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【研究ノート】 

政府及び軍と ICRC 等との関係 

―日清戦争から太平洋戦争まで― 
（前編） 

 
立川 京一 
宿久 晴彦 

 

〈要 旨〉 
 1863 年に採択された赤十字規約は、各国赤十字社の事業を戦時における軍隊の衛生活動

の援助と規定し、各国政府とあらかじめ取決めを交わしておいて、実際に活動するに際し

ては、その都度、政府に容認してもらい、戦時においては、軍との協議によって救護の実

施場所を決め、そして、救護者の派遣に際しても軍の要請か許可に基づき、派遣先では軍

の指揮下に入るというように、政府及び軍との関係を規定した。こうした赤十字規約の基

本理念が、ICRC（赤十字国際委員会）と日本赤十字社ほか各国赤十字社の活動の礎になっ

ている。 

 

 

はじめに 
 

本稿は、日清戦争から太平洋戦争までの間における日本の政府及び軍と ICRC（赤十字

国際委員会）や日本赤十字社（日赤）等各国赤十字社との関係について、戦時・平時別に

年代を追って検討した成果である。とりわけ本稿においては、政府及び軍と ICRC 等との

間の関係を規定している国際条約や赤十字社の規則等、日本軍及び日本の交戦相手国軍の

捕虜の収容から送還までの間における ICRC 等の関与、日本の政府及び軍の対応、ICRC 等

と日本の政府及び軍の関係上の問題点及び教訓等を主たる対象としている。あわせて、捕

虜の取扱いに関する事柄以外の戦時における ICRC 等の事業と平時における事業にも言及

する。ただし、ICRC は主として戦時に活動する国際組織であったため、平時の活動につ

いては、日赤における戦時事業の準備に対象を絞る。 

本稿は大きく分けて 2 つの部分からなる。第 1 節では、政府及び軍と ICRC 等との関係

について、赤十字に関する国際条約や赤十字社の規則等といった法制度面からのアプロー
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チを試みる。そして、政府及び軍と ICRC 等の関係が、いかなる規定によって、どのよう

に定められていたのかを明らかにする。また、日本陸海軍と日赤がどのような仕組みによ

って具体的な関係を築いていたのかについても、あわせて明らかにする。さらに、捕虜に

関する活動に ICRC 等が関与するようになった経緯についても論じる。 

第 2 節では、ICRC 等の戦時・平時における活動とそこに見られる政府及び軍との関係

について、日赤の活動を中心に年代を追って検討する。先に述べたように、戦時における

事業は捕虜に関する活動を主たる対象として、あわせて、その他の活動に関しても論じる。

また、平時における事業については、日赤による戦時事業の準備を対象とする。なお、そ

こで取上げる戦争は、19 世紀末以降、日本が直接参加した国際紛争もしくは二国間紛争で

ある。具体的には、日清戦争、北清事変（義和団の乱）、日露戦争、第一次世界大戦、シベ

リア出兵、満州事変、日中戦争（支那事変）、そして、太平洋戦争（大東亜戦争）である。 

 本稿が依拠する一次資料に関して述べておきたい。日赤の文書は、その前身である博愛

社の時代から 1930 年頃までの文書のうち、破棄、散逸を免れたものが現存する。元々、同

文書は日赤本社が保管していたのであるが、本社建て替えの際に博物館明治村に移されて

所蔵されていた。それが 2005 年 1 月に日赤豊田看護大学（愛知県豊田市）へ移管され、同

大学講師の河合利修氏を中心に整理、マイクロフィルム化が進められ、折しも 2007 年 5

月から一般の閲覧が可能となった(1)。なお、日本赤十字社の活動については、日赤文書を

もとにして同社の歴史を記述した日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』シリーズ（日本赤

十字社、1911 年～）をあわせて参照した。 

 外務省外交史料館は日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、シベリア出兵、そして、第

二次世界大戦における捕虜の取扱いと ICRC 等の活動に関する史料のほか、平時における

ICRC 等に関係する史料も所蔵している。 

防衛省防衛研究所図書館は軍部が作成した戦争中の捕虜の取扱いに関する文書や、軍部

と日赤の間で交わされた文書等を所蔵しているが、現存する文書は日露戦争から日中戦争

期の 1940 年までのものが中心で、太平洋戦争中に作成された文書は 1942 年までのものが

断片的に現存する程度である。数は少ないが、終戦後に作成された文書も所蔵している。 

 太平洋戦争期に ICRC と日本の内地と外地及び日本軍占領地域等に駐在していた ICRC

代表の間で交わされた通信は、スイスのジュネーブに所在する ICRC が所蔵しており、一

般の閲覧に供している。また、太平洋戦争で連合国軍の捕虜となった日本軍将兵に関する

文書も、同様に ICRC が所蔵し、一般に公開している。 

                                                           
(1) 2007 年 4 月 20 日に防衛研究所で実施した戦争史研究会「日赤史料概観」における河合利修・日

本赤十字豊田看護大学講師の報告。 
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 なお、用語の問題として、今日では「捕虜」という言葉が一般的に使用されているが、

太平洋戦争の頃までは「俘虜」という言葉が公式には用いられていた。しかし、本稿では、

歴史用語や史資料の引用等の場合を除き、一般的な用語である「捕虜」を用いる。また、

読みやすさを考慮して、旧漢字は新漢字に改めた。 

 

１ 政府及び軍と ICRC 等との関係――法制度面からのアプローチ 
 

(1) ICRC の規約、赤十字条約等 

ア 赤十字規約 

 ICRC 等と政府及び軍との関係を原点に立ち戻って検討したい。赤十字関連の規則類で

も古いものは、1863 年 10 月に採択された「赤十字規約」である。同規約は戦時におけ

る救護組織の目的と活動規則を定め、各国に負傷者を救護するための民間救護社を組織す

ることを決めたものである(2)。同規約は全 10 条からなるが、そのうち、第三条が政府との

関係に、第一条、第五条、第六条が軍との関係に言及している。 

 

第一条 各邦一ノ中央委員ヲ組織シ戦争アルニ臨ミ其力ノ及フ限リ軍陣医療ノ業ヲ幇助

スヘシ但シ委員ノ組織ハ各邦適宜ノ法ニ由ルヲ得ヘシ 

第三条 各邦ノ中央委員ハ其国ノ政府ト約束シ其事業ヲ実施スル場合アル毎ニ必ス政府 

ノ之ヲ甘受スヘキヲ予定スヘシ 

第五条 戦時ニ於テハ戦斗国ノ委員其力ノ及フ限リ本国ノ兵ヲ救助スヘシ殊ニ義勇看病

人ヲ整理シテ其職ニ服事セシメ陸軍官ト協議シテ被傷者看護ノ場所ヲ設クヘシ但シ戦

斗国ノ委員ハ局外中立ノ委員ニ請フテ其補助ヲ求ルヲ得ヘシ 

第六条 中央委員ハ陸軍官ノ請求ニ由リ若クハ其認可ヲ経レハ義勇救護人ヲ戦地ニ送ル

ヘシ但シ此場合ニ於テハ軍隊司令官ノ指揮ニ随フヘシ(3) 

 

 これら各条について、若干、わかりやすく解説する。第一条は、各国に救護の中央組織

（のちの赤十字社等）を一つ設けることと、戦時に軍隊の衛生活動、すなわち負傷者の治

療と看護を援助することがその役割であることを定めている。第三条は、各国の中央組織

が政府と約束を交わして、事業を実施する際は、その都度、政府に受け入れてもらえるよ

                                                           
(2) 井上忠男『戦争と救済の文明史――赤十字と国際人道法のなりたち』（PHP 研究所、2003 年）、60-61

ページ。 
(3) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』（日本赤十字社、1911 年）、11-12 ページ、佐藤信一『赤十

字百年』（朝日出版社、1963 年）、32 ページ。 
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うにするべきであると定めている。第五条は、戦時において兵士の救助に尽力することと、

そのために看病人志願者を養成しておくこと、負傷者の救護を実施する場所については陸

軍官憲と協議して設定すべきことを定めている。そして、第六条は、中央組織が救護志願

者を戦地に派遣するにあたっては、陸軍官憲の要請に基づくか、もしくはその認可を得て

実施し、その場合、派遣された救護志願者は軍の指揮下に入ることを定めている(4)。 

 つまり、赤十字規約によって、赤十字社はその役割を戦時における軍隊の衛生活動の援

助と規定し、事前に政府と取決めを交わしておいて、活動に際してはその都度、政府に容

認してもらい、戦時においては、軍との協議によって救護の実施場所を決め、そして、救

護者の派遣に際しても軍の要請か許可に基づき、派遣先では軍の指揮下に入るというよう

に、政府及び軍との関係を規定しているのである。そこには ICRC の起源とされる五人委

員会(5)の第二回目の会合（1863 年 3 月 17 日）でまとめられた将来の救護組織の指針とな

る 3 つの基本理念が反映している。その 3 つの基本理念とは、 

 

① 救護社は正式に当局から承認され、権限を与えられるべきであること 

② 篤志の救護者は軍隊を補助するものとし、軍の法規に従うこと 

③ 救護者は軍隊に服従し、必要な装備や食糧等の負担を軍隊に求めずに無償で奉仕す

ること(6) 

 

である。こうした基本理念が話し合われる段階ですでに、救護組織が政府の認可を得て軍

隊の支援活動を無償で行い、しかも、軍に従うことが赤十字社の方針となっていた。日赤

をはじめ、のちに相次いで設立される各国の赤十字社は、こうした ICRC の基本理念や先

に述べた赤十字規約の精神を受け継ぎ、礎としている。ただし、井上忠男によると、「これ

らの条件は、救護社が傷病兵の救護に参加することを拒否していた軍の理解を得るための、

救護社側の妥協の産物(7)」であった。 

 

イ 赤十字条約 

 赤十字規約はあくまで民間の救護組織の設立と活動のための規則であった。したがって、

戦時における救護組織の活動を、戦争が起きた際に敵味方双方の政府及び軍に認めてもら

                                                           
(4) 井上『戦争と救済の文明史』61 ページを参考にした。 
(5) 五人委員会はのちに名称を「軍隊の傷者救護の国際委員会」に変更し、1875 年 12 月 20 日の会

合で ICRC となった（同上、136 ページ）。 
(6) 同上、55-56 ページ。 
(7) 同上、56 ページ。 
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うためには、国際条約を成立させておく必要があると考えられた。当時は軍の衛生施設や

衛生要員、負傷者を保護する基本的なルールもなかったのである。そのために翌 1864 年 8

月に締結されたのが、「戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千八百六十四年八

月二十二日ノ『ジュネーヴ』条約」（いわゆる「赤十字条約」）である(8)。 

 同条約によって、戦地の仮病院や後方の陸軍病院等の軍の衛生施設、衛生要員、傷病者、

救護活動を行う住民等を局外中立の存在として保護するべきことが規定された。確かに、

この時点ではまだ、条文中に、赤十字社のような篤志の民間救護組織への言及はない(9)。

しかし、1864 年の条約がのちに赤十字社となる篤志の民間救護組織の存在と活動を念頭に

置いていたことは、条約誕生の立役者の中に五人委員会のメンバーがいたことからも明ら

かであり、 初の赤十字条約によって、赤十字社等の戦時救護活動が条約参加国から一応

の了解を得ることになったと言って良いであろう。 

赤十字条約で赤十字社のような篤志の民間救護組織が「篤志救恤協会」という表現で言

及されるようになるのは、1906 年の条約改正によってである。さらに、「赤十字（赤新月

又ハ赤ノ獅子及太陽）社」という固有名詞の条文への明記は、1929 年の条約改正まで待た

なければならなかった(10)。 

「篤志救恤協会」という表現が登場する 1906 年の改正赤十字条約の第十条は、軍隊の衛

生活動を支援する「篤志救恤協会」は本国政府の承認と許可を得ること、その「篤志救恤

協会」の人員が軍隊の衛生活動を支援する際は、軍の法令に従うことを規定している。ま

た、続く第十一条では、中立国の協会が本国と交戦国の承認を得て、交戦国の衛生活動を

支援することが認められている。さらに、軍隊の衛生活動を支援する「篤志救恤協会」の

人員が仮に敵の権内に陥った場合、自軍もしくは自国に帰還することが許され（第十二条）、

敵の権内に残る場合は、敵によってその安全と給養が保証される権利が定められている（第

十三条）。 

これらの条項は 1929 年の改正でも存続する。先に述べたように、そのときの改正条約で

「赤十字（赤新月又ハ赤ノ獅子及太陽）社」という固有名詞が初めて条文中に登場するの

であるが、それは、第二十四条中の赤十字標章の使用を「赤十字（赤新月又ハ赤ノ獅子及

                                                           
(8) 佐藤『赤十字百年』31-32 ページ。 
(9) 「篤志の衛生隊も軍の法規に従い、軍の管理下で活動するのであるから、実質的には軍の衛生部

隊と篤志の民間救護社を区別する必要はない」というフランス代表の反対によって、民間救護組

織の衛生活動の中立化は議題にならなかった（井上『戦争と救済の文明史』78 ページ）。 
(10) 「赤十字」という表現で赤十字社を言い表したということであれば、「戦時における病院船の税

金免除のための条約」（1904 年 12 月 21 日調印、1907 年 3 月 26 日発効）が 初の国際条約である

（同上、177 ページ）。 
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太陽）社」に条件つきで例外的に認める特例を定めた一文においてである(11)。この一文は、

このときの改正で新たに加えられた規定であり、ICRC 等の活動が国際社会に確実な地歩

を占めた証しである。 

なお、日本が同条約に加盟するのは 1886 年である。 

 

(2) 日本赤十字社の社則・定款、日本赤十字社条例・社令等 

ア 博愛社規則・日本赤十字社則 

 日赤の前身である博愛社は、その創設にあたって、創始者である佐野常民の名前で設立

の願書（1877 年 5 月 1 日付）を提出している。その中で、「社員ノ戦地ニ差シ海陸軍医長

官ノ指揮ヲ奉シテ官兵ノ傷者ヲ救済致度志願ニ有之候」と、博愛社が軍の指揮下で活動す

る方針を示している。また、別の箇所では敵の傷者についても、「是亦収養救治致度御許可

有之候ハ……」というように、活動に先立って認可を求めている(12)。さらに、博愛社はそ

の社則である「博愛社規則」でも、「官府の法則に謹遵するは勿論進退共に海陸軍医長官の

指揮を奉ずべし」（第五条）と定めている(13)。こうした方針や姿勢は絶対的な原理原則と

して、日赤に引継がれる。 

 1886 年に日本が赤十字条約に加盟すると、翌 1887 年 5 月、博愛社は日本赤十字社と改

称した。同時に社則が定められた。同社則では、「軍陣衛生ノ諸整備ニ応セシムル為メ宮内

省陸海軍省ノ監督ヲ受ク」（第七条）と主務官庁との関係を規定し、その監督を受けること

を明記している(14)。 

 実際、陸軍省は 1887 年 6 月から、その時々の医務局長をして、日赤事業の監督を任務と

する日赤監督官を兼務させている(15)。また、1891 年 1 月 27 日、大山巌陸相は日赤事業の

監督上の必要から毎年度の現況報告書の提出を求め、実施させている(16)。日赤の側も戦時

準備上の必要のために、陸相の指定を請いて、陸軍軍医正と歩兵少佐の 2 人に嘱託の日赤

軍事顧問として、陸軍と日赤の仲介役になってもらい、1898 年 10 月の「戦時救護規則」

                                                           
(11) 俘虜情報局「俘虜ニ関スル諸法規類集」1943 年 11 月調整、1946 年 12 月改正（防衛省防衛研究

所図書館蔵）93 ページ。 
(12) 佐藤『赤十字百年』218 ページ。 
(13) 同上、86 ページ。 
(14) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』69 ページ。 
(15) 橋本綱常（任 1887 年 6 月）、石黒忠悳（任 1890 年 12 月）、石坂惟実（任 1897 年 10 月）、小池

正直（任 1898 年 8 月）は監督官として日赤の事業を監督するだけでなく、その拡張にも尽力した

（同上、69 ページ）。 
(16) 毎年度の現況報告書の提出は 1898 年度までで廃止され、翌 1899 年度からはそれに代わって、

1898 年 10 月に初度設定された「戦時救護規則」に基づく準備報告書を提出することになる（同上、

78 ページ）。 
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初度設定のために、相互の意志疎通を円滑にはかるべく努めた(17)。 

陸軍との関係に比べて、海軍との関係は希薄であった。海軍省から社則の認可は受けた

ものの、監督官の任命はなく、戦時準備の指示もないという有様であった(18)。国際的に見

ても ICRC 等と各国海軍の関係が確立されるのは、1899 年 7 月 29 日に「戦地軍隊ニ於ケ

ル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千八百六十四年八月二十二日ノ『ジュネーヴ』条約ノ原

則ヲ海戦ニ応用スル条約」が締結されたことが契機となる。日本の場合も同条約の成立に

あわせる形で、日赤が海相と宮内相の認可を得て「戦時海軍傷病者救護規則」を制定した。

これによって、ようやく日赤の「戦時事業ノ範囲及陸海軍トノ関係ハ始テ確定(19)」するの

である。また、時期を同じくして、陸相は各師団長と台湾総督に対して、海相は各鎮守府

司令長官その他に対して、「戦時救護事業ハ日本赤十字社以外ニ之ヲ許サヽル方針(20)」を

内訓で示している。 

 

イ 日本赤十字社条例・日本赤十字社令 

 1901 年 7 月に民法が施行されたのを受けて、政府と日赤の関係を改めて明らかにする必

要が生じ、12 月 2 日、「日本赤十字社条例」（勅令第 223 号）が発せられた。また、民法下

では日赤は法人となり、あわせて、定款が起草され、陸海内相（民法施行により宮内省に

代わって内務省が主務官庁となった。）の認可を得て実施される運びとなった（12月 5日）。 

 「日本赤十字社条例」は全 7 条からなるが、ほぼすべての条項に日赤と政府及び軍の関

係についての言及があるので、ここに全条を引用する。 

 

第一条 日本赤十字社ハ陸軍大臣海軍大臣ノ指定スル範囲内ニ於テ陸海軍ノ戦時衛生勤

務ヲ幇助スルコトヲ得 

第二条 日本赤十字社社長及副社長ノ就任ニ付テハ勅許ヲ与ヘラレルヘシ 

第三条 陸軍大臣海軍大臣ハ第一条ノ目的ノ為日本赤十字社ヲ監督ス 

第四条 第一条ノ勤務ニ服スル日本赤十字社ノ救護員ハ陸海軍ノ規律ヲ守リ命令ニ服ス

ルノ義務ヲ負フ 

                                                           
(17) 嘱託の開始時期と軍医正の階級に関して、日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』70 ページでは、

開始時期が 1898 年 10 月、階級が三等軍医正となっているが、日本赤十字社編『日本赤十字社史

続稿』上（日本赤十字社、1929 年）、637 ページでは、開始時期が 1897 年 10 月、階級が一等軍医

正となっている。 
(18) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』77 ページ。日清戦争の際も、日赤は海軍用に救護計画を

作成したが、海軍から救護班派遣の要請はなかった。 
(19) 同上、78 ページ。「戦時海軍傷病者救護規則」の制定に伴って、先の「戦時救護規則」は「戦時

陸軍傷病者救護規則」と改称された。これら一連の戦時救護規則の内容については後述する。 
(20) 同上、78 ページ。陸軍は 1899 年 12 月、海軍は 1900 年 1 月。 
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第五条 戦時ニ於ケル日本赤十字社ノ人員材料ノ官設鉄道ニ於ケル輸送ハ陸海軍々人及

軍用品ニ準スヘシ 

第六条 戦時服務中日本赤十字社ノ理事員、医員、調剤員及看護婦監督ハ陸海軍将校相

当官ノ待遇ニ、書記、調剤員補、看護婦長、看護人長及輸長ハ下士ノ待遇ニ、看護婦、

看護人及輸送人ハ卒ノ待遇ニ準ス 

第七条 戦時ニ於ケル日本赤十字社救護員ノ宿舎糧食舟車馬ハ場合ニ依リ官給トス(21) 

 

 「日本赤十字社条例」は第一条、第三条、第四条で、従来からの日赤の活動とその政府

及び軍との関係をあらためて規定している。つまり、日赤の活動は戦時に陸海軍の衛生任

務を支援することであり、その準備と実施にあたっては、その都度、必ず事前に陸海両相

の認可を得て、その監督の下に行うのである。また、戦時救護活動に従事するために日赤

が派遣する救護員は、陸海軍の指揮下に入り、その規律を守ることが義務づけられている。

さらに、第五条以下では、戦時においては、日赤の要員と材料（医療器械、薬品等）が軍

の将兵や装備に相当する取扱いを受けることが明確にされている。すなわち、戦時におい

て日赤はほとんど軍の一部として行動することが認められたと言える。 

 「日本赤十字社条例」はその後、2 度、改正されている。1 回目の改正条例（勅令第 228

号）は 1910 年 5 月 19 日に公布、6 月 1 日に施行された。改正条例は条項が増え、全 11 条

となった。改正部分を下線で示しつつ、全条を引用する。なお、改正条例の第四条から第

七条までは改正によって新たに加えられた条文、第八条以下は旧条例の第四条以下を改正

したものである。 

 

