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序 文

ここに『国際赤十字ハンドブック』を刊行するをえて,よろこびに堪え 

ない。

「赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則 

の精神にのっとり,赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的 

とする」（日本赤十字社法第1条）本社にとって,事業の実務ならびに計画 

策定の基礎とするため,その刊行の必要性が唱えられてから久しい。

本書は，赤十字国際委員会と赤十字社連盟の共編になる1971年出版の 

International Red Cross Handbook,第 11 版（英・仏文）を原本とし， 

木内利三郎外事部長の指導のもとに,外事部員が国際救護活動，開発計画 

等の業務を遂行するかたわら翻訳編集にあたったもので,その労を多とし 

たい。

本書は新らしい時代を指向する赤十字の基礎として大いに役立つものと 

確信するので,赤十字人の座右の書として十分活用されるよう希望する次 

第である。

1975年7月15日

日本赤十字社社長東龍太郎



赤十字基本原則宣言
第20回赤十字国際会議は,

赤十字の活動の基礎である次の基本的諸原則を宣言する。

人道

赤十字は,戦場において差別なく負傷者に・救護を与えたいという願いから生まれ, 

あらゆる状況下において人間の苦痛を予防し軽減することに,国際的および国内的 

に努力する。その目的は生命と健康を守り,人間を尊重することを確保することに 

ある。赤十字はすべての国民間の相互理解，友情，協力および堅固な平和を助長す 

る。

公平

赤十字は国籍,人種,宗教,社会的地位または政治上の意見によるいかなる差別を 

もしない。赤十字はただ苦痛の度合いにしたがって個人を救うことに努め，その場 

合,もっとも急を要する困苦をまっさきに取り扱う。

中立

すべての人からいつも信頼を受けるために,赤十字は戦闘行為の時いずれの側にも 

加わることを控え,いかなる場合にも,政治的,人種的,宗教的または思想的性格 
の紛争には参加しない。

独立

赤十字は独立である。各国赤十字社は,その国の政府の人道的事業の補助者であ 
り，その国の法律にしたがうが，つねに赤十字の諸原則にしたがって行動できるよ 

うその自主性を保たなければならない。

奉仕

赤十字は利益を求めない奉仕的救護組織である。

単 一

いかなる国にもただー-の赤十字社しかありえない。赤十字はすべての人に門戸を 

開き,その国の全領土にわたって人道的事業を行なわなければならない。

世界性

赤十字は世界的機構であり，そのなかにおいてすべての赤十字社は同等の権利を持 

ち，相互援助の義務を持つ。
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第I部

規約および規則



!国際赤十字規約

I

国際赤十字規約

1928年ハーグ第13回赤十字国際会議採択
1952年 トロント 第18回赤十字国際会議改正

第1条
1 .国際赤十字は本規約第6条にしたがい認められたすべての赤十字社,赤十字 

国際委員会,赤十字社連盟を包含する。

2 .国際赤十字の最高議決機関は国際会議とする。赤十字国際会議は,正当に承 

認された各国赤十字社,赤新月社，赤獅子太陽社の代表団，ジュネーブ諸条約加盟 
諸国代表団および赤十字国際委員会ならびに赤十字社連盟の代表団をもって構成す 

る〈1〉。
3 .国際会議は，本規約の条項のもとに,議事手続により律せられる。

第2条
1 .国際会議は本規約の範囲內において議決権を有し，勧告をなし,希望を表明 

する権限を有する。
2 .会議は各国赤十字社,国際委員会および連盟の努力の統一を確保する任を有 

する。
3 .会議は国際委員会および連盟に対し命令を下し,人道諸条約および赤十字に 

関連のある他の国際条約に関し提議することができる。

4 .会議のみが本規約および議事手続の規則を改正および解釈し,また第10条に 
予想される意見の相違に最後的決定を下す権能を有する。

5 .会議は政治的問題を処理しえず,ま,た政治的性格を有する討論の裁定をなし 

えない。
6 .会議は国際委員会定款および連盟憲章に変更を加えることをなしえない。同 

様に国際委員会および連盟は国際赤十字規約もしくは会議の決議に反するなんらの 

決議をもなしえず,また委員会と連盟との間で取りきめられ，かつ会議により承認

(1) 以下「赤十字国源슈讓J,「各国赤十字社, 赤新月社, 赤!岡子太陽社」,「赤十字国際委員슠」および「赤 
十字社連盟」を,おのおの「国際会議」(あるいは「会議」)，「各国赤十字社」，「国際委員会」および 

「連盟」と略す。
1



I国際赤十字規約

された協定に反するなんらの決議をなしえない。

7.会議はその議長を選挙する。

第3条
1 .国際会議は原則として4年ごとに開催される。国際会議は,前回の国際会議 

または第9条による常置委員会により,会議召集に関してなされた委任にもとづ 

き,一国赤十字社本社または国際委員会もしくは連盟により召集される。各国赤十 

字社または国際委員会もしくは連盟が,国際会議において次回国際会議招致を申し  
入れるときは，原則として，またできうる限りその趣旨にそうよう考慮しなければ 
ならない。

2 .会議の日取りは，例外的手段として,常置委員会,国際委員会,連盟または 
正当に承認された各国赤十字社の少なくとも3分の1の請求のあった場合は,これ 
を早めることができる。

第4条

1 .すべての国際会議にはかならず代表者会議および連盟理事会の会合が伴う。
2 .代表者会議は正当に承認された各国赤十字社の代表,赤十字国際委員会の代 

表および連盟の代表より成る。この会議はその議長を選挙する。

3 .代表者会議の権限は，

⑶国際会議に先立ちその議長,副議長,事務総長および事務次長を推薦する 
ため会議を開くこと。ただしこれらの推薦は国際会議において承認されるべ 
きものとする。

(b)国際会議に提出される諸種の議題および提案の，討議に付せられるべき順 
序を決定すること。

(c)国際会議もしくは常置委員会より送付される議題ならびに提案に関し意見 
を表明すること，および場合によりこれを決定すること,である。

4 .理事会の組織および権限は連盟憲章においてこれを定める。さらに理事会は 

国際会議もしくは常置委員会より理事会に送付される議題および提案に関し意見を 
表明し,場合によりこれを決定する。

5 .国際会議の議長,代表者会議の議長ならびに理事会の議長は原則として3名 
の異る者とする。

第5条

1 .理事会が二つの国際会議の間において開会される場合には,もし正当に承認 

された各国赤十字社の3分の1,国際委員会,連盟または常置委員会により召集の 

要請のあるときは,理事会と同時,同地に，代表者会議を開くものとする。

2 .前項により開かれた代表者会議は,各国赤十字社，常置委員会，国際委員 
会，または連盟により送付された議題ならびに提案に関し意見を表明すること,お 

2



!国際赤十字規約

よび場合によりこれを決定することができる。

3 .代表者会議または理事会が国際会議とは別に開会される場合には,本規約に 

より国際会議の排他的権限に属するいかなる問題をもこれに最後的決定をなしえ 

ず,また国際会議の決議に反するいかなる決定,あるいは国際会議における既決の 
問題，もしくは次回国際会議の議事日程に留保した問題に関して，いかなる決定を 
もこれをなしえない。

第6条
1 .赤十字国際委員会はその固有の定款(いを有し,かつスイス公民のなかより 

互選により選任された者によって組織される独立の機関である。

2 .委員会は赤十字の基本的また永久的諸原則を保持する。すなわち不偏不党， 

いかなる人種的，政治的，宗教的，経済的考慮からも独立した行動,赤十字の世界 

性ならびに各国赤十字社の平等の諸原則である。
3 .委員会は適切な全資料を集めたのち，すべての新らしく設立されたか,また 

は再組織された赤十字社にして現行の承認条件を満たすものの承認を公表する。
4 .委員会はジュネーブ諸条約により委員会に認められた仕事を引き受け，ジュ 

ネーブ諸条約の忠実な適用のために働き，かかる人道諸条約の違反についてのすべ 

ての苦情を受理する。
5 .委員会は，中立的機関であって，その人道的活動はとくに戦争，内乱，国内 

紛争の場合に行なわれるが，これら争いの，またその直接の結果の，軍人および非 
軍人の犠牲者の保護ならびに援助を確保するためには不断の努力を払う。委員会は 

赤十字組織および軍隊の衛生機関ならびにその他の諸当局と協同して医療の要員お 

よび資材の準備と発展に力を尽す。
6 .委員会は特别の中立，独立機関かつ仲裁機関として，その任務に属するあら 

ゆる人道的提案を行ない，またそのような機関により検討を要するいかなる問題を 

も研究する。
7 .委員会はジュネーブ諸条約の完成と普及に努力する。

8 .委員会は赤十字国際会議により託された委任事項を引き受ける。

9 .委員会は本規約の範囲內で，また第7条にしたがい,各国赤十字社と密接な 

関係を保つ。同様に委員会は,それとの協力が有益と認められる政府当局ならびに 
あらゆる国家的もしくは国際的組織と関係を保持する。

第7条
1 .赤十字社連盟は,各国赤十字社，赤新月社および赤獅子太陽社の国際的連合 

である。連盟はその独自の規約により管理される〈3〉。

(2) 1952年9月25日に, 赤十字国際委員슉はモの定款を改正し, 国際赤十字規約に適合させた。
(3) 赤十字社連盟憲章 の 本規約へ の 適合は, 1954年オスロ の第 23 回赤十字社連盟理事슈によ って遂行された。

3
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2 .連盟は,本規約の範囲內で,また第6条の規定にしたがい,各国赤十字社の 
人道的活動をつねに奨励し,助長すること,およびこれらの社の連合として自らに 

帰する諸責任を負うことを目的とする。

3 .この目的のための連盟の機能は,

⑶ 各国赤十字社間の連絡,整合,研究および恒久的機関となり,各国赤十字 
社と協力すること，

(b)独立のかつ正当に認められるその国の赤十字社の確立ならびに発展をすべ 
ての国において奨励し，助成すること,

⑹理事会決議の対象となった案件に関し，国際的に各国赤十字社を公式に代 

表し,各社の完全性の守護者であり，各社の利益の保護者であること，

(d)赤十字国際会議による委任を受けること,である。
第8条

1 .赤十字国際委員会と赤十字社連盟はそれぞれの活動をできる限りよく整合さ 
せるため，また重複を避けるため，たがいに接触を保つ。

2 .これらの関係は国際委員会および連盟の代表の,少なくとも月1回開かれる 

会合により保たれる。それはまた両組織の規約にしたがい国際委員会が信任状を与 

えて連盟に派遣する代表および連盟が信任状を与えて国際委員会に派遣する代表に 

より保たれる。
第9条

1 .国際赤十字常置委員会は9名をもって構成される。すなわち，

(a) 5名は赤十字国際会議により個人の資格で選任され，次回会議の開会に至 

るまでその機能を果たす。欠員の生じた場合は常置委員会は自ら新らたに1 
名の委員を同様個人の資格で任命し，欠員を満たす。

(b) 2名は赤十字国際委員会の代表とし,うち1名は原則としてその委員長を 

もってする。
(c) 2名は赤十字社連盟の代表とし，うち1名は原則として理事会の理事長を 

もってする。
2 .常置委員会は諮問的地位において，国際会議開催の少なくとも1年前に，会 

議主催社となる赤十字社の代表1名を招待することを要する。
3 .選任された委員が常置委員会に出席できない場合,その者は代理者を任命す 

ることができる。

第1。条

1 .常置委員会は次回国際会議を引き受ける機関と協力して会議の仮議事日程お 
よび要領を作成し，会議の準備を確保する。常置委員会は，会議の日取りおよび場 
所が前回会議において決定されていないか,または例外的事情が要求する場合は，
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それらを決定する。
2 .常置委員会は国際会議の開かれていない期間において,会議が最終決定を行 

なうという留保のもとに,本規約の解釈ならびに適用に関し起こりうる諸種の紛議 
および国際委員会と連盟との間に生じうる不和に関し，両者の1より提出される諸 

問題を裁定する。
3 .常置委員会はまた，会議の休会中における国際委員会および連盟の努力の整  

合ならびに調和を確保する任務を有する。この目的をもって本委員会はその会合の 

時，赤十字に一般利害関係があり,かつ両組織の活動に関係するすべての問題を審 

査する。
4 .この範囲內において，また会議が最終決定を行なうという留保のもとに，常 

置委員会は事情の要求により取るべき手段を考究する。しかしながら，各分野にお 

ける国際赤十字の諸組織の独立性および主体性は厳格に保護される。
第11条

1 .常置委員会はその本部をジュネーブに置く。
2 .原則として常置委員会はその本部において年2回定例会議を開く。もし例外 

的事情が要求する時は，常置委員会はその委員長により選定され,かつその委員の 

過半数により承認された場所で開かれる。
3 .常置委員会の特別会議はその委員長の召集またはその委員のうち3名の要求 

がある時にこれを開く。

4 .常置委員会の定足数は5名とする。すべての決定は出席委員の投票の過半数 

によりなされる。
5 .常置委員会はその委員のなかから国際会議と次回国際会議との間のために委 

員長ならびに副委員長を選出する。その委員長は,自らを補佐する委員会の書記 

を,委員のなかから1名指名することができる。

第12条

1 .常置委員会の委員長,国際委員会の委員長および連盟理事長，または彼らに 
支障ある場合，彼ら各人により前もって指名された代理者は，たがいに自由に協議 
しまたは緊急の場合会合を開き，必要とされる措置をとることができる。

2 .原則として上記の3名の長は彼らが知るに至ったあらゆる問題または国際委 

員会ならびに連盟の定期会合において提起されたあらゆる問題を検討するため,常 

置委員会の半年ごとの会議の中間に1回，またはほかに彼らの内の1名が要求する 
時にはいつでも会合する。

3 .この3名は常置委員会の次回会議に彼らがとった措置に関する報告を提出す 

る。

第13条
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1 .国際会議は本規約の認める範囲內で,国際委員会ならびに連盟の意見を徴し 
た後,出席投票する者の3分の2の多数決をもってその規則を採択する。

2 .国際会議は,同様の方式により,本規約を改正することができる。ただし本 

規約を改正するためのいかなる提案も,議事日程に記入されることを要し,その本 
文は,少なくとも6か月前に各国赤十字社，国際委員会および連盟に送付されなけ 

ればならない。
第14条

1 .本規約は1952年9月1日から施行される。
2,本規約は，第13回国際会議により採択された規約にかわるものであり,本規 

約に反するあらゆる規定はこれを無効とする。
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赤十字国際会議手続規則

1930年ブラッセル第14回赤十字国際会議採択

1952年 トロント 第18回赤十字国際会議改正

第1章国際会議

第1条（構成員）
国際会議の構成員としてすべての討議に参加し,また投票する権利を有する者は 

以下の通りである。
（a）国際赤十字規約第6条にしたがって承認された各国赤十字社の代表

（b）戦地軍隊における傷者および病者の状態の改善に関するジュネーブ条約  

（1864年,1906年,1929年ないしは1949年）の締約国政府の代表

©赤十字国際委員会の代表および赤十字社連盟の代表。）

第2条（代表）
一社は他の社または他の社の代表によって代表されることはできない。同じ規則 

は政府の代表にも適用される。
第3条（オブザーバー）

会議，常置委員会または規約の第3条にしたがって会議を召集する責任のある機 
関によってとくに招請された機関の代表はオブザーバーとして出席することがで 

き，議長が認める場合には発言権を与えられる。

前項にいう招請は,それが発出された会期間にかぎり有効なものとする。

第4条（召集）

会議は常置委員会の同意をえて，規約の第3条にしたがい，この目的のために任 

命された機関によって召集され，組織される。召集通知は会議開催日として決定さ 
れた日の少なくとも6か月前に発送されるものとする。

（1） 以下「赤十字国際슈割,「各国赤十字社J,「赤十字国際委員슈」, 「赤十字社連盟」をおのおの「슈議」, 
r&ttJ, t国際委員会jおよび「連盟」と略す。
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各社,各国政府,国際委員会,連盟およびオブザーバーの資格で招請された機関 

は，会議開催前にその代表の氏名を召集の責任を負っている機関に連絡しなければ 
ならない。

第5条（プログラム♦議事日程）

会議の仮プログラムおよび仮議事日程は常置委員会によって準備される。通例と 
して，これらは開催される6か月前に会議の構成員に発送されなければならない。

各社,国際委員会および連盟は，常置委員会に対し，会議で討論するのがのぞま 
しいと思う事項を議事日程に包含するよう提案する。

第6条（報告）

議事日程の事項に関する報告は,常置委員会が別に定めない限り，会議開催の少な 
＜とも30日前までに会議開催の責任を負っている機関に到着しなければならない。

第7条（議長・事務局•委員会）
会議はその開会の会合において，代表者会議の提案にもとづき,議長，副議長, 

事務総長および2名の事務次長を選任する。

会議事務局は,会議業務を組織する責任を有し，会議の議長,常置委員会委員長， 

国際委員会および連盟の首席代表ならびに会議の諸委員会の議長および事務総長か 
ら構成される。

会議は諸委員会を任命し，それらの委員会に委託することを適切と認める案件を 

委託する。各委員会はその委員長，副委員長および報告者を任命する。
第8条（他の機関への委託）

会議は意見または最終決定を求めるために,同時期に開催される代表者会議また 
は理事会に問題を委託することができる。

第2章手続

第9条（提案の通知）
提案，動議および修正案は，議事手続に関する問題を除き，同会議が別に定めな 

い限り，事務局に事前に書面で通報し,事務局はこれを討議の前に代表に配付す 

る。
事務局は,議長に前日に提出され，それぞれ異った国の5名の会議への代表の署 

名があるものであれば,議事日程に新事項を追加することができる。事務局は,で 

きる限り代表者会議によりまえもって決定された順序にしたがい，主題をとりいれ 

て，各会合の議事日程を決定する。

第10条（賛成）
議長は討論終結の動議をも含めて,いかなる提案,動議または修正案も,討議ま 
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たは投票が行なわれる前に他の代表団により賛成されなければならないと決めるご 
とができる。

第11条（討論）

ある問題につき討論が開始される場合,議長は最初に会議または関係委員会にょ 

り指名された報告者の発言を求め,つぎにもし要望があれば,その委員会の委員長 
を発言させ,つぎに事務局に事前に氏名を申し出た発言者を，そして最後にその他 

の代表を発言させる。
第12条（発言）

会議が別に明確に定めない限り,いかなる代表団も-一2の問題につき15分間以上 

発言することはできない。
第13条（議事手続に関する動議）

もし討論の間において,ある代表が議事手続に関する動議を提出した時は,討論 

は中止され,議事手続に関する問題は,議長または議長が希望するならば会議にょ 

り決定される。

第14条（討論終結）
各問題に関する討論は,発言者がいなくなったとき，または5名の代表が提案し 

た討論終結の動議が会議により採択されたときに終結する。
第15条（議事手続に関する動議の討議）

議長が別に定めない限り,ただ1名の代表が討論終結または議事手続に関する動 
議に賛成の,また1名が不賛成の発言をすることができる。

第16条（言語）

会議の公式用語は仏語とする。仏・英・西語を会議の使用言語とする。これらの 

言語の一つによる発言から他の二つへの通訳は主催者である機関によりその都合が 

つく限り用意される。このほかの言語による発言は，その発言者の属する代表団が 
必要であれば事務局の援助をえて,発言を追って行なう通訳の責任をとらねばなら 
ない。

第17条（投票権:過半数）

会議に代表をおくっている各社と各国は1票を投ずる権利がある。国際委員会と 
連盟についても同様である。

決議は前項の規定により実施された投票の過半数により採択される。
棄権は過半数の決定につき考慮しない。

過半数とは,提案に賛成または反対の全投票数の半分に1を加えた数とする。
同数の場合は動議は却下される。

第18条（投票手続）

通則として,投票は挙手をもってする。
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しかしながら,もし5の代表団の要請があれば,投票は指名点呼により実施され 

る。
この場合には,各社が最初に，次に国が,次に国際委員会と連盟が投票するもの 

とする。投票するよう指名される各社と各国の順序は抽選により決められる。
投票は,もし10の代表団が要請すれば,秘密投票で実施される。

第19条（議事録）
会議が別に定めない限り,会議召集の責任を負う機関は，会議および代表者会議 

の全体会議の遂語的記録作成の責任を負うものとする。この記録，代表者会議およ 

び会議の議事参加者のリストおよび会議が採択した決議を一冊に納めたものが会議 

の議事録となる。この議事録は主催機関により発行され，同機関により会議終了後 

1年以内に会議のすべての構成員に送られる。
当該機関は，また各種の委員会の討論の議事録を準備する責任がある。これらの 

議事録は要請に応じて，会議終了後1年以內に会議の構成員に伝達される。
さらに，できうる限り，代表者会議の会合および会議の全体会議および委員会の 

概要報告は,当該機関により準備され，これら会合の翌日会議の構成員に配付され 

る。
第20条（代表者会議•委員会）

この章の規定は代表者会議および会議により指名された委員会にも適用される。

第3章代表者会議

第21条（組織）

会議と同時期に開催される代表者会議の開会は会議の開会に先立つ日ないしは同 
じ日に行なわれることとする。会議を召集する責任のある組織の社長ないしは委員 

長が議長を勤める。
代表者会議はそのメンバーの間から，その議長，副議長1名を選任し，さらに書 

記1名を選任する。議長は規約第4条の規定にしたがって会議の議事日程を準備す 

る。
代表者会議が規約第5条に述べられている条件のもとに二つの会議の中間に開催 

される場合，常置委員会の委員長が開会の際，議長を勤める。仮議事日程は常置委 

員会によってあらかじめ作成される。

第4章常置委員会

第22条（委員）
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規約第9条にしたがい設置される常置委員会の委員は会議の構成員によって投票 

により選任される。

絶対多数をえた5名の候補者が選挙されたと宣言される。

5名以上の候補者が絶対多数をえた場合は投票数の上位5名の候補者が選挙され 
たと宣言される。

第1回の投票で絶対多数をえたものが5名よりも少ない場合は,第2回の投票, 
必要な らば第 3 回の投票が欠員を満たすためI다司 じ条件の も と に実施される。

第3回の投票では相対的多数のみが要求される。

前項に規定された手続が5名以上を選任する結果になった場合,常置委員就任者 

は抽選によって決定される。
第23条（召集）

常置委員会の委員が選任されたのちは，その委員のなかでその会議に出席してい 
る委員は,ただちに会合し,第1回委員会を召集する責務を負うべき人を決定す 

る。
第24条（手続規則）

常置委員会はその手続規則を制定する。

第5章 手続規則の改正

第25条
本手続規則は,規約の第13条に規定された手続にしたがって，同条に規定された 

多数によってのみ改正することができる。
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n
赤十字国際委員会定款

1973年6月21日制定
1973年12月6日改正

1974年5月1日改正

第1条（赤十字国際委員会）
1 . 1863年ジュネーブにおいて創設され,ジュネーブ諸条約および赤十字国際会 

議によって公認された赤十字国際委員会（ICRC）は,その固有の定款を有する独 

立の団体である。

2 .同委員会は国際赤十字0）の一部を構成する。

第2条（法的地位）
赤十字国際委員会は,スイス国民法第60条以下の諸規定を適用される団体であっ 

て，法人格を有する。

第3条（本部および標章）

赤十字国際委員会の本部はジュネーブに置かれる。

同委員会の標章は白地に赤十字とする。その標語は「戦いのなかにも慈悲を 
（Inter arma caritas）J である。

第4条（任務）
1,赤十字国際委員会は次の特別な任務を有する。

（a）第20回赤十字国際会議によって宣言された赤十字の基本原則を維持するこ 

と。
（b）あらたに創設され,または再建され,かつ現行の承認条件に適合する赤十 

字社を承認し,この承認を他の国の赤十字社に通告すること。
（c）ジュネープ諸条約によって同委員会に課せられている任務を実施し，これ 

ら諸条約の忠実な適用のために活動し,人道諸条約に対する違反申立てのす 
ベての苦情を受理すること。

（1）国際赤十字は备国赤十字社，赤十字国原委員会ならびに赤十字社連盟から構成される。「各国赤十字社」 
の語は赤新月ttwよび赤獅子太陽杜を含む。
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(d)中立的機関としての資格において,とくに戦争,内乱または国内騒擾に際 
して,つねにそれらの紛争およびその直接の結果による軍人および文民の犠 

牲者に対し保護と援助とを提供するよう努め,かつ人道的諸問題において, 
当事者間における仲介者としての役割を勤めること。

(e)ジュネーブ諸条約に規定された諸中央調査部の活動を確実に行なうこと。

(f)これらの紛争に対して，赤十字諸団体,軍の衛生機関および所轄官憲と協 
力して,医療要員および衛生材料の準備と発展のために寄与すること。

(g)人道国際法の間断ない改良およびジュネープ諸条約のいっそうの理解と普 
及のために活動し，その可能な拡大を準備すること。

(h)赤十字国際会議によって同委員会に託された委任事項を引き受けること。

2.赤十字国際委員会は，とくに中立かつ独立的機関としてその任務とすべきい 

かなる人道的企図をも担当するとともに，この種の機関として審議を求められるい 
かなる問題をも考査する。

第5条(他の赤十字諸機関との関係)

1 .赤十字国際委員会は,各国赤十字社および各国赤十字社が派遣する代表者な 

らびに赤十字社連盟と密接な連繫を保持する。国際委員会は同委員会と赤十字社連 

盟の両機関に同時に関係のある分野においては連盟と協力する。
2 .赤十字国際委員会と赤十字社連盟との連繫は,両機関の代表者の少なくとも 

毎月1回の会合によって確保される。この関係は,赤十字国際委員会から1名の代 

表者を連盟に派遣し,また連盟の代表者1名を同委員会に派遣することにより，さ 
らに確保される。

第6条(赤十字国際委員会の委員)
1 .赤十字国際委員会はその委員をスイス国民の間から互選する。同委員会は15 

名から25名までの委員をもって構成される。

2 .赤十字国際委員会の委員の権利と義務は内規によって規定される。
3 .赤十字国際委員会の委員は4年毎に改選される。委員は4年の任期を2期再 

選されうる。例外として,赤十字国際委員会委員の4分の3の多数決により,さら 

に4年を任期として重任されうる。

4 .赤十字国際委員会は名誉委員を選出することができる。

第7条(総会)
1 .赤十字国際委員会の最高政策決定機関は総会であり,総会は合議的性格を有 

する。総会は,原則，一般政策を規定し,赤十字国際委員会のすべての活動を監督 

する。
2 .総会は，赤十字国際委員会の委員から構成される。総会の会長と2名の副会 

長は赤十字国際委員会の委員長と副委員長とする。
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第8条（執行理事会）
i,執行理事会は合議的機関であって,業務の全般的処理の責を有する。執行理 

事会は赤十字国際委員会の業務実施に対し,直接監督を行なう。
2 .執行理事会は赤十字国際委員会の委員または委員でない者7名以内の理事を 

もって構成される。
3 .総会は執行理事会の理事,理事長，副理事長を選出する。

第9条（部長会）
1 .部長会は執行理事会の全般的指示にしたがし、事務処理の責を有する。
2 .部長会は各部の部長をもって構成される。部の数およびその機能は規則にお 

いて定められる。

3 .管理機構は規則において定められる。

第10条（財政契約）
第三者に対して赤十字国際委員会を拘束するすべての財政上の文書は，同委員会 

によってその目的のために正当な権限を与えられた2名の者の署名がなければなら 

ない。もっとも,例外的措置として,同委員会はその委員もしくは代表の1名に対 

して，その者限りの署名による財政上の契約をする権限を賦与することができる。

第11条（資産と財政管理）
1 .赤十字国際委員会の資産は,主として各国赤十字社および各国政府の分担 

金，同委員会に対する贈与および遺贈ならびに証券類からの収入による。

2,これらの資産ならびに同委員会が処理しうる私的な資金は，その委員の個人 

的もしくは連帯的責任は別として,赤十字国際委員会による契約実施の唯一の保証 
である。これらの資産および資金の使用は自主的財政監査に委ねられるものとす 

る。

3 .解散の場合におい・ても，委員は人道の目的のためにのみ使用すべき赤十字国 

際委員会の財産につき個人的な権利をもたない。

第12条（手続規則）

総会は本定款の実行を，とくに內部規則を制定することにより規定する。

第13条（改正）
1 .総会はいつでも本定款を改正することができる。改正はそれを一項目とする 

議事日程による2回の異った会合で討議の題目としなければならない。

2 .定款は少なくとも赤十字国際委員会の全委員の半数が投票し，その3分の2 
の多数によって決定された場合にのみ修正される。

第14条（施行日）
本定款は1952年9月25日の赤十字国際委員会定款にかわるべきものであり，1973 

年7月1日から効力を発生する。
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赤十字社連盟憲章

1950年10月 モンテカルロ 第21回赤十字社連盟理事会議決

1965年9〜10月ウィーン第28回赤十字社連盟理事会改正 

1969年10月 イスタンブール 第30回赤十字社連盟理事会改正

1973年11月 テヘラン第32回赤十字社連盟理事会改正

第1章総則

第1条（組織）

1919年5月5日創立された「赤十字社連盟」は各国赤十字社の国際的連合であっ 

て,法人格を有し,存続期間無限の団体である。
本憲章において各国赤十字社と称する場合，赤十字の代りに,ジュネーブ諸条約 

の認める標章すなわち赤新月,赤獅子太陽を使用する諸国の該当社をも含む。

連盟の管理機関は理事会と執行委員会である。

連盟の本部所在地は理事会の決定により定め,また移転する。
第 2 条 쑈格）

赤十字社連盟は独立の，非政府的,非人種的,非政治的，非宗派的組織である。
連盟は国際赤十字の構成分子である。

第2章目的

第3条（一般目的）
連盟の一般目的は,各国赤十字社の人道的活動をつねに奨励し，容易にし，これ 

ら各社の連合体としての責任を負うことにある。

第4条（調整）
連盟は,各国赤十字社の国内国際両面における事業の組織および実施を援助する 

ため,各国赤十字社間の連絡，調整および研究を行なう常置機関である。

第5条（協力と代理）
連盟は，各国赤十字社とその事業のすべての部面,とくに健康の増進,疾病の予
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防,苦痛の軽減に関して協力する。
連盟は,赤十字国際委員会と両機関の業務に関係ある諸問題につき協力する。こ 

の協力はとくに，赤十字国際委員会の代表を連盟に，連盟の代表を赤十字国際委員 
会に任命派遣することによって確実なものにされる。

連盟は,理事会が採択した決議に関連あるすべての事業の国際的分野において各 
国赤十字社の公式代表となり,構成員である各社の見解をまとめたものを単独で表 
明することができる。

第6条（発展）
連盟は，ジュネープ諸条約の諸原則および赤十字国際会議と理事会が採択した諸 

原則にしたがって事業を行なう正当に認可された独立の赤十字社があらゆる国に設 

立され発展することを奨励促進する。

第7条（一般的保護•戦時の保護）
連盟は構成員である各国赤十字社の完全性の守護者であり，その利益の保護者で 

ある。

もしも占領国が，連盟員である一国の赤十字社の赤十字諸原則にしたがって行な 
う事業の遂行に干渉し，あるいは,占領国が一国の赤十字社を覆滅しようとし,ま 
たは一国の赤十字社を赤十字の諸原則に合致しない目的ないしは事業のため使用し 

ようとする場合,理事会は関係事情を検討し,世界の良識に訴える等適当と認めら 

れる行動をとる。

第3章連盟構成員

第8条（加入と脱退）

理事会の採択した加入規定の諸条件を満たす赤十字社はすべて赤十字社連盟のー 
員となることができる。

連盟員である赤十字社は，事務総長を通じ理事長に6か月の期限付通告をするこ 
とにより連盟を脫退することができる。

第9条（資格停止と除名）

自己の発意または自国政府の圧迫により，人種，政治または宗教的活動に関する 

中立という赤十字の基本原則を侵害し,あるいは自己と連盟との関係を赤十字の基 

本諸原則に反する目的に利用した連盟員である赤十字社は,理事会の出席者の4分 
の3の投票により,かつ出席者の3分の2の多数決をもって資格を停止し,再び罪 

を犯した時は同様の数の議決をもって除名することができる。資格停止または除名 

は連盟資産に対するすべての権利の没収を伴う。

理事会はその決定の根拠を明らかにしなければならない。
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第4章理事会

第10条（構成）

各国赤十字社は理事会に出席する代表者各1名を任命し,これを理事と称する。 

この代表者は必ずしも赤十字社長と同一人である必要はない。
各社はさらに,理事不在の場合,その代理をつとめるべき者1名を任命する。理 

事およびその代理者はいずれもその社の社員でなければならず，できる限りその社 

の事業の首脳部であることが望ましい。
理事およびその代理者の任命は事務総長を通じ理事長に通知しなければならな 

い。
各社はいつでも理事およびその代理者を変更することができる。

第11条（権限）
理事会は連盟の目的および使命の遂行に必要なすべての権限を有する。

理事会は理事長，副理事長,執行委員である赤十字社および経理総長を任命し， 

これらに欠員を生じた際はその後任者を任命する。理事会は事務総長を任命し，ま 

た交替する。理事会はまた,国際赤十字の諸機関（国際会議,代表者会議,常置委 
員会）への連盟代表者を任命する。

理事会が適当と認めた時は，その会議の開かれていない時期にとられたすべての 
措置ないし任命を修正または撤回することができる。

第12条（会議）
理事会は2年毎に通常会議を開く。赤十字国際会議が召集される年は，これと同 

じ時期に通常会議を開く。

理事会の臨時会議は,赤十字国際会議の臨時開会の際開かれる。
理事会の臨時会議はまた,理事長，副理事長の過半数，開会中の執行委員会，非 

常の場合事務総長より個々に•意見を求められた執行委員会の過半数,または連盟員 
である赤十字社の少なくとも5分の1のいずれかより発議のあった場合に開催され 

る。
第13条（議事手続）

この憲章に別段の定めのある場合を除き，理事会の審議は，通常会議の際は理事 

の半数,臨時会議の際は理事の3分の1を定足数とし，その出席がたりた場合有効 

とする。決定は出席者の投票の過半数をもって行なわれる。投票を棄権した者は投 
票しなかったものとみなされる。

各理事は1票の投票権を有する。
第14条（理事長・副理事長）

理事長および8名の副理事長の任期は4年とする。さらに連盟本部が所在する国
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の赤十字社の社長は職権により副理事長とする。

理事長および選挙による副理事長は再選を妨げない。

理事会は数名の名誉副理事長を任命することができる。名誉副理事長は個人的か 
つ諮問的資格を有する。

第15条（理事長の選出）

理事長は出席理事者の絶対多数の投票によって選出される。

1回目の投票でどの候補者も絶対多数をえられない場合は,最低の投票数の候補 

者を除外し,またもし最低投票数と同点の候補者があればそれら全員を除外して第 
2回目の投票を行なう。

もし第2回目の投票でどの候補者も絶対多数をえられない場合は，上に定めたと 

同じ条件によって,1名の候補者が必要な絶対多数を獲得するまで続けて投票を行 
なう。

第16条（理事長の職務）

理事長は連盟事務局を監督し，他の団体および連盟員である各国赤十字社との関 
係において連盟を代表する。

理事長が職務執行不能の際は，理事長の指名，または指名のない時は執行委員会 
の選んだ副理事長中の1名が理事長の職務を執行する。

第5章 執行촞員会

第17条（構成）

執行委員会は下記の通り構成される。
（a）理事会によって選出された16の赤十字社

（b）理事長および副理事長が所属する10の赤十字社

（c）附則の定めるところにより選出された3を越えない補充の赤十字社

選出された赤十字社の任期は4年とし，その半数は2年毎に交替する。

執行委員会の委員は,それぞれ1票の投票権を有する。名誉副理事長は個人的か 
つ諮問的資格をもって執行委員会の委員となる。

第18条（権限）

理事会が開かれていない時は，その権限は第9条および第39条に規定する権限を 

除き，第11条の最終項の定めるところにしたがい執行委員会がこれを行使する。
執行委員会は，理事会の通常会議のつど,前回の通常会議以後の期間における連 

盟の事業に関する報告を第33条に定める同期間の財政報告を付して提出する。かか 

る報告は，執行委員会にかわって事務総長により理事会に提出される。

第19条（会議）
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執行委員会は理事会の通常会議が開会されない年に連盟本部において通常会議を 

開く。執行委員会の臨時会議は,理事長または理事長副理事長委員会の発議，ある 
いは執行委員会の過半数あるいは連盟員である赤十字社の少なくとも5分の1の要 

求にもとづき開かれる。

第20条（議事手続）
執行委員会の審議は,委員の過半数の出席をもって有効とする。出席者の投票の 

過半数をもって議決を行なう。投票を棄権した委員は投票しなかったものとみなさ 

れる。

第6章 理事長副理事튜委員会

第21条（構成）
第"条第1項に定める理事長および副理事長は,理事長副理事長委員会を構成 

する。事務総長および経理総長は，いずれも諮問的資格をもってこの委員会を補佐 

する。
第22条（機能）

委員会は，理事長が付議を適当と認めるすべての事項を研究し討議するため会合 

する。各副理事長も委員会の審議を求めるため問題を提出することができる。
理事会および執行委員会の会期中，理事長副理事長委員会は討議の準備と運営の 

ため理事長を補佐する。
理事長は理事会または執行委員会にこの委員会の活動に関し年次的に報告する。

第7章 連盟の運営一一事務総長

第23条（職務）

第11条の規定により任命された事務総長は連盟事務局を管理し，事務局が委任を 

受けた事業実施の責を負う。

事務総長はまた,理事会が别段の定めをしない限り,連盟の枠內に組織される救 
護その他の事業の管理ならびに,本部以外に設立されることのある連盟の事業部， 

事務局または機関の責任者となる。
前項の事業部，事務局または機関は，その設立されるべき領域の赤十字社の同意 

をえたうえで,理事会の決定により設立される。ただし,特別または緊急の場合， 

事務総長はこの目的のためあらゆる適宜な臨時措置を講ずることを許される。

事務総長はその活動につき執行委員会に報告する。
第24条（権能）
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事務総長は,第16条の規定にしたがい,理事長の権能のもとにすべての職務を執 

行し,連盟を代表する。
とくに，連盟財産の獲得,管理および支出に関するすべての処理については，公 

証の形をもってする処理をも含め，事務総長は第三者および司法裁判所との関係に 

おいて連盟を公式に代表する。

第8章財産および経理

第25条（民事責任）
すべての連盟の商行為および債務については連盟が単独でその責に任じ，連盟員 

である各社は責を負わない。

第26条（財産）
連盟は,その目的により規定される範囲內において,適当と認められる財産を取 

得し，所有し,譲渡し,管理する。
連盟は連盟員である各国赤十字社，個人,政府,その他公私の団体から,いかな 

る形態をもってするかを問わず，無制限の寄付および援助を受けることができる。

連盟は,代理人または受託者として,特定の用途のため委託または指定した資金 
または財産を受けることができる。ただし，その用途が連盟の事業,目的および権 
限の一般的範囲に属する場合に限る。

連盟は，その使用または利益のために不動産の譲渡を受けることができる。

連盟は,その職員のため，またはその事業の一つのために積立金,保険またはそ 

の他の基金を設定し管理することができる。
第27条（財政年度•分担金）

財政年度は毎年1月1日にはじまり12月31日に終る。

連盟員である各社は連盟に常置分担金割当比率委員会の定める額の年次分担金を 

理事会または執行委員会が定める時期までに支払う。

常置分担金割当比率委員会の定める分担金に不満であるか,なんらかの理由によ 
りこれを支払うことのできない赤十字社はただちに訴えなければならない。しかし 
ながら，この種の訴えは割当額のうち異論のない部分を理事会が定める期限内に支 

払う義務を停止するものではない。
もしもある赤十字社が，上記訴えの後,常置分担金割当比率委員会の定める金額 

を支払わない時は，同委員会は本件を常置財政委員会に報告することができる。常 

置財政委員会は,理事会または理事会が開会されていない時は執行委員会に勧告を 
提出しなければならない。

理事会または事情により執行委員会は常置財政委員会の勧告を常置分担金割当比
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率委員会の意見とともに受納し,その赤十字社の不履行を公表するかいなかを決定 

しなければならない。

不履行を公表された赤十字社は連盟のいかなる委員会の選挙または再選挙にも選 
出されることはできない。

不履行の赤十字社を代表するいかなる人も連盟のいかなる役職にも選出または再 
選出されることはできない。

第28条（財政上の義務）
脱退（第8条第2項）,除名または資格の停止（第9条）,あるいは不履行を公表 

された（第27条）いかなる赤十字社も，これらの処置がとられた財政年度の分担金 

の未払分,その他連盟に対する負債を支払う義務を有する。

第29条（経理総長）

第11条の規定により任命される経理総長は，理事会の会議に出席して，財政問題 

につきその意見を述べる。
経理総長は,その目的のいかんを問わず連盟に支払われる資金すべてを受領し, 

保管する。

経理総長はこれらの資金に関し理事会に対し，理事会閉会中は執行委員会に対し 
責任を負う。経理総長は事務総長より委任にもとづき資金を処理する。

運用可能な資金の操作ないし投資に関する決定は，事務総長が経理総長の同意を 

えて行ない，その後経理総長において決定を実施に移す。

第30条（予算案）

事務総長は,常置財政委員会および経理総長と協議のうえ,理事長の同意をえて 
連盟予算を編成する。事務総長は予算を理事会に提出してその承認を求める。

事務総長は，常置財政委員会および経理総長と協力して，承認された予算の施行 

の責を負う。とくに事務総長は分担金の収受を確実にするための措置を講じ,必要 
が生じた時は,権限をもって支出を調整する。

第31条（予算の承認）
理事会は，2年毎に下記案件を審査し，承認する。

（1）第32条にもとづき作成された過去の財政年度に関する報告

⑵第30条および第33条にもとづき編成された次の2財政年度の予算

執行委員会は,理事会が開会されない年には翌年度の予算を再審査し,もし例外 
的な状況が存在し，あるいは予想されるならば,それらの状況に照らして予算を調 

整する。

理事会，または理事会がない時は執行委員会は,適当と認められる財政上の処置 
を決定し，常置財政委員会，事務総長または経理総長がなしうる勧告を考慮に入れ 

る。
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第32条（監査）
各財政年度終結の際,その年度の収支については,
（1）経理総長はこれについての報告書を作成し，

⑵特許計理会社の監査を受け,その報告が提出される。
上記の報告はいずれも通常予算，特別予算,さらに代理人または,受託者として 

連盟が委託を受けた資金のすべてに及ぶ。
第33条（常置財政委員会）

理事会は，委員長1名,副委員長2名および委員14名からなる常置財政委員会を 
指名する。委員長および副委員長は理事会により任期4年で選任されるものとし， 

これらの者の属する社は，よって同期間委員会の委員となるものとする。このほか 
の委員となる社は同じく理事会により任期4年で,同委員会に選任されるものとす 

る。経理総長は職権により諮問的資格においてこの委員会の委員となる。

常置財政委員会は連盟に関連のあるすべての財政問題に関し意見を述べる。同委 
員会は理事会および執行委員会の会議のつど報告を行なう。

とくに,常置財政委員会は経理総長の報告および事務総長作成の予算につき意見 

を表明する。
同様に，常置財政委員会は運用可能な資金の操作および投資に関し意見を表明し 

理事会または執行委員会に対し望ましい財政上の措置を勧告することができる。

第9章 常置分担金割当比率委員会

第34条（分担金割当比率委員会）
理事会は常置分担金割当比率委員会を任命する。同委員会は2年毎に，連盟の年 

度予算が確定される期日に先立ち，各国赤十字社による財政的支持の方式を再審査 

し，必要な場合には新設各社の分担額を定め，また年次分担金の減額を要求する各 
社の訴えに関し決定する。

第10章諮問委員会

第35条（任命）

理事会は必要と認める諮問委員会を任命し,これら諮問委員会は理事会の定める 

同委員会規則にしたがう。
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第11章特別規定

第36条（規則）

理事会または理事会を代理する時の執行委員会は,この憲章の履行ならびに連盟 

の任務遂行に必要な手続,その他の事項に関するすべての附則および規則を作成す 

る。
連盟の諸他の機関もまた同様に,この憲章および現行規則の範囲內において，そ 

の一般的権限ならびに管理機関の同意にしたがって,それぞれ自己の任務遂行に・必 
要なすべての規則を作成する。

いかなる反対の規定があっても,理事会はいつでも単純多数決をもって，いかな 

る附則および規則をも改正することができる。
第37条（緊急措置）

理事会がその力の及ばないなんらかの理由により,会議を開いて理事長，副理事 

長,執行委員会委員,または常置財政委員会委員の選挙を行なうことを妨げられる 

時は,かかる選挙が当然行なわれるべき時期に在任中のものの任期は,理事会の次 

回会議まで延長される。
執行委員会が,その力の及ばないなんらかの理由により,会議の開催を妨げられ, 

かつその決定がなくてはならないものであるか，または望ましい時は，事務総長は， 

もしなんらかの理由により，会議の開催されるべきであった時期に,理事長または 

副理事長と協議することを妨げられた際は，執行委員会の各委員ともっとも迅速な 
方法をもって連絡し,決定を確保するよう可能な措置を講じなければならない。こ 

の場合,事務総長は,執行委員会の全委員に対し,問題を同一の形態，かつ単純な 
「諾」または「否」をもって回答しうるような形式により提出しなければならない。 
これにより，決定は受領した回答の多数決により行なわれ，回答の数が,最終の通 
知発送の日から21日以内に,第20条に定める定足数に達した場合に有効とする。

事情により上記の決定をうることが不可能となった時は，事務総長はかかる緊急 

事態に処し，連盟事業の遂行を期するため，通常は執行委員会の権限に属するすべ 
ての事項に関し決定を行なう。事務総長は,かかる決定を行なうに先立ち，理事 

長，副理事長,執行委員会委員または常置財政委員会委員のうち連絡可能なもの 

と,できる限り協議し,これらに対し,事務総長の措置を通報しなければならない。

事情がこれを許すに至った時は，事務総長は執行委員会召集に必要な措置を講じ 

なければならない。事務総長は,この会議期間中に，前回の執行委員会通常会議以 

後自己のとったすべての措置を提出し，承認,変更または取消を求めなければなら 

ない。同会期中,もしも問題が生じた際は，とくに理事長，副理事長,執行委員 
会，常置財政委員会各委員社の選挙を新らたに行なうためには,理事会の召集を考 
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慮しなければならない。新らたに選挙された役員,執行委員会および常置財政委員 

会委員の任期は選挙の日から起算されるものとする。
第38条（本意章の改正）

この憲章の条項は,3分の2を定足数とする理事会出席者の投票の4分の3の多 

数決をもってのみ改正することができる。
しかしながら,改正案票決の際定足数を欠く場合，理事会は,後の通常または臨 

時会議において，同一の案件に関し，理事の半数に1名を加えたものを定足数と 
し,出席者の投票の3分の2の多数をもってのみ有効な決定をすることができる。 

ただし，定足数に達しなかった前会議において，その案件が出席者投票の4分の3 

の多数をもって可決されたものであることを必要とする。
本条の諸目的に関連し,投票を棄権する者は投票しなかったものとみなされる。

第39条（解散）
連盟解散の際は，連盟が代理人，受託者,その他類似の資格をもって所有占有す 

る資金，動産および不動産はその適法の所有者に返還される。純残余財産の措置は 

理事会の決するところによる。
第40条（施行）

この憲章は理事会におけるその採択の日から効力を発生する。
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赤十字社連盟附則

1950年10月 モンテカルロ

1965年9月ウィーン
1969年10月 イスタンブール
1973年11月テヘラン 

第21回赤十字社連盟理事会議決 

第28回赤十字社連盟理事会改正 

第30回赤十字社連盟理事会改正 
第32回赤十字社連盟理事会改正

附則第1 理事会の会議

1 （場所）
理事会の会議は,通常および臨時のいずれも,原則として連盟本部において開催 

される。ただし,憲章第12条にしたがい赤十字国際会議に際し開催される会議を除 

く。
しかしながら，理事会,または理事会が開会されていない時には執行委員会が, 

他の場所において理事会会議を開くことを決定することができる。
2 （日時および会期）

理事会通常会議の開会日時および会期は，理事会がその前回会議終了の際，これ 

に関し決定をしない限り執行委員会が決定する。

臨時会議の開会日時は，執行委員会の開会中は執行委員会が定め,その他の場合 

は，召集の請求を受けた事務総長が理事長副理事長委員会と協議して定める。後者 
の場合,日時は事務局が前記の要求を受けた日から21日目より40日目の間に定めら 

れる。
3 （召集）

理事会は，第1項および第2項にもとづき決定された日時および場所において, 

事務総長によって召集される。召集状には会議の場所,開会日時および予定会期を 

明示しなければならない。召集状には,事務総長の作成した仮議事日程，その他関 
係文書を添付しなければならない。

通常会議に関する召集状,仮議事日程その他関係文書は,開会の日の90日前に連 
盟員である社に到着するよう発送されなければならない。

4 （意見）

連盟員である各社は,会議前に，仮議事日程に関する意見,改訂案または追加案 
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を提出することができる。
この種の意見,改訂案または追加案は,もっとも迅速な方法をもって事務局宛に 

発送しなければならない。通常会議に関しては,これらは開会日の少なくとも30日 

前に事務局に到着しなければならない。
5 （議事日程）

仮議事日程は，連盟員である各社から受領した意見，改訂案および追加案ととも 

に，理事会の第1回の運営会議に提出し,この会議において確定案を採択しなけれ 

ばならない。
特別の場合，第4項にもとづき，あらかじめ提出されなかった事項も,理事会の 

決定により，開会の際または会期中にこれを採択して，議事日程に加えることがで 

きる。

6 （代表団）
各社の理事または必要の生じた際におけるその代理者の任命は，会議開催の少な 

くとも15日前に事務局に・通報しなければならない。
各社は,各種委員会組織の機能を容易にするため,できれば前記と同じ期間內に， 

おそくとも会議開会の際に,理事またはその代理者に隨行する諸他の人員の氏名を 

事務局に通報しなければならない。
いかなる代表団も,出席資格のあるもの:io名以上を含むことはできない。

7 （理事会の議事手続）
理事会本会議における議長は理事長とし,・理事長が出席不可能な時は，理事長の 

指名する副理事長，あるいはそれが不可能な際には,理事長副理事長委員会の指名 

する副理事長とする。
理事会の事務の運営は附則第2 （後記11〜19）の規定による。

8 （委員会および小委員会）
各会期の開始にあたり，または審議の間において,理事会は，日程に掲げられた 

事項を研究し，本会議における審議のため勧告を提出するために必要な委員会およ 

び小委員会を設けることができる。
委員会または小委員会に出席するよう要求された各社は，その代表団の一員であ 

って理事会に正当に出席を認められた者を代表として，委員会または小委員会に出 
席させることができる。この代表は理事またはその代理者が任命する。

この種の委員会または小委員会の委員である社が最初の会合に欠席した時は理事 

長,または理事長が不可能な時は理事長副理事長委員会が,他の社を常任代理とし 

て任命することができる。

9 （委員会および小委員会の議事手続）
各委員会または小委員会は1名の委員長および必要があれば副委員長ならびに報
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告者各1名を選出する。
各委員会または小委員会は,その委員中から1または1以上の補助委員会または 

補助小委員会を設けることができる。
2または2以上の委員会または小委員会は,適当と認める時は,合同会議を開く 

ことができる。

特別の定めがない場合,第11項から第19項までは委員会および小委員会の事務運 
営に準用される。

io （委員会および小委員会の報告）
各委員会または小委員会は，相当の期間内に，その作業の結果を記録した報告を 

作成しなければならない。報告はとくに結論および最終勧告を包含しなければなら 

ない。報告が採択された時は，その委員会または小委員会を設立した機関に回付す 
るものとする。

理事会が反対の決定をしない限り，理事会会議終了の際任務を完了していない委 

員会および小委員会は次回の理事会会議の時まで留任するものとし，その間必要に 

応じて会合することができる。
附則第2事務の運営

11 （討議）
議長は討議を統括し，この附則の遵守を確実にする。
いかなる代表も,まず議長の許可をえることなしに発言することはできない。

発言者は，発言の希望を申し出た順序に発言を許される。しかしながら,委員会 

の委員長および報告者は,その責任を与えられた事項については優先発言権を有す 

る。
発言者の発言が議題に関連がない場合には，議長は注意を促すことができる。必 

要があれば,議長は発言者に着席を命ずることができる。

いかなる代表も，同一の提議，動議または修正に関し，とくに議長の許可がない 
限り2回以上発言することはできない。.

理事会は理事1名の提議により,各発言者の発言時間を制限することができる。
12 （正文の寄託）

理事会に提出され票決に付される議案の正文は印刷および代表への配付に十分間 
にあうよう各会議前に事務局に寄託する。

ただし,会議の期間中に提出された議案は，憲章や附則の修正に関するものでな 
ければ，理事会の特別決定により,例外措置として討議し,票決に付することがで 
きる。

憲章あるいは附則の修正に関する議案に対する修正案は,事務局が各代表にその 

案文の配付を迅速に行なうに十分な時間の余裕があるよう寄託された場合に限り, 
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これを討議し, 票決に付することがで초る。
その他の議案に対する修正案は口頭で理事会に提案することができ，理事会はそ 

れらをただちに討議して票決に付することができる。

13 （使用言語）
理事会の会議のため使用する言語は英語および仏語とする。仏語の発言は英語 

に,英語の発言は仏語に,連盟事務局の選んだ有資格通訳者により通訳される。
中国語，スペイン語，ロシア語は公式用語とみなされ,発言および文書に使用す 

ることができる。これら3言語の1を使用する代表は,自らその英訳または仏訳を 

用意しなければならない。
前記以外の言語で発言を希望する代表は議長の許可をえなければならず，かつ自 

らその英訳または仏訳を用意しなければならない。
14 （アルファベット順）

各社のアルファベット順は,その所属する国名の仏語アルファペット順とする。

15 （動議および修正）

数箇の原提議または動議の存する場合は,議長がその討議の順序を決定する。数 
箇の修正案の存する場合は，原案ともっとも差異のあるものを最初に討議するもの 

とする。
討議の進行中,議事進行につき代表の発言があった場合は,討議を中止し，議長 

はその発言につき決定を行なう。議長の決定に疑義ある時は，理事会が決定を行な 

う。討議の延期または打切りの動議は他のすべての動議に優先する。
議長において別段の決定をしない限り,討議の延期または打切りの動議あるいは 

議事進行については賛成,反対各1名の代表のみが発言を許される。

16 （投票権）

連盟員である各社はそれぞれ1票を有する。いかなる社も他の社を代表すること 

はできない。

理事長および副理事長は，自己の属する社に割当てられた以外の票を有すること 

はできない。議長を命ぜられた者は，この投票権をその代理人または代表者に委任 
することができる。副理事長もまた,理事長により副理事長の資格をもって理事長 

の補佐を命ぜられた時は同様とする。

17 （投票制度）

投票は,議長の定めるところにより，発声または挙手によるが,過半数の要求が 
ある場合は，点呼または無記名投票を行なう。

点呼による投票の場合，各社を呼び出す順序は抽選により決定する。

秘密投票の場合，事務総長が投票用紙を配布する。投票前,議長は理事会員中よ 
り2名の投票計算係を任命し,投票計算係は，事務総長またはその代理者の援助を
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えて,全部の投票用紙を集めた後,投票の計算を行なう。

18 （投票の順序）
決議または動議に対し修正案のある場合は，決議または動議の原案に先立ち,修 

正案を票決に付さなければならない。
いくつかの修正案がある場合は，議長は原案ともっとも相違のある修正案を最初 

に票決に付さなければならない。

19 （決定）
憲章またはこの附則に別段の定めのある場合を除き,すべての会議の際の決定は 

出席者の投票の単純過半數をもって行なう。棄権は投票とみなされない。

可否同数の場合動議は否決される。
すべての投票の結果は議長によって宣告され,議事録に記録されなければならな 

い。
附則第3 選挙
20 （投票検査人委員会）

理事会会議のたびごとに,その最初の運営会議において理事会は委員5名からな 

る投票検査人委員会を選出する。この委員会は,各社が次項にしたがい提出する指 
名を受領する。この委員会はこの附則第9項の規定に服し,その任期は委員会が選 

出された理事会会議の継続期間に限られる。
仮規定として，投票検査人委員会を選出するための第1回投票に際しては,委員 

は指名され，この委員会は9名の委員より構成される。

21 （指名の提出）

理事長，副理事長の職を補充すべき場合の指名および執行委員会委員たる各社の 

指名は各社より封書をもって，この選挙の行なわれる理事会会議開会の8日前に到 

着するよう事務総長に送付しなければならない。この封書は投票検査人委員会の設 

立とともにその委員長に交付される。各社は指名提出に先立ち，まずその推薦しょ 

うとする候補者が勤務の意志のあることを確かめなければならない。いかなる社も 

同一人を理事長および副理事長に指名し，またはこの人が所属する社を執行委員会 

選出に指名することができる。

22 （侯捕者一覧表の提出）
理事会会議の第1回と第2回の運営会議の間に，投票検査人委員会は，郵便で受 

領した候補者の一覧表を提出する。提出後48時間以內は，いずれの理事も投票検査 

人委員会に補充指名を提出することができる。理事会各理事にこの補充指名を通報 

した後，指名一覧表を締切り,選挙委員会はこの間，すべての候補者が指名を受諾 

したか否かを確かめる。

23 （理事長の選挙）
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選挙は憲章第15条に規定された規定にしたがって行なわれる。すべての理事長候 

補者氏名を記載した投票用紙を発行し,理事長が選出される。
24 （副理事長の選挙）

理事長の選挙を終った後，理事長選挙に落選した候補者のうち,あらかじめ副理 
事長にも指名された者の氏名は,副理事長選挙候補者の一覧表に添加される。投票 
検査人委員会は,前記と同様に,副理事長候補者氏名を記載した投票用紙を発行す 

る。
上記の手続後,副理事長の選挙が行なわれる。

25 （執行委員社の選挙）
（a）副理事長選挙の後,委員会は執行委員会の委員としての各社選挙のため，再 

び同じ方法をもって投票用紙を配布する。副理事長候補者であって落選した者の所 
属する社があらかじめ指名されていた場合は，執行委員会の委員候補者氏名表に添 

加される。上記の手続後,執行委員会委員の選挙が行なわれる。

（b）前項に定める各社の選挙後，理事長副理事長委員会は,なんらかの理由によ 

り適当と認める場合には，とくに執行委員の地理的分布が満足でない場合には,理 
事会が憲章第17条©によって選出する補充の3以內の社の名を提出する権利を有す 

る。
経過規定

執行委員会委員の一部の2年ごと更新に関する規定の第1回実施を確実にするた 

め，前記の補充社の任期は抽選によって定められる。
26 （同点）

この附則に規定する各選挙の第1回投票に際し同点の生じた際は,第2回投票が 

行なわれる。第2回投票もまた同点の際は抽選をもって候補者を決定する。同時に 

多数の候補者を選挙すべき際同点を生じた場合,上記の規定は投票獲得数最少の候 

補者間に同点を生じた時に限り適用される。この場合,同点の候補者に関してのみ 
第2回投票または抽選が行なわれる。理事長の選挙に関する規定は例外を構成す 

る。
27 （秘密投票）

上記第23項,第24項，第25項および第26項による各種選挙は無記名投票により, 

第17項にしたがい行なわれる。ただし投票検査人委員会の委員がこれらの選挙の投 

票検査の役をつとめる。

附則第4任期および欠員
28 （任期）

理事会の理事長および副理事長の任期は,その選挙された理事会会期終了の日に 

始まり，この附則に定める欠員の場合を除き,その後任者を選挙する理事会会期終 
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了の時に満了する。

執行委員会委員である各社についても同じ規定が適用される。
任期中生じた欠員を満たすため任命された人および各社は,ただちにその任務を 

引き継ぐが,前任者の任期終了時までその職を保持するにすぎない。
29 （理事長の欠員）

理事長が欠員となった場合，執行委員会はただちに副理事長のなかから理事長を 

任命し,その任期は次の理事会会期をもって終了する。
上記の次回会期において,理事会は新らしい理事長を選出し,新理事長は理事会 

が次の総選挙を行なう会期終了時までその職を保持する0
30 （副理事長の欠員）

選挙された副理事長中に欠員を生じた場合，執行委員会は執行委員中より後任者 

を選出する。

新副理事長が,退任する副理事長と同一の社に属さない場合，その社は執行委員 
会の地位を保持する。

31 （執行委員の欠員）
一社が,その理由のいかんを問わず，代表を出すことが不可能となったため執行 

委員会の委員社中に欠員を生じた場合，執行委員会はその旨理事会に報告し,理事 

会は次の会期において他のいずれかの社を選出する。新らしく選出された社はただ 
ちに任務につき，その任期は退任した社の任期の残存期間とする。

附則第5執行委員会の会議

32 （会議および召集）

執行委員会は理事会の召集されない年に連盟の本部において会議を開催する。

執行委員会の臨時会議は，理事長副理事長委員会の発議により,または執行委員 

の過半数の要求により,もしくは連盟構成員たる社の少なくとも5分の1の要求に 

より開催される。
執行委員会は，事務総長が理事長の同意をえて,もしくは理事長と連絡をとるこ 

とが不可能な場合は，理事長副理事長委員会の同意をえて,これを召集する。
いかなる会議の招請状にも会議の場所,開会の日および予定会期を明らかにしな 

ければならない。招請状には事務総長作成の仮議事日程および関係文書のあるとき 

はこれを添付しなければならない。 ,
仮議事日程および関係文書は連盟構成員たるすべての社に送付されなければなら 
ない。通常会議の際は開会日の60日前に，臨時会議の際は開会日前できる限り早い 

時期に各社に到着するよう発送されなければならない。

33 （議事日程）
執行委員会の委員でない社でも,議事日程に関する意見，提案および追加事項を
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直接事務総長に提出することができる。

仮議事日程は,各社より受領した意見,提案および追加事項のある際はこれらと 

ともに,執行委員会議事の当初に提出し，ついで執行委員会は確定議事日程を採択 

する。
例外の場合には，本項第1節にもとづき事前に通知されなかった事項も,執行委 

員会の明示の決定により，会期の当初または会期中にこれを採択して議事日程に追 
加することができる。

34 （代表団，小委員会,委員会,分科委員会）
この附則の第6項の規定は執行委員会の業務に参加する代表団にも適用される。

執行委員会は適当と認める小委員会,委員会および分科委員会を設けることがで 
きる。この場合，この附則の第8, 9, 10項が準用される。

35 （議事手続）

執行委員会の会議に理事長が出席できない時は副理事長中の1名が議長となる。 
議長となる副理事長は理事長が指名し，その不可能の際は理事長副理事長委員会が 

指名する。
この附則の第11項から第19項は執行委員会の業務の運営に準用される。

附則第6理事長副理事長委員会の会議
36 （会議および召集）

理事長副理事長委員会の会議は理事長の要求により開催される。やむをえない場 
合には事務総長により召集される。

理事長または副理事長が会合に出席できない場合は代理者を任命することができ 
る。その場合,代理者は会合の議長となることはできない。その他の副理事長たち 
が臨時議長を選出する。

理事長副理事長委員会の会議は原則として連盟本部において開催される。
附則第7常置財政委員会
37 （構成）

理事長副理事長委員会は常置財政委員会委員を選出するために推薦する個人およ 

び赤十字社の一覧表を提出する。
38 （報告）

常置財政委員会の報告者は同委員会の委員社のなかからその任期が選任の翌年の 

理事会または執行委員会の会期末に満了するよう任期1年で選出される。

常置財政委員会の報告者は，理事会および執行委員会の通常会議ごとに,前回の 
理事会または執行委員会通常会議以後の常置財政委員会の審議に関する報告を準備 

する。

常置財政委員会の考究した諸問題に関する特別報告も,上記に同じく同委員会の 
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決定するところにしたがって作成する。

同委員会により採択された時は,前記の報告は執行委員会または理事会に提出さ 
れる。 I

38 b （小委員会）

委員長,2名の副委員長および報告者は常置財政委員会が憲章と附則によって取 

り扱い,決定しなければならない問題を準備することを任務とする小委員会を形成 
するものとする。小委員会は予算と財政報告を担当し,また常置財政委員会にかわ 

り,勧告案を作成する。また小委員会は理事長，事務総長または経理総長の要請に 

応え，憲章および附則により財政委員会の権限に属するいかなる問題にも意見を表 
明することができるものとする。

39 （不測の支出）

承認を受けた予算中に規定されていない支出を伴う決議は,投票に付する前に常 
置財政委員会に提出し，同委員会は可能財源を考慮した後,その意見を表明する。

附則第8常置分担金割当比率委員会
40 （構成）

憲章第34条に定める常置分担金割当比率委員会は,理事長副理事長委員会の提議 
にもとづき理事会が提出した5名の委員により構成される。そのうち少なくとも2 

名は経済界の専門家とし，かならずしも各社と関係がある必要はない。また少なく 
とも2名は各社より選出される。すべての委員は個人の資格で任命され,委員長は 

各国赤十字社の組織および管理に豊富な経験を有するものでなければならない。
41 （任期）

委員の任期は2年とし,いかなる委員も再選をさまたげられない。この再選可能 

性の明示は,この場合または他の場合に再選可能性がすでに存しないことを意味す 

るものではない。

附則第9事務局
42 （事務総長）

事務総長は職権により理事会および執行委員会の書記となる。

事務総長は職権により，連盟內に設けられる臨時または常設のすべての委員会， 
小委員会その他の審議または諮問機関の書記となる。もし事務総長がこれらの職務 

を委任した場合においても,事務総長の資格をもって会議に出席する権利を保留す 

る。
43 （欠員）

事務総長または経理総長の地位に欠員を生じた場合，理事長または理事長がなし 
えない時は理事長副理事長委員会において，できれば執行委員会の他の委員と協議 

後，臨時に欠員を補充する。
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執行委員会は次回会議において,すでにとられた措置を承認または変更する。た 

だし,執行委員会は次回理事会会議までの臨時決定をし,理事会において正規の任 

命を行なう。

44 （組織）

事務総長は理事会および執行委員会の決定にしたがい，事務局の部局を組織し調 
整する。

事務総長は必要に応じ，また承認された予算の範囲內で事務局の幹部および職員 

を任命する。同様,その既得権を考慮のうえ,彼らを配置転換または解任する。

重要な異動は事務総長の定期報告中に記載する。

45 （報告）

連盟事務総長またはその代理者は，理事会，執行委員会，理事長副理事長委員会 
ならびに諸他の委員会,小委員会，分科委員会に,有用と認める報告または文書を 
提出することができる。

事務総長は，理事会および執行委員会の通常会議のたびごとに,前回の通常会議 

以後経過した期間中に事務局が行なった事業の報告を提出する。この報告は会議開 
会日の少なくとも15日前に各社に通達しなければならない。

46 （規則にもとづく諸会議）
事務局は仮議事日程を作成し,配布する。必要な場合，事務局は理事会，執行委 

員会，およびそれらの委員会,小委員会,分科委員会の前，または開会中に，連盟 
員である各社が書簡をもって提出した意見または提案を受理し，復製し配布する。

事務局はこの附則第13項に記された使用言語の通訳および翻訳のための便宜なら 

びに人員を提供する。また選挙および無記名投票施行の便宜を提供する。

事務局はあらゆる会議の公式議事録を作成し，保存する。事務局は決定事項およ 

び正規の承認をえた報告を連盟員各社に伝達する。連盟諸機関に属する人に伝達す 

ることを適当とする際はこれらの人にも伝達する。

47 （地域会議および技術会議）

事務局は，赤十字の地域または技術会議の開催される国の連盟員である社に,で 

きる限り援助を与えなければならない。

正当に採択された特別規則に別段の定めがある場合を除き，この附則の第8, 
9 , 10の各項および第11項から第19項は赤十字の地域または技術会議の業務および、 
運営に準用される。

48 （特別代表）

各国赤十字社の職員であって，連盟が開催するもの以外の会議および会合に,連 
盟を代表して出席することを命ぜられた者は，理事会または執行委員会の記録に留 

められた意見を表明しなければならない。
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連盟の代表として会合に出席する連盟事務局幹部についても同様とする。

これらすべての代表者に適当な訓令を与えることは事務総長の任務である。
49 （規定のない事項）

この附則または他の正当に採択された規則に特別の定めのないすべての事項につ 
いては,理事長が,理事長副理事長委員会および事務総長の意見を聴取した後,赤 

十字の諸原則および従来の慣行にしたがって決定を行なう。この決定は後に定めら 

れる規則または決定を拘束しない。
最終規定

従前の附則はこれを廃止する。
この附則は理事会において採択の日から効力を発生する。
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赤十字国際委員会と 

赤十字社連盟間の協定

——各機能を明確にする目的のためにー

1969年4月25日 署名

前 文

赤十字の創始機関としての赤十字国際委員会ならびに各社の連合体としての赤十字  

社連盟は,いずれも国際赤十字の構成員であり,それぞれの機能は,原則において, 

国際赤十字規約第6条（国際委員会関係）および第7条（連盟関係）によって確立さ 

れている。

しかしながら,国際委員会と連盟とは，密接に協力しつつも，その独立性を維持し 

ている両機関の活動のそれぞれの領域をできる限り明確化することを目的として,特 

別の規定をもって,国際赤十字規約を補完することが適当であると思料してきた。こ 
れらの規定は友好的な了解の性格をもつ本協定の目的とするところである。

この協定によって,国際委員会と連盟とは，両機関の機能が同時に行使されたり, 
あるいは行使されるおそれのある場合にそれぞれの活動を調整し,もって赤十字活動 

の統一と効果を確保しようとするものである。これらはまた，各国赤十字社との関係 

において,それぞれの活動の類似性から生ずる重複および混乱を避けようとするもの 

である。

さらに国際委員会と連盟は,国際赤十字規約ないしはこの協定において，解決をみ 

いだすことが不可能な不測の問題は，国際赤十字規約およびこの協定の基礎をなすー 

般原則にもとづいて解決されるべきものと思考する。とくに赤十字活動はつねに,ま 

ず第一に援助されるべき人々の利益に関与すべきであり,また赤十字の基本的，恒久 

的な原則を保護することにも関与すべきである。さらに，不測の状況が一定程度の適 

応を要求する場合は,その適応は状況を考慮に入れ，また必要な場合は国際委員会が 
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ジュネーブ諸条約によって与えられている発議権を考慮しつつ,両者合同して検討さ 

れるべきである。

したがって,ここに次のことを協定する。

ジュネーブの赤十字国際委員会を代表して，

副委員長ジャック・フレイモン

委員兼事務総長 ジャン•ビクテ

赤十字社連盟を代表して，
理事長ホセ・パロッソ•シャベス

事務総長ヘンリック•ベア

I文民のための各社の救援活動

第1条（定義）

この協定において，文民のための救援活動とは物資援助（食糧,衣類，医薬品， 
避難所，現金）ばかりでなく,あらゆる種類の要員の派遣をも含む。「文民」の範 

囲には難民を含む。

第2条（紛争時における赤十字活動）

国際的戦争，内戦，封鎖ないしは軍事的占領下にある国においては,赤十字国際 

委員会がジュネーブ諸条約と国際赤十字規約によって与えられた中立的な仲介機関 

の機能によって,赤十字国際活動の一般的な管理の責任を負う。
これらの国で,特別な状況の結果として，あるいは自然災害発生時に,連盟が各 

社の要請でその国の文民に援助を与えるよう依頼される場合,連盟の参加の方法お 
よび手段ならびに国際委員会および関係各国赤十字社との協力は，この協定の第5 
条および第6条にしたがって事態ごとに明確にされる。

中立的な仲介者の介入を必要としないか，あるいはもはや必要がなくなった場合 

は,赤十字国際委員会は，救援活動を連盟と協力して実施するか，または全責任を 

連盟に引き渡すため,連盟と協定する。

第3条（平時における赤十字活動）
平時においては，連盟が一国赤十字社に対する各社の救援活動を調整し，配分に 

あたって協力するとともに，被援助社から依頼されたり，あるいは状況がこれを必
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要とする時は,連盟が活動を指揮する。

連盟が上記の活動を進めている国において,紛争が生じ,とくに中立的な仲介者 
の介入が必要となった場合には,連盟は，国際委員会が連盟と連絡しつつ第4条な 

らびに第5条にしたがって，これらの機能を果たすよう提案する。

第4条（協力方法）
国際委員会と連盟が文民救護の分野で協力することを要請されたときは,国際赤 

十字の全構成分子,すなわち国際委員会,連盟，各国赤十字社の活動に最大限の能 
率と統一を確保するため,必要な機構をジュネーブと関係国内の両方にすみやかに 

設置する。
それぞれの事態は異なる状況を呈することは避け難いので,国際委員会，連盟な 

らびに当該領域內の各社のそれぞれの活動分野は事態ごとに,次条に定める調整機 
関によって明確に規定されるものとする。

第5条（調整機関）

国際委員会と連盟は,いかなるときにも遅滞なく会合することができる各2名の 
代表および2名の代理を任命することとし，これらの人の任務は以下のとおりであ 

る。
（a）それぞれの機関に対してなされた働きかけおよび進行中の活動状況について 

相互に報知すること。機関のうちの一方に対し各社から発せられたもので,第 
2条ならびに第3条によりもう一方の機関にかかわる通信は，遅滞なく当該機 

関に転達されなければならない。
（b）国際赤十字規約およびこの協定の原則に則って,赤十字の即時仲介ならびに 

救援活動を迅速に実施するために必要なあらゆる決定をすること。
（c）両国際機関のうちの一方に,特定の活動の実施を委任すること。しかし，合 

同活動が得策であると思われる場合にはこれを排除することはないが,その際 
にはその方法および手段を明確にしなければならない。

一社が国際委員会もしくは連盟に要請を提出したり，あるいはこれらに自発的に 

救援を提供したりすることは，両機関間の任務の配分を変更するものではない。
各社は上記規定にしたがってとられた決定を定期的に報知されるものとする。

第6条（アピール）

一般規則として,救援活動に関するアピールは，第2条および第3条によって活 

動する責任を負っている両国際機関のうちの一方によって各社へ通報される。合同 
アピールをすることもできる。

第7条（連盟現地代表）
紛爭時に連盟現地代表が現場にいるか，あるいは一社の要請で派遣される場合に 

は，その代表は,国際委員会の代表と協議してその社に对しての彼の任務を遂行す
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る。

n救急法
この事業の推進は連盟の権限に属する。

皿外国人に対する法的援助
この事業の推進は国際委員会の権限に属する。

IV各社の医療要員の訓練と医療器材の準備

この訓練と準備の推進は国際委員会と連盟の権限に属する。両機関はこの分野に 

おけるそれぞれの活動を調整する。

V戦争の影響に対する文民の保護

国際法の発展による文民の保護は国際委員会の権限に属する。
このことはまた武力紛争時においてとられるべき実践的な手段（戦争の危険の制 

限,避難,安全地帯と無防備都市,苦情の伝達）にも適用される。

各社の技術的準備（民間防衛）の推進は，国際委員会と連盟の権限に属する。両 

機関はこの分野に:おけるそれぞれの活動を調整する。

VIジュネープ諸条約に関する研究

ジュネーブ諸条約の解釈,法律的見地からするその注解および協定の雛形,実施 

法規ならびに類似の資料の作成は国際委員会の任務である。

W世界平和の要因としての赤十字
すべての赤十字運動に関連するこの分野については，両機関は過去におけると同 

様に,共通の態度を採用し,それぞれの活動を調整するよう努力する。

皿新設ないしは再組織赤十字社の承認
新らしい赤十字社の承認は国際委員会によって宣言され，その社の連盟への加入 

は連盟によって決定される。これら両方の操作は同じ条件にもとづくものであるか 
ら, 調和あるものとすべき드ある。

したがってこれらの操作に先立って，その社がいわゆる諸条件を満たしているか 

どうか,もし満たしているならばどの程度かを，合同書類審査によって判定しなけ 

ればならない。新設の赤十字社を承認する旨公表するため,国際委員会によって発 
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出される回状は,連盟と合同実施した審査について言及するものとする。同様に連 

