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1．はじめに
オリンピックを 2020年に控えた 2017年 7月に日

本は長年の課題であった国際的な組織犯罪の防止に
関する国際連合条約（略称：国際組織犯罪防止条約）1

並びに同条約の補足議定書である人身取引議定書及
び密入国議定書を締結した。このため国際組織犯罪
対策として残されているのは銃器議定書（正式な公
定訳は未批准のため未確定であるが、暫定的に「国
際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足
する銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬の
不正な製造及び取引の防止に関する議定書」と呼称
され 2、本稿ではその本体条約を以下 UNTOCと略す
る。なお、この議定書の 2019年 9月 1日の時点で署
名国 52か国・締約国数 118か国）の締結であり、関
係者は粛々と準備を進めているようである。例えば、
平成 26年 4月 22日の参議院外交防衛委員会におい
て小野次郎議員の質問に対して、「銃器議定書につき
ましては国内法の整備が必要であるとして、その時

1 UN Convention against Transnational Organized Crime, 2225 UNTS 209 (entered into force on 29 September 2003). なお、日本の国際組織
犯罪防止条約並びに人身取引議定書及び密入国議定書の締結については、国際組織犯罪に対する国際社会及び日本の取組につい
てのページにおける、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約（略称：国際組織犯罪防止条約）を参照。
  at https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/boshi.html (as of 28 July 2018)
2 Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the 
United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2326UNTS208(entered into force 3 July 2005)
3 例えば、既に平成 26年 4月 22日参議院外交防衛委員会議事録第 13号 30頁～32頁に掲載されている小野議員に対する外務省
参考人答弁で、詳細に議論されている。なお、本稿での下線部は以下も筆者加筆。
4 UN Doc. A/60/88 Annex, 27 June 2005, pp.6-13.

には間に合わなかったという経緯がございます。そ
して現在につきましては、銃器議定書に基づく義務
につきましては、これは銃器の特定、追跡を可能に
するための銃器の輸入等の刻印等の新しい制度を設
ける必要があるとしており、必要な国内法の整備を
検討しているところでございまして、」と当時の新見
潤政府参考人が回答していることが参考になる 3。
この刻印については、小型武器の国際追跡文書 4や
その基礎となる小型武器行動計画の履行検討状況や
武器貿易条約等がこの議定書が関連する文書として
あげられる。他方で、内閣委員会でもかなり前の平
成 20年の段階から種々の答弁があり、これらから銃
器への刻印の義務が我が国により大きな課題となっ
ていることが、以前から認識されていたことがわか
る。それ故に議定書の締結そのものについては、公
共の安全に資するものであり、日本でも米国等での
相次ぐ銃乱射事件もあり、これまでの国会審議にお
いても議事録から銃器議定書の締結そのものには大
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きな反対もないことが伺われる 5。
このような銃器議定書を巡る現状を踏まえ、本稿
ではまず銃器議定書の概要について概説した後に、
わが国が同議定書を批准するに際していかなる点を
考慮すべきか検討した上で、更に今後の課題として
は何があるかを論じることとする。本件についての
先行研究としては、河合信之氏による「国連銃器議
定書の概要 (特集 銃器対策の現状と課題 )」があげ
られるが、同論考は銃器議定書交渉にも関係した警
察関係者が執筆したものである。海外では活動家系
の方が小型武器関連会議の際に銃器対策キャンペ
ンーンの資料も配布しているのを見たことがある
が、銃器のようにありふれている武器でありながら、
意外に特殊な面もある兵器を定義した上で刻印等の
規制を加える必要があり、概略的な記事以外では
オックスフォード大学出版局の UNTOC及び 3つの
補足議定書のコメンタリーの銃器議定書関連部分が
包括的な解説書の一つとしてあげられる 6。なお、そ
の関連で、例えば、平成 18年の段階で、銃器対策推
進本部の策定した銃器対策推進計画には、警察庁、
外務省、経済産業省の取るべき施策として、「国際組
織犯罪防止条約を補足する銃器議定書（仮称）の締
結に向けて、銃刀法剣類等所持等取締法、武器等製
造法等の国内担保法を整備するための法律案を整備
するための法案を今年度中の国会に提出することを
目標に検討を進める。」とされている（以下、本稿で
は原則として略称の銃刀法及び武等法を用いる）。し
かしながら、他の法案との優先度との兼ね合いのみ
ならず、まだ詰めるべき点があるのか、条約案も国
内担保法も 2019年 8月の時点で双方ともに国会に
提出されておらず、上記 3省庁では銃器議定書締結
に向けて慎重に検討が行われているものと推察され

5 平成 20年 11月 2日 168回衆議院内閣委員会における銃刀法改正のための審議（内閣委員会議事録第 5号）において、当時の木
村外務副大臣も「本議定書は、銃器等の不正な製造及び取引を撲滅するための普遍的かつ効果的な枠組みを創設するものであり
まして、我が国を含め多くの国が本議定書を締結することにより、国際社会に存在する銃器等の記録管理が可能となりまして、
国際的アプローチによる組織犯罪への対応が一層確実なものとなると考えております。
  我が国は、従来から、国際的な組織犯罪に対処するための国際協力の重要性を訴え続けてきたところでありまして、このような
考えに基づいて、我が国は二〇〇二年十二月に本議定書に署名をいたしまして、まず我が国として本議定書を締結すべく、所要
の作業を現在鋭意進めているところでございます。
  その上で、我が国が本議定書の締結に至った際には、これまで同様、本議定書の重要性を訴えながら、御指摘のあった国を含
め、できるだけ多くの国が締結するよう、国際社会に対して積極的に働きかけていく考えでございます。まず、日本国内の足元
を固めたいという考え方でございます。」と答弁している。
6 David McClean, Transnational Organized Crime：A Commentary on the UN Convention and its Protocols, Part Four: The Firearms Protocol, 
OUP, pp. 437-503.
7 辻義之監修・大塚尚著『注釈銃砲刀剣類所持等取締法』平成 23年、立花書房、1頁 -580頁。

る。なお、本件を検討する上で参考になるのは、銃
刀法については『注釈銃砲刀剣類所持等取締法 7』で
あり、警察関係等実務者の間で執務用に広く使用さ
れており、銃器関係者にとっても必携のようである。
今でも思い出すのは、筆者が包括的核実験禁止条
約関連業務でウィーン政府代表部に頻繁に出張して
いた時に、ある時期から警察からの出張者の方とよ
く出会うようになった。当初は代表部内で国連班が
担当していることしか知らなかったものの、話すと
どうもこの銃器議定書を交渉していたようであっ
た。当時は核軍縮しか担当したことがなく、しかも
別の同僚が担当していたジュネーブやニューヨーク
で議論されていた小型武器問題と異なり、犯罪防止
の文脈でリヨン・グループの支持の下で検討が行わ
れていると知った。その後、ジュネーブの軍縮代表
部に転勤になり、小型武器の関連で銃器議定書も動
きをフォローすることになったが、後述するように、
銃器議定書の関係する論点には刻印関係もあり、昨
今注目されている 3Dプリンターやレーザー刻印技
術と言った議定書が作成されたころには存在しな
かった新たな技術が出現したため、こうした問題に
も漏れなく対応を検討する必要に迫られている。

