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グローバル化時代における
国際司法手続と
国内司法手続の交錯
小野

昇平

と、同判決の履行が問題となったアメリカ最高裁の
「Medellin v. Texas 事件」7、さらにはこのアメリカ最

Ⅰ . はじめに

高裁判決の Avena 事件本案判決との整合性が問題とな

19 世紀末から今世紀にかけて、グローバリゼーシ
1

った「2004 年 3 月 31 日の Avena その他のメキシコ国

ョン の影響により、各国の国民生活は国際的な相互

民事件判決の解釈要請事件」8 が挙げられよう。これ

依存関係の中で営まれるようになった 2。電気通信、

らの事件についての詳細は後述するが、Avena 事件判

グローバルな規模でのモノやサービスの取引などの分

決とこれに関連するアメリカ最高裁の対応、さらには

野の国際化、単一国家の枠を越えた個人や環境の保護

この最高裁の対応を問題とした ICJ の解釈判決は、ま

などは、現代の国際社会において複雑な反応を引き起

さに本稿で検討する国際司法手続と国内司法手続の交

3

こしている 。これらの分野は、従来国内管轄事項と
されたものであったが、現在では次々に国際法による

錯を表すものであり、重要である。
本稿では、この Avena 事件を巡る一連の事例の他、

規制の対象となり、これらの分野におけるさまざまな

これと同様に、国内司法機関の行為が ICJ において問

人間の活動が国内法と国際法の両方による規制を受け

題となり、ICJ がその判決において国内司法機関に対し

るようになっている。このような、国際法基準の国内

直接何らかの行動を義務付け、この ICJ 判決を受けて

への浸透および国内の意思決定に対する国際法の影響

国内司法機関が対応するというような現象を、
「ICJ と

は、国際法秩序と国内法秩序の境界をますますあいま

国内司法機関との交錯」と定義し、このような交錯の

4

いにしているといえる 。

具体例を素材として、その態様を明らかにすることを

このような中、近年、国際的な司法手続と国内的な

試みる。そして本稿ではさらに、このような交錯から

司法手続の交錯（interaction）が増幅しているといわ

見出される、グローバリゼーションの時代における ICJ

5

れている 。その中でも特に注目されるのは、国連の

の変化とその意義について若干の考察を行うものであ

主要な司法機関である国際司法裁判所（以下 ICJ）と

る。

国内司法機関の交錯である。このような交錯の例とし

本稿では、以上のような問題意識から、II におい

て、近年の ICJ 判決や勧告的意見、または仮保全措置

て ICJ と国内司法機関との交錯を具体的な事例をもと

命令の中に、当該事件において問題とされた個人の救

に検討し、その態様を明らかにする。その上で III に

済を訴訟当事国（または関係国）の国内司法機関にお

おいて、このような交錯から見出せる ICJ の変化を、

いて救済することを命じるものが存在することが着目

ICJ の設立目的や学説上の評価をもとに検討し、その

される。

国際法上の意義を明らかにすることを試みる。

特徴的な具体例としては、アメリカに在住し、逮捕
され、死刑を宣告されている 54 名のメキシコ国民が
領事関係条約に反する取り扱いを受けたとして、メ
キシコがアメリカを相手取り ICJ に訴訟を提起した
6
（以下
「Avena その他のメキシコ国民事件」
Avena 事件）
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マレーシアに対し拘束力を有するものであることを

Ⅱ . 国際司法裁判所と国内司法機関
の交錯の態様

確 認 し た 16。 そ し て ICJ は、 上 記 の（1） に つ い て、

Cumaraswamy が特権免除条約 6 条 22 項に規定される
「専門家」であり、かつ、上記インタビューが「任務

II においては、先に述べたように、ICJ と国内司法

の遂行中」に行われたとする事務総長の判断は正当

機関の交錯の態様を、具体的な事例を素材として検討

である 17 として、Cumaraswamy は特権免除条約の規

し、その態様を明らかにする。すなわち、このような

定に基づき、あらゆる訴訟から免除されると判断し

交錯は実際にどのように問題となっているのか、どの

た 18。

ような点に起因して現れているのか、このような交錯

そして、本稿との関係では、このような判断に引き

からどのような問題点を見出すことができるのか、と

続いてなされた、マレーシアの法的義務に関する ICJ

いう点を明らかにすることを試みる。したがって以下、

の判断が着目される。すなわち ICJ は、事務総長は訴

三つの ICJ 判例およびこれらに関連する国内裁判所の

訟手続からの免除を主張することにより専門家を保護

判決などを検討していく。

する権限を有しているとし、このような事務総長の責
任と権限に鑑みて、「国内裁判所は事務総長の訴訟手
続の免除に関する判断を迅速に伝えられなければなら

1. 「国連人権委員会特別報告者の訴訟手続から

ない。この事務総長の判断は、もっとも決定的な理由

の免除」事件 9

（most compelling reason）によらなければ排除するこ
とができず、それゆえ最重要の重み（greatest weight）

（1）経緯
本件は、国連人権委員会の特別報告者 Dato Param

をもって尊重されなければならない」と述べた 19。

Cumaraswamy が、マレーシア国内裁判所において免

ICJ は、このようなことから、マレーシア政府はこの

除を享有するか否かが問われた事件である（以下、ク

事務総長の判断を同国の権限ある裁判所に通報する義

マラスワミ事件と表記する）。

務があると判断したのである 20。
10

1994 年 3 月 4 日、国連人権委員会は、決定 1994/41
に よ っ て、Cumaraswamy を「 裁 判 官 と 弁 護 士 の 独
立」に関する特別報告者に任命した 11。1995 年 11 月
Cumaraswamy はイギリスの雑誌「国際商事訟務」の

本質を無効にしたとし 21、マレーシアの裁判所は、訴

イ ン タ ビ ュ ー を 受 け た。 こ の イ ン タ ビ ュ ー の 中 で

訟手続の免除の問題を先決事項として速やかに決定す

Cumaraswamy は、 あ る 特 定 の 訴 訟 に つ い て、 当 該

べき義務があったと判断したのである 22。さらに ICJ

訴訟はマレーシアにおける司法の腐敗の典型であ

は、この ICJ の勧告的意見は、特権免除条約 8 条 30 項

12

ICJ は続けて、マレーシアの裁判所が Cumaraswamy
の免除の問題を先決事項として判断しなかったこと
は、特権免除条約 6 条 22 項（b）に規定される免除の

るとする旨の発言を行った 。当該雑誌が公刊され

に基づいて要請されたものであり、したがって、関係

た後、この記事によって名誉を棄損されたとして、

当事者（本件では国連とマレーシア）によって最終的

Cumaraswamy に対し、合計四件の民事訴訟が提起さ

なものとして受諾されるものであり、したがって、マ

13

れた 。

レーシア政府は当該勧告的意見を同国の裁判所に通報

このような訴訟提起を受けて、国連とマレーシア政

する義務があると判断した 23。このように、ICJ はそ

府は協議を行ったが不調に終わり、1998 年 8 月 5 日、

の勧告的意見においてマレーシアの国内裁判所を明確

ICJ の勧告的意見を要請する経社理決定 1998/297 が採

に名指ししているのである。

14

択された 。
（3）Insas Bhd and Another v. Datoʼ Param
Cumaraswamy24 事件

（2）ICJ 勧告的意見
勧告的意見を要請する経社理決定 1998/297 は 1998

（2）で検討した勧告的意見を受けて Cumaraswamy

年 8 月 5 日に採択され、（1）Cumaraswamy に対する

は、自らに対し提起されたていた訴訟の一つ、Insas

国連特権免除条約 6 条 22 項の適用性に関する法律問

Bhd 社によって提起された訴訟につき、自らが裁判権

題、
（2）本件におけるマレーシアの法的義務、の二点

から免除されることを根拠に、マレーシア高等裁判所

15

について ICJ による回答を求めた 。

に当該訴えの却下を申し立てた。これに対しマレー

ICJ はまず、経社理決定が Cumaraswamy の訴訟免
除について、特権免除条約 8 条 30 項に規定される「紛
争」（difference）が発生したことを明確に述べてい

シア高等裁判所の Senior Assistant Registrar は、1999

るとし、同規定により、本件の勧告的意見が国連と

従うべきかどうかについての最終的で拘束力ある根

年 10 月 18 日、この申立を退けた。その理由は、特権
免除条約はマレーシア裁判所が ICJ の勧告的意見に
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拠にはならないというものである 25。Senior Assistant

一連の経緯も、最初に述べたような ICJ と国内司法手

Registrar はこのように述べる一方、争点、事実および
法についての決定は最終判決（final trial）によって決

続の交錯の一態様であると捉えられる。

定されるとした。この最終判決が本件である 26。

2000 年 7 月 7 日の判決において高等裁判所はまず、
ICJ の勧告的意見が出される以前に控訴裁判所が出し
た命令 27 に言及した。この命令は、ICJ の勧告的意見
が出されるまでの間、InsasBhd と Cumaraswamy の間

2. 2000 年 4 月 11 日の逮捕状事件 32
（1）経緯

2000 年 4 月 11 日、 ベ ル ギ ー の 予 審 判 事 33
Vandermeersch は、 同 国 の「 国 際 人 道 法 の 重 大 な 違

の名誉棄損に関する訴訟手続を停止するというもので

反に関する法律」34（以下、ベルギー人道法）に基づ

あった。高等裁判所は、当該命令に対して本件の両当

き、コンゴ民主共和国（以下、DRC）の現職の外相

事者である Insas Bhd も Cumaraswamy もこれを不服

Yerodia Ndombasi に対し逮捕状を発付した 35。当該逮
捕状は DRC および国際刑事警察機構（以下 Interpol）
に送付され、Interpol を通じて国際的に配布された 36。
DRC は、当該逮捕状の発付が、現職の外相の刑事手

として上訴しなかったことから、両当事者は勧告的意
見の結果を受け入れることに合意していたとした 28。
続けて高等裁判所は、クマラスワミ事件勧告的意見
が国連特権免除条約 6 条 30 項に基づき、国連とマレ

続からの絶対的不可侵および免除に関する国際慣習法

ーシアを拘束するということに言及した。高等裁判所

に違反したとし、当該逮捕状の撤回および取消（recall

は、この規定により、ICJ の裁定（ruling）を国連と
れるとされていることを強調し 29、「本件において勧

and cancel）を求め、2000 年 10 月 17 日ベルギーを相
手取り ICJ に訴訟を提起した 37。
なお、Yerodia は 2000 年 11 月の DRC の内閣改造に

告的意見に拘束力を与えなければならない」と述べ

より外相の任を解かれ、新たに教育相に任命され、さ

マレーシアの両当事者が決定的なものとして受け入

30

らに 2001 年 4 月の内閣改造によって教育相の任も解

一方で高等裁判所は、勧告的意見に拘束されること

かれた 38。

た 。
は認めているため、あくまでも「一意見として」とし
ながらではあるが、免除の問題を先決問題として扱わ

（2）ICJ 判決

なければならなかったとする ICJ の判断に対して、こ

2002 年 2 月 14 日 の 判 決 に お い て ICJ は、DRC

のような判断を ICJ が行うことは不適切であると批判

の 主 張 を 認 め、 ベ ル ギ ー に よ る 逮 捕 状 の 発 付 お よ

する。すなわち、結局 Cumaraswamy が訴訟手続から

び そ の 国 際 的 配 布 は、 そ れ だ け で も、 現 職 の 外

免除されることを ICJ が決定するのであれば、マレー

相が国際法上享有していた刑事管轄権からの免

シア国内裁判所が免除の問題を先決的に扱わなければ

除 と 不 可 侵 を 侵 害 し た と い う 点 に お い て、 コ ン ゴ

ならなかったと判断する目的が不明であると述べるの

に 対 す る ベ ル ギ ー の 義 務 違 反 に 当 た る と し 39、 当

である 31。

該 違 反 の 法 的 帰 結 と し て、 主 文 3 に お い て 次 の

以上のようなことから、マレーシア高等裁判所は、

よ う に 述 べ た。 す な わ ち、「 ベ ル ギ ー は、 自 己 が

結論として Cumaraswamy の主張を支持し、訴訟手続

選 択 す る 方 法 に よ り 逮 捕 状 を 取 り 消 し（cancel）、

からの免除を認めたのである。

かつそのことを関係当局に通報しなければならない。」
と判断したのである 40。

（4）まとめ

この事件は、外相が有する免除の性質および範囲の

以上概観してきたように、ICJ はその勧告的意見

問題や、（ICJ によっては判断されなかったが、）いわ

において、マレーシア国内裁判所の行為を問題とし、

ゆる普遍的管轄権の問題など、多様な問題を含むもの

Cumaraswamy は訴訟手続から免除されなければなら

であるが、本稿との関係では、当該逮捕状がベルギー

ないということを明確にした上で、マレーシア政府は

の予審判事により発付され、ICJ によってその取消が

この勧告的意見を同国の権限ある裁判所に通報する義

命じられたことが重要である。

務があり、さらにマレーシアの裁判所は、訴訟手続の

DRC は、外務大臣の訴訟手続からの免除を根拠と

免除の問題を先決問題として速やかに決定すべき義

して、当該逮捕状の違法性を主張し、その法的帰結と

務があったと判断したのである。これに対しマレー

して原状回復を求めていた。すなわち DRC は、違法

シア国内裁判所は、ICJ が国内裁判所の手続事項に対

に発付された逮捕状が存在している限り違法性は消

して直接影響する判断を下したことに不快感を表明

滅せず、したがって逮捕状が撤回および取消（recall

しながらも、ICJ の勧告的意見に拘束されるとして、

and cancel）されなければならないと主張したのであ
る 41。ベルギーはこれに対して、DRC が求めている

Cumaraswamy の免除を認めているのであり、これら
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のは、ICJ がその判決の履行方法を具体的に指示する

