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はじめに

佐分晴夫は︑松井芳郎との共著論文の中で︑
﹁自決権は︑⁝⁝国家主権⁝⁝に国際法上の正統性を付与し︑さ

らには経済的独立を獲得するための武器としても機能する﹂と述べ︑伝統的国際法における主権概念の変容を示

唆した︒自決権が国家成立︵あるいは国家承認︶にかかわるのは当然として︑それだけでなく︑内戦に対する干

渉の問題や国際人道法の適用といった問題に多大な影響を与えた︒加えて国際人権規約共通第一条に自決権条項

が挿入されることによって︑人権分野においても重要な役割を演じた︒また天然資源に対する永久的主権に関す

る議論から︑経済的自決権や発展の権利という考え方を生み出し︑開発の国際法を主導する概念であった︒自決

権は︑二〇世紀国際法全般における主要な転換軸だった︒そうした理解の上で︑二〇世紀国際法は︑戦争違法化

と自決権を中心に体系化されてきた︒社会主義国の誕生とアジア・アフリカ諸国の植民地からの独立が︑国際社

会の構造変化を招来し︑伝統的国際法と質的に異なる現代国際法を形成したのである︒二〇世紀国際法は︑米ソ

(2)

対立という二極構造を反映した﹁平和共存﹂の国際法であっただけでなく︑南北対立を基調とした﹁国際協力﹂

(3)

等主義﹂イデオロギーから﹁自由主義﹂イデオロギーへと変化してきているのである︒また︑すでにほとんどの

(5)

義が地球規模で拡大し︑ヒト︑モノ︑カネの自由な移動こそが重要課題となっている︒桐山孝信が言うように︑
﹁平

ように思われる︒米ソ二極構造が消失したのである︒さらに︑グローバリゼーションの進展にともない︑市場主

しかし︑一九八九年以降に生じたソ連及び社会主義国の崩壊は︑国際社会の新たな構造変化を生み出している

じたのであった︒

の国際法であった︒その中で︑自決権は︑国際法において﹁平等主義﹂イデオロギーを推進する重要な役割を演

(4)

518

法政論集 245 号（2012）

(1)

説
論

二一世紀国際法における民族自決権の意義（山形）

植民地は独立を達成し終えており︑自決権自身︑存在意義が小さくなってきているように思われる︒植民地化を

達成した後の︑ポスト・コロニアル局面における自決権の問題を検討することで︑二〇世紀国際法と異なる二一
世紀国際法が形成されつつあるのかどうかという点について︑考察を加えたい︒

ここで二〇世紀国際法というのは︑第一次世界大戦以降胚胎され︑一九四五年の国連憲章を基盤に形成されて

いき︑一九八九年を終期とする国際法であり︑二一世紀国際法とは︑一九九〇年以降の国際法を言うものとする︒

フランクは︑一九四五年から一九九〇年までを一区分としてとらえているが︑自決権を主導したソ連の成立をみ

た第一次世界大戦以降を開始点とするほうが︑戦争違法化のプロセスとも合致しており︑
適切であろう︒ただし︑

武力行使禁止原則とは異なり︑実定国際法上の自決権は︑国連憲章制定当時に想定されていた内容とは異なる発

展を遂げており︑二〇世紀国際法を狭く定義するとすれば︑フランクと同様︑一九四五年を開始点としても問題

二〇世紀国際法における民族自決権

はない︒

第一章

非植民地化権

外的自決

︱

第一節

民族自決権は︑植民地状態にある民族あるいは外国の支配・抑圧といった従属状態にある民族が︑独立国との
(7)

統合若しくは自由連合又は独立を︑自ら決定することができる権利として確立した︒一九六〇年の植民地独立付
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(6)

与宣言︵総会決議一五一四︵

︶︶︑一九六六年の国際人権規約共通第一条︑そして最終的には一九七〇年の友
XV

れた対象は︑○植民地状態にある民族︑○外国の支配にあるか︑あるいはそれと類似した状況下にある民族︑○

民族自決権をめぐる大きな問題点は︑権利主体としての﹁民族﹂とは誰であるのかという点であった︒検討さ

非植民地化の権利として︑つまり︑外的自決として基本的には確立したと言うことができる︒

︶︶においてその権利性が確認された︒植民地本国からの独立を獲得する
好関係宣言︵総会決議二六二五︵ XXV

(8)

独立国にいる少数民族であった︒民族とは︑○及び○の人々を指すのか︑それ以外に○の少数民族をも含むのか

2

2

3

3

則﹂と規定していた︒この意味について︑ヒギンズが述べているところによれば︑これは﹁個人の同権﹂ではな

たとえば︑国連憲章は︑第一条二項と第五五条で自決原則を規定したが︑そこでは﹁人民の同権及び自決の原

れをうかがい知ることができる︒

二〇世紀国際法における民族自決権は︑いわば﹁人民﹂の自決権である︒後にウティ・ポシデティス原則︵ uti
︶によって民族の範囲が確定されることになるが︑すでに︑自決権にかかわるさまざまな文書からもそ
possidetis

地状態にある民族を一つの単位として︑当該民族全体が享受する権利であることを前提にしていたと思われる︒

限り︑一つの国家に所在する一体としての人々を暗示する︒しかし二〇世紀国際法にあっては︑主として︑植民

(9)

題の背後にも︑この問題は潜んでいた︒﹁民族﹂と訳す限り少数民族を含む可能性がある︒一方︑
﹁人民﹂と訳す

という問題が︑権利として確立してからも︑つきまとっていた︒また我国においては特殊に︑民族自決権︵ self︶の民族︵ peoples
︶を﹁民族﹂と訳すのがよいか︑﹁人民﹂と訳すのがよいかという問
determination of peoples

1

らかにしているだけでなく︑自決原則の主体については国家と同一であることをも認めているのである︒また植

く︑﹁国家の同権﹂を意味しているのであった︒国連憲章上︑自決原則がまだ権利性を獲得していないことを明

(10)
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1

説
論

二一世紀国際法における民族自決権の意義（山形）

民地独立付与宣言の第七項では︑﹁すべての国は︑平等︑あらゆる国の国内問題への不干与︑並びにすべての人

民の主権的権利及び領土保全の尊重を基礎とする﹂と規定されていた︒
﹁人民の領土保全﹂における﹁人民﹂とは︑

アフリカ統一機構︵

︶は︑一九六四年の時点で︑国境紛争に関する

決議 一六︵一︶の第二項に

民地境界にしたがった自決を前提としている﹂と述べ︑ウティ・ポシデティス原則を読み込んでいるのである︒

(12)

しない﹂と規定し︑領土保全原則を確認している︒この規定をもって︑ハリスは︑
﹁決議一五一四は︑現存の植

の国民的統一及び領土保全の一部又は全部の破壊をめざすいかなる企図も︑国際連合憲章の目的及び原則と両立

と言い換えが可能であるし︑
﹁人民を代表する国家の領土保全﹂と理解することもできる︒さらに︑第六項が︑
﹁国

﹁人民の領土保全﹂は﹁国家の領土保全﹂
国家を構成する全体としての民族を意味すると解釈せざるを得ない︒

(11)

O
A
U

おいて﹁すべての加盟国は︑国家独立を達成したときに存在していた国境線を尊重することを約束する旨︑厳粛

O
A
U

に宣言﹂した︒領土保全原則の確認である︒植民地が新国家として独立を果たしたとしても︑未だ権力基盤が固

まっておらず︑他国からの干渉を受けるおそれが強かったことから︑領土保全原則の確認が強く必要とされ︑決

議が承認されたのである︒また︑国境線の見直しを一から行うとすれば︑永遠に収拾不可能な論争に発展するこ

とになってしまうことも考慮された︒先に見たとおり︑植民地独立付与宣言にも同様の確認規定が挿入されてい
たが︑それも同じ趣旨である︒

ブルキナファソとマリの国境紛争において︑国際司法裁判所は︑ウティ・ポシデティス原則をアフリカにおい

て導入したのは︑こうした状況からして当然であった︒﹁ウティ・ポシデティス原則は︑植民地時代に確立した

﹁非植民地化が発生するところであればどこ
旧行政区画線を国際的な国境線に高める原則﹂であり︑そのため︑
(14)

でも︑非植民地化と論理的に結びつけられている一般的原則なのである﹂と述べ︑この原則を一般的に適用可能
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(13)

な原則であることを確認したのである︒注意すべきは︑同判決のパラグラフ二五において明らかなように︑
ウティ・

ポシデティス原則は︑一見して︑自決権と抵触する可能性があることである︒しかし︑
﹁あらゆる場面で︑独立

︶ため︑独立を発展させるため︑そして独立を徐々に凝固させるため﹂に︑ウティ・ポシデティ
を維持する︵ survive

ス原則が︑自決権に優先するとされた︒つまり︑二〇世紀国際法における自決権は︑領域的限定を受けることに

なったのである︒民族が国境を越えて存在していたとしても︑国境を無視したような民族自決や国境の変更を求
める民族自決は否定されたのである︒

ウティ・ポシデティス原則をアフリカに導入するのに問題がないわけではない︒第一に︑この原則は︑ラテン

アメリカで認められてきた地域的な規則であった︒この原則を認める普遍的な国家実行があったと言えるかどう

か疑問である︒確かにアフリカにおいて領土保全原則が確認されてきたが︑この原則は独立国間で尊重される原

則であり︑新国家の誕生の際に遵守されるべき原則であるウティ・ポシデティス原則とは︑異なっているからで

ある︒第二に︑この原則は︑ラテンアメリカにおいて︑スペイン一国を宗主国とする植民地から独立をはたした

国の間で認められてきた原則でしかないことである︒アフリカは複数の宗主国を有しており︑多くの場合︑新独

立国と隣国との境界線は︑旧宗主国間の﹁国境線﹂であり︑行政区画線ではない︒第三に︑ラテンアメリカにお

いてブラジルのみポルトガル領であったが︑そのポルトガルは﹁法上のウティ・ポシデティス﹂
︵ uti possidetis
︶ではなく︑実効的占有に基づく﹁事実上のウティ・ポシデティス﹂︵ uti possidetis de facto
︶を主張してい
juris

