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はじめに

台湾1は、現在23ω万人の人口を有し世界でも有

数の貿易額を誇る「実体」であるが2、 「外交レベ

ルでは承認されていないにも関わらず、国際社会

の大部分の行為は、台湾の国家属性及び関係する

あらゆる法的権利を黙示的に承認しているものと

解されうるJと指摘されるように3、実質的には世

界の国々と関係を維持しているのである。

その一方で、国際法上は地位を有きない実体と

も評されるのであり 4、国際連合(閏違)をはじめ、

国際民間条約 (ICAO)、世界保健機関 (WHO)

等国際機関の加盟困でなく、最近のテロ対策キイ

ンド洋沖地震の災害支援等の間際的な問題の取組

みにも参加できず、国際的な協力体制jに組み込ま

れないのであり、国際社会から孤立している九

中華民国政府も、この現状から脱却するべく積

極的な「外交」を展開しているが、現在外交関係

を有する国は僅かに過ぎずへ国際的な空間確保の

試みである国連への働きかけも毎年失敗に終わっ

ている。また、こうした状況の下、台湾内部では、

「独立」論をもって「国家」の地位を明確にし、

国際的な支持を獲得する遣も模索されている。

しかし、中国の正統政府は一つであるとする

「一つの中園」論に基づき、かつて中華民国と政

府承認や園連代表権を争った中華人民共和閏が、

世界の大部分の困から承認を受け7、国連の安全保

障理事会(安保理)理事固として固際的な地位を

確立している現在、 「中園」の存在により孤立か

ら抜け出せない台湾が、政治的要素の強い「固家

承認」や「国連加盟」を通じた「主権国家」とし

ての地位獲得により台湾問題を解決しようとする

方向性は、呆たして現実的といえるだろうか。更

に、台湾の現状を考慮した場合も、内部的な意見

調整と対外的な支持に問題を抱えた状況で、 「主

権」を機軸とした政策及び議論には疑問を感じる

のである。

そこで、本稿では、台湾問題sについて、国家的

地位の獲得を目的としない、政治的要素を避け国

際的孤立を改善する手段の模索を試みる。具体的

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

には、国際的な枠組みから除外きれている台湾が、

どのような形であれば国際社会、特に国連機構に

参加できるかという点を中心に、国連オブザーパ

ー制度を手掛かりにこの問題を考察したい。

そこで、この議論の為に、第 1章では、中華民

国の両岸政策の変遷、及ぴ中華人民共和国の両岸

政策の立場を整理した後に、台湾内部での政府政

策の評価と台湾独立論、及び国際情勢から、現状

では台湾がどう位置付けられ、閏際法上何が問題

であるのかを検討する。第2章以降は間違参加の

形式を模索するが、第 2章では、中華民国の国連

参加政策'の変遷を整理し、国連加盟要件の検討を

通して、中華民国政府及び台湾独立論が求める

「国連参加」が、現実的な解決策として妥当な手

段かどうか検討する。そして、第3章は、正式加

盟以外の形式であるオブザーパー参加の、制度上

の特徴及びその資格取得による法的効呆について

検証し、第4章では、このオブザーパー制度が、

台湾内部でどう位置付けられており、現在の台湾

にどのような意義を有するか論証を試みる。

第1章台湾における掴立問題

第1節台湾にお材る胃岸政簾の嚢遍

1949年、中間共産党は、中華民間政府との内戦

に勝利し中華人民共和国を建国した。中華民間政

府は1945年に台湾を編入したが、内戦敗北以後、

支配領域は台湾を含む大陸周辺の小島群に限定さ

れる 10。しかし、同政府は、大陸の支配権の喪失

後も「中国の正統政府」を中華人民共和国政府と

争い、国連での代表権を失った後もこの立場を堅

持するのである。

この結果、 「一つの中国及ぴ大陸と台湾・診湖

は中国の領土であることJは、中華民国と中華人

民共和国の伝統政策として位置付けられてきた

が11 1990年代より、中華民国政府の主張に変化

が見られる。この「一つの中国」政策を徐々に放

棄し、 「対等な政治実体Jを両岸政策の基礎とす

るようになってきたからである九
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第 1軟 中華民国政府の『一つの中国』政策の変化

