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Therule－Orientedtendencythataccompaniesareifiedconceptu－

alizationof‘‘thelegal’’incontemporaryinternationa11egaldiscourse

makesit difficultto appreciate the relevance ofinternationallawin

everydaylife，Which oftenimpoverishes relevantlegal practices of

profeSsionals and ordinary people alike．In order to establish and

facilitate a reflective approach tointernationallegal scholarship，

Whichleads us to circumvent the prevalent reified discourse，the

present article proposes four fundamentalreorganized conceptsfor
understandingand elucidatingthe dynamicprocess ofinternational

legal discourse：‘‘internationallegalprocesses”，“internationallegal

practices’’，“COnCOmitantinterpretation’’and“internationallawas］uS

乃0〝gCrか〟刑’’’．

Ⅰ　はじめに

法の社会的意義を説くにあたり、「法は空気のようなもの」という類の表

＊　金城学院大学国際情報学部・准教授
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現がとられることがある1）。その趣旨は、まず、空気が人間の生命活動の維

持に常に必要不可欠であるように、法がひとびとの社会生活に欠かせない

ことを訴えかけることにある。仮になくなれば、途端に息苦しくなり、こ

れまで慣れ親しんだ生活が成り立ちにくくなるというわけである。また、

この表現は、そのように日々の暮らしを支えてくれる存在であるにもかか

わらず、通常は目に見えない存在としてひとびとに意識されにくい事態も

意味している。加えて、ひとびとによって意識されるかどうかにかかわら

ず、暮らしを支える空気や法がこの世に厳然と存在しているということを

読み込むこともできる2）。

それでは、国際法もまた、空気のような存在であると言えるだろうか。

専門家・非専門家を問わず、ひとびとの暮らしの多くの場面で関連性が見

出されていない国際法にとって、これは相当の難問であるように見える3）。

本考察の日的はまず、国際法もまた空気のような存在であるということを

筋道立てて考えられるような幾つかの基礎概念を提供することにある。他

方で、その延長線上に、国際法を空気にたとえる限界もまたひとつの論点

とならざるをえない。法は空気のような物理的存在ではない。それは社会

的に構成される現象として、ひとびとの実践に依存する存在であり、その

存在を語るには方法論的な用意がなければならない4）。本考察は、そのよう

1）一例として、長谷川日出世F法の基礎概念と憲法（第2版）j（成文堂、劫12年）7

頁。

2）本文で指摘した点以外にも、石山文彦編著『ウオーミングアップ法学j（ナカニシャ

出版、2010年）3頁は、日常生活における法を記述する法学の役割を、人間の生命

活動に酸素が必要である仕組みを解き明かす科学に類比している。

3）例えばUTC（協定標準時）などの制度の恩恵を被った日常生活を送っていることを

理解するだけでも国際法の関連性の自覚としては重要な一歩を踏み出しているが、

そのような直感的な把握をこえて、どのように理論的に持続的なかたちで国際法学

にその自覚を繰り込めるかということこそ本考察の課題である。国際法（国際的な

各種制度）の日常生活への関連性を様々に例証する教育的パンフレットとして、ASIL

加わr〝加わ〝αJエα肌・700円句γ5gfSゐ卸g50zJrエねJg5，2006を参照。

4）このような社会的存在の実践依存性をめぐり、自然的構造との対比において、社会

的構造の属性として方法論的により明確に分析しているのは、田口富久治r政治学
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な捉えにくさを伴う国際法について、国際法学があらためて意義ある形で

語る方策を探る試みでもある。

以下、前半で本考察の提唱する基礎概念を相互に関連づけながら順次説

明を加える。後半では、本考察の基礎概念が国際法学上のいかなる課題に

取り組み、いかなる含意を持ちうるものであるか、応用として若干の考察

を試みる。

Ⅱ　基礎概念

1「国際法過程」－ルールからプロセスへ

「法においてルールは一定の役割を果たしているが法のすべてではない。

（自分は）国際法が、ルールであるというよりはむしろプロセスであるとい

う分析に依然コミットしている」と述べるのは、国際司法裁判所長も務め

た高名な国際法学者であるロザリン・ヒギンズ（RosalynHiggins）であ

る5）。ヒギンズは、「権限ある人物や機関により、適切なフォーラムにおい

て、一定の確立した実行及び規範の枠内で決定が行われたとすると、そこ

で生起するのは法的な決定である」としたうえで、「国際法は、このような

決定のプロセス全体なのであって、単に『ルール』という名で呼ばれる過

去の決定の傾向を参照することに尽きるものではない」ことを強調する。

講義J（名古屋大学出版会、1993年）第1章（ロイ・バスカーの議論をふまえ、社会

的諸構造の自然的諸構造とは異なる属性として、第1に、それらが支配する諸活動

から独立して存在しない実践依存性、第2に、行為者がその活動において自分たち

が何をしているのかという行為者の理解から独立して存在しない概念依存性、第3

に、相対的にのみ継続的であり、それらが基礎を与えている諸傾向は時・空の不変

性という意味で普遍的ではありえないという時空依存性、の3点を挙げる。）

5）Hig由n乳軋伽あわ椚ざα〝d PrOCg∫ぶ．・血お印α血乃αJエα紗α乃d肋紗I穐偽g几

ClarendonPress，1993，p．2．（邦訳書にロザリン・ヒギンズ（初川満訳）Fヒギンズ国

際法－問題解決の過程としての国際法j（倍山社、2003年）がある。ただし「訂

正版」にも難が多く本考察では依拠しない。他方で、小松一郎F実践国際法』（信山

社、2011年）の関連記述を参照。）
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要するに、これは「法を単にルールの公平な適用とする考えを退ける」も

