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おわりに

はじめに

　〈仮に日本国自身は武力行使をしていないとしても、他国が行う武力
行使と一体となるような支援等を行うことは、当該他国の行う武力行使
との密接性ゆえに、日本国も憲法上禁じられた「武力の行使」をしたと
の法的評価を受ける場合がある〉という考え方は、「武力行使との一体
化」論と呼ばれる（以下、「一体化論」ということがある）。本稿は、こ
の「日本国政府が憲法第９条の解釈として表明している法理」1の意味を
再検討するものである。
　一体化論は、廃案となった国際平和協力法案の審議において注目され、
その後の自衛隊の海外出動に関する種々の法案をめぐる国会審議でも議

1 小松一郎〔外務省国際法局関係者有志補訂〕『実践国際法〈第２版〉』（信山社・
2015年）361-362頁。
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論の焦点となったが、積み重ねられた政府答弁は「蟻地獄」2の様相と評
されることもある。憲法９条で禁じられるとされてきた海外派兵や集団
的自衛権との関係も必ずしも明らかではなく、他方、国際法学からは武
力行使に関する国際規律との乖離を指弾される状況にある。
　しかし、一体化論は、本来、憲法９条の禁ずる「武力の行使」（以下、

「武力行使」ともいう）の解釈についての問題である。一体化論は、憲法
が禁ずる対象を、殺傷・破壊のような直接的な戦闘行為（「国際的な武
力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」）以外
にまで拡張して、９条の規律の実効性を高めようとする議論と考える余
地がある。
　そもそも、憲法９条は自衛隊のような実力部隊を保持することを許し
ていないと解するならば、一体化論の可能性を論ずる意味は減殺される

（後述（Ⅰ２（１）註34およびⅡ１（３））のように、皆無にはならない）。
しかし、９条について自衛力の保持を許容する解釈が成立する余地はな
いという見解を憲法学の「通説」とすることには、今日では疑問があ
り3、本稿もそのような前提はとらない。９条においては自衛のための実
力の保持・行使が認められないという解釈を支持する立場においても、
実力の保持・行使が認められるという解釈も成立しうることを認めたう
えで、９条の規律の実効性確保を考えることが必要であろう。
　そこで、本稿では、一体化論をめぐる政府見解の生成・進展を振り返っ
たうえで（Ⅰ）、事柄の性質上、国際規律との関係を看過することがで
きないと解されるところ、一体化論にはかねて国際法学から強い批判が
あるので、これを検討し（Ⅱ）、そのうえで、日本国憲法の解釈におけ
る一体化論の意味を考えることとする（Ⅲ）。

2 村瀬信也『国際法論集』（信山社・2012年）223頁。
3 齊藤正彰「憲法９条の解釈と学説の現況」北法71巻３号（2020年）１頁以下参
照。通常、少なからぬ有力な憲法学説がそれと異なる立場を唱えているときは、

「通説」が存在するとはいえないのではなかろうか。
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Ⅰ　政府見解の概要

１．萌芽

（１）一体化論の登場
　一体化論が国会での議論において注目を集めたのは、東西冷戦が終結
した後、湾岸戦争をめぐって自衛隊の海外出動が求められるようになっ
た時期であった。しかし、政府見解も認めるように、一体化論の初発は
冷戦期に遡ることができる。すなわち、「この一体化論が密度を非常に
濃く議論されたのは確かに湾岸紛争に際して」であるが、「しかしなが
ら、この理論は、昭和三十四年三月十九日の参議院予算委員会における
私どもの当時の林元法制局長官の答弁を初めといたしまして、その後絶
えることなく議論されてきたもの」という認識が示されている4。
　そこで言及されている林法制局長官の答弁とは、次のような問いかけ、
すなわち、「新しく改定される安保条約に──極東の安全と平和のため
に米軍が出動する。日本の内地から出動する。その際補給的な業務で自
衛隊の協力を求められましたときには、事前協議でありましょうけれど
も、時にイエスという場合があると思います」ということを前提に、「装
備編成された一つの組織体としての自衛隊、それが補給業務で米軍に直
接の自衛の意味ではなくて極東の安全、あるいは平和維持のために出動
する、米軍に協力する」ことの合憲性についての問い5に、次のように答
えたものである。
　「補給業務ということの内容は、……実ははっきりしないのでござい

ますが、経済的に燃料を売るとか、貸すとか、あるいは病院を提供す
るとかということは軍事行動とは認められませんし、そういうものは

4 大森政輔内閣法制局長官・141国会衆・安全保障委会議録４号10頁（1997年11
月27日）。学説においては、一体化論は、「冷戦終焉後、アメリカの要請に基づ
いて、自衛隊が海外で米軍の後方支援に当たることが求められる中、憲法９条
との関係をめぐり新たにたてられた基準」（基本用語解説「武力行使との一体化
論」渡辺治ほか『集団的自衛権容認を批判する』（日本評論社・2014年）139頁［渡
辺］）と紹介されることがある。
5 八木幸吉委員・31回国会参・予算委会議録14号13頁（1959年３月19日）。
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朝鮮事変の際にも日本はやっておるわけであります。こういうことは
日本の憲法上禁止されないということは当然だと思います。しかし極
東の平和と安全のために出動する米軍と一体をなすような行動をして
補給業務をすることは、これは憲法上違法ではないかと思います。そ
ういうところは条約上もちろんはっきりさしていくべきだと思いま
す」6

　この「出動する米軍と一体をなすような行動をして補給業務をするこ
と」は違憲となるというのが、「武力行使との一体化」という呼称の淵源
とみられる。
　この後にも、一体化論に連なる答弁がある7。1982年の第96回国会にお
いて「極東有事問題に関してのガイドラインに基づく日米間の協議」が
始まったこととの関連で前述の林長官答弁の確認を求められた角田禮次
郎内閣法制局長官は、次のように説明していた。
　「一体をなすような行動をして補給業務をやるというふうに書いてあ

りますが、これはその補給という観念の方から見るのじゃなくて、そ
れ自体が武力行使の内容をなすような直接それにくっついていると、
そういうようなものはむしろ武力行使としてとらえられる、そして憲
法に反するというような意味で林元長官が言われたのだと、そういう
意味では私が先ほど来申し上げていることと基本的には違いはないよ

6 林修三法制局長官・31回国会参・予算委会議録14号13頁（1959年３月19日）。
7 「この武力の行使と一体をなすという答弁は、何も今回初めて申し上げるこ
とではございません。実はこれは二、三回ございますが、昭和三十四年の参議
院予算委員会におきまして、例えば米軍と一体をなすような行動をして補給業
務をすることは憲法上違法ではないかと思いますという、これは亡くなられた
林修三元長官が答えているところでございますし、さらに昭和五十七年には参
議院の外務委員会におきまして、これも元長官でございますが、角田の方から、
……林元長官が言われた、これは先ほどの三十四年のを引きましてそういう答
えを申し上げているわけでございます。したがいまして、この武力行使と一体
をなすという概念あるいはそういう憲法上の判断ということは、そういうとき
からずっと言われてきているところでございます」（工藤敦夫内閣法制局長官・
119国会衆・国際連合平和協力に関する特別委会議録５号32頁（1990年10月29
日））。
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うに思います」8

（２）国際部隊と一体化論
　このように形成されてきた一体化論は、「国際連合平和協力法案」（国
会で廃案となったもの。後に成立する「国連平和維持活動協力法」いわ
ゆる PKO 協力法とは異なる）の審議において、一躍脚光を浴びたので
ある9。
　そして、従来は、武力行使をする米軍との一体化が主題であったのに
対して、「自衛隊の海外派遣の必要性が、現実の問題として初めて論議

8 角田禮次郎内閣法制局長官・96国会参・外務委会議録７号19頁（1982年４月
20日）。ここで、「補給という観念の方から見るのじゃなくて」というのは、「何
から何まで補給という名において許されるとは最初から申し上げておるつもり
はない」（角田・同21頁）けれども、「憲法第九条の解釈としてわが国は自衛の
ため必要最小限度の武力行使ができるということがまず出発点になっているわ
けです。他国に対する協力もそういうものを越えた武力行使はできないと、こ
ういうことに当然なる」（角田・同20頁）という筋道をいうものと解される。そ
のうえで、「私が先ほど来申し上げていること」というのは、「集団的自衛権の
行使はその概念としては当然に武力の行使である」（角田・同19頁）ということ
を前提に、憲法９条のもとでは「自衛のため必要最小限度の武力行使は許され
るけれども、他国を助けるというような意味の武力行使は許されない、したがっ
て集団的自衛権の行使は許されない、こういうふうになるわけです。したがっ
て、一般的に他国の武力行使に対して一切協力をしてはならないというふうに
は考えていないわけで、……、そういう意味では一切自衛隊が武力行使以外の
面で協力をしてはいけないというふうには憲法解釈としては……そういう結論
は出てこないわけです。ただ、自衛隊法その他の関係によりまして、現在の自
衛隊というものはそういうことは法律上任務としては許されてない、したがっ
てそれはできない」（角田・同19頁）という考え方をいうものと解される。
9 「1990年のイラクによるクウェート侵攻に端を発するいわゆる「湾岸危機」の
際、クウェートのイラクからの解放等の活動に従事した多国籍軍に対する自衛
隊を中心とする日本の要員によるいわゆる「後方支援」活動（武力の行使に当
たらない輸送、補給等の活動）の根拠等を定めることを目的とした「国連平和
協力法案」（同法案は先議院であった衆議院で審議未了廃案となった）の国会審
議において集中的に議論となり、現在に至っている」（小松〔外務省有志補訂〕・
前掲書（註１）362頁）。
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されることになった」10。このようにして、いわゆる「国連軍」あるいは
多国籍軍といった国際部隊との関係における武力行使との一体化が問題
とされるようになったのである。学説からは、一体化論についての「80
年代までの議論は一般論であった」のに対して、「1990年代に入り、
PKO から周辺事態に至る議論のなかで、武力行使との一体化論が前面
に出て、政府の憲法論のなかで中心的な役割を果たした」とも評され
る11。
　この国際連合平和協力法案は、「他国軍隊の武力行使と一体化しない
範囲内での協力を行うことを企図したものであったが、法案には、「平
和協力業務の実施等は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるもので
あってはならない。」（第２条第２項）と規定するのみで、他国軍隊の武
力行使と一体化しない範囲内での協力であることが明記されていなかっ
た」という問題があった。そのため、「法案の審議過程で輸送や補給と
いった業務を中心に、改めてこの「一体化」の問題が取り上げられるこ
とになり」12、一体化論をめぐる説明が展開されることとなった13。

10 阪田雅裕編著『政府の憲法解釈』（有斐閣・2013年）104頁。「1990年のイラク
によるクウェート侵攻後である。国連安保理がイラクの即時撤退を求める決
議（第660号）を採択、アメリカの主導する多国籍軍（有志連合）がサウジアラ
ビア等の周辺諸国に展開するに及んで、我が国もこれらの多国籍軍の支援を目
的として自衛隊を派遣する方針を決定し、海部（俊樹）内閣は同年10月、「国際
連合平和協力法案」を国会に提出した」（同書104-105頁）。なお、同法案の審議
に関して、高見勝利「憲法九条と国連平和維持活動への自衛隊派遣」法教151号

（1993年）35-36頁参照。
11 浦田一郎『自衛力論の論理と歴史』（日本評論社・2012年）151-152頁。
12 阪田編著・前掲書（註10）107頁。「この法案が予定した「平和協力業務」は、
停戦監視のほか、物品の輸送、通信、医療等の活動に限られ、また、携行する
武器も小型武器のみで、その使用も生命・身体の防護を目的とするものに限定
されていたものの、自衛隊の海外派遣を可能とする初めての法案であったこと
から、野党の強い反対を受けることになった」（同書105頁）。
13 「廃案となった国連平和協力法案の審議の過程で、「武力行使との一体化」を
めぐる法的議論は、野党の追及もあり、国会質疑の中で否応なく極めて詳細な
点にまで及ぶことになった」（小松〔外務省有志補訂〕・前掲書（註１）447頁註
69）。「同法案は、衆議院に設置された特別委員会における長時間の審議にもか
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　国際連合平和協力に関する特別委員会において、〈武力行使との一体
化というのは刑法の共同正犯あるいは共謀共同正犯に当たるような場合
と同じではないのか〉という問いに対するかたちで、工藤敦夫内閣法制
局長官が答弁しているが、そこでは、「国連がその「平和維持活動」とし
て編成したいわゆる「国連軍」」14に対する「参加」と「協力」の区別の問
題が関わってきていることが注目される。
　「ここで問題になりますのは、憲法九条の目から見てそれが武力行使

となるのかならないのか……でございまして、そういう例えば補給な
ら補給という行為が……いわゆる現実に行われております武力の行使
と一体になる、……客観的に見ましてそういう武力の行使と認められ
る、こういうことが問題だという意味でございまして、それは、その
ときには我が国として武力の行使を行ってはならないという規範に外
れる、こういうことでございますので、いわゆる狭い意味の協力、こ
れによりまして行っても武力の行使と見られないようなものはまたご
ざいましょう」15

かわらず衆議院段階で廃案となるという結果に終わった。しかし、同法案の基
本的骨格や海外派遣される日本の要員の武器使用の権限や危害許容要件に係る
規定等、同法案の少なからぬ重要要素が……いわゆる「PKO 法」を始めとする
その後のこの分野における法律に活かされることとなった」（同書447頁）。
14 「衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関
する質問に対する答弁書」93回国会・内閣衆質６号（1980年10月28日）では、
次のように定義されている。すなわち、いわゆる「国連軍」とは、通常、「停戦
監視団」および「平和維持軍」といわれるものであり、「安全保障理事会又は総
会の決議に基づき、その都度設置されるものであつて、国連憲章上その設置に
ついての具体的な規定はない」とされる。なお、「朝鮮国連軍は、憲章第七章（第
三十九条）に基づき軍事的強制措置を主たる目的として編成されたものであり、
ここにいう国連の「平和維持活動」としてのいわゆる「国連軍」とは別個のもの
であると聞いている」。これに関しては、「国連憲章が本来予定していた集団安
全保障の仕組みが極めて不完全にしか機能していないという現実がある中で、
日本の国会論議において「国連軍」という語が多義的に用いられてきたことが、
しばしば概念上の混乱をもたらしているので、この点には特別の注意を要する」

（小松〔外務省有志補訂〕・前掲書（註１）444頁）。
15 工藤敦夫内閣法制局長官・119国会衆・国際連合平和協力に関する特別委会
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　いわゆる「国連軍」に対する「参加」と「協力」の区別の問題に関しては、
この直前に、外務大臣から政府統一見解が示されたところであった16。
そこでは、武力行使との一体化にも論及されている。

　一　いわゆる「国連軍」に対する関与のあり方としては、「参加」と
「協力」とが考えられる。
　二　昭和五五年一〇月二八日付政府答弁書にいう「参加」とは、当
該「国連軍」の司令官の指揮下に入り、その一員として行動すること
を意味し、平和協力隊17が当該「国連軍」に参加することは、当該「国
連軍」の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊が当該「国
連軍」に参加する場合と同様、自衛のための必要最小限度の範囲を超
えるものであって、憲法上許されないと考えている。
　三　これに対し、「協力」とは、「国連軍」に対する右の「参加」を含
む広い意味での関与形態を表すものであり、当該「国連軍」の組織の
外にあって行う「参加」に至らない各種の支援をも含むと解される。
　四　右の「参加」に至らない「協力」については、当該「国連軍」の
目的・任務が武力行使を伴うものであっても、それがすべて許されな
いわけではなく、当該「国連軍」の武力行使と一体となるようなもの
は憲法上許されないが、当該「国連軍」の武力行使と一体とならない
ようなものは憲法上許されると解される。

議録５号31頁（1990年10月29日）。ここでいう「客観的」とは、（日本国の主観
的意図に対する意味での）関係国による評価ということではなく、支援行為の
態様等との関連において論理的に判断されることを意味するものと解される。
その場合、とりわけ支援行為が他国の武力行使そのものに向けられているとき
には、当該行為の「武力の行使」との関連性は直ちに否定されるものではない
と考えられる。なお、「いわゆる刑法におきます共同正犯といったような観念
とこの場合とが全く同じであるのかどうか、私ちょっと自信がございません」

（同頁）としている。
16 中山太郎外務大臣・119国会衆・国際連合平和協力に関する特別委会議録４
号25頁（1990年10月26日）。
17 「法案の構造上は、派遣の対象は「平和協力隊」であり、自衛隊の部隊や隊
員も改めて平和協力隊員に任命されることになっていた」（阪田編著・前掲書（註
10）105頁註55）。
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　この二でいう「昭和五五年一〇月二八日付政府答弁書」では、次のよ
うな説明がなされていた。
　「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ずることはできないが、当該「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と考えている。これに対し、当該「国
連軍」の目的・任務が武力行使を伴わないものであれば、自衛隊がこ
れに参加することは憲法上許されないわけではないが、現行自衛隊法
上は自衛隊にそのような任務を与えていないので、これに参加するこ
とは許されないと考えている」18

