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お わ り に

はじめに

近年に見られる目覚ましい科学の発展により新たな技術 (New/E ・mergmg 

technologies)が開発され，それが新兵器システムに応用されることが増えて

いる特に情報 RMA(Revolution in Military Affairs, 軍事における革命又は

軍事革命）の契機となった1991年の湾岸戦争以降，戦争のハイテク化が急激に

発展している状況があり，その一例として，遠隔操作による偵察・ 諜報目的の

無人機が完全に兵器体系の一部に組み込まれ， 2001年の対テロ・アフガン紛争
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以降では，無人攻撃機も登場してきたことがあげられる (1). また，最近では人

口知能 (AI)技術の進歩が著しいこともあり，上記の実在する無人機の事例

に加えて，現時点では実際には実存しないにもかかわらず，禁止の必要性を訴

える国際 NGO連合からいわゆる「殺人ロボット」と称される自律型致死性兵

器システム (LAWS,Lethal Autonomous Weapons Systems) czJについても，

複数の国際フォーラムで取り上げられている．

例えば，この LAWSについては， 2016年 1月にはスイスで開催されたダボ

ス世界フォーラムのみならず，同年 2月にドイツで開催されたミュンヘン安全

保障会議といった著名な国際会議においても議題として取り上げられて議論さ

れるなど注目を集めるに至っている．このような新たな技術を巡っては，

LAWS及び武装無人機 (drone)等の遠隔操作兵器兵器としてのサイバー技

術，ナノ技術による兵器といった新たな技術を使用する兵器が開発・配備され

ることにより，特に兵器に関連する現行の国際法がどのような課題に直面しう

るのかといった観点からも議論されてきたそのような問題意識から執筆され

た最近の代表的な先行研究の一つとして，那須 (Nasu)及マクローリン

(McLaughlin)が編者として刊行された NewTechnologies and the Law of 

Armed Conflictがあげられる (3).

その他にも，技術革新によりかつては人間による活動が想定し難かった範囲

にまで及ぶようになってきたこともあり，こうした活動の領域 (domain)が

拡大されるに伴い，現実の必要性に迫られての宇宙やサイバー空間における法

規制の議論も盛んになってきている例えば，サイバー問題は国連総会決議

(A/70/237) に基づき設置された政府専門家会合 (GGE, Group of Govern-

mental Experts)が2016年 8月及び11月に開催され， 2015年の報告書(4)を踏ま

えて更に発展する形で議論が行われ，その検討結果については国連事務局長報

告として第72会期国連総会に提出される予定である．このサイバー技術を含め

て新たな技術による兵器と国際法との関係についても様々な角度から検討され

ており，こうした問題の中でも兵器になりうる新たな技術についてば必然的

に国際人道法との観点から取り上げられることとなる (5). 特に LAWSについ

ては特定通常兵器使用禁止制限条約 (CCW,The Convention on Certain 
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Conventional Weapons) (5)の枠組みの下で2014年に開催された第 1回 LAWS

非公式専門会合から本格的な議論が開始されている．

後述するように LAWSについては，これまで 3回に亘り開催された LAWS

非公式専門家会合における議論を踏まえた第 5回 CCW運用検討会議での決

定により， 2017年には第 1回政府専門家会合 (GGE)が開催されることと

なったこのために一連の会合で明らかになった LAWSを巡る今後の課題等

について整理しておくことは，今後更に LAWSに係る議論を深化させていく

上で有益であるのみならず，サイバー問題等他の新たな技術に係る法的検討を

加える上でも参考になりうるものであり，本稿では先ず CCWにおける

LAWSに係るこれまでの議論を概観する．

また， LAWSを巡る議論の中では LAWSが出現することにより法の欠鋏

(legal lacunae)が生じるとして問題提起する論者も看取される例えばその

ような論者としてサーンハー (Thurnher) をあげることが出来るが汽将来

LAWSが出現する場合には，特に標的選別における主観性 (subjectivity)及

び責任 (responsibility) について法の欠鋏が生じうるとしている (8). 更に，法

の欠鋏が争点の一つとなった最近の事例として，国連総会決議 (A/70/30) に

より設置されたオープンエンド作業部会 (OEWG, Open Ended Working 

Group) における核兵器の使用禁止を巡る議論があげられる．これらの両事例

にて取り上げられる法の欠訣とは何かについても明らかにするため，核兵器使

用禁止を巡る議論と比較することは有益であることから併せ取り上げ，その上

で LAWSについて真に法の欠鋏が生じるのかについても検討を試みる．更に

こうした LAWSに見られる新たな技術を使用した兵器が出現すると，既存の

国際法により規律することが困難な状況更には真に法の欠訣が生じる状況も

含めて，国際人道法を中心とする国際法がどのような形で適用可能性を確保す

るメカニズムを有しているかについて併せ見るにことより，本稿全体では

LAWSを事例として，新たな技術と国際法の適用可能性(9)との関係を明らか

にした上で， LAWSの出現は必ずしも法の欠鋏をもたらすものではないこと

を論じる．

新たな技術と国際法の適用可能性

1. ccwの枠組みにおける LAWSに係る議論

(1) 非公式専門家会合によるプロセス

157 

新たな技術の問題が注目される中で， LAWSが国際人道法の世界でも取り

上げられるようになったのは特に2010年以降であり，まず2010年8月には「司

法手続によらない略式または恣意的な処刑」についてのオールストン

(Alston)人権理事会特別報告者がパキスタンでの無人機攻撃について取り上

げた際に，このロボット兵器についても言及したことがあげられる叫更に，

武装無人機についてはその後も人権理事会において累次問題提起されたことも

あり， 2014年 9月にハイレベル・パネルが開催されたものの(ll), LAWSにつ

いてはその後も今日に至るまで人権理事会においては本格的に取り上げられて

いない．

また，毎年サンレモで開催される国際人道法円卓会議において， 2011年 9月

にカレンベルガー赤十字国際委員会 (ICRC)総裁（当時）が新たな技術を

テーマとする演説を行った同演説では具体的な新たな技術としてサイバー，

遠隔操作兵器及びロボット兵器の事例を取り上げ，新たな技術による兵器はそ

の標的選択の正確さから文民保護に資する場合もあることを認めた上で，ジュ

ネーブ諸条約(12)第 1追加議定書第57条に定められた予防原則と密接に関連して

おり，軍民目標区別原則及び均衡原則の遵守を確保する上で伝統的な通常兵器

と比較して付随被害を少なくしうるのかとの問題提起を行っている (13).

