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国際人道法ノート（3）（樋口一彦）
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第3章戦闘員の資格・捕虜の待遇

<1＞戦闘員の資格

国際的武力紛争は交戦資格を有する団体間で行なわれる'。しかし、国家等

の交戦資格を有する団体は抽象的存在であり、具体的にはその団体に属する機

関としての個人によって遂行される。その敵に対しての軍事力行使を実施する

ことができる者が､国際人道法上の戦闘員である。戦闘員の資格を有する者は、

国際法上合法的に戦闘に参加できる。つまり、敵に捕らえられても、敵対行為

への参加のみを理由として処罰されない。国際人道法は、このような戦闘員の

資格を、一定の条件を満たした者に対してのみ認めてきた。戦闘参加者を限定

することにより、戦闘の影響・被害も局限化しやすくなるからである。

11907年ハーグ陸戦規則一大国と小国の対立

戦闘員の資格条件についての伝統的規則の形成は、1874年ブリュッセル宣

言にさかのぼる。フランス革命以前においては、戦争は職業的常備軍によって

行われ、一般国民には直接のかかわりのないものであった2．フランス革命や

アメリカ独立戦争において幅広い国民の参加という現象が生じ、その後に戦闘

員の資格が誰にどのような条件で認められるのか、という問題が生じる。しか

し、この点についての諸国の実行は、ブリュッセル宣言以前においては明確で

なかった3．普仏戦争以前の学説においては、正規の軍隊構成員以外の者の戦

闘参加の条件として、主権者による許可が強調されていた¥,1870年の普仏戦

争においては、このような抽象的な条件だけでなく具体的な条件について普仏

'本稿第2章く1＞1参照
2クラウゼヴイツツ著、篠田英雄訳「戦争論（下)J(岩波書店、1968年)275～293頁

*Rosas,TheLegaﾉStatusofPrisonersofWarpp.63-64.
4樋口一彦｢一九七七年ジュネーヴ諸条約第一追加議定書における戦闘員の資格(一)」『関
西大学大学院法学ジャーナル』第44号48頁
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間で対立が生じ5、この問題は直後のブリュッセル会議において主要な議論の

一つとなった6．中でも最も鋭い対立が生じたのは、敵の軍隊に対する住民の

抵抗についてであった。当時の軍事大国であったロシアおよびドイツは、あく

まで一定の条件においてのみこの抵抗が認められるとしたのに対し､ベルギー、

オランダ、スイスなどの小国は、敵の侵入を受けた住民による抵抗は制限され

えない、と主張した。結局この対立は最後まで解決されなかった。この戦闘員

の資格条件をめぐる論争は、1899年ハーグ陸戦条約附属規則作成の際にも繰

り返された。この対立を妥協に導くために「マルテンス条項」が提案されたこ

とは､既述の通りである。しかし､この本質的な対立は､未解決のまま残された。

1907年のハーグ陸戦条約附属規則では一か所の修正を施したほかは、1899年

条文が維持された7．伝統的条件として定まった1907年規則の関連条文は、次

のとおりである。

｢第一条戦争ノ法規及権利義務ハ単二之ヲ軍二適用スルノミナラス左ノ条件

ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス

ー部下ノ為二責任ヲ負う者其ノ頭二在ルコト

ニ遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト

三公然兵器ヲ携帯スルコト

四其ノ動作二付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト

民兵又ハ義勇兵団ヲ以テ軍ノ全部又ハー部ヲ組織スル国二在リテハ之ヲ軍ノ名

称中二包含ス

第二条占領セラレサル地方ノ人民ニシテ敵ノ接近スルニ当り第一条二依リテ

編成ヲ為スノ逼ナク侵入軍隊二抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル者力公然兵器ヲ携帯

シ且戦争ノ法規‘慣例ヲ遵守スルトキハ之ヲ交戦者ト認ム

第三条交戦当事者ノ兵力ハ戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得敵

｡この点について、樋口一彦、同48頁参照。
6詳細は、樋口一彦、同48～49頁参照。
7樋口一彦、同50～55頁参照。
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二捕ハレタル場合二於テハニ者均シク伴虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス8」

第1条は、民兵・義勇兵という「不正規兵」が戦闘員の資格を有するための

条件を規定する。軍隊の正規兵が戦闘員の資格を有することは、当然のことと

され、従って、正規兵についての直接の規定はない。第2条は、敵の占領の試

みに対して一般の住民が武器をとって抵抗する場合、その住民について例外的

に戦闘員の資格を認めるものである。フランス語でleveeenmasseと呼ばれ

る9．日本語で「群民蜂起」「群民兵」「民衆軍」などと訳される'0．実際に重

要′性を有するのは、占領後の住民による抵抗運動である。敵の正規の軍隊が占

領を目的として進撃してくるときに、一般の住民が武器をとって抵抗すること

は無謀な行為であり、実際の例は少ないllo第3条で用いられる「非戦闘員」

というのは、軍隊の構成員の中で主に戦闘以外の任にあたる者を意味している

(後述)。

第一次大戦後の1929年に作成された捕虜条約では、捕虜の資格を得る者の

定義をこの1907年ハーグ陸戦条約附属規則に委ねた'2．第二次大戦後の1949

8『官報』号外（明治45年1月13日）26頁（旧漢字を新漢字に改めた）
9一般に、英語文献でもこのフランス語の用語が用いられる。英語のMasslevyではこ
のフランス語のニュアンスが伝わらない、という(Levie,Pr“"ersofWarp.64.)o

10この日本語の訳語について、信夫淳平『戦時園際法講義第二巻」（丸善、昭和16年）
67頁参照。

'’「実際問題として、現代戦の現象としては、おそらく消滅している」(Levie,片加"e芯
of脆'p.64.)、「今日の武力紛争においてleveeenmasseの重要‘性は少なくなってい
る」(DieterFleck(ed),乃eﾙα"肋ookoflHL2nded.p.94.)と評される。実例として、
第二次大戦時のクレタ島の事例が挙げられる。「ドイツ部隊がクレタ島に侵攻した
際、類似の例が生じた｡」(1949年外交会議ギリシャ代表の発言）（〃"αノルcordoft〃e
Dわ/omα"cCO峡だ"ceofGenevaof1949vol.11sectionAp.239.)、「ドイツのパラシユー
ト部隊によるクレタ島侵攻に対して、島民のleveeenmasseが戦った｡」(Armee
Suisse,R電ノセ胴ent5L7"ノメLoisetco"加加es昨ﾉαguerre-extra"αCO加加e"αire-valabledes
le1"septembre1987p.18.)比較的最近のICTY判例の中に、「1992年4月および5
月初めのセルビア人による奪取及びその直後においてスレブレニツァの事態はlevee
enmasseと性質づけられうる」との言及がある。しかし、この概念は長期の事態に
適用されるものではなく、1992年5月20日以後leveeenmasseはもはや存在しな
い、と判断された(IT-03-68-T,30Tune2006,Prosecutorv.NaserOric,Judgement,
paras.l36-138.)oSolisは、2008年8月のロシア・グルジア間の武力紛争における
事例に言及し、leveeenmasseは、今後、一般に考えられているほどありそうもな
いことでもない、と述べる(GaryD.Solis,TheLawof』"nedCo城α:伽e'"α"o"αノ
H""α"ita"α"Law加恥r(CambridgeUniversityPress,2010)p.201.)。
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年捕虜条約13（傷病者状態改善条約14と傷病者.難船者状態改善条約15も同じ）

では条約文中に適用対象者を明記する規定を置いたが、戦闘員の部類'6につ

いては上記の1907年陸戦条約附属規則の規定が踏襲された。但し、占領下に

おいても諸条件を満たす不正規兵は戦闘員の資格が認められること'7，抑留国

による承認非承認は関係しないことl8，が明確にされた。この1949年捕虜条

約第4条の起草過程において最も問題とされたのは、占領地域における組織的

抵抗運動団体の構成員が満たすべき条件についてであった。その際、伝統的4

条件（一部下ノ為二責任ヲ負う者其ノ頭二在ルコト、二遠方ヨリ認識シ得

ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト、三公然兵器ヲ携帯スルコト、四其ノ動

作二付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト）は当然に満たさなければならないとし

て、それ以外にいかなる条件が必要であるかについて議論された。結局、組織

的抵抗運動団体を民兵隊．義勇隊と同列に置き、他方、その領域が占領されて

いてもその領域の内外で行動しうることを明確に述べることによって妥協が成

立した19。このように、1949年ジュネーヴ諸条約は、捕虜資格を明確にする

ことによって、間接的に、戦闘員資格の明確化を行なったのである。このこと

は、後述のように、捕虜資格と戦闘員資格の混同･誤解を招く原因ともなった。

21977年第一議定書第43条・第44条

前述のように、1949年諸条約では戦闘員の資格に関する伝統的4条件は維

l2樋口一彦｢一九七七年ジユネーヴ諸条約第一追加議定書における戦闘員の資格(一)」『関
西大学大学院法学ジャーナルj第44号56～57頁

13第4条A
'4第13条
'5第13条

'6(1),(2).(3),(6)で規定される者
17捕虜条約第4条A(2)、傷病者状態改善条約第13条(2)、傷病者．難船者状態改善条約

第13条(2)

18捕虜条約第4条A(3)、傷病者状態改善条約第13条(3)、傷病者・難船者状態改善条約
第13条(3)

l9樋口一彦｢一九七七年ジユネーヴ諸条約第一追加議定書における戦闘員の資格(一)」『関
西大学大学院法学ジャーナル』第44号57～58頁
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持されたのであるが、すでに1949年時点で伝統的4条件の妥当‘性に疑問が示

されていた20^第二次大戦後の武力紛争、特に民族解放戦争と呼ばれる諸紛争

においてこの伝統的4条件の緩和の要求が出てくることに､驚きはない。当然、

1977年追加議定書作成の主要な議題の一つとして、この伝統的4条件の緩和

問題が取り上げられた。そして、起草過程における激しい議論の末に成立した

のが、第一議定書の第43条及び第44条21である22.

両条文の要点を抽出しよう。まず第43条第2項において衛生要員及び宗教

要員を除く軍隊構成員は戦闘員であること、そして次の第44条第1項でこの

戦闘員が敵の権力内に陥った時に捕虜となること、が確認される。問題はここ

からである｡国際人道法規に違反した戦闘員はそのことによって戦闘員の資格・

捕虜の資格を失うものではない(もちろん人道法違反の刑事責任は問われうる）

が、自己を文民たる住民から区別する義務の違反は、例外的に、戦闘員資格の

喪失をもたらし（第44条第2項、3項)、「自己を文民たる住民から区別する

義務の違反」のみならず、戦闘行為への参加そのものによって処罰されうるこ

とになる。この「自己を文民たる住民から区別する義務」の内容として、一般

的には制服の着用が想定されるが、ゲリラ戦などの状況においては、交戦の間

および自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間に武器

を公然と携行することによってこの義務が満たされたこととされる23^自己を

文民たる住民から区別する義務に違反することにより捕虜資格を失うが、その

場合でも捕虜と同等の保護が与えられるとの規定（第44条第4項）の意味は

甚だわかりにくいが、「捕虜としての待遇は保障されるが、戦闘への参加その

ものによって処罰される犯罪者となる」との意味に解するべきである24他の

20樋口、同58～68頁
21『官報』号外第196号（平成16年9月3日）9頁
22論議の詳細については、樋口一彦「一九七七年ジユネーヴ諸条約第一追加議定書にお

ける戦闘員の資格(二・完)」『関西大学大学院法学ジャーナル』第45号43～60頁参照。
羽この点に関して、日本は追加議定書加入時に宣言を附している。この日本の宣言につ

いて、樋口一彦「日本の一九七七年ジュネーヴ諸条約追加議定書加入について」『琉大
法学』第73号259～264頁参照。
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人道法違反では、そのことに対しての刑事処罰がなされうるけれども、戦闘員

資格そのものは失わない。ではなぜ「自己を文民たる住民から区別する義務」

の違反は戦闘員資格そのものを失わせ、その義務の違反だけでなく戦闘行為へ

の参加そのものを違法とするのであろうか。その理由は、「自己を文民たる住

民から区別する義務」の違反、つまり文民の外観を有する者から攻撃を受ける

ことは敵の兵士にとって極めて危険なことであり、かつこのようなことが頻繁

に起こるならば、敵の兵士は文民の外観を有する者についても敵対行為を行な

う可能性があるとして行動せざるを得なくなり、その結果文民と戦闘員の区別

原則を弱体化させ、文民の保護を危うくする結果につながる、ということに求

められる。

3 間諜・傭兵

間諜（スパイ）25は、伝統的に戦闘員資格．捕虜資格を認められてこなかっ

た26.1977年第一議定書も基本的にこのルールを変更していない（第46条)o

｢間諜（スパイ)」ということばは、日常の用語としては、様々な意味合いで用

いられる。しかし、人道法上では戦闘員資格の有無が問題となるので、軍隊構

24なお、日本の法律（｢武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律｣）におい

て「区別義務違反者」は、「捕虜」と区別される。「捕虜としての取扱いを要しない者
についても捕虜と同等の保護は与えられるべきとされていることから（第1追加議定

書第44条4)、抑留時の処遇は基本的に捕虜と同様とすることが適当である。その一
方で第3条約において捕虜のみを対象とし、かつ捕虜本人にとって利益にもなると考
えられている『労働』及び『俸給』並びに武力紛争中の『送還』については、これら
の者に適用しないという差異が設けられている」（林浩一「我が国における捕虜取扱
いの法的枠組みについて」『防衛大学校紀要』（社会科学分冊）第96輯42頁)。処罰
の側面ではなく、このような待遇面で差異を設けることの根拠は明らかではない。捕

虜条約（第三条約）において「捕虜ではない区別義務違反者」について規定がないの
で、第一議定書は、この「区別義務違反者」に対して、すべての点で「捕虜に与える

保護と同等のもの」(protectionsequivalentinallrespectstothoseaccorded
toprisonersofwar)(protectionsequivalentesatousegardsacellesquisont

accordeesauxprisonniersdeguerre)(下線樋口）を与える、としているのである。
*Spies(英語正文)、Espions(仏語正文）これらの洋語の公定訳として、ハーグ陸戦

規則および1977年第一議定書において、「間諜」が用いられる。

*1907年ハーグ陸戦規則第29条～第31条参照。
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成員がいかなる場合に間諜と位置付けられるかに焦点がある。基本的に、軍隊

構成員が自軍の制服を着用して活動している限り、間諜として扱われず、従っ

て戦闘員資格・捕虜資格は失わない。ただし、「敵対する紛争当事者が占領し

ている地域の居住者である紛争当事者の軍隊の構成員」については、常に制服

を着用して生活しているわけではなく、また、日常生活の中で敵の軍‘情を知り

うるので、「虚偽の口実に基づく行為による場合又は故意にひそかな方法で行

われた場合」でなければ「諜報活動を行っていたとは認められない」27．また、

諜報活動それ自体は人道法に反する行為ではなく、紛争当事国の‘情報上の利益

保護のために処罰可能とされているにすぎない。それゆえ一旦自軍に復帰すれ

ば、後に当該間諜たる軍隊構成員を敵国が捕らえらとしても処罰できないとさ

れた28。「敵対する紛争当事者が占領している地域の居住者である紛争当事者

の軍隊の構成員」は、「属する軍隊に復帰」するということが必ずしも当ては

まらないので、「当該居住者は、諜報活動を行っている問に捕らえられた場合」

でなければ間諜と扱われない、とされた29.