としながらも、当該逮捕状の取消を明確に命じたこ

ことであるが、判決をどのようにして実効的なものと

とは注目に値する。すなわち、実際に ICJ における訴

するかは当事国が決定することであり、この点につい

訟において当事国によって議論されていたように 50、

て ICJ は判断することはできないと主張していた 42。

ICJは、原状回復として、逮捕状の取消を命じるという、

ICJ は、このような両者の主張を踏まえたうえで、
逮捕状が違法であるという判決自体が精神的満足
43

ベルギー国内の（司法）手続に踏み込んだ判決を下し
ており、予審判事による逮捕状の発付から逮捕状の撤

（satisfaction）に当たるとしながら 、これに加えて、

回に至る一連の経緯は、ICJ と国内司法手続の交錯の

「Ndombasi がすでに外相を離任したという事実にもか

一例として捉えられよう。

かわらず、逮捕状は依然存在し、かつ違法なままであ
る。」とし、したがって、先に述べたように、ベルギ
ーが自ら選択する方法によって当該逮捕状を取り消さ
なければならないと判断したのである 44。
（3）ICJ 判決を受けたその後のベルギーの対応
上述のような ICJ 判決を受けて、ベルギーは当該逮
捕状を撤回した。しかしながら、この逮捕状がいかな
る手続に従って撤回されたかについての詳細は明らか
ではない。
報 道 に よ れ ば、2002 年 2 月 15 日 の 朝 に ブ リ ュ ッ
セル地方検察庁の検察官が逮捕状を発付した予審判
事と協議したのち、当該逮捕状が「撤回された（a

3. Avena その他のメキシコ国民事件
（1）Avena その他のメキシコ国民事件 51 判決

2003 年 1 月 9 日メキシコは、アメリカに在住し、逮
捕され、死刑を宣告されている 54 名のメキシコ国民
が領事関係条約 36 条に違反する取り扱いを受けたと
して、アメリカを相手取り ICJ に訴訟を提起した 52。
ICJ は、原告メキシコの主張を認め、アメリカによ
る領事関係条約 36 条の違反を認定したのであるが 53、
本稿との関係では義務違反の法的帰結に関する ICJ の
判断が重要である。ICJ はこの点に関する判断にあた
る主文 9 において、「本件における適切な賠償は、 メ

été levé）」とされている 45。1990 年 7 月 20 日の未決
拘留に関するベルギー法（Loi relative à la detention
preventive, 20 Juillet 1990） に は、 逮 捕 状 の 発 付 に
関する手続が定められている（Chapitre III, art. 1620bis.）ものの、予審判事によって発付された逮捕状
がどのように撤回 / 取消されるのかについての規定は

キシコ国民の有罪決定と刑の宣告の再審および再検討

ない 46。

許可することである」55（下線筆者）と述べる。この

逮捕状が撤回された後も訴訟手続は進行した

を、それ自身が選択する手段により 行う義務に存す
る。」54 と述べており、さらにその理由づけに部分にあ
たるパラグラフ 121 において、「本件の義務違反を回
復するための救済は、アメリカが、アメリカの裁判所
においてそれぞれの事例につき 再審および再検討を
ように、ICJ は主文において、アメリカが国家として、

が、2002 年 4 月 16 日、 ブ リ ュ ッ セ ル の 控 訴 院 弾 劾

問題となったメキシコ国民の事件につき再審および再

部（chambre des mises en accusation）47 は、 容 疑 者

検討を行わなければならないと判断しながら、その理

Yerodia がベルギー国内に不在のため、告訴は受理で

由づけ部分に当たるパラグラフ 121 で「アメリカの裁

48

きないと判断した 。この告訴不受理の判決に対し、

判所において」と、明確にアメリカ国内裁判所を名指

私訴当事者は破棄院に上告し、破棄院は 2002 年 11 月

ししている。このことから、ICJ は明らかにアメリカ

20 日の判決において、ブリュッセル控訴院弾劾部の
4 月 16 日判決を破棄し、事件を同裁判部に差し戻し

の国内裁判所による判決の履行を求めているのであ

49

た 。

る。
このような ICJ 判決の文言から、後にこの ICJ 判決
に基づいて救済を求める訴訟がアメリカ国内において

（4）まとめ

ICJ の判決は逮捕状に関するものであったため、ICJ

提起された。その代表的な例が、アメリカ最高裁の

Medellin v. Texas 事件である。

判決以後のベルギー国内裁判所の判決において ICJ に
よる判断が直接的な影響を与えたわけではない。また、

（2）Medellin v. Texas 事件判決

先に述べたように、逮捕状の発付は予審判事によって

Avena 事 件 の ICJ 判 決 を 受 け て、ICJ 判 決 に お い

なされたのであるが、この逮捕状がいかなる手続に従

て直接問題とされていたメキシコ国民の一人である

って撤回されたのかについての詳細は不明である。
しかしながら、ICJ が逮捕状事件判決において、ベ

Medellin は、Avena 事件 ICJ 判決および、Avena 事件
判決に従って Medellin の救済を行うことを命じる大

ルギーの予審判事が発付した逮捕状の違法性を認定す

統領命令に基づき、アメリカ最高裁に裁量上訴を求め

るにとどまらず、「ベルギーの選択する方法によって」

た 56。本稿との関係では、このうち、ICJ 判決に関す

グローバル化時代における
国際司法手続と国内司法手続の交錯

019

3

2010.3

る部分が重要である。

可能性（direct enforceability）をも妨げない。」と判

2008 年 3 月 25 日の判決において最高裁は、結論と
して、Avena 事件判決が直接に執行可能な連邦法では

断したのである 63。

ないと判断した。最高裁はその判決において、特に

国として義務を課しているが、これがアメリカ国内裁

ICJ 判決自体の自動執行性を問題とし、この問題を以
下の二点から検討した 57。第一に、ICJ 判決自体では

判所を直接拘束するものであるかについては、「国内

なく、領事関係条約の紛争の義務的解決に関する選択

これを否定したのである。

以上のように ICJ は、Avena 事件判決はアメリカに

法上許容されているならば…妨げない」という表現で

議定書、ICJ 判決の拘束力を規定する ICJ 規程 59 条お

一方で ICJ は、理由づけ部分の最後に、Avena 事件

よび ICJ 判決の履行義務を規定する国連憲章 94 条が

判決は拘束力を持ち続けており、アメリカはこれを履

自動執行性をもつかどうか 58、そして第二に、これら

行する義務を有することを確認し、メキシコによる解

の条約が ICJ 判決の自動執行性を規定しているかを問

釈要請を退けた 64。

59

題とし 、これらをいずれも否定したのである。
このようなアメリカ最高裁の判決は、明らかに ICJ
の Avena 事件判決によって判断されたことに矛盾し、

（4）まとめ
このように、Avena 事件判決において ICJ は、アメ

それゆえメキシコは、次に検討するように、Avena 事

リカ国内裁判所における Medellin の事件の再審およ

件判決の「解釈」という形でこの点を問題とし、ICJ

び再検討を命じる判決を下し、これを受けて Medellin

に判決の解釈を要請したのである。

はアメリカ最高裁に自らの救済を求めた。アメリカ最
高裁は Avena 事件判決によって義務付けられた判決の

（3）Avena 事件判決解釈要請事件判決

2008 年 6 月 5 日メキシコは、おもに先の Medellin 事
件判決によって、アメリカとの間に Avena 事件本案判
決の主文（9）の範囲および意義について根本的な紛
争が生じたとして、ICJ 規程 60 条に基づき本案判決の
60

再審および再検討を認めず、さらにこの最高裁判決は、

Avena 事件判決の解釈要請という形で ICJ において問
題とされ、ICJ は Avena 事件判決の自動執行性を否定
しつつも、アメリカに対し再度 Avena 事件判決の完全
な履行を求めたのである。これらの判決はそれぞれ多

解釈要請を行った 。

くの重要な問題をその中に内包するものであるが、本

2009 年 1 月 19 日 の 解 釈 要 請 判 決 に お い て ICJ は、
メキシコの主張は、ICJ 規程 60 条が求める Avena 事件

稿との関係では、アメリカ国内裁判所に直接再審およ

本案判決の「意義又は範囲」に関するものではないと

た米国国内裁判所の対応、さらにその国内裁判所の対

して、メキシコによる解釈要請を認めなかった。この

応を受けた ICJ の判断という一連の経緯が、ICJ と国

ような ICJ の判断自体の問題点は別途検討の余地があ

内司法手続の交錯を最もよく表すものであるという点

るが、本稿との関係では、ICJ が Avena 事件本案判決

を指摘するにとどめる。

び再検討を義務付ける ICJ 判決、この ICJ 判決を受け

の国内における履行について行った以下のような言及
が問題となる。

ICJ は、Avena 事件判決主文 9 によって課されたの
は結果の義務であるとし、これは合理的な期間内に

4. 小括
以上検討してきたように、上記 3 つの ICJ 判例は、

履行されなければならないと述べ、アメリカが、懸命

国内司法機関による国際法上の義務違反が問題となっ

の努力にもかかわらず、再審および再検討を与えるこ

ていることから、特に義務違反の法的帰結に関する判

とを怠ったならば、これはこの結果の義務を果たした

断において、ICJ が国内司法機関に対し何らかの行為

ことにはならないということを確認した 61。その上で

を命じているという共通の特徴が存在している。そし

ICJ は、上述の結論を導くために Avena 事件判決の射

て、このような特徴のゆえに、国内司法機関もこれら

程を検討する際、この判決は「アメリカの国内裁判所

の ICJ 判決または意見をどのように捉えるべきかとい

が主文 9 に直接効（direct effect）を与えることを要請

う問題に直面し、様々な対応を見せているのである。

されているとはどこにも規定または暗示していない」

このような ICJ の判断とそれを受けた国内司法機関の

とし、Avena 事件判決はアメリカに履行のための手段

対応は、本稿で検討する ICJ と国内司法機関の交錯を

62

を選択する余地を与えたと述べた 。そして、このよ

表すものであると言える。

うな履行のための手段として ICJ は、「国内憲法上必

さらに、もう一点これらの事例に共通しているこ

要と考えられた場合、合理的な期間内での適切な立法

とは、ICJ における事件がいずれも国内司法機関にお

を排除しない」とし、「Avena 判決は、国内法上許容

ける個人の問題 65 を扱うものであったことである。1

されているならば、問題となっている義務の直接執行

で検討したクマラスワミ事件は、Cumaraswamy 氏が
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マレーシア国内裁判所において免除を享有するかど

置を執ることを求め、ベルギー国内裁判所の最終判決

うかが問題となった事例であり、2 の逮捕状事件も

が出るまでの間、スイス国内裁判所における手続を停

Yerodia 氏がベルギー国内裁判所で免除を享有するか
どうかが問題となった事例である。そして、3 で検討
した Avena 事件も同様に、Avena や Medellin を含むメ

