
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

国際法における緊急避難(
Digest_要約 )

山田, 卓平

山田, 卓平. 国際法における緊急避難. 京都大学, 2016, 博士(法学)

2016-07-25

https://doi.org/10.14989/doctor.r13038

学位規則第9条第2項により要約公開



（要約） 
 

国際法における緊急避難 
 

山田 卓平 
 
序論  
 
国内法（特に刑法）では、一般的緊急例外規則が設けられることが多い。しかし、国際法におけ

る一般的緊急例外理論は、長きにわたって批判に晒されてきた。確かに、客観的判断機関が整備さ

れているとは言い難い国際社会では、国際義務違反の口実として一般的緊急例外が多用されるかも

しれないという懸念は理解できる。 
しかし、逆説的だが、むしろそのような国際社会の構造ゆえに、緊急例外は必要とされるように

思われる。現実として国家緊急事態が発生し、国際法においても「法の極みは不正の極み（Summum 
ius, summa iniuria.）」という場合が生じうる。このような場合でも例外を認めず、国際義務に抵触す

る避難行為からは常に国際違法行為責任が生じるとされるなら、ただでさえ国内法よりも軽視され

やすい国際法を、緊急事態国は決定的に無視するようになってしまうかもしれない。つまり「緊急

は法をもたない（Necessitas non habet legem.）」という態度の横行が懸念されるのである。確かに、

緊急例外規則がなければ本規則の濫用は起こりえない。しかしその場合には、国際法そのものの実

質的無視という、より大きな害悪を招きかねない。したがって、緊急事態国を国際法による正当化

の土俵に止めておくために、緊急例外規則は必要である。それは、国家緊急事態における法の支配

の追求の一環と言い換えることができる。 
この点で注目されるのが、一般的緊急例外（緊急避難）規則を支持する近年の動向である。その

代表例が、2001 年に国連国際法委員会（ILC）が採択し国連総会決議でテイクノートされた国家責

任条文の第 25 条「緊急避難（Necessity）」である。ここでは、消極的な規定方法ではあるが、一定

の要件を充たせば緊急避難を理由に違法性が阻却されうると規定される。これより前の 1997 年に

は、国際司法裁判所（ICJ）がガブチコボ・ナジマロシュ計画事件判決において、当時 ILC で検討さ

れていた緊急避難規定草案（第 1 読草案第 33 条）を念頭に置きつつ、「緊急事態は、国際義務に合

致しない行為の違法性を阻却するために慣習国際法により承認された根拠」だと明言した。 
 しかし、国際法における一般的緊急例外理論への強い批判の歴史に鑑みれば、以上のような動向

には一抹の不安を感じる。一般的緊急例外の否定説が実際に指摘してきた最大の問題点は、濫用の

懸念である。ある法規範の濫用を抑止するために最も実効的な方法は、できる限り義務的な判断機

関を整備することだろうが、現在の国際社会においても、このような機関が十分に整備されている

とは言えない。この観点から留意すべきなのは、国家責任条文第 25 条は適用対象となる国際義務

を限定しない「一般規則」として定式化されていることである。しかし、国際法においても緊急例

外規則が必要だからといって、それは、「一般規則」という形でなければならないことを必ずしも意

味しない。したがって、一般的緊急例外への批判の歴史を今一度想起した上で、果たしてこのよう

な一般規則が確立しているのか、国際実践の検討を踏まえて慎重に問い直さなければならない。 
その一方で、一般的緊急例外に対する過去の批判を現在でもそのまま妥当するものとして無条件

