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　　（３）直接適用の可能性と間接適用の意味
おわりに� （以上、本号）

Ⅲ　条約の積極的義務と受け入れ構造

１．国際人権条約の国内適用論と私人間効力論

（１）条約の私人間効力論の視座
　（ⅰ）問題の所在と展開
　国家間の約束として成立した国際人権条約が、国法体系において国家
対個人あるいは私人相互間を規律する規範となる、ということについて、
従来は、国内的効力、国法秩序の段階構造における地位（形式的効力、
効力順位、序列ともいわれる）、self-executing 性（自動執行性、直接適
用可能性ともいわれる）が論じられるにとどまり、国際人権条約の私人
間適用については、「人権条約は原則的には国家に対して責務を負わせ
るということが基本的な内容となっていることを考えると、むしろ、憲
法上の人権規定の私人間効力と同様に、形式的にはいわゆる間接適用説
の考え方を基本とするのが妥当であろう」98という認識が一般的であっ
たと解される。
　しかし、人権規定の私人間効力論を再検討した憲法学説の一部は、条
約の国内適用にも関心を向け、さらには、国際人権条約の私人間適用に
も考察の矛先を及ぼしていた。
　（ⅱ）客観法発生説
　私人間において「だれが」「どこで」「何を」「いかにして」人権規定を
適用するのかを精密に論じることを求めて通説的見解を批判し、私人間
効力論に「百家争鳴と呼んで差し支えない状態」99をもたらしたとされる
学説は、条約の国内的受容によって「その瞬間に、国民が主体で国家が

98 藤井俊夫「国際人権と国内人権の交錯──国際的人権保障の進展が憲法論に
及ぼすインパクト」ジュリ1222号（2002年）47頁。
99 宍戸・前掲論文（註63）31頁。
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名宛人である対国家的権利（公権）にいわば自動変換され」るという理
解を疑い、国際人権条約の国内的効力とは「国際法上の義務のいわば反
射的効力」であると論じた100。
　この学説は、条約が「国家間法」101であることを強調し、国際人権条
約の私人間適用は、国家が「他国に対して負う国際法上の義務から市民
の主観的権利としての対国家的権利を導き出し」て憲法規定に充塡する

「迂回路」を経る「二重の間接適用」という難問であるとする。そして、
そのような「技術的に見て迂遠といいうるようなある種の「間延び」」を
回避するために、条約は「国際法の世界と国内法の世界とを通貫」して
締約国を義務づける客観法と解すべきであるとする102。
　この学説によれば、国際人権条約の「国内法的効力は、……名宛人で
あるところの国家（自治体を含む）と市民の間についてのものであり、
私人相互間に当然に適用されるものであるわけではない」のであって、

「当該規範が、第一次的に国家─市民の関係に対してのみ妥当し、市民
―市民の間で妥当するものとは考えられない」とされる。したがって、
国際人権条約については、「私人間適用も、国内人権のように対国家的
権利を私人間に転用しうるか否かという問題設定自体が自明ではなく、
国家が市民の当該自由権を侵害せずむしろ保護することを他国に対して
負う国際法上の義務から市民の主観的権利としての対国家的権利を導き
出し、それを私人間適用するという迂回路をとらざるを得ない」とされ
るのである103。
　しかし、後述する欧州人権条約の実行をみた場合には、国際人権条約
についてのこうした理解には、再検討の余地がある。
　また、この学説は、国際人権条約は「国際条約であるからその拘束力
は第一次的には当該政府と他の締約国との間の国際法上のものである」

100 棟居快行『憲法学の可能性』（信山社・2012年）第15章・第16章（初出は、「第
三者効力論の新展開」芹田健太郎ほか編『講座国際人権法１国際人権法と憲法』

（信山社・2006年）、「国内裁判所における国際人権の適用をめぐって」芹田健
太郎ほか編『講座国際人権法３国際人権法の国内的実施』（信山社・2011年））。
101 寺谷・前掲論文（註27）10頁。
102 棟居・前掲書（註100）204頁、217-218頁。
103 同書209-210頁。
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として、その「国内法的「適用」は、本来は国際法上の法規範であるも
のを国内法の規範に転化することの可否および方法の問題」であるとす
る。そうした国際人権条約の「「国内法的効力」は、国際法規範の反射的
効力にすぎないと考えると、人権規約がただちに国内事件の被侵害者に

「権利」を付与するものではないことになる」とする。つまり、国際人権
条約によって「国家─市民の間で市民が対国家的権利としての自由権を
取得するわけではなく、国家は自国民の当該人権に対する「保護義務」（遵
守義務）」を国際法上の義務として負うにとどまる」として、国際人権条
約の国内適用とは「国際法上の「保護義務」を市民が政府に対して国内
裁判所で援用しうるか、という問題である」とする104。
　しかし、ここでの「迂遠」な論理は、後に検討する国家間の規範αか
らの国内的な妥当を期待される規範βの発生についての思考によって代
替できるのではないかと考えられる。
　さらに、この学説は、国際人権条約の「受容プロセスは、立法レベル
での膨大な作業を要求する」ことを指摘して、「人権条約の「国内実施」
は、裁判規範として司法で重く受け止められるというのはその一面にす
ぎず、むしろ本体は関連国内法の見直しや運用の改善といった立法・行
政レベルでの変化にこそある」とする。そして、「裁判所が「権利」とい
う言葉を使っていても、その内実は客観法として既存の行政法規等に追
加挿入され裁判所によって適用してもらえる、ということに尽きる。「権
利」と呼ぼうが呼ぶまいが、国際人権が国内法の世界で「人権救済」の
威力を発揮するのは、自らが「権利」として通用するからではなく、「法」
として通用するからであって、それ以上でも以下でもない」ということ
を強調して、「国際人権条約の国内実施は、第一に国内法の側の全体と
しての変容にかかっており、第二に「権利」のカタログにこだわるので
はなく客観法として国内法秩序に取り込むことが、国際人権条約の国内
実施にあたって肝要な点であろう」とする105。

104 同書213-216頁。
105 棟居快行『憲法の原理と解釈』（信山社・2020年）92-95頁（初出は、「国際人
権条約と国内法ネットワークの自己組織化──障害者差別解消法の成立を契機
として」国際人権25号（2014年）45-47頁）。なお、菊地洋「人権条約の国内適用
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　たしかに、「個々の人権紛争を当事者として抱え込み、声を挙げ、裁
判に訴えないかぎり、仮に当該「人権」が妨害を排除する裁判規範性を
備えた真正の権利であっても、その威力の恩恵にあずかれないのでは、
人権弱者でもある人権当事者にはハードルが高すぎる」のであって、当
事者には「負担でしかない」ということもできるかもしれない106。
　しかし、そのことから、「国際人権が国内法化される際には、権利で
なくても法であるべき」107という帰結が導かれることには留意が求めら
れる。国際人権条約に客観法としての面ないし客観的義務を認めるとし
ても、そのために主観的権利性を否定する必要があるかは疑問である。
一般に両者は排他的なものではないとされているのではなかろうか。な
お、日本のように一般的受容方式を採用して条約に国内的効力を認めて
いる場合でも、条約の「国内的効力を実現する手段」として「国内立法」
が「その効果の面から見るならば……ひじょうに重要な手段である」こ
とは、つとに指摘されているところである108。
　（ⅲ）国内法化説
　これに対して、「①国際法レベルの国際人権と②国内法化された国際
人権の二つの議論レベルを区別」109することによって、国家の国際法上
の義務とは別の、「国内法化」110された国際人権条約の実施を論じるべき
ことを唱えて、「国際人権保障が、国内人権の論理との対比上、いかな
る論理構造のもとにあるか」を考察した憲法学説は、とりわけ私人間効
力論について、「私人間適用とは、法律がなくとも、憲法上の人権規定
を援用して人権保障の役割を果たすことを認めようということであり、
議会と裁判所の近代的な権限分配を変更することを意味する。まさに、

における私人の責任と公的機関の責任──小樽温泉入浴拒否訴訟を素材とし
て」成城74号（2005年）46頁も参照。
106 同書94-95頁。
107 同書95頁。
108 小森光夫「条約の国内的効力と国内立法」山本草二先生古稀記念『国家管轄
権──国際法と国内法』（勁草書房・1998年）555-556頁。
109 高橋和之「国際人権論の基本構造──憲法学の視点から」国際人権17号（2006
年）51頁。
110 ここでいう「国内法化」の理解について、齊藤・前掲書（註12）102頁註13参照。
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人権保障の「プロセス」の変更なのである」として、「人権の実現プロセ
スをめぐる国内人権論上の様々な議論は、国際人権には関係がない」と
断じた。つまり、国際人権条約の締約国は、「その内部のあらゆる関係
において国際人権を実現することを対外的に約束している」のであって、

「条約主体としての国家は、国内の私人間関係においても、当然、国際
人権を保障する義務を負う。そうだとすれば、ここには私人間効力を問
題とする前提が欠けている」のである。それゆえ、国際人権条約につい
ては、「私人間において国際人権の要求する水準の人権保障が実現され
ていなければ、国際法上の義務違反が存在するのであり、それが法律の
失敗のせいなのか判例の失敗のせいなのかはどうでもよいこと」なので
あるとして、国際人権条約の私人間効力論は、「国内人権の論理との違
いを見誤った仮象問題」とされる111。
　ただ、注意が必要なのは、「「私人間効力」という問題は、いうまでも
なく国際法上に存在しているのではなく、国内法上の問題である（……）。
それが国際法上「仮象問題」（存在しない問題）なのは当然であるが、国
内法においては憲法人権の私人間効力に輪をかけた難問として存在して
いる」112とされる点である。「輪をかけた難問」であるかはともかく、国
際人権条約の国内適用に関して、「国際人権は私人間に適用されるかと
いう問題」は、この学説においても俎上に載せられていることである。