第一条 日本赤十字社ハ救護員ヲ養成シ救護材料ヲ準備シ陸軍大臣、海軍大臣ノ定ムル

所ニ依リ陸、海軍ノ戦時衛生勤務ヲ幇助ス 

第二条 日本赤十字社社長及副社長ハ陸軍大臣、海軍大臣ノ奉請ニ依リ勅任ス 

第三条 陸軍大臣、海軍大臣ハ第一条ノ目的ノ為メ日本赤十字社ヲ監督ス 

  日本赤十字社ニ於テ病院ヲ開設移転又ハ閉鎖セムトスルトキハ陸軍大臣、海軍大臣ノ

認可ヲ受クヘシ 

 第四条 陸軍大臣、海軍大臣ハ日本赤十字社ノ申請ニ依リ陸軍衛生部将校相当官、海軍

医官ヲ日本赤十字病院ニ派遣シ患者ノ診断治療其ノ他救護員ノ養成ニ関スル事務ヲ幇

助セシムルコトヲ得 

 第五条 陸軍大臣、海軍大臣ハ日本赤十字社救護員ノ服制ヲ認可シ之ニ帯剣セシムルコ

                                                           
(21) 同上、79-80 ページ。 
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トヲ得 

 第六条 陸軍大臣、海軍大臣ハ何時ニテモ官吏ヲ派シ日本赤十字社ノ資産帳簿等ヲ検査

セシムルコトヲ得 

 第七条 陸軍大臣、海軍大臣ハ何時ニテモ日本赤十字社ニ命シテ其ノ事業ニ関スル諸般

ノ状況ヲ報告セシムルコトヲ得 

第八条 陸、海軍ノ戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員ハ陸、海軍ノ規律ヲ守リ

命令ニ服スルノ義務ヲ負フ 

第九条 陸、海軍ノ戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員及救護材料等ノ官用輸送

機関ニ依ル輸送ハ陸、海軍人及軍用品ニ準ス 

第十条 陸、海軍ノ戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社ノ理事員、医員、調剤員及看護

婦監督ノ待遇ハ陸、海軍将校相当官ニ、書記、調剤員補、看護婦長、看護人長及輸長

ノ待遇ハ下士ニ、看護婦、看護人及輸送人ノ待遇ハ兵卒ニ準ス 

第十一条 陸、海軍ノ戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員ノ宿舎、糧食、舟、車、

馬ハ戦地ニ在リテハ官給シ其ノ他ニ在リテハ場合ニ依リ之ヲ官給スルコトヲ得(22) 

 

 この条例改正を肯定的に評価すれば、陸海軍と日赤の関係はより密接になり、日赤に対

する陸海軍の保護はより厚くなったと言えよう(23)。しかし、改正の意図が陸海両相の日赤

への関与の仕方をより具体的、かつ、明確に示し、監督権限を拡大・強化することにあっ

たのは一目瞭然である。旧条例では第一条と第三条にしか登場していなかった陸海両相が、

改正条例では第一条から第七条まで登場する。このうち第四条から第七条までは改正によ

って新たに設けられた条項である。権限の拡大・強化はとりわけ人事の面と資産及び事業

の面に関して明示的に記されている。 

 第三条と第四条に日赤病院に関する新たな規定が見られる。日赤はすでに博愛社時代か

ら本部病院を有していたが、1906 年から地方に支部病院を開き始めた。こうした新規事業

を開始する際には、従前からも常に陸海両相の認可を得ていたわけであり、支部病院の設

立についても、1907 年 1 月 17 日に、寺内正毅陸相と斉藤実海相の連名で「日本赤十字社

支部病院設立ノ場合陸海軍大臣ノ認可ヲ受クル件」が令達されている(24)。改正条例は日赤

病院の開設、移転、閉鎖への陸海両相の関与を改めて勅令という形でより明確に示したと

言えよう。また、日赤病院の監督や人事に関しても、同年の富山支部病院開設の認可にあ

たって、寺内陸相は「陸軍衛生部ト常ニ連絡ヲ保テ師団軍医部長ノ監督ヲ受ケシムヘシ且

                                                           
(22) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』上、606-611 ページ。 
(23) 同上、612 ページ。 
(24) 日本赤十字社編『日本赤十字社例規類集』（博愛発行所、1925 年）、512 ページ。 
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其ノ職員ハ必要ニ応シ陸軍々医ニ嘱託スヘシ(25)」という条件を付したり、5 月 17 日の勅令

第 194 号が日赤病院の「院長又ハ副院長ニ現役陸海軍々医ヲ任用スルヲ得ヘキ(26)」とし、

実際に陸軍軍医で医務局長を務めた橋本綱常が日赤本部病院の院長に就いていたりした例

があるように、すでに現実の方が先行していたわけではあるが、改めて改正条例の中に陸

海両相が軍医等を日赤病院へ派遣できるという旨を明記したのである。 

 条例改正の 4 年後に第一次世界大戦を迎えるが、事業報告や資産の検査に関して具体的

な動きが見られるようになるのは、同大戦終結前後からである。まず、1918 年 5 月 30 日、

陸軍省副官は通牒を発して、日赤の「会計事務ハ師団経理部長ヲシテ毎年一回検査」させ

ることとし、翌 31 日には陸海軍次官が連名で通達を発し、「救護団体整備並救護実施ニ関

スル事項ニ就キテハ所在地所管師団軍医部長……又ハ鎮守府軍医長ヲシテ毎年一回……査

閲」させることとした。次いで、6 月 2 日、大島健一陸相は「今後ハ軍医官ヲシテ支部病

院ヲ巡視セシムルト共ニ経理官ヲシテ支部ノ経理ヲ視察セシムルコトアルヘキ(27)」と発言

した。さらに、6 月 6 日、陸海両相は日赤に対して、「日本赤十字社ノ報告ニ関スル件達」

を発して、業務報告のための報告事項を規定した(28)。 

 なお、日赤が陸軍軍医正と歩兵少佐に軍事顧問を嘱託して戦時救護の準備のために陸軍

と日赤との間の仲介役を果たしてもらったことについてはすでに述べたが、その後も軍医

正への軍事顧問嘱託は継続し、1917 年 1 月からは経理事務に関しても軍事顧問を主計官に

嘱託している(29)。また、かつては希薄であった海軍との関係も、日露戦争を契機に確立さ

れ始めたと見え、1906 年から海軍省軍医官に軍事顧問を嘱託、陸軍同様に 1917 年 1 月か

らは海軍省主計官にも経理事務に関する軍事顧問を嘱託している(30)。 

 日赤条例は 1938 年 9 月 9 日に、再度、改正される。それに伴って、名称が「日本赤十字

社令」（勅令第 635 号）に変更された。このときの改正では、第四条と第十条で、用語を現

状に符合させるための修正がなされているほか、すでに廃止されていた「輸長」「輸送人」

の語句を削除することに伴う字句の修正がなされた。また、第十一条を「陸海軍ノ戦時衛

生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員ノ給与ハ陸軍大臣、海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ官

給スルコトヲ得」（下線部が改正部分）というように改めた。1910 年の改正条例の第十一

条では、「宿舎、糧食、舟、車、馬ハ戦地ニ在リテハ官給シ其ノ他ニ在リテハ場合ニ依リ之

ヲ官給スルコトヲ得」となっていたところを、「日本赤十字社令」では官給し得る内容を「給

                                                           
(25) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』85-86 ページ。 
(26) 同上、86 ページ。 
(27) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』上、631 ページ。 
(28) 同上、627 ページ。 
(29) 同上、637-638 ページ。 
(30) 同上、638-639 ページ。 
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与」という一言に集約し、かつ、すべてを官給とし、その主体を陸海両相として明示した

のである。しかし、これらはあくまで技術的な問題で、それほどの重要性はない。1938 年

の改正でとくに重要であると思われるのは、第七条ノ二の挿入である。 

新たに加えられた第七条ノ二は、「陸軍大臣、海軍大臣ハ日本赤十字社ノ事業ニ関シ監督

上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得(31)」というものであった。確かに、日赤は創設以来、戦時

においては、陸海両相等の命令で救護員を派遣したり、派遣された救護員が現地の軍司令

官や軍医等の指揮下で衛生業務を幇助したりしていた。また、平時においても、陸海両相

の命令で事業報告を行っていた。さらに、戦時、平時を問わず、日赤はいかなる事業を行

う際にも陸海両相の認可を必ず得ていたし、陸海両相の要請で事業を実施することもたび

たびあった。しかし、日本赤十字社令では「監督上必要ナル」という条件が付されている

にせよ、戦時、平時の区別なく、陸海両相が日赤の「事業ニ関シ……命令」することが明

文化されたのである。折からの日中戦争（支那事変）の拡大と相まって、軍と日赤との関

係はいっそう厳格なものとなった。 

以上、1901 年 7 月に民法が施行されたのを受けて発せられた「日本赤十字社条例」とそ

の 2 度の改正について取上げ、各条例と社令の内容を政府及び軍と日赤との関係に焦点を

絞って論じた。先に述べたように、民法が施行された際、日赤は定款を設けている。次に、

その定款について、同じように政府及び軍と日赤との関係に焦点を絞って検討したい。 

 

ウ 日本赤十字社定款 

「日本赤十字社定款」は 39 条からなる。そのうち政府及び軍との関係に言及しているの

は、第一条、第四条、第六条、第九条、第十七条、第二十四条、第二十六条である(32)。 

第一条は、「本社ハ民法ノ規定ニ従ヒ主務官庁ノ許可ヲ得テ社団法人ト為ス」というよう

に、その法的地位について述べている。 

第四条は、1863 年 10 月にジュネーブで採択された赤十字規約と国際的な赤十字の事業

に関して日本政府の「締盟ニ係ル国際条約ノ主義ニ従フ」というように、日本が加盟する

赤十字関連の国際条約を遵守して活動することを謳っている。 

第六条は、定款の改正についての規定であるが、「主務官庁ノ認可ヲ受クルニ非ザレハ
ママ

之

ヲ変更スルコトヲ得ズ」と、主務官庁との関係を述べている。 

第九条は、日赤の事業内容について述べたものである。その第一項に、「戦時ニ在リテハ

当該官庁ノ命令ニ従ヒ傷者病者ヲ救護スルコト」とある。 

                                                           
(31) 日本赤十字社編『日本赤十字社社史稿』第 5 巻（日本赤十字社、1969 年）、112-113 ページ。 
(32) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』第 4 巻（日本赤十字社、1957 年）、413-414 ページ。 
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第十七条、第二十四条、第二十六条は、選挙による常議員、理事、監事の当選は、陸海

両相（理事は陸相のみ）を経由して上奏するという人事の仕組みに関して述べたものであ

る。 

なお、定款は 1910 年に日赤条例が改正された際に、それとあわせて改正され、さらに、

1923 年 5 月にも改正されている。1923 年の改正は、第一次世界大戦後の 1919 年に設立さ

れた赤十字・赤新月社連盟に日赤が参加したのに伴い、同連盟の趣旨にあわせて、平時に

おける活動に関する条項を挿入する必要が生じたためになされた。しかし、いずれにして

も、政府及び軍との関係に言及した上記の条文に基本的な変更はない(33)。 

 

エ 日本赤十字社救護員の身分取扱い 

 ここで、戦時に陸海軍の指揮下に入って衛生活動を支援する日赤救護員の身分について

述べておく。すでに見たように、1901 年の「日本赤十字社条例」第六条で、日赤の戦時救

護員はそれぞれの地位に応じて陸海軍将兵並みに遇されることが規定されている。また、

1902 年 4 月、寺内陸相は「戦時事変ニ際シ陸軍統括下ニ在テ衛生勤務ヲ幇助スル日赤救護

員ハ宣誓若クハ読法ノ式ヲ履行シ軍属トシテ陸軍刑法及陸軍懲罰令ノ適用ヲ受クルモノナ

ル」と指令し、あわせて、敬礼法、礼式が定められている(34)。したがって、戦時救護活動

に従事する日赤救護員は軍属であると一般的に認識することは可能であったが、その旨を

明記した法令がなかったため、部隊によって日赤救護員の処遇に違いが見られた(35)。 

 この問題の解決は、1939 年 7 月 17 日に板垣征四郎陸相が「戦時衛生勤務に服する日本

赤十字社救護員の取扱いに関する件達」を発するのを待たなければならなかった。同達は

第二条で、「救護員の始めて陸軍部隊の指揮下に入りたるとき当該部隊長は之をして宣誓せ

しむるものとす」と規定し、続く第三条で、「前条の規定に依り宣誓したる救護員は其の時

より陸軍の指揮下を離るる時……迄之を軍属とす」と、明確に戦時における日赤救護員の

地位を示した(36)。これによって、ようやく日赤戦時救護員の法的な身分が確定したのであ

る。 

 

オ 陸海軍省以外の官庁との関係 

 日赤は陸海軍、とりわけ前者との関係が密接であったが、その一方で、博愛社として創

設以来、宮内庁の支援を受けて発展してきた側面がある。それが、1901 年の民法施行によ

                                                           
(33) 同上、230 ページ。 
(34) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』679 ページ。 
(35) 日本赤十字社編『日本赤十字社社史稿』第 5 巻、113 ページ。 
(36) 同上、113-114 ページ。 
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って宮内庁が主務官庁でなくなり、代わって内務省が陸海軍省とともに日赤の主務官庁に

なった。 

 内務省と日赤との関係を示す も端的な例は、各府県と北海道に置かれていた日赤支部

の支部長を地方長官（各府県知事、東京府長官、北海道庁長官）が務めていたという事実

であろう。同時に、日赤の地方機関の事務はその地方の官公吏に委嘱することが多かった。

中央においても、1917 年から内務省地方局長に日赤本社顧問を嘱託し、平時事業のための

連絡を保ち、指導を受けるようになる。さらに、1920 年からは内務省社会局長と衛生局長

にも顧問を嘱託している(37)。なお、陸海軍省と内務省の基本的な住み分けは、戦時事業は

陸海軍省、平時事業は内務省という形であった。 

 元来、赤十字社は国際的な組織であるため、ICRC、各国の赤十字社、外国政府、外国人

個人等との交渉が頻繁に生じる。今日とは異なり、民間外交が盛んでなかった戦前にあっ

ては、こうした外国との交渉には、通常、外務省が介在した。具体的には、義援金の寄贈、

衛生材料の寄贈・配布、救護員の派遣、慰問使の派遣、国際会議の開催、文書の接受・発

送等で外務省や在外公館の援助・斡旋を受けることが多かった。 

陸海軍省や内務省同様、外務省とも人的交流を持ち、1906 年 6 月から外務省人事課長を

日赤の常議員に選出、1917 年 3 月からは同課長に外事顧問を嘱託している。また、在外の

日本総領事館・領事館に日赤特別委員部を設置し、総領事・領事に特別委員長や顧問を嘱

託することもあった(38)。 

 

(3) 捕虜の取扱いに関する ICRC 及び日本赤十字社の規則、条約等 

ア 捕虜救恤事業への ICRC の関与の経緯 

 捕虜の保護や救済といった救恤事業に関しては、赤十字創設者の間でも意見が分かれて

いた。当初、それは赤十字社による救護活動の範囲を超えるものと考えられ、捕虜とその

家族との間の通信の仲介も含めて、赤十字社の主要業務とは見なされていなかった。しか

し、ICRC 創設の中心人物で、この問題に強い関心を持っていたアンリ・デュナン（Henri 

Dunant）は、赤十字国際会議(39)の前身である「傷者救護社の国際会議」の第 1 回会議（1867

年、パリ）で、傷病兵とその家族への精神的支援の必要性を訴えた。続く第 2 回会議（1869

年、ベルリン）では、オーストリアからの出席者がデュナンの意見に賛同して、「戦争犠牲

者の精神的苦痛を救済するための決議案」を提出した。このときは、当時の赤十字社によ

                                                           
(37) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』上、639 ページ。 
(38) 同上、641-643 ページ。 
(39) 赤十字国際会議という名称になるのは、1884 年にジュネーブで開かれた第 3 回会議から（井上

『戦争と救済の文明史』136 ページ）。 
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る救護活動の対象であった傷病捕虜を念頭に置いていたわけであるが、いずれにしても、

このようにして、捕虜の救恤を赤十字社が事業として行うべきであるという考えが、次第

に浸透していった(40)。 

 1870 年 7 月 15 日に普仏戦争が始まると、ICRC は 18 日にスイスのバーゼルに「捕虜情

報局」を設け、捕虜の安否情報をその家族が入手できるようにする活動を始めた。その方

法は ICRC が普仏両国の赤十字社(41)に依頼して捕虜名簿を作成させるというものであった。

プロシア側は作成した名簿を大量に印刷して、10 月 30 日から翌 1871 年 2 月 28 日にかけ

て 6 回にわたってフランスで販売した。一方、フランス側も捕虜名簿を作成し、ICRC の

仲介でプロシア側に提供した(42)。 

 普仏両国は郵便制度が整っていたので、ICRC は情報さえ伝われば、手紙のやり取り等

は郵便制度を利用して行われるであろうと考えていた。ところが、戦争で郵便制度が機能

しなくなっていたため、捕虜とその家族は手紙を赤十字社に託すようになった。ICRC も

普仏両赤十字社の間でのそうした手紙の橋渡し役を引受けざるを得なくなった(43)。また、

捕虜のための救恤金品（食糧、衣服、義援金等）も広く一般から、しかも大量に、ICRC

に送られてくるようになった。ICRC はこれらを傷病捕虜に配布した(44)。 

先に述べたように、一口に捕虜と言っても、当初は戦闘で負傷したり、戦争中に病気に

なったりして赤十字社の救護を受けるようになった敵軍の将兵、すなわち傷病捕虜を対象

として、安否情報の伝達や手紙の受け渡し、救恤金品の配布という事業が始まったのであ

る。ところが、傷病捕虜だけでなくその他の一般の捕虜からも、自身の存命を家族へ知ら

せ、連絡をとりたいという希望が赤十字社に寄せられるようになった。しかも、一般の捕

虜は非人道的な処遇を甘受していたため、ICRC でも、その待遇改善がなされる必要があ

ると認識されるようになっていた。しかし、1864 年の赤十字条約は救護活動の対象を傷病

者に限っていたため、ICRC は傷病者と同じサービスを一般の捕虜に提供することができ

なかった。そこで、苦肉の策ではあるが、ICRC とは別に、「捕虜救済国際委員会」（緑十

字）を 1870 年 11 月 22 日に設立し、一般の捕虜を対象とする救恤活動を実施したのである

(45)。 

                                                           
(40) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』上、139-140 ページ。 
(41) この頃はまだ、普仏両国の救護社とも「赤十字社」という名称を用いていなかったが、ここで

は便宜上、「赤十字社」と記す。 
(42) Pierre Boissier, History of the International Committee of the Red Cross: From Solferino to Tsushima 

(Geneva: Henry Dunant Institute, 1985, originally published in French by Librairie Plon, Paris, in 1963), pp. 
264-265. 

(43) 井上『戦争と救済の文明史』140-141 ページ。 
(44) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, pp. 263-265. 
(45) Ibid., pp. 265-266. 井上『戦争と救済の文明史』142 ページ。 
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 それに加えて、普仏戦争の際に傷病捕虜に関して ICRC が実施した活動に、傷病捕虜の

本国送還がある。赤十字条約の第六条は「治療後、兵役に耐えないと認めた者はその本国

に送還すべきである(46)」と定めており、それを履行したのである。ICRC は 1870 年 10 月

にプロシア政府からフランス軍傷病捕虜をスイス経由でフランスに移送する承諾を得た。

これによって、フランス軍傷病捕虜 2,600 人が帰国した。プロシア軍傷病捕虜の本国送還

も同じような方法でなされたが、もともとその数が相対的に少なかったこともあって、

ICRC の仲介によるプロシア軍傷病捕虜の本国送還は数人にとどまった(47)。 

 1877 年 4 月に露土戦争が始まると、ICRC は捕虜の救済を目的として、イタリアのトリ

エステに捕虜事務局を開設し、普仏戦争の際と同様の活動を行った。また、露土戦争では、

休戦協定成立後、トルコの赤新月社代表がロシア陸軍によるトルコ軍捕虜の取扱い状況を

視察し、ロシアの待遇が優れていることを報告書に記している(48)。しかし、捕虜全般に対

する救恤事業が ICRC 等の正式な活動となるまでには、もう少し時間が必要であった。そ

の間、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、1899 年の「陸戦ノ法規ニ関スル条約」（ハーグ

陸戦条約）と「戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千八百六十四年八月二十

二日ノ『ジュネーヴ』条約ノ原則ヲ海戦ニ応用スル条約」、1906 年の赤十字条約改正、1907

年のハーグ陸戦条約改正等による戦時国際法の発展につれて、傷病捕虜だけでなく、捕虜

全般の取扱いに関する国際法も徐々に整備されていった（詳細は後述）。 

 そうした中、1902 年にサンクトペテルブルクで開かれた戦時支援慈善団体国際会議で、

一連のハーグ条約の内容が検討された。その際、ハーグ陸戦条約の付属書「陸戦ノ法規慣

例ニ関スル規則」（ハーグ陸戦規則）第十五条（後述）にある「俘虜救恤協会」という表現

が参加者の注意を引いた。同条文によって捕虜に対して人道的事業を行うことが認められ

ている「俘虜救恤協会」に相当する組織が、存在しないというのである。結局、その場の

議論では、論理的に考えて各国の赤十字社ということになるのではないかという解釈に落

ち着いた。また、同条約の第十四条にある「俘虜情報局」（捕虜情報局）を設置する主体が

不明であることも指摘された。この問題に関しても、各国の赤十字社がふさわしいという

意見が出された。さらには、捕虜を実際に収容することになる交戦国や中立国に設けられ

る捕虜情報局のほかに、国際的な捕虜情報局も必要ではないかという発展的な意見も出さ

れた(49)。 

こうした流れを受けて、1907 年 12 月にロンドンで開催された第 8 回赤十字国際会議で

                                                           
(46) 井上『戦争と救済の文明史』81 ページ。 
(47) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, p. 266. 
(48) Ibid., pp. 310-311. 井上『戦争と救済の文明史』140 ページ。 
(49) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, pp. 382-383. 
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も、捕虜情報局は赤十字社によって設置されるべきであるという意見が出された。また、

国際的な捕虜情報局については、それを不要とする意見が出た一方、必要とする意見もあ

り、ICRC こそがその役割を担うのにふさわしいという意見もあった。結局、この会議で

は 終的に、必要ならば ICRC が捕虜情報局間の仲介役を務めることや捕虜の支援を各国

の赤十字社の本来的な義務と認識するよう勧告する決議が全会一致で採択された(50)。 

1912 年 5 月にワシントン DC で開かれた第 9 回赤十字国際会議では、捕虜の支援のため

に専門組織をつくるのは無駄であり、各国の赤十字社こそ、その任務にふさわしいという

提案がなされ、全会一致で採択された。また、各国の赤十字社が捕虜支援のために動員さ

れるのは本来的なことであり、各国の赤十字社は平時に特別委員会を組織しておいて、戦

時に捕虜救恤金品を集めて ICRC へ送れるようにしておくことを勧告することも採択され

た。また、ICRC は戦争当事国が承認する中立的な代表の仲介によって、寄贈者の意志、

捕虜のニーズ、軍当局の指示等を考慮しつつ、捕虜救恤金品が確実に捕虜に配布されるよ

うに努めるものとされた。さらに、こうした捕虜の救恤によって生じる費用は、各国赤十

字社が負担するものとされた(51)。 

 このようにして、捕虜救恤事業がようやく ICRC 等の正式な活動となった。そして、折

しも、同年 10 月に勃発した第二次バルカン戦争に際して、ICRC はベルグラードに国際情

報局を設置して、捕虜と傷病兵の救恤活動を実施した。普仏戦争と露土戦争の際の活動と

は異なり、このとき初めて、傷病者であるか否かの区別なく、すべての捕虜を対象として、

その安否情報の収集・伝達（捕虜名簿による）、捕虜とその家族との間の手紙・小包・送金

の仲介等を行ったのである(52)。そして、1914 年 7 月から始まる第一次世界大戦では、こう

した活動がいっそう大規模に実施されることになる。 

 

イ 捕虜の取扱いに関する国際条約 

 捕虜の取扱いに関する規定が 初に登場した国際条約は、1899 年のハーグ陸戦条約であ

る。その付属書であるハーグ陸戦規則に、捕虜の取扱いに関する 17 条の規定が盛り込まれ

た。この条約によって初めて捕虜を人道的に処遇することが国際的なルールとして明文化

された。あわせて、捕虜の権利、捕虜を取扱う側の義務、捕虜に対する懲罰、捕虜の宣誓

                                                           
(50) Ibid., pp. 383-384; André Durand, History of the International Committee of the Red Cross: From 

Sarajevo to Hirohima (Geneva: Henry Dunant Institute, 1984, originally published in French by Henry 
Dunant Institute in 1978), p. 21. 