2．銃器議定書の概要

銃器議定書は 21の条文からなるが、先ず第 I章の
一般規定では、冒頭の条約第 1条で「補足議定書と
ともに解釈される。」とされており、あくまでも本体
条約の UNTOCの補足議定書として解釈された上で
実施される。続く条約第 2条では、同議定書の目的
が明示的に示してあり、同条では「銃器並びにその
他の部品及び構成部分並びに弾薬の不正な製造及び
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取引を防止し、これらと戦い及びこれらを撲滅する
他ため、締約国間の協力を促進し、容易にし及び強
化することにある」としているように、国際組織犯
罪の主要なものである銃器犯罪には国際協力が不可
欠であると位置付けられている。このことからも銃
器の密輸入防止対策等の空海港での税関等による水
際の取締りも重要であると認識されていることがわ
かる 8。
続く条約第 3条には、銃器、部品且つ構成部品、

弾薬、不正な製造、不正な取引、追跡の定義が示さ
れており、それらに従って、犯罪化が締約国に求め
られ、その後の没収、押収及び処分等が規定される
構造になっている。まず第 3条（a）項には「銃器」
の定義が示されており、「持ち運び可能な銃身のある
武器であって爆発の作用により、弾丸、銃弾又は発
射体を発射し、発射するように容易に転換すること
が出来るもの（古式銃又はその複製品を除く。）をい
う。」とされる。もっとも定義の基本部分はここに述
べたとおりであるが、古式銃又は複製品は国内法に
従い定義されるものの、古式銃の製造年の何時から
除外するかについてのカットオフ・デートについて
は 1899年とされた。
また、同 3条（ｂ）項には「部品及び構成部分」
については、「拳銃のために特に設計（銃身、機関部
体若しくはレシーバー、スライド、もしくは回転弾
倉、ボルト又はブリーチブロックを含む。）及び銃器
の発射によって生ずる音を減ずるために設計され又
は改造された装置をいう。」と定義されている。更
に、小型武器行動計画との関連でもその扱いが問題
になった「弾薬」については、同 3条（ｃ）項が「銃
器に用いられる完全な実包又はその構成部分（薬莢、
雷管、発射火薬、銃弾、又は発射体を含む。）をい
う。」とされる。もっとも、弾薬はそれだけでも転用
が容易であることを考慮し、「ただし、当該や構成部

8 こうした規定は有形物である銃器やその部品の取締りでかつては充分であったのが、近年は 3Dプリンターの出現により、銃器
製造用データがインターネット経由で国境を越えてから製造されることもありえ、新たな規制が必要になってきている。
9 具体的な事例として、①不正に取引された部品及び構成部品からなるもの、②製造又は組立が行われる締約国の権限のある当局
から又は許可を受けることなく行われるもの、③製造時に第 8条の規定に従い銃器に刻印されていないものが上げられている。
10 銃器の刻印については、「特定し及び追跡するために」、製造時、輸入時及び銃器を政府の在庫から恒常的に恒久的な民生用の
用途への移転する場合の 3つの事例を想定して刻印義務を定めている。即ち、（a）銃器の製造時に、製造者名、製造国、もしく
は製造地及び番号を記載する固有の刻印を押すこと又はこれに替えて全ての国による製造国の容易な特定を可能とする簡易な幾
何学的記号（数字及び英数字の双方又はいずれか一方による符号の組合せ）を有する固有な使いやすい刻印をいじすること。ま
た（b）輸入された銃器について、輸入国及び可能な権限のある当局が当該銃器を追跡することができるようにする適当で簡易な
刻印を押すこと並びにその部品の当該銃器に固有の刻印が付されていない場合にそのような刻印を押すこと。」とされている。
もっとも例外規定もあり、「確認可能で合法的な目的のための一時的な輸入」には適用しないとされている。

分は、それ自体が締約国内で許可の対象であること
を条件とする。」との条件が付されており、弾薬の存
在自体が許可された合法なものであることが条件と
なっている。
更にその上で、「不正な製造」、「不正な取引」及び

「追跡」も定義されている。先ず、「不正な製造」に
ついては同 3条（ｄ）項柱書に、「銃器並びにその部
品及び構成部品並びに弾薬の製造又は組立であって
次に掲げる条件を満たすものをいう。」として、具体
的に 3つの事例があげられている 9ものの、部品及び
構成部分の製造の免許及び許可は国内法に従うとさ
れている。また「不正な取引」については、同第 3
条（e）項が「銃器並びにその部品及び構成部品並び
に弾薬を一の締約国からの領域から他の締約国の領
域へ又は一の締約国を通過して他の締約国の領域へ
輸入し、輸出し、取得し、販売し、運搬し、移動し、
及び移転することをいう。」とされる。もっとも、こ
の「不正な取引」は同条同項後段にあるとおり、「い
ずれかの関係締約国がこの議定書の規定に従って許
可しない場合又は第 8条の規定に従い銃器に刻印さ
れていない場合に限る。」との条件を付されている。
なお、「追跡」については、同 3条（ｆ）項にて、