止することを確保するよう求めている 69。本稿脱稿時

キシコ国民が有する領事関係条約上の権利が、アメリ

様、ICJ が国内裁判所に対し何らかの行為を義務付け、

カ国内裁判所において認められなかったことが（こと

スイス国内裁判所との交錯が見られる可能性は否定で

も）問題とされていたのである。それゆえ、ICJ はそ

きない。

点ではこの訴訟は係属直後であり、今後の訴訟手続の
進展が着目されるが、上記のドイツ対イタリア事件同

れぞれの事件において「Cumaraswamy の訴訟手続か

このようなことから、ICJ と国内司法機関との交錯

「Medellin
らの免除」
「Yerodia に対する逮捕状の撤回」

は必ずしも個人またはその権利が問題となる場合に限

を含むメキシコ国民の裁判の再審および再検討」を命

って見られるものではないと考えられる。

じたのである。このようなことから、ICJ と国内司法

II で検討した一連の事例は、ICJ 判決（意見）の国

機関との交錯が見られるのは、ICJ おいて個人が問題

内裁判所に対する法的効果―この問題は ICJ 判決（意

となる場合であるとも考えられる。

見）の国内的効力および自動執行性の問題と言い換え

しかし、これらの事例が国内司法機関における個人

られよう―という重要な問題を提起する 70 ものである

の問題を扱っていたという事実は、これらの事例にお

が、本稿との関係では、ICJ の判決および意見の履行

いて国際法に違反するとされていた行為が国内司法機

を巡り ICJ と国内司法機関の交錯が見られた典型的な

関によるものであることも表している。この点との関

事例であるという点が重要である。このような交錯が

係で、2008 年に ICJ に提訴され、現在書面審理段階

見られたのは、ICJ がその判決または意見において国

にある、「国家の裁判権免除」事件（ドイツ対イタリ

内司法機関を名指ししたことに直接の原因を有するの

66

ア） が着目される。この事件は、イタリア国内裁判

であり、そして、このような判決または意見が ICJ に

所が、ドイツを被告として提起された訴訟においてド

よって下されるようになったのは、国際社会のグロー

イツの主権免除を認めなかったことが国際法に違反す

バル化が進展し、国際法秩序と国内法秩序が「接近

るとして、ドイツがイタリアを ICJ に提訴したもので

（approximation）」71 していることに起因するとも考え

ある。ドイツはその請求（Application）において、イ

られるのである。

タリアが、自らの選択する方法によって、ドイツの主
権免除を侵害する国内裁判所およびその他の司法機関

この点につき Shany は、グローバル化の影響により、
ICJ の手続が国内司法手続と関連する場面が増加した

のすべての決定を執行不能（unenforceable）とする

ことで、本稿で検討したような問題を含むさまざまな

ことを確保するためにすべての措置を取らなければな

問題が生じていることを問題視し、ICJ と国内裁判所

67

らないと主張する 。このように、この事件で問題と

との関係を調整する必要性を指摘する 72。

なっているのは国内司法機関の行為である。したがっ

また、元 ICJ 判事である Vereschchetin も、本稿で検

て、国際法違反に対する賠償についてのドイツの請求

討したいくつかの ICJ 判例に代表されるように、近年

は、国内裁判所（およびその他の司法機関）に向けら

ICJ が、理由づけのみならず主文においても、国内司

れており、ICJ 判決が仮にイタリアの違法行為を認定

法機関を含む国内の機関自体の義務についての判断を

した場合に、イタリアの国内司法機関と ICJ との交錯

している点を指摘し、このような事例の典型として先

が見られる可能性は否定できないと思われる。

に検討したクマラスワミ事件勧告的意見を挙げる。さ

また、2009 年 12 月 22 日のベルギーによるスイスに

らに Vereschchetin は、Avena 事件や逮捕状事件が国

対する訴訟提起も着目される。この事件は、ベルギー

内の刑事司法行政に関する問題であった点を、特徴的

の最高裁裁判所において、破産したベルギーの航空会

であると強調し、次のように述べる。すなわち、国内

社 Sabena 航空の株主間の訴訟が係争中に、当該裁判

の刑事司法行政は国家の権力や主権と密接にかかわる

所によって下されるであろう判決を、スイスの裁判所

ため、伝統的にその他の国内法秩序の分野に比べて外

が将来において承認・執行しないと決定したことが、

国法や国際法、そして外国判決や国際裁判所の判決に

1988 年の民事及び商事に関する裁判管轄並びに判決
の執行に関するルガノ条約に違反するとして ICJ に提

よる影響を受けていなかったが、近年国際刑事裁判所
などの設立に見られるように、このような分野につい

起されたものである 68。このように、ベルギーの訴え

ても国際法の規律が及ぶようになってきたと指摘する

はスイスの国内裁判所による行為を問題としており、

73

。そして、国際法による規律が刑事司法分野にも広

ベルギーはその請求の中で、スイスに対し、ベルギー

がりを見せる中で下された Avena 事件や逮捕状事件に

国内裁判所の判決が承認されるように適切な全ての措

おける命令および判決は、まさにこの国内刑事管轄権
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に影響を及ぼすものであったとする 74。Vereschchetin

の交錯は活発になってきており、これは国際社会のグ

は、ICJ が一方の国家の他方の国家に対する義務を確

ローバル化に伴うものであることが明らかとなった。

定しつつ、当該義務の国内における履行方法について

そしてこのような交錯からは、グローバル化に伴う

は国家に決定権を残すという伝統的な判決のスタイル

ICJ の変化も見出すことができる。

を維持しながら、国家が外国人に対して負う義務を明

すなわち、先に検討したように、ICJ は近年の事例

確に示し、これによりこれらの個人が国内刑事手続に

において国内司法機関に対し一定の行動を義務付ける

おいて有する権利を確定したと述べる 75。

ような判決または意見を下しているのであるが、この

以上のように Vereschchetin は、国際社会の変化に
内司法機関の交錯が見られることを指摘しているので

ような ICJ の態度は、国際社会のグローバル化に伴う
ICJ の変化を表していると考えられる。
Vereschchetin は、近年まで ICJ は、自然人や法人は

ある。

おろか、国内司法機関を含む国家機関に対して明確に

伴う国際法の規律範囲の拡大の影響により、ICJ と国

また、Higgins も、先に検討したクマラスワミ事件

宛てられた判決を下すことを控え、当該事件における

勧告的意見や、Avena 事件以前にこれと同様の問題が

国家の権利義務について述べるに止まってきたと指摘

係争した LaGrand 事件の仮保全措置命令について、こ

する。そしてこのような ICJ の傾向は、ICJ が国際法

れらの事例において ICJ は、国際義務の履行を確保す

と国内法の関係について二元論的考えに傾倒してきた

るために「国家」概念の「ヴェールをはがす」方向に

からであるとし、国内法平面において ICJ 判決がどの

舵を切ったのであり、これは ICJ にとって重要な出発

ように履行されるかは国家の裁量としてきたと述べ

点であるとし、さらに、国家は様々な国家機関によっ

る 78。したがって Vereschchetin によれば、従来 ICJ は、

て構成され、それぞれの機関は憲法上、独立して行動

国内司法機関に関する紛争を審理する際にも、国内司

することを求められるということを ICJ が明示したも

法機関の独立に干渉しないよう、また、国内司法機関

76

のであると評価する 。
このように Higgins は、近年の ICJ の判決および意
見において、ICJ が国家機関、特に国内司法機関の行

に対して優越的な管轄権を有すると主張することもな
いように慎重に判決を下してきたのである 79。

動について直接言及する傾向があることを指摘し、論

Vereschchetin は、近年 ICJ はその判決を、国家とし
ての資格の国家（States qua States）に限らず、その

稿の最後に、次のように述べて問題を提起している。

判決に従って行動することを要求される国家機関（行

すなわち、グローバリゼーションは国家以外の行動主

政および司法機関）に向けて（address）下しており、

体（actor）の出現を促進しており、「国家の一枚岩的

例えば LaGrand 事件や Avena 事件において ICJ が、領

な側面（monolithic face）の裏を見る（look behind）

事関係条約 36 条 1 項（b）の規定は個人に権利を付与

必要性」と「国家および国際裁判所の二元論的なシス

していると判断した 80 ことも、国家機関に対してその

テムという付随的な問題」とが、並行して生じている

判決を作用させようとしたものと捉えられると述べ

ということを十分に考慮するべきであると指摘するの

る 81。そして、このような ICJ の傾向は、国際義務の

である 77。

履行に関して増進しつつある国内のメカニズムの重要

これらの論者の主張からも、ICJ が国内司法機関に
対し直接宛てられた判決や意見を下し、それに伴って

性を ICJ が認識していることを意味すると指摘するの
である 82。

国内司法機関との交錯が現れるのは、国際社会のグロ

これに加え、上述の Higgins による指摘も、ICJ と

ーバル化とそれに伴う国内法秩序と国際法秩序の接近

国内司法機関との交錯の原因として、ICJ の姿勢の変

によるものであると考えられることがわかる。

化をも指摘するものであった。

以上のことから、III では、II で検討した交錯の態様

このような Vereschchetin や Higgins の指摘からも窺

を踏まえ、このような交錯から見出せる ICJ の変化が

えるように、先に検討した交錯の態様からは、近年

国際法上どのように捉えられるのかを検討する。

の国際社会のグローバル化に伴う ICJ の変化が見て取
れるのであるが、このような ICJ の変化は、これまで

ICJ が、PCIJ 時代も含め 83、本稿で検討した事例と同

Ⅲ . グローバル化時代における国際
司法裁判所の変化とその意義

様に個人の問題を扱うことはあっても、判決や意見に
おいて国内司法機関に対して直接何らかの行為を義務
付けることはなかったということからも裏付けられ

1. 交錯から見出せる ICJ の変化
上記 II の検討から、近年になり ICJ と国内司法機関
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る。

ICJ が個人の問題を扱った事例のうち、本案判決ま
たは勧告的意見が出されているのは、本稿で検討した

いくつかの事例および、本稿では詳細な検討を省略し

置づけられていることを示している。このことから

た Breard 事件、LaGrand 事件を除けば 84、庇護事件判
決と同判決の履行方法が問題となったアヤ・デ・ラ・

ICJ は、国連の機関と司法機関という二重の役割を有
するものである 89。そのため、ICJ の設立目的や役割

トーレ事件判決、および国連特権免除条約（1989 年）

を検討する際には、国連の機関としての役割と司法機

第 6 条 22 項の適用可能性事件（以下、マジィル事件）

関としての役割の両方を検討する必要があろう。

勧告的意見が挙げられよう 85。しかし、庇護事件およ

国連機関としての ICJ の役割は、国連憲章の起草過

びアヤ・デ・ラ・トーレ事件において ICJ はコロンビ

程で提示されたものであるが、主要な機関であること

86

アによる外交的庇護を違法と認定した ものの、当該

の意味や他の機関との関係については触れられなか

庇護の終了方法については、「司法機関としての権限

った 90。したがって、ICJ が国連の一機関であること

を越える」として判断しなかった 87。またマジィル事

から担うべき役割については、その後の ICJ の慣行に

件勧告的意見では、先に検討したクマラスワミ事件同

よりさまざまな場面で具体化されていったのである。

様、国連人権委員会の特別報告者の訴訟手続からの免

一例をあげれば、1999 年の武力行使の合法性事件仮

除が問題となったものの、ICJ は同規定が適用される

保全措置命令で ICJ 自身も、「国連憲章の目的と原則、

ことを認定するにとどまったのである 88。

国際の平和と安全の維持についての国連憲章と ICJ 規

このように、本稿で検討したいくつかの事例を除け
ば、ICJ がこれらの事例と同じように、自らの判決や
勧告的意見の中で国家機関に対して何らかの行動を義
務付けることはなかったと言えよう。その点において、

程の下での責任に留意する（mindful of）」と述べ、国
連の一機関としての自らの役割を自認している 91。
さらに、ICJ が司法機関としての役割を有すること
は、国連憲章 92 条に規定されている。92 条は ICJ が

本稿で検討したいくつかの事例は特徴的であり、先

国連の主要な「司法機関」であると規定する。この

に検討した ICJ と国内司法機関との交錯から、近年の

決や意見を下す傾向を見出すことができると考えられ

92 条は、国連憲章の中で ICJ が「司法機関」である
ことを明記する唯一の規定である。ICJ の前身である
PCIJ が創設されたのは、いわゆる world court を創設
しようという考え（idea）が初めて実現したものであ