(51) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, p. 384; Durand, History of the 
International Committee of the Red Cross, p. 21. 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下（日本赤

十字社、1929 年）、591-592 ページ。 
(52) Durand, History of the International Committee of the Red Cross, pp. 23-24. 
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解放、捕虜情報局の設置、捕虜救恤協会の活動許可、捕虜郵便等に関する具体的な規定も

設けられた。同条約は 1907 年に改正されるが、捕虜情報局に関する規定がより詳細かつ具

体的になったほかは、字句の変更がなされた程度で、基本的な内容に変更はない。同条約

の条文のうち ICRC 等に関係するのは、その付属書であるハーグ陸戦規則の第十五条と第

十六条である。 

 

 第十五条 慈善行為ノ媒介者タル目的ヲ以テ自国ノ法律ニ従ヒ正式ニ組織セラレタル俘

虜救恤協会ハ其ノ人道的事業ヲ有効ニ遂行スル為軍事上ノ必要及行政上ノ規則ニ依リ

テ定メラレタル範囲内ニ於テ交戦者ヨリ自己及其ノ正当ノ委任アル代表者ノ為ニ一切

ノ便宜ヲ受クヘシ右協会ノ代表者ハ各自陸軍官憲ヨリ免許状ノ交付ヲ受ケ且該官憲ノ

定メタル秩序及風紀ニ関スル一切ノ規律ニ服従スヘキ旨書面ヲ以テ約シタル上俘虜収

容所及送還俘虜ノ途中休泊所ニ於テ救恤品ヲ分与スルコトヲ許サルヘシ 

 第十六条 情報局ハ郵便料金ノ免除ヲ享ク俘虜ニ宛テ又ハ其ノ発シタル信書、郵便為替、

有価物件及小包郵便物ハ差出国、各宛国及通過国ニ於テ一切ノ郵便料金ヲ免除セラル

ヘシ 

  俘虜ニ宛テタル贈与品及救恤品ハ輸入税其ノ他ノ諸税及国有鉄道ノ運賃ヲ免除セラル

ヘシ(53) 

 

 「俘虜救恤協会」について説明する具体的な記述はないが、これが各国の赤十字社であ

るという論理的解釈が 1902 年の戦時支援慈善団体国際会議で示され、それが一般的な認識

となっていったことは、すでに述べたとおりである。ここで新たに指摘したいのは、その

活動が「軍事上ノ必要及行政上ノ規則ニ依リテ定メラレタル範囲内」に限定されている点

と、「協会ノ代表者ハ各自陸軍官憲ヨリ免許状ノ交付ヲ受ケ且該官憲ノ定メタル秩序及風紀

ニ関スル一切ノ規律ニ服従スヘキ旨書面ヲ以テ約シタル上」で捕虜の救恤事業を実施でき

るという点である。つまり、各国の赤十字社が捕虜の救恤事業を実施するにしても、あく

まで政府及び軍が認める範囲内で、陸軍の許可を得て、かつ、陸軍の規律に従ってという

ことなのである。これは取りも直さず、赤十字規約の精神である。 

 第十六条は捕虜が発受する手紙、送金、小包等に関する郵便料金は免除されることと、

捕虜宛ての救恤品は輸出入関税と国有鉄道の輸送賃が免除されることを謳っている(54)。こ

の条項によって、ICRC 等が捕虜の救恤事業を実施する際、経費の面で相当の便宜がはか

                                                           
(53) 俘虜情報局「俘虜ニ関スル諸法規類集」79 ページ。引用した邦語訳は 1907 年の改正条約のもの。 
(54) 同上、79 ページ。 
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られることになる。 

 このようにして、19世紀末から 20世紀初頭にかけて捕虜の取扱いに関する国際法が徐々

に整備されてきたが、第一次世界大戦の結果、1907 年のハーグ陸戦規則の規定では不十分

であるという認識が広まった。そして、1929 年 7 月 27 日、捕虜の取扱いの問題に焦点を

絞った「俘虜ノ待遇ニ関スル条約」（ジュネーブ捕虜待遇条約）が締結された。同条約は

97 条からなる広範かつ詳細な内容を持つ条約である。ICRC 等に関係する条項としては、

ハーグ陸戦規則の第十五条と同内容の第七十八条のほか(55)、新たに第七十九条として「俘

虜情報中央部」に関する規定が登場した。後者は第一次世界大戦での ICRC の実績が評価

されて条文化されたものと考えてよい。 

 

 第七十八条 慈善行為ノ媒介者タル目的ヲ以テ自国ノ法律ニ従ヒ正式ニ組織セラレタル

俘虜救恤協会ハ其ノ博愛的事業ヲ有効ニ遂行スル為交戦者ヨリ自己及其ノ正当ノ委任

アル代表者ノ為ニ軍事上ノ必要及行政上ノ規則ニ依リテ定メラレタル範囲内ニ於テ一

切ノ便宜ヲ受クベシ右協会ノ代表者ハ各自軍事官憲ヨリ免許状ノ交付ヲ受ケ且該官憲

ノ定メタル秩序及風紀ニ関スル一切ノ規律ニ服スベキ旨書面ヲ以テ約シタル上収容所

並ニ送還俘虜ノ途中休止所ニ於テ救恤品ヲ分与スルコトヲ許サルベシ 

 第七十九条 俘虜情報中央部ハ中立国ニ設立セラルベシ赤十字国際委員会ハ必要ナリト

認ムルトキハ該部ノ組織ヲ関係国ニ提議スベシ 

  該部ハ俘虜ニ関スル一切ノ情報ニシテ公ノ又ハ私ノ方法ニ依リ其ノ獲得シ得ベキモノ

ヲ蒐集スルノ任務ヲ有スベシ該部ハ右情報ヲ俘虜ノ本国又ハ俘虜ガ服役シタル国ニ成

ルベク速ニ交付スベシ 

  此等ノ規定ハ赤十字国際委員会ノ博愛的活動ヲ制限スルモノト解釈セラレザルベシ

(56) 

 

 第七十八条については、すでにハーグ陸戦規則の第十五条について触れたところで論じ

たので、ここでは繰り返さない。第七十九条を ICRC 等と政府及び軍との関係という観点

から見ると、同条文では、ICRC が必要と認めた際には関係国に捕虜情報中央部の組織を

提議するべきことを規定している。また、ICRC が組織する捕虜情報中央部の情報伝達の

対象が各国の赤十字社ではなく、「国」となっている。そして、情報収集に際して公的手段

を利用することができるような規定になっている。つまり、捕虜情報の収集・伝達という

                                                           
(55) 原文の語順と邦語訳の用語が一部、変更されているが、原文の内容は同じ。 
(56) 俘虜情報局「俘虜ニ関スル諸法規類集」120 ページ。 
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事業を通じて、ICRC が戦時に交戦国政府と直接的な関係を持つことができることをこの

規定は意味している。ただし、こうしたことは、すでに第一次世界大戦時に実際に行われ

ていたことであり、国際条約はそれを追認した形である。 

 なお、日本は同条約に調印はしたが、批准をしないまま、太平洋戦争に至る。 

 

ウ 捕虜の取扱いに関する日本赤十字社の規則 

 日赤は日清戦争時から傷病捕虜の治療・看護を通じて、捕虜の取扱いに関係している。

しかし、日赤が陸海両相の認可を得て、捕虜の取扱いに関する日赤独自の規則を設けたの

は、第一次世界大戦時が 初である。その「日本赤十字社俘虜救恤委員規定」（本達甲第 4

号、1914 年 12 月 14 日制定、24 日施行）は 4 条からなる。 

  

第一条 日本赤十字社本部ニ俘虜ニ関スル委員ヲ置キ之ヲ俘虜救恤委員ト称ス 

 第二条 俘虜救恤委員ハ委員長一名委員二名事務員若干名ヲ以テ組織ス 

第三条 俘虜救恤委員ハジユネーヴ国際委員ノ開設セル俘虜ニ関スル中央事務局ト連絡  

ヲ取リ第九回万国赤十字総会ノ決議ニ基キ俘虜ニ関スル事務ヲ行フ 

其ノ事務ノ重ナルモノ左ノ如シ 

   一 外国赤十字社ノ俘虜救恤委員ヨリジユネーヴ中央事務局ヲ介シテ日本政府ノ権 

内ニ在ル外国人ノ俘虜ニ対シ救恤金品ヲ送リ来リタルトキハ陸軍省ノ指示ヲ得テ

交付手続ヲ為シ又同俘虜ノ所在及安否ニ関シ問合セヲ受ケタルトキハ俘虜情報局

ニ就キ必要ノ問合セヲ為シ中央事務局ニ回報スルコト 

   二 日本ニ在ル有志者ヨリ外国ニ在ル日本人ノ俘虜ニ宛テ救恤金品ヲ寄贈セントス

ルモノアルトキハジユネーヴ中央事務局ニ向ケ発送ノ手続ヲ為スコト 

 第四条 俘虜救恤委員俘虜ノ所在地ニ至リ救恤金品交付ノ手続ヲ為ス者ハ予メ陸軍省ニ

届出テ陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第十五条ニ依リ各自ニ免許状ノ下付ヲ受クルモノ

トス(57) 

 

 本規定は先述した第 9 回赤十字国際会議での決議やハーグ陸戦規則の第十五条に基づい

ている。日赤と政府及び軍との関係という観点から見た場合、第三条では、外国の赤十字

社から ICRC を経由して、日本国内で収容されている捕虜宛てに送られてきた救恤金品は、

陸軍省の指示に従って捕虜に交付すること、捕虜の安否情報は陸軍省の外局である「俘虜

                                                           
(57) 「日本赤十字社俘虜救恤事務報告」（案、日付なし）（日本赤十字社文書「赤十字国際委員会 在

本邦独墺俘虜視察関係 大正六年」ファイル番号 3130〔博物館明治村所有、日本赤十字豊田看護

大学保管〕）。日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、597-598 ページ。 
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情報局」に問い合わせたうえで ICRC に伝えることが規定されている。また、第四条では、

ハーグ陸戦規則の第十五条に基づいて、捕虜への救恤金品の交付を行う「俘虜救恤委員」

は、あらかじめ陸軍省に届け出て免許状の下付を受けることが確認されている。 

 1941 年 12 月に太平洋戦争が始まると、翌 1942 年 1 月 14 日、日赤は上記の「日本赤十

字社俘虜救恤委員規定」を廃して、新たに 8 条からなる「日本赤十字社俘虜救恤委員部規

則(58)」を制定した。しかし、同規則は「俘虜救恤委員部」の組織を規定しているだけで、

「日本赤十字社俘虜救恤委員規定」の第一条と第二条に相当する内容でしかない。そのた

め、4 条からなる「日本赤十字社俘虜救恤委員部事務実施規定」が別に制定されている。

これが「日本赤十字社俘虜救恤委員規定」の第三条と第四条に相当し、そこに日赤俘虜救

恤委員部の主な活動内容や活動に関する規定が記されている。 

 

 第一条 日本赤十字社俘虜救恤委員部ノ主ナル事務其ノ実施手続左ノ如シ 

  一、帝国ノ権内ニ在ル俘虜及被抑留者ニ対シ外国赤十字社ノ俘虜救恤委員部ヨリ「ジ

ュネーヴ」俘虜情報中央部ヲ介シテ又ハ外国赤十字社ヨリ俘虜情報中央部を介シテ或

ハ直接ニ救恤金品ヲ送リ来リタルトキハ軍事官憲ノ指示ヲ得テ交付手続ヲ為シ又同

俘虜及被抑留者ノ所在及安否ニ関スル情報ヲ要求シ来タルトキハ関係当局ニ就キ必

要ナル資料ヲ得之ヲ俘虜情報中央部又ハ外国赤十字社ニ回報スルコト 

  二、外国ニ在ル俘虜及被抑留者宛テ救恤金品寄贈方ヲ要求スルモノアルトキハ俘虜情

報中央部ニ向ケ発送ノ手続ヲ為スコト 

                                                           
(58) 日本赤十字社俘虜救恤委員部規則 
第一条 日本赤十字社本部ニ俘虜救恤委員部ヲ置ク 

第二条 俘虜救恤委員部ハ俘虜非軍人タル従軍者ニシテ俘虜ノ取扱ヲ受クルモノ及被抑留者等ノ救

恤ニ関スル事務ヲ掌ル 

第三条 本委員部ニ左ノ職員ヲ置ク 

 委員長 

 委員    若干名 

 事務委員  若干名 

 書記    若干名 

 技手    若干名 

 右ノ外必要ニ依リ嘱託員及雇員ヲ置クコトヲ得 

第四条 委員長ハ社長ノ命ヲ承ケ部務ヲ統理ス 

第五条 委員ハ委員長ヲ助ケ委員長事故アルトキハ委員ノ内一名其ノ職務ヲ代理ス 

第六条 事務委員ハ委員長ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌理ス 

第七条 書記及技手ハ上長ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス 

第八条 本規則施行ニ必要ナル事務実施手続ハ社長ノ承認ヲ経テ委員長之ヲ定ム 

     付 則 

大正三年十二月四日本達甲第四号日本赤十字社俘虜救恤委員規定ハ之ヲ廃止ス 

（日本赤十字社編『日本赤十字社社史稿』第 5 巻、217 ページ）。 
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  三、交戦国内ニ在ル近親ノ所在及安否ニ関スル情報ヲ要求シ来リタルトキハ俘虜情報

中央部ヲ介シテ資料ヲ得之ヲ要求者ニ回報スルコト 

 第二条 俘虜救恤委員ニシテ俘虜ノ所在地ニ至リ救恤金品ノ交付ヲ為ス者ハ予メ軍事官

憲ニ届出各自ニ免許状ノ下付ヲ受クルモノトス 

 第三条 俘虜及被抑留者ニ救恤金品ヲ交付シタルトキハ受領証ヲ受クルモノトス 

 第四条 俘虜及被抑留者ニ付取扱ヲナシタルトキハ各銘銘票ヲ作成シ之ニ一切ノ重要ナ

ル情報ヲ記載スヘシ第一条第三号ニ掲ゲタル近親ニ付取扱ヒタルトキ亦同シ(59) 

 

 第一次世界大戦時の「日本赤十字社俘虜救恤委員部規則」で「陸軍省」となっていたと

ころが「日本赤十字社俘虜救恤委員部事務実施規定」では「軍事官憲」に、あるいは、ICRC

の「中央事務局」が「俘虜情報中央部」にというように用語の変更がなされている（ただ

し、「陸軍省」から「軍事官憲」に表現は変わっても、その指示に従うことや、そこに届出

を行うことという実質的な内容に変わりはない。）ほか、民間人抑留者や交戦国内の近親者

も対象となり、活動範囲が拡大している。また、情報の入手先について、俘虜情報局以外

の「関係当局」からも資料を得ることが可能になっている。 

第三条と第四条は第一次世界大戦時の「日本赤十字社俘虜救恤委員部規則」になかった

規定である。情報の提供や救恤金品の交付をより確実に実施したいという日赤の意思の表

れであろう。また、「日本赤十字社俘虜救恤委員部規則」の第三条の二で「外国ニ在ル日本

人ノ俘虜」となっていたところが、「日本赤十字社俘虜救恤委員部事務実施規定」では「外

国ニ在ル俘虜」というように「日本人ノ」を削除して、俘虜の国籍を曖昧にしている。こ

れは日本軍が将兵に対して捕虜になるよりは死を選ぶよう教育しており、それが社会通念

にもなっていたことの影響と思われる。日本人捕虜の発生を想定していることを明示する

ことは憚られたのであろう。 

 

２ 日清戦争から太平洋戦争までの ICRC 等の戦時・平時の諸活動 
――戦時における捕虜の救恤と平時における戦時事業準備を中心に 

 

(1) 日清戦争（1894～95 年） 

ア 戦時事業準備等 

 日赤の戦時準備は、西南戦争時にその前身である博愛社が創設された翌年の 1878 年 10

月から始められた。ただし、これは具体的に日清戦争を想定してのことではなく、一般的

                                                           
(59) 同上、217 ページ。 
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な戦時のための準備であった。当時、陸軍は近衛師団 1 個と鎮台 6 個からなり、海軍には

東西鎮守府があった。すなわち、9 個兵団が存在した。日赤はこれにあわせて、救護員 52

人（監督社員 1 人、医員長 1 人、通信報告課員 1 人、医務会計課員 1 人、医員 1 人、看護

人 7 人、看護手 40 人）からなる救護団を 9 個、準備するのが適当であると考えた。準備は

時間をかけて段階的に進められた。1879 年、陸軍本病院に依頼して数種の医療器械を準備、

1880 年、看護人、器械手を雇用、1881 年、医員、看護補員を準備、戦時の社員・派遣病院・

海外派遣に関する諸規則を設けた。『日本赤十字社史稿』には、ここに至ってようやく、本

格的な戦時準備に着手することができるようになった旨が記されている(60)。 

 1883 年、戦時に陸軍病院として使用に供することを想定して病院を新設した。そこが戦

時に救護員となる医員、調剤員、看護人等の養成を行う戦時準備の根拠となった。1887 年

には陸軍省医務局と協議して戦時の準備を概定、1889 年 6 月 7 日に「日本赤十字社戦時準

備予算」を組んだ。それによると、戦時には、1 個師団の兵站区域に患者 100 人収容可能

な病院を 12 個、複数の師団からなる 1 個軍の兵站区域には患者 200 人収容可能な病院を

18 個、開設できる計画を立てていた。要員は前者の場合、1 個病院あたり 24 人（医師 3

人、調剤師 1 人、会計 1 人、看護婦取締 1 人、看護婦 18 人）、それが 12 個で 295 人（含、

監事長 1 人、監事 6 人）、後者の場合、1 個病院あたり 49 人（監事 1 人、医師 6 人、調剤

師 2 人、会計 2 人、看護婦取締 2 人、看護婦 36 人）、それが 18 個で 884 人（含、社長 1

人、監事長 1 人）を定員としていた。また、日赤は医員、調剤師、看護人、事務員、医療

器械、包帯、寝具等を準備し、患者輸送人、薬品、糧食は軍の兵站部から支給してもらう

ことを想定していた(61)。なお、日清戦争時に定められた編制では、患者 100 人に対する要

員は 38 人（医長 1 人、医員 3 人、調剤員 1 人、看護婦取締 1 人、看護婦 20 人、磨工 1 人、

理事員 1 人、書記 1 人、会計 1 人、使丁 2 人、役夫 6 人）、患者 200 人に対しては 60 人（医

長 1 人、医員 4 人、調剤員 2 人、看護婦取締 1 人、看護婦 40 人、磨工 1 人、理事員 1 人、

書記 1 人、会計 1 人、使丁 2 人、役夫 6 人）というように増員されている(62)。 

 日赤は陸軍の演習に付随して、救護演習を実施している。1892 年 5 月 1 日に近衛衛生隊

の演習に付随して行ったものが、その 初である。これは日赤の社員総会にあわせて実施

された演習で、社員に実際の救護の様子を参観させて、普及をはかろうという考えに基づ

いていた。そのため、包帯所と野戦病院が近距離に設置される等、デモンストレーション

の意味合いの濃い演習となった。本格的な救護演習は、同年 10 月 23 日から 25 日まで実施

された野州地方（現在の栃木県と群馬県）での近衛師団と第 1・第 2 両師団による連合特

                                                           
(60) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』652-654 ページ。 
(61) 同上、656-661 ページ。 
(62) 同上、662-663 ページ。 
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別大演習に付随して行われたものが 初である。このとき日赤は宇都宮に天幕病院を設置