のである。周知のように、これは国際法学界にあって、国際法を単なる諸

規則ではなく、世界大の権威的な決定のプロセス全体とみなすべきである

と喝破したマクドゥガル（MyresMcDougal）を創始者とする法政策学派

（イェール学派）の提唱する理論枠組である6）。

このように「有権的な決定の継続的なプロセス」として国際法を把握し

ようとすること、より根源的には、国際法過程を国際法学の考察対象とし

て設定することには、決定的な理論的跳躍が含まれている。それは、国際

法が「法規や法命題」で成り立っているという見方に対して、「法規や法命

題」を「権威的決定」に入れ替えてみたというような単純な話ではない。

むしろ、そのような平板な理解では核心を把握できない理論的態度決定に

貫かれており、一定の理論的に不可逆な運動を含んでいる。それは第一に、

国際法に関する解釈論から意図的に離脱し、国際法学固有の考察対象とし

て「国際法」をあらためて定義する営為を核心としている7）。本考察も同じ

く、当事者の用いる一次理論と区別された観察者の二次理論上の用語法と

して、国際法過程の概念を位置づける釦。第二に、「ルールとしての国際法」

6）関連文献は相当数に上るが、代表的な一例に、McDougal，M．S．＆Reisman，W．M，
”InternationalLawinPolicy－OrientedPerspective”，Macdonald，SLJ．＆Jolmston．

D．M．（eds．），The Structure andProcess dlnte7・nationalLauJ：EssLySin Legql

PhilosqphyDoctrineand Theory，MartinusNijhoffPub．，1983，pp．103－129．

7）極端な言い方をすれば、国際裁判における法廷上の用語法あるいは概念として「プ
ロセスとしての国際法」を用いる提案がなされているわけではない。この点、ヒギ

ンズの前掲記述はルール中心の国際法観の否定を一面的に強調するきらいもあり、

誤解を招きかねない。むしろ、法政策学派の中心的論者であるマイケル・リースマ

ンは、裁判実践における厳格な規範的制約とそれ以外の実践における適切な考察の

あり方をふまえた多元的な議論をしており穏当なものである（とはいえ、支配的国際

法学による後者の軽視に対する警鐘を鳴らしており、裁判中心主義は依然として批

判の対象である）。See，W，M．Reisman，The Questjbr WorLdOrderandHuman

Dig71i＆in the Twenb，｝rst Cgntury，Martinus NijhoffPub．，Recueil des courS

vol．351，2012，eSp．p．34．）

8）もっとも、リースマンの姿勢に顕著であるが、そのような二次理論を提唱する趣旨

は、国際法過程における決定の実態を教義学的な言語にとらわれずに把握し、－現代
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から「プロセスとしての国際法」への移行は、物象化された法規像から離

脱する運動を含んでおり、物的国際法像から人的国際法像への視座自体の

転換を伴っている。国際法学が自覚的に国際法過程を考察対象として設定

する意義は、非人称化された命題としての法規というように、「法」が固形

物のごとく、同一性の仮象のもとに語られることを回避することにある。

実際、法政策学派においても、プロセスを担う意思決定者の介在が繰り返

し強調されている。もっとも、いかなる主体がいかなる形で国際法過程に

関与するかという点について、法政策学派のように権威的・実効的決定を

文字通り「決定的」な準拠点とするほかにも、理論的な選択可能性は残っ

ている9）。また、通常の国際法学で想定されている法的安定性や物的な法規

像をいかに位置づけ、いかに理論に組み込めるかについては、より慎重な

議論を必要とする10）。これらの点にも留意して、以下、関連する基礎概念に

の地球大が抱える諸間嵩の解決をめざし、それら決定に実効的に関与できるように

なることを呼びかけることにあり、すぐれて実践的・規範的な構えをもっている。

本考察もまた、国際法過程を含む各基礎概念の提唱により、日々の自己の営為と国

際法との関連性を見出し、当事者のリフレクションを促すことによって各々の現場

の状況改善を目論んでおり、同様の構えをとる。

9）本考察全体に言えることであるが、それぞれの基本単位には相関関係が伴っており、

探究には再帰的進行が求められる。一定の法概念の前提から法主体へと探究が進め

られることもあれば、法主体（むしろ従来の国際法学の狭い理解を回避する「関与

者」が適当である）の設定から法概念へと探究が進められることもありうる。国際

法の「関与者」の範囲が決められれば、その「関与者」が関わっている規範が探ら

れ、「国際法」の内実の範囲が定まる。しかし、それとて最終的に志向すべき対象か

ら逆算されて出発点が初めて定まるとも言える。最終的に、どのような法を兄いだ

したいのか。あらゆる当事者が謙虚に、かつ真筆に法を語りうるための法概念とは

いかなるものか。あらゆる当事者が謙虚に、かつ真筆に法を通して正しい秩序のあ

り方を考え、語りあい、判断するための法概念とはいかなるものか。そのためには、

どこの誰の「国際法実践」を探るべきなのか。See，Paust．J．J．．“NonstateActor

Participa血inIntemationalLaw andthe Pretense ofExclusion”．THYginiaノburr

〝αJ〆劫お血Jエ〃紺，Vol．51－4（2011），pp．977－1004．（現代まで250年にわたる

非国家主体の参加の歴史を論証した以上、国家主体が法主体に限られるという国際

法言説は深刻な間違いか、利害にまみれた悪質な欺岡行為であると言う。）

10）法政策学派のような「過去の諸決定の傾向」という外在的な把握で済むかどうかも

また問題である。支配的な国際法学もふまえ、それに内在しながら、「過程としての
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ついて検討を進める。

