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はじめに

ここ数年は、国際 NGO連合のストップ・キラー・
ロボット（Stop Killer Robots）キャンペーンがいわゆ
る「殺人ロボット兵器」として自律型致死性兵器シ
ステム（Lethal Autonomous Weapons System, LAWS）
の禁止を強く主張するキャンペーンを展開する一方
で 1、LAWSを考える際にはなくてはならない AI
（Artificial Intelligence、人工知能）の想像を絶する急
激な進歩もあり、LAWSのみならず、より幅の広い
AI兵器等の関連する新たな技術についても議論が
広がりつつある。このような背景もあり、特定通常
兵器使用禁止制限条約（CCW）の枠組みで、昨 2017
年から開催された政府専門家会合（以下 GGEと称
する）や CCW締約国会議の時期になると、ほぼ定
期的に LAWSについての報道やキャンペーン・メッ
セージ等が増える傾向にある。
その一方で、LAWS以外の分野でも、民生技術の
分野においても AI技術の目を見張る進展もあり、
自動化された自動車運転の実証化実験、軍事用ド
ローンでない民生用のドローンの幅広い活用等、実

1 EU Parlameny, Resolution 2018/2752, 12 September 2018.
  最近、欧州議会では LAWSについて速やかな法的拘束力を有する文書の交渉を慫慂する決議が採択されており、反対票や棄権
もあるものの、多数決で採択されており、これも国際 NGO連合が強く働きかけた結果である。
2 2017年 GGEまでの検討状況については、福井康人「◇自律型致死性兵器システム（LAWS）を巡る最近の動向」『CISTECジャー
ナル』2018年 3月号 129-135頁参照。残念ながら多くの論点で特筆すべき議論の進展が余りなく、実在しない兵器の禁止・規制
の可能性を考えるという難易度の高い問題であるのも事実である。

際に AI機能を搭載した機器の活用が既に様々な分
野で行われている。日本でも TV等の報道でもこう
したドローンで撮影した映像もテレビなどで頻繁に
放映されている一方で、過熱気味に使用されること
により事故等を防止するために地方自治体レベルで
も、特定の場所での使用を禁止する条例が採択され
て規制が行われているケースが増えている。
筆者はこの LAWS問題に 2014年に第 1回 CCW
非公式会合が開催される以前から興味を持ち、ジュ
ネーブで定期的に開催される LAWS関連会合にも
都合の許す限り出席してきた 2。もっとも偶然である
が、偶々筆者が 15年前に軍縮代表部で勤務していた
際のインドネシア代表部の同僚が、国連軍縮部ジュ
ネーブ支部で CCW担当履行支援ユニット（ISU）長
（現在はジュネーブ支部に吸収されている）として勤
務していたという人的な幸運もあり、いずれの会議
も政府代表団に入らずとも問題なくスムーズにオブ
ザーバー登録ができて、会議の傍聴もできた。特に
初期の段階では制限も緩やかだったこともあり、時
には半分良いのかなと心の中で思いつつも、政府間
非公式協議にも後ろで静かに参加していた。

〈２〉�LAWS等にみられる新たな兵器の�
国際的な規制を巡る議論の動向
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もっとも、2018年の夏は 6月末に第 3回国連小型
武器行動計画履行検討会議がニューヨークで開催さ
れ、更に 8月には日本の高見澤軍縮代表部大使が議
長を務める中で東京にて武器貿易条約（ATT）締約
国会議が開催され、その翌週にはジュネーブで
CCW-LAWSの 2018年第 2回 GGEが開催されると
いう、通常兵器軍縮関係者には極めてタイトな日程
となった。このため主要シンクタンクや赤十字国際
委員会（ICRC）では同じ担当官がフォローしている
ことが多いことから、どこも苦慮した模様である。
ちなみに、知人の中でも法務系の専門家は ATT締約
国会議の週には、シドニーにおいて国際法協会第 78
回世界大会が重なっていたので 3、筆者も正直迷った
が、どこの組織も優先度をつけて、自己の組織にとっ
て最も必要な会議をカバーしていたようである。
筆者は他の用務のため、この時期は日本から離れ
ることができず、他方でスウェーデンの SIPRIから
9月下旬に GGE関係者も出席する「新たな技術」に
ついてのシンポジウムに出席招聘があったこともあ
り、本年は GGE8月会合に代わり、この 2018年
SIPRI安全保障会議に参加することした。もっとも、
日本人招待者は筆者一人のみであり、他は著名な
RUSI等欧米シンクタンク関係者ばかりで、各セッ
ションのパネリストもジュネーブ以上に欧米専門家
の独断場であった。日本としても、こうした会議に
普段から参加して問題を一定程度深くフォローして
いる関係専門家の多くが主要国から参加するいわゆ
る 1.5トラック会合についても、本来は関係省庁関
係者や有識者の協力を得て、プレゼンスを確保しつ
つ、ある程度組織的なフォローが必要であることを
痛感した次第である 4。
本稿では新たな兵器という視点から、LAWSより

も更に範囲の広い兵器について取り扱うこととする
が、先ず最初に、既に 11月開催予定の CCW締約国
会議のために取り纏められた GGE報告書及及び作
業文書、更には同会議に出席した関係者から聴取し
たこととあわせて 2018年 GGE会議の全体像を明
らかにする。更に、ストックホルムで開催された
2018年 SIPRI安全保障会議等でも新たな技術につ

3 次回世界大会は 2020年に日本の京都で 8月 23日から 27日まで開催されることが決定されている。
4 もっとも、スェーデン議会内で開催されたプレイベントには既に帰朝発令が出ていて、お忙しいにもかかわらず、山崎スウェー
デン駐箚大使も招待されて出席しておられた。
5 CCW Doc. CCW/GGE.2/2018/3, 31 August 2018, pp.1-23.

