
300 CISTEC Journal　2019.11 No.184

1. はじめに

本年 8月 20日及び 21日に開催され自律型致死性
兵器システム（LAWS）政府専門家会合は、筆者が
出席した 3月末の政府専門家会合と異なり、さまざ
まな予算上の制限がある中での審議であった。その
ためか、2日間のみの正式会合であったものの、そ
の前日の 19日には関係者のみの非公式協議がジュ
ネーブ国連本部（UNOG）で開催された。筆者も某
筋から途中経過版を事前に見せてもらったものの、
主要な成果として既に採択されていた従前の報告書
から指針とも言うべき Guiding principleがほぼその
原文になって補強されているものであった。大学院
の入試業務の関係もあり、自分自身の 8月会合への
出席は断念したものの、複数の知人が出席していた
こともあり、会議の様子は電子メールで知らせを受
けたりしながらインターネットにてフォローしてい
た。最終日は大方の予想を裏切らず、議長が時計を
とめて正確には翌日の午前 2時半迄のナイト・セッ
ションになり、最終的に多少の口頭修正を経て、別
途独立した政府専門家会合報告書の附属文書として
採択されたことがあげられる 1（本稿末尾の筆者作成
和訳参照）。
更に、翌週 8月 26日から 30日には武器貿易条約

1 CCW Doc. CCW/GGE.1/2019/CRP.1/Rev.2, 21 August 2019, pp.1-14, Annex IV.

（ATT）第 5回締約国会議が 1週間にわたり開催され
たのみならず、9月 2日からは通常は 1週間開催さ
れるはずのクラスター弾条約締約国会議が分担金回
収不足のため 2日間のみ開催された。これらの会合
のほかにも、10月にニューヨークで開催される国連
総会第一委員会でこれらの条約の実施に関連する決
議がリード国により提出されるが、10月末前後に採
択された後に、国連総会本会議に送付されて正式に
採択される。更に、2018年の年末にかけて 11月 11
日から 11月 15日にかけては一連の特定通常兵器使
用禁止制限条約（CCW）関連の締約国会議が開催さ
れて、上述の LAWSの政府専門家会合での決定のみ
ならず、関連するその他の会合の決定を最終的にエ
ンドースすることとされている。他に注目すべきは
11月 25日から 29日の期間にノルウェーの首都オ
スロで対人地雷禁止条約の第 5回運用検討会議が開
催され、同条約発効から 20周年を記念して同条約の
交渉の地で開催される予定である。
このように核軍縮では NPT運用検討会議準備委

員会が 5月に既に開催されて、本番の会議開催が来
年に迫っているにも拘らず、本年もコンセンサスで
の報告書採択に代わり議長の責任で纏めたサマリー
形式の報告書しか採択出来なかった。また、国連総
会ハイレベルセグメントの期間中に CTBT発効促
進会議も開催されており、宣言文をみると例年と変

調査・分析レポート

自律型致死性兵器システム及び 
武器貿易条約等通常兵器軍縮条約の検討状況

広島市立大学・広島平和研究所　准教授　福井　康人



3012019.11 No.184　CISTEC Journal

わり映えのしない、あたかも business as usualと言っ
た感を否めないとの核軍縮の低調ぶりが気になると
ころである。そのような中でも、通常兵器軍縮の世
界では、財政問題等を抱えつつも、LAWSを中心に
活発な議論が繰り広げられている。このような次第
もあり、本稿では 10月までに終了した LAWS政府
専門家会合、ATT第 5回締約国会議及びクラスター
弾条約締約国会議の様子を報告書等を基に実証的に
再現するとともに、本年中に開催されるその他会合
の見通しについても取り上げることにより、現在の
通常兵器軍縮の鳥瞰図を示すことを試みる。更に、
これらから演繹的に見えてくる通常兵器軍縮の中長
期的課題についても述べることにする。

2. LAWS 政府専門家会合

この指針の基になっているものは、昨年の LAWS
政府専門家報告書の第 III章「新たな共通性
（Commonality）、結論及び勧告」の第 3節「ありうる
指針（possible guiding principle）」を独立させたもの
である 2。実は筆者も疑心暗鬼になり、関連部分の読
み合わせを研究室で行ってみたが、異なっているの
は、上述の標題、新たな項目（c）として人間・マ
シーンの相互作用のパラが加筆されたのみで、しい
て言えば 2019年報告書のアドバンス版では注番号
がタイプミスで大文字になっているのみで、殆ど変
わっていない。（c）は米国提案で後から挿入された
由であり、これは米国が以前から国防省指令を根拠
に戦闘時において兵器による殺傷力を行使する際に
は、人の判断がその前提にあるべきとの考え方にも
合致しているのみならず、万が一「殺人ロボット」
が開発されても、人間の判断を経ずして、AI兵器の
ようなロボットのみの判断で人間が殺傷されて、倫
理上の問題を惹起しかねないとする、市民団体の懸
念にも一部なりとも応え得るものである。
今般、新たに報告書附属として新たに採択された
こともあり、同文書を改めて分析してみたい。一部
の報道では LAWSを巡っての新たな規則が制定さ

2 CCW Doc. CCW/GGE.1/2018/3, 23 October 2018, pp.1-23, III A. Possible Guiding Principles.
3 朝日新聞 2019年 8月 29日 22面、「AI兵器どこまで求めるか。攻撃自ら判断、完全自律型指針の禁止。」。松尾記者は前任地が
ジュネーブであり、筆者もインタビューに協力した。

れたと報じるものもあったが、同指針はコンセンサ
ス合意されて採択されているものの、2020年の
CCW締約国会議及び 2021年 CCW運用検討会議に
向けて政府専門家会合の場での「議論の方針」を示
すものであって、何ら確定した規則ではなく、同指
針を基に今後さらに発展させていく必要があること
に留意しなければならない。即ち、来年以降の計画
とともに同指針が 11月に開催予定の締約国会議で
エンドースされると、指針についても更に発展・改
善され、法的、技術的、及び軍事的な側面について
作業が行われ、2017年、2018年及び 2019年の報告
書に反映された結論を更に検討することが期待され
ている。それを裏付けるように、冒頭部分には「国
連憲章、国際人道法や適切な場合には倫理と言った
ものに従って作業が継続され、」とか、「自律型性致
死性兵器システムの分野における新たな技術によ
り、国際人道法に対して生じる潜在的な挑戦に対し
て将来の議論の結果に予断を与るものではない」と
の方針が確認されている。
かかる条件の付された指針であるが、先ず（a）項