1977年第一議定書は、その第47条で、新たに、傭兵について戦闘員の資格

を否定した。しかし、その条文における傭兵の定義に「紛争当事国の軍隊の構

成員ではないこと」という条件が含まれている（2項(e))o1907年ハーグ陸戦

条約附属規則第2条の「群民蜂起」に該当しない限り、軍隊構成員でない者が

戦闘員の資格を持たないことは、上記の第43条･第44条からも明らかである。

にもかかわらず、本条が挿入されたのは、過去の民族解放戦争において用いら

れた傭兵というものに対する非難が強かったためである30。

*ICRC,Co加加e""〃o"rﾙeAdditio"αﾉProtocols,paras.l778-1779,pp.568-569.参照
認,907年ハーグ陸戦規則第31条、1977年第一議定書第46条4項
"1977年第一議定書第46条3項

r19世紀には傭兵という語は国際法上ほとんど用いられず、対外応募する志願兵の一

種のようにみなされていた（中略）ところが第二次世界大戦後、非植民地化が進行し
国際社会の変動を伴うなかで、それを阻止する手段の一つとして傭兵が使用され、そ
れが国際社会で非難を受け、現代国際法上もネガティブに評価される傾向にある」（藤
田久一「傭兵と現代国際法（二・完)」『関西大学法学論集』第29巻第2号69頁）
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4敵対行為に参加した者の地位の決定31

敵対行為に参加して相手側に捕らえられた者が戦闘員資格・捕虜資格を有す

るかどうかは､前述のように､その者にとって極めて重要な意味を持つ｡従って、

この判断を慎重に行うべきとの趣旨から1949年捕虜条約第5条では「交戦行

為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうか

について疑が生じた場合には、その者は、その地位が権限のある裁判所によつ

*2001年9月11日の「同時多発テロ」の後、アメリカは同年10月7日にアフガニスタ
ンへ武力攻撃を開始した（『朝日新聞J2001年10月8日朝刊14版1面「米、アフガ
ンを空爆タリバーンの軍事拠点標的英軍参加テロ組織の施設も｣)。このアフガ
ニスタン戦争において捕えられた戦闘員の地位が問題になり、アメリカ大統領は次の
方針を示した。まず、組織としてのアルカイダは1949年捕虜条約の締約国ではないの
で、捕虜条約の適用はない。他方、タリバンとの紛争については捕虜条約の諸規定が
適用される。しかし、タリバンの抑留者は不法な戦闘員であるので、捕虜条約第4条
の下での捕虜の資格を有しない。また、捕虜条約の適用のないアルカイダの抑留者も

捕虜としての資格を有しない、と（2002年2月7日の大統領メモランダム(Humane
TreatmentofTalibanandalQaedaDetainees)(http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/nation/documents/020702bush.pdf,http://www・pegc.us/archive/WhiteHouse/
bush_memo_20020207_ed.pdf))。こうして、これらの抑留者は、条約上の捕虜の権利
を認められないまま、キューバにあるアメリカ軍のグアンタナモ基地内に抑留され、
このような取り扱いについて、アメリカ内外から批判が生じた。この問題はアメリカ
の国内裁判でも争われ、2004年6月のアメリカ連邦最高裁判決(Hamdi事件）では、
「敵‘性戦闘員(enemycombatant)としての分類に異議を述べようとする抑留者たる国
民は、その分類の事実的根拠について知らされなければならず、そして、中立的な決
定者の前でその政府の事実的主張に反論する公正な機会を与えられなければならない」
(Hamdietal.v.Rumsfeld,SecretaryofDefense,etal.542U.S､507(2004)p.533.)と
され､この判決の後､アメリカは戦闘員資格審判所を設置した（新井京「いわゆる『違
法戦闘員」の法的地位」『判例国際法〔第2版〕』（東信堂、2006年)628～629頁、ク
レイグ・グリーン（佐藤義明訳）「行政的抑留に対する司法審査のあり方一対テロ
戦争と第2次世界大戦一」『アメリカ法』2006-2197～201頁参照)。なお、Hamdi
は、最初、アフガニスタンで抑留・尋問され、その後、グアンタナモ米海軍基地に移
送された。しかし､米国民であることが判明した後､米国本土の施設に収容された（542
U.S.5070.510.)。さらに、2006年6月29日のアメリカ連邦最高裁判決(Hamdan事
件)(Hamdanv・Rumsfeld,SecretaryofDefense,etal.548U.S.557)では、大統領の
設置したmilitarycommission-「軍事委員会」（中村良隆「Hamdanv.Rumsfeld,
126Ct.2749(2006)」『アメリカ法』2007-1138頁、熊谷卓「『対テロ戦争』へのジュ
ネーヴ諸条約の適用一ハムダン事件」『別冊ジュリストNo.204国際法判例百選［第2
版]』（有斐閣、2011年)224～225頁)、「軍事審問委員会」（松本哲治「『テロとの戦

争』と合衆国最高裁判所2001‐2007-Hamdanv・Rumsfeld,l26S・Ct2749(2006)を
中心として一」初宿正典その他編集『国民主権と法の支配一佐藤幸治先生古稀記念
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て決定されるまでの間、この条約の保護を享有する｡」との規定を置いた。そ

して、1977年第一議定書は、その第45条において、この1949年捕虜条約第5

条を明確にするとともに、さらにその者の保護を充実させた。すなわち、「そ

の者が捕虜の地位を要求した場合、その者が捕虜となる権利を有すると認めら

れる場合又はその者が属する締約国が抑留国若しくは利益保護国に対する通告

によりその者のために捕虜の地位を要求した場合には、捕虜であると推定」す

るとし、また、「敵対行為に係る犯罪について当該敵対する紛争当事者による

裁判を受けるときは、その者は、司法裁判所において捕虜となる権利を有する

ことを主張し及びその問題について決定を受ける権利を有する｡」つまり、地

位の判断は「権限のある裁判所」（行政上の機関を含む32）でよいが、刑事処

論文集（上巻)』（成文堂,2008年)202頁)、「軍事諮問委員会」（藤田久一『新版国
際人道法〔再増補〕』（有信堂、2003年)293頁)、などと訳される。－は、ジュネー
ヴ条約上求められている「正規に構成された裁判所」とはいえない、とした。この

militarycommissionは、2001年11月13日の大統領令に基づくもので、アルカイダの
構成員であるかまたは構成員であった者、あるいは、合衆国に向けられたテロ活動や

合衆国に有害なテロ活動に従事あるいは参加した者であると信じる根拠があると大統

領が判断する外国人(noncitizen)、が対象となる(548U.S.557p.568.)。この判決を
受けて連邦議会が立法的対応を行い､MilitaryCommissionActof2006が成立した（松
本哲治、前掲223頁)。また、2006年9月5日付の国防総省指令において捕虜条約第5

条の内容が明記されている(DepartmentofDefenseDIRECTIVE,number2310.01E
(September5,2006)para､4.7.。アルカイダとの紛争に関連して捕らえられたHamdan
に関する2006年6月29日アメリカ連邦最高裁判決では、アルカイダとの紛争の性質

認定は若干明確さを欠く。しかし､アルカイダは国家ではないので共通第2条紛争（国

家間紛争）ではない、とのアメリカ政府の判断を黙示的に前提としながら、アルカイ

ダとの紛争は国際的な広がりを有するので共通第3条の適用される非国際紛争でもな

い、としたアメリカ政府の見解を受け入れなかった。「少なくとも(atleast)」共通第3
条の一条文は適用されるとした。そのうえで、共通第3条で求められている「正規に

構成された裁判所」に関して、アメリカの制度上それは議会制定法によって設置され

たcourts-martial(｢軍法会議」と訳される－松本哲治、前掲210頁、中村良隆、前掲

141頁-であるとした(548U.S.557pp.628-633.)。また、相対多数意見では「文明
国民が不可欠と認めるすべての裁判上の保障を与えるものの裁判によらない判決の言

渡及び刑の執行」を禁じる規定の具体的な内容として、第一追加議定書第75条4項e

の「罪に問われている者は、自ら出席して裁判を受ける権利を有する｡」が含まれる、

と述べられた(548U.S.557pp.633-635.)。
RICRC,Co加加e師α〃o〃theAdditio"αﾉProtocols,para､1745,p.552.
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罰を伴う場合は「司法裁判所」の判断が必要とされる。そして、捕虜となる権

利を有しない者も、第一議定書第75条に規定される基本的な保護を受ける権

利を有する。

これらの条文は、基本的に、敵対行為に参加して相手側に捕らえられた者個

人について、戦闘員資格・捕虜資格の有無（特に、その者の敵対紛争当事者の

軍隊への所属）について有利な推定を置こうとするものである。しかし、その

敵対紛争当事者の軍隊が第一議定書第43条の条件を満たしているかどうかに

ついて、有利な推定を行うものではない33^ましてや、これらの条文が当該紛

争について国際的紛争であると推定するものではない。この戦闘員資格の問題

は、国際的武力紛争においてのみ生じ、内戦には関連しない。当該個人が戦闘

員資格を有する前提として当該紛争が国際紛争であることを必要とするが、捕

虜条約第5条や第一議定書第45条は、その紛争自体の国際‘性を推定するもの

ではない。

5子供兵士

戦闘員の資格要件自体に年齢制限はない。子供でも戦闘員になりうる。しか

し、子供の保護の観点から、紛争当事者は自国軍に子供を使用することを差し

控えなければならない、とする規範が成立している。1977年第一議定書第77

条2項では紛争当事者が15歳未満の子供の敵対行為への参加の防止、特に自

国の軍隊への採用を差し控えることを規定し(1977年第二議定書第4条3項(0、

児童の権利条約第38条別もほぼ同じ)、武力紛争児童関与選択議定書では18

歳未満の者の敵対行為への参加の防止や自国の軍隊への徴兵禁止を規定してい

る35。我が国は、この選択議定書批准に際して、自衛官である自衛隊生徒（採

*ICRC,Co加加e〃α〃o〃/ﾙeA〃"o"α/Pﾉ℃tocols,para.1747,p､553.
狐『官報』号外第88号（平成6年5月16日）6頁
35「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」第1条

および第2条（『官報』号外第171号（平成16年8月4日)2頁）
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用の最低年齢が15歳）について、その採用が強制され又は強要されたもので

はないことについての宣言を行っていた36．その後、自衛官の採用は18歳以

上と改められ、その旨の宣言に修正された37^この選択議定書の第3条2項で

は軍隊に志願する者の採用の最低年齢等の説明が求められており、日本だけで

なく多くの国がその説明のための宣言を付している38．

国際刑事裁判所(ICC)規程では、第8条2項(bHxxvi)において「十五歳未

満の児童を自国の軍隊に強制的に徴集し若しくは志願に基づいて編入すること

又は敵対行為に積極的に参加させるために使用すること｡｣､同(e)(vii)では｢十五

歳未満の児童を軍隊若しくは武装集団に強制的に徴集し若しくは志願に基づい

て編入すること又は敵対行為に積極的に参加させるために使用すること｡」を

ICC規程適用上の「戦争犯罪」としている39。

36『官報』号外第171号（平成16年8月4日)6頁外務省告示第421号
37『官報』第5290号（平成22年4月9日)6頁外務省告示第202号
38伽""ateralTiでα"esdepositedwithtﾙeSecretary-General,Statusasα〃〃"/2009Vol.I

pp.419-441.

39その違反者としてコンゴ民主共和国のルバンガが拘束され、2012年3月14日にICC
第一審裁判部において初めての有罪判決が下された(ICC-01/04-01/06.14March2012.

TrialChamberI,SituationintheDemocraticRepublicoftheCongointhecaseof

theProsecutorv.ThomasLubangaDyilo,Judgment,para.1358.)o(ルバンガ事件に
ついて、東津靖『国際刑事裁判所法と実務』（明石書店、2007年)282～284頁、東
漂靖「国際刑事裁判所における被害者の参加一ルバンガ事件」『国際人権』No.19,
2008年報197～203頁、村井伸行「国際刑事裁判所acc)に対する違法な逮捕・勾留
に基づく手続中止申請--ルバンガ・デイーロ事件」『国際人権」No.18,2007年報133
-135頁参照｡）また、このICC規程第8条2項(e)(vii)と同じ規定を含むシエラレオ
ネ特別裁判所規程第4条(c)に違反したとしてサム・ヒンガ・ノーマンが同裁判所で
裁かれていた（稲角光恵「子ども兵士に関する戦争犯罪一ノーマン事件管轄権判
決（シエラレオネ特別裁判所)」『金沢法学』第48巻第1号87頁以下参照）が、2007

年2月22日に死亡した(RegistryPressReleases22February2007http://www.sc-sl.
org/PRESSROOM/RegistryPressReleases/2007/tabid/llO/Default.aspx)。しかしこの2007年には別

の事件で子供兵士使用について有罪判決が下されている(SCSL-04-16-T,Prosecutor
againstBrima,KamaraandKanu,20June2007,Judgement,paras.2113,2117,2121.)
（本件に関して、坂本一也「武力紛争における子どもの保護」植木俊哉編『グローバ
ル化時代の国際法』（信山社、2012年)37頁参照)。また、リベリア元大統領チャー

ルズ・テイラーは、このシエラレオネ特別裁判所において、規程第4条(c)の違反（訴
因9）を含む11の罪で起訴されている(CaseNo.SCSL200301PT,TheProsecutor
againstCharlesGhankayTaylor,secondamendedIndictment,http://www.sc-sl.org/
CASES/ProsecutorvsCharlesTaylor/tabid/107/Default.aspx)。
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なお、戦闘員であろうとなかろうと、犯罪行為時に18歳未満であった者に

対して死刑を科してはならない、との規範が国際人道法40および国際人権

法41において存在している。刑事責任を問われる年齢については、各国国内

法42あるいは個々の裁判所規程43に委ねられる“。

<2＞戦闘員・捕虜の保護

l戦闘員資格と捕虜資格

戦闘員は当然に敵の攻撃対象となるが（軍事目標主義については後述)、負

傷しあるいは降伏して戦闘外に置かれたならば、もはや攻撃の対象にはならな

い。ここで言う「戦闘員」とは｢紛争当事者の軍隊の構成員｣のことであり､ハー

グ陸戦条約附属規則第3条にいう「軍隊中の非戦闘員」つまり直接の戦闘任務

に通常就かない者、を含む。具体的には法務官、主計官、通訳官、医官、布教

師など45である。このうち軍隊中の衛生要員（医療要員46）．宗教要員は、敵

40,977年第一議定書第77条5項、第二議定書第6条4項、1949年ジユネーヴ第四条約
第68条

41「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第6条5項（『官報』号外第51号昭和
54年8月4日34頁）

42「児童の権利に関する条約｣第40条3項(a)(『官報』号外第88号平成6年5月16日6頁）
において、最低年齢の設定は締約国に委ねられる。

"1CC規程第26条18歳)、シエラレオネ特別裁判所規程第7条(【"V.T.S.Vol.2178,p.147.)
（15歳）

但し、これは裁判所が管轄権を有する年齢であって、刑事責任そのものについての

規定ではない。従って、国内裁判所による処罰を排除するものではない。それでも、

犯罪犠牲者でもある15歳未満の子供兵士については国内の刑事裁判にかけられるべき

ではない、との解説もある(OttoTriffterer(ed.),Co加加e"rαぴo〃/ﾙeRomeStatuteoftﾙe
ノ"だﾉ･"α"o"αﾉCri加加αﾉCourt-Observers'Notes,〃"cﾉeﾑy〃"cﾉe一塊condEと伽on(CRBeck,

2008)p.777.)。

44この点について、RobertaArnold,'ChildrenandArmedConflict',inRiidiger
Wolfrum(ed.),Tﾉ7eMaxPﾉα"ckEncyc/opedjaofPublicInter"α"o"αﾉLaw(Oxford

UniversityPress,2012)Vol.Hp.135.参照。
45信夫淳平『戦時国際法講義第二巻』（昭和16年、丸善）31頁参照。
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対行為に直接参加する権利を持たない47（戦闘員資格がなく、直接の攻撃対象

にならない)。そしてこれらの部類の者は抑留されても捕虜ではなく、少なく

とも捕虜としての待遇を与えられなければならないが、それに加えて医療上又

は宗教上の任務遂行のための便益を与えられなければならない48。

戦闘員が負傷・疾病・難船により戦闘外に置かれた時には、敵の交戦者はそ

れらの者を収容し、そして必要な手当てを施さなければならない。降伏にせよ

傷病・難船にせよ、敵の権力内に陥った者は捕虜となる（第一条約第14条、

第二条約第16条、第三条約第4条)。この保護の対象となる者は、従って、基

本的に、敵の戦闘員である。1949年ジュネーヴ第一条約は戦地における傷者・

病者の保護を目的とし、第二条約は海上の傷者・病者・難船者の保護を目的と

して、その対象者を各条約第13条で規定する。その内容は、前述のように、

1949年捕虜条約の第4条Aと同一である49.しかし、ここで規定される部類

の者には戦闘員以外の者も含まれている。(4)および(5)に規定される者（軍隊

随伴者、商船・民間航空機乗組員）がそうである帥。これらの部類の者は戦闘

員資格を有しないが、捕虜資格を有している。従って、戦闘員資格と捕虜資格

は必ずしも一致しない。しかし、前述のように、1949年ジュネーヴ諸条約で

*"Medicalpersonnel"-1949年ジュネーヴ諸条約の公定訳では「衛生要員」の語が充
てられるが、1977年追加議定書公定訳では「医療要員」と訳される。第一議定書で定
義される「医療要員」は、第一条約・第二条約で規定される衛生要員を含むより広い

概念である（1977年第一議定書第8条c)。

"1977年第一議定書第43条2項
48第一条約第28条、第三条約第33条
49なお、第三条約第4条Bにおいて、捕虜として待遇しなければならない者として、さ

らに、(1)占領国が抑留する必要を認める被占領国軍隊所属者・元所属者、(2)中立国・
非交戦国が自国領域内に抑留する捕虜資格保持者、が規定される。前者に関しては、

第二次大戦時の経験から、占領地域で拘束を解かれ、文民に復員した元軍隊構成員が

自国軍隊への復帰に失敗して捕えられたり、あるいは安全上の理由でその後抑留され

た場合に、捕虜として保護する必要性があると考えられたのである。後者は、1907年

ハーグ第5条約第11条～第13条を補完し、敵国ではなく中立国にあるということ

から除外されるべき諸規定を除いて、中立国内に抑留される場合に捕虜としての待

遇が与えられるべきことを明確にしている。(Levie,ル応o"ersof恥rpp.66-70.,ICRC,
Co加加e"α〃mpp.68-72.)