いて報告を聴取・意見交換したことを基に、LAWS
を含む新たな兵器を含めたその他の新たな技術の事
例等について述べる。最後に、これまでも本誌でも
取り上げさせて頂いた LAWSの GGEは、本年の 8
月会合の最終日には、議定書をあくまで目指すべき
か、或いはより現実的な政治宣言を目指すか等で決
裂寸前の喧々諤々の議論となり、漸くコンセンサス
合意されたという経緯もあり、LAWSの議論は 2019
年会期が正に正念場となる可能性もある。このため、
最終成果物が議定書であっても政治宣言であって
も、交渉に際して筆者が考える日本として留意すべ
き点について述べるとともに、最後に海外で最近出
版されている新たな技術についての学術書の文献の
紹介も行い LAWSにかかる議論の一助としたい。

1. 2018 年 GGE の概要

先ず、2818年に開催された 4月及び 8月の 2回に
亘る GGEの結果については、ジュネーブに出張し
ていた関係者によると、本年は最終成果物を議定書
とすることに合意ができなければ、コンセンサス合
意ができないことをちらつかせて威圧作戦に出た中
南米諸国及びそれを支持する国際 NGO連合の協働
方針もあり、一時は GGEも報告書が採択できずに
今年は会議決裂になり終わりかとも思われたほど激
しい議論となった由である。そのような中でも、最
終日夕刻 18時以降も議長が粘り強く頑張り、珍しく
午前 1時を過ぎてのナイトセッションとなった。そ
の結果、2019年も GGEが開催されて LAWSに係る
協議が続けられることの決定を CCW締約国会議に
勧告することで、漸く合意されたとの由である。こ
のため、今後 11月 19日から 23日に開催予定の
CCW締約国会議に会合の結果が GGE議長から報
告され、正式に意思決定されることとなる 5。

（1）あるべき指針
この報告書の中でも重要な部分は第 IV章にある
共通性・結論・勧告の部分であり、その中でも特に
A節「あるべき指針（possible guiding principle）」が
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今後の方針を定めるものである 6。同パラの冒頭に
は、今後の GGEは特に、国連憲章、国際人道法及
び適切な倫理的見解を基礎として作業を継続すべき
であるとしている。その上で、LAWSが国際人道法
に課題を与えうるものと留意しつつ、将来の議論に
は先入観を与えることのないものとして条件付けら
れた上で、具体的に 10項目が取り上げられている。
先ず、これを詳細に見てみると、第 1点目には、
国際人道法が全ての兵器システムに完全に適用され
続け、これは LAWSの開発及び使用の可能性を含む
とするものである。第 2点目には、兵器システムの
使用についての決定に係る人間の責任については、
その説明責任は機械に移転されえないため常に人間
側にあり、当該兵器のライフサイクルの中で完結し
て考慮されるべきであるとするものである。第 3点
目は、CCWの枠組み内での如何なる新たな兵器シ
ステムの開発、配備及び使用の説明責任は、適用可
能な国際法に従って確保されるべきであり、責任を
有する人間による指揮統制チェーンの範囲内で兵器
システムが稼働することを含むとするものである。
第 4点目は、新たな兵器又は戦闘手段若しくは方法
の研究、開発、取得又は採用する場合に、国際法の
下での各国の義務とともに、その使用が部分的又は
如何なる場合であっても国際法により禁止されてい
るか否かを決定しなければならないとするものであ
る。第 5点目は LAWSの分野での新たな技術に基づ
く、新たな兵器を開発又は取得する場合は、物理的
な防護、（ハッキングやデータのなりすましを含む）
適切な非物理的な保障措置、テロリスト・グループ
による取得のリスクや拡散のリスクについても考慮
されなければならないとするものである。
これらはいずれも過去の会合やドローン等類似の
遠隔操作兵器の分野でも指摘されていることであ
り、妥当な原則と思われるものの、問題はこうした
原則が議論としては正しいと思われるも、実際に
LAWSが将来現れた段階で実効的に機能することが
できるかである。また残りの 5点を見ると、6点目
には如何なる兵器システムにおいても新たな技術の
リスク評価、影響緩和措置は、設計、開発、実験、
及び配備サイクルの一部であるとする。第 7点目に
は国際人道法及びその他の適用可能な国際的な法的

6 ibid.p.5.

義務に合致するように LAWSの分野における新た
な技術の使用に際しては考慮される必要があること
である。第 8点目には可能な政治的措置を形成する
際には、LAWSの分野における新たな技術は擬人化
（antropomorphised）されるべきでないとする。第 9
点目には CCWでの文脈における議論及び政策措置
は AIの自律型技術の平和的利用のアクセスや進展
を妨げるべきでないとする。最後の第 10点目につい
ては CCWが条約の趣旨と目的に照らして LAWS
の分野での新たな技術の問題を扱うのに適切な枠組
みを提供しており、軍事的必要性と人道上の考慮を
上手くバランスを取るものであると結ぶ。
これらの 10項目はいずれも、深夜に亘るドラフ
ティングを経てようやく合意されたものであり、詳
細に見るとこれまでの CCW文書や他の軍縮条約等
で目にした覚えのある文言がちりばめられているこ
とから、現場では相当苦労して潰そうとする相手を
説得したことが伺われる。そういった反対派も最後
は受け入れたものであり、来年の GGEで政治宣言
等が求められる際には、今後の議論の良いベースに
なるものと思われる。IV章ではこの導入部分に続
き、各論として B節「条約の趣旨と目的に関連する
概念と性質に係る共通理解を促進するために考慮す
べき兵器システムの特性」、C節「殺傷力に際しての
人的要素：LAWSの分野における新たな技術」、D節
「会合の作業の文脈での技術に関する潜在的な軍事
利用のレビュー」、E節「条約の趣旨と目的における
LAWSの分野での新たな技術による人道上及び国際
安全保障上の挑戦に対する可能なオプション」の 4
つの節にわかれて、議論の結果が取り纏められてい
る。