「締約国の権限ある当局が不正な製造及び取引を探
知し、捜査し及び分析することを支援するため、銃
器並びに可能な場合にはその部品及び構成部分を並
びに弾薬の製造者からの購入者までを系統的に追跡
することを言う。」と規定され、関連する銃器の刻印
については条約第 8条により詳細に規定されてい
る 10。
また、こうした銃器等による犯罪の中でも全てが
銃器議定書の適用になる訳ではない。条約第 4条第
1項は適用範囲について定めており、「銃器及びその
部品及び構成品並びに弾薬の不正な製造及び取引の
防止並びに次条の規定に従って、定められる犯罪」
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であり、更に「性質上国際的なものであり、かつ、
組織的な犯罪集団が関与するもの」とされる。もっ
とも、国家安全保障上の考慮もなされ、同条第 2項
には「その適用が国際連合憲章に従って、国家の安
全保障上の利益のために行動する締約国の権利を妨
げる場合には、国家間の取引又は国家への移転には
適用しない。」と定めており、各締約国の安全保障上
の懸念にも配慮した規定となっている。
このように用語の定義と適用範囲が定められた上
で、犯罪化の規定が置かれている。条約第 5条 1項
は、「故意に行われた次の行為」として故意性の条件
を課した上で、3つの場合を犯罪化している。即ち、
①銃器並びにその部品及び構成品並びに弾薬の不正
な製造、②銃器並びにその部品及び構成品並びに弾
薬の不正な取引、③第 8条の規定に従って定められ
る銃器の刻印の偽造又は不正な抹消、削除若しくは
変更が犯罪すべき行為としてあげられており、ここ
から不正な製造及び取引並びに刻印の改竄等が中核
となっていることがわかる。また、関連して、これ
らの犯罪行為の未遂及び加担（同条 2項（a））、更に
は犯罪の実行を組織し、指示し、幇助し、教唆し、
もしくは援助し、又はこれについて相談することも
犯罪化されており（同条 2項（ｂ））、共謀罪又は参
加罪の国内法制化を要請する UNTOC第 3条との整
合性が取られている。
更に、犯罪化に加えて没収、押収及び処分が再発
防止の措置として、条約第 6条に規定されている。
本体条約第 12条の関連規定とは別に、第 6条 1項に
は「自国の国内法制において最大限度可能な範囲で、
不正に製造され又は取引された銃器並びにその部品
及び構成部品並びに弾薬の没収を可能とするため必
要な措置をとる。」と規定されている。更に同条 2項
には、「自国の国内法制の範囲内で、不正に製造さ
れ、又は取引された銃器並びにその部品及び構成部
分並びに弾薬を押収し及び破壊することにより、そ
のような銃器並びにその部品及び構成部品並びに弾
薬が許可を受けていない者の手に渡ることを防ぐた
め、必要な措置を取る。」こととされている。もっと
もこの規定にも例外があり、「但し、銃器が刻印さ
れ、並びに銃器及び弾薬の処分の方法が記録される
ことを条件として公式に許可された場合はこの限り
ではない。」とされ、不正な取引等により転用されな
いことが確保されることが条件として例外的な簡易

措置も許容されている。
以上が第 I章の一般規定についてであるが、第 II

章の防止では、既に述べた刻印以外については記録
保存、銃器の無作動化、輸出入・通過・許可の制度、
仲介業者及び仲介業等が主要規定としてあげられ
る。先ず、記録保存については、条約第 7条が「不
正に製造され又は取引された銃器並びに適当且つ可
能な場合にはその部品及び構成部分を追跡し及び特
定する並びにそのような活動を防止し、及び探知す
るために必要な銃器並びに適当且つ可能な場合には
その部品及び構成部品並びに弾薬に関する情報を
10年以上の期間を維持することを確保する。」と最
低 10年間の記録保存義務が条件づけられている。そ
の具体的内容については、先ず刻印、更には銃器並
びにその部品及び構成部分並びに弾薬の国際的な取
引に係る場合には、適当な免許又は許可の発行日及
び満了日、輸出国、輸入国、適当な場合には通過国、
最終の受領者並びに物品の種類及び数量を記録する
必要がある。
刻印については定義に併せて述べたが、銃器の無
作動化はレプリカ作成や訓練用等様々な目的で行わ
れる。こうした無作動銃が不正に再作動化されてし
まうと転用され、犯罪に使用される恐れがあるため、
議定書でも規制されている。即ち、条約第 9条（a）
-（c）は、①無作動銃のすべての主要な部品につい
て永久的にその機能を失わせ、かつ、方法の如何を
問わず当該無動作銃の再稼働を可能とするような除
去、交換、又は改造を永久的に不可能とする、②銃
器の改造が永久的に銃器の機能を失わせることを確
保するため、無作動化の措置が適当な場合には権限
のある当局によって確認されるような措置を取る、
③権限のある当局による確認は、銃器の無動作化を
証明する証明書若しくは記録又はその旨が明らかに
識別し得る銃器に押された刻印を含むとされる。
更に、銃器の国際的な移動を想定して、銃器に輸
出入に係る規定が第 10条に規定されている。本誌の
読者の多くは輸出管理関係者と推測されるので若干
詳しめに説明すると、先ず、同条 1項には締約国の
義務として「銃器並びにその部品及び構成部分並び
に弾薬の移転のため、輸出及び輸入の免許又は許可
並び国際的な通過に関する措置の効果的な制度を設
け又は維持する。」としている。国内担保の詳細は後
述するも、銃刀法第 3条の 4により、鉄砲の中でも
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人の殺傷を目的にとして作られた危険性が高い拳銃
等について原則として輸入を禁止しており、拳銃等
によるによる危害を防止するために例示された例外
を除き原則輸入禁止である。更に公安委員会から所
持許可を取る必要があり 11、日本においては一般人
が銃器を輸入して合法的に所持する場合にはかなり
ハードルが上げてある。
他方、条約第 10条 2項は、「締約国は、銃器並び
にその部品及び構成部分並びに弾薬の輸送のために
輸出の免許又は許可を発行する前に次のことを確認
する」として更に条件を付している 12。また、通過国
に提供事前に提供すべき情報については、同条 3項
は輸入免許に記載された情報の他に、「輸入及び輸出
の免許又は許可並びにその添付書類には少なくと
も、発効の場所及び日付、満了日、輸出国、輸入国、
最終の受領者並びに銃器並びに弾薬の種類及び数量
並びに通過がある場合には通過国を含む情報を記載
する。」と必要事項が列挙されている 13。日本では輸
出については外為法及び貿易管理令により、許可制
になっており、こうした対応は省令の改正等で対応
可能であろう。
因みに、銃器は狩猟や競技射撃等人を殺傷しない
用途にも頻繁に使われる実態を考慮して、そのよう
な場合は手続が簡素化されている。同条 6項は、「締
約国は、狩猟、競技射撃、評価、展示、修理等の確
認が可能で、合法的な目的のための銃器並びにその
部品及び構成部分並びに弾薬の一時的な輸入及び輸
出並びに通過について簡易な手続をとることが出来
る。」と簡素化した手続が規定されている 14。もっと
も、銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬を