「国家が、自己の内部のあらゆる関係において国際人権を保障するとい
うことが人権条約の意味であり、国際人権には憲法学におけるような私
人間効力という問題は存在しない」けれども、「それを国内法化すると
き、国家のみを拘束するものとして行うのか、それとも私人間にも直接
適用されるものとして行うのかの問題は、国内法の問題として存在しう

111 高橋和之「国際人権の論理と国内人権の論理」ジュリ1244号（2003年）74-75
頁。同・前掲「現代人権論の基本構造」（註60）118-119頁も参照。なお、「国内
実施プロセスに関する主要論争の一つは、立法権との関係で裁判所が法律を経
ないでどこまで条約規定を直接又は間接適用して権利義務の実施をはかれるか
という問題である」（薬師寺公夫「国際人権法から見た憲法規範の「限界」と可
能性」法時84巻５号（2012年）22頁）ことは、国際法学においても認識されている。
112 棟居・前掲書（註100）219-220頁。
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る」とされているのである113。

（２）規範αからの規範βの発生
　ここで、ある種の条約は「国家が条約当事国として当事国間で拘束さ
れる規範」（規範α）と「国内的に妥当するよう期待されている規則群と
しての規範」（規範β）を含んでおり、日本の実務は後者の国内における
法的妥当を「条約の締結という方式によって実現しうるものとみなして
いる」とする国際法学説114が参考になると考えられる。
　この学説によれば、「国内的に妥当している国際法と、国家間関係あ
るいは国家と条約当事国集団（あるいはその機関）との関係において妥
当している国際法の規範内容は、厳密に一致しなくてもよい、というの
が、現に行われている日本の実行であると捉えてよい」とされる。「日
本国憲法の下では、少なくとも規範αは国法として妥当させることが求
められている。だとすれば、自由権規約のように規範αにおいて規範β
の国内的妥当を要請している条約については、単なる条約の締結によっ
てそれを実現することに、より強い根拠が与えられるであろう」といわ
れる115。憲法７条による条約の公布は、規範βの国内的妥当の根拠とし
て、重要な意味を有するかもしれない116。
　国際法規は、「まずは国際法の主たる法主体である国を拘束する」が、

113 高橋・前掲「国際人権の論理と国内人権の論理」（註111）81-82頁。これは、
薬師寺公夫ほか『法科大学院ケースブック国際人権法』（日本評論社・2006年）
9-10頁［薬師寺］および27頁［小畑郁］と同旨と解される。
114 小畑・前掲論文（註26）52頁。
115 同頁。
116 小畑・前掲論文（註26）においても、「私人間適用の場合には、単に私人に
権利を認めるばかりでなく、他方の私人に対して通常自由の制限を課すことを
求めるものである」ことは意識されている。この場合、憲法優位説の下では、

「他方の私人」が対抗して憲法上の権利を主張すれば、規約上の権利の主張は「憲
法の想定する価値序列に矛盾しない範囲でしか意味をもたない」（54頁）ことに
なるとされる。そうなると、規範αと規範βの間の「ズレ」が大きくなり、「私
人間適用の場合は、およそ国際人権規約自体を適用したといえるものがはたし
てどの程度想定できるのか」（54頁）という疑問が呈される。



私人間の人権保障と国際規律（２・完）

北法72（1・56）56

その国際法規が「国に対して効力を及ぼし主権を制限することが国内法
制にいかなる作用をもつかは、それぞれの国際法規がいかなる内容の制
度を定めているかによって異なる」とされる。かつては、「国際法規が
国を拘束することと国際法規が国内的に効力をもつこととは、当然には
結びつかなかった」が、今日の「国際経済法や国際人権法によって保護
されるのは、しばしば自然人、法人などの私人であり」、その「実現にとっ
ては、国内的な実施制度を確保することが必要になる」のであって、「国
際法規が国を拘束し国家主権を制限することと、それが国内的に効力を
もつこととは密接に結びついている」とされるのである117。
　国際人権条約の国内適用を考えるには、この規範αと規範βのありよ
うを検討することが有益であろう。本稿の関心からは、国際人権条約に
おける規範βの私人間での実施方法が問題となるといえる。

（３）国際人権条約の性質
　「人権条約は、伝統的な多数国間条約が締約国の相互的な利益のため
に権利・義務の互換を実現するために結ばれるのと異なり、他の国家と
の関係ではなく、自国の国家管轄下にあるすべての個人に対して、共同
の福祉のために、種々の義務を引き受けるもの」118とされる。
　国際社会の統合あるいは憲法秩序化の点において、「〈人権条約の法〉
が相対的に特殊な地位を占めている」とみて、国際人権条約が「単一の
条約の概念から出発しながら、いかにして特殊な現象を生み出すのか」
を検討した国際法学説119は、次のように述べている。すなわち、その基
礎にあるのが「国家間規範ではない」120ところの国際人権条約は、「国家
の相互的義務のネットワークを作り出すわけではない」121のであり、

「〈人権条約の法〉は、生きている規範であり、その規範をコントロール

117 小森・前掲論文（註108）541-542頁。
118 芹田健太郎『国際人権法』（信山社・2018年）28頁。
119 小畑郁「人権条約とはどういう法か──「条約」概念からのアプローチ」国
際119巻２号（2020年）39頁。
120 同論文56頁。
121 同論文39頁。
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すべく、関連アクターがそれぞれ影響力を締結後も及ぼしているのであ
り、個別国家は、そうしたアクターの一つである」122。そして、「人権条
約の実施過程においては、国家は個別的にまた集団的にこの法にコント
ロールをしようと試みるが、それらの試みを処理するプロセスも、〈人
権〉という強力な磁場の下にある」とされる123。「人権条約が〈人権〉、つ
まり人間人格に固有の権利の保障を目的とするものであれば、それは、
人類に共通の規範を具体化しようとするものであるはず」であって、「個
別国家が解釈・適用について本来的な裁量をもっている規範でもなけれ
ば、特定の文化ないし政治制度の下でのみ意味を有するものでもない。
ましてや、国家が自由に取引の対象とすることのできるものでもない」
とされるのである124。
　国際人権条約というしくみが十全のものではないとしても、憲法の立
憲主義を補完しつつ国内の民主的政治過程の産物への信頼の可否を判断
する場面では、憲法の人権保障に背馳するものではないとみることは可
能であろう。

２．私人の行為と国際人権条約

（１）私人による条約上の権利の侵害
　国際人権条約に関しては、「国家は、国家対国家の関係における人権
保障の約束の履行のほか、国際機関による履行状況の監視を受け、条約
の締約国である各国家の内部においては、国家対市民の関係における人
権保障と市民対市民つまり私人間関係における人権の適用とを抱え込ん
でいる」125とされる。「いずれにしても、国際人権条約はその保障する人

122 同論文48頁。
123 同論文46頁。なお、この見解は、「国際社会の構成員は、早くからその国内
体制において人権を保障することを規範的に要請されており、その少なくとも
中核部分については、民主主義によっても毀損できないものと考えられてきた」

（小畑郁「国際人権と民主主義──国際場裡における現象論を中心とした総論
的考察」国際人権30号（2019年）41-42頁）と指摘している。
124 小畑・前掲論文（註119）56頁。
125 芹田・前掲書（註118）28頁。
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権がすべての秩序において貫徹されることを求めている」126のである。
　このように、国際人権条約は、公権力の行使によると否とを問わず、
締約国において〈人間の権利〉の一定水準が確保されていることを要求
しているとされる。そこで、締約国内において、個人が他の私人によっ
て条約上の権利を侵害されたと主張する場合に、条約の国内適用がどの
ように論じられうるかが問題となる。
　国際法学の見地からは、欧州人権条約の国内適用を手がかりに、「私
人による人権侵害からの個人の保護」をめぐる議論について、「①「条約」
は個人にもそれを違守する義務を課しているか、あるいは「条約」は私
人にも対抗しうる権利を規定していると解釈することができるかという
議論と、②国家は条約上、私人による人権侵害から個人を保護する義務
を負うか、という議論」との区別が提示されている。
　その学説によれば、「①は、国内裁判所において、「条約」で規定され
ている権利もしくはそれに相当する憲法上の権利が非国家主体に直接適
用されるか否かをめぐって「第三者効力」論あるいは「私人間効力」論と
して展開されてきた議論であり、国内レベルでの条約の位置付けは各国
の憲法秩序によって決定される」といわれる。これに対して、「②は、「条
約」の履行機関において責任を問われ得るのは国家のみであるという現
実のシステムに基づいて、国家の義務がどこまで拡大し得るかという問
題に対応している」とされるのである127。そこで、そのように論じられ
る筋道を確認しておきたい。

（２）欧州人権条約の私人への適用可能性
　欧州人権条約の規定上は、条約上の権利が私人の行為にも直接に適用
されるか否かについて、明確な手がかりは示されていないとされる。（条
約が規定するような）人権の価値は締約国も承認しているはずであるが、

126 同書30頁。「国際人権条約は、公権力の行使によると否とを問わず、締約国
において〈人間の権利〉の一定水準が確保されていることを要求している」（齊
藤・前掲「新たな人権救済制度がもたらす人権規範の共通化」（註97）28頁）。
127 中井伊都子「私人による人権侵害への国家の義務の拡大──ヨーロッパ人
権条約の解釈をめぐって⑴」論叢139巻３号（1996年）43-44頁。
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その保障の具体的なあり方には各国の法制度に相違があり、欧州人権条
約がそれらの国内法の定めに一般的に優位するということもできない。
欧州人権条約も、国際法上の条約として各国を規律するものである。も
ちろん、締約国は、そうした条約上の義務の遵守を求められている。
　そのような見地から、条約の規定に私人が直接に拘束されるという意
味での欧州人権条約の第三者効力は、一般的に否定されている128。欧州
人権条約に関する学説の大勢は、条約上の権利について私人に対する直
接的効力を認めない、換言すれば、私人が条約上の義務の名宛人になる
ことを否定しているとされる129。
　欧州人権条約１条は、「締約国は、その管轄内にあるすべての者に対
し、この条約の第１節に定義する権利及び自由を保障する」と規定して
いるのであり、条約上の義務は明示的に締約国に向けられているのであ
る。このことは、条約が国内的効力を有するか否か、直接適用が可能か
否かにかかわりなく、締約国に遵守が求められるとされる。