50この(4)および(5)に規定される者は文民である(1977年第一議定書第50条1項)。
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は捕虜資格の明確化によって間接的に戦闘員資格の明確化を行なったため、こ

の両者の用語の使用について誤解と混乱を生じさせてきた。「捕虜資格」を「戦

闘員資格」の意味で使用するからである。従って、「捕虜資格」を「捕虜とし

ての待遇を受ける資格」と理解し、「戦闘員資格」を「合法的に戦闘に参加で

きる資格および捕虜としての待遇を受ける資格」と解して、両者の区別を明確

にする必要がある。

2戦場における傷病者・難船者の保護

戦場における傷病者･難船者は尊重し､保護されなければならない｡すなわち、

無差別原則の下で人道的に待遇し、看護しなければならない51紛争当事国は

傷病者および難船者を捜索・収容し、看護を確保し、並びに死体を捜索しなけ

ればならない52^また、それらの者について記録しなければならないR1949

年ジュネーヴ第一条約および第二条約ではこの保護対象となる者の範囲を、前

述のように、捕虜となる者の範囲と同じにしていた。しかし、そのように捕虜

資格と厳密に対応させる必要性は、必ずしも存在しない。「(1949年第一条約）

第13条は、たとえ傷者が本条で規定された部類のひとつに属しないとしても、

その尊重を行わず、必要な手当てを施さないことを、交戦国に何ら認めるもの

ではない。傷者がどのような者であっても、敵は、本ジュネーヴ条約に従って、

その者を取り扱わなければならない｡別｣1977年第一議定書では｢『傷者』及び『病

者』とは、軍人であるか文民であるかを問わず、外傷、疾病その他の身体的又

は精神的な疾患又は障害のために治療又は看護を必要とし、かつ、いかなる敵

対行為も差し控える者をいう｡」「『難船者』とは、軍人であるか文民であるか

を問わず、自己又は自己を輸送している船舶若しくは航空機が被った危難の結

*1949年第一条約第12条、第二条約第12条
521949年第一条約第15条、第二条約第18条
調1949年第一条約第16条、第二条約第19条

*ICRC,Co加加e"α〃/p.145.1949年第二条約についても同じ。(ICRC,Co加加entaryII
p.96.)
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果として海その他の水域において危険にさらされており、かつ、いかなる敵対

行為も差し控える者をいう｡」として、捕虜資格とのリンクをしていない（第

8条(a)(b))。

傷病者の保護のために医療要員、医療組織、医療用船舶55、医療用航空機56

などの保護が定められており、また、その存在を示す特殊標章の保護も必要と

なる。この特殊標章として、白地に「赤十字57」のほか「赤新月58｣、「赤のラ

イオン及び太陽59」そして「第三議定書標章60」がジユネーヴ諸条約．追加議

定書によって認められている。「白地に赤十字」は1864年ジュネーヴ条約第7

条に規定されたが、それ以前においては、病院・野戦病院の存在を示す印とし

て「黄色の旗61」や「黒色の旗62」が使用されたと記述される。

55yyjrj年第一議定書では「水路による医療用輸送手段」を「医療用船舶及び医療用舟艇
(medicalshipsandcraft)」としており（第8条0、船名．細目の通告を必要とする
1949年第二条約での軍用･民間の病院船(hospitalships)､小舟艇(smallcraft)(第22条、
24条、27条）よりも広い定義である。

56“Medicalaircraft”-1949年ジュネーヴ諸条約の公定訳では「衛生航空機」と訳され
る（第一条約第36条、37条、第二条約第39条、40条)o1977年第一議定書公定訳で
は「医療用航空機」の訳語があてられる（第8条0))。

57赤十字の由来は「スイスに敬意を表するため、スイス連邦の国旗の配色を転倒して作
成した」(1949年第一条約第38条）と説明される。しかし、Pictetは「一般的な見解
とは異なり、赤十字の創始者たちは、新たな標章の作成にあたって、スイス国旗の配

色を逆にするという意識を、おそらく持っていなかった｡」と述べる(JeanPictet
Deveﾉoppeme"αpγ加叩“伽めり〃加rer"α"o"αﾉ加加α""αire,(InstitutHenry-Dunant,

1983)p.38.(ジャン・ピクテ著、井上忠男訳『国際人道法の発展と諸原則」（日赤会館、
2000年)61頁）なお、上記引用は樋口訳)。このスイス国旗の配色を逆にして特殊標
章としたとの説明は1906年の改正ジュネーヴ条約において付け加えられたが、それは
この標章が宗教的意味をもつものではないことを確認するためであった、との説明も

ある(ICRC,CommentaryIp､303.)。
認トルコをはじめ若干の回教国が赤十字にかえて赤新月を使用している（この点につい

て、ICRC,同書pp.298-299.参照)。
59ペルシヤがこの｢赤のライオン及び太陽｣の使用を提案し､認められた(この点について、
ICRC,同書同頁参照)。その後イラン政府は1980年9月4日にこの標章にかえて赤新
月を使用することを宣言した(SchindlerandToman(eds.),FourthEdition,p.663.)。

釦「白地に角を下にした正方形の赤枠(aredframeintheshapeofasquareonedgeon
awhiteground)J(2005年ジュネーヴ諸条約第三議定書第2条2項）
この第三議定書標章は、2006年の第29回赤十字および赤新月国際会議決議1にお

いて、「レッド．クリスタル(redcrystal)」と呼ばれることとされた(International
CommitteeoftheRedCross,HtJ"助ookoftheInter"α"o"αﾉRedCrossα"dRedCrescent

Movement14thed.(Geneva,2008)p.988.)。
61リーバー．コード（本稿附録1－『琉大法学』第86号）第115条
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内戦においてもこの傷病者・難船者保護の原則が妥当する。1949年ジュネー

ヴ諸条約共通第3条において傷病者に対する無差別・人道的待遇、収容・看護

が規定され、1977年第二議定書では第三編（第7条から第12条まで）におい

て傷病者・難船者の保護についての規定がおかれる。

3捕虜の待遇

（1）抑留国責任原則

捕虜の待遇について、1949年捕虜条約中にかなり詳細に規定される。まず、

｢捕虜は、敵国の権力内にあるものとし、これを捕えた個人又は部隊の権力内

にあるものではない。抑留国は…捕虜に与える待遇について責任を負う｡」（第

12条）との大原則が置かれる。このことは1907年ハーグ陸戦規則第4条です

でに明記されている。ヨーロッパの中世封建社会において捕虜は彼を捕らえた

個人のものとされ、ransom(身代金）の支払いにより解放された"o16世紀

においても、一般に、捕虜は、国家ではなく、彼を捕らえた個人に属した64

しかし17世紀になると、捕虜は彼を捕らえた個人ではなく、国家に属するも

のと考えられるようになり、ransomも国家が国家に対して支払うものとなっ

た65。そして徐々 に平和条約においてranSOmなしで捕虜の解放が規定される

ようになっていったのである“。

（2）人道的な待遇の基準

敵の捕虜を人道的に待遇することは、国際人道法の重要な原則のひとつであ

る。この「人道的な待遇」には、絶対的な意味を持つものと、抑留国との比較

HenryDunant,UnSouve"かんSり舵廊"o(ComiteInternationaldelaCroix-Rouge,1986)
p.9.(アンリー.デュナン著､木内利三郎訳『ソルフェリーノの思い出』(2011年新装版、
日赤サービスMl頁）

*Rosas,刀teLegalStatuso〃'応o"e'宙ofWarppA7AS.
"Ibid.,p.51.
*Ibid.,p､53.
“ノbid.,pp､53-54.
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を基準とする相対的な意味のものが含まれる。暴行．拷問の禁止67、生物学的

実験の禁止68､公衆の好奇心からの保護69､復仇の対象とすることの禁止70等は、

前者に該当する。これに対して、宿営条件71、労働条件72.労働時間73、懲戒罰．

刑罰74などは後者にあたる。食料配給については､1907年ハーグ陸戦規則（第

7条）．1929年捕虜条約（第11条）では抑留国軍隊と対等の原則が示されてい

たが、1949年捕虜条約では、「良好な健康状態に維持し、且つ、体重の減少又

は栄養不良を防止するのに充分なもの」（第26条）と、絶対的な基準に置き換

671949年捕虜条約第13条、第17条、第130条

681949年捕虜条約第13条、第130条

691949年捕虜条約第13条

2003年3月に始まる英米の対イラク戦争の開戦間もなく「(米兵）捕虜にマイクを向

けた、イラク国営テレビ撮影とされる映像がカタールの衛星テレビを通じて世界に流

れ、米政府、米軍はジュネーブ条約違反だとして強く反発した｡」（『朝日新聞』2003

年3月24日夕刊4版1面）（この事例について、藤田久一『新版国際人道法〔再増

補〕」（有信堂、2003年）301～304頁参照｡）捕虜映像の報道については、報道の自由・

報道機関の役割との関係で論争を呼んだ（『毎日新聞』2003年4月1日朝刊12版28

面「捕虜映像苦‘悩する報道｣)。1929年捕虜条約第2条にも同様の規定があり、第二

次大戦での例を引いてLevieは、線引きしにくい問題だと述べる(Levie,P『なo"ersof

Warp.366.)。捕虜個人の確認ができないような写真や、利益保護国・ICRC等の国際的
に認められた機関による捕虜の抑留状態の報告については許容される(DieterFleck

(ed.),The力α"北ookoflHL2nded.p.379.)、撮影の目的や撮影された写真の使用方法

による(GaryD.Solis,7ｿteLawofArmedConflict:Inte『"α"o"αIH""α"”"α〃Law加〃h′

(CambridgeUniversityPress,2010)p.324.)、などと解説される。後に、アメリカ兵に
よるイラク人捕虜の虐待が明らかとなり、今度はアメリカが非難を受けることとなる。

そのような虐待行為は犯罪として、アメリカの軍法会議で訴追の対象とされたが（｢朝

日新聞』2004年5月20日朝刊14版2面「イラク人虐待米軍法会議｣、『毎日新聞』

2004年5月20日朝刊14版3面「イラク虐待軍法会議スピード審理｣)、「虐待が一

部の突出した行動ではなく、広範に行われていた」との米国防総省調査の結果が示さ

れている（『読売新聞｣2004年8月27日朝刊13版9面「アブグレイブ虐待調査報告｣)。

701949年捕虜条約第13条
イラン・イラク戦争において、イランがICRCの捕虜収容所訪問を認めないことや

ICRCによって登録された捕虜の消息を明らかにしないことなどに対しての「復仇措置

として｣、イラクはICRCによる捕虜登録作業を停止させた。これについて国連調査団

は､捕虜条約第13条において捕虜に対する復仇措置は禁止される、と指摘した｡(S/20147

ReportoftﾙeMissiondispatchedhWﾙeSecretary-Genera/O〃油eS""α"O〃qゾル“"ersofWar

"theIslamicRepublicof加"αndlraqpp.26-27.Paras.104-105.)
"1949年捕虜条約第25条
"1949年捕虜条約第51条
"1949年捕虜条約第53条
741949年捕虜条約第88条、第106条、第108条
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えられた。

（3）尋問・本人確認

捕虜は、抑留国から尋問を受けた場合、その氏名、生年月日、階級、個人番

号等について答えなければならない75．これらの情報は、その捕虜の存在を本

国や家族に知らせるために必要だからである76．その他の情報、特に軍事的に

重要な情報を捕虜から入手しようとすること自体は、禁じられていない77。但

し、情報を得るために強制を加えたり、不快なあるいは不利益な待遇を与えて

はならない78。

（4）後送．移送

捕虜は、できるだけすみやかに戦闘地域から離れた安全な収容所に後送され

なければならない79．捕虜を他国に移送する場合、その移送された捕虜の人道

的な待遇について、いずれの国が責任を負うことになるか。捕虜を受け入れた

国が人道法に従って待遇しなければならないことは当然であるが、元の抑留国

(移送国）はその責任を免れるのか。この点について、両関係国の共同責任と

する案もあったが80,1949年捕虜条約においては、最終的に、受け入れ国が

基本的に責任を負うとしながら、移送国も副次的な責任を負う、という形式が

とられた。すなわち、移送国はその移送された捕虜の状態について引き続き注

意し、「捕虜を受け入れた国がいずれかの重要な点についてこの条約の規定を

*1949年捕虜条約第17条

76UKMinistryofDefence,A伽""α/2004p.156.para.8.33.1.
"ICRC,Co加加e"/α〃///pp.163-164..UKMinistryofDefence,A〃""αノ2004p.156.
para.8.34.

781949年捕虜条約第17条
エリトリア．エチオピア請求権委員会仲裁裁判判決（捕虜）で、エチオピア人捕虜に

対する脅迫.殴打を伴う強制的な尋問について、エリトリアの責任が認定された(ET04
仲裁判決paras.75-76.)

"1949年捕虜条約第19条

801CRC,Commentary/〃pp､131.137.
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実施しなかった場合には、捕虜を移送した国は、利益保護国の通告に基いて、

その状態を改善するために有効な措置を執り、又は捕虜の返還を要請しなけれ

ばならない。この要請には、従わなければならない｡」8'と規定した。この捕

虜条約第12条について若干の国82が留保を付した。「抑留国が捕虜を他の国

に移送したときは、それらの捕虜を捕えた国がそれらの者に対してこの条約を

適用する責任を引き続き負う」と。これは受け入れ国のみならず移送国も捕虜

の待遇について引き続き責任を負うという趣旨であるが、通常の留保とは異な

り、条約上の責任を拡大するものである。「留保の本質は条約に基づく義務を

制限することにある」ので、このような「留保」は「真の意味での留保には該

当しない」鯛。従って、「留保」国の義務の拡大を「一方的に宣言」するもの

である盤、と評される85。

(5)収容所・食事・衣服・医療

抑留国は､捕虜を抑留して置くことができる86．捕虜の抑留される収容所は、

"1949年捕虜条約第12条
1991年の湾岸紛争において、イギリスは、イギリス軍部隊によって捕らえられたすべ

ての捕虜について、その最終的な抑留地に関係なく、その待遇を調べる責任を負う捕

虜追尾班を設立した。(UKMinistryofDefence,Ma""α/2004p.153.)
82アルバニア、ブルガリア、ベラルーシ、中国、（旧）チェコスロバキア、（旧）東ドイツ、

ハンガリー､北朝鮮､ポーランド､ルーマニア、ウクライナ、ロシア､ベトナム､（旧）ユー

ゴスラビア(SchindlerandToman(eds.),FourthEditionpp.650-688.)なお、ブルガリ
ア､ベラルーシ､チェコ､スロバキアは留保を撤回している(SchindlerandToman(eds.).