は国際人道法が例外なく全ての兵器システムに適用
されて、LAWSの開発のみならず使用を含めて適用
対象になるとすることである。LAWSはいわゆる無
人兵器であるが、完全に無人で稼働するかと言うと、
途中で自律的に稼働するように設計されていたとし
ても、最初に稼働させる局面ではオペレーターがス
イッチを作動させる必要があり、誤作動が生じて想
定外の作動をした場合は、人的又は物的損害を最小
限にするために、兵器システムを緊急停止させる装
置も装備される必要性もあろう。（b）項は LAWSの
説明責任は（自律的に稼働している時であっても）
常に人間側にあるとする点であるが、ここでは国家
責任法等で使用される法的責任を意味する
responsibilityよりも、より範囲説明責任を含めた、法
的責任よりも範囲が広い accountabilityの用語が使
用されていることには注意する必要がある。
特に（c）項は米国の提案により挿入された由であ

り 3、8月 29日の朝日新聞の特集では「人間と機械の
意思疎通」として、人間と AIなどが十分に意思疎



302 CISTEC Journal　2019.11 No.184

通の出来る技術が確立すれば、国際人道法に沿う、
いわば合法的な LAWSが実現するかもしれないか
もしれないとの発想をベースに起草されたとされて
いる。即ち、LAWSがほぼ自律的に稼働していたと
しても、人間とのインターフェースが無線でなりと
も、赤外線通信であっても何らかの形で確保されて
いれば、LAWSの稼働中に重大なエラーが発生した
場合、第三者にコントロールを奪取されることが
あっても、事態を是正したり、コントロールを取戻
したり、場合によっては機能停止も可能となること
が必要である。特に LAWSは通常兵器の一形態を開
発されることを想定して議論が行われてきたが、そ
もそも定義が合意されていないため、こうした AI
兵器の頭脳が他の兵器や大量破壊兵器の制御に使用
される可能性も否定できないこともあり、このよう
な形でいわば何らかの「縛り」がかかることは重要
である。
（d）項は、（b）項の趣旨とも若干重複するが、こ
こでも説明責任について言及され、「責任のある人間
による命令及び指揮系統の範囲内で、かかるシステ
ムの運用を通じて」確保されることが強調されてお
り、伝統的な国際人道法の適用のために係る構図が
維持されることが重視されていると見ることが出来
る。続く（e）項は、ジュネーブ諸条約第一追加議定
書第 36条の内容を示したものであり、新たな兵器の
合法性審査があいまいな部分を含むものであるもの
の、重要な原則であると位置付けたものである。ま
た（f）項はテロリスト・グループによる取得のリス
クと言う LAWSの不拡散の懸念についてである。特
に遠隔操作される無人兵器であることから、ハッキ
ング又はデータのスプーフィング攻撃 4と言った事
例も具体的に挙げられているが、（g）項では具体的
な脅威のリスク・アセスメント及びリスク低減措置

4 IPスプーフィング、デジタル大辞泉 , at https://kotobank.jp/word/IPスプーフィング -229 （as of 22 October 2019） 
  「IPパケットを偽造してネットワークへの侵入を試みる不正アクセスの手段。スプーフィングとは「なりすまし」の意味であり、
IPスプーフィングでは、IPパケットの送信元 IPアドレスを攻撃対象ネットワークの内部のアドレスに書き換えて、攻撃先ホスト
へ向けて送り出す。IPアドレスやポートを元に通過や破棄を決定するパケットフィルタリングでは検出が難しい。」とされる。
5 この点につき、筆者は以前に理科系研究者の複数の方の意見を伺ったが、殆どの方が AIの目覚しい発展振りを認めるとともに、
意外に我々の予想を超えた速度で今後も高度化する可能性を示唆していた（例：ディープラーニング等）。その一方で、ロボット
工学のハードウェアの専門家は、現実問題として AIといった機器の制御部分の進歩の可能性を認めつつも、例えば人間の腕をモ
デルに作動するロボットを作成する場合でも、相当多くのモーターにより腕の動きを再現したうえで、これらを正確に同期させ
た上で作動させる必要があり、今日のロボット工学のレベルでは容易でない模様で、ソフトウエアの進歩にハードウェアの進歩
に追随できないと複数の工学者が認めていた。筆者も実際に身体機能を補助するロボットを装着したが、腰部から上肢にかけて
の限定された動きの補助により歩幅を確保することには有益であるも、更なる軽量化が必要であり、ある程度身体機能がしっか
りしている人でないと実用レベルで使用できず、民生用のボット開発も現実には容易でないことを理解した次第である。

の必要性が説かれている。
（h）項では LAWSの関連で新たな技術が使用され
る場合には、国際人道法及びその他の国際的義務に
合致する必要があるとされ、この点もこれまで何度
も会議で確認されている。また、（i）項は義務と言
うよりも、LAWSが議論される際には、どうしても
映画「ターミネーター」の影響もあることを示唆し
ているのかは必ずしも定かではないが、どうも擬人
化されて議論されることが頻繁に生じるので、その
ような擬人化を想定した議論が行われることがない
ように注意喚起がなされている。この点は意外に大
事で、まるで人造人間が製造されて、あたかも戦闘
員の如く人間を追尾して殺傷するシーンが繰り返し
SF映画等で使われることがあるが、そのような傾向
を排除しようとするものであり、会議場でそういっ
たイメージに議論が引っ張られないようにする上で
重要である 5。更に（j）項では「電算機により制御さ
れた自律的技術の平和的利用へのアクセス」が謳わ
れており、LAWSを巡る新たな技術の多くがデュア
ル・ユース系であることに鑑み、その平和的利用の
権利が妨げられることのないように明言されてい
る。最後に（k）項は CCWが LAWSの問題を取り扱
う最も適切な枠組みであるとともに、議論を更に進
める上で、軍事的必要性と人道的考慮のバランスの
均衡が重要であるとしている。
このように前回議論された部分をベースに、報告
書の指針のみが検討された結果採択されて、議長が
現場での議論を取り纏めたものは、更に議論が必要
とされて今回は別途の文書が作成されなかったた
め、今後の検討材料として使用されることを前提に、
見送られたようである。このため、本年 11月 13日
から 15日に予定されている CCW締約国会議で
2020年締約国会議と 2021年の CCW運用検討会議
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及びそれぞれの年の政府専門家会合でこうした材料
等をベースに更に議論されるはずである。いずれに
せよ現実には存在しない兵器を対象にして、今後も
議論が進まず、議事に苦慮することが予見されるも
のの、CCWにおける意思決定がコンセンサス方式
であることも議論が遅々として進まない遠因となっ
ている側面もあろう。
このような状況に対しては、議論をニューヨーク
に移して、表決で意思決定が可能な外交会議を開催
すべきとの意見も一部の市民団体関係者から 3月会
合の際には聞かれたが、では実際にそのような動き
を主導する国も見られず、現時点では一つのオプ
ションにとどまっているようである。事実、直近に
開催された他の条約交渉の事例を見ると、核兵器禁
止条約の事例があげられるが、核兵器国を始めとす
る強く反対する国があっても、条約として交渉が行
われて国連事務総長に寄託され、署名開放されるま
でに至っているのは、核兵器と言う具体的な兵器が
存在するからであり、賛成反対は兎も角、具体的な
条約交渉が実施し易かったとの点は LAWSとの比
較で指摘し得ると思われる。