盟事務局は新らしい社の加入を認める場合には,この審査を考慮しなければならな 

い。
詳細な審査ののち,承認ないしは加入の所定条件充足に関し意見の一致をみなか 

った場合には，常置委員会の意見を求める。

IX各社の機構と活動

両機関は各社の定款，機構,組織ならびに活動について合同研究をつづけ，必要 
な勧告をする。

X各社の完全性の保護

連盟と国際委員会はこの分野について合同して，もしくは別々に活動する。後者 
の場合には両機関は相互に協議する。

X!国際諸機関との関係

国際連合およびその他の国際諸機関との関係において，国際委員会と連盟は，赤 
十字の統一性と自立性を保持するため，可能ならば,共通の態度をとるために協議 

する。

刈常置委員会の管理費の負担

国際委員会と連盟は，常置委員会のために要する管理費の2分の1ずつを負担す 

る。

XIII国際委員会定款ならびに連盟憲章の修正

国際委員会ないしは連盟は，自己の権限に属する点に関して，定款または憲章を 

修正する場合は,その修正についての意見を述べる機会をもう一方の側に与えなけ 

ればならない。

XIV国際委員会と連盟の管理機関間の連絡

国際赤十字規約第8条を補足するものとして，両機関に共通の利害関係のある問 

題を討議する一方の管理機関の会合には他方の管理機関の代表を招請するよう期待 

される。招請を受けた代表は，この討議に加わるが，投票権は与えられない。

合同会議で両機関は定期的にそれぞれの活動の概略について相互に報知しなけれ 

ばならない。

そのうえ，事務部局の担当者,とくに救護ならびに情報分野の担当者は定期的に
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連絡をとるようにする。

両機関は計画中の代表派遣および重要人物の訪問の受け入れについて相互に通報 

する。

XV協定の解釈と協力

権限の範囲に関し紛争が生じた場合,もしくはこの協定の解釈を必要とすると思 
われる場合,両機関は活動の責任がどちらにあるかをすみやかに決定するか,もし 

＜は可能な協力方法ならびに手段について協定に達するようにしなければならな 
い。後者の場合には，その活動の全期間，両機関の本部および現場において他方と 
協議する。

XVI協定の適用

1951年12月8日付で締結した協定にかわるこの協定は,国際委員会ならびに連盟 

と各国赤十字社の名において連盟理事会によって批准され次第,効力を発する。

この協定当事者の一方が脫退した場合でも，それ自体で両機関を結んでいる友好 

関係に影響を与えるものとみなすことはできない。この場合には少なくとも6か月 

前に予告しなければならない。

1969年4月25日に，ジュネープにて2通作成•署名

赤十字社連盟を代表して 赤十字国際委員会を代表して
ホセ・バロッソ・シャベス ジャック・フレイモン

ヘンリック・ベア ジャン•ピクテ
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新赤十字社の承認⑴

国際赤十字の一員となるためには,希望社は以下に列記された承認に関する10の条 
件を満たし,すべての必要な資料,とくに次に掲げる資料を添えて赤十字国際委員会 

に承認を申請しなければならない。
(a)別記第3の条件により,その国の赤十字社として承認する旨の政府の認可書 

の公式写1通

(b)社の現行定款写1通
(c)最新事業活動報告書1通

承認に関する申請書には,定款のなかに規定されていなくても,承認に関する諸条 

件はすべて守ることを約束する旨の宣言を添付しなければならない。

各国赤十字社の承認に関する諸条件

赤十字国際委員会・赤十字社連盟特別合同委員会起草, 
1948年 ストックホルム 第17回赤十字国際会議承認

赤十字社は,
(1) 傷者お よ び病者に関す る 1949年 8 月 12 日のジ그ネー ブ条約が施行 されて いる 

独立国の領域に設置されたものでなければならない(2)。

(1)赤十字社連盟への加入に関する規則については,44頁参照
(2)戦地にある軍隊の傷者および病者の状態の改善に関する1949年のジ 그 ネーブ条約の規定によれば, ジ 그 ネ 

ーブ諸条約への加入はスイス連邦政府に書面をもって通告し,その書面が到着した後6か月経て効力を発す 
ることになっている。

スイス連邦政府は, この諸条約に署名または加시＞ているすべての国に, そのことを通告する。
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(2)その国における唯一の赤十字社であり,中央機関によって管理されており, 

その中央機関のみが国際赤十字の他の構成員に対し,その社を代表するもので 
なければならない。

(3)その国の正統政府によって,奉仕救護機関として，とくに1949年の第1ジュ 
ネーブ条約第26条の意味における公的機関の補助機関として,正式に認められ 

ておらねばならない。なお,軍力を保持しない国においては，奉仕救護機関と 

して,また文民のための活動を行なう公的機関の補助機関として，正式に認め 
られていなければならない。

(4)赤十字国際会議によって認められた赤十字の基本的諸原則にしたがって活動 

を行なうに足りるだけの自治権を持っている機構上の性格を有しなければなら 
ない。

(5)ジュネープ条約にしたがって,赤十字(赤新月,赤獅子太陽)の名称と標章 

を使用しなければならない。
(6)その責任に属する任務を真に効果的に果たしうるように組織されていなけれ 

ばならない。平時から戦時活動に対する備えがなければならない。
(7)その活動を,その国全体およびその属領に及ぼさなければならない。

(8)人種,性別，階級,宗教または政治的意見にもとづく理由によって,その国 

民の機構への参加を拒絶してはならない。
(9)国際赤十字規約を堅持し,その構成員,すなわち各国赤十字社と国際機関と 

を結ぶ連帯性に加わり，それらと緊密な関係を保たなければならない。
(1 이 赤十字国際会議によ って認められた赤十字の基本的諸原則, とくに公平, 政 

治的•宗教的•経済的独立，赤十字の世界性ならびに赤十字社の平等を尊重 

し，ジュネープ条約およびそれを補完する諸条約の精神にしたがって，すべて 
の仕事を行なわなければならない。
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皿
新赤十字社の赤十字社連盟加入規則

1948年 ストックホルム 第20回赤十字社連盟理事会採択

19 기年 メキシコシティー 第 31 回赤十字社連盟理事会改正

第1条

自国政府によって正式に承認されており,1946年オックスフォードで開催された 
第19回理事会で意見の一致をみた連盟の「基本的諸原則」(1)の精神で活動してい 

るいかなる赤十字社もしくは赤新月社も,赤十字社連盟に構成員として加入するこ 
とができる。

第2条

加入を申請する赤十字社もしくは赤新月社は,他の赤十字社もしくは赤新月社が 

存在しない国にあり,国全体および属領をも活動領域とするものでなければならな 

い。
第3条

連盟へ加入することを希望する赤十字社もしくは赤新月社は連盟の執行委員会の 

委員長に申請書を送付しなければならない。
第4条

申請書には下記のものを添付しなければならない。
(a)申請社の定款

(b)その社の申請する前年の事業報告

(c)自国政府によってその社が正式に承認されている事情を立証する書類

(d)申請社が現行連盟憲章を認め，その憲章にしたがう旨の声明書
(e)申請社がその加入の会計年度の分担金一これは翌会計年度の分担金をも賄 

う——を支払うことを誓約する声明書。
第5条

連盟事務局は提出された申請書ならびに添付文書を審査する。

(1)赤十字諸原則，77-79頁蓼照
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添付文書が連盟の基本的諸原則に合致する場合,その社の加入は事務局の意見と 

ともに連盟執行委員会の次回会議に上程される。

事務局は提出された文書が連盟の基本的諸原則に合致していないと思料した場合 

には,その意見を付した報告書を執行委員会に提出する。

第6条

執行委員会はその社を連盟の構成員として加入させる件につき,第一義的に決定 
する。

第7条
執行委員会で加入を承認された社は,最終的決定をくだす連盟理事会の次回会議 

までの間暫定的に承認されたものとみなされる。賛成の最終決定がくだされた場合 
には,その社は連盟の完全な構成員となる。執行委員会が第一審でその社の加入を 

否決した場合，その社は理事会に提訴することができる。

第8条
構成社は,理事長に対し6か月前に予告することによって連盟を脫退することが 

できる。
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K
赤十字社連盟諮問委員会規則

1969年9月 イスタンプール 第30回赤十字社連盟理事会採択

第1章目的および機能

第1条（機能）

この委員会はいずれも連盟理事会に対し,および理事会が開催されないときは執 

行委員会に対し助言を与える。
委員会は理事会または執行委員会の検討を求めるため,その権限内にあるすべて 

の適当な問題に・ついて助言を与える。これらの問題は連盟の一般方針に関わるもの 
であることもあり，また技術的な性格のものであることもある。

第2条（議事日程）
諮問するよう求められる問題は,理事会,執行委員会,理事長副理事長委員会, 

諮問委員会，各国赤十字社または事務局により提出されることができる。
これらの問題は理事長および事務総長の同意をえて,関係諮問委員会委員長によ 

り議事日程に加えられる。

第 3 条 쬬瞎）
現行規則により規定されている諮問委員会は下記のとおりである。

衛生社会諮問委員会,看護諮問委員会,救護諮問委員会,青少年赤十字諮問委 

員会,開発計画諮問委員会
いかなる新らしい諮問委員会も現行規則にしたがうものとする。

第4条（緊急事態）
緊急事態にあっては，理事長および（または）事務総長は，前者を通し，またそ 

の委員会の委員長の同意をえたうえで,諮問委員会の委員社の個々の代表を特別の 

能力を有する分野で諮問するため召集することができる。

第2章委員社
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第5条（構成）
各諮問委員会は委員社に選出された各社の代表によって構成される。このような

社は,

——赤十字全般の活動,とくに諮問委員会の特別の分野における赤十字活動の有識 

者
—— との関連において専門的および技術問題に啓発的な助言を与えうる専門 

家
を提供しなければならない。

各諮問委員会はその委員長を通じ,事務総長の同意をえて,同委員会に顧問の資 
格で出席する国内または国際的な優れた専門家を招請することができる。

第6条（任命）
各諮問委員会の委員社は,理事長副理事長委員会の推薦にもとづき,理事会によ 

り選出される。

このような推薦に先立ち，理事長副理事長委員会は,各諮問委員会の特別分野に 

おける経験および輪番制ならびに地域代表制の原則が間違いなく考慮されるように 
するため関係諮問委員長および事務総長と協議する。

暫定規定

これらの委員会を創設する場合には，理事長副理事長委員会が委員会の構成につ 

き勧告する。

第7条（委員社数）

どの委員会も委員社となる社は10社以上16社以下とする。
第8条（審議手続）

諮問委員会の審議を有効にするためには,委員社の半数を必要とする。出席し, 

投票する委員社の単純多数決仁よって助言を成文化する。同数の場合には委員長の 

投票によって決定する。

第9条（任期）
各委員会の委員社の任期は4年とし,任期の開始は委員社が任命された理事会直 

後とする。
委員会は通常2年毎に半数を更新する。

退任する社は，2回目の任期のためにのみ再選されることができる。

任期を2期終えた社は,4年後にはじめて再選の資格を有する。

暫定規定
委員長は4年任期として任命することが望ましいと認め，委員会は第1回会議で 

委員長を選出する。ついで抽選により残りの社の半数を任期4年，半数を任期2年 

の委員社に決定する。くじをひいた後で，1名または複数の副委員長を選出す
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る。
第10条（退任）

退任する社は,理事長が諮問委員会委員長および事務総長と協議のうえ,選出す 
る後任者と交替できる。

どの場合にも,新らしく任命された社は次回選挙までの間,退任した社と交替す 

る。
第11条（事務局）

諮問委員会は,委員会の構成直後に委員社から4年任期の委員長および1名ない 

しそれ以上の副委員長を選出する。

各諮問委員会の委員長および1名または複数の副委員長は後任者が選出されるま 
で在任する。

4年任期を2期満了して退任する委員長および副委員長は4年の期間の後でなけ 
れば再選されることができない。

各諮問委員会は各会期の報告者をその最初の会合で選出する。

第3章会議

第12条（会議）

諮問委員会の定例会議は執行委員会または理事会,もしくはこれら両会議ととも 
に開催される。看護諮問委員会は,別の時期に会合を開くことを望ましいものとす 

る特別の状況にあることは認められる。
定例あるいは特别の委員会会議は,連盟理事長および事務総長の同意をえて委員 

長の召集により開催される。

第13条（事務局）

連盟事務局は,諮問委員会の事業に関する事務局の機能を確保する責任を有す 

る。
第14条（報告）

諮問委員会の会議終了時に,議事の大要および勧告を含み,投票の詳細にわたる 
ことなく,多数および少数の意見を明記した勧告を作成のうえ,理事会もしくは執 

行委員会のいずれか適当と思われる機関の承認をうるために提出しなければならな 

い。
第15条（財政関係）

諮問委員会は,常置財政委員会の委員社がすべての新提案に関する財政関係を検 
討することができるように，その報告および勧告をこれら委員社につねに所持させ 
るものとする。
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常置財政委員会は,諮問委員会の行なった勧告に対し,理事会あるいは執行委員 

会が態度を表明する前に,本問題についての意見を理事会あるいは執行委員会に提 
示することができる。

第4章特別委員会

第16条（定義）
各諮問委員会は,事情により必要な場合，連盟事業のあらゆる分野における特別 

の問題の検討をゆだねられる作業部会の役をする特別委員会を召集することができ 

る。かかる特別委員会は理事会,執行委員会，理事長副理事長委員会および事務総 
長によって設立される特別委員会とは別個のものである。

第 17 条 츆成）

特別委員会はその召集される分野における専門家から構成される。
諮問委員会の設立した特別委員会の委員長は関連諮問委員会の委員とする。

第18条（委任期間）

特別委員会の委任期間は，任命する諮問委員会が決定する。この期間は当該諮問 
委員会の2定例委員会開催間の期間を超えないものとする。
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赤十字社連盟地域会議規則

1948年 ストックホルム 第20回赤十字社連盟理事会採択

1 .地域会議の定義

地域会議は同じ地域のいくつかの赤十字社の会議であり,参加者に共通な特別な関 

心がある一般的および技術的問題を討議する目的で,赤十字社連盟の執行委員会の賛 

成をえて招請される。しかしながら正しく言えば,地理的には地域外の社であっても, 

同利害関係のある社を参加するよう招請することができる。

この会議は,国際赤十字規約と赤十字社連盟憲章の精神により開催され,連盟の理 

事会によって規定された規則と規定にしたがうものとする(1)。

2 .地域会議招請機関

地域会議を招請する発議権は各社にある。地域会議を招請しようとする赤十字社は 

連盟事務局に以下のことを通知しなければならない。
(a)会議予定時期と場所

(b)討議予定事項

(c)招請を予定する社名
この通知にもとづき連盟事務局は,会議計画を作成し,最終的な承認をうるため連 

盟の執行委員会に提出する。

承認をえた場合,執行委員会は会議の運営に関し,招請社を援助し助言する連盟の 

職員を指名する。

会議への招請は召集する社から発出される。

3 .地域会議の組織

(1)連盟附則第47, 34頁参照
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地域会議の物的組織は連盟事務局の助言と,必要ならば援助をえて招請社によって 

確保される。代表の旅行費および宿泊費をのぞく全経費は招請社の負担とする。
このことは招請社の政府,姉妹社ないしはその他の機関から会議組織に関する財政 

的あるいは物的援助を排除するものではない。

4 .手 続

執行委員会によって，会議において連盟を代表するよう選ばれた連盟の幹部は会議 
の議長を提案する。提案される人は招請社の理事長もしくは社長ないしはその社のメ 
ンバーとする。議長は第1回の本会議において，たとえ連盟の幹部が出席しない場合 

でも，会議によって選出される。

会議はまた,1名ないしはそれ以上の副議長と1名の書記を選任する。

会議は，本会議のみ行なうか，特定の問題を研究する委員会を設けるのかを決定す 

る。
後者の場合，各委員会はその委員長，副委員長および1名の書記を選任する。

会議事務局は連盟の幹部,会議の議長,副議長,書記,もし委員会があればその委 
員長および連盟事務局の筆頭代表から構成される。

もし委員会があれば,各委員会は委員会のメンバーによってなされた決議もしくは 

提案を受領し編集する任にあたる小委員会を指名する。

各委員会の委員長はその委員会によって採択された決議もしくは提案ならびに,重 

複する決議ないしは提案を削除し,類似の決議もしくは提案を統合し，国際赤十字規 
約および連盟憲章に反する決議もしくは提案を削除するために,最終本会議に先立つ 

て会議事務局会議に提出する。
委員会によって採択された以外のすべての決議もしくは提案は本会議に提出される 

!日前に会議事務局に提出されなければならない。
管理面における相互協力に関する問題であって,決定が最終的となるものを除き， 

地域会議は執行委員会に提出し,執行委員会はそれらを検討し，全体として,もしく 
はその一部を採択するか，もしくは否認するか,ないしはそれらをただ了知すること 

ができる。この規定は執行委員会の責任において，地域会議の報告にもとづく決議を 

執行委員会に提出することをなんら妨げるものではない。

（注）上記のすべての規定はいかなる場合でも，各社が共通の利害問題に関 
し，意見を交換することを妨げるものではないと解釈されるべきであ 

る。
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赤十字国際委員会基金規則

1931年5月1日制定

第1条
1907年12月10日のスイス国民法第80条から第89条に定義された基金は,赤十字国 

際委員会の定款にしたがって,赤十字国際委員会が，戦時平時を問わず,現に実施 
されている人道的な活動を将来完全な独立の基盤のうえに続けるのを助成する目的 
でここに設立される。

第2条

基金は「赤十字国際委員会基金」と称され,その本部はジュネーブにおかれる。 
第3条

基金は以下からなる理事会によって管理される。
スイス連邦議会によって指名された2名の理事

赤十字国際会議ないしはそれが開かれていない場合は常置委員会によって指名さ 
れた2名の理事

赤十字国際委員会によって指名された3名の理事。少なくともそのうち1名はも 
っとも重要な寄付者の間から選ばれるものとする。

これらの理事は二つの赤十字国際会議の間の一定期間任命される。

彼らは再任されうる。

理事会はその管理・財政規則を作成する。4名の理事が必要定足数である。

第三者との関係においては,基金が代表するものとし,理事会の2名の理事にょ 

って連署されることを必要とする。

第4条

スイス連邦議会は,第1条に述べられたスイス国民法の各条の規定するところに 
したがって,基金の監督官庁となる。

第5条
スイス国立銀行は基金の供託所となる。
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理事会は基金の財政管理の責を負うものとし,各年の3月31日前に監督官庁に対 
し,前年の12月31日現在の財政状況を提出するものとする。

これらの報告は赤十字国際委員会の一般報告をもって赤十字国際会議に伝達され 

る。
第6条

基金の元金は赤十字国際委員会の所有する移譲できない財産とし,資金現在額は 

386,0007ラン，連邦からの寄付500,000フランおよび基金に対し受ける各種の寄付 
と遺贈からなる。

第7条

赤十字国際委員会は基金目的（第1条）によって,第8条の留保を条件とし，基 
金の元本からの収益を自由に処理する。理事会は元本を管理し，暦年の各四半期の 

初めに赤十字国際委員会にその収益を保証する。

第8条
理事会は第6条に規定された元本の総額30%を限度として収益の10から15%を留 

保するものとする。この留保は元本と同様，譲渡しえないものであり，基金の価値 
下落に対する保証として充当される。

第9条

赤十字国際委員会が解散した場合，スイス連邦議会は国際人道組織を指名して, 
その組織に対し年次収益を与えるか，ないしはそのような組織がない場合には,設 
立者と寄付者の意向を考慮に入れ,隨意にいかにその元本を使うかを決定するもの 
とする。

第10条

基金設立証書は3分の2の多数により,かつ監督官庁の同意をえない限り，理事 
会によって変更しえない。

かかる改訂は基金の目的になんらの影響を与えない。

53



xn赤十字輸送機関財団設立証書

刈

赤十字輸送機関財団設立証書

1942年4月15日制定

1947年8月25日 改正

1951年12月17日 改正

第1条
赤十字国際委員会はここに,スイス国民法第80条ー第89条に定義された財団を 

「赤十字輸送機関財団」という名称のもとに設立する。財団の登録事務所はバーゼ 
ルにおく。

第2条

財団の目的は支払を保証するか,ないしは赤十字国際委員会に委託された人道事 

業との関係で必要とされるあらゆる種類の輸送を確実にすることにある。

したがって,財団は購入したり,チャータしたり,あるいは貸借したりすること 
によって，輸送手段,とくに船を確保する。

財団はこの種の輸送手段をそれ自体で航行させるか,もしくは第三者にそうして 

もらうよう手配する。

その事業全体にわたって,財団は赤十字国際委員会の命令にしたがわねばならな 

い。
第3条

赤十字国際委員会は,財団の資本金として10,000スイスフランを用意する。
この額が増額されない間は,財団自体による輸送事業を実施しない。

第4条
財団は少なくとも3名,多くとも7名の理事からなる理事会によって管理され 

る。
理事会の理事はスイス国民であることとする。理事は赤十字国際委員会によって 

任命され,その任期は3年とし,再選を妨げない。

理事会は理事長1名と副理事長1名を理事のなかから任命する。ただし,両名は 
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当分の間,赤十字国際委員会によって任命されるものとする。

財団は,連帯して活動する理事会の2名の理事によって合法的に代表される。

第5条

事情が必要とする場合，理事会はスイス国民のなかから1〜3名の建営委員会を 

任命する。

上記運営委員会は委員会の委員2名の合同署名もしくは理事会の理事1名ないし 

は正当な権限を有する者1名と委員会の委員1名との合同署名によってしか,財団 

名で行動を起こす権利を有しないものとする。
戦時において，理事会は2名の合同代表を必要とする規則を放棄し，理事会の理 

事1名ないしは運営委員会の委員1名もしくは正当な権限を有する者1名に，第三 
者に対する財団代表権を委任し，財団名で義務を履行することができる。代表権の 
この特例はその設置を必要とした状況が終結次第中止される。

第6条

財団の会計は少なくとも年一度会計事務所による監督を受ける。

指名される事務所はスイス国旗掲揚航海に関する1941年4月9日付連邦政令の必 

要資格を満たしているところでなければならない。

第7条

必要な場合,理事会は管理と署名,運営委員会が存する場合にはその権利と任務 
および監査の回数と範囲を明記する規則を作成する権利を有するものとする。

この種の規則は,効力あるものにするため，赤十字国際委員会の承認を必要とす 

る。ただし，赤十字国際委員会の同意を条件として，これらの規則はいつ,いかな 

るときにも修正しうるものとする。
第8条

財団は,赤十字国際委員会の人道事業との関係で,あらゆる種類の輸送事業の必 

要性がもはや存しないことが明らかにされるような場合，解散される。

赤十字国際委員会はその際には財団理事会にこれを通告することとし，この通告 
にもとづき理事会は財団を解散する手段をとることになる。

すべての債務が弁済されたのち,剰余金がある場合には,赤十字国際委員会へ返 
還される。
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XDI
アンリー ・ デ、그ナ ン研究所定款

1965年11月5日 制定

1966年10月10日改正

I名称•所在地•目的

第1条
赤十字国際委員会,赤十字社連盟ならびにスイス赤十字——「メンバー組 

織」と称するーーは,スイス国民法第60条の意味における団体を共同組織し，「ア 

ンリー ・デュナン研究所」と称し，この定款仁よって管理する。

第2条
研究所は法人格を有し,その存続期間は不定とする。その本部を赤十字発祥の地 

であるジュネープに置く。

第3条
研究所の目的は,メンバー組織に赤十字諸活動のあらゆる分野における研究，調 

査,訓練ならびに教育の実施方法および手段を提供し，もって赤十字の単一性と世 

界性との强化に寄与しようとすることにある。
3 メンバー組織の各々に属する分野と責任は,あらゆる場合において尊重され 

る。

n機構•管理

第4条
研究所の最高機関は総会であり,3 メンバー組織によって構成され，その各々に 

投票権1票が与えられる。総会の決定は全員一致による。
総会は少なくとも年1回開催される。それはメンバー組織のいずれか一つの要請 

により開催される。各メンバー組織は，順に2年任期の総会議長を指名する。

第5条

総会は次の各項に対して単独の権限を有する。
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a）現定款を改正すること。

b）予算決算を承認すること。

C）研究所の運営のために必要とする規則を制定すること。

d）研究所の長期活動計画を承認すること。.
e）役員会（第6条以下記述）により推薦された候補者から研究所の管理の責に 

任ずる者を指名すること。

f ）役員会により付託された問題を解決すること。
第6条

研究所はメンバー組織の各々からの各3名の代表によって構成される役員会にょ 

って管理される。これら代表は短かくとも2年間の任期をもって指名される。各メ 

ンバー組織は,必要とする場合には,代表代理を指名しうる。

役員会は研究所の本来の管理にとって必要とされるかぎり,しばしば開催され 

る。
各メンバー組織の代表が，順に役員会議長を2年間務める。

役員会の決定は出席代表の多数決によってなされる。役員会の役員6名の出席を 

もって定足数とする。
第7条

役員会は，諸機能の二重化やその重複を避けることにより,できるかぎり簡便 

に,経済的に研究所を運営する。この目的のために・研究所の管理分野をメンバー組 
織の一つに委任することができる。

役員会はその諸決定にしたがい，その統制のもとに研究所の正しい運営に対して 

責任をもつ管理者もしくは長の指名を総会に提案することができる。
第8条

役員会は各年度ごとに，研究所の運営についての報告書を総会に提出する。

h!財政

第9条

研究所の財源は，その創設にかんがみ,すでに蓄積された資金，メンバー組織分 

担金,研究所に対する寄付金,研究所の収入からなる。
第10条

各年度末に役員会は次年度の予算を作成し，総会に提出する。

役員会は財政規則に定められていない支出についてはいかなるものも引き受けな 

い。
第11条
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役員会は研究所がその活動に適した会計書類を保持しうるよう必要な手段を講ず 
る。会計年度末3か月以内に役員会は貸借対照表と損益計算書とを作成する。暦年 

をもって会計年度とする。
役員会は各年度末に,研究所の決算を公証するため,公認会計士事務所を指名す 

る。
第12条

研究所によってなされる事業は,メンバー組織が共同で，もしくは別々に負う全 
責任を除いては,その資産によってのみ保証される。

第13条
この目的のために役員会によって指名された2名の者の連署は研究所を拘束する。

第14条
しかるべき時期に,研究所は1963年12月4日の連邦決議にしたがいスイス政府に 

より入手可能となる場所を占有する。

IV定款の改正・解散

第15条
本定款は,改正のため召集された会議の異なる二つの会議における討議の後，総 

会の決定にもとづき，いつでも改正しうる。

第16条
研究所は総会の決定にもとづき,いつでも解散しうる。その場合，総会は清算の 

責に任ずる公的機関を指名する。
債務弁済後の純資産は，いかなるものも赤十字活動に捧げられる。そうでない場 

合には,メンバー組織間に平等に分配される。
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xw
各社の赤十字•赤新月・

赤獅子太陽標章使用規則

1965年 ウィーン 第20回赤十字国際会議採択(1)

前 文

戦地にある軍隊の傷者および病者の状態の改善に関する第1ジュネーブ条約は,そ 

の1949年版において,その第44条によりはじめて赤十字標章の二つの相異なる使用に 

ついて区別して規定している。一方は保護の標章で,ある種の人間および物,とくに 

軍の衛生部隊に所属する物に対し,条約が与えている保護の明白な顕示であり,他方 

は純粋な表示の標章で,これはある人間または物が各国赤十字社に関係していること 
を示しはするが，条約の保護は受けない。第44条も標章をこの二つの意味での正しい 

使用の大綱を規定している。

本規則は国際法の諸規定および赤十字の本質的規則に照らし，各社およびそのメン 
バーが標章を使用する場合の各種の形式を明確にしたものである。いくつかの一般的 

諸原則にはじまるが，これらの諸原貝!Jは，前もって明白に予知できないようなケース 

の解決を可能にするためのものである。

原 則

1 .白地に赤十字,赤新月,赤獅子太陽(2)の標章は,本来紛争時に軍の衛生部隊に

(1)第20回赤十字国際会議は決議第32で,公式なものとされたこの規則の公文を赤十字国際委員会が刊行する 
よう要請した。われわれは今やこの委託を遂行する。

(2)以下簡単に,赤十字とのみ言う。しかし以下述べられることはすべて,新赤月および赤獅子太陽にも同じ 
く適用されることは言うまでもない。
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所属する人,建築物,施設,車輛および資材を保護するためのものである。この場 
合,標章はつねに，とくに航空機からもはっきりと見えるよう,保護されるべきも 

のとの関係において,できる限り最大の大きさとし,建物の屋根または腕章にもつ 

けることができる。
各社はそのままの資格では保護の標章を使用する権利はない(3)。原則として， 

戦時に各社が軍衛生部隊の手に移管した人，建築物,車輛および資材に限り,軍当 

局の定める指令にしたがって保護の標章を使用することができる。
2 .各社は，平時においては，各国内法にしたがい，赤十字の標章を自由に使用する 

ことができる。戦時においても,各社は引き続きこの標章を使用できるが，その標 

章をつけた人や物が，条約によって保護される人や物とまぎらわしくないようにし 

なければならない。とくに,その標章は比較的小型であるべきであり，かつ腕章ま 

たは建物の屋根に表示することはできない。
しかし,すでに使用されている標章を改変しなければならないという結果に陥る 

ことを避け,しかもあらゆる誤解を防ぎ，各メンバーが標章の正しい使用に慣れる 

ようにするため,各社は平時における活動の場合に，戦時に要求される諸条件を満 

たすような標章を使用するよう勧められる。こうして，標章は表示すべき目的物 

との関係において，つねに小型であることを要する。標章は屋根に画かれてはな 
ちず，もっぱら「保護の」標章である赤十字の腕章を着用することは望ましくな 

い。
3 .各社は，その活動が「赤十字国際会議により定められた諸原則に合致して」いな 

い場合には，赤十字の標章のもとにその活動を遂行することはできない。これらの 
諸原則は，各社に対し，その目的,そのな在理由を与え，赤十字独自の活動,すな 

わち紛争および国家的,社会的災害の直接間接の犠牲者に奉仕的援助を与えるとい 

うその活動の基礎となるものである。
したがって各社は一般に，これらの諸原則に完全に合致するとはいえないような 

活動または赤十字本来の義務およびその本質的使命とはきわめて稀薄な関連しかな 
いような活動に従事する際は,赤十字の標章をかかげることを慎しまねばならな 
い。たとえば愛国的性格の事業,ある種の文民または軍要員のための福祉活動，ス 

ポーツまたは家庭経済に関する講習，利益目的の活動の場合である。

4 . 「保護の」標章は,これをかかげる場合,その原形のまま使用されるべきであ 
り,変形または追加が行なわれてはならない。この場合使用されるのは,いわゆる 
ギリシャ十字が望ましい。すなわち一方は垂直に，一方は水平に,中心で交わる四

(3)国際赤十字諸機関およびその正当に認められた要員は第44条第3項の規定により，「いっでも」この保護 
の標章を使用する権利がある。
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つの等しい腕によって形づくられ,旗または楣のへりにとどかぬ十字である。腕の 

長さおよび幅に関しては制限はない。赤の濃淡については定めはないが,地色はつ 
ねに白地でなければならない。新月の寸法,形,方向については,いずれも制限が 

ない。

5 . 「表示の」標章は,できるだけその社の名称または略号をもって囲むか，あるい

は下にそれを書호 こむかすべきである。十字または新月 自体のなかに, なんらかの 

マークまたは文字を書きこんではならない。各社は，もし望むならば,各々の場合 

に使用される標章の大きさと比率を定めることができる。

6 .各社はいかなる条件のもとに,その標章を使用しうるかを定めるべきである。

いかなる形であろうとも,赤十字の標章を身につける者はすべて,適当な書類, 
たとえば職員証,任務命令書等を所持するものでなければならない。

同様に,その社が,自己に属し,または自らが使用している建築物,事務所また 
は車輛にその標章をつける際も,それを正当づける文書をこれらの建築物，事務所 

または車輛の責任者に対し発給しなければならない。

規 貝リ

A表示の標章の使用

I 人 間

1 .積極メンバー
積極メンバーは，制服着用の際は,その襟,胸，袖または肩あるいは帽子に,そ 

の社の名称または略号をもって囲った,あるいはそれらが下に記入されている赤十 

字標章をつけることができる。
私服の場合には,積極メンバーは,ねじ止めバッジ,ブローチ,ポケットバッジ 

の型で,あるいはネクタイにその社のバッジをつけることができる。これらのパッ 
ジは標章の周囲または下にその社の名称を記入したものとする。

2 .非積極または補助的メンバー
非積極または補助的メンバー(1)は,その社の名称または略号のはいった標章 

を,ねじ止めバッジ,ブローチ,ポケットバッジの型で,あるいはネクタイにつけ 

ることができる。一般的規則として,このバッジは積極メンバーのバッジとは異な

(1)この種のメンバーを認めていない社もいくつかある。
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り,かつより小型のものとする。
3 .青少年赤十字のメンバー

青少年赤十字のメンバーが制服着用の際は,「青少年赤十字」という文字,また 

はJ RCの略号で囲まれた赤十字標章を,その襟，胸，袖または肩もしくは帽子に 

もつけることができる。私服の場合には,かれらは青少年赤十字のねじ止めバッジ 

またはブローチをつけることができる。

4 . 솜社によ り訓練された応急救護要員
その社のメンバーではないが，各社により訓練されたか，あるいは，各社の監督 

下に行なわれる試験に合格した応急救護要員または救助員は，その社の同意をえ 
て，ブローチまたは記章の型で，公衆の注意をひくようなバッジをつけることがで 

きる。
しかしながら,各社はこのバッジの使用に関する統制を確保し，万一ある者がそ 

の者の資格における奉仕をやめた場合，もしくは再研修講習ないしは指導講習会に 
出席しない場合には，そのバッジをとりあげることとする。

5 .提携団体のメンバー

各社は，当局の同意のもとに，その社と同一または同様目的を追求し,その社と 
提携している他の団体に対し，そのメンバーに,人道的任務遂行の間に限り，かつ 

制服着用の場合は，前記第1条に定められた各社のメンバーに対すると同一の条 

件で，赤十字の標章着用を許可することができる。制服にはこのようにして認めら 

れたその団体名または略号をつけねばならないが,この場合，一般的規則として， 
その社の標章とは異なるものとし，赤十字の標章とは離して着用されなければなら 

ない。この種の許可は，当該団体が全面的にその社の監督と権限のもとにある場合 

に限り,これを与えることができる。

n建築物

6 .赤十字社が完全に占用している建築物

その建築物の全体が赤十字社により完全に占用されている場合には,それがその 
社に属すると否とを問わず，その社の名称および標章を掲げることができる。標章 

は移動可能な比較的小型のものとし,表示板または旗に表示することはできるが, 
屋根にしるしてはならない。

7 .部分的に占用している建築物

建築物が部分的に赤十字社に使用されている場合には，前条に定められた条件に 

したがい,その社が使用する事務所にのみ，標章を掲げることができる.
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8 .赤十字社の所有であるが使用されていない建築物

その社自らの所有ではあるが,第三者に賃貸または貸与している建築物あるいは 

事務所には,その社の名称を表示することはできるが,標章を掲げることはできな 

い。

in 車 輛

9 .赤十字社に属する車輛
各社が所有し,管理し,そのメンバーもしくは職員により使用される車輛,とく 

に救急車は，その社の名称および標章を表示することができる。標章は小型のもの 
とすべきであり,旗に表示することはできない。この認可は戦時においても有効で 

ある。
10 .赤十字社に属さない救急車

各社は国内法にしたがい，また1949年の第1ジュネープ条約第44条第4項の規定 

により,平時に第三者たる個人,団体または当局に所属する救急車を示すため,標 
章の使用を許可することができる。

各社はこのようにして認められた標章の使用を定期的に監督する権利と引きかえ 

るのでなければ，このような許可を与えてはならない。

IV応急救護所

11 .赤十字社に罵し,運営する救護所
各社に属し，かつその運営にかかる応急救護所には,戦時平時を問わず，その社 

の名称および標章を表示することができる。
戦時においては，標章は小型でなければならず，また旗に表示することはできな 

い。
12 .赤十字社に属さない救護所

各社は国内法にしたがい，また1949年の第1ジュネーブ条約の第44条第4項の規 

定にもとづき，平時に，もっぱら傷者および病者に無料の手当を与えるための応急 

救護所を示すため,標章の使用を許可することができる。
この許可はこのようにして認められた標章の使用および実際に無料の手当が与え 

られているかを定期的に監督する権利と引きかえるのでなければ与えることはでき 

ない。

V募 金
13 .宣伝資料
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各社はその募金運動を推進するため,とくに!）ーフレット,ポスター,パネル等 

に自由にその標章を使用することができる。この場合，その社の名称または広報文 
あるいは図画とともに使用することが望ましい。

14 .販売品または無料配付品

その社の販売品または無料配付品には赤十字の標章をつけることができる。ただ 

し,この場合の標章は裝飾的性格のものとし，その社の名称とともに表示する方が 

よく,できるだけ小型とするか，さもなくば消滅性をもつような材料で作られるべ 

きである。とくにバッジは,その着用者が赤十字に所属するかのような印象を与え 
ぬようなものとする。

一般的原則として,この標章は事後に乱用されることのないように使用されねば 
ならない。

赤十字標章のみが画かれている旗もしくは小旗の販売または配付は禁止される。

VIその他の使用

15 .他の諸機関の協力

人道的活動において他の国內諸機関と協力する各社は,その名称または標章をこ 

れらの機関と共用することはできない。
16 . メダル

赤十字社の標章は,その社の名称とともに用いられ，可能ならばそのメダルの目 

的または果たされた奉仕の內容を記述した簡単な言葉がともにしるされることを条 

件として,メダルまたはその他の表彰状に自由に使用することができる。

17 .装飾的標章

裝飾的目的のための標章の使用に関してはなんらの制限もない。とくに祝典もし 
くは公式の行事または印刷物あるいはあらゆる種類の出版物の場合についても同様 

である。
しかしながら各社は，つねにいかなる場合にも，標章の名誉を汚したり,または 

それが当然受けるべき尊敬を消滅するような事態が起こらぬよう注意しなければな 

らない。
18 .救援物資

各国赤十字社は,その社の名称および標章を,武力紛争または自然災害によって 

生じた困窮の救護のため，鉄道,道路,海上もしくは空路によって発送する物資に 
表示す る こと がで 호 る。各社は この 目 的のために標章を使用する権利を乱用 しない 

よう注意しなければならない。
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B保護の標章の使用

I 人 間

19 .赤十字社のメンバー

軍衛生部隊に配属されるよう訓練された各社のメンバーは,実際に同部隊の権限 
下におかれた場合にのみ,保護の標章,とくに赤十字の腕章を着用する権利を有す 

る。軍衛生部隊の同意のもとに，これらメンバーはその社のバッジをつけることも 

できる。
20 . メンバーでない者

医療の任務を果たすため各社によって訓練され，軍衛生部隊の管下におかれた者 

は,保護の標章，とくに腕章を着用する権利を有する。しかしその社のバッジはつ 
けることができない。

21 .文民病院の人員
紛争時，被占領地域または軍事行動が行なわれている地域における文民病院の人 

員は,正規の人員に関してはその勤務時間中,また臨時人員に関してはその任務遂 
行中に限り,保護の標章,とくに腕章を着用する権利を有する。これらの人員がそ 
の国の赤十字社のメンバーもしくはその職員である場合は，当局の同意をえてその 
社のバッジをつけることもできる。

n建築物および器材

22 .建築物

各国赤十字社に属し，またはその管理下にある建築物は,戦時にそれが軍衛生部 
隊の掌中に置かれた場合は,保護の標章を，とくに屋根に表示することができる。 

これら建築物がすでに軍の使用に供され，これが確定的なものである場合は,すで 
に平時から前記の表示をする許可を与えることができる。

軍当局の同意をえて，その社の名称および標章をこれら建築物に掲げることもで 
きる。ただしその標章は小型のものとする。

23 .文民病院
常設的性格を有し，この種のものとして当局により認められている病院は，当局 

の同意をえて，すでに平時から,保護の標章を,とくに屋根に表示することができ 

る。
これらの病院が各国赤十字社に属し，あるいはそれに管理されている場合は，前 
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条に定められたと同一の条件のもとに,その社の名称および標章を表示することも 

できる。

24 .器材

軍衛生部隊の使用に供するため各国赤十字社が準備し,同部隊が受領した医療器 

材には，ただちに保護の標章を付することができる。

その社がその器材の所有者であるか，あるいは赠与者である場合は,その社の名 

称および標章をも付することができる。

n病院船および救命艇

25 .病院船および救命艇

各国赤十字社に属する病院船および救命艇は，1949年の第2ジュネーブ条約第43 

条に規定されているとおり，関係当局の同意をえ,かつその就役中および航行中当 
局の管理を受ける旨を記述した文書を，その社が当局から受け取った場合は，すで 
に平時から標章を表示することができる。

また，当局の同意をえて,その社の名称および標章をこれら船舶および舟艇にし 
るすことができる。ただしその標章は小型のものとする。

26 .沿岸固定施設

各国赤十字社に属する救命艇のための沿岸固定施設には，その社の名称および標 

章をしるすことができる。
戦時においては，当局の同意をえて，さらに保護の標章を表示することができ 

る。
27 .病院船,救命艇および施設人員

紛争時には,これらの人員は保護の標章，とくに腕章を着用する権利を有する。 

ただし救命艇および沿岸固定施設の人員は，勤務中に限りその権利を有する。

これらの人員はまた,その社のメンバーであるかまたはその社がそれを認めるご 

とを決定した場合には，つねにその社のバッジを着用することができる。

IV中立国の赤十字社により提供された人員および資産

28. 1949年の第1ジュネープ条約第27条の規定にしたがい，中立国の赤十字社から紛 

争当事者の一方に提供された人員,器材,車輛または救命艇は,その中立国当局お 

よび紛争当事国当局の同意をえて，出発時から保護の標章をかかげねばならない。 

同じ条件のもとに,要員の制服または資産に，その社の名称および標章をつけるこ 

ともできる。
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XV
昭憲皇太后基金規則

1938年ロンドン第16回赤十字国際会議採択

1957年 ニューデリー 第19回赤十字国際会議改正

第1条
ワシントンにおいて第9回赤十字国際会議が開催された際,日本国皇后陛下が国 

際赤十字に対し,平時における救護事業推進のため下賜された日本貨金10万円は， 
さらに1934年東京において開催された第15回赤十字国際会議に際し，日本国皇后お 

よび皇太后より下賜された10万円をくわえ20万円に達した。

この基金は「昭憲皇太后基金」と称される。
第2条

この基金は,赤十字国際委員会により指名される3名と赤十字社連盟により指名 
される3名の合計6名をもって構成される合同委員会により管理され,その収益が 

配分される。この委員会の定足数は4名とする。この委員会の議長は,偶数年にお 

いては赤十字社連盟の代表者の1名，奇数年においては赤十字国際委員会の代表者 
の］名がこれに当る。議長を出す機関はまたその同じ年度間合同委員会の事務局を 

担当する。投票が可否同数に分れた場合は議長がその裁決権をもつ。委員会は原則 
としてジュネーブにおいて会合し，例外として赤十字社連盟本部もしくは合同委員 

会が自ら決定するその他の場所において会合する。

委員会は基金の管理を委任することができる。
第3条

基金の元金はこれを処分することができない。利于による収益のみが，下に列挙 

する諸事業の費用の一部または全部を補助するため合同委員会が授与する配分金に 
当てられる。使用されなかった残額はその後の配分金の増額に使用することができ 

る。
(a)各国赤十字社，赤十字国際委員会,または赤十字社連盟が，平時救護活動の 

一般的利益のために行なうことが有益であると認めた事業0

(1) 戦時においても, たとえば伝染病が戦争に参加しない住民の問に発쏘した地域に調査団호派遣する等のこ 
とは除外されない。
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(b)結核その他重大な伝染性の病気を予防し,または根絶するために各国赤十字 
社が採用しかつ最良と認められた方法を普及すること

(c)災害被災者のため各国赤十字社が行なう救護事業を援助すること
第4条

配分を受けたいと思う赤十字社は,配分金が配分されるべき年の前年の12月31日 

までに,各社の本社を経由し赤十字国際委員会に申請することを要する。この申請 

には,上記第3条に列挙された諸事業のうち申請の対象として選んだ事業に関する 

明細書を添付しなければならない。
第5条

合同委員会は前条による申請を審査し,正当かつ適当と認める配分を行なう。 
委員会は毎年各国赤十字社本社に,委員会の決定を報告する。

第5条b
各国赤十字社が,事情により,受領した配分金を第4条にもとづく配分申請の際 

明らかにした目的以外の目的に使用するのやむなきにいたった際は,その使用に先 

立って合同委員会の承認を求めなければならない。
第5条c

各国赤十字社はしかるべき時期に,合同委員会に対し受領配分金の使用に関する 

報告を送付しなければならない。
第6条

配分は毎年昭憲皇太后の御命日である4月n日に行なわれる。

第7条

元金の年利の5パーセントを超えない金額は,これを基金の管理費に当てるため 
保留する。

第8条

合同委員会は赤十字国際会議ごとに本基金の状況および前回の国際会議以後に行 
なった配分ならびに各社の配分金使用に関する報告を提出しなければならない。

国際会議はこの報告を日本赤十字社を通じて日本国皇室に伝達しなければならな 

い。
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皿
アウグスタ基金規則

1952年 トロント 第18回赤十字国際会議採択

I 一般条項

第1条
故ドイツ皇后・プロシャ王妃陛下が赤十字に尽された卓越した御貢献を記念する 

ため,「アウグスタ基金」と称する国際基金が赤十字の一般事業に使用するために 

創設された。

第2条

この基金は次のものからなる。
(a)各国赤十字社の基金拠出金の全額

(b)個人的寄付金ならびにあらゆる寄付金
(c)元本の利子
基金の収入は,基金が100,000スイスフランに到達するまでに，資本化されるも 

のとする。

第3条
基金を形成する現金ならびに証券類は赤十字国際委員会に支払われるものとし， 

赤十字国際委員会はあらゆる支払能力の必要な保証を提供する公共銀行機関に預託 

する。

第4条
基金の現在高は毎年皇后陛下の御命日である1月7日に作成されるものとし,赤 

十字国際雑誌に掲載される。

n特别条項

第5条
アウグスタ基金は移譲することはできず,その利子は国際委員会によって，以下 

のために配分される。
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(a)各国中央委員会が赤十字の一般事業のうち組織するのを適当と認めた任務

(b)または婦人団体ないしはとくに看護学校を創設することに関すること
(c)または実際的な有用なその他の目的

第6条
アウグスタ基金の利子は4年毎の国際会議の際に配分されるものとする。配分さ 

れた社の名称は会議の際発表される。

第7条
国際委員会は収益配分がもされる前年の11月1日までに国際委員会に提出された 

下付申請を受領する。
第8条

赤十字国際委員会は申請書を受け取った日付の回状を使って各国中央委員会に注 
目させる。

第9条
下付要請は各国中央委員会の仲介をへて赤十字国際委員会に宛てられる。

第10条

赤十字国際委員会は各国際会議の際,基金の管理報告を提出する。この報告は国 

際雑誌に掲載されるものとする。

第11条
まだ許可を受けていない下付申請書は再考を要するので,収益が配分される前年 

の11月1日前に更新されねばならない。

n最終条項

第12条

1952年トロントで開催された第18回赤十字国際会議で採択されたこの規則は,と 

くに1890年1月27日,1909年1月7日,1912年5月16日,1921年3月31日,1928年 

10月23日のアウグスタ基金に関する以前の規則すべてにかわるものである。
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フローレンス・ナイチンゲール記章規則

1952年 トロント 第18回赤十字国際会議改正

! 一般規定

第1条
1907年ロンドン仁おいて開催された第8回赤十字国際会議において表明された希 

望および1912年ワシントンにおいて開催された第9回赤十字国際会議により採択さ 

れた決議にしたがいフローレンス•ナインチンゲールが傷病者の看護改善のために 
果たした偉大かつ顕著な業績を記念し,各国赤十字社の寄付により,基金が設立さ 

才Iた。
この基金による収益は,フローレンス・ナイチンゲールの業績およびその生涯を 

たたえて鋳造された「フローレンス・ナイチンゲール記章」と称される記章の授与 

にあてられる。
第2条

フローレンス・ナイチンゲール記章は，戦時または平時に傷病者に対する献身が 

とくに顕著であった看護婦および赤十字奉仕補助者に対し授与される。
その授与は,各国赤十字社の推薦にもとづき,赤十字国際委員会がこれを行な 

う。
第3条

記章は鍍金された銀で作られ，その表面にはフローレンス•ナイチンゲールの肖 

像と,「1820年一1910年フローレンス・ナイチンゲール記念」の文字を配し,その 

裏面には，周辺に「博愛の功徳を顕揚し,これを永遠に世界に伝える」と記され, 
その中央に受章者の氏名および授与の日付が彫り込まれる。

記章は,月桂冠で囲まれた赤十字を浮きだした紅白のリポンに付けられる。
記章は羊皮紙の章記とともに授与される。

第4条
記章は各国において,その国の元首もしくは赤十字社社長により直接,またはそ 

の代理人によって授与される。
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授与式はこの記章の高い名誉にふさわしく,厳粛に行なわれなければならない。

n特別規定

第5条
フローレンス・ナイチンゲール記章の授与は,1年置きに行なわれる。

記章の授与は毎回36箇を最大限とする。
もし,広範な戦争状態にもとづく例外的事情により,授与が1回または数回にわ 

たり行ないえなかった場合は,その後の授与において与えられる記章の数は36箇を 

超えることができる。ただし，その数はもしその間授与が行なわれた場合当然授与 

されたはずの記章の総数を超えることができない。

第6条
記章は次の者に授与される。

(a)戦時または平時において，傷者または病者に対する偉大なる献身によって， 

とくに際立った献身をした正規看護婦
(b)戦時または平時において，病者または傷者に対する看護の分野において,と 

＜に優れた貢献をした看護婦長または看護事業の組織者
(c)戦時または災害時において,傷者または病者に対し多大な献身的行為をな 

し,功績がとくに顕著な,赤十字に正式に登録されている奉仕補助者
(d)前記3号中のいずれかの範疇に属する看護婦または奉仕補助者で,殉職した 

者

第7条

記章授与の年の前年の9月初めから,赤十字国際委員会は,各国赤十字社本社に 

対し，回章および記載用紙を送付し,各社の本社が授章するにふさわしいと判断し 

た看護婦および奉仕補助者の氏名を提出するよう招請する。

第8条

各国赤十字社本社は，必要なすべての意見を徴した後,選ばれた看護婦ならびに 

奉仕補助者の氏名および推薦理由を赤十字国際委員会に提出する。

候補者推薦はすべて各国赤十字社本社によりなされなければならない。

各国赤十字社本社は1名または数名の候補者を推薦することができる。しかし毎 

回候補者を推薦する義務はない。

第9条

推薦は,それを正当づける理由書を添付し,授章の年の3月1日までに赤十字国 

際委員会に到着しなければならない。

上記の期限後国際委員会に到着した推薦は，次回の選考に回される。
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第10条

赤十字国際委員会は決定にあたり完全に自由な立場を維持する。委員会は,推薦 
された候補者の推薦理由がこの高い名誉を受けるに十分でないと思料する場合に 

は,予定された箇数のすべてを授与する必要はない。
第11条

赤十字国際委員会はフローレンス・ナイチンゲールの誕生日である5月12日に回 
章を発し,それによって各国赤十字社本社に記章授与の決定のあった者の氏名を通 
知する。

委員会はその日以後できる限りすみやかに,受章者に手渡されるべき記章ならぴ 
に章記を各国赤十字社本社に送付する0

m最終規定

第12条

1952年トロントで開かれた第18回赤十字国際会議により採択された本規則は,フ 
ローレンス.ナイチンゲール記章に関するすべての先行諸規定,すなわち1912年の 

ワシ、ノトン国際会議の決議,1913年12月24日の規則および1921年ジュネーブの第10 
回国際会議,1928年ヘーグの第13回国際会議,1934年東京の第15回国際会議により 

なされた改正等をすべて無効にする。
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M
アンリー •デ、그 ナ ン 記章規則

1 .第20回赤十字国際会議によって創設されたアンリー・デュナン記章は,赤十字メ 
ンバーが,その赤十字組織內における地位のいかんにかかわらず,赤十字のために 

行なった抜群の奉仕または偉大な献身的行為を顕彰することを目的とする。
2 .アンリー・デュナン記章は，緑色のリポンにかけた赤十字を地とする浮彫りのア 

ンリー ・デュナンの橫顔を現わす。

3 . a）アンリー・デュナン記章は,隔年毎にこれを受けるに価いすると認められる 

5名以内の人に授与される。事情により授章数を減少することもありうるし, 

あるいは授与しないこともありうる。

b）記章は故人にも授与することができる。
c）赤十字メンバーが英雄的行動もしくはきわめて著しい献身的行為をしたとき 

のようなとくに例外的な場合には,記章は本条a）項に定める時期以外におい 

ても，また必要の際は同項に定める数以上に授与することもできる。
4 . a）記章は，常置委員会総会の決定により,また前条最終項に定める例外的場合 

には，常置委員会委員長が各委員に書簡または電報によって行なう協議にもと 

づき授与される。
b）通常授与の提議は各国赤十字社本社が赤十字国際委員会または赤十字社連盟 

に対して提出するが，その際両機関がこの提議を検討するに有用と思われる資 
料を添付することを必要とする。すべての提議は国際委員会と連盟の合同会合 

によって審査され，選抜の結果は常置委員会に移される。常置委員会はいかな 

る提議をも直接受けることはない。
c）常置委員会のすべての委員は自己の発意にもとづく提議を常置委員会に提出 

することができる。

5,アンリー ・デュナン記章の授与は,可能な限り,常置委員会委員長が,赤十字の 
国際的な会合の際，赤十字国際委員会委員長および赤十字社連盟理事長の列席のも 

とにこれを行なう。受章者がこの式典に出席することができない場合は，その受章 

者の属する赤十字社の社長に,常置委員会委員長にかわって授与するよう依頼する 。
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赤十字国際会議 

および 

赤十字社連盟理事会決議



第1章第1節ジュネーブ国際会議の決議

第1章赤十字の基礎と原則

第1節 ジ그ネーブ国際会議の決議
（1863年10月26日一29 日）

国際会議は,軍の医療業務が不十分と認められる場合,負傷者を救護することを願 

い,下記の諸決議を採択する。

第1条
各国は一つの中央委員会を組織し,その任務は,戦争時必要の場合,カの及ぶか 

ぎりのあらゆる方法によって軍衛生部に協力するものとする。

第2条

この中央委員会を補助するため支会を設けることができる。支会の数には制限は 
ないが,中央委員会の指導を受けるものとする。

第3条
各国の中央委員会はその国の政府と連絡し,必要の場合その提供する業務を政府 

によって受け入れられるようにしておかなければならない。

第4条

中央委員会および支会は,平時において,戦時に真に有効な活動をなしうるため 
の準備をするため,とくに各種の救護資材を裝備し,奉仕看護者の育成に努めるも 

のとする。

第5条

戦時において交戦国の中央委員会はその力の及ぶかぎり自国の軍隊を救護するも 

のとし，とくに奉仕看護者を組織し，活動に従事させ，軍当局と協議して，負傷者 

を看護する場所を設けるものとする。
交戦国の中央委員会は中立国に属する中央委員会の協力を要請することができ 

る。
第6条

軍当局の要請あるいは承認にもとづき，中央委員会は奉仕看護者を戦地に派遣す 

る。その場合奉仕看護者は軍司令官の指揮下に置かれる。

第7条

軍隊に附随する奉仕看護者の生計に必要なすべてのものはその所属する中央委員

75



第1章第1節ジュネーブ国際会議の決議

会が提供する。

第8条
奉仕看護者はすべての国において同一の識別標章,すなわち白地に赤十字の腕章 

を付ける。
第9条

各国の中央委員会および支会は,その経験を相互に伝え,この事業の利益のため 

にとるべき措置につき協議するため,国際会議を開くことができる。

第10条
各国中央委員会間の交信は当分の間ジュネーブ委員会の仲介により行なう。

上記諸決議とは別に,国際会議は下記の希望を表明する。
a ）政府は組織される救護委員会を後援し可能な限りその任務の遂行に便宜を供与 

すること。
b）戦時において,交戦国は救急車,軍病院の中立を宣言し,また中立は公的医療 

人員,奉仕看護者,負傷者の救護にあたる住民および負傷者自身についても,も 
っとも完全に承認されること。

c）あらゆる軍の衛生部,あるいは少なくともこの業務を担当する軍の職員すべて 

のために,同一の識別標章を承認すること。また,救急車と病院のためにすべて 
の国において,同一の旗が採用されること。
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第2節赤十字諸原則

諸原則

赤十字社連盟理事会は赤十字および赤新月機構の基本的諸原則が現在に至るまで, 

公平,政治的•宗教的・経済的独立,赤十字の世界性ならびに各国赤十字社の平等に 
あったことを認める。

理事会は，これらに次の諸原則を追加することとする。

(1)赤十字社は奉仕的・公共的•自治的機構である。

⑵ 一国の赤十字社はその政府によって承認されていることを要し,公務を補助す 
るために軍の衛生機関,公衆保健衛生機関およびその他の適当な機関と合意のう 

え事業を遂行しなければならない。
⑶ 赤十字の名称と標章の使用はジュネーブ条約により規制される。一国の赤十字 

社はいかなる目的のためにも,赤十字の名称と標章を他とともに用いることはで 

きない。
(4I赤十字社の活動の根本は，国民に人道上の諸理念を普及し，人類の苦痛を予防 

し軽減する実践的な活動を普及することにある。

⑸戦争は人類に対する最大の災禍であることを考慮し，赤十字社は平和維持に必 

要な諸条件をつくりうるような活動を遂行しなければならない。
(6)あらゆる努力にもかかわらず，戦争が勃発した場合は,赤十字社は戦争により 

生ずる慘禍を軽減し，病者，傷者および捕虜の状態を改善し,文民，とりわけ婦 
人および児童を戦争の恐ろしさから保護し，彼らを精神的,物質的に援助するよ 

う全力を投入しなければならない。この任務は独立して，あるいは軍の機関およ 

び政府の民間防衛機構と協力して遂行されなければならない。
⑺ 水害, 地震およびその他の自然原因にもとづく災害によ る人類に対する大호な 

苦難を考慮に入れ，赤十字社はその国内において，あるいは災害発生国の赤十字 

社と協力して,これらの災害から生ずる苦痛の軽減のために,全力を注がなけれ 
ばならない。

(8)赤十字社は,疫病または社会的災禍による苦痛を予防し軽減するため，なしう 
るすべてのことをしなければならない。その国の国民に医療上の援助を与え，国 
民のすべての範疇に個人的,公衆的保健衛生知識を普及するため,赤十字社は独 

立して，あるし、は当該政府機関もしくは保健衛生または社会事業の分野で活動し 
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ているその他の適当な機関とも協力して,各種施設,すなわち病院,施療所,診 

療所等を設置するよう措置しなければならない。
⑼これらの目的を遂行するためには，赤十字社は真に民主的な基礎のうえに組織 

されることが肝要である。すべての国民が赤十字社員になれるようにできる限り 

の措置を講じなければならない。

ao!各国赤十字社が財政的支持を受ける主たる財源は,個人，団体または機関から 
の社費および篤志寄付によらねばならない。政府がその基本的目的を達成するた 
めに使われることになっている赤十字社の資金を援助する場合は，その赤十字社 

はその資金の使途についてのみならず,赤十字全般の独立が影響されないという 
条件においてのみ，これを受諾することができる。

au児童が明日の成人であることを想起し，赤十字社は彼らを赤十字の理想および 

世界的に認められている赤新月,赤十字のシンボルの精神と意義に関する知識を 
もった青年に育てあげることの必要性についてとくに意を払わねばならない。

飴他の民間団体と協力することを各国赤十字社が望む場合には，いかなる状況に 
おいても,行動の自由と赤十字の性格を明確に保たねばならない。各国赤十字社 
はその国の政府ならびに他の諸団体と協力することはいっこうにさしつかえない 

が，それらの活動が赤十字の諸原則に適っていることを条件とする。
Q3各国赤十字社は,構成員になるために条件づけられている人道的諸原則を満た 

したうえで,赤十字社連盟の構成員になることが望ましい。
理事会は,赤十字社が上記諸原則の適用にあたっては広義に裁量し,あまりに厳格 

に解釈しすぎて，苦しんでいる人々を援助するうえでの妨げにならないようにしなけ 

ればならない旨提議する。しかしながら,すべての赤十字活動がこの基本的な諸原則 

によって規制され，明確に限定された目的に向って進むことは肝要なことである。

各国赤十字社は，その独立を維持し，それ自身の定款を作り，とくに自国の状況に 

応じて一番適切であると半!J断する人道的活動を赤十字精神をもって遂行するようにし 
なければならない。

諸原則の適用

（1）赤十字社は，赤十字の標章の乱用,または赤十字の制服,記章ないしは名称の 

無断使用に対し,必要な措置を講じなければならない。
⑵ 赤十字社は,とくに戦争犠牲者に対し,人種,国籍,階級，宗教または政治的 

見解による差別なく,病気,苦痛および困窮を除去する組織および機関で活動す 
る要員を養成しなければならない。赤十字社は,これらの目的のために,その活 

動が全領土に及ぶ恒久的,活動的な機構をもたねばならない。
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⑶赤十字社は戦時において,赤十字の義務であり特権である種々の事業を実施し 

うる用意がなければならない。その事業には次のものが含まれる。

(a)ジュネーブ条約による軍の衛生機関の公認された補助機関となること。

(b)捕虜条約による捕虜の救護。文民の戦争犠牲者の救護。
(c)交戦国における赤十字安否調査および通信体制。

(d)行方不明者捜索と負傷者に関する報告。
(4)赤十字社は政府,地方当局および同様の任務にたずさわっているその他の奉仕 

団体とによって認められた奉仕機関としての立場を保持しなければならない。赤 

十字が独立を保持し,赤十字の諸原則による諸目的の保全を維持するようにしな 
ければ,赤十字が戦時ならびに平時に・おいて享有する特権的地位は危くなるであ 

ろう。
⑸赤十字は少年少女間に青少年赤十字運動を奨励し促進しなければならない。こ 

の運動の目的は,相互扶助の重要性を教え，保建衛生の習慣をつけさせ,社会的 

責任観念を啓発させ,全世界の赤十字社の青少年赤十字部門を結びつける国際的 

親善の偉大な絆を強固にすることにある。
(6)看護および救急法の分野に活動を及ぼすために,各国赤十字社は，戦時および 

平時において国民に医療ないしはその他の補完的援助をほどこしうる看護婦およ 
びその他の要員を養成しなければならない。(第19回赤十字社連盟理事会，オッ 
クスフォード,1946年,決議第12および第20回赤十字社連盟理事会,ストックホ 

ルム，1948年,決議第7)

第18回赤十字国際会議は,
赤十字社連盟理事会が1946年7月オックスフォードにおける第19回会議において可 

決し，その後1948年ストックホルムにおける第20回会議において修正した赤十字の基 

本的諸原則を再確認し,

すべての社が,赤十字運動の礎石である公平，政治的•人種的・宗教的•経済的独 

立,赤十字の世界性ならびに各社の平等権の原理を保持するため,前記の基本的諸原 
則を厳守するよう要請する。(トロント，1952年，決議第10a)

第20回赤十字国際会議は,

赤十字の活動の基礎である次の基本的諸原則を宣言する。
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人道
赤十字は,戦場において差別なく負傷者に救護を与えたいという願いから生ま 
れ,あらゆる状況下において人間の苦痛を予防し軽減することに,国際的および 

国内的に努力する。その目的は生命と健康を守り,人間を尊重することを確保す 
ることにある。赤十字はすべての国民間の相互理解,友情,協力および堅固な平 

和を助長する。

公平
赤十字は国籍，人種,宗教，社会的地位または政治上の意見によるいかなる差別 

をもしない。赤十字はただ苦痛の度合いにしたがって個人を救うことに努め,そ 

の場合，もっとも急を要する困苦をまっさきに取り扱う。

中立
すべての人からいつも信頼を受けるために，赤十字は戦闘行為の時いずれの側に 

も加わることを控え，いかなる場合にも，政治的,人種的,宗教的または思想的 

性格の紛争には参加しない。

独立
赤十字は独立である。各国赤十字社は，その国の政府の人道的事業の補助者であ 
り,その国の法律にしたがうが,つねに赤十字の諸原則にしたがって行動できる 

ようその自主性を保たなければならない。

奉仕
赤十字は利益を求めない奉仕的救護組織である0

単一
いかなる国にもただーつの赤十字社しかありえない。赤十字はすべての人に門戸 
を開き,その国の全領土にわたって人道的事業を行なわなければならない。

世界性
赤十字は世界的機構であり，そのなかにおいてすべての赤十字社は同等の権利を 

持ち，相互援助の義務を持つ。(ウィーン,1965年，決議第8 )(1)

第20回赤十字国際会議は,

あらゆる赤十字国際会議の開会にあたって，基本的諸原則を厳粛に朗読することを 

決定する。(ウィーン,1965年，決議第9)

(i)赤十字の基本的諸原則は1961年のプラーグの代表者会議,決議第1によって採択された。
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第3節 赤十字の名称と標章
1863年のジュネープ国際会議の決議（75頁）参照。1949年の第1ジュネーブ条約の 

第38条ー第44条,第53条,第54条,1949年の第2ジュネーブ条約第41条一第45条, 

1949年のジュネーブ外交会議の決議第5条，参照。第2章第5節第2項の第17回国際 

会議の決議第41,第3項（123頁）参照。標章の使用に関する決議に関しては,第1 
部，規約および規則のXIV（59頁）参照。

第20回赤十字国際会議は，

赤十字国際委員会が提出した報告書に含まれた各国赤十字社による赤十字,赤新月, 

赤獅子太陽標章の使用に関する規則を承認し,
国際委員会が，討議の間に提案されたいくつかの形式上の改訂を考慮したのち,規 

則文を刊行し,各社に配付するよう要請する。（ウィーン,1965年，決議第32）

第20回赤十字国際会議は，

国際紛争または国内騒擾時において,民間医療要員および看護要員に対するいっそ 
うの保護を確保することに寄せられている関心を認識し,

赤十字国際委員会がこの問題に関する報告を提出したことに感謝し，その基本的内 

容を承認し，問題全体，とりわけ認識票の問題およびこの目的のための赤十字,赤新 

月,赤獅子太陽標章の使用の範囲を拡大する可能性について,政府と赤十字の専門家 
の協力のもとに，また同様に世界保健機関（WHO）および関係専門機関の助力をえ 

て,いっそう詳細にわたる研究がなされるよう希望を表明し，

問題がそれまでに解決をみない限り，次回の国際会議に，この研究によってえられ 
た結論を提出するよう要請する。（ウィーン,1965年,決議第30）

第21回赤十字国際会議は,

いかなる性格であるかを問わず武力紛争時において，民間医療要員，その病院施 

設,救急車およびその他医療資材の保護を増大することの重大性を認め，
第20回赤十字国際会議の決議第30に準拠し,
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その後赤十字国際委員会が表示の標章に関して行なった研究および調査を了知し, 
民間および軍の衛生班は,いかなる性格であるかを問わず武力紛争に際し緊密に協 

カすべきことを強調し,

組織され,国の正式の承認を受けた民間要員,その病院施設,救急車およびその他 

の医療資材の保護を増大することを確保するうえには,赤十字（赤新月,赤獅子太 
陽）の標章がもっとも適当であると認め,

赤十字国際委員会に対し,第1および第4ジュネーブ条約の追加議定書締結にすみ 

やかに到達するため,各国政府に上記趣旨の特定提案を行なうよう要請する。（イス 
タンブール,1969年,決議第16）（2）

（2）名称ないしは標章を他と分かちあうことの禁止については，第2章第5節第2項の第17回赤十字国際会議 
の決議第41 （123頁）参照
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第4節赤十字と平和

1949年ジュネーブ外交会議の決議第8,参照

赤十字国際委員会と赤十字社連盟とは,今日なお世界を覆う好戦心を克服するよう 

世界のすべての人々に訴えるものとする。（第10回赤十字国際会議,1921年,ジュネ 

ーブ,決議第5）

赤十字社連盟総会は，赤十字が平和と国際信頼のために働く根源として遂行すべき 
任務を確認し,連盟事務局に対し赤十字国際委員会と協力し，1921年7月合同評議会 

の発した宣言に表明された理念の実現を追求するよう指令する。（第2回赤十字社連 

盟総会，ジュネーブ，1922年，決議第5）

理事会は，
赤十字精神が，世界の安寧の大なる要因であり，すべての善意の人々の普遍的結集 

点であることを考慮し,

他方，赤十字活動が一国の事業の堅固な基礎に立脚しなければならないことを考慮 

し，
赤十字の平時事業が各国赤十字社にこれら原則の適用の実際的方法を提供すること 

を考慮し，
各国赤十字社が国内活動を発展させ, あらゆる種類の変動によ って호びしい試練を 

受けつつある時代にあって，重要性の痛感される相互扶助の関係を強化するため，連 
盟において見いだしうる援助をますます有効に用いるべきであるという希望を重ねて 
表明する。堅固に統一した赤十季こそ,その活動において，いっそう偉大な成果を収 

めうるのみならず,諸国民の精神に和解と調和とをもたらすに有効な影響を及ぼすこ 

とができるのである。（第13回赤十字社連盟理事会，パリ,1932年,決議第25）

理事会は,
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チェロスロバキア赤十字休息日を多大な関心をもって注目し,連盟事務局に以下の 
ことを指示する。

（1）各国赤十字社がその期間国民すべてが赤十字の目的を知らされる機会をもち, 
赤十字によって実施される人道主義の精神に国民自身が自らをゆだねるような赤 

十字デー,赤十字週間ないしはその他の期間を，それぞれの国で組織するよう勧 

奨し,

（2）すべての社によって実行されるー定の日に，国際赤十字デーを組織するよう検 
討すること。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード,1946年,決議第14）

理事会は，

赤十字社連盟とすべての赤十字社が,平時に国民に対し人道と慈善の原則について 
教示することを決定し，

苦しむすべての人に援助の手をさしのべるため，今次の戦争の惨禍を考慮に入れ， 

連盟と各国赤十字社のもっとも重要な任務は平和を維持するよう日々努力することに 

あり，また将来の世界戦争を阻止するために,あらゆる努力，手段を結集することに 

あると思考する。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード,1946年，決議第 
11，第1項，第2項）

理事会は，

もし可能であるならば，平和のための建設的な仕事が連盟事務局ならびに各国赤十 
字社において続けられ,強化されるべきであると決定し,オックスフォード会議で採 
択された次の諸原則を重ねて強調する。

住民の大部分がその社に加入することを効果的に可能にさせるような民主的な原則 
のもとにすべての赤十字社を組織すること。

平和と各国間の相互理解の精神とによる青少年赤十字を発展させること。
赤十字標章のもとに,世界中で同じ日に祝われるべき「平和デー」を設定するこ 

と。（第20回赤十字社連盟理事会,ストックホルム，1948年,決議第2,第1項およ 
び第5 —7項） '

第17回赤十字国際会議は,

赤十字が戦争を嫌悪し，かつ世界各国民間に恒久平和をもたらす国際的理解を促進 
するため不断に努力するその決意をここに再確認する。この成果はとくに,いたると 
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ころに存在するあらゆる苦痛を軽減すること,ならびに赤十字の没我的奉仕の原則を 

世界の隅々まで普及しようと努力するという赤十字の理念を普及することによって達 

成されるものと思考する。国際赤十字は,青少年層がやがて世界的問題に参加を求め 
られるものと信じ，世界各国における幾百万かの青少年間にいっそう深い理解を産み 

だし，かつ相互に尊敬心を抱かせるため,あらゆる国に青少年赤十字運動を起し,こ 

れをひろめ,かつ強化するために全力を傾けるべきである。

第20回赤十字社連盟理事会の提出した次の平和宣言を採択する。

「恐るべき戦争の災禍を防止する運動を政治の分野だけに限るならば,決して効を 
奏さないことは,人類の歴史が示すところである。総力戦として化学的,生物学的, 
細菌学的，原子力的兵器が及ぼす死の影響力がいよいよ増大する事実に直面するにつ 
けても, それに対抗するカもまたこの恐るべ호破局を避けるためには, あらゆる可能 

な手段を講じなければならない。平和はたんに戦争状態がないということだけではな 

い。人間活動のあらゆる分野で毎日飽くことなき努力を傾けて,苦闘のなかにかちと 
らねばならないものである。

赤十字こそ，国内的にも国際的にも平和の維持に欠くことができない生命力であ 

る。一国内の平和は,他人に対する同情や理解や尊敬の念を，行為に現わすことによ 
って,人々の心のなかに築かれるものである。こういう行動が国際的な段階にも等し 
く及ぼされるときは，たんに不幸の救助をもたらすばかりでなく，友情と思い遣り深 

い堅固なきづなを産みだす効果がある。
赤十字の本質的任務は国籍,人種,宗教，政治的信条の别なく,公平無私に人類の 

苦痛を軽減することにある。国の内外においてこの責任を果たすことにより,赤十字 

は人類の求めに応じて積極的な行動をとる機会を万人に与えると同時に,平和の維持 
に欠くことができない各国民間のよりよき理解に貢献するものである。

世界65か国の赤十字社,赤新月社，赤獅子太陽社に結集し,赤十字社連盟に連なる 

1億を越える成年社員および青少年メンバーをもつ赤十字独特の性格は，これら平和 
の維持のための人類愛の活動にいっそうの意義を与える。それというのも,これらの 

行動こそ同じ基本的人類愛の考えにもとづくものであり，世界中くまなく認められて 
いる共通のシンボルのもとに行なわれるものだからである。

赤十字の社員やグループが，病めるもの，助けなきもの,難民，家なき者，戦争や 

災害の犠牲者のうえに救助の手をさしのべて苦痛の軽減を計る行為こそ,平和への実 

際的,建設的手段である。保健衛生活動を通じての疾病の予防，他人への献身と奉仕 

の精神を涵養する青年のための,青年による青少年赤十字事業，各国赤十字社の協力 
による国際的な事業等の活動は,すべて同胞の福祉に関する人類の関心を，赤十字を 
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通じて具体的な形をとって表現するものである。このようにして涵養され強化された 

