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おわりに

はじめに
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにつ
いて平等である」（UNGA, 1948n）1）。1948年に国際連合（国連）総会により採択さ
れた「世界人権宣言（Universal Declaration of Human Rights: UDHR）」は、第 1 条で
このようにはっきりと人権の普遍性（universality）を謳っている。UDHR に溯る
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こと 2 世紀ほど前にも、アメリカとフランスで類似の「宣言」がなされていた。
1776年のアメリカによる「独立宣言」は、「すべての人間は生まれながらにして
平等であり、その創造主によって生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の
権利を与えられているということを、われわれは自明の事実であると信じる」と
している。また、1789年のフランスによる「人間と市民の権利の宣言」において
も、
「生まれながらにもつ不可侵で神聖な人の権利」といった表現が見受けられ
る。これらの三つの人権は、人権の歴史を語る際に必ずといってよいほど言及さ
れる宣言であり、誰がどのようにして人権を保障するのかが明記されていない点
において共通している。これは当然なのかもしれない。なぜなら、これらの宣言
によれば、「すべての人が」「生まれながらにして」人権をもつのであるから。
しかし、このようにすべての人が生まれながらにして人権をもつということが
自明と思われていたのにもかかわらず、歴史的現実はこれをことごとく反証して
きた。その代表例が、ナチス・ドイツによるユダヤ人の大量虐殺である。政治哲
学者のハンナ・アーレントはこの普遍的人権という理想と現実のギャップを的確
にとらえている。彼女は、『全体主義の起原』の第 5 章「国民国家の没落と人権
の終焉」で次のように述べている。
人権は譲渡することのできぬ権利、奪うべからざる権利として宣言され、
従ってその妥当性は他のいかなる法もしくは権利にもその根拠を求め得ず、
むしろ原理的に他の一切の法や権利の基礎となるべき権利であるとされたの
であるから、人権を確立するためには何の権威も不必要であると思われた。
人間それ自体が人権の源泉であり本来の目的であった（アーレント、1972：
305）
。

しかしながら、第一次世界大戦後の無国籍者が象徴するように、「人権の概念
は［…］
、人間が国家によって保障された権利を失い現実に人権にしか頼れなく
なったその瞬間に崩れてしまった。他のすべての社会的および政治的資格を失っ
てしまったとき、単に人間であるということからは何らの権利も生じなかった」
（アーレント、1972：322）と、アーレントは指摘する。つまり、
「政府の保護を失

い公民の権利を享受し得ず、したがって生まれながらに持つはずの最低限の権利
に頼るしかなくなった人々」に権利を保障する者は存在せず、「いかなる国家的
もしくは国際的権威もそれを護る用意がない」ということが明らかとなったので
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ある（アーレント、1972：307）。
これは、第一次世界大戦後の無国籍者に限った話ではない。21世紀におけるシ
リア難民の問題をみても、ロヒンギャの無国籍問題をみても、全く同様のことが
当てはまる。たしかに難民キャンプに暮らす難民・無国籍者たちは、国連難民高
等 弁 務 官 事 務 所（UNHCR） が い わ ば 国 家 の 役 割 を 担 う こ と で、“Country of
UNHCR（UNHCR 国）”において生存に必要最低限の人権を保障されているとい
えるかもしれない。ただし、難民キャンプにいようと、隣国に逃れようと、自国
に留まっていようと（この場合は「国内避難民」と呼ばれるが）、人権が本当に普遍
的なものであれば、みな平等に人権が保障されるはずである。アーレントが著書
で取り上げる時代においても21世紀においても、普遍的人間性には限界があると
いえる。
人権を保護するための仕組みについて、従来の研究は UDHR をあらゆる人権
運動の規範的な基盤として位置づけている。例えば、「UDHR は最も重要な人権
基準の権化である。人権運動の間では聖書の地位を獲得したようであるといわれ
てきた。他では、UDHR は他の人権文書の『精神的な親』として説明されてきた」
（Mutua, 2007: 553） といったような記述が見受けられる。このような先行研究に

おける UDHR の位置づけを踏まえ、筆者は本論文で人権の普遍性というテーマ
を取り扱うにあたって UDHR に着目することが適切であると判断した。
また、より広い視点から考えると、国連とは第二次世界大戦の勝者である連合
国が、当時反ファシズムといった共通価値のもとで団結して作り上げていったリ
ベラルな世界秩序の象徴であるとされる。そして、ナチス・ドイツによるホロ
コーストの反省から、人権の保護は戦後秩序において国連が取り組まなければな
らない最重要課題の一つとして位置づけられてきた（Lind, 2017）。2016年に起き
たイギリスの欧州連合離脱やアメリカにおけるトランプ政権の誕生といった現象
を前に、21世紀が「リベラルな世界秩序の衰退期」（Kagan, 2017）と称される中、
そもそもリベラルな世界秩序が創造されたといわれる1940年代の国連において、
いかなる人権保護のための試みがなされたのかをみていくことは、意義のあるこ
とだと考える。
なぜ人権は普遍的であるといわれるのか。そして、その正当性（legitimacy）は
どのようにして見出すことができるのか。国連のアーカイブに残されている議事
録や決議案を紐解き第二次世界大戦後の UDHR の形成過程を詳しく辿っていく
ことで、筆者はこれらの問いを明らかにしていきたい。
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そこで第Ⅰ章では、先行研究に依拠しながら、“rights of man（人権）”といっ
た概念が18世紀の西欧で何を要因として生まれたのか、また、“international
human rights（国際的な人権）”がいつどこで初めて提唱され、どのような過程を
経て国連憲章をはじめとする戦後秩序に組み込まれるようになったのかを整理す
る。第Ⅱ章で、議論のたたき台となった UDHR の最初の草案が、誰によってい
かなる影響を受けて作成されたのか、起草過程においていかに各国代表の政治的
思惑が草案の条文内容に反映されていったのかをみていく。この UDHR の起草
過程に基づき、第Ⅲ章では、人権が普遍的であるといわれることの正当性に対し
て筆者なりに答えを出した上で、すべての議論を踏まえ、人権保護における
UDHR、そしてより広く国連という場の意義とは何なのかを見出す試みをおこな
う。

Ⅰ

人権の誕生

1

18世紀における“rights of man”

“Rights of man（人権）”という新たな概念はフランスにおいて1760年代に発明
された。それ以前は“rights”という言葉がイギリスなどの英語圏で使われてい
たが、これは「権利」を意味する。「人権」という言葉が広まるのは、ジャン＝
ジャック・ルソーが『社会契約論』（1762年）において“les droits de l’homme（人
権）”という表現を用いたことがきっかけであり 、ポール＝アンリ・ティリ・ド
2）

ルバック、ギヨーム＝トマ・レーナル、ルイ＝セバスチャン・メルシエなどの啓
蒙主義者たちが1770年代、1780年代にそれぞれの作品で使用していくことで普及
していった（Hunt, 2007: 23-26）。
フランスで“rights of man”という概念が生まれ、後にヨーロッパ中に拡散で
きた要因としては、主に二つあると Inventing Human Rights: A History の著者リ
ン・ハントは主張する。
一つは、小説である。18世紀に、主人公の手紙のやりとりの形で書かれた書簡
体小説（epistolary novel） というジャンルが登場する。その代表例として、ハン
トはサミュエル・リチャードソンによる『パメラ（淑徳の報い）』（1740） と『ク
ラリッサ』（1747-48）、ジャン＝ジャック・ルソーの『ジュリ（新エロイーズ）』
（1761）を挙げている。書簡体小説がもたらしたのは、新たな形式の“empathy（共
感）”であった。読者は、小説に感情移入し、主人公といわば一体となることで、
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階級、人種、性別などの相違を超越して“empathize”することが可能となった。
そして、すべての人が小説を通じて同じような感情をもちうるということを知る
ことで、人間はみな本質的に同じであり、平等であるという感覚をもたらした。
書簡体小説は18世紀にその数を急速に伸ばしていった。例えば、フランスでは
1701年には 8 冊しかなかったのが、1750年には52冊、1789年には112冊、年間で
新たな書簡体小説が出版されていった。イギリスではその増加がより顕著であり、
18世紀はじめから1760年代の間で書簡体小説の新規出版数は 6 倍以上も変化して
いる。ハントは、このように書簡体小説が急速に普及していった直後に“rights
of man”が概念として登場するのはただの偶然ではないと主張する（Hunt, 2007:
38-50）
。

もう一つの要因として、ハントは“intellectual autonomy（知的自律性）”
、すな
わち“the ability to think for oneself（自分で考える能力）”の台頭を挙げる。そも
そも“individual autonomy（個人の自律性）”が概念として登場するのは17世紀で
ある。フーゴー・グロティウスやジョン・ロックなどの17世紀の学者は、神や教
会によってではなく、“autonomous（自律的）”な個人が他の同じような個人と社
会契約を結ぶことによってのみ政治的権力は正当化されるとした。この流れを受
け、教育論においては、罰を与えることによって強いられる「服従」ではなく、
自立を促進する道具としての「理性」が重要視されるようになっていった。18世
紀に入ると“autonomy（自律性）”は最盛期を迎え、イマヌエル・カントはエッ
セイ『啓蒙とは何か』（1784）で、啓蒙とは“intellectual autonomy”であると主
張する。この“intellectual autonomy”は、自分で考えることに留まらず、自分
のことは自分で決めるといった“individual decision making”に対する意識へと
変わっていき、権利意識たるものが啓蒙思想の一環として誕生した（Hunt, 2007:
58-66）
。

このように、書簡体小説により醸成された階級、人種、性別などを超えた
“empathy” と17世 紀 の“individual autonomy” か ら 発 展 し た 啓 蒙 時 代 の
“intellectual autonomy”の二つが組み合わさることによって、18世紀西欧におい
て“rights of man”が誕生した。本論文の冒頭で筆者が引用したアメリカ独立戦
争の「独立宣言」およびフランス革命の「人間と市民の権利の宣言」は、まさに
この啓蒙思想の産物としての“rights of man”といった考え方が、具体的な宣言
として18世紀末に形となったものなのである。
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20世紀前半の“international human rights”