このような問題提起に続いて，国際 NGO連合「ストップ殺人ロボット」

キャンペーンの働きかけ等もあり，先ず CCWの枠組みで LAWSについて議

論が開始された(14). そのような動きの中には，人権団体のヒューマン・ライ

ツ・ウォッチ (HumanRights Watch) (is)や論客アサロ (Assaro)が人間では

ないロボットが人間を殺傷することによる LAWSの倫理側面について問題提

起を行ったことがあげられる叫その一方で LAWSの安全保障上の有益性等

の観点から，こうした LAWSの規制・禁止に対しで慎重な立場を示す論者も

少なくなく，例えばシュミット (Schmitt)がその一例としてあげられる (17)

このように， LAWSを巡ってはその規制・禁止の是非を巡り見解が二分され
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ている中で，特に昨今の人口知能 (AI)の著しい技術開発の進歩もあり，先

述のダボス世界経済フォーラム等の国際フォーラムにおいても LAWSが議題

として取り上げられている もっともこれらの国際フォーラムでは LAWSの

規制・禁止のあり方も含めて専門的な検討を行うものではなく，多数国間で実

質的な議論が行われているのは， CCWの枠組の下でこれまで 3回に亘り開催

された LAWS非公式専門家会合等に限られているのが実情である．

LAWS非公式専門家会合は， CCW締約国会議の決定に基づき開催され，

CCW関連会合の手続規則を踏まえて，意図的に非公式会合とすることにより

締約国政府以外の関連 NGOからの有識者の参加を通じて，市民団体やアカデ

ミアからの知見も得られるようにしている叫第 1回 LAWS非公式専門家会

合については2013年11月に開催された CCW締約国会議の決定より 2014年 5月

にその開催が決定され(19)' 同会合では， LAWSの技術的側面，倫理的及び社

会学的側面，法的側面，並びに運用及び軍事的側面について専門家による議論

が行われだ20). その結果この会合は CCW締約国間の共通理解を形成するた

めに有益であったものの，依然と未解決の問題が少なくなく，次回締約国会議

における決定により再度専門家会合を開催した上で議論を継続して深化させる

必要があるものとされたこの勧告については2014年11月に開催された CCW

締約国会議に非公式専門家会合議長（ドイツ）より報告され，同報告を歓迎す

るとともに留意し，更に同様の協議マンデートを内容とする第 2回 LAWS非

公式専門家会合が2015年4月に開催されることが決定された (21).

このような決定を受けて， 2015年4月に第 2回 LAWS非公式専門家会合が

開催され，技術的事項，特徴自律性が高まったことによる国際人道法に対し

て生じうる挑戦横断的な課題，透明性について議論されだ22). その結果

LAWSを巡る議論が更に深化される必要があること， CCWの枠組みにより検

討を進めることが適切であるとの見解が多く見られたものの，他のフォーラム

を補完的に活用すべしとする意見も表明されたその関連で今後さらに議論が

必要な論点として，ジュネーブ諸条約第 1追加議定書第36条に規定される新た

な兵器の評価の問題マルテンス条項との関連での一般的受容性，倫理問題，

人による有意の制御 (MHC, Meaningful Human Control), 重要な機能におけ
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る自律性，命令及び制御，システムと人間の相互性が特定された (23). 更に，

2015年11月に開催された CCW締約国会議では2016年 4月に再度開催される

LAWS非公式専門家会合において継続審議されることが正式に決定されたも

のの(24), 第5回 CCW運用検討会議における審議に関する勧告についてはコン

センサスで合意される条件が付された上で最終的に合意された (25).

これを受けて2016年 4月に開催された第 3回 LAWS非公式専門会合では，

特に自律性の位置づけ (mapping), LAWSに係る作業上の定義国際人道法

が直面しうる課題人権及び倫理，安全保障との関連について議論された (26).

その結果今後の LAWS問題の検討については， LAWS非公式専門家会合か

らCCW運用検討会議に対してなされる勧告がコンセンサス方式で決定される

ことが予め決定されていたため， 2016年12月に開催された第 5回 CCW運用検

討会議により政府専門家会合 (GGE)が2017年に開催されることが決定可能

である (maydecide) とされ，最終的な決定は CCW運用検討会議での決定に

委ねられたまた，その際には GGEにおける意思決定等については CCW運

用検討会議の手続規則が準用されること（即ち，意思決定はコンセンサス方式

で行われること）も再確認された．更に，同 GGEでの検討課題として，

LAWSの様々な文脈における多様な見解及び LAWSの潜在的な開発及び配備

可能性を考慮に入れた上で， LAWSの特性及び作業上の定義を検討すること，

LAWSの文脈における特に国際人道法をはじめとする国際法の関係する法的

原則及び規則の適用並びに遵守の 2点に加えて，更に 8項目が検討課題として

特定されだ叫

(2) LAWS問題の検討課題

このように2016年12月に開催の CCW運用検討会議の決定により， 2017年か

らはこれまでの非公式専門家会合に代わり，より正式な GGEプロセスが開始

されることとなるが， これまでの議論を踏まえての LAWSの検討課題につい

ては主要な項目を中心に述べると以下のとおりである．

(a) LAWSの定義問題

現時点では実在しない兵器システムを巡る定義の困難さもあり，国際的に合
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意された定義はない．第 3回 LAWS非公式会合では多くの軍縮条約交渉に

おいて定義問題が解決するのは終盤であるとする意見のみならず，核兵器不拡

散条約 (NPT)<23lが核兵器の定義を具備していないことを例として，明確な定

義がなくても条約として機能している事例もあるとの指摘もなされる中で， と

りあえず作業上の定義の合意を目指して議論が継続されることとなったが，こ

れまでに提案されている定義としては以下のような事例があげられる．

以前から米国は，「一度作動•させると，人間のオペレーターが更なる介入を
せずとも標的を選択・攻撃する (onceactivated, can select and engage targets 

without further intervention by a human operator)兵器システム」であり，

「人間に兵器システムの作動を補正することが可能なように設計された人間が

監視する自律型兵器を含むものの，更に人間がインプットした後に標的を選

択・攻撃することが可能であるもの．」と定義している (29). また，スイスが遵

守ベース・アプローチに基づくとして新たに提案した定義は，「特に標的選定

(targeting)サイクルにおいて，武力を行使する人間の部分的又は完全な代理

となることにより，国際法により規律された任務をするこうする能力を有する

兵器システム」としており，同国が重視する国際人道法を遵守する条件を内在

する LAWSの定義を提唱している (30).