中華民国政府の政策に大きな変化がみられたの

は、 1991年5月に中囲内戦の終了を意味する「動

員磁乱時期」臨時条款の廃止である。これにより、

同政府は、武力的手段による同家統一の追求を一

方的に放棄し、園際社会において再び中華人民共

和国と「中国代表権」を争わないとしたへまた、

1991年以後の憲法改正により、国会の代表選出が、

従来の中園大陸にある省からの選出から自らが有

効統治する「自由地区」からの選出に改正された

のである140

以上が法的な面からの改草であるが、次に、中

華民国政府による両岸関係の主張を検討する。ま

ず、 1991年、李登輝政権は「一つの中園、二つの

地域、二つの政治実体」という概念を提唱する。

具体的には、完全な「一つの中国Jとは、 「台湾

と大陸J (二つの地域)及ぴ「中華民国と中華人

民共和国J (二つの対等な政治実体)の総和であ

り、 「一つの中国」はその「中性化」の特徴を表

現し「包容配を内在させているへその後、 1994

年に、 「現段階は『中華民国(台湾)J (中華民圏

在台湾)と「中華人民共和国(大陸)JJ (中華人

民共和圃在大陸)である」とし、 1997年には、台

北と北京は共に互いを統治したことはなく、双方

とも完全な外交権、法的管轄権、行政権及び経済

自主権を有し、如何なる隷属的関係も存在しない

とする「一つの別々に統治された中国」という概

念を打ち出したへ

そして、 1999年、李登輝は、 ドイツの「ドイチ

ェ・ウェル」のインタビューの中で、 11991年の

憲法修正以来、既に両岸関係の位置付けは国家と

国家、少なくとも特殊な固と固との関係であり、

合法政府と反乱団体、中央政府と地方政府といっ

た『一つの中国における内部的関係』ではない」

と発言し、 「特殊な固と固との関係J(1特殊な三

国論」又は「三国論J)を提唱した九 「中華民国

は独立主権国家であり、中華人民共和国のー省で

はない」とする主張は以前からあったが18、この概

念は、 「対等且つ分割された統治」を具現化して、

中華民国の主権問家性を強化する為という前提の

4 

下、両岸関係を「特殊な固と固との関係」と位置

付けたのであるヘ

以上のように、李登輝政権時には、幾度かの自

己定義を経て「特殊な三国論」に至り、従来の

「一つの中国」論から、徐々に「台湾」と「中園」

を区別してきた。しかし、段階的に「中華民国」

を「中華人民共和国」と別の国家として区別する

政策をとりながらも、どの時期も将来的な「一つ

の中国」原則に基づく中園統一は放棄していない

のであるへ

そして、 20∞年の選挙で、国民党から民進党に

政権が交代し、隙水J扇が総統に就任し、 2004年に

も再選された。その陳水扇政権の両岸政策への見

解は、二度の総統就任潰説の中に見られる。まず、

陳水扇は2000年の就任演説で、中華人民共和国と

「共同で将来の『一つの中国』の問題を処理する」

と述べ、武力を発動する意図がない限り、 「在任

中に独立を宣言せず、国名を変更せず、二国論を

憲法に盛り込まず、現状を変更するような統一か

独立かといった公民投票は行わず、また国家統一

綱領や同家統一委員会を廃止」しないとしてい

るへそして、 2004年総統再任の際には、 「一つ

の中国の原則」に対する理解と、 「共同で台湾海

峡の現状を一方的に改変しないことを共同で確保」

するとし、 2000年の就任演説での原則と公約は、

今後の四年間改変しないとしている20

陳水扇政権は、初めての「台湾人の政党政権」

という意味を有し、中華人民共和国から独立的で

あると批判きれているようにお、この政権交代は

「台湾人による台務統治Jが進められていること

の証明と言い得るものである。但し、独立宣言、

二国論、国名の変更、統一独立問題に関する公民

投票に対する姿勢からも分かるように、同政権も、

「一つの中国」への姿勢を明確にしているわけで

はなく、李登輝の「特殊な三国論」以上に明確な

中華民国の位置付けはされていないへ

以上のことから、李登輝政権以来中華民国は、

「独立」を含めて自身を「中国」とは全く異なる

実体として明確に主張していないものの、従来の

「中国の正統政府」という主張を放棄し、 「中間」



と「台湾jを区別する立場を進めているのである。

第2款中華民国政府の「承認」政策の変化

こうした中華民国政府の両岸政策の変化は、同

政府の承認政策にも影響している。具体的には、

90年以降の政策転換に伴い、従来の「中国の正統

政府」として承認から、国家承認又は二重承認を

求める方向に転換しているのであるへ

「一つの中国」論放棄の傾向は早くから示され

ており、同政府は、 1971年以後間交樹立宣言にお

いて rr中華民国政府』は中国の唯一の合法政府で

ある」ことを主張していない弱。そして、承認に関

するものとして、最近では、 2003年11月7目、陳

水肩政権後に初めて外交関係を樹立したキリパス

は、当初中華人民共和国と外交関係を維持したま

ま中華民国と外交関係を開設しており、二重承認

を認めた事例といえるヘ

また、 2005年外交部が採用した「台湾2300万人

民の国速における代表権問題」案(以下、台湾代

表権案)では、 「中華民国(台湾)Jは、 23∞万人

の人口を有し、台湾、歯車湖、金問、馬祖の各島か

ら構成される主権困家であることが述べられてい

る280 これは台湾と外交関係をもっ園連加盟問を

通して提案されていることから、同案の12提案閏

(ベリーズ、プルキナ・ファソ、チャド、ガンピ

ア、マラウィ、マーシヤル諸島、ナウル、パラオ、

セントピンセント・グレナデイーン、サントメ・

プリンシベ、ソロモン諸島、スワジランド)が、

「中華民国(台漕)Jを主権国家として承認する態

度を示しているとみることもできる叱

このように、従来は中華民国政府か中華人民共

和国政府かという政府承認論の中で第三固との関

係が推移してきたが、最近では承認構造にも変化

が見られるのである。

第2節 中華人民共和国の両岸問題に対する主張

こうした中華民国の両岸政策の変更に対し、中

華人民共和困は建園以来一貫して「一つの中国」

に基づく立場を堅持しているが、最近の具体的な

主張は、 1993年に発表された「台湾問題と中国統

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

-J、及び初∞年に発表された「一つの中国原則と

台湾問題」という所謂「台湾白書」と、 2005年に

制定された「反国家分裂法」において見られる。

まず、 1993年の台湾白書では、台湾は中国の不

可分の一部であること、台湾問題の由来、台湾問

題を解決する為の中華人民共和園政府の基本方針

及び関係政策が系統的に論じられているへそし

て、国際社会に向けて一つの中国の原則を堅持す

る立場と政策を述べることへの更なる必要性に基

づき、 2000年に新たに台湾白書が発表されたので

あるへそこでは、①中国政府は、平和統一の方針

を実行すると同時に、如何なる方法で台湾問題を

解決するかは中国の内政であり、武力不行使を約

束する義務はない。武力行使の放棄を約束しない

のは、台湾同胞に対してではなく、 「台湾独立」

の企み、及ぴ中国統一に干渉する外国勢力に対す

るものである。②李登輝の「二国論」を含め、台

湾当局は「二つの中国」をつくり出す主張をして

いるが、中国の領土と主権は分裂しておらず、海

峡両岸はごつの国ではない。③住民投票方式での

台湾の地位の変更に反対する。④東西ドイツ方式

は台拷問題には適用できない、とされているヘ

そして、陳水扇政権以降の独立傾向を警戒した

中園政府は、 2005年3月に、独立運動を牽制し、

平和的統一の促進、台湾海峡の平和と安定の維持、

国家主権と領土保全及び中華民族の基本的な利益

保護を目的として反国家分裂法を制定したお。同法

は、第2条及び第4条で、台湾は中国の一部であ

り、統一は台清人民を含む全中国人民の責務であ

ること、第 3条では、台湾問題は中国内戦により

残された内政問題であり、外国からの干渉は受け

ないこととし、第 5条では、一つの中国原則に基

づいた平和的統ーを規定している。また、第8条

では、台湾が中国から分裂する事実をもたらす場

合、台湾の中国からの分裂を引き起こす重大な事

件が生じた場合、平和的統一の可能性が完全に喪

失した場合の 3種類の台湾独立勢力による固家分

裂活動に対して、非平和的な手段をとることがで

きると規定している。

このように、大部分は従来の台湾問題への主張

5 
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を法文化したものであるが、以前から主張してき

た武力行使を含む非平和的手段の条件を具体的に

していることがその特徴となっており、台湾独立

の動きに対する強硬な態度を明確にしたものであ

る。

以上が中華人民共和園の両岸政策であるが、現

在に至るまで台湾が中国の一部であることを主張

している。一方で、上述のように中華民閏の政策

は、 「一つの中国」を放棄して「中国」と「台湾」

を区別する方向にあり、現在の両岸関係の変化は、

中華民国の一方的な行為又は主張により進められ

ているのである。

第3節目際法からみる台湾の位置付防

上述のように、台湾は「中国」から離脱する意

思を形成しつつあるが、こうした立場の変化は、

台湾の国際法上の地位にどう影響しているのであ

ろうか。この点につき、台湾内部の議論に注目す

ると、 「三国論」が国際法においてどう評価され、

台湾の現状がどう捉えられるかという問題が中心

となっている。そこでの主要な争点は、中華民園

は「中園」とは別個の固家であるかどうか、即ち、

既に独立国家としての意思表明をしているか、又

は「新国家」として今後明確な宣言が必要かどう

かである。

そこで、本節では、現在の中華民聞が既に国家

であるか否かという問題を通して、台湾内で国際

法上の台漕の地位がどう解釈され、それが独立と

どう関連するのかを検討する。

第 1軟現在の中華民国は主権国家ではないとす

る立場

台湾がこれまで主権国家として明確な主張をし

ていないとする点は、中華民国政府が「一つの中

国」原則を堅持していた頃から指摘を受けている。

Q'Connelは、 「国家の主張がある場合にのみ、政

府は承認をうける」としへ Crawfordも、 「台湾

は、困家であることを主張したことはなく、国家

として承認されたことがない故に、国家ではない」

としているお。また、Dugardも、 「台湾は、閏家属

品

性の多くを有しているが、むしろ、自らを単に大

中華の一部と見なすことを選択している」ことを

指摘しているへ

台湾内部の議論を見た場合、中華民国が国家で

はないとする立場(以下、否定論者)は、未だに

台湾自身「一つの中園」の立場を明確に放棄して

おらず、主権国家の意思表明の欠如は、上述の国

際法学者の見解及ぴ他国の実践からも証明される

ように、現在においても中華民国の独立性を否定

する最も重要な根拠であるヘそして、中華民国の

現状は、 90年代から一つの中国を放棄しはじめ、

場合によっては中固から離脱する意思を暗示して

いるが、別の機会ではやはり一つの中国の立場を

とっており、その地位について未だ確定できるレ

ベルに到達していないとする調。

このように、否定論者は、独立国家としての意

思表明の欠如を重視しており、国際法的には、現

在の中華民国政府を、完全に消滅させられてはい

ないが既にその国際法上の地位を失っている、中

国領域内の事実上の地方政府又は交戦団体と位置

付けている"。

中華民困が国家でない理由としては、次のよう

な根拠が挙げられている。①中華民国は、中華人

民共和固とは別個の国家として正式な表明をして

おらず、明確な「二つの中間」の主張もない、②

現在の政府が、従来の中華民国政府と異なる新た

に成立した国家、或いは中華人民共和国が自身と

分離独立した別個の国家であると主張したことは

ない、③中華民国に「国家承認」を与えた国家は

ない。国際法上、国家承認は撤回できない為、断

交した場合も両国間の法的な国家関係に影響を与

えないが、中華民国は常に政府承認の切換の問題

に直面しなければならず、これまで得た承認は全

て「政府承認」と見なされる、④中華民国が「二

つの中国」の主張を始めたとしても、大多数の国

が中華人民共和国を唯一の合法政府と承認してい

る現状から既に手遅れである、とする 4点であるへ

なお、同政府が採用する「中華民困(台湾)Jと

いう名称は、用語上中華人民共和国と別の固家と

なることを避けており、園内法上も中華人民共和



固にある種の「本国でなく、他国でもない」特別

待遇を与えているが、分裂国家理論に基づく実質

的な「三つの中国」、並ぴに国際法上の中華民国と

中華人民共和国との聞の「特殊な三国論」を主張

するものであるへそして、この分裂国家理論によ

り、中華民聞が、過去の「中園代表権」を「台湾

代表権」として、また、両岸関係を「中台関係」と

して位置付けた点は進歩がみられるとするへ

しかし、分裂閏家は、一般的に双方とも相当の

困家承認を得、互いの閏家的地位を黙認している

ことが必要であり、統一の可能性を留保している

のであるが、現在の中華民国はこれらの条件には

合致していない。更に、中華民国は、中国代表権

問題の際に中華人民共和国と同時に国連加盟国と

なる機会を失っており、 「一つの中国」原則が既

に国際社会に受け入れられていることから、もう

一つの「中国」を作り出すことになる「二つの中

国」を主張する時機も失っている。その為、分裂

国家論に基づく主張は、国際的な地位の獲得が困

難なだけでなく、 「将来の統一」をも留保する為

に自ら統一される危険に陥ることを指摘するへそ

して、これらの理由から、分裂国家理論は、その

前提が「台湾は中閏の一部」であることを認める

為に中間とは別個の独立国家であると主張できず、

二つの中園が共存する間際空間が出現し得ないこ

とからも、台湾には適用できないと結論付けてい

るヘ
そして、それ故に、否定論者は、台湾が独立国

家となる為には、 「中華民国」以外の国名で中固

とは別個の国家であることを宣言する必要性を主

張する。 1独立宣言」できるとする根拠は、国際

社会は中華人民共和国政府を代表とする一つの中

国原則を認めているが、 「台湾が中国の一部であ

る」と承認したことはなく、その権利もないので

あり、台湾の帰属を決定する権利を台湾人民に保

留している、とする点であるへそして、 「一中一

台」の立場を明確にして、中華民国体制を放棄し

中華人民共和国と再び中園代表権及び政府承認を

争わず、中間と無関係の新国家であることを宣言

して各国の「国家承認」を獲得することで、台湾

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

は国際法秩序と合致する独立国家となる、とす

る“。

第2款 中華民国(文は台湾)は既に主権国家で

あるとする立場

中華民国が主権問家であるとする論者(以下、

肯定論者)も、否定論者が主張する「独立宣言」

が、独立閏家建設の主観的意思として最も明確な

証拠であることは否定しない。しかし、それが主

権困家確立の為の唯一の証拠とは言えず、政治実

体が対外的に独立の存在として国際法人格を求め

る場合、国内外実務を処理してより高位にある主

権の存在を否定し対内的な最高統治性を確立する

ことは如何なる法的根拠によっても否定されず、

当該実体が有効統治する領域を国家とする主張に

よってそれが証明される。それ故、台湾が、有効

統治領域を有する国家として明確な主張がされた

場合、独立宣言がない事実だけをもって、中国と

は別個の国家でないとは当然にはいえない、と主

張する470

この観点から1991年以降の中華民国政府の実践

を評価すると、同政府は、 「中国の政府」である

ことを再度主張せず、明確に「中華人民共和国」

を中国の唯一の合法政府と認めることで、実質的

及ぴ法的の両面から「一つの中間」を放棄してい

るへそして、その実践からは、少なくとも中華人

民共和国と互いに隷属しない国家を建設する意図

は証明でき、李登輝の提起した「二国論」がこの

意図と論拠を最も明確にしたものであるとするへ

なお、この理論は、 「中華民国(台湾)Jと「中華

人民共和国(大陸)Jを二つの国家としただけでな

く、 「従来」と「現在」の中華民国が法的に岡ー

の国家か否か、という連続性の問題にも影響を与

えている。但し、いつから区分されるかは未だ不

明確であるが、肯定論者によれば、少なくとも

11999年時の中華民国」と 11949年以前の中華民

国」は異なる固家であるとするへ

また、同政府の対外姿勢を分析した場合にも、

主権国家の主張が認められるとする。その根拠は、

①中華民困は、既に国際社会において、唯一の合

7 
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法政府としての承認を求めておらず、 (国名に関

わらず) I一特定国家」の政府として承認を求め

ている。②また、あらゆる国家との外交関係開設

を望んでおり、そうした国家に中華人民共和国に

対する外交関係の中止又はかつてのような政府承

認を要求しない。③更に、 1992年以来国家のみ加

盟できる園連への参加を推進しているが、その際

に中華人民共和固と同時に加盟国となることを排

除しない、である。ここでは、台湾は、 「中国」

ではなく「特定国家」として主張しており、この

「国家」は明らかに「中国」ではなく、また、

「中華民国」は「国家」の有効政府として主張し

ており、その名称が「中華民国」又は「中華民国

(台湾)Jであるとするヘ

更に、 「二国論」の提起及び対外的な取組みは、

「中華民国」は「中華人民共和国Jの一部でない

だけでなく完全に平等な存在であり、同時に、国

際法上両者は、互いに隷属しない別個に存在する

主権国家であることを、国際社会に向けて明確に

示しているえ

但し、固際社会の要素を考慮すると、台湾独立

の主張は困際的な場で中華人民共和国に反対され、

多くの園は間違の台湾政策について黙認し消極的

に対応しており、台湾の国連参加に反対している。

それ故、実践上、独立の普遍的支持への十分な証

拠が欠落しており、対外的な独立の主張は事実で

あるが、現状では国際法上の地位は未定とされて

いる弱。

また、現政権の内政面についても疑問が呈され

ている。陳水扇政権は、 「二国論j以上の明確な

台湾の立場を表明しておらず、中華民国憲法を

「一つの中国」に基づく「ー中憲法J (又は「憲

法一中J)と発言する等、その姿勢はむしろ国民党

政権時に近いものであり、台湾の位置付けが前政

権よりも不明確であると指摘されているヘ

以上が、肯定論者の見解であるが、その論拠は、

否定論者と反対の解釈から導かれている。なお、

現政権が台湾の立場を不明確にしているとする批

判が両者にみられることは、現政権の評価を考え

る上で注目に値する。

畠

第4節現状から見る台湾の圃際法上の問題点

このように台湾の法的地位に関する議論をみる

と、中華民国政府の主張が多義的に捉えられるも

のであることがわかる。ここでは、 90年以来の同

政府の実践と主張を検討している前節の議論に、

現政権及び国際社会の最近の動向を補足しながら

分析を試みる。

初めに、現政権の両岸政策を検討するが、上述

のように、否定論者と肯定論者双方から現政権は

台湾の立場を不明確にしていると批判を受けてい

る。しかし、最近の外交部の文書を見ると、必ず

しもそうとは言えず立場の明確化が進められてい

るのである。

まず、否定論者の、同政府が未だに自らを「中

国の政府」と主張し、その証拠として中華人民共

和国を「中共」、対米、対日関係を「中美」、 「中

日jとしている点への指摘を検討するヘ確かに、

陳水扇の総統就任当初の外交施政報告では、上述

の文言が用いられており、当時は中華民国を「中

国の政府」と位置付けているとも考えられる叱し

かし、 2004年再選以降をみると、同年4月の報告

では依然として「中共」を用いているが、外交情

勢の項目を「台美関係」、 「台日関係」としてい

るヘ更に、翌年10月の報告では、 「中共外交動

向」の項目が「中国外交動向」となり、 「中間」

の名称に変更されたのであるへ

こうした変化は、現政権が、既に中国の合法政

府という立場を放棄し、 「台」・「中」の区別を

明確にした証拠と考えられる。更に、 20∞年の報

告の表現が李登輝政権以来のものであることから、

こうした変化は、現政権は、 「中国」から「台湾」

を目指す所調「台湾化」の方向に向かつており、

前政権よりもこの動きを進展させていると捉えら

れるへそれ故、陳水扇政権は徐々に「台湾の立

場」の明確化を進めているのである。

次に、特に否定論者の主張の根拠の一つである、

「中華民国が、現在も中華人民共和国を別の国家

として明確に区別していない」という点について

考察する。まず、中華人民共和国の反国家分裂法

に対する外交部の見解「反閏家分裂法に対する中



華民国(台湾)の立場」の中で、①国民主権及び

国連憲章の明文規定である人民自決原則に基づき、

中華民国の主権は台湾2300万人民に帰属する。ま

た、 11933年国の権利及び義務に関する条約」に

規定された同家の構成要素及ぴ外交実践に基づき、

中華民国の独立同家としての地位に疑問の余地は

ない。②反国家分裂法は中国が一方的に制定した

閏内法であり、台湾は中国の管轄権に属きず、そ

の効力は台湾まで及ばない。③「中華民国はー独

立主権国家であり、閏家主権は2300万人の台湾人

民に属し、台湾の前途は何ら改変されず、 2300万

人の台湾人民のみが決定権を有する」ことは、当

面台湾社会がもっ国家主権及ぴ台務の将来への共

通認識であり、与野党政党における最小公約数で

もある、ことが主張されているぺ更に、上述の

ように、台湾代表権案は、台湾、滋湖、金門、馬

祖に有効統治領域を示した上で、 「中華民国(台

湾)Jが独立国家であることを明示している。

これらの文書から、中華民国政府は、国際法上

の国家要件を満たし、中華人民共和国の統治領域

と区別される実効統治領域に限定した「同家」で

あることを主張していると考えられる。そして、

この立場は李登輝政権以来主張されており、現在

も変わらない。それ故、肯定論者が、現在の「中

華民困(台湾)Jと「中華人民共和閏」の関係を、

互いに隷属しない別個の固家と考えることは妥当

であろう。

しかし、上述の否定論者の指摘をみると、これ

だけでは確かに不明確である。第一に、李登輝は、

「特殊な二国論」と同時に「中華民国は1912年の

建国以来、一貫して主権独立国家である」と発言

しベ統一の可能性も否定していない。第二に、陳

水扇は、独立や国名を変更しないとし、 「一つの

中国」を否定せず、両岸関係の立場も明確にして

いない。これらの発言は、結果として「中華民国」

の連続性及び「一つの中国」に対する立場を不明

確にしており、現政権が「台湾化Jを進めている

としても、 「従来の中華民国」と対比させた現在

の位置付けは暖昧なのである。そして、この不明

確性は対外的な評価にも影響しており、現在の台

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

湾も、やはり従来と変わらず「中国」と見なされ

る可能性があるのである。

その為、独立国家の地位を確立する為には、否

定論者が主張する「中華民国」以外の国名により

「中国」と別個の固家として国際社会に明確に宣

言することが必要になるぺ

しかし、それには、まず台湾内部における新国

家建国の意思形成が必要であるが、台湾の世論に

おける多数意見は両岸関係の現状維持の立場を選

択しているへそれ故、 「台湾」独立が台湾人の意

思とは言い難く、むしろ、 「現在の中華民国」が

自らの地位を決定しない現状を維持することを望

んでいると考えられるのである。更に、現在の国

際社会の台湾問題に対する立場をみると、国連事

務総長やEUは「一つの中国」を支持し“、世界の

大部分の回が中華人民共和国を承認して「一つの

中国」政策を採り、更に、アメリカ、英国、カナ

ダ、日本は、 「台湾」の「独立」を支持しないこ

とも明確にしている倍。

以上のことから、 「現在の中華民国」が不明確

である現状を打開し、独立同家の地位を確立する

為に「独立宣言」するとしても、台湾の世論を考

えると、現在、新国家建設がコンセンサスを得ら

れている、また得られる見通しが高いとは言えな

い。また、国際社会の態度を考慮した場合、大部

分の国家の承認を得ている中華人民共和国が対外

的な影響力を持ち、 「一つの中国」が支持される

現状から、否定論者が主張する通り、台湾が、分

裂国家論の「二つの中国Jに基づく独立国家とし

て承認を得ることは困難であろう。しかし、この

要素は、 「一中一台」に基づく「独立宣言」によ

る新国家建設の主張にも大きく影響するのであり、

アメリカ等、台湾独立による両岸関係の現状を変

更する行為を支持しないと表明していることから、

例え、台湾が「中華民国J以外の国名で独立を宣

言しでも、各国が支持し国家承認を与える可能性

は低いと考えられる。更に、中華人民共和国が台

湾独立に反対し、これを「非平和的な手段」の条

件としていることからへ 「独立」という手段は平

和的な解決がされない危険性を有している。そし

骨
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て、この危険性は、中台関係に留まらずアジア・ い。③両岸が分裂し分治されている現実を認め、

太平洋地域の平和・安定にも影響を与えるのであ 台湾地域2100万人民の国速における基本権が正当

るぺ に保護きれ、適切な代表が認められることを求め

このように、内部的、対外的及び中台の各要素 る。これらのことは、全中国の代表という主権争

を考慮すると、同家主権に立脚した台湾独立論は、 いと抵触しない、としていたへ

中台両者だけでなく国際社会全体を当事者として そして、 1993年以来、台溝の国連参加政策とし

台溝問題を解決する手段として現実的とは言い難 て、①加盟申請をすることで閏違の加盟国となる。

いのである。 ②総会に、中華民国を排除し中華人民共和国の代

第2車台湾独立と「国連多加』問題曲

第 1節中華民国の国連政簾

中華民国政府の国連政策は、対外的な立場表明、

及び国際的な地位の向上の手段である由#、 1971年

の国連脱退後に国連「復帰」に着手したのは両岸

政策の改革の開始とほぼ同時期である。そして、

同政府が両岸政策を変更する過程に伴い、その国

速政策の内容、及び参加要求についての台湾の立

場も変化するのである。

第 1款中華民国の「国連多加」政策の形成

中国代表権問題は、中華民国と中華人民共和困

の両政府が間違の場で中閏の正統政府の地位を争

ったものである。この問題は、中華人民共和国成

立直後から始まったが、 1971年、国連総会で中華

人民共和国を「間違における唯一の合法な中国代

表と認め、蒋介石の代表を宜ちに追放する」旨の

決議2758(XX V I)が採択され、中華民国の国

連脱退によりこの問題は収束する"。そして、これ

により、同政府は、 1990年代に国連政策を転換す

るまで国連との関係が途絶し、国際法上の地位も

喪失することで孤立を深めていったのである。

中華民国が新たに国連「復帰」の動きを見せた

のは、 1991年立法院での「国連復帰建議案」の可

決でありペ 1993年より外交関係のある国連加盟国

を通じて、国連参加(又は台湾代表権問題)を総

会の議題とするよう要請を始める九この政策推進

にあたり、当時の政府は 3点の基本原則を掲げて

おり、①将来の中園統ーを排除しない。②中華人

民共和国の現在国連で有する議席について争わな
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表権を認めた決議2758を削除する決議を要求する。

