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はじめに  

小松万希子（3回生 被告第 2代理人） 

	 この報告書は、Philip C. Jessup Moot Court Competition 2017の世界大会に本年度の日本代
表として参加した経験を伝えるため、京都大学の国際法学研究会が作成したものです。 

	 同大会は、毎年 12 月に日本で行われるジェサップ国際法模擬裁判大会の本戦に当たる
もので、４月上旬にアメリカ、ワシントン D.Cで開催されています。約 80カ国、100を越
える大学やロースクールから優秀な学生が集う、世界で 大の模擬裁判の大会です。 

	 この世界大会への参加は、一法学部生としてだけでなく、将来を考えるにあたり国際的

な視座や経験を身に着けたいと思う学生として非常に得難い経験であり、これまでの大学

生活のなかで も刺激的といって過言ではないものでした。大会の行われた６日間を通し、

日本チームは様々なことに挑戦し、確かな手ごたえを得ることができたと思います。しか

しながら同時に、上位に勝ち進む世界のトップレベルのチームとの差にも多く気づかされ、

まだまだ日本チームは上を目指さなければならない、と痛感した大会でもありました。 

	 したがって、この報告書は、世界大会についての包括的なまとめと、それを基にした今

後本大会に出場する日本チームが何を改善すべきなのかという考察の二部から構成され

ています。この報告書を一つの契機として、今後日本チームが世界での栄光を勝ち取って

くれることを願ってやみません。 

	 後になりましたが、今回の大会では National Administratorの西井正弘先生、本研究会
顧問の濵本正太郎先生をはじめとする先生方、日本国際法学生協会（JILSA）の皆さま、
本研究会 OBOGの皆さまを含め、非常に多くの方々にお力添えを頂きました。特に、三菱
UFJ国際財団様からは、多大なるご支援を頂きましたこと、この場を借りて深く御礼申し
上げます。 
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第１章	 大会の流れ  

長縄遼太郎 （3回生 補佐人） 

	 まず、大会に関連して行われた行事のスケジュールについて、続いて、各行事の簡単な

紹介を示す。（特に表記のないものに関しては、メイン会場である Hyatt Regency Washington 
on Capitol Hillで行われた。） 

4月 9日（Sun） 

10:00〜14:00  チーム登録 

14:00〜16:00  Team Orientation 

18:00〜      Preliminary Rounds スケジュール発表、対戦相手メモリアル配布 

4月 10日（Mon） 

9:00〜21:00   Preliminary Rounds 1〜5 

（11:00〜13:00 : Preliminary Round 2 京都大学被告 1試合目） 

（19:00〜21:00 : Preliminary Round 5 京都大学原告 1試合目） 

4月 11日（Tue） 

9:00〜21:00   Preliminary Rounds 6〜10 

（14:00〜16:00 : Preliminary Round 8 京都大学被告 2試合目） 

4月 12日（Wed） 

9:00〜21:00   Preliminary Rounds 11〜15 

（11:30〜13:30 : Preliminary Round 12 京都大学原告 2試合目） 

20:00〜24:00  Announcement Party （Ultra Barにて、上位 32チーム発表） 

22:00〜      決勝ラウンド進出校メモリアル交換、原被決定 

4月 13日（Thu） 

9:00〜13:30   Run-Off Rounds 1〜2 （上位 32チームによる対戦） 

16:00〜18:00  Oct-Final Rounds 

21:00〜24:00  Go-National Dress Ball 

4月 14日（Fri） 

10:00〜12:00  Quarter-Final Rounds 
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14:00〜16:00  Semi-Final Rounds 

19:30〜21:30  映画上映（ALL RISE: Journeys to a Just World / The Uncondemned） 

4月 15日（Sat） 

11:00〜12:00  Discussion with the Compromis Author, sponsored by the Fletcher School 

14:00〜17:00  White & Case Jessup World Championship Round 

21:00〜25:00  Final Gala and Announcement of Awards （ 終結果発表） 

4月 16日（Sun） 

9:00〜        成績表配布 

A. Team Orientation 

チームオリエンテーションは、Hyatt Regency（大会のメイン会場）の Ballroomで行われた
1。主な内容は以下の通りである。 

①  参加国・参加校紹介 

大会に参加する2大学名を国名と共に司会者が読み上げ、チームメンバーが前方の舞台

の上に自国の旗を掲げていく。呼ばれて前方に向かうまでにも各チームの特色が出てい

て面白い3。 

②  大会運営者・スポンサー挨拶 

大会運営責任者及び White＆Caseの代表者から、大会参加者に対して激励が行われた。 

③  大会規則説明 

	 規則についての確認を Orientation内でも行う。内容としては、事前に公開されている公
式規則において確認できることが主であった。 

B. Preliminary Rounds 

予選は Hyatt内の会議室や Suite Roomにおいて開催された。基本的に自チーム以外の試合
を観戦することはできない。 

C. Announcement Party 

                                                
1 会場内で も広い部屋であり、各パーティや決勝 Roundもここで開催された。 

2 計 91の国と地域、128チーム（加えて、エキシビジョンチーム 19チーム）となり、過
去 大規模の大会となった。 

3 京大チームはスーツで出席したが、私服で出席しているチームもいた。 
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決勝 Round進出に進出する 32チームの発表が行われる。今大会では Hyattから徒歩 15分
ほどの Ultra Barで行われた。発表まではお酒などが振る舞われ4、各チームが激しい音楽

に合わせてダンスを踊っていた。発表が行われたのは案内されていた時間よりも遅い時間

であった。 

D.  Run-Off Rounds 〜  Final Round 

決勝 Roundに残ったチームの試合が行われる。観戦は自チームが既に敗退している場合は
行っても良い。Run-Off Roundsなどでは観戦者の人数は多くなかったが、Final Roundは試
合会場前に行列ができるほどの盛況ぶりであった。 

E.  Go-National Dress Ball 

各チームが自国を表す象徴的な衣装を着て参加するパーティ。模擬裁判を忘れて純粋に他

チームとの交流を楽しむことができる。京大チームは、浴衣や剣道着、漫画キャラのコス

プレなどといった格好で参加した5。 

F.  映画上映  

本大会（2014年度）を題材にした ALL RISE6とドキュメンタリー映画の The Uncondemned
を視聴することができる。 

G．Discussion with the Compromis Author, sponsored by the Fletcher School 

大会参加者が問題文作成者に対して、疑問に思っていたことを質問することができるイベ

ント。参加者が会場中央に配置されたマイクを用いて質問を行い、それに対して作成者が

裏事情なども絡めながらフランクに答えてくださった。 

H．Final Gala and Announcement of Awards 

終的な結果発表が行われるパーティ。決勝 Roundsに残ったチーム、メモリアル上位 20
校、個人弁論上位 20名が読み上げられ、記念品などの進呈、記念撮影などが行われた。
後のイベントということもあり、静かに自チーム内で健闘を称えあうチームもあれば、

音楽に合わせて激しく踊っているチームもあった。  

                                                
4 有料。また、このパーティに限らず、お酒が出る場では、毎回パスポート・IDの提示が
求められる（飲酒できるのは 21歳以上）。パスポートを持っていないと会場にすら入れて
もらえない場合もある。 

5 日本の衣装に興味を持ってくれるチームも多く、写真撮影をお願いされることもあった。 

6 本大会の様子や見所を、上手く短くまとめた面白い映画だった。 
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第２章	 大会結果報告  及び  結果分析  

結果報告（原告）  

10日  19:00〜  Trinidad and Tobago戦  
（京都大学原告  ●  v. ○University of the West Indies, St. Augustine 被告）  

茂野新太（3回生 原告第 1代理人） 

	 原告の初戦は対 Trinidad and Tobago戦であった。このラウンドからは多くの教訓を得た
ものの、当事者として自らの主張を通し、相手方への反論を準備するなかで、余裕をもっ

て俯瞰的な分析をしている暇はなかった。そのため、私が観戦した Octo-final、Quarter-final、
Semi-final、Final の観戦結果も一部交えつつ、世界大会における原告の弁論を報告しよう
と思う。 

	 とはいえ、第一法廷を無視するわけにもいかないため、軽く各裁判官・代理人の印象を

記しておく。法廷は比較的質問が少なく、Canada 人の裁判長と、 Italy の National 
Administrator、及び United Statesの若手研究員で構成されていた。 
	 第一試合の相手校の論証の内容は事前の準備で対応でき、メモリアル交換の際も大規模

