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1．自律型兵器に反対する議論
人工知能に関連して現在，深刻な問題になっている

2．暴力の間接的な被害
「金持ちほど安全（richer is safer）
」という言葉がある．

ことの一つは「自律型兵器」の是非についてである．自

お金がないということは健康や生命にとっての重大なリ

律型兵器は人間によるコントロールなしで，ターゲット

スク要因だという意味で，このことは国の政策を考える

を決定し致死的な攻撃をすることのできる兵器システム

うえで明確に意識しておく必要がある．ある政策に資源

を指す．ここ数年，特定通常兵器制限禁止条約（CCW）

を費やすということは，
その資源を他のことに回せば（特

が主催する会議がジュネーブの国連オフィスで開かれ，

に貧困者のために使えば）救えたかもしれない生命を失

自律型兵器の制限・禁止が検討されている．

うことである．だから私達は政策を評価する際には，そ

では，自律型兵器の何が問題なのだろうか？ しばし

の政策がどれだけの成果をもたらすかだけでなく，その

ば指摘されるのは以下のような点である．まず，機械は

政策に資源が使われることで失われる健康や生命のこと

戦闘員と非戦闘員を十分区別することができないので，

を考慮し，その成果がその損失に釣り合うのかどうかを

非戦闘員への攻撃を禁じる戦争法を守ることができな

問わなければならない．

い．また自律型兵器の使用は自国の兵士の犠牲者を減ら

しかし一体どれだけのお金でどれだけの命が救えるの

すため，それを使う国が今よりも簡単に戦争を起こすよ

だろうか．参考になるのが政府の規制に伴うコストの上

うになるかもしれない．さらに自律型兵器が戦争犯罪に

昇とそれによって失われる生命の関係を定量的に表すこ

あたるような行動をとったとき，それが誰の責任である

とを試みた Ralph Keeney の 1990 年の研究である．こ

のかが決められない．

こでは政府の規制に伴う 300 万〜 750 万ドルのコスト

これらは自律型兵器の使用に焦点を当てた議論だが，

の上昇が一人の人間の命に相当するという見積もりが示

開発の局面に焦点を当てた議論もある．Future of Life

されている [Sunstein 02]．1990 年当時の軍事支出はお

Institute（FLI）は昨年「自律型兵器：人工知能研究

よそ 3,000 億ドルである．もしこれが何らかの社会的な

者とロボット工学研究者からの公開書簡」を公開した

コストの削減に使われていたのであれば，失われずに済

[Future of Life Institute 15]．その中では自律型兵器の

んだ生命の数はどれほどであろうか．

開発が新たな軍拡競争を招くことへの懸念が表明されて
いる．

物価の変動を考慮した実質値で見るとアメリカの軍事
費は冷戦終結後の 1990 年代は減少傾向にあったが，21

自律型兵器が極めて効果的な軍事テクノロジーになる

世紀に入ってから再び増大傾向に転じ，現在では冷戦の

だろうということ，そしてどこかの国が自律型兵器の開

ピーク時をやや上回る水準に達している．もしアメリカ

発を進めれば，それに続く国々が現れ，新たな軍拡競争

がロシアや中国との AI 軍拡競争に突入すれば軍事費は

が起こるだろうということはほぼ確実である．そうなれ

さらに増大するだろう．それはもう始まっているのかも

ば自律型兵器は核兵器とは違った形で世界の秩序を変え

しれない．中国は近年 GDP の成長率と足並みをそろえ

るだろう．核兵器はテロリストが簡単に購入できるもの

るように軍事費を増大させており，ドローンを含む遠隔

ではないし，街中の潜伏先や山中のアジトで秘密裏に製

操作型のロボット兵器の開発にも乗り出している．アメ

造・実験できるものではない．しかし小型のドローンや

リカ国防総省副長官の Robert Work は，米軍は「致死的

車両に自律的飛行・走行機能および自律的攻撃機能を備

行動を取るという判断を下す権威を機械に委譲しない」

えた兵器は容易に入手可能なものになるかもしれない．

と主張しながら，しかし競争相手がそうするつもりであ

FLI の公開書簡は自律型兵器が未来の「カラシニコフ」

る場合には「どうすれば最もよく対抗できるか決めなけ

になる可能性を指摘し，そのような事態を招かないため

ればならない」と語る [Guizzo 16]．

に自律型兵器の開発・使用は禁止するべきだと論じる．

Steven Pinker は人類の歴史を通じて暴力は減少し続
けており，現在私達は人類という種が誕生して以来「最
も平和な時代」に生きているのだと論じる [Pinker 11]．
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彼によれば，それは部分的には人間が徐々に理性を向上

と相手にとっての自分の重要性を認識するような関係を

させることで，暴力を振るうことの非合理性を認識する

築くことで達成されるだろう．そのとき，戦争は本当の

ようになった結果である．さて Pinker の言うとおりだ

オワコンになる．しかしこれは本当に難しいことであり，

としても，私達の理性にはまだまだ向上の余地があるよ

前例も理論も公式もないところでアクロバティックに思

うに思われる．将来の暴力に備えるための費用が多くの

考を転換させなければならない．異質な人々に対する恐

生命の損失につながっているのだとすれば，それは暴力

怖や憎しみを克服して，理性をもっと高いレベルに向上

の間接的な被害と言ってよい．

させなければならない．

この間接的な被害を減らすことを私達はもっと真剣に

いつか人類がシンギュラリティを迎えて超知性を実現

考えるべきだ．しかし「敵」からの攻撃のようなリスク

するときが来るのであれば，願わくはそれが破壊力を競

には過剰に反応する一方，不十分な医療や不健康な習慣

い合うのではなく，調和と協力を求める人道的な知性で

のリスクを軽んじる人間の心理的傾向がこのことを難し

あるように．

くしている．
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うことである．それゆえに強大な軍備をもつこと，莫大
な費用をかけて戦争に備えることはいまだに合理的な選
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択肢，しかも唯一合理的な選択肢のように思われてしま
う．そして多くの国がそのような思考をして戦争に備え
ている限り，そのように考えることは本当に合理的なの
である．だから私達のするべきことは，莫大な費用をか
けて戦争の準備をすることが合理的だとは思えなくなる
ような環境をつくることである．それは相手より強い兵
器をもつことによって得られる「安全」よりもはるかに
価値がある．
そのような環境はすべての国々が互いを対等の主権者
と認め，相互に支え合い，自分にとっての相手の重要性
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