また， ICRCはこれまで「独立して標的を選別して攻撃する兵器であり，即

ち，標的を補足し，追跡し，選別し及び攻撃する重要な機能 (critical

functions)において自律性を伴うもの」とする定義を提案しており，兵器と

しての重要機能に焦点を当てた定義を提唱している．同定義は ICRCが開催し

た2014年リトリート専門家会合の結果を踏まえての提案である．更に，第 3回

LAWS非公式専門家会合では，標的選別及び攻撃の重要な機能に自律性を有

する包括的用語 (umbrellaterm)であるとした上で，同兵器システムは人間

の介在を経ずして標的選別（捜索・検知，特定，追跡及び選別）及び攻撃（実

カ行使，無力化損傷及び破壊）を遂行するものと微修正した定義を提案して

いる (31).

また，市民団体が提唱している定義の事例として広く知られているものは，

国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチ (HRW)が提唱しているもので
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あり，情報工学等で使用される制御構造 (loop)の概念に着目して定義を試み

ている．即ち， LAWSの振る舞いを決める制御ループに人が介在するかによ

り3種類の形態を想定し，①自律型（人が介在しない humanout of loop), ② 

監視自律型（人は介在しないが監視 humanon the loop)及び③半自動（人が

介在 humanin the loop)のうち①及び②が LAWSに該当するとするものであ

る(32)・

これらの定義例については，「独自に標的選択して攻撃する能力」を具備す

ることについては殆どの定義例においても概ね共通理解が形成されているとし

て，標的選択・攻撃については重要な機能 (criticalfunction)が定義問題との

関連では不可欠であるとして重視する見解もみられる (33). このように複数の定

義の提案が行われているにもかかわらず，現時点では見解の収敏が見られるに

至っていない．いずれにせよ LAWSの定義問題は解決が容易でないことから，

次善の策として当分の間は作業上の定義について合意を目指すことで漸く合意

されているのが現状である

(b) LAWSを巡る重要な特性

この作業上の定義に係る議論を深化させるために有益な論点項目として，重

要な機能（標的選択・攻撃），自律性，予見性，指標ベース・アプローチ，人

による有意の制御があげられているが(34)' その中でも特に重要な役割を果たす

のが自律性及び人による有意の制御の概念である．

(i) 自律性 (autonomy)の位置付け

自律性については， これまでの議論を踏まえて民生・軍事分野での利用状況

の把握海戦・空中戦・陸戦での LAWS使用を想定した事例研究（標準操作

手順 (SOP)及び人・兵器間の相互作用を含む），透明性措置が検討すべき事

項としてあげられている．例えばカナダが提出した検討のための文書では，

自律性については， LAWSに付与される任務運用される環境， LAWSの機

械システムの要求を与えられたロボットの能力の客観的な評価に依存するもの

とした上で，民生・軍事利用されているロボットを事例として自律性の分析を

試みている (35).

その結果民生用システムにおける自律性には， GPSによる正確な位置情
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報及び時間情報に基づいて移動する事例が多いものの， GPSだけでは不十分

であるため磁力計，気圧計，高度計，加速度計測装置， レーダー等も利用して

補正を行う必要があり， 自律性を確保するためにはこのような外部センサー及

び正確な地図情報の利用が不可欠であるとしている． また，軍事的利用の面で

は遠隔操作される無人機，海中を自律的に航行する潜水艦のように，今日でも

高度な自律性を有する兵器の事例は存在するものの，これらの兵器は空中，海

中といった安定した均ーな環境において稼働しており，地図情報もない過酷な

状況において同レベルの自律性が期待出来ないとする見方が紹介された．

その他，例えば，スウェーデンの SIPRI所属専門家は軍事面でのロボット

兵器を念頭において，今日の段階では殆どの兵器が人の手を何らかの形で介す

る必要がある現状について指摘した上で， 自律性が確保されるためには，兵器

の自己移動性，複数のエージェントの共同作業，状況認識の 3点が克服される

ことが課題であるとしている (36). このように第 3回 LAWS非公式専門家会

合で表明された見解からも完全な自律性の確立が容易ではないことが窺われた．

そのような中でイスラエル， 日本，ロシア，スペイン及び英国は LAWSが

遠い未来の可能性の問題であり，完全な自律性を有する LAWSが近未来に開

発されないとしたのみならず，人間の意思の介在しない自律性を有する

LAWSを開発する意図がないことを明らかにした (37). これは LAWSの規制に

積極的な NGOの懸念するロボットが人の生命を奪う可能性を払拭するのみな

らず，これまで武力紛争法が適用される際の前提であった「兵器を使用する

人」と「人に使用される兵器」といった伝統的な構図が維持されることになり

うるものであることが特筆される

(ii) 人による有意の制御

また，上述の自律性とも関連するのが人による有意の制御 (MHC)である．

人による有意の制御は特に LAWSの法的定義を検討する上で不可欠な要素と

されており，これまでの 3回に亘る非公式専門家会合を経て，何らかの人によ

る制御の必要性についてはほほ共通理解が形成されている． しかしながら，何

をもって人による制御を「有意 (meaningful)」とするか，更には制御につい

ても明確になっていない人による有意の制御の概念は，当初は人の判断を経
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ずしてロボット兵器による殺傷行為が倫理上問題であるとの問題意識から提唱

された概念であるものの (38)' 一般的な合意が形成されるに至っていない．その

具体的な内容について，例えば，人 (humanoperator)が兵器使用の決定に

つき知らされた上で意識して決定を行い (informed,conscious decision) , 行

動の合法性を確保するのに十分な情報を有し，使用される兵器への実効的な

(effective)制御の必要性を提唱するとともに，人による有意の制御は説明責

任，道義的責任及び管理可能性に関連すると位置づける見解(39)等これまでも

様々な提案が行われているものの，見解の相違が収敏していない論点の一つで

ある．

もっとも，管理 (control)については広く国際法で使用される概念であり，

例えば対人地雷禁止条約(40)第9条や包括的核実験禁止条約<41) (CTBT)第 1条

には onthe territory under its jurisdiction or its controlとする事例があり，こ

れらは他国の管轄下にある大使館，軍事施設及びその他の場所における権限の

行使とされており (42)' そこから示唆されるのは管理 (control)が間接的で

あっても一定の要件を満たす場合には権限が行使されうる性質を有することで

ある．また，旧ソ連邦が崩壊する過程で核不拡散のために作成されたミンスク

協定の事例では，管理 (control)が核兵器の使用を決定できる法的権利であ

るとする事例があり (43)' ここでいう兵器の使用を決定できる法的権利が管理

(control)であるとする捉え方は， LAWSにおける人による有意の制御の議論

の参考になるものと思われる．

特に，この有意の概念との関連では，人による制御の様態を示すものとして，

これまでの非公式専門家会合等では，有意の (meaningful) に代わる限定詞と

して，例えば appropriate,effectiveといった文言も提案されている (44). もっ

とも，他の国際法分野の事例を見ると，例えば国家責任法の分野では，こう

した controlの様態について ICJがニカラグア事件において判示した effective

controlとICTYによる overall controlの基準の差異があげられるが(45)' これ

までの LAWS非公式協議では現時点での LAWS非公式専門家会合では，こ

のような統制 (control)の概念を巡る先例との対比を含めた十分な議論が行

われるに至っていない．またその他の事例としては， ICC規程(46)第28条の規定
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する指揮官その他上官の責任との関係で，同条(a)が「軍の指揮官又は実質的

