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Ⅰ．はじめに

　国連憲章の創造的な展開あるいはその解釈適用による動態的な発展を、理
論的にどのように捉えるのか 1）。国連憲章も多数国間条約である以上、条約
解釈のルールを規定した「条約法に関するウィーン条約」（条約法）の枠組
みが適用されるわけだが、ただ、国連史上、その解釈枠組みでは正当化でき
ないような、疑義のある実行が生じてきたこともまた事実である。こうした
実行を、事実上の憲章の改正に等しい実行と捉えるのであれば、それは条約
法における解釈の「わく」を超えるものであり 2）、よって、国際組織の法実
践に対する解釈論の限界を意味することにもなりうる。
　条約が、その採択時には想定していなかった事実又は社会状況の変化に対
応することは、社会的道具としての法にとって重要な課題でもある。そのた
め、条約法では「事後の実行」や「事後の合意」を条約解釈において有意に
考慮できるものとしており 3）、そもそも当該対応を射程に収めようとも試み
ていたことがわかる。他方で、国連の実行は、その国際組織としての特性、
及び多数国間条約とはいえ「組織法（Constitution）」4）とみなされる規範的

    1）　この問題に取り組んだ体系書として、佐藤哲夫『国際組織の創造的展開―設立文
書の解釈理論に関する一考察』（勁草書房、1993 年）が挙げられる。なお、当該「解
釈理論」に関する理論的な考察として、以下も参照されたい。拙稿「『組織法としての
解釈理論』に関する一考察」『一橋法学』第 17 巻第 3 号（2018 年）691-707 頁。

    2）　「条約締結時にそれを規律していた法を完全に異なる法に代替することを意味する
条約解釈は、歪んだ改訂であろう。『解釈』は、交渉されず、また合意もされなかっ
た完全に異なる条文と、交渉され同意された条文との『代替』と同じではない」。See 
Alexander Orakhelashvili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law 
(Oxford University Press, 2008), p. 289.

    3）　条約法条約第 31 条 3 項（a）「条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた
合意」及び（b）「条約の適用につき後に生じた慣行であって、条約の解釈についての
当事国の合意を確立するもの」。

    4）　「形式的には条約として他の一般の条約と区別されないが、実質的には、国際組織
の目的、任務、権限、組織構造、活動形態などを規定することによって、設立される
国際組織を規律する組織法（Constitution）としての特徴を有する。国家における憲法

（Constitution）と類似の機能を果たすと考えられる」。佐藤哲夫『国連安全保障理事会
と憲章第 7 章：集団的安全保障制度の創造的展開とその課題』（有斐閣、2015 年）300 頁。

―――――――――――――――――――
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構造及び特徴を有するという特殊性から、一般的な多数国間条約の解釈枠組
みでは対応できないものともなりがちである。それは、加盟国の意思の反映
とはみなされない「機関の実行」あるいは「組織の実行」が、そもそもは締
約国の意思の反映したものとして考慮される条約法上の「事後の実行」及び

「事後の合意」として扱えるのか、という問題を生じさせるという意味にお
いてである。
　こうした国際組織の解釈実行の現状と条約法枠組みとの適合性の問題も
含め、国連国際法委員会（ILC）は、近年、「条約解釈に関する事後の合意
及 び 事 後 の 実 行（Subsequent agreements and subsequent practice in relation to 

interpretation of treaties）」についての結論草案の検討を行ってきた。策定され
た結論草案は、基本的には条約法条約第 31 条 3 項（a）及び（b）の「注釈
的な性格」のものであり、また「現代的なニーズに応えようとする試み」で
もあった 5）。現在第 2 読まで作業が終了しているが、同草案では、たとえば、
先述した、加盟国の意思の反映とはみなされない「機関の実行」又は「組織
の実行」が、加盟国意思の反映とみなされる条約法上の「事後の実行」と同
等に扱われることはなかった（結論 12）6）。また、事実上の条約修正・改正
に等しい実行の法的意義を肯定するということもなされなかった（結論７）7）。
その意味では、ILC は、国際組織の実行の解釈について、基本的には条約法、
そして合意主義（同意主義）の枠組みを維持したと評せよう 8）。

　よって、条約法の枠組みにおいて、事実上の設立文書の修正・改正に等し
いような国際組織の実行を法的に容認するという方向への進展はみられな
かったのであるが 9）、こうした状況に対しては、学説において、国際法理論

    5）　阿部克則「条約解釈における『後の合意』と『後の慣行』に関する ILC 結論草案
―第１読終了時点における評価」『法律時報』89 巻 10 号（2017 年）40 頁。

    6）　Report of the International Law Commission, Seventieth session (30 April – 1 June and 2 
July – 10 August 2018), A/73/10, pp. 101-104, paras. 26-37.

    7）　Ibid, p. 58, para. 21.
   8）　丸山政己「国際組織の『事後の実行』再考」『一橋法学』第 17 巻第 3 号（2018 年）

657-676 頁。併せて、阿部「前掲論文」（注 5）40-45 頁。
   9）　この点、先述の丸山は、結論 12 について読み取れる積極的な側面として、「32 条の

―――――――――――――――――――
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以外の理論的説明の導入を以て、事実上の修正・改正を正当化しようと試み
る動きがある。たとえば Arato は、正規の手続による改正とは別に、司法機
関の解釈によって承認されてきたものであって、主として「組織の実行」に
より生じる国際組織法（及び国際組織）の「非公式の変容」を検討している。
Jellinek の示した「憲法変遷」に依拠して議論を展開する Arato は、憲法変遷
とみなされるものとして、「組織の機関間での権力の再秩序化」と「憲法制
定権力に対する、組織全体の権力の変化」を挙げる 10）。そして、国連の事
例では、ある種の経費、ナミビア、パレスチナの壁建設の三つの勧告的
意見によって、国連の組織法に重大な実質的変容が生じたと評価してい
る 11）。また、国連憲章のコメンタリーで「解釈（Interpretation）」の章を担当
した Kadelbach は、条約法条約の解釈基準に合致しない国際組織内部の実行
の、それ自体の意義の考察に関連して、「事後の実行」が「憲法慣習（coutume 

constitutionnelle）」とみなされる場合についての検討も行っている。

概念的には、国連の実行は慣習法とは同等視されえない。それは憲章に
関係づけられ、憲章についての締約国の共通理解を反映するが、それを
超えるものではない。国際組織の内部実行は、必ずしも、締約国の共有
された理解を代表しない。それゆえ、条約レジームの枠組み、特に国際
組織のそれにおいては、憲法慣習を語ることが示唆される。…権限の適
切な基礎の下で行われた法的行為は、一見して明らかな証拠を確立し、
明示的な同意が常に求められるわけではない。黙認、非公式の賛同、遵
守の意志、そして、決定受容における黙示であっても十分である可能性
がある。…棄権又は否定的投票それ自体が、必ずしも当該実行の発展を

補足的手段としての（広義の）後の慣行が明示的に認められたこと、組織の実行は機
関の実行よりも広い概念でありうること、修正が一般的に排除される一方で発展的解
釈の可能性が示唆されていることなどは重要であろう」との評価を行っている。丸山「前
掲論文」（注 8）670-671 頁。

  10）　Julian Arato, “Treaty Interpretation and Constitutional Transformation: Informal Change in 
International Organizations”, Yale Journal of International Law, Vol. 38, No. 2 (2013), p. 304.

  11）　Ibid, p. 318.

―――――――――――――――――――
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妨げるわけではない。…もしそうした行為が単なる憲章実行を超えて拡
張され、一般慣習法の性格を帯びるのであれば、条約実行が許容可能な
修正の限界を破ったかどうかの問題は生じないため、その行為はそれ自
体の合法性を獲得する 12）。

　このように、加盟国意思の反映には還元できない国際組織の実行が、一般
法としての慣習国際法とは区別される憲章固有の慣習として位置づけ直され
ている。ただし、それはあくまで「事後の実行」の証拠として考慮されるに
とどまるといえる。「憲法慣習」が、設立文書との関係ではどのような法的
な位置づけを有しているのか、それが具体的にどのようなプロセス・要件に
よって形成されるのかについては不明である。憲法理論で用いられている概
念の導入は、条約理論及び憲章理論の限界を意識して試みられているものと
も思われるが、そもそも、憲法理論の導入によるこうした試み自体、果たし
て、国際法の理論的枠組みにおいて妥当又は有効といえるのだろうか。仮に
妥当・有効だとして、そこには、何か導入に係る要件・制約はあるのだろう
か。憲法慣習の成立とそれによる法源変更は、主に「憲法変遷」論において
争点となるものだが、憲法理論では、「憲法変遷」論それ自体、憲法への侵
害・破壊のおそれがあるものとして批判の対象でもあった。そうした点を考
慮するならば、憲法理論の国際法次元への適用には慎重さが求められるとい
えよう。

　他方で、解釈枠組みを逸脱する実行の法的正当化と、当該実行による条
約・設立文書の事実上の修正の法的正当化という点での、国際法理論あるい
は国際組織法理論の限界からすれば、憲法理論の国際法次元・憲章理論への
適用は魅力的でもある。それは、一つには、国連に関する研究の中で、「国
際組織に固有な慣習国際法規則」13）や国連固有の慣習法について触れるも

  12）　Stefan Kadelbach, “Interpretation of the Charter” in Bruno Simma et al. (eds), The Charter 
of the United Nations: A Commentary, 3rd edition (Oxford University Press, 2012), p. 87.

  13）　佐藤哲夫によれば、「組織法としての解釈理論」においては、設立文書解釈におい

―――――――――――――――――――
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のがあるが、当該慣習法についての理論的な説明が、必ずしも明確とはい
えないということと関係する。たとえば、香西は、国連が PKO を組織する
権能を獲得した理由づけとして、「黙示的権限（implied powers）」の理論と、

「後に生じた慣行」（すなわち「事後の実行」）の理論を挙げ、後者について、
「この理論は国連内部での実行の積み重ねによる新たな慣習法の形成に、そ
の根拠を見出すことができよう」と述べた上で、ナミビア事件について、

「国連憲章の規定が、国連の内部機関の実行を通じての新たな慣習法の形成
により事実上改正をうけることを、国際司法裁判所が認めたケース」と形容
している 14）。香西は、この「新たな慣習法」を「国連内慣習法」15）とも言
い換えている。この「国連内慣習法」が、一般法としての慣習国際法を意味
するのであれば、それは憲章と慣習法という形式的法源間の関係の問題にな
るのであって、「憲章の解釈」の問題ではなくなるわけだが、香西は「後に
生じた慣行」の理論を、「黙示的権限」の理論と共に「解釈理論」として取
り上げている 16）。先の Kadelbach が、憲法慣習を「事後の実行」の証拠とし
て考慮されるものとして位置づけていたが、香西の理解もそれにとどまると
いえる。したがって、憲章固有の慣習法の法的位置づけ・形成プロセス及び
要件についての特段の明確化が試みられているわけではない。
　また、広見は、憲章第 7 章に基づく安保理による武力行使等の「許可

（authorization）」実行について、これを「慣習国際組織法の生成」過程にお
いて理解しようと試みている。具体的には、「国際組織の一方的行為の場合
も、設立文書の灰色地帯における国際組織の一方的行為が『対抗力』を獲得

て積極的な目的論的解釈が用いられるが、これは条約法の立場からすれば「逸脱」に
あたる「修正」の領域に属するものとされる。他方で、条約法の立場からは解釈枠組
みからの逸脱に等しい組織実行（「修正」）の内実については、「機関の実行」が累積す
ることが、必ずしも伝統的な意味での慣習国際法の形成にはつながりえないとも指摘
する。そして、「機関の実行」が「国際組織に固有な慣習国際法規則」を成立させる余
地については、それが争点であることは付言するものの、その結論的立場を明示はし
ていない。佐藤哲夫『前掲書』（注 1）372-373, 379-401 頁。併せて、拙稿「前掲論文」（注
1）695-696 頁を参照のこと。

  14）　香西茂『国連の平和維持活動』（有斐閣、1991 年）417 頁。
  15）　同上、418 頁。
  16）　同上、419 頁。

―――――――――――――――――――
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した後、加盟国の承認を獲得していくことによって設立文書の灰色地帯を補
完する形で慣習国際組織法が生成され『合法的』な制度として定着する、と
いう国際組織法の規範形成過程を想起することができる」17）と説明している
が、この「慣習国際組織法」の定義あるいは具体的内容についての説明は特
段なされていない。また、広見は憲章コメンタリーの第 103 条の解説の中に、

「新慣習国際組織法の生成による国連憲章の修正の可能性」18）への言及があ
ると指摘しているが、該当する引用部分（「慣習国際法」の項）を見ると、

（当事国間の）「合意による再解釈（consensual re-interpretation）及び慣習的な
適用（customary application）を経由した国連法（the law of the Charter）のさ
らなる発展」が、慣習国際法に対する憲章の優先と区別する必要があること
と、合意による再解釈や慣習的な適用が生じた場合に「国連法それ自体が修
正され、したがって、その（修正前の）憲章規範は、憲章を修正する新たな
規則に対して優先されない」19）ことについて説明がなされている。「国際組
織法」「慣習国際組織法」「新慣習国際組織法」「慣習的な適用」の定義・意
味内容が不明なため、適切な判断を行うことができないが、当該引用部分か
ら、「このように … 国際組織の設立文書の灰色地帯を埋めようとする国際組
織の『条約外実行（practice praeter legem）』は、慣習国際組織法の規範形成
機能を有している」20）との見解を導き出すことにはいささか躊躇を覚える。
いずれにせよ、憲章固有の慣習法の存在を指摘するものではあるが、当該慣
習法の法的位置づけ・内実等についての明確化がなされていない点は、先述
した Kadelbach や香西と同様といえよう。

　このように、国連憲章の理論的研究は、現在、通常の条約解釈の枠を逸脱

 17）　広見正行「国連集団安全保障に関する国際組織法の規範形成―国連憲章第 7 章
の下における軍事的措置の容認を中心に―」『国際法学の諸相』（信山社、2015 年）
924-925 頁。

  18）　同上、925 頁。
  19）　Andreas Paulus and Johann Ruben Leiß, “Article 103” in Bruno Simma et al. (eds), The 

Charter of the United Nations: A Commentary, 3rd edition (Oxford University Press, 2012), p. 
2133.

  20）　広見「前掲論文」（注 17）925 頁。

―――――――――――――――――――
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する国際組織の実行をいかに法的に正当化するのか、そして、その一つの正
当化根拠としての憲章固有の慣習法形成とそれによる憲章の修正を理論的に
どのように説明するのかという、二つの課題に直面しているといえる。この
点、「Constitution」「coutume constitutionnelle」などの点で類似・近似点が見
出せる憲法学の知見の導入が、憲章理論において何らかの一助となりうるの
ではないかという想像も働く。たとえば、植木は、国際法次元において「憲
法変遷」を論じる意義について以下のように指摘している。

国際組織の設立文書が、多数国間条約としての法的性格を有すると同時
に当該組織の基本法（Constitution）としての性格をも有するものである
ことは、しばしば指摘される。… その場合に、国内法上の憲法ないし
は基本法に関して議論されている「憲法変遷論」及び「憲法慣習論」と
いった概念に対比されるような国際組織の基本法の黙示的改正、例えば
国連憲章の「憲法変遷」といった考え方を認めることが許されるか否か
は、法理論的にも非常に興味深い問題である。この問題を考察するため
には、国内法における「憲法変遷論（Verfassungswandlung）」及び「憲
法慣習論（coutume constitutionnelle）」等においてあげられている要件や、
国際法における「国際慣習法」の成立要件などを注意深く検討する必要が
あるものと思われる 21）。

　よって、本稿は、基本的には植木と同様の問題関心を有しつつ、具体的事
例を素材に、憲法変遷論の憲章理論への適用の可能性及び有用性について検
討を試みる。まず、憲法変遷及び憲法変遷論について確認し（Ⅱ）、その適
用可能性を探る実行として、自決権を巡る問題を取り上げる。具体的には、
学説の多数と思われる、自決の法的権利化を慣習国際法の結果とみなす「慣
習法論」を考察し（Ⅲ）、また国連憲章の枠組み内で生じた脱植民地化を巡
る様々な事例を、規範的変容と機能的変容という視点から考察する（Ⅳ）。

  21）　植木俊哉「『国際組織法』の体系に関する一考察（五・完）―『国際組織法総論』
構築への予備的考察―」『法学』第 63 巻 2 号（1999 年）37-38 頁（脚注 65）。
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国連憲章の事実上の変容に関する予備的考察

129

その上で、憲法変遷論の憲章理論への適用可能性及び有用性についての暫定
的評価を行う（Ⅴ）。最後に、憲章の変容を理論的に捉えるにあたっての、
予備的考察としての本稿の意義についてまとめる。
　なお、国際立憲主義（international constitutionalism）やグローバル立憲主
義（global constitutionalism）に関する研究が多くなされているが、本稿の関
心はこれとは明確に異なる。国連憲章体制あるいは国連憲章を中心に据えた
国際法秩序を立憲主義の理論枠組みにおいて検討するのが前者だとすれば、
本稿は、憲法理論で蓄積されてきた理論的枠組みを、国際法理論、特に国連
憲章研究に導入・類推適用することの可否・是非を検討するものである。ま
た、本稿は、憲法理論の憲章理論への適用の可能性及び有用性を検討するも
のであり、慣習国際法に関する国際法理論それ自体を検討するものではない。

Ⅱ．憲法変遷及び憲法変遷論の検討

１．憲法変遷を巡る議論

　憲法変遷及び憲法変遷論については、諸外国の憲法学において豊富な研究
がなされているが、日本の憲法学においても、諸外国、特にドイツ、フラン
ス、アメリカにおける議論を踏まえた多くの先行研究がある。それらをつま
びらかにすることは憲法学者ではない筆者の能力を超えるということもある
が、本稿にとっても特段重要な目的ではない。「憲法変遷論」の正確な見取
り図を作成することや、あるべき「憲法変遷」を論じることが目的ではなく、
憲法変遷及び憲法変遷論の、国際法理論、国際組織法理論 22）、及び憲章理論

  22）　「国際組織法」の定義については、論者によって様々だと思われるが、筆者は、「国
際組織の構造と活動に関わる規範群であって、その実質的な部分が設立文書の中に含
まれているもの」との定義を一応行っている。拙稿「国連金融制裁における安保理補
助機関の機能―国際組織法の視点から」吉村祥子（編著）『国連の金融制裁―法と
実務』（東信堂、2018 年）49-69 頁。国際組織法のより詳細な研究として、佐藤哲夫『国
連安全保障理事会と憲章第 7 章―集団安全保障制度の創造的展開とその課題』（有斐
閣、2015 年）7-29 頁。
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への適用可能性を探ることが目的だからである。以下、憲法変遷及び憲法変
遷論の概略と、その構成要素又は諸条件について確認していくこととする。

　「憲法変遷（Verfassungswandlung）」という概念についてまず頭に浮かぶの
が、Jellinek であろう。Jellinek によれば、「憲法改正」が「意図的な意思行
為を通じて行われる憲法成文の変更」であるのに対して、「憲法変遷」は、

「憲法成文は形式上変更されていないままだが、必ずしも変更の意図又は意
識のない事実によって生じる変更」を意味するとされる 23）。「憲法変遷」概
念それ自体は、Laband らドイツの法実証主義的学者によって「憲法典の憲
法規定と異なる憲法事実が発生したとき、このズレを説明するための理論」
として、19 世紀後半から用いられてきたが、Jellinek の変遷論は、法学的な
ものというよりは政治学的・社会学的なものであって、変遷現象を「国家社
会学の問題として扱い、その原因（法創造力ないし事実の規範力）にまで
遡って説明」するものであったとされる 24）。
　このように、憲法変遷を巡っては、政治学的・社会学的な関心と法学的な
関心のそれぞれからアプローチがなされてきたが、時にその政治学的・社会
学的議論と法学的議論が混同されることもある 25）。よって、憲法変遷を「社
会学的意味での《憲法変遷》」と「法解釈学的意味での《憲法変遷》」とに区
別して理解・議論することが有益とされる 26）。社会学的意味での《憲法変
遷》とは、「実効憲法の変遷」又は「制度としての憲法の変遷」と呼ばれる
こともあるが、「成文憲法の規範の意味と矛盾する社会規範が成立している
ことを客観的に記述する態度をとるだけで、更に進んでその社会規範と、成

  23）　Georg Jellinek, “Constitutional Amendment and Constitutional Transformation” in Arthur 
J. Jacobson and Bernhard Schlink (eds), Weimer: A Jurisprudence of Crisis (University of 
California Press, 2000), p. 54.

  24）　小林孝輔「イェリネク　Geork Jellinek (1852-1911)―『憲法変遷』論の概念と問題
―」小林孝輔編代『ドイツ公法の理論―その今日的意義』（一粒社、1992 年）76-77 頁。

  25）　小林直樹「憲法の変遷」『法学協会雑誌』91 巻 6 号（1974 年）889 頁。
  26）　川添利幸「《憲法変遷》Verfassungswandlung の法的性格」川添利幸『憲法保障の理論』

（尚学社、1986 年）82-83 頁。
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文憲法規範との効力を論ずることはない」27）ものとされる。ここでいう「実
効憲法」あるいは「制度としての憲法」とは、「権力の認証のもとに、現実
に、強制力をもって通用しているところの憲法秩序

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

をいう…国家権力の解釈
し、考えるところの憲法のみが、現実の世界では強制力をもって通用する

『制度としての憲法』であり、国家権力をもたない人々・階級・政党の解釈
する『憲法』はいかなる意味でも『制度としての憲法』を、直接には

4 4 4 4

、構成
しない」28）と位置づけられる。他方、法解釈学的意味での《憲法変遷》と
は、「憲法法源の変遷」又は「法源としての憲法の変遷」とも呼ばれるが、

「成文憲法の規範の意味と異なった社会規範が妥当している場合に、そのい
ずれが現行憲法なのかを認識する法解釈学的な立場から、把握せられるもの
であって、その社会規範の法的評価を問題とする」29）ものとされる。言い換
えれば、成文憲法は形式上存在しているが、その実効性を失った部分が「枯
死」したものとみなされる。そして、法規範化した事実（憲法慣習）がこの

「枯死」した部分を埋める、またはその部分に代わり憲法解釈の規準として
用いられるとされる。この「枯死」が憲法慣習の成立とトレード・オフの関
係にある、あるいは憲法慣習によって成文憲法が改廃されるとみなされるこ
ともあってか、法源変遷の評価については学説上の対立がみられる。概ね、
肯定説（規範説、慣習法説）、否定説（事実説）、中間説（習律説）の三つに分
類される 30）。
　争点の一つである憲法慣習については、その内容もその法的成熟度も様々
であるとされるが 31）、憲法変遷論においては、成文憲法に抵触・違反する

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

  27）　同上、82 頁。
  28）　渡辺洋三『憲法と現代法学』（岩波書店、1963 年）24 頁。
  29）　川添「前掲論文」（注 26）82-83 頁。併せて、野中俊彦他『憲法 II（第 5 版）』（有斐

閣、2012 年）395-396 頁（高橋和之担当「第 19 章　憲法の持続と変動」）、長谷部恭男『憲
法（第 6 版）』（新世社、2014 年）38-41 頁、樋口陽一「『憲法慣習』の観念」樋口陽一『現
代民主主義の憲法思想』（創文社、1977 年）142-143 頁。

  30）　たとえば、小林「前掲論文」（注 24）80-81 頁。
  31）　たとえば、「憲法慣習（la coutume constitutionnelle）とは、憲法実例から生じた慣習

の集合であって、拘束力を有するものとみなされる」。See Bernard Chantebout, Droit 
constitutionnel et science politique, 17e edition (Armand Colin, 200), p. 35.
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慣習
4 4

が検討の対象となる。他方で、抵触・違反しない
4 4 4

慣習については、「そ
のような憲法慣習は、成文憲法規範との間に『ずれ』は存在せず、したがっ
て、われわれの取り組んでいる問題とは、なんのかかわりあいもない」32）

ことから、検討の対象外とされる。対象外の慣習とは、否定説・中間説か
らすれば法源変遷を生じさせないものとして許容される慣習であって、た
とえば、憲法に基づき「その本来の意味を発展させる慣習（consuetudo intra 

constitutionem）」や憲法には明文規定がないものの「その空白を埋める慣習
（consuetudo praeter constitutionem）」33）がそれである。これらの法解釈学的な
意味での憲法変遷の枠外に置かれる事実は、往々にして社会学的意味におけ
る憲法変遷の枠内には置かれる。その意味では、前者の憲法変遷の範囲より
も後者の範囲の方がはるかに広い 34）。

　ここで簡単にではあるが、三つの学説を概観したい。肯定説（規範説、慣
習法説）は、憲法慣習の成立と、成文憲法の規定の改廃又は「枯死」の発
生、すなわち憲法法源の変遷を承認する。成文憲法の規定の「枯死」の発生
の原因には、国家権力の違法行為の反復・継続の場合と、成文憲法の不合理
な内容による場合とがある。また、憲法慣習の成立には、事実的要素（たと
えば、事実の反復・継続性）と心理的要素（たとえば、国民による承認・合
意、社会的同意）が必要とされる 35）。否定説（事実説）は、端的にいえば、
法源変遷の発生を否定する立場である。客観的な事実として実効憲法が変遷
することは認める 36）。しかし、規範的次元の問題としては、「憲法解釈者に
とってある憲法実例が違憲と評価されるべきものとすれば、その実例は、た

  32）　川添利幸「憲法の変遷と憲法慣習」川添利幸『憲法保障の理論』（尚学社、1986 年）89 頁。
  33）　芦部信喜『憲法制定権力』（東京大学出版会、1983 年）338-339 頁（脚注４）。
  34）　川添「前掲論文」（注 26）83 頁。
  35）　小林「前掲論文」（注 24）82-83 頁；川添「前掲論文」（注 32）92-93 頁。Chantebout は、

憲法慣習の成立要件として、（１）同一の憲法解釈の反復、（２）その憲法解釈におけ
る一貫性、（３）その憲法解釈を行った理由の明確さ、（４）関連する統治機関及び世
論におけるコンセンサス、の４つを挙げている。See Chantebout, supra note 31, p. 35.

  36）　樋口陽一「『憲法変遷』の観念―憲法慣習論を中心として―」『思想』484 号（1964
年）1385 頁。
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とえ反復あるいは継続されても、他の人々によって容認されても、そのこと
自体によって、彼にとって違憲であることをやめるわけではない」37）であ
るとか、「違憲（contra constituionem）の慣習が慣習法として憲法法源を改廃
する効力をもつことはできない」38）というように、憲法慣習の成立も憲法慣
習による成文憲法の改廃も認めない。「憲法変遷は、事実的な憲法侵害、実
定憲法の事実的な破壊以外の何者をも意味しない」という点 39）や、憲法が
定めた方式以外の方法、すなわち「国民の同意」を根拠に憲法慣習が成立し、
成文憲法が改廃されることになれば、「それは、憲法からその存在理由をう
ばう」ことになるという点 40）からは、この立場を裏づけている憲法観がう
かがえる。肯定説が、「根本的に…憲法の正文と同時に社会意識を憲法の構
成要素としている」のに対し、否定説は、憲法をあくまで「憲法正文の意味
として位置づけている」ということになろう 41）。否定説は、変遷という事実
を認識しつつ、その法的な意味（法源変遷）を承認しないという立場である
が、それが「現に重要な法律的意味を伴って行われている実務や慣行を、法

4

理論の外
4 4 4 4

に追放しつづける」42）点や、「当該条項（憲法法源）が形式的に存
在しているだけで、その実効性が喪失されるに至った場合でも、当該条項が
憲法法源として効力を持つか否かという問題には言及されていない」43）点な
どが批判されている。中間説（習律説）は、「憲法規範の本質的変化の事実
を〈肯定〉しながら、それは一時的『麻痺』状態であって『枯死』ではなく、
法源たる成文憲法への復帰の可能性を留保して、その憲法事実に法源性（を）

〈否定〉する」44）という立場をさす。中間説については、それが法源変遷を
否定するものであることから、否定説に包摂されるとみなす論者もいる 45）。

  37）　同上、1374 頁。
  38）　芦部『前掲書』（注 33）337 頁。
  39）　小林「前掲論文」（注 24）80 頁。
  40）　樋口「前掲論文」（注 29）145 頁。
  41）　粕谷友介「わが国における憲法変遷論の批判的考察（二）―憲法変遷の前提問題（憲

法変遷の意味）の究明―」『上智法学論集』20 巻 1 号（1974 年）34 頁。
  42）　小林「前掲論文」（注 25）897-898 頁。
  43）　粕谷「前掲論文」（注 41）88 頁
  44）　小林「前掲論文」（注 24）84 頁（括弧内：筆者）。

―――――――――――――――――――
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ここでいう「習律」とは、一般的には法の「前段階」を意味する規範のこと
を指す 46）。

　本稿は、どの説が憲法理論として妥当かといった理論的評価を下すもので
はないが、憲法変遷及び憲法変遷論の国際法及び国際組織法に対する適用可
能性を検討する都合上、肯定説を軸に憲法変遷論を敷衍していく。ただ、肯
定説に全面的に依拠するものでもなく、肯定説においても慎重な立場や、そ
こに限界があることを付言する立場が少なくないことにも留意したい。たと
えば、肯定説に立つ川添も、憲法変遷論が「憲法の欠陥を補って、立憲主義
を発達させる」という目的以上に主張される場合には、「イデオロギー的性
格をもちやすい条件が認められる」として、（社会学的・法解釈学的）二つ
の意義における変遷が「同じ憲法の変遷という言葉で表現されるために混乱
がおき、したがってイデオロギーの性格を持ちやすいということ」と、「そ
の要件が、たんに理論上のものに止まり、手続的、制度的に確定することが
困難であるという事情」の二つを挙げた上で、「したがって、憲法の変遷と
いう概念を安易に使うことは、かたくいましめられなければならない」との
留意を示している 47）。同じく肯定説の粕谷も、「わが国における学説は、一
般的に『限界』説をとっているということができる。憲法変遷論には限界が
ある」と明言した上で、「憲法変遷の意味を明確にしないままで議論されて
きたことと、憲法変遷の理論的限界が明確にされていなかったこと」のため
に、憲法変遷論が「主観的・イデオロギー的議論に流される可能性がある」
ことを指摘する 48）。よって、これらの点に留意した上で、肯定説を軸にしつ
つ、法解釈学的意味での憲法変遷の成立条件を確認していくこととする。

  45）　同上、84 頁；樋口「前掲論文」（注 36）1381-1382 頁。川添は、中間説について、本
質的には社会学的意味での憲法変遷のカテゴリーに位置づけるべきものであろうとの
見解を示している。川添「前掲論文」（注 32）90 頁。

  46）　川添「前掲論文」（注 32）90 頁。
  47）　同上、95-96 頁。
  48）　粕谷「前掲論文」（注 41）72, 95-96 頁。同様の指摘として、小林「前掲論文」（注

25）928-931 頁。
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２．憲法変遷の成立条件

　ここでは、肯定説の立場から憲法変遷論を論じた粕谷の研究を主に取り上
げつつ、憲法変遷の成立条件を確認していきたい。粕谷は「わが国における
憲法変遷論の批判的考察」と題する論文の中で、憲法変遷の定義及び要件を
次のように示している（一部省略）49）。

〔１〕憲法変遷という場合、その憲法とは「憲法条項の実効性」であり、
変遷とは「成文憲法が実効性を喪失し、成文憲法以外のものが実効性を
持つにいたること」を意味する。従って、憲法変遷とは、憲法解釈の変
化および憲法違反とは法理的に異なる現象であるということができる。

〔２〕憲法変遷の定義から憲法変遷の要件は、①当該条項の実効性の喪
失と②当該条項の実効性以外のものが実効性を持つにいたるということ
である。

〔３〕憲法変遷の要件を考察した際に一番大きな問題は国民の法的確信
（社会意識、心理的要素）ということであった。国民の法的確信を科学
的に実証する法学的手段は現在のところ存在していない。換言すれば憲
法変遷の要件を手続的・制度的に一律に確定することが困難であるとい
うことである。ここに憲法変遷論の限界があることを認めなければなら
ない。

〔４〕憲法変遷論には限界があるが、憲法変遷の定義・要件からすれば、
憲法変遷は無限界である。国民の法的確信には限界がないから、憲法変
遷そのものには限界がないということができる。

〔７〕憲法変遷の問題は、その定義・要件・法的性格から考えるならば、
憲法慣習法論の問題であると思われる。憲法変遷の核心的問題は、簡単
にいえば、憲法正文の意味に反した事実が生じ、その事実が国民の法的

  49）　粕谷「前掲論文」（注 41）94-96 頁。
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確信によって法となったと考えることが許されるかどうかということで
あった。一般に憲法慣習法論の核心は慣習（法）が成文法を改廃する力
をもつかどうかということである。憲法変遷論における「変遷」と憲法
慣習法論における「改廃」とは法理的に類似概念である…従って憲法変
遷論の内容と憲法慣習法論の内容は同じものだということもできるし、
同時にどちらかの一方は他方に吸収されるということになる。

　成文憲法規定 A とその解釈実行などで生じた事実 B を例にとると、憲章
変遷の成立には、規定 A がその実効性（成文憲法の規範力・作用力の前提
である、「法の規範的意味が事実行態として実現される可能性」50））を失って
いるその一方で、事実 B が実効性を獲得した状態が必要である。事実 B が
実効性を獲得するには、それが国民の法的確信などによって憲法慣習 B´ と
して成立することが必要となる。この状態では、憲法の解釈規準は実効性
を喪失した規定 A ではなく、実効性を獲得した憲法慣習 B´ に移っている。
よって憲法変遷の成立とは、憲法慣習 B´ による規定 A の改廃を意味する、と
いうことである。以下、粕谷の挙げた憲法変遷の要点を確認・検討していく。

　まず、憲法変遷は「憲法解釈の変化」「憲法違反」とは区別される（〔１〕）。
「憲法解釈の変化」は、憲法解釈の「わく」の内部での変化であり、憲法変
遷は、その解釈の「わく」の外にはみ出す実行であって、「本来ならば正式
の改正手続を経る必要がある程度の変化」が生じている場合を指す 51）。粕谷
は、「『規範的要求と規範違反の行態との間の反撥関係』を生じ、その結果成
文憲法の妥当性と実効性との間に不合致が起こっているという状態」におい
ては、「変遷も違憲も同じ現象」52）であると認識する。他方で、「実効性の喪
失」を「法の規範的意味が事実行態として実現される『可能性』を喪失した
場合」と定義するならば、違憲と変遷は、成文憲法の実効性の喪失段階にお

  50）　同上、36-44 頁。
  51）　同上、40 頁。
  52）　同上、41 頁。
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いて区別されることになるとする。言い換えれば、「成文憲法の規範的意味
が事実として実現される可能性があるにもかかわらず、従って実効性が喪失
していないにもかかわらず、成文憲法の規範的意味に矛盾する実例の生じる
場合が憲法違反」であり、「成文憲法の規範的意味が事実として実現される
可能性を失い、成文憲法の規範的意味に矛盾する実例の生じる場合が憲法の
変遷」となる。つまり、「実効性の喪失」の有無によって両者は根本的に区
別されているのである 53）。

　その成文憲法規定の「実効性の喪失」（〔２〕の①）は、一般には「枯死」
とも言い換えられるが、肯定説においては、憲法慣習の成立又は違法事実の
実効性獲得の問題（〔３〕）と明確には区別されないか、または触れられずに
包摂して論じられることもある 54）。他方、粕谷はこれを明確に区別して論じ
るわけだが、その内容については次のように補足・具体化している。まず、

「成文憲法の規範的意味が現に行われていないとか（中断状態にある場合）、
あるいはそれに違反する行為がなされているというだけでは成文憲法の実効
性が失われたということにはならない」。次に、「成文憲法の規範的意味が実
現される可能性を喪失するにいたってはじめて、成文憲法の実効性が喪失し
たということができる」。そして、「当該条項が死文化乃至は空文と化するに
は、それ相当の原因がある。その根本原因は、当該条項が、社会情勢の変化
に伴って、生きた法の目的にそぐわなくなってきたことにあるということが
できるであろう」とも説明されている 55）。三点目に挙げられた実効性喪失の
原因は、法の合理性・合目的性の問題でもあろう。この点、粕谷は、「安定
性・正当性・実用性」という憲法の三つの目的の「調和が完全に破れた場合」
に、「当該条項の規範的意味が実効的に実現される可能性」が失われるとす
る 56）。川添も、実効性喪失の発生原因として、一つに、規範内容それ自体は

  53）　同上、43 頁。
  54）　たとえば、佐藤功『日本国憲法概説〈全訂第 5 版〉』（学陽書房、1996 年）18-19 頁。
  55）　粕谷「前掲論文」（注 41）56 頁。
  56）　同上、58-59 頁。
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不合理ではないが、国家権力の違法行為が反復・継続に起因して実効性が喪
失される場合と、もう一つには、国家権力の違法行為にではなく、成文憲法
規範の内容それ自体が不合理さを有するようになった場合をあげている 57）。
したがって、実効性の喪失を「法の規範的意味が事実行態として実現される