FourthEditionpp.654-656.,脆αr加okof伽e、α"o"αﾉH""α"itarianLawVol.3(2000)p.576.,
Vol.4(2001)p.488.)。

83小寺彰、岩沢雄司、森田章夫編『講義国際法〔第2版〕』（有斐閣、2010年81頁（山
本良執筆分担）

"ClaudePilloud,"ReservationstotheGenevaConventionsof1949(II)",Inteγ"α"o"αノ

ReviewoftheRedCt℃ssNo､181(April1976)p.168.
RBaxterは「この留保は捕虜条約の文言から外れるけれども、あまり重要性はない｡」

と述べる(R.R.Baxter,"TheGenevaConventionsof1949beforetheUnitedStates

Senate",Americα"､ﾉb"mα/ofInternα"o"αﾉLawVol.49No.4p.553.)。
861949年捕虜条約第21条
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不衛生な施設であってはならず87、また、軍事的に危険な所であってはならな

い。そして、捕虜の所在を軍事的に利用してはならない。捕虜収容所は、識別

標章rpw」または「PGJ)によって表示しなければならない鍋。

捕虜の宿営条件は抑留国軍隊と同様に良好でなければならず、かつ、捕虜の

風俗．習‘慣を考慮しなければならない89．食糧配給は、健康を維持し、体重の

減少90や栄養不良を防止するのに充分なものでなければならず、また、食習

‘慣を考慮したものでなければならない9'･抑留国は、その地域の気候を考慮し

て、充分な被服．下着．はき物を供給しなければならない92．各収容所には、

捕虜の必要とする治療のできる病舎を備えなければならない93．捕虜の給養．

医療について、抑留国は無償で提供しなければならない94．収容所においては

伝染病感染の恐れが大きく、捕虜の定期的な医療検診95．感染者の隔離96が必

要である97.

(6)労働・勘定

*1949年捕虜条約第22条、第29条
捕虜条約第22条では「地上の建物」に抑留しなければならないことになっている。し
かし、イギリスは、1982年のフォークランド紛争の際、フオークランド諸島に捕虜を
収容する適切な場所がなく、できるだけ早期に捕虜を送還するために、ICRCの同意

を得て、船上での抑留を実施した。(UKMinistryofDefence,A化"灘α/2004p.158.)
郷1949年捕虜条約第23条
*1949年捕虜条約第25条

”エリトリア．エチオピア請求権委員会仲裁裁判判決（捕虜）においては、全体的な健
康水準を測る指標として、抑留中の「体重の減少」よりも収容所における「死亡率」
が重視された(ET04仲裁判決paras.l09-lll.)o

"1949年捕虜条約第26条
"1949年捕虜条約第27条
931949年捕虜条約第30条
941949年捕虜条約第15条、第30条

951949年捕虜条約第31条なお､本条において､公定訳では､"medicalinspections"を｢身
体検査」と訳される。この日本語は、「健康面の検査」のほか「所持品検査」の意味で
も用いられる。従って、本文中では「医療検診」とした。

％1949年捕虜条約第30条

97エリトリア．エチオピア請求権委員会仲裁裁判判決（捕虜）において、このことが強
調された(ER17仲裁判決paras.115.118,132-135.,ET04仲裁判決paras.104,107.)。

－204－



国際人道法ノート（3）（樋口一彦）

抑留国は捕虜を収容所内に抑留することができ98、労働を課すことができる

(但し、将校に対しては、労働を強制してはならない。下士官については、監

督者としての労働のみを求めうる｡）”・軍事的性質・軍事的目的の作業を課

すことはできない'㈹・捕虜の労働に対しては、抑留国が公正な労働賃金を支

払わなければならない101.^抑留国は各捕虜について俸給の前払'02や労働賃金

その他捕虜に支払うべき額の勘定を設けなければならず'03、捕虜たる身分が

終了した時に、捕虜の属する国がその貸方残高を決済しなければならない'"。

また、労働による負傷などの補償請求は、捕虜が属する国に対して行うことと

なっている'05．これらは捕虜が各自の支払・補償を受けやすくする仕組みで

あり、最終的には関係国（抑留国と捕虜が属する国）間でその処理を取り決め

1̂949年捕虜条約第21条
*1949年捕虜条約第49条

捕虜に労働を求めうることは、リーバー･コード第76条においても規定されているが、

南北戦争において双方とも労働力不足に陥っていたにもかかわらず、捕虜の労働力を
実質的に使用しなかった。捕虜を労働者として使用しうる旨の規定はハーグ陸戦規則

(1899年規則第6条、1907年規則第6条）にも引き継がれたが、実際に捕虜の労働力

が利用されるのは、第一次大戦時以後である。(Levie,Prisonerso恥rpp.214-215.)
'"1949年捕虜条約第50条

エリトリア・エチオピア請求権委員会仲裁裁判（捕虜）において、エチオピアは、エ

リトリアが捕虜条約第50条に違反して捕虜に軍事的性質の作業を行うよう求めた、と

主張した。しかしながら、収容所および看守のために宿舎その他の施設を建設するこ

とは第50条の下で許されるものであり、道路建設も－軍事的性質・目的のものと証

明されない限り－公益事業と考えられる、として、第50条違反は委員会によって認

められなかった（本稿「附録2」参照)。

""1949年捕虜条約第62条
この第62条には日当の最低賃金として四分の一スイス・フランが示されているが、

この額は時代遅れのものであり、抑留国の現行の最低賃金を最低限の基準とすべき、

と指摘される。(UKMinistryofDefence,伽""α/2004p.172.)
'02俸給は、本来、捕虜の属する国が支払うものであるが、捕虜の境遇改善のために抑留

国が捕虜の本国に代わって「前払」し、後に第67条の関係国間の取極で清算される

ことが予定されている。(ICRC,⑰加加e""〃Ⅲp.305.)
'"1949年捕虜条約第64条
'"1949年捕虜条約第66条
'"1949年捕虜条約第68条
""1949年捕虜条約第67条なお、この第67条中のthesaidPower"(英),"ladite

Puissance"(仏）の公定訳は、当初、「抑留国」であったが（『官報』号外第75号21

頁昭和28年10月21日)、後に「当該国」と訂正された（『官報」第17868号3頁昭
和61年9月3日)。
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ることとなっている'06．捕虜の属する国が本来支払うべき俸給を抑留国が代

わって支払った分と、抑留国が本来支払うべき労働賃金や労働負傷補償等につ

いて捕虜の属する国が代わって支払った分を、相殺して処理することが想定さ

れている。この1949年捕虜条約における仕組み（｢自国民捕虜補償原則｣）が

第二次大戦時点での‘慣習法であるか否かについて争われたのが、「シベリア抑

留補償請求事件」であった。日本の最高裁判所は、この原則が当時すでに‘慣習

法であったかどうかについて､次のように判断した｡｢自国民捕虜補償の原則が、

世界の主要国における一般慣行となり、これが法的確信によって支えられてい

たとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。’07」

（7）捕虜と外部との通信・連絡

各捕虜は、家族および中央捕虜情報局に対して、捕虜となった事実、あて名、

および健康状態を通知することを許される108．その通知票のひな型が1949年

捕虜条約の附属書'09に示される。また、捕虜は、手紙．葉書の送付・受領を

許される''0．個人または集団あての荷物の受領も許される''1．但し、それら

の通信の検閲．荷物の検査は可能とされる''2。

（8）懲戒罰と司法手続

捕虜は、抑留国の軍隊に適用される法令に服さなければならず、その違反に

ついて抑留国は懲戒上または司法上の措置をとることができる''3．抑留国は、

'07最高裁平成9年3月13日判決『判例時報』1607号（平成9年9月11日号)13頁

'"1949年捕虜条約第70条
'的第四附属害B捕虜通知書（『官報」号外第75号昭和28年10月21日31頁)(U.N.T.S.

Vol.75,p.274.)

"<"1949年捕虜条約第71条この手紙および葉書のひな型が「第四附属書C通信用の葉
書及び手紙」に記載される。（『官報』号外第75号昭和28年10月21日31～32頁）

（ひ凡7:5.Vol.75,pp.276,278.)
"i1949年捕虜条約第72条
"*1949年捕虜条約第76条
"1949年捕虜条約第82条
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寛容の精神を持って、できる限り司法上の措置よりも懲戒罰を選択すべきであ

る''4．懲戒罰の種類は、俸給・労働賃金の減額、特権の停止、労役（将校に

は科されない)､拘置､である''5．懲戒罰は､収容所長又はその代理の将校によっ

てのみ言い渡されうる116．捕虜の逃走の企てに対しては、懲戒罰117のみを科

することができ''8，成功した逃走については再び捕虜とされた場合でも罰を

科されない''9。また、この逃走の企てに対する武器の使用は、事前に警告を

与えた後での、最後の手段としなければならない'20．

捕虜とされる前に行った行為についても、抑留国がその捕虜を訴追すること

がある。国際人道法に違反する行為が、そのような訴追の対象となる場合の典

型例である'21．人道法違反（戦争犯罪）で訴追される場合、人道法上の保護

を受けることができない､と従来解されてきた122｡しかし1949年捕虜条約では、

｢捕虜とされる前に行った行為について抑留国の法令に従って訴追された捕虜

は､この条約の利益を引き続き享有する。有罪の判決を受けても､同様である｡」

(第85条¥123とした124。

"*1949年捕虜条約第83条
u51949年捕虜条約第89条
''61949年捕虜条約第96条
''7懲戒罰の種類については1949年捕虜条約第89条で規定される。
"1949年捕虜条約第92条
"1949年捕虜条約第91条
"1949年捕虜条約第42条

l2lICRC,Co"7〃entaryIIIppA17A22.
'221CRC,Cひ"7碗entaryHIpp､413414.
123この規定について若干の国（アルバニア、アンゴラ、ブルガリア、ベラルーシ、中国、

（旧）チェコスロバキア、（旧）東ドイツ、ハンガリー、北朝鮮、ポーランド、ルーマ
ニア、ウクライナ、ロシア、ベトナム）が留保を付した。これらの留保に対して、イ
ギリス、オーストラリア、ニュージーランド、バルバドスが異議を述べた。(Schindler

andToman(eds.),FourthEditionpp.650-688.）なお、ブルガリア、ベラルーシ、チェ
コ、スロバキアは留保を撤回している(SchindlerandToman(eds.).FourthEdition

pp.654-656..姥αr肋okofInter"α"o"αﾉH"腕α"ita"α"LawVol.3(2000)p.576.,Vol.4(2001)
p.488.)。その留保の趣旨はほぼ同じで「戦争犯罪及び人道に対する罪のため、ニュー
ルンベルグ裁判の原則に従って抑留国の法令に基いて有罪の判決を受けた捕虜に対し
て、この条約を適用すべき第85条に基く義務を負わない。それらの犯罪のため有罪
の判決を受けた者は、当該抑留国において刑の執行を受ける者に適用される条件に服
さなければならないからである｡」との内容である。ベトナム戦争において、ベトナ
ム民主共和国によるこの第85条の留保（この留保のみが「訴追され、有罪判決を受
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（9）解放・送還

実際の敵対行為が終了したならば、遅滞なく捕虜を解放し、送還しなければ

ならない。この送還費用は、抑留国と捕虜の属する国が公平に負担する125．

捕虜は、敵対行為中に宣誓(parole)によって解放されることもありうる126。

また、敵対行為中に捕虜の交換・送還がなされることもある127この敵対

行為中の捕虜の交換については関係国間で合意される条件で行われうる128・

フォークランド紛争では、イギリス・アルゼンチン両国が敵対行為終了前の早

期の送還を実施している129．重病．重症の捕虜については、紛争当事国は本

国に送還しなければならない。あるいは中立国に入院の措置をとることに努め

なければならない'30．敵対行為中に送還された捕虜は、現役の軍務に服させ

けた」と表現される）の意味について論議を呼んだ（詳しくは、藤田久一「ベトナム
戦争と一九四九年ジュネーヴ条約」『金沢大学法文学部論集法学篇』19号110～115
頁参照)。

124,977年第一議定書第44条2項においても「すべての戦闘員は、武力紛争の際に適用
される国際法の諸規則を遵守する義務を負うが、これらの諸規則の違反は、3及び4
に規定する場合を除くほか、戦闘員である権利又は敵対する紛争当事者の権力内に
陥った場合に捕虜となる権利を戦闘員から奪うものではない｡」と規定される。捕虜
条約第85条の留保諸国は、この第一議定書第44条2項について最終的な有罪判決ま
でを対象とするものであり、有罪判決以後は捕虜条約第85条だけが適用される、と

解する(CDDH/236/Rev.lpara87.(CDtfyOfficiαノルCOﾉ油VoLXVp.402.),BOTHE,
PARTSCH,SOLF,Co加加e"tar)ﾉo"theTwoﾉ977Protocolsp.250.,藤田久一『新版国際人
道法〔再増補〕』（有信堂、2003年)148頁)。

*1949年捕虜条約第118条

下記の「捕虜に関する国連司令部と朝鮮人民軍および中国義勇軍との間の協定（中立
国送還委員会の権限事項を含む)」第15項において、送還費用は「ジュネーヴ条約第
118条に従って」負担される、と規定される。

126捕虜の本国の法令によって許される場合に限られる(1949年捕虜条約第21条)。カ
ナダの法令は、カナダ軍構成員が宣誓を行うことを認めない(B-GJ-005-104/FP-021,
LawofArmedCo城αα〃heαﾌemtio"αﾉα”乃c"cαﾉLevelsp.10-6.para.1025.)。アメリ
カおよびイギリスも、原則的に、自軍構成員の宣誓を認めない(FM27-10pp.72-73.
para.187.,UKMinistryofDefence,Ma""αﾉ2004p.187.para.8.108.)。

'27但し、その実例は稀である(DieterFleck(ed.),The加"助ookoflHL2nded.pp.414-
415.)。

**UKMinistryofDefence,Ma""α/2004p.197.para.8.146.
129乃越,p.198.さらにイギリスは、アルゼンチン軍の降伏後、アルゼンチン政府が敵

対行為終了の宣言を行わないにもかかわらず、一か月以内に多数の捕虜を送還した
（めid.,p205.)。

'301949年捕虜条約第109条
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てはならない131

捕虜が本国への送還を望まない場合でも、抑留国はその送還を行わなければ

ならないか。，949年捕虜条約第'09条は、重病．重症の捕虜について「敵対

行為の期間中は」その意思に反して送還してはならない、と規定する。ICRC

注釈書によれば、この趣旨は一般的な‘性質を有し、健康な捕虜についても敵対

行為期間中にその意思に反して送還してはならない、とされる132．では、敵

対行為終了後はどうか。

ヴェルサイユ条約第220条では、送還を希望しないドイツ人捕虜について、

送還する義務はない旨規定されていた,33｡フインランド.ソ連間の｢冬戦争('939

年～1940年)」および「継続戦争1941年～1944年)」の例では、フィンラ

ンドに捕らえられたソ連人捕虜の送還に関して、フィンランドは自国への送還

を希望しないソ連人捕虜を送還する義務はないと考えたが、ソ連はその強制的

送還をあくまで主張した,弘。この点について規定する，949年捕虜条約第’'8

条においては、「捕虜は、実際の敵対行為が終了した後遅滞なく解放し、且つ、

送還しなければならない｡」として抑留国の解放・送還義務を明確に述べるが、

本国への送還を望まない捕虜についての言及はない135･朝鮮戦争の際に北朝鮮．

朝鮮戦争において「1949年ジユネーヴ捕虜条約第109条の規定に従って」国連側

と北朝鮮．中国側の問で休戦前に傷病捕虜の送還が合意された（傷病捕虜交換協定

一HowardS,Levie,DOC""e”o〃ルなo"e芯q恥γ(Intemα""α/LawStudiesVol.60)

DocumentNo.126pp､626-628.)。この1953年4月11日の協定に基づいて「20日から
交換が開始された。数週間のうちに、国連側からは6670名の共産軍傷病捕虜が、共

産側からは149名のアメリカ人をふくむ684名の国連軍捕虜が交換された｡」（神谷不

二『朝鮮戦争」（中央公論社・中公新書93,1966年)153頁）

'3'1949年捕虜条約第117条、ICRC,Cり加加e""ぴ///p.538.
ÎCRC,Co加加e"αry///pp.512-513.

