と記し、
「尚早なる承
（10）
に挙げる。ここでも承認の基準は、新国家の「生存」や「永続的性質」に置か
認の事例」

れていたことがわかる。今日の日本の国際法学の概説書で反乱団体（叛徒）承認に言及する
ものはほぼない。しかし、歴史的には、国家内部での内戦がやがて分離独立紛争に発展し、
反乱団体や独立による新国家形成への承認が行われ、その基準は分離独立紛争の帰趨という
事実、すなわち新国家が一定の期間にわたって実効的に国家として存在し続けるかという点
に対する評価であったと理解するのが適切だと考えられる。
3 2 つの「人民共和国」の地位
植民地ではない独立主権国家の一部であっても、一定の条件下では自決権の主体として、
本国からの分離独立が容認されることがあるとされる。その根拠とされるのが、1970 年の
（国連総会決議2625〔XXV〕
）である。同宣言は、
「人民の同権又は自
「国連友好関係原則宣言」

決の原則に従って行動し、人種、信条又は皮膚の色による差別なしにその地域に属する人民
全体を代表する政府を有するに至った主権独立国家の領土保全又は政治的統一を全体として
また部分的にも分割し又は害するいかなる行動も認め又は奨励するものと解釈してはならな
い」と述べる。すなわち、いったん主権独立国家が形成されると、人民は憲法に従って当該
国家の政治的地位を自由に決定し、経済的、社会的および文化的発展を自由に追求すること
が自決権の行使と捉えられており、そのような自決権を内的自決権（right to internal self-determination）と呼ぶ。ここから、その反対解釈として、代表政府が特定の人民を抑圧するような

政策をとれば、当該人民には改めて外的自決権が認められるようになり、分離独立も許され
る、という解釈が成立する。すなわち国家の抑圧的政策によって特定の人民の内的自決権の
行使が全面的に排除される状態になると、外的自決権の行使を通じた分離独立が正当化され
る、という理解である。このような権利を、
「救済的分離（remedial secession）」と呼ぶ。この
点は、フランス系住民が多数を占めるカナダのケベック州あるいはその住民が、国際法上の
自決権に基づいてカナダから独立する権利を有するか、という問いに対する、カナダ最高裁
判所の判決（1998年 8 月 20 日）においても確認されている。判決は、
「分離が許されるのは植
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民地帝国の一部として支配されていたり、外国人による征服、支配または抑圧の下にあった
りする人民であり、可能性として（possibly）国内において自決権の意味ある行使を否定され
た人民」に限定し、ケベック住民は植民地住民でも抑圧された住民でもないので分離は認め
られないと判示したのである（11）。
ここで注意しなければならないことは、
「国連友好関係原則宣言」の反対解釈にせよ、カ
ナダ最高裁判所の判決にせよ、抑圧された人民による自決権に基づく分離独立が「論理的に」
導かれるというだけであって、どのような抑圧が分離独立を正当化するかという具体的基準
や、抑圧の存在による分離独立が認められたと理解できる前例が存在しないことである。こ
の点は、コソボを巡る議論でも同様である。
いずれにせよ、LPRとDPRが国際法上、合法的に分離独立を達成したというためには、そ
れぞれの住民が「救済的分離」の対象となる「人民」といえるかどうか、すなわち、ウクラ
イナ政府によって一切の政治参加さえも認められないような抑圧状態にあったかを巡る事実
関係を検討する必要がある。他方、本稿の趣旨や筆者の言語上の限界もあり、現地情勢を確
定的に判断することはできないが、報道などから次の点は確認できる。
2014年のクリミア紛争を契機として、ルハンスクとドネツクの親ロシア派が独立を宣言し
てLPRとDPRを名乗るに及び、現地はウクライナとの間で武力を伴う紛争状態に陥った（ド
。その後、同年 9 月 5 日に欧州安全保障協力機構（OSCE）の仲介によりロシアと
ンバス紛争）
ウクライナが加わった 4 者間で「ミンスク合意」が結ばれ、さらに翌 2015 年 2 月 12 日にはド
イツとフランスも仲介に加わり、
「ミンスク 2」とよばれる停戦協定が結ばれた。
「ミンスク
合意」では、ルハンスクとドネツクの自治を意味する「特別な地位」を与えることで合意し
ていたが、ゼレンスキー・ウクライナ大統領はそれを履行していなかった。他方、プーチン
大統領は、ウクライナ側がルハンスクとドネツクでジェノサイドを行っている、あるいは、
化学兵器を使用していると主張してきたが証拠は提出されていない。最終的には、2022 年 2
月21日にLPRとDPRを国家承認し、冒頭にも記したとおり、両国との友好協力・相互援助条
約を根拠にロシアはウクライナに対して武力行使を開始した。
これらの報道を前提とする限り、ルハンスクやドネツクにおいて植民地的支配や住民に対
する抑圧が存在したと考えることや、それらの結果として住民に「救済的分離」が認められ
ると考えることには無理がある。そもそも、2014年時点に比して、戦闘は小康状態で民間人
の死傷者も減少していたことが報道されているが、LPRとDPRの国家としての持続性が確立
しているとまで平穏な状況になっていたわけではない。むしろ、これらの地域にロシア軍兵
士が展開し、ウクライナ政府軍との間の戦闘行為に参加していたとすれば、LPRとDPRの独
立はおろか、ロシアによるウクライナへの武力による違法な内政干渉を構成し得る。最近の
報道をみても、ルハンスクやドネツクではロシアとウクライナの攻防が続いており、LPR と
DPRが独立して実効的に「領域」を支配している状況にはほど遠い（12）。これらの状況を勘案
すれば、LPRとDPRが独立国家であり、両国とロシアとの間での友好協力・相互援助条約に
基づく要請を受けて、ロシアが集団的自衛権を行使した、というロシア側の説明を鵜呑みに
することは極めて困難である。それはいったん措くとして、LPRとDPRが一方的に分離独立
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し、それをロシアが法的政治的、さらには軍事的に支援する背景に何が存在するのか。それ
は2014年のクリミア「併合」以降、たびたび指摘されてきた、前述のセルビアからのコソボ
の独立宣言とそれに対する国際司法裁判所（ICJ）の勧告的意見である。
4 「コソボ独立」問題の射程と限界
1991年に始まったユーゴスラビア社会主義連邦共和国解体の過程で、アルバニア系住民と
セルビア系住民の間での歴史的対立を抱えるコソボでは、当初、自治のあり方を巡る対立が
表面化した。というのも、その前年に、ミロシェビッチ・セルビア共和国大統領がコソボの
自治権限をほぼ無効にする憲法を採択し、コソボ域内での住民間の対立はもとよりセルビア
との関係も悪化したからである（13）。1995年12月の「デイトン合意」ではコソボ問題は解決さ
れず、その後のコソボ解放軍（KLA）とセルビア軍との武力紛争に北大西洋条約機構（NATO）
軍が介入し、1999 年 6 月 10 日の国連安全保障理事会決議 1244 によって、コソボは国連コソ
ボ・ミッション（UNMIK）による暫定統治下に置かれた。その後も、コソボの最終的地位を
巡る交渉は難航し、2007 年 3 月 26 日には、
「コソボのセルビアへの再統合も国際的暫定統治
の継続も困難であり、国際的な監視下での独立が唯一の現実的な選択肢である」ということ
を示す報告書（14）が安保理に提出された。しかし、この報告書を巡る安保理の議論は、ロシア
の強硬な反対もあって結論を得ることができなかった。これを受けて、コソボは 2008 年 2 月
17日に一方的に独立を宣言したのである。その後、セルビアは「コソボの暫定自治政府機構
（PISG）による一方的な独立宣言が国際法に合致しているか」について ICJ の勧告的意見を求

めることになるが、ロシア、あるいは、プーチン大統領は、この勧告的意見を根拠に2014年
のクリミア併合の正当化を図ったとされる。
すなわち、同年3月11日のクリミア「共和国」独立宣言には、
「国連国際司法裁判所の2010
年 7 月 22 日付の、国家の一部による一方的な独立宣言はいかなる国際規範にも違反しないと
のコソボの地位に関する確認を考慮に入れ」という文言があるとされる（15）。一方、勧告的意
見の形成過程において、ロシアは、上述の「国連友好関係原則宣言」やカナダ最高裁判所判
決などを引用しつつ、独立主権国家の一部による一方的な分離独立は「救済的分離」に限ら
れ、コソボはそれに該当しないとする書面を提出していた（16）。つまり、もともとロシアは一
方的分離独立を「救済的分離」として正当化する見解に否定的であったのに対し、勧告的意
見を受けて、法的な解釈あるいは政治的な立場を転換したのである。それは、2014 年 3 月 18
日のプーチン大統領演説が、クリミアの「独立」を「〔西側諸国が〕コソボのセルビアからの
一方的分離に合意したのと同じ状況」であり、
「中央〔ウクライナ政府〕の許可は必要ない」
と指摘したことにも表われている（17）。
果たして、ICJは、国家の一部領域による一方的な分離独立が無制限に許される、と述べた
のであろうか。前述した、勧告的意見を要請する国連総会決議に対する ICJ の回答は、
「2008
年 2 月 17 日に採択されたコソボの独立宣言は、国際法に違反しない」
（第 3 項、賛成 10 対反対
4）というものであった（18）。しかし、ICJ の立論を仔細に検討すると、独立が国際法に違反し

ない、ということではなく、ある主体が独立を「宣言すること」を禁止する国際法規則がな
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いから国際法違反ではない、と述べているに留まる。この結論を導くにあたり、ICJ は 18 世
紀から 20 世紀初頭にかけて母国から反対される中で数多くの独立宣言が発出されたが、
「国
家実行全体として、宣言を発布するという行為が国際法に反するとみなされていたことを示
唆してはいない。むしろ、この時期の国家実行は、国際法は独立の宣言の禁止を含んでいな
かったという結論を明確に示している」と指摘する（勧告的意見 79 パラグラフ）。そして、20
世紀後半の状況については、
「極めて多数の新国家が、この権利〔筆者注：自決権に基づく独
立の権利〕の行使の結果として存在するに至った。しかしながら、これとは異なる文脈で独

立が宣言された諸事例も存在する。後者の場合における国家実行は、当該諸事例において独
立宣言の起草を禁止する新たな規則が国際法に誕生したことを示してはいない」
（同）と述べ
ている。
また、ICJは、82および83パラグラフにおいて、
「救済的分離」にも言及している。すなわ
ち、書面ないし口頭でコソボの独立が救済的分離に該当するか否かについて関係国から意見
が表明され、そこには鋭い見解の対立があったとの認識を示しつつ、
「総会は独立の宣言が国
際法に合致するか否かのみについて意見を要請しており」
、自決権の範囲やいかなる「救済的
分離の権利」が存在するかを巡る、国家からの分離に関する権利についての議論は、
「総会に
よって提起された諮問の範囲を超える」
（83パラグラフ）として、回答を回避している。セル
ビアが、コソボの独立という行為そのものの合法性を問おうとしたのか、あるいは、救済的
分離権の存否や存在する場合の具体的内容を問おうとしたのかは定かではない。またそのよ
うな意図をもった意見要請の決議が採択されえたかどうかも、不明である。ただ、ICJが独立
を「宣言すること」に限って意見を与えたことについては、批判も多い。なぜなら、
「宣言す
ることを禁止する国際法規則は存在しない」ということと、
「特定の文脈での宣言が合法であ
る」ということは次元が異なる問題であり、この勧告的意見は、
「そもそも国際法の規律対象
（19）
を述べているだ
ではないために国際法に対する違反という事態が生じえないという見解」

けであって、コソボによる（あるいはPISGによる）宣言が合法か否かについてのICJの見解は
示されていないのである。
すると、クリミアの独立宣言やプーチン大統領の「国家の一部による一方的な独立宣言は
いかなる国際規範にも違反しない」という見解を、コソボを巡る ICJ の勧告的意見から導く
ことはできないことになる。もちろん、ICJ は、南ローデシア（現、ジンバブエ）による一方
的独立などを念頭に、違法な武力行使や強行規範（jus cogens）に代表される一般国際法規範
の重大な違反が独立達成までの過程に付随するような場合においては、独立そのものの合法
性について国連安保理が一定の判断を下してきたことは認めている（81パラグラフ）
。しかし、
コソボについて安保理は独立そのものを阻止するような判断を下しておらず、コソボの独立
が国際法上、何を根拠としているかについては明確ではない。したがって、コソボが独立を
達成したという事実だけを根拠に、クリミアはもとより、LPRやDPRの独立の合法性を主張
することはできないはずである。というのも、ロシアはコソボと同様にLPRやDPRが救済的
分離権を行使したと理解しているようにみえるが、ICJは、コソボの独立が救済的分離権の行
使によるものであるかどうかはもとより、救済的分離権の存在そのものについて判断を回避
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しているからである。
どのような手段であれば独立が許されるのか、という合法的な分離独立、あるいは、自決
権の枠組みの中で救済的分離権の要件が設定され得るかは、理論的にも実際的にも関心を呼
ぶテーマではあり得よう。しかし、既存国家によって形成される国際法に、既存国家自身の
存立を否定するかもしれない規則を盛り込むことに積極的となる国家が現われるとは思えな
い。かつて、自決権の文脈で指摘されたように、
「国際法は自殺クラブの規範ではないから、
（20）
かかる権利を認めることはない」
のである。

むすびにかえて
今回のロシアによるウクライナ侵攻を「侵略（aggression）」として非難した国連総会決議
（ES-11/1、2022年3月18日）は、
「ウクライナのドネツク州およびルハンスク州の特定地域の地

位に関するロシア連邦の2022年2月21日の決定は、ウクライナの領土保全と主権の侵害であ
り」
（本文5項）
、その決定を「即時かつ無条件で撤回することを要求」
（同6項）している。こ
れらは、他の国連加盟国に対しLPRとDPRの国家承認を直接に禁止するものではない。むし
ろ、それ以前に、LPRやDPRは国家としては存在さえしていない、すなわち、独立を達成し
ていないという判断に立っていたと考えるべきであろう。そうすると、ロシアによる国家承
認はもとより、同様の国家承認を与えたシリアと北朝鮮もウクライナに対する内政干渉を行
ったと判断されることになる。また、LPRとDPRと共に「住民投票」が実施されたザポロジ
エやヘルソンに至っては、
「国家」として「独立」さえした形跡もない。プーチン大統領の9
月 30 日の演説（21）でも、これら 2 州については「地域（英訳では region）」と呼んで LPR と DPR
と区別せざるを得なかったのである。
なお、自決権に基づく独立の賛否を問う住民投票の実施方法について、国際法上の要件が
定まっているわけではない。しかし、植民地独立過程などの実行からは、国連や OSCE など
の地域的機関を通じた選挙の実施や監視を必要とすると考えることができ、それらの実行か
ら考えれば、今回の「住民投票」が現地住民の真正な自由意思の表明であるとは考えられな
い。報道でみられたように、武装した兵士を伴い、住民を個別訪問して投票を迫るようなこ
とが行われていたなら、正当な選挙であったとはいえない。
「住民投票」の効果を否定し、そ
れに反する行為を差し控えることを求める、国連憲章第 7章に基づいた安保理決議案（22）はロ
シアによる拒否権行使によって葬り去られた。中国が棄権票を投じたことは、少なくともロ
シアの立場と歩調をあわせることはしなかった、という意味で、一定の政治的な意味はある
だろう。
なお、一方的分離独立を企てた勢力（今回の例ではとりあえず LPR と DPR）が母国であるウ
クライナの領土的一体性（territorial integrity）を毀損したか、という点も論点になり得る。し
かし、領土的一体性と政治的独立を損なう武力行使を禁ずる国連憲章 2 条 4 項は国家（State）
を名宛人としている（23）こと、また、今回の「侵略」を非難する総会決議も、ロシアがLPRと
DPRを国家承認し、それに続く武力行使によってウクライナの領土的一体性を毀損したと判
断したと読み取れること（前文 2 項、本文 5 項など）から考えると、国内の武装勢力による分
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離独立運動そのものが母国の領土的一体性を損なうものとは捉えられていないと思われる。
（2022 年10 月1 日脱稿）
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［要旨］
本稿は、2022年2月24日に開始されたロシアのウクライナ軍事侵攻とそれに対する国
際社会の対応について、国際法の観点から検討する。第 1 に、ロシアの軍事侵攻につい
て武力行使の規制に関する国際法の観点から検討し、ロシアが援用していると考えられ
る武力行使正当化事由、すなわち個別的自衛権、人道的干渉および在外自国民保護のい
ずれによってもロシアの軍事侵攻は国際法上正当化され得ないことを明らかにする。第
2 に、諸国がウクライナに与えている軍事援助について、交戦国への軍事援助は、その
交戦国が合法的に武力を行使する国である場合には集団的自衛権により正当化されるが、
武力行使の合法・違法が国連安保理によって有権的に認定されていない状況においては、
他方交戦国によって違法な武力行使または武力攻撃とみなされる可能性を排除できない
ことを指摘し、そのような状況において中立法が果たし得る機能について論ずる。