心の態度こそ,戦争の原因の一部を除くのに貢献する。赤十字は世界を通じ国民の参 
加をえて,これらの実際的な身近な行動にその資源を集中すべきであり,その行動の 

副産物として，各国民間に自然に溢れ出るよりよき理解を産みだすことができる。
ゆえに平和の維持における赤十字の第一義的役割は，世界中の男も女も子供も国の 

內外を問わず人類の苦痛を軽減防止できるような事業を実施するにある。赤十字の事 
業はその権限內で積極的な行動をとるものでなければならない。このような行動こ 

そ，平和に対する人類のあこがれをもっとも単的に表明するものである。この根本的 

な目的を追求するにあたり，赤十字は平和の維持を心から念願してやまないあらゆる 

人間と,あらゆる国内的，国際的団体の協力を歓迎するものである。
ゆえにすべての赤十字社，赤新月社，赤獅子太陽社を挙げて，また男，女，子供を 

問わずその社員の一人一人も世界的組織，すなわち赤十字社連盟に個々に，または集 

団的に属する以上，つねに支援し,維持すべきは,この個人間,国民間における相互 

援助と友愛にもとづく基本的赤十字事業である。そうすることによりさらにそれ以上 

の赤十字の目的，すなわち平和建設の基礎の樹立に貢献することになる。赤十字の創 
始者アンリ-■・デュナンの『ソルフェリーノの思い出』から引用すると『各国民間に 

善を実行するために一致団結しようという観念を養うことこそ，戦争を防止すること 
になる』と言っている。

全世界を挙げて赤十字に心身を捧げる者たちが,この神聖な任務を明白に自覚すれ 
ばするほど,人間はあの真の平和の理想郷に近づくものであり,その境地においての 

み，人間は初めてその創造的機能の全部をだしきることができるであろう。」（ストッ 
クホルム，1948年，決議第64）

第18回赤十字国際会議は，

諸国家を対立させ，諸国家間に不和を蔓延させる戦争こそは人類最大の災禍であっ 
て，人類を再び野蛮時代へ復帰させるおそれのあることにかんがみ,

過去における赤十字国際会議の平和維持のための国際協力の必要に関する諸決議に 
かんがみ，

これらの諸決議を再確認し，

各国赤十字社が，
a）諸国家間の誤解を避け,かつ払拭するためあらゆる努力をなし,

b）諸国家間に真の理解を樹立し，戦争の災禍を防止するため協力と相互援助を盛 

にすることを勧奨し，

この戦争の惨禍は，人道に奉仕して実効を挙げる物力を有するのみならず，なにょ 
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りも世界を同胞の共通精神に結合する道徳的,精神的な力である赤十字の指導のもと 

に避けうるものであることを声明する。(トロント,1952年,決議第11)

理事会は,
赤十字がつねに人間の苦痛を軽減するために努力し,これにより平和確保に努める 

純粋に人道的な組織であることを考慮し,

過去数度の赤十字国際会議で同様な決議が採択されてきており，その諸決議は今回 
も再確認されるものであることを考慮し,また,

最近の実験が戦争における核兵器の使用により人類がさらされている大きな危険を 
明らかに示していることを認め,

赤十字が永続的な平和を確保するためになしうるもっとも実践的な寄与は,その基 
本的な目的——信条,国籍ないしは人種のいかんにかかわらず，人間の苦痛を 

軽減し，予防する——を完遂することであると認め,
すべての赤十字社は，この目的を達成するために間断なく活動し，これにより世 

界の人々の間のよりよき相互理解をもたらすことに貢献するようあらためてうなが 
し，

すべての国家に対して,

(a)紛争の平和的解決のため,その努力を強化し，
(b) 一般軍備縮少に対する活動を間断なく続け，

(c)あらゆる核兵器の使用を禁止するとともに,窒息性ガス，毒ガスの使用および 
細菌兵器の使用を絶対的かつ効果的に禁止することに同意し，

(d)原子エネルギーを平和目的のためにのみ使うことを保証する効果的な国際管理 

体制を確立し，そして
原子エネルギーの実験により生ずる損害からあらゆる人々を保護する敏速かつ効果 

的な手段をとるよう，
懇請する。(第23回赤十字社連盟理事会,オスロ，1954年,決議第1)

第19回赤十字国際会議は,

世界人口の3分の2の生活条件を，残り3分の1と比較した場合,その嘆ずべき差 
異とまたこれに関連する赤十字の責任とを感じ,

この潜在的に危険な不平等の多くの原因は医療社会事業の分野にあると確信し，

大規模にして強力なる国際的諸機関が，この問題の解決を研究し,これに努力して 
来たという事実を知り，
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赤十字が代表をだした国際諸会議が,非政府的機関——赤十字はもっとも古く,も 

っとも多数の社員を有するそのような機関のー-3であるが——の協同を幾多の機会に 
要請したことを想起し,

すべての赤十字社に対し,それらが飢餓,栄養不良,アルロール中毒,住宅の不足 
および不衛生な住宅,その他の社会悪に対抗する運動に,有効に参加する方法を綿密 

に研究するよう要請し,
すべての赤十字社に対し,たんに肉体的健康の増進に関する活動を継続するのみな 

らず，また偏見,差別および民族主義に対抗する個人および社会の精神的健康という 
分野における深く理解ある運動を計画し，またこれら諸悪の犠牲者に赤十字の人道的 
伝統に合致した援助を及ぼすため，特別の努力を払うよう強く訴える。（ニューデリ 
-,1957年,決議第34）

第19回赤十字国際会議は，

平和のための従来の国際会議の諸決議を確認し，

1億1000万の男女および児童が社員として80か国において赤十字,赤新月および赤 

獅子太陽社のもとに集まり,さらにこれらの社は赤十字社連盟のなかに統合されてい 
るという社員組織の独特の性格にかんがみ,

赤十字によって国際的規模のもとに，何らの差別なくまたあらゆる政治的考慮を排 
除して行なわれた無数の精神的,物質的友愛の表示は,国家間の平和に対する赤十字 
のもっとも有効な貢献であることを示しているので,

平和の維持により，人類が新らしい予測し難い苦難から免れうるようにという衷心 

よりの念願を表明し,
各国政府に対し，紛争を平和的手段により解決するための努力を断じてゆるがせに 

せず，いかなる場合でも人類連帯の理想とすべての国民により認められた人道的諸原 
則とにしたがって行動することをせつに勧告し,

国際連合憲章の目的と原則とにしたがい,各国赤十字社に対し,

それら相互の間における不一致およびそれらの仲介によって国家間における不一致 

を除去するために不可欠な理解と合意とを発展させるために，赤十字社相互間の関係 
を深め，

各社が国境を越えてその連帯性を強めるのに寄与し,またこのようにしてすべての 
国民の間に人類がその目標とせざるをえない,またしなければならない平和の理想の 

火を燃やし続けることができるよう，その相互援助の行為の度数を増加するよう勧告 
する。（ニューデリー,1957年,決議第37）
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理事会は,
すべての国の政府に対し,「紛爭を平和的手段により解決するための努力を断じて 

ゆるがせにせず,いかなる場合でも人類連帯の理想とすべての国民により認められた 

人道的諸原則とにしたがって行動すること」を要請した第19回赤十字国際会議のアピ 

ールに注意を喚起し,

友好的交渉によって問題を解決するために,諸国の首脳の払った努力に敬意を表 

し.とくにその最近の会合によりこの動揺した世界に希望をもたらした諸政治家に祝 

意を送り,

一般的軍縮,核兵器の実験停止のための努力に敬意を表し,全世界の人々の肉体的 

精神的苦痛を軽減するためにかくも重要なこれらの問題につき,各国政府間に意見の 
一致をみることを切実に希望し，

第19回国際会議が世界のすべての国民に対し,戦争はいかなる問題の解決にもなら 

ず,したがって戦争を放棄することを誓うという原則を採択することを求めたことを 

想起し,
赤十字にとっては,戦争以上に恐怖すべきものはなく,平和のみが赤十字に相互間 

の協力，とりわけあらゆる種類の災害に対する救護活動をつねに拡大してゆく可能性 
を与えるがゆえに平和ほど貴重なものはないと思考し,また,

すべての赤十字社,赤新月社および赤獅子太陽社が，あらゆる手段により平和を助 
長することに努め，

⑻病人,不幸な人,家のない人,難民，戦争犠牲者，災害被災者に救いと援助の 
手をさしのべ，

(b)国際的友愛と連帯の精神において，赤十字機構を通じ少年少女を教育し,
もって赤十字が平和の助長に活発に参与していることを明らかに示すよう，その努 

力を傾けることを求める。(第25回赤十字社連盟理事会，アテネ,1959年，決議第18)

理事会は,
人類に測り知れない苦痛を生ぜさせる戦争の継続的脅威に対する深い憂慮を表明 

し,
「戦争はいかなる問題の解決策にもならないという原則を承認して,戦爭の放棄を 

誓う」ことを世界のすべての国々に呼びかけた第19回赤十字国際会議の訴えを想起し, 

すべての関係者に,国際問題解決のために力，あるいは力の脅威を用いず,すべて 
の紛争を平和的に解決するよう強く訴え,

各国赤十字社が，その人道的諸事業を通じて，世界の人々の間の相互理解，友情, 
協力を確立することによって平和を維持するため，あらゆる努力をするよう要請す
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る。(第26回赤十字社連盟理事会,プラーグ,1961年,決議第1)

赤十字運動の創始百周年にあたりジュネーブで開かれた国際赤十字代表者会議は, 
(a)過去一世紀の間に次第に残酷かつ危険なものとなりつつある戦争の性格を考慮

し,
⑹ 法と正義にもとづく永続的平和の樹立に関する世界のすべての国民の一致した 

希望を考慮し，各国政府が軍備の制限，核兵器実験の禁止および平和的交渉方法 
の援用によって武力紛爭脅威を退けるために払いつつある努力に敬意を表し,

(c)各国政府に対し,諸国民相互間の信頼を回復し，これによってすべての国家の 

間の友情と平和による協力の基盤を築く方途の探究を休みなく継続するようにと 

の熱望を表明し，
(d)各国赤十字社に対し，相互を結ぶ友情によって平和を強化し,その人道的相互 

援助がすべての国の人々に恐怖と暴力とに代わるに希望と平和とをもってすべき 

新時代の始まる時が到来したことを自覚させる努力をゆるめないよう強く要請す 
る。(百周年会議，ジュネーブ，1963年,決議第23)

代表者会議は,

赤十字国際委員会が,当事者双方の同意のもとに国際連合からキューバ事件に介入 

を求められた際の諸情況を了知し，
国際委員会が，紛争当事諸国から同時に，仲介者の任務を行使するよう，または当 

事者が締結した約束が忠実に実行されるため協力するよう呼びかけを受けた場合は, 
これに肯定的に応じ,もって平和の維持に貢献することが望ましいと思考し，

キューバ事件における国際委員会の行動を承認し，これを完遂したことを祝賀す 

る。(百周年会議，ジュネーブ，1963年，決議第24)

第20回赤十字国際会議は,

1963年，ジュネーブにおける代表者会議が採択した「世界平和の要因としての赤十 

字」と題する決議を満足の念をもって了知し，
従来，とくにニューデリーにおける第19回国際会議が採択したこの分野に関する諸 

決議を想起し，
各国政府が軍縮,とくに1963年の大気圏内外および水中の核実験停止条約および 

1963年の大量破壊兵器の大気圏外配置に関する国連総会決議を通じて武力戦の危険の 
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除去のために払った努力を歓迎し,
現在武力による闘争が行なわれている多数の国の国民に加えられている苦痛に対し 

深い憂慮を表明し,
さらに,すべての民族の独立および自決権に向けてしばしば武力が行使されている 

ことに深い懸念を表明し，かっこれを悲しみ,

すべての政府に対し，国際的紛争を国際法の精神により平和的手段をもって解決す 

ることを要望し，すべての政府に対し，すべての核実験禁止および有効な国際管理下 
における一般的かつ完全な軍備縮少に関する協定に到達することに努力し,核禁止地 

帯の設立,核兵器非拡散協定のような部分的措置を講ずるよう訴え，

赤十字国際委員会に対し,国際連合と常時連絡を保ちつつ国際委員会の人道的任務 
の枠内において,起こりうる武力紛争の防止と解決に尽力し,関係諸国と協定して， 
この目的に適した措置に参加するためのあらゆる努力を払うよう激励し,

赤十字国際委員会,赤十字社連盟，各国赤十字社および各国政府が，すべての武力 
紛争に際し,人道の精神をもって，ジュネーブ諸条約が世界的にかつ周到に適用され 
るための努力を倍加するよう訴え,

国際委員会,連盟および各国赤十字社が苦痛の軽減のために払った努力に対する感 

謝を表明し，これら諸組織が将来も同様な努力を継続するよう激励する。（ウィーン 
1965年,決議第10）

第20回赤十字国際会議は,

各国政府に対し，そのすべての行為に際しては,すべての国民が承認している人類 
連帯の精神と人道の諸原則にもとづくよう勧告した第19回赤十字国際会議（ニューデ 
リー,1957年）採択の決議第37を想起し，

赤十字は,人間の尊厳を尊重させつつ，国際的相互理解とすべての国の間の友情の 

助長を指向するものであることを確認し,
すべての国民の努力の精神的目標としての世界平和の理想は，たとえ長期を要する 

ことではあっても信念と忍耐とをもって追求すれば実現可能であることを考慮し，

世界平和の理想実現のためのもっとも有力な要素の一つは,「人道を通じて平和へ 
Per humanitatem ad pacemjという標語にしたがい諸国民を人道化するにあること 

を意識し，
諸国民の人道化は，国際相互理解と人類連帯の精神を大衆,とくに未来の運命を担 

うべき若I、世代に公民教育するのでなければ実現が難かしいことを宣言し，

国の文明の尺度は,各人が他人に対して,また各国民が国際社会に対して示す尊敬 

によって計られるものであることを考慮し,
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各国政府が,すべての人もすべての国も,等しく人間の尊厳を尊重し,かつ尊重さ 

せ,物心両面のあらゆる方法によって人間生活の諸条件の改良に貢献すべき権利のみ 

ならず，基本的義務をも有することの意識を涵養することにより，高,中,小すべて 
の段階の学校教育において成長過程にある世代を公民教育するのに適した方法を定め 
る世界文化条約を締結することを希望する。（ウィーン，1965年,決議第11）

理事会は,

世界の諸地域において，武力紛争の結果,世界の平和が脅かされ,人々が多大な被 

害を受けつつある事態を深く憂慮し,すべての関係国に対し,これらの紛争を終結さ 

せ，平和的手段によって紛争を解決するため,その高い権威を行使するよう訴え,
さらに全関係諸国が，その調印しているジュネーブ諸条約中に具体化されている人 

道的諸原則を守ることに同意し，可能な限り条約を援用して,これら人道的諸原則の 

全当事者による支持を確保するため，赤十字国際委員会の活動を要求し利用するよう 
せつに要望する。（第28回赤十字社連盟理事会，ウィーン,1965年,決議第25）

執行委員会は，
赤十字社連盟が，平和を人々の間に流布すべきこと，また国際的な論争および武力, 

軍隊ないしは威嚇による紛争に対し，断固として反対すべきことを明確に確信してい 
ることにかんがみ，

赤十字社連盟が,その創設以来の種々の会議で採択された公式の諸決議を通じ，こ 
れらの原則を確認したことを思料し，

赤十字社連盟が，武力紛争，戦争および侵略が世界中のいたるところで続けられて 
いることに注目しているのにかんがみ,

論争を解決したり，あるいは一国の意志を他国に強制したりする手段として,戦 

争，武力紛争および侵略を継続することを悲嘆し,
世界の平和を保護し維持するために全赤十字機関がいっそう組織的,積極的な活動 

を実施するよう要請し,この目的のために赤十字国際委員会と協議,協力し，イスタ 
ンブールの次回会議に提出するために,とるべき措置を研究する連盟セミナーを開催 

することを勧告し,
すべての国々に対し，この事態を終結させ,他国民の独立ないしは自治権に敵対す 

る軍隊の使用を含むような手段を放棄するよう促し，

人権宣言の諸原則への参加を厳粛に再確認し，人権が侵害されたり違反していると 
ころでは,それが世界のいかなるところ,またいつ起ころうとも，これらについて関 
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心があることを表明し,

すべての政府に対し,赤十字が専念する人権の保護を確保するために平和的手段に 

よって国家間ならびに国民間の論争を解決するようアピールする。（第87回赤十字社 
連盟執行委員会,ジュネーブ,1968年,決議第24,第30回赤十字社連盟理事会,イス 
タンブール，1969年，採択）

第21回赤十字国際会議は,

人間の権利および尊厳の尊重ならびに人間の保護は赤十字の人道的活動の基本およ 
び人道法の目的を構成し,人道法の発展は国際連合および赤十字に共通する関心事で 

あることを想起し，
戦争そのものが人間の権利および尊厳に対するもっとも重大な侵犯であることを認 

め，
戦争犯罪および人道に対する罪は人間の諸権利のもっとも明白な侵犯を形成し，戦 

争犠牲者の境遇をいっそう悪化させるものであることを考慮し,

その倫理的権威と威信とをもってかかる犯罪のくりかえしを避ける手段を支持する 

ことは赤十字の義務であると認め，
1968年の国連第23回総会が戦争犯罪および人類に対する罪の無時効性に関する協定 

を採択したことはこの分野に対する重要な一歩をなすことを銘記し，
すべての国家が人権の保護を指向する体制の欠くことができない一部となったこの 

協定に加盟するよう要望する。（イスタンブール,1969年，決議第12）

第21回赤十字国際会議は,

人類家族の一体にして不分割なことを認識し，
次の通り宣言する。

人間は永続的平和を享有する権利を有し,

人間にとり，その権利と基本的自由の尊重を基礎とする充実した満足な生活を生き 
うることが肝要であり,

この目的は,世界人権宣言および人道諸条約に示され定義されて1、る人権が尊重さ 
れ遵奉されなければ達成できないものであり，

人間の身体,名誉および尊厳を害するおそれのあるすべての恐怖，暴力行為と蛮 

行,脅迫と不安から解放されることは人間の権利であり,

いかなる人も,種族，性，出身,宗教,言語，思想および政治的意見による区別ま 

たは差別なく近代文明の恩恵を平等に享有する権利があり，
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世界にあまねく承認されている一般的な法の原則は,法の支配がいかなる場所であ 

るかを問わず有効に保障されるべきことを要求し,
平和と自由の理想を実現するためには，若い世代に対して特別の注意を払い，養育 

と教育は，人権の諸原則およびとくに国際赤十字に体現し，ジュネーブ諸条約に表現 

されている人道主義に則って改善されるべきであり，

人類共同の運命は諸国民間の連帯,協力および真摯な友好に依存する。（イスタン 

ブール,1969年,決議第19）

第21回赤十字国際会議は，

国際赤十字が,第20回国際会議によって採択された基本的人道諸原則によりすべて 
の国民間の相互理解,友情,協力および堅固な平和を助長することを要求されている 

ことを考慮し，
すべての国民の独立と自決権を危うくするカの脅威または使用はいかなるものも排 

撃して，平和を支持した過去の諸決議および過去の赤十字諸会議が,すべての政府に 

対し，その紛争を国際法の精神において，実効ある平和的方法をもって解決するよう 

呼びかけた訴えを確認し，世界各地域において大なる苦痛と困窮とを発生させつつあ 

る武力紛争から生じた世界平和と国際安全に対する脅威に不安を表明し，第一義的要 
素として国際協定と国際法の尊重を要求する国際平和と安全を確保する実効ある方策 

の必要性に促がされ,
赤十字はその全人類の利益のためになした伝統的約束につねに忠実であり，国際的 

に承認されたすべての人,すべての人間社会の基本的人権の尊重を求めることを再確 

認し,
すべての政府と国連に対し,武力紛争を止め永続的平和を樹立するためあらゆる措 

置を講ずるよう緊急に訴える。すべての環境における核兵器実験を禁止する適当な保 

証のある条約,海底兵器管理条約，化学および生物兵器に関する完全にして有効なる 

協定および実効ある国際管理下における一般完全軍縮協定を締結することを含め核兵 

器競争を中止する努力を新らたにするよう督促し,
兵器の購入に予定された資金を人類への奉仕,生命の保護と国民，とくに第一義的 

に青少年の保健衛生および訓練ならびに教育の改善に充当するよう提案し,

国連総会が1968年12月19日に採択した決議第2444号を満足の念をもって了知し，国 
際赤十字の指導者に対し,平和と人権のための活動について国連とつねに緊密な連絡 

を保つよう要望し，
すべての国家に対し,国際法,国連憲章，国際人道諸条約および宣言ならびに国際 

赤十字および国連の過去における人道に関する諸決議が樹立した基準を受諾し，かつ 
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効果的に実施に移すよう促し,

国際赤十字機関および各国赤十字社,赤新月社,赤獅子太陽社に対し，つねに国連 
の専門機関と連携を保って，すべての人とくに青年を国際友愛,すべての国民との連 
帯と友好,自国民の運命に対する社会的責任の精神により訓練することによって赤十 

字活動を理解させるための積極的な措置を講ずるよう勧告する。この精神により，国 
際赤十字機関に対し，国連教育科学文化機関(UNESCO)その他の国連専門機関およ 

び青年団体と連絡し平和に関する教育計画に着手するよう願い,
各国赤十字社に対し,平和の促進に関して経験を交換し，いっそう緊密な協力と相 

互理解を達成するため相互の接触を強化し密接にするよう緊急に要請し，勧告し，

国際赤十字に対し,平和,人権および基本的自由を支持するためのあらゆる情報手 
段をさらに利用することの必要性ならびに赤十字の人道的諸原則を広く普及すること 

の必要性に注意を喚起し，

国際赤十字機関およびすべての各国赤十字社に対し,赤十字がさらに有効に平和の 

擁護と戦争の防止に参加しうる具体的方法を探究する会合および研究会を召集するよ 
う勧告する。(イスタンプール,1969年,決議第20) 回«㈣

理事会は,
連盟および各国赤十字社が,諸国間に平和，相互理解，友情および協力をもたらす 

ために努力していることを考慮し,
これらの目的が，青年の会合を含む国際的および地域的な集会により実現されつつ 

ある方途に注目し,
各国赤十字社のもっとも重要な仕事の一つは，そのメンバー,まず第一に青少年に 

平和，国際協力，人間尊重,戦争憎悪，国際人道法の遵守,すべての民族,すべての 

国家の平等な権利の増強の精神を教育することにあることを認め，

連盟の理事機関がこれまでに採択した,平和と人権を促進し，また武力と武器によ 

る国際紛争の解決を悲しむ諸決議を想起し,

連盟事務局および各国赤十字社が，平和，人間の生命と健康の保護および人間の苦 

痛の払拭と軽減のための赤十字活動を支持するできる限り広範な世論をあらゆる報道 

媒体を通じて動員するよう要請し，
連盟と各国赤十字社が,平和の強化と戦争の新らしし、発生の防止とを目的としてい 

る他の国際機関，第一に国速およびその専門機関といっそう積極的に協力するよう勧

(3)青年と平和 第6章第5節第5項,302頁参照
(4)休 戦 第6章第6節第3項,320頁參照
(S) 赤十字国際麥員슈 第2章第2節, イスタンプール, 1969年, 決議第21, 104頁參照 
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告し,

連盟事務局がこの問題につきこれまでに採択した諸決議に注意を払1ヽ,またその実 
施促進のために各国赤十字社の地域会議を含むすべての適切な機会をとらえるよう要 
請する。（第31 回赤十字社連盟理事会, メキシコシティ, 19기年, 決議第32）

執行委員会は，
世界の多くの部分に生起しつつある暴力行為と，これらの行為が人類の将来に対し 

て与える脅威を深く懸念し,

罪なき人々が死と苦痛をもって支払う過重の代価仁驚がくし,

これら暴力行為は人道法と赤十字諸原則の重大な侵犯を形成するものであることに 

注目し，
われら赤十字組織は暴力行為に無関心でありえないことを確信し，
赤十字に課せられた人道的使命を自覚し，
各社に対し,
a）その国の政府が単独にも集団的にも,とくに国連を通じて，多大の苦痛を生ぜ 

させている諸問題の有効な解決を招来するため行動するよう要請し，

b）相互理解と人間尊重の雰囲気醸成に貢献するため,国民に対し赤十字諸原則を 

いっそう広く普及することを確保するよう要望する。（第89回赤十字社連盟執行 
委員会，ジュネーブ,1972年，決議第19）

理事会は,
全世界の平和を促進する活動は人類の根源的な熱望を反映するものであることを考 

慮し，

赤十字は,その原則にしたがい，その活動を恒久平和の達成という方向に向けてい 

る事実を承知し,
すべての赤十字機関が世界平和の要因としての赤十字の役割に与えている重要性を 

考慮し,
赤十字がこれまで平和のために寄与する目的で払った努力はなみなみならぬもので 

あり，またそれはこの分野での赤十字の活動をさらに発展させる基礎として役立つこ 

とを認め，

世界平和促進のために払われる努力への赤十字の貢献をこれまで以上に増強するこ 
との可能性にかんがみ，

1）近い将来に,平和促進のための赤十字の役割と活動の研究を主題とする赤十字
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会議の召集を勧告し,
2）理事長がこの会議のため必要なすべての準備にあたる組織委員会を指名するよ 

う示唆し,
3）この会議の報告が次回の理事会および代表者会議に提出されるよう希望を表明 

する。（第32回赤十字社連盟理事会,テヘラン,1973年,決議第37）

第22回赤十字国際会議は，

人間の健康と生命を護り,人間の苦痛を予防し,相互理解，友情,協力および永久 

の平和を諸国民間に樹立するという赤十字に委託された任務を遂行するためには，世 
界平和の要因としての国際赤十字の役割をさらに拡大強化することが必要であること 

を確信し,
いまなお武力紛争,領土の占領,人種差別および集団虐殺が発生している世界の多 

＜の地域の諸国民の苦痛に対し深い憂慮を表明し，

緊張の緩和と世界平和の増進を目的とする努力と措置を歓迎し,
世界平和を推進するための国際連合およびその他の国際機関の活動を支援すること 

を宣言し,
国際関係については，平和，平等および平和共存の原則にもとづく善隣政策の理想 

により導かれるよう諸国政府に要求し，

諸国政府に対し武裝軍備競争の制限と軍縮につき協定を締結する努力を継続するよ 

5訴え，

世界平和の要因としての国際赤十字の役割のいっそうの発展と強化の問題が赤十字 

の役割の再評価の研究に包含されるよう勧告し，

国際委員会，連盟および各国赤十字社に対し，平和,人権および基本的な自由のた 
めの活動を強化し，また諸国政府と協力して赤十字の人道的理念を公衆の間にさらに 

広く普及するためのいっそうの活動を実施するよう要請する。（テヘラン，1973年， 

決議第11）
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第2章赤十字の国際組織

第1節 赤十字国際会議
第17回赤十字国際会議は,

赤十字国際会議常置委員会において赤十字国際委員会を代表する2名中の1名,お 
よび赤十字社連盟を代表する2名中の1名は,つねにそれぞれ赤十字国際委員会の委 

員長および赤十字社連盟理事会理事長であることを勧告し,

次回国際会議の開会までの期間，国際赤十字規約第1条の精神にしたがって行動 
し，赤十字国際委員会の事業と赤十字社連盟の事業との調整および統合にあたるのは 

常置委員会の任務であると思料し,
常置委員会は定期的に少なくとも年2回会合し,その活動を,規約の解釈から生ず 

る疑義の裁定，次回国際会議の準備のみに限定せず，国際会議間の時期における各国 

赤十字社,赤十字国際委員会および赤十字社連盟等の事業を調整統合すべき国際会議 
の機能を実施するとともに，必要に応じ,後者両機関に共通する一切の問題を審議 
し,次回の国際会議にこれを報告する条件のもとに事情に応じて処理することを勧告 

する。
しかしながら，国際赤十字の各構成機関の各自の活動分野におけるその主導権はあ 

らゆる場合において厳重に尊重されるべきである。常置委員会に提出された問題,あ 
るいは今後ジュネーブにおいて赤十字国際委員会と赤十字社連盟の両事務局幹部によ 
って開催される月例会議に提出された問題，および世界的事件に関連する問題等はそ 
の何たるかを問わず,すべて常置委員会の会議に上程されるものとする。

また常置委員会はその委員である3名の委員長および理事長，すなわち常置委員会 

委員長自身,赤十字国際委員会委員長および赤十字社連盟理事会理事長,あるいは彼ら 
を欠く場合は，彼ら各人によりすでに指名されている代理者が,緊急時においていか 
なる手段が必要であるかを審議し，会合する権限を与えられるべきことを勧告する。 

いかなる場合においても委員長および理事長は，常置委員会の半年毎の会合の間に少 
なくとも1回は会合するとともに，3名のうち1名がこれを要求する場合は,つねに会 

合して協議を重ねるべきことを勧告する。また赤十字国際委員会と赤十字社連盟の事 

務局の幹部は毎月ジュネーブに参集し,委員長および理事長の書記として行動すると 

ともに，外部の事項に関係あることは別として,協同して審議すべき事項あるいは各 
国赤十字社からもたらされた事項等一切の問題を審議すべきである。委員長および理 

99



第2章 第1節 赤十字国際会議

事트はその と った処置に関 し, 次回の常置委員会の会議に対し報告する もの とする。

その規約にしたがい,その手続を設定するのは,常置委員会自体であり,委員会の 
書記の職務を設置することについては,常置委員会自らが決定すべきものと思料する。 

（ストックホルム,1948年,決議第13）

第18回赤十字国際会議は,

今回の国際会議において，若干の政治的論争が導入されたにもかかわらず,会議は 
有効な成果を収めたことに注目し，

いかなるときにおいても政治的論争が赤十字事業の障害となることをゆるさないと 
いう本会議の決意を表明し，

たとえ各国民間に,政治的相違があろうとも,赤十字はもっぱら各国民相互の理解 

と善意を増進するに役立つ人道的諸事業にのみ関係する運動であるとの不退転の信念 
を抱くことを表明し，

すべての赤十字社が，いかなるときにも世界を通じて健康の増進,疾病の予防およ 

び苦痛の軽減のため,相たずさえて事業を行なうことの重要性を確認する。（トロン 
卜,1952年,決議第10, b）

第19回赤十字国際会議は，

常置委員会が国際赤十字規約にしたがい,ジュネーブ諸条約参加の各国政府,各国 

赤十字社,赤十字国際機関,その他の機関に対して発した招待に注目し,

またその最初の会合において,これら招待に関して開陳された意見に注目し,
常置委員会に対し，それがなしとげた事業に謝意を表し,

国際会議主催国の赤十字社は,国際赤十字規約にしたがい，招待状の転達にあたっ 
てたんに仲介者として行為するものであり，またそれゆえすべての会議構成員は,こ 

のような資格で招待を行なう赤十字社に,本件に関し呼びかけを行なうことは差控え 
ねばならないという一般原則を再確認し，

将来においても,あらゆる赤十字国際会議への招待は,広い世界性の精神において 

発せられ,また人道法のために,ジュネーブ諸条約が適用される地域に権限を行使し 
ているすべての政府——これら政府が他の署名国の承認をえているか否かに関係なく 

——を含むべきであると希望し，

赤十字の分野においては,国家間の関係において慣例となっている承認の基準は適 

用されず,またしたがって赤十字国際会議への招待に関する決定は，他の分野におけ 

る先例となるものでなく，またなりえないということを強調する。（ニューデリー,
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1957年,決議第35）

第19回赤十字国際会議は,

常置委員会委員長の報告を銘記し,

赤十字は政府の地位に関する法律的,政治的問題には関係しないという常置委員会 
委員長の声明を確認し，赤十字の伝統的諸原則にしたがい，会議に出席すべく招かれ 
るすべての政府は，それぞれの正式の称号にしたがって招待状をだされるのが会議の 

本意であることを決議する。（ニューデリー,1957年,決議第36）

理事会は,

国際赤十字の世界性と無差別の原則を尊重することの必要性に留意するよう期待 
し，

「赤十字の国際的な,または地域的な諸会議および諸会合への招待を申し出る国々 
に対し,その場合により常置委員会または連盟に，すべての正当な権限ある代表団は 
支障，または差别なく参加を許される旨の自国政府の確実な保証を預託するよう要請 

する。かかる保証のない場合は,当該赤十字社の招待は有効な招待とはみなされな  

い」
という第87回赤十字社連盟執行委員会（ジュネーブ，1968年）の決議第25をとくに 

想起し,これらの原則とその履行をことごとく全面的に受け入れることを保証すると 

いう理事会の確固たる決意を表明し，
国際的な会議や会合に招待状を発送するすべての社にこれらの原則を遵守するよう 

に求め,

国際赤十字常置委員会への連盟の代表に対し,必要な保証を与えない赤十字社から 
の招待を常置委員会が受理しないことを確実に行なわせるように要請する。（第31回 

赤十字社連盟理事会，メキシュシティ,1971年，決議第3）
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第2節 赤十字国際委員会
第10回赤十字国際会議は,
戦時平時における赤十字国際委員会の卓越した事業を認め,委員会の現在の組織を 

維持するのを決定し，とくに未加盟国のジュネーブ条約への加入，新設赤十字社の承 

認,「赤十字国際機関誌」の編集,国際会議決議の通報ならびに国際委員会が託され 
てきた特別基金の管理に関する過去の会議による国際委員会への委任事項を確認す 

る。
委員会が,委員会の監督のもとにジュネーブ条約を遵守し，また条約を尊重するこ 

とならびにその原則の適用を確保することのために，必要な場合には介入するよう懇 

請する0
会議は，平時における国際委員会の活動を承認する。委員会がこの組織の基本的. 

道徳的・法的な諸原則の守護者ならびに宣伝機関であることを承認し，委員会が世界 

中にこれら諸原則を普及し適用することにつき注意を払うよう命ずる。（ジュネーブ， 

1921年，決議第16）

第18回赤十字国際会議は,
赤十字国際委員会に対して行なわれた攻撃を遺憾の念をもって聴取し，委員会の弁 

明を聴取し，
赤十字国際委員会仁対する信頼を宣言する。（トロント，1952年，決議第22）

代表者会議は,
赤十字国際委員会が，当事者双方の同意のもとに国際連合からキューバ事件に介入 

を求められた際の諸情況を了知し,
国際委員会が,紛争当事諸国から同時に,仲介者の任務を行使するよう，または当 

事者が締結した約束が忠実に実行されるため協力するよう呼びかけを受けた場合は， 

これに肯定的に応じ，もって平和の維持に貢献することが望ましいと思考し,
キューバ事件における国際委員会の行動を承認し,これを完遂したことを祝賀する。 

（百周年会議,ジュネーブ,1963年，決議第24）
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第21回赤十字国際会議は,

赤十字は,その宣言した人道の原則により,「すべての国民間の相互理解,友情, 
協力および堅固な平和を助長する」ものであることを想起し,

第20回赤十字国際会議が，その決議第10において,赤十字国際委員会に対し,国際 

連合と常時連絡を保ちつつ，国際委員会の人道的任務の枠內において，関係各国の同 
意のもとに起こりうる武力紛争の防止と解決に貢献するようあらゆる努力を払うこと 

を奨励し，赤十字と政府に対し，すべての武力紛争に際しジュネーブ諸条約の世界的 
かつ周到な適用のために努力するよう訴えたことを想起し,

第17回国際会議が，その決議第27において，「友好国ならびに敵対国の赤十字社間 

における関係の展開が必要である」ととくに考慮したことにかんがみ，

赤十字国際委員会に対し,武力紛争または平和を脅かす状況に際し,必要であれ 
ば，関係各赤十字社代表が赤十字国際委員会を交えて,あるいはそれぞれ関係委員会 

と会合し,関連ある人道諸問題の解決を研究し，関連政府の同意をえて，赤十字が紛 

争の発生を防止し,または休戦あるいは敵対行為停止を達成するためにいかなる貢献 
をなしうるかを検討するよう勧告し，

各国赤十字社に対し,赤十字国際委員会の要望に応じ,この分野におけるあらゆる 
望ましい協力を与えるよう勧告する。（イスタンプール，1969年,決議第21/6X7X8）

（6）1949年シュネープ諸条約I-第9条,I-第9条，1［ー第9条,Wー第"）条参照 
（7）代表団, 第2章第4節第6 項, 第17回国際슈議決議 第15と第30, 117頁參照
C8）救護,第5章第2節第3項（。L第17回国際会議決議第39, 206頁參照
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第3節赤十字社連盟⑼
1 .一般

総会は,

連盟事務局の第一義的な機能は,各国赤十字社の組織,社員および各国の伝統に応 

じ,また政府ならびに・その他の機関と協力して,健康を増進し,疾病を予防し,苦痛 
を軽減するために最大の努力を払う平時事業を発展させることにおいて，各国赤十字 

社を援助することにあると思料する。各国赤十字社が本勧告の重要性を認識すること 

を確信したうえで,総会は連盟事務局が本事業を完遂するための資料と要員を確保す 

るよう求める方向で,現在の主たる努力を組織活動,一般保健衛生教育,公衆保健衛 

生看護および青少年赤十字に対して向けるべきであるという提案を承認する。（第2 
回赤十字社連盟総会,ジュネーブ,1922年，決議第l,d）

理事会は,

赤十字社連盟事務局がその活動の基盤としている諸原則を承認し,事務局が,各国 
赤十字社の資料収集,平時事業の発展，国際赤十字のすべての構成分子とのいっそう 

の緊密な接触を保つという三重の使命を推進するよう積極的に促す。（第11回赤十字 

社連盟理事会,ヘーグ・ 1928年,決議第10,第1項）

理事会は,
戦時においては,赤十字社連盟の本部は交戦国および非交戦国の双方に接触しうる 

国へ移転すべきであると決定する。この移転を実現するためには，連盟がその本部を 
有する国への接触を困難にさせる交戦国が，連盟に対し，本部を他の場所へ移転する 
ためのあらゆる便宜供与を与えるべきであるということに同意しなければならない。

（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード,1946年,決議第63）

（9）連盟の使命,目的,組織および構成は,「赤十字社連盟憲章」，「連盟附則」,ならびに「連盟諮問委員
会規則」參照
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理事会は,
ソルフェリーノの戦場において生まれ,「戦いのなかにも慈悲をInter arma cari- 

tasjという標語に表現される赤十字起源の思想は拡大発展して,たとえば自然災害, 

流行病,飢饉による犠牲者の救護,医療および社会事業,奉仕者の養成,青少年間の 

利益を考えない相互援助精神の振興のような戦争に関係がないが,人道の原則にもと 
づき,一国の住民相互間および各国民相互間の平和を保全し,回復することに貢献す 

る多数の平時事業をも含むにいたっていることを考慮し,
「人道を通じて平和へPer humanitatem ad pacemjという第2の標語を採択す 

ることを決定し,

各国赤十字社に対し,人道は赤十字のもっとも高貴なる原則であって,赤十字はそ 
の人道的事業活動を通じてのみ平和のために奉仕することを熱烈に希求するものであ 

ることを示すため,第1の標語「戦いのなかにも慈悲を」も廃止することなく,この 
新らしい標語を使用するよう勧告する。(第26回赤十字社連盟理事会,プラーグ,1961 
年,決議第44)

2 . K 議

(a)基本的諸原則の尊重

理事会は,
1948年ストックホルムで開催された第20回赤十字社連盟理事会で採択された決議第 

5⑶の条項にしたがって,すべての赤十字社に,赤十字社連盟の会合に政治的論争を 

導入することが赤十字の基本的諸原則を侵害するものであり,これを侵害した赤十字 

社は連盟憲章の第9条にしたがって連盟理事会によって行動を停止しうるということ 
をここに警告する。(第23回赤十字社連盟理事会,オスロ,1954年,決議第5)

(b)参加

理事会は,
連盟が人道的問題において関係を維持している公私の関係機関に,連盟の諸活動を 

恒常的に通報することができるよう希望し,

しかしながら,理事会の会合へのオブザーバーの出席は国際機関の代表に限定さ 
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れ,また連盟が諮問的な地位にあるような専門機関および赤十字社が存在しない国で 
赤十字のような仕事と関係している機関に限定されるべきであると決定する。（第23 
回赤十字社連盟理事会,オスロ,1954年,決議第7） 

執行委員会は，

赤十字諸原則が，プラーグ（1961年）で，新らしい字句，とくに「世界性」の字句 
を満場一致で採択したことを想起し,

各種委員会会合に定期的に代表をおくるべき連盟の諮問委員会の委員社となること 

を受諾しているすべての赤十字社に対し,現存の義務を強調し,
最近,連盟の諮問機関の会議および赤十字セミナーの際に,すべての赤十字社の参 

加をうることが困難であることを遺憾に思い,

将来において,連盟当局が連盟の用務で旅行する各国の代表団，代表およびその他 

の人々が，その種の会議出席決定前に必要な査証およびその他の旅行証書を入手する 

ために,あらゆる可能な便宜を与えられるべきであることを決議する。（第84回赤十 

字社連盟執行委員会，ジュネーブ，1964年，決議第32。第28回赤十字社連盟理事会, 
ウィーン,1965年，採択）。。）

理事会は，
a）連盟の構成員である各国赤十字社は,自社がその委員でない連盟の執行委員会 

および諮問委員会の会議に3名以內のオブザーバーをもって自社を代表すること 

ができる。かかるオブザーバーの氏名はまえもって事務総長に通知するものと 

し，
b）赤十字国際委員会は,理事会および執行委員会ならびに諮問委員会の会議に代 

表を派遣することができ，
c）その他の公共団体，とくに連盟への加入の正式手続を進行中の承認された赤十 

字社および連盟が事業上の特別な関係をたもち，また連盟がとくに活動している 

人道的な分野で協力する政府または非政府の国際的な諸機関は，理事会:および執 

行委員会の会議にオブザーバーとして代表を派遣するよう理事長により招待され 
ることができ,

d）オブザーバーは討議には参加しないものとする。しかしながら，会合の議長は 

例外的な措置としてオブザーバーに発言の場を与えることができ,

（10）赤十字社連盟の活動については,とくに第5章,第6章を参照
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e）オブザーバーは決議を提案せず,また投票に参加しないものとする, 
と決定する。 （第 31 回赤十字社連盟理事会, メキシロシティ, 19 기年, 決議第 4）
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第4節各国赤十字社
1 .新設赤十字社の創設と承認

総会は,連盟事務局が赤十字の存在しない国に赤十字社を創設するよう鼓舞するた 
め,および現存の未承認の赤十字社に対し,赤十字国際委員会による承認を確保し, 
かつまた連盟に続いて加入するという観点で，援助するために適切な手段を講じるよ 
う勧告する。（第2回赤十字社連盟総会，ジュネーブ,1922年，決議第6,第2項）（U）

第22回赤十字国際会議は,
各国赤十字社は，赤十字の国際諸会議によって規定された承認および加入条件を各 

社の定款が満たしていることを確証したうえで,赤十字国際委員会によって承認さ 

れ，赤十字社連盟へ加入していることを考慮し，
各社が国際赤十字の合法的な構成員としてとどまるためには,つねに赤十字運動の 

基本的諸原則にしたがうべきであることを考慮し，
さらに，一社の定款が承認および加入の諸条件と合致しなくなった場合,その社は 

疑義を受けるべきであることを考慮し,承認および加入の諸条件に関連する点で定款 

を変更しようとする社は,その変更を国際委員会ならびに連盟へ提出し，それぞれの 

勧告を考慮に入れるよう決定する。（テヘラン，1973年，決議第6）

2 .各国赤十字社の国內組織

第5回赤十字国際会議は，
政府の公認により，赤十字の名称と標章を有する一社以上の社の存在する国におい 

て,このような社は合併あるいは連合すべきであり，こうすることにより，国際会議 

で代表権を有するすべての赤十字社の集団に加入する権利を有することになる旨勧告 

する。（ローマ,1892年，決議第16，b）

（11）第1部「新赤十字社の承認J 42頁，「新赤十字社の赤十字社連盟加入規則」44頁参照
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赤十字社連盟総会は,

国際連盟規約第25条に「聊盟国ノ、全世界二瓦リ健康ノ増進,疾病ノ予防及苦痛ノ軽 

減ヲ目的トスル公認ノ国民赤十字篤志機関ノ設立及協力ヲ奨励促進スルコトヲ約ス」 

とあるので，また，

赤十字社連盟がこの種の目的実現に貢献するために創設されたものであるので, 

以下の勧告を,決議の形で満場一致で採択した。
⑴ 各国赤十字社の社員を拡大し,一般的なものにすることは，平時事業を成功さ 

せるための必要条件である。

⑵各国赤十字社は,社費および恒常資産の収益により，管理費およびその通常事 

業費をまかなうよう努める。

⑶各国赤十字社の社員は，各自の地域において公共福祉のための特定の事業を行 

なう適切な機会をつくりだすようにする。
(4)各国赤十字社は,赤十字事業のために国内の青年を組織する。
⑸各国赤十字社は,国內災害の際に救護活動を援助し，つねに敏速かつ効果的な 

活動を行ないうるよう準備しておくものとする。
⑹赤十字社連盟は,つねに可能な型での援助の即時動員を確保するため，加盟社 

に対し，災禍ならびに災害に関する情報の速報体制を維持し，かつ全世界の気象 
観測所および地震観測所との有効な連絡をとるようにする。

⑺保健衛生事業分野における各国赤十字社の三大任務は，
a)公衆保健衛生事業に関する関心を促進し，維持すること，

b)政府機関の事業を支持し，必要な場合にはこれを補完すること，

c) 示威運動, 教育ない나よその他の方法を通じて, 保健衛生に関する有用な知 

識を普及すること，
である。

(8)各国赤十字社は，自社の保健衛生事業を指導するため正規の有資格者を雇用 

し，非専門家を訓練するための適切な措置を講ずる。

⑼各国赤十字社は，同様の事業を行なっている奉仕団体との協力および調整を確 
保するように努力する。(第1回赤十字社連盟総会,ジュネーブ,1920年，決議 
第2)
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3 .各国赤十字社の活動への奉仕者の参加

理事会は,
各国の赤十字,赤新月,赤獅子太陽社の奉仕事業への奉仕者の参加は,全世界の 

赤十字社の事業を遂行するうえにおいて,第一義的に重要であることにかんがみ,ま 
た,

奉仕事業を通じ，赤十字の理想と諸活動が,具体的な形で，あらゆる国の人々にも 
たらされるということを考慮し，

奉仕活動計画の価値について,すべての赤十字社の注意を推奨し，かつ連盟事務局 
に対し,加盟社間の情報,人員および資料の交換を奨励し発展させるよう要請する。

（第20回赤十字社連盟理事会,ストックホルム,1948年，決議第17）

第18回赤十字国際会議は，

赤十字が元来全世界の多数の奉仕者により遂行される奉仕的な事業であることを認 

め,

赤十字の偉大なるカは，つねに悩めるものを救う用意があることであり,赤十字は 
その事業を通じ，人を助けようとする意志のあるすべての人の奉仕を活用しうること 

を認め,
また,奉仕的な力のなしうることは事実上無限であることを認め,

各国赤十字社が,赤十字を通じる奉仕ができるだけ十分に開拓拡大されるよう，専門 
家であるか素人であるか，訓練を受けたか受けないか，また老若を問わず，すべての 
人々ができるだけ広く参加することを目ざすよう勧告し,これを果たすためには,

各国赤十字社が各社間の情報の交換と交換訪問を通じて,奉仕事業に関する経験を 

分ち合うことを勧告し,

赤十字社連盟が，奉仕事業を創始し,またはさらに拡大しようとする各国赤十字社 

に指導を与えることを要請し,このため,すべての赤十字社が赤十字社連盟が作成 

し,この国際会議に提出した赤十字奉仕事業の手引きに注意を払うことを勧告する。

（トロント,1952年,決議第13）

第21回赤十字国際会議は，

社会経済の発展に対する地域社会成員の参加を増大することの必要を認め,またこ 
の発展は政府的および非政府的事業計画の緊密なる統合を要求することを認め，

各国赤十字社,赤新月社,赤獅子太陽社は国民のあらゆる階層から奉仕者を募集し 
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うる地位にあり,奉仕者は地域社会の理解に貢献し,開発の努力に参加しうることを 

認め,
奉仕者に課せられる任務の複雑性と多様性を考慮し,奉仕者がいっそう効果ある奉 

仕をなしうるための訓練,たえざる教育および監督の必要があることを強調し，この 
ことは職業的専門家の理解と積極的支持をえてはじめて完成されるものと確信し，

連盟事務局および各国赤十字社に対し，青年および成人の赤十字奉仕員の奉仕を社 
会経済の発展を助長するための地域社会事業計画に織り込む方途を研究し，奉仕者の 

訓練,効果測定および監督ならびにかかる事業計画に職業的専門家を包含させること 

につき特別の注意を払うよう勧告する。(イスタンブール，1969年,決議第28)

4 .各国赤十字社の保護

理事会は,
各国赤十字社と同時期に,同様の名称を非合法に使用する別の社が存在する場合が 

あることを考慮し,

かかる場合,連盟はこの事態をなくすために介入すべきものと思料し,また各国赤 

十字社の努力において成果があがるよう各国政府に対し各国赤十字社を支持するよう 
要請する。(第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード，1946年,決議第9 )

理事会は次のことを決議する。
(a) 一国の赤十字社の完全性がその社自体の活動によっておびやかされる場合に 

は,連盟の警告は執行委員会によって決議の形式でなされるべきであり,事務局 
により当該社へ通知される。この手続は理事会による活動を規定した憲章第4条 
にある手続に先立って適用される。

(b)完全性がその社の属する政府の拘束措置によっておびやかされる場合には，連 

盟は各国赤十字社の完全性を危うくする措置に関する情報を確保するために,政 
府に対し話しかけることを卒先して実施する権利を有する。しかしながら,この 

権利は理事会によって決定される状況にあり,かつ理事会によって規定される手 

続きにしたがってのみ行使されるものとする。

(c)占領軍の行動によって完全性がおびやかされる場合には，理事会の決議は赤十 

字国際委員会の仲介をへて,占領軍の赤十字社に対し,事務局によって伝達され  
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る。（第20回赤十字社連盟理事会,ストックホルム,1948年,決議第5）

理事会は次のことを決議する。
一国の赤十字社から他の赤十字社に関し，またある赤十字活動に関し連盟事務局が 

苦情を受領した場合,事務総長は当該国の赤十字社に対し苦情を照会すること。
事務総長は苦情および応答を理事会の理事長および副理事長に通知すること。理事 

長および副理事長は執行委員会に報告するための特別委員会の設置を決定することが 

できる。
この手続は当該国の赤十字社に直接影響を与えないような事実に関する苦情には適 

用しない。この種の苦情は許容드きない。（第20回赤十字社連盟理事会, ストックホ 
ルム,1948年,決議第6）

第17回赤十字国際会議は,

赤十字社連盟理事会の第19回会議において採択された以下の決議を承認する。すな 
わち，

「もし占領国が正式に承認された一国赤十字社を解散するにおいては，赤十字社連 

盟執行委員会は会合して,いかなる事情のもとにかかる解散が行なわれたかを審議す 
るとともに,次回の国際会議により行なわれるべきこれに関する決定のため，世界の 
良心に事実を公表するのに可能にして適当な行動をとるべきである。

またもし一国の全部または一部の被占領の結果，占領国が被占領国赤十字社の管理 
について干渉するか,あるいはなんらかの方法によりその目的の遂行を妨害するか, 

もしくは傀儡赤十字社をもってこれに代える場合においても，同様の手続がとられる 
べきである。」

赤十字国際委員会は独自的に,あるいは事情がこれを必要とする場合には，接近し 

やすい各国赤十字社と協議のうえ,被占領国赤十字社の訴えに応じてその資産の安全 
およびその人員の保護のために可能にして有益であると思料されるあらゆる措置を講 

ずるべきであると勧告し,
被占領国赤十字社の存続ならびに活動を確保するために自国政府と交渉するのは占 

領国赤十字社の義務であることを確認する。（ストックホルム，1948年，決議第29）

第19回赤十字国際会議は,

各国赤十字社承認の条件第4条にもとづき,すべての赤十字社の自治の原則を再確
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認する。（ニューデリー,1957年,決議第12）

理事会は,
政治的性格を有する問題がいかなるときでも赤十字社の事業を覆すことを許さない 

という第18回赤十字国際会議の表明した決意を想起し,
赤十字が政治の分野において中立を守ることが肝要であることを認め，

すべての赤十字社は，あらゆる場合仁おいて,この種の中立を維持することに注意 

しなければならないにより，
すべての赤十字社に対し，その文書による通信,出版,資料，出版物および公式表 

明が，赤十字の政治的中立に疑義を抱かせるようないかなる意見または判断ないしは 
その他の声明を含まないことを確実にするよう要請する。（第25回赤十字社連盟理事 

会,アテネ，1959年，決議第16）

5 .公共機関および民間団体との各国赤十字社の関係

ジュネーブ条約締約国は,各国赤十字社に対し,立法措置により租税免除,収入印 

紙料,郵便電信料金，関税，その他を免除するような特典,特権を十分に供与するよ 
う要望される。（第9回赤十字国際会議，ワシントン,1912年,決議第4）

理事会は,
国際赤十字の諸原則にしたがい，将来,政府は国際的な赤十字の連絡のために唯一 

の赤十字社を承認すべきであると勧告する。標章の使用はその赤十字社に限定され， 
またその庇護のもとに活動を行なう奉仕救護団体に認められるべきである。各国赤十 
字社が他の民間団体と協力するのを望む場合には,赤十字活動の自由はあらゆる状況 

において保証されねばならない。一国の赤十字社は，赤十字諸原則內で生ずる任務を 

達成するためにのみ他の団体と行動を共にするであろう。（第19回赤十字社連盟理事 
会,オックスフォード,1946年，決議第7 ）
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第17回赤十字国際会議は,

国際連合総会において,1946年11月19日に「連合員は適法に認可された篤志の各国 

赤十字社，赤新月社の設立および協力を奨励かつ促進すべきである」と,また「それ 
ら各社をしてその人道的事業を実施させるため,あらゆる場合においてすべての国の 
赤十字社および赤新月社内における接触を確保するに必要な手続を講ずるべきであ 

る」と決議されたのにかんがみ,
さらに，もしも政府が人道的諸条約に規定されているように，武力紛争時に各国赤 

十字社に供与される諸便宜，とくに以下のようなものを，すべて関係国赤十字社との 

完全な同意をえて,ことに流行病時および災害時において各国赤十字社および赤十字 

国際機関に対して供与されるならば,この人道的事業の実施が大いに容易になるであ 

ろうと思料する。すなわち,
(a)公務に従事する赤十字人員に対する旅行の特殊便宜ならびに迅速な査証の発給

(b)赤十字通信物の伝達に対する特殊便宜
(c)赤十字事業資金の一国から他国への迅速な送金に対する特殊便宜
(d)赤十字の医療およびその他の救護物資の被災者に対する迅速な移送についての 

特殊便宜
(e)赤十字救護物資に対する関稅免除についての特殊便宜

各国政府においては前記の便宜供与に関する各自国赤十字社ならびに赤十字国際機 
関のこれらの要求に対して，共鳴的考慮を払うよう要請することを決議する。(スト 

ックホルム,1948年,決議第40)

第18回赤十字国際会議は,

各国赤十字社が国際赤十字の一員となるためには，まず自国の政府の承認を受けな 
ければならないことにかんがみ,

各国政府は各国赤十字社,赤新月社，赤獅子太陽社の設立および協力を援助すると 
ともに，その独立的奉仕性格を尊重することを勧告する1946年11月19日に国際連合総 

会が採択した決議第55。)にかんがみ，

各国政府が,その国の赤十字社の任務遂行のため，これに許可することを要求する 
特別の諸便宜を列挙した第 17 回赤十字国際会議の決議第 4 이こかんがみ,

各国赤十字社が，その独立性を保持しつつ，自国政府と平時および戦時に正常な協 
力を維持し，政府が各国赤十字社に委託し，赤十字社が受諾しうる特殊任務を決定す 
るため特別協定を結ぶことを勧告し，

平時および戦時の両時に赤十字の人道的事業遂行を容易にするため,第17回赤十字 
国際会議の決議第40に述べられた特別の便宜を各国政府からうることを目的として,
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各国政府に対する従来の要請をここにくりかえす。(トロント,1952年,決議第12)

6.各国赤十字社相互間および各国赤十字社の国際赤十字機関との関係

(1)いかなる赤十字社も,とくに赤十字の名称および標章の使用に関する限り,当 

該国赤十字社の本社および自国赤十字社の本社の承諾なしに，支部,代表,委員会も 
し＜は機関を設置したり,あるいは外国でいかなる行動もしえない。

本社は外国赤十字社の支部がもっぱら自国の国民のために活動していることが明ら 
かなときにのみこの種の同意を与えることが要求される。合意しえない場合には,本 

社は国際赤十字の最高機関に提訴しうる。
外国赤十字社の支部は,所在国の赤十字社と同様に，その活動する国の法律および 

行政措置を尊重すべきであり,つねに所在国の赤十字社との協力関係を維持しなけれ 
ばならないのは自明の理である。

赤十字社あるいは赤新月社が存在しない国において，外国赤十字社の支部を設置す 
ることを希望する場合は,赤十字国際委員会の事前の同意をえなければならない。こ 
の種の支部は,一度設置された場合は，赤十字の最高利害関心において，手本と影響 
とによって,すみやかにその国の赤十字社を創設するため努力するよう勧奨される。
(2)この種の事業企画はもっぱら人道的でなければならないし,また,
(3)外国赤十字社によって承認され,同意されなければならない。
赤十字使節団の派遣もしくは外国領域における支部の設置は，責任者の氏名ととも 

に,国際委員会に通報し,国際委員会はこの種の使節団もしくは支部の活動について 

の報告を継続して通報されなければならない。(第")回赤十字国際会議,ジュネーブ, 
1921年,決議第11)

第17回赤十字国際会議は，

第")回赤十字国際会議,第16回赤十字国際会議および第2回汎米赤十字会議等の勧 

告が,各国赤十字社間における代表者の交换を奨励し,かつその調整の必要を強調し 
ているにかんがみ,

また各国赤十字社間に代表を派遣するに関して,なんら既定の手続がないのにかん 
がみ,

次のごとき手続が採択されるよう決定する。すなわち，

他国赤十字社に対して代表を派遣し,またこれを指名しようとする赤十字社は,そ
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の派遣する代表の使命,ならびにその使命達成に必要な推定の期間等に関しあらかじ 

め文書をもって通告すべきである。上記代表の派遣は被派遣社の本社に対してのみ行 
なわれるものとする。被派遣社の承諾をえた派遣社は派遣代表の氏名およびその任務 

逹成に必要な推定期間等を記載して,これを赤十字社連盟に通告すべきである。赤十 
字社連盟はかかる派遣代表者に関する登録文書をすべて保管すべきである。（ストッ 
クホルム,1948年，決議第14）

第17回赤十字国際会議は,

戦時において各国赤十字社代表の赤十字国際委員会における駐在,ならびに赤十字 

国際委員会代表部の各国赤十字社における駐在に関し赤十字国際委員会により表明さ 
れた意見を承認し，

各国赤十字社および赤十字国際委員会に対して，かかる代表部の設立ならびにでき 
うる限り必要に応じ，しばしば特別使節団を派遣するよう強く勧告する。

また各国赤十字社および赤十字国際委員会はこれら被派遣代表部に援助を与え，そ 

の人道的事業の遂行に必要なあらゆる便宜を提供するよう関係諸国政府に要請するよ 

う勧告するとともに,

各国赤十字社および赤十字国際委員会の代表は,いかなる外交代表または領事代表 

にも属すべきではないとともに，赤十字国際委員会あるいは各国赤十字社に関係ある 

その職務以外，赤十字精神に反するいかなる活動もこれをなさないよう勧告する。
（ストックホルム,1948年，決議第15）

第17回赤十字国際会議は，

赤十字国際委員会が,一定の国において活動する場合には,とくに戦時または占領 
時においては,事情がそれを不可能にするか,あるいは不適当にするかの場合を除 

き,その国の赤十字社の仲介によってなされるべきであり,これに関しては赤十字国 

際委員会もまた同一意見である。いかなる事件に関しても上記国内におけるその活動 

に関しては,政府あるいはその他の諸機関のいずれに対する交渉をも含み,これを同 
赤十字社に通告すべきであるという意見を表示する。（ストックホルム，1948年，決 
議第30）

理事会は，

技術的および財政的援助に関する第19回赤十字国際会議の決議第22および第33,な 
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らびに使節団および研修訪問の経費支弁に関する第25回理事会の決議第17を想起し, 
とくに最近創設された赤十字社の要望が増大しつつあることを認識し, 
各国赤十字社および赤十字社連盟が,赤十字の世界的人類連帯および国際協力の諸 

原則ならびに発展途上国における諸要求に留意し，各国赤十字社の赤十字の諸理想を 

実践し,実現するための努力に対し有効な援助を与えるよう勧告し,

国際連合,国連専門機関または他の団体との協力がある場合は,赤十字の完全性と 
独立性が保障されるよう勧告する。（第26回赤十字社連盟理事会，プラーグ,1961年, 
決議第9）

118



第2章 第5節 赤十字国際関係

第5節赤十字国際関係
1 .一般
理事会は,種々の公式,非公式な国際機関と連盟事務局および理事との間につくら 

れた関係を認め,赤十字の本質的な目的ならびに基本的諸原則を実現することに寄与 
する限りはこの協力関係を積極的に続けるよう要請する。（第口回赤十字社連盟理事 

会，ヘーグ,1928年,決議第10,第4項）

理事会は，
総会が以下の特別かつ特殊な利害関心につき，国際連合機関加盟国の注意を換起す 

るよう決議する。
⑴加盟国が合法的に認可される奉仕的な赤十字社およぴ赤新月社の設置と協力を 

奨励し,かつ助長すること。

⑵各国赤十字社，赤新月社の独立的,奉仕的性格をあらゆる状況下で尊重すべき 

であり，かかる社は自国政府によって承認され,ジュネーブ条約およびヘーグ条 

約の原則にのっとり，かつまた赤十字の人道的精神においてその活動を行なうこ 

と。
⑶人道的事業実施を確保するため,あらゆる国の赤十字社，赤新月社相互間に, 

どのような状況下にあっても接触を保つに必要な措置が講じられるべきであるこ 
と。（第19回赤十字社連盟理事会，オックスフォード,1946年,決議第1 ）

理事会は，

赤十字社連盟事務局が諮問の目的で，国連教育科学文化機関（UNESCO）によっ 

て設置された非政府機関の暫定国際評議会の審議に参加するようにとの招請を受諾す 
るのを認める。（第20回赤十字社連盟理事会，ストックホルム，1948年,決議第42）

第17回赤十字国際会議は,

国際赤十字を構成する諸組織の非政治的性格にかんがみ，
赤十字国際委員会,赤十字社連盟および各国赤十字社は政府と関係ある諸団体,政 

府の諸施設および政府と関係のない諸団体等と自己との関係の調整に最大の関心を払 
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うべきことを勧告し,
全世界を通じて政府が私的方面に対し寄付金の拠出を勧説することは奉仕団体の資 

金募集をする機会を危うくする先例をつくるものなので,この実施は最大の緊急時に 
おいてのみなされるべきであるという意見を表明する。（ストックホルム,1948年, 

決議第18）

執行委員会は,
国連と連盟との間に,多くの分野ですでに密接な協力関係が存在していることを知 

り,
連盟と国連諸機関のいくつかとの間に協力関係を持続させるという赤十字機関にょ 

って先にとられた決定を知り,

一方で, 赤十字の그ニー クな地位を保持しつつ, 他方では, その他の諸機関と協力 

して,赤十字の活動の自由とその世界性を発展させることが必要であることを知り,
国連ないしは国連の専門諸機関の援助をえて組織された相当数で,かつ多様な国際 

的なキャンペーンが実施中か,あるいは計画段階にあることを知り,また,

各国赤十字のうち数社が,すでにこれらのキャンペーンに支持を与えていることを 

知り,
非政府諸機関の協力,とくに連盟の協力が求められてきたという事実に注目し,
これらのキャンペーンの理想に尽すうえにおいての赤十字にとっての最善の方法 

は,連盟事業計画の枠內で試み,新らしい赤十字社の発展を促進し,とくに発展途上国 

の災害救護,保健衛生,社会福祉事業,青年活動等を組織することにあると宣言し,

これらの事業を計画し実施する場合には,赤十字活動の完全なる独立性を保持しっ 
つ,他の利害関係のある組織ないしは機関と協議し,情報の交換をすることに満足の 

意を表し,

事務総長に対し,これらのキャンペーンに対する各社の態度を各国の状況にそった 
ものにするうえにおいて各社の独立性と完全なる自由を強調しつつ,今回の執行委員 

会の過程でなされた一般的勧告および連盟の積極的な態度をすべての赤十字社に通報 
するよう要請し,

事務総長に対し,国連の事務総長および利害関係のある専門機関に執行委員会の態 

度を報告すること,およびこれらのキャンペーンの枠內で連盟の活動について彼らと 

ひきつづき討議をする権限を与える。（第84回赤十字社連盟執行委員会,ジュネー 
ブ,1964年,決議第31。第28回赤十字社連盟理事会,ウィーン,1965年,採択）
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第20回赤十字国際会議は,

連盟事務局と国際連合,国連専門機関および他の非政府国際機関との間の効果的な 
協力によって生れた有益な結果にかんがみ,

とくに発展途上にある諸国の赤十字社と政府機関,保健衛生機関,教育機関,福祉  
機関との間の有益な活動協力の価値および重要性を認識し，

このような活動協力を国家的および国際的規模において促進し，拡大する必要性を 

強調し,
各国赤十字社が,1965年のウィーンにおける連盟理事会で可決された開発計画に関 

する手段を促進することによって自国内における人道的分野で果たしうる役割に対す 

る政府の注意を喚起し，
各国赤十字社が発展途上にある地域における特別な要請を満たすため,政府および 

他の非政府奉仕団体との協力のもとに青年および成人のための保健衛生,教育および 
福祉の事業計画を確立し,そしてまたは拡大するよう勧告する。（ウィーン，1965年， 
決議第35）

第21回赤十字国際会議は，

社会経済の発展に対する地域社会成員の参加を増大することの必要を認め，またこ 

の発展は政府的および非政府的事業計画の緊密なる統合を要求することを認め，
各国赤十字社,赤新月社,赤獅子太陽社は国民のあらゆる階層から奉仕者を募集し 

うる地位にあり,奉仕者は地域社会の理解に貢献し，開発の努力に参加しうることを 

認め,
奉仕者に課せられる任務の複雑性と多様性を考慮し，奉仕者がいっそう効果ある奉 

仕をなしうるための訓練，たえざる教育および監督の必要があることを強調し，この 

ことは職業的専門家の理解と積極的支持をえてはじめて完成されるものと確信し,

連盟事務局および各国赤十字社に対し，青年および成人の赤十字奉仕員の奉仕を社 
会経済の発展を助長するための地域社会事業計画に織り込む方途を研究し，奉仕者の 
訓練，効果測定および監督ならびにかかる事業計画に職業的専門家を包含させること 

につき特別の注意を払うよう勧告する。（イスタンプール，1969年,決議第28）

執行委員会は,
1945年6月26日採択の国際連合憲章が赤十字社連盟のごとき組織の追求する目的の 

価値を認めていることを欣快の念をもって想起し，
また国際連合総会が,1946年11月19日採択の決議において,加盟国が各国赤十字社 
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を援助するよう奨励し,「いかなるとき,いかなる場合にも赤十字社の自主性と奉仕  

性を尊重するよう」要請していることを想起し，
その後国際連合とその専門機関を一方とし，赤十字社連盟を他方とする両者間に結 

ばれ，発展し来っている協力関係を欣快とし，
この協力が多くの分野,とくに保健衛生，社会福祉，難民および災害被災者救護， 

教育,青年,奉仕者,また他面においては人権の擁護，平和の維持の各分野において 

顕現されたことを満足の念をもって確認し，
この協力は,赤十字社連盟が1969年5月16日国際連合経済社会理事会の第一級諮問 

機関たる地位に昇格したことにより確認されたことを欣快とし，
連盟の特殊性格および赤十字基本原則の承認がこの協力の基盤をなすことを強調 

し,
国際連合25周年に際し,困難かつ時として悲慘な状況下において国際連合が遂行し 

た業績に祝意を물し, その将来の活動に対し熱意ある祈願をささげ，
この協力が，両機関の共同目的，とくに社会福祉，人権および永続的平和の樹立を 

達成するために継続され，強化されるよう期待を表明する。（第88回赤十字社連盟執 

行委員会,ジュネーブ,1970年，決議第3）

2 .救護分野における国際関係

第10回赤十字国際会議は，
（...............）

赤十字諸機関が苦痛にあえいでいる人々のために,かついっさいの政治的もしくは 
国内的な理由とは独立して企図した事業に対し,国際連盟がその支援を与えるよう希 
望を表明する。（ジュネーブ，1921年，決議第9）

第17回赤十字国際会議は，

各国赤十字社は，被災者救護のために，各国政府あるいは国際的諸組織と協力する 
という希望をあらゆる場合に表明し，緊急時においてつねに公的機関の救護事業を補 
足し，援助を提供しつつも,各社の個性を確守し,また他の公的あるいは私的団体と 
の共同行動により各社の絶対的公平の特権ある立場を危たいに陥れるようなことがあ 

ってはならないと勧告し，
赤十字の名によってなされるアピールは，もっぱら赤十字事業に関連ある目的に限 

られるべく，他の団体と合同することはこの原則に背反するものであり，こうするこ 

とは赤十字の威信を失墜し,その全体的地位の弱化を招来するものであるということ 
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を決議し,
また一国の赤十字社はいかなる場合においても,その使用がジュネーブ条約により 

規定されている赤十字の名称ならびに標章を他の団体とともに使用してはならないと 

決議し,
さらに各国赤十字社と各国政府あるいは国内的および国際的救護団体との間におけ 

る協力は，赤十字の名称および標章がジュネープ諸条約に適応する場合においてのみ 
許容されるべきであると決議する。（ストックホルム，1948年,決議第41）

理事会は，
連盟が，一国のあるいは国際的な自然災害の場合および紛争の際,国際連合の諸機 

関と連携して遂行すべき任務が増大しつつあることを考慮し，
赤十字社連盟が，その課せられるべき任務の遂行を容易にするため,国連経済社会 

理事会の援助を求めることを決定する。（第26回赤十字社連盟理事会，プラーグ， 
1961年，決議第10）

第20回赤十字国際会議は,

国連事務総長が第20回国連総会で自然災害における援助に関して行なった報告およ 
び,国連経済社会理事会第39回会議においてこの問題について採択された決議に注目 

し,
国連がこの問題に示した関心および自然災害による困苦を軽減するために非政府組 

織,とくに赤十字との協力を願う国連の要望に満足の意を表明し,

国建に対して，各国赤十字社および赤十字国際機関の支援ならびに相互援助活動の 

いっそうの推進を行なう赤十字の意志を約束し，
災害救護計画化の重要性を強調し,
災害による被災者救援のために，国家的レベルにおける救護活動指揮の集中化およ 

び被災者救護のための政府，各国赤十字社および他の諸機関による活動の調整の必要 
性を強調し，

政府および各国赤十字社に対し，この目的に対する必要な措置を緊急に講ずるよう 

要請し，

連盟事務局に対し，国連および国連専門機関との間に関係救護活動の分野における 

接触を維持し，とくに必要な技術者を派遣し，姉妹赤十字社の経験を伝達教示し,要 
員の訓練および準備に貢献することにより,救護活動の編成および準備において各国 

赤十字社を激励し，援助することを継続するよう要請する。（ウィーン，1965年,決
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議第17）

第20回赤十字国際会議は,

紛争または災害に際する赤十字の迅速な介入の必要性が各国赤十字社,赤十字国際 
委員会および赤十字社連盟をして電話,電信,テレックスの使用に依存することをい 
よいよ大ならしめていることを認め，

これら通信のための費用が，すでに不足勝ちの赤十字諸組織の紛爭および災害被災 

者救護用資金を減少させていることを遺憾とし，

各国赤十字社および赤十字国際機関の電気通信は，緊急事態に際し，優先扱いを受 
け,かつできる限り廉価であるべきものと思考し，

国際委員会および連盟事務局が，とくに国際電気通信連合（ITU）に•対しての本件 

に関する努力を継続するよう要請し，

各国赤十字社が,自国の公私の電気通信機関とともに,これら諸便宜の供与につい 

て研究することを願い，

各国政府が,赤十字のかかる場合に要する電気通信料金を減免する方法を研究する 
よう勧告する。（ウィーン，1965年,決議第16）

理事会は，

看護婦が災害救護活動に参加することの必要性を認め，

災害救護活動参加の際は,その社会的文化的環境と異なる環境において活動を要求 
される場合があることを考慮し，

なお，すべての国において看護婦はつねに人種ないし信仰の異なる人々の世話をす 

ることが次第に多くなりつつあることを認め,
すべての国における基準的ないし高水準の看護婦教育に社会科学に関する教育を含 

ませることを勧告し,

この勧告を国際看護協会（I.C.N）に伝達し,同協会がこれを各国の看護協会に 
回付するよう要望することを提議する。（第29回赤十字社連盟理事会,ヘーグ,1967 
年,決議第18）

第21回赤十字国際会議は,

毎年,数多くの自然災害が生じ，これにより,人命および物的資産が失なわれ，大 
きな苦痛が生みだされていることにかんがみ，
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災害の際の相互援助は,友好と連帯の絆を強化するものであるに■かんがみ, 

国際的相互援助活動は，国内的および国際的規模で赤十字が展開する活動の一つの

重要な形態であるにかんがみ，
敏速に与えられる援助は，災害によって生じた苦痛を軽減するものであるにかんが 

み,

自然災害の際に与えられるべき援助に関し，1968年12月I9Hに国際連合総会が採択 
した決議第2435号を想起し，

救援物資等の輸送に際し,割引きを適用してくれた国際航空運送協会（IATA） 
および諸航空会社に感謝し,

諸航空会社に対し，輸送されるべき救援物資を偏見のない条件のもとで輸送し,と 
くにその輸送費を割引くよう要請する。（イスタンプール，1969年,決議第23）

第21回赤十字国際会議は,

各国政府に対し,自然災害に対する国家的準備を要請した1968年12月19日の国際連 
合総会決議第2435号に注目し,

一国に災害が発生した場合,迅速な措置を講ずることの必要性を知り，

この会議が採択した災害救護規則にもとづく事前計画の線にそい，赤十字と協力し 
て,即時かつ適宜な措置を可能にさせるのに必要な法制を策定し,採択していないす 

ベての政府に対し，そのように取り進めるよう要請する。（イスタンブール,1969年, 
決議第25）

第22回赤十字国際会議は，

災害時の救護援助を動員し,管理し，調整する目的のために国連総会の決議第2816 
号（XXVI）にしたがって設置された国連災害救護調整官事務局（UNDRO）の活動 