して傷病者集合所とし、その救護を行った。また、傷病者を汽車病院に乗せて東京衛戍病

院まで護送する傷兵運搬演習も行った。そのために、上野駅に臨時患者集合所を設置して

いる(63)。 

 

イ 捕虜の救恤 

 日清戦争時の日赤による捕虜の救恤は、日本政府が内地に拘留している傷病捕虜の救護

を日赤に嘱託したことによって、1894 年 10 月 15 日から開始された(64)。 

日赤の救護員が傷病捕虜を専任で救護したのは、東京、名古屋、豊橋、大阪の 4 ヵ所で

ある。東京の日赤本部は日赤病院で捕虜患者 55 人の治療を行った。このうち 2 人が死亡し

たが、ほかの 53 人は全治し、翌 1895 年 1 月 20 日に第 1 師団留守部隊に引渡した。名古屋

支部は名古屋と豊橋の捕虜廠舎（寺院を使用）で傷病捕虜の救護を行った。名古屋では 299

人、豊橋では 186 人を救護し、終戦に伴う捕虜送還のため、豊橋では 1895 年 8 月 12 日に、

名古屋ではその翌日、陸軍医官に引渡している。大阪支部は 1895 年 1 月 12 日から、大阪

陸軍予備病院第 2 分院の第 1 俘虜廠舎で捕虜 909 人の救護を行った。このうち 5 人が死亡

したが、ほかは名古屋と同じように、1895 年 8 月 13 日に送還のため送還委員に引渡した。

これら 4 ヵ所で日赤救護員 68 人が救護した捕虜患者は、1449 人である(65)。 

 松山陸軍予備病院にも傷病捕虜が収容されており、専任ではなかったが、同病院に派遣

されていた日赤救護員がときどき診療した(66)。また、朝鮮半島の柳樹屯に派遣された海外

救護員が、同地の兵站病院で捕虜患者を救護している(67)。 

 捕虜患者に対する慰問は、講和成立後の 1895 年 6 月初旬、日赤の松平乗承幹事が社長代

理として各地の病院を慰問・視察した際に、大阪と豊橋で清兵 32 人を慰問、日本軍将兵の

患者と同じように、全員に扇子 1 対を贈っている(68)。 

 なお、日清戦争当時、清は赤十字条約に加盟しておらず、そのため、ICRC が認める赤

十字社もまだ設立されていなかった。したがって、日本人捕虜は ICRC 等の救恤を受けて

いない。もっとも、日本人捕虜は極めて少数であった。 

 

ウ その他の戦時救護 
                                                           
(63) 同上、934、945-963 ページ。このほかの演習に関しては、同上、1081-1108 ページを参照。 
(64) 同上、1240-1241 ページ。 
(65) 同上、1241-1248 ページ。 
(66) 同上、1233、1251 ページ。 
(67) 同上、1188、1251 ページ。 
(68) 同上、1273 ページ。 
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 1894 年 3 月に朝鮮で蜂起した東学党が 5 月末までに朝鮮全州を占領すると、朝鮮国王の

要請に応じて清が出兵、6 月 7 日、日本も部隊の派遣を決定した。こうした事態に際して、

日赤は 6 月 19 日、陸海両相に救護員の派遣を出願、23 日、大山陸相はそれを認可した(69)。

そして、具体的には、陸相の令達（8 月 1 日付）によって、日赤は広島陸軍予備病院での

救護への従事が許され、陸軍省恤兵監（以下、恤兵監）の指揮で人員その他の準備に着手

し、大本営の野戦衛生長官の指揮と恤兵監の指示によって救護員を派遣することとなった。

さらに、日赤は 8 月 13 日、救護員の海外派遣を陸相に出願、18 日、その認可を得、28 日

には仁川における日赤戦時第 1 病院の設立と第 1 救護員派遣に関しても、陸相の認可を得

ている(70)。 

 日清戦争時の陸軍と日赤との間の交渉は、中央（東京）では恤兵監と日赤社長の間で、

大本営（広島）では野戦衛生長官と日赤理事首長の間で、各軍においては兵站軍医部長と

日赤理事の間で行われた。恤兵監は陸相のもとに置かれ、その任務は国民から送られてく

る恤兵寄贈品を受領して、兵站総監の指揮によって戦地に発送することと、篤志救護団体

を総合的に管理して、野戦衛生長官の指揮によって救護員や衛生材料を徴用することであ

った。また、救護員の派遣命令は、陸相から恤兵監を経て日赤社長へという流れで伝達さ

れ、救護員業務の実施に関する臨時の指揮命令は、野戦衛生長官から日赤理事首長を経て

各救護員へというように伝達された(71)。 

 朝鮮と清への救護員派遣は 3 次にわたって行われた。 初に派遣された第 1 救護員は先

述のように1894年8月28日に陸相の認可を得て、救護員41人が第1軍兵站地に派遣され、

9 月 12 日に仁川に到着、日赤戦時第 1 病院（のち日赤救護員派出所と改称）で業務を開始

した。日本軍の前進に伴って、同救護員は 10 月 9 日に仁川での業務を終了、31 人が平壌

へ移動、同地に在平壌日赤戦時第 1 病院を開設した。同病院は 12 月 10 日に兵站病院と合

併して日赤救護員派出所と改称、翌 1895 年 3 月 31 日、兵站病院の廃止に伴って、平壌守

備隊所管患者集合所となり、4 月 16 日まで業務を続けた。また、第 1 救護員の一部は、義

州兵站病院、龍州患者宿泊所（のち龍州兵站病院と改称）、南浦患者宿泊所、丌山の龍州兵

站病院分院に派遣され、主として後送される傷病者を救護した(72)。 

 第 2 救護員 40 人は野戦衛生長官の命（1984 年 10 月 11 日）で派遣され、11 月 13 日から

                                                           
(69) 管見の限り、西郷従道海相が認可したかどうかは不明であるが、日清戦争中、日赤は海軍に救

護員を派遣していないことから、西郷海相は日赤の出願を認可していないのではないかと思われ

る。実際、海軍から日赤に対して、救護班派遣の要請はなかった。この頃はまだ、海軍と日赤の

関係は疎遠であった。 
(70) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1137-1150 ページ。 
(71) 同上、1138-1140、1144 ページ。 
(72) 同上、1166-1180 ページ。 



政府及び軍と ICRC 等との関係 

93 

漁隠洞兵站病院で救護に従事したほか、患者輸送船にも出張して船内で診療や包帯の交換

を行った。その後、第 1 救護員同様に戦線の移動に伴って、耳湖浦の患者取扱所、柳樹屯

兵站病院第 1 分院（のち柳樹屯日赤救護員派出所と改称）、旅順口兵站病院第 2 分院、同病

院付属行政署施仁医院、金州兵站病院、金州城行政庁施療医院等に移動して救護を実施、

旅順口では 1895 年 5 月 27 日まで、金州では 6 月 4 日まで業務に従事した(73)。 

 第 3 救護員 38 人は 1895 年 2 月 17 日から大孤山定立病院で業務を開始、4 月 17 日に終

了した。その間、土城山患者宿泊所、青堆子患者宿泊所、昌岑兵站病院に救護員を分派し、

主として後送される傷病者の救護にあたった(74)。 

 なお、日赤は 1895 年 7 月、恤兵監の命で台湾にも救護員 55 人を派遣している。彼らは

7 月 26 日から 9 月 3 日まで基隆兵站病院で、9 月 9 日から 11 月 11 日まで台北兵站病院で

勤務した(75)。 

 海上での救護事業は、1894 年 9 月 21 日に恤兵監に稟申、23 日にその許可を得て、陸軍

用船に救護員を 2 期にわたって派遣し、船内での衛生勤務の幇助を実施した。第 1 期は同

年 10 月 1 日から 12 月 10 日まで、医員 6 人、看護人 12 人を派遣した。救護を実施した陸

軍用船は 8 隻、航海数は 13 回であった。第 2 期は 1895 年 3 月 23 日から翌 1896 年 2 月 6

日までの長期にわたり、医員 124 人、看護人 354 人を派遣した。救護を実施した陸軍用船

は 101 隻、航海数は宇品を基点にしたものが 1,437 回、抜錨地＝救護地間は 4,636 回であっ

た(76)。 

 日赤による陸軍用船上での救護活動は、ICRC 誕生以来、初めて赤十字社が海上におい

て救護活動を行った事例となった(77)。このことから、日清戦争後、日赤はもとより、ICRC 

でも病院船の必要性が強く認識され、さらには、赤十字条約を海戦に応用するための条約

の必要性も一段と説かれるようになる。 

 内地では恤兵監の命令で、東京、広島、松山、丸亀、名古屋、豊橋、小倉、福岡、熊本、

仙台の陸軍予備病院（本院・分院・分舎）に救護員を派遣した。このとき、広島陸軍予備

病院を皮切りに、すべての陸軍予備病院に看護婦 690 人を救護員として派遣して傷病者の

救護に従事させている(78)。また、内地では陸軍予備病院への救護員派遣のほか、出征する

兵士を宇品まで輸送する列車の各停車場に休養所を設け、水、湯茶、菓子、せんべい、煙

草、手拭い、ハンカチ、郵便葉書、地図等を兵士に提供した。さらに、各停車場に天幕を

                                                           
(73) 同上、1180-1197 ページ。 
(74) 同上、1198-1207 ページ。 
(75) 同上、1252-1262 ページ。 
(76) 同上、1208-1219 ページ。 
(77) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, p. 320. 
(78) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1219-1239 ページ。 
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張って臨時の救護所とし、傷病者の救護にあたった(79)。 

 日清戦争で日赤が官民の間に立って取扱った恤兵寄贈品は陸軍 4 万 9,649 個、海軍 6,781

個、合計 5 万 6,430 個であった。これら恤兵寄贈品の鉄道輸送料金は、日赤が仲介するこ

とによって無料となった(80)。 

 日赤の社長以下、理事首長、理事らは救護員の業務視察を兼ねて、各病院を訪ね、患者

を慰問している。その足は内地の陸軍予備病院だけでなく、呉や佐世保の海軍病院、大阪

と豊橋の捕虜患者、朝鮮半島の兵站病院等に及んだ。各地では、全患者に扇子 1 対、将校

にはさらに手巾 1 打を贈った(81)。これとは別に、台湾に出征する将兵のために手拭い 6 万

枚を調整して配布している(82)。 

 篤志看護婦人会は野戦衛生長官から各兵が携帯する清潔消毒包帯材料を詰めた包帯小包

の製作を委託された。また、同会のメンバーは患者の慰問を積極的に実施したほか、有志

で看護業務に従事する者もいた(83)。 

 日清戦争で日赤が派遣した救護員は 1,396 人、救護した患者は 10 万 1,675 人、そのうち

捕虜患者は 1,484 人であった(84)。なお、救護員 25 人が職に殉じている(85)。 

 ジュネーブの ICRC は戦場が遠隔地であったことから、日清戦争にほとんど関与できな

かった。わずかに、日赤に 2,000 万フランを寄贈したことと、各国の赤十字社に日赤への

支援を呼びかけたことが、その活動として挙げられる。ICRC の呼びかけに応じて、オー

ストリア、ロシア、ドイツ、フランス、オランダの赤十字社が、金員や衛生材料を日赤に

寄贈している(86)。 

 

エ 問題点・教訓等 

 日清戦争時の日赤による捕虜の救恤について、『日本赤十字社史稿』には、日赤が救護し

た傷病捕虜の清兵は不衛生、不潔で衛生観念がなく、日赤救護員が衛生の重要性を説いて

も、性格が頑迷で忠告に従わなかったり、あるいは、教育を受けていないために衛生とは

何であるかを理解できなかったりといった状況であったと述べられている。また、言語の

違いによって診療時の意思疎通が困難であった旨も記されている(87)。 

                                                           
(79) 同上、1263-1264 ページ。 
(80) 同上、1267-1269 ページ。 
(81) 同上、1269 ページ。 
(82) 同上、1267 ページ。 
(83) 同上、1283-1290 ページ。石黒忠悳『懐旧九十年』（岩波書店、1983 年）、295 ページ。 
(84) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1290 ページ。 
(85) 同上、1296 ページ。 
(86) 同上、1159-1165 ページ。Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, pp. 318-320. 
(87) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1245、1249-1250 ページ。意思疎通は通訳を介して行わざ
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 全般については、日赤が 1895 年 2 月 27 日から 7 日間、広島で役員総会を開いて、その

時点までの日清戦争における救護活動について反省し、将来の活動について議論している。

そこで出された反省事項は、例えば、日赤救護員は軍医に嫌われないようにすること、治

療器械や薬品等は陸軍と同じものを準備するべきであること、看護婦は養成期間の長短に

よって技量に著しい差が見られたこと等であった(88)。短期間に 1,400 人近くもの救護員を

派遣したため、医員・看護員の不足が生じた。日赤では看護婦の速成を試み、また、看護

人有志者を臨時募集して対応に努めた。しかし、そうして集めた救護員は訓練が行き届か

ず、救護の方針に徹底を欠き、規律も緩み、救護に完全を期することができなかった。日

赤ではこの反省を生かして、1896 年 5 月に救護員の準備に関する規則を改めて、医員と看

護員の準備・養成事業を拡大する(89)。 

 もっとも、当初は風紀上の点で懸念を持たれていた看護婦が不足する事態となったこと

は、看護婦が信頼を得られたことの証しであり、その方面での認識が高まったことは良い

結果であった(90)。しかし、一方では、日赤の救護員の活動地域は後方の兵站管区に限定さ

れるという限界も認識された。戦闘地域における衛生活動は軍の衛生要員に限られ、また、

それで十分であった(91)。前線と野戦病院との間の患者輸送も軍が担当したが、これに関し

ては、日赤が担架隊を準備すれば、幇助できるのではないかという提案がなされている(92)。 

 ICRC の観点からは、先ほど述べたように、日清戦争が遠隔地での戦争であったために

関与が限定的であったことと、病院船の準備や赤十字条約を海戦に応用するための条約の

必要性への認識が高まったことのほか、交戦国の一方である清が赤十字条約に加盟してお

らず、同国の赤十字社が設立されていなかったことから生じた問題があった。例えば、ソ

ウルでは、数人のヨーロッパ人が「朝鮮赤十字社」を設立する動きを見せた。これに対し

て ICRC は、赤十字条約に加盟していない国に赤十字社が設立されたとしても、それを承

認することはできず、また、ナショナルな性格を有していないものも認めるわけにはいか

ないという立場をとった(93)。同じように、天津にもヨーロッパ人が自発的に設立した赤十

字社があったほか、営口には「営口紅十字社」を名乗る組織があり、赤十字の名を冠する

病院を開設していた。日本軍はそうした組織について、ICRC や赤十字条約とは何ら関係

                                                                                                                                                                 
るを得なかったが、通訳者の数には限りがあった。 

(88) 同上、1280-1281 ページ。 
(89) 同上、666-667 ページ。 
(90) 石黒『懐旧九十年』294-297 ページ。 
(91) 有賀長雄『日清戦役国際法論』（陸軍大学校、1896 年）、184-186 ページ。 
(92) 同上、192-193 ページ。 
(93) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, pp. 318-319.  
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ないものという判断を下している(94)。 

 

(2) 北清事変（義和団の乱）（1899～1900 年） 

ア 戦時事業準備等 

 日赤は日清戦争での教訓を生かしつつ、次の戦争での救護事業に向けて準備を進めた。

1896 年 10 月の「戦時病院ノ個数及之ニ要スル人員ノ準備」によると、陸軍 1 個師団につ

いて患者 1,200 人を収容するという概算に基づいて、患者 200 人を収容する病院であれば 6

個、患者 100 人を収容する病院であれば 12 個、開設する計画を立てていた。当時、師団数

は 13 個（近衛師団と第 1～第 12 師団）であった。したがって、13 個師団分となると、患

者200人を収容する病院であれば78個、患者100人を収容する病院であれば156個となる。

この計画が実現すれば、 大 1 万 5,600 人の患者を収容できることになる。救護員の人数

は、患者 200 人を収容する病院であれば 73 人、患者 100 人を収容する病院であれば 38 人

を予定した。また、患者輸送船（病院船）を 2 隻、準備することとし、1897 年にイギリス

の造船会社ロブニッツ社に製造を発注、1899 年、横浜港に到着した。2 隻は「博愛丸」「弘

済丸」と命名された(95)。 

 第 1 節で述べたように、1898 年 10 月 26 日、日赤は陸相と宮内相の認可を得て、その戦

時救護事業計画を具体的に定めた「戦時救護規則」を初めて制定した。以後、戦時準備は

そのときどきの戦時救護規則に則して行われることになる。また、同規則の規定によって、

日赤は毎年 1 回、10 月に、翌年 4 月から 1 年間の戦時準備計画を作成して、陸相と宮内相

に提出することになった。 

1898年の戦時救護規則は陸軍の衛生勤務を幇助の対象としたもので、8章54条からなる。

同規則は日赤の戦時救護事業を救護班、患者輸送縦列、患者輸送船、患者休憩所、材料庫

の 5 種とした。救護班は 1 個師団に対して 20 個、その編制は医員 2 人、調剤助手１人、看

護人または看護婦 10 人（うち伍長 1 人）、事務員 1 人、人夫 2 人の計 17 人で、患者約 100

人を救護することを標準とした(96)。患者輸送縦列は 1 個師団に 2 個、その編制は医員 1 人、

看護人 2 人、事務員 1 人、輸長 1 人、輸送人 60 人、人夫 2 人の計 67 人で、患者 20 人を輸

送することを標準とした。患者輸送船は患者 200 人以上を輸送する甲種と患者 100 人以上

                                                           
(94) 有賀『日清戦役国際法論』158-168 ページ。 
(95) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』669-670 ページ。井上『戦争と救済の文明史』174-175 ペ

ージ。横浜港到着後、戦時に日赤の使用に供するという契約で 2 隻とも日本郵船会社に売り渡さ

れ、平時は旅客船として用いられた。日本郵船は日赤に売却代金（使用料）を年賦で支払った（病

院船の準備に関する詳細は、日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』832-843 ページを参照）。 
(96) 2 個以上の救護班を同一地方に派遣する場合、必要に応じて、理事、医長、看護婦監督を編制に

加えることができる。 
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を輸送する乙種の 2 種を各 2 隻、甲種の編制は理事 1 人、医長 1 人、医員 3 人、調剤員 1

人、書記 1 人、調剤助手 2 人、看護人長 2 人、看護人 40 人、磨工 1 人の計 52 人、乙種の

編制は理事 1 人、医長 1 人、医員 2 人、調剤員 1 人、書記 1 人、調剤助手 1 人、看護人長

1 人、看護人 20 人、磨工 1 人の計 29 人とした。ちなみに、先述の「博愛丸」「弘済丸」は、

ともに甲種である。患者休憩所は後送患者のために揚陸場や停車場に開設、材料庫は日赤

の本部と支部に常設するほか、戦時に必要と思われる場所に臨時に開設できるものとした

(97)。 

 海軍の衛生勤務幇助に関しては、1899 年 7 月に海相と宮内相の認可を得て、4 章 25 条か

らなる「海軍傷病者救護規則」が制定された(98)。海軍に対する救護事業は、各鎮守府（4

ヵ所）に患者 100 人を救護することを標準とする救護団 1 個を派遣して行うこととした。

その編制は理事 1 人、医長 1 人、医員 1 人、調剤員１人、書記 1 人、調剤助手 1 人、看護

婦長または看護人長 1 人、看護婦または看護人 20 人（うち伍長 2 人）、磨工 1 人、使丁 2

人の計 31 人とした(99)。 

 日清戦争後、北清事変に伴う救護員派遣までの間に、日赤は陸軍の演習に付随して、兵

站病院、戦地定立病院、野戦病院、患者集合所等での救護、患者の運搬といった各種の救

護演習を実施しているが、大規模なものは毎年 1 回ずつのペースで計 5 回、行われている。

各大規模演習と参加した日赤支部は次のとおりである。 

 

1896 年 10 月 第 5 師団小機動演習 愛媛支部 

1897 年 11 月 第 5・第 6 師団大機動演習 福岡支部 

1898 年 11 月 第 4 師団特別大機動演習 大阪支部 

1899 年 6 月  第 11 師団衛生隊演習 香川支部 

1900 年 5 月  第 10 師団衛生隊演習 兵庫支部(100) 

 

このほか、日赤本部は患者輸送船「弘済丸」を用いて、海上患者輸送勤務演習を 1899 年 8

月 10 日と翌 1900 年 7 月 14 日の 2 回、横浜港で実施している(101)。 

                                                           
(97) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』671-672 ページ。1899 年 12 月の改正で、「調剤助手」が「調

剤員補」に、「伍長」が「組長」に改められた（同上、674 ページ）。 
(98) これに伴って、先の「戦時救護規則」は「戦時陸軍傷病者救護規則」に改称された。 
(99) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』674 ページ。陸軍を対象とした「戦時救護規則」同様、1899

年 12 月の改正で、「調剤助手」が「調剤員補」に、「伍長」が「組長」に改められた。 
(100) 同上、935、964-1026、1033-1040 ページ。このほかの演習に関しては、同上、1081-1108 ページ

を参照。 
(101) 同上、1027-1033 ページ。 
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なお、第 1 節で述べたように、陸相は 1899 年 12 月に、海相は 1900 年 1 月に、戦時救護