　さらに、この「昭和五五年一〇月二八日付政府答弁書」では、自衛隊
の海外出動について、次のように述べられていた。
　「従来、「いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば、武力行使の目的を

もつて武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することである」
と定義づけて説明されているが、このような海外派兵は、一般に自衛
のための必要最小限度を超えるものであつて、憲法上許されないと考
えている」

　「これに対し、いわゆる海外派遣については、従来これを定義づけた
ことはないが、武力行使の目的をもたないで部隊を他国へ派遣するこ
とは、憲法上許されないわけではないと考えている。しかしながら、
法律上、自衛隊の任務、権限として規定されていないものについては、
その部隊を他国へ派遣することはできないと考えている。このような
自衛隊の他国への派遣については、将来どうするかという具体的な構
想はもつていない」19

　この「海外派兵」と「海外派遣」の区別の問題と、上述のいわゆる「国
連軍」に対する「参加」と「協力」の区別の問題との関係、および集団的

18 「衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関
する質問に対する答弁書」93回国会・内閣衆質６号（1980年10月28日）。
19 同上。最後の文は別として、海外派兵についての「以上の見解は、2014年７
月１日の閣議決定の後も維持されている」（小松〔外務省有志補訂〕・前掲書（註
１）439頁）。
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自衛権の問題が絡んで、一体化論の理解を難しくしているようにみえる。
この「参加」と「協力」の区別と譜系を共にする海外派兵禁止論と、一体
化論との淵源の異同に留意する必要があると考えられる。

（３）海外派兵の禁止
　そこで、一体化論の検討を進める前に、海外派兵禁止論の出発点も確
認しておきたい。一般論として海外派兵を行うべきではないという議論
は早くからみられるが、憲法解釈の問題として海外派兵の禁止が示され
た端緒は、必ずしも明らかではないと解される。1954年６月２日の参議
院による「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」は著名であ
るが、初期の政府の答弁としては、次のものがみられる20。
　「来たるべき、創設さるべき自衛隊は国土防衛のために作らるべきも

のでありますから、その面から見ても法律上海外派遣は考える余地は
ない」

　「海外派兵というのは、つまり兵力をその外国の土地に進出さすべき
ことであります。従つて日本の国土の防衛に立つて飛行機が日本の本
土から離れて海上に向け進出することもこれはあり得るかと私は考え
ております。これは海外派兵とは申すことはできんと思つておりま
す」21

20 「国会に提出された防衛二法案（自衛隊法および防衛庁設置法）の審理にあ
たり、同じく自衛隊の海外出動が憲法上許されるかをめぐる活発な論議がなさ
れた。その結果、防衛二法案の可決成立にあたり、新たに発足する自衛隊の行
動に対して、海外派兵を行なわないという枠を設けることにつき、与党の自由
党も賛成して、参議院で上述の決議の採択となった」（香西茂『国連の平和維持
活動』（有斐閣・1991年）478頁）が、そこでは、「国連軍協力との関連において
の海外派遣の問題は、少なくとも正面から論じられておらず、わずかに言及さ
れた「制裁目的」という場合も、差し迫った問題とはされなかった」（同書480頁）
とされる。
21 木村篤太郎国務大臣・19国会参・予算委会議録８号23頁（1954年３月９日）。
なお、同国会における次の答弁も注目される。「後方勤務の問題でございます
が、これは何の後方の勤務をするかということできまると思います。つまり明
確に交戦権を行使しておる国際的な部軍の後方で、やはり日本も交戦権を行使
しなければできないような勤務でありましたならば、これは私はできないだろ
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　ここで注目されるのは、自衛隊の兵力を外国に〈進駐〉させるという
問題と、自衛隊が防衛出動に際して日本の領域外まで〈追撃〉する問題
の区別が意識されていることである22。また、派兵と派遣の区別につな
がる考え方も、早くからみられる。
　「自衛隊のいわゆる海外派兵ということを、われわれは日本の憲法か

ら認めておりませんが、それはいわゆる軍事行動をするという場合で
ありまして、平和的な目的のために、平和的な行動のために出ていく
ということは、これは私は禁止しておるものじゃなかろうと思います」

　「自衛隊が軍事行動のために海外に出ていくということは、これは憲
法の規定から考えられないのでありますけれども、その他、平和的な
目的で何か海外に出て活動するということまで禁止しておるとは、私
は考えません」23

　ただし、この答弁は、〈返還前の沖縄において武力攻撃があった場合
に、島民の救済その他（病人・老人の収容等）のために自衛隊の衛生隊
を派遣することが可能か〉という問いに対してのものである。このとき、
林修三法制局長官が次のように答弁している。
　「自衛隊の問題でございますが、これは仮定の問題でございまして、

たとえば、夏、ハワイあるいはサンフランシスコに、自衛隊の艦隊が
平和親善に行く、これは何も海外派兵ではございません。そういう意
味において、いわゆる平和的な問題で外国に行くこと一切が自衛隊に
ついて禁止されているわけじゃない、かように私は考えます」24

うと思います」（下田武三外務省条約局長・19国会衆・外務委会議録27号21頁
（1954年３月27日））。

22 なお、進駐・追撃といった語は用いていないが、芦部信喜『憲法学Ⅰ憲法総論』
（有斐閣・1992年）277頁は、「①外国領土にある敵基地に対する攻撃の可否」と
「②自衛隊の海外出動が許されるか否か」の問題を分けて論じ、①は「自衛権行
使の地理的範囲」の問題とし、②を海外派兵禁止論の問題（の中心）として扱っ
ているようにみえる。
23 岸信介内閣総理大臣・34国会衆・日米安全保障条約等特別委会議録28号24頁

（1960年５月４日）。
24 林修三法制局長官・34国会衆・日米安全保障条約等特別委会議録28号24頁

（1960年５月４日）。
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　こうした海外派兵の禁止について、ある程度まとまった形で憲法解釈
が示された例としては、稲葉誠一議員からの「海外派兵ということにつ
いて日本の憲法で一体それを禁止しているのかしていないのか。禁止し
ておるとすれば、憲法の条文のどこから海外派兵を禁止しているという
のが出てくるか」という問いに対して、吉國一郎内閣法制局長官が、次
のように説明したものがある。
　「海外派兵ということばはもともと法律用語ではございませんので、

いろいろ国会で御議論がございまして、大体の概念が国会における社
会通念として固まったものであろうと思います。

　　便宜その議論を詰めまして定義をいたしますと、何らかの武力行使
を行なう目的をもって外国の領土、これは領域と申したほうが正確か
もしれませんが、領土、領海に入ることというのが大かたのいままで
の概念であろうと思います。どうしてこういうような海外派兵が憲法
上禁じられているかという議論になるということでございますが、も
ちろん憲法に海外派兵をしてはならないというような明文があるわけ
ではございません。

　　政府は、従来憲法第九条第一項の戦争放棄の規定にもかかわらず、
わが国には固有の自衛権があって、その固有の自衛権の限界の中では
自衛のための行動をとることは許されておるという解釈をいたしてお
りますが、いわゆる先ほど申し上げましたような海外派兵は、この自
衛権の限界を越えるから憲法上はできないと解すべきであるというこ
とでございます。したがいまして、海外派兵の問題は自衛権の限界と
の関連において従来とも論じられておるところでございまして、海外
派兵が憲法上どの条文によって禁じられていることになるかと申せ
ば、第九条第一項の解釈と申しますか、第九条第一項の精神に従って
憲法を考えれば、海外派兵のようなことは自衛の限度を越えて憲法上
禁じられておるというのが政府の従来の考え方でございます」25

　この〈海外派兵は自衛権の限界を越える〉ということの理解に関して
は、海外出動についての〈進駐〉と〈追撃〉の区別を意識する必要がある
と解される（Ⅲ３（２）参照）。

25 吉國一郎内閣法制局長官・71国会衆・決算委会議録25号20頁（1973年９月19日）。
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２．展開

（１）「武力の行使」の解釈としての一体化論
　（ⅰ）条文上の根拠論
　政府見解における一体化論は、憲法９条が「武力の行使」を禁止して
いるということから導かれると解されていることが重要である。
　〈武力行使と一体化する活動が違憲であるという議論がどこからきた
のか。そのような法文が憲法のどこに書いてあるのか。文理からは全く
出てこない議論ではないか〉という問いかけに対して、政府は次のよう
に説明している。
　「一体化の理論と申しますのは、我が国の行動が、みずからは直接は

武力の行使をしていないにしても、ほかの者が行う武力の行使への関
与の密接性などから、我が国としても武力の行使をしたとの法的評価
を受けることがあるという考え方でございます。例えば、現に戦闘が
行われているところ、……前線に武器弾薬を輸送するというような行
動……につきましては、それ自体が武力の行使でないとしても、我が
国として他国と一体化して武力の行使を行っているとの評価を受ける
というような例示でございますが、……この考え方は、憲法の明文を
もって規定されたというようなものではございませんで、憲法九条に
言う「武力の行使」という文言の解釈として述べられてきたものでご
ざいます」26

　その後も、一体化論の憲法上の根拠についての応答が繰り返された。
たとえば、〈日本が武力攻撃を受けていない場合には輸送そのものも武
力による反撃と同様に行うことができないと評価する一体化論は、憲法
９条のどこに書いてあるのか〉という問いに対して、同旨の説明が行わ
れている。
　「例としてはよく、輸送とか医療とかあるいは補給協力ということが

挙げられるわけでございますが、それ自体は直接武力の行使を行わな
い活動について、それが憲法九条との関係で許されない行為に当たる

26 秋山收内閣法制局第一部長・136国会衆・外務委会議録11号12頁（1996年５
月31日）。
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かどうかということにつきましては、他国による武力の行使、あるい
は憲法上の評価としては武力による威嚇でも同じでございますが、武
力の行使等と一体となるような行動としてこれを行うかどうかという
ことにより判断すべきである」27

　「いわゆる一体化論と申しますのは、我が国に対する武力行使がない、
武力攻撃がない場合におきまして、仮にみずからは直接武力の行使に
当たる行動をしていないとしても、しないとしても、他のものが行う
武力の行使への関与の密接性などから、我が国も武力の行使をしたと
いう法的評価を受ける場合があり得る。そのような法的評価を受ける
ような形態の行為はやはり憲法九条において禁止せられるのである。

　　したがって、どこに書かれているかというのは、憲法九条の裏とい
たしまして、憲法解釈の当然の事理としてそこから読み取れる……。
これはいわば憲法上の判断に関する当然の事理を申し述べたこと」

　「一体化論は憲法に根拠のない空理空論……、憲法の根拠に何らない
ものであるという御意見でございますけれども、私は先ほどは直接の
規定はないということは申し上げましたが、憲法九条が武力の行使を
禁止しているということから、当然の帰結といたしまして、法的評価
において武力の行使と評価される行為はやはり九条で禁止されてい
る。したがいまして、根拠はあるかといえば憲法九条である」28

　（ⅱ）法的性格論
　このような一体化論の法的性格について、政府見解は、前出のような、

「法的な評価を行うことに伴う当然の事理を述べたもの」29という理解を

27 大森政輔内閣法制局長官・140国会衆・予算委会議録12号18頁（1997年２月
13日）。
28 大森政輔内閣法制局長官・141国会衆・安全保障委会議録４号10-11頁（1997
年11月27日）。
29 「一体化の理論と申しますのは、仮に、みずからは直接武力の行使などをし
ていないとしましても、ほかの者が行います武力の行使などへの関与の密接性
などから我が国も武力の行使などをしたとの評価を受ける場合を対象とするも
のでありまして、ある行動につきましていわば法的な評価を行うことに伴う当
然の事理を述べたもの、法的な評価を行うにつきまして当然の事柄、要するに
武力行使そのものをしていなくても、それと非常に密接な関係のあるような、
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繰り返し示してきた。
　「要するに、この一体化の議論と申しますのは、……、仮にみずから

は直接武力の行使または武力による威嚇をしていないとしても、他の
ものが行う武力の行使等への関与の密接性から我が国も武力の行使ま
たは武力による威嚇をしたとの評価を受ける場合があるということを
前提としておりまして、これはいわば法的判断に、法的評価に伴う当
然の事理を述べたものである、法的評価の問題である」

　「武力による行使等を禁止しているということは、憲法上の法的評価
としてそれと同様の評価を受ける行為まで禁止しておるというふうに
理解せざるを得ないわけでございまして、これは、法的評価に伴う当
然の事理を述べたものであるというのはそのような趣旨でございま
す」30

　ここで示されているのは、憲法９条が禁止する「武力の行使」について、
「これを、直接の武力の行使に限定することなく、それ自体は直接武力
の行使を行わない活動であっても、他国による武力の行使と一体となる
ような行動として行われるものであれば、法的評価としては、同条が禁
じている「武力の行使」に当たるとの同条の解釈を述べたもの」31という
ことである。
　換言すれば、一体化論とは、憲法が禁ずる「武力の行使」の意味につ
いて、「現実に武力を行使する場合だけに限ってよいのかという……争
点をめぐる論議の中で日本国政府が憲法第９条の解釈として強調するよ
うになった」32ものである。

いわば一体化しているような行動をします場合にはその行動自体が武力行使と
いう法的な評価を受けるという、いわば当然の事柄を申し述べたものでござい
ます」（秋山收内閣法制局第一部長・136国会衆・外務委会議録10号26頁（1996
年５月30日））。
30 大森政輔内閣法制局長官・142国会衆・予算委会議録27号５-６頁（1998年３
月18日）。
31 行政法制研究会「重要法令関係慣用語の解説（180）武力の行使との一体化」
判時1716号（2000年）33頁。
32 小松〔外務省有志補訂〕・前掲書（註１）440頁。これは、「いわゆる「湾岸危機」
に対処する国際社会の努力に日本としてどのような協力が可能かということに
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　このような解釈は、憲法９条２項が保持を禁じている「陸海空軍その
他の戦力」の解釈について、学説が、「「陸軍」「海軍」「空軍」など形式上
の名称にかかわらず、「戦力」の実質上の意味が問題となる」のであるが、

「最広義に解すれば、……技術水準の向上が人類社会に貢献する可能性
をあまりに制約しすぎて、失当といわなければならない」のであって、

「戦力」とは、その組織体の設けられた目的において判断するが、その
際にそれらの組織体の「有する実力の量的・質的規模にてらして、客観
的に判定されなければならない」と論じていたこと33に類似するであろ
う。つまり、憲法上の「戦力」についての解釈である。
　ところが、憲法学説は、従来、憲法９条が禁止する「武力の行使」の
意味については、同条の「国権の発動たる戦争」との相違について文言
上の検討を行うのみで、内容の実質的な考察は必ずしも十分には行って
いなかったと考えられる。
　たしかに、憲法学説においては、「結論的にいえば一体化論は、武力
行使だけではなく、日本が武力行使しなくても、外国の武力行使と一体
化したものまで、禁止する論理形式を採っている。そのため、個別的自
衛権・自衛力合憲論の政府見解を前提にして、立憲的統制を整理したも
のという面をもっている」34との評価もみられるものの、総じて憲法学

ついての議論が高まった際に、国会における大きな争点となった」（同頁）もの
であって、「自衛隊の部隊の海外への派遣の目的が「武力行使」であるか否かが
そのような派遣が認められるかどうかに係る憲法上の評価の分かれ目になる」

（同書439-440頁）と解されたことによる。
33 樋口陽一ほか『注解法律学全集：憲法Ⅰ』（青林書院・1994年）163頁［樋口］。
つまり、何が憲法上の「戦力」に該当するかについての解釈である。
34 浦田・前掲書（註11）153頁。ただし、「しかしながら別の面からみれば、以
前は武力行使目的の活動への関与が、類型的に違憲と考えられる傾向があった。
それにたいして一体化論は、武力行使目的の活動のなかから、外国の武力行使
と一体化しないとされる個別協力行為を、明確に合憲化する論理である。すな
わち、武力行使目的の活動であっても、武力行使と一体化しないとされる形で、
関与することを可能にした」（同頁）として批判の目を向けている。なお、この
学説は、一体化論を「個別的自衛権・自衛力合憲論の政府見解を前提に」した
ものとしているが、事実の経過としてはそうであるとしても、論理的には必ず
しもそうとは断じられないであろう。自衛のための実力には至らない程度の海
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説は「武力の行使」の解釈にも一体化論の評価にも十分な関心を振り向
けていなかったのではなかろうか35。
　（ⅲ）特異性批判
　一体化論に対しては、日本独自の特異なものであること、換言すれば、
他国にも類例がなく、国際法上も根拠が見出せないことについて批判が
ある。しかし、一体化論は〈国際的な説得力が皆無な、独りよがりの解
釈となっている〉との指斥に対して、政府は次のように応答している。
　「「武力行使との一体化」論とは、仮に自らは直接「武力の行使」をし

