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はじめに 

この度は三菱財団様並びに日本国際法学生協会、そして国内大会National 

Adminstratorをお引き受けいただいている西井正弘先生をはじめとする皆様のご支援に預かり，

2018 年 4 月 1 日-７日に かけて，アメリカ合衆国の首都ワシントン DC で開催されました第60

回 Jessup 国際法模擬裁判世界大会に出場させていただくことになりました。 

開会式の各チームの登場セレモニーからすでに、この大会は自分たちが体験したことがな

い世界なのだとの確信を抱くに至りました。今年度はJessup大会の60周年という節目にもあたり、参

加校数も過去最大のものとなりました。国際法という共通言語を介して、世界中の強敵たちと戦い、

競い合い、そして語らいあった一週間は、得難いものであり、国際社会が今抱える危機ももろともし

ない、そんな国際法というディシプリンの徒の強さを感じさせるものでもありました。 

ここにて，当大会の参加報告およびお世話になりました皆様への感謝のお気持ちを添えさ

せていただきます。誠にありがとうございました。毎年の日本国内大会参加校のうち，非常に限られ

た枠にのみ与えられますこの貴重なご機会に恵まれたものとして，皆様への感謝の気持ちを忘れ

ずに，今後の学生生活にこの経験を最大限生かして行きたいと参りたいと強く思います。 

東京大学現代国際法研究会 

張翀、北本孟、童菲 
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大会日程 

大会期間中のスケジュールは以下の通りである。（大会のメイン会場は Hyatt Regency Wshington 

on Capital Hill で、ほとんどのレセプションやパーティーも当ホテルの会場で行われていた。） 

3月31日 

10:00〜14:00 チーム登録とロースクールフェア 

チームバッグを配られる。その中には、ロースクールパンフレットや、大会の詳細を書いた

パンフレット、また予選通過一位は国旗が配られる。Jessupのグッズなども販売していて、今年は60

周年だったこともあり、特に華やかであった。 

14:00〜 オリエンテーション 

番号順に各チームが呼ばれて拍手の中で登場し記念品を手渡される。各国の予選一位

通過チームは国旗を立てに行く。 

18:00〜 対戦校メモリアル配布 

かなり早めに行っても多くのチームが事前に並んでいた。対戦校メモリアルとスケジュール

が書いた紙が渡されるが、メモリアルの番号をもう一度自ら確認する。 

 

4月1日 

16:30〜 Preliminary round 4 被告１戦目  

対戦校：Belarusian State Economic University(ベラルーシ) 

 

4月2日 

14:00〜 Preliminary round 8 原告１戦目 
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対戦校： Case Western Reserve University(アメリカ) 

 

4月3日 

9:00〜 Preliminary round 11 被告2戦目 

対戦校： Hamad Bin Khalifa University (カタール) 

19:00〜  Preliminary round 15 原告2戦目 

対戦校： Comenius University (スロバキア) 

22:00〜 Announcement Party (Utra Bar) 

予選通過チームTop32チームが発表される。 

 

4月4日 

9:00〜  Run-off rounds 

Top16に絞られる 

16:00〜  Octo-Final rounds  

Top8に絞られる 

21:00〜 Go-National Dress Ball 

自国の民族服装で参加。写真ブースもあり、記念写真が撮れる。いろんな国の人に話しか

けられたり、 写真をお願いされたりする。裁判官の方々ともお話できたり、ダンスを12時過ぎまで楽

しめたりする。ここで他国チームと仲良くなり、大会後に一緒に観光するのも良い。 

 

4月5日 
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10:00~ Quarter-final rounds  

Top４チームに絞られる。 

14:00~ Semi-final rounds  

Top2チームに絞られる。 

16:30~ 弁論者レセプション 

決勝チームの発表が行われる。 

19:30〜 映画鑑賞 

「ALL RISE：Journeys to a Just World」という映画。七人の各国からきたJessup参加者の準

備から参戦までの物語。ワシントンに来るまでの各国の国際法学習環境の違い、各大学のJessup

大会経験の差、一人一人が真剣に取り組む姿勢、ワシントンに来て同じ舞台で戦い合える機会。

Jessupが学生に与える貴重な舞台の尊さを改めて痛感し、感謝の気持ちにいっぱいになる場であ

った。 

 

4月6日 

 11:00〜 問題意図解析会 

出題者が学生の前に座り、質問を受け付ける。出題者の意図と実際大会で主な論点になった部分

が違うことが多々あることに気づいた。かなり出題者が意図していなかった類似なcase lawが存在し

たこともわかったりした。 

14:00〜 White & Case Jessup World Championship Round  

21:00〜 Final Gala and Announcement of Awards 

最後の大きなパーティー。メモリアル賞、予選一位通過賞、Best Exhibition Team賞などいろいろア

ナウンスされる。  

 

