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現代の国際社会において条約の解釈に関する紛争は
絶えず起こっており、それらはしばしば国際司法裁判
所（以下、ICJ）を初めとする常設の国際裁判所や仲
裁裁判所等において争われてきた。そのような条約解
釈に関する国際裁判等において条約解釈の際にしばし
ば援用されるのが、1969年に採択された条約法に関
するウィーン条約（以下、条約法条約）の第31条か
ら33条に定められた条約の解釈規則である。それら
の中でも近年盛んに議論が行なわれているのが、条約
解釈において「当事国の間の関係において適用される
国際法の関連規則」を「考慮する」ことを求める第
31条3項（c）である。しかし、その内容が意味すると
ころは必ずしも明確とは言えない。その一方で、近年
条約法条約第31条3項（c）に関連する国際法上の問題
点も注目されている。具体的には、条約法条約第31
条3項（c）によって考慮される「当事国の間の関係に
おいて適用される国際法の関連規則」は、ICJの管轄
権の範囲により制限されるのかという問題、WTO諸
協定の解釈において第31条3項（c）が有する役割、そ
していわゆる「国際法のフラグメンテーション」に対
する条約法条約第31条3項（c）の役割が挙げられる。
このような問題意識の下で本稿は条約法条約第31条3
項（c）について考察を行なった。
まず、第1部では、予備的考察として二つの章を当
てた。
第1章においては、条約法条約第31条3項（c）の起

草過程を検討した。具体的には、国際法委員会（以
下、ILC）の条約法に関する特別報告者ウォルドック
が1964年に提出した第三報告書から、条約法条約の
草案が採択された1966年までの ILCにおける起草過
程及び1968年と1969年に開催され、1969年に条約
法条約が採択された国連条約法会議における起草過程

を検討した。その上で、その内容について、本稿第3
部の各章において検討される条約法条約第31条3項
（c）の各要素、具体的には「国際法の［……］規則」、
「関連規則」、「当事国の間の関係において適用され
る」、そして同条文の時間的問題のそれぞれに即して
整理を行った。
第2章においては、条約法条約第31条から第33条
に定められた条約の解釈規則の中で、第31条3項（c）
が有する意義について検討した。同条文を含む条約法
条約第31条3項は、「文脈とともに、次のものを考慮
する。」と定めている。具体的には、第 31条3項（c）
が第31条全体において有する位置づけ、そして第31
条3項の「考慮する（shall be taken account）」という
文言がどのような意味を有するのかが問題となる。こ
れら二つの問題点について検討した結果、本章は同条
文の「当事国の間の関係において適用される国際法の
関連規則」は、第31条の中に含まれている他の解釈
の諸要素と同等の価値を有するものとして解釈におい
て取り扱われること、そしてそれを「考慮する」こと
によって条約の解釈において特定の結果を導くことを
求めるものではないことを示した。加えて、第31条3
項（c）について、解釈の際に同条文に過度な重みを与
えることに伴う弊害が存在しうることが ILCの研究部
会により指摘されていたことにも留意した。
以上のような予備的考察を行った上で第2部では、