フリカに移入される原則も︑事実上のウティ・ポシデティスであってもよかったはずである︒第四に︑アフリカ

における旧宗主国間の﹁国境線﹂は︑﹁勢力圏﹂を示すものであって︑国境線と呼べるものであったと言えるか
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(15)

た︒ブラジルと他の国との境界線は︑行政区画線ではなく︑アフリカ同様﹁国境線﹂であった︒したがって︑ア

(16)

説
論

二一世紀国際法における民族自決権の意義（山形）

どうか︑疑問なしとは言えない︒

このような領域的限定をされた自決権は︑真の意味で︑自らの政治体制を自由に決定する権利であると言える

のかという素朴な疑問が生じてくる︒自ら決定しうるはずの政治体制には︑領域は含まれないのかという疑問で

ある︒そして︑民族は︑自決権の権利主体を決定し︑自らを自決権の権利主体であると決定することができない

のかという疑問である︒たとえば︑西サハラ事件で︑個別意見を書いたディラード判事は︑﹁領域の運命を決定

用されるジェニングスの言葉もここで引用する価値があろう︒つまり︑﹁民族は︑誰が民族であるかについて︑

することができるのは民族﹂であって︑
﹁民族の運命を領域が決定するのではない﹂と述べていた︒またよく引

(17)

他人に決めてもらうまで決めることができない﹂のである︒ジェニングスによれば︑民族自決は﹁ばかげている﹂

(18)

こうした素朴な自決権論からすれば︑自決権は︑二〇世紀国際法において確立する過程において﹁飼い慣らさ

ということになるのである︒

(19)

れた﹂のではないかという疑問が生じるのである︒国家を単位とする領域的民族︵つまり人民︶以外は自決権の

行使が認められないことになるからである︒
﹁自決権を外国の支配下にある民族に対してのみ認めるように限定

れたため︑独立国においては︑少数民族が分離することは認められない︒自決権には︑独立国からの分離を含ま

領域的・人的制限は︑直ちに分離権の否定を意味する︒自決権は植民地からの独立の文脈で主張され︑確立さ

決権享有主体に関する人的制限と同じであった︒

することによって︑下位の集団に対して自決権を拡大することはできなく﹂なったのである︒領域的限定は︑自

(21)

ないという意味で︑事項的にも限定されたのである︒たとえば︑ナイジェリアからの独立を求めたビアフラや︑
(22)

コンゴからの独立を求めたカタンガを見れば︑そうした限定は明らかである︒独立を達成した国からの分離独立
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(20)

を︑自決権は認めていないのである︒外的自決に関しては︑エマーソンが述べるように︑﹁一度国家が独立を達

︶
成すれば︑住民にとって︑自決権の継続的適用ということはありえない﹂のである︒一回限定︵ one-time-only

(23)

︶
﹂
ルールが適用されてきているのである︒しかも︑それだけではなく︑いわゆる﹁ソルト・ウォーター︵ salt-water
(26)

スは︑この﹁植民地自決権﹂を戦間期における民族自決と区別し︑その上で﹁植民地自決権﹂を確立させた法を

﹁民族自決権﹂︵ national
存在しないという理由で︑自決権の適用がなかったのである︒二〇世紀人民自決権は︑
︶ではなく︑
﹁植民地自決権﹂︵ colonial self-determination
︶でしかなかったのである︒ポメラン
self-determination

(27)

えた植民地における住民のみ自決権は行使可能であった︒つまり︑ソ連や中国が有する﹁植民地﹂は︑海外に

︶ と 呼 び う る 基 準 で あ り︑ 海 を 越
テストが適用されてきている︒﹁海外植民地基準﹂︵ overseas colonies only rule

(25)

︵権利を与えること︶という概念で説明する一方︑それと同時に
enfranchisement

︵権利の制限︶
disenfranchisement

こうした種々の限定を別の表現を使って示すのが︑ウェラーである︒彼は︑自決権が権利として確立する様を

﹁新国連自決法﹂と呼んでいる︒白色人種からの植民地解放のための原則であり︑それ以外ではなかった︒

(28)

が行われたと述べている︒領土保全が強調され︑分離権が否定されるという意味において︑権利の制限があると

(29)

んでいた︒そして︑植民地文脈とは関係なく︑あらゆる民族が自決を享受しうるものと理解していた︒そうした

権になったのである︒民族自決の主唱者の一人ウィルソン大統領は︑民族自決の中に︑民主主義の要素を読み込

二〇世紀国際法において︑ウティ・ポシデティス原則による自決権に対する制限が確立し︑自決権は人民自決

であるが︑法的権利になった結果︑権利行使に際し領域的・人的・事項的制限をうけたのである︒

その行使を厳しく限定されるようになったのである︒政治的な原則である限り︑その主張は︑自由に行われたの

いうのである︒このように︑自決権は︑権利性を獲得すると同時に︑そして法的権利として確立するがゆえに︑

(30)
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(24)

説
論

二一世紀国際法における民族自決権の意義（山形）

民族自決が︑植民地人民の自決権として再構成されたのである︒フランクが述べるように︑
﹁第二次世界大戦後︑

︱

内的自決

体制選択権

は︑政治的地位を自由に決定し︑並びに経済的︑社会的及び文化的発展を自由に決定する﹂と記している︒これ

内的自決は︑体制選択権と呼びうる原則である︒植民地独立付与宣言がその第二項において︑
﹁すべての人民

第二節

れるようになった︒こうした理解は︑次の︑内的自決においても顕著であった︒

︶アプローチが採用さ
は︑全体としての一つの民族︑すなわち人民によって行使されるという全体的︵ wholistic

(33)

︶ に 基 づ き ︑ 非 植 民 地 化 が 行 わ れ た ﹂ の で あ る︒ こ の よ う に ︑ 自 決 権
領土保全と自決の理論上の融合︵ synthesis

(32)

︶である︒人種差別なく︑
a safeguard or saving clause

基礎として自決権の適用が主張されてきた︒内的自決が持つ意味は計り知れない︒自決権が︑独立後であっても

少数民族である白人が政権を握っていたことから問題とされた︒そして︑こうした人種差別政策を批判する法的

内的自決は︑南アフリカという独立国の政府が︑そこに居住する住民に対してアパルトヘイト政策を実施し︑

自らの政府を自由に決めることができる権利として政治的な内的自決は主張されてきたのである︒

定された︒分離をめぐる議論で持ち出される﹁留保条項﹂
︵

の人民を代表する政府を有する主権独立国家﹂のみが﹁領土保全又は政治的統一﹂を主張することができると規

がかりを与える規定である︒友好関係宣言では︑﹁人種︑信条又は皮膚の色による差別なく領域に属するすべて

が体制選択権を規定するものかどうかについては見解が分かれうるが︑少なくとも内的自決たる体制選択権の手

(34)

なくなるわけではないことが含意されているからである︒つまり︑内的自決の承認によって自決権の普遍的適用
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(31)

の可能性が開かれたのである︒金東勲は︑一九七三年の時点で︑次のように述べている︒

﹁﹃自決﹄は︑⁝⁝いわゆる﹃外的自決﹄から⁝⁝﹃内的自決﹄へと変容しつつある⁝⁝︒いいかえると﹃自

決﹄は︑すべての植民地が独立を完了するとともにその存在理由を失うのではなく︑⁝⁝すでに独立を達成

つまり内的自決の成立によって︑植民地以外の独立国の民族に対しても適用できる地理的普遍性を獲得し︑それ

﹂
した人民と民族の自主的発展を担保する権利としても発展しつつあるといえるのである︒

(35)

と同時に︑植民地後の適用が可能になるという時間的普遍性を獲得したはずである︒

こうした内的自決は当然︑独立国を構成する人民全体を享有主体としている︒たとえば︑内的自決を構成する

原則である経済的自決権は︑国家による国有化を正当化する論理であったが︑国家によって代表される単一の全

︶の第一
体としての民族すなわち人民が権利主体であった︒天然資源に対する永久的主権決議一八〇三︵ XVII
︶及び民族︵ nations
︶の権利﹂を規定しているが︑
peoples

項は︑﹁天然の富と資源に対する永久的主権への人民︵

国有化の権利一つをとってみるだけで︑人民や民族は国家と同一視されていることが判る︒クロフォードが述べ

るように︑天然資源に対する永久的主権原則を︑
﹁国家と区別された民族の集団的権利として取り扱うことは困

難である﹂︒経済的自決を語る限り︑国家と同一視される人民のみが主体でなければならなかった︒

は含まれないという解釈が一般である︒自由権規約委員会の一般的意見二三︵一九九四年︶
では︑﹁自由権規約は︑

自決権と第二七条が保障する権利とを区別﹂しており︑﹁自決権は︑選択議定書でカバーされている権利ではない﹂
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(36)

国際人権規約の共通第一条の中に自決権が規定された︒しかも﹁すべての人民﹂に対して自決権が付与され

(37)

た︒しかし︑自由権規約第二七条には少数民族の権利が規定されたため︑第一条の自決権には︑少数民族の権利

(38)

説
論

二一世紀国際法における民族自決権の意義（山形）

ならないことも明らかである︒クエンは︑自由権規約の国家報告を分析し﹁国家は︑外的自決を国家の全住民の

的な権利として構成されていないことは明らかだ︒そして自決権の享有主体は︑少数民族とは区別されなければ

見から︑短絡的に︑民族は国民全体としての人民を意味するとはならないのであるが︑少なくとも自決権は個人

と述べ︑集団の権利である自決権については︑個人申し立てができないことを明らかにしている︒この一般的意

(39)

て︑西側先進国は概して︑自決権の普遍的な適用を主張していたが︑社会主義国及び途上国は概して批判的であっ

また内的自決の意味内容もどこまで具体化しているのか︑はっきりしていない︒友好関係宣言の留保条項に対し

しかし︑政治的な文脈での内的自決が︑国際法上の権利としてどの程度確立しているかは︑はっきりしていない︒

う理解である︒

だけが意図されている﹂という極端な議論まで存在する︒国家の権利が人権規約で保護の対象とされているとい

(41)

﹁人権規約第一条第二文は︑主権国家の自決権を保護すること
権利であるとみなしている﹂と結論づけている︒

(40)