128 David Harris�et�al.,�Harris,�O'Boyle�&�Warbrick� :� law�of� the�European�
Convention�on�Human�Rights,�4th�ed.�(Oxford�University�Press,�2018)�pp.24-27;�
Jens Meyer-Ladewig / Martin Nettesheim / Stefan von Raumer�(Hg.)�,�EMRK�:�
Handkommentar,�4.�Aufl.�(Nomos,�2017)�Art.1,�Rn.9;�Christoph Grabenwarter / 
Katharina Pabel,�Europäische�Menschenrechtskonvention,�6.�Aufl.�(C.H.�Beck,�
2016)�§19,�Rn.3ff;�Christoph Grabenwarter,�European�convention�on�human�
rights� :�commentary� (C.H.�Beck,�2014)�Art.8,�Rn.72ff.;� Jochen Abr. Frowein 
/ Wolfgang Peukert,�Europäische�MenschenRechtsKonvention� :�EMRK-
Kommentar,�3.�Aufl.� (N.P.�Engel,�2009)�Art.1,�Rn.16;�Lichun Tian,�Objektive�
Grundrechtsfunktionen� im�Vergleich� :� eine�Untersuchung� anhand� des�
Grundgesetzes�und�der�Europäischen�Menschenrechtskonvention�(Duncker�&�
Humblot,�2012)�S.176-181.
129 欧州人権条約の私人への効力（第三者効力ともいわれる）についての早い
時期からの考察として、Andrew�Z.�Drzemczewski,�European�human�rights�
convention� in�domestic� law� :�a�comparative�study� (Oxford�University�Press,�
1983)�がある。また、詳細な考察として、Andrew�Clapham,�The� 'Drittwirkung'�
of� the�Convention,� in:�R.�St.� J.�Macdonald/F.�Matscher/H.�Petzold� (eds.),�
The�European�system�for�the�protection�of�human�rights� (Martinus�Nijhoff�
Publishers,�1993)�などがある。
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　また、欧州人権条約17条は権利濫用の禁止を定めているが、このこと
は、条約上の権利を侵害する活動を行う私人に対して、直接に条約の規
定を適用する根拠となるものではないとされる。「公的資格で行動する
者」による条約上の権利の侵害についても効果的救済を求める条約13条
も、私人に対する条約の直接的な効力を正当化する根拠に言及したもの
とはみられていない。他方、条約４条１項は、「何人も、奴隷の状態又
は隷属状態に置かれない」と規定するが、そこで禁止された状態が私人
間に存在する場合も、そのような状態が可能になることを許している国
家の義務違反が問題となる。「何人も、契約上の義務を履行することが
できないことのみを理由としてその自由を奪われない」とする、欧州人
権条約第４議定書１条にいう債務不履行による抑留の禁止の保障を義務
づけられているのも、締約国であるとされる。
　私人に対する直接的効力を認めたとしても、つまり、個人が他の私人
の行為によって自らの条約上の権利が侵害されたとして当該私人の行為
を条約違反と主張することを認めたとしても、欧州人権条約においては、
私人を欧州人権条約違反として訴追する手続上の担保がないことが指摘
される。欧州人権条約機関は、その組織と権限に関する条約の規定によ
れば国家の条約違反に対する申立のみが認められるとして、私人の条約
違反を訴える個人申立を認めてこなかったとされる130。
　このように、個人は欧州人権条約の規定に直接には拘束されないとい
われる。ただし、締約国は、条約上の権利の侵害につながる私人の行為
に対処する義務があるとされる。したがって、個人は、他の私人に対し
て条約上の権利の侵害を主張することはできないが、そのような場合に
他の私人による条約上の権利の侵害から保護しなかったことについて、
締約国の条約上の義務違反を主張できる可能性がある。つまり、締約国
が十分な法的保護または実効的な手段を提供しなかったことによって、
締約国が条約に違反したことになるのであって、加害私人の条約違反が
問われるのではない。
　個人は、他の私人の行為によって自らの条約上の権利が侵害された場

130 ただし、場合によっては、国家の保護義務に焦点を合わせず、欧州人権条
約10条に基づく人権の防御機能に言及する例のあることが指摘される。
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合、まず、各国の法制度において救済を求めることになる。国内におけ
る保護ないし救済がなされないか不十分である場合に、個人は条約機関
への申立が認められる。私人によって引き起こされた条約上の権利の侵
害は、締約国の条約遵守義務の違反とされるのである。その意味で、私
人の行為に対して（私人間で）欧州人権条約は間接的に効力を生じると
もいえる131。
　つまり、条約上の権利が関係する私人間の法的紛争は、まず締約国の
管轄内で対処され、その後、必要に応じて、専ら締約国の責任に焦点を
合わせる（私人の責任には焦点しない）国際法レベルに移行するのであ
る。こうした理解は、私人を国際人権条約の名宛人とする考え方に比べ
て、伝統的な国際法学の理解に親和的とされるのである132。
　そうした筋道で、締約国は、私人の保護に関する法律の解釈・適用に
おいて、欧州人権条約を遵守すべきことになる133。

（３）私人の行為と締約国の義務
　そこで、締約国の条約遵守義務が私人の関係について問題となる場合、
締約国の義務を通じて条約の間接的な効力が及ぼされることになる。そ
の点をめぐって、いわゆる基本権保護義務論との類似性を見出す見解と、
それに批判的な立場とがみられるが、ここでは立ち入らない134。私法領

131 このような間接的な効力は、法律の条約適合的解釈に接近するとの指摘も
ある。Vgl.�Tian�(Anm.128)�S.181.
132 日本の憲法学説においても、すでに、Ｂ規約の個人通報制度を前提に、次
のように確認されていた。すなわち、「私人間であっても、国際人権が侵害さ
れており、国家がそれを救済しないのであれば、国際法違反が生じていること
になる。ここには私人間適用などという問題は存在しないのである。人権委員
会が審査するのは、当該国に、国内で国際人権を保障するという国際的約束の
違反が存在するかどうかであり、いかなる関係であれ（私人間関係であれ、対
国家関係であれ）国際人権の侵害が生じていれば国際法違反があるのであり、
調査の対象は、かかる意味での国際法違反の存在の有無なのである」（高橋・
前掲論文（註109）52頁）。
133 そうした意味での欧州人権条約の国内的な私人間効力について、例えば、
吉田・前掲論文（註94）45頁以下参照。
134 欧州人権条約に関しても、「保護義務」の語が、条約上の権利を私人による
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域における立法および法律の執行において欧州人権条約に適合的な衡量
を行っている場合や、他の私人による侵害から刑法によって適切に個人
を保護している場合、または、社会の法的問題等を行政法をもって適切
に規制している場合は、締約国は、その条約上の義務を果たしているこ
とになる。
　このようにして、私人による侵害行為に対する条約上の権利の保護の
問題は、条約上の権利を保障する締約国の義務（条約１条）の問題に吸
収されることになる。これが、国家の積極的義務とよばれる問題であ
る135。

侵害に対しても保障する締約国の義務を指して用いられているのか、いわゆる
基本権保護義務論の文脈でいわれているのかが、必ずしも判然としない場合が
あるようにみえる。なお、鈴木秀美「有名人のプライバシーと写真報道の自由・
再考──欧州人権裁判所モナコ・カロリーヌ王女事件判決のドイツに対する影
響」法研78巻５号（2005年）267頁註40は、「欧州人権裁判所は、私人間への条
約の適用を「国家の積極的義務」という概念によって可能にしている。これは、
ドイツにおける基本権の私人間効力論の保護義務論的構成と同様の考え方であ
る」とする。両者の関係について、さらに、寺谷・前掲論文（註27）9-10頁、棟
居快行「人種差別と国家の差別撤廃義務」法時84巻５号（2012年）72-73頁、同・
前掲書（註100）227-228頁。齊藤・前掲書（註12）104-105頁も参照。
135 欧州人権条約における締約国の積極的義務に関する議論の展開について、
小畑郁「ヨーロッパ人権条約における国家の義務の性質変化──「積極的義務」
をめぐる人権裁判所判決を中心に⑴（2・完）」論叢119巻２号（1986年）、121巻
３号（1987年）、中井伊都子「私人による人権侵害への国家の義務の拡大──ヨー
ロッパ人権条約の解釈をめぐって⑴（2・完）」論叢139巻３号（1996年）、141巻
２号（1997年）、同「ヨーロッパ人権条約における国家の義務の範囲」国際99巻
３号（2000年）、中尾元紀「人権条約の領域外適用──積極的義務と国家の義務
履行能力の関係に着目して⑴（2・完）」阪法69巻６号（2020年）、70巻１号（2020
年）等。欧州人権条約の「起草時には、国家は条約で規定された基本的権利及
び自由を侵害してはならない、いわゆる消極的義務だけを負うものと考えられ
ていた。しかしヨーロッパ人権条約をめぐる実行のなかで、それに加えて、そ
れら基本的権利及び自由が遵守される状況を確保するために様々なレベルで積
極的措置をとることが国家に求められるようになってきた。そのためにはたと
え私人による侵害からでも、国家には個人を保護する義務が負わされることに
なった」（中井・前掲「ヨーロッパ人権条約における国家の義務の範囲」３頁）。
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　私人の行為によって条約に反する状況が発生した場合に、管轄内の個
人に対して合理的な立法措置等を取らないことにより条約上の権利を保
障できなかったことについて、締約国の積極的義務の違反があるといえ
るか否かを判断するためには、それぞれの場合において関連する条約規
定の解釈が問題となる。多くの積極的義務が条約の本文に存在するか、
またはそこから必然的に導かれるとされる。しばしば問題となるのは、
条約８条の私生活および家族生活の尊重についての権利から、政府の恣
意的な介入に対しての個人の保護に加えて、私生活の効果的な尊重に内
在する固有の積極的義務があるかである。これまでに、欧州人権裁判所
は、家庭内暴力およびその他の種類の暴力や虐待、ならびにプライバシー
の侵害の場合に、個人を他の私人から保護する積極的義務も認定し
た136。
　締約国の積極的義務は、条約２条の生命権に関しても問題となる。し
かし、そこでの事案は、私法関係における私人間効力論とは径庭のある、
例外的あるいは極限的な状況の問題であることが多いようにみえる137。