に関心をもって注目し，

災害救護ならびに災害救護対策における政府機関および非政府機関ならびに，とく 
に赤十字社連盟と赤十字国際委員会の役割を承認し，

これらの活動の準備および調整への国連災害救護調整官事務局の活発な参加を承知 

し,
1969年イスタンブールで開催された第21回赤十字国際会議によって採択された決議 

第25を想起し,

国連災害救護調整官事務局と，とくに赤十字社連盟との間にすでに存在する良好な 
協力関係を満足をもって注目し，
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赤十字社連盟,赤十字国際委員会および各国赤十字社に対し,この分野における協 

カならびに調整を実現するため，国連災害救護調整官事務局との連繫を維持しさらに 
強化するよう要請する。（テヘラン,1973年,決議第7）

3 .保健衛生分野における国際関係

理事会は，
連盟事務局が国連の世界保健機関（WHO）との接触を確立し，かつ維持するよう 

要請し,もって各国赤十字社の保健事業に資するため世界保健機関の諸決議を各社に 
通知し,また世界保健機関によって用意された技術的研究のすべてを各社に通報する 

よう要請する。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード，1946年,決議第48）

第17回赤十字国際会議は，

赤十字社連盟衛生諮問委員会の報告を採択し,
世界保健機関（WHO）執行理事会が連盟に協力することにつき懇意ある提案をし 

たことに対し謝意を表し,

連盟が，この協力の詳細に関し世界保健機関の提示するいかなる提案に対しても， 

これを採択することに関し考慮するのを欣快とするものであることを公表する。（ス 
トックホルム，1948年,決議第45）

第19回赤十字国際会議は,

赤十字社連盟事務局と世界保健機関（WHO）およびその他の政府的ならびに非政 

府的機関との間の実務上の関係が最近数年間に大きな発展をとげたことを満足の意を 
もって考慮し，

諸活動の調整を可能にし,使用しうる資材をもっともよく利用するためには，この 
ような連繫が重要であることを認め,

この点に関し，1946年に連盟理事会により,また1948年の第17回赤十字国際会議に 

より採択された各決議の条項を想起し,

国際的および地域的両面において連盟とこれらの機関との間に存在する連繫をさら 

に発展させるよう勧告し，
（a）専門的および補助的要員ならびに器材による赤十字の資力が,できうる限りも 

っともよく利用されることを確実にし，また関係地域に特別な利害関心のある医 
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療社会事業を遂行するに際し,あらゆる種類の赤十字奉仕者がもっとも多数これ 

に参加することを奨励するため,これら機関の地域的,国内的事務局との関係を 
発展させること,

（b）国家的範囲におけるさらに密接な協力を確保し，こうすることによって諸活動 
の計画を調整させるために,権限ある政府部局と接触を保つこと，

を各国赤十字社に対し提案する。（ニューデリー，1957年,決議第23）

理事会は，
第80回執行委員会決議第18にもとづき，医療社会事業部が作成した赤十字社連盟と 

世界保健機関（WHO）との関係に関する報告を検討し,
この報告の諸要素を考慮し,かつ第19回赤十字国際会議決議第23に関連し，

両機関の間に存在する協力関係および赤十字の奉仕者の協力が有効であることの実 
証されている領域,とくに予防医学の面においてさらにいっそうの協力の見とおしが 

あることに満足を表明し，

各国赤十字社にこの報告を配付し,各社がこの共同の努力をさかんにするための方 
法を効果があがるようにすることを可能にさせるよう決定し,

同じ目的のため，世界保健機関の専門家が連盟の医療社会的技術会合に参加し，ま 

た連盟の代表者が赤十字に関係のある世界保健機関の会議に出席することはとくに建 
設的であると思考し，

各国赤十字社に対して,各社が連盟を代表して世界保健機関の会合に出席する場合 
は,その資格および経験からみて，赤十字の事業および可能性を明らかにし,現場に 

おける両機関の協力を実効あるよう考慮するに適した代表者を任命するよう注意を喚 

起し,
医療社会部は，連盟が世界保健機関からすでに通知を受けていると思われる技術的 

援助の諸計画案を各国赤十字社に知らせるよう委任する。（第26回赤十字社連盟理事 

会,プラーグ,1961年，決議第15）

理事会は，
第19回赤十字国際会議の決議第22および第33ならびに第80回執行委員会の決議第4 

を考慮し，
連盟を仲介とする各国赤十字社間の援助の可能性および連盟への留学および研修訪 

問の制度を考慮し，
赤十字の医療社会活動の発展を助長するため,かかる技術援助を増加することの必 
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要に対する注意を喚起し,

この目的のため,ある医療社会活動に経験ある赤十字社をして,発展過程にある姉 
妹社が企画する同種の活動に関心を抱かせることを目的とする後援社制度の奨励を勧 

告し,
ある姉妹社において医療社会活動に経験ある専門家，できれば専門班を，医療社会 

活動の創始または拡大を希望する社の用に供する指導的計画の可能性を研究するよう 
勧告し，

各国赤十字社が，その国の政府または国際連合専門機関の仲介によって提供される 
留学あるいは研修訪問の可能性を軽視しないよう勧告し,これに関する諸措置を連盟 

に報告するよう要請する。（第26回赤十字社連盟理事会，プラーグ，1961年，決議第 
19）

代表者会議は，

第25回理事会の決議第14および第26回理事会の決議第19の条項に関し，
きわめて緊急の問題であり,一般の教育を要する輸血の分野において，赤十字はー 

役を演ずることを要望されるものであることを確認し,

各国赤十字社に対し,定期的献血者を募集するために活発に働き,国内における輸 
血の普及のため民生当局にできる限りの援助を提供するよう要望し,

連盟に対し,その各国赤十字社に与えた援助と経験の浅い赤十字社のためにする各 

社の尽力の調整とを感謝し,連盟が各社相互間の経験の交換（たとえば会合やセミナ 

ーを開いて）および技術的援助（後援，専門家派遣，器材の寄贈および貸与）の増進 

を継続するよう希望し，

連盟が,民生当局および一般に対する協力ー致の活動を有効に増大するため,輸血 
に関係ある大規模な国際機関（世界保健機関（WHO）,国際輸血学会,欧州評議会）と 

協力して,ことに当るよう激励する。（百周年会議,ジュネーフ、1963年，決議第14）

第20回赤十字国際会議は，

赤十字社連盟と世界保健機関（WHO）との間の協力が双方にとり有益な成果をも 
たらした事実を認識し，

第19回赤十字国際会議決議第23および第26回連盟理事会決議第15を想起し，
連盟が今後その事業計画を立案するにあたって,とくに世界の文盲撲滅のための世 

界的運動に関して，世界保健機関と，国連児童基金（UNICEF）,国連教育科学文化 
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機関（UNESC〇）のような他の国際専門機関の計画との統合調整を継続するよう要 

請する。（ウィーン,1965年,決議第38）（⑵

第21回赤十字国際会議は，

武力紛争はその種類のいかんを問わず,赤十字国際委員会または中立国の赤十字社 
の医療援助を必要とすることがあるのを考慮し,

かかる場合,赤十字国際委員会は紛争当事者でない国において医療要員を募集する 

必要に迫られることがあるのを考慮し，
自然災害の被災者救援も，連盟および各国赤十字社の仲介による医療要員の参加を 

必要とすることがあるのを考慮し，
各国赤十字社が，それぞれの国において，公私の諸機関と協力して，赤十字国際委 

員会および連盟から要請があった場合提供しうる,または1949年の第1ジュネーブ条 

約第27条にもとづき使用しうる医療要員の予備員を編成するよう勧告し，

ジュネーブ諸条約締約国政府に対し,その国の赤十字社の努力を支援し,かかる予 
備員たるべき要員の募集および養成を奨励するよう勧告し,

赤十字国際委員会および連盟に対し，世界保健機関（WHO）の援助をえて，この 

計画を遂行し，とくにこれらの班を形成する要員の地位を規定する規則を起草するに 
必要な研究を行なうため有効な措置をとるよう勧告する。（イスタンブール,1969年, 

決議第31）

4 .青年分野における国際関係

第18回赤十字国際会議は,

赤十字社連盟事務局,とくにその青少年赤十字部が国際青年諸団体または青年問題 

に関心を有する諸団体との関係について今日までとってきた政策を承認し,

赤十字社連盟が,下記の諸目的のために,政府のあるいは非政府のこれらすべての 
諸団体との接触を維持し発展させることを勧告する。

a ） 1948年に赤十字社連盟理事会が採択した基本原則第4に定められた人道的諸原 

則をひろめること。

b）赤十字および青少年赤十字の事業をさらに広く各界に知らせること。
また，完全に技術的な非政治的性格の国際青年諸団体との間に常時の実務的な協力 

関係を樹立,または促進することを勧告し，

（12） 第 4 章第 1 節, 第21 回国際스讓, 決議第31, 176頁參照
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赤十字社連盟は,毎年国連教育科学文化機関（UNESCO）によってともに招集さ 
れた際に,各種の国際青年諸団体との間に正常な接触を保持し，経験を分ち合うこと 

を勧告し，

赤十字社連盟青少年部が，国際青年諸団体や青年問題に関心を有する諸団体との間 
に,これらのうちのあるものの発展や業績を各国青少年赤十字部門に知らせるため, 

出版物の交換を継続することを勧告し，

各国青少年赤十字部門が，基本原則を遵守する限り,たとえば他の青年団体に救急 

法や家庭看護法の講習を行なうというように，実際的な問題で，いくつかの団体と協 
力することを勧告する。（トロント,1952年，決議第41）

理事会は,

教育者の任務の重要性を認識し，青少年赤十字の理想および実際活動の教育的価値 
を認め，

事務総長に対し,青少年赤十字のさらに緊密なる学校との一体化を確保する目的を 

もって,世界教育者組織連合，教員組合世界連合および国際教育局と折衝することを 
委任する。（第26回赤十字社連盟理事会，プラーグ,1961年，決議第22）
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第6節財 政

第14回赤十字国際会議は,

赤十字国際委員会ならびに赤十字社連盟の報告を了知し,
赤十字国際委員会の活動ならびに連盟の実際的事業のきわめて価値あることを再確 

認し,
1928年ヘーグにおいて採択された規約にあるように,国際赤十字の組織が各国赤十 

字社全体としての利害を発展助長させるための協力をこの両国際機関間で樹立したこ 

とを考慮し,
赤十字事業が拡大された結果として，各国赤十字社によって受け入れられる自国に 

おける責務の増大が,国際的活動における物心両面の関与の相対的増大を各国赤十字 

社に必要としていることを考慮し,

以下のことを勧告する。

各国赤十字社は，自社の財政の許す限り，それぞれの事業の範囲內で活動を間断な 

く発展させるため国際機関に対する財政的援助を与えるよう努力すべきであること。
各国赤十字社が,ジュネーブ諸条約および国際連盟規約第25条により,必要ある場 

合，赤十字の国際事業に対するすべての国の適切な援助を確保する方向で自国政府に 

対し要請すべきであること。

このため，赤十字国際委員会ならびに連盟理事会が,とくに諸国際会議によって表 
明された委任ないしは勧告の実施に関し,権限ないしは予算規定にもとづき採択され 

た財政計画につき各国赤十字社に周知徹底すべきであること。（ブラッセル，1930年 
決議第27）

理事会は，

各国赤十字社が毎年第1四半期中に分担額を通報され，納入することが絶対的に不 
可欠であることを再確認する。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード, 
1946年，決議第16）（13）

〈13）第30回赤十字社連盟理事슈, イスタンプール, 196坪, 決議第 16
（参考）「理事会は,1946年に理事会が採択し,国際赤十字ハンドブックに掲載されている決蠶第 

16を再碓認し,各国赤十字社に対し,連盟通常予算に対する年次分担金をその年の第1四 
半期中に清算するよう要請する。」
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理事会は,

常置財政委員会の提議を承認し,連盟によって実施されるべき特別事業が通常予算 
によってはその財政を確保しえない場合，各国赤十字社はかかる特別事業に充当する 

臨時支出金をだすことを計画すべきであると勧告する。（第19回赤十字社連盟理事会, 
オックスフォード,1946年,決議第21）

理事会は，

1948年の執行委員会によって採択された分担金比率が,常置財政委員会がそのアピ 

ール小委員会の勧告にそってなすことが必要であると思料したように，予算額が完全 
に包含されるように修正をしたうえで，来たる2年間維持されるべきであると決定 

し,また,連盟事務局が最終的な分担金比率を作成する目的のために,各社の財源に 
関し各社から追加情報をうるよう努力することを決定する。（第20回赤十字社連盟理 

事会，ストックホルム,1948年，決議第52）

第17回赤十字国際会議は,

（1）赤十字国際委員会に正規の財政的支持を提供するためにとるべき方法を決定す 
る目的で,数名の財政専門家からなる委員会を指名すべきことを決議し,

赤十字国際委員会はこの委員会と交渉し，その方針を決定するのに必要な資料を提 
供するとともに上記委員会は本国際会議の終了と同時にその任につき,第18回国際会 
議までその任にあるように勧告し,

また上記委員会は財政問題に関連する必要な諸規定につき赤十字国際委員会の定款 
を修正するよう勧告し,

赤十字国際委員会でこの有効なる財政的処置をとるべき緊急なる必要があるにかん 
がみ，

赤十字国際会議常置委員会の委員長を通じて行なわれるべき寄付金申請に関し，各 

国政府に対しとられるべきいずれの手続きも,第18回国際会議の開会を待つことな 

く,これを各国政府および各国赤十字社に対して実施することを上記委員会に許可す 

る。

⑵第17回赤十字国際会議は,

財政委員会の委員数を5名とすることを決定し,
委員として，ベルギー，カナタ・,フランス,ノルウェーおよびアメリカ合衆国の赤 

十字社を指名し!
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これら各国赤十字社が,できる限りすみやかに,その代表者を指名し，欠員の場合 
には第18回国際会議までその代理者を指名するよう要請する。(ストックホルム, 

1948年,決議第8,第1項および第2項)

第:17回赤十字国際会議は,

赤十字国際委員会ならびに赤十字社連盟はあらかじめ特別委員会の経費を支弁する 

に必要な資金を確保するため両機関の年次予算にそれら委員会の経費支弁の項目を包 
含させるよう勧告し，

将来において新らたな機関または新らたな委員会を創設する旨の提案には,それに 

要する費用の概算書とその経費支弁計画案を添付するようにとの希望を表明し,

もし各国赤十字社が，国際的諸会議の開催中あるいはその他の場合において特別委 

員会の創設を決定するならば,各国赤十字社がその経費を負担するよう勧告する。

(ストックホルム,1948年,決議第10)

第19回赤十字国際会議は，

第17回赤十字国際会議がその決議第8において設立した委員会が,その任務を完結 

し，その報告を提出したのにかんがみ,
この報告によれば,多数の赤十字社が国際委員会に対し定期的自発的年次分担金を 

拠出したのにかんがみ,またすべての赤十字社によってかかる支持と寄付とが継続さ  
れることが望ましく，正当であり,かつ必要であるのにかんがみ,

また，赤十字国際委員会が,1949年ジュネーブにおいて行なわれた外交会議の決議 
にもとづき，赤十字国際会議の構成員である各国政府に訴えを行なっており，各国赤 
十字社のこれらの訴えの取りつぎないし支持への参加は，各国の慣習により当然国ご 
とに異るものであるのにかんがみ,

以下の通り決定する。
(a)第17回赤十字国際会議が前記決議にもとづき設立した委員会の報告を承認し,

(b)各国赤十字社は，国際赤十字の構成員としC定期篤志の分担金を国際委員会 

に支払う義務を受諾し，
(c)各国赤十字社は，赤十字国際委員会が前記1949年外交会議の決議にもとづき各 

国政府に•対して行なう財政的訴えに関し,その適当と認める諸措置をとることを 

継続し，
(d)チェコスロバキア,イギリス,インド,メキシコおよびオランダからなる新ら
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しい委員会を任命する。（ニューデリー,1957年,決議第9）

第19回赤十字国際会議は，

とくに医療社会事業に関し，新らい，、,また最近承認された赤十字社の発展の重要 
性にかんがみ，

これらの赤十字社が，公衆の肉体的およぴ精神的保健衛生教育,青年活動，救護活 

動，その他同様な諸活動に関連し，その幹部職員を研究訪問のため他の赤十字社に派 
遣しうるため，また連盟の専門家の訪問を受ける準備をととのえるため，財政的援助 

を希望するこれら赤十字社の要請を了承し,
連盟の予算は,この目的のため仁十分な資金を供するものでないことを認めるの 

で，
連盟に対し,新赤十字社が現在考慮中の多くの人道的活動を実施し,さらにこれを 

発展させるために緊急に必要とされる幹部職員のいっそうの訓練を行なうための財政 

的支持をうることを可能にするため,高潔な人道的財団のいずれかからこの特別の資 

金を獲得するために，その努力を継続するよう要請し,
このような資金は,他の赤十字社から最大限の援助をうるためにあらゆる努力が行 

なわれ，かつ各々の場合に十分に練られた実施計画を盛った特定の案が提出されたの 

ちに，はじめて要求されるべきであると主張する。（ニューデリー,1957年,決議第 
33）

理事会は，

多数の赤十字社が,平貨の切り下げおよび為替統制の結果，決められた分担率にし 
たがって寄与することが困難となった事情を考慮し,

当該赤十字社と政府との関係をより密接にする目的とをもって1名ないしは数名の 
国際金融に深い経験をもち国際問題に精通している代表を当該関係国に派遣するよう 
理事長および事務総長に勧告する。（第25回赤十字社連盟理事会,アテネ，1959年， 

決議第10）

第20回赤十字国際会議は，

赤十字国際委員会財政委員会が提出した報告を了知し,

同委員会委員に感謝し，同委員会に対する委託を次回の国際会議まで延長し， 

赤十字国際委員会に提供される財源と,国際委員会がジュネーブ諸条約の枠內にお 
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I'て実行すべき活動により生ずる必要との間につねに存する不均衡を認め, 

また赤十字国際委員会がその義務を果たすに欠くことのできない財源を提供するこ 

とは,まず第一義的にジュネーブ諸条約締約国政府の責任であることを認め,
1949年の外交会議に代表を派遣した各国政府が国際委員会に定期的財政支持を提供 

する必要を認めた同外交会議の決議を想起し，
すべてのジュネープ諸条約締約国政府に対し，国際委員会に対する自発的年次寄付 

金をその予算に計上することを緊急要請する。国際委員会の支出は目下毎年500万ス 
イス・フランを越えており,各国政府の寄付金の額はこれに見合うよう決定され,増 

額されなければならない。（ウィーン,1965年,決議第13）

理事会は，
常置分担金割当比率委員会が完了した作業に対し敬意と感謝を表明し，その報告, 

割当事項に関する諸決定, とくに1968年一 19기年について決定された割当比率を承認 
し，

各国赤十字社に対する比率割当がもっとも正確かつ適正な基準により定められるこ 
とを確実にするため，同委員会が事務総長および経理総長と協力して比率決定基準の 

検討を継続するよう勧告し,

同委員会が可能なかぎりもっとも公平に連盟経費の分担を決定しうるよう,事務総 

長に対し，いっそう明細な情報をうるよう各国赤十字社とともにさらに努力するよう 

要請する。（第29回赤十字社連盟理事会，ヘーグ,1967年,決議第5）

理事会は,

常置分担金割当比率委員会が1970年以降の比率作成のために使用した下記の基準を 
承認する。

各国赤十字社の財源 35%
各国赤十字社の成人社員数 20%

各国民総生産額一人当り 15%
国連分担金比率 15%
5年間の実績（払込済額） 15%

（第30回赤十字社連盟理事会，イスタンブール,1969年,決議第7）

第21回赤十字国際会議は,
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赤十字国際委員会財政委員会の聲告を了知し,

赤十字国際委員会の常時準備態勢,同委員会がたえず担当すべき新らしくかつ困難 
な活動および同委員会が戦争ならびに国内紛争の犠牲者の利益のための救護活動にお 
いて果たすべき重い責任は,人間と文明の支障または妨害なき守護にとってきわめて 

重要であり,赤十字国際委員会が要請され,あるいは割当てられた任務につねに応え 
うるための有効かつ近代的手段を備えることが肝要であると思考し，

財政委員会の事業に感謝し，

（...............）
第20回国際会議の決議第13にしたがい,各国政府および赤十字社の分担金は1966年 

から1969年の間にいちじるしく増額されたが,不幸にして国際委員会の全体的財政は 

今なお不十分であると認め,
すべてのジュネープ諸条約締約国政府に対し,その国際委員会に対する定期財政分 

担金を大幅に増額し，もって1970年においては，分担金の総計額を1969年における寄 
付額の二倍にするよう緊急に訴え，

各国赤十字社に対し，努力を継続し，赤十字世界の普遍と連帯とをさらにいっそう 
強化するため,国際委員会に対する定期財政援助を増額するよう希望し,

現在までこの共通の努力に参加していない政府および赤十字社に対し,1970年以降 

十分な寄付をすることにより，この努力に参加するよう要望し,

赤十字国際委員会財政委員会の委員数を5から7に増員し，委員長はさらに赤十字 

運動に関係のない国際財政の専門家3名を委員に選任することを決定し,

委員会の委員に以下の諸国の赤十字社代表を任命し,
オランダ（この社の代表はさらに一期委員長をつとめることに同意された）， 
チェユスロバキア,フランス,ニカラグア，パキスタン,ポーランド,セネガル 

最後に,赤十字国際委員会がその財政上の約束を履行することをいっそう容易にす 
るため，分担金を各年の第1四半期中に支払うよう緊急に勧告する。（イスタンブー 
ル,1969年,決議第8）

理事会は,

常置分担金割当比率委員会に対し，極小赤十字社から最低分担額をさらに減額方要 

請があった場合，同委員会の見解としてその赤十字社の財政事情が減額を正当化する 

と認める際は，これを減額する権限を与える。（第30回赤十字社連盟理事会，イスタ 
ンブール,1969年，決議第13）04）（15X16）
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理事会は,
連盟の構成員になるため申請をだすほとんどの赤十字社が財政上の問題を抱えてい 

ることに留意し,

ある赤十字社が加入の年およびその翌年の両年とも連盟予算を分担することは公正 
でないと考え,

新加入の赤十字社がその分担をこの両年のうち1年放棄しても予算に重大な影響を 

及ぼさないことに注目し,

新赤十字社の赤十字社連盟加入規則(1948年理事会で採択)第4条⑻を以下のよう 
に改正することを採択する。

「申請社がその加入の会計年度の分担金一これは翌会計年度の分担金をも賄うーを 

支払うことを誓約する声明書」(第31回赤十字社連盟理事会,メキシュシティー，19 

기年, 決議第 7)

1

第22回赤十字国際会議は，

赤十字国際委員会財政委員会により提出された報告に留意し，

国際委員会によって遂行されており，また国際情勢にかんがみ，つねに増大してい 
るきわめて重要な任務を想起し，

すべての赤十字社に対し，定期的な寄付を通じ，国際委員会の恒久的な活動を支持 

するよう要請し，

ジュネーブ諸条約の締約国政府に対し，国際委員会の正規財政をいっそう規則正し 
くかつ十分に支持するよう勧奨し,

国際委員会の財政委員会の委員数を7から9に増加することを決定し，
委嘱更新を承諾した次の国々，すなわちチェロスロバキア，フランス，ニカラグ 

ア，パキスタン，ポーランドおよびセネガルの各社を委員会の委員に任命し,さらに 

コロンビア，ドイツ連邦共和国，日本の赤十字社を委員会の新委員に任命し,

国際委員会財政委員会の新委員長としてパキスタン赤十字社のラヒムトウーラ氏を 

選出し,

委員会がなした事業に対し同委員会に感謝し，多年にわたり委員長の任務を負われ 
たパン・エムデン氏に対し謝意を表する。

(14)第1部規約および規則IVとV參照
(15)国際救護活動の財政第5章第2節第3項ゆ, 206頁
(16)開発計面の財政第6章第1節第4項,223頁
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2

第22回赤十字国際会議は,
ヘンリック・ベア氏とベングト•バーグマン氏を赤十字国際委員会基金の理事会へ 

の国際会議代表に任命する。（テヘラン,1973年,決議第2,第1項および第2項）
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第3章国際人道法

第1節 ジ그ネーブ諸条約
第17回赤十字国際会議は,

赤十字国際委員会が諸条約違反に関して受けることがある抗議の転達を引き続き実 
施すべきものと思料し,

これらの抗議を自国政府に転達することは各国赤十字社の義務であることを強調 

し，
各社は自国政府をしてこれに対する完全な調査をさせ,その結果を遅滞なく赤十字 

国際委員会に通報させるよう全力を傾倒するよう勧告する。（ストックホルム,1948 
年，決議第22）

第17回赤十字国際会議は,
平時においては,各国赤十字社が赤十字標章の保護のもとにおくに値する医療補助 

要員のすべてに対して,ジュネーブ諸条約の諸条項に関する教育を実施するよう勧告 

し，
緊急時においては，各社がこの種の要員に対して彼らに関係ある諸条約の諸規定お 

よび戦時において彼らに適用されるそれぞれの自国の法令の諸規定に関し，新らたに 

詳細に教育するよう勧告する。（ストックホルム,1948年,決議第52,第3 —4項）

第17回赤十字国際会議は,
戦争犠牲者の保護に関する改正または新条約案の審議のために招集される外交会議 

に対して,政治的理由のために訴追もしくは抑留された人々に•人道的諸原則を適用す 

ることの重要性について注意を喚起するよう希望し,
締約国政府がこれらの人々に対して上記の諸原則により与えられる保護を確保する 

よう希望を表明する。（ストックホルム,1948年，決議第20）
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第17回赤十字国際会議は,

各国赤十字社の活動がしばしば現行諸条約の範囲を逸脱していることを認め, 
もともとは戦地における軍の傷病者のみを対象とした赤十字の博愛事業が文民と軍 

人の别なく戦争犠牲者のすべてに対して拡大されることは正当であると考慮し，

将来この拡大が承認されるとともに,その拡大はできうる限り強固な基礎のうえに 

なりたつべきであると考慮し，
未だにこのことを実施していない各国赤十字社すべてに対して,その定款中に，文 

民と軍人の別なく,また国籍,人種,宗教ないしは意見の別なく，すべての戦争犠牲 
者に対する援助について規定するよう要請し，

戦地にある軍の傷病者に対する看護と救護をすることに加えて,文民戦争犠牲者お 

よび捕虜を援助することの各社の権利を，時宜にかなう限り,各国政府ならびに諸条 
約が認めるよう希望を表明する。（ストックホルム，1948年,決議第25）

第18回赤十字国際会議は,

数か国の代表団より，ジュネーブ諸条約と人道的諸原則が最近侵犯されたとの申立 

があり,訴えられた側は,くりかえし明白にこの申立を否認しているのにかんがみ,

関係諸国政府に対し，共同の協定を基礎にこの告訴を調査するよう勧告し, 

各国赤十字社に対し,この目的のためにできるだけ早くその努力を統合し，このた

めの実際的提案を促進するよう招請する。（トロント,1952年，決議第19）

第18回赤十字国際会議は,

1949年のジュネーブ4条約に共通の第1条にもとづき，各国があらゆる場合に上記 

諸条約を尊重し,かっこの諸条約の尊重を確保することを約束しているのにかんが 

み,
ジュネーブ諸条約が時と所を問わずつねに十分に尊重されることはすべての人の共 

通の利益であることにかんがみ，

紛争に加わっていないすべての国の政府およびこの種の国の赤十字社が，あらゆる 

方法をもって,これら諸条約の実質上の適用を容易にするよう勧告し,
とくに紛争の発生している地域に境を接している諸国と,これらの国の赤十字社に 

とって，諸条約の実施と紛争の犠牲者に対する救護品の伝達に助力することを使命と 
する人々の自国通過を容易にすることは義務であると思考する。（トロント，1952年, 
決議第16）
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第18回赤十字国際会議は,

戦争犠牲者に関する情報は迅速に伝達されるべきであって,このため仁は電信がも 

っとも適当な手段であると考えられるのにかんがみ,
諸国の所管当局によってすでに表明された同情ある理解を心に銘じ,

この問題に国際的解決を与えることの重要性を強調し，

ブエノスアイレスにおいて開かれる国際電気通信連合(ITU)の次回会議が,電 

気通信に関する規則と,戦争犠牲者に関する電報料金の全額免除または少なくとも相 
当の割引を規定した1949年のジュネープ諸条約の条項と一致させるために必要なすべ 

ての措置をとるよう希望を表明する。(トロント，1952年，決議第23)

第19回赤十字国際会議は，

赤十字国際委員会により提出された1949年のジュネーブ諸条約に関する報告書を受 
領し,

この報告書を了承し，

赤十字国際委員会がこれを提出したことに感謝し,
この報告書中に引用されているように1949年の第4ジュネーブ条約の諸規定を警察 

隊の隊員に適用することに関する宣言に注目する。(ニューデリー,1957年，決議第 
15)

第19回赤十字国際会議は,

赤十字国際委員会があらゆる性格の武力紛争の結果生じる苦痛を軽減するためにす 

でに行なってきた諸努力にかんがみ，以下の趣旨を実現するため，1949年のジュネー 
ブ諸条約第3条の規定を拡大する新らしい規定がこの諸条約に付け加えられるべきで 

あるとの希望を表明する。

(a)負傷者はなんらの差別なく手当を与えられ，また医者がこのような状況におい 
て求められる手当を与える際に，いかなる意味においても支障がないようにす 

る。
(b)医療上の秘密厳守という神聖な原則が尊重されるようにする。
(c)国際法に規定されている制限を除き，医薬品の販売および自由な流通に対し， 

いかなる制限も課せられないようにする。ただしこれら医薬品がもっぱら治療の 

目的に使用される場合に限る。

なお,さらに,この決議に背馳するような措置があれば,そのすべてを取消すよう 
すべての政府に強く訴える。(ニューデリー,1957年,決議第17)
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第19回赤十字国際会議は,

1949年の第4ジュネーブ条約の第144条は,本条約の本文および精神を全国民に知 
らせることが本条約を批准した政府の義務であるとしているのにかんがみ，

青少年層をジュネーブ諸条約の精神において教育することが緊急であるのにかんが 
み,またこれに•関し,1934年東京で開かれた第15回赤十字国際会議の決議第9を想 

起し,
各国赤十字社およびその青少年部門はジュネーブ諸条約を普及するために積極的役 

割を負うべきであるのにかんがみ，

青少年赤十字活動の本質的目的は，平和と理解の精神を増進し,青少年に対し人間 
の尊厳への敬意を鼓吹することであるのにかんがみ，

(a)各社はそれぞれの政府に働きかけ,青少年赤十字がジュネーブ諸条約を青少年 

の間に普及するためのもっとも効果的な手段の一つであることを教育関係者によ 
って認識されるようにすること,

⑹政府との交渉にあたり,各社は学校教科のなかに赤十字の歴史と目的およびジ 

ュネーブ諸条約の基本的諸原則のための時間を組み入れるよう努力すること,

(c)赤十字社連盟は,赤十字国際委員会と協定して,毎年公衆教育に関する会議を 
共催する国連教育科学文化機関(UNESCO)および国際教育局に対し,「学校とジ 

ュネーブ諸条約の普及」という問題を今後の公衆教育会議のいずれかーつの議題 
にとりいれるよう必要な手段を講じること,

を勧告する。(ニューデリー，1957年,決議第29)

第19回赤十字国際会議は,
青少年に平和の思想と他人に対する尊敬の念を培う緊急の必要があることを考慮 

しIジュネーブ諸条約は社会教育のための健全な基礎をなすものと思考し, 

各国赤十字社が,この目的達成のため具体的行動をとることの可能性を緊急の問題 

として検討するよう勧告し,

とくに,各国青少年赤十字部門の刊行物および赤十字社連盟発行の「青少年赤十字 
ニューズ・レター」には恒久的に一欄を設けて,赤十字の歴史およびジュネーブ諸条 
約のための記事掲載にあて,

同様の問題を取り扱うラジオおよびテレビジョン放送が定期的に企画されるよう勧 

告し,

赤十字国際委員会および赤十字社連盟に対し，各社とともにジュネーブ諸条約の歴 
史，内容および目的を網羅した青少年向きフィルムを1本またはそれ以上作製する可 

能性を検討するよう勧告し，
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将来の国際赤十字デーには,「青年とジュネープ諸条約」を標語とするよう勧告し, 

国際青少年赤十字研修センターを,実験的な意味において,この問題を研究する.た 
め利用するよう勧告し,

赤十字国際委員会および赤十字社連盟が，青少年用として適当な赤十字の歴史とジ 

ュネープ諸条約の基本的諸原則を取り扱った情報出版物を刊行するよう勧告する。(二 
ューデリー,1957年，決議第30)

代表者会議は，
1949年8月12日の第1ジュネープ条約第47条から第49条,同第2条約第48条から第 

50条，同第3条約第127条から第129条，同第4条約第144条から第146条により,締約 

国は,
(a)この条約の原則を自国のすべての住民に知らせるため，平時であると戦時であ 

るとを問わず，自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること，とくに 

軍事教育およびできれば非軍事教育の科目中にこの条約の研究を含ませること，
(b)スイス連邦政府を通じて，また，敵対行為が行なわれている間は利益保護国を 

通じて,この条約の公の訳文ならびに締約国がこの条約の適用を確保するために 

制定する法令を相互に通知すること,
(c)これら諸条約に対する重大な違反行為を処罰するために必要な立法措置をとる 

こと，

を約束していることを考慮し，

これら諸条項の実施がジュネーブ諸条約の全般的かつ完全な適用の基本であると思 
考し，1963年9月ジュネーブにおいて審議の結果,政府がまだこれらの義務を履行し 

ていない国々の赤十字社,赤新月社，赤獅子太陽社に対し,本件の人道上の重大性に 
重ねてかつ緊急に注意を喚起し,

これらの社がその政府に対し，前記諸条の迅速かつ有効な実施を申し入れるよう願 

い，
こ の問題をただ흐に次回国際会議の議事 日 程に登録 し, こ の次回会議において各社 

は本決議にもとづいてとられた措置に関し報告することを提案する。(百周年会議, 
ジュネーブ，1963年，決議第4)

代表者会議は，
ジュネープ諸条約締約国は，すべての場合にこの条約を尊重し,かつこの条約の尊 

重を確保することを約束していることを考慮し，
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国際連合の緊急軍隊がこれらの条約を尊重し,これらの条約によって保護されるこ 
とが必要であることを思考し,

国際連合がこのためにすでに行なっている努力に・謝意を表明し,次のように勧告 

する。
（a）国際連合はジュネーブ諸条約がその締約国の軍隊に適用されると同様の形で国 

連の緊急軍隊にも適用されることを受諾する旨の厳粛な宣言を採択すること。

⑹国際連合に兵員を提供している諸国政府は,問題の肝要性にかんがみ,その部 
隊に対し，自国を出発するに先立って,ジュネープ諸条約に関する適切な教育と  

これら諸条約を守ることという命令とを与えること。
（c）兵員の責任当局はこれら諸条約に関する起こりうる違反を防止し，処罰するた 

めに必要なすべての措置を講ずること。（百周年会議，ジュネーブ,1963年，決 
議第5）

代表者会議は，

赤十字国際委員会が，ジュネーブ諸条約違反の処罰のためにとられているあらゆる 

国の立法措置に関する情報を集め，これに関する報告を第20回赤十字国際会議に提出 

するよう希望を表明する。（百周年会議，ジュネーブ,1963年,決議第6）

代表者会議は，

赤十字国際委員会が提出した紛争時における傷者，病者および民間医療従事者なら 

びに看護員の保護を確保する規則案を了知し，
赤十字国際委員会が，できれば政府専門家の協力をえてこの問題の研究を継続し, 

次回の赤十字国際会議に報告するよう要請する。（百周年会議,ジュネーブ,1963年, 

決議第8）

第20回赤十字国際会議は,

1949年8月12日の第1ジュネーブ条約第47条,第2条約第48条，第3条約第127条, 

第4条約第144条にもとづき締約国は,この条約の原則を自国のすべての住民に知ら 

せるため，平時であると戦時であるとを問わず,自国においてこの条約の本文をでき 

る限り普及させること,とくに軍事教育およびできれば非軍事教育の科目中にこの条 

約の研究を含ませることを約束していることにかんがみ,
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これらの条項を実施することが条約の遵守を確保するうえでもっとも重要であるの 
にかんがみ,

さらに軍隊の成員が,ジュネーブ諸条約に関する十分な知識をもっことが肝要であ 

るのにかんがみ，

ジュネーブ諸条約の締約国が，条約の普及と適用に,とくに諸条約の主要な原則を 
軍の将校ならびに隊員の教育のなかに含めることによって,いっそうの努力をするよ  

う要請し,
さらに，各国赤十字社が，この分野における活動を強化し，政府と協力するよう要 

請し,
政府と各社がこの分野でとった措置について,定期的な報告を赤十字国際委員会に 

提出するよう希望を表明し,

ジュネープ諸条約の適用を確保するために国際委員会が行なった努力を満足と感謝 
をもって注目し，この仕事を継続するよう要請する。（ウィーン，1965年,決議第21）

第20回赤十字国際会議は,

世界で起こっている紛争に際し,これら紛争から生ずる苦難をやわらげるために， 

多くの国によって批准されているジュネーブ諸条約が,いまだすべての場合に厳重に 

適用されていないことに注目し，
4つの条約に共通の第8,第9条が,紛争当事国は条約適用への協力と,適用の監 

視をゆだねられた利益保護国の職務の遂行をできる限り容易にしなければならないと 
していることを想起し，

人道諸条約の適用と適用の監視を確保するために,利益保護国あるいはそれに代り 
うるものが,紛争時において公平な監視を行ないうるような十分な人員を備えること 

が肝要であるのにかんがみ，
諸条約の加盟国が，利益保護国あるいはそれに代るものの指導のもとに，条約にょ 

ってゆだねられた職務を果たすために,適任者のグループを設立するよう勧奨し,

そうする準備のあることを言明している国際委員会が，これらの要員の養成に寄与 

するよう希望を表明する。（ウィーン,1965年,決議第22）

第20回赤十字国際会議は，

ジュネーブ諸条約締約国は，すべての場合において,この諸灸約を尊重し，かつ諸 

条約を尊重させねばならないのにかんがみ,

さらに，国連派遣軍が諸条約を尊重し，諸条約によって保護される必要があるのに 
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かんがみ,

国連がすでにとった実際的な方法に満足を表明し,

以下を勧告する。

1 .国連管轄下におかれた軍隊がジュネープ諸条約の規定を守り,諸条約によって 
保護されるよう適当な措置をとること。

2 .国連に派遣軍を提供する国の政府は,この問題が有する最大の重要性にかんが 

み,部隊の本国出発に先立ち,十分にジュネーブ諸条約の指導を施し，諸条約に 

したがって行動するよう命令すること。

3 .派遣軍の責任を負う当局は諸条約のいかなる違反をも防ぎ，抑制するために, 

あらゆる必要な手段をとることに同意すること。（ウィーン,1965年，決議第 

25）

第20回赤十字国際会議は，

代表者会議（ジュネーブ,1963年）で採択された決議第6を想起し,

さらに,1949年8月12日の第1ジュネープ条約第49条,第2条約第50条,第3条約 

第129条,第4条約第146条によって,政府はジュネーブ諸条約違反に対する罰則を設 

ける義務があることを想起し,

ジュネープ諸条約違反抑制の問題研究のために，赤十字国際委員会が行なってきた 

努力に感謝し，

国際委員会が,その仕事を継続するよう要請し，

さらに，政府，各国赤十字社および比較法研究機関が，国際委員会を全面的に支持 

し，問題の研究に必要な資料を提供するよう要請し,

諸条約違反に関する立法をいまだ行なっていない政府がその法制を完備し,適当な 
罰則を設けるよう懇請し，

国際委員会が,達成された成果についての報告を次回の国際会議に提出し,一般国 

民向け出版物の対象とするよう要請する。（ウィーン，1965年,決議第26）

第20回赤十字国際会議は，

赤十字国際委員会によって提出された，人道諸条約の申し立てられた違反に関する 

抗議についての報告書を検討した結果，
非難を受けた当事者にこのような抗議を転達する目的は，十分な調査が行なわれ, 

詳細にわたる回答が与えられることであるのにかんがみ，
この措置がなんら具体的な結果を生んでいないのにかんがみ,
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直接関係している二国間に他に正規の転達経路がなく,中立的な仲介者が必要な場 
合をのぞいて,国際委員会は,今後,このような抗議の転達を行なわないことを了知 

する。（ウィーン,1965年,決議第27）

第20回赤十字国際会議は,

国際紛争または国内騒擾時において，民間医療要員および看護要員に対するいっそ 

うの保護を確保することに寄せられている関心を認識し,
赤十字国際委員会がこの問題に関する報告を提出したことに感謝し，その基本的内 

容を承認し，問題全体，とりわけ認識票の問題およびこの目的のための赤十字，赤新 

月，赤獅子太陽標章の使用の範囲を拡大する可能性について,政府と赤十字の専門家 

の協力のもとに，また同様に世界保健機関（WHO）および関係専門機関の助力をえ 
て,いっそう詳細に・わたる研究がなされるよう希望を表明し，

問題がそれまでに解決をみない限り，次回の国際会議に,この研究によってえられ 

た結論を提出するよう要請する。（ウィーン,1965年，決議第30）

第20回赤十字国際会議は，
すべての専門的ならびに補助的な軍衛生要員ならびに文民医療要員は，1949年のジ 

ュネーブ諸条約にもとづく権利と義務に・ついて十分な知識をもつべきであると思考 

し，
ジュネーブ諸条約の普及に関し，条約当事者である政府が締結した約束を考慮し,
その決議第52の第3 — 4項に述べられている第17回赤十字国際会議の希望にかんが 

み,
各国政府および各国赤十字社に対し,1949年のジュネーブ諸条約を看護学校および 

補助看護婦学校の必修科目に加え,赤十字奉仕補助員および救急員の講習にも加える 
ことによって自国の医療要員に同条約を普及するための努力を強化し，調整するよう 

要望する。（ウィーン,1965年，決議第33）

第21回赤十字国際会議は，

国連総会が1968年12月17日の決議第2412号（XXIU）をもって1970年を「国際教育 

年」とすることに決定したにかんがみ,

1969年9月16日ニューヨークにおいて開かれる第24回総会の仮議事日程第41が，こ 

の件に関する事務総長報告の検討を予定していることを了知し,
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各国政府,国際委員会および連盟が国際赤十字活動の枠內において,学校および大 

学の科目ならびに生涯教育に至大の関心を有することを意識して，
国連,とくに国連教育科学文化機関（UNESCO）が1970年中にジュネーブ諸条約 

の教育および普及のために充当する行事を計画するよう期待し，
このために，もっとも現代的な技術によってなされうる視聴覚手段を使用して，世 

界デーを設けることを要請する。（イスタンブール，1969年，決議第9）

第21回赤十字国際会議は，

赤十字国際委員会の提出した1968年年次報告および国際委員会の武力紛争時におけ 

る文民の保護に関するその他の文書の內容を検討し,
戦時における文民の保護に関する1949年8月12日の第4ジュネーブ条約の規定の尊 

重と実施を要請する数多くの国連決議を再確認し，
1967年9月ヘーグにおける代表者会議が採択した中東難民問題に関する決議を想起 

し，

上記条約第1条の規定により，締約国はすべての場合において,この条約を尊重 
し，かつこの条約の尊重を確保することを約束しているにかんがみ,

1 .第4ジュネープ条約諸規定の全面的適用および実施のあらゆる拒否を遺憾と 

し，
2 .中東の占領地域文民の状態に対する深い憂慮を表明し,

3,関係当局者に対し，家郷を立去った人々の復帰ならびにその地域社会への再編 

入を容易にすることにより，人道的義務を果たすよう要請し,
4 .全当事者に対し「第4ジュネープ条約にもとづくその義務を尊重し,文民の苦 

痛軽減のため，同条約を実施するよう訴え，
5 .国際委員会および中東にある同委員会代表に対し，同地域における継続的努力 

に感謝を表明する。（イスタンブール，1969年，決議第10）

第21回赤十字国際会議は,

捕虜の待遇に関する1949年のジュネーブ条約および赤十字が戦争犠牲者の保護者と 
して演じ来った歴史的役割を想起し,

条約は武力紛争の性格のいかんを問わず2またはそれ以上の条約参加当事者間の武 

カ紛争に適用されることを考慮し,

国際社会は,条約に関係なく，捕虜のための人道的待遇,とくにすべての捕虜の識 

別および調査登録，適当な食事，医療手当，捕虜相互間および外部との連絡通信許
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可,重傷病捕虜の迅速な帰国ならびに常時捕虜を肉体的または精神的拷問,虐待およ 

び報復から保護するよう要求してやまないことを認識し,
すべての条約当事者に対し,捕虜の人道的待遇を確保し,条約違反を防止するため 

あらゆる必要な措置を講ずるよう懇請し,

すべての条約当事者に，条約に謳われている義務を尊重するよう訴え，すべての武 

カ紛争関係当局に相手方当事者の正規武裝部隊の制服を着用した成員,その他すべて 
の捕虜の身分を主張しうる人が，かかる人道的待遇および条約の規定する保護の全体 

を享受しうるよう訴え，さらに，利益保護国または赤十字国際委員会が捕虜ならびに 
捕虜が抑留されているすべての場所に自由に立入るのを許すよう訴える。(イスタン 
ブール,1969年,決議第11)。り。8)

代表者会議は，
世界を通じ自覚ある人道的態度の必要性が増大しつつあることを確信し,

かかる態度の基礎としてのジュネーブ諸条約およびその他の人道法規の重要性を認 
識し,

多くの政府が武力紛争における国際人道法の再確認と発展の促進に対して示す関心 

を知り,

これに関して, 1969年イスタンプールの第 21 回赤十字国際会議および 19 기年国連総 
会における討議を想起し,

赤十字国際委員会の,武力紛争における国際人道法の再確認と発展のために外交会 

議を準備する努力を評価し，
すべての赤十字社の,人道的事業および人道法への国民の関与を維持,拡大，深化 

する責任を全面的に容認し，
各社が,この分野における任務，方策および努力を再考し，これを他の主要活動と 

同じように計画的,系統的，統制的とするよう要請し,

国際委員会に対し,各社と協力して各社がこの領域において演ずべき役割を明確に 

し,各社が責務を担当するための資料を作成し,技術を伸張し,要員を養成すること 
を援助するよう要請し，

各社に対し,その計画および実績を国際委員会に報告し，これにより同委員会をし 

てこの世界的経験にもとづき，この分野における指導者,調整者たるますます重大な

(17)第2 ~ 4節參照
(18)医療要員に対するシュネープ諸条約の普及については，第6章第3節第2項,第75回赤十字社連盟執行 

委員会，シュネーブ,1956年,決議第10ならびに第11, 269頁參照 
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任務の遂行を可能にするよう希望し,
なお国際委員会がその意見と勧告とを次回の代表者会議に,またその予備段階にお 

いて 1972年の執行委員会会議に提出する よう 希望する。（代表者会議, 19 기年, メキ 

シコシティー,決議第1 ）

代表者会議は,
ジュネーブ諸条約および国際人道法の諸原則の徹底的研究と,その知識のすべての 

方面への普及を盛んにすることが絶対的に必要であると認め，
大学が,法学，政治学,社会科学,医学の各学部において教授する科目のなかには 

上記の事項を含むべきであると確信し,
大学はまたこれらの事項について卒業後の講座を設け，もって高度の資格があり専 

門的な人員を提供できるようにすることを希望し,
各社に対し,これらの目的を達成するためその国の権限ある当局の協力を求めるよ 

う要請し,
各社に対し,この方向にむかってとられるすべての法令措置を赤十字国際委員会お 

よび赤十字社連盟に通報する よう 要望する。 （代表者会議, メキシコシティ, 19 기年 

決議第2）

第22回赤十字国際会議は,

暴力により引き裂かれた世界においては,赤十字基本原則の一つの表現であるジュ 
ネーブ諸条約の普及と全般的教育とが緊急に必要であり，平和の要因となることを確 

信し,
このような普及と教育はその教育的な性格のゆえに軍隊と青年の間にとくに重要で 

あることを承知し,
これまでの赤十字国際会議で採択された普及の問題に関する諸決議，とくに1965年 

ウィーンで開催された第20回赤十字国際会議の決議第21を想起し,

いくつかの政府，多くの赤十字社および国際委員会によりジュネーブ諸条約を普及 

するためすでに達成された努力に感謝の意をこめて注目し，
一方では一般大衆に赤十字基本原則および国際人道法を，すべてのレベルの当局が 

用いうるあらゆる有効な手段によって知らせ,また他方では軍隊,民政機関,高等教育 

機関,医学および医学関係の職業等のような専門分野にジュネーブ諸条約に関する明 

瞭な概念を教えるためいっそう努力するよう諸国政府および各国赤十字社に要請し，

世界におけるジュネーブ諸条約の普及および教育に関する情報を国際委員会が収集 
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することができるように,定期的に成果と計画を国際委員会に通知するよう諸国政府 
および各国赤十字社に訴え,

国際委員会に対し,ジュネーブ諸条約を普及し教育するための諸国政府と各国赤十 
字社の努力を下記により支援するよう要請する。

⑻宛先きの地域や地区に応じた情報資料(各種の言語による専門的または一般的 
出版物,ポスター,スライドおよび映画)を準備すること。

(b)この分野における活動計画の樹立に関し,それを希望する赤十字社に助言を与 
えること。

(c)ジュネープ諸条約の普及と教育における諸国政府および各国赤十字社の成果を 

国際委員会の報告書,出版物で組織的に知らせること。
(d)国際人道法の専門家養成のためのセミナーを国際委員会自身が開催すること, 

またはそれらに参加すること。

諸国政府と各国赤十字社をしてそれぞれの経験を比較し，また新らしし、活動方式を 
案出させるためのジュネープ諸条約の普及と教育に関する特別会議を召集することの 
適否と可能性を探究するよう国際委員会に要請し，

ジュネープ諸条約の広汎な普及と有効な教育を実現するための国際委員会の努力に 

関し諸国政府と各国赤十字社が十分に協力するよう要請し，

国際委員会に•対し，第21回国際会議以来,ジュネーブ諸条約の普及と教育に新らし 

い刺激を与えた国際委員会の活動および国際委員会が各国赤十字社と政府に与えた支 
援とに対し感謝する。(テヘラン,1973年，決議第12)
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第2節 戦爭法規と無差別兵器

理事会は,

オックスフォード会議で採択された諸原則ならびに,とりわけ赤十字社は戦争の犠 

牲者を保護するための人道諸条約を締約する責任ある当局に以下のことを提案すべき 
であることを想起する。

軍隊および文民を無差別的に絶滅する可能性のある原爆および同種の武器の使用を 
禁止すること。

収容所に入っている人々を人質にとること，住民を大量追放することを禁止し，収 

容所內の人間を組織的に破壊することを禁止すること。（第20回赤十字社連盟理事 
会，ストックホルム,1948年，決議第2）

第17回赤十字国際会議は，

第2次世界大戦中交戦各国が,1925年6月17日のジュネーブ議定書において規定さ 

れた窒息性,有毒性またはその他のガスおよび細菌等の武器の使用に関する禁止を尊 
重したことを認め，

目標を正確に定めず大区域を無差別的に荒廃させる盲目的武器の使用は，赤十字が 

擁護すべき使命を有する人類ならびに物件を破壊するものであり，これらの手段の採 
用は文明の将来をおびやかすものであることを認め,

各国がこの種の武器に依存することを絶対的に禁止するとともに,また原子力ある 

いはそれと同様なものの戦争目的のための使用を絶対的に禁止すべきことを厳粛に要 
請する。（ストックホルム，1948年,決議第24）

理事会は,

各国政府が,すみやかに無差別兵器，原子力およびこれに類似のものを,全人類の 

名誉と良心とに背馳するものとして,これを戦争目的のために使用することを禁止 

し,防止するために有効な措置をとり，これを持続するようくりかえし強く訴える。
（第21回赤十字社連盟理事会,モンテカルロ,1950年，決議第1,第3項）
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第18回赤十字国際会議は,
細菌兵器が人類にとって最大の危険の一つであるにかんがみ，
Iヽ < つかの政府が,細菌兵器の禁止を規定した1925年6月17日のジュネーブ議定書 

にいまだ加入せず,あるいは批准していないのにかんがみ,
前記の議定書にいまだ参加していない,あるいはこれを批准していない政府に対 

し，これに加入またはこれを批准することを要望し,
各国赤十字社に対し,もしもその国の政府がいまだ1925年6月17日のジュネーブ議 

定書に参加していないか,あるいはこれを批准していない時は，できるだけ早急に， 

かつ留保を付することなく，加入または批准する旨の約束を自国政府からうるよう要 

請する。（トロント,1952年,決議第17）

第18回赤十字国際会議は,

原子兵器の使用に関する協定ないしは禁令が存在しないのにかんがみ，
原子軍備の分野における競争が各国間の平和と安全を危くするのにかんがみ,

第17回赤十字国際会議の決議第24を再確認し，

各国政府に対し,一般軍縮の枠內において,原子兵器の禁止と原子エネルギーを平 

和目的のためにのみ使用することを保証する原子エネルギー国際管理計画に同意する 

よう勧告し，
すべての赤十字社が,それぞれの国の政府に,この種の計画を支持するよう要請す 

ることを要求する。（トロント,1952年,決議第18）

理事会は,
原子兵器および化学的ならびに細菌兵器の使用を当事国が正式に放棄するよう勧告 

しようとして本理事会で可決された決議にかんがみ,

赤十字の役割はこの種の兵器の荒廃的，無差別的影響から文民を保護することにあ 
るという事実にかんがみ，

赤十字国際委員会が本問題につき徹底的に調査し,次回の赤十字国際会議に，原子 
兵器および化学的ならびに細菌兵器の危険から効果的に文民を保護するために,現行 
の諸条約に必要な追加を提案するよう要請する。（第23回赤十字社連盟理事会,オス 

ロ,1954年,決議第2）

第19回赤十字国際会議は,
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赤十字が,平時と戦時とを問わず人間の苦痛を救うことに努力してきており,また 
その努力を継続しているにかんがみ，

赤十字がつねに世界平和の大義を支持してきたのにかんがみ,

ここに，1952年トロントにおける第18回赤十字国際会議ならびに1954年オスロにお 

ける赤十字社連盟理事会の諸決議を想起し，
かさねて世界のすべての国々に•対し，以下のことを訴える。

戦争はいかなる問題の解決策ともならないという原則を採用して，戦争の放棄を誓 

うこと。

一般的軍縮を招来するための努力を強化すること。
とくに，人類を焼夷,化学，細菌,放射能その他の動因の恐るべき影響から常時有 

効に保護する措置を採用すること。（ニューデリー,1957年,決議第18）

理事会は,

人類の静ひつと将来の安全のために，核兵器の実験が禁止されることを熱烈に希望 
する。（第27回赤十字社連盟理理事会，ジュネーブ，1963年，決議第7）

第20回赤十字国際会議は，

文民の保護のための努力に関し,ストックホルムの第17回赤十字国際会議の決議第 

24を考慮して,各国政府に対し,一般軍縮の枠內において原子兵器の禁止と原子エネ 

ルギーを平和目的のためにのみ使用することを保証する原子力国際管理計画に同意す 
るよう要請した，トロントの第18回赤十字国際会議の決議第18を再確認し,

赤十字国際委員会が，この分野における国際人道法の確立といっそうの発展に関し 

発議し,広範な業績をあげたことに感謝し,
無差別戦争は，文民に対し，また文明の将来に対し危害を構成するものであること 

を声明し，

少なくとも下記の諸原則を遵守することは，国際的性格を有する武力紛争時の行動 

に責任のあるすべての政府およびその他の当局の義務であることを厳粛に宣言する。 

——
——文民をそのまま攻撃することは禁止されていること。

——戦闘行為に参加する人と文民の間にはいかなる場合にも差別を設け,もって文民 

をできる限り保護すること。

——戦争法規の一般原則は，核および類似兵器にも適用されること。
窒息性，有毒性,その他のガス,類似の液体，原料,手段ならびに細菌戦法の使用 
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を禁止する1925年のジュネーブ議定書に加入していないすべての政府に対し,これに 

加入するようとくに要望し,

赤十字国際委員会に対し,第19回赤十字国際会議の決議第13にもとづき,とくに文 

民を無差別戦争の苦痛から保護する件に関し,国際人道法の発展を追求するよう要請 

し，
赤十字国際委員会が,この問題の急速かつ実際的な解決をうるため，あらゆる可能 

な手段を講じ,あらゆる適当な措置をとるよう依頼し，

各国赤十字社が,その国の政府に対し，この問題の早急の解決に協力を求めるため 
折衝するよう要請し,すべての政府はこの点に関する国際赤十字の努力を支持するよ 

う要請し,
すべての赤十字社が,全力をつくして，その国の政府に対し，一般軍縮の分野にお 

ける実効ある協定に到達するよう勧告することを要望する。（ウィーン，1965年,決 
議第28）

第21回赤十字国際会議は，

世界に猛威を振ってやまない武力紛争その他諸種の暴力はつねに人間の価値と平和 

を危険に瀕せしめていることを考慮し,
かかる危険と戦うためには人道の要求および各国民の良心によって敵対行為の行使 

に課せられる制限はたえず再確認され明確にされなければならないことを確認し，

赤十字国際会議が採択した諸決議，とくに第20回国際会議の決議第28に注意を喚起 

し，
国連総会が1968年12月19日採択した武力紛争時における人権の尊重に関する決議第 

2444号ならびに1968年12月20日採択の決議第2454号の重要性を認め,

赤十字国際委員会がこの分野において第20回国際会議決議第28を実施に移すため行 
なった諸事業,とくにこの問題について国際委員会が作成した重要な報告書を感謝を 

もって了承し，
1949年のジュネーブ諸条約と調和をとって,人間の基本的諸権利の実効ある保護を 

強化するため,あらゆる種類の武力紛争に適用される国際法の人道的諸規則を再確認 

し発展させることの必要と緊急性を強調し，

国際委員会に対し，その報告書にもとづき，下記を目途としてこの分野における努 
力を活発に継続することを要請する。

1 .現行人道法を補完する具体的規則をできるだけ早く策案すること。
2 .政府，赤十字の専門家およびその他世界の主要な法制ならびに社会制度を代表 

する専門家を召集して会合し，上記案を国際委員会とともに審議すること。
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3 .これらの案を各国政府に提示して,その意見を国際委員会に通報するよう要請 

すること。
4 . もし事態が有望である と 認められるな 이む 権限ある当局に勧告して, ジュネ 

ーブ諸条約締約国ならびにその他関係諸国を集め1回または数回の外交会議を召 

集し,上記提案を考慮した国際的法律文を完成するよう勧告すること。
国際委員会に対し，国連決議第2444号にしたがい，この問題に関し行なわれた諸研 

究を調整するため国連との間に存する協力を維持し助長し，作業の統合を確保するた 
め国連以外のすべての公私の諸機関とも協力するよう激励し,

各国赤十字社に対し，この人類全体に関連する案件のため世論の積極的関心を喚起 

するよう要請し，

すべての政府に対し,この分野における国際赤十字の努力を支持するよう切望する 
（イスタンブール，1969年，決議第13）

第21回赤十字国際会議は,

赤十字の第一義的,基本的目的は武力紛争によって生ずる恐るべき苦痛から人類を 
保護するにあるにかんがみ,

新らしい戦争技術，とりわけ大量破壊兵器が人類に対して有する危険を考慮し, 

赤十字国際会議の諸決議，国連総会の決議第2162号（XXI）,第2444号（XXIII） 
および第2454号（XXIII）ならびに1968年の国際人権会議の決議第23を確認し，

大量破壊兵器の禁止に関する特別協定の採択は国際人道法の発展に重要な寄与をな 
すものと思考し，

国連に対し，この分野における努力の継続を要請し,

赤十字国際委員会に対し,人道法の再確認と発展のための事業に関して，この問題 
に大なる注意を払い，その可能と認めるあらゆる発議を行なうよう要請し,

1925年のジュネーブ議定書にまだ参加していない各国政府に対して,これに加入 

し,その規定を厳守するよう願い,

各国政府に対し，化学兵器と細菌兵器の生産および貯蔵を禁止する協定の締結にで 

きるだけ早く到達するようせつに願う。（イスタンブール,1969年，決議第14）。9）

第22回赤十字国際会議は,

武力紛争がいまなお引き続き人間に言語に絶する苦痛と測り知れぬ物的破壊をもた

Q9） 航空医療活動，第 6 章第 2 節第 2 項ゆ, 第14回国際슈議, 決議第17, 246頁挙原 
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らしつつあることを認め,

すべての武力紛争当事者はかかる苦痛をできる限り少なくし,同様に非戦闘員およ 

び民間財産の保護を拡大するための人道的規則を必要とするものと確信し,
多くの近代的戦争手段方法が,現在の武力紛争において適用される現行法および慣 

習の再確認と発展の必要を付加させたことを知り,
赤十字国際会議がつねにこれらの問題に献身していることを確認し,
とくに第21回赤十字国際会議の決議第13を想起し,
国連総会が「武力紛争における.人権」問題に関し採択したその最近のものを1972年 

12月18日採択の決議第3032号（XXVH）とする累次の決議をも了知し，

赤十字国際委員会が, 政府専門家と, とくに19기年および1972年ジュネーブ会議に 

おいて十分協議の後作成した1949年のジュネーブ諸条約の追加議定書案を満足の念を 

もって歓迎し,
さらに不要の苦痛を生じ，無差別の被害を与える兵器に関し,国際委員会が提出し 

た報告をも歓迎し,

スイス連邦政府が武力紛争において適用される国際人道法の再確認と発展を目的と 
する外交会議召集を決定したことを歓迎し,

追加議定書は外交会議における討議のすぐれた基礎となると思考し, 

赤十字国際委員会に対し，その完成した巨大な事業に感謝を表明し， 
すべての政府に対し,外交会議に参加するよう切望し,

外交会議が,地域の政府間組織によって承認された民族解放運動を，国連の慣習に 

したがい,オブザーバーとして会議議事に参加するよう招請することを考慮するよう 

要望し，

すべての政府に対し,近代的武力紛争がもたらす苦痛軽減の緊急ニードおよびかか 
る紛争における非戦闘員を保護するニードならびにそのため今回の外交会議を活用し 
て大なる人道的成果を挙げるニードに応えるための人道規則に対する自らの長期的関 

係を認識するよう訴え,
ジュネーブ外交会議のすべての参加者に対し,もっとも広くかつ迅速に1949年のジ 

ュネーブ諸条約を補完する両議定書を，世界基盤において有効な国際人道法証書とし 

て採択するため,全力をあげて協力し，成果ある交渉を行なうよう訴える。（テへラ 
ン,1973年,決議第13）

第22回赤十字国際会議は,

紛争当事者の害敵手段の採択に関する権利は無制限ではないことを想起し, 

とくに,無用の苦痛を生ずべき兵器,発射体または物質の使用を禁止する国際法の 
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規則および文民の保護を要求する国際法の規則を想起し,
無差別戦争の危険からの文民の保護に関する赤十字国際会議決議第28（1965年）,大 

量破壊兵器に関する同決議第14（1969年），武力紛争時の人権に関するテヘラン国際会 
議決議第23 （1968年）ならびにナパームその他の焼夷兵器に関する国連総会決議第 

2932号（XXVH-1972年）によって表明された意見を確認し,
とくに多種の兵器の世界的使用と新らしい戦争手段の出現が無用の苦痛を生じ,無 

差別に影響を及ぼしつつあるに対し,各国政府は法的手段により，かかる無差別で， 
残虐なる兵器および戦争手段の使用禁止または制限ならびに,可能ならば軍備縮小措 

置によって，とくに残虐であるかまたは無差別の影響を及ぼす兵器の廃止を実現する 
ための努力を新らたにすることが必要不可欠であるとなす1972年の国連総会決議第29 

32号（XXVII）の表明した意見を再確認し,

赤十字国際委員会が人道法の再確認と発展のために企図した任務に忠実に,無用の 

苦痛を生じたり無差別な影響を及ぼす兵器の問題に引き続き注意を傾けて来たことに 
注目し，

赤十字国際委員会が，武力紛争において適用される国際人道法の再確認と発展に関 
する外交会議に上提しようとしている，無用の苦痛を生ずる兵器および無差別な影響 

を及ぼす戦争技法の使用禁止に関する規則採択のための諸提案を満足の念をもって了 

知し,
とくに国際専門家グループが国際委員会の主催のもとに作成した無用の苦痛を生じ 

または無差別な影響を及ぼす兵器，とりわけ高速度弾，爆発兵器および破砕兵器,時 

限兵器,ナパームその他焼夷兵器に関する資料報告を満足の念をもって了知し，
報告書が論じている型の兵器については政府間の検討と行動を必要とすると述べた 

報告書の結論を是認し，

外交会議に対し，国際委員会提出の両議定書案に関する議事を阻害することなく， 
1974年の会期中に無用の苦痛を生じたり，無差別の影響を及ぼす在来兵器の使用禁止 

あるいは制限の問題の審議を開始するようせつに要請し,

赤十字国際委員会に対し，無用の苦痛を生じ，または無差別の影響を及ぼす在来兵 
器の使用禁止あるいは制限の問題を深く研究する政府専門家会議を1974年中に召集 

し,その会議の報告書を外交会議参加のすべての政府に伝達し,その将来の審議を援 

助するよう要請する。（テヘラン,1973年，決議第14）

159



第3章 第2節 戦争法規と無差別兵器

理事会は,

1974年ジュネーブにおいて開催予定の外交会議に提出されることとなる二つのジュ 

ネーブ条約追加議定書案の準備についての顕著な作業に関し赤十字国際委員会に対し 

祝意を表明し,
各国赤十字社が,とくに1971年ヘーグ，1972年ウィーンの会議に専門家を参加させ 

ることにより，議定書案の作成に協力する機会をもった事実を多とし,
しかしながら，現在の形の議定書案は,武力紛争の犠牲者のために赤十字，赤新月 

および赤獅子太陽の各社とそれらの連合体が人道的活動の面で果たす役割についての 

言及が，とくに「救援社」および「国際的性格の機関」の役割に関する節において不 
十分であることに注目し，

二つの追加議定書案を,各国赤十字社とその連合体の人道的な役割と活動を容易に 
するうえで役立つような規定，たとえば，

1）紛争当事者に対し，各社が武力紛争の犠牲者のために行なうすべての人道的活 
動の遂行を可能にするため必要なあらゆる手段と援助を各社に提供することを要 

請する総括規定
2）ジュネーブ諸条約および議定書の目的達成を確保するために各社が提供しうる 

人員,役務および事業に関する特別規定
を外交会議が作成するように要請する目的で検討することを第22回赤十字国際会議に 

依頼する。（第32回赤十字社連盟理事会，テヘラン,1973年，決議第36）

第22回赤十字国際会議は,

1973年11月テヘランにおいて第32回会議を開いた赤十字社連盟理事会の,ジュネー 

ブ諸条約の二つの追加議定書案は,武力紛争犠牲者のための人道的活動において各国 

赤十字社,赤新月社，赤獅子太陽社およびその連合体が果たすべき任務に十分言及し 
ていないという見解を了知し，

両追加議定書案を検討し，討議の間に述べられた意見を了知し，
1974年ジュネーブで開かれる外交会議に対し,たとえば次のごとき,各社とその連 

合体の任務を強化し，その人道的活動を容易にさせるための規定を追加するよう要望 

する。

1）紛争当事者に対し,各社が武力紛争の犠牲者のために行なうすべての人道的活  
動の遂行を可能にするため必要なあらゆる手段と援助を各社に提供することを要 

請する総括規定
2）ジュネープ諸条約および議定書の目的達成を確保するために各社が提供しうる 

人員，任務および事業に関する特別規定。（テヘラン,1973年，決議第15）
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執行委員会は,
各国赤十字社とその連合体が国際人道法において,連盟理事会（1973年テヘラン） 

の決議第36および第22回国際会議の決議第15に•示されているように，それらの活動を 

より広範囲に支障なく展開しうるようなよりよい地位の再確認を受け，これを獲得す 

ることが最大限に重要であることを考慮し，
各国赤十字社にとり直接の関心である国際人道法の再確認と発展に関する第1回外 

交会議中にえられた結果についての情報に注目し,
各国赤十字社および連盟に関する規定の採択のため,外交会議参加諸政府の支持を 

確保するために適当な行動が適時にとられるべきであることを考慮し，
このため連盟が，外交会議の手続規則第62条により認められているそのメンバーの 

活動に関する問題について声明を提出できる権利を行使す・べきであると考慮し，
1 .事務総長に対し,その会議で創設された連盟の作業部会と協議のうえ，文書を 

準備するよう要請する。その文書においては,

A）議定書のなかに各国赤十字社に関する追加規定を含めることの必要性を強調 

し，
B）本主題に関し外交会議に提出された訂正の內容を明示し, 

c）このような規定を支持するように諸政府にアピールする。
2 .事務総長に，会議の事務局を通じて外交会議に参加する政府へ,また各国赤十 

字社へこの文書を1974年末までに送付するよう要請する。

3 .各国赤十字社に,第1項に述べられている決議を使用して,自国政府当局にア 

プローチし,第2回の外交会議の際に各国赤十字社に関する規定を両議定書のな 

かに入れるよう，アピールすることを勧告する。

4 .外交会議に当り政府代表団中の各国赤十字社の代表と連盟の作業部会が，各国 
赤十字社の地位に関する追加規定の採択に必要な支持をうるために努力するよう 

勧告する。（第90回赤十字社連盟執行委員会，1974年,ジュネーブ，決議第8）
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第3節文民の保護

第19回赤十字国際会議は,

戦争の脅威という諸国民のうえに重くのしかかる悪夢から諸国民を安堵させるため 

に有効な方策が講ぜられるべきであるという普遍的な感情を深く自らに体し,
1954年オスロに・おける連盟理事会により表明された要請にもとづいて赤十字国際委 

員会が起草した「戦時において一般住民が蒙る危険を制限するための規則案」を検討 
した結果,

万一不幸にして紛争が勃発した場合,一般住民の保護を確実にするため,従来認め 

られていた諸規則を改正し,補足する規則を制定することがきわめて望ましいことで 
あると思考し，

ここに提出された規則案の諸目的は，赤十字の理想および人道の要求に合致すると 

判断し,
赤十字国際委員会に対し,戦争の諸悪から一般住民を保護するためのその努力を継 

続するようせつに促し,

赤十字国際委員会が,第19回赤十字国際会議にかわって，規則案,その討議の記 

録，諸提案および修正案の正文を各国政府が検討するため,各国政府に伝達するよう 

要請する。（ニューデリー,1957年，決議第13）

第19回赤十字国際会議は,

一般住民保護の分野における各国赤十字社の役割に関し，赤十字国際委員会および 

赤十字社連盟から提出された諸報告書に注目し，

これらの報告書を承認し，その作成者に感謝し，
本会議が，一般住民の保護のためにあらゆる方策がとられるべきであることを重大 

視するものであることを再確認し,

これら諸方策に最大の注意を払うよう各国政府に要望し,
一般住民に対し,一般住民が赤十字から期待する権利をもつあらゆる援助をするた 

めに，各社は,赤十字国際委員会がその報告書のなかに示し,また赤十字社連盟がそ 

の救護手引書のなかにおいて提起している行動指針および計画の線にそって行動する 
よう要望する。0ユーデリー,1957年,決議第14）
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理事会は,
国際的な性格を帯びない武力紛争の犠牲者が必ずしも適切な保護を受けていないこ 

とを考慮し,

赤十字の任務は武力紛争犠牲者の保護の実施と改善に努めることにあると思考し,

これらの紛争犠牲者に対し人道的諸原則の効果的実施を要求した過去の赤十字国際 
会議の諸決議,とくに第16回会議の決議第14,第19回会議の決議第17および決議第19 
を想起し，

赤十字国際委員会に対し,各国赤十字社と協力して，とくにジュネーブ4条約に共 

通の第3条に関し,これら犠牲者の法的保護を改善する方法およびかれらのための救 

護事業の問題を研究することを要請し，

同じく赤十字国際委員会に対し，この問題に関する報告:およびあらゆる有益な提案 
を次回の赤十字国際会議に提出するよう要請する。（第26回赤十字社連盟理事会，プ 

ラーグ，1961年,決議第2）

代表者会議は,

民間防衛における各国赤十字社の協力に関する覚え書についてアイルランド赤十字 

社によって提起された問題の重要性を認め,

本件につき赤十字国際委員会と赤十字社連盟が提出した共同報告をも考慮し,

1.武力紛争時における一般文民を保護することを目的とする政府の努力に対し, 
各国赤十字社が協力することが各社の本質的な任務となっていること,およびこ 
のことは赤十字諸原則に合致していることを確認する。

2,各社が——各国の関 

係当局と締結した協定において一すでに参加している人員が，赤十字人員とし 

て明白に認められうるような保護のもとに参加できるような状態を規定するよう 

に努め，各社との必要な連繫を保持するよう努めることを要請する。
3.赤十字国際委員会が，国際人道法の範囲內で，とくに民間防衛に協力する赤十 

字人員にも及ぶであろう基準的な表示の標章を採用する方法によって，非軍事的 
民間防衛団体の保護を強化する方向で積極的にこの任務を継続するよう希望表明 

する。（代表者会議，プラーグ,1961年，決議第4）

代表者会議は，
1961年秋プラーグにおいて開催された代表者会議が採択した,各国赤十字社の民間 

防衛参加に関する決議第4に関し,赤十字国際委員会が代表者会議に提出した民間防 
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衛部隊要員の身分に関する報告を了承し,
(a) 赤十字国際委員会の, 必要と認める政府の支持をえられるな이ま, 各国政府お 

よび赤十字社の提供する専門家の協力により,武力紛争の場合の民間防衛組織の 

人員，資材および施設を定義する国際規則の草案を起草したいという意向を満足 

の念をもって了承し，
(b)もし規則ができたならば，これを第20回赤十字国際会議に提出するよう希望を 

表明し，
(c)各国赤十字社が赤十字国際委員会の努力を支持し,つねに赤十字が提唱する戦 

争犠牲者の保護の顕著な強化を目途とするこの作業に対する自国政府の注意を喚 
起することを希望する。(百周年会議，ジュネーブ,1963年，決議第7)

第20回赤十字国際会議は,
1963年ジュネーブで開かれた代表者会議において採択された決議第7に留意し, 

赤十字国際委員会によって第20回赤十字国際会議に提出された「民間防衛組織人員 

の身分」に関する報告書に注目し，

この報告の討論の際表明された意見を傾聴し,
1.国際法の規定によって，民間防衛組織に与えられる保護を強化することの必要 

性を認識し,
2,国際委員会が報告および本会議で表明された意見にもとづいて,この分野での 

作業を継続し，新らたに専門家の会合を催すよう要請する。(ウィーン,1965年, 

決議第29)