﹁第三世界の共通認識からすれば︑植民地から脱した新たな単位は︑
たとされる︒ポメランスが主張するように︑

当然︑統一的存在であることが認められており︑政権が国民をどれだけ代表しているかという問題や︑新国家の

また︑内的自決権が︑国連の場で認められたのは︑パレスチナ︑南アフリカ︑南ローデシア︑そしてチベット

中でどれだけ人権が守られているかという問題は︑自決権の中心課題ではなかった﹂のである︒

(43)

国際社会が一致して内的自決権を主張し︑政府の政策変更に追い込んだのは︑南アフリカや南ローデシアの事例

といった地域に限定されている︒たしかに内的自決権を通して自決権の普遍的適用を確認することはできるが︑

(44)

に限られている︒友好関係宣言の留保条項も︑この二つの事例を念頭に置いて起草されていたと言っても過言で
(45)

はないであろう︒そうであるとすれば︑フランクが︑植民地自決権を以下のように概念規定し︑公然と批判する
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(42)

ように︑﹁自決権は︑ほぼ︑有色人種が白人に支配されない権利として解釈されるようになった﹂のであり︑
﹁自

︶を創設するものとは解釈されてこなかった﹂
決権は︑アフリカにおいて︑人民民主主義の権利資格を︵ entitlement

のである︒したがって︑内的自決の内容についても適用範囲についても︑植民地の文脈を離れては︑一定した原

自決権と国家主権

︱
不干渉原則

則を導き出しうるまでには至っていないと言わざるを得ない︒

第三節

自決権︑特に内的自決は︑不干渉原則を導き出すことができる︒民族は自由に自らの政治的地位を決定するこ

とができるのならば︑他国はその政治過程に干渉することは当然許されないことになる︒内戦に対する外国の不

干渉が主張される背景には︑内戦という段階にまで達した国家は︑その政府が民族の支持を得ていない可能性が

しての人民を意味していていたからである︒

を害することになる︒こうした理論が引き出されるのも︑民族自決権における民族が︑国家に代表される一体と

に違反するが︑それだけでなく︑不干渉原則にも違反する︒干渉行為は︑国家主権を否定し︑究極的には自決権

えたのであり︑不干渉原則を根拠づけたのである︒武力をもって他国を侵略することは︑当然武力行使禁止原則

も蹂躙するものとして糾弾されることになる︒こうして︑自決権は︑国家主権を強化するための理論的支柱を与

れるのである︒当然︑一国が他国を支配下に置くことは︑当該国家の国家主権を毀損するだけでなく︑自決権を

あるいは反政府運動団体を支持するか︑その民族が決定すべきであり︑外国が干渉すべきことではないと主張さ

あることになり︑自決権の観点から︑政府の正統性が疑わしくなったためである︒そして正統政府を支持するか︑

(47)
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(46)

説
論

二一世紀国際法における民族自決権の意義（山形）

一九八六年のニカラグア事件判決の中で国際司法裁判所は︑以下のように述べている︒

﹁ニカラグア政権がどのように理解されようとも︑国家がいかなる政治上の主義主張に基づこうが︑それは

国際法違反を構成しない︒そうでなく︑特定の主義主張を採用することが国際法違反を構成するとすれば︑

国際法全体がよってたつ国家主権という基本原則が意味のないものになってしまう︒加えて︑政治的︑社会

ボコール・ツェゴが述べるように︑﹁自決権の両︵外的及び内的︶側面は︑国家主権概念に融解し取りこまれる︵ melt
︶ことになる﹂︵挿入筆者︶のである︒一体としての人民が国家と同視された結果なのである︒
in
しかし注意しなければならないのは︑自決権に根ざしていれば︑外国は自決権享有主体である人民に援助を与

由があるからに他ならない︒こうして︑自決権は︑国家主権と国民主権を橋渡しする可能性を与えられたのである︒

与しても良いことになる︒これは︑自決権︑とりわけ内的自決によって︑民族に政治的選択やその他の選択の自

ここでは︑民族も自決権も出てこないが︑しかし︑国家は主権を有することから︑いかなる政治上の主義主張に

﹂
的︑経済的及び文化的国家制度選択の自由が意味のないものになってしまう︒

(48)

えることができることである︒友好関係宣言の中で︑﹁人民は︑⁝⁝援助を求めかつ受ける権利を有する﹂とさ

れている︒つまり︑人民に対して援助を与えることは可能であるが︑自決権を否定する植民地本国や︑人民を支

配している外国に対して援助を与えることは許されていない︒したがって︑自決権を根拠として外国の介入が認

められる余地がある︒この援助の意味に関しては︑西洋諸国は︑専ら精神的な援助を意味するのであって︑物質
(50)

的な援助を意味していないと主張していたことを︑確認しておく︒西洋諸国は︑自決に基づく介入を︑実際上否
定していたのである︒
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(49)

このように︑二〇世紀国際法における自決権の主体たる民族は︑国家内の一体としての人民であったのである︒

それだからこそ︑国際法が関心をもつ国家主権と︑国内法の領域である国民主権とを結びつける法概念として自

決権が持ち出され︑自決権にそうした使命が与えられることになったのである︒自決権は﹁独立国家の形成にと

もなって国家主権と融合し︑その尊重は主権の相互尊重＝内政不干渉として表現されることになるのだ﹂と主張
されたのは︑まさに︑そうした理解があったからである︒

二〇世紀国際法における人民自決権は︑植民地自決権と呼ぶことができるもので︑その適用範囲は︑極めて限

定されていた︒植民地支配下にある人民または外国支配下にある人民のみが外的自決権の行使を認められていた︒

内的自決も︑白人による人種差別を否定するために拡大された自決権であり︑普遍的適用と言っても︑文字通り

普遍的に適用されたわけではなかった︒アジアやアフリカにおいては︑植民地から独立を達成した国家が専制的

政治体制を維持している場合であっても︑それを否定する論理は二〇世紀人民自決権からは出てこないのである︒

国際社会の変容と﹁飼い慣らされた﹂自決権への新たな挑戦

国家主権と結びつけられ︑不干渉原則を強化する理論的支柱として自決権が主張されたからである︒

第二章

救済のための分離の主張

外的自決

︱

第一節

一九九〇年を境に誕生したかもしれない国際法を二一世紀国際法と呼ぶ︒この国際法は︑言い方を変えれば︑
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(51)

説
論

二一世紀国際法における民族自決権の意義（山形）

ポスト・コロニアル国際法である︒その二一世紀国際法が直面した問題の一つが︑内戦である︒今日︑国家間の

に よ る 単 独 行 動 主 義 に 基 づ く 武 力 紛 争 が 目 に つ く が︑ 大 部 分 の 武 力 紛

(52)

ていないが活発な自決紛争が五五あり︑さらに︑一五の紛争が解決済みであるにもかかわらず再発の危険がある

になる︒ある調査によれば︑現在武力紛争にまで発展した自決をめぐる紛争が二六あり︑武力紛争にまで発展し

思想である︒民族自決の思想が︑分離の要求を強めているのである︒民族自決が悪者にされる時代を迎えたこと

︶の問題を発生させたのである︒そうした内戦の思想的背景にあるのが民族自決の
わゆる破綻国家︵ failed state

争は内戦である︒一国内における部族間の衝突が内戦を引き起こし︑政府の無力︑あるいは政府の加担から︑い

武 力 紛 争 は︑ ア メ リ カ 合 衆 国 や

N
A
T
O

とされる︒合計すれば九六であり︑二国に一国の割合で民族紛争を抱えていることになる︒

その理由は明瞭である︒一九九〇年時点で︑ほとんどすべての植民地が解消した︒一九九〇年以降の新たな国

連加盟国を見れば︑その大部分は︑ソ連の解体及び社会主義体制の崩壊にともない誕生した新国家である︒冷戦

期における植民地からの独立は︑民族や部族の分断を固定化するものでしかなかった︒冷戦期であれば︑米ソの

勢力圏内においてそうした争いは力ずくで押さえ込まれるか︑あるいは当初からあきらめざるをえないかのいず

れかであることが多かった︒しかしそうした米ソの重しがとれた今︑民族が自らのアイデンティティーを求め︑
分離の要求を正面から掲げるようになったのである︒

植民地が独立を達成した後でも︑そして独立国内の民族であっても︑自決権の普遍的適用を受けるという考え

方からすれば︑少数派の民族が自決を求めるようになったとしても︑何も不思議ではない︒問題は︑二〇世紀国

際法において確定した民族の定義にある︒もしも民族自決権の民族が︑一国全体の人民を示すとすれば︑そして︑

植民地支配下または外国支配下にある集団を意味するとすれば︑独立国における少数民族の自決要求は認められ
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(53)

るわけではない︒自決権が︑国家主権と結びつき︑不干渉原則を強化しており︑領土保全原則とも密接なつなが
りを持つからである︒

の設立した仲裁委員会︵

Badinter

自決権に対するウティ・ポシデティス原則の優先は︑二〇世紀国際法における人民自決権からすれば︑当然の
法的結果であった︒そしてこの原則を︑ヨーロッパの文脈で適用したのが︑
委員会︶の意見第三︵一九九二年︶である︒

﹁ウティ・ポシデティス原則は︑当初︑アメリカやアフリカにおける非植民地化問題を解決する際に適用さ

れてきたが︑今日では︑⁝⁝一般的原則であると認められている︒⁝⁝独立問題が発生するところであれば

どこでも︑独立達成現象と論理的に結びつけられている一般的原則である︒その目的は︑
部族間対立により︑
﹂
新国家の独立と安定が害されることを防止することにあることは明らかだ︒

このように︑ウティ・ポシデティス原則による民族の規定は︑まさに二一世紀国際法が始まろうとしていた時代
に︑明確にされたのである︒

注意しなければならないのは︑ウティ・ポシデティス原則の優先が確立したのは︑ブルキナファソ／マリ事件

の一九八六年あるいは旧ユーゴ仲裁委員会の一九九二年という二〇世紀国際法と二一世紀国際法の節目の時期で

あったことである︒つまり︑非植民地化がほぼ完成した後で確認されたのであり︑二一世紀国際法が登場する背

景として︑自決権の﹁飼い慣らし﹂が完成したのである︒しかも︑旧ユーゴ仲裁委員会の意見には︑ウティ・ポ

シデティス原則に対する顕著な拡大化が見られる︒第一に︑ラテンアメリカで確立していたいわば地域的な法規

則をアフリカに拡大した点がある︒地域的拡大である︒仲裁委員会の意見にはさらなる拡大がある︒ポスト・コ
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(54)