2「国際法実践」－国際法過程における主観／主体

それでは、国際法過程はどのようにしてこの地球上に存在しているのか。

国際法過程に対する考察を進めるためには、国際法過程の実践依存性及び

概念依存性に対する何がしかの見通しを得なければならない11）。そのため

に、考察の焦点を、マクロな国際法過程から、その過程を担うひとびとの

実践に移してみよう。ここで第一の課題となるのは、「国際法過程」の渦中

に「国際法実践」を見出しうる言語の獲得である。そもそも、「国際法実

践」とはいかなる文脈にあるいかなる実践なのだろうか。しかし、こうい

った端緒的な問いかけさえ、すでに従来の国際法学の通説的な物言いから

は随分と隔たったところにある。ひるがえってみれば、そもそも「国際法

実践」なる形容自体、数多ある国際法の専門書、とりわけその教科書の類

において、まず目にすることのできない状況から出発することを余儀なく

されている12）。

「国際法実践」は、端的に規定すれば、国際法過程を構成し、その維持・

再生産を担うひとびとの営為である。国際法過程がマクロな事象を志向す

る概念であるのに対して、国際法実践はミクロな事象を志向する概念であ

る。それは、個々の具体的状況におかれた、ひとりひとりの営為において、

国際法過程を構成する一定の形式の共同主観が現れ宿る事象を把握する概

国際法」という動態的把握を試みる議論として、奥脇直也「過程としての国際法
－実証主義国際法論における法の変化と時間の制御」世界法年報22号（2003年）

62－94頁参照。

11）田口・前掲書参照。

12）ここでの「国際法実践」が従来の国際法学上の「実行」観念、とりわけ「国家実行」

（statepractice）と同視できるものではないことは多言を要しない。もちろん、再

者が無関係であるはずはなく、従来の「国家実行」がいかなる意味でどのように本

考察で言う「国際法実践」でありうるかという分析もまた理論的に重要な課題とな

る。
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念である13）。

これは「国際法実践」を見定めるための最低限の規定にとどまるが、幾

つか注釈を付さなければならない。第一に、国際法過程を構成する営為に

は、一定の実践における国際法過程の継続的再生産を担うまでには至らな

い個々の分散的な事象も包含されている14）。第二に、国際法過程の「維持・

再生産」には、個々の国際法実践がバリエーションを伴いうることはもち

ろん、総体としての国際法過程の種々の変更を伴いうる。第三に、「国際法

実践」は当人の自覚を必ず伴うものではない。すなわち、行為者の行為の

理解において、国際法過程を構成し、その維持・再生産を担っているとい

う意識を必ずしも要しない客観的な営為である。

3　「解釈」－国際法実践における根源的解釈

国際法過程を構成する国際法実践を把握するためには、この過程にまつ

わる概念依存的側面を適切に位置づけておかかナればならない。その要と

なるのは、ひとびとの具体的営為としての「解釈」である。もちろん、こ

れには法教義学的な意味の解釈行為を含むが、それに尽きない15）。とりわ

け、「法解釈」に先立つ根源的解釈は重要である。例えば、ウィーン条約法

13）もはや蛇足めいているが、念のため繰り返せば、「国際法過程」概念は、近現代の流

動する国際関係、ひいては地球大の人間関係の不断の構築のさなかにあって、特定

形態の社会関係の維持・再生産実践の一環をなしている、ひとびとの共同主観の一

定のあり方を総体的に把握する概念である。

14）この点、分散した個々のアクターにおける国際法の「出現」に着目することは先に

述べた法政策学派と同様であるものの、法政策学派が個々の法的「決定」に着目す

るのに対して、個々の法的「判断」に着目している点で概念的にはより多くの現象

を包含する点に違いがある。専門家の適用行為に至らない法使用類型については、

拙稿「国際法と国際規範－　rソフトロー』をめぐる学際研究の現状と課題」社

会科学研究54巷5号（2003年）4ト釦頁参照。

15）ここでの法教義学の意味については、田中成明r法的思考とはどのようなものか』

（有斐閣、19約年）を参照。法における解釈的実践がそれほど法に本質的なものであ

るか（またはないか）ということについては、近年の法哲学上にも関連する議論が

ある。例えば、森村進「法は解釈的実践とは限らない」宇佐美誠・濱真一郎編著rド

ウオーキン　法哲学と政治哲学』（勤草書房、2011年）87－108頁参照。
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条約に関するあるコンメンタールは、同条約中の条約解釈規則に対する解

説の総論において、たとえ条約の文言の意味が明々白々であり、ことさら

解釈を挟む余地がないと言いうるような場合があったとしても、そのこと

すら「解釈」の営為が働いた結果であると指摘している。条約を援用し、

適用し、あるいは実施することは、条約文言の一定の理解に基づくことに

よって－すなわち「解釈」によって－初めてなしうるというのであ

る16）。これは規則中心の国際法観をとりながらも、その前提に重層的な解釈

行為が働いていることを正当にも指摘する見解である17）。過度に物象化され

た国際法観念からは法規自体と即断されかねない条約の文言でさえ、単な

る紙上のインクの染みではなく、国際法の典拠として作用するには、それ

を読むという人間の営為が必ず介在せねばならない。これは、ある種当然

の理を再言しているにすぎない。国際法過程の展開に個々の人間（意思決

定者）の介在を強調してやまない法政策学派の指摘もこの点で呼応する18）。

このような動向もふまえ、国際法過程における国際法実践の把握を一歩

進めるために、ここでは「解釈」を、国際法過程における国際法実践の実

質をなすミクロな営為として位置づけ、従前の「法解釈」の相対的位置を

見定められるだけの広がりをもった人間的営為として捉えておく19）。これに

16）Dorr，0．andSchmalenbach，K（eds．），l／ien乃αConventionontheL，auJdTreaties：

A Commenia77，Springer，2012，pp．529－．（なお同所には、シュヴァルツェンバーガ

ーの「条約の執行を含め、条約のあらゆる適用は、先行する意識的または無意識的

な条約解釈が前提とされている」との言が引かれている。）

17）さらに近年、国際法の現実的運用における解釈行為に中心的意義を認め、解釈をめ

ぐる当事者の駆け引きを辿り、具体的なプロセスにおける「立法」的役割までをも

見出す動態的な把握を試みる議論も見られる。See，Venzke．Ⅰ．，HowIntert）retation

肋烏gg加わγ〝加わ乃αJエα紺J OタZ Sg∽α乃ffc Cゐα明野α乃d Abr桝α血g r加われ0Ⅹbrd

U．P．，2012．

18）例えば「国際法を基に意思決定を行う立場にある者（裁判官、法律顧問その他）は、

単に『ルールを見つけて』それを適用すればよいというものではない。何が関連す

るルールなのかを決定すること自体が意思決定者の役割である」とするヒギンズ甫

掲書の指摘を参照せよ。

19）後述するように、これは本考察全体の企図そのものであるが、国際法を参照して生

きる地球上のひとびとの営為を広く国際法学の基礎理論に繰り込むかどうかという
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関しても、国際法実践とほぼパラレルにポイントを指摘できる。