はじめに
本稿は、2022年2月24日に開始されたロシアのウクライナ軍事侵攻とそれに対する国際社
会の対応について、国際法の観点から検討する。ロシアのウクライナ軍事侵攻については、
武力紛争法（いわゆる jus in bello）の観点からの検討も必要であるが、本稿では、武力行使の
規制に関する国際法（いわゆる jus ad bellum）の観点からの検討に限定する（以下 1節）。また、
ウクライナ軍事侵攻に対する国際社会（諸国および国際組織）の対応のうち国際法の観点から
の検討が必要なものとしては、ウクライナへの軍事援助のほか、ロシアに対する経済制裁の
問題があるが、後者は本特集の伊藤論文で検討されるので、本稿では前者の問題を検討する
（以下 2節）
。

1 ロシアによるウクライナ軍事侵攻と武力行使禁止原則
（1） 問題の所在

（a） 武力行使禁止原則とその例外
国連憲章2条4項は、
「国際関係にお〔ける〕
（in their international relations）武力による威嚇又は
「国際関係」とは「国家
武力の行使（the threat or use of force）」を禁止する（武力行使禁止原則）。
間の関係」という意味であり、
「もっぱら1国内における武力の行使」
（例えば内戦の遂行また
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はその鎮圧のための武力行使）は2条4項により禁止されない（1）。国連憲章の他の条文、国連憲

章の起草作業、1970年の友好関係原則宣言における武力行使禁止原則の扱いなどから、2条4
項における「the use of force」とは軍事力（armed force）の行使のことであって経済的または
政治的な力の行使を含まないと解されている（2）。
ロシアはウクライナ領域内に軍隊を投入し、ウクライナ領域内の人や物に対して軍事力を
行使しているから、2022年2月24日以降にロシアがウクライナで行っている軍事行動は、
「国
際関係にお〔ける〕……武力の行使」に当たる。これに対するウクライナの反撃も、ロシア
軍という外国軍隊に対する軍事力の行使であるから、
「国際関係にお〔ける〕……武力の行
使」に当たる。
したがって、ウクライナに対するロシアの軍事行動およびそれに対するウクライナの反撃
行為は、国連憲章または慣習国際法により認められた武力行使禁止原則の例外のいずれかに
該当しない限り、国連憲章2条4項に違反する。国連憲章が認める武力行使禁止原則の例外と
しては、自衛権（51 条）と、国連安保理が実施する―実行上は安保理からの授権（authorization）に基づき国連加盟国が実施する形をとっている―軍事的強制措置（42条）の2つが

ある。慣習国際法により認められると主張されることのある例外として、人道的干渉（humanitarian intervention）や在外自国民保護（protection of nationals abroad）などがある。

ロシアの軍事行動は、これらの例外のいずれにも該当しなければ国連憲章 2 条 4 項の違反
であり、その規模からして明らかに「武力攻撃」
（国連憲章 51 条）にも当たるから（
「武力攻
、それに対するウクライナの反撃は、自衛権の行使として国際法
撃」については以下（2）参照）
上許されることになる。そこで、ロシアの軍事行動が武力行使禁止原則の例外のいずれかに
該当しないかを検討する必要がある。まずは、ロシアが何を主張しているのかをみてみよう。
（b） ロシアの国連事務総長宛書簡およびそれに添付されたプーチン大統領演説
ロシア国連代表が国連事務総長に宛てた2022年2月24日の書簡（3）には、プーチン・ロシア
大統領がロシア国民に向けて行った同日の演説のテキストが添付されている（4）。国連憲章 51
条では「自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなけ
ればならない」ことになっており、2 月 24 日の書簡は、同条に基づく報告を行ったものと理
解されている（5）。同書簡に添付されたプーチン大統領演説は、国際司法裁判所に現在係属中
の訴訟（6）に関してロシアが同裁判所に提出した書面にも添付されており、対ウクライナ軍事
行動に関するロシアの法的立場を表明した中心的文書と考えられている（7）。
プーチン大統領演説のうち、対ウクライナ軍事行動の国際法上の根拠について述べた中核
部分は、次のとおりである（8）。引用文の冒頭に出てくる「これと同じこと」とは、コーカサ
ス地方やシリアなどからの「テロリストの侵入」からロシアを防衛するために（と主張して）
ロシアがとってきた措置のことである。
これと同じことが現在起こっている。我々には、我々が今日使わざるを得ない手段〔次の段
落で述べられる「特別軍事作戦」のこと〕以外に、①ロシアおよび我が国民（our people）を守
る手段は残されていない。
〔現在の〕この状況は、断固としてかつ直ちに行動することを我々に
要求する。②ドンバス地方の〔2つの〕人民共和国は、ロシアに援助を求めた。
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この点に関し、③国際連合憲章 51 条（第 7 章）に従い、私は、ロシア連邦院の承認を得て、
かつ、本年 2 月 22 日に〔ロシア〕連邦議会により批准された④ドネツク人民共和国およびルガ
ンスク人民共和国との友好および相互援助条約に従い、特別軍事作戦（a special military operation）
を実施することを決定した。
この〔作戦の〕目的は、⑤ 8 年間にわたりキエフの政権による虐待とジェノサイドを受けてき
た人々を保護すること（to protect people who have been subjected to abuse and genocide by the Kiev
Regime）である。また、⑥この目的の達成のために、我々は、ウクライナの非軍事化および非
ナチ化（the demilitarization and de-Nazification）ならびに⑦文民（ロシア連邦の国民を含む）に対
する数々の残虐な犯罪を行った者の訴追を追求するつもりである。

以上の引用文から、次のことがわかる。まず、ロシアが対ウクライナ軍事行動の国際法上
の根拠としているのは、基本的には国連憲章51条、すなわち自衛権である（下線部③）
。自衛
権には、武力攻撃の被害国が行使する個別的自衛権と、武力攻撃の被害国以外の国が武力攻
撃被害国を援助して行使する集団的自衛権がある。下線部②および④からは、ロシアが集団
的自衛権を援用していることがわかる。同時に、下線部①や、大統領演説の上記引用箇所以
外の部分もみると（以下（2）参照）、ロシアは個別的自衛権も主張していると理解できる。さ
らに、下線部⑤では、ロシアの領域外にいる人々（住民）の保護が挙げられている。下線部
⑤に挙げられたような重大な人権侵害―そういう事実が仮にあったとして―から人々を
保護するための武力行使は、人道的干渉の問題として論じられてきた。ロシアが保護すると
主張する人々のなかにはロシア国民も含まれる（下線部⑦）。在外自国民保護のための武力行
使についても、その国際法上の合法性について古くから議論がある。
ロシアが援用していると考えられるこれらの武力行使正当化事由のうち、集団的自衛権は、
今回のロシアの軍事行動に限って言えば、結局は、ロシアがその要請に応じて武力を行使し
ていると主張する「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」が国際法上の国家か
どうかという問題に帰着する（9）。集団的自衛権は、武力攻撃を受けた「国」の利益のために、
その「国」の要請に応じて行使するものであり、
「国」ではない集団のために行使するもので
はないからである。2 つの「人民共和国」の国家性の問題は本特集の山田論文で論じられる
ので、その問題（およびそれに答えない限り論じられない集団的自衛権の問題）は本稿では検討
しない。以下では、ロシアが援用していると考えられる武力行使正当化事由のうち、集団的
自衛権以外のもの、すなわち、個別的自衛権（以下（2））と、住民保護のための武力行使（人
道的干渉と在外自国民保護）
（以下（3）
）について検討する。
（2） 個別的自衛権

国が自衛権を行使するためには、①「武力攻撃（an armed attack）」の発生、②必要性（neces（自衛の措置が、武力攻撃を排除するために必要であり、かつ、武
sity）と均衡性（proportionality）

、③「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を
力攻撃と均衡していること）
とるまでの間」に限ること、④直ちに安保理に報告すること、という 4 つの要件を満たさな
ければならない（10）。①、③および④は国連憲章 51 条に明記された要件であり、②は国連憲
章51条には定められていない慣習国際法上の要件である。ロシアのウクライナ軍事侵攻につ
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いては、①が問題になる。
「武力攻撃」とは、国際司法裁判所の判例によれば、
「もっとも重大な形態の武力行使」で
ある（11）。つまり、
「武力攻撃」は「武力の行使」より狭い概念であり、国連憲章2 条 4 項によ
って禁じられる「武力の行使」には、
「武力攻撃」に至らない重大性のより低いものが含まれ
る。国際司法裁判所の判例は「武力攻撃」の概念をこれ以上詳しく定義していないが、
「武力
攻撃」に当たるものと当たらないものの例をいくつか挙げている。まず、武力攻撃に該当す
るものとして、
「国境を越えて行われる正規軍の行動」のほか、他国に対し武力行為を行う武
装集団を国が派遣する行為が含まれる（12）。逆に、
「単なる国境事件」は、
「武力攻撃」に当た
「武器の供与または兵站上その他の支援の形でなされる叛徒への援助（assisらない（13）。また、
」は、
「武力による威嚇も
tance to rebels in the form of the provision of weapons or logistical or other support）
しくは武力の行使と見なされること、または他国の対内的もしくは対外的事項に対する干渉
に当たることがあり得る」が、
「武力攻撃」には当たらない（14）。
プーチン大統領演説のなかに「武力攻撃」という言葉は一度も出てこない。そうすると、
ロシアは何に対して自衛権を行使しているのか。プーチン大統領演説のなかには「NATO の
東方への拡大」に言及する箇所がいくつかあり（15）、ウクライナの NATO 加盟を阻止するため
に自衛権を行使していると主張しているようにみえなくもない。しかし、仮にウクライナが
NATO に加盟したとしても、それだけでロシアに対する「武力攻撃」を行ったことになるは
ずがない。ロシアの真意もおそらくそういうことではなく、1941年の独ソ開戦に至る経緯に
言及している箇所などをみると、近い将来ロシアに対する武力攻撃が―ウクライナ領土を
使用して―行われるはずだ、というのがロシアの主張のようである。すなわち、プーチン
大統領によれば、ソ連は1940年から41年初めにかけて、独ソ戦を回避するため文字どおり最
後の最後まであらゆることを試みたが、
「大祖国戦争〔独ソ戦〕に先立ってナチス・ドイツを宥
和しようと試みたことは、我が国民に大きな犠牲を払わせた誤りだった」
。
「我々は、同じ誤
（16）
りをもう一度繰り返すつもりはない」
。現状を放置すれば 1941 年と同じこと―ロシアに

対する武力攻撃―が再び起こるというのがプーチン大統領の主張であるが、ウクライナが
率先して攻撃を行うという意味ではなく、米国とその同盟国が NATO を「道具」にして行っ
ている「ロシア封じ込め政策」や、
「NATOのインフラのこれ以上の拡大とウクライナ領土の
軍事化」に言及していること（17）にかんがみると、ロシアに対する武力攻撃を行うのは米国を
中心とする国々であり、そのためにウクライナの領土が使用されるということだろう。なお、
ロシアに対する武力攻撃が仮に本当に行われたとして、その武力攻撃のために自国の領土を
他国に使用させる行為は、それ自体がロシアに対する武力攻撃を構成すると考えられる（18）。
このように、ロシアに対する武力攻撃はまだ発生していないが、このまま放置すれば1941
年と同じようにいずれ近い将来ロシアに対する武力攻撃が行われるから、それに対する自衛
の措置として今回の軍事行動を行っている、というのがロシアの主張だと考えられる（19）。そ
れでは、ロシアのこの主張をどう評価すべきか。
武力攻撃がまだ発生していない時点での自衛のことを「先制的自衛 （anticipatory self」という。先制的自衛が国際法上許されるかどうかは、
「自衛権に関するもっとも論
defence）
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争的な問題」
とも言われる難問である。

この難問に本稿で答えを出すことはできないが、ここでは次のことを指摘できる。すなわ
ち、田岡良一が指摘するように、
「武力攻撃が差し迫っている（imminent）状況における先制
（21）
的自衛の権利」
という先制的自衛肯定論者の表現は、
「あたかも、
『外国がまだわが国に対

する軍事行動を開始していなくても、ごく近い将来にこれを開始する意図をもっていると認
められる場合には、自衛権を発動してこの国に対する武力を行使してもよい』というように
解され易い」が、それは先制的自衛肯定論者の真意ではない（22）。先制的自衛肯定説は、外国
・ ・

・ ・ ・ ・ ・

の意図を標準として自衛権の発動を認める説ではなく、あくまでも、外国の現実の行動を標
準として、外国が軍事行動を開始した場合には実害が生ずる前であっても、また、国境を越
える前であっても自衛権を行使してよいという説である（23）。実際、先制的自衛肯定説の代表
的論者とされる Waldock は、
「単なる脅威とか潜在的な危険ではなく（not merely of threats and
、現に着手されつつある攻撃の明白な証拠がある場合には、武力攻撃が国境
potential danger）
を越えていなくても、武力攻撃が既に発生し始めたと言い得る」と述べているのであって、
「単なる脅威とか潜在的危険」に対する自衛権行使を明確に否定している（24）。先制的自衛を論
ずる際によく使われる「真珠湾攻撃のシナリオ」で言えば、米国は、日本軍の戦闘機がオア
フ島の領空に入るまで待つ必要はなく、日本軍の戦闘機がオアフ島に向け近づきつつある段
階で、あるいはさらに、日本の艦隊（航空母艦等）が任務遂行のため真珠湾に向けて出港した
段階で自衛の措置をとってよい、というのが先制的自衛肯定説の主張である（25）。
このように、先制的自衛肯定説は、
「単なる脅威とか潜在的危険」に対する自衛権行使を
認める説ではない。国家実行上も、外国により具体的な軍事行動が開始されていないにもか
かわらず将来の脅威を理由に国が自衛権を援用した事例において、他の諸国はそのような自
衛権援用を一貫して非難してきた（例えば、イスラエルによるイランのOsiraq原子炉攻撃（1981
年）に関し安保理が全会一致でこれを国際法違反と非難した例や、2002年の米国国家安全保障戦略
〔U.S. National Security Strategy〕に表明されたいわゆる「ブッシュ・ドクトリン」に対する諸国の反応
（26）
。つまり、仮に先制的自衛の合法性を認めるとしても、外国による具体的な軍事行
など）

動が開始されていないのに、将来の潜在的な危険や脅威だけを理由に自衛の措置をとること
は、国際法上認められていないのである。
ウクライナ軍事侵攻に関連して、ロシアは、ロシアに対して具体的な軍事行動が行われつ
つあること、あるいは、そうした軍事行動の計画が存在することすら証明していない。プー
チン大統領が言っているのは、
「特定されていない将来のどこかの時点における」
「漠然とし
た、差し迫ってもいない脅威（a vague, non-imminent threat）」でしかなく（27）、彼の言っているこ
とが仮にすべて本当だとしても、そのようなものに対する武力行使を自衛権の行使として正
当化することは不可能である。
（3） 住民保護のための武力行使―人道的干渉および在外自国民保護