る。それでは、このような ICJ の変化は国際法上どの

る 92 が、このような考えが実現したのは、国際社会に

ように評価されるべきものなのであろうか。以下では

おいて紛争を平和的に解決する必要性が強く認識され

ICJ の新たな傾向、すなわち国家の機関、特に国内司
法機関に対して直接何らかの行動を義務付ける形で判

この点を ICJ の設立目的およびこの問題に関する学説

ていたからであり、ICJ が国内司法機関のように法の

の検討を通じて明らかにすることを試みる。

支配の維持を保証する一般的な権限を与えられている
ことを意味するものではない 93 のである。このことは、

ここでは、ICJ の制度的特徴を一般的に規定する国

ICJ に期待される役割についてのサンフランシスコ会
議における意見からも明らかである。すなわち、ICJ
に期待されていた役割とは、
（1）国際的紛争の処理の
中心に司法手続を据えること、
（2）戦争で傷ついた戦

連憲章の条文および具体的に規定する ICJ 規程の条文

後の世界に、戦争の繰り返される野蛮な武力の支配の

をもとに、ICJ の設立目的を検討する。

代わりに秩序だった司法手続を置く可能性を提供する

2. ICJ の設立目的と制度的特徴
（1）国連憲章および ICJ 規程

ICJ 規程 1 条は、「国際連合の主要な司法機関として
国際連合憲章によって設置される国際司法裁判所は、

ということ、だったのである 94。
以上のように、ICJ は、あくまでも国際紛争、特に

この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行

国家間紛争の平和的解決のために設立された機関であ

する」と規定しているが、ICJ 規程が主に ICJ の運営

ると言える。そして、少なくとも ICJ の設立目的の観

上のルールを定めるものであることからも、より一般

点からは、先に検討した一連の事例に代表されるよう

的に ICJ がどのような役割を与えられているのかにつ

な ICJ と国内司法機関との交錯およびそこから見出せ

いては、国連憲章の規定を検討する必要がある。以下、

る ICJ の姿勢が、設立当初 ICJ の機能として想定され

国連憲章の条文から ICJ に与えられた役割を考察する

ていたとは言い難く、したがって ICJ がその設立目的

こととしたい。

を離れ、国内司法機関を名指しするような判決を下す

国連憲章 7 条は、ICJ が国連の主要機関であること
を規定する。この規定は、国連憲章の中で ICJ に関す

方向にその姿勢を変化させてきているとも捉えられ
る。

る言及が他にも 33 条や 36 条でなされていることと併
せて、ICJ が単に紛争の平和的解決の一手段としての
枠内ではなく、包括的な安全保障システムの枠内に位

（2）ICJ の争訟手続と勧告的手続
（1）で検討したように、先に検討した ICJ 判例およ
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び国内判例に見られる ICJ と国内司法機関との交錯か

の争訟手続のような手続的な平等性は欠けていると言

ら見出せる ICJ の変化は、ICJ の設立当初は想定され

える。さらには、争訟手続における判決の場合、国連

ていなかったと考えられる。この点、（1）で行った

憲章 94 条 2 項に基づき当該判決の執行を安保理に訴

ICJ の設立目的の検討に加え、先に触れたように、ク

えることができるが、拘束力ある勧告的意見の場合に

マラスワミ事件に関してはこれが勧告的意見であった

はこのようなことはできないのである。

ことに注意が必要である。この勧告的意見は、特権免

Brower と Bekker はこの特権免除条約 6 条 30 項に基

除条約 6 条 30 項に基づき、紛争の当事者である国連

づいて要請された勧告的意見は、次の三つの側面を有

とマレーシアを拘束するため、紛争当事者に対する拘

すると指摘する。すなわち、①国連と締約国間の特権

束力という点においては他の二つの事例と同様である

免除条約上の争いが生じた場合における紛争解決機

が、争訟手続における ICJ の機能と勧告的手続におけ

能、②国連事務総長の特権免除条約上の行為に関する

る ICJ の機能は分けて考えられなければならない。以

審査手続、③通常の勧告的手続の機能として、意見要

下この点について検討する。

請機関および条約締約国に対する指針の提供、の三つ

ICJ の勧告的意見制度については、国連憲章 96 条お
よび ICJ 規程 65 条に規定されている。これらの規定に
よれば、ICJ は、総会又は安全保障理事会からの要請

である 100。上述のように、クマラスワミ事件勧告的
意見においても ICJ は自らの役割について、「特定の

については、いかなる法律問題についても勧告的意見

見に対して拘束力を与えることと、ICJ の任務の勧告

を与えることができ、その他の国連機関や専門機関か

的性質（advisory nature of the Court’s task）とは区別

らの要請については、その活動の範囲内の法律問題に

される」101 として、自らの役割は通常の勧告的意見

ついて意見を与えることができる。このような条文の

の場合と変わらないと述べているが、実際に ICJ が果

規定からは ICJ の勧告的手続に特有の機能は明確にな

たしていた役割は Brower や Bekker が指摘するような

らないが、ICJ は国連の一機関としてあるために、勧

複合的なものであったと言えよう。

紛争の当事者がその相互関係において ICJ の勧告的意

告的手続において意見要請機関である国連の機関又は

このような複合的な性質は、先に検討した ICJ と国

専門機関の行動の指針となるような法的な助言を与え

内司法機関との交錯から見出せる ICJ の変化をどのよ

るという特有の機能を有するとされている 95。

うに捉えるかという問題について何らかの影響を与え

先述のクマラスワミ事件勧告的意見においても ICJ

るものだろうか。この点、勧告的意見を受けたマレー

は、特権免除条約 6 条 30 項の規定は、国連憲章と ICJ

シア国内裁判所の対応も、クマラスワミ事件におけ

規程の文言に基づき、要請された諮問に応えるという

る ICJ の複合的な役割を特に意識したものではなかっ

ICJ の機能の勧告的性質を変化させるものではないと

たと考えられることや、先に触れたように、これまで

述べ、通常の勧告的意見の場合と同様に、管轄権の有

ICJ や PCIJ は、勧告的手続においても、国内司法機関

無や意見要請の適切性（受理可能性）があるかどうか

に対し何らかの行動を義務付けるような意見を与えた

を問題としている 96。

ことはなかったことから、クマラスワミ事件において

しかしながら、この事件における勧告的意見の要請

見られる ICJ の変化という問題に関しては 102、これを

は Cumaraswamy の裁判手続からの免除の可否を巡る

本稿で検討した他の二つの事例と厳密に区別する必要

国連とマレーシアの間の紛争を、勧告的意見を利用し

性はないように思える。

て解決するためのものであり、それゆえ ICJ の勧告的
意見は特権免除条約 30 項に基づき当事者を拘束する
のである。したがってその意味では、クマラスワミ事
件勧告的意見は少なくとも通常の勧告的意見と同視す
ることは適当ではないように思える。

3. 学説における評価
次に、先に明らかにした ICJ の変化が学説上どのよ
うに評価されているかを検討する。この点に関する学

また、これを通常の判決の場合と同様に捉えること

説は、評価を肯定する立場と否定する立場がある。肯

も適当ではない。すなわち、拘束力ある勧告的意見は、

定する立場が主に人権保障の観点から先に検討したよ

ICJ が出した勧告的意見に外在的に拘束力を付与する

うな ICJ の変化を肯定的に評価するのに対し、否定派

97

ものであるため 、例えば判決のように既判力が生じ
98

るということはない 。また国連と締約国の間の紛争

の立場は ICJ による積極的な人権保障を否定的に捉え
るのである。

であるにもかかわらず、国連憲章 96 条からも明らか
なように、締約国の側が意見要請を行うことができず、

（1）変化を肯定的に評価するもの

したがってどのような形で意見を要請するかも要請権

Mennecke は、主に LaGrand 事件を素材としてこの

者である国連機関の側のみが決定できる 99 ため、通常

点を主張する。すなわち Mennecke は、この事件にお

024

いてドイツがその国民である LaGrand 兄弟の領事関

権保障につながるものであったとして肯定的に評価す

係条約上の権利をアメリカが侵害したことをも問題

るのである 114。

としていたことを強調し 103、これに対して ICJ が、領

以上検討したように、本稿で検討したいくつかの事

事関係条約 36 条 1 項（b）が個人の権利を規定して

例において ICJ が下した判決または勧告的意見は、人

104

。さらに Mennecke

権の保障につながるものであるとも主張される。ただ

は、ICJ がアメリカに対し「再審および再検討」を命

し、これらの主張は必ずしも「ICJ が国内司法機関に

じたことについても、不十分な点もあると指摘しなが

一定の行動を命じたこと」自体を捉えてそのように述

ら、再発防止の保障という将来に向けての判断として

べているものに限られず、これらの事例の背景にある

一定程度評価できる旨を述べる 105。そして Mennecke

人権の問題を重視し、ICJ の判断がこれらの人権問題

は、この事件において ICJ が人権裁判所に係争しうる

に対して一定の影響を与えたことを捉えて ICJ の判決

いると判断したことを評価する

事項
る

107

106

について判断したことは着目に値すると述べ

。すなわち、この事件における ICJ の判断は、こ

全体を人権保障に寄与したものとして評価するものも
あることに留意する必要があろう。

の事件で問題となった領事関係条約および国際法自体

確かに、先の ICJ 判例はいずれも個人の問題を扱っ

の「人間化（humanization）」に大きく貢献したので

た事例であり、また、実際に ICJ が国内司法機関に対

あり、それによって国際法秩序が法規範の最終的かつ

し一定の行動を義務付ける判決を下したことで、これ

究極の受範者である人間（human being）に帰還して

らの事件において問題となった個人の権利が実効的に

108

。

救済されると考えることも可能であろう。また、これ

また、Bedi は、この勧告的意見において ICJ が国内

らの事例における ICJ の判断は、国際人権法の発展に

行くのであると主張する

司法機関の行為について直接決定したことを捉え、こ

一定程度寄与したことも確かであり、その意味では、

のようなことは、国際法における国家主権原則の機能

これらの事例から見られる ICJ の変化も人権保障の観

を革新的に調整し、これにより国際法は主権国家の機

点から肯定的に評価することもできるかもしれない。

関の行為について直接決定することができると述べ、

しかし、先に述べたように（III. 小括）、ICJ が国内

「これは国連の目的―その一つは人権の促進と保障で

司法機関に対し一定の行動を命じたことは必ずしもこ

ある―を達成することにつながる」として、ICJ によ

の点にのみ起因するものではなく、グローバル化に伴

る判断を人権保障の観点から評価するのである

109

。

って国際法秩序と国内法秩序の境界があいまいになっ

また、逮捕状事件について Bedi は、普遍的管轄権

てきたことにその主たる要因を有するものであると考

と外務大臣の免除という対立があったと指摘しなが

えられる。さらには、以下で検討するように、ICJ が

ら、この事件における ICJ の判断は、国家主権と人権、

その機能として人権保障という役割を積極的に果たす

国家の尊厳と人間の尊厳、司法消極主義と積極主義、

ことについては、その設立目的や制度的特徴の観点か

保守主義とリベラリズムといった対立する価値のバ

ら、これを無条件に肯定することはできないように思

ランスをとったものであったと評価する 110。そして、

える。したがって以下、ICJ による人権保障に対して

このようなバランスこそが国際法文化や人間の尊厳を

批判的な主張を検討することとする。

発展させるものであると述べ

111

、ベルギーの司法機

関による判決の履行は、きわめてバランスのとれたこ
のような判決を明確に承認、尊重するものであると述
べる

112

。

（2）変化を否定的に評価するもの
（1）で検討したような、ICJ による人権保障の観点
から変化を積極的に肯定する立場に対しては、ICJ に

さらに Bedi は、領事関係条約違反に関する Avena

よる積極的な人権保障を批判し、ICJ の変化を否定的

事件、LaGrand 事件について、特に領事関係条約 36

に捉える考えもある。このような考えは、先に 1. で

条が個人の権利を規定しているという ICJ による解釈

検討したICJの設立目的の観点から問題視するものや、

を捉え、国際法における個人の地位に関する「客体」
（object）「受益者」（beneficiary）といった考えを否定
したとして肯定的に捉える。そして、これらの事件の
意義は、アメリカの条約違反が認定されたことではな

（1）で検討したような、ICJ の変化を肯定的に捉える
論者の「人権」を重視する考え方に対し批判的な意見
を述べるものである。
前者の代表的な論者は小田滋元 ICJ 判事であろう。