に軍の指揮官として行動するものは，その実質的な指揮及び管理の下にある軍

隊 (A military commander or person effectively acting as a military 

commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of 

the Court committed by forces under his or her effective command and 

control)」を対象としている事例がある．

更にそれ以外にも ICC規程改正により導入された侵略の罪につき，同規程

第 8条bisは「国の政治的または軍事的行動を実質的に管理を行うかまたは

指示する地位にある者による (bya person in a position effectively to exercise 

control over or to direct the political or military action of a State)」としており，

これらの規定では「実質的に（又は実効的に）管理を行う」という行為の実効

性 (effectiveness)が基準となっていることが窺われ，判例法上もカイエシマ

事件 ICTR判決等においても実効的支配 (effectivecontrol)の概念が採用さ

れていることと軌を一にするものである (47). 今後 LAWSについての GGE開

催により作業上の定義の策定を目指した本格的な議論が行われることが見込ま

れることもあり，このような軍縮条約における兵器等の管理 (control)や関

連する他の国際法分野の先例を参考にしつつ，人による有意の制御 (MHC)

の概念を深化させた上で，上述の自律性の概念と併せて CCW締約国間で共通

理解の形成を図る必要がある．

2. LAWSと法の欠鋏の可能性

(1) 法の欠訣の発生

サーンハーは LAWSが出現することにより法の欠訣 (legallacunae)が標

的選別の主観性及び責任問題において生じうる可能性を指摘しているが，

LAWS以外でも欠鋏や法的ギャップ (legalgap)が生じるか否かが争われて

いる最近の事例として，国連総会で採択された決議 (A/70/33)に基づき設置

されたオープンエンド作業部会において核兵器の使用禁止を巡って議論されて

いる事例があげられる. LAWSが法の欠鋏を生じせしめるのかを明らかにす

る上でこのような類似する議論について比較することは有益であると思われ，
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まず法の欠鋏とは何をさすのかについて確認した上で，核兵器の使用禁止問題

における議論についても触れることとするもっとも，この議論については核

兵器使用禁止推進派と反対派の国の間での大きな政治的対立構造の中で，作業

部会報告書のみならず条約交渉マンデート決議の双方が表決により採択されて

いる．このため， 2017年から正式な条約交渉が行われるものの，議論を徒に拡

散させないためにも，本稿の趣旨に鑑みて付随する政治的議論を捨象した上で

法的ギャップに係る論点についてのみ取り上げる．

まず，法の欠鋏について，サルモン編国際法事典は，「特定の状況において

対応する (reagir)規範が存在しないこと」，また，更には「特定の状況にお

いて対応する規範がない場合に国際法の特定の法源（例えば特定の条約又

は条約及び慣習法により構成される規則の総体）において生じる状況」である

と定義している (48). 日本における先行研究では「国際的な紛争を解決するため

に適用できる国際法の規則がない場合」とするものがあるがりまた ICJ判例

では，北海大陸棚事件モレリ (Morelli)裁判官個別意見が「所与の関係にお

いて対応するすべての法的規則の不存在における欠訣 (Unelacune consiste 

proprement dans l'inexistence de toute regle juridique reagissant un rapport 

donne.)」と判示している事例があげられる (50). これらから伺われるのは「法

の欠鋏」の状態が発生しているのは，適用すべき法が完全に存在しない状況を

示すものであり，適用すべき法が存在しているにも拘らずその適用が困難な

（又は適用可能であっても国際法による規律が困難な）状況にあることとは明

確に峻別されており，その前提で本稿における検討を進める．

核兵器の使用禁止を巡る問題についてば法の欠鋏が生じているかどうかにつ

いては，これまでも議論の俎上に上がっていたが叫国連総会決議により設置

されたオープンエンド作業部会報告書でも法的ギャップの有無については両論

併記となっている口即ち，現行の国際法が核兵器の使用禁止について法的

ギャップが存在するとする国の意向を反映したパラ 25は，「核兵器の使用禁止

及び核廃絶のための現行の国際的枠組みにおいては法的ギャップが存在すると

多くの国が見解表明を行った」とし，他方で続くパラ 26には「一定数の国が

核軍縮のための現行の枠組みにおいては如何なる法的ギャップも存在しない．」
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としているものの，それぞれの主張の根拠は微妙な相違がある前者は法的

ギャップの存在故に「核兵器の保有，使用，開発，製造，貯蔵及び移転の一般

的禁止といった核兵器のない世界を達成・維持するために必要とされうる法的

措置がない．」ことに留意しており，他方で後者は「核兵器不拡散条約

(NPT)及び同条約運用検討会議の成果が核軍縮追求のために重要な枠組みを

提供する」との見解を表明している．

このように前者は「核兵器の使用禁止」を，後者は NPT第6条のいわゆる

「誠実な核軍縮交渉義務」と，それぞれ異なった議論の帰結を追求する過程で

「法の欠訣」の有無を論じようとする微妙な議論のすれ違いがある． もっとも，

核兵器の使用・威嚇の合法性についての ICJ勧告的意見は「いかなる慣習国際

法も条約も核兵器の包括的かつ普遍的に禁止するものは存在しない．」と判示

しており (53)' 特に核兵器の使用禁止については前者の法的ギャップがあるとす

る見解に一理あるようにも思われる．他方で，これまでに作成されている軍縮

条約が当該兵器の使用禁止も含めている事例も多いこと，更には NPT第6条

の規定振りが曖昧であることもあり，「誠実な核軍縮交渉義務」の射程に核兵

器の使用禁止等も含まれるとの解釈も十分ありうるものと思われ，その場合は

上述の厳密な意味での「法の欠訣」は生じていないことになる．

また，同 ICJ勧告的意見は「国家の存亡が危機にさらされるといった自衛の

極端な状況の下では核兵器の使用・威嚇の合法性について確たる結論を導きえ

ない．（主文2E)」と判示することも含めて，法的ギャップの有無の問題を

巡っては考慮すべき点は少なくない． この点については，一般的許容原則を適

用したのか，それとも裁判不能 (nonliquet)の判断を下したのかを巡り評価

が分かれているとされる中で，「国際法の現行の状態と裁判所の採用できる事

実の諸要素」の考慮から確定的な判断ができなかったとするのが妥当であると

する見解もある (54). 同ICJ勧告的意見は核兵器の違法性に確定的な判断を下さ

なかったものの，国際人道法の原則が核兵器にも適用されるという判断を示し

ており，その限りにおいてこの事項に関し国際法に欠鋏が存在しないという立

場を取った (55).