説
論

ロニアルを意識した拡大である︒ブルキナファソ／マリ事件で国際司法裁判所は︑ウティ・ポシデティス原則を

しまった︒本来ならば︑国際司法裁判所の判例をそのままヨーロッパに適用することができないことは明らかで
ある︒非植民地化との関連がないからである︒ここに第二の拡大が認められる︒

このようなウティ・ポシデティス原則の拡大適用は︑
﹁御都合主義的規則﹂
︵
︶の適用と言
a
rule
of
convenience
︶
dismemberment

場合︑一九九二年当時︑四三・七％がスラブ系ムスリム人︑三一・三％がセルビア系︑一七・三％がクロアチア系

においては︑連邦において多数派であった民族が今度は少数民族となってしまう︒ボスニア・ヘルツェゴビナの

している多数派民族は︑連邦全体から見れば少数民族であったが︑新たに国境線となった線で囲い込まれた地域

的な政府によって︑たまたま沿革上︑線引きされた行政区画線﹂に従う必要があるのか︒第三に︑共和国を構成

(58)

説明はない︒第二に︑ユーゴスラビア社会主義連邦共和国を共和国単位で独立を認めるとしても︑なぜ﹁非民主

の事例であると考えられている︒なぜ国家の解体の場合にもウティ・ポシデティス原則が適用されるのか︑一切

(57)

われても仕方がない︒第一に︑ユーゴスラビアの場合︑自決権の事例ではなく︑国家の解体︵

(56)

抱えるヨーロッパの安定のために︑自決権の﹁飼い慣らし﹂が意図的に行われたのである︒そして︑それは︑少

を自決権の制限規範として規定することにより︑自決権の﹁飼い慣らし﹂が完了したのである︒少数民族を多く

全を認めるウティ・ポシデティス原則が適用されたのである︒領土保全原則︑そしてウティ・ポシデティス原則

セルビア系住民にも独立︑自由連合または統合を求める権利があるのか︒こうした点に答えることなく︑領土保

であるとされている︒新ユーゴで多数派であったセルビア系が︑少数派に転じているのである︒少数派となった

(59)

数民族の分離権否定へと導かれることになる︒
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(55)

﹁非植民地化﹂という文脈を外して
﹁非植民地化と論理的に結びつけ﹂て理解していた︒しかし︑仲裁委員会は︑

二一世紀国際法における民族自決権の意義（山形）

そこで次に︑分離権が︑少数民族に認められるかどうかを検討しよう︒これについては︑友好関係宣言の領土

保全原則を規定した留保条項が︑議論の焦点となった︒留保条項は︑以下のように規定する︒

﹁上に規定された人民の同権と自決の原則に従って行動し︑それゆえ人種︑信条又は皮膚の色による差別な

くその領域に属するすべての人民を代表する政府を有する主権独立国の領土保全又は政治的独立を全部又は

一部分割し若しくは毀損するいかなる行動をも︑承認し又は奨励するものと解釈されてはならない︒﹂

この条文から︑独立国の領土保全原則を毀損する分離権は認められないという解釈が出てくる︒領土保全及び政

治的統一を毀損してはならないからである︒その一方で︑主権独立国といえども︑
﹁人民の同権と自決の原則に

したがって行動する﹂政府を有していなければならないし︑
﹁すべの人民を代表する政府﹂を有していなければ

ならないのであって︑そうした条件を満たさない限りは︑分離権が︑反対解釈として導き出される︒カセーゼは
﹁主

権国家の中央政府が︑宗教的・種族的集団に対して参加権を与えることを絶えず拒否している場合︑こうした集

団の基本的権利を大規模に組織的に踏みにじっている場合︑そして国家構造の中で平和的な解決の可能性を否定

している場合﹂という条件付きで︑分離権が黙示的に認められていると解釈する︒友好関係宣言のこの規定を留

保条項として理解し︑分離権を一定の場合認めようという考え方である︒こうした考え方は︑一般に︑﹁救済の
︶と呼ばれている︒
remedial secession

自決権を︑外的自決権と内的自決権に分け︑次のように説明した︒﹁自決権は︑
通常︑内的自決によって実現される﹂

一方︑﹁外的自決︵この場合︑一方的分離の主張という形態を採ることがある︒
︶は︑もっとも極端な場合におい
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(60)

こうした考え方に根ざした意見が︑一九九八年のカナダ最高裁判所のケベック分離に関する意見で採用された︒

ための分離﹂︵

(61)

説
論

二一世紀国際法における民族自決権の意義（山形）

てのみ生じる﹂︒そして結論として︑

﹁国際法上の自決権が外的自決権を認めるのは︑せいぜい︑旧植民地状況にあるか︑民族が︑外国による軍

事占領下にあるような抑圧状況にあるか︑あるいは明定可能な集団が︑政治的︑経済的︑社会的及び文化的

発展を追求するために政府を利用しようとしても意味をなさない状況にある場合である︒この三つの場合す

べてにおいて︑民族は︑外的自決権を行使できる︒なぜなら︑当該民族は︑自決権を内的に行使する能力を

とを示す証拠がなければ︑そして︑アフリカ︵バンジュール︶憲章第一三条一項が保障する政府への参加権

﹁人権侵害が発生し︑それがザイールの領土保全原則に対して疑問を差し挟んでも良い段階にまで達したこ

リカ委員会が下した一九九五年の意見では︑

民評議会がザイール︵現在のコンゴ民主共和国︶を相手に訴えた事件において︑人及び人民の権利に関するアフ

アフリカにおいても︑
﹁救済のための分離﹂が認められていると解釈可能な決定が下されている︒カタンガ人

ある︒友好関係宣言の留保条項の反対解釈から得られた
﹁救済のための分離﹂が明示的に肯定されたことになる︒

明らかである︒内的自決権が否定される場合には︑外的自決権の行使が可能となり︑分離までも肯定されるので

あり︑外的自決権の行使は︑第一の場合及び第二の場合に限定されていた︒しかし︑この意見には︑その拡大が

の否定状況という場合に肯定したのである︒二〇世紀国際法における人民自決権は︑植民地自決権であったので

民族による外的自決権の行使を︑第一に︑植民地状況︑第二に︑外国軍事占領状況︑そして第三に内的自決権

﹂
否定されているからである︒

(63)

をカタンガ人民が否定されていることを示す証拠がなければ︑カタンガは︑ザイールの主権及び領土保全原
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(62)

則と両立する他の自決︵内的自決︶を行使する義務がある﹂︵挿入筆者︶

と述べられた︒バンジュール憲章の第二〇条一項の第二文は︑
﹁すべての人民は︑疑う余地のない︑かつ︑譲り

えない自決の権利を有する﹂と規定しており︑それに基づいて訴えられた事件であった︒事実の詳細は不明であ

る が︑ カ タ ン ガ の 独 立 を 認 め る よ う 委 員 会 に 求 め た 事 件 で あ る ︒ こ の 決 定 に 関 し 反 対 解 釈 を 行 え ば ︑
﹁人権侵害

が⁝⁝領土保全原則に対して疑問を差し挟んでも良い段階にまで達した﹂場合であって︑
﹁政府への参加権⁝⁝

が否定されている﹂場合に限ってであるが︑領土保全原則に反する行動︑つまり分離行動を採っても良いと解し

うるのである︒カナダ最高裁は︑﹁救済のための分離﹂を︑肯定的な表現で認めたが︑人及び人民の権利に関す

が宣言される場合があった︒後者の事例における国家実行を見ても︑そうした場合において独立を宣言する

及び搾取されている民族が独立を達成する権利が生まれた︒⁝⁝しかしながら︑こうした文脈を離れて独立

﹁二〇世紀後半において︑自決に関する国際法が発展し︑非自治地域の民族並びに外国によって支配︑隷属

のである︒

そうした背景において国際司法裁判所のコソボの一方的独立宣言に関する勧告的意見が二〇一〇年に出された

めの分離﹂が認められる余地があることになった︒

るアフリカ委員会は︑友好関係宣言と同様︑否定的な表現で分離権を含意させている︒いずれにせよ﹁救済のた

(65)

ことを禁止する国際法上の新しい法規範の出現は認められないのである︒﹂

分離権を否定する国際法は存在していないとのみ述べている︒その一方で︑分離権を認める国際法については一

切触れられていない︒﹁救済のための分離﹂について︑裁判所意見は︑回避した︒裁判所は︑
﹁国際法は﹃救済の
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二一世紀国際法における民族自決権の意義（山形）

ための分離﹄を認めているかどうか︑そしてそれが肯定される場合に︑どのような条件で認めているかについて

は︑⁝⁝意見の相違が存在している﹂のであって︑この問題に答えることは﹁総会によって与えられた問題の範

取ることになる﹂のであって︑そして︑﹁武力を行使してでも︑分離は残虐な抑圧に対する防御的な唯一の対応

規定されている自決権にはこうした人権侵害に対して抵抗する権利を含んでいるのであり︑自衛権という形態を

学会では︑分離権を認める見解も表明されてきた︒ジンマの国連憲章コメンタリーでは︑﹁人権規約第一条に

囲を超える﹂と述べたのである︒

(67)

武力を使った分離を否定する見解もある︒あるいは︑分離は本国の同意があって初めて許されるという考え方も

(71)

関係にあり︑
﹁平和的な手段によって国家が創設される場合に限って︑新国家を国際法は容認している﹂と述べ︑

を脆弱にしてしまうような規範を認めるはずがないというわけである︒また︑分離は当然国家の創設と不可分の

という意見である︒国際社会は︑依然として国家を基礎にして形成されており︑国際社会の基本単位である国家

(70)

明されていた︒たとえば︑﹁国際法は︑自殺クラブの規範ではないので︑そのような権利を認めるわけがない﹂

分離を求めて戦うことを国際法は認めなければならない﹂と言う︒それに対して否定する見解も学会の中では表

(69)

措置となる﹂のであった︒またトムシャットは﹁構造的差別に苦しんでいる共同体メンバーが最後の手段として

(68)