（2）考慮すべきシステムの特性
これらの中で特に注目すべきものをいくつか取り
上げると、先ず定義の問題の関係で作業上の定義を
ベースに実質的なあり得るリスクといった一般的な
議論を続けて行くことについては、一見正しいよう
にも見える。しかしながら、後述するとおり、議定
書案と言った法的拘束力を有する文書を検討する場
合は正確な定義が必ず必要になってくることにな
る。これに対して核兵器不拡散条約（NPT）では単
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に「核兵器その他の核爆発装置」と定義してあり、
それでも条約として十分に機能している例をあげ
て、精密な定義は不要との意見もあろう。しかしな
がら、LAWSの場合は NPTにとっての核兵器と異な
り、現時点では空想の世界は言い過ぎかもしれない
が、LAWSのプロトタイプ型も含めて全く存在しな
い兵器である。このため、議定書と言った法的拘束
力を有する文書を作成するのであれば、LAWSに係
る一定の行為を禁止し、罰則規定を含む国内担保法
を念頭に置いたある程度精緻な定義が必要となり、
作業上の定義さえも具体的に検討せずに議定書を目
指すのは、禁止規制派の意気込みは別としても、日
本のような国には現実問題としてはかなり無理があ
る。
もう一点 B節から気になった点を挙げると、自己
学習機能や自己発展機能をどうとらえるかで LAWS
の議論自体も変わってくるように思われる。こうし
た機能は実証実験中のものから構想段階のものま
で、我々の日常生活を見てもかなり分野や事例によ
り幅があるのが現状である。身近なものではスマー
トフォンからパソコンに至るまで既にかなりのレベ
ルで実用化されている文字変換ソフトや音声認識ソ
フトの学習機能 7、更には気候の寒暖による身体の延
び縮み等多少の誤差があっても、人体の特性を把握
した上で誤動作なく作動する生体認証技術などはか
なり正確に事前に学習することにより、蓄積された
ライブラリー・データを活用して生体認証を行うよ
うである。しかしながら、どの程度正確に作動する
かは如何なる自律型機能やその前提となる AI技術
と組み合わせるかによって変わってくるという指摘
は正しいものと思われ、完全な自律型兵器を開発し
ようとする際のみならず、民生技術でも自律型ロ
ボット開発の障壁になり得る場合もあり得る。これ

7 筆者の知人で音声認識を専門にする国会事務局参与をしている情報工学研究者によれば、例え NHKの 7時のニュース程度の難
易度の日本語会話の音声認識はかなりのレベルで実用化されており、特定人物の発音や話し方の癖等音声認識に必要な特徴を事
前にライブラリーの形でシステムに実装することにより、精度はかなり向上するとのことである。今日では日本の国会で速記者
の数が減少しているのはこうした近年の技術革新によるところも多く、国会議事録作成に音声認識技術と AIはなくてはならない
ものとなっている由。
8 例えば、最も新しい民間航空機の誘導方法の RNPAR（Required Navigation Performance Authorization Required）進入方式は、これ
までの地上から発射される空中の電波の回廊に沿って着陸させる ILS・VOR方式と異なり、GPSデータを基に航空機を誘導する
ので、悪天候でも曲線状の経路で誘導が可能である。飛行経路の誤差も 0.1マイル以下の精度で誘導できるものの、事前に人が
飛行データを入力する必要があり、こうしたデータ入力が前提でないと部分的に自律的な運用であっても現時点では不可能であ
る。

も完全に自律的に機器を行動させようとすると、ま
だまだ課題は多いものの、人間が多少なりとも関与
することでかなり精度や稼動の安定性も相当程度向
上する 8。従って、更に兵器としての実用化された場
合を考えると、武力の行使に際して指揮官や戦闘員
の責任や説明責任が十分考慮されるべきと同節が結
論付けているのも、現時点で技術的に想定し得る
LAWS等を考えると正しい指摘であると思われる。

（3）殺傷力に際しての人的要素
この節も人とマシーンの関係についてこれまで長
年に亘り議論されて来た論点であり、国際人道法が
遵守され、冒頭に示されているように、人は武力の
行使に係る決定に際し適用可能な国際法に従って、
当該行為の説明の付く必要があるとするものであ
る。そのためには国家安全保障上の考慮のみならず
商業上の制約も考慮しつつ、独自の倫理的なレ
ビューが実施されつつ、研究開発が行われるべきで
あるとされる。以下もこれまでよく取り上げられる、
殺傷力を行使する手続においても、同様の考慮がな
されるべきであるとか、当該兵器が大幅な改造がな
される場合には国際人道法に照らして合法性審査が
行われるべきである等、LAWSの非公式協議や GGE
でこれまでも論点のひとつとして議論されたジュ
ネーブ諸条約第 1追加議定書第 36条の規定する新
たな兵器の合法性の議論につながるものである。
更に、責任を有する指揮統制連鎖の下で新たな兵
器が使用されるべきであるとされるとともに、武力
の行使に際して人が必ず責任を有するべきであると
するなど、これまで議論された人とマシーンの関係
の論点が基本的に踏襲されている。問題はこの節で
もより法的な表現である責任（responsibility）と更に
範囲の広い説明責任（accountability）の表現が必ず
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しも明確に区別されていないことが報告書の表現の
文脈を曖昧にしていることである 9。今後の論点の一
つとして LAWSが誤って引き起こした国際不法行
為の責任の帰属であるとか、国家責任法の話は必ず
話題になる可能性が高いので、責任（responsibility）・
説明責任（accountability）の用語の区別と LAWSを
運用する際に何らかの原因で暴走した場合の国家責
任の所在等についてはいずれ詰めておく必要があ
る。