事業を日赤以外には許可しない方針を示した。その際、陸海両相は「戦時救護事業ハ赤十

字社ノ外許可セサル方針ニ従ヒ、平時演習ニモ他ノ団体ニハ許サヽル旨(102)」をあわせて内

訓で示している。 

 

イ 捕虜の救恤 

 北清事変では捕虜の救恤を行っていない。その代わり、日本軍は多国籍部隊の一員とい

う立場で出兵したため、味方に外国軍の将兵がいた。日赤は陸軍省の要請で、そうした外

国人将兵の傷病者を救護している。「博愛丸」「弘済丸」で後送した外国人（フランス人と

オーストリア人）負傷者は 125 人、広島陸軍予備病院や山海関の救護所（はじめ患者療養

所、のち兵站病院）で治療を施した外国人傷病者は 124 人であった(103)。また、日赤では副

社長や支部長ら職員、篤志看護婦人会のメンバーが、広島陸軍予備病院や横浜、長崎の各

国病院の外国人患者（将校 37 人、下士卒 604 人）を慰問している。日赤の副社長、支部長

ら職員による慰問回数は 10 回、その際、将校には絹の手巾、団扇、イギリス製の紙巻煙草、

下士卒には木綿の手巾、ロシア製の煙草を贈っている(104)。 

 

ウ その他の戦時救護 

 1899 年 3 月に清の山東省で蜂起した義和団の勢いは翌 1900 年 5 月末までに北京を脅か

すほどになり、6 月 20 日には在北京列国公使館を包囲した（～8 月 14 日）。北京列国公使

団は 5 月 28 日の時点で本国に護衛部隊の派遣を要請、7 月半ばまでに、日本、イギリス、

フランス、ドイツ、アメリカ、ロシア、イタリア等は、あわせて約 2 万人規模の部隊を北

京に派遣して義和団の鎮圧に乗り出した。 

日本軍の派遣に伴って、桂太郎陸相は 7 月 24 日、日赤に救護員の派遣を命令した。日赤

の大沾派遣救護員 44 人は、8 月 8 日に大沾に到着、以後、西沾、塘沾、天津、山海関の兵

站病院、患者集合所、患者診断所等で救護活動を行い、翌 1901 年 3 月 29 日、児玉源太郎

陸相の任務解除命令を受けて、4 月 14 日、大沾を出発、18 日、広島に帰着した。帰国の際

に乗船した「和歌浦丸」の船内でも護送患者 94 人の救護に従事した(105)。 

 1900 年 8 月 20 日、日赤は天津に派遣されている第 5 師団の兵站管区内での衛生勤務幇

助のため、5 個救護班の編成を命じられた。総勢 74 人の日赤救護員は 9 月 2 日に天津に到

                                                           
(102) 同上、935 ページ。 
(103) 同上、1327 ページ。 
(104) 同上、1330-1336 ページ。 
(105) 同上、1302-1308 ページ。 
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着、4 個班が天津兵站病院の本院と分院（4 個）、1 個班が通州定立病院（のち通州兵站病

院と改称）で勤務した。天津と通州では、主として大沾への護送患者(106)の救護にあたった。

また、1901 年 2 月、天津兵站病院の 1 個班は山海関兵站病院での勤務を命じられているほ

か、通州に分派された救護班は陸軍輸送船による患者護送にも従事している（後述）。天津

派遣救護班（派遣救護員数、のべ 87 人）は 3 月 1 日付の児玉陸相の引揚げ命令によって職

を解かれ、同月 27 日に天津を出発、4 月 2 日、宇品に帰着した(107)。 

 「博愛丸」「弘済丸」の両船は 1900 年 6 月 28 日、陸海両相の認可を得て病院船としての

艤装を開始、7 月から 11 月に大沾の海面氷結によって横浜港での待機を強いられるように

なるまでの間、患者護送に従事した。両船にはそれぞれ、日赤救護員 55 人が乗船した。衛

生材料は 1 回の航海につき、それぞれ患者 200 人分を用意した。「博愛丸」は 7 往復で患者

1536 人（含、フランス人 98 人）を護送、「弘済丸」も 7 往復で患者 1,319 人（含、フラン

ス人 25 人、オーストリア人 2 人）を護送した。両船は 1901 年 4 月 2 日付で任務解除とな

るが、「弘済丸」は 4 月 4 日から再び患者輸送に従事し、6 月 6 日に陸相命令で任務を解除

されるまでの間、3 往復で患者 326 人を護送した。さらに、日赤救護員は陸軍の輸送船 10

隻にも乗り組み、1900 年 8 月から翌年 4 月までの 24 回の航海で患者 2,054 人を救護した。

また、先に述べたように、通州に派遣された救護班は、1900 年 9 月 19 日から 11 月 18 日

までの通州＝天津間の患者護送 11 回で患者 594 人、11 月 5 日から 28 日までの天津＝大沾

間の患者護送 22 回で患者 1,836 人を救護した(108)。なお、ロシア、ドイツ、フランスの赤

十字社もそれぞれ 1 隻ずつ病院船を派遣し、救護活動を行っている(109)。 

 内地では陸軍省の要請で、広島陸軍予備病院に救護員 176人を派遣して患者 1,328 人（含、

外国人 122 人）を救護している。このときの派遣は、当初、1 個班で、「博愛丸」が 初に

護送してきたフランス人傷病者 36 人（1900 年 7 月 16 日、広島着）を救護することが目的

であった。それが患者数の増加により、救護員も増派されることになっていったのである。

また、山本権兵衛海相の命令（1900 年 6 月 20 日付）で、佐世保海軍病院においても外国

人傷病者の救護を幇助するために救護団半個を派遣する段取りになったが、結局、佐世保

には外国人傷病者が後送されてこなかったため、中止された。なお、内地での傷病者看護

に関して、アメリカとフランスの赤十字社から救護員派遣の申し出を受けたが、日赤はそ

の必要を認めなかった(110)。 

                                                           
(106) 天津のみの数字であるが、患者 5,155 人中、4,049 人が護送患者であった（同上、1311 ページ）。 
(107) 同上、1309-1312 ページ。 
(108) 同上、1312-1320 ページ。 
(109) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, p. 381. 
(110) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1320-1328 ページ。 
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 このほかの活動としては、日赤の副社長や支部長ら職員、篤志看護婦人会のメンバーが

広島、佐世保、呉、大沾、天津の病院・救護所に勤務する救護員の視察を兼ねて、患者の

慰問を行っている。また、患者輸送船用の衛生材料、被服、寝具等を収集・備蓄しておく

ために、広島に臨時材料庫を設けている。佐世保にも臨時材料庫を開設する計画が立てら

れたが、必要が生じなかったため中止された(111)。 

 

エ 問題点・教訓等 

 大沾派遣救護員は複数の地を移動しながら救護を行ったこともあって、軍医の指揮を受

けずに独立して勤務する場合が多かった。また、大沾派遣救護員は救護班組織でなかった

ため、要員、衛生材料とも完備せず不便をきたした。天津派遣救護班は飲食物の欠乏や食

器類の入手困難といった事態に見舞われた。また、用水がなく、気候も不安定で、疫病の

流行に悩まされた。通州では、飲料水が入手困難であっただけでなく、匪賊の出没、掠奪、

夜間襲撃等の危険に見舞われた(112)。 

 患者輸送船（病院船）に関しては、初めての導入であったこともあり、運用規則の徹底

が不十分であった。具体的には、郵便物を輸送したり、患者、救護員以外の官吏、軍人、

報道関係者を陸相の承認なく便乗させたりした(113)。郵便物の輸送は、本来、病院船の任務

ではなく、患者、救護員以外の官吏、軍人、報道関係者を陸相の承認なく便乗させたこと

は、明らかに「『ジュネーヴ』条約ノ原則ヲ海戦ニ応用スル条約」に違反している。また、

先に述べたように、日本以外のロシア、ドイツ、フランスの赤十字社も病院船を派遣した

が、各病院船とも他の船舶と同じように港湾での停泊に際して港湾使用税を支払わなけれ

ばならなかった。この問題は 1904 年 12 月にハーグで開かれた外交会議で取り上げられ、

同税の免除を規定した「戦時における病院船の税金免除のための条約」によって解決がは

かられた(114)。 

 

                                                           
(111) 同上、1329-1334 ページ。 
(112) 同上、1309-1310 ページ。 
(113) 同上、1317-1318 ページ。 
(114) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, p. 381. 井上『戦争と救済の文明史』

176 ページ。 
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(3) 日露戦争（1904～05 年） 

ア 戦時事業準備等 

 日赤は北清事変における救護活動での反省を踏まえて、「戦時陸軍傷病者救護規則」と「海

軍傷病者救護規則」を改正、陸海軍の区別を廃止して両規則を統合(115)、陸海両相の認可を

得て、1903 年 11 月 15 日、新たな「戦時救護規則」を制定した。その目的は救護班の拡充、

患者輸送縦列の質的向上、材料庫の合理化等であった(116)。 

改正された規則の内容には、過去 2 回の救護員派遣の経験から、とりわけ看護婦に関す

る自信と期待が表れており、旧規則では 93 個であった看護婦組織による救護班は、陸軍に

対して 94 個、海軍に対して 4 個、準備することになった(117)。それに対して、旧規則では

24 個であった看護人組織による救護班は、陸軍に対する 18 個のみとなった(118)。救護班 1

個あたりの看護婦・看護人の人数は倍増され、総計 3,016 人となる計画であった(119)。また、

病院船（患者輸送船から改称）にも看護婦と看護人を同数、派遣することになった(120)。 

患者輸送縦列については、経験と実力の不足を認識して個数を改正前の 1 個師団につき

2 個（総計 26 個）から全体で 3 個に減らした。反対に、1 個あたりの輸送人の数は 60 人か

ら 120 人に倍増して（輸長は 1 人から 3 人に増員）、標準的な患者輸送能力を患者 20 人か

ら 30 人に増やした(121)。「救護団体所用ノ材料又ハ寄贈品ヲ収集発送スル」材料庫は、改正

前の規則では日赤の本部と支部に常設となっていたが、新規則では「陸海軍ニ対シテ一個」

「兵站基地ト兵站主地トノ間ニ設置」「臨時必要ニ際シテハ之ヲ増置」とした(122)。 

 北清事変に際する救護班派遣から日露戦争勃発までの間も、日赤は陸軍の演習に付随す

る各種の救護演習を実施しているが、大規模な救護演習は 5 回、実施している。大規模演

習と参加した日赤支部は次のとおりである。 

 

                                                           
(115) 「海軍傷病者救護規則」が、海軍の衛生勤務幇助を目的に各鎮守府に派遣するために準備する

ことを規定していた救護団は、廃止された。 
(116) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』680-681 ページ。戦時準備報告の提出は毎年 9 月 30 日ま

でと、若干、前倒しされた（同上、681 ページ）。 
(117) 標準的な救護班編制では、看護婦長 2 人、看護婦 20 人（同上、682 ページ）。 
(118) 救護班には第 1 から第 116 までの番号を付し、第 1 から第 98 までを看護婦組織、第 99 から第

116 までを看護人組織とした。ここにも看護婦への期待の大きさが表れている。また、派遣の順序

も決めることにした（同上、681 ページ）。 
(119) 同上、1360 ページ。 
(120) 患者 100 人を収療し、200 人を航送する甲種病院船（「博愛丸」「弘済丸」）に派遣する甲種編制

の救護班には、看護婦長・看護人長各 2 人、看護婦・看護人各 20 人、患者 50 人を収療し、100
人を航送する乙種病院船に派遣する乙種編制の救護班には、看護婦長・看護人長各 1 人、看護婦・

看護人各 10 人（同上、682-683 ページ）。 
(121) 同上、681-682 ページ。 
(122) 同上、683 ページ。 
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1900 年 10 月 第 15 旅団機動演習 長野支部 

11 月 第 11 師団機動演習 高知支部 

1901 年 10 月 第 11 師団機動演習 徳島支部 

1902 年 8 月 第 7 師団衛生隊演習 北海道支部 

10～11 月 第 5 師団機動演習 島根支部(123) 

 

このほか、日赤本部は 1901 年 4 月の神戸港における観艦式に際し、「博愛丸」を用いて、

大阪築港と神戸港において病院船救護演習を実施している(124)。 

 

イ 捕虜の救恤 

 日露戦争に際して、日赤救護員は戦地、内地、病院船においてロシア人傷病捕虜を救護

している。また、ロシア赤十字社も日本人捕虜の取扱いに関与している。 

 まず、日赤によるロシア人傷病捕虜救護について述べる。戦地では、仁川、旅順その他

で捕虜の治療と看護が行われている。仁川の「臨時日本赤十字社病院」で救護したロシア

人傷病捕虜は、開戦時（1904 年 2 月 9 日）の仁川沖海戦で日本海軍艦艇の砲撃を受けたの

ち、仁川港内に戻って自沈したロシア海軍巡洋艦「ワリャーグ」の乗組員のうち重傷を負

った 24 人である。彼らは「ワリャーグ」自沈に際して、フランス海軍巡洋艦「パスカル」、

イギリス海軍巡洋艦「タルボー」等に収容されたのであるが、日赤が救護を引受けるべき

ではないかという議論が起こり、在韓日赤特別委員部の事業とすることに決した。現地で

同部委員長を兼ねていた日本のソウル駐在領事がフランス側と交渉すると同時に、東京の

日赤本社にも打電して稟請した(125)。これを受けて日赤社長は陸海両相に許可を請い、1904

年 2 月 12 日、海相が日赤に対して訓令を発し、日赤が臨時救護班を編成して、仁川でロシ

ア人傷病捕虜を救護することになったのである(126)。 

臨時日赤病院における捕虜の看護には、海軍軍医の指揮下で仁川篤志看護婦人会のメン

バーがあたった(127)。また、その費用は在韓日赤特別委員部の拠出と寄付金で賄った。ロシ

                                                           
(123) 同上、935、943、1040-1075 ページ。このほかの演習に関しては、同上、1081-1108 ページを参

照。 
(124) 同上、943、1076-1081 ページ。 
(125) 例えば、1904 年 2 月 14 日付三増日赤韓国特別委員長発松方日赤社長宛（外務省記録「日本赤

十字病院ニ於テ負傷者取扱一件」外務省外交史料館蔵）。 
(126) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1438-1439 ページ。有賀長雄『日露陸戦国際法論』（東京

偕行社、1911 年）、400-402 ページ。 
(127) 医員として、日本海軍軍医、公立仁川病院と京城漢城病院の院長、現地駐屯日本陸軍部隊の医

団と諸外国の軍艦の軍医が協力した（有賀『日露陸戦国際法論』402 ページ。日本赤十字社編『日

本赤十字社史稿』1439 ページ）。 
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ア政府はフランス領事を介して費用の負担と寄付金を申し出た。日赤は一旦はこれを辞し

たものの、ロシア政府の再度の申し出により日赤への寄付金として 2,000円を受納した(128)。

臨時日赤病院の警備には夜間は警官 2 人がつき、現地に駐屯する陸軍部隊も昼夜の警備に

3 人以上を派遣した(129)。 

2 月末、ロシア人傷病捕虜の救護にあたっていた海軍軍医は捕虜患者が輸送可能である

ことを海相に連絡、これを受けて、海軍省は 3 月 2 日、日赤に対して、死亡した 2 人以外

の捕虜患者 22 人全員を「博愛丸」で松山救護所へ送致するよう命令した。全捕虜患者の後

送に伴い、仁川の臨時日赤病院は閉院した(130)。 

 旅順における傷病捕虜の救護は、旅順攻略後の 1905 年 1 月 7 日から始まった。日赤は救

護班を 4 個ずつ漸次増派、合計 12 個班を旅順兵站病院（のち旅順要塞病院と改称）に派遣

して 4 月 22 日まで救護活動を行った。患者数はのべ 8,442 人、このうち 5,030 人は食糧不

足や栄養不良のため壊血病を患っていた(131)。死亡した患者は極めて少なく、その他の患者

は閉院までに解放、もしくは松山捕虜収容所へ後送（1,007 人）された。ロシア政府は捕虜

患者の日本への後送に際してロシア赤十字社の医師と看護婦の同行、医療材料の輸送を日

本側に打診してきたが、日本政府はこれを拒否している。その一方、旅順に滞留するロシ

ア軍傷病捕虜を救護するためにロシア赤十字社の職員が残留することは許可した(132)。なお、

日赤は旅順攻囲軍軍医部長を介して、旅順の捕虜患者に毛布、病衣、肌着、帯等を寄贈し

ている(133)。 

 戦地では仁川、旅順以外にも、各軍後方の兵站病院や患者療養所で傷病捕虜の救護と護

送を実施している。日赤からは救護班 23 個と患者輸送縦列 1 個が派遣され、その任に就い

た。救護した患者は 5,661 人、護送した患者は 3,248 人であった(134)。また、捕虜を内地へ

後送する病院船（日赤所有 2 隻、航海回数 16 回。陸軍徴用 17 隻、航海回数 66 回）の船内

                                                           
(128) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1439、1441 ページ。 
(129) 同上、1439 ページ。 
(130) 同上、1440-1441 ページ。有賀『日露陸戦国際法論』402 ページ。1904 年 3 月 9 日付加藤仁川

領事発小村外相宛第 144 号（外務省記録「日本赤十字病院ニ於テ負傷者取扱一件」）。 
(131) 捕虜となったロシア軍将兵 4 万 1,000 人のうち、傷病者は 1 万 7,000 人、壊血病患者は 9,000 人

であったという説もある。Caroline Moorehead, Dunant’s Dream: War, Switzerland and the History of the 
Red Cross (London: Harper Collins, 1999, first published in 1998), p. 155. 

(132) 1905 年 1 月 19 日付アルマン駐日フランス公使発小村外相宛、1 月 31 日付寺内陸相発小村外相

宛満発第 762 号、2 月 1 日付小村外相発アルマン駐日フランス公使宛送第 14 号、3 月 18 日付アル

マン駐日フランス公使発小村外相宛、4 月 7 日付寺内陸相発小村外相宛満発第 2936 号（外務省記

録「日露戦役ニ際シ在旅順露国赤十字社関係雑纂」外務省外交史料館蔵）。 
(133) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1451-1454 ページ。 
(134) 同上、1450 ページ。 
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でも、患者 3,806 人を救護している(135)。 

 内地における捕虜患者の救護は、先に述べたように、1904 年 3 月に仁川から松山へ後送

された 22 人が 初である。日赤は県立松山病院の付属病室を借り受け、そこを「松山臨時

救護所」と称して、救護員 18 人を派遣して救護に従事させた。また、仁川から捕虜を護送

してきた看護婦兼通訳者 1 人を当局の許可を得て引続き救護にあたらせた(136)。 

 松山臨時救護所には、在日フランス公使館付海軍武官、神戸駐在フランス領事、自らも

捕虜であったロシア赤十字社医員が患者慰問と状況視察を兼ねて来訪した。患者からの不

満は聞かれなかった。日赤の副社長をはじめ愛媛支部長（愛媛県知事）、常議員、理事ら職

員も患者の慰問と救護員の勤務状況の視察を兼ねて来訪している(137)。また、日赤は次のよ

うな捕虜患者への寄贈品の仲介を行っている。皇后は患者 4 人に義手、義足を下賜し、ロ

シア皇帝は駐日フランス公使と日本外務省（小村寿太郎外相）を経て寄贈品 1 箱（聖像、

神影、神書、祈祷書、赤卵、銀製十字架、葉巻等）を送っている。そのほか、当時、捕虜

以外では唯一の在日ロシア人であったロシア正教会宣教師ニコライ教正が長文の書簡、聖

書、祈祷書、聖像、供物代 50 円を、長崎駐在フランス領事が紙巻煙草 50 箱を寄贈してい

る(138)。 

 松山臨時救護所内では楽器演奏やトランプ等の遊戯が許可されていた。また、外出につ

いても、日赤からの申請を海相が認可して、週 1 回、警察官の護衛つきという条件ながら、

散歩や道後温泉での入浴が許された。さらに、捕虜患者の請願で、キリスト教の復活祭の

宗教行事が執り行われたほか、蔚山沖海戦（1904 年 8 月 14 日）で捕獲されて松山捕虜収

容所に送られていたロシア人捕虜たちとの面会も実現している(139)。 

捕虜患者は全治した者から、4月 2日から 10月 7日までの間に 6回に分けて送還された。

全捕虜患者の送還後、松山臨時救護所は閉鎖、日赤は借用していた施設を返還した。捕虜

の送還にあたっては、神戸駐在フランス領事が駐日フランス公使の指揮を受けて松山へ出

向き、そこで日赤愛媛支部長を兼ねる愛媛県知事と協議、知事は内相に請訓し、さらに、

知事は日赤支部長（知事自身）に通報するという手続きがとられた。また、海相は日赤に

対して、退院できる捕虜患者を愛媛県知事に引渡すよう命令した。退院した捕虜は衣服の

                                                           
(135) 同上、1454-1455 ページ。 
(136) 同上、1442 ページ。有賀『日露陸戦国際法論』404 ページ。 
(137) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1444-1447 ページ。 
(138) 同上、1443-1444、1446 ページ。有賀『日露陸戦国際法論』407-409 ページ。1904 年 5 月 6 日付

松方日赤社長発小村外相宛臨救庶第 1255 号、5 月 13 日付荒川長崎県知事発小村外相宛高秘第 422
号（外務省記録「日本赤十字病院ニ於テ負傷者取扱一件」）。 

(139) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1446-1447 ページ。蔚山沖海戦によって発生したロシア

