
はじめに

今日、およそ 71 億の人々が暮らす地球上には、200 あまりの国家が存在

する。これらの国家はいずれも、他のいかなるものにも従属しないとされ

る「主権」を平等に享有しつつ、国益を追及して行動する。国際法は、こ

うした主権国家によって構成される国際社会の法であり、国家が従うべき

規範である。国際法により、国際社会の平和と秩序が維持されることにな

る。国際法は、法学部の専門科目というイメージが強いが、実際には、国

際関係や政治経済関係の学部をはじめ、社会学や文化関連の学部など、多

くの学部で講座が開設されている。また学部を問わず、高等学校の公民科

の教員免許取得のための選択必修科目となっている。そこで、本書は、法

学部以外の学生が読むことも考慮して、国際法の基本事項を簡潔かつわか

りやすく一通り解説した教科書として企画された。

解説をなるべく平易にし、最新の情報を提供することを心がけた。また、

重要な条約や決議、事例はできる限り取り上げ、各章のコラムにその章と

関連のあるエピソードを掲載した。そして、さらに深く学びたい学生のた

めに、各章ごとに練習問題と、巻末に参考文献を収録した。また、本書で

は、初版を刊行してから 2年半が経過したので、条約の当事国数や統計の

数値を更新し、新たな事例を追加するとともに、日本の領土問題や国連人

権理事会の活動について大幅に加筆し、サイバー戦のコラムを設けた。な

お、公定訳のない条約や決議などの名称と条文については、奥脇直也・小

寺彰編集代表『国際条約集 2013 年版』（有斐閣）によった。

国際法を学ぶ学生諸君が、本書を通じて、国際社会における国際法の機

能を理解し、さまざまな国際問題を法的に評価する眼を養っていただけれ

ば、執筆者一同、これにまさる喜びはない。

最後に、本書の出版にあたっては弘文堂編集部の世古宏さんと加藤聖子

さんにたいへんお世話になった。心から御礼を申し上げたい。
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iii



第
1
章

国
際
法
の
基
本
原
理本章のポイント

1．国際社会を基盤として、国際社会の法とし

ての国際法が成立しているのであるから、

国内社会と異なる、国際社会の「社会とし

ての特質」をまず理解する必要がある。

2．国際社会の変遷にともなって、国際法も発

展してきた。しかし、時代とともに変化す

ることのない基本的構造と、時代によって

変化（発展）してきた部分の違いを明確に

理解することが重要である。

3．国際法の主体、すなわち国際法によってそ

の権利・義務が直接に定められている存在

は「国際法主体」と呼ばれる。国際法主体

という概念と、国家を中心とする国際法主

体の種類について理解することは、国際法

を学ぶうえで最も重要な基本点のひとつで

ある。



1 国際社会と国際法

A 国際社会の特質

［1］諸社会の社会（une société des sociétés）

国際社会は、複数の「全体社会」（＝国家）から成る、ひとつの「社会」で

ある。すなわち、第 1 に国際社会は「社会を構成員とする社会」であり、

第 2に国際社会は「唯一の社会」であることが、国家などの他の社会と異

なる。このような特質をもつ国際社会において、「法は人間の間の交渉―

相互作用―によって成立するがゆえに、国際法もまた国家とよばれる人間

の集団社会相互間の相互作用によって成立する」（深津、1984・22頁）のである。

［2］分権構造

国家は、中央集権的国家はもちろん、連邦国家であっても対外的にはひ

とつの連邦政府の下に、立法、行政、司法機関を有する。国際社会には、

国内社会のような立法、行政、司法機関は存在せず、主権国家の並存によ

る分権構造の社会となっている。

それにもかかわらず、国際社会はなぜ、一定程度の秩序あるひとつの社

会として維持されているのだろうか。世界政府が不存在であるにもかかわ

らず運営されていることを、近年、グローバル・ガバナンスが行われてい

ると表現することがある。国際社会には中央集権的統治機関が不存在であ

るにもかかわらず、国際社会の法（＝国際法）が定立され、適用され、執行

される驚くべき状況を本書によって学んでいくことになる。

［3］法主体の数の違い

世界の人口は、2013 年 9 月現在で約 71 億人と推計されている（U. S. Bu-

reau of the Census 推計）。その人間のほとんどすべてが、いずれかの国家に属

している。日本のように 1億人以上の人々が暮らしている国も、ツバルな

ど 1万人前後の国もあるが、平均的にみて、ひとつの国家社会のなかで数

百万〜数千万人が生活している。他方、国際社会における国家の数は 200

前後に過ぎない（2013 年現在の国際連合（以下「国連」）加盟国は 193ヵ国）。社会に
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含まれる法主体の数には、ざっと 1万倍ほどの差異がある。また、国家は