３．国際人権条約の積極的義務

（１）積極的義務論の展開
　国際人権条約上の権利の実現を図るために、国家の積極的措置が求め
られ、締約国には私人による侵害を防止しあるいは救済するという積極
的義務があるとされる138。国際法学においては、私人間での国際人権条
約上の権利の侵害139が「国家の義務の不履行の結果生じている場合には、

136 戸波江二ほか編『ヨーロッパ人権裁判所の判例』（信山社・2008年）、小畑郁
ほか編『ヨーロッパ人権裁判所の判例Ⅱ』（信山社・2019年）収録の関連判例を
参照。
137 齊藤正彰「恣意的殺害：特殊部隊によるテロ容疑者の射殺──マッカン判決」
戸波ほか編・前掲書（註136）194-198頁参照。
138 薬師寺ほか・前掲書（註113）28頁［小畑］および13頁［薬師寺］。
139 「自由権規約の一般的規定……は、権利侵害に対して効果的な救済措置を確
保することを、「公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合でも」
求めており（２条３項⒜）、私人による「権利」の侵害がありうることを、むし
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当該侵害について当事国の条約上の責任が問われる」という場面も、国
家の積極的義務として論じられているのである140。
　国際人権条約については、「一般に「自由権」に分類される権利であ
れ」、国家の義務は、「権利を侵害する行為を行わないという消極的な避
止義務と、実際の状況において権利の実効的な保障という観点から引き
出される様々な積極的な作為義務との双方にわたる」ことが指摘され
る141。
　そして、「権利を実現するために必要な措置を取ることは、権利が空
文でなく現実に実現されることという観点から導かれる義務であり、権
利の実効的保障の要請に内在する積極的義務である。この積極的義務の
内容には、権利を法的に保護する立法措置を取ること、国家機関による
権利侵害はもちろん私的当事者による権利侵害をも防止・排除するため
に適切な行政措置を取ること、並びに、権利侵害が生じた場合に司法的
救済その他の効果的な救済を与えまた再発防止のための措置を取ること
が含まれる」142との整理が示されている。

（２）積極的義務論と条約の私人間適用の位相
　このように、国際法学においては、私人間の問題について、「国家は
個人の基本的権利および自由を侵害してならないというだけではなく、
それら基本的権利および自由が遵守された状況を確保するために積極的

ろ当然のこととして予定していると解される」ことも指摘され、「自由権規約
委員会が、私人による権利侵害を原則として規約の範囲外と解しているのでは
ないことは明白」であって、「国際的実践を前提とすると、自由権規約がその
規範の内容からして私人間に適用できない、という命題には理由がないどころ
か、むしろ、その反対の結論が導かれうる」とされる（小畑・前掲論文（註26）
53頁）。
140 申惠丰「国家の義務の性格：結社の自由を侵害する労働組合加入強制を国
内法で規制する国家の義務──クローズド・ショップ判決」戸波ほか編・前掲
書（註136）112頁。
141 申惠丰『国際人権法──国際基準のダイナミズムと国内法との協調〈第２
版〉』（信山社・2016年）158頁。
142 同頁。
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な立法や行政、司法レベルでの措置をとる義務までも負うようになって
きた」とされるが、「この積極的義務は、国家以外の主体、すなわち私
人によって引き起こされた人権侵害からも個人の基本的権利、自由を保
護することまで国家に要求しているのであろうか」というかたちで問題
とされる143。
　自由権を含む国際人権条約上の権利について、広汎な積極的義務が存
在するとするならば、これを憲法上どのように受け入れるかが問題とな
る。その条約上の義務を国内的にどのように履行するかは、国法体系に
おける条約の受け入れ構造の問題として、憲法学の議論となろう。
　ところで、条約上の権利に対する私人からの侵害行為についての国際
人権条約の効力あるいは適用の問題と、憲法の人権規定についての私人
間効力論において論じられてきたこととは、重なり合うようでありなが
ら、その差分にも留意すべきであるように解される。国際人権条約にお
いて、条約上の権利を侵害する私人の行為から個人を保護するために締
約国に課せられる積極的義務の内容には、国家が自ら条約上の権利を侵
害することを慎む義務以外の、人権が確保される状況を維持ないし作出
することに関する包括的な要請が包摂されているようにもみえる。

（３）国家の積極的義務と受け入れ構造
　ここには、国際人権条約の構造上の制約、つまり、「条約における人
権の保障は、国家のその管轄下にある者に対する義務を媒介とするもの
と考えられるのであり、言い換えれば、人権侵害に対する条約上の追求

［ママ］には、国家の義務不履行という契機が不可欠」144という事情が介
在しているものと解される。国際法学説においては、条約の積極的義務
論を展開する学説に論及しながら、「条約が、私人間関係を含めて国家
に人権保障を義務づけることは、義務履行の手法がどのようなものであ
れ、国家にその権限を与えていることを前提としている。諸国が人権の
遵守を誓約し合うシステムは、国家による介入を国家間で承認し合うシ

143 中井・前掲論文（註127）42頁。
144 小畑・前掲論文⑴（註135）29頁。
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ステムでもある」145と指摘されるところである。
　欧州人権条約における議論を概観すると、欧州人権条約２条や８条に
関して積極的義務が問題となっていた事案のように、私人の侵害行為が
民事・刑事の法律で抑止されており、また、十分な規制をしなかった場
合には政府の責任が問われ、国家補償法等でその損害の塡補がなされる
制度があれば、国家の条約上の義務は充足されたことになるのであり、
人権規定の私人間効力論とは区分して考えることができる146。
　これに関して、Ｂ規約委員会は、2004年の一般的意見31「規約締約国
の一般的法的義務の性質」において、「人権を確保する国家の義務の中
には私人による侵害からもそれらの権利の享有を保護する立法その他適
切な措置をとる義務も含まれることを明確にした」147とされる。Ｂ規約
委員会は、Ｂ規約が特定分野において締約国が私人の行為についても積
極的義務を負うことを規定しているものとして、拷問又は残虐な、非人
道的な若しくは品位を傷つける取扱い等を禁じる７条、プライバシー保
護についての17条、職業や住居といった日常生活の基本的な側面に影響
をあたえるような分野における平等について26条を挙げている。その性
質上、私人間で問題になりやすい条約上の権利について、それを国内裁
判所で顧慮することは、日本国憲法の考え方とも、おおむね平仄が合う
ように考えられる148。

145 寺谷・前掲論文（註27）11-12頁。
146 この場面でも、「条約の下位にある法律や命令等により国際人権が保障され
ていれば、条約違反ではないのである。条約により約束した義務を、国内のい
かなる「法のプロセス」により実現するかは、国内問題であり、国際的には、
結果として国際人権が保障されていればよい」（高橋・前掲論文（註109）55頁）
ということができる。
147 中井・前掲論文（註127）43頁。
148 「私法の解釈適用にあたって「人権規定」の趣旨を勘案しなければならない」
ことを考えるうえで、「たとえば、他者の表現行為が自己の名誉・プライヴァ
シーを侵害するとしてその差止めを裁判所に求め、あるいは損害賠償を求める
私人は、憲法上保障されるべき利益を保護する積極的な国家行為を求めている
ことになる。こうした積極的保護を請求する権利は、国家自身が私人の権利・
利益を侵害することを禁ずる考え方のみからは導かれない。国家は、憲法が国
家の侵害から保護する私人の利益を、立法や司法を通じて、私人間においても
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Ⅳ　私人間に及ぶ人権の国際規律

１．国際人権条約の私人間への受け入れ構造

（１）条約の憲法的性格と法律的性格
　国際人権条約が私人を条約上の義務の名宛人としておらず、国際法レ
ベルでは私人を直接に拘束するものではないとしても、国際人権条約は、
公権力の行使によると否とを問わず、締約国において〈人間の権利〉の
一定水準が確保されていることを要求していると解されるのであって、
締約国は、なんらかの方法でそのような条約上の義務を履行することに
なる。とりわけ、条約が国内的効力を有する場合には、条約の国内適用
論の範疇として、国際人権条約の私人間適用を考えることになろう。
　憲法学の見地から条約の国内適用論を再検討した学説によれば、「国
内法化」された条約上の義務の国内的実施にあたり、国内的効力が認め
られた条約を、「憲法と同様に政府としての国家のみを名宛人とすると
解する立場と、法律と同様に私人間にも効力をもつと解する立場の両方
が、理論上は可能」149とされる150。
　そして、「憲法は私人間を直接カバーしておりませんが、もし……国
際人権条約が私人間の問題をカバーしているということになりますと、
これは非常に役立つ」151とされる。つまり、国際人権条約の法的性格を「憲
法に近いものと見るならばこれは国家しか統制しないということになり
ますし、法律に近いものだということになると、法律は私人間もカバー
しますから法律上の権利と同じように国際人権は私人間をカバーすると