第一に、ここでのt「解釈」は、それを内包する国際法実践がそうである

のと同じく、ひとびとの行為に伴う自己意識（「私は○○を解釈している」）

を必要としない。それは、行為者の行為自体の理解のみならず、行為の前

提状況や対象の認識（広くは世界の把握）において働く解釈であり、その

ような営為を通して、国際法過程の一端を遂行し、その維持・再生産を担

うことを可能にするものである。そのため、第二に、ここでの「解釈」に

は多種多様な実践が含まれる。それには、いわゆる「法解釈」を内実とす

る専門化され意識化された国際法実践から、何気ない日常的営為に含まれ

る「解釈」まで、程度差を伴う多様なバリエーションがある罰）。このことか

らすれば、第三に、法の適用と解釈を担う専門家の営為は、専門家と非専

門家を貫いて遍在する国際法過程の一環をなす世界解釈を前提としつつ、

その内に出現する諸前提を伴う特殊かつ固有の実践形態として、「二段の解

釈」の構図で把握されることになる21）。

4　「書きとめられない法」－国際法実践の対象の再設定

国際法過程における国際法実践がさまざまな解釈を内包しているという

構図において、従来の国際法学で観念されてきた専門家による実定国際法

規の解釈は、国際法過程総体にあって稀少なごく一部の国際法実践を占め

実践的分岐への自覚を伴う一つの理論的選択である。なお、国際法の認識について、

この広義の「解釈」をめぐる構造の要点を素描したものとして、拙稿「国際法の認

識をめぐって－世界をF翻訳』する国際法」中川淳司・寺谷広司編『国際法学の

地平－歴史、理論、実証』（東信堂，2008年）22－48頁。

劫）海外旅行を楽しむという日常行為を例にとれば、そこに包含されている「解釈」に

は、自身の国籍や対象地域の国家の存在等に関する識別に始まり、旅券の取得や提

示など出入国に関する様々な手続の履践に伴う知見、さらには国際的な移動手段に

関する管轄の所在から契約関係の設定と遂行に至る理解など、表面的には旅行ガイ

ドブックの日常語のオブラートに包まれながらも彩しい法的契機を伴う了解行為が

ある。

21）専門家の実践を把握する場合でさえ、国際法過程においては安易に解釈行為と適用

行為とを結びつけられないことについては、前掲拙稿（註14）参照。
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るにとどまる22）。国際法過程を構成する多様な国際法実践の数々において、

それぞれの具体的な文脈の中で、具体的な当事者によって、国際法が解釈

され、その場その場に国際法が現れているという動態的な把握をする限り、

固定化され物象化された「国際法なるもの」を観念することは困難である。

むしろ、国際法は、一方で、ひとりひとりの国際法実践を通して読み出

され、組み上げられる存在である。他方で、国際法は、専門家の間で、相

互に参照され伝達され、共同的に受け継がれ、語り継がれる存在でもある。

このような国際法の遂行的性格に適合的な概念規定の要となるのは、従来

の国際法学でもしばしば指摘されてきた国際法の不文法的性格に他ならな

い。すなわち、国際法過程における無数の国際法実践の対象となっている

のは、「書きとめられない法ひ〟5〃0乃gCrZか〟∽）」としての国際法である

と考えるべきではないだろうか。その要点は次の通りであるか）。第一に、こ

のような国際法概念は、国際法過程を構成する国際法実践にあって、広く

非専門家から専門家に至るまで、当事者において流通し、また当事者間で

流通させる法的なるもの（legality）の動態的把握のために当事者の概念的

22）現代の国際法過程は、専門化・高度化・複雑化した法的世界像と法的関係と法的操

作技術を分化させ維持し続けるとともに、それを担う専門言語と職業法曹を生み出

し続けている。そしてまた、このような専門技術過程自体を司る専門的解釈実践を

反復し続ける国際法実践こそ、現代の国際法過程捻体の維持再生産の中核にある。

そのことを十分に認めつつも、本考察の立場からは、そのような専門的プロセス全

体を容認・構成する、無数の非専門家による解釈実践が同時に存在していることを

強調せざるをえない。

23）この「「書きとめられない法」としての国際法」は、従前の「慣習法」論に回収困難

であり、これまでも国際法学上、「一般国際法」（小森光夫）や「行為規範としての

国際法」（大沼保昭）、あるいは現代の国際社会における国家間秩序の安定性を重視

しつつその生成を意識的に問う文脈では「国連法」（奥脇直也）といった様々な意匠

のもとに論じられてきた存在と密接な関係にある。また、法政策学派にあっても各

種のprescriptionsの動態をめぐる議論の蓄積があり、さらに近年は国家間法として

の国際法を相対化するポテンシャルをもった「グローバル法」に関する注目すべき

議論も出てきている。これらの様々な理論的試みをあらためて本考察の枠組から位

置づけ直すことも有用だと考えられるが、それぞれの背景の検討も含め、その辞儀

は他日を期したい。
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理解をふまえながら設定される概念である。そのため、第二に、その「書