4月7日 



6 

 

9:00〜 Team Packets 配布 

各ラウンドのチームの成績、ジャッジからのコメントなどがわかる。メモリアルの点数も明らかにされる。 
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大会結果 

第一ラウンド 

原告Belarusian State Economic University (Belarus)  vs. 被告  The University of 

Tokyo  

東京大学の被告側は、第一代理人張、第二代理人童で臨んだ。 

被告の初戦はベラルーシ戦だった。ベラルーシは今年度は２チームが国際大会に参戦して

おり、私たちの対戦チームはexhibitionチーム1であった。 

弁論を聞いていく中、原告第一代理人からは弁論スタイルはとても学ぶところが多く、きち

んとジャッジとアイコンタクトし、常に姿勢良く弁論台に立ち、難しい質問に対して答えが

なくても強い主張を続けていた。ただ、ジャッジの戸惑った顔に対し、論理的な説明ではな

くかなり強い立場で強引に通らせる姿勢はあまり印象が良くなかったと思われる。第二弁

論人は請求２の人権法のextraterritorial applicationでパレスチナの壁事件を熟知して

おらず論点がずれていて、かなり苦戦していた。 原告の弁論を聞いていく中、法律知識や

法廷マナーからは勝てる自信は大いにあったため、勝利に向けて失敗は許されない一戦目

が始まった。 

被告第一代理人張は、国内大会では帰属の部分があまりうまくいかなかったと思い、 国際

                                                   

1 国内大会優勝チームではなく、国際大会に参加するがラウンド進出は不可能。 
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大会に向けてリサーチをし直し、かなり洗練された新しい弁論を用意していた。実際に、決

勝戦を見た後でも、かなり「正解」に近い論点を用意できていたのだと考えられる。今回の

弁論でも、帰属の問題ではかなり早めにジャッジの質問から納得を得られ、タイムキーピン

グもうまく行っていた。ジャッジは原告弁論時よりも納得していて、かなりリラックスして

いた。 

被告第二代理人童は、国内大会では他大会との兼ね合いがあり観戦のみで、問題は1ヶ月前

の準備になり、比較的かなり未熟な弁論準備ではあったが、質問にはなんとか答えられてお

り、被告として原告の論点を一つ一つ潰していくルールをこれまでの大会以上に意識でき

た。 

今回の試合は、勝てた自信はあったが、自分の弁論からは足りないところが多く見つかった。

国際大会では、ジャッジは「何かの答え」で満足は決してせず、「論理的な答えかどうか」

「法律知識を知っているかどうか」など、かなり粘り強く納得するまでは話してくれない姿

勢であり、挑む姿勢の甘さを痛感した。 
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予選第一戦・ベラルーシ戦 弁論後のジャッジとの写真 

第二ラウンド 

原告 The University of Tokyo vs. 被告 Case Western Reserve University (United States) 

 

一日に最大でも二試合しか行われない世界大会の予選においては、相手校のメモリアルに

目を通すために十分な時間が与えられる。一試合目のベラルーシとの試合を終えた我々は、

部屋に帰り直ちに次の試合の準備にとりかかった。相手はアメリカ・シカゴ地区予選の覇者、

Case Western Reserve University である。 

 

実はこの Case Western Reserve University は、昨年度の国際大会において京都大学が闘

った相手でもあり、今年度東京大学がその相手を務めることは、奇妙なめぐり合わせという
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ほかない。そのことに気づいた我々は、相手が同じ弁論者とは限らないことは知りながらも、

国際大会の報告書を繰り返し読み、書面のみからでは垣間見えない弁論者の特徴をつかも

うとした。 

 

Case Western Reserve University のメモリアルにおいて特徴的だったのは、その論点に

おいても、最大限に被告に有利になるように主張を並べていることである。特にそれが顕著

に表れるのは、環境保護、絶滅危惧種保全に関する論点 II においてである。この点におい

て、被告国の行為がその義務違反を構成しないことを論証するにあたり、被告はまずそもそ

も本件ヤクが移動性生物の保全に関する条約の附属書 I に登録されたことに対し、被告国

がこれをその登録に反対する公式声明によって留保した、との主張から始めていた。もちろ

ん、ウィーン条約法条約上、条約の留保は書面で行われるものとされてきたが、国際判例を

中心に公式声明がある種の法的効果を発生させることを立証し、そこから明示的に書面に

よる留保がなくとも公式声明のみで足りるという、被告側の主張は説得力のあるものに聞

こえ、若干無理筋と雖も争える部分は争うという国家の弁護人としてあるべき姿であり、積

極的に評価できるものである。それ以外の部分についても、立証すべき部分はしっかりと尺

を割いて立証されており、全体として完成度の高いメモリアルとなっていた。日本大会では

見られなかった論点についても、争う姿勢を見せていく相手校の書面の在り方には、学ぶ所

があったように思う。 
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こうした被告のメモリアルに対し、国内のリサーチでは網羅できなかった論点については