人道的干渉と在外自国民保護についてもさまざまな議論があり、本稿で詳細に検討するこ
とはできないが、ここでは次の 2 点を指摘する。
第 1 に、人道的干渉または在外自国民保護のための武力行使の合法性を認める慣習国際法
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の規則を証明するのは困難であり、そのため、人道的干渉と在外自国民保護は武力行使禁止
原則の例外として認められていないと考えるのが一般的である（28）。
第 2 に、人道的干渉または在外自国民保護のための武力行使の合法性を認める規則が仮に
存在するとしても、それは何に対して「何をすること」を認める規則なのかという問題があ
る。在外自国民保護の場合、その合法性を肯定する人々が想定しているのは、あくまでも、
生命が危険にさらされている自国民を「救出（rescue）
」するための限定的な軍事行動である（29）。
これに対して、人道的干渉に関する議論は、その点が非常に曖昧である。つまり、
「重大な人
権侵害を止めさせる」という目的ははっきりしているが、そのために「何をすること」を認
める規則（の存否）について議論しているのかがはっきりしない。ロシアは、今回の軍事行
動により、
「8年間にわたりキエフの政権による虐待とジェノサイドを受けてきた人々を保護
する」目的のために、ウクライナの「非軍事化」および「非ナチ化」ならびに犯罪実行者の
「訴追」を行うとしている（本稿17ページ参照）。
「非ナチ化」というのは政権の変更を示唆す
るし、
「訴追」は現に行われている行為の排除ではなく事後的な処罰である（30）。人道的干渉と
いう議論がそのようなことまで認めようとする議論なのかどうかは甚だ疑問だし、もしそう
いう議論だとしても、その実定法性を証明することは無理だろう。
このように、人道的干渉と在外自国民保護のための武力行使は合法ではないと考えるのが
一般的だし、仮に合法だとしても、ロシアが現在行っていることは、合法なものとして認め
られるかもしれないこと（例えば自国民の救出、現に行われている人権侵害の排除など）をはる
かに超えており、到底合法的なものとは認められない。
2 ウクライナへの軍事援助の国際法的評価
ロシアによるウクライナ軍事侵攻の開始以来、多くの国がウクライナにさまざまな軍事援
助を与えている。諸国がウクライナに与えている軍事援助には、武器、弾薬、軍事情報の供
与などが含まれる一方、戦闘機の供与や飛行禁止区域（a no-fly zone）の設定のように、ウク
ライナからの再三の要請にもかかわらず諸国が頑なに拒否し続けているものもある（31）。
ウクライナへの軍事援助については、中立法（the law of neutrality）の観点からその国際法
上の合法性が論じられている（32）。中立法に関する一般的・教科書的な理解では、かつての国
際法（以下、本稿で「かつて」とは、戦争が自由だった第 1 次大戦以前のことをいう）において、
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

中立国（交戦国でない国）が交戦国に軍事援助を与えることは禁止されていた（「中立国の義
務」の違反）と考える。この理解を前提に、ウクライナへの軍事援助が国際法違反にならな

い理由を考えるというのが、現在行われている議論の一般的なパターンである。
しかし、中立法に関する筆者の理解は、上記の一般的・教科書的理解と大きく異なる（33）。
これも本稿で詳細を論ずることはできないので、要点だけを述べる。
中立の問題は、①交戦国への軍事援助の合法性（やってよいか）と、②その結果（やった場
合にどうなるか）を分けて考えるとわかりやすい。かつての中立法において、交戦国への軍事

援助は、それを行うことが禁止されていたのではなく（①の問題）、他方交戦国により敵とし
て扱われ戦争に巻き込まれたくないのであれば差し控えるべきものだった（②の問題）。つま
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り、戦争が自由だったかつての国際法では、他国間の戦争に参戦するのも自由であり、交戦
・ ・ ・ ・ ・ ・

・

国の一方の側に立っての参戦という形で全面的な援助すらできるのなら、参戦に至らないよ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

り限定的な援助は当然合法的に行えた（34）。しかし、交戦国により敵として扱われず戦争の外
にとどまりたい―中立を維持したい―のであれば、いずれの交戦国にも軍事援助を与え
ないことが求められる。一方交戦国への軍事援助は他方交戦国に対する「戦争行為（an act
」とされ、他方交戦国は、敵国に軍事援助を与える国を「敵として扱い」同国に開戦
of war）
してよいとされたからである。逆に、いずれの交戦国にも援助を与えない国は、戦争の外に
とどまることを法的に保障された（「中立にとどまる権利（the right to remain neutral）」）。
「中立に
とどまる権利」の保障が中立法という制度の眼目であり、いわゆる「中立国の義務」は、義
務というより、
「中立にとどまる権利」を享受したいのであれば満たすべき「条件」と言うべ
きものだった（35）。
現在の国際法において、交戦国の一方は違法に武力を行使する国であり、もう一方は自衛
権を行使して合法的に反撃する国である。交戦国への軍事援助のなかには他方交戦国に対す
る武力攻撃または武力行使に該当し得るものが含まれるが（36）、合法的に武力を行使する交戦
国への援助であれば、集団的自衛権の行使として合法的に行える。武力攻撃または武力行使
に当たり得るものですら合法的に行えるなら、それらに当たらない援助は当然に合法である
（合法性＝上記①の問題。なお、違法に武力を行使する交戦国への援助は違法行為への加担（com-

。しかし、交戦国（例：ウクライナ）に軍事援助を与える
plicity）に当たり国際法上許されない）
国は、もちろんその交戦国が合法的に武力を行使する国であるという判断の下にそうするの
であるが、武力行使の合法・違法について国連安保理による有権的な決定がなされていない
状況では（ロシア・ウクライナ戦争はその状況）、その判断が他方の交戦国（例：ロシア）によっ
て受け入れられる保証はなく、逆にその国から、侵略国に対する違法な援助とみなされ、自
（37）
衛権などに基づく措置をとられる可能性を排除できない（軍事援助の結果＝上記②の問題）
。

これは、国際社会が分権的社会であり、法または事実に関する判断は第一義的にはそれぞれ
の国が行う（自己解釈・自己判断）社会であることによる。このように、交戦国に軍事援助を
与えることは一定の危険を伴うのであり、この危険を避けて確実に自国の安全を確保したけ
れば、いずれの交戦国にも援助を与えない立場（中立の立場）をとるのが一番安全ではある。
中立法は、この一番安全なラインを示すものとして、現在でも一定の意義を有すると考えら
れる。
おわりに
現在の国際法は、国際紛争解決または国家政策の手段として軍事力を用いることを一切否
認する法秩序である。他国との間に平和的手段によって解決できない紛争や問題があっても、
その国に軍事的強制を加えて問題を解決することは認められていない。現在の国際法が認め
るのは、国際紛争解決または国家政策の手段として軍事力を用いる国が現われた場合に、そ
の軍事力行使（武力攻撃）を止めさせるためのもの（自衛権）に限られる。しかし、国際法が
このような法秩序になったのは 1928 年の不戦条約以降のことであり、それより前の時代に
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は、中央集権的な立法機関と法適用機関（裁判所）が存在しない国際社会において、法の実
現または法の変更のための最後の手段として軍事力を用いること（戦争）は容認せざるを得
ないと考えられた。
この旧来の国際法と新しい国際法（不戦条約および国連憲章以降の国際法）とを比べた場合
に、新しい国際法―武力行使禁止と集団安全保障を基軸とする国際秩序―に問題がない
訳ではないが（38）、それでもやはり旧来の国際法よりは望ましい国際秩序だろうし（39）、そのよ
うなものとして諸国家が合意して作った国際秩序である。ロシアが現在破っているのは、こ
のような国際秩序である。ロシアは法的な説明としては自衛権を援用している（そして正当
化に失敗している）が、実際にはその裏に、軍事力により実現しようとする国家政策があるよ

うにみえるからである。その意味で、ロシアの軍事行動は厳しく非難されるべきだが、同時
に、それを非難することによって我々が守ろうとしている国際秩序にもさまざまな問題があ
ることも、忘れてはならない。
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［要旨］
ウクライナに対するロシアの侵略行為に対し、日本を含む諸国は貿易・投資・金融等
の多方面にわたる経済制裁を発動した。これらの制裁が、各分野における条約や慣習国
際法に違反しないかを検討しておくことは、対ロシア制裁を安定的に実施していくうえ
で重要である。貿易面の制裁はGATT の諸規定と抵触しうるが、GATT20条（a）の公徳条
項や同21条の安全保障条項により違反を正当化できる可能性がある。また、投資や金融
に関する制裁は、各国がロシアとの間で締結する投資協定の違反を構成しうるが、それ
を正当化できるか否かは各々の投資協定における例外規定の内容に依存する。加えて、
国家免除や国家管轄権行使に関する慣習国際法との整合性も問題となる。仮に制裁措置
がこれらの条約・慣習法の下で正当化できないとしても、一般国際法上の対抗措置とし
て違法性の阻却を図る余地はあるが、その場合には、被害国以外の第三国による対抗措
置が許容されるかが論点となる。

1 はじめに
ウクライナに対するロシアの侵略行為に対し、日本を含む諸国は極めて広範かつ大規模な
経済制裁を発動した（以下これらをまとめて「対ロシア制裁」と呼ぶ）。一般に、国家が他国に
対して行う経済制裁には、国際連合安全保障理事会の決定に基づくもの（国連制裁）と、個
別国家が自らの判断で行うもの（独自制裁）がある。国連制裁の場合は、各国が共通の内容
の措置をとり、また仮に当該措置が他の国際条約と抵触しても国連憲章上の義務が優先する
ため（国連憲章 103 条）、国際法上の問題が生じることはあまりない。他方、独自制裁の場合
は、制裁の内容を発動国自身が決定し、それが他の国際条約と抵触する場合には制裁措置自
体が違法となる可能性がある。この点、今般の対ロシア制裁は貿易・投資・金融等の面で徹
底した制限措置をロシアに課すものであり、各分野における条約や慣習国際法に違反する恐
れもあるように見える。実際に違反が存在するか、仮に存在するとして当該違反を法的に正
当化する方法はあるか、といった点を検討しておくことは、対ロシア制裁を安定的に実施し
ていくうえで重要な作業であると思われる。そこで本稿では、初めに対ロシア制裁の概要を
確認し、次にそれらの措置が関連する国際法規に照らしてどのように評価されるかを検討し
ていきたい（1）。
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2 ロシアに対する経済制裁の概要
まず物品貿易の分野では、ロシアの主要な輸出品目である原油・石炭・ダイアモンド等の
エネルギー・鉱物資源や海産物につき、米国や EU が輸入の禁止を決定した。日本も、ロシ
ア産のアルコール飲料・木材・電気機械等に対し輸入禁止措置を発動している（2）。加えて、
輸入を認めるロシア産品（の一部）につき、最恵国待遇の付与を撤回する決定が日本を含む
諸国によりなされた。これは主に、ロシア産品に対する関税率の引上げを意味し、世界貿易
機関（WTO）協定の下で各国が約束している上限税率（譲許税率）まで引き上げる場合、ある
いはそれを超えてさらに高い税率を課す場合（米国やカナダ）がある。これらの輸入規制に加
え、ロシアへの輸出規制も幅広く行われており、日本も、半導体・コンピューター・通信機
器等の軍事転用可能な物品や、産業基盤強化につながる物品のロシアへの輸出を禁止した（3）。
また、サービス貿易の分野では、会計・信託・経営コンサルティングなど一部のサービス業
務のロシアへの提供を禁止する措置が日本を含む諸国によりとられている。
次に、国際投資に関する制裁措置として、米国は、米国籍をもつ個人や企業（米国外に所
在する場合も含む）によるロシアへの新規投資を禁止した。これは当初、金融やエネルギーな

どの特定分野が対象であったが、後にすべての分野における投資が禁止されるに至った。日
本もこれと歩調を合わせ、2022年5月12日以後に開始されるロシア向けの新規の対外直接投
資をすべて禁止している。
金融面では、日本を含む諸国が、ロシアの侵略行為に関与した団体・個人に対する資産凍
結措置（支払い、およびその他の資本取引の禁止）を課し、またロシア政府による新規の証券
の発行・流通も禁止している。さらに、ロシア中央銀行が他国の中央銀行口座に外貨準備と
して保有する資産に関しても凍結措置が発動され、日本銀行に預託された4兆円前後を含め、
世界全体で3000億ドル程度が凍結されたとみられる。加えて、ロシアの民間銀行を国際的な
決済網から切り離す制裁も課され、特に世界最大の金融メッセージングシステムである国際
銀行間通信協会（SWIFT）のネットワークからロシアの主要銀行を排除することが諸国間で
合意された（同協会の本部がある EU の規制を通じて実施）。さらに、銀行間の国際的な送金や
決済は、各国における中継点となる銀行（コルレス銀行）の口座を介して行わねばならない場
合が多いが、米国はロシアの主要銀行が米国金融機関のコルレス口座を使用することを禁止
したため、米ドル建ての貿易決済等の取扱いがこれらの銀行にとって困難になった（4）。
以上に加え、国際交通にかかわる制裁として、ロシア籍の航空機や船舶が自国領域に入る
ことを禁止する措置が米欧等によりとられているほか、ロシアの指定された政府高官や企業
経営者に対する入国禁止措置も日本を含めた諸国により行われている。また、本稿の検討対
象ではないものの、民間企業がロシアにおける事業の縮小ないし撤退を自主的に決定する例
も多く、政府による制裁を超えてロシア経済の広範な部門に影響を及ぼす可能性がある。
3 対ロシア制裁と国際法規との整合性
以上に概観した対ロシア経済制裁は、侵略行為を抑止するうえで重要な役割を果たすもの
国際問題 No. 710（2022 年 12 月）● 26

ロシアに対する経済制裁と国際法

と期待されるが、他方で、かかる制裁措置の内容が、制裁国とロシアとの間に存在する国際
法上の規則（条約または慣習国際法）に抵触する恐れもあり、ロシア側がそれを国際的な司法
手続へと付託することも考えられる。そこで本節では、対ロシア制裁それ自体の国際法上の
合法性につき、分野ごとに簡潔な検討を加えていきたい。
（1） WTO 協定との整合性

貿易分野の制裁措置に関しては、WTO協定との整合性が問題となる。同協定に含まれる諸
規則のうち、物品貿易における基本原則を規定するのが「関税及び貿易に関する一般協定
（GATT）
」である。まず GATT11 条 1 項は、他の締約国との間の輸入または輸出に対して数量

制限を課すことを一般的に禁止しているため、対ロシア制裁に含まれる輸入禁止および輸出
禁止の措置はこの条項に違反する。また、GATT1 条 1 項は輸出入における最恵国待遇を他の
すべての締約国に対して無条件で与えるよう義務づけているため、対ロシア制裁における最
恵国待遇の撤回は同条違反となる。さらに、GATT2 条 1 項は譲許税率を超える関税の賦課を
禁止しているため、最恵国待遇撤回の結果として課される関税率の水準によっては、この規
定の違反も生じうる。
次に、サービス貿易に関しては、特定サービスのロシアへの供給禁止（SWIFTないしコルレ
ス銀行取引からのロシア系銀行の排除も金融サービスの供給禁止に当たる）は、サービスの輸出

制限措置と捉えることができる。この点、WTO 協定の一部をなすサービス貿易一般協定
（GATS）は、最恵国待遇（2 条 1 項）や、各国が約束した範囲での数量制限の禁止（16 条 1 項）

