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序章

　国際刑事裁判所に関するローマ規程（1）の「第 2部　管轄権、受理許

容性及び適用される法」には、「子ども」（2）に特別な保護を付与する規

定が存する。もっとも、一概に「保護」とはいってみても、それは、犯

罪行為を一定年齢未満の主体
4 4

が遂行した場合に、成人の刑事手続とは異

（1） 国際刑事裁判所規程は、正式には「国際刑事裁判所に関するローマ規程（Rome 

Statute of the International Criminal Court）」であるが、一般的略称に従い、以下
では、「ローマ規程」と呼ぶことにする。
（2） ここではさしあたり、ローマ規程英語版正文 6条（e）又は同 8条 2項（b）（ⅹ
ⅹⅵ）並びに同（e）（ⅶ）における“child”の日本語訳を念頭にして「子ども」
という暫定訳を用いたが、日本語公定訳

4 4 4 4 4 4

ではかかる訳語が与えられていない。
“child”の訳語自体が重要問題である。「児童の権利に関する条約」（Convention 

on the Rights of the Child）においては、“child”に対して公定訳では「児童」と
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なる手続で当該行為者の処分を決定するという意味ではない（3）。すな

わち、ここでは、一定年齢未満の者が客体
4 4

となる不法な行為を処罰する

されているが、例えば、同条約に関する旧文部事務次官通知（文初高第 149 号：
1994 年 5 月 20 日）にて、「本条約についての教育指導に当たっては，『児童』の
みならず『子ども』という語を適宜使用することも考えられること。」とされる
ように、“child”に対する訳語には、「児童」だけでなく「子ども」も用いられる。
実際に、日本ユニセフ協会による“Convention on the Rights of the Child”の訳は、
「子どもの権利条約」とされている。このような訳語の差別化は、例えば「児童
文庫」という言葉に象徴されるように、「児童」という訳語は自ずと「低年齢の者」
という意味を含むという前提に立ち、「子ども」の中に「児童」が含まれるとい
う包含関係から生じていると思われる。しかしながら、両語の本来的意義におい
ては、少なくとも辞書レベルでは差異はない。すなわち、両者の差異はあくまで
も心象レベルのものでしかないと思われる。例えば、「兒童」（「児」は「兒」の
俗字）の意味は「こども」とされており（諸橋轍次　著／鎌田正・米山寅太郎　
修訂『大漢和辞典　巻 1』（修訂第 2版・1994 年）1029 頁）、さらに、「子供」の
意味は「①己の生んだ子等。こたち②幼い子。童子③歌舞伎役者の若衆。かげま」
とされている（同『大漢和辞典　巻 3』782 頁）。もっとも、「児童」と「子供」
が同義であり、かつ、「子供」の第 2の意味が「幼い子。童子」であることを重
視すれば、「幼くない子」を「児童」あるいは「子供」と呼ぶのはいささか不自
然であるようにも思われる。しかし、ここでは、「児童」と「子供」のいずれの
呼称が妥当かという二者択一的問題を検討しているのであって、最適な呼称を探
しているのではない。したがって、本稿では、公定訳に従い、“child”の訳語に「児
童」を用いることにする。なお、上記の旧文部事務次官通知及び日本ユニセフ協
会による訳語については、それぞれ以下の URLを参照。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/jidou/main4_a9.htm#label1
http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html
（3） もっとも、ローマ規程にも日本の現行刑法 41 条に対応するかにみえる規定は
ある。すなわち、ローマ規程 26 条は「裁判所は、犯罪を実行したとされる時に
18 歳未満であった者について管轄権を有しない。」と規定するが、本条が 18 歳
未満の者を日本の刑法にいう「刑事未成年」として当該行為者の責任を阻却する
といった実体法的根拠

4 4 4 4 4 4

に基づき、ローマ規程が「管轄権を有しない」とするのか
否かは必ずしも定かではない。なお、ローマ規程 26 条が「管轄権を有しない」
とする根拠を、上記のように実体法の観点から基礎づける見解として、Rosaria 