第20回赤十字国際会議は，

自然災害またはいかなる種類の紛争の問題であっても,文民が脅威を受けるすべて 
の状態において,文民を保護する問題の重要性を思考し,

公的機関の補助者たる赤十字の民間防衛諸任務に対し力をつくすべき使命を再確認 
し，

さらに,民間防衛それ自体および民間防衛に課せられる任務の概念については，各 
国それぞれ相違があることを考慮し,

赤十字の果す主要な役割は，犠牲者に対し人道的援助を与えるにあることを想起 

し，
赤十字だけが活動に参加できるような事態が起こりうるものであり，このような事 

態はとくに赤十字の標章がもつ普遍的信頼によるものであり,また赤十字がすべての 
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人に最大の保証を供与する基本的諸原則の枠內で活動することによるものであること 

を思考し,

赤十字を民間防衛の任務に参加させるいかなる協定においても,赤十字がつねにそ 
の伝統的任務を遂行しうる態勢を保ち，独自に活動すべき場合には，その任務を果た 

す完全な準備を保ちうるよう,政府および赤十字に勧告し,
民間防衛の分野における赤十字活動は,国際的身分をもつ赤十字参加部隊があって 

初めて保証されることを思考し,

各国赤十字社,連盟および国際委員会が,本問題の重要性および緊急性が要請する迅 

速さをもって,この方面における発展を容易にするすべての研究を継続的に行ない, 

または開始するよう勧告する。（ウィーン，1965年,決議第34）

第21回赤十字国際会議は，

国際法が民間防衛組織に与える保護を強化する必要を認めた1965年ウィーンにおけ 
る第20回赤十字国際会議の決議第29に関連し,

「民間防衛組織人員の身分」に関する赤十字国際委員会提出の報告を了知し，これ 
によって同委員会が第20回赤十字国際会議以来，専門家の支持をうけて若干の問題を 

解決し，懸案の問題についてもその解決により有利な基盤を作りえたことを知り， 

民間防衛組織の国際法的保護の強化は,武力紛争に適用される法および慣習の再確 

認と発展を目途とするより広範囲の努力の範囲に入るものであることを強調し, 

赤十字国際委員会に対し，この分野における努力を継続し，現行の人道条約，とく 
に1949年8月12日の文民の保護に関する第4ジュネープ条約の規定を補完する規則を 

各国政府に提出してその承認をうるため,政府および赤十字の専門家会議を召集する 

よう要望する。（イスタンブール，1969年,決議第15）

第22回赤十字国際会議は，

1969年から1972年に至る国際委員会の事業報告，1973年1月1日から6月30日まで 

の暫定事業報告および1972年年報を了知し,

戦時における文民の保護に関する1949年8月12日の第4ジュネーブ条約の非適用か 

ら生ずる中東における占領地域文民の測り知れない苦痛を深く憂慮し,

ジュネーブ諸条約締約国は,すべての場合において，諸条約を尊重するのみなら 

ず,その尊重を確保することを約束したという事実を意識し，
第4ジュネーブ条約の履行に関する第21回赤十字国際会議の決議第10および同決議 

にもとづき赤十字国際委員会によってとられた措置を想起し，
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さらに今一度,中東における占領地域の文民の状況に深い憂慮を表明し,
1967年6月の紛争の結果占領された地域への第4ジュネーブ条約の適用の可能性を 

確認し,

第4ジュネープ条約の義務を承認し，かつ履行することを関係当事国に要請し,

関係当局に対し，住民の故国帰還ならびに地域社会への再統合を容易にするための  

人道的義務を履行するよう要請し，

中東地域においてたゆまざる努力をしている国際委員会ならびに同委員会の中東代 

表に対し感謝の意を表明する。（テヘラン，1973年，決議第3）

第22回赤十字国際会議は,

中東紛争当事国が第4ジュネーブ条約を全面的に適用することを要請する決議をす 
でに採択したが，

その他のジュネープ諸条約,とくにそのなかの捕虜および紛争の傷者病者ならびに 

文民犠牲者の取り扱いに関する諸規定が同じ当事国によって全面的に適用されるよう 
同じくせつに要望する。（テヘラン，1973年,決議第4）
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第4節国內騒擾の犠牲者

1949年の第1,第2,第3,第4ジュネーブ条約第3条参照

第10回赤十字国際会議は,

1.あらゆる政治的,社会的対立および宗教的,人種的,階級的,民族的な相違と 

は一線を画する赤十字は,内戦および社会的,革命的な騒擾の場合に,救援活動 
を行なう権利と義務を確認する。

赤十字は内戦またはこの種の騒擾の犠牲者が,すべて例外なく，赤十字の一般 

諸原則にのっとり救護をうける権利を有することを認める。

2,内戦が発生したすべての国で,その国の赤十字社は現場で犠牲者救護のニード 

をもっとも完全な方法で充足する責務があり,この目的のために，赤十字社は完 
全に公平にすべての犠牲者を救助する自由を保持することが不可欠である。（ジ 

ュネーブ,1921年,決議第14, 一般原則）

第10回赤十字国際会議は，

内戦が発生した国の政府および赤十字社が崩壊してしまったような場合には，赤十 

字国際委員会は状況の許す限り,この種の国の救護を組織するために全力をつくすべ 
きであるとする。（ジュネーブ,1921年,決議第14,例外⑵）

第10回赤十字国際会議は,

内戦にまきこまれた国の赤十字の困難な経験を想起し,内戦国は国際法の侵犯を正 
当化することはできないということ,および国際法はあくまでも遵守されなければな 
らないという事実についてすべての国民,政府,国民的ないしは他のすべての政党の 

注意を喚起する。

第10回赤十字国際会議は,

政治的な人質制度を非難し,家長ないしはその他の家族員の行動について親族（と
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くに子供)の免責性を強調する。

第10回赤十字国際会議は,

内戦が発生した国において,捕虜および抑留者にしばしば課せられる際限のない苦 
痛を悲嘆し,內戦時の政治的抑留者は1907年のヘ一グ条約を起草した人々の想起した 

原則にしたがって, 考慮され, また取り扱うべ총ものであると思料する。(ジュネー 
ブ,1921年，決議第14,決議⑷，(5), (6))

第16回赤十字国際会議は,

赤十字国際委員会によって提出された内戦時の赤十字の役割および活動に関する報 

告を興味深く 了承し，
1921年の第10回会議によって採択された内戦に関する決議を想起し，内戦の性質を 

有する紛争において,赤十字国際委員会が自発的に行なう事業に敬意を払い,このよ 
うな場合,各国赤十字社と協力して，赤十字運動の基本である崇高な原則の尊重を確 
保するために,本件活動を継続するにあたって，委員会に全幅の信頼をよせ，

国際委員会および各国赤十字社に対し,以下の点を確保するため努力するよう要請 

する。

(a)とくに傷病者，捕虜，医療要員，医療器材倉庫に関する1929年のジュネーブ諸 

条約および1907年の第10ヘーグ条約に表明された人道的諸原則を適用すること
(b)あらゆる政治捕虜に対する人道的な待遇，彼らの交換および可能な限り，彼ら 

の釈放

(c)非戦闘員の生命および自由の尊重

(d)個人的性質の情報の伝達および家族再会のための便宜

(e)児童保護のための有効な措置

国際委員会に対し，その実際的な経験を利用し，内戦によって生ずる赤十字に関す 

るー般的研究を継続し,およびその研究結果を次回の赤十字国際会議に提案するよう 
要請する。(ロンドン，1938年,決議第14)

第19回赤十字国際会議は,

国内紛争の場合に救護物資を配付するにあたり,最大限の効率と公正を確保するこ 
とが必要であるのにかんがみ,

あらゆる種類の救護物資が，当該国の赤十字社によって,その地域の当局の側から, 
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なんらの拘束も受けることなしに,犠牲者の間に公平に配分されねばならぬことを宣 
言し,

当該国の赤十字社が犠牲者のための援助活動をすることのできない場合,もしくは 

必要または緊急であると判断される場合には，赤十字国際委員会は,関係当局と協定 

して,救護物資配分の主導権を取ることができると考え,
各国当局に対し，救援活動を行なうためのあらゆる便宜を赤十字に与えるよう要請 

する。（ニューデリー，1957年，決議第19）

代表者会議は，

1962年10月25Hから30日まで開かれた国内紛争犠牲者援助問題研究担当専門家小委 

員会の報告を了知し，

赤十字国際委員会に対し,非国際的紛争の犠牲者に対して赤十字の人道的援助を拡 
大するための行動を継続するよう要望し,

各国赤十字社に対し，それぞれの国において,かつ赤十字の諸原則にしたがい，こ 
の努力を支持するよう勧告する。（ジュネーブ，百周年会議，1963年，決議第9）

第20回赤十字国際会議は，

最近起こった国際的性質を有しない武力紛争および国内的騒乱に際して，これら紛 

争の犠牲者,とりわけ捕虜抑留者の十分な保護を確保することが不可能であったこと 
にかんがみ，

さらに，1949年のジュネーブ諸条約が，4条約に共通する第3条において,これら 

紛争に適用すべき規定を設けているのにかんがみ,
1962年10月25日から30日まで国際委員会が開いた専門家会議の報告に注目し,

国際委員会が,非国際的紛争の犠牲者への赤十字の人道的援助を強化する目的で行 
なうその作業を継続して行なうようせつに要望し ，

ジュネープ諸条約の加盟国政府と各国赤十字社が，その国内において,これらの努 

力を支持するよう勧告する。（ウィーン，1965年，決議第31）

第21回赤十字国際会議は,

1949年のジュネープ諸条約締結以来,非国際的武力紛争は増大し，多くの苦痛が生 

じていることを考慮し,

ジュネーブ4条約に共通の第3条が,すでにこれら紛争による犠牲者の保護に多大 
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な役割を果たしてきたのにかんがみ,
しかしながら,本条をより明確化し,補完するための基礎となるいくつかの点が経 

験によって明らかとなったことにかんがみ,

赤十字国際委員会に対し,人道法の発展のためすでに開始している全般的研究の枠 
内において,とくに政府専門家の協力をえて,この問題に格別の注意を払うよう要望 
する。（イスタンブール,1969年，決議第17）

第21回赤十字国際会議は，

第20回赤十字国際会議が決議第31において赤十字国際委員会に対し,非国際的武力 

紛争の犠牲者に対する赤十字の人道的援助強化を目途とする事業を継続するよう要請 
し,ジュネーブ諸条約加盟国政府および各国赤十字社に対し,それぞれの国内におい 
てこれら国際委員会の努力を支持するよう勧告したことを考慮し,

1949年のジュネーブ諸条約採択以来,非国際的武力紛争はいよいよ拡大し,すでに 

数百万の犠牲者を生じているにかんがみ,

非国際的武力紛争に参加し,1949年8月12日の第3ジュネーブ条約第4条の規定に 

服する非戦闘員および抵抗運動のメンバーは,捕虜となった場合,いかなる非人道的 

行為および残虐行為からも保護され,同条約が捕虜のために規定したところと同様の 

待遇を受けるべきものと思考し,

国際委員会に対し,かかる人の法的地位を十分に研究し,本件に関し必要と認める 
行動をとるよう要請する。（イスタンブール,1969年,決議第18）（2。）

（20）難民に対する法的援助,第5章第3節第1項,第17回国際会番,决議第31, 209頁および第18回国際会 
議,决議第14, 210頁
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第4章赤十字戦時事業

第1節戦時事業対策

1949年のジュネーブ諸条約,とくに第1条約第47条,第2条約第48条,第3条約第 

127条,第4条約第144条参照

第17回赤十字国際会議は，
世界保健機関（WHO）がそのえた経験を基礎とし，さらに国際的赤十字諸組 

織,とくに医療器材研究国際常置委員会と協力して，軍用および一般用の医療器材の 
統一に関する責任をとるようにとの希望を表明する。（ストックホルム，1948年,決 

議第50）

理事会は，
赤十字の緊急救護事業の調整ならびに標準化に関して,1949年10月の執行委員会に 

よって採択された決議にもとづき連盟事務局の実施した事業を承認し，

医療器材研究国際常置委員会の今後の事業に関して,各国政府ならびに各国赤十字 
社に対して送られた赤十字国際委員会の1950年4月3日付通牒を留意し,

連盟と赤十字国際委員会との間において，この方面，とくに医療器材の調査に関し 

て,できる限り緊密な協力が必要であることを強調するとともに，

事業計画委員会に対して,全体としての赤十字の損失となるこの方面における重複 

を,将来においては避けるため,この問題の研究をその任務のなかに包含するよう要 

請する。（第21回赤十字社連盟理事会,モンテカルロ,1950年,決議第7）

理事会は，
今や多くの国において,国際標準化機関とともに,器材の標準化を目的とする国内 

組織が見られるに至ったことにかんがみ,
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医療器材国際標準化に関するすべての提案について,各国赤十字社がこれらの諸機 
関を十分利用するように勧告する。（第21回赤十字社連盟理事会,モンテカルロ, 

1950年，決議第8）

第18回赤十字国際会議は,
第17回赤十字国際会議の決議第50にもとづいてとられた措置と,世界保健機関（W 

HO）がこの決議に関連して表明した意見とに注目し，

組織を改めた医療器材研究国際常置委員会が提出した報告,ならびに今後「医療器 

材国際小委員会」と称することになったこの委員会の新らしい規則を承認し,

輸血器材に関する事項は,もっとも重要な問題として研究されるべきことを主張す 

る。（トロント,1952年，決議第29）

第19回赤十字国際会議は,

医療器材国際小委員会に関する赤十字国際委員会および赤十字社連盟の合同報告を 

受理し,
これら両機関が，この小委員会の活動は過去においてはきわめて有益なものであっ 

たが,もはや現代の事情に合わず，他の専門的機関がこれらの事業を遂行する方がよ 

いという結論に達したのにかんがみ，

本小委員会を解散するよう勧告し，
さらに国際委員会および連盟が,権限ある国際技術諸機関および各国保健衛生関係 

当局と密接な連繫を保って,一般人および軍人のための医療器材に関係ある諸問題を 

引き続き研究し，各国赤十字社にこの分野における発展を報告するよう勧告する。
（ニューデリー,1957年,決議第21）

第19回赤十字国際会議は，

看護は保健衛生事業の発展に欠くことができないものであること,および,
いかなる国においても,必要に対処するに要する看護業務の量と質とを確保するた 

めにはさまざまな型の看護要員が必要であることを認め，

各国赤十字社に対し,その専門的および補助的なあらゆる種別の看護要員に,その 
おのおのの種別のものがそれぞれの責務にもっとも適切な業務を提供することを可能 

にさせるのに必要な基本的かつ継続的準備を与えるよう勧告し,

とくにこのような準備には,戦時においてジュネープ諸条約により規定されている 
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赤十字標章の保護を享受する看護員の権利および義務に関する詳細な教育が含まれる 

必要を強調し,

さらに各国赤十字社と官および軍事当局との間に,奉仕医療要員の訓練および,紛 
争時あるいは災害時に必要な保健衛生活動の組織に関し,前もって相互の責任事項を 

規定する協定が結ばれるべきであると勧告し,

赤十字社連盟および赤十字国際委員会の主催のもとに，ジュネーブにおいて共同研 

究会が組織され，この研究会において緊急活動のための赤十字奉仕保健衛生事業組織 
の任にあたる人々が，これら両国際機関から，それぞれ取り扱う権限をもつ事柄に関 

して,特別の教育を受けるよう希望し，
なお連盟看護諮問委員会の勧告に留意し,各国赤十字社が各国の看護機関との緊密 

な共同を通じて看護の水準を高めることを援助すべき絶好の機会があることを認める 
ので，

各国赤十字社が十分な資格を有する看護学生の募集を援助し，これら学生が国際看 
護協会により起案されたように,看護における専門的基準の必要を公衆に認識させう 

るように尽力し,また資格ある候補者のなかより看護教育および活動のさまざまな分 
野における指導的活動を行なえるようにするための奨学金を受けうる者の選択に援助 
を与えることを勧告し，

専門看護婦は奉仕補助看護婦のための計画を発展させるために大きな寄与をなした 
と認めるので,

各国赤十字社が,奉仕補助看護婦のために必要な事項に関し決定を行なう場合，あ 
るいは連盟看護部の援助のもとに指導者のための訓練講習会を開く際専門看護婦が遂 

行すべき役割を決定する場合,ならびにこの計画に継続的に指導と監督とを与える場 

合に，専門看護婦がこれに積極的に参加するよう要請することを勧告する。（二ユー 
デリー，1957年,決議第28）

代表者会議は,
看護の分野における赤十字の責務に関して,赤十字国際委員会および赤十字社連盟 

が提出した報告を了承し，
世界のほとんどすべての国におけるすべての種類の看護人員の著しい不足に関し 

て，報告の作成者が表明している憂慮に共感し，

各国赤十字社は，保健衛生の分野，とくに災害または紛争の場合において自国の国 

民に対し最適の援助を確保するため直接または間接に，可能な最大限まで尽力する責 

任を有することを強調し，
各国赤十字社は，公共当局および民間ならびに軍の医療機関,その他の国内または 
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国際の医療および保健衛生を専門とする諸団体と密接に協力して,前記の責務を十分 
に果たすよう希望を表明し,

各国赤十字社に対し，この目的のために前記報告中に勧告されている諸措置をでき 
るだけ広くかつ遅滞なく実施に移すよう要望する。（百周年会議，ジュネーブ,1963 
年，決議第17）

第21回赤十字国際会議は，

赤十字の諸原則を普及し，これら諸原則を実際に適用することの必要を認め,
通信交換の改善，赤十字人の訓練および共通の目的ならびに目標の決定づけが必要 

であることを認識し，

開発を成功させる要素は，政府が赤十字事業の価値を認め,あらゆる可能な方法に 
よって,自国の赤十字社を援助することにあることを認識し，また各国赤十字社は, 

自国の総合的開発計画に寄与しうるようその体制を强化する用意がなくてはならない 

ことを認識し,
各国赤十字社に対し,政府の訓練された補助員および准医療衛生要員提供を援助し, 

救急法の教育方法を再検討し，増大しつつある需要に応ずるべく献血者の募集を発展 

拡大させ，赤十字人を社会事業専門家の有益な補助員にさせる訓練の方法を工夫し， 
青年が事業計画と実行により多く参加するよう奨励し，赤十字人が地域社会に対する 
奉仕活動により多く参加するよう訓練するための地域的研修センターを発展させるよ 

う勧告し，
さらに，すべての政府および赤十字社に対し，ニードと資源の関連において,優先 

度の綿密な研究を行ない，各種の地域的事業にいっそう多数が参加しうるようあらゆ 
る可能な方法を利用することを勧告する。（イスタンブール，1969年,決議第22）

第21回赤十字国際会議は,

武力紛争はその種類のいかんを問わず，赤十字国際委員会または中立国の赤十字社 

の医療援助を必要とすることがあるのを考慮し,

かかる場合,赤十字国際委員会は紛争当事者でない国において医療要員を募集する 
必要に迫られることがあるのを考慮し,

自然災害の被災者救援も,連盟および各国赤十字社の仲介による医療要員の参加を 
必要とすることがあるのを考慮し,

各国赤十字社が，それぞれの国において,公私の諸機関と協力して，赤十字国際委 

員会および連盟から要請があった場合提供しうる,または1949年の第1ジュネーブ条 
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約第27条にもとづき使用しうる医療要員の予備員を編成するよう勧告し, 

ジュネーブ諸条約締約国政府に対し,その国の赤十字社の努力を支援し,かかる予

備員として要員の募集および養成を奨励するよう勧告し，
赤十字国際委員会および連盟に対し,世界保健機関(WHO)の援助をえて,この 

計画を遂行し,とくにこれらの班を形成する要員の地位を規定する規則を起草するに 

必要な研究を行なうため有効な措置をとるよう勧告する。(イスタンプール,1969年， 
決議第 31)(21)(22)(23)(24)(25)

(2D 一般,第5章第1節,第2回国際会議,決議第3および第7回国際会議,決議第12, 187頁
(22)医療器材，第6章第2節第2項⑹,第3回連盟総会,決議第10, 248頁
(23)医療要員,第6章第3節第1項,第2回国際会議,決議第3, 263頁,第19回赤十字社連盟理事会,決 

議第23,第4項,277.頁,第3回連盟総会,決議第38,第5項b, 280頁
(24)航空爆撃の犠牲者のための救護要員,第6章第3節第5項b,第16回国際会議,決議第16, 281頁
(25) ジ 그 ネーブ諸条約の普及, 第 3 章第1節, 139頁
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第2節戦時事業
1949年のジュネーブ4条約参照

総会は,

平時事業を推進している各国赤十字社の活動がその第一義的な目的,すなわち戦時 
における陸および海上の軍隊の傷者,病者および捕虜を援助することに不利益をもた 
らすような形でなされるべきではないことを承認する。（第2回赤十字社連盟総会, 
1922年,決議第1, b）

第14回赤十字国際会議は,

「国際連盟規約第16条および封鎖効果の軽減」に関し第1委員会から提出された報 

告の下記事項を承認する。
1 .第12回国際会議の決議第10および第13回国際会議の決議第9の目的である問題 

に関する重要な報告を作成するためになされた討議に大いに便宜を提供してくれ 

た赤十字国際委員会に深謝する。

2 .国際連盟規約第16条の適用および戦時封鎖と不可分の苦痛が,国際連盟または 

交戦者行動の目的である国家の抵抗に関係のない者（児童,老人,病人等）にま 

で及ぼされることを,適当な機関によって,できる限り防止すべきものと宣言す  

る。
3 .国際連盟第2回会議の諸決議にもとづき,国際連盟がその規約第16条にしたが 

って経済上の武器を適用する場合においても,人道的関係は,なお維持されるよ 

う宣言する。
4 .前記の人道的関係は,医療および衛生材料,食料,衣類を供給し,あらゆる範 

疇の文民に援助することが含まれるべきものと思惟する。
5 .特別な場合ごとに,許容される救護に関して取りきめをするため,必要に応じ 

て国際連盟当局と連絡をとるよう赤十字国際委員会に懇請する。
6 .第13回国際会議の決議第9の目的となったデンマーク,スウェーデンおよびブ 

ルガリアの提案を基礎として,この救護すべき体様を研究するよう国際委員会に 

懇請する。
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7 .人道的関係維持の原則を「宣戦の場合の封鎖」に拡大し,この目的のために決 

議第6に述べられている提案の原則を採択することが適当であると思惟する。

8 .前記の決議に掲げた原則ならびに決議第6に述べられている提案の全部または 

一部の同意を確保するために,できうるなら，前記決議に対しその国の政府の注 

意を喚起するよう各国赤十字社に懇請する。

9 .前記諸提案を適用するため,必要があれば関係者（交戦国,保護国）と連絡を 
とるよう国際委員会に勧告する。（ブラッセル,1930年,決議第24）

第17回赤十字国際会議は,

友好国ならびに敵対国の赤十字社間における関係の展開が必要であり,かっこれが 
直接的に不可能な場合には，すべて赤十字国際委員会が仲介機関として行動を継続す 
べきであると思料し，

国際赤十字の構成機関はすべてその能力に応じて，かかる行動をその全力をもって 

支持すべきであると勧告する。（ストックホルム，1948年，決議第27）

第17回赤十字国際会議は,

交戦諸国の各国赤十字社間の関係をこれら赤十字社の要請により促進することは, 
中立国赤十字社の義務であり,赤十字国際委員会はかかる場合にとられた処置に関し 

て通報されるべきものと思料し，
かかる状況においては，赤十字社連盟の赤十字国際委員会に対する援助が有効なも 

のであると勧告し，

赤十字社連盟が戦時においては各国赤十字社間の連絡を維持するよう勧告する。 
（ストックホルム,1948年，決議第28）

理事会は，

ストックホルムにおける第17回の赤十字国際会議の決議は，戦時において,連盟に 

対し,この観点での仲介機関による措置が必要と認められない限り，各国赤十字社間 

における連絡を維持するため,完全な主導権をとること,および文民のための各社の 

救護事業を調整する権限を与えるものと思料する。（第21回赤十字社連盟理事会,モ 
ンテカルロ,1950年,決議第9）
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第19回赤十字国際会議は,

戦争,内乱その他の事件の結果,多數の大人や子供が,その家庭や離散した家族か 
ら今なお引き離されているのにかんがみ,

またかかる分離の結果,多くの人間に苦痛が生じているのにかんがみ，

1952年トロントにおいて開かれた第18回赤十字国際会議が，その決議第20をもつ 

て,各国赤十字社を,「これらの人々の解放を最大限に容易にし,その安否の情報を 
求め,彼らに救援物資を送ることを容易にするための,それぞれの政府に対する当然 

の仲介者」드ある と, すでに認めているのにかんがみ,

この決議に表明された諸原則を再確認し,
すべての赤十字社および政府に対し，これらの諸事項における努力を強化し,とく 

にあらゆる手段を講じて,これらの大人および子供が,その意志にしたがい,幼少の 
子供にあっては,どこに居住するかを問わず,家長と認められる人の意志にしたがっ 

て，その家族と再会することを容易にするよう要望する。（ニューデリー,1957年, 
決議第20）

第20回赤十字国際会議は,

赤十字国際委員会の報告により，トロントおよびニューデリーの国際会議の各決議 
第20にもとづき達成された人道的成果を了知し，

各国政府,赤十字国際委員会および各国赤十字社の積極的介入に感謝し，

上記両決議に述べられた離散家族がいまだすべて再会していないことを認め，
権限あるすべての赤十字機関およびすべての政府が，理解と平和に役立つこの人道 

的事業を完遂するための努力を継続し，いっそう盛にするよう希望を表明し,
かかる再結合が実現するまでは，離散家族間の接触を容易にさせるよう勧告し，

さらに,各国赤十字社がこの領域における当然の仲介者としてこの人道問題解決の 
ため,それぞれ自国政府に働きかけ，赤十字社相互間ならびに赤十字国際委員会と協 
議を行なうよう勧告する。（ウィーン,1965年，決議第19）

第20回赤十字国際会議は,

ジュネーブ諸条約の精神に照らし，武力紛争時に行方不明になった人を捜しだすこ 

とが,赤十字に与えられたつねに重要な職務であることにかんがみ,

さらに,紛争中死亡した者の埋葬場所探知および死亡確認が調査を行なううえでの 
重要な方法であるのにかんがみ，

1.各国赤十字社が,その政府と協定して,かつ赤十字国際委員会と協力して,埋
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葬地に関してえられるあらゆる情報を交換すること,
2,今までに登録されていない埋葬地を,あらゆる適当な手段によって発見するこ 

と，
3 .死体発掘の際，専門家の助力を含むあらゆる可能な確認手続をとること，

4 .この決議に含まれる勧告を実施するために，国際委員会の協力のもとに関係赤 

十字社が協議すること，
を勧告する。（ウィーン，1965年，決議第23）

第20回赤十字国際会議は,

赤十字が戦争犠牲者の保護者として行なってきた歴史的役割を想起し，

しばしば捕虜には頼るものがなく，また捕虜を報復の目的に使うことが非人道的で 
あるのにかんがみ,

国際社会が,捕虜の人道的な待遇および捕虜と外部との通信を絶えず要求し，捕虜 

に対して行なわれる報復を非難していることを認識し,
武力紛争当事諸当局が,捕虜の待遇に関する1949年のジュネーブ条約に規定されて 

いる待遇および十分な保護を,いかなる違反によって訴えられた捕虜に対してもさし 

のべられる法律上の保護を含めて確保すること,また捕虜の状態を改善し,通信を容 
易にするために赤十字国際委員会がその伝統的な人道的任務を果たしうるようにする  
ことを呼びかける。（ウィーン,1965年,決議第24）（め。り（28）

理事会は,

離散家族の再会という主題に関するこれまでの諸決議の趣旨を実現するため,また 

このような離散を生む変化しつつある世界の状況にかんがみ,

また,関係家族各員の健康と福祉を害するような離散の人道的な諸面を認め,
また,ある場合には赤十字社が姉妹社からの援助の要請に応えておらず,また要請 

にもかかわらず再会が実現されていないことに注目し,

このような再会を実現するようあらゆる可能な方法で援助することをすべての国の 
赤十字社に訴え，赤十字国際委員会に要請し，とくに,

すべての赤十字社に,「事件と無関係な児童」の同情すべき面を考慮に入れ彼らの

（26）救護,第5章,187頁
C27） 占領地の赤十字社, 第 2 章第 4 節第 4 項, 第17回国際슈書, 決議第29, 113頁
（28）戦時における母子の保護,第6章第2節第6項,259頁 
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両親が住所をどこに選ぼうと,両親との再会を容易にするようそれぞれの国の政府に 
「当然の仲介者」としての役を果たすようにさせることを要請する。（第31回赤十字

社連盟理事会, メキシコシティー, 19기年, 決議第34）

第22回赤十字国際会議は,

第21回赤十字国際会議以来不幸にも継続していたり,あるいはそれ以後生じた紛争 

の犠牲者のために赤十字国際委員会が実施してきている仕事に注目し，
しかしながら,この仕事が，とくにジュネーブ諸条約の規定にもとづき交戦国に課 

せられた人道的な義務を交戦国が限定的な解釈をすることから生ずる打勝ちがたい障 

害にあまりにもしばしば遭遇していることに憂慮をもって注目し,

これに関連し，人間の本質的な保護を規定するこれら諸条約は,国際社会全体に対 

し,厳粛な公約をなすものであること，ならびにこれら条約の諸規定は，それゆえ相 
互主義なV、しは政治的もしくは軍事的考慮に従属するものではないことを想起し，

各国赤十字社および各社の連合体である赤十字社連盟と協力して国際委員会が実施 

する赤十字救援活動は，赤十字の基本的な目的である人間の苦痛を軽減し，あらゆる 
状況下において人間を尊重することを確保するために,あらゆる種類の武力紛争犠牲 
者に対し迅速に役立つことが肝要であることを考慮し，

諸国家の集合体と全赤十字運動の名において活動する国際委員会に対し，紛争の犠 
牲者に欠くことのできない人道的援助を与え続けるため，忍耐強く努力を継続するよ 

う要請し，
関係当局に対し，あらゆる状況下において,その諸規定がすべてを約束し，相互主 

義に従属しないジュネーブ諸条約の精神および字句とあいいれない条件ないしは要求 
に左右されることのない国際委員会の仕事の遂行を許可するよう勧奨する。（テへラ 
ン,1973年,決議第1）

第22回赤十字国際会議は，

武力紛爭の悲惨な結果の一つは，行方不明者，殺害された者ないしは捕虜となって 
死亡した者に関する情報の欠如であることを認め，

赤十字の人道的伝統ならびに1949年のジュネーブ諸条約の精神にしたがI、，

武力紛争当事者に対し，交戦中ならびに交戦停止後において遺体の発掘および送還 

を容易にするため,死者の墓の捜索および管理を援助すること,ならびに作戦中行方 
不明になった者についての情報を提供するよう要請し,

さらに武力紛争当事者に対し,武力紛争当事者でない第三国に属する者も含む死者 
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および行方不明者につき明らかにする人道的な使命を遂行するために，利益保護国， 

赤十字国際委員会と同委員会の中央調査部およびこの目的のために設置されるその他 

の適当な機関ならびに,とくに各国赤十字社と協力するよう要請する。（テヘラン, 
1973年,決議第5）
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第3節 戦時軍隊の医療要員
1949年のジュネーブ諸条約,とくに第1条約第24—32条,第2条約第36条および第

37条参照

現在,ハンガリー委員会の提案が,国際協定の主題になりえないことにかんがみ， 

第5回赤十字国際会議は，各国赤十字社が自国政府との間に各社の要員訓練のために 

大規模な軍事機動演習を利用するのを認めさせるように拡大する方向で同意をとりつ 
けるため努力することを勧告する。（ローマ,1892年，決議第9）

第20回赤十字国際会議は,

すべての専門的ならびに補助的な軍衛生要員ならびに文民医療要員は，1949年のジ 

ュネーブ諸条約にもとづく権利と義務について十分な知識をもつべきであると思考 

し,
ジュネーブ諸条約の普及に関して，条約当事者である政府が締結した約束を考慮し, 
その決議第52の第3—4項に述べられている第17回赤十字国際会議の希望にかんが 

み，
各国政府および各国赤十字社に対し，1949年のジュネーブ諸条約を看護学校および 

補助看護婦学校の必修科目に加え,赤十字奉仕補助員および救急員の講習にも加える 

ことによって，自国の医療要員に同条約を普及するための努力を強化し，調整するよ 

う要望する。（ウィーン,1965年,決議第33）
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第5章 救護分野における赤十字の活動

第1節 各国赤十字社の救護組織
平時に住民を苦しめる災害に際して援助し救護することは,各社の力強い発展の一 

条件であり,その社の戦時活動にとって有効な準備である。

それゆえ,救護社は平時において,戦時義務に匹敵する人道的事業,すなわち戦争 

と同様に迅速かつ組織化された援助を必要とする公共の災害の場合に救護を供与する 

ことに努力すべきである。（第2回赤十字国際会議,ベルリン,1869年，決議第3, 
第20項，第21項）

各国赤十字社は，平時において積極的な活動を行なうことによって,各社の本務で 

ある戦時活動の準備をすることが最善策である。第7回赤十字国際会議は,公共災害 
の場合に住民のための救護事業に赤十字が参加することを,かかる意味において承認 
する。（セント・ピータースブルグ，1902年,決議第12）

第11回赤十字国際会議は,

各国赤十字社は各地方ないしは地域の委員会に支部ないしは地区を有する災害救護 
事業部門を設置するよう勧告し，

各国赤十字社は各種の救護のための要綱を準備し，奉仕予備員を訓練し，世論を啓 

発し，救護事業のための準備基金と容易に利用しうる資材を設定するよう勧告する。
（ジュネーブ，1923年,決議第6,第2項，b, c）

理事会は,
赤十字がとくに,この數年，緊急活動を必要とする災害状況に適切な能力を発揮した 

ことを考慮し，
さらに,そのような活動が国際的なレベルでの調整を必要としており,連盟事務局 

がこの調整を果たす本来の機関であることを考慮し，
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連盟事務局に対し,緊急災害救護分野における各国赤十字社に対する尽力を强化拡 
張すること,各社を通じて適当な各国政府機関と，かつまた直接国際的な機関とその 

協力を仰げるよう，また赤十字が自然災害状態に適応する最善の組織であるという認 

識を確保するよう協議することを指示する。(第23回赤十字社連盟理事会,オスロ, 
1954年，決議第10(a))

188



第5章 第2節 赤十字国際救護

第2節 赤十字国際救護

1. 一般組織

第u回赤十字国際会議は,

救護一般の管理に関する資料を収集し分析を行なうために,救護部門を国際赤十字 
內に創設することを唱道する。救護部門は,緊急な場合には国際的な援助が供給される 
べき範囲を決定し，企画された国際的な救護活動の運営を調整するものとする。（ジ 
ュネーブ,1923年，決議第6,第2項e）

総会は，

連盟事務局が国際的救護活動に関し果たしうる役割の重要性にかんがみ,連盟事務 

局內に資料の収集,各国赤十字社にとって有効と思われる情報を各社へ伝達すること， 

および各社自体の活動の実施ならびに各社の活動と他社の活動との調整のうえでの各 

社の努力を促進することを任務とする救護部門を創設することに全面的に賛成する。
（第3回赤十字社連盟総会，パリ，1924年，決議第21）

理事会は，

人間の苦痛を軽減するための活動は,人類の連帯と平和の発展に寄与するものと思 

料し，各国赤十字社に対し有効な成果をあげ苦痛を減少するための各社の事業活動を 
すみやかに強化するよう要請し，

赤十字社連盟の義務は，各社間の相互救護を容易にし,この目的のために各社間の 

接触を維持することにあるものと思料する。（第19回赤十字社連盟理事会，オックス 
フォード，1946年，決議第3）

第17回赤十字国際会議は,

実際的行動による苦痛の軽減は,人々の間における友情と平和との発展に寄与する 
ものと思料し，
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各国赤十字社が実際的効果をあげ,苦痛を軽減するような方法により,その相互援 

助事業を強化することを要請L,
赤十字社連盟の義務は各国赤十字社間における相互救護を容易にし，この目的のた 

めに各社間の必要な接触を維持することにあるものと思料する。（ストックホルム, 
1948年,決議第35）

第17回赤十字国際会議は，

赤十字精神のもとに実施される救護事業の調整が必要であると思料し,

赤十字両国際機関は各自の活動分野における赤十字救護事業をし、っそう良好に調整 
する見地から,各国赤十字社の行動の自由は完全に尊重されるべきであるという了解 

のもとに，情報の相互的交換を促進するよう勧告する。（ストックホルム,1948年， 
決議第36）

理事会は，

連盟の主催のもとに,赤十字の緊急救護を調整し,規格化することの必要性を認識 
し，

各社に対し,各社が諸種の災害の場合に相互援助を行なうという二者間ないしは地 
域的な協定を締結するよう勧告する。（第21回赤十字社連盟理事会，モンテカルロ, 

1950年,決議第6）

理事会は，

赤十字社が設立されていない国における災害の場合，ないしは赤十字社がその人道 
的任務を達成しうるために必要な政府の支持をえられないような国における災害の場 
合であって,かっこのような状況下にあって赤十字社自体が連盟へ訴えることができ 

ない場合,

連盟事務局がそのような災害が発生した国の政府に対し,被災者への赤十字救援物 
資の搬入に同意をうるために，いずれかの加入社の要請にもとづき，国連に対し折衝 

する権限を与えられるものと決定する。（第21回赤十字社連盟理事会，モンテカル 
ロ，1950年，決議第 10）（29）

（29） 第 3章第 4 節, 第19回国際슈議, 決議第19, 170頁参照
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代表者会議は,
自然災害被災者のための救護活動において各国赤十字社の占める役割が漸増しつつ 

あることを満足をもって認め,
この分野における各国赤十字社および連盟の活動を慶祝し,
自然災害によって困窮に陥ったすべての人を救う赤十字の使命を再確認し，

国際的救護活動調整機関たる連盟の任務を想起し,
各国赤十字社が政府諸機関および一般の人々にこの任務を知悉させるため最善をつ 

くすよう要請する。（百周年会議，ジュネーブ，1963年,決議第2）

第20回赤十字国際会議は，

国連事務総長が第20回国連総会で自然災害における援助に関して行なった報告お 
よび，国連経済社会理事会第39回会議においてこの問題について採択された決議に注 

目し，
国連がこの問題に示した関心および自然災害による困苦を軽減するために非政府組 

織,とくに赤十字との協力を願う国連の要望に満足の意を表明し，

国連に対して,各国赤十字社および赤十字国際機関の支援ならびに相互援助活動の 

いっそうの推進を行なう赤十字の意志を約束し,

災害救護計画化の重要性を強調し，
災害による被災者救援のために,国家的レベルにおける救護活動指揮の集中化およ 

び被災者救護のための政府,各国赤十字社および他の諸機関による活動の調整の必要 

性を強調し,
政府および各国赤十字社に対し，この目的に対する必要な措置を緊急に講ずるよう 

要請し,

連盟事務局に対し,国速および国連専門機関との間に国際救護活動の分野における 
接触を維持し,とくに必要な技術者を派遣し,姉妹赤十字社の経験を伝達教示し，要 
員の訓練および準備に貢献することにより，救護活動の編成および準備において各国 

赤十字社を激励し,援助することを継続するよう要請する。（ウィーン，1965年，決 
議第17）

第20回赤十字国際会議は，

国家的および国際的レベルにおける赤十字の重要活動の一つである国際救護活動の 
分野において各国赤十字社,赤十字社連盟および赤十字国際委員会がえた経験を考慮 

し,
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救護活動に適用しうる諸原則に関し赤十字国際会議が採択した諸決議および1954年 
オスロの連盟理事会が採択した決議を想起し,

第20回赤十字国際会議に提出された報告書および会議で行なわれた討議內容に注目 

し,

救護活動は,国際的団結の表示であること,
諸国民間の友好関係を強化すること,およびこれによって世界平和の確立に貢献す 

る要素となることを想起し,

これらの原則が，赤十字の基本原則およびすでにえた経験に照らして改訂され,救 
護原則および規則の大要として集成されるよう勧告し,

赤十字社連盟および赤十字国際委員会に対し,この大要を各国赤十字社との協力の 
もとに準備し,次回国際会議に提案するよう要請する。(ウィーン,1965年，決議第 
18)(30)

代表者会議は，
1969年イスタンブールにおいて確認された赤十字国際委員会と赤十字社連盟との改 

訂協定に関し,

救護の諸事項におけるもっとも緊密な協力と共同の精神をもって上記の協定を実施 
することの利益が増加しつつあることを認め,

1970年ヨルダン救護事業において国際委員会,連盟および各国赤十字社の国際赤十 

字としての協力と共同が，目的達成にあたって赤十字の単一性を示顕し,快心の成果 
を収めたことを考慮し,

国際委員会と連盟とが,各国赤十字社の有する要員，物資,裝備および財政上の資 
源を考慮に入れて合同救護実施計画を立案するよう勧告する。(メキシコシティー, 

19기年, 決議第 3)

理事会は,

災害の被災者に救援の手をさしのべることへの関心が高まっていること,多くの国 
際的な団体が災害救護のために努力を払っていることを認め,

また，国際連合においては，災害救護問題の中央機関を新設し，また国際連合機関 

の各種の救援活動を動員，指揮，調整し，また事務総長に代り災害救護の目的で事務 
総長宛に申し出のあった寄付を受領するために災害救護調整官を任命するという提案

(30)第6章第3節第5項®, 280頁參照
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を検討中であることに注目し,
また,第51回国際連合経済社会理事会の決議第1612号のなかにある国際的災害救護 

の分野における非政府機関および奉仕団体に関する言及に留意し,

また赤十字社連盟が,国際連合事務総長により，主要な国際的奉仕団体中において 
指導的地位をしめており,それゆえに災害救護の努力において指導権をとるべきであ 

ると認められている事実を考え,
また連盟の構成員である各国赤十字社から連盟に対し災害の大きさ,その結果生じ 

たニード,および被災国の赤十字社と連盟の活動に関するすぐれた情報を伝達すると 
ともに,大災害に対し改善された活動をもって対処してほしいとの要請が増大してい 

ることを考慮し，
全世界は，国際赤十字が災害の状況下において敏速かつ効果的に対処するものと期 

待していることを了知し,

1 .災害の場合に救護を取り扱う連盟の能力を,とくに, 
a）連盟內部の既存の活動班を改善することにより, 

b）連盟の災害対策計画活動を強化することにより, 
c）ニードのある赤十字社への物資の効果的な供給を確保するために，優れた救 

援物資供給備蓄の組織網を設置することにより，

d ）被災国赤十字社の十分な協力をえて緊急時に情報を敏速かつ効果的に伝達 

し,流布することを確保する方法を発展させることにより,
e）被災国赤十字社からの要請に応えて,姉妹社からの人員の提供および他の物 

資の支援を手配することにより,
強化するために即刻行動がとられることと,

2 .連盟の上記活動を支援するために,各国赤十字社に具体的な災害計画の開発, 
救援物資および裝備の適切な備蓄ならびに財政上の援助の提供にさらに多くの注 

意を払うようにすすめることを決定する。（第31回赤十字社連盟理事会,メキシ 
コシティー, 19기年, 決議第20）

理事会は,

災害の被災者に対し赤十字の救援を効果的にもたらす必要性が高まっていることを 
認め，

災害救護対策の一部として，同一の力量をもっているグループとして行動に移れる 

よう要員を募集し訓練することがきわめて重要であることを承知し,

各国赤十字社自体は国際救護活動要員の主要な供給源であり,潜在的に資格のある 

救護代表を提出するよういっそう努力しなければならないことを認め,
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連盟事務局はただちに次の措置をとるよう決議する。

1）災害救護代表の募集と訓練の計画を強化するため,また各国赤十字社がこの計 

画に揃って参加するよう各社向けの関係資料を発行すること,
2）災害救護代表訓練の組織的方法をすべての面で実施すること,とくに, 

ー各国の赤十字社が救護基本訓練の目標と目的を定めるのを援助し,また国の 
レベルでの講習の一般訓練細目,訓練資料および訓練資材を開発すること.

一国際的および地域のレベルで,とくに主席代表の高度の訓練を重点とする訓 
練講習を組織し実施し続けること。（第32回赤十字社連盟理事会,テへラ 

ン,1973年,決議第17）

2.赤十字災害救護の原則および規則

第21回赤十字国際会議は,
第20回赤十字国際会議決議第18にもとづき,赤十字社連盟および赤十字国際委員会 

が提出した自然災害時における国際救護活動に関する新らしい諸原則を了知し,
災害時における赤十字の救護活動のためのこれら諸原則および規則を承認し, 

連盟および国際委員会に対し，以下のテキストを公刊し,各国赤十字社に配付する 

よう要請する。

赤十字災害救護活動の原則および規則

一般規則

適用範囲 1.本規貝IJは,災害すなわち自然もしくはその他の災厄に起因する状況に

適用される。

基本原則 2.赤十字は,人間の苦痛を未然に防ぎまた軽減すべく努力し,あらゆる 
災害被災者を救護することを基本的義務であると考える。

救護と相 エ 各国赤十字社は災害時に救護活動を行なうべくつねに備えていなけれ 
互援助 ほならない。
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赤十字の 任務

救護の方 法と手段

調整

国家救護 計画

計画の運 
営

赤十字の 参加

各社は連帯の絆で結ばれているのであるから,一社がその力では及ば 
ない状況に置かれた場合は,各社は相互に援助しなければならない。

各社は相互の自主性と被災国の主権を尊重しつつ，このように相互に 
援助することにより,諸国民間の友情と平和の強化に貢献する。

4 .災害の予防，被災者の救護および復旧はまず第一に公共当局の責任で 

ある。原則として赤十字の救護は補助的補足的性格のものであり,第一 

義的には緊急局面において実施される。・しかしながら状況がこれを必要 

とし，赤十字が必要な資源および手段を確保しているときには,さらに 

長期にわたる救護事業を行なうことができる。
5 .被災者に対する赤十字の援助は,国籍，人種，宗教,社会的地位また 

は政治的意見によるなんらの差別なく，無料で与えられる。赤十字の援 
助は個々のニードの重大性の程度および緊急性の順序により与えられ 

る。
赤十字の救護は注意深く実施され，その利用については明細な報告を 

しなければならない。

6 .災害被災者に対する援助は,国内および国際の両面における整合を必 

要とすることを考慮し，赤十字は,自己の救護事業実施に当り，その原 
則にしたがいつつも，他の国內,国際組織により与えられる援助をも考 

慮に加えるよう努力しなければならない。

国内段階における組織と準備

7 .各国は,災害の影響に対応しうるよう，実効ある救護組織の概要を定 

めた国家的計画を有さなければならない。もしかかる計画が存しない場 
合は,その国の赤十字社はこれが樹立を促進しなければならない。

国家計画は地域社会のすべての部門，すなわち公的機関,赤十字,奉 

仕機関,社会福祉団体および適当な個人に対し,災害の予防，救護およ 

び復旧の分野における明確な任務を割当てるものとする。
8 .物的および人的資源の迅速な動員ならびに完全有効な使用を確実にす 

るため，国家計画は中央指導部の設立による調整を予定しなければなら 

ない。この中央指導部は災害による被害の状況,その変化およびニード 

に関する明確かつ公式な情報を提供できなければならない。
9 .赤十字救護事業の範囲は，その国の政府または国家救護計画の規定す 

るところによる。原則として赤十字の事業は応急手当，医療，看護,食
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準備

連盟の技 術的援助

相互援助 のための 協定
免税その 他の便宜

連盟の任 務

援助の要 請と訴え

糧,衣料ならびに避難所の供給,保健教育をふくむ伝染病の予防,社会 
福祉,安否調査,その他の応急援助に限られる。

10 .各国赤十字社は,災害の場合負うべき責任を果たす準備を整えていな 

ければならない。各国赤十字社は自己の事業計画を策定し,これに見合 
うよう組織を定め,必要な要員を募集し,教育し,訓練し,救護活動の 

緊急段階において必要とされることがある準備資金および物資を確呆し 
ておかなければならない。

11 .赤十字社連盟は,各国赤十字社が救護活動のための組織および準備を 
するに当り,技術者の業務を提供し要員の講習訓練に尽力する等によ 

り,各社を援助することに努力する。連盟は,一国の赤十字社の経験が 

他の利益となるよう,各国赤十字社間の情報交換を奨励し,便宜を与え 
る。

12 .各国の社は近隣国の社との間に,災害時における相互援助に関する協 

定を締結するよう努力しなければならない。これに関して連盟は通報を 
受けなければならない。

13 .各国の社は，災害被災者に•対する救援物資について，通過物資をも含 

め,迅速にかつ可能なときは無料または割引運賃で輸送する便宜を官私 
の輸送機関から与えられるようあらゆる努力をしなければならない。

各国の社はまた，災害被災者向けの救援金品の国内受入れまたは通過 

に対し,政府からすべての税金および関税の免除を受けるよう努力しな 
ければならない。

さらに各社は救護業務に参加する赤十字人員に対する旅行の便宜およ 

び査証の迅速な発給をうるために努力しなければならない。

国際相互援助

14 .赤十字社連盟は災害時のすべての国際救護の情報および調整のセンタ 

ーである。したがって各国赤十字社が国外からの援助要請を考慮してい 
ない場合であっても,その社は大規模な災害が自国内に発生のつど，被 

害の程度およびとられた措置を迅速に連盟に通報することが肝要であ 

る。
15 .被災国赤十字社の国際救護に対するいかなる要請も連盟に向けて発せ 

られなければならない。かかる要請をするに当っては,全般状況,救護 

すべき人数,必要とする救援物資の品目および数量ならびにその緊急度

196



第5章第2節赤十字国際救護

情報の定 期的伝達

援助に関 する情報

外国にお ける募金

連盟の連 絡員

の順序に関する情報を提出することを要し,またその国の国家救護計画 
のもとにおける赤十字社の特定の任務を明記しなければならない。

かかる要請を受けるや,連盟は,状況が必要とすれば,すべての赤十 
字社に対し——または状況により若干数の赤十字社に対し——災害およ 

び被災国の社会事情に関するすべての必要な情報を付したアピールを発 
出する。連盟は,被災国赤十字社の要請または同意なくしては,いかな 
るアピールをも発出しない。

しかしながら連盟は,その国の社から要請がなくとも,特別な援助を 

率先して行なうことができる。その国の社は,援助申し出の精神に留意 

し，緊急にかつ善意をもってこの種の申し出を受け入れなければならな 

い。
,被災国の赤十字社は状況の推移,すでに与えた救護およびなお残る二 
ードに関し,つねに連盟に通報する。この通報は,さきにアピールを差 

向けた各国赤十字社に伝達される。
,連盟のアピールの結果,または相互協定あるいはその他の特殊事情に 
より,ある赤十字社が被災国の赤十字社に援助を与えるときは,これを 

連盟にただちに通報する。このような情報には，救援金の額および救援 

物資の量,金額,輸送手段その他可能な限りのすべての情報を含むもの 

とする。
,あらかじめ合意がない限り，被災国の赤十字社は,他の社の国内にお 

いて，直接であると間接であるとを問わず,資金その他いかなる形の援 

助をも募集してはならず,この目的のために自社の名の使用を許しては 

ならない。
一国の赤十字社が国際救援を求める場合には,連盟はその社に連絡員 

または代表チームを派遣する。その氏名（単数または複数）をできるだ 

け迅速に当該赤十字社に通知し，また人数は災害の大きさによるものと 

する。

代表団長は，当該赤十字社を援助するため，外国から受ける救援物資 

の受付,保管および配分のような業務,情報，通信および当該社により 
実施される救援活動自体と姉妹社の援助双方の効果に役立つその他すべ 

ての活動に関し,専門家のチームを正当かつ効果的に利用することに対 

し責任を負うものとする。
連盟から派遣された職員はすべて,その赤十字社を救援する仕事を行 

なうが，当該社の基本的責務を肩代りすることはしない。

代表団長には，各国赤十字社宛の連盟のアピールを支持し，また災害
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寄贈金品 の使用
会計監査 の要請

寄贈社の 代表

連盟に対 する実施 委託
外国人要
要請にょ らない, または自 発的な救 援

の結果生じたニード,さらに受領した救援金品の使途につきできる限り 
十分に各国赤十字社に通報することができるような情報すべてをもっと 

も迅速に連盟に送るためのすべての便宜が与えられなければならない。 
団長は当該社を支援する連盟および各国赤十字社がとった,またこれか 

らとる措置を当該赤十字社に通報しなければならない。
20 .姉妹社からの援助に浴する赤十字社は連盟の連絡員に対し,受領した 

寄贈金品の使用状況を現地におし、て視察する機会を提供する。
20a.姉妹社および連盟から現金寄付を受けた赤十字社は,最終報告が提 

出される時期まで,半年毎に,寄付金の出所およびその期間における使 

途を詳細に示した会計報告書を連盟に提出しなければならない。これら 
の中間および最終報告書は,それぞれの関連期間終了後可能な限り3か 

月以内に提出されなければならない。
最終報告書は,公認会計士または当該国政府の承認した会計検査官の 

いずれかにより検査され,報告されるものとする。救援活動が1年以上 

継続される場合には,かかる検査および報告もまた救援活動が終了する 

まで毎年実施されるものとする。
寄贈物資に関しては,かかる物資の出所および使途を示した報告書が 

半年毎に,また最終的には救援活動の終了時に連盟に対して提出されな 

ければならない。この場合会計検査官の検査および報告は必要としな 

い。
21 .自国内において救援活動を支持する公衆のため,とくに情報資料を収 

集するため災害現地に代表者の派遣を望む寄贈赤十字社は,被災国赤十 
字社本社の事前の同意をえなければならない。連盟に対してもこれを通 

知しなければならない。
22 .被災国の社の管理組織が状況に対処することを不可能とするときは， 

連盟はその社の要請により,かつその協力をえて,救護活動の局地的指 

導および実施を担当することができる。

23 .寄贈赤十字社が提供する人員は，被災国の社，または救護活動の指導 

と実施が連盟に委託されているときは連盟の管理下におかれる。
24 . 一国の赤十字社が連盟の発出したアピールに記載されていない救援物 

資を送付しようと思う場合は，まず被災国赤十字社または連盟の同意を 
えなければならない。ある赤十字社が連盟からアピールはないが被災国 

の赤十字社に救援物資を送ることを希望するときは，事前に被災国赤十 
字社の同意を要し,連盟にも通報しなければならない。

25 . 一国の赤十字社に送られた寄贈金品は指定目的にのみ使用されなけれ寄贈金品
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の使用 ばならず,まず被災者に直接援助を与えるために用いられる。

受益社は,いかなる場合にも,受領した現金を通常予算に包含されて 

いる管理費に充てることはできない。また受益社は同社に寄贈された現 
金を，別の団体またはグループの使用に供するため，その団体またはク 
ループに転達することはできない。

もしも救護作業の進行中に受領物資の一部を売却または交换すること 
が必要となった場合は,寄贈社またはこれを代理する連盟に相談する。 
このようにして入手した資金または物資は救護活動のためにのみ使用さ 

れる。
救護金品26.救護活動の終結後手許に残った金品の使用については，被災国赤十字 
の余剰 社と寄贈社または連盟との間の協定によって定める。

救護の伝27. 一国の赤十字社から被災国に送られる救援金品は，つねに赤十字のチ 
達と타達 +ンネルを通じて被災国赤十字社に直接または連盟の仲介を経て送られ

る。連盟宛に送金された資金は，その災害のために寄贈された寄付金と 

とくに指定され,被災国の赤十字社に送付されるか，あるいは当該赤十 
字社の同意をえて,連盟が救援活動のニードに応じて使用するものとす 

る。
各国赤十字社と連盟とは，非赤十字筋からの救援金品の被災国への伝 

達を引き受けることができる。しかしながらこの場合には,救援金品は 

被災国の赤十字社が使用するものとするか，あるいは当該赤十字社の同 

意をえて,連盟が本規則にもとづき使用するものとする。

最終規定

特別の場28.戦争,内戦または国内騒擾のある国內において災害救護業務を行なわ 

合 なければならない場合については，1969年4月25日の赤十字国際委員会
と連盟との間の協定の条項によりこれを律する。

（イスタンブール，1969年,決議第24。［第31回赤十字社連盟理事会，メキシコシテ 
ィ, 19기年, 決議第 19 （15—3, 19, 25—2 修正勧告） ならびに第32回赤十字社連盟理 

事会,テヘラン，1973年,決議第18 （17, 20, 20 a, 27修正・追加勧告）にもとづき, 
第22回赤十字国際会議（テヘラン,1973年）は決定第1により,15—3, 17, 19, 20, 
20a, 25—2, 27の修正および追加を決定した。上記訳文は修正追加後のテキストに
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よる。〕）

第21回赤十字国際会議は,

各国政府に対し,自然災害に対する国家的準備を要請した1968年12月19日の国際連 

合総会決議第2435号に注目し，

一国に災害が発生した場合,迅速な措置を講ずることの必要性を知り,

この会議が採択した災害救護規則にもとづく事前計画の線にそい,赤十字と協力し 
て,即時かつ適宜な措置を可能にさせるのに必要な法制を策定し,採択していないす 

ベての政府に対し，そのように取り進めるよう要請する。（イスタンブール,1969年, 
決議第25）

第21回赤十字国際会議は,

現世紀において国際社会は,いかなる形態のものであるかを問わず,人間の苦痛を 

救済する責任の増大を認めていることを了解し,
人間の苦痛はそのすべての示現において人類の良心にとって深い関心事であり,世 

界の世論はかかる苦痛の救護のための実効ある行動を要求していることを断言し, 

国連憲章に定める国際社会の重要目標の一は，経済,社会文化または人道的性格の 

諸問題を解決することにおいて国際協力の成果を挙げるにあることを断言し,

国際社会が,国際協定により，国際赤十字その他公平な国際人道組織を介して諸種 

の形による人道的救護を行なう能力を増したことを満足の念をもって了知し,

国際社会は,自然その他の災害状況下にある文民に対し，迅速かつ実効ある救護活 

動を確保するためさらに進んだ措置をとるべきであると認め，

次の原則宣言を採択する。

1 .災害状況下における人類および国際社会の基本的関心は個人の保護および福祉 
ならびに基本的人権の擁護にある。

2 .自然その他の災害状況下にある文民に対する公平な国際的人道団体による救護 

は,可能な限り人道的かつ非政治的問題として取り扱われ，かかる組織の中立性 

に対する紛争当事者の信頼を維持するため主権その他の合法的権利の侵害を避け 

るよう組織されなければならない。
3 .文民のための公平な国際的人道団体の活動は,迅速な行動と資源の効果的割当 

を確保し,努力の重複を避けるよう調整されなければならない。

4 .文民のための災害救護は差別なく提供されなければならず,公平な国際的人道 
団体によるかかる救護は非友誼的行為と見なしてはならない。
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5 .すべての国家は,災害の状況が被災地の文民の生命と福祉を危うくする場合に 

おいて,かかる文民のために公平な国際的人道団体が提供する救援物資の通過, 
受け入れおよび分配を容易にするよう自己の主権その他の法的権利を行使するよ 

う要求される。

6 .災害地域のすべての当局は，公平な国際人道諸機関による文民のための災害救 
護活動を容易にさせなければならない。（イスタンブール，1969年,決議第26）

第21回赤十字国際会議は,

1968年12月19日に採択された国連総会決議第2435号（XXU）の原則および潜在意 
義に留意し，

災害の影響の軽減に関連し,生命と財産の救助をもたらすべき多くの科学的技術的 
進歩が生じつつあることを認め,

各国および各国赤十字社に対し，共同作業を行ない,自然災害の科学的理解に必要 

なデータを記録し，分与し,交換すること,災害の発生前および発生後において,予 
知,警告または緊急,準備および対処のため,人工衛星,レーダー，地震計,土木工 

学,レーダー,光線，ロンピューターならびに近代的通信の諸方法を可能なる最大限 
まで利用するよう要望し，

政府および赤十字社に対し，怒れる自然の力を抑制し,被害を最小限に食いとめる 

ため災害救護活動を調整し，人間の苦痛を予防し軽減するため,これらの科学と技術 
の進歩を可能な限り分け合い，応用するよう要求する。（イスタンブール,1969年, 
決議第27）

第22回赤十字国際会議は,

1973年8月ノルウェーで開催された武力紛争における救護活動の目的と方法に関す 

るセミナーの報告に注目し,

1969年イスタンブールの第21回赤十字国際会議で採択された「災害状況下にある文 

民の国際的人道的救護のための原則宣言」と題する決議第26に関連し，

自然的人為的のいずれかを問わず,大災害の場合の救護活動を改善する必要性を念 
頭におき,

この目的のための準備対策を拡大する必要性を強調し，
その主要な責務は被災国ないしは被災地域の中央および地方の当局にあることをカ 

説し,
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またこの種の中央または地方の当局から援助の要請を受けた際に,援助を与える用 

意をしておくべき国際社会の責任を力説し,

以下を勧告する。
1 .すなわち,中央および地方の段階で;中央および地方の緊急計画における救護 

の準備をすること，回転備蓄物資を設定し資材動員計画を樹立すること,救護活 
動に加わる中央および地方の要員を訓練すること,ならびに衛生状態および食糧 

ならびに食習慣に関する事前情報収集をふくめ，医薬品および食糧栄養の分野に 

おける準備をすること。
2 .国際的な段階で，適切な災害救護計画をたてること，選ばれた救護要員の教育 

ならびに訓練のための国際センターを設置すること,ならびに他の国際機関と協 
カして，国連災害救護調整官事務局（UNDR〇）と国際赤十字がとくに一般的に情 

報事前収集をふくむ救護の主要調整の中心となること。
国際委員会と連盟に対し,上記の勧告を追跡するよう要請する。（テヘラン，1973 

年,決議第8）

執行委員会は,
各社が時として災害救護のために受領した物資を別の被災国の社に転送するか,ま 

たは自国内で别の目的に使用することがあるのに注目し,

このような行為の基となる寛大な精神を諒とする一方,
寄贈金品が連盟または国際委員会を通じて伝達されるアピールに公表してある目的 

のために使用されないとすれば，赤十字の信用が危機に瀕するおそれのあることにす 
ベての社の注意を喚起し,

また,すべての社に対し,1969年9月イスタンブールの第21回赤十字国際会議によ 

り定められた赤十字災害救護活動の原則および規則,とくに第25条の第1節（「一国 
の赤十字社に送られた寄贈金品は指定目的にのみ使用されなければならず，まず被災 
者に直接援助を与えるために用いられる」）および第26条（「救護活動の終結後手許に 
残った金品の使用については,被災国赤十字社と寄贈社または連盟との間の協定にょ 
って定める」）を遵守するよう強く要請する。（第90回赤十字社連盟執行委員会，1974 
年,ジュネーブ,決議第19）
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3 .技術

(a)国際的要請

理事会は,

自然のカのために災害が生じた場合に,外国在住の被災国国民はその在住国赤十字 
社の事業の一部として,ないしはその主催によって行なわれる救護活動に参加するよ 

う招請を受けるものと決定し,
戦時において,各社は自国領域内に在住する交戦国国民に関し有益な措置を講ずる 

自由を有するものと決定する。(第19回赤十字社連盟理事会，オックスフォード， 
1946年，決議第6)

(b)特別の便宜

1949年の第3ジュネープ条約，第74条，第75条および第124条
1949年の第4ジュネーブ条約，第110条,第141条

第15回赤十字国際会議は，

1929年のジュネーブ外交会議最終議定書がその決議第5をもって,各国赤十字社に 
対し，あらゆる便宜および免税の供与をすることがきわめて望ましい旨指摘したこと 

を想起し,
各社に対し，この原則を適用して，赤十字によって一国から他国へ救援資材を輸送 

するにあたって，可能な限り便宜が供与され，課稅が免除されるよう，各国政府に折 
衝することを要請する。(東京,1934年,決議第26)

第19回赤十字国際会議は，

いまだ自国の政府から,たとえば，

(a)公務のため関係外国赤十字社の同意をえて，その外国におもむく赤十字人員に 

対する迅速な査証および旅行の便宜の供与，
(b)赤十字事業のための資金の一国から他国への迅速な送金,

⑹災害の必要に応ずる赤十字の医療用その他の救援物資の迅速無賃移動，

(d)赤十字救援物資に関する関税その他の税金の免除,
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（e）災害救護援助のための資金募集の課稅免除,
のようなその任務を遂行するに必要な諸便宜を与えられていない赤十字社の状況を考 
慮し,

各国赤十字社が,その政府に対し,すでに多数の赤十字社に供与されている利便を 

指摘して，本問題に関する注意を促し，赤十字社が災害救護におけるその任務を有効 
に果たしうるように,同様の諸便宜が供与されるよう要求することをかさねて要望す 

る。（ニューデリー,1957年,決議第10）

第20回赤十字国際会議は，

赤十字国際委員会および赤十字社連盟が，赤十字の国際無線通信網に関して提出し 
た報告を了知し,

すでにえられた結果を満足をもって確認し,両国際機関および各国の社が，この分 

野における努力を継続することを要望し,
目下モントルーにおいて開会中の国際電気通信連合。TU）全権会議,同連合成員た 

る諸国政府および同連合事務局に対し,すでに与えられた諸便宜に深い感謝を表明し,

これらの機関が,赤十字の緊急無線国際網を創設することに対する協力を継続され 
るよう希望する。（ウィーン，1965年,決議第15）

第20回赤十字国際会議は,

紛争または災害に際する赤十字の迅速な介入の必要性が各国赤十字社，赤十字国際 
委員会および赤十字社連盟をして電話,電信，テレックスの使用に依存することをい 
よいよ大ならしめていることを認め,

これら通信のための費用が，すでに不足勝ちの赤十字諸組織の紛争および災害被災 
者救護用資金を減少させていることを遺憾とし，

各国赤十字社および赤十字国際機関の電気通信は，緊急事態に際し,優先扱いを受 
け，かつできる限り廉価であるべきものと思考し,

国際委員会および連盟事務局が，とくに国際電気通信連合QTU）に対しての本件 

に関する努力を継続するよう要請し，

各国赤十字社が,自国の公私の電気通信機関とともに，これら諸便宜の供与につい 

て研究することを願い，
各国政府が,赤十字のかかる場合に要する電気通信料金を減免する方法を研究する 

よう勧告する。（ウィーン,1965年，決議第16）
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第21回赤十字国際会議は,

毎年,数多くの自然災害が生じ,これにより,人命および物的資産が失なわれ,大 
きな苦痛が生みだされていることにかんがみ,

災害の際の相互援助は，友好と連帯の絆を強化するものであるにかんがみ，
国際的相互援助活動は,国内的および国際的規模で赤十字が展開する活動の一つの 

重要な形態であるにかんがみ，

敏速に与えられる援助は,災害によって生じた苦痛を軽減するものであるにかんが 
み,

自然災害の際に与えられるべき援助に関し,1968年12月19日に国際連合総会が採択 
した決議第2435号を想起し,

救援物資等の輸送に際し,割引きを適用してくれた国際航空運送協会(IATA)お 

よび諸航空会社に感謝し,

諸航空会社に対し,輸送されるべき救援物資を偏見のない条件のもとで輸送し，と 
くにその輸送費を割引くよう要請する。(イスタンブール，1969年，決議第23)

執行委員会は,
1969年イスタンブールの第21回赤十字国際会議により承認された赤十字災害救援活 

動の原則および規則が災害時における敏速な活動性を強調し，このことは各国赤十字 
社および赤十字国際機関における周到にして完全な災害対策計画を必要としているこ 

とを想起し，
同原則および規則の第13条は，各国赤十字社の責任のなかで，「各社は救護業務に 

参加する赤十字人員に対する旅行の便宜および査証の迅速な発給をうるために努力し 

なければなければならない」と規定していることに注目し,

第21回赤十字国際会議は,その決議第25において「この会議が採択した災害救護規 
則にもとづく事前計画の線にそい，赤十字と協力して，即時かつ適宜な措置を可能に 
させるのに必要な法制を策定し，採択していないすべての政府に対し，そのように取 

り進めるよう要請する」とあることを認め,

経験の示すところによれば,災害救護の代表およびチームの査証入手手続きが時間 

を要し,その派遣をしばしば遅延させ，あまりにも多くの場合に，「消防」の要員を 
召集する際の制約的な要因となっていることを憂え,

正式な連盟代表または連盟のアピールに応えて提供される各社のチームの入国手続 

きの簡易化がえられるように自国政府に陳情するよう各社に要望し，

災害時に救援を求める際には,救援を求める社は自国の政府から，正式な連盟代表 
または連盟の要請により派遣される赤十字社のチームが査証を必要とするか，入国の 
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地点での査証の発給に同意するか,その他連盟代表または各社のチームが,政府の規 

定を尊重しながらも遅滞なく活動を開始することができるような別の手続きを制定す 

ることにより連盟代表または各社のチームの入国の問題を簡易化することに，受け入 

れ国の政府があらゆる考慮を払うよう保証を取りつけ,それを連盟に通知するよう勧 

告し,
さらに救護諮問委員会が第23回赤十字国際会議に重ねて決議を提案するため本主題 

を再び検討するよう勧告する。（第90回赤十字社連盟執行委員会，1974年，ジュネー 

ブ，決議第20）

（c）財政

第10回赤十字国際会議は，

現在の災害によって生じた問題の緊急解決をするために，国際基金が設定され，各 
国赤十字社はただちにその設定に専念するよう勧告する。（ジュネーブ，1921年，決 

議第16,第6項）

第17回赤十字国際会議は,
第16回赤十字国際会議によって設置された調査委員会が1939年に起草した報告,と 

くに特別救護資金の設定に関する同委員会の結論に関して，
1946年ジュネーブに合同した各国赤十字社予備会議の本件報告に対して与えた承認 

にかんがみ,

各国赤十字社およびジュネーブ諸条約の精神にもとづきその事業を実施している他 

の諸団体により武力紛争の犠牲者のために実施された救護事業に対し敬意を表すると 
ともに,

この救護事業において示された連帯が進展してこの種救護事業が，各国赤十字社自 
身によるか，あるいはその仲介機関として活動する国際赤十字機関によるか，または 

各国赤十字社の緊急時において使用するための国際救護資金としてその年次予算に計 
上するか,いずれかによって設定される特別予備資金により，いっそう有効かつ迅速 
に実施されるよう希望を表明する。（ストックホルム，1948年，決議第38）

第17回赤十字国際会議は,

苦痛の軽減のために各国赤十字社により赤十字国際委員会に送付される物資の荷扱 
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費および転送費を負担するのは同委員会の責任ではないことにかんがみ,

各国赤十字社がかかる目的で救援物資を赤十字国際委員会に送付しようとする時に 
は,当座勘定を後者の処理に委ねるとともに,後者は転送ならびに荷扱の費用の計算 
書を適当な期間にかかる物資を発送した赤十字社に送付し,同社と赤十字国際委員会 

との取引勘定の収支が調整されるべきことを決議する。（ストックホルム，1948年, 
決議第39）

理事会は,
ウィーン•セミナー（1957年7月22日）の次の勧告を承認する。

各国赤十字社は災害の場合に連盟の裁量で使用されうる前渡基金を連盟に設定し， 

特定の支出が連盟から通報されたときに各社はこれを補充するよう要請する。（第24 
回赤十字社連盟理事会,ニューデリー,1957年,決議第13, a）

理事会は,
19기年メ キシロシティ ーで開催された第31 回理事会に提出され採択された救護諮問 

委員会の報告書の14（b）の節に記されている勧告,すなわち

「災害救護のために連盟に送られた資金の一定率を連盟が保留することを認可する 
ことを考慮すべきであり,この保留金は災害救護活動全般の管理費に当てるものと 

すること」
を再検討し，

この節を撤回することに同意する。（第32回赤十字社連盟理事会,テヘラン，1973 
年,決議第9）
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第3節 救護活動の受益者
1 .外国人および難民に対する援助

第10回赤十字国際会議は,

（...............）
各国赤十字社は赤十字の性格と理想とが本質的に独立,普遍,国際的なものである 

ことをつねに銘記すべきである。したがって，各社はその活動領域內に定住またはこ 

れを通過する外国人に対する援助問題に格別の配慮をすべきである。すべての国の赤 

十字社の真剣な注目は，いまだに一般的に言って実際上定まった取扱基準のない病 

苦,貧窮の外国人のしばしば不安定な状況に向けられる。（ジュネーブ，1921年，決 

議第9,第1項d）

第12回赤十字国際会議は，

各社が難民向け寄贈品に対する関税を免除するよう各国政府と折衝するよう要請す 
る。（ジュネーブ，1925年，決議第4）

理事会は，

多数の赤十字社が通過する難民および移民に対し与えている援助を認識し，

これに関連し，連盟事務局が，現在まで実施され，多大な成果をさしあたりもたら 
してきている1928年6月18日の協定に概記された計画にもとづき，あらゆる援助のた 

め，仲介者としての役割を引き続き演じるよう勧告する。（第16回赤十字社連盟理事 
会，バリ,1936年，決議第29）

第17回赤十字国際会議は，

各国赤十字社がその事業中に必要の際は，無国籍者，避難民および戦争犠牲者等に 
対する法律的ならびに社会的援助を包含すべきことを勧告し,

赤十字社連盟および赤十字国際委員会に対してこの方面における事業基準の設定を 

要請する。（ストックホルム，1948年,決議第31）
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第18回赤十字国際会議は,

赤十字国際委員会と赤十字社連盟が提出した,第17回赤十字国際会議の決議第31に 
もとづいてとった措置に関する報告を承認し,

赤十字国際委員会が,卒先して，法的援助の実際的効果を挙げるための努力の調整 
に当ったことを感謝し,

赤十字国際委員会が,赤十字社連盟,各国赤十字社その他難民問題の解決に力を添 

えうる関係官私の諸機関と協力して,その事業を継続することを期待する。（トロン 
卜,1952年,決議第14）

2 .飢きんにみまわれた住民に対する救護

第18回赤十字国際会議は,

世界各地にときどき飢きんが起こり,とくに現在事態が重大であることに注目し， 
各国赤十字社が姉妹社の援助要請に応ずるよう要請し,

各国赤十字社が,もっとも緊急の要望がある援助をもっとも迅速な方法で行なうた 

め,その救援寄与を赤十字社連盟と調整するよう勧告し，
このように行なわれる援助が,赤十字社連盟の方針のもとに,純粋な人道主義を無 

条件に基調とし,世界各国民間の相互援助と同胞愛の精神をもってなされることを要 

請し,援助を受ける社が赤十字社連盟に,救援物資の使用および分配に関する報告を 

するよう勧告し,さらに，

各国赤十字社の努力を調整するため，赤十字社連盟は飢きん地域がなにを必要とす 
るかをとくに研究し，飢きんの被害を受けたそれぞれの地域がなにをもっとも緊急に 
必要としているかについて各国赤十字社に通報できるようにすることを勧告する。

（トロント,1952年，決議第26）

3 .児童に対する救護

第18回赤十字国際会議は,

世界各国の児童に対する救護に関して,さらに指導を行なう必要を強調した,カナ 
ダ青少年赤十字の提出にかかる報告書を検討した結果,かかる指導や監督には他の国 

際機関と協力して国際的規模の広範囲の研究が必要であることを認め,
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赤十字社連盟に対し,世界のすべての地域の児童についていかなる救護が必要であ 
るかを調査し.このために,世界保健機関(WHO),国連教育科学文化機関(UNESCO) 

