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Establishing a Treaty Implementation Regime: The Case of the ATT

The Arms Trade Treaty (hereinafter referred to as “ATT”) was adopted by the General Assembly of the United 
Nations on 2 April 2013 and the ATT was opened for signature after two rounds of diplomatic conferences, which failed 
to agree on the treaty text. As the ATT entered into force on 24 December 2014, the first session of the Conference 
of the States Parties was held between 24 and 27 August 2015 and an extraordinary session was held on 29 February 
2016. These conferences adopted a series of important decisions about the seat of the secretariat, rules of procedure, 
financial mechanisms, etc. Thus implementation of the ATT has fully begun. This article tries to evaluate the process to 
establish a treaty implementation regime focusing on whether the relevant decisions were pertinent for implementing 
the ATT from the viewpoint of the secretariat functions, strengthening implementation, universalisation of this Treaty, 
all of which are vital for the Treaty to function effectively.
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　武器貿易条約（ATT）は、「国際的及び地域的な
平和、安全及び安定への寄与」等を実現するために、
「通常兵器の国際貿易を規制し、又はその規則を改
善するための可能な最高水準の共通の国際的水準を
確立すること並びに通常兵器の不正な取引を防止し、
及び根絶し、並びに通常兵器の流用を防止する」こ
とを目的とする条約である1。この条約は政府専門
家会合、オープンエンド作業部会、準備委員会を経
て条約交渉が開始されたものの、2 度に亘る外交会
議でコンセンサス合意が出来ず、最終的に 2013 年
4 月 2 日に国連総会により採択された後に署名開放
され、2014 年 12 月 24 日に発効した2。このため同
条約の規定に従い、第 1回締約国会議の開催に向け
た準備会合プロセスが開始されるとともに、準備会
合等を支援するための暫定事務局が設置された。
　更に、その後 2015 年 8 月 24 日から 27 日までの

期間、準備プロセス会合の議長を務めたメキシコが
主催して ATT第 1 回締約国会議が開催された3。第
1 回締約国会議は ATT発効 1 年後に設置される暫
定事務局により召集され、その後の締約国会議は定
期的に毎年開催されるものの4、今回の会合はいわ
ば条約実施のための重要なキックオフ会合であり、
ATTが規定する事項も含め一連の決定を行うこと
が予め期待されていた5。このため、全体を調整す
る議長フレンズ会合及びファシリテーター会合によ
り技術的詳細の検討が行われ6、1 週間の会期期間中
には今後の ATT実施の基礎となる多くの重要な決
定が行われた他、特に事務局機能の構築に不可欠な
行財政的事項についても 2016 年 2 月に開催された
特別会合により詳細が確定された。
　ATTは前文、条約本体、末文の 28 条からなる比
較的短い条約であるが（条約の構造及び主要点につ
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いては本稿末尾の資料参照）、近年合意された化学兵
器禁止条約7及び包括的核実験禁止条約（CTBT）8と異
なり、条約を実施するための事務局及び検証制度を
含めて規定する議定書等の形であわせて作成されて
いない。ATTの事務局機能の詳細等については、条
約に定められた締約国会議等の意思決定機関により
条約の運用体制が構築されることが想定されており、
条約交渉時に未解決の課題をそのまま内包した条約
であった9。特に条約実施の観点からは事務局機能
の構築、各締約国での国内実施の強化及び ATTの
普遍化の 3点が不可欠であり、その課題につき具体
的に敷衍すると、概ね以下のとおりである。
　第 1点目の事務局機能の構築については、ATTに
は事務局所在地を定めた規定がない上に、事務局設
立条件について「適切な人数の職員」を有する「最
小限の組織」と定められ、事務局が責任を負うべき
事項等最小限の事項が規定されているのみである。
このため、ATT発効前の暫定事務局による活動を
継続発展する形で、事務局を立ち上げるべく第１回
締約国会議で詳細を決定する必要があった。また、
事務局等の活動に必要な分担金支払い義務を規定す
る財政関連規定も ATTにはなく10、財政メカニズム
の詳細は第１回締約国会議での決定に委ねられてい
た。
　第 2 点目の各締約国での ATT実施の強化につい
ては、ATTに規定される各締約国に課される義務
を規定する文言が交渉途中において弱められた結果、
いわゆる努力義務規定になっているところが随所に
見られるのみならず11、総じて各締約国の国内法へ
の委任の度合いが大きく、ATTの実施が各国の国
内実施法に左右されかねないことが指摘されている。
例えば、仲介について規定する第 10 条には「自国
の国内法に従い（pursuant  to its national laws）」と条
件が付されているため、実際に仲介（ブローカリン
グ）の規制を行うことは各締約国の国内法に委ねら
れる結果、国内法規制が不十分な国の場合は実効的
な仲介規制が出来ないのみならず、そのような国が
仲介の場所として使用される場合には国際的な武器
貿易の規制ネットワークの抜け穴になりかねない。
　第 3 点目として、ATTの普遍化の関連では国連
総会での条約採択時には北朝鮮、シリア及びイラン
の 3 か国が反対、23 か国が棄権したことが懸念さ
れる12。更に、最も直近の 2015 年 10 月に開催され
た国連総会第１委員会における ATT決議採択時に

は 3か国増えて 26 か国が棄権するなど13、ATTの締
結に積極的でない国が現時点でも相当数ある。特に
今後の ATTの普遍化に大きな影響を与えうる米国
及び中国は賛成票を投じているものの、米国による
条約の批准は上院の 3分の 2 の同意を得る必要があ
る敷居の高い合衆国憲法上の制約のみならず、銃規
制に反対するいわゆるガン・ロビー等内政上の要因
から批准が容易ではない。
　本稿においては、ATTの意思決定機関がこのよ
うな ATTの条約実施体制の構築のために必要とさ
れていた課題に応えることが出来たかについて評価
することを目的とし、まず第１回締約国会議及び特
別会合の決定事項について会議文書等から事実関係
を把握する。その上で、ATTの今後の課題として
事務局機能の立上げ、各締約国での実施の強化及び
普遍化の推進の 3つの観点から各決定を再整理する
ことにより条約実施体制の構築プロセスの評価を試
みるとともに、今後に積み残された課題についても
政策提言を行う。

１．締約国会議準備プロセス
　ATTが発効してから第１回締約国会議により事
務局が設置されるまでの期間には暫定事務局がその
準備を行うことが条約上想定されており14、その準
備状況が第１回締約国会議に報告された15。第１回
締約国会議が開催されるまでには、予備会合がベル
リン（2014 年 11 月 27 日から 28 日）において開催
された後に、公式な準備会合がポートオブスペイン
（2 月 23 日から 24 日）、ウィーン（4 月 20 日から
21 日）及びジュネーブ（7月 6 日から 9 日）の 3 回
にわたり開催され、これらの事前の議論を踏まえ、
第 1回締約国会議で最終的な決定が行われた。なお、
2015 年 2 月 23 日及び 24 日にポートオブスペイン
で開催された際に、メキシコが準備プロセス議長に
指名されるとともに暫定事務局の任を担うことが決
定され、国連開発計画（UNDP）が国連側からの側
面支援を行った。
　また、これらの準備プロセスについて暫定事務局
の活動報告書から看取されるのは16、メキシコが暫
定事務局の所在国として現物提供（in-kind support）
の形で様々な支援を行っているほか、英国、スウェー
デン、メキシコ、ドイツが主要な拠出国となってい