133「伴虜其ノ他ノ濁逸国民ニシテ送還ヲ欲セサル者ハ之ヲ送還セサルコトヲ得」（『同盟
及聯合園ト濁逸園トノ平和候約並議定書一附波蘭圃二開スル候約一』(大正8年11月、

外務省)168頁、『官報(号外)』大正9年1月10日33頁）
R̂aijaHanski,"TheSecondWorldWar",LauriHannikainen,RaiiaHanskiandAllan
Rosas,伽雄加e"""gH"〃α"itarianLawApplicα"e加〃medCり"flicts-TheCaseofFi"""d
(MartinusNiiho丘1992)pp.80-83.

135捕虜条約を作成した1949年の外交会議において、オーストリアが、捕虜を受け入れ
るいかなる国にも送還されうる旨の修正を提案したが、ソ連およびアメリカに反対さ
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中国側は､捕虜の意思に関係なく本国に送還しなければならないことを主張し、

送還を望まない者について送還義務はないとする国連軍側と対立した136｡結局、

1953年6月8日の協定において、本国への送還権を行使しない捕虜について

中立国送還委員会に委ね､本国代表に対して自国民捕虜への説明の機会を与え、

中立国行きを選択する者については中立国送還委員会およびインド赤十字社が

支援し、祖国(fatherlands)帰還を望む者については当局がその帰還支援に責

任を持つ、ということになった137・朝鮮戦争において1949年捕虜条約自体は

適用されず、紛争当事国がジュネーヴ諸条約の原則尊重の意思を表明したにと

どまり、この事例は捕虜条約第118条適用の先例と位置付けるべきではない、

とICRC注釈害は評する'38.しかし、送還された捕虜が迫害を受けるおそれ

のある場合には、例外的に、抑留国は庇護を与えることができる、とも解して

いる*RoRosasは、この第118条について、原則として、たとえ捕虜の意思に

反しても捕虜を送還する義務を抑留国に課すものであり、その例外は、この第

118条においてではなく一般的な人権法に根拠づけられるべきである、と論じ

る140．この問題に関連して、韓国は1949年捕虜条約の加入時に、

れ、結局大差で否決された(Levie,Prisone応可恥『p.423.)。

'361CRC,Cb加加e"α/T///pp.543-546.,Rosas,TheLega/Statusoブル“"ersofWarpp.478486.,
神谷不二『朝鮮戦争」（中央公論社･中公新書93,1966年)143～149頁、安田淳「中
国の朝鮮戦争停戦交渉一捕虜送還問題と軍事過程一」『法学研究』第77巻第5号

137「捕虜に関する国連司令部と朝鮮人民軍および中国人民志願軍との間の協定（中立
国送還委員会の権限事項を含む)JHowardS.Levie,DocumentsonPrisonersof恥『
（ﾉ"rer"α"o"α/LawSt哩或esVol.60)DocumentNo.127pp.629-634．なお、中立国送還委員
会管理下での本国代表による捕虜に対する説明の状況について、「捕虜去来一中立国
委員会報告書一」『改造』第35巻第5号80～89頁参照。捕虜たちのその後の行き先
については、「国連軍側は一九五三年八月五日から九月六日の間に七万五八○一人を

中朝軍側に引き渡し、中朝軍側は一万二七七三人を国連軍側に引き渡した。九月二三

日国連軍はインド部隊に帰国を希望しない二万二六○四人を引き渡し、中朝軍は同じ
く三五九人を引き渡した｡」この帰国を希望しない捕虜のほとんどが、「国連軍へ復帰」
（中朝軍兵士)､｢中朝軍へ復帰」（国連軍兵士）となった（和田春樹『朝鮮戦争全史』（岩
波書店、2002年）463頁)。「共産側に捕らえられていた1人のイギリス人捕虜と18人

のアメリカ人捕虜が、この時、送還を拒否した｡」(Levie,片応o"e応q′肋rp.425.)
'381CRC,Cb加加e"ary77/00.543.546.
'39必jα,pp､547-548．
l40Rosas,乃eLega/Statusof片応o"e応q′肋rpp.483484.
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｢捕虜の待遇に関するジュネーヴ条約の第’'8条に関し、

大韓民国は、第118条第1項の諸規定は捕虜を抑留する国に対し捕虜の公然

とかつ自由に表明された意思に反してその捕虜を強制的に送還するよう拘束す

るものではない、と解釈する。’41」

との留保を付し、そしてその1977年追加議定書批准時の宣言では、以下の項

目が含まれた。

｢第一議定書第85条第4項(b)に関して、捕虜を抑留する当事国は、その捕

虜を、彼らの公然とかつ自由に表明された意思に従って、送還しないこともで

きる。これは、この議定書の重大な違反行為となる捕虜の送還の不当な遅廷と

みなされてはならない。142」

イギリスは、捕虜の意思に反して送還すべきではないというのがイギリスの

方針であるとしながら、イギリス軍法に服しながら送還を拒否した者は服務規

律違反になる、としている"%1991年の湾岸戦争でも同様の問題が生じ、約

15000のイラク人捕虜がイラクへの帰還を拒否し'"、サウジアラビアのファハ

ド国王は5万人のイラク人難民および捕虜を受け入れたとされる'45．エリト

リア．エチオピア請求権委員会仲裁裁判（捕虜）においては、この問題は争点

にならなかったが、委員会の見解として「個人がその意に反して送還されない

よう確保するための適切な措置がとられなければならない'46」と述べられて

いる。

なお、捕虜条約第119条のなかで「訴追することができる違反行為について

"'SchindlerandToman(eds.).FourthEditionp.666.なお､この韓国の留保に対してルー
マニアが異議を表明した(ibid.,p.673.)。

"*SchindlerandToman(eds.),FourthEditionp.808.
"*UKMinistryofDefence,Ma""αﾉ2004pp.205-206.
"*DieterFleck(ed.),Thehα"肋ookoflHL2nded.p.416.「敵の捕虜を強制的に送還しな

かった。多国籍軍は、送還を望まないイラク人捕虜をICRCに確認した｡」(United

States:DepartmentofDefenseReporttoCongressontheConductofthePersian
GulfWar-Appendixontheroleofthelawofwar,LLMVol.31p.631.)

"*UKMinistryofDefence,Ma""αﾉ2004p.206.
"*ER17仲裁判決para.147,
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の刑事訴訟手続がその者について進行中の捕虜は、司法手続及び必要があると

きは刑の執行を終るまでの問、拘留して置くことができる。訴追することがで

きる違反行為について既に有罪の判決を受けた捕虜についても、同様とする｡」

と規定されており、刑事手続進行中の者や刑の執行を受けている者は、第118

条で規定される｢実際の敵対行為終了後の遅滞なき解放･送還｣の対象外である。

この点に関連して複雑な政治問題となった事例が、1971年12月に生じたイン

ド．パキスタン戦争147の後の送還問題である。12月16日にパキスタン軍が

インド・バングラデシュ統合軍に降伏し、敵対行為はその翌日終了したが、イ

ンドに抑留された多くの捕虜・文民の送還は早期に実施されなかった。その理

由として、いくつかの政治的問題とともに、パキスタン軍兵士が東パキスタン

で行った残虐行為について、戦争犯罪・人道に対する犯罪・集団殺害犯罪とし

て訴追する必要のあることが挙げられた。結局、インド、パキスタンおよびバ

ングラデシユの三者間で和解が成立し、刑事裁判は実施されず、1974年4月

30日に送還手続が完了した148^この捕虜等の送還問題についてパキスタンは

ICJにインドを訴え、仮保全措置を申請したが、その後インドとパキスタンの

間で合意が成立したとして、訴えを取り下げた'49。

'*1971年5月ごろから両国間の交戦が伝えられていたが、「全面戦争」が報じられたの
は12月4日である（『朝日新聞』5月1日朝刊12版7面「パ政府軍がインド領砲撃
説｣、同5月11日夕刊3版2面「印パ両軍交戦｣、同12月4日夕刊3版1面「印パ、
全面戦争状態に｣)。パキスタンは、対インド開戦日を12月3日としている（『朝日新
聞」12月11日夕刊3版2面「対印開戦日は三日パキスタン公式決定｣)。バングラ
デシュ独立闘争にインドが介入したこの戦争において、インドは7万人以上の捕虜と

1万7千人以上の文民を抑留することとなった(Rosas,TheLegaﾉS/αtusofPγなo"ersof
Warpp.187-195.)。

'48以上の経緯について、Rosas,乃eLegalStatusofPrisonersofWarpp.187-195,488489.か
ら要約した。

149小田滋、杉原高嶺「国際司法裁判所における仮保全措置の先例-1970年代一」『国際
法外交雑誌』第78巻第6号48～50頁
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略語表（『琉大法学』第86号62頁および『琉大法学』第87号69～70頁に追

加されるもの）

UMTS:

〔ﾉ""edⅣ""ons7》℃αり）舵〃“

ILR：

ﾉ"rer"α"o"α/LawR印ﾌoﾉ･応

fL.“：

ﾉ"reﾉ･"α"o"αﾉLegalMate〃αな

ER17:

エリトリア・エチオピア請求権委員会仲裁裁判エリトリア請求17

ET04:

エリトリア・エチオピア請求権委員会仲裁裁判エチオピア請求4

Levie,PrisonersofWar¥

HowardS.Levie,PrisonersofWari"んrer"α"o"α/ArmedConflict-ﾉ"rer"α"o"α/Law

StudiesVol､59.

Rosas,7ｿicLegα/StatusofPrisonersofWar¥

AllanRosas.TheLegα/StatusofPr“"eﾉ汐Qf恥'．：as畝のj〃intemα"o"α/加加α""α"α〃

lawapplicα伽j"αrmedconflicts(Suomalainentiedeakatemia,1976)
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UKMinistryofDefence,Ma""αﾉ2004:

UKMinistryofDefence,TheMa""α/"theLawofArmedConflict(Oxford

UniversityPress,2004)

DieterFleck(ed.),7ルルα"肋ooko>〃"L2ndedi

DieterFleck(ed.),Theﾙα"肋ookofj"/eγ"α"o"α/加加α""α"α"mw2nded.(Oxford

UniversityPress,2008).

FM27-10:

FM27-10DepartmentoftheArmyFieldManual7ｿicLawofI,α"d肺施花

(DepartmentoftheArmy,July1956)

CDDHOfficiaノルCOﾉてな．

QがcjaﾉRecoノゼヵq〃ﾙeDiplomα"cConferenceontﾙe此affir腕α"o〃α"dDeveﾉopmentof

伽e,"α"o"α/肋加α"”"α"LawA〃"cablei"〃〃edConflicts,Geneva(1974-1977)(Federal

PoliticalDepartment,Bern,1978)

正誤表

『琉大法学』第86号39頁註21

明治時代の日本においては、法源として、「‘慣習」「習‘慣」「慣例」等の用語が

同義語として用いられているようである。

(下線部分を追加）

-214-



国際人道法ノート（3）（樋口一彦）

＜附録2＞

エリトリア・エチオピア請求権委員会の捕虜に関する仲裁判決

I 事実の概要

エリトリアは、1993年に住民投票を経てエチオピアから分離独立を達成し

た"o1998年5月にエリトリアとエチオピアの間に武力紛争が生じた,5,｡「,993

年にエリトリアがエチオピアから分離独立して以来、両国の関係は友好的に推

移していたが、今年(1998年一引用者註）になってエリトリアが従来のエチ

オピア通貨から独自通貨の導入を計画し、関係が悪化○戦闘が始まった国境付

近の四百平方キロほどの土地の帰属を双方が主張し合うなかで、小競り合い

を繰り返してきた152」そして、両国は相手国都市の空襲を含む大規模な攻撃

を展開し'53、多くの戦闘員を捕虜とした。「この紛争において、約50万の兵

員が投入され、10万人が殺傷され、そして60万人の文民が避難した、と見積

'50エリトリア独立決まる投票で99%支持」『朝日新聞』1993年4月28日朝刊14版9
面同年5月に日本政府はエリトリアの国家承認を行った（｢エリトリアを国家承認」
『朝日新聞』1993年5月21日夕刊4版2面)。

'5’この武力紛争の国連安全保障理事会の対応について、則武輝幸「国連安全保障理事会
による『喧嘩両成敗』－エチオピア＝エリトリア間の事態に関する決議一二九八
（二○○○年）が示唆するもの－」秋月弘子・中谷和弘・西海真樹編『人類の道し
るべとしての国際法一平和､自由､繁栄をめざして（横田洋三先生古稀記念論文集)』
（国際書院、2011年）参照。

'52「エチオピアエリトリア国境紛争」『朝日新聞』1998年6月4日朝刊14版9面
153「エチオピアとエリトリア、国境紛争で空爆合戦全面戦争突入の恐れも」『読売新聞」

1998年6月6日東京夕刊、「エリトリア・エチオピア国境紛争応戦続き185人死傷」
『読売新聞」1998年6月7日東京朝刊、「エリトリア軍が空爆一般市民34人死傷／
エチオピア」『読売新聞』1998年6月13日東京朝刊（読売新聞データベース「ヨミ
ダス歴史館」）

'別ILRVol・'35,p,197．
ÛN.T.S.Vol.2138,pp.86-88.(英語正文)pp.89-92(仏語訳文)凡RVol.135,pp.708-712.