Sicurella, Le principe nulla poena sine culpa dans le Statut de la Cour pénale 

internationale p.269 s.:(dans) Mario Chiavario, La justice pénale international entre 

passéet avenir (2003)参照。
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規定をローマ規程が設けているという意味で、「『一定年齢未満の者』の

『特別な保護』」という言葉を用いているのである。かかる規定は、具体

的には、ローマ規程の場合には集団殺害犯罪（ローマ規程 6条（e））及

び戦争犯罪（同 8条 2項（b）（ⅹⅹⅵ）並びに同 8条 2項（e）（ⅶ））

に見られる。しかし、ローマ規程の場合はその規定ぶりから解釈論上問

題があるように思われる。すなわち、ローマ規程 6条（e）は「集団の

児童（children）を他の集団に強制的に移送すること。」と規定する一

方で、同 8条 2項（b）（ⅹⅹⅵ）は「15 歳未満の児童（children under 

the age of fifteen years）を自国軍隊に徴募し若しくは入隊させること、

又は敵対行為に直接参加させるために利用すること。」と規定し、同 8

条 2項（e）（ⅶ）は「15 歳未満の児童（children under the age of fifteen 

years）を軍隊若しくは集団に徴募し若しくは入隊させること、又は敵

対行為に直接参加させるために利用すること。」と規定する。

　ローマ規程の規定ぶりを一見する限り、問題性はないように思われる

が、条文ではなく、あくまでも解釈指針とされる「犯罪の構成要件に関

する文書（Elements of Crimes）」（4）に照らすと、その問題性は顕在化

する。すなわち、集団殺害犯罪としての児童の強制移送の場合、客体は

単に「児童」とされているが、「犯罪の構成要件に関する文書」6条（e）

5は「その者又は者たちは 18 歳未満であった（The person or persons 

were under the age of 18 years.）。」として、この規定に従えば、ローマ

規程 6条（e）の客体は「18 歳未満の児童」ということになり、戦争犯

罪の客体と年齢的差異を生むことになる。

　しかしながら、集団殺害犯罪と戦争犯罪はそれぞれ別罪ゆえに、客体

の差別化には一定の合理性があるとの解釈も可能ではあろうが、かかる

（4） 「犯罪の構成要件に関する文書」の訳語の問題については、森下忠『国際刑法
学の課題』（2007 年）72 頁、さらに、集団殺害犯罪の「犯罪の構成要件に関する
文書」の日本語訳については、同 197 頁以下参照。なお、本稿で「犯罪の構成要
件に関する文書」を意味する場合には、誤解を防ぐために、カッコを付けて表記
することにする。
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解釈を法益論から裏づけることができるか否かについては必ずしも定か

ではないように思われる。

　そこで、本稿では、かかる問題意識のもとで、まず、各国際条約上の

児童概念について検討を加えたうえで、ローマ規程の場合は児童概念に

つき、いかなる解釈が妥当であるかについて考察を加えることにする。

第 1章　集団殺害犯罪における「児童」概念

第 1節　ローマ規程の立場・動向

　前述のように、ローマ規程 6条（e）は「集団の児童（children）を

他の集団に強制的に移送すること。」と規定するが、「犯罪の構成要件に

関する文書」6条（e）5に照らすと、ローマ規程 6条（e）の客体は「18

歳未満の児童」ということになる。

　そもそも、「犯罪の構成要件に関する文書」6条（e）5が児童年齢を

18 歳未満とする根拠は、通説によれば、児童の権利条約（5）1 条本文に

求められる（6）。すなわち、「犯罪の構成要件に関する文書」6条（e）は、

「この条約の適用上、児童とは、18 歳未満のすべての者をいう。」（児童

の権利条約 1条本文）を準用しているのである。しかし、ローマ規程及

び児童の権利条約は共に国際条約という共通項を有するものの、その性

格・趣旨等をも共有するとは限らないと思われる。第一に、ローマ規程

は、少なくとも国際刑事裁判所ではそのまま裁判規範（7）として用いら

れることを予定しているのに対し、児童の権利条約はそもそもかかる性

（5） 正式名は「児童の権利に関する条約」（Convention on the Rights of the Child）
である。
（6） たとえば、Gerhard Werle, Völkerstrafrecht 2.Aufl.(2007) S.453 Rn.1104 参照。
（7） ローマ規程 1条参照。なお、国内法化する場合には、規程をそのままの文言
で法律にする必要はないが、この問題についてはここでは立ち入らない。
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格を有していない（8）。