Ⅰ．第１回締約国会議に見る重要事項の決定
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る。更に、一定の条件（OECDの DACリスト掲載
基準17）を満たす途上国及び市民社会等の代表が会
合に参加できるよう、支援プログラムにより条約実
施に関与しうる広範な層の意見の反映が可能な機会
が設けられた18。このような形で第 1 回締約国会議
に向けての準備が行われ、条約実施に必要な決定を
行うために第 1 回締約国会議が開催されたが、ATT
が発効した 2014 年 12 月から 8 月末の第１回締約国
会議までの短い期間に相当数の協議が行われていた
にもかかわらず、各国からの意見の集約に苦慮した
様子が覗われ、既にウィーンでの準備会合の段階で
も争点がかなり明確になっていた19。
　先ず、手続規則案を巡っては市民社会及び産業界
の参加条件で大きな見解の相違が見られた他、市民
社会関係者に NGOセッション等の形で発言機会が
与えられるか、署名国及び未署名国等についても、
意思決定を含めて参加が可能か、更には意思決定の
際の表決方法についても ATT条約交渉会議の手続
規則交渉時と同様に市民社会等の関与の度合いを
巡って見解が対立する中で交渉が行われた20。また、
事務局の所在地については、国連内に事務局を設置
する案、国連に関連した既存の国際機関に設置され
るハイブリッド型事務局案、単独の事務局を設置す
る案の 3つの事務局設置案が提案された他、事務局
業務関連取決め、事務局予算、事務局の統制等につ
いて議論された。財政事項については、締約国会議
及び事務局の活動に必要な通常予算は国連分担率に
比例した分担金及び拠出金により構成されることに
ついては概ね合意されていたものの、各国とも財政
事情が厳しいなかで自国の経費負担を軽減すべくシ
ビアな議論が展開された21。
　報告様式については、米国スティムソン研究所が
作成した ATTベースライン・プロジェクト（BLP）
案を基に議論が開始された22。その結果、最初の報
告の提出期限については 2016 年 5 月 31 日までに行
われることでは見解の一致を見たものの、米国が武
器移転の金額を含めることに反対した他、報告の任
意性を強調する国、普遍化の名の下に報告内容のレ
ベルが低下することを懸念する国もあった。このよ
うに、特に報告様式については、既に 4 月下旬の
ウィーン会合の段階から議論の錯綜が看取され、そ
の後の締約国会議でも大きな争点となることを予見
するような状況が生じていた。いずれにせよ、第１
回締約国会議においては、この報告様式の問題を除

いて、事務局問題、手続規則、財政規則を含む財政
メカニズムについて合意された。

２．第１回締約国会議の決定事項
　（１）事務局
　先ず、事務局については、事務局の形態について
のこれまでの議論を踏まえてファシリテーターから
事務局誘致のため立候補したオーストリア、スイス、
トリニダード・トバーゴの３か国からの回答を纏め
た資料をベースに議論が行われた23。将来の ATT事
務局が最大限の能力を発揮できるように立候補国に
対して回答が求められていた項目は、立候補のあっ
た事務局所在地の概要、ロジスティック、事務局業
務アウトソースのオプション、会議サービス、人的
リソース及びその他の 7 項目であった。もっとも、
これらの検討に加えて、他の国際機関選挙等とのク
ロス・リンク相互支持といった会議舞台裏で展開さ
れる水面下の外交上の駆け引き等が行われたことは
想像に難くない。
　なお、最終的な事務局所在地を決定する手続につ
いては、3 候補国が残った段階でこれら 3 か国間が
合意する非公式の投票により行われるものとされ、
記名式秘密投票により行われることが準備会合プロ
セスにおいて決定されていた24。具体的な手続とし
ては、1 名の選挙人及び 3 名の立会人が指名され、
記名式により第 1次投票において 3分の 2 を獲得し
た場合は最終的な投票結果として当選国が直ちに確
定するものの、3 分の 2 を確保できない場合には最
低得票国が自主的に辞退し、更に第 2次投票により
単純多数を獲得した国が事務局所在地として選出さ
れた後に、締約国会議により正式に決定されるとす
るものである。この投票手続の下で実施された第 1
次投票によりトリニダード・トバーゴが辞退を余儀
なくされ、スイス及びオーストリアの 2国が決選投
票に臨み、この締約国会議により最終的に ATT事
務局はスイス（ジュネーブ）に設置されることが正
式に決定された。
　また、事務局に付与すべき機能については、準備
会合プロセスでの議論及び他の分野の国際機関等既
存の事務局との比較を行った上で、ATT事務局が
果たすべき任務について取り纏めたディスカッショ
ン・ペーパーがファシリテーターより提示された25。
同文書では組織運営の観点から締約国会議等の文書
準備・配布も含めた会議サービス、データベース、
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ウェッブサイト等を活用した締約国の支援、支援プ
ログラム、条約に基づく報告関連業務、信託基金の
運営、締約国との連絡通報等の事務局任務が想定さ
れていた。更に、締約国会議での議論を踏まえて、
最終的に ATT事務局に対する指令（directive）が採
択されたが26、同文書によれば、締約国への支援業務、
管理委員会及び設立約款（T/R）に則った信託基金
の管理、国際協力等のための連絡促進が ATT事務
局の任務として規定されている。
　（２）手続規則
　手続規則については、条約の規定に従い第 1回締
約国会議でコンセンサスにより採択される必要が
あったことから、第 1回締約国会議で決定されるべ
き最優先事項の一つであった。このため、手続規則
案の交渉を行うことを目的とした起草委員会が設置
され、3 月末及び 7 月にオープンエンドセッション
が開催された結果、ファシリテーターのメキシコは
7 月の準備委員会の際にこれまでの議論を踏まえて
起草された手続規則案を提案した。交渉段階で争点
となったのは、特に会議参加条件、意思決定、会期
間の意思決定、公用語の 4 点であった27。その後の
関係国会合を経て、この修正された手続規則をベー
スとして更に技術的文言修正が加えられた後、最終
的に合意された。
　特にこの手続規則で争点となった会議参加条件に
ついては、NGO及び産業界関連団体、並びに個々
の NGO及び産業界等もオブザーバーとして参加す
ることとが出来るものとされ、本会議での演説、文
書の受領・配布も許容される規定となっており、他
の軍縮関連フォーラムのオブザーバー参加の規定と
比較しても ATT関連意思決定機関へのオブザー
バーからの関与の度合いが大きいものとなった。交
渉過程では会議参加経費の一部を負担すべきとして
参加費 100 ドルを支払う案も出ていたことから28、
特にこの NGO関係者の参加条件を巡っての激しい
議論の結果、最終的にこのような形で合意された29。
ちなみに、この NGO等のオブザーバー参加条件に
ついては多くの手続規則では末尾近くに規定されて
いる事例が多い中で、ATTの手続規則では冒頭付
近に規定されていることも、この論点が交渉段階で
重要視された証左でもある。
　また、意思決定に関しては、実質事項については
24 時間の期限内でコンセンサスを目指し、24 時間
が経過した以降は 3分の 2 加重多数決により決定を