きとめられない法」としての国際法は、その場その場において文脈依存的

に当事者に現出しているというように、学問的に読み出される対象である。

その意味では誰もが関与者にカウントされうる別）。第三に、従来の条約文書

などの「書かれた法」と観念されてきた存在は、この「書きとめられない

法としての国際法」に対するインプットのひとつとして多大なる影響を及

ぼすが－文脈によってはときに直結され同視されるかのような扱いを受

けてきたが－、理論的に両者は区別され、各種の文脈依存的な国際法実

践において相対的な重みを伴い位置づけられるべき存在となる。従来の国

際法形成論や国際立法論における「立法」者としての国家の特権視あるい

はその独占は、ここに至って理論的に相対イヒされざるをえない。

Ⅲ　応用的考察

1　国際法学とその似姿－関連性の忘却と再発見

前節で概観してきた「国際法過程」から「書きとめられない法」に至る

各基礎概念によって、国際法が空気のように身近な存在であるという事態

をあらためて理解することが可能になる。ひとびとは、日々の解釈を通し

て「書きとめられない法」として国際法を読み出し、さらには身をもって

生きることで、国際法実践を遂行している。そのような無数の国際法実践

を担うことを通して、ひとびとは、グローバル化された生産消費関係の只

中にあって、それを可能にする／それにより可能となっている共同主観の

24）「国際法実践」とはどこの誰が何をすることなのか。理論的には、関与者と関与対象

は相関的に変化しうる関係にある。何と何がどのように関係しているのか。いずれ

の要素も理肴的な検討を経ず無批判に固定化されるべきではなく、常に相関的に把

返されるべきことは強調しておかねばならない。「市井のひとびと　rと』国際法」、

あるいは、「国内法曹rと1国際法」といった関係に先立つ問いがある。そもそも

「国際法実践」をどこに兄いだすべきなのか。どこを探せば何が見えるのか。探す場

所によって、見出される対象は変わる。前述の註（9）も参照。
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一環として国際法過程を構成し、維持・再生産している。

それでは、国際法「学」は、この事態にどのように関わっているのか。

国際法学は、物理的に把握し難い「書きとめられない法」としての国際法

を、地球大の人間関係のなかに見出し、それを語り継ぐことを可能にする

ための技法である。その任務はまずもって、微視的には国際法実践の再生

産、巨視的には国際法過程の再生産に尽力することにある。ただし、その

目的がひとびとの暮らす社会をより良いものにしていくことにあるとすれ

ば、単なる再生産にとどまることはできず、その改善を不断に図ることも

不可欠の任務となる。そして、その一環には、当事者自身による国際法実

践の改善を期して、国際法実践に携わる者たち、さらには国際法実践に巻

き込まれる者たちのリフレクションを促進する一助となる言語を供給する

営為がある25）。しかも、その需要の裾野は遥か彼方にまで広がっている。法

律家の専門的営為を再生産するための国際法学上の概念枠組の需要は、（ほ

とんど定義上）一定数の専門家に限られる。他方で、そのようにして再生

産され続ける国際法実践を問いなおすための概念枠組の需要は、非専門家

にも及ぶ。あえて言えば、後者の潜在的需要は今日の地球に暮らす70億人

のもとにある。ところが、現代の国際法学において、その供給は圧倒的に

不足していると言わざるをえない。

現在の国際法学上の概念枠組みでは、専門家も非専門家も、国際法の実

務家も研究者も、自らの担う国際法実践をそれぞれの現場にあって見定め

にくい。多くは、自らの実践とは切り離された「対象としての国際法規」

を漫然と受け渡す構えのまま、国際法実践を見失い、物象化された法を語

り、関与主体が疎外された法を語り続けている。

25）リフレクションとは、個人が日々の実践から距離を置き、振り返ることによって学

習効果を高めたり、実務の改善を行うことをさす。デューイ（JolmDewey）の「反

省的思考」を専門家の現場に応用したものとされ、教育学のほか、医療現場や経営

現場等で活用されており、自己の実践に関わるメタ認知を特徴とする。ドナルド・

A・ショーン（柳沢昌一他訳）『省察的実践とは何か－プロフェッショナルの行

為と思考』（鳳書房、2007年）を参照。
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このように国際法の関連性を見失い、国際法実践を自覚できない、ある

いは兄いだす構えを持たないということは、一方で権力行使に携わる者に

とっては自己統制を失う無責任を招き、他方で権力からの解放をめざす者

にとっては事態介入に対する無力を招く26）。ここではその一端を日本の出入

国管理をめぐる国内裁判の現状で考える。

（1）「評価する側」と「評価される側」

外国人の在留許可や退去強制、庇護付与や難民認定など、出入国をめぐ

る公権力の行使に際し、国民たる地位もなく、国家権力の暴力性に直面す

る当事者に、生まれながらにして享有するはずの「人権」の保障をどこま

で及ぼせるのか、国際人権法の真価が日々問われている。この点、日本の

国内裁判所が、出入国管理関連の行政訴訟において、近年に至るまできわ

めて画一的な定型文による消極的応答を繰り返し続けてきていることは、

実務的にも理論的にも重大な問題を学んでいる。そこでは、当事者の憲法

上の権利の主張には、「入管法に基づく外国人在留制度の枠内」においての

み意法上の基本的人権の保障が与えられると応答し、出入国管理の場で国

家権力を振るわれる外国人に対して法律上の保障と憲法上の保障とを逆転

させる旨が公言されていることは周知の通りである。さらには、当事者の

人権条約上の権利の主張には、外国人受入れの自由裁量を国際慣習法上の

原則として人権条約上の主張に優位させつつ、日本国憲法の人権保障を超

える権利を人権条約が保障していないと断じ、法務大臣の自由裁量を確保

するような判断を繰り返してきている訂）。このような判決書におけるマニュ

雄）国際法学における対象の物象視（実体化され固定化された同一視）からの解放をめ

ざすとしても、本考察が重視する関与者の自己疎外からの解放を筆頭に、法的判断

における過度の文脈捨象からの解放、法の命令モデル（命令の機械的伝達モデル）

からの解放、法的判断における過度の権威主義的態度からの解放、法の専門家（技

術的官僚）支配からの解放、国家中心主義からの解放など、複合的な課題を背負う

プロジェクトであり競ける。本考察では、それらのほんの端緒に触れることしかで

きておらず、多くは今後の宿題として残されていることをここに書きとめておく。

27）関連する近年の国内裁判例の動向を示す一例として、「日本の国際法判例」研究会

（第2期）「解説・日本の国際法判例（7）」『国際法外交雑誌』（近刊）参照。
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アル的な定型文の「コピー＆ペースト」を通したふるまいは、裸の個々人