先に挙げた三つの条約法条約第31条3項（c）に関する
具体的な問題点について三つの章を当てて検討した。
第3章では、条約法条約第31条3項（c）と ICJの管

轄権との関係を、オイル・プラットフォーム事件本案
判決（Oil Platforms （Iran/ U.S.）, 2003 I.C.J. 161 （Nov. 
6））を素材に検討した。この事件では、アメリカに
よるイランのオイル・プラットフォームへの攻撃の合
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法性が問題となったが、ICJの管轄権は原告イランと
被告アメリカとの間の友好・経済関係及び領事関係条
約（以下、1955年条約）に関する紛争に限定されて
いた。具体的には、当該アメリカの攻撃が1955年条
約第20条1項（d）の「国際の平和と安全の維持又は回
復に関する締約国の義務を履行するために必要な，又
は当事国の本質的な安全保障上の利益を保護するため
に必要な」措置に該当するかが問題となった。この点
に関して ICJの多数意見は、同条文の解釈を行うに当
たり条約法条約第31条3項（c）を援用して、1955年条
約の解釈に「当事国の間の関係において適用される国
際法の関連規則」として、武力の行使及び自衛権に関
する国連憲章の諸規定及び国際慣習法を援用した。そ
の上で ICJは当該アメリカの攻撃が、両国間の1955
年条約第20条1項（d）に規定される措置に該当しない
と結論づけた。しかし一方で多数意見は、アメリカに
よる攻撃は「二つの当事国の領域の間に、通商及び航
海の自由が存在しなければならない。」と定める1955
年条約第10条1項には違反しないと認定した。しか
し、このような裁判所の多数意見の理由づけに対して
は、各裁判官の個別意見において、評決に反対した裁
判官からの反対意見のみならず、評決に賛成した裁判
官の間でも見解が分かれた。
本章ではこれらの多数意見及び各裁判官の個別意見
を分析した上で、裁判所の多数意見が1955年条約の
解釈において援用した国連憲章及び武力の行使に関す
る国際慣習法は1955年条約第20条1項（d）にとって
の「当事国の間の関係において適用される国際法の関
連規則」に該当するのか、国連憲章及び武力の行使に
関する国際慣習法が「当事国の間の関係において適用
される国際法の関連規則」に該当する場合、ICJの管
轄権が両国間の1955年条約に関する紛争に限定され
ている本件において条約法条約第31条3項（c）を援用
してそれらを1955年条約第20条1項（d）の解釈に援
用することはできるのか、そして本件における ICJに
よる条約法条約第31条3項（c）の具体的な適用、の3
点について検討を行った。その結果、本件における
1955年条約第20条1項（d）の解釈において、国連憲章
及び武力の行使に関する国際慣習法は条約法条約第
31条3項（c）にいう「当事国の間の関係において適用
される国際法の関連規則」に該当すること、そのよう
な「国際法の関連規則」がたとえ ICJの事項的管轄権
の範囲外にあっても、それらを条約の解釈に援用する
ことは可能であること、そして本件における多数意見
による「国際法の関連規則」の援用は、条約の解釈の
際に「文脈とともに」「考慮する」、という条約法条約
第31条3項の「解釈」の位置づけを超えて「適用」
に該当する可能性があること、を暫定的な結論として