対策を行い、試合前までに練習を繰り返した。原告はこれが国際試合における初試合であり、

一抹の不安を胸に試合に臨んだ。 

 

東京大学は、この試合原告第一代理人を張翀、第二代理人を北本孟とする形で試合に臨んだ。

反論は第二代理人の北本が務め、前半の二請求に 22 分、後半の二請求に 21 分を割いた。 

結果としてこの試合は東京大学の敗北に終わった。以下、相手校も含めた各弁論の推移と、

試合結果に関して簡単な分析を行う。 

 

原告第一代理人張は、序盤において主張の概略を述べている際に、「裁判所の管轄権」に関

する基本的な問いをなげかけられ、予想外の質問に戸惑いあらぬ解答をしたところ、裁判官

に悪印象を与え、長い時間をその説明に費やす結果となった。その後も質問は「受理可能性」

「外交的保護権の行使と Parens Patriae の違い」などの部分に集中し、本来の弁論に戻れ

ない展開が続いた。ようやく本来の弁論に戻れても、「全体的な状況」に依拠した原告の帰

属に関する立証は、質疑の集中するところとなり、原告が実際に同じような論旨で結論を導

いた判例について言及するまで裁判官は一歩も引きさがらなかった。 
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原告第二代理人北本に対しても、裁判官陣の厳しい質問は相次いだ。それに対し第二代理人

も堂々と対応していたものの、その回答は緊張の為かトートロジー的になってしまう局面

が多く裁判官の納得を得るまでには至っていなかった。特に請求 IV においては、名古屋議

定書の文言と請求内容との乖離について、本質的な問いを投げかけられ、思わずその返答に

詰まってしまった。実際に用意していた伝統的知識に由来する利益配分に関する実例につ

いても、最後に裁判官から尋ねられ、名前を減給するにとどまった。 

 

それに対して、被告側の第一代理人は、見事というほかない弁論を披露した。原告側が結果

として示すことができなかった基礎的法的理解はもちろんのこと、法的知識についても自

分たちの主張に都合のいい解釈だけではなく、その前提となる論争がどんなところに存在

し、そしてどの立場に立ったとしても自らの主張が通ることを立証していた。しいて言うな

ら、弁論の内容が実際の事実について争うのではなく、法廷がどのように証拠を扱うのかを

中心に構成されており、若干原告側の挙証責任に頼る立論になっていたとも考えられる。 

 

しかしそれ以上に驚きだったのが、被告側の第二代理人の弁論である。こちらが最後に言及

した利益配分の実例をきちんとふまえ、そうした実例と本案との区別を裁判官に極めてわ

かりやすく説明してみせた。こちら側がどんな実例について言及するかはメモリアル段階

では予想が不可能であり、綿密な準備と相当な練習量がうかがえた。両者ともに言えること



13 

 

として、手元の原稿には全く目もくれず、終始裁判官とアイコンタクトをとりながら弁論を

していたことが印象に残った。 

 

簡潔ながら試合結果についての分析を述べると、今回の試合は、粘着質な質疑という国際大

会に顕著な特徴に振り回された結果だという風に言う事ができる。裁判官は納得しない限

り、こちらに対して延々と同じ論点について質疑を行う。それを避けるためには、法源を踏

まえて端的に応答することが求められるが、緊張の中ではそれすらままならない。漠然と質

疑に答えるのではなく、どんな法的知識に対する理解を証明してほしいのかを考えながら

質疑に臨む姿勢こそが、今後の日本代表に求められる。 

 

 

第三ラウンド 

 

原告 Hamad Bin Khalifa University (Quatar)  vs. 被告 The University of Tokyo  

 

 

被告第二戦はカタール代表との試合となった。朝早くに試合があることもあり、前日は準備

を早めに切り上げ、十分な休息をとるようにした。 

ジャッジの言葉を借りれば、今回の試合はいわゆる“hyper hot bench”であった。弁論者

が答え終わるより先に新しい質問がジャッジから飛ぶ。三人中二人のジャッジが同時に質

問を投げかける。そんな状況の中で、原告も被告も弁論を強いられるに至った。両サイドが
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質問に苦しむ中で、今回の試合の勝敗をわけたものがあったとすれば、それは弁論者の余裕