に対する国家権力行使の適否を見張るべき憲法や国際人権法が織りなす法

的世界において、司法権の担い手である裁判官に課せられた法解釈の任務

からの逃亡ではないか為）。当事者からの国際人権法規の援用に直面した裁判

官は、自分自身と国際法過程との関連性を問い返すこともなく、十分な理

解も伴わないままに専門家を僧称し、他人事であるかのように国際法に関

する通り一遍の言辞を漫然と弄するばかりである。

問題は、国際人権法に対する裁判官の位置取りにある。国際法の物象的

理解と当事者意識の欠如とは相即関係にある。必要とされているのは、本

考察の基礎概念が切り拓いてきた、地球上の社会的諸関係の維持・再生産

をひとりひとりが担う国際法の実践的理解である。すなわち、裁判官によ

る裁判行為そのものが国際法実践であり、裁判官自ら国際法過程を構成し、

維持・再生産を担っているという関連性の自覚こそ求められている。

このことは、国際人権規範を裁判規範として取り扱うことを当然視する

従来の理解を超えて、それを権力行使に携わる裁判官に対する行為規範と

して捉える観点を可能にする。国際人権法の運用にあたって、裁判官は当

事者である。端的に言えば、裁判官は国際法規によって「評価する側」で

あるよりも先に、「評価される側」である。それには様々な含意がある。①

まず、国内裁判官は国家機関の一部として国際人権規範の名宛人であり、

義務主体である。その場合、国内裁判官は規範の遵守当事者であり、他者

に対して規範を解釈適用する第三者ではない。すなわち、自己に関わらな

い客体として国際人権規範を解釈操作できる特権的地位にはない。②裁判

官に国際人権法の知識が欠如し、「裁判官は法を知る」との前提がないので

28）それはまた、ある法学者の論難する法律家における無責任の一例に該当するように

思えてならない。「法解釈を、解釈者の実践的行為でもあるとすれば、複数の解釈の

うちから一つの解釈を選択する主体的決断には責任をともなうはずである。法律家

は法の名において責任を回避してはならない。」（渡辺洋三r法とは何か（新版）」（岩

波書店、1998年）225頁）
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あれば、裁判官が法の適用者として訴訟当事者に対して国際人権法をあて

はめるという構え自体が成立しない。行政官と同様、公権力の行使にあた

る当事者として、まずは法違反を回避し、法の趣旨を十分に尊重すること

が要請される。そのためには、関連法規を理解するにあたり、自己流の解

釈ではなく、客観的に要求される解釈に従うべきである。（訂規約人権委員

会等の人権条約実施機関が繰り返し勧告してきた行政官や司法官に対する

国際人権法教育の必要性も、このような国家機関の構成員に対する行為規

範や評価規範としての位置づけを念頭におき、まずは理解すべきである却）。

（2）新司法試験選択科目の国際関係法（公法分野）

近年の日本の司法試験制度における国際法の位置づけについても、同様

の問題が看取できる。国内法曹資格の取得条件とされる国家試験において、

国際公法がそれなしで済ませられ、ときには、その習得を省略したい選択

肢として置かれている状況が見受けられる測）。一方で、国内法曹を志す者た

29）自由権規約第4回政府報告書審査に対する規約人権委員会の最終見解（1998年11月）

にあっては、「委員会は、裁判官、検察官及び行政官に対し、規約上の人権について

の教育が何ら用意されていないことに懸念を有する。委貞会は、かかる教育が得ら

れるようにすることを強く勧告する。裁判官を規約の規定に習熟させるための司法

上の研究会及びセミナーが開催されるべきである。委貞会の一般的な性格を有する

意見及び選択議定書に基づく通報に関する委貞会の見解は、裁判官に捷供されるべ

きである。」とされていた。それから約10年後の第5回政府報告書審査の最終見解

（2008年10月）第7項にあっても、「委員会は、規約の条項に直接言及した国内裁判

所の判断に関して、勤違反はないとした最高裁判所判決以外の情報が存在しない
ことに留意する。」としたうえで、「締約国は、規約の適用と解釈が、裁判官、検察

官及び弁護士のための専門的教育の一部に組み込まれること及び規約に関する情報

が下級審も含めすべてのレベルの司法機関に普及されることを確保すべきである。」

と同様の勧告を受けている（見解内容はいずれも日弁連の仮訳による）。

30）日本では法曹養成の新機軸として法科大学院制度が2004年に創設された。それに伴

い、法曹三者の登竜門であった司法試験制度も改められ、国内法の主要分野をなす

公法系・民事系・刑事系の必修科目が試験全般にわたって重点的に問われるように

なるとともに、試験の中核をなす論文試験制度において、倒産法、租税法、経済法、

知的財産法、労働法、環境法、国際関係法（公法系）、国際関係法（私法系）の各法

分野8科目の中から、受験生が1科目を選択して受験することとなった。この選択

科目について受験生の出願状況をみると、新試験制度が始まった2（X裕年には、労働

法697人、倒産法466人、知財法359人の順で受験者を集め、この3科目で全出願者
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ちに国際法との関連性がそれほど自覚されていなくても、国内裁判官の国