ていないとしても、他の者が行う「武力の行使」への関与の密接性等
から、我が国も「武力の行使」をしたとの法的評価を受ける場合があ
り得るとするものであり、いわば憲法上の判断に関する当然の事理を
述べたものである。これは、我が国の憲法が欧米諸国に例を見ない戦
争の放棄等に関する第九条の規定を有することから生まれる解釈であ
り、「独りよがりの解釈となっている」との御指摘は当たらないと考
える」36

上警察力・沿岸警備力あるいは輸送力、さらには医療従事者をもって、他国に
よる武力行使を援助する活動を行うことはありうると解される。しかし、その
ような行為が憲法９条に違反しないかについて、従来の学説は──潜在的戦力
についての広範に過ぎる見解の存在を知りながら──検討を行っていなかった
のではなかろうか。
35 ただし、後掲註88参照。
36 「衆議院議員伊藤英成君提出内閣法制局の権限と自衛権についての解釈に関
する質問に対する答弁書」156回国会・内閣衆質119号（2003年７月15日）。「欧
米諸国に例を見ない戦争の放棄等に関する第九条の規定」とは、直接には９条
２項を意味するであろう。それに対して、一体化論は、９条１項の「武力の行使」
についての解釈論である。他方、日本国憲法は、「国際紛争を解決する手段と
して」の武力行使の放棄という目的を達するために、戦力の不保持という手段
を採用したものと解される（齊藤・前掲論文（註３）23-24頁、29頁）。つまり、
不戦条約以来の目的を実現するために「欧米諸国に例を見ない」厳格な手段を
採用した日本国憲法の解釈として、武力行使禁止に関する「脱法行為」的な活
動の抑止を考えることには十分な理由があろう。そして、そのような解釈は、
９条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許されるとする場合でも、そ
のための実力部隊の活動を規制することになると考えられる。
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（２）一体化の判断基準
　（ⅰ）総合勘案の基準
　このような一体化論においては、いかなる場合に日本の活動が他国に
よる武力行使と一体化したと評価されるのか、その判断基準が問題とな
る。当初、廃案となった国際連合平和協力法案の審議においては、次の
ように説明されていた。
　「この法案におきまして、平和協力隊が輸送業務を行うということが

その任務の一つとして掲げられております。それで、……何を運ぶか
ということは、そのときどきの具体的なケースに応じまして、具体的
な案件に応じまして決めるということでございまして、法律上は、
……武器弾薬等を含めましていろいろなものを運び得ることになって
おります。その運ぶ内容につきましての限定というのは特にないわけ
でございます」

　「何をどのように運べるかということにつきましては、……武力の行
使と一体をなすような行為に当たらないという範囲内で行うわけでご
ざいますが、これがいかなる場合にそうかという点につきましては、
この協力の目的、態様等具体的な実態に即してケース・バイ・ケース
で判断すべき問題でございます」

　「武器弾薬を運ぶのが主な仕事ということではございません。私ども
が先ほど来御答弁申し上げておりますのは、運ぶ物の対象に限定はな
い、ただその目的、態様が武力の行使と一体をなすような行為に当たっ
てはならないということを申し上げているわけでございまして、……
その武力の行使と一体をなすような形で、態様で、武器弾薬を前線に
運ぶことはない」37

　「実際に生起いたします武力紛争というのは大変千差万別であると思
います。したがいまして、この問題は結局その具体的な紛争に即して
ケース・バイ・ケースに判断せざるを得ない問題であると思います。

　　非常に典型的な例として従来挙げられておりますのは、例えば地上
で戦闘が行われておりまして、それに空挺部隊から弾薬を補給すると

37 柳井俊二外務省条約局長・119国会衆・国際連合平和協力に関する特別委会
議録２号31-32頁（1990年10月24日）。
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いうようなものにつきましては、その空挺部隊から弾薬を落とすとい
うような活動それ自体は補給かもしれませんが、しかし、そのような
場合には武力行使と一体となるとみなされるのではないかというふう
に考えておりますが、ただ、初めに申し上げましたように、実際の武
力紛争というのは大変千差万別で、いろいろな状況があると思います。
したがいまして、そのような状況に即してケース・バイ・ケースに判
断する必要がある」38

　〈どのような場合に武力行使と一体化したと判断されるのかの基準が
明確ではない。距離的な関係で判断するのか、あるいは時間的な関係な
のか、その両方なのか。ケース・バイ・ケースで総合判断するというが、
どういう基準で具体的な個々のファクターを判断していくのか。あらか
じめ予測可能なものとして違憲か合憲かの判断基準が示されなければな
らない〉との批判が繰り返しなされたが39、政府の説明は次のようであっ
た。
　「やはり具体的なケースに即して判断すべき問題であるというのが基

本でございます。委員の仰せられたような空間的な要素あるいは時間
的な要素というものも確かにあると思います。しかしながらこれも、
それぞれの具体的な武力紛争がどのような態様のもとで行われるかと
いう点を離れて、そのような二つの要素だけで抽象的に決定するとい
うことはできないと思います」40

　「考え方の基準と申しますのは、やはり憲法九条から発するわけでご
ざいます。そういう意味で、いわゆる我が国が武力の行使と見られる
ことになるかどうか。我が国が武力の行使をしてはならない、こうい

38 柳井俊二外務省条約局長・119国会衆・国際連合平和協力に関する特別委会
議録５号31頁（1990年10月29日）。
39 なお、「先ほど引用された林長官や角田長官等の答弁、これは安保条約との
関係で述べられているわけです。今回のように自衛隊の海外派遣へ絡めて論じ
られたものではないのですよ。だから、必ずしもあの答弁を引用されてもわか
りにくいわけです」（山口那津男委員・119国会衆・国際連合平和協力に関する
特別委会議録５号33頁（1990年10月29日））との指摘もなされていた。
40 柳井俊二外務省条約局長・119国会衆・国際連合平和協力に関する特別委会
議録５号33頁（1990年10月29日）。
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うことでございますから、あるいは武力による威嚇まで含めても結構
でございますが、そういうふうに見られるかどうか。そういうふうな
ものであれば憲法違反と言われ、それは憲法上許されない……。そう
いう観点から、要するに憲法九条から端を発して見るべきである
……。

　　したがいまして、直接に武力の行使をするのはもちろん許されない。
それから、他のものがやっている、けれどもそれに対して協力をする、
その協力をすることが、……それがまさに武力の行使と客観的に見ら
れる、そういうものとくっついているとか、……そういうふうな行動
に該当することになる、これは憲法の目から見て許されない、こうい
う意味でまず基準を申し上げているわけでございます。

　　それを具体的に当てはめといいますか、そういう観点から申し上げ
ますと、……非常にいろいろなケースがあり得るということでござい
ますが、あえてその判断基準の一、二を申し上げれば、先ほど距離的
とか時間的とかおっしゃられましたけれども、現にその他のものが戦
闘行動を行っている、あるいは行おうとしている、そういった地点と
こちら側の行動との間の距離といいますか地理的関係といいますか、
そういうふうなものもございますでしょうし、それから我が方のやり
ます具体的な行為の内容もございますでしょうし、あるいはそういう
他の、武力行使を現にしているようなものとの関係におきまして、ど
の程度それに密接になっているかという問題もありましょうし、ある
いは……その協力しようとしている相手方の活動の現況、こういった
ものもございます。そういったことを総合勘案する必要がある……。

　　それで、……例えば現に戦闘が行われているというふうなところで
そういう前線へ武器弾薬を供給するようなこと、輸送するようなこと、
あるいはそういった現に戦闘が行われているような医療部隊のところ
にいわば組み込まれるような形で……まさに医療活動をするような場
合、こういうふうなのは今のような点から見て問題があろうというこ
とでございますし、逆にそういう戦闘行為のところから一線を画され
るようなところで、そういうところまで医薬品や食料品を輸送するよ
うなこと、こういうふうなことは当然今のような憲法九条の判断基準
からして問題はなかろう、こういうことでございます。したがいまし
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て、両端はある程度申し上げられる」41

　（ⅱ）大森４要素
　しかし、このような一体化論の判断基準については、不明確であって、
憲法に違反するか否かはケース・バイ・ケースで判断するというのは問
題であるとの批判がなされていた。
　国際連合平和協力「法案には平和協力隊による多国籍軍への「協力」
が多国籍軍の行う武力行使と一体化しないことを担保する法制上の枠組
みが設けられておらず、すべての業務が「ケース・バイ・ケース」の判
断に委ねられていたことなどから、政府のこうした説明が野党の十分な
理解を得るに至らず、この法案は衆議院段階で審議未了、廃案となっ
た」42のである。
　その後、政府からは次のような説明がなされるようになった。
　「他国による武力の行使と一体となす行為であるかどうか、その判断

につきましては大体四つぐらいの考慮事情を述べてきているわけでご
ざいまして、……要するに、戦闘活動が行われている、または行われ
ようとしている地点と当該行動がなされる場所との地理的関係、当該
行動等の具体的内容、他国の武力の行使の任に当たる者との関係の密
接性、協力しようとする相手の活動の現況等の諸般の事情を総合的に
勘案して、個々的に判断さるべきものである、そういう見解をとって
おります」43

　この大森政輔内閣法制局長官の答弁に示される「大体四つぐらいの考
慮事情」については、「大森４要素」と称されることがある44。しかし、

41 工藤敦夫内閣法制局長官・119国会衆・国際連合平和協力に関する特別委会
議録５号33-34頁（1990年10月29日）。
42 阪田編著・前掲書（註10）109頁。
43 大森政輔内閣法制局長官・140国会衆・予算委会議録12号18頁（1997年２月
13日）。
44 黒﨑将広「自衛隊による「武器の使用」は「武力の行使」とは違う？──国際
法上禁止される「武力の行使」と憲法の制約」森川幸一ほか編『国際法で世界が
わかる──ニュースを読み解く32講』（岩波書店・2016年）279頁、黒﨑将広ほ
か『防衛実務国際法』（弘文堂・2021年）220-223頁［黒﨑］、長谷部恭男＝大森
政輔「〈対談〉安保法案が含む憲法上の諸論点」長谷部恭男編『検証・安保法案
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このような４要素にしても、各種の事情を総合勘案して判断することを
現場に求めるのは酷であり、〈論理の世界でそのような精緻な議論を展
開しても、現実にはほとんど意味のないことではないか〉との批判もな
されていた。
　それに対して、政府は次のように説明した。
　「やはり行う主体の側において、自分の行動が客観的にそのように評

価されるということになる限りは主体的にやってはいけない問題であ
る、その主体的判断の基準であるということでございます。

　　それからもう一点は、そういってもその基準が非常に不明確である
から、現場で判断を強いることになるのは不都合ではないかという御
指摘でございますが、確かに個々具体的な判断ということの宿命とい
たしましてそのような御懸念が生ずることはごもっともでございます
が、だからこそ、そういう現場で時々刻々の判断にかからせることの
ないように、あらかじめ類型的に一体化が生じないような行為を限定
して、例えばガイドライン等で後方支援をする場合には、あらかじめ
類型的に閣議等で決定をいたしまして、その範囲内で、一体化が生じ
ないような範囲内において行うということが確保されるべきであると
いうことを常々私どもも述べてきているところでございます」45

　ここで一体化論を担保するためのしくみが「後方地域」である（Ⅰ２
（３）参照）。
　（ⅲ）一体化の各論（とりわけ基地提供）
　「これまで、国会において、主に、①我が国が周辺事態に際して米軍
の後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を行うことは武力の行使と一
体化するのではないか、②我が国が米軍に情報提供を行うことは武力の
行使と一体化するのではないか、③我が国が米軍に基地を提供すること
は武力の行使と一体化するのではないかとの点が問題とされてきた」46

──どこが憲法違反か』（有斐閣・2015年）47頁［長谷部］。「４要件」といわれ
ることもある。
45 大森政輔内閣法制局長官・142国会衆・予算委会議録27号５頁（1998年３月
18日）。
46 行政法制研究会・前掲論文（註31）35頁。その詳細については、同論文35-39
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といわれる。このうち、③について、次のような説明がなされているこ
とを──後掲の国際法学説からの批判との関係で──確認しておきたい。
　「周辺事態において米軍の航空機が滑走路を使用するという場合には、

安保条約六条に基づいて提供しているいわゆる米軍基地飛行場の使用
の場合と臨時的に我が国の民間空港の滑走路の使用を認める場合と両
方あろうかと思うわけでございます。いずれにしましても、要するに
安保条約及びその関連取り決めに基づいて我が国から行われる米軍の
戦闘作戦行動のための基地としての使用について、我が国があらかじ
め応諾をしているという結果として米軍機が滑走路を使用するわけで
ございます。

　　その場合に、我が国の行為としましては、あくまでそういう施設を
使用することを応諾するという消極的な行為にとどまりまして、予定
される米軍の武力の行使と一体化するような積極的な行為を我が国が
それ以上にするということはないと考えられますので、いわゆる一体
化論との関係では、滑走路を使用することを応諾するということとの
関係では憲法上の問題は生じないんではないかというふうに考えてい
る」47

（３）「後方」と兵站
　「自衛隊の活動と他国軍隊の武力行使との一体化の問題が再びクロー
ズアップされたのは、日米安保条約に基づく日米間の防衛協力の指針の
見直し、いわゆる新ガイドラインの策定に際して」であるとされる。こ
の1997年のガイドラインに基づく自衛隊の支援活動の根拠法として制定
されたのが、いわゆる周辺事態法である。同法では、周辺事態に際して、

「米軍に対する協力・支援活動（物品・役務の提供）の種類を補給、輸送
等に限定して列挙するとともに、これを実施する区域を「後方地域」に
限ることによって、国際連合平和協力法案の場合と異なり、米軍の武力

頁参照。
47 大森政輔内閣法制局長官・145国会参・日米防衛協力のための指針に関する
特別委会議録９号12頁（1999年５月20日）。
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行使と一体化しないことを法制上担保」したとされる48。
　この「後方地域」は、「我が国領域並びに現に戦闘が行われておらず、
かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることが
ないと認められる我が国周辺の公海……及びその上空の範囲」と定義さ
れ、そこでの支援活動は、「それ自体が武力の行使に当たるものでない
限り、ケース・バイ・ケースで判断するまでもなく、およそ支援を受け
る軍隊の武力行使と一体化することがない」とされる49。
　こうした法制上の担保のしくみは、その後の法律にも継承され、テロ
特措法等では、自衛隊の活動地域が外国の領域等であったことから、「現
に戦闘行為……が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間
を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」外国の領域等と
され、「非戦闘地域」と通称されることとなった。
　しかし、一体化論に批判的な見地からは、「この我が国独特の考え方
には、他国の武力行使とどの程度密接に関わったら一体化するのか等の
基準が不明確である等の基本的な問題が内在しており、日本の得意とす
る後方支援活動において積極的な貢献をすることを妨げてきた。このよ
うな困難を避けるため、「後方地域」、「非戦闘地域」等の代替概念が用
いられたこともあったが、「一体化論」に内在する基本的な問題を解決
することはできなかった」50との批判もなされる。

48 阪田編著・前掲書（註10）110-112頁。「廃案となった国際連合平和協力法案
では、このことについての具体的な法制上の担保が設けられていなかった」（同
書110-111頁）。
49 同書112頁。
50 柳井俊二「日本の平和貢献とその法的基盤」小松一郎大使追悼『国際法の実
践』（信山社・2015年）11-12頁。なお、長谷部＝大森・前掲対談（註44）48頁［大森］、
阪田雅裕＝川口創『「法の番人」内閣法制局の矜持──解釈改憲が許されない理
由』（大月書店・2014年）78-79頁［阪田］参照。（日本国が自衛権を発動できな
い状況において）他国の軍隊に対する支援行為が当該他国の武力行使とどの程
度の密接性を有するときに「一体化」したと判断されるのかについては、多様
な状況が生じうる現場を想定すれば、単一の明確な基準を示すことは困難であ
ろう。論理的な争点は、それを一体化論に内在する基本的な（「後方地域」等の
概念に置き換えても解消されない）難点とみるか、そこに一体化論の本質があ
ると捉えて「後方地域」等の法制上のしくみを組み合わせて担保すると考える
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３．移行

（１）現に戦闘行為が行われている現場
　政府は、2014年７月１日の閣議決定で示した基本方針に基づき、「切
れ目のない安全保障法制」の核となるものとして、「米軍その他の外国
軍隊に対する後方支援活動の拡充」を図った51。その新たな平和安全法制

（いわゆる安保法制）では、外国の領域を含め「現に戦闘行為……が行わ
れている現場」以外であれば、支援活動を実施できることとされ、遭難
した戦闘参加者の捜索救助活動については、すでに自衛隊が遭難者を発
見して救助を開始している場合は戦闘現場においても活動を継続できる
こととされた。
　ここで重要なのは、これらの法律が、「後方支援を実施する区域や支
援活動の内容についても、従来の法律の枠組みを変更したこと」52である。
　従来の一体化論の枠組みでは、「活動の地域を「後方地域」や、いわゆ
る「非戦闘地域」に限定するなど、自衛隊が活動する範囲をおよそ一体
化の問題が生じない地域に一律に区切る法律上の枠組みを設定し、「武
力の行使との一体化」の問題が生じないように」53するという「法制的担
保」54がなされていた。