③先にオブザーパー申請をして正式加盟の機会を

伺う、という 3つの手段が考慮されている。しか

し、外交部は、①の手段は、中華人民共和国の拒

否権に直面し、圏内の論争を誘引する、②の手段

は、拒否権は回避できるが、他国に中国代表権争

いの再発の印象を与え、支持獲得が困難である、

③も同様に拒否権の影響を受けないが、少なくと

も一つの専門機関の加盟国であるとする条件は、

短期的には実現の可能性が低い、としてこの手段

を放棄している。そして、この国連「復帰」は、

中華民国脱退後の、中華人民共和国の姿勢、加盟

国と同固との関係、また台湾と困際社会の関係と

いう国際環境を考えると、 「復帰」の為の客観条

件はまだ備わっていないとする71
そして、 1993年以後、外交関係がある困連加盟

国を通じて国連参加の提案を国連で提起するとい

う形をとり、両岸政策の変遷に伴った間違政策を

推進していくのである。

第2款中華民国の『国連参加』政策の変遷

1993年以降の国連参加政策は幾度か変更されて

現在の政策方針に至っているが、その経過をみる

と、以下の5つの時期に区分される。

く第一期:1993年-1996年〉

この問、提案として、国連事務総長に対して、

「特別委員会」を設置し台湾が正常に国際活動に

参加できない特殊な状況を研究するよう要請する

書簡を送る、という政策を採用した。この提案の

審査を通じて期待されたことは、国際社会に、両

岸の分治という現状及び決議2758に基づく台湾の

排除という不合理な状況への理解を促すことであ



J._75 
つに。

く第二期:1997年-1998年〉

4年間の上記政策推進の結呆、外交部は、同案

の段階的な任務は達成されたと判断し、 「国連総

会に決議2758を審査し、当該決議の台湾部分を撤

回し、中華民国が、国連機構及びその全関連機関

に参加する一切の法的権利を回復することを要求

する」提案に変更した。ここでは、特に両岸問題

を「一つの中園、二つの政治実体Jとする立場が

強調されているヘ

〈第三期:1鈎9年-2∞I年〉

1999年の「特殊な固と固との関係」発言後、台

湾は、上記提案をやめ、国連に、作業部会の設置

と、 「わが国のおかれた特殊な国際環境を審査し、

我古宮'2300万人民が国連に参加する基本的権利を尊

重すること」を要求する方針に変更した九提案内

容は、国連代表権を有する東西ドイツや韓国・北

朝鮮を先例として、 「中華民国(台湾)Jと「中華

人民共和国(大陸)Jを対等とし、国際社会に1949

年以来両岸は分治され共存している事実への理解

促進を明示している摘。なお、 m∞年、陳水扇政権

後も提案内容に大きな変化はない河。

く第四期 :2∞咋-2鵬年〉

2002年は、 「中華民国(台湾)の閏速における

代表権問題」を提案するという手段がとられた。

なお、 2∞3年も同様の提案が要求されている叱

〈第五期 :2∞4年及び2005年〉

2004年は台務代表権案を提案L、従来の「中華

民国(台湾)Jから「台湾」の代表権を求めるとい

う政策がとられたへそして、加05年は、台湾代表

権案mとともに、 「台湾海峡の平和維持に関する国

連の積極的な役割」案胞という提案を併せて提起す

る手段がとられたへ

このように、台湾が国連加盟に動き出した1993

年から2005年に至るまで、台湾の国連政策は幾度

も変化しているが、ここで、現在の中華民国の国

連政策がどのようなものか、 2005年の台湾代表権

案の具体的な内容をみることとする。まず、ここ

で主張されていることは、①国連の普遍性に基づ

く台湾代表権の要求。@総会決議2758は、間違及

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

ぴ全ての関係機関における中華人民共和国の代表

権問題のみを扱っており、台湾が中国の一部であ

ることを決定しておらず、中華人民共和国に国速

や関係機関での中華民国(台湾)又は台湾人民の

代表権を付与してもいない。 @23∞万人の人口と、

台湾、歯車湖、金門そして馬祖の領域を有する中華

民間(台湾)は、主権国家であり閏際社会の構成

メンバーである。④間遠からの台湾の排除は、国

連活動から利益を享受しそれに寄与する基本権を

台湾人民から剥奪するという差別を構成する。⑤

台湾の国連への参加は、アジア及び太平洋の平和、

繁栄そして安定の維持に寄与する、である。しか

し、結呆的に、この提案は国連総会の議事日程に

挿入されず筒、 1993年以来、台務の国連参加への

試みは失敗に終わっている。

以上、中華民国の国連政策の変還を見てきたが、

これには両岸政策の変化に大きく影響している。

上記各時期の提案は、当時の政府の主張が反映さ

れており、国連政策という国際面でも「中華人民

共和国」と別個の国家とする主張が明確化されて

いったのである。

また、最近の中華民国外交部の、国連参加案を

推進する為の原則をみると、①現段階の目標は、

中華民閏が主権国家である事実を周知させ、間際

問での可視度を増進し、閏際社会に不平等待遇の

事実の理解を呼びかける。そして、己に有利な国

際環境をつくり、国際社会の認識と支持を獲得し、

参加という最後の目的に到達することである。②

国連参加案推進の基本原則は、国連参加に関して

予め立場を設定せず、中華人民共和国と議席を争

わず、緩やかで漸進的な手段を以って、台湾人民

が国速に参加する基本権を獲得する。③外交並び

に両岸政策のパランス、そして統一独立議論を回

避する為、国速参加案は、 「参加」を強調し、

「復帰」又は「加盟申請Jを明言せず、推進への

弾力性を増加させる、としているへ

この原則は2000年のものであるが、 1993年の原

則と異なり「統一」への言及がなく、基本原則で

も「一つの中国」の放棄が影響しており、 「中国」

からの離脱の意思がみられる。

11 
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また、陳水扇政権発足当初の国連参加案は、李登

輝政権時と比べて明確な変更をしなかったが、

2∞4年総統再選以降、外交部の文書からみた変化

と同じく、 「中華民国(台湾)Jから「台湾」を強

調する意図を明確にしている。それ故、陳水扇政

権は、同連政策の面からも「中華民間(台湾)Jの

「台湾化」を進めていると考えられる。

第2節 台溜におWる国連問題に対する申曹人民

共和国の見解

中華人民共和国政府は、両岸政策同様、国連問

題に対する見解についても一貫しており、中国代

表権問題の解決により、台務当局の国連問題は存

在しないとする立場をとっている。

まず、上述の1993年及び2000年の台清白書から

その主張をみると、①台湾は、主権回しか参加で

きない国連及ぴ他の国際機関に参加する権利はな

い。②台湾は、決議2758は「中国の代表権問題」

を解決しただけで、 「台湾の代表権問題」を解決

していないとし、 『国連参与』を要求しているが、

『三つの中国』、 『一つの中園、一つの台湾』をつ

くり出す分裂行為Jであり、許すことができない、

としているへここでも、両岸政策と同様、中華民

間を警戒し、国連政策で「中華人民共和固と異な

る国家」を鮮明にしてきたことを、より分裂の方

向に進んでいると捉えているのである。

続いて、台湾代表権案に対する反応をみるが、

中華人民共和国は、国連事務総長宛の書簡で、①

両岸は未統ーであるが、大陸と台清が一つの中固

という事実は改変きれない。現在中固と外交関係

にあるlω数カ国は、一つの中国原則、及び台湾が

中国の一部であることを承認している。同時に、

これは国連が一貫して堅持する原則でもある。②

総会決議2758は、中国を国連における唯一の合法

政府として明確に規定している。中国代表権問題

は既に解決しており、台湾は中国の一地区である

ことから中国の代表権に台溝は当然含まれる。そ

れ故、台湾の「国連代表権問題」は根本的に存在

しない。③間違は主権国家から成る政府間閏際組

織である。台湾は中国の一部であり、いかなる名
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義でも国連組織及ぴその専門機関に参加する資格

はない。 1993年以来、総会法務委員会は、台湾の

国連参加案を拒否しているが、これは、多くの加

盟国が国違憲章と総会決議2758を擁護する意思表

明であり、この中国分裂の企てが理解を得られな

いことを示している。④国家主権の尊重と領土保

全、内政不干渉は固違憲章の重要な原則であり、

中聞は、閏際関係の処理に対して一貫してこの原

則を遵守してきた。中国は、これまで同案の提案

国を何ら侵害したことはないが、これらの国家は、

台湾が教唆した国連参加問題で、中国の国家利益

を侵害し、中国人民の感情をも害した。彼らの行

為は、国連の正常な活動への重大な妨害となる、

としている鴎。

このように、白書の主張が中華民国に対するも

のであるが、台湾代表権案に対する主張は、台湾

国連参加問題の提案国への批判及ぴ従来の中国の

主張が表明きれているのである。

第3節台湾独立聞置からみる『園遺書加』の慮轟

第1款国連加盟の要件と性質

具体的な台湾国連問題の検討前に、まずは園連

における閏家の新加盟要件及びその性質について

考察する。固違憲章では第4条が加盟に関する条

項であり、第 1項で実質的な加盟要件が、第2項

で加盟手続が規定されている。

同条第 1項によれば、国連に加盟する為には、

申請する主体が、①国家、②平和愛好的、③憲章

義務の受諾、④義務の履行能力、⑤義務を履行す

る意思、の 5つの要件が満たされなければならず、

これが加盟承認の必要十分条件となるへそして、

岡第 2項では、加盟承認は、安保理の勧告に基づ

き総会が決定することが規定されているが、岡勧

告は総会の決定前でなければならず、安保理の勧

告は総会の決定の前提条件となる"。

但し、国連の実践をみた場合、申請実体が全て

の要件を満たしたとしても、当然に加盟承認され

るわけではなく、この問題はしばしば政治的要素

に影響されるのであるへこの点につき、 Crawford

は、同第4条は、それ自体が加盟に関する決定に



政治的考慮が介在する事態を招きうるのであり、

「このことは、法的な考慮が無関係であることを

示しているのではない。ただ、第4条のもとでの

加盟申請を考慮する場合、法的要素と政治的要素

を容易に区別することができない」と述べているへ

それ故に、台湾が独立について諸同家から支持

を得られない現状、及び中華人民共和国が既に国

連加盟国であって安保理常任理事固であることを

考えた場合、国連の加盟承認手続及ぴその政治的

要素は、台湾の間違「参加」に対し非常に大きな

障害となるのである。

第2款 台湾狛立論からみる「国連参加」の意轟

中華民国は、両岸政策と同様、国連政策でも自

らを「中国」と別個の国家として明確に主張して

きたが、やはり従来の「中華民国Jとの関係を明

確にしておらず、国連参加政策もそうした現状下

で進められている。その為、現在の中華民国が、

国連参加案の中で「中華人民共和国」とは異なる

ことを主張しても、新国家の政府として、従来の

中固の合法政府を主張していた「中華民困」と区

別されるかどうかが問題となるのである。

更に、中華民国は、自ら立場を予め設定せず、

統一・独立問題にも触れず、間違への「参加」政

策を推進する、とする原則を掲げているが、 「復

帰」や「加盟申請」という文言を避けている為、

「参加」が意味するものが明確になっていない。

このように、現在の中華民国の国連参加政策は、

明確な方向性がなく、国連加盟要求も明確に表明

きれないまま行われているヘしかし、現在のよう

に暖昧な政策をとり続けても対外的な支持は得ら

れないのであり、台湾が、国家としての立場を主

張する為には、やはり「台湾共和国」等「中華民

国」以外の国名を以って主体を明確にした上で国

速に加盟申請しなくてはならない“。また、この政

策自体も、最終目標は国連加盟であることから、

問題の実質的な検討の為には、台湾の「国連加盟」

の問題を考えなければならない。

まず、台湾独立論の視点からは、加盟について

次のような間際法上の意義が主張されている。①

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

国連加盟資格は、原則として「国家」である為、

国家であって初めて加盟国となる資格をもっ。そ

れ故、国連加盟は議論の余地がある台湾の「国家

属性」を確認することに他ならず、国際社会に対

し明確に独立同家であることを示すものであるへ

②台湾の国連加盟承認は、閏際社会による集団承

認に等しい総。③国際法上、閏速が閏家を加盟承認

した場合、対外的な攻撃に対しある種の保障を与

えることになり、台湾が加盟国となった場合は、

中聞は、台湾を中国の領土の一部として任意に武

力を行使して統一する事ができなくなるぺ④台湾

と中国が国連の集団的システムの下で相互に作用

した場合、関係正常化を促進し、更には、台清海

峡一帯及ぴアジア太平洋社会の平和と安全を促進

することになる"。特に、否定論者は、国連加盟

を、 「台湾」としての独立プロセスの一段階と見

ており、国家が国際社会の承認を獲得する為の最

良の方法であるとして、第一段階は、台湾が国家

となることであり、第二段階は、台湾共和国の身

分として加盟申請することであるとする"。

この独立論が主張する意義について、国連加盟

が直接集団承認行為であるかは疑問が残るが、一

定程度「承認行為」の意味を帯びることは確かで

ある1ω。しかし、逆に、それ故政治的な判断も介

在するのであり、拒否権の問題も免れ得ないので

ある。

また、 「一つの中国」が受け入れられ、台湾の

独立を望まない国際社会の現状を考慮すると、台

清の加盟申請をもって独立宣言としても、国連加

盟の支持だけでなく、 「台誇」又は「台務共和国」

の承認が得られるとは言い難い。更に、台湾の内

部的側面を考慮すると、国連加盟は、内部の統一

独立議論を誘発し、両岸関係を悪化させる可能性

もあるのである。

それ故、国連の機構的性質、各国の態度、両岸

関係の現状、及び台湾内部の問題をみると、台湾

が加盟園の地位を模索することは現実性が乏しい

といわざるを得ない1010

このように、台湾が国連を通して国際法上の地

位を求める場合、その機構的問題が大きな阻害要

13 
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因であるのは勿論のこと、第1章で検討した問題も

密接に関連しているのである。その為、この国連

問題についても、台湾独立論が主張する「独立宣

言」や「国家承認」から論じることは、やはり政

治問題に陥ってしまうのであり、固際社会におい

て如何なる地位も有きない台湾の現状を踏まえた

議論であるとは言い難い。その為、現実的な視点

から台湾の地位を改善させる為には、政治的要素

を出来る限り回避する手段で「台湾」という実体

に有効な道を模索するべきであると考える。

第3章国連におWるオブザーバー制度

前述のように、台湾は、その主権国家の主張に

も関わらず、 「独立」や「国家承認」、また「国連

加盟」により自身の問題の解決を見出すことは困

難である。しかし、台湾海峡並びにアジア・太平

洋地域の平和維持・安定を考えると、台湾に何ら

の地位を与えず、国際的に孤立した状況にしてお

くことは、国際社会全体としても無視できない問

題である。

それ故、中華民困の提案が拒否され続け、現実

的に国連への参加が困難であっても、何らかの形

で国際機構への「参加」を追求することは意義が

あり、そうした参加が望まれる機関として最も適

しているのはやはり間遠であると考えられる盟。

そして、具体的な「参加」形式を模索する為に

は、国連加盟の阻害要因である、中国の拒否権を

回避する手段が考慮されなければならない。そこ

で考えられるものが、正式な加盟とは別の形式で

あるオブザーパー資格による参加である。その参

加資格は国家に限定されず、両岸関係の現状を見

た場合、オブザーパー制度の性質は考慮に値する

ものである。そこで、本章では、台湾とオブザー

パー制度の具体的検討に移る前に、これまでのオ

ブザーパー制度の実践を過して、その性質及ぴ法

的意義について検討する。

は、永世中立政策と国連の集団安全保障が両立し

ない為に加盟しなかったスイスが最初の例であり、

オブザーパー制度は、自ら加盟資格を求めない国

家にとって国際機構との連携を確保する為の有益

な手段であったmo

他方で、オブザーバー制度は冷戦の影響を受け

ており、その制度化への試みは、園連加盟承認の

政治問題化と、その加盟手続の特性が、要件を満

たした候補固の参加匝止に作用するという現実が

大きく影響していた刷。総会が加盟問題を扱う為

には安保理の勧告が必要であるとする状況の下、

オブザーバー資格は、国連への参加を確保し安保

理での拒否権による阻止の危険性を回避する手段

として重要な意味を有していたのである1倍。

それ故、常駐オブザーパー使節の第一義的目的

は、国連機構の枠外にある非加盟国を参加させる

ことであり、参加により国連と非加盟国の両者の

意思疎通の経路を聞き、国際レベルでの協力体制

を促進することにある1へまた、その後の発展に

より、オブザーパー資格は、非加盟国だけでなく、

国連政策を促進しその協力が国連の目的達成に大

きな貢献が期待される、園際関係において実効的

な非国家実体にもその資格が認められるようにな

る。

しかし、国連オブザーパーについて、その規則

をみた場合には一貫した体系が存在しておらず、

これは、オブザーパー類型の多様化及ぴ各国連機

関の制度的相違に起因している即。そして、オブ

ザーパーの地位は、参加する機関やその規模によ

り決定されるのであり、原則として、より小規模

でより技術的な機関では影響力も増大するとされ

る1倍。

国連オブザーパーは、制度的一貫性の欠如とい

う状況の下で、現実的な必要性に応じて、制限さ

れた参加形態として国連事務局や総会の実践を通

じて発展してきたのである1へ

第1款オブザーバーの類型

第1節目連オブザーバー制度の性質 オブザーパ』は、その類型によってその取得要

国連非加盟国の常駐オブザーパー使節団の開設 件干与えられる資格が異なる。過去国連で受け入
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れられたオブザーパー資格をみると、以下の 5類