に引用することにも、躊躇を覚える。義務的判断機関の整備が不十分だからといって、ア・プリオ

リに他国の利益・権利を一方的に制限することを許す国際法規範は認められないということにはな

らない。判断機関が十分に整備されない限り、濫用のおそれが大きい規範は認められないというの

であれば、たとえば自衛権も認められないことになるであろう。思うに、規範内容の明確化や精緻

な要件の設定などの地道な作業が、恣意的な解釈を抑止し濫用を防止することに一定程度は繋がり

うるのであり、その作業こそが法学者の重要な仕事の一つである。その観点から問題視されるのは、

現在の否定論者が、今までの一般的緊急例外理論の内容の進化とそれを受けた最近の国際実践の転

回を、必ずしも適正に評価していないように感じられることである。 
 したがって、一方で否定論者に対抗すべく、最近の国際実践の転回と、その背景としての一般的

緊急例外理論の進化を浮き彫りにしつつ、他方で安易な肯定論者に釘を刺すべく、批判の歴史を振

り返った上で、理論の進化が果たしてどこまで最近の国際実践に反映しているかの検証が必要であ

る。 



 以上の問題意識より、本論文は次の 2 つの課題を検討する。まず第 1 部で、緊急避難の慣習法性

の検証、すなわち緊急避難が慣習国際法規則と言えるかを検討する。緊急避難は従来から慣習法規

則として確立してきたのか（第 1 章、第 2 章）。そして現在においてはどうか（第 3 章）。次に第 2
部では、緊急避難の正当性を検証する。具体的には、現在の緊急避難では過去の批判がどこまで克

服されているかを検討する。一般的緊急例外理論への批判はいかなる理由によるものだったか（第

1 章）。批判を克服すべく、理論内容はどのように進化してきたか（第 2 章）。その進化は、近年の

国際実践にどこまで反映されているか（第 3 章、第 4 章）。そして、批判克服のためには国家責任

法において緊急避難にどのような理論的位置が与えられるべきか（第 5 章）。 
 
第 1 部 慣習法性の検証  
 
＜第 1 章 従来の国際実践における緊急避難の不受容＞ 
 
 緊急避難規則の形成や存在に肯定的または少なくとも否定しなかった例と ILC において継続的

に評価された実行は、ポルトガルによる英国民財産徴発事件（1832 年）、キャロライン号事件（1837
～42 年）、ロシアによるオットセイ捕獲禁止措置（1893 年）、中央ロドピの森事件（1933 年）、トリ

ー・キャニオン号事件（1967 年）の 5 件である。そこで、本章はこれらの実行を検討する。検討の

結果、5 件のうち、結論を保留にしたキャロライン号事件を除いて、同規則の形成を導くとみなせ

るものがないことが明らかとなる。 
同様に、ILC で継続的に紹介されてきた国際裁判例を検討する。すなわち、ベネズエラ鉄道フラ

ンス会社事件仏・ベネズエラ混合請求委員会裁定（1905 年）、対ロシア補償事件常設仲裁裁判所判

決（1912 年）、セルビア公債事件 PCIJ 判決（1929 年）、ベルギー商事会社事件 PCIJ 判決（1939 年）

である。その検討結果は以下の通りである。国際裁判例でも、常設の裁判所での肯定例はない。仲

裁裁判では、肯定したとの評価が可能な判断例（ベネズエラ鉄道フランス会社事件、対ロシア補償

事件）がないわけではないが、いずれも 20 世紀初頭のものであり、しかもその後同様の肯定例を

見つけることはできない。1990 年代には、むしろ否定した判断例（レインボー・ウォーリヤー号事

件）や意図的に結論を避けた例（ラフィコ対ブルンジ共和国事件）さえ見られる。 
以上の検討から、緊急避難規則が従来から慣習法上確立していたとは言いないと結論される。 