11 Supra note 7, 辻義之監修・大塚尚著『注釈銃砲刀剣類所持等取締法』95頁。
12 条約第 10条 2項の本文柱書に続き、「（a）輸入国が輸入の許可を発行したこと、（b）内陸国に有利な二国間又は多数国間の協
定又は取極の適用を妨げることなく、通過国が少なくとも通過に異議がないことを輸送の前に書面により確認する。」ことが義務
付けられている。
13 更に、条約第 10条 4項は「輸入締約国は、要請に応じ、発送された銃器並びにその部品及び構成部品並びに弾薬の輸送の受領
を輸出締約国に通知する。」とされており、当該輸出銃器が行方不明とならぬように受領迄、確認することとなっている他、同 5
項は「締約国は利用可能な手段の範囲内で、免許又は許可の手続が確実に行われ、かつ、免許又は許可の文書が真正であること
が確認され且つ又は有効であることを確保するための確保するための必要な措置を取る。」ものと定められている。
14 これについて、例えば銃刀法第 6条は、国際競技に参加する外国人に対する許可の特例を規定しているが、こうした競技に参
加する外国人をスポーツ使節として遇し、国際儀礼の観点から便宜的な措置を取るものである。もっとも、その適用は銃砲刀剣
類を帯同して入国する場合に限られており、いずれにしても許可事項であり、更に言えば、本条が適応されるのは一定の要件を
満たす外国人であり、日本人の場合は適用されないので、本条項で取り上げられている事項について日本人・外国人を問わず自
然人であれば、議定書に則り、平等に緩和措置がとられるように立法的措置（場合によっては施行令等のレベル可能な場合もあ
ろう）講じられる必要がある。
15 Interpol, Illicit Arms Records and tracing Management System (iARMS)）,at . https://www.interpol.int/en/How-we-work/Databases/Illicit-
Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS(as of16 August 16, 2019 )
16 UN Doc. A/60/88 annex,27 June 2005, pp.6-13.

検知し、盗難、紛失、転用のみならず不法な製造や
取引を防止するための安全の確保や警察や税関によ
る協力を含めた国境管理や輸出入及び通過の際の実
効性の確保も条約第 11条で謳われており、先述の第
10条第 6項と共にバランスの取れた空海港の税関
等での運用が期待される。
また、こうした中で重要な役割を果たしうるのが
条約第 12条に規定する情報交換の規定であり、更に
言えば第 13条の国際協力及び第 14条の訓練及び技
術支援である。これには国際刑事警察機構（ICPO）
や各地域によっては欧州警察（EUROPOL）等もあ
り、こうした既存の国際的又は地域的な警察間協力
枠組みを活用しつつ、同議定書を効果的に実施して
いくことは重要であると思われる。例えば、犯罪に
使用された不法な武器については、欧州警察が資金
拠出を行い、ICPOが運営している不法武器記録・追
跡管理システム（Illicit Arms Records and tracing Man-
agement System (iARMS)）に登録されると 15、各国の
権限ある当局も利用が可能である。これは国連総会
で採択された小型武器国際追跡文書 16をベースに運
用されているものであり、対象とする武器の範囲が
若干異なるものの、こうしたデータベースがかかる
条項の効果的な実施のために活用されることが望ま
れる。
第 II章の防止の中で特に注意を要するのが、第 15
条の仲介業者及びブローカリングの規定である。同
条第 1項は「銃器並びにその部品及び構成部分並び
に弾薬の不法な製造及び取引を防止し及び戦うため
に、そのような措置を取っていない締約国は、仲介
業に従事する者の活動を規制する制度を構築しなけ
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ればならない。」と規定する。具体的に（a）当該領
域において仲介業を行うものの登録、(b)仲介業の免
許または認可、(c)輸出入許可または認可、乃至は、
当該取引に関与した仲介業者の名前及び場所につい
ての添付文書の公開を求めている。また、同条第 2
項では「締約国は第 1項で定められた仲介業に関す
る認可システムを設立するとともに、仲介業者及び
仲介業に係る情報を情報交換の対象にし」、このよう
な情報を第 12条に規定する情報交換の対象にする
とともに、第 7条の記録の対象にすることも規定し
ている。
以上、第 I章の一般規定及び第 II章の防止につい

て規定の紹介を行ったが、第 III章の最終規程につい
ても多くの条約と同様に、紛争処理条項、国家の同
意の方法、発効要件、改正規定、破棄等が定められ
ている。紛争処理については、合理的な期間の交渉、
更には仲裁に入ることが規定されている。更に 6か
月を経過した場合は国際司法裁判所（ICJ）に提訴す
ることは可能である（もっとも、署名や批准等国家
としての同意を示す際に ICJへの提訴に言及した第
16条 2に留保を付すことも明示的に許容されてお
り、締約国の訴訟対策として我が国もこのような留
保を付すべきか、念のため検討する必要がある。）。
国家の同意の方法については一般の条約の場合と
同じであるが、地域経済統合機関についても加入等
が認められており、発効要件については第 18条第 1
項が本体条約 UNTOCの発効が条件になることを規
定している。更に同条第 2項は 40の国又は地域経済
統合機関が批准した 90日後に議定書が発効すると
している。なお、議定書の改正については条約発効
後 5年を経過した後に、締約国会議に改正案を発議
し、先ずはコンセンサスを目指して努力し、それで
もコンセンサス合意が不可能な場合は 3分の 2多重
多数決で改正案を可決して 90日後に効力を発する。
もっとも改正に反対した締約国又は地域経済統合機
関が改正案を拒否することも認められており、改正
については批准、受託、承認されない限りは拘束力
を持たないとされる。

17 総務省設置法第 4条 72項は、「条約又は法律（法律に基づく命令を含む。）で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電
波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。」を同省の所
掌事務とし、同条第 76項は「条約又は法律（法律に基づく命令を含む。）で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決め
を協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。」としており、この 2項目については歴史的経緯
もあり、旧郵政省時代も例外的に他の条約とは別扱いになっている。

更に、議定書の破棄については、条約第 20条が寄
託者である国連事務総長により書面にて通報する必
要を規定しており、軍縮条約や国際人道法系の条約
に見られるような特段の条件は付されていない。通
報の 1年後に破棄は有効となるが、地域経済統合機
関の場合は全ての加盟国が破棄する必要があるとさ
れる。ちなみに議定書には書かれていないものの、
仮に本体条約の自身を破棄した場合は議定書の効力
に影響を及ぼすのかとの疑問を持たれる方もおられ
よう。この点については、UNTOC条約第 40条の破
棄の規定の同条第 3項に「1．の規定に従って行われ
たこの条約の廃棄は、この条約の議定書の廃棄を伴
う。」との規定が置かれており、本体条約の補足議定
書としての宿命なるも、銃器議定書のみならず、人
身取引議定書や密入国議定書であっても UNTOCと
同時に廃棄されることとなる。このことは本体条約
第 37条の議定書との関係に係る規定からしても、そ
のように解釈されるのは当然の帰結と思われる。