基本的には継続的存在であるのと対照的に、人間は継続的存在でない。1

年に 1億 4千万人が産まれ、6千万人が亡くなる。

［4］国際社会を構成している主体（＝国家）の非等質性

［3］で述べた人口の他にも、たとえば面積では、最大のロシアは約 1700

万 km2 であるのに対し、国連加盟国中で最小のモナコ公国は 1.95 km2 と、

数百万倍の差異がある。それぞれの国家には経済力、地理的位置づけや気

候、資源、民族、文化、宗教、歴史などきわめて多種多様な差異がある。

それゆえにこそ、「産物や商品における差異は、他国の異種、異質の産物や

商品に対する需要を生み出す」ことにもなる（深津、25〜26 頁）。国際社会は

「利益交換の社会」という一面が大きな意味をもっている。

［5］他の社会をもたない社会

国家には他の国家が隣接している。国際社会は唯一の社会である。［1］

で述べた特徴について再考すると、20 世紀前半までの国際法は、諸社会が

基本的に敵対しつつ、共存するためのルールとしての「共存の国際法（協

調の国際法）」の性質が強かったが、今日の国際法は、唯一の社会における

「協力の国際法」としての特質が次第に強まっている。地球環境問題をは

じめとするグローバル・イシュー（地球規模問題）を解決する必要が、諸

国家の共同体としての国際社会を要請しているゆえである。

B 国際法の概念

国際法を一言で表現すると、「国際社会の法」ということができる。これ

が国際法の概念である。すなわち、国際法の概念とは、国際法とは何か？

という問いへの答えに相当するものである。「国際法の概念」に含まれる

法規範が国際法であって、含まれないものは国際法以外の法規範というこ

とになる。先に述べたように、一般に、国際法とは国際社会の法であると

いわれるが、文献によっては、「国家間の法」と表現されることも少なくな

い。しかしこの場合にも、国家以外の国際機構や個人について、国際法上

の規範が存在しない、といっているわけではない。国家や国際機構などを
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包括する概念が国際法主体であり、国際法主体を代表するものが国家であ

るので、「国際法主体間の法」という代わりに「国家間の法」と表現してい

るに過ぎない。それでは「国際法とは国際法主体間の法である」、と表現す

ると正確かというと、そうではない。国際法を説明する表現のなかに、国

際法が使われているという矛盾が生じてしまうからである。詳しくは後述

するが、国際法主体とは、国際法上の権利・義務が帰属するもののことで

ある。したがって、では国際法とはいかなる法なのか、という問題が再び

問われるだけで説明になってないということになる。

近年では、国際機構や個人についての法規範も重要になっている。国際

社会における行動主体（国際法主体）が、国際社会において、平和的で秩序あ

る生活を営むための、また、紛争が生じた場合にそれを解決するためのル

ール（規範）が国際法である。そのために、「国際法とは国家間の法である」

というよりも、「国際法とは国際社会の法である」という表現が多く使われ

るようになってきているし、適切な表現となっている。ただし、この 2つ

の表現は、いずれも国内社会の法ではなく、「国際社会」＝「国家『間』」、

の法であるという点で共通する概念であることはいうまでもない。

C 国際法の理念

国際法の理念とは、いいかえれば、国際法は何のために存在するのか、

ということである。すなわち、国際法の理念とは、国際法の窮極の存在意

義（raison dʼêtre）は何か？ という問いへの答えに相当するものである。こ

れも簡単にいうことは困難であるが、敢えて一言でいえば、「平和」である

ということができる。この場合、通常の表現で「国際社会の平和と安全」、

として通常使われる場合より広い意味を含んでいる。すなわち、「規範・ル

ール」が社会に存在しているということは、力のあるものが一方的に自己

の言い分を通すことができるということでない、という意味で平和を指向

している。

同時に、国際法も含む「法」全体の理念は「衡平（公正・平等）」であると

考えられている。武力や経済力のある者（国際社会では国家）にもそうでな

い者（国家）に対しても、等しく適用されるのでなければ、法規範の存在意

義はないことになる。衡平であることによって、社会で受け入れられ、守
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られるのである。また、裁判などによる法の適用の結果が拘束力をもつこ