および国連児童基金(UNICEF)のような国際機関と協力して研究と調査を行ない, 

随時各国赤十字社に下記についての情報を提供することを要請する。
(a)救護を要するある国において，もっとも必要な物資，衣料(サイズ，デザイ 

ン，生地等),食料，医薬品および学用品に関する詳細。
(b)すでにかかる国に交付された救援品の詳細と，これを補充するためさらにいか 

なる寄与をすべきかに関する情報。
(c)ビタミンを供給することが望ましいか,また有効であるか。かさばる食料品よ 

りも適当であるか。その購入が比較してみて経済的であるか。(トロント,1952 
年，決議第27)

4 .航空機ハイジャック犠牲者に対する援助

執行委員会は，

近年来民間航空機に対するハイジャック行為の発生が増加し,乗客および乗員に重 

大な危険が生じていることを遺憾とし,

不安定な生活条件のもとに抑留され，家族とのすべての交信の可能性を剝奪され, 
自己の運命の成行きを予測しえない乗客および乗員の受ける苦悩に心を動かされ,

かかる非人道的行為を厳しく糾弾し，
最近赤十字国際委員会がハイジャック航空機乗客の保護と釈放のためにとった人道 

的措置を深い満足をもって了承し,
各国赤十字社もまたその役務の提供によりかかる犠牲者の状態改善に貢献しうるこ 

とを自覚し，
，、イジャック航空機が着陸し，または乗客乗員が抑留されている国の赤十字社に対 

し，これら乗客と乗員の自由が回復するときまで救援と慰安をもたらすためあらゆる 

努力を払い，乗客の家族に情報を与え安心させるため乗客の属する国の赤十字社と連 

絡するよう要請し，
各国政府，関係ある国際機関およびその他の団体に対し,ハイジャック行為のくり 

かえしを避けるためあらゆる措置を講ずるようせつに要請する。(第88回赤十字社連 

盟執行委員会,ジュネーブ,1970年,決議第2)
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第4節 政府および国内救護団体と 
赤十字の関係

第10回赤十字国際会議は,

赤十字国際委員会は,赤十字の平時事業およびとくに災害にみまわれた文民救護に 

関する赤十字の役割をさらに幅広く承認する新条約の締結を,ジュネーブ条約に署名 
した政府に勧告する可能性を検討するよう要請し,

この新条約が公的な災害に対するすべての人間の相互保険の可能性およびその種の 

災害に対するあらゆる市民の强制保険の当否を考慮に入れるよう勧告する。(ジュネ 

ーブ,1921年,決議第16,第5項)

第10回赤十字国際会議は，

各国赤十字社は次の条件により，各国におけるすべての慈善機関の結集を計るべき 

である。

(a)結集は各慈善機関が自由にこれを承諾するものであって，政府から強制される 
ものではない。

(b)結集は善意の集結および時間，努力,金銭の徒費を避けることを主とする協力 

を促すことを目的とする。ただし結集は極端な集中に帰着することなく,各団体 
の自治と創意とは厳に尊重する。統一は絶対に必要な場合にかぎり求められるも 

のとする。
(c)赤十字のこれらの事業への参加は，多くの慈善団体が存する文明の進歩した国 

の場合と，そのような団体がいまだ成熟していないか，ないしはいまだ存在しな 

い国の場合によって，その性格を異にする。

(.............. )
(e)平時において，赤十字と他の慈善団体と秩序ある継続的協力をなすことは予期 

しない災害および戦争の場合において,完全に協力ー致するための最良の準備で 
あり,最良の保証である，赤十字はかかる協力の方法を調査し，準備をしておか 
なければならない。

国際分野においては, 赤十字国際委員会と赤十字社連盟に対して国際的な大호な救 
護団体と接触し協力することを要請する。(ジュネーブ，1921年，決議第9,第1項,
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a, b, c, e)

第11回赤十字国際会議は,

赤十字社連盟と赤十字国際委員会の合同委員会によって提出された諸決議を採択 
し,

したがって,当分の間,国際連盟および全世界各国の政府が国内的および国際的機 
関として，いかなる形態のもとに災害の場合の国際的救護活動の発展に協力すべきか 

を検討する労をとるよう一任する。

（...............）
各国赤十字社が，必要に応じ，救護事業を統合する役割が各社にあることを自国政 

府に承認あるいは確認させ，政府が提供する基金,資材および要員の地方，国内ない 
しは国際的な救護事業に対する配分については政府が決定するところにしたがうよう 

要請する。（ジュネーブ,1923年，決議第6,第2項a • d）

総会は,

各国赤十字社と政府機関との間に存する協力を継続し，強化するよう勧告する。平 
時における赤十字救護活動の政府による承認を確定するために，新らしい条約によっ 

て,ジュネーブ条約を補完するよう希望表明する。（第3回赤十字社連盟総会，パリ， 
1924年,決議第19）

総会は,
各国赤十字社の本社が赤十字の努力と諸救護団体の努力とを調和させ,救護事業を 

集中統一するために,これら救護団体の代表を召集する国内会議を提唱主催するよう 
勧告する。（第3回赤十字社連盟総会，パリ,1924年,決議第20）

総会は,

救護問題の調査と解決とに従事する諸国際協議会または他の機関に対し，各国赤十 
字社が,できうれば，代表を派遣するよう希望表明する。各社の代表と国際諸機関と 

の協力は国内ないしは国際的な災害の場合の各国赤十字社の救護諸事項に関する経験 
の増加に，おおいに資するものであると信ずる。これに関して,連盟事務局が各国赤 

十字社に対し,その希望するあらゆる援助を与えるよう勧告する。（第3回赤十字社
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連盟総会,パリ,1924年,決議第22)

第17回赤十字国際会議は，

各国赤十字社は，被災者救護のために,各国政府あるいは国際的諸組織と協力する 

という希望をあらゆる場合に表明し，緊急時についてつねに公的機関の救護事業を補 
足し，援助を提供しつつも,各社の個性を確守し，また他の公的あるいは私的団体と 

の共同行動により各社の絶対的公平の特権ある立場を危たいに陥れるようなことがあ 
ってはならないと勧告し,

赤十字の名によってなされるアピールは，もっぱら赤十字事業に関連ある目的に限 
られるべきであり,他の団体と合同することはこの原則に背反するものであり,こう 
することは赤十字の威信を失墜し，その全体的地位の弱化を招来するものであるとい 

うことを決議し,
また一国の赤十字社はいかなる場合においても,その使用がジュネープ条約により 

規定されている赤十字の名称ならびに標章を他の団体とともに使用してはならないと 

決議し，
さらに各国赤十字社と各国政府あるいは国内的および国際的救護団体との間におけ 

る協力は，赤十字の名称および標章がジュネープ諸条約に適応する場合においてのみ 
許容されるべきであると決議する。(ストックホルム，1948年,決議第41)(31〉〈32〉

(31) 第21 回赤十字社連盟理事슈, モンテカル。, 1950年, 決議第 10, 190頁參照
(32)国際的救護団体と赤十字の関保に関しては，第2章第5節「赤十字国際関係」,113頁參照
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第5節 赤十字と国際救済連合
第17回赤十字国際会議は,

国際連合による救護組織の創設により国際救済連合の使命は今や完了したものと思 

料し,
赤十字国際委員会ならびに赤十字社連盟から国際救済連合執行委員会に派遣してい 

る代表の引き揚げを提案する。（ストックホルム,1948年,決議第42）
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第6章平時における赤十字活動

第1節各国赤十字社の発展

1 .一般

理事会は,
ラテン・アメリカにおける赤十字運動の発展に満足の意を表し,事務局に対し，と 

くに青少年赤十字に関し,ラテン・アメリカの各国赤十字社へ必要な技術的援助を提 
供するよう要望する。（第9回赤十字社連盟理事会,パリ,1925年,決議第10）

理事会は，
連盟事務局，とくに総務部ならびに汎アメリカ部に対し,世界各地に一般的となっ 

ている状況にとくに適応した活動計画を準備する目的で当該赤十字社と連携を保つよ 
う勧告する。（第11回赤十字社連盟理事会，ヘーグ,1928年，決議第10,第3項）

第14回赤十字国際会議は，

各国赤十字社の不断の発展を考慮し，

赤十字国際委員会ならびに赤十字社連盟によって供与された便宜および，とくに地 

域的かつ技術的会議の価値を認め，
各社に対し,組織の強化，社員の増加，宣伝の強化を目途に各社の努力を引き続き 

発展するよう勧告し，

専門家をして平時活動について各社の方針をうちだすのを可能にさせるために必要 

な意見の交換が,できる限り国際的および地域的会議とともにこの目的のために設置 

される特別小委員会の会合でなされるべきであると勧告し，
連盟に対し，この問題の研究を継続し，他社の経験によってもたらされる各社にと 

っての便宜の増進を図り,関係各社との協定ならびに国際赤十字規約の第1条にした 

がって，正当な事由がある場合には,とくに地域会議を召集する方向をとりつづける 
よう要請する。（ブラッセル，1930年,決議第9,第2~4項）
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第15回赤十字国際会議は,
過去4年間における各国赤十字社数とその社員数の不断の増加を満足をもって認 

め,
国内および国際的な分野の両方で,彼らの指導性により運動の強化に寄与したすべ 

ての人々に謝意を表明し,
この発展が継続され,とくに海外属領地を有するか,あるいは委任統治地域の施設 

の責任がある国の赤十字社に対し，その住民の健康を保護すること，ならびに生活状 
態の改善に関する赤十字の任務に対する特別な注意を持続されるよう希望表明する。

（東京,1934年,決議第20,第1〜3項）

理事会は,
技術的および財政的援助に関する第19回赤十字国際会議の決議第22および第33,な 

らびに使節団および研修訪問の経費支弁に関する第25回理事会の決議第17を想起し，

とくに最近創設された赤十字社の要望が増大しつつあることを認識し，
各国赤十字社および赤十字社連盟が,赤十字の世界的人類連帯および国際協力の諸 

原則ならびに発展途上国における諸要求に留意し,各国赤十字社の赤十字の諸理想を 

実践し，実現するための努力に•対し有効な援助を与えるよう勧告し，

国際連合，国連専門機関または他の団体との協力がある場合は,赤十字の完全性と 
独立性が保障されるよう勧告する。（第26回赤十字社連盟理事会,プラーグ,1961 
年,決議第9）

2 .地域会議

総会は,

地域会議を促進するうえで，連盟事務局によってなされた発議を承認する。（第2 
回赤十字社連盟総会,ジュネーブ，1922年，決議第9）（33）

総会は，
連盟事務局によって組織された地域会議の偉大な成果を認め，赤十字全般の問題の

（33） 地域슈議, 規約および規則, 第 1 部, X, 50頁 
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討議のため,ないしは特別な問題を論じるために,この活動の体系的な発展を勧告す 
る。（第3回赤十字社連盟総会,パリ，1924年，決議第13）

理事会は，
隣接国の赤十字社が同様の問題につき,経験と思考を比較するのを可能にするうえ 

に地域会議の大なる価値を認め，
連盟事務局に対し，現在計画されている地域会議を続行させるほか,機会あるごと 

に将来の地域会議のための周到な準備計画を用意することを許可する。この種の会議 
に参加する国の集団をときどき変更することは有益なことである。（第14回赤十字社 

連盟理事会,東京,1934年，決議第14,第1項）

第15回赤十字国際会議は,

社会的経済的変化にもとづく赤十字事業の画期的進歩によって特徴づけられる時代 
においては,赤十字地域会議が顕著な価値のあることを認め,

赤十字社連盟が各々の場合に関係各社と密接な協議をして,地域会議の系統だった 
事業を促進するよう希望を表明する。（東京，1934年，決議第20,第4項）

理事会は,
理事会によって規定されるべき規則に依拠する地域会議の開催を許可する。あらゆ 

る場合に，かかる会議は連盟の執行委員会によって承認された加盟者の有効な指導の 
もとに開催されるべきである。かかる会議は，国際赤十字規約第6条および連盟憲章 

第6条の精神において一般的性質の問題および技術的問題を取り扱う。（第19回赤十 

字社連盟理事会，オックスフォード，1946年，決議第57）

理事会は，

物資と救援の形の大量の援助は,アフリカ大陸全土の各地のニードに合致すれば， 

いっそう効果的に使用しうることを了解し,

いっそう意義のある一国の事業を開発するためには，要員,資金および物資による 
援助の公平な配分を容易にするようアフリカ大陸を全体として見ることが望ましいこ 

とを考慮し，
事務総長にアフリカ地域グループの以下の勧告を研究するよう要請する。すなわ

219



第6章 第1節 各国赤十字社の発展

ち,
1）連盟事務局內のアフリカ地域室はアフリカのすべての社を世話しなければなら 

ない。
2）研修会およぴ訓練センターには,アフリカのすべての社を参加させるべきであ 

る。
3）赤十字の原則がアフリカ大陸で適用される場合に,同原則に関する共通で相互 

の利害ある事項に関し,アフリカのすべての赤十字社が会合し討議できる共通の 
場が創設されるべきである。

本件に関する報告を1974年の執行委員会において事務総長が行なうよう要請する。 

（第32回赤十字社連盟理事会,テヘラン,1973年,決議第28）

3.研修訪問,調査訪問,専門家使節,職員交換

総会は,

連盟事務局が,可能な場合には,加盟社に他国赤十字社の本社または連盟本部を訪 
問することにより,それぞれの赤十字社の組織方法ならびに事業,とくに公衆保健 

衛生看護,一般保健衛生指導および青少年赤十字に関し広範な研究をする代表を派遣 
するよう招請状を発する機会をつくりだすことを勧告する。（第2回赤十字社連盟総 
会,ジュネーブ,1922年,決議第13）

総会は,
連盟事務局を訪問することによって,各国赤十字社が利益を受けることを認め,
連盟事務局がかかる訪問を系統づけ,便宜を与えるよう勧告し,
連盟当局に対し,事務局職員の援助をのぞむ社には,同職員が訪問しうるように取 

り計らうよう要請する。（第3回赤十字社連盟総会,パリ，1924年,決議第14）

理事会は,

各国赤十字社の代表が事務局を訪問したり研修したりするのと同様,連盟職員を各 

社へ派遣することにもできる限り最大限の援助を与えるよう希望する。各社がその職 
員である専門家と連盟事務局の担当部の専門家間の人的交流を組織すること,ないし 

は少なくともそれぞれの社が恒久的な基盤でこの種の接触を確立するのをその職員の
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一人に委任するよう勧告する。（第11回赤十字社連盟理事会,ヘーグ,1928年，決議 

第"）,第2項）

理事会は,
連盟によって与えられた研修の便宜が各社に価値あるものであり,また他の社の経 

験について知識を深めることにより各社の方策を改良し,その社の事業を拡大するの 
を各社に対し可能にさせるものと思料する。事務局に対し,連盟本部で各社の代表が 
研修する機会を引き続きつくりだすよう指示する。かかる体制は，各国赤十字社が要 

請した際に，各社の本社へ連盟事務局員が短期間研修訪問する機会によって有効に補 

完されるであろう。
理事会は，執行委員会に対し，連盟の活動のうちでとくに価値あるこの面を継続す 

る状況を確保するために特別基金を設定する手段を考究するよう要請する。（第12回 
赤十字社連盟理事会，ブラッセル,1930年，決議第6）

理事会は,
各国赤十字社と頻繁に接触することこそは，連盟事務局による効果的な事業の本質 

的条件であることにかんがみ，
事務総長に対し，事務総長報告で指摘したとおり，連盟事務局に各社の代表が訪問 

すること,ならびに事務局員が全世界の別々の各社の本社を訪問することにより,か 

かる接触を発展させるよう指示する。
他の赤十字社の本社への各社の代表による訪問促進に関する事務総長計画にも賛意 

を表する。（第16回赤十字社連盟理事会,パリ,1936年,決議第11）

理事会は，

その実施についての相互協定にしたがい,各社から他の社へ,ならびに連盟事務局 
への研修訪問制度の重要性を確認する。理事会はまた,連盟事務局から各社への使節 
団は従来通り継続すべきであると勧告する。かかる訪問の期間は価値あるだけ十分の 

長さとする。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード，1946年，決議第58）

理事会は,
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各国赤十字社から連盟へ専門家を派遣するために一つの制度が設定されるべきであ 
ると思料する。かかる専門家は連盟職員となるが,各社は彼らの報酬条件を考慮して 

措置を講じなければならない。事務局への派遣期間は,原則としては,望むらくは, 

かつ可能な限り1年以下とはしないものとする。（第19回赤十字社連盟理事会，オッ 
クスフォード，1946年，決議第59）

理事会は,
近年，一般的組織問題に関する専門家からなる使節団の派遣によって連盟がえた重 

要な成果ならびにラテン・アメリカの各国赤十字社の指導および発展のためのこの種 
の使節団の偉大なる意義を認め，

連盟が,ラテン・アメリカ各社にとり大いなる重要性があり，各社はこれにつき全 

幅の協力により応えるであろうこの事業を強化することを決定する。（第21回赤十字 
社連盟理事会,モンテカルロ，1950年，決議第13）

第19回赤十字国際会議は，

医療社会委員会からの報告に注目し,赤十字社連盟事務局に対し,
（a）各国赤十字社が，それぞれの医療社会事業,福祉，看護および青少年赤十字事 

業の分野における活動に関して本会議に送って来た報告および医療社会委員会の 
会合において発表した意見を研究し，

（b）各国赤十字社に，この分野においてえた経験を引き続き連盟事務局に報告する 

よう要望し，

<0）先駆的事業または指導計画等に適合した特別の活動に関する講座もしくは研究 
会を,それらを必要とし,かつそれらを求めている赤十字社が，その財源の枠內 
において計画することを通じて,連盟の技術援助計画を強化するよう要請し,

個々の分野においてすでに経験をえている各国赤十字社に対し,連盟事務局を通 

じ,研修員を受け入れることにより,あるいは指導のために指導者および実施指導員 

を派遣することにより,かかる活動が発展途上にある他の赤十字社を援助するよう要 

請し，

連盟事務局に対し,赤十字の諸原則の世界性を念頭におきっつ,引き続き各国赤十 
字社に対する有効な仲介ないしは斡旋機関となるために，自発的に,もしくは要請に 

もとづき個々の分野の活動のための情報および指針を配付するよう要請する。（ニュ 
ーデリー，1957年，決議第22）
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理事会は,

1 .遠隔の地域にある,または最近設立された赤十字社の職員のために,連盟の所 
在地における，またはある赤十字社における研修のための訪問制度を確立し,ま 

た,
2 .前項に掲げた赤十字社に，連盟事務局員または各国赤十字社職員からなる連盟 

代表団を定期的に派遣する計画を進め,かつ実現することの緊急性を認め,

この事業を実現するためには連盟の管理部員のなかに国際的代表者を含めることに 
なり，したがって増員を必要とすることになるのを認め,

各国赤十字社に,このために必要とする資金を支出することを求める旨勧告すると 
ともに,次の手段を選ぶよう慫憑する。

(a)連盟への年次分担金のほかに自発的寄付を加えること，
(b)それを実施する意思のある赤十字社は各自その国の政府にアピールすること,

(c)赤十字社が，その政府の協力をえて,またはうることなしに，特別補助金と研 

究奨学金をだすこと。
さらに,もし赤十字社からの資金で不十分な場合には，連盟事務局がこの特殊な目 

的を達成するのに必要とする財政的援助をなしうるしかるべき国際機関と交渉するこ 
とを勧告する。(第25回赤十字社連盟理事会,アテネ,1959年，決議第17)

4,開発計画

理事会は，
1962年度予算は次の重要なニードを満たしえないことを確認する。

第25回理事会決議第17が強調する連盟代表による研修訪問および定期的訪問の制度 
および計画の緊急ニード,

第24回理事会の決議第22および第33が指摘した新らしい社に対する技術的援助の拡 

大および特別な財政援助のニード，
連盟が正規または臨時に設けた機関への参加にあたり,多くの赤十字社の代表が当 

面する財政的困難,

国際活動の調整および，とくに最近設立された各国赤十字社に対する援助のため, 

とくに連盟事務局が行ないうる事業計画振興の必要が増大していること。

連盟事務総長に対し,連盟の正規または臨時機関の職員および研修員の研修訪問， 

使節団および旅費補助の制度，原貝」，計画，経費支弁方法を立案し，連盟により，ま 

たは連盟を通じて各国赤十字社に与える支援および国際活動の連盟による調整計画な 
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らびに発展強化に必要と思われる諸他の提案を準備するよう希望し,
さらに,事務総長に対し,本件に関し作成しうる制度,原則，計画,経費支弁方法 

の案を諸他の提案とともに1962年に開かれる執行委員会に提出し,これを次回の理事 

会に報告させるよう要望し,
事務総長に，これら根本的重要性を有する前記の諸制度，計画等を遅滞なく進展さ 

せるため，有効な財源と計画の精密さがこれを許す限り,優先順位をも考慮しつつ実 

施に移す権限を与え，

各国赤十字社に対し,できれば指定目的を付けない現金の寄付によって,すでに提 

供されている既存の手段方法を強化し，もって計画の有効な実施に最良の条件を創出 

するよう要請する。（第26回赤十字社連盟理事会,プラーグ,1961年,決議第8）

理事会は,
事総総長が,1962年の第82回執行委員会決議第10に述べられた委託にもとづいて提 

出した赤十字開発計画に関する報告を了知し，

昨年間にあげられた成果を満足の念をもって了承し,

赤十字の諸理想実現のため,各国赤十字社に対する技術的および財政的援助の緊要 

に関する第24回理事会決議第22および第33,第25回理事会決議第17,第26回理事会決 
議第8ならびに第9をくりかえし,

事務総長の提出した事業計画を承認し,連盟理事会および事務総長が,計画中に表 
明されている諸原則に則り,この計画を実施に移すことを許可し,

連盟理事長および事務総長に対し，この計画の発展ならびに拡大のための諮問委員 
会を組織することを要請し,

各国赤十字社に対し,自発的金品の寄付および要員の提供によって，単独または他 
の社と協力して,連盟が策定する援助の枠内において,この開発計画の実行を可能に 

させ,もって赤十字の合理的発達を可能にするよう訴える。（第27回赤十字社連盟理 
事会,ジュネーブ,1963年,決議第6）

理事会は,

過去の理事会が採択した諸決議,とくに1963年ジュネーブで行なわれた第27回理事 
会の決議第6にもとづき，

とくに昨年間にあげられた成果を満足の念をもって了知し，
1966年度開発事業計画および開発計画諮問委員会の報告ならびに勧告を承認し， 

事務総長に対し,諮問委員会委員長とも協議して,:上記報告および勧告にしたが 
い，1966年度計画を改訂し,新らたに策定し,新案にもとづき,財源の許す範囲におい 
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て計画を実施するよう要請し,
青少年赤十字の5か年計画を開発計画の重要なる一面として認可し,発展途上の赤 

十字社が，保健衛生教育を目的とするこの計画の第一部門を拡大し,青少年団員と同 

様に成人社員をもこれに参加させることをせつに要望し ，
すべての赤十字社に対し,金，物，人による定期的寄与により単独に,または他の 

社と協力して,この計画の展開に適宜の任務を果たし，もって長期にわたり，かつ均 
衡ある赤十字の発展を達成することに力をそそぐよう訴える。（第28回赤十字社連盟 

理事会,ウィーン,1965年,決議第15）

理事会は，
開発計画経費の5ち,1966年度事業計画に関する特定の管理費の一部を除く経費は 

一般予算に計上すべきでないという開発計画諮問委員会の見解に同意し，
事務総長に対し,可能な財政手段の範囲内において1966年度計画を実施に移すよう 

要望し，
各国赤十字社に対し,自発的寄付によって1966年度計画の実現を容易にさせるよう 

要請する。（第28回赤十字社連盟理事会，ウィーン，1965年，決議第7）

理事会は,
過去の理事会諸決議，とくに1965年ウィ-ンで開かれた第28回理事会决議第15にし 

たがい,
姉妹各社が過去数年間の開発事業計画にもとづき与えられた支援を感謝とともに確 

認し，
それにもかかわらず，諸資源，とくに現金および要員の獲得困難のため，つねに増 

大する各国赤十字社の要求に十分応じえなかったことを認め，

連盟の開発計画は，基本七原則にもとづく赤十字の決意の実体的顕現となることを 

信じ，
1968年度開発事業計画草案および,以下に大要を述べる8勧告を含む開発計画諮問 

委員会報告を承認し，
事務総長に対し,開発計画諮問委員会委員長と協議のうえ，諮問委員会報告および 

勧告を考慮して開発事業計画を修正再立案する権限を与え,

事務総長に対し，作成された計画を獲得可能な資源の範囲において実施するよう要 

請し,最後に，
すべての赤十字社に対し,開発事業実施計画を実施し,赤十字の根本的発展を効果
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あるようにさせるための資金,要員および資材を拠出することにより,すすんでさら 
に大いに計画を支援孑・るよう訴える。

* *
*

委員会の勧告は以下のように大要される。
1 .努力の集約化

委員会は,1968年から実施される努力の集約化を勧告する。
2 .セミナーの事後措置

委員会は,セミナーから最大限の利益をうるために,適切な事後措置を確保する 
ようあらゆる努力を払うことを勧告する。

3 .地域代表

委員会は,地域代表の機能が本質的に連盟事務局の地域担当官の責務を拡大する 

ことを認め，この観点でその経費が1969年にはじまる時期以後に連盟の通常予算に 
よって漸次吸収されるよ5勧告する。

4 .研修訪問

委員会は，研修訪問のための基準および選別手続が強化されるよう勧告する。
5 .訓練された要員

委員会は，赤十字事業活動の種々の分野における訓練された要員の登録を確立す 
るよう勧告する。

6 .財政

委員会は,加盟社すべてが開発計画に対し，なおいっそうの寄付をするよう勧告 

する。
7 . 1968年度計画の実施

委員会は，諮問委員会委員長と協議して，この報告にしたがい計画を修正し,再 

立案する権限を事務総長に与えるよう勧告する。
8 .新らしい社の最小限の寄付

委員会は,常置分担金割当比率委員会に対し，将来連盟へ加入しようとする新ら 

しい社のような特別な場合に必要であれば,最少限分担額の新らしい定式をつくる 

ことを考慮するよう勧告する。（第29回赤十字社連盟理事会,ヘーグ,1967年,決 

議第7）

理事会は,
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事務総長とその幹部が,企画,助言および調整の分野に;おける連盟の事業増加に対 
処するよう事務局の機構を整備するために払った努力を歓迎し,

長期計画によって事業および予算の基礎改善の見通しがついたことを満足をもって 

了承し,
すべての赤十字事業従事者がその任務を遂行するための能力を改善するためには訓 

練その他の方法がきわめて重要であることを強調し,

事務総長に対し,1969年の次回理事会に，

ー第1に，各国赤十字社および連盟がその任務達成のため必要とする知識および 
技能の分析

— 第2に，各国赤十字社が任務に対処するための事業案

—第3に，この分野における連盟の事業計画
を上程するよう要請する。（第29回赤十字社連盟理事会,ヘーグ,1967年,決議第12）

理事会は,
過去における理事会諸決議，とくにヘーグで行なわれた第29回会議の決議第7にし 

たがい,

各国赤十字社が過去数年間において開発計画案にもとづいて与えられた援助を感謝 
をもって了知し，

この計画により援助を受ける各社の感謝の表明および経過報告を欣快の念をもって 
聴取し,

新らしい赤十字社およびやや年長の赤十字社の間に,開発に対するニードと関心が 

年とともに増大しつつあることを認め，

世界を通じて強力かつ育成の余地ある組織を開発しようとする赤十字の努力は，国 
民に対し有効に奉仕するために肝要であることを認識し,

連合体内における活発な協力と相互援助は全体の成長および事業の振興の基礎であ 

ると信じ，

開発計画は多数の社の創立および発展に助力したのみならず，調整された基盤にお 
いてこれらの社のために尽力する健全な過程の同一化を招来したと確信し，

下記 7 つの勧告を含む開発計画諮問委員会の報告を付した 1970年〜 19기年の開発事 
業計画案を採択する。

1 .事業の原則

諮問委員会は,引き続き最大のニードの存する地域を優先し，これに努力を集中 

することを勧告する。開発計画の諸目標の達成と，すべての赤十字に対する高級な 

る援助とを確保するためには,各国赤十字社と連盟との間における最大限の協力が
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肝要である。
2 .幹部訓練,各社代表および地域講習会のための計画

諮問委員会は,赤十字における幹部開発の優先的重要性を認識し,すべての赤十 
字社に対し,策定された概念および原則を実施するための有効な方途を探究するよ 

う勧告する。
諮問委員会は,優先順位として連盟幹部が各国赤十字社その他の人的資源ととも  

に，特別の財政的支持を求めつつ，幹部の作業能率をいっそう大ならしめるに貢献 
する方途の一として，前記に概要を記した原則およびかかる接触の可能性および有 

効性を試験することを目標として先駆的地域講習会を発展するよう努めることを勧 

告する。
3. 1970年〜71年開発計画案および臨時予算諮問委員会は，すべての赤十字社が開発 

の目標を設定し,相互に大なる援助を与えうることを必要とするとの認識をもって 

開発計画が継続されるよう勧告する。発展途上赤十字社の場合は,特別の財政的支 
持を要するいっそうの集中的援助の必要が存する。かかる支持を獲得するための建 

設的方法は探求されなければならない。
4,極小赤十字社のための最低割当額——第87回執行委員会（ジュネーブ，1968年） 

の決議第10への対応措置
諮問委員会と常置分担金割当比率委員会は,常置財政委員会を通じて，理事会が 

常置分担金割当比率委員会に対し,極小赤十字社から申請があった場合は，個々の 
社の事情を考慮して極小割当額を適宜減額する権限を与えることを合同して勧告す 

る。
5 .各国赤十字社への活動の調整

諮問委員会は，連盟が姉妹社に対する援助の通過路であるという原則をすべての 
赤十字社において遵守するよう勧告する。

6 .赤十字に関する基礎的指導
諮問委員会は，連盟が各国赤十字社および連盟を援助する基礎的指導書の作成の 

可能性を探究するよう勧告する。

7 .地域会議
諮問委員会は地域会議が国際会議および理事会会議の枠内において継続されるよ 

う勧告し,
事務総長に対し,適当なる諮問をへて,諮問委員会の報告および勧告にしたがい 

開発計画案を改訂する権限を与え,事務総長に対し,人的，財政的，物的のあらゆ 

る可能な資源を十分かつ創造的に活用して，上記の事業を実施するよう要請する。
したがって，理事会は，すべての赤十字社に対し,連盟事務局幹部と協力し，赤 

十字が活力ある人道的業務を行なう世界的能力を増加するに力となる有能な要員お 
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よび寛大な金銭的ならびに物的寄与を拡大し,かつ提供可能とすることにより,開発 

計画実施案に可能な限り参加し,これを支持するよう強く要請する。（第30回赤十字 
社連盟理事会，イスタンブール,1969年，決議第10）

理事会は,

開発計画の赤十字に対する重要性を考慮し，現在までの財政的支持はようやく最小 
限の進歩を可能にさせたにすぎないことに注目し,

さらに，開発計画は,1967年ヘーグにおける理事会が採択した決議第7に明らかな 

通り連盟通常予算よりもむしろ自発的寄付により賄われていることに注目し，
事務総長に対し，開発計画の長期財政を研究する任務の臨時専門家委員会を設立す 

るよう要請する。（第30回赤十字社連盟理事会，イスタンブール，1969年，決議第 

⑵

第21回赤十字国際会議は，

赤十字の諸原則を普及し，これら諸原則を実際に適用することの必要を認め，
思想交換の改善,赤十字人の訓練および共通の目的ならびに目標の決定づけが必要 

であることを認識し,

開発計画を成功させる要素は，政府が赤十字事業の価値を認め，あらゆる可能な方 
法によって,自国の赤十字社を援助することにあると認識し,また各国赤十字社は， 

自国の総合的開発計画に寄与しうるようその体制を强化する用意がなくてはならない 

ことを認識し,

各国赤十字社に対し，政府の訓練された補助員および準医療保健衛生要員提供を援 

助し,応急救護の教育方法を再検討し，増大しつつある需要に応ずるよう献血者の募 

集を発展拡大させ,赤十字人をして社会事業専門家の有益な補助員にさせる訓練の方 
法を工夫し，青年が開発事業の計画と実行により多く参加するよう奨励し，赤十字事 

業従事者が地域社会に対する奉仕活動により多く参加するようその人員を訓練するた 
めの地域的訓練センターを発展させるよう勧告し,

さらに，すべての政府および赤十字社に対し，ニードと資源の関連において，優先 

度の綿密な研究を行ない，各種の地域的事業にいっそう多数が参加しうるようあらゆ 

る可能な方法を利用するよう勧告する。（第30回赤十字社連盟理事会,イスタンプー 
ル, 1969年，決議第22）〈34）

（34）第6章第3節第5項〈e）,284頁參照
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理事会は,

赤十字社連盟が開発計画を通じて遂行した事業は,赤十字の将来にとり重要不可欠 
なものであり，この種の事業が成功をおさめるためには,すべての赤十字社がその可 

能な限り，現金,物資および要員の提供による自発的寄与を行なう責任を負うことが 

要求されることを認め，

特定の計画のための要員,物資,現金の自発的寄与は比較的満足に行なわれている 
が，一方この事業の成功にとり不可欠な連盟自体の任務のための資金の提供は同様に 
は行なわれていないことを認識し，

さらに，要員およびその他の資源において発展途上の赤十字社によってなされた寄 

与の決定的な重要性を高く評価し，

人件費および管理費を連盟の通常予算内に繰り入れることについて達成された成果 

を注目し，■しかし同時に連盟の開発計画経費の大部分が,当座の間自発的寄付を財源 

とする臨時予算のなかに存置されたままでいなければならぬことに注目し，
もし本事業が成功裡に，また組織的に進展すべきものとすれば，それには自発的寄 

付による連盟の臨時予算への財政的援助が寄付金のうち指定部分の額が50%を超えな 

い正規のベースで確保されなければならないということを承知し,

1972年および1973年ならびにおそらくそれ以後も寄付をする社は以下の通り，すな 

わち，

第1類 開発計画のための連盟の臨時予算に対する自発的寄付を通じ定期的に現 

金による支持を与える赤十字社
A 毎年100,000スイスフラン

B毎年50,000スイスフラン
C 毎年 20,000즈イ スフ ラン

Dより少額ではあるが，定期的な精神的に重要な現金寄付による支持をす 

る意思のある赤十字社
第2類 通貨の問題が解決すれば，現金による支持を与えうる赤十字社 

のように適切に分類されうるものと信じ,
すべての赤十字社に対し，1972年および1973年の予算に一定額の現金を寄付する旨 

を明確に約束して，効果的な事業と組織的な計画を容易ならしめるよう要望し，

事務総長に，その実施を容易にするためすべての赤十字社に約束方法につき通知す 
る よう要請する。（第 31 回赤十字社連盟理事会, メキシコシティ, 19 기 年, 決議第 
16）
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執行委員会は,
開発計画長期財政専門家特別委員会の報告を了知し,

開発計画の具体的成果に自信を深め,要員,資金その他の資源を提供し，計画の実 
施を可能にした赤十字社に対し感謝の意を表明し，計画を通じて提供された機会を有 

効に利用した受益赤十字社に讃辞を呈し,
しかしながら,自発的寄付金の額は，可決された1972年臨時予算中開発計画に予定 

された事業活動に関する金額に対し,はるかに及ばないことに遺喊の念をもって注目 
し,また事態改善の措置を講じない場合，1973年およびこれにつづく年々の財政的寄 
与はいよいよ不足を予測される事実に対し懸念を表明し,

報告を承認し，
事務総長に対しこの報告中に提案された措置を講ずるよう要請し，
各社に対し,3か月以內に諸類別における自社の等級に関する意向を明らかにする 

よう要請し，

寄贈側となる可能性のあるすべての社に対し,開発計画への財政上の支持を多額か 

つ迅速に増額し，もって開発計画が1972~ 1973年およびそれ以降の計画および予算の 
定めるところにそって実現されるよういっそう進取的措置を講ずるよう切望し,

寄贈側であると受益側であるとを問わず，すべての赤十字社の，この重大計画に対 

する惜しみなき支援を要望する。（第89回赤十字社連盟執行委員会,ジュネーブ,1972 
年,決議第12）

理事会は,

現在なお臨時予算で賄われている連盟の開発計画の管理部分の財政を賄う方法が， 
少なくとも1965年以来毎年討議されていることを，また理事会の毎回の会合が連盟の 

通常予算で本事業を賄うことの重要性を認めて来ていることを想起し,
しかしながら,各国赤十字社からの自発的寄付によって本計画の予算の大部分を賄 

う慣例を臨時に継続することが必要であると思料されていることに注目し,
このような自発的寄付の大部分は慣例としてきわめて少数の社からのものであり, 

理事会が勧告した水準にこの開発計画を維持するには決して十分でなかったことを認 

め,

開発計画の事業は赤十字にとりもっとも重要なものであり，また資金がつねに不足 
しているため本事業の継続が危ぶまれており，また行動を起こさなければ,この財政 

状況はおそらく悪化することを信じ，

また,社会開発特別委員会が,連盟事務局の社会福祉グループを現職員の増強にょ 

り強化すべきであると勧告したことを想起し，
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最後に赤十字輸血専門家作業部会が,輸血の分野における赤十字活動を振興促進す 
るため連盟事務局の機能を拡大すること,また連盟が責任を負う仕事を遂行するため 
連盟の職員を増強するよう勧告したことに注目し,

事務総長により提出された下記を含む1974年および1975年の計画と予算を承認す 

る。
1974年 1975年

通常予算 5,949,000 6,583,000

臨時予算 1,317, 000 1,452,000
特別予算 299,000 440,000

さらに，常置財政委員会からの勧告を考慮し,

1974年度5 %また1975年度5 %の通常予算の増額を承認する。毎年の通常予算のこ 
の増加分の一部は各年の臨時予算に含まれた経費を賄うこととなる。（第32回赤十字 

社連盟理事会，テヘラン，1973年，決議第11）

理事会は,

- 各国赤十字社が提供する事業は共同社会の社会的発展に欠くことのできない部 

分であり，
— 政府および奉仕福祉団体と赤十字が協力することがもっとも重要であり，
- 国連の経済社会理事会の 19기年 5 月20日付決議第 1580号 （L） および国連総会 

の決議第2626号は，国際開発対策を立て,非政府機関による開発への貢献を調査 
することを求めており,国連は全国および地方のレベルでの協力を求めており，

一発展途上国への援助の調整問題に関し，発展した国と発展途上国との間のギヤ 
ップが拡大する危険があり，またこれが世界赤十字家族の統一をなによりも危く 
するという由々しい事態がある，

ことに注目し，
1 .各国赤十字社は政府にこれらの決議を実際に適用するよう，また全国的な「国 

の事業」の計画とこれへの参加に赤十字社をふくめるよう要請すること，
2 .各国赤十字社が,国連開発計画（UNDP）および世界保健機関（WHO）,国 

際労働機関（IL〇）,国連教育科学文化機関（UNESCO）,国連食糧農業機関 
（FAO）,国連・ FAO世界食糧計画（WFP）,国連児童基金（UNICEF）のよ 

うな専門機関の緊密な協力と支援とを求め,こうして政府，国連諸機関および赤 
十字の三者間の協力体制を実現すること，

3 .すべての政府が連盟の開発計画に物的援助を与え，それにより発展途上国の社 

会問題の解決に貢献すること,
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4 .国際機関および財団であって,その可能なるものが,発展途上国の国民に対す 

る連帯感の表明として，この重要な活動を遂行するうえで赤十字社連盟を援助す 
ること，

を勧告し，
この決議を第22回赤十字国際会議が確認し支持するよう同会議に移すことを決議す 

る。（第32回赤十字社連盟理事会,テヘラン，1973年，決議第29）

第22回赤十字国際会議は，

各国赤十字社，それらの国の政府，国連専門機関および非政府機関の間に現に見ら 
れる協力と業務上の関係を承知し,また感謝し，

各国赤十字社は当局の補助者として活動し，地域社会のすべてのレベルにおいて保 

健衛生および社会開発の分野で協力する使命を有し，また多数の奉仕者からの援助を 
求めることができることに注目し,

各国赤十字社が与える奉仕活動のいっそう有意義な結果をうるために，用いうるす 

ベての援助をよりょく調整することが必要であると思考し,
1 .各国赤十字社が,政府に対し国連経済社会理事会の決議第1580号（L）および国 

連総会の決議第2626号に引き続き注意を払い,また各国赤十字社を「国の事業」 

の計画とそれへの参加にすべてのレベルで含めるよう依頼すること，
2 .各国赤十字社が,それぞれの国の政府を通し，国連開発計画（UNDP）および世 

界保健機関（WHO）,国際労働機関（IL〇）,国連教育科学文化機関（UNESCO）, 
国連食糧農業機関（FAO）＜国連• FAO世界食糧計画（WFP）,国連児童基金 

（UNICEF）のような専門機関からのいっそう緊密な協力と支援を求めること， 

こうして政府，国連機関および赤十字の間の協調を強化すること,
3 .すべての国の政府がその国の社会開発を支援する赤十字の力を増加するよう赤 

十字に可能なかぎりのあらゆる援助を与えること,
4 .政府は国家開発計画を立案するに当り，関係者すべてのために調整された努力 

と積極的な結果を確保できるよう赤十字の経験を考慮に入れること,

5,国際的な非政府団体および財団でその可能なものは，全員が参加して赤十字の 

開発計画の遂行を援助すること,またこうしてすべての国,すべての年令の国民 

との団結を表明すること,

を勧告する。（テヘラン,1973年，決議第16）
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第2節保健衛生

1 .公衆保健衛生

(a) 一般活動

保健衛生事業分野における各国赤十字社の三大任務は，
(a)公衆保健衛生事業に関する関心を促進し,維持すること,
(b)政府機関の事業を支持し，必要な場合にはこれを補完すること，
(c)示威運動，教育ないしはその他の方法を通じて，保健衛生に関する有用な知識 

を普及すること，
である。

各国赤十字社は,自社の保健衛生事業を指導するため正規の有資格者を雇用し，非 

専門家を訓練するための適切な措置を講ずる。(第1回赤十字社連盟総会，ジュネー 
ブ，1920年，決議第2,第7—8項)

第15回赤十字国際会議は,
各国赤十字社によって成就された保健衛生および福祉事業の重要性を認め ，
これら事業の性質および範囲が国内的,地域的な事情により決定される事実を考慮 

し,
この分野における赤十字の有用性は主として，この目的に対して特殊訓練を受けた 

要員を使って国民を教育すること，漸新な方法を用いて実験すること，政府機関と奉 
仕機関の事業の調整を助長し，かつ存在する間隙に橋をかけることにあると認める。

(東京,1934年，決議第25)

理事会は，

連盟事務局の任務は,医療社会事業の実施，発展ならびに改良の点で，各国赤十字 

社を援助することにあることを考慮し，
事務局が上記の諸勧告を採択するにあたって，他の赤十字社の経験を認識させるこ 

とによって，とくにそれぞれの勧告で取り扱った事業に関して，ならびに有効適切と 
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思われる技術的改良および参考文献的事項に関して,全力をあげて各社を援助するよ 

う委託する。
したがって,理事会は次のことを要請する。

(a)各国赤十字社が事務局に対し，それぞれの保健衛生事業の進行ならびに発展状 

況を恒常的に報告すること。
(b)事務局が関心ある各社へ回状するため,写真および，もしできうれば映写フィ 

ルムを各社が事務局に提供すること。
(c)事務局の保健衛生部に対し,数社によって与えられた実例にしたがって，各社 

が自国のもっとも重要な医療雑誌に投稿する特権を与えること。

さらに，事務局に•対し，上記情報を提供するのを可能にするため,各国赤十字社間 

に回状すべき参考文献作成および技術的文書作成に関し,とくに責任のある連盟保健 

衛生部長を援助するための準備がなされるべきものとする。(第19回赤十字社連盟理 
事会,オックスフォード，1946年，決議第44)

第17回赤十字国際会議は，

赤十字社連盟保健衛生部がある種の問題，とくに輸血に関する問題等に対して優先 

的に取り扱うよう勧告し，
各国赤十字社が，その採用した新企画に関する情報を連盟保健衛生部に報告し，同 

部をしてかかる情報を他の赤十字社に対して送付させるよう要請するとともに，

赤十字社連盟保健衛生部に対して，かかる費用を支弁するための財政的措置を講ず 

るよう勧告する。(ストックホルム，1948年，決議第46)

理事会は，

各国赤十字社が，公衆保健衛生の分野において新規事業を行なう場合には,その指 
導原理となるべき一定の原則によって行なうよう勧告する。すなわち，

(a)かかる事業は重複を避けるために，他の政府あるいは奉仕機関によってすでに 

実施されている事業と同一のものでないこと。

(b)赤十字にとり,とくに適した計画は，指導的または先駆的事業計画と考えられ 

るもの，もしくは国の現在の公衆保健衛生事業における間隙,あるいは赤十字が 

その任務をたんに政府の保健衛生事業実施の援助にとどめている場合の間隙をみ 
たすに必要と思料されるもの等である。指導的事業の計画にあっては，赤十字は 

適当な時期にその成就した事業の継続的遂行をその国の公衆保健衛生当局に譲渡 
することを目途とすべきである。
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（c）平時にあっては,各国赤十字社はなんら特殊な保健衛生事業をとりあげる義務 

はないので,最高の可能な技術的水準に:おいて実施することができる事業のみを 

担当すべきである。こうすることにより,各社は典型的なものを実施しうるとと 

もに,その計画は均衡がとれ，かつ現存の公衆衛生事業の枠內で継続することが 
できるよう計画されるべきである。（第21回赤十字社連盟理事会，モンテカルロ, 

1950年,決議第14）

第19回赤十字国際会議は,

各国赤十字社の基本的任務の一つは,政府当局に対し，付加的に専門員または補助 

員である有資格職員を提供することによって政府の活動を補足することであるにかん 

がみ,
各国において,その国における健康の保持に必要な諸活動を計画し，実施するにあ 

たり,各国赤十字社と管轄当局との間にできうる限り緊密な協調を樹立することの必 

要を強調し，

各国赤十字社に対し,応急救護,災害救護,保健衛生教育，看護,輸血,身体障害 
者および老人の保護,精神衛生事業，アルユール中毒防止,栄養および社会福祉,と 
くに母子保護のような分野におけるさまざまな赤十字活動に，奉仕補助員が広く参加 

するよう励ますためそれぞれいっそう努力するよう勧告し,
各国赤十字社に対し,そのすべての奉仕的および補助的要員の訓練には,たんに必 

要な技術教育を含ませるのみならず,また,赤十字，その理想，その国内国際両面に 
おける活動手段,およびその社員の権利ならびに義務に関する詳細な知識をも確実に 

含ませるよう勧告し,

各国赤十字社が，災害救護事業において活動するための補助員に対し，赤十字職員 

と一般人との間の関係における人間的要素の重要性を強調し，かつこのような関係に 
影響を及ぼしがちな心理的，社会的要因に関するなんらかの知識を含む訓練をほどこ 

す必要をとくに強調し，
政府が，国際的な面における赤十字の経験を考慮して，赤十字の努力を認識し，赤 

十字の平等性と独立性という指導原理を尊重するとともに，その開拓的事業およびそ 

の伝統的活動ならびに救護活動を助長するよう勧告する。（ニューデリー，1957年， 
決議第27）

第20回赤十字国際会議は,

連盟事務局と国際連合，国連専門機関および他の非政府国際機関との間の効果的な 
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協力によって生れた有益な結果にかんがみ,

とくに発展途上にある諸国の赤十字社と政府機関,保健衛生機関,教育機関,福祉 
機関との間の有益な活動協力の価値および重要性を認識し,

このような活動協力を国家的および国際的規模において促進し,拡大する必要性を 
強調し,

各国赤十字社が，1965年のウィーンにおける連盟理事会で可決された開発計画に関 

する手段を促進することによって自国内における人道的分野で果たしうる役割に対す 
る政府の注意を喚起し,

各国赤十字社が発展途上にある地域における特別な要請を満たすため,政府および 
他の非政府奉仕団体との協力のもとに青年および成人のための保健衛生，教育および 

福祉の事業計画を確立し，そしてまたは拡大するよう勧告する。（ウィーン，1965 
年,決議第35）

理事会は，

健康の改良があらゆる国の住民に対し最大の重要性をもっことを考慮し,

健康状態の堅実なる進歩が国の経済的発展にとって根幹的重要性をもっことを考慮 
し，

健康に関する一般の関心を振い起こすことは各国赤十字社の第一義的任務であるこ 

とを考慮し，

各国政府に対しその公衆保健衛生計画を,経済および社会的開発計画に合致するた 
め拡大するよう訴え，

各国赤十字社に対し，その国の政府と協力して，その人道的使命達成に成果を収め 
るようあらゆる努力をすることを要望する。（第29回赤十字社連盟理事会,ヘーグ, 
1967年，決議第13）

執行委員会は,
わが時代におけるあらゆる（専門的,経済的，科学的，産業的）分野での社会変化 

が急速なものであること，また経験分野の多様性，適応性の可能性ならびに多様な赤 

十字奉仕者を確保しているがゆえに赤十字が地域社会内で果たしうる役割を認め，

赤十字の積極的な参画の重要性ならびに公私のいずれかを問わず多様な水準での協 

力の重要性を強調し，また,

かくも急速な変化の時代においては,医療社会分野での新らしい観点から地域社会 

を援助することが,赤十字に課せられた機会であることを力説する。（第87回執行委 
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員会，ジュネーブ,1968年,決議第14,第30回赤十字社連盟理事会,イスタンブール, 
1969年,採択） 

（b）教育と普及

理事会は,

保健衛生教育を普及する必要性がすべての国において力説されるべきであると信ず 
る。ほとんどの赤十字社が,この分野において重要な役割を果たしていることを認め, 

各社の活動を促進するとともに,各社に姉妹社の経験により利するところがあるよう 
にするため,この分野の活動報告を連盟の事務局に集約するのが得策であると考え 

る。そうすることで,連盟は，あらゆる情報,資料（とくに・フィルム）および業績を各 

社に送付したり,また受領した最新報告にしたがって最新情報を送付することができ 
る立場になるであろう。

事務局は,これらの資料を照合し,分析し,抜粋ないしは概要を各社へ送付するも 

のとする。

理事会は,講演,ラジオ放送，レコードおよびフィルムによる保健衛生教育の有効 
性を強調する。連盟事務局は,各社に対し提供しうる保健衛生普及フィルムにっき知 
らせるとともに，いかなる条件で入手しうるかを示すものとする。

連盟事務局により実施されるこの保健衛生普及事業から,すべての赤十字社に生ず 
るはずの便宜を考慮して，理事会は必要な職員および資材が事務局で自由に使えるよ 

うにすべきであると提案する。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード， 

1946年,決議第37）

執行委員会は,
保健衛生教育,事故防止ならびに救急法に関する第19回赤十字国際会議の決議第25 

および第26,第26回赤十字社連盟理事会の勧告第16および第17ならびに1963年の代表 

者会議の決議第13を考慮し，

人口が増加し,産業およびコミュニケーションの膨脹が加速化されている世界の現 

況に留意し,各社が保健衛生教育,救急法,事故防止,免疫キャンペーンについてそ 
の社の事業および国民の衛生状態を改善するべく計画されたその他の事業を,ますま 

す増大させねばならないという重要な役割を強調する。

救急法は,事故防止といっそう密接に関連づけられること，救急法の訓練は特別な 
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負傷およびその避け方の講習を含むものとすること,および保健衛生教育は病気の予 

防ならびに衛生水準のひきあげに積極的な役割を果たすものであるのを認め,

赤十字社連盟と世界保健機関(WHO)間の有効な協力につき留意し，
各国赤十字社が,自社だけでか，あるいはその他の専門機関ないしは保健衛生当局 

と協力して，かかる分野における各社の活動を増大させるよう勧告する。(第84回赤 
十字社連盟執行委員会，ジュネーブ，1964年，決議第17。第28回赤十字社連盟理事 

会,ウィーン，1965年，採択)

(c)訓練

理事会は，
責任ある医療担当者を,姉妹社によって達成された進展状況を研究するため，外国 

へ派遣することができるとすれば,各国赤十字社は医療事業の技術面を改善するのを 
奨励されるであろうと信じ，

したがって，理事会は以下のことを提議する。
(a)相当数の社が，外国の赤十字事業所属の医療担当者が特别の関心ある特定部門 

の組織および活動について研究することを可能にするため，各自国に奨学金制度 
を設置することの可能性を考慮すること。かかる奨学金の受益者は奨学金支給社 

により招聘され，受益者の所属社と連盟事務局により選抜されるものとする。
⑹その社の財政状態がこれを許す社は，自社の費用で，かかる事業に属する医療 

担当者を特別訓練を目的として姉妹社へ派遣すること。

(c)これらの提案を実施することが不可能である場合には,各社間の交換が期待さ 

れるし，互恵主義の立場からして医療担当者の生計費は姉妹社により負担される 

こと。この交換は，連盟事務局の仲介をえて,特定期間実施されるものとする。
(第19回赤十字社連盟理事会，オックスフォード,1946年,決議第45)

理事会は，

発展途上国に対する医療業務提供の増大に関するオーストラリア赤十字の提案を了 
知し，

第15回看護諮問委員会会議および第9回衛生諮問委員会会議の勧告を考慮し， 

かかる計画を原則として承認し,
しかしながら，現在行なわれている連盟の留学および研修訪問制度ならびに資材供 
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給計画はまさに本件医療看護業務提供にあてられるべきであると認め, 
別個の財団を設立するよりも,むしろ連盟の計画を強化することを決定する。（第

26回赤十字社連盟理事会，プラーグ，1961年，決議第20）

理事会は,
第8回衛生諮問委員会会議以後行なわれた医療社会的性格の赤十字会合およびセミ 

ナーに関する報告と評価を検討し，

赤十字の医療社会活動の発展にとって力のある勧告が作成され,顕著な成果がえら 
れたことを考慮し，

これらの会合を組織し，または今後組織しうる各国赤十字社に対する感謝を表明 
し，

医療社会部が，各国赤十字社の事業を促進発展させうる時事的な医療社会問題に関 
するこの種の会合,専門家会議およびセミナーの組織化を継続するよう獎励する。（第 

26回赤十字社連盟理事会,プラーグ,1961年，決議第14）

2 .救急法

（a）事故の被害者に対する応急救護組織

理事会は，

連盟事務局が,路上事故,救急航空機,海上，山岳,鉱山，公共的集会等における 
応急救護に関連する救護活動を発展させるため，各国赤十字社に対し,できる限りの 

援助を与えるよう勧告する。（第17回赤十字社連盟理事会，ロンドン，1938年,決議 
第7）

（b）救急員養成

総会は,

とくに国内的,国際的災害に関して,応急救護所および医療所を組織することの重 
要性を考え,各国赤十字社がかかる組織を持続し，また，赤十字旗のもとに,すでに 
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実施されているすべての事業を調整するよう勧告する。事務局に対し,国際的に活用 

するため「サマリア人」の養成の主要方針を画一にし,標準化することを研究するよ 
う要請する。（第3回赤十字社連盟総会，パリ，1924年，決議第36）

理事会は，

救急法の講習,ないしは必要があれば各社の救急法講習を改善するうえで，多くの 
赤十字社の関心を喚起するのが有用であろうと信じ,

したがって,

事務局に対して,海水浴場，鉱山,工場のような特定分野における応急救護，路上 

応急救護,航空機墜落救護および航空機による海上救助の発展につき,各社に連絡を 
とりつづけるよう提議する。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード，1946 

年,決議第46）

理事会は,

本問題に関する決議にしたがって幾多の赤十字社が救急団の創設,募集，裝備およ 
び訓練ならびに赤十字活動に自発的に協力する無報酬の奉仕者の一般的活用につきす 

でに研究し，組織したことにかんがみ，

ある赤十字社の経験が他の赤十字社に役立つと考え,さらにこの問題が,赤十字に 
提供はされるが,しかしながらよく組織された機構のなかにおいてでなければ活用で 

きないすべての善意を，いかに効果的に活用するかという研究課題と関係のある重要 
問題であるのにかんがみ,

この問題についてすでに経験を積んでいる赤十字社が，そのとった方法と結果とに 

関する情報を連盟事務局を通じ,他に通報するよう勧告し，
応急救護事業ならびに奉仕者の活用に資格ある人々の参加する赤十字の会合の機会 

に,連盟事務局が,この問題につき互いに意見を交換する機会をもつようにさせ,執 

行委員会に提出すべきこの会合の成果として報告を導きだすのが望ましいと考える。
（第25回赤十字社連盟理事会,アテネ，1959年,決議第23）

理事会は,
第25回理事会の採択した決議第23に留意し，

救急法が国民間の健康保持において演ずる役割および奉仕者を統一し,他の赤十字 

活動の進展に対する関心を喚起しうる基礎的訓練としての役割を確認し,
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問題の重要性にかんがみ,関連諸問題研究のため,諮問委員会のなかに救急法実施 

委員会を設けるよう勧告する。（第26回赤十字社連盟理事会,プラーグ,1961年,決 
議第17）

理事会は,

第78回執行委員会の決議第13および,第25回理事会の際会合した人工呼吸に関する 
特別作業部会の希望に応じ，

第9回衛生諮問委員会に提出された,いわゆる呼気蘇生法に関する諸報告を考慮し, 

各国赤十字社のなかで，1952年の理事会の決議第9および同年の国際会議採択の決 
議第31がさきに・勧告したその他の人工呼吸法を中止しはしないが,この新らしい方法 

にも関心を抱く社の数が増加していることを認め，

第8回衛生諮問委員会の際構成された作業部会の解散を考慮し,

医療社会部に対し，現在使用されている諸種の人工呼吸法に関する姉妹各社の経験 
ならびに利用している新らしい資料，たとえば印刷物，映画等を各社に伝達すること 

を継続するよう指示する。（第26回赤十字社連盟理事会，プラーグ，1961年，決議第 
18）

代表者会議は,

救急法は各国赤十字社の基本的事業であって，これを一般に教授することは健康の 

増進に関する赤十字本来の活動の欠くべからざる一部であると思考し，

応急救護が保健衛生教育の多くの分野において演ずべき役割はもっとも重要である 
と思考し，

新らしく創設された赤十字社に対し,救急法教授の拡大および正しい訓練を受けた 
応急救護班の組織に対する注意を喚起し，

経験ある赤十字社が，連盟を通じて,最近創設された赤十字社における救急法指導 

員の養成と応急救護班の増加のため,できる限りのあらゆる援助を提供するよう要請 
する。（百周年会議,ジュネーブ，1963年,決議第11）

代表者会議は,

第25回理事会決議第23および第26回理事会決議第17の意を体し，
連盟衛生社会事業諮問委員会の救急法実施委員会が行なった作業および1963年マユ 

ランにおける赤十字救急員国際会合がなした有効な成果にかんがみ,
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各国内および国際の両面における救急法技術ならびに・器具の単純化と規格化を提案 

し,
このため,連盟が定期的に前記のような救急員の国際会合を開催し,救急法指導に 

優れた各国赤十字社代表が集まって,各自の経験を共同のものとする機会を重ねるよ 

う要請し,
各国赤十字社が,この種の会合の結果を考慮に入れて，できる限りつねにこれを救 

急法担当職員に通報するよう勧告し,
同じ線にそって各国赤十字社が,その救急法事業における成果を定期的に連盟に通 

報することによって赤十字救急法事業を盛んにし,これらの情報にもとづいて連盟が 

刊行するであろう文書を自社內の関係者に回報するよう要請する。（百周年会議，ジ 
ュネーフ・, 1963年,決議12）

（c）路上応急救護

第14回赤十字国際会議は,

路上事故を処理するために,すべての国の主要道路上に一定間隔をおいて医師を迎 
えうるための電話を備えておき，昼夜を問わずいついかなるときでも手当てを受けら 

れるような応急救護所を設置することがきわめて重要なことであると認め,

ジュネーブ条約の標章を使用した国際的道標によって，これを表示するよう調整す 

るため，応急救護所の組織化ならびに設置するうえで，公認の観光事業機関と各国赤 

十字社とが密接に協力すべきであると勧告するのを赤十字国際会議の義務であると思 

料し,
応急救護所の役割は以下の三つの事業，すなわち，

止血
骨折の固定

清潔さはともかくとして，傷に包帯をすること

にあるとし，有効な治療をするうえで資格のある医療センターに患者を急送する用意 

をするうえでの絶対的必要条件に限定すべきものと思料し，

国際赤十字と国際観光協会中央理事会とが，路上応急救護所組織の統一化を確保す 
るために,前記の原則を実行する責任がある常置委員会を構成するために代表を指名 

するよう希望を表明し,
さらに,すべての自動車，少なくとも乗合輸送に供されるもの（長距離用バス，乗 

合バス等）は,救急用品を備えつけるよう勧告する。（ブラッセル，1930年,決議第16）
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第15回赤十字国際会議は,

路上応急救護国際常置委員会の興味ある指導的報告を了知し,
委員会が第14回赤十字国際会議によって委嘱された委任事項に関して実施したこと 

に留意し，
その入念な活動および報告に対し,委員会に対し心からの謝意を表明し,

委員会によって提議された諸勧告を承認し，
すべての赤十字社が,国内の観光協会および自動車クラブと密接に協力して,路上 

応急救護のための効果的かつ画一的な施設の発展についてとくに留意し,赤十字社連 

盟事務局と,この分野における将来の活動に関し,密接な接触を保つよう希望を表明 
し，また，

連盟が画一基盤で，路上応急救護事業をひきつづき促進すること，またこの関係で 
ベーグ博士の明敏な議長のもとに,国際常置委員会に対しかくも価値ある事業を進め 

た専門家の経験により引き続き利するところあるよう希望を表明する。（東京，1934 
年，決議第30）

第16回赤十字国際会議は,

交通の間断ない発展と各国赤十字社による路上応急救護組織の顕著な進歩，各社の 
うちの30社以上が現時点で，標準路標により位置を示す標準化された普遍型の応急救 

護制度を採用していることに注目し,
国内的分野において各国赤十字社が,また国際的分野で赤十字社連盟が,路上，と 

りわけ国際的幹線道路に標準型の応急救護所を設置するため,自動車クラブ，その他 

の国内的ならびに国際的機関,および政府機関ならびに路上安全に特別な関心を有す 

る民間団体と協力するよう希望を表明し，

連盟事務局に対し，標準化計画をもって路上応急救護事業の発展を引き続き奨励す 
ること,およびまずなによりも先に，青少年赤十字を通して児童に交通規則と救急法 

を講習させることによって,その活動の範囲を事故防止にまで拡大するようにするこ 
とを勧告する。（ロンドン，1938年，決議第17）

理事会は,
いくつかの国で,自動車運転手は救急員証の保持者であり，毎年それを更新しなけ 

ればならないことに注目し,
すべての努力は，すべての自動車が救急箱を備えているべきこと,また運転手は救 

245



第6章第2節保健衛生

急員証の保持者であり,毎年それを更新しなければならないという最終目的を達成す 

ることに向けられるようにという路上応急救護国際委員会と同意見であり,それにも 

かかわらず,この種の最髙位に位置する事業を実現するうえで直面する困難性にかん 

がみ,少なくとも1トンないしはそれ以上を運ぶすべての輸送車，.もしくは6名以上 

を乗せる車は，できれば定期的に更新される救急員証の保持者である乗務員1名（運 

転手か助手）を乗り込ませるべきであり,またつねに利用しうる応急救護用品を保持 
させるようにすることを命じる法律を採択させるために，すべての国で強力なキャン 

ペーンが実施されるよう希望を表明する。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフ 
オード，1946年,決議第50）

理事会は，

赤十字によってか，あるいは観光協会によってか,相当数の国で実施されている方 

法を考慮に入れ，

各国赤十字社の青少年部門が交通の危険性を十分に自覚させるようにすること，お 
よびそのメンバーに交通道徳および交通事故の際の救急法を講習するよう要請する。

（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード,1946年,決議第52）

（d）航空医療活動と緊急処置

第13回赤十字国際会議は,
戦時に:おいて医療航空機がきわめて重要であることを認め，各国赤十字社が（不可 

侵権およびその他の法的問題を制定していない場合には）民間医療航空機の発展に全 

力を投入するよう提議する。民間医療航空機においてなされたすべての進歩は,同様 
に軍の医療航空機の発展にも多大な寄与をなすものであると確信する。

会議は,各国赤十字社に対し，この問題,とくに医療航空機の合理的配置および使 

用ならびに飛行場および緊急救護における飛行場の使用に関し，各国の公的ないしは 

民間の機関と協議するよう勧告する。（ヘーグ，1928年,決議第7）

第14回赤十字国際会議は，

各国赤十字社に対し，
災害時に航空機を使用する許可をとりつけるため,自国の民間機関および軍当局と 

協定を締結すること,
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航空発展と関係する民間機関に物質的,精神的援助を与えること,
製作時に,望むらくは標準型の担架の備品を裝備することにより航空機を救急航空 

機に即時転換するための方法を研究するよう奨励すること，

国際救急航空機会議に代表を派遣すること,

を勧告し,
赤十字国際委員会と赤十字社連盟に対し,技術的見地から救急航空活動の進展を追 

求するよう委託し,
また,

1 .赤十字国際委員会とジュネーブ諸条約締約国政府とが,救急航空機の国際的な 
運行を容易にするよう法律的,技術的手段を研究すること,すなわち,

国境通過に対する便宜
格納庫および空軍基地の使用

無線発信上の優先権

税関と警察手続の簡素化

関税と着陸税の免除
商業用航空隊の救護事業への参加

2 .政府は各国赤十字社および民間機関と密接に協力して，自国の救急航空事業の 
組織化および発展に努力すべきである,

と勧告する。（ブラッセル，1930年,決議第17）

第15回赤十字国際会議は,

救急航空事業の組織に関し，赤十字およびその他の組織に課せられた重要性がます 
ます増大していることを注目し,

その加盟社に対しこの分野に・おける進展状況を知らせるため,赤十字社連盟によっ 

てとられた措置を満足をもって注目し，
第14回赤十字国際会議の決議第7に述べられた勧告をくりかえし,各国赤十字社が 

国内的観点で，また赤十字社連盟が国際的観点で，以下のことの可能性を研究するよ 
う希望を表明する。

a）赤十字機関,航空関係の政府機関および民間機関ならびに航空クラブとの間に 

協定を締結すること。
b）この関係で，航空機製造会社との協力関係を確立すること。
c）航空機による患者輸送ならびに航空作業との.関係で必要とされる場合には，応 

急救護管理を促進するために救急法および訓練講習会を組織化すること。

会議はさらに政府が患者輸送ならびに災害救護事業との関係で，各国赤十字社にょ 
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る航空機の使用を奨励し,促進すること,また赤十字国際委員会とともに,平時にお 

いて救急航空機の国境通過を可能にするための規則および技術的な便宜を導入するこ 

との可能性を引き続き研究するよう希望を表明する。（東京，1934年,決議第32）

理事会は，

災害が発生したところで陸路による連絡が困難であるような現場に，できる限りす 
みかに必要な応急救護物資をパラシュートで投下することができるように,常時少な 

くとも航空機1機が準備されるよう，すべての国において権限ある機関と協定を締結 
することを勧告する。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード，1946年,決 
議第53）

（e）医療物資

赤十字の平時事業は器材および物資の増加とその性質の変更を必要とする。総会 

は，連盟事務局が本件について各社の経験を組織的に研究し，要求された場合には, 

各種資材の購入,配送管理,交換ないしは貸借を容易にするために，各社の需要に応 

えることを勧告する。

さらに総会は，平時および戦時のために，各社の管轄区域內の適切な場所に,その 
社の赤十字備蓄倉庫を設置するよう勧告する。（第3回赤十字社連盟総会,パリ,1924 

年,決議第10）

3 .輸血

理事会は，

輸血事業を発展させることは，国民に対する注目すべき追加事業を赤十字が行なう 

ことを可能にすることを認め，

連盟事務局が,本問題に関するあらゆる可能な情報を引き続き各社に提供するよう 
勧告する。（第16回赤十字社連盟理事会，パリ，1936年,決議第22）

第17回赤十字国際会議は,
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各国赤十字社が輸血事業に関し積極的役割を担当し＜ 輸血センターの確立に関し各 
自国政府と協力し,必要ならば自らかかるセンターを組織することを勧告し,

可能なかぎり，これを与えるのも受けるのも無償血液の原則で普遍的に実施される 

よう勧告し,

供給品,器材および輸血方法の標準化につき研究が実施されるよう勧告するととも 
に,

赤十字社連盟が輸血問題に関する情報を入手しうる機関として，その決議第4項中 
に記述された諸機関中に「世界保健機関（WHO）」を加えたうえ，第19回理事会（才 
ックスフォード，1946年）により採択された衛生諮問委員会の決議第4を採択する。

（ストックホルム，1948年，決議第47）

理事会は,

輸血事業がきわめて重要であることを実感し，

以下を決定する。
a）各国赤十字社が必要な場所に輸血センターを設置すること，ならびに献血者名 

簿を作成することにつき，連盟の保健衛生部が引き続き奨励し，あるいは援助す 

ること。

b）とくに輸血器材の標準化ならびに国際的交換可能性の確保に関し，保健衛生部 
と国際輸血学会との密接な協力関係を維持すること。（第21回赤十字社連盟理事 

会，モンテカルロ，1950年，決議第15, a, b）

理事会は，

医学的治療上,輸血がきわめて重要であることを実感し，
この分野での各社の関心がますます増大していることに満足し,同時にこの分野で 

の適切に訓練された医療要員と，技術要員の一般的不足を自覚し,

連盟事務局に対し，次のことを勧告する。

a）各国赤十字社に対し,すべての国で血液事業の性格と発展に関し，引き続き情 

報を十分に送ること。

b）その国のニードにもっとも適合的な型の事業として,この事業計画に着手する 
ことを希望する赤十字社に書状および専門家を派遣することによって助言するこ 

と。
c）この目的のために資金がある場合には，各国赤十字社によって指名された医 

療要員と技術要員を適合的かつ適切な訓練が最善に提供されうる国へ研修訪問さ
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せるよう手はずを整えること。（第22回赤十字社連盟理事会,トロント,1952

年,決議第10）

第18回赤十字国際会議は,

輸血を取り扱う技術および管理諸機関の名称としては,その他のすべての語よりも 
「センター」および「サービス」という語を使用することが望ましいと決定する。 

（トロント,1952年,決議第30）

第19回赤十字国際会議は,

内科および外科医療において,輸血をもってする治療の重要性が増大しつつあるの 
にかんがみ,

血液の需要が地域社会に新らしい負担を課し,献血者数のいっそうの増加を必要と 
しているのにかんがみ,

本問題に関し,1948年ストックホルムにおける第17回赤十字国際会議により採択さ 
れた決議（決議第47）および1950年モナコにおける第21回連盟理事会により採択され 

た決議（決議第15）を想起し，

輸血の諸問題に関係する各種国際的機関を網羅して1956年に連盟が組織した会合 

が,輸血用資材の規格化および交換可能性,生物学的規格化,器材の備蓄，職員の訓 
練ならびに献血者募集に関して行なった諸勧告にかんがみ,

輸血事業の発展と,伝染病，災害または紛争の際に使用するため乾燥血漿および血 

漿分画の備蓄とに関して各国赤十字社が行なっている活動を歓迎し,
各国内に,おいては，輸血事業の組織に関して赤十字社と政府当局との間に緊密な協 

力が行なわれることが重要であることを強調し,

血液の無償提供および受領の原則が,できる限り普遍的に採用されるべきであると 

いう希望を確認し，

各国赤十字社が，引き続きこの医療社会問題の重要性に一般の注意を喚起し，これ 
に関する地域社会の国民的および人道的教育に寄与するよう勧奨し，

連盟事務局に対し,姉妹社の経験にもとづいた情報を各国赤十字社に広く利用さ 
せ,各国赤十字社の間における相互援助および技術者や奨学資金受領者の交換を助長 

することによって,各国赤十字社の輸血および献血者募集の計画を励まし，援助する 

よう要請する。（ニューデリー,1957年，決議第24）
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理事会は,

世界のすべての国々における輸血事業を発展させるよう助長する必要性を認識し, 
a）各国赤十字社のおのおのが，この仕事を達成するために,その国の政府と緊密

な協力をすることについて,最大の注意を払うこと,

b）それをなしうる赤十字社が，それを必要とする赤十字社に対し,専門家または 

作業班を送り,技術的援助を行なうこと，
c）すべての国の赤十字社が,輸血から利益を引きだす各種の団体を適当な時期に 

排除するため,絶対的な重要性を有するこの人道的業務に関する一般国民の教育 
に力を注ぐこと,

を勧告する。（第25回赤十字社連盟理事会,アテネ，1959年，決議第14）

代表者会議は，
第25回理事会の決議第14および第26回理事会の決議第19の条項に関し，
きわめて緊急の問題であり,一般の教育を要する輸血の分野において，赤十字はー 

役を演ずることを要望されるものであることを確認し,

各国赤十字社に対し，定期的献血者を募集するために活発に働き,国内における輸 
血の普及のため民生当局にできる限りの援助を提供するよう要望し，

連盟に対し,その各国赤十字社に与えた援助と経験の浅い赤十字社のためにする各 

社の尽力の調整とを感謝し,連盟が各社相互間の経験の交換（たとえば会合やセミナ 
ーを開いて）および技術的援助（後援，専門家派遣，器材の寄贈および貸与）の増進 

を継続するよう希望し，

連盟が，民生当局および一般に対する協力ー致の活動を有効に増大するため，輸血 
に関係ある大規模な国際機関（世界保健機関（WHO）,国際輸血学会，欧州評議会） 

と協力して,ことに当るよう激励する。（百周年会議，ジュネーブ,1963年,決議第14）

理事会は，

全世界を通じて輸血の分野において赤十字活動が進展していること，および各国赤 
十字社のそれぞれの国内の全国的血液事業における責任が増大していることを考慮 

し，

赤十字事業に政府当局が示す関心を考慮し,調整者および調整所として連盟が演ず 

る役割を考慮し，

この分野で連盟事務局が担当する仕事を遂行するために，連盟事務局の機能を拡大 

し,職員を増加することが重要であるとの専門家作業部会の結論を確認する。（第32
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回赤十字社連盟理事会,テヘラン,1973年,決議第21)

第22回赤十字国際会議は，

今日各国赤十字社の過半数が血液事業を実施しており,そのうち14社はその国の必 

要とする血液を完全に供給していることに注目し，
1936年，1948年，1952年および1957年の赤十字国際会議が，すべての国の赤十字社 

に対し，その血液事業の進展を要請する決議を採択し，1948年以後の決議は無償の献 

血の原則を明確にしていることを想起し，
赤十字社連盟の管理機関が1946年，1950年，1952年，1956年，1958年，1959年, 

1963年および1966年に採択された決議によって，無償の献血の原則にもとづき血液事 

業の発展を促進するよう各国赤十字社を着実に激励してきたことを満足をもって看取 

し,
あらゆる国民が，血液の研究，技術および計画作成の面で近年なしとげられた医学 

および科学上の大きな進歩から利益を受けることを希望し，

営利を目的としない全国的な規模の血液事業において行なわれる無償の献血はもっ 
とも安全な医学上の療法となり，かつまた自由意思による個人的な人道的奉仕行為を 
重視することにより,国の社会構造を強化するものであることを，世界の有力な世論 

