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軍事組織における指揮命令関係の課題 
――わが国の国際平和協力の一層の推進に向けて―― 

 

奥平 穣治 

 

＜要 旨＞ 

 軍事的機能を遂行する組織の上位者と下位者の間における指揮命令関係は、服務関係の

根幹をなすものであり、自衛隊員の服務も、諸外国の軍隊と同様に、通常の公務員関係よ

り厳格な内容となっている。現在、諸外国の軍隊においては、軍事交流・国際的任務が増

大しているが、わが国の自衛隊も、冷戦終結後、国際平和協力活動の分野の任務はますま

す重きを占めている。主要国において当該国の軍隊内における指揮命令関係と多少異なる

様相がある多国籍部隊における指揮命令関係の特徴を明確にし、わが国における国際平和

協力の指揮命令関係と比較検討した。わが国も、今後ますます国際的活動に乗り出すこと

が求められるため、自衛隊が国際平和協力活動に参加する場合も、例えば多国籍軍司令部

への参加の態様について国際法と国内法の両面からの手段の検討が必要で、わが国が大国

としての国際責任を果たしていくために法制度の見直しを図ることは検討課題の一つであ

る。 

 

はじめに 

 本稿は、軍事組織（軍隊、自衛隊）の上位者と下位者の間における指揮命令関係（以下

「指揮命令関係」という。）について、主要国の軍事法制における法制度を参考にして、わ

が国の自衛隊に関する防衛法制における法制度の課題を考察するものである。 

軍事法制においては、軍人の人事、服務に関する事項が定められているが、そのうち服

務関係とは、軍人の権利や義務、指揮命令関係、懲戒、刑罰などについてのものである。

この中で指揮命令関係は、軍隊という組織の本質に根ざす面がある。軍隊が国家を防衛す

るという目的を達成するために人命を賭して戦闘行為を行う以上、上位者は時には死地に

赴くことを下位者に対して命ずることがあるが、上位者には強い指揮権と、それと対をな

す重い責任がある。軍人の服務を考える上で、指揮命令関係について検討することは、軍

隊の本質を見つめ直す意義がある。 

指揮命令関係は、自衛隊も軍事的機能を遂行する組織である以上、服務関係の根幹をな

すものであるが、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）などに定める自衛官の服務も、諸外
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国の軍隊と同様に、通常の公務員関係より厳格な内容になっている。それが、主要国の指

揮命令関係とどのような異同があるのかを考察することを本稿の第１の目的とする。 

また、現在、世界の軍隊においては、軍事交流が盛んに行われ、国際的任務が増大して

いる。わが国の自衛隊も、特に冷戦終結後、国際平和協力活動を実施するようになり、こ

の分野の任務はますます重きを占めるようになっており、特に、2006 年の防衛庁の防衛省

への移行に伴う防衛省設置法（昭和 29 年法律第 164 号）と自衛隊法の改正により、国際平

和協力活動は本来任務の一つになっている1。諸外国においても、当該国の軍隊内における

指揮命令関係とは多少異なる部分が多国籍部隊における指揮命令関係にはある。その特徴

を明確にし、わが国における国際平和協力の指揮命令関係の考え方と比較検討することに

より、その問題点を考察することを本稿の第 2 の目的とする。その際、事例研究として、

イラク人道復興支援特別措置法（平成 15 年法律第 137 号）に基づき行われたイラク人道復

興支援活動において生じた自衛隊の参加に関わる問題点を併せて検討する。 

そして、以上の検討を踏まえて、わが国の指揮命令関係に関する防衛法制の見直しへの

インプリケーションを得ることを本稿の第 3 の目的とする。 

本稿では、第 1 節で、わが国の防衛法制を調査し、自衛隊の指揮命令関係に関する法制

度の内容を概観する。第 2 節では、主要国（ドイツ、フランス、イギリス）の軍事法制を

調査し、軍隊における指揮命令関係の特徴を明らかにする。これらのことにより、指揮命

令関係の原則の考察に資する。第 3 節では、 近の国際協力の進展を踏まえて、軍隊が多

国籍で編成され活動する際の指揮命令関係について、わが国の場合の法制度の考え方を概

観した後、主要国の特徴を見る。併せて、わが国のイラク人道復興支援活動を事例として

取り上げ、指揮命令関係上、生じた問題点を検討する。これらのことにより、軍事組織に

よる国際協力の場における、指揮命令関係の問題点の考察に資する。 後に第 4 節で、こ

れまでの検討を踏まえて、指揮命令関係の基本原則や、国際協力における指揮命令関係の

特徴について、わが国と主要国の異同を分析した後、わが国の国際平和協力における指揮

命令関係についての課題を考察する。 

 

                                                           
1 直接侵略・間接侵略に対するわが国の防衛が主たる任務で、必要に応じ公共の秩序維持に当たるこ

とが従たる任務である（自衛隊法第 3 条第 1 項）。また、周辺事態安全確保法（平成 11 年法律第 60
号）に基づく後方地域支援等、国際平和協力活動（国際緊急援助活動等、国際平和協力業務、旧テ

ロ対策特別措置法に基づく活動、補給支援特別措置法に基づく活動、イラク人道復興支援特別措置

法に基づく活動）も従たる任務である（自衛隊法第 3 条第 2 項）。これらは、いずれも自衛隊の本

来任務である。付随的な業務は、自衛隊法第 8 章（雑則）で定められている。 
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１ わが国の自衛隊の指揮命令関係の概要――日本の法制度 

 本節では、わが国の自衛隊の指揮命令関係に関する規定を考察する。先ず、自衛隊員の

人事に関する規定がわが国の防衛法制においてはどのように位置付けられているかを明確

にする。続いて、自衛隊法に定められている自衛隊員の服務に関する規定を概観する。そ

して、本稿の問題関心である自衛隊員の指揮命令関係に関する規定について、その内容と

特徴を考察する。 

 

(1) 自衛隊員の人事に関する法制の防衛法制における位置付け 

 現行の日本国憲法の下においては、わが国の防衛のための自衛権の行使は認められてお

り、自衛のための必要 小限の実力の保有は可能であるとの政府解釈をとっている2。この

考え方に基づき、わが国は自衛隊を保有し、国の防衛などに関する任務を遂行している。

いわゆる「防衛権」は行政権に属するとしているが3、憲法には防衛に関する具体的な規定

はなく、「外交関係」又は「一般行政事務」に含まれると解釈されている4。自衛隊は、そ

の任務の主たるものは国の防衛であり、諸外国の軍隊が保有している装備に相当する装備

を保有している。しかし、自衛隊は国際法上、軍隊であるものの、国内法的には制約され

た存在であるとされており5、国内法上は、防衛省に置かれる、国家行政組織法（昭和 23

年法律第 120 号）に定める「特別の機関」として位置付けられている6。即ち、自衛隊は国

内法的には「行政機関」である7。したがって、自衛隊を規律する国の防衛に関する法制（防

衛法制）は行政法の分野に属し、その内容は行政法の基本原則に則っている8。 

 わが国の防衛法制は、行政法として、防衛組織法、防衛公務員法、防衛作用法、防衛刑

法などに区分される9。自衛隊を構成する者（自衛隊員）、すなわち自衛官や事務官等は防

衛省職員であり10、国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）において「特別職国家公務員」

                                                           
2 第 21 回国会・衆議院予算委員会（1954 年 12 月 22 日）、大村清一防衛庁長官。 
3 砂川事件 高裁判決（1959 年 12 月 16 日）。 
4 奥平穣治「軍の行動に関する法規の規定のあり方」『防衛研究所紀要』第 10 巻第 2 号（2007 年 12
月）、78～79 ページ。 

5 第 119 回国会・衆議院本会議（1990 年 10 月 18 日）、中山太郎外務大臣など。 
6 国家行政組織法第 8 条の 3、防衛省設置法第 19 条第 1 項、自衛隊法第 2 条第 2 項～第 4 項。 
7 奥平「軍の行動に関する法規の規定のあり方」82 ページ。 
8 同上、84～86 ページ。「法治国家」、「法律による行政」、「法律の留保」などが行政法の基本原則で

ある。行政組織が国民の権利・義務に関わる事項を実施するについては、法律にその権限の根拠を

持たなければならない。 
9 同上、85 ページ。 
10 防衛省設置法第 2 条第 5 項。自衛隊員の内訳は、事務次官、書記官、部員、自衛官、事務官、技官、

教官、防衛大学校学生、防衛医科大学校学生、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補、非常
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として位置付けられている11。特別職国家公務員については、国家公務員法の規定は適用さ

れず、防衛省職員の人事に関する事項は自衛隊法など別の法律に定められている12。したが

って、諸外国の軍人に相当する自衛官をはじめとする自衛隊員の人事に関することは自衛

隊法などに規定されていることになる。自衛隊員の人事に関する規定としては、その身分、

任免、服務、懲戒、刑罰などがある。本節では、次項で、それらのうちの中で「服務」に

関する規定に注目し、その内容を概観する。 

 

(2) 自衛隊法における自衛隊員の服務に関する規定の概要 

 自衛隊員の服務について定める規定は、自衛隊法第 52 条から第 65 条にかけて置かれて

いる。この中には、国家公務員法に定める公務員の服務と同一の内容のものと、自衛隊と

いう軍事的機能を果たす組織に特有のものとがある。 

 先ず、自衛隊員の服務の根本基準として、自衛隊法第 52 条は服務の本旨13を定めている。

自衛隊法に規定される服務規律は、すべてこの規定に基礎を置いている。国家公務員法に

も同趣旨の規定があるが、自衛隊という組織の特殊性から、自衛隊員の責務と責任感が特

に強調されている。また、自衛隊員になったことにより生じた服務義務を宣誓するために、

服務の宣誓が行われる（第 53 条）。 

 勤務態勢については、「（自衛）隊員は何時でも職務に従事することのできる態勢になけ

ればならない」（第 54 条第 1 項。カギ括弧内は自衛隊法の条文の引用。丸括弧内は筆者に

よる。この項において以下同じ。）。これは、自衛隊員の任務の特殊性に基づくものであり、

国家公務員法には同種の規定はない。勤務時間及び休暇については、自衛隊法施行規則で

定められている（第 54 条第 2 項）。また、自衛官については、その勤務の特殊性に基づき、

「防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない」（第 55 条）。 

 自衛隊法で定めるその他の個別の服務義務は、次のとおりである。 

 

                                                                                                                                                                 
勤職員である。自衛隊員ではないが、防衛省職員である者は、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政

務官、防衛大臣補佐官、大臣秘書官である。防衛省編『日本の防衛――防衛白書 平成 19 年版』

（ぎょうせい、2007 年）、329 ページ（図表Ⅲ４－１－１「防衛省職員の内訳」）など参照。2009
年度から、防衛参事官が廃止され、防衛大臣補佐官が新設された。 