とが受け入れられ、そのことによって社会正義が実現されることになる。

また、国際法の主要な主体は国家であるから、国際法の基本原則として、

主権国家平等の原則が導かれる。

D 国際法の機能

国際法の理念が実現することで国際社会にもたらされる状況を、法の機

能と表現することもできる。国際法においては、国際法の存在によって、

紛争の平和的解決がはかられること、したがって、国際社会を構造的に平

和な社会とすることが、第 1の国際法の機能である。この機能は、さらに、

行為規範として、各国の権利・義務の限界を明確にすることによる、「国際

関係を調整する機能」と、裁判規範として、紛争が発生した場合の「紛争

解決機能」に分けることができる。

国際法の第 2の機能として、国際社会の組織化がある。国連や国際司法

裁判所（International Court of Justice; ICJ）などは、今日の国際社会になくては

ならない存在として重要な役割を果たしている。逆に、国連などの国際機

構が創設されたことで、国際法は、一定程度、立法や適用の機能を果たす

機関をもつことになった。普遍的（世界的）な組織化のみならず、今日では

地域的組織化も活発に行われている。モノやヒトの国境を越えた移動の自

由（それは地域社会からみれば、財産や人材を「共有」しているという意味でとらえる

こともできる）を実現し、（一部の国々）は自国の通貨を廃止してユーロ（Euro）

という共通の通貨を用いている欧州連合（European Union; EU）が代表的なも

のである。

2 国際法の発展過程

A 古代社会と国際法

古く、古代エジプト、バビロニア、インド、中国の各文化圏や、ヘブラ

イ、フェニキア、カルタゴ、ギリシャそしてローマにおいて、国や民族を
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越えて交流や紛争が起こることがあったから、国際法に類似する法規範は

古代社会にも存在した。それらを「古代国際法」と総称することがある。

それらは近代の国際法につながる法体系ではなく、地域ごとに分断された

ものでもあったが、それぞれ異なる（国内）法規範によって支えられていた

諸民族（諸国家）を包む共通の法（異文化社会間の法）の存在が古代社会でもす

でに認められていたということの意味は重要である。

たとえば、古代ギリシャにはポリス（Polis, πóλιϛ 都市国家）という一種の国

家に似た社会の間で、条約により、アンフィクティオニア（Amphiktyonia,

αμϕικτυονια）という一種の国際的組織を形成していた。これは、神殿を中心

として結合した同盟であって、ひとつの神域を中心として形成され、主目

的は神殿保護と定期的な祭典の主催であるが、同時に、多数のポリス間の

友好親善・平和協調も目的とするものであった。最も大規模でかつ最も古

いものは、デルフォイ（デルポイDelphoi）のアポロン（Apollo）神殿を保護す

るために紀元前 7 世紀頃に形成された「デルフォイ・アンフィクティオニ

ア」である。同アンフィクティオニアは、デルフォイの神殿を中心として、

これを守護神にいただく諸ポリス間に（正確には諸種族〔エトノス ethnos〕間に）、

結成された。当初の宗教的結合を中心としたものから次第に政治性を強め、

テーベ人やマケドニア王に利用されることが多くなったが、ローマ帝政期

にも存続し、390 年テオドシウス一世（在位 379 年〜395 年）のもとで終了し

た。デルフォイ・アンフィクティオニアの目的および機能は、ポリス相互

の不可侵、デルフォイ神殿・聖材の護持のほか、流水供給の妨害や都市の

破壊の禁止、そして、違反したポリスに対する制裁であって、その目的の

ための独自の軍隊を有し、紛争処理の仲裁裁判法廷も活用された。今日の

集団安全保障制度のプロトタイプ（原型・模型）とされるものである。

古代においては、明確に国内法と国際法が分離していたわけではない。

特に注目されるのは、古代ローマとともに長期間にわたって形成された「ロ

ーマ法」に含まれる、万民法（jus gentium）である。万民法は、共和制末期

から帝政の初期にかけて、市民（ローマ市民）と諸外国人との間および外国

人相互間の法的関係に適用される法として、ローマ帝国の権力を背景に、

普遍的な共通法として制定され、発展したものである。ローマ法由来の法

規範は、帝国が滅亡した後も、ヨーロッパ中世世界に広がっていくことに
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なった。