（4）関連技術の軍事利用の可能性
この会議は LAWSの政府間会議でありながら、関

連する自律型運用機材に利用されうる技術について
も広く取り上げられることから、関連防衛産業等か
らすれば絶好の宣伝の機会になる。このため、昨年
の会議でも特にサイドイベントにおいて、LAWSに
関連しうる先端技術産業関係者のプレゼンのみなら
ず、主要国の国防省系の軍事技術関係者の参加する
パネルも開催されていた。これらの結果については
UNOGの CCWウエッブサイトに掲載されているも
のもある 10。確かに LAWSの理解を深める上でこれ
らは有益であるものの、ともすれば学術会議の報告
のように本来の CCW会議の目的からは若干乖離し
ているのではないかと思われるものも少なくなかっ
た。これは議長の議事采配によるところも多いが、
締約国会議で認められたのは 2週間（10日間）とい
う極めて限定された時間しかないのにもかかわら
ず、有意の人間によるコントロールの概念や自律性
の定義については、既に 5年間も時間をかけながら、
何ら共通理解案も形成されていない状況に鑑みる
と、本年 8月会合の最終日の激しい議論となった様
子からしても、LAWS積極規制派のみならず穏健派
の双方も、相当不満が溜まっていることが伺われる。
このため来年こそは議長の采配により、今後の更に
一層より効率的な議事の進行が求められている。

9 James Crawford, State Responsibility: the general part, 2013, pp.146-154.
  クローフォード（Crawford）によれば、アカウンタビリティは財政的、政治 的及び行政的な結果責任といった広い形態を含むも
のであるであるものの、責任はこの法的関係に限定される狭い概念であるとする。
10 Background on Lethal Autonomous Weapons Systems in the CCW, UNOG. UNOGのウエッブサイトにはこれまでに会議場で発表さ
れたプレゼン等が掲載されている。
   https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/8FA3C2562A60FF81C1257CE600393DF6?OpenDocument (as of 24 October 2018)

（5）�新たな技術による人道上及び国際安全保障上の
問題

LAWSにおける新たな技術による人道上及び国際
安全保障上の問題については、如何なる可能性のリ
スクがあるかについて様々な意見が以前から出され
ている。今次会合においても国際人道法の義務に違
反して、武力紛争下で文民・戦闘員を問わず如何な
る害が生じるか、武力紛争の閾値を下げることにな
らないか、テロリストによる取得と使用や拡散の危
険、更には LAWSのような兵器システムがハッキン
グされて乗っ取られる可能性のみならず、逆に関連
技術の民生利用の信頼性を失うことに繋がりかねな
いことについても議論された。
更にこのような問題に対処する方法として、法的
拘束力を有する文書により LAWSの禁止又は規制
を行うこと、LAWSによる武力の行使に際して人間
の統制下に置くことといった重要な原則からなる政
治宣言を目指すとするもの、人と機械の接点や既存
の国際法上の義務について更に議論する必要がある
とするもの、国際人道法は現時点では潜在的な
LAWSにも完全に適用されるので、新たな法的措置
は不要であるとする 4つの見解が示され、深夜まで
喧々諤々の議論になった由である。その他にも GGE
のマンデートを強化すべし等いろんな意見が出たも
のの、最終的に来 2019年にジュネーブで 10日間（即
ち 5日間の会期で 2週間）の会議が開催されること
が合意されることで、とりあえずの決着を見た。
このように 8月 GGE会議が相当揉めたため、来
年の GGEであくまでも議定書を目指して推進派が
事前に用意した議定書案を手に強行突破を図るか、
あるいは実を取って政治宣言案でまとめるか、更に
再来年も継続して会議を続けるかといった複数のシ
ナリオが想定し得る。もっとも、CCWはコンセンサ
スの意思決定方式の軍縮フォーラムであり、いずれ
かの方法で数に物を言わせて強硬突破を図るという
方法は想定し難く、核兵器禁止条約交渉のように、
「参加し投票する」国の多数決で意思決定を行うこと
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はできない。従って、事前の非公式協議から最終成
果物を目指して地道に根回しを行った上で、GGEと
してコンセンサス方式により意思決定を行い、更に
締約国会議でエンドースされる必要がある。これま
で 5年間かけても結論の出ない LAWSという問題
に対して、これはある意味まだまだ長い道のりでも
ある。

2.  2018 年 SIPRI 安全保障会議での新た
な兵器にかかる議論

これまでの LAWSの議論を見ていて若干予想さ
れていたものの、LAWSを巡ってはこのように来年
継続して議論することで手打ちにという結果となっ
た。スウェーデンの著名シンクタンク SIPRIもこの
ような結果を見越してか、新たな技術をメイン・テー
マとした安全保障会議を開催し、筆者も声がかかっ
たので出席した 11。そこでは現在国連や EUでは自律
型兵器、サイバー戦、3Dプリンターといった新たな
技術の発展についての安全保障上の懸念が表明され
る一方で、問題の所在が正確に把握されておらず、
このまま無策のままで放置すると社会的な脅威にな
りかねないとするものである。特に、これらの技術
が複合的に重なって使用されると新たな脅威になり
かねないとする 12。
例えば、核兵器であっても通常兵器であっても、
当該兵器システムが近代化されたことにより、即ち、
かつてはテレックスで制御コードを送信して管理さ
れていたものがイントラネットで兵器システムが直
接 IP接続されると、その兵器が遠隔地からハッキン
グされる恐れがあるのみならず、意図しない誤使用
も増える可能性が生じるとする。更には、ナノテク
ノロジー、バイオ技術の進展、情報技術の進展と言っ
たような現象も、新たな技術として兵器化された場
合には脅威になりかねないと言われている。また、
奇妙にも、古い技術が新たな技術と組み合わされる
と新たな脅威となる可能性も排除されず、その典型
的な例が核兵器と AIが組み合わされると、これは
優れて新たな脅威となるとされる。

