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おわりに

はじめに
国際社会の無政府状態は、様々な国際政治理論の前提の一つである。国際社会
においては、国家の上位に中央集権的権力がなく、国家は自国の利益を求めて競
争することがあり、その方法の一つが戦争である。しかし第二次世界大戦後、戦
争をなるべく回避するため、国際法という国際社会において守るべき規則がより
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明確になった。安保理や裁判所など単一国家以外の主体により、紛争解決にその
規則を執行・適用することで、国際平和を維持しようとしてきたのである。
例えば、南シナ海においてはスプラトリー諸島の領有権をめぐって中国と東南
アジア諸国の衝突が起きており、中国の一方的人工島埋め立てや中比両国公船の
対峙など、緊迫した状態が続いていたが、フィリピンは国連海洋法条約第 7 部に
基づく仲裁裁判所に問題を付託することで、司法的解決を図った1）。
2016年 7 月12日、南シナ海の管轄権に関するフィリピンと中国の仲裁裁判判決、
通称南シナ海判決が出された。これは中国が主張する境界線「九段線」内の資源
に関する歴史的権利の主張を、国際法上の根拠がないと結論づけた判決である2）。
仲裁裁判所がフィリピンの主張を支持し、中国の行動を批判する判決を出したこ
とで、東アジアを中心に南シナ海問題の解決への期待が高まった。
しかしながら中国外務省はこの判決が出ると直ちに声明を発表し、「仲裁裁判
所の判断には法的拘束力がなく、無効だ……中国の領土及び海洋主権はいかなる
状況でも脅かされない」と主張した。各国が国際裁判所の判決を尊重するように
声明を出すも、その後も中国が判決に従う様子はない3）。
このように国際裁判の判決を無視する行動は中国だけでなく、数々の国家が
行っているものであり、国際法による国際秩序の維持に疑問を投げかけるもので
ある。また科学技術の発達により、海洋・海底資源の活発が発達した現代では、
より海洋においてこの問題は頻発しており、その現状を分析することは、国際秩
序の安定のためにも重要である。
この論文では、南シナ海判決のように国家が国際法による司法手続きに従わな
かった例を中心に分析することで、海洋レジームにおける紛争解決手続きの司法
化の現状を明らかにする。後に紹介するが、国際秩序を説明する理論を大きくリ
アリズム・リベラリズム・制度主義に分け、そのうち海洋レジームにおいてはリ
アリズムによって最も紛争解決手続きの司法化の現状が説明できると考える。
分析のために、本論文は主に国際海洋法裁判所（International Tribunal of Law of
the Sea、ITLOS）の判例記録、各国の統計資料、外交文書を中心に使用した。構

成は 3 章からなり、Ⅰ章において紛争解決手続きの司法化に関する他のレジーム
についての先行研究の批判的考察から問いと仮説を設定したうえで、Ⅱ章におい
て広範囲のデータを用いた判例と国際政治理論の分析研究、Ⅲ章において ITLOS
の代表的判例を用いた先行研究との比較研究を行う。
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Ⅰ

問題提起とアプローチ

本章では、まず第 1 節において本論文の研究テーマを紹介し、第 2 節において
はザングル（Bernhard Zangl） らによる国際紛争解決手続きの司法化に関する論
文の要約を説明し、問題提起を行う。そして第 3 節において先行研究への批判を
踏まえて、本論文の仮説と研究方法を設定する。

1

研究テーマ：国際法・司法化・海洋レジーム

国際政治における紛争解決手続きの司法化について研究するにあたり、まず司
法化の基礎である、国際政治における国際法の概念を説明する。国際法とは、主
要な主体（特に国家）の行動を治める規則を法典化したものであり、条約と国際
慣習法として主に存在している。国際法はハード・ローとソフト・ローの 2 種類
に分けられる。ハード・ローとは法的な義務として明確に行動・主権を制限する
ものであり、ソフト・ローとは拘束力・明確性・委任の面からハード・ローを弱
めたものである4）。
国際政治における国際法の働きについて、ナイ（Joseph Nye）は国家の行動に
予測可能性と正統性を与えることだと述べている5）。紛争が起きた時に、国際法
に則って処理することは、
「事態を非政治化し、予測しやすくする」ことができる。
また国家が自らの行動を正当化することは、政策コストを下げ、ソフトパワーを
上げることにも繫がるのである。この観点からはハード・ローの方がソフト・
ローよりも国際政治に影響があると考えられる。
国家が正当化を得る方法の一つが、国際機関において国際法上の合法性を認め
られることである。紛争解決には強制的解決（報復、復仇、戦争）と平和的解決（交
渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決等） があるが、国連憲章は加盟国が