行うものとされている一方で、手続事項については
単純多数決により決定され、賛成及び反対の得票数
が同数となった場合には否決とされる意思決定方式
が採用されている。また、財政的インプリケーショ
ンを含む事項の意思決定に係る別途の規定が設けら
れている点が特徴的であり、財政規則を作成する根
拠も併せ規定されている他、財政的インプリケー
ションを含む内容に係る意思決定については実質事
項と同様にコンセンサス方式を原則としつつ、最終
的には表決に付して 3分の 2 加重多数決による意思
決定方式を取ることが定められている。このように、
財政問題については実質事項と同レベルの賛意が存
在することが表決手続上要件化されており、現時点
で締約国が 89 か国と限られているため財政的な不
安定要因を抱えた ATT実施体制の下で、特定の国
に過大な財政負担が生じるといった不平等が生じな
いような最大限の工夫がなされていることが窺われ
る。
　（３）財政メカニズム
　財政規則もこのような ATTを取り巻く現下の事
情を勘案した規定振りとなっており、例えば、分担
金の支払い義務については、特に ATTは条約実施
のための不安定な財政環境も勘案した上で財政メカ
ニズムが制度設計されている。事務局経費等を賄う
一般基金に充当される分担金については、他の国際
機関等でも広く採用されている国連の分担率に比例
して決定される方式が採用されている。また、特定
の国が過剰な財政負担を負わないよう衡平を期する
観点から分担率の上限（22％）が設定され、更に分
担金回収コストに相当するものと算定された 100 ド
ルの下限が設定されたシーリング・フロアリング方
式が採用されている30。更に、会議開催経費につい
ては締約国会議といった意思決定機関に参加する署
名国及びオブザーバー国にも同様の財政的負担を求
めるものとされている31。なお、ATTは分担金支払
義務等財政メカニズムに関する明示的な規定を有し
ないものの、脱退規定の制限条件から分担金支払義
務の存在が推定されると解釈される32。
　また、財政事項の関連では、管理委員会が重要な
役割を果たすことが期待されている。管理委員会の
設置については ATTに規定されていないものの、
補助機関を設置することの権限を付与されている締
約国会議の決定に基づき設置され、事務局機能及び
財政事項についての監査を行うことを目的としてい
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る33。また、締約国会議を支援する機能として、締
約国会議の準備プロセスの監督のほか、締約国会議
の権限の範囲内で法的拘束力を有しないとの前提で
勧告を行う任務が付与されており、締約国会議にお
ける意思決定を円滑かつ迅速に行うことができるよ
うに工夫されている。
　（４）報告様式案
　ATT第 13 条に基づき行われる報告様式案につい
ては、第１回締約国会議で議論が収斂せず、第 2回
締約国会議において正式に決定されるものとして暫
定的な報告様式案に留意（take note）することで最
終的に妥協が成立した34。条約の規定上は、化学兵
器禁止条約の冒頭申告等と同様に、自国について効
力を発してから 1 年以内に ATTに係る国内実施措
置につき最初の報告を行うことが義務付けられてい
る35。この報告様式案は、締約国が ATTの規定に基
づき法的義務として情報を提供するセクション A
及び締約国が任意に情報提供を行うセクション B、
更に年次報告及び注釈からなる。ATT公式ホーム
ページに公表されている報告様式案（WP.4/Rev.1）
には修正箇所のコメントが残されたままであり、準
備会合プロセスのみならず締約国会議でも議論が収
斂しなかったため、1 年間の試行期間を挟み 2016
年後半に開催される第 2回締約国会議での正式な合
意を目指して協議が継続されることとなった。
　第１回締約国会議の公式記録は作成されていない
こともあり、市民団体の作成した資料から審議状況
をたどると、報告様式案については各国の武器貿易
の状況について透明性の確保が重要であるとの見解
が多数を占めるなかで、8 月 24 日にファシリテー
ターから準備委員会での議論を最大限反映したとす
る報告書案が提示された36。しかしながら、翌 25 日
にはファシリテーターより第 2回締約国会議の際に
は補助機関を設置して報告書案を検討する提案がな
され（米国、コスタリカ等が支持）、報告書式に合
意できず苦慮している様子が看取される37。
　更に、27 日にはファシリテーターから報告様式
再修正案（WP.4/Rev.2）が提示された38。その際に、
報告様式は各国からの最初の報告の機会を活用して
改良される必要があり、各締約国からの報告には暫
定報告様式の使用が奨励されること、セクション B
の任意情報提供についての非公式協議の結果概要、
報告の範囲について情報提供が任意で行われること
を明確にすることの 3点につき説明が行われた。更

に引き続き、ファシリテーターより各国に対してこ
の修正案を今後暫定的に使用することの理解を求め
たものの、最後まで議論が収斂しなかった39。この
ような次第もあり、締約国会議報告書も報告様式に
合意（agree）せずに留意（take note）するに留めて
おり、同報告様式案は、今後 1年間の試行期間を経
て、設置が合意された非公式作業部会により詳細が
引き続き検討され、第 2回締約国会議での正式な合
意を目指すこととなった40。

３.　特別締約国特別会議による決定
　2016 年 2 月 29 日に開催された特別会合では ATT
事務局を実際に稼働させるために不可欠な具体的な
決定も行われたものの41、第１回締約国会議で合意
できなかった報告書式については、ファシリテータ
（スウェーデン）より 2016 年 8 月に開催予定の締約
国会議に向けて継続されている非公式協議について
の経過報告が行われたのみであった42。合意された
決定の中でも、ATT事務局機能の円滑な運用に不
可欠なホスト国スイスとの本部協定案及び ATT事
務局を実際に設置する場所となる軍隊の民主的統制
のためのジュネーブ・センター（DCAF, Geneva 
Centre for the Democratic control of Armed force）との
業務取決めが承認されたことが特筆される。
　近年作成された軍縮条約の意思決定機関及び締約
国を支援する事務局機能を確保するための本部協定
が作成される必要性については条約本体に明示的に
規定されている事例が多いものの43、ATTには本部
協定についての規定がない中で、事務局及び代表団
等に対する特権免除を認めるホスト国及び締約国間
で協議により別途合意された44。この本部協定が特
徴的な点として、例えば他の国際機関の事例を見る
と化学兵器禁止機関本部協定をはじめ 1961 年外交
関係に関するウィーン条約45を引用する形での特権
免除の規定が置かれている事例が多いものの46、
ATT事務局はホスト国スイス国内法を特権免除付
与の根拠としている点があげられる47。ATTの事務
局は小規模であるにも拘らず、国際法上の法人格及
び法律上の能力を有しており、ミニ国際機関とも位
置付けられうる点である。
　更に、ATT事務局に関しては、第１回締約国会
議により所在地等主要な点については合意されてい
たものの、この特別締約国会議で具体的に事務局が
国際気象機関（WMO）ビル 2 階に所在する DCAF
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に設立されることが決定され、上述の本部協定とも
整合性を確保した上で事務局運用のための業務取決
めが合意された48。これらの合意により、ATTの条
約実施体制の中核となる ATT事務局が稼働しうる
こととなるが、次年度予算は 2016 年 8 月の第 2 回
締約国会議で承認されるため、その空白期間の
ギャップを埋めるため職員人件費を含めた事務局経
費を調整するための決定も行われた。