人傷病者は佐世保海軍病院に収容され、日赤救護班による救護を受けた（井上『戦争と救済の文

明史』180-181 ページ）。 



政府及び軍と ICRC 等との関係 

105 

支給と私物の返却を受け、神戸まで愛媛県知事が付した警察官に、通訳者つきで護送され、

兵庫県知事から神戸駐在フランス領事に引渡された。捕虜は解放に際しての宣誓を兵庫県

知事と神戸駐在フランス領事の面前で行った(140)。 

 1904 年 5 月、松山に捕虜収容所が設置されると、日赤はその国際的性格を理由に捕虜患

者の救護を委任され(141)、5 月 9 日から救護班を漸次、派遣して（合計 5 個班）、翌 1905 年

12 月まで救護に従事させた。篤志看護婦人会愛媛支部のメンバーも、1904 年 6 月 2 日から

翌 1905 年 9 月まで救護活動を支援した。当初、日赤は捕虜患者の救護を松山衛戍病院の一

部と松山市内の寺院 3 ヵ所に患者を収容して実施していたが、患者の増加に伴い、松山城

北練兵場にバラック病室を建築（はじめ 5 棟、のち 20 棟まで増築）、そこを「俘虜収容所

病室」と称して救護を実施した(142)。講和後の 1905 年 11 月と 12 月にロシアの病院船に捕

虜患者を引渡すまでの間に治療・看護した患者は 5,947 人、護送した患者は 200 人であっ

た(143)。 

 内地では松山のほか、福岡、浜寺等各捕虜収容所の病室、収容所近隣の陸軍予備病院、

佐世保海軍病院でも捕虜患者の救護を行っている。松山以外で救護した捕虜患者は 797 人

であった(144)。 

 日露戦争では日本軍からも多数の捕虜が発生した。その数は陸海軍将兵が 1,622 人、軍

属や陸軍輸送船の乗組員等を含めると合計 2,088 人であった(145)。その日本人捕虜の取扱い

にロシア赤十字社が関与している。 

 日本は「俘虜情報局」を陸軍省の外局として設置したが、ロシアはそれを赤十字社が開

設（1904 年 8 月）、捕虜情報の収集、捕虜名簿の作成と送付、救恤品の取扱い等を行った。

責任者のゲオルギ＝フレデリック・マルテンス博士によれば、1 万 7,000 件の照会に答え、

5 万 5,000 通以上の信書を発し、小包 7,000 個を取扱った(146)。ロシアの捕虜情報局は ICRC

や利益代表国等を介さずに日本側と直接、捕虜情報を交換することを希望した。日本側は

これを受け入れ、日本は在北京ロシア公使館へ、ロシアは在ベルリン日本公使館へ捕虜情

報を送ることになり、日本側は 10 日ごとに、ロシア側はそれほど定期的ではなかったが、

                                                           
(140) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1448-1449 ページ。1904 年 4 月 7 日付菅井日赤愛媛支部

長発松方日赤社長宛第 609 号、4 月 9 日付兵庫県知事発内相宛（外務省記録「日本赤十字病院ニ於

テ負傷者取扱一件」）。 
(141) 有賀『日露陸戦国際法論』399 ページ。 
(142) 先述の松山臨時救護所とは別。 
(143) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1456-1457 ページ。 
(144) 同上、1458-1459 ページ。 
(145) 陸軍省『明治三十七八年戦役 俘虜取扱顛末』（有斐閣書房、1907 年）付表第 31 号「日本俘虜

総員数表」。 
(146) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, p. 383. 
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それでも比較的頻繁に情報を伝えた。しかし、ロシア側は一度たりとも日本人捕虜の人数

を正確に知らせることがなかったという(147)。おそらく、ロシア赤十字社の能力不足もあっ

て、正しい人数を把握できなかったのではなかろうか。 

このほか、ロシア赤十字社は日本人捕虜が捕獲されてから捕虜収容所へ移動する鉄道の

駅に医員を派遣して、軍医とともに車内での診療にあたらせている(148)。また、捕虜郵便事

業も実施している(149)。 

 講和後の 1905 年 12 月、日本人捕虜はドイツ経由で帰国の途についた。その移動中、ド

イツ赤十字社が至れり尽くせりの便宜を供している。例えば、傷病者の移動のために病院

列車を用意した。列車を乗り換える際には、衛生隊が重傷者の運搬に協力した。篤志看護

婦が食事や茶菓を配ったり、患者を慰問したりした。ベルリン市内見物の案内もした。そ

して、港でも乗船前に救護や慰問を行った。なお、ドイツ皇帝は侍従武官を派遣して、巻

煙草、チョコレート等を下賜している(150)。 

 

ウ その他の戦時救護 

 1904 年 2 月 7 日に寺内陸相から仙台予備病院へ救護班 2 個を派遣するよう命令を受ける

と、日赤は同救護班の編成と同時に本社に臨時救護部を設置し、日露戦争中の戦時救護を

統括する機関とした。臨時救護部長には日赤副社長が就いた。日清戦争では大本営が広島

に置かれたため、日赤も同地に理事首長を派遣して野戦衛生長官と交渉を行ったが、日露

戦争では大本営は東京に置かれたため、臨時救護部長が交渉役を担い、理事首長は任命し

なかった。日露戦争では新たに、兵站基地である広島、各師団の出征の主要地 11 ヵ所、そ

して、大連に臨時救護部出張所を漸次、設けて、諸救護団体の監督機関とした(151)。 

日露戦争時に日赤が派遣した救護班は 148 個であった。これに、患者輸送縦列 1 個、病

院船 2 隻、材料庫 1 個をあわせると救護団体としては 152 個になる。そうした活動に従事

した救護員は 5,170 人であった。そのうち派遣中に死亡した者は 59 人（解任後の死亡をあ

わせると 108 人）、疾病、事故等により途中で職を解かれた者は 1,078 人である(152)。救護

した患者はのべ 82 万 7,225 人（戦地 41 万 9,442 人、内地 22 万 4,231 人）、輸送した患者は

                                                           
(147) 陸軍省『明治三十七八年戦役 俘虜取扱顛末』171-177 ページ。有賀『日露陸戦国際法論』206

ページ。才神時雄『メドヴェージ村の日本人墓標――日露戦争虜囚記』（中央公論社、1983 年）、

84 ページ。 
(148) 有賀『日露陸戦国際法論』209 ページ。才神『メドヴェージ村の日本人墓標』80 ページ。 
(149) 才神『メドヴェージ村の日本人墓標』87、91 ページ。 
(150) 同上、189-191 ページ。有賀『日露陸戦国際法論』214 ページ。陸軍省『明治三十七八年戦役 俘

虜取扱顛末』216-217 ページ。 
(151) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1342、1364、1386-1392 ページ。 
(152) 同上、1339、1547 ページ。 
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28 万 2,995 人であった(153)。 

戦地への派遣は、1904 年 2 月 9 日に陸相が日赤に対して、救護班 2 個を第 2 師団兵站監

部へ派遣するよう命令したことに始まる。以後、1905 年 12 月 2 日に 後の救護班が大連

を離れて帰国の途につくまで、日赤は韓国と満州に救護班 32 個、患者輸送縦列 1 個を派遣

し、韓国では 16 ヵ所、満州では 81 ヵ所の定立病院、兵站病院、患者療養所、患者集合所、

患者宿泊所、施療院等で、1,978 人の患者の治療と看護に従事し、4,673 人を護送した。な

お、戦地に派遣された救護班はすべて看護人組織であった(154)。 

1904 年 5 月、ロシア赤十字社は駐日フランス公使を介して日本外務省に対して、戦地に

おける救護に関して日赤派遣員と直接交渉したいという意向を示してきた。小村外相は寺

内陸相と連絡をとったうえで、日赤派遣員は陸海軍官憲の指揮下で行動するものであるか

ら独立の交渉に応じるのは難しく、負傷兵の収容治療は遺憾なく手配されているので交渉

を開始する必要もないと回答している(155)。 

 患者輸送縦列は開戦時までに準備ができていなかったことから、当初は派遣を見送る考

えであったが、開戦 1 ヵ月後の 1904 年 3 月になって実験的派遣を試みることになった。担

架術修得のため陸軍で 2 ヵ月間、訓練を行い、6 月 29 日に派遣命令を受け、翌月から清の

鳳凰城に本部を置き、同地と安東県との間の患者輸送勤務に就いた。戦局の推移に伴って、

本部はその後、連山関、遼陽、鉄嶺と移動し、勤務地は 76 ヵ所に達した。患者の輸送には

担架のほか、車両、馬車、軽便鉄道（トロッコ）、ジャンク等も用いた。勤務当初は患者輸

送縦列の輸送人が自ら患者輸送を担当していたが、途中からは重体の患者を除いて、苦力

を使役する方法に変え(156)、その監視が輸送人の役割となった。 

患者輸送縦列が勤務した地域は山間の僻地で、行路は険悪、気候も不良であった。その

ため、勤務中に疾病者が続出、9 人が死亡した。また、輸送業務のほかに医員は患者の治

療、輸送人は患者の看護、炊事、事務等にも従事することを求められた。さらに、陸軍に

よる召集、転属等で、元来、準備不足であった患者輸送縦列は補充を行っても定員を満た

すことができなくなり、1905 年 11 月の帰還時には 40 人もの欠員をきたしていた。患者輸

送縦列による輸送回数は 2,469 回、患者数は 16 万 9,924 人、治療した患者は 1 万 4,180 人

であった(157)。 

                                                           
(153) 同上、1352 ページ。 
(154) 同上、1343-1344、1402 ページ。 
(155) 1904 年 5 月 7 日付アルマン駐日フランス公使発小村外相宛、5 月 17 日付小村外相発アルマン駐

日フランス公使宛第 48 号（外務省記録「露国赤十字社ヨリ傷病兵看護治療ニ関シ申出雑件」外務

省外交史料館蔵）。 
(156) 使役した苦力は 13 万 5,302 人（日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1415 ページ）。 
(157) 同上、1344、1363、1366、1413、1415-1417 ページ。 
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 病院船は日赤の「博愛丸」「弘済丸」の 2 隻のほか、陸軍が民間船舶を徴用して病院船に

艤装したものが 18 隻、あわせて 20 隻であった。日露戦争での病院船派遣では 1899 年の「戦

地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千八百六十四年八月二十二日ノ『ジュネー

ヴ』条約ノ原則ヲ海戦ニ応用スル条約」の規定に則して、陸相の日赤に対する「博愛丸」

「弘済丸」艤装命令（1904 年 2 月 8 日）ののち、船名を敵国であるロシアに通知している

（2 月 12 日）(158)。 

 「博愛丸」「弘済丸」の 2 隻は 1904 年 2 月から翌年 12 月まで、日赤の病院船として、「博

愛丸」が内地と戦地との間を 52 往復、「弘済丸」が 54 往復したのち、両船とも 1906 年 1

月から 3 月までは陸軍の病院船として、宇品と大連の間をそれぞれ 2 往復した。日赤は陸

軍の病院船にも、各船 1 個半から 3 個の救護班を勤務させた。救護班数は看護婦組織のも

のが 23 個（途中、3 個班が交替しているので、のべ 26 個）、看護人と看護婦の混成組織が

15 個で、航海回数は 555 回にのぼった。陸軍が徴用した病院船をあわせると、661 往復、

患者 18 万 4,334 人を護送したことになる(159)。 

 内地での救護活動は、先に述べたように、1904 年 2 月 7 日に陸相が日赤に対して、救護

班 2 個を仙台予備病院へ派遣するよう命令したことに始まる。以後、1906 年 3 月 5 日まで、

救護班 93 個が陸軍の各予備病院・要塞病院の本院・分院、佐世保と呉の海軍病院等 58 ヵ

所で勤務した。93 個の救護班のうち、陸軍の衛生勤務を幇助したものは 89 個（このうち

15 個は臨時派遣の補欠、交替、転勤、短期勤務）、海軍の衛生勤務を幇助したものは 4 個

であった。内地勤務の救護班はほとんどが看護婦組織であったが、例外的に、看護人組織

の救護班が戦地へ赴く前に短期間、内地で勤務する場合もあった。内地において日赤救護

班が治療・看護した患者は 21 万 8,274 人（含、捕虜 797 人）、護送した患者は 5,153 人であ

った。 

 材料庫は戦地に派遣される救護班と病院船に衛生材料を補給するため、広島に置かれた。

1904 年 3 月 1 日に開設され、翌 1905 年末まで活動した(160)。 

 患者休養所は各支部の事業として、碇泊場と停車場に設置された。それに際して、日赤

は「患者休養所設置要領」と「寄贈品取扱手順」を定め、また、寄贈品目の限定を行い、

陸海両相の認可を得て、各支部長に通知、一般にも公示して、同事業に着手した。患者休

養所には救護員を派遣して臨時救護所を開設し、輸送指揮官の要求によって傷病者を治

療・慰問した。また、軍隊送迎駅 17 ヵ所で将兵をねぎらった。患者休養所での休養患者は

76 万 3,678 人（含、捕虜 2 万 3,144 人）、診療患者は 2 万 8,032 人（含、捕虜 127 人）であ

                                                           
(158) 同上、1344 ページ。 
(159) 同上、1344-1345、1361-1362、1420-1428 ページ。 
(160) 同上、1346、1363 ページ。 
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った(161)。 

 篤志看護婦人会のメンバー約 9,400 人も、予備病院や患者休養所での衛生勤務を幇助し

たり、患者の慰問、救恤品の収集・寄贈、巻軸包帯・軍用小包包帯・患者用帽子等衛生材

料の製造、救護員の送迎等を行ったりした(162)。患者の慰問は、救護状況の視察を兼ねて、

日赤総裁の閑院宮、社長の松方正義、以下、副社長、常議員、理事、各支部長ら職員も行

っている(163)。 

ICRC は開戦直後の 1904 年 2 月 15 日付で日露両国の赤十字社に対して、他国の赤十字

社からの支援を仲介するという申し出を行ったが、日赤はその厚意を謝して扶助は辞し（4

月 4 日）、ロシア赤十字社も支援は不要であると回答した(164)。フランス、イギリス、ドイ

ツ、イタリア、スイス、オーストリア、ギリシア、ポルトガル、ハンガリー、セルビア等

各国の赤十字社も人員派遣、衛生材料や特産品の寄贈、寄付金等の申し出を行っている。

日赤は人員派遣については原則としてその厚意を謝して扶助は辞したが、寄贈品、寄付金

は受け入れ、寄贈品は内外 24 ヵ所で合計 75 回に分けて分配、外国人からの寄付金の額は、

各国赤十字社以外からのものも含めて 20 万 2,136 円にのぼった。この金額は日露戦争時に

日赤が受納した寄付金総額の約 2 割に相当する(165)。 

上記のように、日赤は各国赤十字社からの人員派遣の申し出は原則的に辞退したが、ど

うしても断れないケースがいくつかあり、アメリカ、イギリス、フランスから看護婦を、

ドイツから医師と看護婦を受け入れた。彼らは日赤の監督下で、東京、広島等の予備病院

で救護活動を行ったほか、呉の海軍病院、松山の臨時救護所や捕虜収容所にも足を運び、

さらには病院船の参観を兼ねて、患者の慰問を行ったり、日赤救護班を支援したりした(166)。 

ロシア赤十字社は野戦病院 95 ヵ所と傷病兵移送基地 28 ヵ所、細菌対策施設 2 ヵ所を設

け、また、移動救護班 28 個、消毒班 12 個、病院列車多数と病院船数隻を準備して、救護

事業を実施した(167)。 

 

                                                           
(161) 同上、1346-1347、1460-1465 ページ。 
(162) 同上、1347-1348、1466-1474 ページ。 
(163) 同上、1499-1507 ページ。 
(164) 同上、1510 ページ。Moorehead, Dunant’s Dream, p. 150. 日赤は ICRC からの寄付金 1,000 フラン

ス・フランは受納した（同上、1512 ページ）。 
(165) 同上、1349、1510-1529 ページ。外務省記録「日露開戦ノ際外国人日本軍ノ為ニ赤十字社ノ業

務ニ従軍シ度キ旨申出雑件」（外務省外交史料館蔵）に綴じ込まれている関連文書。佐藤『赤十字

百年』98 ページ。 
(166) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1348、1476-1483 ページ。外務省記録「日露開戦ノ際外

国人日本軍ノ為ニ赤十字社ノ業務ニ従軍シ度キ旨申出雑件」に綴じ込まれている関連文書。 
(167) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, p. 329. 井上『戦争と救済の文明史』

182 ページ。 
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エ 問題点・教訓等 

 捕虜の取扱いに関しては、日清戦争時と同様、言語の不通、衣食や風俗習慣の違いによ

り、少なくとも救護開始後しばらくは困難を経験した(168)。記録によれば、専門の通訳者は

旅順に 1 人、松山に 1 人しかいなかったようである(169)。戦地においては、それらに加えて、

設備が不十分で、結局、戦地での捕虜患者の救護は一時的なものにとどまり、患者が輸送

可能であれば内地へ後送した(170)。また、ロシア人捕虜にも規律を守らなかったり、従順で

なかったり、不潔であったりする面があった(171)。 

 先に述べたように、ロシアの捕虜情報局は赤十字社がその役割を担った。そして、その

希望により、捕虜情報の交換は ICRC を介さず、日露の捕虜情報局が相手国の在外公館に、

直接、捕虜名簿を送るという方法で行われた。捕虜情報の交換自体は頻繁に行われたが、

ロシア側に緩慢さが見られた。また、ロシアからの情報は常に不正確であった。 

 日露戦争時、日赤の救護事業において 大の問題となったのは、人手が大幅に不足した

ことである。先に述べたように、日露戦争前の 1903 年 11 月 15 日に制定された「戦時救護

規則」では、看護婦組織による救護班を 98 個、準備することになっていた。ところが日露

戦争では、看護婦組織による救護班を 101 個、看護婦と看護人の混成組織による救護班を

15 個、編成して派遣した。看護人による救護班も「戦時救護規則」では 18 個、準備する

計画であったのが、実際にはそれを上回る 32 個で、さらに、上記のように、看護婦との混

成組織 15 個を編成して派遣している。計画以上の救護班が必要になったのは、予想以上に

戦傷病者が発生したことが 大の原因で、そのために看護人組織による救護班が計画の倍

近く必要になったのである。また、陸軍の病院船に救護班 38 個を派遣するようなことも事

前の計画にはなかった(172)。 

 それどころか、「戦時救護規則」の規定による準備さえ、十分にできていなかった点も否

めない。日露戦争開戦時までに準備ができていた救護班は 77 個（看護婦組織 59 個、看護

人組織 18 個）にすぎなかった(173)。また、患者輸送縦列は「戦時救護規則」に規定がある

とおり計画はされていたが、先に述べたように、開戦後に試験的に派遣することが決まり、

それから本格的な準備が始まったのである。その結果、患者輸送縦列は効率が良くなかっ

                                                           
(168) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1450、1453、1458 ページ。有賀『日露陸戦国際法論』398

ページ。 
(169) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1453、1552 ページ。旅順と松山の通訳者は同一人物であ

った可能性も考えられる。 
(170) 同上、1450 ページ。 
(171) 同上、1453、1458 ページ。有賀『日露陸戦国際法論』399 ページ。 
(172) 病院船に関しては、患者収容能力の拡充が戦後の課題となった（日本赤十字社編『日本赤十字

社史続稿』下、2 ページ）。 
(173) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』1360 ページ。 
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た(174)。日赤ではこうした人手不足を臨時採用や教育期間短縮等の急速養成によって補うほ

かなかった(175)。 

 さらに、日露戦争はそれまでに日本が戦ったことがなかったほど大規模で、長期に及ん

だ。日赤の限られた資金力では、こうした大規模長期戦における救護活動で完全を期する

ことは困難であるということが認識され、これ以降、衛生材料の面で陸海軍への依存度が

増すことになる(176)。 

 日露戦争における勝敗を 終的に決定づけたのは日本海海戦における日本側の勝利であ

るが、ロシア海軍のバルチック艦隊が対馬海峡に向かっているのを日本の哨戒船が発見す

るきっかけになったのが、同艦隊所属の病院船であったのは皮肉である。日本海軍はバル

チック艦隊所属の病院船 2 隻を攻撃対象とせず、拿捕して佐世保に抑留した。後日、ロシ

アはこの行為をハーグ条約違反として抗議した。病院船が戦場に残っていれば、より多く

の負傷者を救護できたはずであるというのがロシア側の主張であった。ICRC は日赤に事

実関係の調査を依頼したが、日赤は、それは海軍の問題であって日赤とは無関係であると

いう立場をとった(177)。 

日清戦争時と同様に、日露戦争時にも、上海と営口（もしくは、牛荘）に赤十字社を名

乗る組織が現れた。上海の組織は「清国赤十字社」を称し、営口（もしくは、牛荘）の組

織は「万国赤十字支部及避難者救護会」と称した。それぞれ義援金を募集したり、負傷者

や罹災者の救護を行ったりすることを目的としていた。「清国赤十字社」に関して、日本は

ICRC とは何ら関係ないもので承認し難いという立場をとり、ロシアもまた「清国赤十字

社」に関しては、まったく不要と考えていたようである。もう一方の「万国赤十字支部及

避難民救護会」に関しても、日本はそれを承認し難いとの立場をとったが、その設立の中

心人物が現地駐在のアメリカ領事であったこともあってか、同会が満州における避難民の

実情調査を目的として視察員を派遣したい旨、申し入れてきた際には、それを条件つきで

許可している(178)。 

                                                           
(174) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、2 ページ。 
(175) 日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』686-687 ページ。 
(176) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、204 ページ。 
(177) Boissier, History of the International Committee of the Red Cross, p. 331. 井上『戦争と救済の文明史』