に対応を変化させる必要はなかった。第一代理人はいかなる質問も自らの主張に有利な形

で処理し、パフォーマンスの面でも優れていた。将来は国家のエリートであろう。第二代

理人の弁論は第一代理人のそれよりもやや見劣りしたが、日本のレベルと比べれば十分に

高評価といえる。思うに、二人の差は熱さにある。実際、全く同じ弁論・質問対応であっ

ても、弁論者の人となり、つまりは情熱的か、冷静か、友好的か、威圧的か、などが彼・

彼女らの弁論のトーン、スピード、表情、緩急に現れる。これを踏まえて Judge Kohは、
Jessup 2015 Final Roundの講評で、弁論を音楽、すなわち Self-expressionに喩えたのだろう。 

	 初戦では自らの経験不足を反省した。日本人以外の裁判官に緊張してしまったのである。

特に原告第一代理人は 初に裁判官と対峙するため、頭に血が上り、「文節間で『あー』

だの“Hmm”だの多すぎるよ」と同期に指摘された。よく Non-nativeが理想とするのが、質
問対応でもペースを保持する弁論だが、質問対応で動揺が多かった模様だ。動揺はひとえ

に経験・自信の不足に由来する。英語・表情・質問対応がその経験不足を投影し、代理人

の人格的な信頼を下げ、ひいては、彼・彼女の法律論の信憑性を奪う。記憶を辿れば、質

問は予測の範囲内で、リスニングにも問題はなく、スピーキングも、続く対 Jamaica 戦で
は回復した。思うに全ては練習不足に起因する。私の練習方法は、Jessup 決勝のビデオを
シャドウイングし、さらにそれを録音して聞き、残るは弁論練習であった。ビデオでは基

本的に明朗な英語で話す人物が舞台に立ち、高速・長大な質問をカバーする対策にはなら

なかった。多様・高速な英語に触れられるリソースを用いた追加的な学習が必要であろう。

見知らぬ裁判官の前で弁論する経験を多く積むことも同じ目的に資す。実際に、Trinidad 
and Tobagoの第一代理人はこの理想像を体現し、言葉に重みをもたせていたし、この要素
はトーナメント上位に行くほど各代理人に見られた。 

	 さて、弁論技術に移るが、原告第一代理人が多く用いるのが効果的なイントロダクショ

ンである。通常、彼・彼女らは 1分ほどの代理人の紹介の後、第一論点に移行するが、そ
の前に、事件の事実概要を挟むのである。ただ事実を客観的にまとめるのでは時間の無駄

であり、なすべきは少々法的な視点も取り入れた原告寄りの事実の再解釈である。 初に

話せるという立場を活用しつつこの作業に成功した暁には違法行為を特定でき、さらに保

護法益を明示することでその後の議論でも結論が容易に予測できるようになり、裁判官と
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問題意識を共有できる。この手法は私も含め数多くの原告が取り入れていたが、今回の世

界大会で個人的に も感心したのは Singaporeの代理人であり、曰く“The present dispute had 
derived from the Respondent’s water extraction in its entirety.”であった。なお、この手法は原告
第一代理人に特に多くみられるだけであり、他の代理人も十分活用できる。 

	 世界大会では証拠の使い方にも高い技術が見られた。そもそも証拠とは絶対不可欠では
ないし、依存すべきでもない。極端に自国に有利な法的結論を不躾に下すと、裁判官の常

識と乖離し、各自が持つ広範な知識から予想外の質問を食らう。一方、常識の範囲内の事

実理解・法解釈を数段階に渡って行い、各段階で妥当なリーズニングを付せば、強硬な反

発を避けつつ、請求文と同じ結論に誘導できる。反対に、自らの強引な主張を証拠の存在

のみに依拠して通そうとすると、裁判官に証拠と本件の差異を指摘されて援用を否定され

ることになる。大事なのはリーズニングであり、その過程が妥当な限り論証は通る。証拠

は、リーズニングに信憑性を付すためにこそ添えられるべきである。 
	 次なる課題は、証拠の出し方である。裁判官の講評に散見されたように、代理人の任務

は弁論において説得的な論を展開し、相手の論の信憑性を下げる点にあるが、この目的に

資すことができればクリティカルとされ、評価が得られる。証拠の出し方は以下の二つに

大別できる。 
	 第一に、論の冒頭で証拠を紹介し、自らの弁論を確固たる国際法上のベースに乗せる方

法である。国際司法裁判所の判例など、証拠が著名であればあるほど、裁判官の頭の中に

論証を想起させやすく、問題意識の共有が容易となる。すなわち、イントロダクションの

直後、“This Court in the Nicaragua case in 1986 confirmed defined an illegal intervention as …. 
Similarly, in the present case, ….”といった風である。世界大会の印象として、裁判官の大半
は Compromisの事実は当然に読んできており、さらに、国際法上の著名な判例やそこで示
された概念も常識として知っているかのようであった。とすれば、詳細な説明を省いて

初から判例に依拠して論を展開しても、独りよがりに終わる可能性は低いだろう。 
	 第二に、原告と被告では認識を共有できる部分とできない部分があり、後者をいかに自

国寄りに説得的に主張し、請求文につなげるかが弁論であることの理解を前提にして、証

拠を活用する方法である。すなわち、前者に膨大な証拠をつけて弁論をされても意味はな

く、後者に相手国より権威の高い証拠をいかに付すかが重要であろう。この原告と被告の

認識の分岐点に証拠は配置されるべきである。その際、被告であれば、原告が分岐点に付

してきた証拠を古すぎる、非法的文書である、と言って明示的に否定することもできよう。 
	 後に、価値に疑いがある証拠しか有していない場合、例えば論点が 先端の議論であ

り、国内法廷しか証拠がないとか、法的評価が全くない、といった場合は、Quarter-final
の Jamaica 原告のように、 初からその疑いに理解を示せば、証拠の信憑性を疑う質問は

大方回避できる。“This Court can rely on domestic courts’ decisions to confirm customary 
international law, as this Court did in the Jurisdictional Immunity case.”というのが彼の第一声で
あった。 

	 タイムマネジメントは主体的に行うものである。私の対 Jamaica戦の Canada人の裁判官
は講評で、法廷をコントロールせよ、と繰り返し、具体的には質問対応の先頭でその対応

の構成を説明することを求めた。“If I may answer the question by the following three reasons, 
…”といえば、大概の裁判官はその 3つを 後まで聞いてくれる。 
	 また、担当する 2論点には等しく時間を割くのが理想形である。私の担当は第一・第二
論点だったが、論証の分量を 3：1と決めつけ、21分のうち第一論点に 15分を割いた。だ
が、世界大会では裁判官はすべての論点に同等の価値を見出し、しばしば各論点に 10 分
ずつ求めた。例えば、第一論点が冗長な弁論者は、“Ok, please go to the next point.”とまれ
に制止される。一方、上手い弁論者は、10分を超えて第一論点への質問が長引くと、“In the 
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interest of my time, after this question, I’d like to move onto the next submission.”と冒頭に挟み、
明示的、主体的に進行を行っていた。法廷の司会は裁判長でも廷吏でもなく、弁論者であ

る。 
	 さらに、無駄のない弁論が見られた。第二代理人であれば、第一代理人と被るイントロ

ダクションなどは飛ばし、挨拶の直後、第三論点に踏み込む。また、被告であれば、原告

と争わない点は 大限に短縮し、“There are three Applicant’s submissions. Irrespective of the 
former two points, the largest question is the third.”と言いつつ 大の争点に至るとかであった。

日本大会でも無駄は避けていたが、世界大会では実践が徹底していた。 

	 2、3分とはいえ、反論の論点の選択は決して軽視すべきではない。まず反論・再反論の
流儀は、反論 2分、再反論 1分、前半二論点から 1点、後半二論点から 1点が無難だ。法
廷の進行を鑑みると、原告は全論点から選択肢を与えられる。この好機では、対 Jamaica
戦の裁判長が私を指さしながら諭したように、被告が築き上げた主張を根底から覆し、か

つ、原告の立場を立て直せる論点を選ぶべきであり、重箱の隅を突くような些末なものに

終始してはならない。その点、Quarter-finalの Jamaica原告の反論は、被告の論証を説明・
否定した後で、さらに自国に有利にまとめた点でストーリー性があり、理想的な反論であ

ったと言えよう。 
	 なお、反論担当者には、被告の主張を聞いて、Co-agentとカウンセラーの示唆を受けつ
つ、自ら反論を構成できるレベルに Co-agentの論証を熟知しなければならない。 