『可能性』を喪失した場合」とする粕谷の定義も踏まえるならば、成文憲法
規範の実効性喪失にとって、事実の継続性・反復性は、必須の条件とまでは
いえないということになろう。

　成文憲法に違反する実行、すなわち「当該憲法条項の実効性以外のもの
（事実）」が実効性を持つに至ること（〔２〕の②）については、「成文憲法
の文言およびあらゆる可能な意味に矛盾する実例が、名目化した成文憲法に
代って通用力を発揮すること」とも読み替えられている 58）。その意味で粕谷
は、実効性の喪失と獲得を、通用力の強弱として読み替えているのであるが、
ここでの彼の主張の要点は、この強弱が、「国民の憲法意識のあり方にかかっ
ている」という点にある。より具体的には、「憲法の規範的意味と、広い意
味での国民生活が、不断に変わる社会情勢の中で統合しているとき、憲法は
生きた力を発揮するのである。その統合の基礎をなすものは、国民の憲法意
識のあり方である。それが憲法規範の作用力・通用力・規範力の強弱を決め
る」のである 59）。そして、この考えのコロラリーとして、憲法変遷について
は、「成文憲法の文言およびあらゆる可能な意味に矛盾する実例が、名目化
した成文憲法に代って通用力を発揮するのであるから、そのためには、その
実例が国民によって規範的にも、『そうあるべき』ものとして認められる国
民の意識が確立しなければならない」のであり、よって、国民の意識が憲法
変遷の要件として重視されることになる 60）。これは、憲法の場合、「通常、
強制規範と直接の結合がないために、憲法の実効性がそれだけ政治道徳と一

  57）　川添「前掲論文」（注 32）92-93 頁。
  58）　粕谷「前掲論文」（注 41）59, 70 頁。
  59）　同上、60 頁。
  60）　同上、60 頁。
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般の憲法意識に依存している」61）という、憲法規範の性質とも関係があるの
かもしれない。そして、この文脈において問われるのが、否定説との対立点
でもあった法的確信の問題（〔３〕）である。

　粕谷によれば 62）、法的確信は、「反復せられた事実が規範となり、拘束力
を持つに至るという『事実の規範化』を通じて」成立する。その場合の「事
実」とは、「単に継続性を持つというだけでなく、社会心理を支配する力を
もった事実」を意味する。言い換えれば、「国民の法的確信が形成されるた
めに、違憲ないしは利益の規律として長期継続されてきた事実が国民の心理
を支配しなければならない」が、この場合の「支配」とは、「国民が社会心
理に於いて必ず守らなければならない規律であると意識すること」、すなわ
ち「拘束性を持っていること」を意味する 63）。この「事実の規範化」につい
ては、単に心理的要素のみで説明することはできず、「事実」自体に含まれ
る「社会的意味連関」、すなわちその事実を生むに至った政治的・社会的必
要や目的が規範化の動因となっている、と理解することも必要であるとの指
摘がある 64）。
　また、法的確信には「積極的確信と消極的確信」とがあるところ、後者が
拘束力と外部性を持つにいたるのは、これを反抗もなく黙認がなされたこと
で前者同様に確信が存在するとみなす「社会的擬態」が生じたことによると
される。こうして存在するに至った法的確信は、「憲法変遷の場合の通用力
の根底」に位置することになるのである 65）。
　この法的確信は、憲法慣習の成立要件でいえば、いわゆる「心理的要素」
であり、肯定説において重視される要件であると同時に、否定説の批判の主
たる対象でもあった。この点、樋口は、心理的要素による憲法慣習の成立と、

  61）　同上、71 頁。
  62）　ここでの議論について、粕谷は、美濃部の以下の研究に多くを負っている。美濃部

達吉『法の本質』（日本評論社、1935 年）100-112, 141-156 頁。
  63）　粕谷「前掲論文」（注 41）69-72 頁。
  64）　小林「前掲論文」（注 25）911-913 頁。
  65）　粕谷「前掲論文」（注 41）69-72 頁。
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肯定説の問題点を次のように指摘する。

一方で、《心理的要素》の存在程度を測る多くの場合、論者が彼自身の
価値判断を意識的・無意識的に混入させる余地が生ずる。他方で、それ
にも拘らず、まず、民衆の《心理的要素》は、今日では権力の側からす
る世論操作によって容易に擬制・作出されうるし、いわゆる有権者のそ
れはもっと簡単に準備されうる。また、憲法の場合は受範者が既に国家
権力であるから被治者の関与する場はそれだけ少なく、結局のところ、
実際上、《心理的要素》とは、達成された実例に明示には反対しないと
いう黙示の合意に帰着しよう 66）。

《心理的要素》は、憲法実例の作者自体によって擬制・作出されうるも
のであり、何より、もともと、達成された実例への不反抗 → 受動的・
追認的性格を負ったものなのである。従って、問題の観念は、提示者の
意図に関せず、現実においては、実効憲法をなす憲法実例に、理論の名
において、現在正当づけを与え、将来に向かって規束力を与える、とい
うイデオロギー効果をもたらすことになる 67）。

　民衆の承認の「受動的・消極的・追認的性格」68）に懸念を有する樋口が、
「『民衆の承認』を実質的な正当性根拠とする憲法慣習論は、そのような『心
理的要素』のはたらきについてのきわめて楽観的な評価にもとづいて成り
立っている」69）と評するのも自然なことである。ただ、樋口のある種「“ 愚
昧な民衆 ” に絶望」するかのような上記の批判については、民主社会が「民
衆の同意に政治の基礎を置く以上、それを憲法変遷の要件にすることは、理
論的にも実践的にも十分な意味をもつ」と考えられることから、「明らかに

  66）　樋口「前掲論文」（注 36）1376 頁。
  67）　同上、1380-1381 頁。
  68）　同上、1373 頁。
  69）　樋口「前掲論文」（注 29）144-145 頁。
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云いすぎ」であるとして小林によって批判されている 70）。かくいう小林は、
憲法変遷において、憲法実例が「法主体の何らかの『同意』を通じ、多くの
場合『慣習』的に規範力を持ってくる」場合について、その大部分は習律の
ケースであるとしつつ、「例外的には、ある種の『違憲のプラクシス』が、
全面的『同意』を通じて、法源の交替（法源変更）にまで到る場合も生じう
る」71）との慎重な立場をとっている。それは心理的要素に対しても同様であ
る。「擬制としての同意・承認を要件としても積極的な意味は殆どないし、
また現に多くの民衆の政治的関心や受動的な態度を考えると、憲法変遷の成
否を民衆の法意識といった心理的要素にかからしめることには、疑問が抱か
れる」72）との小林の認識は、粕谷が示した「社会的擬制」を経て法的確信の
成立を正当化し、また法的確信を憲法変遷の成立要件として重視する立場と
は異なるといえる。確かに、「結論的にいうならば、本稿の定義からすれば
憲法変遷には限界がないといわざるを得ない…憲法変遷に限界があるかない
かという問題は、国民の法的確信に限界があるかないかという問いと結論的
に同じことになる」73）との粕谷の主張（〔４〕）は「云いすぎ」でもあり、ま
た「いうといわぬとに拘らず、肯定論の本質を示すものである」74）との批判
的な指摘が妥当する所以ともいえる。これに対し、小林が、権力側の恣意的
な実行による「好ましくない変遷」の成立を妨げるなど、「変遷抑制の力」
の発揮として国民の承認・同意という心理的要素を定位している点 75）は、
憲法変遷における心理的要素の役割についてのバランスのとれた評価として
示唆に富むものと思われる。

　ここまで、事実の実効性獲得の要件又は憲法慣習の成立要件としての心理
的要素について確認してきたが、もう一方の事実的要素については、一見、

  70）　小林「前掲論文」（注 25）916-917 頁。
  71）　同上、928 頁。
  72）　同上、917 頁。
  73）　粕谷「前掲論文」（注 41）72 頁。
  74）　小林「前掲論文」（注 24）80 頁。
  75）　小林「前掲論文」（注 25）917-918, 924-927 頁。
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その理論的な位置づけが心理的要素のそれに比べて低位に感じられないでも
ない。それは、肯定説の主張の焦点が、「制定憲法が一定の制定手続に基づ
いて定立されたことによってその憲法法源性が説明されるのと同様に、憲法
慣習の憲法法源性を、憲法実例に対する国民の容認ということによって、即
ち一種の非形式的制定手続の所産であるということによって、説明しようと
する、というところにある」76）と樋口によって評されたこととも一致しよう。
また、肯定説の側においても、「そこには十箇の憲法違反の累積があるにす
ぎない…ある種の実例は何度繰り返されても慣習となりえない」との批判に
対し、心理的要素に憲法慣習成立の実質的要件としての重みを与え、場合に
よっては、「唯一の要件とすることにもなる」とみなされるほどの位置づけ
を与えているためともいえる 77）。この後者については、「国家機関によって
つくられる憲法実例のなかに国民の承認・同意を論者が読み込む」議論を展
開し、「規範の実定性をつくるものは民衆によるその規範の承認であり、大
多数の人々のコンセンサスである」78）との考え方を持つ Capitant がよく紹介
されるが、国民の承認・同意という心理的要素のみで憲法慣習が成立すると
いう主張は、民意が権力側に擬制・利用される可能性や変遷それ自体がとめ
どなく進行することへの懸念などから、否定説のみならず、肯定説の側から
も広く支持を得られるものとは思われない点には注意が必要であろう。樋口
の分類によるならば、Capitant のような立場を「読み込み説」といい、違法
な事実が生じた場合に改めて心理的要素としての承認・同意を要するという
立場を「付着説」という 79）。
　この点、肯定説（付着説）は概ね、成文憲法に違反する事実に法的効力を
認める根拠として、事実の「継続」と心理的な「承認」（合意）を挙げると
みられるのだが、ただ、先に「実効性の喪失」（〔２〕の①）及び法的確信の

  76）　樋口「前掲論文」（注 36）1375 頁。
  77）　同上。
  78）　南野森「憲法変動の法理論のために―現代フランス憲法が提供する事例を用いて」

全国憲法研究所編『憲法問題』28 号（2017 年）92-95 頁。
  79）　樋口「前掲論文」（注 36）1376-1377 頁。
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問題（〔３〕）の検討のところで確認したように、両根拠のバランス・濃淡・
強弱・関係性については、一様とはいえない。粕谷のように、法的確信の成
立要件に事実の継続性・反復性を読み込むものもいる。また、美濃部 80）や
佐藤功 81）のように、心理的要素とは別に長期かつ反覆された事実の存在を
要件として明示する論者もあれば、川添のように、憲法慣習の成立要件とし
ては事実的要素の継続性・反復性を特段明示しないものもいる 82）。よって、
憲法慣習の成立要件を一般の慣習法のそれと同一視するかどうかが肯定説の
理論上の問題となるが、たとえば、川添は、慣習法による成文法の改廃を認
める一般理論については、これを憲法理論に機械的に当てはめることはでき
ないと指摘する 83）。川添は、慣習法説（肯定説）に対する否定説の反論に
は、一般論における慣習法要件 84）である継続的慣行と法的確信とが欠けて
いる点を指摘するものがあるが、「極端な例」と断りつつ、「事後における条
件の変化によって、成文規定の実行が不可能になった場合」には、「慣習の
集積を待たずして憲法が変化したと見做さざるをえない」場合があるため、
否定説はそれを強調したのだと指摘する 85）。粕谷も、事実の反復性・継続性
は一般的には憲法変遷の要件といえるが、ただ、「いくら長期、反覆されて
も、憲法の意味が変更されない場合もあれば、突発的な事実によって、短期
間で憲法の意味が変更される場合も考えられ得るであろう。最終的有権的解
釈権者による一回かぎりの実例により、憲法の意味が変更されることも考え

  80）　美濃部『前掲書』（注 62）196-198 頁。この点、粕谷によれば、美濃部は「憲法変遷」
を明示的に定義・検討しているわけではなく、「非制定法論」として憲法と慣習法との
関係を論じていると分析されている。粕谷友介「わが国における憲法変遷論の批判的
考察（一）―憲法変遷の前提問題（憲法変遷の意味）の究明―」『上智法学論集』
19 巻 1 号（1974 年）21-30 頁。

  81）　佐藤功『前掲書』（注 53）18 頁及び佐藤功「憲法の改正と変遷」『憲法読本下』（岩
波書店、1965 年）112-113, 116-117 頁。

  82）　川添「前掲論文」（注 32）93 頁。
  83）　同上、92-93 頁。
  84）　たとえば、美濃部『前掲書』（注 62）146-149 頁。
  85）　川添「前掲論文」（注 26）58-60 頁。この点は、たとえば小林が、「（『集積を待たず

して…見做さざるを得ない』）場合を説明できず、更に変遷概念を『不当に狭く理解
し』、法の変更に至らない段階の変遷を捉えない、と批判される」との指摘を行ってい
る。小林「前掲論文」（注 25）910 頁。
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られる」86）と述べている。違憲の事実の反復・継続が成文憲法規定の実効性
の喪失に関わり、またその事実の反復・継続が、当該事実への法的確信をも
たらす要素となるという、トレード・オフあるいは表裏一体ともいえるとい
う構図からすれば、一見して、事実的要素の継続性・反復性を特段明示して
いなくとも、または心理的要素と同等の扱いをしていなかったとしても、実
体面において双方のそれぞれに事実的要素が結びついていることは疑いない
だろう。ただ、理論的

4 4 4

には、争点である憲法慣習の成立又は当該事実の実効
性獲得を論証するために、心理的要素に一層重きが置かれるということであ
るように思われる 87）。

　憲法規定の実効性の喪失と、憲法慣習の成立による事実の側の実効性獲得
により、憲法変遷が生じることになるが、そこで生じる「改廃」（〔７〕）も、
否定説から疑問が呈される争点である。たとえば樋口によれば、実践レベル
の問題としては、憲法変遷とは、憲法解釈主体の中での解釈規準（法源）が、
成文憲法から憲法実例の方に移る、あるいは差し替わることを意味する 88）。
ただ、認識レベルの問題、つまり規範階層の問題としては、下位規範にあた
る憲法実例が、上位規範である成文憲法に取って代わることはない、言い換
えれば、憲法実例が成文憲法と「同段階の規範形式として存在するのではな

  86）　粕谷「前掲論文」（注 80）41-44 頁。
  87）　その点は、憲法変遷論が「国民主権」や「人民主権」と結びつけられて論じられる

こととも相通じるところがあるものと思われる。たとえば、米国憲法では過去、南北
戦争後の再建期やニューディール期に、改正手続によらない重要な憲法変遷が生じた
とされるが、この変遷を「人民主権」の発動として理論的に説明しようとする学説上
の動きがあり、また、フランスでも、先に触れた Capitant などが「国家主権」や民主
主義の原理を持ち出すことによって憲法変遷の正当化を図ったことが想起される。こ
の点、以下を参照されたい。山本龍彦「アメリカにおける『人民主権』論と憲法変
動」全国憲法研究所編『憲法問題』28 号（2017 年）49-60 頁；南野「前掲論文」（注
78）89-100 頁。See also Bruce Ackerman, We the People, volume 2: Transformations (Belknap 
Press of Harvard University Press, 1998), pp. 3-68.

  88）　樋口は、法源を「特定の法制度の中で規範定立の際に規準たるべきものとされてい
るところの、より上位の一般的規範」という意味で用いている。樋口「前掲論文」（注
36）1378 頁。
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国連憲章の事実上の変容に関する予備的考察

145

い」と認識される 89）。これに対して粕谷は、「改廃」について、これを憲法
規範の「実効性」の喪失と「妥当性」の喪失とを区別しつつ検討を行ってい
る。次に紹介するように、「改廃」は、成文憲法の当該規定の実効性実現の
可能性が喪失することではあるが、当該規定の妥当性までも喪失するという
意味では用いられていないのである。

憲法変遷とは、図式的には当該憲法条項の妥当性（A）と実効性（A´）
の関係が遊離・遮断され、（A）と不合致の事実（B）が、（A´）にとっ
てかわる現象であることはすでに述べた。つまり（A）（A´）の関係が
破れ、（A）が形式的に存在を留めているにとどまり、現実に（A）とは
不合致の（B）が実効的に実現している場合が憲法変遷なのである。こ
の過程において、憲法変遷の法的性格に関する争点は、（B）が（A）を
改廃するか否かということになるのであろう…私見によれば、当該憲法
条項がたとえ形式上の妥当性を保有していたとしても、その実効性が喪
失されるに至れば、もはや当該条項が効力ある実定憲法ではないという
ことができるのではないかと考える。90）

　このように、粕谷は、「改廃」を、実効性を喪失した成文憲法規定が事実
上法としての存在をやめ（妥当性の消失）、実効性を獲得した事実（憲法実
例）が憲法規範と同階層の規範形式を得る（妥当性の獲得）という意味では
用いていない 91）。そのため、「枯死」についても、これが永続化・固定化す
るものとは捉えていない。つまり、ある理由で失われた実効性は、また別の
理由でその実効性を取り戻すことはありうるとの立場をとっているのであ
る。

  89）　樋口「前掲論文」（注 29）142, 160-161 頁。
  90）　粕谷「前掲論文」（注 41）85-86, 88 頁。
  91）　この点、川添は、「法の効力には、規範面における妥当性（Gultigkeit）と事実面に

おける実効性（Wirksamkeit）とがあり、その二つのどちらが欠けても有効な法とはい
えない。したがって、成文法といえども、実効性が、まったく失われるならば、それ
は枯死してしまう」と述べている。川添「前掲論文」（注 32）91 頁。
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私見によれば、…憲法変遷の定義から、習律を持ちだすまでもなく、憲
法法源への復帰の問題は解決されると考える。つまり、成文憲法の妥当
性と実効性が一度は分断され憲法変遷が生じたとしても、また事情の変
化に伴い、本来の憲法法源の妥当性と実効性が復活することもありうる
のである。一度は当該条項の実効性が喪失され、その妥当性が死文化し
たとしても、国民生活全体が変化し、死文化した妥当性は、改正されな
い限り、息を吹き返すことも考えられるのである。ただ当該条項の妥当
性が死文化している状態において、それとは異なる事実が規範として効
力を持っているということを、先に述べた定義から導き出すことができ
るのである 92）。

慣習法論でいう改廃は、成文法の妥当性が消失するという意味での改廃
ではないように思われる。なんとなれば、成文法の文言に含まれる妥当
性は残っているからである。ただそれが死文化している状態、つまり成
文法の妥当性が休止している状態にすぎないのである。従って、その改
廃は成文法の文言を含めた妥当性において生じるのではなく、実効性に
おいて生じるのではないかと考える 93）。

　否定説が、規範の妥当性レベルでの「差替え」「交替」という意味での「改
廃」を否定・批判しているのであれば、粕谷のいうところの憲法変遷論には
その批判は当たらないということになろう。こうした妥当性レベルでの「改
廃」という認識・捉え方に対しては、基本的に否定説を支持する側からも、

「憲法慣習法が憲法規定にとって代わる結果、憲法規定と同一の（形式的）
効力を取得する（ゆえに、その修正には憲法改正が必要である）かのような
誤解を与える」ことから、「きわめてミスリーディング」であるとの指摘も

  92）　粕谷「前掲論文」（注 41）90-91 頁。
  93）　同上、92-93 頁。
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なされている 94）。よって、成文憲法規定の「改廃」あるいは「枯死」に係る
論点については、妥当性の喪失・消失ではなく、実効性の喪失が問われてい
るとみなす方が、憲法変遷の成立の可否を問う憲法変遷論を把握・理解する
上で有益であろう。この点、法源変遷の捉え方として、憲法規定と憲法慣習
との関係を「とって代わる」関係ではなく、「一方で、憲法規定が実効性を
失って憲法規定の欠缺と同じ状態が生じ、他方で、憲法慣習がその欠缺を埋
めている状態」と理解する方が、「憲法慣習法の修正には憲法改正の手続は
不要であるし、また、憲法規定が再び効力を復活することもありうることに
なる」との主張 95）は一考に値するといえる。

　以上のように、肯定説を軸として、憲法変遷論を敷衍・検討してきた。最
後に、改めて憲法変遷の成立条件を確認する。憲法変遷では、①成文憲法の
規範的意味が実現する可能性が失われたという意味での「実効性の喪失」が
生じ、かつ、②国家機関の解釈実行といった「事実」が、解釈規準において
選択されうるような「実効性」を持つに至っていることが必要であり、それ
は憲法慣習（法）が成立していることを意味する。②の成立には、当該「事
実」の通用力・規範力を支える国民の法意識としての「法的確信」が成立す
ることが重要となる。①の状態は、当該規定の妥当性までも消失したことを
意味しない。よって、成文憲法規定の「改廃」は、実効性の喪失した当該規
定ではなく、実効性を有するとの国民の法的確信を伴う事実に、憲法の解釈
規準が移ることを指す。

３．憲法変遷論の限界と意義

　憲法変遷論については、これまで見てきた肯定説においても、いくつかの
限界が指摘されていたことについては既に触れた。たとえば法的確信に関し
ては、その科学的実証には限界があることが自認されていた。粕谷は「この

  94）　野中他『前掲書』（注 28）397-398 頁。
  95）　同上、397-398 頁。
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『限界』に注目するならば『憲法変遷』理論を不用意に使用することはでき
なくなる」96）と述べているが、川添も、「先例の存在は客観的な規準である
としても、内容の合理性と法的確信の成立という二つの要件は、客観的に把
握しにくい規準だけに、それが承認できる場合というのは、きわめてまれで
あるといわなければならない」97）と指摘していた。
　また、憲法変遷論がイデオロギー的性格を持ちやすいというのもその限界
の一つであった。これは否定説の立場から、権力による変遷論（及び法的確
信）の利用の可能性の指摘があったが、中間説に立ちつつ、例外的に法源変
遷を認める小林もこの問題を指摘している。そのため小林は、先述のように、
全面的な「同意」がある場合や、「習律」として実効性を有する「違憲のプ
ラクシス」に対する国民の反対が、その「現実的可能性が長期にわたって存
在しなくなったとき」にのみ、法源変遷が生じたと認識されうるとの立場を
とっていた 98）。言い換えれば、国民の支持・承認に、憲法変遷の成立要件と
共にセーフガードとしての役割を担わせているといえる。
　このように、憲法変遷論については、肯定説においても、その限界を認識
し、慎重な取り扱いの姿勢が見て取れるわけだが、他方で、「いったんこの
ような憲法（解釈）の動態的な現実を認める」ことで、「有権的解釈機関や
政治権力の憲法解釈をさらに解釈し批評する憲法学説の役割・意義が、あら
ためて意識されるはず」99）との指摘や、現状肯定の用具として用いられない
よう「注意深く限定された変遷」の観念は、習律観念と共に、「立憲秩序の
健全な運行を維持してゆくための法理論の形成に、有効かつ無弊害に用いる
ことができるだろう」100）との指摘もある。よって、憲法変遷論の有用性の中
には、憲法理論の発展及び修正の機会もまた含まれているといえよう。憲法
変遷及び憲法変遷論についての評価を全面的に行うことが本稿の目的でない

  96）　粕谷「前掲論文」（注 41）71-72 頁。
  97）　川添「前掲論文」（注 32）93 頁。
  98）　小林「前掲論文」（注 25）928-929 頁。
  99）　南野「前掲論文」（注 78）97 頁。
100）　小林「前掲論文」（注 25）930-931 頁。

―――――――――――――――――――
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ことについては先に述べたが、本稿における主たる検討に進む上では、憲法
変遷及び憲法変遷論についての一定の理解を得つつ、その法理論が有する積
極的及び消極的意義の示唆も得たものと思われる。

　また、本稿でここまで検討の素材としてきた「憲法変遷論」は、主とし
て「法解釈学的意味での憲法変遷」であったが、このことは、本稿のこれか
らの検討において「社会学的意味での憲法変遷」を全く顧慮しないというこ
とを意味するものではない。学説上の主戦場は前者であり、後者がそのまま
前者を意味するものではないという意味で、前者と後者を混同することの弊
害が指摘されていた。その意味では、肯定説及び中間説においては、後者が
前者に何らかの法的な意味を与えることを前提に議論が展開されていたとい
える。ここで「法源変遷」に関わる部分を（a）とするならば、前者の意味
での変遷＝（a）であり、「法源変遷」に関らない部分（c）を含む後者の意
味での変遷（b）は、前者（a）よりも範囲は広くなる（b = a+c）。したがっ
て、憲法あるいは憲法秩序の動態的側面を広く検討する上では、法源変遷の
問題もそれ以外の事実レベルでの変遷の問題も、共に検討の射程に含まれる
ことになる。そこでは、たとえば、前者（a）においては排除される単なる
事実の反復や法の前段階たる習律を含む、そして contra legem の実例のみな
らず praeter legem のそれも含め、〈単なる事実 → 習律 → 憲法慣習〉という
グラデーションのある憲法実例が対象としてあらわれる。このグラデーショ
ンのある憲法実例が、法源変遷をもたらす法的効力から、そうでない効力ま
で、多様なスペクトラムを有する変遷・変動とどのような事実的・法的関係
性を有しているのかが問われることにもなりうる。それは「法の科学」とい
うよりは法実践・法実用的な検討ということになるかもしれないが 101）、「憲
法変遷論」の学問的機能及び意義をそのように位置づけることも可能である
と思われる。

101）　たとえば小林は、本稿で引用した論稿の中で展開した憲法変遷についての理論的考
察が、「それはまた、現象の学問的認識のみならず、上にも触れたとおり、実用法学の
実践的な格率まで導き出すことができる」ことになったとも述べている。同上、929 頁。

―――――――――――――――――――
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　そうした意義を踏まえた上で、憲法変遷及び憲法変遷論は《憲章理論》に
適用可能か、そして、その適用が妥当かつ有益なのかを問うことにしたい。
勿論、この問いに本格的に回答するには、憲章の変容についての多角的かつ
総合的な理論的検討を要するものであり、紙幅の制約から稿を改めて論じる
必要がある。ただ、現時点においても、一つの事例を検討の素材とした予備
的な考察は可能であろう。以下、本稿では、自決権を巡る問題をその検討の
素材としたい。その理由として、①自決権を巡っては、2019 年 2 月に出さ
れた「1965 年のモーリシャスからのチャゴス諸島分離の法的帰結」勧告的
意見 102）の中でも争点となっていたが、自決権が慣習国際法として法的権利
化したことについては、判例・学説ともにその論拠に不明瞭・不明確な点が
あること、②他方で、自決権の法的権利化を、憲章規定に直接由来するもの
として、条約の解釈枠組みから正当化することもまた困難であること、③自
決権の法的権利化が、国連憲章及び国連の何らかの変化・変容と関連性を有
すると思われる実態が確認できること、以上について、憲法変遷論が扱って
きた問題と重なりうる点が少なくないように思われるからである。次章では、
自決原則及び自決権を巡る法的な議論状況を確認し、そこで主として扱われ
てきた自決権の慣習国際法化論の実相を明らかにする。なお、自決権につい
ては、外的自決、内的自決、一方的分離独立権など、時代の移り変わりと時
代状況も絡み、その検討・問題関心が変化してきたわけだが、本稿では、主
として脱植民地化の文脈で取り扱われる自決権に限定して検討を行う。

102）　“Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965”, 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2019. なお、本勧告的意見に関する最新の評釈として、
玉田大「チャゴス諸島分離の法的帰結―ICJ 勧告的意見（2019･2･25）」『法律時報』
第 91 巻 8 号（2019 年）4-6 頁。

―――――――――――――――――――
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Ⅲ．自決の法的権利化を巡る議論状況

1．議論の背景

　国際人権規約の共通第 1 条は、「すべての人民は、自決の権利を有する。
この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びに
その経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する」と定める。後に触れ
る ICJ の見解にもあるように、この自決権（the right to self-determination）は、
当該規約上の権利にとどまらず、非締約国を含むすべての国を拘束する実定
法上の権利として今では認識されているように思われる。他方で、国連憲章
は、第 1 条及び第 55 条にあるように、そもそも「自決権」を直接規定せず、

「人民の同権及び自決の原則（the principle of equal rights and self-determination 

of peoples）」として規定していた。この「原則」から「権利」への拡張ある
いは飛躍、すなわち自決の法的権利化は、憲章の枠組み内において排他的に
生じたのか、それとも、憲章の枠組み外で排他的に生じたのか、あるいは、
憲章の枠組みの内外の何らかの相互作用もあって生じたといえるのか。自決
の法的権利化については、その実態に即すならば、いくつかの形成プロセス
が論理的に導出できるといえる。それは、（１）自決の法的権利化とは、全
体として憲章枠組み内での法的権利化であって、憲章解釈によって導出され
るものと理解する、（２）自決の法的権利化プロセス全体を、憲章の枠組み
の内と外を包摂する形で生じた慣習国際法化であると理解する、（３）この
プロセスを、憲章の枠組み内の法的権利化でありつつ、従来の慣習国際法形
成とは異なるものとして捉え直す、という選択肢である。
　（１）については、この法的権利化が国連憲章の解釈上導き出されたとい
うことであれば、それは、憲章の解釈実行としての事後の実行や後の合意の
確認という事実の妥当性と、それらをいかに法的に評価したのかという解釈
の妥当性を検討することになろう。（２）の検討にあたっては、慣習国際法
成立の伝統的な 2 要件である一般慣行と法的確信の存在をどこに見出すかと
いうアプローチをとることになると思われる。学説及びチャゴス諸島分離に
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関する勧告的意見の内容に沿えば、その両者については、国連総会で採択さ
れた植民地独立付与宣言 103）、それに続く関連決議、同じく総会で採択され
た友好関係原則宣言、そして国際人権規約が想起される。また、（３）につ
いては、条約法条約に依拠した憲章解釈の枠組みを超えるものであり、また
従来の慣習国際法の形成理論とも異なるという意味で、組織法としての憲章
解釈理論の枠組みや、それ以外の枠組みにおいて、この問題を捉え直す可能
性を含んでいる。

　まず、そもそもの出発点としての「自決の原則」をどのように位置づける
かであるが、同じく国連憲章に規定されている武力不行使原則と比較しなが
ら確認してみたい。自決の原則は、憲章第 1 条の「憲章の目的」に規定され
るものである。具体的にはその 2 項において、「人民の同権及び自決の原則
の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強

103）　（前文パラグラフ 12）あらゆる形態の植民地主義を速やかにかつ無条件に終わらせ
る必要があることを厳粛に宣言する。

1. 外国による人民の征服、支配及び搾取は、基本的人権を否認するものであり、国際
連合憲章に違反し、世界の平和と協力の促進に対する障害となる。

2. 全ての人民は、自決の権利をもち、この権利によって、その政治的地位を自由に決
定し、かつ、その経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。

3. 政治的、経済的、社会的又は教育的な準備が不十分なことをもって、独立を遅延す
る口実としてはならない。

4. 従属下の人民が完全な独立への権利を平和的にかつ自由に行使できるようにするた
めに、これらの人民に向けられた全ての武力行動又はあらゆる種類の抑圧手段を停
止し、かつ、これらの人民の国土の保全を尊重しなければならない。

5. 信託統治地域、非自治地域その他のまだ独立を達成していない全ての地域において、
これらの地域人民が完全な独立と自由を享有できるようにするため、いかなる条件
又は留保もなしに、これらの地域人民の自由に表明する意志及び希望に従い…全て
の権力をこれらの地域人民に委譲する迅速な措置を講じなければならない。

6. 国の国民的統一及び領土保全の部分的又は全体的な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に反するものである。

7. 全ての国家は、平等、全ての国家の国内事項への不介入並びに全ての人民の主権的
権利及び領土保全の尊重を基礎とする、国際連合憲章、世界人権宣言及び本宣言の
諸条項を、誠実にかつ厳格に遵守しなければならない。

―――――――――――――――――――
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化するために他の適当な措置をとること」と規定されている。他方、武力不
行使原則は、憲章第 2 条の、国連及び加盟国が、第 1 条の目的達成にあたり
準拠して行動するべき「原則」に規定されている。具体的にはその 4 項にお
いて、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武
力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、
国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければな
らない」と規定されている。この武力不行使原則については、加盟国の行動
を法的に拘束する「禁止規範」と理解されている。同規範は、第 1 次大戦後
に始まった戦争違法化の流れに連なるものであり、連盟規約、不戦条約と
いった戦争違法化に関する実定法規を踏まえ、国連憲章において上記のよう
な明文規定として結実したものであり、国連憲章及び現代国際法における規
範的な重みは当初から大きかったといえよう。他方、自決原則については、
そもそも、レーニンやウィルソンらの政治的な主張にそのルーツを持つ理念
であるが、憲章成立までに実定法化したことはなく、また、国連憲章及び現
代国際法においては、当初は理念的な原則としての位置づけにとどまるもの
であったといえる 104）。
　そうした出発点における違いはあったが、結果的には、両者ともに後に慣
習国際法としての地位が ICJ において確認されている 105）。ただ、自決権に

104）　「国連憲章は、『人民の同権と自決の原則の尊重』を基本目的及び国際協力に関する
規定の中で謳うことによって、加盟国に自決尊重の義務を課していると理解されるが、
人民の『自決』を国際法上の権利として承認したものとはいえず、さらに非自治地域
及び信託統治地域の統治についても、諸地域の自治又は独立の達成を目的として掲げ
ているものの、当該人民の自決権の承認を基礎にするものではなかった。そして、自
決を単なる原則ではなく、国際法上の権利と認め、植民地人民の独立を自決権に基づ
いた当然の権利とし、植民地主義国家の国内管轄権に基づいた主張を全面的に否定で
きるためには、実践課程における発展をまたねばならなかった」。金東勲『人権・自決
権と現代国際法―国連実践過程の分析―』（新有堂、1979 年）230-231 頁。See also 
Daniel Thürer and Thomas Burri, “Self-determination” in Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law (Oxford University Press, 2012), p. 115.

105）　憲章第 2 条 4 項に規定された武力不行使原則が慣習国際法としても成立しているこ
とについては、ニカラグア事件判決において確認された。See “Case concerning Military 
and Paramilitary Activities in and against Nicaragua”, Merits, I.C.J. Reports 1986, paras. 187-
191.

―――――――――――――――――――
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ついては、従来の判例ではその実定法上の権利性については確認されてきた
が、慣習国際法としての地位については、「チャゴス諸島分離」勧告的意見
において初めて明示的に認定されたといえる。

　同勧告的意見で ICJ は、本件が対象とするモーリシャスの脱植民地化プロ
セスを、総会の諮問（a）106）により、1965 年のチャゴス諸島分離から 1968

年のモーリシャス独立までの期間とし、この期間を参照して当該プロセスに
適用可能な国際法規則を特定するよう求められた（パラグラフ 140）。そし
て、「特に慣習規則が問題となる時には、憲章及び総会決議 1514（XV）（植
民地独立付与宣言）の採択以降に生じた自決に関する法の進化を ICJ が考慮
すること」は妨げられず、「実際、国家実行と法的確信、すなわち法として
の当該実行の受容（ICJ 規程 38 条）は、時間をかけて徐々に凝固されかつ確
立された」（パラグラフ 142）とする。
　次に ICJ は、適用法の特定にあたり、「自らの役割を脱植民地化の文脈に
おける自決の権利の分析に限定」（パラグラフ 144）した上で、憲章第 11 章
の非自治地域レジームについて、「自決の権利が全ての国を拘束する慣習規
則としていつ結晶化したのかを確定しなければならない」（パラグラフ 148）
として、自決権を慣習国際法として立証するという立場を明確にする。立証
方法としては、伝統的な慣習国際法形成論における「一般実行と法的確信」
という 2 要件に言及しつつ、これらが「密接に連結されている」（パラグラ
フ 149）ことを確認する。そして、「たとえ拘束力がないとしても、総会決
議は時に規範的な価値を有しうる。総会決議はある状況において、規則の存
在又は法的確信の出現を確立するための重要な証拠を提供する」とした「核
兵器使用の合法性」勧告的意見を引用した上で（パラグラフ 151）、「決議
1514 は正式には勧告であるが、その内容及び採択の諸条件の観点から、同

106）　「国連総会決議 1514(XV)、2066(XX), 2232(XXI) 及び 2357(XXII) に反映されている
諸義務を含む国際法を顧慮するならば、モーリシャスからのチャゴス諸島の分離に続
いて 1968 年にモーリシャスが独立を付与された際、モーリシャスの脱植民地化プロセ
スは合法的に完了されたのか」。“Chagos”, supra note 102, para. 1.