以上のとおり，比較事例として，核兵器の使用禁止問題について触れたが
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どのような状況が生じると「法的欠鋏」が生じたと言えるのかについて，国際

法の規範がない場合には法の一般原則を通じて事案を処理できるが故に欠鋏は

‘―ウンリー教授やロウ教授），条約や存在しないとする見解もあるものの（フフ

慣習国際法の規則の通常の解釈適用では事案を処理できない場合を欠鋏として

捉えることが妥当であると思われる (56). 本稿ではこのような理解の下で，以下

LAWSを事例として法の欠鋏が生じうるのかにつき見てみる．

(2) 標的選別の主観性

標的選別の主観性の問題は，人が標的選別する過程で無視しえない疑義

(doubt)に起因するとされる (57). 標的選別のプロセスについては，例えば，

NATOは，「標的の選別した上で優先順位を決めて，運用上の条件及び能力を

としており，米国軍事及び NATO軍事マ考慮して適切な対応を行うこと」

ニュアルを例にとっても微妙に異なっているものの（下記注58の比較表参照），

動的な標的選別については F2T2EA(Find, Fix, Track, Target, Execute 

and Assess) と称されるものが基本パターンである (58). このような標的選別プ

ロセスの準備段階として，標的に対して事前に攻撃が許可された標的セット

(Authorised Target Set)が作成された上て
、(59)' 上述の標的選別プロセスを経

て実際に攻撃対象となり，作戦が遂行されるまた，英国軍の場合は，空幕長

及び統幕長の発出する作戦指令に従い，目標優先度，期待される効果への一

般指針，任務遂行のために必要な戦力のレベル及びタイプが決定され，全ての

標的が特定の標的リストに掲載された上に，現場では指揮官の判断のみならず

疑義がある場合には軍事法律顧問官 (LEGAD)の判断も踏まえ，作戦が遂行

されるとのことである (60).

こうした標的選別プロセスを経て実際に標的が攻撃される際には，慣習法化

した規則も含め国際人道法が遵守されることが要請され，攻撃対象となる物及

び人が保護の対象であるか，攻撃が許容されるかの判断が求められ，これまで

の伝統的な標的選別の手法では指揮官又は指揮官の指揮下にあるオペレーター

たる要員がその適否を判断した上で攻撃行動に着手することになる もっとも

人については，ジュネーブ諸条約第 1追加議定書により文民であるとの推定が

優先的に働くように規定されて
いるが(61)' そのような規定が設けられているこ
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とからも明らかなように，練度の高い戦闘員であっても実際の武力紛争発生時

には戦闘員・文民の区別が容易でない状況も十分想定されうるものである．

また，攻撃目標が保護の対象でなくても，攻撃に際しては均衡性の原則，軍

民標的区別主義の要請といった国際人道法の主要原則の遵守が確保されている

かといった判断を行った上で標的に対する攻撃に着手される必要がある．その

際に，将来 LAWSが出現した際には，こうした判断を予めプログラムされた

アルゴリズムが判断を行うことが想定されるが，そのプログラミングは人が設

計し，関連パラメーターのインプットも人が行うことになる．その場合でも，

疑義 (doubt)の余地を完全に排除することは不可能であり，更に問題は疑義

の性質上，計量化が困難な度合いといった曖昧さを伴った基準に依拠せざるを

えない概念であることである即ち，武力紛争法の世界においては疑義の存在

は攻撃を禁止することを意味せず， どの程度の疑義があれば攻撃が禁止される

ことになるのかについては明文化されていないのみならず， どの程度であれば

慣習法を反映した閾値となりうるのかが不明確である (62).

その一方で，一般的には攻撃者が当該攻撃を違法なものであると十分な疑義

を抱く場合には，攻撃者はそのまま攻撃行為を継続できないものとみなされて

おり，こうした状態が疑義のレベルが閾値に達した状態にあるとされる (63). 更

に，このような疑義の概念は ICC規程第30条 3の「ある状況が存在し，又は

通常の成り行きにおいてある結果が生ずることを意識していることをいう」と

する認識の定義にも関連しうるものであり，こうした疑義や認識といった人の

思考過程を LAWSが再現しうるのか疑問なしとしえない．今日の AI技術が

I._ うした主観的要素に対応しうるかについては必ずしも明らかではないものの

将来の技術の進歩が疑義のメカニズムを解明し，将来の LAWSが攻撃任務に

着手する際に人と同様のレベルにて作動しうるのか必ずしも明らかではない．

もっとも，技術的進歩が LAWSの振る舞いを逆に現行の国際人道法に合致さ

せることを可能ならしめる可能性もあるものの，現時点でこうした問いを結論

付けるのは困難である．

他方で，標的選別における主観性の問題については，疑義の存在のみならず

標的選別の過程で主観的に適切な決定を行うことが要請されるものであり，
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LAWSが兵器として投入される際には，その投入に関与する人が LAWSに課

される任務が適切かつ合法性を有するとの判断を下す必要がある．即ち，自律

的な LAWSであっても， LAWSを作動させる操作を行う人は，その性能やプ

ログラムされている機能，攻撃基準，事前にプログラムされた閾値等を完全に

理解した上で操作することが要求される．更に LAWSが投入される特定の戦

域環境がどのようなものか把握した上で LAWSの使用が武力紛争法に適合す

ることを確保する必要があり， LAWSの操作者はこうした LAWSがその自律

性をもってして遂行する特定の任務に適合しているかにつき，その作動開始前

に重大かつ客観的な決定を行う状況下に置かれることとなる (64).