それでは、UDHR における人権とは、上述のような18世紀の啓蒙思想の一環
として生まれた“rights of man”と完全に一致し、西洋的な価値であると断言で
きるであろうか。筆者は必ずしもそうとはいえないと考える。アメリカの「独立
宣言」とフランスの「人間と市民の権利の宣言」はたしかに生まれながらの不可
侵な人権の存在を力説しているが、これらの宣言が結局のところ想定したのは、
明記していなくともアメリカおよびフランスの政府が自国の市民の権利を保護す
るということである。このような「一国内」における人権の保護は18世紀西欧に
その起源をもつが、「国際的に」人権を保護しようという動きは第二次世界大戦
を経て初めて本格化したといえる。
そもそも国際的な人権の保護が初めて正式に提唱されたのは、チリの法学者の
アレハンドロ・アルバレジが1917年、アメリカ国際法学会3）に国際的な人権の保
護を訴えたときであるという説が有力である4）。アルバレジはこの時点ですでに
アメリカ・ヨーロッパ各地の法律専門家とのトランスナショナルなネットワーク
を保持しており、それを通じて国際的な人権の保護という概念が西欧の学者へと
広まり、発展していったとされる（Sikkink, 2017: 62-64）。
第一次世界大戦はこのような国際的な人権保護の概念を強化した。恒久的な平
和は社会正義によってのみもたらされるという考えのもと、パリ講和会議で締結
されたヴェルサイユ条約では国際連盟が設立される同時に、国際労働機関（ILO）
が国際連盟の専門機関として1919年に設けられた（Cabanes, 2014: 105-119）。世界
中の労働者およびその家族の社会的権利を促進するための具体的な組織が20世紀
前半に存在していたという事実は着目に値するであろう。また、同様の時期にフ
リチョフ・ナンセンが国際連盟の難民高等弁務官に任命され、彼の発案した「ナ
ンセン・パスポート」と呼ばれる難民・無国籍者のための国際的な身分証明書が
1922年から発行され、難民・無国籍者などの個人を国際連盟の保護下に組み込む
ような試みもなされた（Cabanes, 2014: 164-173）5）。とはいえ、21世紀における国
際機関ほどこれらの機関は権威をもっておらず、その保護対象や規模などを鑑み
て、ILO はフィラデルフィア宣言（1944）、難民高等弁務官（現在の UNHCR） は
難民の地位に関する条約（1951）をもって真に国際的な人権の保護に取りかかる
ようになったといえるであろう（Cabanes, 2014: 185）。
ILO や UNHCR を含む様々な人権の国際的な保護へ向けた動きを本格化、加速
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化させたのは、国際連盟の失敗による第二次世界大戦の勃発およびナチス・ドイ
ツによるホロコーストのインパクトが大きかったといえる。第二次世界大戦が終
わりに近づくに連れ、とりわけ連合国の間で、戦後秩序には人権の国際的保護お
よび民主主義の推進が不可欠であるというコンセンサスができあがりはじめた。
前述の通り、国際的な人権の保護という概念それ自体は戦間期においてすでに存
在していたが、1941年のフランクリン・ルーズベルト大統領による「四つの自
由」6）のスピーチや人権の保護を謳った大西洋憲章7）は、このような戦後秩序の
理想に対する連合国のコミットメントを世界に示したという点で、戦後における
国際的な人権保護に対する期待を高める効果をもった（Sikkink, 2017: 64-66）。国
際的人権の保護に対する期待感とは西欧、アメリカ、ラテンアメリカに限られた
ものではなかった。インド人の歴史家マヌ・バガヴァンも、この時期を「真にグ
ローバルでユートピア的な瞬間であり、不可能はないと思えた」と表現し、「そ
のような人権に関する仕組みが構築されなければならないということに対して一
致したグローバルなコンセンサスが存在していたといっても過言ではない」と説
明している（Sikkink, 2017: 65）。
しかし、大国は戦争の目的や戦争に関与する理論的根拠としては国際的な人権
の保護を謳ったものの、国際法や国際機関という形で実際に国際的に人権の保護
に取り組んでいくことに対しては消極的であった。国連憲章の原案を採択するた
めに1944年 8 月から10月開催されたダンバートン・オークス会議では、イギリス
は自国の所有する植民地を手離したくなかったため、アメリカは国内における人
種差別を批判されたくなかったため、それぞれ国連憲章に「人権」という文言を
入れたがらなかった。実際、アメリカのコーデル・ハル国務長官は戦後になった
途端に立場を逆転させ、国家主権を制限するような人権の国際的な保護に明確に
反対し、ダンバートン・オークス会議に参加するアメリカ代表団に人権に関する
詳細な議論は避けるようにとの指示をだしている。その結果、できあがったダン
バートン・オークス提案は最終的に全体を通して一度だけ「人権」に言及する形
となった（Sikkink, 2017: 66-68）8）。
国際的な人権保護に対して期待を高めていた中でこのような結果となったこと
を受け、ラテンアメリカ諸国はサンフランシスコ会議の数週間前の1945年 2 月メ
キシコシティに集まり、国際的なレベルにおいてあらゆる国で人権が認められ、
保護されるべきであると主張した。このメキシコシティでの会議の前には、米州
司法委員会9）によりダンバートン・オークス提案に対してコメントや勧告がつけ
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られた詳細な報告書が作成されており、これを踏まえてラテンアメリカ諸国はサ
ンフランシスコ会議に挑むこと決めると同時に、独自の地域的な人権宣言の作成
に取りかかることを議決した（Sikkink, 2017: 68-69）。これが後の「人の権利およ
び義務についての米州宣言」（以下、「米州宣言」）となる。ラテンアメリカ諸国が
20世紀半ばにおいてこのように団結できた理由としては、19世紀までスペインな
どにより植民地支配されていたという共通の歴史を経て、国連憲章を含む戦後秩
序が大国中心に構築されていくことに対する懸念が強かったということが挙げら
れるであろう10）。
1945年 4 月から 6 月にかけて開催されたサンフランシスコ会議には50カ国が参
加したが、そのうち18カ国が今でいうところの“Global North（北の先進国）”、
31カ国が“Global South（南の開発途上国）”で、そのうち20カ国がラテンアメリ
カ諸国によって占められていた。国連憲章の各条文を通すためには全体の 3 分の
2 以上の賛成が必要であったことから、ラテンアメリカ諸国は会議において最も
重要となる投票者集団を構成していた。この立ち位置を上手く活用したラテンア
メリカ諸国および非政府組織（NGO）の努力が実を結び、最終的に国連憲章は「人
権」に 7 回言及するだけでなく11）、第 1 章 1 条 3 項において人権の促進を国連の
基本的な目的の一つとして挙げている。また、より重要なことに、国連憲章の中
で国連経済社会理事会（ECOSOC）に国連人権委員会（UNCHR）を設立すること
がそのマンデート12）として課される（Sikkink, 2017: 69-73）。

Ⅱ

UDHR が採択されるまで

以上の過程を経て、1946年に ECOSOC の機能委員会として UNCHR が設置さ
れる。UNCHR は、ECOSOC により選出された17カ国の代表（オーストラリア、
ベルギー、白ロシア、チリ、中華民国、エジプト、フランス、インド、イラン、レバノン、
パナマ、フィリピン、イギリス、アメリカ、ソビエト連邦、ウルグアイ、ユーゴスラビ
ア） により構成され、広範囲に国際社会を代表できるよう設計された。彼らに
13）

課された最初のマンデートは、「国際人権章典（International Bill of Rights）」の作
成であり、それは人権宣言、人権条約、履行確保の制度の 三 つを包括したもの
を指した。
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1

UNCHR（1st Session）
：1947年 1 ～ 2 月

UNCHR の第 1 回目の会期においては、まず議長、副議長、報告者が決められ
た。エレノア・ルーズベルト（アメリカ）はインドによる推薦、張彭春（中華民国）
はイギリスによる推薦、チャールズ・マリック（レバノン）はフィリピンによる
推薦を受け、それぞれ全会一致で議長、副議長、報告者に選ばれる（ECOSOC,
1947a）。

議長のルーズベルトは、1933年から45年にかけてアメリカのファーストレディ
を務めた後、1946年にトルーマン大統領によりアメリカ国連代表に任命される。
UNCHR の議長として、後に冷戦で東西間の緊張が高まる中、ルーズベルト本人
のもつ威信や信憑性を活用して、UDHR を採択へと導いたとして、1968年、死
後に国連人権賞を受賞している（UN, n. d.）。
副議長の張彭春は、もともとは教育者、脚本家、文学評論家で、コロンビア大
学院でジョン・デューイの指導のもと修士号を取得する。1937年から39年日中戦
争に参戦し、戦後外交官としてキャリアを積む。西洋諸国および日本による中国
の支配に大きく影響され、国家間の平等に非常に関心をもち、普遍性の名のもと、
西洋的な思想以外の視点も考慮するように求めると同時に、神聖法や神への言及
を避けるべきだと主張し続けることで後の議論に貢献した（Glendon, 2000: 251;
Hoover, 2013: 238; UN, n. d.）。

報告者のマリックは、UNCHR の中では最年少で、哲学の教授から外交官に任
命されたばかりであったため、外交に関しては初心者であった。キリスト教徒で
あったが、強くアラブ人としてのアイデンティティーを意識し、大国や宗主国に
よって支配されている国際社会における小国の危機的な状況に強い関心があった。
アメリカとドイツで教育を受け、マルティン・ハイデッガーとアルフレッド・
ノース・ホワイトヘッドの指導のもと博士号を取得する。熱心な人権擁護者であ
ると同時にソ連共産主義の反対者であったが、アラブ諸国の独立にも専念してい
たため、いわゆるリベラルで西洋化されたエリートとは異なった。後の1948年の
第 3 委員会において議長を務めることとなる（Glendon, 2000: 251; Hoover, 2013:
237; UN, n. d.）。