―――――――――――――――――――



国連憲章の事実上の変容に関する予備的考察

155

決議が慣習規範としての自決権に関する宣言的性格を有する」という点を考
慮する。さらに ICJ は、決議 1514 が 89 票の賛成投票（棄権 9）で採択され
たこと、投票に参加したどの国も、人民の自決の権利の存在を争わなかった
こと、決議 1514 で用いられた文言は、それが「全ての人民は自決の権利を
有する」ということを確認する限りにおいて、規範的な性格を有しているこ
と、以上が確認されたとの見解を示した（パラグラフ 152-153）。これに加え
て、友好関係原則宣言が、「国際法の基本的原則」の一つとしての自決の権
利を承認することで、慣習国際法の下での当該権利の規範的性格を確認した
とも明示した（パラグラフ 155）。
　したがって、ICJ は、植民地独立付与宣言の採択時点、またはそれ以降で
あって、1965 年のチャゴス諸島分離とそれに続く 1968 年のモーリシャス独
立までには、自決権が慣習国際法として確立していたとの見解を示したので
ある。

　他方、自決権に関する同勧告的意見以前の ICJ の判示・意見内容は、概ね
以下の通りであった。「ナミビアにおける南アの居残りの法的帰結」勧告的
意見では、「国連憲章に規定されている非自治地域に関する国際法の事後の
発展は、自決の原則をすべての非自治地域に適用可能なものとした。…この
発展におけるさらに重要な段階は、植民地独立付与宣言であった」107）との認
識が示された。また、ICJ は、国際連盟の委任統治制度に関して、「1919 年
の制度を考察する際、裁判所は半世紀の間に生じた変化を考慮しなければな
らず、また、その解釈が、国連憲章を通じたかつ慣習法を経由した

4 4 4 4 4 4 4 4

、法の事
後の発展によって影響を受けないままであることは困難である…さらに、国
際文書は、解釈当時に普及している全体的な法システムの枠組みの中で解釈
され適用されなければならない。本手続が関係する分野においては、先述の
通り、過去 50 年間で重要な発展がもたらされた。その発展からすれば、神

107）　“Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South 
West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)”, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1971, para. 52.

―――――――――――――――――――
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聖なる使命の最終目的が、関連人民の自決と独立であったことに疑いはな
い」108）との認識を示している。「国連憲章を通じた…法の事後の発展」とい
う点では、憲章の枠組み内での実定法化が排除されていない。したがって、
たとえ傍点の部分が述べられていたとしても、自決権が「慣習国際法を経由
して」成立したということを直ちに認定しているとは解されないだろう。
　「西サハラ」勧告的意見で ICJ は、前述「ナミビア問題」勧告的意見の「国
連憲章に規定されている非自治地域に関する国際法の事後の発展は、自決の
原則をすべての非自治地域に適用可能なものとした。…この発展における
さらに重要な段階は、植民地独立付与宣言であった」を引用した後、「人民
らの一つ権利としての自決の原則と、すべての植民地状況を迅速に終了させ
ることを目的としたその原則の適用は、植民地独立宣言の中に宣言されてい
た。…植民地主義を迅速かつ無条件に終了させるという目的のために、本決
議はとりわけ以下を宣言した…2. すべての人民は自決の権利を有する…これ
らの規定、特に第 2 項は、自決の権利の適用が人民の意志の自由かつ真正な
表明を必要とするということを確認かつ強調する」109）と述べている。この点
については、「西サハラ住民の自決権を認める国連総会決議を肯定的に引用
することによって、実質上自決権を国際法上確立した権利として認める立場
をとった」110）との評価もあるが、「国際法の事後の発展」が慣習国際法化を
意味しているとは解されないように思われる。
　「東ティモール」事件（ポルトガル対オーストラリア）で ICJ は、「国連
憲章及び国連の実行から進化した人民の自決の権利は対世的な性質を有す
るというポルトガルの主張は、非難の余地もない。人民の自決原則は国際
連合憲章によって、及び裁判所の判例において承認されてきた（「ナミビア
問題」勧告的意見パラグラフ 52-53 及び「西サハラ」勧告的意見問題パラグ
ラフ 54-59）。それは、現代国際法の本質的な原則の一つである」（パラグラフ
29） 111）と述べた。ここでも、慣習国際法化それ自体の判示内容とは読み込め

108）　Ibid, para. 53.（傍点：筆者）
109）　“Western Sahara”, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, para. 55.
110）　桐山孝信「非植民地化と自決権―西サハラ事件」『国際法判例百選［第２版］』31 頁。

―――――――――――――――――――
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ないだろう。
　「パレスチナ占領地域における壁建設の法的帰結」勧告的意見では、これ
までの ICJ の判断の中で、自決の原則に何度も言及がなされたこと、そして、
人民の自決権が対世的な権利であることが明確になっていることが確認さ
れ 112）、その上で、壁建設によるパレスチナ人民の自決権行使の侵害と、イ
スラエルによる自決権に対する尊重義務の違反が認定された 113）。また、先
の「東ティモール」事件のパラグラフ 29 を引用しつつ、「裁判所は、総会決
議 2625 の文言においてもそのことを想起する」と述べ、友好関係原則宣言
が実定法としての自決権を確認するものだったと付言している 114）。
　このように、ICJ は「チャゴス諸島分離」勧告的意見以前の判断において
は、人民の自決の権利を国際法上確認はしてきたが、これが慣習国際法なの
かどうかについては明示してこなかったことがわかる。また、実定法化の時
期についても、果たして植民地独立付与宣言によって確定したと述べている
のかどうかも判然とはしない。遅くとも、友好関係原則宣言の採択以前には
実定法化していたという認識はうかがえる。

　以上の ICJ の判断を踏まえると、脱植民地化の文脈での自決の法的権利化
プロセスについて、「チャゴス諸島分離」勧告的意見以前の ICJ の判断が、
先述の形成プロセスの類型（１）～（３）のいずれに該当するのかについて
特定することは難しいといえる。他方で、「チャゴス諸島分離」勧告的意見
における ICJ の判断は、「慣習法化」の立場を採用したことは明らかではあ
るが、そのプロセスが憲章の枠内で凝固・確立したのか、枠外で凝固・確立
したのか、それとも両者にまたがる形で凝固・確立したのかについては断定
し難い面がある。その意味では、自決権が依然として「国際法におけるもっ

111）　“Case concerning East Timor”, Judgment, I.C.J. Reports 1995, para. 29.
112）　“Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, para. 88.
113）　Ibid, para. 120.
114）　Ibid, para. 156.
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とも不確定な規範の一つである」115）との指摘は至当であろう。ただ、ここ
で確かなことは、「チャゴス諸島分離」勧告的意見において ICJ は、先述の
形成プロセス類型（１）、すなわち、自決の法的権利化とは、全体として憲
章枠組み内での法的権利化であって、憲章解釈によって導出されるものと理
解するアプローチの可能性を否定したと理解できるという点と、もし ICJ の
いう「慣習規則」「慣習規範」の中に憲章固有の慣習法も含まれるとするな
らば、形成プロセス（３）の可能性が必ずしも排除されていないという点で
あるといえる。

２．学説の検討

（１）慣習法論

　自決に関しては、その性質（原則か権利か、政治的なそれか法的なそれ
か）、その人的射程（人民（people）の定義、集団のみか個人も含むのか）と
事項的射程（分離独立か、独立・自治・連合か、植民地限定か、従属下も含
むのか、普遍的な集団的権利か普遍的な人権か）について様々な論点が存在
している 116）。加えて、歴史的にこれらが変化・発展してきたという側面も

115）　Matthew Saul, “The Normative Status of Self-Determination in International Law: A Formula 
for Uncertainty in the Scope and Content of the Right?”, Human Rights Law Review, Vol. 11, 
No.4 (2011), p. 643. 以下も参照されたい。王志安「国際法における分離権―領域主権
へのその挑戦をどう受け止めるべきか―」『国際法外交雑誌』第 115 巻第 2 号（2016
年）14 頁。

116）　たとえば、Quane は、「脱植民地化期間に出現した自決原則の射程については大きな
論争がある…同原則が普遍的に適用可能であることが意図されていたのか、それとも
特定のカテゴリーの人民のみを適用可能と意図されていたかで、意見が分かれる」と
述べている。そして、その射程については、「同決議は植民地人民のみに適用される
と意図していた」点、そして、学説上も植民地人民への適用を意図した原則と考える
のが「学説における主流のアプローチ」であったと評している。See Helen Quane, “The 
United Nations and the Evolving Right to Self-Determination”, International & Comparative 
Law Quarterly, Volume 47, Issue 3 (1998), pp. 554-555. See also David Raič, Statehood and the 
Law of Self-Determination (Kluwer Law International, 2002), p. 206.
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あり、議論状況は複雑なものとなっている。さらに、（憲章、総会決議、国
際人権規約など）関連する規範的文書が複数ある点、国連の場において様々
な実行が展開・蓄積してきた点、重要な国際法の原則・規則・理論と関連性
を有する点などもあり、関連する先行研究は膨大かつ多種多様といってもよ
い。したがって、先行研究を網羅することは困難な作業でもあり、また筆者
の能力を超える。
　ただ、本稿の問題関心からすると、ここで網羅的な検討作業は必ずしも必
要ではない。学説上、自決の法的権利化についての上記の論点群に関して、
特に、これを慣習国際法化とみなすのか、見なすとしてもどのようなプロセ
ス・根拠によってこれが確立されたのかという点について、見解に一致した

4 4 4 4 4 4 4

もの・確定したものがない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、という事実が確認できればまずは十分である。
その前提において、以下検討を進めていく。

　まず、一般的な国際法の教科書を一瞥したい。たとえば、ブラウンリー
の『国際公法の諸原則』では、第 1 版（1966 年）を見ると、「しばしば大西
洋憲章が言及されるが、（自決原則の）重要な発展は、憲章第 1 条 2 項及び
第 55 条における『人民の同権及び自決の原則』への言及としてあらわれた。
多くの法律家及び政府は、これらの規定への言及を単に奨励的な効果を有す
るものとして解釈するつもりであったが、国連諸機関の実行は当該原則を国

4

連の法の一部
4 4 4 4 4 4

として確立した…植民地独立付与宣言は自決原則を憲章に由来
4 4 4 4 4

する義務の一部
4 4 4 4 4 4 4

としてみなした…現在の立場は、自決は法原則であり、国連
の諸機関は、自決原則が議論に上った際に第 2 条 7 項によって議論や決定が
妨げられることを容認してはいないというものである」117）と説明されてい
る。その後もこの記述は維持されていたが 118）、自決権の法的位置づけにつ

117）　Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford University Press, 1966), pp. 
483-484.（括弧内及び傍点：筆者）

118）　Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 2nd edition (Oxford University Press, 
1973), pp. 576-577; Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 7th edition (Oxford 
University Press, 2008), pp. 579-582. 第 8 版からは、Crawford による『ブラウンリーの国
際公法の諸原則』と改められたが、同書ではここで引用したこれまでの記述は消えて
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いて、慣習法化による法的権利化という立場をとっていたのかどうかは判然
としない。1992 年に発刊された『オッペンハイム国際法』（第 9 版）には、
自決権が国際人権規約において「その法的権利としての性格を明確に獲得し
た」と述べられている以外に、自決権の法的権利化についての特段の記述は
ない。同原則が「非自治地域に関する国際法及び実行の現代的発展における
主たる力の一つとして、今や確立されている」と評される一方で、「自決の
原則又は権利の法的含意は、依然、全体として不明確である」とも述べられ
ている 119）。
　他方、Dupuy と Kerbrat の『国際法』では、植民地独立付与宣言に関する
総会決議 1514、友好関係原則宣言に関する総会決議 2625 などの自決に関連
した「それらすべての総会決議が、それ自体は法的拘束力を有さない文言に
よって構成されているが、その文言が卓越した政治的な重要性を有すること
から、慣習国際法の発展に決定的に寄与した」120）と説明されており、現在
における自決の法的権利化が慣習国際法化を意味するとの認識が示されてい
る。

　次に、自決に関する個別の研究を確認する。慣習国際法としての自決権の、
その程度・範囲について、また慣習法化の論証の方法・詳細さの程度につい
ては多寡があるが、自決の法的権利化を何らかの慣習国際法化であるとの立
場をとる学者は少なくない。
　家正治によれば、当初、憲章第 1 条 2 項については、「この規定によって、
社会主義国の学者の多くは、自決権が実定国際法上の権利として承認された
ものと解釈するのに対して、一般に西側の学者は政治的原則を定めたものに
過ぎないと考えている」というように、当時、学説の立場は二分されていた。

いる。See James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 8th edition (Oxford 
University Press, 2012), pp. 646-645.

119）　Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts (eds), Oppenheim’s International Law, volume 1: 
Peace, 9th edition (Longman, 1992), pp. 282-295.

120）　Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, 14e édition (Dalloz, 2018), p. 
49-50.
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さらに、憲章が第 11 章～第 13 章を設けて植民地保有を許容していたことか
らすれば、「憲章の採択によって直ちに自決権が法的権利として承認された
とみることは困難」であった 121）。植民地独立付与宣言とその後の発展に関
しては、「宣言は総会の決議であってそれ自体法的拘束力をもたないが、諸
国の自決権に関する法的信念を確認する上で重要な国際文書である…審議の
際、なお一部の西側諸国は自決権は法的権利ではなく政治的原則にすぎない
と主張していた。しかし、その後の発展は、自決権は実定国際法上の権利と
して確立したことを示すもの」122）であったと述べている。また、ナミビアと
西サハラの二つの勧告的意見を踏まえ、「1970 年代にいたるまで、国際司法
裁判所は、その判決および勧告的意見において、民族自決権の法的性質につ
いての実体的判断をなしてはいない。しかし、1970 年代に入ると二つの勧
告的意見において民族自決権を法的権利として承認したと考えられる見解を
打ち出している」123）と評している。自決権の確立時期について家は、「1960

年代に法的権利として確立した」と述べているが、その根拠として、1961

年に総会によって設置された植民地独立付与宣言履行特別委員会の活動、
1966 年に採択された国際人権規約、1963 年に総会が設置した「諸国家間の
友好関係と協力に関する国際法の諸原則についての特別委員会」での長年に
わたる審議などをあげる 124）。よって、少なくとも、植民地独立付与宣言を
以て実定法化したとは認識していなかったといえる。この点、家は別稿にお
いて、「植民地独立付与宣言の採択を契機とするその後の諸国の実行は、同
宣言を慣習法化させ、自決権を法的権利として確立させるものとなった」125）

と述べており、この点を考慮するならば、自決の法的権利化を慣習国際法化

121）　家正治『国際連合と民族自決権の適用』（神戸市外国語大学研究所、1980 年）5 頁。
同様の指摘として、松井芳郎「現代国際法における民族自決権の確立」岡倉古志郎・
長谷川正安編『民族の基本的権利』（法律文化社、1973 年）178-180 頁。

122）　家『前掲書』（注 121）6 頁。
123）　同上、7 頁。
124）　同上、6, 16-19 頁。
125）　家正治「非植民地化と住民意思」林久茂、山手治之、香西茂（編代）『国際法の新展開』

（東信堂、1989 年）196-197 頁。
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と認識していたといえよう。

　松井も自決権の実定法化を慣習国際法化として捉えている。松井は、植民
地独立付与宣言の法的性質の検討において、まず、各国の同宣言に対する立
場を、その宣言の採択に消極的であった西欧諸国が、「その法的拘束力にも
否定的な見解を示していた」点、他方、同宣言の採択を推し進めてきた社会
主義国及びアジア・アフリカ諸国は、その宣言の中身として、自決権が「す
でに何かの形で拘束力ある国際法規則となっている」という見解を有してい
た点を指摘する 126）。さらに、自決に対する各国の法的な認識を、「慣習国際
法との関連でとらえる立場」（たとえば、イラン代表、セイロン代表）と「そ
れを憲章との関連で捉える立場」とに分け、後者がより多くの支持を得て
いたことも指摘する。後者については、たとえば、ポーランド代表からは、

「国連の目的たる民族自決の原則にてらして解釈すれば、非自治地域と信託
統治の制度は本来暫定的なもの」であるとの認識が示され、チュニジア代表
は、「自決権の原則はすでに憲章中にうたわれているから、われわれがなす
べきことは、植民地勢力によってもたらされた困難さにてらして、この原則
を再確認し強化することである」と主張し、キプロス代表からは、同宣言が

「自決にかんする憲章の諸規定の力と目的とを回復するもの」であるとの見
解が示されたとされる。また、白ロシア代表は、「憲章とて変化しうる」も
のであり、「われわれは国際情勢に生じた根本的な変化にてらして憲章を改
変する権利を有する」とも主張していたとされる 127）。
　このような諸国の認識の対立状況について、松井は、「総会決議自体が法
的拘束力をもたないことと、その内容が法的拘束力をもつかどうかというこ
ととは、同じ問題ではない。決議の内容が、国連加盟国が慣習法規則である
と考えるものを宣言したものであるとき、それは慣習法規則として拘束力を
有し、またそれが、加盟国が憲章の法であると考えるものを宣言したもので
あるとき、それは憲章＝条約上の規則として拘束力を有する。また、決議採

126）　松井「前掲論文」（注 121）225 頁。
127）　同上、226 頁
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択当時には法的義務ではなかったものが、その後の国連内外の慣行の展開に
つれて、慣習法規則として結晶していく場合もありうる」と指摘する。その
上で、「たしかに、諸国家の慣行と法的確信を二つの要素とする慣習国際法
については、その要素を確認し内容を確定することに多くの困難がともなう
ことは否定できない。しかし、国連はこの困難さを軽減するのに有利な条件
を提供している。そこにおいては、諸国家の慣行はしばしば国連の諸機関の
行動としてあらわれ、法的確信もまたその諸決議などの形で明文化されるか
らである。そして、民族自決権はまさに主としてそういうプロセスを経て成
立した慣習国際法であり、『植民地独立付与宣言』は慣習法としての自決権
の成立を示すメルクマールであるとみることができる」128）と明言している。
ある意味では、同宣言及び自決権の法的性質に対する諸国の認識状況とは切
り離して、松井はこれを慣習国際法化と評価したともいえる。
　この点は、1960 年代の学説に対する松井の評価についても同様といえる。
松井は、学説における「自決権が国際法規則であるとの主張」が、「その後
の国連内外の慣行の展開につれて、慣習法規則として結晶していく場合」と
いう「まさにこの意味において」なされたと指摘している 129）。たとえば、
El-Ayouty が、同宣言を「憲章第 11 章の広い解釈の最高点を示すもの」と述
べた点、Asamoah が「基本的には『宣言』を憲章の解釈としてとらえながら
も、それが憲章規定をこえている部分…についても、『合意された改定の形
における有権的解釈』、あるいは憲章規定の意味に重大な影響を及ぼす国連
機関の『後の慣行』として、法的に重要な意味をもつ」と述べた点など挙げ
ている。ただ、これらの見解は、先の各国の立場にてらせば、まさに「それ
を憲章との関連で捉える立場」といえる。その他、松井によって挙げられて
いる学者の内、Higgins と Virally は、国連の実行、特に総会決議を通じて自
決についての法形成が行われ、自決権の実定法化につながったとの認識を示
していた 130）。他方、Goodrich らの憲章コメンタリーについては、総会決議

128）　同上、229 頁。
129）　同上、228-229 頁。
130）　Rosalyn Higgins, The Development of International Law through the Political Organs 
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を通じた法形成も慣習国際法化も明示的に述べられていたわけではないが、
国連実行上、法的権利としての自決権の存在が認識されていたとされる 131）。
こうしてみると、Higgins と Virally の見解を「慣習国際法との関連でとらえ
る立場」として扱うことは可能ともいえるが、1960 年代の学説の大勢が慣
習国際法化の立場を示していたとはみなせないように思われる。その意味で
は、松井は、当時の諸国及び学者の見解を総括した結果として、慣習国際法
化の評価を行ったわけではないのである。それは、「自決権については、こ
れを憲章の解釈であるととらえるよりも、おもに憲章を基礎として国連の場
で形成された慣習法であるとらえたほうがより正しいといえよう」132）との記
述からもうかがえよう。
　先に挙げた家との相違点は、家が自決権が植民地独立付与宣言の後に慣習
法化したとの立場をとったのに対し、松井は同宣言それ自体によって自決権
が慣習法化したとの立場をとっていた点であるといえる。この点、Raič も、
自決権の法的地位について、「慣習国際法の権利として自決の性格は、約 30

の非自治地域及び信託統治地域が 1960 年 12 月 14 日の決議採択以前に独立
を達成したという事実に反映されているようにみえる。したがって、植民地
の国々及びその人民の独立の権利に関する限りで、決議 1514 は慣習法の既
存の規則を反映していたというのは筋道の立ったものだと思われる。いずれ
にしても、非自治地域及び信託統治地域が独立、連合又は統合を選択する権
利という意味での自決権が、1960 年代を通じて慣習法の一規則に発展した
ということは疑いない」133）と指摘している。

　国連法秩序（United Nations Legal Order）特有の法形成の文脈で自決権の

of the United Nations (Oxford University Press, 1963), pp. 100-104; Michel Virally, “Droit 
International et Décolonisation devant les Nations Unies”, Annuaire Français de Droit 
International, Tome 9 (1963), pp. 540-541.

131）　Leland M. Goodrich, Edvard Hambro and Anne Patricia Simons, Charter of the United 
Nations: Commentary and Documents, 3rd and revised edition (Columbia University Press, 
1969), pp. 29-35.

132）　松井「前掲論文」（注 121）240 頁（脚注 41）。
133）　Raič, supra note 116, pp. 217-218.
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問題を論じた Ofuatey-Kodjoe は、自決という法原則が二つの点で法的権利へ
と成熟したと指摘している。それは、「自決権は、一般国際法を形成する能
力を有する普遍的条約である国連憲章の中に盛り込まれていた」という点と、

「国連諸機関及び加盟国は、脱植民地化、人権、領域紛争及び天然資源に対
する干渉と支配に関する数多くの事態に自決権を援用した」という点の二つ
である 134）。そして、「自決権が国連の決議・宣言―特に植民地独立付与宣
言―そして人権条約などの多数国間条約において多く引用されたが、これ
らの国連活動の累積的効果によって、国際法の一規則としての自決権の地位
が決定的に確立した」135）とされる。自決権の内実や「人民」の性質について
など議論はあるものの、「自決権が国際条約・文書に繰り返し挿入されたこ
とで、そしてこれを洗練化し明確化するための国連の努力により、国際条約、
慣習法そして判例に基づき、その射程と内実についての権威がありかつ明確
な定義が確立されるのに十分な証拠が生み出された」136）のであり、この「憲
章に含まれるものとしての自決権の意味」の洗練化・明確化において特に着
目されるのが、「総会の実行」である 137）。
　総会の役割については、慣習法形成との関連で以下のように説明されてい
る。「総会決議は、自決権の定義を、諸国が法として受け入れたその実行と
して確立するために必要な国家実行と法的確信の強力な証拠を提供する…
国家実行と法的確信の証拠としての総会決議の地位は、特に、明らかに既
存の国際法を反映するものとされる宣言的決議の事例において説得的であ
る」138）。そして、「47 年もの長期的かつ一貫した実行を伴う総会決議 1514

と 2625 は、慣習国際法としての説得力ある証拠を提供する」139）とされる。
その上で、「自決権の出現は、条約、慣習及び判例の結合したものに関する

134）　W. Ofuatey-Kodjoe, “Self-Determination” in Oscar Schachter and Christopher C. Joyner 
(eds), United Nations Legal Order, vol. 1 (Cambridge University Press, 1995), pp.350-351.

135）　Ibid, p. 351.
136）　Ibid, pp. 351-352.
137）　Ibid, pp. 354-355.
138）　Ibid, pp. 368-369.
139）　Ibid, p. 370.
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漸進的発達に由来する。このプロセスにおいて、国連総会が重要な役割を果
たした。総会は、自決権に関する憲章の明確化及び洗練化という累積的プロ
セスにおいて貢献した。…結果、『ソフトロー』としての自決に関する憲章
の諸規定の性格づけは、当該規定がより明確になるにつれ、ますます不適当
なものとなった」140）と述べている。
　Ofuatey-Kodjoe は、自決の法的権利化については、国連の実行、特に総会
のそれだけではなく、憲章及び国際人権規約の役割にも同様に着目する。た
とえば、「自決は、ICJ 規程第 38 条の意味における国際条約、国際慣習及び
判例に基づき諸国がこれを尊重するよう義務づけられるという国際的な法的
権利の地位を獲得した…国際条約に関しては、自決権は二つの重要な法文書
の中に盛り込まれている。その第一かつ主要なものが国連憲章であり、その
一般法定立条約としての地位に疑いはない。第 1、2、55、56、73、76 条が
自決権実施に関する加盟国の特定の義務を創出している」141）、「…第 103 条
は、憲章由来の自決の権利が一般国際法の一規則であるという主張を確証し
ている。また、自決権は国際人権規約にも盛り込まれている。確かなこと
は、厳密な意味では、同規約はその当事国に対してのみ権利と義務を創出す
るが、同規約は国際社会全体にとっての法を定立するものであったというの
がその明確な意図である。同規約が国際社会の圧倒的大多数によって署名・
批准されたという事実は、同規約に一般法形成条約という―少なくとも進
展中の―性格を浸透させた。したがって、国連憲章及び国際人権規約は、
人民の自決権が世界的に承認された法的権利であるという強力な証拠を提
供した」142）とされるのである。したがって、Ofuatey-Kodjoe は、自決の法
的権利化が、慣習国際法化であることも示しつつ、国連の枠組み内での実行
や国際人権規約、そして判例による確認など、より広範かつ複合的な形成プ
ロセスを描き出そうとしていたといえる。ただ、そこでは憲章と同規約が共
に「一般法形成条約」として位置づけられており、結果、自決権が慣習国際

140）　Ibid, p. 371.
141）　Ibid, p. 367.
142）　Ibid, pp. 367-368.
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法化したとの認識なのか、それとも国連によるある種の「立法」により自決
権が実定法化したのかが判然としないともいえる。

　慣習国際法としての自決権について、より具体的な論証を試みた論者とし
て Cassese がいる。Cassese によれば、自決に関する慣習規則の段階的進化の
問題については、二つの重要な要因があるとされる。その一つ目の要因は、
条約規則（treaty rules）であり、これが自決についての慣習規則が結晶化す
るにあたっての強力なインセンティヴであったとされる 143）。具体的には、
憲章第 1 条 2 項や国際人権規約共通第 1 条がそれであり、条約の定立が二つ
の面で一般規則の創出及び凝固に貢献するとされる。その一つは、条約の起
草・採択であって、ここでは、各国の議論や立場の表明がなされ、一般的基
準を徐々に受け入れるよう、各国は立場を修正するよう促される。もう一つ
は発効後であって、締約国を条約に基づく行為規範に従うように導くという
スピンオフ効果が生じることによる。これについては、国連加盟国は実際に
は国際社会の構成員と一致し、また国際人権規約締約国数も急速に増加し、
多くの国が自決に関する国際法基準により拘束され、結果として当該基準が
求める行動をとっていることなどをその理由づけとして挙げられている 144）。
このように、条約規則の形成と存在により、一般規範を徐々に形成するため
の準備がなされることになる。Cassese は、条約が慣習規則の出現に寄与す
る主要な要因であるという見解が正当である理由として、「条約規則は国連
によって生み出され、そして一般基準の段階的形成に寄与するのもまた国連
であった」こと、そして「この分野では、世界的組織が中枢的役割を果たし
てきた」ことを挙げる 145）。また、「自決に関する国際法の発展にとって国連
が極めて重要であることは明らかであり、自決原則は、国連の活動と精査が
なければ出現し形作られることはできなかった」146）とも指摘しており、自決

143）　Antonio Cassese, Self-determination of peoples: A legal reappraisal (Cambridge University 
Press, 1995), p. 67.

144）　Ibid.
145）　Ibid, p. 68.
146）　Ibid, p. 68, footnote 2.
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成城法学 86 号（2020）

168

権の慣習国際法化が一般的な多数国間条約における慣習法化とは区別して論
じられている点には留意すべきであろう。
　次に、二つ目の要因として国連の決議が挙げられる。自決の問題について
は、これが一般的な慣習法形成の事例とは異なり、まず、「国連加盟国の大
多数の政治的意思によって一般的な基準が発生し、その後、総会決議の中
に同基準が融合される」147）。これらの総会決議は「法的確信でも一般慣行で
もない」が、それらはむしろ「多くの国連加盟国が法的な立場を表明するこ
と、加盟国が決議と一致する態度を徐々にとること、以上を引き起こす主た
る要因を構成する」148）。そして、「自決の領域において慣習国際法を論じる
際には、二つの文書、すなわち植民地独立付与宣言と友好関係原則宣言が特
に強調される。植民地独立付与宣言は、国連憲章と共に、自決『原則』が非
自治地域にとっての法的権利へと徐々に変容することに寄与した。友好関係
原則宣言は、自決を他の領域に拡張することに関するコンセンサスの結晶化
に役立った。両宣言は、一般国際法が自決をどのように規律するのかという
ことについての理解を発展させることにおいて極めて重要である」149）として
いる。先に、総会決議それ自体は「法的確信でも一般慣行でもない」と述べ
ていた Cassese だが、両文書については、法的確信と一般慣行の形成に寄与
した点を指摘する。Cassese によれば、「両決議は、その詳細さが国連加盟国
に対して自決についての彼らの見解とその立場を表明するよう促すという点
で重要である。二つの宣言の採択前、その間、その後における諸国の宣明は、
国際関係における国家の実際の行動と共に、国家実行の重要な要素を構成す
る。他の場裏における各国の陳述及び国際裁判の判断と相まって、両宣言は
自決の問題における一般慣行と法的確信の束を作り上げる」150）のである。
　それでは、自決権の慣習国際法化について、Cassese がその時期をいつと
認識していたのだろうか。「外的自決の権利を実施するための実際の方式は、

147）　Ibid, p. 69.
148）　Ibid, pp. 69-70.
149）　Ibid, p. 70.
150）　Ibid.
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友好関係原則宣言に明確に定められている。慣習国際法の宣言とみなすこと
ができる同宣言の関連規定は、そして『主権国家の確立、独立国家との自由
な連合若しくは統合、または人民が自由に決定したその他の政治的地位の獲
得』と規定している」151）という記述からすれば、友好関係原則宣言の採択
時またはその前ということがうかがえる。他方で、「植民地独立付与宣言は、
国連憲章と共に、自決『原則』が非自治地域にとっての法的権利へと徐々に
変容することに寄与した」と述べていることからすれば、少なくとも植民地
独立付与宣言の採択時には慣習国際法としては確定しておらず、よってその
確定は、植民地独立宣言採択より後（ただし友好関係原則宣言時よりも後で
はない）ということになろう。
　彼のロジックからすれば、自決権の実定法化は、伝統的な慣習国際法化
とは異なるが、憲章解釈の枠組み内での法的権利化ともみなせない。他方
で、国連の枠組みと切り離された慣習法化というロジックでもない。彼自身
が「慣習法と条約（customary law and treaty law）」という二分法をとりつつ
も、前者の形成は後者に多分に因るものであり、また、後者について、国連
という「世界的組織（the World Organization）」の存在と実行を重視していた
点からは、そもそも伝統的な慣習国際法形成理論から距離を置いていたこと
がうかがえる。それは、「自決に関する国連憲章規定が、二組の法的基準を
生み出す段階的な法形成プロセスの始点であったという結論を正当なものと
する。その基準とは、国際人権規約の規定と、一般規範の一群である」152）と
いう見解からもうかがい知れるのである。

　以上のように、自決権の慣習法化を主張する学説においても、その慣習法
化の時期や実定法化の根拠について、必ずしも一貫性・統一性があるわけで
はないことがわかる 153）。勿論、Cassese のように詳細な論証を行っている場

151）　Ibid, p. 147.
152）　Ibid, p. 126.
153）　一般国際法として位置づけられた慣習国際法の要件論の再構成を論じた論稿の中

で、小森は、「実際には各国の主張や実行が必ずしも一致していない状況の下でも一般
国際法秩序の必要性の判断に応じて慣習法としての妥当が論じられ、それゆえにその
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合もあるが、慣習法化の主張全般を見渡せば、その論証の簡潔さにも目が行
く 154）。それは、エポックメイキング的な二つの決議文書―植民地独立付
与宣言と友好関係原則宣言―と国際人権規約の存在、そして ICJ 判決の存
在を以て、自決権の「実定法化＝慣習国際法化」をある種自明のものとして
扱っているようにも思える。そのこともあってか、伝統的な 2 要件論（一般
慣行と法的確信）に依拠した論証というよりは、先の宣言及び国連の実行と
結びつけられた法的確信の重視傾向も見受けられる。Cassese がまさにそう
だが、慣習法化の論証を具体的にすればするほど、伝統的 2 要件論から離れ、
国連枠組み内での実行と、国連という普遍的組織の存在と機能を強調せざる
を得なくなっているようにも思われる。その意味では、憲章枠内での固有の
慣習法の発達の議論とも、また、憲章が事実上変容し、自決の法的権利化が
生じたという議論とも、その境界が不明瞭になるともいえよう。

（２）自決の法的位置づけの不透明さ・不確定さ

　そもそも、自決の法的位置づけについては、その不透明さ・不確定さを指
摘する論者は少なくない。自決に関して、これが「原則」から「権利」へと
変容したとする比較的共有される見解についてさえ、疑問点が指摘されてい
ることも、その不透明さ・不確定さのあらわれとみなせるかもしれない。た
とえば Summers は、「脱植民地化プロセスにおいて、自決が原則から権利に

要件が、その必要性の判断に適合するように操作されてきた」点を指摘している。小
森光夫「解釈的構成問題としての国際法規の一般的妥当―一般国際法としての慣習
国際法の要件論の再構成における基本課題―」『北大法学論集』第 56 巻３号（2005 年）
1039-1091 頁。併せて、同「一般国際法の法源の慣習法概念への限定とその理論的影響

（一）（二）」『千葉大学法学論集』第 8 巻 3 号（1994 年）1-96 頁、及び第 9 巻 1 号（1994
年）185-259 頁。

154）　たとえば Nanda は、「脱植民地化プロセスにおいてそれが法的規律として成功裏
に適用されたことに伴い、自決原則が広範に受容されたことを踏まえれば、少なく
とも植民地主義の文脈における自決は、確立された慣習国際法規則という地位を
獲得した」との認識を簡単に示すにとどまる。See Ved P. Nanda, “Self-Determination 
under International Law: Validity of Claims to Secede”, Case Western Reserve Journal of 
International Law, Volume 13, Issue 2 (1981), pp. 258-259.
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変容したという人気のある主張」、言い換えれば、「国連憲章における自決は
そもそも単なる原則であり、それは少なくとも植民地に対して、国家実行と、
国際人権規約及び植民地独立付与宣言のような文書を通じて権利へと変化し
たという主張」があるが、しかし、「この主張には二つの理由で疑問がある。
第一に、国連憲章の起草時における自決は、原則と権利の両方のものとして
見られていた…したがって、本質的に政治的なものとしての時期、主として
条約に基づくそれという時期、そして最終的には慣習法の一部としての時期
において、自決は原則と権利の双方として表明されている。…第二に、権利
としての発達は、かならずしも、脱植民地化プロセスにおける人民の明確化
と結びつけられていなかった」と指摘している 155）。こうした疑問は、最近
の研究に限らず、古くからみられる。

　1971 年にその論稿を発表した Emerson は、「自決についてのあらゆる考察
が、即座に困難に陥る。それは、自決の概念が、普遍的適用可能性と、おそ
らく革命的スローガンとを有する言葉の中で簡単に定式化される一方で、そ
の適用の時になると、これが様々な制限・条件によって拘束される複雑な問
題だと判明するという困難さである」156）と指摘していた。Emerson は、植民
地独立付与宣言前後の国際社会の動向についての Higgins と Gross の意見対
立―特に、総会の法形成権力（law-creating）を巡る対立―をとりあげつ
つ、特に同宣言後の主要国及び植民地保有国の反発を指摘した上で、自決権
に関する新たな国際法規則が確立したとの見解に疑問を呈していた 157）。
　Emerson は、「国連によって定められた原則が、適切な条件の下では、最
終的には法がもたらされるという効果を有するという力を動かすことは誰も
否定しないように思われる。また、他方では、一般原則を定める総会決議が

155）　James Summers, Peoples and International Law, 2nd revised edition (Brill Nijhoff, 2014), pp. 
74-75.

156）　Rupert Emerson, “Self-Determination”, The American Journal of International Law, Vol. 65, 
No. 3 (1971), p. 459.

