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１． ゲルゲラート危機と停戦破棄 

 

1.1 モロッコはゲルゲラートで軍事的行動を起こした。これは軍事合意第一項に反し、停戦を破棄したこととなる。 

 

MINURSO とモロッコ王立軍の間で交わされた軍事合意1の第一項は、ゲルゲラートの地点を分離壁に設けられた通行区

域とは見做していない。このため詰め所の設置はその時点で、国連事務総長が報告書 S/2001/398.2で警告しているよう

に現状に変質をもたらした。 

 

２０２０年１０月２１日、この違法の「国境」詰め所と MINURSO の排他的軍用区となっているモーリタニア国境の間

で、サハラーウィ住民が、西サハラ占領地とモーリタニアの国境で違法な取引が行われていることに対し、非暴力の抗議

行動を起こした。 

 

この年 10 月 30 日の安保理事会決議(S/RES/2548)3では、住民による正当で平和的なこの抗議行動が非難されていない。 

 

１1 月１３日、国連事務総長が折り合いをつけようとしていた時、モロッコ軍が一帯に侵入し、サハラーウィ住民を武力

で退去させた。こうして軍事合意第一項と停戦に違反した。 

  

国連側がこの排他的区域における攻撃を座視したため、ポリサリオ戦線は停戦が終結したとみなし、戦争の再開を決定し

た。 

 

1.2 モロッコの行動は国際法に違反する。 

 

軍事合意第一項には、MINURSO の排他的駐屯用としてあらゆる軍事行動が禁止されている一帯が認められている。但

し住民による非暴力抗議は禁止の対象とはならない。 

 

この一帯の現状維持は MINURSO の排他的権限である。モロッコはこの一帯の現状維持に対していかなる権限も有して

はいない。 

 

従って、モロッコの一方的行動は国際法に抵触し、安保理事会自らが MINURSO に託した権限を軽視して、軍事合意第

一項に違反した占領地域の拡大を意味している。 

 

1https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/ACUERDO-

MILITAR-1.pdf 

2https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_2001_398_es.pdf 

3https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_RES_2548_2020_E

S.pdf 
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２． 領土の法的位置づけと紛争の発展 

 

2.1．西サハラ問題は国際法上、脱植民地化問題であり、「領土保全」原則の問題ではない。 

 

1961 年以来国連は西サハラを「非自治地域」とみなし、国連総会決議 1514 号4と国連憲章第 4 条 73 項5に従って自由決

定権が行使されるとある。 

 

国連総会は 1972 年の決議 A/RES/29836により、スペイン領サハラすなわち西サハラの住民の自決権と独立への権利を

確認した。 

 

今日なお、西サハラは脱植民地化を待つ国連の「非自治地域」リストに記載され続けている。 

 

1974 年、施政国としてのスペインは国連で、「決議 1514 号に則り、1975 年前期に民族自決権の住民投票を実施する」と

宣言した。 

 

モロッコとモーリタニアは国連総会で、この領土はスペインの植民地化以前、自国の「領土保全」原則に関わる土地であ

り、住民投票は不可能だと主張した。 

 

問題解決のため、国連総会は国際司法裁判所の見解が下りるまで住民投票を延期するよう求めた。 

 

2.2．国際司法裁判所の見解は、当問題がモロッコの領土保全原則の問題ではなく、脱植民地化の問題であると認めてい

る。 

 

国際司法裁判所（ICJ）は 1975 年 10 月 16 日7に見解を発表し、1884 年のスペインによる植民地化以前に領有していたと

するモロッコとモーリタニアの主張を退けた。そして植民地化された領土は無主地（テラ・ヌリウス）ではなく、スペイ

ンは、独立し自由な土地の氏族たちと取り決めを交わした。 

 

ICJ は次のように明らかにしている。 

 

１‐植民地化時（1884 年）、領土は無主地ではなかった。またスペインはサハラーウィ氏族長たちと取り決めを交わした。 

 

