南シナ海仲裁判断の射程
―― 法的根拠、経緯、その意義を見る

京都大学教授

濵本正太郎

たことや、敗訴した中国がそれに従わないことを明言して

は、武力衝突さえ懸念される紛争における法的判断であっ

した境界線らしきものは一九一四年に中華民国で刊行され

管轄権を主張している。この九段線あるいはそれに類似

や「九段線」などと呼ばれる）の範囲内にあるすべて
line
の島の領有と、同範囲内の海域における主権的権利および

南シナ海の法的地位などが激しく争われた仲裁判断が出た。
攻防の舞台裏を、仲裁の仕組みをふまえて
検証すると、中国も判断を意識せざるを得ないことがわかる。
新時代の国際紛争解決手段のかたちはどうなるか。

いることから、各方面で大きな反響を呼んでいる。本稿で

た非公式の地図に既に見られ、公式のものとしては四八年

はまもと しょうたろう 一九七〇年生ま
れ。京都大学大学院法学研究科博士後期
課程を経て、パリ第二大学にて法学博士
号取得。神戸大学大学院法学研究科教授
などを経て、二〇〇九年より現職。共著
書に
『ヨーロッパという秩序』『国際法』
など。

は、紛争および仲裁手続の経緯、仲裁判断の内容、そして

の中華民国発行の地図で初めて用いられ、四九年に成立し

本年七月一二日に下されたフィリピン対中国仲裁判断

その後の動きについて説明したい。

た中華人民共和国もこの線を地図に掲載し続けている。上

ア・インドネシア・ブルネイなどに囲まれた海域である。

南シナ海は、中国・フィリピン・ベトナム・マレーシ

し得るところ、中国が主張する九段線は、中国以外の国が

〇〇カイリまで排他的経済水域（ＥＥＺ）や大陸棚を主張

（ＵＮＣＬＯＳ）
によれば沿岸国は自国沿岸から基本的に二

記六ヵ国のいずれもが当事国となっている国連海洋法条約

中国は、南シナ海において、次頁の図の破線（ nine-dotted
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なぜ、仲裁なのか
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南シナ海

ブルネイ

インドネシア
マレーシア

が妨害する事件が発生し、緊張関係が著しく高まった。こ

フィリピンは、大要、①中国が南シナ海において主張す
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のような中、フィリピンは、ＵＮＣＬＯＳに基づく仲裁を

二〇一三年一月に申し立てた。

ＵＮＣＬＯＳは、
同条約の解釈適用に関する紛争につき、

義務的な紛争処理手続を定めている。交渉で処理できない

紛争については、国際司法裁判所（ＩＣＪ）
、国際海洋法

裁判所（ＩＴＬＯＳ）
、仲裁、
（漁業等に関する）特別仲裁の

いずれかにより法的拘束力ある判断が得られるようになっ

ており、このいずれの手続きを用いるかについて紛争当事

国間に合意がない場合は仲裁を用いることとされている。

フィリピンがＩＣＪやＩＴＬＯＳではなく仲裁を選択した

のは、そのような合意が中国との間にないからである。

仲裁では基本的に紛争当事国が仲裁人を任命する。フィ

リピンは仲裁人一名を任命したが、中国が仲裁手続への関

が他の四名を任命した。

フィリピン・ルソン島から約二〇〇キロメートル離れたス

る歴史的権利はＵＮＣＬＯＳと両立しない、②南シナ海に

フィリピンの主張と仲裁裁判所の管轄権

カボロー礁近辺におけるフィリピン公船の活動を中国公船

の間の対立が表面化するようになった。二〇一二年には、

島々の領有権やＥＥＺ・大陸棚を主張する他の沿岸国と

力で支配を確立しようとし始め、やはり同海域における

与を全面的に拒否したため、仲裁に関するＵＮＣＬＯＳ附

南沙諸島

主張し得るＥＥＺや大陸棚と大幅に重複することになる。

フィリピン

属書Ⅶの規定に従って、柳井俊二・ＩＴＬＯＳ所長（当時）

ベトナム

一九七〇年代に入ってから、中国がこの海域において実

カンボジア

中国が主張
する九段線

海南島

中沙諸島
西沙諸島
ラオス

台湾
中国
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であってＥＥＺも大陸棚も持たない、③中国は島の埋め立