	 法廷における振舞いも、強豪校ほど洗練されていた。国家の代理人はプロフェッショナ

リズムが求められるが、日本大会では、観戦した Germanyの世界大会経験者曰く、代理人
席や、弁論台にまで多くの資料を持ち込み、知識の無さを露呈する代理人が多かった。一

方、世界大会では、試合前の握手から講評を聞く態度まで、風格を漂わせる代理人が散見

され、さらに彼・彼女らはダンスパーティーなどでも人生を大いに楽しむ豪壮な人々で、

方や己の小ささを恥じた私はここで筆を置くことにする。 
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12日  11:30〜  Jamaica戦  

（京都大学  原告  ●v. ○  Norman Manley Law School）  

西村翔太郎（3回生 原告第 2代理人） 

	 原告の第二戦は、Jamaica チームと対戦した。決勝法廷では緊張からか、持ち前の完璧
な質問対応・プレゼン技術に若干の狂いが生じ、準優勝に終わったものの、予選や決勝ラ

ウンドまでの Jamaica の被告の弁論能力は圧倒的であり、観戦した京大の弁論者・サポー
ターの誰もが彼らが優勝すると思っていた。たった 22分の口頭弁論だが、Jamaicaチーム
との対戦は、自身の能力や経験不足、想定の甘さ、Jessup 世界大会のレベルの高さを痛い
程感じさせてくれた。以下では、この試合を振り返りながら、世界大会と国内大会の違い・

日本チームが世界大会で上位に勝ち進む為に改善すべき点を考察したいと思う。 

	 まずこの法廷で感じた世界大会と国内大会の顕著な違いは、裁判官の質問量の多さであ

る。控えめに言っても、国内大会の決勝の質問量の三～四倍はあるように感じられた。国

内大会では弁論者が主張の大半を説明し終えてから裁判官が質問を開始するのに対し、世

界大会では裁判官の質問が弁論時間の大半を占めるため、ジグソーパズルを組み立てるよ

うに、質問一つ一つを丁寧に答えていくことで、全体として一枚の絵のような主張を構成

する必要がある。この点を意識したシンプルな立論を心掛ける必要があると思われる。ま

た、裁判官の質問の内容にも違いが見て取れた。国内大会ではあなたの主張を支える根拠、

及び実際にあなたのいうような国家実行があるのかなどという、次の質問と連関のない、

また本件の事実とあまり関係のない質問が多いのに対し、世界大会の裁判官の質問は、う

まく答えなければコンプロミの事実との祖語・co-agent との主張の矛盾が生じるような、
仕掛けが施されている質問が多いと思った。これは、部分的には裁判官がコンプロミの内

容を隅々まで把握しているか否かに起因しているように思われる。また、世界大会の裁判

官は国際法の知識を有さない方も多く、論証の中身よりもパフォーマンス面が重視される

というアドバイスもあったが、決してそんな事はなかった。少なくともこの法廷の裁判官

全員が、双方の代理人が証拠として援用した ICJの判決の中身は熟知していたし、越境帯
水層・衡平原則・水、食物の権利・相当の注意義務などの十分な知識を有していて、簡単

な質問は一切なかった。これは、各大学内で弁論練習を行う際にも、裁判官側で入る人間

が、弁論者と同等の知識を身に付ける必要があると感じられた。 

	 この法廷での自身の弁論はこの二年間において も苦しいものとなった。 
致命的なミスは、主張の選択である。僕が第三論点で選択した主張は、条約の一般規程を

解釈し、それを国家に具体的な義務を課すように解釈するものだった。証拠は付いたもの

の、一般的に受け入れられている解釈とは言い難かった。結果、この法廷では『あなたの

前提には立つことはできない』と断言され、代替主張を展開せざるを得なくなった。どん

な論証にも欠陥があると仮定し、あらゆる事態に対応できるよう準備しておく必要がある

と感じた7。また、一般的に受け入れていない規範の定立は、少なくとも世界大会では受け

が悪いと断言できる。この点につき、日本の国内大会では良い規範が見つからなければ、

強引に都合の良い慣習法の成立を試みる傾向があるように感じるが、少なくともそれは国

                                                
7 これはタイムマネジメントでも同じことが言える。これでもかというほど時間に厳格で
あったり、大幅に延長してでも弁論者の立論を理解したいという裁判官もいた。普段の弁

論練習でも、一論点あたりの時間を変えながら、弁論練習を行うことは有益であると考え

る。 
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際スタンダードではないように感じられた。対戦校の書面を見ても、規範はおおよそ誰も

が考えるものであり、その小規範の導き方、事実の使い方（この点においてジャマイカチ

ームは圧倒的だったが、これを説明するには本件の問題の細かい事実が必要となるため省

略する）において差がつくのだと思われる。また、第四論点で、水の権利享受に関して間

接差別が存在したのではないかという質問に対し、自由権規約委員会の一般的意見を証拠

として援用しつつ正当化を図ったのであるが、「あなたは直接差別と間接差別の違いを熟

知していないに違いない」と返答の途中で切り上げられてしまった。僕としては、両者の

違いについては熟知していたつもりであったので、裁判官との意思疎通ができなかったこ

とが悔やまれる。第一代理人の茂野の報告と重複することになるが、英語力、コミュニケ

ーション力、代理人である弁論者が与える全ての impressionが、その国家の主張の妥当性・
説得力を左右するのだと強く思った。英語表現・発音が稚拙で、落ち着きのない印象を与

えてしまっている弁論者には、裁判官は十分な知識を有していないのだという印象を抱き、

聞く耳を持ってくれないのだと強く感じた。海外チームとの間にはプレゼン・経験におい

て決定的な差があり、日本チームが早急に改善すべき課題だと思われる。 

	 ちなみにこの法廷では、被告の第一代理人は主張を時間内にまとめることができなかっ

たのだが、裁判官が第二代理人に、第一代理人の残りの主張を説明するように促すと、彼

は見事に主張をまとめて見せたのである。要するに第一代理人、第二代理人が、反論・再

反論の担当を問わず、全論点を把握し、質問対応ができるまで準備をする必要があると感

じた。 後に強調しておきたいのは、国内大会で優勝したところで、世界レベルではスタ

ートラインに立ってもいなかったということである。それくらい Jamaica チームとの差は
歴然であったし、その差を埋めるには、弁論者一人の約二年間の努力だけでは不十分であ

り、京都大学全体、さらには日本の国内大会全体のレベルを高める必要があると思われる。

この試合で感じた自分の悔しさや失敗を糧にしながら、日本チームが少しでも上のチーム

に勝ち上がれるよう、将来の Jessup出場者の指導に貢献したいと思う。 
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結果報告（被告）  

10日	 11:30~	 Albania戦  

( Hëna e Plotë (Bedër) University 原告  ●v. ○  京都大学  被告 ) 

小松万希子（3回生 被告第 2代理人） 

	 予選は原被２回ずつ、計４回他チームと対戦することになるが、その初戦が京大被告と

アルバニアの対戦であった。自チームの出場する試合以外の観戦は禁じられているため、

予選裁判官の質問の傾向など、まったく事前の情報がない中挑むこととなった。 

	 裁判官は三人とも多く質問をする方で、特にそのうち２人は、質問に答え始めるも「そ

れとこの点も…」と、途中で遮って次の質問をかぶせてくることも多く、法廷をいかにコ

ントロールするかという面で、対応が難しかった。また国内での予選に比べ裁判官の問題

に対する知識量が圧倒的に多く、慣習法の議論における国家慣行や 新の安保理決議など、

弁論において証拠として用意しているものについては、その弱点を含め大方事前に知られ

ていた。そのため、証拠の名前を言うと即座にその妥当性やフォーラムの違い、他の事例

との整合性など、代理人にとって「ごまかしておきたかった部分」を的確に指摘されるこ

とが多かった。 

	 アルバニア原告は、英語も非常に流暢で(基本的に、Jessup世界大会に来るチームのなか
で英語が流暢でないのは日本チームぐらいだといっても過言ではない)聞き取りやすく、何
より裁判官の質問に対し、いくら追い詰められようと焦りを顔に出さない点、弁論の流れ