を定めているが、これらの規定の適用対象は「他の加盟国のサービス及びサービス提供者」
とされており、もっぱらサービスの輸入に係る措置を念頭に置いていると考えられる（5）。し
たがって、物品貿易の場合とは異なり、対ロシア制裁におけるサービス貿易規制は、それが
輸出制限にとどまる限り、GATS 違反の問題は生じにくいと言えよう。もっとも、特に金融
サービスからの排除は、ロシアの企業等が物品貿易の国際決済を行うことを著しく困難にす
るため、事実上の数量制限措置として GATT11条1 項違反を問われる余地は残る。
以上のように、対ロシア制裁に含まれる貿易規制は GATT の諸規定に違反しうるが、そう
した措置を例外的に維持可能にするための条項が GATT にはいくつか設けられており、特に
対ロシア制裁の文脈では、20 条（a）および 21 条を援用することが考えられる。まず 20 条（a）
は、「公徳（public morals）の保護のために必要な措置」を許容する規定である。例えば EC
―アザラシ製品事件では、生産過程における特定の狩猟方法が、輸入国市民の動物福祉に
関する「公徳」上の懸念をもたらしうると認められた（6）。これは、輸入国の領域外で生じる
事象に対して輸入国の人々が抱く善悪の感情についても本条項の対象となりうることを示し
ている。よって、ロシアの侵略行為に関連性のある産品の輸出入規制を、公徳の保護にかか
わる措置として捉えることも十分に可能であろう（7）。もっとも、20 条（a）の文言には「必要」
性の要件も含まれており、これに関しては特に、当該貿易規制がどのような機序で公徳保護
という目的の実現に寄与しうるかを論証することが要求される。加えて、20条の柱書は当該
貿易規制が「正当と認められない差別」とならないよう求めており、これは、同様の問題を
もつ国々に対して等しく規制措置を発動することを意味する。これらの要件を満たしうるか
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否かは、各国の制裁措置における設計の合理性や運用の一貫性、および政府の説明能力の有
無等に依存するだろう。
一方、21 条は安全保障に関する条項であり、特に同条（b）
（iii）では、
「戦時その他の国際関
係の緊急時に執る措置」が許容されている。今般の対ロシア制裁は、武力攻撃を伴う侵略行
為を対象とするものであり、それが国際秩序に与える影響の大きさにかんがみても、明らか
に「国際関係の緊急時に執る措置」に該当すると言えよう。ただ、21 条（b）の柱書では、か
かる措置が「自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める」ものであ
ることが要求されている。この要件は、2014年のクリミア紛争に端を発するウクライナ・ロ
シア間の通商紛争において争点となった（ロシア―貨物通過事件）。本件でパネルは、21 条
（b）が「締約国が……認める（it considers）」という自己判断的な文言を用いていることから、
何が「自国の安全保障上の重大な利益」であるかについて各国には広範な裁量が認められる
としつつ、条約解釈における誠実性の原則に照らせば、それを完全な自由裁量と解すること
はできず、関係する緊急事態からいかなる安全保障上の重大な利益が自国に生じたのかを明
確に説明する必要があると述べた（8）。この点、対ロシア制裁を発動する国々は武力紛争の直
接の当事国ではないため、他国間における侵略行為に対処することが自国の安全保障上の重
大な利益といかにして結び付くのかを説得的な形で論証しなければならず、特に紛争地から
地理的に離れている国などはいっそう入念な説明が必要になるだろう。
また、ロシア―貨物通過事件パネルは、21 条（b）の柱書に含まれる「必要」の語を、上
述の 20 条（a）における必要性要件よりも緩やかに解釈し、問題となる貿易制限措置が安全保
障上の重大な利益の保護と関係があることを「最低限の確からしさ」をもって説明すればよ
いと述べた（9）。安全保障との接点が極めて希薄な分野等において貿易規制を行うのでない限
り、この要件を満たすことはさほど困難でないだろう。しかし、近時のサウジアラビア―
知的財産権事件のように、この緩和された必要性要件すら満たさないとの判断が示された例
もあり（10）、一定のスクリーニング機能は備えていると言える。
なお現在、WTOの紛争解決手続において上訴の審理を担う上級委員会の委員選任が米国の
反対により行えず、同委員会は機能を停止しているため、もしパネル判断に対して上訴がな
されれば当該案件は棚ざらしの状態になる（空上訴と呼ばれる）。そのため、仮にロシアが諸
国の制裁措置をWTOに提訴し、パネルが協定違反を認定したとしても、それを空上訴するこ
とで判断の確定を防ぐことはできる。ただ、EUなどは、上級委員会の代替となる「多国間暫
定上訴仲裁アレンジメント（MPIA）」を立ち上げるとともに、空上訴した国に対しては通商
上の対抗措置を発動する方針を示しているため、自らが空上訴に依拠することは困難であろ
う。日本は現状において MPIA には参加していないが、国際社会における法の支配を促進す
る立場から、やはり空上訴を自ら行うことには慎重にならざるをえない。したがって、上級
委員会の機能停止下においても、対ロシア制裁のWTO協定整合性を確保する姿勢は必要であ
ると言える。
（2） 投資協定との整合性

投資協定とは、主に二国間で、相手国からの外国投資の保護を相互に約束する条約であり、
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世界全体で約 3000 本程度が締結されている。そのほとんどに、投資家対国家の紛争解決
（ISDS）手続が含まれており、投資先の国で政府から不当な取扱いを受け損失を被ったと考え

る個人や企業は、相手国政府から独立した国際的な仲裁法廷に当該事案を付託することがで
きる（投資仲裁と呼ばれる）。この仲裁において、投資受入国による投資協定違反が認定され
れば、投資家への損害賠償が命じられることになる。ロシアは現在、日本を含め、対ロシア
制裁を発動する20ヵ国以上との間で投資協定を締結しており、それらの国で事業活動を行う
ロシア系の銀行や企業が、貿易制限措置や金融ネットワークからの排除により損失を被った
場合は、投資仲裁が提起される可能性がある（11）。
こうした事案では、まず投資協定に含まれる収用禁止規定が援用されうる。これは、例え
ば日ロ投資協定5条1項が規定するように、相手国からの投資に対して「収用若しくは国有化
又はこれらと同等の効果を有するその他の措置」をとることを原則的に禁止し、もしそれを
行う場合には迅速・適当・実効的な補償の支払いを求めるものである。対ロシア制裁は、ロ
シア企業の資産等を直接に収用するというよりは、それと「同等の効果を有する」措置（いわ
ゆる間接収用）に当たるかが問題となる。この点、先例によれば、間接収用が成立するために

は当該投資財産の価値が実質的にすべて剥奪されていることが必要とされ、部分的な損害が
あっただけでは収用とはみなされない（12）。対ロシア制裁による損害がこの基準を満たすこと
は必ずしも多くないであろう。加えて、仮にそうした投資財産の全面的な剥奪があったとし
ても、それが投資受入国政府の追求する正当な政策目的との間で「合理的な比例性の関係」を
もつものであれば、国家の規制権限の範囲内にある措置として間接収用とはみなされない（13）。
したがって、制裁措置が侵略抑止という目的と均衡を失しない形で設計されていれば、間接
収用の成立は否定されることになろう。
投資協定に含まれるもうひとつの主要な規定として、
「公正かつ衡平な待遇（fair and equi」の保障がある。これは一般に、外国投資家の正当な期待の保護や、適正手続
table treatment）
の保障を求める条項として理解されている。この点、対ロシア制裁を構成する多くの措置は、
事前の通知なく即時に実施され、制裁対象者や制裁の影響を受ける者が意見や異議を述べる
機会も設けていないことが本条項との関係で問題となりうる。もちろん、公正衡平待遇の下
でも投資受入国による規制措置の政策目的が考慮される余地はあり、上述の間接収用の場合
と同様に、比例原則に基づく審査がなされた例も多い（14）。しかし、今般の対ロシア制裁は前
例のない規模と範囲で実施され、投資家の合理的な予期を超える部分も多く、またロシアの
投資家だけでなく第三国の投資家にも影響を与えうる内容を含むことから、各々の措置の射
程や導入・運用の態様によっては、侵略抑止という政策目的の正当性・重要性を勘案しても
なお投資家の損害との間で均衡性を欠いていると評価されることもありえよう。この他、投
資協定には外国送金や渡航の自由を保障する規定が含まれることもあり、それらも対ロシア
制裁との関係で問題になる。
仮に以上のような投資保護ルールに制裁措置が違反する場合、それを例外条項等により正
当化することは可能だろうか。例外条項の有無やその内容は投資協定ごとにさまざまである
が、近時の投資協定では GATT20 条を模した規定が置かれる例も多く、それが援用された場
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合は、上述のWTOの先例が提示した枠組みを踏襲する形で審査がなされる可能性が高い（15）。
他方、安全保障に関する条項を含む投資協定は比較的少なく（16）、また含んでいたとしても、
GATT21 条のような自己判断型の文言を採用していない場合もある。投資仲裁の先例は、自
己判断型の文言を含まない場合は、たとえ安全保障条項であっても緩和された審査基準は適
用しないとの姿勢を示しており（17）、安全保障上のリスクの存否や、かかるリスクに対処する
うえで当該規制措置がどの程度寄与するかにつき厳密な評価がなされうる。
（3） 国家免除規則との整合性

慣習国際法上、主権国家は他国における裁判権行使や強制執行から一定の範囲で免除され
るが、対ロシア制裁ではロシア中央銀行の在外資産が凍結されており、これが免除規則と抵
触しないかが問題となる。免除規則の成文化を図った国連国家免除条約（未発効）は、21 条
1 項において、強制執行からの免除が原則となる国家財産のひとつとして中央銀行資産を挙
げる。しかし、これは裁判を経て強制執行がなされる場合を想定した条文であり、また、一
時的な凍結は差押え等とは異なるため、この規定を根拠に凍結が違法であると判断すること
は難しい。むしろ、米国や EU は対ロシア制裁以前から、イラン・シリア・ベネズエラ等に
対する制裁の一環として中央銀行資産の凍結を行ってきており、逆に国家免除規則を理由に
凍結を差し控えたという明確な国家実行は見当たらない。現時点では、凍結の合法性は少な
くとも未確定の状態であると考えるべきであり（18）、今後の凍結（あるいは凍結回避）の実行や
それに対する諸国の反応の蓄積を注視していく必要がある（19）。
（4） 二次制裁の国際法上の位置づけ

経済制裁に関しては従来、いわゆる二次制裁の国際法上の合法性が重要な論点となってき
た 。制裁国が制裁対象国に向けて課す措置が一次制裁であるのに対し、二次制裁とは、第
（20）

三国の管轄下にある者が制裁対象国と取引することについても制裁国が規律を課し、一次制
裁の実効性を高めようとする行為である。特に米国は、諸国の企業が米国の金融機関を介し
た国際決済に依存する状況を利用し、そこからの排除を罰則として用いることで、他国民を
米国の二次制裁に従わせてきた。対ロシア制裁においても、米国は、ロシアへの輸出規制物
品が米国から第三国を経てロシアに輸出されること（再輸出）を禁止するなど、二次制裁の
要素を取り入れている。
こうした二次制裁は、制裁対象国よりもむしろ第三国との関係で国際法上の問題を招来し
うるのであり、特に EU はこれを過剰な管轄権行使であると批判し、域内の者が二次制裁に
従うことを禁じる対抗立法の制定などを行ってきた。管轄権行使の限界をめぐる米国と EU
（および他の諸国）の見解の間には相当の懸隔があるため、二次制裁の国際法上の合法性につ

