アメリカ合衆国の国際刑事裁判所に対する一方的な強制措置に関する IADL の決議
国際民主法律家協会（IADL）は、経済社会理事会およびユネスコと協議資格のある
NGO である。IADL は、国連憲章の目標を推進するために 1946 年に設立され、世界
中におけるその加盟協会・団体とともに、国際法を擁護し、人権を推進し、国際の平和と
安全に対する脅威と対峙してきた。創設以来、IADL のメンバーは、人種差別主義、植民
地主義、また、発生地のいかんを問わず、経済的政治的な正義に反する事態に抗議して
きた。
IADL は、国際刑事裁判所（ICC）およびその検事局スタッフを標的として、2020 年 6
月にドナルド・トランプ合衆国大統領による（大統領）執行命令を通じて発出され、かつ、
2020 年 9 月にマイケル・ポンペイオ合衆国国務長官による命令によって実施された合
衆国の一方的な強制的措置が国際司法・国際正義に対する侵害であるとする見地を再
度確認するものである。
これらの一方的な強制的措置は、戦争犯罪および人道に対する犯罪について、合衆
国およびイスラエルなどの同盟国の士官・官僚の不処罰を確保しようとして、とられたも
のである。
このような措置に対して、アメリカ国内においても、今日まで、2 件の法的な対抗手段が
とられている。これらの措置は、法の実施および正義の追求を犯罪とするものである。国
際刑事裁判所にアメリカの兵士または士官・官僚を有罪とするため用いられる作業また
は技術的な援助を行う者はだれでも、これらの措置によれば、30 万ドル以下の罰金また
は 20 年以下の刑に処せられる可能性がある。これらの措置は、国際的な正義と説明責
任の追及に従事するすべての弁護士、法律実務家および人権擁護活動家に対する直接
の脅威である。
IADL が 2020 年 9 月 10 日の声明においてすでに述べているように、アメリカ合衆国
は、世界のほかの国が拘束される法に拘束されないと主張し、みずからの国際的な恒久
的免責を求めてきた。アメリカは、アフガニスタン、イラクなどの世界の各地における戦争
犯罪および人道に対する犯罪に対する自らの責任について国際的な責任をあからさまに
免れようと努め、国際刑事裁判所への参加を拒むだけではなく、アフガニスタンにおける
戦争における国際犯罪に対する国際刑事裁判所の捜査を試みること自体が「国家緊急
事態」だとするトランプ合衆国大統領の声明が発出されている。

もちろん、このような捜査は、アメリカのイラクへの違法な侵略と軍事占領を調べ、それ
が数年にわたる被収容者に対するひどい制裁や拷問となったことを調べ、数百万人のイ
ラク人死亡者を直接的・間接的にもたらせた国土の荒廃を調べるものである。
アメリカは、アフガニスタンを違法に占領し続けており、ほぼ２0 年に及ぶ軍事的攻撃を
通じて、数千人のアフガニスタン人を殺傷し、ドローンによる攻撃を継続し、世界をめぐっ
て裁判によらない殺害などの戦争犯罪や人道に対する犯罪を継続しながら、アフガニス
タンの違法な占領を継続している。
アメリカ政府が一方的に強制的措置をとったのは、アフガニスタンでの戦争犯罪および
人道に対する犯罪についてアメリカの指導者を正式に捜査することを開始するよう検察
官が請求して、これを国際刑事裁判所上訴部が承認したことに対して、直接応答したも
のである。
これらの一方的な強制措置は、パレスチナにおけるイスラエルの戦争犯罪について
（国際刑事裁判所の）検察官が捜査を承認したことに対する応答としても行われている
が、これについてアメリカおよびイスラエルは、継続するイスラエルによる戦争犯罪および
人道に対する犯罪について恒久的な不処罰を是認しようと努めて、パレスチナ人および
国際的な活動家の両者にすさまじい圧力をかけてきた。かれらは、ミドルセックス大学の
法学教授ウィリアム・チャバスがトランプ、イスラエル首相ベンジャミン・ネタニヤフおよび
トランプの助言者であるジャレッド・クシュナーに対して、彼らがパレスチナ占領地区の西
岸におけるイスラエルの違法な植民・入植活動を支援した廉で告訴を提出したことに対し
てなされた。
IADL は、国際刑事裁判所が民間人に対する重大な犯罪を防止し、かつ、国内法が救
済を提供しない場合あるいは救済を提供できない場合に不処罰に終止符を打つために
設立されたことに、われわれは注視する。何年ものの間、国際刑事裁判所の活動は集中
して、相対的に弱いケースであっても、アフリカの政府高官に向けられてきた。アメリカの
一方的に課された強制的措置は、このような裁判所の企図がアメリカおよびその同盟者
たちをかれらの犯罪について責任を問うことができなければならないことに鑑みると、国
際刑事裁判所が真に国際的な役割あるいは普遍的な役割を果たすことを妨げようとする
ものである。
これはまた、国際法および国際連合憲章に違反して、アメリカ政府によって、たとえばキ
ューバ、ベネズエラ、イラン、シリア、朝鮮人民主主義共和国およびジンバブエなどに対し
て、一方的な強制的措置が継続してなされているさなかに行われた。このような一方的な