平和的解決を選択しなければならないと規定している6）。そして平和的解決の一
つとして、紛争が起きた際に、当事者が国際機関、国際裁判所に事態を付託する
方法を例示している。国連が設置している国際司法裁判所（ICJ）は現在最も歴
史のある常設の国際裁判所である。第二次世界大戦以降、国際機関や条約を基礎
とした国際裁判所が多く設立されており、例えば GATT・WTO の紛争解決手続
き（DSB）、国際復興開発銀行の投資紛争解決国際センター（ICSID）そして国連
海洋法条約を基礎とする国際海洋法裁判所（ITLOS）などである。
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そもそも司法化とは、国際政治・国際機関における義務・明確性・委任の度合
いが高まることである7）。そして司法化の意味の一つに、以上のような国際的な
司法手続きの設置が増加することがある。国際裁判所が設置されることは、国家
が持つ権限を第三者に委任することに繫がるのである8）。2003年には国際刑事裁
判所（ICC）が設置され、1990年代以降、司法化はさらに加速しているといえる。
委任拡大による司法化のうち、本論文が検討する、司法化のもう一つの意味は、
紛争解決手続きを国際機関に委託するにあたり、裁判の独立性・当事者適格・履
行が拡大することである9）。独立性とは、（ 1 ）裁判官の選出が中庸であり、任
期が安定していること、（ 2 ）法的裁量が明確かつ広範なこと、
（ 3 ）国際機関に
人的金銭的資源があることの三つの要素で示される。当事者適格とは、主体・議
題設定権の範囲であり、履行とは国際機関の決定を国家が受け入れることである。
本論文では特にこの履行に注目して司法化の程度を後に検討していく。
数ある国際機関の中でも、本論文が検証するのは ITLOS であり、海洋レジー
ムにおいて設置された裁判所である。海洋レジームの特徴はコヘイン（Robert
Keohane）とナイによる『パワーと相互依存』を参考にすると、
「（ 1 ）各国沿岸

に隣接する水域の管轄権の性質および限界、ならびに（ 2 ）国家管轄権の外にあ
る海洋および海洋資源の所有、利用および規律」の二つであるといえる10）。また、
海洋においては、他のレジームに比べて軍事力の役割が大きいことは特記すべき
特徴である。古くは英米が自らの管轄権拡張のため、近年は小国の主権主張のた
め武力行使が多くなされている。したがって海軍力の強さに注目することも、海
洋レジームにおいては重要であると考えられる。

2

先行研究：ザングルらによる国際紛争解決手続きの司法化に関する
研究

国際紛争解決の司法化を理論的に詳しく分析している先行研究として、ザング
ルらによる研究が挙げられる。ザングルらは、国際紛争解決の司法化の発展に関
する研究が、手続きや組織の増加にのみ注目し、実際の国家実行の態様を見落と
していることを問題視している11）。そして国際紛争解決手続きにおける国家の実
行（受諾・拒否・無視など）を集計することで、リアリズム・制度主義・リベラリ
ズムのうちどの理論が紛争解決手続きの司法化をもっともよく説明しているかを
検討している。民主的国家の割合やパワー分布、ハイ・ローポリティクスの違い
などを比較し、手続きの司法化が最も国家実行の司法化と関連していることから、
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制度主義が紛争解決手続きの司法化を最もよく説明できるとした12）。
ザングルらは国際紛争解決の司法化における三つの理論を以下のように説明し
ている。まず、彼らによればリアリズムは国際法の法的効果、拘束力を否定して
おり、国家が国際紛争解決手続きを受諾するかは、パワー分布に依存すると捉え
ている。具体的には、覇権国があれば覇権国のみが法を他国に強制することがで
きるという考えや、均衡したパワー分布が国際紛争解決には不可欠という考え、
紛争解決の司法化はローポリティクスに限られるという考えを挙げている。次に、
制度主義とは国家は国際社会における評判の低下を長期的利益の低下と捉える主
体であるとし、紛争解決手続きの司法化は国家実行の司法化に反映されるとする
理論であるとしている。そしてリベラリズムでは、民主国家間では国際法による
手続きが真剣に受け入れられるため、国家の紛争解決手続きの司法化はそれぞれ
の機関の民主主義国家の割合を反映すると捉えられていると説明している13）。
彼らは OECD 諸国の（ 1 ）GATT・WTO、（ 2 ）安全保障理事会、
（ 3 ）欧州
人権条約、
（ 4 ）ワシントン条約における紛争解決手続きを対象とし、その国家
実行を1970年代から1980年代と、1990年代から2000年代に分けて比較することで、
上記の三つの理論のうち、どの理論が最も司法化の発展を説明しているかを検証
した14）。結論において、リアリズムはローポリティクスの分野でも、また勢力が
均衡した状態でも司法化が進んでいない場合があることが説明できないとし、ま
たリベラリズムの主張する民主主義国家の割合も司法化の発展の必要条件とは
なっていないとした15）。そして手続きの発展が国家実行に反映されるという制度
主義が最も現在の紛争解決の司法化を説明できるとした。
しかし、この論文に対しては疑問点が二つ生まれる。一点目は国家実行のデー
タを集計する際に OECD 諸国を対象としているため分析対象のレジームが、
OECD 諸国が中心のものに偏っている点である。また OECD 諸国が原告となる
場合と被告となる場合、または安全保障理事会で理事国が原告となる場合と被告
となる場合に、国家実行に大きな差が出る点も16）、理論の検討において重要であ
ると考えられるため、OECD 諸国に限らない、異なった対象の抽出方法が妥当
だと考えられる。
また、そもそも手続きの司法化と国家実行の司法化が相関することは当然では
ないのかということもある。論文の問題提起自体が、紛争解決手続きの司法化を
手続きの発展の面のみから見るべきではなく、国家実行によって検証すべきとい
うものであった17）。リアリズムやリベラリズムにより、手続きと国家実行が相関
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しない場合を深く説明できる場合があるのではないかと考える。
本稿の目的は、海洋における紛争解決手続きの司法化のあり方を明らかにする
ことである。ではザングルらの明らかにした国際紛争解決手続きの司法化と国家
実行のあり方の関連性は、海洋の法秩序においても適用するのであろうか。上記
で挙げた疑問点より、対象が OECD 諸国ではなく、国連加盟国のほぼすべてに
広がることで、パワー分布や民主主義国家の割合の国家実行に対する影響がより
顕著になる可能性がある。したがって、本稿においては「海洋における紛争解決
手続きの司法化を決定づけるものは何か」ということを明らかにしたい。