157）　Ibid, pp. 460-462.
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自動的に国際法を創設するということを主張する者は誰もいない。見解の実
際上の相違は、…ある規範が国際社会のコンセンサス（同意？）を獲得した
という命題を正当化するために求められる証拠の性質と程度において見られ
る」158）と分析する。そして、Higgins が、「重要な問題は、総会決議の非拘
束的性格ではなく、一般慣習法規則の出現を示唆するものとして得られる総
会決議の累積的効果であるということを主張する際の有益な参照枠組みを設
定した」159）と指摘し、その枠組みとして、「求められているのは、同様の内
容を有する決議が、継続して繰り返され、圧倒的大多数で賛成投票され、一
般的な法的確信を生じることで、問題となっている規範を創設したかどうか
について検討することである」160）という彼女の見解を引用する。その上で、
Emerson は、Higgins がこの参照枠組みを用い、脱植民地化の事例に加え、
植民地独立付与宣言と同宣言を監視する特別委員会の設置決議 1654（XVI）
が、国連において「圧倒的な受容」を得たことを挙げ、「Higgins は、自身の
基準を適用し、自決が国際的法権利に発展したという逃れられない結論に
至った」161）と評する。他方、Higgins の立場とは異なる評価を行う論者とし
て、「総会の法形成権力の問題について強硬派」である Gross を挙げる 162）。

　この両者について、Emerson は、「…Higgins と Gross は正反対の結論に
至った。Higgins が、自決権が生じたという逃れられない結論を見出したと
ころで、Gross は自決権は『慣習国際法に基づくものとして性格づけられう
るものではないか、またはまだそうではない』163）という同じく逃れられない
結論に達した」と分析する。Emerson によれば、Gross は、「脱植民地化の実
行は、政治的便宜主義や必要性や全くの利便性によって規定された慣行とい

158）　Ibid, p. 460.
159）　Ibid.
160）　Rosalyn Higgins, “The United Nations and Lawmaking: The Political Organs”, The 

American Journal of International Law, Vol. 64, No. 4 (1970), p. 43).
161）　Emerson, supra note 156, p. 460.
162）　Ibid, p. 461.
163）　Leo Gross, “The Right of Self-Determination in International Law” in Martin Kilson (ed), 

New States in the Modern World (Harvard University Press, 1975), p. 144.
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う完全な幻想である。それ以上に、一貫的でも統一的でもない」との見解を
表しており、そのため、両者の間には、「明らかに、どのような証拠が考慮
されるべきか、そしてそれがいかに重視されるべきかについての不一致が存
在する：その実行は、ある専門家が『全会一致かつ一貫した行動』であると
主張し、他の専門家が『一貫的でも統一的でもない』ものとみなしている」
という正反対の見解が生じていることを指摘するのである 164）。
　この点、Emerson も、「植民地国とこれを支持する多くの国が、全ての植
民地主義が違法であるという基本的命題も、植民地人民ができる限り速やか
に独立を伴う自決権の行使の資格を得るという当然の帰結としての命題も、
ともに受け入れなかったということを関連事項として考慮しなければならな
い」165）として、Gross の事実認識に同調的な立場をとる。Emerson はこの他
にも、「反植民地の大多数の評決を受け入れることがいかに広範にためらわ
れたかは、重要な決議である決議 1514 に全会一致の採択をもたらした 9 か
国の棄権にみられるかもしれない。同宣言の後、毎年包括的な反植民地の自
決決議とみられるものが、より多くの反対をかきたてた」166）とも述べてい
る。その上で、Emerson は、「主要国及び植民地保有国を含む国々の疑念と
反対が相当程度に存在するところで、ある国際法規則が存在しているとは
軽々には想定されえない。各国の意見の全体的な雰囲気は、確かに、植民地
主義に厳しく反対するものへと変わったし、施政国は、彼らの条件において
植民地との関係を静粛に終了することの必要性には同意していた。しかし、
すべての従属下の人民が、ここにそして今、かれら自身の運命を決定する権
利を有しているということは、その任にある国々によって否定されてい
る」167）として、自決権の慣習国際法化に疑問を呈したのである。

　この点、改めて Gross の見解を確認すると、彼は、条約法条約の解釈ルー

164）　Emerson, supra note 156, pp. 460-461.
165）　Ibid, pp. 461-462.
166）　Ibid, p. 462.
167）　Ibid.

―――――――――――――――――――



成城法学 86 号（2020）

174

ルに基本的な軸足を置きつつ、（１）総会は、憲章の規定に関してすべての
加盟国又はその一部に対して法的拘束力を伴う解釈を行う権限を有さない、

（２）自決「原則」は、条約解釈の一手段としてまたは条約規定の修正の一
手段としての当事国の事後の実行によって、自決「権」に変容されてはない、

（３）総会は、一般的にもまたは特に自決に関しても、法形成権限を有さな
い、（４）国連の機関の実行は、慣習国際法の規則を生じさせる新たな方法
又は源ではない、（５）総会の決議又は宣言は、法として認められた実行を
通じた慣習国際法の形成における一歩であるかもしれない、以上のような考
察結果を示している 168）。すなわち、自決権の慣習法化も、事後の実行によ
る憲章の改正としての実定法化も、また、通常の慣習法形成とは異なる総会
の法形成権限の行使による実定法化も否定しているのである。慣習法化につ
いては、法的確信の欠如を指摘しこれを否定し、事後の実行については、条
約法条約に依拠し、機関の実行を考慮しないという点でこれを否定し、総会
の法形成権限については、総会では依然として多数国間条約の採択が行われ
ているという実態などを理由にこれを否定している 169）。

　Quane は、「人民の自決権はとらえどころのない概念」であり、「この概念
に付きまとう曖昧さのため、競合する主張が自決の名において提示される
ことがある」と述べる 170）。Quane は、自決の法原則に付きまとう幾つかの混
乱を明らかにするために、また、Higgins のいう「歴史の遡及的書き換え」 171）

168）　Gross, supra note 163, p. 156.
169）　Ibid, pp. 139-149.
170）　Quane, supra note 116, p. 537.
171）　「自決は独立に対処するものという一般的な想定がある。また、国連憲章はそうし

た意味において自決を規定しているということも広く想定されている。実際には、国
連にそうした規定はない。自決概念についての我々の近年の理解は、様々な歴史的諸
要因が相互作用することによって生み出された。しかし、人々の間に普及している神
話とは反対に、その自決概念が憲章にその起源を見出すことはない。他の法形成メカ
ニズムが作用していた。憲章が起草された際、51 の原加盟国はインド・ウクライナ・
白ロシアを除きすべて独立していた。…植民地支配国はその統治下の人民に対して義
務を負っていることが認識されていたが、当時、その義務の中に独立を付与する義
務は明らかに含まれていなかった。国連憲章は現在の規定の意味での自決を承諾して
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にならぬよう、国連内部の当該原則の発展を、憲章の規定内容、脱植民地化
期間、植民地の文脈外の三つの枠組みでそれぞれ考察を試みている 172）。
　まず、憲章起草時の 1945 年に自決の法的権利が存在していたのかについ
ては、「（学説の）一般的な見方は、憲章には自決の法的権利は存在していな
かったというものである」と指摘している 173）。次に、脱植民地化期間につ
いては、「自決原則の法的地位とその意味内容は、脱植民地化プロセスにお
いて進化した」174）とする。その重要な契機とされるのが決議 1514 であるが、
これについては、「決議 1514 は、自決の法的権利の発展にとって最も重要な
国連による貢献の一つとして、広く認められている」175）と評しつつも、「決
議 1514 は賛成 89、反対 0、棄権 9 で採択された。全植民地国の棄権と、重
要規定への彼らの異議は、同決議が一般国際法規則を宣言したという示唆を
毀損する。同決議に投票した国々はそれに拘束されることへの合意に署名し
たが、そうした決議の勧告的性質の観点からして賛成投票に過度の重みを与
えることは避けなければならないと主張されることもある。いくつかの国は、
自決の根本的『権利』に言及したが、かれらは同決議の法的性格について意
見を述べたため、その言及が政治的権利についての言及なのか法的権利につ
いての言及なのかは不明確である。…同決議はその採択時に法的に拘束力を
有していなかったが、それは同分野において国際法の事後の発展に寄与した
と思われる」176）と指摘しており、同決議附属の植民地独立付与宣言が自決の
法的権利化の効果を有していたとの立場を否定している。
　また、脱植民地化期間の国家実行について、「1971 年までには、当該国家
実行は、植民地人民が自決の法的権利を有していることを認める慣習国際法
の新たな規則の発展という結果をもたらした」と評している点からすれば、

いる（underwrite）という共有されている想定は、実際には歴史の遡及的書き換え（a 
retrospective rewriting）である」。See Rosalyn Higgins, Problems and Process: International 
Law and How We Use it (Oxford University Press, 1995), p.111.

172）　Quane, supra note 116, pp. 538-539.
173）　Ibid, p. 546.（括弧内：筆者）
174）　Ibid, p. 547.
175）　Ibid, p. 548.
176）　Ibid, p. 551.
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植民地人民に対する自決権についての Quane の立場は、法的権利化＝慣習国
際法化であると考えてよいだろう。法的権利化の時期としては、決議 1514

それ自体ではなく、その後、決議 2625（XXV）採択までの実行の積み重ね
の中で確立したと考えているものと思われる。
　ちなみに、決議 2625 について、友好関係原則宣言それ自体は「法的拘束
力を有さないが、一般的な見解は、同宣言に規定された諸原則は慣習国際法
の一部であるというものである。同宣言は、これらの原則の法典化と漸進的
発達における重要な歩みとして理解された。同宣言が植民地人民及び国家と
して組織された人民に対して自決権を承認した限度において、自決原則は法
典化されたものとみなされうる」と述べつつも、「人民の定義について大き
な意味を持つパラグラフ 7177）が当該原則の法典化を意味しているというの
はありそうもない。起草委員会は、すべての代表団が同規定を含むことに賛
成していたわけではないということに留意していた。パラグラフ 7 は、自決
原則の漸進的発達に寄与するものとしてみなされていたように思われる。…
現在までの国家実行に鑑みれば、それが慣習国際法の一規則に発達したとい
うのはありそうもない」178）とも述べている。最終的には、「自決の意味内容
に関しては、抽象的な意味においてその国際的地位を決定するための人民の
権利として定式化されうる」179）と述べており、改めて、国際法上の自決権の
位置づけについての曖昧さを示したといえよう。

　2011 年に国際法における自決の規範的地位についての論文を公表した
Saul は、「自決権は ICJ によって『現代国際法の根本原則の一つ』として同
定されたが、依然として国際法におけるもっとも不確定な規範の一つのまま

177）　友好関係原則宣言第 5 原則 7 項：「前記のいかなる規定も、そこに規定する人民の
同権又は自決の原則に従って行動し、人種、信条又は皮膚の色による差別なしにその
地域に属する人民全体を代表する政府を有するに至った主権独立国家の領土保全又は
政治的統一を全体としてまた部分的にも分割し又は害するいかなる行動も認め又は奨
励するものと解釈してはならない」。

178）　Quane, supra note 116, pp. 563-564. 
179）　Ibid, p. 572.

―――――――――――――――――――



国連憲章の事実上の変容に関する予備的考察

177

でもある」180）と述べている。その理由として、まず、国際法規範自体が、一
般的に当初不確定なものとして導入される点を以下のように指摘している：

国際法規範は静態的ではない。むしろ、その射程と内実は時間をかけて
変化しうる。国際法規範の発展における中心的な要素とは、国家の実行
と見解である。これは、慣習国際法規則の性質の証拠として、または
条約規定の個別の解釈を支持するものとしてありうるものである。した
がって、規範は曖昧な意味で定式化されうるが、より定義された意味内
容は時間をかけて発展しうる。自決権が国際法の中に曖昧な意味で導入
されたというのは極めて明確である 181）。

　次に、自決権についての明確化が進んでいない点を、国家がそうすること
に一定の価値を見出しているからだと指摘する。たとえば、「国家は自決に
関する法の曖昧さに一定の価値を置いている。なぜなら、その曖昧さはもっ
ともらしい解釈の幅を広範にすることを許容し、したがって予期できない状
況に適応することを可能にする」182）のであり、その結果、「自決権の規範的
地位の周辺には靄

もや

がある。その靄は、国際法として自決権の内容を国家が提
示することを忌避させることに必然的につながる」と説明される 183）。
　その上で、自決権の法的位置づけについて Saul は、慣習法にも条約にも
その基礎を置いており、どちらかに排他的に依拠しているわけではない。
Saul はまず、国際法上の自決が法規則（a legal rule）なのか法原則（a legal 

principle）なのかについて、「『人民は自由な意思表明を可能にされなければ
ならない』と断定する一法原則であり、かつ個別の法規則群に対するアンブ
レラ原則として機能する一法原則でもあるという立場は的確であるように思
われる」184）と述べる。そして、慣習法上及び条約上の自決に関する諸規則の

180）　Saul, supra note 115, p. 643. 以下も参照されたい。王「前掲論文」（注 115）14 頁。
181）　Saul supra note 115, p. 610.
182）　Ibid, p. 611.
183）　Ibid, p. 612.
184）　Ibid, p. 625.
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相違については、学説上も国家実行上も、これを区別しようとする努力があ
まりなされてこなかったと指摘する 185）。この理由として、世界の大多数の
国々が自由権規約を批准しているという事実からすれば、慣習法上の自決に
関する諸規則との相違を明らかにしようとする必要性は減じること、そして、
人民の自決権に関する規約人権委員会の一般的意見 12（21）が、「規約第 1

条に関連して委員会は、すべての人民の自決権に関する他の国際文書…に言
及する」と述べていることは、規約人権委員会が自決権を条約上の権利とし
てのみ発展させることを企図してはいないことの示唆であること、以上を挙
げる 186）。

　Higgins は、1995 年刊行の『問題と過程―国際法とその活用法』におい
て、自決原則の法的権利化と、さらに人権としての普遍的性格の獲得につい
ては、それらがあくまで憲章テキスト上予定されていたものではないこと、
そして、現在の法的な位置づけが何らかの「他の法形成メカニズムが作用」
した結果であることに留意すべきとの立場を明示する 187）。着目すべきは、
この「他の法形成メカニズム」が何を意味しているのか、言い換えれば、慣
習国際法化を意図しているのか否かである。Higgins は、自決の法的位置づ
けの同定について、「国際法は書かれた言葉だけからは発展はしない。現代
的な規範は、憲章の成文テキストから逸脱するようにも思われる」188）との認
識を示しつつ、次のように述べている：

最初の要点は、成文の文言からの逸脱がすべて同じではないということ
である。ある逸脱は、やや限定的な記述を発達させ、そして練り上げる。
他の逸脱は、実際には明示的に書かれた規定と矛盾するようにみえる。
自決の事例では、その用語は元来やや限定的な意味内容であって、かつ

185）　Ibid, p. 626.
186）　Ibid, p. 625.
187）　Higgins, supra note 171, p. 111.
188）　Ibid, pp. 112-113.
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国家に基礎を置く意味内容を有していた。しかし、国連憲章には、国家
に互いに干渉しないよう要求するだけでなく、自らの運命を決定する権
利を従属下の人民に与えるよう要求する規範の出現を実際に禁止するも
のは存在しなかった。しかし…武力行使においてみられるように、憲章
テキストと最近の実行との間の逸脱は異なる性質を有している：書かれ
たテキストは最近の実行を禁止しているように思われ、それは実行が憲
章規範の例外又はその改正としてみなされるべきかという疑問を生じさ
せる。189）

　したがって、ここでの記述内容からすれば、自決に関する憲章テキストか
らの「逸脱」という実行が、通常の条約解釈方法からすれば許容されないで
あろう憲章の解釈実行又は事実上の改正の実行として位置づけられる可能性
を示しているとも考えられるし、あるいは、これも広い意味での慣習法化プ
ロセスと位置づけられているとも考えられる。確かに、Higgins は、先に言
及したように、過去の著作、特に 1960 年代の著作では、自決権の慣習国際
法化の立場を明確にしていた。しかし、現在では、少なくとも伝統的な文脈
での慣習国際法化には慎重な立場をとっているように思われる。
　この点、Higgins は、非自治地域施政国に課せられた憲章第 73 条 e 項に基
づく情報提供義務についての発展、つまり政治的情報も含むことについて
の植民地保有国側の抵抗が弱体化したことが、「もし従属下の人民がそう選
択したのであれば独立を提案するよう義務づけられているという形成途上の

4 4 4 4 4

合意
4 4

（the growing agreement）と密接な関係にあった」190）と述べており、こ
れを従来通りの慣習法化の立場であるとみなせないこともない。しかし、
Higgins は、総会決議 1514 及び決議 1541（XV）という脱植民地化に関する
重要な決議が 1960 年に採択されてから国際人権規約が採択されるまでの 6

年の内に、自決権がその脱植民地化の権利としての枠を超える権利とされる
ようになり、「我々は人権の表現において自決が繰り返し言及されるのを見

189）　Ibid, p. 113.
190）　Ibid.（傍点：筆者）
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ている」191）と指摘しつつ、「もし自決が国連憲章におけるその穏健な出発点
から脱植民地化に対する法的権利にまで、及びそれから自立した人権にまで
発展したとすれば、そこには依然として答えられるべき多くの問題が存在す
る」192）との留保を付していることも看過されるべきではない。Quane の指摘
によれば、Higgins は、1963 年のモノグラフにおいて、1960 年代までには植
民地の文脈には限定されない自決の法的権利が存在していたとの立場をとっ
ていたが、1995 年の本書では、これを脱植民地化の文脈にとどめており、
立場の変更がみられるとされる 193）。確かに、本書の自決に関する章の冒頭、
自決に関して独立の章を設けた理由として、「それは困難で、驚くほど他の
国際法規範と絡み合い、論争的であり、話題を呼ぶものであり、そして、法
形成プロセスの複雑さをよく例証するからである」 194）と説明している。また、
同章の結論部分では、「長年にわたり法的権利として否定されてきた自決は、
今や新しい危険に直面している：それはすべての人間にすべての物をという
危険である。国際法学者の役割は不変である：知的に不合理であるときには
現在の流行を避けること、そして適切に理解されるならば、国際法のこの重
要な原則がいかに共通価値に資することができるのかを明らかにする分析を
提供することである」195）と述べており、自決権の適用射程の拡大に対する、
その慎重な姿勢がうかがえる。そして、本書の自決を扱った章では法的確信

（opinio juris）への言及がないことからも、Higgins の近年の立場は、過去の
彼女自身の慣習国際法化のそれとは必ずしも同一視できないものだと考えた
方が良いだろう 196）。ただ、Higgins は、そもそも国際法形成を「過程」とし

191）　Ibid, pp. 114-115.
192）　Ibid.
193）　Quane, supra note 115, pp. 554-555.
194）　Higgins, supra note 171, p. 111.
195）　Ibid, p. 128.
196）　この点、2009 年刊行のエッセイ集に収められた短い論文ではあるが、この中でも、

慣習法化についての記述は見られない。基本的には 95 年の本書の記述を踏襲しつつ、
「国連の政治的機関の中での自決概念の発達は、早くから国際司法裁判所からの支援
を受けた…植民地支配下にある領域の人民が自らの運命を決定する権利としての自決
の法的概念は、こうして確固たるものとして確立された」と述べられているに過ぎな
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て広範かつ柔軟に捉えようとしており 197）、その点からすれば、自決の実定
法化については、国連の法形成権力の問題も、慣習法による形成の問題も、
憲章の事実上の改正の可能性も、この「過程」の議論の中で包摂され、境界
不明になったともいえる。

　Oeter は、国連憲章コメンタリー第 3 版において、憲章第 1 条 2 項に規定
された自決は、「直接的に人民に適用可能なものではなく、ある種の政治的
規定」であったが、「時間の経過とともにそうした解釈は説得力を失ってい
き、国連内部の事後の実行、特に脱植民地化の実行が、自決を、古い（政
治的）原則から集団的権利へと変容させた」のであり、さらに「振り返れ
ば、憲章第 1 条 2 項において言及された自決は、国連憲章によって創設され
た法的世界秩序についての一つの基本的構造原則（an elementary structuring 

principle）を構成するものであり、国連の基本的目的と根本的な法原則との
間を往復する規範的プログラムであるということは明白である」198）と述べ
ている。その上で、「したがって、一連の総会・安保理決議、ICJ 判例、脱
植民地化プロセスにおける国家実行、そして 1990 年以降の欧州での新国家
成立における国家実行によって確認されたように、憲章の目的及び原則であ
る自決が、国連の全加盟国に対して法的拘束力を有する規範を構成している
ことは疑いの余地もない…そのプログラム的な性格から、第 1 条 2 項は自決
権の内容と射程を具体的には定義しえないが、同規定は、自決権が憲章法の
一部を形成し、また国連の全加盟国を拘束することを疑いなく明らかにし
ている」199）との認識を示している。よって、Oeter は、Higgins とは対照的
に、憲章規定の発展としての実定法化にその理論的な軸足を置いているとい

い。See Rosalyn Higgins, Themes and Theories: Selected Essays, Speeches, and Writings in 
International Law (Oxford University Press, 2009), pp. 961-962 ( in “7.15 Self-Determination 
and Secession”).

197）　Higgins, supra note 171, pp. 1-16.
198）　Stefan Oeter, “Self-Determination” in Bruno Simma, et al. (eds), The Charter of the United 

Nations: A Commentary, 3rd edition (Oxford University Press, 2012), p. 315.
199）　Ibid, p. 316.
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える。ただ、Oeter は「憲章採択後の国家実行は、自決を慣習国際法の一原
則に変化させたという主張に対しても、説得的な立論がなされる可能性があ
る」200）とも述べており 201）、憲章枠内で発展を遂げたというその実定法化ロ
ジックが、慣習法化（又は一般国際法化）現象と重なり合う又は峻別が難し
いという認識も有している点がうかがえる。また、Oeter は、「実定国際法の
下での自決の法的資格への変容は、1966 年の二つの人権規約によって凝固
された…二つの規約の体系的構造は、自決権が一般的資格であり、また脱植
民地化の目的はそうした一般的権利の具体的放射に過ぎないということを明
確にした」202）とも評している。よって、「国連憲章によって創設された法的
世界秩序についての一つの基本的構造原則を構成するもの」としての自決の
実定法化については、憲章の枠組みを超えるプロセスも作用している点を念
頭に置いているといえる 203）。
　他方で、Oeter は、自決権の評価に関する ICJ のスタンスを批判的に考察
しているが、そこからは、自決権の内実には不明瞭さが存在しているという
その認識の一端がうかがえる。たとえば、「ICJ の判例は、自決権の実定国際
法規範としての性質を強めた」と評価する一方で、「ナミビア問題」勧告的
意見については、「裁判所は自決権の構成要素及び内実について、その詳細
に何も言及しなかった」と指摘する 204）。また、その後に出された自決権関

200）　Ibid.
201）　この点、同コメンタリー第 2 版で自決について執筆した Doehring は、同じく「自決

権が国連法の一部を形成し、そして国連の全加盟国を拘束する」ことを確認した後、「加
えて、この権利が慣習国際法においてその立場を確立しているかどうかについては、
そうだとする立場を支持する説得力ある立論がなされうるものの、依然として疑問
は残っている」と述べている。See Karl Doehring, “Self-Determination” in Bruno Simma, 
et al. (eds), The Charter of the United Nations: A Commentary, 2nd edition (Oxford University 
Press, 2002), p. 49.

202）　Oeter, supra note 198, p. 322.
203）　これは、同コメンタリー第 2 版の執筆者である Doehring が、両規約について、「こ

れらの条約上の義務は、それらが国連の機関によって推敲され、そのため、ある意味
では憲章上の任務の実施として理解されうることから、憲章解釈にとって大変重要で
ある」との指摘を行っているのとは対照的といえる。Doehring, supra note 201. p. 53.

204）　Oeter, supra note 198, p. 323.
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連の判例についても、「これらの事件からは、自決権の法的性格及び内実に
ついての新たな見識は獲得できなかった」205）と評している。Oeter は、コソ
ボ独立宣言に関する勧告的意見についても、この指摘は同様であるとした上
で、自決権の範囲や「救済的分離」権の存在など、「これらの激しく議論さ
れた問題に対して、裁判所が回答を試みる勇気を有していなかったというこ
とは、自決の権利（そして分離についての潜在的権利）についての理論的解
釈の問題が、今日でも依然として、いかに分裂的かつ論争的であるのかにつ
いての一つの示唆として解釈されるべきである」206）と指摘している。

　Thürer と Burri は、自決の法的な位置づけについて、「国連と大多数の論者
は、自決原則が現代国際法の一部分であると主張している。実際、その法的
な性格を認識するための充分な理由が存在している。それは、国連憲章に単
に挿入されたものが、その後、その原則が一貫した国家実行によって確認さ
れ、発展させられ、そして、より実体的な形式を獲得し、また、友好関係原
則宣言の『国際法の基本原則』の中において具現したという理由である」と
まずは指摘した上で、憲章第 11 章から 13 章における国連の実行の結果と
して、自決が「脱植民地化法の法的基礎となって出現した」と指摘する 207）。
Thürer と Burri は、自決の国際法における「解釈機能」と「国際法の発展に
おける指導原則」としての機能を重視しており 208）、自決権の実定法化に議
論を収斂させてはいない。最終的には、「自決の原則は、世界の憲法的秩序
にとっての諸要素の一つに過ぎない」と結論づけている。これは、国際関係
における安定と正義を維持・促進するという自決原則の機能に依拠したアプ
ローチであって、「自決をこのように広範かつ機能的な方法で認知すること
の方が、たとえば国際法の強行規範としての教条的な資格付与のような、神
経痛点を強調することよりも、より生産的であるように思われる」と説明し

205）　Ibid, pp. 323-324.
206）　Ibid, p. 325.
207）　Thürer and Burri, supra note 104, pp. 116-117.
208）　Ibid, pp. 119-125.
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ている 209）。よって、Thürer と Burri は、自決権についてではなく、国際社会
（世界的憲法的秩序）の根本的な法原則の一つとしての自決原則について論
じており、自決権の実定法化の議論とは必ずしも同一視できない点も含まれ
ていると理解すべきであろう。

　以上のように、学説上の自決権（又は自決原則）の法的な位置づけや、そ
の実定法化の論証については、時代が進んでもなお、不明瞭な点や問題点が
指摘されていることがわかる。少なくとも、慣習国際法としての自決権の同
定について、これを確定的なものとして評価することについては疑問なしと
はいえないだろう。

（３）慣習法化以外の法的権利化の可能性

　慣習法化以外の法的権利化として論理的に想定されるのは、「事後の実行」
（subsequent practice）や「事後の合意」（subsequent agreement）により、憲章
解釈上、自決原則が憲章上権利義務を設定する法的効果を持つに至った場合
と、事実上の憲章の改正（あるいは憲章の変容）が生じたことで、自決権と
いう政治的・社会的規範が憲章上の権利として法的性質を獲得したとみなさ
れる場合である 210）。

209）　Ibid, p. 125.
210）　この場合、いくつかの課題が想定されうる。一つ目の課題は、国連憲章が、自決権

の主体である「人民」に法的権利を付与する根拠をどう説明するかである。非加盟国
にも事実上義務を課す場合（第 2 条 6 項）や、権利を付与すること（第 50 条）は想
定されており、また、NGO との協定締結も想定されているため（第 71 条）、人民につ
いても権利付与を行うことは可能ともいえる。二つ目の課題としては、ICJ がその慣
習国際法化を認定している以上、憲章枠内で生じた権利化という正当化がこの認定と
相矛盾する点をどう説明するかである。勿論、ICJ の認定に誤りがあるとするならば、
この問題は解消される。現に、本勧告的意見以前のナミビア、西サハラ、東ティモー
ル、パレスチナの壁といった勧告的意見では、自決権の慣習国際法性が明示的に認定
されたことはなかったわけである。もし、本意見における認定に誤りはないのであれ
ば、それは ICJ の立場が変わった、または今までも慣習国際法化の立場だったが、そ
れが本件で明確化されたということになる。いずれにせよ、慣習法以外の法的権利化
の立場を模索する以上、ICJ の慣習法認定には否定的な視座を持つことになる。三つ

―――――――――――――――――――
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　1979 年に刊行された金東勲の研究によれば、自決権は「国連の実践過程
における発展、つまり総会の決議、（植民地）独立付与宣言そして国際人権
規約などによって発展し確立した」211）とされる。金は、憲章第 1 条 2 項に
ついて、これによって「人民の自決が直ちに国際法上の権利として承認され
たとまでいえるかどうかは疑問であるが、概念の定義と適用に関しては後の
発展に委ねる一般的規定にはなっているとしても、それが憲章という多数国
間条約の重要な一部分をなしており、加盟国は人民の同権と自決の原則を尊
重する義務を負っていることは否定できないだろう」こと、そして「第 1 条
2 項は『自決権が法的権利として確立するための重要な基礎をなしていた』
ということも認めなければならない」ことを指摘する 212）。この点、国連の
枠組み内における法的権利化というその理解の一端がうかがえる。そして、
憲章の第 55 条と第 56 条を併せて読んだ場合、「加盟国は自決に関する問題

（の）なかでも植民地人民の独立に関する問題を、国連による介入を排除で
きる自国の国内管轄事項であると主張することは難しくなったといえる」213）

と指摘した上で、以下のように述べている。

植民地統治に関する国際的な規制と監督機能が強化されれば、それだけ
植民地保有国の管轄権が制限縮少（ママ）されることも当然の帰結であ
る。そのため、植民地統治に関する問題を、依然自国の国内管轄権内に
ある事項と考える植民地保有国は、国内事項不干渉の原則（憲章第 2 条
7 項）を楯に、国連諸機関による介入を阻止しようとする態度を、憲章
の成立過程そして実践過程において、かたくなに取りつづけている。そ

目の課題は、国際人権規約その他の国際条約が自決権を明記しているという、憲章枠
組み外の実行との整合性であろう。少なくとも、国際人権規約については、その共通
第 1 条の自決権規定については国連総会がその挿入を採択したのであり、その意味で
は憲章の枠組みにおける作用としてみなすことは充分妥当性があるものと考え、議論
を進めることとする。

211）　金『前掲書』（注 104）217 頁（括弧内：筆者）。
212）　同上、225 頁。
213）　同上、225 頁（括弧内：筆者）。

―――――――――――――――――――



成城法学 86 号（2020）

186

してこうした主張に対しては、非自治地域宣言に基づいた国連の管轄権
が主張されてきたばかりでなく、憲章がその尊重を謳っている『人民の
自決』及び実践過程において法的に確立したといえる自決権に基づいて、
植民国家の国内管轄権が否定されてきたのである。つまり、国連におけ
る植民地問題は、植民地保有国の国内管轄権の制限または否定と、植民
地人民の独立を国際法的に承認する自決権の発展といった二つの側面を
有しているといえる 214）。

　この第 2 条 7 項との関連づけの指摘からも、自決の法的権利化の問題は国
連の枠組み内の問題であるという金の認識が浮かび上がる。また、非自治地
域制度と信託統治制度についても以下のような認識を示している。

国連憲章は「人民の同権と自決の原則の尊重」を基本目的及び国際協力
に関する規定の中で謳うことによって、加盟国に自決尊重の義務を課し
ていると理解されるが、人民の「自決」を国際法上の権利として承認
したものとはいえず、さらに非自治地域及び信託統治地域の統治につい
ても、該地域の自治又は独立の達成を目的として掲げているものの、当
該人民の自決権の承認を基礎にするものではなかった。そして、自決を
単なる原則ではなく、国際法上の権利と認め、植民地人民の独立を自決
権に基づいた当然の権利とし、植民地主義国家の国内管轄権に基づいた
主張を全面的に否定できるためには、実践過程における発展をまたねば
ならなかった。国連諸機関殊に総会は、実践過程において採択してきた
決議又は「宣言」などの文書の中で、人民の自決を権利として謳いすべ
ての人民が自決権を有していることを認めてきたのである。なかでも、
1960 年の「植民地独立付与宣言」と、1966 年の「国際人権規約」は、
自決が権利でありすべての人民がこの権利を有していることを、国際法
的に確認したものと理解されるものであって、植民地主義を違法とし植

214）　同上、194-195 頁。
―――――――――――――――――――
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民地人民の独立を国際法的に根拠づける画期的な意義を有するものと評
価されねばならない文書である 215）。

　国連の枠組み内での「実践過程」において、自決権の実定法化が進んでい
くという理解であり、その効果又は影響として、植民地主義の違法化の当然
の帰結としての自決権の実定法化が生じたという理解でもある。この点、植
民地独立付与宣言の重要性が指摘されているが、同時に、形式的には国連憲
章とは別の多数国間条約である国際人権規約の役割も指摘されている。
　金の指摘するところによれば、第 6 回国連総会において、自決権に関する
規定を国際人権規約の中に含むことが決定され（決議 545（VI）、1952 年）、
第 7 回総会においては、「非自治地域及び信託統治地域人民の自決権を承認
し、かつ、その実現を促進すべき」との勧告決議（決議 637A（VII）、1952

年）が採択され、そして、第 12 回総会において、人民及び人民の自決権の
国際的尊重に関する勧告決議（決議 1188（XII）、1957 年）の採択も行われ
ており、結果、「『規約』が採択される以前に、これらの一連の決議によって
自決は『権利』として認められていた」216）といえ、「『規約』が最終的に採
択されたのは、1966 年 12 月になってからであるが、1955 年第 10 総会の第
3 委員会において自決権規定が採択されたことによって、1957 年に採択され
た自決権尊重に関する決議と併せて、自決権の法的確立、なかでも次にみる

『植民地独立付与宣言』の採択に大きく影響したことは否めないだろう」217）

とも評されている。したがって、国際人権規約の共通第 1 条の自決権規定が
総会（及び主要委員会）の決議によって挿入が決まった点 218）や、繰り返し

「自決権」の尊重についての総会決議が採択されていたことなどからすれば、

215）　同上、230-231 頁。
216）　同上、232 頁。
217）　同上、234 頁。
218）　「1951 年の第 6 回総会は、エジプト、インド、インドネシアなど AA13 か国の提案

により、植民地勢力の強い反対を押しきって、人権規約に『すべての人民は自決の権
利を有する』という規定を含めることを決定した（決議 545（VI））」。松井「前掲論文」

（注 121）217 頁。

―――――――――――――――――――
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同規約の存在及び役割を国連憲章の枠組み外のものとして切り離して考える
のは形式的に過ぎるともいえる。よって、自決権の実定法化を国連の枠組み
内での現象と捉える金の立場と齟齬はないものとみなせる。

　そして、金は、自決権の発展過程における「画期的文書」である植民地独
立付与宣言が、「人民の自決権をその法的基礎とし、植民地主義を違法であ
ると謳うことによって、あらゆる形態の植民地主義を終結させることを意図
した…そしてこれは、それまでの国連憲章と植民地問題との関わり合いを根
底から覆すものであった…二律背反的な憲章の基本構造は…『宣言』によっ
て完全に崩れたといえるのである」219）との見解を示す。そして、この見解の
コロラリーとして、「宣言は、植民地人民の自決権の承認及び植民地主義と
国連憲章は両立しないという考えを基礎としており、『非自治地域宣言』と
は本質的に異なるのである。従って、『宣言』が憲章に反し、それに基づい
て取られてきた諸措置を違法なものとはいえない限り、『宣言』は事実上憲

4 4 4 4

章の改正に等しい
4 4 4 4 4 4 4 4

と理解せざるをえないだろう。いい換えると、国連におけ
る植民地問題の取扱いは、今日、『非自治地域宣言』よりも『植民地独立付
与宣言』を、その法的根拠にしていることを認めざるをえないのである」220）と
主張するのである。条約の通常の解釈手法からすれば、「事実上憲章の改正」
は憲章解釈

4 4 4 4

の枠組みを超える 221）。しかし、組織法の解釈枠組みからすれば、
それは憲章解釈の枠内に収まる可能性がある。あるいは、先述の Higgins の
指摘のように、そうした憲章規定からの「逸脱」も、法形成権力や慣習法化
を含む広義の国際法形成過程の一部として正当化される可能性もある。他方
で金は、総会決議である植民地独立付与宣言を、あくまで憲章それ自体の事

219）　金『前掲書』（注 104）235 頁。
220）　同上、237 頁（傍点：筆者）。
221）　「その務めが意味の明確化に限定される法的行為の解釈は、法的行為の改訂または

改正とは区別されなければならない」。Orakhelashvili, supra note 2, p. 288. 他方で実際
には、ILC の議論の中でむしろ留意されているように、「事後の実行による条約の解
釈と改正との間には境界線の曖昧さがある」ことにも留意しなければならない。See 
Yearbook of the International Law Commission, 1964, vol. II, p. 60, para. 25.