とゆとりであったのだろう。 

カタール代表のメモリアルからは、リソース、時間の不足からだろうか、いくつか議論が混

乱している箇所が見受けられた。それは国内大会において全く入賞が叶わなかったわが校

のメモリアルが何ら優れているということではない（実際、メモリアル票は僅差であった）

が、帰属の論証をするにあたり先に違法行為の存在から立証しようとしていたり、本筋とは

関係のない Right to Justice に関する論証に頁が割かれていたりと、リサーチの面では

我々が優位にあるのではないかと思わせるものであった。しかし、もちろんのことながら、

それは弁論においても同様の優位性が担保されていることを何ら意味するものではない。

むしろ東大が国内大会を勝ち抜いた経緯を考えれば、一切気は抜けないということで、弁論

練習を怠ることはなかった。 

原告第一代理人は、態度、声調の面においては何ら問題なかったが、やはり肝心の議論の内

容が、裁判官からの詰めに耐えうるものではなかった。裁判官は弁論中何度も、別の方向性

での弁論を求める質問を繰り返していたが、それにこたえることはできていなかった。一方

の第二代理人は逆に、態度の点においては第一代理人に劣るものの、弁論は終始一貫して裁

判官の質問に対応できている印象があった。 

第一代理人張は終始落ち着いて弁論をすることができていた。それは一つには自らのカウ
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ンターパートの失敗を目前にしていたから、ということもあったが、前日の第二試合におけ

る大失敗を経て、質問に答えることを通じて相手側に「勝とう」とする意識よりも先に、純

粋に裁判官の質問を「楽しもう」という意識が働いていたからだと考えられる。事実最後の

質問においては、直接勝敗に響いたかは定かではないものの、裁判官から笑いをもとること

ができていた。 

第二代理人童は、前回の弁論を改善し、盲点を直したつもりではあったが、今回のジャッジ

がより本質的な深い質問を提示していくうちに、法律知識を用いた論述のポイントを尽く

してしまい、仕方ない事実分析に陥り、説得力が高い納得した弁論はできなかった。第二試

合における第二代理人にみられたように、質問自体がトートロジーに陥ってしまい、裁判官

のさらなる質問を招く結果となった。練習段階でできていたことも、本番ではできなくなっ

てしまうのが、国際大会の怖さだと感じた。 

今回の出場に関しては、弁論者が常に固定した数も限られるメンバーであり、弁論が定型化

し、柔軟な準備どおりの練習を避ける練習ができていなかったことが論点における盲点を

許し続けてしまった。これからは、裁判官役により多くの大会経験者や国際法学者からコメ

ントを受けられるように活動形式を努力して改善したいと考える。 

結果的には今回は相手校のメモリアルでは2-1でギリギリ勝ち、弁論では5-1で勝つことが

できたが、自分たちの弁論の深さが国際大会にはまだまだ未熟なものであることを改めて
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痛感した。練習の仕方についても、今回の裁判官たちから学ぶものは多く、質問するのはよ

り深く掘り、納得のいく答えを追求する為であり、練習毎にリサーチをし弁論原稿を洗練す

る繰り返しが必要だと痛感した。 

 

第四ラウンド 

原告 The University of Tokyo vs. 被告 Comenius University (Slovakia) 

 

朝一番の第三試合を終え、我々は直ちに第四試合のスロヴァキア戦に向けての準備を始め

た。スロヴァキア代表、Comenius University のメモリアルは、堅実な構成を守りながら、

押さえるべき点を明解に述べて見せたメモリアルであり、弁論に臨む前から強敵の予感を

させていた。第二試合の反省をふまえ、より明快に法源を踏まえて解答できるようにする弁

論練習を繰り返し、予選最後の試合に向けての練習を重ねた。 

第二試合において、我々の課題として明確になったのは、「法源や事実を踏まえた解答を即

座にできない」という点にあった。立場を説明しているうちに裁判官が次の質問を矢継ぎ早

に飛ばす国際大会のスタイルでは、それに対応しているうちに自分が答えたい箇所がだん

だん不明確になり、どんどん本来の弁論からずれていってしまう。これまでの経験から言っ

ても、裁判官が求めているのは我々の立場論ではなく、国際社会における「法源」なり「考

慮に値する事実」であり、それを説明することによって、引き下がる場面が多かった。逆に
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そこを説明できなければ、延々と裁判官の質問に答え続ける必要に迫られる。「解答は必ず