き明確な結論を得ることは難しいが、少なくとも二次制裁の過剰な利用は第三国との間に深
刻な摩擦を招き、制裁への国際的な支持を弱める結果となりうる点に留意が必要である。
4 対抗措置としての正当化は可能か
前節では、分野ごとの条約や慣習国際法に即して、対ロシア制裁の合法性を評価するため
の判断枠組みを示したが、仮にそこである措置が違法となる場合、当該措置を一般国際法上
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の対抗措置と性格づけることで正当化しうるかが問題となる。対抗措置とは、他国による国
際違法行為に対し、自国も国際違法行為をもって対処することを意味し、その場合に後者の
違法性は阻却されることになる。ロシアの侵略行為が違法である以上、それに対する制裁が
何らかの国際法規に抵触していても、その違法性は除去されうるのである。もっとも、対抗
措置は通常、先行違法行為により直接の被害を受けた国が発動することが想定されるところ、
対ロシア制裁は専ら被害国以外の国々により行われている。こうした「第三国対抗措置」が
許容されるか否かについては賛否両論があり（21）、その法的地位は未確定な状態であるため、
現状では、いかなる条件の下であれば第三国対抗措置が国際社会においてより受け入れられ
やすいかを探究すべきことになろう。
この点、例えば先行違法行為が、二国間の主観的な利害のみにかかわる義務についてなさ
れた場合は、そこに第三国が介入すべき理由は乏しいが、人権保障のように国際社会全体に
対して負う義務（対世的義務）に関しては、その違反の是正にすべての国が関心をもちうる。
後者の場合、第三国による対抗措置は国際公法秩序における執行作用としての意味を帯びる
ため、他国からの理解も得やすいだろう。もっとも、そのためには当該対抗措置が発動国自
身の利益ではなく国際社会の公共目的のために設計され、かつ、かかる公共目的の実現に一
定程度寄与するものであることが求められよう。なお、仮に二次制裁が国際法上の違法性を
含むとしても、二次制裁により影響を受ける国々には先行違法行為がない以上、制裁を対抗
措置として位置づけて二次制裁の違法性を除去することはできない。しかし、当該制裁が上
記のように国際社会の公共目的の実現へと方向づけられていれば、二次制裁に対する諸国の
許容度も高まるだろう。
ところで、今回の対ロシア制裁に関しては、こうした第三国対抗措置の是非はほとんど問
題となっていないようにみえる。それは、ロシアによる侵攻が国境地帯のみならず首都キー
ウをも対象とする全面的な侵略であり、国際社会の基本秩序そのものへの挑戦であると受け
止められたため、主要国が結束して極めて協調的に制裁を発動してきたことによるものであ
ろう。本件は国連制裁ではないものの、実態として諸国の制裁内容の共通性は高く、従来の
さまざまな独自制裁において必ずしも諸国の足並みが揃わなかったこととは対照的である。
その意味で、今回の対ロシア制裁はやや特異な事例であり、これをもって、第三国対抗措置
や二次制裁が国際法上許容されつつあるという先例として扱うことには慎重でなければなら
ない。
5 おわりに
ロシアの侵略行為をきっかけに国連安保理の常任理事国の間に大きな溝ができたことで、
今後、他の事案においても、経済制裁が安保理の決定に基づき行われる可能性が低下し、独
自制裁（ないし有志国連合による協調制裁）の増加につながることも考えられる。独自制裁の
国際法上の合法性を評価するためには多岐にわたる検討が必要であり、本稿ではその一端を
簡潔に示したにすぎない。制裁に関する法的規律を意識することは、制裁の発動による紛争
のエスカレートを防ぎ、また制裁が利己的・恣意的なものとならないための手掛かりとして
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重要であり、それは制裁の所期の目的を達成するうえでも有益な役割を果たすであろう。
（ 1 ） ロシアに対する経済制裁を国際法の観点から分析したものとして、中谷和弘「ロシアに対する経
済制裁」
『ジュリスト』1575号（2022年）
、114―119ページ参照。また、2014年のクリミア紛争を契
機としてロシアに対して課された経済制裁を分析するものとして、山田卓平「経済制裁の法的規律
―対ロシア制裁の検討（1）
（2 ・完）
」
『龍谷法学』53 巻 4 号（2021 年）
、129―157 ページ、54 巻 1
号（2021年）
、167―201ページ参照。
（ 2 ） さらに、ウクライナ東部地域の親ロシア派勢力が2014年に一方的に分離独立を宣言した「ドネツ
ク人民共和国」
（自称）および「ルハンスク人民共和国」
（自称）との間の輸出入については、全品
目にわたり禁止している。
（ 3 ） こうした輸出禁止措置は、ロシアの侵略行為を支持するベラルーシに対しても課されている。ま
た、ロシアおよびベラルーシの軍事部門と関係の深い組織・個人等については、いわゆるエンティ
ティ・リストとして個別に指定がなされ、これらに対してはいっそう幅広い品目が輸出禁止措置の
対象となっている。
（ 4 ） これに加えて米国は、ロシア政府が米国の銀行に保有するドル資産を用いて債務を支払うことを
禁止した。このため、ロシアは米ドル建て公債の償還を自国通貨ルーブルで行ったが、これは債務
不履行（デフォルト）に当たるとの見方もある。
（ 5 ） GATS18条では、各国がGATSに定めのない「追加的な約束」を行う余地も認めているが、サービ
スの輸出規制に関して追加的な約束を行う例はほとんどないと思われる。
（ 6 ） European Communities — Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, Appellate Body
report, WT/DS400/DS401/AB/R, 22 May 2014, paras. 5.196–200.
（ 7 ） なお、近時の米国―中国製品関税措置事件においてパネルは、トランプ政権が通商法 301 条に
基づき発動した広範な追加関税措置に関し、中国の不公正な貿易慣行（技術移転要求等）が米国市
民にとっての公徳上の問題となることを認めた（United States — Tariff Measures on Certain Goods from
China, Panel report, WT/DS543/R, 15 September 2020, para. 7.140）
。しかし、このケースでは公徳上の懸念
を構成する行為と輸入規制の対象品目との間に必ずしも対応関係がなく、こうした事案にまで20条
（a）の射程を広げるべきかについてはやや疑問もある。
（ 8 ） Russia — Measures Concerning Traffic in Transit, Panel report, WT/DS512/R, 5 April 2019, paras. 7.130–132.
（ 9 ） Ibid., paras. 7.138-146. パネルはこの判断基準の下で、本件における規制措置が安全保障上の重大
な利益の保護とかけ離れた（あるいは無関係な）ものであるかを検討し、結論としてそれを否定し
必要性要件の充足を認めた。
（10） Saudi Arabia — Measures concerning the Protection of Intellectual Property Rights, Panel report, WT/DS567/
R, 16 June 2020, paras. 7.289–293. 本件では、サウジアラビアとカタールの間で国交断絶に至る紛争が
生じるなか、サウジアラビアがカタール国民の知的財産権を保護しない措置をとったことが争わ
れ、サウジアラビアは GATT21 条と同様の内容をもつ TRIPS 協定（知的所有権の貿易関連の側面に
関する協定）73 条を援用して正当化を図った。多くの措置は同条の要件を満たすとされたが、カ
タールの知的財産権を侵害したサウジ企業に対して刑事手続を適用しなかったことは、安全保障
上の目的（両国間の国民の交流禁止）との関係が不明であり必要性要件を充足しないと判断され
た。
（11） ロシアは、最も厳しい制裁を課す米国との間では投資協定を締結していないが、もしロシア企業
が、米国と投資協定を締結している第三国を経由して米国に投資していれば、当該投資協定に基づ
く保護を受けることはできる。
（12） LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc. v. Argentine Republic, ICSID Case No.
ARB/02/1, Decision on Liability, 3 October 2006, paras. 198–200; Azurix Corp. v. The Argentine Republic,
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ICSID Case No. ARB/01/12, Award, 14 July 2006, paras. 311–2, 322.
（13） Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB（AF）/00/2, Award, 29
May 2003, para. 122.
（14） そうした諸事例につき、伊藤一頼「投資仲裁における比例性原則の意義―政府規制の許容性に
関する判断基準として」
（独）経済産業研究所ディスカッションペーパー、13-J-063（2013 年）
、16―
23 ページ参照。
（15） ただし、投資協定によっては、GATT20 条における「必要」性要件に代えて、
「適当な（appropriate to）
」
、
「関連する（related to）
」
、
「向けられた（directed to）
」などの語を用いる例もあり、この場
合は、政策目的の実現に対する当該措置の寄与度や、より制限的でない代替手段の存否等は問われ
ず、単に政策目的と当該措置との間に論理的な連関があるか否かだけが審査の対象になると考えら
れる。
（16） 世界全体の投資協定のうち 9 割程度は安全保障条項を含んでいないとする指摘がある。BurkeWhite, W.W. and von Staden, A., “Investment protection in extraordinary times: The interpretation and application
of non-precluded measures provisions in bilateral investment treaties,” Virginia Journal of International Law,
Vol. 48（2）
, 2008, p. 313.
（17） CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8, Award, 12 May
2005, para. 370; Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, ICSID Case No.
ARB/01/3, Award, 22 May 2007, para. 335.
（18） 米国によるイラン中央銀行の資産凍結措置を、イランが国際司法裁判所に提訴した事案が現在係
属しており、これに関し裁判所が具体的な判断を示せば、それが重要な指導的見解になると考えら
れる。
（19） なお、国家元首や政府高官についても、慣習国際法上、他国の刑事管轄権からの免除を享有する
とされるが、資産凍結や入国禁止といった措置からも免除されるのかは明確でない。中央銀行の場
合と同様、国家元首等がこうした措置の対象となる例は近時増加しており、それが慣習法規の確立
に結び付くか否かが注目される。
（20） 二次制裁に関して、竹内真理「米国による金融・二次制裁の管轄権理論における評価とその課題
―対イラン制裁法を素材として」
『世界法年報』41 号（2022 年）
、69―105 ページ；森田章夫「国
『世界法年
家管轄権競合をめぐる応酬と法形成―シベリア・パイプライン事件への新たな視座」
報』41号（2022年）
、107―137ページ参照。
（21） この点に関して、岩月直樹「第三国による対抗措置」森肇志・岩月直樹編『サブテクスト国際法』
（日本評論社、2020年）
、92―105ページ参照。
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［要旨］
国際司法裁判所（ICJ）が武力紛争に関係する事案を扱う場合、その裁判管轄権の存在
とともに、政治問題の法理の否定と司法機能の十全の行使を前提に、関連する国際法上
の論点について判断を下していく。他方で ICJ は、こうした訴訟当事者間の紛争解決の
ほか、管轄権の存在が確定する前でさえ、自らの解釈や判断を国際社会に提示する機会
を利用することが可能であり、そこでは、国際の平和と安全の維持に責任を負うグロー
バル・ガバナンスの担い手としてのICJが登場する。ウクライナがロシアをICJに提訴し
暫定措置の指示を要請したのは、紛争解決のほか、後者の機能の行使も ICJ に期待した
ためである。ICJ の機能には、紛争解決のために当事者の同意に基づく管轄権や裁判機
能に内在する司法的適切性などの制約がある一方、国際社会の政治過程で紛争全体が解
決されるよう軍事活動の停止を命じ国際法原則を確認するなど、暫定措置命令を通じて
国際社会に一定の指針を提示する役割もある。

はじめに
2022年2月24日にロシアによる軍事侵攻を受けたウクライナは、その2日後の26日にロシ
アを相手どり国際司法裁判所（ICJ）に訴えを提起するとともに、ロシアの軍事活動の停止等
を求める暫定措置の指示を要請した（1）。
一般に、紛争が高度に政治的性格を有する場合、とりわけ武力行使が関係すると、当該紛
争をめぐり国際裁判で下される判決が素直に当事国に遵守されることは考えにくい。国際社
会では ICJ の判決を強制的に履行させるような手段は十分に整備されていないため、その遵
守は当事国の自発性に委ねられざるをえないが、上記のような場合には当事国の一方が重大
な利益が関係するとしたり、裁判所の司法過程の適切性を疑ったりすることが多いからであ
り、このため両当事国とも自発的に判決・命令を遵守する可能性も低下する（2）。
そのようななかで、現に進行中の武力紛争に対して国際裁判は何らかの役割を演じること
ができるのであろうか。ここではこれまでの ICJ の対応を簡単に確認したうえで、今回のウ
クライナによる提訴によってICJがとりうる措置や判断とその意義を検討することにしたい。
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1 国際司法裁判所と武力紛争
（1） 裁判手続における武力紛争の取扱い

（a） 武力紛争と請求主題の関係
武力行使は、国際裁判の手続において訴訟原因として救済されるべき権利侵害の主張を実
体的に根拠付ける事実とされる。他方で、武力行使という極めて政治的性質の強い事実が扱
われることから、国際法に従って紛争を解決することを任務とする国際裁判所では、その司
法機能に対する固有の制限が問題となる可能性がある（3）。
実際の裁判では、ICJ が武力紛争問題を扱う状況には以下の 2 つの形態がある。1 つは武力
行使の国際法上の適法性の問題である。この場合には、相手国による武力行使の違法性を問
う側からは武力行使禁止原則が主張され、武力行使国側からはその例外としての個別的集団
的自衛権等といった違法性阻却事由の援用の妥当性が主題となる。もう 1 つは、武力紛争に
付随して生じる国際違法行為が主題となる。この場合、違法な武力行使の存在が原告国から
主張されることはあるが、裁判条項に基づく裁判管轄権の範囲などの制約から武力行使の適
法性の問題が直接 ICJ によって扱われるとは限らない（4）。
（b） 裁判管轄権の根拠と一方的付託の背景にある訴訟戦略
ICJが争訟事件において付託された請求主題を扱うためには、当事国の同意に基づく裁判管
轄権の存在が条件となる。関係国間で政治的軍事的緊張関係が存続している状況では、少な
くとも法的に不利な立場にあると考える側が裁判機関に紛争解決を委ねることは大きなリス
クを伴うため合意付託に応じがたく、特に進行中の武力紛争に関係する紛争は一方的に付託
される場合が多くなる。
留意すべきことに、紛争に関係すると主張される条約の裁判条項などを利用する場合（5）、
ICJへの紛争の一方的付託は原告国による訴訟戦略の一環として位置付けられることになりや
すい。裁判条項を通じ、本来その主題に限定すべき武力行使に付随する人権侵害やジェノサ
イド行為を超えて、その前提となる武力行使の適法性の問題についても ICJ から何らかの判
断を引き出し、裁判外での活動に有利な材料として利用しようとするからである。
（c） 武力紛争に係る請求の受理可能性
ICJは、裁判管轄権の存在が確認できても、請求を受理しない場合がある（6）。請求の受理は
ICJが判断し、自らの司法機能の適切な行使が可能かどうかがその基準となる。国際裁判所は
一般に、その司法的正統性を保持できるように司法運営を行う必要があり、そうした理由か
ら ICJ は請求の受理を拒否することも認められるからである。そして裁判所がそのような正
統性を調達するには、法と政治を峻別することが求められるとされる（7）。
武力紛争と関係する請求が提起された場合、その相手となる被告国は、政治性の強い問題
に司法機関である ICJ が関与するのはその司法機能を損なうことになるため、請求の受理を
控えるべきであるという抗弁を提起することが考えられる。しかし、こうした「政治問題の
法理」をICJはこれまで一貫して拒否してきた。ICJは、付託された紛争にはさまざまな側面
があり、したがって政治的側面を有するとしても、裁判所に求められるのはその法的側面を
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扱い法的にこれを解決することであるという立場を維持してきたのである（8）。
（2） これまでの武力紛争事案における国際司法裁判所の具体的対応

（a） 軍事活動停止を目的とする紛争の悪化・拡大防止のための暫定措置の可能性
進行中の武力紛争を停止させたい側は軍事活動の停止を求める暫定措置のほか、より広く
紛争の悪化・拡大防止を確保することを求める暫定措置も要請してきた（9）。ただ、最近のICJ
の判例では紛争の悪化・拡大防止のみを暫定措置の目的とすることに消極的となっており（10）、
現に進行中の軍事活動を停止させる暫定措置を求めるには、紛争の悪化防止だけを単独の目
的とすることは難しい。したがって、暫定措置要請国は、軍事活動と本案段階で保全される
べき権利との関係を明確にして、当該権利が軍事活動により影響を受けることを示したうえ
で、軍事活動の停止を求める必要がある。
（b） 管轄権判断と実体判断の区別と暫定措置段階での取扱い
ICJは、裁判管轄権がなければ武力紛争をめぐる実体的問題に入ることはできない。違法な
武力行使を行ったと主張される被告国側が特に裁判管轄権の不存在を理由とした先決的抗弁
を提起して本案段階への移行を阻止しようとするのはこのためであり、裁判管轄権の存否問
題という手続的判断と請求に係る法的問題の実体的判断とを区別する理由がそこにある。
もっとも、暫定措置段階では、権利保全の緊急性を理由に、裁判管轄権がまだ確定しない
まま、一見したところ（prima facie）管轄権が認められれば暫定措置命令が下される。暫定
措置要請国にとっては、のちに管轄権が否定される危険が残るにせよ、暫定措置命令におい
てICJから自己が求める措置や判断を得られる可能性があることは有利な点である。しかも、
暫定措置の目的の拡大に相応して、その命令理由のなかで、権利保全との関連で当事者間の
権利義務関係を整理するだけでなく、紛争悪化防止の要請のほか、武力行使禁止原則や人権
保護・人道性の考慮といった国際社会の一般利益や普遍的な価値の希求に係る言及が行われ
る場合もあることは、暫定措置手続を要請国が戦術的に利用する誘因となっている（11）。
2 ロシア・ウクライナ紛争における国際司法裁判所の利用可能性とその役割
（1） 本件におけるウクライナの立場

（a） 国際司法裁判所を利用する訴訟戦略の意味
ウクライナはロシアの国際義務違反を追及するために ICJ への提訴と暫定措置の指示要請
を選択したが、こうした裁判手続は、書面手続や口頭弁論などで時間を要し、目前の軍事活
動を実際に停止させて武力紛争を解決することには限界がある。にもかかわらず、ウクライ
ナが ICJ による国際法に従った紛争の解決を求めたことにはおそらく 2 つの意味がある。
1 つには、本案審理に付随する暫定措置命令を獲得することによる実践的意義である。軍
事活動を差し止める目的での暫定措置がICJにより指示され、これをロシアが遵守すれば、そ
れ自体が侵攻の脅威を緩和させることになり、ウクライナに有利な結果がもたらされる。ま
た、ロシアが遵守しなければ法的拘束力を有する暫定措置命令に反する国際義務違反として
本案段階で当該違法行為の責任を問うことが可能となる。もう1つは、ICJの権威によるその
判断の政治的効果に期待する点である。自国に有利な判断を国際社会において権威ある裁判
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機関から引き出すことができれば、その法的論拠に依拠して自国の行動の正当性を高めると
ともに、国際社会における自国への支持を取り付けることも容易となる。
（b） ジェノサイド条約に関連する紛争主題の形成
ICJの判断を求めるには、まずその裁判管轄権を確立しなければならない。問題となる武力
紛争である種の人権侵害のおそれが生じているような場合、それと関係する各種人権条約の
裁判条項に関連付けて当該条約の解釈・適用に係る紛争を当事国が一方的に付託するのはそ
のためである。ウクライナもまた、ジェノサイド条約 9 条の裁判条項を援用しロシアによる
同条約上の義務違反の主張を行った（12）。
ウクライナは、ロシアの軍事活動がジェノサイド行為であると主張したのではなく、ドネ
ツク州およびルハンスク州においてウクライナがジェノサイド行為を行ったというロシアの
議論を否定し、この虚偽がウクライナへの違法な侵略の口実に使われるべきではないという
ことを主張した。ウクライナでジェノサイドが行われたか、ロシアがこのジェノサイドの防
止と処罰を目的にウクライナに対して軍事力を使用するためジェノサイド条約 1 条がその基
礎となるかについて両国間で見解が対立しているのであり、このことからジェノサイド条約
の解釈・適用に関連する紛争が生じているため、同条約9条の裁判条項でICJには裁判管轄権
があると主張しているのである（13）。
自らはジェノサイド行為を行っていないと主張するこのいささかトリッキーな立論は、ロ
シアの軍事活動そのものをジェノサイド条約違反と構成して主張することが困難と考えられ
たからであろう。通常の方法では ICJ が扱うことが難しいロシアの軍事活動に関する国際法
上の評価に向けて、ICJへの紛争付託を認めるジェノサイド条約の裁判条項を手掛かりに、自
らの行為にジェノサイド行為があったかどうかの対立を両国間の紛争とみなして、ICJへの入
り口をこじ開けるためにウクライナが同条約を利用したのである。
（c） 暫定措置の指示要請の効用
ウクライナは、提訴と同時に ICJ に対して、ロシアがジェノサイド行為の防止目的と主張
する軍事活動を即時に停止すること、ロシアが指揮・支援する部隊・組織が軍事活動を推進
しないよう確保すること、紛争を悪化させるような行為を控え、そうした行為を行わないこ
とを保証すること、以上のような暫定措置を履行するためにとる措置を ICJ に定期的に報告
することといった 4 点をロシアに命じるよう要請した。
暫定措置手続には要請国に有利な契機が潜んでおり、ウクライナもまたこれを利用した。
ウクライナにとっては、裁判管轄権が一見して認められればよく、それにより自国が求める
暫定措置についての ICJ の判断を引き出すことができる。また、ウクライナによるロシアへ
の批判は自国への軍事侵攻による領土保全原則違反および武力行使禁止原則違反などであり、
これが国際社会の一般利益にも関係する以上、暫定措置命令理由のなかでこうした原則の遵
守にも言及されることが考えられる。こうしたICJの判断があれば、ウクライナにとってICJ
以外の場でロシアを批判し自らの行動を正当化する根拠として援用することもでき、裁判内
外において利用価値が高いのである。
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（2） ウクライナの請求に対する国際司法裁判所の姿勢