を途切れさせない点が非常に印象的であった。 

	 裁判官からの講評では、まず、裁判官に引きずられるのではなく、代理人がいかに裁判

官を有利な結論に導くことが大切であるという指摘をいただいた。この点、京大のチーム

が裁判官に引きずられがちになったのは、法的根拠の細かな妥当性にまで話が及んだとき

や、実質的な主張の根拠、いわゆる「べき」論をいかにドラマチックに、説得的に話すか

など、即座に練った英語の文章では対応しきれないような場面であることが多かったから

だと思う。この点、どうしても事前に想定しきれないような質問にどう臨むべきかなど、

弁論における対処法についての考察を本報告書後半に詳記してあるので、参照されたい。 

	 しかし、かといって京大チームが法廷で相手校に引けをとっていたかというと、そうで

はなく、結果としてこの試合は、各代理人の弁論の点数、そしてメモリアルの全ての要素

において、京大チームが白星を挙げた。特に、この法廷の裁判官の一人を本年度の問題文

を作成された Brooks教授が務めておられ、この教授が京大チームにとても高い評価をくだ
さったことは、確かな手ごたえにつながった。世界大会においては、周りの弁論がとにか

く落ち着いていて、裁判官の方々も弁論態度について指摘されることが多いため、態度に

よって全てが決するかのような雰囲気があるが、そこに主張の法的妥当性や綿密な法律論

も基礎として伴わなければ、点数は伸びない。 
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12日	 14:00~	 ウガンダ戦  

(Law Development Center 原告  ●v. ○  京都大学  被告 ) 

小松万希子（同上） 

	 被告第二戦目は、ウガンダとの対戦であった。ウガンダの代表校であった Law 
Development Center は、ウガンダ中央にある法科大学院で、チームのメンバーも皆大学院
生とのことだった。 

	 この法廷の裁判長を、アメリカの国防省で国際法の担当をされている女性の方が務め

ていたのだか、この方が予選４試合のなかで も厳しく、質問の量も圧倒的であったよう

に思う。タイムマネジメントより議論を深めることを優先されており、全ての代理人が与

えられた時間を 7分以上オーバーし弁論した。実質的正当性に関する質問が非常に多く、
主張のなかに少しでも「政治的に」妥当性が担保されないようなものがあれば、法律論だ

けでなく、その正義について真っすぐに批判する質問が矢継ぎ早に飛んできた。両チーム

とも裁判官への対応に大変苦労したが、それでもウガンダのチームが、アルバニアと同じ

く一切表情を崩さず、 後まで流暢に弁論をしきったのは、流石というほかない。 



2017年度  世界大会報告書 

京都大学国際法学研究会 

 

 14 

	 講評ではやはり、法廷をコントロールする能力について述べておられた。裁判官は時折

あえて論証の末端に話題を引っ張り、ペースを乱すことで代理人の力試しをすることがあ

る。そのような時には、代理人は時にその流れを明示的に止め、質問が本題に関係しない

こと、問題となる議論が本来は何であるかを述べた上で、少々強引にも議論をもとに戻す

ことが必要だと仰っていた。問題は、いかに一連の「強引な」誘導を、裁判官に納得して

もらいながら、エレガントに行うかである、と。 

本試合は、結果として京大チームが勝利した。正直なところ、試合を終えた時点では負

けていてもおかしくはないと思ったのだが、 後は細かな法律論の部分で競り勝った。ス

コアシートを見ても、一試合目のアルバニア戦に比べ、点数は拮抗していた。 
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世界大会におけるメモリアルについて  

茂野新太（3回生 原告第 1代理人） 

	 ILSA のホームページを訪れれば8、過去の 優秀メモリアルが大量に手に入る。それら

を読んでみると、世界大会と日本大会では、メモリアルの様が随分異なるように思われる。 

	 まずは両者の比較をすると、日本のメモリアルには法的三段論法が多い一方で、世界の

メモリアルは後述するように、英米法的である。 

	 まず日本のメモリアルでは、①大規範②小規範③事実への適用④結論、と規範とそれら

の本件（問題文）へのあてはめが峻別されている。利点としては、規範と事実の対応関係

が明確になる点が挙げられ、実際、規範に含まれる一般的な名詞を本件の固有名詞に変換

すればことは足りる。例えば、 

①Under [大規範], States shall not [do] (sth). 
②This rule can be interpreted as [事実を当てはめるための規範の解釈（小規範）] 
③In the present case, [適用]. 
④In conclusion, the Respondent’s action has violated international law. 

	 しかし、抽象的な大規範を先頭に置く以上、議論の推測が難しいため、見出しで違法行

為を特定するなど、結論が予想できるような工夫が必要である。そもそも法的三段論法は、

学術的な論証に用いられ、法を自国の弁護のための道具として使う模擬裁判にはそぐわな

いとまで言われている。 

	 もし工夫の時間があるなら、海外メモリアルに倣い英米法系の書面を書くことを薦める。 
	 論理展開は判例法的であり、訴訟を前提としつつ、有力な先例とのアナロジーを効かせ

る。なお、国際法の大家である Oppenheim や Brownlie、Show などに限られるが、本文に
おける学説への依拠も見られる。 

	 もちろん英米法的なメモリアルにもリスクはある。 
	 第一に、ICJ規程 59条の下、判例はその当事国しか拘束しないため、先例には拘束され
ない。しかし、ICJ 自身がしばしば先例に依拠していることから、実質的法源と見なしう
る。 
	 第二に、先例のほんの一部分に強引なアナロジーを効かせてはならない。確かに、引用

箇所の一文だけを読めばそこには魅惑的な規範が見いだせるかもしれない。しかし、その

一文の他の規範との関係、当事国間の関係など、先例全体を視野に入れなければ、先例に

依拠すべきではない。そのような周辺事実が当該一文に不可欠の要素である場合、本件と

の差異が援用を妨げる。 

	 一方、以上のリスクを相殺するほどの英米法的メモリアルの魅力は、妥当な主張の書き

方に適している点にある。前提として、英米法は、中立的・学術的な「論証」ではなく相

手国を訴える「主張」を前提とするため、常に本件の事実を踏まえた論理展開をする。こ

れがゆえに、海外メモリアルは規範とあてはめを混ぜて書き、先例と本件の比較を逐一行

                                                
8  https://www.ilsa.org/jessuphome/2014-08-15-09-28-47/jessup-archives (2006 までが入手可
能。) 
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うため、規範部分が独立・分裂しておらず、あてはめで頭を切り替える必要がない。これ

は次の「読みやすさ」に直結する重要な要素である。 

	 優秀なメモリアルは読み物としても優れているが、特に論理構成が意識されている。こ

の論理構成が拙いメモリアルは読む裁判官を混乱させ、一旦 後まで読んでから 初に戻

って全体の論証を再確認させてしまうのだが、これは以下の技術で回避できる。 
	 まず、ICJ は二国間の紛争解決の場である以上、争点の明示は必須である。実際、争点
とそれに対する自国の立場の明確化により、主張の予測が容易にできる。具体的には、各

主張の先頭で相手国の主張の予想をし、対立する先例に言及することで達成できる。 
	 さらに、次のように、大見出しの直後のイントロダクションで、以下の展開を説明する。 

I. THIS COURT HAS JURISDICTION OVER ALL OF ALFURNA’S CLAIMS SINCE ALFURNA IS STILL A 
STATE 

Only States can be parties to cases before the International Court of Justice (‘ICJ’).1 Once a State 
has been rightfully established, international law provides no criteria to determine its continued 
existence [A]. In any event, Alfurna still satisfies the customary criteria for the creation of 
statehood as reflected in Article 1 of the Convention on the Rights and Duties of States2 
(‘Montevideo Convention’) [B]. Alternatively, even when these criteria were not satisfied, Alfurna 
bases its statehood on the customary principle of continuity of statehood [C]. 

A. International law provides no criteria to determine Alfurna’s statehood 

[…]9 

	 また、論理の飛躍を防ぐために、接続詞(Moreover, However, In addition, etc.)を見出しの
先頭や文頭に置き、論証間の関係を明確にする。 

	 さらに、表紙やフォーマットはデザイン面でも優れているし、脚註にも統一性がある。

表記ゆれも見られない。これらの芸当は書面の形式のルールから逸脱せず、内容も十分で

あることを当然としたうえの強者の余裕である。 
	 例えば先例を引く際にも、“クオーテーション”を使ったり事件名を斜体にしたりしてお
り、いちいち「かっこいい」。 

As demonstrated in Tinoco,2 this is premised on government’s control of state machinery, crucial 
to fulfilling the international obligations of the State. 
2 Arbitration between Great Britain and Costa Rica, 18(1) AJIL 147, 157 (1924) [“Tinoco”].10 

	 脚注にも一定の特徴がある。 
	 まず、ICJ の判決は積極的に使う。模擬裁判でお世話になった裁判官がよくおっしゃる
のは、裁判官にとって自らの法廷である ICJの先例は、判決間での矛盾を防止するために、
強力なオーソリティーになる、ということである。 
	 また、慣習法の立証、反証には大量の実行、判例、学説、国連文書などを付す一方で、