示した。
続く第4章では、WTO諸協定の解釈において条約

法条約第31条3項（c）が有する役割をWTOの紛争解
決機関の事例を素材に検討した。具体的には、条約法
条約第 31条 3項（c）の「当事国」の文言について、
それは「全ての当事国」を意味するという重要な判
断を下した2006年のEC遺伝子組み換え産品事件のパ
ネル報告（EC-Measurers Affecting the Approval and 
Marketing of Biotech Products, Reports of the Panel, 
WT/DS291/R; WT/DS292/R; WT/DS293/R （2006））
を取り上げた。それに当たり、WTO諸協定の解釈に
ついてWTO諸協定以外の国際法規則が参照された代
表的なWTOの紛争解決機関の事例である、1998年の
エビ・ウミガメ事件上級委員会報告（U.S.-Import 
Prohibition of Certain Shrimp Products, Report of the 
Appelate Body, WT/DS58/AB/R （1998））を取り上げ
て分析した。その上でEC遺伝子組み換え産物事件を
分析し、両事件の関係を検討した。
まず、エビ・ウミガメ事件上級委員会報告について
は、上級委員会はGATT第20条柱書の解釈において
法の一般原則が条約法条約第31条3項（c）に該当する
ことを肯定しつつ、GATT第20条（g）号の解釈におい
ては、全てのWTO加盟国が当事国となっていない条
約を条約法条約第31条3項（c）に該当するものとして
ではなく、同条約第31条1項の「用語の通常の意味」
を明らかにするために用いたと解することができる
（ただし国連海洋法条約についてはその関連規定が国
際慣習法を反映している場合、その限りにおいて第
31条3項（c）の該当性を認めうる）と解した。一方、
EC遺伝子組み換え産物事件については、パネルは条
約法条約第31条3項（c）にいう「当事国」は「解釈の
対象となる条約の全ての当事国」と解する一方で、こ
の条件に該当しない条約も「用語の通常の意味」の検
討に用いることはできる、と判断したと解した。その
上で本章ではこれらの二つの判断について、WTOの
紛争解決機関においては、条約法条約第31条3項（c）
の「当事国」は「解釈の対象となる条約の全ての当事
国（＝全WTO加盟国）」を意味する一方で、その基
準から漏れる条約は、条約法条約第31条1項の「用
語の通常の意味」を探求する際に参照することが可能
という理解が存在する、という形で整合的に解するこ
とができることを提示した。しかし、同時に一方で、
このような解釈を採用すると、かねてから指摘されて
いたように、WTO諸協定の解釈について条約法条約
第31条3項（c）に基づいて参照することができる条約
は殆んど存在しないことになるという点についても言
及した。
そして第5章においては、ILCでの作業を素材に、
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「国際法のフラグメンテーション」との関係において、
条約法条約第31条3項（c）が有する役割について検討
した。具体的には、2000年に ILCが長期作業計画の
一つとして選定し、2002年に作業計画に含められる
ことが決定した「国際法のフラグメンテーション：国
際法の多様化及び拡大から生じる困難」（なお、2000
年の時点では「国際法のフラグメンテーションの結果
として起こるリスク」という主題であった）に関する
作業を取り上げた。この作業は本主題に関する研究部
会の報告書が ILCによって留意された2006年まで続
けられたが、その中の具体的論点の一つとして、条約
法条約第31条3項（c）の「当事国の間の関係において
適用される国際法の関連規則」が選定された。本章は
特にこの第 31条 3項（c）に関する作業を検討した。
その中で特筆すべきは、2005年の研究部会の報告
書の中で第 31条 3項（c）が「体系的統合（systemic 
integration）」の原則を表しているものとして位置づ
けられていた点である。さらに、作業の最終年となっ
た2006年に提出された研究部会委員長のコスケニエ
ミによる報告書では同条文が「体系的統合」の原則を
表しているものであることに加え、それが「国際法の
家への『マスター・キー』」のように機能するものだ
と位置づけられていた（Report of the Study Group of 
the Int ’l L. Comm ’n, Addendum, Appendix, Draft 
Conclusions of the Work of the Study Group, Finalized 
by Martti Koskenniemi, para. 420, U.N. Doc. A/CN.4/
L.682/Add.1 （2006））。この報告書の第31条3項（c）の
各要素に関する立場に対する検討は、第3部の各章の
中で触れることとなるために、本章では詳しく取り上
げなかった。その一方、条約法条約第31条3項（c）に
関するこの作業の中での議論は同条文に関する議論に
とって貴重な示唆を与えるものであることを述べた。
なお、これらの第2部で取り上げた三つの問題点に

ついては、次の第3部での検討を経て本稿が条約法条
約第31条3項（c）の意味についての結論を得た上で、
終章においてその結論を踏まえて改めて検討される。
最後の第3部では、条約法条約第31条3項（c）の有

する意味について、四つの要素に分けて、四つの章に
おいて検討した。その検討方法としては、「文脈（条
約法条約の前文を含む）」、「趣旨及び目的」、「通常の
意味」及び「誠実に解釈する」、複数の言語による条
文の相互参照といった、国際慣習法として成立してい
る条約法条約の解釈規則を適当と考えられる場合に使
用しながらも、各国際裁判所等の裁判例の分析を中心
に据えて、さらに関連する学説及び ILC研究部会の報
告書を比較検討し、さらに第1章で見た起草過程を分
析しながら考察を進めるという方法を用いた。
第6章では、「国際法の［……］規則」の範囲、即