　そこで、集団殺害犯罪としての児童の強制移送における児童の意義に

つき、児童の権利条約におけるそれを準用することが法益論の立場から

妥当といえるかについて、次節で検討する。

第 2節　検討

　集団殺害犯罪の保護法益については、日本には集団殺害が犯罪化され

ていない以上（9）、保護法益に関する議論自体あまり活発ではない（10）。

他方、集団殺害犯罪を国内法化して久しいドイツには、かかる議論があ

る。

　ドイツでは、集団殺害犯罪の保護法益につき、集団の生存権あるいは

集団の生存と解されており、ここでいう「生存」とは社会的生存を指す

という見解が支配的であるが（11）、アドホック国際刑事法廷の判例は、

罪刑法定主義の立場から、「生存」には社会的生存は含まれず、もっぱ

ら物理的あるいは生物学的生存に限られるとされる。

　すなわち、旧ユーゴスラビア国際刑事法廷（ICTY）第一審部は、ク

ルスティッチ（Krstič）事件において（12）、「・・・罪刑法定主義（the 

（8） 児童の権利条約前文参照。
（9） ここでいう「犯罪化」とは、集団殺害犯罪が法律で犯罪とされていないとい
う意味であって、集団殺害という犯罪現象が処罰されないという趣旨ではもちろ
んない。日本においてローマ規程の実体法部分の国内法化につき、消極的立場を
とる多くの論者は、集団殺害という犯罪現象を既存の刑法犯で対応すれば足りる
と考えている。
（10） 拙稿「ジェノサイド処罰と中核犯罪の法益」法研論集 119 号（2006 年）163
頁以下、フィリップ・オステン「国際刑法における『中核犯罪』の保護法益の意
義」（『慶應義塾創立 150 年記念法学部論文集　慶應の法律学　刑事法』（2008 年））
217 頁参照。
（11） 前掲注（10）・オステン 230 頁及び 244 頁（注）参照。
（12） Krstič, IT-98-33-A, para.25 参照。なお、本事件の上訴審においても第一審の裁
判と同様な理論構成をとっている（Krstič,IT-98-33-T,para.580）。
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principle of nullum crimen sine lege）を尊重して条約を解釈しなければ

ならないことに留意するゆえ、昨今の発展はあるものの、慣習国際法が、

集団殺害の意義を、集団の全部又は一部の物理的又は生物学的破壊を試

みる行為に限定していることを当裁判部は認識している。・・・」と判

示したが、本判決から、旧ユーゴスラビア国際刑事法廷が集団殺害犯罪

の保護法益をいかに解しているかを読み取ることは困難であろうと思わ

れる。なぜなら、確かに、ローマ規程における集団殺害犯罪にいわゆる

文化的ジェノサイドが含まれず、もっぱら物理的又は生物学的ジェノサ

イドのみを含むと解するのが通説ではあるが、それは、物理的又は生物

学的ジェノサイドが物理的又は生物学的生存だけを侵害するということ

を意味するものではないからである。すなわち、物理的又は生物学的ジェ

ノサイドが社会的生存を侵害しないと解さなければならない必然性は乏

しいように思われる。

　児童の強制移送の場合、集団の構成員たる児童を強制移送することに

よって成立する集団殺害犯罪の類型であるが、その場合、当該構成員が

死傷することは要件ではない。さらに、集団
4 4

が破壊されるということに

留意すれば、必ずしも構成員が死傷しなくても、集団それ自体が自然人

と同様の 1個の生命・身体を有していない以上、集団と自然人をパラレ

ルに考えることはできないから、集団が破壊されたか否かを観念すべき

である。とすれば、集団構成員が死傷しないという意味で、集団の生物

学的生存が侵害されることがなかったとしても、物理力を行使されるこ

とによって、集団のアイデンティティーが喪失した場合には、社会的生

存が侵害されたとして集団殺害犯罪を肯定すべきである。

　かく解すると、児童の強制移送により、集団のアイデンティティーが

喪失されて集団殺害犯罪が成立する場合は、自ずと年齢が比較的若い児

童を強制移送した場合に限られるであろう。なぜなら、年齢が比較的若

い児童であれば、移送先で異なる集団のアイデンティティーを獲得する

ことにより、生来持ち合わせていたアイデンティティーを喪失すること

は十分に考えられるとしても、たとえば、18 歳に限りなく近い 18 歳未
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満の児童を強制移送しても、当該児童は既得アイデンティティーを失う