11 防衛省職員の定員内で、一般職の事務官等、非常勤職員もいる。同上、329 ページ。 
12 国家公務員法第 2 条第 3 項第 16 号、第 5 項。 
13 「隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常

に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の

遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の付託にこ

たえることを期するものとする。」 
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ア 職務遂行の義務（第 56 条） 

「（自衛）隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若し

くは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない」。これにより、

自衛隊員は職務の性質上危険が当然予想される業務に携わることから、その義務の範囲内

で危険を顧みず 善を尽くすことが求められる。 

 

イ 上官の命令に服従する義務（第 57 条） 

「（自衛）隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなけれ

ばならない」。命令の内容は法令上命令を受ける者の職務に属し、適法で、実行可能なもの

でなければならない。命令に明白かつ重大な違法があると認められる場合は、当該命令は

無効である。 

 

ウ 品位を保つ義務（第 58 条） 

「（自衛）隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛

隊の威信を損するような行為をしてはならない」。一般の社会通念に従い、自衛隊の威信を

損なう行為をしてはならない。 

 

エ 秘密を守る義務（第 59 条） 

「（自衛）隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた

後も同様」である。「（自衛）隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属

する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を得なければならない。その職を離れた後

も同様」である。秘密とは、一般に知られていない事実で、一般に知られることが一定の

利益の侵害になると客観的に考えられるものである。職務上の所管に属する秘密のほか、

職務上知ることのできた個人や法人などの秘密も含まれる。 

 

オ 職務に専念する義務（第 60 条） 

「（自衛）隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力

のすべてをその職務のために用いなければならない」。「（自衛）隊員は、法令に別段の定め

がある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法（平成 11 年法

律第 103 号）第 2 条第 2 項に規定する特定独立行政法人の職を兼ね、又は地方公共団体の

機関の職に就くことができない」。「（自衛）隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、

又は防衛省以外の国家機関の職若しくは特定独立行政法人の職を兼ね、若しくは地方公共
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団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けること

ができない」。 

 

カ 政治的行為の制限（第 61 条） 

「（自衛）隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求

め、若しくは受領し、又は何らかの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、

あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない」。「（自衛）

隊員は、公選による公職の候補者となることができない」。「（自衛）隊員は、政党その他の

政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割を持つ構成員となることができ

ない」。 

 

キ 私企業からの隔離（第 62 条） 

「（自衛）隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他

これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない」。「（自衛）隊員は、

離職後 2 年間は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、その離職前 5 年間に在職

していた防衛省と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない」。 

 

ク 他の職又は事業の関与制限（第 63 条） 

「（自衛）隊員は、報酬を受けて、自衛隊法第 60 条第 2 項に規定する国家機関、特定独

立行政法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、

あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣

の承認を受けなければならない」。 

 

ケ 団体の結成などの禁止（第 64 条） 

「（自衛）隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための

組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない」。「（自衛）隊員は、同盟罷業、

怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならな

い」。これらの「規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、

法令に基づいて保有する任用上の権利をもって対抗することができない」。 

 

(3) 自衛隊員の指揮命令関係に関する規定の内容と特徴 

 本項では、以上に述べた服務規律に関する規定の中で、本稿の問題関心である指揮命令
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関係に関して、「職務遂行の義務」と「上官の命令に服従する義務」について、その内容と

特徴を考察する。 

 

ア 職務遂行の義務（第 56 条） 

 自衛隊員は、わが国の法令に従い職務を遂行する。また、場合によっては自己の生命・

身体を重大な危険にさらす場合であっても、任務遂行に当たり危険を理由に職務から離脱

してはならない14。さらに、単なる階級の上位者ではなく、職務上指揮監督権を有する者の

許可を受けないで、職務から離脱してはならない15。 

 なお、刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 37 条の「緊急避難」を定める規定は、自衛隊員

は自衛隊法第 56 条の規定により「業務上特別の義務」のある者であるので適用されない16。 

 

イ 上官の命令に服従する義務（第 57 条） 

 「（自衛）隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなけれ

ばならない」。国家公務員については、公務の遂行において円滑な上位下達を実現するため

服従義務がある。自衛隊は、非常・緊急時における迅速果断な部隊行動を任務とし、政府

の決定を文民統制原則の下に忠実に実施すべきであるので、上官と部下の間には厳格な命

令・服従関係が必要である。従って、自衛隊員の服従義務は、他の国家公務員と比較して、

更に厳格に執行されなければならない17。 

 隊員が従うのは、上官の命令が「職務上の命令」であることである。これには、命令が、

①職務上の上官が発し、②部下の隊員の職務に関するものであり、③その内容が物理的に

不可能であるか、又は、その実現が社会通念上期待不可能なものではなく、④法令に抵触

するものでない、ことを要する18。 

 違法な職務命令には、①犯罪命令と、②部下の権利を侵害する命令がある。犯罪命令と

は、命令内容が犯罪に当たる命令であり、通常人の常識的判断により上官の命令内容に明

白な違法性が認められる場合には、部下は服従を拒否することができ、また、このような

                                                           
14 松浦一夫「自衛隊員」西修他編『日本の安全保障法制』（内外出版、2001 年）、201 ページ。 
15 田村重信他編『日本の防衛法制』（内外出版、2008 年）、559 ページ。 
16 松浦「自衛隊員」201～202 ページ。刑法第 37 条第 1 項は緊急避難の法理（「自己又は他人の生命、

身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生

じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しない。」）を定めているが、同条第

2 項は「業務上特別の義務がある者には適用しない」と定めており、警察官、消防吏員など職務に

危険を伴う公務員には緊急避難は適用されない。自衛隊法第 56 条により自衛隊員も「業務上特別

の義務ある者」に該当するため、緊急避難の規定は適用されない。 
17 同上、209～210 ページ。 
18 同上、211 ページ。 
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命令に従ってはならない。自衛隊員が、命令の違法性を知りながら、あるいは違法である

ことが命令を受けた者の知ることのできた状況から明白であるにもかかわらず、犯罪命令

を遂行した場合、刑事責任を問われる19。 

 職務命令の違法性が明白かつ重大とは言えない場合、命令の合法性に疑義があれば、そ

の取り消しをしかるべき手続により求め、命令の違法性を確認する必要がある。そうでな

い場合は、服従の義務を免れることはできない。ただし、その命令が部下の権利を直接に

侵害する場合、自らの権利侵害に対する防御として他に取り得る手段がなく、消極的抵抗

としてこの命令に服従を拒否する場合は、かりに違法性の誤認があっても、不服従の違法

性が阻却される余地がある20。 

 自衛官が上官の命令に従わなかった場合、如何なる措置で従わせるかについては、先ず

次の場合については刑罰を科することができる（自衛隊法第 119 条、第 120 条、第 123 条）21。 

 

要件 刑罰 

①上官の職務上の命令に反抗、又は不服従 

 

治安出動時：3 年以下の懲役・禁固 

防衛出動時：7 年以下の懲役・禁固 

②上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗 

 

 

平常時：3 年以下の懲役・禁固 

治安出動時：5 年以下の懲役・禁固 

防衛出動時：7 年以下の懲役・禁固 

③正当な権限なく、又は上官の職務上の命令に違

反して自衛隊の部隊を指揮 

平常時：3 年以下の懲役・禁固 

治安出動時：5 年以下の懲役・禁固 

防衛出動時：7 年以下の懲役・禁固 

（注）①を教唆・幇助した者、②・③を共謀・教唆・煽動した者も同じく罰せられる。 

 

 上官の職務命令を発する権限には、直接強制22によりこれを実現する権能を包含すると解

釈すれば23、「上官の命令に服従する義務」には、命令服従の直接強制を受任する部下の義

                                                           
19 同上、211～212 ページ。 
20 同上、212 ページ。 
21 同上、213 ページ。 
22 義務者が任意に義務を履行しない場合に、義務者の身体又は物に直接に強制力を加えて、義務が履

行されたと同じ状態を現出させること。公法上の義務の履行確保の手段としては、代執行処分によ

ることを原則とし、執行罰や直接強制の方法は、特に個々的に法律で認められた場合でなければ行

うことはできない。林修三他編『法令用語小辞典』（学陽書房、1978 年）、391～392 ページ。 
23 各国の軍事法制における理解。多大の危険を伴う軍人の職務においては、戦時に命令にしたがわな

い者が出ると軍隊の行動が失敗し、軍隊や国民を重大な危険に陥れるおそれがあるため。松浦「自

衛隊員」213 ページ。 
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務とともに、上官は命令を執行するに必要な権限が認められる。防衛出動や治安出動の際

に部下が命令に従わなかった場合、上官は、出動時に許される権限24の範囲内で、警察官職

務執行法（昭和 23 年法律第 136 号）に基づく措置25により部下に命令服従を強制できる26。 

 

２ 主要国の軍隊の指揮命令関係の概要――主要国の法制度 

 本節では、軍隊における指揮命令関係の特徴を把握するために、日本にとって参考にな

るであろう欧米の自由民主主義国家の軍隊の指揮命令関係を検討する。対象国としては、

ドイツ、フランス、イギリスとする。ドイツ、フランスは大陸法系の国であるが、ドイツ

は儀礼的な大統領を元首とし、議会（下院）で選任される首相が政治の実権を持つ議員内

閣制の国で、フランスは大統領が強大な権力を有するが、大統領が任命する首相は大統領

にも議会にも責任を負い、ともに行政権を持つ半大統領制の国である。また、イギリスは、

英米法系の国で、国王を元首とし、首相が実権を持つ立憲君主制の国である。これらの国

体と歴史的経緯の違いが、軍隊の指揮命令関係にも影響を及ぼしている面がある。ここで

は、各国の軍隊の指揮命令関係について、①指揮権と服従義務、②上位者と下位者の関係、

を考察する27。 

 

(1) 指揮権と服従義務 

ア ドイツ 

 指揮には、①軍事的目的を持つこと、②非合法なものではないこと、③国際法の基本的

ルールに反するものではないこと、が求められる28。 

 兵士は命令に従う義務があるが、①兵士の人間的尊厳を侵害するか、②軍事的目的が与

えられていないか、③犯罪行為を命ずることになる指揮にはしたがわなくて良い。このよ

うな指揮にしたがった場合、その命令を行うことにより犯罪を犯すことになってしまうこ

                                                           
24 自衛隊法第 89 条、第 92 条。 
25 警察官職務執行法により、警察官は個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持、