些末な論点や初学者でも知っている常識的な議論については註一つで済ませ、字数の短縮

を図る。 

                                                
9 Jessup 2013 513A. 

10 Jessup 2012 483A. 
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	 先述したように、原則として妥当な論証に支えは要らない。よって、判例・学説・実行

はその常識のサポートにのみ使われるべきである。規範とあてはめを混ぜた形の主張をす

るメモリアルでは、事実に註をつけるものも見られる。 

	 世界大会のメモリアルは、英語圏の大学に限らず英語が洗練されている。思うに違いは、

しばしば複雑な概念を一言で表すラテン語11を用いるほどの語彙力や文の緩急、音読した

際のリズムなどであろう12。世界大会の過去メモリアルを読んで、気に入った表現をノー

トなりに書き溜めておくと語彙力向上に効率的である。さらに英語に堪能な帰国子女に英

語のブラッシュアップを依頼するのも、評価を上げる重要なステップだ。 

	 後に、超人でない限り決してメモリアルは一人では書けない。恥ずかしがらず、また

は不要なプライドに阻まれずにたくさんの有能な先人に自らのメモリアルを見せ、フィー

ドバックをもらうべきである。実際に、私は、メモリアル提出前の 1か月間は 3日に一回
は先輩に見せていたし、同期同士で見せあうのもいい。そして、論証の成長過程を詳しく

知っている人は、メモリアル添削の際に必ずバイアスがかかるため、読み手を意識した文

章にするには、初見の人に見せる過程を忘れてはならない。 

	 以上を踏まえれば、説得的なメモリアルが書けるし、日本モギ裁判界を席巻する法的三

段論法を採らずとも、国内予選で高評価を受けることができる。 

 

 

 

 

                                                
11 Ipso facto, per se, de minimis etc. 

12 基本的に英語文法のミスはないし、そのチェックのためには Grammarlyといったアプリ
を駆使するのもいいだろう。 
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世界大会における弁論について  

前田原作（3回生 被告第 1代理人） 

	 日本の弁論と世界で評価される弁論の一体何が違うのか。ジャッジからいただいた講評

で も核心的な点は、「いかに法廷をコントロールするか」という点であった。 

	 日本の弁論では、おうおうにして弁論者はジャッジに対して受け身である。すなわち、

ジャッジの立場が絶対的に上であると認識した上で、ジャッジの機嫌を損ねないような弁

論をする大学が多く見受けられる。だからこそ質問には限りなく答え続けるし、ジャッジ

の関心に応じてタイムマネジメントがぶれてしまう。 

	 しかし、世界で見た弁論者の多く、特に決勝や準決に進むような強豪校の弁論者は、よ

り貪欲で能動的であった。彼らは確かに恭しい態度で丁寧な言葉を使う。しかし、自分た

ちがジャッジを導くのだという意識のもと、言うべきことを言った後には、時には質問を

切り、時には流れを遮ってまで次の論点に移っていった。 

	 この世界の弁論のあり方について、あるジャッジが講評で述べていた。「弁論とは弁論

者と裁判官のタンゴであり、あなたたち弁論者こそが我々法廷をリードしなくてはならな

いのだ」と。この主体性の差こそが日本と世界の弁論の差を生み出すのである。では、ど

うすればこのような弁論ができるのか。 

	 本章ではこの点について、我々が観戦した強豪校の弁論、特に決勝に進んだジャマイカ

の代理人の弁論を参考にしながら、以下 5点、[I]弁論の構成、[II]質疑対応、[III]タイムマ
ネジメント、[IV]パフォーマンス、[V]弁論練習の方法に分けて検討する。内容の都合上、
少々専門的な話に終始してしまうことにつき、ご容赦いただけたら幸いである。 

 

I. 弁論の構成  

	 弁論の構成というのは、私見だが、弁論者が も頭を悩ませ、かつ、悩ませるべき項目

であろう。われわれ京都大学が国内大会を通じて考えてきた構成は、間違っていたわけで

はないが、かといって、決して 善でもなかった。この点につき、はじめに[I-A]国内予選
と世界大会の評価基準の差を検討することで、なぜこのような差が生まれたのかという理

由を分析する。そしてそれをもって、[I-B]ジャマイカの弁論をたたき台に、世界大会に向
けた弁論の構成の一案を提示したい。 

I-A. 国内予選と世界大会で異なる評価基準  

I-A-1. 国内予選の評価基準 

	 日本の弁論、少なくとも京都大学の弁論と世界の弁論の も大きな違いは、主弁論とい

う概念であろう。我々を含め、日本の弁論には前提として、主弁論という自分が読み上げ

るべき「固定化された一つの原稿」がある。そして、その主弁論を読み進める途中で裁判

官から質問が来るたびに、「主弁論とは別個のものとしての回答」を行い、主弁論に戻る

という作業を繰り返している。 

	 これは、国内大会においては、多くの裁判官の主眼が主張の内容の良し悪しに置かれて
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いることに由来すると思われる。すなわち、国内大会で裁判官が主に興味を持っている点

は、弁論者のプレゼンテーションではなく、弁論者が話した主張の論理的・学問的妥当性

自体である。したがって、弁論者はおうおうにして一方的に主張を読み上げ、ジャッジは

時折法的知識などの質問を挟むものの、弁論者の主張を 後まで聞いた上で、自らの頭の

中でその妥当性を検討する。故に、上記のような弁論のスタイルが、多少差異はあれ、各

大学共通の型として認識されているのだと思われる。 

I-A-2. 世界大会の評価基準 

	 では、なぜこの形の弁論が国内大会では評価され、世界大会で通じないのか。 も大き

な理由は裁判官が評価する点の差であろう。 

	 世界大会の裁判官は（少なくとも我々があたったジャッジの多くは）、本件にどのよう

な判決を下すべきなのかという点を念頭に、厳密な法的妥当性よりも、いかに弁論者が裁

判官を納得させられるかという点に注目していた。すなわち、裁判官は問題解決という視

点から、弁論者が述べた主張に対する限界事例や、実際の事例などを挙げながら、対立す

る利益に関する質問を多く投げかける（予選段階は決勝や準決などと大きく裁判官の姿勢

が異なり、多い時には一人の弁論者に対して 30回以上別々の質問があびせられていた）。 

	 そして、弁論者がそのような懸念を、質疑を通して解消しながら、いかに自分の主張を

進められるか（=法廷をコントロールできるか）という点を評価するのである。したがっ
て、求められる弁論のスタイルは、裁判官の質問に誠実に答えながら、その回答を通して

次々と主張を展開させていくスタイルであり、「主弁論」と「回答」の区別がない、とい

うより、あってはならない（我々が観戦した法廷では、裁判官が”Never go back to the script”
とまで述べていた）。 

	 さて、日本国内と世界で評価される弁論の差異を述べた上で、我々にとって も重要な

点は、いかに世界で通用する弁論を身につけるかという点である。この点につき、もし仮

に我々が英語に全く不自由しないのであれば、固定化された原稿など作らず、証拠のメモ

を手元に裁判官と自然に、会話をするように弁論を進めることで、この目標は（ある程度）

達成されるであろう（決勝のシドニー大学第二代理人はこのスタイルの極地に近いと思わ

れる）。 

	 しかし、そもそもなぜ我々がかように徹底して原稿を作るかといえば、英語が非母国語

であるからに他ならない。問題となるのは、英語に不自由な我々が、どのような準備をす

ることで、世界基準で評価される弁論ができるようになるかという点である。 

	 この点で、ジャマイカ（彼らの英語はとても流暢であるが）の弁論は徹底的に工夫され

ている印象があり、日本人の弁論においても参考になるのではないかと思ったため、以下

で取り上げさせていただく。 

I-B. 世界大会に向けた弁論の構成について  

	 ジャマイカの弁論を見て特に感じた点は、「論証を個々にブロック化した上で、質問対

応として全体を構成する」というものである。この点を説明するために、まず「＜ブロッ

ク＞化」について、次に「一般的な質疑の対応」について簡単に概要を述べ、この弁論の

構成を明らかにしていく。 
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I-B-1. ＜ブロック＞ 

	 前提として、日本の弁論の多くは自分の請求を一つの壮大な物語のような構成（いわゆ

る三段論法）に立脚させており、論証を全て説明しきらなければ主張が立たない。そもそ

も三段論法がモノローグ的証明に用いられる道具であることを考慮すると、これでは裁判

官との対話を通して主張を展開するという、世界大会で求められる基準に即しづらい。 

	 ここで、＜ブロック＞化の概念が意味を持つ。すなわち、まず一つの請求文に対して、

自分が絶対に裁判官に伝えたいことを箇条書きして、それぞれを＜ブロック＞とする。こ

こで重要な点は、弁論者は壮大な物語を綺麗に語り切れなかろうと、口頭弁論を通じて

（「主弁論」と「質疑対応」の区別なく）、裁判官の懸念を解消しながら、全ての＜ブロッ

ク＞を裁判官に届け切れれば、主張は立てられるということである。 

I-B-2. 質疑対応 

	 次に、質疑対応につき、一般的な質疑対応では、裁判官の質問に対して「簡潔かつわか

りやすい答え（Aは Bである）＜トピックセンテンス＞→論理・証拠＜サポート＞」とい
う形で答えられる。 

	 具体的には、 

Ø (Judge) “I think your State’s conduct breached the principle of non-intervention we held in 

1986 Nicaragua decision. Do you ask us to reverse the precedent?”  

Ø >(Agent) “We disagree to that point. The principle of non-intervention is irrelevant in the 

present incident for the following two reasons: first, XXXX; and secondly, XXXX.” 