―――――――――――――――――――
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実上の改正として位置づけたのである。
　よって、金の見解によれば、自決の法的権利化は、国連の実践過程におけ
る発展、特に総会の実行を経て確立したのであり、また、その法的権利化は
憲章の事実上の改正、つまり植民地問題に関する憲章の規範構造の変容を伴
うものでもあったのである。

３．小括

　以上の検討を踏まえるならば、自決の法的権利化について、これを慣習国
際法化とみなす立場は多いものの、その内実は多様であり、またその論理・
正当化根拠については不明瞭な点も少なくないといえる。小森の研究におい
てなされた指摘に沿って敷衍するならば、論者それぞれの法認識や秩序観の
相違、一般国際法秩序の必要性の理解の違いから 222）、慣習法形成要件を含
め、自決権を慣習国際法として論証するそのロジックに多様性・不明瞭性が
あらわれたともいえる。また、総会決議の位置づけについても、これを法的
確信の根拠とみる場合、総会決議の中に慣習国際法を見出す場合、一定数の
国々の反対・反発を考慮して法的確信の存在を否定する場合、決議それ自体
がコンセンサスによる採択又は反対投票がなかったことを重視する場合な
ど、様々であるが、そもそも国連総会決議における各国の主張をどのように
評価するのかについて、実際的及び理論的な難点があり 223）、よって各論者
の見解・評価に差異が生じたということもあるかもしれない。
　ただ、本稿の射程からするに、ここで着目すべき問題は、その「慣習法」

222）　小森「前掲論文（2005 年）」（注 153）1040-1045 頁。
223）　「問題は、実際の国際的な対立においてそれぞれの主張を lex lata または lex ferenda

に分けることは決して明白ではないということである。国連総会決議の位置づけをめ
ぐる見解の対立に見られるように、決議において規則を要求する側は採択された規則
を lex lata と主張するし、それに対立する側は逆にせいぜい lex ferenda としか見ない。
そのような状態では、特定の規則を各国の主張にしたがって lex lata か lex ferenda かに
単純に分けることはできない。また lex lata と lex ferenda とをそもそもどの程度明確に
峻別できるかという理論的な問題も存在する」。小森「前掲論文（1994 年）」（注 153）
49 頁。
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化が、一般国際法としてのそれなのか、もしくは憲章固有のそれなのか、必
ずしも明示がなされていない点である。振り返れば、先に触れた松井は、伝
統的な慣習国際法の 2 要件を自決権に当てはめて立証することの困難さを指
摘しつつ、植民地独立付与宣言が「この困難さを軽減するのに有利な条件を
提供している」とみなすことで、その慣習国際法化を結論づけていた。これ
は、憲章固有の慣習法の形成プロセスというよりは、一般法としての慣習国
際法の形成プロセスに、憲章特有の要素を考慮し、その立証困難性を「治癒」
したものといえよう。Cassese も、自決権の慣習法化の論証を具体的に行う
上で、憲章固有の枠組みや国連の普遍的組織としての位置づけを強調するこ
とで伝統的な 2 要件論から離れつつも、最終的にはそれらの強調によって、
2 要件不適合性を「治癒」したといえる。Ofuatey-Kodjoe は、慣習国際法の
2 要件充足問題を、国連法秩序特有の法形成の文脈の中で捉えること「補充」
するというロジックをとったともいえる。
　この他、「チャゴス諸島分離」勧告的意見に付された Cançado Trindade 裁
判官及び Robision 裁判官共同宣言においては、「疑いなく、法問題について
の総会の諸決議は、それらが慣習国際法における opinio juris communis が継
続的に発展してきたことを示唆しているという点において規範的な価値を有
する」との認識が示されていた 224）。ここでいわれる opinio juris communis が、
communis ではない opinio juris とどのように相違し、またその相違が、慣習
国際法の形成においてどのような帰結の相違をもたらすのかについては明確
な説明がなされているわけではないが、両裁判官の論理も、伝統的 2 要件論
が適合しないことへの「治癒」であるともいえよう。

　したがって、「慣習法化」を主張する論者の多くは、概ね、憲章固有の慣
習法形成についての主張というよりは、一般国際法上の慣習法の論証を意図
していたといえよう。ただ、その意図とは別に、その主張・論証の内実が、
伝統的 2 要件論とは合致しない点を含んでいたことは確かでもある。その意

224）　“Joint Declaration of Judges Cançado Trindade and Robision”, “Chagos”, supra note 102 
para. 7.
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味では、「治癒」なり「補充」なりが、2 要件論の枠組みに収まらないもの
であれば、それは憲章固有の慣習法が形成されていた可能性など、他の選択
肢が妥当する可能性を示唆することにもなりうる。勿論、慣習国際法理論に
おいて、特に国連を中心に進められる法典化作業や国連総会決議の実行を背
景に、形成要件としての実行の役割が低下傾向にあること、そして、そうし
た法典化や総会決議においては法的確信の確認が容易化する傾向にあること
もあり、2 要件論の変質が既に指摘されている 225）。その意味では、自決の
慣習法化の議論が伝統的な 2 要件論と合致しない点を含むことは奇異ではな
い。ただ、「我々が言いうることとは、ただ、国際法の法源は区分されず、
実際に重複するということである」226）という点も考慮するならば、一般国際
法上の慣習法形成か、憲章解釈の問題かという明確な区分けがそもそも難し
い問題であると認識することも可能であろう。したがって、自決の法的権利
化現象については、憲章の枠組み内ではあるが、一般法としての慣習国際法
化とは異なる何らかの実定法化が生じていた可能性が全く否定されるとも言
い切れない。さらにいえば、条約解釈の枠組みを超える点を憲章の事実上の
変容と捉え、その結果として実定法化がなされたとの立場もまた、必ずしも
排除されないのである。いずれによせ、この可能性が存在するかどうかにつ
いては、次章における検証を待って判断する必要があろう。

Ⅳ．自決と脱植民地化を巡る憲章秩序の変容

１．規範的変容 227）

　今まで見てきたように、国連憲章には自決に関する規定が存在しているが、
第 1 条 2 項にせよ、第 55 条・56 条にせよ、それ自体が当初から自決の法的

225）　酒井啓亘他『国際法』（有斐閣、2011 年）144-153, 159-166 頁（濱本正太郎著）。
226）　Higgins, supra note 171, p. 32.
227）　憲法理論における「変遷」あるいは「変動」と区別する必要上、本章では、法的な

意味には限定されない、広い意味での「変化・変形」を表すものとして「変容」を用
いている。

―――――――――――――――――――



成城法学 86 号（2020）

192

権利性を明示しているものではなかったというのが、学説上広く共有された
認識であった 228）。また、国連憲章はそもそも植民地主義を完全に否定して
いたわけではない。「植民地は、長らく国際社会の一特徴であった。国連憲
章にも、またそれ以前の条約にも、植民地の存在を国際法と一致しないもの
としてみなすものはなく、憲章自身も、憲章と一致する施政国の活動の正統
性を承認している」229）とあるように、国連憲章が第 11 章 230）を設け、その
存在を認めるという規範構造を採用していたのもそのためである 231）。つま

228）　たとえば、（憲章第 1 条 2 項それ自体は）「直接的に人民に適用可能なものではなく、
ある種の政治的規定」であったとの指摘、及びソビエトの反対もあり、自決原則自体
は憲章に挿入されたものの、それが指導原則以上のものとならなかったのは、当時の
植民地保有国の優勢な立場が影響していた点について、See Oeter, supra note 198, pp. 
315, 318-319.

229）　Jennings and Watts, supra note 119, p. 282.
230）　第 73 条：「人民がまだ完全に自治を行うに至っていない地域の施政を行う責任を有

し、又は引き受ける国際連合加盟国は、この地域の住民の利益が至上のものであると
いう原則を承認し、且つ、この地域の住民の福祉をこの憲章の確立する国際の平和及
び安全の制度内で最高度まで増進する義務並びにそのために次のことを行う義務を神
聖な信託として受託する。
a.　関係人民の文化を充分に尊重して、この人民の政治的、経済的、社会的及び教育

的進歩、公正な待遇並びに虐待からの保護を確保すること。
b.　各地域及びその人民の特殊事情並びに人民の進歩の異なる段階に応じて、自治を

発達させ、人民の政治的願望に妥当な考慮を払い、且つ、人民の自由な政治制度
の斬新的発達について人民を援助すること。

c.　国際の平和及び安全を増進すること。
d.　本条に掲げる社会的、経済的及び科学的目的を実際に達成するために、建設的な

発展措置を促進し、研究を奨励し、且つ、相互に及び適当な場合には専門国際団
体と協力すること。

e.　第 12 章及び第 13 章の適用を受ける地域を除く外、前記の加盟国がそれぞれ責任
を負う地域における経済的、社会的及び教育的状態に関する専門的性質の統計そ
の他の資料を、安全保障及び憲法上の考慮から必要な制限に従うことを条件とし
て、情報用として事務総長に定期的に送付すること。」

231）　「国連憲章は、国際法の下で承認された植民地の地位を初めて規定した。植民地領
域は、友好関係原則宣言に明示されるように、国際法の下、施政国の領域とは分離さ
れた別個の領域とみなされる」。Ulrich Fastenrath, “Article 73” in Bruno Simma et al. (eds), 
The Charter of the United Nations: A Commentary, 3rd edition (Oxford University Press, 2012), 
p. 1830；「憲章は、植民地という用語は使用していないがそれに相当する地域に関して、
第 11 章で『非自治市域に関する宣言』を規定し、第 12 章および第 13 章で信託統治制
度について規定した…植民地の保有を憲章上認めたものと見た方が妥当である」。家「前
掲論文」（注 124）191 頁；「サンフランシスコ会議において築かれた憲章体制は…信託

―――――――――――――――――――
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り、「脱植民地化（decolonization）」が、当初から憲章上確固たる地位を有し
ていたわけではない。国連の外での反植民地主義の動き 232）と国連枠内での
実行 233）が連動し、次第に植民地主義の規範的な存在余地を奪っていったと
いえる。結果として、非自治地域制度の内実も変容を遂げることになる。そ
して、その変容は、非自治地域制度における植民地保有国の裁量を否定又は
縮減する動き―第 2 条 7 項と第 73 条を巡る実行―と連動していたので
ある。

　第 2 条 7 項 234）は、加盟国の内政への国連による干渉をできる限り排除す
るために設けられた規定である。憲章起草過程において、第 1 条 2 項などの
自決に関する規定や植民地に関する第 11 章などを巡り、植民地主義国と反
植民地主義国との間で意見対立があったわけだが、各規定の適用及び実施に
絡み、植民地主義国が抵抗するにあたって援用された規定の一つが第 2 条 7

項であった 235）。つまり、植民地などの問題を自国の内政問題として捉える
ことで、反植民地主義国からの要請や圧力をかわそうと試みたのである。
　たとえば、非自治地域に関する第 11 章「非自治地域に関する宣言」（第
73 条及び 74 条）では、どの領域が非自治地域であるのか、また、非自治地

統治地域又は非自治地域という形態の植民地主義の存在を認めているのである」。金『前
掲書』（注 104）236 頁。

232）　たとえば、バンドン会議では、植民地主義を「速やかに終結すべき悪」と非難して
い る。See Final Communiqué of the Asian-African conference of Bandung (24 April 1955), 
D-1(a). See also “Separate Opinion of Judge Cançado Trindade”, “Chagos”, supra note 102 
paras. 46-47.

233）　See e.g. Judge Trindade, supra note 232, p. 14 (footnote. 21); Summers, supra note 155, pp. 
209-211.

234）　第 2 条 7 項：「この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内に
ある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲
章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、
第 7 章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。」

235）　「民族解放運動の問題を国連がとりあげるのを阻止するために、植民地勢力が憲章
第二条七項をたてにとるのに対して、この条項（第 1 条 2 項及び第 55 条）は反植民
地勢力の側に重要な論拠の一つを提供した」（括弧内：筆者）。松井「前掲論文」（注
121）182 頁。
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域がどの段階でその地位を終了したと判断されるのかについて、基準及び判
断主体が明確ではなかった 236）。第 73 条は、「『人民がまだ完全には自治を行
うに至っていない地域』という一般的定義以外には、非自治地域の定義をお
こなって」おらず、よって「第 11 章の義務の存否を決定する権限がどこに
あるかについても、いったん非自治地域として情報の送付がおこなわれてい
た地域がいつそうでなくなるのか、それを決定する権限がどこにあるのか、
についても沈黙」237）していたのである。そのため、「植民地統治に関する問
題を、依然自国の国内管轄権内にある事項と考える植民地保有国は、国内事
項不干渉の原則（憲章第 2 条 7 項）を楯に、国連諸機関による介入を阻止し
ようとする態度を、憲章の成立過程そして実践過程において、かたくなに取
りつづけて」238）いたのであり、また同様に、「『憲法上の考慮から必要な制限
に従うこと』を認める第 73 条 e（項）」239）も楯として援用していた。たとえ
ば、国連事務総長は 1946 年 6 月 29 日付けの書簡において、加盟国に対して

「非自治地域を決定する際考慮されるべきファクターに関する見解及び加盟
国に従属しているそのような地域の列挙」を求めたが、幾つかの国はその回
答において、「このような『非自治地域』の決定に関する問題は、施政国が
決めるべき事項である」と主張しており、その後も当該地域の本国は、非自
治地域か否かの問題も含め、その決定の問題は関係国に委ねられる問題であ
り、国内管轄事項内の問題であることを強調していたのである 240）。

　植民地保有国によるこうした抵抗は、全体としては「自決を法的権利とす
る考えに対する抵抗」であったわけだが、この抵抗は第 11 章の実践過程に
おいて次第に力を失っていく 241）。それは、植民地保有国の思惑とは裏腹に、

236）　Jennings and Watts, supra note 119, pp. 283-284; 松井「前掲論文」（注 121）208-214 頁；
金『前掲書』（注 104）241 頁。

237）　松井「前掲論文」（注 121）210 頁。
238）　金『前掲書』（注 104）235 頁。
239）　松井「前掲論文」（注 121）211 頁（括弧内：筆者）。
240）　金『前掲書』（注 104）241-243 頁。
241）　Higgins, supra note 171, p. 113. See also Fastenrath, supra note 231, p. 1832.
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かつその反対に抗して生じていったものであって 242）、植民地保有国の裁量
の縮小と課せられた義務の拡大であり、またその対としての国連側の権限拡
大であった。結果、次節において確認するように、植民地保有国は、「第 73

条 e 項に基づく義務、特に政治的進展に関して国連に情報を提供する点に
ついての義務をより広く解釈することを受け入れ」243）ることになり、また、

「憲章第 2 条 7 項にかかわらず、総会は、ある領域の自治の程度に関する施
政国の評価に拘束されるとは自認しておらず、当該領域が自治を達成したか
どうかを決定する自らの権限を益々主張していった」244）のである。
　この点、第 11 章には総会の権限についての規定がない。それにもかかわ
らず、非自治地域における総会の権限が認められていった根拠としては、総
会の一般的権限があげられる。すなわち、「憲章第 11 章の問題は、国連に
とっての正当な関心事項の一つである。総会は憲章（第 10 条 245））の射程に
おける『あらゆる問題または事項』に対して議論及び勧告を行う権限を有す
るが、それも同じ権限の範囲内にある」246）からである。そして、「こうした
主張に対しては、非自治地域宣言に基づいた国連の管轄権が主張されてきた
ばかりでなく、憲章がその尊重を謳っている『人民の自決』及び実践過程に
おいて法的に確立したといえる自決権に基づいて、植民国家の国内管轄権が
否定されてきた」247）との指摘もあるように、脱植民地化と自決権との結びつ
きが作用していたといえる。

　松井によれば、「非自治地域にかんする国連の慣行の発展は、おもに憲章

242）　金『前掲書』（注 104）261-262 頁。
243）　Higgins, supra note 171, p. 113.
244）　Jennings and Watts, supra note 119, pp. 283-284.
245）　第 10 条：「総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又はこの憲章に規定

する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、並びに、第 12 条に規定
する場合を除く外、このような問題又は事項について国際連合加盟国若しくは安全保
障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。」

246）　Jennings and Watts, supra note 119, p. 291. 併せて、松井「前掲論文」（注 121）186 頁
及び金『前掲書』（注 104）262 頁参照。

247）　金『前掲書』（注 104）194-195 頁。
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第 73 条が規定する施政国の義務のうち、唯一の具体的な義務である情報送
付の義務（同条 e 項）をテコとしておこなわれた」248）とされる。先に触れ
たように、憲章第 11 章には総会の権限についての言及はないが、第 73 条の
情報提供義務については、たとえば 1949 年の総会決議 334（IX）において、

「情報を送付する義務が存在する地域の列挙について関係加盟国を指導し、
または将来これを指導する諸原則について見解を表明することは、総会の責

4 4 4 4

任内
4 4

にある」249）との明示が早くもなされていた。この送付義務については、
同条 e 項が、「経済的、社会的及び教育的状態に関する専門的性質の統計そ
の他の資料を、安全保障及び憲法上の考慮から必要な制限に従うことを条件
として、情報用として事務総長に定期的に送付すること」と規定していたこ
とから、政治的情報がこれに含まれるのかについて議論を呼ぶことになった
のである。
　1947 年の総会決議 144（II）は、「政治的情報の自発的提供が、憲章の第
73 条の精神に完全に合致する」ことを明示したが、松井によれば、「ここ
で第 73 条の文言をこえてその『精神』が援用されたことは、その後の発展
の基礎を提供することになった」と評されている。1952 年には、総会が決
議 637B（VII）において、「提出されるべき情報に『これら地域の人民によ
る、人民と民族の自決権の行使の程度にかんする詳細』を含める」ことを求
め、また 1954 年には、決議 848（XI）により、「政治的情報の送付について
施政国が『最大の協力』をおこなうよう」要請がなされた。総会は、その後
も「この趣旨の決議をくりかえすのであるが、それらに一貫して反対してき
た施政国も 1960 年には棄権にまわらざるをえなくなり、61 年にはそれまで
政治的情報の送付を拒否してきたイギリスとスペインも、その送付を開始す
るに」至る 250）。そして、同年の総会決議 1700（XVI）251）により、「非自治地
域情報委員会がはじめて常設のものとされるとともに、『施政国が提出する

248）　松井「前掲論文」（注 121）208 頁。
249）　General Assembly Resolution 334 (IV), 2 December 1949, para. 1.（傍点：筆者）
250）　松井「前掲論文」（注 121）210 頁。
251）　General Assembly Resolution 1700 (XVI), 19 December 1961, para. 1.
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政治的および憲法的情報を検討する』広範な権限を与えられること」252）にな
り、政治的情報についても、事実上、送付の義務づけが確定的となったので
ある。

　非自治地域制度にみられたこうした変容は、1960 年を機に大きな転換を
迎えたといってよい。それは、決議 1514 によって採択された植民地独立付
与宣言が、「人民の自決権をその法的基礎とし、植民地主義を違法であると
謳うことによって、あらゆる形態の植民地主義を終結させることを意図し」、

「それまでの国連憲章と植民地問題との関わり合いを根底から覆すもの」で
あったためである 253）。つまり、同宣言によって「二律背反的な憲章の基本
構造は…完全に崩れた」とも評されるように 254）、法的なインパクトとして、
植民地保有国の裁量の縮減及び義務拡大のみならず、植民地主義の憲章上の
存在余地に対する決定的な痛打となったのである。
　先に述べたが、Raič も、決議 1514 のインパクトについて、「その主たる
目標の一つは、『すべての形態の植民地主義に迅速かつ無条件の終結をもた
らす必要性』であり、それは疑いなく、非自治地域及び信託統治地域に関す
る政策の革命的変化

4 4 4 4 4

を明確に表明するものである」255）と述べ、また、「1960

年以降に独立した多くの従属地域に照らせば、1960 年の諸決議、特に決議
1514 は、従属地域システムの解体及び植民地人民の解放

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

にとっての触媒と
して考慮されなければならない」256）と指摘している。ただ、決議 1514 の第
6 パラグラフ 257）については、「国連の実行は、脱植民地化の文脈における領
土保全原則に関するこの規定が、慣習国際法又は少なくとも国連法の一反映
であるということを示唆する」258）と指摘しつつ、「脱植民地化の分野での総

252）　松井「前掲論文」（注 121）210 頁。
253）　金『前掲書』（注 104）235 頁。
254）　同上。
255）　Raič, supra note 116, p. 204.（傍点：筆者）
256）　Ibid, p. 205.（傍点：筆者）
257）　脚注 103 参照。
258）　Raič, supra note 116, p. 207.
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会決議も事後の国家実行も、植民地領域に対する先進国の権原が違法又は
当初から無効であるという意味で解釈されるべきではない」259）のであって、

「この意味するところは、植民地国は植民地地域住民の希望に合致するよう
に脱植民地化を行う義務の下にあると考える実定法規則が発展したというこ
とであった」260）と指摘している。実際、同宣言の審議では、植民地主義の
完全かつ即時廃止を主張したソビエト案は国々の賛同を得られなかった 261）。
よって、同宣言の法的なインパクトは、植民地に対する権原の無効といった
法的な効果を有するというよりは、加盟国に脱植民地化を行う法的義務を課
したという文脈での、憲章上の植民地主義の否定であったと理解するのが妥
当といえよう 262）。
　ただ、このインパクトをそのように解釈したとしても、植民地主義の憲章
上の位置づけが「容認」から「否定」へと変化したことの法的な意義は決し
て小さくはない。同宣言が、「植民地人民の自決権の承認及び植民地主義と
国連憲章は両立しないという考えを基礎としており、『非自治地域宣言』と
は本質的に異なる」263）こと、そして少なくとも、同宣言によって、「『文明
の進歩』を達成することを目指して、経過措置として植民地構造を維持する
という伝統的な口実でさえ、もはや受け入れられなかった」264）ことからす
れば、憲章上の非自治地域制度の位置づけが規範的に

4 4 4 4

変容したことがうかが
い知れるからである 265）。植民地独立付与宣言の採択当時、自決の実現プロ

259）　Ibid, pp. 207-208.
260）　Ibid, p. 208.
261）　松井「前掲論文」（注 121）222-223 頁。See also General Assembly Official Records, A/

PV.925, 28 November 1960, paras. 1-9.
262）　「『宣言』は、植民地保有国及びこれに同調した幾つかの国よる棄権はあったが、一ヵ

国の反対もなく採択されたことは、植民地主義の不法性そして、植民地の独立に関す
る限り、自決権の法的確立を否定し難いものにしたといえるのである」。金『前掲書』（注
104）238 頁。

263）　同上、237 頁。
264）　Oeter, supra note 198, p. 320. See also Summers, supra note 155, pp. 209-210.
265）　この点、チャゴス諸島分離に関する勧告的意見の個別意見において、Trindade 裁判

官は、「決議 1514 以降、国連憲章それ自体に反する、基本的人権の否定及び侵害とし
ての植民地主義の非難を伴う、現代国際法の漸進的発達において新たな時代が始まっ
たとみなすことができる」と述べている。See Judge Trindade, supra note 232, para. 37.
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セスを漸進的なものとして見ていた多くの国々も、植民地主義については、
これを速やかに終了すべきとの認識を共有していた 266）。この点、「国連にお
ける植民地問題の取扱いは、今日、『非自治地域宣言』よりも『植民地独立
付与宣言』を、その法的根拠にしている」との評価 267）もあるが、後者が前
者の地位を奪ったというよりは、後者によって前者の変容が確立したと解す
る方が適当かもしれない。

　いずれにせよ、この憲章上の植民地主義の否定については、その後の実行
の積み重ねにおいて、より確定的になったといえる。たとえば、友好関係原
則宣言が採択された同じく第 25 回会期において、総会は、植民地独立付与
宣言の完全な履行のための行動計画に関する総会決議 2621（XXV）を採択
した。同計画の第 1 項は、「あらゆる形式・表現における植民地主義のこれ
以上の継続は、国連憲章、植民地独立付与宣言及び国際法の諸原則に対する
違反を構成する犯罪である」と宣言した 268）。松井は、同項について、「これ
まで国連は、侵略戦争、集団殺害（ジェノサイド）、人種差別政策といった
ものを『国際法上の犯罪』と定義してきたのであるが、いまや植民地主義は
これらと同列におかれるにいたったのである」269）とも評している。そして、
友好関係原則宣言は、ここまで強い表現を用いることはなかったが、「いず
れの国も、憲章規定に従って、共同及び個別の行動を通じて、人民の同権及
び自決の原則の実現を促進し、並びに、(a) 諸国間の友好関係及び協力を促
進するため、及び (b) 当該人民の自由に表明した意思に妥当な考慮を払って、
植民地主義の迅速な終了を実現するために、人民を外国の征服、支配及び搾
取の下に置くことは、この原則に違反して、基本的人権を否認し、憲章に反
するものであることに留意して、この原則の実施に関して憲章によって委託
された責任を履行するあたり、国連に援助を与える義務を負う」270）と明示

266）　Summers, supra note 155, pp. 209-211.
267）　金『前掲書』（注 104）237 頁。
268）　General Assembly Resolution 2621 (XXV), 12 October 1970, para. 1.
269）　松井「前掲論文」（注 121）246 頁。
270）　General Assembly Resolution 2625 (XXV), 24 October 1970, Annex.
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的に規定したのである。

　この憲章上の「変容」を法的にどのように正当化するのかという点につい
ては、即断は難しいといえる。まず、条約法の枠組みからすれば、自決及び
脱植民地化を巡る国連憲章の解釈実行を、すべて条約法条約第 31 条の「事
後の実行」又は「後の合意」として位置づけるのには難がありうる。コンセ
ンサスで採択された友好関係原則宣言は別として、たとえば、反対国 0 では
あるが棄権 9 であった植民地独立付与宣言でさえ、これが全当事国の合意を
確立するものではないという点では 271）、条約法条約第 32 条の「解釈の補足
的な手段」としての位置づけにとどまる可能性もあるからである 272）。次に、
憲章の組織法的解釈の観点からは、加盟国の実行とは必ずしも同一視できな
い「機構の実行」を含めた「事後の実行」又は「後の合意」として、同宣言
を考慮することも可能ではある。そして、組織法的な立場を取らない、また
は組織法の立場であっても解釈枠組みに収まりきらない実行であると考える
のであれば、それは改正手続を経ずに憲章の規範構造に変化が生じたことを
正当化することにもなりうる。言い換えれば、「事実上憲章の改正に等しい」
ものとして当該変容を理解することにもなる。
　よって、どの立場が妥当かという点については、総会を中心とした国連内
部の権限拡大や組織構造上の変化が、これまで見てきた変容に、どのように
寄与してきたのかも併せて考察しなければ判断し難い。次にみるように、総
会権限の拡大については、通常の条約解釈を超える、あるいは想定された憲
章の枠組みを逸脱するという点で批判もある。他方で、このことは、通常の
条約解釈では正当化できない以上、事実上の憲章変容が生じている可能性を
逆説的に示唆しているともいえる。

271）　See e.g. Quane, supra note 116, p. 551.
272）　See A/73/10, supra note 6, pp. 20-21, paras. 8-9. 他方で、同結論草案では、設立文書に

関する「事後の実行」が、「組織の実行から生じる」または「組織の実行の中に表され
る」ということも示している。See ibid, p. 97, para. 15.

―――――――――――――――――――
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２．機能的変容

　憲章第 11 章の非自治地域制度の実施過程においては、同章が「まだ完全
には自治に達していない地域」について、「具体的にどのような状態にある
地域を指しているのか、またこのような地域であることを誰によって決定さ
れ、その際に依拠すべき基準は何か、といったことについては何も触れてい
ないために、…国連発足後まもなくして憲章規定の解釈をめぐる議論を惹
起」273）させていた。施政国側は、第 73 条 e 項の規定と第 2 条 7 項とを援用
し、「非自治地域と施政国との憲法上の関係の問題は施政国の国内管轄事項
に属し、したがってある地域が非自治地域であるという決定と同様に、それ
が非自治地域であることを止めたという決定も、もっぱら施政国が行うべき
である」との主張を展開し、他方の反植民地勢力は、「ある地域がいったん
総会決議によって確認された非自治地域のリストに加えられた以上、それが
非自治地域でなくなるという決定を施政国が一方的におこなうことはできな
い」との主張で対抗したのである 274）。その後は、先に見たように、反植民
地主義国の声に押される形で、事実上、政治的情報も送付が義務づけられる
ことになったわけだが、ここでは、総会の権限拡大も同時並行的に進展して
いたことは留意されるべきであろう。以下、第 11 章の適用地域の決定と情
報送付、請願受理及び現地視察などそれぞれの動向を踏まえて確認していき
たい。

　まず、第 11 章非自治地域制度の適用地域の決定と情報送付についてであ
る。1946 年の第 1 回総会では、事務総長は総会の要請に基づき、非自治地
域に関する情報を要約した報告書を提出し、さらにその中で、施政国によっ
て提出された情報の検討のためのアド・ホック委員会の設置が提案された。
施政国はこの設置に反対していたものの、最終的には同委員会が設置されて

273）　金『前掲書』（注 104）241 頁。
274）　松井「前掲論文」（注 121）211 頁。
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いる 275）。1947 年の第 2 回総会でも、施政国の反対を押し切って「非自治地
域情報特別委員会」（1952 年「非自治地域情報委員会」に名称変更）が設置
され、同委員会によって第 73 条に基づき送付された情報の審査及び報告が
行われた 276）。1949 年の総会決議 334 は、非自治地域の決定に際して考慮す
べき諸要素の研究への着手を決定した。この研究は、初めは非自治地域情報
特別委員会において、後には総会が設置したアド・ホック委員会によって実
施され、二つの暫定リストが作成された。松井は、非自治地域情報委員会
の「その活動は憲章上の根拠を欠くこともあって、制限されたものであっ
た」277）と指摘しているが、他方で金は、「情報を審査し報告できる常設委員
会まで設置できたことによって、『非自治地域宣言』は、1953 年までにその
制度的機能を確立したといえる」と述べている 278）。
　そして、同年の決議 742（VIII）は、「総会は憲章第 11 章によって要求さ
れる情報送付の継続あるいは中止について決定することができる」と明示し、
さらに「独立又はその他の別個の自治の制度の達成を示す諸要素」と題する
最終リストを採択した 279）。このリストについて、松井は以下のように分析
する。

反植民地主義勢力は、いうまでもなく国連（特に総会）の権限を強調す
るとともに、完全な自治はまず何よりも独立と国連加盟を意味するとい
う立場をとっていた。結論的にいえば、1953 年のリストにはこの後者
の立場がかなりはっきり反映しているように思われる。まず第一にここ
において、リストは総会と施政国がある地域が憲章第 11 章のもとにあ
るか否かを決定する指針であることが明記されることによって、施政国
と並んでではあっても総会の一定の権限が確認されている。…このリス

275）　金『前掲書』（注 104）245-246 頁。
276）　同上、246-247 頁。
277）　松井「前掲論文」（注 121）192 頁（脚注 29）。
278）　金『前掲書』（注 104）247 頁。
279）　General Assembly Resolution 742 (VIII), 27 November 1953, para. 3 and Annex. 併せて、

松井「前掲論文」（注 121）212 頁；金『前掲書』（注 104）243-244 頁。
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トの採択以後は、情報送付の停止にさいして総会は、当該地域が独立し
て国連に加盟した場合をのぞいて、施政国から憲法上の地位の変更にか
んする資料と説明とを求めて、その適否について意見を表明するように
なるのである。憲章第 11 章にかんするこのような総会の権限は、60 年
代にはいるともはや争いがたいものになる 280）。

　実際、1960 年に至るまでは、総会と施政国との争いは一部続いていた。
たとえば、スペインとポルトガルが 1955 年に国連に加盟した際、多くの加
盟国が植民地主義を非難していた当時であっても、両国は非自治地域ではな
く「海外県」を保有していると主張していた。これに対して総会は、1959

年に特別委員会として 6 名委員会（非自治地域施政国 3 名を含む。）を設置
し 281）、1960 年 10 月 3 日、同委員会は、数名の留保はありつつも、非自治地
域の定義に資する 12 原則についてのインド草案に同意した。この 12 原則は
第 4 委員会において議論された後、総会において賛成 69、反対 2、棄権 21

で決議 1541 の附属文書として採択された 282）。
　総会決議 1541 は、憲章起草者が憲章第 11 章を植民形態の地域に適用する
と想定していたこと（第 1 原則）、地理的に施政国から分離し、人種的及び
／又は文化的にそれと区別される地域については、一見明白な（prima facie）
情報送付の義務があること（第 4 原則）、自治達成の基準として 53 年のリス
トと同じ三つのケース（独立・連合・統合）をあげた（第 6 原則）283）。ま
た、独立国家との連合の場合、「国連は、必要と認める場合には、この過程
を監視することができる」（第 9 原則（b））と規定されていた。Summers に
よれば、「宣明された諸原則は、『その問題において総会がとりうるいかなる
行動に対しても法的及び組織的基礎を与える』ことを意図していた…この
ことは、総会を非自治地域であるかどうかの仲裁人にする。そうした権力

280）　松井「前掲論文」（注 121）212-213 頁。
281）　Summers, supra note 155, p. 215.
282）　Ibid, p. 216.
283）　Ibid, p. 217; 松井「前掲論文」（注 121）213 頁。
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は国連憲章によって総会に付与されてはいなかった
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

し、また多くの国々が、
それは自らの権限を踏み越えた

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

と主張した。しかし、他の国々は、憲章は、
様々な出来事に合わせて進化しなければならない生きた文書

4 4 4 4 4

であると主張し
た」284）との論争があった点が指摘されている。ただ、そうした意見対立が
存在しつつも、その後の実行では、「その新たに自己獲得された権限を用い
て、総会を占める多数派は、ポルトガル領を非自治地域に分類する総会決
議 1542 を採択した。スペインはこれ以前にこれまでの立場から退き、海外
領土について情報を送付することに合意していた。結果として、憲章上の義
務を回避するためにポルトガルが『海外県』と呼んだ領域は、その義務を強
制するために総会によって『非自治地域』に名称変更された」285）のである。
そして、1962 年の総会決議 1747（XVI）は、南ローデシアについても、「そ
れが 1923 年以来自治を達成しているというイギリスの主張をしりぞけ、白
人の少数者支配を理由として、それが非自治地域である」286）と宣言してい
る。
　1961 年の第 16 回総会は、決議 1654 において、植民地独立付与宣言の履
行確保のために「植民地独立付与宣言履行特別委員会」を設置したが 287）、
1963 年 12 月に総会は、決議 1970（XVIII）において、非自治地域情報委員
会の解散を決め（パラグラフ 3）、同時に植民地独立付与宣言履行特別委員
会がその任務を引き継ぐこと（前文）、施政国側が第 73 条 e 項の下での情報
送付について、政治的・憲法的情報も含めてその送付を継続するよう推奨
すること（パラグラフ 4）、そして同特別委員会が提供された情報を研究し、
植民地独立付与宣言の履行に関する状況の審査において当該情報を十分考慮
するよう要請することなどを採択した 288）。同委員会については、「その任務
は、当該情報の検討と報告のほか、同宣言の適用を審査すること、同宣言の

284）　Summers, supra note 155, p. 220.（傍点：筆者）
285）　Ibid, p. 221.
286）　松井「前掲論文」（注 121）213 頁。
287）　General Assembly Resolution 1654 (XVI), 27 November 1961, para. 3.
288）　家「前掲論文」（注 124）203-204 頁。
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実施の進展と程度について提案・勧告すること、総会に報告すること、そし
てその審査により、同地域において国際の平和及び安全の維持を危うくする
可能性がある事情を安保理に通知することであった。同委員会は、（小委員
会の設置を含む）自らの手続を確立し、またその権限範囲において現地訪問
団を派遣する権限を有していた」289）との説明にもあるように、第 73 条に関
して大きな権限を有していたことがわかる。

　次に、請願受理及び現地視察について確認する。信託統治制度では、憲章
第 87 条 a 項において、信託統治理事会がこれを受理することが規定されて
いる。他方、非自治地域制度においては、当該地域の住民からの請願の受理
について規定がなく、その扱いが問題となった。たとえば、1947 年、非自
治地域情報特別委員会において、ソ連は現地住民の請願を受理すべきと提案
したが同提案は退けられた。また、1953 年には、米国がプエルトリコに関
する情報の停止を通告してきたため、総会の第 4 委員会で同問題が扱われた
が、ここでも、憲章は信託統治地域に関する請願以外には請願受理を権限づ
けていないと施政国側が主張したため、請願受理の提案はやはり受け入れら
れなかった。家によれば、「このように非自治地域の住民との直接の接触の
機会は退けられていたが、植民地独立付与宣言の採択によってこの事態は大
きく変化した」とされる 290）。それは、1962 年に植民地独立付与宣言履行特
別委員会が、請願者の聴聞及び書面による請願の受理を行うことを決定し、
請願の審査のために「請願に関する小委員会」を設置したことによる 291）。
たとえば、同小委員会は、1962 年 2 月～ 9 月の間に、25 回の会合を開催し、

289）　Jennings and Watts, supra note 119, p. 292.
290）　家「前掲論文」（注 124）205 頁。
291）　Report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the 

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (Covering the 
period from 20 February to 19 September 1962), A/5238, Chapter. I, para. 116. 特別委員会は、
その議論において、請願がまずは小委員会により審査され、その後、請願についての
最終的な決定権限を有する特別委員会に報告がなされることなどで合意していた。See 
ibid, Chapter I, paras. 117-120.
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47 の聴聞依頼を含む 109 の請願を扱った 23 の報告書を特別委員会に提出し
ており 292）、請願受理が認められてこなかった時期からすれば大きな変化が
生じたといえる。

　こうした変化は、現地視察を巡る展開にも見られることになった。憲章第
87 条 b 項は、信託統治に関して現地視察制度を採用したが、非自治地域制
度には同様の規定はなく、現地視察の扱いが問題となった。たとえば、1947

年にソ連は、非自治地域からの情報に関するアド・ホック委員会で非自治地
域の現地視察に関する提案を行ったが、同提案は否決された。しかし、1950

年には、国連職員が施政国の要請に基づき非自治地域を訪問しており、ま
た、総会は、1954 年の決議 850（IX）において、非自治地域の地位変更に関
して住民の意見を評価するため、施政国との合意の上で視察団を派遣すべき
こと、そして、非自治地域情報委員会が派遣問題を検討できることに配慮し
た 293）。このように、総会は現地査察の有用性について認めてはいたものの、
これは施政国の同意を前提としたもので、施政国の同意がなければ派遣は困
難であった。家によれば、「植民地独立付与宣言履行特別委員会が必要な場
合視察団の派遣を行うことを決めたり、行動計画（Programme of Action, Plan 

of Action）が、特別委員会に視察団の派遣を求めても、信託統治理事会の定
期的視察が憲章上の権限にあるのに対して、憲章上の規定がないことから施
政国の協力が得られなければ派遣することが不可能」とみられたが、「その
後の国連の実践例の中で注目されるのは、施政国のポルトガルの反対にもか
かわらずギニア（ビサウ）の解放区に調査団を派遣したことである」294）と
される。
　1971 年 5 月、特別委員会はアフリカの植民地地域の民族解放団体代表と
の協議のためにアドホック・グループを派遣したが、現地において二つの
民族解放団体―アンゴラ解放人民運動（MPLA）とモザンビーク解放戦線

292）　Ibid, Chapter. I, para. 119.
293）　General Assembly Resolution 850 (IX), 22 November 1954, paras. 2-3.
294）　家「前掲論文」（注 124）206-207 頁。
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（FRELIMO）―から、ポルトガル施政地域であるアンゴラとモザンビーク
の解放区も訪問するよう招待を受け、特別委員会は同招待を受け入れること
を決定した。そして、もう一つの民族解放団体であるギニア・カポベルデ独
立アフリカ党（PAIGC）は、国連事務総長宛の書簡の中で、ギニア（ビサウ）
の解放区に国連のミッションを派遣するよう要請した。ポルトガルが総会及
び特別委員会からの視察団受入れ要請を繰り返し無視していたこともあり、
総会は決議 2878（XXVI）で、現地視察団の派遣計画を含む特別委員会報告
書を承認し、これを受けて 1972 年 3 月、特別委員会は視察特別ミッション
の設置を決定し、訪問を実施した。これに対しポルトガルは、武力を用いて
特別ミッションの任務遂行を妨害しようとしたため、現地では物的・人的な
損害が発生した 295）。家によれば、このギニア（ビサウ）解放区への国連の
訪問は、「画期的な先例として位置づけられるもの」とされる。それは、「植
民地独立付与宣言履行特別委員会は、すべての植民地情勢に目配りするよう
委任されているが、特別委員会は従来信託統治の国際的監督の一つの機能と
しての現地視察の方式を、年報提出および請願の受理と同様に、非植民地化
のための住民の願望確認の手段としての機能に変化させた」ことによる。そ
して、結果として、「特別委員会の設置と活動は、非植民地化について憲章
に規定された国連の役割を大きく拡張させるものであった」とも評されてい
る 296）。ここでも、憲章に明文規定が存在しなかった現地訪問について、こ
れを国連側の権限として獲得していき、また、施政国側の反対を押し切る形
でこれを実施していった点は、国連憲章体制（憲章秩序）において、ある種
の規範的・機能的変容が生じていたことの証拠ともみなせよう。

　ここで、次の事例の確認に移る前に、国連憲章におけるもう一つの植民地
関連制度である信託統治制度との関連性も付記しておきたい。それは、今ま
で見てきた非自治地域に関する総会及びその設置した委員会の権限の拡大

295）　より詳細な情報として、see Report of the Special Mission established by the Special 
Committee at its 840th meeting on 14 March 1972, A/AC.109/L.804, 3 July 1972, pp. 1-87. 