保護すべき責務を一般的に負っていると考えざるをえない。そして、その理由
をたどれば、そもそもの国家の存立の正当化根拠へとさかのぼっていくことと
なろう」（長谷部・前掲書（註16）131-132頁）という関係が指摘されるところで
ある。
149 高橋・前掲論文（註109）55頁。
150 なお、芹田健太郎『国際人権法Ｉ』（信山社・2011年）29頁参照。
151 高橋和之「憲法の観点から：世界人権宣言の法的性格」横田洋三ほか監修『世
界人権宣言の今日的意義──世界人権宣言採択70周年記念フォーラムの記録』

（国際書院・2019年）38-39頁。
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いうことになる」のであって、「どちらの解釈が良いかという問題が残
されている」とされるのである152。
　国際人権条約の法的性格を憲法的なものとみれば私人間効力論の枠組
みで考えることになり、法律的性格のものとみれば私人間にも直接適用
される、そのいずれに解するべきかという問題提起をどのように受けと
めることができるであろうか。条約の国際法レベルの議論とは区別され
る、「国内法上の効力をもつにいたった」153レベルでの法的性格は、どの
ように判定されるのであろうか。国際人権条約も、規定の内容は種々で
ある。

（２）私人間の権利義務関係への人権規定の関わり方
　この問題の解明のために、角度を変えて、民法学説による私人間効力
論に関する説明を参照したい。

　「私人間の権利義務関係に民事法規範に加えて憲法の基本権規範
が関わるのは、何らかの権利が制限あるいは侵害された場合である
が、そのときの憲法規範の関わり方には２つの形がある。そもそも、
私人間の権利義務関係にはまず民事法規範が適用されるから、そこ
における権利の制限・侵害が法的に許されるか否かも、まずはその
民事法規範によって判断される。そして、その民事法規範だけでは
権利の制限・侵害が容認されてしまう場合に、侵害を受けた権利者
は憲法の基本権規範を援用する。そのときの援用の仕方は２つある。
一つは、◯ⅰ�適用される民事法規範の解釈において憲法規範を考慮す
べきだと主張する場合である。もう一つは、◯ⅱ�当該権利の制限・侵
害を認める民事法規範が違憲無効であると主張する場合である。前
者◯◯ⅰ�の場合には、民事法規範の解釈において憲法規範を考慮すべき
か、どこまで考慮すべきかが問題になる（例えば、三菱樹脂事件、
エホバの証人剣道事件）。憲法の私人間効力の問題である。後
者◯ⅱ�の場合には、民事法規範が違憲無効か否かが問題になる（例え
ば、森林法事件、証取引法インサイダー取引事件、学納金消費者契

152 高橋和之「憲法の観点から：世界人権宣言の法的性格」39頁。
153 高橋・前掲論文（註109）55頁。
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約法事件）。法律による権利侵害の違憲性の問題である。
　どのような場合にどちらになるかは、権利を制限・侵害された者
の主張の仕方による。そして、適用される民事法規範が民法のよう
な一般的な規範である場合（例えば、契約の自由、所有権の自由と
いった一般的な法規範）には、◯ⅰ�の憲法の私人間効力の問題とされ
ることが多い。というのは、一般的な規範は、他の広範な事案に適
用されるために、適用される民事法規を無効とすることが難しく、
他方で、一般的な規範であるために、その解釈をする際に一般条項
等を通して憲法規範を考慮する余地があるからである。民法につい
ていえば、最も広範な一般条項として１条の「公共の福祉」「信義」「権
利濫用」と２条の「個人の尊厳と両性の本質的平等」があり、私人
間の合意に基づく権利義務関係には90条の「公の秩序又は善良の風
俗」、他者の侵害から生ずる損害賠償の権利義務関係には、709条の

「他人の権利又は法律上保護される利益」がある。間接適用とはこ
れらの規定を介して憲法規範を考慮する場合である。以上に対し、
適用される民事法規範が特別法である場合には、◯ⅱ�の違憲無効の問
題とされることが多い。特別法であるから無効としても影響が限定
されており、他方で、規範内容が特定されているために一般条項を
通して憲法規範を考慮することが難しいからであろう」154。

（３）衡量と相対化の余地
　このように、民法の側からみれば、私法関係における人権規定の関わ
り方には、①法律の一般規定の枠内で憲法の人権規定の間接適用が行わ
れる場合、すなわち双方当事者の人権相互の衡量が行われ、憲法の人権
規定の相対化が生じる場合と、②法律の規定が違憲無効とされる場合、
すなわち対国家の枠組みで法律によって制約を受ける側の人権のみが相
対化を受けずに主張される場合とがある、ということになる。
　前出の〈条約の憲法的性格と法律的性格〉という問題は、国際人権条
約が私人間を含む締約国のすべての法秩序における条約上の権利の保護

154 瀬川信久「経済秩序をめぐる憲法規範と民事法規範」季刊企業と法創造６巻４号
（2010年）21-22頁。なお、小山剛「序章」ドイツ憲法判例研究会編・前掲書（註64）３頁。
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を求めるものであることを前提とする限り、私人間に国際人権条約の保
障を及ぼすにあたって関係する人権相互間の衡量が必要となるか、それ
とも、既に衡量済みの結果が規定されたものとしてそのまま適用すれば
よい──ただし場合によってはその衡量結果が違憲として否定されるこ
とがある──ものか、という問題に置き換えることができると解される。
　法律は、多くの場合に、対立する私人間の利益を具体的に調整した結
果を規定しているために、具体化不要かつ相対化不要ということになる。
　国際人権条約についても、その規定を私人間に及ぼすにあたって具体
化不要かつ相対化不要と解される場合には、私人間に直接適用が可能と
解されることになる。そこで、「一般国際法上の国家の義務は別として、
条約において国家が引き受けた義務については、各条約の解釈によるし
かない」とされるところ、「人種差別撤廃条約では、締約国は、すべて
の者が「輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般大衆の
使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利」を享有す
るに当たり人種差別を禁止し、法の前の平等を「保障」している（同五条）」
ということが注目される155。
　さらに、人種差別撤廃条約６条は、「締約国は、自国の管轄の下にあ
るすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じ
て、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別
の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の
結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を
当該裁判所に求める権利を確保する」と規定している。

155 芹田・前掲書（註118）29頁。ただし、「私的人種差別が継続的に相当規模で
行われていると推定される日本の現状に照らしてみれば、裁判所による個別救
済だけでは不十分」であり、「日本は、法的にも、政策的にも、私的人種差別
禁止法といった立法措置をとることが早急に求められている」（村上正直『人種
差別撤廃条約と日本』（日本評論社・2005年）230-231頁）という評価が強く、人
種差別撤廃委員会の総括所見においても繰り返し勧告されているところである。
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２．人種差別撤廃条約の私人間適用

（１）人種差別撤廃条約の相対化排除論
　条約に国内的効力があるとしても、「内容によってその実現方法は多
様である。人権条約は、一般に国家と個人の関係を規律するとされるが、
人種差別撤廃条約は、単に国家と個人の関係のみならず、私人間差別の
撤廃を強く意識した条約である。かかる条約の性格上、私人間関係への
条約適用が主張される」156ことになる。このように、人種差別撤廃条約
の私人間適用をめぐる問題状況は特異であるとされる。その点について、
国際法学による説明を確認したい。

　「人種差別撤廃条約２条１項⒟及び５条のように私人による人権

156 德川信治「ヘイトスピーチ事件──人種差別撤廃条約の私人間への適用可
能性［大阪高判平26・７・８］」平成26年度重判〔ジュリ1479号〕（2015年）288
頁。なお、国際人権条約一般の国内での私人間適用については、「従来からも、
私人間での人権侵害に対して、条約規定を援用して、請求を提起する例はみら
れた」とされ、「条約上の人権保障規定の私人間での適用には、憲法の人権保
障規定と同様に、直接適用説と間接適用説とが考えられる。憲法の人権保障規
定につき、わが国の通説・判例が基本的に間接適用説を支持することもあって
か、条約についても私人間での人権侵害に関して、間接適用にもとづく主張が
なされることが少なくない」といわれていた（高田映「人種差別撤廃条約の私
人間適用」平成11年度重判〔ジュリ1179号〕（2000年）291頁、岩沢雄司『国際法』

（東京大学出版会・2020年）531頁、540頁）。たしかに、住宅の賃貸借や住宅ロー
ン契約、会員制ゴルフクラブへの入会をめぐる訴訟において国際人権条約に言
及された裁判例はあるが、学説においてしばしば言及された大阪地判平５・６・
18判時1468号122頁にしても、そこでは「国際人権規約に照らした入居拒否の
評価はされておらず、その直接適用否定に関連した付随的言及にとどまってい
る」（佐藤文夫「公衆浴場入浴拒否と人種差別」平成14年度重判〔ジュリ1246号〕

（2003年）261頁）とされ、「裁判所は援用された規定の不法行為法の解釈・適用
の次元における間接適用について考慮しなかったもの」（高田・同頁）とされて
いた。他方、学説においても、「従来、条約の適用に関しては、締約国とその
国民という垂直的構造で考えられることが多いが、私人間という水平的構造で
どのように適用されるのか検討は十分ではない」（菊地・前掲論文（註105）18頁）
とされた状況は、憲法の人権規定をめぐる「百家争鳴」を経ても、大きくは変わっ
ていないように解される。
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侵害を禁止し平等を確保するよう求め、かつ、国内裁判所に被害者
の賠償請求権を認めるよう義務づける規定（６条）をもつ条約の場
合には少し事情が異なる。個人に対する国の義務の履行が第三者で
ある加害者の私権の制限を伴うこと、並びに、わが国では私権及び
私的自治に対するやむを得ない制限は立法によることを原則とする
ことに鑑みれば、小樽公衆浴場事件札幌地裁……判決が示したよう
に、私人による条約上の人権の侵害行為は、私人間関係を規律する
私法の枠組みを前提として、人種差別禁止の条約規範を不法行為の
違法性判断に読み込んで救済をはかることになる。ただし、憲法判
例に見られる社会的許容性の限度を超える侵害という基準を人種差
別撤廃条約違反の行為にまで持ち込むことには批判がある」157。
　「人種差別撤廃条約は、私人間のものであっても人種差別を禁止
し、終了させる義務（２条⒟）を課している。条約の立場は、人種
差別であれば、禁止・終了させられるべきであり、また、いかなる
人種差別の結果としての損害に対しても、公正かつ適正な賠償また
は救済が裁判所により与えられなければならない（６条）、という
ものである。営業の自由といった考慮事項は、あるとすればすでに
人種差別の定義のなかに織り込まれている。あえて「間接適用」し、
さらに人種差別であっても、相手方の営業の自由を考慮に入れて社
会的許容限度を超えているかどうかをみるという立場は、同条約の
趣旨と大きく乖離しているというべきであろう」158。