法源とともに」この点を意識しながら、残り少ない時間を弁論練習に費やした。 

東京大学は、前回に引き続き、この試合原告第一代理人を張翀、第二代理人を北本孟とする

形で試合に臨んだ。反論は代わって第一代理人の張が務め、前半の二請求に 22 分、後半の

二請求に 21 分を割いた。 

結果としてこの試合は東京大学の敗北に終わったが、それはメモリアル面での結果が響い

たものであり、弁論そのものにおいては我が方に多数票が入った。以下、相手校も含めた各

弁論の推移と、試合結果に関して簡単な分析を行う。 

まずこの試合全体の傾向として、今までにあった国際大会のどの試合よりも、裁判官の質問

がそこまで厳しくなかったということがある。今まで経験してきた試合がいわゆる Hot 

Bench だとすれば、今回の試合は Normal Bench とでも評すべきものであり、質問の数も

それまでと比べれば少なかった。それでも多くの本質的な質問が飛び出たし、その対応には

両弁論人共に苦労させられた。 

第一代理人張は、今まで 3 試合を経験してきていることもあり、落ち着いた様子で弁論を

することができた。同時に直前の練習の成果もあって、裁判官の質問に対しては常に法源や

関連する実社会の事実から入るようにし、説得的に弁論を行う事ができたように思う。その

一方で、裁判官から指摘のあった通り、タイムマネジメント面での欠点が露呈したのもまた

この試合であった。防止義務違反については、十分な時間を割いて論証することができず、
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課題点が残った。 

第二代理人北本は、練習の成果もあり、前回の試合よりは格段に的確な質疑応答を繰り返し

ていた。第一代理人の課題であったタイムマネジメント面も克服され、本来有していた法的

知識が十全に生かされる結果となった。裁判官も第二試合よりは格段にうなずく機会が増

え、手ごたえを感じることのできた弁論であった。 

被告第一代理人、第二代理人共に共通して言えるのは、きわめて立派な態度と声調である。

裁判官からのどんな質問にも動じず応答して見せるその堂々さからは、日本代表の学ぶべ

きことは多い。しかしその一方で、肝心の弁論、応答の内容そのものに関しては、時間の制

約からか多くの論点が譲歩され、我々の主張がそのまま通ってしまうことがあった。弁論に

おけるこちらの勝利は、まさにそのような部分から来たものだろう。 

一方で、結果的には敗北を喫してしまったのは結果的にはメモリアルによる所が大きい。理

想の大会準備というものは、基本的にメモリアルを完成させた時点で主要な根拠や主張が

出そろっているものだが、今年度の東京大学のそれは、理想像からかけ離れたものだった。

結果的に、お家芸の弁論練習が功を奏し、世界大会進出はなったが、一つ一つの貴重な機会

を無駄にしないためにも、書面準備の一層の充実を図っていくべきであろう。 
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会計報告 

【諸経費】 

・航空券代（３人分）：484,220 円 

・ホテル代（２部屋）：782,927 円 (＄6802.84) 

     合計：1,267,147 円 

※ホテルについては、Hyatt Regency Washington on Capitol Hill に 3/28-4/8 の 12 日間滞

在した。 

【支援金】 

・三菱財団様より：500,000 円 
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おわりに 

 今年度大会は Jessup 大会の 60 周年にあたり、大会全体として大きな盛り上がり

を見せていたように思う。そんな節目の大会において、英語を母語としないハンガリー代表

が、アメリカのコロンビア大学を破って、初の優勝に輝いたことの意義は、特に日本のよう

に、これまで英語力が課題となって予選突破を阻まれてきた国において大きい。同国代表の

弁論は、コロンビアのような流暢さと明快さはないものの、法的知識を織り交ぜながら自ら

の立場を端的に伝えており、まさに優勝校の風格を見せていた。 

 Jessup において求められるのは、卓越した英語力などではない。裁判官は厳しい

質問を飛ばすこともあるが、ただ英語の表現力が未熟というだけで点を下げるような裁判

官はいなかった。だからといって、法に関する知識だけが求められているわけでもない。求

められているのは、自らの法に関する理解を伝え、裁判官を説得することである。生身の裁

判官、それも国際法の分野で活躍してきた人々と生身で向き合うのは、得難い経験であった

ように思う。 

 最後に、本大会に出場するにあたり、ご支援いただいた三菱財団様、国内大会の

National Administrator をお勤めいただいた西井正弘先生、大会の運営に尽力いただいた

日本国際法学生協会の皆様、そしてこれまでに論を戦わせてきた全ての対戦校の皆様に、心

より御礼申し上げます。 

 

  