3 人の選出後、マリックは起草委員会の立ち上げを提案する。はじめは中立性
のために国連事務局に一任することも考えられたが、UNCHR のマンデートを国
連事務局に完全に委譲することを意味してしまうのではないかという懸念から、
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また、議長が何度かニューヨークから離れなければならないことがあるという理
由から、議長、副議長、報告者の 3 人を中心として、ジョン・ハンフリー（国連
事務局の人権部門責任者）も交えた起草委員会により、UNCHR の第 2 回目の会期

までに素案を作成することが決議で決定された（ECOSOC, 1947b, 1947c）。
この決議を受け、ルーズベルト宅においてルーズベルト、張彭春、マリック、
ハンフリーの 4 人による会合が開かれ、専門性の観点から、マギル大学で学士・
修士号を取得し、法律学の教授として教鞭をとっていた国際弁護士のハンフリー
が素案を準備することが決定された（Glendon, 2000: 251）。この際、張彭春により
「宣言は単に西洋的な考えを反映すべきではなく、ハンフリー氏は折衷的なアプ
ローチをとらなければならない」（Roosevelt, 1958: 77）という指摘がなされている。
これを踏まえ、ハンフリー（と彼のスタッフ）はより普遍性を持たせるため、世
界各国の既存の憲法や人権に関する法律について情報収集をはじめた（Glendon,
2000: 252）。

一方、当初は 3 人の代表に素案を任せることに賛同していた代表の一部が不満
をもらすようになった。その一人がルネ・カサン（フランス）で、
「西欧人もラテ
ンアメリカ諸国の代表も人民共和国の誰も含まれない小さなグループに最初の草
案を任せるという決定は非常に残念である」と述べた（Glendon, 2000: 253）。また、
ソ連の代表もモスクワから圧力を受け、西欧人の含まれない構成には賛成できな
いと主張するようになった（Glendon, 2000: 253）。フランスおよびソ連のこのよう
な旨を知ったルーズベルトは、1947年 4 月に議長という立場からオーストラリア、
チリ、イギリス、そしてフランスとソ連の代表をチームに加えることを決め、 8
カ国で構成される起草委員会が結成された。ルーズベルトがどのような基準でこ
れらの国を選出したのかは不明であるが、西欧、東欧、オセアニア、ラテンアメ
リカなどそれぞれの地域の代表を含めようとする意図があったのではないかと推
測できる。

2

起草委員会（1st Session）
：1947年 6 月

1947年 6 月の第 1 回目の起草委員会において、ハンフリーが 4 カ月かけて書き
上げた素案が提出された（ECOSOC, 1947d）。ハンフリーは世界各国の憲法や法律
を検討した上で14）主に二つの文書を素案のモデルとしたとされる。一つは米州
機構（OAS） の前身となる組織がラテンアメリカにおいて作成している最中で
あった人権宣言の草案で、もう一つは米国法律協会（American Law Institute）の資
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金提供を受けて実施された比較研究に基づいて作成された「本質的人権に関する
声明（Statement of Essential Human Rights）」である（Glendon, 2000: 253）15）。前者の
人権宣言は、前章でも触れたラテンアメリカ諸国の会議で作成することが議決さ
れた「米州宣言」の草案を指す。
当時、世界では国際的な人権の定義を作成する二つの試みが存在した。一つが
UDHR で、もう一つがこの「米州宣言」であった。両者は「米州宣言」が常に
一歩先を進んでいる関係にあった。前述の米州司法委員会は完全な草案を1945年
12月31日までに完成させており、1946年 3 月の時点では、コメントをもらうため
に全加盟国にこの草案が行き渡っていた。これは UNCHR が初めての会合を開
く前のことである。この後、「米州宣言」の草案は修正されていくが、その核と
なる政治的、市民的、経済的、社会的、文化的権利は1945年の草案の時点におい
てすべて書きつくされていた（Sikkink, 2017: 74）。
「米州宣言」の最大の特徴は、人権の個人（individual）としての側面と共同社
会（communal）としての側面をバランスよく組み合わせている点にある。ラテン
アメリカ諸国の法学者や外交官は、宣言に権利だけでなく個人の社会に対する義
務も取り入れている。また、政治的・市民的権利と経済的・社会的権利の両方を
組み合わせて宣言に含めることにも注力した。このようにして、「米州宣言」は
自 由 主 義 的 資 本 主 義（liberal capitalism） と 社 会 主 義 的 集 産 主 義（socialist
collectivism）の両者を往き来するようなものとなったのである（Sikkink, 2017: 75）
。

社会民主主義者であるハンフリーはこのような意味でバランスのとれた「米州
宣言」に大いに影響されたと考えられる（Sikkink, 2017: 77）。実際、ハンフリー
の素案は合計48の条文でできており、内容としては18世紀の西欧諸国に見受けら
れる「第 1 世代」の政治的・市民的権利（生命・自由・財産の保護、言論・宗教・
結社の自由など）および19世紀後半～20世紀前半のラテンアメリカ諸国の憲法に

見受けられる「第 2 世代」の経済的・社会的権利（労働・教育・衣食住の権利な
ど） で構成されているが、これらの権利はすべて「米州宣言」にすでに含まれ
16）

ていたものである（ECOSOC, 1947d; IACHR, 1948）。
「ハンフリーは、最初の草案の
社会的、経済的、文化的権利に関しては、大半の文言を、そしてほとんどすべて
の権利の考え方を、ラテンアメリカの人権宣言の草案に見受けられるラテンアメ
リカ的社会主義の伝統を参考に作成した」（Sikkink, 2017: 77） といった指摘もさ
れているほどであり、実際に両者を比較すると、例えば素案の「社会保障を受け
る権利」（第41条）や「文化の恩恵にあずかる権利」（第44条）は明らかに「米州
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宣言」の第16条と第13条の文言をそれぞれ参考にして作成されたものだというこ
とがわかる（ECOSOC, 1947d: 14; IACHR, 1948）。また、ハンフリーが各条文を世界
各国の憲法や人権に関する法律と関連づけた400ページを超える素案のコメンタ
リーに目を通すと、ラテンアメリカ諸国の憲法が相対的に多く引用されているこ
とがひと目でわかる（ECOSOC, 1947e）17）。特にキューバ、パナマ、チリが多いと
感じるが、それはこの 3 カ国が最初に完全な“International Bill of Rights”の草
案を国連事務局に提出したからであろう。
ハンフリーによって作成された膨大な資料を前に、起草委員会を 8 カ国に拡大
させた張本人のソ連の代表は、 4 人の代表により構成される作業部会の設置を提
案し、議長ルーズベルト、報告者マリック、カサン、ジェフリー・ウィルソン（イ
ギリス）の作業部会が結成され、ハンフリーの素案を論理的に整理し、起草委員

会での議論を踏まえて起草し直すことが指示された。作業部会は話し合いの結果、
カサンに素案の改訂を任せることとした（Glendon, 2000: 254-255）。
カサンは、フランス生まれのユダヤ人で、法律学の教授になる前に第一次世界
大戦で兵士として動員される経験をもつ。第二次世界大戦中はイギリスへ渡航し、
ド・ゴール率いるレジスタンス運動にリーガル・アドバイザーとして参加する。
彼の人権保護に対する考えは、ナチスによって家族を殺害された経験やフランス
の人権の伝統を国際的なレベルにまで拡大すべきだという思想により形成されて
いる。1959年から68年の12年間は欧州人権裁判所において裁判官を務め、1968年
にはノーベル平和賞も受賞している（Glendon, 2000: 251; Hoover, 2013: 238; UN, n.d.）。
カサンはハンフリーの素案を同月のうちに整理し終える（ECOSOC, 1947f）。「カ
サンの草案の 4 分の 3 以上はハンフリーの最初の草案を参考にしている」
（Morsink, 1999: 8）と言われているように、実際にハンフリーの素案とカサンの草

案の内容はかなり似ている。
ちがいを挙げるとすれば、一つはハンフリーの素案のほうがより多くの条文を
割いて、経済的・社会的権利を強調している点である。カサンは「社会保障を受
ける権利」（第34条）として一つにまとめているのに対して（ECOSOC, 1947f: 6）、
ハンフリーは「社会保障を受ける権利」（旧第41条）の他に、「仕事とその仕事の
もたらす公共の福祉への貢献に応じて国民所得の公平な持分をもらう権利」（旧
第39条）、
「家族を扶養するのに必要な公的援助を受ける権利」（旧第40条）、「居住

の権利と快適で健康的な環境で暮らす権利」（旧第42条） なども挙げている
（ECOSOC, 1947d: 14）。これは、以前も指摘したようにハンフリーが社会民主主義
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者であり、ラテンアメリカ的社会主義の伝統を素案に多く取り入れていたことが
大きいだろう。
また、両者の相違点として、ハンフリーは「すべての国家は政治難民に庇護を
与える権利を有する」（旧第34条）と書いているのに対して（ECOSOC, 1947d: 12）、
カサンはそれ（第18条）に加えて「避難することで迫害を逃れる権利」（第14条）
も組み込んでおり、国家の権利と同時に難民の個人としての権利でもあるととら
えている（ECOSOC, 1947f: 3-4）。これは、カサン自身がユダヤ人であり、ホロコー
ストにより家族を失った実体験から、難民の権利に対して特別な思い入れがある
ために付け加えたのではないかと考えられる。先行研究には、カサンは「熱心な
シオン主義者」（Glendon, 2000: 251）であり、
「おそらくどの参加者よりも、カサ
ンは UDHR が人類の単一性を断言し、各個人の法人格を保証することで、第二
次世界大戦の惨事へ対応し、尊厳を保証しなければならないと感じていた」
（Hoover, 2013: 230）という記述が見受けられる。第一次世界大戦中に兵士として