く、アメリカがドイツおよびメキシコ国民である私人

小田元判事は、本稿で検討した逮捕状事件や、Avena

の権利を侵害したということを ICJ が認定したことで

事 件（ お よ び Breard 事 件、LaGrand 事 件 ） を 捉 え、

あると述べる 113。Bedi はさらに、領事関係条約およ

義務的管轄権の受諾を利用してこのような紛争を ICJ

び国際法の「人間化」を主張する上述の Mennecke の

に付託する近年の傾向について「条文の解釈で相手国

主張を引用し、これらの事件における ICJ の判決は人

をいわば刑の仕置きの場にひきだそうとする空気」で
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あり、このような訴訟を解決することは「本来の ICJ

近年になり ICJ が人権の問題を扱うことが増えてきた

設立の趣旨」ではないと指摘するのである 115。

が、それでも ICJ は人権を一律に優先させることはし

このような主張は、主に先に検討した ICJ の設立目

ていないと指摘し、本稿で検討したいくつかの ICJ 判

的の観点からのものであるが、近年 ICJ に係属した逮

例についても、これらの事例において見られる ICJ の

捕状事件や Breard 事件、LaGrand 事件、Avena 事件と

判断は、ICJ が人権保障に取り組んだものと評価する

いう死刑に関する事件について、ICJ がこのような事

ことはできないと述べる 123。
二つ目は、ICJ の管轄権は合意に基づくものであり、

件の審理を行うこと自体に否定的な考えに基づくもの
であり、必ずしも近年 ICJ が国家機関に対して直接何

一般的な強制的管轄権が存在しないということであ

らかの行動を義務付けるような判決や意見を下す傾

る。ICJ 規程 36 条は、両国の合意による付託と一方当

向にあること自体に対する批判ではない。したがっ

事国による提訴の二つの方式を規定しており、一方的

て、そのような観点からは、クマラスワミ事件にお

提訴の場合も、当該提訴が条約の裁判条項に基づく場

ける ICJ の判断は否定的に捉えられるものではないよ

合と 36 条 2 項に規定される選択条項受諾宣言に基づ

うにも思える。しかし、クマラスワミ事件勧告的意見

く場合がある。一般的な強制的管轄権の成立のために

についても、小田判事はその個別意見において、国家

は、ICJ 規程のすべての当事国が強制的管轄権を受諾

機関（司法機関）がクマラスワミの免除を確保しなか

することが必要であると言えるが、Crook は、現在選

ったことについて責任を有するのは、国家としてのマ

択条項を受諾している国は規程当事国の三分の一程度

レーシアであり、マレーシアの行政府が事務総長の見

124

解をマレーシアの国内裁判所に対して伝えなかったと

くの場合留保が付されている点を指摘し 125、ICJ によ

いう問題は本件とは関係ないとしている

116

。さらに、

であり、さらにこれらの国が行っている宣言にも多

る人権保障には限界があるとするのである 126。

とは望ましいことであろうが、これがマレーシア政府

Crook の指摘する三つ目の問題は訴訟手続上の問
題 で あ る。Crook は ICJ の 訴 訟 進 行 に 時 間 が か か り
（slow）、手続が複雑（cumbersome）で、費用が高い
（expensive）ことを指摘する。特に、管轄権や受理可

の義務であるとは考えられず、この点についての判断

能性についての争いや仮保全措置の要請などが存在す

マレーシア政府がクマラスワミ事件勧告的意見を裁判
所に伝える義務があるとした ICJ の判断についても、

ICJ の判断がマレーシアの国内裁判所に伝えられるこ

は無用であったと批判する

117

。このようなことから小

る場合、これらの特徴は顕著になる 127。

田判事は、本件におけるマレーシアの法的義務に関す

さらに Crook は、四つ目の問題として裁判官構成が

る ICJ の判断は、「国連人権委員会の特別報告者であ

人権問題を扱うのに適していないと指摘する。Crook

るクマラスワミ氏は条約 6 条 22 項のもとで与えられ

が指摘するのは、まず英米仏ロ（ソ連）中の五大国出

る免除を享有するということを確保する法的義務があ

身の裁判官が必ず含まれるということである。それに

る」というもので十分であったと述べる

118

。

加え、ICJ の裁判官はほとんどが外交関係、特に国連

このような小田元判事の主張からは、ICJ の設立趣

関係の経験を重視され、それぞれの出身国の外務省の

旨は「国家間紛争の平和的解決」であるという観点、

法律顧問、外務大臣、国連常駐代表などの経歴を有す

それから国際法上の義務の名宛人はあくまでも国家で

る者であり、人権問題についての業績が著名である裁

あるとする伝統的な ICJ 観、国際法観が見て取れる。

判官は少数であると述べる 128。

それゆえ、本稿で検討したような ICJ と国内司法機関

Crook は、これらの ICJ の制度的特徴によって、ICJ

の交錯から見出せる ICJ の変化についても、これを否

による人権法の発展と適用の役割は制限されると述べ

定的に捉えるのである。

ながらも、最終的には、訴訟を通じた請求の精査が、

る

そして、後者の主張は Crook によってなされてい

より受け入れられる実効的な人権法体系の作成に寄与

119

するだろうと述べている 129。

。Crook は、先に（2）で検討した ICJ による人

権保障を積極的に肯定する考えに対し、以下の四点か

以上のように、ICJ による人権保障に対し消極的な
見解を示す論者はいずれも、ICJ の設立趣旨や制度的

らこれを強く否定する。
一 つ 目 は ICJ の 任 務（mandate） で あ る。Crook は

特徴の観点からこのような主張をおこなっている。小

まず、ICJ において国のみが当事者となり、個人は

田元判事は ICJ の設立当初の設立目的の観点から主張

ICJ における当事者となれない

120

ことや、法律問題に

を行い、Crook はこのような設立目的が反映されてい

ついて勧告的意見を与えることができるということな

る現在の ICJ の制度的特徴を根拠に主張しているので

ど、ICJ の制度的特徴を確認した上で、ICJ がこれま

ある。したがってこの立場によれば、ICJ が国内の機

で人権法の発展に多大な貢献をしたケースも存在す

関に対して何らかの行動を義務付けるような判決や意

る 121 が、それはわずかであると述べる 122。Crook は、

見、命令を出し、それによって人権の保障や国際人権
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法の発展に積極的に寄与することができるという主張

れるような判決を下すことはやはり問題であるとも考

は受け入れ難く、それゆえ、これを根拠として ICJ の

えられる。しかし、ICJ 自身も国際社会の中で活動す

変化を肯定的に評価する立場についても、疑問を呈す

るものであり、国際社会や国際法秩序が日々変化する

るのである。

中で、いつまでも旧態依然の ICJ であることにも問題

4. 小括

ICJ と国内司法機関の交錯は、グローバル化した現代
の国際社会において ICJ が果たすべき役割はどのよう

がないわけではないとも思われる。本稿で検討した

以上のように、ICJ が近年見せている変化―すなわ
ち国家機関、特に国内司法機関に対して、何らかの行
動を義務付けるような判決を下すこと―については、

なものかという壮大な問題の一側面として位置づけら
れるものである。
最後に、本稿との関係で重要と思われる点について

これを国際法上どのように評価するかに関して賛否両

付言しておく。これは、本稿で検討した ICJ と国内司

論様々な意見がある。肯定派の論者が主張する人権保

法機関の交錯および、そこから見出せる ICJ の変化は、

障に関しては、ICJ の変化が結果として人権保障につ

上記の Vereschchetin や Higgins の指摘にもあったよう

ながる可能性はあると言えるものの、これを否定する

に、ICJ 判決または意見（または命令）の履行の問題

論者が述べるように、ICJ の設立目的などの観点から

に大きく関連するという点である。すなわち、これら

は必ずしも首肯しがたい部分があることは否めない。

の論者が指摘するように、国内司法機関に対し直接向

このことは、欧州人権裁判所などのいわゆる人権裁判

けられるような判断は、ICJ が、その判決などの確実

所が、当該裁判所の設立根拠である人権条約の履行確

な履行を求めるために、あえて行ったものであるとも

保を通じ、当該地域における人権保障をその主要な目

考えられるのである。

的として設立された 130 ことから考えても明らかであ

例えば、アヤ・デ・ラ・トーレ事件はコロンビアに

る。しかし一方で、国際社会のグローバル化に伴い国

よる外交的庇護が問題となったものであるが、ICJ は

際法の規律事項も広がってくる中で、近年見られる

このような外交的庇護は国際法上認められず、終了し

ICJ の変化は、設立当初の目的を反映した制度の枠内

なければならないと判断した。しかし ICJ は、先に述

で、ICJ がその役割を若干変化させていることの兆候

べたように、庇護の終了方法について具体的に判断す

であるとも考えられ、このような傾向は ICJ が現代国

ることは司法的任務の限界を越えるとして、この点に

際社会の変化に順応しつつあるものとして肯定するこ

ついての判断を行わなかった。このような ICJ の判断

とも可能であろう。したがって、近年見られる ICJ の

は、本稿で検討した本稿で先に検討したいくつかの

変化が有する意義については、先に触れた現在係争中
それらの実行の様々な観点からの検討を通じて、より

ICJ 判例との対比において興味深い 131。
また、Avena 事件とほぼ事実を同じくする LaGrand
事件において ICJ は、Avena 事件同様、領事関係条約

明らかにされるべきものであろう。

違反の取り扱いを受けた被告人の有罪判決および刑の

の事件などを含む、さらなる ICJ の実行の蓄積および、

宣告について再審および再検討することを命じている
のであるが、Avena 事件においては「アメリカの裁判

Ⅳ . おわりに

所において」という文言が追加されている 132。このよ
うな文言が ICJ によって挿入された背景には、Breard

以上本稿の検討から明らかなように、ICJ は近年国

事件、LaGrand 事件に引き続いてこの Avena 事件が

内司法機関に対して直接向けられる形で判決や意見を

ICJ に係争したため、アメリカによって係属して繰り

下しており、これらの判決や意見を受けて、各国の

返される領事関係条約の違反にクギを刺す意味もあっ

国内司法機関は様々な対応を行っている。このよう

たものと思われる。Higgins は、ICJ 判事時代に執筆

な ICJ と国内司法機関の交錯からは、国際社会のグロ

した上述の論稿において、LaGrand 事件仮保全措置命

ーバル化に伴う ICJ の変化を見出すことができる。そ

令について次のように述べている。すなわち、ICJ は、

して、このような ICJ の変化は、ICJ の設立目的の検
討によってより明確に浮かび上がり、学説においても

Breard 事件、LaGrand 事件の両者において、問題とさ
れた個人が ICJ の仮保全措置命令にも関わらず死刑を

様々な捉えられ方をしているのである。この点、先に

執行されたことに鑑みて、「国家」ではなく「国家」

検討したように、ICJ の設立目的は本来国家間の紛争

を構成する関連要素（relevant elements comprising the

の平和的解決であり、これに付随して人権などの問題

State ）に直接向けられるような新たな文言を使用す
ることを決定したと Higgins は述べている 133。このよ
うな Higgins の言述からも、ICJ が国内における判決

について判断することはともかく、そのような目的を
逸脱するような形で、国内法秩序に対して直接向けら

グローバル化時代における
国際司法手続と国内司法手続の交錯
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の履行を意識してこのような文言を挿入したことがう
かがえる

134

。

したがって、本稿で検討した ICJ と国内司法機関と
の交錯およびこの交錯から見出せる ICJ の変化という
問題については、本稿で検討した人権保障という観点
に加え、ICJ が判決または意見の履行を意識して、先

ruling）制度をこのような交錯の典型として論じており（Ibid.
、これらの相互関係は、EU 法や欧州人権条約
pp. 29, 33-34.）
の維持や発展、履行確保にさまざまな形で貢献しているといわ
れる（A. M. Slaughter, A New World Order,（2004）
, pp. 79-85;

G. Ress, The Effects of Judgments and Decisions in Domestic
Law , in R. St. J. Macdonald et al.（eds.）, The European System
。 ま た、
for the Protection of Human Rights,（1993）, p. 801.）

に検討したような判決や意見を下したという観点から

Shany は、WTO の国際刑事裁判所や、紛争処理パネル裁定、

の検討も重要であると思われる。この点についての検

さらには国際貿易紛争処理センターなどについてもこれらと国

討は今後の課題としたい。

内裁判所の交錯を問題としている（Shany, supra note 4, pp. 34-

以上の検討から、本稿で検討した国際的司法手続と

。本稿においては、これら一つ一つについて
36, 56-60, 63-77.）

国内司法手続の交錯は、様々な要因が複合的に絡み合

の詳述を行うことは控えるが、これらの国際裁判所（紛争処理

って、近年顕著になってきたものであり、その要因の

機関）と国内裁判所との交錯も、それぞれの国際裁判所（紛争

中にはグローバル化時代における国際社会および ICJ
の変化という問題があることが一定程度明らかになっ
たと思われる。そして、このような ICJ の変化も、観
点の違いにより様々に評価されうる問題であり、今後

処理機関）の設立目的や機能などの固有の事情を十分に考慮
した上で慎重な検討がなされるべきであろう。なお、さまざま
な国際裁判所と国内裁判所との関係についての包括的な研究
としては、Shany の他、T. Franck, G. Fox,（eds.）
, International
など参照。また、ICJ
Law Decisions in National Courts,（1996）

の国際社会のさらなる発展や ICJ の判例の展開などを

を含む国際裁判所とアメリカ国内裁判所との関係に関する包

注視しながら、より一層の検討がなされるべきである

括 的 研 究 と し て、R. P. Alford, Federal Courts, International

と言えよう。

Tribunals, and the Continuum of Deference , Virginia Journal
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6 Avena and other Mexican Nationals, Judgiment, I.C.J. Reports
2004, p. 12.［Hereinafter, Avena case.］.
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8 Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004

リゼーションの一側面にとどまるという点には注意が必要であ

in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals

る。McGrew は、グローバリゼーションの特長として、①社会、

（ Mexico v. United States of America）
,［hereinafter, Avena

政治、経済的活動が、政治的境界を越えて広がり、世界の一地

Interpretation case.］, Judgment, 19 January 2009.