型に分けられる。本款では各種オブザーパー資格

の取得についての法的根拠及びその効果について

検討する加。

(1)非加盟国

まず、間違憲章には非加盟国オブザーパーに関

する言及はない。それ故、その地位は、国違憲章

で成文化されていない制度と見なされ、更には、

園連オブザーパー資格の取得は非加盟国の権利で

あるとも言われる1110

但し、憲章に明確な規定はないものの、非加盟

国の常駐オブザーバーは、国連普遍化の要求に対

応したものであり、憲章第2条6項と第35条2項

に基づく機関と非加盟国との特別関係に由来する

とされる。そして、その制度は、特定の非加盟国

との関連問題について、総会の討論へ当該国のオ

ブザーパー参加を勧誘する国連の実践に従って発

展してきたのである目。

なお、非加盟国の常駐オブザーパー使節団の任

務については、 1975年3月に採択された普遍的国

際機関との関連における国家代表に関するウィー

ン条約が参考となる。具体的には、その第7条で、

(a)機関との関連で派遣固を確実に代表し、且つ、

派遣問の利益を保護し、また、機関との連絡を維

持すること。 (b)機関における諸活動を確認し、

且つ、これらについて派遣固の政府に報告するこ

と。 (c)機関との協力を促進し、かっ、機構と交

渉すること、と規定しており、この条約は未だ発

効していないが、常駐オブザーパーに適用される

最も広〈受け入れられた原則を法典化したもので

あるとされる1130

また、非加盟国がオブザーバー資格を取得する

にあたり、それが正式加盟にどのような影響を与

えるか閑題となるが、 Suyはこの点につき、 「オ

ブザーパーとしての非加盟国の参加は、加盟承認

を促進するものとなりうる。憲章4条のもと、国

連加盟は、憲章の義務を受諾する固家に聞かれて

いる。国連におけるオブザーバーの取得は、憲章

義務の間接的な受諾として考えられ、それ故、非

加盟国オブザーパーの正式加盟に関して、加盟国

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

聞の積極的な態度を潜在的に創出することができ

る。但し、オブザーバー資格の取得は加盟の必要

条件ではなく、加盟以前にオブザーパー資格を有

していた加盟国はほんの少数にとどまる114Jとし

ている。なお、 Sohnも、 「オブザーパー資格の取

得は、通常正式加盟資格の取得を促進するもので

ある出」、として加盟の関係を肯定的に捉えている。

(2) 民族解放団体

民族解放団体のオブザーパー資格についての法

的根拠は、国連活動への参加を勧誘した総会決議

にある1160 パレスチナ暫定自治機構 (PLO)は、

1974年の総会決議によってオブザーバー資格が与

えられ111、その後、 1976年に同じく南西アフリカ

人民機構 (SWAPO)にもその資格が認められて

いる出。更に、 1974年アフリカ統一機構 (OAU)

により承認されたアフリカの民族解放団体にも、

オブザーパー資格の付与が決議されている1190

総会が民族解放団体にオブザーパー資格を与え

る実践は、その法的地位にも影響する。この点に

つき、 Suyは、 「民族解放団体の参加の重要性は、

非植民地化及び自決権に関わる領域だけでなく、

経済及び社会的問題に関わる領域にも存在してい

る。彼らは将来の権限を有する政府として考えら

れ、当該領域人民の杜会的且つ経済的幸福に対し

て責任を負いうる」としている皿。また、 Ginther

は、 「民族解放団体へのオブザーバー資格の付与

は、国家建設過程における人民国家としての地位

の促進並ぴに準備を構成する。オブザーパー資格

が民族解放団体に与えられる場合、自決権及ぴ領

域人民自身が統治する国家を獲得するという特定

人民の権利が集団的承認を受けるのである。しか

し、同じく重要で、且つより本質的なことは、民

族解放団体が、国連の活動への参加を通して自己

の主張を推進し、それ故に国際平和と安全の維持

という国連の機能に貢献する機会を与えられる、

という事実である国」としている。この点につき、

総会もその決議で、 「国際機構の活動における民

族解放団体の参加が、国際平和及び協力の強化を

促進する」ことを認めている由。

(3) 閏連組織における専門機関
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国連憲章57条は、国連と専門機関の連携につい

て言及しており、同63条では、連携を確立するこ

とへの責任は、経済社会理事会(経社理)に帰す

ることが規定きれている。また、岡70条は、経杜

理に、専門機関との相互代表に関する取極を行う

権限を与えている国。

(4) 国連組織に属きない政府間組織

固違憲章第52条1項によると、特定の政治的、

経済的、社会的な地域的機関、又は閏家集団と間

違の正式かっ安定した関係は、全ての困の政治的、

経済的、かっ社会的発展に貢献せねばならないと

される。この理由から、米州機構(総会決議253)、

アラブ連盟(総会決議477)、又はOAU(総会決議

2011)等が国連オブザーパー資格を与えられてい

る124

(5) 非政府組織 (NGO)

多くの国際機構は、その活動にNGOが参加する

ことを認めているが、最も詳細な協力体制をとっ

ているのは国連である。そして、その中でも特に

経社理がその役割jを担っており、その権限の範囲

内の問題と関連し、且つ協議資格の条件を満たし

たNGOと協議関係についての協定を締結してい

る1250

このようなNGOの「協議資格J (consultative 

status)は、現実的にはオブザーバー資格と区別

きれないが師、論者によっては、このNGOをオブ

ザーパーに含めないとする場合がある。 Sybesma

Knoll主、まず、 「理論上及ぴ実践上、国連におけ

る非加盟参加実体の地位は、主権を有する実体と

NGOや個人という主権を有しない実体とでは、根

本的に区別される」とする。そして、両者の法的

性質について、前者は、伝統的に「オブザーパー

資格」として総会に明確な承認 (recognition)が

与えられるのに対し、後者は、憲章第71条に規定

された経社理との「協議資格」が与えられるので

あり、 「オブザーバー資格は、当該機構による承

認を含み法的な効果を有するが、協議資格は承認

を含まず、困際法上の合法性又は地位の問題は存

在しない」としている回。
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第2軟 国連におけるオブザーバー資格の取得