3．批准に向けた課題

以上、銃器議定書の規定の概要について述べたが、
では仮に我が国が銃器議定書を批准する場合はどの
ような点が、問題となるのであろうか。条約の締結
作業については、外務省設置法第 4条 4項がその所
掌事務に「条約その他の国際約束の締結」をあげて
いることから、総務省系の郵便及び通信関係の国際
約束を除き 17、外務省（具体的には大臣官房総務課法
令班、原課、国際法局担当課が共同で検討作業を行
う）により条文公定訳案や批准のための条約説明書
等の文書として検討される。これらが、内閣法制局
による審査を経て、内閣総務参事官室を経由して国
会提出のために閣議請議に付されるものであり（な
お、国内担保法についてはそれぞれの主務官庁が類
似の手続を取ることになる。）、筆者はあくまで部外
者の立場から、批准に向けてどのような課題あるの
かとの検討を試みるものである。もっとも、その検
討すべき国内担保法は冒頭で引用した国会答弁や銃
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器対策推進計画等には既に、先ずは議定書の求める
刻印対策が最大の課題であり、主要な改正すべき国
内担保法が銃刀法及び武等法であることが明らかに
されており、既にこうした点を中心に関係省庁によ
り粛々と検討が進められているものと思われる。
本節での検討を始める前に、銃器議定書で取り上
げられる「銃器並びにその部品及び構成部分並びに
弾薬」を規制する国内法の観点から、銃器を中心に
見てみたい 18。先ず、この銃刀法は世間を騒がす凶悪
犯罪が発生することを契機にこれまでも対策が検
討・強化されて今日に至る。近年の事例では平成 20
年にタガ―ナイフが使用された秋葉原無差別事件の
発生を契機として平成 20年に同法の改正が行われ
ており、更に最近では 26年の法改正を含めて、合計
17回の法改正が行われている複雑な経緯のある法
律である。第 2に、こうした銃器等の製造を規制す
るものとして武等法があげられるが、第 1条の目的
が「武器の製造の事業の事業活動を調整することに
よつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、
武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制す
ることによつて、公共の安全を確保することを目的
とする」とされているように、銃器議定書担保法と
して重要な役割を果たしうる。同法で武器とされて
いるものは、①銃砲（産業、娯楽、スポーツ又は救
命の用に供するものを除く。以下同じ。）、②銃砲弾
（銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用さ
れるものを含み、クラスター弾等の製造の禁止及び

18 Supra note 7, 辻義之監修・大塚尚著『注釈銃砲刀剣類所持等取締法』5頁。
   同法第 2条は「銃砲」について、「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空
気銃（圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネ
ルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。）をいう。」と定
義している。これに関係するものとして、具体的には、銃砲として拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、その他金属製弾丸を発射す
る装薬銃砲、空気銃の 7種類があげられ、その物品の構造が上記 7種類のいずれかに該当するとともに（類型型要件）、金属製弾
丸を発射する機能を有し、人畜に危害を与える殺傷を加える程度の威力を有するものであること（実質的要件）を満たす必要が
あるとされている。
19 なお、同法において、対人地雷及びクラスター弾が除外されているのはその特殊性等に鑑み、別途特別法立法により担保され
ているためである。
20 保安行政研究会編『銃砲県刀類所持等取締法火薬類取締法・危険物関係法令集』東京法令出版、平成 27年、701-750頁。

所持の規制等に関する法律（平成二十一年法律第八
十五号）第二条第一項に規定するクラスター弾等（次
号において「クラスター弾等」という。）を除く。以
下同じ。）、③爆発物（破壊、燃焼若しくは殺傷又は
発光若しくは発煙のために使用され、かつ、信管に
より作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ又
は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾、
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法
律（平成十年法律第百十六号）第二条に規定する対
人地雷及びクラスター弾等を除く。以下同じ。）、④
爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、
政令で定めるもの」等が具体的に例示されている 19。
では銃器等のうち弾薬をカバーするのは、「火薬類
の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規
制することにより、火薬類による災害を防止し、公
共の安全を確保することを目的とする。」ことが第 1
条の目的に謳われている火薬類取締法（以下、火取
法という。）である 20。同法第 2条は、「この法律にお
いて、「火薬類」とは左に掲げる火薬、爆薬、及び加
工品をいう。」として、黒色火薬からダイナマイトま
で様々なものが列挙されている。その中で、銃器に
係わるものとして同条 3項の加工品の中には、ロ項
の実包及び空包、ハ項の信管及び火管が含まれてお
り、これらが関係する。ちなみに、最初の銃刀法は
警察庁、武等法及び火取法は経済産業省が主務官庁
となっている。
更に、銃器の輸入については銃刀法が原則輸入を
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禁止しているものの 21、一定の条件を満たす場合に
は輸入が出来るようになっている 22。その場合輸入
については外為法第 52条により承認を受ける必要
が生じることがあるほか 23、更に関税法第 67条に基
ついて許可を受けなければ通関できない 24。その上
で、一般の場合には銃刀法第 4条に規定する所持の
ための許可を公安委員会から受ける必要があり、銃
器の輸入だけでも複数の法令による審査を通過しな
ければならない非常に複雑な手続であることがわか
る。他方で法令により職務として銃器の所持が職務
で認められている例として、自衛隊の例を見ると通
関迄は一般の場合と類似のプロセスが想定される
が、自衛隊が銃器を受容する場合は、第 87条が、「自
衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有するこ
とができる。」とされ、防衛装備庁が一元的に国内外
からの調達業務を担っており、通常の政府機関にお
ける物品管理法に基づく物品管理のような形で納入
後は組織内で管理される（警察の場合も警察法第 67
条が小型武器の所持を認めており、同様に内部規則
により管理されている模様。）
他方、輸出については同法第 47条が「この法律の

目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容
されるものとする。」とされているものの、続く同法
48条第 1項に「国際的な平和及び安全の維持を妨げ
ることとなると認められるものとして政令で定める
特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出
をしようとする者は、政令で定めるところにより、
経済産業大臣の許可を受けなければならない。」とあ

21 Supra note 7, 辻義之監修・大塚尚著『注釈銃砲刀剣類所持等取締法』95頁。
   銃刀法第 3条の 4は、「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲（以下「けん銃
等」という。）を輸入してはならない。」と原則として銃器等の輸入を禁止しており、以下の場合のみ輸入が許可される制度となっ
ている。
   ①国又は地方公共団体が第 3条第 1項第 1号又は第 2号の所持に供するため必要なけん銃等を輸入する場合
   ②国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
   ③第 4条第 1項第 3号又は第 4号の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
   ④前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
   ⑤第 6条第 1項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
22 銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬の全てについて、同様の輸入禁止処置がとられ、3条の 4は拳銃等につき、第 3条
の 5が拳銃部品について、第 3条の 6が拳銃実包（薬莢に重要雷管、発射薬及び金属製弾丸を装填したものであり、具体的には
実包のうち拳銃に使用できるものとして内閣府令で定められたもの）について輸入を原則禁止・例外許可は限定例示されている。
23 外為法第 52条は、「外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行す
るため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸
入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。」としており、
24 関税法第第 67条は「貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び
価格（輸入貨物（特例申告貨物を除く。）については、課税標準となるべき数量及び価格）その他必要な事項を税関長に申告し、
貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。」と規定しており、銃器でなくても貨物一般について通関時に
は検査・許可が必要とされている。
25 Supra note 7, 辻義之監修・大塚尚著『注釈銃砲刀剣類所持等取締法』63-64頁。