11 もっとも AIを始めとする新たな技術については、中国が重要なプレーヤーになりつつあることから、SIPRIは 9月上旬に北京
でも類似のワークショップを開催しており、アジアを中心とする地域からも知見を集めて、本会議の報告書作成に活用する由。
12 SIPRI, �Emerging technology: unseen connection, missing player, absent solution,� 6 June 2018.

もっとも新たな技術は脅威のみをもたらすもので
なく、新たな技術は実益を生じさせることも少なく
なく、例えば 2014年国連 PKOにおける技術イノ
ベーション専門家会合では新たな技術が状況判断の
ためにドローンによる紛争地域偵察と言った例につ
いても有益であると報告書で指摘されており、最近
は国境監視等のオペレーションにもドローンが使用
されている。
同会合では初日に SIPRIとスウェーデン議会と共
催で、正にスウェーデン議会内で議会議長やスェー
デン軍最高指揮官と言った高官を講演者とした事前
セッションが開催されたが、筆者が感じたのは、そ
こでは新たな技術はともすれば人類に危険をもたら
すが、うまく利用すれば安全保障上の利益となるだ
けでなく、民生利用への活用の幅も大きいとの期待
感が広く共有されているように感じられた。

2日目は、新たな技術が安全保障の観点から阻害
要因になるのか、あるいは不可能なことを可能にす
るエネイブラー（enabler）たるのかという、ダン
SIPRI所長の司会の下で、若干哲学的な議論から始
まった。更に、他の関連分野との関係について、サ
イバー問題との関連、バイオテロ問題との関連、ロ
ボット工学といったイシュー別の 3つの分科会に分
かれて、これらの要素が新たな技術に加味されると
どのようになるかといった議論も行われた。特にバ
イオ問題についてはドイツ外務省が後援をしてお
り、ドイツ政府は特にこの分野ではバイオ問題との
関連に政策的な関心を有していることが伺われた。
お昼時間には SIPRIとミュンヘン安全保障会議事
務局との共催により、極超音速技術の安全保障上の
影響についてのワーキングランチが開催された。そ
こでは近い将来に極超音速兵器が開発されれば、非
常に高速で飛翔するためレーダーによる補足が困難
であることから迎撃防御も困難であるのみならず、
高速で飛翔することから着弾時の破壊力エネルギー
も大きく、新たに原爆並みの兵器になりかねないと
する。しかも世界中どこでも狙える射程が前提で開
発がすすめられるため、世界各国の安全保障上の脅
威になりかねないとの紹介がされていた。主催者が
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しきりに日本が極超音速ミサイルを開発しようとし
ていると例に出すので、会議中にその場でスマホに
て調べてみると、防衛省がマッハ 5以上の速度で飛
行し、相手のレーダー網を潜り抜ける「極超音速ミ
サイル」開発のための特殊エンジンの研究開発費を
概算要求した話が基になって 13、どうも外電がキャ
リーしたその話に尾ひれがついたもののようである
ことが判明した。このため、昼食会後に主催者等関
係者にある程度正確な事実関係を説明しておいた。
意外なところで日本の防衛省の予算要求の話が、遠
く欧州の安全保障専門家の耳に入り、強い関心をも
たれることには、その昔欧州地区の大使館で政務担
当官をしていたこともある筆者にも驚きであった。
午後はテーマ別分科会に分かれて、技術革新と国
際法、軍備管理軍縮の活性化、新たな技術と PKOの
3分科会に分かれて議事が進行した。筆者はパネリ
ストに知人も多く、正に LAWS関係者も多く参加し
ていた技術革新と国際法のセッションに参加した。
もっとも事前の東京出張時時に、ジュネーブで開催
された GGEが最終日に夜中まで延長戦になるなど
相当荒れた状況になったことは会議出張者から聞い
ていたので、今後の GGEでの議論のためにも、日
本のような国は国内法担保が厳格に行われて条約の
批准が行われるので、現在のように LAWSの定義か
ら始まって曖昧な点が多い議定書案が議論される場
合は、仮に議定書交渉が成就しても後刻批准するこ
とが困難になる可能性が高いとして、コメントして
おいた。更に、類似の状況の国は少なくないので、
政治宣言ならば兎も角、法的拘束力を有する議定書
や条約を作成するのであれば、先ずは定義問題の解
決が不可欠である旨述べたところ、知人の ICRCの
法務担当官がパネリスト代表として、こうした国内
法との関係について理解を示す回答をしてくれたの
は、非常にありがたかった。

4. 来年の GGE に備えて

CCWの締約国会議は本年 11月 21日から 23日ま
で開催され、GGEの議長が会合の結果を報告して、

13 JPスプートニックニュース「防衛省、極超音速ミサイル開発　敵基地攻撃能力懸念も」
   https://jp.sputniknews.com/japan/201809195355409/(as of 23 Oct 2018)
14 supra note 1.