問題はこうした殺傷力を行使する前に主観性に担保された標的選別が行われ

ることが，例えば高速で飛翔するミサイル攻撃のみならずサイバー攻撃等まさ

に「瞬時」とも評しうる短時間にこうした主観的な標的選別が行われる状況を

想定すると，その時点では人による判断が全く介在しえないままに LAWSが

作動することとなる．そうした状況を想定すると，上述の標的選別における主

観的な標的選別は標的選別プロセスの相当程度の前段階で行われることとなる．

換言すると，標的選別の中核を占める LAWSの振る舞いを規定することにな

る制御システムのプログラミング及びデータ及び作動の閾値の設定に依拠する

こととなり，これまでの伝統的な兵器における標的選別規則 (targetingrule) 

の範囲内であっても特殊な状況での適用が想定されることになる．

その前提で国際人道法の基本的原則が LAWSに対して機能しうるのかにつ

いて見てみると， LAWSは人道法の基本原則である予防原則，軍民標的区別

原則の遵守を確保しうる人間レベルの標的選別が可能かとの論点に戻ることと

なる．予防原則は，ジュネーブ諸条約第 1追加議定書第57条に規定される攻撃

の際の予防措置であり，文民たる住民，民用物等に対する攻撃を差し控えるよ

うに不断の注意を払うこととされるが，戦闘員による目視であっても誤爆の事

例は後を絶たない．この関連で ICTY判例を見ると，例えば，ゴトビナ事件

においては軍事目標と推定される地点から 200m以内に砲弾が弾着した場合

を除外した上で，文民等を標的とした誤爆であるとする 200m基準の是非が

争われた結果，最終的に上訴審では支持されなかったものの(65)' このような具
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体的な基準が今後策定された上で LAWSについても評価される必要がある．

更に，均衡性原則については軍事活動の巻き添えによる文民の死亡若しくは

損害民用物の損傷又はこれらの複合した損害が予想される軍事的利益を過度

に超えてはならないとする原則であるが，付随的損害が軍事目標破壊から得ら

れる軍事的利益と比較考量した結果過度 (excessive)である場合は違法とさ

れるものの，人である戦闘員によるものであってもこうした判断は相対的とな

らざるをえず， LAWSの場合も同レベルのプログラミング等が可能と結論付

けるのは現時点では困難である．今日実際に行われている先述の NATO及び

英国の標的選択の実行の例を見ても，その手順は理論的に標準化されているも

のの，実際に攻撃の最終判断は容易ではないのが実情であり，例えばブース

ビィ (Boothby)は，戦闘員に対する上空からのミサイル等による地上目標へ

の攻撃を想定して，保護の対象ではない戦闘員から負傷等により切り離されて

保護の対象に置かれる (horsde combat)戦闘員を区別できないとして，自著

の見解を訂正している (66). このように訓練された戦闘員であっても区別が困難

な標的に対する攻撃可否の判断を LAWSに委ねることが可能であると思われ

ず，これらの事例は人である戦闘員乃至は自律型の LAWSであっても既存の

規則が適用可能であるものの，規律が困難な状況にあると言えるものである．

このため，論者サーンハーが述べるような現行法上の法の欠鋏が生じる可能性

に至らずとも，少なくとも現行法であっても規律することが困難な状況が発生

しうる状況に該当するものと思われる．

(3) 責任 (responsibility)の問題

LAWSを巡る種々の責任法との関連問題については，一連の非公式専門家

会合でも既に取り上げられており，例えば，第 3回非公式専門家会合では，特

に国際人道法との関連でアカウンタビリティに焦点を当てた議論が行われた結

果， LAWSの配備に伴って実力の行使及びその影響について必要とされるア

カウンタビリティ及び責任の要件が適用されるのかにつき議論されたまた，

特に LAWSによる事故の場合には，命令系統において誰の責任においてアカ

ウンタビリティが問われるかが不透明であり，新たな技術によるグレーゾーン

が発生しうると報告書では指摘されている (67). これまでの CCWでの LAWS
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関連の議論のみならず， LAWSに関連する先行研究においてもアカウンタビ

リティ (accountability) と責任 (responsibility)の用語が必ずしも明確に峻

別されていない中で議論が行われている傾向があり (Gs), LAWSに関連する責

任法については国際法のみならず各国の国内法での事例も参照されたりする中

で，まずはアカウンタビリティと責任について区別される必要がある．

国際法における責任については国家責任条文コメンタリーは「国家の国際

違法行為を事由として国際法の下で生じる新たな法的関係」と説明しており (69)'

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 <70). ccwにおける

LAWSに係る議論は法的側面に限定されず，安全保障上の含意更には倫理

的側面といった多面的な観点からも議論が行われていることもあり，責任は

LAWSに関連しうるアカウンタビリティの一つの側面として包含された要素

と位置付けられており，この点については上述の整理とも合致している．ここ

で法的欠鋏の生じうる可能性があるとされているのはアカウンタビリティより

狭い概念である責任についてであり，本稿でも LAWSの使用に関与する個

人・国家の刑事責任等，アカウンタビリティでなく法的な責任に限定して見る

こととする

まず， LAWSを違法に使用することにより直接的に生じうる可能性の問題

として，故意に戦争犯罪を生じせしめるように LAWSのプログラミングを行

う想定事例があげられるもっとも，例えばICC規程第 8条の規定する「ジュ

ネーブ諸条約に対する重大な違反行為，すなわち，関連するジュネーブ諸条約

に基づいて保護される人又は財産に対して行われる次のいずれかの行為」とし

て，殺人，絶滅させる，奴隷化拷問等の戦争犯罪の構成要件を満たす行為を

任務として忠実に遂行するように， LAWSの任務に付与することを意図して

プログラミングを行うことは，理論上は兎も角，現実には容易ではない．

LAWSが仮に自律的にそのような違法な行為を遂行しうるとしても，人によ

り起動させる必要があり，またそのように作動する意図をもって人が予めプロ

グラミングを行った上で LAWSの振る舞いを規定するパラメーターを入力す
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る必要がある. LAWSが出現する場合であっても，人と LAWSの関係につい