4https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/carta-ONU-1945.pdf 

5https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/A_RES_1514_1960_e

s.pdf 

6https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/A_RES_2983_1972_e

s.pdf 

7https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Avis_Advisory-

Opinion_1975_fr-en.pdf 
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２‐サハラーウィ氏族の大半は完全に独立性を保ち、モロッコのスルタンといかなる関係も有していなかった。その代表

として大氏族ルゲィバがあった。 

 

３‐北部の氏族テクナはモロッコのスルタンと法的関係を有していたが、それは主権に関する関係ではなかった。忠誠の

宣誓が行われたのは、商取引でモロッコ南部に入った時で、帰還した土地では完全に自由で独立性を有していた。 

このため ICJ は、これらの「関係」が王国側の実際的な主権行使とはみなされないとした。 

 

４‐問題は脱植民地化であり、従ってスペイン領サハラに対する総会決議 1514 号の適用は、領有権を主張するいずれの

国に対しても領土保全の原則を犯しはしない。 

 

2.3．領土保全に関するモロッコの概念は、他国の領土や国家には危険で、それは歴史的あるいは法的な主張ではなく、

拡張主義的な野心から来ている。 

 

その証拠に、ＩＣＪで発言したモロッコの代表スラウィ氏は、ダーフラ（旧ビラ・シスネロス）はかつてモロッコに属し

たことはなかったと表明している。つまりモロッコの「領土保全」の原則には歴史的または法的な根拠はなく、モロッコ

はこれを国際情勢次第で風向きをみて活用し、近隣諸国に対する恒常的な脅威としている。 

 

2.4．侵攻を正当化し、スペイン政府に領土を譲らせるためにＩＣＪの見解を操作、歪曲した。 

 

国王ハサン二世はＩＣＪの見解を歪曲し操作して発表し、スペインが国家元首フランコの最期に臨み権力が空白化して

いた時、「緑の行進」と名付けられた行進を組織した。 

 

スペイン政府はモロッコと某大国の圧力に屈し、自決権の住民投票を実施せず、国際法に違反したマドリッド三国協定8

でモロッコ、モーリタニアと調印した。この協定は国連には承認されておらず、モロッコとモーリタニアへの譲渡の枠組

合意となった。数カ月後の 1976 年 2 月 26 日、スペインが撤退すると、モロッコとモーリタニアは領土を分割した。モ

ロッコ軍とモーリタニア軍が西サハラに侵攻した。 

 

ポリサリオ戦線は、領土の独立性を守るために両国を相手に戦争を開始した。 

 

2.5．RASD 建国宣言は正当で、住民の願望とサハラーウィの伝統的社会構造に由来するものであり、またそれは植民地

宗主国が脱植民地化プロセスを放棄したことの結果でもある。 

 

1975 年国連総会は現地報告書の作成のために視察団の派遣を決めた（A/10023/Add.5）9。派遣団は 1975 年 5 月の現地

 

8https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Acuerdo-Esp-

Marruecos-Mauritania-secreto-1975.pdf 

9https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/A_10023_Rev1_SO_e

s.pdf 
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訪問を通して派遣団は、ポリサリオ戦線の動員力の規模と大半の住民が独立を希望していたことを確認した。 

 

1975 年 12 月、法的には無効のマドリッド協定の後、サハラーウィ氏族長の会ジェマアは解散し、サハラーウィ国民評議

会を結成した。そして 1976 年 2 月 26 日にスペイン宗主国が撤退すると、サハラ・アラブ民主共和国10が建国宣言され

た。 

 

このようにサハラ・アラブ民主国は、それまで存在していた諸機関や、かつてスペイン当局と取り決めを交わし独立して

いた現地の氏族社会の正当な継承だった。 

 

2.6．RASD の承認は住民投票の要求と相反するものではない。 

 

法的にこの領土がかつてモロッコに属したことがない以上、ポリサリオ戦線がモロッコからの「分離」を訴えているとい

うのは、誤りだ。RASD は、スペインが国連決議に則った脱植民地化を終了せずに撤退した時に建国宣言された。 

 