指導者とともに信じ，

人道的原則によって動機を与えられた自発的献血にもとづく血液事業が必要な血液 

を供給するもっとも安全かつ効果的な方法であることを確信し，
すべての国の政府に，自国民に安全な血液事業を行なうための最高の基準を採用す 

るよう，またこれらの基準を無償の献血の思想にもとづいて正式に定めるよう促し,

各国赤十字社と政府に，国民の幅広い自発的な参加にもとづく全国的な血液事業の 

人道的目的を達成するため強力な共同の努力を行なうよう勧告する。(テヘラン, 
1973年,決議第18)

4 .疾病に対する戦い

(a)伝染病

理事会は，
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各国赤十字社に対し戦争の結果,きわめて重要となった伝染病ならびに多くの伝染 

性疾病に対する予防運動に関し,国の公衆保健衛生機関と協力して赤十字が果たしう 
る役割につき注意を喚起する。とくに伝染病に対する予防運動のごときはつねに公的 

な公衆保健衛生機関の範囲に完全にあるような領域においてさえも，赤十字は奉仕者 

の貢献によって公的事業計画に協力することが可能である旨指摘する。

連盟事務局に対し，伝染病対策運動に従事する各国赤十字社間との連絡を保持し， 
各社に関心をもたせるようすべての技術的進展につき知らせるよう要請する。

さらに，伝染病と伝染性疾病統制の分野において，いくつかの赤十字社の果たした 
役割にかんがみ,伝染病に関する専門家会議召集の可能性について研究がなされるよ 

う提案する。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード,1946年，決議第42）

理事会は，
近年，小児まひの問題は全世界を通じ，ますます重大な問題となって来たのにかん 

がみ,

すべての赤十字社に対し，この疾病に対する戦いに，できる限り積極的に参加する 

よう勧告し,

各国赤十字社がその保健衛生事業に小児まひが流行している際，一般的,個別的に 
とるべき予防措置および対処策を織り込み,かつ強調するよう勧告する。これらはた 
んに成年者に対する赤十字の保健衛生教育事業計画のなかに，適切な説明をつければ 

安易に織り込めるのみならず，同様に青少年赤十字の事業計画のためにもなしうるこ 
とである。消極的免疫というものは,たとえばガンマグロブリンのように一時的予防 

に役立つのみであり，限られた効力しかないことは明らかであるので,小児まひに対 

する保護の問題に,最終的に解答を与えるものは積極的免疫にほかならない。それゆ 
え，理事会は，いかなる赤十字社もガンマグロブリンによる保護を小児まひに対する 

予防方法の唯一のものとして取り扱ってはならず,また十分予期しうるところである  
が，もしなんらかの積極的な免疫等が推進されるならば，赤十字社はその政府がワク 

チン接種計画を実施するのに,できる限り援助すべきであると考える。

小児まひが突如発生した場合,免疫看護人の必要は大きな問題であり，また患者を 

病院に運んだり,病院で治療を加えている最中に呼吸まひにかかる患者が多く,これ 
に人工呼吸を施しうる助手を養成することもまた同様に重要であるのにかんがみ,

各国赤十字社に対し,かかる緊急事態に対処すべき助手を訓練するよう提議し，ま 

た小地域社会に突発的に発生した場合には,赤十字姉妹社間の相互援助の原則にもと 

づき地方単位に組織される移動医療班によってもっともよく取り扱われるので,
この事業は赤十字力のみをもって対処しえない場合もあるの"で，この分野の事業を 
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行なう他の保健衛生機関,たとえば世界保健機関（WHO）のようなものとの協力が推 
進されるよう奨励し,

小児まひ撲滅においては特殊な医学問題のほかに重要な社会問題はいろいろあり, 
これらは赤十字の見地よりしてもっとも重要なものであるので,

また,慢性小児まひ患者に対する社会的援助は大いに重要視すべきものであるのに 
かんがみ，

したがって,各国赤十字社に対し，この分野において各国の公衆保健衛生当局およ 

び対小児まひ機関との間に緊密な提携を行なうことを勧告し,

この社会的脅威に対する共同の戦いを力の限り支持することによってのみ,赤十字 
はその基本的事業のー~＞である人類の苦痛を予防し軽減する任務を果たしうることに 

なると考える。（第23回赤十字社連盟理事会，オスロ，1954年，決議第14）

執行委員会は,
天然痘の世界的流行の危険に留意し，
第20回赤十字国際会議（ウィーン,1965年10月）で採択された決議第38の実りある 

結果を確認し,赤十字と国際連合の専門機関，とくに世界保健機関（WHO）との間 
において計画中の事業についての調整を要請し，

第19回世界保健総会（ジュネーブ，1966年5月）で採択された決議を支持し,天然 

痘対処策を増強するため,各国を招請し，
国の保健衛生事業に対する赤十字の補助的役割を想起し,

天然痘に対するこの世界的努力のー、^の役割として，天然痘の汚染をまぬがれてい 
る国の赤十字社に対し,保健衛生および経済の面で汚染された国々に実質的援助を与 

えるということを国内の一般大衆に理解させるように■もっていくよう，また天然痘汚 

染国の赤十字社は,国の天然痘撲滅計画に参画するよう勧告する。（第86回赤十字社 
連盟執行委員会,ジュネーブ，1966年，決議第16,第29回赤十字社連盟理事会,ヘー 
グ，1967年,採択）

（b）癌

理事会は,

各国赤十字社に対し，癌は結核および性病と同様社会的苦悩であると考慮し，下記 

の癌対策キャンペーンに参画するよう勧告する。
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早期治療に対する必要性についてのみならず,早期診断と治療に対する現存のセン 
ターについても国民の注意を喚起するような方法で宣伝活動を組織すること。(第3 

回赤十字社連盟総会,パリ，1924年,決議第32)

(c)結核

理事会は，
(a)必要な場合，集団レントゲン検査およびツベルクリン検査を受けること，とく 

にくりかえしこれを受けることを奨励するうえで,すべての援助を与えること，
(b)--ドがある国においてはモデルの結核予防センターの設立に対し援助を与え 

ること，

(c)結核患者のリハビリテーションの問題について注意を払うこと，

⑹結核患者のため,さらにいっそうの施設を必要とする国においては，関係当局 
において,経費のかさむ建物よりも，ブレハブ式のバンガローのような費用のか 

からないものを利用することに注意が払われるよう要請すること,

(e)結核抑制の社会面,およびとくに栄養,ならびに既存家屋を改善することによ 

る利用の可能性につき注意を払うこと，

(f)連盟,世界保健機関(WHO),国際結核キャンペーン,国際結核予防連合間の 

既存の緊密な協力が継続されるべきこと，

を勧告する。(第21回赤十字社連盟理事会,モンテカルロ，1950年，決議第16)

(d)心臓血管病

執行委員会は,
多くの国における血管病による高い罹病率と死亡率を考慮し，

「心臓血管病の予防とこれらの病気に罹っている患者のリハビリテーションについ 

ての赤十字の役割」に関する報告に注目し，上記の病気が死亡の重要原因である国の 
赤十字社に対し，それぞれの国の関係当局と協力し,これらの病気に対する戦いで赤 

十字が演じうる役割を研究するよう奨励する。(第86回赤十字社連盟執行委員会,ジ 

ュネーブ,1966年,決議第15,第29回赤十字社連盟理事会，ヘーグ、1967年,採択)
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（e）精神衛生

総会は,
対薬物および毒物キャンペーンに赤十字が参画することに関し,バンコクにおい・て 

採択された決議を想起し，

この決議に各国赤十字社は対アルユール乱用キャンペーンを包含し，この見地より 
精神衛生面における発展に赤十字が参画することにつき，とくに考慮するよう提議す 
る。（第3回赤十字社連盟総会，パリ,1924年，決議第33）

理事会は,
赤十字がこの新規事業に参画する必要性に留意し,
各国赤十字社に対し，モデルの児童指導診療所の存しないところに，これを設置す 

るのを援助すべきであると勧告し，
さらに,医師，看護婦，教師，社会事業従事者および他の公衆保健衛生従事者用の 

精神衛生問題に関する教育の重要性を認め，
赤十字看護婦，看護補助者ならびに社会事業従事者のための訓練講習にこの問題を 

包含すべき드ある と助言し,
最後に，連盟保健衛生部に対し,精神衛生分野において,世界精神衛生連合ならびに 

世界保健機関（WH0）の精神衛生専門家委員会と積極的に協力すべきであると勧告す 
る。（第21回赤十字社連盟理事会，モンテルレロ,1950年，決議第18）

理事会は,
1960年が「世界精神衛生年」とされたことを認め,
各国赤十字社が，その国において計画された各種の活動にその看護事業要員を参加 

させるよう勧告する。（第25回赤十字社連盟理事会,アテネ,1959年，決議第19,第6 

項）

5 .保健衛生教育

理事会は,
赤十字社連盟総会がすでに1922年に国民に対する保健衛生教育の重要性を強調した 
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決議を採択したことを想起し,
1922年以来,この分野における進歩は著しいとはいえ,連盟の衛生諮問委員会の最 

近の会合における討議により,この決議に含まれた諸原則はなおも有効であることが 
明示されたのを考慮し，

これら諸原則に加えて，赤十字の保健衛生教育事業全般に関し，各国における社会 
的,文化的,人種的，宗教的差異に注意を払うべきである旨助言し,

各国赤十字社に対し，国民に対する保健衛生教育の分野においてあらゆる努力をな 

すに当って，人的要素および直接の個人的接触の重要性や,この問題に含まれる心理 

的,社会的，経済的要因の重要性を強調すべきであると勧告し,

また,各国赤十字社に対し，研究グループの創設，教育的資料の提供，保健衛生教 

育関係者の訓練等の方法により,国民に保健衛生教育を普及するよう,また各国赤十 
字社に対し,その事業を行なうにあたっては,最新の方法を受け入れ,これを地域的 

環境に適応させ,かつ必要があればこれを改善するよう勧告し,

さらに本事業が，政府当局および国際的，国内的，地方的水準でこの分野にて活動 
している奉仕団体と協力するという総合的方法により実施されることが肝要であるこ 

とを確信し,

保健衛生教育事業においては,かかる共同班作業によってのみ，各国赤十字社は諸 

国に発生しているニードを満たすことができるものと考慮する。(第23回赤十字社連 

盟理事会，オスロ,1954年,決議第15)

第19回赤十字国際会議は，

1950年にモナコで開かれた連盟理事会によって採択された基本的諸原則，すなわち 

各国赤十字社に対し指導的もしくは開拓的とみなされうるか,または既存の保健衛生 
事業における間隙を満たすに必要である諸活動を行なうよう勧告した諸原則を想起 

し，
1954年オスロにおける第23回連盟理事会により採択された決議第15を再確認し，

(a)保健衛生教育を，赤十字のあらゆる医療社会事業および教育事業の本質的要素 

として発展させるため,
(b)病院，外来患者診療所,健康管理センター,献血者センター,看護事業等にお 

ける保健衛生教育の指導計画を推進するため,
(c)家庭看護の講習を保健衛生教育推進の仲介として利用するため，

(d)保健衛生および奉仕計画を通じて，保健衛生教育を実施に移すため,青少年赤 
十字によって提供される多くの可能性を完全に活用するため,

(e)地域的習慣および習俗に合致するよう作られた視覚教育補助資料を作成し,試
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験し,評価するため,

保健衛生教育の分野における各国赤十字社の責任および開拓的事業または指導的計 
画の必要性に対し，各社の注意を喚起し，

各方面の現場における綿密に計画された研究，調査および実験的計画の価値を強調 
し,

各国赤十字社が,
（a）各国における各種赤十字活動に技術的指導を与えかっこれを調整するため，

（b）できるだけ高い水準を保っため，職業的および補助的保健衛生事業従事者，学 

校教師等を赤十字事業の原則と方法によって訓練することを監督するため,
可能なときはいつでも,専任の保健衛生教育専門家（医療社会事業家）を雇用する 

必要を力説し，

連盟事務局に対し，各国赤十字社がその保健衛生教育計画の企画および拡大をはか 
る際,これに技術的援助を与え,また財政的に可能な範囲内で，国際的および地域的 

共同研究を組織し,もって各国赤十字社のさまざまの分野の専門家の代表を集め，試 
験ずみの保健衛生教育資料の交換を促進するよう要請する。（ニューデリー,1957 
年,決議第26）

第19回赤十字国際会議は，

家庭，学校，スポーツ，路上および事業所における事故件数が増加し，それが成人 
および児童の間に発生する死亡および身体障害のますます大きな原因となりつつある 
趨勢にかんがみ,

衛生諮問委員会および青少年赤十字諮問委員会の事業,ならびに赤十字社連盟事務 

局の発行する刊行物に注目し，
成年および青少年赤十字の諸活動を調整することの重要性に留意し，

諸国において,公共機関，専門機関および各国赤十字社ならびにその青少年部門に 

よって事故を防止するため行なわれている数多くの活動を歓迎し，

事故の原因を減少させる諸措置および訓練を受けた救急員ならびに一般の人々がい 
っそう安全に関する認識を深めるよう，一般の人々，とくに青年層を教育することが 

緊急の必要である点に各国政府および各国赤十字社の注意を喚起し,
各国赤十字社に対し,事故防止に関連ある公的あるいは民間団体との具体的協力を 

とくに教育施設において開始し，あるいは発展させる方策を研究するよう要請し,

連盟事務局に対し，各国赤十字社に有益な助言を行なうために,事故防止に関する 
その事業を継続するよう要請する。（ニューデリー,1957年,決議第25）
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理事会は,

多数の各国赤十字社が第9回衛生諮問委員会に提出した報告書を考慮し,

第23回連盟理事会採択の決議第15および第19回赤十字国際会議採択の決議第26の条 
項を想起し，

各国赤十字社に対し，その事業計画のわく内において,かつその能力に応じて,そ 
の国の国家的保健衛生事業，とくに主として農村地区における住民の保健衛生教育に 

ついて貢献することを考究するよう勧告し,
この目的のため,各国赤十字社は保健衛生教育計画の調整と,連盟と協力して行なう 

先駆的事業の実施とを可能にするよう関係政府当局と連絡をとるべきであるという希 

望を再確認する。（第26回赤十字社連盟理事会,プラーグ,1961年,決議第16）

代表者会議は，
保健衛生教育および事故防止に関する第19回国際会議の決議第25および第26回理事 

会の決議第16を考慮し,

赤十字の公衆保健衛生における使命を想起し，赤十字がその信用と国民から受ける 
反響により演ずることを要請される教育上の役割を自覚し,

各国赤十字社が公衆保健衛生教育,とくに事故防止において,まず自己の各種支部 
組織および多数の奉仕者の活動を通じ,つぎには,公共当局,教員，医師の保健衛生 

教育および事故防止に対する注意を喚起することによって演じうる重要な役割を強調 

し，

各国赤十字社に対し，公衆保健衛生当局および専門の機関と協力して，この領域に 

おける活動を継続するよう奨励する。（百周年会議,ジュネーブ,1963年,決議第 

13）

6 .母子福祉

理事会は,
各国赤十字社に対し,栄養教育ならびに宣伝活動の実施により，一般市民，とくに 

児童の保健衛生の改善に積極的に参加すべきであると勧告する。
現在,いくつかの赤十字社によってなされている努力および，栄養改善のため姉妹 

社のすべてに拡大されるべき努力はおもに下記の通りである。

1,滋養食品と均衡のとれた食事に関し,学童に対する不断の教育をすること。
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2 .学校給食が価値あると考えられているが,政府あるいは他の団体によりそれが 
実施されていない国において学校給食を提供すること。

3 .赤十字の職員,母親およびその他の人々に対する家庭食の調理について専門家 
による講習会を行なうこと。

4 .健康な子供を産むために,妊娠中の母親に対する正当な情報と，また必要な場 
合には正しい食料を提供すること。

5 .本件に関する正当な情報を入手し,また必要な場合には，公共団体が重要問題 
についての責任を強く感じるため，正しい食料および給食の評価についての統制 

ある宣伝をすること。
6 .飢饉，戦争あるいはその他の災害のため食料が通常のルートでは入手不可能な 

国の人々に対する適正な食料を供給すること。

連盟理事会は,連盟事務局の青少年赤十字部の注意を喚起するべく本勧告を提起す 
る。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード,1946年,決議第43）

理事会は,

国際児童福祉連合（IUCW）および連盟間の連絡に関する執行委員会の提案に注 
目し,

本連絡は,国際児童福祉連合の事務総長と連盟の事務総長間の定期的接触により確 
立されるべきものと思料する。（第20回赤十字社連盟理事会，ストックホルム，1948 

年,決議第18）

第17回赤十字国際会議は，

各国赤十字社がとくに国家的規模によるか，あるいは近接諸国家間の協定によるか 

により,乾燥母乳の製造および配分事業を拡張し,幼児の死亡防止運動に貢献するこ 
とを勧告する。（ストックホルム,1948年,決議第48）

理事会は，

（a）各国赤十字社に対し,とくに政府の規則がすべて要求を満たしていない国にお 

いては,母子の福祉のあらゆる面に関し引き続き積極的な関心を寄せるべきこと, 

（b）--ドがある国々においては，保健婦のための地域的計画の設定に援助を与え

るべ초こと,

⑹母子福祉に関する赤十字人員の訓練講習を積極的に奨励し,その結果,それら 
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の人々が本問題に関する基礎的知識をもちうるのみならず,必要あれば,また必 

要なときにはいつでも，保健婦を援助しうるようにすること。また児童福祉に関 
する適当に改正を加えた青少年用講習を奨励すべきこと，

（d）連盟の保健衛生部は,この分野の事業に関し，世界保健機関（WHO）と緊密 

な協力を保ち,赤十字が最善の援助をなしうる点を考察するため,母子福祉に関 

する専門委員会の勧告を研究すべきこと，
を勧告する。（第21回赤十字社連盟理事会,モンテカルロ,1950年，決議第17）

執行委員会は,
政府および国際機関が多少広範囲な事業計画を実施しているすべての国において 

は,母子福祉が優先関心事となっているため，

赤十字が，幼児福祉に関する最初の団体のー、-3であったこと，およびしばしば多く 

の母子福祉活動の開拓者であったことを想起し,
1950年モンテカルpにおける第21回連盟理事会で採択された決議第17を想起し,

各国赤十字社が母子福祉事業に関し,政府ないしは国際的な機関と引き続き協力す 
るよう希望を表明したことを確認し，

各国赤十字社に対し，委託された母子福祉事業計画の実施を強化するよう希望し，

各国赤十字社に対し母子福祉の面を研究する場合,運動神経あるいは感覚器官の不 

調によって影響を受けた身体障害者，社会的不適格者および精神不安定者である児童 

を援助するため特別な注意を払うよう希望を表明し,

連盟事務局に対し，母子福祉事業計画について各国赤十字社を奨励し，援助するよ 

う要請する。（第75回赤十字社連盟執行委員会,ジュネーブ,1956年，決議第1,第 
24回赤十字社連盟理事会,ニューデリー，1957年,採択）

執行委員会は，
事故防止問題に関し,1955年9月のジュネーブにおける青少年赤十字諮問委員会お 

よび衛生諮問委員会の委員の合同会議によって達した結論を注目し,

とくに児童の間に,死亡と不具の重要原因となるあらゆる種類の事故件数が増大す 

る傾向にあることを考慮し，成人と青少年赤十字の事業の調整に留意し,

公共施設および専門機関ならびに各国赤十字社とその青少年部門とによる事故予防 
および防止のため種々の国においてとられている多くの企図を歓迎し，

事故防止の原因を縮少するための対策および成人に対する一般教育を，また青年に 

は特別教育を緊急に必要とすることにつき各国赤十字社の注意を喚起し，
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各国赤十字社に対し,事故防止に関係する公共機関ないしは民間団体との実質的協 
力を企画ない니よ発展させる手段を研究する よう 要請し,

事務総長に対し,各国赤十字社が自由に使えるよう必要書類を引き続き収集するよ 
う要請する。（第75回赤十字社連盟執行委員会,ジュネーブ,1956年，決議第2,第 
24回赤十字社連盟理事会,ニューデリー,1957年,採択）

7 .文民の保護

（第3章第3節，163頁参照）

8 .公共当局ならびに各国保健衛生機関との関係

総会は,

政府がその保健衛生立法において,国内ならびに国際双方の公衆保健衛生について 

の赤十字の貢献の重要性を認識するよう勧告し，また結果的にこの団体の層内厚い社 
員にすべての手段を向けるように奨励し，赤十字に対しその責任を履行するに欠くこ 

とができない道徳的，物質的な支持を保障すべきものと勧告する。（第2回赤十字社 

連盟総会，ジュネーブ,1922年，決議第23, b）

総会は，

保健衛生分野における連盟事業を承認し,既定の方針にしたがって引き続きこれを 

実施する権限を与え,また総会は，すでに達成した進歩につき感謝の意を表する。
総会は,各国赤十字社に対し，必要であれば社会的苦悩に対するキャンペーンを専 

門とする国の機関との協力を継続するよう勧告しつつ，連盟事務局に対し，国際結核 
予防連合,国際性病予防連合および国際癌予防連合の事務局との協力を継続し,強化 

し,こうして児童福祉のために努力を集中する努力につき協力するよう希望を表明す 

る。
総会はまた，連盟事務局に対し，これらの団体との間にいっそう密接な個人的関係 

を確立する可能性につき研究するよう勧告する。（第3回赤十字社連盟総会，パリ, 
1924年，決議第37）（的

（35）第2章第5節第3項,126頁參照
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第3節看 護
1.組織

活動的にして身体強健な者よ り構成호れる医療班を選抜し準備することは, 戦時お 
よび平時において,救護協会にとり有益なことである。（第2回赤十字国際会議,ベ 

ルリン，1869年,決議第3,第16項）

できうる限り多数の高度に養成された看護要員を組織化することが,赤十字社の重 

要任務の一つである。本任務は二つの面を有する。
—病院活動に関しては,必要とされる肉体的，精神的資格を有する職員の養成。
——同様な資格を有する職員の養成。
病院活動に関する養成は，病人の輸送に関する重要な面を包含しなければならな 

い。担送者の養成には,少なくとも傷者に対する救急法を含むべきである。
収めた成果についての調査は,中央委員会および，政府が必要とする場合には,軍 

当局によって行なわれなければならない。
本目的のために創設される組織の構成員は,平時においても活動することが望まし 

い。（第5回赤十字国際会議,ローマ,1892年,決議第11）

戦時,災害:および伝染病流行時において，国の福祉および適当な看護施設が必要で 

あることに関し,正規の看護婦の教育的,経済的価値を認識し，各国赤十字社の目標 

の一つが,「健康の増進,疾病の予防，苦痛の軽減」にあることを認め,各国赤十字 
社が多くの国々において,看護人材の増大および発展に貢献するよう懇願し,以下を 

勧告する。
公衆保健衛生看護の促進ならびに発展は，赤十字社が保健衛生事業に従事している 

国において,また,政府および公的機関ならびに民間機関が,それぞれの保健衛生事 

業面での援助をその国の赤十字社に期待する国においては，各国赤十字社の事業計画 

の重要な役割を占めるべきであること。

各国赤十字社に対し，それぞれの国において,看護婦の国家的重要性を国民に知ら 

せるよう促進し,看護教育の発展に尽力し,看護学校に教養ある婦人を入学させるよ 
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う奨励し看護婦の社会的経済的地位を改善するよう大いに努力すること。

各国赤十字社に対し,看護組織の価値を認め,その国の福祉の最善の利益のために 
その理想を促進させるように活動すること。

各国赤十字社に対し，看護事業の必要性を検討し，赤十字が行なうべき看護事業を 
決定し，およびその発展を指導するため，看護婦の代表,医療，保健衛生，教育，病 

院当局の代表者および看護の知識あるその他の者から構成される看護諮問委員会を任 
命すべきこと。(第3回赤十字社連盟総会，パリ，1924年，決議第38,第1,第2,第 

4,第8項)

第13回赤十字国際会議は,

戦時平時の双方において，看護婦の果たすべき役割の重要性が増大しつつあるにか 

んがみ,

各国赤十字社に対し，以下を勧告する。

1 .公認当局の諮問委員会の援助をえて，専門組織と関係あるすべての機関に協力 

すべき正規看護婦を長とする看護部門を自国内に設置するよう奨励すること。
2 .赤十字の正規看護婦および奉仕補助者の募集，養成にさらに注意を傾けるこ 

と,およびこの目的のためには看護協会の協力をうること。

3 .必要とする国においては,赤十字看護学校を設立し，看護婦のため高度の道徳 

的水準を維持し,研究の詳細と十分な実務演習にもとづいた専門指導を行なうよ 

う奨励すること。

4 .赤十字が与える免許証は，看護婦が専門教育を受けたか，あるいは奉仕補助者 

であるかにより，受けた養成に相当した段階を設けること。

5 .連盟看護部および同諮問委員会に対し赤十字国際委員会と協力して，正規看護 

婦の登録,募集および正規看護婦になる補助者の養成についての最善策を検討す 
るよう権限を与えること。また各国赤十字社に対し,戦争あるいは，国の災害に 

際して行なわれる要請のために,看護婦および奉仕補助者すべての登録簿を保持 

するよう依頼すること。

6 .必要な際には，要請されうる各種の活動，すなわち，管理,行政，教育および 

公衆保健衛生看護のために，看護婦を養成する特別の講習を設けるよう奨励する 

こと。
7 .以下が赤十字の平時における使命に相当する事業として成果をあげたことにか 

んがみ，公衆保健衛生看護事業の発展を奨励すること。

(a)基本的保健衛生知識の普及

(b)社会禍の予防
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（c）国民各層の福祉

8 . 一般国民,とくに都市,田園地方等における雇傭者,労働者のような団体に, 

正規看護婦が基本講習を与えることにより,救急法，伝染病予防措置,児童の看 
護についての一般向の保健衛生教育を奨励すること。

9 .国の看護部がある場合は,同部と協力して，看護婦の地位ならびに労働条件 
（労働時間, 休暇, 医療手当, 給누, 宿舎, クラブ, 休暇宿泊施設, 保険, 病弱 

者および老令者のための設備，退職者施設）の改善策を研究すること。

io .看護婦職に関する法律がいまだ制定されていない場合には，その国の政府に実 

現方を強調すること。（ヘーグ，1928年，決議第13）

衛生学および公衆保健衛生に関し，国際会議がその重要性を認めているのにかんが 

み,理事会は，各国の赤十字社がこれらの会議には,正規看護婦を参加させるよう勧 

告する。（第“回赤十字社連盟理事会，ヘーグ,1928年，決議第13）

理事会は，
戦時の際の必要に応えるため，十分に訓練された看護婦の適切な予備員が関係当局 

によって維持されない国においては,赤十字がジュネーブ諸条約に規定された責任に 

したがって,看護婦の登録を行なうよう奨励すべきであると確信する。理事会は,さ 

らに,赤十字は，災害の際自国の政府が期待する義務を果たすうえで援助を与える予 

備の看護婦が必要であると信じる。
理事会は，さらに，未だ正規看護婦の十分いない国においては,緊急の際に正規看 

護婦の助手として行動する補助者を養成する必要のあることを信じる。

したがって，理事会は，赤十字社は補助者の一団を組織し,正規看護婦の適当な供 
給についての教育のため，あらゆる方法で援助し,赤十字予備隊へ登録するよう勧告 

する。同時に補助者の一団は，必要にしたがって養成され，登録されるべきである。
これら二つのグループ間の完全にして共鳴的な関係をもたらすため，またそれらグ 

ループの相互依存のため,理事会は，正規看護婦と補助者双方の登録は，赤十字社の 

看護部門が国の看護機関と協力して管理するよう勧告する。
理事会は，赤十字の水準にかなった国の正規看護婦は,赤十字あるいは他の看護学  

校において養成されても有資格者とみなし，登録を促進するよう勧告する。（第12回 

赤十字社連盟理事会,ブラッセル，1930年）〈訳注）

（訳注） 看護諮問委員숙の決議であり, のちに第 12回理事슉が採択した。
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理事会は,

報告および討論に示されているとおり,正規および補助双方の看護要員の不足は， 
つねに増加しつつある需要が供給をうわまわっているため,世界的な問題となってい 

るのにかんがみ，

多くの国の赤十字社は，この不足を充足するような援助を行なっていることを認 

め，また，

各種の範疇の看護要員を指導し,教育するうえで，指導権をとるための正規の専門 
家の必要性を認め，

各国赤十字社に対し,看護事業の必要性に応えるため,研究を実施し，企画するう 
えで,職業看護機関および政府当局といっそう協力するよう勧告し,

各国赤十字社が，これらの重要にして発展するニードにつき，すべての人々に通報 
するため，広範な社員を十分活用するよう勧告する。（第22回赤十字社連盟理事会, 

トロント，1952年，決議第14）

理事会は，

赤十字看護婦と職業看護婦協会との関係に関し，あらゆる機会に赤十字国際会議が 
採択した勧告を想起し，

赤十字の看護婦は，現存の看護協会と極力協力するよう勧告する。（第22回赤十字 
社連盟理事会，トロント,1952年,決議第15）

執行委員会は,
赤十字が国の保健衛生事業において，ますます重要な要因となりつつあることを考 

慮し,

各国赤十字社すべてに対し，看護部設置の利点，その社の看護事業の実施,国,地 
域および地方の水準で活動する看護部に看護に関係あるすべての事柄につき，専門的 

助言を与えるように注意を喚起し,

看護部長は，特別の資格を有する正規看護婦であり，またその社の看護事業を指導 

するよう訓練を受けた者であることと勧告し，

看護部はその社の他の技術部門と同様の行政的水準におかれるよう勧告する。（第 
75回赤十字社連盟執行委員会,ジュネーブ,1956年,決議第5,第24回赤十字社連盟 

理事会,ニューデリー,1957年，採択）
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執行委員会は,

各国赤十字社すべてに対し,赤十字国際会議において,とくに看護あるいは医療社 

会問題が討議される際にはいかなる時でも，その代表団に看護婦を加えるよう勧告 

し,

さらに,赤十字の看護婦は自国內の看護における国際的発展を分ち,看護の水準を 
引き上げるのに役立てるため,国際的看護機関および看護に関係あるその他の国際団 

体の活動に参加するよう勧告する。（第75回赤十字社連盟執行委員会，ジュネーブ， 
1956年，決議第12,第24回赤十字社連盟理事会，ニューデリー，1957年，採択）

理事会は,

連盟が，赤十字看護活動のために起草した指針書を承認し，
これに含まれている諸原則を各国赤十字社が，すべての看護活動に対する基礎と認 

めるよう勧告する。（第28回赤十字社連盟理事会,ウィーン，1965年，決議第18）

理事会は，

看護婦が,社会保健事業の予防および治療両面で指導と調整に当るよう求められて 

いることを認め,

看護婦の能力が事業計画の作成，実施および評価に地方，全国，国際のあらゆるレ 

ベルで十分に活用されるよう勧告し，

さらに，専門分野の発展進化を看護婦に十分承知させておく必要を認め，
看護婦が,社会事業のすべての問題が研究される会議,ワークショッブ，その他の 

会合および看護婦が社会開発の面で果たすべき役割の準備をするうえで助けとなる教 
育的な事業計画にも参加するよう勧告する，（第32回赤十字社連盟理事会,テヘラン， 

1973年，決議第25）

2.看護婦養成

（a）基礎教育

救護陽会は，看護婦に教育を授ける責任がある。（第2回赤十字国際会議,ベルリ 
ン,1869年，決議第3,第14一 15項）
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総会は,
各国赤十字社は,自国にこの種の施設が未だ存在しない場合には,連盟看護諮問委 

員会の作成した企画および教科課程にしたがって，できるかぎり最高級の看護学校の 

開発を促進するよう努力すべきであると勧告する。（第3回赤十字社連盟総会,パリ, 
1924年，決議第38,第3項）

第14回赤十字国際会議は，

赤十字社連盟が赤十字国際委員会の代表と共同研究のうえ作成した報告を考慮し, 

各社の戦争の際の必要を充足するため，および各種の平時事業の任務を確保するた 
めに,一団の正規看護婦および奉仕補助者を各自国に準備するという各社の希望を理 

解し,
必要かつ可能なところには，看護学校を創設し,これらの学校に,公的および民間 

機関の精神的，物質的援助を確保すること，ならびに強固な基礎のうえに看護教育を 
樹立するためになされるあらゆる努力に参画することは，赤十字社にとって有益であ 
ることを認め，

下記の希望を表明する。

1 .各社は,看護協会の教育委員会の準備した報告を検討し，これに包含されてい 
る諸原則を指針として採用すること。

2 .各社は，赤十字看護婦および補助者にジュネーブ条約の基本である博愛と献身 

の理想を発展させるために専念すること。
3 . 「正規看護婦」の資格は，看護学校において完全な理論上の教育および各種事 

業に関し，十分な期間の実務を含む課程を修了し,免許をえた者にこれを与えるこ 
と。この教育課程はできる限り期間を3年とすべきこと。

4 .赤十字が,赤十字以外の他の学校で養成された看護婦の登録を行なう場合に 

は，登録申請者が国の免許を所持していること，そしていかなる場合でも赤十字の看 
護婦のそれに相当するものであること。（ブラッセル,1930年，決議第6）

理事会は，

国際看護協会の勧告にしたがい,赤十字正規看護婦の基礎訓練の画一化，およびー 
つの 国 と 他国間の看護婦の相互利益ならびに交換促進のため，連盟がすでになしてき 

た努力を継続させるよう勧告する。（第19回赤十字社連盟理事会，オックスフォード, 
1946年,決議第25）
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執行委員会は,
赤十字は,正規看護婦の基礎教育を行なう責任があるのにかんがみ,かかる教育 

は,国際看護協会によって,時宜に応じ定められる基準に順応するよう勧告し,

看護婦のための上級講習会の価値を認め,
赤十字が,関係国に適用しうるような上級講習会の開発を促進するよう勧告する。

（第75回赤十字社連盟執行委員会，ジュネーブ，1956年,決議第7,第24回赤十字社 

連盟理事会，ニューデリー，1957年，採択）

執行委員会は,
災害による被災者救援に関する赤十字の果たす役割が増加しつつあることを考慮 

し,
各国赤十字社は，すべての範疇の正規看護要員の数を増加するため努力するよう勧 

告し,
各社は,できる限り多くの看護婦の注意を赤十字に向けさせるため，すべての看護 

学校に,その国の赤十字および国際赤十字に関する文書ならびに広報資料を整備して 

おくよう，とくに勧告し，

さらに，赤十字の看護婦は，赤十字の諸原則および理想を広く宣伝するうえで積極 
的に参加するよう勧告する。（第75回赤十字社連盟執行委員会,ジュネーブ，1956年, 

決議第10,第24回赤十字社連盟理事会,ニューデリー,1957年，採択）

執行委員会は,
各国赤十字社は,看護職員が,ジュネーブ条約にもとづく権利および義務について 

熟知しているかを調べるため，あらゆる努力を払うよう勧告する。（第75回赤十字社 

連盟執行委員会，ジュネーブ，1956年,決議第11,第24回赤十字社連盟理事会,ニュ 

ーデリー，1957年,採択）

理事会は，

救急法が看護婦の教育に寄与することを認め，
各国赤十字社が各自その国においてかかる訓練をすべての看護学校に申し入れるよ 

う勧告する。（第25回赤十字社連盟理事会，アテネ,1959年,決議第19,第5項）

理事会は,
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看護婦が赤十字の各種事業計画に対し無類の活動をなしうるものであり,国内的国 
際的分野における赤十字の目的,諸原則およびその活動について熟知していることが 

肝要であることを認め,
赤十字の百年祭にあたる1959—1963年の期間において，各国赤十字社が看護婦に対 

し，これらの目的,原則および活動に親しめるような事業計画を作るよう特別の注意 

を払い，もって,赤十字社がその国の看護婦に広く注意を赤十字に向けさせることが 

드きるようにすることを勧告する。 （第25回赤十字社連盟理事会, アテネ, 1959年, 
決議第19,第7項）

執行委員会は,
すべての看護婦は,赤十字の諸原則および武力紛争時におけるジュネーブ諸条約の 

条項にもとづく権利および義務について熟知していることの重要性にかんがみ，した 

がって委員会は，武力紛争時においては，看護婦は,赤十字の諸原則および1949年の 

ジュネーブ諸条約に規定してある条項にしたがって行動するという趣旨の項を,看護 
論理学の国際法典に含めることを考慮するよう国際看護協会に要請することを決議す 
るよう勧告する。（第83回赤十字社連盟理事会，ジュネーブ，1963年，決議第2,第 
28回赤十字社連盟理事会，ウィーン，1965年,採択）

代表者会議は，

看護の分野における赤十字の責務に関して，赤十字国際委員会および赤十字社連盟 
が提出した報告を了承し,

世界のほとんどすべての国におけるすべての種類の看護人員の著しい不足に関し 

て,報告の作成者が表明している憂慮に共感し,

各国赤十字社は,保健衛生の分野，とくに災害または紛争の場合において自国の国 
民に対し最適の援助を確保するため直接または間接に,可能な最大限まで尽力する責 

任を有することを強調し，

各国赤十字社は,公共当局および民間ならびに軍の医療機関,その他の国内または 
国際の医療および保健衛生を専門とする諸団体と密接に協力して,前記の責務を十分 

に果たすよう希望を表明し，

各国赤十字社に対し，この目的のために前記報告中に勧告されている諸措置をでき 
るだけ広くかつ遅滞なく実施に移すよう要望する。（百周年会議,ジュネーブ，1963 

年,決議第17）
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理事会は,
赤十字社連盟が発行したスライドのシリーズが,成り立ちから19世紀末までの看護 

史の指導に果たした貢献の価値を認識し,

連盟が,各国赤十字社の助力をえて，20世紀の看護の発展を写しだすスライドの発 

行を進めるよう勧告する。（第30回赤十字社連盟理事会，イスタンブール,1969年，決 

議第22）

（b）看護婦の再研修および専門家講習

1 .奨学金および研修訪問

第10回赤十字国際会議は，
すべての赤十字社が，一般国民の必要に応えるため，正規看護婦の供給問題につ 

き,積極的に関心を示し，とくに専門の看護婦養成に考慮を払うよう勧告する。（ジ 
ュネーブ,1921年，決議第13,第2項）

理事会は,
事務局に対し，外国留学の,または同様の目的のため，各社に供与される奨学金に 

より，高等教育または専門教育を含めた赤十字看護婦養成の便宜手段を可能な限り, 

継続，発展させる権限を与える。（第16回赤十字社連盟理事会,1936年，決議第16）

理事会は，

連盟が,看護における基礎的養成あるいは高等の研究または短期間研修のために, 

奨学金を給付することにより,各社を引き続き援助するよう勧告する。（第19回赤十 
字社連盟理事会,オックスフォード，1946年,決議第29）

理事会は,
各社が,看護奨学金を給付する際に,次の目的のために,連盟と相談のうえ行なう 

よう勧告する。

（a）赤十字給費生の十分高い水準を確実に維持すること。
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（b）教育の便宜に関するできる限り最善の助言を確保すること。
（c）できる限り公平な地理的根拠にもとづいて奨学金を配分すること。（第20回赤 

十字社連盟理事会,1948年,ストックホルム,決議第23）

理事会は,

赤十字の奨学金,特別研究員および研修訪問の必要性は,つねに重要であることに 
同意し,したがって,

優秀な卒業生である看護婦のために,奨学金および特別研究を,各国赤十字社が続 

けて提供するよう熟慮し,また留学の際は慎重に検討された学年に入ることのできる 
特恵が与えられるよう強く勧告する。（第22回赤十字社連盟理事会,トロント,1952 

年,決議第13）

執行委員会は,

各社に,設定された連盟国際研修訪問計画內で,奨学金制度,あるいは短期研修に 
要する経費の提供ないしは交換訪問のいづれかにより,適当な数の正規看護婦奨学金 

制度を整えるよう勧告し,

各社は,世界保健機関（WHO）,国際看護協会（ICN）,その他の機関の看護婦 

のための奨学金および研修訪問に関する財源をすべて活用するよう勧告し,

さらに,各社は看護婦がかかる奨学金を受ける旨通報された場合には,連盟事務局 
および学生が赴く国の赤十字社に通報するよう勧告し,

各社は,世界保健機関およびその他の機関が自由に使用しうる財源から看護婦に給 
付される奨学金を活用する度数を増加するよう,政府に奨励するため尽力することを 

勧告する。（第81回赤十字社連盟執行委員会,プラーク.，1961年,決議第2,第26回 

赤十字社連盟理事会,プラーグ,1961年,採択）

代表者会議は,

各国赤十字社が,赤十字国際看護研修センターにおいて表明された,将来もこの種  
のセンターをさらに頻繁に開催し,できれば,さらに多数の赤十字看護婦が参加でき 

るよう地域単位の研修センターを開催したいという要望を全面的に支持するよう勧告 

する。（百周年会議,ジュネーブ,1963年,決議第18）
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2 .フローレンス・ナイチンゲール国際財団

理事会は,
ロンドンにおいて連盟が開催した国際看護講習会にもとづいて,「フローレンス・ 

ナイチンゲール国際財団」を設立するという国際看護協会の計画に対し,連盟の協力 

方を誓約した執行委員会の措置を確認し,

連盟が1933年7月まで,現講習会継続を可能にするための財政援助を行なったアメ 

リカ赤十字に感謝の意を表明し,

各国赤十字社に対し，設立予定の同財団の資金獲得ならびに1933~34年度に実施さ 

れる講習会に必要な各250ポンドからなる20人分の奨学金5,000ポンドを集めるうえ 

で，自国の看護協会と協力するよう奨励し，
1933〜34年度講習会に関し，調整の任にあたる暫定委員会を国際看護協会よりの指 

名者3名,および連盟よりの3名をもって構成するのを承認する。（第13回赤十字社 

連盟理事会，パリ，1932年，決議第11,第1—4項）

理事会は，

各国赤十字社に対し，財団の財政上の基礎を強固にするため，自国の看護機関と緊 

密に協力するよう希望する。財団の評議会および運営委員会委員である連盟代表に対 
し,財団の政策を遂行するうえで協力する場合，各社が同財団の与える便宜からうる 

であろう偉大な恩恵につき，とくに注意を払うよう指示する。（第:14回赤十字社連盟 

理事会，東京,1934年，決議第5,第2項）

理事会は，
フローレンス・ナイチンゲール国際財団が遂げた進歩を満足をもって承認し,

連盟が同財団と引き続き協力することを認め，
理事長に対し,適当な時期に,同財団の理事会に連盟代表を任命する権限を与える。

理事会は，各国のフローレンス•ナイチンゲール記念委員会が,現在21か国で，各 

国赤十字社の積極的協力をえて活動していることを知り，満足の意を表明する。

理事会の会員である連盟代表は，財団の教育政策に関し，必要と認められる修正を 
行なう権限が与えられる。ただしこの修正は，看護婦のための教育上の便宜に関し， 

各社の特別な必要をつねに考慮すべきであり，またこれらの便宜は，専門的見地より 

矛盾のない最高にして広範な教育的性格を有しなければならない。（第16回赤十字社
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連盟理事会,パリ,1936年,決議第19）

フローレンス・ナイチンゲール国際財団は,功績ある看護婦であったのみならず, 

全世界の保健衛生,社会事業に未だに影響を及ぼしている先駆者であり,また組織者 

でもあったフローレンス・ナイチンゲールの名称を有しているにかんがみ,

赤十字社連盟および国際看護協会が同財団になした貢献がきわめて顕著であること 
を認め,

ベットフォード・カレッジおよびロイヤル・ナーシング・カレッジの協力をえて, 

同財団が組織した国際講習会が,これまで偉大な成果をもたらしたことを認め,

理事会は,

赤十字社連盟が,引き続き同財団に以下により関心を示されるよう希望する。

連盟奨学金給付生が,同財団主催のもとで高等研修を受けることができること。
各国のフローレンス・ナイチンゲール記念委員会の発展と同委員会を通じ,各社が 

奨学金を授与されるよう奨励すること。

連盟が同財団の管理部門に対し,正当な代表であるよう保証すること。
財団が,すべての国際機関に対し,完全な自治権を保有すべきこと。

看護婦は,運営と行政面で指導的地位を占めるべきこと。
財団の全綱領が,世界性と国際理解の精神を引き続き発展させ,各国に存する研修 

の機会を増大,拡充するよう考慮すべきこと。（第19回赤十字社連盟理事会,オック 
スフォード,1946年,決議第34）

理事会は,
フロ ーレンス・ナイチンゲール国際財団の行なった最近の研究結果として提案され 

ることになっている計画に関する通報を受領し,
フローレンス•ナイチンゲール財団の組織,機能,手続および事業に,十分な修正 

の必要を認め,
とくに本記念計画として,国際看護協会に未だ加入していない国に,その活動を拡張 

する計画があるにかんがみ,看護教育に対し赤十字が引き続き特別な貢献を行なうた 
め,フローレンス・ナイチンゲール財団內の赤十字代表の価値を強調するよう希望し,

フローレンス・ナイチンゲール記念財団內のかかる代表は,記念財団の規約に明記 

されるよう勧告する。（第20回赤十字社連盟理事会,ストックホルム,1948年,決議 

第2 5）
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第17回赤十字国際会議は,

フローレンス・ナイチンゲール国際財団により提出された報告を受領し,

フローレンス・ナイチンゲール追慕のために設定された記念財団に対する国際赤十 

字の関心を新らたにすることを希望し,

この記念財団に対する国内的ならびに国際的管理機関に関し,赤十字が依然代表で 
あることを継続するようにとの希望を表明する。（ストックホルム,1948年,決議第 
53）

執行委員会は,
国際看護協会とフローレンス・ナイチンゲール財団との関係に関し,1957年5月に 

行なった同協会の再組織の重要性を考慮し,
フローレンス・ナイチンゲール国際財団と提携する国際看護協会の事業に引き続き 

関心をもっことを再確認し,
さらに,フローレンス・ナイチンゲール国際財団の創立に,赤十字社連盟が果たし 

た役割の重要性および同財団の活動に引き続き積極的に参加するよう考慮し,
フローレンス・ナイチンゲール国際財団に関係があるにかんがみ,連盟と国際看護 

協会との緊密な提携が保持されるよう勧告する。（第77回赤十字社連盟執行委員会, 
ニューデリー,1957年,決議第6,第1項,第24回赤十字社連盟理事会,ニューデ 

リー,1957年,採択）

理事会は,

赤十字社連盟がフローレンス・ナイチンゲール国際財団の創立それ自体,その経理 
およびその事業計画の発展に寄与したことにかんがみ,

各国赤十字社のうち約3分の1は看護婦養成学校を経営しているが,各社の助言者 

としての連盟は,この看護婦の養成にあたり,国際看護協会の勧告した基準を尊重す 
るものであり,したがってこの基準をつねに熟知している必要があるにより,

また,連盟は世界各地におけるいろいろな条件や必要性を知っているおかげで,国 

際看護協会がその仕事を遂行するうえに有力な助言をなしうるにかんがみ,

各国赤十字社が,その国の看護協会に対し,国際看護協会の教育委員会に赤十字社 

連盟の代表を送ることを支持するよう要請することを勧告する。（第25回赤十字社連 

盟理事会,アテネ,1959年,決議第19,第1項）
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3 .看護婦の地位

総会は,

各国赤十字社に対し,それぞれの国において,看護婦の社会的,経済的地位を改善 
するため,看護婦の国家的重要性を一般に知らせるよう真剣に努力すべきであると勧 

告し,

各国赤十字社に対し，今後,看護学校（高等教育を受けた女性を受け入れる学校） 

の卒業者および內科，外科ならびに専門科の設備を有する診療所または病院におい 
て,最低2年（3年課程が望ましい）の養成を終えた者のみを赤十字看護婦と称する 

よう勧告する。
こうして,各国政府および国民は，その国の赤十字社が戦時あるいは公的災害の 

際，国際相互援助を促進するため十分な数の正規看護婦を提供する立場にあることを 
保証されるのである。（第3回赤十字社連盟総会，パリ，1924年，決議第38,第2項, 
第7項）

理事会は，
各国における保健衛生事業の急速な進展，本事業における看護婦の役割の重要性な 

らびに看護婦の十分な数を確保する必要性を認識し，

各国赤十字社に対し，必要の際には看護婦の地位，看護婦の労働条件ならびに責任 
ある地位が与えられる条件を規定した法律の可決を促進するよう勧告し,さらに，そ 

の国の看護協会を通じ，できる限り，どこにおいても本措置が講ぜられるよう勧告す 
る。（第19回赤十字社連盟理事会，オックスフォード，1946年，決議第24）

4 .補助看護者

第15回赤十字国際会議は，

過去において，奉仕補助者の果たした業績の重要性を強調し,

未だ奉仕補助者を組織內に有しない赤十字社に対し，そうすることの可能性にっき 

考慮するよう勧奨する。（東京，1934年，決議第18）

理事会は，

赤十字內の奉仕（無給の）活動の原則が守られるよう希望し，
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本問題の重要性にかんがみ,
連盟および赤十字国際委員会が,平時,戦時における看護婦および奉仕補助者に関 

連ある本問題に関し，十分研究を行なうよう希望を表明する。（第19回赤十字社連盟 
理事会，オックスフォード，1946年,決議第23）

執行委員会は,

赤十字の創始者の精神において,「奉仕者」という用語は,「本人の自由意思によ 
り,いかなる勤務にもつき,あるいは自分自身を捧げる人」という意味であるという 

一般的合意をみ,この用語は，同じ国で無給の職員を指すために適用されているのに 
かんがみ，

将来において各国赤十字社は,「奉仕」という用語を使用する際には，それについ 

ての説明を行なうよう勧告する。（赤十字社連盟執行委員会（訳注），ジュネーブ，1950 
年,決議第4,第3項,第21回赤十字社連盟理事会,モンテカルロ，1950年,採択）

執行委員会は,

奉仕看護補助者の養成および雇用に関し，看護諮問委員会がとった措置および「赤 
十字內の奉仕（無給の）活動の原則が守られる」ことを承認し，

今日，多くの国において，有給看護補助要員の養成の必要性を認め,

各国赤十字社に対し,かかる有給看護補助要員を養成するうえで援助を与えるた 
め,社の財源を提供するよう勧告する。かかる援助は，その国の国民の保健衛生の改 
善および苦痛の軽減のために与えられるものとする。（第81回赤十字社連盟執行委員 
会,プラーグ，1961年，決議第3,第26回赤十字社連盟理事会，プラーグ，1961年, 

採択）

理事会は，

連盟事務局が起草した「赤十字看護補助要員一基本指針」を承認し，

各国赤十字社がこれに述べられた諸原則をその看護補助要員募集，訓練および任命 
の基礎として採用するよう勧告し，

さらに,かかる指針を看護学校,その他看護に関する国内国際の諸組織に広く配布 

するよう勧告する。（第29回赤十字社連盟理事会，ヘーグ,1967年,決議第17）

（訳注） 赤十字社連盟執行委員슈の수期回数は 1956年 （第75回） 以後正式に数えられるよ 카（Lなった。
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5 .活動

(a)家庭看護法講習

理事会は,
家庭における健康保持措置および簡単な看護手当てに関し,国民に指導を与えるた 

め,「家庭看護法」の講習をさらに発展させるよう勧告する。(第20回赤十字社連盟 
理事会,ストックホルム,1948年，決議第22)

第17回赤十字国際会議は，
各国赤十字社が，健康保持措置ならびに基本的家庭看護手当てに関して，国民の指 

導に努める こ とが増차」つつある傾向を満足を も って認め,
かかる事業の普及は, で호る限り赤十字によって奨励されるべき ものであると主張 

する。(ストックホルム，1948年，決議第54)

理事会は,

家庭看護法の発展に関する看護諮問委員会の報告を考慮し，
本報告が，各国赤十字社の家庭看護事業を創設し,発展させるうえで，連盟よりの 

援助をますます要望していることを指摘しているのに注目し，
かかる重要事業が, 赤十字の主催のもとに, で호 うる限りあらゆる方法で促進され 

るよう希望を表明し,
(a)家庭看護の教師は,できる限り専門の看護婦であること,

(b)利用しうる看護婦が十分でなく，とくに本目的のために養成された看護婦以外 

の教師を選択する場合には,保健衛生および社会福祉の分野ならびに教育に特別 

の才能をもつ者から選択することが望ましいこと，
(c)家庭看護法教師の指導者および監督者は，とくに養成された専門の看護婦であ 

ること,

(d)家庭看護事業の組織は,教育面については,看護専門家に,事業の一般的組織に 
ついては，有能な監督の援助をえて,各国赤十字社を通じ国家的になされること,

(e)特殊な国においては,保健衛生看護における現在の発展と一致させて,とくに 

母親と乳児に関する家庭看護法を教育するため,各国赤十字社と保健衛生と教育 

機関ならびに専門の看護機関間に緊密な作業関係を確立すること,
(f)慣例のように，各社に対し，連盟事務局に実施状況に関する経過報告を送付す
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ること,

を勧告する。（第22回赤十字社連盟理事会,トロント，1952年，決議第12）

執行委員会は,
正規の教師が家庭看護法を教えることにより，公衆保健衛生面に偉大な貢献を果た 

していることを認め,

各国赤十字社に対し，引き続き家庭看護法を発展させ,国内，国際的レベルにおけ 
る教師のため,相互の経験を分ち合い,また再研修講習会を開くことによって,教育計 
画をたえず改善する方法を探すよう勧告する。（第75回赤十字社連盟執行委員会,ジ 
ュネーブ，1956年,決議第9,第24回赤十字社連盟理事会,ニューデリー,1957年， 

採択）

執行委員会は,
本分野において意見交換の必要により,各国の家庭看護法教師のために,2, 3年 

ごとに会合を計画するよう勧告し,

さらに，連盟事務局と各国赤十字社との間で,家庭看護法に関する情報交換を強化 
し,その結果できうる限り多くの家庭看護法の教師が，相互の経験から利益をうるこ 
とができるよう勧告し，

また国のレベルで,赤十字家庭看護法の教師が,家庭看護法の完全な発展と継続的 

な改善を確保するため，あらゆる可能な援助（輸送,資材等）を受けられるよう勧告 
する。加えるに,保健衛生教育を扱う会合に参加する機会が与えられるべきである。

（第77回赤十字社連盟執行委員会，ニューデリー,1957年，決議第6,第3項,第24 

回赤十字社連盟理事会,ニューデリー,1957年，採択）

執行委員会は，

各国赤十字社が,病院,公衆保健衛生看護事業，家庭看護法，専門および看護補助 

要員の養成のような現存する赤十字活動內の看護婦および看護を含む保健衛生教育計 

画の水先案内あるいは開拓を唱道するよう勧告し,

さらに,看護婦を教育するうえで，そして（または）看護婦保健衛生班のメンバーに 

なるよう看護婦を養成するうえで，保健衛生教育の諸問題および措置研究のため,グ 
ループ•ワーク・メソードを使用するよう勧告する。（第77回赤十字社連盟執行委員 

会，ニューデリー，1957年,決議第6,第6項，第24回赤十字社連盟理事会，ニュー
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デリー,1957年,採択）

第20回赤十字国際会議は，

「家庭內の保健衛生」教育は，とくに苦痛を軽減し,病気を予防し，健康を増進す 
ること，そしてそれにより赤十字の人道的諸原則を助長することをその目的とするも 

のであることにかんがみ，

発展途上にある国の政府は,その国の赤十字社との協力のもとに，家庭における保 

健衛生教育のより良い発展を，とくに農山村地域において確保するため，家庭におけ 
る保健衛生教育を国家的レベルにおいて開設し,発展させるよう勧告する。（ウィー 
ン“ 1965年,決議第36）

理事会は,
連盟看護部が,家庭の健康指導事業を通じて過去20年間にわたって各国赤十字社の 

ために行なってきた教育活動に感謝を表明し,

新らしい社，とりわけ発展途上地域の社が保健衛生教育の有益な手段としてこの指 

導活動を確立し,発展しうるよう,引き続きこの活動が行なわれることを勧告する。
（第30回赤十字社連盟理事会,イスタンブール，1969年，決議第24）

（b）救護

総会は，
各国赤十字社に対し,戦争,災害あるいは伝染病流行時に，その国の要請に応じう 

るその国の正規看護婦全員を,看護要員予備隊に登録するよう勧告する。（第3回赤 

十字社連盟総会,パリ，1924年,決議第38,第5項）

第15回赤十字国際会議は，
災害時における看護婦および奉仕補助者の役割に関する赤十字社連盟より提出され 

た報告にかんがみ，

本役割の重大性を考慮し，

各国赤十字社に対し,
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1 .被災者を取り扱う常置救護組織すべてにおいて十分訓練を受けた正規看護婦の 
協力をうること,

2 .各国の利用しうる看護要員すべての最新の登録を作成し,保持すること,

3 .看護婦,奉仕補助者の募集および迅速な動員のための効果的な企画を立てるこ 
と,

を勧告する。(東京,1934年,決議第15)

第15回赤十字国際会議は,

赤十字国際委員会の提出した報告を検討し,戦時または災害時における緊急活動に 
対する看護婦および奉仕補助者の養成に関する上記報告の結論を完全に承認し,

災害救護に関する看護活動の原則を研究するため,できる限り迅速に,資格ある専 

門家会議が開催されるよう希望する。(東京,1934年,決議第16)

第16回赤十字国際会議は,

各国赤十字社に対し,戦時または災害時に行なうべき活動計画をできる限り準備す 

る必要性のあることに留意し,

赤十字国際委員会および赤十字社連盟によって成果が収められた第15回赤十字国際 

会議決議第16の結果を,満足をもって注目し,

これら両機関に対し,1937年1月25日より29日まで,パリにて開催された専門家会 
議で始められた研究を遂行するよう懇請し,

上記会議に上提された報告の暫定的結論を誠意をもって承認し,
各社に対し,それぞれの国の公共機関が迅速にして,しかも効果的に常時援助しう 

るよう準備するため,緊急事業を組織するうえで,これらの結論に基礎をおくよう勧 

告し,
とくに下記の必要性につき注意を喚起する。
(a)赤十字看護婦および奉仕補助者に負わせられる医学的あるし、は社会的任務を企 

画するために必要と認められる点について,看護婦および奉仕補助者に対して十 

分に訓練すること。

(b)空襲による被災者を取り扱う資格ある救護要員を登録し,養成すること。
(c)いかなる事故にも適する救護物資を保有すること。

(d) あらゆるニード, また必要な이ま, 日々さらに重要性が明らかになっている航 
空機事故による救護に対応しうる輸送活動をできる限りあらかじめ組織するこ 

と。(ロンドン,1938年,決議第16)
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第17回赤十字国際会議は,

赤十字国際委員会の「戦時における赤十字看護婦ならびに看護補助者の養成および 
その戦時における活動」に関する報告に注目し,

看護婦ならびに看護補助者の養成および緊急時におけるその実際的勤務組織計画に 
関する第16回赤十字国際会議の決議第16を回想し,

平時においては,各国赤十字社が赤十字標章の保護のもとにおくに値する医療補助 

要員のすべてに対して,ジュネーブ諸条約の諸条項に関する教育を実施するよう勧告 

し，
緊急時においては，各社がこの種の要員に対して彼らに関係ある諸条約の諸規定お 

よび戦時において彼らに適用されるそれぞれの自国の法令の諸規定に関し,新らたに 

詳細に教育するよう勧告し，
各国赤十字社が選抜された看護婦をして新らしい看護技術を専門的に修得させて， 

これに指導的立場を与え，もし必要ならば，戦時のための赤十字看護婦ならびに看護 

補助者の養成と監督とに当らせることにつき,各自国の看護協会と協力するよう勧告 
し，

さらに，各国赤十字社が原則としてこれら緊急時における活動のためにのみ召集さ 

れる補助医療員に対する教育方針は,その主眼点を職業看護婦のために必要な教育の 
修正もしくは短縮ということにおくよりも，むしろ職業として看護方面の仕事を続け 

ることを期待しない看護補助者の短期教育ということにおくべきであるということを 

勧告し，
各国赤十字社は各自国の看護協会と協力して緊急時における看護婦と看護補助者と 

の間における責任の分担に関してあらかじめ方針をたてておくよう勧告する。（スト 

ックホルム，1948年，決議第52）

執行委員会は,
災害の際の必要に応ずる準備を整えることは，各国赤十字,赤新月,赤獅子太陽社 

の本来の任務であることを認め，
看護事業はいかなる災害救護事業にも絶対必要であることをさらに認め，

上記看護事業が,できる限り最高の成果をおさめ，看護の財源をもっとも有効に使 
用し，努力の重複を避けることを保証するため,

1.赤十字専門看護指導陣は災害救護に参加するいかなる社の当初の段階における 
企画にも招請されること,

2,赤十字看護婦で,責任ある監督者はその社が実施するよう求められる活動範囲 

を十分に知り,責任の限界のないところでは，赤十字看護活動は，正当な機関に
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よって促進されること,
3 .各社において,看護部門は,社內の災害救護事業のみならず,看護協会,公衆 

保健衛生,民間防衛のような他の団体,軍隊および他の救護団体の救護事業と緊 

密な協力をとる必要のあることを認めること,
4 .社の看護部門は,その社の看護要員全員の募集,養成,義務および管理の任務 

に対し責任をもっこと,

を勧告し,
さらに,災害勤務のための看護要員の養成に関し,

正規看護婦の養成は欠くことのできないものであると考えられ,この場合,理論の 

みならず,災害活動に関する実際の体験を含むべきであること,

看護補助要員は,正規看護婦の指導を受けること,
定期的な実地演習および再研修のための講習会が,正規および補助看護要員双方の 

ために設けられること,
を勧告する。

さらに,災害救護活動に参加する目的で,一般国民を教育する必要性を認め,
各社の看護部門は,家庭看護法,救急法およびその他の講習会を設置するよう努力  

し,かかる講習会の教育に参加するよう勧告する。(第77回赤十字社連盟執行委員会, 
ジュネーブ,1957年,決議第8,第24回赤十字社連盟理事会,ニューデリー,1957 

年,採択)

理事会は,

看護婦が災害救護活動に参加することの必要性を認め,

災害救護活動参加の際は,その社会的文化的環境と異なる環境において活動を要求 
される場合があることを考慮し,

なお,すべての国において看護婦はつねに人種ないし信仰の異なる人々の世話をす 

ることが次第に多くなりつつあることを認め,
すべての国における基準的ないし高水準の看護婦教育に社会科学に関する教育を含 

ませることを勧告し,
この勧告を国際看護協会(LC.N)に伝達し,同協会がこれを各国の看護協会に回付 

するよう要望することを提議する。(第29回赤十字社連盟理事会,ヘーグ,1967年, 

決議第18)⑶)

(36)第5章,187頁参照
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(c)青少年

執行委員会は,
青少年赤十字のメンバーが,保健衛生事業に果たしうる真の貢献を認め,

この活動は,彼らに対し赤十字事業の価値を学ぶ機会を与え,保健衛生の分野に・お 

ける専門知識を与えることを認め，
各社の看護部門に対し,看護の分野において青少年赤十字メンバーが行なうべき義 

務を決定し，専門的指導のために必要な訓練および調整を提供することによって青少 
年赤十字を援助するよう勧告する。(第81回赤十字社連盟執行委員会，プラーグ，1961 
年,決議第4,第26回赤十字社連盟理事会，プラーグ，1961年，採択)

(d)老人看護

理事会は,
さまざまな国で赤十字が老人の幸福に寄与するためいろいろな事業をしているのを 

知り，
かかる事業がしばしば看護を含んでいることを認め,

各国赤十字社がこの種の事業の計画および活動にその看護人員を参加させるよう勧 
告する。(第25回赤十字社連盟理事会，アテネ，1959年，決議第19,第4項)

(e)開発計画

理事会は，

連盟開発計画を通じて技術的援助が各国赤十字社に提供されていることを考慮し，
看護婦が上記計画とくに成人および青少年に対する保健衛生教育の分野において, 

大いに貢献できることを認め，

看護の分野において開発計画を援助する各国赤十字社は，自国内で可能な専門的看 
護教育を最大限に利用し, 開発計画のもとに行なわれる看護援助は高い水準のもの드 

あり，認められたニードに適合するものであることを保証するよう勧告する。(第28 
回赤十字社連盟理事会，ウィーン，1965年，決議第17)
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理事会は,

赤十字事業発展のための看護婦の責任を考慮し,
連盟事務局が次の諸事項を考慮するよう要求する。

1 .最大のニードの存する地域を第一義的に考慮するため優先順位を定める基準を 
作成すること。

2 .前記の基準を各国赤十字社に通報し,将来各社が看護に関する連盟の計画に参  
加するため，それぞれ前記基準にしたがい計画をたてうるようにすること。(第 

29回赤十字社連盟理事会,ヘーグ,1967年,決議第16)

理事会は,
連盟の赤十字開発計画を承認し，

看護婦が本計画に対し,従来よりも大きな貢献ができることを認識し，
連盟看護部が,

(a)開発途上国の看護婦が，これらの国々の国民のニードにもっともかなう赤十字 
の看護活動や他の保健衛生事業を方向づけるために,それぞれの国の赤十字社を 
助けるよう奨励し，

(b)以下を引き続き指導し，かつ援助し,

——受益社の,その国のニードに見合った適切な看護事業の定式化
—— 援助しょうとしている社の看護のニードや問題に関するあらゆる 

関連資料の提供
(c)開発計画のもとで与えられる看護に関するすべての援助の調整を確実に行なう 

こと,

を勧告する。(第30回赤十字社連盟理事会，イスタンプール，1969年,決議第23)6。

(3り 第6章第1節，217頁參照
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第4節社会奉仕

総会は,
国際社会事業会議の召集を奨励するための事務局の提案を承認し,
この目的のために,いろいろな国々においてなされた提案は，各国赤十字社の仲介 

を経るべきであるとの希望を表明する。（第3回赤十字社連盟総会,パリ,1924年, 
決議第3,第3 — 4項）

理事会は，
多種にわたる社会事業に对して，各国赤十字社の関心が高まっており,この分野に 

おいて各社が多くの独自の関与をしていることに注目し，
この面で,各国赤十字社を援助することができるように連盟事務局が慎重にこれら 

の率先行動を追求するよう勧告する。（第16回赤十字社連盟理事会，パリ,1936年， 

決議第23）

理事会は，
各国赤十字社がその事業計画のなかに，病院図書室および病院福祉活動についての 

研究を含めるよう勧告する。（第19回赤十字社連盟理事会，オックスフォード,1946 

年，決議第28）

理事会は,
社会福祉の分野におけるさまざまな活動に対し，各国赤十字社の関心が高まりつつ 

あることを認め，
連盟事務局が，この分野において各国赤十字社への援助を継続し，看護•社会事業 

部に,この目的のために特別の部を設立する必要があると考えられるときまで，この 

援助業務を委託することを勧告する。（第20回赤十字社連盟理事会，ストックホルム, 

1948年，決議第20）
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第17回赤十字国際会議は,

20世紀は人格の尊厳と価値を重んじて,個人,家庭,団体または地域社会等に対す 

る個別化された社会事業が発展する傾向があるにかんがみ,
保健衛生方面におけると同じくこの方面におい・ても依然政府またはその他の機関が 

事業に包含していない重要な社会福祉に・関するニードがあるにかんがみ,
各国赤十字社のような奉仕団体が，その適応性のゆえに緊急時において迅速に•行動 

し，この新分野における先駆者としての事業を遂行しうる組織であり，またかかる二 
-ドに応じうる指導的地位を占めているにかんがみ,

各国赤十字社があらゆる機会を利用して,国民自身の社会的諸問題解決の援助に努 
め，その社会奉仕事業の実施にあたっては,各国赤十字社相互に，あるいは他の国内 
的および国際的または政府および民間施設等の社会事業機関と協力して確固たる原則 

にもとづいた社会福祉事業の発展向上に努めるよう勧告し,

さらに各国赤十字社は,その社会援助事業の長には専門的有資格者を確保すること 

を勧告するとともに,
赤十字社連盟は,各国赤十字社の社会事業方面における人員，情報および資材等の 

交換に関し奨励し，かつ援助要請に応えるよう勧告する。（ストックホルム，1948年， 

決議第55）

第17回赤十字国際会議は,
各国赤十字社がその社会福祉事業を実施するに有資格で，よく訓練を受けた社会福 

祉事業従事者をうることの重要性を認識し，
諸国においてかかる従事者が数においても質においても不十分であるにかんがみ，
各国赤十字社は社会事業従事者養成機関の拡張を促進し，養成学校の存在しない国 

にはこれら学校を創設し，各国赤十字社社会事業従事者に奨学資金および研修旅行費 
を支給するとともに，各国赤十字社部內職員の養成を促進して，地方，国内および諸 

外国における現存の養成機関に協力するよう勧告する。（ストックホルム，1948年， 

決議第56）

理事会は，
この分野の専門家の助力をえて，各国赤十字社の社会福祉活動の研究を続け，各社 

に対しこれらの研究の結果を提出するよう連盟事務局に対し要請する。（第22回赤十 

字社連盟理事会，トロント，1952年，決議第17，第3項）
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第18回赤十字国際会議は,

正しい指導のもとに行なわれる読書が精神病のきわめて有効な療法となりうるもの 

であり,赤十字が現在病院図書室について重要な地位を占めているのにかんがみ,

各国赤十字社が，この特殊な患者たちに適当な読物を供給することによって,その 

活動を完全なものにすることを勧奨し，
赤十字社連盟が，精神衛生関係を取り扱う他の国際機関と協力して,この問題の研 

究を開始し，その結果をできるだけ早く関係赤十字社に知らせることを希望する。（卜 
ロント,1952年，決議第32）

代表者会議は，
社会福祉に関する事項について各国政府の負う任務の増加と,それにもかかわら 

ず，各国赤十字社がこの分野において継続を要請される役目とに留意し,
連盟衛生社会諮問委員会の社会福祉専門家委員会が第26回理事会の決議第14にもと 

づき，1963年2月ジュネーブに会合して作成した報告書中に記された結論および勧告 

に留意し,
この報告を受理し，社会福祉専門家委員会，とくにその委員長に対する感謝を表明 

し，
現下の進展状況にかんがみ，各国赤十字社がその社会事業活動の指針である方策の 

いっそうの研究に努力するよう勧告し,
かかる進展状況に照らし，連盟は各国赤十字社の要請に対し各社が関心を有する諸 

問題研究を企図するよう勧告し，
現代における社会事業の趨勢に照らし，各国赤十字社が補助従事者の養成に特別の 

注意を払うよう勧告する。（百周年会議,ジュネーブ，1963年，決議第15）

代表者会議は，

各国赤十字社が身体障害者および老人のために行なった事業を知り，
第2回国際赤十字レクリエーション療法セミナー（キアンチアーノ，1962年5月） 

において各国赤十字社が示した関心を考慮し,

第7回汎アメリカ赤十字会議において行なわれた討議に留意し，

各国赤十字社に対し，赤十字創始以来の方針にしたがい,身体および精神障害者, 

慢性の病人ならびに老人のための社会事業活動をいっそう重要視するよう勧告する。 
（百周年会議，ジュネーブ,1963年，決議第16）
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執行委員会は,

社会事業補助従事者の訓練および障害者,老人のための福祉活動についての国際赤 
十字百周年会議の際の代表者会議 （ジ 그 ネーブ, 1963年 9 月） の決議第 15 および第 16 

に留意し,
第 3 回赤十字国際 レク リエーシ 크 ン療法セ ミ ナー （バー ネ ッ ト ヒル, 1964年 5 月） 

の結果に注目し,
—一各国赤十字社が社会奉仕の分野で自社の奉仕者の選抜と訓練とにいっそうの関 

心を払うこと,

ーーこの目的のために,連盟がこの分野での基本訓練のための手引きを準備するこ 

と,
——その名称を「赤十字国際レクリエーション療法セミナー」から「赤十字社会事 

業,レクリエーション事業国際セミナー」に変更すること,

—上記のセミナーは,世界の異なる地域で,3年を越えない間隔で開催されるべ 

きであるということ,
を勧告する。（第84回赤十字社連盟執行委員会,ジュネーブ,1964年,決議第15,第 

28回赤十字社連盟理事会,ウィーン,1965年,採択）

執行委員会は,
福祉分野の急激な拡大により,社会福祉補助従事者が果たすべき役割がますます重 

要になりつつあることを考慮に入れ,

国際赤十字百周年会議（ジュネーブ,1963年9月）の際の代表者会議により採択さ 
れた決議第15および第16,ならびに第84回連盟執行委員会（ジュネーブ,1964年）に 

より採択された決議第15を想起し,

各国赤十字社に対し,社会事業に与えられているますます重要となりつつある役割 

につき注意を喚起し,また,
社会事業活動を前進させ,各国赤十字社の内部で,また国際セミナーを通じて必要 

な要員の訓練が確実に行なわれるようあらゆる努力がなされるよう勧告する。（第86 
回赤十字社連盟執行委員会, ジ그 ネーフ., 1966年, 決議第 14, 第29回赤十字社連盟理 

事会,ヘーグ、1967年,採択。）（的）

（38）第6章第3節第5項（d）, 284頁参照
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第5節青 年

1.青少年赤十字の基本諸原則

総会は,

青少年赤十字は,新らしい平和の文明の備えをするために,健康の増進と青少年間 

における人間相互連帯の国際的精神の涵養とを助成することにおいて,もっとも有効 
な要因のー、3であることを考慮し,

さらに,各国赤十字社は強力な組織をつくるべきであり，各社をしてそのようにさせ 
うるのは道徳的なカと評判のいい赤十字人であり，将来の各社に対し，これらを確保 

するうえでもっとも効果的な手段をもたらすのは青少年赤十字であることを考慮し，
すべての国の赤十字社が，青少年メンバーの条件はその国の学校組織にそれぞれ適 

応させるものとするが,青少年メンバーとして学童を登録する組織づくりに努力する 

よう勧告する。総会は,この運動の本来的な指導者であり，その成功がその協力にか 
かっているところの教職にあるメンバーの見解にそうことにこの問題の基本的な重要 

性を認める。
総会は，各青少年赤十字の定款もしくは公的声明が,その目的の記述のなかに，次 

のような趣旨の宣言を含むように勧告する。
「…青少年赤十字は，その国の子供たちに平和の理想ならびに，とくに自分自身と 

他人の健康への注意ということに関する奉仕の実践,市民としての,また人間として 
の責任の理解ならびに受容,およびすべての国々における他の子供たちに対する友好 

的な扶助の精神の涵養と維持とを教え込むことを目的として組織される。」
総会は，赤十字社における青少年メンバーの組織化の促進,また青少年赤十字運動 

の国際的結合の維持において，連盟事務局によりとられた政策を是認し，その事業の 
継続と拡張とを,さらに,事務局が青少年の国内および国際面での諸団体に関し，そ 
れらを調整する影響力を及ぼすよう努力することを勧告する。しかし，総会は，関係 
諸国における異なる状況にかんがみ,各種の試みはすべてその価値を有することから， 