　人種差別撤廃条約を不法行為訴訟において「間接適用」することに対
しては、「人種差別撤廃条約にいう「人種差別」にあたると認めたものに
ついて、加害者側の利益をさらに考慮して損害賠償を認めない余地」を

157 薬師寺・前掲論文（註111）23頁。
158 小畑・前掲論文（註５）14頁。ただし、後述する小樽入浴拒否訴訟・札幌地
裁判決に関して、「本件判決は、原告の利益と被告のそれを衡量するという形
で論旨を展開する。また、その論旨を再構成するならば、本件判決は、入浴拒
否の目的を確定し、次いで、当該目的と入浴拒否という手段の合理的関連性の
有無を検討するものと理解することができるから、条約に即した論理を展開す
るものと考えることができ、妥当である」（村上・前掲書（註155）202頁）との
評価もある。
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認めることになると批判される。つまり、憲法の人権規定の間接適用の
枠組みの「実益」は、加害者側私人の自由を考慮したうえで判断できる
ことにあるとみて、「条約の構造上すでに人種差別の定義において加害
者側の正当な利益を考慮しても社会的に許されないものを挙げているの
であって、それに重ねて私的利益を考慮して規律の対象そのものを絞る
ことは、認められない」とされ、「そのような絞り込みは、……国際的
動向が全く想定しないもの」と指弾されるのである159。
　したがって、「間接適用という枠組みを用いるならば、条約上の人種
差別にあたれば、原則として不法行為の成立を認めるべき」であるとさ
れる。しかし、それは「相対化」を認めないことを意味するのであって、
それならば、むしろ「裁判所としては、人種差別撤廃条約、とりわけ６
条の直接適用として、損害賠償を認めるのがむしろ簡明といえるし、そ
れに格別の困難があるとは考えられない」とされる160。

（２）人種差別撤廃条約の私人間適用に関する裁判例
　こうした国際法学からの批判について検討するために、人種差別撤廃
条約の私人間適用に関する著名な裁判例を瞥見しておきたい。
　（ⅰ）小樽入浴拒否訴訟・札幌地裁判決
　Ｂ規約および人種差別撤廃条約を私人間に用いたものとして注目され
た、札幌地判平14・11・11判時1806号84頁は、「国際人権Ｂ規約及び人
種差別撤廃条約は、……その規定内容からして、憲法と同様に、公権力
と個人との間の関係を規律し、又は、国家の国際責任を規定するもので
あって、私人相互の間の関係を直接規律するものではない」と判示して、
人権の私人間適用における〈間接適用②〉の枠組みで条約を扱ってい
る161。〈間接適用②〉の枠組みをとるならば、被告側私人の権利や利益と

159 薬師寺ほか・前掲書（註113）80頁［小畑］。ここで批判されているような「判
断枠組み」は、「人種差別撤廃条約加入時の日本政府の見解を窺わせる」（同頁）
と評される、阿部康次「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」ジュ
リ1086号（1996年）75-76頁の考え方と同一とされる。
160 薬師寺ほか・前掲書（註113）81頁［小畑］。
161 このような判示については、「人種差別撤廃条約が私人間関係を規定してい
ないというのは、規定内容を見たとは到底思えない所見である。このような無
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の衡量が行われることになる。〈間接適用②〉では、私人による人権侵
害が成立するか否かは、被告側私人の権利・利益も考慮に入れて、「社
会的に許容しうる限度を超えている」かどうかによって判断されるから
である162。

理を冒すのは、この問題を憲法の私人間適用と同じ処理枠組みにもっていきた
いという誘惑がいかに強いかを示すものであろう」（小畑・前掲論文（註５）14頁）
との批判がなされている。なお、静岡地浜松支判平11・10・12判時1718号92頁
による「条約の実体規定が不法行為の要件の解釈基準として作用するものと考
えられる」との判示が人種差別撤廃条約について「間接適用を認めた初例」（佐
藤・前掲論文（註156）261頁）とされることがあるが、「直接適用を認める趣旨（条
約で禁止される行為であれば損害賠償請求権が生じる）なのか、それとも、「解
釈基準」というのが間接適用を意図しての表現なのかについての明言はなく、
不分明なところを残している」（高田・前掲論文（註156）292頁）ものであり、
それ以上に、「条約と国内法の関係について」の「裁判官の個人的な思い込みが
先行しているとしかいいようのない説明」や、「基本的人権の根拠付け」につい
ての「裁判官のモノローグにも等しい」長大な記述（阿部浩己『国際人権の地平』

（現代人文社・2003年）200頁）を含むものであって、判旨を論理的に検討する
ことは難しい。
162 「条約規定の私人間での間接適用は、条約上の義務の国内的履行という観点
からみる限り、条約上の義務の解釈として私人間の法律関係に影響を与えるこ
とが要請されていることを前提としてはじめて、関連国内法の解釈・適用ヘの
影響をもたらすもの」であり、そうした観点からは、「条約で私人間において
禁止することが求められる行為にあたるかどうかという問題に加え、加害者に
対する損害賠償請求を条約が救済として想定し、こうした救済を用意すること
を国家に義務として課しているかどうかという問題が間接適用の場合にも前提
問題として生じ、これに対する判断が求められよう」とされ、「さらに、一般
的には、条約の国内実施において認められる裁量の幅や「評価の余地」（margin�
of�appreciation）が認められる場合にこれを国内裁判の次元でどのように位置
付けるかという問題も生じる」ことが指摘される。ただし、「間接適用が広く、
国内法の解釈・適用の指針・規準・補強となるという意味合いからは、拘束力
のない国際的文書についても想定されうるものとすれば、とくに国内法上の一
般条項の解釈・適用などに関して……の詳細な議論をどこまで必要とするかは、
一つの問題として残されよう」（高田・前掲論文（註156）292頁）とされる。「間
接適用では、適用されるのは私法の一般条項であり、条約は、一般条項の解釈
基準となり、文字通り「間接的」作用──しかし重要な作用──を果たすので
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　（ⅱ）京都朝鮮学校襲撃事件・京都地裁判決
　これに対して、京都地判平25・10・７判時2208号74頁は、「人種差別
撤廃条約６条は、締結国に対し、裁判所を通じて、人種差別に対する効
果的な救済措置を確保するよう求めている。これらは、締結国に対し、
国家として国際法上の義務を負わせるというにとどまらず、締結国の裁
判所に対し、その名宛人として直接に義務を負わせる規定であると解さ
れる」とし、「このことから、わが国の裁判所は、人種差別撤廃条約上、
法律を同条約の定めに適合するように解釈する責務を負う」という。こ
こで示されているのは、国際法の国内適用における適合的解釈としての

〈間接適用①〉である163。しかし、「本判決は、条約上の人種差別とした

あり、その際自力執行性の存否は重要性をもたない」のであって、「間接適用
では、条約の自力執行性という高い敷居を回避しつつ、条約の私人間影響力
を高めうる」とされる（佐藤・前掲論文（註156）261頁）が、これは、国際法の
国内適用における適合的解釈としての〈間接適用①〉の意義をいうものであろ
う。ただ、〈間接適用①〉と〈間接適用②〉を区別せず、前出の静岡地浜松支判
平11・10・12、札幌地判平14・11・11および本判決を「条約の「間接適用」」と
包括する見解（奈須祐治「民族学校に対する示威活動等が不法行為にあたると
して損害賠償と差止めが認められた事例［京都地判平25・10・７］」新・判例解
説 watch14号（2014年）17頁）もある。
163 なお、「国際法は、国家機関である裁判所によって遵守されるべき法規範と
して常に働き続けている（国家機関に対する行為規範性）」（齋藤民徒「ヘイト
スピーチ対策をめぐる国内法の動向と国際法──人権条約の効果的実現への課
題と示唆」論ジュリ19号（2016年）96頁）という観点から、本判決がここで「条
約適合的解釈を条約上の責務と明示している」ことに注目し、「訴訟当事者に
向けた対他的な裁決規範をめぐる議論に終始してきた従来の国内適用論の限
界を超えて、自己に向けられた行為規範として裁判所自身によって条約が「直
接適用」されていることにも注目する必要がある」（齋藤民徒「私人間の差別行
為と人種差別撤廃条約の国内適用──街頭宣伝差止め等請求事件［京都地判平
25・10・７］」国際人権25号（2014年）113頁）と指摘される。この点では、「憲
法上の人権規定に対市民的効力を認めずとも、裁判所という国家機関が憲法上
の人権規定に拘束されるという原則から、私人間紛争に人権規定の効力を及ぼ
すことができる」とする見解（木下・前掲書（註41）48頁）に通じるものがある
ようにもみえる。しかし、京都地裁判決は、人種差別撤廃条約６条の解釈とし
て提示していることを重視すべきかもしれない。
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本件行為による損害への賠償と救済を同６条に基づいて行うという直接
適用の手法を採らず、あくまで間接適用を採った」164とされる。
　そのうえで、京都地裁判決は、「わが国の裁判所は、単に人種差別行
為がされたというだけでなく、これにより具体的な損害が発生している
場合に初めて、民法709条に基づき、加害者に対し、被害者への損害賠
償を命ずることができるというにとどまる」ものの165、「人種差別行為に
よる無形損害が発生した場合、人種差別撤廃条約２条１項及び６条によ
り、加害者に対し支払を命ずる賠償額は、人種差別行為に対する効果的
な保護及び救済措置となるような額を定めなければならない」としたの