	 といった流れである。基本的に高校で学ぶ単純な英作文の構造を基礎にしており、それ

を書面ではなく口頭で伝えるだけの違いである。 

 

I-B-3. ジャマイカの口頭弁論の構造 

	 ジャマイカの、特に第二代理人は、この２つの考え方を徹底的に利用することで、原稿
など何もないような雰囲気のまま、次々と主張を展開していたと思われる。どういうこと

か。 

	 一点目に、まず彼は自らの請求文を＜トピックセンテンス＞として、個々の主張を＜サ

ポート＞として配置していき、各主張に移るたびに今度はその主張に対する国家の立場を

簡潔に＜トピックセンテンス＞として述べ、理由や証拠を＜サポート＞として述べていく、

というように、質疑対応だけでなく、弁論全体でこの「質疑対応」の形式を徹底するので

ある。これにより、「主弁論」と「質問原稿」の境目が限りなく目立たなくなり、原稿を

読んでいるのではなく、裁判官と対話している印象が強く残る構成であった。また、どれ

だけ質問が繰り返されても同様の形式での回答が待っており、論証に全く途切れがなく、

まさしく立て板に水のような弁論になっていたのも大きな魅力であろう。 
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	 そして二点目、これが も大きなメリットであるが、上記の構成はとかく＜ブロック＞

が届けやすいのである。具体的には次の図を見ていただきたい。先ほど I-B-1 で述べたよ
うに、弁論者の目的は全ての＜ブロック＞を裁判官に届け切ることである。しかし、裁判

官から嵐のように質問が飛び交うなか、質問に答えながら「質問とは別の主弁論」に流れ

を戻すのは難しい。 

<図 1> 

 

	 この点、上の図 1の＜パターン 1＞のように、質問に対する回答や、その理由づけの 1つ
として、自分の話さなくてはならない＜ブロック＞(”主弁論”)を混ぜ込むことで、裁判官
の質問にさも噛み合っているかのように答えながら、自分の主張が展開できるのである。 

	 また、自分が次に届けたい＜ブロック＞とは多少ずれた質問がきた場合でも、理由づけ

を述べる中で話題を次の＜ブロック＞に寄せながら、＜パターン２＞のように次の＜ブロ

ック＞にスムーズにつなげるやり方もある（例えば、証拠として判例を説明しながら、本

件との類似点の話に移り、自分の次の＜ブロック＞に移るなど）。 

	 そして、少し乱暴ではあるが、時間の都合などであらかじめ自分の届けたい＜ブロック

＞が決まっているならば、裁判官がその周辺に関する質問をした時に、＜パターン３＞の

ような形で、無理やりその＜ブロック＞の話題を出すこともできる（なお、余談であるが、

ジャマイカの第二代理人はこの＜パターン３＞をさらに応用して、裁判官の質問を利用し

ながら、代替主張、いわゆる譲りの論証に移行したりもしていた）。 

	 いずれにせよ、どのパターンにおいても弁論者による法廷の支配という意識が根底にあ

り、自己暗示に近いものである。 

質問 回答<トピックセンテンス> 理由1 <サポート1>. XXXXXXXXXXXXXX

理由2 <サポート2>. XXXXXXXXXXXXXX

理由3 <サポート3>. XXXXXXXXXXXXXX

<パターン1>
理由づけの1つとして自分の話さなくてはな
らないブロック（”主弁論”）を混ぜ込む。

↓
ブロックが終わり次第、”I would turn to the 
more contentious question XXXX” などと述

べて次のブロックにつなげる。

質問の意図を読み取りどうすれば自分の
ブロックにつなげられるかを計算する。

<パターン2>
質問に対応した上で“This brings the next question 

XXXX” などと述べて関連する次のブロックにつなげる。

<パターン3>
裁判官の質問を自分のブロックに直接繋げられ
そうならば、多少誤差があっても、”Your 

question directly leads me to the question that 
XXXX”などと述べてブロックにつなげる。
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<図 2> 

 

	 この２点を組み合わせた場合、弁論原稿は上の図２のような構造になると考えられる。
すなわち、すべて特定の「質問」を想定した上で、「＜トピックセンテンス＞→＜サポー

ト＞」の形を踏襲しながら、自分の話すべき＜ブロック＞（図中の赤枠）を樹形図のよう

に羅列させるのである。この原稿は、例えば＜パターン２＞なら、＜Ground 1-1-2＞から
<Ground 1-2>に飛ぶ、＜パターン３＞なら、＜Ground 2-1＞の主張を展開しながら、頃合い
を見て質問を利用して＜Ground 2-2＞に飛ぶなどして使われる。なお、図中の白枠は、本
質的には読まなくても良い＜ブロック＞（＝いわゆる質問原稿）であり、裁判官の関心に

応じて、裁判官の懸念を解消するために小出しにしていく原稿である（例えばある証拠の

裁判所規定上の適用可能性など）。 

<図 3> 

 

<Claim 1>

<Ground 1> Fact 1 reaches Conclusion 1

<Ground 2-1> Fact 2 arrives at Conclusion 2

<Ground 2-2> In any event, Fact C comes to Conclusion C

<Ground 1-1> Acts 1-1 is permissible under Law 1-1

<Ground 1-2> Authority 1-2 supports Understanding 1-2

<Ground 1-3> Notion 1-3 is irrelevant to Position 1-3 

<Ground 1-1-1> Notwithstanding the Applicant’s submission 
1-1-1, Authority 1-1-1 supports Understanding 1-1-1

<Ground 1-1-2> Authority 1-1-2 is in favor of Position 1-1-2

<Ground 1-1-3> Fact 1-1-2 indicates Conclusion 1-1-2

<Ground 2-1-1> Authority 2-1-1 supports Understanding 2-1-1

<Ground 2-1-2> Fact 2-1-2 indicates Conclusion 2-1-2

<Ground 2-2-1> Irrespective of the Applicant’s submission 
2-2-1, Fact 2-2-1 indicates Conclusion 2-2-1

<Ground 2-2-2> Notion 2-2-2 is irrelevant to Position 2-2-2 

<Ground 2-2-2-1> Authority 2-2-2-1 is in favor of Position 2-2-2-1

<Ground 2-2-2-1> Position 2-2-2-1 does 
not have ground in international law

<Claim 1>

<Ground 1> Fact 1 reaches Conclusion 1

<Ground 2-1> Fact 2 arrives at Conclusion 2

<Ground 2-2> In any event, Fact C comes to Conclusion C

<Ground 1-1> Acts 1-1 is permissible under Law 1-1

<Ground 1-2> Authority 1-2 supports Understanding 1-2

<Ground 1-3> Notion 1-3 is irrelevant to Position 1-3 

<Ground 1-1-1> Notwithstanding the Applicant’s submission 
1-1-1, Authority 1-1-1 supports Understanding 1-1-1

<Ground 1-1-2> Authority 1-1-2 is in favor of Position 1-1-2

<Ground 1-1-3> Fact 1-1-2 indicates Conclusion 1-1-2

<Ground 2-1-1> Authority 2-1-1 supports Understanding 2-1-1

<Ground 2-1-2> Fact 2-1-2 indicates Conclusion 2-1-2

<Ground 2-2-1> Irrespective of the Applicant’s submission 
2-2-1, Fact 2-2-1 indicates Conclusion 2-2-1