かにあるといえるかもしれない。
51 阪田雅裕『憲法９条と安保法制──政府の新たな憲法解釈の検証』（有斐閣・
2016年）79頁。「日米安保条約に基づき周辺事態に対処する駐留米軍等に対す
る後方支援の根拠法であった周辺事態安全確保法が重要影響事態安全確保法に
改められ、周辺事態に限らず、日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態
に対処する米軍その他の外国軍隊に対する後方支援が幅広く行えるようになっ
た」（同頁）。
52 阪田・前掲書（註51）79頁。
53 小松〔外務省有志補訂〕・前掲書（註１）440-441頁。「いわゆる「PKO 参加五
原則」も、地域を区切る概念ではないが、一体化の問題が生じないようにする
ための法律上の枠組みである」（同書441頁註60）。
54 阪田編著・前掲書（註10）113頁。「バッファーゾーンを置いて、戦闘現場の
場所変動が非戦闘現場における後方支援活動に直ちに影響しないような、そう
いう枠組みを作る」ことによって、「制度的な問題として処理することが予定
されている」（長谷部＝大森・前掲対談（註44）49頁［大森］）とされる。他方、「「武
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　ところが、2014年７月１日の閣議決定において、政府は、一体化論に
ついて、「それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつ
つ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の
実態等を勘案して、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない
場所で実施する補給、輸送などの日本の支援活動については、当該他国
の「武力の行使と一体化」するものではないという再整理を行った」55の
である。

（２）地域規制の溶解
　政府は、従来の一体化論の「考え方を変更したものではなく、一体化
を回避するという憲法上の要請を担保するための規定と支援活動の安全
を確保するための規定との関係を改めて整理した結果であると説明」56

している。「政府は、国会答弁において、実際には防衛大臣が定める実
施要項において「自衛隊が現実に活動を行う期間について、戦闘行為が
ないと見込まれる場所」を実施区域として指定することになるから、そ
のような危険はない、自衛隊員のリスクも変わらない、との答弁を繰り
返している」57が、それならば、従来の「非戦闘地域と同じであり、活動

力行使との一体化」は許されないという政府解釈の制約をすり抜けるために開
発された解釈が、「後方地域」論、「非戦闘地域論」」（渡辺治「安倍政権の改憲・
軍事大国化構想の中の集団的自衛権」渡辺ほか・前掲書（註４）14頁）との説明
がなされることもある。
55 小松〔外務省有志補訂〕・前掲書（註１）441頁。
56 阪田・前掲書（註51）80頁。
57 福田護「安保法制改定法案の概要とその違憲性」長谷部恭男＝杉田敦編『安
保法制の何が問題か』（岩波書店・2015年）45頁。「国会審議においては「今現
在戦闘行為が行われていないということだけではなくて、自衛隊が現実に活動
を行う期間について戦闘行為がないと見込まれる場所を実施区域に指定する」

（中谷防衛大臣・５月27日衆院平安法制特委）ので、自衛隊が「攻撃を受けない
安全な場所で活動を行うことには従来といささかの変更もな」い（中谷防衛大
臣・６月１日衆院平安法制特委）とされているが、かかる考慮は運用上のもの
にとどまる」（塚田哲之「周辺事態法から重要影響事態法へ──ガイドライン実
施法の現在」森英樹編『安保関連法総批判──憲法学からの「平和安全」法制分
析』（日本評論社・2015年）41頁）。
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範囲を変更する必要はない」58はずであり、また、「法文上そのような制
限はないのであり、制度的な担保は取り払われる」59と批判される。
　この点については、憲法学説からも批判が集まった60。内閣法制局に
よる「法制的担保」の考え方を前提に、「自衛隊の後方支援活動も、従来
の「戦闘地域」「非戦闘地域」の区別を廃止して、自衛隊は新たに弾薬の
提供や、発進準備中の航空機への給油を行なえるようになる。これは武
力行使の一体化そのものです。外国の軍隊と自衛隊の活動が一体化する
ということは、結局、自衛隊が武力の行使をしていることを意味するわ
けで、違憲と言わざるをえない」61というのである。
　国際法学説においても、重要影響事態法について、「後方支援が外国
領域内でもその同意で可能となり、いわゆる非戦闘地域限定もなくなっ
た。支援内容からも直接的戦闘支援の性格をより強めている」との評価
がある。そして、そのような評価を前提とした場合、「後方支援の憲法

58 柳澤協二「安保法制で日本は安全になるのか？」長谷部＝杉田編・前掲書（註
57）151頁。同「安保関連法案の論点──「国際秩序維持」に関する法制を中心に」
長谷部恭男編『検証・安保法案──どこが憲法違反か』（有斐閣・2015年）74頁
も同旨。
59 福田・前掲論文（註57）45頁。
60 もともと一体化論に批判的であった憲法学説からは、「そもそも「戦闘地域」
そのものがあいまいな概念であることは、つとに指摘されてきた」のであり、
その「「戦闘地域」での支援活動は、かりにそれが補給や輸送などに限定された
としても文字通り「武力の行使と一体化」した活動」とみられるところ、「この

「現場」とは「戦闘地域」とは異なった、それより狭い概念として用いられてい
ることは明らか」であるから、「従来の「武力の行使との一体化」論を踏まえた
形を一応はとっているものの、従来の四つの基準を捨て去るだけでなく、「後
方支援」や「非戦闘地域」といった観念をも捨て去り、限りなくアメリカなど
の武力行使と一体化した活動を容認するもの」と批判されることになる（山内
敏弘『「安全保障」法制と改憲を問う』（法律文化社・2015年）119-120頁）。
61 長谷部恭男「安保法案はなぜ違憲か」長谷部＝杉田編・前掲書（註57）６頁。
戦闘地域と非戦闘地域の区別について同７頁、また同様に、「具体の状況に即
した総合的判断を現場の指揮官がその都度、行うことは至難の技である。「戦
闘地域」と「非戦闘地域」との区分は、一律の判断が行えるよう、ある程度の
余裕を見て自衛隊の活動地域を区分しようとの配慮に基づくもの」（長谷部恭
男「序論」同編・前掲書（註58）５頁）とされる。
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上および国際法上の武力行使該当性を政府は否定」していることについ
て問題が指摘される62。「国際法からも武力行使該当性が強く疑われる行
為について集団的自衛権を援用しない旨国内法で日本が規定し、国連憲
章第51条のいう安保理事会への報告もしないとして対外的にも自衛権行
使を否定すれば、かえって困難な状況に自らを追い込むことになる」63

とされるのである。

（３）減算か除算か
　一体化論を「実際上、外国の武力行使と一体化しない個別協力行為を
合憲化する論理として利用されてきた」64と批判してきた憲法学説は、
平和安全法制において「現に戦闘行為……が行われている現場」以外で
あれば後方支援活動ができるとされたことについても、一体化論が内包
する「合憲化の論理」の延長線上で憲法９条違反とされる活動の範囲が

62 真山全「憲法的要請による集団的自衛権限定的行使の発現形態──外国領水
掃海および外国軍後方支援」国際問題648号（2016年）22頁。平和安全法制によ
る「後方支援は、想定内容からして直接的戦闘支援といえる。国際法上の武力
行使該当性を通常ならば承認されるものが少なくなく、支援先外国軍が自衛権
行使を武力行使正当化根拠としているのであれば、重要影響事態での日本によ
るこうした後方支援は同じく集団的自衛権行使とみなされる可能性が大きく
なったことは否定しにくい。集団的自衛権援用でこうした行為の合法性を確保
できるはずであったがそうした選択を後方支援についてはしなかった。ここに
構成上の無理が生じ、……国際法的説明のための基盤は脆弱である。特に受動
的武力紛争当事国化否定が深刻な問題をもたらす可能性が周辺事態より大き
く、……米艦艇武器等防護でも同じ問題がある」（同論文24頁）とされる。
63 同論文22頁、18頁。
64 辻村みよ子＝山元一編『概説憲法コンメンタール』（信山社・2018年）48頁［愛
敬浩二］。「外国軍への軍事援助でも武力行使に至らないタイプの活動（例えば、
周辺事態における米軍への補給活動）が合憲とされる余地を残した」ものであっ
て、「「武力行使と一体化しなければ合憲」と論じている点で、自衛隊の海外派
遣を正当化する現在の政府解釈を「武力行使との一体化論」と呼ぶことができ
る」（辻村みよ子編著『ニューアングル憲法──憲法判例×事例研究』（法律文
化社・2012年）37頁［愛敬浩二］）。
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（さらに）「引き算」65されたものと捉えることになろう。地域規制の放棄
も、無限後退の蟻地獄の一例にすぎないとされるかもしれない。
　しかし、平和安全法制での論理の転換は、表面上は一体化論が維持さ
れていても、その歯止めの要素を解体するという変容を内実とするもの
と批判される。「もともと一体化論は武力行使の禁止という憲法上の制
約との整合性をとるための議論であるから、開戦法規の規律に関する
ルールである」ところ、「砲弾が届かないことをもって武力の行使から
自衛隊を現実に引き離すという機能も、もはや現行法制では無くなった」
ことによって、「実質的に武力の行使と重なるようになった以上、実態
に即した議論が求められる」とされる66。そこで指摘されているのは、一
体化論の規律の量的な減少ではなく、質的な変容であると解される。そ
れは、憲法９条を従来とは異なる論理で「割り算」するものではないか

65 自衛隊の「海外展開の憲法上の根拠は、まったくもって明らかでない」ので
あり、「自衛隊を「自衛のための最小限度の実力」として合憲とすることを前提
とした上で、海外における活動でも、武力行使と「一体化」しないのであれば「合
憲」というロジック」が存在するだけで、「憲法上基礎づけられているのは、自
衛隊の組織法上の位置づけだけで、作用法上は「引き算」でしかない」（本秀紀

「軍事法制の展開と憲法９条２項の現在的意義」森英樹編『集団的自衛権行使容
認とその先にあるもの』（日本評論社・2015年）39頁）とされる。
66 青井未帆『憲法と政治』（岩波新書・2016年）93頁。「国際法上の議論とのす
り合わせが真剣にされるべき段階にきている」（同頁）とされる。ここでは、一
体化論は、「戦闘行動と密接不可分であり軍事行動と理解される兵站等を、憲
法的な禁止の対象としないためにする技巧的で操作的な説明」であり、「物理
的に攻撃対象とならない場所で活動がされる限りにおいて（つまり、砲弾の届
かないところにとどまることにより）、事実上、攻撃対象となることから免れ
させるという、きわめて実務的な解釈」であったとの理解（青井未帆「安保関
連法案の論点──「日本の平和と安全」に関する法制を中心に」長谷部編・前
掲書（註44）65頁）が前提にある。「「武力行使と一体化しなければ合憲」と……
の議論を維持するためには、自衛隊員による「武器使用」が憲法の禁止する「武
力行使」にエスカレートしないための法的手当が必要になる。それが、「戦闘
地域」と「非戦闘地域」の峻別論である（テロ対策特別措置法２条３項、イラク
復興支援特別措置法２条３項）。「戦闘地域」に派遣されなければ、「武器使用」
が「武力行使」にエスカレートする危険性も低いという論理である」（辻村みよ
子編『基本憲法』（悠々社・2009年）326頁［愛敬浩二］）。
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と懸念されるのである。

Ⅱ　国際法学からの批判

１．国際法学上の概念との相違

（１）辻褄合わせの蟻地獄
　ある国際法学説は、「戦後60年間、我が国における安全保障の法的論
争は、道義的・情動的な議論が先行して、冷静に基本的概念を理解し整
理しようという努力に欠けていたと言わなければならない。……政府も
これまで、国会でその場凌ぎの答弁を重ね、従前の答弁との辻褄合わせ
に終始してきたため、その見解は今や「蟻地獄」の様相を呈していると
言ってもよい」と指弾する。そして、「我が国における安全保障論議で
最も深刻な問題と思われるのは、それが国際法の常識と余りにも大きく
乖離していることである」と批判している。「国際法上の概念・制度
……については、国際法学上、一定の共通理解が確立している。しかる
に我が国では、それらを正確に踏まえた上での議論が殆ど行われてこな
かった」というのである67。
　そのようにして、この学説は、一体化論についても、「日本でしか通
用しない珍奇不可解な論理が「法理」として罷り通っている」として批
判の矛先を向けている。「これはもはや「病理」としか言いようがない。
国際法から乖離し、そして現実からも大きく乖離して、正に法的な乖離
性障害の様相である。こうした状態を治癒すること、そして安全保障の
堅固な法的基盤を再構築することこそ、我が国にとって喫緊の課題であ
る」とする68。
　たしかに、事柄の性質上、一体化論が憲法解釈として成り立つかを検
討するにあたっては、国際規律との関係を看過することができない。し
かし、一体化論は国際法上成立しえない日本独自の理解であって放棄す
べきであるという主張も、適切とは考えられない。

67 村瀬・前掲書（註２）223頁。
68 村瀬・前掲書（註２）224頁。
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（２）架橋の遣る瀬
　（ⅰ）軍事同盟と一体化論
　この国際法学説は、「国会審議を追いつつ、我が国の安全保障に関わ
る論点を整理し、国際法と憲法・国内法との架橋を図りたい」69とする。
　そして、「我が国における安保論議で政府（内閣法制局）が行っている
……不自然な論理」として一体化論を挙げて、「これは、日米安保条約
の文脈で持ち出された議論である。そもそも「同盟」（alliance）とは、
軍事的な「一体性」（a union）を志向する関係にほかならない。「武力行
使一体化」は、我が国特有の概念であり、国際的には通用しない用語法
である。実質的にも、米国の武力行使と一体化すれば「違憲」となると
いうのであれば、在日米軍基地の貸与（→戦闘作戦行動のための使用）
は一体化にほかならないから、結局のところ日米同盟＝安保条約そのも
のが「違憲」ということにならざるを得ず、安保体制を維持しつつ「一
体化論」に固執することは、ナンセンスとしか言いようがない」と論難
する70。
　（ⅱ）基地貸与と一体化論
　しかし、この批判が「国会審議を追い」、そこでの議論を内在的に理
解したうえでのものかは不明である71。あるいは、政府見解が「辻褄合わ
せに終始」するもので論理的に理解困難である、ということかもしれな
い。また、ある法概念が「その国の「憲法秩序のもとで」解決さるべき
事柄」72についてのものであれば、それが「国際的には通用しない用語法」
であることによって直ちにその論理を否定されるものか疑問であるが、

69 同書224頁。
70 同書249頁。
71 同書228頁註８は「国会議事録に直接当たって調べるべきであろう」としてい
るが、同書250頁註53は、「平成11年５月20日参議院日米防衛協力のための指針
に関する特別委員会・大森内閣法制局長官答弁」と「同日同委員会・大森内閣
法制局長官答弁」とを挙げて、「明らかに論理的に破綻しているとしか言いよ
うがない」とする。たしかに、「同盟」に関する同書の理解とは「明らかに」衝
突するものであろうが、それらが「論理的に破綻」したものといえるかは別問
題であろう。
72 村瀬信也『国際立法──国際法の法源論』（東信堂・2002年）128頁。
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国内では有用でも国際場裡においては通用しない概念を、とりわけ安全
保障に関わる論点では使用すべきではない、ということかもしれない。
しかし、「在日米軍基地の貸与（→戦闘作戦行動のための使用）は一体化
にほかならない」ということは、在日米軍基地が戦闘作戦行動のために
使用されれば、日本国も武力行使を行ったと評価されるというのが「国
際法の常識」ということであろうか。そうではなくて、憲法学の議論に
内在的な観点から矛盾を突くものとも解されるが73、このことについて、
国際法学上の「共通理解」がどのようなものであるかは、必ずしも明確
には示されていない。
　（ⅲ）安保法制懇報告書
　関連して、「安保法制懇の報告書では、「補給、輸送、医療等の本来武
力行使であり得ない後方支援と支援の対象になる他国の武力の行使との
関係については、憲法上の評価を問うこれまでの『一体化』論をやめ」
るべきであるとされている（報告書24頁）が、この問題は、……特定の
具体的な行為が法規範に照らしてどのように評価されるのかという問題
であり、「やめる」とか「やめない」といった政策判断に係る問題とは次
元が異なる」74との批判がなされている。

（３）「武力の行使」と「武器の使用」
　しばしば問題となるこの２つの概念の区別に関連して、一体化論にも
疑問を寄せる国際法学説がある75。日本では「憲法上「武力の行使」が認
められるのは自衛（日本の防衛）の場合に限られる」ため、それ以外の
場合に「「武器の使用」が「武力の行使」にならないよう、そして外国軍