したがって国際社会が、正当に樹立されたサハラーウィ権力を承認することと、占領された領土を主張し住民投票を求め

ることは両立する。この住民投票は国連総会決議 1514 号と 1541 号に則るもので、住民は自由で公平な住民投票を通し

て、国際社会が十分に認めている独立か、他の国家に統合あるいは併合を決定できる。 

 

2.7．モロッコは占領国 

 

マドリッド協定が法的に無効である以上、モロッコはこの領土の占領国であり、その権力はどのような法的な資格も拠り

所としていない。この法的地位に関しては、ハンス・コーレル国連法務顧問の 2002 年の見解11や、「モーリタニア撤退後

の領土も含めたモロッコの占領が続くことを遺憾とする」と国連総会の決議(A/RES/34/37)に記されている。12 

 

2.8．16 年続いた解放戦争 

 

「緑の行進」と呼ばれる行進以降、モロッコ対ポリサリオ戦線の戦争が展開した。というのもモーリタニアは 1979 年に

領有権主張を止め、ポリサリオ戦線をサハラーウィ人民の正当な代表として認めたからだ。13 

後に 1984 年、モーリタニアは RASD を承認する。 

 

モロッコはモーリタニアが撤退するや、その地を併合し始め、全領土を自国の「領土保全」の原則として要求するように

 

10https://www.parlament.cat/document/intrade/1116 

11https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_2002_161_es.pdf 

12https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/A_RES_34_37_1979_

es.pdf 

13https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Acuerdo-de-Argel-

1979_es.pdf 
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なる。これは過去に ICJ で主張し、その後 1976 年にモーリタニアと締結した分割と国境合意の内容と矛盾している。14

こうしてモロッコとポリサリオ戦線の戦争は 1991 年の停戦まで続いた。 

 

2.9．「合意プラン」は、有権者認定作業と MINURSO の任務遂行においてモロッコによる妨害を受けた。 

 

1991 年に停戦が成立し、モロッコとポリサリオ戦線は住民投票を実施するための「合意プラン」15を承諾した。住民投票

はスペインが行った人口調査16に記載されていたサハラーウィが、独立か統合を選択するという内容だ。 

 

住民投票を実施するための「西サハラ住民投票のための国連派遣団 MINURSO」17が発足し、住民投票が終了するまでの

移行期間の一連の任務を負うことになっていた。しかしモロッコが有権者名簿に関して次々と障害をもたらしたため、こ

の移行期間が開始されなかった。 

 

1997 年、この有権者名簿作成を再開するためにヒューストン合意18が締結され、2000 年に有権者約 86000 人を記載した

暫定名簿19が発表された。 

 

モロッコはこの名簿に対し数千人の申し立て者リストを提出した。コフィ・アナン国連事務総長は、申し立て者の審査に

は二年以上を要するという理由から、また「合意プラン」は国連憲章の第７条ではなく第６条の上に成立しているため、

その結果を強制することはできないとして、住民投票を一旦保留とすることにした。 

 

ジェームス・ベーカー個人特使は、住民投票の代替案としていくつかの選択肢を出したが（自治案、分割案・・・）いず

れも合意に達しなかった。そして 2003 年に第二ベーカー・プランと呼ばれる案が出された。これは国連が作成した有権

者暫定リストに記載された者たちによる選挙で自治政府を５年間設け、その後全ての居住者が投票に参加して統合か自

治か独立かを選ぶ住民投票を行うという内容だった。 

 

このプランはポリサリオ戦線、米国、スペイン、アルジェリアとモーリタニアが支持した。 

スペインの政権が 3.11 テロ事件の後に交代すると、モロッコはここでベーカー・プランを拒否すると表明。スペインの

新政権そして米国もまた意見を翻し、ベーカー・プランに反対した。この結果、ジェームス・ベーカー個人特使は辞任。 

 

 

14https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/volume-1035-I-

15406-Spanish.pdf 

15https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_21360_1990_es.pd

f 

16 http://datos.bne.es/edicion/bimo0000825257.html 

17https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_1997_742_Housto

n_es.pdf 

18https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_1997_742_Housto

n_es.pdf 

19https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_2000_131_es.pdf 
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これ以降、安保理事会は提案作成を止め、前提条件なしの直接協議を構想した。 