3. 武器貿易条約（ATT）締約国会議

LAWSの翌週の 8月 26日から 30日にかけて開催
された ATT第 5回締約国会議であるが、筆者の知人
のシンクタンク関係者もそのまま続きで参加した者
が多かったようである。会議場は英国代表部の側に
あるジュネーブ国際会議場（CICG）で開催されて、
スイス政府が会議経費等を事実上の負担を担う形で
現物支援を行っており、まだ条約実施体制の構築中
のスイスの ATTへの実質的貢献は測り知れないも
のと思われる 6。そのような中で今回も無事 5日間の
会合が開催されたことは、継続的に審議が行われて
条約の運用状況が昨年の会議を踏まえて、更に実質
的な議論が行われているのは、締約国のみならずそ
の他のステークホルダーの存在を考えても有益なこ
とであると思われる。
今回の第 5回運用検討会議からテーマ別討論が設

6 福井康人、「条約実施体制の構築：武器貿易条約を事例として」『広島国際研究 』2016年、22号、pp.１-15.
at http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hiroshima-cu/metadata/12330 （as of 17 October 2019）

けられたが、今回はジェンダー及びジェンダーベー
スの暴力がテーマに取り上げられた初の試みとなっ
た。ATTが条約第 7条第 4条に「輸出を行う締約国
は、1の評価を行うに当たり、第 2条 1項の規定の
範囲に対象となる通常兵器又は第 3条に若しくは第
4条の規定の対象となる物品が性別に基づく若しく
は重大な暴力行為又は女性及び児童に対する重大な
暴力行為を行い、又は助長するための危険性を考慮
する。」と規定されており、輸出及び輸出評価の考慮
すべき項目としてこの問題が挙げられている。この
ため、ジェンダーベースの暴力が国際条約に取り上
げられた初の事例として取り上げられることも多
い。
この条約では一般論として男女を問わずジェン
ダー問題の存在を取り上げ、特に戦乱地等で脆弱な
立場に置かれかねない女性と児童について言及して
おり、女子差別撤廃条約や児童の権利条約と言った
人権分野に条約とも整合性が取れていると言える。
更に、最近はいわゆる「第 3の性」として性的少数
者や男性が性的被害に会うことも増えており、こう
した状況も同条の冒頭部分で読み込めるようになっ
ている。ちなみに日本の場合は、性被害に遭遇しや
すい女性等を重点的に客体とし性犯罪の防止を保護
法益とした強姦罪等が旧刑法では設けられていたた
め、実は男性が被害者になった場合は適応が困難な
状況が条約締結後も存在していた。しかしながら、
新刑法（平成 30年法律第 72号）が公布されて改正
刑法により、両性をも対象とし得る強制性行等罪が
改正刑法第 176条に新たに設けられたため、かかる
関連の法の欠缺状態が解消された。
そこでの詳しい議論は報告書にまとめられている
が、筆者の知っている北欧のシンクタンク等も軍縮
関連国際会議への男女別の出席率を計算して、各国
のジェンダー政策と軍縮関係の意思決定機関の相関
性を以前から分析しているのを見たことがある。こ
のテーマは ATT締約国会議で取り上げられたのは
初めてであるが、決して新しい問題ではないものの、
ATT会議のマンデートの制約上、ATTに関連する事
項を中心に議論が行われている。
報告書の関連部分から見ていくと、正に上述の会
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議出席者のジェンダー・バランスに努力すると共に
報告をすべきことが述べられている。この点につい
ては、これまで軍縮を含め、国際安全保障の分野で
勤務する人が、軍事問題にも関係してくることから
どうしても男性が多くなりがちであった歴史的な背
景であるものと思われる。しかしながら各国とも
ハードな勤務を強いられる軍隊であっても、女性雇
用率が伸びており、それに従って女性が勤務しやす
いような勤務環境も整えられている。日本において
も、某省の来年度採用内定者が総合職及び専門職の
半数を女性が占めるようになったと側聞している。
安倍政権の積極的な女性登用政策もあり、少なくと
も日本においては時間の問題で、この問題は解決さ
れるものと思われる 7。
もっとも、単にジェンダー・バランスのみに注意
が払われるべきでなく、これまでも政府専門家会合
のメンバー選定に伝統的に適用されて来た地理的衡
平や高い専門性などの基準が、ジェンダー・バラン
スの基準のみでゆがめて適用されるようなことは避
けられるべきである。報告書も「努力する（strive）」
の表現が使われていることから、こうした基準が総
合的に勘案されるべきことを示唆しているものと思
われる。いずれにせよ、これまで会議場でも男性が
圧倒的に多かった状況から、社会的に合理的な範囲
でバランスを取るということであり、本来あるべき
姿が追求されるべきであることが提案されたものと
理解している。
もっとも、立場の弱い女性に焦点が当てられて、
ジェンダー・バランスの側面にのみ注目して作業部
会やファシリテタ―が配慮すべき点について述べら
れているが、紛争時や難民問題で苦難を強いられて
いるのは女性だけでなく、児童のケースも少なくな
く、地中海に流れついた子供の変わり果てた姿に

7 もっとも現行の女性職員の国家公務員の福利厚生制度を例に取ると、出産等ライフサイクルを意識して制度設計されているもの
の、現実問題として産休が取得可能な時期はその趣旨から自ずと決まっており、更に出産後に育児休暇が取得できる時期も当然
のことながら産後に届出があってから認定されて行使される。このため、代替要員の外部公募の開始の時点から、臨時代替要員
が実際にその部署で勤務が可能な日時までには、およそ 5ヶ月の空席期間が確実に生じるのが実情であり、この間はその部署内
で他の職員による欠員の代替手段を考える必要がある。
  ライフワーク・バランスの取れた勤務環境の構築にはまだまだこうした未解決の問題が残されており、これが現地で対応可能な
出張要員の選択にも影響をあたえ、ジェンダー・バランスの問題は職場環境を含めて全面的に見直す必要があり、現時点では特
定の個人の貴重な犠牲の上になりたつ場合が多いのが現状である。筆者の私見ではあるも、代表団のジェンダー比の問題の議論
はこうした勤務状況の背景の実情には触れることなく議論されており、わが国独自の問題とみなされる可能性はあるも、こうし
た現実の背景問題は ATT条約での議論の外の範囲を超えた問題になるので、なかなか ATTの場で提起しにくいとの実情があるも
のの、余り知られていない背景事情として提起する。
8 Guidance for the VTF Project Evaluation, ATT/VTF/2019/CHAIR/531/Conf.Rep Annex H, 26,July 2019.