3

仮説提示と研究方法

前節で挙げた問いを検証するにあたり、使用する理論について本節では説明し
たい。その後本論文に合わせた変数を設定し、研究方法を示す。
紛争解決手続きの司法化を検証するうえで、本論文では、先行研究に対応した、
リアリズム・リベラリズム・制度主義の 3 理論の視点を用いる。
リアリズムの視点としては、モーゲンソー（Hans J. Morgenthau）のバランス・
オブ・パワーを重視する理論を用いる。モーゲンソーは著書『国際政治』におい
て、リアリズムとして国家の力を重視しながらも、国際法が成立する前提条件と
して勢力均衡が存在することを挙げている18）。したがって、勢力が均衡するほど、
紛争解決手続きの司法化も発展すると考えられる。
次にリベラリズムの視点としては、ラセット（Bruce Russet）による『パクス・
デモクラティア』より、民主国家間である方が、紛争の平和的解決規範に従うと
互いに期待するために、武力紛争が起こりにくいという理論を用いたい。つまり
民主国家が制度内において多く存在する方が、司法手続きがより順守されると考
えられる19）。
また制度主義の理論としては、アボット（Kenneth W. Abbot） とスナイデル
（Duncan Snidel） による手続きの発展自体が、国家に紛争解決手続きの履行を促

すという理論を用いる20）。制度主義は、執行的強制力を持たない国際機関、つま
りソフト・ローの有効性を無視するリアリズムに対し、司法的解決を国家が選ぶ
ことで、取引費用が削減され、信頼性も上昇することから、手続きが確立される
ことで国家の履行も促されると主張している。
以上より、本論文における仮説を設定する。 2 節で述べたように、ザングルら
の研究の、制度主義が紛争解決手続きの司法化を最も説明できるという結論に本
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図1

仮説のアローダイアグラム

勢力均衡
民主主義国家の割合
司法手続きの発展

国家の判決の履行
【従属変数】

【独立変数】
出所：筆者作成。

論文は対抗する仮説を設定したいと考える。また 1 節で上げた海洋レジームの特
徴からも、海洋における紛争解決手続きを対象にした場合、勢力均衡、つまり海
軍力のバランスがもっとも紛争解決手続きの司法化、つまり国家の履行に影響を
及ぼすのではないかと考えられる。したがって、「海洋レジームにおける判決の
履行状況は、勢力均衡によって最も説明される」という仮説を設定する（図 1 ）。
代替仮説としては、民主主義国家の割合によって最も説明されるという仮説を設
定する。
最後に、上記の仮説に合わせ、研究方法と変数の定義・指標化を行いたい。対
象は海洋レジームの発展であるため、海洋に関する紛争の専門国際裁判所であり、
取扱い事件が海運などに限定されず、海洋安全保障から環境保護まで幅広い
ITLOS を分析対象とする。独立変数は三つ設定する。司法化の手続きの発展に
ついては、ITLOS の設立から、当事者適格の拡大・独立性の発展を独立変数①
とし、民主国家間であるかの変数は、加盟国における民主主義国家の割合を独立
変数②とする。そして勢力均衡については、海洋レジームが対象であることから、
軍事費と GDP による勢力均衡を独立変数③とする。従属変数である司法化につ
いては、国家が判決を履行したかを全件において明確にし、集計する。用いる
データについてはⅡ・Ⅲ章において詳述する。
研究方法は、ITLOS に付託された裁判を対象とし、その履行状況と独立変数
を比較することで、どの理論が最も ITLOS における司法化を説明するかを明ら
かにする。第Ⅱ章においては、ITLOS 設立から2017年現在までのうち、1996年
から2006年を前半期、2007年から2017年を後半期とし、各従属変数の変化と、国
家の履行状況の変化を比較していく。期間を等しく10年とすることで、民主主義
国家の割合の変化が比較しやすくなる。第Ⅲ章においては、先行研究との比較の
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ため、ITLOS 判例の中でも OECD 諸国のみが当事国である判例、また安保理理
事国が当事国である判例の具体的検討を行う。

Ⅱ

長期的な国家の履行状況の相関分析

この章では ITLOS 設立から2017年現在までのうち、1996年から2006年を前半
期、2007年から2017年を後半期とし、各独立変数の変化と、国家の履行状況の変
化の関係を比較していく。さらに独立変数の値と裁判における勝敗との関係も明
確 に す る こ と で、ITLOS の 判 決 の 独 立 性 を 検 討 し た い。 設 立 か ら 現 在 ま で
ITLOS が取り扱った判例は表 1 のとおりである。