181 ページ。 
(178) 1904 年 3 月 28 日付在清内田公使発小村外相宛第 161 号、4 月 20 日付寺内陸相発小村外相宛満

発第 927 号、4 月 21 日付小村外相発在上海小田切総領事宛第 121 号、5 月 10 日付小村外相発在清

内田公使宛機密送第 28 号、在営口伊集院総領事「赤十字及ヒ避難者救護会ヨリ満州内地ニ視察員

ヲ派遣シタキ旨申出タル件」公第 3 号（日付なし）、9 月 24 日付寺内陸相発小村外相宛満発第 4595
号、9 月 28 日付小村外相発在営口瀬川領事宛第 16 号（外務省記録「日露戦役ノ際ニ於ケル清国赤

十字社関係雑件〔戦地ニ於ケル商民救助ノ為ノ赤十字社設置之件〕」外務省外交史料館蔵）。視察
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(4) 第一次世界大戦（1914～18 年） 

ア 戦時事業準備等 

 日露戦争における救護事業から得た教訓と、1906 年の赤十字条約の改正を受けて、日赤

は 1908 年 11 月、陸海両相の認可を得て（25 日）、「改正日本赤十字社戦時救護規則」を制

定した（26 日）。日露戦争での救護事業における 大の問題は人手不足であった。この問

題を解消するため、改正規則では救護班の定数を増やし、それまで 116 個（陸軍用 112 個、

海軍用 4 個）であったものを、163 個（陸軍用 155 個、海軍用 8 個）にした。増設分 47 個

のうち、26 個を看護婦組織、21 個を看護人組織とする計画であった。看護人組織の増設に

は、日露戦争での経験から、戦地における需要が多いという判断が働いていた。1 個師団

あたりの看護婦組織と看護人組織の比は、看護婦組織の救護班 6 個、看護人組織の救護班

2 個（台湾守備隊のみ、前者 2 個、後者 1 個）とされた(179)。 

 病院船については、患者収容能力が課題となっていた。旧規則では、日赤は病院船を 4

隻、準備することになっていたが、日露戦争時に日赤に所属していたのは「愛国丸」「弘済

丸」の 2 隻のみで、その他の病院船は陸軍の徴用によった。この経験から、改正規則では

日赤の病院船を 2 隻とし、将来的に大型船を新造することを視野に入れながらも、当面は

「愛国丸」「弘済丸」の 2 隻で救護事業を行うという現実的な対応がなされた。したがって、

病院船の患者収容能力の向上については、後日、病院船内での救護は看護婦が担当するこ

とを適任と認め、病院船に乗り込む看護婦を増員するという方法で収容能力の向上をはか

ることにした。この方針に基づいて、船内救護員の編成は看護婦 30 人、看護人 1 人となっ

た（1909 年 4 月 16 日、陸海両相認可）。日露戦争中に見られたような看護婦と看護人を混

成する編成は行わないこととされた(180)。 

患者輸送縦列はそれまでの 3 個から 6 個に増設することになった。これに伴って輸送人

366 人の増員が見込まれたが、輸送人志願者がほとんど集まらなかったため、3 年後に患者

輸送縦列は廃止されることになる。そこには看護婦組織の救護班の増設を希望する陸軍の

意向も影響した。患者輸送縦列を廃止し、看護婦組織の救護班の定数を陸軍用に 12 個、増

やすという戦時救護規則の一部改正（1911 年 7 月 31 日、陸海両相認可、8 月 1 日、施行）

によって、救護班の定数は看護婦組織と看護人組織をあわせて 175 個になった(181)。 
なお、第一次世界大戦参戦直前までに日赤が準備できたのは、日赤が陸相に対して報告

                                                                                                                                                                 
員は実際に派遣された模様である（1904年 10月 24日付在牛

マ

荘
マ

瀬川領事発小村外相宛公第 48号〔外

務省記録「日露戦役ノ際ニ於ケル清国赤十字社関係雑件」〕）。 
(179) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、9-10 ページ。1 個班あたりの看護婦・看護人の定

数は 20 人。 
(180) 同上、6-7、13 ページ。 
(181) 同上、14 ページ。 
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したところによると、病院船 2 隻、救護班 132 個（看護婦組織 111 個、看護人組織 21 個）

であった(182)。実際に準備可能となった救護班の個数は定数の 175 個に遠く及ばなかったが、

後述するように、幸いにして第一次世界大戦とそれに続くシベリア出兵では日赤救護員が

救護することになる傷病者は日露戦争時のようには多くなく、救護班の派遣も限定的であ

ったため、十分に対応できた。 

 衛生材料等の準備に関しては、従来、基本的に日赤がすべてを準備するという考え方で

あったが、日露戦争の経験から、日赤は戦時救護事業を開始する段階で必要と予測される

数量を、陸海両相の認可を得て準備しておき、戦争の長期化によって材料（器械を除く）

の不足が生じた場合は、それぞれの救護団体が隷属している陸海軍指揮官に請求して補給

を受けるという考え方に変わった(183)。 

 1908 年の規則改正で、病院列車を準備することになった。ただし、車両に関してはヨー

ロッパ諸国（もしくは、その赤十字社）が準備しているものを利用するという考えであっ

た。ヨーロッパの鉄道は一般に広軌であることから、内地に多い狭軌の路線では使用でき

ないため、自ずと満州や韓国での運用を念頭に、10 年計画で準備を進めることにした(184)。 

 救護演習としては、1908 年 3 月に神奈川県支部が横須賀鎮守府の海軍小演習に付随して

行った海軍病院勤務演習や、1910 年 5 月に京都支部が第 16 師団歩騎砲諸兵連合演習に付

随して実施した予備病院勤務実習等が行われた。第一次世界大戦中の 1916 年 3 月、第 6

師団が模擬戦を実施する際に日赤熊本支部が参加を呼びかけられたが、急な呼びかけであ

ったため救護班を召集し得ず、看護婦 6 人が参加して包帯や応急処置等の演習を実施する

にとどまった(185)。 

日露戦争後、救護医員講習召集や救護員点呼召集も実施されるようになった。前者の目

的は赤十字精神の涵養と陸海軍の衛生勤務に関する規則や慣習への習熟であった。第 1 回

は 1911 年 3 月、第 2 回は 1912 年 10 月末から 11 月初めにかけて、第 3 回は 1915 年 10 月

末から 11 月初めにかけて行われ、以後、3 年毎に実施された。後者は 1908 年 10 月、各支

部一斉に実施され、以後、2 年毎に実施される予定であったが、1910 年は延期されたため、

1914 年に第 2 回目が行われ、以後、3 年毎に実施された(186)。 

イ 捕虜の救恤 

                                                           
(182) 同上、268-269 ページ。救護員は 4,538 人。その内訳は、救護医員 196 人、救護看護婦監督 2 人、

救護看護婦長 309 人、救護看護人長 56 人、救護看護婦 3,135 人、救護看護人 840 人。 
(183) 同上、203-205 ページ。 
(184) 同上、3、5-6 ページ。 
(185) 同上、130-137 ページ。1908 年から 1922 年まで間に日赤が参加した演習は 16 回（日本赤十字

社編『日本赤十字社史続稿』上、633-634 ページ）。 
(186) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、137-174 ページ。 
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 第 1 節で述べたように、日赤は第一次世界大戦に際して「俘虜救恤委員」を設置した。

それは ICRC（ICRC は「捕虜救恤中央事務局」を開設）と日本の陸軍省に開設された「俘

虜情報局」が互いに捕虜に関する情報を照会・通報したり、日本の管理下にある外国人捕

虜や外国の管理下にある日本人捕虜に宛てた救恤金品を ICRC との間で発受したりする際

の仲介者的存在であった。例えば、日本の管理下にある外国人捕虜の家族、親戚、友人、

知人等が ICRC を通じて日赤にその捕虜に関する情報を求めてきた場合、日赤俘虜救恤委

員は陸軍省の俘虜情報局に問い合わせて、当該捕虜に関する情報を提供してもらい、それ

を ICRC に伝えるというのがその役割であった。また、日本の管理下にある外国人捕虜の

家族、親戚、友人、知人等が当該捕虜へ信書や小包等を ICRC を介して送る場合の送付先

にもなったのである。日赤俘虜救恤委員は 1920 年 1 月に捕虜が全員解放されて、その役目

を終えるまでの間に、ICRC からの照会や要請、それらに対する回答等の発受と救恤金品

の取扱いを、受付 1,306 件、発送 1,122 件、処理した(187)。 

 ICRC から日赤俘虜救恤委員に送られてくる情報の中には、ドイツに抑留された「常陸

丸」乗組員に関するものもあった。同委員は乗組員の家族にその消息を伝えた。反対に、

乗組員の家族や友人等が発送する信書や救恤品を仲介したこともある(188)。 

 第一次世界大戦では、初めて ICRC の捕虜視察委員が日本内地の捕虜収容所を視察した。

視察を実施するにあたっての 初の連絡が ICRC から日赤に入ったのは、1917 年 1 月 20

日のことであった。それは、3 月に捕虜視察委員を派遣するので、視察委員があらゆる必

要な許可を得られるよう依頼するという内容であった。日赤は早速、大島健一陸相に回答

内容についての指示を求めた（23 日）。これに対して、陸軍省は ICRC の捕虜視察委員の

派遣は差し支えないとの立場を示し、その斡旋を日赤に一任して、細部は派遣委員来日時

に協議することとした（31 日）。日赤はその旨を ICRC に回答した（2 月 1 日）(189)。 

 ほどなくして、ICRC の捕虜視察委員 3 人は日本へ向かったが、途中、インドのマドラ

スで委員の 1 人が盲腸炎を患っていることがわかり、視察旅行を中断して帰途についた(190)。

                                                           
(187) 俘虜情報局「俘虜の状況」（日本赤十字社文書「赤十字国際委員会 在本邦独墺俘虜視察関係 大

正六年」）。日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、597-598、613、620 ページ。なお、日赤は

俘虜救恤委員を設置するに先立ち、ICRC に対して、俘虜救恤委員規定の制定と委員の任命、俘虜

情報局の所在地、そして、中立国派遣員の駐在は不要であることを伝えている（1914 年 11 月 6
日付花房日赤社長発アドール ICRC 委員長宛「国際委員会回章第 160 号中俘虜情報局名宛及中立国

派遣員ノ件ニ関シ回答」〔日本赤十字社文書「赤十字国際委員会 在本邦独墺俘虜視察関係 大正

六年」〕）。 
(188) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、620 ページ。 
(189) 同上、601 ページ。1917 年 1 月 20 日付 ICRC 発日赤宛第 38 号、1 月 23 日付花房日赤社長発大

島陸相宛、1 月 31 日付山田陸軍次官発花房日赤社長宛、2 月 1 日付日赤発 ICRC 宛（日本赤十字社

文書「赤十字国際委員会 在本邦独墺俘虜視察関係 大正六年」）。 
(190) 1917 年 7 月 9 日付秘書外第 2 号「『ドクトル・フランショー』『トルメイエル』『ショウホ』三
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そのため、ICRC は翌 1918 年 5 月、日本における捕虜視察委員として、横浜在住のスイス

人医師、フリッツ・パラヴィチーニ（Fritz Paravicini）を新たに指名する旨、駐日スイス公

使を通じて伝えてきた(191)。 

第一次世界大戦では 1914 年 11 月の青島陥落後、独墺軍捕虜 4,697 人が日本に後送され、

大時 12 ヵ所、 終的に 6 ヵ所の捕虜収容所に収容された(192)。パラヴィチーニが視察を

行った 1918 年 6 月 28 日から 7 月 16 日にかけての時期には、捕虜収容所は久留米、大分、

似島、青野原、板東、名古屋、静岡、習志野の 8 ヵ所に置かれていた。パラヴィチーニは

これらの捕虜収容所を上記の順に訪問した。また、その途中、捕虜患者が入院している広

島衛戍病院や、日赤の大阪支部病院にも立ち寄った。この視察では、陸軍省軍務局参謀・

田中稔歩兵大尉（6 月 28 日から 7 月 6 日まで）と俘虜情報局事務官・記録勇助砲兵中佐（7

月 6 日から 13 日まで）が案内役を務め、日赤俘虜救恤委員で日赤理事の長崎省吾のほか日

赤職員 3 人が同行した。途中で宿泊する旅館は、視察地の日赤支部からの推薦で決定、鉄

道運賃は鉄道院と交渉して無賃乗車券を発行してもらう等、すべて日赤が調整した。また、

費用も日赤が負担した。パラヴィチーニをどのように接待するかについては、陸軍省と日

赤の担当者間で協議し、14 項目からなる「接待要領」を作成するほどの念の入れようであ

った。パラヴィチーニをいかに満足させるかが至上命題であったのである(193)。 

なお、外国人による内地の捕虜収容所視察は、パラヴィチーニ以外にもアメリカ人シド

モア女史や同じくアメリカ人の看護婦数人等が実施しており、日赤が案内役を務めた(194)。 

 捕虜患者の救護は主として戦地の青島と後送する病院船の中で行われた。青島へは岡市

之助陸相の命令（1914 年 11 月 10 日）で、看護婦組織の救護班 2 個が主として捕虜患者を

救護する目的で派遣されている(195)。これは日赤の看護婦が初めて戦地勤務に派遣されたケ

ースである(196)。その 2 個班が 11 月 26 日から翌 1915 年 1 月 22 日まで、青島の総督府病院

（のち青島守備軍病院と改称）と徳華高等学校病院（1914 年 12 月 20 日まで）に収容され
                                                                                                                                                                 

氏ノ消息」（同上）。 
(191) 1918 年 5 月 9 日付スイス公使ド・サーク発石黒日赤社長宛「会見申込ノ件」（同上）。日赤はあ

らためて陸軍省に通牒して許可を得ている。 
(192) 「大正三年乃至九年戦役俘虜取扱顛末」（陸軍省「大正三年乃至九年戦役俘虜ニ関スル書類」防

衛省防衛研究所図書館蔵）。 
(193) 1918 年 6 月 24 日付赤俘発第 107 号「国際委員会代表員ドクトル・パラヴィチニ氏俘虜収容所

視察ニ付斡旋方福岡外七支部長ヘ依頼」、6 月 26 日付長崎理事発支部主事宛、7 月 5 日付長崎理事

発石黒日赤社長宛、「ジュネーブ赤十字国際委員代表員本邦ニ在ル俘虜視察ニ関シ接待要領」（6
月 21 日付）、長崎省吾「俘虜収容所視察ニ付報告」（1918 年 8 月）（日本赤十字社文書「赤十字国

際委員会 在本邦独墺俘虜視察関係 大正六年」）。日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、

614-618 ページ。 
(194) 『博愛』第 392 号（1919 年 12 月 10 日）、7 ページ。 
(195) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、285-286 ページ。 
(196) 同上、318 ページ。 
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ていたドイツ軍傷病者約 250 人を救護した(197)。 

徳華高等学校病院はその名が示すとおり、ドイツ軍が学校を病院として使用したもので、

建物自体が適当でなく、例えば、伝染病室に防疫措置が施されていなかった。また、戦災

によって器械類は破壊されており、水道も断たれていた。さらに、糞尿は病室や廊下に放

置され、埃は堆積し、洗い場やゴミ捨て場も含めて全体的に不潔であった。総督府病院も

給水と電灯の復旧は不完全で、屋根や窓、戸等は壊れたままであった(198)。 

ドイツ人患者は品行方正で、問題はなかった。日露戦争までの教訓を生かして、通訳者

を 5 人、配属したことも意思の疎通をはかるうえで効果的であった(199)。また、青島への救

護班の派遣に際しては、陸相の認可を得て、現地に出張所を設け、所長として理事員を派

遣したのであるが、同出張所長は救護の開始にあたって、挨拶文をドイツ語に翻訳したも

のを印刷して捕虜患者に配ったり、クリスマスの際には病室を巡回して寄贈品を手渡した

りして、捕虜患者の慰問に努めた(200)。 

 青島派遣救護班の救護材料は、派遣の際に携行したもの以外に、陸軍の輸送によって 3

回、追送されている(201)。 

 日赤が所有する「博愛丸」「弘済丸」の 2 隻の病院船は、捕虜患者 31 人を内地へ護送し

た。捕虜患者の乗船地は労山湾であった。内地へ護送された捕虜患者は久留米衛戍病院と

広島衛戍病院に収容された(202)。 

 捕虜との関連で、日赤が関与した問題がもう一つある。傷病捕虜を送還する際の付き添

い医師・看護人の件である。この一件はドイツ政府からの申し出が発端で、1917 年 3 月に

駐日スイス公使の仲介によって外務省に伝えられ、外務省が陸軍省と協議したうえで、日

赤への伝達に及んだのである。また、当初、付き添いはドイツまでというのが先方の希望

であった。こうした要望に対して、まず陸軍省が異議を唱え、スイス公使が日赤以外の医

師や看護人等に嘱託する分には構わないという姿勢を示した(203)。日赤もスイス公使の依頼

で人選や斡旋の労をとることに関しては吝かでないと考えた。スイス公使は陸軍省と日赤

の立場に理解を示し、日赤に医師と看護人の斡旋を依頼した。日赤は経費の一切をドイツ

側の負担とすること、往復の安全が保障されること等を条件にその労をとることにした。

                                                           
(197) 同上、309 ページ。日本人患者も合わせると、347 人を救護している（同上、323 ページ）。 
(198) 同上、310-313、319 ページ。 
(199) 同上、320、335 ページ。 
(200) 同上、271、287、321-323 ページ。 
(201) 同上、324 ページ。 
(202) 同上、301-303 ページ。 
(203) 1917 年 3 月 26 日付幣原外務次官発石黒日赤社長宛政送第 250 号（日本赤十字社文書「赤十字

国際委員会 在本邦独墺俘虜視察関係 大正六年」）。陸軍省は捕虜をスイス官憲に引き渡すまで

の護送の間、軍医や看護卒を付き添わせることには理解を示している。 



政府及び軍と ICRC 等との関係 

117 

また、捕虜のドイツへの引渡し場所はドイツ国内ではなく、中立国の港湾とするようスイ

ス公使の注意を喚起する運びとなった(204)。 

 ICRC は 1914 年 8 月 15 日、捕虜救恤中央事務局の開設を各国赤十字社に通報、21 日か

ら活動を開始した。その活動内容は、捕虜の状況調査、捕虜・民間人抑留者の家族等への

情報提供、家族等から捕虜に宛てた救恤金品の仲介、各交戦国間での捕虜名簿交換の仲介、

捕虜の銘々票の作成・補正、捕虜視察委員の派遣等であった。ICRC 捕虜救恤中央事務局

が活動を終了する 1919 年 12 月 31 日までの間に、同事務局が作成した捕虜の銘々票の枚数

は、489 万 5,000 枚、捕虜個人向け小包の取扱いは 188 万 4,914 個、不特定多数の捕虜に向

けられた救恤品は荷馬車 1,813 台分であった(205)。交戦各国の捕虜取扱い状況の視察に関し

ては、捕虜視察委員 41 組を 17 の国と地域（植民地）に派遣し、捕虜収容所 524 ヵ所への

訪問を行わせている(206)。また、ICRC は日赤その他の各国赤十字社に対して、捕虜・民間

人抑留者の取扱いの平等化、捕虜に対する報復行為の根絶、捕虜の送還、捕虜将校への自

由散歩許容、捕虜への叛逆強要の排斥、捕虜に関する国際会議の開催等についての見解を

示している(207)。なお、日赤は ICRC の求めに応じて、その捕虜救恤事業に対し、5,000 ス

イス・フランを拠出している(208)。 

 

ウ その他の戦時救護 

 先に述べたように、第一次世界大戦でも日赤は救護班と病院船を派遣している。しかし、

従来の救護団体派遣の機会に比べて、派遣規模は も小規模であった。戦地への救護班派

遣はすでに述べたように青島への 2 個班にとどまった。内地においては、八代六郎海相の

命令で、佐世保海軍病院に救護班 2 個を漸次、派遣し、1914 年 10 月 27 日から翌 1915 年 1

月 20 日まで勤務させている。内地においても、これ以外の派遣はなかった。佐世保海軍病

院で救護した患者は 729 人（含、イギリス人 2 人）であった(209)。 

 病院船は「愛国丸」と「弘済丸」の 2 隻を派遣している。派遣に際しては、日露戦争の

際と同様、国際条約に基づいてドイツに船名を通告している（1914 年 8 月 22 日）(210)。9

月 6 日から 12 月 21 日までの間に両船ともそれぞれ 8 回、あわせて 16 回、航海し、2,082

                                                           
(204) 「還送俘虜患者付添人々選方等ニ関スル件」（1917 年 4 月 4 日起草）、「俘虜ノ患者ヲ本国ヘ送

還ニ要スル医師看護人等ニ関シ瑞西公使ト平山副社長ト打合ノ件」（4 月 20 日）、5 月 7 日付田中

救護課長覚書（同上）。 
(205) Durand, History of the International Committee of the Red Cross, p. 46. 
(206) Ibid., p. 77. 
(207) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、621-622 ページ。 
(208) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』上、249-251 ページ。 
(209) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、282-284、302-307 ページ。 
(210) 同上、279 ページ。 
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人（含、捕虜 31 人）の患者を後送した（このほか、収容したものの後送中に死亡した患者