ショックを受けた読者も少なくなかったと思われ
る。更に言えば、男性被害者の場合は戦闘員として
敵から身柄確保されることもあり、逆に敵の戦闘員
として即座に射殺されることも少なくない。女子差
別撤廃の側面で議論を纏めようとしたためこのよう
な結論になったことが推察されるが、上述のように
条約第 7条 4の規定にもあるように、女性のみなら
ず児童も念頭に置いた議論が行われる余地がなかっ
たか、次回以降の締約国会議等適当な機会にバラン
スよく問題の所在を明らかにしてほしいと願ってい
る。
最期に条約にも明確に出ているジェンダーベース
の暴力の認定基準もこの関連で取り上げられてい
る。この点は条約交渉の際も揉めたが、7条の規定
にある「重大な（serious）」、「助長する（facilitate）」、
「著しい（overriding）」危険と言った、キーワードに
ついては様々な解釈が行われる中で、実施のための
作業部会で議論されることになった。このため、第
7条 4項のこれらの要素についての国家実行を収集
し、それを基にして議論の精緻化を図ることとなっ
た。
更に、行財政事項については ATT任意拠出金

（VTF）の運用がこれまでも問題とされたことがある
ものの、さらに増額の必要があるとしてこれまでの
拠出国に謝意が評されるとともに、さらなる拠出が
呼びかけられた。この関連で、事務局が「任意拠出
金（VTT）プロジェクト評価ガイダンス（Guidance 
for the VTF Project Evaluation）」8を公表したが、プロ
ジェクト選定は金銭の支出を伴うことから、事務局
外で関係団体において種々のもめ事の種になり易
く、最悪の場合は資金の流用等の事故案件になりか
ねないのは洋の東西を問わない。このプロジェクト
選定についても、基金の原資管理が UNDPから ATT
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事務局に移管されたこともあり、管理費収入という
利点も事務局には生じるものの、プロジェクト選定
関連事務も同時に発生する。このような観点からも、
ガイダンスが作成され、今後審査事例が増える毎に
問題点の指摘も踏まえて、制度の質的改善のなされ
ることが期待される。
それ以外に注目したいのは、国内的な管理制度を
確立するための自主的な基本ガイドが検討の上、作
成し配布されたことである。武器輸出管理について
は、依然として先進国と後進国の差が激しく、後進
国では自国の軍隊や警察が所持する武器の数量も確
認できていない国が存在するのが事実である。この
ため ATT条約批准の支援の観点のみならず、必要な
国内法を制定することに苦慮している国があること
も考慮し、このような資料の作成のみならず、上述
の VTTプロジェクトと組み合わせて、後進国におけ
る武器輸出管理制度関連セミナー開催等も検討すべ
きであると思われる。
もっとも、会議開催資金にも関係するが、分担金
の資金回収の関連で、財政規則の繰越し資金の問題
について柔軟な対応を可能にする決定も行われた
が、これも会議場関係支出の多くがスイス政府の現
物支給の形で財政支援が行われていることも大き
い。これは中長期的に見て、安定した会議を含めた、
事務局の運営が可能となるような規則改正が検討さ
れるべきであると思われる。それ以前の問題として、
各国が条約分担金を確実に支払うことが最も重要で
あることは言うまでもなく、条約締約国はこの分担
経費は条約体制を円滑に運営するための義務的経費
であることに、今一度留意する必要がある（後述す
る国連軍縮部ジュネーブ支部の財務関係資料参照）。
いずれにせよ、当初は大丈夫かと思われた ATTの
条約実施体制も試行錯誤を繰り返しながら、一応軌
道に乗りつつあると言えるような状況が整ってきた
と言える。もっとも個々の VTTやスポンサーシップ
プログラムの案件執行に際し、関係者から不満の声
が聞こえて来たりするものの、今回初めてテーマ別
討論で取り上げられた問題も依然と未解決問題が存
在するのも事実である。しかしながら、問題は少し

9 第 3条は貯蔵されているクラスター弾の廃棄について規定している。下注 7の規定もそうであるが、かなり詳細な規定が置かれ
ている。
10 第 4条はクラスター弾残存物の除去及び廃棄並びに危険の低減を目的とする教育ついての詳細な規定が置かれている。

ずつ解決されてきており、来年の締約国会議は 8月
17日から 21日までジュネーブの国際会議場
（CICG）において、アルゼンチンの議長国の下で開
催されることが決まった。条約実施体制は確実に安
定した実施段階に移行しつつあるように見受けられ
ることもあり、今後の更なる発展に期待したい。