動員され、その後国際連盟や ILO で勤務した経験に加えて、カサン自身が人生
を通して培ってきた（というよりは培わざるを得なかった）ユダヤ人としての意識
が18）、この条文や UDHR 採択までの後の議論におけるカサンの主張（後述）を形
成したといえるのではないだろうか。

3

UNCHR（2nd Session）
：1947年12月

前述の通り、UNCHR の会議には18カ国の代表が参加しており、 8 カ国の起草
委員会よりも規模が大きかったが、より広い視野を得るために UNCHR の第 2
回目の会期では数々の NGO の参加も認められた19）。また、会議に参加できなかっ
た者による意見も、国連事務局を通じて précis（要約）という形で UNCHR に共
有された。一般市民による意見まで UNCHR に伝達され、キリスト教的価値に
反するため死刑廃止に関する条項を含めるべきであるという意見や、国籍をもた
ずに暮らす人々のことも考えるべきだという意見など、様々な観点が提示された
（Danchin, 2002）
。

UNCHR の第 2 回目の会期では草案作成の便宜上、宣言（後の UDHR）、規約（後
の国際人権規約）
、履行確保の制度をそれぞれ担当する三つの作業部会に分かれて

議論が進められた。宣言を扱った作業部会はアメリカ、フランス、白ロシア、パ
ナマ、フィリピン、ソ連で構成された。この会期においては、前文には触れられ
ず、どのような原則を宣言に含めるべきかが主に議論された。これら 6 カ国によ
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る議論をまとめた報告書に対して、委員会の各国からコメントや提案がなされ、
さらなる議論の結果として「ジュネーブ草案」ができあがった（ECOSOC, 1947g）。
このジュネーブ草案をカサンの草案と比較して着目したい点としては、この段
階から草案に政治闘争が反映されるようになったということである。この理由と
して、当初 UNCHR の構成員は各国の代表としてではなくそれぞれ個人として
議論に参加することとされていたのが20）、各国政府からの圧力により、この段階
からそれぞれが各国の国益を代弁する代表者と位置づけられるよう UNCHR の
マンデートに変更が生じたことが挙げられるだろう（Winter & Prost, 2013: 247）。
このようにして、草案作成の主体が個人から国家へ移行することで、草案作成過
程が外交交渉の性格を帯びるようになったのである。これが、人権を政治化させ
た最大の要因だといえる。
条文に現れた政治闘争の一つの例として、難民・無国籍者に保護を与えるべき
と考える代表と国境管理の強化を優先すべきだと考える代表の対立がある。前者
の立場を支持したのがフランスのカサンで、後者の立場を支持したのがイギリス
やアメリカであった。イギリスやアメリカなどの立場からすると、誰を国民とし
て認め、誰に国籍を付与するかを決める権限を有するのは国家であり、そのよう
な権限を人権の名のもと制約されることを恐れたのであろう。一方、フランスも
政府としてはイギリスやアメリカと同様の立場であったかもしれないが、カサン
個人としては、
「 2 起草委員会（1st Session）」で記述したような経験と意識に基
づき、何とかして難民・無国籍者が人権を享有できるようにしたかったのだと考
えられる。カサンの個人としての主張はフランス政府により支持されることはな
かったが、妨げられることもなかったようである。カサンの伝記には、
「プロジェ
クト全体に無関心の様子であったフランス政府の支持を得られず、カサンは孤独
を感じた。自分は実質的に一人で頑張っており、フランスの外務省は負担を軽減
させるために人員を増やしたがらないようである、と彼はパロディ（友人）に手
紙を書いた」（Winter & Prost, 2013: 247）との記述がある。つまり、フランス政府
が UDHR の起草の議論にほとんど口出しをしなかったがゆえ、カサンは個人と
しての考えを自由に主張することができたのではないかと考える21）。結局、
「ジュ
ネーブ草案」ではイギリスやアメリカの主張とカサン個人の主張の妥協の産物と
してなのか、第18条は、「すべての人は、国籍をもつ権利を有する。どの政府の
保護も享受できない人はみな国連の保護のもとに置かれる」と限りなく普遍的人
権の保障に近い条文となっているのに対して、「この権利は犯罪者や国連の原則
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および目的に反する行為をおこなった者に対しては保障されない」という表現が
その後に付け加えられており、国籍を与えないという選択の余地を国家に残す形
となっている（ECOSOC, 1947g: 5）。
もう一つの政治的な対立構造は、植民地宗主国と新独立国の間のものである。
カサンの草案には「ある政府が深刻にもしくは組織的に基本的人権と自由を侵害
することがあれば、個人や国民は抑圧および圧政に抵抗する権利を有する」（旧
第25条）という内容の条文が存在したが（ECOSOC, 1947f: 5）
、ジュネーブ草案で

はこの条文が完全に削除されている（ECOSOC, 1947g）。おそらくこれはイギリス
を筆頭とした宗主国による根回しによるものであろう。「抵抗権」は西欧の啓蒙
主義（主にジョン・ロック） にその起源をもち、18世紀にアメリカ独立革命を可
能にした権利であったが、20世紀においてはこの権利は西洋諸国が否定し、いま
の“Global South”が西洋の大国を批判するために利用するものへと転じた。こ
の「抵抗権」はキューバなどにより後の国連総会第 3 委員会の議論まで主張され
続けるが、
“Global South”の中でも自国内の革命勢力が現政権を転覆すること
を恐れていた国もいたため一枚岩となれず、最終的には UDHR に条文という形
では含まれずに採択される結果に終わる22）。

4

起草委員会（2nd Session）
：1948年 5 月

当初、UNCHR に課されたマンデートは宣言、規約、履行確保の制度の三つを
合わせて“International Bill of Rights”として採択するというものであったが、
あまりにも議論が進まなかったことから、宣言だけでも早期に採択すべきだとす
る主張がなされるようになった。そのため、起草委員会の第 2 回目の会期では規
約の必要性の有無について議論することにほとんどの時間が割かれた（Danchin,
2002）。

議長のルーズベルトは、個人としてはカサンと同様に強い権限をもった人権保
護の仕組みを構築すべきだと考えていたが、アメリカ議会の中では国連憲章に記
されている以上の国家の義務を負うことに対して慎重な意見が多数派であり、彼
女はアメリカの代表として規約に反対せざるを得なかった。また、ソ連もアメリ
カのように主権が侵害されるというリスクのほかに、起草委員会に法的拘束力を
もつ規約を提案する権限があるのかということに対して懐疑的であるという理由
から、規約の作成に反対した。一方、オーストラリアやインドの代表は規約の草
案を強く支持し、イギリスも宣言された権利を特定して生じる権利と国家の義務
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を明確化したいという意図から規約の採択を主張した（Hoover, 2013: 233）。

5

UNCHR（3rd Session）
：1948年 5 ～ 6 月

UNCHR の第 2 回目の会期においてできあがったジュネーブ草案は量が多すぎ
て扱いづらいという理由から、第 3 回目の会期では草案の条文を最低限のものに
絞るという作業が始まり、激しい議論が行われた。同時に、規約および履行確保
の制度まで終わらせるのはほとんど不可能であるというコンセンサスから、まず
は宣言だけを採択するという方針がこの時点になってようやく決定された
（Danchin, 2002）
。規約は、UDHR の内容を基礎として、後に「経済的、社会的及

び文化的権利に関する国際規約」（社会権規約、A 規約）と「市民的及び政治的権
利に関する国際規約」（自由権規約、B 規約）という形で条約化されるが23）、それ
は UDHR が採択された1948年の18年後のことである。
UNCHR の第 3 回目の会期においてできた草案は、より主権国家の権力が強化
された内容となった（ECOSOC, 1948b）。唯一本当の意味で人が生まれながらして
もつ不可侵の人権を体現していた「国籍をもつ権利」は、「何人も、恣意的にそ
の国籍を奪われ、またはその国籍を変更する権利を否認されることはない」（第
13条）という表現へと弱められ（ECOSOC, 1948b: 12）
、「どの政府の保護も享受で

きない人はみな国連の保護のもとに置かれる」（旧第18条）という文言も消えてい
る（ECOSOC, 1947g: 5）。この条文を議論する際、アメリカは「すべての人が国籍
をもつ権利を有するとすることを試みるよりも、国籍の恣意的な剝奪を防止する
方が好ましい」と発言し、イギリスもこれを支持している（ECOSOC, 1948a: 7）。
しかし、実際のところは、「国籍をもつ権利」を宣言に明記することで、主権的
行為としての自国による国境管理が国際法により制約されることを避けたかった
のであろう。一方、NGO や国際難民機関24）、フランスは以前の条文を支持し、
カサンは「何人も恣意的にその国籍を奪われてはならないと宣言に書くだけでは
不十分である。国連が責任をとり、どの政府からも保護を受けない者を保護しな
ければならない」と熱弁している（ECOSOC, 1948a: 6-8）。UNCHR の第 2 回目の
会期においても「国籍をもつ権利」が議題にあがり、同様に国家主権の維持・強
化と人権の保護が対立するような形であったが、会議を重ねるに連れて、各国政
府は主権を手放さないという主張にますます固執するようになっているというこ
とが草案の条文の変遷を辿ることでわかる。
また、ジュネーブ草案にはマイノリティーの権利に関して、次のような条文が
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あった。
人口の大多数と異なる人種、言語、宗教の者が相当数居住する国においては、
そのような民族的、言語的、宗教的マイノリティーに属する人々は公の秩序
と両立できる限り、学校、文化的・宗教的施設を設立、維持し、メディア、
公会、裁判、その他国家権威を前に自分の言語を使用する権利を有する（旧
第36条）
。