1

国家の履行状況（従属変数）

まず、国家が判決を履行したかを、先行研究と同様に、「遵守」「回避」「遵守
後回避」
「拒否」の四つに分ける。「遵守」とは、国家が当該の紛争解決手続きに
則って事態を解決しようとする行動である。「回避」とは紛争解決手続きの侵害
や、違法な行動は取らないが、当初の手続きを避けるため、協議など他の平和的
な紛争解決手続きを提案することを指す。最初に当該紛争解決手続きに入ったも
のの、途中から他の紛争解決手続きを取り始めた場合は「遵守後回避」と分類す
る。国家が紛争解決手続きの規則を破った場合、一時的なものでも継続的なもの
でも、「拒否」に分類する。
ここで、ITLOS における手続きと、UNCLOS に基づく仲裁裁判は、機関とし
ては異なるものであるが、基づいている国際法は UNCLOS と共通しており、仲
裁裁判の決定によって ITLOS の管轄権・判決を覆すこともできるため、この二
つの裁判手続きは、国家によって同時進行されても、回避行動とは分類しないこ
ととする。
前半期において、裁判所が管轄権を認定し（訴えられた事件に対し裁く権利が裁
判所にあること）
、かつ判決を下した判例は12件あり、そのうち判決を当事国が遵

守した例は11件、裁判の手続き外で事件を解決・終了した例である回避が 1 件で
あった（図 2 ）。図からもわかるように、遵守が圧倒的に多い。例えば、パナマ
とフランスが争ったカモコ号事件においては、フランスの提示した保釈金が合理
的ではないという判決をフランスは遵守し、訂正した保釈金を提示、パナマも受
け入れて事件は解決した。回避の判例はⅢ章で詳述する MOX プラント事件であ
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表1
訴訟年

ITLOS 判例一覧

判例名

原告

被告

1997

サイガ号事件

セント・ビンセント

ギニア

1998

サイガ号事件

セント・ビンセント

ギニア

1999

みなみまぐろ事件

オーストラリア及び
ニュージーランド

日本

1999

みなみまぐろ事件

オーストラリア及び
ニュージーランド

日本

2000

カモコ号事件

パナマ

フランス

2000

モンテ・コンフルコ事件

セーシェル

フランス

2000

めかじき事件

チリ

EC

2001

グランド・プリンス号事件

ベリーズ

フランス

2001

チャイシリ・リーファー２号事件 パナマ

イエメン

2001

MOX プラント事件

アイルランド

イギリス

2002

ヴォルガ号事件

ロシア

オーストラリア

2003

ジョホール海峡事件

マレーシア

シンガポール

2004

ジュノトレイダー事件

セント・ビンセント

ギニアビサウ

2005

豊進丸事件

日本

ロシア

2007

富丸事件

日本

ロシア

2008

ベンガル湾海洋境界画定紛争

バングラデシュ―ミャン
マー間

2010

深海底活動責任事件

国際海底機構からの諮問

2010

ルイザ号事件

セント・ビンセント

スペイン

2011

ヴァージニア G 号事件

パナマ

ギニアビサウ

2012

ARA リベルタ事件

アルゼンチン

ガーナ

2013

西アフリカ地域漁業委員会

2013

アークティックサンライズ号事件 オランダ

ロシア

2015

大西洋における海洋境界画定紛争 ガーナ

コートジボワール

2015

エンリカ・レクシー事件

イタリア

インド

2016

Norstar 事件

パナマ

イタリア

出所：International Tribunal for the Law of the Sea, List of Cases, November 29, 2016, www.itlos.
org/cases/list-of-cases/（accessed October 23, 2017）を基に筆者作成。
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図2

ITLOS における国家の履行状況

出所：筆者作成。

る。
一方、後半期においては、 4 件の判例のうち、遵守された例は 2 件、 1 件は回
避され、判決を当事国が拒否した例が 1 件であった。回避された例は日本が原告
となった富丸事件であり、日本は早期釈放を請求していたが、ロシアが ITLOS
における口頭弁論後に国内裁判手続きを完了させ、船体を没収してしまったため
に、請求目的が失われてしまった21）。拒否された例はⅢ章で詳述するアーク
ティックサンライズ号事件である。
以上より、国家の判決の履行状況は、前半期よりも後半期の方が回避、及び拒
否の割合が増加しており、ITLOS の前半期から後半期にかけて遵守の度合いは
低下しているといえる。