可能性は極めて乏しいからである（13）。したがって、集団殺害犯罪とし

ての児童の強制移送における児童は、「犯罪の構成要件に関する文書」

が予定する年齢よりも若い児童と解するべきである。

第 2章　戦争犯罪における「児童」概念

第 1節　ローマ規程の立場・動向

　ローマ規程 8条 2項（b）（ⅹⅹⅵ）及び同 8条 2項（e）（ⅶ）は、

ともに行為客体を 15 歳未満の児童に限定しており、集団殺害犯罪とし

ての児童の強制移送の客体よりも客体に年齢的制限を加えている。

　そもそも、児童徴兵（14）が戦争犯罪としての地位を確立したのは、集

団殺害犯罪と比べると、かなり最近のことである。たとえば、森下が、

「規程 8条（ローマ規程 8条：筆者注）は、国際武力紛争に際して 15 歳

未満の子どもを国内軍隊に徴用し、もしくは志願入隊させ、または敵対

行為に積極的に参加させるために使用する行為を（8条 2項 b（ⅹⅹⅵ））、

（13） 拙稿「ジェノサイドとしての児童の強制移送」法研論集 123 号（2007 年）
363 頁及びWilliam Schabas, Genocide in International Law, The Crimes of Crimes, 

2000, pp.25 参照。
（14） 本稿では、兵士になった（或いは、兵士になる）“child”を「児童兵」と呼
ぶことにする。この呼称以外にも、たとえば、「こども兵」（たとえば、P·W·シ
ンガー（小林由香利　訳）『子ども兵の戦争（原題：Children at War）』（2006 年））
や「少年兵」（たとえば、山口盈文『僕は八路軍の少年兵だった―中国人民解放
軍での十年間』（2006 年））といった呼称が広く知られているが、前者については、
前掲注（2）と同様の理由で採用できない。一方、後者については、日本の刑事
法学で「少年」という用語を一般に用いる場合、少年法における「少年」を想定
するのが自然であろうが、少年とは、「20 歳に満たない者」（少年法 2条 1項）
と定義されていることに鑑みると、ローマ規程における“child”に「少年」とい
う訳語を付与するのは、必ずしも適切とはいえない以上、この呼称についても採
用できない。
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また、国内武力紛争に際して行う同様な行為を（8条 2項 e（ⅶ））をそ

れぞれ戦争犯罪として罰している。これらの行為が国際法上明文をもっ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

て犯罪化されたのは、これが
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

最
4

初である
4 4 4 4

。」（圏点筆者）（15）というように、

20 世紀末になってようやく、児童徴兵は戦争犯罪化したのである（16）。

　もっとも、児童徴兵が戦争犯罪として発展する前夜にも、それを禁止

するための動きがあったことには注意を要する。たとえば、国際的な武

力紛争について、1949 年 8 月 12 日のジュネーヴ諸条約の内容を補完・

拡充したいわゆるジュネーヴ諸条約第 1追加議定書 77 条 2 項（17）は、「紛

争当事者は、15 歳未満の児童が敵対行為に直接参加しないようすべて

の実行可能な措置をとるものとし、特に、これらの児童を自国の軍隊に

（15） 森下忠『国際刑事裁判所の研究』（2009 年）96 頁
（16） 21 世紀になっても、かかる犯罪化の潮流はみられる。たとえば、国際連合安
全保障理事会決議 1315 号（2000 年 8 月 14 日）に基づいてなされた国際連合と
シエラレオネ政府との協定により創設されたシエラレオネ特別法廷（Special 