ところがのちに、この一文は完全に削除された（ECOSOC, 1947g: 9, 1948b）。
UNCHR の第 2 回目の会期における「抵抗権」と同様、マイノリティーの権利も
植民地宗主国と新独立国の対立構造か存在する中、宗主国の圧力により消された
と思われる。これは、後の議論において再び議題にあがった際、ソ連などの東側
諸国がこの条文を西側諸国の植民地主義的な側面を批判する際に持ち出している
ことから推測できる（UNGA, 1948d: 730）。この権利も結局 UDHR に含まれるこ
とにはならなかったが、代わりに UNCHR とマイノリティーの保護に関する小
委員会がマイノリティー問題に取り組むよう、ECOSOC が要請するということ
が後の国連総会第 3 委員会で決定されることで対立は決着する。

6

国連総会第 3 委員会：1948年 9 ～12月

国連総会第 3 委員会以前も UNCHR や起草委員会以外の国からフィードバッ
クを受け付けていたが、この段階において初めて全国連加盟国によって草案が本
格的に議論されるようになった。UNCHR および起草委員会はすでに約 2 年間に
わたる 5 つの会期を経て100回以上もの会議を重ねてきたが、第 3 委員会におい
て は さ ら に85回 も の 会 議 が 開 か れ た（ 小 委 員 会 に よ る20回 の 会 議 を 含 め ず ）
（Danchin, 2002） 。
25）

以前の会議において、草案をめぐる主な政治闘争は、国家主権を制約されたく
ない国々と人権の保護を優先すべきだとする国々の対立、および植民地宗主国と
新独立国の対立の二つであった。しかし、第 3 委員会からは東西冷戦の対立構造
がほとんどの条文の議論を支配するようになる。UNCHR の第 1 回目の会期から
会議に参加してきたハンフリーは、当時の状況を「冷戦により、政治的雰囲気は
爆発寸前の状況にあり、東西間で議題と無関係な非難の応酬がなされた」と評価
しており、彼を含めた国連職員は「悪化する国際状況からして、12月の国連総会
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までに採択されなければ宣言は事実上無効となってしまう」と考えていた
（Glendon, 2000: 258）。筆者は実際に議事録に目を通したが、草案に対する修正案

という形をとって、会議においてソ連の代表は「植民地主義的」で「ブルジョワ
的」であるとして西側諸国をはっきり批判している（UNGA, 1948a: 57-58）。これ
に対抗して、イギリスも皮肉を込めて反論している。
ソ連は大衆の自由の擁護者を気取っている。しかし、わずか数年の間に、広
大な領域を併合し、リトアニア人、エストニア人、ラトビア人、チェコスロ
バキア人、ハンガリー人、ルーマニア人、アルバニア人にその支配を押しつ
けたのは、ソ連ではなかったか（UNGA, 1948b: 67）。
このような冷戦の対立構造は条文の内容に入り込むまでにその影響力を増大さ
せていった。例えば、第 3 委員会でできあがった草案には「この宣言に掲げる権
利は信託統治地域および非自治地域のすべての住民に平等に適用される」（第 3
条）といった条文が加わった（UNGA, 1948k: 3）
。これはユーゴスラビアが提案し、

ハイチなどの新独立国を味方につけることによって採択に導いた条文である。こ
の条文に対して、イギリスは次のように断言している。
イギリス代表は、非自治地域に特別に言及していることには隠された動機が
あり、プロパガンダの要素を理想の述べた宣言に入れ込む可能性があると感
じる。
［…］イギリス代表は、政治的な動機があったという理由以外に、な
ぜユーゴスラビア案が提出されたか理由が思いつかない（UNGA, 1948e: 744）。
また、
「十分な生活水準を保持する権利」（第26条）において、母親や子どもに
対して特別な配慮がなされるべきだという趣旨の条文が以前から存在していたが
（ECOSOC, 1948b: 13）、そこに「すべての児童は、嫡出であるか否かを問わず、同

じ社会的保護を享有する」（第26条第 2 項）という条文が付け加えられた（UNGA,
1948k: 6）。この条文について、ユーゴスラビアは「一部の資本主義国」では婚外

子の割合が児童全体の約 3 割も占め、これらの子どもたちが平等に扱われない事
態が生じているという懸念から挿入すべきだと主張しており、他の東側諸国が支
持を示している（UNGA, 1948c: 555）。
この条文の第 1 項について議論する際も、ソ連は独自の論点を展開している。
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残念ながら、先の戦争の後の数年は、相当の資源を有する国を含め、多くの
資本主義国における生活水準の段階的な低下により特徴づけられるというこ
とが明白である。これらの諸国が、戦争経済から平時経済へと転換し、経済
再興を果たすのに要した支出は、労働者の生活水準に直接的な影響をもたら
したということに着目しなければならない（UNGA, 1948c: 562）。
このようにソ連は、戦前と比べてアメリカで独占企業や個人企業の利益が増大
していることやフランスで実質賃金が半減していることを具体的な数値を用いな
がら説明し、いかにこれらの資本主義国で労働者の生活が悪化しているのかを明
らかにしようと試みている。その上で、ソ連は自国の成果を以下のように誇示す
る。
対照的にソ連では、労働者に対する生活水準の向上と社会保障制度の保証は
常に政府の関心事項であり続けた。［…］さらに、ソ連政府は労働者の厳し
い生活条件をもたらす根本的な原因に対処する努力をしてきた。［…］この
条文に対して代表により提案された修正案は、ソ連の労働者により享受され
ている便益を世界全体の労働者にも及ぼすことを意図している（UNGA,
1948c: 562-563）。

こうしてソ連は、1940年と比較して給与が倍増していることや労働者の生活水
準向上のため学校・病院が建設されていること、様々な失業対策が実施されてい
ることを例として挙げている。つまり、ソ連を筆頭とする東側諸国は、UDHR
の議論の場を西側の資本主義国を批判するだけでなく、東側陣営が西側陣営と比
べていかに優れているかを顕示するための機会として利用していたのである。
西側諸国も、東側諸国ほど目立つ形でないとはいえ、発言においては普遍的な
原則として語りつつも、条文にはしっかりと西側諸国の価値観を組み込んでいる。
例えば、前文において「人権は法律レジームにより保護されるべきなので」（旧
前文第 3 項）という表現が以前の草案にはあったが（ECOSOC, 1948b: 10）、第 3 委

員会において「法律レジーム」が「法の支配」（前文第 3 項）へと変更されている
（UNGA, 1948k: 2）
。パキスタンにより、「提案された単語は英米法に特有のドクト

リンに密接に関係していると考える。人権宣言のように、ここまで普遍的な性格
を有する文書にこのような単語を使用することはできない」との指摘がなされて
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いるが、この修正案を西側諸国は通した（UNGA, 1948h: 778）。
さらに、同じく第 3 委員会で作成された草案の前文に「人権の無視および軽侮
が人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、一般大衆の最高の願望として、
人々が言論および信仰の自由、恐怖および欠乏からの自由を享有する世界の到来
が 宣 言 さ れ た の で 」（ 前 文 第 2 項 ）26） と い う 表 現 が 見 受 け ら れ る が（UNGA,
1948k: 2）、下線部の「四つの自由」は、本論文第Ⅰ章で触れたルーズベルト大統

領の「四つの自由」のスピーチからそのままもってきたものである。この文言を
共同提案したオーストラリアとフランスは、これはアメリカを意識したものでは
なく「ルーズベルト大統領により非常に上手く表現された、一般的に受け入れら
れている考え」であると説明しているが（UNGA, 1948i: 787）、冷戦の対立構造が
これほどに顕著であった時期にこの表現を用いたことには政治的な意図があった
と考えざるを得ない。
このように、第 3 委員会では人権保護に関する議論がかなり明白に政治化して
いった。しかし、冷戦のコンテキストに引きずり込まれていく草案を何とかして
普遍的なものへと変えようとする試みもみられた。その一つの例が、以前の草案
前文の「人権の無視および軽侮が、第二次世界大戦前と大戦中に人類の良心を踏
みにじった野蛮行為をもたらし、基本的自由が紛争における最大の問題であると
いうことを明らかにしたので」（旧前文第 2 項）の下線部が削除されたことである
（ECOSOC, 1948b: 10）。オーストラリアは「人権宣言は不変の原則を含まなければ

ならない。ある時代の特定の考えにより促されたという印象を与えないことが重
要である」と発言しており（UNGA, 1948f: 756）、これに対してフランスも支持を
示し、時代的なコンテキストを取り払おうとしている。
また、この段階において「すべての人が国籍をもつ権利を有する」（第16条）
という条文がカサンの努力により復活している（UNGA, 1948k: 4）。前述のように
「5