 
＜第 2 章 緊急事態への従来の対応方法＞ 

 
もっとも、そのことはもちろん、国家緊急事態が今まで生じてこなかったことを意味しない。で

は国際法は、いかにして緊急事態に対応してきたのだろうか。本章では、緊急事態への対応は、通

常規則レベル（義務違反の解釈や金銭賠償算定）での考慮、または個別的例外規則の定立・適用に

依ってきたことを確認する。個別的例外規則としては、経済、海洋汚染防止、外国人保護、人権、

武力規制、軍備規制の諸分野における例外規則を概観する。 
 
＜第 3 章 近年の国際実践における緊急避難受容への転回＞ 
 
しかし、潮目が変わる国際裁判所判決が 1997 年に下された。それは、ガブチコボ・ナジマロシュ

計画事件 ICJ 判決である。それでは、緊急避難は、現在では慣習国際法規則として確立するに至っ

たか。本章では最近の国際実践を検討する。国家実行としては、エスタイ号拿捕事件、ガブチコボ・

ナジマロシュ計画事件、サイガ号（第 2）事件、パレスチナ分離壁事件、対アルゼンチン投資紛争

における関係国の主張を検討した。加えて、ICJ、国際海洋法裁判所、国際投資仲裁での裁判例も分

析した。その結果は以下の通りである。 
まだ国家実行の数が限られていることに加えて、最近では国際投資仲裁を中心にこの点を疑問視

したり判断を避けたりする例も散見される。したがって、現時点において緊急避難がすでに慣習法

規則化したと断言することには躊躇を覚える。しかしそれでも、一般的に緊急避難規則の存在を支

持する国家意見が大勢であることのみならず、具体的事案において緊急避難援用によって不利益を

受けうる国々が、緊急避難という例外事由の存在自体は特に争わずに、代わりに事実に照らして不



適用や要件不充足を主張している傾向を、重視しなければならない。さらに国際裁判例でも、全体

としてみるならば、ガブチコボ・ナジマロシュ計画事件判決を踏襲して緊急避難を慣習法規則と位

置づける判断が、ICJ のみならず国際投資仲裁においても多いことに留意が必要である。したがっ

て、緊急避難が現時点で慣習国際法規則として確立しているかどうかはともかく、「慣習法化への

方向に進んでいる」ことは否定できないと結論される。 
 
第 2 部 正当性の検証  
 
しかし、緊急避難をめぐる研究は、以上のように国際実践の現状を描写して終わるべきものでは

ない。留意すべきなのは、最近の国際実践の転回は、ガブチコボ・ナジマロシュ計画事件 ICJ 判決

が分水嶺になっていることである。 
他方、現在において「慣習法化への方向に進んでいる」規範は、かつて批判に晒されていた一般

的緊急例外理論と同内容ではないはずである。だとすれば、現在までの一般的緊急例外の規範内容

の進化を実証的に追った上で、どこまでかつての批判を克服できているかを検討すべきであろう。

これは、規範内容およびその適用実態がどこまで「あるべき法」に合致するかの検討であり、正当

性の程度の検証とも言える。 
 
＜第 1 章 一般的緊急例外への批判理由＞ 
 
国際法における一般的緊急例外規則は長きにわたって批判に晒されてきたが、それはいかなる理

由によるか。第 1 に、客観的判断機関を欠く国際社会の構造ゆえに、一般的緊急例外理論は恣意的

に援用されるおそれがあるし、実際に濫用されてきたと主張される。第 2 に、より理論的な観点で

は、国際社会の現状が平等な国家間社会である以上、自己保存の絶対性・至上性を主張したところ

で、なぜ無辜の相手国の権利を犠牲にできるのかを説明できない、と批判される。第 3 に、武力行

使禁止原則との抵触が多いことも批判される。 
 
＜第 2 章 批判克服に向けての一般的緊急例外理論への進化＞ 
 
それでは、現在において「慣習法化への方向に進んでいる」緊急避難の規範内容およびその適用

実態に対しても、これらの批判は完全に当てはまるのか。現在の緊急避難はかつて批判に晒されて

いた理論と必ずしも同じ内容のままではないとすれば、その相違を踏まえた上でなければ、現在に

おける規範内容や適用実態の正当性は評価できないのではないか。そこで本章では、現在に至るま

での一般的緊急例外理論の進化を追う。 
第 1 の批判（濫用の危険）に関連して注目されるのは、一般的緊急例外の議論の歴史

において、様々な具体的な規範内容の進化が抽出されることである。これらは、濫用の危

険に対応するための一般的緊急例外理論の進化と位置づけることができる。個別的例外