（a） ロシアの不出廷と裁判外からの文書への対応
ウクライナによる提訴と暫定措置指示要請を受けてICJは直ちに手続を開始した。ICJ規程
31条2項に基づきドデ特別選任裁判官がウクライナにより選定されたほか、裁判所規則74条
4 項により裁判所長がロシアに対して「暫定措置の要請について裁判所が下すいかなる命令
も適切な効果を有するように行動することを求め」ている（14）。特筆すべきは、書面手続にも
応じず暫定措置段階での口頭弁論にも不出廷を通告したロシアが裁判外で提出した3月7日付
文書の ICJ による取扱いである（15）。
ロシアは、裁判外から文書を提出して不正規な手段で自らの主張をICJに伝達しようとした
のに対し、ICJは、暫定措置命令の理由でもこの文書の内容に言及しロシアの主張を検討した。
ICJ規程53条1項および2項によると、一方の当事者が出廷しない場合でも、裁判所はその管
轄権の存在や請求の根拠を確認することが求められ、少なくとも請求が法律上十分な根拠を
有することは両訴訟当事国が出廷する場合と同じ基準が適用されることもあり、そのために
は不出廷国からもその意見を聴取する機会が必要と裁判所が考えているものと思われる（16）。
実際にも ICJ は命令理由において、訴訟当事国の不出廷が当該当事国による裁判所への支
援を奪うことにより裁判の健全な運営に否定的な影響を与えることは認め、その司法機能遂
行に適切な限りにおいて裁判手続によらずに提出された文書を考慮することとした。不出廷
国ロシアの不正規な書面が暫定措置命令の各所で引用されているのはそのためであり、不出
廷自体が暫定措置の指示を妨げることはないとされたのである（17）。
（b） 暫定措置命令の内容とその理由付け
ICJは、暫定措置を指示するための要件を検討し、ウクライナによるジェノサイド行為の存
否およびロシアの武力行使がジェノサイド行為防止義務の履行措置となる可能性の有無につ
いて両当事国で見解の相違があることから、ジェノサイド条約の解釈・適用・履行に関する
紛争が存在し、一見したところ（prima facie）裁判管轄権があること、ウクライナには自国
領域内でジェノサイド防止を口実としたロシアの軍事活動にさらされないというもっともら
しい権利（a plausible right）があること、回復不能な損害や緊急性などを認定して暫定措置を
指示する事情があることを確認した（18）。そして、ロシアは軍事活動を即時停止すること（13
、ロシアは指揮・支援する部隊・組織が軍事活動を推進しないよう確保すること（13 対
対 2）
、そして両当事国は紛争を悪化・拡大させる措置を控えること（全員一致）、という 3 点の
2）
暫定措置を指示したのである（19）。
ICJは職権により要請内容を変更できるが、本件でも、主文第1項ではロシアの軍事活動の
性格付けに関連してウクライナが主張した「ジェノサイドの防止を目的とする」という点を
削除し、第 3 項ではロシアにだけでなくウクライナにも紛争を悪化・拡大させる措置を控え
るよう命じたほか、暫定措置命令の履行に関する定期報告義務を定めなかった。こうした修
正はあったものの、ICJは、ロシアの軍事活動の停止や紛争の悪化防止を目的としたウクライ
ナによる暫定措置の要請をほぼ認容したかたちとなったと評価することができる。
この命令理由のなかで ICJ はさらに、ウクライナ国内におけるロシアの武力行使が国際法
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に深刻な問題を引き起こすとしてこれに深い懸念を表明するとともに、国連憲章の目的およ
び原則、国際の平和および安全の維持と紛争の平和的解決における自身の責任を想起し、す
べての国家が国連憲章および国際人道法を含むその他の国際法規則の下での義務に従って行
動しなければならないことを強調した（20）。この後半部は一般論としてすべての国家に向けて
説示のようだが、少なくとも前半はロシアの行動に対する批判を含むものであり、ウクライ
ナにとってこの言及を ICJ から引き出したことは、暫定措置命令が裁判官の大多数の賛成を
得たことを考え合わせると、ロシアに対する自国の法的優位を国際社会に示すことになった
と考えられる（21）。
しかし、反対票を投じた裁判官以外からも批判があるように、本件とジェノサイド条約と
の関係、特に同条約による武力行使の規律の問題は依然として明確になっているとは言いが
たい（22）。その後ロシアは10月3日に先決的抗弁を提出したが（23）、先決的抗弁を提起すること
は訴訟当事国としてのロシアの権利ではあり、ジェノサイド条約の解釈・適用に関する紛争
についての ICJ の裁判管轄権の存否をめぐり、この点の解釈がさらに後の段階で争点となる
はずである。
（3） ジェノサイド条約締約国による訴訟への参加

（a） ICJ 規程 63 条に基づく訴訟参加の目的
本件のICJの手続では、ICJ規程63条に基づく第三国による訴訟への参加が多数の諸国によ
り宣言された点が目新しい。この制度は、訴訟当事国ではないが、当該事件でその解釈や適用
が問題となる条約の締約国が、この規定を利用して訴訟に参加することをその趣旨とする（24）。
この制度により、ICJは訴訟当事国間の紛争解決の役割を果たすのみならず、問題の条約に関
して統一的な解釈を行うことで63条参加国をその解釈に従わせることになるが、実質的には
訴訟に関与しない条約締約国の行動にも ICJ の解釈が影響を与えることになる（25）。この制度
は過去にも利用された例はあるが、これにより多数の国家が訴訟に参加しようとするのは今
回が初めてである（26）。
この動きは、欧米を中心とした41ヵ国と欧州連合（EU）が5月20日に公表した「国際司法
裁判所におけるロシアに対するウクライナの提訴に関する共同声明」に端を発する。この共
同声明において参加国は、
「ICJ におけるウクライナの取り組みを支援するためにあらゆる選
択肢を検討し、これらの手続への参加（intervention）の可能性を検討する共同意図をここに表
明する」ことを明らかにしたからであり（27）、実際にも、英米独仏をはじめとするジェノサイ
ド条約締約国が ICJ 規程 63 条に基づき訴訟に参加する宣言を行っている（28）。
（b） ICJ 規程 63条参加の政治的含意
ここで注目されるのはこの制度を利用する諸国の意図である。条約解釈に関する ICJ の判
断は、その紛争解決機能のほか、当該条約の締約国間の共通利益や国際社会の一般利益を促
進する機能にもかかわり、国家にとっては、訴訟に参加するか否かにかかわらず、その実際
上の影響を受けざるをえない。むしろ参加により ICJ の解釈に法的に拘束されることは、可
能な選択肢を維持するためにも避けるべきという政策判断に至ることもありえよう（29）。
しかし、今回のような多数の国家による参加宣言で重視されているのは、原告国ウクライ
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ナとの連帯であり、具体的にはウクライナが主張するジェノサイド条約の解釈を支持するこ
とで ICJ の解釈に影響を与え、ひいてはウクライナに好意的な解釈を国際社会において広範
に支持されるように位置付ける試みである。当事国との共通利害を前提に連帯の意思を示し
て63条参加を利用する例はこれまでにも存在するが（30）、今回は訴訟への参加国数が前例のな
い規模である。
こうした行動の背景には、参加国がほぼ一致した主張を行い ICJ によるジェノサイド条約
の解釈をウクライナに有利なものとすることで、裁判ではロシアに不利な結果をもたらすと
ともに、その解釈を ICJ の権威に基づき国際社会全体に広げ、裁判外でもロシアの行動につ
いて法的根拠の欠如を非難しその是正を求める政治的圧力をかける意図がある。ICJ 規程 63
条参加の受理可能性にジェノサイド条約上の義務の性質が影響を及ぼすわけではないが（31）、
153 ヵ国もの締約国（2022 年 11 月 20 日現在）を有するジェノサイド条約の解釈を ICJ が行うこ
とにより、その解釈がウクライナやその見解を支援する63 条参加国に有利な内容であれば、
ICJ の判断はその権威で国際社会に実際上の影響を及ぼしうるからである。
ICJは、紛争全体を解決することはできないにせよ、その法的側面について一定の判断を与
え、別のフォーラムなどで紛争全体の解決を目指す過程に対して重要な指針を提供するとい
う貢献を果たす。今回のような集団的な訴訟参加は、一方の当事国との連帯を示すだけでな
く、説得力ある条約解釈を提示することで ICJ の解釈にも国際社会にも影響を与えることに
なろう。そして、それが国際社会の一般利益に合致する解釈を用いる立場によるのであれば、
こうした制度の利用方法は、国際の平和と安全の維持に責任を有する ICJ の役割とより整合
的な関係に立つものと評価できるのである。
おわりに
一般に、国家間での国際裁判は紛争当事者の同意に基づく場合にしか実現しない。問題の
紛争が重大な国益に関係する場合には、なおさら国家は第三者たる国際裁判所の法的拘束力
ある判決によって自己の行動に制約を受けることには消極的となりやすい。その意味におい
て、国際裁判によって武力紛争に係る問題が審理の対象として扱われることには幾重ものハ
ードルがある。しかも、国際裁判でそうした紛争が扱われ最終判決が下されたとしても、そ
れが当事国により遵守される保証もなく、国際社会にはそれを強制する手段もない。
本稿での考察から、ウクライナは、当事国間での紛争解決を目的として妥協点を見出すた
めに手続を利用するというよりも、支援国と協力し、国際社会の一般利益に即した法的議論
を提起してICJの判断に影響を与えようとするのに対し、ICJもまた自らの判断にそうした議
論を受容することでこれに応える諸相が見られるということが指摘できる。それは、ICJが訴
訟当事国との間の対話を通じてその態度を形成していくことを示す一方、二国間紛争におけ
る法的側面の解決だけでなく、その紛争全体の解決につながりうるような紛争管理のための
措置や見解を提示することもまた ICJ の重要な役割であるということを表わしている。
国際の平和と安全の維持に責任を負う ICJ がこうしたグローバル・ガバナンスの担い手と
して活動する局面は、いかに限定されているとしても、無視することはできない（32）。ICJ は、
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本件のようにその暫定措置命令が遵守されなくても、さらには先決的抗弁の認容により本案
段階での判決に至ることさえできなくても、その過程において自身の立場が何らかのかたち
で示されるのであれば自らの役割を果たしうる場合があり（33）、訴訟当事国はそれを念頭に置
いて ICJ を利用するのである。そして、今回のウクライナによる提訴や暫定措置の要請はま
さにそのような例と理解することができるであろう。
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, From
Bilateralism to Community Interest. Essays in Honour of Judge Bruno Simma（Oxford U.P., 2011）
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, pp. 174–175.
（31） ジェノサイド条約適用事件（ガンビア対ミャンマー）先決的抗弁判決でICJが判示したように、ジ
ェノサイド条約では同条約上の義務を履行してジェノサイド行為の防止・抑圧・処罰を確保するこ
とに共通利益があり、これらの義務は条約締約国間対世的義務の性質を有するとされるが（Appli,
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, p. 60, n. 75.
（32） グローバル・ガバナンスの観点からの国際裁判所の機能の再構成については、酒井啓亘「国際裁
判における非拘束的文書の役割と裁判所の機能」
『国際法外交雑誌』第118巻2号（2019年）
、36―38
ページ参照。
（33） M. Pinto, “The Peace and Security Judgments: the Role of the International Court of Justice in the Regulation of
the Use of Force,” in W. A. Schabas & Sh. Murphy（eds.）
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［要旨］
2022 年 2 月のロシアのウクライナ侵攻は、第 2 次世界大戦後の国際法秩序を揺るがす
多くの課題を提起した。その一つとして、武力紛争法・国際人道法、さらには個人の刑
事責任の追及にかかる国際法としての国際刑事法上の課題がある。特に、侵攻中に行わ
れた戦争犯罪その他の国際法上の犯罪の捜査・訴追は、国際刑事裁判所をはじめとする
国際裁判所や第三国の司法機関の関与、いわゆるルハンスク・ドネツク両「人民共和国」
の法的地位の問題も相まって、複雑な様相を呈している。また、今回報じられている一
連の国際人道法違反行為は、ポスト・ポスト冷戦時代の国際社会の価値の分断とそれに
伴う国際法秩序への挑戦が、本来中立的と考えられてきた武力紛争法・国際人道法秩序
にも及んでいることを示唆しているようにもみえる。本稿においては、今次紛争におけ
るいわゆるコア・クライムの訴追について概観したうえで、これらの犯罪の訴追につい
ての今後の展望と課題について論じる。

はじめに
2022 年 2 月のロシアのウクライナ侵攻は、第 2 次世界大戦後の国際法秩序を揺るがす多く
の課題を提起した。その最大のものは、国際連合安全保障理事会常任理事国による侵略戦争
という jus ad bellum 上の深刻な問題であるが、jus in bello としての武力紛争法・国際人道法、
さらには個人の刑事責任の追及にかかる国際法としての国際刑事法上のさまざまな課題も看
過できない。なかでも、侵攻中に行われた戦争犯罪その他の国際法上の犯罪についての刑事
責任の追及は、国際刑事裁判所（ICC）をはじめとする国際裁判所や第三国の司法機関の関
与、クリミアやいわゆるルハンスク・ドネツク両「人民共和国」の法的地位の問題も相まっ
て、複雑な様相を呈している。また、今回報じられている一連の国際人道法違反行為は、ポ
スト・ポスト冷戦時代の国際社会の価値の分断とそれに伴う国際法秩序への挑戦が、本来中
立的と考えられてきた武力紛争法・国際人道法秩序にも及んでいることを示唆しているよう
にもみえる。
本稿においては、まず、今次紛争におけるコア・クライムの訴追について、国際刑事裁判
所と国内裁判所に分けて概観する。なお、ここでいうコア・クライムとは、集団殺害犯罪
（ジェノサイド罪）
、人道に対する犯罪、戦争犯罪及び侵略犯罪であり、国際社会共通の価値を
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毀損する重大な犯罪であって、関係国の国内法に違反するか否かを問わず、犯罪行為を行っ
た個人が直接国際法上の刑事責任を問われる犯罪である。次いで、これらの犯罪の訴追につ
いての今後の展望と今次紛争が提起した課題について論じる。
1 国際刑事裁判所による訴追
（1） 管轄権

ICC は、コア・クライムを犯した個人の処罰を目的として、1998 年のローマ規程に基づい
て設立された国際裁判所である。2022年8月現在の締約国・地域は123である。第2次世界大
戦の戦勝国によって設立されたニュルンベルグ・東京両裁判所、国連安保理が憲章 7 章下で
設立した旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所（ICTY）及びルワンダ国際刑事裁判所（ICTR）と
異なり、ICC は各国の合意に基づく普遍的な裁判所であるが、その管轄権の及ぶ範囲は締約
国の領域内で犯された、または、締約国国民が犯した犯罪に限定される（ただし、例外とし
。すなわち、
て、国連安保理は憲章7章下で非締約国における犯罪をICCに付託することができる）
ICC は、条約の締結国が委譲した自国の刑罰権を、締約国に代わって行使する裁判所である
と観念できる。
なお、ローマ規程上、ジェノサイド罪、人道に対する犯罪及び戦争犯罪については、締約
国の領域内で行われた犯罪であれば、その犯罪を行った者が非締約国の国籍を有していても
当該者に管轄権が及ぶ。米国がICCに反対するのは、この規定に従えば、米軍兵士の外国にお
ける犯罪につき、ICCが管轄権を有する可能性があるからである（1）。国際法上は、主権国家は
その領域内で行われた犯罪行為に対しては、これが外国人によって行われたものであっても
刑事管轄権を有しており、これを条約により委譲することも可能であると考えられている（2）。
他方で、非締約国は、自国民によるこのような犯罪の捜査・訴追について ICC に協力する義
務はない。
これに対し、侵略犯罪の定義等を規定した2010年のローマ規程改正により、非締約国の国
民が行った侵略犯罪については（締約国が侵略された場合であっても）、ICCは管轄権を有しな
い。このため、非締約国であるロシア（の国民）が行った侵略犯罪については、ICCは管轄権
を有しない。
2022 年 2 月 28 日、ICC の検察官は、ウクライナの事態に関する職権による捜査の開始手続
をとることを決定した。ウクライナはローマ規程の締約国ではないが、2 度（2014 年 4 月及び
2015年9月）にわたる宣言によって2013年11月22日以降にウクライナ領域内で犯された犯罪