296）　家「前掲論文」（注 124）207-208 頁。
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が、「施政国の信託統治に対する国際的監督の方法であった年報の提出（非
自治地域制度では情報の送付）、請願および現地視察の制度を同宣言履行の
ための手段として機能変化させてきた」297）とも評されるからである。国連
憲章は、第 12 章において、国連が施政国との間に信託統治協定（第 79 条）
を締結し、その権威下において信託統治地域を監督する国際信託統治制度を
設けた（第 75 条）。信託統治制度では、その制度運営の全権が信託統治理事
会（第 13 章）に与えられているわけではなく、総会と、その権威下にある
同理事会がその任に当たる（第 87 条）。そして、信託統治協定の「条項及び
その変更又は改正の承認」については、「総会がこれを行う」と規定されて
いた（第 85 条 1 項）。このように、信託統治地域については、従前に見た
非自治地域とは異なり、「この地域の独立、つまり信託統治協定の終了のプ
ロセスにたいする国連の管轄権の存在は明らか」298）だったわけである。し
かし、実際に 1946 年の第 1 回総会において信託統治協定案が審議された際、
住民による意思表明方法を明記することや独立の期日を明記することについ
ての修正案が提出されたが、施政国側の反発が強く採択には至らなかった。
その後の総会でも、施政国による年報記載事項について、独立に向けた措置
や独立のための必要な期間についての情報を盛り込むように施政国側に繰り
返し要請がなされるが、施政国側及び施政国が多数を占める信託統治理事会
の対応は消極的であった 299）。しかし、「1950 年代後半にはいって、植民地問
題にかんする国連内外の雰囲気が変化のきざしをみせるにつれて、総会は信
託統治協定の終了についてのみずからの権限を利用して、信託統治地域の独
立にさいして住民の意思を確認するため、積極的な役割を果たすように」300）

なったとされる。したがって、脱植民地化の国際的な潮流が強まるにつれ、
非自治地域制度のみならず信託統治制度においても、または、その両者にお
ける相互作用として、国連内部における総会の任務及び権限が拡大していっ

297）　同上、216 頁。
298）　松井「前掲論文」（注 121）214 頁。
299）　同上、214-215 頁。
300）　同上、214 頁。
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たことがわかる。

　最後に、こうした任務及び権限の拡大において重要な役割を担うことに
なった、先述の植民地独立付与宣言特別委員会（後の 24 か国委員会）につ
いて取り上げる。1961 年の第 16 回総会において、同特別委員会を設置する
総会決議 1654 が採択された。同特別委員会は、「1962 年から 63 年にかけて、
総会のもとで植民地問題を扱っていた他のすべての委員会を吸収して、この
問題にかんする唯一の委員会となった」のであるが、「『宣言』適用地域の決
定、文書と口頭による請願の受理、視察団の派遣（施政国の抗議を無視して
解放地域に派遣された例もある）、『宣言』の早急かつ全面的な適用のための
手段の提案など、強力な権限」を与えられていた。そして同特別委員会は、

「この権限を用いて、個々の具体的な地域について、『宣言』の実施のために
とられるべき詳細な措置を勧告し、それにしたがって総会は、南西アフリカ

（ナミビア）、ローデシア、ポルトガル領植民地などについては、経済制裁の
勧告を含むきわめて強い表現の決議を採択するにいたっている」301）のであ
る。
　同特別委員会について、金は、これが 1962 年の総会決議 1810（XVII）に
よって「宣言の迅速且つ完全な適用のための最も適切な方法及び手段を見出
し続けること」を要請され、「この目的のために利用しうる範囲内のあらゆ
る手段を用いる権限が付与されており、それには、必要ならばどの地域でも
視察し、また誰とでも協議することができ、さらには請願を受理できること
まで含まれた」と述べつつ、「これは、その機能と権限からみる限り、信託

4 4

統治理事会に勝るとも劣らない強力な機関
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

であって、特別委員会は、信託統
治地域及び非自治地域を含むすべての植民地に関する問題の処理全体を委ね

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

られた重要な国連機関の一つ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

であるといえるものである」とも評価してい
る 302）。同特別委員会が果たしてきた機能と行使した権限からすれば、その

301）　同上、244 頁。
302）　金『前掲書』（注 104）250 頁（傍点：筆者）。
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実態は、脱植民地化に係る国連内部の機能的な変容であるばかりか、権限配
分の変化を伴うという点で 303）、憲章に関する規範的な変容といっても過言
ではないだろう。
　また金は、この特別委員会が「憲章第 11 章の実施機関としての機能」を
有するようになり、かつ、「第 73 条 e 項が、『宣言』の実施規定としての地
位を占めるようになった」とも指摘する。つまり、「第 73 条 e 項に基づいて
提出される情報は、『宣言』の履行状況を審査するためにも用いられること
から、より明確且つ強力な内容が盛り込まれた『宣言』の履行に、より大き
い重点が置かれることは当然の帰結である。こうして、その解釈をめぐって
さまざまな議論を惹起した第 73 条 e 項は、施政国側の思惑とは裏腹に、植
民地の独立を促進するための重要な役割を果たすことになった」のであ
る 304）。結果、「包括的且つ強力な権限と機能を有した『特別委員会』という
実施機関を備えた『宣言』は、植民地問題に対する植民地保有国の国内管轄
権に基づいた抵抗を殆んど不可能にしてしまったといえるだろう」305）と評
している。これは、憲章解釈に伴う問題が、総会決議による影響とそれによ
り設置された委員会の存在と活動によって大きな影響を受けたことを意味す
るものと思われる。その意味では、先に規範的変容に関して当該情報送付義
務について確認したが、憲章に関する規範的変容と、国連内部での機能的変
容が、相互に影響を与え合っていたことは確かといえよう。

3．機能的変容を踏まえた規範的変容の評価

　本章では、脱植民地化と自決の法的権利化における憲章に関する規範的変
容と、それと相互作用関係にあった国連内部での機能的変容について確認し
てきた。国連は、脱植民地化の国際的気運の高まりと歩調を合わせつつ、施
政国側の裁量や権限の縮小と表裏のものとして、自らの任務及び権限を拡大

303）　Arato, supra note 10, p. 304.
304）　金『前掲書』（注 104）250-251 頁。
305）　同上、254-255 頁。
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してきた。実行上、「植民地主義国の思惑とは逆に、国連の基本目的の中に
掲げた『人民の同権と自決の原則の尊重』と非自治地域宣言が謳う『自治』
とを結びつけることによって、植民地主義側による国内管轄権に基づいた抵
抗を交し、総会に与えられた包括且つ一般的権限と機能の積極的運用により、
植民地主義側のかたくなな反対を押し切って『非自治地域宣言』の発展的適
用が図られてきた」306）のである。Oeter は、「国連機関、特に総会の実行は、
自決を純粋に脱植民地化の観点で解釈し、そして、脱植民地化に向けた強力
な圧力が、人民の集団的な資格としての自決を『権利』として凝固すること
の推進力であることを証明した … したがって、脱植民地化は、自決が単な
る（客観的）原則から、集団的な性質のものではあるが、（主観的）権利へ
と変容するにあたり決定的な役割を果たした」307）と述べているが、他方で、

「しかし同時に、脱植民地化は、自決が依然として一般原則を構成するのか、
または単なる反植民地的性質を持つ集団的資格に縮減されているのかどうか
についての疑問を生じさせた」308）とも指摘している。その意味では、脱植
民地化の進展具合と同様に、自決の法的権利化も進展してきたとは必ずしも
いえない 309）。
　たとえば、総会は、非自治地域の自治達成形態として「独立」だけを容認
してきたわけではない。現地視察などによって現地住民の意思を確認した上
でということになるが 310）、実際に当該地域住民に対して、他の主権国家と

306）　同上、261-262 頁。
307）　Oeter, supra note 198, p. 321.
308）　Ibid.
309）　友好関係原則宣言について、Summers は、「自決が即時または漸進的に実現される

かどうかについて依然分断があった。…同宣言は、両方の立場をある程度受け入れた。
同宣言は、外国による隷属、支配、搾取が基本的人権の否定であり、また憲章に反す
るという、植民地独立付与宣言の定式を踏襲した。それはまた、『植民地主義の迅速な
終了』を求めた。…しかしながら、『迅速な』は『即時』と同じではなく、米国代表は『合
理的な人間は、「迅速な」の意味に関して違いが生じうる』と留意した」と指摘してい
る。See Summers, supra note 155, pp. 243-244.

310）　「普通、住民の希望は当該領域の通常の政治プロセスによって確立されるが、ある
状況下では、たとえば、住民投票の実施や、人民の見解の表明を実証するために国連
ミッションを手配するなど、特別の取極めをなすことが必要かもしれない」。Jennings 
and Watts, supra note 119, p. 288.

―――――――――――――――――――
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の統合や連合も提示してきている 311）。また、判例及び学説の多くは、友好
関係原則宣言以降の自決権の法的権利化を確定的なものとして扱ってきてい
るわけだが、たとえば 90 年代においても、「国連は植民地住民に対して常に
自決権を認めてはいない。ジブラルタルとフォークランド諸島（マルビナス）
についての国連決議においては、これらの領域がたとえ植民地に分類されて
いようとも、自決権についての言及はない」312）という点にも留意しなけれ
ばならないだろう。そして、植民地独立付与宣言以降の非自治地域を巡る総
会決議において、自決権が常に明示されているわけでもない 313）。自決の法
的権利化に関する学説の検討の箇所でも触れたが、自決の法的権利化につい
ては、様々な立場があり、また自決の法的内実それ自体についても多様な見
解があったわけである。

　しかし、ここで重要なのは、自決権を巡るそうした実態があったにせよ、
脱植民地化を巡っては、国連内部で憲章規定を超えるような変化が生じてい
たという点である。繰り返すならば、植民地主義を容認してきた憲章におい

311）　「自決が脱植民地化の文脈における法的権利として受け入れられ始めた一方で、自
決は決して独立に対する一選択肢に限定はされなかった。他の国家との連合という選
択肢または旧宗主国との憲法的関係を維持するという選択肢が同様に受け入れられ
た」。Higgins, supra note 171, pp. 113-114；「脱植民地化期間において、自決は通常、植
民地人民の圧倒的多数に対する独立を意味した。しかしながら、国連は他の自決の結
果を受け入れるように用意がなされていた。このことは、12 の領域の統合と７の植民
地領域の連合を国連が受け入れたことから明らかである。これらの事例の多くにおい
て、国連は自決の行動を監視または監督したが、それはその結果の受け入れを説明し
うるものである。留意すべき興味深い点は、独立が、関連する人民に対して常に提示
されるわけではないという点である。提示される選択肢は、人民が望むものが何かに
ついての評価に基づいていたようである…このことは、国連現地ミッションによって
前もって確認されたか、もしくは事後に自決の行動中に当該ミッションによって確認
された」。Quane, supra note 115, pp. 553-554.

312）　Quane, supra note 115, p. 552.
313）　たとえば、モーリシャスの問題について、総会決議 2066 では、施政国である英国

が同決議を十分に履行していない点を前文で指摘しつつ、パラグラフ 2 では「総会決
議 1514 に従い、モーリシャス地域の人民の、自由と独立への不可譲の権利を再度確
認する」と規定しているが、「自決権」乃至「自決」という文言は用いられていない。
See General Assembly Resolution 2066 (XX), 16 December 1965, para. 2.

―――――――――――――――――――
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て、第 2 条 7 項及び第 73 条 e 項に基づく植民地保有国の裁量・権限を縮小
し、それらに基づく抗弁を退け、植民地主義の「否定」を規範化していくと
いう実行が生じた。また、これらの実行と表裏をなすものとして、総会の権
限が拡大し、植民地独立付与宣言履行特別委員会など総会が設置した機関の
権限拡大も生じた 314）。決議 1970 において、総会が非自治地域情報委員会を
解散し、植民地独立付与宣言履行特別委員会がその任務を引き継ぐことを決
定したが、これも「非自治地域に関する全ての国連の活動は、植民地主義の
迅速な終了を目指し、調整かつ統合されるべきである」315）という決議前文
からも明らかなように、脱植民地化の文脈で生じたものである。それらは、
植民地主義の「否定」の規範化という点で、また、憲章上認められていた植
民地保有国の裁量・権限を事実上縮小し、または否定することも生じたとい
う意味で、憲章構造の変容であった。また、総会やその設置機関に対して、
憲章が想定していなかった任務活動や権限を与えることになったという点で
も 316）、憲章構造の変容であったといえる。こうした憲章秩序の規範的・機
能的変容を、通常の条約解釈手法によって正当化できるという立場もありう
るだろうが、当然ながら批判的な立場も存在していた。
　『オッペンハイム国際法』を例にとれば、憲章第 11 章の問題については、

「国連にとっての正当な関心事項の一つ」ではあるものの、「総会は実行上、
非自治地域に関する遠大な行動にとっての出発点として、（施政国に対して）
国連に情報を送付するように要求した。総会は、憲章の枠組みのそもそもの
意図を超え、また、本質上加盟国の国内管轄権内にある事項に干渉すること
に対する第 2 条 7 項の制約を益々考慮しなくなった」317）こと、そして「総

314）　「総会及び 24 委員会は、主として、自決と人権の促進に言及する憲章の規定の上
に建て増すことで、また継続される植民地主義と国際平和への脅威との関連性を主張
することで、憲章によって総会に付与された法的権限の拡張を行った」。Jennings and 
Watts, supra note 119, p. 294.

315）　General Assembly Resolution 1970 (XVIII), 16 December 1963, preamble.
316）　非自治地域情報委員会の活動が憲章上の根拠を欠いているという点について、松井

「前掲論文」（注 121）192 頁（脚注 29）。
317）　Jennings and Watts, supra note 119, p. 291.（括弧内：筆者）

―――――――――――――――――――
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会及び 24 か国委員会は、ある点では憲章によって総会に付与された法的権
限をその限界まで―そしてそれさえ超えて―拡張したのであって、この
点でそれらの活動は批判を免れえない」ことについて批判がなされている。
これに加え、いくつかの国が、同委員会の設置及び活動についての違法性を
主張したということも指摘されている 318）。
　また、通常の憲章解釈上は許容できない事例として、「たとえば、自決を
独立と同等とすること、提供されるべき情報に関する国連加盟国の義務を拡
張すること、あるいは、情報に（非自治地域の）憲法的発展の問題を含むよ
うにその射程を拡大すること、自決又は独立の方向において達成される進展
の程度を拡大すること、当該地域が主権者の義務を負う準備ができ、またそ
れが可能である限度に関わらず、植民地状態の『即時』終了を要求すること、
…または一般に、憲章第 2 条 7 項の意義をこの文脈における事実上の消滅点
にまで毀損すること」319）が挙げられている。法的なインパクトという点で
は、「反植民地決議の多くの政治的内容、それらのある点での現実主義の欠
如、そして憲章に基づく総会の権限の拡張を求める程度と、憲章の規定との
一致が疑わしい程度は、それらが国際法規則を構成するものとしてみなされ
うる限度について疑いを投げかける」320）との評価も下している。
　このように、脱植民地化の過程において国連内部に生じた様々な実行を、
通常の条約解釈を超える、あるいは想定された憲章の枠組みを逸脱するとい
う意味で批判しているわけだが、これらの批判が向けられた対象事例は、本
章が指摘した変容の事例と概ね合致している。つまり、通常の条約の解釈手
法を考慮してこれらを「逸脱」又は「正規の手続を経ずに生じた事実上の変
容」と批判するか、その「逸脱」又は「正規の手続を経ずに生じた事実上の
変容」を、別の解釈手法又は別の理論的枠組みにおいて正当化するか、その
立場の違いと言い換えることもできよう。したがって、同一の事象に対する
この評価上の相違は、事実上の憲章変容が生じていた可能性を逆に示唆して

318）　Ibid, p. 294, footnote. 54.
319）　Ibid, p. 294.
320）　Ibid, p. 295.

―――――――――――――――――――
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いるとも解されるのである。

　自決権の法的権利化を慣習法化として捉える立場が多かったことについて
は先に触れたが、自決権を除けば、脱植民地化の文脈において通常の憲章解
釈の枠組みを超えるような実行についても、これを「慣習法化」として捉え
る論者はいなかったように思われる 321）。脱植民地化という文脈、第 11 章を
巡る実行と、そこで生じた規範的変容（植民地主義の違法化、第 2 条 7 項・
第 73 条 e 項における施政国裁量の縮減・施政国義務の拡大）及び機能的変
容（第 11 章における総会権限及び関連委員会権限の拡大など）を総体的に
捉えるならば、自決権の法的権利化がその他の変容と全く独立に生じたとは
考えにくい。自決権の法的権利化もその他の変容も、一体となって、または
連動して生じたと考える方が論理的にも実態的にも妥当であると思われ
る 322）。前章の学説検討において触れたが、自決権の法的権利化を、通常の
憲章解釈の枠組みで正当化するのか、それとも慣習国際法化として正当化す
るのかについては、後者の立場が多く存在していた一方で、その内実につい
ての見解・立場は多種多様であった。そこで示唆したのが、事実上の憲章の
改正（又は変容）が生じたことで、自決が憲章上の権利としての法的性質を
獲得したとみなされる可能性であった。
　この点、金が、植民地独立付与宣言を「事実上憲章の改正に等しいと理
解せざるをえないだろう」323）と評していたことについては先に指摘したが、
事実上の憲章変容の可能性については、他の論者の主張にもその兆しは垣間
見える。Higgins は、「現代的な規範は、憲章の成文テキストから逸脱するよ

321）　自決権の慣習法化を主張する松井も、非自治地域と信託統治に関する「国連の慣行
の展開」については、憲章が「生きた文書」であり、「それは発展し、変化しそしてよ
り大きくよりよい何物かに成長するにちがいない」というサンフランシスコ会議エジ
プト代表スタッセン中佐の発言に「同意することができるであろう」と述べている。
松井「前掲論文」（注 121）188-189 頁。

322）　「国連の実践過程における自決権の発展は、植民地独立の促進をその直接目的とし、
また逆に植民地問題によってその法的性質を強めてきたということができる」。金『前
掲書』（注 104）234-235 頁。

323）　同上、237 頁（傍点：筆者）。

―――――――――――――――――――
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うにも思われる」324）と述べつつ、自決権が憲章テキストの解釈から導き出
されるという立場を批判している。Higgins 自身は、広義の法形成権力の問
題として捉えていると思われるが、ただ、憲章テキストからの「逸脱」とい
う実行が、通常の条約解釈方法からすれば許容されないのであれば、それが
憲章の事実上の変容として位置づけられる可能性は、理論的には必ずしも排
除されないといえよう。

　それでは、自決の法的権利化について、これを憲章の事実上の変容プロセス
において生じたとみなすアプローチは妥当といえるだろうか。換言すれば、具
体的な権利・義務を人民・加盟国に付与する・課すとまではいえなかった自決
原則を規定していた憲章が、正式な改正手続を経ず、また通常の解釈枠組みを
逸脱する形で、人民・加盟国に法的な権利（たとえば「自決権」）・義務（「植
民地主義の否定」）を設定する憲章へと変化・変容したことを、法的にどのよ
うに正当化できるのだろうか。このアプローチの妥当性については、参考とす
べき国際法・国際組織法の先行研究は現状ではそれほど多くはない。第 I 章で
触れたが、Arato ら少数の論者が憲法理論の導入を試みた程度であった。
　次章では、第 II 章で確認した憲法変遷及び憲法変遷論に関する憲法学の理
論的蓄積を憲章の枠組みに類推適用し、第 III 章及び第 IV 章で確認した自決
の理論的及び実態的問題を分析することで、憲法変遷論を憲章理論に導入す
ることの是非を検討する。

Ⅴ．憲法変遷論導入に関する理論的検討

１．枠組みの設定

　Lauterpacht の研究にもあるように、国際法理論への国内法類推については

324）　Higgins, supra note 171, pp. 112-113.
―――――――――――――――――――
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一律に否定されるものではない 325）。他方で、大沼が指摘するように、国際
法秩序の構造的独自性を踏まえない、無自覚な国内モデル思考への依拠は避
けられるべきである 326）。その点に留意しつつ、第 II 章で確認した憲法変遷
及び憲法変遷論を憲章理論に準用することを試みる。準用にあたっては、作
業の都合上、暫定的に以下のような読み替えを行う。まず、「憲法変遷」に
当る概念として、《憲章変遷》を用いる。憲章を、現に有効に適用・実施さ
れているものとしての《実効憲章》又は《制度としての憲章》と、成文憲法
典に当るものとしての《法源としての憲章》又は《法源憲章》とに分ける。
憲法慣習に当るものとして《憲章慣習》を使用する。

　第一に、《実効憲章》又は《制度としての憲章》（以下、《実効憲章》）とし
て具体的に何を想定するかであるが、先に「実効憲法」あるいは「制度とし
ての憲法」とは、「権力の認証のもとに、現実に、強制力をもって通用して

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

いるところの憲法秩序
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

をいう…国家権力の解釈し、考えるところの憲法のみ
が、現実の世界では強制力をもって通用する『制度としての憲法』」327）であ
るという定義を紹介した。国際社会では、主権国家の上位に位置するところ
の世界政府は存在せず、また、国内法の文脈でいうところの三権分立も確立
してはいない。国際法の定立者であり受範者は、第一次的には主権国家であ
る。したがって、国内社会における国民・民衆と国家権力という関係性もま
た適用できない。国連及び国連憲章でいえば、国連は世界政府でもなく、ま
た主要機関に三権が配分されているわけでもない。国連憲章の解釈権という
点では、国連の各機関が解釈を行うが、いずれも最終的な有権的解釈権限を
有していない 328）。それは、国際司法裁判所についても同様である 329）。他方、

325）　Hersch Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International Law (Longmans, 
1970), pp. 6, 35-37.

326）　大沼保昭「国際法学の国内モデル思考─その起源、根拠そして問題性─」、広部和也・
田中忠（編）『国際法と国内法─国際公益の展開─』（勁草書房、1991 年）57-82 頁。

327）　渡辺『前掲書』（注 28）24 頁。
328）　「国連の各主要機関は少なくとも第一次的には自らの権限を解釈する権限を有して

いるという、憲章の準備作業での解釈を通じての ICJ の認識は、憲章を解釈する当該

―――――――――――――――――――
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国連憲章の締約国である加盟国も同様に解釈権限を有するという点では、国
内社会の状況とは大きく異なるといえる。したがって、先の定義はそのまま
では適用ができないが、「主権国家たる加盟国の認証のもとに、現実に通用
しているところの憲章秩序をいう」との簡単な言い換えは可能であろう。こ
こで、より国際法次元・国連憲章体制に適合的な定義を探るべく、「国連法」
概念について確認してみたい。

　「国連法」又は「国連法体系」として定義されるものがまずは想起される
が、論者によってその内実は異なる 330）。たとえば河西（奥脇）は、「国際
社会の一般的利益の所在についての主張を含む立法的正義の要求に規範の
形式を与え（formulation）、これを一般的な国際会議体の意思として採択し

（adoption）、さらに国際社会全体に対して宣明する（articulate）ことによっ
て、国際法の漸進的発達が意識的に促進される過程を『（狭義の）国際立法』」
と呼び、「そしてこのような国際会議体の意思として定式化され、採択され、

諸機関の権能についての事実上の宣明であって、かつ、いずれの機関も解釈権限を排
他的に有していることの否定である。しかし、一貫性の要請は、解釈権限の当該配分
についての諸制限を課している。さもなくば、解釈の競合は回避できないだろう。」。
Orakhelashvili, supra note 2, p. 520. See also Kadelbach, supra note 12, pp. 89-90.

329）　「ICJ に憲章解釈の終局的権限を与えるという憲章起草時になされた提案は受け入れ
られなかった…したがって、1945 年に予期されたように、すくなくともまずは、各機
関が自己の管轄権を決定しなければならない」（“Certain Expenses of the United Nations”, 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 168. See also Third report on subsequent agreements 
and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties by Georg Nolte, Special 
Rapporteur, A/CN.4/683, 7 April 2015, para. 47）。なお、国内裁判所が有するような強制管
轄権を有さない ICJ は、その判決の履行についても、自らこれを履行する制度を有さず、
また国際社会全体としても、その「組織的な対応が不十分と言わざるを得ない」。この
点、石塚智佐「国際司法裁判所判決の履行に関する一考察―最近の判例を中心に―」

『一橋法学』第 17 巻第 3 号（2018 年）625-640 頁を参照されたい。
330）　「国連法」という用語を特段定義せずに論稿の中で用いる論者もいる。たとえば

Schachter は、国連による国際法への貢献や、国連システム（国連及びその専門機関）
を通じて形成される狭義・広義の法と、その形成プロセスを検討するにあたり、“United 
Nations Law” と い う 用 語 を 用 い て い る。See Oscar Schachter, “United Nations Law”, 
The American Journal of International Law, Vol. 88, No. 1 (1994), pp. 1-23. See also Oscar 
Schachter, “The UN Legal Order: an Overview” in Christopher C. Joyner (ed), The United 
Nations and International Law (Cambridge University Press, 1997), pp. 3-26.

―――――――――――――――――――
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宣明される規範的文書を『国際連合法』（以下、『国連法』と略す）」と呼
ぶ 331）。この「国連法」は、「現代国際社会における国際法の法典化および漸
進的発達にむけての活動が、多くの場合において、国連の場を通じて、ある
いは国連を中心とする国際組織のネット・ワークのなかで、さらにはそれら
が主催する一般的な国際会議あるいは外交会議において行われていることに
着目して、そう名付けるにすぎない」ものであり、「国連が国際法の漸進的
発達あるいは法典化のために準備した条約草案、あるいは行動綱領やモデ
ル・ルールのような国家の自主的措置による国際協力を推進するために作成
された文書など、国連がイニシアチヴをとって採択された文書はもちろんの
こと、国連の枠外のものであっても、それが国際社会全体に対して法の原則
を宣明する『権威』をもっているのであれば、それら会議体が宣明する法も
国連法の中に取り込まれる」332）ことになる。そして、「国連法の創設とそれ
が規範内容において実定国際法の体系のなかに取り込まれ、実定国際法とし
て諸国家の具体的な法律関係のなかで適用・実現される過程の全体」を「広
義の国際立法」と呼び、この広義の国際立法の論理構造から見た国際法体系
を「国連法体系」と呼んでいる 333）。
　最上は、「国連法体系は、設立条約たる国連憲章、憲章の運用や補充のた
めの諸決議、機構運営のための機構内的諸規則、機構運営のためというより
加盟国（非加盟国）の行動を律するため、あるいは国際社会の基本原則を宣
明するために採択される決議、国連での討議あるいは起草を経て国連内外で
採択される条約、国連が加盟国や他の国際機構と結ぶ条約、国連の司法機関
たる国際司法裁判所の判決および勧告的意見などからなる。規則や決議の中

331）　河西直也「国連法体系における国際立法の存在基盤―歴史的背景と問題の所在
―」大沼保昭（編）『国際法、国際連合と日本』（弘文堂、1987 年）99 頁。この
点、国連を通じて行われる広い意味での「立法（lawmaking）」作用に着目する論者は
多いが、河西（奥脇）のようにこれを「国連法」と形容するものは多くはない。国連
法の内実及びそれが国際法秩序に与えるインパクトについて、see e.g. Samuel S. Kim, 
“The United Nations, Lawmaking, and World Order” in Richard A. Falk et al. (eds), The United 
Nations and a Just World Order (Westview Press, 1991), pp. 109-124.

332）　河西「前掲論文」（注 331）100 頁。
333）　同上、102-103 頁。

―――――――――――――――――――
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には、国連本体のみならず、専門機関や自治機関などのそれも含まれる」334）

というように位置づけている。国連法を「要するに、国連システムの法」と
定義する藤田は、同法を「国連憲章のみならず、国連諸機関の決議、内部

（手続）規則などを含むかなり包括的な意味」で用いているが、他方で「国
連主催の外交会議や国連総会などで採択され署名に開放される多数国間条約
の類」をその対象から除外している 335）。その点では、最上の定義よりも狭
い。それは、「国連法」を、「国連の設立文書である国連憲章」と「設立文書
に基づいて国連自身によって定立されるもの、いわゆる派生法」の二つの規
範類型から構成されるものと説明していることからもうかがえる 336）。
　一概に比較はできないのだが、河西（奥脇）のそれは、国連憲章とは独立
に存在するものであるという点で、憲法変遷における「実効憲法」あるいは

「制度としての憲法」に当るものとして措定する《実効憲章》の定義として
用いることは難しい。他方で、国連憲章がその解釈において法的に影響を受
ける可能性がある国連関連条約を対象外とする藤田の定義もまた、《実効憲
章》の定義としては狭いといえる。その点では、最上の「国連法体系」が本
稿で用いる《実効憲章》の定義として準用するのに適しているといえよう。
　しかしながら、先に指摘したように、憲章の締約国である加盟国も解釈権
限を有するという前提がある以上、当該準用に際しては、国連各機関のみな
らず、加盟国による憲章解釈及び実行を含む必要がある。これは、各機関の
決議に加盟国の意思が反映・読み込まれるという点からすれば、決議と重な
り合うとは必ずしもいえない加盟国の解釈実行も含まれる、という意味であ
る。以上を踏まえるならば、《実効憲章》は、「設立条約たる国連憲章、憲章
の運用や補充のための諸決議、機構運営のための機構内的諸規則、機構運営
のためというより加盟国（非加盟国）の行動を律するため、あるいは国際社
会の基本原則を宣明するために採択される決議、国連での討議あるいは起草

334）　最上敏樹「国連法体系の展望」『岩波講座　現代の法２　国際社会と法』（岩波書店、
1997 年）266-267 頁。

335）　藤田久一『国連法』（東京大学出版会、1998 年）3-4 頁。
336）　同上、133 頁。

―――――――――――――――――――
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を経て国連内外で採択される条約、国連が加盟国や他の国際機構と結ぶ条約、
国連の司法機関たる国際司法裁判所の判決及び勧告的意見、その他加盟国に
よる憲章に関する解釈及び実行などからなる」と修正できよう。

　第二に、憲法慣習にあたるものとしての《憲章慣習》であるが、憲法理論
同様に、検討の射程を法源変遷に関わる問題、すなわち contra legem の慣習
に限定するのであれば、《憲章慣習》も contra legem のそれに限定されるこ
とになる。もし、検討射程を当初から法源変遷の問題に限定せず、社会学的
意味での変遷を含む全体として検討対象とするのであれば、《憲章慣習》は
praeter legem のそれも含むものとなる。第 II 章第 3 節で述べたように、憲法
変遷論の学問的及び実用的な意義を考慮し、その国際法次元への導入を検討
するという本稿の趣旨からすれば、ここは後者として設定することにしたい。
そこで、検討の都合上、混同を避けるために、法源変遷に関わるもの、すな
わち contra legem の憲章慣習を《憲章違反慣習》、praeter legem の憲章慣習を

《憲章補充慣習》と設定する。その上で、両憲章慣習の成立要件は、基本的
には同一の要件であると仮定する。
　第 II 章で確認したように、憲法慣習の成立要件については、学説によっ
て差異はあるものの、慣習国際法の要件と比較すれば、事実的要素に比べて
心理的要素―法的確信―が重視される傾向にあった。また、事実の継続
性・反復性それ自体は、必須の要件とは必ずしもいえないものでもあったが、
他方、法的確信の基礎に位置づけられる（読み込まれる・組み込まれる）と
いう場合もあった。憲法慣習における法的確信であるが、慣習法が一般に社
会心理による承認を重視していたことからもうかがえるように、それは「国
民」「民衆」又は「社会」による承認・同意として位置づけられてきた。そ
の意味では、慣習国際法の法的確信におけるよりも、主体がより広く、ある
いは当事者性がより薄まる（社会性・集団性の色彩がより濃くなる）といえ
る。それは、憲法実例の主体―国家機関側―に対置される憲法制定権者
としての国民・民衆という枠組み、すなわち治者と被治者の分離という枠組
みの中で、その有意性を持つ法的確信でもあった。この点を国際法次元にお
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いてどう捉え直すかが問題となる。
　先にも触れたように、国際法においては国家が主たる法定立者であり、ま
た法受範者でもあった。そして国連の枠組みにおいては、国家が国連憲章起
草者であり、国連を運営する構成要素としての加盟国であり、また主要機関
を通じた組織の意思表明は加盟国の表決を経て発出される。憲章の解釈権限
は、各機関も有するが 337）、条約締約国という意味で加盟国もこれを有して
いる。（安保理の法的拘束力のある決定の場合を除き）ある意味で、治者と
被治者は未分化ともいえる。こうした別の有意性の中で、憲章（違反・補充）
慣習に関する「法的確信」をどう定位するかが問われることになるのである。

　この点、肯定説のいうところの、民衆の承認・同意を軸とする憲法慣習の
成立については、権力による承認を得て初めて慣習法として成立するという
許容説からの批判があった 338）。しかし、この説については、これが権力の
恣意的濫用の容認につながるという点で批判されるものだが、憲章の枠組み
においては、締約国たる加盟国も憲章の解釈権限を有するという点で、許容
説と肯定説との当該対立点は事実上生じなくなる。他方、憲法それ自体は強
制規範と直接結びつけられていないため、理論上、その実効性が国民の憲法
観や政治道徳といった心理的要素に依拠する必要があったわけだが、憲章の
枠組みにおいては、憲章第 7 章の強制措置や、第 5 条及び 6 条にある加盟国
の権利停止及び除名という制裁規定も存在することから、憲章規範の通用力
の根底に加盟国の同意・承認といった心理的要素を据える必要性は憲法理論
の場合に比べて低くなると考えられなくもない。しかし、これも加盟国が国
連の構成要素として、各機関の意思決定に関わり、また憲章の解釈権限を有
することから、あるいは拒否権制度が存在するが故に、憲章の「強制規範」

337）　「国際組織の憲章に解釈権限の配分についての明文規定が存在しないということは、
解釈権限それ自体が存在しないことを意味しない。国際組織の諸機関は、憲章の関連
規定を解釈する権限を有し、明示または黙示的にその任務を規則通りに遂行する」。
Orakhelashvili, supra note 2, p. 519.