よりもずっと適用範囲が広い一般規則としての緊急例外には、特に厳格な要件設定など

が必要だったのである。このような進化があったからこそ、諸国はようやく一般的緊急例

外を受容できるようになった。 
第 2 の国家平等原則との抵触批判への規範的対応として最も重要なのは、均衡性要件

の導入である。これは社会功利性原理により無辜の相手国の権利侵害を根拠づけ、それに

よって国家平等原則と理論的に折り合いをつける考え方を含意する。同時に ILC は、均

衡性要件の判断基準の絶対化により、国際社会における対立利益の比較の困難という現

実への対応も図っている。さらには、損失についての金銭支払義務により、相手側への負

担転嫁を緩和しようとしたことも注目される。 
第 3 の武力行使禁止原則との抵触批判への対応として、強行規範に抵触する避難行為

を排除することを通して、国連憲章 2 条 4 項に反する武力行使すべてを排除する立場が

ILC で確認された。この確認こそが、ILC 委員や諸国家から緊急避難規定への支持を取

り付けるために、特に大きな役割を果たした。 
 



＜第 3 章 近年の解釈適用実践に見る緊急避難の規範内容と適用実態＞ 
 
実定法の発展方向を探るためには、諸国家の行動を精査する必要がある。緊急避難についても、

「慣習法化への方向に進んでいる」規範の内容や適用実態を把握するために、国際実践における解

釈適用例の実証的検討が必要である。そして、これらにおける解釈内容や適用方法が今後さらに「生

の国家実行」に波及していったときに、果たして過去の批判理由を克服し続けられるか、という視

点が必要である。以上の問題意識により、本章では近年の国際実践を詳細に検討する。 
 

＜第 4 章 批判克服の現状についての評価＞ 
 
前章の国際実践検討により、以下のような評価が導かれる。 
 
［第 1 の批判（濫用の危険）に対して］ 
 
確かに、「重大かつ急迫した危険」と避難手段の唯一性の 2 要件は、ほぼ ILC の想定通

り厳格な基準で適用されている。武力行使排除についても、今のところ矛盾する国際実践

はない。濫用の危険拡大が懸念された「国際社会全体の不可欠の利益」の保全利益への追

加も、それに従う援用例は今のところ確認できない。したがって、国際裁判例を中心とし

た国際実践において、緊急避難は概して厳格に適用されてきている。 
しかし、国際裁判例においてすら、緊急避難適用排除、利益の不可欠性要件、均衡性要

件、金銭支払義務が、緊急避難援用を限定するべく、実質的に機能しているように思えな

いことが危惧される。特に以下の 2 点は問題である。第 1 に、どの分野でも、緊急例外

条項がない場合には緊急避難が適用され、条項がある場合でも、その適用が認められる

か、せいぜい適用可否についての判断が避けられるだけである。つまり、黙示的適用排除

が認められておらず、結果として、緊急避難の適用範囲が広範となってしまっている。第

2 に、金銭支払義務が確立しているか不明である。 
 
［第 2 の批判（国家平等原則との抵触）に対して］ 
 
第 2 の国家平等原則との抵触批判への規範的対応として最も重要なのは、社会功利性

原理を基礎とした均衡性要件の導入であった。これにより、理論的に国家平等原則との

抵触が解決もしくは少なくとも緩和される。さらには、損失についての金銭支払義務に

より、避難行為の相手側への負担転嫁を緩和しようとしたことが注目された。国際実践

を検討する限り、均衡性要件については、基準の不明確さゆえに今後の国家実行での恣

意的解釈が不安視されるものの、本要件自体は無視されずに適用されているので、国家

平等原則との抵触の理論的克服というレベルでは、特に問題ないかもしれない。しかし、

金銭支払義務については確立しているか不明であり、無辜の相手側への負担転嫁の緩和

が保証されていない。 
 
［第 3 の批判（武力行使禁止原則との抵触）に対して］ 
 
第 3 の武力行使禁止原則との抵触批判への対応として、強行規範に抵触する避難行為

を排除することを通して、国連憲章 2 条 4 項に反する武力行使すべてを排除する立場が

ILC で確認された。この確認こそが、緊急避難規定への支持を取り付けるために、特に大

きな役割を果たした。この点については、最近の国際実践を見る限り、反対の実行は今の

ところ確認されていない。したがって、武力行使禁止原則との抵触批判に対しては、少な

くとも現在のところ、対応に成功していると評価できる。 
 