り、特に武器関係は省令政令のレベルでも許可事項
とされており、外為法の貿易管理令の別表 1等によ
り規制されている。
もっとも例外措置として輸入に関しては第 6条 1
項の際に簡素化措置が取られているものの、競技射
撃用であっても許可制にあることは同条に書き振り
から明らかである。このため正規に銃器を輸入する
場合は、第 6条が適用された上で輸入が行われる。
従って、刻印が必要とされるのは銃器議定書が要請
する刻印が既に銃器に施されている場合は、同刻印
データを記録することで足りるものと思われるもの
の、刻印がない場合は上述の銃刀法第 6条が規定す
る例外を除き、銃器議定書締結後は新たに刻印を打
印した上で、使用に供する必要がある。
ではどのような組織が銃器を輸入する可能性があ
るかであるが、先ずは銃器の所持が職務として認め
られている要員及びその所属組織が考えられる。具
体的には、警察官、皇宮護衛官、麻薬取締官及び麻
薬取締員、海上保安官及び海上保安官補、刑務官、
入国審査官及び入国警備官、税関職員、自衛隊員、
国際平和協力隊、更には海賊多発地域において日本
船舶の警備に従事する確認特定警備従事者が想定さ
れる。このような要員の属する組織のみならず、そ
の代理人が輸出入を行うことも想定されるが、いず
れも類似の手続により、調達が行われている。では、
輸入のどの段階で議定書の要請する刻印をするのが
望ましいかであるが、「輸入」の概念が法律により微
妙に違うようである 25。
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即ち、関税法は輸入を、「外国から本邦に到着した
か又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取るこ
と」されているが、銃刀法の趣旨は簡潔に「外国か
ら国内に搬入すること」と理解されている。例えば、
引取りを待たずに本邦に到着して陸揚げした時点
で、輸入罪は既遂となるとされる（刑法第 136条及
び大麻取締法第 4条と同様に輸入陸揚げ説を取る）。
更に、航空機を利用した場合も日本に到着した航空
機から機外に搬出された時点で既遂になるとされる
が、議定書上の義務である輸入時の刻印を想定した
場合は、事前に注文の段階で刻印の打印を含めて処
理してあり、入国地点で確認作業を行うのが容易で
あろう。
このように、輸入時の刻印についてはこうした銃
刀法上の「輸入」の解釈では対応が困難になる恐れ
があり、また現実問題として税関検査場で打印を行
うのも困難な場合があろう。このため、輸入時の刻
印義務については議定書の趣旨に鑑み、ある程度柔
軟な対応が必要であり、①事前に刻印したものを輸
入時に確認して記録、②税関等の指定場所で刻印し
て記録、③国または地方公共団体等職務で銃器の携
行が認められている組織の場合はその公的信頼性に
鑑み、輸入後に速やかに打印を行い権限ある当局が
確認・記録する等の方法を取るのが現実的と思われ、
議定書も若干緩やかな書き方がしてあるので問題な
いと思われる 26。
因みに、議定書第第 8条 2項は「締約国は、銃器

製造産業に対し刻印の削除又は変更の防止の措置を
開発するよう奨励する。」と規定しているが、実際問
題として銃器議定書の交渉当時以降から今日に至る
まで刻印技術を例にとっても技術進歩が著しい。例
えば、2015年に開催された小型武器政府専門家会合
では、レーザー技術、記録の保管にも有益なマイク
ロ・スタンプ、備蓄・保管技術のための技術として、
バーコード、無線周波数による特定、バイオ・メト
リックスが例示されている 27。刻印の規定を巡って

26 現時点では刻印の打印については銃刀法第 4条の 4に確認及び番号又は記号の打刻について規定されているのみであり、同法
は一般の許可を受けた所有者が適用されるものである。このため、上述の自衛隊や警察等には適用されないことから、当該部分
についても必要に応じて法改正を行い、包括的に刻印義務を書き込むのも一案である（乃至は所持を認めた各論的な自衛隊法等
も同時に改正するか、より機動性のある政令や省令等により手当てすることで対応するかは優れて立法論の問題である）。
27 福井康人「小型武器軍縮の発展の歴史： 小型武器行動計画の実施から見て」『CISTECジャーナル』180号 2019年 243頁 -245頁。
28 David McClean, Transnational Organized Crime：A Commentary on the UN Convention and its Protocols, Part Four: The Firearms Protocol, 
OUP, pp.473-474．コメンタリーには中国が反対した事実しか書かれていないが、筆者が当時ニューヨーク出張中に阿部大使自身
から中国へのデマルシュの話を伺ったもの。

はかつて中国が◎△と言った絵文字のような記号を
人民解放軍も使用しているとして、通常のアルファ
ベット及び数字の組合せでは対応できないとして強
硬に反対した。
このため、当時ウィーンでアドホック委員会議長
を務めていた阿部信泰在ウィーン代大使が中国に出
張して説得した結果、若干奇妙ではあるものの、現
行の文言で漸くコンセンサス合意できたという経緯
もあり 28、当時であればこうしたハイテク技術によ
る刻印は認められなかったと思われる。しかしなが
ら昨年 6月に開催された小型武器行動計画履行検討
会議でもこうした案件は取り上げられるようになっ
たこともあり、今後こうした新たな技術にも対応し
うるような柔軟な法改正が必要と思われる。
もう一つの刻印義務が課されているのは製造時で
ある。日本では製造一般は武等法で規制されており、
同法第 3条が「武器の製造（改造及び修理を含む。
以下同じ。）の事業を行おうとする者は、工場又は事
業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、
経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と定
めるほか、同 4条は「武器の製造は、前条の許可を
受けた者（以下「武器製造事業者」という。）でなけ
れば、行つてはならない。但し、試験的に製造をす
る場合その他経済産業省令で定める場合において、
経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでな
い。」としており、第 1条にもある「武器の製造の事
業の事業活動を調整することによつて、国民経済の
健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の
製造、販売その他の取扱を規制することによつて、
公共の安全を確保する」ためには極めて重要な措置
となっている。
かつては武器の製造というと旋盤等で金属を加工
してから、火薬を詰めてから最後に信管等を装備す
るといった町工場や工場のイメージであり、正に当
局から許可を得ないと操業できないのが実情であつ
た。しかしながら、武器製造にも技術革新の影響を
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受けており、よく知られている事例は 3Dプリン
ターであるものの、通常では弾薬が入手できないと
銃器としての機能を果たさないとの制約がある。し
かしながら、特に熱溶解積層法（FDM法）と呼ばれ
る熱可塑性樹脂を高温により溶解した上で積層させ
ることで立体形状を作成する造形法の特許が最近切
れたため、同タイプの 3Dプリンターが一般向けに
安価に販売されるようになり、日本では実際の被害
は出ていないものの、武器の無許可製造という同法
違反のみならず、銃器の不法所持で検挙される事件
が発生している。
これには既に判例もあり、ポリ乳酸樹脂等を材料
として、パーソナルコンピューター、3Dプリンター
及びボール盤当を利用し、拳銃の部品である銃身兼
薬室、引き金、撃鉄を作成した上でこれを組立、其
の銃口を貫通させるなどして手製した 3Dプリン
ターによる銃も拳銃に当るとして（横浜地裁平成 26
年 10発 20日）判示された 29。これは銃器の製造に際
しては材料も製造方法も問わないと言うことであ
り、3Dプリンターを使用しての武器等の無許可製造
は同法の違法行為とみなされることが判例法上も確
立されていると言える。
奇しくも 3Dプリンターを大学生が使用しての類
似の事件が名古屋で昨年発生したが、今後更に 3D
プリンターの低価格化が進み一般向けの使用が容易
になる中で、こうした行為が銃刀法の不法所持と武
等法の武器等無許可製造の罪により犯罪を構成する
ものであることを、明示的に同法改正の機会に明示
的に書きこむことは再発防止のために検討の余地が
あるものと思われる。昨年 6月に開催された国連小
型武器行動計画履行検討会議でも、一部の国が 3D
プリンターは広く民生用に使用されうるものである
として、明示的にその名称は避けた表現で合意され
たものの、いずれにせよ本件は各国の国内法に委ね
ることとなった。
では製造時の刻印を義務付けるにはどのようなこ
とが必要になるのであろうか。武等法は、総則、武
器、猟銃等、雑則、罰則の 5章からなるが、いずれ
の章においても、刻印の義務については言及されて
いない。このため、事業者に武器等の製造時には刻
印を押印する義務を課すとともに、かかる義務が遵