他の法令の執行などの職権職務を遂行するために必要な手段をとることができる（第 1 条第１項）。

必要な手段には、質問（第 2 条）、保護（第 3 条）、避難等の措置（第 4 条）、犯罪の予防・制止（第

5 条）、立入り（第 6 条）、武器の使用（第 7 条）がある。防衛出動、治安出動を命ぜられた自衛隊

の自衛官には、警察官職務執行法の全部が準用されている（自衛隊法第 89 条第 1 項、第 92 条第 2
項）。 

26 松浦「自衛隊員」213～214 ページ。 
27 第 2 節の記述内容については、個々の脚注でも示しているが、George Nolte, ed., European Military 

Law System (Berlin: De Gruyter Recet, 2003) 所収の論考に多くの示唆を得た。. 
28 George Nolte and Heike Krieger,” Military Law in Germany,” Nolte, ed., European Military Law System, 

p.382. 
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とになると知り得るか、又は、そのことが明らかな場合には、兵士は刑法上の責任を問わ

れる。命令の合法性と服従義務は一致しない。原則として、指揮には拘束性があるものと

推定されるので、兵士は命令にしたがう際の危険を免れることができる。兵士には命令の

合法性を吟味する義務はないが、指揮が犯罪行為を命ずるものであれば、兵士は命令に服

従してはならない29。 

こうした指揮命令関係の内容に対しては、次のような事項が指摘されている。第 1 に、

人間的尊厳の概念は法律用語としてはあいまいなもので、特定の環境に依存し、社会の発

展に伴って変化する。憲法上、人は個人としてばかりではなく、その人が生活し一定の義

務を負っている社会の一部として捉えられるべきである。人間は、その人を単なる物にお

としめるような方法で取り扱われてはならない。兵士をからかったり、その人に払われる

べき敬意を減じるような方法で行動することを強いることは、兵士の人間的尊厳を侵害す

る。第 3 者の人間的尊厳を侵害する指揮もまた、拘束力がない30。 

 第 2 に、軍事的目的は、軍隊の公式の任務を遂行するために必要な全てのことに帰する。

私的な行為に影響を及ぼすことを目的とする場合、又は私的な目的を果たすための場合は、

命令は軍事的目的の遂行のために与えられたものとは言えない。これは、指揮が軍事的任

務に関係しないか、兵士に私的な財政的手段を用いることを強いる場合である31。 

 第 3 に、兵士は実施が不可能なことを要求する指揮にはしたがう必要はない。また、不

法な苦難を意味するような指揮も拘束力はない。例えば、平時に兵士に生命の危険を冒す

ようなことを求める指揮をすることは、兵士の人間的側面を侵害することになり、「比例の

原則」を逸脱している。同様に制限を課されるべきでない基本権を侵害する命令も拘束力

がない32。 

 第4に、兵士のための特別刑事法や新しい国際犯罪法を含む他の特別法ばかりではなく、

一般刑法により犯罪とされる行為を行うことを求めることは、犯罪を命ずる指揮である33。 

 以上の指揮はいずれも非合法なものであるが、その他のものは、全て、原則として拘束

力がある。上位者は非合法な命令を与える権限はないけれども、単純な非合法性が認めら

れるに過ぎない場合は、兵士は命令に従わなければならない34。 

 

                                                           
29 Ibid., pp.382-383. 
30 Ibid., p.383. 
31 Ibid., pp.383-384. 
32 Ibid., p.384. 
33 Ibid. 
34 Ibid., pp.384-385. 非合法であるが拘束力のある命令とは、例えば軍規則と相反する命令である。 
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イ フランス 

 兵士は上位者から与えられた命令に従わなければならず、自らに委託された任務を遂行

する責任がある。しかし、法律、武力紛争法、国際条約などに反する行為や国家の安全と

統合に違反する行為は上位者により命令されてはならないし、下位者は従ってはならない35。 

 下位者は、明白に違法か、武力紛争法や国際条約に反する命令を執行してはならない。

ただし、合法な命令であるのに、非合法であることを主張することが、単に命令の執行を

避けるための口実である場合には、懲戒処分や刑法上の制裁を受けることになる。そのた

め、違法な命令を下すことは禁じられており、下位者はそのような命令に従う義務はない36。 

また、適法の権限者の指揮の下で行動した場合は、その行為が明白に非合法でないなら

ば、行為者には責任はない37。 

 

ウ イギリス 

 兵士は合法的な命令のみに従う義務がある。軍法に従う人で、合法的な命令に従わない

者は、軍法会議の判決により、投獄などの法的責任を問われる。ただし、罪に問うために

は、命令がイギリスの国内法、国際法、諸外国の現地法に照らして合法的なものでなけれ

ばならない。また、合法性に加えて、命令のための軍事的理由がなければならない38。 

 非合法な命令を実行することにより、兵士が非合法な行為を実施することにならないか

が、上位者の命令に関して重要である。もしそうであるなら、下位者が命令にしたがって

いたということは責任を免れるための理由にならない。犯罪法に対する責任を避けるため

には、兵士は、賢明にふるまう必要があり、非合法な命令に従ってはならない。同じ原則

が、命じられた行為が不法行為か、個々の兵士の権利を害する場合にあてはまる39。 

こうした指揮命令関係の内容に対しては、次のような事項が指摘されている。第 1 に、

上位者は、秩序の維持、妨害の抑圧、軍事的な義務・規則の遂行、部隊の福祉といった目

的のために命令を発する権利がある。しかし、軍事的義務・使用に関係なく、私的目的を

達成する命令を発するために、階級を利用してはならない。同様に、上位者が発する権限

のない行為を実行する命令にしたがう必要はない40。 

                                                           
35 Jorg Gerkrath, “Military Law in France,” Nolte, ed., European Military Law System, p.309. 
36 Ibid. 
37 Ibid., pp.309-310. 
38 Peter Rowe, “Military Law in the United kingdom,” Nolte, ed., European Military Law System, pp.853-854. 
39 Ibid., p.854. 兵士の権利の制限に関する幾つかの問題に関して、メディアの中ではかなりの議論が

ある。論点は、妊娠した女性兵士の免職、ホモ、死刑、薬・酒の乱用、労働基本権、休暇外の欠勤、

免職、18 歳以下の採用、脅し、人種ハラスメント・差別待遇、兵種における女性、ジャーナリス

ト・服務規律法、軍人の法的代表などである。Ibid., p.856. 
40 Ibid. 
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 第 2 に、国内法又は国際法に反する命令は非合法である。先ず、一般的に言えば、兵士

は命令が非合法と知る必要はない。もし命令が明白に非合法でないなら、兵士は責任を免

れるべきである。次に、犯罪法や国際法とは全く異なったものであるが、軍法に反する命

令は、非合法である。さらに、兵士が勤務している場所の法律に反する命令も、非合法な

命令である41。 

 第 3 に、兵士の人間的な尊厳の侵害は、イギリス法で既知の概念ではないが、下位の階

級の人を悪く取り扱ったという嫌疑をかけられることになる42。 

 第 4 に、兵士は、軍隊法の下では、イングランド・ウェールズの刑法に反する犯罪行為

のみ責任を問われる43。イングランドの刑法に反していなくても、現地法に反する行為を命

ずる命令を拒否することは正当化される44。 

第 5 に、指揮権に関連する立場は、確立されてきている。兵士が適切な交戦法規（ROE）

にしたがう義務の問題は、裁判所で議論されている。ROE は、政策によって命令され、安

全保障のための指針を定めることを意図しているが、法律や慣習法の下で軍隊の構成員の

法的権利義務を定義していない。この原則は、世界中のいずれの場所における作戦のため

にイギリス兵士に発せられるどの交戦法規にも適用される。この原則によると、軍事的命

令は兵士が勤務する場所の刑法や民法に従わなければならない45。 

 

(2) 上位者と下位者の関係 

ア ドイツ 

（ア）上位者の定義 

 上位者とは軍事的な命令を与える権限がある者46である。ドイツの軍法では、指揮におけ

                                                           
41 Ibid., p.855. 
42 Ibid. 
43 犯罪行為としては、イングランド・ウェールズ法、スコットランド・北アイルランド法、兵士が勤

務する他の国の法に反する犯罪行為を含む。 
44 Ibid., pp.855-856. 
45 Ibid., pp.856-857. 
46 命令を与える権限を与えられている者は次のとおり。①直属の上位者：部隊を指揮する直属の上位

者。勤務中も非番時も命令を与える権限がある。技術的上位者の指揮下にある下位者である兵士の

技術的職務には介在しない。②技術的上位者：技術的部隊の技術的上位者。特別部隊内の仕事のた

めに下位者である兵士に命令を与える権限がある。医療やエンジニアリングの専門家のように、本

来的な軍事的性格を持たない職務に従事する人のことを言う。③特別分野・特別活動のための上位

者：特別な分野の能力、特別の活動の達成に関して命令を与える権限がある。特別な活動の達成の

ため必要があれば、非番中の兵士にも命令を与える権限がある。Nolte and Krieger, “ Military Law in 
Germany,” p.398. これらの上位者の権限は、次の機能的地位に基づく。①階級による上位者：階級

の上位者は、下位者である兵士に命令を与える権限がある。軍艦に乗船中か基地内では、勤務中も

非番中も、如何なる下位者に対しても指揮権がある。②特別命令による上位者：上位者は下位者で

ある兵士を、新しい上位者の指揮権内の特別な仕事のために他の兵士の指揮の下に置くことを命じ
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る上位者と服務規律における上位者を区別している。服務規律上の上位者とは、指揮下の

兵士に懲戒権を行使する権限を与えられている上位者である47。 

 指揮権と懲戒権48は、通常は同じ人により行使される。士官は、「軍事規律法」により与

えられている懲戒権を持っている。懲戒権については、国防大臣49が 高の上位者である。

階級により懲戒権の有無は異なる。指揮権は他者に移転されるが、懲戒権は移転されない50。 

 