B 中世社会と国際法

中世においては、万民法の普遍的妥当性とローマ教皇の権力の普遍性と

が相まって、さらに自然法概念と結びつくことで、神によって定められた

所与の法とすべての人民や民族集団との間に直接的関係をもつものとされ

た。各国の君主たちはローマ教皇の権威のもとにある一方で、内部的には

封建諸侯と政治権力を分かちあっていた。その後、14 世紀から 16 世紀に

かけてのルネサンスを契機のひとつとして個人としての人間存在に目覚め

た人々による、カトリック教会への批判の動きによって、長らく続いたこ

のような中世的世界は徐々に変化していく。当時の、絶大な権力をもち、

同時に、それゆえに堕落したカトリック教会への批判の動きとは、すなわ

ち宗教改革である。現在のドイツに生まれたルターやフランスのカルヴァ

ンを指導者とする宗教改革が 16 世紀のヨーロッパに急速に拡大していっ

た。その結果、プロテスタント（改革派）とそれを弾圧するローマ教会との

間に熾烈な宗教戦争が、16 世紀後半から 17 世紀前半にかけて繰り広げら

れるようになった。

このような時代背景と、フランス内の宗教戦争（ユグノー戦争 1562 年〜1598

年）の最中にボダンが発表した主権理論（1576 年の『国家論』において、国家の

絶対的権力である主権が君主に存するとした）を基礎として、ヨーロッパ諸国の

国王による国家の統一が進展していく。同時に、中世的封建的政治・経済

体制の束縛から逃れて自由な経済活動を望んだ、新しい勢力である中産階

級がその動きを助長した。このような動きのなかで、それぞれが最高・絶

対である主権を有する存在たる国家間の法的秩序、すなわち「対等者間の

法」、が模索されるようになる。16 世紀前半のスペインの神学者ビトリア、

16 世紀後半以降の同じくスペインの神学者スアレスやイタリアの法学者

ゲンティリスが、このような法（国際法）の開拓者たちである。

C 近代国際法の成立

最後の宗教戦争とも最初のヨーロッパ大戦とも位置づけられる 30 年戦

争（1618 年〜1648 年）は中世世界を締めくくるものであり、その講和条約で
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ある「ウェストファリア条約」（「ミュンスター条約」と「オスナブリュック条約」

の総称、「ヴェストファーレン条約」ともいう）は近代国際社会と近代国際法の出

発点として位置づけられている。現在、単に国際法と呼ぶときには、16 世

紀から 17 世紀のヨーロッパで生まれ発達した近代国際法を指すが、象徴

的な意味で 1648 年のウェストファリア条約以降のものとされる。同講和

条約の内容で重要な意味をもつのは、プロテスタント（ルター派およびカルヴ

ァン派）を承認し、各国の信教の自由を正式に認めたことと、神聖ローマ帝

国内の各領邦の主権と独立を承認したことにある。このような内容から、

独立した主権をもつ国家が並存し、相互に交流や対立、ときには対等の立

場において戦争することもある社会体制をウェストファリア体制（ウェス

トファリア・システム）と呼ぶ。

30 年戦争の悲惨さを経験したオランダの法学者、グロティウスは、1625

年に初の国際法体系書とされる『戦争と平和の法』（De jure belli ac pacis）を

出版した。同書は、戦争が国際法による規制を受けるものであることを、

自然法の考え方を用いて明らかにしたもので、同じ著者による『海洋自由

論（自由海論）』（1609 年）と併せて、グロティウスを「国際法の父」と呼ば

しめるものとなった。その後、17 世紀後半から 18 世紀後半にかけて、ド

イツのプーフェンドルフやスイスのバッテルらによって国際法の体系が確

立されていく。

今日の国際法である近代国際法は、「国家」という「法制度」に基づくも

のであるから、主権国家が成立した時期に同時に成立し、発展してきた。

もっとも 18 世紀頃までは、「ヨーロッパ公法（jus publicum europaeum）」とも

呼ばれるように、地域的にはヨーロッパ・キリスト教国間の法というべき

状態にとどまっていた。19 世紀初め頃にほぼ世界規模になり、19 世紀半

ばに―1854 年の「日米和親条約」に代表され、同じく 1854 年の日本／イギ

リス、1855 年の日本／オランダ、日本／ロシア間の各和親条約が締結され

たことで―、国際法はひとまず国際社会全体の法といえる状況になった。

8 第 1章 国際法の基本原理