　以上のように、ATT第１回締約国会議の際には
決定できなかった事項（報告様式）もあるものの、
今後 ATTを実施していく上で必要不可欠な事項（事
務局、手続規則、財政メカニズム）については合意
された。では、ATTの主要な課題としてあげられ
る事務局機能の構築、各国での国内実施の強化及び
普遍化の推進との 3点に焦点を当てて、第１回締約
国会議及び締約国特別会議によりどの程度達成され
たかについて評価を試みるとどのようになるであろ
うか。

１．事務局機能の構築
　先ず、事務局の重要な機能として効果的な条約の
実施のための支援があげられるが49、事務局所在地、
事務局長をはじめ事務局の稼動のために不可欠な事
項はほぼ決定され、今後各締約国が条約を実施して
いく上で最低限の基盤が整備されたことは重要であ
る。特に事務局所在地ジュネーブについては国連軍
縮研究所（UNIDIR）等に代表される軍縮関連シン
クタンクが複数所在していることから軍縮関連の知
見が集積されている他、国連軍縮部ジュネーブ支部
事務局のみならず対人地雷禁止条約及びクラスター
弾条約等他の軍縮条約履行支援ユニット（ISU）も設
置されていることからシナジー効果が期待される50。
　また、事務局については ATTには極めて限定さ
れた規定しか置かれていない中で、上述のとおり、
ATT第１回締約国会議では事務局体制の骨格のみが
合意されていた状況にあった。2016 年 2 月にわず
か１日間の会期で開催された締約国特別会合ではあ
るものの、実際に事務局を運営する上で不可欠なホ
スト国との本部協定、更には実際に事務所スペース
及び役務を提供する DCAFとの業務取決めにより
事務局業務を本格的に始動するための基盤を整える

ことが出来たものと思われる。特に ATTは各国の
国家安全保障とも密接に関連する武器移転を取り扱
うため、条約交渉段階のみならずその後の報告書式
を巡る議論においても安全保障上の考慮が働くため
合意が容易でない状況が看取された。このため、各
国からの提出される報告書の保管等で懸念を生じな
いように秘密保全措置が取られたジュネーブ郊外の
保管施設の賃貸借を含むものであり、条約の実施に
直接関与する事務局が機能を果たしうるように工夫
がなされている点も重要である。なお、人件費も含
めて ATT事務局の人的リソースの関連では、実際
に ATT事務局機能を担う DCAFの規模に併せて国
連共通システムを調整した制度を準用することとさ
れているのは、他の在ジュネーブ国際機関との横並
びのみならず、独自の制度構築を行うよりも効率的
かつ現実的な事務局運営方法であると思われる。

２．各国での国内実施の強化
　次に、手続規則については、条約の意思決定機関
の議事を規律するものであり、国内実施に基本的に
は直接関係しない。しかしながら、この手続規則の
特徴的な点の一つである NGOのみならず産業界の
代表も本会議に参加が認められていることは、実際
に国際的な武器貿易に関与することの多い現場の事
情に通じた実務専門家の参画も期待できる点からは
ATTの国内実施に資するものである。ちなみに、軍
縮条約関連会議に参加する NGOは武器の規制・使
用禁止を求めるものが多いものの、第１回締約国会
議にオブザーバー参加した NGOリストを見ると銃
規制に反対する NGOも参加しており51、ATT推進
の観点からは必ずしも「一枚岩」になっていないこ
とが伺われる。
　更に、財政メカニズムとの関連では、特に途上国
における国内実施の支援強化の観点から、信託基金
及び支援プログラムが重要な役割を果たしうる。
ATTは締約国に対して各国に国内管理制度（国内
管理リストを含む）の確立・維持を求めているが、
武器の輸出管理は技術的側面が大きいため国内法整
備にも苦慮する国は少なくない。このため、途上国
の法制度支援等に信託基金が活用され、また支援プ
ログラムにより途上国の輸出管理実務担当者がATT
関連会合に参加することを通じて ATTに係る知見
を深めることは、このような国々における ATTの
国内実施の強化に資するものである。もっとも、

Ⅱ．武器貿易条約に見る条約実施体制の確立



条約実施体制の構築：武器貿易条約を事例として　7

ATT第 13 条の定める報告様式については、2 月の
特別会合で合意できる状況になかったことがファシ
リテーター（スウェーデン）から特別会合に提出さ
れた作業文書から窺われるが52、実際に既に締約国
より提出されている最初の報告も含めて ATT締約
国から提出される報告状況も勘案して、今後合意さ
れることが期待される（後記参照）。

３．ATT の普遍化
　事務局の設置場所については、これまで最終候補
地としてあがったジュネーブ、ウィーン及びポート
オブスペインの 3か所の候補地に加えて、初期の段
階では国連本部のあるニューヨークも候補地の一つ
として話題になっていた。しかしながら、最終的に
ニューヨーク以外の場所になったことは ATT普遍
化との関連では重要であり、銃規制に反対する団体
からの政治的圧力故に米国による批准が更に困難に
なることを回避しえたことになる。また、ATT未
批准の国は米国、中国、ロシアといった武器輸出大
国のみならずアジア・アフリカ・中東地域にも多い
ところ、ニューヨークの比ではないものの、ジュ
ネーブにはこれらの地域の小国も含めて政府代表部
が設置されている。このため、今後ジュネーブで
ATT関連会議が開催される際には参加しやすくな
り、ATTの普遍化には有利に働くことが期待される。
　また、手続規則については ATTの普遍化に直接
関係する側面は特段ないものの、争点の一つになっ
ていたとされる公用語の問題については、行財政規
律を確保する観点からは予算増に繋がるため使用頻
度の高い英語、フランス語及びスペイン語に限定す
べきとする見解、他方で、国連関連フォーラムであ
るとして全ての国連公用語を ATTの意思決定機関
の公用語にすべきとの見解の対立は他の国際機関で
も見られる論争の典型である53。もっとも、ATT普
遍化の観点からはこれらの言語が使用される地域は
ATT未締結国が多いことから、ATTへの理解促進
を通じて逆に普遍化に活用されることが費用対効果
の観点からも重要であると思われる。
　更に、財政メカニズムとの関連では、特に開発途
上国を対象として ATT批准促進のための国内法整
備等能力構築支援のために信託基金及び支援プログ
ラムが活用されるべきことは言うまでもない。本稿
脱稿の時点（2016 年 7 月末）で締約国数が 78 か国
と限られ、条約実施に不可欠な財政基盤が脆弱な状