（イ）上位者の義務 

 上位者は、義務と仕事の遂行において模範的に勤務しなければならない。また、上位者

は下位者の規律に責任があり、下位者の義務の遂行を監督する。上位者は、下位者が軍事

命令を損なうことのないように努めなければならない。さらに、上位者は下位者である兵

士の世話をする義務がある51。 

 上位者は、下位者の尊厳と名誉を侵害してはならない。この義務は政府機関の全ての部

署に適用されるが、軍隊の関連での憲法上の基本原則でもある。軍隊の階級構造の下では、

人間の尊厳の尊重は特に重要である。軍隊は命令、服従、規律の原則に依拠し、それらは

下位者の服従ばかりでなく上位者の権限に基づいているので、上位者である士官は模範的

なやり方で行動する特別の義務がある。下位者の尊厳を侵害すると、軍隊の規律と効率性

が損なわれる。相互の信頼感を醸成すると、法の支配の下での民主国家における憲法的任

務が軍隊に遵守されることになり、また、日々の軍務の効率性が確保される。軍務には相

互の信頼と、お互いに頼り合うことが必要で、上位者が下位者の権利を侵害すると軍隊の

団結力が害され、軍務が機能することが妨げられ、部隊の機能が損なわれる52。 

 士官と任命されていない士官は、勤務中も非番中も、上位者としての立場における信頼

                                                                                                                                                                 
ることができる。一般的に、低い階級の兵士は、高い階級の兵士の上位者になることを命じられる

ことはない。特別命令による上位者は、特別な仕事の達成のために必要な限り、下位に置かれた兵

士に命令を与える権限がある。③宣言による上位者：曹や士官といった上位者の階級の者は、勤務

中も非番中も即時の援助を必要とする危機の場合で、規律や安全保障の維持のために即時に行動す

ることを必要とするか、現在の兵士の指揮構造と無関係な重大かつ一時的な状況のために、統合さ

れた指揮を行う必要がある場合には、自分より高い階級でない兵士の上位者であることを宣言して

も良い。宣言による上位者は、状況が必要とする限りで、自らが上位者であると宣言した兵士に命

令を与えることができる。Ibid., p.399. 
47 Ibid., p.398. 
48 懲戒権は公式の議会制定法により規定されているが、指揮権は政府規則で定義され、その基本原則

は「軍事権利義務法（SG）」第 10 条第 5 項に定められている。Ibid. 
49 国防大臣と政務次官は上位者である。大臣による命令は署名されるか、法的意味で命令である場合

は、正当な軍事命令であるとみなされる。Ibid., p.400. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid., p.401. 
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を保持する必要がある限り、自らを主張するときには抑制を求められる53。 

 

（ウ）命令の遂行を確保するための方法 

 上位者は指揮を実行するに当たっては、均衡のとれた適切な方法によらなければならな

い。武器の使用によって命令を遂行する権限が上位者に与えられているかについては、明

白な法的ルールはない。行政規則によると、指揮の遂行のために火器を使用することを禁

止している。しかし、緊急事態には武器の使用が許されている。武器の使用の権利を許可

するかどうかは論議されており、法的状況は全く明確ではない。しかし、刑法の一般原則

によれば、正当な自衛の状況においては武器の使用は認められている。指揮の達成を確保

するための力の使用は認められていない54。 

 

イ フランス 

軍隊の組織は階級秩序と権限に基礎を置いている55。特別の階級秩序と一般的な階級秩序

との調和については、部隊の特別の地位により決定される。権限の行使は通常は階級に伴

い、その権限が軍務文書（service letter）、指揮文書（command letter）の保持者により行使

されないか、特別の指示が与えられている場合は、階級秩序を尊重する56。 

上位者と下位者の義務については、上位者は命令によって決定を行い表明し、その命令

とそれらの執行に全責任を取る。もちろん、命令は違法なものであってはならないし、下

位者の権利を尊重しなければならない。また、下位者は、受領した命令を忠実に執行し、

その遂行に責任を持たなければならない。与えられた命令の執行が不可能と分かった場合

には、下位者はすぐに上位者に報告する必要がある57。 

 

ウ イギリス 

 部隊を指揮するために任命された士官は、年功とは無関係に、その中に勤務する全ての

人員に指揮権を行使する。指揮に従う義務は、合法的に与えられた命令の全てに当てはま

る。指揮にしたがう人に課される懲戒権の中心的な役割を果たすのは司令官である。司令

官は、規律を維持し、また、指揮下にある人の福祉を図る責任がある58。 

 上位者は、命令への忠誠を確保するために、武力を用いることは認められていない。た

                                                           
53 Ibid. このルールは、表現の自由を制限できる重要な事例である。 
54 Ibid., pp.400-401. 
55 軍事的階級秩序と権限の行使の条件については、「軍隊規律一般規則（RDGA）」に規定がある。 
56 Gerkrath, “Military Law in France,” p.316. 
57 Ibid., pp.316-317. 
58 Rowe, “Military Law in the United Kingdom,” pp.863-864. 
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だし、犯罪を防止するために合理的な強制手段を使っても良い59。 

 上位者は、司令官と推定される。上位者は、軍事的正義・規律に関する事件の全てで緊

要な役割を果たし、兵士に対する嫌疑を検察当局に告発するか否かを決定する60。 

 

３ 指揮命令関係の課題――国際平和協力における問題点 

 本節では、現代的な問題として、国際的な軍事分野での協力関係が進展していることに

伴い、多国籍的な部隊が編成され、各国が共同で軍事作戦を遂行する場合が増えているが、

その場合に生ずる指揮命令関係の課題を考察する。先ず、わが国の国際平和協力に関する

政府の考え方を整理した後、主要国の状況を概観する。そして、事例研究として、わが国

のイラク人道復興支援活動において生じた問題点を考察する。 

 

(1) わが国の国際平和協力参加に関する法制度 

 わが国は、冷戦終結後の 1992 年に国際平和協力法（平成 4 年法律第 79 号）を制定し、

同年、国連カンボジア暫定統治機構（UNTAC）に参加したことを皮切りに、これまで国連

平和維持活動（PKO）に従事してきた。さらに、2001 年の旧テロ対策特別措置法（平成 13

年法律第 137 号）によって、海上自衛隊の艦艇がインド洋で米英軍艦艇などに給油・給水

を行い、平成 19 年に同法が失効して後は、2008 年の補給支援特別措置法（平成 20 年法律

第 1 号）により活動していたが、2010 年 1 月に活動を終えた。また、2003 年のイラク人道

復興支援特別措置法によって、イラクのサマワやクウェートで陸上自衛隊や航空自衛隊が

人道復興支援活動を行ってきたが、2006 年 9 月に陸上自衛隊が、また、2008 年 12 月に航

空自衛隊が活動を終了した。このような国際平和協力活動に参加することが、日本国憲法

に照らして合憲であるかどうかについて、政府は、その都度、国会などで考え方を明らか

にしている。本節では、国際平和協力におけるわが国の参加と、その場合における指揮命

令関係についての政府見解を説明する。 

 

                                                           
59 Ibid., p.864. 
60 Ibid., pp.864-865. 司令官の一般的責任は次のとおりである。指揮、訓練、安全保障、規律、教育、

健康、福祉、モラル、指揮下の部隊の一般的効率、部隊の効率的管理、動員計画の準備と全ての人

員に動員義務を知らせ訓練することの確保、兵士の家族の一般的福祉、文民当局・地方住民との友

好的で礼儀正しい関係の維持、指揮下にある部隊による侵害や嫌なことの防止、指揮下にある部隊

が反乱や妨害に従事している全ての場合により上位の当局への速やかな報告、軍人の家屋敷や財産

の探求の権限の付与、部隊の構成員の行動が常に高い水準で維持されていることの確認、それを達

成するために必要な命令の発出。 
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ア 国連軍などへの参加の可否 

 国連憲章第 7 章に基づく国連軍が設立された場合、その「国連軍の目的・任務が武力行

使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法上許されない」61。「任務がわ

が国を防衛するものと言えない正規の国連軍に自衛隊を参加させることには憲法上の問題

が残る」。「国連軍はまだ設けられたことがなく」、国連憲章第 43 条に定める「特別協定の

内容についても、具体的なものがな」く、「貢献の中身として、兵力、援助、便益を利用さ

せることとあるが、必ずしもその全てが満たされなければならないとは解されていない」62。 

 朝鮮戦争の際の国連軍については、正規の国連軍ではなく、事実上の国連軍であるが63、

指揮権も米国が任命した司令官が保有していた64。「いわゆる『国連軍』は、個々の事例に

よりその目的・任務が異なるので、それへの参加の可否を一律に論じることはできないが、

国連軍の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法

上許され」ず65、「朝鮮の場合の国連軍は、軍事行動をとることを目的とするものであるの

で、憲法上、わが国の自衛隊の参加はできない」66。 

 国連憲章第 7 章下の事態に際して、複数の国連加盟国からなる、安保理の決議を得て強

制措置を行う多国籍軍については、その目的・任務が武力行使を伴うものであれば自衛隊

がこれに参加することは憲法上許されず、「わが国の参加の可否については、国連決議の内

容、多国籍軍の目的、任務、編成など具体的な事案にそって判断すべき」とされる67。湾岸

戦争の際の多国籍軍のように武力行使自体を任務・目的とするものにわが国が「参加」（当

該多国籍軍の指揮下に入り、その一員として行動）することは憲法上許されない。しかし、

武力行使自体を任務・目的とする多国籍軍についても、参加に至らない「協力」について

                                                           
61 稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書（1980 年 10 月 28 日）。 
62 第 119 回国会・参議院予算委員会（1990 年 10 月 22 日）、工藤敦夫内閣法制局長官。 
63 1950 年 6 月、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）軍が大韓民国（韓国）に侵攻し、国連安全保障

理事会は、北朝鮮の行動を「平和の破壊」と認定し、全加盟国に即時停戦と北朝鮮軍の撤兵の実施

に必要な援助を与えることを勧告する決議（6 月 25 日）、武力攻撃を撃退するために必要なあらゆ

る援助を韓国に与えることを要請する決議（6 月 27 日）、朝鮮作戦合同司令部の設置、国連旗の使

用の許可、米国への司令官の任命の一任を勧告する決議（7 月 7 日）を採択し、総会は「平和のた

めの結集決議」（1950 年 11 月 3 日、第 3 回総会決議第 377 号）を採択し、米軍を中心に編成され

たいわゆる「国連軍」が朝鮮民主主義人民共和国に対する強制措置を行った。畠基晃『憲法 9 条―

―研究と議論の 前線』（青林書院、2006 年）、370～371 ページ。 
64 同上、370 ページ。これらの決議は、当時、ソ連が中国の代表権問題で安保理を欠席していたこと

から採択が可能となったもので、ソ連が復帰してからは、この問題に関して新たな決議の採択はな

されていない。この「国連軍」は、国連憲章第 7 章に定める正規の国連軍ではないが、国連旗の使

用が許可され、米極東軍司令官が国連軍司令官に任命されており、特殊な「国連軍」であると言え

る。城戸正彦『戦争と国際法』改訂版（嵯峨野書院、1996 年）、92～95 ページ。 
65 稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書（1980 年 10 月 28 日）。 
66 第 55 回国会・参議院内閣委員会（1967 年 5 月 30 日）、藤崎萬里外務省条約局長。 
67 第 131 回国会・衆議院安全保障委員会（1994 年 10 月 20 日）、玉沢徳一郎防衛庁長官。 
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は、武力行使と一体とならないものは、憲法上許される68。また、多国籍軍の目的・任務に