338）　小林「前掲論文」（注 25）910 頁。

―――――――――――――――――――
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あるいは強制的メカニズムは必ずしも実効性を発揮できていないという面は
看過できない。
　これらを総合するならば、加盟国の同意・承認は、慣習法を成立させる

「権力による承認」であると共に慣習法要件たる「法的確信」でもあるとい
う点で、《憲章慣習》の成立における心理的要素の位置づけは、より強化さ
れると解される。この点、憲法変遷論について想起すべきは、法的確信の成
立に事実的要素を含むこと、それも、国民の意識を生み出すための事実の継
続性・反復性という要素を含むことと 339）、さらに、その事実が社会的意味
連関、すなわち、その事実を生むに至った政治的・社会的必要や目的が規範
化の動因になっていると理解することの必要性であった 340）。加盟国の解釈
実行が、憲法変遷論における国家機関による解釈実行と同様に位置づけられ
うること、また、憲章観・憲章意識の保持主体が加盟国であること、そして、
ある解釈実行を生むに至った政治的・社会的必要や目的を認識し、表明し、
結晶化することが、加盟国の意志と行動を通じてなされること、以上からす
れば、憲章理論における事実的要素と心理的要素の結びつきは、憲法理論の
それに比べて密接かつ強固であるといえる。よって、加盟国において有され
る「法的確信」については、憲法理論におけるその位置づけとは異なる有意
性においても、《憲章慣習》成立の重要な要件であるとみて問題ないものと
いえる。

　ただ、ここで留意すべきは、国際法における「同意主義（合意主義）」341）

との関係である。それは、先に憲法理論において示した「許容説」が、一
見、国際法における同意主義（合意主義）とも符合するように思われるから
である。この点、国連の権限を巡っては、基本的には明示的権限にこれを限

339）　粕谷「前掲論文」（注 41）69-72 頁。
340）　小林「前掲論文」（注 25）911-913 頁。
341）　この点に関する最近の論稿として、小栗寛史「国際法の形成における国家の同意の

役割―国家の同意は衰退したのか？―」『社會科學研究』第 68 巻 1 号（2017 年）
51-85 頁。

―――――――――――――――――――
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定し、黙示的権限であってもあくまで明示的権限から派生する・拡張される
ものに限定されるという、同意主義（合意主義）に基づき憲章解釈を制限的
に理解する立場 342）がある一方で、加盟国の同意の制約から離れ、国連自身
の解釈実行を重視する立場 343）も主張されてきた。国際組織の自律性・独立
性を重視する国際組織法の立場からは、後者の立場が支持されるが、憲法変
遷論の憲章理論への導入が前者との符合を意味することになると、理論的な
齟齬が生じる可能性も指摘できなくはない。この点、同意主義（合意主義）
は通常、主権国家の同意（合意）が体現される最たるものは条約文であると
の立場 344）であったことを想起するならば、憲章の正文とは異なる実行を法
的に正当化しようとする変遷論の本質的意味からすれば、同意主義（合意主
義）はこれと相容れないものと位置づけられることになる。したがって、正
規の改正手続を経ずとも加盟国の意思に沿う形で憲章が事実上改正したのと
同等の効果が生じることの理論的検討が、「同意主義（合意主義）」への賛同
的立場であることを意味するとは限らないのである。

　第三に、憲法理論の法源変遷におけるメルクマールである「改廃」につい
ては、必ずしも成文憲法規定の妥当性消失までも意味するものではなく、そ
の規範的意味の実現可能性が喪失し、他方の実効性を有するに至った憲法
慣習の方に解釈規準が切り替わることと捉えられるという点を確認した。た
だ、この理解が国際法次元においても同様に妥当するかはまた別問題であ
る。ここで、「改廃」と類似性を有するとも思われる「廃用（desuetude）」345）

342）　See e.g. Orakhelashvili, supra note 2, pp. 431-435.
343）　冒頭に取り上げた Arato もそうである。また、憲章のコメンタリーで「解釈

（Interpretation）」の章を担当している Kadelbach も、国連実行との整合性に着目する
実用的な解釈アプローチや、「憲法的解釈（constitutional interpretation）」の有用性を
指摘していることなどからすれば、こちらの立場にあるといってよいだろう。See 
Kadelbach, supra note 12, pp. 71-99.

344）　Orakhelashvili, supra note 2, pp. 318-322.
345）　辞典の定義として、たとえば、「実行または慣習の長期にわたる停止；不使用を通

じた廃退」（Bryan A. Garner (editor in chief), Black’s Law Dictionary, 11th edition (Thomson 
Reuters, 2019), p. 562）。
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概念について確認してみたい。たとえば、『マックス・プランク国際公法百
科事典』によれば、廃用（desuetudo or desuetude）は、廃退（obsoleteness or 

obsolescence）と共に、「条約又は条約規範を終了させる基礎として援用され
てきた」もので、「条約義務と両立しない実行を理由とする当該義務の停止

（discontinuance）に関係し、その結果として、時の経過のため、慣習国際法
の事後の一規則として成立するか新たな黙示的合意となる」ものとされ
る 346）。ケルゼンは、「もしその規範が恒常的に非実効的であり続けるなら、
それは『廃用』によってその妥当性を奪われる。『廃用』は慣習の否定的な
法的効果である…廃用は別の規範を創設することによってある規範を無効化
する」347）ものとする。長谷川は、Basdevant の国際法辞典における「長期に
わたる不使用または反対の慣行の確立による条約規則または慣習規則の終
了」という定義が廃用の「核心点」であるとする 348）。
　この「廃用」概念については、Kolb が、それと類似の概念である「失
効（caducité）」、「 事 情 変 更 の 原 則（clausula rebus sic stantibus）」、「 廃 退

（obsolescence）」、「死文（Textes mort-nés）」などと関連づけて考察を展開し
ている 349）。本稿の問題関心と関連する要点だけ述べれば、「失効」（caducité）
の焦点が「ある規範の消滅（extinction）」にあるのに対し、「廃用」は「決
定的な行為による黙示的合意又は廃止慣習を介した、規範消滅の特殊なプ
ロセス」とされる 350）。この意味からすれば、本稿でいうところの、妥当
性の喪失と区別される「実効性の喪失」としての憲法変遷論上の「改廃」

346）　Jan Wouters and Sten Verhoeven, “Desuetudo” in Max Planck Encyclopedia of Public 
International law (http://opil.ouplaw.com/home/EPIL, accessed on 29 August 2019), para. 1.

347）　Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Russell & Russell, 1961), p. 119. 訳出につ
いては、ハンス・ケルゼン著（尾吹善人訳）『法と国家の一般理論』（木鐸社、1991 年）
206 頁。

348）　長谷川正国「国際法における廃用（desuetude）の一考察―国際条約の廃用を中心
にして―」『福岡大学法学論叢』第 56 巻 4 号（2012 年）544 頁。

349）　Robert Kolb, “La Desuetude en Droit International Public”, Revue Générale de Droit 
International Public, vol. 111, no. 3 (2007), pp. 590-598.

350）　Ibid, pp. 591-592. この点、Touscoz も「廃用は、国際法秩序におけるある法規則消滅
のプロセスである」と述べている。See Jean Touscoz, Le Principe d’Effectivité dans l’Ordre 
International (Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964), p. 181.
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は、「失効（caducité）」とは適合しないということになる。「廃用」と「廃退
（obsolescence）」は、一般に、両者の間において差異はないとされる。「廃用」
が、その実行（不実行）が長期に及ぶという反対慣習を指すのに対し、「廃
退」は、事情変更の原則のように一度で生じるもので、条約締結時に存在し
た条件が大きく変化し、それがもはや義務の履行を求められないほどの変化
である場合には、その条項は自動的に終了するということを指す 351）。この
点、『マックス・プランク国際公法百科事典』でも、「廃退（obsolescence）」
は、「条約の実施を不公正、有害、時期逸失、あるいは不合理なものにする
という、時間の経過以外の出来事を理由とした、条約又は条約義務の終了を
意味する」もので、「事情変更の原則に関係するが、それよりも柔軟なもの」
と説明されている 352）。
　「死文（Textes mort-nés）」は、適用することができない条文・規範であっ
て、厳格にいえば、「生きているものに死をもたらす」という意味での「廃
用」に陥ることのないものを指す。死文は成文法にのみ該当し、死慣習とい
うものは存在しない。死文は、途中で息絶えたものの単なる残骸物として存
在し続けるとされる 353）。『ブラック法律辞典』でも、「正式には廃止されて
いないが、もはや用いられず、遵守されず、または執行されない法もしくは
実行」と定義されている 354）。これが規範の「妥当性の実質的消失」を意味
するのであれば、それは、憲法変遷論でいうところの「枯死」「死文化」が
実効性の喪失にとどまるとする立場とは適合しないということになろう。た
とえば粕谷は、第 II 章第 2 節で見たように、死文化を「成文法の妥当性が休
止している状態」と捉えつつ、「国民生活全体が変化し、死文化した妥当性
は、改正されない限り、息を吹き返すことも考えられる」とも述べており、
この点では同義とは言い難い。他方、否定説が批判していたように、「枯死」

「死文化」を成文憲法規範の妥当性消失と捉える立場であれば、ここでの「死

351）　Kolb, supra note 349, pp. 592.
352）　Wouters and Verhoeven, supra note 346, para. 2.
353）　Kolb, supra note 349, pp. 593.
354）　Black’s Law Dictionary, supra note 345, p. 500.
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文（Textes mort-nés）」と合致するといえる。これはある意味、成文憲法又は
国連憲章の規定の実効性と妥当性をどう捉えるかの問題に置き換えられるた
め、あえて両理論枠組みにおける「死文」の適合性を論じる必要はないもの
と思われる。以上が本稿の関心に関連しそうな「廃用」類似概念であるが、
ここで改めて、「廃用」の内実について確認したい。

　Kolb は、広く用いられている廃用の理解として、「回避や一致しない実行
による当該規範の長期間にわたる不使用」と「その状態を法に合致するもの
として受容すること。通常定義されるところの黙示の合意」の二つの要素を
挙げ、廃用が、長期であるところの慣習法プロセスに近接するという一面と、
暗黙裡にではあるが短期に意思表示されるところの法律行為に接近するとい
う一面の双方を有するとの理解を示している 355）。
　この二つの要素について、長谷川は以下のように考察する。まず、「廃用」
を黙示的合意として構成する後者、すなわち主観的アプローチについては、
黙示的合意がある以上、あえて「廃用」概念を用いて条約の廃止・終了等を
正当化する必要はないのではないか、と疑問を呈している 356）。他方、「廃用」
を慣習法規による既存の法規の廃止・終了等と捉える前者、すなわち客観的
アプローチは、法規の実効性がその妥当性の前提条件であるとするケルゼン
の理論 357）に何らかの形で基礎を置くと指摘される 358）。このアプローチの
延長線上で、慣習法による廃用として想定できる場合について、長谷川は、

（１）後に成立する否定的な慣習は、先行する慣習法規を単に廃止する、（２）
後に成立する否定的な慣習は、先行する慣習法規を廃止すると同時にそれ自

355）　Kolb, supra note 349, p. 578.
356）　長谷川「前掲論文」（注 348）569-570 頁。
357）　「ある規範は、もし（a）それがその属する法秩序の定める仕方で創設され、かつ、

（b）その法秩序の定める仕方で、または廃用により、または全体としてその法秩序が
実効性を失ったという事実により無効化されなければ、妥当性を有する法規範である」。
Kelsen, supra note 347, p. 120.（訳出：ハンス・ケルゼン『前掲書』（注 347）206-207 頁）

357）　長谷川「前掲論文」（注 348）544 頁。
358）　同上、570 頁。
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体先行する慣習法規に反する慣習法規として成立する、（３）後に成立する
否定的な慣習は、先行する条約を単に廃止する、（４）後に成立する否定的
な慣習は、先行する条約を廃止すると同時にそれ自体先行する条約に反する
慣習法規として成立する、の４つを挙げる 359）。この中で、本稿の問題関心
に関わるのは、憲法慣習の成立とみなしうる（３）と（４）である。（４）
については、本稿が扱ってきた成文憲法規範の実効性喪失と憲法慣習の成立
という関係に該当する可能性があるが、長谷川は、「それは、事実において
条約を廃止する効果を持つであろうが、しかしそれは派生的な実際的な効果
である」として、このケースを廃用とするのは不適切であると評価する。
　他方、（３）については、Kolb が「法源の一方向的な非平行性（le non-

parallélisme unidirectionnel des sources）」という観点から、廃用を（a）先の条
約が後の条約によって取って代られる場合、（b）先の条約が後の慣習によっ
て取って代られる場合、（c）先の慣習が後の慣習によって取って代られる場
合、（d）先の慣習が後の条約によって取って代られる場合に分類したが 360）、
長谷川は、この Kolb の分類及び検討に即して自己の評価を述べている。す
なわち、Kolb によれば、（a）も（d）も、そこでの廃止は法律行為によるも
のであって廃用ではなく、（c）は先行する慣習の自然消滅であるため廃用で
はないが、本稿の問題関心に関わる（b）、すなわち「廃止的な内容を有する
後の慣習による条約の廃止」については廃用であるとされる。ただ、条約は
慣習とは性質を異にしており、たとえば条約は形式的に存在するものの、も
はや適用されないということがあり、また、条約の不適用はそれ自体で条約
を消滅させない。そのため、否定的な後の慣習が条約を侵食するのは容易な
営みではない。その意味で、廃用の本質及び顕著な特徴として形容されるも
のとは、「非公式な実行によって、公式化された条約を、時をかけて侵食す
るプロセス」であるとされる 361）。この Kolb の検討内容を踏まえ、上記（３）
について、長谷川は、「廃用は否定的な慣習の意味において、しかも先に存

359）　同上、570-571 頁。
360）　Kolb, supra note 349, pp. 605.
361）　Ibid, pp. 605-607.
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在する条約または条約規定を後の慣習が単に廃止しまたは終了させる効果を
有するにすぎないものとして極めて制限的に解釈される」と結論づけてい
る 362）。
　その意味では、「廃用」が、あくまで否定的な慣習又は廃止慣習にとどま
る以上、法源が移る先の解釈規準としての憲法慣習成立とは同一視はできな
いということがわかる。また、「廃用」が否定的な慣習又は廃止慣習として、
成文規範の妥当性を喪失させる法的効果を持つという点 363）でも、憲法変遷
論において本稿が理論的に依拠しようとする肯定論の立場（つまり、妥当
性消失ではなく実効性喪失の立場）とは適合しないといえる。よって、本稿
では、憲章規定の実効性喪失（その規範的意味の実現可能性の喪失）及び憲
章慣習の成立による「改廃」を、「廃用」とは位置づけないものとする。た
だ、そのことは、実効性を失った法規範がその妥当性までも喪失することも
否定した、ということを意味するものではない。変遷論の理解としては、変
遷の成立が、成文規範の妥当性喪失を前提とするものではないということで
あって、たとえば国連憲章の規定が「恒常的に非実効的であり続け」た結果、

「その妥当性を奪われる」ことは、「変遷」とは別の問題としてありうるから
である。

　以上、憲法変遷論の国際法次元への準用にあたり、幾つかの留意点を検討
した。ここでの留意点を踏まえつつ、次節において、《憲章変遷》の暫定的
理論的枠組みを、第 III 章及び第 IV 章で検討した自決の問題の分析結果に適
用する。

362）　長谷川「前掲論文」（注 348）575 頁。
363）　たとえば Touscoz も、「慣習規則であれ条約規則であれ、非実効的になった法規則

はその拘束力、すなわち妥当性を失う」と述べている。See Touscoz, supra note 350, p. 
181.
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２．自決問題への類推適用

　これまで本稿で確認してきたように、国連憲章及びその枠組みにおいては、
自決と脱植民地化を巡り、様々な規範的変容と機能的変容が生じてきた。問
題は、これを《憲章変遷》として理論的に扱えるのかどうかである。最も難
点なのは、憲章の《法源変遷》が生じたかどうか、具体的には、憲章規定の
実効性が喪失し、他方で《憲章違反慣習》が成立し、当該慣習に憲章の解釈
規準が移ったと法的に評価できるかどうかである。この変遷が確認できない
場合であっても、《憲章補充慣習》が成立し、それが社会学的意味での《憲
章変遷》として、どのような意義を有するのかを法的に評価する作業は依然
として残る。現象面では、国連憲章に規定された「自決原則」は、「疑いな
しというわけではないが、『権利』へと徐々に変容していった」364）と一般に
認識されている。そして、国際法上の法的な権利としての「自決権」の位
置づけについては、ICJ がこれを認定し、またその侵害の認定も行っている

（たとえば先述の「壁」勧告的意見）。よって、《憲章違反慣習》が成立した
のか、《法源変遷》が起こったのかどうかについては、この事実としての始
点（憲章への「自決原則」の挿入）と終点（具体的権利侵害の認定）との間
において生じたであろう「変容」の実体を踏まえて判断することとしたい。
それは、幾つかの憲章実例における、憲章規定の実効性、《憲章慣習》の成
立とその要件としての法的確信、そして解釈規準の変更に関する検討である。

　第 1 に、規範的・機能的変容の例として取り上げた「植民地主義容認か
ら植民地主義否認への変化」について確認したい。第 III 章でも確認したが、
憲章の規範構造の実体としては、当初から植民地主義が否定されていたわけ
ではない。憲章は、自決原則に関する第 1 条 2 項及び第 55・56 条とは別に、
非自治地域と信託統治に関する第 11 章から第 13 章を備えていた。これらの
章は将来的な植民地独立をも含意するものではあっただろうが、施政国の実

364）　Jennings and Watts, supra note 119, p. 285.
―――――――――――――――――――
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際的な権利・義務の内実からも判断されるように、一定の植民地保有は容認
されていた 365）。それは、「従属・非自治地域に関する第 11 章の規定は、あ
る程度、第 1 条 2 項と矛盾していた」366）との指摘にも表れているが、そう
した憲章発効時の規範構造は、国際的な反植民地主義の流れが強まるにつれ、

「植民地保有の容認」の根拠としては次第に理解されなくなっていった。そ
して、植民地独立付与宣言などの総会決議において、法的な理解として、植
民地主義の違法化が、憲章解釈の結果にあらわれることになったわけである。
　たとえば、植民地独立付与宣言では、その宣言第 2 項で「全ての人民」が

「自決の権利」を有することが確認されたわけだが、同宣言は、前文パラグ
ラフ 12 において、「あらゆる形態の植民地主義を速やかにかつ無条件に終わ
らせる必要があることを厳粛に宣言」し、また第 1 項で、「外国による人民
の征服、支配及び搾取は、基本的人権を否認するものであり、国際連合憲章

4 4 4 4 4 4

に違反
4 4 4

し、世界の平和と協力の促進に対する障害となる」（傍点：筆者）こ
とを明示した。第 3 項では、「政治的、経済的、社会的又は教育的な準備が
不十分なことをもって、独立を遅延する口実としてはならない」こと、また
第 5 項では、「信託統治地域、非自治地域その他のまだ独立を達成していな
い全ての地域において、これらの地域人民が完全な独立と自由を享有できる
ようにするため、いかなる条件又は留保もなしに、これらの地域人民の自由
に表明する意志及び希望に従い…全ての権力をこれらの地域人民に委譲する
迅速な措置を講じなければならない」ことが宣言されており、憲章解釈上、
施政国の裁量によって事実上の植民地が保有できる余地がかなり縮減してい
たことがわかる。憲章規定との関係でいえば、第 2 条 7 項による裁量の主張
や第 73 条 e 項には政治的情報の送付義務は含まれないとの主張が退けられ
ていった実態がそれである。
　また、友好関係原則宣言は、人民が自決権を有することに対して、「いず
れの国も憲章の規定に従って

4 4 4 4 4 4 4 4 4

この権利を尊重する義務を負う」（傍点：筆者）

365）　See e.g. Fastenrath, supra note 231, p. 1832.
366）　Ibid, p. 1831. 

―――――――――――――――――――
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ことを明示する。その義務内容として、いずれの国も、植民地主義の速やか
な終了などを目的として、かつ、「外国による征服、支配及び搾取への人民
の服従は、この原則に違反し、また基本的人権を否認するものであり、した
がって憲章に違反する

4 4 4 4 4 4 4

ものであること」（傍点：筆者）に留意しつつ、「この
原則の実施に関して憲章によって委託された責任を履行するあたり、国連に
援助を与える義務を負う」と宣言されている。植民地独立付与宣言の当時よ
りも、憲章枠組み内において、また脱植民地化の不可逆な国際的潮流の中で、
自決権に対応する国の義務も明示化されていったことがわかる。
　先に第 IV 章において、総会等の権限拡大と自決の法的権利化が、脱植民
地化に基礎づけられる形で進展していったことを指摘した。これには、自決
権に対する国の義務の明確化も加わるといってよい。こうした憲章上の変容
事例は、植民地主義「容認」ではなく、その「否認」が、憲章解釈上の事実
上の規準となったということと無関係ではないだろう。
　つまり、植民地保有の解釈規準は、それを一定程度容認してきた憲章規定
ではなく、植民地主義を否認する数々の国連実行及び重要な二つの宣言―
植民地独立付与宣言と友好関係原則宣言―からなる憲章実例へと実質的
にシフトしたといえる。植民地主義否認という社会規範が、これらの実行と
諸国の法的な確信を得て、《憲章違反慣習》として成立した可能性は少なく
ない。そして、植民地容認規範としての憲章規定は、その社会的意味連関に
おいて、その規範的実現可能性が失われた、ということも可能であろう。そ
の意味では、《法源憲章の変遷》が生じた可能性は必ずしも否定はできない。
ただ、設定した憲章変遷の理論的枠組みからすれば、実際に、植民地容認規
範としての関連規定である第 2 条 7 項、第 73 条、第 11 章が、「植民地容認
規範」以外の部分においてもその規範的意味での実現可能性を喪失したとは
みなせない。以下で個別に確認するが、その点で、《法源変遷》としての評
価については留保を付さねばならないだろうが、ただ、それは理論的な適合
性の問題であって、国連憲章に生じた変容の内実とそのインパクトという点
では、植民地主義の違法化・否認は、自決関連実行の発展における指導原則
又は正当化根拠として重要な機能を果たしたことは疑いない。
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　第 2 に、第 2 条 7 項を楯に主張されていた施政国の裁量・権限が、次第に
縮減していった憲章実例であるが、これは、解釈による規定内容の明確化と
して位置づけられるものと思われる。「一般に、憲章第 2 条 7 項の意義をこ
の文脈における事実上の消滅点にまで毀損する」367）とまで言いうるのであ
れば別であるが、当該事実が（非自治地域の施政国に関する規定には限定さ
れない）第 2 条 7 項の規範的意味の実現可能性を喪失させたという指摘まで
は特段見られない。ましてや、憲章解釈の規準が第 2 条 7 項から当該事実に
移り変わったという理解も困難であろう。したがって、《憲章違反慣習》の
成立も《法源憲章の変遷》も見られないといってよい。憲章規定の空白部分
を補充するような実行でもないことから、《憲章補充慣習》の問題でもなく、
やはり憲章解釈の「わく」内に収まるものと思われる。

　第 3 に、第 73 条 e 項において、施政国側が反発していた政治的情報の送
付も同条に基づく義務対象とされた憲章実例である。同項は、「経済的、社
会的及び教育的状態に関する専門的性質の統計その他の資料」を、「安全保
障及び憲法上の考慮から必要な制限に従うこと」を条件に、その送付を義務
づけていたのであり、文言主義的な理解としては、同項に政治的情報までも
当然に含まれると解することには難がある。そのこともあり、施政国側は、
政治的情報をここに含めようとする反植民地側の解釈に反発し、また当初総
会も、施政国側に対して「自発的提供」や「協力」を求めていたわけであ
る 368）。最終的には、政治的情報の送付も義務づけられることになるが、当
該慣行を「提供されるべき情報に関する国連加盟国の義務を拡張すること、
あるいは、情報に（非自治地域の）憲法的発展の問題を含むようにその射
程を拡大すること」として、通常の憲章枠組みを超える実行とみなす論者
もいる 369）。その意味では、総会決議 144（II）、334（IV）、637B（VII）、848

367）　Jennings and Watts, supra note 119, p. 294.
368）　松井「前掲論文」（注 121）208-210 頁。
369）　Jennings and Watts, supra note 119, p. 294.

―――――――――――――――――――
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（XI）、1700（XVI）などの諸決議の累積及び非自治地域情報委員会の活動によ
り、また、そこで示された多数の賛同と、施政国側の反対から棄権への立場表
明のシフトにより、法的確信が生じ、結果《憲章違反慣習》が成立したとい
うことも可能かもしれない。ただ、政治的情報を第 73 条 e 項における「補充」
と捉えれば、必ずしも憲章違反の実行とはいえず、よって《憲章補充慣習》と
位置づける方が適切ともいえる。そして何より、政治的情報の送付を義務づけ
るという実行が、たとえ同項に「反する」ものといえたとしても、それが同項
の実効性が喪失したとまでいえるかどうかは大いに疑問でもある。したがって、
第 73 条 e 項に関する《法源憲章の変遷》は見られなかったと解せよう。
　しかし、同項が脱植民地化における国連の実行、特に総会等の権限拡大に
関する憲章上の「テコ」370）として用いられ、さらに植民地独立付与宣言が
その拡大した権限の実質的根拠とみなされていたこと 371）も勘案するならば、

《憲章補充慣習》による《変遷》の法的あるいは実体的なインパクトは大き
かったといえる。

　第 4 に、先の二点、つまり総体としての施政国の裁量・権限の縮小と表裏
の関係にあるものだが、総会権限及び委員会権限の拡大という憲章実例であ
る。憲章第 11 章の適用地域の決定と第 73 条 e 項の情報送付、信託統治制度
にはあったが非自治地域制度には規定されていなかった請願受理及び現地視
察など、施政国側との綱引きの末に獲得していったそれらの権限拡大につい
ては、当初から加盟国の大多数（つまり施政国以外の国々）が関心を有して
いたとされる一方で 372）、それらは「国連憲章によって総会に付与されては
いなかったし、また多くの国々が、それは自らの権限を踏み越えた」373）と

370）　松井「前掲論文」（注 121）208 頁。
371）　「第 73 条は、総会が脱植民地化プロセスを促進するのに大いに役立った。それは出

発点として機能したのであり、総会は、その活動において、第 73 条の枠組みの遥か向
こうにまで行ったのである。そして、総会は、この基礎を完全に植民地独立付与宣言
に負っていた」。Fastenrath, supra note 231, p. 1839.

372）　Ibid, p. 1832.
373）　Summers, supra note 155, p. 220.（傍点：筆者）

―――――――――――――――――――
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の主張もみられた。また、植民地独立付与宣言特別委員会（24 か国委員会）
は、「信託統治理事会に勝るとも劣らない強力な機関」であり、「信託統治地
域及び非自治地域を含むすべての植民地に関する問題の処理全体を委ねられ
た重要な国連機関の一つ」374）とも評価されていた。これらの実例が、「憲章
に基づく総会の権限の拡張を求める程度と、憲章の規定との一致が疑わしい
程度は、それらが国際法規則を構成するものとしてみなされうる限度につい
て疑いを投げかける」375）との指摘もある総会決議の累積により形成されて
きたことについては先に触れた。この点、第 11 章には総会の権限について
の規定はないものの、上記のような総会の権限が実行上認められていった

（つまりは施政国側の裁量・権限が縮減していった）その根拠としては、総
会の一般的権限（第 10 条）376）と共に、憲章の自決原則規定及び実践過程に
おいて法的に確立したとみなされる自決権が挙げられてもいる 377）。総会等
の監督権限拡大と自決の法的権利化が、脱植民地化に基礎づけられる形で、
それも相互連関的に進展していったことがうかがえる。
　ここで、当該権限拡大に関連する規定の実効性に目を移すならば、総会
の一般的権限規定である第 10 条についても、そして、そもそも総会のこれ
らの権限について規定のない第 11 章についても、当該実例に関連してその
実効性が喪失したとみなすことは困難と思われる。勿論、praeter legem の規
範補充であっても、その補充される実行が、そもそも成文法典がこれを排除
又は否定する趣旨・目的を有するものであった場合には、それは補充ではな
く「実は secundum legem の類型か contra legem の類型かに分解せざるをえず、
憲法慣習による憲法法源の変遷ということが問題となっている限り、制定
憲法は常に補完ではなく改廃されようとしている」378）という理解も成り立

374）　金『前掲書』（注 104）250 頁（傍点：筆者）。
375）　Jennings and Watts, supra note 119, p. 295.
376）　Ibid, p. 291. 併せて、松井「前掲論文」（注 121）186 頁及び金『前掲書』（注 104）

262 頁参照。
377）　金『前掲書』（注 104）194-195 頁。
378）　樋口「前掲論文」（注 36）1377 頁。

―――――――――――――――――――
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つ。しかし、第 10 条は、1970 年代には世界経済秩序再編や南ア問題におい
ても依拠され、また、国際平和維持の分野における総会と安保理との権限配
分・役割分担の議論においても俎上に載せられてきており 379）、こうした活
用状況を見ても、同条が実効性を喪失したとはみなせないように思われる。
第 11 章については、多くの地域が独立を果たしたため、脱植民地化プロセ
スはほぼ終了したとみなされる。しかし、モーリシャスもそうだが、西サハ
ラ、ジブラルタル、フランスの海外県など、幾つかの従属的地域は現存して
おり、その意味でも、第 11 章の重要性は「潜在的ではあるが、なお残存し
ている」とも指摘されている 380）。したがって、第 11 章の実効性の喪失も否
定されよう。よって、設定した理論枠組みに沿った《憲章違反慣習》の成立
も《法源変遷》の成立もまた困難であると思われる。
　他方で、憲章上の総会の権限が、加盟国による委任の範囲を超えるという
点、そして、総会及びその設置委員会と信託統治理事会との間で、権限配分
の事実上の変更ともいえる状態が出現していたという点では、たとえ関連規
定の実効性喪失が確認できなかったとしても、その実態を「憲章規定（の趣
旨）に反する」とみなす加盟国及び研究者の批判の意義は決して小さいもの
ではない。それは、憲章の解釈枠組みを逸脱する実例であり、通常は改正を
以て実現される変更だからである。したがって、法解釈学的意味での《憲章
変遷》には合致せず、その意味では社会学的意味における《憲章変遷》では
あるものの、その《変遷》が国連体制・憲章秩序に対して有するインパクト
は、実際にも法的にも大きいといえる。

　そして、最後に、第 1 点から第 4 点までを踏まえつつ、自決の法的権利化
という憲章実例について検討する。本稿の問題関心を振り返るならば、ここ
での問題は、果たして、自決の法的権利化は、一般法上の慣習国際法として
成立したのではなく、憲章の変容プロセスにおいて生じたといえるのだろう

379）　Eckart Klein and Stefanie Schmahl, “Article 10” in Bruno Simma et al. (eds), The Charter of 
the United Nations: A Commentary, 3rd edition (Oxford University Press, 2012), pp. 489-490.

380）　Fastenrath, supra note 231, p. 1839.

―――――――――――――――――――



国連憲章の事実上の変容に関する予備的考察

237

か、換言すれば、具体的な権利・義務を人民・加盟国に付与する・課すとま
ではいえなかった自決原則を規定していた憲章が、正式な改正手続を経ず、
また通常の解釈枠組みを逸脱する形で、人民・加盟国に法的な権利（「自決
権」）・義務（「自決権実現の尊重」「植民地主義の否定」）を設定したと加盟
国が全体として承認・黙認したのだろうか、ということにもなろう。
　まず、先行研究の検討・議論内容及び憲章秩序を巡る規範的・機能的変容
の実例を見る限り、これに肯定的な評価を与えることは可能であるように思
われる。先行研究の多くが、意識的・無意識的に慣習法論の立場をとってい
たことについては既に述べた。ただ、それらの見解をみると、一般国際法に
おける慣習国際法として自決権の法的権利化を論証していたとも言い難い面
も含まれていたといえる。それは、国連という場を前提とし、また二つの重
要な宣言を含む総会実行を重視した上で、慣習法としての評価を下していた
といえるし、また、植民地保有国と反植民地主義国との対立状況にもかかわ
らず、総会決議で示された国際社会の多数意見あるいは「民意」を理論的根
拠として非常に重視していたという点では、伝統的な慣習国際法形成 2 要件
の充足を立証したとも言い難い。先述のように、2 要件論の変質（実行の役
割低下と、たとえば法的確信の認識根拠としての総会決議の重視）の枠内で
捉えることも可能であるが、総会決議重視という点だけをとれば、憲法変遷
肯定論における「民意」の重視と相通ずるところがあったともいえる。

　次に、国連における実行からしても、《憲章変遷》としての自決の法的権
利化（自決権の実定法化）が、相対的に事実適合的な理論的説明であると考
えられる。たとえば、自決の法的権利化の時期については、「チャゴス諸島
分離」勧告的意見において ICJ が示したように、植民地独立付与宣言の採択
以後かつ友好関係原則宣言の採択以前の一定期間に慣習法化したと考えるこ
とは確かに可能である。それは、植民地独立付与宣言が植民地主義の否定に
決定的な役割を果たしたこと、同宣言の履行確保に向け、総会及びその下部
機関である植民地独立付与宣言履行特別委員会の活動が活発となり、脱植民
地化をさらに推し進めたこと、そして、憲章の通常の解釈枠組みをはみ出す
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ような規範的変容及び機能的変容が生じたのも、主にこの期間であったこと
からも妥当といえなくもない。さらに言うならば、脱植民地化の流れの中
で、植民地保有国の抵抗も徐々に弱まっていったが、その中には自決権の法
的権利としての位置づけに対する抵抗もまた含まれていたのであって、植民
地独立付与宣言それ自体によって実定法化が確定したわけではない。「自決
は実定国際法の一部であるという諸国間で形成途上のコンセンサスがあるよ
うである。…多くの国がこの法の発展において植民地独立付与宣言の役割を
強調し、また多くがその法に言及がなかったことを後悔した。しかし、他の
国々はその役割に関してより慎重であった」381）と Summers が述べているが、
包括的な変遷プロセスの中で、法的権利としての自決権という認識が、幾度
もかつ継続的に植民地保有国による挑戦を受けながらも、総会決議や委員会
の議論・報告書の中で繰り返し確認され、結果として、当該認識が確立して
いったということであろう。
　ただ、ここでの「慣習法化」は、必ずしも一般国際法における慣習国際法
の形成を意味するとは限らない。つまり、これが《憲章慣習》としての自決
権の法的権利化の証拠であったといえなくもないのである。その意味では、

「チャゴス諸島分離」勧告的意見において ICJ が、2 要件の充足を二つの総会
決議によって簡単に立証し、その慣習国際法性を認定したという実例は、こ
の理解を裏づけるものといえなくもない。勿論、一般法としての慣習国際法
化が、友好関係原則宣言の後に生じた可能性はあるだろうが、しかし、それ
以前の法的状況としては、まだ《憲章慣習》としての法的権利化にとどまっ
ていた可能性も否定できないからである。よって、学説において、自決権そ
れ自体の射程や内実に不明確さが残りつつも、「法的権利」としての認識が
確定したという点も勘案するならば、自決の法的権利化は、各論者の設定す
る要件の充足の点において、一般法としての慣習国際法論よりも、諸国の心
理的要素をより重視し、規範の実効性の強弱・有無も併せて総合的に評価す
る《憲章変遷》枠組みの方が、より説明可能なものであるように思われる。

381）　Summers, supra note 155, pp. 242-243.
―――――――――――――――――――
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問題は、《憲章変遷》枠組みにおいて、この法的権利化をどのように適合的
に説明できるかであろう。

　その点、脱植民地化の文脈での「自決権」の解釈規準の所在が、（本稿の
《憲章変遷》枠組みへの賛否とは別に）憲章規定には置かれていないことに
ついては広く理解が得られているように思われる。つまり、その解釈規準は、
二つの重要な宣言を含む国連実行に置かれているといえる。先に触れたが、
国際人権規約についても、この実行の枠内に含まれるといってよい。しかし
ながら、こうした実態が《法源憲章の変遷》を直ちに意味するというわけで
もない。
　まず、憲章規定の実効性喪失についていえば、自決関連規定である第 1 条
2 項及び第 55・56 条の実効性は依然として有効であると考えられる。たと
えば、植民地独立付与宣言（総会決議 1514）の前文は、「全ての人民の同権
と自決の原則と、人権、性、言語又は宗教による差別なく全ての人の人権と
基本的自由を普遍的に尊重し遵守するという原則に基づいて、安定と福祉と
平和的で友好的な関係の条件を創り出す必要を認識し…」と明示しているこ
と、また、友好関係原則宣言委員会での多数意見が第 1 条 2 項及び第 55 条
に規定された自決原則の法的性格を肯定していたこと 382）を勘案すれば、当
該規定の実効性が喪失しているとは解されない。その理解は、友好関係原則
宣言前文「人民の同権及び自決の原則は現代国際法への大きな貢献となるこ
と、及び、その効果的適用は主権平等原則の遵守を基礎とした諸国間の友好
関係の促進に最も重要であることを確信し…」及びその第 5 原則「人民の同
権及び自決の原則」が、第 1 条 2 項と合致・調和する形での自決権の存在、
その阻害への否定的法的評価、植民地主義の否定、そして国連への加盟国に
よる支援義務などを規定していたこととも符合しよう。総会は、近年におい

382）　1967 Special Committee on Principles of International Law concerning Friendly Relations 
and Co-operation among States, A/AC.125/SR.69, 4 December 1967, pp. 4-24. See also 
Summers, supra note 154, pp. 222-223, footnote. 133.