164 藤本晃嗣「差別的発言を伴う示威行動とその映像公開が人種差別にあたる
とされた事例［京都地判平25・10・７］」新・判例解説 watch15号（2014年）337頁。

「かかる直接適用は可能と考えられるが、そうしなかった理由は示されていな
い」（同頁）。他方、本判決が人種差別撤廃条約２条１項⒟の「規定が国家を名
宛人とするものであるとしつつも、裁判所が国内法を条約適合的に解釈する義
務を前提に、私人間における人種差別の禁止・終了という本件規定の実体的価
値を、他の原理・原則による相対化についての言及なく民法709条に注入して
いる」ことから、「公権力を名宛人とする規範の私人間効力を論ずる際、その
実体的価値は常に私人間関係においても妥当するわけではない以上、私的自治
の原則をはじめとする他の原理や原則による相対化というプロセスを経てその
効力が及ぼされることになる」という意味での「私人間効力論における間接適
用の立場とは一定の乖離があるもの」とする指摘（福島力洋「人種差別撤廃条
約と、ヘイトスピーチに対する損害賠償・差止め［大阪高判平26・７・８判決］」
新・判例解説 watch19号（2016年）29頁）がある。
165 本判決の「民法709条所定の不法行為に該当すると同時に、人種差別に該当
する違法性を帯びている」という「言い回しからすれば、いわゆる間接適用を
超えて、条約に直接に基づく違法性を論じているようにさえ読める」として、
これを足がかりに「条約６条を裁決規範として直接に適用する道」が論じられ
る。同時に、「現行の国内法制を前提とする国内裁判所には、上位法である条
約が要請する権利救済を、国内法である民法709条の伝統的要件論に全面的に
従属させるような道しか残されていないのだろうか」との疑問も示され、「条
約に適合する国内法解釈として、法論理上、条約上の権利救済……に必要な限
りにおいて、民法709条から導かれる成立要件が部分的に変更を被る可能性が
残っているのではないか」と指摘されている。齋藤・前掲「私人間の差別行為
と人種差別撤廃条約の国内適用」（註163）114頁参照。
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である166。
　（ⅲ）京都朝鮮学校襲撃事件・大阪高裁判決
　その控訴審・大阪高判平26・７・８判時2232号34頁は、「人種差別撤廃
条約は、国法の一形式として国内法的効力を有するとしても、その規定
内容に照らしてみれば、国家の国際責任を規定するとともに、憲法13条、
14条１項と同様、公権力と個人との関係を規律するものである。すなわ
ち、本件における被控訴人と控訴人らとの間のような私人相互の関係を
直接規律するものではなく、私人相互の関係に適用又は類推適用される
ものでもないから、その趣旨は、民法709条等の個別の規定の解釈適用
を通じて、他の憲法原理や私的自治の原則との調和を図りながら実現さ
れるべきものであると解される」と判示して167、先の札幌地裁判決と同

166 裁判所は、「人種差別の加害者に対して、条約上の裁判所の責務を援用しな
がら、不法行為法における損害の認定を加重させ高額賠償を命ずるという方策
を選んで」おり、そこでは、「損害額の算定が裁判所の裁量とされていることも、
訴訟当事者に対する正当化の必要性を減じさせているのかもしれない」が、「国
内裁判所自身に向けられた行為規範として条約上の責務を導き、それを訴訟当
事者にそのまま提示してみたところで、私人間の紛争を解決する裁決規範が機
械的・即応的に供給される保証はない」として、「説得的な正当化を提供でき
ているか」について疑問が示される（齋藤・前掲「私人間の差別行為と人種差
別撤廃条約の国内適用」（註163）114頁）。
167 ヘイトスピーチと人種差別撤廃条約の関係が問題となった高松高判平28・
４・25LEX/DB25543016も、同様に、「人種差別撤廃条約は、国法の一形式と
して国内法的効力を有するものの、その規定内容に照らしてみれば、国家の国
際責任を規定するとともに、憲法13条、14条１項と同様、もっぱら公権力と個
人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定
するものではない」と判示した。これについては、「私人間の差別の撤廃を謳っ
てやまない人種差別撤廃条約について、このように日本国憲法の解釈を漫然と
類推するばかりでよいか」（齋藤民徒「ヘイトスピーチと人種差別撤廃条約［高
松高判平28・４・25］」平成29年度重判〔ジュリ1518号〕（2018年）297頁）との疑
問が示される。ただ、同判決は、「しかし、その趣旨は、本件事案において民
法709条等の実定法を解釈適用するに当たっても、十分に留意、尊重しなけれ
ばならない。即ち、人種差別を撤廃すべきものとする人種差別撤廃条約の趣旨
は、条約が「人種差別」として禁止し終了させる措置を求める行為の悪質性を
基礎付けることになり、当該不法行為の違法性、非難可能性の程度を評価する
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じく〈間接適用②〉の考え方を採った168。
　京都地裁判決も大阪高裁判決も、賠償額の算定という裁判所の裁量の
範囲内での対応であり、しかも賠償額が変わらないとすると、京都地裁

にあたって十分に考慮しなければならない」と判示しており、「人権条約の国
内適用を通して悪質な差別事案に司法的救済を付与した」（齋藤・同頁）ともみ
られる。
168 「裁判所のこの手法からは、百家争鳴状態とされる憲法の私人間効力論を援
用することで、一旦国際法を遠ざけ、さらに実体私法の解釈基準として、憲法
規定と条約を並び称することによって、条約を憲法解釈と同旨と判断し、国際
法解釈を回避している可能性が窺える」ものの、「本判決は、金額を変更せず、
不法行為による損害賠償制度に対する制裁や一般予防の性格を否定しつつ、人
種差別撤廃条約の趣旨を読み込んで人種差別の悪質性を指摘し、不法行為に
おける補塡機能の範囲内で効果的救済を行ったもの」（德川・前掲論文（註156）
288-289頁）と評価されている。裁判例において「賠償額の上乗せ的な要素を、
人種差別撤廃条約上の人種差別の認定の効果として認める傾向」が指摘され、

「賠償額の算定には、裁判官の裁量がある程度認められており、その裁量内で
の対応であるともいえよう」（同頁）とされるものの、そこには前掲註166のよ
うな問題も含まれる（なお、弁護士への懲戒請求の不法行為該当性に関する東
京地判平30・10・23LEX/DB25562093と、その控訴審である東京高判令元・５・
14�LEX/DB25570236参照）。それでもなお、「伝統的な間接適用の構えをとり」

（齋藤・前掲「ヘイトスピーチ対策をめぐる国内法の動向と国際法」（註163）
96-97頁）、「これまでの日本国内の不法行為判例の蓄積に、人種差別の違法性
や悪質性を編み込み、訴訟当事者への説得性を担保しながら、私人の行為規範
に比較的反映されやすい形で個々の権利救済を図っていくことこそ現実的な対
応かもしれない。いわゆる間接適用論に導かれた緻密な衡量の意義もそこに求
められる」（齋藤・前掲「私人間の差別行為と人種差別撤廃条約の国内適用」（註
163）114頁）と論じられる。その際、「国内裁判所は、国際人権基準にかなう条
約実現の責務を常に負っている。自らの責務を適切に果たすには、安易な自己
解釈によらず、現行の国際水準を学ばねばならない。そのため、条約解釈を国
内法解釈に解消してはならないことはもちろん、国内法解釈を導く間接適用に
あっても、関連する国際的な解釈例の参照は不可避である」（齋藤・前掲論文（註
167）297頁）。なお、「間接適用の手法は、憲法規範を念頭に発展してきた解釈
論であり、人権条約の関与には独自の考慮が必要となる」として、５つのポイ
ントが摘示されている（齋藤・前掲「ヘイトスピーチ対策をめぐる国内法の動
向と国際法」（註163）97-98頁）。



論　　　説

北法72（1・79）79

判決の特徴的な条約適合的解釈論も、その効果が分かりにくく、却って
〈間接適用②〉の枠組みを明示する大阪高裁判決のほうが、衡量過程が
明らかになるとの評価もありえよう。

（３）直接適用の可能性と間接適用の意味
　これまでの考察に基づき、私人間の紛争に際して国際人権条約上の権
利の侵害が主張される場合、国内裁判所における国際人権条約の私人間
適用としては、当該条約において「国内的に妥当するよう期待されてい
る規則群としての規範」（規範β）の実現を考えればよいことになろう。
　私人間適用の態様としては直接適用（〈直接適用⒝＝相対化不要〉）も
間接適用（〈間接適用②〉）も考えられるが、それは規範βが憲法的性格
とみられるか法律的性格とみられるか、すなわち私人間適用に際して双
方当事者の間の衡量を必要とするか、すでに衡量済みのものかにも依存
すると解される。
　国際人権条約、とりわけ人種差別撤廃条約の私人間適用をめぐる問題
は、相手方私人の利益を考慮に入れて人種差別禁止が相対化する余地を
認めるか（間接適用）169、それとも条約の規定は他方私人の利益も考慮し
たうえで実定化されているのだから、もはや他方私人の利益との衡量は
必要なく、人種差別禁止の相対化は許容されないと考えるか（直接適用）、
というところに要諦があると考えられるのである。
　国内的妥当を期待されている規範βが、第１に、憲法18条の私人間へ
の直接適用のように、相手方私人の権利主張を認める余地がないと解さ
れる場合、および、第２に、「基本的人権に関する条文が、いわば実体
的な権利を抽象的に保障するのではなく、ある自由に対する特定の方法