が 2 人）。患者収容地は山東省瀧口、労山湾、沙子口で、揚陸地は門司、下関、宇品、呉で

あった。重症患者は少なく、治療上の困難もめったに生じなかった(211)。 

 第一次世界大戦時における日赤による通常の戦時救護事業は以上である。救護団体の派

遣は 6 個（看護婦組織の救護班 4 個、病院船 2 隻）、派遣した救護員は 221 人で、救護した

患者は 3,160 人であった(212)。なお、日赤は戦時救護を開始するに際して、逓信相に対して、

日赤から関係官庁への電報や日赤職員間での電報、救護員召集電報は官報として扱われる

よう申請し（1914 年 8 月 20 日）、承認を得た（21 日）。また、鉄道院総裁に対しては、救

護員の乗車賃の 5 割低減、救護材料の輸送賃の無賃を申請し（8 月 20 日）、乗車賃・輸送

賃とも証票の携帯・貼付を条件に 5 割低減を認められた（22 日）。さらに、内務省からは

病院船の内地入港に際しての検疫の簡略化を認められている（22 日）(213)。 

 捕虜関連以外での ICRC や各国赤十字社との関係について述べる。極めて異例のことで

あったが、第一次世界大戦時、日赤はイギリス、フランス、ロシアという同盟国に看護婦

組織の救護班を 1 個ずつ派遣し、それぞれの国の陸軍や赤十字社の衛生勤務を幇助してい

る。各班の派遣期間は当初、5 ヵ月間の予定であったが、主として派遣先の側の希望によ

って期間延長が繰り返され、ロシアでは 1 年 5 ヵ月、フランスでは 1 年半、イギリスでは

1 年、勤務した。事業としての実施期間も予定を大きく上回り、ロシアに向けて救護班を

派遣した 1914 年 10 月 23 日から、フランスへ派遣していた救護班が帰国する 1916 年 9 月

16 日までの約 2 年間という長期に及んだ。日赤からの派遣人員は 75 人、患者数は 4,262

人であった(214)。この派遣はそもそも各国からの依頼を受けて政府が閣議決定したものであ

り、日赤の発意ではなかった(215)。なお、これは日赤にとって初の看護婦の海外派遣であり、

先に述べた青島への派遣に先んじるものであった。 

 各国における救護に際しては、言語や習慣の違いから患者や派遣先の国の看護婦らとの

間で意思疎通上の困難に直面する場合があったが(216)、より深刻な問題は救護方法の違いや

                                                           
(211) 同上、293-299 ページ。 
(212) 同上、334-336 ページ。 
(213) 同上、272-274 ページ。 
(214) 同上、350 ページ。河合利修「第一次世界大戦中の日本赤十字社による英仏露国への救護班派

遣」『軍事史学』第 43 巻第 2 号（2007 年 9 月）、4 ページ。派遣人員のうち、救護看護婦長は 5 人、

救護看護婦は 58 人であった。 
(215) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、341-343 ページ。派遣に際しては、陸海両相の認

可を受けている。 
(216) ロシアに派遣された救護班には、当初、通訳者がおらず、看護婦の中にロシア語の心得のある

者もいなかった。通訳者 1 人が後日、追加派遣された。フランスに派遣された救護班には当初か

ら通訳者 2 人が配属されていたし、看護婦の中にも現地語の心得のある者が数人いた。それでも、

言語の違いによる問題の発生は避けられなかった（河合「第一次世界大戦中の日本赤十字社によ
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出自の違いに端を発する派遣先の国の看護婦との間で生じた確執で、解決は容易でなかっ

た(217)。そうした背景もあって、日赤救護班は当初予定されていた 5 ヵ月が経過した段階で

帰国を希望しているが、派遣先の国の滞在延長希望や同国と日本との関係等といった外交

上の配慮が働いて日赤側の意向は容れられず、各班とも滞在が延長された(218)。 

また、英仏露への日赤救護班派遣は国際親善の色彩があり、救護員はそれぞれの国の皇

室、王室、政府から歓迎を受け、国王謁見、皇族拝謁、大統領引見等の機会を与えられ、

勲章を授与されたり、記念品を下賜されたりしている(219)。このようなことから、この日赤

救護班の海外派遣が日本と各国との関係強化に、ある程度、寄与したことは確かである。

政府、とくに外務省の意図はその辺にあったのかもしれない。 

 日赤は救護班以外に、陸海両相の認可を得て、ICRC とアメリカ、イギリス、フランス、

ベルギー、イタリア、スイスの赤十字社に慰問使を派遣し、各国赤十字社の救護活動の視

察や衛生材料の寄贈を行っている。これは日赤の発意による(220)。また、慰問使とは別に、

数ヵ国の赤十字社に金員や衛生材料を寄贈している。寄贈の対象は日赤側が独自に決定し

た場合もあるが、外交ルートを通じて、日赤に衛生材料の不足を訴えてくる赤十字社もあ

った(221)。 

 

エ 問題点・教訓等 

 第一次世界大戦における日赤の関与は限定的であったため、戦時救護事業において大き

な問題が生じることはなかった。政府及び軍との関係においても同様に大過なかった。

ICRC 捕虜視察委員による捕虜収容所視察に関しても、陸軍省と日赤の連携は上首尾であ

った。 

強いて問題点を挙げるとすれば、計画外の事業であった英仏露への救護班派遣や捕虜の

送還に際しての付き添い医師・看護人に関する件で、外国の要請に基づく問題で振り回さ

れ、かつ、多少なりとも無理を強いられたことであろう。とくに、英仏露への救護班派遣

は政府の先決によるもので、監督官庁ではない外務省の意向が反映していた。外交上の利

益を優先させたと思われる派遣期間の延長等は、日赤にとっては不本意であった。しかし、

こうしたことも肯定的に捉えれば、日赤の外交上の手段としての価値が認識されたという

                                                                                                                                                                 
る英仏露国への救護班派遣」6-7、9 ページ）。 

(217) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、6、8 ページ。 
(218) 同上、12-13 ページ。派遣期間については、外務省が交渉を担当した。 
(219) 同上、14-15 ページ。 
(220) 同上、438-458 ページ。日赤常議員で公爵の徳川慶久を慰問使とする一行 7 人は 1918 年 6 月 14

日に出発、翌 1919 年 3 月 29 日までに帰国した。 
(221) 同上、438-484 ページ。 
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ことである。第一次世界大戦時の英仏露への救護班派遣を、今日、盛んに実施されるよう

になっている国際救援の嚆矢であったと位置づけるのは妥当であろう(222)。 

なお、外国人患者との言語や習慣の違いによって意思の疎通に支障をきたすという問題

は、依然として、解消されていない。 

 

(5) シベリア出兵（1918～25 年） 

ア 戦時事業準備等 

 シベリア出兵は第一次世界大戦末期に生起した軍事行動であったため、両者間のインタ

ーバルはなく、日赤が戦時事業準備を行う時間もなかった。しかし、準備をしなくても、

第一次世界大戦時の救護活動が限定的であったことから、日赤には人的にも物的にも余裕

があった。 

 シベリア出兵の時期に見られた戦時事業準備における唯一の重要な変化は、日赤が社費

を投じて病院船を新造するという考えを放棄し、必要の際には陸海軍が指定した用船を病

院船に艤装して用いるというように方針を転換したことである（1919 年 10 月）。病院船の

建造には巨額の費用が必要であるというのがその理由であった。5,000 トン級の病院船を 1

隻、新造するには、経費として数百万円が見込まれるが、用船であれば、1 隻の艤装費用

に 38 万 4,500 円、1 ヵ月あたりの用船料として 14 万円で済むのである(223)。 

 

イ 捕虜の救恤 

 シベリア出兵時の日赤救護班による捕虜の救護は小規模で、日赤が第一次派遣臨時救護

班をウラジオストックに派遣して病院勤務を開始した 1918 年 8 月から、日本軍管理下の捕

虜が全員、送還された 1921 年 6 月までの捕虜患者数は、入院が 19 人（ドイツ人 3 人、オ

ーストリア人 3 人、ハンガリー人 4 人、トルコ人 9 人）、外来が 426 人以上であった(224)。 

 ウラジオストック市外に所在する捕虜収容所病院ではスイス赤十字社からの補給が途絶

えたために衛生材料が欠乏をきたした。日赤救護班は陸軍衛生部と協議して、薬品、包帯

材料等を寄贈した(225)。 

1919 年夏から翌 1920 年秋にかけて、ICRC がシベリアに抑留されていた大量のオースト

リア＝ハンガリー人捕虜を調査・救護・送還するために派遣したジョルジュ・モンタドン

                                                           
(222) 河合「第一次世界大戦中の日本赤十字社による英仏露国への救護班派遣」15 ページ。 
(223) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、229-253、269 ページ。 
(224) 同上、526-527、550-551 ページ。外来に関しては、患者の国籍が明確でない時期がある。 
(225) 『博愛』第 381 号（1919 年 1 月 10 日）、6 ページ。 
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（Georges Montadon）博士らが、日本を拠点にして現地との間を往復した(226)。その際、ICRC

は外交ルートを通じて日赤に対し、衛生材料、薬品、装備品等でシベリア派遣委員の携行

分が不足した場合の交付を要請した。5 月には外務次官と陸軍次官からも要望があったた

め、日赤は ICRC シベリア派遣委員の救護材料整備に協力した（6 月）。また、日赤は陸軍

省に同材料の無賃輸送を申請し、許可を得た。日赤が協力して準備した救護材料の量は 40

梱と 5 箱、金額にして 8,204 円分であった(227)。調査の過程で、モンタンドンらはシベリア

各地の捕虜収容所を視察した。日本軍が管理する捕虜収容所は食糧の供給状態が良かった

が、他国が管理している捕虜収容所はひどい状況で、たいへんがっかりさせられたようで

ある(228)。 

 1920 年 12 月、ウラジオストック駐在のハンガリー赤十字社捕虜送還委員は、ハンガリ

ー人捕虜約 1,840 人とその妻子 94 人には防寒衣の準備がないことを日赤に伝えた。この窮

状に対して、日本陸軍浦潮派遣軍司令部が毛布 400 枚を寄贈し、さらに、外套 500 枚を払

い下げた。日赤は外套の代金 1 万 3,500 円を立て替えている(229)。 

なお、ドイツ人捕虜の送還が 1920 年 3 月下旬から 4 月上旬にかけて実施されている。そ

の際、ドイツ赤十字社もシベリアに委員を派遣して、捕虜の引渡し業務に関与させている

(230)。 

 

ウ その他の戦時救護 

シベリア出兵に際して、日赤は沿海州のウラジオストックと樺太のアレクサンドロフス

ク（亜港）に救護班を派遣している。先に、ウラジオストックを中心とする地域での救護

事業について述べる。 

ウラジオストックへは、第 1 次～第 3 次派遣臨時救護班と第 1～第 5 看護婦組織臨時救

護班、合計 8 個の救護班をほぼ 1 年交代のローテーションで派遣し、同地を根拠地として

救護を実施した。目的はチェコスロバキア軍と日本軍をはじめとする連合各国軍の傷病者

救護であったが、そこには、チェコ軍に対する同情だけでなく、同盟国に好感情を抱かせ

るという思惑があった。派遣に際しては、1918 年 7 月 13 日に山田陸相から石黒日赤社長

                                                           
(226) 捕虜の人数は 40 万人以上とも言われた（例えば、Moorehead, Dunant’s Dream, p. 272）。 
(227) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』上、251-255 ページ。Durand, History of the International 

Committee of the Red Cross, p. 117. 救護材料の内容は、薬品、包帯、綿紗、病衣、シャツ等であっ

た。 
(228) Durand, History of the International Committee of the Red Cross, p. 118. 
(229) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』上、257-258 ページ。『博愛』第 406 号（1921 年 2 月

10 日）、21 ページ。 
(230) 2007 年 10 月 12 日に防衛研究所で実施した戦争史研究会「シベリア出兵と赤十字の諸活動」に

おける黒澤文貴・東京女子大学教授の報告。 
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に内談があり、それを受けて日赤は救護員派遣計画を準備、陸海両相に申請し（16 日）、

認可を得ている（22 日）(231)。派遣期間は同年 8 月 1 日の現地勤務開始から、漸次延長さ

れて、1922 年 10 月 19 日までの 4 年 2 ヵ月に及んだ。この間に日赤が派遣した救護員は 311

人（殉職者 3 人）、救護班が救護した患者は、入院 6,125 人、外来 5 万 6,202 人、輸送 1,669

人、計 6 万 3,996 人であった(232)。また、チェコ軍患者の一部 20 人はその希望により、陸

相の承認を得て日本に転送され、日赤本社病院（東京）に収容された（1919 年 1 月 13 日）

(233)。 

日赤が派遣した臨時救護班は、当初、日本陸軍浦潮派遣軍に衛生部員として派遣されて

いた外垣秀重三等軍医正の監督指揮下で活動していたが、同軍医正が 12 月 14 日に転属し

たため、以後は第 12 師団軍医部長の区処を受けることになった(234)。救護班が救護を実施

した病院は、第 1 次派遣臨時救護班がウラジオストックに到着すると同時に開設した日赤

救護班病院と看護婦組織臨時救護班が配属された日本陸軍開設の第 1 陸軍病院（のち浦潮

陸軍病院と改称）が主で、途中、ハルピン、ハイラル等に一部が分派されているほか、浦

潮派遣軍司令部の命で巡回救護も行っている。ただし、ハイラルへ派遣された救護員は、

糧秣や衛生材料等の自給が困難であることが判明したため、現地到着後すぐにハルピンま

で後退する措置がとられた(235)。1910 年の改正日本赤十字条例第十一条に基づく官給の対

象とはなっていなかったということなのであろう。 

ハイラルのケースを機に、日赤は救護員の分派に際して糧秣、材料等の自給が困難であ

る場合の官給を申請した。1919 年 1 月 11 日、山梨半造陸軍次官は実情に鑑みて官給を認

める場合は救護班所在地の 寄りの部隊から補給すると通牒した。その 1 週間後の 18 日、

山梨次官は再度、通牒を発して、病院の建物、職員の宿舎、職員の糧秣、補欠衛生材料等

は官給、それ以外は日赤の支弁とした(236)。なお、日赤救護班病院は 1921 年 11 月 20 日に

閉鎖、派遣臨時救護班の編成・派遣は第 3 次をもって終了し(237)、以後は派遣規模を縮小し

て、第 5 看護婦組織臨時救護班 1 個のみとなった。 

日赤救護班は病院列車に乗り組んでの救護も実施している。日赤は病院列車を準備して

いなかったが、患者の護送が長距離で日時を要し、かつ、列車の運行状況が不安定であっ

                                                           
(231) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、484-489 ページ。8 個の救護班のうち、第 1 次派遣

臨時救護班のみが看護人組織で、ほかはすべて看護婦組織であった。 
(232) 同上、560-562 ページ。 
(233) 同上、520-521 ページ。 
(234) 同上、491、514-515 ページ。 
(235) 同上、484-485、504-507、546 ページ。救護班病院を開設する際にドイツ軍捕虜を使役して、消

毒作業、給水の補修、Ｘ光線装置の修理を行わせた（同上、503 ページ）。 
(236) 同上、515 ページ。 
(237) 同上、548 ページ。 
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たために生じる救護上の支障や不利を解消するために必要性が認識された。幸い、ロシア

赤十字社の第 2 ハルピン病院列車が使用されずにロシア東支鉄道に保管されているのが見

つかり、日赤救護班の理事と医員がロシア東支鉄道長官と交渉、同時に浦潮派遣軍の斡旋

も手伝って、 終的にはロシア東支鉄道長官が提供を申し出るという形で、連合軍傷病者

の輸送に供するということで日赤が受領した（1918 年 10 月 9 日）。病院列車の編成は 2 等

車 1 両、3 等車 1 両、食堂車 1 両、衛生保温車 4 両、材料貨車 1 両であった。牽引する機

関車がなかったので、軍用列車に連結して運行した。日赤は同病院列車に救護員 26 人を配

属、11 月 23 日から翌 1919 年 11 月 11 日まで、ウラジオストックを起点に各地との間を 14

回、運行した。同病院列車は 1919 年 11 月 24 日に日本陸軍の第 1 陸軍病院に移管されたの

ち、1920 年 3 月 17 日から 10 月 10 日まで、ハルピンの第 6 陸軍病院からウラジオストッ

クの第 1 陸軍病院へ患者を輸送するために 6 回、運行された。このときも日赤救護員が病

院列車に乗り組んだ(238)。 

 日赤幹部職員による救護活動の視察を兼ねた患者（含、外国人患者）の慰問は、徳川圀

順副社長をはじめとして、救護課長、救護主任理事、理事、参事、看護婦監督らが実施し

ている。場合によっては、患者に慰問品を贈っている(239)。 

 患者救護のほか、ロシア窮民の救助事業として衛生材料の配布を実施している。これは

1918 年 8 月 17 日に交付された勅令第 328 号臨時シベリア経済援助委員会官制に基づく事

業で、内田康哉外相のイニシアティブで 2 度、実施された。1 度目は 1919 年 1 月 13 日に

内田外相から日赤に通達があり、薬品 180 箱、治療用消耗品 140 箱をウラジオストック、

ハバロフスク、チタ、オムスク等で無償配布すべく準備した。輸送は日赤が陸軍省に軍用

船での輸送を申請して、認可を得た。これらの衛生材料はウラジオストックでロシア赤十

字社の現地代表に引渡された。2 度目は同年 8 月 5 日に通達があり、薬品 2,711 箱、包帯材

料 5,029 箱が準備され、9 月、軍用船でウラジオストックまで輸送した。このときは前回と

異なり、ウラジオストックではロシア赤十字社代表に関係書類を手交して授受の手続きを

行うにとどめ、ウラジオストックからロシア側が提供した貨車 15 両に衛生材料を積み、日

赤職員用に客車を 1 両連結して乗車し、日赤職員がロシア極東赤十字社の中央倉庫が所在

するイルクーツクまで赴いて、そこでロシア極東赤十字社の社長に衛生材料の無償配布を

委託した(240)。 

                                                           
(238) 同上、511-514、537 ページ。同病院列車は救護班 終引揚げに際して、ロシア官憲に交付した

（同上、556 ページ）。 
(239) 同上、509-511、518-519 ページ。東京の日赤本社病院に収容されたチェコ軍患者は石黒社長が

慰問している（同上、521 ページ）。 
(240) 同上、565-570 ページ。『博愛』第 392 号、16 ページ。 
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このほか、ロシアの病院列車の衛生材料が欠乏し、補給を求めてきたため、その要請に

応じたことがある。また、ハルピンのロシア赤十字社病院にも衛生材料を寄贈している(241)。 

 さらに、1919 年 5 月 31 日、日赤は患者自動車 10 台（大型車 7 台、小型車 3 台）を陸軍

に提供している。これは前年 11 月 19 日の陸軍省医務局長からの照会に応えて、急遽、行

った事業である。これらのうち 7 台はウラジオストックで、3 台は東京と広島の衛戍病院

で使用された。車体には赤十字章と日本赤十字社の文字が一目でわかるように記された(242)。 

 先に述べたように、シベリア出兵に際して、日赤は樺太のアレクサンドロフスクにも救

護班を派遣している。これは 1920 年 5 月 24 日にニコラエフスク（尼港）で発生した、日

本軍民 122 人が虐殺されるという事件（尼港事件）を契機として日本陸軍が実施した樺太

保障占領と民政施行に伴う事業で、6 月 17 日の陸軍次官からの要望に応えての派遣であっ

た。期間は同年 7 月 25 日から 1925 年 4 月 10 日まで、1 年毎のローテーションで、3 回に

わたって救護員計 46 人を派遣した。その間、現地の陸軍病院、軍政署付属治療所、婦人病

院で患者 1 万 2,327 人を救護した(243)。 

 なお、日赤はシベリア出兵に際して、上記のような傷病兵の救護や各国赤十字社への協

力等のほかに、ポーランド人孤児 765 人の救済事業も実施しているが、ここでは省略する

(244)。 

 

エ 問題点・教訓等 

 第一次世界大戦時同様、シベリア出兵にあたっても、大きな問題は生じなかった。しか

し、依然として、とくに救護開始当初に、外国人患者との間で言語の違いによって意思の

疎通に支障をきたす事態が生じている。通訳者は配属されていたが少人数であったうえに、

患者の国籍が多様であったために対応しきれなかったことも原因である(245)。そのほか、救

護上の問題としては、医員の人数に比して患者が多すぎるという問題や、元来、軍の施設

として建設された建物を病院として利用したために部屋が大きすぎて使い勝手が悪い等と

いった問題もあった(246)。 

これら以外にもある程度の問題は生じたが、適宜、対策が講じられたため大事には至ら

                                                           
(241) 『博愛』第 382 号（1919 年 2 月 10 日）、10 ページ。『博愛』第 385 号（1919 年 5 月 10 日）、15

ページ。 
(242) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、563-564 ページ。 
(243) 同上、573-578 ページ。日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』第 4 巻、244 ページ。 
(244) ポーランド人孤児の救済事業については、佐藤『赤十字百年』99-103 ページを参照。 
(245) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、509 ページ。『博愛』第 380 号（1918 年 12 月 10

日）、15 ページ。『博愛』第 407 号（1921 年 3 月 10 日）、14 ページ。 
(246) 『博愛』第 407 号、14 ページ。 
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なかった。例えば、救護員の分派に際しては、一部で糧秣や衛生材料の自給が困難である

ことが判明し、すぐに後退させたり、 寄り陸軍部隊からの官給に切り替えることを可能

にする措置がとられたりした。戦災を被る可能性があったのは、浦潮派遣軍と「ロシア革

命軍」との間で衝突が発生（1920 年 4 月 4～7 日）した際のみであった。このときは直前

に、日赤救護班病院は危険であるとの判断で、看護婦長、看護婦、女性通訳者を同病院か

ら避難させるために第 1 陸軍病院で勤務させる措置がとられた(247)。１年交代のローテーシ

ョンもほぼ守られ、病院列車における救護に関しても、これといった支障は生じなかった

ようである。 

（次号へ続く） 

 

（たちかわ きょういち 企画室共同研究調整官兼戦史部第 1 戦史研究室主任研究官） 

（しゅく はるひこ 2 等陸佐 戦史部第 2 戦史研究室所員） 

                                                           
(247) 日本赤十字社編『日本赤十字社史続稿』下、534-536 ページ。『博愛』第 397 号（1920 年 5 月

10 日）、15 ページ。 