武力行使を伴うものと伴わないものがある場合、武力行使を伴わない任務に限って、他国

の武力行使と一体化せず、わが国の主体的判断が確保される場合は、広い意味で一員とし

て加わることは憲法上可能である69。 

 PKO については、「様々な形態があるので一概に言えないが、その目的・任務が武力行

使を伴うものであれば、参加することは許されない」70。自衛隊の PKO への参加は、国際

平和協力法に盛り込まれた PKO 参加 5 原則71の下で行われるならば、「武力の行使」に当た

らず、憲法に反しない72。平和維持軍（PKF）への参加についても、PKO 参加 5 原則を前提

に参加しているので、わが国は自ら武力行使をせず、また、PKF が組織として武力行使を

行ってもその武力行使とは一体化しないので、憲法に違反しない73。 

 

イ PKO における防衛大臣の指揮監督と国連の「指図（コマンド）」74 

 「国連の現地司令官は、各国からの派遣部隊が、いつ、どこで、どのような業務に従事

するかなどについて指図する権限を有しているが、これと懲戒権などの伴う防衛大臣によ

る指揮監督とは別のことがらである」。国際平和協力本部長が、「PKO 参加 5 原則を盛り込

んだ国際平和協力法の枠内で国連の指図に適合するように」実施要領を作成、変更し、「防

衛大臣は、この実施要領に従い派遣部隊を指揮監督する」。「わが国から派遣される要員は、

そのような実施要領に従い、いわゆる PKO 参加 5 原則と合致した形で国連のコマンドの下

                                                           
68 第 153 回国会・参議院外交防衛委員会（2001 年 12 月 4 日）、津野修内閣法制局長官、第 125 回国

会・参議院内閣委員会（1992 年 12 月 8 日）、大森政輔内閣法制局長官など。 
69 第 159 回国会・参議院イラク特別委員会（2004 年 6 月 1 日）、秋山収内閣法制局長官。 
70 第 119 回国会・参議院予算委員会（1990 年 10 月 22 日）、工藤内閣法制局長官。 
71 国際平和協力法の策定に当たって、自公民三党（自民党・公明党・民社党）幹事長書記長会談（2001

年 8 月 2 日）で了承された「平和維持隊への参加に当たっての基本方針」において示された、わが

国が国際平和協力業務に参加するに当たり満たすべき 5 つの原則をいう。その内容は、①紛争当事

者の間で停戦の合意が成立、②当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当時者が当該

平和維持隊の活動及び当該平和維持隊へのわが国の参加に同意、③当該平和維持隊が特定の紛争当

事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守、④上記原則のいずれかが満たされない状況が生じた場

合には、わが国から参加した部隊は撤収可能、⑤武器の使用は、要員の生命などの防護のために必

要な 小限のものに限定、である。これは、単なる政策的宣言にとどまらず、国際平和協力法の条

文において具体的な定義、要件などとして具現化されている。田村他編『日本の防衛法制』423～
424 ページ。 

72 防衛庁編『日本の防衛――防衛白書 平成 15 年版』（ぎょうせい、2003 年）、205 ページ。 
73 第 123 回国会・衆議院国際平和協力等に関する特別委員会（1992 年 4 月 28 日）、工藤内閣法制局

長官、第 121 回国会・衆議院国際平和協力等に関する特別委員会（1991 年 9 月 25 日）、工藤内閣

法制局長官。 
74 長年の PKO の慣行を踏まえて作成された派遣国と国連との「モデル協定」第 7 項に規定する「コ

マンド」と、国際平和協力法に規定する「指図」は同義とされる。第 123 回国会・参議院国際平和

協力等に関する特別委員会（1992 年 5 月 18 日）渡辺美智雄外務大臣。 
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に置かれる」75。 

 

(2) 主要国の多国籍部隊における指揮命令関係 

 本節では、ドイツ、フランス、イギリスの 3 国について、多国籍部隊への参加に関して

如何なる法的な制約があるかを見た後、そのような多国籍部隊における指揮命令関係の状

況について説明する76。 

 

ア 多国籍部隊参加に関する法的制限 

（ア）ドイツ 

 ドイツにおいては、軍隊が国の防衛や集団安全保障の任務を遂行するために、他の国と

協働するのは当然のこととされている。問題は、国内の事態において他国軍隊と協働する

場合である。このことについて、憲法上の規定や前例はない。一番の考慮点は、外国部隊

を使うことが乱用されて、憲法上の抜け道にならないかということである。外国部隊はド

イツ軍が行動することを認められていない状況では使ってはならない。ドイツ軍と同じ条

件で外国部隊が使われることは、憲法上、禁止されていない。ただし、ドイツ市民に対し

て政府権限を行使する場合には、適切な法制上の授権がなされなければならない77。 

 

（イ）フランス 

 フランスにおいては、外国部隊との共同作戦については、それが征服の意図があるか、

人身の自由に反するものでないかぎり、特別の法的制限はない78。 

 

（ウ）イギリス 

 イギリスにおいては、軍隊の外国への配置は、非常に長い年月の間、軍隊の役割の本来

の姿であると考えられており、実際、軍隊を巻き込む軍事紛争は他の国の領域で起こって

いる。一方、平時にイギリスに駐留する外国軍の規模は小さい。それ故、イギリス軍の役

割について、強い世論の関心はなかった。また、イギリスは国連常任理事国なので、政府

は、イギリス軍は国際平和と安全保障を追求することによって良き役割を果たすことがで

きるということを基本方針としている79。 

                                                           
75 防衛庁編『日本の防衛 平成 15 年版』206 ページ。第 123 回国会・参議院国際平和協力等に関す

る特別委員会（1992 年 5 月 18 日）、渡辺美智雄外務大臣。 
76 第 3 節第 2 項の記述内容については、個々の脚注でも示しているが、Nolte, ed., European Military Law 

System の所収の論考に多くの示唆を得た。 
77 Nolte and Krieger, “Military Law in Germany,” pp.354-355. 
78 Gerkrath, “Military Law in France,” p.292. 
79 Rowe, “Military Law in the United Kingdom,” p.857. 
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イ 多国籍部隊の指揮命令関係 

（ア）ドイツ 

 外国軍に所属する上位者（以下「外国人指揮官」という。）の指揮に兵士が服従すること

は、憲法上の問題である。人の基本権や自由を制限するためには、議会制定法により立法

権を特別に委任された行政規則によらなければならない。これは民主主義の正統性と国民

の権利制限の説明責任を確保するためである。しかし、ドイツ軍に対してドイツ当局によ

らない指揮が行われる場合に関して、2 つの特別の規定によりこのルールが修正されている。

憲法（基本法）第 24 条によると、①公的な権限の行使を「各国家間の実体」80に委任し、

②相互の集団的安全保障のシステムにドイツを統合することができる。そのため、単一の

外国か異なった外国に公的な権限を委任することは禁じられている81。 

 憲法上、ドイツ兵士の外国人指揮官への完全なる服従のためには、政府権限の委任が必

要である。北大西洋条約機構（NATO）内では、一定の限られた指揮権が委任されているだ

けで、このような権限の委任は行われてこなかった。ドイツ兵士は、外国人指揮官の命令

に従うために、上位者から命令を受領する82。この命令はいつ何時でも取り消しうるし、範

囲も限られており、いかなる懲戒権も有していない。懲戒権の国際機関への委任は、特別

の法制上の基礎を必要とする も明らかなケースである83。 

 NATO でいうところの「全面的指揮」と「作戦上の指揮」の区分84は、指揮権の委任を制

限するための国家的・憲法的な必要条件であるばかりでなく、正しい軍事的目的の点でも

有効である。作戦指揮や作戦統制の委任について、現在は、特別の憲法上の必要条件を満

足させなければならない政府権限の特別の委任を必要としない。一般的に、作戦指揮・統

制のみが委任されることができ、全面的指揮は国家当局に止まる。この場合、政府は議会

の承認を得ないでも、兵士を外国の指揮に従属させる権限を持つ85。 

                                                           
80 「各国間の実体」というためには、少なくとも国際的な法人格を持っていることが必要で、分離さ

れた法人格を有しない多国籍部隊に公的な権限を委任することはできない。 
81 Nolte and Krieger, “Military Law in Germany,” pp.402-403. 
82 「軍人権利義務法」第 11 条第 1 項の意味における上位者から命令を受領する。 
83 Ibid., p.403. 他の国では、NATO 内で外国人上位者の指揮に兵士が服従するために、比較し得るモ

デルを使っている。 
84 「全面的指揮（フル・コマンド）」とは軍事的司令の全てを包括する司令権を言う。「作戦指揮（オ

ペレーショナル・コマンド）」とは所属部隊に対する指揮の機能で、その任務は、①自己の下に置

かれている司令官に任務を与えること、②軍の一部を新たに配置・転換すること、③必要に応じて

「作戦統制（オペレーショナル・コントロール）」又は「戦術的指揮（タクティカル・コントロー

ル）を行使する、又はこの権限を他人に以上できること、である。清水隆雄「ドイツ緊急事態法の

制定過程と NATO 軍」国立国会図書館調査及び立法考査局『主要国における緊急事態への対処―

―総合調査報告書』（2003 年 6 月）、214 ページ。 
85 Nolte and Krieger, “Military Law in Germany,” pp.403-404. しかし、この理論は、ドイツの学会では論

争の的となっている。Ibid., p.404. 
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 委任された指揮権限の行使が、個々の兵士に及ぶのか、部隊全体に及ぶのかについては、

まだこれまで検討が進んでいない。外国人指揮官の指揮権限は個々の兵士のみに行使され

るという意見が一般的であるが、全部隊の指揮官に対してか、部隊に属する個々の兵士に

対して直接に行使されるのか、ということが議論されている86。 

 議会に批准された国際条約に基づく場合は、多国籍部隊内で指揮権限が委任されること

はよくある87。 

 

（イ）フランス 

 兵士が外国の上位者の指揮下に置かれても、フランスの軍法上、深刻な問題は生じない。

フランスの場合、如何なる指揮権も大統領権限に由来し、大統領の名で資格のある指揮官

により行使される。大統領の決定のみにより、この目的が達せられる88。 

 実際上は、これまで、フランスの兵士が外国士官の指揮の下に直接置かれたことはなく、

いつも中間のフランス司令部が作戦場面に置かれ、フランスの指揮官だけが外国の指揮の

下に直接置かれ、フランスの「全軍参謀長」（CEMA）から協力の指示をうける。作戦指揮

だけが移転される89。 

 懲戒権は、階級を与える権限と同様に、如何なる場合も国家当局にある。国家は、第 3

国や外国組織に階級を与えたり懲戒手段をとる権限を割譲することはできない90。 

 個々の多国籍作戦のために、ROE、部隊地位協定（SOFA）や特別の行政合意により、そ

の詳細が決まる。上位者の下位者に対する関係や自国における他の部隊の兵士への指揮権

のための、他の特別なルールはない91。 

 