73 これについては、「従来の政府解釈の弱みにつけ込んで憲法の制約をすべて
取り払ってしまおうという居直りの論理」（松田竹男「集団的自衛権論の現在」
法時増刊・民主主義科学者協会法律部会編『安保改定50年──軍事同盟のない
世界へ』（日本評論社・2010年））との批判がある。
74 阪田編著・前掲書（註10）115頁。なお、村瀬・前掲書（註２）第12章（223-285頁）
の初出は、ジュリ1349号・1350号（2008年）である。同論文の著者は、「安全
保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」（いわゆる安保法制懇）の委員（2007-
2008年、2013-2014年）を務めている。
75 黒﨑ほか・前掲書（註44）220-223頁［黒﨑］。
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隊による「武力の行使」と一体化しないよう、細心の注意を払わなければ」
ならないのであり、日本では「武力の行使」に対する憲法の制約が厳し
いものであることを指摘したうえで、この学説は、「国際法で問題とな
るのは、「武力の行使」と「武器の使用」といった日本の質的な区別では
なく、「武力の行使」と「最小限の実力の行使」という量的な区別」であ
ることに目を向け、「実力の量よりも、実力を行使する者、その目的、
相手、そして相手の意図を重視する日本の法とは対照的」であるとす
る76。
　そして、この学説は、自衛隊による武器使用が憲法の禁ずる「武力の
行使」となりうる場合として、①「自衛隊が自己の任務に際して相手方
の国または国に準ずる組織に武器を使用した場合」と、②「自国の「武
器の使用」が、それ自体で「武力の行使」に該当しなくても、他国の「武
力の行使」と一体化する場合」を指摘する。いうまでもなく、②の場合
が一体化論に関わるものである。しかし、一体化論は国際法上には存在
せず、また、「国際法において武力の行使の有権的な定義は存在せず」、
それゆえ「国際法上の武力の行使が日本法上の「武力の行使」とどこま
で同一視できるかさえはっきりしていない」のであって、「この間題に
かかる日本の国内法と同一の枠組みが国際法には存在しないから」、結
局のところ、「こうした「武力の行使」と「武器の使用」との関係をめぐ
る日本政府の立場をそのまま国際法の平面に持ち込むことはできない」
とする77。
　ただし、一体化論は、自衛隊が武器使用しなくても、輸送・補給業務
だけでも、憲法が禁ずる「武力の行使」に該当する場合があるとするも
のであるから、「武器の使用」が「武力の行使」になる場合を論ずるこの
学説は、一体化論を全体として論じているわけではないことになる。
　つまり、この学説の問題意識は、〈武力行使と武器使用の区別論〉の
不当性にあると解される。その際に、〈一体化論の国際法における不存
在〉に言及しているが、一体化論は憲法解釈上の概念であるから、「そ
のまま国際法の平面に持ち込むことはできない」ことは当然である。そ

76 黒﨑・前掲論文（註44）280-281頁。
77 黒﨑ほか・前掲書（註44）221-222頁［黒﨑］。
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うであるとすれば、〈一体化論の国際法における不存在〉そのものが問
題ではなく、それも含めて「日本政府の理解がそのまま国際社会で明示
的に共有されているわけでもない」78ことに注意喚起するものと解される。
　他方で、一体化論は、日本国は直接に武力行使（戦闘行為）をしてい
なくても憲法が禁ずる「武力の行使」に該当する場合があるとするもの
である。自衛隊は武力行使していないが、武力行使している他国への支
援行為をしている場合には、（a）自衛隊は武力行使していないが、任務
遂行上、自衛官による武器使用が想定されるときと、（b）自衛官による
武器使用も想定されないときがあると考えられる。上記の国際法学説の
議論は、（a）において問題になるものと解される。それに対して、かつ
て（安保法制以前）の後方地域・非戦闘地域を設定して活動する考え方
では、基本的に（b）が前提であったのではなかろうか。
　「自衛隊その他の国家機関による「武器の使用」は「武力の行使」でな
いという日本法上の評価が、そのまま国連憲章２条４の意味における国
際法上の評価となるわけではない」79としても、そのことが直ちに一体
化論の成否に影響するものではないと考えられる。もちろん、「実務家
は、日本法上の評価とは別に、自衛隊（や海上保安庁）の「武器の使用」
が国際法上の武力の行使になるのかどうかの判断を、その時の国際法の
展開をふまえて慎重に行う必要がある」80との指摘には留意する必要が
ある（Ⅲ１（１）参照）。

２．国家責任法との異同

（１）国家責任条文16条
　国際法学説からは、一体化論の考え方が、国際法における国家責任の
考え方と食い違う点についても批判がなされる。「自らは武力行使を
行っていないにもかかわらず、他国の武力行使との密接性のゆえに自ら
が武力行使を行ったものと見なされる、という一体化論の中核的な考え

78 黒﨑ほか・前掲書（註44）222頁［黒﨑］。
79 同書223頁［黒﨑］。
80 同頁［黒﨑］。
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方そのもの」について、「国際法の考え方とは異質」とされるのである。
そして、一体化論においては、「なぜ後方支援の行為（例えば給油）が武
力行使と評価されることになるのか、という中核部分についてはほとん
ど説得的な説明がなされてきていない。なぜ、ある行為（給油）が別の
行為（武力行使）と見なされることになるのか、法的な説明はない」と
いう点に疑問が示されるのである81。
　そこで、この学説は、違法行為についての国家責任の国際法における
規律として、2001年の「国際違法行為に対する国家責任に関する条文（国
家責任条文）」82を取り上げて、一体化論が成り立つかどうかを検討して
いる。国家責任条文16条は、「他の国の国際違法行為の実行を支援し又
は援助する国は、次の場合に支援又は援助につき国際責任を負う。（a）
その国が国際違法行為の事情を了知して支援又は援助を行い、かつ、（b）
その国がその行為を行なったとすれば当該行為が国際的に違法となる場
合。」83と規定している。これは、「他国の行為の実行に対する支援・援
助がどのように評価されるかという点では、一体化論が想定する状況と
共通」84とされる。

81 浅田正彦「憲法９条と国際法──自衛権と武力行使をめぐって」自正60巻６
号（2009年）28頁。なお、浅田正彦参考人（京都大学教授）・159回国会参・憲
法調査会会議録３号１-２頁（2004年３月３日）も同旨。
82 「国連国際法委員会（以下、ILC という。）は、2001年に、国際連盟法典化会
議以来長年の懸案であった国家責任に関する法典化草案の作成に遂に成功し、

「国家責任条文」を採択した。「国家責任条文」は、全59箇条に及ぶ国家責任に
関する規則を収め、それ自体としては未だ国連総会第６委員会で単に作業の完
成が確認された文書に過ぎないが、今後国際法に与える影響力には無視できな
いものがある」（薬師寺公夫「国家責任法典化作業における私人行為と国家の注
意義務──伝統的アプローチの軌跡」立命286号（2002年）288頁）。
83 浅田正彦編集代表『ベーシック条約集2021』（東信堂・2021年）162頁。なお、
酒井啓亘「国連国際法委員会による法典化作業の成果──国際法形成過程にお
けるその影響」村瀬信也＝鶴岡公二編『変革期の国際法委員会』（信山社・2011年）
47-50頁、松川るい「国連国際法委員会国家責任条文草案の意義と問題点──日
本政府の立場を中心に」新報109巻５＝６号（2003年）339頁以下。
84 浅田・前掲論文（註81）28頁。
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（２）一体化しない支援行為の国家責任
　国家責任条文を作成した国連国際法委員会の「コメンタリー」によれ
ば、16条の規定は、「被支援国が違法行為を行った場合に、支援国が当
該違法行為を行ったことになり責任を負う、というのではなく、違法行
為に支援を行ったその支援行為に対して責任を負うのだ、ということが
強調されている。つまり、支援国の行為は、被支援国の行った違法行為
に一体化することによって、支援国も当該違法行為を行ったことになる、
といった法的な構成は基本的にとられていない」とされる。他国の行為
への支援・援助については、「支援・援助を行う国は、「支援又は援助に
つき」責任を負う」のであり、「国際法上一般に一体化という概念は妥当
しない」のである。そして、それは、「国家が国際法上独立の法主体で
ある以上、別の法主体の行った行為が自己の行為となるというようなこ
とは、基本的には考え難い」のであるから、「いわば当然のこと」とされ
る85。
　このことは、「日本国憲法の解釈論は別にして、国際法（国家責任法）
上の問題として、ある国が他国に対して行う武力行使に当たらない支援

（国際法上合法）が当該他国の行う国際法上違法な武力行使と「一体化」
して国際法上違法と評価されることがあるかという点は、……「ある行
為の国家への帰属」の問題である」86と整理されている。

85 同論文28-29頁。ただし、「1974年の「侵略の定義」と題する国連総会決議
3314号の３条」は、「侵略という最も重大な違法行為の場合における例外的な
扱い」としての「ある種の一体化論」といいうるものであり、つまり、「国際法
においては、一体化論は、侵略行為に加担するといった例外的な場合にのみ問
題となりうる」とされる（同頁）。
86 小松〔外務省有志補訂〕・前掲書（註１）362頁。「その意味するところは、被
支援国が違法行為を行った場合に、支援国が当該違法行為を行ったことになっ
て責任を負うのではなく、支援行為そのものについて責任を負うということで
ある（ILC 作成の同条のコメンタリー）」（同頁）ことも確認されている。なお、
小松一郎外務省国際法局長・169国会衆・安全保障委会議録６号９頁（2008年
４月25日）は、「武力行使との一体化ということは、日本国憲法の憲法上の判
断に関する解釈」であって、「国際法に限ります限りは、武力行使に当たらな
い行為が他国の武力の行使と一体化をすることによって、自分自身も武力行使
をしているというふうに判断をされる法理があるというふうには承知していな
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　ただ、他国の武力行使と「一体化」したことによって「武力行使を行っ
たものと見なされる」という理路に、注意が必要かもしれない。政府見
解として、自国が「国際法上独立の法主体である」ことを毀損するよう
な憲法解釈を提唱し続けるということは、「基本的には考え難い」から
である。「他国の行為の実行に対する支援・援助がどのように評価され
るか」という点では「想定する状況」が共通であるとしても、適用の有
無が問題となっている条文の規定によって、評価の観点は異なってくる
のではなかろうか。つまり、憲法解釈としての一体化論が「別の法主体
の行った行為が自己の行為となる」という思考を当然に含むかどうかに
は、疑問の余地があろう。

（３）観点の問題
　一体化論は、憲法９条の解釈についての議論である。したがって、国
際法の議論に一体化論を持ち込んではならないし、他国や国際組織（国
際部隊）の行為を一体化論によって評価するのは見当違いであろう87。
　他方で、一体化論は、憲法９条の禁ずる「武力の行使」に含まれる内
容についての解釈の問題である。（武力行使に対する）支援行為それ自
体の違法性を問題としうる国家責任条文とは異なり、９条には支援行為

い」としている。
87 外務省関係者も、一体化論は、「補給等の行為自体は武力行使には該当しな
いが、外国軍隊が行っている武力行使と一体視され、あたかも自衛隊自身が武
力行使を行っていると同様に法的に評価されるとする日本国憲法の解釈論であ
る」としたうえで、「なお、少なくとも、国際法の観点からは、国際法上違法
な武力行使を行うある国を他国が武力行使以外の方法で援助したとしても、こ
のことをもって当該他国が国際法上違法な武力行使を行ったと同様の法的評価
を受けることはない」としている（小松〔外務省有志補訂〕・前掲書（註１）440頁）。
憲法上の議論を国際法上の議論に投影している疑いがある例として、たとえば、

「Ａ国は日本に対して攻撃をしているわけでありますが、Ｂ国は日本に対して
武力攻撃をしているというわけではない中において、このＢ国が行っているこ
とがＡ国と完全に、その武力攻撃、武力行使の一体化が行われているという認
識にならなければ、それは我々は攻撃できないということになるわけでありま
す」（安倍晋三内閣総理大臣・189国会参・我が国及び国際社会の平和安全法制
に関する特別委会議録19号７頁（2015年９月11日））。
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を直接規律する規定はないから、「武力の行使」との密接性を手がかり
に適用可能性を考えることになると解される。議論の前提や目的を異に
するのであるから、国際法上、どのような場合にどのような国家責任が
生じるかという国家責任条文の場合と「議論状況」が「異質」であること
は、不思議ではなかろう。
　憲法９条は、自国に「武力の行使」を禁ずる規範である。その実効性
を高めようとすれば、直接の武力行使にとどまらず、支援行為として他
国の武力行使に密接に関与するような「脱法行為」的なものも抑止しよ
うと考えることには十分な理由がある88。それに対して、国際法におい
て「武力の行使」を行った、またはそれを援助した国家の責任を問おう
とすれば、その規制対象はそれぞれ厳密に画定することが求められるで
あろう。
　また、一体化論の中核部分について説得的な法的説明がみられないと
いう批判も、国際法の観点からみて、あるいは国際規律との関係ないし
接続について、満足のできる説明がないことをいうものと解される。し
かし、憲法９条の規定する「武力の行使」が、直接的な戦闘行為を自ら
行うことに限定されず、他国の武力行使に一定程度関与する行為も含む
という解釈が、９条の規律の実効性を確保しようとするときに「法的評
価に伴う当然の事理」として導かれるとすることに、それ以上の説明が
ありうるであろうか89。
　ただし、外国軍隊の武力行使と一体化しない（その意味では違憲では

88 なお、一体化論に関しては、「「武力の行使」とは、「武力」という手段・道具
を使った具体的戦闘行為という実態上の概念ではなく、憲法が一切を、国連憲
章が原則的に禁止した「事実上の戦争」の実施と解するべき」であって、そこ
でいう「戦争の実施にはいわゆる後方支援＝兵站がすべて含まれる」（森英樹「逐
条コンメンタール・周辺事態法」法時71巻９号（1999年）58頁）とする見地から
の批判がある。
89 Ｂ規約委員会は、生命権という最も基本的な権利に関わることに言及しな
がら、死刑廃止国が死刑存置国からの犯罪人引渡し請求に応じることがＢ規約
６条違反となりうるとの解釈を示したが、従前の解釈を変更することの正当化
は別として、中核部分の法的説明が一体化論よりも格段に説得的なものかは検
討の余地があろう。
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ない）支援行為のなかにも、「国際法上合法な支援行為」と「国際法上違
法な支援行為」とがありうるのであって、後者を行えば、国内的には「合
憲」であっても国際法上は国家責任が生じることには留意しなければな
らない（Ⅲ１（２）参照）。

３．国連PKOの ROE

（１）PKOをめぐる憲法解釈と国際規律との乖離
　一体化論は、PKO への自衛隊派遣の場面でもしばしば問題となり、
国際法学からも批判がある。PKO の「後方支援業務に自衛隊の任務を
限定したとしても、憲章第７章に基づく活動を行う他の国別部隊が日本
の部隊の支援を受けるような事態となれば、それが「武力行使との一体
化」と同一視される可能性が存在する」90とされるのである91。
　その学説によれば、「PKO 協力法は、「PKO 参加五原則」の内容が示
すとおり、冷戦期における伝統的 PKO の概念と活動原則にほぼ依拠し
ていることは明らか」92であるとされる。そして、そこに、「日本が国内

90 酒井啓亘「国連平和維持活動（PKO）の新たな展開と日本──ポスト冷戦期
の議論を中心に」国際105巻２号（2006年）24頁。なお、この学説も、「武力行
使との一体化」論自体に対しては「国際法学の立場からは行為の帰属関係につ
いて批判がある」（同頁）として、「先行する違法行為とそれに対する支援行為
は別個の行為とみなされ、支援行為が国際法上違法とされるのは、支援行為の
対象となった違法行為の違法性に由来するのではなく、あくまで当該支援行為
自体の違法性に基づく評価である以上、「武力行使との一体化」論のように、
こうした二つの行為を「一体」とみなして法的な評価を行うことは国際法学で
の理解とは異なるものといわなければならない」（同頁）としている。
91 PKO 協力法は、「廃案となった国連平和協力活動が想定していた二種類の活
動、すなわち、① PKO への参加・協力と②多国籍軍に対する後方支援活動の
うちの②の活動を除外し、その代わりに、③人道的な国際救援活動を加えたも
の」という特色を有しているとされる。そして、②の活動についても、後にテ
ロ特別措置法・イラク特別措置法が制定された（小松〔外務省有志補訂〕・前掲
書（註１）448頁、452頁）。
92 酒井・前掲論文（註90）４頁。「憲法解釈に関わる「PKO 参加五原則」を伝統
的 PKO の活動原則に適合的なものとみなしてこれを堅持する姿勢を示す一方



論　　　説

北法72（2・41）317

法令で想定した国連 PKO への参加モデルと、冷戦後に国連が追い求め
ようとしていた新たな PKO 像との間に乖離が生まれている」93ことが指
摘される94。そうしたなかで、たとえば、「PKO の自衛を要員個々の「自
然権的権利」に基づき説明する解釈は、これまでの国連の立場と明らか
に異なっている」のであり、「国連平和維持軍が行使する自衛権の淵源
は複数存在し、要員の「自然権的権利」に限定されるものではない」こ
とが指摘される95。