について ICC の管轄権を受諾しており、捜査の開始は、これに基づくものである（3）。検察官
は、同時に、迅速性の観点からは（予審部の許可を求める必要のない）締約国による付託が望
ましいとの見解を表明し、3月2日、英国、EU諸国、カナダ、オーストラリア、コロンビア、
コスタリカ、ジョージア等39の締約国がウクライナの事態を付託した（4）。これを受けて検察
官は直ちに捜査を開始し、現在、ウクライナには ICC の現地事務所も設けられている。
なお、ロシア軍にかかわるICCの捜査としては、ほかに、検察官の職権による捜査として、
2008年に起きたいわゆる南オセチア紛争における人道に対する犯罪と戦争犯罪を対象とする
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捜査（捜査対象はジョージア軍、南オセチア軍及びロシア軍）が行われている。
（2） 対象犯罪

ウクライナにおいてICC の捜査対象となりうる犯罪のうち、ジェノサイド罪について、ロ
ーマ規程 6 条は 1948 年のジェノサイド条約の構成要件を採用している。すなわち、
「国民的
（national）
、民族的（ethnic）、人種的（racial）又は宗教的な集団の全部又は一部に対し、その集団

自体を破壊する意図をもって行う」
、当該集団の構成員の殺害、構成員の身体又は精神に重大
な害を与えること、当該集団内部の出生を妨げることを意図する措置をとることなどの特定
の行為である。ジェノサイド罪はコア・クライムのなかでも特に悪性の高い犯罪であり、国
際司法裁判所（ICJ）においてもジェノサイドの禁止は強行規範であると認定されているが（5）、
「集団自体を破壊する意図」の立証のハードルは高く、1990 年代以降の国際刑事法廷におい
てジェノサイドの認定が行われたのは、1994年のルワンダの大虐殺、1995年の旧ユーゴのス
レブレニツア事件など、少数である。ウクライナにおいては、2022 年 9 月現在、明確にジェ
ノサイドが認定される事案は確認できないが、東部においては子供の強制移送などが報道さ
れており（6）、今後の捜査を見守る必要がある。
戦争犯罪については、ローマ規程 8 条は、裁判所の管轄する戦争犯罪として、①ジュネー
ブ条約の重大な違反、②国際的な武力紛争に適用される法規及び慣例の（①以外の）著しい
違反、③ジュネーブ条約共通 3 条の著しい違反、④非国際的武力紛争に適用される法規及び
慣例の（③以外の）著しい違反、の4つのカテゴリーを設け、各々について詳細な規定を置い
ている。対象となる行為には、文民や捕虜の殺害、拷問又は非人道的な待遇、不法な追放・
移送、文民を故意に攻撃すること、宗教、教育等に供される建物、病院などで軍事目標以外
のものを故意に攻撃すること、略奪、性的暴力などが含まれている。今回、ウクライナ領域
内でロシア軍兵士によって行われたとされる犯罪の多くはローマ規程上の戦争犯罪に該当す
る可能性が高い。さらに、ローマ規程上の戦争犯罪は、非国際的武力紛争における行為を含
（例えば今回の侵攻以前の）ウクライナと東部の両「人民共和国」との間の
んでおり、仮に、

紛争が非国際的武力紛争と認定された場合であっても、ICCの管轄権が及ぶ。
人道に対する犯罪については、国連国際法委員会（ILC）は、2019年に国連総会に提出した
（7）
「人道に対する犯罪の防止と処罰に関する条文案」
前文において、人道に対する犯罪の禁止

は強行規範であると述べている。人道に対する犯罪は、平時にも行われうる。ローマ規程 7
条が規定する人道に対する犯罪とは、
「文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的な
ものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う」殺人、絶滅、奴隷化、追放、
性犯罪、迫害などの行為をいう（8）。仮にロシア軍が組織的にこのような行為を行っていた場
合には、これらの行為は人道に対する犯罪にも該当する可能性が高い。なお、人道に対する
犯罪の主体には、国だけではなく、武装組織などの非国家主体も含まれると解されており、
例えば、東部の両「人民共和国」関係者が（ロシアの政策とは別に）独自に行った同様の行為
も対象となりうる。
（3） 受理許容性（補完性の原則、重大性）

ICC は、管轄権を有するすべての犯罪行為について訴追を行うわけではない。ローマ規程
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17 条は、ICC は、当該事件が領域国等によって捜査・訴追されている場合、又は、ICC によ
る措置を必要とする十分な重大性を有しない場合には事件を受理しないと規定している。
前者は「補完性の原則」と呼ばれ、対象犯罪についてはまず関係国の国内裁判所において
訴追が行われるべきであり、関係国がその意思・能力を欠く場合にのみ、ICC が訴追すると
いう、ローマ規程の基本原則である。なお、関係国の意思・能力の有無については ICC が判
断する。この原則によれば、ウクライナにおいて行われた ICC の対象犯罪について、ウクラ
イナやロシアなどの関係国が適切な捜査・訴追を行うのであれば、このような訴追が優先さ
れる。
「重大性」の要件については、犯罪の重大性や被害者の利益にかかる判例の蓄積（9）があり、
ICC の検察局はこれを念頭に置いて捜査を行っている。例えば、検察局は、2016 年に発表し
た「事件の選択と優先順位に関する政策ペーパー」において、犯罪の重大性（犯罪の規模、性
質、態様及び影響によって判断する）
、被疑者の責任の程度（犯罪行為の性格、犯罪行為への参画
の程度と意図、差別的動機、権力又は公的地位の濫用などを勘案する）などを事件の選択基準と

して挙げている（10）。
これらの条件によれば、ウクライナにおいてICC が訴追対象とするのは、個別の戦争犯罪
を行った低位の軍人ではなく、一連の犯罪全体に対して責任を有する指揮官や指導的立場に
あった者（人道に対する犯罪であれば、犯罪のもととなった政策の立案者や推進者を含む）であ
って、ウクライナが何らかの理由で訴追できない被疑者であると言えよう。なお、ICC の判
例は、実行行為者のみならず犯罪の実行について「支配的な役割を果たした者」が正犯とし
て刑事責任を負うことを明確にしている（11）。また、軍の責任者などであって実行行為に直接
関与していないものの刑事責任を問う「上官責任の法理」も採用されている（ローマ規程 28
。上述のジョージアの事態においては、2022年 6 月に 3 名の被疑者に対して戦争犯罪の容
条）
疑で逮捕状が発せられているが、そのうち、ミンザエフは、ロシア国籍で、
「南オセチア」政
府の内務大臣（元ロシア内務省所属、現在モスクワ在住）であった（12）。
（4） 訴追手続上の障害

このような被疑者を訴追することは容易ではない。まず、真に責任のある指導者の訴追の
ためには、犯罪が行われた証拠だけではなく、
（現場にいないこともある）被疑者と犯罪を結
び付ける証拠、すなわち、組織の機能や指揮命令系統、現場の状況報告や命令伝達の実情な
どに関する証拠が必要となる。仮に今回の捜査においてロシア側の高位の責任者を被疑者と
する捜査が行われた場合には、このような証拠の多くは捜査協力義務のないロシアに存在す
ると考えられる。上官責任の法理を適用する場合も同様である。
また、仮にこのような被疑者に対して、逮捕状が発せられたとしても、ロシアには被疑者
の引渡し義務はなく、被疑者がローマ規程締約国の領域内に入ることを期待することになる
（逮捕状は非公開で発せられることも多い）
。なお、被疑者が非締約国の国家元首である場合に

は、一般国際法上の免除との関係が生じる（13）。
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2 国内裁判所における訴追
コア・クライムは、多くの国において国内法上の犯罪でもあり、その処罰は、犯罪地国の
領域主権又は犯人の国籍国の対人主権に基づいてこれらの国の裁判所において行われる。上
述の ICC の補完性の原則はこれを前提とするものである。
（1） 当事国の裁判所

ウクライナにおけるコア・クライムのうち、ジェノサイド罪については、ウクライナとロ
シアはいずれもジェノサイド条約の締結国であり、両国とも、相手国によってジェノサイド
が行われたと主張している（14）。ジェノサイド条約は、条約上のジェノサイド行為の処罰義務
を締約国に課しているが、2022 年 9 月現在、ウクライナ及びロシアの裁判所において訴追が
行われたとの報道はない。
戦争犯罪については、1949 年のジュネーブ四条約及び 1977 年の第一追加議定書（ウクライ
ナ・ロシア両国はこれらすべての条約を締結している）は、条約の「重大な違反行為」の処罰義

務を締約国に課している。これらを含め、武力紛争法違反に該当する戦争犯罪の処罰は、伝
統的に、軍事委員会などの特別裁判所を含む交戦国の国内裁判所で行われてきた。
ロシア軍の構成員による戦争犯罪については、ウクライナ当局による捜査が行われている。
2022 年 5 月には、文民を殺害したロシア軍兵士に対するウクライナ裁判所による初めての有
罪判決が下され、引き続き、数件の戦争犯罪について公判が行われている（15）。報道によれば、
当局はさらに、2 万件以上の戦争犯罪を捜査中である（16）。ロシアにおける戦争犯罪の訴追に
ついては不明である。
人道に対する犯罪の処罰を各国に義務付ける条約は存在しないが、ILC が 2019 年に国連総
会に提出した上述の条文案は、人道に対する犯罪の定義としてローマ規程7条の定義を用い、
締約国の処罰義務、共助・引渡し義務、引き渡さない場合の処罰義務などを規定している。
ウクライナにおいて、2022 年 9 月時点では、今回の侵攻に関連した人道に対する犯罪の訴追
が行われたとの報道はない。他方、ロシアにおいては、ウクライナ軍構成員が人道に対する
犯罪を理由として訴追されたとの報道があるが（17）、詳細は明らかではない。
侵略犯罪については、通常、各国刑法において、国家の安全に対する犯罪が規定されてい
る（ウクライナ刑法であれば、109条及び110条。これに加えて、437条が侵略犯罪を規定している）
が、2022 年 9月時点で訴追が行われたとの報道はない。
ウクライナとロシアの軍関係者以外が関与する犯罪については、仮にこれがローマ規程上
の非国際的武力紛争下の戦争犯罪に該当するものであっても、国内裁判においては異なる扱
いを受ける可能性が高い。例えば、ウクライナは2014年にルハンスク・ドネツク両「人民共
和国」をテロ組織と認定しており（18）、
「人民共和国」関係者による行為は戦争犯罪ではなく通
常の犯罪とみなされ、かつ、戦闘に参加すること自体について、ウクライナ刑法 111 条の反
逆罪などや、テロ犯罪として訴追される可能性がある。
なお、6月22日、
「ドネツク共和国」の裁判所が、マリウポリで降伏したモロッコ国籍及び
英国国籍のウクライナ兵に対して、テロ行為、傭兵であること及び政府の転覆の罪で死刑判
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決を言い渡し、英国などがこれに抗議した（19）。本件に関し、欧州人権裁判所は、ロシアに対
し、死刑執行をしないこと並びに欧州人権条約2条及び3条などの権利を保護することなどを
内容とする仮保全措置を命じた（20）。
（2） 第三国の裁判所

ジュネーブ四条約及び第一追加議定書上、その重大な違反については、すべての締約国が
「引き渡すか訴追か」の義務を負っている。したがって、ウクライナにおける該当犯罪の被疑
者が領域内にいる締約国は、これを引き渡さない限り、自国裁判所に訴追のために付託する
義務を負う。
これ以外のコア・クライムについては、これらの犯罪について普遍管轄権の設定が許容さ
れていると考えられていること、及び ICC が補完性の原則を採用したことから、欧州を中心
とする多くの国において、外国において外国人によって行われたコア・クライムの自国裁判
所における訴追を可能とする法整備が行われた。これらの法は、濫訴を避ける観点から、被
疑者が国内にいることを条件としたり、検察官の起訴裁量を認めたりしているものが多い。
欧州諸国との地理的近接性や活発な人的往来を考えると、被害者がこれらの諸国の国籍を有
していたり、被疑者がこれらの諸国に何らかの形で渡航する可能性がある。事案によっては、
公正な裁判が行われない可能性がある等の理由で、これらの諸国が、当事国であるロシアや
ウクライナへの引渡しを行わず、自国の裁判所に訴追することも考えられる。刑事司法協力
を行う EU の機関である欧州司法機関（ユーロジャスト）のサポートのもとに、ウクライナ、
ポーランド、リトアニア等に ICC を加えた合同捜査チームが立ち上げられており、ウクライ
ナ以外の国による訴追も念頭においた情報交換や、捜査のための協力が行われている（21）。
また、拷問禁止条約及び強制失踪条約の対象となる犯罪行為も多数行われていると考えら
れるところ、これらの条約の締約国は、対象犯罪について、
「引き渡すか訴追か」の義務が課
されている。
3 その他の裁判所における訴追及び人権規範違反の追及
ICC や国内裁判所以外の裁判所による訴追も提案されている。特に、ICC の管轄権の及ば
ない侵略犯罪については、2022 年 3 月 4 日に英国の元首相や著名な国際法学者が、ロシアの
指導者の訴追及び処罰を行うための特別な国際裁判所を設置すべきとの意見を表明した（22）。
また、2022年8月17日には、ラトビア、リヒテンシュタイン及びウクライナが、国連事務総
長あてに、同様の裁判所の設置に関する政府、学界及びNGOの代表者による会合の結果を送
付した（23）。しかし、国連安保理が憲章 7 章下で設置する裁判所でない限り、ロシアに対して
有効に管轄権を行使しうる国際裁判所の設置は困難である。さらに、ロシアが管轄権を受諾
しない国際刑事裁判所が設立された場合、その正統性に疑義があるのみならず、証拠の収集
や被疑者の身柄の確保の観点からも、有効な裁判所たりうるかは疑問である。
ウクライナで行われたとされる犯罪の多くは、国家による重大な人権侵害にも該当する可
能性がある。ロシアは2022年3月15日に欧州評議会から離脱し、欧州人権条約を破棄したが、
同条約のロシアに対する効力は 9 月 15 日まで継続する。ウクライナは、2022 年 6 月 23 日に、
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ロシア軍による大規模かつ重大な人権侵害について欧州人権裁判所に提訴した（24）。これに先
立って、同裁判所は、ウクライナの暫定措置要請に応じて、3月1日に、ロシアに対し、文民
への軍事攻撃を控えるよう命じている（25）。欧州人権裁判所にはウクライナの個人からも多く
の訴えが提起されており、例えば、同裁判所はウクライナ人捕虜の扱いに関して、暫定措置
命令を出している（26）。同裁判所はこれまで旧ユーゴスラビア、イラク、ジョージアなど武力
紛争下の軍隊構成員や傀儡国家による人権侵害について、国際人道法との関係を含め多数の
判例を蓄積している。これらは加害者の刑事責任を直接問うものではないが、同裁判所は、
欧州人権条約 2 条に規定する生命に対する権利は、このような権利が脅かされた場合の国家
による捜査義務を含むと解釈しており（27）、国内裁判所における人権侵害の捜査、訴追を義務
付けている。
裁判所以外の機関としては、国連の人権理事会、欧州評議会、欧州安全保障協力機構
（OSCE）などが、ウクライナにおける国際人権法・国際人道法違反に関する詳細な調査を行

い、さまざまな勧告を行っている。
4 コア・クライムの処罰に関する国際法の発展と課題
ロシアによるウクライナ侵攻は、コア・クライムの処罰に関する国際法の現状と問題点を
如実に示している。以下これらについて簡単に整理する。
（1） 現 状