ては兵器を使用する人，人により使用される兵器の関係が維持されると解され，

既存の国際人道法の適用が困難な状況が生じることがあっても，適用すべき法

が存在しない状況が生じることにはならないものと解される．

その関連で，ジュネーブ諸条約第146条（刑事責任），ジュネーブ諸条約第 1

追加議定書第86条（不作為），同第87条（上官の義務）についても， LAWSを

巡って兵器を使用する人と人に使用される兵器の伝統的な関係が維持される限

りにおいて，対象となる兵器が LAWSであっても適用されうるものである．

更に， ICC規程第25条 3項に照らして，戦争犯罪に至るまでの任務を LAWS

に実行させるように故意にプログラムした個人も刑事責任を問われることとな

り，更に LAWSがそのようなことに不法に使用されることを知りながら防止

義務を怠った上官についても刑事責任が問われることとなるものと思われる．

また， LAWSを使用する国家に係る国家責任については，国家責任条文第

8条（国家により指揮又は統制される行為）が「個人又は個人集団が，行為を

成し遂げる中で，事実上，国家の命令指揮統治により行動している場合，‘

それらの個人又は個人集団の行為は，国際法上の国家の行為と考えられる．」

と規定していることから，国家の命令指揮統治により， LAWSが使用に

供される場合の国際法上の責任は当該国家に帰属することになる． また，例え

ば，ジュネーブ諸条約第51条(71)及び同条約第 1追加議定書第91条(72)等国際人道

法の中にも国家責任条項を有するものがあり，これについて国際人道法関連条

約は国家責任と個人責任を併存させ両者が相互補完的に適用されることを通じ

て条約目的の実現を図ろうとしているとされる <73)_ LAWSの使用についてもこ

のような重層的な形態により国家責任法が適用されることとなるものと解され，

法の欠鋏が生じ難い構造となっているものと思われる． もっとも， LAWSの場

合は指揮系統 (CommandChain)や責任を発生させる原因となる行為者

(agent)の特定が伝統的な通常兵器が使用される場合に比して困難になること

が予見される． しかしながら，相当因果関係 (Causality)のような一般原則も，

LAWSによる不法行為が行われる場合には損害の範囲の確定等のために適用

されうるものであり，特に上述の人による有意の制御 (MHC)が人と LAWS
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の間に維持される場合には責任法の分野においても法の欠鋏が生じる可能性が

小さくなるものと思われる．

3. 新たな技術と国際法の適用可能性の確保

以上を踏まえ，新たな技術による兵器開発が行われることにより，既存の国

際法により規律が困難な状況が生じる場合，更には真に「法の欠鋏」が生じる

場合といったレベルの異なる状況下でも， 3段階により国際法の適用可能性が

確保されるメカニズムが構成されている．即ち，ジュネーブ諸条約第 1追加議

定書第36条に基づく新たな兵器の合法性審査，解釈により国際法により規律す

ること，更には真に「法の欠訣」が生じた場合には国際立法を含めて，新たな

技術に対しては国際法の適用可能性が確保されることにより，このような

CCWを含む国際人道法の分野は，法体系としての安定性が保たれていると見

ることが出来る．

(1) 新たな兵器の合法性審査

まず第 1に， CCWの枠組みにおける LAWS問題の検討に際しても取り上

げられている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

評価による合法性審査が重要な役割を果たしうることをあげることができる．

新たな兵器の評価の実施方法については，基準を提唱するもの(74)' 適用される

国際法を列挙した上で，新たな兵器の合法性評価を提唱するもの(75)等があげら

れるものの，基本的には適用可能な法 (applicablelaw)を念頭においた評価

基準である．多くの先行研究が2005年ICRC法的評価ガイドラインに言及して

おり (76)' 新たな兵器に係る合法性の評価メカニズムは現行の国際法に違反する

新兵器の導入を事前に防止するセーフガードとして機能しうるものである．新

たな技術による兵器が出現する際には各締約国において新たな兵器の評価に

よる合法性審査が行われることにより，新たな兵器が導入される際に国際法に

より規律が困難な状況が生じることを事前に防止する機能を果たすことになる．

しかしながら問題は，同規定が「締約国は，新たな兵器又は戦闘の手段若し

くは方法の研究，開発，取得又は採用に当たり，その使用がこの議定書又は当
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該締約国に適用される他の国際法の諸規則により一定の場合又はすべての場合

に禁止されているか否かを決定する義務を負う．」とするのみであり，実際に

どのような評価を行うかについての基準等については具体的に明示しておらず，

その評価には各締約国の裁量の幅が大きいとの問題点がある． このような問題

意識もあり， LAWS第3回非公式専門家会合では主要国における評価手法に

ついてのベスト・プラクティス集を作成することが有益であるとの見解も表明

され，現在 ICRCは同ガイドラインの改定作業を行っているとの由である (77).

第3回 LAWS非公式協議においても，米国ベルギー等主要国により自国

の新たな兵器の評価制度について紹介されていた例えば，米国は新たな兵器

が開発される場合は，開発前，配備前及び配備後も兵器の作動状況のフィード

バックに基づいて 3段階により兵器の合法性評価が実施されていることのこと

であり，ベルギーも実際に兵器を使用する国防省隷下の組織ではなく独立した

審査専属組織により兵器の審査を行っているとのことである．また， 日本にお

ける国家実行については，研究開発，調達，配備などの検討を行う防衛省での

会議には法務官が必ず出席し，その意見が反映されることにより新たな兵器の

合法性の評価が行われるとのことである (78). 即ち，特に防衛省設置法及び自衛

隊法といった関係法令上のみならず，公開されている防衛省・自衛隊の訓令，

達通達等にも明文の根拠はないものの，政府の対応により新たな兵器の合法

性の審査が行われる形により実態的に同条の国内法上の担保が行われている．

更に，適用すべき手法のみならず評価の際のパラメーターについて，例えば

マスレン (Maslen)は正確度 (accuracy)及び精度 (precision), 兵器の標的

選別能力，信頼性 (reliability)が確認される必要があるとしている．評価手

法も含めて各締約国に幅広く委任されている同条の規定振りもあり，今後各国

で新たな兵器の合法性の審査メカニズムがどのように設定されているのかつい

て更に検討される必要がある例えば，具体的な基準，評価手法，意思決定メ

カニズム等，関連する用語の定義（「新たな」兵器とはどのような兵器を指す

のか，武力紛争法で使用されている「武器手段及び方法」の指す範囲等につ

いては，更に具体的な検討が必要とされている． また，既に無人機が偵察任務

等の PKO活動にも使用されている実態が既に存在することから， LAWSにつ
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いても PKO活動で使用される場合，更には法執行にも使用される可能性があ