おける島々はＵＮＣＬＯＳ一二一条三項の意味での「岩」

続に一切関与しないとの態度に出た。その一方で、仲裁裁

このようなフィリピンの仲裁申立に対し、中国は仲裁手

（外務省）
のウェブサイトに掲載した。
中国の主張の要点は、

判所には本件紛争の管轄権がないとの主張を自国外交部

フィリピンと中国との間には、フィリピンが主張するＥ

中国とフィリピンとの間にはＵＮＣＬＯＳ紛争処理手続以

て等により環境保護義務に違反している、と主張した。
ＥＺと中国が主張する歴史的権利に基づく海域との境界に

仲裁裁判所の管轄権につき争いがある場合は、仲裁裁判

外の方法で紛争処理をする合意ができていた、また、フィ

島の軍事化それ自体を否定しようとしなかったのには、そ

所自身が管轄権の有無を決定する。これは、国際裁判所に

関する対立や、南シナ海のいくつかの島に関する領有権紛

れなりの理由がある。まず、中国は、ＵＮＣＬＯＳ紛争処

一般的に認められている権限であり、ＵＮＣＬＯＳにも

リピンの主張は海洋境界画定に関するものであって中国の

理規定に基づき法的拘束力ある判断をなす機関（仲裁裁判

その旨の明文規定がある（二八八条四項）
。仲裁裁判所は、

争があり、フィリピンは中国によるいくつかの島の軍事化

所など）の管轄権から海洋境界画定紛争を除外する宣言を

二〇一五年一〇月二九日の管轄権判断において（一部の論

上記宣言により仲裁裁判所の管轄権から除外される、とい

しており、かつそのような宣言をすることはＵＮＣＬＯＳ

点については二〇一六年七月一二日の本案判断において）
、

にも反発している。にもかかわらず、
仲裁裁判所において、

により認められているため、フィリピンが海洋境界画定紛

フィリピンと中国との間に紛争処理に関する別段の合意は

う二点である。

争を仲裁裁判所に持ち込むことはできない。島の領有権に

成立しておらず、また、フィリピンは海洋境界画定を求め

端的に海洋境界画定を求めたり、
島の領有権を主張したり、

ついては、ＵＮＣＬＯＳは海洋に関する条約であって領有

ていないとして、管轄権を認めた。

仲裁裁判所はその後本案の審理に入り、二〇一六年七月

フィリピンの主張を大幅に認めた仲裁判断

権は扱っていないことから、やはり仲裁裁判所に持ち込め
ない。島の軍事化は、それ自体を禁止する規定がＵＮＣＬ
ＯＳにないため、
軍事化そのものを批判しても意味がない。
そこで、フィリピンは上のような主張を行ったのである。
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（太平島）なども、軍隊や政府職員が居住して
の Itu Aba
いるものの外部からの補給に依存しているため、一二一条