（２）溝を越えるか埋めるか
　ただし、「中身については用語の定義の問題であり、国内法と国際法
で異なる意味付けがなされることに法的な制約があるわけではない」と
される。そうであるとすれば、指摘の要諦は、「PKO という同一の活動
を国際法と国内法双方が同時に規律対象とするとき、同じ用語を使用し
ながらそれぞれが違う内容を意図するのは法の適用とその効果につき混

で、伝統的 PKO のみならず、複合型 PKO や憲章第７章と結合した PKO への
参加についても、「PKO 参加五原則」の基準を充たすことを理由に当該 PKO
への参加を確保してきた」のであるが、その際に、「PKO に参加する自衛隊の
任務と展開地域を自ら限定することで要員の安全確保を図り、「参加五原則」
の基準に抵触しないよう実際上の配慮がなされてきた」ことが指摘される（７
頁）。酒井啓亘「国連平和活動と日本の国際平和協力の今後──「９条─PKO
活動原則体制」の下での課題」国際問題654号（2016年）20頁も同旨。ちなみに、

「この「PKO 参加五原則」の内容に関する記述は、日本国政府が対国会説明等
のために解りやすいようにまとめたものであって、実際には、それぞれの原則
の内容が法律の条文の各所に散らばって埋め込まれている」（小松〔外務省有志
補訂〕・前掲書（註１）448-449頁註71）。
93 酒井・前掲論文（註92）21頁。
94 憲法学説も、そうした問題の所在は認識している。「国連の PKO そのもの
が大きく変容しつつある現在、かりに、凍結されている自衛隊の PKF 参加が
早期に解除されたとしても、現行 PKO 協力法の要件下では、実際に、自衛隊
の派遣は極めて限られるであろう」（高見・前掲論文（註10）39頁）。
95 酒井・前掲論文（註90）10頁、同頁註24。「基準を「自然権的権利」に求めて
自衛の内容を狭くとらえる政府の解釈は、こうした国際平面における基準や対
比とは一致せず、日本に特有なもの」（同論文12頁）とされる。
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乱を招く危険性が高く、それ故少なくともそれぞれの用語の持つ意味の
違いを認識しておく必要があろう」というところにあるのかもしれな
い96。
　そこでは、「国内憲法と同時に関連国際法規則、とりわけ国連に関係
する規則もその活動に妥当しうることが現実の法関係として直視されな
ければならない」のであって、「こうした国際法と国内法の接点に当た
る事象を考える際に重要なのは、国際的な行為準則、特にこの場合で言
えば PKO の活動原則を国内平面でどのようにとらえ、それをいかに憲
法解釈の中に生かしていくかという視点の創出」であること97は、争い
のないところであろう。「国際平面における「武力行使との一体化」論の
妥当性にも注意が払われなければならない」98というのは、そうした意
味で理解されるものと考えられる。
　しかし、それにもかかわらず、「PKO 部隊は国連の一機関であり、そ
の活動には一義的に国際法規則が適用されること、「武力行使との一体
化」論は国際法上の根拠に乏しいことが明らかにされた」とされ、「国際
法の観点からは、こうした点に関する従来からの政府の憲法解釈を変更
することは必ずしも不合理ではない」とされること99については、憲法
解釈上の問題である一体化論についての論じ方に疑問が生じよう。

（３）法解釈の究明と政策の選択
　法解釈としてまず究明されるべきは、憲法解釈と国際規律の齟齬に
よって、具体的に法的問題が生じるか（その意味で衝突があるか）とい
うことではなかろうか。「同一の対象を前にして国際社会とは異なる日

96 同論文13-14頁。
97 同論文29頁。
98 同論文25頁。そうした意味で、重要なことは、「日本の PKO 参加をめぐる様々
な規則についての解釈には、国際平面と国内平面との間に大きな隔たりが存在
する。問題はそうした解釈の差を埋めて「地平の融合」を求めつつ、その結果
を日本の PKO 政策に還元する方法をいかに探求していくかということであろ
う」（同論文28頁）。
99 同論文28頁。
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本独自の解釈が展開されること」が「桎梏」となっているとされるが100、
その内容は必ずしも明らかにされていないようにみえる。「業務が憲法
９条の禁ずる武力の行使にあたらないようにするため、国際基準とは異
なる日本独自の基準が持ち込まれている」101ことが批判され、「国際平和
協力法に依拠して自衛隊を国連 PKO に参加させても、当該 PKO の任
務に適合的に自衛隊が業務を実施することができるとは限らない」102と
の懸念が示される。「現場の治安環境いかんで、国内法令上当該業務に
従事できなくなるという状況のほうが、要員の生命・安全保護も含め、
いっそうの困難さを生じさせることになる」ので、「従事する任務の内
容を考慮して当該 PKO への参加について慎重な検討が求められる」と
されるのである103。
　しかし、「慎重な行動計画の策定と現場での実践的処理によって」憲
法上の要請が「保持」されているなら、憲法と国際規律の衝突は回避さ
れていることになろう。「自衛隊の展開地域と任務を限定しておくこと
で PKO の同意原則や自衛原則と「PKO 参加五原則」に具体化された日
本独自の PKO の行為規範との矛盾が必ずしも解消されるわけではな
い」とされるが、それらが「任務遂行の阻害要因となって、状況によっ
ては要員の人命に危害を及ぼしかねない事態に立ち至る恐れがないわけ
ではない」という慎重に示された懸念が、どれほどの蓋然性を有するの
か、それを回避する方策が他にないのかは必ずしも明らかではない104。

100 同論文14頁。
101 酒井・前掲論文（註92）23頁。「「強化された」PKO では文民の保護や国連・
人道機関の要員の保護などを目的とする活動には憲章第７章に基づく自衛の範
囲を超えた武力行使が認められていることからすると、こうした任務に日本の
自衛隊が従事することは国際平和協力法の関連規定に反する危険が生じうる」

（同論文21頁）とされる。改正国際平和協力法における「駆け付け警護」の法的
検討については、黒﨑将広「「駆け付け警護」の法的枠組み──自衛概念の多元
性と法的基盤の多層性」国際問題８号（2016年）参照。
102 酒井・前掲論文（註92）23頁。なお、小松〔外務省有志補訂〕・前掲書（註１）
450頁。
103 酒井・前掲論文（註92）24頁。
104 酒井・前掲論文（註90）15頁、17頁。「武器の使用については狭義の自衛し
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憲法上の規律と抵触することが懸念されるような「業務を実施する可能
性のあるところに自衛隊を派遣するかどうか」は、日本国の「政策判断
にかかっている」のであって105、国際法上の要請ではないはずである。
　結局のところ、「日本の国際法政策の問題を論じる」この学説におい
て、「日本の PKO 政策を軍事部門への参加という観点から積極的に推
進する」ことも視野に入れて、「PKO への参加についての関連国内法規
則の解釈をもう一度考え直す」ということが論述の背骨となっているよ
うに解される106。
　そこから展望されることは、憲法９条を、「国際公共的な性格を具備
する」国連の活動としての PKO の任務と、日本国の行為としての「国
土防衛」という「自衛隊の二つの性質上異なる活動に等しくしかも厳格
に適用しようとする立場を再考する必要がある」ということである107。

か認められないという日本国内でしか本来通用しない基準」（同論文15頁）とい
うのは、評価の問題であろう。
105 酒井・前掲論文（註92）24頁。
106 酒井・前掲論文（註90）１頁、18頁。「国益にかなう国連 PKO 政策を追求す
る根気強い努力」（同・前掲論文（註92）25頁）が提唱されている。「PKO をめ
ぐる活動についての国際的基準との整合性を確保」することは重要であるが、
この学説は、それだけでなく、「日本が外交の基本政策として PKO ヘの参加
を積極的に打ち出す姿勢を示す」ためには、国際的な PKO の「活動原則を実
質的に国内法体制の中に取り入れていくことが重要」として、「国際平面での
行為準則を戦略的に取り入れて新たな憲法解釈の構築に生かす」ことを視野に
入れて議論を展開している（同・前掲論文（註90）30頁）。そのために、一体化
論や参加・協力区別論等からなる従来の憲法解釈（その流れをくむ PKO 参加
５原則）に基づく現行法制の限界と国際規律の乖離（論理の問題）と、PKO 派
遣の拡大を推進する方策（政策の問題）とが、肝心のところで混淆するように
みえる。
107 酒井・前掲論文（註90）14頁。これに関しては、憲法学説においても、「平
和維持軍の派遣をも含む平和維持活動それ自体は、派遣国独自の防衛問題とは
いいがたい」として、「自衛隊の国連平和維持活動への参加を、日本国憲法の
平和主義条項による拘束から解放しようとする見解」と、「戦後憲法学の通説」
とされる見地からの「２段構えの議論」すなわち「第１に、そもそも自衛隊そ
のものが憲法９条に違反しているのであり、日本国憲法の立脚する平和主義の
下では存在することが許されない組織であるから、自衛隊の国際協力にかかわ
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一体化論について考えることは、こうした議論のあり方を規整すること
につながる（Ⅲ２（２）（３）参照）。

Ⅲ　交錯する武力行使の禁則

１．国際規律との差分

（１）憲法上の武器使用と国際法上の武力行使
　一体化論とともに、日本国憲法の解釈として、海外派兵すなわち武力
行使目的での自衛隊の海外出動は憲法上許されないという理解があり、
したがって、海外においては武力行使は行えない。他方で、憲法の禁ず
る「武力の行使」に該当しない「武器の使用」は許されるとして、海外派
遣される自衛隊が行うのは「武器の使用」であることになっている。「そ
のような論理構成をとることによって、それらの法律に基づく「武器の
使用」は法的に「武力の行使」とはなり得ないとして、個別の事例にお
いて、憲法違反であるとの非難をあらかじめ封ずることができるような
仕組みになっている」108と評される。
　しかし、国際法の観点からは、「法律に基づいて派遣された自衛隊員
による「武器の使用」が、原理的に「武力の行使」に当たり得ないという
ことはできない」とされる。国際法上、「武力の行使」について「合意さ
れた定義は存在しない」が、一般には、「一国の軍隊による他国（または
国家に準ずる組織）に対する武器の使用」をいうものとされる。そして、
前出の国家責任条文の示す基準に照らせば、「法律に基づいて派遣され
た自衛隊員がその職務の遂行上行った武器の使用は、個人としての行為

る行為も、およそ論ずるまでもなく違憲でしかありえない。しかしながら、第
２に、……日本の軍事組織の活用を効果的に抑制することを目的として、自衛
隊違憲論を堅持した上で、自衛隊が合憲であるとする政府解釈をひとまず受け
入れたとしても、その一定の範囲を超える国際的活動については違憲となると
いう論陣を張り、その時々の課題に応じて違憲論を精力的に提示することを通
じて、政治空間に対して積極的な働きかけを行ってきた」見解とが対比される

（山元一「憲法９条と国際協力」法教277号（2003年）28頁）。
108 浅田・前掲論文（註81）30頁。
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ではなく、国家機関としての資格で行った行為であるといわなければな
らない。そしてそれが、他の国家ないし国家類似の組織（例えば未承認
政府など）に対するものであれば、それは基本的に「武力の行使」であ
るということになろう」とされるのである109。
　指摘の要諦は、一体化論が憲法解釈上の議論であるということによっ
て、国際規律の観点からの批判を遮断してはならないということであろ
う。海外出動した自衛隊の活動が他国の武力行使と一体化するものでは
なく、その際の自衛官による武器使用も「武力の行使」（憲法９条１項）
には当たらない（合憲）といえるとしても、国際法上は「武力の行使」（憲
章２条４項）に該当して、国際法上の違法性阻却事由がなければ違法と
なる場合があるということである。

（２）一体化しないが国際法上違法な支援行為
　他国の武力行使と一体化しない「合憲」な支援行為の中にも、「国際法
上合法な支援行為」と「国際法上違法な支援行為」とがありうるのであっ
て、後者を行えば、国内的には「合憲」であっても国際法上は国家責任
が生じる点に留意すべきであることが、国際法学説から指摘されている。
　前述のように、国際法上は、それ自体は武力行使ではない支援行為が、
支援対象の武力行使との密接性によって、それ自体も武力行使となると
いった一体化論のような思考は──侵略行為への加担という例外的な場
合を除いて──存在せず、他方、国家責任条文によると、「違法行為に
対して支援・援助を行えば、それ自体としては合法な支援・援助行為が
違法なものとなりうる」とされている。そこで、日本国としては、「他
国の武力行使に対して支援・援助を行う場合には、当該他国の武力行使
が合法であるか否かについて、主体的かつ慎重に判断する必要がある」
とされるのである110。

109 同論文30頁。高橋和之＝浅田正彦＝安念潤司＝五十嵐武士＝山内敏弘「〔座
談会〕憲法９条の過去・現在・未来」ジュリ1260号（2004年）40頁［浅田］参照。
110 浅田・前掲論文（註81）29頁。「特に、それが他国による侵略行為の支援・
援助となる可能性があるような場合には、日本自体が侵略行為を行ったものと
見なされ、その被害国によって日本に対し自衛権の行使としての武力の行使が
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　ところが、「支援先外国軍隊の武力行使の法的根拠はさまざま」であっ
て、集団的自衛権を行使する場合とは異なって「支援先国の自衛権行使
が必要とも限らず」、法的根拠を「個別的に検討しなければならない」と
される。そして、「支援先外国軍の武力行使根拠により日本の後方支援
の国際法上の評価も変わる」とされるのである111。
　自衛隊の海外出動に際しては、日本国憲法による規律だけではなく、
国際法による規律にも留意しなければならないのであって、憲法９条に
係る一体化論に議論が集中して、国際法上の国家責任の問題が等閑視さ
れることがあってはならない。その意味で、この学説が指摘するように、

「国家責任条文16条に定める規則、すなわち違法行為に対して支援・援
助を行えば、それ自体としては合法な支援・援助行為が違法なものとな
りうるという規則は、一般的な規則として厳然として存在する」112とい
うことが看過されてはならないであろう。
　このように、一体化論が問題となる支援行為については、憲法上は違
憲とならない（一体化しないから許容される）としても、国際法上は違
法となる場合があることに留意しなければならない。

（３）一体化論の不都合な帰結
　違法な武力行使国への支援が回避できたとしても、つまり、日本国が
後方支援を行う支援対象国の武力行使が国際法上は合法なものであり、
自衛隊による支援行為も適法で日本の国家責任が生じるものではなく、
逆に、そのような自衛隊の部隊を攻撃する国（かりに「乙国」とする。
日本の支援対象国が敵対する国である）の行為が国際法上は違法となる
としても、そのこととは別に、実際に乙軍が自衛隊を攻撃すれば、武力

行われるということもありえない訳ではなく、とりわけ慎重な判断が求められ
る」（同頁）。たとえば、「アメリカの行動が違法であった場合には、……日本
の支援行動も違法だということになり得る。そういう意味では、アメリカの行
動が本当に国際法上合法かどうかということを、日本は主体的に判断する必要
があるのですが、それが必ずしも十全になされているようには見えない」（高
橋ほか・前掲座談会（註109）28頁［浅田］）。
111 真山・前掲論文（註62）22頁。
112 浅田・前掲論文（註81）29頁。
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紛争法の適用が問題となることが国際法学説から指摘される113。
　つまり、「乙の一方的行為で日本は武力紛争法の適用される事態にそ
の当事国として直面する」のであり、自衛隊が武力行使をしていなくて
も「武力紛争法上は受動的に当事国化する」とされる。受動的ではあっ
ても、「日本の国際的武力紛争当事国化により、戦闘員資格を有する自
衛官を殺傷……した乙軍戦闘員を日本刑法国外犯規定で処罰できなくな
る」し、「捕らえた自衛官を乙は武力紛争終了までジュネーヴ第二条約
に基づき捕虜として拘束できるから、即時解放を日本は要求しえなくな
る」とされる。それにもかかわらず、「日本が武力紛争法上の国際的武
力紛争当事国性を否定すれば、捕虜取扱法適用ができずに拘束敵戦闘員
を刑法で処罰しなければならず、反対に拘束された自衛官の捕虜資格を
日本が積極的に否定するから敵による自衛官処罰の危険性を日本自身で
大きくしてしまう」とされるのである114。
　ここでの問題は、日本国が国際的武力紛争の当事国となること自体の
是非ではなく、憲法上の議論が一体化論の問題に集中することによって、
上記のような論点を見過ごしてしまうことである。「自衛隊後方支援の
武力行使該当性をあくまでも否定するとしても、それと国際的武力紛争
についての受動的武力紛争当事国化が矛盾しないよう、問題が現実に起
こる前に理論的再構成をしておくべき」115とされるところである。

２．海外出動の規律

（１）憲法学説における一体化論の否定的評価
　上述のように、国際法学の観点からは、一体化論と国際規律の異同と
その弊害を問題とみて、一体化論に対して否定的な評価が少なくないよ