況下で、財政規則においても規則 5は締約国会議及
び補助機関に対する財政的貢献について区別する規
定となっており、事務局への財政的貢献が締約国
に対してのみ対象とされている規則 6と対称的であ
る。この点も締約国間の妥協の産物であるものの、
ATT未批准国に対しても ATTに関連する規範形成
に一定の関与を許容することにより、ATT未批准
の署名国に締約国会議への参加を促しうるものであ
る。
　最後に、報告様式については第１回締約国会議で
議論が収斂せずに暫定版の報告様式が留意されたの
みであり、2016 年 8 月に開催される第 2 回締約国
会議に正式な決定は先送りされた。しかしながら、
今後１年間の試行を通じて、未批准の署名国も含め
て ATTの報告制度についての理解を深めることは、
これらの国の国内実施措置を含めた ATT締結準備
に有益であり、間接的に ATTの普遍化支援に繋が
ることが期待される。

　以上を踏まえると、ATT第１回締約国会議が開
催された結果として、事務局の設置、手続規則及び
財政メカニズムが合意され、更には第 2 回 ATT締
約国会議により正式に合意される前提で試用される
こととなった暫定版報告様式等には合意出来なかっ
たものの、今後の議論のベースとなることについて
は共通理解が形成された。このように、今後 ATT
の本格的な実施のためには不十分と思われる点等も
依然と残されているものの、ATT第１回締約国会
議及び特別会合は一定程度の成果を生み出したもの
と評価され、今後の条約実施のために順調な滑り出
しとなったことについては歓迎すべきものと思われ
る。その一方で、今後の残された課題として、ATT
が武器貿易を規制するために重要な役割を果たす報
告制度の確定、ATTの更なる普遍化の推進、事務
局機能の強化の 3点が指摘されうる54。
　第 1 点目の報告制度の制度設計について、報告様
式については 2016 年 8 月にジュネーブで開催予定
の第 2 回 ATT締約国会議において合意され、更に
多くの国から報告が今後提出されるように特に途上
国に対する能力構築支援等が行われることが最優先
課題である。公開されている協議途中の報告様式案
を見ると、例えば、最初の報告に際しては柔軟に（in 

おわりに
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a flexible manner）使用することを許容する表書きの
文書が削除されている等、随所に今回の締約国会議
で合意できなかった痕跡が看取される55。このため、
情報提供が義務的又は任意のものであるか、具体的
にどのような情報を報告対象に含めるのか、更には
報告様式の注釈も含めて、国連軍備登録制度56等類
似の制度の先例も参考にしつつ、より多くの情報が
各締約国から報告されるよう促進する制度設計を行
う必要があり、ATTの趣旨と目的に照らした上で
実効性を確保するため、着実に実施する必要がある。
報告様式に係る非公式協議については、4 月 4 日か
ら既にジュネーブで開始されており、特に条約の実
施及び普遍化についてはパネルの設置が議長から提
案されるなど今後の展開が注目される57。
　また、第 2 点目の更なる ATTの普遍化の推進は、
武器の輸出・輸入国双方からの武器貿易の規制を可
能にするものであるため、より多くの締約国を確保
することが条約の実効性を確保する観点から不可欠
であることは論を待たない。更に、現実問題として
米国の批准が容易でない状況下で、現時点で締約国
会議等の開催経費及び事務局の運営に不可欠な分担
金を負担しうる締約国が 90 か国程度と不安定な財
政基盤もあり、条約実施のための安定した財源確保
のためにも、ATTの更なる普遍化は不可欠との側
面もある。
　最後の第 3 点目の事務局機能の強化について、
2016 年度暫定予算案から推察されるのは、ATT事
務局が正に立ち上げの段階にある点に留意する必要
がある。事務局が完全に機能していないこともあり、
当初はわずか 4名の職員についても任期付採用ポス
トであり 12 か月分の人件費が計上されているのみ
で、2016 年初頭に開催が予定されている特別会合
での検討対象とされている項目も少なくなかったが、
特別会合の決定により事務局として機能するための
最低限の設営は行われた。もっとも、事務局機能に
必要な ITサービス等の経費も通常予算として計上
されているものの、会議経費も含めて事務局所在国
のスイス政府に事実上依存せざるをえない状況にあ
ることが窺われる58。このため、先ずは実際に ATT
事務局が置かれる DCAFとの調整も含めて事務局
機能の立ち上げも含めて、事務局が安定して持続的
に機能することが可能となるように、各締約国から
事務局への支援が必要とされている。
　以上本稿では、武器貿易の規制を通じて国際・地

域の平和、安全及び安定を目指す条約である ATT
を分析材料として、ATTの意思決定機関がこのよ
うな ATTの条約実施体制の構築のために必要とさ
れていた課題に応えることが出来たかについて会議
文書等を通じて事実関係を明らかにすることを試み
た。ATT自体はそもそも小規模の事務局が条約上
も想定されていたことからも見られるように大規模
な条約実施体制の構築を想定していない。しかしな
がら、事務局所在国スイスとの本部協定により国際
法上の法人格のみならず特権・免除等を付与され、
小規模ながらも国際機関としての必要な条件を満た
している点は注目すべきものと思われる。国連等で
も行政肥大化が懸念される中で、各締約国とも厳し
い財政事情の中でも効率的な条約実施体制が出発点
となったことは良き先例であるとして評価されうる
ものであり、このような「ミニ条約事務局」が実効
的に稼働しうるか注視する必要があるものと思われ
る。ATTの普遍化を進めつつ、着実に実施するこ
とは、武器貿易を規制することを通じて紛争の防止、
平和の実現のために有益であるが、その限界につい
て指摘する見解も見られ、例えばアムネスティ等の
人権団体が英国によるサウジアラビア向け武器輸出
が ATT違反であるとして問題提起を行っている59。
更に、2016 年 6 月にニューヨークで開催された国
連小型武器行動計画第 6回隔年会合で採択された報
告書には ATTの表現が一言も入らなかったなど60、
ATTを巡っては根強い反対をする国が依然と存在
する現状を踏まえると、先ずは ATTの条約実施体
制を確実に始動させることは極めて重要である。
ATTの有する人道的側面に留意しつつ、通常兵器
の軍縮・不拡散条約としての機能が最大限に活用さ
れ、ATTによる武器貿易の規制が実効的に機能し
て紛争予防に寄与するためには、各国政府、市民社
会、出産業界等この条約の実施に関与しうる全ての
ステーク・ホルダーによる更なる協働が強く期待さ
れる。

【後記】2016 年 8 月 22 日～ 26 日に開催された第 2
回 ATT締約国会議において、懸案であった冒頭報
告及び年次報告の報告書式については、定期的な
見直しに付されることを条件にするとともに採択
（adopt）よりも同床異夢的なニュアンスを許容しう
る支持（endorse）とすることで合意した。
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１　Arms Trade Treaty (Arms Trade Treaty), 52 ILM 985 (2013) 

(adopted as UN Doc. A/RES/67/234B) (2 April 2013).