域における活動が地球上の離れた地域における人や社会に影響

9 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special

を与えるようになる、②経済から環境まで、ほとんどすべての

Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory

社会現象について相互のつながり（interconnectedness）が増

Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62.［Hereinafter, Cumaraswamy

大する、③グローバルな相互作用（interaction）および運輸や

Opinion］.

通信に関する世界的システムなどの出現のペースが加速するこ

10 UNHCR Res. 1994/41, Mar. 4, 1994.

とによって、アイディア、ニュース、物、情報、株、そして技

11 その後この人権委員会の決定は経社理によって承認された。

術が世界中をめぐるスピードが加速するという三点を挙げてい

ECOSOC Decision 1994/21, July 22, 1994.

る。McGrew はこのようなグローバリゼーションの影響の一側

12 International Commercial Litigation, November, 1995.

面として、政治過程は Local-Global、Domestic-Foreign の境界

13 これら四件の訴訟のうち、本件勧告的意見要請のいわば引き

をぼやけさせるとし、国内の問題は国際化されてゆき、世界の

金 となった Mbf Capital Bhd 社 の 訴 えは 1996 年 12 月 12 日に

事象は国内化されていくと指摘する。
A. McGrew, Globalization

提起され、クアラルンプール高等裁判所は 1997 年 6 月 28 日に

and global politics , in J. Baylis, S. Smith（ eds. ）, The

クマラスワミの免除を否定する判決を下し（Mbf Capital Bhd

Globalization of World Politics: An introduction to international

and Another v. Dato Param Cumaraswamy, International Law

relations,（3rd. ed, 2005）, pp. 22-23.

、その後控訴裁判所（1997
Reports, vol. 121,（2002）, p. 367.）

（信山社、2004 年）55 頁。
2 尾崎久仁子『国際人権・刑事法概論』

年 10 月 20 日）
（Ibid., p. 382.）
、連邦裁判所（1998 年 2 月 19 日）

3 A. D. Vecchio, Globalization and its effect on International
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Shany は、本稿で検討する ICJ と国内裁判所の交錯の他に、欧

15 この経社理の決定は、国連事務総長の覚書（E/1998/94）によ

州人権条約当事国の国内裁判所による欧州人権裁判所判決の

る要請を受けて採択されたものであるが、事務総長が勧告的意

積 極的な受 容 や、欧 州司法 裁 判所の先 決 裁 定（preliminary

見を求めるよう要請した内容と、この経社理決定によって実際
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に ICJ に付託された内容は「まったく異なる」
（Ibid., p. 81.）も

二つを挙げて、勧告的意見に拘束されると判断しているのであ

のであった。この点も ICJ において問題とされたが、ICJ は諮問

るが、マレーシア自身が拘束されることと、本件訴訟の当事者

の内容を決定するのは経社理であるとして、経社理決定によっ

が同意していたこととが、ICJ の勧告的意見に高等裁判所が拘

て諮問された法律問題についての意見を出した。Ibid., pp. 79-

束されることの説明として十分に論理的であるかについては若

81.

干の疑問が残る。

30 なお、高等裁判所はこのような判断に引き続いて、訴訟費用に

16 Ibid., pp. 75-77.
「事務総長覚書の第 1 項から第
17 経社理による意見要請決定は、

15 項に示した事情を考慮して…」Cumaraswamy の免除の可否
とマレーシアの法的義務について回答するよう求めたものであ
った。そのため ICJ は、事務総長による「任務の遂行中」の判
断が正しかったのかどうかを検討したのである（Ibid., p. 84.）
。
この点、Koroma 判事の反対意見にあるように、国連特権免除
条約という条約の解釈について、事務総長による解釈に依存す

ついての判断を行っているが、この点については、クマラスワ
ミの主張を退け、両者が自己の費用について負担するよう命じた。

31 Insas Bhd and Another v. Dato Param Cumaraswamy, supra
note 23, pp. 470-471
32 Arrest Warrant of 11 April 2001, Judgement, I.C.J. Reports 2002,
p. 3［Hereinafter, Arrest Warrant case.］.
33 ベルギーの刑事手続では、予審の制度を採用している。予審判

るということは、ICJ の司法機関としての地位に鑑みて問題であ

事（juge d instruction）は、王国 検 察 官（procureur du Roi）

るとも考えられる。Dissenting Opinion of Judge Koroma, ibid.,

および、被害者たる私人の請求により予審を開始し（Code
、 犯 罪
d Instruction Criminelle, Art. 61 quinquies, para. 1.）

pp. 115-116.
18 Ibid., p. 86.

の実行者についての捜査や証拠の収集などを行う（Code d

19 Ibid., pp. 86-87.

。ベルギーの刑事手
Instruction Criminelle, Art. 55, para. 1.）

20 Ibid., pp. 87-88.

続 全 般 に つ い て は、M. Delmas-Marty, J. R. Spencer（eds.）,

21 Ibid., pp. 88.

European Criminal Procedures,（2002）, pp. 81-141 参照。
34 ベルギーの「国際人道法の重大な違反の処罰に関する法律」7

22 Ibid., p. 90.
23 Ibid.

条では、国際人道法の重大な違反について、犯罪が行われた場

24 Insas Bhd and Another v. Dato Param Cumaraswamy, Malysia,

所、容疑者の国籍、被害者の国籍にかかわらず、さらに容疑者

High Court, 7 July 2000, International Law Reports, vol. 121,

がベルギー国内に所在するか否かを問わず、ベルギー裁判所が

（2002）
, p. 463.

管轄権を行使し、容疑者を裁判することができるとされている。

25 当該決定は非公開となっているが、概要については、C. N.

35 Yerodia は、コンゴ内戦中の 1998 年 8 月に DRC 国内で行ったと

Understanding Binding Advisory

される人種的憎悪を煽る内容の演説が、
（a）1949 年ジュネーブ

Brower, P. H. F. Bekker,

Opinion of the ICJ , in Liber Amicrum Judge Shigeru Oda, vol.

条約およびその追加議定書の重大な違反、
（b）人道に対する罪、

1,（2002）, p. 363 に記述がある。また、http://news.bbc.co.uk/2/

に当たるとされ、1998 年 11 月にブリュッセル第一審裁判所の予

hi/asia-pacific/478224.stm にも記載がある。
26 本件の当事者である Insas Bhd 社および Megapolitan Nominees

審判事に付託された。Memorial of DRC, pp. 10-11.

36 Arrest Warrant case, supra note 32, pp. 9-10.

Sdn Bhd 社による、名誉を棄損されたという訴え自体は、1997

37 Ibid., p. 10.

年 11 月 21 日にクアラルンプール高等裁判所に提起されていたの

38 Ibid., p. 11.

であるが、ここで検討している高等裁判所判決は、この 1997 年

39 Ibid., pp. 26-30.

の提訴によって開始された訴訟とは異なり、免除を理由として

40 Ibid., p. 34.

裁判所の管轄権を否定する Cumaraswamy の別個の訴えに基づ

41 Memorial of DRC, pp. 62-63 ; CR 2001/6, pp.38-39.

くものである。

42 Counter-Memorial of Belgium, pp. 201-205, CR 2001/9, pp. 31-

27 控 訴 裁 判 所 に よ る こ の 命 令 は、1998 年 10 月 1 日 の

34.

Cumaraswamy による申立によって開始された手続において出さ

43 Arrest Warrant case, supra note 32, p. 32.

れたものであるが、この命令が出された正確な日付や、命令の

44 Ibid. この点、判決当時 Yerodia は既に外相でも教育相でもな

詳細な内容は明らかでない。

く、
「外相に与えられる免除」という観点からの違法性が判決

28 Insas Bhd and Another v. Dato Param Cumaraswamy, supra

当時まで継続しているという ICJ の判断には若干の疑問の余地

note 24, p. 469. 高等裁判所は、ICJ の勧告的意見に拘束される

があろう。Higgins, Kooijmans, Buergenthal の三判事は、その

ことについての同意が訴訟の当事者間に存在するとして、勧告

共同個別意見においてこの点に触れ、Yerodia が外務大臣とし

的意見に従った。本来であれば、ICJ のクマラスワミ事件勧告

ての職を離れたことによりベルギーの違法行為は停止（cease）

的意見を根拠にして判決を下すためには、当該勧告的意見の国

しており、原状回復としての逮捕状の撤回や取消は適当ではな

内的効力や直接適用可能性を問題とするべきであったと考えら

いと 批 判し て いる。Joint separate opinion of Judges Higgins,

れるが、マレーシア高等裁判所は、当事者の間に同意があると

Kooijmans and Buergenthal, Arrest Warrant case, supra note 29,

してこの問題を回避しているのである。

pp. 89-90. また、この点についての指摘として、R.Y. Jennings,

「本件訴訟の当事者」が ICJ の勧
29 本件において高等裁判所は、
告的意見の結果を受け入れることに同意していたということと、
「ICJ における紛争当事者」である国連とマレーシアが特権免除
条約の規定により ICJ の勧告的意見に拘束されるということの

Jurisdiction and Immunity in the ICJ Decision in the Yerodia
case , International law FORUM de droit international, vol. 4,
（2002）
, p. 102.

45 Le mandate retiré: et après? , LaLibre, 15/02/2002.
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46 同法 19 条 7 項において、逮捕状の形式に不備があった場合につ

を最もよく表すものであり、重要である。したがって本稿では、

いて規定されているが、逮捕状が撤回（取消）されるかどうか

Avena 事件 ICJ 判決およびこれに関連する国内判例のみを検討

については規定されていない。

することとする。

47 ベルギーにおける刑事手続上、予審判事による予審終了後、控

52 Avena case, supra note 6, p. 17.

訴院弾劾部による審理に至る過程においては、第一審裁判所の

53 Ibid., pp. 39-57.

評議部（Chambre du Conseil）による審理を経る必要がある（M.