財政状況等問題がなければ、GGE報告書パラ 37の
勧告に従い、2019年には 10日間の会期が承認され
ることになる。その決定を踏まえ、国連軍縮部ジュ
ネーブ支部が UNOG事務局と会議場の空き状況を
考慮して GGE議長に相談を行う。更に、GGE議長
が CCW締約国と非公式協議を開催した上で、2回
の会期の開催時期を正式に決定することとなるが、
日本としてはどのような点に留意して 2019年 GGE
に臨むべきであろうか。筆者の全くの私見であるが、
いくつか気づきの点について述べさせて頂く。

（1）総論
2019年は GGEプロセスが始まってから 3年目と

なり、LAWS規制推進派は既に議論を開始してから
5年も経過したとして、LAWSの会議プロセスにつ
いて遅々として進まない現状に相当な不満を持って
いる。これはストップ・キラーロボット・キャンペー
ン等の市民団体にも共感を得ているようであり、8
月会期の最終日のラ米諸国との共闘振りからも明ら
かである。他方、EU等の中には物事をより現実的
に見ている国もあり、実は現存しなくても近い将来
に開発されることがほぼ明らかであった盲目化レー
ザーに係る第 IV議定書交渉のケースとは明らかに
異なり、何時になれば開発されるかわからない
LAWSを定義するのは容易でないとする。こうした
EU内の慎重派の動きを見越して、規制推進派は欧
州議会で緑の党などを中心に根回しを行った上で、
法的拘束力を有する文書を目指す決議を採択し
て 14、世論喚起を図っている模様である。
今回採択された報告書のあるべき指針は様々な評
価もあろうが、夜中まで激しく議論した末に残った
ものであり、筆者は来年の GGEの議論を再開する
際に良いベースとなるものと思っている。このため、
最終成果物がどのようになろうとも、政治声明等の
骨子として活用すべきであり、パネルの乱立と言っ
たまるで勉強会のようなこれまでの GGEで見られ
たような議事進行は可能な限り避けて、効率的な議
事進行に議長は専念すべきである。また、地域グルー
プ毎の非公式協議も事前にある程度積極的に行い、
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来るべき GGEでの議論の地ならしをするべきであ
ると思われる。更に、本来であればビューローの中
で役割分担も決めて、ファシリテーターを主要問題
について割り振った上で議論を進めるなどの交渉の
ための外交活動が今正に求められている。

（2）�議定書案オプションにかかる国内担保法の観点
から

筆者が現段階で仮に今後の議論の結果、法的拘束
力のある議定書案を目指すとなった場合に最も気に
なるのは、日本の場合はその国内法担保が十分に可
能なのかということである。近年の事例では国際組
織犯罪防止条約の批准のための国内担保法が整備さ
れていなかったためだけに、条約締結の国会承認が
相当以前から得られていたにもかかわらず、長らく
条約締結が出来なかったように、日本では条約の国
内担保法が不十分な状況で条約を締結されるような
ことは通常行われない。2018年 GGEが終了した現
在の段階では議定書案は出されていないが、そもそ
も議定書案が出される前提での「有意の人によるコ
ントロール」であるとか、肝心の「LAWSの定義」
については、現存しない兵器であることもあり、複
数の定義案が提唱されているのみであり、各国の共
通の理解となる作業上の定義すら合意されていない
のが現状である。
日本が締結ずみの主要な軍縮条約の国内担保法を
参照して頂ければ明らかであるが、多くは条約の定
める禁止行為の違反に対しては刑罰を以って対処し
ており、規定によっては自然人のみならず法人が違
反した場合も対応できるように両罰規定となってい
る 15。更には場合によっては刑法第 3条の国外犯 16と
して外国で日本人が犯した違反も防止するような規
定となっているものもある。即ち、LAWSの場合も
今後法的拘束力を有する議定書案が議論される場合
は、条約としていずれは国会で批准されるための審
議が必要なことも考慮される必要があり、その場合
は罪刑法定主義 17の原則も勘案する必要がある。つ
まり、どのような行為が禁止され、そのような行為

15 例えば、包括的核実験禁止条約（CTBT）の国内担保法の原子炉等規正法（平成 9年法律第 80号、未施行）
16 刑法第 3条は「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。」として、国民の国外犯が規定され
ており、必要とされる場合は改正により追加されることになる。
17 罪刑法定主義とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が承認する法令において、犯罪とされる行為の内容、及
びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則。

の主体は何が想定されるか、使用が禁止されるのは
どのような状況下か、1名の個人のみならず複数の
人間ではどのような形態で当該行為が企画され実行
に移されるのか、その行為が何を客体としてどのよ
うに実行されるか等について、法務省刑事局や内閣
法制局等国内関係官庁に然るべき説明が可能なよう
な議定書案等が合意される必要がある。もっとも、
確定した条文と交渉記録の公電だけでは説明がつか
ず、後日訓令を発出して条約事務局から追加的な条
約の解釈を聴取した上で、最終的な説明を行い、国
内関係者の同意を取り付けることもあろう。しかし
ながら、現時点では複数の定義が乱立している状況
下では、こうした法的整理は現実には困難なように
思われる。もっとも、これが政治宣言案を目指すの
であれば、このようなハードルは超える必要はなく
なり、国内的にもより現実的な対応が可能になると
と思われる。