ち、どのような国際法がこれに該当するのか、という
問題を取り上げた。検討の末、この「国際法の［……］
規則」には、ICJ規程第38条1項に掲げられている条
約、国際慣習法そして法の一般原則が含まれることを
示した。加えて、これら以外のものについて、まず
EC命令等のEC第二次立法については、「国際法の
［……］規則」に含まれる可能性はあることを指摘し
た。次に、一定の安保理決議も「国際法の［……］規
則」に該当する可能性があるが、この点については今
後の判例の展開を見守る必要性があることを指摘し
た。加えて、いわゆる「ソフト・ロー」については
「国際法の［……］規則」には該当しないと分析した。
また、本章で検討した以外の国際法上の規範が第31
条3項（c）の要件に該当する可能性は残されているが、
この問題については今後の判例の展開とそれらに関す
る議論を慎重に見ながら検討する必要があることを指
摘した。
第7章では、「国際法の関連規則」の中の「関連」

性について、解釈の対象となる条約と、考慮される国
際法の規則が具体的にどのような関係を有しているこ
とが要求されているかについて検討した。その結果こ
の「関連」性は、判例においても学説においても、内
容が類似しているというものだけでなく、相当広く認
められることを示した。具体的には、条約が解釈され
る際、解釈される条文の用語と関係性を有する国際法
規則や解釈される状態を規律するような国際法規則で
あれば、その「関連」性が認められうると考えられる
ことを指摘した。
第8章では、条約法条約第31条3項（c）の中でもそ

の意味について最も見解が鋭く対立している「当事国
の間で適用可能な」という文言の意味について検討を
行なった。特にここで問題となるのは、この文言にい
う「当事国（the parties）」とは、「解釈の対象となる
条約の全ての当事国」を意味するのか、又は解釈の対
象となる条約の全ての当事国のうち、「条約の解釈に
ついて争っている（二以上の）当事国」を意味するの
か、という解釈の対立である。
検討の末この問題について本稿は、前者の意味が正
しいと主張する見解を支持し、条約法条約第31条3
項（c）の「当事国」は「解釈の対象となる条約の全て
の当事国」を意味すると解した。このように解するこ
とで、条約法条約第31条3項（c）によって、多くの当
事国を有する多数国間条約の解釈に別の多数国間条約
を考慮することは困難となる。しかしこのことは多数
国間条約の解釈の際に他の多数国間条約を考慮するこ
とができなくなるということを意味しない。第31条3
項（c）の要件に当てはまらない条約であっても、条約
法条約第31条1項の「通常の意味」の検討の材料と
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して、そして第32条における同じ種類の条約として
条約の解釈過程において役割を果たすことは可能であ
る。
そして第9章では、「当事国の間で適用可能な国際

法の関連規則」の時間的範囲に関する問題を扱った。
これは即ち、条約の解釈の際に考慮される国際法の規
則は、その条約が締結時に有効だったものに限定され
るのか、それとも条約の解釈時において有効なものも
含まれるのか、という問題である。この問題について
は、条約の締結時に有効だった国際法の規則及び解釈
時に有効な国際法の規則のいずれもが考慮されうるこ
とを示した。一方、実際の条約法条約第31条3項（c）
の援用において、条約締結時に有効なあるいは条約解
釈時に有効な国際法の関連規則のいずれが考慮されう
るかについては、解釈の対象となる条約の当事国の意
思が重要とされるが、近年この点について学説や ILC
の研究部会によって具体的な基準の提示が行なわれて
おり、これらはこの問題を解決するに当たって有用な
指針を提供するものであると考えられることを提示し
た。
最後に終章では、本稿の結論として、これまでの検
討で得られた条約法条約第31条3項（c）の意味を提示
した。加えて、それを踏まえて第2部で取り上げた第
31条3項（c）に関連した具体的な三つの問題を改めて
考察し、同時に残された課題を指摘して結びとした。
具体的な問題の考察として、まず第3章で取り上げ