ロー礁のように余りに小さすぎる岩はもちろん、南沙諸島

外部からの資源補給に大幅に依存してはならない。スカボ

ればならない。
「独自の経済的生活」を維持するためには、

るためには、最低限、食料・飲用水・住居が維持できなけ

棚は認められないと定めている。
「人間の居住」を維持す

済的生活を維持することのできない岩」にはＥＥＺ・大陸

②南シナ海の島々はＥＥＺ・大陸棚を生ぜしめるか ——
ＵＮＣＬＯＳ一二一条三項は、
「人間の居住又は独自の経

Ｓの下では認められない。

岸国の権利の主権性・排他性と矛盾するため、ＵＮＣＬＯ

たとしても、そのような権利はＥＥＺや大陸棚における沿

仮
①南シナ海において中国が主張する歴史的権利 ——
に、中国が九段線内の海域において歴史的権利を有してい

した。その内容を要約すると以下のとおりである。

し、中国としては、多少不利でない仲裁判断を得るよりは、

不出廷は不利に作用したことは容易に推測できる。しか

国が仲裁手続に公式に関与しておれば、中国の立場をより

国の立場を明らかにしようと努力している。もちろん、中

中国がウェブサイト上に公表した主張等も考慮に入れて中

裁判断を下すとしている。本件において、仲裁裁判所は、

び法において十分な根拠を有すること」を確認した上で仲

己の立場を弁護しない場合、仲裁裁判所は「請求が事実及

ＵＮＣＬＯＳ附属書Ⅶの九条は、一方の紛争当事者が自

大幅に制約されることになる。

を主張できる。すなわち、中国の南シナ海における活動は

フィリピンなどは沿岸から二〇〇カイリのＥＥＺ・大陸棚

国は一二カイリの領海しか主張できないからである。
他方、

れらの島の領有権が中国にあることになったとしても、中

ないが、②は衝撃的な内容だったと思われる。南シナ海に

この三つのうち、①や③は中国も覚悟していたかもしれ

三項の意味での岩であり、
ＥＥＺや大陸棚は認められない。

に得策と考えたものと思われる。また、自らの立場を主張

一二日に、フィリピンの主張を大幅に認める仲裁判断を下

中国による埋め立てや人工
③中国による埋め立て ——
島建設は、専門家により海洋環境を害することが認定され

しようにも、九段線およびそれに囲まれた海域の法的地位

仲裁判断を全面無視してその権威を否定するほうが政策的

詳細に伝えることができたはずであり、その意味で中国の

ＥＥＺ・大陸棚を有するような島がないとすると、仮にそ

ており、ＵＮＣＬＯＳ上の海洋環境保護義務に反する。
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あったに違いない。

の内容とその根拠につき明確な説明はできないとの自覚も

されているのに対し、本件の仲裁人の経費はフィリピンに

と、そして、ＩＣＪやＩＴＬＯＳの裁判官は独立性が要求

に、同日の記者会見で中国外務副大臣は、仲裁判断無視の

た事実関係を仲裁裁判所に提出したとも述べている。さら

を用いるのは手続きの濫用であり、フィリピンは歪められ

の領有権であるにもかかわらずＵＮＣＬＯＳ紛争処理手続

という従来の主張の繰り返しに加え、真の紛争主題は島々

ン・中国間には紛争処理方法に関する別段の合意があった

は無効であって拘束力を持たない、と主張した。フィリピ

法に反し、仲裁廷は管轄権を有さず、したがって仲裁判断

ンによる仲裁申立はＵＮＣＬＯＳ紛争処理規定を含む国際

断に対する立場を外交部ウェブサイトに公表し、フィリピ

中国は、仲裁判断が下された翌日の七月一三日に仲裁判

支持する中国の国際法学者たちも、十分に理解しているも

が法的に成り立たないことは、中国政府自身も中国政府を

ず、である。要するに、仲裁判断の無効という中国の主張

断の有効性に関する紛争を扱ったことがあるにもかかわら

ＩＣＪへの提訴は示唆さえされていない。ＩＣＪが仲裁判

ンの同意を取り付ける努力をしてもよさそうなものだが、

断の有効性についてＩＣＪに判断を求めるためにフィリピ

かつ、ＩＣＪは公正な機関だと述べるのであれば、仲裁判

見解にも共通している。また、仲裁判断の無効を主張し、

れは、中国政府の立場を支持する中国の国際法学者たちの

ＵＮＣＬＯＳ二八八条四項への言及は一切見られない。こ

当然ながら、と言うべきか ——
仲
興味深いことに ——
裁裁判所の管轄権の有無は仲裁裁判所が決定する、という

より支払われている、ということも挙げている。

理由として、仲裁人のうち四名の指名が柳井俊二という、

のと思われる。

仲裁判断前日の七月一一日に、ハーバード大学教授のグ

国際裁判は大国には無意味なのか？

日本の首相官邸の「安全保障の法的基盤の再構築に関する
懇談会」座長によりなされており、同懇談会は「戦後国際
こと、および、仲裁人の四名がヨーロッパ人、あと一名は

レアム・アリソンが、国連安全保障理事会常任理事国のい

秩序に挑戦する」日本の集団的自衛権容認政策を支援した
ヨーロッパ居住のアフリカ人であって構成が偏っているこ
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の利益に反すると自国が考える場合に判決に従ったこと