29 Supra note 7, 辻義之監修・大塚尚著『注釈銃砲刀剣類所持等取締法』7頁。

守されない場合の罰則規定を適当な箇所に設ける必
要がある。もっとも議定書には「製造時に」と明確
に書かれているため、製造過程の最終段階が盗難等
による不正な流通を防止する観点から望ましいと思
われる。このため、少なくとも工場からの出荷時に
は刻印されている必要があり、刻印の実施状況を工
場立ち入り検査や報告徴収の際に把握する必要が今
後は出て来るため、詳細は必要な場合は施行令等に
記載する必要との判断がなされるかもしれない。ま
た、実際の打印の実施に際しては効率的且つ実効的
に刻印の打印する必要があるので、現場たる武器等
製造業者等からもヒアリングを行った上で最適な方
法で行うように最終的に規定するのが望ましい。ま
た、新たな刻印技術の導入については、特に既にわ
が国において既に実施されている刻印制度との整合
性を確保しうるかも検討する必要があろう。
上述のように 3Dプリンターを使用した銃器製造
の事例もあることから、こうした技術が銃器の不法
な製造の原因とならないように、銃器データのイン
ターネット等を通じての不拡散措置が講じられる必
要がある。そのためには無形物である銃器データが
国外に勝手に持ち出されないように、外為法により
無許可の輸出を禁止する必要があるが、これについ
ては、すでに USBやインターネットによる技術の持
ち出し規制と同様に、貿易管理令の改正で対応可能
出はないかと思われる。さらに日本国内においても
銃器データが送信されて、別の場所で無許可の製造
が行われる可能性があるので、武等法に 3Dプリン
ターについての関連条項を書き加える際に、銃器
データも規制の対象になるようにすることも検討の
余地があるものと思われる。
また、弾薬については銃刀法第 3条の 5がけん銃

実包の輸入を原則禁止しており、輸入を許可された
場合であっても、火取法上適法であることが要請さ
れるのみであり、輸入時の刻印については銃刀法上
の規定はない。他方、火取法上も刻印についての記
載はないことから、国内で製造することを考慮して
弾薬については銃刀法又は火取法に刻印義務の規定
を書きこむ必要がある。また弾薬が輸入される場合
は関連規定の銃刀法第 3条の 5があるので銃刀法に
包括的に規定して、対応する規定を火取法にも置く



2492019.9 No.183　CISTEC Journal

方がわかり易いかもしれない。弾薬はその大きさか
ら刻印を打つにしても、銃器本体に刻印するよりも
困難が予想されるので、これも火薬類製造業者等有
識者からのヒアリングを行い、実施可能で実効的な
刻印制度を導入することが重要である。いずれにせ
よ現行法で打印の規定があるのは、確認及び番号又
は記号の打刻について規定する銃刀法 4条の 4であ
り、同規定を改正して対応することも一案であろう
が、他方で別途武等法において製造について銃刀法
改正を引用して規定することも可能である。もっと
も、クラスター弾条約や対人地雷禁止条約のように、
銃器議定書関連の国内担保を特別立法により対処す
ることも、関係省庁間で合意されれば不可能ではな
い。よってこうした法改正はいわば「決めの問題」
のような面もある。このため、刻印制度の趣旨を踏
まえつつ、記録保存の義務等関連事項も勘案し、関
係省庁により協議の上、いずれにせよ、最適な方法
で国内法担保が行われる必要がある。
更に、その他の問題として、仲介業対策も必要に
なってくるが、役務取引の規制等については、外国
為替令第 17条第 3項に規定されている。同条 3項に
は「法第二十五条第四項に規定する政令で定める外
国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は
贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引
とする。」として、具体的な場合が例示されている 30。
こうした仲介業は、同条 4により経産大臣の許可制
とされており、現行法でも議定書の要請する要件を
満たしている。もっとも識者の間で言われている、
いわゆる「口きき」の摘発が困難であるとか、現地
に設立されている本邦企業の現地法人には同令の規
制が及ばないと言った問題点は依然と残されてお
り、銃器議定書のみならず一般の仲介業を巡る今後
の課題としていずれは解決される必要がある。

30 外国為替令第 17条第 3項の柱書きに続いて、以下の業務形態が例示されている。
   一　 輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する

取引
   二　 輸出貿易管理令別表第一の二から一六までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は

贈与に関する取引（当該取引に係る貨物の船積地域又は仕向地が同令別表第三に掲げる地域であるものを除く。）であつて、
次のいずれかに該当するもの

   イ　 当該取引に係る当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運
搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの（ロ
及び第二十七条第二項において「核兵器等」という。）の開発、製造、使用又は貯蔵（ロにおいて「開発等」という。）の
ために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該取引

   ロ　 当該取引に係る当該貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請を
すべき旨の通知を受けた場合における当該取引