'56〔"V、＆Vol,2138,pp､94-99．（英語正文)pp.100-106(仏語訳文)ILRVol.135,pp.712-
718．
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もられている。"J2000年6月18日に両国は停戦協定155を締結するが、敵対

行為の停止は同年12月12日の協定156(以下、「協定｣）によって実現された。

そしてこの12月12日「協定」の中で、敵対行為の停止とともに、二つの委員

会の設立が規定された。境界委員会（国境画定委員会）と請求権委員会である。

後者は、この紛争に関連し、国際法の違反から生じるすべての請求権について

拘束力ある仲裁によって決定を下すことを任務とする。本稿で紹介する｢捕虜」

のほか、「中部戦線」「文民」「西部戦線」、“sα〃e"""157」などの諸請求につい

てその責任を判断する部分的仲裁判決(PartialAward)'**を示した後、具体的

な賠償額を言い渡す最終的仲裁判決(FinalAward)'"を下して、請求権委員会

はその任務を完了した'60。

「捕虜」については、エリトリアおよびエチオピア両国から自国民捕虜の違

法な待遇について、それぞれ他方の国に対する責任.賠償の認定が求められた。

両国の責任を認定する部分的仲裁判決が2003年7月1日に示され、その責任

についての賠償金額が2009年8月17日の最終的仲裁判決で決定された。

本件は、エリトリアとエチオピアの間の国際的武力紛争における捕虜の待遇

についての国際人道法適用に関する事案である。内戦の多発する今日の世界の

状況のなかで、本件のような伝統的な国家間紛争はそれほど多くはない。交戦

国双方がそれぞれ多数の捕虜を抑留するという例は、さらに少ない。そして、

その双方の捕虜の扱いについて、1949年捕虜条約を中心とする国際人道法の

適用が国際判例の形で綿密に吟味されるという事例は､非常に珍しいと言える。

従って、本件における捕虜条約（および慣習法）適用の具体例は、それ自体、

国際的武力紛争に適用される国際人道法を検討する際に有用であり、その問題

l57この請求について､根本和幸「エリトリア・エチオピア武力行使の合法性に関する事件」
『上智法学論集』第51巻2号参照。

ÛnitedNations,Reportso〃"rer"α"o"α/〃""αIAwaﾉ汰Vol.XXVIpp.23469.
159必jα,pp､505-770.
"Ibid.,p.ix.
161「この請求権委員会は、戦争法規を解釈する稀な機会を有する。そしてその諸判断は、

-216-



国際人道法ノート（3）（樋口一彦）

点を分析するための貴重な資料となるものである'61。

この「捕虜」に関する両仲裁判決において、相手紛争当事国の捕虜の取り扱

いについて、エリトリア・エチオピア両国による多くの国際人道法上の違反が

認定された。その違反の程度はエリトリア側により大きいとされたが、エチオ

ピアも捕虜の数の面で違反による影響の大きさが指摘された'62.しかし、本

委員会が「全般的な所見」として、要旨、以下の点を強調していることを見落

としてはならない。「両当事国は、捕虜を捕らえた際にとるべき手順について、

自国部隊に教育する組織的・公式的訓練を行った。今日の他の多くの武力紛争

とは異なり、エリトリアもエチオピアも日常的継続的に捕虜を捕らえた。両国

は世界の中の最貧国に属するにもかかわらず、その管理下にある捕虜の維持・

看護のために努力した。重大な問題点も存在するが、両国は戦闘外におかれた

敵兵を保護する基本的人道義務を果たすよう努力した。本仲裁判決は、このこ

とに照らして読まれなければならない。’63」人道法が全く無視されている、と

の印象を一般的に持たれがちであることから、この確認は重要である'"。国

際人道法の諸規定の中でも、特に、収容所における捕虜の待遇については、当

該抑留国の経済水準・医療水準に左右される側面があることは否めない。本委

員会の仲裁判決においても、このこと自体は否定されないが、しかし、その以

下の指摘は重要である。「本委員会は、エリトリアおよびエチオピアが、少な

くとも現在のところ、先進国と同水準の医療措置をとることを求められるもの

この法の発展に影響を及ぼすとともに、将来繰り返し引用されるだろう｡」(George

H.Aldrich,'TheWorkoftheEritrea-EthiopiaClaimsCommission',Year加okof
Inteγ"α"o"α/H"碗α""α"α"LawVol.6(2003)pp.435436.)

'62エリトリアの賠償請求一最終的仲裁判決一para､233．
"*ER17仲裁判決paras.11-12.,ET04仲裁判決paras.12-13.
l64この点について、MarcoSassoli,"TheApproachoftheEritrea-EthiopiaClaims

CommissiontowardstheTreatmentofProtectedPersonsinInternational

HumanitarianLaw",AndreadeGuttry,HarryH.G.Post,GabriellaVenturini(eds.),
7ﾙe1998-2000WarbetweenE"舵αα"d母"”α-44〃ん/e畑α"o"α/LegaﾉPerspective(T・M．

C・AsserPress,2009)pp､341-342.参照。
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ではない、ということに留意する。しかしながら、財政・社会基盤が脆弱であ

ることは、国際人道法によって求められる最小限の医療看護水準を下回る理由

にはならない。そのような医療看護の費用は、武力紛争において必要とされる

他の費用と比べれば、大きなものではない。’65」これは、エリトリアおよびエ

チオピアの両国だけではなく、世界の他の多くの国に対しても向けられている

と捉えなければならない。

なお、本仲裁判例の諸論点への言及・検討は、本ノート中の関連個所におい

て、その都度行うこととする。

Ⅱ判旨

[部分的仲裁判決］

エリトリアの請求17およびエチオピアの請求4のそれぞれについて、請求

委員会（以下、本委員会）は、2003年7月1日に、概要、以下の部分的仲裁

判決を下した。

①部分的仲裁判決一捕虜一エリトリアの請求17(ER17)判決

本委員会の管轄権

「協定」第5条1項が本委員会の管轄権を規定する。本請求(ER17)および

エチオピアの請求4(ET04)において、各当事国は他方の捕虜取り扱いが国

際法の基準に合致しないと主張する。この請求は明らかに委員会の管轄権に属

する。しかしながら、「協定」締結以後の出来事に関する請求権について本委

員会が管轄権を有するかどうかについて、両当事国の見解は一致しない。エリ

トリア（原告国）は2000年12月12日以後の出来事に関する二種類の請求権

"*ER17仲裁判決para.138.,ET04仲裁判決para､125.
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－国際法基準を満たさない捕虜の待遇、敵対行為終了後遅滞なく捕虜を送還

する義務の違反一を持ちだしている。エチオピア（被告国）は、2000年12

月12日以後の捕虜の待遇およびその送還遅延に関する請求権について、委員

会の管轄権は及ばない、とする。本請求の対象者は2000年12月12日の「協

定」締結によって終了した武力紛争中に捕虜となった者であることに疑いは

ない。捕虜の適時の解放．送還は、委員会決定^166の範囲内の紛争関連事項で

ある、と本委員会は考える。2000年12月12日以後の捕虜の違法な取り扱い

に関する請求であることによって委員会の管轄権が否定されるものではない。

(paras.14-22.)

エチオピアは、2001年12月12日のエリトリアの請求文書に含まれていな

い（とエチオピアが主張する）その申述書の中の若干の請求について、委員会

の管轄権を争う。この日までに委員会に提出されない請求が協定上排除される

ことについて、両当事国に争いはない。異議が出されたエリトリアの主張のう

ち、最初の三つの請求は協定第5条8項により排除され、委員会は検討しな

い。四番目の請求について、文民の虐待に関しては両当事国の他の請求の主題

となっているので、本手続きではなく、別の手続きで扱われる。従って、本手

続きの対象ではない。(paras.23-29.)

**UnitedNations,Reportso〃"remα"o"αﾉ〃"tralAwardsVol.XXVIpp.3-6.,ILRVol.135,
pp､732-734.
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本案

A.適用法

両当事国は､捕虜条約(1949年ジュネーヴ第三条約）が2000年8月14日（エ

リトリアの加入日）以後適用されることについて一致しているが、この日以前

の適用については争いがある。エチオピアは1969年にジュネーヴ四条約を批

准した。従って、エリトリアが独立国となった1993年にはエチオピアについ

て効力を有していた。他国から独立した国が独立以前に適用されていた条約の

全部または一部の承継を宣言するということも珍しくない。ある種の条約につ

いて条約の承継が自動的に発生するということもある。しかしながら本委員会

は、そのような自動的な承継がこのジュネーヴ四条約について生じたと認める

に足る証拠を見出すことはできない。1993年のエチオピアからの独立時から、

エリトリアの高官たちは、エリトリアがジュネーヴ諸条約によって拘束されて

いない、と表明してきた。エチオピアもICRCもエリトリアがジュネーヴ諸条

約の当事国ではないと考えていた。エリトリアが1993年にエチオピアから分

離した際に、ジュネーヴ諸条約の承継を行わなかったことは明らかである。そ

して2000年にジュネーヴ諸条約の当事国となることを決定した際に、承継で

はなく加入によって当事国となった。従って、条約関係継続の推定は成り立た

ない。エリトリアもエチオピアも、そしてジュネーヴ諸条約の寄託国たるスイ

ス連邦政府も、2000年8月14日の加入まで、エリトリアを条約当事国と考え

ていなかった。従って、1998年5月の紛争開始から2000年8月14日までは

エリトリアは捕虜条約の当事国ではなかった。(paras.32-35.)

エリトリアがその加入前において諸条約の当事国でなかったとしても、共通

第2条の最後に規定される「受諾かつ適用」により、諸条約が適用される可能

‘性がある。しかしながら、エリトリアがその加入前に諸条約を受諾したことを

示す証拠はない。この非受諾は、諸条約の加入までICRC代表の捕虜訪問をエ

リトリアが拒否していたことによっても示される。(paras.36-37.)
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従って、2000年8月14日以前の事項については、エリトリア・エチオピア

間の武力紛争に適用される法は‘慣習国際法である。訴答書面においてエリトリ

アは、ほとんどの場合「捕虜に関する‘慣習法と捕虜条約との区別は重要ではな

い」ことを認めている。しかしながらエリトリアは、‘慣習法として適用される

とは考えられない捕虜条約のより技術的で細かな規定の例として、ICRCの捕

虜訪問権、第26条のたばこ使用の許可および第28条の酒保の設置を挙げる。

また、捕虜の労働賃金の支払いや死亡した捕虜の埋葬の諸要件も‘慣習国際法と

考えられない、とする。本請求において、本委員会は、1949年に締結されほ

とんどすべての国が参加する条約の諸規定が50年後に生じた紛争においてど

の程度‘慣習国際法の一部となっていたか､という問題に直面している。さらに、

1949年ジュネーヴ諸条約のように国際人道法を発展させる条約は、その‘性質

上、先の諸条約および‘慣習国際法の基礎の上に成り立つ法文書である。これら

の条約は、条約当事国にとっての条約法(treatylaw)であるとともに、すべて

の国に適用される慣習国際法の法典化および発展という目的をも有して作成

されている。1949年ジュネーヴ諸条約はこの両目的を成功裡に達成している。

1949年ジュネーヴ諸条約が大部分‘慣習国際法を表明するものであることにつ

いて、最近の重要な見解があり、両当事国もこのことに同意している。諸条約

がほぼ普遍的に受け入れられていることだけからもこの結論が支持される。国

際人道法規則のような国際社会一般に受け入れられている規則は、他の種類の

条約規則よりも’慣習国際法の一部になり易い、との見解を述べる論者もある。

本委員会もこの見解に同意する。従って、本請求に適用される法は、1949年

ジュネーヴ四条約の関連部分に示される、慣習国際人道法を含む‘慣習国際法で

ある。いずれかの当事国がこれらの条約のある関連規定について当該時期にお

ける‘慣習国際法の一部ではないと主張する場合には、本委員会がその問題に

ついて判断を行うが、その挙証責任はそれを主張する当事国の側に課される。

(paras.3841.)
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B.証拠上の諸問題

提出された請求には重大なものも含まれていることから、本委員会は、その

認定を支える明白かつ確信をいだかせるに足る証拠を求める。請求の中には個

人の刑事事件にあたるものも含まれているので、個人の刑事手続きに求められ

るより高い証明基準を適用すべき、との見解を本委員会は採用しない。本委員

会は刑事法廷ではない。通常の国家責任原則に基づいて国際法違反の存在を判

断しなければならない。(paras.4647.)

この紛争中、ICRC代表はエチオピアの収容所を訪問した。ICRCは、また、

2000年8月遅くにエリトリアのNakfa収容所訪問を開始した。両当事国は、

これらの収容所訪問に関するICRC報告書および他のICRC関連′情報を保持し

ていることを明らかにした。本委員会は、両当事国の収容所の状態についての

ICRCの経験豊富かつ客観的な評価を参照したいと希望した。委員会は、両当

事国に対して、それぞれの書面資料にICRCの収容所訪問報告書を含めるよう

求め、それができないならばその理由を尋ねた。両国は、それらを提出したい

と考えるけれども、ICRCがそれら文書の委員会への提出に反対している、と

答えた。ICRCは、それら文書についてICRCの同意なく提出されてはならな

いとし、その同意は与えられなかった。両国の同意の下に、本委員会委員長

は､2002年8月にジュネーヴでICRC上級職員と面会し、その立場を再考して、

委員会の閲覧一必要であれば、限定的あるいは部外秘で－をICRCが同意

するよう求めた。ICRCは、本委員会及び両国に対して、すべての関連する公

開文書の写しを提供したが、その他の情報については開示できないとした。こ

の決定は、ICRCの強い信念、すなわち、その任務遂行能力は強い秘密保持の

保証を必要とするという信念を反映している。本委員会は、ICRCに対して大

きな敬意を有しており、その守秘・非開示の一般原則の土台にある懸念を理解

している。しかしながら、両武力紛争当事国がこれらの文書の本委員会への提
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出について同意しているという特別な状況において､ICRCはそれを禁じるべ

きではない。本委員会もICRCも国際人道法の適切かつ十分な情報に基づいた

適用の必要'性について一致している。従って、ICRCが本委員会に対してこれ

ら資料の開示を許容しなかったことについて、本委員会は落胆の意を記録に残

さざるを得ない。(paras.50-53.)

c.法違反

本委員会は、その任務として、個々の事件について、証拠によって示された

違法‘性に関する当事国の責任の決定を求められているのではない。両当事国に

よる著しい法違反一すなわち、通常、頻繁または広範囲のそれゆえ多くの数

の犠牲者に影響する違法な作為・不作為である－についての責任を決定する

のである。このような限定は、両当事国にとって請求をとりまとめて主張する

上で実行可能なことに限られるということ、そして本委員会にとって両当事国

の用いうる時間と資源に照らして判断する上で実行可能なことに限られるとい

うことから導かれる。(para.56.)

捕獲時およびその直後における捕虜の虐待

エチオピアが自国兵士に対して捕獲時に捕虜を虐待することを奨励したとい

う証拠はないが、少なくともエチオピアは、国際法によって求められているよ

うに、そのような虐待を防止するために有効な措置をとらなかった。従って、

その不履行に対してエチオピアは責任がある。(para.63.)

全体的に見て、一点を除いて、エチオピア部隊は戦場からの後送の法的要件

を満たしていた、と本委員会は判断する。その例外の一点とは、エチオピアが

しばしは靴を奪っていた点である。裸足で険しい道を歩かせることは、不必要

に苦しませることであり、逃走防止は理由にならない。本委員会は、この後送

中の裸足での歩行強制が非人道的待遇にあたるとして、エチオピアの責任を認
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定する。(para.68.)

捕虜の個人的所有物の取り上げ

エチオピア兵士が、捕獲時またはその後に、捕虜の金銭その他の有価物、写

真、身分証明書を没収するということが広範に生じた、とエリトリアは主張す

る。この点に関する捕虜条約第17条・第18条は慣習国際法を示すものであ

る。エチオピアは捕虜の個人的所有物の権利保護に努めたが、その努力は捕虜

条約の求める履行確保を満たすものではなかった。従って、エチオピアはエ

リトリア人捕虜の被った損害について責任を負う。本委員会は、違法に押収さ

れた所有物の返還を求める命令を求めるエリトリアの要求を、認めることはで

きない。2001年7月24日に出された委員会決定0167において、本委員会にお

ける請求についての救済は、原則として、金銭賠償によることとされている。

(paras.72-78.)

収容所における捕虜の身体的・精神的虐待

証拠全体としては、エチオピアの捕虜収容所は看守によるひどい身体的虐待

によって特徴づけられるものではない。エチオピアは、捕虜を様々なグループ

に分けて収容していることを認めている。そのようなグループ分けは、捕虜条

約第22条に違反する。エチオピアは、収容所において様々の捕虜のグループ

に対して広範な教化プログラムを実施し、開戦の責任やエリトリア政府の′性質

を含む諸問題について討論を奨励した。これらのプログラムへの出席は義務で

はないとエチオピアは説明するが、傷病捕虜を除いて、捕虜条約第38条に反

して出席が強制されたことを多くの証拠が示している。さらに、この討論の中

で、捕虜が自己批判するよう求められた、という証拠がある。従って、1998

年7月に最初の教化がなされてから2002年11月の最後の捕虜の解放・送還ま

UnitedNations,Reportso〃"/er"α"o"αノル"tralAwロノ-dsVol.XXVIp.7.,ILRVol､135,p.735.
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で、強制的な教化プログラムが実施され、エリトリア人捕虜に対して精神的感

'情的な苦痛を与えたことに対して、エチオピアは責任がある。(paras.81-86.)