示されている︒

たとえ分離を認めたとしても︑分離独立を達成した国の中に︑少数民族が取り残されてしまう︒たとえば︑コ

ソボではアルベニア系住民が九〇％近くいるとされているが︑セルビア系住民が一〇％程いるとされている︒つ

まり︑セルビア内においては少数派であるコソボが独立をすれば︑新ユーゴでは多数派であったセルビア系住民

が︑コソボでは少数民族になってしまうことになる︒こうした場合︑さらに分離を認めるとすれば︑際限のない
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(72)

カナダ最高裁判所も︑﹁国際法は︑一方的分離の権利を含んでいないし︑そうした権利の明確な否定も含んでい

また︑
の国家内において︑独立の国家性を主張することを認める実定法上の権利は存在していない﹂と述べている︒

(74)

個別意見のユスフ判事は明瞭に﹁一般国際法上︑種族的にあるいは人種的に区分けされるあらゆる集団が︑既存

そうした状況を勘案すれば︑一つの答として︑分離は肯定も否定もされていないということになろう︒たとえば︑

分裂を許容してしまう︒﹁タマネギ問題﹂が現出することになる︒

(73)

ない﹂と述べているのである︒こうした理解は学会でも共有されていると思われる︒確かに︑﹁救済のための分離﹂

をめぐって︑肯定説と否定説に分けることができるが︑肯定説であっても︑国際社会の実行は︑分離権を認めて

いないことを確認している︒友好関係宣言留保条項の反対解釈から﹁救済のための分離﹂を引き出すカセーゼも
﹁圧

といえども︑事実として分離がありうることを認めている︒法上の国家になりうるかどうかは別の問題であるこ

倒的大多数の国家の見解や国家実行からすれば︑分離に反対し続けている﹂ことを否定していない︒一方否定説

(76)

とを前提にしての議論である︒法上の存在と実効性に基づく事実上の存在とを区別して分離を考えている︒法上

の分離権は認められないが︑事実上の分離は法現象として認められるのである︒分離後は︑国際社会がその国を

いない﹂ということになるだろう︒フランクが述べるとおり︑﹁現存している若干の非植民地化の場合を除き︑
法は︑

うるというわけではないことになる︒したがって︑今日の権利状況からすれば︑分離権は﹁許容も否定もされて

領土保全原則及びウティ・ポシデティス原則を前提にする限り︑民族が自らを民族と名乗り︑分離を自由に行い

いると解釈するか︑あるいは分離は禁止も許容もされていないと解釈するかどちらかということになる︒そして︑

コソボ勧告的意見に従うとすれば︑分離が禁止されていないことになり︑残りの可能性は︑分離が許容されて

承認するかどうか︑あるいは何らかの制裁措置をとるかどうか︑分離後において法的判断に服させようとする︒

(78)
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ることができるが︑﹁禁止されていない﹂という表現は︑ジンマ判事が警告をならすように︑ローチュス号事件

かもしれない︒分離権が﹁許容されている﹂と明示していないので︑裁判所意見は慎重な意見であったと評価す

その一方︑分離権を否定することもできなくなった︒コソボ勧告的意見は︑分離運動にさらなる拍車をかける

いであろう︒

考えられないのである︒実定法化されることのない超法規的な権利として︑今後も︑明確に肯定されることはな

法が明確に肯定することはないと思われる権利である︒法が自らを全否定する権利を法主体に認めることは通常

分離を禁止することも許容することもない﹂のである︒国内法における抵抗権あるいは革命権と同じであって︑

(79)

判決を思い出させるのに充分である︒禁止されていないことは許されているという解釈を生むのである︒さらに︑

フォークが警告を与えるように︑﹁コソボの独立宣言は国際法に違反していないという結論とその独立宣言は﹃国

際法に従っている﹄という認定とを︑分離主義運動が︑わざわざ区別するであろうか﹂と疑問が提示される︒コ

(81)

ことであり︑二〇世紀人民自決権における人民概念︑つまり︑全体としての一つの民族という考え方に修正が

さて︑本稿との関係で︑注目すべき点は︑極限的な状況下ではあるが︑少数民族に分離という選択が残された

しないことがあることをフォークは示唆しているのである︒

法的には区別可能であるが︑一般の政治運動家には区別不可能であること︑あるいは政治運動家は︑わざと区別

回答したことをフォークは批判したのである︒その上で︑﹁従っている﹂と
﹁違反していない﹂
という二つの結論は︑

う質問であったにもかかわらず︑国際司法裁判所は︑わざと諮問事項をずらして﹁国際法に違反していない﹂と

ソボ勧告的意見の諮問事項が﹁コソボ暫定自治政府による一方的独立宣言は国際法に従っているかどうか﹂とい

(82)

もたらされる可能性が出てきたことである︒ケベック勧告的意見の中で︑カナダ最高裁が﹁﹃民族﹄には︑現存
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(80)

︱

内的自決

人民から民族へ

︶になることになる﹂と︒もしも分離権が認
people

︶による自決権行使を否定することを意味した︒とくに︑外的自決権の
minority

うとしていた一九八九年に採択された

第一六九号条約︑つまり﹁独立国における先住民及び種族民に関

否定を意味した︒その一方で︑例外的に︑自決権を少数者に付与することが行われた︒二一世紀国際法が始まろ

立したが︑それは︑少数民族︵

二〇世紀国際法では︑旧植民地を一つの単位とする民族︵すなわち人民︶が自決権の享有主体となることが確

第二節

民とは区別される民族という主体の持つ権利として︑国際法に居場所を確保しつつあるのである︒

は当然の帰結である︒もはや︑全体としての民族という考え方を維持することができなくなった︒自決権が︑人

め ら れ る と す れ ば︑
﹁国家全体の人民と同義ではない集団が︑自決権を有する民族とみなしうることになる﹂の

(85)

︶が重大な差別を受けた場合︑少数者は﹃民族﹄︵
︵ minority

は批判を込めて次のように言う︒﹁救済のための分離﹂を認めることは︑﹁民族的︑宗教的または言語的少数民族

ト・コロニアル局面において︑少数民族に対しても自決権享有を認める方向が生まれているのである︒コーヘン

法が課した絶対的な基準としての領土保全原則をも否定するモメントを含んでいる︒植民地独立が完了したポス

の国家の住民全体︵ the population
︶の一部だけを含むことがありうる﹂ことを認めた︒これは︑二〇世紀国際

(83)

るとされたのである︒また︑二〇〇七年に国連総会で採択された﹁先住民族の権利に関する国際連合宣言﹂では︑

団を決定するための基本的な基準とみなされる﹂と規定し︑先住民は︑自らを先住民と自己決定することができ

する条約﹂では︑第一条二項において﹁先住民又は種族民としての自己認識が︑この条約の規定が適用される集

I
L
O
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その第三条において﹁先住民族は︑自決権を有する﹂と規定されている︒ここで︑自決権の意味は︑国家内にお

ける自治の権利に過ぎないけれども︑少数民族の中の例外として先住民に対してのみ自決権が認められる傾向に

あるのである︒ではこれを先駆として︑少数民族一般に対しても︑自決権が認められるかといえば︑それは否定

せざるを得ないであろう︒なぜなら︑第一に︑先住民は︑﹁文化的アイデンティティーを失う差し迫った危険がある﹂

からであり︑第二に︑先住民に自決権を認めたとしても︑
﹁影響力が弱く︑国家に対する現実の脅威を構成しない﹂

しているように﹁鍵となるのは︑非植民地化過程としての自決から人権としての自決︵﹃民族﹄の権利︶へ橋渡

政権という人権を触媒として︑内的自決権と外的自決権の結合が生じつつある︒ヒギンズがいみじくも明らかに

なった︒分離権が前提とする重大な人権侵害や参政権の否定は︑主として︑内的自決の問題である︒政府への参

二一世紀国際法においては︑分離権のような外的自決は︑例外的ではあるが︑ありえないわけではない事象と

どうかを︑自己決定することができないのだろうかという︑素朴な疑問が出てくることになるのも当然である︒

決が︑自らの政治的体制を決定することであるとすれば︑なぜ︑民族自決権の享有主体である﹁民族﹂であるか

これは︑分離を求める少数民族からすれば︑受け容れがたいものであることは明らかである︒民族自決の内的自

けでなく︑絶滅に瀕しているごく例外的な先住民となる︒その他の一般の少数民族は明らかに排除されている︒

このように︑自決権が認められるのは︑植民地支配下にある民族であるか︑外国の支配下にある民族であるだ

からであると説明されるからである︒先住民は民族の中の例外という取り扱いである︒

(86)

しすることである﹂︵挿入原文︶︒人権としての自決権が︑自決権の中心課題となるのは必然である︒自決権への

人権アプローチである︒この人権アプローチを唱道するのがマッコーコデールである︒
﹁自決権を考察する上で

(88)

適切な法枠組は︑⁝⁝国際人権法において発展した法規範を基礎にした法枠組のみである﹂という主張である︒
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(87)

内的自決権に関しては︑自由権規約の第二一条が規定する集会の自由︑第二二条が規定する結社の自由︑第二五
条が規定する政治に参与する権利において具体化されているという理解である︒

こうした自決権への人権アプローチは︑二〇世紀国際法とは逆の論理が働いていることが判る︒人権規約にお

いては︑自決権は個々の人権の保障の前提とされていた︒自由権規約人権委員会は一般的意見第一二で︑

﹁自決権は︑とりわけ重要である︒自決権の実現が︑人権の実効的な保障及び遵守のために不可欠の条件だ

と述べ︑人権実現の条件であることを強調していた︒自由権規約の場合︑個人の人権についてのみ個人申し立て

からである︒そして︑人権の尊重及び強化のためにも不可欠の条件だからである︒﹂

(89)