113 「米軍の兵士の輸送については、米兵に対する攻撃に付随する損害として受
忍する義務があるということになるでしょう。武器の提供については、それへ
の攻撃がいわゆる緊急状態・緊急避難の法理を用いて正当化される可能性があ
るかもしれません」（高橋ほか・前掲座談会（註109）26頁［浅田］）。
114 真山・前掲論文（註62）23頁。
115 同論文24頁。
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うに解されるが、憲法学説の評価はどうであろうか。
　（ⅰ）基準としての曖昧さへの批判
　憲法学説においては、従来、一体化論を「自衛隊の海外派遣体制が構
築される中、政府解釈において重要な役割を担うようになった」116もの
とみるのが一般的であると解される117。そして、それは、「日本領域外で
の自衛隊の行動は、「戦闘地域における直接の戦闘行為」と縮減的に限
定して解された含意での「武力行使」と「一体化」しない限り、つまり「一
線を画す（be distinguished）」限りで違憲ではないとする「論」」である
と評され、ただ、それでも、「「わが国の防衛」以外に武力行使すること
はできないとするぎりぎりの「歯止め」が、論理的にはなお維持されて
いた」とされる118。
　しかし、「武力攻撃事態法を軸とする「有事」三法は、この残された「歯
止め」を撤去する」ものとされる。すなわち、「周辺事態法による「後方
地域支援」であれテロ対策特措法による「協力支援」であれ、それは軍
事的には「後方支援（兵站）」にほかならない」のであり、しかも、「領域
外に展開する自衛隊」に対する武力攻撃が「「切迫」ないし「予測」され
れば、直ちに武力攻撃事態法が発動されることになる」のであって、「地
理的限定は撤去され、米軍の武力行使との「一体化」が完成する」と論
じられていた。つまり、平和安全法制による一体化論の「溶解」以前に、

「最終的な憲法的規制の撤去」に至っているとの評価もなされていたの
である119。
　テロ特措法やイラク特措法において一体化論が用いられた「協力行為
の本質は、武力行使の目的をもった他国の戦闘部隊に対する兵站活動で

116 辻村＝山元編・前掲書（註64）48頁［愛敬］。
117 一体化論の淵源を遡って、「冷戦時代の1959年の段階での「政府見解では、

「補給業務」は「一体化」に該当するとされていたのが、テロ対策などでは「一
体化」には該当しないとされて、その範囲がより限定されてくる」（山内・前掲
書（註60）52頁）と評する見解もあるが、政府見解は、一体化論を「補給業務」
という観点で論じてきたのではない。
118 森英樹「安保体制と「有事」体制」法時75巻10号（2003年）69頁。
119 森英樹「「有事」三法の成立と憲法」法時75巻８号（2003年）２頁。
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あり、９条１項の禁止する「武力の行使」に当たる」120との批判もなされ
る。
　一体化論を「アメリカの行う戦争や多国籍軍の行う戦争に自衛隊が後
方支援をする場合に、どこまでの支援が可能かという問題を判断する場
合に憲法上の基準として政府が従来採用してきた」ものとする観点から
は、「基準自体あいまいなもの」であることが難点とされる121。
　（ⅱ）「後方」概念への批判
　周辺事態法において、「自衛隊が行えるのは「後方地域支援（rear area 
support）」であり、これは「前線」（戦闘地域）で活動する米軍に対し、
自衛隊の活動領域を「前線」とは地域的に区分された「後方地域」に限定
することにより、両者の「一体化」を回避するための道具立て」であっ
たと説明される122。「その意味で、概念上「前線」地域での支援をも含む「後
方支援（logistic support）」とは「後方」の意味が異なっており、自衛隊
の活動には二重の「後方」概念（「後方地域」における「後方支援」）によっ
てしばりがかかっていた」123と評される。
　一体化を防ぐしくみとして組み込まれた「後方地域」「非戦闘地域」と
いう地域設定が、軍事活動を糊塗するものとして批判の対象となること
がある。「「非戦闘地域における米軍等への兵站活動であれば、自衛隊は

120 辻村＝山元編・前掲書（註64）49頁［愛敬］。
121 山内・前掲書（註60）118-119頁。「政府の見解の問題点」として典型的に指
摘されるのが、「イラク特措法において同法が規定している「非戦闘地域」につ
いて小泉首相が「自衛隊が活動している地域が非戦闘地域だ」と述べたこと」（同
書53頁）であり、「小泉首相が、どこが戦闘地域かと問われても答えられずに、
自衛隊が活動をしている場所が非戦闘地域だという迷答弁（?）をしたように、
線引きをすることは困難であろう」（同書97頁）とされる。
122 本秀紀編『憲法講義〈第２版〉』（日本評論社・2018年）115頁［本］。「周辺事
態法制定時には、後方支援という文言を避け、あえて後方地域支援とされた」
のは、「端的に兵站と訳すべき logistics support は、一体化論からすれば周辺
事態時には許されないがゆえの苦肉の策であった」（塚田・前掲論文（註57）41
頁）、「「日本に対する武力攻撃」ではない「周辺事態」の場合には「後方支援」
概念を使用できず、そこで日本向けの造語である「後方地域支援」なる概念を
使用するに至ったという事情がある」（森・前掲論文（註88）59頁）とされる。
123 本編・前掲書（註122）115頁［本］。
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世界中のどこにでも行ける」という、かなりひどい理屈」124につながる
ものともいわれる。これも、憲法学説が、当初は、一体化論の枠組み（立
法化）の内在的理解よりも外在的批判を主としていたことを示している。
　また、「軍事用語である「兵站」を後方支援と言い換えて軍事色を薄め、
武力行使と一体化しない場所で行えば、合憲との考え方は、そもそも間
違っている」として、「戦闘を行なっている軍隊への補給活動は、どこ
で行おうと何を補給しようと、敵対勢力から見れば軍事行動そのもの」
であって「当然攻撃対象となる」のであり、「一体化論という問題の立て
方そのものが世界に通用しない独善的なものであり、軍事的には後方支
援＝兵站は武力行使そのものだから、当然憲法９条に抵触する」と批判
される125。「「後方地域支援」（三条一項一号）等は実質的に参戦行為とみ
なされよう」126とされるのである。
　「周辺事態法に規定された「後方地域」がテロ対策特別法の場合と同様
に戦闘行為から切り離された安全な場所であるならば（法規定に表れる
定義では同じものになっている）、そこでの活動に際して自衛官に「武
器の使用」を認める必要性はないといえる。これらの問題点を総合的に
検討すれば、そして、テロ対策特別措置法の場合の現に武力攻撃を行っ
ている米英軍への支援活動として対応措置が実施されることを考慮すれ
ば、そのような「武器の使用」は、武力紛争の一環として行われる、そ

124 藤田久一＝杉田敦＝愛敬浩二＝山内敏弘「〈座談会〉イラク戦争、改憲論の
中で憲法九条を生かす道をさぐる」法時76巻７号（2004年）９頁［愛敬］。
125 武居一正編著『基礎からわかる憲法〈第３版〉』（嵯峨野書院・2020年）63-64
頁［武居］。ただし、この見解は、９条の規定する「武力の行使」について、「武
力に訴えることであり、一般には戦争（＝全面的武力紛争）までには至らない
戦闘行為を指す」ものとしたうえで、９条は「武力の行使をもって事実上の戦
争と考えているが、概念としては不正確である。国際法では、兵力の使用（武
力に訴えること）以外に外国攻撃のための基地提供や後方支援（兵站）も武力
行使と理解されているから、日本国憲法の解釈においてもそのように解すべき」

（同書43頁）としている。「弾がなければ戦えない。食料や医薬品がなくても戦
い続けられない。それは補給を軽視し南方で戦い敗れた旧軍の経験から日本人
が最もよく知るところである」（同頁）。
126 森英樹＝渡辺治＝浦田一郎＝和田進「〈座談会〉グローバル安保体制と憲法
の平和主義」法時71巻１号（1999年）20頁［浦田］。
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してそれゆえに憲法（そしてそれぞれの法律）によって禁止されている
「武力の行使又は武力による威嚇」にあたるとみなされてもいたし方な
いということになろう」127とされる。
　かりに、「「一体化論」は、集団的自衛権の不行使と並び、自衛隊の海
外活動における合憲性の基準としての役割を果たしてきた一面があ
る」128といえるとしても、しかし、今日の対テロ戦争において「戦闘の
現場」はそもそも存在しないということに鑑みて129、「周辺事態法のよう
に、周辺の国を対象に武力行使を行う米軍に対して、日本国内と日本周
辺の公海における支援を行うことを想定した場合と異なり、特にイラク
復興支援特措法のように活動場所が陸上であるだけでなく、戦闘の相手
が国または国に準じる主体とはいえない状況では、実態的にも論理的に
も、明確な歯止めの機能を持ちえなくなったことも事実」130とされる。
　他方で、「国際法上は、いわゆる兵站活動は、「前線」・「後方」の区別
なく、米軍と一体となって武力行使をしていると評価されるので、米軍
が自衛権の行使として軍事行動を行っている場合は、集団的自衛権の行
使とみなされる」として、一体化論と集団的自衛権とが結びつけられる。
この点については、「集団的自衛権行使へと連動する支援」について、「政
府が「後方支援だから武力行使と一体ではない」という論理を用いるこ
とができない程度には、憲法９条の規制力がはたらいていた」として、
少なくとも平和安全法制以前においては、一体化論が集団的自衛権の実
質的行使を制約する意義を有していたとの評価もある131。ただし、一体
化論と集団的自衛権を結びつけて考えることには疑問がある（Ⅲ３（３）
参照）。
　（ⅲ）「あてはめ」への批判
　「イラク戦争（2003年）では、イラク復興支援特別措置法により、建前

127 井上典之「テロ対策特別措置法と日本国憲法──米国同時多発テロ事件と
法」法教257号（2002年）50頁。
128 柳澤・前掲「安保関連法案の論点」（註58）76頁。
129 柳澤・前掲「安保法制で日本は安全になるのか？」（註58）151頁。
130 柳澤・前掲「安保関連法案の論点」（註58）76頁。
131 本編・前掲書（註122）115頁［本］。
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としては非戦闘地域での人道復興支援活動であったが、実際にはまだな
お武力紛争が生じていた戦地へ自衛隊を派遣した」132と批判される。
　イラク復興特措法は、「人道復興支援活動」および米英軍の治安維持
活動を後方支援する「安全確保支援活動」を、「武力の行使」等を行わな
いことを大前提として、現に戦闘が行われておらず、今後も戦闘行為が
行われないと認められる「非戦闘地域」に限定して認めるものであった。
しかし、同法に対しては、当時のイラクの国土全域が米英軍による戦闘
行為が継続している「戦闘地域」であり、そこに「非戦闘地域」を見出す
ことができないと批判された。
　これに関して、いわゆるイラク派遣訴訟の名古屋高裁判決は、「航空
自衛隊の空輸活動は、それが主としてイラク特措法上の安全確保支援活
動の名目で行われているものであり、それ自体は武力の行使に該当しな
いものであるとしても、多国籍軍との密接な連携の下で、多国籍軍と武
装勢力との間で戦闘行為がなされている地域と地理的に近接した場所に
おいて、対武装勢力の戦闘要員を含むと推認される多国籍軍の武装兵員
を定期的かつ確実に輸送しているものであるということができ、現代戦
において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であるといえる
ことを考慮すれば（……）、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な
軍事上の後方支援を行っているものということができる。したがって、
このような航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵
員をバグダッドへ空輸するものについては、前記平成９年２月13日の大
森内閣法制局長官の答弁に照らし、他国による武力行使と一体化した行
動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動
であるということができる」133と判示して、注目された。同判決は、一
体化論の「あてはめ」において、問題を摘示したものと評される134。

132 武居編著・前掲書（註125）60頁［武居］。
133 「よって、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府
と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使
を禁止したイラク特措法２条２項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条３項
に違反し、かつ、憲法９条１項に違反する活動を含んでいることが認められる」
とされたのである。
134 名古屋高裁判決について、「政府の「一体化」論をいわば逆手にとって、航
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　「政府解釈や既存の判例法理に従って結論を導いたことは、現実感覚
にあふれた巧妙な判断と評価すべきことになる。しかし、それは同時に、
自衛隊とイラク特措法の合憲性を前提とする点で、９条問題の焦点が自
衛隊の憲法適合性から、集団的自衛権行使のそれへと移行しつつある現
状を追認する意味を持つことを忘れるべきではない」135とか、「一般的に
いえば、一体化論は、自衛隊の活動を広く容認する道具としても使える
わけで、判決を読む側には、一体化論に過度に寄りかからない慎重さも
必要である」136ともいわれる。
　このように、平和安全法制の段階で「溶解」批判を行うようになった
ことを別とすれば、憲法学説は、一般的に一体化論に批判的なスタンス
をとってきたのである。

（２）国際法学説における国際貢献論の提唱
　他方、国際法学説の側では、一体化論に批判的なスタンスから、その
国際規律との齟齬を突きつつ、自衛隊の海外出動の拡大可能性を論じる
議論がなされることがある。
　これについて、国連 PKO の活動は、武力行使に該当するものであれ、
他国の武力行使に対する支援行為であれ、それは派遣国の行為ではなく
国連の活動として規律されるという観点から、一体化論を含む従来の憲

空自衛隊の空輸活動を違憲違法としたのである。「一体化」論が、このような
積極的な役割をも果たし得ることがこの判決で確認されたことは、留意されて
よい」（山内・前掲書（註60）55頁）とされる。ただし、同判決に対しては、特
措法は、いわゆる大森４要件等を「いっさい合切含めて法制化した」ものなの
で、「非戦闘地域での、自ら武力行使にあたらない行為でさえあれば、武器弾
薬の輸送のようなものも含めて武力行使と一体化しない、と割り切っている」
のであり、「運用の上で個々の活動がどうかということではなくて、非戦闘地
域での活動かどうかの認定さえ的確にすれば、少なくとも法律には違反しない」
のであって、「四要件に当てはめて」評価するというのは「何か先祖返りをして
いるように思え」るという見立てもなされている（阪田＝川口・前掲書（註50）
104-105頁［阪田］）。
135 中島徹「判批」判例セレクト別冊342号12頁。
136 中山茂樹「判批」法セミ648号（2008年）116頁。
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法解釈と国際規律との乖離を批判し、憲法と国際法の規律関係を整理す
べきことを唱える国際法学説がある137。
　同様に、前述の「武器の使用」と「武力の行使」の区別の問題に関連し
て、憲法上は武器使用とされるものが国際法（国家責任法）上は武力行
使に該当するとしても、「PKO 要員たる自衛隊員による武器の使用（＝
武力の行使）は、憲法９条の禁止する武力の行使とは異次元の問題であっ
て、それが PKO 要員としての行動にとどまる限りは、憲法問題を惹起
することにはならない」とされ、「PKO は国連の安全保障理事会（また
は総会）の補助機関として設置されるのであり、日本の自衛隊の隊員も
PKO に参加する場合には、そのような補助機関の構成員として、その
資格で行動することになる」のであって138、「国連の設定した目的のため
に、国連事務総長の指揮の下に活動している者が、日本の自衛隊員とし
ての身分を残しているからといって、その者が行う行為……は国連の機
関としての行為と見るのが素直ではないか」139とされるのである。
　そして、そうしたことから、「PKO における武力行使は、９条１項で
いう「国際紛争を解決するため」に日本国が武力行使をする場合とは読
めない」とされ、自衛隊が「PKO に参加して行う武力行使というのは、
９条の違反にはならない」というのである140。
　しかし、一体化論の問題を指摘してこのように論じる国際法学説に対し
ては、一体化論が海外派兵禁止論と連携して（それを強化する解釈基準と
して）存在していることが見過ごされているのではないかとの疑念がある。

137 酒井・前掲論文（註90）12頁、24頁。「PKO に参加した自衛隊は PKO 部隊
に統合されて国連の一機関としての位置を獲得する」のであるから、「その活
動を日本国憲法がいついかなる局面においても規律し、その際に日本の国内法
以外の法規範は常に排除されることを前提とした主張を行うことも極端に過ぎ
よう」とされる（同論文28頁）。そして、「国連の活動として行われる場合、そ
れが武力行使に関わるようなものであっても違憲となるかはより検討されるべ
き主題だ」（同論文29頁註66）とされる。
138 浅田・前掲論文（註81）31頁。
139 高橋ほか・前掲座談会（註109）42-43頁［浅田］。
140 高橋ほか・前掲座談会（註109）40頁、43頁［浅田］。
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（３）「派遣する」行為についての憲法の規律
　国際法学説の指摘するように、PKO 部隊による武力行使を伴う作戦
行動の指揮と責任は国連にあり、その部分は、憲法９条の規律の枠外で
あるという考え方は成り立つかもしれない。しかし、それでも、そのよ
うな武力行使を伴う活動に──日本国民が個人として国連に職員（隊員）
として採用されて参加するというのではなく──国の機関である自衛隊
の部隊あるいは自衛官を派遣するということになれば、政府による派遣
行為自体は憲法の規律を免れないのではなかろうか141。９条の規律から
自由な領域としての（武力行使を伴う）国連平和維持活動が存在すると
いえるかは、なお検討が必要であると解される。
　国連 PKO の武力行使が、それ自体として違法でないことが基礎づけ
られるのは、国際法の問題である。国連 PKO の武力行使が国際法上は
合法である（違法であった場合も、派遣国には責任がない）としても、
そこへ憲法上は派遣することはできない（違憲である）という問題は、
なお残るであろう。政府に許される国際法上の行為の範囲は、憲法上の
権限の行使可能範囲に従うのである。
　自ら行えば違法となる行為（海外での武力行使）を、他者の手に委ね
ておいて、「他者が実行したことなので規律対象外である（違法の問題
を生じない）」ということが可能であるかについては、疑問がある。
　憲法に軍備を禁ずる規定がなく、侵略を禁ずる規定（あるいは自衛行
動への限定でもよい）だけがあるという場合には、軍隊＝賭命義務を課
す組織142を政府が保有すること自体は、憲法上正当化されているとみる
ことも可能かもしれない。しかし、日本国憲法の場合は、軍隊＝賭命義