オブザーパー資格の取得は、非加盟国とその他

の主体ではそのプロセスが異なる為、以下、非加

盟国オブザーパーとその他のオブザーパーのご点

に分けてその特徴を検討する。

(1)非加盟聞のオブザーパー資格の取得

非加盟国は、単に国連事務総長への通知

(noti自cation)のみにより、オブザーパー資格を

求める主体の主導でそれを取得する唯一の実体で

あり、しばしば、一方的な行為を通じてその資格

を取得する団。スイスは、国連で常駐オブザーバ

ーを開設した初の非加盟国であり、その取得形式

は以後の非加盟国オブザーバー取得のモデルとさ

れている皿。

そこで、まずスイスの事例をみるが、常駐オブ

ザーパー使節団の派遣の為に、非加盟国の外務大

臣は、初めに使節団開設の希望とその統率を任命

された人物の名前を国連事務総長へ通知する団。

この際、正式加盟のように信任状を事務総長に提

出することはなしこの使節団代表を任命する旨

の書簡が信任状と同様の機能を有する1310 その後、

事務総長による認知 (acknowledgement)の書簡

が通知され、それが当該閏との取極への同意を示

すものとなる団。使節団は着任後、国連の儀典長

に接触し、外務大臣が署名した上記書簡を提出す

る。そして、その後の事務総長とオブザーパー聞

の非公式協議により取極が締結される国。

以上がスイスの取得方式であるが、申請国が一

般的な承認を得ていない等その政治的地位に問題

がある場合は、この方式が採られるわけではない。

このような場合は、事務総長自身が当該国の外交

的承認の程度又は少なくとも国連専門機関の一つ

の加盟国である事実によりその受入を判断するの

であり、総会も異論なくこの実践を受け入れてい

る1340

1960年、事務総長は、 「国連本部におけるオブ

ザーパー及びその承認について、私は唯一可能と

思われる一つの政策に従っている。それは、問題

の閏家が過半数の固連加盟問から外交承認されて

いる場合に、当該国のオブザーパー取桓が提案さ



れたときには、オブザーパーを受け入れるという

ことである。この根拠としては、ただ、国連事務

総長は、自身の行動を通して、こうした問題とな

っている国家に関する加盟国の立場を尚早に判断

すべきでないということにある」、と述べ、オブザ

ーパー資格は加盟資格と同様、加盟聞によって扱

われる問題であることを認めている1弱。

このように、閏連事務総長が承認を判断する権

限について、一般的には、国連事務局は積極的な

役割を担わない出。それは、オブザーパーの勧誘

は、国連政策の一部をなすものであり事務局の権

限の範囲内にないからである問。それ故、各加盟

国の承認政策を通じて間接的に判断される場合を

除き、オブザーパー承認も、加盟問題と同様加盟

国によって決定されるべきであるとされる団。

また、 「少なくとも国連専門機関の一つの加盟

国となっている事実」とする要件を適用した事例

としては、東西ドイツがある。 1950年の国連食糧

農業機関 (FAO)への加盟以降西ドイツは全ての

専門機関に加盟しており、このことが1952年常駐

オブザーパーの設立を認める事務局の決定に寄与

したが1初、東ドイツは、専門機関の加盟国でなか

ったことから1972年までオブザーパーの承認が控

えられたのである瑚。

(2)他のオブザーパー

非加盟国以外のオブザーパーは、権限を有する

国連機関の決定により勧誘される。国連の専門機

関、地域的組織等の政府間組織、及ぴ民族解放団

体について権限を有する機関は総会であり、全て

総会決議により常駐オブザーバー資格が与えられ

る1410 また、総会及びその他国連機関が主催する

会議へ民族解放団体を勧誘する権限も、総会が有

している142。

このような実体がオブザーパー参加する為には、

当該実体を勧誘する件を、総会の議題への挿入要

請という形で加盟国が提出しなければならず、こ

の過程を通して総会により採択される1430 なお、

オブザーパー承認は手続事項と考えられることか

ら、総会は単純多数決でこれを決定するのであ

る1“。

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

伝統的にオブザーパーに勧誘状を与えることは、

国連主要機関の排他的権限に属する一方、国連機

構内では、他の機関及び補助機関に多くの自主性

を与える傾向にある1へ例えば、 77リカの民族

解放団体は、総会にオブザーパー資格が与えられ

る前に、非植民地化特別委員会に参加を勧誘され

ており、 PLOは、国連主要機関による承諾なしで、

国連束アジア経済委員会の正式会員の地位が与え

られた。なお、こうした勧誘は、当該機関の手続

規則やその権限の枠組みの範囲内で、且っその上

部機関の一般的な政策方針の範囲内で与えられる

べきものとされる出。

第3軟 オブザーパー資格が認められた当事者の

国連機関へのアクセス

アクセスは参加を導く為の第一歩であり、アク

セスの重要性は、それがオブザーバーに参加への

機会を提供するという点にある147。このアクセス

の権利は、全類型のオブザーパー共通の特徴であ

るが、会議へのアクセスは、関係する議論に参加

できるという点だけでなく、会議場での存在も重

要な意味を有している。オブザーパーは、会議に

出席して閏家代表との会話を通して己の主張を伝

える機会が得られ、特定の政策方針を採択するよ

う他の閏家代表を説得することもできることから

である刷。

ところで、オブザーパーが団連組織内での様々

な討論の場へアクセスする場合には、国違憲章規

定、手続規則、委任事項 (termsof reference)、又

は、アドホックな決定によって規定される。アク

セスについては、参加する会議によって各種オブ

ザーパーに認められるレベルも異なるのであり皿、

具体的には各関係機関の規定又は実践を検討しな

くてはならない皿。

(1)総会へのアクセス

憲章又は総会の手続規則に、オブザーパー参加

の可能性を明示する規定はない為、総会への参加

はアドホックな決定により可能とされる。非加盟

国は、多くの場合、当該国が特に関係する議題の

討論に、総会の主要委員会へアクセスしている出。

17 
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非加盟国が稔会本会議にアクセスした例として

は、 1979年10月のパチカン市国のヨハネ・パウロ

二世の本会議における演説、及び1975年第30会期

での国連加盟申請に関する本会議における、甫ベ

トナムと北ベトナムの常駐オブザーパーの発言が

あげられる国。

また、民族解放団体については、 OAUが承認し

た民族解放団体が総会の主要委員会へアクセスす

ることが認められており問、 PLO及びSWAPOは、

総会本会議及び主要委員会のどちらにもアクセス

する権利が認められている出。

(2)安保理へのアクセス

総会と同様、憲章又は安保理仮手続規則にオブ

ザーパーのアクセスに関する一般的な規定はない。

しかし、憲章31条及ぴ32条と安保理仮手続規則37

は、安保理の考慮のもとでの紛争当事国とされた

場合には、安保理理事国でない加盟国と国連非加

盟国はその会議にアクセスすることが認められう

ると規定しているlS5。

また、同規則39は、 「安保理が適当と認める、

安保理の権限の範囲内にある事項の審査に関して

安保理に情報を提供し、又はその他の援助を与え

る者」を勧誘することを規定しており、例えば、

1983年、韓閏は、ソピエトによる大韓航空機撃墜

に関する討論への出席が認められているl騎。更に、

民族解放団体の代表も、 1971年にSWAPOが、

1978年にOAUが、ナミピア情勢に関する討議への

参加を勧誘されている 1570 PLOも、 1975年から

1976年に中東情勢に関する安保理会議へのアクセ

スが認められている。但し、安保理は、その際

PLOを同規則37又は39を根拠としておらず、同規

則37により参加を勧誘される場合に加盟国と同様

の権利を与えるべきであるとしてその勧誘を決定

している1弱。

このように、安保理は、法的根拠を明確に言及

せずにPLθを勧誘しており、特定の状況において、

民族解放団体の勧誘を決定する安保理の権限を示

している1弱。

(3)経社理へのアクセス

オブザーバー参加の機会は、経杜理とその補助

18 

機関、そしてその地域的・機能的委員会でも拡大

している。これは、経社理の限定された54加盟国

という状況が影響しているが、当該機関で扱われ

る問題の領域及び重要性もその理由となってい

る1制。

経杜理について、困違憲章及び同規則に非加盟

国の参加に関する特別の規定はないが、場合によ

って、特に関係する問題の討議へ参加させる為に、

非加盟国をオブザーバーとして勧誘している'"。

また、経社理の規定でオブザーバーに関する条項

をみた場合、以下の三点がその特徴を示してい

る回。第一、憲章69条及ぴ経社理手続規則72条は、

経社理加盟国でない国連加盟国のアクセスを規定

している。第二に、同規則73は、民族解放団体の

参加を規定している。第三に、憲章71条は、 NGO

の協議体制の基礎となっている。

また、経社理の地域委員会は、伝統的にオブザ

ーパー承認に関して先駆的役割を担っている団。

同委員会の活動への参加は、原則としてその加盟

国ではなし地理的位置付け及び特定国家聞との

経済関係により決定されるが、他地域の国家の参

加も認められてきた。例えば、スイスは、アジア

・太平洋経済社会委員会、 77リカ経済委員会そ

してラテンアメリカ・カリプ経済委員会の活動に

協議資格で参加しているlへまた、地域委員会の

委任事項及び手続規則は、民族解放団体のアクセ

スについて触れていないが、西アジア経済委員会

(現在西アジア経済社会委員会)は、 1975年PLO

にオブザーパー資格を与えており、後に投票権と

建議権を伴う加盟国と同等の正式メンパーの地位

を認めているl筋。

更に、多くの機能委員会も、手続規則により、

経社理非加盟国、国連非加盟国、専門機関、政府

間組織及び民族解放団体のアクセスについて規定

している。

(4)国連会議へのアクセス

同連会議へのアクセスについては、もっぱら召

集機関の権限に依存する。特に、国連における会

議は総会又は経杜理決議で勧誘される為、オブザ

ーパーにアクセスが認められうる根拠は、その決



議となる1舗。例えば、 PLO及びSWAPOは、総会

決議により全ての国連会議へのアクセスすること

ができ 167、OAUにより承認されたアフリカの民族

解放団体は、関係する総会及び補助機関の主要委

員会の活動等へのアクセスが認められている瑚。

更に、オブザーパーを認める十分に開かれた園

際会議への参加が、会議の成功や会議の決定の信

頼性に寄与することは明確なコンセンサスを得て

おり、民族解放団体のような議論の余地がある実

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

会決議は、その参加範囲が最も包括的で、更にそ

れを拡大させたものである1740 前款でも触れたが、

その具体的な範囲は、①総会の会議や活動への参

加②総会主導のもとで開催された全ての国際会議

及びその活動への参加③その他園連機関の主導の

もとで開催された全ての国際会議及びその活動へ

の参加であり、この 3種類の状況において両者は

参加が認められている1750 そして、こうした参加

が認められた1974年以降、事務局は、統一的なオ

体の参加に殆ど異議申し立てがないことも、この ブザーパー待遇を確保する為の規範化に取組んで

ことを示している1旬。 きたが、現在も不明確且つ一方的行為として一定

(5)専門機関へのアクセス

オブザーバーは専門機関へもアクセスしている

が、こうした専門機関の憲章及び手続規則のオブ

ザーパーについての関連規定は、それぞれの機関

によって異なるm。

専門機関の活動にオブザーパー参加した非加盟

国は多くある。パチカンは1949年にWHOにオブ

ザーパー参加の勧誘を受けており、 FAOにも常駐

オブザーパー使節聞を開設し、 1951年には国連科

学教育文化機関 (UNESCO)におけるオブザーパ

ー資格が承認された。また、南北ベトナム、韓困

及び北朝鮮、東西ドイツも、政治的要因により国

連加盟が妨げられていた状況に先立ち、多くの専

門機関にオブザーパーとして参加しているm。

民族解放団体についても、総会決議及び経社理

決議は、全ての専門機関に民族解放団体をオブザー

パー承認することを強く要求しており、 UNESCO、

WHO、又FAOといったほとんどの専門機関は、

PLOにオブザーパー資格を与えているmo

第4軟オブザーバーの参加範囲

憲章規定等で、オブザーパーに認められる参加

の範囲を示すものはなく、統一的な実践も存在し

ない。それ故、単に「出席と傍聴Jから、高度な

専門性を持つ議論のコンセンサスに貢献できる立

場で参加する場合まで様々であるが、全ての参加

形式に共通の特徴は、オブザーパーには投票権が

認められない点である国。

PLOやSWAPOにオブザーパー資格を認めた総

程度の自由裁量の余地を残したままであり、オブ

ザーパーは、それぞれ独自に解釈してその便宜を

利用している1760

こうした状況下、本款では、オブザーパー参加

を実質問題への参加と手続問題への参加の二つの

場合に分け、オブザーパーの権利及び位置付けを

検討する。

(1)実質問題における参加

この種の参加は、発言の権利、返答の権利、建

議の権利、そして配布された文書を受領する権利

を構成する1WO

伝統的には、発言の権利 (theright加 make

statement)は正式な加盟国のみに認められていた

が、この権利がオブザーパーに認められる場合は、

その機能を受動的なものからある程度能動的なも

のへと進展させ、意思決定過程への影響を向上さ

せるのであるm。但し、この発言の権利について

も、やはり明確且つ一定の規則又は実践はなく、

手続規則、オブザーバーの種類、及び参加を規定

する基本文書の文言に依拠しているmo国連総会

本会議においても、原則的として加盟国代表のみ

が発言できたが、上述のように甫ベトナム及ぴ北

ベトナムの国連加盟申請に関する本会議で、両国

のオブザーバーが発言を認められている""。更に、

1974年、パレスチナ問題が検討された際にPLOが

本会議への参加を勧誘され、アラファトが本会議

で演説 (address)をしている岨。

また、オブザーパ』は、通常総会の主要委員会

でも、 「当該機関で演説する (address)J、 「勧誘

1骨



北大法学研究科ジュニア・'}サーチ・ジャーナル軒。132IJ師

時に発言する (speak)J、又は「議長に発言が認

められた場合に発言する (speak)Jことが許可さ

れる。これは、オブザーパー資格、問題の重要性、

会議の性質にも左右されるが皿、多くの委員会に

おいて、オブザーパーは殆ど加盟国と同等の地位

で討議に参加している瑚。

返答の権利 (theright to reply)は、発言の権

利以上に制限されるが、通常、各機関の手続規則

に規定される瑚。実際、 1974年まではこの権利は

一貫して間違加盟国に限定されたが、 PLOのオブ

ザーパー参加以降この状況は変化する。 PLOは、

総会本会議に参加した際に、中東情勢に関する問

題について発言しただけでなく返答の権利も行使

している1箇。現在、唯一の非加盟国常駐オブザー

パーのバチカンにも、返答の権利が認められてい

る1舗。

建議の権利(出eright to make proposal)は、

やはり返答の権利と同様に制限を受けるが同様に

通常手続規則に規定されている即。国連主要機関

において、この権利は、民族解放団体等には認め

られておらず、加盟困のみに限定される188。そし

て、例外的に非加盟国オブザーパーは建議の権利

を行使できる瑚。

文書を配布する権利(出eright加 haved田町田恒

distributed)について、最近のほとんどの国際会

議において、オブザーバーの文書は事務局により

配布されている。こうした文書の配布については

会議の手続規則が規定しており、最近の全ての国

際会議はこのような規定をおいている。しかし、

この配布の規定がない会議では、議長、会議自体、

又は会議を開催した機関によって問題が処理され

るのである園。

(2)手続問題における参加

手続的な建議をする権利(也eright旬皿ake

procedural proposa!s)、議事進行上の問題を提起

する権利 (theright加 raisepoint of order)、決

定に異議を唱える権利 (theright to challenge 

出.eruling)、そして投票権(也eright回 vo匝)と

いった手続問題は、会議に直接影響LJl.つ実質問

題の解決を左右する為、審議への参加は加盟国の

m 

みに限定されるとする1910

しかし、パチカンは、投票権がなく、議長の決

定に異議を唱える権利を含まないことを条件とし

て、あらゆる議事に闘する議事進行上の問題を提

起する権利が認められており 192、実質問題だけで

なく手続問題への参加も限定的に認められている

ことから、当該問題への非加盟国の権利に関する

最近の国連の実践には変化が見られる。

第5款オブザーバーの便宜及び特権

オブザーパーの便宜及び特権について、ホスト

国家がオブザーパーにどのような権利や特権を与

えるかについては、オブザーパー機能を実現する

為の重要な問題である問。

そうした権利及ぴ特権は、オブザーバーの種類

や事例によって異なる。その為、権利及び特権が

認められる範囲も、加盟国の常駐使節団と同等の

場合から、その機能を行使する為に必要最小限度

の場合まで様々である1ヘ特に、非加盟国オブザ

ーパーと他のオブザーパーに与えられる権利及び

特権は区別され踊、非加盟固オブザーパーが、場

合により加盟国常駐使節団と同様の権利キ特権を

有するのに対し、国際機関や民族解放団体の常駐

オブザーパー使節団は、機能的な権利と免除を有

するにとどまる摘。

この権利及び特権に関して、間違憲章、国連の

特権及び免除に関する条約及び専門機関の特権及

u免除に関する条約は、加盟国代表のみ規定しオ

ブザーパーについては触れていない。しかし、事

務局は、一貫して特権及び免除はオブザーパーに

認められるべきであるとしており、国連憲章105条

は国速に勧誘されるオブザーパーにも適用される

とする即。

オブザーパーに与えられるべき最も重要な便宜

は、ホスト国及び国連本部、その他会議の場所へ

のアクセスである。この便宜について、事務局は、

オブザーパーの政治的地位や類型に関わらず、常

に一貫した基礎のもとでそれを与えるように努め

ている 198。具体的には、①全類型のオプザ』パー

は、その参加を望む今後開催される国連活動の通



知を受け、国連本部又は会議場の敷地内へアクセ

スする為の許可証が発行される。②関係会議にお

いて、オブザーパーは、会議場へアクセスし、代

表のダイニングルームや休憩室を利用することが

できる。加えて、会議室の7ロアーで特別席が与

えられ、ネームプレートも置かれる。更に、場内

放送での呼び出しサーピスも、公的資格で園連会

議に参加する全てのものに提供される。③全ての

オブザーパー代表の名前は、公式出席リストの中

に記載される、という以上 3点の便宜を享受する

ことができるとされる。

第2節 オブザーバー資格の取得による当事者へ

の効果

第 1節では、台湾の国際法的な性質に鑑み、非

加盟国と民族解放団体の実践を中心にオブザーバ

ー制度を検討してきた。ここでは、その結果、オ

ブザーパーが如何なる特徴を有し、その資格の取

得に際しどのような法的効果を有するかを整理す

る。

まず、固連のオブザーパー制度は、機構の枠外

にある非加盟国及び民族解放団体等非国家実体を

参加させ、間際レベルでの協力体制を促進させる

ことを目的としている。そして、その参加の資格

取得手続は、この制度の重要な特徴を有している。

非加盟国のオブザーパー参加は、加盟国による過

半数の承認が必要とされ、民族解放団体は総会決

議によりその資格が与えられる。両者とも単純多

数決により決定されることから、加盟手続のよう

に安保理常任理事国による拒否権の影響は存在し

ない。それ故、この点は、特に国家的地位に問題

のある国家にとっては重要な意味を持つのである。

続いて、オブザーバー資格の法的効果をみると、

非加盟国がその資格を取得した場合、それは正式

加盟を促進するものとなりうる。また、過半数の

加盟国がオブザーパー承認の決定に賛成する場合、

国家又は民族解放団体として候補者の正当な主体

性を承認する意思があることを合意するという意

味において、オプザ』パー資格を付与する決定が

「合法的効呆 Oegitimizingeffect) Jを有すると

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

される団。

また、オブザーパーの機能として、総会、安保

理、経社理、国連主導の国際会議、専門機関にア

クセスできる点は重要である。そして、これを通

じて、討論への参加だけでなく、国連加盟国と直

接接触し自らの主張を展開する機会も得られるの

である。更に、オブザーパーには、発言の権利、

返答の権利、建議の権利が認められ、非加盟問と

民族解放団体との聞ではその参加の範囲・権限に

ついてほとんど差はないのである醐。

しかし、拒否権の影響がないとはいえ、その資

格の取得が容易であるとは言えない。オブザーパ

ーも、やはり加盟問題と同様、加盟国の承認を通

して判断されるのであり、もう一つの要件である

「専門機関の加盟国」も、国際社会から広く承認

されていない国家にとって容易な要件ではなく、

結局、オブザーパー制度も高度な政治性を有する

のである阻。

第4章 台湾問題からみるオブザーバー資格取得

の意畠

本章では、前章の検討を踏まえて、まず台湾内

部でのオブザーパー議論を整理し、続いて、台湾

の現状を考慮した場合、オブザーバー参加がどの

ような意義を有するか検討する。

第 1節 台湾におけるオブザーバー，加について

の由陣

中華民国は、 1991年以来国連政策の過程で、拒

否権に服さずに国連での地位を求める手段として

オブザーパー参加を検討しているが、現在に至る

まで、岡政府がオブザーパー資格を明確に求めた

ことはない。台湾の内部においても、国連参加形

式のーっとしてオブザーパー参加が議論されてお

り、基本的には国連加盟と対比させて検討されて

いる脚。

こうした議論の中で、まず、オブザーパー参加

を肯定する立場は、以下のような利点を主張して

いる。①国連は、現在191カ国で構成されており、
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巨大な国際組織である。このことから、台湾がオ

ブザーパーとして参加し各国と良好な関係を構築

できれば、再び国連加盟の意思を表明できるので

あり、他国の理解及び支持を得られる可能性が高

まる制。②加盟申請について、安保理常任理事園

が拒否権を有することは事実であり、予見しうる

将来においてこのことが改変される可能性は低い。

しかし、オブザーバー制度を通じて、国連は非加

盟国に広範な参加の機会を提供しており、投票権

がない外は、一定の条件の下、演説、質問に対す

る返答、公文書の受入・送付、国連施設の利用、及

ぴ社交活動への参加が認められている。それ故、

台務がオブザーパー参加できれば、特定問題につ

いての見解と立場を表明することができる拙。③

多くの国家は、先にオブザーバー参加後に加盟国

となっていることから、その資格の取得が当該諸

国の「国家」的地位に影響するわけではない摘。

④両岸関係の進展以前であれは、オブザーパー参

加は比較的容易であり、中国による妨害の可能性

も低くなる摘。⑤オブザーパー資格の取得手続は

複雑ではない。最も重要な点は、事務総長が同意

するか否かである。前例に拠ると、事務総長は申

請を拒否したことはなく、如何なる閏家が申請を

しても、それを拒否することは非常に困難であ

る師。

こうした利点の主張に対して、オブザーパーを

批判する立場からは以下のような弊害が提起され

ている。①'オブザーバー参加の場合、投票権が

認められない等、権利が制限される為、国家はそ

の機能を発揮できないことからこの手段を選択す

る必要はない醐。②'オブザーパー参加は、自ら

「準国家的」または「不完全な国家的」地位を認

めることになり、主権国家としての独立性を損な

うものである醐。そして、国連への加盟申請とオ

ブザーパー申請を比較した場合、前者は台湾が独

立国家であることを明確にするが、後者は、主権

国家、国際機構、非国家政治実体という主体が資

格を得ていることから、主権独立性が明確にされ

ない2九③'オプザ』パ』申請は、国連事務総長

の同意により承認されるが、現在の事務総長が、
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「一つの中国」を支持していることを考慮した場