（ウ）イギリス 

 国防評議会（Defense Council）が規則を定めれば、イギリスの主権下にない国の軍隊の構

成員である上位者が、また、指揮権が行使されるべき程度の範囲内で、イギリス軍の兵士

に対する指揮権を行使することは可能であるが、実際、行われたことはない。指揮がなさ

れるところには、懲戒権が伴う92。指揮官は、永続的な命令（standing orders）において、

一定の構成員か全部隊が、外国人指揮官の合法的指揮に服従することを言及してもよい。

                                                           
86 Ibid., pp.404-405. 
87 Ibid., p.405. 
88 Gerkrath, “Military Law in France,” p.317. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid., p.318. 
92 このような規則が定められていないので、ドイツと似た立場がとられている。 
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兵士がこの命令に従わないと、イギリス軍法への違反になる。ただし、外国人指揮官は、

イギリス兵士に対する懲戒権はなく、兵士はイギリス軍法に従う93。 

 イギリス兵は「1955 年軍隊法」94に従う責任があるので、外国軍法では合法であるが、

軍隊法には違反する命令には従ってはならない。外国軍の兵士は、コモンウェルス軍の構

成員でないなら、イギリス軍法には従わないだろう95。 

 他の国の軍隊と協力するために、イギリス軍の権限を制限するものはない。国連や NATO

との共同軍事作戦は可能である。イギリス軍と多くの国の軍隊との訓練は、定期的に行わ

れている。これらの全ての場合において指揮と懲戒の問題は生じていない96。 

 

(3) イラク人道復興支援活動における指揮命令関係 

本項では、わが国の国際平和協力における指揮命令関係の問題点を考察するに当たって、

2003 年から 2008 年にかけて自衛隊が実施したイラク人道復興支援活動において生じた多

国籍軍の指揮権と自衛隊との関係を事例研究として取り上げて、検討する。 

 

ア イラク人道復興支援活動への自衛隊の参加 

 2003 年 3 月より国連加盟国（米英軍など）がイラクへの武力行使を行ったが97、主要な

戦闘が終結した後の同年 5 月以降、国連が安保理決議第 1483 号98などを採択し、国際社会

                                                           
93 Rowe, “Military Law in the United Kingdom,” p.865. 
94 1689 年の権利章典は、平時の常備軍の保有を議会の同意がない限り禁止している。このため、陸

海空軍の組織を規定する 1955 年陸軍法、1955 年空軍法、1957 年海軍規律法の 5 年間の継続を承認

する軍隊法を 5 年ごとに制定している。更に、毎年、軍隊法の存続を認める枢密院令を、両院の議

決により承認している。太田肇「イギリスの有事法制」全国憲法研究会編『法律時報増刊 憲法と

防衛法制――いま、憲法学から有事法制を問う』（日本評論社、2002 年）、174 ページ。 
95 Rowe, “Military Law in the United Kingdom,” pp.865-866. 
96 Ibid., p.866. 
97 米国は、国連安保理決議第 1441 号（2002 年 12 月 8 日）に規定された「 後の機会」をイラクが

逸したとし、イラクに対する武力行使を間接的に容認する新決議案を、2003 年 2 月 14 日にイギリ

ス、スペインと共同して安保理に提出したが、フランス、ドイツは反対を表明し、フランスは拒否

権を行使する姿勢を見せたため、採択の見通しが立たなかった。3 月 16 日に米国・イギリス・ス

ペイン 3 国首脳会談で、フランス、ドイツなどに対する外交交渉打ち切りの事実上の 後通告を発

表し、3 月 17 日、ジョージ・W・ブッシュ（George Walker Bush）米国大統領はサダム・フセイン

（Saddam Husayn Abd al-Majid al-Tikriti）イラク大統領に 後通牒を突きつけ、国連安保理決議第

678 号（1990 年 11 月 29 日）、第 687 号（1991 年 4 月 3 日）を法的根拠として、イラクを攻撃する

ことを明らかにした。フセイン大統領は国外退去せず、3 月 19 日、「イラクの自由作戦」と称され

る戦闘が開始された。信田智人『官邸外交――政治リーダーシップの行方』（朝日新聞社、2004 年）、

94～97 ページ。 
98 米英軍の占領軍としての特別な権限・義務を確認し、国際的に承認されたイラク国民による政府が

設立されるまで、「当局」に領土の実効的な施政を通じてイラク国民の福祉を増進することを要請

するとともに、イラク国民に対する人道上の支援、イラクの復興支援を行うこと、同国の安定と安

全に貢献することを国連加盟国に要請。 
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はイラクの復興支援に取り組んだ。わが国も、同年 7 月、イラク人道復興支援特別措置法

を制定し、同年 12 月以降、自衛隊の部隊を順次、現地に派遣し、人道復興支援活動を実施

してきた。即ち、陸上自衛隊がイラクのムサンナー県（サマワ）で医療、給水、公共施設

の復旧・整備などの活動を実施し、航空自衛隊がクウェートとイラク間で人員・物資の輸

送などの活動を行ってきた99。 

この法律と憲法の関係については、政府は、「わが国はイラクに対して武力を行使してい

ない非交戦国であり」、法律「に基づく活動も交戦権の行使に当たるものは含まれて」いな

いので憲法に違反するものではないとしていた100。法律に基づき行う人道復興支援活動を

中心にした対応措置は武力の行使や武力による威嚇に当たるものではなく、その実施の区

域はいわゆる「非戦闘地域」で行うので、武力の行使や武力の行使との一体化のおそれは

ない。さらに、自衛隊が携行する武器についても、「実施する業務、現地の治安情勢などを

勘案し、派遣される隊員の安全確保のために必要なもの」に限られ、「当該武器の使用につ

いても、現地の状況に応じ」、法律「の趣旨に従って適切に行」われるとしていた101。即ち、

自衛隊は、憲法の範囲内で当該活動を実施するための根拠の法律が制定され、人道復興支

援活動に従事してきた。 

その後の自衛隊の活動はイラク及び国際社会から高い評価を受けていたが、2006 年 6 月、

政府は、サマワにおける応急復旧的な支援措置が必要とされる段階は基本的に終了し、イ

ラク自身による自律的な復旧の段階に移行したものと判断し、先ず陸上自衛隊の撤収を決

定し、同年 9 月には、約 2 年半に及ぶ陸上自衛隊の活動を終えた102。その後、2008 年 12

月には航空自衛隊も任務を終え撤収し、当該活動は終了した103。 

 

イ 多国籍軍の指揮権との関係 

 2004年 6月 8日、国連安保理決議第 1546号104が採択され、イラクにおける占領が終了し、

完全な主権が回復されることになり、6 月 28 日、米英中心の連合暫定施政当局（CPA）か

らイラク暫定政府に対して統治権限が委譲された。また、この決議により、多国籍軍がイ

                                                           
99 防衛省編『日本の防衛 平成 19 年版』280～286 ページ。なお、自衛隊は、イラク人道復興支援特

別措置法成立までの間に、イラク難民救援国際平和協力業務、イラク被災民救援国際平和協力活

動を行っていた。 
100 第 156 回国会・衆議院本会議（2003 年 6 月 24 日）、小泉純一郎内閣総理大臣。 
101 同上。 
102 防衛省編『日本の防衛 平成 19 年版』282、284 ページ。 
103 「イラクにおける航空自衛隊の活動の終結に係る浜田防衛大臣のコメント」<http://www.mod.go.jp/ 

j/2008/11/28ex.html>2009 年 2 月 3 日アクセス。 
104 決議の内容は、①イラク暫定政府の是認、②占領の終了及びイラクの完全な主権の回復の歓迎、

③国連の役割の明確化、④人道復興支援を含む多国籍軍の任務の明確化、などである。 
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ラク支援のために駐留することになり、イラク暫定政府は、治安維持活動と人道復興支援

活動を多国籍軍に対して要請し、わが国も、イラク暫定政府の要請を受けた多国籍軍の中

で、イラクの同意及び法的地位の確保を得て、人道復興支援活動を継続することになった。 

 ここで、多国籍軍の中での自衛隊の活動が憲法違反にならないかが問題になった。その

争点は、①自衛隊が多国籍軍の指揮下に入るかどうか、②多国籍軍の指揮権が自衛隊に及

ぶかどうか、であった。この点について、政府は、次のような見解を示した105。即ち、「自

衛隊は、多国籍軍の中で、統合された司令部の下にあって、同司令部との間で連絡・調整

を行う」が、「同司令部の指揮下には入」らない。「自衛隊は、引き続き、わが国の主体的

な判断の下に、わが国の指揮に従い、イラク人道復興支援特措法及びその基本計画に基づ

き、イラク暫定政府に歓迎される形で人道復興支援活動などを行う」というものである。「こ

の点については」、「米、英両政府とわが国政府との間で了解に達している」。「自衛隊は、

これまでと同様、憲法の禁じる武力の行使に当たる活動を行うものではなく、イラク人道

復興支援特措法に基づき、いわゆる『非戦闘地域』において活動するものであり、他国の

武力の行使と一体化するものではない」とされる。 

 

ウ 指揮命令関係に関する問題点 

 現行憲法の下で、わが国が国連軍などに参加することに関しての前述の政府見解に則り、

イラクでの活動における多国籍軍との指揮関係が整理されている106。多国籍軍は人道復興

支援活動に併せて治安維持活動も実施するので、事態の態様に応じて、必要な武力行使を

行う場合がある。そのような任務を持つ多国籍軍に、わが国の自衛隊は参加することはで

きず、当然、多国籍軍司令部の指揮下に入ることはない。しかし必要な協力を行うこと、

ここでは、武力行使ではない人道復興支援活動を行うための活動はできるので、自衛隊の

イラク復興の活動への参画は是認される。ただし、多国籍軍司令部の指揮下に入るのでは

なく、わが国独自の指揮権に基づき活動するので、多国籍軍との間で指揮命令関係の問題

は生じない107。また、PKO に関する政府見解に見られるような、防衛大臣の指揮監督と多

                                                           
105 「イラクの主権回復後の自衛隊の人道復興支援活動について」（2004 年 6 月 18 日、閣議了解）。 
106 前述の閣議了解（2004 年 6 月 18 日）でも、「自衛隊が多国籍軍の中で活動を行うことは、憲法と

の関係で許されないとしてきたいわゆる多国籍軍への参加に関する従来の政府見解を変えるもの

ではない」としている。この点に関して、石破茂防衛庁長官は同日の記者会見の中で、従来の政

府見解（「いわゆる国連軍への平和協力隊の参加と協力についての政府統一見解」衆議院・国連特

別委員会[1990 年 10 月 26 日]中山太郎外務大臣）当時の多国籍軍とは異なり、今回の場合は「人

道支援」が任務として入っている新しいスタイルの多国籍軍で、その任務がイラク人道復興支援

特別措置法に基づく活動として明確に切り分けられるが、いずれにしても指揮下には入らず主体

性を維持することは変わらないので、今回の立場と一切変わるものではない、と説明している。 
107 先崎一陸上幕僚長の記者会見（2004 年 7 月 1 日）によると、イラクの主権委譲に伴って多国籍軍
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国籍軍の指図（コマンド）の問題も、この場合は関係ない。 