強制的措置は、経済的戦争の形をとり、アメリカの指示を拒絶するいかなる国に対しても
体制変革を押し付けようとする試みであり、国際刑事裁判所の検察官個人を標的にする
ことは、まさにこのような企図を裏付けるものにほかならない。
国際刑事裁判所の加盟 67 か国は、国際刑事裁判所が独立した公平な司法機関であ
ることを支持する共同声明を発出し、国連安保理事会の 10 か国は、同様の声明を発出
している。ローマ規程のあらゆる加盟当事国にとって、国際刑事裁判所を擁護し、アメリ
カ合衆国による国際的な法の支配に対するこのような脅迫に立ち向かうことが義務であ
る。われわれはさらに、国連総会がこのようなアメリカの行動を非難するよう呼び掛ける。
国際民主法律家協会は、
１・ アメリカおよびイスラエルの士官・官僚のいかなる形態での国際的司法・正義および
責任を抑えこもうとこもうとするアメリカの試みを斥け、かつ、国際刑事裁判所の検察官に
対する一方的な強制的措置および国際的な責任を確保しようとする活動について、法律
家、弁護士、裁判官を標的とする刑事訴追の脅迫のいずれについても、暴虐な行動であ
ることを明記する。
２・ この声明がこれらの一方的な強制的措置を問題視し、アメリカの士官・官僚、イスラ
エルの士官・官僚その他の者の戦争犯罪および人道に対する犯罪を国際刑事裁判所そ
の他の国際的な言論空間において、問題として取り上げるわれわれの努力の止めるもの
ではないことを確認する。
３・ このような説明責任を追及するため国際刑事裁判所と直接、協力する同僚を支援す
る。
４・ これらの違法な一方的強制的措置を問題視する法的しくみその他を追求するため作
業グループを立ち上げる。
2020 年 10 月 25 日
The following resolution was adopted by the International Association of
Democratic Lawyers Council meeting on 25 October 2020:
IADL RESOLUTION ON U.S. UNILATERAL COERCIVE MEASURES
TARGETING THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

The International Association of Democratic Lawyers (IADL) is a nongovernmental organization with consultative status in ECOSOC and
UNESCO. Founded in 1946 to promote the goals of the United Nations
Charter, IADL and its affiliated organizations throughout the world have
consistently fought to uphold international law, promote human rights
and address threats to international peace and security. From its
inception, IADL members have protested racism, colonialism, and
economic and political injustice wherever they occur.
IADL reaffirms its position that the U.S. unilateral coercive measures
targeting the International Criminal Court (ICC) and its prosecution staff,
issued through an executive order by U.S. President Donald Trump in
June 2020 and implemented by an order by U.S. Secretary of State
Michael Pompeo in September 2020, are an outrage against international
justice.
These unilateral coercive measures were imposed in an attempt to
ensure the impunity of officials of the U.S. and its allies, including Israel,
for war crimes and crimes against humanity.
Two legal challenges have been filed to date in the U.S. against these
measures. These measures aim to criminalize the practice of law and the
pursuit of justice. Anyone who provides work or technical assistance that
is used to convict a U.S. soldier or official in the ICC may be fined up to
$300,000 or imprisoned for up to 20 years under these measures. These
measures are a direct threat to all lawyers, legal workers and human
rights defenders engaged in advocacy for international justice and
accountability.
As the IADL noted previously in its statement of 10 September 2020, the
United States has for some time claimed that it is exempt from the laws
which bind the rest of the world, seeking permanent international
impunity for itself.

