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研究成果の概要（和文）
：
国際紛争処理手続としての事実審査手続は 19 世紀末にはすでに整備されていたものである
が、長らくその利用実態や実際的意義について明らかとされてこなかった。本研究はこうした
事実審査手続について、とりわけ国際連合によって頻繁に用いられるようになっていることを
ふまえ、その利用実態を調査し、それが現在の平和的紛争解決および国際安全保障を促進する
上で有する意義の解明を試みた。
研究成果の概要（英文）
：
International inquiry was introduced as a means of peaceful settlement of international
disputes as early as at the end of the 19th century. Though, it had been scarcely resorted
to by disputing States nor developed in practice as well as in academic literature. However,
the United Nations recently came to employ it actively. The aim of this research is to
research into actual examples of employment of international inquiry, or fact finding
mission as is sometimes called, by disputing States and International Organizations, and
to examine its role and purposes in the process of peaceful settlement of international
dispute.
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１．研究開始当初の背景
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２．研究の目的

調査手続きは、そうした客観的な国際法の解

釈適用をはかる上で必要とされる前提的な
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４．研究成果

決原則の妥当性をはかる上でも重要な意味

（１）手続の利用実態調査に関する成果

を有する。

事実審査は任務を委ねられた審査委員会
による関係者からの聞き取り、実地調査、委

３．研究の方法
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複雑化する国際紛争との関わりにおける

択・提出をもって行われるが、これらの手続

事実調査手続きの意義という研究課題につ
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実調査と紛争当事国間の交渉との関係など、
他の紛争処理手続と事実審査手続きとの関
係に特に着目することとした。

（２）手続の役割・意義の調査に関する成果
本研究を通じて得られた資料に基づく事

以上の観点からまず、利用実態の現状を調

実審査手続の意義に関する本格的な評価は
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および実務家への聞き取りを行い、調査結果

摘できると思われる。まず①事実審査手続は
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とするものであること、またそのために、②

続が紛争処理手続として導入・整備された際
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ることを、その積極的な意義として有する。

が事実調査手続の利用状況の中にどのよう

しかし他方で、③事実審査を進める上での証

拠の収集方法やその評価の方法については、
もっぱら事実審査委員会を担う者、またそれ
らの任命者(国際組織・機関)への信頼・権威
によるところが大きく、上記のような積極的
な意義を実際に果たすための制度的な保証
が欠けていること、また④とりわけ人権侵害
事案のような場合には事実認定と法的評価
を厳密に分離することが困難であり、そのた
めに紛争当事者による審査結果の受け入れ
を困難とする可能性を潜在的に伴ってもい
るということも指摘することができよう。

これら本研究に関わる研究成果について
はいまだ公表に至っていないが、補完的な調
査・検討の上で資料および論文として今後公
表していく予定である。
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