 このように、多国籍軍への協力に当たっての、憲法などとの関係で見る法的な整理は、

十分なされている。実際の自衛隊の活動の運用面では、多国籍軍司令部との密接な情報交

換が行われ、数々の任務遂行上の調整も行われたであろう。また、日本と同様に、各国軍

部隊も多国籍軍とは別個の各国独自の指揮権で動いていたと言われる108。現行憲法の下で

の政府解釈に基づき、国際平和協力活動でなし得る範囲内での、出来る限りの活動は行わ

れたが、より効率的な任務遂行のためには、自衛隊も多国籍軍司令部の指揮下に入り、活

動できるような状態が法的に可能であれば、より望ましいと言える。 

 

４ 防衛法制見直しへのインプリケーション――わが国の国際平和協力に関して 

 これまで、軍事法制・防衛法制における指揮命令関係の基本原則について、第 1 節で、

主としてわが国の自衛隊法における指揮命令関係に関する法規の内容を説明し、第2節で、

ドイツ、フランス、イギリスの法制の内容を概観した。また、第 3 節で、国際的な軍事協

力が進展している背景の下で、多国籍部隊の指揮命令関係が包含する問題点を指摘した。

本節では、それらの検討が、わが国の防衛法制の見直しについて示唆するものを検討する。 

 

(1) 一般的な指揮命令関係の基本原則 

 軍隊においては、下位者である兵士は、上位者である上官の命令に原則として服従する

義務がある。これは、軍隊の階級秩序構造の下で、その任務を有効に達成するために不可

欠な基本原則である。通常の公務員関係にも服従義務は見られるところであるが、軍隊に

おいてはその程度がより強固である。適法な上位者の命令に服従しない下位者については、

刑罰が課されることや、懲戒処分に付される場合もある。 

 しかし、「原則として」と述べたように、下位者が上位者の命令に服さなくてもよい場合

がある。それは、その命令が、「非合法」なものである場合である。そして、その合法性を

構成するものは、①軍事的目的への合致、②兵士の人間的尊厳の維持、③国内法及び国際

法との適法性、である。軍事的目的への合致とは、軍隊がその任務を遂行するために必要

な範囲内の行為を求める命令であることであり、私的な目的を達成するために発生された

                                                                                                                                                                 
の司令部から参加各国の部隊に出された命令書で、日本は指揮にしたがって命令を受ける対象で

はなく、参考までに命令書を届ける「参考配布先」に区分されていた。<http://www2.asahi.com/special/ 
jieitai/TKY200401010358.html> 2009 年１月 27 日アクセス。 

108 「日本の自衛隊は、ポーランド、英国、イタリアの各軍隊と同様に、明らかに自国の指揮系統の

下にある」。米国のスコット・マクレラン（Scott Mclellan）ホワイトハウス報道官が示した認識。

<http://www.jimin.jp/jimin/2004_seisaku/iraku/index.html> 2009 年１月 27 日アクセス。 
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命令は効力を有しない。兵士の人間的尊厳の維持とは、兵士の人格を損なうような命令は

有効でないということであり、人間は、個人としてはもちろん、社会を構成する一員とし

て尊重されなければならない。国内法及び国際法との適合性とは、国内の軍事法制上、合

法な命令であるのみならず、国際人道法をはじめとする国際法上の規制にも合致した命令

でなければならないということである。 

 このように、いわゆる非合法な命令には、上位者の命令であっても、下位者の兵士は従

う義務はない。問題は、非合法な命令に従って、下位者が為した行為が非合法なものであ

る場合である。この場合も、兵士は、基本的にはその責任を回避することはできない。し

たがって、兵士は、非合法な命令には従わないようにすることが求められることになる。

しかし、兵士に命令の合法性を十分、吟味することを求めることが酷な場合もある。した

がって、兵士には、原則としては命令には拘束性があるものとし、命令に一見明白な非合

法性がある場合は、服従義務が解除されるとする必要があろう。 

 また、命令への服従を確保するために、「実力」の行使が可能であるかについては、その

ために武器を用いることは、基本的に認められていない。問題は、緊急事態における場合

であるが、その場合も武器を持って服従を確保することは、困難であろう。その他の、必

要な強制手段を行使することはあり得る。 

 このように、上位者の命令は下位者を拘束し、重い責任を負わせることになる。したが

って、上位者の側にも、それに対応した責任がある。上位者は、自らの権限の範囲内で、

合法的な命令を下さなければならない。また、兵士の人間的尊厳を損なうような命令を発

してはならない。上位者は適法な指揮命令により、部内の秩序を維持し、任務を達成する

必要がある。 

 本稿で検討した、ドイツ、フランス、イギリスの指揮命令関係の基本原則については、

各国で大きな相違点は見られない。軍隊として、指揮命令関係の内容については、一定の

共通項があると言えよう。一方、わが国の防衛法制における自衛隊の指揮命令関係と比較

しても、この点、大きな相違点はない。 

わが国の場合は、自衛隊法上の「職務を遂行する義務」と「上官の命令に服する義務」

により、自衛隊の指揮命令関係の基本原則が定められていることは見てきた。自衛隊員は

上官の「職務上の命令」に「忠実に」服従する義務があるが、この義務は、通常の国家公

務員と比較して厳格な執行が求められる。しかし、「職務上の命令」ではない命令には従わ

なくても良い。その内容は、本稿の第 1 節第 3 項イに記したとおりである。要するに、主

要国の軍隊で見たように、非合法な命令には従う義務はない。非合法な命令に従い、違法

な行為をしてしまった場合は、命令の違法性を知っているか、それが明白な場合は、刑事
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責任を問われる。違法性が明白かつ重大であると言えない場合は、しかるべき手続を経て、

命令の手続の取り消しを求める必要があり、そうでない場合は服従の義務を免れることは

できないというのが原則である。服従を確保するために上官が取り得る措置については、

自衛隊法に事態の態様に応じた不服従に対する刑罰を定める規定があり、懲役・禁固にな

る場合があるとともに、防衛出動や治安出動時に許される権限の範囲内で、警察官職務執

行法に基づく「直接強制」の措置により、部下に命令服従を強制できると解するのが適切

である。 

 このように、主要国の軍隊で求められる指揮命令関係の基本原則は、わが国の自衛隊に

おける指揮命令関係にも同様なものがある。これにより、自衛隊における部内秩序を維持

し、その任務の有効な達成を図る態勢は、基本的にわが国の場合も、法制上は整っている

と言えよう。 

 

(2) 国際協力における指揮命令関係 

 前項で見たように、軍隊の自国内における秩序維持のための指揮命令関係については、

主要国で大きな相違点はないし、法制度上も、整っている。問題は、現在のグローバル化

の進む世界情勢の下で、各国が、共同して任務を遂行する場面が増大していることである。

このため、各国による多国籍部隊が編成されるため、国籍・所属軍の異なる兵士が、その

多国籍部隊に従事することになる。そして、上位者と下位者が、一つの部隊の中で異なる

国籍の軍隊の構成員である場合がある。この場合、自国内の指揮命令関係とは異なって、

その権限関係について種々の問題が生ずる。 

 本稿で見てきた主要国については、いわゆる「指揮権」と「懲戒権」を区別しているよ

うである。前者については、国籍の異なる上位者が、国籍の異なる下位者に命令を下し、

その命令に下位者は基本的に服従する。自国軍内におけると同様である。しかし、部内規

律を維持するための「懲戒権」については、あくまでも、それぞれの国軍当局が維持する

のが通常の場合とされる。 

 主要国の例を見ると、各国で温度差がある。ドイツの場合は、憲法上、ドイツ軍が国際

機構の指揮の下に置かれることを前提とする規定があり、ドイツ兵士が外国人指揮官の下

に置かれることも当然の前提としているが、この場合であっても、懲戒権は委任されるこ

とはない。フランスの場合は、指揮権は大統領の名の下に行使されることになっており、

また、実際上、これまでフランス兵士が外国人指揮官の下に直接に置かれた例はない。イ

ギリスの場合は、外国人指揮官に、実際に行使された例はないが法令の定める範囲内での

指揮権はあるものの、イギリス兵士に対する懲戒権はない。 
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 主要国が、国際的任務の遂行のために、多国籍部隊を構成し、そこに各軍兵士が所属す

ることは当然のこととされ、法的規制が殆どないのと比べ、わが国の場合を見ると、憲法

上、大きな制約が課されている。海外での武力行使の禁止や、集団的自衛権行使の禁止な

どのため、国連軍をはじめとする多国籍部隊に自衛隊が参加するためには、武力の行使を

行うものでも、また、武力の行使と一体化するものであってもならない。そのため、第 3

節第 1 項で見たような政府見解の下で、憲法に違反しない範囲内で国際平和協力活動へ参

加・協力することになる。そこでの指揮命令関係は、防衛大臣による指揮監督と、多国籍

部隊（国連など）の「指図（コマンド）」を区分し、前者が懲戒権を有し、後者は作戦指揮

の分野に限定される。そして、PKO にしても、PKO 参加 5 原則の枠内の実施要領の下で、

コマンドに従うのであるから、武力の行使との一体化の問題は生じないとする。 

 わが国が、現行憲法の下で、謙抑的な防衛政策をとり、そのため、国際平和協力への参

加にしても、一定の制約をかけていることは、国民意識の観点からも是とされよう。ただ

し、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書（2008 年 6 月 24 日）109にもあ

るとおり、集団的自衛権の行使や国際平和協力の進展の観点から、憲法解釈の変更を含め

て、枠組みの一定の見直しの必要性は指摘されている。それは、本稿の目的とは直接、関

係がないので詳述するのは避けるが、今後のわが国が日米同盟の強化や国際平和協力の一

層の推進を図るために、避けては通れない問題の一つになるであろう。 

 本稿の問題意識は、指揮命令関係である。この観点から、国際平和協力における指揮命

令関係について言えることは何であろうか。 

 