<Ground 2-2-2> Notion 2-2-2 is irrelevant to Position 2-2-2 

<Ground 2-2-2-1> Authority 2-2-2-1 is in favor of Position 2-2-2-1

<Ground 2-2-2-1> Position 2-2-2-1 does 
not have ground in international law

<Contentious Point A> 
Can Principle 1 applies to the instant case? <Position A-1> Principle 1 does not affect Position 1

<Ground A-1-1> Principle 1 has developed solely in the field of A-1-1

<Ground A-1-2> The background of Authority 1-2 cannot be made out here

<Position A-2>  Alternatively, Fact 1 has been consistent with Principle 1

<Ground A-2-1> Fact A-2-1 indicates Conclusion A-2-1

<Ground A-2-2> Authority A-2-2 supports Position A-2-2

<Contentious Point B> 
Does Act B breach the Law B? <Position B-1> Law B is inapplicable to the present incident <Ground B-2-1> Necessary requisite of Law B is lacking here
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	 後の応用系が上の図３である。強豪校の弁論を見ていた思ったことは、自分が不利に

なる事実・規範的側面を、あえてさらけ出した上で当該問題行為の正当化を試みていると

いう点である（図中の青枠で囲まれた＜Contentious Point＞）。これらの点を、対戦校が弁
論の中で自ら争っていたら、カウンターパートの代理人も当然にその反論をする。また、

仮に対戦校が争っていなかったとしたら、自らその点が問題になるということを裁判官に

伝えた上で、その主張に入るのである。このような手法のメリットは 3点ある。 

	 第一に、裁判官に対して、自分が事件全体を公平に評価しているということを伝えられ

るという点である。不利な側面に意図的に言及することで、「自分は事実や法を恣意的に

解釈しているのではなく、自分の主張に不利な側面も認めるが、それでも裁判部は自分の

主張を受け入れるべきなのだ」という形の弁論にもっていきやすいのだ。実際、この種の

立場が特に高い評価を受けていた。なぜなら裁判官は、国際司法裁判所として、当該主張

が判決文に載せられる程見栄えのいいものか（＝国際社会から非難されないものか）を判

断しなくてはならないからである。 

	 第二に、裁判官の質問を誘導できるということである。裁判官は些細なことにも質問し

ようと思えばいくらでも質問できる以上、そのような質問に際限なく対応していくより、

積極的に contentious questionを明確化してしまった方が、結果として裁判官の意識がその
点に集中し、余計な質問を招かないのである。さらに、話題の焦点を絞っている以上、そ

こに来る質問は自ずと想定できるものが多く、対応も比較的容易である。 

	 第三に、このような形の＜Contentious Question＞をあらかじめ用意しておけば、時間調
整と＜ブロック＞間の移動の融通がききやすいという点である。後述するが、世界大会で

理想とされるのは、全ての請求文に等しく時間が分配された弁論である。この点、裁判官

からの質問が少ない法廷において、自ら問題提起を起こすことでジャッジからも評価され

る上に、時間が埋められ、理想的なタイムマネジメントに運びやすくなる。 

 

II. 質疑対応  

	 上記の構造を意識した場合、本質的には「主弁論」と「質疑対応」の区別がなくなるは

ずなので、「質疑対応」に関する章はいらないはずである。それでもなおこの点について

別章を設けた理由は、質疑対応、とりわけ、裁判官の質問に対する第一声について、国内

と世界で違いがあると思われたからである。 

	 日本国内では比較的、裁判官の質問に対して直接的に答えがちである。この形の回答は

とても素直で誠実な印象ではあるが、裁判官の質問が難しい時、または、その裏の意図が

読みづらい時などにもこの形で正面から直接的に答えた場合に裁判官の質問とズレた回

答をしてしまう場合がる。そして、そこに裁判官が（ゆさぶりとしての）新たな質問を加

えるなどすれば、本来の主張の方向性からどんどん離れていってしまう可能性が高い。 

	 この点、世界大会では、裁判官の意図がわかりづらい場合や質問が難しい場合は、 

Ø Indeed we understand the Judge’s concern that the 1997 Convention specifically regards to 

international watercourses. However the Rahadi position is that XXXX. 
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	 などとして、たとえ大方裁判官の意図を理解していたとしても、念のためにまず自ら要

約する形の返答が多々見られた。この段階でもし自分の理解が裁判官の意図と違っていた

ら、裁判官がその点を指摘してくれるからである。また、意図が明らかな場合であっても、

こうしてワンクッション挟むことでどのような回答をすべきかを考える余裕も生まれる。 

	 他にも、裁判官が自分の主張を誤って理解しているような質問が来た場合は、 

Ø If you allow me to elaborate the Applicant’s standing, XXXX. 

	 被告に対して原告の主張について聞かれた場合などは、 

Ø If I may quickly address the Applicant’s 1st submission, they XXXX. 

	 聞かれた証拠や知識について十分な情報を持っていなかった場合は、 

Ø To my understanding/knowledge, / As far as I know, XXXX. 

	 このように、世界大会ではいかに裁判官の懸念を素早く解消するかを念頭に、様々な工

夫がなされており、このような点は日本チームでも比較的容易に取り入れられるのではな

いかと思われた。 

	 なお、特におもしろかった裁判官の講評として、仮に質問に対する正解を知っていたと

しても、すぐには答えず、考えながらもったいぶる形で返答した方が印象は良いと述べて

いたものもある(理由としては、ジャッジ側がいい質問をしたと満足するらしい)。 

 

III. タイムマネジメント  

	 タイムマネジメントの概念自体は国内大会でも度々触れたことがあるものである。しか

しながら私は、世界大会に出て初めてこの概念の本当の意味を理解したのだと思う。 

	 日本国内においては、質問がどれだけ重なろうと、弁論者は概ね時間内に主張を終わら

せることができるし、仮に終わらなかったとしても、ある程度の時間の延長が認められる。

対して世界大会では、裁判官の嵐のような質問に逐一誠実に対応していたら、絶対に時間

内に弁論は終わらず、また、時間の延長も認められない。加えて、ジャッジは各請求に対

して同等の時間（＝おおよそ 10 分）を割り振ることを求める（余談だが、世界大会では
持ち時間は 5分間隔でしか表示されない）。 

	 では、海外の強豪校はこのような法廷の中で、どのようにタイムマネジメントを行なっ

ているのか。 

	 大きな枠組みで見れば、まず弁論者は上記 I-B-3 のような弁論の構成の中、自分が 低

限述べるべき＜ブロック＞を述べ切ったのち、おおよそ 10 分がくるまで質疑に対応し続
ける。そして、時間の目安が来た段階で、 

Ø In ending the first submission, XXXX. 
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Ø In concluding my first prayer, XXXX. 

Ø For the interest of time, I will briefly summarize the first submission and next move on to the 

second submission. 

Ø To briefly conclude XXXX and move on to the Second claim, I will submit XXX 

	 などとして、自ら主体的に流れを動かすのである（ここが日本との大きな差である）。

その場合、よほどのことがない限り、裁判官側もこれがタイムマネジメントの技術だと認

識した上で、その提案を受け入れる（なお、ある裁判官が講評でおっしゃっていたことだ

が、国家は訴訟費用を払ってまで国際司法裁判所に弁論者を派遣している以上、時間内に

全ての主張について十分に議論しない限り、弁論者はその役割を果たせていないとのこ

と）。 

	 次に、小さな枠組みでみれば、質疑対応と自分の＜ブロック＞を話す間に余計な間をあ

けないことである。少しでも間があいてしまえば、裁判官からの関心が多方向に逸れ、自

分の進みたい議論の方向から離れてしまうからこそ、弁論者は裁判官の関心を無理やりに

惹きつける。具体的に言えば、特に多かったのが、上記の I-B-3 でも少し述べたが、自分
の＜ブロック＞や質疑に対する対応を述べたすぐのちに、 

Ø This brings the next question that XXXX. 

Ø This directly leads me to the point XXXX. 