Court for Sierra Leone：SCSL）が従う、シエラレオネ特別法廷規程（Statute of 

the special court for Sierra Leone）4条（c）も、「15 歳未満の児童を軍隊若しく
は集団に徴募し若しくは入隊させること、又は敵対行為に直接参加させるために
利用すること。（Conscripting or enlisting children under the age of 15 years into 

armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities）（ローマ
8条 2項（e）（ⅶ）と同一の文言）」と規定する。もっとも、シエラレオネ特別
法廷規程 4条（c）が 1996 年 11 月 30 日以降にシエラレオネ領域内で遂行された
国際人道法の重大な違反のうちの 1類型である以上、厳密に言えば、児童兵徴募
が明文で

4 4 4

犯罪化されたのはローマ規程が初めてということになるが、慣習国際法
4 4 4 4 4

レベルでは
4 4 4 4 4

すでに 1996 年に児童兵徴募が犯罪化されていたということになる。
すなわち、シエラレオネ規程の場合には、慣習法処罰の禁止との関連で別の問題
が生じるが、これについては別稿で論じることにする。なお、SCSL判例として、
Prosecutor v. Norman, SCSL(Appeals Chamber), decision of 31 May 2004, para.53 及
び Prosecutor v. Fofana and Kondewa, SCSL (Trial Chamber), judgment of 2 August 

2007, para.183 et seq.さらに、学説として、Werle, a.a.O., S.452ff. Rn. 1103 も併せ
て参照。
（17） 正式名は「1949 年 8 月 12 日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲
者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）」（Protocol Additional to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of 

international armed conflicts (Protocol I)）である。
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採用することを差し控える。紛争当事者は、15 歳以上 18 歳未満の者の

中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。」と

規定する。さらに、ジュネーヴ諸条約では非国際的な武力紛争に関する

1カ条（いわゆる共通第 3条）しか存していなかったため、当該諸条約

の非国際的な武力紛争に関する内容を補完・拡充したいわゆるジュネー

ヴ諸条約第 2追加議定書 4条 3項（c）（18）は、「15 歳未満の児童につい

ては、軍隊又は武装した集団に採用してはならず、また、敵対行為に参

加することを許してはならない。」と規定する。両追加議定書の規定とも、

そもそも刑法規範性を欠くので、ローマ規程における対応規定とは規程

ぶりが所々で異なるものの、客体たる児童の対象年齢については、15

歳未満で一致している。

　さらに、両追加議定書が採択された 1977 年以降にも、それらと類似

する国際条約が登場した。それは、児童の権利条約 38 条 2項・3項で

ある。すなわち、同条 2項が「締約国は、15 歳未満の者が敵対行為に

直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。」

とし、一方で、同条 3項が「締約国は、15 歳未満の者を自国の軍隊に

採用することを差し控えるものとし、また、15 歳以上 18 歳未満の者の

中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。」と

する。児童の権利条約採択年が 1989 年であることを踏まえると、児童

の権利条約が両ジュネーヴ諸条約追加議定書の影響を受けていると考

えることは自然であり、実際に、客体児童の対象年齢については、児

童の権利条約と両ジュネーヴ諸条約追加議定書は共に同年齢に設定し

ている（19）。

　かくして、ローマ規程 8条 2項 b（ⅹⅹⅵ）及び同 8条 2項 e（ⅶ）

（18） 正式名は「1949 年 8 月 12 日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠
牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅱ）」（Protocol Additional to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of non-

international armed conflicts (Protocol II)）である。
（19） 森下・前掲注（15）96 頁参照。
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において、児童の権利条約及び両ジュネーヴ諸条約追加議定書が採用す