54 Ibid., p. 72.

Delmas-Marty, J. R. Spencer（eds.）, supra note 33, pp. 107-111.）

55 Ibid., pp. 59-60.

が、Yerodia の事件についてはこの手続についての詳細は明らか

56 Medellin v. Texas, supra note 7, pp. 1-2.

になっていない。

57 最高裁は ICJ 判決の国内的効力と自動執行性を問題とするとし

48 Arret de la Cour d Appel de Bruxelles chamber des mises

ながら、実際には自動執行性の問題のみについて判断していた

en accusation, 16 avril 2002,（Yerodia）, available at http://

と考えられる。アメリカ国内法における「自動執行性」の概念

www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Legislation_files/Arret%2016%20

について、岩沢雄司『条約の国内適用可能性―いわゆる Self-

avril%202002.pdf. また、村上太郎「国際人道法の重大な違反の

（有斐閣、1985 年）162-171
Executing な条約に関する一考察』

処罰に関する 1993/1999 年ベルギー法（1）
」一橋法学二巻二号

頁参照。なお、注 65 も参照。

（2003 年）753-755 頁参照。

49 破棄の理由は、予審判事が ICJ の逮捕状事件判決についての見

58 Medellin v. Texas, supra note 7, p. 10. ただし、条約自体が自動
執行性を有するかについての最高裁の判断は詳細な理由づけを

解を述べた検察官宛の 2003 年 3 月 15 日付書簡に関して、ブリュ

伴っていない。判決文における位置づけに鑑みると、最高裁が

ッセル控訴審弾劾裁判部が当事者の防禦権を尊重しなかったと

ここで条約自体の自動執行性の問題と、後に詳細に検討してい

いうものである（Cour de Cassation de Belgique, 20 novembre

る、条約が ICJ 判決の自動執行性を規定しているかの問題を混

2002, P.02.0708.F., available at http://jure.juridat.just.fgov.be/

同しているようにも捉えられる。この点はアメリカ国内法におけ

pdfapp/download_blob?idpdf=F-20021120-10.）。筆者の知る限

る自動執行性の概念の捉えられ方に関連する問題であるが、本

り、その後差戻控訴審の審理が行われているという事実はなく、

稿では最高裁判決の文言に忠実に、
「条約が自動執行性を有す

Yerodia も、2006 年には DRC の副大統領に就任していることな

るか」と「条約に ICJ 判決の自動執行性が規定されているか」

どから、審理は事実上終了したとも考えられる。

50 Counter-Memorial of Belgium, pp. 201-205, CR 2001/9, pp. 3134.
51 この事件の背景には、Avena 事件同様に、アメリカ在住の外国

の問題を最高裁が区別していたと捉えて検討を進めることとす
る。

59 Ibid., pp. 11-27.
60 メキシコは解釈要請と同時に、仮保全措置を要請した。ICJ は、

人死刑囚の領事関係条約に違反する取り扱いを巡る事例であ

メキシコが当該仮保全措置要請において問題とした、Medellin

る、
「ウィーン領事関係条約事件」および「ラグラン事件」があ

を含む五人のメキシコ国民について、Avena 事件判決の 138 −

る。前者のウィーン領事関係条約事件で ICJ はパラグアイ国民

141 項に従った再審および再検討を受けさせるまでその刑を執

Breard の死刑執行を差し止めるようアメリカ政府に命じる仮保

行しないために必要なすべての措置をとることを命じる仮保

全措置を指示した（Vienna Convention on Consular Relations,

全措置を指示した。
（Avena Interpretation case, Order, 16 July

Provisional Measures, I.C.J. Reports 1998, p. 248）が、アメリ

2008.）解釈要請の際に仮保全措置が要請されるのは PCIJ、ICJ

カ最高裁はこの仮保全措置命令にも関わらず、Breard の死刑執

を通じ初めてのことであり、仮保全措置指示のためのいくつか

行を命じ（Breard v. Greene, 523 U.S. 371）
、Breard は死刑を執

の要件が通常の（本案判決に付随する形の）仮保全措置要請の

行され、これを受けてパラグアイは訴えを取り下げた（Vienna

場合とどのように異なるのかという点は別途検討の余地がある

Convention on Consular Relations, Order, I.C.J. Reports 1998,

と思われるが、この点についての検討は、本稿の主題と離れる

。また後 者の LaGrand 事 件においては、ドイツ国民
p. 426.）

ため、別稿に譲ることとしたい。

LaGrand 兄弟の死刑執行を差し止める仮保全措置が指示され

61 Avena Interpretation case, supra note 8, para. 27.

たが、ICJ は死刑執行の差し止めに加え、当該仮保全措置命令

62 Ibid., para. 44.

を、アメリカ国内法上死刑執行についての管轄を有するアリゾ

63 Ibid., paras. 44-46.

ナ州知事に通達することをアメリカ政府に命じた（LaGrand,

64 Ibid., paras. 60-61.

。しかしアメリ
Provisional Measures, I.C.J. Reports 1999, p. 9）

65 これらの事例を、ICJ が「個人の権利」を問題とした事例と捉

カは再び ICJ の仮保全措置命令を遵守せず、弟の Walter の死刑

えてよいかは問題である。領事関係条約に関しては 36 条 1 項
（b）

を執行した。その後も訴訟は係属し、ICJ は後の Avena 事件同様、

で個人の権利を規定していると ICJ が認めているが、逮捕状事

アメリカの領事関係条約違反を認定し、
「アメリカは自己の選択

件およびクマラスワミ事件において問題となった「免除」につ

する方法によって…再審および再検討を許容（allow）しなけれ

いては、外務大臣の特権免除や国連の特別報告者の特権免除は

ばならない」と判断している（LaGrand, Merits, I.C.J. Reports

個人の利益ではなく、当該派遣国や国連の利益のために与えら

。LaGrand 事件と Avena 事件における ICJ の判断
2001, p. 466.）

れるものであり、これらを個人の「免除される権利」と捉える

の違いについては、本稿 IV で触れるが、死刑囚の領事関係条

事ができるかは問題であると思われる。

約違反を巡る国際司法手続と国内司法手続の交錯という点で共

66 I.C.J. Press Release, No. 2008/44, 23 December 2008.

通するこれらの事件のうち、ここで検討する Avena 事件 ICJ 判

67 Ronald J. Bettauer, Germany Sues Italy at the International

決と当該判決の履行に関するその後の経緯が、この交錯の態様

Court of Justice on Foreign Sovereign Immunity - Legal
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Underpinnings and Implications for U.S. Law , http://www.asil.
org/insights091119.cfm
68 Proceedings instituted by Belgium against Switzerland,
Application submitted by Belgium, available at, http://www.icjcij.org/docket/files/146/15764.pdf
69 I.C.J. Press Release 2009/36, 22 December 2009, available at
http://www.icj-cij.org/docket/files/146/15765.pdf; C. Kleiner,
Private International Law Dispute before the ICJ（Belgium v.

Quest of Equity and Universality, Liber Amicrum Georges AbiSaab,（2001）, p. 547.
77 Ibid., p. 561.
78 Vereschchetin, supra note 75, p. 621.
79 Ibid., p. 622.
80 LaGrand, Judgment, supra note 51, p. 494; Avena case,
Judgment, supra note 6, p. 43.
81 Vereschchetin, supra note 75, p. 632.

Switzerland on the Interpretation and Application of the Lugano

82 Ibid., p. 633.

Convention , available at http://conflictoflaws.net/2009/belgium-

83 個人の問題を扱った PCIJ 時代の判例としては、マヴロマティ

and-Switzerland-before-the-icj/ , December 27, 2009.

ス・エルサレム譲 許 協定 事 件 判決（Mavrommatis Jerusalem

70 ICJ 判決の国内的効力および自動執行性の問題についての詳

Concessions, Judgment, 1924, P.C.I.J. Series A, No. 5.）や、ポ

細な検討は別稿に譲ることとするが、この点について直接言

ーランド 領 上 部 シレ ジ アに お け るド イツ 人 の 利 益 事 件 判

及したものとして、薬師寺公夫「日本における人権条約の解

決（Certain German Interests in Polish Upper Silesia, Merits,

釈適用」ジュリスト 1387 号（2009 年）
、玉田大「国際裁判所

、ドイツからポーラ
Judgment, 1926, P.C.I.J. Series A, No. 7.）

の判決はどのような効力をもつか」法学セミナー661 号（2010

ンドに割譲された領域におけるドイツ人農民に関する事件勧告

年）
、M. Weisburd, International Courts and American Courts ,

的 意 見（Germans Settlers in Poland, Advisory Opinion, 1923,

Michigan Journal of International Law, vol. 21,（2000）, p.

、そして上部シレジアのドイツ人少数
P.C.I.J. Series B, No. 6.）

877; J. J. Paust, Medellin, Avena, The Supremacy of Treaties,

民族学校事件勧告的意見（Access to German Minority Schools

and Relevant Executive Authority , Suffolk Transnational Law

in Upper Silesia, Advisory Opinion, 1931, P.C.I.J. Series A/B,

Review, vol. 31,（2008）, p. 247 などがある。
71 Shany, supra note 4, p. 8. ここでShanyが使用する approximation

No. 40.）などが、個人の問題を扱っている。しかしこれらのい
ずれの事件においても PCIJ は、当該個人に対して国際法上の

という語は、他の文脈では、例えば EC 条約（ニース条約）第

義務に反する取り扱いがなされたかどうか、条約や連盟理事会

六編の表題において使用されている用語であり、各種条約集に

の決議上いかなる権利が当該個人に与えられるかについての

おいては「平準化」
（奥脇直也編集代表『国際条約集』
（有斐

み判断し、国家機関に特定の行動を義務付けるものはない。ま

閣、2009 年）56 頁）
、
「接近」
（松井芳郎編集代表『ベーシック

た、ダンチッヒ裁判所の管轄権事件は、事件名からも明らかな

条約集』
（東信堂、2009 年）55 頁、杉原高嶺、広部和也編集代

ように、ダンチッヒ裁判所がどのような問題について管轄権を

表『解説条約集』
（三省堂、2009 年）55 頁）という訳語があて

有するかが問題とされた事例であるが、この事件は、ヴェルサ

られている。EC 条約における approximation は、各国の法

イユ条約 103 条に基づいて創設されダンチッヒ市に駐在してい

制が統一されていくことを目指す意味で使用されており、本稿

た高等弁務官による、ダンチッヒ裁判所の管轄権に関する判断

で使用する approximation の語は、国際法秩序と国内法秩序

の国際法適合性という観点から問題とされたものであったため、

の境界があいまいになってきていることを現す語である。国際

PCIJ はダンチッヒ裁判所の管轄権自体に対する判断を行わなか

法秩序と国内法秩序の approximation をどのように訳出する

っ た（Jurisdiction of the Courts of Danzig, Advisory Opinion,

かは、国際法と国内法の関係、特に一元論と二元論の問題に大

。したがって、これらの PCIJ 判
1928, P.C.I.J. Series B, No. 15.）

きく関係すると思われるが、多数の国家の法制が均質化してい

決や意見を巡って PCIJ と国内裁判所との交錯が見られるという

くという意味での approximation と比較して、本稿で検討す

ことはなかった。ただし、Shany は、PCIJ 時代について、当時

る approximation は二つの法秩序の境界があいまいになって

問題となったのは国内裁判所と PCIJ とで管轄権が競合する場

いくことであり、その意味では「平準化」とは若干ニュアンス

合であり、本稿で検討した事例のように、ICJ 判決または勧告

が異なるように思われる。したがって、
本稿では approximation

的意見が、国内裁判所においてどのように捉えられるかという

を「接近」と訳出することとする。

形での交錯とは異なっていたと指摘する。Shany, supra note 4,

72 Shany, supra note 4, pp. 45-53.

pp. 40-45. もっとも、PCIJ 判決が国内裁判所においてどのよう

（信山
73 Ibid., p. 624. また、尾﨑久仁子『国際人権・刑事法概論』

に扱われるかが問題となった事例は存在する。1951 年 4 月 30 日

社、2004 年）235-236 頁参照。
『国際
74 広部和也「ラグラン事件」波多野里望、広部和也（編）
司法裁判所

判決と意見 第三巻（1994-2004 年）
』
（国際書院、

2007 年）355-356 頁。

Socobel v. Greece ベルギー裁判所判決は、PCIJ のベルギー商事
会社事件判決（ Société Commerciale de Belgique , Judgment,

1939, P.C.I.J. Series A/B, No. 78, p. 160.）の国内裁判所におけ
る執行が問題となった事例である（International Law Reports,

75 V. S. Vereschchetin, On the Expanding Reach of the Rulings of

。しかし、この PCIJ 判決は、ベルギー商
vol. 18,（1951）, p. 3.）

the International Court of Justice , P. M. Dupuy, B. Fassbender, M.