UNCHR（3rd Session）」では、この条文は国家の主権が優先された結果、か

なり個人の人権としての側面が弱められた表現となってしまったが、その後の議
論で一貫してカサンは「国籍をもつ権利」の重要性を主張し続けてきた。はじめ
はジュネーブ草案にあった文言をそのまま取り戻すべきだと主張していた。とこ
ろが冷戦により米ソ対立が激化し、各国がますます主権に固執するようになった
以上、現実的に政府の保護を受けられない者は国連の保護を受けるとする条文を
入れることは困難だと判断したのであろうか、途中から「国籍をもつ権利」だけ
でも宣言に入れようと働きかけるようになった。カサンは第 3 委員会で力説して
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いる。
第 3 委員会の加盟国は、全人類の代表であるだけではないということを忘れ
るべきでない。庇護を求める権利や国籍をもつ権利などはいまのところ一部
の国の憲法によってしか宣言されていないが、国家によってではなく人類社
会全体により保障すべきであり、これらの権利の卓越性を保証する責任が
我々にはある（UNGA, 1948a: 62）。
この発言からわかるのは、カサンが宣言を通して成し遂げたかったことという
のは、国家に属さない者や国家の保護を受けられない者も、人類社会の一員であ
るというただそれだけの事実をもって権利を享受できるという、まさしくアーレ
ント的な意味での「普遍的人権」を保障することであったということである。
このような思いは、UDHR の起草過程において始まったものではない。カサ
ンは、第二次世界大戦前、国際連盟やハーグ国際法アカデミーでの勤務経験によ
り、ジュネーブやハーグの法律専門家と深いつながりがあったが、当時アカデミ
アで主流だった考えとは、「国際連盟のような国際組織を存続させ、さらなる戦
争を防ぐためには、新たな考えが法的、政治的惰性の霧を貫くしか方法はない。
そしてその新たな考えとは、制限された主権、すなわち国際法により制限された
主権である」というものだった（Winter & Prost, 2013: 224）。カサンはこの考え方
に大いに影響を受け、「国民の原則はその有益な効果を使い果たし、今となって
は国際コミュニティーにとって破滅的で、個人にとって抑圧的なドクトリンの起
源となってしまった」とまで述べた上で（Winter & Prost, 2013: 226）、ロシアやア
ルメニアからの難民などを事例として、政権の変化や国籍の消失にかかわらず個
人が権利を享有できるようにするにはどうすればいいのか、という問いに向き合
い続けた。これはナチスが政権を掌握する何年も前の話であった。
以上のような国際法学者としての普遍的人権に対する関心は、前述のホロコー
ストといった個人的経験によりさらに増大したと考えられる。このように考える
と、なぜカサンがここまでして「国籍をもつ権利」を宣言に入れ込もうとこだ
わったのかがみえてくる。彼にとって、「国籍をもつ権利」は宣言に欠かせない
権利の一つであり、この条文に「国家」の要素を含めないということは彼として
は何としてでも死守したいところだったのではないだろうかと考えられる。
この主張をより強化し、何よりも本論文の問いを答える上で重要となっていく
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のは、UNCHR および起草委員会で約 2 年間にわたって議論を重ねてきた後の第
3 委 員 会 と い う こ の タ イ ミ ン グ に お い て、 初 め て 宣 言 の 名 前 を“Universal
Declaration of Human Rights”とすべきであるという提案がカサンによってなさ
れたという点である（UNGA, 1948g: 759-760）。当初、UNCHR に課されたマンデー
トは“International Bill of Rights”を起草することであったため、その宣言は
“International Declaration of Human Rights”と特に議論されることなく呼ばれて
いた。しかし、議論が進むにあたって、国家の主権が人権の保護よりも優先され、
冷戦の対立構造が条文の内容にまで入り込むようになっていくのを目の当たりに
したカサンは、何とかして宣言に普遍的人権が保障される仕組みを組み込む方法
はないか模索していたのではないかと考える。その努力の結果、「国籍をもつ権
利」を宣言に含めることには成功したが、政府の保護を受けられない者を国連の
保護下に置くといった内容の条文は削除されたままであるという状況の中、
“International”という文言を“Universal”へと変更する提案は、この宣言に記
されたあらゆる権利の性質を国家間の関係に限定されない“universal”なものへ
と一変させようとするカサンの最後のあがきだったのではないだろうか。
実際、議事録を辿ると、宣言について第 3 委員会で議論された期間は1948年 9
月30日から12月 7 日であったが、カサンにより宣言を“Universal Declaration of
Human Rights”と呼ぶべきだと提案されるのは11月30日である（UNGA, 1948g:
759-760）
。 第 3 委 員 会 の 草 案 が 採 択 さ れ る の は12月 6 日 で あ り（UNGA, 1948j:
879-880）
、それまで12月 4 日と 6 日にしか会議が行われていないことを鑑みると、

カサンがいかに起草過程の最終段階においてこの提案を行ったかがわかる。議論
が進むに連れて人権がますます政治化されていく中、宣言に記された人権が
“universal” で な く な り つ つ あ っ た か ら こ そ、 カ サ ン に と っ て“Universal
Declaration of Human Rights”と呼ぶことに大きな意義があったのではないだろ
うかと筆者は考える。
このような過程を経て、東西冷戦の対立構造に基づいた各国の政治的な思惑と
普遍的人権の保障を追求する個人の思いといった正反対の性質を有する両者が第
3 委員会の草案には組み込まれた。草案は、12月 6 日に賛成29票、反対 0 票、棄
権 7 票（共産主義圏 6 カ国、カナダ）27）で採択され（UNGA, 1948j: 879-880）、最終投
票のため国連総会へと提出された。
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第 3 回国連総会：1948年12月

1948年12月10日パリにおいて第 3 回国連総会が開かれ、最後の最後まで修正案
が提出され続けるが、最終的にイギリスの修正案以外は反対される（UNGA,
1948m: 930-932）。そして、賛成48票、反対 0 票、棄権 8 票（共産主義圏 6 カ国、サ
ウジアラビア、南アフリカ） で UDHR は国連総会決議217A として採択される
（UNGA, 1948m: 933）
。

草案に全体として投票する前、ポーランドの提案により各条文に対する投票が
行われた。その結果は以下の票の通りである（UNGA, 1948m: 932-933）。
棄権・反対した国は議事録においては明かされていないが、投票数や条文の内
容を考察することで、草案全体に対して共産主義圏 6 カ国、サウジアラビア、南
アフリカがそれぞれなぜ棄権票を投じたのかということがみえてくる。
共産主義圏 6 カ国（ポーランド、ウクライナ、ソ連、ユーゴスラビア、白ロシア、
チェコスロバキア）は、明文でファシズムとナチズムを非難せずには人権を保護

することはできないという考えのもと、第19条および第20条にファシストおよび
ナチスはここでいう表現の自由と結社の自由を有していなかったと明記すること
を修正案として提案したが、修正案が否決されたために棄権したと主張してい
る28）。また、国際社会が内政に介入してくることを恐れてか、第 1 条などのよう
に既存の国内法を超越するとも解釈できる人権の概念を受け入れることはできな
いという立場からも棄権したと考えられる。これに対して、アメリカは共産主義
圏 6 カ国が棄権票を投じた真の理由は、第13条のすべての人の自国を立ち去る権
利が関わっていると主張している（Glendon, 2006: 169-170）。サウジアラビアの棄
権の理由としては、第16条の（宗教を含む）いかなる制限をも受けることなく婚
姻する権利および第18条の宗教または信念を変更する自由が挙げられるが、シリ
ア、イラン、トルコ、パキスタンなどムスリムを抱える国々は賛成票を投じてい
るという点が、カサンなどにより指摘されている（Danchin, 2002）。南アフリカに

全会一致

前文 第 2 項～第 7 項、第 2 条 第 1 項、第 3 条～第12条、第14条～第17条、
第20条～第25条、第27条、第29条、第30条

反対

第 2 条 第 2 項（ 1 票）、第13条（ 6 票）、第19条（ 7 票）

棄権

前文 第 1 項（ 2 票）、第 1 条（ 9 票）、第 2 条 第 2 項（ 8 票）、第13条（ 2
票）、第18条（ 4 票）、第19条（ 2 票）、第26条（ 3 票）、第28条（ 8 票）
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関しては、社会的・文化的・経済的権利まで規定するのは行き過ぎだと表向きで
は主張しつつも、実際のところはアメリカなどが UDHR を利用して自国のアパ
ルトヘイト政策を非難することを予想して棄権したといわれている（Danchin,
2002）。

8

人権の政治化

1947年 1 月から1948年12月の約 2 年、以上のような複雑な経緯を経て UDHR
は採択された。当初、UNCHR の構成員は各国の代表としてではなく、それぞれ
個人として議論に参加することができたため、UNCHR および起草委員会の第 1
回目の会期は、真に人権を保護できるようなシステムを構築するための努力が最
もなされた時期ともいえるであろう。この二つの会期においては、個人の思想・
価値観が草案に大きく反映された。特に影響力を有したのは、たたき台となった
最初の草案を執筆した国連事務局のハンフリーであった。ハンフリーが社会民主
主義者であったがゆえに、UDHR の素案は「米州宣言」とかなり似た内容となり、
ラテンアメリカ的社会主義の伝統が大いに取り入れられたものとなったといえる。
また、このハンフリーの素案にユダヤ人としてのアイデンティティー意識をもつ
カサンが手を加えることで、人類社会が各個人の法人格を保障するといった要素
が草案に組み込まれたのであった。
UNCHR の第 2 回目の会期からは、マンデートの変更により、それぞれが各国
の代表者として国益を何よりも優先して発言するようになったことから、個人の
思想・価値観よりも各国の政治的思惑が草案に反映されるようになった。この時
期においては、大きく二つの政治闘争が顕著であったと筆者は指摘した。一つは、
国籍を有する権利の議論を通じて明らかになった、国家主権を多少なりとも制約
することによって人権の保護を図るべきだとする代表と国家主権は維持されるべ
きだとする代表の対立で、もう一つは、抵抗する権利やマイノリティーの権利を
議論する際に浮上した、植民地宗主国と新独立国の間の対立であった。UNCHR
の第 3 回目の会期までは、これらの政治闘争および人権規約の必要性が主に議題
を占めることとなった。
第 3 委員会の会議に突入してからもこれらの政治闘争は続いたが、この時期か
らは東西冷戦の対立構造がほとんどの条文の議論を支配するようになったという
のは前述の通りである。人権の政治化がより一層加速し、人権の保護とは本質的
には無関係と思われるような発言が会議において目立つようになった。そして、
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このような冷戦の対立構造は条文の内容に入り込むまでに影響力をもつように
なった。
しかしながら同時に、無関心ゆえに自国政府からそれほど制約を課されていな
かったカサンを筆頭として、冷戦のコンテキストに引きずり込まれていく草案を
何とかして普遍的なものへと変えようとする試みもあった。特に、起草過程の最
終 段 階 に お い て は じ め て 宣 言 の 名 前 を“International Declaration of Human
Rights”から“Universal Declaration of Human Rights”とすべきであるという提
案 が カ サ ン に よ っ て な さ れ た と い う 点 は 着 目 に 値 す る。 宣 言 の 人 権 が
“Universal”でなくなりつつあったからこそ“Universal”と呼ぶよう求めたのは、
普遍的人権の保障が実現されることを戦前から望んでいたカサンの最後のあがき
であったといえるだろう。
そして、1948年12月10日の第 3 回国連総会において、UDHR はついに国連総
会決議217A として全会一致で採択されたのであった。