合、台湾を非加盟国オブザーパーとして承認する

とは考え難い2110 また、台湾が「国家」的地位を

備えていないと判断した場合、 PLO方式で総会の

表決に付す可能性があり台湾にとっては不利であ

る拙。

第2節 台湾の現状からみるオブザーバー参加の

怠.
ここでは、前章のオブザーパー制度の検討を踏

まえて台湾内部の議論を検討し、その問題点及び

台湾の現在の位置付けを考慮しつつ、国連におけ

るオブザーパー資格の取得が、国際社会に参加す

る為の手段として、台湾にどのような影響を与え

るか検討する。

初めに、台湾内部のオブザーパー議論について

検討するが、批判論者が指摘するように、確かに

オブザーパー参加は、手続問題では加盟国よりも

権利が制限されることは事実であるが、実質問題

については、非加盟国又は民族解放団体であって

も幅広い参加が認められている。オブザーパーの

重要な機能は、その参加を通じた困際機関へのア

クセスであり、国際社会で孤立する台湾にとって、

これまで阻害されてきた閏速にアクセスでき他国

と接触する機会が持てることは、オブザーパー参

加を主張する論者が述べるように、台湾自身の主

張を推進し他国の理解と支持を得るという点から

も、オブザーパー参加は大きな意義をもつのであ

る。このように、オブザーバー資格の効果及ぴ台

務の現状を考慮すると、投票権がないという点の

みでその機能及び資格取得を否定することは適当

ではないであろう。

台湾での議論で最も重要なオブザーパー批判は、

オブザーバー資格は、国家だけでなく非国家実体

にも認められることから、国家のみ資格を有する

加盟と異なり独立主権性を明確にできず、台湾の

主権国家としての独立性を侵害するとする点であ

る。この批判については、台湾がオブザーパー申

請する際に、非加盟国として扱われる場合と、民

族解放団体的な非国家実体な立場として扱われる



場合を区別して考慮する必要がある。

まず、前者の立場から、過半数の加盟国がオブ

ザーパー承認の決定に賛成する場合は、台湾を国

家としての正当な主体性を承認する意思を合意す

るという意味において、その決定が合法的効果を

有するのである。また、仮に承認されない場合も、

事務総長が、台湾のような国家的地位に問題を有

する実体を非加盟困のオブザーパー参加要件に基

づき拒否した場合は、手続的に「困家」であるこ

とを認識していると考えられるのであるzへ そ れ

故、台湾の国際法上の地位を考えた場合、オブザ

ーパー申請に際し非加盟国として扱われることは、

手続を通じて何らかの形で「国家J的地位として

対外的に認められるのである。

続いて、後者の場合、確かに、オブザーバー申

請に際して「国家」として扱われない点からは、

非国家実体としてオブザーパー資格を取得するこ

とは、自らを「非国家的」地位と決定する行為と

も考えられ、そうした結果に陥ることは台湾の地

位の後退とも考えられる。しかし、上述のように、

オブザーパー承認自体に一定の法的効果があると

されることから、民族解放団体的に扱われたと L

ても、 「台湾」の統治領域の人民の真正な代表と

しての主体性が承認され、更にはその国家的地位

が促進されうるのである。この場合も、台湾の現

状を鑑みれば、主権国家としての独立性を損なう

ものとはならないであろう。

但L、上述のように、台務内部の議論は独立論

に基づくものであり、この問題についても国家的

地位を主軸とした議論は適当とは言えない。オブ

ザーパー制度の性質から、非加盟国、又は民族解

放団体的な実体であっても、オブザーパー資格の

取得が台湾に一定の国際法上の地位を付与する効

果を有することは確かだが、逆にそうした意義を

持つ決定は、必然的に政治的要素が介在するので

ある。その為、オブザーパー参加の問題が、 「台

湾」の国家性に抵触する場合は、結局国家承認や

園連加盟と同様の問題を抱えることになる。

また、台湾の地位を考えると、非加盟国として

オブザーパー参加を求める場合、固家性に問題を

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

抱えた国家の参加要件も問題となるが、現在の中

華民国が、どの専門機関にも加盟しておらず外交

関係にある固も25カ国だけであるからも、その要

件を満たすことは困難である21.。更に、オブザー

パー承認に一定の役割を担う国連事務総長が、現

在に至るまで「一つの中国」を支持している点も、

手続面で台滑に不利に働く要素となるのである。

繰り返しになるが、両岸関係の重要な問題点は

その政治的性格であり、そして、それが顕在化す

るのは国際社会が「台湾の困家性」の判断に触れ

る場合である。それ故、台湾が、国家又は非国家

実体としてオブザーバー資格を求めたとしても、

手続及ぴ要件の面から政治的判断がなされる可能

性が高くその達成は困難であると考えられる。

しかし、こうしたオブザーパー類型から参加を

判断するのではなく、その資格取得プロセスに注

目し、非加盟国以外のオブザーバーに共通である

総会決議による取得を求めることは考慮に値する

ものであるロ国連オブザーバー制度は、本来政治

的な問題の為に枠外にあった非加盟国を参加させ

ることを目的としており、その実践を通じて適用

を非国家実体にまで拡大した経緯をみると、総会

決議が必要に応じて個々の事例により判断される

余地があるのである。この制度的な目的に注目し

た場合、政治的に複雑な台湾の地位に対する判断

を避けて、台湾にオブザーバー資格を認めること

は可能である目。

特に、台湾としても、国際機関への一般的な参

加の確保だけでなく、特定問題への関与という視

点からも、総会決議を通じた手段が有効であると

思われる。近年、テロキ重症急性呼吸器症候群

(SARS)等、単独では解決し得ない国際的な協

力が必要な問題が発生しているが、台湾はこれら

の問題の協力体制から排除されており、特に、台

湾自体が被害地域であったSARSの際には深刻な

孤立状況が明白となった2160 更に、こうした越境

性且つ緊急性を伴う国際問題は、台湾だけでなく

国際社会全体にも影響を及ぼすものである。

中華民閏は、こうした問題に個別的に取組んで

おり、テロ問題については、園連安保理決議1373
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に応じる為、反テロ決議等独自で政策展開してい

る217。また、衛生問題に関しては、行政院衛生暑

がSARS及ぴ人的往来等の国際的な問題を扱って

いる2180 なお、 1997年以来台湾はWHOでのオブザ

ーパー資格を求めているが、これまで実現してい

ない2ヘ
しかし、台湾が独自に取組んだとしても、こう

した2300万人の人口を有し高い経済力を有する

「地域」が間際協力体勢の外に置かれる限り、問

題への有効な対応とは言えない。また、枠外にあ

りながら国際間題に対し積極的に対処する台湾の

姿勢は、国際問題への協力体制に貢献するもので

あると判断できる。

なお、 WHOの事例をみると、アメリカ及ぴ日

本は、これまで台湾のWHOへのオブザーバー参

加を支持していることから園、 「一つの中国Jを

承認する国家であっても、特に重要性の高い問題

に関しては、当該機関の加盟国が、台湾の参加を

支持する可能性が考えられる。それ故、従来の国

連参加案のような形式でなく、 「台湾と関連する

特定重要問題への協力体制への参加」という形で、

台溝が国連にオブザーパー資格の取得を求めた場

合、 「台湾」の国際枠組みへの参加について加盟

固に考慮させる機会を与えるのであり、その際、

中華人民共和国を承認する固が、問題の重要性に

応じて台湾の参加の必要性を判断することも考え

られるのである。とのように、国連オブザーパー

参加の目的を、 「台湾の地位」や「国連加盟」と

いう「主権」の問題に触れるものでなく、国際的

な重大問題についての協力体制への参加とすれば、

加盟国が、台湾の国際枠組みからの排除が自身と

も関わる問題と認識し、総会決議を通して台湾を

オブザーパー承認することは、十分考えられるの

である。

おわりに

本稿では、台湾内部の独立問題、及び台湾の地

位向上と固際空間の確保の為に推進されている国

連参加問題を通して台湾の現状を把握し、中華民
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国政府の国連政策では明確に探求されていない国

連オブザーパーを手掛かりに、台湾の現状改善に

ついて考察したロ

まず、両岸政策に闘する中華民国の実践をみる

と、問題点としては、現在の中華民国政府が「国

家」の意思、特に従来の中華民固と異なる特定の

「閏家」としての意思の有無が非常に不明確であ

ることがあげられる。また、その内部的不透明性

を打開し、他国の承認を得る為、否定論者から

「台湾」又は「台湾共和閏」としての「独立宣言」

を通して国家としての独立意思の明確化が提唱さ

れているが、現政権の政策方針及ぴ世論の現状維

持の支持という内部的要因、更には、広< I一つ

の中国」が受け入れられている現状や両岸関係の

持つ武力衝突の危険性という外部的な要因からも、

現実的な解決策とは言い難い。

続いて、国連参加政策においても、政策におけ

る中華民国の位置付けが不明確であり、 「台湾」

という主体の方向性が定まらないまま進められて

いる。そして、独立論者が主張し、且つ政府の最

終目標である園連加盟も、それが有する政治的性

格と拒否権という難題を抱えており、台湾の園連

問題も、 「国家承認」と「一つの中国」という両

岸政策と同様の要因を抱えているのである。

このように、台湾問題は、容易に「独立」

「承認」問題と結びっくこととなり、台湾内部、

両岸関係、対外関係の各要素を考慮すると、台湾

の独立性・国家性の判断に抵触する視点から問題

を論じることは、台清の国際的な孤立状況を改善

する為の議論としては適当ではない。それ故、現

状では、 「中華民国」の不明確性を維持しつつ政

治的な要素を十分に考慮して、 「台湾の国際法上

の地位」の問題に抵触せずに、国際空間での地位

を獲得する手段を模索するべきであると考える。

そこで、本稿では、政治的影響及ぴ拒否権を回

避しうる国連オブザーバー制度を手掛かりとして、

広い意味での園連参加を模索した。この制度を検

討した結果、確かに拒否権は問題とならないが、

オプザ』パ』資格の取得プロセスから、 「非加盟

国」又は「民族解放団体Jという実体に「承認」



や「国家属性」という判断を通して法的効果を与

える問題を有することがわかった。その為、台湾

のような実体に対しては、やはり正式加盟と同様

に加盟国に政治的な判断を介在させる可能性が大

きくなる。

しかし、統ーした体系がない状況の下、政治的

な影響の為に国連の枠外にある実体に参加資格を

与えてきた間違オブザーパー制度を考えると、非

加盟国以外の実体にもその資格を与えてきた総会

決議による実践から、台湾を、 「非加盟国」か、

又は「民族解放団体」かという従来のオブザーバ

ー類型に当てはめずに、オブザーパー資格を与え

るという解釈の余地は考えられるのである。

また、現在、 SARS、烏インフルエンザなど国

境を越えた感染病やテロ等、国際的な協力体制を

構築して緊急に対応すべき問題が数多く発生して

おり、台湾のように体制の枠外にある実体を政治

的要素とは切り離して取り込んでいく閑題は考え

られなければならない。特に、 SARSのように台

湾自身当事者でありながらも協力体制から排除さ

れるという、問題が顕在化した事例もある。それ

故、こうした状況を改善する為に、台湾をオブザ

ーパーとして参加させることは、必要性に応じて

問題のある実体を参加させてきたオブザーバー制

度の目的とも合致すると考えられる。更に、台湾

のWHOへのオブザーパー参加要求に対して、ア

メリカ等が支持を表明していることから、特に国

際性や緊急性がある問題への協力枠組みに対して

は、中国の反対に関わらず国際社会の支持が期待

できる。

台湾としては、自己の存在に関わる為に、 「独

立宣言」や「国家承認」、 「国連加盟」を求めるこ

とは、重要な問題である。しかし、上述のように、

台湾の国家的な地位向上の為のみの手段は、現状

に即しているとは言い難い。国際社会から台湾問

題を捉えた場合、最も深刻で重要な問題は、台湾

という「事実上の国家が、固際関係上、貿易、通

信、航空及び海上輸送などの領域で積極的に参加

している一方、これらの分野での規範が起草され、

交渉されそして監督される場から除外されたまま

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

でいること阻」である、とする点に着目するべき

である。

今日のグローパリゼーションの進行に伴い、台

湾があらゆる国際空間に参加できない状況下、台

湾だけでなく他国の利害にまで及びうる深刻な問

題は数多く発生している。それ故、国際社会全体

の利益の為に孤立した台湾を深刻な国際問題への

協力枠組みに組み込む必要性から、中台の枠を超

えた問題の改善策として、台湾を特定の「実体」

としての地位を判断しない「国連オブザーパー参

加」の手段を模索することは考慮に値するものと

考える。

1 本稿では、 「台務」、 「中華民国」、及ぴ「台

湾当局」の三通りの名称を用いるが、その意味す

るところに違いはない。また、中国と中華人民共

和国も同義として用いる。なお、本稿で提示する

資料のホームページアドレスは、 2∞6年1月30日現

在まで参考にしていたものである。
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960 

3 Brad R Ro此 GOVERNMENIALlUEGmMACY 

ININTERNA刀'ONALIAW， (Oxford 1鈎9)，P263 

4 李明峻 rllt、従園際法理論検覗台湾的園際法

地位」・収於陳儀深等編撰・{台湾国家定位的歴史

奥理論)(台北市:玉山枇2004年)・頁640

5 GA. Document. Aノ60/192of 11 August 2∞E 

6 現在中華民国(台湾)と外交関係にある国は、

25カ国である (2006年 1月30日現在)。中華民園

(台湾)外交部〈邦交園)(ht旬ノIwww.mofagov.

tw/webapp/ct?xItem=11624&c七Node=l23)参照。

7 現在中華人民共和国と外交関係がある国家に

ついて、中隼人民共和国外交部〈中隼人民共和国

与各国建立外交美系日期筒表)(ht旬，:iIwww.fmprc 

gov.cn/cluνziliao/2193/t9臼O.h加，)参照。

8 台湾問題とは、 「中国」との関係における統

一・独立という「台湾」の主権(又は帰属)問題、

25 
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及ぴ国際社会における台湾の法的地位に関する問

題を指す。本稿では、特に台湾が第三国及び国際

社会との関係でどう扱われるべきかとする点に主

軸を置いて台湾問題を扱う。

9 中華民国の「国連参加」政策は、後述のよう

に、必ずしもオブザーバー参加を含むものではな

く、国連加盟を見据えてはいるが、敢えて多義的

に捉えられるように用いている。これに対し、本

稿で扱う「参加」は、間違加盟による参加ではな

く、オブザーバー参加を意味している。

10 彰明敏・黄昭堂『台湾の法的地位J(東京大学

出版会 1976年)64-67頁参照。

11 黄異 Ir雨園』乎」・収於丘宏蓬教授六秩菅五

華誕覗帯論文集編輯委員曾編:(園際法論集丘宏

達教授六秩育五華誕硯詩論文集)(蓋北:三民害局

2∞1年)・頁ω1。

12 粛務安「封蔓湾園際法地位之再省恩」・放於黄

昭元主編:(雨園論奥台湾圃家定位)(蓋北三民

書局 2001年)・頁3街。

13 I (十六)陸委曾提出『壷海爾岸閥系説明書1

.表示壷海爾岸分裂分治」・牧於一個中園論述史料

葉編編輯小組 {一個中園論述史料葉編史料文件

(二))(壷北勝新脂市:園史館 2000年)・頁650

なお、〈一個中園論述史料葉編史料文件(二))は、

以下{史料文件(二))とする。

14 1991年、 1992年、 1994年の中華民園憲法追加

修正保文については、中華民国(台湾)線統府

{中華民国人十年五月一日穂統華線(ー)義字第

二一二困難令公布増修俊文第一様至第十傑)(1991 

年)(http://www.president.gov.tw/1Joc_intro/ 

law _add_80.h回曲、〈中華民園入十一年五月二十八

日繕統華繕(ー)義字第二六五六韓令公布士官修僚

文第十一僚至第十人僚)(1992年) (http://www. 

pr国 dent.gov.tw/1_roc_intro/law_add_81.htr叫)、

{中華民園入十三年八月一日緯統華穂(ー)義字

第四四人人披令公布修正増修僚文第一保至第十人

候為第一線至第十篠)(1994年) (http://www. 

president.gov.tw 11_roc_intro/law _add_83.htrnl) 

参照。また、その憲法における、 「全国区」とい

う文言も、 「台湾当局」が現在有効統治している

26 

領域に明確に限定していることは合理的に推測す

ることができるとされる。美皇池:(圃際法奥台

湾)(塞北・皐林文化 2000年)・頁415。

15 I提要」・収於:(史料文件(三))・頁2; I(三)

中華民圃圃家統一綱領」・牧於:(史料文件(三))

・頁13-15:I(七)園家統一委員合通過闘於『一個

中園』的酒義J・収於:(史料文件(二))・頁34-

350 

16 I提要J・収於:(史料文件(二))・頁3-4;1(十

五)李登輝穂統接受『自由時報』専訪表示・爾岸

現階段是中華民国在台湾奥中華人民共和国在大陸

(節録)J・牧於・{史料文件(二))・頁57-58;I(廿

二)行政院新聞局後表透過親一個中園問題説帖・

提出爾岸是一個分治的中園」・放於・〈史料文件

(二))・頁101; I (廿四)李線統登輝先生在 m太

安全園際論壇』成立大曾致詞表示・崎中共能務

賞面封『一個分治中園』的現賓」・放於:(史料文

件(二))・頁1040

17 I (舟ー)李登輝総統接受徳圃之聾専訪表示・一

九九一年修憲後・爾岸闘係定位在特殊的園奥園闘

係(節録)J・放於:(史料文件(三))・頁1280和

訳については、戴天昭『台湾戦後図際政治史J(行

入社 2∞1年)651-652頁参照。

18 I (十二)経済部長江丙坤於亜太経合舎反駁江

津民談話・提出階段性雨個中園的政策」・収於:(史

料文件(二))・頁470

19 I提要」・放於・{一個中園論述史料葉編史料

文件(二))・頁 10

20 但し、中華民国は、中華人民共和国の主張す

る「一つの中国」に反対しており、 「一つの中国」

が示すものは現在ではなく、将来的なものである

としている。 I(舟四)陸委曾愛表費等、和卒奥隻

蔵ー中華民圃費特殊的園奥圃聞係立場」・』肱於 〈史

料文件(ご))・頁174ト1770

21 陳水扇 {中華民園第十任継続就職演説)(2000

年)(http://www.president.gov.tw/1.J)residentl 

subject羽 3.htr叫j。

n 陳水屑:(中華民国第十一住総統就職演説 「為

永績台湾実基J)(2∞4年)(http://www.pr田ident.

gov.tw/1.J)residentlsubject-050.h回1)。



23 I陳水扇氏は『台湾独立』を放棄せず 国務

院担当部門Jr人民網日本語版J(2004年5月24日〉

(http://j.peopledaily.co皿 cn/2004/05/241

jp20040524_39698.h個並)参照。

担但し、最近の外交文献を見た場合には、両岸

政策に変化が見られる。後述本章第4節参照。

お黄異・前掲・頁ω1。
毘美・前掲註 14・頁必7408。

幻 中華民国(台湾)外交部{外交部聾明:中華

民園政府奥古里巴斯共和園政府基於卒等互恵之原

則壁費展雨園友好聞係之共同意願・決定自二00

三年十一月七日起建立大使級外交関係 (2003年〉

(http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem 

=2343&ε正Node=187)。しかし、中華人民共和国は、

キリパスの行為を「二つの中国」に基づく中囲内

政への干渉であるとして、キリパスと外交関係を

中止した。 I中国政府、キリパスと断交台湾と

の「国交樹立」でJr人民網日本語版J(2∞3年11

月初日) (http://j.peopledaily.com.cn/2003/1ν301 

jp20031130_34527.h加叫)参照。このように、中国

の両岸政策は、 「一つの中固」が原則となってお

り、外交関係の開設の為には、台湾との断交が前

提とする立場を維持している。 I台湾との断交が

先パチカン国交問題で外交部Jr人民網日本語版』

(2004年4月16日) (http://j.peopledaily.com.cn/ 

2004/04/16/jp20040416_38619.h回J)参照。なお、

最近の承認問題をみると、パナマ等も二重承認を

求める動きがある。「外交部報道官パナマとの外交

関係樹立の原則を語るJr人民網日本語版J(2004 

年5月12日)(http://j.p回 pledaily.com.cnl2004/051

12/jp2制 0512_39339.h刷)参照。

盟 GA.Docu皿ent.AlIω1192. 