ずれも、国際裁判所の判決が自国の主権や国家安全保障上

立が一定の圧力になったことが窺われる。

立）
、ロシアは不出廷を貫いた。もっとも、ロシアは仲裁

ＮＣＬＯＳに基づく仲裁手続に付されたが（二〇一三年申

たことはよく知られており、南シナ海仲裁判断について米

ニカラグア事件ＩＣＪ判決（八六年）に米国が従わなかっ

年）に従った例を考えると適切な論ではないが、
たしかに、

画定について米国が必ずしも有利でないＩＣＪ判決（八四

訴（一九五三年）してそれに従った例や、メイン湾の境界

る。

こでも、ＩＣＪ判決が一定の圧力になったものと推測され

訴訟をニカラグアが取り下げることで両国が合意した。こ

引き換えに、賠償額算定に関してＩＣＪに係属中であった

が誕生した際、米国がニカラグアに経済援助をすることと

ニカラグア事件では、ＩＣＪ判決後にニカラグア新政権

手続の進行中に船舶も運動家たちも釈放しており、仲裁申

誌に掲載した。マンキ
はない、との論考を The Diplomat
エ・エクレオ諸島の領有権を巡ってフランスがＩＣＪで敗

国が判断の遵守を中国に求める際に著しく説得力が欠ける

とはＵＮＣＬＯＳに明示されている（二九六条一項）が、

ＵＮＣＬＯＳに基づく仲裁判断が法的拘束力を有するこ

断無視を強調することによって、中国との交渉においてよ

かかっており、たとえばさまざまな場で中国による仲裁判

なるかは、フィリピンが同判断をどのように利用するかに

南シナ海仲裁判断がどの程度の圧力を中国に課すことに

物理的強制力を用いて中国に対して仲裁判断を執行する規

り有利な条件を引き出そうとすることが考えられる。結果

原因となっている。

定はなく、そもそも強制執行は望ましくもない。では、国

的に、今回の仲裁判断と異なる内容の合意が両国間に成立

南シナ海仲裁判断は、日本にとって二つの意味で重要で

日本への影響

い。

することになるとしても、法的観点からは特段の問題はな

際裁判は大国に対しては無意味というべきだろうか。
ロシアＥＥＺ内の石油プラットフォームに、オランダ船
籍船に乗ったグリーンピースの運動家が抗議行動をした際
にロシアが同船を拿捕し運動家たちの身柄を拘束したこと
に対し、オランダが船舶および運動家たちの釈放と賠償と
を求めたアークティック・サンライズ号事件は、やはりＵ
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ある。

まず、ＵＮＣＬＯＳ一二一条三項の「人間の居住又は独

自の経済生活を維持できない岩」についてかなり厳密な基

準が示されたことである。

もちろん、本件仲裁判断は非当事国たる日本を拘束する

ものではない。しかし、将来日本が訴えられる側に立つ可

能性は皆無ではなく、その場合に本件仲裁判断がある程度

の影響力を持つことは確実である。この仲裁判断自身、最

終的にはケース・バイ・ケースの判断であることを強調し

てはいるが、今回示された基準を単純に当てはめると、沖

ノ鳥島はもちろん、竹島・南鳥島・西之島も一二一条三項

の意味での岩となり、尖閣諸島もそうである可能性さえあ

る。

より巨視的には、国際法および国際裁判の実効性を維持

することである。国際法は中国との関係では役に立たない

という認識が広まると国際秩序の不安定要因が増し、日本

にとってはもちろん、東南アジア諸国さらには世界全体に

とって望ましいことではない。仲裁判断の履行を中国に求

めるとともに、フィリピンが仲裁判断を活用するのをさま

ざまな形で支援することが必要となる。●

第 5 回外交論文コンテストを
開催します！