―――――――――――――――――――
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ても、第 1 条 2 項をその決議において明示的に引用している 383）。また、経
済・社会協力に関する第 55・56 条についても、その国連実行を見る限り、
規定の実効性が喪失したとはみなせない 384）。
　次に、自決権についての憲章実例が、《法源憲章》に対する contra legem

な実例とは言い難いという点も看過できない。確かに、第 1 条 2 項の自決原
則規定に「人民の自決権」は含まれていないというのが、当初の憲章解釈に
係る理解であり、起草当時もその後も、植民地主義国は自決権を否定し続け
てきた。最終的には、二つの重要宣言を含む国連実行を通じて、植民地主義
国を含む国際社会の大勢が、憲章と合致するものとしての自決権を認識する
に至ったわけである。その意味では、当初の憲章解釈に「反する」実例とし
て自決権が法的に認められたとみなすことも可能かもしれない。しかし、憲
章に「反する」かどうかでいえば、ここまでの検討からも分かるように、規
範相互の関係性からすれば、むしろ、自決原則を規定した憲章への「補充」

「追加」と位置づけることの方が整合的であるように思われる。その意味で
は、自決権は《憲章違反慣習》としてではなく、《憲章補充慣習》として成
立した可能性はあろう。

　そして、その成立に関する《法的確信》については、憲法理論においても
指摘されるところだが 385）、その確立時期についてはやはり科学的に証明す
ることが難しいことは率直に認めるべきであろう。そして、先行研究や判例
も重視する植民地独立付与宣言が、法的確信の確立に大きな役割を果たして
いることは妥当ではあるが、その宣言の後において、法的権利としての自決
権の保障と、それと対をなす法的義務の履行に対し、少なからず一定数の国
が反対の意を表明していたことにも留意しなければならない。

383）　Rüdiger Wolfrum, “Article 1” in Bruno Simma et al. (eds), The Charter of the United 
Nations: A Commentary, 3rd edition (Oxford University Press, 2012), p. 118.

384）　Tobias Stoll, “Article 55 (a) (b)” and “Article 56” in Bruno Simma et al. (eds), The Charter 
of the United Nations: A Commentary, 3rd edition (Oxford University Press, 2012), pp. 1535-1564, 
and 1603-1610.

385）　粕谷「前掲論文」（注 41）94-96 頁。
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　たとえば、Emerson は、同宣言の後、反植民地主義的な自決関連の総会決
議が出されると、これが「多くの反対をかきたてた」と指摘する 386）。例に
挙げられた決議 2105（XX）についていえば、反対は 27、決議 2189（XXI）
では反対 20 であった。共に同宣言の履行に関する決議であり、施政国によ
る同宣言履行特別委員会への協力拒否への遺憾表明や 387）、施政地域におけ
る軍事基地の解体要請 388）、施政内容への非難 389）、特別委員会の積極的な活
動に対する支持・賛同などを含むことから、施政国側の反発を招いたことは
想像に難くない。ただ、植民地独立付与宣言で実定法としての自決権に対し
て法的確信が示されたのであれば、こうした反対が生じ続けた事実とどのよ
うに整合性を保つことができるのかという疑問が生ずる。チャゴス諸島分離
の問題についても、植民地独立付与宣言採択後に出された関連決議である総
会決議 2066（XX）、2232（XXI）及び 2357（XXII）では、英国政府に対し、
総会決議 1514 の即時かつ完全な履行を目指して実効的な措置をとるよう、
特にモーリシャスの領域を分割し、その領土保全を侵害するようないかなる
行動もとらないよう招請がなされ 390）、また、同地域の国民的統一及び領土
保全の部分的又は全体的な分断並びに当該地域における軍事基地及び施設の
設置を目的としたあらゆる試みが、国連憲章の目的及び原則並びに総会決議
1514 に反するということも明示されている 391）。こうした反発がありつつも、
友好関係原則宣言の採択以前に自決権についての法的確信が確立したとみな
すことには躊躇を覚える。
　この点、自決権それ自体の射程や内実に不明確さが残りつつも、それへの

「法的権利」としての認識が定着したという状態も考慮するならば、二つの
重要宣言にあまりに大きな立証上の価値を与えることには留意が必要であろ

386）　Emerson, supra notes 154, p. 462.
387）　General Assembly Resolution 2105 (XX), 20 December 1965, para. 4.
388）　General Assembly Resolution 2189 (XXI), 13 December 1966, para. 11.
389）　GA Res. 2105, para. 5 and GA Res. 2189, para. 13.
390）　General Assembly Resolution 2066 (XX), 16 December 1965, paras. 3-4.
391）　General Assembly Resolution 2232 (XXI), 20 December 1966, para. 4, and General 

Assembly Resolution 2357 (XXII), 19 December 1967, para. 4.

―――――――――――――――――――
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う。「決議は、国家実行の一つの表明である。しかし近年、独立の現象とし
ての決議に異常な関心が払われている。知的には、このことは理解又は正当
化が困難である」392）と述べたのは Higgins であるが、その意味でも、自決の
法的権利化を、憲章の変遷という枠組みの中で包括的・総体的に把握するこ
とが、事実適合的な理論的説明として重要であると思われる。

　たとえば、自決権については、その関連原則として国際人権規約共通第 1

条に規定されていた「天然資源に対する恒久主権原則」があるが、同原則は
憲章に明示規定を有してはない。国連の実行上、総会は決議 1314（XIII）に
おいて、その検討のための天然資源恒久主権委員会を設置し 393）、その検討
を踏まえ、決議 1803（XVII）「天然資源に対する恒久主権に関する決議」が
採択された 394）。同原則については、ICJ がコンゴ領域における武力行動事件

（コンゴ対ウガンダ）において、これを「慣習国際法の一原則」と明示して
いる。ただ、「天然資源に対する恒久的主権原則は、国連総会決議 1803 に表
明され、さらに新国際経済秩序樹立宣言（総会決議 3201）及び国の経済的
権利義務憲章（総会決議 3281）で仕上げられた、ということを裁判所は再
確認する。裁判所は、慣習国際法の一原則であるこの原則の重要性を認識し
ているが…」と述べるにとどまっており、同原則が慣習国際法であることの
具体的な認定内容が述べられているわけではない 395）。
　また、国際法の強行規範（jus cogens）396）についての ILC 特別報告者 Tladi

は、その報告書の中で、強行規範の例として、侵略の禁止、拷問の禁止、
ジェノサイドの禁止、人道に対する罪の禁止、アパルトヘイト・人種差別の
禁止、奴隷の禁止、国際人道法の基本規則と共に、自決権を取り上げている。

392）　Higgins, supra note 171, p. 23.
393）　General Assembly Resolution 1314 (XIII), 12 December 1958, para. 1.
394）　General Assembly Resolution 1803 (XVII), 14 December 1962.
395）　“Case concerning Armed activities on the Territory of Congo (Democratic Republic of the 

Congo v. Uganda)”, Judgment, I.C.J. Reports 2005, para. 244.
396）　強行規範の法的効果については、以下を参照されたい。川﨑恭治「一般国際法の強

行規範の法的効果」『一橋法学』17 巻 3 号（2018 年）565-592 頁。

―――――――――――――――――――
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ただ、この報告書では、国際法の強行規範の検討が、「自決権を構成するも
のが何であるかという、より複雑な問題を解決することを意図するものでは
ない」と断った上で、「それがどのように定義されるとしても、強行規範と
して広く受け入れられた規範の一つとして自決権を含めるという委員会の選
択は正当化できる」と述べている 397）。当該規範の内実が不確定でありつつ
も強行規範としての位置づけに疑いがないとの認識であるのだが、天然資源
に対する恒久主権の慣習法としての位置づけ同様、理論的な正当化としては
十分に説得力を有するものとはいえないだろう 398）。
　ここで述べたいのは、上記の二つの事例についても、《憲章変遷》として
説明が可能であるということではない。先に先行研究の議論状況を確認した
が、改めて、自決の法的位置づけの不透明さ・不確定さについて留意しなけ
ればならないということである。

　以上を踏まえるならば、自決の法的権利化、先行研究でいうところの「自
決権」の慣習法化については、まず、少なくない論者が 2 要件の不充足を認
識あるいは指摘しているように、一般法としての慣習国際法として位置づけ
ることには理論的な難があるといえる。何らかの「治癒」「補充」によって
充足問題は解消されるとしても、その「操作」自体の理論的な適切性が問わ
れることに変わりはないように思われる 399）。次に、《法源憲章の変遷》とし
てではなく、社会学的意味での《憲章変遷》の枠組みにおいてではあるが、
自決原則を規定するにとどまる憲章規定に対する praeter legem の慣習として

397）　Fourth report on peremptory norms of general international law (jus cogens) by Dire Tladi, 
Special Rapporteur, A/CN.4/727, 31 January 2019, paras. 108-115.

398）　自決権の強行規範性と対世性を否定的に捉える論者として、たとえば Summers がい
る。See Summers, supra note 155, pp. 78-88.

399）　この問題も、慣習国際法を一般国際法に位置づけたことに起因するのだが、小森は、
「一般国際法の存在の論証が、国際法規の一般化のための解釈論的再構成の問題である
とするならば…生成の過程としての慣習法の概念の枠を外し、国際法規の一般化の論
証過程の問題として新たな理論化を試みることが必要である…慣習国際法規の存在問
題を、そのように一般化の解釈の問題として論ずれば、一般法規の存在について、形
成の過程だけでなく、適用の過程も含めた一貫した理論化が必要になる」と指摘して
いる。小森「前掲論文（2005 年）」（注 153）1045 頁。

―――――――――――――――――――
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の《憲章補充慣習》が成立していたと説明することは可能である。この《憲
章補充慣習》の成立により、「すべての人民」が「自決の権利を有する」こ
とを憲章上保障し、その実現のために加盟国に対して「憲章に従ってこの権
利を尊重する義務」を法的に負わせるという、《憲章変遷》が生じたと理解
できよう。この《変遷》は、先に見たように自決の法的権利化に限定される
現象ではなく、脱植民地化プロセスの中で生じた様々な規範的・機能的変容
と相互に関連・作用しながら生じたものであり 400）、また、通常の憲章解釈
の枠組みを超えるものとして認識されてきた実例と重なり合うという点で、
憲章秩序（実効憲章）に与えた総体としての法的インパクトは少なくないと
いえる。
　《法的確信》の成立についていえば、その立証は科学的には困難であるこ
とを前提にはするが、施政国による反発・抵抗が友好関係原則宣言後も生じ
ていたこと（たとえばポルトガルによる軍事的抵抗）などを以て、法的確信
は未成立であるとする考えもありうるし、また、友好関係原則宣言がコンセ
ンサス方式で採択されたことを重視すれば、法的確信は遅くとも同宣言を以
て成立し、よって、その後の施政国による反発・抵抗は、自決権尊重義務の
違反に当たると考えることも可能である。本稿で確認した、自決と脱植民地
化を巡る規範的・機能的変容の内実からすれば、「チャゴス諸島分離」勧告
的意見が示したように、1968 年までに自決の法的権利化についての法的確
信が、それも一般法としての慣習国際法を形成する要件としてのそれが成立
していたと結論づけるのは、理論上容易ではないといえよう。
　ただ、自決の法的権利化が、脱植民地化すなわち植民地主義の否認の文脈
において生じたこと、両者が相互に影響・作用し合っていたことを勘案する
のであれば、自決の法的権利化に関する法的確信の立証については、植民地
主義の容認から否認への変更に関する法的確信の立証と、必ずしも峻別する
必要はないのかもしれない。植民地主義を容認する憲章の規範構造がもはや

400）　1960 年には 17 の新独立国が加盟したことで総会の構成が変化し、「自決の即時実現
がより強調された解釈へのシフト」という結果がもたらされたとの指摘について、See 
Summers, supra note 155, p. 210.
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不合理であるという諸国の意識については、植民地独立付与宣言採択の頃に
は施政国側も含め確立していたとみなしても良いように思われる。その点で、
植民地主義否認の法的確信の存在を以て、自決の法的権利化についての法的
確信の立証作業は軽減できる余地が理論的にもあるのではないだろうか。

３．暫定的評価

　以上に見てきたように、本章では、自決の法的権利化が、一般法としての
慣習国際法としてではなく、憲章の枠組みにおいて、通常の慣習法形成とは
異なるプロセスでそれが実定法化したとの仮定の下、「憲法変遷論」を準用
した《憲章変遷》の理論的枠組みを設定し、これを適用することを試みてき
た。憲法理論の憲章理論への導入による、憲章の事実上の変容についての理
論的研究という筆者の研究関心からすれば、本稿での自決事例への適用は、
あくまで予備的な考察の範囲内での試行に過ぎない。その点を差し引きつつ
も、本稿で試みた《憲章変遷》枠組みの国際法・憲章次元への適用の有用性
について、暫定的にではあるが評価を行いたい。
　1 点目に、慣習法論の間接的な精緻化ということにもなりうるが、「憲章
固有の慣習法」の内実の特定・明確化について、一定の理論的な寄与ができ
たものと思われる。それは、「憲章固有の慣習法」と一般法としての慣習国
際法との混同を避けることを可能とする評価基準の提供ともいいうる。第 I

章で触れたように、憲章の枠組みにおいて成立する慣習法について取り上げ
る論者はいるが、それが一般法としての慣習国際法と、その形成プロセス及
び内実において、どのように区別されるのかについては、特段の明示はなさ
れてこなかった。その点、《憲章変遷》の理論枠組みにおいては、《憲章慣習》
としての位置づけと、国際法秩序及び憲章体制という文脈において有意性を
持つ心理的要素に重点を置き、かつ規範（事実）の実効性の喪失（獲得）を
含める包括的な成立プロセスという点で、一般法のそれとは異なる特徴を提
示したといえる。
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　2 点目に、一般法としての慣習国際法の成立要件の一つである法的確信
との対比でいえば、《憲章変遷》における《憲章慣習》の成立要件の一つで
ある《法的確信》の方が、まだ論証可能性が高いように思われる。それは、

《法的確信》の論証において、事実的要素や社会的要素を読み込むことが想
定されているという点においてである。これは、《憲章慣習》が、その妥当
範囲からして憲章体制（実効憲章）に限られるという意味で特別慣習法と位
置づけられることとも関係するかもしれない。ただ、本稿では慣習国際法
と《憲章慣習》との法的関係性・法的価値の内実についての検討は行ってい
ないため、そうした評価には立ち入らない。むしろ、本稿の検討内容からす
れば、国連憲章と憲法典との（ある観点からの）類似性・近接性に着目し、
憲法理論を準用したため、一般法としての慣習国際法の形成要件ではなく、

（事実的要素や社会的要素を組み込んだ）心理的要素を重視する憲法慣習形
成要件を準用したためと理解すべきであろう。慣習国際法の成立に係る法的
確信については、それが国際法定立者である「国家」の黙示的合意あるいは
認識であることから、社会的要素の読み込みとは親和的とは言い難い。その
点で、憲法理論を類推適用した《憲章変遷》における《法的確信》の論証方
法・対象との間に相違が生じているのだと思われる。
　自決権の問題については、多くの学説が（意識的・無意識的に）「慣習法
化」の立場にあり、かつ、植民地独立付与宣言及び友好関係原則宣言という
総会決議に、その「法的確信」の所在を直接又は間接的に見出していたた
め、本稿も、概ねそれらの根拠に依拠しつつも、自決の法的権利化について
は、国際社会において植民地主義容認という規範の維持が合理性を失い、そ
の否認が国際社会において必要との認識が共通化したこと、そして施政国側
の抵抗が事実上困難になっていった実態を踏まえて《法的確信》があるもの
として検討を進めた。その意味では、第 II 章で抽出した法的確信の形成プロ
セスを、自決権の問題に十分に適用し、論証を行ったわけではない。この点
は、憲章の事実上の変容に関する理論的検討を包括的・総合的に行う際の課
題としたい。その際、先に指摘したように、《憲章変遷》のプロセスにおい
て同時並行・相互作用的に生じた事例同士については、それぞれの法的確信
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についての相互の影響・作用についても考慮できる余地が理論上否定できな
い点も考慮する。他方で、本稿は、《憲章変遷》の中で法的権利化した自決
権について、これが、《憲章慣習》の成立を経て、その後に一般法上の慣習
国際法として確立したということまでも否定するものではない。その点の検
討は本稿の射程を超えるが、もしそうだとすれば、なぜ《憲章慣習》が後に
慣習国際法化したのかについての理論的な説明が必要となる。

　そして、3 点目に、慣習国際法認定とそれに基づく論理を批判的に評価する
という実利的な有用性も指摘できる。ここで、第 III 章で紹介した「チャゴス
諸島分離」勧告的意見を例にとりたい。先述のように、同勧告的意見において
ICJ は、自決権の慣習国際法化を認定した。そして、諮問（b）「モーリシャス
が自国民、特にチャゴス諸島出身者のチャゴス諸島への再定住プログラムを実
施することができないことに関するものも含む、英国によるチャゴス諸島の継
続的統治から生じる、上記諸決議に反映されている諸義務を含む国際法の下で
の帰結とは何か。」について、その回答の一つとして、「（５）全ての加盟国に
は、モーリシャスの脱植民地化を完了するために国連に協力する義務がある。」
と判示したのである。この主文（５）について、ICJ は以下のように説明した。

自決権の尊重が対世的義務（an obligation erga omnes）であることから、
全ての国は自決権の保護に法的利益を有する。裁判所は、モーリシャス
の脱植民地化の完了を確保するために必要な手順を宣明するのは総会で
あるのと同時に、全ての加盟国は、それらの手順を実行に移すために国
連に協力しなければならないと考える。友好関係原則宣言に反映されて
いるように、「全ての国は、憲章規定に従って、共同及び個別の行動を
通じて、人民の同権及び自決の原則の実現を促進し、並びに、当該原則
の実施に関して憲章によって委託された責任を履行する国連に援助を
与える義務を負う」401）。

401）　“Chagos”, supra note 102, para. 180.
―――――――――――――――――――
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　ICJ は、自決権の尊重は対世的義務であることから、全ての国にはその保
護法益があり、よって国連に協力しなければならないと述べているのである。
岩澤裁判官もその宣言の中で、「人民の自決権は対世的な性格を有している
ため、全ての国はその実現を促進し、かつ国連が当該権利の実施に対する責
任を遂行するにあたり、国連に支援を与える義務を有している（友好関係原
則宣言）。本手続きにおいては、この義務から、全ての加盟国はモーリシャ
スの脱植民地化を完了するために国連に協力する義務がある」と説明してい
る 402）。つまり、自決権の対世的性格が、当該義務の存在に関連づけられて
いるのである。
　なぜ、人民の自決権が対世的権利であることの結果として、国は、（人民
に対する義務とは別に）国連に

4 4 4

協力しなければならないという対世的な義務
が生じるのか。言い換えれば、当該国連への協力義務は、それが対世的義務
であることを前提としない限り、導出されないのだろうか。
　本件では、1965 年のチャゴス諸島分離から 1968 年のモーリシャス独立に
絡む諮問であったため、ICJ は 1970 年の友好関係原則宣言採択以前の法状況
に基づき、自決権の慣習法化問題を処理した。それは、自決権を憲章枠組み
内の実定法化ではなく、2 要件充足による一般法上の慣習国際法化として認
定したものであったといってよい。他方、加盟国の国連協力義務の導出につ
いては、これを憲章枠組み内での問題として自決権問題と切り離さず、むし
ろ自決権の問題と連結させた。つまり、慣習国際法としての自決権が対世的
性格を有することから、加盟国についても、その対世的義務の射程内のもの
として、国連への協力義務が存在するという論理が取られたように思われる。
この点、Klabbers は、本件多数意見が当該アプローチを採用した理由として、
一つには、裁判官の中に、国連法に比重を置いて判断を下すことへの不安や
懸念があったこと、もう一つには、自決権が、問題ある形で非植民地事例に
用いられる傾向に対処するために、これを脱植民地化の枠内に押しとどめよ

402）　“Declaration of Judge Iwasawa”, “Chagos”, supra note 102 para. 9.
―――――――――――――――――――
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うとの思惑があったという点を挙げている 403）。

　一般法としての慣習国際法であれば、その効果は国連の加盟国であろうと
非加盟国であろうと、全ての国家に及ぶことになる。また、権利が対世的な
性質を有する点について、これが条約締約国間における対世性（erga omnes 

partes）を意味するのであれば、多数国間条約である憲章の締約国である「全
ての加盟国」を名宛人とするのは分かるが、本件ではその指摘はない。また、
自決権が一般法としての慣習国際法であるならば、その対世性が条約締約国
間に限定されるのは論理的に整合しないといえる。
　この点、武力不行使原則を例にとって説明してみたい。憲章第 2 条 4 項に
規定された武力不行使原則が慣習国際法としても成立していることについて
は、たとえばニカラグア事件判決において ICJ により確認されているところ
である 404）。ニカラグア事件では、被告国である米国が、ICJ の管轄権につ
いて多数国間条約を除外する留保を付していたことから、国連憲章が適用法
規に含まれなかったため、同原則が慣習国際法化していたかどうかが争点の
一つとなった。同原則の慣習法化の認定における法的確信の存在について、
ICJ は、1975 年に CSCE（現 OSCE）で採択されたヘルシンキ最終文書の内
容に国連加盟国に限らず諸国の法的確信を見出しており 405）、当然ながら、
慣習国際法としての武力不行使原則は全ての国に適用されることが想定され
ていたといえる。実際、判旨においても、慣習国際法である武力不行使原則
の法的効果を国連加盟国間に限定するような言明はなかった。
　翻って本件であるが、総会については、第 IV 章で見たように、脱植民地
化に関する任務・権限を有し、それを国連の実行において明確化・具体化、
かつ拡大してきた。そうした総会の活動に協力する義務を加盟国が負ってい

403）　Jan Klabbers, “Shrinking Self-Determination: The Chagos Opinion of the International Court 
of Justice”, ESIL Reflections, Volume 8, Issue 2 (2019), p. 6.

404）　“Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua”, Merits, 
I.C.J. Reports 1986, paras. 187-191.

405）　Ibid, para. 189.

―――――――――――――――――――
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るということについては、国連憲章の枠組みの中で当該義務が明確化された
と認定することも理論的には（たとえば《憲章変遷》の理論的枠組みにおい
ては）可能なわけである。場合によっては、自決権の法的権利化の成否とは
切り離して、当該義務の存在及び範囲について、これを憲章の枠組み内で検
討することも可能であったかもしれない。先述の Klabbers は、本勧告的意見
の論理構成について、ICJ が脱植民地化の問題に「自決権」の問題を結びつ
けたことを批判しつつ 406）、脱植民地化の問題は憲章第 73 条の問題であり、
よって ICJ は、国連法の枠組み内において当該諮問に回答できたと指摘して
いるのである 407）。

　憲章上、加盟国は他の加盟国そして国連（機関）に対して様々な義務を
負っている。よって、国連憲章の特徴からすれば、加盟国が他の全ての加盟
国に対して負っている義務をわざわざ対世的義務と位置づける必要はない。
それは、第 2 条 4 項の武力不行使原則に係る義務を、対世的義務と位置づけ
てはいないことからもわかるだろう。この点、「壁」勧告的意見の個別意見
において Higgins 裁判官は、第三者に対する法的帰結に関する主文 D（「全て
の国には、壁建設から生じる違法状態を承認しない義務及びその状態の維持
に援助又は支援を与えない義務がある」）について、「主文 D には賛成した
が、ただ関連する国際法違反の帰結と対世性概念とは関係はない。第三国が
違法状態を承認又は支援しないというは自明であって、不明確な対世性概念
を援用する必要はない。本件では、その義務は、安保理による違法性の認定
の結果である。国連加盟国による不承認・非支援の義務は、対世性概念に基
礎をおくものではない」408）と述べている。
　以上も踏まえるならば、自決権を一般法上の慣習国際法と捉え、その効果
によって、国連に対する加盟国の義務の存在を根拠づけようとする ICJ の論
理構成は、当該義務を憲章枠組みから導出する可能性を排除したものであり、

406）　Klabbers, supra note 403, pp. 2-5.
407）　Ibid, pp. 5-8.
408）　“Separate Opinion of Judge Higgins”, “Contruction of aWall”, supra note 112 paras. 37-38.

―――――――――――――――――――



国連憲章の事実上の変容に関する予備的考察

251

結果として、その説得性を欠くことになったといわざるをえない。他方で、
憲章秩序の規範的変容及び機能的変容という現象の中で、自決権の法的権利
化と、それに伴う加盟国の協力義務の導出を、一体的又は相互連関的なもの
として論証することも可能である。一例ではあるが、一般法としての慣習国
際法に依拠して後者義務の導出を行った本勧告的意見の論理構成と比較する
ことで、《憲章変遷》という包括的・動態的枠組みの、特に国連憲章に関わ
る解釈及び実行に関わる以上、その理論的な適合性・妥当性が少しは浮かび
上がったのではないだろうか。

Ⅵ．おわりに

　本稿では、国連憲章の事実上の変容を理論化するための予備的考察として、
自決の法的権利化及び総会権限の拡大を素材として、憲法理論の憲章理論へ
の適用可能性を検討してきた。主として慣習国際法論にその軸足を置いてい
た先行研究との比較検討でいえば、《憲章変遷》論による法的な理解の方が、
理論的にも実態的にも、自決を巡る法的状況の分析枠組みとして、より適合
的であると思われる。他方で、その暫定的評価は、あくまで他の法理に対す
る相対的な評価にとどまるともいえる。自決に関する考察 409）は、それがた
とえ脱植民地化の文脈に限定したものであったとしても、拙稿のような小論
を以て確定的に結論を出すことは困難であり、また筆者の能力を超えるもの
でもあろう。
　これまで見てきたように、自決権の法的権利化については、脱植民地化の
文脈での国連及び諸国の実行において、人民が自決権を有し、これを尊重す
る義務を加盟国が負うという規範が形成され、さらに二つの重要な総会決
議文書―植民地独立付与宣言と友好関係原則宣言―と国連内部の様々な

409）　たとえば、内的自決についての最近の論稿として、伊藤一頼「国際法における内的
自決権の現代的意義」岩澤雄司他（編著）『国際法のダイナミズム―小寺彰先生追悼
論文集』（有斐閣、2019 年）103-129 頁。

―――――――――――――――――――



成城法学 86 号（2020）

252

実行を通じて《法的確信》も醸成され 410）、当該規範が《憲章補充慣習》と
して確立した可能性は否定できないといえる。これは、人民の自決権を含む
ものではない自決の原則を規定するにとどまっていた憲章が、法的権利と
しての当該権利の法的な根拠となったという意味で、《実効憲章》が変遷し
た、すなわち社会学的意味における《憲章変遷》が生じたと考えられる。こ
れには、第 73 条 e 項に基づく情報送付義務を巡る変容も該当するものと思
われる。他方、自決権の法的権利化を基礎づけていた脱植民地化、換言すれ
ば「植民地主義容認から植民地主義否認への変容」については、《憲章違反
慣習》が成立し、《法源憲章》が変遷した、すなわち法解釈学的意味におけ
る《憲章変遷》も生じた可能性が含まれている。第 2 条 7 項を楯に主張され
ていた施政国裁量・権限の縮減については、憲章規定の実効性喪失とはみな
せない点、その実例が当該規定に対して contra legem のそれなのか、それと
も praeter legem のそれなのかという点で前者とは断定し難い点などから、加
盟国行動に対する制約という点ではインパクトが大きいものの、変遷理論と
の適合性から、憲章解釈の「わく」内に収まるとみなされる例もあった。こ
うしたグラデーションのある憲章実例は、自決と脱植民地化に関する実行が、
法源変遷をもたらしうる法的効力から、そうでない効力まで、多様なスペク
トラムを有する変遷・変動であり、また、相互に影響・作用を及ぼしていた
結果としての変遷・変動であったことを示している。
　以上を総括するならば、憲章の動態的・創造的展開を法的に分析する理論
的枠組みとして、憲法変遷論を憲章理論に適用することは可能であり、また
有用でもあると暫定的に結論づけられる。

　他方で、今後、憲章の変容を理論的に捉える本格的な検討を行っていくに

410）　「『宣言』はそれまでのどの文書よりも、より具体的且つ明確に人民の自決権と植民
地人民の独立とを関連せしめ」たものであって、「植民地人民の独立に関する限り自決
権の法的確立の否定をさらに困難ならしめたといえる。このことは、『宣言』の採択を
積極的に進めた国の殆んどが、植民地人民の独立は自決権に基づいた正当な権利であ
るという認識に基づいていたことからも分かることができる」。金『前掲書』（注 104）
235-236 頁。

―――――――――――――――――――
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あたり、幾つかの留意点も浮かび上がったといえる。一つは、《法的確信》
の論証もそうだが、黙認や承認、さらには同意主義・合意主義の問題をも含
む、国家の心理的要素の問題、もう一つは、《憲章慣習》とその他国際法上
の法源（たとえば、一般法としての慣習国際法）との関係性の問題である。
勿論、条約解釈に関する既存の枠組み（条約法ルール）との関係性・整合性
なども改めて問われる。また、憲法理論では、変遷論それ自体が憲法への侵
害・破壊のおそれがあるものとして批判の対象でもあったことも想起するな
らば、憲章の事実上の変容の考察においてもまた、一定の慎重さが求められ
よう。
　その他にも、検討対象となる事例が praeter legem の実行なのか、contra 

legem の実行なのかについて、そもそも判断が困難であるという点が指摘で
きる。国際法次元でいえば、憲章の有権的解釈権限が国連の主要機関には認
められず、ICJ も勧告的意見制度において非拘束的な見解を示すにとどまり、
そして締約国としての加盟国の authentic な解釈が、必ずしも一致するわけで
もない。その意味では、ある解釈実行が praeter legem なのか contra legem な
のかを確定させることそれ自体が、国内法秩序に比べて困難であることが予
想される。他方で、先に触れたように、《法源変遷》としての法的な効力が
認められる実例から、そこまでの効力はないものの、実際に加盟国の裁量・
権限や国連機関間の権限配分に影響を及ぼす効果が認められる実例まで、グ
ラデーションのある憲章実例によって憲章が何らかの変容をきたしているの
であれば、その動態的・創造的展開の内実を分析・判断する上では、contra 

legem の実行だけを対象とすることにそれほど合理性があるとも思われない。
言い換えれば、通常の解釈の「わく」を超える事例については、それが「補
完」的なものであろうと「改廃」的なものであろうと、共に検討対象とする
ことの方が、得られるであろう知の徹底性と体系性という点で実益があるよ
うに思われる。

　そして、解釈実行が複数の規定に関わる複合的なものである場合には、
praeter legem なのか contra legem なのかという基準は、その絡み合った問題
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状況・事実関係・規範間関係を理解する上での「補助線」として有益でもあ
る。この点を理解するために、いわゆる「許可」実行 411）を例にとり、仮定
的に《憲章変遷》として説明してみたい。「許可」実行は、憲章第 43 条特別
協定に基づく国連軍が存在していない状況において、イラクによるクウェー
ト侵攻に対処すべく、憲章第 7 章に基づき、安保理が決議 678 において、加
盟国に対して「あらゆる必要な手段をとる」ことを許可したのがその端緒で
ある。同決議については当初これを憲章違反と考える学説及び国家の反応が
示されていた 412）。それは、憲章規定に当該「許可」についての明文規定が
存在しなかったこと、当該実行においては、憲章想定の国連軍が用いられる
ことも、また安保理が指揮権を有することもなく、あくまで加盟国の任意及
び判断に基づき実施がなされていたこと、そして、加盟国による当該方式の
濫用の危険が指摘されたことによる。その後、同様の内容を有する決議がソ
マリア、ボスニアなどの紛争への対応において活用されるようになり、諸外
国及び学説も、その有用性から当該実行を容認又は黙認するようになり、現
在では憲章上は違法なものとは理解されず、慣行化するに至っている。ただ、
この許可の法的な効果を、憲章第 2 条 4 項の武力行使禁止規範（武力不行使
原則）に対する違法性阻却とみるか、そもそも同条の規制の範囲外と考える
か、またはその両者の併用論理によって理解するかについては、学説上は依
然一致を見てはいない。
　憲章第 7 章及び第 2 条 4 項の趣旨からすれば、①当該実行は contra legem

411）　「許可」に関する論点及び学説の議論状況については、以下の拙稿を参照されたい。
拙稿「国連安全保障理事会による『許可』をめぐる理論状況（1）（2・完）―権限委
任アプローチと違法性阻却アプローチの批判的検討―」『一橋法学』14巻3号（2015年）
217-235 頁、15 巻 1 号（2016 年）335-373 頁、拙稿「国連安全保障理事会決議による『許可』
の法的位置づけの分析枠組に関する一考察―垂直性と水平性の交錯を手掛りに―」

『一橋法学』13 巻 1 号（2014 年）145-205 頁。併せて、「許可」実行における関係当事
者の「同意」を軸に検討を行った最近の論稿として、酒井啓亘「『被許可型』軍事活動
における関係当事者の同意の意義―平和活動型多国籍軍の実効的実施に向けて」岩
澤雄司他（編著）『国際法のダイナミズム―小寺彰先生追悼論文集』（有斐閣、2019 年）
679-701 頁。

412）　たとえば、松井芳郎『湾岸戦争と国際連合』（日本評論社、1994）69-89 頁；同『武
力行使原則の歴史と現状』（日本評論社、2018 年）175-201 頁。

―――――――――――――――――――
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のそれであると理解されうるし、②憲章が必ずしも当該実行のような形態を
排除してはいなかったと理解する場合には、そもそも通常の憲章解釈枠組み
の「わく」内の実行となり、また③憲章がそもそも想定していなかった方式
であると理解する場合には、praeter legem のそれとなりうる。①と③を広義
の《憲章変遷》と考える場合には、憲章想定の国連軍が存在しない以上、第
42 条を除く国連軍関連規定の実現可能性は、実質的に喪失しているとみな
せる。他方で、軍事制裁に関する第 42 条それ自体との関係では、必ずしも
contra legem の実行とはみなせない。したがって、関連規定に対して contra 

legem・praeter legem の混在する関係性に置かれるものの、いわゆる「許可」
決議が累積し、かつ諸国に承認ないし黙認されるようになったことで、当該
実行が実効性を有するようになったとも考えられるのである。当該許可決議
を得ることに腐心あるいは黙示的にも許可決議を得たと主張する国家実行が
散見 413）されたことも、これを加盟国による武力行使が法的に正当化される
一根拠とみなす《法的確信》が成立していることを裏づけているといえなく
もない。
　以上のように、「許可」実行を《憲章変遷》として仮定的に説明したが、
国連と憲章を巡る実行、特に冷戦後の安保理を巡る実行には、問題状況・関
連規範が複合的なものもある。憲章「に反する」・「の枠外」といった分析基
準を活用することは、そうした絡み合った構造を適切に理解する上で有益で
あるものと思われる。

　本稿では、国連憲章の解釈実行を分析する理論的枠組みとして、憲法変遷
論の定義・要件を適宜修正しつつ、《憲章変遷》枠組みを設定し、その適用
可能性について、自決権を巡る問題状況を素材に検討を行った。暫定的な
評価として、憲法理論の憲章理論への適用可能性及び有用性については肯定
的に回答できるとの結論に達した。この評価と結論については、また別の素

413）　たとえば、2003 年の対イラク戦争に関して、最上敏樹「多国間主義と法の支配―
武力不行使規範の定位に関する一考察―」『世界法年報』第 23 号（2004 年）93-99
頁を参照されたい。

―――――――――――――――――――
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材を用いて検証を試みることが必要であろうし、また、別の憲法理論を用い
た論証も行う必要があろう。「憲章の変容の理論的研究」という点では、憲
法理論のみならず、法社会学、行政法学など、他の理論的枠組みの適用可能
性・有用性の検討の余地も当然ながら存在する。以上を踏まえ、また本稿で
示された課題などにも留意しつつ、稿を改めて検討を試みたい。

* 本研究は JSPS 科研費 JP19K13520 の助成を受けたものです。

（さとう・りょうすけ＝本学専任講師）