2

履行状況を説明する諸要因（独立変数）

次に各理論の観点から設定した独立変数の変化を、同じく前半期と後半期に分
けて、従属変数との相関関係があるかをみていきたい。
（ 1 ） 勢力均衡
まずリアリズムの視点からの独立変数である勢力均衡において、先行研究は軍
事費と GDP の大きさにおいて、レジーム内の最も大きい国と次点の国との比が
1.5倍未満であれば勢力が均衡していると定めている。比が1.5倍以上2.0倍未満で
あった場合は勢力不均衡、2.0倍以上であった場合は高度の不均衡、覇権状態で
あるとしている22）。
ここでレジーム内のみの勢力均衡を見ることは、リアリズムの視点における国
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際政治の勢力均衡と同一視できうるのか、という疑問が生じるかもしれない。し
かし、南シナ海判決において、中国の判決不履行をアメリカが非難しているにも
かかわらず、中国が全く気にした様子を見せないのは、アメリカが UNCLOS に
加盟しておらず判決履行を強く主張できる立場でないことを理解しているからで
ある23）。つまりレジームにおいてはレジーム内に入っており発言権が確保されて
いることが重要であると考えられ、したがってレジーム内における国家のみの勢
力均衡を見ることは重要である。
ITLOS が基づく UNCLOS の加盟国の GDP バランスを見ると、表 2 のように
なっており、ITLOS のこの20年間においては、GDP でみると1990年代は日本が
ドイツに2.0倍以上の差をつける覇権状態であり、2000年代はドイツが低下し、
中国が経済成長により 2 位国となった勢力均衡状態であったといえる。2010年代
からは中国が 1 位国となり、2014年以降は 2 位の日本と2.0倍の差をつけ、中国
による覇権状態へと変化していることがわかる（表 2 ）。
一方で軍事費においては、サウジアラビアが2000年まで 1 位におり、 2 位の中
国との差は1.5倍以下と、この 2 国にインドを含める複数国における均衡状態で
あった。しかし2001年からは中国が 1 位となり、その後も大きく軍事費を増やし
続け、 2 位の国との差も1.5倍以上に広がり続け、中国覇権型の不均衡状態となっ
た（表 3 ）。
従って前半期から後半期を比較すると、後半期の方が勢力は不均衡であったと
言えるため、リアリズムの観点である不均衡であるパワーバランスの場合規範が
守られにくいという予想は、 1 節で示された国家の遵守の変化と適応していると
考える。よって、リアリズムは ITLOS における国家実行の状況を説明できてい
るといえるだろう。
（ 2 ） 民主主義国家の割合
次にリベラリズムの観点からの独立変数、民主主義国家の割合の変化をみてい
く。民主主義国家の度合いは、先行研究と同じく Center for Systemic Peace によ
る Polity Ⅳを参考にして分類していく24）。この研究所では、各国を完全な民主主
義、民主主義、開放的アノクラシー（権威主義的国家）、閉鎖的アノクラシー（強
度の権威主義国家）、独裁政治、破綻国家に分類している。本論文では完全な民主

主義と民主主義に分類されているものを民主主義国家とした。
UNCLOS 加盟国は1996年には109か国であったが、2016年には168か国まで増
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表2

UNCLOS 加盟国におけるパワーバランス①
パワーバランス

1位

2位

比率

GDP（単位：百万ドル）

1996年

2006年

2016年

日本

日本

中国

4,415,515

4,530,475

11,232,108

ドイツ

ドイツ

日本

2,221,738

3,005,081

4,936,543

1.99

1.51

2.28

出所：International Monetar y Fund, GDP: current prices, October 2017, www.imf.org/external/
datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD（accessed January 14, 2018）
を基に筆者作成。

表3

UNCLOS 加盟国におけるパワーバランス②
パワーバランス

1位

2位

比率

軍事費（単位：10億ドル）

1996年

2006年

2016年

サウジアラビア

中国

中国

52,863

155,101

411,844

中国

インド

インド

42,510

95,037

215,384

1.24

1.63

1.91

出所：The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance, 1996-2017, www.iiss.
org/en/publications/military-s-balance（accessed October 25, 2017）を基に筆者作成。

加しており25）、そのうち完全な民主主義と判断される国家は43か国から84か国に
増えている。1996年、2006年、2016年時点での民主主義家の割合を算出し、10年
間での平均値を取ったものが表 4 である。
UNCLOS 加盟国においては、前半期から後半期にかけて完全な民主主義国家
の割合は44％から49％へと増加しており、2016年には50％を超えている。リベラ
リズムの観点からは、民主主義国家の割合が高いほど、レジーム内においては規
範が守られるようになると考えられるが、この結果は、後半期に遵守の割合が低
下している従属変数である国家実行とは適応していない。したがってリベラリズ
ムは ITLOS における国家実行の状況を十分に説明できていないといえるだろう。
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表4

UNCLOS 加盟国における民主主義国家の割合
1996～2006

2006～2016

0.442

0.495

民主主義国家の割合

出所：「国連海洋法条約の締結状況」
、外務省。Center for Systemic Peace, Polity Ⅳ Annual TimeSeries を基に筆者作成。

（ 3 ） 司法手続きの発展
最後に、制度主義から立てる独立変数である、司法手続きの発展の変化を見て
いく。司法手続きの発展においては、先行研究に則り（ 1 ）当事者適格、
（2）
政治的独立性、（ 3 ）意思決定権、（ 4 ）法的委任、（ 5 ）制裁能力の 5 要素から
ITLOS を検証する。しかし、ITLOS は WTO や CITES と異なり、設立してから
は準拠法である UNCLOS、また ITLOS の規則にも大きな変更はないため、変化
ではなく ITLOS の司法的独立性の高さを検証していくこととなる26）。
まず（ 1 ）当事者適格について、ITLOS においては国家だけでなく、国際組
織や個人にも裁判の当事者適格を認める例があり、当事者適格は他の国際裁判所
と比較してもとても広く認められていると言える。次に（ 2 ）政治的独立性につ
いては、裁判官は安保理などと異なり政治から隔離された各国の裁判官から選ば
れていることから、独立性は高いと言える。また（ 3 ）意思決定権について、安
保理や GATT においては国家の判断で手続きが中断されることや、判決に対し
拒否権が認められているが、ITLOS は国家が管轄権に対して抗弁を提出しても、
裁判所が管轄権があるかないかを決定できるため、独立した意思決定権を持って
いると言える。
（ 4 ）法的委任とは裁判所が拘束力を持った決定を行えるかを意味するが、
ITLOS の判決・暫定措置命令には拘束力が規定されている。最後に（ 5 ）制裁
能力であるが、ITLOS には判決や暫定措置を無視されてもそれを強制させるよ
うな制裁能力は規定されていない。
以上より、ITLOS の司法手続きの発展は極めて高いと判断づけられる。制度
主義によれば、司法手続きの発展が高いほど、国家は判決を遵守するため、前半
期においては遵守の割合が高いため適応するが、後半期においては司法手続きの
発展は変わらないにもかかわらず、遵守の割合が低下しているため、制度主義も
十分に国家の履行状況を説明できているとは言えない。
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相関分析の結論