141 国際法学からの説明を承けて、「多国籍軍の場合は日本政府の指揮下での武
力行使となり、９条に反する。しかし、PKO の場合は、仮に政府のコントロー
ルから離れてしまうのだとすれば、９条と関係なくなるという理屈もあり得る
かもしれないですね」（高橋ほか・前掲座談会（註109）43頁［高橋］）という理
解が示されたのに対し、「それは成り立たないと思います。政府のコントロー
ルから離れようが、あるいは離れないとしても、いずれにしても政府の行為に
よって派遣することには変わりありません」（同頁［山内敏弘］）との批判がな
されている。
142 齊藤正彰「解釈基準としての平和的生存権」北法71巻４号（2020年）38-39頁。
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務を課す組織の保持が禁じられているようにみえる憲法規定において、
例外的に自衛権の発動を正当化するわけであるから、そこでは、武力行
使の正当化とともに、軍隊＝賭命義務を課す組織の保持の正当化も同時
に行われなければならない。したがって、憲法上、国民に賭命義務を課
すことができる場面は限定されていると解される143。
　国連 PKO であっても、自衛官（国民）は、政府から出動の指示を受け、
司令官の指揮によって活動することになる。自ら志願して自衛官となっ
た国民に対しては賭命義務を課すことが許されるとしても、憲法上、賭
命義務を課すことができる場面は限定されている、というのが従来の（政
府の）憲法解釈であろう。政府が命じて国民を派遣する先が国連の
PKO であっても、政府は、国民に対して賭命義務を課すことについて
の憲法上の制約から逃れることはできないはずである。

３．加法と乗法

（１）政府見解と国際規律の整合性の模索
　国際法学説においても、「他国の「武力の行使との一体化」論は、基本
的には日本国憲法上の制約という観点から議論されてきたもの」である
ことを前提に、国家責任に関する国際法学の理解と政府見解との整合的
な理解の可能性を探る見解がある。それによれば、「国連決議に基づき、
または個別的・集団的自衛権を根拠に合法的な武力の行使をしているＡ
国を後方支援するＢ国（日本）に対して武力を行使することは、後方支
援が武力の行使に当たるか否かにかかわりなく、少なくとも国際法上は
違法となる」とされ、他方で、「日本が違法な武力の行使をしているＡ
国を後方支援することはあり得ないので、その際の後方支援が、武力の

143 いわゆる自衛権の３要件に関して、「生身の人間がやるものですから、国民
が無事でも自衛隊員に犠牲が出るということもありうる。そういう犠牲も可能
な限り避けるというのが政府のあるべき姿ですよね。武力攻撃＝急迫不正の侵
害があったからただちに出動というのではなく、他に手段がないかを十分考え
る。そして、自衛隊が実力を行使しなくても解決できる方法があれば、それを
とるのだということです」（阪田＝川口・前掲書（註50）130頁［阪田］）といわ
れる背景にも、賭命義務への配慮があるのではなかろうか。
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行使や武力攻撃を構成するかは、そもそも検討する必要がない」とされ
るのである144。
　これは、憲法解釈上の一体化論の世界に徹して国際法上の国家責任法
の問いには答えない政府見解を逆手にとり、つまり、国際法の問いに答
えていないことを国際法学の認識を否定する趣旨ではないと解して、そ
の想定には不都合な回答が出そうな違法行為への支援態様については、
あり得ないので検討する必要がないとすることで、政府見解も国際法学
の理解と整合するとみるものと解する余地もあるのではなかろうか。そ
のようにして、一体化論をめぐる憲法解釈と国際規律との差分には留意
しつつ、両者を整合的に把握する途は残されていると考えられる。
　武力行使に関する国際法の遵守も、憲法98条２項の要請である。また、
長い検討の成果とされる国家責任条文145は、かりに慣習国際法とはいえ
ないとしても、98条２項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するもの
と解することができるであろう。

（２）一体化論と海外派兵禁止論
　海外派兵禁止論は、「自衛権に関する論議の一局面」であって、「自衛
という観念をきわめて厳格に解釈するか、あるいは融通性のある解釈の
仕方をするか」によって変化するとの指摘がある146。
　海外派兵禁止についての政府見解は、「自衛権を発動する場合でも、
原則として外国の領域での武力行使はしない……という趣旨であり、従
来の第３要件とその意味するところは変わらない」と説明されることが
ある。これは、「我が国の領域内から外国の軍隊を追い出してしまえば」
よいのであり、「外国の領域に出かけて行って、その領土を空爆したり、

144 森川幸一「安全保障法制の整備と日本の国際貢献──国際平和支援法の成
立と課題」金沢工業大学国際学研究所編『安全保障と国際関係』（内外出版・
2016年）37頁、39頁。
145 「国際法に国家責任という分野があって、国連の国際法委員会というところ
で作った、30年以上かけて作ったものですから、それなりの権威がある」（高
橋ほか・前掲座談会（註109）27頁［浅田］）。
146 小谷秀二郎「憲法と海外派兵論議」日本国際問題研究所＝鹿島研究所編『日
本の安全保障』（鹿島研究所出版会・1964年）629頁。
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占領したりすることは、一般に、我が国への武力攻撃を排除するという
目的との関係で、必要最小限度の実力行使の範囲を超える」という考え
によるものである147。
　そこで想定されているのは、日本が武力攻撃を受けた後の〈追撃〉の
問題である。この〈追撃〉問題は、自衛権発動の３要件、いわゆる旧３
要件における第３要件に係る自衛権行使の地理的範囲の問題として考え
れば足りるはずである。いわゆる敵基地攻撃論148も自衛権行使の地理的
範囲に関する（極端な）議論であって、自衛隊の海外出動の問題ないし
海外派兵禁止論に関する主要論点とみるべきではないであろう。従来の
議論の経緯や政府答弁の蓄積を無視できないとはいえ、〈追撃〉問題に
ついては、自衛権行使の地理的範囲の問題に吸収し、海外派兵禁止論の
問題として扱わないほうが明解であると解される。
　それに対して、派兵あるいは（軍隊の）派遣としては、武力攻撃を受
けた後の〈追撃〉だけでなく、武力攻撃発生を前提としない〈進駐〉の場
合がある。憲法９条が「武力の行使」だけではなく「武力による威嚇」を
も禁じていることを併せ考えれば、従来、自衛隊の海外派兵が懸念され
ていた背景には、日本が武力攻撃を受けていない状況において自衛隊が
海外出動するという〈進駐〉問題があったはずである。
　〈進駐〉は、直ちに武力行使をするものではない（武力行使をする蓋然
性は高いが、要件とはなっていない）のであって、その意味では、自衛
権の発動が問題となる以前の問題、３要件以前の問題である（第１要件
にさえ「まるで」該当しない）ことになる。
　このように、〈進駐〉問題は、（その時点では）武力行使を伴っていな
いので、「第１要件を満たさない」ということでは処理できない。そこで、

〈進駐〉問題の場面において、武力行使目的の海外出動を禁じる海外派

147 阪田・前掲書（註51）42-43頁。
148 「1956年２月27日の船田中防衛庁長官答弁により、領土上陸を含む海外派兵
と含まない敵基地攻撃は別と説明され、29日の政府統一見解により敵基地攻撃
は自衛の範囲に含まれ合憲とされている」（基本用語解説「海外派兵」渡辺ほか・
前掲書（註４）126頁［浦田一郎］）。なお、詳細について、戸蒔仁司「敵基地攻
撃論のキメラ──いわゆる「敵基地攻撃」に関する政府解釈の変遷について」
北九州市立大学法政論集40巻４号（2013年）参照。
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兵禁止論が問題になると解される。そして、その際に禁止される「武力
の行使」の解釈として、一体化論が関わってくることになる。その意味で、
海外派兵禁止論と一体化論が組み合わされて、自衛隊の海外出動を規律
していると考えられる。
　一体化論は、憲法９条の「武力の行使」の解釈において、その規制対
象を拡張する理論である。その意味で、国内（日本の領域内）か海外か
を問わずに問題となるものである。自衛隊の海外出動に際しては海外派
兵禁止論の規律があり、そこで問題になる「武力の行使」の解釈にも、
一体化論がいわば「掛け算」として規律を強化するのである。

（３）外国軍隊との密接性と集団的自衛権
　自衛隊の海外出動の憲法上の規律として、従来の政府見解においては
海外派兵禁止論と一体化論の枠組みがあるとして、これと集団的自衛権
に関する議論との関係に注意する必要があろう。
　学説も含めて、一体化論と集団的自衛権の問題になんらかの関連を見
出す議論が散見される149。自衛隊の海外出動に際して、他国の武力行使
と一体化すれば集団的自衛権の行使（違憲）になる、したがって、一体
化論は、（実質的に）集団的自衛権の行使に向かうことに対する歯止め
となっている、という論じ方もみられる150。

149 たとえば、「自衛隊の海外派遣は、旧政府解釈の下では、他国による武力行
使と一体化した場合には集団的自衛権との関係で問題になることから、自衛隊
の活動範囲について、「非戦闘地域」という限定が付されている」（安西文雄ほ
か『憲法学読本〈第３版〉』（有斐閣・2018年）48頁［巻美矢紀］）と説明される。
議論状況に関する指摘として、井上・前掲論文（註127）50頁、山元・前掲論文

（註107）29頁等。
150 「自衛隊の活動が他国軍隊の武力行使と一体化するというのは、法的評価と
しては、とりも直さず自衛隊、つまりわが国自身が武力行使をしているという
ことを意味しますから、その活動は集団的自衛権の行使にほかならない」（阪
田＝川口・前掲書（註50）117頁［阪田］）。ただし、一体化論は、「各国の軍隊
が協力して平和の構築あるいは人道復興支援を行うことを必要とするような場
面」で、自衛隊は「何ができるのかということを考えた結果として、一体化し
ない範囲内であれば可能だという結論を導いた」ものであって、「一体化しな
い範囲でなら可能だという一定の歯止めだった」のであるから、それが「連続
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　しかし、日本国が個別的自衛権を行使できない状況において、外国軍
隊と協働するという面では、一体化論と集団的自衛権の問題とに類似す
る要素が関わっているとしても、両者の相違にも留意すべきではなかろ
うか。日本国憲法の解釈における集団的自衛権の議論151は、条約に基づ
いて自国の領域内に強力な外国軍隊が常駐する──自衛隊の他国の領域
への出動を伴わずに、集団的自衛権を論じうる状況が生じる──ことを
前提として、政府の憲法上の権限の限界を論ずるものである。また、一
体化論が、広い意味での平和維持活動のための海外出動をも──論理的
にも議論の経緯としても──その射程に収めるものであって、そこでは

（集団的）自衛権に基づく武力行使の正当化が馴染まないとされる場面
が多い。そもそも、国際法上は、外国軍隊との共同対処が直ちに集団的
自衛権の行使として認められるものではない。
　そのうえ、集団的自衛権は、武力行使を根拠づけるための議論であっ
て、武力行使を排除する概念ではない。そのような概念と一体化論に関
わりを見出すことは、海外出動での武力行使への接近（弛緩）をもたら
すことに繋がらないであろうか。日本の集団的自衛権論（憲法上の権限
論）は実力の行使を要素と定義している。つまり、自らが武力行使をし
なければ集団的自衛権には該当しないのであって、武力行使禁止が前提

的に集団的自衛権につながるとはまったく思えない」とされる（同書118-119頁
［阪田］）。

151 憲法解釈上の意味と国際法上の意味の相違について、齊藤正彰「集団的
自衛権と憲法９条解釈のスタンス」北星学園大学経済学部 北星論集55巻２号

（2016年）１頁以下参照。同じ言葉を使っていても、憲法上の概念と国際法上
の概念が同じであるとは限らない（小寺彰 = 奥脇直也「国際公秩序への我が国
の対応」ジュリ1343号（2007年）７頁）。他方で、「集団的自衛権」について国際
法と憲法の概念は同一であるという前提があるから「国際法上は保持するけれ
ども、憲法上は行使できないということがいえる」（高橋ほか・前掲座談会（註
109）26頁［浅田］）とされる。しかし、「集団的自衛権」として論じられてきた
ものについては、憲法上の権限の問題を論じるものとしての憲法解釈上の集団
的自衛権と、国際法上の権利（あるいは違法性阻却事由）としての国際法上の
集団的自衛権とを区別することは可能であろう。この場合、〈国際法上の権利
の行使可能範囲は、憲法上の権限の行使可能範囲に従う〉と整理することがで
きるのではないかと考えられる。
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の海外出動について集団的自衛権を論じる場合には、その関係のあり方
に注意が必要であろう。一体化論は、憲法９条の「武力の行使」の概念
の解釈論であって、集団的自衛権の露払いではない。

おわりに

　今日でも、日本国憲法９条は〈一切の武力行使の禁止・自衛目的も含
めて軍備不保持〉を定めたものと解するのが憲法学の通説であるといわ
れることがある。「通説」の語について特別の定義を行うのでなければ、
この認識を維持することは困難である152。
　国際規律との整合性の観点から一体化論に批判的な検討を加える国際
法学説は、憲法９条の解釈について、次のように述べていた。すなわち、
９条の「文言解釈として本当に自衛隊が持てるかというと、これはかな
り疑問に思います。「前項の目的を達するため」というのは、単なる目
的であって、それで戦力不保持を限定しているわけでは必ずしも日本語
としてはないわけで、そういう意味では、全く持てないと読んでもおか
しくはない」が、ただ、「1954年に自衛隊法ができて以降は、政府の９
条解釈はむしろ一貫している」のであり、「そういう意味で規範的な性
格や規範的な価値というのはかなりある」と解されるのであって、「少
なくとも日本政府の一貫した解釈からして、それが……解釈としての許
容範囲内であれば、自衛隊合憲説というのはあり得る」とするのであ
る153。
　たしかに、一貫した政府見解という実行に規範的価値を見出すのは、

152 齊藤・前掲論文（註３）15-16頁、38頁参照。
153 高橋ほか・前掲座談会（註109）19頁、28頁［浅田］。「同様に、集団的自衛権
の行使についても、これも早くから自衛のための必要最小限度を超えると……
一貫して言っているわけです。それを、今度は180度転換して、集団的自衛権
の行使は自衛のための必要最小限度を超えないというふうに言うということ
は、解釈としてあり得ないと思うのです。文言と全く違う解釈があり得ないの
と同様に、以前の解釈と正反対の解釈というのも、解釈の変更としてはさすが
に限度を超えていると思います。そういう意味では、集団的自衛権を認めるた
めには憲法を改正するしかないのではないか」（同座談会28頁［浅田］）。
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国際法学の思考に親和的であるのかもしれない。しかし、同様に、憲法
学説としては、そうした解釈が、行政権限りで実施されているのではな
く、選挙された国会における代表者もそれに基づく立法を重ねてきてい
ることを看過できないのではなかろうか。
　そうであるとすれば、憲法学説としては、伝統的に多くの学説が支持
してきたとされる解釈も政府見解も同時に検討できる枠組みを考えるべ
きである。かつての学説にみられたように、政府見解による憲法９条解
釈の成立を否定したうえで、かりに政府見解の観点に立つという仮定に
おいて現実の立法や実行を論評するというスタンスは、民主的政治過程
を通じて成立している法律に対して望ましいものといえるであろうか。
政府見解に異論があっても、まずは政府の採用する解釈を内在的に理解
して、その射程を見極め、その論理を検討して批判するということも、
実定法研究者の仕事でありうるとすれば、本稿は、憲法９条の厳格な解
釈としての一体化論が、自衛のための実力の保持を合憲とする政府見解
の枠内においても、法制的担保を伴って一定の実効的な規律を形成して
いたことと、その弛緩ないし溶解を分析し、自衛力合憲説の内在的規律
が失われつつあることを懸念するものである。

＊引用に際して、原典に付された圏点や下線は（それぞれの文献における用法
に相違があることもあり）すべて省略した。