が可能であり︑第一条の自決権は排除されている︒集団の権利である自決権は個人の権利の前提であり︑人権そ

のものではないという理解である︒こうした理解は︑民族を全体としての一つの人民と理解していた結果である︒

したがって︑自決権を政治的参与権として再構成することは︑自決権を個人の権利へと還元させることになる︒

しかも︑人権侵害に対する最後の手段として分離権が認められることになれば︑人権保障が分離権行使を防ぐ保

障措置として機能することになる︒当然︑こうした考え方が主張される背景には︑自決権が分離運動を加速させ

ているという理解がある︒いわば︑自決権を個人の権利レベルに落とし込むことによって︑平和的に行使できる

ように︑新たな﹁飼い慣らし﹂を行おうという試みである︒しかし︑分離権の否定の失敗は︑最終的には︑自決
権を﹁飼い慣らす﹂ことができないことを意味している︒

自決権を個人の権利として構成することには︑若干の無理がある︒自決権は︑集団の権利としてのみ意味を持っ

ており︑個人の権利とされた瞬間︑集団のアイデンティティーを保持することが不可能になってしまうからであ
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る︒個人だけでなく集団も個人申し立てが認められている米州では︑サラマカ族対スリナム事件︵二〇〇七年︶

において︑米州人権裁判所が︑スリナム政府の行ったダム建設により︑第二一条の財産権侵害が発生したことを

認めている︒﹁先住民族や部族民は土地と密接な関係を有しているため︑当該土地に対する所有権の保護は︑先

おいて︑分離権の問題は︑自決権の対内的側面と結合され︑不即不離の関係にたたされて﹂おり︑
﹁民族は︑民

とから︑政治的参与は︑自決権と不可分の関係に立たされることになる︒トムシャットによれば︑
﹁留保条項に

友好関係宣言の留保条項に規定されているとおり︑
﹁すべての人民を代表する政府﹂であることが必要であるこ

ら政治的参加の権利を導き出し︑さらに民主主義それ自体を国際法上の原則に高めようとされているのである︒

自決権を人権と位置づけるだけでなく︑さらに自決権を民主主義と結びつけることが行われている︒自決権か

一方で︑自決権を集団の権利として構成しない限り︑個人の権利では意味がないことも示されている︒

されており︑民族を分離に駆り立てないよう人権レベルで自決を保障しようという意図が見えるのである︒その

住民族や部族民の生存を保障するために不可欠である﹂と判示した︒米州においては︑民族も人権の享有主体と

(92)

﹁民主主義は︑
主的統治の権利を有することを意味している﹂︒また︑別の論者に言わせれば︑一九九〇年以降︑

(93)

るからである︒
た と え ば︑ 一 九 九 一 年 の

の﹁東欧及びソ連における新国家の承認に関するガイドライン﹂では︑自決権

︒とりわけヨーロッパでは︑民主主義が法原則として確立してい
法的概念としてブレーク・スルーを果たした﹂

(94)

て︑新たな基準として︑法の支配︑民主主義及び人権が唱道されるようになってきているのである︒また世界銀

の尊重を謳い︑その後で﹁法の支配︑民主主義及び人権﹂の尊重を︑承認の条件としている︒新国家承認に際し

(95)

E
C

行が融資の条件として民主的ガバナンスをあげているのはよく知られている︒また国連も︑真正な定期的な選挙

543

(91)

一九八六年のニカラグア判決で国際司法裁判所は︑
﹁国家がいかなる政治上の主義主張に基づこうが︑それは

を継続的に支援してきていることも事実である︒

(96)

国際法違反を構成しない﹂と述べたが︑ヨーロッパにおける動向を受けて︑ヒルポルドは︑ニカラグア事件判決

は﹁判決が下された時点ですでに批判の対象となるにふさわしいものであったが︑二一世紀の開始時点では︑明

︱

自決権と国家主権

人道的干渉

だけでなく︑人民自決権をも毀損するものとみなされた︒その結果︑領土保全が強調されたのである︒しかし︑

は︑国家と一体視される民族︵すなわち人民︶が自決権を有している以上︑外国からの干渉は︑主権を毀損する

自決権は︑国家主権及び不干渉原則と密接に結びつくことにより︑両者を補強する機能を果たしていた︒そこで

最後に︑二一世紀国際法における民族自決権と国家主権及び不干渉原則との関係をみておこう︒二〇世紀人民

第三節

ては︑ウティ・ポシデティス原則が適用されるが︑内的自決では︑そうした制約が機能しないのである︒

人権の中に取り込まれることによって︑個人や少数民族という集団のレベルに落ちてきている︒外的自決に関し

族を全体として一つの人民と措定していたのに対して︑二一世紀国際法では︑民族は特定されていない︒むしろ

国家主権と国民主権を自決権で結合させる動きの延長線上にあることは確かである︒しかし︑二〇世国際法が民

民族自決権を民主主義と結合させる動きは︑二〇世紀国際法の枠内で普遍的適用が検討された際に強調された

して︑民主主義は︑まさに二一世紀国際法上︑法的意味づけを与えられる方向にある︒

らかに︑時代遅れのものになっている﹂と述べて︑批判するのである︒このような理解が正しいかどうかは別に

(98)
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二一世紀国際法においては︑人民でない民族が自決権の主体として現れる︒それは︑国家主権及び不干渉原則と
衝突する契機となる︒民族自決権と人道的干渉との結合である︒
トムシャットは︑人道的干渉と分離を同一平面でとらえて議論を展開する︒

﹁分離権に関する議論と人道的干渉の許容性に関する議論とが収斂し︑
同一根拠を射程に収めることになる︒

⁝⁝極端な状況において︑人道的干渉は道徳的に許容され︑法的にも正当化されるものと認めなければなら

ない︒分離権の主張を正当化しうる根拠は︑抑圧された少数民族が専制政府に対抗するのを援助する際に︑
﹂
国際社会が援用することができる根拠と全く同一である︒

と論じるのである︒分離権も人道的干渉も︑抑圧されている少数民族を解放するために正当化されているのであ

る︒分離権を擁護するための人道的干渉の主張であり︑自決権から引き出される分離権が︑人道的干渉を合法化
するのである︒ここでは︑不干渉原則に対する分離権の優越が認められる︒

︶において︑国家は︑憲法上保障されている﹃民族﹄
︵ people
︶や﹃住民﹄
︵ population
︶
jus gentium

コソボ勧告的意見における少数派の判事の中にも同様の主張が見いだされる︒
カンサード・トリンダージ判事は︑
﹁現代万民法︵

の自治を否定し︑その結果無辜の人々を差別し︑拷問し︑そして殺害することを始めたり︑無辜の人々を家

から追放し︑民族浄化を始めたりすることは許されない︒そうした場合︑刑事上の作為または不作為の結果

を生じさせることになる︒こうした憎むべき犯罪を起こした後︑国家は領土保全を援用したり︑あつかまし

くも領土保全を持ち出したりすることは許されない︒このような行動を取る国家は︑被害者たる住民に対し
(100)

﹂
て︑国家として振る舞うことをやめているというのが真相である︒
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(99)

と述べ︑その結果︑カンサード・トリンダージ判事は︑国連のような国際機関の介入を擁護するのである︒そし

て︑﹁私の理解では︑住民が自らの運命の主人になることを支援する資格が国連にはある﹂のである︒

(101)

て確立しているのか︑人権侵害に対する最終的な救済として武力による介入が国際社会に認められるのか︑依然

国際社会または個別国家による介入を正当化するのである︒しかし︑はたして︑民主主義が国際法上の原則とし

であり︑住民保護責任︵保護する責任︶を視野に入れた議論となっている︒民族自決が︑不干渉原則を凌駕し︑

によって重大な人権侵害が行われたり︑それが見過ごされたりした場合︑国際社会の介入を認めようという主張

国連による介入しかほのめかしていない︒しかし︑両者とも︑政府の人民代表性が疑われるような状況で︑政府

トムシャットは︑個別国家による人道的干渉を最後の手段として容認する一方︑カンサード・トリンダージは︑

(102)

法 論︵

クロフォードは︑﹁内的自決及び自治の考え方の進展⁝⁝は︑依然として仮説の段階︵ tentative
︶であり︑立
︶でしかなく︑自決権や国家の領土保全といった確立した規則や実行に対して影響を与え
de lege ferenda

として不明確である︒

(103)

ていない﹂と言う︒ボーテは﹁民族や少数民族を保護するための単独主義的人道的干渉の権利はない﹂と断言す

(104)

﹁武力
る︒ファン・デン・ドリーストは︑イラク戦争を例に挙げ︑自決権と武力介入との関係を検討した後で︑

による介入は︑民主主義を求めて行われたものであろうがなかろうが︑多くの場合望ましいものではなく︑合法

ではないのであるが︑民主主義を求めた介入の一環である体制移管過程において政治的自決権は中心に据えられ

いと思われるのであるが︑しかし︑立法論であるとしても︑自決権や民主主義が介入擁護のための論拠として主

するためではなく︑占領政策の中で自決権の実現をめざすべきであるというのである︒こうした結論は避けがた

なければならない﹂と言う︒武力介入は違法であることを前提にして︑自決権を主張するならば︑介入を合法化

(106)
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否定する契機が生まれたことである︒これが︑植民地自決権として﹁飼い慣らされた﹂人民自決権への四つの挑

になってきたこと︒そして第四に︑自決権が民主主義と結びつき︑西欧的民主主義を擁護し︑専制的政治体制を

認められたこと︑第三に︑自決権に対して人権アプローチが採られるようになり︑人権として再構成されるよう

あることをみてきた︒第一に︑分離権が認められる可能性が出てきたこと︑第二に︑先住民には条約上自決権が

二〇世紀国際法において﹁飼い慣らされた﹂植民地人民の自決権に対して︑二一世紀国際法では四つの挑戦が

おわりに

張されるようになってきた点に︑価値絶対的な二一世紀国際法の特徴が現れているのである︒

(107)

戦である︒

二一世紀民族自決権による挑戦は︑人民自決権の考え方を根本的に転換させる可能性がある︒国家主権や不干

渉原則と融合させられた人民自決権への大いなる挑戦となる︒フォクスが言うように︑﹁自決権は︑ますます自

干渉原則を否定する側面があるからである︒第三に︑領土保全原則に従い︑ウティ・ポシデティス原則が自決権

することになるからである︒第二に︑二〇世紀人民自決権は不干渉原則を擁護したが︑二一世紀民族自決権は不

民族が分離を行うということは︑多数派人民の自決権と少数派民族の自決権が衝突し︑前者を否定し後者を肯定

決権と衝突する概念となってきている﹂のである︒なぜなら︑第一に︑国家を構成する多数派人民の中の一部の

(109)