29 しかし、中華民国は明確に「独立宣言」をし

ておらず、これまでに「国家承認Jがされたこと

はないことから、この台湾代表権案のみでは、こ

れら国連加盟国が正式に「国家承認」をしている

のか、従来通りの「政府承認」の枠内での態度で

あるのかは判断できない点は注意を要する。

30 中隼人民共和国園券院台湾亦公室、国各院新

聞か公室〈台湾阿題与中国統一 白皮'1>)(1993年〉

皆様法か品みる台務開題と題連参加の意義

(http://www.gwytb.gov.cn/bps/bps_zgty.h匝，)。

和訳については、中華人民共和国国務院台湾事務

弁公室・国務院新問弁公室「台湾問題と中国の統

一Jr北京週報・別冊付録J(第31巻第36号 1993年)

参照。

31 中隼人民共和園圏各院台湾か公室、圏各院新

聞亦公室{ー↑中図的原則与台湾阿題 白皮帯〉

(2000年)(http://www.gwytb.gov.cn/bps/bps_ 

yzyz.htm)。和訳としては、中華人民共和困国務

院台湾事務弁公室・閏務院新聞弁公室「一つの中

国の原則と台湾問題Jr北京週報J(第38巻第10号

20∞年)11-20頁参照。

沼向上。

33 (反分裂国家法)(2005年)(http://www.gwytb 

gov.cn/畳fg/畳f.h回)。反国家分裂法の意義につい

ては、国連文書GA.Document. 60/255 of 24 

August筑氾5でも述べられている。

34 D. P. Q'Connel， I1For皿 osa and Chinese 

Recogni世onProbl四)"， 50 The Ame出回journalaf 

Internat四回1I.aw 405(1956)， p.415. 

35 Ja皿 esCrawford， The Creation 0/ Stat，町田

Interna出血1I.aw， (Clarendon Press. 0玄ford，1979)， 

p.151 

描 JohnDugard， RECOGNmON AND 刀~EUNITED

NATIONS， (Cambridge， 1987)， p. 77 

訂李・前掲・頁73。

担黄異・前掲・頁614-615，
39 李・前掲・頁68;同様に中華民国の国家性を

否定し、地方政府又は交戦団体と位置付ける論者

としては、黄異・前掲・頁619-621;許慶雄:(台

湾建園的理論基礎)(壷北前衛出版 1999年)・頁

131。

岨李・前掲・頁73ト.74，

41 李・前掲・頁71。

岨李・前掲・頁76。

43 なお、中国が、ドイツ、ベトナム、韓国・北

朝鮮等の分裂同家と異なる点は、中国は国連の原

加盟国であり安保理常任理事国であることである

とされる。李・前掲・頁7ι71。

叫李・前掲・頁77。

27 
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岨李・前掲・頁84。但し、最近、中華人民共和国

政府が、中華民国と外交関係にあった国の承認切

換に際し、 「台湾は中国の一部」であることを明

確にする傾向にある点は注意を要する。粛・前掲

・頁3680

岨李・前掲・頁84-85。また、許慶雄は、現段階

では中国からの分離独立方式により新国家を建設

すべきであると主張する。この見解によれば、交

戦団体の現状収束、明確な中国からの分離独立の

意思、台湾共和国としての国連加盟申請を以って

独立国家を宣言する必要があり、最も重要なこと

は、まず台湾内で建国意思を形成し、その後、中

国からの分離独立を国際社会に表明することであ

る。許・前掲・頁141-1420

47 養・前掲註14・頁415418。

岨養・前掲註14・頁414。しかし、上述のように、

否定論者は、中華民国は、現在も「一つの中国」

政策を保持していると批判しており、また、李登

輝及び陳水扇政権も、 「一つの中国」を明確に放

棄していないことから、 「一つの中国」の主張を

放棄したと断言できるかどうかは疑問である。

胡菱皇池「台湾圃際法律地位之演化」・収於{新

世紀智庫論壇15期)(2∞1年)・頁110。同じく、肯

定論の立場として、黄昭元「爾園論的憲法分析一憲

法解緯的挑戦奥突破」・収於黄昭元主編:前掲註12

・頁7-8、及び粛・前掲・頁364-367参照。

田 なお、 「二国論」を順に類推した場合、 1949

年以前と現在の中華民国は別の国家と考えられる

が、李登輝は、二国論発表後も 11912年以来中華

民国は独立国家である」と主張しており、 「二国

論」がこうした内部的な位置付けの意味を持っか

どうか、必ずしも明確でないとも指摘されている。

黄昭元・前掲・頁9-10。

51 菱・前掲註14・頁4184190C

52 菱・前掲註14・頁4250なお、前述のように、

中華人民共和国は、李登輝の「三国論」を含め、

中華民国の政策を「二つの中園」を作り出す分裂

行為として批判するが、逆にこのことは、中華人

民共和国側も、こうした政策を「二つの中園」論

に基づく独立を意図した主張と見ていると捉える

28 

ことができる。

日粛・前掲・頁369・378。

54 萎・前掲註49・頁105。なお、 「一中憲法」の

議論については、 「国家正常化:台湾人民需上下

一心追求新憲法」・自由新聞網{自由電子報〉

(ht切:l/www且b町tytimes.∞凪tw/2(肪 lnew/junl

27/today-sl.h回 2005年6月27)参照。

出李・前掲・頁68。

56 田弘茂:(中華民国八十九年六月五日一立法院

第四届第三舎期)(20∞年>(htゆ:l/www.mofagov

tw/webapp/ctasp?xItem=10711&c正Node=112)。
57 (第五届第五曾期外交施政報告) (2004年〉

(http://www.mofagov.tw/webapp/ctasp?玄Item

=16湖 &c飾品=112)。

58 (第六届第二曾期部長赴外委舎施政報告〉

(2005年> (http://www.mofa.gov.tw/webapp/ 

ctasp?xIt回 1=16977&ctNode=112)0 

59 李登輝政権時の外交部の文書については、回

弘茂:(中華民園八十八年十三月人目 立法院第

四居第三舎期)(1999年>(http://www.mofa.gov. 

tw Iwebappl ctasp?xI担m=10719&ctNode=112)。

回中華民国(台湾)外交部〈中華民国(台湾)

封中園制訂「反分裂園家法」之立場)(http://www 

mac.gov.twl 2∞5年)。③については、陳水扇〈就

中園制訂「反分裂園家法」提出 6動厳正聾明〉

(2005年> (http://www.president.gov.tw/ 

1_presidentlsubject-Q52.h回1)の中でも述べられ

ている。

61 1 (舟ー)李登輝総統接受徳園之聾専訪表示・

一九九一年修憲後・爾岸聞係定位在特殊的園奥園

聞係(節録)J・収於・{史料文件(二))・頁12払

62 この点につき、広瀬善男も、 Ir中華民国』政

権が、現に支配権を行使している台湾及び吉野湖諸

島等に領域を限定した新生台湾政権としての立場

を国際社会に明確に宣言し(たとえば「台湾共和

国」の成立宣言を行ったり、一部途上国への外交

関係設定の工作ではなく国連への「台湾共和国』

としての正式加盟の申請などにより)、大陸中国を

も含む既存の中華民国政府としての立場を明確に

放棄しない限り、『デ・ユーレ』の『台湾』国家と



しての承認を第三国(中華人民共和国政府を全中

国のデ・ユーレ政府として承認している国)は行

うことはできない」としている。広瀬善男『国家・

政府の承認と内戦下承認法の一般理論 J(信

山杜 2005年)163-164頁。

田行政府大陸委員曾{民意調査(民園93年12月

21-12月23日) [民家野嘗前爾岸闘係之看法」結

果摘要}(http://www.mac.gov.tw/big5/cnews/ 

cnews931224.pdf)頁 2:国立政治大事選畢研究中

心{重要政治態度分怖趨勢固台湾民家統獅立場趨

勢分布 (1994-2005)}(http://esc.nccu.edu.tw/ 

newchin田 e/da阻/加ndulD.h回)。

制 アナン事務総長は、 2旧03年に国連の「一つの

中国政策」について言及している。 Secretary-

G由時間10但ceof the Spok世田taIl， UN He，臨lq胤 市 町

NewYo.成 7December 2003 -Sec.肥 taηー白田ral祉 問 問rks

at ap間 '8encounter with the Prime Minister of Ch師a

W四 J目白0，(ht句pゾiwww.四町耳lappslsg/，ぱ 他 国U丘

田p?国d=5ω) また、 EUの「一つの中国」政策に

ついては、 EUROPA-Gateway回 theEuropean 

Union PRESS RELEASES， Joint Statement 0/ the 

Eighth Chi.回ーEUSI山醐itBeijing. 5 September 2ω'5， 

(http://europaeu.intlrapid/pressReleasesAction 

do?reference=PRES/05/221&format=HTML& aged 

=O&language=EN&g凶Language=en06/1ω'12∞劫

参照。

出 アメリカの台湾政策については、ScottMcClellan， 

Press Briefing句 ScottMcClellan， (http://www. 

wt曲:hou且 govInewslreleasesl2005/03/2<肪 031W，

h回叫#1214103/2∞司、英国の台清政策については、

Foreign & Commonwealth 0伍.ce，COUNTRlES & 

REGIONS-Taiwan p，ポle，(http://wwwil四 .gov.ukl

servletIFront?pagename=OpenMarketlXcele目 白 /

Show Page&c= Page&cid = 1007029394365&a = 

KCoun町 Profil池田d=101896531302125/1/2006)、

カナダの台湾政策については、 Dep町田1回 tofF，町eign

Affairs田 dInternational Trade， STATEMENT BY 

MlNlSTERPETTIGREW ON CHlNA'SAN刀 SEC邸 :SION

IAW， (http://wOl.international.gc.calminpub/ 

PU blication.asp ?pu blication_id =382284& bPrint= 
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False & Y ear=2005&ID = 135&Language = E 

15/03/2畑町、日本の台湾政策については、外務省

『町村外務大臣の訪中(日中外相会談)J(2005年

4月17日)(htゆがwwwmofa.go.jp/mofaj/kai白ν
ιmachimural china051 conference02.h町叫)参照。

66 なお、アメリカ、カナダ、日本は、 「反国家

分裂法」に対L、両者の対話を呼びかけ、平和的

な解決を求めている。日本に関しては、外務省

『反国家分裂法についてJ(2005年 3月14日〉

(h均:llwww.mofa.go.jp/mof.司Ipre田 Idanwal171

d!!"---0314.htnu)参照。

67 この点については、後述の台務代表権案、及

び「台湾海峡の平和維持に関する国連の積極的な

役割」案でも主張されている。

68 1990年代前半は、国連に関する議論では、

「復帰J(中国語で「重返J)又は「再加盟申請」

(中国語で「重新申請加入J)といった文言が使

用されていたが、 1993年、外交部は、台湾内部で

の論争を回避する為、「参加J(中国語では「参奥J)

という比較的中性的な文言を用いるとしている。

[(ー)外交部長銀復答覆立法委員葉憲修質論・説

明使用『参奥』ー詞的用意(節録)J・牧於林秋敏

: (中華民国奥参奥聯合園史料葉編重新参奥篇

I上])(壷北豚新鹿市:園市館2001年)・頁308。

なお、 〈中華民国奥参奥聯合園史料葉編重新参奥

篇【上])については、以下〈重新参奥篇 I上】〉
とする。

回 [(二)外交部公布〈中華民国参奥聯合図〉小

冊・以擬来圏内各界力量及園際友我力量・使我園

早日参奥聯合園J• J肱於:(重新参奥篇[上】〉・頁

180-181。

70 中国代表権問題の経緯については、安藤仁介

「中国代表権の交代と国際法上の諸問題Jr法学セ

ミナーJ(193号 1972年) 2-8頁、斎藤鎮男『国

際連合論序説(改訂第三版)J(新有堂1981年)78 

-82頁、及び美・前掲註14・頁256-279参照。なお、

この代表権問題の際、西側諸固から「二つの中国」

論に基づく、 「北京政府の代表権を認めるととも

に閏民政府の議席を残すJ案が提案されたが、両

政府により拒否された。斉藤前掲書79頁、及ぴ

2骨
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Gerhard von Glahn， Law Amang Nations: An 

Itroduction加 PublicInternat四回l正副v，4也 ed刷ew

York， Macmillan Publishing Co.， 1987)， p. 64参

照。

71 I(三)立法院院曾照案遁遁責主文委員『以中

華民園名義申請重返聯合園』臨時提案」・収於:(重

新参奥篇 [上])・頁3日70

担美・前掲註14・頁281-2820C

73 I(二)八十三年中華民国参奥聯合国説帖:中

華民国政府及人民参奥聯合園及園際活動之基本権

利」・収於:(重新参奥篇[上])・頁356。

74 I(二)外交部長銭復報告『我園重返聯合固有

開問題』・指出推動参奥聯合園的策略係希望以管造

園際開封我参奥聯合園案之注意奥支持」・峡於:{重

新審奥篇[上】〉・頁309-312。なお、同様の見解は、

2∞o年においてもみられる。回弘茂:(中華民国八

十九年六月五日 立法院第四屑第三曾期)(20∞ 

年) (http・//www.mofa.gov.tw/we bapp/ ct.asp? 

xItem=10711&ctNode=1l2)。

7拓5 回弘茂{立法院「我園参奥聯合圃策略之検討」β〉

/ 〈ω20∞年〉中華民園(台湾)外交部網描(他htt旬p:/μ

www 

c七倒No凶de=1l2)。

76 向上。
属文ママ

円〈華民園八十八年十一月四目 立法院第四届

第二舎期)){1999年〉中華民国(台湾)外交部網

描 (http・//www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp? 

玄Item=10722&ctNode=1l2)。

78 I(十五)外交部長胡志強報告本年参奥聯合園

改採要求聯大設立工作小組・審覗我園特殊園際慮

境(節録)J・収於:(重新参奥篇 I上])・頁3400

79 (外交部新聞稿:中華民国人十九年九月八日

(第0八八競))(2∞0年〉中華民園(台湾)外交

部網指 (http://www.mofagov.tw/webapp/ctasp?