(3) わが国の国際平和協力における指揮命令関係の課題 

 政府見解によると、自衛隊が PKO に参加する場合、懲戒権を含む指揮監督と「指図（コ

マンド）」を区別し、前者はわが国（防衛大臣）が保有し、後者は、国連の指揮に従うこと

になる。これは、主要国で、「懲戒権」と「指揮権」を区別し、前者は当該国軍当局があく

までも保有するが、後者については外国人指揮官の指揮命令に従うことが想定されている

ことに対応する考え方であるが、わが国と主要国の間で相違はない。仮に多国籍軍が編成

され、わが国の自衛隊が参加することになっても、この法理は適用されよう。 

                                                           
109 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は柳井俊二元駐米大使を座長とし、安倍晋三内

閣総理大臣の諮問を得て、①公海上での米艦護衛、②米国に向かう弾道ミサイルの迎撃、③国際

的平和活動における武器使用、④PKO などの後方支援、の 4 類型について集団的自衛権の行使の

禁止などの憲法解釈の見直しについて検討した。安倍内閣時の平成 2006 年 5 月 18 日に第 1 回会

合を開催し、2007 年 8 月 30 日まで 5 回の会合を重ね、2008 年 6 月 24 日に、福田康夫内閣総理大

臣に報告書を提出した。福田内閣は、集団的自衛権の政府解釈の変更には消極的であるとされ、

安倍内閣時との政治情勢の変化もあり、同報告書は事実上棚上げされた。 
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ただし、わが国の場合は「参加」と「協力」を区別し、当該多国籍軍が武力行使を目的

とする場合は、協力はできるが参加はできない。参加と協力の違いは、前者の場合は、多

国籍軍の一員となり、その指揮下で行動することである。したがって、上述の指揮監督と

指図（コマンド）を区別する意義も、通常の PKO のような武力行使を目的としない多国籍

軍に参加することに限られよう。第 3 節第 3 項で検討したように、イラク人道復興支援活

動の際も、イラクの主権回復後の多国籍軍と自衛隊派遣部隊の関係が問題視されたが、結

局、多国籍軍司令部の指揮下に自衛隊が入ることはなく、自衛隊はわが国の主体的な判断

によりわが国自身の指揮の下で活動した。 

また、多国間共同訓練（コブラ・ゴールド）に自衛隊が参加するに際しても、当初から

憲法上の問題が遡上に上っていたとの情報がある110。指揮権に関することと推測される。

コブラ・ゴールドは、従来は米・タイの二国間の合同軍事演習で、1982 年に第 1 回が開催

されたが、毎年実施され、演習の内容は、指揮所訓練のほか、実働訓練、民生支援活動（住

民への医療や建設の支援）などである111。2000 年にシンガポールが指揮所訓練に参加し多

国間演習になり、その後も幾つかの国が参加していた。 

日本の自衛隊も、2001 年からオブザーバー参加し、2005 年から指揮所演習に正式参加し

ている112。当初は、PKO の指揮所演習及び人道・民生支援活動の医療部門への参加であっ

たが、2008 年には、初めて、非戦闘員待避活動・在外邦人等輸送訓練に参加し、一方、PKO

と人道・民生支援活動（建設）に関する実働訓練にはオブザーバーを派遣し、諸外国の活

動要領を研修した113。2009 年に実施される演習には、これらに加えて、PKO 実働訓練に教

官要員が初めて参加した114。 

コブラ・ゴールドはあくまでも演習であるが、各国軍が協働して行動するに際して、他

国軍は司令部の指揮下で行動できるのに対して、自衛隊は別の指揮系統で動く必要がある。

そのため、参加は、指揮所演習などに限られ、部隊の実働訓練への参加には慎重である。

                                                           
110 バンコク週報（2003 年７月 15 日）<http.bangkokusyuho.com/archive/2003/daily/03archives/030715 

.htm>2009 年 2 月 3 日アクセス。 
111 防衛庁「多国間共同訓練（コブラ・ゴールド 05）への参加について」<http://www.mod.go.jp/j/news/ 

2005/04/0419a.htm>2009 年 2 月 3 日アクセス。 
112 防衛庁編『日本の防衛――防衛白書 平成 17 年版』（ぎょうせい、2005 年）、274 ページ。 
113 自衛隊ニュース（2008 年 6 月 1 日）<http://www.boueinews.com/news/2008/20080601_1.html>2009 年

2 月 3 日アクセス。 
114 2009 年 2 月 4 日から始まり、米国、タイ、日本、シンガポール、インドネシアの 5 カ国とオブザ

ーバー国などが参加。防衛省からは、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、航空幕僚監部、陸上自衛隊

（東北方面総監部、東部方面総監部、中部方面総監部、西部方面総監部、中央即応集団、中央情

報隊）、海上自衛隊（自衛艦隊）、航空自衛隊（航空総隊、航空支援集団）、情報本部、内部部局か

ら約 80 名が、指揮所演習や実働訓練に参加した。朝雲ニュース（2009 年 1 月 21 日）<http://www 
.asagumo-news.com/news/200901/090122/09012208.html> 平成 21 年 2 月 3 日アクセス。 
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現在の武力行使を目的とする多国籍軍には参加できず、多国籍軍司令部の指揮下には入れ

ないという政府見解が、その制約要因となっていると思われる。 

 これらのような問題が、将来、武力行使を目的とする多国籍軍が編成された場合も生じ

るだろう。わが国は参加はできないが協力はできる。その場合も、武力行使と一体化する

活動はできないが、後方支援のような活動を行うことになるであろう。多国籍軍司令部の

指揮下に入ることはできないので、別の指揮系統で、連絡調整を図りながら活動する。よ

ほど密な連絡調整を行わないと、任務達成が困難となることもあるだろう。 

この問題は、現行憲法の下での、政府の現在の憲法解釈に起因している。集団的自衛権

の行使が禁止され、また、海外での武力の行使ができないので、武力行使を目的とする多

国籍軍に参加できない。これは、国際平和協力への参加も憲法上の問題と見なし、「集団安

全保障や PKO についても軍事力が用いられるなら、憲法第 9 条が禁止する『武力の行使』

となり認められないとの立場をとって」いるからである115。これに対して、わが国が「行

う国際平和協力活動は国連その他の国際組織の要請に基づいて行うもので、集団安全保障

の系譜に属する活動であ」り、「個別国家の判断で行使される集団的自衛権とは全く異なる

もので」、憲法第 9 条の規定は適用されず、その際の自衛隊の行動は、憲法で禁じられてい

る「国際紛争を解決するための武力の行使」と国連憲章第 2 条第 4 項で禁止している「武

力の行使」とは別問題であるとの見解がある116。「国際平和活動のために軍事力を用いるこ

とは、個別国家が行う『武力の行使』ではなく、国際の平和と安全の維持という国際公益

を実現する目的で、国連安保理その他の権限ある機関の決議・要請によってとられる『強

制行動』であり、そこでの軍事活動は『武器の使用』として『武力の行使』とは」区別す

る必要がある。国連憲章と憲法に違反するものではないという考え方である。 

憲法解釈の変更については、これまでの政府見解との適合性や、憲法の法的安定性を確

保するため、安易に行うことには問題があるが、考え方の転換を行うことで、多国籍軍の

指揮権と自衛隊の関係の問題を解決するための一つの方法になるであろう。自衛隊が、国

際平和協力活動で、武力の行使を目的とする多国籍軍についても参加する場合も、自衛隊

の活動は武力の行使を伴うものでなく、例えば、後方支援業務であって、当然良い。そし

                                                           
115 村瀬信也「安全保障に関する国際法と日本法――集団的自衛権及び国際平和活動の文脈で（下）」

『ジュリスト』第 1350 号（2008 年 2 月 15 日）、54～56 ページ。第 142 回国会・衆議院安全保障

委員会（1998 年 5 月 14 日）における秋山収内閣法制局第 1 部長の答弁などで表明されている政府

見解。その理由は、①国連の活動と言っても、わが国の意思により受け入れたものである以上、「わ

が国の行為」であることに変わりなく、②それが「国際紛争を解決する手段」であることに変わ

りないことから、憲法第 9 条によって禁止されている「武力の行使」に当たる行為については、

我が国としてこれを行うことは許されないこと、である。 
116 村瀬「安全保障に関する国際法と日本法（下）」52～54 ページ。 
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て、多国籍軍司令部への参加の態様についての手段を検討し、より効率的な任務遂行を可

能にする。ただし、多国籍軍司令部の指揮下に入る場合でも、作戦上の指揮を受けるとい

うことで、懲戒権などは、わが国が独自に保持し続ける必要があるということは、言うま

でもない。 

 

おわりに 

昨今の国際情勢の下で、特に冷戦後、世界のグローバル化が進み、国際協力が進展して

いる。軍事分野も例外ではなく、多国籍軍が編成されて、人道支援などの問題解決に当た

る場面も増えている。自衛隊も、冷戦後、国際平和協力の分野に進出し、様々な PKO に参

加し、インド洋での米英軍艦艇などに対する給油・給水活動を行っているほか、イラク人

道復興支援活動に参加といった経験を積み重ねてきた。 

現在、実施されているもので特記されるのは、ソマリア沖・アデン湾での海賊対策であ

る。当初は、海上警備活動の発令による海上自衛隊の派遣で対応していたが117、武器使用

基準の緩和や他国艦艇の護衛も可能となる「海賊対処法」（平成 21 年法律第 55 号）が制定

され、現在、この法律を派遣根拠として活動が行われている118。わが国も、今後ますます

国際的活動に乗り出すことが求められよう。 

そのため、国連決議の授権を得た多国籍軍のような活動の分野は、国際法の原則に基づ

いて対処することが、適切ではないであろうか。即ち、海外での武力の行使の禁止や集団

的自衛権の行使の禁止などの憲法上の制約とは別のものとして捉え、自衛隊がそれに参加

する場合も、多国籍軍司令部の指揮下に入れるようにし、統合された活動を行い、円滑な

任務遂行を行えるようにする方策の必要性である。一方、わが国の参加については、憲法

上の制約への配慮が必要であるとの見解も、内閣法制局を中心とする政府がとっていると

ころである。今後、わが国が大国としての国際責任をより果たしていくことができるよう

にするためには、国際法、国内法の両面から、より実効的な国際平和協力への参加の態様

について検討することが、将来的な課題の一つになるであろう。 

 

（おくひらじょうじ 研究部第 1 研究室主任研究官） 

                                                           
117 2009 年 3 月 10 日に海上警備行動命令が発令され、14 日に護衛艦が出港した。海上自衛隊の艦艇

には海上保安官が同乗し、司法処理に当たっている。また、5 月 15 日には、海上自衛隊の P-3C
哨戒機の派遣命令が発令され、間もなく、ソマリア沖・アデン湾で哨戒活動を始めた。 

118 海賊対処法は護衛対象を外国船舶に拡大し、また、武器使用基準を緩和し、船体射撃を認めてい

る。2009 年 4 月 23 日に衆議院を通過し、6 月 19 日に参議院で否決された後、衆議院で再可決さ

れ成立した。7 月 24 日に同法に基づく対処命令が発令され、7 月 29 日から海上自衛隊の派遣根拠

を同法に切り替えて、海賊対策に取り組んでいる。 