適用を制限する法理として採用されてきたが︑分離権を認める限り︑領土保全原則と矛盾することになるからで
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(108)

(111)

︶を擁護すると同時に否定するからであり︑愛国的な意味と分離的な意味とどちらに軍配を上げるか
︵ statehood

貫して適用しようとすれば︑たいへんな困難にぶつかることになるが︑それは自決原則が国家の国家たる所以

保全原則を否定する要素が︑分離権には含まれている︒コスケニーミが分析しているとおり︑自決﹁原則を一

であるかによって結論は変わってくるが︑分離権を認める以上は︑国家領域の変更を必然的にもたらす︒領土

ある︒領土保全原則は対外的に適用されるだけであると理解するか︑対内的にも適用されると理解するかいずれ

(110)

的性質についても多様性が認められるのである︒カセーゼが﹁文脈的アプローチ﹂を採用せざるをえなかった理

として確立しているものもあれば︑まだ発展途上のものもあり︑政治的なスローガンでしかないものもある︒法

土地所有を主張する目的においても︑自決権が根拠とされる︒自決内容に関する拡大がある︒さらに︑法的権利

主張する目的においても︑自治を主張する目的においても︑政治的権利を主張する目的においても︑少数民族の

決権の主張を行う可能性が出てきた︒主体に関する拡大がある︒しかも︑植民地独立の目的だけでなく︑分離を

体を領域に基づく人民に限定してきた︒しかし︑権利主体が人民から民族に変わることにより︑どの集団でも自

二一世紀国際法における民族自決権は︑多様性を帯びるようになった︒二〇世紀国際法であれば︑自決権の主

ていたが︑二一世紀民族自決権は︑国家の領土保全を否定する分離的な意味を持っているのである︒

︒二〇世紀人民自決権は︑国家の領土保全を擁護する愛国的な意味を持っ
決定することは不可能だからである﹂

(112)

由がそこにある︒二一世紀国際法における自決権は︑二〇世紀人民自決権とは区別される新しい民族自決権なの

(113)

値を体現しているだけでなく︑領域に限定されない民族を基礎にしているからである︒二一世紀民族自決権は︑

しかし︑二一世紀民族自決権は︑ウィルソンが提唱した民族自決と一致する側面がある︒両者とも民主主義価

である︒

(114)
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ウィルソンが提唱した民族自決への先祖返りを示している︒国連創設以来︑自決権を植民地自決権として﹁飼い

慣らし﹂てきたはずであったが︑現実にはそれが失敗に終わったことを意味している︒自決権が権利として確立

し︑人民以外の民族による権利主張に対し権利制限を行ったはずであるが︑自決思想は︑民族に深く根を下ろし
ていたことになる︒

そうした新たな二一世紀民族自決権が︑安全保障理事会で支持されたように思われる︒二〇一一年三月︑安全

保障理事会は︑決議一九七三を採択し︑住民保護を目的としてリビアに対する武力行使を加盟国に授権した︒詳

細に議論する余裕はないが︑これは︑国際社会が有する住民保護責任を安全保障理事会が果たしたことになる︒

それと同時に︑カダフィ政権を打倒するために︑民主主義のための介入を容認した決議であったと言うこともで

きる︒既にみたように︑住民保護責任も民主主義も︑新しい二一世紀民族自決権は擁護する︒民族自決権は︑決

議一九七三の理論的支柱となりうるのである︒しかし︑住民保護責任も︑民主主義も︑国際法上の原則として確

立しているとは思えない︒政治的な原則に過ぎないこうした概念も︑安全保障理事会に取りこまれれば︑強制力

を持った決議によって︑実施されてしまうのである︒価値絶対的国際法が︑安全保障理事会によって形成され︑

実施されている︒民主主義的でない安全保障理事会によって民主主義が強制されている︒国内秩序の民主化だけ

でなく︑国際社会における民主化をいかに構築していくか︑二一世紀国際法の新たな課題である︒

⑴

戦争違法化を中心に国際法の構造転換を語るのは石本泰雄であり︑社会主義国やアジア・アフリカ諸国の出現をもって国際社会

佐分晴夫・松井芳郎﹁新国際経済秩序︱自決権及び国有化﹂﹃経済﹄二〇一号一三〇頁︵一九八一年︶︒

注

⑵
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の変容に基づく現代国際法を語るのは田畑茂二郎であるが︑藤田久一は﹁両者のアプローチは相互に補完することによって現代国

際法の特徴が一層綜合的に把握される﹂と言う︒藤田久一﹁国際法学の歩みと展望﹂
﹃法の科学﹄五号八二頁︵一九七七年︶︒参照︑

松井芳郎﹁社会科学としての国際法学﹂﹃国際社会の法構造 その歴史と現状﹄一九︱二〇頁︵山手治之・香西滋編︑二〇〇三年︶︑

シリーズ︶八︱九頁︵第五版︑二〇〇七年︶及び山形英郎﹁伝統的な政治的紛争理論と戦争違法化﹂﹃国際社会の法構造

MINORITIES

IN INTERNATIONAL

そ

松井芳郎﹁国際法の概念﹂松井芳郎・佐分晴夫・坂元茂樹・小畑郁・松田竹男・田中則夫・岡田泉・薬師寺公夫﹃国際法﹄︵有斐
閣

の歴史と現状﹄一一七︱一一八頁︵山手治之・香西滋編︑二〇〇三年︶︒

WOLFGANG FRIEDMANN, THE CHANGING STRUCTURE OF INTERNATIONAL LAW 60︱ 63 (1964).

AND

桐山孝信﹁冷戦終結と新国際秩序の模索﹂﹃外国学研究﹄︵神戸市外国語大学︶三二号一頁︵一九九五年︶︒

T. M. Franck, Postmodern Tribalism and the Right to Secession, in PEOPLES
＆

LAW 29, 29 (Catherine

LAW 3, 3 (Catherine

⑶ ﹁平和共存の国際法﹂については︑ G. I. TUNKIN, THEORY OF INTERNATIONAL LAW 21
︱
22 (1974, trans. by William E. Butler).
⑷
⑸
⑹

Marjoleine Zieck ed., 1993).

︶︒
参照︑国連総会決議一五四一︵ XV

Brölmann, René Lefeber
⑺

参照︑松井芳郎﹁国際人権規約第一条の成立﹂﹃法政論集﹄︵名古屋大学︶一二六号︵一九八九年︶︒

IN INTERNATIONAL

⑻

MINORITIES
＆

クロフォードは︑国連憲章上の民族自決権が﹁外部からの干渉を受けるこ
Marjoleine Zieck ed., 1993).

AND

公定訳は︑﹁人民﹂を採用している︒

R. Higgins, Postmodern Tribalism and the Right to Secession, in PEOPLES

⑼
⑽

Brölmann, René Lefeber

︶に言及することによって︑国家を単位とする民族︵ the people
︶の権利︑つま
the right of the people of a State

となく自らの政府の形態を選択することができる権利であり︑一国家の民族が有する権利である﹂と述べているが︑﹁一国家の民
族が有する権利﹂︵
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Dispute].
Id., at 567, para. 25.
J. Klabbers

JAMES CRAWFORD, THE CREATION

︶である︒

OF

STATES

IN INTERNATIONAL

OF INTERNATIONAL

＆

R. Lefeber, Africa: Lost between Self-Determination and Uti Possidetis, in PEOPLES

MINORITIES

LAW

LAW

THROUGH THE

ON

AFRICAN

IN INTERNATIONAL

＆

ただし︑新納摩子は︑こうした理解に疑問を呈してい
Marjoleine Zieck ed., 1993).

AND

Frontier Dispute (Burukina Faso/Mali), 1986 ICJ REP. 554, 566, para. 23 (Judgment of 22 Dec. 1986) [hereinafter cited as Frontier

アフリカ統一連合は︑現在のアフリカ連合︵
AFFAIRS 361 (Ian Brownlie ed., 1971).

﹀ . It is reproduced in BASIC DOCUMENTS
cairo-17-21-july-1964-assembly-heads-state-and-government-first-ordinary-session

Border Disputes among African States, AHG/RES. 16 (1) adopted on 21 July 1964. It is available ︿
at http://au.int/en/content/

D. J. HARRIS, CASES AND MATERIALS ON INTERNATIONAL LAW 113 (6th ed., 2004).

POLITICAL ORGANS OF THE UNITED NATIONS 104 (1963).

が権力行使を行うことを認める権利である﹂と述べている︒ ROSALYN HIGGINS, THE DEVELOPMENT

一九六三年の時点で︑ヒギンズは︑国連の実行を精査した上で︑﹁自決権は︑一般的に認められている政治的単位の中で多数派

114 (2nd ed., 2006).

り定冠詞で表現される単数の﹁人民﹂であることを示唆している︒

⑾

⑿
⒀

⒁

⒂
⒃

LAW 37, 56 (Catherine Brölmann, René Lefeber

JAMES CRAWFORD, supra note 10, at 124.

クロフォードが引用してから︑この言葉がさまざまな論文で引用
SIR IVOR JENNINGS, THE APPROACH TO SELF-GOVERNMENT 56 (1956).

Western Sahara, 1975 ICJ REP. 12, 122 (Advisory Opinion of 16 Oct. 1975, Dillard J., separate).

る︒新納摩子﹁国際法におけるウティ・ポシデティスの再検討﹂﹃立命館法学﹄二五四号八一五︱八一九頁︵一九九七年︶︒
⒄
⒅

されることが多い︒
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A
U

⒆
⒇

SIR IVOR JENNINGS, supra note 18, at 56.
こ の 言 葉 は︑ コ ス ケ ニ ー ミ が 使 用 し︑ ヒ ル ポ ル ド が 借 用 し て い る︒

Problems of Legal Theory and Practice, 43 INT’L

Martti Koskenniemi, National Self-Determination Today:

＆

COMP. L. Q. 241, 242, 257 (1994); Peter Hilpold, Self-Determination in the 21st

JAMES MAYALL, NATIONALISM AND INTERNATIONAL SOCIETY 50 (1990).