The United States openly seeks to evade

international accountability for its responsibility for war crimes and
crimes against humanity in Afghanistan, Iraq and elsewhere in the
world, not only by refusing to join the Court but by U.S. President Trump

declaring that the potential for an ICC investigation into international
crimes in the war in Afghanistan is a “national emergency.”
Of course, such an investigation follows the United States’ illegal
invasion and military occupation of Iraq after years of devastating
sanctions, torture of prisoners, and devastation of the country that led
directly and indirectly to the deaths of millions of Iraqis.
The United States continues to illegally occupy Afghanistan, having killed
and wounded thousands of Afghans over nearly 20 years of ongoing
military attacks, while continuing drone strikes, extrajudicial killings and
other war crimes and crimes against humanity around the world.
The U.S. government’s unilateral coercive measures are a direct
response to the ICC Appeals Chamber’s approval of the Prosecutor’s
request to open a formal investigation of U.S. leaders for war crimes and
crimes against humanity committed in Afghanistan.
These unilateral coercive measures also come in response to the
Prosecutor’s approval of an investigation into Israeli war crimes in
Palestine, about which the U.S. and Israel have exerted tremendous
pressure on both Palestinian and international actors in an effort to
uphold permanent impunity for ongoing Israeli war crimes and crimes
against humanity. They follow the submission of a complaint by
Middlesex University law professor William Schabas against Trump,
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Trump adviser Jared
Kushner before the ICC for their support of illegal Israeli colonial
settlement activities in the West Bank of occupied Palestine.
The IADL notes that the ICC was established in order to prevent serious
crimes against civilians and put an end to impunity when domestic law
does not or cannot provide a remedy. For years, the bulk of ICC actions
were directed against African officials, even in relatively weak cases. The
U.S. imposed unilateral coercive measures are an attempt to prevent the
ICC from performing a truly international or universal role, since any

such court or judicial project must be able to hold the U.S. and its allies
accountable for their crimes.
This also comes amid the ongoing use of unilateral coercive measures, in
violation of international law and the United Nations charter, by the U.S.
government; for example, against Cuba, Venezuela, Iran, Syria, the
Democratic People’s Republic of Korea and Zimbabwe. These unilateral
coercive measures are a form of economic warfare and an attempt to
impose regime change upon any country that rejects the dictates of the
United States, and the targeting of individual ICC prosecutors fit
precisely into this framework.
Sixty-seven member countries of the ICC have issued a joint statement
expressing their support for the Court as an independent and impartial
judicial institution, and 10 members of the UN Security Council have
done the same. It is incumbent upon all States Parties to the Rome
Statute act to defend the Court and address these latest threats to the
international rule of law by the United States. We further call on the UN
General Assembly to condemn these U.S. actions.
The International Association of Democratic Lawyers:
1. Rejects the U.S. attempt to suppress international justice and
any form of accountability for U.S. and Israeli officials, and
expresses its outrage at both the unilateral coercive measures
imposed on ICC prosecutors as well as the threat of criminal
prosecution targeting lawyers and judges for their work to
ensure international accountability.
2. Affirms that this announcement will not stop our efforts to
challenge these unilateral coercive measures and hold
accountable U.S. officials, Israeli officials and others responsible
for war crimes and crimes against humanity before the
International Criminal Court and other international fora.
3. Supports our colleagues working directly with the ICC to pursue
such accountability.

4. Launches a working group to pursue legal and other
mechanisms to challenge these illegitimate unilateral coercive
measures.
25 October 2020