た、条約法条約第31条3項（c）と ICJの事項的管轄権
との関係についての問題がある。
第一に、オイル・プラットフォーム事件において

ICJは、イラン＝アメリカ間の1955年条約の解釈にお
いて条約法条約第31条3項（c）を用いて国連憲章及び
武力の行使に関する国際慣習法を参照したが、これら
が1955年条約の解釈において第31条3項（c）の要件に
合致するのか、という点が問題となる。第6章で検討
したように、条約及び国際慣習法は「国際法の［……］
規則」に該当する。次にこれらが1955年条約との関
係で「『関連』規則」であるかについては、第7章で
検討されたように「関連」性は相当に広く認められる
ため、国連憲章及び武力の行使に関する国際慣習法は
「『関連』規則」の要件を満たすと考えられる。さら
に、国連憲章及び武力の行使に関する国際慣習法が
「当事国の間の関係において適用される」ものかどう
かについては、後者の武力の行使に関する国際慣習法
については問題ないが、前者の国連憲章は条約のため
この問題が生じる。第8章において検討されたように
「当事国」は「解釈の対象となる条約の全ての当事国」
を意味すると考えられ、1955年条約の「全ての当事
国」であるイラン及びアメリカはともに国連加盟国で

あるため、この要件も満たす。そして最後に1955年
条約と国連憲章及び武力の行使に関する国際慣習法と
の間の時間的関係については、国連憲章については
1945年に採択され翌年発効し、加えてイラン及びア
メリカは国連の原加盟国であるため、国連憲章は
1955年条約の「締結時に有効だった」国際法の規則
であったと言える。一方、武力の行使に関する国際慣
習法については、その成立時期は必ずしも明らかでは
ない。
第二に、ICJの事項的管轄権が1955年条約に関する

紛争に限定されていた本件においては、条約法条約第
31条3項（c）を用いて、その事項的管轄権の範囲に入
っていない国際法の規則を参照することはできるの
か、という問題がある。この点については既に第3章
において、条約法条約の解釈規則は ICJの事項的管轄
権の範囲によってその適用が制限されるものではない
ため、本件においてたとえ事項的管轄権が1955年条
約に関する紛争に限定されていたとしても、条約法条
約第31条3項（c）を援用して「国際法の関連規則」を
参照することは可能であると論じた。この結論はここ
でも変わらず同じであった。
そして第三に、本件における第31条3項（c）を援用

した ICJによる1955年条約第20条1項（d）の解釈の方
法についてである。第3章で検討したように、本件で
ICJが行なったのは、第31条3項（c）を用いて国連憲
章及び武力の行使に関する国際慣習法を「考慮」した
1955年条約第20条1項（d）の「解釈」というよりは、
むしろ「国際法の関連規則」とされた国連憲章及び武
力の行使に関する国際慣習法の「適用」に該当する可
能性があることを指摘した。
次に、第4章で取り上げたWTO諸協定の解釈にお

いて条約法条約第31条3項（c）が有する役割について
である。第4章では、この点について本稿では、1998
年のエビ・ウミガメ事件上級委員会報告と2006年の
EC遺伝子組み換え産物事件パネル報告の二つの事件
を取り上げて検討を行なった。そこで本稿は、エビ・
ウミガメ事件において上級委員会は、GATT第20条
（g）号の解釈において当時全てのWTO加盟国が当事
国ではなかった生物多様性条約、国連海洋法条約及び
ワシントン野生動植物取引規制条約を参照したが、上
級委員会は条約法条約第31条3項（c）の「国際法の関
連規則」を用いたのではなく、条約法条約第31条1
項の「用語の通常の意味」の探求のための素材として
用いた一方で、GATT第20条柱書の解釈では、明示
的に条約法条約第31条3項（c）に言及し、法の一般原
則である信義誠実の原則を解釈に援用したと理解し
た。一方、2006年のEC遺伝子組み換え産物事件にお
いてパネルが条約法条約第31条3項（c）の「当事国」
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は「解釈の対象となる条約の全ての当事国」を意味す
ると判断して、同様に当時全てのWTO加盟国が当事
国ではなかった生物多様性条約及びカルタヘナ議定書
の第31条3項（c）の該当性を否定したことは、前述の
ように理解したエビ・ウミガメ事件の上級委員会の立
論と整合的に解することができることを指摘した。さ
らに、第8章において検討したように、条約法条約第
31条3項（c）の「当事国」は「解釈の対象となる条約
の全ての当事国」と解されるため、以上のような上級
委員会の判断、そしてパネルの判断は正当であったと
結論できることを述べた。
第5章では、「国際法の関連規則」と国際法のフラ