る年齢を踏襲することになったものの、最近になって、対象年齢の引上

げの動きが出てきたことには注目しなければならない。すなわち、2000

年に採択されたいわゆる児童の権利条約選択議定書（20）3 条は、「締約国

は、児童の権利に関する条約第 38 条に定める原則を考慮し及び同条約

に基づき 18 歳未満の者は特別な保護を受ける権利を有することを認識

して、自国の軍隊に志願する者の採用についての最低年齢を同条 3に定

める年齢より年単位で引き上げる。」と定めているのである。

　そこで、児童の権利条約選択議定書 3条について、ローマ規程はいか

にして対応すべきかが問題となるが、これについては、次節で考察する

ことにする。

第 2節　検討

　児童の権利条約選択議定書 3条は、戦争犯罪たる児童徴兵の対象児童

の最低年齢を 15 歳未満から 18 歳未満へ引き上げるべきことを提言する

規定と一般には解されており（21）、かかる見解に従えば、ローマ規程に

おいて行為客体を児童に限定した諸犯罪の客体児童の年齢は、18 歳未

満で統一されることになりうる。もっとも、私見によれば、集団殺害犯

罪としての児童の強制移送の客体年齢については、18 歳では高年齢に

すぎると思われるので、必ずしもかかる見解を無条件に容認するもので

はない。しかし、現行のローマ規程においては、発効後、その間に対象

児童の最低年齢の引上げのための改正作業を行う機会に恵まれなかった

ことはほとんど考えられないものの、依然として対象児童の年齢を 15

歳未満のままに据え置いている。その理由は、児童の権利条約選択議定

（20） 正式名は「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の
選択議定書」（Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the involvement of children in armed conflict）である。
（21） 森下・前掲注（15）96 頁参照。
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書 3 条がまだ国際慣習法としての地位を確立していないことに求めるの

が学説上有力である（22）。しかし、ローマ規程が刑法規範であることに

着目すると、国際慣習法的地位を確立しているか否かというのは刑法規

範として正当化するための決定的要因にはならない。すなわち、慣習法

化していても刑法規範として認められないことも、又はその逆で、慣習

法化していなくても刑法規範として認められる余地はあるのである。そ

こで、刑法理論の立場から独自に対象年齢の引上げを基礎づけることが

必要となる。

　対象児童の最低年齢の 18 歳未満への引上げについては、たとえば、

現行規定によれば 16 歳児童の徴兵は児童徴兵として処罰されないが、

暫定改正規定ともいうべき立場、すなわち、対象年齢を 18 歳未満にま

で引き上げる立場からは、16 歳児童の徴兵は処罰されることになる。

とすれば、ローマ規程における児童の権利条約選択議定書 3条の受容は、

処罰範囲の拡大をもたらすことになる以上、新規刑事立法による犯罪化

の際の法益論的検討がここでも有効であろうと思われる。

　児童徴兵が属する戦争犯罪の保護法益について、日本では従前よりあ

まり議論されてこなかった。そこで、ドイツの学説が参考になる。

　アンボスは、「戦争犯罪の構成要件（Straftatbestand der Kriegsverb-

rechen）により保護される法益（Rechtsgut）は、一般的には、国際刑

法の中核犯罪（Kernverbrechen）において、世界の平和及び国際的な

安全（(dem) globalen Frieden und der internationalen Sicherheit）の中

にあり（liegen）、それらは一般的に承認されている戦争遂行の法規慣

例（Gesetze und Gebräuche）の違反により、危険にさらされる。」（23）

という。

　アンボスは、戦争犯罪の保護法益が「世界の平和及び国際的な安全の

中にあ（る）」としているが、これは、ローマ規程前文から導出される

（22） Kriangsak Kittichaisaree, International Criminal Law 2002, pp.187 及び森下・前
掲注（15）96 頁参照。
（23） Kai Ambos, Internationales Srafrecht 2. Aufl.(2008) S.249, Rn.226 参照。
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帰結であろう。かかる見解については、ドイツでは通説的見解であろう