＜第 5 章 より批判を克服しうる理論的位置の提言＞ 
 



前章までの検討により、現在における緊急避難の規範内容や適用実態について、過去

の批判理由を克服している面と、なお克服しきれているか不安視される面があることが

明らかとなった。そこで本章では、克服している部分はさらに固定化し、克服に不安が残

る部分は手当てすることを意識しつつ、国家責任法体系における緊急避難のより正当な

位置づけを探る。その検討の結果、有責性阻却・軽減説が望ましいとの結論に至る。 
 
結語  

 
 本論文の検討をまとめると、以下の通りである。 
 
［緊急避難の慣習法性について］ 
 

緊急避難についての国家実行の数がまだ限られていることに加えて、最近では国際投

資仲裁を中心に緊急避難の慣習法規則性の明言をあえて避ける裁判例も散見されること

から、現時点において、緊急避難がすでに慣習法規則化したとは断言できない。 
しかしそれでも、一般的に緊急避難規則の存在を支持する国家意見が大勢であること

のみならず、具体的事案において緊急避難援用によって不利益を受けうる国々が、緊急避

難規則の存在自体は特に争わずに、代わりに事実に照らして不適用や要件不充足を主張

している傾向は、注目に値する。国際裁判例でも、緊急避難を慣習法規則と位置づける判

断が、ICJ のみならず国際投資仲裁においても多いことは間違いない。したがって、緊急

避難が現時点で慣習法規則として確立しているかどうかはともかく、「慣習法化への方向

に進んでいる」ことは否定できない。 
 

［緊急避難の正当性について］ 
 

それでは、「慣習法化への方向に進んでいる」と思われる規範の内容およびその適用実

態は、どこまで正当性を具備しているか。この課題のために、本論文では、過去の批判理

由がどこまで克服されているかを検討る。 
第 1 に、濫用の危険についてはどうか。確かに、「重大かつ急迫した危険」と避難手段

の唯一性の 2 要件が厳格に適用され、不寄与要件の基準が詳細化されている。武力行使

排除も今のところ破られていない。「国際社会全体の不可欠の利益」の保全利益への追加

の実践は確認できない。以上のことは、濫用抑止に繋がる。しかし他方で、国際裁判例に

おいてすら、適用排除、利益の不可欠性要件、均衡性要件、金銭支払義務が、緊急避難援

用を限定するべく実質的に機能しているように思えない。特に、適用排除がほとんど限定

機能を果たさずに緊急避難の適用範囲が広範となってしまっていることと、金銭支払義

務の確立が不明であることの 2 点は、今後の国家実行でますます緊急避難が援用されて

いったときに、その濫用の抑止に不安を感じさせる。 
第 2 に、国家平等原則との抵触についてはどうか。緊急避難規則を本原則と理論的に

調和させる意味を持っていたのが、均衡性要件の導入だった。加えて、金銭支払義務も抵

触緩和に寄与しうる。この点、国際実践において、均衡性要件は適用されているが、金銭

支払義務については確立しているか不明であり、無辜の相手側への負担転嫁の緩和が保

証されていないのは残念である。 
第 3 に、武力行使禁止原則との抵触についてはどうか。これについては、強行規範抵

触行為の排除を通して、国連憲章 2 条 4 項に反する武力行使すべてを排除する立場が ILC
で確認されたことが注目される。そして最近の国際実践を見る限り、反対の実行は今のと

ころ確認されていない。 
以上より、慣習法化しつつある規範は、かつての批判理由を相当程度克服していると言

えるが、特に濫用抑止のための理論進化は、必ずしも国際実践において十分に受容されて

いるとは言い難い現状にあり、今後国家実行での援用が進んだ時に懸念が顕在化する、す

なわち緊急避難の正当性が疑われるようになる可能性がある。 



それでは、批判理由を克服している部分はさらに固定化し、克服に不安が残る部分は手

当てすることを意識したとき、国家責任法体系において緊急避難をどのように位置づけ

るべきか。本論文では、理論的説明の明快性、国際的合法性の確保、金銭支払義務の根拠

づけの諸点に鑑み、有責性阻却・軽減事由の一つとすべきと提言する。 
 
［今後の課題］ 
 

以上の検討結果を踏まえて、最後に、かつての批判をさらに克服し、緊急避難をより正

当性を具備した実定国際法規則として定着させていくための課題として、緊急避難の規

範内容のさらなる緻密化・明確化、国家責任法体系の見直し、個別的緊急例外規則の整備

の必要を指摘する。 