事会社に対する金銭の支払いを命じた仲裁判断の有効性が問題

, Völkerrecht als Wertordnung:
N. Shaw, K-P Sommermann（eds.）

となったものであり、PCIJ 自体は国家機関に対して何らかの行

, p. 631.
Festschrift für Christian Tomuschat,（2006）

動を義務付けるような判決を下しておらず、またベルギー商事

76 R. Higgins, The Concept of the State ; Variable Geometry
and Dualist Perceptions , in L. Boisson de Chazournes and
V. Gowlland-Debas（eds.）, The International Legal System in

会社に対する支払いも命じていないため、本稿で検討した事例
と同様に捉えることは適切ではないと言えよう。

84 前掲注 51 参照。
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85 このほかにも、ノッテボーム事件やアンバティエロス事件など、

99 Cumaraswamy Opinion, supra note 9, pp. 79-81.

個人の権利が直接・間接的に問題になった事例は存在するが、

100 Brower, Bekker, supra note 25, p. 366.

前者については、グアテマラによるノッテボームの財産の没収

101 Cumaraswamy Opinion, supra note 9, p. 77.

が国際法に違反するかが問題となったが、当該請求は受理可

102 本稿の検討主題である ICJ と国内司法機関の交錯およびそこか

能性がないと判断され（Nottebohm, Second Phase, Judgment,

ら見出せる ICJ の変化という観点からは、通常の争訟手続の場

、後者については、アンバティエロ
I.C.J. Reports 1955, p. 4.）

合とこのクマラスワミ事件勧告的意見を厳密に区別する必要は

スとイギリス政府の契約の問題を仲裁に付託することがイギリ

ないと思われるが、このことは、ICJ 判決の国内的効力や自動

スに義務付けられているかが問題となったものであり、アンバ

執行性の問題を検討する際にもこれらを同様に扱ってよいとい

ティエロス自身の権利は直接問題とならなかった（Ambatielos,

うことではない。ICJ 自身も述べているように、勧告的意見自

。
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1953, p. 10.）

体には拘束力は生じず、また勧告的意見はあくまでも意見を要

86 Asylum, Judgment, I.C.J. Reports 1950, p. 226.

請した期間に対して与えられるものである。そのため、勧告的

87 Haya de la Torre, Judgment, I.C.J. Reports 1951, p. 71. 判決の

手続においては、本来国家は ICJ における当事者ではなく、勧

履行方法について ICJ が判断できないとしたこのアヤ・デ・ラ・

告的意見の国内的効力や自動執行性の問題は生じないようにも

トーレ事件判決は、本稿において検討するいくつかの ICJ 判例

思える。しかしながら、クマラスワミ事件における特権免除条

における ICJ の判断と比較すると興味深い。IV で触れるように、

約 6 条 30 項のように、ICJ の勧告的意見に対し拘束力を外部的

本稿で検討している ICJ と国内裁判所の交錯の問題は ICJ 判決

に付与する規定が存在する場合には、当該条約の規定に基づき、

の履行の問題と密接に関連する。

88 Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on

ICJ の勧告的意見に拘束されるのである。したがって、
ICJ の「判
決」の国内的効力や自動執行性と、
「勧告的意見」の国内的効

the Privileges and Immunities of the United Nations, Advisory

力や自動執行性を、同様に判断してよいかは、
「判決」の拘束力

Opinion, I.C.J. Reports 1989, p. 177. もっとも、このとき ICJ に

と「拘束力ある勧告的意見」の拘束力の根拠の相違を慎重に見

提起された法律問題は、同条約の適用可能性のみであり、クマ
ラスワミ事件のように、法廷地国の義務についての諮問はなさ
れていなかった点にも注意が必要であろう。

89 A. Zimmermann, C. Tomuschat, K. Oellers-Frahm（ eds.）,
The Statute of International Court of Justice: A Commentary,
（2006）
, pp. 80-81.［Hereinafter, Commentary］
.

極めたうえで検討するべきであろう。

103 M. Mennecke, Towards the Humanization of the Vienna
Convention of Consular Rights ―The LaGrand Case Before
the International Court of Justice , German Yearbook of
International Law, vol. 44,（2001）, p. 445.
104 Mennecke は、ICJ が領事関係条約 36 条の規定が個人の権利

90 Ibid., pp. 82-84.

を規定していることについて、
「これらの条約規定の明確性は、

91 Legality of Use of Force,（Yugoslavia v. Belgium）, Provisional

その文脈から、異議を挟む余地がない」と述べた（LaGrand,

Measures, I.C.J. Reports 1999, pp. 124, 132.

supra note, p. 494.）ことを強調する。Ibid., p. 450.

92 Commentary, supra note 89, p. 139.

105 Ibid., pp. 457-461.

93 Ibid., p. 145.

106 Breard 事件、LaGrand 事件、Avena 事件において共通して問題

94 Ibid., p. 142.

となったアメリカによる領事関係条約違反については、米州人

95 Ibid., p. 183. ICJ のこのような機能はいくつかの事例で確認さ

権裁判所がメキシコの要請により勧告的意見を与えている。The

れている。例えば平和条約の解釈事件で ICJ は、
「裁判所の

Right to Information on Consular Assistance in the Framework

勧告的意見は国家に与えられるのではなく、それを求める資

of the Guarantees of the Due Process of Law, Advisory Opinion

格のある機関に対して与えられるものである。国際司法裁判

OC-16/99 of October 1, 1999, available at http://www.corteidh.

所はそれ自体『国連の機関』であって、その回答は国連の活

or.cr/docs/opiniones/seriea_16_ing.pdf.

動への参加を意味しており、原則として拒否されてはならな

107 Mennecke, supra note 103, p. 468.

い。
」として、自らと国連およびその機関との協力関係を明言し

108 Ibid.

た。Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and

109 S. R. S. Bedi, The Development of Human Rights Law by the

Romania（first phase）, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p.

, pp. 334-335.
Judges of the International Court of Justice,（2007）

71. ICJ によるこのような言述はその後の勧告的意見において繰

110 Ibid., p. 258.

り返し引用されている。Reservations to the Convention on the

111 Ibid.

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory

112 Ibid., p. 256.

Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 19; Legal Consequences of the

113 Ibid., p. 274.

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,

114 Ibid.

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 166.

115 小田滋「国際司法裁判所判事 3 期 27 年の任期を終えて」国際法

96 Cumaraswamy Opinion, supra note 9, pp. 77-79.
97 ICJ も、クマラスワミ事件勧告的意見において、現実の紛争の

外交雑誌一〇四巻二号（2005 年）6-9 頁。

116 Separate Opinion of Judge Oda, Cumaraswamy Opinion, supra

当事者がその相互関係において当該勧告的意見に特定の効力を

note 9, p. 107.

与えることができる旨を述べている。Cumaraswamy Opinion,

117 Ibid., pp. 107-108.

supra note 9, p. 77.

118 Ibid., p. 107.

98 Brower, Bekker, supra note 25, p. 361.
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119 J. R. Crook, International Court of Justice and Human Rights ,

Northwestern University Journal of International Human
Rights, vol. 1,（2004）, p. 2.

大 臣、Koroma、Elaraby は国 連 常 駐 代 表 であった。この 他、

Buergenthal は米州人権裁判所の裁判官を務めており、Higgins

120 ICJ 規程 34 条 1 項「国のみが、裁判所に係属する事件の当事者

は国連人権委員会の委員、そして、Kooijmans は国連人権委員

となることができる。
」と規定する。Crook は、この点は ICJ 設

会の拷問に関する報告者であったと Crook は指摘する。Ibid.,

立当初の国家中心的な国際法観を反映していると述べており、

p. 7. これらの裁判官のうち、現在も在任中なのは Shi、Koroma、

この点で先の小田元判事の指摘と問題意識を共有しているとも

Buergenthal の三名である。しかし、Crook の指摘は現在の ICJ

思われる。

裁判官についてもほぼあてはまる。小和田所長、Tomka 副所

、PCIJ 時代から現在にか
121 先に触れた点とも関連するが（注 83）

長、Skotnikov、Bennouna は国連常駐代表を務めていた。ま

けて PCIJ、ICJ が扱った人権に関する事件は多い。PCIJ は少数

た Sepúlveda-Amor はメキシコの外務大臣を、Abraham は仏外

者の権利に関連する条約の解釈を求められることが多くあった。

務省法務部長を務めていた。また、その他の裁判官も国際機関

また第二次世界大戦後、国連が創設され、その主要な目的の

等で勤務した経験を有する。Keith は国連法務部の経験があり、

中に人権保障が盛り込まれた。そのような中 ICJ も人権の発展

就任直前まではニュージーランド最高裁の判事であった。Yusuf

に大きく寄与してきたとされる。S.M. Schwebel, The Seminal

は UNESCO, UNIDO の法律顧問などを歴任、Greenwood は海

Contributions of the World Court to the Law of Human Rights ,

洋法条約の仲裁、ICSID の仲裁人を務めていた。現在の裁判

Address to the International Bioethics Committee of UNESCO,

官のうち、国際人権法関係の経歴や業績をもつ者としては、上

Fifth Sess., Proceedings,（1998）, pp. 69-72.

記の Buergenthal の他に、Simma（規約人権委員会）
、Cançado

122 Crook はここで、I.C.J. Reports 1994 から I.C.J. Reports 1997 ま
での索引の中で、 Human Rights という語を引くと、ほとんど

、Bennouna（旧ユーゴ国際
Trindade（米州人権裁判所裁判官）
刑事裁判所裁判官）が挙げられる。

が個別意見や反対意見の中で言及されており、またその言及の

129 Ibid., pp. 5-8.

数も少数であると指摘している。
Crook, supra note 120, p. 3, n.8.

130 欧州人権裁判所はヨーロッパにおける人権の地域的保障という

123 Ibid., p. 2.

目的のために採択された欧州人権条約の履行を確保するために

選択条項を受諾している国は 66 カ国である。
124 2009 年 1 月 6 日現在、

創設された国際裁判所であり、それゆえ ECHR 自身も人権の実

125 Crook, supra note 119, pp. 5-6.

効的保障に重要な役割を担うことを期待されていた、欧州人権

126 もっとも、このような強制的管轄権に関する議論は、人権問題

裁判所の設立過程に関しては、F. スュードル著・建石真公子訳

を ICJ が扱うことに関する障害という側面を越え、ICJ の制度に

『ヨーロッパ人権条約』
（有信堂、一九九七年）
、隅野隆徳、堀江

関する一般的問題として論じられるものでもある。

127 Crook はこのような事例の典型としてボスニア・ヘルツェゴ

薫「ヨーロッパ人権裁判所の機構改革とその後の変動」専修大
学法学論集八四巻（2002 年）など参照。

ヴィナ対セルビア・モンテネグロのジェノサイド条約の適用

131 ただし、アヤ・デ・ラ・トーレ事件の場合、当該庇護を行って

に関する事件を挙げる。この事件は 1993 年 3 月 22 日の提訴か

いたのがコロンビアの大使館であり、国家機関、特に国内司法

ら、1993 年 4 月 8 日の一回目の仮 保 全 措置命 令（Application

機関に対して義務の履行を命じるという観点からは、本稿にお

of the Convention on the Prevention and Punishment of the

いて検討した事例と同様に捉えられるべきものではない。

Crime of Genocide（Bosnia and Herzegovina v. Serbia and

132 Avena case, supra note 6, p. 60.

Montenegro）, Provisional Measures, Order, I.C.J. Reports 1993,

133 Higgins, supra note 76, pp. 556-557.

）
、1993 年 9 月 13 日の二回目の
p. 3.［Herinafter, Genocide case.］

「ICJ が国内司
134 このような観点からの検討は、本稿で検討した、

仮保全措置命令（Genocide case, Provisional Measures, Order,

法機関に対し直接何らかの行動を義務付ける判決または意見を

、1996 年 7 月 11 日の先決的抗弁判
I.C.J. Reports 1993, p. 325.）

下すことが国際法上どのような意義を有するか」という問題と

決（Genocide case, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J.

の関係で興味深いものであるが、実際には ICJ が「どのような

、1997 年 12 月 17 日の反訴の受理可能性
Reports 1996, p. 595.）

つもりで」判決または意見を下したのかという ICJ 内部の判決

に 関 す る 命 令（Genocide case, Counter-Claims, Order, I.C.J.

作成過程を ICJ の外から推測するものであるため、より一層の

Reports 1997, p. 243.）2003 年 2 月 3 日の、先決的抗弁判決の再

慎重さが求められるものであると言えよう。

審請求判決（Application for Revision and Interpretation of the

Judgment of 11 July 1996 in the Case concerning Application
of the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide（Bosnia and Herzegovina v. Serbia and
Montenegro）, Preliminary Objections, I.C.J. Reports 2003,
p. 7.）を 経 て、2007 年 2 月 26 日の 本 案 判 決（Genocide case,
Merits, Judgment, available at http://www.icj-cij.org/docket/
files/91/13685.pdf）に至るまで、13 年間の歳月を要した。
128 Crook のこの指摘は 2004 年時点のものであり、現在とは裁判
官の構成が変わっていることに注意が必要であろう。当時の裁
判 官 のうち、Guillaume 所 長、Shi 副 所 長、Fleischhauer、Al-

Khasawneh は 外 務 省 法 律 顧 問 で あ り（Fleischhauer は 国 連
事 務 総 長 法 律 顧問でもあった）
、Kooijmans と Rezek は 外 務
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