と思われるが（24）、ここで注意すべき点は他にある。それは、アンボスが、

戦争犯罪の構成要件が「世界の平和及び国際的な安全の中にあ
4

（る
4

）」

と主張する点であって、アンボスは、戦争犯罪の構成要件が「世界の平

和及び国際的な安全」である
4 4 4

とは主張していない点である。これは、戦

争犯罪の保護法益が「世界の平和及び国際的な安全」といった抽象的で

漠然とした利益そのものではないということを意味する。

　単なる利益が、法益としての適格性を付帯するためには、私見によれ

ば、因果的変更可能性が存しなければならない。なぜなら、かかる可能

性が欠如する場合には、侵害を明確に観念できなくなるからである。と

すれば、戦争犯罪の保護法益は、平和・安全よりも具体的な内容が求め

られることになる。

　しかし、戦争犯罪と一口にいってみても、その種類は実に多様であ

る（25）。そこで、ローマ規程における戦争犯罪全体に共通する保護法益

を観念するべきかが問題となる。これにつき、統一的な解釈を可能とす

るためにも、戦争犯罪の保護法益を一義的に把握するべきという見解が

予想されうる。しかし、たとえば、集団殺害犯罪の保護法益については、

集団の生存或いは集団の生存権のいずれかととらえる見解が支配的であ

るが、そもそも集団殺害犯罪にはローマ規程上 5類型しかなく、戦争犯

罪の多様性と比べると、格段に類型が少ない。さらに、集団殺害犯罪は、

元々、人道に対する犯罪から分化・独立して生成したという経緯があ

り（26）、ここでも統一的な法益の把握が重要視されるのであれば、集団

殺害犯罪と人道に対する犯罪の保護法益は一致することになろうが、か

かる見解はさほど有力ではないように思われる。とすれば、戦争犯罪と

して集約されるローマ規程 8条の犯罪は、実質的には、いくつかのカテ

（24） たとえば、ゲーアハルト・ヴェルレ／（訳）フィリップ・オステン「国際刑
法と国内刑事司法」刑雑 44 巻 2 号（2005 年）133 頁参照。
（25） 森下・前掲注（15）78 頁以下参照。
（26） Werle, a.a.O., S.452ff. Rn. 1103 参照。
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ゴリーに属する犯罪の総称・集積として解するべきである（27）。

　では、児童徴兵の保護法益はいかにとらえるべきであろうか。そもそ

も、児童徴兵規定の生成過程に鑑みると、児童の健全な育成のためには、

児童に特別な保護を付与すべきであるという理念が底流しているように

思われる。たとえば、児童の権利条約選択議定書前文 6段は、「・・・

したがって、児童の権利に関する条約において認められている権利の実

現を更に強化するためには、武力紛争における関与から児童を一層保護

することが必要であることを考慮し、・・・」と謳い、昨今の武力紛争

の悲惨さなどに鑑みると、15 歳以上の児童に対しても、従来 15 歳未満

の児童に限定して必要とされてきた保護を、特別に付与すべきだと解す

ることができる。とすれば、児童徴兵の保護法益は、平和・安全よりも

具体的な児童の健全な育成と解するべきであろうと思われる。

　だが、児童徴兵の保護法益をかく解するとしても、これだけでは、児

童年齢の引上げを基礎づけることにはならない。そこで、児童徴兵対象

年齢を 18 歳にまで引き上げることは妥当かが問題となる。

　ここで、日本国内の立法を素材に考察してみると、例えば、日本の児

童福祉法（以下、「児福法」と略す）は、「すべて国民は、児童が心身と

もに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。（児

福法 1条 1項）すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護され

なければならない。（同条 2項）」と宣言、児童を「満十八歳に満たない

者」（同 4条 1項）と定義しつつ、「児童の心身に有害な影響
4 4 4 4 4

を与える行

為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為」（同 34 条 1

項 9 号：圏点筆者）と規定する（28）。さらに、日本の労働基準法 62 条は、

（27） Werle, a.a.O., S.452ff. Rn. 1103 参照。なお、森下・前掲注（15）78 頁は「『戦
争犯罪』を統合して規定した」と解する。
（28） 「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定
書　第 1回日本政府報告（日本語仮訳）　平成 20 年 4 月」5頁参照。なお、本資
料は外務省公式 HPから入手できる。URLについては、以下参照。
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/0804_bf01.pdf）
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18 歳未満の者を労働基準法上の労働者として危険有害業務に従事させ