収容所における不健康な状態

いずれの当事国も、捕虜収容所の設置・運営上直面する諸困難ゆえに捕虜の

健康を危うくする状態が生じた、という理由で責任を免れようとはしていな

い。むしろ、各当事国は、その各収容所の管理将校が捕虜条約上の収容所の基

本的な基準について十分認識していたこと、それらを満たすための措置をとっ

たこと、そして、捕虜の健康を著しく危うくさせる状態はなかたこと、を述べ

た。結論として、MaiKenetal収容所の健康水準は、国際人道法に反して、そ

この多くの捕虜の健康を著しく損ね、その他の者の健康を危うくさせるもので

あった。そして2000年12月以前の全収容所において、エチオピアによって捕

虜に提供された食料は、国際人道法に違反して、必要な栄養が不足しており、

エリトリア人捕虜の健康を著しく危うくさせるものであった。従って、Mai

Kenetal収容所の違法な健康水準について、および、2000年12月以前に全エ

リトリア人捕虜に提供された食料の栄養が適切でなく、その健康を著しく危う

くさせたことについて、エチオピアは責任を有する。(paras.89-114.)

収容所における不適切な医療看護

抑留国は、捕虜収容所において、医療援助を提供する義務を有する。大規模

な収容所においては伝染病の感染のより大きな恐れがあり、特に重要である。

捕虜条約第15,20,29,30,31.109,110条によって定められる保護は無条件のもので

あり、これらの規定は’慣習国際法の一部である。エチオピアは、把握している

限りで、エチオピアでの抑留中に20人のエリトリア人捕虜が死亡した、と答

えた。その死はもちろん残念なことであるが、多くの重傷者を含む総計2600

人の捕虜の中で、1％以下の死亡率は、それ自体では、医療看護の不十分さを
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示すものではない。捕虜条約で重視されているように、捕虜の定期的医療検診

は健康維持においてきわめて重要であり、毎月の検診が'慣習国際法上の抑留国

の義務的予防措置である。エチオピアは国際法によって求められる重要な予防

的諸措置をとらなかった。結論として、2000年12月以前において、エチオピ

アはエリトリア人捕虜に対して必要最小限の医療看護を行わなかった｡従って、

エチオピアはこの‘慣習国際法違反に対して責任を有する。他方、2000年12月

以降にエリトリア人捕虜に対してなされた医療看護が法上求められる水準を下

回るものであることを、エリトリアは立証できなかった。

最後に、本委員会は、エリトリアおよびエチオピアが、少なくとも現在のと

ころ、先進国と同水準の医療措置をとることを求められるものではない、とい

うことに留意する。しかしながら、財政・社会基盤が脆弱であることは、国際

人道法によって求められる最小限の医療看護水準を下回る理由にはならない。

そのような医療看護の費用は、武力紛争において必要とされる他の費用と比べ

れば、大きなものではない。(paras.l15-138.)

捕虜送還の遅延

エリトリアは、エチオピアが2000年12月12日以後遅滞なく捕虜を解放・

送還しなかった、と主張した。両当事国は2000年6月18日に停戦協定を締結

した。しかしながら､本委員会は､本協定の実施に関して何らの証拠も受け取っ

ておらず、この協定が第118条の意味する実際の敵対行為の終了を印すもので

あるかどうかについて、判断できない。これに対して、2000年12月12日の

協定第1条で「両当事国は両国間の軍事的敵対行為を恒久的に終了させる」と

している。本協定の文言および両国の関係のその後の発展から、本委員会は、

2000年12月12日をもって敵対行為が停止し、遅滞なく解放する捕虜条約第

118条の義務が発生した、と結論する。送還は遅滞なくなされなければならな

いが、その準備・調整に時間を要することもありうる。さらに、個人がその意
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に反して送還されないよう確保するための適切な措置がとられなければならな

いo

各当事国の送還義務は、相手当事国によるその送還義務の履行に依存するの

かどうか、どの程度依存するのか、という基本的な問題もある。第118条の文

言は絶対的である。しかしながら､実際問題として､そしてまた国家実行によっ

て示されるように、完全に敗北させられたわけではない国が、その敵によって

捕われている自国人員も解放されるとの保証のないままに、その保有する捕虜

をすべて解放するということはありそうにないことであり、そうでないことを

期待するのは不合理である。第118条は、各当事国による厳密に同等の行動を

求めてはいない。しかしながら、捕虜送還に関する各当事国の行動は、相手当

事国の行動と、合理的かつおおよそ相応したものであること、が期待される。

エリトリアは残るすべての捕虜を迅速に2002年8月末に解放・送還したの

に対し、エチオピアが捕虜を解放し、送還を希望する者を送還したのは、3カ

月遅れの2002年11月29日であった。この3月遅れの理由は説明されなかっ

た。本委員会は、エチオピアが捕虜を迅速に送還する義務に違反した、と結論

する。エリトリアは、明らかに、2001年8月に-1998年にエリトリアによっ

て捕らえられたと思われるがエリトリアの捕虜名簿に含まれていない若干の者

の行方をエリトリアが明らかにするまで－更なる捕虜の送還を停止するとし

たエチオピアの決定の日から、違反が生じたと考えている。エリトリアは、比

較的少数の行方不明者についての懸念によって、約1300人もの捕虜の解放・

送還を1年間あるいはそれ以上遅らせることを正当化できない、と主張した。

また、エチオピアの捕虜交換停止は国家責任法上の非強制的対抗措置としても

正当化できない、とエリトリアは主張した。なぜなら、国家責任ILC条文第

50条が強調しているように、そのような措置は、「基本的人権の保護に関する

義務」や「復仇を禁止する人道的性格の義務」に影響を及ぼすことはできない

からである。また、エリトリアは、この行動が武力紛争法上許容された復仇に
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なり得ないことを指摘する。捕虜条約第13条は、捕虜に対する復仇措置を禁

止しているからである。エリトリアの主張は、法的に十分な裏付けを有する。

しかしながら、エチオピアが2001年8月の時点で送還義務に違反した、とい

うことを十分裏付けるものではない。特に、エリトリアによって捕らえられた

と思われるけれども捕虜名簿に載っていない多くの行方不明戦闘員の状況の明

確化を求めるという、一応合理的な要求に対しての回答があるまで更なる送還

を一時的に停止する、ということにより捕虜条約第118条の義務にエチオピア

が違反した、と本委員会は結論することはできない。エリトリアは、この要求

に応えるよう努力したという証拠を示していないし、その要求が非合理的ある

いは不適切なものであるということも示していない。この関連で､本委員会は、

ICRCの見解に注目し、それを重視する。ICRCのForster副総裁は、2002年

5月に、その時点で、ICRCはエチオピアが送還義務に違反しているとは考え

ていない、と述べている。エリトリアはこの声明に対してコメントしていな

い。このICRCの結論は、特に、重視される価値がある。なぜなら、ICRCは

両当事国と連絡を取り合っており、そして、明らかに、捕虜の問題についての

両国間の意思疎通の伝達役であったからである。従って、本委員会に示された

限られた記録から示されるものよりも、ICRCが送還遅延の理由についてのよ

り十分な評価を行っていると思われる。本委員会は、提示された記録に基づ

いて、ICRCの結論に異を唱えることはできないし、送還における長期の遅延

一エリトリアは2002年8月に残るすべてのエチオピア人捕虜を送還したこ

とにより終了した－について、エチオピアのみが責任を負うものと結論付け

ることもできない。従って、2001年8月に捕虜送還を停止することによって

捕虜条約第118条の送還義務にエチオピアが違反した、という請求は、証明の

欠如によって、退けられなければならない。しかしながら、2002年8月23日

のICRCプレスリリースの見解および同じ月の残るすべてのエチオピア人捕虜

の送還から、本委員会は、エチオピアが、引き続き、残るエリトリア人捕虜の
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抑留を続けたことについて、何らの法的正当化を見出すことができない。エチ

オピアが残るエリトリア人捕虜の解放・送還を実施したのは、2002年11月29

日である。エチオピアはこの更なる遅れについて何ら説明しておらず、本委員

会は、この期間について、何らの正当化も見出さない。もちろん、ICRCと協

力して必要な準備を行い、特に、送還を拒否する者が自由にその決定を行った

ことを確認するために、数週間を要するかもしれない。しかしこの手順にはせ

いぜい3週間以上を要するものではない。従って、エチオピアは2002年9月

13日までに1287人の捕虜を送還しなかったことによって捕虜条約第118条の

義務に違反しており、この77日間の遅れについてエリトリアに対して責任を

負う、と本委員会は判断する。(paras.144-163.)

仲裁判決

上記のことから、本委員会は以下のとおり決定する。

A.管轄権

1．本委員会は、被告国による捕虜の取り扱いに関する原告国の請求に関し、

一部の捕虜の解放．送還についての不当な遅延についての請求を含む、2000

年12月12日からその最終的な解放・送還までについての管轄権を有する。

2．本委員会は、2001年12月12日までに提出されなかった請求に関して、

管轄権を有しない。従って、以下の請求については、管轄権の欠如によって

退けられる。捕虜条約第13条に違反して侮辱および公衆の好奇心にさらさ

れたとの請求、およびこれに関連する命令の要求。捕虜条約第25条に違反

して女‘性捕虜が不適切な宿営・衛生条件を与えられた、との請求。そして、

捕虜条約第46条に違反して捕虜が収容所間の移送中に虐待された、との請

求。
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3．本手続き中に主張された他のすべての請求は、本委員会の管轄権内に属す

る。

B.適用法

1．2000年8月14日にエリトリアが1949年ジュネーヴ諸条約に加入するま

での事柄に関して、本請求に適用される国際法は、1949年ジュネーヴ四条

約の関連部分に示される慣習国際人道法を含む、‘慣習国際法である。

2．これらの条約の当該関係規定が、当該時点において、‘慣習国際法の一部分

ではない、といずれかの当事国が主張する時は、その挙証責任はその主張す

る国に負わされる。

3.2000年8月14日以後の事柄に関しては、本請求に適用される国際人道法

は1949年ジュネーヴ四条約の関連部分および‘慣習国際法である。

c.証拠上の諸問題

本委員会は、適用される国際法の違反についての当事国の責任を認定するた

めには、明白かつ確信をいだかせるに足る証拠を必要と考える。

D.国際法違反についての責任の認定

エチオピア国の軍人およびその他の公務員によってなされた以下の国際法違

反について、被告国は原告国に対して責任を負う。

1．捕獲時またはその直後におけるエリトリア人捕虜の殴打またはその他の違

法な虐待を防止する有効な措置をとらなかったこと。

2．捕獲地から最初の抑留地まで捕虜を履物なしで長距離を歩かせることがし

ばしばあったこと。

3．エリトリア人捕虜の個人的財産の保護を行わなかったこと。

4.1998年7月から2002年11月までに、Bilate,MaiChew,MaiKenetalお
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よびDedessa収容所において、エリトリア人捕虜に対して強制的な教化を

行ったこと。

5.MaiKenetal収容所に抑留されるエリトリア人捕虜の健康を深刻に悪化さ

せあるいはその健康を脅かすほどの健康状態を、この収容所において生じさ

せたこと。

6.2000年12月以前に、すべてのエリトリア人捕虜に対して、著しく栄養に

欠陥のある食事を提供したこと。

7．特にMaiKenetal収容所において、エリトリア人捕虜に必要な水準の医療

看護を提供しなかったこと。および、必要な予防的措置一初めから伝染病

催患捕虜を隔離すること、また、1998年5月から2000年12月までの間に

定期的健康診断を実施すること－を実施しなかったこと。

8.2002年に、合理的に必要とされる期間を越えて、77日間、1287人のエリ

トリア人捕虜の送還を遅らせたこと。

E.その他の認定

1.被告国あるいは被告国人員によって奪われたエリトリア人捕虜の個人的財

産の返還を命令するよう本委員会に求める原告国の要求は、否定される。

2．本件において提出されたその他すべての請求は、退けられる。

②部分的仲裁判決一捕虜一エチオピアの請求4(ET04)

管轄権

A.2000年12月12日以降に生じた請求権に対する管轄権

本請求(ET04)およびエリトリアの請求17(ER17)において、各当事国

は他方の捕虜取り扱いが国際法の基準に合致しないと主張する。この請求は明

らかに委員会の管轄権に属する。エチオピア（原告国）は、本請求及び関連す
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るER17において、協定上、本委員会は2000年12月12日以後に生じた捕虜

の待遇に基づく請求一捕虜の送還遅延についての請求を含む－に対する管

轄権を有さない、と主張する。従って、エチオピアはこの期間についての請求

を行っていない。しかしながら､その申述書および審理においてエチオピアは、

もし本委員会が敵対行為終了後の捕虜送還の遅延について管轄権を有すること

を決定するならば、エリトリア（被告国）がエチオピア人捕虜の解放を迅速に

行わなかったと認定すべきである、と主張している。本日のER17における部

分的仲裁判決において、本委員会は、捕虜送還に関するエリトリアの請求に対

する管轄権を有する、と判断している。従って、時間的管轄権については、本

委員会は、捕虜送還における遅延の主張に基づく両当事国の請求に対する管轄

権を有する。(paras.16-18.)

B.2001年12月12日までに提出されなかった請求に対する管轄権

送還に関するエチオピアの請求は2001年12月12日までに提出されてい

ないので、協定第5条8項により排除される。本手続きにおいてエチオピ

アによって主張されるその他すべての請求は、本委員会の管轄権内にある。

(paras.20-2L)

本案

A.適用法

(上記エリトリア請求17判決paras.3142.と実質上同-

B.証拠上の諸問題

(上記エリトリア請求17判決paras.43-52.と実質上同-
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c.法違反

エチオピアは、エリトリアの5か所の各収容所について、以下の11種類（あ

るいはそのほとんど）の違反を主張した。1捕虜の捕獲およびその収容所への

後送、2収容所における身体的・精神的虐待、3適切な医療看護の欠如、4不

健康な収容所環境、5捕虜の福利維持の欠如、6許容されない強制労働、7死

者の不適切な取り扱い、8申立手続きの欠如、9外部との連絡の禁止、10収容

所規則の不掲示、11収容所からの移送中の非人道的諸条件。本委員会は、そ

の任務として、個々の事件について、証拠によって示された違法性に関する当

事国の責任の決定を求められているのではない。両当事国による著しい法違反

一すなわち、通常、頻繁または広範囲のそれゆえ多くの数の犠牲者に影響す

る違法な作為・不作為である－についての責任を決定するのである。このよ

うな限定は、両当事国にとって請求をとりまとめて主張する上で実行可能なこ

とに限られるということ、そして本委員会にとって両当事国の用いうる時間と

資源に照らして判断する上で実行可能なことに限られるということから導かれ

る。(paras.49-54.)