際法に対する無関心と同様に論じることはできず、そもそも答められるべ

き筋合いではないかもしれない31）。他方で、従来の国際法学－さらには

実際に司法試験の出題を通して示されるメッセージ－が、国際裁判上の

法命題にもっぱら関心を寄せ、せいぜい国際交渉中の国際法の援用へ目配

りする程度にとどまる過度の裁判中心主義に陥ってきているとするなら、

2，137人の7割を超える一方、国際関係法（公法系）の受験者は全科目中最低の49人

とわずか2パーセントの割合を占めるにとどまっていた。同様に、直近（2012年）

の試験では、労働法3，501人、倒産法2，581人、知財法1，427人の3科目で全出願者

11，265人の6割を集める一方、国際関係法（公法系）の受験者は184人と割合は1パ
ーセント台になっている（数字はすべて法務省ウェブサイトの関係ページによる）。

このように国際関係法（公法系）が「不人気」を博する要因としては、試験準備の

負担を重視する受験生にとり、試験制度発足にあたって当初設定された出題範囲が

「国際法を中心とし、国際法の体系に含まれる範囲で国際人権法及び国際経済法を対

象とする」とされ、科目としての統一感もなく膨大に映ったことをはじめ、様々な

事情が寄与していると思われる。近年の選択者の減少について言えば、試験制度全

体の合格率が低下し、受験生が苦境に追い込まれるなか、試験範囲を従来に比して

明確に限定するかのような「平成23年新司法試験からは、国際法（国際公法）を対

象とするものとする」との公式発表がありながら、それを受けて実際に行われた本

試験の問題について「F今回から外した国際人権法の範囲に属し、国際法一般の範囲

内とは必ずしも言えない』として」「『この点は出港方針に照らして適切か、疑問が

ある』とする声も複数見られた」（平成23年度出題をめぐる法科大学院協会アンケー

ト）と関係者から非難されるような混乱した事態を招いたことの影響もあるかもし

れない。

31）当事者としての受験生にしてみれば、他のいかなる法分野にもまして、めざしてい

る将来の法曹職務において、関連する仕事が舞い込んでくるイメージが湧かないの

かもしれない。とはいえ、同試験必修科目である公法の憲法科目について同様のイ

メージがあることは指摘されており、そうであるとすれば、国際法学が国際公法に

ついて憲法に並ぶほどの関連性を訴求できていないことこそ問題である。この点、

まずは人権の分野において、両者の接近を改めて位置づけなおす必要は高い。公法

としての国際法学を憲法学側から精力的に追究しているのは、山元一「グローバル

化世界における公法学の再構築－国際人権法が憲法学に提起する問いかけ」F法

律時報』糾巻5号（2012年）9－16頁（なお、同考察の注25とそれに該当する本文で

は、憲法と国際法との統一的なビジョンの端緒をGoldsmith＆Levinsonに依拠し

ているが、基本的な出発点としては、そこでも引用のあるFisher，Rり“BringingL訂Ⅳ

toBearonGovernments’’，肋rvardLauJReview，VOl．74，No．6（1961），pp．1130L40

にまず留意すべきであろう。）
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問題は深刻である32）。象徴的に言えば、国際法学は、法律の専門家にせよ、

非専門家にせよ、ひとびとに対する国際法の関連性の論証を怠ってきたの

ではないか㍊）。というよりも、そもそも国際法に専門的に関わると見られて

いる者自身、その「関連性」を果たして十分に兄いだせているのだろうか。

次に、国際法学上の著名な条項を通して考察を試みる。

2　匡l際法学と自己疎外－国際司法裁判所規程38条1項（d）

現代の国際法学上重視されてやまない明文規定に国際司法裁判所規程38

条1項がある。それが国際法の法源を示すものであるということは、従来

の国際法学における最頻出の決まり文句のひとつである。同項は、「裁判所

は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のもの

を適用する」と述べ、（a）から（C）にかけて条約、慣習、法の一般原則を列挙

したあと、（d）において「規則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸

国の最も優秀な国際法学者の学説」と定める。この（d）について、従来の国

際法学では、（a）から（C）と対比して「補助的法源を定めるものにすぎない」

とし、形式的法源に該当しない、あるいは拘束力ある国際法そのものを構

成しないといった物言いがなされてきた。

32）国際法上の裁判中心主義が国際法廷における妥当性や通用性を想定し続ける限り、

具体的な国内法廷における妥当性や通用性を重視してやまない、確固たる国内裁判

中心主義によって関連性が棄却され排斥される。国際法過程と国内法過程との関係

性をめぐる客体中心の議論の陥葬については、拙稿「国際法の援用と参照－『国

内連用」の再検討を通して」社会科学論集92号（2007年）145－163頁参照。

33）本文で述べているのは法曹養成教育をめぐる問題点であるが、いわゆる学部教育（ひ

いては初等中等教育における一般的な法教育）において、国家間外交にも国際的な

渉外業務にもたずさわる予定のない大多数のひとびとに、いったい国際法を学ぶこ

とがどのような意義を持ちうるのか、そこで従来の国際法学がどのような言葉を用

意できているかは、裾野のより広い問題であり、先決問題とさえ言える。この点、

本考察は、リフレクションを重視し、現代を生きるひとびとの社会生活上の営為自

体が国際法実践として担わざるをえない社会的意味を探究し、それぞれの現場に即

したより良い生き方に向けた認識と実践とを促す社会認識教育として、国際法教育

と国際法学習の意義をひろく訴求できると考えている。
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しかしながら、当の国際司法裁判所規程38条1項は、まずもって国際司