4. クラスター弾条約締約国会議

9月 2日及び 3日の 2日間にわたり第 9回締約国
会議が開催された。本来は通常であれば 5日間の会
期となるが、分担金の回収が十分に出来なかったた
めに、各国代表団の発言も 4分以内の制限がかけら
れて漸く開催出来た模様である。残念ながら時々起
きることだが、条約が出来た当初は、非人道的な子
爆弾がまき散らされ、対人地雷禁止条約のような非
人道的な被害を防止する条約であるとして、ダブリ
ンでは外交交渉会議が開催された。米国は最終段階
で交渉から離脱したものの、条約はコンセンサス採
択され、その後も条約の規定に従って、クラスター
弾の廃棄が粛々と各国で進められている。しかしな
がら、マスコミ等の関心も薄れ、各国での政策的優
先度も下がり、日本なども外務省ホームページに短
い概要が発出されたのは、会議終了から既に 1か月
が経ってからである。
そのような状況にあるクラスター弾条約である
が、会議での検討は適切に進められており、スリラ
ンカが議長国となり厳しい財政条件下でも開催され
た。会議は通常のとおり、手続事項からはじまり、
最初は条約第 3条及び第 4条に基づいて、廃棄期限
延長申請が提出されたものから審議に付された模様
である。第 3条関係 9ではオーストリアとモザンビー
クがコーディネーターとなり、ブルガリアから出さ
れた廃棄延長期限延長申請が審議された。更に 4条
関係 10ではラオスとスェーデンがコーディネーター
を務めて議事進行が行われて、ドイツ、ラオス共和
国から申請があり、それぞれ申請国から説明が行わ
れて議論された。
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条約の普遍化については、チリ及びパナマがコー
ディネーターを務め、26の国及び国際機関等から意
見表明・報告が行われた。昨年の締約国会議から新
たにガンビア及びフィリピンがクラスター弾条約を
新たに締結したため、10月 20日現在で署名国 108
か国、締約国 109か国となり、より多くの締約国を
増加させる必要があることが明らかである。特に明
年は第 2回運用検討会議が開催されることもあり、
更なる普遍化の努力が国際社会に求められており、
一層の締約国数の伸びが期待される。
被害者支援はアイルランドとスペインがコーディ
ネーターを務め 8カ国の締約国の他に国際赤十字委
員会やカンボジアで活動している CMACから被害
者支援の取組の紹介が行われた。その他にも国際協
力と支援についてはオランダとペルーがコーディ
ネーターとなりここで再協力と支援のセッションが
開催されたものの、発言国数が 6か国と限られてい
る。ここから推察されるのが、十分な会期期間が取
れなかったことが圧力となり、長々と発言しにくく
なったことは会議運営にプラスになった側面があ
る。しかしながら、果たしてこうした重要なセッショ
ン迄発言国数が少なくなってしまったことはそれで
よかったのか疑問なしとしえない。と言うのは、国
際協力は未だにクラスター弾の被害に苦しむ国があ
る中で、そういう国を支援してこそが、こうした条
約の本来の目的にかなっているように思われるから
であり、十分に深みのある議論が本来的には期待さ
れるところである。
翌 3日は非公式協議にあてられて、初日の各国等
が行ったステートメントに基づいて、特に締約国会
議として正式な決定を行う廃棄期限延長について更
に議論を尽くして決定が行われた模様である 11。上
記に言及した以外にも、透明性の措置、国内実施、
更には今後の会合の議長候補の選出等が行われた。
その結果、2020年の運用検討会議議長にはスイスが
議長国として選出され、更に 2021年に予定されてい
る次回の締約国会議議長は英国が務めることとされ
た。このようにたった 2日間の期間と開催となった
締約国会議であるも、最低限度の決定を行って閉幕

11 本稿執筆の段階で会議開催から 1か月以上経過しているにもかかわらず、報告書アドバンス版も公開されていないので、過去
の経験から推測も含めて執筆をせざる点についてはご容赦願いたい。
12 CCM Doc. CCM/MSP/2019/12, 28 June 2019, pp.1-5. 
13 CCM, Doc. CCM/MSP/2019/11 5 July 2019, pp.1-21.

したといえよう。
こうしたセッションで問題提起されたのは、例え
ば廃棄期限延長の問題では、例えばオランダとス
ウェーデンが共同で提出した作業文書 12では過去の
廃棄等の経験も踏まえて有益な教訓が提供されてい
る。例えば、①国連等に直接関連する CMACや
ICRC以外にも有益な専門性を有する専門家は NGO
等にもいるので、こうした専門家集団にアクセスし
て知見の共有を求めること、②締約国によっては自
国の報告書作成に自国専門家が関与している場合が
あり、公平の観点から避けられるべきであり、どう
しても必要な場合は議長の決定に委ねられるべき、
③廃棄期限の関連で改善が必要なのは報告フォー
ム、作業が完全に実施されたことかわかるようなコ
メントが書き込まれるための支援ツールの開発、④
提供される情報の質等が重要であり、特に重要なの
は廃棄要請国との対話であるとされており、いずれ
も今後の第 3条及び 4条の実施に際して考慮すべき
と思われる。
十分な議論が必要だった論点の一つはドブロニク
行動計画の評価である。議論の参考になるのがドブ
ロニク行動計画についての議長ペーパーである 13。
この行動計画は普遍化について、2020年に予定され
ている第 2回運用検討会議までに締約国数を 130か
国にする目標を設定している。現在の締約国数が
109か国であり、働きかけをすべき署名国が 14か国
（即ち、アンゴラ、中央アフリカ、コンゴ民主共和
国、キプロス、ジプチ、ハイチ、インドネシア、ジャ
マイカ、ケニア、リベリア、ナイジェリア、サオト
メ・プリンシプ、タンザニア及びウガンダである。）
あり、ジュネーブ・ベースでコーディネーター国は
これらの国のみならず、未署名国にも働きかけを
行っている由である。
ドブロニク行動計画関連で、3条の貯蔵されてい

るクラスター弾の廃棄及び第 4条のクラスター弾残
存物の除去及び廃棄並びに危険の低減を目的とする
教育についても、様々な取組の報告が行われている。
それだけでなく、国際協力及び支援、透明性措置、
国内実施措置と言ったクラスター弾条約の主要規定
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の実施を想定して、包括的にドブロニク行動計画は
策定されており、事実上毎年締約国会議で審議され
る事項がほとんど含まれていることがわかる。同計
画の採択時には過去の報告書を見ると、一部の国が
留保宣言を行ったりしており、推進派の国は賛成し
ているようであるも、同行動計画のパラ 6等の表現
が条約 21条の規定する軍事協力の許容を規定する
ことが反映されていないとして留保の形で反対する
など、前回の運用検討会議では採択時に揉めたよう
である。このような成立背景も勘案しつつ慎重に対
処すべき問題であると思われる 14。

5. 今後年内に予定されている主要な会議

今後 2019年内に予定されている会議としては、
CCW関連会合とオスロで開催予定の対人地雷禁止
条約運用検討会議があげられる。

（1）特定通常兵器使用制限条約（CCW）締約国会議
CCW関連会合は主要な補足議定書ごとに日程が

決まっており、20日の時点では議長も含めて関係者
の殆どがニューヨークに国連総会第一委員会に出張
中であるため、意思決定が困難なのか正式な口上書
等の正式な通知はなされていない。年間計画表によ
ると、概ね以下の予定で開催される。即ち、11月 11
日から 13日までが CCW第 V追加議定書締約会議
が、11月 12日は CCW改正議定書 II締約国会議が
開催され、最後に 13日から 15日までの期間に
CCW締約国会議が開催される予定である。なお、同
会合では様々な意見交換がなされ、特に冒頭で取り
上げた LAWSの政府専門家会合での勧告がエン
ドースされるか否かが注目される。
現時点で注釈つき議題案が公表されていないた
め、正確な議事進行の予測は困難であるが、概ね毎