（3）既存の国内法及び関連政策との整合性の確保
これまでの 5年間に亘る LAWSの議論を見てい

ても、関連する国内法は、武器としての経済産業省
主管の武器等製造法や AIに依存する部分も多々あ
るもののようであるので、AI関係の国内法令等、更
に議論が進んだ段階ではどのような国内法と抵触し
得るのか精査する必要がある。上記 4.（2）の国内担
保法の問題もさることながら、こうした既存の国内
法との抵触が生じうる場合は案文の段階で未然に修
正案を提案して抵触を回避するか、それが不可能な
場合は抵触する法改正の可能性を予め検討する必要
が出て来るであろう。もっとも、法改正を行うこと
なく、外為法等ではよくあるように、省令レベルの
改正で十分な場合もあろう。いずれにせよ、こうし
た事態を回避するためにも、主要国の関連法制度を
含めて国内体制をどのようにしているか、普段から
注目して見ておく必要がある。
更に、法制度のみならず、関連政策が LAWSに係

る議論の故に障害とならないように注意していく必
要もある。例えば、これまでにも日本では LAWSに
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関連する技術の多くが民生利用にも使用される技術
でもあり、自動車の自動走行実証化実験のみならず、
航空機の自動航行機能にも活用され、掃除機の「ル
ンバ」に見られるように、我々の日常生活の中でも
広く活用されている。こうした自動乃至は自律型運
用の機器の使用が、LAWSに関連する議論故に障碍
が生じるような事態は絶対に避ける必要がある。
もっともこの点は、Ⅳ章指針の A.あるべき指針 (i)
にも明言されているように、「インテリジェントな自
律型技術の平和的利用が阻害」されないように注意
すべきである。これには我が国も現在すでに実用化
乃至は実証化実験が行われている事例をしっかりと
示しつつ、強力に主張していく必要がある。

（4）安全保障上の考慮
現在日本の自衛隊が合法的に保有している防衛装
備品の中には完全な自律型のものはないものの、半
自動型のものは存在する。よく知られている例が、
CIWS（Close In Weapon System）であり、艦船を目標
として接近して来るミサイルや航空機を至近距離で
迎撃する近接防御火器システムである。仮に、LAWS
の議論が誤った方向で進んで、こうした防御兵器が
使用できない事態となると、我が国の安全保障政策
上も大きな問題を生じることになる。
更に、近年はサイバー攻撃の事案も増えているが、
それと同時に「サイバー兵器」と称すべき兵器シス
テムも近い将来に実用化される可能性もなきにあら
ずで、国によっては既にサイバー戦を前提とした部
隊を編成しているところもある。こうしたサイバー
兵器は通信回線等を通じて瞬時に使用される可能性
が高く、その被害拡大防止のためのサイバー攻撃に
対するブロック遮断等防御装置の作動や（合法的に
許容される場合の）応戦は瞬時に行う必要がある。
これらは通常の人間の判断力を伴うこれまでの防衛
行動では対処できないため、一定程度自律化乃至は
自動化したシステムによる対処が必要とされること
もあり、こうした安全保障上の考慮も念頭に置く必
要がある。

18 UN Doc. A/520/Rev.17 September 2007, rule 153, 41.
   国連総会手続規則 153は、決議等が財政的インプリケーション（PBI）を有する場合には第 5委員会に送付されて採択された後
にのみ国連総会に提出できる旨規定。

（5）行財政上の考慮
行財政上の考慮については LAWSに限定される

ものではないが、特に CCWは財政的基盤が必ずし
も強固でないことから、これは LAWSの GGEのマ
ンデートから外れるかもしれないものの、CCW締
約国会議等適当な場を通じて条約分担金回収の重要
性や会議日数が限られている中での効率的審議の必
要性について然るべく理解を得るように全締約国に
訴える必要がある。近年行財政問題が軍縮の場でも
顕在化する事例は増えており、国連総会第一委員会
の決議にも PBI18が付される案件がある。軍縮条約の
関連では最近の事例としては、核兵器禁止条約の事
実上の予備交渉であった多数国間作業部会も、財政
上の問題を回避するため、国連軍縮部ジュネーブ支
部の予算書に計上されている軍縮会議用の会議予算
を流用して開催された。更に 2017年の核兵器禁止条
約交渉自体も交渉マンデート決議に財政的裏付けが
ないとされたため PBIが発生し、第 5委員会で審議
した結果、最終的に予備費（contingency margin）か
らの支出が認められて漸く開催されている。特に
LAWSの関係では 2017年会期 GGEが分担金未回
収による資金の不足から、2回のうち 1回の GGE会
合がキャンセルせざるを得なくなるなど実害も生じ
ている。更に近年国連の会計システムの更新により、
一定期間前に予算が確保されていないと自動的に会
議等の開催が中止になることについては注意する必
要がある。

結びに代えて

以上、新たな兵器の問題について、2018年 GGE
の概要、筆者が参加した 2018年 SIPRI安全保障会議
の概要、来年の GGEに備えてという 3点を中心に
述べたが、本稿を纏めるに当たり、3冊の関連書籍
を紹介したい。もっともこれは筆者が研究のために
購入したものであり、それ以外にも個別の LAWS関
連論文は International Law Reporter等に時々紹介さ
れており、日本国内でもロボット法等について特に
国内法の観点から研究しておられる方は少なくない
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ようである。特に AIの進歩が顕著であることから、
今後とも様々な研究成果が出てくることが期待され
る。筆者が LAWSの GGEを傍聴していて若干残念
に思われるのは、日本には AIを含めて相当高度な
実証研究や実用化が行われているにもかかわらず、
GGEではそういった成果が余り披歴されることが
なく、その一方で極超音速兵器の件がミュンヘン安
全保障会議との共催ワーキングランチで主要な話題
になるなど、日本の技術力に対する期待は極めて大
きいものがあるにもかかわらずそれに応えられてい
ないことである。
先ず、第一に 2013年に出版されたもので、New 