	 などとして、次の「問題提起」というわかりやすい指標を出し、裁判官の注意を集める

のである（そして、この技術を使うためにも、自分の＜ブロック＞は「問題提起≒質問」

に対する「＜トピックセンテンス＞→＜サポート＞」という形に統一しておくのが好まし

いのである）。イメージとしては裁判官に質問責めにされるのではなく、裁判官の関心を

誘導することで当該論点を深く掘り下げてもらうという具合だ。 

 

IV. パフォーマンス  

	 法廷のコントロールといった広義のパフォーマンスについては上で十分に議論された

と思うので、ここで述べるパフォーマンスとはジェスチャーや抑揚、英語能力などといっ

た狭義のパフォーマンスである。世界大会での強豪校はどのようなスタイルで弁論を行な

っていたのだろうか。 

	 まずジェスチャーについて。あまり身振り手振りを交えていた弁論者はいなかったよう

に思われる。どちらかというと、手を体の前で固定したり、弁論台の両はしを握ったりな

どして、意図的に体がブレないようにしていだのではないか。これは、身振り手振りによ

って、「幼い」あるいは「落ち着きがない」と見えてしまうのを防ぐためか。 

	 では、どうやって裁判官を飽きさせないで弁論を続けるのか。ここには、弁論における
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抑揚が大きく関わっていた。すなわち、一文の中で抑揚をつけるのは当たり前、その上で、

一つの＜ブロック＞の中でもいわゆる「サビ」のような盛り上がりを設けていた（ジャマ

イカは特に特徴的で、Furthermoreという副詞を効果的に使って裁判官の興味を引きつつ余
計な質問を抑えていた）。これにより、ジェスチャーなどを特に行わなくても、裁判官は

飽きずに弁論に惹きつけられるのである。 

	 なお、英語については、日本人の英語でも、焦りさえせず、語りかけるような姿勢を貫

けば、十分に伝わるものであったと思われる。他国の英語もなかなかなまりはひどかった

が、特に（準決に進出した）インドなどはそれを理解した上で、落ち着き、自信を持って

弁論を展開したことで、高評価を得ていた。この例からもわかるように、どちらかという

と大切な点は、細かな発音よりも、常に自信を持って、ペースを乱さずに話し続けること

であろう。それが 終的に英語の流暢さにもつながると考えられる。 

 

V. 弁論練習の方法  

	 今年、我々京都大学は世界大会に出場するのが 5年ぶりということもあり、世界大会の
様子を知る代の近い先輩がいなかった。そのため、国内予選を終えてから、どのような練

習をすれば良いのかという点について、具体的な練習計画などが立てづらく、四苦八苦し

たものである。そんな中、昨年世界大会に出場された方や、過去に世界大会に出場された

方、大学の先生、実務家の方など、多くの方のもとを訪れ、アドバイスをいただいた。み

なさんのご助力があったからこそ、ある程度の勝利を得られたのだろう。だからこそ、そ

の感謝を次の代へのアドバイスという形で還元することで、本章を閉じたく思う。 

	 さて、アドバイスとしては、まず想定する裁判官が、国内と世界では大きく異なるとい

う点を念頭に置いてほしい。世界大会では、ジャッジが意図的に多くの質問を浴びせかけ

た上で、弁論者がその中をどれだけうまくくぐり抜け、法廷を引っ張ってくれるかを見て

いる。そのため、弁論原稿の形は相当に工夫した方がいいと思われる。上記 I-B-3 で述べ
た形式はあくまで１つの案であり、絶対の答えではない。自分なりに工夫を重ねてほしい。 

	 具体的な練習方法としては、自分なりに原稿が固まった後、10分間という時間制限のも
と、とにかく多くの質問をしてもらいながら（裁判官は 5 人でも 10 人でも、コンプロミ
をしっかり読み込んだ人なら誰でも可）、自分の言うべきことを全て述べた上で、次の主

張に移る練習を、それぞれの論点ごと、何セットも繰り返すのが も効率的だと考える（常

に時間を意識して緊張感を維持することが重要）。この際、裁判官側には、限界事例の質

問や、対立する利益の観点の質問、判例の深い内容に関する質問などを混ぜることで、弁

論者を可能な限り揺さぶってほしい。 

	 そのような反復練習を経ることによって、ジャッジの質問に対する第一声を洗練、パタ

ーン化させ、トピックセンテンスなどもなるべく簡潔化させることができる。また、 も

重要な、「いかに次の＜ブロック＞にスムーズに移行するか」という点も、この反復の中

である程度身につくものだと確信する。なお、ある程度弁論者が慣れたら、弁論者自らが

弁論中に問題提起をした上で、それに答えるという形式も取り入れたら良いのではないか

と思う。常にペースを乱さないことを意識してほしい。 

	 上記の練習に加え、先例や扱っている話題に詳しくない裁判官を呼ぶことも効果的か。

世界大会では、我々が有名だと思っている先例や法規範などについても、存外、知らなか
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ったりするジャッジもいらっしゃる。そのような場合を想定して、先例や扱っている話題

に詳しくない裁判官の、新しい視点からの質問を集めることも、意義があるのではないか。 

	 本大会において、個々の法律論としては、我々の主張は世界の強豪校と比べてもそれほ

ど見劣りするものではなかった（もちろん、オーストラリアやジャマイカはリサーチの量

やロジックの的確さにおいて群を抜いていたが）。足りなかったのは、ジャッジへのデリ

バリーである。しかし、このようなある種の「正当化」はほぼ毎年提起されては改善され

ていないし、事実負けている以上意味がない。 

	 では、英語が苦手な我々日本人は永遠に勝てないのか。私は準決勝のインド対ジャマイ

カ戦のインド側を見て思った、「たとえ英語が不十分だとしても、工夫次第でここまで法

廷をコントロールできるのか」と。彼らは英語に不慣れであることを隠すことなく、どち

らかというと開き直った上で（事実彼らはこの試合で、I did not understand your questionと
までジャッジに言い放っていた）、個々の質問に対する回答をどれだけ洗練させられるか

に注力したのだと思われる。 

	 残念ながら我々はトップ 32 に進めなかった。全力を尽くしたと言えるが、同時に、全
力を尽くす方向性が初めからはっきりとしていたのであれば、結果はもう少し違ったので

はないかとも思う。今はこの反省を次の世代が引き継ぎ、いつかあの場に立ってくれれば

と、切に願うばかりである。 
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第３章	 会計報告  

東 裕希子(3回生、マネージャー、会計担当) 

 費用(単位は円に統一) 内訳 

航空券 887900円 87560×9(人)＋95360円 

宿泊費 702540円 7日～16日	 ＄199×10(日間)×3(部屋) 

17日	 11300円×3(部屋) 

支払い時点でのレート：1ドル 112円 

渡航費、宿泊費の報告をする。 

4月 7日(木)～16日(日)まではワシントンの Hyatt Regencyに宿泊した。 

17日(月)は Hampton Inn Baltimore-BWI Airportに宿泊した。 

航空券と Hampton Inn Baltimore-BWI Airport宿泊の手配は、大学生協で行ったため日本円
での支払いとなっている。 

Hyatt Regencyの宿泊費はクレジットカードでの支払いとなった。 
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おわりに  

小松万希子（3回生	 被告第二代理人） 

	 “Bring Down the Walls” という言葉が、今年度の大会では、合言葉のように唱えられまし
た。今、国際社会はテロリズムや難民・移民問題など、様々な困難に直面し、英国の EU
離脱に たるように、これまで形成されてきた調和への動きが一転、瓦解と対立、排他へ

の動きへと転換しつつあります。冷戦後以後、協調によって維持されてきた国際社会のそ

もそもの価値の転換が、いま眼前に起こりつつある──国際法にとっても、これはかつて

ない危機であり、Jessup に参加する学生は、その誇りにかけて、この壁を取り除くために
各々の力を尽くす義務を負っている。開会式の場で、大会責任者の方が力強く呼びかけた

このフレーズが、そのまま参加者の熱意となって具現化されているのを、６日間を通して

肌で感じました。 

Jessup への参加は、私達に、普段教科書で学習してきた国際法の知識が、実際にどのよ
うに動かされ、どのような課題を抱え、またどのような人々によって支えられているか、

身をもって知る機会を与えてくれました。国際法の著名な教授の方と話し、また他国から

きたチームの人と友人になるなかで、将来への展望や信念、政治に対する意見など、様々

な話題に意見を交わすことが多くありました。国籍、立場や年齢が違っても、ひとりひと

り、確固とした目標や自負を持って、本年度の問題文、そして国際法の研究に向き合って

きており、本年度日本の代表としてその大きな輪の中に加わることができたことを、心か

ら光栄に思いました。 

ワシントンでの二週間は、気づけばあっという間に過ぎてしまいましたが、この大会で

経た経験は、私達にとってかけがえのないものとなったと同時に、これから国際法の勉強

を続けるにあたって大きな原動力となると確信しています。本大会への出場を可能にして

くださった、研究会の先輩方、OBOGの皆さま、顧問の濵本先生、また大会出場にあたり
お忙しい時間を裂いて練習に付き合ってくださった松田先生、菊間様、岩月先生、玉田先

生、林先生、そしてナショナルアドミニストレーターの西井先生をはじめ、今回お力添え

を頂きましたすべての方々に、心より御礼申し上げます。 

  
 