14 福井康人「対人地雷禁止条約とクラスター弾条約の現状と課題」『CISTECジャーナル』2019.7 No.182, p.201
　 筆者が当時の担当官に事実関係を確認したところ、会議冒頭の佐野前軍縮代代表部大使がステートメントを終えて他用のため
ジュネーブに帰任した頃からかなり揉め始めたものの、順調に進行している表舞台のステートメントとは異なり、裏舞台での非
公式協議はかなり揉めながら進行して、最終的に同文書は採択されたものの、不満な国は留保宣言を行った模様。（2019年 6月
19日、外務省通常兵器室元上席専門官とのメールでの問い合わせに対する回答）。
15 Supra note 1, CCW Doc. CCW/GGE.1/2019/CRP.1/Rev.2、p.27, para26, subparagraph e.
　 2019年政府専門家会合報告書勧告部分では、①指針が更に発展して精緻化されること、②法的、技術的及び軍事的な側面につ
いて作業が行われること、③ 2017年、2018年及び 2019年の報告書を反映した政府専門家会合の結論を出すことの 3点を挙げて
いる。

年の議題案に沿って審議が行われると思われる。こ
れらの中でも特に注意を要するのは、現在政府議定
書の形にはなっていないが LAWS政府専門家会合
の勧告を審議する 3日間の CCW本体の締約国会議
である。内容については深夜までのナイト・セッショ
ンの結果漸くまとめられたものである。このため、
一部の国が自国の考え方を再度繰り返すことがあっ
ても、ブロックまではしないものと思われる。もっ
とも、政府専門家会合の勧告は、①採択された指針
をエンドースすること、② 2021年に開催予定の次期
CCW運用検討会議に向けて、全体で 30日 /25日
（［thirty/twenty-five/twenty］ days）と政府専門家会合
では会議日数に合意することが出来ずに会議場版で
ブラケット付になっており、この問題には、当然の
ことながら、CCWの分担金回収率がどうなるかと
言った行財政問題が密接に関連してくる。
当然のことながら最優先事項は運用検討会議の開
催であり、関連する非公式協議や準備委員会を何日
間開催するのかといったことも予算編成に関係して
くるものである。その上で 2020年締約国会議や政府
専門家会合をどの程度開催するかにつき、総合的に
検討が行われることとなる。他方で事務局や ICRC
のみならず本件会合を推進したい国と、議論には付
き合っても本音は自国の軍事開発に規制がかからな
いように議論を進めたくない国のみならず、過剰な
財政支出を懸念する国もあり、これらの国は日数制
限をかけようとするであろう。もっとも AI兵器に
ついては世界的に関心が高まり、関連する民生利用
での政府専門家会合がより具体的な成果を出せなけ
れば 15、2014年から既にかなりの時間を費やされる
中で、具体的な結果が出せない場合は厳しい評価が
なされることになる。CCW全体から見ても LAWS
問題には既にかなりの時間をかけているにも拘ら
ず、結果が見えないと説明がつかなくなるのも事実
であり、関係者の更なる努力を期待したい。
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（2）対人地雷禁止条約締約国会議
対人地雷禁止条約は採択 20周年ということで、ノ

ルウェー政府が名乗りを上げ、11月 25日から 29日
までの 5日間にわたり、開催予定である。また準備
委員会についても、5月 29日及び 9月 18日の 2回
開催されており、上述の CCWの会議の正式通知が
行われる前に、オスロ市内のクラリオンホテルでこ
の会議が開催予定である公示が行われており、これ
は会場の提供のみならず様々な形で現物支援（in―
kind-support）が行われていることが伺われる。
もっともこの会議も財政問題が存在することを言
及しており、特に 2016年から 2018年の間は分担金
回収率が悪く主要な意思決定機関である締約国会議
等の開催も危ぶまれたこともあり、今回はノルゥ
エー政府の財政支援もあり問題なく開催されるみこ
みであるも、国連公用語通訳の廃止（恐らく英語の
みで行うか、それにせいぜいフランス語及びスペイ
ン語通訳を付けるオプション）、会議文書の配布の削
減、会議時間の制限、ペーパースマート方式の会合
等の処置を取り、財政削減に努める必要があるもの
の、ホスト国ノルウェー政府からの財政・現物支援
のおかげで今次運用検討会議はこれ迄とは異なった
形で開催される予定である。
この財政問題は深刻なのか、ジュネーブ国連本部
のサイトには、2019年 8月末の生物兵器禁止条約
（BWC）、クラスター弾条約（CCM）、特定通常兵器
使用禁止制限条約（CCW）、対人地雷禁止条約（APL）
の 4条約について、各国の分担金支払い状況が示さ
れており、3年間も滞納している国もあり、事務局
もかなり厳しい状況にあることが伺える 16。そのよ
うな中でも、上記（1）の CCWは恐らくスイスがホ
スト国となり、通常の通り開催されるものと思われ
る。もっとも、かなりの財政的制限がある中でも、
ノルウェー政府にしてみれば対人地雷禁止条約が生
まれたオスロ・プロセスとの歴史的背景もあり、同
国の外交政策の一環として、満を持して運用検討会
議をホスト国として受け入れたものと思われる。

16 Status of contributions of BWC, CCW, CCM, OTW as at 31 August 2019, Secretariat UN at https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/
（httpAssets）/4133E55C02132F1FC12583BB0053BD12/$file/Disarmament+Receivables+For+Website+31+August+2019+Annexes.pdf （as 

of 20 October 2019）

6. 結びにかえて

以上、ざっくりとではあるも、本年後半に開催さ
れた通常兵器関連軍縮条約関連会議及び今後開催予
定の会議について述べたが、過去数年の議論を踏ま
えるとどのような課題が考えられるであろうか。月
並みな結論との印象を持たれるかもしれないが、①
意外に深刻な行財政問題、②政策当事者を含めた問
題意識の向上、③新たな技術への対応の必要性の 3
点を通常兵器軍縮の中長期的課題として提起した
い。