Technologies and the Law of armed conflict, Springer, 
201319があげられる。これは正に LAWSの問題が
CCW等で議論されはじめた頃に出た新たな技術に
ついての走りの文献である。同書では、新たな兵器
についての一般的問題、サイバー技術、宇宙技術、
ナノ技術及び無人技術の 5部にわかれてそれぞれの
問題が異なった角度から取り上げられている。既に、
若干古くなった点も無きにしもあらずではあるが、
新たな技術と称されるものの多くが取り上げられて
おり、武力紛争法との関係が中心であるものの、新
たな技術問題の入門書として推奨し得るものであ
る。
第 2冊目は、エルガー社から出ているリサーチ・
ハンドブックシリーズで、Research Handbook on 
Remote Warfare, Edward Elgar, 201720である。同書は 3
部構成であり、戦争における遠隔性、遠隔操作され
る機器（Vehicle）とサイバー兵器、自律型兵器を通
じての遠隔性からなり、それぞれの部が著名な著者
による論文が 4本から 6本の分量となり本書が構成
されている。筆者の受けた印象では、本書はどちら
かと言えばドローンや LAWSに特化しており、サイ
バー攻撃による脆弱性と言った遠隔兵器特有の問題
を解き明かそうとしている。
第 3 冊目は Dehumanization of Warfare: Legal 

Implications of New Weapon Technologies, Springer, 
201821である。同書は 5部構成であり、無人化と国

19 Hitoshi Nasu and Robert McLaughlin (eds), New Technologies and the Law of armed conflict, Springer, 2013, pp.1-259.
20 Research Handbook on Remote Warfare, Edward Elgar, 2017, pp.1-501.
21 Heintschel von Heinegg, Wolff, Frau, Robert, Singer, Tassilo (Eds.),Dehumanization of Warfare：Legal Implications of New Weapon 
Technologies, Springer,2018, pp.1-233.
22 CCW Doc. CCW/GGE.1/2018,WP.5, 29 March 2018, pp.1-22.

際人道法、無人化の倫理的挑戦、海上及び陸上の無
人システム、サイバー戦、無人化の特有の問題から
なり、タイトルのとおり兵器の無人化が進むにつれ
て発生する多様な法的問題を解き明かそうとするも
のである。特にこの本は実際には 5つのパネルに分
かれて開催した議論を踏まえて各論文が執筆されて
おり、CCWプロセスにおける、特に LAWSの問題
に触発されてのものであることが明らかであり、今
後の LAWSの議論に際に参考になるものである。
勿論、これら以外にも GGEの会合でのサイドイ

ベントでは多くの研究発表に近い報告が行われるこ
ともあり、キャンペーン系の運動家のみならず、特
に欧米の研究者（国際人道法・倫理学・社会学等）
の参加も目立ち、アカデミアのゾーンが NGO傍聴
席に設置されるなど他の軍縮フォーラムでは見られ
ない現象もジュネーブの会議場の現場では生じてい
るなど、LAWSの会合はある意味特殊な状況になっ
ている。そのような中で、過去 5年間議論が行われ
ても、なかなか具体的な成果には繋がらないという
状況にあるのが LAWSの GGEの現状であり、例え
ば ICRCの作業文書を見ても 22、その難易度の高さが
が容易に想像できる。
このため軍縮関係のフォーラムによくあるよう
な、賛成・反対の 2グループに分かれて、そのいず
れかに国際 NGO連合が加勢するといった政治力学
構造とは少し異なり、更に別途の研究者グループが
議場内に存在する形となっている。勿論、こうした
研究者の中には国際 NGO連合や特定国代表団と協
働して行動する者もいるが、パリ大学の博士課程の
学生やマンチェスター大学の教員等純粋に LAWS
の研究に来ているとしか思われない参加者もいるの
は興味深い。更に、国際人道法が頻繁に取り上げら
れることから、各国軍関係の法務官や ICRC等も必
ず会議場にいるなど、特に ICRCは横で見ていると
議場に近いところに事務所があるという場所の利を
最大限に活用し、輪番でカバーしているようである。
いずれにせよ、本年の GGEは最終日には深夜に

なるまでのナイトセッションとなり、他方でその苦
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労のかいもあってか、ある程度現実的かつ合理的な
あるべき指針を含めた報告書が纏められた。勿論、
最終成果物に向けての素案に相当するような文書
は、昨年の GGEにかつて議長国を務めた独仏が共
同提案した作業文書の程度 23で、まだ草案に相当す
るような文書はほぼ皆無と言ってよい。このため規
制推進派の国のみならず、国際 NGO連合の側にも
相当不満が溜まっているようである。
他方で、SIPRIの会議に来ていた GGE議長であっ
たジル前在ジュネーブ国際機関インド大使も、交渉
が途中で頓挫せずに合理的かつ現実的な内容の報告
書を取りまとめることが出来たことに、一応の満足
感を見せていた。LAWSは案件そのものが難解であ
り、筆者は CCWの枠組みにおいてはコンセンサス
合意が原則なので議定書案に合意するのは至難の業
であると考えている。このため、先ずはこれまでの
積み重ねを無駄にしないためにも、CCW締約国の
総意とも言える内容を盛り込んだ政治宣言案に合意
して採択し、その後も引続き検討を続けた結果、議
定書として各締約国が批准可能なレベルの法的拘束
力のある文書として、一定水準の内容の文書の合意
が可能であれば、議定書交渉に進めばよいと考えて
いる。過去 5年間、LAWS交渉を横で眺めてきた筆
者としてはこれが最良の政策的選択肢であると考え
ている。

【本稿は広島市立大学特色研究費及び科研費「国際安
全保障環境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。】

23 CCW Doc. CCW/GGE.1/2017, WP9, 7 November 2017, pp.1-4.