ることを禁じている（29）。このように、いずれの国内立法も制度趣旨は

異なれど、ともに 18 歳未満の者に有害な行為
4 4 4 4 4

を遂行させることを禁止

する点では一致している。それは児童の健全な育成に資するものである。

したがって、かかる立場で国際的コンセンサスが形成されているか否か

は別論としても、少なくとも 18 歳未満の者を有害な行為から特別に保

護すべきであるという見解には一定の合理性があるものと解することが

でき、徴兵により児童を有害で危険な行為にさらすおそれがあるという

実態に鑑みれば、18 歳未満の児童にまで徴兵を禁ずることを拡大する

ことは妥当であろうと思われる。

第 3章　私見

　かくして、ローマ規程における児童は、集団殺害犯罪としての児童の

強制移送の場合、現行規定では 18 歳未満の児童であるが、私見によれば、

最高年齢が 18 歳よりも若い児童と解するべきであり、他方、戦争犯罪

としての児童徴兵の場合は、現行規定では 15 歳未満の児童であるが、

私見によれば、18 歳未満の児童と解するべきである。

　かかる見解は、少なくとも後者の場合には、罪刑法定主義の観点から

許容されない解釈である点で、解釈論的というよりはむしろ、立法論的

提言になろうが、一方で、前者の場合は、「犯罪の構成要件に関する文書」

が規程条文そのものではない以上、あくまでも解釈論枠内の議論である

と思われる。

　では、たとえば、17 歳の児童をローマ規程 6条の所定の意図（目的）

をもって強制移送した事例を設定して考察してみよう。私見によれば、

17 歳の児童であれば、強制移送先でも自らが属する集団のアイデンティ

ティーが確立し続けている以上、それを喪失することなく、よって集団

（29） 前掲注（28）5 頁。
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の生存が破壊されることはない。したがって、この場合には、集団殺害

犯罪は成立しないということになるが、これは、ローマ規程が無罪放免

を認めるということを意味するものではないと思われる。

　ローマ規程の管轄犯罪たる中核犯罪には、集団殺害犯罪や戦争犯罪の

ほか、人道に対する犯罪や侵略犯罪（30）も含まれる。これらは相互に密

接な関連性を有しており、たとえば、一つの行為が集団殺害犯罪にあた

ると同時に、人道に対する犯罪にもあたるというような解釈も学説上認

められている（31）。とすれば、17 歳の児童の強制移送事例では、集団殺

害犯罪は成立しないが、人道に対する犯罪などの別罪は成立する余地が

残るということになろう。

　具体的には、人道に対する犯罪としての住民の追放あるいは強制移送

（ローマ規程 7条 1項（d））、又は戦争犯罪としての国際的な武力紛争

における不法な追放、移送あるいは監禁（ローマ規程 8条 2項 a（ⅶ）、

b（ⅷ））並びに非国際的な武力紛争における移住命令（ローマ規程 8条

2項 e（ⅷ））の成立可能性が残ることになるが、集団殺害犯罪が成立し

ないからといって直ちに両犯罪が成立するということではないのは、要

件がそれぞれ異なる以上明らかである。しかし、別の中核犯罪の成立を

認めることにより、ローマ規程の制定趣旨である不処罰文化との訣別は

担保されるのではなかろうか。

終章

　以上のような考察により、現行のローマ規程における児童の概念につ

いては、疑義があると思われる。すなわち、集団殺害犯罪の対象として

の児童については、現行の「犯罪の構成要件に関する文書」では 18 歳

（30） 最近の文献として、フィリップ・オステン「侵略犯罪」刑ジャ27 号（2011 年）
20 頁以下及びそこに掲載された（注）参照。
（31） Antonio Cassese, International Criminal Law 2.ed.(2008) pp.134 参照。
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以下とされる年齢については、強制移送により集団のアイデンティ

ティーを喪失しうる年齢にまで引き下げるべきであろうし、他方、戦争

犯罪の対象としての児童については、現行規程が予定する 15 歳未満の

児童を 18 歳未満の児童にまで拡大して保護すべきであろう。

　もっとも、かかる見解は、とりわけ、後者については、戦争犯罪の保

護法益を統一的にとらえる立場を断念して初めて成り立つものであるか

ら、議論の出発点自体に依然として十分な検討が必要なことは明白であ

るが、この問題については、別稿に譲りたい。

　最後に、向井久了先生の生前のお姿を偲び、心よりご冥福をお祈りい

たします。