　　ATT 第 1 条は前文を総括する形でその趣旨と目的に
ついて、「国際的及び地域的な平和、安全及び安定に寄
与し、人類の苦しみを軽減し、並びに通常兵器の国際貿
易における締約国間の協力、透明性及び責任ある行動を
促進し、もって締約国間の信頼を情勢するため、通常兵
器の国際貿易を規制し、又はその規制を改善するための
可能な最高水準の共通の国際的水準を確立すること並び
に通常兵器の不正な取引を防止し、及び根絶し、並びに
通常兵器の流用を防止することを目的とする。」と規定
している。このことから、ATTは国際・地域の平和と安全、
更には武力紛争といった人道的危機を防止するために、
紛争・テロ等の手段として使用されることの多い通常兵
器の国際貿易を規制するための国際的な協力枠組みを構
築するための条約であると位置づけられる。

２　UNTC, CHAPTER XXVI DISARMAMENT 8. Arms Trade 

Treaty

　　ATT は 2014 年 12 月 24 日に発効し、2015 年 9 月 30

日現在の締約国は 89、署名国は 130。
　 　 a t  h t t p s : / / t r e a t i e s . u n . o r g / p a g e s / v i e w d e t a i l s .

aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxvi-8&chapter=26&lang=en (as of 

30 September 2016)

３　第１回 ATT 締約国会議の文書については以下の URL

に公開されている。
　　at http://www.thearmstradetreaty.org/index.php/en/

conference-of-states-parties/documents(as of 31 March 2016)

４　例えば、ATT 第 17 条 4 項は締約国会議の任務として
以下の事項を規定している。

　⒜この条約の実施状況（通常兵器の分野における動向を
含む）

　⒝この条約の実施及び運用、特にその普遍性の促進に関
する勧告の検討及び採択

　⒞第 20 条に基づくこの条約の改正の検討
　⒟この条約の解釈から生ずる検討の問題
　⒠事務局の任務及び予算の検討及び決定
　⒡この条約の機能の改善のために必要な補助機関の設置

の検討
　⒢この条約に適合するその他の任務。
５　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/3, 14 August 2015, pp.1-5.

　　ATT は特に第１回締約国会議により決定が行われる
べき事項として、コンセンサスにより手続規則の採択を

行うこと（第 17 条 2 項）、締約国会議の財政規則及び同
会議が設置する補助機関の予算を規律する財政規則並び
に事務局の任務の遂行を規律する財政規定を採択するこ
と（同条 3 項）を規定している。また、事務局の所在地
等についても第 18 条に基づいて、第 1 回締約国会議に
おいて決定される必要があった。なお、第１回締約国会
議の注釈付議題案によれば、手続規則の採択、財政事項、
事務局、報告様式につき本会議に報告が行われて審議が
行われた結果、合意された事項については締約国会議と
して決定されることが予定されていた。

６　手続規則はメキシコ、報告はスウェーデン、事務局所
在地はフランスが、財政規則はオーストラリア及びガー
ナがファシリテーターを務めた。

７　Convention on the Prohibition of the Development, 

Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and 

on Their Destruction (Chemical weapons convention), 1974 

UNTS 45(1997) (entered into force on 29 April l997).

８　Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), 35 ILM 

1439(adopted as U.N. Doc. A/RES/50/245 (17 September 

1996)).

９　Laurence  Lus tgar ten ,  “The  Arms Trade  Trea ty : 

Achievements, Failings, future,” International Comparative 

Law Quarterly, Volume 64, Issue 03(Cambridge University 

Press, 2015), pp. 598-599.; Yasuhito Fukui, “The Arms Trade 

Treaty: Pursuit for the Effective Control of Arms Transfer,” 

Journal of Conflict & Security Law, Vol.2015-2 (Oxford 

University Press, 2015), pp.319-321.  

　　ATT が抱える問題として、前者の先行研究は第 2 条
の適用範囲が狭いこと、第 7 条の規定する輸出評価プロ
セスが弱い点（「著しい危険性」の敷居値、第 6 条 3 項
にある戦争犯罪等に使用されることを知っていた場合と
の心理的要素、輸出者が都合のいいように条件を取捨選
択できる点）を指摘している。他方で、後者の先行研究
は ATT 発効後の課題として国内実施の強化、不明瞭な
点の明確化及び普遍化の推進の 3 点を課題としてあげて
いる。これらはいずれも条約解釈論上重要であるものの、
条約実施体制を運用可能にすること (operationalise) を念
頭に置いた条約実施体制構築の観点からは事務局機能の
構築、各締約国での国内実施の強化、ATT の普遍化の 3

点が不可欠である。
10　他の軍縮条約の事例を見ると、例えば CTBT 第 2 条

10 及び 11 は、それぞれ CTBT 機関及び同準備委員会の
分担金支払い義務について規定しており、ATT にはこ
のような規定は置かれていない。

注
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11　例えば、通過及び積み替えを規定する第 9 条には、「必
要かつ実行可能な場合は」との条件が付されており、特
に実行可能であるかの判断は各締約国に委ねられること
となるため、恣意的な判断が行われると「抜け穴」にな
りかねないとの懸念がある。

12　UN Doc. A/67/PV.71, 2 April 2013, pp.12-13.

13　UN Doc. A/RES/70/58, 07 December 2015, pp.1-2.

　　例えば、同決議において国連加盟国に対して具体
的措置を取ることを求める本文パラにおいて、奨励
(encourage) 等強制性を伴わない表現が使用されているに
もかかわらず、国連総会本会議の表決結果は賛成 157-

反対 0- 棄権 26（第１委員会での表決結果は賛成 150-

反対 0- 棄権 26）で ATT 決議は採択されているものの、
2013 年 4 月の条約採択時の表決結果と同様に棄権票が
多いのが実情である。

14　ATT 第 18 条１は「この条約により、この条約の効果
的な実施において締約国を支援するため、事務局を設置
する。締約国会議の第１回が開催されるまでの間は、暫
定事務局がこの条約に定める運営上の任務について責任
を負う。」と規定。

15　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/INF.4, 20 August 2015, pp.1-6.

16　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/INF.4, 20 August 2015, pp.1-6.

17　DAC List of ODA Recipients Effective for reporting on 

2014, 2015 and 2016 flows.

　　at http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20

List%20of%20ODA%20Recipients%202014%

　　20final.pdf (as of 17September 2015)

　　財政支援を行う対象者を選考する際に同基準が使用さ
れている背景には、財政貢献国にとり支援プログラムの
原資となる財源として ODA 予算が使用可能となること
もある。

18　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/INF.4, 20 August 2015, pp.1-6.