Ⅲ

UDHR の有する“plurality”

以上のように UDHR の形成過程をみていくと、脱植民地化の機運の高まりや
冷戦の対立構造などといった、当時の政治状況の時代的なコンテキストがいかに
UDHR の条文に深く組み込まれているかがわかる。つまり、UDHR で宣言され
ている人権は時代的に拘束されているという意味において普遍的でない。また、
カサンの努力により国家ではなく個人の権利として「国籍をもつ権利」が
UDHR に含まれることになったといえども、ジュネーブ草案の文言が削除され
たことで、結局誰がこの権利を保障するのかという点が曖昧となってしまい、難
民・無国籍者など国家の保護下にない者は現実的には宣言されている人権を享受
できないこととなってしまった。すなわち、すべての人を対象としていないとい
う意味でも UDHR の人権は普遍的であるとは到底いえない。
た だ、 普 遍 的 で な い と い っ た 同 じ 結 論 と は い え、UDHR が 西 洋 の 創 造 物
（Western construct）であり、西洋的な価値を明文化したものであるから普遍的で

ない、といった主張とは明白に区別されなければならない。ジョー・フーバーは、
人権の西洋性から UDHR を非難する視点を提示している。
旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷の裁判長であったアントニオ・カッセーゼは、

514

政治学研究59号（2018）

国連の設立当初、西洋諸国は国連において優位を占めていたため、人権とい
う西洋的な思想を世界の他の国々に押しつけたと書いている。［…］UDHR
は、新たな世界政治における道徳的基礎を提示するというより、むしろ個々
の人権といった明らかにリベラルな概念を世界の他の国々に強いることで、
単に西洋による支配を維持しているにすぎない（Hoover, 2013: 221）。
しかしながら、本論文で議論したように、UDHR は西洋の創造物でない。
“Rights of man”という概念はたしかに18世紀西欧で啓蒙思想の一環として誕生
したが、第Ⅰ章で提示したように、そもそも“international human rights”の保
護が初めて正式に提唱されたのは20世紀初頭のラテンアメリカにおいてであり、
むしろそれが西欧の学者へと広まり、発展していった。また、第二次世界大戦中
は連合国側が戦争を正当化するために国際的な人権の保護を謳ったものの、戦後
は立場を逆転させて西洋諸国は国家主権を制限するような国際的な人権保護に明
確に反対するようになった。むしろ、国際レベルにおける人権の保護を主張した
のはラテンアメリカ諸国であり、これらの国々なしでは国連憲章に国連の基本的
な目的の一つとして人権の促進が挙げられることはなかったといっても過言では
ない。
たしかに、サンフランシスコ会議においては各条文を通すために全体の 3 分の
2 以上の賛成が必要であったのに対して、UDHR の起草プロセスおよび国連総
会においては全体の過半数の賛成で足り、参加国の全体数もサンフランシスコ会
議よりも増えたため、ラテンアメリカ諸国の影響力はサンフランシスコ会議後に
縮小していったことを否定することはできない。しかし、国際連盟時代からの国
連外交そしてより広くマルチ外交の特徴として、最初の起草者（UDHR の場合は
ハンフリー）による素案が、後の議論を経てできあがる決議や条約の内容を大き

く決めてしまう多大な影響力をもつということが挙げられる。起草者はつまりア
ジェンダ設定（agenda setting）と似たような役割を担うということである。実際、
ハンフリーの素案と最終的にできあがった決議を比べてみると、条文が並び替え
られ、体裁が整えられており、表現が多少変化しているとはいえ、基盤を成す原
則は基本的には変わっておらず、18世紀の西洋的な政治的・市民的権利と19世紀
後半から20世紀前半のラテンアメリカ的社会主義の伝統を引き継いだ経済的・社
会的権利の両方が含まれた UDHR が採択されている。前述のように、起草者の
ハンフリーが社会民主主義者であったため「米州宣言」の精神を引き継いだ素案
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が作成され、UDHR がその原形を大部分保っていると考えると、UDHR は西洋
的価値観を他国に押しつけたものだという断言することは難しくなる。むしろ、
UDHR が西洋の創造物であると主張することは、「米州宣言」の起草に向けたラ
テンアメリカ諸国の努力を無視することであり、西洋の傲慢であるともいえる。
このように整理すると、UDHR に宣言されている人権は、西洋の創造物であ
るからという理由ではなく、時代的に拘束され、難民・無国籍者など国家の保護
を受けられない者がその対象から抜け落ちてしまうという理由から“universality
（普遍性）”をもたないということができる。これは、前述のように UDHR の起

草主体が個人から国家へ移行したことで草案作成過程が外交的な駆け引きの場と
しての性格を帯び、人権が政治化してしまったことをその大きな要因とする。
他方で、外交的な駆け引きが存在するということは、同時に多様な性質をもつ
主体の多様な声が併存する状態であるということの裏返しであると考えることも
できる。その意味で、UDHR に宣言されている人権は、“universality”ではなく
“plurality（複数性）”をもつと解釈できる。UDHR には、西洋的な政治的・市民
的権利だけでなくラテンアメリカの経済的・社会的権利も含まれており、また
1948年時点での国連全加盟国の参加した議論を通して、西側諸国だけでなく東側
諸国の主張、宗主国だけでなく新独立国の主張も多少なりとも組み込まれている。
ここで今一度起草者ハンフリーの言葉を想起したい。
UDHR はジェファーソンがアメリカ独立宣言の父であったと同じような意
味での父をもたない。非常に多くの人々 ―UNCHR、起草委員会、女性の
地位委員会、 2 つの小委員会、専門機関、行政の省、NGO の人々 ―が最
終的な結果に貢献した。このように作者不明であることこそが、宣言に偉大
な威信と権威をもたせるのであろう（Humphrey, 1984: 43）。
ハンフリーの指摘からわかるのは、UDHR の起草には様々な主体が関わって
おり、異なる性質の人権が併記されているという点で、宣言されている人権は
“plurality”を有するということである。これは人権をめぐる UDHR のみに限定
されたことではなく、あるいは人権に限定されたことでもない。この“plurality”
は、国連という場の特徴そのものであると筆者は考える。国連とは、それ自体が
異質な主体、異質な政治的イデオロギー、異質な理想や理念の集合体であり、こ
れらの併存を許容する組織である。外交的な駆け引きの存在の裏返しとしての、
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異質なものが併存し、議論を交わすことを許容する“plurality”こそ、UDHR そ
してより広く国連という場の正当性を醸し出しているのである。そのため、国連
で外交的な駆け引きが起こり、人権が政治化されたとしても、悲観すべきである
とはいえないのである。
“Universality”とは固定された概念でもなければ、一つの解釈のみを許す概念
でもない。むしろ“universality”とは他の抽象的な概念と同様に、各時代の制約
を受ける言葉であり、時代を経るごとに変容する性質をもっている。本論文でも
示唆したように、1940年代半ばの UDHR 起草当初でいう“universality”は、現
在21世紀における“universality”と比較すると、その射程が限定されていた。人
権の“universality”は時代を経るごとに、より正確には国際社会における新たな
人権侵害あるいは人権保護の事態が生じると、その事態に合わせて内容が追加さ
れ守備範囲も広がる。それを可能にしてきたのが、“plurality”が担保される場
としての国連だったのである。

おわりに
筆者は本論文の冒頭で、本来普遍的人権が機能していれば人権が保護されるは
ずであるにもかかわらず、難民や無国籍者の存在から明らかにされる、普遍的人
間性の有する限界を嘆いた。しかし、すべての希望が失われたとは思わないと同
時に、UDHR そしてより広く国連という場が完全に無意味であるとは考えてい
ない。
アーレントは『思索日記』において、
「政治は人間が複数で生きている事実［＝
複数性］にもとづく。［…］政治が取り扱うのは異なる者たちの共同存在ないし
交流の在り方である」（アーレント、2002：22）と述べている。UDHR で宣言され
ている人権や国連といった場は、“universal”であるとはいえないが、アーレン
トの指摘するような政治の性質、すなわち筆者が本論文を通じて論じてきた
“plurality”を有する点において意義がある。そのため、時代的コンテキストが
変化したり、新たな保護対象が生じたりして、時代とともに“universal”の中身
が変容したとしても、人権の政治化ゆえの“plurality”を生かして、
「新しい人権」
として新たな条項を既存の条約に追加したり、新たな条約を締結したりすること
によって、臨機応変に人権を保護することが可能である。現存の主権国家体制が
崩れない限り、カサンが夢みたような人類社会の一員であるというただそれだけ
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の事実で個人が権利を享受できるような社会は実現できないであろうが、国連と
いった異質なものの併存を許容する“plurality”の場が存在し続けることで、各
時代において“universal”とされる人権の保障へ向けて様々な取り組みを行うこ
とができると考える。その意味で、
“plurality”とは、既存の主権国家体制のもと、
“universal”に人権が保障される社会を実現するための賢明な仕組みなのかもし
れない。
UDHR 採択後、この“plurality”に基づき、時代を経るごとに時々の文脈で
“universal”だと考えられる人権の保障に向けて、新たな国際法の締結や国際機
関の設立が次々と実際に進められていった。時代に応じて生じた「新しい人権」
へ対処するために多くの個別条約が締結され、例えば、難民の地位に関する条約
（1951）
、人種差別撤廃条約（1965）、アパルトヘイト条約（1973）、女性差別撤廃