ることから，新たな兵器の合法性の審査は国際人権法等も含め包括的に行われ

る必要がある．このように，新たな技術に対する国際法の適用可能性を確保す

る観点からも， より具体的な基準等が確立され，新たな兵器の合法性が予め確

認された上で導入されることが例外なく行われる必要がある．

(2) 解釈による国際法の適用可能性の確保

第2点目として，上述の法の欠鋏にかかる議論の関係では，真に「法の欠

訣」が生じていない段階では解釈等により既存の国際法が適用できない状況を

回避することが出来る可能性があることである．解釈の具体例については枚挙

に暇がないものの，関連しうる具体例をあげると，例えば国際人道法そのもの

が新たな技術に対して柔軟性を有する点があげられる．即ち，「兵器，戦闘の

方法及び手段」の定義の組み合わせを前提に構築されている武力紛争法はサイ

バー技術や環境改変といった新たな害敵手段に対しても十分に対応しうる柔軟

性を有しているとの見解にみられるように (79)' 具体的な限定列挙でなく一般的

な書き方をされている条項も解釈を通じて新たな技術への国際法の適用可能性

を提供するものである．

また，関連する条約の締約国会議等の決定も，解釈による国際法の対応可能

性を確保する上で重要であり，締約国会議は一般的に通常の規定の適用範囲を

規定，補完及び訂正する権能を有する (80). 軍縮条約での事例をあげると，生物

兵器禁止条約 (BWC)(si)は明文上の使用禁止の規定がなかったものの， 2006年

BWC運用検討会議の決定により同条約の解釈を通じて使用禁止義務を再確認

しだsz)_BWCは同条約の適用が困難になることを防止することに成功してお

り，このようなウィーン条約法条約第31条 3(a)及び(b)の規定する「事後の

合意」又は「事後の慣行」として国際法の適用可能性を広げるものであり，国

際法により規律が困難な状況の発生を防止する機能を果たす． この関連で条約

にそのような解釈権能を予め明示的に規定している例もあり，武器貿易条約

(ATT) (s3lも締約国会議の権能として「この条約の解釈から生ずる問題の検討

（条約第17条4(d))」をあげており，同条約の場合も適用可能性を確保するた
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めにも解釈は重要な役割を果たしうるものである．

(3) 欠訣補充のための国際立法

上記の新たな兵器の評価による合法性の審査メカニズム及び解釈による適用

可能性の確保に加えて，法の欠鋏が生じる状況に至らずとも国際法による規律

が困難な状況が発生する段階を超えて，真に欠鋏が生じた場合には，第 3点目

として国際法の適用可能性を確保する手段としての国際立法があげられる．現

在 LAWSについて検討が開始されている CCWの場合には，本体条約が枠組

み条約として機能することが予め期待されており，新たな技術が出現する度に

CCW第8条に規定するメカニズムにより新たな議定書を交渉して作成するこ

とを通じて対応することが想定されている．実際にこれまでに，本体条約及び

当初の議定書として作成された 3つの議定書に加えて，第VI議定書（レーザー

盲目兵器）及び第v議定書（爆発性戦争残存物）の国際約束が作成されている．

もっともクラスター弾については別途のクラスター弾条約が合意される一方

で， CCWはコンセンサス方式による意思決定が行われるため合意が容易では

ない中で第VI議定書の条約交渉が頓挫している.ccw第 8条 3(b)は「この

条約の附属議定書の対象となっていない種類の通常兵器に関する追加の議定書

の提案についても検討することが出来る」とする一方で，その後段で「追加の

議定書は，この条約の採択と同様の方式により採択され， この条約の附属議定

書となり， 5条 3及び4の規定の例により効力を生ずる．」と規定している．

このため，本体条約が採択された際のコンセンサス方式により意思決定を行う

こととされており(S4)'ccw関連会議の手続規則においてもコンセンサス方式

ば慣行として踏襲されている (85).

ちなみに， LAWSの規制・禁止を巡る議論については現時点で明らかな見

解の相違が存在する上に収敏する見込みもないために，今後 CCWの枠組みで

議定書が交渉される可能性は小さいものと思われ，他方で別途の外交会議等他

のフォーラムで交渉を行うことの機運が生まれているものとも言い難いのが実

情である．このため，まずは今後の GGEプロセスでの検討結果を見守る必要

があるものの，今後の政策的オプションとしては法的拘束力を有する条約では
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ないソフト・ロー形式の国際文書も選択肢の一つとしてあげられる．尤も

LAWSを規制するための法的拘束力のない国際文書を作成することについて

は， LAWSについて国際キャンペーンを展開している NGO連合が先ずは条約

交渉を開始することを主張していることから，本格的な議論の俎上に上る可能

性は現時点では小さいものと思われるものの，一般論として真に法的欠鋏が存

在し，法的拘束力を有する文書の交渉が困難な場合には国際法の適応可能性を

確保する手段として上でソフト・ローによる事実上の (defacto)国際立法も

選択肢の一つである．

お わ りに

新たな技術と法の関係については，これまでも新たな技術の出現により既存

の法を超えた状況が発生することにより，適用可能な国際法による規律が困難

な状況が生じたりすることはこれまでもままあり， CCWとの関連でも，逆に

レーザー兵器が出現する前にその使用禁止・制限のために第W議定書交渉が行

われた事例もある (86). このように新たな技術の出現と法制度の関係については，

現行の国際法による適用・規律が困難な状況が発生すること，更には真に法の

欠鋏が生じる可能性も排除されず，新たな技術が先行して法が後追いをする状

況は少なくない(87).

本稿を通じて最近の核兵器の使用禁止を巡る議論における法的ギャップの問

題もあわせて検討したように，新たな技術の出現により新兵器が開発されるこ

とが必ずしも法の欠鋏の発生に繋がるものではないものの，関係する国際法

の適用更には規律することが困難な状況は発生しうるものである． しかしな

がら，ジュネーブ諸条約第 1追加議定書第36条が規定する新たな兵器の合法性

を審査する評価義務により現行の国際法に違反する新たな技術による兵器の導

入は事前に排除されうるものであり，更に適用・規律が困難な状況に対しては

新たな国際立法を行わずとも解釈により調整しうる場合が多い．また，真に適

用すべき法が存在せず，法の欠鋏の存在が認められる場合には，国際立法によ

り欠訣補充が行われて関係しうる国際法の適用可能性が確保されることとなり，

上述の CCW第W議定書によるレーザー兵器の規制がそのような事例に該当す
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るものと思われる．

以上見たように，法体系の安定性を確保する 3段階のメカニズムにより，新

たな技術により開発された新兵器が出現したことにより法の欠鋏が生じる場合

であっても最終的に欠鋏は補充されて国際法の適用可能性は確保されうるも

のである. LAWSの場合も，サーンハー等が主張するように仮に法的欠峡が

生じることがあっても，この 3段階のいずれかにより国際法の適用可能性は確

保されることになるものと思われる．いずれにせよ LAWSを巡る議論はこれ

まで非公式協議の段階にあり， LAWSの法的位置付けについては今後の CCW

の枠組みでの GGE等での議論の進展を注視する必要がある．
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