　　オーストラリア、オーストリア、アイルランド、ドイツ、
メキシコ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイ
ス、トリニダード・トバーゴ、英国が総額 110 万ドルの
任意拠出を行った。

19　CSP preparatory committee: Vienna, Reaching Critical Will.

　　at http://reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/att/csp-

prep/vienna (as of 9 September 2015) 

20　NGO の参加条件、コンセンサス方式か表決による決
定か等を巡っては ATT 外交交渉会議の手続規則案につ
いて準備委員会で議論された時にも揉めた点であり、今
後の ATT 実施体制の運用にかかわる点であるため、関
係国のみならず NGO も強い関心をもって交渉に臨んで

いたことが Reaching Critical Will 等の NGO 作成資料か
らも窺われる。

21　CSP preparatory committee: Vienna, Report by Gabriella 

Irsten, Reaching Critical Will of WILPF, 20–21 April 2015 

　　at http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/att/

csp-prep/vienna(as of 23 September 2015)

22　The ATT Baseline Assessment Project: Supporting ATT 

Ratification and Implementation, Stimson Center, pp.1-16. 

　　at http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2014/06/

ATT_BAP_REPORT.pdf (as of 9 September 2015)

23　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/INF.1, 12 August 2015, pp.1-25.

24　ATT Doc. Informal ballot procedure (Non-recorded 

procedure w/ secret ballot), 25 August 2015, pp.1-2.

25　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/PM.2/WP.2, 2 July 2015, pp.1-

4.

26　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/WP.2, 2 July 2015, pp.1-4.

27　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/WP.1/Rev.1, 2 July 2015, p.1.

　　同文書によれば、起草委員会での議論を反映する形で
修正されたのは、規則 5（NGO 及び産業界を含む市民
団体代表の参加）、規則 33（実質事項の決定）、規則 35（財
政的インプリケーションを伴う事項の決定）、規則 41（会
期間の意思決定）、規則 47（通訳）、規則 49（言語及び
公式文書）等。

28　CSP preparatory committee: Vienna, Report by Gabriella 

Irsten, Reaching Critical Will of WILPF, 20–21 April 2015 

　　at http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/att/

csp-prep/vienna(as of 23 September 2015)

29　2015 年 10 月 14 日、ニストゥエン（Nystuen）国際法
政策研究所（ILPI）上級アドバイザーよりのインタビュー

（於：オスロ）。同女史は以前からノルウェー政府代表
団法律顧問として ATT 交渉に参加していたこともあり、
非公式協議での議論も含めて、意見交換の機会に本稿を
執筆するにあたって事実関係について確認させて頂いた
ことに、この場を借りて謝意を表明する。

30　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/WP.9, 24 August 2015, pp.1-4.

　　もっとも、同文書からは財政規則の規定を巡っては分
担率の上限を 12％か 22％にすべきか最後まで議論が揉
めたことが伺われる。更に、特に 100 ドルの下限の根拠
についても、当初は 500 ドルとされていたことに対して
疑義が呈され、ファシリテーターが国連ジュネーブ本部
財務管理事務所と協議した結果として、分担金の分担金
回収コスト及び会議参加費用を勘案すると 100 ドルと算
定され、最終的に合意された。

31　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/WP.3/Rev.1, 25 August 2015, 
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pp.1-5.

32　ATT 第 24 条 3 は「いずれの国も、その脱退を理由と
して、この条約の締約国であった国のこの条約に基づ
く義務（その間に生じた財政上の義務を含む）を免除
されない。」と規定しており、換言すれば分担金の支払
義務といった財政上の義務が存在するものと解釈され
る。もっとも、米国の場合は全米ライフル協会 (National 

Rifle Association) のように銃規制に反対するガン・ロビー
の存在といった内政上の理由及び条約の批准には上院の
3 分の 2 の承認を得る必要があるため、米国が締約国と
なることは現実問題として容易ではない。

33　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/WP.5, 12 August 2015, pp.1-2.

　　同文書は管理委員会の設立条件 (Terms of Reference) と
して合意されたもの。

34　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/WP.4/Rev.1, 26 August 2015, 

pp.1-28.

　　ATT 公式サイトに公表されている同文書では審議途
中のコメントが反映されたままになっており、最終的な
報告書様式は第 2 回締約国会議に向けた会期間に締約国
間で議論される。 

35　ATT 第 13 条 1 が「締約国は、この条約が第 22 条の
規定に従い自国について効力を生じた後 1 年以内に、こ
の条約の実施のためにとられた措置（国内法、国内的な
管理リスト並びに他の規則及び行政措置を含む。）につ
いて事務局に最初の報告を提出する。」と規定している
ことを受けて、最初の報告が行われる。他方、新たな措
置については「適当な場合には」締約国が報告を行うも
のとされており、あくまでも任意の報告と位置付けられ
ているが、これらの報告は事務局により各締約国に配布
される。

36　Reaching Critical will, ATT Monitor Vol.8-2, 25 August 

2015, p.3. 

37　Reaching Critical Will, ATT Monitor Vol.8-3, 25 August 

2015, p.3.

38　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/WP.4/Rev.2, 26 August 2015, 

pp.1-28.

　　暫定案として文書採択時の口頭修正も反映されたク
リーンテキスト版の報告様式は下記の国連軍縮部ウェッ
ブサイトに公開されており、各国からの最初の報告に利
用されることが奨励されている。

　　at https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/

uploads/2013/06/Initial_Report.pdf (as of 08 December 2015)

39　 Reaching Critical Will, ATT Monitor Vol.8-5, 28 August 

2015, p.3.

40　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/6, 27 August 2015, p.6.

41　ATT Doc. ATT/CSP2/2016/EM/6, 29 February 2016, pp.1-

17.

42　ATT Doc. ATT/CSP2/2016/EM/WP.2, 29 February 2016, 

pp.1-2.

43　例えば、CTBT 第 2 条 56 は「この条の規定する法律
上の能力、特権及び免除については、機関と締約国との
協定及び機関と機関が所在する国との間の協定で定め
る。」と規定しており、化学兵器禁止条約（CWC）も同
様の規定を設けている。

44　ATT Doc. ATT/CSP2/EM/4, 29 February 2016, pp.1-11.

45　Vienna Convention on Diplomatic Relations, 500UNTS95 

(1961) (entered into force on 24 April 1961).

46　OPCW Doc. Agreement between the organisation for the 

prohibition of chemical weapons (OPCW) and the kingdom of 

the Netherlands concerning the headquarters of the OPCW the 

organisation for the prohibition of chemical weapons, and the 

kingdom of the Netherlands, 

47　The Ordinance of 13th November 1985 concerning the 

preferential customs treatment of international organisations.