条約（1974）、拷問禁止条約（1984）、児童の権利条約（1989）などが挙げられる。
また、ポスト冷戦期の1994年には、
「人間の安全保障（human security）」が新たな
概念として国連で提唱された。国連、各国政府、NGO などが連携を図ることで、
「人間一人ひとりに着目し、生存・生活・尊厳に対する広範かつ深刻な脅威から
人々を守り、それぞれの持つ豊かな可能性を実現するために、保護と能力強化を
通じて持続可能な個人の自立と社会づくりを促す」（外務省、2016）ことを目的と
した人権保護レジーム構築のための様々な取り組みが進められてきている。
たしかに、国連とは第二次世界大戦後にリベラルな考えのもと、戦勝国により
作り上げられた組織かもしれない。しかし、リベラルな考えを推進することでは
なく、組織自体がリベラル（＝自由）を体現し、“plurality”を許容する場である
ということにその価値がある、と筆者は考える。国連という場が有するこの
“plurality”という特性は、上記のように、人権保障の概念や取り組みを各時代
の“universal”に合わせる原動力としての役割を果たしている。筆者は、多様な
立場の主体の多様な理想の併存を許容する“plurality”が可能とした、人権保護
へ向けた様々な動きを前に、難民や無国籍者など現在は政治的、経済的、社会的
に不利な立場に置かれた者たちの人権が保護されるような社会がいつしか実現す
るといった希望を捨てずにいたい。そして、筆者自身そのような社会の実現のた
め、国連といった“plurality”の場において、日本の外交官として何かしらの形
で貢献できるよう尽力したいと強く願う。
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1 ） 以下、特に断りがない限り、英語・フランス語の訳は引用者による。
2 ） ルソーは『社会契約論』において“les droits de l’homme”を明確に定義するこ
とはないが、「市民と主権者の個々の権利」と「人間であるということゆえに享
受すべき自然権」を区別しなければならないと主張している。
3 ） ジェイムズ・ブラウン・スコットとアレハンドロ・アルバレジの 2 人の法学者
により1912年に設立され、アメリカにおける国際法の研究を行う国際的な学術組
織。
4 ） なぜこの時期にラテンアメリカ諸国において国際的な人権の保護が唱えられた
のかについては様々な要因が考えられるが、一つは西欧諸国が第一次世界大戦後
の戦争を予防するためのルールづくりにとらわれていたのに対して、ラテンアメ
リカ諸国は19世紀に主権を獲得し、その知識人たちは西欧の啓蒙思想の一環とし
て生まれた人権の概念を相対化することができたということが考えられる。
5 ） ただし、難民の地位については個別的ではなく集団的な定義が採用されていた
ため、ナンセン・パスポートを獲得するには特定の集団の一員であることが条件
であり、一人ひとりが個人として有する不可侵の権利としてナンセン・パスポー
トが発行されていたわけではなかった（Cabanes, 2014: 171-172）。
6 ）「四つの自由」とは、ルーズベルト大統領が1941年に一般教書演説で挙げた世界
の全ての人が享受すべき表現の自由、信仰の自由、欠乏からの自由、恐怖からの
自由のことであり、第一次世界大戦後のアメリカの孤立主義を捨て、第二次世界
大戦に関与する理論的根拠として使われた。「四つの自由」については後の議論
で再度触れる。
7 ） 大西洋憲章とは、ルーズベルト大統領とチャーチル大統領が戦後の世界を構築
していくために設定した連合国の取り組むべきゴールである。
8 ） ダンバートン・オークス提案の第 9 章 1 条において、「諸国間の平和的かつ友好
的関係に必要な安定および福祉の条件を創造するために、国際連合は、経済的、
社会的およびその他の人道的国際問題の解決を促し、人権および基本的自由の尊
重を促進しなければならない」（UN, 1947: 8）との記述がある。現存の国連憲章
の第 9 章55条 c に対応するものと考えられる。
9 ） 現在は米州機構（OAS）下の組織で、南北アメリカにおける国際法の漸進的発
展と法典化を推進することを目的とする。
10） サンフランシスコ会議まではラテンアメリカ諸国は大国に対抗するという共通
の目的のもと一枚岩となることができたが、その後、メキシコなどは「米州宣言」
の謳う国際的な人権保護の名のもとにアメリカが在外自国民を保護することを目
的として内政に介入してくるのではないかという懸念から、国家主権の強化に執
着するようになる。
11） 国連憲章の前文、第 1 章 1 条 3 項、第 4 章13条 1 項 b、第 9 章55条 c、第10章62
条 2 項、第10章68条、第12章76条 c に「人権」という文言が見受けられる。
12） 委任された権限のこと。
13） これらの各国の代表のほとんどが1945年のサンフランシスコ会議の参加者で
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あった。
14） ハンフリーの素案の各条項が世界各国の憲法や法律といかに対応しているかは、
以下のリンクの素案のコメンタリーで確認できる。
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/AC.1/3/Add.1
15） 米国法律協会は、アメリカの慣習法の明確化・平易化の推進を目的として1923
年に設立された組織で、法学者、弁護士、裁判官などの法律の専門家で構成され
ている。「本質的人権に関する声明」は1941年に米国法律協会が召集した委員会
により作成されたもので、ウィリアム・ドレイパー・ルイスを議長として各国の
代表の間での議論の結果、1945年に最終版が完成した。
16） 経済的・社会的権利の議論の際にはしばしばラテンアメリカ諸国の話が持ち上
がり、これらの権利はラテンアメリカに伝統的に存在していたとされるが、その
ようにいわれるようになった大きな要因の一つは、19世紀にラテンアメリカ諸国
が独立を達成した後も植民地支配の名残から大土地所有制が続けられていたため、
この地域において所得格差が拡大していったことが考えられる。この経済格差を
解消するために（一定の社会的身分の者に対する）社会保障の充実がラテンアメ
リカの各国で進められたことが、いわばラテンアメリカの伝統としてとらえられ
るようになったのではないかと考えることができる。
17） 無論ラテンアメリカ諸国の他にも西欧、北欧、中東諸国などからの引用もされ
ている。
18） カサンは今となっては熱心なユダヤ教徒として知られているが、1940年代まで
ユダヤ人であるということはカサンにとってほとんど意味をなさなかった。彼は
家族と異なり、ユダヤ教会に通わず、むしろフランス人であるという意識のほう
が強かった。彼のアイデンティティー意識を大きく変化させたのが、ホロコース
トとフランスにおけるヴィシー政権の成立である。フランスに住んでいたカサン
の妹、従兄弟、叔父などはみな1940年代に収容所へ送り込まれ、帰らぬ人となっ
た。また、カサン自身、ド・ゴール率いる自由フランスの一員としてレジスタン
ス運動に参加する際、同じ組織の者からユダヤ人であることを理由に差別を受け
ることがあった。その中で、ド・ゴールはカサンをユダヤ人だからといって特別
な扱いをすることなく、むしろ彼の国際法の専門知識を評価して高い地位に就か
せた。しかし、ユダヤ人が戦争を自分たちの都合の良いように操作しているとい
うナチスによるプロパガンダが悪い意味で自分に適用されることを恐れ、カサン
は BBC などのメディアにおいて意見を述べる機会があったときには、国際法の
研究者そして大戦の兵士として周りにみられるようにユダヤ人であることを隠す
ことに細心の注意を払った。これがかえってカサンにユダヤ人としてのアイデン
ティティーを強く意識させたのであった（Winter & Prost, 2013: 301-309）。
19） UNCHR の第 2 回目の会期に参加した団体は、アメリカ労働総同盟、世界カト
リック女性団体連盟、ユダヤ機関調整委員会、赤十字国際委員会、国連協会世界
連盟などであり、自ら作成した草案を UNCHR に提出した団体もいた。ユダヤ系
の NGO を招待したのはその設立に関わっていたカサンだとされているように
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（Winter & Prost, 2013: 246）、NGO の参加には各国の代表の思惑が大いに反映さ
れていたと考えられる。
20） とはいえ、ソ連のようにはじめから事実上国家の代表として意見を主張してい
た委員も存在する。
21） しかし、このフランス政府の無関心は UDHR の起草に限られたことだったよう
である。後の国際人権規約の起草の際にもカサンはフランスを代表したが、この
ときフランスの外務省（Quai d’Orsay）とカサンの間で対立が起こる。対立が特
に際立ったのは、個人申立権に関する議論である。個人申立権の必要性について、
カサンは第二次世界大戦前に国際法の教授をやっていたときから主張しており、
彼にとってこの権利を保障することは重要であった。それに対して、フランス外
務省は自国下の植民地における人権侵害に利用されることを懸念し、個人申立権
の方向に議論が進むことを阻止するようカサンに指示を出した。はじめ、カサン
はフランス政府からのこのような指示にもかかわらず、個人申立権の含まれた草
案で議論を進めようとしたが、自国の政府を説得することができず、失敗に終わ
る（Winter & Prost, 2013: 252-253）。
22） 採択された宣言に「反逆」という文言自体は前文に見受けられるが、「人間が専
制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするために
は、法の支配によって人権を保護することが不可欠であるので」
（前文第 3 項）
とキューバを筆頭とした国々が当初求めていた形とはかなり異なるものとなった
（UNGA, 1948n）。
23） 両者を総称して国際人権規約という。
24） UNHCR の前身の組織。
25） ソ連の代表であったアレクサンダー・ボゴモロフはモスクワから会議の進行を
妨げ、なるべく長期化させるよう指示されていたことが今となってわかっている
（Glendon, 2000: 251）。
26） 以下、特に断りがない限り、下線は引用者による。
27） カナダが棄権した理由として、先行研究は「正式な理由は、連邦政府が一部の
権利については州の管轄であるとみなしたため、それらについては投票できない
と感じたからであった。しかし、宣言に反対するロビー活動の影響を受けていた
という証拠が存在する」（Hobbins, 1998: 337）と述べている。
28） 議論を通じて一貫して、東側諸国は表現の自由がヒトラーの行ったような差別
主義的なプロパガンダに、結社の自由が全体主義につながると主張し続けていた。
この主張に対する理解が得られなかったため、UDHR における表現の自由や結
社の自由はファシストやナチスが悪用した表現の自由や結社の自由とは異なると
いう趣旨の条文を入れることにこだわったのだと考えられる。
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