2 節で分析したことより、各独立変数（ 1 ）勢力均衡、
（ 2 ）民主主義国家の
割合、
（ 3 ）司法手続きの発展と従属変数である国家の遵守の割合の相関性をま
とめると表 5 のようになる。
この表から三つの独立変数を比べると、勢力均衡が最も ITLOS における国家
実行の状況と対応していることがわかる。対して先行研究の結果では制度主義が
最も対応しており、次いでリベラリズム、最後にリアリズムが最も対応しないと
されていた。先行研究では制度主義の結果が重視されており、司法手続きの発展
によりなぜ国家実行の司法化も発展するかは分析されているが、リアリズム・リ
ベラリズムが対応しなかった原因の考察は不足している27）。本論文では、その原
因の一つは先行研究では対象国を OECD 諸国に絞っているため、リアリズムの
勢力均衡、またリベラリズムの観点からの民主主義国家の割合の変化に大きな違
いがなかったことだと考える。したがって本論文のように OECD 諸国から対象
国を広げたレジームをみた際に、異なった結果が出てくるものと考えられる。

表5

独立変数と従属変数の変化
前半期

後半期

勢力均衡

均衡

不均衡

予想される遵守状況

高

低

国家の遵守

高

低
前半期から後半期の変化

民主主義国家の割合

後半期の方が高

予想される遵守状況

後半期の方が高

国家の遵守

後半期に低下
前半期

後半期

司法手続きの発展

高

高

予想される遵守状況

高

低

国家の遵守

高

低

出所：筆者作成。
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Ⅲ

重要判例の具体的検証

この章では判決のみの長期的な相関分析ではなく、判例の背景・裁判過程・判
決とその履行状況を具体的に検証することで、単一的ではない紛争解決手続きの
選択や OECD 諸国に限定しないⅡ章の分析との比較を行いたい。ITLOS において、
OECD 諸国同士の事件であり、かつ暫定措置命令や判決が出されている判例は、
みなみまぐろ事件と MOX プラント事件の二つのみである（表 1 ）。そこで、ま
ずはこの二つの事例について、先行研究と比較・分析していきたい。そして南シ
ナ海判決やニカラグア事件判決から重要であると捉えられる、安保理常任理事国
が遵守しなかった例としてロシアの判例も挙げたい。

1

みなみまぐろ事件と履行状況

みなみまぐろ事件とは、日本がオーストラリア及びニュージーランドより、み
なみまぐろの漁獲の違法性について訴えられた判例である。みなみまぐろという
魚種の漁獲量について、オーストラリア・ニュージーランド・日本は1993年、
「み
なみまぐろの保存のための条約」により、
「みなみまぐろ保存委員会」（以下、
CCSBT）を設立し、みなみまぐろの漁獲可能量（TAC）と各国の漁獲割り当てを

定めることにしたが、調査漁獲計画の規模について、CCSBT が決定できない状
況となり、 3 か国が合意を得られないまま、1998年に日本が調査漁獲を実施し
た28）。
そのためオーストラリア及びニュージーランドが非難し、日本は保存条約第16
条に基づく紛争解決を提案したが、受け入れられず、オーストラリア及びニュー
ジーランドは国連海洋法条約第64条等に違反するとして、国連海洋法条約に基づ
く仲裁手続を開始（1999年 7 月15日）、また ITLOS に対して調査漁獲の即時中止
の暫定措置を要請したものである（ 7 月30日）29）。
ITLOS は、みなみまぐろ魚種は UNCLOS が規定する高度回遊性魚種であり、
CCSBT における当事国の行為が UNCLOS における義務にかかわるものとして、
管轄権を推定し、1999年 8 月27日に「合意がなされない場合国別割当量の範囲内
でない調査漁獲は慎むべき」と、調査漁獲を抑制する暫定命令を下した。しかし
その後2000年 8 月 4 日、仲裁裁判所は「みなみまぐろ保存のための条約」は強制
手続きを排除しているため、UNCLOS281条の「当事国間の合意が他の手続きの
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可能性を排除して」いる場合にあたるとし、ITLOS に管轄権はなく、この暫定
命令は無効であるとした30）。
では判決に対する国家の行動を先行研究と同じように、「遵守」「回避」「遵守
後回避」
「拒否」の四つに分類する。
みなみまぐろ事件において、日本は ITLOS に命じられた調査漁獲を控えるよ
うにという暫定措置命令に従い、調査漁獲を中止した。また調査漁獲で捕った分
を1999年には711トンの漁獲削減を行い、2000年には1,487トンの漁獲削減を行う
予定であった。したがって日本の行動は「遵守」に分類できるだろう。また、
2000年に仲裁裁判所によりこの暫定措置命令が取り消され、みなみまぐろ保護条
約に則った紛争解決が命じられたが、オーストラリア及びニュージーランドはこ
の決定に対し、何の反対意見も出さず従った。したがってオーストラリア及び
ニュージーランドの行動も「遵守」に分類できる。