48　ATT Doc. ATT/CSP2/2016/EM/3.

　　なお作業文書段階の案文（WP.1）には Draft exchange 

of letters regarding the administrative arrangements for the 

Secretariat とあることから、ATT 事務局及びホスト国と
の間では法的拘束力を有しない取決めとして作成されて
いるものと思われる

49　ATT 第 18 条 3 は、ATT 事務局が責任を遂行すること
として以下の事項をあげている。

　⒜この条約により義務付けられる報告を受領し、閲覧に
供し、及び配布すること。

　⒝国内の連絡先の一覧表を保持し、及び締約国の利用に
供すること。

　⒞条約の実施のための援助の提案及び要請を結びつける
ことを容易にし、並びに要請された国際協力を推進する
こと。

　⒟締約国会議の活動を容易にすること（この条約に基づ
く会合のための準備及び必要な役務の提供を含む。）

　⒠締約国会議が決定する他の任務を遂行すること。
50　Geneva to host Arms Trade Treaty secretariat, Graduate 

Institute of International and Development Studies, 08 

September 2015. 

　　at http://graduateinstitute.ch/home/relations-publiques/

news-a t - the - ins t i tu te /news-a rch ives .h tml /_ /news /

corporate/2015/geneva-to-host-arms-trade-treaty(as of 17 
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September 2015)

51　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/6, 27 August 2015, supra note 

27, p.4, para 17.

　　締約国会議の報告書によれば、例えば、World Forum 

on the Future Shooting Activities, National Rifle Association 

of America 等の銃規制反対団体も参加していることが看
取される。

52　ATT Doc. ATT/CSP2/2016/EM/WP.2, 29 February 2016, 

pp.1-2.

53　例えば、国際民間航空条約（シカゴ条約）は条約作成
後に国連公用語に併せる形で公用語を追加しており、そ
の際にも翻訳費用による予算増を懸念する国と公用語に
追加することを主張する国の間で同様の議論があった。

54　Professor Phillippe Sands QC, Professor Andrew Clapham 

et al. ,Legal opinion: The lawfulness of the Authorisation by 

the United Kingdom of weapons and related items for export 

to Saudi Arabia in the context of Saudi Arabia in the context of 

Saudi Arabia’s military intervention in Yemen, 11 Deccember 

2015, Matrix Chamber, Gray’s Inn, pp.1-89..

　　ATT 関連市民団体が問題視しているのは英国による
サウジ向け武器輸出が ATT 第 7 条違反の事案に該当す
るとして第１回締約国会議及び特別会合で十分な審議が
行われなかった点である。同事案は ATT 第 7 条違反と
なるかとの実質事項についての議論であり、今後本格的
に議論の俎上に上がる可能性もあるものの、本稿は条約
実施体制確立についての論考であり、本件についての詳
細な検討は別途の機会に委ねたい。

55　ATT Doc. ATT/CSP1/2015/WP.4/Rev.1, 26 August 2015, 

supra note 40, pp.1-28.

56　UN Doc. A/52/316, 29 August 1997, p. 69.

　　同文書附属書 I には国連軍備登録制度の対象とする通
常兵器の 7 つのカテゴリー（具体的には（1）戦車、（2）
装甲戦闘車両、（3）大口径火砲、（4）戦闘用航空機、（5）
攻撃ヘリコプター、（6）軍用艦艇及び（7）ミサイル及
びその発射基）が定められているが、これらは 1997 年
当時に検討された攻撃型の大型兵器を中心に対象とされ
たものである。例えば、最近人権理事会等でその使用が
文民被害者を生じかねないことから、非人道的であると
して問題提起された無人ロボット兵器等は対象外とされ
ている。なお、後述のとおり、2013 年 4 月に作成され
た ATT では上記 7 カテゴリーに加えて、小型武器も含
めて規制の対象となっている。

57　 Jessica Lawson, Arms Trade Treaty states parties meet 

for first informal consultation on next conference, Reaching 

Critical will, 5 April 2016.

　　at http://us3.campaign-archive2.com/?u=c9787c74933a00

a9066ba32d5&id=7cc66fba1d&e=769441efab (as of 6 April 

2016).
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前　文　 ATTに関連する文書、意義等につき言及。
第 1条 【趣旨及び目的】 通常兵器の可能な最高基準の共通の国際基準の確立等が目的。
第 2条 【適用範囲】 国連軍備登録制度の下での7区分の兵器及び小型武器を合わせた8区分の

兵器が適用範囲とされる旨規定。
第 3条 【弾薬類】 通常兵器より発射・打ち上げられ・投射される弾薬類にも適用。
第 4条 【部品及び構成品】 部品及び構成品が組み立て能力のある場合にも適用。
第 5条 【実施全般】 国内的な管理制度（管理リスト等）等について規定。
第 6条 【禁止】 国際人道法の重大な違反、戦争犯罪等への使用を知る場合に移転禁止。
第 7条 【輸出及び輸出評価】 輸出の際の輸出評価基準等を規定。

第 8条 【輸入】 ATTにより輸入国の取るべき国内措置等につき規定。
第 9条 【通過又は積替え】 ATTにより通過又は積替えについての国内措置等を規定。
第10条 【仲介】 ATTにより仲介取引の規制に係る国内措置について規定。
第11条 【流用】 ATTにより対象となる兵器の流用防止措置について規定。
第12条 【記録の保存】 記録保存期間が最低10年等の記録保存の義務について規定。
第13条 【報告】 発効後1年以内に最初の報告（国内法、国内的な管理リスト並びに他の規則及

び行政措置を含む）を行う等の報告義務について規定。

第14条 【執行】 ATTの国内実施措置について規定。
第15条 【国際協力】 締約国間の国際協力義務（腐敗防止を含む）を規定。
第16条 【国際的援助】 信託基金の設立、他国及び国際機関からの援助について規定。
第17条 【締約国会議】 第１回締約国会議を含めて締約国会議の任務等について規定。
第18条 【事務局】 暫定事務局を含め条約実施のための事務局の任務等について規定。
第19条 【紛争解決】 交渉、仲介、調停、司法的解決等紛争解決手続について規定。
第20条 【改正】 発効後5年以降に改正が可能となる等条約改正手続について規定。

第21条 【署名、批准、受諾、承認又は加入】 ATTの締結手続につき規定。
第22条 【効力発生】 発効要件（65か国による締結後90日で発効）につき規定。
第23条 【暫定的適用】 締結時の暫定的適用の宣言につき規定。
第24条 【有効期間及び脱退】 有効期間が無期限であること、脱退手続等につき規定。
第25条 【留保】 条約の趣旨と目的と両立する限りにおいて留保が許容される。

第26条 【他の国際協定との関係】 ATTと他の国際条約の適用優先順序等につき規定。
第27条 【寄託者】 寄託者は国連事務総長。
第28条 【正文】 5つの国連公用語による正文を等しいものとする旨規定。

資料１：武器貿易条約（Arms Trade Treaty）の構成及び主要点

注：本資料はベーシック条約集2015年版等を基に筆者が作成。なお、ATTの認証謄本については、以下の国連
法務局ホームページ参照。

　at https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410%2012-01%20PM/Ch_XXVI_08.pdf （as of 31 March 2015）
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