（1）行財政問題
先ず、行財政問題であるが、外務省等でこうした
分野の担当官の経験のある方には、「釈迦に説法」の
感があるものの、3年毎に改訂される国連分担率を
基にして締約国数に応じて調整した金額の請求書
が、条約担当事務局から各国に送付されて、通常は
代表部を経由して請求書が送付されてくる。もっと
も、国連等は西暦年のとおり新年は 1月から始まる
が、日本の会計制度は 4月から始まるので、もし新
年度予算が成立しないと分担金が払えない事態も
時々生じる。また、補正予算の制度もそうであるが、
年度末に国際機関等分担金に国内で余剰金が発生す
ることもある。そのような場合は、政策的観点から
優先度の高い案件には分担金を日本の旧会計年度に
支払うこともある。
もっとも一般的には新年度予算が成立してから、
重要関係者の訪日等適当な機会があるとか、関連意
思決定機関の選挙の実施、重要ポストへの邦人職員
の送込み等、更には外貨送金のため為替レートの変
動も考慮した上で、日本に何らかの利益があるタイ
ミングに支払うのが望ましいように思われる。自分
が担当したことのある案件で、逆に分担金の支払い
を止めて先方に圧力をかけたこともあるが、いずれ
にせよ日本はそれなりの大口拠出国であるので、分
担金の支払いにより何らかの効果が生じるように、
折角の機会を生かすようなタイミングで支払うのが
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望ましいと思われる。
このように様々な事情から分担金請求書が来たか
らと言って、直ちに支払う訳ではないが、日本はい
ずれにせよきちんと支払う国であり、諸般の事情で
義務的経費である分担金の支払いが遅れることもあ
るものの、概ね期限までに支払われている。上記の
国連軍縮部ジュネーブ支局の作成した資料を見て
も、掲載されている 4条約とも日本は支払いを済ま
せている。他方で、その各国分担金支払表を見ると
全く支払っていない国も多くあり、確かにこの状況
を放置すると大きなプロジェクトでなくとも、締約
国会議も開催が困難な状況が生じるのも、理解し得
るものである。
かつてはこうした行財政問題は、国連総会第一委
員会に提出する決議の中でオペレーショナルな要素
を含むものには財政的インプリケーションが発生す
ることがあり 17、筆者も自分の担当決議で発生して、
第 5委員会で承認されないと国連総会で採択できな
い状況が発生して困った記憶がある。ところが最近
は行財政事項が頻繁に軍縮関連会議にも出てくるよ
うになった。核兵器の関係では、例えば核兵器禁止
条約の事実上の予備交渉であった多数国間オープン
エンド作業部会は経費が足りないとされたが、ジュ
ネーブ国連本部（UNOG）に割り当てられた軍縮会
議予算を流用することにより解決された。

PBIが問題になったのは核兵器禁止条約交渉マン
デート決議であり、第 5委員会では通常予算で開催
すべきとする英米等に対して、非同盟諸国は予備費
（contingency margin）から支出すべきとして激論にな
り、最終的に予備費から支出することが第 5委員会
で承認され、国連総会でも最終的に承認された経緯
がある。更に、CCWの関係では 2018年の政府専門
家会合の春季開催予定会合がブラジルの分担金未払
いが原因で中止となり、夏の会期のみが開催された
他、2019年は会期期間が 5日＋ 2日と短縮されて締
約国会議で承認された。今年の案はブラケット付き
で 2案が出されたままになっているが、近年は行財
政問題が頻繁に発生するようになり、こうした案件
を担当する者は軍縮等のサブの問題だけでなく、最

17 UN Doc. A/520/Rev.17, September 2007, rule 153, P.41.
 国連総会規則 153は「決議等が財政的インプリケーションを有する場合には第 5委員会に送付され、採択された後にのみ、国連
総会に提出できる。」と規定している。

低限の行財政の知識も必要とされる現状に留意する
必要がある。

（2）条約の問題意識の向上
筆者の元同僚で ATTを現地で交渉していた知人
も同じ事を言っていたが、多くの場合条約交渉時が
花で、プレスの報道も頻繁に行われ、交渉が成就し
た際には全権代表を務めた大使が複数のマスコミか
らインタビューを受けたり、寄稿を頼まれたりする
など事務担当官であっても比較的大きな達成感を感
じるものである。それから、5年や 10年たつとどう
だろう。筆者は偶々日本ではよく引用される包括的
核実験禁止条約（CTBT）を外務省で正に交渉が終
わった直後でまだ高揚感が漂っていた時期と、その
後、軍縮代表部とルーマニアの 2箇所の在外ポスト
の続きで、約 10年後に再度ブッシュ政権下で CTBT
を担当したせいもあり、同じ条約なのに特に米国に
よる扱いがまったく変わってしまったことを経験し
た。
条約分野の経験の長い人の話を聞くと、どうも、
他のどの条約も同じようなことが多く、時間が経つ
に連れて世間の関心は低くなる傾向があり、外務省
で各省連絡会議を開催しても人が集まらず、先ずは
条約の意義を説明しなければならないこともある。
挙句の果てには、外務省の担当官しか条約の中身を
良く知らないと言った状況が発生し、条約の動きを
フォローするのがアカデミアでは関心を有する一部
の研究者と外務省や内容的に密接な関係にある官庁
の担当官しか見ていないという状況が発生する。そ
れで何か問題が生じたときには、担当官さえも組織
的引継ぎがなくて、あわててその分野の研究者に連
絡を取って事実関係を確認したりすることが、現実
に起きてしまうのである。
現在の通常兵器軍縮の現状は類似の傾向が生じや
すい案件であり、注意を要する。特に日本は唯一の
戦争被爆国ということもあり、核軍縮を初めとする
核関連の研究者は少なくないものの、通常兵器軍縮
となると数えるほどしかいないのが現状である。そ
れも最近の LAWSの議論や ATTと言った流行の問
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題に取り組む研究者は多少なりともいるものの、他
の条約ともなると殆どいないのが現状であり、今後
市井の研究者の裾野を広げる努力をするとともに、
実務レベルでも軍縮関係の部署の課長や総括補佐・
首席事務官と言った課室で要となるポストにいる方
に対して条約の趣旨や意義と言った点について十分
理解して貰うことが重要である。そうすれば上記（1）
で述べた分担金回収率のため、会議が開催出来ない
ような事態の発生は少なくなるであろう。