最後に記録保存義務についても述べておきたい。
銃器議定書は条約第 7条により、不正な製造及び取
引の防止、弾薬を含めて追跡及び特定が可能なよう
に 10年間の保存期間を要請している。これは国際追
跡文書が法的拘束力を有さないソフト・ローである
ものの、製造記録には 30年、輸出入の記録には 20
年の保存期間を推奨している。他方で、類似分野の
武器貿易条約（ATT）第 12条第 1項は、記録の保存
を各国国内法に委ねるとしつつも、同第 4項で「記
録は少なくとも 10年間保存するものとする。」と規
定している。実際に 10年の保存期間の記録であって
も現実には膨大な量になり、執務上必要があっても
部内乃至は外部からの照会等の利用に供するには現
実的でないことが発生しやすい。
もっとも、物品の帳簿等の記録保存は各組織の判
断に任せられて、各省庁の文書管理規則等内部規則
により運用されている場合が多いように思われる。
武器貿易条約の場合も最低 10年とされており、今回
の銃器議定書批准の機会に関係機関における記録の
保存期間の統一化を図るとともに、最低でも本件は
銃器議定書の要請する国際的義務であることを勘案
し、最低でも政令や省令に記載する等の形で対外的
にも説明できるようにしておくことが透明性確保の
観点から望ましいものと思われる。更に、執務用の
検索等の用途を考慮して、ファイルの電子化を進め
るとともに、電磁的記録として記録が行われるよう
に、システム更新の機会を捉えて記録保存の電子化
を検討すべきであると思われる。

4．結びにかえて

以上、銃器議定書について、議定書の概要及び今
後批准に当たって留意すべき点について述べたが、
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2020年には東京オリンピックが開催されることも
あり、日本の治安上問題が起きるようなことがあっ
てはならない。その観点からテロ対策のみならず国
際組織犯罪対策には十二分にも配慮されるべきであ
り、この銃器議定書もそれまでにはいずれ締結され
るものと思われるが、締結後も含めて今後の課題と
してはどのようなことが考えられるであろうか。筆
者は、ATT、小型武器行動計画及び国際追跡文書と
のシナジーの確保、米国の弾薬問題、新たな技術に
対する対策を 3つの中長期的課題として提起した
い。
第 1の ATT、小型武器行動計画及び国際追跡文書

とのシナジーの確保についてであるが、ATTについ
てはジュネーブの条約事務局が、小型武器行動計画
及び国際追跡文書についてはニューヨークの国連軍
縮部（UNODA）が、更にこの銃器議定書はウィー
ンの国連薬物犯罪事務局（UNODC）が担当してい
るが、これらの扱う通常兵器には共通のものがある
だけでなく、定期報告書にも共通点が見られる。こ
のため、こうした担当事務局への定期報告書にも矛
盾がないように作成・提出する必要がある。もっと
も銃器議定書は国連法務部での扱いは軍縮条約でな
く、犯罪防止条約に分類されているものの、これら
の文書の実施に際してはこうした類似性についても
留意する必要がある。特に刻印については 2文書で
明示的に取り上げられており、刻印そのもののみな
らず、記録保持等に係る国内での運用にも整合性が
確保されるように留意する必要がある。
第 2の米国の弾薬問題であるが、米国は UNTOC
並びに人身取引議定書及び密入国議定書は締約国
（当事国）でありながら、銃器議定書は署名すらして
いない模様である 31。ここで思い出されるのが、米国
内における銃規制の難しさであり、全米ライフル協
会（NRA）関係者とは銃器議定書の会合では会った
ことはないが、これまで何度も小型武器会合の会場
で何度も会い、意見交換も行ったことがある。彼ら
は基本的に米国憲法修正第 2条を根拠として銃規制
には消極的であり、特に弾薬を員数管理等の対象と
することには、昨年 6月にニューヨーク国連本部で

31 国連法務部のデータベースの銃器議定書関連部分には米国が見当たらない。
   at https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&clang=_en (as of 16 July 2016)
32 supra note 27, 福井康人「小型武器軍縮の発展の歴史： 小型武器行動計画の実施から見て」『CISTECジャーナル』242頁。

開催された国連小型武器行動計画履行検討会議の際
にも最終文書採択の際に全体には賛成しながら、意
図的に弾薬関連パラに対する個別投票を要求して反
対の投票を行い米国の立場を明確にするなど 32、弾
薬を初め銃器規制には消極的であることには留意す
べきである。銃器議定書の締結後に UNTOC締約国
会議等の場で米国や同調するイスラエル、その他の
未批准の主要国にも参加を求めて、国際協力を確実
に実施できるように、我が国の議定書締結後は議定
書の普遍化についても努力することが期待されてい
る。
第 3点目の技術革新の波は銃器の世界も例外では
なく、既に小型武器関連のフォーラムでも既に 3D
プリンターやポリマー製銃の件のみならず、最新技
術を使用した刻印等が既に議論されている。こうし
た技術に強い関心を有し、技術開発にも積極的なの
はやはり銃器製造国であり、具体的には例えば、ベ
ルギー、スイス、フランス等である。銃器議定書は
刻印等の点で合意が遅れたために、同議定書だけは
採択及び署名開放も遅れた経緯がある。他方で、先
進技術に基づく制度だけに導入されると対応出来な
い開発途上国もあろう。特に国によっては自国の正
規軍又は警察等の治安部隊の所持する銃器の数量も
把握出来ていない国もあり、そういった国に刻印制
度を導入するだけでも大変な作業である。こうした
技術的な差のみならず、政治的意思やリーダーシッ
プの欠如を底上げすべく、こうした国の政策担当者
への啓発活動を必要とする国もあり、銃器議定書の
場合はこうした技術革新が諸刃の剣になりかねない
ことを十分理解した上で、国際協力等には対処する
必要がある。
以上、銃器議定書批准後を見据えた今後の課題に
ついて最後に触れたが、UNTOC本体条約にかなり
遅れて合意されただけあって、他の 2議定書とは異
なった意味で難易度の高い議定書である。しかしな
がら、同条約を締結することは日本国内でも刻印が
義務化されるなど、関係者には財政的な負担を始め
一定程度の影響が出るのは避けられないものの、他
方で銃器の管理レベルが上がり、万が一盗難に会っ
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た場合や更に国外に持ち出され転用されても追跡に
より特定できる可能性が高くなる。また、付随して
当該銃器を使った組織犯罪集団の特定可能性も高く
なる等の利益ははかり知れない。特に欧米で銃器を
使ったテロ事件が多発し、中近東アフリカのみなら
ず世界中で発生する銃器による武力紛争まで防止効
果が及ぶものであり、これは議定書の分担金では確
保出来ないレベルの安全をもたらしうるものである
ことを忘れてはならない。

【本稿は広島市立大学特色研究費及び科研費「国際安
全保障に対する科学技術イノベーションの影響：プ
ロセスと規定要因の解明」課題番号（17H02494）の
研究成果の一部である。】