玄Ite皿=10466&ctNode=256); (外交新聞稿中華

民園九十年九月十五日(第一三六披))(2001年〉

中華民国(台湾)外交部網姑 (http://www.mofa

gov.tw/webapp/ct開祖国1=10雌&c町ode=.摘)。

田簡又新:(第五届第二舎期外交施政報告)(2002 

年) (http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp? 
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玄Ite皿 =10529&ctNode=1l2); 1第三章中外関係

第二節参加園際組織・曾議奥活動J(中華民園九

十二年外交年鑑}中華民園(台湾)外交部網結

(http://multilingual.mofa.gov.tw/web/web 

UTF-8/alm加配却03/08/(渇，_02.h加，j。

81 (第五屑第六合期外委曾施政報告)(http:// 

www.mofa.gov.tw/webapp/ ctasp ?xIte皿=16307&

c問。de=1122∞4年)。

田 GA.Document ω1/192. 

田 GA.Document 60/193 of 11 August 2∞5今

回は、同案の検討は省略するが、ここでは、国連

の目的は国際平和及ぴ安全の維持であり、国連は、

両岸問題の平和的解決の為の措置を採るよう訴え

られている。

制 {第六厨第二曾期部長赴外委曾施政報告)(捌召

年) (http://www皿ofa.gov.tw/webapp/ctasp?

XI也皿=16977&ctNode=1l2)0 

部 GA.Document 10378 

出回・前掲註75。

町前掲註30・31。

田 GA.Docu皿entω1/255

田 Condit臼nsofAdmiss臼'nofa State臼 Membership

帥 theUnited Nations， I.CJ. Reports. 1948 p.57， 62. 

田 Competenceof The General Assembly for The 

Admission of 0 Stote to the United Notions， I.C.J 

Reports.19田 p.4，7-8.

由美・前掲註14・頁2240

92 Crawford. supra note 35， p. 134. 

93 陳隆志 12002年7月22日在継続府園父紀念月

曾之演講詞」・林秋敏編:(中華民国奥聯合園史料

葉編ー重新参奥篇 I下])(壷北車革新庖市・園史館

2002年)・頁455。以下、 〈中華民圃奥聯合園史料

集編ー重新審奥篇【下】}については、 {重新参奥

篇 I下])とする。

94 陳隆志「台湾奥聯合園:歴史奥政策離J・収於

: {新世紀智庫論壇第M期〉・頁1∞。なお、国連参

加問題についても、早くから、 「中華民国」とい

う名称への疑問から、台湾」又は「台湾共和困」

の名義とすべきとする議論がある。 I(三)陳芳明

撰〈誰在訪冒中園壷溝加入聯合園的名稀問題〉・



認矯園鵠臆開放給民間討論・由人民選揮新園競来

技尋出路・以促使園家命運出現韓機」・収於:(重

新参奥篇【上))・頁24ι.2490

田美・前掲註14・頁21品.219。この点、許康雄は、

加盟申請が承認きれるかどうかは別問題として、

国連に向けた加盟申請は、台湾が既に国家である

ことを証明するに足るものであるとする。許・前

掲・頁149-150。

96 陳隆志 12002年7月22日在緯統府園父紀念月

舎之演講詞」・岐於:(重新参奥篇[下))・頁456。

肝美・前掲註14・頁220-221;陳隆志・前掲註94

.頁99。

岨陳隆志・向上・頁990

田許・前掲・頁149-150。

1凹国連加盟と集団承認の関係につき、 Dug町 dは、

「特に、国家属性が憲章4条に関する加盟要件を

満たしており、国連という政治的機構が新たな主

体の加盟に関して国家属性を考慮する際には、機

関的な承認及び外交のプロセスを集団的承認と切

り離すことは困難である」としている。 Dugard，

supra note 36， p. 78.また、美皇池も、 「台湾が園

連加盟国となることが、必ずしも他の加盟困の承

認を意味することにはならないが、もし加盟国と

なれば他の加盟問が台湾を正式に承認し外交関係

を希望する可能性が高くなる」としている。美・

前掲註14・頁219-220。

101美皇池は、この点、仮に台湾が直接国連加盟

を申請した場合、たとえ、名称の問題における圏

内各政党の合意を含めて台務が政治上の困難を排

除でき、多くの国連加盟国から支持を獲得できた

としても、現在の国違憲章の体系によれば、国際

法上中国の拒否権行使を克服できないとする。菱

・前掲註14・頁2沼4-2350

102中華民国は、国連脱退により各専門機関等国

際機構の加盟国としての地位も失っている。この

ことからも、国連加盟国であるか否かは各国際機

構とも深く影響しているのであり、国連に何らか

の接触をすることは、他の固際機構への接触の機

会も増加すると考えられる。美・前掲註14・頁

2270 
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1田LouisB. Sohn， "Taiw皿 '8Option of Becoming 

a Perm四回tObserver"， Henckaerts (ed.)， The 

Interna佃叫SI，出国 ofTaiwanin the New恥 rldOrder-

Legal and Political Consi血rations，(Kluwer Law 

h匝rnational，1996)， p. 165.なお、現在スイスは国

連加盟固 (2∞2年9月加盟)である。

104 Eric Suy， The Status of Observers in 

lnternational Organizations， 160 RECUEIL DES 

COURS 75， (1979)， p. 87. 

106 Ibid， p. 88. 

I岨 Sohnsupra note 103， p. 155. 

107 Neri Sybesma-Knol， "United Nations 

Framework for participation of Observer"， 

Henckaerts (ed)， The Intemational Si担tusofTa柳田 m

t胎 N町vWorld01曲r-Legaland Political Co刷協rations，

p. 172; Suy， supra note 104， pp. 83-84. 

1岨 HenryG. Schermers. International !J田tii加tinal

Law， (2nded}， (S均出off&N田 rdhoff1鎚0)，p. 98; ~ 152 

1田 KonradGinther， "Article 4"， Bruno si皿皿a(ed)，

TheC加出r01 The United Nations: A Commentaη 

(2nd.ed)， (Oxford U niver吠ypress. 2∞2)， p. 187; ~ 

43. 

110 Suy， supra note 104， pp. 87-102; Yehuda四国n，

Erodi的，gof lhe Uniled Nations Carte巧仏Z紅白10SNijho宜

Publishers 1993)， p. 62及び美・前掲註14・頁351

360参照。本稿と異なる分類としては、 Sybesma-

KnoL supra no担 107，pp. 16品171本稿では、台湾

問題の性質に鑑み、非加盟国と民族解放団体のオ

ブザーパーに重点を置いて考察する。また、オブ

ザーパーの継続性の点から、常駐オブザーパー、

暫定的オブザーパー、機能的オブザーパーの3種類

に分類されるが、以下で検討するアクセス、参加、

及び特権についてこの 3者間では違いはない。 Suy，

supra note 104， pp. 148-150. 

111 Ginther， supra no匝 lω，p.l88;~45. 

112この第35条 2項の実践における最初の事例は、

ギリシャ問題に関する審議についてのアルパニア

とプルガリアの参加である。 Ginther，supra note 

109， pp. 187-188; H4， 45. 

113 Sohn supra note 103， p. 155条文については、

31 
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"OFFICIAL DOCUMENTS"， 69 The American 

jouma/ of Intemationa1 Law 730(197町， p.734九和訳

は、島田征夫・高井晋「資料普遍的国際機構との

関連における国家代表に関するウィーン条約Jr国
際法外交雑誌J(第75巻 3号 1976年)88頁参照。

114 Suy， supra note lO4， p. 91 

115 Sohn supra not怠lO3，p. 165. 

116 Ginther， supra note 109， p. 189 ; ~ 48. 

117 GA. Resolution. 3237(XXIX) of 22 November 

1974. 

118 GA. Re曲 lution.311152 of 20 December 1976. 

119 GA. Resolution. 328O(XXIX) of lO December 

1974. 

120 Suy， supra note 104， p. lOO 

121 Ginther， supra note 109， p. 188.; ~ 47.なお、こ

の民族解放団体のオブザーパー参加の承認につい

て、 Schermersは、民族解放団体への勧誘状は、

必ずしも当該機構がその領域の正式な代表として

その民族解放団体を承認することを意味するわけ

ではなしましてや合法政府として承認すること

を意味するということもないとしているが、 「ほ

とんどの事例において、民族解放団体のオブザー

パー資格は、非加盟国のオブザーパー資格に近い

ものとなっている。その権限は、通常、閏際機構

から派遣されるオブザーパーよりも大きなものと

なっている」ことを指摘している。 Schermers.

supra note 1侃， p. 104.; ~ 161 

122 GA. Re田 lution.35/167 of 15 December 1980. 

123 Suy， supra note 104， pp外野 Schermers，

supra note 1侃， pp. l04-lO5; ~ 162. 

1且 Ginther，supra note 109， p. 189.; ~ 49 

1担 Scher田町s，supra note 108， pp. lO7-lO8.; ~ 166. 

126 Schermers， supra note 108， p. 98.; ~ 151但し、

その協議形式は、非加盟国、民族解放団体、及び

専門機関の投票権なしで参加する権利とは区別さ

れる。 Schermers， supra note lO8， p. lO7.; ~ 166. 

127 Sybe盟国.-Knol，supra note 107， p. 168.しかし、

一方で1990年以降からこの伝統が崩壊していると

して、赤十字国際委員会、マルタ騎士団、閏際赤

十字・赤新月社連盟の事例を指摘する。 Ibid.，pp. 
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171-172. 

1描 Blumsupra no匝 110，p. 65 

1却 Sybe盟国-KnoLsupra note 107， p. 173. 

1却Blumsupra no匝 110，p. 65. 

131 Schermers， supra note 1ω， p. lOO;~ 155 

132 Blum supra note 110， p. 65. 

133 Sohn supra note lO3， pp. 15ι157. 

1担 Suy，supra note 104， p. 104; Sybesma-Knol， 

supra note 107. p. 174.; G恒也er.supra note 1ω，p 

188 ;~45. 

135 Glenn Mower， "Observer Countries: Quasi 

members of the United Nat臨時".20 International 

01宮anization266， (spring， 1966) p. 273 

136但し、事務総長がオブザーパー資格に関する

手続きでより積極的な役割を担う場合があるとし

て、スペインの例では、事務総長が慣習的な承認

審理の前に多くの国家と協議をしたことも指摘さ

れている。 Sybesma-Knol，supra note 107. p. 174. 

1訂 Schermers，supra note 1侃， p.l00;~ 157 

l描 Sybesma-KnoLsupra note 107. p. 174.但し、

国連又はその機関の一つが主催する会議への非加

盟困オブザーバーの参加は、幾分異なっている。

この場合、オブザーパー勧誘に関する最終決定機

関は当該主催機関であり、同家性に問題がある実

体の承認についても決定できるとされる。 Ibid.， p. 

175. 

I却 Sohnsupra note lO3， pp. 161-162. 

1岨 Gin吐ler.supra no担 109，p. 188 ; ~ 46 

141 NGOのオブザーパー機能は経社理決議で規定

される。 Ibid.， p. 175 

142 Suy， supra note 104， p. 156. 

1岨 Suy，p. 156.; Sybesma-KnoL supra no匝lO7，p 

175. 

144 Sohn supra note lO3， 165. 

1岨 Sybe皿 la-KnoLsupra note lO7， pp. 17ら176

l岨 Ibid.，p. 176.この点に関して、特に一般的な承

認を得ていない国家のオブザーバーの勧誘は、政

治的な論争を引き起こしうることから、直ちに補

助機闘が勧誘状を与える管轄権を有すると考えら

れるべきではないことも指摘されている。
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1岨 Sche口ners.supra note 108. p. 99 ; ~ 153 

149 Suy. supra note 104. p. 103 

150 Sohn supra note 103. p. 157. 

151 Syb田 ma-Knol.supra note 107. p. 177. 

152 Ibid.なお、 2004年の総会決議において、パチ

カンは、総会の一般討論演説に参加する権利を認

められている。 GA.Resolution. 58/314 of 16 July 

2∞4 

153 GA. Re曲 lution.3280.

l国 GA.Resolution. 3237(PLO).; GA. Re田 lution

3ν152(SW APO). 

155勧誘の条件として、同条にいう「国」という

文言が、申請者が国家であり、完全な主権と全て

の機能行使能力を要求しているかどうか、という

問題も生じている。 Sybes皿 a-Knol，supra note 

107.p.178 

156 Sohn supra note 103. p. 158 

157 Suy. supra note 104. p. 138. 

158 Suy. p. 138.; Sohn supra note 103. p. 158. 

159 Suy. supra no匝 104.p. 139. 

160 Sybesma-Knol. supra no'匝 107.p. 178. 

161 Suy. supra note 104. p. 108. 

162 Sybesma-Knol. supra note 107. p. 179. 

163 Ibid. 

164 Sohn supra note 103. p. 159 

165 Suy. supra note 104. p. 108.; Sohn supra note 

103. p. 1印

1師 Sybesma-Knol.supra note 107. p. 179. 

167 GA. Resolution. 3237(PLO).; GA. Resolution 

3ν152(SW APO). 

1曲 GA.Resolution. 3280 

169この例として、国連貿易開発会議では、未成

熟国家 (proto-States)の参加が重要だと考えられ

ていた。ここでは、多くの民族解放団体が、その

人民や領域の利益に関係する限り大きな影響力を

有することが想定され、ほとんど自動的に勧誘さ

れたのである。 Sybe盟国-Knolsupra note 107. pp. 

179-180 
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172 Ibid.. p. 161 

173 Sybes皿a-Knolsupra note 107. p. 181. 

174 Ibid. 

175 GA. Resolution. 3237(PLO).; GA. Resolution. 

31/152(SW APO) 

176 Sybesma-Knol supra note 107. pp. 181-182. 

177 Ibid.. p. 182. 

178 Suy. supra note 104. p.131. 

179 Ibid. 

1曲 Sohn.supra.no担.1. 157. 
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1田 Sohnsupra note 103. 162 

1田 Sybesma-Knolsupra note 107. p. 182. 
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1臨 Sohnsupra note 103. p. 157.; Sybesma-Knol. 

supra note 107. p. 182 

1師 GA.Resolution. 58/314.なお、同決議では、公

式文書として通知を配布する権利も認められてい

る。

187 Sohn supra note 103. p. 162. 

188 Suy. supra note 104. p.143.; Sybesma-Knol. 

supra note 107. p. 183.; Ginther. supra note 1ω.p. 

189 ;~50. 

1曲 Sybesma-Knolsupra note 107. p. 183. 

1曲 Ibid.

191 Suy. supra note 104. p.147.; Sohn supra no也

103. p. 163 

192 GA. Resolu世on.回:/314

193このオブザーパー使節団に対する特権及び権

利は1975年ウィーン条約においても問題となり、

国連加盟国常駐使節団と同様の権利や特権を与え

る試みは西洋諸国からの反対に遭った。アメリカ、

スイスが1975年ウィーン条約を批准しない理由の

一つも、この点にある。 Ginther.supra note 1ω 

p.189 ;~51. 

1叫 Ibid..p. 190; ~ 52 

195 Ibid.. p. 190 ; ~ 52. 

1田 Ibid..p. 190 ; ~ 53. 

33 



北大法学研究科ジュニア・'}サーチ・ジャーナル軒。132IJ師

197 Suy， supra note 104， p.l51. 

198 Sybesma-KnoL supra note 107_ p. 185 

199 Ibid， p. 186 

却なお、 Schermersは、 「ほとんどの事例におい

て、民族解放団体のオブザーバー資格は、非加盟

国のオブザーパー資格に近いものとなっている。

その権限は、通常、国際機構から派遣されるオブ

ザーパーよりも大きなものとなっている」として

いる。 Schermers， supra note 108， p. 104.; ~ 161. 

田1Sybesma-KnoL supra note 107. p. 186. 

202台湾のオブザーパー参加については、非加盟

国又は非国家政治実体(すなわち民族解放団体)

としてのオブザーバー参加という、 2種類の参加

形式が考えられている。養・前掲註14・頁379; 

丘宏蓮「我園参加聯合園周漫的園際組織之可行性」

・収於薬毒主編{中華民国奥聯合圃)(蓋北:圃立

政治大挙園際関係研究中心 1993年)・頁147。

加陳鴻議「申請成為聯合図観察員之利弊得失」・

収於 {立法院公報:人十三巻四十一期(下))

(1994年)・頁258;陳純一「非合員園駐聯合園之
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