169 「端的に民法解釈の際に人権条約が適用されたと構成すれば足りる」ので
あって、「憲法と国際法で区別せず、等しく民法解釈の参照先と捉える……場
合、用語上混乱を招きやすいとされる「間接適用」の「基本権規定の私人間への」
それと「条約」のそれは区別する必要はない。いずれにしても、直接適用され
る民法規定の解釈において、憲法及び国際条約の「趣旨」あるいは「価値」が読
み込まれることになる」（寺谷・前掲論文（註27）11頁）とされるが、人権の私
人間適用における〈間接適用②〉の枠組みは、「相対化」の契機を含むことに留
意が必要である。
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による侵害を禁止し、またはある特定の場合、もしくは方法による侵害
のみを許容する場合（例・一八条後段・二九条三項・三一条・三三条）
には、個人の基本的人権といわゆる「公共の福祉」との調整ということ
は憲法のレベルですでに完結しているので、あらためて相対化される余
地はない」170とされるように、対立する利益の衡量が既になされている
と解される場合171には、私人間でも〈間接適用②〉の枠組みによらず、〈直
接適用⒝＝相対化不要〉が可能であると考えられる。また、憲法学にお
いては、穏健な無効力説である新無効力説の流れを汲むと解される最小
限直接適用説が、「公私の連続性の観点から、私人間における人種や性
別にもとづく差別が二級市民性を構造的に再生産する場合には、民主主
義の条件として、市民的地位の平等を保障する憲法14条が私人間にも直
接及ぶ」172としていることも参照されよう。
　ただし、憲法優位説を前提とすれば、前述の第２の場合には、論理的
には、条約の規定する調整結果が違憲とされる場合がありうることにな
る173。そのときには、下位規範としての条約規定について憲法適合的解

170 尾吹善人『日本憲法──学説と判例』（木鐸社・1990年）279頁。「憲法が、「検
閲」（二一条二項）とか「拷問」（三六条）のように、ある自由の特定の侵害の仕
方を禁止し、あるいは、人を逮捕するには裁判官の令状が必要（三三条）とい
うように、特定の方式による侵害のみを許している場合には、憲法があらかじ
め、個人の自由と公共の福祉の要請との調和点を特定しているのであるから、
それらの人権がさらに公共の福祉によって制約されることはない」（尾吹善人

『基礎憲法』（東京法経学院出版部・1978年）93頁）。
171 「憲法は、人身の自由の保障を明示するまでもない当然の前提としたうえで、
その自由を公共の福祉により制約せざるをえない場合に、自由の制約としての
身体拘束が「不当」とならないために最低限必要な条件を列挙するというアプ
ローチをとった」（高橋・前掲書（註58）299頁）、あるいは、「逮捕令状主義の
規定も、……捜索令状主義と同様に、「人身の不可侵」や「身体の安全」という
実体的な権利保障があることを前提とした上で、この保障を解除するための手
続要件を明示したもの」（大石・前掲書（註64）107頁）ともいわれる。
172 巻・前掲論文（註35）279頁。
173 ただ、憲法優位説を前提としても、国際人権条約の規定の適用が違憲とさ
れる事態が、私人間の権利・利益の衝突を調整する国内の法律の場合と同様に
想定されるかは疑問である。
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釈を行うことも可能という筋合いになりそうである174。そうした私人間
適用における憲法適合的解釈は、〈間接適用②〉の枠組みに接近するよ
うにみえる。
　しかし、そのような再衡量は、国際法学説の懸念するように、条約の
趣旨を制約するものであり、憲法98条２項が「日本国が締結した条約
……は、これを誠実に遵守することを必要とする」としていることから
も、慎重に行わなければならない。
　その意味では、「法律が整備されずに私人間で人権「侵害」事象が生起
し、それが国際人権を頼りに裁判所に持ち込まれた場合に、いま裁判所
が国際人権をどうにかこうにか適用するか、それとも法律の不備のせい
にして「被侵害側」を負けさせる判決を下すかの二者択一が、すなわち
その時点での「全体としての国家」の「国際法上の義務違反」の有無を決
することになる。つまり、裁判所は（イ）国内事件で国際人権の「私人
間適用」を行うか、それとも（ロ）国家機関の一部として国際法上の義
務違反を犯すか、という瀬戸際に立たされる。この場合裁判所は、立法
的解決を待つべきである、という逃げ台詞は使えない」175という指摘が
重要である。「国際人権の私人間適用が求められる事案では、すでに法
律がない（国際法上の義務違反その一）がゆえに当該事案が発生してい
るのでもあり、法律に待つべきであるという思考に立った無効力説（な
いしそれに近い間接適用説）は、わが国全体としての国際法上の義務違
反のダメ押しとも言いうることになる」のである176。
　憲法の人権規定の私人間効力論が人権実現プロセスでの国会と裁判所
の役割分担（裁判所が介入することの要否）の問題とされるのに対し、
ここでは、日本国の国際法上の義務違反の避止の問題がかかっているこ
とに注意しなければならない。裁判所に「法律がなくとも、憲法上の人

174 憲法優位説の下で、私人間適用において条約の規定に対して憲法による再
調整が求められることについては、〈間接適用②〉の枠組みでの対処を批判す
る国際法学説においても、認識されている。前掲註116参照。
175 棟居・前掲書（註100）220頁。なお、自国の国際法違反を避止する国内裁判
所とりわけ最上級裁判所の責務について、齊藤正彰『国法体系における憲法と
条約』（信山社・2002年）345-346頁、386-387頁、402-403頁参照。
176 棟居・前掲書（註100）220頁。
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権規定を援用して人権保障の役割を果たすことを認めようという……人
権保障の「プロセス」の変更」177がなされるには、侵害の態様・程度が「社
会的に許容しうる限度を超える」ことが必要とされるかもしれない。他
方で、憲法98条２項の「「誠実に遵守すること」とは、「日本国が締結し
た条約」の性質に応じて、当該条約に内在する要求を可能な限り顧慮す
ることを求めるもの」178であるとするならば、条約に内在する私人間の
規律要求の尊重は、98条２項の憲法的決定に基づくものといえる。私人
間についての規律を含む条約を締結した以上、国内裁判所においても、
そうした国際規律を可能な限り顧慮することが、「誠実に遵守すること」
に適うのではなかろうか。その場合、私人間に及ぶ人権の国際規律の国
内的実施については、人権侵害の態様・程度が「社会的に許容しうる限
度を超える」ことが常に必要であるとはいえないであろう179。

おわりに

　〈人間の権利〉を保護するために、国家は、法律を制定して、人々の
行為を規制し、利害の衝突を調整する。その際の国家の活動に行き過ぎ
や不足があったために〈人間の権利〉が損なわれた場合の救済のしくみ
が憲法による人権保障である。
　人々の間の利害衝突の調整については、憲法に特段の規定がある場合
は別として、法律による調整結果が人権を損なう疑いがあれば違憲審査
がなされる。調整が立法によって具体化されていない場合には、裁判所
の憲法解釈による人権規定の私人間適用が論じられる。その際の人権規
定の私人間への及ぼし方については、具体的な私法関係の性質や問題と
なる人権の性質に応じて考えてゆく、というのが憲法学の到達点であろ
う。
　従来、直接効力説・間接効力説あるいは新無効力説の対立と捉えられ
てきたものは、憲法の人権規定をどの程度明示的に投入するかについて

177 高橋・前掲「国際人権の論理と国内人権の論理」（註111）75頁。
178 齊藤・前掲書（註175）243頁。
179 村上・前掲書（註155）215頁参照。
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の程度の違いにすぎないと解される。具体的な私法関係のレベルで、憲
法規定を直接適用できるか、すなわち加害者私人の権利利益の主張を封
じてよいか、間接適用において利益の衡量を行うべきか、殊更に憲法規
定を持ち出さず民法解釈において処理すべきか、という議論は、今後も
ありうる。しかし、それは、具体的問題の解決にあたって憲法規定をど
のように用いるかについての手法の選択をめぐる、いわば下位分類の問
題であろう。
　条約が「国家を義務づける法」であるとしても、国家は、領域内にお
いて国際人権条約上の権利を保障することを、多数国間条約の枠組みを
用いて条約締約国集団あるいはそれらからなる国際社会に対して約束す
ることで担保したと理解すべきである。そのような国際人権条約の性質
から、その内容を憲法解釈に援用すること等によって国際人権条約に間
接的な憲法的地位を認め、「憲法に対するのと同等の尊重ないし配慮」
を確保することが、国際人権条約の企図にとって有用である180。さらに、
国際人権条約が国家権力の法的統制を条約という枠組みによって実現し
ようとするものであるならば、国家権力の制限という立憲主義の意味を
そこに看取することができる。国法体系内部での人権保障が必ずしも十
全ではないことに鑑みて、人権保障を国際的な監視の下に置くのが国際
人権条約であるならば、その構想を多層的立憲主義と呼ぶことも許され
るであろう181。
　立法による私人間の利害調整についても、それが不備・不十分であっ
た場合の裁判所による対処についても、日本は多層的立憲主義の標準装
備と考えられる主要な国際人権条約における個人通報制度を導入してお
らず、他の私人による侵害行為からの保護を政府が適切に行っているか
を監視するしくみが不足している。それだけに、条約の誠実な遵守につ
いての憲法98条２項の憲法的決定に適うような、国際人権条約の私人間
適用を国内で自律的に実現することが求められるのではなかろうか。

180 齊藤・前掲書（註12）72-73頁、79頁以下参照。
181 齊藤・前掲「新たな人権救済制度がもたらす人権規範の共通化」（註97）26頁、
同「憲法の国際法調和性と多層的立憲主義」北星学園大学経済学部北星論集52
巻２号（2013年）312頁。
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＊引用に際して、原典に付された圏点や下線は（それぞれの文献における用法
に相違があることもあり）すべて省略した。
＊本研究は JSPS 科研費 JP20K01287の助成を受けたものである。