 

３． 和平プロセスの現状と不断の基本的人権侵害 

 

3.1．現状の停滞はサハラーウィ住民の基本的権利をさらに侵害する。 

 

合意プランでは移行期間中、サハラーウィ住民の基本的人権保障のために、MINURSO はその権限を次第に拡大するこ

とが予定されていたが、和平プロセスの機能停止は、これを退けてしまった。 

 

またこうした擁護のメカニズムが、占領地においては人権問題監視という公平なメカニズムにとって代わられることも

なかったため、占領国が無処罰となる結果を生み出している。 

 

さらには難民の本国帰還の権利保証、解放区における自由な移動と定住の権利は無期限に引き延ばされてしまっている。

これらの権利は不可侵の権利であって、当事者間の交渉の議題とされる権利ではなく、定められた解決の取り組みを停止

に導いてはならない。 

 

3.2．住民投票が有権者名簿をめぐる不一致により適用不可能とすることは、誤りだ。確かなことはモロッコとその盟友

の国々が国連決議 1541 号を歪曲し、独立の選択肢を省こうとしていることだ。 

 

住民投票が有権者名簿の不一致により適用できないとみなすことは、ごまかしだ。モロッコは 2000 年に国連が発表した

名簿を受諾している。それは第一プラン・ベーカー、別名枠組み合意案と呼ばれる自治プランにおける自治政府を選出す

るためだ。 

 

その上ポリサリオ戦線が受諾した第二ベーカー・プラン20では、最終的な住民投票において現地に居住する植民者たちに

も投票権が与えられることになっている。 

 

したがって有権者名簿をめぐる不一致が問題になるのではない。問題はモロッコとその盟友の国々が、どのような住民投

票プロセスあるいは交渉プロセスにせよ、独立という選択肢を除外しようとしていることに他ならず、これは決議 1541

号が指針としている独立の選択に反することになる。 

 

3.3．モロッコの「自治」案は、モロッコとその盟友の国々が唯一の解決策として主張しているが、これは国際法に違反

し、交渉による解決としては実現性がない。 

 

2007 年にモロッコは「自治」の提案を、ポリサリオ戦線は「自決権」の提案を提出した。 

 

以来、和平プロセスに進捗はまったくない。モロッコと盟友の国々は安保理事会の決議に曖昧で法的意味のない要素を挿

 

20https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_2003_565_PB2_es.

pdf 

 

https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_2003_565_PB2_es.pdf
https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_2003_565_PB2_es.pdf


入し続け、ポリサリオ戦線が独立を断念し、「モロッコ主権」の枠内で「交渉」を受け入れるように圧力を試みる。 

 

２０２０年に米国がこの領土に対するモロッコの「主権」を「承認」したことをうけて、いわゆる「自治」を「唯一の解

決」とする試みは、「前提条件なしの」交渉を押す安保理事会の決議案それ自身に反している。 

 

「自治」の強制が明示することは、この案の真の目的が、国際法に則り西サハラの自治を保証しうる解決を探ることでは

なく、領土の併合を合法化する試みにあるということだ。 

 

４． 結論 

 

西サハラ問題解決の途上にある問題は、有権者名簿に関する不一致でも、提出された諸提案に実現性があるか否かでもな

く、当事者間の対話の不在でもない。解決を困難にしている唯一の理由は、モロッコとその盟友諸国の提案が国連のあら

ゆる理念を害し、MINURSO の本来の目的や意図を抜き取り、不法な併合を国際社会が承認することを提案しているこ

とだ。この途上には交渉の必要性はなく、ポリサリオ戦線の参加も、ましてやアルジェリアの参加も必要ではない。 

 

以上のことから、ポリサリオ戦線が戦闘を開始したことはまったく正当なことだ。これはサハラーウィ住民の基本的権利

が侵害されていることに対する応酬であり、さらにまた 30 年にわたり国際機関を信頼してきた当事者がまったく不正義

な扱いを受けていることに対する応酬でもある。 

 