最初に使用したのは︑メイオールであ
Century: Modern Perspectives for an Old Concept, 36 ISRAEL Y. B. HUM. RTS. 247, 286 (2005).
ると思われる︒

J. Klabbers

＆

ただしクラバースは︑自決権の拡大が﹁できなくなるわけではない﹂と論じている︒ Id.
R. Lefeber, supra note 16, at 41.

ANTONIO CASSESE, SELF-DETERMINATION OF PEOPLES: A LEGAL REAPPRAISAL 123 (1995).

ANTONIO CASSESE, supra note 22, at 73 (1995).

カセーゼも同旨の議論を展開し
Rupert Emerson, The Fate of Human Rights in the Third World, 27 WORLD POLITICS 201, 207 (1975).
ている︒

と呼んでいる︒
one-time-only reaction

ハーストは︑ユーゴスラビアに対する国際社会の対
Hurst Hannum, Rethinking Self-Determination, 34 VA. J. INT’L L. 1, 55 (1993).
応を︑

Gerry J. Simpson, The Diffusion of Sovereignty: Self-Determination in the Post-Colonial Age, 32 STAN. J. INT’L L. 255, 272 (1996);

MICHLA POMERANCE, SELF-DETERMINATION IN LAW AND PRACTICE: THE NEW DOCTRINE IN THE UNITED NATIONS 15 (1982).

この言葉を使用するのは︑ノップである︒ KAREN KNOP, DIVERSITY AND SELF-DETERMINATION IN INTERNATIONAL LAW 47 (2002).

Gerry J. Simpson, supra note 25, at 272.
MICHLA POMERANCE, supra note 25, at 12 and passim.
MARC WELLER, ESCAPING THE SELF-DETERMINATION TRAP 32 (2008).
Id.
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See ALFRED COBBAN, NATIONAL SELF-DETERMINATION 19︱ 21 (1945).
T. M. Franck, supra note 6, at 10.
Peter Hilpold, supra note 20, at 262.
否定説として︑ Gerry J. Simpson, supra note 25, at 270.

金東勲﹁現代国際法における内乱と介入の法理﹂﹃変動期の国際法﹄︵田畑茂二郎先生還暦記念︶七七頁︵太寿堂鼎編︑一九七三
年︶及び金東勲﹃人権・自決権と現代国際法﹄二七四頁︵一九七九年︶︒

松井芳郎は︑普遍性と永続性という二つの言葉で表現している︒松井芳郎﹁友好関係宣言と自決権の普遍的適用﹂﹃国際法の新

︶と
permanent

︶を分けて︑両方の性質を認めている︒ Christian Tomuschat, International Law: Ensuring the Survival of Mankind
universal

展開﹄︵太寿堂鼎先生還暦記念︶一六六頁︵林久茂・山手治之・香西茂編︑一九八九年︶︒トムシャットも永続性︵
普遍性︵

on the Eve of a New Century, 281 RECUEIL DES COURS 9, 247 (1999).

James Crawford, The Rights of Peoples: ‘Peoples’ or ‘Governments’? in THE RIGHTS OF PEOPLES 55, 64 (James Crawford ed., 1988).

インドは︑社会権規約及び自由権規約第一条に関し宣言を付している︒﹁自決権という文言は︑外国の支配下にある人民に対

してのみ適用があるのであり︑主権独立国あるいは人民又は民族の一部に対して適用があるわけではない﹂と解釈しているので

mtdsg_no=IV-3

chapter=4

ある︒こうすることで︑自決権の普遍的適用を排除しているのである︒ Indian Declaration, available︿
at http://treaties.un.org/Pages/

ViewDetails.aspx?src=TREATY

＆

﹀ .
lang=en#EndDec

＆

＆

CCPR, General Comment No. 23, The Right of Minorities (Art. 27) [13 Mar. 1984].

OF

THE UNITED NATIONS: A COMMENTARY 54, para. 21 (Bruno Simma ed., 2nd ed.,

Helen Quane, A Right to Self-Determination for the Kosovo Albanians? 13 LEIDEN J. INT’L L. 219, 221 (2000).
Karl Doehring, Self-Defermination, in THE CHARTER
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2002).
ANTONIO CASSESE, supra note 22, at 115︱ 116.
MICHLA POMERANCE, supra note 25, at 41.
Robert McCorquodale, Self-Determination: A Human Rights Approach, 43 INT’L

COMP. L. Q. 857, 861 (1994).

＆

Marcelo G. Kohen, Introduction, in SECESSION: INTERNATIONAL LAW PESPECTIVES 1, 10 (Marcelo G. Kohen ed., 2006).
T. M. Franck, supra note 6, at 10.
金﹁前掲論文﹂︵注三五︶八六頁︑金東勲﹃前掲書﹄︵注三五︶二八三頁︒

LAW 33 (1970, revised by Ottó Bihari and György Haraszti, trans. by Sándor

Military and Paramilitary in and against Nicaragua (Nicaragua v. US), Merits, 1986 ICJ REP. 14, 133, para. 263 (Judgment of 27 Jun.

AND INTERNATIONAL

1986) [hereinafter cited as Nicaragua].
HANNA BOKOR-SZEGÖ, NEW STATES
Simon with revision by Gábor Pulay).
D. J. HARRIS, supra note 12, at 886.
松井芳郎﹃現代の国際関係と自決権﹄一〇頁︵一九八一年︶︒

参照︑山形英郎﹁九・一一以降の国際法の世界︱単独主義国際法理論の台頭﹂﹃法の科学﹄三三号︵二〇〇三年︶︒

MARC WELLER, supra note 29, at 13.

Conference on Yugoslavia, Arbitration Committee, Opinion No. 3, para. 2, (11 Jan. 1992), reproduced in 31 ILM 1499, 1450 (1992).
Frontier Dispute, 1986 ICJ REP. 566, para. 23; see also supra note 14 and the accompanying text.

フランクは︑﹁日和見主義的理論形成﹂︵ opportunistic doctrine-creation
︶と呼んでいる︒ T. M.
MARC WELLER, supra note 29, at 39.
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Franck, supra note 6, at 5.

OF

SELF-DETERMINATION

︶過程にある﹂と述べている︒ Conference on Yugoslavia, Arbitral Committee, Opinion No. 1, para. 3,
dissolution

仲裁委員会自身︑意見第一において︑ユーゴ
Karl Doehring, supra note 41, at 57, para. 35; Marcelo G. Kohen, supra note 45, at 7.
スラビアは﹁解体︵

31 ILM 1494, 1495 (1992).
Hurst Hannum, supra note 24, at 55︱ 56.
Id., at 36.
ANTONIO CASSESE, supra note 22, at 119.

この語を最初に使用したのはブッフハイトであると思われる︒ LEE C. BUCHHEIT, SECESSION: THE LEGITIMACY

220︱ 223 (1978).

Reference re Secession of Quebec, Supreme Court of Canada, 37 ILM 1340, 1370, para. 126 (Advisory Opinion of 20 Aug. 1998)
[hereinafter cited as Quebec].
Id., at 1373, para. 138.
Katangese People’s Congress v. Zaire, Afr. Comm. Hum.

＆

People’s Rts, Comm. 75/92, para. 6, available ︿
at, http://www.achpr.org/

﹀そ
english/Decison_Communication/DRC/Comm.%2075-92.pdf
. の他のアフリカにおける事例については︑ see Dinah Shelton, Self-

しかしその適用はいまだ限定的である︒二〇〇九年の決定において︑重大な人権侵害がないことを理由に︑南カメルーンの分離

Determination in Regional Human Rights Law: From Kosovo to Cameroon, 105 AM. J. INT’L L. 60, 66︱ 71 (2010).

を否定している︒ Kevin Mgwanga Gunme v. Cameroon, Afr. Comm. Hum. & People’s Rts, Comm. 266/2003, available ︿
at: http://www.
﹀ .
achpr.org/english/Decison_Communication/Cameroon/Comm.266-03.pdf
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Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 2010 ICJ REP. para. 79
(Advisory Opinion of 22 Jul. 2010) [hereinafter cited as Kosovo].
Id., at paras. 82︱ 83.
Karl Doehring, supra note 41, at 58, para. 40.

Christian Tomuschat, Secession and Self-Determination, in SECESSION: INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVES 23, 41 (Marcelo G. Kohen ed.,
2006).
Peter Hilpold, supra note 20, at 267.
Marcelo G. Kohen, supra note 45, at 8.

Alexander Orakhelashvili, Statehood, Recognition and the United Nations System: A Unilateral Declaration of Independence in
Kosovo, 12 MAX PLANCK YB UN L. 1, 15 (2008).
Martti Koskenniemi, supra note 20, at 260.
Kosovo, 2010 ICJ REP. para. 10 (Yusuf J., separate).
Quebec, 37 ILM, at 1368, para. 112.

トムシャットも同じように︑﹁国家の存在を否定するような新たな法規範を承認するこ
ANTONIO CASSESE, supra note 22, at 123.

Christian Tomuschat, Self-Determination in a Post-Colonial World, in MODERN LAW OF SELF-DETERMINATION 1, 10-11 (Christian

とに国家は躊躇﹂し︑﹁慣習国際法の成立要件である実行と法的信念が存在していることを証明することは困難であろう﹂と言っ
ている︒

Tomuschat ed., 1993).
Marclelo G. Kohen, supra note 45, at 14.
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Antonello Tancredi, Neither Authorized nor Prohibited? Secession and International Law after Kosovo, South Ossetia and Abkhazia,
18 ITALIAN YB INT’L L. 37, 53 (2008).

タンクレディの論文のタイトルは﹁許容も禁止もされていないのか﹂という問を示している︒
T. M. Franck, supra note 6, at 13.

Antonello Tancredi, supra note 78.
Kosovo, 2010 ICJ REP. para. 2 (Simma, J., declaration).

Richard Falk, The Kosovo Advisory Opinion: Conflict Resolution and Precedent, 105 AM. J. INT’L. L. 50, 51︱ 52 (2011).
Kosovo, 2010 ICJ REP. para. 1.
Quebec, 37 ILM 1370, para. 124.
Marclelo G. Kohen, supra note 45, at 10︱ 11.
Helen Quane, supra note 40, at 223.
Peter Hilpold, supra note 20, at 266.
R. Higgins, supra note 10, at 31.
Robert McCorquodale, supra note 44, at 858.
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