グメンテーションについて、ILCでの「国際法のフラ
グメンテーション」の研究の中での条約法条約第31
条3項（c）の議論を取り上げて考察した。そこで本稿
は「条約法条約第31条3項（c）を含む研究部会が取り
扱ったテーマは、国際法のフラグメンテーションの問
題に対する有益な『道具箱』として機能しうると考え
られる。」と述べた。この基本的な認識は本稿の条約
法条約第31条3項（c）についての結論を踏まえても同
じだが、第8章において検討したように、本稿は ILC
の研究部会とは異なり、第31条3項（c）の「当事国」
は「解釈の対象となる条約の全ての当事国」を意味す
ると解した。そのため、ILCの研究部会が想定してい
るよりも第31条3項（c）の援用される機会は―特に多
くの当事国を有する多数国間条約については―減るこ
ととなる。しかし、条約法条約第31条3項（c）以外の
条約法条約の条文においても他の条約を条約の解釈に
援用することは可能である。しかし、この点について
は今後のさらなる慎重かつ詳細な検討が必要となると
考えられる。
最後に残された今後の課題を提示した。
まずオイル・プラットフォーム事件では、1955年

条約第20条1項（d）の解釈に当たり ICJは条約法条約
第31条3項（c）を援用し、国連憲章及び武力の行使に
関する国際慣習法を「国際法の関連規則」として挙げ
たが、ここで ICJが行なったのは、第31条3項（c）を
用いた1955年条約第20条1項（d）の解釈というより
はむしろそれらの「国際法の関連規則」の「適用」だ
ったのではないかという疑問が残る。この点はさらな
る検討の余地があると考えられる。
次に条約法条約第31条3項（c）と、同じ第31条3項

中の条文である、事後の合意に関する第31条3項（a）
と事後の慣行に関する第31条3項（b）との関連性につ
いての検討が必要とされるのではないかと思われるこ
とを指摘した。第9章において検討したように、第31
条3項（c）は、同条文の適用上、条約締結時から時間
が経過して解釈時に有効な「国際法の関連規則」を参

照することが可能であり、第31条3項（a）及び（b）と
同様に時間の経過に関連する要素を有している。この
点に関連して、第31条3項（a）及び（b）に関して2008
年に「時間が経過した条約（Treaties over time）」が
ILCの議題に加えられ、同時に研究部会の設置が決定
されたことを指摘した。
続いて、条約の解釈において、別の条約が条約法条
約第31条3項（c）において「国際法の関連規則」とし
て考慮される場合と、第31条1項や第32条等によっ
て考慮される場合の間の相違や、それぞれの相互作用
等についてより詳細な検討が求められると思われるこ
とを指摘した。
さらに、条約法条約第31条3項（c）が「人権法と人

道法の関係」を検討するに当たってどのような視点を
提供するか、という問題が検討されるべきであること
を指摘した。
そして最後に、第31条3項（c）の下で考慮される国

際法の関連規則が強行規範である場合、そのことが条
約の解釈にどのような効果を及ぼすのかという点が考
察されるべきであることを指摘した。
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