コア・クライムの処罰に関する国際法の発展はニュルンベルグ・東京両裁判に始まった。
その後、ジェノサイド条約やジュネーブ四条約、両追加議定書の採択を除いて、停滞期に入
ったが、冷戦終了後、頻発した国内紛争・地域紛争における悲惨な人道被害を契機として、
実体法が急速に整備された。その到達点が、ローマ規程上のコア・クライムの定義及び刑法
の一般原則規定である。第2次世界大戦後に同じく急速に発展した国際人権法の影響、特に、
戦時における国際人権法の適用についての基本的考え方が整理されたこともこの発展に影響
を与えた（28）。
訴追のための手続については、条約に基づく普遍的裁判所である ICC の設立、ICC と国内
裁判所の関係が補完性の原則によって整理されたこと、さらには、国連と領域国の合意に基
づく混合裁判所の設立によって、国際的なシステムが構築された。
また、国内裁判所の重要性が確認されたことにより、各国におけるコア・クライムの犯罪
化をはじめとする実体法の整備、管轄権の拡大（普遍主義の活用）、捜査協力・引渡しなどの
刑事司法協力の強化が行われたほか、条約化が遅れた人道に対する犯罪については、各国に
その処罰と国際協力を義務付ける条文案が作成された。この過程で、同時並行的に進展した
組織犯罪、テロに関する国際刑事法の手法の参照も行われた。さらに、訴追能力に問題のあ
る国内裁判所については、国際機関や地域機関、第三国による支援や監視が組織的に行われ
るようになった。
問題は、このようにして整備された法と制度の実効性であり、今回のウクライナにおける
事態への対応は、その試金石となるだろう。
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（2） 裁判の正統性と公正な裁判

実効性を示す重要な指標として、ここでは、裁判の正統性の確保と公正な裁判（特に、被
疑者、被告人の権利の保障）を取り上げる（このほかに、法執行能力や被害者の権利の確保も重要

。コア・クライムの訴追・処罰には、戦勝国によって設立され、被告人の権利
な指標である）
の保護が十分ではなかったと言われるニュルンベルグ・東京両裁判以来、この 2 つの問題が
つきまとってきたからである。
ICC は、各国の合意に基づく普遍的な裁判所であるという点で国際法、刑事法双方の正統
性を有しており、また、その手続は国際人権基準に依拠するものである。他方で、ICC は犯
罪地（犯罪によって被害を受けたコミュニティー）から地理的にも心理的にも遠く離れた裁判
所である。さらに、その中立性についてアフリカ諸国などから懸念が表明されたこともあっ
た（29）。今回のウクライナの事態については、ロシアとウクライナの双方との関係で公正中立
な国際裁判所としての立場を保ちつつ、国内裁判所との役割分担をどのように行うかが課題
となろう。
これに対し、国内裁判所は、処罰の本来的責任を負うべき裁判所ではあるが、政治的圧力
を受けやすく、中立性や公平性に疑義をもたれやすいうえに、途上国や市場経済移行国、紛
争地の司法制度はしばしば脆弱であり、腐敗の問題を抱えていることも多い。ウクライナの
裁判所も、政治的な思惑や国民感情などの影響を受ける可能性があることに加え、従前から
さまざまな問題を抱えており（30）、欧州評議会などによる支援が行われてきた。これを踏まえ
て、今回の侵攻に伴う戦争犯罪の処罰については、人権理事会などの国連機関のほか、欧州
の機関を中心に支援や監視が行われており、救済手段としての欧州人権裁判所の役割も期待
される。
領域国と国連の合意などに基づき設置される国際化された混合裁判所は、しばしば、ICC
と国内裁判所の双方の問題点を解決するものとの位置付けをされてきた（31）。しかし、混合裁
判所が設立国政府の影響を強く受けることは国内裁判所と同様であり、その中間的な（ハイ
ブリッドな）メリットを生かすことができるか否かは制度設計とその運用にかかっている。例

えば、混合裁判所のなかでも、シエラレオネ特別法廷（SCSL）は比較的高い評価を得ている
のに対し、カンボジア特別法廷（ECCC）は、政府の圧力や腐敗、不十分な適正手続が指摘さ
れている（32）。仮にウクライナにおいて（例えば、和平合意などにより）混合裁判所の設置が検
討される場合には、これらの問題への対処が必要となろう。
（3） 侵略犯罪

コア・クライムの処罰に関する国際法の進展のなかで、例外的な存在が侵略犯罪である。
侵略犯罪を対象とする国際刑事法廷は、ニュルンベルグ・東京裁判以降、ICC が初めてであ
る。しかし、ローマ規程の採択に当たっては各国が侵略犯罪の定義や訴追手続について合意
に至らず、2010 年のカンパラ合意の成立により、ようやく、訴追の準備が整った。ただし、
上述のとおり管轄権行使のハードルは極めて高く設定されており、訴追は容易ではない。
実体法面では、定義上国家の犯罪である侵略犯罪は、ほかのコア・クライムと異なり、個
人の責任と国家の責任の関係が十分に整理されているとは言いがたい。また、犯罪の定義に
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ついても、政治的妥協によって成立した国連決議の内容をそのまま用いているなどの問題が
ある。ローマ規程上の侵略犯罪は、現実には、小国の独裁者が（民主的プロセスによらず）自
らの意思で侵略戦争を起こし、国連安保理がこれを制圧したという極めて特殊な場合に限っ
て適用される可能性が高い。このような類型に当てはまらない侵略については、そもそも国
際法による解決は極めて困難であるとも言えるが、その場合には、刑事法の大前提である法
の平等適用が該当しないことになり、侵略犯罪という概念自体の意義が問われよう。この意
味で、今回のウクライナの事態は、侵略犯罪の問題点を改めて明確に示したと言えよう。
（4） コア・クライムの前提としての国際社会共通の価値

コア・クライムに関する国際法は、ポスト冷戦期の国際社会が人道主義と人権の尊重とい
う価値を共有していることを前提とする。処罰の対象となるのは、このような価値に反する
行為を行った少数の個人である。
他方で、権威主義とポピュリズムが国際社会を席巻するポスト・ポスト冷戦時代において、
自由と民主主義、人権の尊重を基調とする普遍的な価値は大きく揺らいでいる。人権をめぐ
る対立は国際社会における価値の分断を最も如実に示すものであるが、このような分断が、
比較的価値中立的と思われてきた武力紛争法、国際人道法の規範としての実効性にも及んで
いるようにみえる。ポスト冷戦時代の国際秩序の一翼を担うはずであった国連安保理常任理
事国であるロシアの、しかも、武力紛争法についての訓練を受けているはずの正規軍による
大規模な戦争犯罪はこのような現実を突きつけるものである。
ウクライナにおける戦争は典型的な国家間の戦争であるが、サイバー攻撃や非軍事的手段
が駆使されたという意味でハイブリッドであるだけではなく、国際的武力紛争と非国際的武
力紛争の境界が揺らいでいるのではないかとの疑念を抱かせる。ウクライナにおけるロシア
軍の振る舞いは、報道で見る限り、旧ユーゴスラビア紛争やその他の地域における国内紛争
を彷彿とさせるものである。
武力紛争法は、19 世紀末以降に国際規範として確立されたハーグ法以来、合理的な戦争、
すなわち、相手国政府の譲歩を得るために最小限度の損害で速やかに勝利を得る（敵の戦闘
能力を無力化する）ことを目的とする対等な国家間の戦争の規律を目的とし、軍事目標主義と

区別原則に表われるような軍事的必要性と人道性のバランスの上に成り立つものである。こ
れに対し、異なる集団に属する文民を殲滅し、あるいは恐怖による支配下に置くことを目的
とする戦争、支配に抵抗する一般市民を処罰することを目的とし、この意味で法執行活動と
一体化した戦争においては、上述のような国家間の戦争モデルを前提とした武力紛争法、国
際人道法の適用は容易ではない。これは、ポスト冷戦期の非国際的武力紛争や対テロ戦争が
明らかにしてきたとおりである。
むろん、このような武力紛争法も、その出発点は19世紀以降の国民国家間の総力戦への反
省であり、この意味で、上述の国家間戦争のモデルは、半ば理想化されたものであって、第
2 次世界大戦後の精緻な国際人道法の発展は、本格的な国家間戦争の不在の間に、このよう
なモデルの上に築き上げられた体系であったのかもしれない。だとすれば、ウクライナにお
ける戦争犯罪は、このモデルの虚構性を暴いたのかもしれない。
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同時に、第 2 次世界大戦後、特にポスト冷戦期に構築された国際人道法、国際刑事法の仕
組みが、現在、総力を挙げてウクライナの事態に取り組んでいることも事実である。また、
これらの法は多くの国の軍隊の行動規範となり、そのオペレーションの一部となっている。
この取組みがどのように行われどのような成果を上げるのか、その成果が国際人道法、国際
刑事法をさらに強化させるのか否か、ウクライナの事態はこの意味でも国際法の試金石なの
である。
（ 1 ） 例えば、トランプ政権による ICC 制裁の根拠となったアフガニスタンにおける予備的調査は、締
約国である同国の領域内で米軍及び CIA の構成員が犯したとされる戦争犯罪を対象に含むものであ
った。
（ 2 ） Dapo Akande, ‘The Jurisdiction of the International Criminal Court, over Nationals of Non-Parties: Legal
Basis and Limits,” Journal of International Criminal Justice, Vol. 1, Issue 3（2003）
, p. 618.
（ 3 ） https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-i-have-decided-pro
ceed-opening, accessed on 28 September 2022.
（ 4 ） https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-receipt-referrals-39states, accessed on 17 August 2022. なお、3 月9 日に日本も付託を行った。
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Focus: The Role of International Law
in the Russia-Ukraine Conflict（Summary）
Essay: Does “A Hundred Volumes of International Law are No Match for a Few Cannon”
Still Apply Today?
Masaharu Yanagihara（Specially Appointed Honorary Professor, College of Liberal Arts, The
Open University of Japan）
Russia’s military invasion of Ukraine, launched on February 24, 2022, is considered a crisis for the
international legal order. However, suspicions that the principle “might makes law” applies to the
international community have existed since the beginning of the 19th century, with Yukichi
Fukuzawa stating in 1878 that “A hundred volumes of international law are no match for a few cannon, and a case of ammunition is of more use than innumerable treaties of friendship”.
In his January 1942 article, Ryoichi Taoka, faced with the outrage that was the Greater East Asia
War, presented a method of deeply analyzing the existing system from its roots and seeking the ideal
form for the system, based on an assessment of the current state of international society at the time
without conforming to the times, in order to keep alight “the lamp of international law”. Eighty
years after Taoka’s paper, we are witnessing the tragedy of the Russian invasion of Ukraine, and it is
just as difficult today as it was then - or even more so - to creatively pursue what we can and should
do to protect the “lamp of international law” but it is an urgent task that we must tackle seriously.

1 Unilateral Secession and “Annexation” under International Law:
The Legal Status of the Four Eastern and Southern Provinces of Ukraine
Tetsuya Yamada（Professor, Faculty of Policy Studies, Nanzan University）
In this paper, the author examines the international legal status of the Luhansk People’s Republic
and the Donetsk People’s Republic, which Russian President Vladimir Putin claimed their independent statehoods. Putin supposedly relied on the right of collective self-defense as the legal basis for
his “special military operation” against Ukraine but, for this to be the case, the legal independence of
the two republics would have to be established. For unilateral secession to be legal under international law, the right of the inhabitants to internal self-determination must have been violated and a
remedial secession must be granted in response. This paper shows that Putin’s claim is contrary to
international law, using the Supreme Court of Canada’s decision over Quebec and the International
Court of Justice’s advisory opinion over Kosovo’s independence as clues. Furthermore, Putin
declared the annexation of the Zaporizhzhia and Kherson regions by Russia as well. The author
points out that these, too, cannot be justified under international law and that they are all illegal acts
undermining Ukraine’s territorial integrity. In doing so, he refers in detail to the actions taken at the
United Nations, including the draft Security Council resolution that was scrapped due to Russia’s
veto.

2 The Legality of Russia’s Military Invasion of Ukraine and
the International Community’s Response
Kentaro Wani（Professor, Graduate School of International Public Policy, Osaka University）
This paper examines the Russian military invasion of Ukraine launched on February 24, 2022 and
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the international community’s response to it from the perspective of international law. First, it examines Russia’s military invasion from the perspective of international law regarding the regulation on
the use of force, and makes it clear that Russia’s military invasion cannot be justified under international law by any of the justifiable grounds for the use of force that Russia may have relied upon,
namely, the right of individual self-defense, humanitarian intervention, and protection of nationals
abroad. Second, regarding the military assistance given to Ukraine by other States, military assistance to a belligerent State can be justified by the right of collective self-defense if that belligerent
State is lawfully using force but, in situations where the use of force has not been officially determined as lawful or unlawful by the UN Security Council, there may be a risk that the assistance to a
belligerent state may be regarded as an illegal use of force or an armed attack by the other belligerent. This paper also explores the functions that the law of neutrality may perform in such a situation.

3 Economic Sanctions against Russia and International Law
Kazuyori Ito（Professor, University of Tokyo Graduate Schools for Law and Politics）
In response to Russia’s aggression against Ukraine, Japan and other countries have imposed economic sanctions in various areas such as trade, investment and finance. It is important to examine
whether these sanctions violate treaties in each area and customary international law in order to
ensure stable implementation of sanctions against Russia. Trade sanctions may conflict with various
provisions of the GATT, but violations may be justified by the public morality clause in GATT
Article 20（a）and the security clause in GATT Article 21. Investment and financial sanctions could
also constitute violations of investment agreements that individual countries have with Russia, but
whether they can be justified depends on the exceptions stipulated in the respective investment
agreements. In addition, consistency with customary international law regarding state immunity and
the exercise of state jurisdiction is also an issue. Even if sanctions cannot be justified under these
treaties and customary international law, the wrongfulness may be precluded by characterizing those
sanctions as countermeasures under general international law. In such a case, whether countermeasures by third states other than the injured state are permissible will become an issue.

4 Ongoing Armed Conflicts and the International Court of Justice:
The Role and Limits of the International in the Russia-Ukraine Conflict
Hironobu Sakai（Dean, Kyoto University Law School, Professor of International Law, Graduate
School of Law, Kyoto University）
When the International Court of Justice（ICJ）deals with cases related to armed conflict, it renders
its decision on the relevant international law issues on the basis of the existence of its jurisdiction,
the rejection of the political question doctrine, and the full exercise of its judicial function.
Furthermore, the ICJ can use the opportunity to not only resolve the dispute between the litigants but
also to present its own interpretations and decisions to the international community even before the
existence of jurisdiction is established, where it emerges as a global governance actor responsible
for the maintenance of international peace and security. In this conflict, Ukraine brought Russia to
the ICJ and requested it to order provisional measures because Ukraine expected the ICJ to exercise
the global govrnance function in addition to resolving the dispute. While there are constraints on the
ICJ’s functions, such as jurisdiction based on the consent of the parties and judicial propriety inherent in the judicial function to settle the dispute, the ICJ also has the role of providing certain guidelines to the international community through provisional measures orders, such as ordering the
suspension of military activities and affirming the principles of international law, so that the conflict
as a whole can be resolved in the international community’s political processes.
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5 Possible Punishment of Core Crimes in Ukraine
Kuniko Ozaki（Specially Appointed Professor, Faculty of Law, Chuo University）
Russia’s invasion of Ukraine in February 2022 has posed many fundamental challenges to the postWWII international legal order. One of them relates to the law of armed conflict, international
humanitarian law, and the international criminal law governing the pursuit of individual criminal
responsibility. In particular, the investigation and prosecution of war crimes and other crimes under
international law committed during the invasion have raised multiple legal issues such as the role of
International Criminal Court and of the judicial institutions of third countries. The legal status of the
so-called Luhansk and Donetsk People’s Republics further complicates the issue. In addition, a
series of reported violations of humanitarian law seem to suggest that the division of values in the
international community in the post-post-Cold War era and the accompanying challenges to the
international legal order have extended to the law of armed conflict and humanitarian legal order,
which, so far, has been considered neutral. This paper provides an overview of the prosecution of
“core crimes” in the current conflict, and discusses future prospects and challenges for the prosecution of these crimes.
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