2

MOX プラント事件と履行状況

続いて紹介する MOX プラント事件とは、イギリスがアイルランドから、核燃
料工場の操業を中止するよう訴えられた判例である。1997年からアイルランドは、
イギリスの会社による、アイリッシュ海沿岸のセラフィールドにおいて MOX 工
場（使用核燃料から二酸化プラトニウムと劣化した二酸化ウランを混合し新しい燃料に
転化する工場）の建設計画に対する事前の情報開示要請・疑問の伝達を求めてお

り、2001年 6 月に北東大西洋海洋環境保護条約（以下、OSPAR 条約）の下での仲
裁手続きを開始していた。
しかしイギリス政府はこれを無視し、2001年10月 3 日に操業を許可したため、
アイルランドは UNCLOS の汚染防止義務や協力義務の違反の認定、MOX プラ
ントの操業差し止めを求めて仲裁裁判所による訴訟の開始と、ITLOS による暫
定措置要請を行った。その内容は MOX プラントの操業許可の保留、放射性物質
の領海及び主権的権利の及ぶ水域への出入防止、紛争解決手続きを妨げる行為の
抑制、アイルランドの権利の侵害防止である。
この件に対し、ITLOS は、緊急性はないとして搬出入の中止・操業保留など
は命じなかったが、協力義務は保全に値するとして、2001年12月に慎慮の要請に
基づき、仲裁裁判所が設置されるまでの間、アイルランドとイギリスが MOX プ
ラント操業許可から生じる潜在的影響の帰結に関する情報交換、リスクまたは影
響の監視、未全防止措置の設計について協力し、さらなる協議を行うよう暫定措
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置を命令した。しかしその後 OSPAR 条約に基づく仲裁裁判では、そこではイギ
リスの情報開示義務の違反は認められなかった。さらに2006年には、アイルラン
ドが欧州委員会より、欧州裁判所（ECJ）において訴えられた。
MOX プラント事件においては、ITLOS に請求を行ったアイルランド側は、終
始 ITLOS に則った手続きを踏み、「遵守」に分類されるが、イギリス側は ITLOS
の管轄権に対し反対し、ITLOS の手続きよりも先に搬出入を行わない宣言を出
す等の行動を取っていたため、「回避」に分類されるだろう。一方で裁判所が出
した当事国間における協議を行うようにという判決に対しては両国とも従い、あ
くまでも協議によって解決したため、「遵守」している面もある。

3

アークティックサンライズ号事件と履行状況

次に挙げる判例は、オランダがロシアを訴えたアークティックサンライズ号事
件である。この判例は、ITLOS の20年間の歴史の中で、片方の当事国が出廷し
なかった唯一の「拒否」に分類される判例のため、詳しく検討していきたい。
この事件は、2013年 9 月19日、オランダ船籍のアークティックサンライズ号に
乗船していたグリーンピースの活動家たちが、ロシアの石油プラットフォーム、
プリラズロームナヤに抗議活動を行ったところ、海賊罪での逮捕をされたことが
発端である。アークティックサンライズ号の旗国であるオランダは、2013年10月、
オランダの権利の侵害を訴える仲裁裁判、及び船舶と船員の早期釈放を要求する
ITLOS における暫定措置請求を行った31）。
訴えられたロシアは、自国が UNCLOS に付している主権的権利あるいは管轄
権の行使に際しての法執行行為に関する紛争については、UNCLOS における拘
束的決定を伴う手続きを受け入れない留保から、この事件に関する ITLOS の管
轄権はないと主張した。しかし ITLOS は、上記の留保が適用されるのは海洋調
査活動と漁業に関する執行行為のみであると UNCLOS に規定されており、グ
リーンピースの活動に対するロシアの行為はそのどちらにもあたらず、ITLOS
は管轄権を持つと判示した。
そしてオランダによる360万ユーロの保釈金と引き換えに、船舶及び船員を早
期釈放するように ITLOS は命令した。しかし ITLOS における裁判、仲裁裁判と
もに継続して欠席したロシアは、結局暫定措置命令を無視し、自国の法律におけ
る恩赦の形で、暫定措置命令より遅れて順次船舶・船員を解放していった32）。
以上のような判例の場合、ITLOS に付託し、暫定措置命令の条件である提案
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された360万ユーロの支払いも行ったオランダ側の行動は、
「遵守」に分類される
だろう。対して、終始一貫して ITLOS の管轄権を否定し、ITLOS がその権限に
基づいて自らの管轄権を認めた後も、欠席という形で裁判過程を無視し続けたロ
シアの行動は、
「拒否」に分類される。安保理理事国の例として例示したが、
ITLOS における他の安保理理事国の判例にはフランスが当事国となった 3 件、
ロシアが当事国なった他 2 件（どちらも対日本）がある。しかしフランスがすべ
ての判例で遵守している一方、ロシアは 3 件中 2 件を回避、拒否している。