（3）新たな技術への対応
現在通常兵器の関係で世間の衆目を集めているの
は、特に通常兵器の分野で顕著な AI兵器の出現で
あるとか、サイバー兵器の問題等新たな技術への対
応である。もちろん、核兵器の制御部分からついに
フロッピー・ディスクが使用されなくなる由であり、
その一方で人的消耗が確実に少なくなるため無人兵
器の開発が進行しており、その多くは既に規制の対
象になっているものが多い大量破壊兵器の一部とし
ての使用が不可能ではない。このため、例えば各国
代表団と同じように会議場に来ていても、例えば米
国は上述のような実戦に使用されることを想定し議
論に臨んでいる 18。そのあたりの感覚がフランス、ベ
ルギー、イスラエル、ロシア、中国も含め、実戦を
想定して会議に臨む国の代表団と今後の検討のため
の情報収集が主な任務の国とは会議に臨む姿勢が全
く異なっているのである。
もっとも日本も新たな技術の問題には対応する必
要に迫られ、LAWSのみならず、ローテクであって
も、日本はいずれ銃器議定書を締結する際は銃器等
に刻印を打印する必要があるも、その刻印技術も一
昔前は製造時に印字を打印するしかなかったもの
が、現在では様々な技術によりより高度な方法で改
ざん防止可能な刻印が可能となっている 19。さらに、
特許が切れたために安価で高度な拳銃の模造生産が
可能な商品も市販され、現に 3Dプリンターを使用
して銃器の製造を名古屋の大学生が行い、銃刀法及

18 Department of Defense, �AI Principles: Recommendations on the Ethical Use of Artificial Intelligence�, October 2019, pp.3.-66. 米国国防
省は「AI原則：AIの倫理的使用についての勧告」を出したが、こうした文書は将来 AI兵器が開発された場合を前提として真剣
に議論された結果として作成されている。at https://admin.govexec.com/media/dib_ai_principles_-_supporting_document_-_embargoed_
copy_(oct_2019).pdf (as of 5 October 2019)
19 福井康人「銃器議定書の概要と我が国における批准に向けた課題 （調査・分析レポート）」『CISTECジャーナル』2019年 9月
183号、p.250.

び武器等製造法違反により、検挙されたケースが生
じている。同じような話は ATT、小型武器行動計画、
小型武器国際追跡文書等にも波及する話であり、国
内に存在する合法的な拳銃も警察や自衛隊等所持数
が多いため、刻印の措置を取る場合にも大変な作業
となる。
更に LAWS関連技術を見ると兵器への転用の可

能性は日本の場合少ないが、掃除機ルンバの例を見
ても、民生利用への応用、自動運転技術の開発、深
海底探査船や人工衛星等民生利用での自律的運用が
想定される機器は少なくなく、軍事転用の規制を検
討しても、民生利用への活用が制限されないように
注意する必要がある。いずれにせよ、政府専門家会
合で合意された指針はこれらの問題点をカバーする
ものであり、まずは指針を基に内容を充実させる必
要がある。
以上、2019年 10月の段階で開催された通常兵器
軍縮条約関連会合の概要と今後年内に開催予定の会
合に触れた上で、通常兵器軍縮の全体像を鳥瞰する
とともに、通常兵器軍縮の課題についても 3点提示
させて頂いた。もちろん読者の立場によっては異
なった見方をされる方もおられると思う。小職は前
職が外務省職員という実務系教員であり、大学の教
員なのに極めて実務的な論考に驚愕された方もおら
れるであろうがそうした経歴に鑑み、ご容赦願いた
い。少しでも多くの方が通常兵器軍縮にも関心を
持って、核軍縮のみならず通常兵器軍縮にも是非目
を向けて頂きたい。特に賛成反対の議論は別にして
も、もっとも最近に合意された核兵器禁止条約には、
最近の既存の通常兵器条約が頻繁に引用されて先例
として活用されている。通常兵器は実際に使用され、
ワッセナー・アレンジメントやMTCR（ミサイル技
術統制レジーム）等で輸出管理問題として毎年議論
されており、現実の安全保障上の考慮のみならず、
民生利用への活用可能性も必要とされるとの実は難
易度の高いバランス感覚が必要とされる案件であ
る。



特集／ 

3112019.11 No.184　CISTEC Journal

【本稿は科研費「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】

資料 1　Annex IV指針（CCW/GGE.1/2019/CRP.1/Rev.2より）

適切な倫理的見解、国際法、特に国連憲章及び国際人道法（IHL）が政府専門家会合の継続作業を導く
べきであることが確認された。自律型性致死性兵器システムの分野における新たな技術により、国際人道
法に対して生じる潜在的な挑戦に対して将来の議論の結果に予断を与えることがないことが確認された。
（a） 国際人道法は、全ての兵器システムに適用され続け、自律型致死性兵器システムの潜在的な開発及

び使用を含めて完全に継続して適用される。
（b） 兵器システムの使用に係る決定の人間の責任は、その説明責任が機械に移譲されないので、（人間側

に）維持される。
（c） 人間・機械の相互作用は、様々な形態を取り兵器のライフサイクルの様々な状況で実施されること

は、自律型致死性兵器システムの分野の新たな技術に基づく兵器システムの可能性が、国際人道法
を含む適用可能な国際法に合致する必要がある。

（d） CCWの枠組みにおける、いかなる新たな技術の開発、配備及び使用の説明責任は、責任のある人間
による命令及び指揮系統の範囲内で、かかるシステムの運用を通じて適用可能な国際法に従うこと
が確保される。

（e） 国際法の下での国家の義務は、新たな兵器、手段、戦闘の方法の研究、開発、取得についての国際
法の下での締約国の義務に従い、その使用が全ての又は部分的にその使用が国際法により禁止され
ているかを決定する。

（f） 自律型致死性兵器システムの分野の新たな技術に基づく、新たな兵器を開発し又は取得する際には、
（ハッキング又はデータのスプーフィング攻撃に対する）物理的防護、適当な物理的防護措置テロリ
スト・グループによる取得のリスクが考慮される必要がある。

（g） リスク・アセスメント及び軽減措置がいかなる兵器システムにおける新たな技術の設計、開発、試
験、配備のサイクルの一部になるべき。

（h） 自律型致死性兵器システムの分野における新たな技術の使用に際しては国際人道法及び他の適用さ
れる国際的な法的義務に合致することが維持されることが考慮される必要がある。

（i） 潜在的な政策的措置を形成する際には、自律型致死性兵器システムの分野の新たな技術は擬人化さ
れるべきでない。

（j） CCWでの文脈において取られた議論及びいかなる政策的措置も電算機制御された自律的技術の平和
的利用へのアクセスを妨げてはいけない。

（k） CCWは、その趣旨と目的の範囲内で自立型致死性兵器システムの分野で新たな技術の問題を扱う上
で適切な枠組みを提供するものであり、軍事的必要性と人道的考慮のバランスの均衡を取るもので
ある。