ICRCの捕虜訪問のエリトリアによる不許可

1998年の武力紛争開始からICRCはエリトリア人捕虜およびその抑留され

ている収容所の訪問をエチオピアにより許可された。エリトリアにおいては、

ICRCは1998年に70人の傷病捕虜の送還において限定的な役割を果たしたが、

エリトリアに抑留されているエチオピア人捕虜を訪問するためのICRCの試み

は、2000年8月-1949年ジュネーヴ諸条約へのエリトリアの加入直後一

までは、ことごとく拒否された。エリトリアの主張によれば、ICRCが捕虜に

接触する権利は条約に基づく権利であり、ICRCにそのような接触を認める捕

虜条約の規定は慣習国際法を表明する規定ではない。エリトリアは、捕虜条約

のほとんどの規定が'慣習法になっていると認めながら、ICRCの接触に関する
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規定は‘慣習法としての′性質を持たない細目的規定あるいは手続き規定である、

と主張する。ICRCは、捕虜条約中の多くの規定において、重要な役割を与え

られている。これらの規定おいて、ICRCは、少なくとも、二つの異なった資

格で活動できることが示されている。一つは、救済を提供する人道的組織とし

て、もう一つは、利益保護国を補完して、あるいは利益保護国の無い場合の代

理として、捕虜の待遇について必要かつ重要な外部的監視を行う組織として。

利益保護国がエチオピアあるいはエリトリアによって提案されたという証拠を

本委員会は有しておらず、そして、どの国も利益保護国に指名されていない

ことは明らかであると思われる。しかしながら、捕虜条約は捕虜の待遇の外部

的な監視を明らかに求めており、第10条において、利益保護国やその他の監

視機関がない場合に、抑留国は、利益保護国の行う人道的任務について、「赤

十字国際委員会のような人道的団体・・・による役務の提供の申出を承諾しな

ければならないoJICRCの捕虜への接触権は第10条の場合に限られない。第

126条は、収容所および捕虜に接触する利益保護国の明確かつ重要な権利一

立会人なしに捕虜と会見する権利を含む－について規定しており、ICRCの

代表も同一の特権を享有する、と述べる。エチオピアは、主に第126条に依拠

して、エリトリアがICRCの捕虜接触を拒否することによってその法的義務に

違反した、と主張する。エリトリアは、このICRCによる捕虜への接触・捕虜

待遇の外部的監視規定が単なる細目的・手続き的規定であって‘慣習国際法の一

部になっていない、と主張する。しかし、本委員会はこのエリトリアの主張に

同意できない。これらの規定は、国際的‘慣行の中で発展し、捕虜条約に反映さ

れた、捕虜保護制度の重要部分である。これらの規定内容は、捕虜条約におい

て明確化されたという意味では、「条約に基づく」ものである。しかしながら、

これらの規定は過去の慣行を取り入れたものであり、法遵守確保において重要

なものであって、慣習国際法として適用しないということは考えられない。上

記の理由から、エリトリアは、1998年5月から2000年8月まで、ICRCに対
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して次のこと－エチオピア人捕虜が抑留されているあらゆる場所へのICRC

代表の派遣・訪問、それらの捕虜の登録、立会人なしでの会見、そして、捕虜

への救済・役務の提供一を許可しなかったことによって'慣習国際法に違反し

た。従って、エリトリアはこの拒否によって生じた被害について責任を負う。

(paras.55-62.)

捕獲時およびその直後における捕虜の虐待

エチオピアは、エリトリア部隊が捕獲時及びその直後にエチオピア人を日常

的に殴打し、そして、しばしば殺害した、と主張した。エチオピアは、明白か

つ確信をいだかせるに足る証拠により、この主張を裏付ける一応充分な証拠を

示した。エリトリアは反証を挙げていない。従って、エリトリアは、捕獲時あ

るいはその直後に殺害からの保護をしなかったことについて、また、殴打等の

暴行を許したことについて、その責任を負う。

エチオピアは、エリトリアが人道的な後送条件の確保を行わなかった、と主

張する。捕虜条約第20条に定められるように、捕虜は、抑留国軍隊と同様の

条件で、後送されなければならない。全般的に、エリトリアは捕虜を迅速に後

送するための必要な措置をとった。エリトリア部隊は戦場からの後送について

の法的要求を満たしていたが、その例外として、すべてのエチオピア人捕虜の

履物を奪っていたことがある。捕虜に裸足で歩かせることは非人道的な扱いで

あり、本委員会はこの点についてはエリトリアの責任を認定する。

国際法は捕虜の尋問を禁じていないが、捕虜が明らかにしなければならない

'情報を限定し､そして拷問や他の強制的な手段を禁止している。エチオピアは、

エリトリア人尋問者が尋問中頻繁に捕虜を脅迫・殴打したという明白かつ確信

をいだかせるに足る証拠を示し、エリトリアによる反証はなかった。従って、

そのような強制的な尋問を許したことについて、エリトリアは責任を負う。

エリトリア兵士が、エチオピア人捕虜の個人的所有物を広範かつ組織的に没
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収した、とエチオピアは主張する。この点に関する捕虜条約第17条・第18条

は’慣習国際法を示すものである。この請求に関して何らの反証もエリトリア

によって提出されなかった。エリトリアは、捕虜の個人的所有物の没収を防

止する必要な措置をとらなかった。従って、エリトリアは捕虜条約第17条・

第18条の義務に違反し、エチオピア人捕虜の被った損失について責任を負う。

(paras.65-79.)

捕虜収容所における身体的・精神的虐待

収容所看守により頻繁に捕虜の殴打が行われ、収容所長たちはこれらの虐待

抑止のためにほとんど何も行わなかった、ということが証拠によって示され

る。捕虜の中に良い待遇を受ける者と悪い待遇を受ける者が存在した、という

明らかな証拠がある。そのような差別は捕虜条約第16条によって禁止される。

ICRCの訪問開始後に、もし捕虜がICRCに虐待を知らせたら身体的処罰を加

える、と脅された、との証拠もある。エリトリアは、捕虜の身体的精神的虐待

について、ほとんど反証を示していない。結論として、1998年5月から2002

年8月の最後のエチオピア人捕虜の解放・送還まで、エリトリアは、捕虜収容

所においてエチオピア人捕虜の広範かつ継続的な身体的精神的虐待を許したこ

とにより、国際法に違反した。従って、エリトリアはそのような虐待に対して

責任を負う。(paras.82-86.)

収容所における不健康な状態

エチオピアの主張によれば、エリトリアの各捕虜収容所は捕虜を健康的な状

態においていない、とされる。Barentu収容所の捕虜の健康が著しく害された

という証拠は不十分である。Embakala,Digdigta,Afabet,Nakfaの各収容所に

おける宿営・衛生施設・飲料水・水浴施設および食糧の状態は、捕虜の健康保

護の基本的義務に著しく違反するものであり、このような違反によってこれら
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の捕虜の健康が著しく脅かされた。従って、エリトリアは、エチオピア人捕虜

の健康を脅かしたことについて責任を負う。(paras.91-103.)

収容所における不適切な医療看護

抑留国は、捕虜収容所において、医療援助を提供する義務を有する。大規模

な収容所においては伝染病の感染のより大きな恐れがあり、特に重要である。

捕虜条約第15,20,29,30,31,109,110条によって定められる保護は無条件のもので

あり、これらの規定は‘慣習国際法の一部である。エリトリア収容所における捕

虜の死亡率が異常に高いことを、証拠が示している。約1100人のエチオピア

人捕虜のうち48人が死亡した、と供述書において述べられる。エチオピアは

収容所で死亡した51人の名簿を示した。エリトリアは39人と見積もっている。

これらの死亡は、下痢や結核など、適切な医療看護によって回避しえた病によ

るものが多い、ということが証拠によって示される。エリトリアが捕虜全体に

対して捕虜条約で求められる健康維持の基本的医療看護を与えなかったとする

明白かつ確信をいだかせるに足る証拠が存在し、一応充分な証拠を示した場合

に該当する。全体として、エリトリアは医療看護提供に努力し、各恒久収容所

においてある程度の看護が行われたという証拠があるが、エチオピアによって

示された一応充分な証拠を覆すに足る質・程度の医療看護が存在したと判断す

るには、エリトリアの証拠は不十分である。従って、1998年5月から2002年

8月の最後のエチオピア人捕虜の解放・送還まで、エリトリアは、エチオピア

人捕虜に必要最小限の医療看護の提供を行わなかったことにより、国際法に違

反した。従って、エリトリアはこの慣習国際法違反に対して責任を負う。

最後に、本委員会は、エリトリアおよびエチオピアが、少なくとも現在のと

ころ、先進国と同水準の医療措置をとることを求められるものではない、とい

うことに留意する。しかしながら、財政・社会基盤が脆弱であることは、国際

人道法によって求められる最小限の医療看護水準を下回る理由にはならない。
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そのような医療看護の費用は、武力紛争において必要とされる他の費用と比べ

れば、大きなものではない。(paras.104-125.)

違法な労働条件

エリトリアは捕虜条約諸規定に違反して捕虜に労働を強いた、とエチオピア

は主張する。エチオピア人元捕虜の供述書によれば、重症・重病者は労働を免

除されたが、その他の傷病者は、労働に適しないにもかかわらず、労働を強い

られた。また､将校も、捕虜条約第49条に違反して､労働を強いられた。また、

エチオピア人捕虜が休息を取ろうとした時や重い荷物を運べないと判断した時

に、エリトリア人看守にしばしば殴られた。そのような扱いは捕虜条約第13

条のみならず第51条にも違反する。また、捕虜条約第27条や第51条で求め

られる適切な労働条件を捕虜に与えなかった－例えば、作業中に靴を履かせ

なかったことや食事時以外に水を飲ませなかったなど－．また、捕虜条約第

53条に違反する過剰な労働時間が要求された。また、捕虜条約第54条および

62条で求められる労働賃金が支払われなかった。エチオピアは、エリトリア

が捕虜条約第50条に違反して捕虜に軍事的性質の作業を行うよう求めた、と

主張する。しかしながら､この主張を裏付ける何らの証拠も提出されていない。

収容所および看守のために宿舎その他の施設を建設することは第50条の下で

許される。道路建設も－軍事的性質・目的のものと証明されない限り一公

益事業と考えられる。従って、本委員会はエリトリアの捕虜条約第50条違反

を認めない。結論として、本委員会は、エリトリアが捕虜条約第13条、27条、

49条、51条、53条、54条そして62条に違反する条件でエチオピア人捕虜に

労働をさせた、と判断する。従って、エリトリアはこれらの違法な労働条件に

ついて責任を負う。(paras.126-134.)
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収容所間の移動条件

収容所間の移動中にエリトリアは捕虜を非人道的に扱った、とエチオピアは

主張する。捕虜条約第46条・第47条は抑留国に人道的な移動－少なくとも

自国軍隊の移動条件よりも不利でないもの－を求めている。エリトリアは、

自国軍隊も同様の移動条件であった、と反駁した。しかしながら、エリトリア

は捕虜の人道的な移動の実施のためにできることを行わなかった、との証拠が

ある。移動中に故意に虐待が加えられることがあった。そしてエリトリアは、

そのような暴行を効果的に防ぐ措置をとらなかった。エリトリアによる有効な

反駁がないので、本委員会は、収容所間の移動中に捕虜が不必要な苦痛を受け

たことについてエリトリアが責任を負う、と判断する。(paras.135-138.)

収容所規則の不掲示および申立の不許容

収容所規則の不掲示および申立の不許容についてのエチオピアの請求は、こ

れまで検討してきた他の請求に比べて、重要性は低い。収容所規則の不掲示に

ついての請求は、証明されないとして、退けられる。捕虜条約第78条におい

て、捕虜に、要請・苦情の申し立てが認められている。本委員会は、この捕虜

の苦情申し立ての権利が諸条約および′慣習法上の権利であることを認める。本

委員会は、エリトリアが国際法上の義務に違反してエチオピア人捕虜に苦‘情申

し立てを認めなかった、と判断する。さらに、苦情を申し立てようとした捕虜

に対して、他の捕虜からの隔離や看守による殴打などの違法な制裁が加えられ

た。従って、エリトリアはこれらの違反に対して責任を負う。(paras.143-150.)

仲裁判決

上記のことから、本委員会は以下のとおり決定する。
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A.管轄権

1．本委員会は、2001年12月12日までに提出されなかった請求に関して、

管轄権を有しない。被告国による捕虜の送還遅延に関して原告国の申述書に

おいてはじめて主張された請求は、管轄権欠如により、退けられる。

2．本手続き中に主張された他のすべての請求は、本委員会の管轄権内に属す

る。

B.適用法

1．エリトリアが1949年ジユネーヴ諸条約に加入2000年8月14日発効

一するまでの事柄に関して、本請求に適用される国際法は、1949年ジュ

ネーヴ四条約の関連部分に示される’慣習国際人道法を含む、‘慣習国際法であ

る。

2．これらの条約の当該関係規定が、当該時点において、‘慣習国際法の一部分

ではない、といずれかの当事国が主張する時は、その挙証責任はその主張す

る国に負わされる。

3.2000年8月14日以後の事柄に関しては、本請求に適用される国際法は、

1949年ジュネーヴ四条約の関連部分および'慣習国際法である。

c.証拠上の諸問題

本委員会は、適用される国際法の違反についての当事国の責任を認定するた

めには、明白かつ確信をいだかせるに足る証拠を必要と考える。

D.国際法違反についての責任の認定

エリトリア国の軍人およびその他の公務員によってなされた以下の国際法違

反について、被告国は原告国に対して責任を負う。

1.1998年5月から2000年8月まで、ICRCに対して次のこと－エチオピ
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ア人捕虜が抑留されているあらゆる場所へのICRC代表の派遣・訪問、それ

らの捕虜の登録、立会人なしでの会見、そして、捕虜への救済・役務の提供

一を許可しなかったこと。

2．エチオピア人捕虜が捕獲時あるいはその直後に殺害されないよう、保護し

なかったこと。

3．エチオピア人捕虜の殴打あるいはその他の身体的虐待一捕獲時あるいは

その直後に頻繁に生じた一を許容したこと。

4．捕獲地から最初の抑留地までの長い歩行中、すべてのエチオピア人捕虜か

ら履物を奪ったこと。

5．尋問中、エリトリアの人員がエチオピア人捕虜を脅迫し殴打すること－

捕獲時あるいはその直後に頻繁に生じた－を許容したこと。

6．エチオピア人捕虜から個人的所有物を一般的に没収したこと。

7．1998年5月から2002年8月まで、収容所におけるエチオピア人捕虜の広

範かつ継続的な身体的精神的虐待を許容したこと。

8.Embakala,Digdigta,AfabetそしてNakfa収容所において、適切な宿営・

衛生・飲用水・水浴施設および食料を与えなかったことにより、エチオピア

人捕虜の健康を著しく脅かしたこと。

9．1998年5月から2002年8月まで、エチオピア人捕虜に必要な水準の医療

看護を提供しなかったこと。および、伝染病催患捕虜の隔離や定期的健康診

断実施による必要な予防的措置を行わなかったこと。

10.違法な条件でエチオピア人捕虜を労働させたこと。

11.収容所間の移動中、捕虜に不必要な苦痛を与えることを許容したこと。

12．収容所において苦情･救済の申立をエチオピア人捕虜に許さなかったこと。

そして、しばしば、それを試みた捕虜を処罰したこと。
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E.その他の認定

1．被告国による〃sadbelﾉ"脚違反の主張に基づく請求については、今後の手

続きにおける決定に委ねられる。

2．本件において提出されたその他すべての請求は、退けられる。

[最終的仲裁判決］

2009年8月17日に下された最終的仲裁判決において、この両国の捕虜の取

り扱いに関する請求について、それぞれ以下の賠償金額が両国に対して命じら

れた。

①最終的仲裁判決一エリトリアの賠償請求

Ⅳ.-F.捕虜

2．本委員会の結論

本委員会の請求は、個人的被害者の請求ではなく、当事国の請求である。約

2600人のエリトリア人が武力紛争中に捕虜として抑留された．エチオピアに

責任がある捕虜に関する違反は、全体として、本委員会がエリトリアについて

認定した責任に比べて、より軽いものであるが、エリトリア人犠牲者の数の多

さを考慮しなければならない。上記の考慮から、本委員会は、エリトリア人捕

虜の違法な待遇について、エリトリアヘの四百万米ドルの支払いを認定する。

(paras.229-233.)

Ⅸ、仲裁判決

本委員会は、エチオピアによる/"，加脇/o違反について、エリトリアヘの以

下の賠償支払いを認定する。

5．捕虜の虐待について、四百万米ドル
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②最終的仲裁判決一エチオピアの賠償請求

X・－A・捕虜

2.本委員会の結論

約1100人のエチオピア人が武力紛争中に捕虜として抑留された。本委員会

は、エチオピア人捕虜の違法な待遇について、エチオピアへの七百五十万米ド

ルの支払いを認定する。(paras.211-213.）

XⅡ．仲裁判決

A.本委員会は、エリトリアによる如加bello違反について、エチオピアへの

以下の賠償支払いを認定する。

9．エチオピア人捕虜の虐待について、七百五十万米ドル
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