4

各事件における相関分析

最後にこれらの事件の独立変数との関係を分析していく。まずはみなみまぐろ
事件と MOX プラント事件は ITLOS の前半期に扱われた事件である。つまり勢
力均衡は均衡状態であり、民主主義国家の割合は低く、司法手続きの発展は高い
状態であった。この時の当事国の国家実行は当事国 4 か国のうち、遵守が 3 か国、
回避あるいは遵守と捉えられる国が 1 か国であった。この遵守状況は、勢力均衡
と司法手続きの発展の二つの変数が対応していると考えられる。
アークティックサンライズ号事件は ITLOS の後半期に扱われた事件である。
後半期は勢力均衡が不均衡、民主主義国家の割合は高まり、司法手続きの発展は
変わらず高い状態であった。当事国の行動は 2 か国のうち遵守と拒否に分けられ
るため、この事件のみに注目すれば、勢力均衡のみが対応している。このように
一つ一つの判例を詳しくみた場合も、勢力均衡が最も国家実行を説明できている。
Ⅱ章と比較すると、OECD 諸国にしばられない場合の結果を補足する結果であ
ると考えられる。一方で、OECD 諸国が原告・被告になる場合の履行状況の違
いは見られなかった。
先行研究に合わせ、ここまで加盟国全体の割合の視点から分析をしてきたが、
裁判の遵守と当事国同士の勢力状態・民主主義の程度の相関性を見ることも、興
味深い視点となると考えられる。勢力状態については各国の GDP 及び潜水艦・
空母・駆逐艦・フリゲート艦の保有数、人員数から計った33）。民主主義の程度に
ついてはⅡ章と同じく Center for Systemic Peace による Polity Ⅳを用いる。司法
手続きの発展については UNCLOS 加盟後、各国の締約内容に大きな差はないた
め省略する。
まずみなみまぐろ事件について、日本の GDP・海軍力はオーストラリア及び
ニュージーランドよりも上回っているが、日本が敗訴した裁判について、 3 か国
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とも遵守している。この時 3 か国とも完全な民主主義国に分類されている。
MOX プラント事件については、両国とも完全な民主主義国だが、アイルラン
ドの海軍力はあくまで沿岸警備隊としてのものであり、海軍力も GDP も大きな
差がイギリスとはある。アイルランド勝訴した事件について、アイルランドの遵
守に対しイギリスは回避ととれる行動をしている。
一方アークティックサンライズ号事件では、ロシアがオランダを GDP・海軍
力ともに大きく上回っており、ロシアは命令された暫定措置命令を無視している。
またこの時オランダが完全な民主主義国であるのに対して、ロシアは開放的アノ
クラシー（権威主義的国家）に分類される。
その他の判例について、海軍力・GDP の差、民主主義の程度に関わりなく遵
守する例がほとんどであるが、唯一の他の「回避」の判例は日本がロシアを訴え
た富丸事件である。GDP は日本がロシアを上回っているが、海軍力はロシアの
方が大きい。また日本が完全な民主主義国であるのに対し、ロシアは開放的アノ
クラシーであった。したがって国家が遵守しないケースが生じる原因の一つには、
海軍力・GDP が相手国よりも大きいこと、あるいは安全保障理事国であること
が挙げられるだろう。

おわりに
本論文では、ITLOS における判決に対する国家実行を様々な角度から分析す
ることで、勢力均衡が最も海洋における紛争解決手続きの国家の履行状況を説明
できていると結論づけた。したがって他の人権や絶滅危惧種保護、経済などと比
べて、軍事力の影響が大きいという海洋レジームの特徴から、勢力均衡の視点が
最も妥当するだろうという仮説が証明できたと考えられる。
したがってリアリズムとは相反するものとして捉えられることが多い国際法の
分野においても、リアリズムの概念で説明ができ、海洋レジームにおける紛争解
決手続きの司法化はリアリズムで説明できるという理論的含意が得られるだろう。
またこの結論から考えられる政策的含意は、UNCLOS にアメリカが早急に加
盟するべきだということである。2017年現在中国の GDP は11兆9370億ドル、軍
事費は1450億ドルであり、対してアメリカの GDP は19兆3620億ドル、軍事費は
5900億ドルである34）。アメリカの発言に説得力を与えるという点だけでなく、現
在 UNCLOS 加盟国においても中国の台頭により勢力が不均衡になっており、こ
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の均衡を二極型の均衡状態にすることは、Ⅱ章の検証からも海洋における紛争解
決手続きの長期的な司法化に貢献すると考えられる。
一方で、裁判における勝訴・敗訴と当事国間の独立変数の関係も検証したが、
たとえ GDP・軍事力が上回っていても、また民主主義の程度が高くても敗訴し
ている国があり、裁判の判決自体には司法的判断の要素は関係しておらず、裁判
は独立して行われていたことを補足したい。
しかし、ITLOS の中での回避・無視の例が大国、中でも安保理常任理事国に
限られたことは、やはり UNCLOS のレジームにおける問題点を提起していると
考えられる。このような例は安保理におけるニカラグア事件と同じように、レ
ジームにおける規範の信頼、また各国の遵守へのインセンティブを下げることに
も繫がってしまうだろう。
また開放的アノクラシーに分類されるロシアが ITLOS を尊重しない行動を多
く取ったことからも、中国が判決を無視した南シナ海判決と合わせ、どのような
国家が判決を遵守しないのかということを、レジームを超えた広い範囲にわたっ
て明確にすることが今後の研究課題となる。
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