方法上の大きな相違はたんに必要であるばかりか，むしろ好ましいということが認識 

されなければならない，との助言を提することを要望する。
総会は,連盟事務局に対して，すべての国々における青少年赤十字のための共通の 

標章，共通の標語,それに共通の旗についての問題を審議するよう依頼する。（第2 
回赤十字社連盟総会，ジュネーブ，1922年,決議第18）
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総会は,
青少年赤十字の活動範囲は本来学校内ではあるが,学校を卒業した,もしくは通学 

していない子供たちの場合において学校外での青少年グループの形成に支障を生じさ 

せないよう要望する。（第3回赤十字社連盟総会,パリ,1924年,決議第23,第1 

項）

第14回赤十字国際会議は,

「赤十字の国内的および国際的組織に対する青少年赤十字の関係」についての赤十 

字社連盟の報告書を認め,
その事業と組織とが赤十字の全般的事業の必要で欠くことができなし、部分を形成し 

ている青少年赤十字が,各国赤十字社の将来の活発なメンバーのための養成所として 
役立つことに注目し,

青少年赤十字が公徳心の形成に大部分その責を負う人々やとくに教育界の人々に赤 
十字につし、ての知識と認識とをもたらすことを考慮し,

すべての社に対して,児童の肉体的ならびに精神的健康を増進し,かつ保護するう 
えに,また異った国々の青少年間に相互扶助の天分を開発し,理解を生みだすうえに 

大いに寄与する青少年赤十字に,物質的ならびにに精神的援助を与えるよう勧告し,
赤十字の本来の目的に合致する諸活動のみに,伝統的標章の使用を制限することの 

重要性を強調し,

赤十字社連盟に対して,赤十字運動全般のために青少年赤十字分野におけるその活 
動を遂行するよう勧告する。（ブラッセル,1930年,決議第11）

第15回赤十字国際会議は，

少年少女の肉体および精神の訓練において,ますます重要な役割を演じており,世 
界を通じての赤十字運動の将来にとって貴重な保証となっている青少年赤十字の発展  

に満足の意を表明し,

各国赤十字社に一つの青少年部門を創設することが青少年赤十字を設置するにあた 
り,とるべき第一歩であり,またそのような部門のおのおのがその国の小学校ならび 

に中学校のすべての生徒の加入を目ざすべきであることを考慮し,

大部分の赤十字社がいまや青少年部門をもっていることを,そしてそれらが赤十字 
全般に対するそれら部門の諸活動の価値を評価していることを考慮し，

各国赤十字社がなしうるあらゆる手段をもって,その青少年部門の活動を支援し, 

拡張することを,そして未だそのようにしていない社は,他社の経験ならびに連盟事 
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務局の助言にもとづき,赤十字国際委員会と赤十字社連盟の回状第14において与えら 

れた指示にしたがい,遅滞なく青少年部門を組織することを勧告する。（東京,1934 
年,決議第6）

理事会は，

以下を決定する。

1 .青少年赤十字部門を有する各国赤十字社は,青少年赤十字が赤十字の真の精神 
において共同社会,国家ならびに世界への奉仕に熱心なすべての学齢にある子供たち 

および青少年に対して開かれているー、^3の運動となりうるよう，その人員,予算およ 

び組織を強化するための早急の手段を講ずること。
2 .自らの青少年赤十字部門を有しない各国赤十字社は,それを組織するための早 

急の手段を講ずべきこと。このことは教育当局の同意をえて，可能なところではどこ 
でも行なわれるべきである。すべての社は,なしうるところはどこでも青少年赤十字 

の事業および活動における学校と教師との協力を確保するよう勧奨される。

3 .赤十字の人道的理想の実現のために,青少年世代の人々が積極的に活動しうる 

ように,彼らを精神的,肉体的および文化的に啓発するー手段としての青少年赤十字 
の大いなる重要性が強調されること。

4 .戦争原因の除去に寄与することが望まれる諸国間のいっそうの相互理解と親善 

とを意図した活動計画を，すべての国の子供たちや青少年の間に発展させるべき責任 

が青少年赤十字に与えられること。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフホード, 

1946年,決議第36,第1~4項）

理事会は，

青少年赤十字部門が,各国赤十字社の必要で欠くことのできない部分であることを 
勧告する。（第20回赤十字社連盟理事会，ストックホルム，1948年，決議第31）

理事会は,

各国赤十字社はすべて，その青少年赤十字部門の長として,人格と赤十字の目的に 

関する見識とにより赤十字の理想を他の人々に喚起する能力を兼ねそなえ,子供たち 
や青年の教育，レクリエーション,社会福祉あるいは保健衛生教育のような分野での 

訓練と経験とをその資格として有する人をもつよう勧告する。（第20回赤十字社連盟 

理事会,ストックホルム，1948年，決議第33）
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第17回赤十字国際会議は,

全赤十字組織を通じて青少年赤十字が果たした役割のきわめて重要なことを認識 

し,

各国赤十字社は,一方において集約的な計画を実現するために,十分な財政的援助 

を，その青少年赤十字部門に与えるとともに,他方において青少年赤十字が各国赤十 
字社の全社員から赤十字の重要で欠くことができない部分として認められるように青 

少年赤十字の原則，目的および活動を周知させるための措置を講じて,その青少年赤 

十字部門を援助するよう勧告する。（ストックホルム,1948年，決議第62）

理事会は，

各国赤十字社が,青少年の訓練にとくに適任とされる指導者を組織的に訓練するよ 
う勧告する。（第21回赤十字社連盟理事会，モンテカルユ,1950年，決議第21）

理事会は，

青少年赤十字諮問委員会ならびに青少年赤十字部の第一の責務が，各国赤十字社の 
成年社員として定められた年令に至るまでのすべての青少年に，赤十字活動における 

指導的な役割を与えることであるのを考慮し,
加えて青少年赤十字を去って成年の赤十字に進んでゆく青少年の間に適正な連絡を 

備えることもまた,上記機関の精神的な責務であることを考慮し,
これらの機関が，赤十字活動への青少年の参加のための適切な計画の発展につい 

て，要請あり次第,連盟執行委員会,連盟機構•開発部ならびに各国赤十字社に，助 
言および指導を与えるべきであると決定する。（第22回赤十字社連盟理事会，トロン 
卜，1952年，決議第20）

理事会は,

青少年赤十字活動を調整するために,地区,地域,地方ならびに国家の各レベルの 
青少年赤十字協議会の発展に対してと同樣，青少年の各年令層にとっての健全な計画 

の発展に対して,格別の注意が払われるべきであることを考慮し，
その終局目的は,連盟の青少年赤十字諮問委員会に青少年代表を含ませることにあ 

るが，各レベルの青少年ならびに成年の諮問委員会において,可能な場合にはいつで 
も,青少年に参画の機会を与えるべきであることを勧告する。（第22回赤十字社連盟 

理事会，トロント，1952年,決議第21）
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第18回赤十字国際会議は,

1948年ストックホルムで開催された第17回赤十字国際会議において採択された決議 
第62ならびに赤十字社連盟執行委員会が195I年12月の会合において採択し,その後 

1952年7月トロントにおける理事会が採択した上記執行委員会の決議第2を想起し, 

赤十字の存在および将来の発展に関する青少年赤十字の役割の重大さにかんがみ， 

青少年赤十字が赤十字の構成要素であることに留意し,
各国赤十字社が,

（……）
c）赤十字の日常の任務に,最大限直接に，かつ有効に青少年が参加することを奨 

励し，青少年が，その自発的な心理的関心に合致するような実施計画を立案し, 
遂行することについての意見を発し,提案を行なうことを要求し,

d）最適任者を選ぶため，係職員の養成は特別の注意を払い,

e）行動的人物であって,青少年の欲求をよく知り，大担に事業をしうる人物に， 
本社青少年赤十字部門の指揮管理をゆだね，赤十字の将来にとって致命的重要性 
を持つその任務にふさわしい待遇を与える，

ことを要請する。（トロント,1952年，決議第42, c, d, e）

第18回赤十字国際会議は，
（a）各国赤十字社が,小学校,中学校，技術学校,職業学校の教師と協同して各国 

青少年赤十字のために適当な事業計画，すなわち,各年令層に特有の社会的,心理的 

傾向を考慮して,小学校児童のための計画およびその他の青少年のための計画を立案 

することを勧告し，

さらに各国青少年赤十字が,青少年自らの示唆を求め,事業計画を青少年が自発的 

に表明した関心に合致させるため，青少年の希望を注意深く考慮することを勧告す 
る。（……）（トロント，1952年，決議第37 a）

代表者会議は，

各国赤十字社に対し,この会議に提出された諸活動事業計画を評価するため，それ 
ぞれ自国内における教育者会議を召集し,各地域の特性に適した事業を調査集約し， 
もって，この会議中世界各方面からえた経験に照らし，いっそう多種多様の事業計画 

を自国の青少年に提供することを援助するよう勧告する。（百周年会議,ジュネーブ, 

1963年,決議第20,世界教育者会議の決議B, ローザンヌ,1963年）
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代表者会議は,
青少年にその人格の表現および成長の可能性を与える奉仕精神に対する青年の自然 

の志向を認め,
奉仕精神の開発は,公民および社会人としての責任に対する心構えと相携えて進行 

するものであることを認め，

(a)各国赤十字社に対し,指導者および青少年メンバーに,大部分の奉仕活動実施 

に欠くことのできない特殊技能，知識および技術の訓練を行ない，青少年にこれ 

らの事業計画立案に参加する機会を提供すること，
(b)学校当局に対し,友人の奉仕に関する関心を喚起し，教育を与えることに努め 

る者から成る青少年赤十字委員会の設立を奨励すること,
(c)教育者に対し,青少年赤十字活動を利用して青少年に人生の目的と問題に対処 

する機会を与え，他人に対する責任感を喚起すること,
(d)地方および中央の政府当局に対し，その社会的事業計画樹立に際し,特定の分 

野において青少年に責任をもたせるよう考慮すること，

を勧告する,(百周年会議，ジュネーブ，1963年，決議第20,世界教育者会議の決 
議G, ローザンヌ,1963年)

第20回赤十字国際会議は，

保健，社会事業，人道法および青年の問題を論議した結果,
教育がこの問題の解決にもたらす重要な貢献および教育，活動の重要な要素として 

の青少年赤十字の重要性を認識し，
これに関連し，1963年9月ジュネーブの国際赤十字代表者会議が満場一致採択した 

同年8月ローザンヌの世界教育者会議の諸勧告を想起し，

青少年赤十字が新らしい教育方法および実施方法の発展,とくに保健教育,青少年 
に対する救急法訓練，社会福祉援助計画，赤十字諸原則およびジュネーブ諸条約の普 

及の分野において行なった貢献を認識し，

青少年赤十字が連盟開発計画の実施において果たさねばならない重要な役割を自覚 

し，

連盟が青年問題に関心をもつ国際機関,政府機関および非政府機関との協力をえて 
これまで促進してきた関係および協力,ならびにすでにえた効果的成果を歓迎し，

各国赤十字社が，とくに•明確な仕事を青少年赤十字に与えることにより，青少年赤 
十字部門の仕事にさらに効果的な支援および勇気を与えるよう要請し，

政府機関,とくに教育,保健,社会事業当局が青少年赤十字を，現在世界中の，と 

くに発展途上の国の青年が当面している問題解決の重要な要素とみなし，さらに赤十
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字および青少年赤十字を,社会の利益となる活動に援助を与える用意のある奉仕補助 

要員の予備隊と見なすよう勧告する。（ウィーン,1965年,決議第37）

第21回赤十字国際会議は,

青年を各国赤十字社組織の欠くことができない一部と認める必要を認識し,

青年が各国赤十字社の国内および国際両面におけるすべての活動の計画および実施 
に参加することの必要性を考慮し，

現在青年が直面する重大な諸問題およびかかる諸問題が個人ならびに地域社会の双 
方に与える苦痛の軽減に対して援助すべき赤十字の責任を認め,

すべての赤十字社に対し,その国内および国際の活動に,企画および参加の両面に 

おいて青年をも加入させるよう要望し,
各国赤十字社に対し,その青年メンバーに開発計画の枠内において特定の任務を与 

える方途を探究するよう促し,

各国赤十字社に対し，青年がとくにその訓練に関連のある適当な職業を見い出すこ 

との不可能なことによって生ずる人間的諸問題に対する国内および国際の関係当局の 

注意を喚起するよう勧告し,
連盟に対し，アルロール中毒および薬品の使用が青年間に・生ぜさせている人間的諸 

問題を研究し，これらの問題から発生する苦痛の軽減を指向する赤十字活動のための 

勧告を作成するようさらに勧告する。（イスタンブール，1969年,決議第30）

2.健康と生命の保護のための青少年赤十字事業

第15回赤十字国際会議は,

青少年赤十字メンバーが,赤十字の理想に鼓舞されて,健康を増進することは,世 

界を通じて自国ならびに他国のために尽すことのできる実際的な善良な公民の姿とし 

て見なすように学んでいることを認識し,

各国赤十字社が,青少年赤十字が世界の健康に•その独特な役割をなし続けるよう 
に,これらの活動の道徳的もしくは精神的な基礎を保存し，かつ促進すべく努力する 

ことを勧告する。（東京，1934年,決議第8）

理事会は,
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青少年赤十字の事業が,保健教育および救急法ならびに事故防止の訓練により生命 

の保護の重要性を強調するよう勧告する。(第20回赤十字社連盟理事会,ストックホ 

ルム,1948年,決議第35)

理事会は，
第19回赤十字国際会議採択の決議第25,第26および第34を想起し,

各国青少年赤十字部門が，保健衛生教育事業を,健康と生命を保護する有効な手段 
として，また生命に脅威を与え,破壊するあらゆる現象との戦いの武器として,大規 

模に拡大するよう勧告し,
さらに，各国青少年赤十字部門が,この目的のため，教員，医者および各自の赤十 

字社の成人奉仕活動者ならびにその国において青少年の教育に参加しているその他の 

団体と緊密な協力を樹立するよう勧告する。(第26回赤十字社連盟理事会，プラーグ 
1961年，決議第25)

代表者会議は,

あらゆる階層の地域社会における健康を増進し,世界平和の基礎である社会意識と 
生命の尊重を醸成するため,保健衛生教育を確実に行ない，技術および具体的方法を 
実施する必要を認め,

個人および地域社会の保健衛生を確保するための保健衛生法則に関する知識とその 

実践との間に著しいへだたりが存することを認め，

一部の地域には最少限の衛生水準を確保するに必要な施設すら欠けていることを認 
め，

1 .各国赤十字社に対し，
(a)小学校,中学校および教員を養成する学校の課程のなかに,保健衛生，救急、, 

事故および病気の予防に関する知識を含めるよう学校当局と連絡すること，

(b) 救急、, 家庭看護, 栄養, 衛生学その他保健衛生に関する講펍を開催する こと,
(c)保健衛生に関する知識を普及するため，指導員を学校当局に提供して,実演を 

行なうこと，
(d)個人および地域社会の衛生改良のため他の諸機関と協力すること，
(e)身体障害児の世話および教育のための可能なすべての方法の導入を奨励するこ 

と,

を勧告し，
2 .赤十字社連盟に対し,
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（a）各国赤十字社の社員および保健衛生教育に従事する他の人々を,地域社会の衛 
生上の必要に応じた教育技術の新らしい方法を策定するために訓練することを目 

的とする地域的研修センター開催の可能性を研究し,
⑹かかる教育技術の振興を目的とする適当な資料を各国赤十字社に提供すること 

の可能性を考究すること,

を勧告する。（百周年会議,ジュネーブ,1963年,決議第20,世界教育者会議の決 
議F, ローザンヌ，1963年）⑶）

3 .青少年赤十字活動計画

理事会は，

（……）大きな国内的ならびに国際的な救援活動への青少年赤十字メンバーの参加 

によってもたらされる特別な価値に対して注意を促す。（第17回赤十字社連盟理事会, 
ロンドン,1938年,決議第10）

理事会は，
他の人々に対するそのすべての活動に当って,青少年赤十字のメンバーが,自分ら 

の与え方が親善の精神を互いに分ち合いたいとの願いによって鼓舞されているもので 

あって,決して恩着せがましい行動ではないということを理解し感ずることがもっと 

も重要であることを考慮し,

援助を受けた人々が,こんどは自分自身も他の人々を援助しうる道を見い出すよう 
に，できるかぎりしばしば奨励することを勧告する。（第20回赤十字社連盟理事会， 
ストックホルム，1948年，決議第36）

理事会は,

各国赤十字社ならびに連盟事務局が，青少年の関心を喚起させる種類の活動計画を 
研究，発展させ，かれらに赤十字の理想にもとづき，人間の苦痛を軽減する国内的な 
らびに国際的レベルでの実際的活動の機会を与えるよう勧告する。（第21回赤十字社 

連盟理事会,モンテカルロ,1950年，決議第20）

（39）第6章第3節第5項（b）, 280頁參照
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第19回赤十字国際会議は,
1952年トロントにおいて開催された第18回赤十字国際会議により採択された決議第 

2?を想起し,
数百万の青少年の切迫した困苦を最深の関心をもって考慮し，
各国赤十字社が，その青少年赤十字に対し，国内国際の両規模におけると同様に地 

域的規模においても，青少年の相互援助活動を強化することを促進するよう勧告し，
赤十字社連盟事務局が，各国赤十字社に対し，これらの線に沿った諸計画を提示 

し,かかる活動の成功を確実にさせる見地から最大限の情報を提供するよう勧告す 

る。(ニューデリー,1957年，決議第31)

代表者会議は，
各国赤十字社が教育当局および教職者に対し，

(……)
(b)青少年赤十字が，自主的事業として，世界各地の困窮地域に与えうる援助，

(c)災害の被災者に援助を与えるルートとして赤十字が存すること，

(d)これらの事業計画の実施に際しては，これに関するすべての連絡およびすべて 

の寄贈品送付は関係赤十字社の本社を通じて行なわなければならないという現行  
の方式にしたがうこと，

を知悉させるよう勧告する。(百周年会議，ジュネーブ，1963年，決議第20,世界 
教育者会議の決議C，b, c, d, ローザンヌ,1963年)

代表者会議は，
青少年赤十字運動の世界的規模をもってする活動開始を熱望するにかんがみ，

赤十字社連盟事務局に対し，連盟の開発計画，とくに幹部の養成に関して青少年赤 

十字を連携させ，そのため資材，裝備のような適当な具体的手段の提供ならびに専門 
家の提供の可能性を研究するよう勧告する。(百周年会議，決議第20,世界教育者会 

議の決議H, ローザンヌ，1963年)

4 .青少年赤十字国際親善計画

理事会は，
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国際的な学校通信の交換が現在衰退していることに留意し,
相当数の赤十字社が,その国の青少年のグループと他国のグループとの接触を確立 

するよう種々の方法において試みることを勧告する。その目的とするところは,

(a)国際理解を増し,

(b)それぞれの国における青少年赤十字活動についての知識を大いに促進すること 

であり,
これらの試験的計画は青少年赤十字諮問委員会をして,いかなる接触方法が国際的 

に発展させられうるかを指摘しようとすることにある。(第22回赤十字社連盟理事 
会,トロント,1952年,決議第33)

代表者会議は,

各国赤十字社が教育当局および教職者に対し,
(a)青少年赤十字の広くかつ多様な活動計画を通じて,青少年に与えうる国際親善 

理解および平和のための教育の機会を通知すること,

を勧告する。(百周年会議, ジ 그 ネ ーブ, 1963年, 決議第20, 世界教育者会議決議
C, a, ローザンヌ,1963年)

(a)学校間での国際的交換

理事会は,
国際的知識を広げるためのより大きな多様性と広がりのある機会をえるために,青 

少年赤十字部門が青少年が住んでいるそれぞれの異なる国々の歴史的ならびに現今の 

環境を示しているあらゆる種類の資料の交換を促進することを勧告し,
交換を始めて1学年期間内に成し遂げうるような計画を優先するよう勧告する。(第 

20回赤十字社連盟理事会,ストックホルム,1948年,決議第38)

理事会は,

学校間での国際通信を続けてゆくに当って,学年期間内に各国赤十字社の本社を通 

じて交換するために,同時にアルバムが作製されること,

(……)
ふさわしい水準にあるものと考えられないアルバムが送られることのないように計

画すること,
アルバムは注意深くかつ頑丈に包裝されることが必要であること,
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アルバムは赤十字活動についての記載を含み,さらにできればその国の歌謡,遊 

戯,音楽と回答すべき質問表を含んでいること,
すべてのアルバムは,赤十字諸原則に違反し，議論となりそうな考えがそこに含ま 

れていないかをみるため，各国赤十字社の本社によって注意深く調査されること, 

を勧告する。（第20回赤十字社連盟理事会,ストジクホルム，1948年,決議第39）

理事会は,

青少年赤十字の国際親善計画を発展させるために,
（a）隣接する各国青少年赤十字部門が，青少年ラジオ局やアマチュア無線と商業な 

いしは公の局と共同して，青少年赤十字放送を促進すべく努力するよう,

勧告する。（第22回赤十字社連盟理事会，トロント,1952年,決議第26, a）

（b） 交歓訪問

理事会は，
連盟本部への各国青少年グループの訪問と同様,その活動を実際的に示す目的でな 

される近隣諸国の青少年のグループ間における交歓訪問の価値を認識し，
そのような行事が,予算と人員との許すかぎり促進されるよう,またこれらの訪問 

は，直接に各国の青少年赤十字部門の権限內のものと考えられるよう勧告する。（第 
22回赤十字社連盟理事会,トロント,1952年，決議第25）

5.平和のための青少年赤十字活動および青少年へのジュネーブ
諸条約の普及

理事会は，
第14回赤十字国際会議の決議第25にしたがい，赤十字がもっともよく国際親善を促 

進しうる手段の一つを，50カ国の数百万の子供たちを精神と行動とにおいて結合する 

青少年赤十字が，形づくることを考慮し,そして，

これらの成果は,なによりも青少年赤十字が赤十字理想に忠実にしたがうこと,ま 
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たとくに中立という基本的諸原則を厳格に遵守することに帰すべきものであることを 

確信し,
連盟事務局が,赤十字国際委員会と赤十字社連盟の共同で各国赤十字社宛回状（第 

14）のなかで概説されている諸原則につねに留意しつつ,国際親善促進のための活動 

を発展させることにおいて各国青少年赤十字部門を援助し続けるよう勧告する。（第 
13回赤十字社連盟理事会,パリ,1932年,決議第13）

第17回赤十字国際会議は,

赤十字諸原則に関する認識,普及,理解および応用は青少年赤十字が平和に対して 
もたらすことができる最高の貢献として認められるよう勧告し,

青少年赤十字の活動計画は国際間の友情を世界平和の根底として強調するよう勧告 

し,

各国青少年赤十字部門は,その計画中に人類相互間の関係の改善に資する実際的活 
動を強調するため本決議をできる限りすみやかに各国赤十字社に送付するよう勧告す 
る。（ストックホルム,1948年,決議第63）

第18回赤十字国際会議は,

国際人として生活することにおいて青年が受ける影響と青年が演じる大きな役割に 
かんがみ,

赤十字は青年に赤十字精神すなわち平和の精神を教えるため,その力と名声とを用 
いるべきであるのにかんがみ,

このような青年教育が世界平和の維持に対する赤十字の大きな具体的貢献となるの 
にかんがみ,

各国赤十字社が青年に,国際友愛,連帯および平和維持の精神を教育するため,そ 

の努力を傾けるよう勧告する。（トロント,1952年,決議第36）

第19回赤十字国際会議は,

1949年.の第4ジュネープ条約の第144条は,本条約の文面および精神を全国民に知 

らせることが本条約を批准した政府の義務であるとしているのにかんがみ，

青少年層をジュネーブ諸条約の精神において教育することが緊急であるのにかんが 
み,またこれに関し,1934年東京で開かれた第15回赤十字国際会議の決議第9を想起 

し,
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各国赤十字社およびその青少年部門は,ジュネーブ諸条約を普及するために積極的 
役割を負うべきであるのにかんがみ,

青少年赤十字活動の本質的目的は,平和と理解の精神を増進し,青少年に対し人間 
の尊厳への敬意を鼓吹することであるのにかんがみ,

(a)各社はそれぞれの政府に働きかけ,青少年赤十字がジュネーブ諸条約を青少年 

の間に普及するためのもっとも効果的な手段の一つであることが教育関係者によ 

って認識されるようにすること,
(b)政府との交渉にあたり,各社は,学校教科のなかに赤十字の歴史と目的および 

ジ 그 ネーブ諸条約の基本的諸原則のための時間を組み入れる よ う 努力する こと, 

を勧告する。(二 그 ーデリー, 1957年, 決議第 29, a, b)

第19回赤十字国際会議は,
青少年に平和の思想と他人に対する尊重の念を培う緊急の必要があることを考慮 

し,
ジ 그 ネー ブ諸条約は社会教育のための健全な基礎をなす もの と思考 し,

各国赤十字社が,この目的達成のため具体的行動をとることの可能性を緊急の問題 

として検討するよう勧告し,
とくに,各国青少年赤十字部門の刊行物および赤十字社連盟発行の「青少年赤十字 

二그ーズ. レター(如)」には 恒久的に一欄を設けて, 赤十字の歴史およびジュネーブ 

諸条約のための記事掲載にあて,

同様の問題を取り扱う ラジオおよびテレビジ크 ン放送が定期的に企画されるよ う勧 

告し,
赤十字国際委員会お よ び赤十字社連盟に対し, 各社とともにジ크ネー ブ諸条約の歴 

史,内容および目的を網羅した青少年向きフィルムを1本またはそれ以上作製する可 

能性を検討するよう勧告し,
将来の国際赤十字デーには,「青年とジュネーブ諸条約」を標語とするよう勧告し,
国際青少年赤十字研修センターを,実験的な意味において，この問題を研究するた 

め利用するよう勧告し,

赤十字国際委員会および赤十字社連盟が,青少年用として適当な赤十字の歴史とジ 
ュネーブ諸条約の基本的諸原則を取り扱った情報出版物を刊行するよう勧告する。
(드 ユーデリー, 1957年, 決議第 30)

(40)この印刷は1968年に中止された。青少年に関する情報は,連盟の月刊誌「パノラマ」に掲載されてい 
る〇
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理事会は,

青少年の間にジ 그 ネーブ諸条約の精神を伝播するのを確保するためには, 次の諸原 
則が守られねばならないこと,すなわち,

(a)各国赤十字社が教育機関の十分な,そして必要不可欠な協力をうることを確保 

すること,
(b)この分野におけるすべての活動計画はただ一つ赤十字の諸原則によって企画さ 

れるものであること,

(c)準備される資料は,ジュネーブ諸条約の積極的意義と実際的効果とを強調し, 
条約のお蔭で,平時における人間の行為の基準が戦時においても尊重されうるも 

のであることを示すものであること,

を勧告する。

なお,赤十字社連盟と赤十字国際委員会の共同により,つぎの措置がとられること 

を勧告する,
(……)

(C)ジュネーブ諸条約の初歩的研究の講習会を催すこと。 (第25回赤十字社連盟理 
事会,アテネ,1959年,決議第20, (c))

代表者会議は,
人類が国際理解と平和を達成するためには,青年に人道の諸原則を教えるのみなら 

ず,これらの原則を実践する機会を提供することが必要であると思考し,
赤十字は,ジュネーブ諸条約が暗に包蔵する理想と価値とにより,かつ生命を保護 

するための事業によって,人道主義の教育に具体的に有効に貢献しうると思考し,

この分野における教育者の重大なる役割と赤十字が提供する諸手段とを認め,

1 .赤十字国際委員会が,各国政府に対し,軍関係機関のみならず学校関係当局そ 

の他を通じてジュネーブ諸条約の普及に当るようにさせる努力を継続するよう,
2 .赤十字社連盟が,各国赤十字社の採択する事業計画をたえず評価し,これによ 

り青少年赤十字が学校当局と協力してこの分野において活動しうることを確実に 

するよう,
3 .各国赤十字社においては,人道の諸原則がいかなる時,いかなる状況において 

も尊重されるべきであることを明らかにするようジュネープ諸条約を教えるのに 

役立つ情報資料の作成に関し教育者の助言と援助をえるよう,

勧告する, (百周年会議, ジ 그 ネーブ, 1963年, 決議第 20, 世界教育会議の決議 D, 
ローザンヌ,1963年)
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代表者会議は,
国際連合第15回総会が採択した,各国青年の間に平和の理想,各国民間の相互の尊 

敬および理解を増進し助長するための自由かつ制限なき思想と意見の交換を促進する 
ことを目的とする有効なる諸措置を講ずることを非政府組織に勧告している決議第15 
72号を認め,

「人道の分野における青年の教育に対する赤十字の責任」という重大問題について 
青少年赤十字小委員会が提出した報告書中の結論を了知し,

1 .青年の間に各国民間の平和,相互尊重および理解の諸理想を増進することは赤 

十字の当然の任務であることを確認し,
2 .各国赤十字社に対し,全世界の青年間におけるこれらの理想の普及に有効な貢 

献をもたらすための具体的措置をとることを継続するよう勧告する。（百周年会 
議, ジ 그 ネーフ., 1963年, 決議第22）（4D

6 .赤十字諸活動への青年の参加

理事会は,
青少年赤十字が,将来の赤十字活動のために少年少女を訓練し,かれらの内にその 

一生を通じて赤十字に役立ちたいとの願いを覚醒させるものであることを考慮し,

各国赤十字社は,青年が青少年赤十字を去った後も,なお引き続き赤十字の傘下に 
留まりうるようなかれらの必要に適った活動計画を与えるよう努力すること,

連盟事務局が,この問題を研究し続け,最善とするその方法,着想,ならびに示唆 
について各国赤十字社に通知すること,

を勧告する。（第13回赤十字社連盟理事会,パリ,1932年,決議第14）

第15回赤十字国際会議は,

赤十字の最大関心において,青少年グループを去った少年少女たちがもはや赤十字 

運動から失なわれてしまうことではなく,引き続き赤十字活動に積極的に引き続き協 
力をすることが重要であることを考慮し,また,

1932年の第13回赤十字社連盟理事会において,すでに採択された本件に関する決議 

を考慮し,

（41）第1章第4節,第21回国際会議•決議第20, 94頁参照
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青少年赤十字グループの相談役,積極的な赤十字活動者および,未加入の学校にお 
ける青少年赤十字メンバーの促進者として活動する目的で，以前青少年メンバーであ 
った人たちを,大学，会社,工場,その他の職場（補助協議会ならびに他のボランテ 
イアグループ）で,組織することに関するいくつかの赤十字社の,現在までの激励に 

富んだ諸経験にとくに注目し，

各国赤十字社が，以前青少年メンバーであった人たちの心に,かれらはたんに喜び 
迎えられるというだけではなくて,現代世界のなかで，赤十字が直面する増々重大と 

なる諸問題に立ち向うことを助けるために,赤十字にとってなくてはならない人たち 
であることを銘記させるよう努力しつつ,そうした試みを続けてゆくよう勧告し,そ 

してさらに,

学校を卒業するにあたって，もしも依頼を受けたときは，青少年赤十字の以前のリ 
ーダーたちは,各国赤十字社が,かれらの関心を保つよう考慮した活動計画を見い出 
すようその手助けをすることに率先して当るであろうとの確信を表明する。（東京, 

1934年,決議第11）

理事会は,
現に重要であるのは，事業が行なわれる時の性質と精神のみであるので，一定の年 

令以上または以下の青少年は赤十字活動に参加できないことという強制的年令制限を 
付すべきではないことを勧告する。（第21回赤十字社連盟理事会,モンテカルロ,1950 

年,決議第22）

第18回赤十字国際会議は,

青少年赤十字が,赤十字の構成分子であってこそ繁栄しうるのにかんがみ,
ある国々においては,成人の赤十字が青少年赤十字に対して依然として無関心であ 

り，ある場合には理解を欠いているのにかんがみ,

青少年赤十字と成人の組織との間に境界を置いたり,取り除かなかったり,線を引 
いたりすることは危険であるのにかんがみ，

さらに,青少年と成人が共同の事業に従事することが緊要であるのにかんがみ,
積極的な赤十字奉仕者を募ることが現在困難であることに各国赤十字社の注意を喚 

起し,
赤十字はその隊列に，献身の伝統に忠実な永年の社員と,青少年部門のメンバーを 

多数に擁しているけれども,この二群の積極的支持者の間にはギャップがあり，それ 

は次第に大きくなるものであって,このギャップは以前に青少年赤十字メンバーであ  
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った人々を各国赤十字社のすべての支部や地区に直ちに参加させ,完全かつ無条件に 

同化することによってのみ埋めうることは否めないのにかんがみ,

若干の各国赤十字社が青少年赤十字に関し，時として消極的であったり,理解を欠 

く態度から生じる危険について,各国赤十字社の注意を喚起する。(トロント，1952 
年,決議第40)

第19回赤十字国際会議は，

1934年東京において開催された第15回赤十字国際会議の決議第11および1952年トn 
ントにおいて開催された第18回国際会議の決議第40を想起し,

青少年赤十字メンバーであった者の成年赤十字への参加を衷心より歓迎することが 

絶対に必要であると認め,
これに関する活動が従来不十分であり,予期された成果を挙げえなかったことを知 

り，

各国赤十字社は,その仕事の成功を確実にさせるために，青少年を参加させる必要 

があること，および青少年がより広い範囲の責任をとりうることにかんがみ,

(a)各国赤十字社は，緊急事項として,この問題解決の方法および手段を検討し,

(b)赤十字社連盟は,この状況の改善に寄与しうる各国赤十字社の行なうあらゆる 

発案に対し広範囲に及ぶ宣伝を行なうよう，
勧告する。(ニューデリー,1957年，決議第32)

理事会は，

赤十字活動に対する青年の潜在力を認め，

各国赤十字社に対し，
(a)青年を青少年と区别して取り扱い，

(b)成人社員は，青年の能力を認めてこれを信頼し，したがって青年が社のわく内 

で独自の事業計画をつくる機会を提供し，

(c)大学に在学する青年のための事業を振興するよう,
勧告する。(第26回赤十字社連盟理事会,プラーグ，1961年,決議第23)
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7 .青少年赤十字の国際的な会合と研修センター

理事会は,

各国赤十字社と連盟事務局が,青少年と青少年指導者間の国際的な接触を促進する 
ためのあらゆる機会を利用するよう勧告する。(第21回赤十字社連盟理事会,モンテ 

カルロ，1950年,決議第25)

理事会は，

各国の青少年赤十字部門が，現実に国際的な研修センターを組織することを究極の 
目的として，可能な場合に・は隣国の青少年赤十字部門と協力して,地区,地方および 
全国的な訓練センターを発展させるよう勧告し，さらに世界中に組織されるこれらの 

センターが連盟事務局によって提案された共通の仕事をそれぞれのプログラムに組み 

込むよう勧告する。(第22回赤十字社連盟理事会,トロント,1952年，決議第22)

理事会は,

国際的な青少年赤十字センターを組織するに当っては，以下の諸原則を遵守するよ 

う勧告する。
(a)計画と準備は十分前広になされるべきこと。
(b)センターに参加する青少年と指導者とは細心の注意をもって選抜されること。 

かれらの赤十字に関する知識，赤十字精神，適応性と社会的資質とが考慮に入れ 

られること。各センターごとの年令制限は，組織部門によって規定されたとおり 

に実施されること。指導者は責任ある赤十字職員であり,とりわけその青少年へ 

の指導を自覚している者であること。
(c)センターを組織するうえでの全責任は主催社側にあるものとすること。
(d)センターの財政上の責任は,事前に当該赤十字社間で決定されること。(第22回 

赤十字社連盟理事会,トロント，1952年，決議第24)

理事会は,
最近開かれた4回の国際研修センターでの数々の経験を研究したのち,家庭分宿の 

価値を認識し,

各国赤十字社に対し，
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青少年赤十字国際研修センターを開催する時は,できるかぎり家庭分宿を計画に加 
えるよう勧告する。（第26回赤十字社連盟理事会,プラーグ,1961年,決議第24）

8 .刊行物と広報

理事会は，

青少年赤十字部門が青少年赤十字の個々の団員へ配付する雑誌ないしは新聞を刊行 
するためあらゆる努力をするよう勧告する。

雑誌ないしは新聞に加えて,各国青少年赤十字部門は赤十字活動に対する団員自身 

の関心を喚起するのに適した資料を用意するよう勧告する。（第20回赤十字社連盟理 
事会，ストックホルム，1948年，決議第34）

理事会は，

青少年赤十字雑誌の編集者間に設定された記事および揷絵の転載の条件を述べた 
1926年の協定が，ある種の技術的修正にしたがって更新されるよう勧告する。（第21 

回赤十字社連盟理事会，モンテカルロ,1950年，決議第28）

理事会は,
連盟の刊行物が，青少年の関心を喚起することができるようないくつかの赤十字社 

の活動に関するいっそう多くの情報を提供するよう決定する。（第21回赤十字社連盟 
理事会，モンテカルロ,1950年，決議第23）

第18回赤十字国際会議は,

（……）
各国赤十字社が,
⑶ 青少年赤十字の目的,原則,手段および具体的業績に関する情報を,とくに政 

府当局，学校委員会,教員組織，父兄団体等と接触し，ラジオの談話,各種出版 

物,日刊新聞および定期刊行物への報告,テレビジョン公開討論会，競技会およ 

び公衆集会等を通じて,できるだけ広く配布することを確実にするため，すべて 

の必要な措置をとり，
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(b)青少年赤十字メンバー相互間の連絡樹立および保持のため,雑誌一種類または, 

一冊を小・中学校の少年向,他の一冊を青年向として二種類を定期的に刊行する 

ため,できるだけ費用を支出すること,

を要請する。(トロント,1952年,決議第42, a, b)

9 .教育機関の支持

第18回赤十字国際会議は,

(……)
(b)教育当局者,視学官,多数の小・中学校の校長が赤十字および赤十字青少年部 

門の事業にたえず与えられた親切な,理解ある,寛大な援助に対して,国際赤十 

字の深い感謝の意を表明することは重大なる義務であると考え,
これらの人々が引き続き積極的な協力と同情を与えられるよう要請する。(卜 

ロント,1952年,決議第37, b)

代表者会議は,
今日と将来に対する世界の青年のニードと諸状態に適合する事業計画が要望されて 

いることおよび近代教育の諸傾向を考慮し,

青少年赤十字事業の効用およびその偉大な教育的価値を立証し,

全世界の教育者に対し,国内的また国際的に健康の増進と善良な公民の創出および 

国際理解の改善を助けるために，赤十字が提供する資源を活用するよう訴え，

1 .この会議の結果進展をみた意見と経験の交換を継続し，強化すること,
2 .このため，赤十字社連盟事務局は，次の要領により，教育専門家から成る作業 

委員会を召集すること，

— 衛生教育および救急法訓練に関する漸新な1または1以上の指導員講習の 

組織化を援助すること，
— —「活動する青少年」というパンフレットを，奉仕活動および社会事業計画 

を年令別グループに関係づけて改訂するのを援助すること,

— —全国的および地方的教育者講習の組織に積極的に協力すること，

を勧告する。(百周年会議，ジュネーブ,1963年,決議第20,世界教育者会議の決議
A, 1と2, ローザンヌ,1963年)
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代表者会議は,
1963年8月19日から23日までローザンヌにおいて開かれ,青少年赤十字事業を青年 

のニードに適応させる問題を検討し，青少年赤十字の効用および偉大なる教育的価値 

を立証した世界教育者会議に対して感謝を表明し，

青少年赤十字がもたらしうる,
1 .人道主義精神による青年教育に対する貢献
2 .各種の事業および訓練の機会を通しての保健衛生教育に対する貢献,

3 .青年間に奉仕活動を振興し，こうIて国内,国際両面における社会意識を喚起 
することに対する貢献

4 .国際理解，相互援助および平和の促進の実践的事業への貢献

に関し学校当局および教育者の注意を喚起し，
教育関係当局すべてに対し,赤十字に協力する教育者の仕事に可能なあらゆる支持 

を与えるよう訴える。（百周年会議,ジュネーブ，1963年,決議第21）

第21回赤十字国際会議は,

学校教員が青少年赤十字の発展のために果たし来った測り知れない貢献を認識し, 
かかる貢献は各国赤十字社により公的に承認されるべきものと思考し,

各国赤十字社に対し,その社の青少年および成人社員を訓練するのを援助するた 

め，教員を赤十字社員として招請するよう提議し，

適当な国際教員諸団体の成員が青少年赤十字の創設以来，青少年赤十字に尽した努 

力に感謝し,各国赤十字社が引き続き支持と援助を期待する旨のメッセージをこれら 

諸団体に送るよう勧告し，

各国赤十字社に対し,学校図書館を含む新らしい形態の青少年赤十字交歓の可能性 
を探究し,青少年赤十字メンバーに，よりよき訓練の便宜を提供することを目的とし 
て国際教育年（1970年）の趣旨に協力するよう，さらに勧告する。（イスタンブー 
ル,1969年，決議第29）的

1 .理事会は,
理事会に提出された心のこもった建誣的な報告に対し世界赤十字青年協議会に深 

甚な謝意を表明し，
適切な小委員会および連盟の各委員会ならびに事務局が,同報告に含まれている

（42）国際青年団体との関係については,第2章第5節第4項,129頁参照 
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重要な事項と提案のすべてに速かに深い注意と考慮を払い,こうして,できる限り 
速かに積極的な行動が確実にとられるよう要望する。

2 .理事会は,

世界赤十字青年協議会が提出した報告は，連盟の権限ある委員会が検討した後 
に,大学および高校に広く流布されるべきであると勧告する。（第31回赤十字社連 

盟理事会, メキシコシティー, 19기年, 決議第31）
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第6節広 報

1 .赤十字理念の普及

第7回赤十字国際会議は,

すべての赤十字機関に対し,カールスルーエならびにローマの会議で,赤十字理念 

および戦時ならびに平時における赤十字の重要性をすべての国民に幅広く効果的に宣 
伝するため,およぶ限りのあらゆる手段を講ずるよう採択された道義的誓約を想起さ 
せる。（セント•ペテルスプルグ,1902年,決議第n,第2項）

第16回赤十字国際会議は,

「赤十字教育要綱」という総括題目のもとに赤十字社連盟によって提出された報告 

を了知し,

この報告が赤十字事業にとり,とくに重要な局面を取り扱っていることを考慮し, 
またそのなかで赤十字の教育的機能の精神および実践両面を力説していることに満足 

をもって注目し,

赤十字が,人道のために自由に使用しうる物質的勢力であるのみならず,全世界の 
赤十字人の活動を鼓舞する騎士道精神と寛容さという同一理念で彼らすべてを統合す 

る精神的努力でもあると確信していることを断言し,
各国赤十字社間の相互協力を助長することによってこの精神を発展させるうえで連 

盟が果たした貴重な役割を承認し,

連盟が教育的事業を援助することによって各社に与えうる支持を引き続き維持する 
とともにこれを強化し続け,その結果,援助事業,応急救護,看護,保健衛生,奉仕 

事業および若い世代のための事業に対し連盟が与える教育を通し,赤十字がいたると 

ころで実際的な価値を示し,赤十字が表示する理想を実現するよう勧告する。（ロン 
ドン,1938年,決議第26）

第17回赤十字国際会議は,

「成人に対する赤十字諸原則の教示・宣伝」に関するアメリカ赤十字社の報告を受 

領し,
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この報告を承認し,
これに対し,さらに以下の一節が付加されるべきことを提議する。

「赤十字の諸原則の成人教育に対する重要な寄与および実践は，赤十字人がいかな 
る場合においても,赤十字の名誉はつねに自らこれが擁護に当るべきものであると自 

覚することによって達成されるものであると思料する。彼らがその私生活において 
も,また公的な赤十字生活においても，あらゆる場合において赤十字の生活様式を確 

信して行動するならば,国民をして人道的水準を向上させる要素としての赤十字の有 

する有効な影響力を理解させる効果があるであろう。そこで国民をしてわれわれの組 
織体の成員にさせるための誘因となるように赤十字人は行動せねばならないものと考 
える。」（ストックホルム,1948年，決議第65）

理事会は，
多くの国において赤十字とその役割が国民から未だ十分に知られておらず,また理 

解されていないことを承知し，

この不案内は主として赤十字自体からの情報不足によるものであることを認め，

赤十字事業への国民の参加の必要性を認め，
赤十字と国民との間のよりよい関係を創造するにあたって広報のもつ重要な役割を 

考慮し，
この関係が地域社会の参加をもたらし，これが赤十字の活動を容易にすることを考 

慮し,

連盟が各国赤十字社の広報部長および専門家の会議を開催することにより広報に多 

大な注意を払っていることを満足をもって了知し，
連盟にその国際的広報機構の強化と発展の努力を続けるよう要請し，

各国赤十字社が自国内での広報活動を促進し強化するため地域社会のあらゆる手段 
および方法を使用するよう訴える。（第31回赤十字社連盟理事会,メキシロシティ， 

19기年, 決議第35）

第22回赤十字国際会議は,

赤十字,赤新月,赤獅子太陽の運動はその諸原則と活動を通じ，悩み,また困窮す 
る人間に奉仕することにあることを考慮し，

赤十字運動の目的は個人および国民の積極的な支持によってのみ達成しうることを 
信じ，

人類のニードは,平時戦時を問わず，赤十字のみならず地域社会全体の人員と資材 

316



第6章第6節広 報

をいかなる時にも動員することを要請するものであることを考慮し,

さらに,赤十字の諸原則と活動をより良く知ることは,赤十字の発展と活動力を促 

進し,またこの諸原則と活動を公衆が受け入れることは，本運動の将来に決定的な影 

響をもっことを考慮し，

この関係で,公衆に近ずき公衆を教育する手段としてのマスメディアのつねに増大 
している重要性を認め，

それぞれの役割を表示しながら,同時に本運動の統一性を描く赤十字の公的なイメ 

ージを発展させるための，国際委員会，連盟および各社間のますます増大する密接な 

協力関係を満足をもって注目し,

各社の人的および物的資源の,すなわちその活動の発展のためいよいよ重要となり 
つつある情報と広報の分野における努力を増加するよう各社に要望し,

政府および他のすべての公共機関に対し,広報および情報の分野における各社の努 

力を,駆使しうるあらゆる手段によって支持し,またその権限内でなしうる場合には, 

緊急時ならびに平常時の人道的活動を促進するために,赤十字の国内国際両段階にお 
けるマスメディアへの接近を支援するよう訴える。（テヘラン,1973年，決議第9）

2 .社員募集と募金

第5回赤十字国際会議は,

赤十字の理想を国民各層間に普及するために,可能な限りすべての手段を使用する 

ことと,また大災害ないしは国際的な紛争の際に必要な財源を増加することの絶対的 
な必要性に対する全赤十字機関の細心な注意を喚起する。（ローマ，1892年,決議第 

⑵

総会は,

世界的で同時的なアピールの教育的,情感的な価値を考慮し，社員募集のための年 

次運動は，実施可能である限り同時期に，そして5月の第一週に，連盟の構成員であ 
るすべての赤十字社により実施されるべきであるとする。（第1回赤十字社連盟総会， 
ジュネーブ,1920年,決議第4）

総会は,
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赤十字社の社員を継続的に拡充することの必要性を再確認し,しかしながら,すべ 

ての国で毎年同時期に社員募集運動を実施することが不可能であることを承認する。
(第2回赤十字社連盟総会，ジュネーブ，1922年，決議第11)

総会は，
宣伝用展示資料の作成，収集，配付に関する連盟事務局の活動を承認し，

この活動をいっそう発展させることを勧告し，各国赤十字社に対し，できうるなら 

ば,自社の宣伝用展示資料の完全な一組を,連盟事務局へ送付するよう勧告する。(第 
3回赤十字社連盟総会，パリ,1924年,決議第11)

理事会は,
宣伝と社員の問題が,現実の社員の観点からと,一般世論を動かしたり,公的機関 

を赤十字運動へひきつけるうえで，各国赤十字社にとってきわめて重要であることを 

承認し,
各国赤十字社に対し,将来の活動計画を立案するにあたり，宣伝運動の組織化と社 

員募集に特別の注意を払うよう勧告し，

連盟事務局に対し，宣伝と社員募集運動を組織するうえで，各国赤十字社に対し， 

できる限りの便宜を与えるよう勧告する。とくに，
(a)各国で赤十字社が使用している方法を討議し，また検討するために，非公式の 

会議を召集することに最善を尽し,それを助長すること，
(b)宣伝および社員募集運動を組織したり，あるいは発展させるうえで，各社の要 

請により，事務局員1名をこの目的のために配置して協力すること，
(c)宣伝運動の組織化に関する情報交換および各社がこの種の運動に関連して刊行 

する宣伝資料の見本の交換を強化すること，
(d)宣伝と社員募集の運動を組織化するうえで必要とされる資料の中央購入部を連 

盟事務局內に設置することの可能性を検討すること，
によってである。(第11回赤十字社連盟理事会,ヘーグ，1928年，決議第15)

理事会は，
事務局が以下のために，各社との密接な協力関係に努めるとともにこれを発展させ 

るよう勧告する。
1 .赤十字デーおよび赤十字週間の制度を各国の全領域に広め，採用した方法を改

318



第6章第6節広 報

良すること。
2 .平時事業を含む現在の赤十字事業の知識を地域社会に,くまなく普及するこ 

と。
3 .すべての宣伝活動に関し,中央および地方の赤十字委員会間の緊密な協力関係 

を促進し,またこの目的のために上記委員会の組織を改良すること。（第12回赤 
十字社建盟理事会,ブラッセル,1930年,決議第8）

第15回赤十字国際会議は,

赤十字社連盟事務局に対し，実際的なあらゆる種類の宣伝資料を引き続き編集,刊 
行し,それぞれの国における地域的な条件を考慮したうえで,すべての赤十字社に対 
し，これを採用することを勧告するよう促す。（東京，1934年，決議第7）

理事会は，
1 .とくに過去10年間を通じ，赤十字に関する広報活動の重要性を認め，
各国赤十字社の基本的な責任が，赤十字活動のあらゆる局面，とくに赤十字へ託さ 

れたすべての財政上の寄付の使用に関する会計について，国民と同社の社員に継続し 

て知らせることにあるのを考慮し，
したがって，まだそのようにしていない社に，

a）広報活動のために予算の一部を保留すること,

b）すべての事業計画,事業および政策面の広報活動コンサルタントとして，その 
社の管理者によってみなされる，資格ある,訓練を受けた人の指導のもとに広報 

部門を設置すること,
c）広報担当職員に対し，それぞれの分野における恒常的な発展におくれをとらな 

いように種々の機会を与えること,

d）数か国の社で成果があがっているように,国民との関係につき助言するため ， 
広報の分野において認められている指導者により広報活動に関する本社および地 

方の奉仕者委員会を組織すること,
e）たんに資金の募集とアピールの機会のみでなく,年間を通じて国民へ情報を提 

供すること,
f ）赤十字サークルの内外両方のあらゆるメディアを使用する広報事業計画を発展 

させること,
g）いっそう広範な人々に届くようにするために，非赤十字団体およびグループの 

ために資料を提供することに専念すること,
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h）テレビジョンが効果ある広報手段として,その社の国に導入された際には,教 

育的，振興的な手段として，これに特別な注意を向けること，

を勧告する。

2 .全世界の社が，社員の増強と赤十字に関する関心の高揚を計る手段として， 

「赤十字思想誕生io。年」を記念する機会を利用するよう勧告し,

3 .連盟によってジュネーブに設置されるよう提案された「赤十字研修センター」 

が，各社の指導者および職員のための広報関係の講習会を含むよう勧告し，

4 .国民間に赤十字活動の知識を流布するうえでの人と人の接触の重要性を認め,
マス•コミュニケーションの伝統的な手段に加えて，赤十字の成人社員および青少 

年メンバーがその国全体に広報活動をするための幅のある活動を提供しうるという事 

実に各社の注意を喚起し，

したがって,赤十字の社員がグループ•ディスカッションおよび討論会で,赤十字 

の話を発表するよう助長することを勧告し，

5 .広報活動の発展にかかすことのできない重要な考えや経験の交換は促進されね 
ばならないものであることを考慮し,

連盟事務局が連盟の後援のもとに開催される会議およびセミナーに,広報活動の題 
目を含めることを考慮するよう提議する。（第24回赤十字社連盟理事会，ニューデリ 

一，1957年，決議第8）

3.赤十字休息日と赤十字•赤新月•赤獅子太陽デー

第10回赤十字国際会議は，

すべての赤十字社が,その期間中，公衆保健衛生，救護,児童福祉に関する強力な 

全国的な宣伝キャンペーンを実施するもので,すでにチェユスロバキア赤十字にょっ 

て採用されている3日間の「赤十字休息日」の理念を検討するよう勧告する。（ジュ 
ネーブ，1921年，決議第7）
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総会は,
その期間中,新聞,劇場,映画館,公共集会での論争的な性格のすべてのデモンス 

トレーションが,赤十字精神の表明にとってかわられるような年次的な短い休息期間 

を制定することによって,チェユスロバキアでえられた成果を考慮し,
各国赤十字社が,この「赤十字休息日」につき真蟄に考慮するよう希望表明する。

（第2回赤十字社連盟総会，ジュネーブ，1922年,決議第24）

将来のために第11回赤十字国際会議は,赤十字デーが全世界に制定されることを勧 

告し,国際赤十字の組織委員会が，この勧告に効力を与える実際的な手段を検討する 
よう指示する。（ジュネーブ，1923年,決議第4, b）

戦時と同様平時にも,赤十字の第一義的な努力は,できうる限りの手段で公的な支 
持をうることにある。社員が多いことの意味するのは,

（a）公衆保健衛生に対する多大な国民の関心

（b）すべての赤十字キャンペーンのための安定した財政的基盤

（c）緊急時における国民と赤十字との間の効果的な協力である。

したがって,総会は,各社が平時事業に関する宣伝手段によってますます多数の社 

員を募集し,できうれば赤十字の社員募集のために毎年特定日ないしは特定期間を確 
保するという見解を記録にとどめる。（第3回赤十字社連盟総会，パリ，1924年,決 

議第7）

第14回赤十字国際会議は，
チャロスロバキア赤十字,ベルギー赤十字および赤十字社連盟によって指名され, 

3赤十字社を代表する委員3名よりなる委員会が,チェコスロバキアに・おける年次的 

赤十字休息日の組織と成果を今後3年間にわたって，現場で調査することを担当する 
よう勧告する。この委員会は第15回赤十字国際会議に報告を提出することとし，その 

事業上の援助に関し,連盟事務局の協力に依存することとする。（ブラッセル,1930 
年,決議第2）

第15回赤十字国際会議は,

赤十字休息日研究国際委員会の報告および,とくに1933年4月14日付で,この委員 
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会によって採択された決議を了知し,

この委員会委員に対し,その報告およびこの重要問題に関してなした慎重な研究に 

対し感謝し,

各国赤十字社仁対し，委員会の結論およびこれに参加することの可能性を，とくに 

注意深く検討するよう要請し，
この休息日を国際的な理解と協力を促進する効果的な手段として考慮し，
チェコスロバキア赤十字によって首尾よく実行されている方法を,自国の状況に応 

じて採用することを決定するすべての社が,赤十字国際委員会および赤十字社連盟の 

代表に対し，この分野におけるそれらの社の事業を理解するための機会を与えるよう 

希望表明し,チェロスロバキア赤十字社長に対し，多大な成果をもたらしている同社 
長の創意に対し,祝意を表明する。（東京，1934年，決議第22）

第16回赤十字国際会議は,
チェユスロバキアにおいて採用されている休息日の諸方法の研究を委託された委員 

会の報告に関し，
東京における第15回赤十字国際会議が各国赤十字社に類似の運動を推奨したことを 

追想し，
各国民間の善意を促進する運動,とくに赤十字休息日に関する委員会の事業を継続 

するよう勧告する。（ロンドン,1938年，決議第24）

理事会は,
チェコスロバキア赤十字休息日を多大の関心をもって注目し，連盟事務局に以下の 

ことを指示する。
1 .各国赤十字社がその期間国民すべてが赤十字の目的を知らされる機会をもち， 

赤十字によって実施される人道主義の精神に国民自身が自らをゆだねるような赤 
十字デー,赤十字週間ないしはその他の期間を，それぞれの国で組織するよう勧 

奨し,
2 .すべての社によって実行されるー定の日に，国際赤十字デーを組織するよう検 

討すること。（第19回赤十字社連盟理事会,オックスフォード，1946年，決議第 

14）

執行委員会は,
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今後, で홍 うる限り, 各国赤十字社が赤十字のための, そして平和理想のための宣 
伝日として,アンリー •デュナンの誕生日である5月8日を選ぶよう勧告する。（赤 

十字社連盟執行委員会（訳注）,ジュネーブ,1948年,決議第5,第3項,第20回赤十字 

社連盟理事会,ストックホルム,1948年,採択）

（訳注）赤十字社連盟執行委員会の会期回数は1956年（第75回）以後正式に數えられるようになった。
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第7節環境問題

理事会は,

環境の悪化から生じている危険の増大を憂え,

人間の生活条件,とくに医療社会の分野における保護と改善に貢献する赤十字の責 
任を認め，

各国赤十字社に•対し適当な当局および他の関係団体と協力して，自国内の環境に関 

する一般状況ならびに諸計画を検討し,こうしてこの仕事における赤十字の役割を明 
確にするよう要請し,

赤十字，とくにその青年活動が,環境の危険と適切な対策につき周知をはかるうえ 
に重要な貢献をなしうるものと期待し,

変化しつつある世界における赤十字の将来の再評価にあたっては,環境問題に重要 

な考慮を払うよう要請し,

事務総長に対し，

(a)赤十字の役割を明確にし，できる限り人間環境を改善する仕事に参加するため 
に，人間環境に関する1972年度会議の準備にあたる国際連合事務次長室および他 

の適切な機関との連盟の協力を継続し，

(b)環境について各国赤十字社と情報および助言を交換し,こうして環境の改善へ 

の赤十字の参加を強化するために具体的な計画を立て，指導理念を明確にし,

(c) 1972年の執行委員会の会議および1973年の理事会の会議の際にこの事項の進展 

につき報告し勧告を提出すること，

を委託する。 (第31 回赤十字社連盟理事会, メキシロシティ, 19기年, 決議第29)

執行委員会は，
19기年メキシュ シテ ィ ーにおいて理事会が採択した決議第29を考慮し,

あらためて各社に対し，環境保護の国家計画のなかにおける赤十字の位置を定める 

ため政府と折衝し，赤十字社の計画および実施したところを連盟事務局に報告するよ 
う要望し,

事務総長に対し，以下のことを委託する。

(a)引き続き各社の事業活動について報告を集め，各社より求められれば意見を与 
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え,さらにこれら事業活動を記述した完全な報告を1973年テヘランの理事会およ 

び国際会議に提出すること。
(b)連盟と国連との良好な協調関係を維持し,国連総会が1972年6月ストックホル 

厶の会議の際生じた協力関係を継続し拡大するため,現在開会中の会期において 
総会が設立する予定の,もつばら環境保護問題を担当する新機構との間にも同様 

の連携を樹立すること。

衛生社会諮問委員会の監督のもとに,青少年赤十字諮問委員会とも協力して,環境 

保護に関する赤十字の具体的活動形態を研究し立案するための極少数の各社代表専門 
家よりなる臨時特別作業部会を創設し,この部会からテヘランの理事会および国際会 

議に報告を提出させることを決定し,
(a)すでに事業を実施し,青年および成人社員の努力により環境の改善に貢献した 

各社，
(b)ストックホルムの環境会議の準備のため，および同会議期間中重要な役割を演 

じた事務総長および事務局,
に対し祝意を表する。(第89回赤十字社連盟執行委員会,ジュネーブ，1972年，決議 
第14)

理事会は，
第31 回理事会 (19기年, メキシコシティ) の決議第29を想起し, また第89回執行委 

員会(1972年,ジュネーブ)の決議第14を確認し，

技術の不均衡な発達,その結果生ずるあらゆる社会的緊張，不十分な開発の状態お 
よび武力紛争がそれぞれ人間の環境を,したがって人類をおびやかしていること，ま 
たこの環境の保護と改善がわれわれの時代の重大問題の一つであることを考慮し，

人間の環境に対するいかなる破壊も人類の肉体および精神の健康にとり有害であ 
り，したがって直接赤十字に関係するものであることをさらに考慮し,

赤十字はこの問題の多くの面に,つねに注意を払ってきていること,また諸要素の 

相互依存は認められねばならず，さらに全面的な社会生態学的なアプロ ーチが見出さ 
れねばならないことを想起し,

各国赤十字社がこの問題をこの精神で取り扱うよう,また,自社の活動計画の樹立 
に当ってはこれを考慮するよう促し,

環境の保護および改善は，大部分,当局と個人双方の態度と行動の問題であり，ま 

た,それゆえに各国赤十字社は,当局の補助者であり，その奉仕者の援助をえて行な 

いうる共同社会のすべての地区の保健教育と社会福祉に協力する使命をもっているゆ 

えに行動しやすい立場にあることに注目し,
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人間環境と改善のために各国赤十字社が果たしうる役割を研究し,当局に計画があ 
れば,その計画にもとづいて十分にその社のすべての奉仕者,とくに青年のメンバー 

を含めた活動計画を立て,また,下した決定，開始した活動およびえられた結果につ 
き定期的に連盟事務局に通報するようにとのすべての赤十字社宛の理事会のアピール  
を新らたにし,

1972年6月のストックホルム会議の際に行なった活動およびそれに続き取られた処 

置に関し事務総長に対し祝意を表明し,
事務総長に,この活動を継続し，またすべての適切な公的機関,とくに国連環境計 

画（UNEP）および民間機関と有効な作業上の関係を進展させるよう希望し，

事務総長に,連盟事務局が各国赤十字社間の情報調整センターの役割を十分に果た 
せるようすべての必要な手段を講ずることを要請する。（第32回赤十字社連盟理事会， 

テヘラン，1973年，決議第31）

第22回赤十字国際会議は,

「赤十字と人間の環境保護」に関する赤十字社連盟の作業部会の報告および第32回 

連盟理事会で採択された本主題に関する決議に注目し,

環境の保護と改善の全分野が現代の大きな問題の一つとなっていることを認め，
人間の肉体および精神の健康が環境の性質に大きく左右されるゆえに，この問題に 

赤十字は直接関係があると認め，

全国的レベルで赤十字，赤新月および赤獅子太陽社が，政府当局の計画と歩調を合 

わせて環境の保護と改善のためにその活動を発展させ，また計画することを勧告し，
最後に，環境悪化に対する戦いは国際的なレベルにおいても続行されるべきことを  

強調し，
赤十字が国際的レベルで環境保護に貢献する方法の開発に協力するよう要請する。 

（テヘラン,1973年,決議第17）
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第7章 人種的偏見と人種差別

理事会は,

世界の人種的偏見および人種差別が今日なお広く行きわたっていることを心にと 
め,

人種的偏見と人種差別は,人間の尊厳を害し,基本的人権を冒瀆し，国家間の友好 

平和関係を妨げ，全世界の平和と安全を危険にすることを考慮し,
あらゆる形の人種差別の除去に関する国際連合の宣言と協定，およびこの機会に赤 

十字はその活動を強化し, 人種的偏見に対する全体的闘争に貢献し, また参加すべ호 

であるということを考慮し,

人種的偏見と人種差別は赤十字の諸原則に反し，人種にもとづくいかなる差別をも 

除去することがこれらの原則のなかにあって重要な地位をしめていることを確信し，
人種にもとづく差別を禁止するジュネーブ諸条約の規定および人種的偏見と人種差 

別を非難する赤十字国際会議の各種の決議を想起し，
すべての赤十字機関は人種的偏見と人種差別に対する闘争にできる限り従事すべき  

であると信じ，

1)すべての国の赤十字社が,その活動はつねに人種に関する無差別の原則にした 
がうべきであることを心にとめるよう要求し,

2)すべての国の赤十字社が積極的な活動をし，またその社員と公衆の支持をうる 
ことにより人種差別に対する闘争を强化するよう激励し,

3)連盟事務局が，この関係で明瞭な模範を示し，各国赤十字社の活動をできる限 

り多く広報するよう要求し,
4) (a)連盟理事長が,人種的偏見と人種差別に対する闘争についての赤十字活動 

を研究する部会を創設し，この分野における赤十字の活動に関する提案を次 

回の代表者会議，または赤十字国際会議に提出するよう勧告し,

(b)赤十字国際委員会がこの部会に加わるよう勧告する。(第31回赤十字社連 
盟理事会, メキシコシティ, 19기年, 決議第33)

理事会は，
連盟事務総長の1972年2月の南アフリカ赤十字社訪問に関する報告を聴取した人種 
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的偏見と人種差別に対する闘争における赤十字の行動の研究を担当する作業部会の報 
告を了知し,

⑴ 南アフリカ赤十字社にあると伝えられる人種的偏見を調査するため,
⑵ もしそれが存在することがわかった場合には,南アフリカ赤十字社にそのよう 

な差別に対し速かに行動を取るよう要請し，またそれが必要なことがわかった場 
合に,はその社を援助するために,

赤十字內から選ばれた人からなる小委員会に南アフリカの領土におもむく任務を与 
えることを決議し，

同小委員会が第33回理事会に最終報告書を提出するよう要請する。（第32回赤十字 

社連盟理事会，テヘラン，1973年,決議第33）

代表者会議は，

赤十字がすべての人間の尊厳と平等を尊重する諸原則にもとづいて存在し,国籍, 

人種,宗教,社会的身分ならびに政治的傾向に関してなんらの差別をしないこと，人 

種的偏見と人種差別は基本的人権,人間の尊厳および全人間間の平等の重大な侵害を 
構成し，諸国民間の友好的，平和的関係を妨げ,赤十字が活動目的とする平和を危う 

くするものであることを考慮し，

人種的偏見と人種差別はまた赤十字の公平の原則の侵害になることを考慮し，
人種による差別をすべて禁じているジュネーブ諸条約の条項,および人種的偏見と  

差別を非難する赤十字国際会議の諸決議ならびに第31 回連盟理事会 （19기年, メ キシ 
ロシティ）によって採択された決議第33を想起し，

あらゆる形態の人種差別を撤廃することに関する国連宣言およびあらゆる形態の人 
種差別を撤廃することに関する1965年12月21日の国際協定を考慮に入れ，

世界のある地域における人種的偏見と人種差別の表われに驚がくし ，

赤十字が人種的偏見と人種差別の撤廃のための抗争になおいっそう活発に参加し ， 
こうして世界を通じての抵抗に参加すること,およびこうして,1973年12月10日に開 

始される「人種差別抗争活動ioか年」事業計画の履行に寄与する必要があることを確 

信し,
第31回連盟理事会が採択した赤十字活動計画案を検討したのち，

この活動計画を採択し,
すべての赤十字社，連盟ならびに国際委員会に対し，この活動計画に述べられてい 

る諸原則にしたがい，その履行に対し全力を傾けるよう勧奨する。（代表者会議，テ 

ヘラン，1973年，決議く訳注））

（訳注） 本会議採択の決議はただ一つであるため，決讓番号は付いていない。
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第22回赤十字国際会議は,

赤十字の諸原則と諸宣言を保護し,また公衆の見る赤十字のイメージを保全するこ 
との絶対的な必要性を自覚し,

赤十字国際会議によって宣言された人道的な諸原則を活動を通じて説明することを 

希望し,赤十字が世界平和への大きな貢献要因である事実を承知し,

各国赤十字社の内部にも生ずるおそれあるあらゆる段階でのあらゆる形態の人種的 
偏見および人種差別を非難し,

赤十字社連盟理事会と理事長に対し,「人種的偏見と人種差別の撤廃における赤十 

字の役割」を研究する作業部会を設置したことに関し祝意を表し,

赤十字国際委員会,赤十字社連盟ならびに各国赤十字社に対し連盟理事会および代 
表者会議によって採択された活動計画を履行するよう要請する。（テヘラン,1973年, 

決議第10）
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第8章 赤十字の役割の再評価

理事会は,

赤十字の役割の再評価についての研究に関する理事長副理事長委員会の報告を聴取 
し,

この報告を承認し,この研究を遂行するという執行委員会の決定を確認し,
理事長副理事長委員会に，可能な限りすみやかにこの研究を行ない，またこの目的 

のためにこの研究およびその指導者の指名に直接責任を負う委員からなる小委員会を 

任命する権限を与え,

この研究が国際赤十字全般に広がるように，国際委員会がすでに始めている研究 

と,やがて併合されるようにとの希望を表明し，

選定された慈善財団およびその他の赤十字以外の財源に対する資金準備のアピール 

を認可する。このアピールの結果を待つ間に事務総長は当初の支出に必要な金額を前 
払いする権限を付与される。（第31回赤十字社連盟理事会，メキシュシティ，1971 

年，決議第2）

執行委員会は,
第 31 回理事会 （メキシコシティ, 19 기年） の決議第 2 を想起 し,

赤十字の役割の再評価の研究実施にあたる小委員会の中間報告を受領し，小委員会 
のカイ・ワラス委員長およびその同僚委員の実施した作業に感謝し，

赤十字国際委員会がこの研究に関し連盟への合流を決定したことを満足の念をもつ 

て歓迎し,

両機関の間の了解事項に関する覚書を承認し，
現存の連盟小委員会にかわり，その任務,とくに研究理事を指名する義務を担当す 

る国際委•連盟合同委員会を創設することを承認し，

理事長副理事長委員会に対し，上記合同委員会における連盟代表を指名する権限を 
与える。（第89回赤十字社連盟執行委員会，ジュネーブ，1972年，決議第13）

333



第8章 赤十字の役割の再評価

（参考）
赤十字の役割の再評価研究に関する 

赤十字国際委員会と赤十字社連盟の了解事項覚書

赤十字社連盟理事会は, その第31 回理事会 （メキシュシティ, 19기年 10月） で，赤 

十字の役割の再評価に関する研究は適当な時期に,国際赤十字全体に拡大したいとい 

う希望を表明した決議を採択した。
その後,赤十字国際委員会はこの研究に参加することを決定した。国際委員会と連 

盟各代表間における話し合いの結果,研究の実施に関し次の了解に達した。
1 .合同委員会を設け，国際委員会は代表3名,連盟は自身および各社を代表して 

4名を委員に指名する。
委員長（理事長）および事務総長または彼れらの代理は，合同委員会の会合に 

参加することができる。

2 .連盟はその代表のうちの1名を合同委員会委員長に，国際委員会はその代表の 

うちの1名を副委員長に指名する。
委員長不在のときは，副委員長が合同委員会会議の議長となる。

3,合同委員会は研究の実施およびその資金確保の責任を負う。合同委員会は研究 

のための調査計画および予算を承認する。合同委員会は理事を指名し,理事の業 

務を決定する。
4 .研究理事はその任務実施に関するすべての問題に関し，委員長および（また 

は）副委員長に報告する。
合同委員会の会議と会議の中間においては,委員長および（または）副委員長 
は,相互に協議して,この了解事項および理事の業務にもとづき，理事に必要な 

指示を与えることがで호る。

5 .必要な資金を確保するため，合同委員会は人道的財団および各国赤十字社を選 

んで，これと折衝する権限を有する。合同委員会が,その他の財源と折衡するこ 

とを必要と認めた場合は,国際委員会および連盟の権限ある機関の同意をえなけ 

ればならない。
6,研究事務局は，ジュネーブにおく，ただし，国際委員会および連盟事務局とは 

別の場所とする。

7 .合同委員会がその任務を完了したときは，研究理事の報告を国際委員会および 

連盟の各権限ある機関に同時に提出すること。合同委員会は自身の結論および勧 
告を提出することができる。

8 .この覚書の記載の了解事項は,国際委員会および連盟の各権限ある機関の同意 

をえたとき効力を発生する。これと同時に，理事会の前記決議にもとづき，理事 
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長副理事長委員会によって指名された小委員会の業務は終了するものとする。

理事会は,
第31回理事会の決議第2を想起し,また第89回執行委員会の決議第13を確認し，

国際委員会・連盟合同委員会が創設されたことに注目し，

国際委員会と連盟の間の了解覚書の第1項を,同合同委員会の委員として国際委員 
会が指名する者3名,アンリー・デュナン研究所が指名する者1名，連盟が指名する 
者4名とすると改訂されたことを承認する。（第32回赤十字社連盟理事会,テヘラン, 
1973年，決議第16）
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編集後記

1•本書は,International Red Cross Handbook, Conventions -St atutes and 
Regulations ; Resolutions of the International Conference of the Red Cross 
and of the Board of Governors of the League of Red Cross Societies, 
eleventh edition, compiled by the International Committee of the Red Cross 
and the League of Red Cross Societies, Geneva, 1971 の英・仏両版を原本 

とし,これを翻訳編集したものである。ただし,原本は1969年に開催された第21 

回赤十字国際会議ならびに第30回赤十字社連盟理事会までになされた諸規則の改 
正本文ならびに諸決議が編纂されているが,本書では,諸規則については最新版 

のテキストをもとに翻訳するとともに，1970年の赤十字社連盟執行委員会以降の 

諸会議の決議で重要なものはすべて関連項目と考えられる部分に追録した。しか 

し＞ 適当な箇所を見いだしえない決議については,章,節，項を新らたにおこし 

た。具体的に言えば，第5章第3節第4項,第6章第7節，第7章,第8章が日 

本語版における追加部分である。さらに1969年の第30回赤十字社連盟理事会の決 

議第7 （135頁）および決議第16 （131頁脚注）も追録したものである。

2.原本では,その書名の副題が示す通り,第1部としてジュネーブ4条約をはじめ 
とする赤十字関係の諸条約がまとめられているが，その主要部分は『赤十字条約 

規約集」（日本赤十字社外事部編）として，すでに刊行されているので，今回は 
割愛した。さらに原本は綴本として完結したものとなっているが，諸規則の改 

正,毎年国際諸会議において決議が採択されること,実務面からして内容をつね 

に最新にしておく必要があること等を考慮し,本書は加除方式を採用することと 
した。今後は累次必要な改訂,増補を行なうことを予定している。

3 .原本における構成上明らかに誤りと考えざるをえない箇所は,日本語版では，こ 
れをただし,正当な配列に置き換えた。また，原本では執行委員会の決議をすべ 

て「理事会は,」の形で掲載してあるが，そのオリジナルのとおり,「執行委員 

会は，」に戻してある。さらに原本において相当箇所において決議番号，会期回 

数等の欠落がめだつが，これを当時の議事録と照合のうえ,補完するとともに， 

若干の誤記については訂正しておいた。本文中の誤記についても同様の取り扱い 
をした。しかし,3箇所（265頁の決議番号,277頁と323頁の赤十字社連盟執行 

委員会の会期回数）については,赤十字社連盟事務局に問合せても判明しえなか 

ったので，（訳注）の形で説明しておいた。

4 .既訳のある諸規則および会議ごとの報告書として翻訳がある決議についても，い 
ちいち原本と照合のうえ,表現をできる限り現代的に修正するとともに，必要な 



場合には改訳をほどこした。したがって,今後赤十字に関する規則，原則，決議 

等を引用する際は本書によることとされたい。
5 .翻訳編集にあたっては，誤訳，脫漏，欠落のないように努めるとともに，訳語の 

統一に努めたが,識者のご指摘をえて十全なものにいたしたいと願っている。

1975年7月20日

日本赤十字社外事部
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