法裁判所の裁判基準を定める明文規定である。この限定を意識的に保持す

るにせよ、無意識的に国際法一般に拡張してしまっているにせよ、裁判基

準を前提とする国際法言説を組み立ててしまえば、国際法の関与者が局限

され、国際法の関連性の論証が非専門家に対しては失敗を宿命づけられる

ことになる。国際裁判に関わらない（あるいは関わる予定のない）者たち

にとって、追加的な論証がない限り、国際的な裁判基準がいかなるもので

あるか、自分たちには直接関係しないと考えることは自然な成り行きであ

る。

さらに問題は、上のような国際法の法源に関する「公式見解」にもかか

わらず、従来の学説が、国際法を語るにあたり、「裁判上の判決」を「補助

的」と言える限度をもはや超えるほどに重視してやまない取扱いをしてき

ていることにある封）。そこでは、国際司法裁判所規程謂粂1項に依拠すれば

するほど、かえって自らの法解釈の実態を適切に記述できなくなってしま

う。

もう一方の「学説」についても大いに問題が生じている。法学者の解釈

論にあっては、各々の「学説」の相互参照は日常茶飯事であり、規程38条

1項（d）に言う「諸国の最も優秀な国際法学者の学説」だけに限定して言及

されたり、参照されたりしているわけではないお）。皮肉なことに、規程刃条

1項（d）の限定的な文言を重視すればするほど、大多数の「学説」の営為は、

「諸国の最も優秀な国際法学者」を自称しない限り、国際法の解釈上、疎外

され無視されかねない運命にあるということである。

国際法学は、国際法の関連性を外部に論証することができないばかりか、

34）しかも重視の対象は国際司法裁判所の厳密な意味での「判決」に限られておらず、

たとえば「勧告的意見」に関しては一層轟離が大きくなってしまっている。

35）国際司法裁判所における公式の判決上、明示的引用がなされることはほぼないが、

当然ながら世の国際法学説が陰に陽に多大な影響を及ぼしていることは言うまでも

ない。
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自らの営為を語る言語さえ十分に持ちあわせていないのだろうか。従来の

国際法学は、裁判例を尊重し奉る実際の行動も、自分が学説を説くことの

意味も満足に語れないにもかかわらず、事態の記述に資することのない規

程38条1項を相変わらず持ち出すばかりである。とりわけ、国際法学上の

「学説」をめぐっては、自らの営為でありうるにもかかわらず、自らを離れ

た「客体」として捉える観点だけを殊更に保持し、リフレクションの契機

を欠いたまま、自己が疎外された国際法過程の再生産活動に従事している。

国際法学は、ひとびとが自分の生きる現実を作り出す一環をなす学問実

践でもあり、それを意識的に捉え直す学問実践でもある。そもそも、上記

のような規程38条1項をめぐる言説を規整する「法源論」なる語り自体、

「学説」を出自としている。この地球上の国際法の語りそのものにあって、

「学説」は、「補助的」という形容ではすまされない、むしろ必要にして不

可欠の媒体であるというべきである。それには「書きとめられない法」と

しての国際法をかろうじて書きとめようと試み、国家によっては語られぬ

法を語り継ぐ重要な役割がある。学説は、自らの二次理論としての距離を

存分に生かし、自ら概念規定を洗練し、論理を構築し、固有の存在意義を

発揮しうる。そのためにもまず、国際法学は、物象化された「学説」観念

に漫然と依拠することに自足せず、自らの営為をリフレクティブに語りう

る術を身につけなければならない。

3　リフレクティブな国際法学へ向けて

本考察は、国際法学のひとつの実践として、当事者のリフレクションを

誘うかたちで現代の国際法実践を語りうる諸概念の構築を試みてきた。こ

の探究を継続していくためには、これまであまり問われることのなかった

問いを含め、相互に密接に関連した一群の問いを解きほぐしていかねばな

らない。国際法実践とは何か。国際法過程といかなる関係にあるか。対応

する国際法概念はいかなるものか。本考察がこういった問いそのものを可

能にするために行ってきた基礎概念の設定も、それにまつわり提示した命
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題も、えてして論争的なものである。例えば、基礎概念の1つである「書

きとめられない法」は、「書かれた法」を重視する現在の支配的実践をにら

みながらも－その渦中で戸惑いながらも－、あえてリフレクティブ

な介入のため、あるいはまた過度の国家中心主義の緩和のために、この世

に放たれる人為的な学問的概念であり、仮設的世界像である。このような

基礎概念は、今後の探究において維持しうるかもしれないし、場合によっ

ては修正や廃棄を余儀なくされるかもしれない。あるいは相互に関連する

問題が整理されるなかで、発展的に解消できるかもしれない。いずれにし

ても、国際法学の一形態としての脱物象化の営為は、その試みの性格上、

固定化を嫌い、状況に埋め込まれた継続的な取り組みとならざるをえない

宿命にある。そこにあって一定の基本概念の定式化と再検討という方策は、

理論的な持続性と発展性とを保ちうる利点があるだろう。

国際法はどこまで解放的でありうるのか。果たして国際法は正義の味方

か、悪の手先か。国際法による解放にどこまで希望があるのか。国際法の

解放／国際法からの解放こそ必要なのではないか。国際法をめぐり、いか

なる「抑圧」からの＜解放＞をめざすとしても、国際法と自分との関わり

を見極められなければ、何を変え、何を変えずにいるべきかさえ判別でき

ない。理論上の梗精は、国際法の物象視そのものにあり、自己疎外による

関連性の忘却にある。国際法学が、過度に物象化された法の語りを脱する

鍵は、自らリフレクティブに「国際法実践」を見出しうる言語を獲得する

ことにある。

現代の地球では、ほとんど誰もが地球大の人間関係の一員として、直接

間接に他人と関わりながら日々を生きている。その不可欠の一環をなして

いる共同主観の再生産実践の渦中にあって、わたしたちは国際法学をいか

なる実践として成就させようとしているのだろうか。国際法を物のように

扱い、物のように受け渡し、物象化による同一性の論理を強化するためか。

あるいは、利害関係と支配関係に彩られた社会関係の再生産の渦中に巻き

込まれた自己の立ち位置を知り、自己の実践の組み込まれ方を知るためか。
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それとも、その渦中にあって、担い手としての自分に訪れる一瞬一瞬の選

択の契機に賭けながら主体的に生き抜くためか。

国際法学は実践である。幸か不幸か、その実践は日々選択にさらされて

いる。
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